
　　４６４-００００・愛知県名古屋市千種区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４６４-０８５２・愛知県名古屋市千種区青柳町・あおやぎちよう

　　４６４-００９４・愛知県名古屋市千種区赤坂町・あかさかちよう

　　４６４-００１９・愛知県名古屋市千種区揚羽町・あげはちよう

　　４６４-０８１１・愛知県名古屋市千種区朝岡町・あさおかちよう

　　４６４-００２９・愛知県名古屋市千種区池上町・いけがみちよう

　　４６４-００６７・愛知県名古屋市千種区池下・いけした

　　４６４-００６６・愛知県名古屋市千種区池下町・いけしたちよう

　　４６４-０８１８・愛知県名古屋市千種区池園町・いけそのちよう

　　４６４-００１２・愛知県猪高町猪子石猪々道・いたかちよういのこいしししみち

　　４６４-０８２４・愛知県名古屋市千種区稲舟通・いなふねとおり

　　４６４-００２６・愛知県名古屋市千種区井上町・いのうえちよう

　　４６４-０８５０・愛知県名古屋市千種区今池・いまいけ

　　４６４-０８５１・愛知県名古屋市千種区今池南・いまいけみなみ

　　４６４-００８２・愛知県名古屋市千種区上野・うえの

　　４６４-００７５・愛知県名古屋市千種区内山・うちやま

　　４６４-０８５４・愛知県名古屋市千種区大久手町・おおくてちよう

　　４６４-０８３３・愛知県名古屋市千種区大島町・おおしまちよう

　　４６４-０８３７・愛知県名古屋市千種区丘上町・おかうえちよう

　　４６４-０８３５・愛知県名古屋市千種区御棚町・おたなちよう

　　４６４-０８１６・愛知県名古屋市千種区鏡池通・かがみいけとおり

　　４６４-０８４１・愛知県名古屋市千種区覚王山通・かくおうざんとおり

　　４６４-００４１・愛知県名古屋市千種区霞ケ丘・かすみがおか

　　４６４-０００２・愛知県名古屋市千種区香流橋・ かなれはﾞじ

　　４６４-００３３・愛知県名古屋市千種区鹿子町・かのこちよう

　　４６４-００２１・愛知県名古屋市千種区鹿子殿・かのこでん

　　４６４-００８６・愛知県名古屋市千種区萱場・かやはﾞ

　　４６４-０８０６・愛知県名古屋市千種区唐山町・からやまちよう

　　４６４-０８２６・愛知県名古屋市千種区川崎町・かわさきちよう

　　４６４-０８３１・愛知県名古屋市千種区観月町・かんげつちよう

　　４６４-００７７・愛知県名古屋市千種区神田町・かんだちよう

　　４６４-０８３６・愛知県名古屋市千種区菊坂町・きくざかちよう

　　４６４-００８３・愛知県名古屋市千種区北千種・きたちくさ

　　４６４-００１６・愛知県名古屋市千種区希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　４６４-０００４・愛知県名古屋市千種区京命・きようめい

　　４６４-００３４・愛知県名古屋市千種区清住町・きよずみちよう

　　４６４-０８４２・愛知県名古屋市千種区桐林町・きりはﾞやしちよう

　　４６４-００３７・愛知県名古屋市千種区楠元町・くすもとちよう

　　４６４-０８１５・愛知県名古屋市千種区幸川町・こうがわちよう

　　４６４-００６１・愛知県名古屋市千種区向陽・こうよう

　　４６４-００６２・愛知県名古屋市千種区向陽町・こうようちよう

　　４６４-００８５・愛知県名古屋市千種区古出来・こでき

　　４６４-０８５３・愛知県名古屋市千種区小松町・こまつちよう

　　４６４-００２５・愛知県名古屋市千種区桜が丘・さくらがおか

　　４６４-００６４・愛知県名古屋市千種区山門町・さんもんちよう

　　４６４-００９６・愛知県名古屋市千種区下方町・しもかたちよう

　　４６４-００４４・愛知県名古屋市千種区自由ケ丘・じゆうがおか

　　４６４-００８４・愛知県名古屋市千種区松軒・しようけん

　　４６４-０８２３・愛知県名古屋市千種区松竹町・しようちくちよう

　　４６４-００１３・愛知県名古屋市千種区汁谷町・しるたにちよう

　　４６４-００４６・愛知県名古屋市千種区城山新町・しろやましんまち

　　４６４-０８４６・愛知県名古屋市千種区城木町・しろきちよう

　　４６４-００４５・愛知県名古屋市千種区城山町・しろやまちよう

　　４６４-００２７・愛知県名古屋市千種区新池町・しんいけちよう

　　４６４-０８５９・愛知県名古屋市千種区新栄（３丁目）・しんさかえ(３)

　　４６４-００７２・愛知県名古屋市千種区振甫町・しんほﾟちよう

　　４６４-０００３・愛知県名古屋市千種区新西・ しんにじ

　　４６４-０８２１・愛知県名古屋市千種区末盛通・すえもりとおり

　　４６４-００８７・愛知県名古屋市千種区清明山・せいめいやま

　　４６４-０８１２・愛知県名古屋市千種区園山町・そのやまちよう

　　４６４-００７３・愛知県名古屋市千種区高見・たかみ

　　４６４-０００７・愛知県名古屋市千種区竹越・ たけこじ

　　４６４-００５３・愛知県名古屋市千種区田代町（岩谷）・たしろちよう(いわや)

　　４６４-００２３・愛知県名古屋市千種区田代町（鹿子殿）・たしろちよう(かのこでん)

　　４６４-０８０３・愛知県名古屋市千種区田代町（瓶杁）・たしろちよう(かめいり)

　　４６４-００５１・愛知県名古屋市千種区田代町（四観音道東）・たしろちよう(しかんのんみちひが

し)

　　４６４-００５２・愛知県名古屋市千種区田代町（四観音道西）・たしろちよう(しかんのんみちにし)

　　４６４-００５４・愛知県名古屋市千種区田代町（蝮ケ池上）・たしろちよう(まむしがいけがみ)

　　４６４-０８２７・愛知県名古屋市千種区田代本通・たしろほんとおり

全国の地名一覧  (郵便番号付)　・ひらかな含むオフライン検索可・検索入力は、キーボードから「Ctrl+f」。

http://taina.jp/
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　　４６４-００８１・愛知県名古屋市千種区谷口町・たにぐちちよう

　　４６４-０８５８・愛知県名古屋市千種区千種・ちくさ

　　４６４-０８５５・愛知県名古屋市千種区千種通・ちくさとおり

　　４６４-００９２・愛知県名古屋市千種区茶屋が坂・ちややがさか

　　４６４-００９３・愛知県名古屋市千種区茶屋坂通・ちややさかとおり

　　４６４-０００５・愛知県名古屋市千種区千代が丘・ちよがおか

　　４６４-００１１・愛知県名古屋市千種区千代田橋・ ちよだはﾞじ

　　４６４-００４３・愛知県名古屋市千種区月ケ丘・つきがおか

　　４６４-００５６・愛知県名古屋市千種区月見坂町・つきみざかちよう

　　４６４-０８７１・愛知県名古屋市千種区天白町植田・てんはﾟくちよううえだ

　　４６４-００９５・愛知県名古屋市千種区天満通・てんまどおり

　　４６４-００２８・愛知県名古屋市千種区東明町・とうめいちよう

　　４６４-００３１・愛知県名古屋市千種区徳川山町・とくがわやまちよう

　　４６４-００７４・愛知県名古屋市千種区仲田・なかた

　　４６４-００１７・愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町（汁谷）・なべやうえのちよう(しるたに)

　　４６４-００９７・愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町（東脇）・なべやうえのちよう(ひがしわき)

　　４６４-００１８・愛知県名古屋市千種区鍋屋上野町（北山）・なべやうえのちよう(きたやま)

　　４６４-０８４５・愛知県名古屋市千種区南明町・なんめいちよう

　　４６４-０８１３・愛知県名古屋市千種区仁座町・にざちよう

　　４６４-０８２５・愛知県名古屋市千種区西崎町・にしさきちよう

　　４６４-００６３・愛知県名古屋市千種区西山元町・にしやまもとまち

　　４６４-０８４４・愛知県名古屋市千種区日進通・につしんとおり

　　４６４-００３２・愛知県名古屋市千種区猫洞通・ねこがほらとおり

　　４６４-０８０５・愛知県名古屋市千種区萩岡町・はぎおかちよう

　　４６４-００３５・愛知県名古屋市千種区橋本町・はしもとちよう

　　４６４-０８５７・愛知県名古屋市千種区花田町・はなだちよう

　　４６４-０８４８・愛知県名古屋市千種区春岡・はるおか

　　４６４-０８４７・愛知県名古屋市千種区春岡通・はるおかとおり

　　４６４-００３８・愛知県名古屋市千種区春里町・はるさとちよう

　　４６４-０００６・愛知県名古屋市千種区光が丘・ひかりがおか

　　４６４-０００１・愛知県名古屋市千種区東千種台・ひがしちくさだい

　　４６４-０８０７・愛知県名古屋市千種区東山通・ひがしやまとおり

　　４６４-０８０４・愛知県名古屋市千種区東山元町・ひがしやまもとまち

　　４６４-０８３４・愛知県名古屋市千種区日岡町・ひのおかちよう

　　４６４-００５５・愛知県名古屋市千種区姫池通・ひめいけどおり

　　４６４-００３９・愛知県名古屋市千種区日和町・ひよりちよう

　　４６４-０８５６・愛知県名古屋市千種区吹上・ふきあげ

　　４６４-００１５・愛知県名古屋市千種区富士見台・ふじみだい

　　４６４-０８１４・愛知県名古屋市千種区不老町・ふろうちよう

　　４６４-００２４・愛知県名古屋市千種区平和が丘・へいわがおか

　　４６４-００２２・愛知県名古屋市千種区平和公園・へいわこうえん

　　４６４-００５７・愛知県名古屋市千種区法王町・ほうおうちよう

　　４６４-００７６・愛知県名古屋市千種区豊年町・ほうねんちよう

　　４６４-０８０１・愛知県名古屋市千種区星ケ丘・ほしがおか

　　４６４-０８０２・愛知県名古屋市千種区星が丘元町・ほしがおかもとまち

　　４６４-０８０８・愛知県名古屋市千種区星が丘山手・ほしがおかやまて

　　４６４-０８２２・愛知県名古屋市千種区穂波町・ほなみちよう

　　４６４-００６５・愛知県名古屋市千種区堀割町・ほりわりちよう

　　４６４-００３６・愛知県名古屋市千種区本山町・ほんやまちよう

　　４６４-０８４３・愛知県名古屋市千種区丸山町・まるやまちよう

　　４６４-００１４・愛知県名古屋市千種区御影町・みかげちよう

　　４６４-０８１７・愛知県名古屋市千種区見附町・みつけちよう

　　４６４-００４２・愛知県名古屋市千種区南ケ丘・みなみがおか

　　４６４-０００８・愛知県名古屋市千種区宮根台・みやねだい

　　４６４-００９１・愛知県名古屋市千種区宮の腰町・みやのこしちよう

　　４６４-０８３２・愛知県名古屋市千種区山添町・やまぞえちよう

　　４６４-０８１９・愛知県名古屋市千種区四谷通・よつやとおり

　　４６４-００７１・愛知県名古屋市千種区若水・わかみず

　　４６１-００００・愛知県名古屋市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４６１-００１２・愛知県名古屋市東区相生町・あいおいちよう

　　４６１-０００４・愛知県名古屋市東区葵・あおい

　　４６１-００２６・愛知県名古屋市東区赤塚町・あかつかちよう

　　４６１-００１３・愛知県名古屋市東区飯田町・いいだまち

　　４６１-０００１・愛知県名古屋市東区泉・いずみ

　　４６１-００２１・愛知県名古屋市東区大曽根・おおぞね

　　４６１-００３３・愛知県名古屋市東区大松町・おおまつちよう

　　４６１-００１６・愛知県名古屋市東区上竪杉町・かみたてすぎのちよう

　　４６１-００３６・愛知県名古屋市東区車道町・くるまみちちよう

　　４６１-００３５・愛知県名古屋市東区黒門町・くろもんちよう

　　４６１-００４９・愛知県名古屋市東区古出来・こでき



　　４６１-００１９・愛知県名古屋市東区三の丸・さんのまる

　　４６１-００１４・愛知県名古屋市東区橦木町・しゆもくちよう

　　４６１-００１１・愛知県名古屋市東区白壁・しらかべ

　　４６１-００３８・愛知県名古屋市東区新出来・しんでき

　　４６１-００４５・愛知県名古屋市東区砂田橋・ すなだはﾞじ

　　４６１-０００２・愛知県名古屋市東区代官町・だいかんちよう

　　４６１-００４３・愛知県名古屋市東区大幸・だいこう

　　４６１-００４７・愛知県名古屋市東区大幸南・だいこうみなみ

　　４６１-００１８・愛知県名古屋市東区主税町・ちからまち

　　４６１-０００３・愛知県名古屋市東区筒井・つつい

　　４６１-０００３・愛知県名古屋市東区筒井町・つついちよう

　　４６１-００３２・愛知県名古屋市東区出来町・できまち

　　４６１-００２５・愛知県名古屋市東区徳川・とくがわ

　　４６１-００２３・愛知県名古屋市東区徳川町・とくがわちよう

　　４６１-００３４・愛知県名古屋市東区豊前町・とよまえちよう

　　４６１-０００７・愛知県名古屋市東区西新町・にししんちよう

　　４６１-００２２・愛知県名古屋市東区東大曽根町・ひがしおおぞねちよう

　　４６１-００１５・愛知県名古屋市東区東片端町・ひがしかたはまち

　　４６１-０００５・愛知県名古屋市東区東桜・ひがしさくら

　　４６１-０００６・愛知県名古屋市東区東新町・ひがししんちよう

　　４６１-００１７・愛知県名古屋市東区東外堀町・ひがしそとほﾞりちよう

　　４６１-０００９・愛知県名古屋市東区久屋町・ひさやちよう

　　４６１-００３７・愛知県名古屋市東区百人町・ひやくにんちよう

　　４６１-０００８・愛知県名古屋市東区武平町・ぶへいちよう

　　４６１-００４６・愛知県名古屋市東区前浪町・まえなみちよう

　　４６１-００３１・愛知県名古屋市東区明倫町・めいりんちよう

　　４６１-００４０・愛知県名古屋市東区矢田・やだ

　　４６１-００４４・愛知県名古屋市東区矢田東・ やだひがじ

　　４６１-００４８・愛知県名古屋市東区矢田南・やだみなみ

　　４６１-００２４・愛知県名古屋市東区山口町・やまぐちちよう

　　４６１-００２７・愛知県名古屋市東区芳野・よしの

　　４６２-００００・愛知県名古屋市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４６２-０８５６・愛知県名古屋市北区芦辺町・あしべちよう

　　４６２-０００５・愛知県名古屋市北区池花町・いけはなちよう

　　４６２-０８３２・愛知県名古屋市北区生駒町・いこまちよう

　　４６２-０８５５・愛知県名古屋市北区石園町・いそのちよう

　　４６２-００６４・愛知県名古屋市北区大我麻町・おおがまちよう

　　４６２-０８５８・愛知県名古屋市北区大蔵町・おおくらちよう

　　４６２-０８３７・愛知県名古屋市北区大杉・おおすぎ

　　４６２-０８３６・愛知県名古屋市北区大杉町・おおすぎちよう

　　４６２-０８２５・愛知県名古屋市北区大曽根・おおぞね

　　４６２-００３５・愛知県名古屋市北区大野町・おおのちよう

　　４６２-００１７・愛知県名古屋市北区落合町・おちあいちよう

　　４６２-０８０７・愛知県名古屋市北区御成通・おなりとおり

　　４６２-０８６３・愛知県名古屋市北区尾上町・おのえちよう

　　４６２-０８６４・愛知県名古屋市北区織部町・おべちよう

　　４６２-００６１・愛知県名古屋市北区会所町・かいしよちよう

　　４６２-０８６７・愛知県名古屋市北区垣戸町・がいどちよう

　　４６２-００３３・愛知県名古屋市北区金田町・かねだちよう

　　４６２-０８０８・愛知県名古屋市北区上飯田通・かみいいだとおり

　　４６２-０８０３・愛知県名古屋市北区上飯田東町・かみいいだひがしまち

　　４６２-０８０９・愛知県名古屋市北区上飯田西町・かみいいだにしまち

　　４６２-０８０４・愛知県名古屋市北区上飯田南町・かみいいだみなみまち

　　４６２-０８０２・愛知県名古屋市北区上飯田北町・かみいいだきたまち

　　４６２-００２２・愛知県名古屋市北区川中町・かわなかちよう

　　４６２-００６５・愛知県名古屋市北区喜惣治・きそうじ

　　４６２-０００１・愛知県名古屋市北区北久手町・きたくてちよう

　　４６２-０８５１・愛知県名古屋市北区木津根町・きつﾞねちよう

　　４６２-０００３・愛知県名古屋市北区桐畑町・きりはたちよう

　　４６２-０８４７・愛知県名古屋市北区金城・きんじよう

　　４６２-００４７・愛知県名古屋市北区金城町・きんじようちよう

　　４６２-００１２・愛知県名古屋市北区楠・くすのき

　　４６２-００１４・愛知県名古屋市北区楠味鋺・くすのきあじま

　　４６２-００６６・愛知県名古屋市北区楠町喜惣治新田・くすのきちようきそうじしんでん

　　４６２-０８４１・愛知県名古屋市北区黒川本通・くろかわほんとおり

　　４６２-００１８・愛知県名古屋市北区玄馬町・げんはﾞちよう

　　４６２-０８５７・愛知県名古屋市北区紅雲町・こううんちよう

　　４６２-００５３・愛知県名古屋市北区光音寺町・こうおんじちよう

　　４６２-００１１・愛知県名古屋市北区五反田町・ごたんだちよう

　　４６２-００５９・愛知県名古屋市北区駒止町・こまどめちよう



　　４６２-００３１・愛知県名古屋市北区米が瀬町・こめがせちよう

　　４６２-０８１８・愛知県名古屋市北区彩紅橋通・さいこうはﾞしとおり

　　４６２-０８５２・愛知県名古屋市北区猿投町・さなげちよう

　　４６２-０００４・愛知県名古屋市北区三軒町・さんげんちよう

　　４６２-００３７・愛知県名古屋市北区志賀町・しがちよう

　　４６２-０８５３・愛知県名古屋市北区志賀本通・しがほんとおり

　　４６２-０８４２・愛知県名古屋市北区志賀南通・しがみなみとおり

　　４６２-００４５・愛知県名古屋市北区敷島町・しきしまちよう

　　４６２-０８４４・愛知県名古屋市北区清水・しみず

　　４６２-０８６５・愛知県名古屋市北区下飯田町・しもいいだちよう

　　４６２-００２１・愛知県名古屋市北区成願寺・じようがんじ

　　４６２-０８３１・愛知県名古屋市北区城東町・じようとうちよう

　　４６２-００４６・愛知県名古屋市北区城見通・しろみとおり

　　４６２-００６２・愛知県名古屋市北区新沼町・しんぬまちよう

　　４６２-０８０１・愛知県名古屋市北区新堀町・しんほﾞりちよう

　　４６２-０８５９・愛知県名古屋市北区神明町・しんめいちよう

　　４６２-０８２９・愛知県名古屋市北区杉栄町・すぎさかえちよう

　　４６２-０８３５・愛知県名古屋市北区杉村・すぎむら

　　４６２-０８６９・愛知県名古屋市北区龍ノ口町・たつのくちちよう

　　４６２-０８４３・愛知県名古屋市北区田幡・たはﾞた

　　４６２-００３８・愛知県名古屋市北区稚児宮通・ちごのみやとおり

　　４６２-００５６・愛知県名古屋市北区中丸町・ちゆうまるちよう

　　４６２-０８３４・愛知県名古屋市北区長田町・ちようだちよう

　　４６２-００３２・愛知県名古屋市北区辻町・つじちよう

　　４６２-０８６１・愛知県名古屋市北区辻本通・つじほんどおり

　　４６２-００３４・愛知県名古屋市北区天道町・てんどうちよう

　　４６２-０８６８・愛知県名古屋市北区憧旛町・どうはﾞんちよう

　　４６２-０００９・愛知県名古屋市北区苗田町・なえだちよう

　　４６２-００１５・愛知県名古屋市北区中味鋺・なかあじま

　　４６２-００５１・愛知県名古屋市北区中切町・なかぎりちよう

　　４６２-０８３８・愛知県名古屋市北区中杉町・なかすぎちよう

　　４６２-００３６・愛知県名古屋市北区長喜町・ながきちよう

　　４６２-００４１・愛知県名古屋市北区浪打町・なみうちちよう

　　４６２-００１６・愛知県名古屋市北区西味鋺・にしあじま

　　４６２-００５８・愛知県名古屋市北区西志賀町・にししがちよう

　　４６２-０００７・愛知県名古屋市北区如意・によい

　　４６２-０００８・愛知県名古屋市北区如来町・によらいちよう

　　４６２-００５４・愛知県名古屋市北区野方通・のかたとおり

　　４６２-００２６・愛知県名古屋市北区萩野通・はぎのとおり

　　４６２-０８０５・愛知県名古屋市北区八龍町・はちりゆうちよう

　　４６２-００２４・愛知県名古屋市北区鳩岡・はとおか

　　４６２-００２５・愛知県名古屋市北区鳩岡町・はとおかちよう

　　４６２-００１３・愛知県名古屋市北区東味鋺・ひがしあじま

　　４６２-０８２６・愛知県名古屋市北区東大杉町・ひがしおおすぎちよう

　　４６２-０８２３・愛知県名古屋市北区東大曽根町上・ひがしおおぞねちようかみ

　　４６２-０８２７・愛知県名古屋市北区東長田町・ひがしちようだちよう

　　４６２-０８２８・愛知県名古屋市北区東水切町・ひがしみずきりちよう

　　４６２-００５７・愛知県名古屋市北区平手町・ひらてちよう

　　４６２-００５２・愛知県名古屋市北区福徳町・ふくとくちよう

　　４６２-０８１９・愛知県名古屋市北区平安・へいあん

　　４６２-０８１６・愛知県名古屋市北区平安通・へいあんとおり

　　４６２-０８６２・愛知県名古屋市北区真畔町・まぐろちよう

　　４６２-００５５・愛知県名古屋市北区桝形町・ますがたちよう

　　４６２-００６３・愛知県名古屋市北区丸新町・まるしんちよう

　　４６２-０８３３・愛知県名古屋市北区水切町・みずきりちよう

　　４６２-００４２・愛知県名古屋市北区水草町・みずくさちよう

　　４６２-０８４６・愛知県名古屋市北区名城・めいじよう

　　４６２-００４４・愛知県名古屋市北区元志賀町・もとしがちよう

　　４６２-００４３・愛知県名古屋市北区八代町・やしろちよう

　　４６２-００２３・愛知県名古屋市北区安井・やすい

　　４６２-０８１２・愛知県名古屋市北区矢田町・やだちよう

　　４６２-０８４５・愛知県名古屋市北区柳原・やなぎはら

　　４６２-０８１０・愛知県名古屋市北区山田・やまだ

　　４６２-０８１３・愛知県名古屋市北区山田町・やまだちよう

　　４６２-０８１４・愛知県名古屋市北区山田西町・やまだにしまち

　　４６２-０８１１・愛知県名古屋市北区山田北町・やまだきたまち

　　４６２-０８２４・愛知県名古屋市北区芳野・よしの

　　４６２-０８６６・愛知県名古屋市北区瑠璃光町・るりこうちよう

　　４６２-０００２・愛知県名古屋市北区六が池町・ろくがいけちよう

　　４６２-０００６・愛知県名古屋市北区若鶴町・わかつﾞるちよう



　　４６２-０８５４・愛知県名古屋市北区若葉通・わかはﾞとおり

　　４５１-００００・愛知県名古屋市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４５２-０８１３・愛知県名古屋市西区赤城町・あかしろちよう

　　４５２-０８２３・愛知県名古屋市西区あし原町・あしはらちよう

　　４５１-００２１・愛知県名古屋市西区天塚町・あまつﾞかちよう

　　４５２-０８３６・愛知県名古屋市西区新木町・あらきちよう

　　４５２-０８０５・愛知県名古屋市西区市場木町・いちはﾞぎちよう

　　４５１-００１２・愛知県名古屋市西区稲生町・いのうちよう

　　４５２-０８４６・愛知県名古屋市西区浮野町・うきのちよう

　　４５１-００４６・愛知県名古屋市西区牛島町・うしじまちよう

　　４５１-６０９０・愛知県名古屋市西区牛島町名古屋ルーセントタワー

　　４５２-０８０７・愛知県名古屋市西区歌里町・うたさとちよう

　　４５１-００１３・愛知県名古屋市西区江向町・えむかえちよう

　　４５２-０８３１・愛知県名古屋市西区円明町・えんめいちよう

　　４５１-００８２・愛知県名古屋市西区大金町・おおかねちよう

　　４５２-０８０３・愛知県名古屋市西区大野木・おおのぎ

　　４５１-００６３・愛知県名古屋市西区押切・おしきり

　　４５１-００２２・愛知県名古屋市西区貝田町・かいだちよう

　　４５１-００７２・愛知県名古屋市西区笠取町・かさとりちよう

　　４５２-０８２１・愛知県名古屋市西区上小田井・かみおたい

　　４５１-００２５・愛知県名古屋市西区上名古屋・かみなごや

　　４５２-０８４４・愛知県名古屋市西区上橋町・かみはﾞしちよう

　　４５１-００８４・愛知県名古屋市西区上堀越町・かみほりこしちよう

　　４５１-００４４・愛知県名古屋市西区菊井・きくい

　　４５２-０８１６・愛知県名古屋市西区貴生町・きせいちよう

　　４５２-０８３４・愛知県名古屋市西区木前町・きまえちよう

　　４５２-０８０１・愛知県名古屋市西区清里町・きよさとちよう

　　４５１-００７５・愛知県名古屋市西区康生通・こうせいとおり

　　４５１-００１５・愛知県名古屋市西区香呑町・こうのみちよう

　　４５２-０８０６・愛知県名古屋市西区五才美町・ごさいびちよう

　　４５１-００６６・愛知県名古屋市西区児玉・こだま

　　４５２-０８２４・愛知県名古屋市西区こも原町・こもはらちよう

　　４５２-０８０４・愛知県名古屋市西区坂井戸町・さかいどちよう

　　４５１-００５２・愛知県名古屋市西区栄生・さこう

　　４５１-００７７・愛知県名古屋市西区笹塚町・ささつﾞかちよう

　　４５１-００３１・愛知県名古屋市西区城西・じようさい

　　４５１-００６１・愛知県名古屋市西区浄心・じようしん

　　４５１-００７３・愛知県名古屋市西区浄心本通・じようしんほんとおり

　　４５１-００１６・愛知県名古屋市西区庄内通・しようないとおり

　　４５２-０８４１・愛知県名古屋市西区城西町・しろにしちよう

　　４５１-００２３・愛知県名古屋市西区城北町・じようほくちよう

　　４５２-０８４２・愛知県名古屋市西区城町・しろまち

　　４５１-００８３・愛知県名古屋市西区新福寺町・しんふﾟくじちよう

　　４５１-００４３・愛知県名古屋市西区新道・しんみち

　　４５１-００３２・愛知県名古屋市西区数寄屋町・すきやちよう

　　４５２-０８１１・愛知県名古屋市西区砂原町・すなはらちよう

　　４５１-００３５・愛知県名古屋市西区浅間・せんげん

　　４５１-００２６・愛知県名古屋市西区田幡町・たはﾞたちよう

　　４５２-０８１２・愛知県名古屋市西区玉池町・たまいけちよう

　　４５１-００２４・愛知県名古屋市西区秩父通・ちちぶとおり

　　４５１-００６５・愛知県名古屋市西区天神山町・てんじんやまちよう

　　４５１-００７６・愛知県名古屋市西区東岸町・とうがんちよう

　　４５２-０８３７・愛知県名古屋市西区十方町・とおほうちよう

　　４５１-００７１・愛知県名古屋市西区鳥見町・とりみちよう

　　４５２-０８２２・愛知県名古屋市西区中小田井・なかおたい

　　４５２-０８４５・愛知県名古屋市西区中沼町・なかぬまちよう

　　４５２-０８３８・愛知県名古屋市西区長先町・ながさきちよう

　　４５１-００４２・愛知県名古屋市西区那古野・なごの

　　４５１-００８１・愛知県名古屋市西区名塚町・なつﾞかちよう

　　４５１-００２７・愛知県名古屋市西区西志賀町・にししがちよう

　　４５２-０８４８・愛知県名古屋市西区西原町・にしはらちよう

　　４５２-０８４７・愛知県名古屋市西区野南町・のみなみちよう

　　４５１-００５１・愛知県名古屋市西区則武新町・のりたけしんまち

　　４５１-００６２・愛知県名古屋市西区花の木・はなのき

　　４５２-０８０９・愛知県名古屋市西区花原町・はなはらちよう

　　４５１-００４１・愛知県名古屋市西区幅下・ははﾞした

　　４５１-００３４・愛知県名古屋市西区樋の口町・ひのくちちよう

　　４５２-０８０２・愛知県名古屋市西区比良・ひら

　　４５２-０８３２・愛知県名古屋市西区平出町・ひらでちよう

　　４５２-０８４３・愛知県名古屋市西区平中町・ひらなかちよう



　　４５１-００５３・愛知県名古屋市西区枇杷島・びわじま

　　４５２-０８１７・愛知県名古屋市西区二方町・ふたかたちよう

　　４５２-０８０８・愛知県名古屋市西区宝地町・ほうちちよう

　　４５１-００５５・愛知県名古屋市西区堀越・ ほりこじ

　　４５１-００３３・愛知県名古屋市西区堀端町・ほりはﾞたちよう

　　４５１-００１１・愛知県名古屋市西区桝形町・ますがたちよう

　　４５１-００１４・愛知県名古屋市西区又穂町・またほちよう

　　４５２-０８３５・愛知県名古屋市西区丸野・まるの

　　４５１-００７４・愛知県名古屋市西区万代町・まんだいちよう

　　４５２-０８１４・愛知県名古屋市西区南川町・みなみかわちよう

　　４５１-００５４・愛知県名古屋市西区南堀越・ みなみほりこじ

　　４５２-０８３９・愛知県名古屋市西区見寄町・みよりちよう

　　４５１-００４５・愛知県名古屋市西区名駅・めいえき

　　４５１-００６４・愛知県名古屋市西区名西・めいせい

　　４５２-０８１５・愛知県名古屋市西区八筋町・やすじちよう

　　４５２-０８３３・愛知県名古屋市西区山木・やまき

　　４５２-０８１８・愛知県名古屋市西区山田町・やまだちよう

　　４５３-００００・愛知県名古屋市中村区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４５３-０８４８・愛知県名古屋市中村区荒輪井町・あらわいちよう

　　４５３-００６６・愛知県名古屋市中村区稲上町・いなかみちよう

　　４５３-０８４９・愛知県名古屋市中村区稲西町・いなにしちよう

　　４５３-０８４１・愛知県名古屋市中村区稲葉地町・いなはﾞじちよう

　　４５３-００５７・愛知県名古屋市中村区稲葉地本通・いなはﾞじほんとおり

　　４５３-０８３２・愛知県名古屋市中村区乾出町・いぬいでちよう

　　４５３-００３８・愛知県名古屋市中村区猪之越町・いのこしちよう

　　４５３-００１２・愛知県名古屋市中村区井深町・いぶかちよう

　　４５３-０８４７・愛知県名古屋市中村区岩上町・いわかみちよう

　　４５３-０８６２・愛知県名古屋市中村区岩塚町・いわつかちよう

　　４５３-０８６１・愛知県名古屋市中村区岩塚本通・いわつかほんとおり

　　４５３-０８５３・愛知県名古屋市中村区牛田通・うしだとおり

　　４５３-０８７３・愛知県名古屋市中村区運河町・うんがちよう

　　４５３-００４２・愛知県名古屋市中村区大秋町・おおあきちよう

　　４５３-０８２１・愛知県名古屋市中村区大宮町・おおみやちよう

　　４５３-００２７・愛知県名古屋市中村区大門町・おおもんちよう

　　４５３-０８２５・愛知県名古屋市中村区沖田町・おきたちよう

　　４５３-０８３３・愛知県名古屋市中村区押木田町・おしきだちよう

　　４５３-０８５２・愛知県名古屋市中村区角割町・かくわりちよう

　　４５３-０８５５・愛知県名古屋市中村区烏森町・かすもりちよう

　　４５３-００５５・愛知県名古屋市中村区香取町・かとりちよう

　　４５３-０８３５・愛知県名古屋市中村区上石川町・かみいしかわちよう

　　４５３-０８０９・愛知県名古屋市中村区上米野町・かみこめのちよう

　　４５３-００４３・愛知県名古屋市中村区上ノ宮町・かみのみやちよう

　　４５３-００１３・愛知県名古屋市中村区亀島・かめじま

　　４５３-０８４３・愛知県名古屋市中村区鴨付町・かもつきちよう

　　４５３-０８６５・愛知県名古屋市中村区川前町・かわまえちよう

　　４５３-００６８・愛知県名古屋市中村区菊水町・きくすいちよう

　　４５３-０８２４・愛知県名古屋市中村区北浦町・きたうらちよう

　　４５３-０８１５・愛知県名古屋市中村区北畑町・きたはたちよう

　　４５３-０８１６・愛知県名古屋市中村区京田町・きようでんちよう

　　４５３-００６４・愛知県名古屋市中村区草薙町・くさなぎちよう

　　４５３-０８１４・愛知県名古屋市中村区熊野町・くまのちよう

　　４５３-０８０８・愛知県名古屋市中村区郷前町・ごうまえちよう

　　４５３-０８０４・愛知県名古屋市中村区黄金通・こがねどおり

　　４５３-０８４４・愛知県名古屋市中村区小鴨町・こかもちよう

　　４５３-０８３６・愛知県名古屋市中村区五反城町・ごたんじようちよう

　　４５３-００２８・愛知県名古屋市中村区寿町・ことぶきちよう

　　４５３-０８０７・愛知県名古屋市中村区権現通・ごんげんとおり

　　４５３-００３３・愛知県名古屋市中村区栄生町・さこちよう

　　４５３-００１８・愛知県名古屋市中村区佐古前町・さこまえちよう

　　４５０-０００７・愛知県名古屋市中村区笹島町・ささしまちよう

　　４５３-００３２・愛知県名古屋市中村区塩池町・しおいけちよう

　　４５３-０８０２・愛知県名古屋市中村区下米野町・しもこめのちよう

　　４５３-０８２７・愛知県名古屋市中村区下中村町・しもなかむらちよう

　　４５０-０００６・愛知県名古屋市中村区下広井町・しもひろいちよう

　　４５３-００３５・愛知県名古屋市中村区十王町・じゆうおうちよう

　　４５３-００６７・愛知県名古屋市中村区宿跡町・しゆくあとちよう

　　４５３-０８１９・愛知県名古屋市中村区城主町・じようしゆちよう

　　４５３-０８１７・愛知県名古屋市中村区白子町・しらこちよう

　　４５３-００５８・愛知県名古屋市中村区城屋敷町・しろやしきちよう

　　４５３-００３１・愛知県名古屋市中村区新富町・しんとみちよう



　　４５３-００５６・愛知県名古屋市中村区砂田町・すなだちよう

　　４５３-００６２・愛知県名古屋市中村区諏訪町・すわちよう

　　４５３-０８１８・愛知県名古屋市中村区千成通・せんなりとおり

　　４５３-０８０１・愛知県名古屋市中村区太閤・たいこう

　　４５３-０８１１・愛知県名古屋市中村区太閤通・たいこうとおり

　　４５３-０８０６・愛知県名古屋市中村区大正町・たいしようちよう

　　４５３-００３４・愛知県名古屋市中村区大日町・だいにちちよう

　　４５３-０８５４・愛知県名古屋市中村区高須賀町・たかすかちよう

　　４５３-００３７・愛知県名古屋市中村区高道町・たかみちちよう

　　４５３-００１６・愛知県名古屋市中村区竹橋町・たけはﾞしちよう

　　４５３-００１１・愛知県名古屋市中村区千原町・ちはらちよう

　　４５３-００１５・愛知県名古屋市中村区椿町・つはﾞきちよう

　　４５３-０８４２・愛知県名古屋市中村区剣町・つるぎちよう

　　４５３-０８３４・愛知県名古屋市中村区豊国通・とよくにとおり

　　４５３-００５１・愛知県名古屋市中村区豊幡町・とよはﾞたちよう

　　４５３-００４４・愛知県名古屋市中村区鳥居通・とりいとおり

　　４５３-００５４・愛知県名古屋市中村区鳥居西通・とりいにしとおり

　　４５３-００２２・愛知県名古屋市中村区中島町・なかじまちよう

　　４５３-００５３・愛知県名古屋市中村区中村町・なかむらちよう

　　４５３-０８３１・愛知県名古屋市中村区中村中町・なかむらなかまち

　　４５３-０８２８・愛知県名古屋市中村区中村本町・なかむらほんまち

　　４５３-０８３９・愛知県名古屋市中村区長筬町・ながおさちよう

　　４５３-０８５７・愛知県名古屋市中村区長草町・ながくさちよう

　　４５３-０８０３・愛知県名古屋市中村区長戸井町・ながといちよう

　　４５０-０００１・愛知県名古屋市中村区那古野・なごの

　　４５３-０８５６・愛知県名古屋市中村区並木・なみき

　　４５３-００２５・愛知県名古屋市中村区賑町・にぎわいちよう

　　４５３-０８１２・愛知県名古屋市中村区西米野町・にしこめのちよう

　　４５３-０８４６・愛知県名古屋市中村区西栄町・にしさかえちよう

　　４５０-０００５・愛知県名古屋市中村区西日置・にしひおき

　　４５３-０８２６・愛知県名古屋市中村区鈍池町・にぶいけちよう

　　４５３-０８５９・愛知県名古屋市中村区野上町・のがみちよう

　　４５３-０８５８・愛知県名古屋市中村区野田町・のだちよう

　　４５３-００１４・愛知県名古屋市中村区則武・のりたけ

　　４５３-００１７・愛知県名古屋市中村区則武本通・のりたけほんとおり

　　４５３-００２６・愛知県名古屋市中村区羽衣町・はごろもちよう

　　４５３-００６９・愛知県名古屋市中村区橋下町・はししたちよう

　　４５３-０８５１・愛知県名古屋市中村区畑江通・はたえとおり

　　４５３-０８６３・愛知県名古屋市中村区八社・はつしや

　　４５３-００６３・愛知県名古屋市中村区東宿町・ひがしじゆくちよう

　　４５３-０８２３・愛知県名古屋市中村区日ノ宮町・ひのみやちよう

　　４５３-００６１・愛知県名古屋市中村区日比津町・ひびつちよう

　　４５３-００２９・愛知県名古屋市中村区日吉町・ひよしちよう

　　４５３-０８７２・愛知県名古屋市中村区平池町・ひらいけちよう

　　４５３-６１９０・愛知県名古屋市中村区平池町グローバルゲート

　　４５３-０８０５・愛知県名古屋市中村区深川町・ふかかわちよう

　　４５３-００４５・愛知県名古屋市中村区藤江町・ふじえちよう

　　４５３-０８３７・愛知県名古屋市中村区二瀬町・ふたせちよう

　　４５３-０８１３・愛知県名古屋市中村区二ツ橋町・ふたつはﾞしちよう

　　４５３-００４１・愛知県名古屋市中村区本陣通・ほんじんとおり

　　４５３-０８７１・愛知県名古屋市中村区牧野町・まきのちよう

　　４５０-０００４・愛知県名古屋市中村区松重町・まつしげちよう

　　４５３-００２１・愛知県名古屋市中村区松原町・まつはﾞらちよう

　　４５３-００４６・愛知県名古屋市中村区道下町・みちしたちよう

　　４５３-０８４５・愛知県名古屋市中村区宮塚町・みやつかちよう

　　４５３-０８３８・愛知県名古屋市中村区向島町・むこうじまちよう

　　４５３-０００２・愛知県名古屋市中村区名駅（１－１－８）・めいえき

　　４５３-０００２・愛知県名古屋市中村区名駅（１－１－１２）・めいえき

　　４５３-０００２・愛知県名古屋市中村区名駅（１－１－１３）・めいえき

　　４５３-０００２・愛知県名古屋市中村区名駅（１－１－１４）・めいえき

　　４５３-０００２・愛知県名古屋市中村区名駅（１－３－４）・めいえき

　　４５３-０００２・愛知県名古屋市中村区名駅（１－３－７）・めいえき

　　４５０-６６９０・愛知県名古屋市中村区名駅ＪＲゲートタワー

　　４５０-６０９０・愛知県名古屋市中村区名駅ＪＲセントラルタワーズ

　　４５０-６３９０・愛知県名古屋市中村区名駅ＪＰタワー名古屋

　　４５０-６４９０・愛知県名古屋市中村区名駅大名古屋ビルヂング

　　４５０-６２９０・愛知県名古屋市中村区名駅ミッドランドスクエア

　　４５０-０００２・愛知県名古屋市中村区名駅（その他）・めいえき(そのた)

　　４５０-０００３・愛知県名古屋市中村区名駅南・めいえきみなみ

　　４５３-０８２２・愛知県名古屋市中村区名西通・めいせいとおり



　　４５３-００２４・愛知県名古屋市中村区名楽町・めいらくちよう

　　４５３-００４７・愛知県名古屋市中村区元中村町・もとなかむらちよう

　　４５３-００５２・愛知県名古屋市中村区森末町・もりすえちよう

　　４５３-００３６・愛知県名古屋市中村区森田町・もりたちよう

　　４５３-００６５・愛知県名古屋市中村区靖国町・やすくにちよう

　　４５３-０８６６・愛知県名古屋市中村区横井・よこい

　　４５３-０８６７・愛知県名古屋市中村区横井町・よこいちよう

　　４５３-０８６４・愛知県名古屋市中村区横前町・よこまえちよう

　　４５３-００２３・愛知県名古屋市中村区若宮町・わかみやちよう

　　４６０-００００・愛知県名古屋市中区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４６０-０００６・愛知県名古屋市中区葵・あおい

　　４６０-００２６・愛知県名古屋市中区伊勢山・いせやま

　　４６０-００１５・愛知県名古屋市中区大井町・おおいちよう

　　４６０-００１１・愛知県名古屋市中区大須・おおす

　　４６０-００２２・愛知県名古屋市中区金山・かなやま

　　４６０-００２３・愛知県名古屋市中区金山町・かなやまちよう

　　４６０-００１３・愛知県名古屋市中区上前津・かみまえつﾞ

　　４６０-０００８・愛知県名古屋市中区栄・さかえ

　　４６０-０００１・愛知県名古屋市中区三の丸・さんのまる

　　４６０-０００７・愛知県名古屋市中区新栄・しんさかえ

　　４６０-０００４・愛知県名古屋市中区新栄町・しんさかえまち

　　４６０-００１６・愛知県名古屋市中区橘・たちはﾞな

　　４６０-００１２・愛知県名古屋市中区千代田・ちよだ

　　４６０-０００３・愛知県名古屋市中区錦・にしき

　　４６０-００３２・愛知県名古屋市中区二の丸・にのまる

　　４６０-０００５・愛知県名古屋市中区東桜・ひがしさくら

　　４６０-００１４・愛知県名古屋市中区富士見町・ふじみちよう

　　４６０-００２５・愛知県名古屋市中区古渡町・ふるわたりちよう

　　４６０-００２１・愛知県名古屋市中区平和・へいわ

　　４６０-００３１・愛知県名古屋市中区本丸・ほんまる

　　４６０-００２４・愛知県名古屋市中区正木・まさき

　　４６０-００１７・愛知県名古屋市中区松原・まつはﾞら

　　４６０-０００２・愛知県名古屋市中区丸の内・まるのうち

　　４６０-００１８・愛知県名古屋市中区門前町・もんぜんちよう

　　４６６-００００・愛知県名古屋市昭和区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４６６-０００３・愛知県名古屋市昭和区曙町・あけほﾞのちよう

　　４６６-００２７・愛知県名古屋市昭和区阿由知通・あゆちとおり

　　４６６-０８４４・愛知県名古屋市昭和区荒田町・あらたちよう

　　４６６-０８０５・愛知県名古屋市昭和区伊勝町・いかつちよう

　　４６６-００４３・愛知県名古屋市昭和区池端町・いけはﾞたちよう

　　４６６-００２３・愛知県名古屋市昭和区石仏町・いしほﾞとけちよう

　　４６６-００４７・愛知県名古屋市昭和区永金町・えいきんちよう

　　４６６-００３７・愛知県名古屋市昭和区恵方町・えほうちよう

　　４６６-００５４・愛知県名古屋市昭和区円上町・えんじようちよう

　　４６６-０８５８・愛知県名古屋市昭和区折戸町・おりどちよう

　　４６６-０８０２・愛知県名古屋市昭和区神村町・かみむらちよう

　　４６６-０８３６・愛知県名古屋市昭和区上山町・かみやまちよう

　　４６６-０８５６・愛知県名古屋市昭和区川名町・かわなちよう

　　４６６-０８５５・愛知県名古屋市昭和区川名本町・かわなほんまち

　　４６６-０８２７・愛知県名古屋市昭和区川名山町・かわなやまちよう

　　４６６-０８５３・愛知県名古屋市昭和区川原通・かわはらとおり

　　４６６-０８４３・愛知県名古屋市昭和区菊園町・きくぞのちよう

　　４６６-０００６・愛知県名古屋市昭和区北山町・きたやまちよう

　　４６６-００１６・愛知県名古屋市昭和区北山本町・きたやまほんまち

　　４６６-０００１・愛知県名古屋市昭和区車田町・くるまだちよう

　　４６６-００３１・愛知県名古屋市昭和区紅梅町・こうはﾞいちよう

　　４６６-００５１・愛知県名古屋市昭和区御器所・ごきそ

　　４６６-００６１・愛知県名古屋市昭和区御器所町・ごきそちよう

　　４６６-００１５・愛知県名古屋市昭和区御器所通・ごきそとおり

　　４６６-０８３８・愛知県名古屋市昭和区五軒家町・ごけんやちよう

　　４６６-００２１・愛知県名古屋市昭和区小坂町・こさかちよう

　　４６６-００１２・愛知県名古屋市昭和区小桜町・こさくらちよう

　　４６６-０８３２・愛知県名古屋市昭和区駒方町・こまがたちよう

　　４６６-００４４・愛知県名古屋市昭和区桜山町・さくらやまちよう

　　４６６-００２２・愛知県名古屋市昭和区塩付通・しおつけとおり

　　４６６-０８３７・愛知県名古屋市昭和区汐見町・しおみちよう

　　４６６-００２５・愛知県名古屋市昭和区下構町・しもがまえちよう

　　４６６-００５８・愛知県名古屋市昭和区白金・しらかね

　　４６６-００３３・愛知県名古屋市昭和区台町・だいまち

　　４６６-０８０１・愛知県名古屋市昭和区田面町・たおもちよう



　　４６６-００５７・愛知県名古屋市昭和区高辻町・たかつじちよう

　　４６６-０８１１・愛知県名古屋市昭和区高峯町・たかみねちよう

　　４６６-０８２６・愛知県名古屋市昭和区滝川町・たきかわちよう

　　４６６-００５３・愛知県名古屋市昭和区滝子町・たきこちよう

　　４６６-００５５・愛知県名古屋市昭和区滝子通・たきごとおり

　　４６６-０８４２・愛知県名古屋市昭和区檀溪通・だんけいとおり

　　４６６-００１１・愛知県名古屋市昭和区鶴羽町・つるはちよう

　　４６６-００６４・愛知県名古屋市昭和区鶴舞・つるまい

　　４６６-００６５・愛知県名古屋市昭和区鶴舞町・つるまいちよう

　　４６６-００４１・愛知県名古屋市昭和区出口町・でぐちちよう

　　４６６-００３２・愛知県名古屋市昭和区天神町・てんじんちよう

　　４６６-００５６・愛知県名古屋市昭和区東郊通・とうこうとおり

　　４６６-００２６・愛知県名古屋市昭和区陶生町・とうせいちよう

　　４６６-００１４・愛知県名古屋市昭和区東畑町・とうはたちよう

　　４６６-０８４６・愛知県名古屋市昭和区戸田町・とだちよう

　　４６６-０８４７・愛知県名古屋市昭和区長池町・ながいけちよう

　　４６６-０８４８・愛知県名古屋市昭和区長戸町・ながとちよう

　　４６６-０８０６・愛知県名古屋市昭和区西畑町・にしはﾞたちよう

　　４６６-０８５２・愛知県名古屋市昭和区萩原町・はぎわらちよう

　　４６６-００６２・愛知県名古屋市昭和区狭間町・はざまちよう

　　４６６-０８３１・愛知県名古屋市昭和区花見通・はなみとおり

　　４６６-０８３３・愛知県名古屋市昭和区隼人町・はやとちよう

　　４６６-００４２・愛知県名古屋市昭和区広池町・ひろいけちよう

　　４６６-０８３４・愛知県名古屋市昭和区広路町・ひろじちよう

　　４６６-０８５４・愛知県名古屋市昭和区広路通・ひろじとおり

　　４６６-０８４１・愛知県名古屋市昭和区広路本町・ひろじほんまち

　　４６６-０００４・愛知県名古屋市昭和区広瀬町・ひろせちよう

　　４６６-００４６・愛知県名古屋市昭和区広見町・ひろみちよう

　　４６６-０００２・愛知県名古屋市昭和区吹上町・ふきあげちよう

　　４６６-００５９・愛知県名古屋市昭和区福江・ふくえ

　　４６６-０８０３・愛知県名古屋市昭和区福原町・ふくはらちよう

　　４６６-０８４５・愛知県名古屋市昭和区藤成通・ふじなりとおり

　　４６６-０８２１・愛知県名古屋市昭和区前山町・まえやまちよう

　　４６６-００３５・愛知県名古屋市昭和区松風町・まつかぜちよう

　　４６６-００４５・愛知県名古屋市昭和区丸屋町・まるやちよう

　　４６６-００１３・愛知県名古屋市昭和区緑町・みどりちよう

　　４６６-０８３５・愛知県名古屋市昭和区南山町・みなみやまちよう

　　４６６-０８４９・愛知県名古屋市昭和区南分町・みなみわけちよう

　　４６６-０８０４・愛知県名古屋市昭和区宮東町・みやひがしちよう

　　４６６-０８１４・愛知県名古屋市昭和区妙見町・みようけんちよう

　　４６６-０８２９・愛知県名古屋市昭和区向山町・むかいやまちよう

　　４６６-００５２・愛知県名古屋市昭和区村雲町・むらくもちよう

　　４６６-００３４・愛知県名古屋市昭和区明月町・めいげつちよう

　　４６６-０８５１・愛知県名古屋市昭和区元宮町・もとみやちよう

　　４６６-０８２３・愛知県名古屋市昭和区八雲町・やくもちよう

　　４６６-０８１２・愛知県名古屋市昭和区八事富士見・やごとふじみ

　　４６６-０８２５・愛知県名古屋市昭和区八事本町・やごとほんまち

　　４６６-０８５７・愛知県名古屋市昭和区安田通・やすだとおり

　　４６６-０８２４・愛知県名古屋市昭和区山里町・やまざとちよう

　　４６６-００２４・愛知県名古屋市昭和区大和町・やまとちよう

　　４６６-０８２８・愛知県名古屋市昭和区山中町・やまなかちよう

　　４６６-０８１５・愛知県名古屋市昭和区山手通・やまのてとおり

　　４６６-０８０７・愛知県名古屋市昭和区山花町・やまはなちよう

　　４６６-００６３・愛知県名古屋市昭和区山脇町・やまわきちよう

　　４６６-０００５・愛知県名古屋市昭和区雪見町・ゆきみちよう

　　４６６-０８２２・愛知県名古屋市昭和区楽園町・らくえんちよう

　　４６６-００３６・愛知県名古屋市昭和区若柳町・わかやぎちよう

　　４６７-００００・愛知県名古屋市瑞穂区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４６７-０８４６・愛知県名古屋市瑞穂区荒崎町・あらさきちよう

　　４６７-０００５・愛知県名古屋市瑞穂区石川町・いしかわちよう

　　４６７-００６７・愛知県名古屋市瑞穂区石田町・いしだちよう

　　４６７-００６３・愛知県名古屋市瑞穂区市丘町・いちおかちよう

　　４６７-０８３５・愛知県名古屋市瑞穂区井戸田町・いどたちよう

　　４６７-００５７・愛知県名古屋市瑞穂区井の元町・いのもとちよう

　　４６７-００４５・愛知県名古屋市瑞穂区茨木町・いはﾞらぎちよう

　　４６７-０８５４・愛知県名古屋市瑞穂区浮島町・うきしまちよう

　　４６７-０８６３・愛知県名古屋市瑞穂区牛巻町・うしまきちよう

　　４６７-００６８・愛知県名古屋市瑞穂区内方町・うちかたちよう

　　４６７-０８５３・愛知県名古屋市瑞穂区内浜町・うちはまちよう

　　４６７-０８７４・愛知県名古屋市瑞穂区太田町・おおたちよう



　　４６７-０００６・愛知県名古屋市瑞穂区御莨町・おたはﾞこちよう

　　４６７-０００７・愛知県名古屋市瑞穂区大殿町・おとどまち

　　４６７-０８３３・愛知県名古屋市瑞穂区鍵田町・かぎたちよう

　　４６７-００４４・愛知県名古屋市瑞穂区柏木町・かしわぎちよう

　　４６７-００５２・愛知県名古屋市瑞穂区片坂町・かたさかちよう

　　４６７-０８２４・愛知県名古屋市瑞穂区甲山町・かぶとやまちよう

　　４６７-００５１・愛知県名古屋市瑞穂区釜塚町・かまつﾞかちよう

　　４６７-０８２１・愛知県名古屋市瑞穂区上坂町・かみさかちよう

　　４６７-０８４７・愛知県名古屋市瑞穂区神穂町・かみほちよう

　　４６７-０８３２・愛知県名古屋市瑞穂区神前町・かみまえちよう

　　４６７-００２２・愛知県名古屋市瑞穂区上山町・かみやまちよう

　　４６７-０８７６・愛知県名古屋市瑞穂区亀城町・かめしろちよう

　　４６７-０８４５・愛知県名古屋市瑞穂区河岸・ かわぎじ

　　４６７-０８４４・愛知県名古屋市瑞穂区河岸町・かわぎしちよう

　　４６７-０００２・愛知県名古屋市瑞穂区川澄町・かわすみちよう

　　４６７-０８７７・愛知県名古屋市瑞穂区雁道町・がんみちちよう

　　４６７-０８１１・愛知県名古屋市瑞穂区北原町・きたはらちよう

　　４６７-００５９・愛知県名古屋市瑞穂区軍水町・ぐんすいちよう

　　４６７-０８０７・愛知県名古屋市瑞穂区駒場町・こまはﾞちよう

　　４６７-０８０５・愛知県名古屋市瑞穂区桜見町・さくらみちよう

　　４６７-０８１２・愛知県名古屋市瑞穂区薩摩町・さつまちよう

　　４６７-００１６・愛知県名古屋市瑞穂区佐渡町・さわたりちよう

　　４６７-０８５１・愛知県名古屋市瑞穂区塩入町・しおいりちよう

　　４６７-０００３・愛知県名古屋市瑞穂区汐路町・しおじちよう

　　４６７-０８２７・愛知県名古屋市瑞穂区下坂町・しもさかちよう

　　４６７-００４９・愛知県名古屋市瑞穂区下山町・しもやまちよう

　　４６７-０８６７・愛知県名古屋市瑞穂区春敲町・しゆんこうちよう

　　４６７-０００４・愛知県名古屋市瑞穂区松月町・しようげつちよう

　　４６７-００５６・愛知県名古屋市瑞穂区白砂町・しらすなちよう

　　４６７-００１４・愛知県名古屋市瑞穂区白羽根町・しらはねちよう

　　４６７-０８５６・愛知県名古屋市瑞穂区新開町・しんかいちよう

　　４６７-０８０４・愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町・すぐもちよう

　　４６７-０８７１・愛知県名古屋市瑞穂区須田町・すだちよう

　　４６７-００６６・愛知県名古屋市瑞穂区洲山町・すやまちよう

　　４６７-００５８・愛知県名古屋市瑞穂区関取町・せきとりちよう

　　４６７-００１３・愛知県名古屋市瑞穂区膳棚町・ぜんだなちよう

　　４６７-０８３１・愛知県名古屋市瑞穂区惣作町・そうさくちよう

　　４６７-００１５・愛知県名古屋市瑞穂区十六町・そろちよう

　　４６７-０８６８・愛知県名古屋市瑞穂区大喜新町・だいぎしんちよう

　　４６７-０８２２・愛知県名古屋市瑞穂区大喜町・だいぎちよう

　　４６７-０８０８・愛知県名古屋市瑞穂区高田町・たかたちよう

　　４６７-０８７２・愛知県名古屋市瑞穂区高辻町・たかつじちよう

　　４６７-０８７３・愛知県名古屋市瑞穂区竹田町・たけだちよう

　　４６７-００４３・愛知県名古屋市瑞穂区岳見町・たけみちよう

　　４６７-０８２８・愛知県名古屋市瑞穂区田光町・たこうちよう

　　４６７-００２７・愛知県名古屋市瑞穂区田辺通・たなべとおり

　　４６７-００４６・愛知県名古屋市瑞穂区玉水町・たまみずちよう

　　４６７-００２１・愛知県名古屋市瑞穂区檀渓通・だんけいとおり

　　４６７-０８２３・愛知県名古屋市瑞穂区津賀田町・つかたちよう

　　４６７-０８３６・愛知県名古屋市瑞穂区佃町・つくだちよう

　　４６７-０８４３・愛知県名古屋市瑞穂区土市町・どいちちよう

　　４６７-００１７・愛知県名古屋市瑞穂区東栄町・とうえいちよう

　　４６７-００１２・愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通・とよおかどおり

　　４６７-０８４１・愛知県名古屋市瑞穂区苗代町・なえしろちよう

　　４６７-０８６５・愛知県名古屋市瑞穂区直来町・なおらいちよう

　　４６７-００５５・愛知県名古屋市瑞穂区中根町・なかねちよう

　　４６７-０８０３・愛知県名古屋市瑞穂区中山町・なかやまちよう

　　４６７-０８１３・愛知県名古屋市瑞穂区西ノ割町・にしのわりちよう

　　４６７-００５３・愛知県名古屋市瑞穂区仁所町・にしよちよう

　　４６７-００１１・愛知県名古屋市瑞穂区萩山町・はぎやまちよう

　　４６７-０８２６・愛知県名古屋市瑞穂区白龍町・はくりゆうちよう

　　４６７-００４２・愛知県名古屋市瑞穂区八勝通・はつしようとおり

　　４６７-００２８・愛知県名古屋市瑞穂区初日町・はつひちよう

　　４６７-０８３７・愛知県名古屋市瑞穂区花目町・はなめちよう

　　４６７-００２４・愛知県名古屋市瑞穂区春山町・はるやまちよう

　　４６７-００４７・愛知県名古屋市瑞穂区日向町・ひなたまち

　　４６７-０８３４・愛知県名古屋市瑞穂区姫宮町・ひめみやちよう

　　４６７-０８６１・愛知県名古屋市瑞穂区二野町・ふたのちよう

　　４６７-０８７８・愛知県名古屋市瑞穂区船原町・ふなはﾞらちよう

　　４６７-０８７９・愛知県名古屋市瑞穂区平郷町・へいごうちよう



　　４６７-０８６６・愛知県名古屋市瑞穂区宝田町・ほうでんちよう

　　４６７-０８６２・愛知県名古屋市瑞穂区堀田通・ほりたとおり

　　４６７-０８１４・愛知県名古屋市瑞穂区本願寺町・ほんがんじちよう

　　４６７-０８１５・愛知県名古屋市瑞穂区前田町・まえだちよう

　　４６７-０８１６・愛知県名古屋市瑞穂区牧町・まきちよう

　　４６７-００２５・愛知県名古屋市瑞穂区松栄町・まつさかえちよう

　　４６７-００６５・愛知県名古屋市瑞穂区松園町・まつそのちよう

　　４６７-０８６４・愛知県名古屋市瑞穂区豆田町・まめだちよう

　　４６７-００５４・愛知県名古屋市瑞穂区丸根町・まるねちよう

　　４６７-００４１・愛知県名古屋市瑞穂区密柑山町・みかんやまちよう

　　４６７-０００１・愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町（川澄）・みずほちよう(かわすみ)

　　４６７-０８０１・愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町（西藤塚）・みずほちよう(にしふじつか)

　　４６７-０８０２・愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂町（山の畑）・みずほちよう(やまのはﾞた)

　　４６７-０８０６・愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通・みずほとおり

　　４６７-０８７５・愛知県名古屋市瑞穂区御劔町・みつるぎちよう

　　４６７-００２３・愛知県名古屋市瑞穂区南山町・みなみやまちよう

　　４６７-０８４２・愛知県名古屋市瑞穂区妙音通・みようおんとおり

　　４６７-０００８・愛知県名古屋市瑞穂区村上町・むらかみちよう

　　４６７-０８５２・愛知県名古屋市瑞穂区明前町・めいぜんちよう

　　４６７-０８５５・愛知県名古屋市瑞穂区桃園町・ももぞのちよう

　　４６７-００６１・愛知県名古屋市瑞穂区師長町・もろながちよう

　　４６７-００４８・愛知県名古屋市瑞穂区弥富ケ丘町・やとみがおかちよう

　　４６７-００３６・愛知県名古屋市瑞穂区弥富町密柑山・やとみちようみかんやま

　　４６７-００３９・愛知県名古屋市瑞穂区弥富町茨山・やとみちよういはﾞらやま

　　４６７-００３７・愛知県名古屋市瑞穂区弥富町上山・やとみちようかみやま

　　４６７-００３２・愛知県名古屋市瑞穂区弥富町紅葉園・やとみちようこうようえん

　　４６７-００３４・愛知県名古屋市瑞穂区弥富町桜ケ岡・やとみちようさくらがおか

　　４６７-００３８・愛知県名古屋市瑞穂区弥富町清水ケ岡・やとみちようしみずがおか

　　４６７-００３５・愛知県名古屋市瑞穂区弥富町月見ケ岡・やとみちようつきみがおか

　　４６７-００３３・愛知県名古屋市瑞穂区弥富町円山・やとみちようまるやま

　　４６７-００３１・愛知県名古屋市瑞穂区弥富町緑ケ岡・やとみちようみどりがおか

　　４６７-００６４・愛知県名古屋市瑞穂区弥富通・やとみどおり

　　４６７-０８２５・愛知県名古屋市瑞穂区柳ケ枝町・やながえちよう

　　４６７-００６２・愛知県名古屋市瑞穂区山下通・やましたどおり

　　４６７-００２６・愛知県名古屋市瑞穂区陽明町・ようめいちよう

　　４５６-００００・愛知県名古屋市熱田区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４５６-００７５・愛知県名古屋市熱田区青池町・あおいけちよう

　　４５６-００７１・愛知県名古屋市熱田区明野町・あけのちよう

　　４５６-００３７・愛知県名古屋市熱田区熱田新田東組・あつたしんでんひがしぐみ

　　４５６-００３６・愛知県名古屋市熱田区熱田西町・あつたにしまち

　　４５６-０００５・愛知県名古屋市熱田区池内町・いけうちちよう

　　４５６-００５３・愛知県名古屋市熱田区一番・いちはﾞん

　　４５６-００４４・愛知県名古屋市熱田区内田町・うちだちよう

　　４５６-００４５・愛知県名古屋市熱田区大瀬子町・おおせこちよう

　　４５６-００１７・愛知県名古屋市熱田区尾頭町・おとうちよう

　　４５６-０００１・愛知県名古屋市熱田区金山・かなやま

　　４５６-０００２・愛知県名古屋市熱田区金山町・かなやまちよう

　　４５６-００６５・愛知県名古屋市熱田区河田町・かわだちよう

　　４５６-００７２・愛知県名古屋市熱田区川並町・かわなみちよう

　　４５６-００４６・愛知県名古屋市熱田区木之免町・きのめちよう

　　４５６-００７６・愛知県名古屋市熱田区切戸町・きれとちよう

　　４５６-００４３・愛知県名古屋市熱田区神戸町・ごうどちよう

　　４５６-００６４・愛知県名古屋市熱田区古新町・こしんちよう

　　４５６-００５７・愛知県名古屋市熱田区五番町・ごはﾞんちよう

　　４５６-００１６・愛知県名古屋市熱田区五本松町・ごほんまつちよう

　　４５６-００６１・愛知県名古屋市熱田区西郊通・さいこうとおり

　　４５６-０００４・愛知県名古屋市熱田区桜田町・さくらだちよう

　　４５６-００１２・愛知県名古屋市熱田区沢上・さわかみ

　　４５６-０００６・愛知県名古屋市熱田区沢下町・さわしたちよう

　　４５６-００５６・愛知県名古屋市熱田区三番町・さんはﾞんちよう

　　４５６-００３２・愛知県名古屋市熱田区三本松町・さんほﾞんまつちよう

　　４５６-００３５・愛知県名古屋市熱田区白鳥・しろとり

　　４５６-００４８・愛知県名古屋市熱田区白鳥町・しろとりちよう

　　４５６-００１８・愛知県名古屋市熱田区新尾頭・しんおとう

　　４５６-００３１・愛知県名古屋市熱田区神宮・じんぐう

　　４５６-００６８・愛知県名古屋市熱田区神野町・じんのちよう

　　４５６-００４２・愛知県名古屋市熱田区須賀町・すかちよう

　　４５６-００１３・愛知県名古屋市熱田区外土居町・そとどいちよう

　　４５６-００６２・愛知県名古屋市熱田区大宝・たいほう

　　４５６-００１５・愛知県名古屋市熱田区高蔵町・たかくらちよう



　　４５６-００４７・愛知県名古屋市熱田区田中町・たなかちよう

　　４５６-００２５・愛知県名古屋市熱田区玉の井町・たまのいちよう

　　４５６-００５４・愛知県名古屋市熱田区千年・ちとせ

　　４５６-００７３・愛知県名古屋市熱田区千代田町・ちよだちよう

　　４５６-００３４・愛知県名古屋市熱田区伝馬・てんま

　　４５６-００４１・愛知県名古屋市熱田区中瀬町・なかせちよう

　　４５６-００１４・愛知県名古屋市熱田区中田町・なかたちよう

　　４５６-００６７・愛知県名古屋市熱田区中出町・なかでちよう

　　４５６-００６９・愛知県名古屋市熱田区中野新町・なかのしんちよう

　　４５６-０００３・愛知県名古屋市熱田区波寄町・なみよせちよう

　　４５６-００６３・愛知県名古屋市熱田区西野町・にしのちよう

　　４５６-００５２・愛知県名古屋市熱田区二番・にはﾞん

　　４５６-００６６・愛知県名古屋市熱田区野立町・のだてちよう

　　４５６-００７７・愛知県名古屋市熱田区幡野町・はたのちよう

　　４５６-００２７・愛知県名古屋市熱田区旗屋・はたや

　　４５６-００２６・愛知県名古屋市熱田区旗屋町・はたやちよう

　　４５６-００５９・愛知県名古屋市熱田区八番・はちはﾞん

　　４５６-００３３・愛知県名古屋市熱田区花表町・はなおもてちよう

　　４５６-００１１・愛知県名古屋市熱田区花町・はなちよう

　　４５６-００７４・愛知県名古屋市熱田区比々野町・ひびのちよう

　　４５６-００５５・愛知県名古屋市熱田区南一番町・みなみいちはﾞんちよう

　　４５６-００７８・愛知県名古屋市熱田区南八熊町・みなみやぐまちよう

　　４５６-００２３・愛知県名古屋市熱田区六野・むつの

　　４５６-００２４・愛知県名古屋市熱田区森後町・もりごちよう

　　４５６-００２２・愛知県名古屋市熱田区横田・よこた

　　４５６-００２１・愛知県名古屋市熱田区夜寒町・よさむちよう

　　４５６-００５１・愛知県名古屋市熱田区四番・よんはﾞん

　　４５６-００５８・愛知県名古屋市熱田区六番・ろくはﾞん

　　４５４-００００・愛知県名古屋市中川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４５４-０８０７・愛知県名古屋市中川区愛知町・あいちちよう

　　４５４-００５７・愛知県名古屋市中川区熱田新田東組・あつたしんでんひがしぐみ

　　４５４-００３２・愛知県名古屋市中川区荒江町・あらえちよう

　　４５４-０８６９・愛知県名古屋市中川区荒子・あらこ

　　４５４-００４４・愛知県名古屋市中川区荒越町・あらこしちよう

　　４５４-０８６１・愛知県名古屋市中川区荒子町・あらこちよう

　　４５４-０９２２・愛知県名古屋市中川区荒中町・あらなかちよう

　　４５４-０９４６・愛知県名古屋市中川区一色新町・いしきしんまち

　　４５４-００２３・愛知県名古屋市中川区石場町・いしはﾞちよう

　　４５４-０９０５・愛知県名古屋市中川区一柳通・いちやなぎどおり

　　４５４-０９０１・愛知県名古屋市中川区岩塚町（本地）・いわつかちよう(ほんちﾞ)

　　４５４-００４３・愛知県名古屋市中川区牛立町・うしだてちよう

　　４５４-０９２６・愛知県名古屋市中川区打出・うちで

　　４５４-０９２４・愛知県名古屋市中川区打出町・うちでちよう

　　４５４-０９２３・愛知県名古屋市中川区打出本町・うちでほんまち

　　４５４-０９２７・愛知県名古屋市中川区打中・うちなか

　　４５４-０８４５・愛知県名古屋市中川区馬手町・うまてちよう

　　４５４-０００１・愛知県名古屋市中川区運河町・うんがちよう

　　４５４-０００２・愛知県名古屋市中川区運河通・うんがとおり

　　４５４-０９５１・愛知県名古屋市中川区榎津西町・えのきつﾞにしまち

　　４５４-０９５２・愛知県名古屋市中川区榎松町・えのきまつちよう

　　４５４-０９５４・愛知県名古屋市中川区江松・えまつ

　　４５４-０９５９・愛知県名古屋市中川区江松西町・えまつにしまち

　　４５４-００２６・愛知県名古屋市中川区笈瀬町・おいせちよう

　　４５４-００４２・愛知県名古屋市中川区応仁町・おうじんちよう

　　４５４-０８６３・愛知県名古屋市中川区大塩町・おおしおちよう

　　４５４-０８４３・愛知県名古屋市中川区大畑町・おおはたちよう

　　４５４-００５１・愛知県名古屋市中川区大山町・おおやまちよう

　　４５４-０８４１・愛知県名古屋市中川区押元町・おしもとちよう

　　４５４-００１２・愛知県名古屋市中川区尾頭橋・ おとうはﾞじ

　　４５４-０８２９・愛知県名古屋市中川区小本町・おもとちよう

　　４５４-０９０６・愛知県名古屋市中川区開平町・かいへいちよう

　　４５４-０８６５・愛知県名古屋市中川区掛入町・かけいりちよう

　　４５４-０８１９・愛知県名古屋市中川区烏森町・かすもりちよう

　　４５４-０９５７・愛知県名古屋市中川区かの里・かのさと

　　４５４-０８７３・愛知県名古屋市中川区上高畑・かみたかはﾞた

　　４５４-０８４６・愛知県名古屋市中川区上流町・かみながれちよう

　　４５４-０８３３・愛知県名古屋市中川区上脇町・かみわきちよう

　　４５４-０９１６・愛知県名古屋市中川区川前町・かわまえちよう

　　４５４-０８５１・愛知県名古屋市中川区北江町・きたえちよう

　　４５４-００４９・愛知県名古屋市中川区清川町・きよかわちよう



　　４５４-０８３２・愛知県名古屋市中川区清船町・きよふねちよう

　　４５４-０８７４・愛知県名古屋市中川区吉良町・きらちよう

　　４５４-０８６８・愛知県名古屋市中川区草平町・くさひらちよう

　　４５４-０９８４・愛知県名古屋市中川区供米田・くまいでん

　　４５４-０８５６・愛知県名古屋市中川区小碓通・こうすどおり

　　４５４-０８０８・愛知県名古屋市中川区九重町・ここのえちよう

　　４５４-０８７５・愛知県名古屋市中川区小城町・こしろちよう

　　４５４-０８４９・愛知県名古屋市中川区小塚町・こつﾞかちよう

　　４５４-００３３・愛知県名古屋市中川区五女子・ ごにようじ

　　４５４-００３４・愛知県名古屋市中川区五女子町・ごによしちよう

　　４５４-０８２８・愛知県名古屋市中川区小本・こもと

　　４５４-０８２６・愛知県名古屋市中川区小本本町・こもとほんまち

　　４５４-０８１２・愛知県名古屋市中川区五月通・さつきとおり

　　４５４-０８１４・愛知県名古屋市中川区五月南通・さつきみなみとおり

　　４５４-００１１・愛知県名古屋市中川区山王・さんのう

　　４５４-０８２２・愛知県名古屋市中川区四女子町・しによしちよう

　　４５４-０８３９・愛知県名古屋市中川区篠原橋通・しのはらはﾞしとおり

　　４５４-０９７４・愛知県名古屋市中川区島井町・しまいちよう

　　４５４-０９４５・愛知県名古屋市中川区下之一色町・しものいつしきちよう

　　４５４-０８５８・愛知県名古屋市中川区正徳町・しようとくちよう

　　４５４-０８５４・愛知県名古屋市中川区松年町・しようねんちよう

　　４５４-０８５５・愛知県名古屋市中川区昭明町・しようめいちよう

　　４５４-０８５２・愛知県名古屋市中川区昭和橋通・しようわはﾞしとおり

　　４５４-００４６・愛知県名古屋市中川区神郷町・しんごうちよう

　　４５４-００５５・愛知県名古屋市中川区十番町・じゆうはﾞんちよう

　　４５４-００５６・愛知県名古屋市中川区十一番町・じゆういちはﾞんちよう

　　４５４-０９４７・愛知県名古屋市中川区助光・すけみつ

　　４５４-０８０６・愛知県名古屋市中川区澄池町・すみいけちよう

　　４５４-０８２１・愛知県名古屋市中川区宗円町・そうえんちよう

　　４５４-００５３・愛知県名古屋市中川区外新町・そとしんちよう

　　４５４-０９９１・愛知県名古屋市中川区大地・だいち

　　４５４-０９４３・愛知県名古屋市中川区大当郎・だいとうろう

　　４５４-０９４４・愛知県名古屋市中川区大蟷螂町・だいとうろうちよう

　　４５４-０８３８・愛知県名古屋市中川区太平通・たいへいとおり

　　４５４-０９３６・愛知県名古屋市中川区高杉町・たかすぎちよう

　　４５４-０９１１・愛知県名古屋市中川区高畑・たかはﾞた

　　４５４-００５８・愛知県名古屋市中川区玉川町・たまかわちよう

　　４５４-０８５３・愛知県名古屋市中川区玉船町・たまふねちよう

　　４５４-００４５・愛知県名古屋市中川区丹後町・たんごちよう

　　４５４-０８１６・愛知県名古屋市中川区中京南通・ちゆうきようみなみとおり

　　４５４-０９２１・愛知県名古屋市中川区中郷・ちゆうごう

　　４５４-０８０４・愛知県名古屋市中川区月島町・つきしまちよう

　　４５４-０８２７・愛知県名古屋市中川区辻畑町・つじはﾞたちよう

　　４５４-０８２４・愛知県名古屋市中川区蔦元町・つたもとちよう

　　４５４-０９１３・愛知県名古屋市中川区土野町・つちのちよう

　　４５４-００２２・愛知県名古屋市中川区露橋・ つゆはじ

　　４５４-００２８・愛知県名古屋市中川区露橋町・つゆはしちよう

　　４５４-０９６２・愛知県名古屋市中川区戸田・とだ

　　４５４-０９６７・愛知県名古屋市中川区戸田西・ とだにじ

　　４５４-０９６１・愛知県名古屋市中川区戸田明正・とだめいせい

　　４５４-０９６６・愛知県名古屋市中川区戸田ゆたか・とだゆたか

　　４５４-００３７・愛知県名古屋市中川区富川町・とみかわちよう

　　４５４-０９５４・愛知県名古屋市中川区富田町江松・とみだちようえまつ

　　４５４-０９５５・愛知県名古屋市中川区富田町包里・とみだちようかのさと

　　４５４-０９５６・愛知県名古屋市中川区富田町供米田・とみだちようくまいでん

　　４５４-０９７１・愛知県名古屋市中川区富田町千音寺・とみだちようせんのんじ

　　４５４-０９６１・愛知県名古屋市中川区富田町戸田・とみだちようとだ

　　４５４-０９７３・愛知県名古屋市中川区富田町服部・とみだちようはつとり

　　４５４-０９８６・愛知県名古屋市中川区富田町春田・とみだちようはるた

　　４５４-０９９５・愛知県名古屋市中川区富田町伏屋・とみだちようふしや

　　４５４-０９４２・愛知県名古屋市中川区富田町前田・とみだちようまえだ

　　４５４-０９９３・愛知県名古屋市中川区富田町松下・とみだちようまつした

　　４５４-０９９２・愛知県名古屋市中川区富田町万場・とみだちようまんはﾞ

　　４５４-０９５３・愛知県名古屋市中川区富田町榎津・とみだちようよのきつﾞ

　　４５４-０９６４・愛知県名古屋市中川区富永・とみなが

　　４５４-０８２３・愛知県名古屋市中川区富船町・とみふねちよう

　　４５４-０９３２・愛知県名古屋市中川区中島新町・なかじましんちよう

　　４５４-０９９４・愛知県名古屋市中川区長須賀・ながすか

　　４５４-０９２５・愛知県名古屋市中川区中須町・なかすちよう

　　４５４-０８３７・愛知県名古屋市中川区中野新町・なかのしんちよう



　　４５４-００４７・愛知県名古屋市中川区中野本町・なかのほんまち

　　４５４-０９３１・愛知県名古屋市中川区中花町・なかはなちよう

　　４５４-０８１５・愛知県名古屋市中川区長良町・ながらちよう

　　４５４-０９７２・愛知県名古屋市中川区新家・にいえ

　　４５４-０９３４・愛知県名古屋市中川区西中島・にしなかじま

　　４５４-０００４・愛知県名古屋市中川区西日置・にしひおき

　　４５４-０００５・愛知県名古屋市中川区西日置町・にしひおきちよう

　　４５４-０９８２・愛知県名古屋市中川区西伏屋・にしふしや

　　４５４-００３６・愛知県名古屋市中川区二女子町・にによしちよう

　　４５４-０９１２・愛知県名古屋市中川区野田・のだ

　　４５４-０８１３・愛知県名古屋市中川区乗越町・のりこしちよう

　　４５４-０８４４・愛知県名古屋市中川区葉池町・はいけちよう

　　４５４-０８６０・愛知県名古屋市中川区畑田町・はただちよう

　　４５４-００１６・愛知県名古屋市中川区幡野町・はたのちよう

　　４５４-００５４・愛知県名古屋市中川区八剱町・はちけんちよう

　　４５４-０８７７・愛知県名古屋市中川区八田町・はつたちよう

　　４５４-０９０４・愛知県名古屋市中川区八田本町・はつたほんまち

　　４５４-０９７６・愛知県名古屋市中川区服部・はつとり

　　４５４-０９０２・愛知県名古屋市中川区花池町・はないけちよう

　　４５４-００５２・愛知県名古屋市中川区花塚町・はなつﾞかちよう

　　４５４-０９８５・愛知県名古屋市中川区春田・はるた

　　４５４-０９３５・愛知県名古屋市中川区東起町・ひがしおこしちよう

　　４５４-０９５８・愛知県名古屋市中川区東かの里町・ひがしかのさとちよう

　　４５４-０８６６・愛知県名古屋市中川区東中島町・ひがしなかじまちよう

　　４５４-０９８３・愛知県名古屋市中川区東春田・ひがしはるた

　　４５４-０９７５・愛知県名古屋市中川区七反田町・ひちたんだちよう

　　４５４-０８６４・愛知県名古屋市中川区平戸町・ひらとちよう

　　４５４-００２７・愛知県名古屋市中川区広川町・ひろかわちよう

　　４５４-０００７・愛知県名古屋市中川区広住町・ひろすみちよう

　　４５４-０８６７・愛知県名古屋市中川区広田町・ひろたちよう

　　４５４-００５９・愛知県名古屋市中川区福川町・ふくかわちよう

　　４５４-０９６５・愛知県名古屋市中川区福島・ふくしま

　　４５４-０８０２・愛知県名古屋市中川区福住町・ふくずみちよう

　　４５４-０８３６・愛知県名古屋市中川区福船町・ふくふねちよう

　　４５４-０９９６・愛知県名古屋市中川区伏屋・ふしや

　　４５４-０８０５・愛知県名古屋市中川区舟戸町・ふなとちよう

　　４５４-０８０３・愛知県名古屋市中川区豊成町・ほうせいちよう

　　４５４-０８５９・愛知県名古屋市中川区法蔵町・ほうぞうちよう

　　４５４-０８４７・愛知県名古屋市中川区細米町・ほそこめちよう

　　４５４-０９３３・愛知県名古屋市中川区法華・ほつけ

　　４５４-０９３７・愛知県名古屋市中川区法華西町・ほつけにしまち

　　４５４-０９１４・愛知県名古屋市中川区本前田町・ほんまえだちよう

　　４５４-０９４１・愛知県名古屋市中川区前田西町・まえだにしまち

　　４５４-００２５・愛知県名古屋市中川区前並町・まえなみちよう

　　４５４-０００３・愛知県名古屋市中川区松重町・まつしげちよう

　　４５４-０８４８・愛知県名古屋市中川区松ノ木町・まつのきちよう

　　４５４-０８１８・愛知県名古屋市中川区松葉町・まつはﾞちよう

　　４５４-０８６２・愛知県名古屋市中川区的場町・まとはﾞちよう

　　４５４-０８３４・愛知県名古屋市中川区丸米町・まるこめちよう

　　４５４-０８７２・愛知県名古屋市中川区万町・まんちよう

　　４５４-０９９７・愛知県名古屋市中川区万場・まんはﾞ

　　４５４-０９６３・愛知県名古屋市中川区水里・みずさと

　　４５４-０８１１・愛知県名古屋市中川区三ツ池町・みついけちよう

　　４５４-０８３１・愛知県名古屋市中川区三ツ屋町・みつやちよう

　　４５４-００１５・愛知県名古屋市中川区南八熊町・みなみやぐまちよう

　　４５４-０８１７・愛知県名古屋市中川区南脇町・みなみわきちよう

　　４５４-０８４２・愛知県名古屋市中川区宮脇町・みやわきちよう

　　４５４-０８５７・愛知県名古屋市中川区明徳町・めいとくちよう

　　４５４-００４８・愛知県名古屋市中川区元中野町・もとなかのちよう

　　４５４-０８０１・愛知県名古屋市中川区百船町・ももふねちよう

　　４５４-００４１・愛知県名古屋市中川区八神町・やがみちよう

　　４５４-００１３・愛知県名古屋市中川区八熊・やぐま

　　４５４-００３５・愛知県名古屋市中川区八熊通・やぐまどおり

　　４５４-０８３５・愛知県名古屋市中川区八家町・やつやちよう

　　４５４-００１４・愛知県名古屋市中川区柳川町・やながわちよう

　　４５４-００２４・愛知県名古屋市中川区柳島町・やなぎしまちよう

　　４５４-０９０７・愛知県名古屋市中川区柳田町・やなぎだちよう

　　４５４-０００６・愛知県名古屋市中川区柳堀町・やなぎほﾞりちよう

　　４５４-０９０３・愛知県名古屋市中川区柳瀬町・やなせちよう

　　４５４-０８７１・愛知県名古屋市中川区柳森町・やなもりちよう



　　４５４-００３１・愛知県名古屋市中川区八幡本通・やはたほんとおり

　　４５４-０９１５・愛知県名古屋市中川区横井・よこい

　　４５４-００２１・愛知県名古屋市中川区横堀町・よこほﾞりちよう

　　４５４-０９１７・愛知県名古屋市中川区横前町・よこまえちよう

　　４５４-０９８１・愛知県名古屋市中川区吉津・よしつﾞ

　　４５４-０８２５・愛知県名古屋市中川区好本町・よしもとちよう

　　４５４-０８７６・愛知県名古屋市中川区若山町・わかやまちよう

　　４５５-００００・愛知県名古屋市港区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４５５-０８５７・愛知県名古屋市港区秋葉・あきは

　　４５５-００３５・愛知県名古屋市港区熱田前新田・あつたまえしんでん

　　４５５-０８１５・愛知県名古屋市港区油屋町・あぶらやちよう

　　４５５-０８２３・愛知県名古屋市港区惟信町・いしんちよう

　　４５５-０８４１・愛知県名古屋市港区一州町・いつしゆうちよう

　　４５５-０８４２・愛知県名古屋市港区稲永・いなえい

　　４５５-０８０３・愛知県名古屋市港区入場・いりはﾞ

　　４５５-０８０２・愛知県名古屋市港区入場町・いりはﾞちよう

　　４５５-００３２・愛知県名古屋市港区入船・いりふね

　　４５５-００５２・愛知県名古屋市港区いろは町・いろはちよう

　　４５５-００５４・愛知県名古屋市港区遠若町・えんじやくちよう

　　４５５-０８０１・愛知県名古屋市港区小碓・おうす

　　４５５-００６２・愛知県名古屋市港区小碓町・おうすちよう

　　４５５-００２４・愛知県名古屋市港区大江町・おおえちよう

　　４５５-００４６・愛知県名古屋市港区大手町・おおてまち

　　４５５-０８６１・愛知県名古屋市港区大西・ おおにじ

　　４５５-０８６４・愛知県名古屋市港区小川・おがわ

　　４５５-００１７・愛知県名古屋市港区金川町・かねかわちよう

　　４５５-００６３・愛知県名古屋市港区金船町・かねふねちよう

　　４５５-００１６・愛知県名古屋市港区河口町・かわくちちよう

　　４５５-０８５６・愛知県名古屋市港区川園・かわその

　　４５５-００７３・愛知県名古屋市港区川西通・かわにしどおり

　　４５５-００７６・愛知県名古屋市港区川間町・かわまちよう

　　４５５-００６６・愛知県名古屋市港区寛政町・かんせいちよう

　　４５５-００２１・愛知県名古屋市港区木場町・きはﾞちよう

　　４５５-０８６９・愛知県名古屋市港区協和・きようわ

　　４５５-０８４８・愛知県名古屋市港区金城ふ頭・きんじようふとう

　　４５５-０００８・愛知県名古屋市港区九番町・くはﾞんちよう

　　４５５-００１５・愛知県名古屋市港区港栄・こうえい

　　４５５-００６７・愛知県名古屋市港区港北町・こうほくちよう

　　４５５-００１８・愛知県名古屋市港区港明・こうめい

　　４５５-００１３・愛知県名古屋市港区港陽・こうよう

　　４５５-００１４・愛知県名古屋市港区港楽・こうらく

　　４５５-０８８２・愛知県名古屋市港区小賀須・こがす

　　４５５-００７７・愛知県名古屋市港区小割通・こわりどおり

　　４５５-００４１・愛知県名古屋市港区幸町・さいわいちよう

　　４５５-００４３・愛知県名古屋市港区魁町・さきがけちよう

　　４５５-００１２・愛知県名古屋市港区作倉町・さくらちよう

　　４５５-００４２・愛知県名古屋市港区佐野町・さのまち

　　４５５-０８４６・愛知県名古屋市港区汐止町・しおとめちよう

　　４５５-０８４４・愛知県名古屋市港区潮凪町・しおなぎちよう

　　４５５-００２８・愛知県名古屋市港区潮見町・しおみちよう

　　４５５-０８８４・愛知県名古屋市港区七反野・しちたんの

　　４５５-０００１・愛知県名古屋市港区七番町・しちはﾞんちよう

　　４５５-００５５・愛知県名古屋市港区品川町・しながわちよう

　　４５５-０８３１・愛知県名古屋市港区十一屋・じゆういちや

　　４５５-０８３５・愛知県名古屋市港区十一屋町・じゆういちやちよう

　　４５５-００７５・愛知県名古屋市港区正徳町・しようとくちよう

　　４５５-００７４・愛知県名古屋市港区正保町・しようほうちよう

　　４５５-００２６・愛知県名古屋市港区昭和町・しようわちよう

　　４５５-０００５・愛知県名古屋市港区新川町・しんかわちよう

　　４５５-０８３４・愛知県名古屋市港区神宮寺・じんぐうじ

　　４５５-０８６３・愛知県名古屋市港区新茶屋・しんちやや

　　４５５-００７１・愛知県名古屋市港区新船町・しんふねちよう

　　４５５-０８２２・愛知県名古屋市港区甚兵衛通・じんべえとおり

　　４５５-００５６・愛知県名古屋市港区砂美町・すなみちよう

　　４５５-００７２・愛知県名古屋市港区須成町・すなりちよう

　　４５５-０８１１・愛知県名古屋市港区善進町・ぜんしんちよう

　　４５５-０８１３・愛知県名古屋市港区善進本町・ぜんしんほんまち

　　４５５-０８８１・愛知県名古屋市港区船頭場・せんどうはﾞ

　　４５５-０８１４・愛知県名古屋市港区善南町・ぜんなんちよう

　　４５５-０８１２・愛知県名古屋市港区善北町・ぜんほくちよう



　　４５５-０８４７・愛知県名古屋市港区空見町・そらみちよう

　　４５５-００６９・愛知県名古屋市港区泰明町・たいめいちよう

　　４５５-０８２１・愛知県名古屋市港区高木町・たかぎちよう

　　４５５-０８２５・愛知県名古屋市港区多加良浦町・たからうらちよう

　　４５５-０００３・愛知県名古屋市港区辰巳町・たつみちよう

　　４５５-００５７・愛知県名古屋市港区築盛町・ちくもりちよう

　　４５５-０８８３・愛知県名古屋市港区知多・ちた

　　４５５-００１１・愛知県名古屋市港区千年・ちとせ

　　４５５-００３１・愛知県名古屋市港区千鳥・ちどり

　　４５５-０００４・愛知県名古屋市港区津金・つかね

　　４５５-００４４・愛知県名古屋市港区築三町・つきさんちよう

　　４５５-００４５・愛知県名古屋市港区築地町・つきじちよう

　　４５５-０８７５・愛知県名古屋市港区寺前町・てらまえちよう

　　４５５-０８６５・愛知県名古屋市港区天目町・てんもくちよう

　　４５５-０００２・愛知県名古屋市港区東海通・とうかいどおり

　　４５５-０８０４・愛知県名古屋市港区当知・とうち

　　４５５-０８０５・愛知県名古屋市港区当知町・とうちちよう

　　４５５-００６８・愛知県名古屋市港区土古町・どんごちよう

　　４５５-００５１・愛知県名古屋市港区中川本町・なかがわほんまち

　　４５５-００４７・愛知県名古屋市港区中之島通・なかのじまとおり

　　４５５-０８５２・愛知県名古屋市港区七島・ななしま

　　４５５-０８６２・愛知県名古屋市港区南陽町茶屋新田・なんようちようちややしんでん

　　４５５-０８６６・愛知県名古屋市港区南陽町茶屋後新田・なんようちようちややのちしんでん

　　４５５-０８５３・愛知県名古屋市港区南陽町七島新田・なんようちようななしましんでん

　　４５５-０８６８・愛知県名古屋市港区南陽町西福田・なんようちようにしふくた

　　４５５-０８７１・愛知県名古屋市港区南陽町福田・なんようちようふくた

　　４５５-０８６７・愛知県名古屋市港区南陽町福田前新田・なんようちようふくだまえしんでん

　　４５５-０８７２・愛知県名古屋市港区西蟹田・にしかにた

　　４５５-０８２４・愛知県名古屋市港区西川町・にしかわちよう

　　４５５-０８４３・愛知県名古屋市港区錦町・にしきまち

　　４５５-００３４・愛知県名古屋市港区西倉町・にしくらちよう

　　４５５-０８５８・愛知県名古屋市港区西茶屋・にしちやや

　　４５５-０８７４・愛知県名古屋市港区西福田・にしふくた

　　４５５-０８４５・愛知県名古屋市港区野跡・のせき

　　４５５-０８７９・愛知県名古屋市港区畑中・はたなか

　　４５５-０８８５・愛知県名古屋市港区八百島・はつひﾟやくじま

　　４５５-００３６・愛知県名古屋市港区浜・はま

　　４５５-０８７３・愛知県名古屋市港区春田野・はるたの

　　４５５-０８８６・愛知県名古屋市港区東蟹田・ひがしかにた

　　４５５-０８５１・愛知県名古屋市港区東茶屋・ひがしちやや

　　４５５-００２３・愛知県名古屋市港区東築地町・ひがしつきじちよう

　　４５５-００６１・愛知県名古屋市港区東土古町・ひがしどんごちよう

　　４５５-０８８７・愛知県名古屋市港区福田・ふくた

　　４５５-０８７８・愛知県名古屋市港区福前・ふくまえ

　　４５５-０８７６・愛知県名古屋市港区福屋・ふくや

　　４５５-０８５４・愛知県名古屋市港区藤高・ふじたか

　　４５５-０８５５・愛知県名古屋市港区藤前・ふじまえ

　　４５５-００２７・愛知県名古屋市港区船見町・ふなみちよう

　　４５５-０８３２・愛知県名古屋市港区宝神・ほうじん

　　４５５-０８３３・愛知県名古屋市港区宝神町・ほうじんちよう

　　４５５-００６５・愛知県名古屋市港区本宮新町・ほんぐうしんまち

　　４５５-００６４・愛知県名古屋市港区本宮町・ほんぐうちよう

　　４５５-００７８・愛知県名古屋市港区丸池町・まるいけちよう

　　４５５-００３３・愛知県名古屋市港区港町・みなとまち

　　４５５-０００７・愛知県名古屋市港区南十番町・みなみ１０はﾞんちよう

　　４５５-０００６・愛知県名古屋市港区南十一番町・みなみ１１はﾞんちよう

　　４５５-００３７・愛知県名古屋市港区名港・めいこう

　　４５５-００５３・愛知県名古屋市港区名四町・めいしちよう

　　４５５-０８０６・愛知県名古屋市港区明正・めいしよう

　　４５５-００２５・愛知県名古屋市港区本星崎町・もとほしざきちよう

　　４５５-００２２・愛知県名古屋市港区竜宮町・りゆうぐうちよう

　　４５５-０８７７・愛知県名古屋市港区六軒家・ろつけんや

　　４５７-００００・愛知県名古屋市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４５７-００２４・愛知県名古屋市南区赤坪町・あかつほﾞちよう

　　４５７-００６３・愛知県名古屋市南区阿原町・あはらちよう

　　４５７-０８３１・愛知県名古屋市南区荒浜町・あらはまちよう

　　４５７-００７５・愛知県名古屋市南区石元町・いしもとちよう

　　４５７-００１５・愛知県名古屋市南区岩戸町・いわとちよう

　　４５７-０８６２・愛知県名古屋市南区内田橋・ うちだはﾞじ

　　４５７-００３７・愛知県名古屋市南区扇田町・おうぎだちよう



　　４５７-００４８・愛知県名古屋市南区大磯通・おおいそとおり

　　４５７-０００２・愛知県名古屋市南区大堀町・おおほりちよう

　　４５７-００３５・愛知県名古屋市南区貝塚町・かいつﾞかちよう

　　４５７-０００７・愛知県名古屋市南区駈上・かけあげ

　　４５７-００５１・愛知県名古屋市南区笠寺町・かさでらちよう

　　４５７-００３４・愛知県名古屋市南区春日野町・かすがのちよう

　　４５７-００５２・愛知県名古屋市南区粕畠町・かすはﾞたちよう

　　４５７-００３３・愛知県名古屋市南区霞町・かすみちよう

　　４５７-０８０２・愛知県名古屋市南区要町・かなめちよう

　　４５７-０８３７・愛知県名古屋市南区加福町・かふくちよう

　　４５７-０８３６・愛知県名古屋市南区加福本通・かふくほんとおり

　　４５７-００６７・愛知県名古屋市南区上浜町・かみはまちよう

　　４５７-０８２４・愛知県名古屋市南区神松町・かみまつちよう

　　４５７-０８４５・愛知県名古屋市南区観音町・かんのんちよう

　　４５７-００１２・愛知県名古屋市南区菊住・きくすみ

　　４５７-００４９・愛知県名古屋市南区北内町・きたうちちよう

　　４５７-０８２７・愛知県名古屋市南区北頭町・きたがしらちよう

　　４５７-００２８・愛知県名古屋市南区楠町・くすのきちよう

　　４５７-０８０４・愛知県名古屋市南区源兵衛町・げんべえちよう

　　４５７-０８３４・愛知県名古屋市南区港東通・こうとうどおり

　　４５７-０８５１・愛知県名古屋市南区五条町・ごじようちよう

　　４５７-００４４・愛知県名古屋市南区柵下町・さくしたちよう

　　４５７-０００５・愛知県名古屋市南区桜台・さくらだい

　　４５７-００３８・愛知県名古屋市南区桜本町・さくらほんまち

　　４５７-０８６６・愛知県名古屋市南区三条・さんじよう

　　４５７-００１６・愛知県名古屋市南区汐田町・しおだちよう

　　４５７-００７８・愛知県名古屋市南区塩屋町・しおやちよう

　　４５７-０８５４・愛知県名古屋市南区七条町・しちじようちよう

　　４５７-０８１５・愛知県名古屋市南区柴田町・しはﾞたちよう

　　４５７-０８１４・愛知県名古屋市南区柴田本通・しはﾞたほんどおり

　　４５７-００２３・愛知県名古屋市南区芝町・しはﾞちよう

　　４５７-００４７・愛知県名古屋市南区城下町・しろしたちよう

　　４５７-００５４・愛知県名古屋市南区砂口町・すなくちちよう

　　４５７-０８５２・愛知県名古屋市南区泉楽通・せんらくとおり

　　４５７-００４２・愛知県名古屋市南区曽池町・そいけちよう

　　４５７-０００８・愛知県名古屋市南区外山・そとやま

　　４５７-０８１１・愛知県名古屋市南区大同町・だいどうちよう

　　４５７-００３１・愛知県名古屋市南区鯛取通・たいとりとおり

　　４５７-０８１９・愛知県名古屋市南区滝春町・たきはるちよう

　　４５７-００７７・愛知県名古屋市南区立脇町・たてわきちよう

　　４５７-０８０１・愛知県名古屋市南区丹後通・たんごとおり

　　４５７-００７１・愛知県名古屋市南区千竈通・ちかまとおり

　　４５７-０８４３・愛知県名古屋市南区忠次・ちゆうじ

　　４５７-０８２５・愛知県名古屋市南区堤起町・つつみおこしちよう

　　４５７-０８４４・愛知県名古屋市南区堤町・つつみちよう

　　４５７-００２１・愛知県名古屋市南区鶴里町・つるさとちよう

　　４５７-０００３・愛知県名古屋市南区鶴田・つるた

　　４５７-０８０７・愛知県名古屋市南区鶴見通・つるみとおり

　　４５７-００１３・愛知県名古屋市南区寺崎町・てらさきちよう

　　４５７-００７２・愛知県名古屋市南区寺部通・てらべどおり

　　４５７-０８０３・愛知県名古屋市南区天白町・てんはﾟくちよう

　　４５７-００７６・愛知県名古屋市南区道全町・どうぜんちよう

　　４５７-０８６４・愛知県名古屋市南区道徳北町・どうとくきたまち

　　４５７-０８４７・愛知県名古屋市南区道徳新町・どうとくしんまち

　　４５７-０８４６・愛知県名古屋市南区道徳通・どうとくとおり

　　４５７-０８４２・愛知県名古屋市南区戸部下・とべした

　　４５７-００４３・愛知県名古屋市南区戸部町・とべちよう

　　４５７-０８４１・愛知県名古屋市南区豊田・とよだ

　　４５７-０８５５・愛知県名古屋市南区豊田町・とよだちよう

　　４５７-０００６・愛知県名古屋市南区鳥栖・とりす

　　４５７-００５７・愛知県名古屋市南区鳥山町・とりやまちよう

　　４５７-０００４・愛知県名古屋市南区中江・なかえ

　　４５７-０８２６・愛知県名古屋市南区中割町・なかわりちよう

　　４５７-００６６・愛知県名古屋市南区鳴尾・なるお

　　４５７-０８１３・愛知県名古屋市南区鳴尾町（丹後江）・なるおちよう(たんごえ)

　　４５７-０８０６・愛知県名古屋市南区鳴浜町・なるはまちよう

　　４５７-０８５６・愛知県名古屋市南区南陽通・なんようどおり

　　４５７-００３９・愛知県名古屋市南区西桜町・にしさくらちよう

　　４５７-００７３・愛知県名古屋市南区西田町・にしだちよう

　　４５７-０８３５・愛知県名古屋市南区西又兵ヱ町・にしまたべえちよう



　　４５７-００２５・愛知県名古屋市南区白雲町・はくうんちよう

　　４５７-０８１８・愛知県名古屋市南区白水町・はくすいちよう

　　４５７-０８２２・愛知県名古屋市南区浜田町・はまだちよう

　　４５７-０８３２・愛知県名古屋市南区浜中町・はまなかちよう

　　４５７-０８３３・愛知県名古屋市南区東又兵ヱ町・ひがしまたべえちよう

　　４５７-０８６５・愛知県名古屋市南区氷室町・ひむろちよう

　　４５７-０００１・愛知県名古屋市南区平子・ひらこ

　　４５７-０８２８・愛知県名古屋市南区宝生町・ほうしようちよう

　　４５７-００６４・愛知県名古屋市南区星崎・ほしざき

　　４５７-０８１２・愛知県名古屋市南区星崎町・ほしざきちよう

　　４５７-００６２・愛知県名古屋市南区星崎町（阿原）・(あはら)

　　４５７-００６１・愛知県名古屋市南区星崎町（殿海道）・(とのかいどう)

　　４５７-００６９・愛知県名古屋市南区星園町・ほしぞのちよう

　　４５７-００５５・愛知県名古屋市南区星宮町・ほしみやちよう

　　４５７-００７４・愛知県名古屋市南区本地通・ほんじどおり

　　４５７-００５３・愛知県名古屋市南区本城町・ほんじようちよう

　　４５７-００５８・愛知県名古屋市南区前浜通・まえはまどおり

　　４５７-００４６・愛知県名古屋市南区松池町・まついけちよう

　　４５７-０８０８・愛知県名古屋市南区松下町・まつしたちよう

　　４５７-００４５・愛知県名古屋市南区松城町・まつしろちよう

　　４５７-００６８・愛知県名古屋市南区南野・みなみの

　　４５７-００２６・愛知県名古屋市南区見晴町・みはらしちよう

　　４５７-００２２・愛知県名古屋市南区明円町・みようえんちよう

　　４５７-０８０５・愛知県名古屋市南区三吉町・みよしちよう

　　４５７-０８６１・愛知県名古屋市南区明治・めいじ

　　４５７-００３２・愛知県名古屋市南区元桜田町・もとさくらだちよう

　　４５７-０８２３・愛知県名古屋市南区元塩町・もとしおちよう

　　４５７-０８１６・愛知県名古屋市南区元柴田東町・もとしはﾞたひがしまち

　　４５７-０８１７・愛知県名古屋市南区元柴田西町・もとしはﾞたにしまち

　　４５７-００６５・愛知県名古屋市南区元鳴尾町・もとなるおちよう

　　４５７-００５６・愛知県名古屋市南区本星崎町・もとほしざきちよう

　　４５７-００４１・愛知県名古屋市南区薬師通・やくしどおり

　　４５７-０８２１・愛知県名古屋市南区弥次ヱ町・やじえちよう

　　４５７-００２７・愛知県名古屋市南区弥生町・やよいちよう

　　４５７-０８６３・愛知県名古屋市南区豊・ゆたか

　　４５７-００１４・愛知県名古屋市南区呼続・よびつぎ

　　４５７-００１１・愛知県名古屋市南区呼続元町・よびつぎもとまち

　　４５７-０８５３・愛知県名古屋市南区六条町・ろくじようちよう

　　４５７-００３６・愛知県名古屋市南区若草町・わかくさちよう

　　４６３-００００・愛知県名古屋市守山区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４６３-０８１５・愛知県名古屋市守山区青葉台・あおはﾞだい

　　４６３-０８０５・愛知県名古屋市守山区青山台・あおやまだい

　　４６３-００３７・愛知県名古屋市守山区天子田・あまこだ

　　４６３-０８０４・愛知県名古屋市守山区泉が丘・いずみがおか

　　４６３-００７５・愛知県名古屋市守山区市場・いちはﾞ

　　４６３-００２３・愛知県名古屋市守山区今尻町・いまじりちよう

　　４６３-００９４・愛知県名古屋市守山区牛牧・うしまき

　　４６３-００４４・愛知県名古屋市守山区太田井・おおたい

　　４６３-００４１・愛知県名古屋市守山区大谷町・おおたにちよう

　　４６３-００８５・愛知県名古屋市守山区大牧町・おおまきちよう

　　４６３-００２１・愛知県名古屋市守山区大森・おおもり

　　４６３-０８０２・愛知県名古屋市守山区大森北・おおもりきた

　　４６３-００２８・愛知県名古屋市守山区大森八龍・おおもりはちりゆう

　　４６３-００１６・愛知県名古屋市守山区大屋敷・おおやしき

　　４６３-００１１・愛知県名古屋市守山区小幡・おはﾞた

　　４６３-００５１・愛知県名古屋市守山区小幡太田・おはﾞたおおた

　　４６３-０００８・愛知県名古屋市守山区小幡北・おはﾞたきた

　　４６３-００４７・愛知県名古屋市守山区小幡常燈・おはﾞたじようとう

　　４６３-００５３・愛知県名古屋市守山区小幡千代田・おはﾞたちよだ

　　４６３-００１３・愛知県名古屋市守山区小幡中・おはﾞたなか

　　４６３-００５２・愛知県名古屋市守山区小幡宮ノ腰・ おはﾞたみやのこじ

　　４６３-００４８・愛知県名古屋市守山区小幡南・おはﾞたみなみ

　　４６３-００７２・愛知県名古屋市守山区金屋・かなや

　　４６３-０００１・愛知県名古屋市守山区上志段味・かみしだみ

　　４６３-０００５・愛知県名古屋市守山区川・かわ

　　４６３-００９１・愛知県名古屋市守山区川上町・かわかみちよう

　　４６３-００９８・愛知県名古屋市守山区川北町・かわきたちよう

　　４６３-００８０・愛知県名古屋市守山区川西・ かわにじ

　　４６３-０００６・愛知県名古屋市守山区川東山・かわひがしやま

　　４６３-００８１・愛知県名古屋市守山区川宮町・かわみやちよう



　　４６３-００９７・愛知県名古屋市守山区川村町・かわむらちよう

　　４６３-０８１４・愛知県名古屋市守山区桔梗平・ききようだいら

　　４６３-００１７・愛知県名古屋市守山区喜多山・きたやま

　　４６３-００４３・愛知県名古屋市守山区喜多山南・きたやまみなみ

　　４６３-０００４・愛知県名古屋市守山区吉根・きつこ

　　４６３-０８１３・愛知県名古屋市守山区吉根南・きつこみなみ

　　４６３-００７９・愛知県名古屋市守山区幸心・こうしん

　　４６３-００２９・愛知県名古屋市守山区御膳洞・ごぜんほﾞら

　　４６３-００５４・愛知県名古屋市守山区小六町・ころくちよう

　　４６３-０８１２・愛知県名古屋市守山区笹ヶ根・ささがね

　　４６３-００６４・愛知県名古屋市守山区更屋敷・さらやしき

　　４６３-００３４・愛知県名古屋市守山区四軒家・しけんや

　　４６３-０００３・愛知県名古屋市守山区下志段味・しもしだみ

　　４６３-００９２・愛知県名古屋市守山区白沢町・しらさわちよう

　　４６３-００９３・愛知県名古屋市守山区城土町・しろつちちよう

　　４６３-００１４・愛知県名古屋市守山区城南町・じようなんちよう

　　４６３-００５６・愛知県名古屋市守山区新城・しんしろ

　　４６３-００７１・愛知県名古屋市守山区新守町・しんもりちよう

　　４６３-００６９・愛知県名古屋市守山区新守西・ しんもりにじ

　　４６３-００７０・愛知県名古屋市守山区新守山・しんもりやま

　　４６３-００１０・愛知県名古屋市守山区翠松園・すいしようえん

　　４６３-００７８・愛知県名古屋市守山区瀬古（大字）・せこ(おおあざ)

　　４６３-００６８・愛知県名古屋市守山区瀬古（丁目）・せこ

　　４６３-００９０・愛知県名古屋市守山区瀬古東・ せこひがじ

　　４６３-００８７・愛知県名古屋市守山区大永寺町・だいえいじちよう

　　４６３-００９５・愛知県名古屋市守山区高島町・たかしまちよう

　　４６３-００１２・愛知県名古屋市守山区茶臼前・ちやうすまえ

　　４６３-００６２・愛知県名古屋市守山区長栄・ちようえい

　　４６３-０８０７・愛知県名古屋市守山区鼓が丘・つつﾞみがおか

　　４６３-００８８・愛知県名古屋市守山区鳥神町・とりがみちよう

　　４６３-００７６・愛知県名古屋市守山区鳥羽見・とりはﾞみ

　　４６３-００４６・愛知県名古屋市守山区苗代・なえしろ

　　４６３-０００２・愛知県名古屋市守山区中志段味・なかしだみ

　　４６３-００５７・愛知県名古屋市守山区中新・なかしん

　　４６３-００８６・愛知県名古屋市守山区永森町・ながもりちよう

　　４６３-００８９・愛知県名古屋市守山区西川原町・にしがわらちよう

　　４６３-００８４・愛知県名古屋市守山区西城・にししろ

　　４６３-００５５・愛知県名古屋市守山区西新・にししん

　　４６３-００１５・愛知県名古屋市守山区西島町・にしじまちよう

　　４６３-００６５・愛知県名古屋市守山区廿軒家・にじつけんや

　　４６３-００３２・愛知県名古屋市守山区白山・はくさん

　　４６３-００６３・愛知県名古屋市守山区八反・はつたん

　　４６３-０８０８・愛知県名古屋市守山区花咲台・はなさきだい

　　４６３-００３８・愛知県名古屋市守山区原境町・はらざかいちよう

　　４６３-００６１・愛知県名古屋市守山区東山町・ひがしやまちよう

　　４６３-００４５・愛知県名古屋市守山区菱池町・ひしいけちよう

　　４６３-０８０３・愛知県名古屋市守山区日の後・ひのご

　　４６３-０８０９・愛知県名古屋市守山区平池東・ ひらいけひがじ

　　４６３-０８１１・愛知県名古屋市守山区深沢・ふかさわ

　　４６３-００２７・愛知県名古屋市守山区弁天が丘・べんてんがおか

　　４６３-００３１・愛知県名古屋市守山区本地が丘・ほんじがおか

　　４６３-００６６・愛知県名古屋市守山区町南・まちみなみ

　　４６３-００７４・愛知県名古屋市守山区町北・まちきた

　　４６３-０００７・愛知県名古屋市守山区松坂町・まつさかちよう

　　４６３-０００９・愛知県名古屋市守山区緑ケ丘・みどりがおか

　　４６３-００３６・愛知県名古屋市守山区向台・むかえだい

　　４６３-００８３・愛知県名古屋市守山区村合町・むらあいちよう

　　４６３-００８２・愛知県名古屋市守山区村前町・むらまえちよう

　　４６３-００２５・愛知県名古屋市守山区元郷・もとごう

　　４６３-００３５・愛知県名古屋市守山区森孝・もりたか

　　４６３-００３３・愛知県名古屋市守山区森孝東・ もりたかひがじ

　　４６３-００７３・愛知県名古屋市守山区守牧町・もりまきちよう

　　４６３-００９６・愛知県名古屋市守山区森宮町・もりみやちよう

　　４６３-００６７・愛知県名古屋市守山区守山（丁目）・もりやま

　　４６３-００７７・愛知県名古屋市守山区守山（)・もりやま

　　４６３-００２２・愛知県名古屋市守山区八剣・やつるぎ

　　４６３-００４２・愛知県名古屋市守山区野萩町・やはぎちよう

　　４６３-００２６・愛知県名古屋市守山区藪田町・やぶたちよう

　　４６３-０８０６・愛知県名古屋市守山区百合が丘・ゆりがおか

　　４６３-０８０１・愛知県名古屋市守山区竜泉寺・りゆうせんじ



　　４６３-００２４・愛知県名古屋市守山区脇田町・わきたちよう

　　４５８-００００・愛知県名古屋市緑区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４５８-００１１・愛知県名古屋市緑区相川・あいかわ

　　４５８-００３３・愛知県名古屋市緑区相原郷・あいはﾞらごう

　　４５８-０８３３・愛知県名古屋市緑区青山・あおやま

　　４５８-０８３７・愛知県名古屋市緑区赤松・あかまつ

　　４５８-００３１・愛知県名古屋市緑区旭出・あさひで

　　４５８-０９２４・愛知県名古屋市緑区有松・ありまつ

　　４５８-０９０３・愛知県名古屋市緑区有松愛宕・ありまつあたご

　　４５８-０９０２・愛知県名古屋市緑区有松三丁山・ありまつさんちようやま

　　４５８-０９０１・愛知県名古屋市緑区有松町有松・ありまつちようありまつ

　　４５８-０９１６・愛知県名古屋市緑区有松町桶狭間（愛宕西）・おけはざま(あたごにし)

　　４５８-０９１２・愛知県名古屋市緑区有松町桶狭間（生山）・おけはざま(はえやま)

　　４５８-０９１１・愛知県名古屋市緑区有松町桶狭間（その他）・おけはざま(そのた)

　　４５８-０９２８・愛知県名古屋市緑区有松幕山・ありまつまくやま

　　４５９-８００４・愛知県名古屋市緑区有松南・ありまつみなみ

　　４５８-００４４・愛知県名古屋市緑区池上台・いけがみだい

　　４５９-８０１２・愛知県名古屋市緑区茨谷山・いはﾞらだにやま

　　４５８-０８３０・愛知県名古屋市緑区姥子山・うはﾞこやま

　　４５８-０００１・愛知県名古屋市緑区梅里・うめさと

　　４５８-０８４７・愛知県名古屋市緑区浦里・うらさと

　　４５８-０８３２・愛知県名古屋市緑区漆山・うるしやま

　　４５８-００３２・愛知県名古屋市緑区大形山・おおがたやま

　　４５８-０８０５・愛知県名古屋市緑区大清水・おおしみず

　　４５８-０８０６・愛知県名古屋市緑区大清水西・ おおしみずにじ

　　４５８-０８４９・愛知県名古屋市緑区大清水東・ おおしみずひがじ

　　４５９-８００３・愛知県名古屋市緑区大高台・おおだかだい

　　４５９-８００１・愛知県名古屋市緑区大高町・おおだかちよう

　　４５９-８００７・愛知県名古屋市緑区大根山・おおねやま

　　４５８-０９２５・愛知県名古屋市緑区桶狭間・おけはざま

　　４５８-０９２６・愛知県名古屋市緑区桶狭間上の山・おけはざまうえのやま

　　４５８-０９１３・愛知県名古屋市緑区桶狭間北・おけはざまきた

　　４５８-０９２２・愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸・おけはざまきりと

　　４５８-０９２１・愛知県名古屋市緑区桶狭間清水山・おけはざましみずやま

　　４５８-０９１９・愛知県名古屋市緑区桶狭間神明・おけはざましんめい

　　４５８-０９２９・愛知県名古屋市緑区桶狭間西・ おけはざまにじ

　　４５８-０９２０・愛知県名古屋市緑区桶狭間巻山・おけはざままきやま

　　４５８-０９２７・愛知県名古屋市緑区桶狭間南・おけはざまみなみ

　　４５８-０９１０・愛知県名古屋市緑区桶狭間森前・おけはざまもりまえ

　　４５８-００２４・愛知県名古屋市緑区尾崎山・おざきやま

　　４５８-０８０３・愛知県名古屋市緑区鏡田・かがみだ

　　４５８-０００７・愛知県名古屋市緑区篭山・かごやま

　　４５８-０８２９・愛知県名古屋市緑区鎌倉台・かまくらだい

　　４５８-００１６・愛知県名古屋市緑区上旭・かみあさひ

　　４５８-００１４・愛知県名古屋市緑区神沢・かみさわ

　　４５８-０８１２・愛知県名古屋市緑区神の倉・かみのくら

　　４５８-０８０４・愛知県名古屋市緑区亀が洞・かめがほら

　　４５８-０８５１・愛知県名古屋市緑区熊の前・くまのまえ

　　４５９-８００６・愛知県名古屋市緑区倉坂・くらさか

　　４５８-０００３・愛知県名古屋市緑区黒沢台・くろさわだい

　　４５８-００２３・愛知県名古屋市緑区鴻仏目・こうぶつめ

　　４５８-００２２・愛知県名古屋市緑区小坂・こさか

　　４５８-００４７・愛知県名古屋市緑区古鳴海・こなるみ

　　４５８-０８２０・愛知県名古屋市緑区境松・さかいまつ

　　４５８-０８２５・愛知県名古屋市緑区左京山・さきようやま

　　４５８-００３８・愛知県名古屋市緑区作の山町・さくのやまちよう

　　４５８-００３７・愛知県名古屋市緑区潮見が丘・しおみがおか

　　４５８-００４５・愛知県名古屋市緑区鹿山・しかやま

　　４５８-００１５・愛知県名古屋市緑区篠の風・しののかぜ

　　４５８-００３９・愛知県名古屋市緑区四本木・しほんぎ

　　４５９-８００９・愛知県名古屋市緑区清水山・しみずやま

　　４５９-８０１１・愛知県名古屋市緑区定納山・じようのうやま

　　４５８-０８３６・愛知県名古屋市緑区白土・しろつち

　　４５８-０８０７・愛知県名古屋市緑区砂田・すなだ

　　４５９-８０１７・愛知県名古屋市緑区瀬木南・せぎみなみ

　　４５８-００３５・愛知県名古屋市緑区曽根・そね

　　４５８-０８２３・愛知県名古屋市緑区太子・ たいじ

　　４５８-０８２２・愛知県名古屋市緑区大将ケ根・たいしようがね

　　４５８-００４２・愛知県名古屋市緑区高根台・たかねだい

　　４５９-８０１３・愛知県名古屋市緑区高根山・たかねやま



　　４５８-００２１・愛知県名古屋市緑区滝ノ水・たきのみず

　　４５８-０９１７・愛知県名古屋市緑区武路町・たけじちよう

　　４５９-８０１４・愛知県名古屋市緑区忠治山・ちゆうじやま

　　４５８-０８１４・愛知県名古屋市緑区鶴が沢・つるがさわ

　　４５８-０８１５・愛知県名古屋市緑区徳重・とくしげ

　　４５８-００２５・愛知県名古屋市緑区鳥澄・とりすみ

　　４５８-００４６・愛知県名古屋市緑区長根町・ながねちよう

　　４５８-０００５・愛知県名古屋市緑区鳴丘・なるおか

　　４５８-００４１・愛知県名古屋市緑区鳴子町・なるこちよう

　　４５８-０８４５・愛知県名古屋市緑区鳴海町（赤塚）・なるみちよう(あかつか)

　　４５８-０８２４・愛知県名古屋市緑区鳴海町（有松裏）・なるみちよう(ありまつうら)

　　４５８-０８４２・愛知県名古屋市緑区鳴海町（上ノ山）・なるみちよう(うえのやま)

　　４５８-０８２８・愛知県名古屋市緑区鳴海町（姥子山）・なるみちよう(うはﾞこやま)

　　４５８-０８１８・愛知県名古屋市緑区鳴海町（大清水）・なるみちよう(おおしみず)

　　４５８-０８２１・愛知県名古屋市緑区鳴海町（尾崎山）・なるみちよう(おざきやま)

　　４５８-０８３５・愛知県名古屋市緑区鳴海町（上汐田）・なるみちよう(かみしおた)

　　４５８-０８１１・愛知県名古屋市緑区鳴海町（神ノ倉）・なるみちよう(かんのくら)

　　４５８-０８４１・愛知県名古屋市緑区鳴海町（小森）・なるみちよう(こもり)

　　４５８-０８３４・愛知県名古屋市緑区鳴海町（前之輪）・なるみちよう(ぜんのわ)

　　４５８-０８４４・愛知県名古屋市緑区鳴海町（伝治山）・なるみちよう(でんじやま)

　　４５８-０８２７・愛知県名古屋市緑区鳴海町（細根）・なるみちよう(ほそね)

　　４５８-０８３１・愛知県名古屋市緑区鳴海町（向田）・なるみちよう(むかえだ)

　　４５８-０８１７・愛知県名古屋市緑区鳴海町（諸の木）・なるみちよう(もろのき)

　　４５８-０８４６・愛知県名古屋市緑区鳴海町（薬師山）・なるみちよう(やくしやま)

　　４５８-０８１９・愛知県名古屋市緑区鳴海町（八ツ松）・なるみちよう(やつまつ)

　　４５８-０８０１・愛知県名古屋市緑区鳴海町（その他）・なるみちよう(そのた)

　　４５８-０９１８・愛知県名古屋市緑区南陵・なんりよう

　　４５８-０８０９・愛知県名古屋市緑区西神の倉・にしかみのくら

　　４５８-０９１５・愛知県名古屋市緑区野末町・のずえちよう

　　４５８-０００４・愛知県名古屋市緑区乗鞍・のりくら

　　４５８-０８０８・愛知県名古屋市緑区東神の倉・ひがしかみのくら

　　４５８-００１２・愛知県名古屋市緑区久方・ひさかた

　　４５８-０８０２・愛知県名古屋市緑区兵庫・ひようご

　　４５８-０８２６・愛知県名古屋市緑区平子が丘・ひらこがおか

　　４５８-０００９・愛知県名古屋市緑区平手南・ひらてみなみ

　　４５８-０００８・愛知県名古屋市緑区平手北・ひらてきた

　　４５８-０８１３・愛知県名古屋市緑区藤塚・ふじつﾞか

　　４５９-８００８・愛知県名古屋市緑区文久山・ぶんきゆうやま

　　４５９-８０１５・愛知県名古屋市緑区別所山・べつしよやま

　　４５８-０００６・愛知県名古屋市緑区細口・ほそぐち

　　４５８-００１３・愛知県名古屋市緑区ほら貝・ほらがい

　　４５８-０８４３・愛知県名古屋市緑区松が根台・まつがねだい

　　４５８-００４３・愛知県名古屋市緑区万場山・まんはﾞやま

　　４５８-０８４８・愛知県名古屋市緑区水広・みずひろ

　　４５９-８０１６・愛知県名古屋市緑区南大高・みなみおおだか

　　４５８-０８５２・愛知県名古屋市緑区元徳重・もととくしげ

　　４５８-０００２・愛知県名古屋市緑区桃山・ももやま

　　４５９-８００２・愛知県名古屋市緑区森の里・もりのさと

　　４５８-０８１７・愛知県名古屋市緑区諸の木・もろのき

　　４５８-０８１０・愛知県名古屋市緑区八つ松・やつまつ

　　４５８-０８１６・愛知県名古屋市緑区横吹町・よこぶきちよう

　　４５９-８００５・愛知県名古屋市緑区緑花台・りよつかだい

　　４５８-００３６・愛知県名古屋市緑区六田・ろくでん

　　４５８-００３４・愛知県名古屋市緑区若田・わかた

　　４６５-００００・愛知県名古屋市名東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４６５-００１６・愛知県名古屋市名東区赤松台・あかまつだい

　　４６５-００３３・愛知県名古屋市名東区明が丘・あけがおか

　　４６５-００４１・愛知県名古屋市名東区朝日が丘・あさひがおか

　　４６５-００２３・愛知県名古屋市名東区石が根町・いしがねちよう

　　４６５-００５２・愛知県名古屋市名東区猪高町上社・いたかちようかみやしろ

　　４６５-００６７・愛知県名古屋市名東区猪高町高針・いたかちようたかはﾞり

　　４６５-００２８・愛知県名古屋市名東区猪高台・いだかだい

　　４６５-００９３・愛知県名古屋市名東区一社・いつしや

　　４６５-００２１・愛知県名古屋市名東区猪子石・ いのこいじ

　　４６５-０００８・愛知県名古屋市名東区猪子石原・いのこいしはら

　　４６５-００７７・愛知県名古屋市名東区植園町・うえそのちよう

　　４６５-００６５・愛知県名古屋市名東区梅森坂・うめもりざか

　　４６５-００６６・愛知県名古屋市名東区梅森坂西・ うめもりざかにじ

　　４６５-０００３・愛知県名古屋市名東区延珠町・えんじゆちよう

　　４６５-００７６・愛知県名古屋市名東区扇町・おうぎまち



　　４６５-００６４・愛知県名古屋市名東区大針・おおはﾞり

　　４６５-０００５・愛知県名古屋市名東区香流・かなれ

　　４６５-００８３・愛知県名古屋市名東区神丘町・かみおかちよう

　　４６５-００８２・愛知県名古屋市名東区神里・かみさと

　　４６５-００１４・愛知県名古屋市名東区上菅・かみすげ

　　４６５-００２５・愛知県名古屋市名東区上社・かみやしろ

　　４６５-００９４・愛知県名古屋市名東区亀の井・かめのい

　　４６５-００５８・愛知県名古屋市名東区貴船・きふね

　　４６５-００４７・愛知県名古屋市名東区小池町・こいけちよう

　　４６５-００４４・愛知県名古屋市名東区小井堀町・こいほﾞりちよう

　　４６５-０００７・愛知県名古屋市名東区香坂・こうさか

　　４６５-０００４・愛知県名古屋市名東区香南・こうなん

　　４６５-００５３・愛知県名古屋市名東区極楽・ごくらく

　　４６５-００９６・愛知県名古屋市名東区桜が丘・さくらがおか

　　４６５-００７４・愛知県名古屋市名東区山香町・さんこうちよう

　　４６５-０００６・愛知県名古屋市名東区神月町・しんげつちよう

　　４６５-００６３・愛知県名古屋市名東区新宿・しんじゆく

　　４６５-００５５・愛知県名古屋市名東区勢子坊・せこほﾞう

　　４６５-００８６・愛知県名古屋市名東区代万町・だいまんちよう

　　４６５-００６１・愛知県名古屋市名東区高針・たかはﾞり

　　４６５-００６９・愛知県名古屋市名東区高針荒田・たかはﾞりあらた

　　４６５-００５４・愛知県名古屋市名東区高針台・たかはﾞりだい

　　４６５-００７３・愛知県名古屋市名東区高針原・たかはﾞりはら

　　４６５-００８１・愛知県名古屋市名東区高間町・たかまちよう

　　４６５-００９５・愛知県名古屋市名東区高社・たかやしろ

　　４６５-００３４・愛知県名古屋市名東区高柳町・たかやなぎちよう

　　４６５-００４３・愛知県名古屋市名東区宝が丘・たからがおか

　　４６５-００２７・愛知県名古屋市名東区丁田町・ちようだちよう

　　４６５-００１７・愛知県名古屋市名東区つつじが丘・つつじがおか

　　４６５-００４２・愛知県名古屋市名東区照が丘・てるがおか

　　４６５-０００９・愛知県名古屋市名東区天神下・てんじんした

　　４６５-００３１・愛知県名古屋市名東区富が丘・とみがおか

　　４６５-００８４・愛知県名古屋市名東区西里町・にしさとちよう

　　４６５-００７１・愛知県名古屋市名東区西山台・にしやまだい

　　４６５-００８５・愛知県名古屋市名東区西山本通・にしやまほんとおり

　　４６５-００７８・愛知県名古屋市名東区にじが丘・にじがおか

　　４６５-００４６・愛知県名古屋市名東区望が丘・のぞみがおか

　　４６５-００５６・愛知県名古屋市名東区野間町・のまちよう

　　４６５-００１８・愛知県名古屋市名東区八前・はちまえ

　　４６５-０００２・愛知県名古屋市名東区引山・ひきやま

　　４６５-００４５・愛知県名古屋市名東区姫若町・ひめわかちよう

　　４６５-００３７・愛知県名古屋市名東区藤香町・ふじかちよう

　　４６５-００３２・愛知県名古屋市名東区藤が丘・ふじがおか

　　４６５-００３６・愛知県名古屋市名東区藤里町・ふじさとちよう

　　４６５-００７５・愛知県名古屋市名東区藤巻町・ふじまきちよう

　　４６５-００４８・愛知県名古屋市名東区藤見が丘・ふじみがおか

　　４６５-００２６・愛知県名古屋市名東区藤森・ふじもり

　　４６５-００２２・愛知県名古屋市名東区藤森西町・ふじもりにしまち

　　４６５-００１２・愛知県名古屋市名東区文教台・ぶんきようだい

　　４６５-００９７・愛知県名古屋市名東区平和が丘・へいわがおか

　　４６５-００２４・愛知県名古屋市名東区本郷・ほんごう

　　４６５-００６８・愛知県名古屋市名東区牧の里・まきのさと

　　４６５-００７２・愛知県名古屋市名東区牧の原・まきのはら

　　４６５-００６２・愛知県名古屋市名東区松井町・まついちよう

　　４６５-００８７・愛知県名古屋市名東区名東本通・めいとうほんどおり

　　４６５-００８８・愛知県名古屋市名東区名東本町・めいとうほんまち

　　４６５-００５１・愛知県名古屋市名東区社が丘・やしろがおか

　　４６５-００１３・愛知県名古屋市名東区社口・やしろぐち

　　４６５-００９２・愛知県名古屋市名東区社台・やしろだい

　　４６５-００１１・愛知県名古屋市名東区山の手・やまのて

　　４６５-００３５・愛知県名古屋市名東区豊が丘・ゆたかがおか

　　４６５-００９１・愛知県名古屋市名東区よもぎ台・よもぎだい

　　４６５-００５７・愛知県名古屋市名東区陸前町・りくまえちよう

　　４６５-００１５・愛知県名古屋市名東区若葉台・わかはﾞだい

　　４６８-００００・愛知県名古屋市天白区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４６８-０８３６・愛知県名古屋市天白区相川・あいかわ

　　４６８-００１３・愛知県名古屋市天白区荒池・あらいけ

　　４６８-００５２・愛知県名古屋市天白区井口・いぐち

　　４６８-００５５・愛知県名古屋市天白区池場・いけはﾞ

　　４６８-００６７・愛知県名古屋市天白区池見・いけみ



　　４６８-０００８・愛知県名古屋市天白区一本松・いつほﾟんまつ

　　４６８-００４７・愛知県名古屋市天白区井の森町・いのもりちよう

　　４６８-００５１・愛知県名古屋市天白区植田・うえだ

　　４６８-０００７・愛知県名古屋市天白区植田本町・うえだほんまち

　　４６８-０００１・愛知県名古屋市天白区植田山・うえだやま

　　４６８-０００６・愛知県名古屋市天白区植田東・ うえだひがじ

　　４６８-００５８・愛知県名古屋市天白区植田西・ うえだにじ

　　４６８-００５３・愛知県名古屋市天白区植田南・うえだみなみ

　　４６８-０００４・愛知県名古屋市天白区梅が丘・うめがおか

　　４６８-００４２・愛知県名古屋市天白区海老山町・えびやまちよう

　　４６８-００７２・愛知県名古屋市天白区大坪・おおつほﾞ

　　４６８-００２４・愛知県名古屋市天白区大根町・おおねちよう

　　４６８-００６３・愛知県名古屋市天白区音聞山・おとききやま

　　４６８-００６８・愛知県名古屋市天白区表台・おもてだい

　　４６８-００６９・愛知県名古屋市天白区表山・おもてやま

　　４６８-０００３・愛知県名古屋市天白区鴻の巣・こうのす

　　４６８-００２３・愛知県名古屋市天白区御前場町・ごぜんはﾞちよう

　　４６８-００３５・愛知県名古屋市天白区境根町・さかいねちよう

　　４６８-００４４・愛知県名古屋市天白区笹原町・ささはらちよう

　　４６８-００３２・愛知県名古屋市天白区山郷町・さんごうちよう

　　４６８-００７３・愛知県名古屋市天白区塩釜口・しおがまぐち

　　４６８-００５６・愛知県名古屋市天白区島田・しまだ

　　４６８-００２９・愛知県名古屋市天白区島田が丘・しまだがおか

　　４６８-００２８・愛知県名古屋市天白区島田黒石・ しまだくろいじ

　　４６８-００４３・愛知県名古屋市天白区菅田・すげた

　　４６８-００２５・愛知県名古屋市天白区高坂町・たかさかちよう

　　４６８-００２２・愛知県名古屋市天白区高島・たかしま

　　４６８-００３１・愛知県名古屋市天白区高宮町・たかみやちよう

　　４６８-００２６・愛知県名古屋市天白区土原・つちはら

　　４６８-０００５・愛知県名古屋市天白区天白町植田・てんはﾟくちよううえだ

　　４６８-００２７・愛知県名古屋市天白区天白町島田・てんはﾟくちようしまだ

　　４６８-００３７・愛知県名古屋市天白区天白町野並・てんはﾟくちようのなみ

　　４６８-００２１・愛知県名古屋市天白区天白町平針・てんはﾟくちようひらはﾞり

　　４６８-００７１・愛知県名古屋市天白区天白町八事・てんはﾟくちようやごと

　　４６８-００６４・愛知県名古屋市天白区道明町・どうみようちよう

　　４６８-００６５・愛知県名古屋市天白区中砂町・なかすなちよう

　　４６８-００４８・愛知県名古屋市天白区中坪町・なかつほﾞちよう

　　４６８-００１４・愛知県名古屋市天白区中平・なかひら

　　４６８-００３９・愛知県名古屋市天白区西入町・にしいりちよう

　　４６８-００４５・愛知県名古屋市天白区野並・のなみ

　　４６８-００７４・愛知県名古屋市天白区八幡山・はちまんやま

　　４６８-００１５・愛知県名古屋市天白区原・はら

　　４６８-００３４・愛知県名古屋市天白区久方・ひさかた

　　４６８-００３３・愛知県名古屋市天白区一つ山・ひとつやま

　　４６８-００１１・愛知県名古屋市天白区平針・ひらはﾞり

　　４６８-００３０・愛知県名古屋市天白区平針台・ひらはﾞりだい

　　４６８-００２０・愛知県名古屋市天白区平針南・ひらはﾞりみなみ

　　４６８-００４９・愛知県名古屋市天白区福池・ふくいけ

　　４６８-００４６・愛知県名古屋市天白区古川町・ふるかわちよう

　　４６８-００４１・愛知県名古屋市天白区保呂町・ほろちよう

　　４６８-００７５・愛知県名古屋市天白区御幸山・みゆきやま

　　４６８-００１２・愛知県名古屋市天白区向が丘・むかいがおか

　　４６８-０００９・愛知県名古屋市天白区元植田・もとうえだ

　　４６８-００６６・愛知県名古屋市天白区元八事・もとやごと

　　４６８-０００２・愛知県名古屋市天白区焼山・やきやま

　　４６８-００７６・愛知県名古屋市天白区八事石坂・やごといしざか

　　４６８-００６１・愛知県名古屋市天白区八事天道・やごとてんどう

　　４６８-００７７・愛知県名古屋市天白区八事山・やごとやま

　　４６８-００３８・愛知県名古屋市天白区山根町・やまねちよう

　　４６８-００６２・愛知県名古屋市天白区弥生が岡・やよいがおか

　　４６８-００５４・愛知県名古屋市天白区横町・よこまち

　　４４１-００００・愛知県豊橋市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４１-８０８５・愛知県豊橋市青竹町・あおたけちよう

　　４４０-００６１・愛知県豊橋市飽海町・あくみちよう

　　４４１-８１５１・愛知県豊橋市曙町・あけほﾞのちよう

　　４４１-８０７４・愛知県豊橋市明海町・あけみちよう

　　４４０-００４３・愛知県豊橋市朝丘町・あさおかちよう

　　４４０-００５８・愛知県豊橋市旭本町・あさひほんまち

　　４４０-００５７・愛知県豊橋市旭町・あさひまち

　　４４１-８１５５・愛知県豊橋市芦原町・あしはらちよう



　　４４０-００６３・愛知県豊橋市東田中郷町・あずまだなかごうちよう

　　４４０-００２４・愛知県豊橋市東田町（井原）・あずまだちよう(いはら)

　　４４０-００５４・愛知県豊橋市東田町（北蓮田）・あずまだちよう(きたれんだ)

　　４４０-００６２・愛知県豊橋市東田町（西郷）・あずまだちよう(さいごう)

　　４４０-００６２・愛知県豊橋市東田町（中郷）・あずまだちよう(なかごう)

　　４４０-００６２・愛知県豊橋市東田町（西脇）・あずまだちよう(にしわき)

　　４４０-００６６・愛知県豊橋市東田町（)・あずまだちよう

　　４４０-００５４・愛知県豊橋市東田町（東前山）・あずまだちよう(ひがしまえやま)

　　４４０-００５４・愛知県豊橋市東田町（西前山）・あずまだちよう(にしまえやま)

　　４４０-００４８・愛知県豊橋市東田町（その他）・あずまだちよう(そのた)

　　４４０-００４７・愛知県豊橋市東田仲の町・あずまだなかのまち

　　４４０-００４５・愛知県豊橋市吾妻町・あつﾞまちよう

　　４４０-０８２７・愛知県豊橋市池見町・いけみちよう

　　４４１-３２１１・愛知県豊橋市伊古部町・いこべちよう

　　４４１-１１０６・愛知県豊橋市石巻小野田町・いしまきおのだちよう

　　４４１-１１０４・愛知県豊橋市石巻中山町・いしまきなかやまちよう

　　４４１-１１０２・愛知県豊橋市石巻西川町・いしまきにしがわちよう

　　４４１-１１０３・愛知県豊橋市石巻萩平町・いしまきはぎひらちよう

　　４４１-１１０５・愛知県豊橋市石巻平野町・いしまきひらのちよう

　　４４１-１１１５・愛知県豊橋市石巻本町・いしまきほんまち

　　４４１-１１１２・愛知県豊橋市石巻町・いしまきちよう

　　４４１-８１４４・愛知県豊橋市磯辺下地町・いそべしたじちよう

　　４４１-８０８４・愛知県豊橋市市場・いちはﾞ

　　４４１-８１４８・愛知県豊橋市一色町・いつしきちよう

　　４４０-００２５・愛知県豊橋市井原町・いはらちよう

　　４４０-０８０１・愛知県豊橋市今橋町・いまはしちよう

　　４４０-０８３３・愛知県豊橋市飯村町西山、高山・いむれちようにしやま､たかやま

　　４４０-０８３６・愛知県豊橋市飯村町（その他）・いむれちよう(そのた)

　　４４０-０８３５・愛知県豊橋市飯村南・いむれみなみ

　　４４０-０８３４・愛知県豊橋市飯村北・いむれきた

　　４４１-８０３３・愛知県豊橋市入船町・いりふねちよう

　　４４０-００２２・愛知県豊橋市岩崎町・いわさきちよう

　　４４０-０８３２・愛知県豊橋市岩田町・いわたちよう

　　４４０-００２３・愛知県豊橋市岩田町（影岩）・いわたちよう(かげいわ)

　　４４０-００３２・愛知県豊橋市岩田町居村、北郷中・いわたちよういむら､きたごうなか

　　４４０-００４１・愛知県豊橋市岩田町宮下、道合・いわたちようみやした､みちあい

　　４４０-０８４２・愛知県豊橋市岩屋町・いわやちよう

　　４４０-００６７・愛知県豊橋市上地町・うえじちよう

　　４４１-８１３４・愛知県豊橋市植田町・うえたちよう

　　４４１-８１５７・愛知県豊橋市上野町・うえのちよう

　　４４０-０８９４・愛知県豊橋市魚町・うおまち

　　４４０-０００６・愛知県豊橋市牛川町（池下）・うしかわちよう(いけした)

　　４４０-０００６・愛知県豊橋市牛川町（押川）・うしかわちよう(おしかわ)

　　４４０-０００６・愛知県豊橋市牛川町（東仲田）・うしかわちよう(ひがしなかだ)

　　４４０-０００６・愛知県豊橋市牛川町（西仲田）・うしかわちよう(にしなかだ)

　　４４０-０００６・愛知県豊橋市牛川町（乗小路）・うしかわちよう(のりこうじ)

　　４４０-００１６・愛知県豊橋市牛川町（その他）・うしかわちよう(そのた)

　　４４０-００１１・愛知県豊橋市牛川通・うしかわどおり

　　４４０-００１５・愛知県豊橋市牛川薬師町・うしかわやくしちよう

　　４４１-８１４７・愛知県豊橋市内張町・うちはﾞりちよう

　　４４１-３１０４・愛知県豊橋市雲谷町・うのやちよう

　　４４１-３１０３・愛知県豊橋市雲谷町（上ノ山）・うのやちよう(うえのやま)

　　４４１-０１５５・愛知県豊橋市梅薮町・うめやぶちよう

　　４４１-０１５４・愛知県豊橋市梅薮西町・うめやぶにしまち

　　４４０-００９２・愛知県豊橋市瓜郷町・うりごうちよう

　　４４０-０８８８・愛知県豊橋市駅前大通・えきまえおおどおり

　　４４１-８１１１・愛知県豊橋市江島町・えじまちよう

　　４４１-３３０１・愛知県豊橋市老津町・おいつちよう

　　４４０-００５３・愛知県豊橋市老松町・おいまつちよう

　　４４１-８０８２・愛知県豊橋市往完町・おうかんちよう

　　４４０-０８２６・愛知県豊橋市大井町・おおいちよう

　　４４１-３１３１・愛知県豊橋市大岩町（小山塚）・おおいわちよう(おやまつﾞか)

　　４４１-３１４１・愛知県豊橋市大岩町（北山）・おおいわちよう(きたやま)

　　４４１-３１４６・愛知県豊橋市大岩町（北山６）・おおいわちよう(きたやま６)

　　４４１-３１３４・愛知県豊橋市大岩町（久保田）・おおいわちよう(くほﾞた)

　　４４１-３１３２・愛知県豊橋市大岩町（東荒田）・おおいわちよう(ひがしあらた)

　　４４１-３１３３・愛知県豊橋市大岩町（西荒田）・おおいわちよう(にしあらた)

　　４４１-３１４２・愛知県豊橋市大岩町（東郷内）・おおいわちよう(ひがしごうない)

　　４４１-３１４３・愛知県豊橋市大岩町（西郷内）・おおいわちよう(にしごうない)

　　４４１-３１４４・愛知県豊橋市大岩町（南元屋敷）・おおいわちよう(みなみもとやしき)



　　４４１-３１４５・愛知県豊橋市大岩町（北元屋敷）・おおいわちよう(きたもとやしき)

　　４４１-３１４７・愛知県豊橋市大岩町（その他）・おおいわちよう(そのた)

　　４４１-８０７３・愛知県豊橋市大崎町・おおさきちよう

　　４４１-８１３３・愛知県豊橋市大清水町・おおしみずちよう

　　４４０-０８０５・愛知県豊橋市大手町・おおてまち

　　４４０-００７６・愛知県豊橋市大橋通・おおはしどおり

　　４４０-００８１・愛知県豊橋市大村町・おおむらちよう

　　４４１-８０７１・愛知県豊橋市大山町・おおやまちよう

　　４４１-３１０１・愛知県豊橋市大脇町（大脇）・おおわきちよう(おおわき)

　　４４１-３１０２・愛知県豊橋市大脇町（大脇ノ谷）・おおわきちよう(おおわきのや)

　　４４１-８０６６・愛知県豊橋市王ケ崎町・おがさきちよう

　　４４０-０８５６・愛知県豊橋市鍵田町・かぎたちよう

　　４４０-０８０２・愛知県豊橋市鍛冶町・かじまち

　　４４０-０８２１・愛知県豊橋市春日町・かすがちよう

　　４４０-０８０３・愛知県豊橋市曲尺手町・かねんてちよう

　　４４０-００７４・愛知県豊橋市上伝馬町・かみでんまちよう

　　４４１-８０６８・愛知県豊橋市神ノ輪町・かみのわちよう

　　４４１-８０４７・愛知県豊橋市鴨田町・かもだちよう

　　４４１-１１０１・愛知県豊橋市賀茂町・かもちよう

　　４４０-０８９６・愛知県豊橋市萱町・かやまち

　　４４０-００９４・愛知県豊橋市川崎町・かわさきちよう

　　４４０-０８２５・愛知県豊橋市瓦町・かわらまち

　　４４０-０８２４・愛知県豊橋市瓦町通・かわらまちどおり

　　４４０-００３１・愛知県豊橋市北岩田・きたいわた

　　４４１-８０４５・愛知県豊橋市北丘町・きたおかちよう

　　４４１-８０１７・愛知県豊橋市北側町・きたがわちよう

　　４４０-００７１・愛知県豊橋市北島町・きたじまちよう

　　４４１-８１０５・愛知県豊橋市北山町・きたやまちよう

　　４４０-００７８・愛知県豊橋市絹田町・きぬたちよう

　　４４０-００９５・愛知県豊橋市清須町・きよすちよう

　　４４１-８１４１・愛知県豊橋市草間町・くさまちよう

　　４４０-０００２・愛知県豊橋市下条東町・げじようひがしまち

　　４４０-０００１・愛知県豊橋市下条西町・げじようにしまち

　　４４１-８０４２・愛知県豊橋市小池町・こいけちよう

　　４４１-３１２２・愛知県豊橋市小島町・こじまちよう

　　４４０-０８７３・愛知県豊橋市小畷町・こなわてちよう

　　４４１-８０６７・愛知県豊橋市小浜町・こはまちよう

　　４４０-０８０４・愛知県豊橋市呉服町・ごふくまち

　　４４１-８１４５・愛知県豊橋市駒形町・こまがたちよう

　　４４１-８１０９・愛知県豊橋市小松町・こまつちよう

　　４４１-３１２３・愛知県豊橋市小松原町・こまつはﾞらちよう

　　４４１-８００３・愛知県豊橋市小向町・こむかいちよう

　　４４１-８０１１・愛知県豊橋市菰口町・こもぐちちよう

　　４４０-００６４・愛知県豊橋市西郷町・さいごうちよう

　　４４０-００４２・愛知県豊橋市栄町・さかえまち

　　４４０-０８５３・愛知県豊橋市佐藤・さとう

　　４４０-０８５３・愛知県豊橋市佐藤町・さとうちよう

　　４４１-８１５２・愛知県豊橋市三本木町・さんほﾞんぎちよう

　　４４１-８０６９・愛知県豊橋市潮崎町・しおざきちよう

　　４４０-００５１・愛知県豊橋市東雲町・しののめちよう

　　４４０-００９１・愛知県豊橋市下五井町・しもごいちよう

　　４４０-００８３・愛知県豊橋市下地町（大圦）・しもじちよう(おおいり)

　　４４０-００８４・愛知県豊橋市下地町（神田）・しもじちよう(かんだ)

　　４４０-００８３・愛知県豊橋市下地町（北村）・しもじちよう(きたむら)

　　４４０-００８３・愛知県豊橋市下地町（操穴）・しもじちよう(くりあな)

　　４４０-００８３・愛知県豊橋市下地町（五貫）・しもじちよう(ごかん)

　　４４０-００８３・愛知県豊橋市下地町（境田）・しもじちよう(さかいだ)

　　４４０-００８４・愛知県豊橋市下地町（瀬上）・しもじちよう(せがみ)

　　４４０-００８５・愛知県豊橋市下地町（丁目）・しもじちよう

　　４４０-００８３・愛知県豊橋市下地町（天神）・しもじちよう(てんじん)

　　４４０-００８３・愛知県豊橋市下地町（野箱）・しもじちよう(のはﾞこ)

　　４４０-００８４・愛知県豊橋市下地町（緑）・しもじちよう(みどり)

　　４４０-００８４・愛知県豊橋市下地町（宮腰）・しもじちよう(みやこし)

　　４４０-００８３・愛知県豊橋市下地町（柳目）・しもじちよう(やなめ)

　　４４０-００８３・愛知県豊橋市下地町（横山）・しもじちよう(よこやま)

　　４４０-００８３・愛知県豊橋市下地町（若宮）・しもじちよう(わかみや)

　　４４０-００８６・愛知県豊橋市下地町（その他）・しもじちよう(そのた)

　　４４１-８０２１・愛知県豊橋市白河町・しらかわちよう

　　４４１-３２１４・愛知県豊橋市城下町・しろしたちよう

　　４４１-８１４６・愛知県豊橋市城山町・しろやまちよう



　　４４０-０８８３・愛知県豊橋市新川町・しんかわちよう

　　４４１-８０１６・愛知県豊橋市新栄町・しんさかえちよう

　　４４１-０１５３・愛知県豊橋市新西浜町・しんにしはまちよう

　　４４１-８０７７・愛知県豊橋市神野新田町・じんのしんでんちよう

　　４４１-８０７６・愛知県豊橋市神野西町・じんのにしまち

　　４４１-８０７５・愛知県豊橋市神野ふ頭町・じんのふとうちよう

　　４４０-０８９２・愛知県豊橋市新本町・しんほんまち

　　４４０-０８８２・愛知県豊橋市神明町・しんめいちよう

　　４４０-０８７１・愛知県豊橋市新吉町・しんよしちよう

　　４４１-３３０２・愛知県豊橋市杉山町・すぎやまちよう

　　４４１-１１１１・愛知県豊橋市嵩山町・すせちよう

　　４４０-００５２・愛知県豊橋市住吉町・すみよしちよう

　　４４０-０８９１・愛知県豊橋市関屋町・せきやちよう

　　４４０-０８８４・愛知県豊橋市大国町・だいこくちよう

　　４４１-８０４３・愛知県豊橋市高師石塚町・たかしいしつﾞかちよう

　　４４１-８１５３・愛知県豊橋市高師本郷町・たかしほんごうちよう

　　４４０-０８４４・愛知県豊橋市高師町（奥山田）・たかしちよう(おくやまだ)

　　４４１-８１５６・愛知県豊橋市高師町（小野）・たかしちよう(おの)

　　４４１-８１５６・愛知県豊橋市高師町（北新切）・たかしちよう(きたしんきり)

　　４４１-８１５６・愛知県豊橋市高師町（北原１)・たかしちよう(きたはら)

　　４４１-８１５６・愛知県豊橋市高師町（１－５７)・たかしちよう(きたはら)

　　４４１-８１５６・愛知県豊橋市高師町（５８)・たかしちよう(きたはら)

　　４４１-８１５６・愛知県豊橋市高師町（７６)・たかしちよう(きたはら)

　　４４１-８１５６・愛知県豊橋市高師町（８０～８６)・たかしちよう(きたはら)

　　４４１-８１５６・愛知県豊橋市高師町（４４)・たかしちよう(きたはら)

　　４４０-０８４５・愛知県豊橋市高師町（北原、その他）・たかしちよう(きたはら､そのた)

　　４４０-０８４４・愛知県豊橋市高師町（清水）・たかしちよう(しみず)

　　４４０-０８４４・愛知県豊橋市高師町（水神）・たかしちよう(すいじん)

　　４４１-８１５６・愛知県豊橋市高師町（西沢）・たかしちよう(にしざわ)

　　４４０-０８４４・愛知県豊橋市高師町（丸田）・たかしちよう(まるだ)

　　４４０-０８４５・愛知県豊橋市高師町（その他）・たかしちよう(そのた)

　　４４１-８００６・愛知県豊橋市高洲町・たかすちよう

　　４４１-８１１６・愛知県豊橋市高田町・たかだちよう

　　４４１-３２０３・愛知県豊橋市高塚町・たかつかちよう

　　４４０-０００４・愛知県豊橋市忠興・ただこう

　　４４１-８０２８・愛知県豊橋市立花町・たちはﾞなちよう

　　４４０-００２１・愛知県豊橋市多米町・ためちよう

　　４４０-００２７・愛知県豊橋市多米中町・ためなかまち

　　４４０-００２８・愛知県豊橋市多米東町・ためひがしまち

　　４４０-００２６・愛知県豊橋市多米西町・ためにしまち

　　４４０-０８１６・愛知県豊橋市談合町・だんごうちよう

　　４４１-８０１５・愛知県豊橋市築地町・つきじちよう

　　４４０-０８５８・愛知県豊橋市つつじが丘・つつじがおか

　　４４１-３１２４・愛知県豊橋市寺沢町・てらさわちよう

　　４４１-８１２２・愛知県豊橋市天伯町・てんはﾟくちよう

　　４４０-０８２２・愛知県豊橋市伝馬町・でんまちよう

　　４４０-０８５７・愛知県豊橋市堂浦町・どううらちよう

　　４４０-００３６・愛知県豊橋市東光町・とうこうちよう

　　４４０-００６８・愛知県豊橋市東郷町・とうごうちよう

　　４４１-８０３８・愛知県豊橋市堂坂町・どうざかちよう

　　４４１-８０６４・愛知県豊橋市富本町・とみもとちよう

　　４４０-００３４・愛知県豊橋市豊岡町・とよおかちよう

　　４４１-８０８６・愛知県豊橋市問屋町・とんやちよう

　　４４０-０８３２・愛知県豊橋市中岩田・なかいわた

　　４４１-８０３１・愛知県豊橋市中郷町・なかごうちよう

　　４４０-０８８５・愛知県豊橋市中柴町・なかしはﾞちよう

　　４４０-０８１５・愛知県豊橋市中世古町・なかせこちよう

　　４４１-８１４９・愛知県豊橋市中野町・なかのちよう

　　４４０-００４６・愛知県豊橋市仲ノ町・なかのまち

　　４４１-８０３７・愛知県豊橋市中橋良町・なかはしらちよう

　　４４１-８０６５・愛知県豊橋市中浜町・なかはまちよう

　　４４１-３１０６・愛知県豊橋市中原町・なかはらちよう

　　４４１-３１０５・愛知県豊橋市中原町（南）・なかはらちよう(みなみ)

　　４４０-０８７５・愛知県豊橋市中松山町・なかまつやまちよう

　　４４０-００８２・愛知県豊橋市長瀬町・ながせちよう

　　４４０-０００３・愛知県豊橋市浪の上町・なみのうえちよう

　　４４１-３２１３・愛知県豊橋市西赤沢町・にしあかさわちよう

　　４４０-０８３１・愛知県豊橋市西岩田・にしいわた

　　４４０-００１３・愛知県豊橋市西小鷹野・にしおだかの

　　４４０-０８８７・愛知県豊橋市西小田原町・にしおだわらちよう



　　４４１-８０２７・愛知県豊橋市錦町・にしきまち

　　４４０-０８４１・愛知県豊橋市西口町・にしぐちちよう

　　４４１-８０４８・愛知県豊橋市西小池町・にしこいけちよう

　　４４０-０８１１・愛知県豊橋市西新町・にししんまち

　　４４１-８１５４・愛知県豊橋市西高師町・にしたかしちよう

　　４４１-３２０２・愛知県豊橋市西七根町・にしななねちよう

　　４４１-８０３９・愛知県豊橋市西橋良町・にしはしらちよう

　　４４１-８０８１・愛知県豊橋市西羽田町・にしはだちよう

　　４４１-０１５６・愛知県豊橋市西浜町・にしはまちよう

　　４４０-０８７６・愛知県豊橋市西松山町・にしまつやまちよう

　　４４１-８１１３・愛知県豊橋市西幸町・にしみゆきちよう

　　４４１-３１２１・愛知県豊橋市西山町・にしやまちよう

　　４４０-００６５・愛知県豊橋市仁連木町・にれんぎちよう

　　４４１-８０２２・愛知県豊橋市野黒町・のぐろちよう

　　４４１-８００１・愛知県豊橋市野田町・のだちよう

　　４４１-８１２５・愛知県豊橋市野依台・のよりだい

　　４４１-８１２４・愛知県豊橋市野依町・のよりちよう

　　４４１-８０５４・愛知県豊橋市柱一番町・はしら１はﾞんちよう

　　４４１-８０５３・愛知県豊橋市柱二番町・はしら２はﾞんちよう

　　４４１-８０５２・愛知県豊橋市柱三番町・はしら３はﾞんちよう

　　４４１-８０５１・愛知県豊橋市柱四番町・はしら４はﾞんちよう

　　４４１-８０５９・愛知県豊橋市柱五番町・はしら５はﾞんちよう

　　４４１-８０５８・愛知県豊橋市柱六番町・はしら６はﾞんちよう

　　４４１-８０５７・愛知県豊橋市柱七番町・はしら７はﾞんちよう

　　４４１-８０５６・愛知県豊橋市柱八番町・はしら８はﾞんちよう

　　４４１-８０５５・愛知県豊橋市柱九番町・はしら９はﾞんちよう

　　４４１-８０６３・愛知県豊橋市橋良町・はしらちよう

　　４４１-８１２１・愛知県豊橋市畑ケ田町・はたけだちよう

　　４４１-８０１２・愛知県豊橋市羽田町・はだちよう

　　４４０-０８０６・愛知県豊橋市八町通・はつちようどおり

　　４４０-０８９５・愛知県豊橋市花園町・はなぞのちよう

　　４４１-８０１３・愛知県豊橋市花田一番町・はなだ１はﾞんちよう

　　４４１-８０１４・愛知県豊橋市花田二番町・はなだ２はﾞんちよう

　　４４１-８０１８・愛知県豊橋市花田三番町・はなだ３はﾞんちよう

　　４４０-００７５・愛知県豊橋市花田町（石塚）・はなだちよう(いしつﾞか)

　　４４１-８０２４・愛知県豊橋市花田町（後田）・はなだちよう(うしろだ)

　　４４１-８０２４・愛知県豊橋市花田町（西郷）・はなだちよう(さいごう)

　　４４０-００７５・愛知県豊橋市花田町官有地（無番地を除く）・はなだちようかんゆうち

　　４４１-８０２４・愛知県豊橋市花田町（中郷）・はなだちよう(なかごう)

　　４４０-００７５・愛知県豊橋市花田町西宿（１１０－２番地を除く）

　　４４０-００７５・愛知県豊橋市花田町西宿（１１０－７番地を除く）

　　４４０-００７５・愛知県豊橋市花田町西宿（１１０－１０番地を除く）

　　４４０-００７５・愛知県豊橋市花田町（無)・はなだちよう(む)

　　４４１-８０１９・愛知県豊橋市花田町（その他）・はなだちよう(そのた)

　　４４１-８０３２・愛知県豊橋市花中町・はななかちよう

　　４４１-８０２６・愛知県豊橋市羽根井西町・はねいにしまち

　　４４１-８０２９・愛知県豊橋市羽根井本町・はねいほんまち

　　４４１-８０２５・愛知県豊橋市羽根井町・はねいちよう

　　４４１-８１１７・愛知県豊橋市浜道町・はまみちちよう

　　４４１-３１１１・愛知県豊橋市原町・はらちよう

　　４４１-３２１２・愛知県豊橋市東赤沢町・ひがしあかさわちよう

　　４４０-００３３・愛知県豊橋市東岩田・ひがしいわた

　　４４１-８１３１・愛知県豊橋市東大清水町・ひがしおおしみずちよう

　　４４０-００１２・愛知県豊橋市東小鷹野・ひがしおだかの

　　４４０-０８８６・愛知県豊橋市東小田原町・ひがしおだわらちよう

　　４４０-０８５５・愛知県豊橋市東小池町・ひがしこいけちよう

　　４４１-８０６２・愛知県豊橋市東小浜町・ひがしこはまちよう

　　４４０-０８１２・愛知県豊橋市東新町・ひがししんまち

　　４４１-８１１５・愛知県豊橋市東高田町・ひがしたかだちよう

　　４４１-３２０１・愛知県豊橋市東七根町・ひがしななねちよう

　　４４１-８０３６・愛知県豊橋市東橋良町・ひがしはしらちよう

　　４４１-３１１２・愛知県豊橋市東細谷町・ひがしほそやちよう

　　４４０-０８７４・愛知県豊橋市東松山町・ひがしまつやまちよう

　　４４０-０８４３・愛知県豊橋市東幸町・ひがしみゆきちよう

　　４４１-１１１３・愛知県豊橋市東森岡・ひがしもりおか

　　４４１-８０８３・愛知県豊橋市東脇・ひがしわき

　　４４１-０１５１・愛知県豊橋市日色野町・ひしきのちよう

　　４４０-００３８・愛知県豊橋市平川本町・ひらかわほんまち

　　４４０-００３５・愛知県豊橋市平川南町・ひらかわみなみまち

　　４４０-００３７・愛知県豊橋市平川町・ひらかわちよう



　　４４０-０８８１・愛知県豊橋市広小路・ひろこうじ

　　４４１-８０４６・愛知県豊橋市福岡町・ふくおかちよう

　　４４１-８００５・愛知県豊橋市富久縞町・ふくしまちよう

　　４４１-８０６１・愛知県豊橋市藤沢町・ふじさわちよう

　　４４１-８１１４・愛知県豊橋市藤並町・ふじなみちよう

　　４４１-８１３５・愛知県豊橋市富士見台・ふじみだい

　　４４１-３１２６・愛知県豊橋市冨士見町・ふじみちよう

　　４４１-３１５３・愛知県豊橋市二川町（東向山）・ふたがわちよう(ひがしむかいやま)

　　４４１-３１５４・愛知県豊橋市二川町（西向山）・ふたがわちよう(にしむかいやま)

　　４４１-３１５２・愛知県豊橋市二川町（南裏）・ふたがわちよう(みなみうら)

　　４４１-３１５１・愛知県豊橋市二川町（北裏）・ふたがわちよう(きたうら)

　　４４１-３１５５・愛知県豊橋市二川町（その他）・ふたがわちよう(そのた)

　　４４０-０８９３・愛知県豊橋市札木町・ふだぎちよう

　　４４１-８０７２・愛知県豊橋市船渡町・ふなとちよう

　　４４０-０８１３・愛知県豊橋市舟原町・ふなはらちよう

　　４４０-００７２・愛知県豊橋市船町・ふなまち

　　４４１-３１２５・愛知県豊橋市豊栄町・ほうえいちよう

　　４４１-３１１５・愛知県豊橋市豊清町・ほうせいちよう

　　４４１-３１１３・愛知県豊橋市細谷町・ほそやちよう

　　４４１-０１５２・愛知県豊橋市前芝町・まえしはﾞちよう

　　４４０-０８１４・愛知県豊橋市前田町・まえだちよう

　　４４０-０８７２・愛知県豊橋市前田中町・まえだなかまち

　　４４０-０８５１・愛知県豊橋市前田南町・まえだみなみまち

　　４４０-００５５・愛知県豊橋市前畑町・まえはたちよう

　　４４１-８１１２・愛知県豊橋市牧野町・まきのちよう

　　４４１-８１０８・愛知県豊橋市町畑町・まちはたちよう

　　４４１-８１４３・愛知県豊橋市松井町・まついちよう

　　４４０-０８９７・愛知県豊橋市松葉町・まつはﾞちよう

　　４４１-８０３４・愛知県豊橋市松村町・まつむらちよう

　　４４１-８００７・愛知県豊橋市馬見塚町・まみつﾞかちよう

　　４４０-００６９・愛知県豊橋市御園町・みそのちよう

　　４４１-８００８・愛知県豊橋市三ツ相町・みつあいちよう

　　４４１-３１１４・愛知県豊橋市三弥町・みつやちよう

　　４４０-０００５・愛知県豊橋市緑ケ丘・みどりがおか

　　４４０-００７３・愛知県豊橋市湊町・みなとまち

　　４４０-００５６・愛知県豊橋市南旭町・みなみあさひまち

　　４４０-００１４・愛知県豊橋市南牛川・みなみうしかわ

　　４４１-８１３２・愛知県豊橋市南大清水町・みなみおおしみずちよう

　　４４０-０８２３・愛知県豊橋市南瓦町・みなみかわらまち

　　４４１-８０４４・愛知県豊橋市南小池町・みなみこいけちよう

　　４４１-８１０７・愛知県豊橋市南栄町・みなみさかえちよう

　　４４０-００７７・愛知県豊橋市南島町・みなみじまちよう

　　４４０-０８７７・愛知県豊橋市南松山町・みなみまつやまちよう

　　４４０-０８３８・愛知県豊橋市三ノ輪町・みのわちよう

　　４４０-０８３７・愛知県豊橋市三ノ輪町本興寺・みのわちようほんこうじ

　　４４０-０８３７・愛知県豊橋市三ノ輪町三ノ輪・みのわちようみのわ

　　４４０-００４４・愛知県豊橋市宮下町・みやしたちよう

　　４４０-０８６２・愛知県豊橋市向山大池町・むかいやまおおいけちよう

　　４４０-０８６５・愛知県豊橋市向山台町・むかいやまだいまち

　　４４０-０８６３・愛知県豊橋市向山東町・むかいやまひがしまち

　　４４０-０８６１・愛知県豊橋市向山西町・むかいやまにしまち

　　４４０-０８６４・愛知県豊橋市向山町・むかいやまちよう

　　４４１-８１４２・愛知県豊橋市向草間町・むこうくさまちよう

　　４４１-８０８８・愛知県豊橋市牟呂市場町・むろいちはﾞちよう

　　４４１-８０８９・愛知県豊橋市牟呂大西町・むろおおにしちよう

　　４４１-８０９０・愛知県豊橋市牟呂公文町・むろくもんちよう

　　４４１-８０９１・愛知県豊橋市牟呂水神町・むろすいじんちよう

　　４４１-８０９２・愛知県豊橋市牟呂外神町・むろとがみちよう

　　４４１-８０９３・愛知県豊橋市牟呂中村町・むろなかむらちよう

　　４４１-８０８７・愛知県豊橋市牟呂町・むろちよう

　　４４１-１１１４・愛知県豊橋市森岡町・もりおかちよう

　　４４１-８０４１・愛知県豊橋市柳生町・やぎゆうちよう

　　４４１-８０２３・愛知県豊橋市八通町・やとおりちよう

　　４４１-８１０２・愛知県豊橋市山田一番町・やまだ１はﾞんちよう

　　４４１-８１０４・愛知県豊橋市山田二番町・やまだ２はﾞんちよう

　　４４１-８１０３・愛知県豊橋市山田三番町・やまだ３はﾞんちよう

　　４４１-８１０１・愛知県豊橋市山田町（瀬戸、郷、西山）・やまだちよう(せと､ごう､にしやま)

　　４４０-０８５４・愛知県豊橋市山田町（その他）・やまだちよう(そのた)

　　４４１-８１０６・愛知県豊橋市弥生町・やよいちよう

　　４４１-８０３５・愛知県豊橋市有楽町・ゆうらくちよう



　　４４０-００９３・愛知県豊橋市横須賀町・よこすかちよう

　　４４１-８００２・愛知県豊橋市吉川町・よしかわちよう

　　４４１-８００４・愛知県豊橋市吉前町・よしざきちよう

　　４４１-８１２３・愛知県豊橋市若松町・わかまつちよう

　　４４４-００００・愛知県岡崎市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４４-０９１３・愛知県岡崎市葵町・あおいちよう

　　４４４-２１３１・愛知県岡崎市青木町・あおきちよう

　　４４４-０２４１・愛知県岡崎市赤渋町・あかしぶちよう

　　４４４-００２５・愛知県岡崎市曙町・あけほﾞのちよう

　　４４４-００２２・愛知県岡崎市朝日町・あさひちよう

　　４４４-３６０３・愛知県岡崎市雨山町・あめやまちよう

　　４４４-３１６２・愛知県岡崎市新居町・あらいちよう

　　４４４-３６１７・愛知県岡崎市淡渕町・あわぶちちよう

　　４４４-０２３４・愛知県岡崎市安藤町・あんどうちよう

　　４４４-００７８・愛知県岡崎市伊賀新町・いがしんまち

　　４４４-００７５・愛知県岡崎市伊賀町・いがちよう

　　４４４-３５０１・愛知県岡崎市池金町・いけがねちよう

　　４４４-３４３４・愛知県岡崎市井沢町・いざわちよう

　　４４４-００７９・愛知県岡崎市石神町・いしがみちよう

　　４４４-３４４７・愛知県岡崎市一色町・いつしきちよう

　　４４４-３６０１・愛知県岡崎市石原町・いしはらちよう

　　４４４-３１７１・愛知県岡崎市板田町・いただちよう

　　４４４-００５３・愛知県岡崎市板屋町・いたやまち

　　４４４-００６９・愛知県岡崎市井田新町・いだしんまち

　　４４４-０９１２・愛知県岡崎市井田西町・いだにしまち

　　４４４-００６８・愛知県岡崎市井田南町・いだみなみまち

　　４４４-００７６・愛知県岡崎市井田町・いだちよう

　　４４４-００７７・愛知県岡崎市井田町茨坪・いだちようはﾞらつほﾞ

　　４４４-３５２１・愛知県岡崎市市場町・いちはﾞちよう

　　４４４-０２０３・愛知県岡崎市井内町・いないちよう

　　４４４-００７１・愛知県岡崎市稲熊町・いなぐまちよう

　　４４４-２１３２・愛知県岡崎市井ノ口新町・いのくちしんまち

　　４４４-２１３３・愛知県岡崎市井ノ口町・いのくちちよう

　　４４４-２１４４・愛知県岡崎市岩津町・いわつﾞちよう

　　４４４-３３４４・愛知県岡崎市岩戸町・いわとちよう

　　４４４-３１６５・愛知県岡崎市岩中町・いわなかちよう

　　４４４-０８２３・愛知県岡崎市上地・うえじ

　　４４４-０８２４・愛知県岡崎市上地町・うえじちよう

　　４４４-００５８・愛知県岡崎市魚町・うおまち

　　４４４-０９０６・愛知県岡崎市宇頭北町・うとうきたまち

　　４４４-０９０５・愛知県岡崎市宇頭町・うとうちよう

　　４４４-０９５０・愛知県岡崎市宇頭東町・うとうひがしまち

　　４４４-０９４９・愛知県岡崎市宇頭南町・うとうみなみまち

　　４４４-００３１・愛知県岡崎市梅園町・うめぞのちよう

　　４４４-０８４３・愛知県岡崎市江口・えぐち

　　４４４-２１０７・愛知県岡崎市恵田町・えたちよう

　　４４４-３３３４・愛知県岡崎市生平町・おいだいらちよう

　　４４４-０００３・愛知県岡崎市小美町・おいちよう

　　４４４-３１６６・愛知県岡崎市大井野町・おおいのちよう

　　４４４-３６０４・愛知県岡崎市大代町・おおじろちよう

　　４４４-３４４５・愛知県岡崎市大高味町・おおたかみちよう

　　４４４-０８１１・愛知県岡崎市大西町・おおにしちよう

　　４４４-０８１２・愛知県岡崎市大西町南ケ原・おおにしちようみなみがはら

　　４４４-３５０２・愛知県岡崎市大幡町・おおはﾞたちよう

　　４４４-０００７・愛知県岡崎市大平町・おおひらちよう

　　４４４-３１６１・愛知県岡崎市大柳町・おおやなぎちよう

　　４４４-０８７１・愛知県岡崎市大西・ おおにじ

　　４４４-０００５・愛知県岡崎市岡町・おかちよう

　　４４４-３４３６・愛知県岡崎市小久田町・おくだちよう

　　４４４-２１０８・愛知県岡崎市奥殿町・おくとのちよう

　　４４４-２１４２・愛知県岡崎市奥山田町・おくやまだちよう

　　４４４-０００９・愛知県岡崎市小呂町・おろちよう

　　４４４-３６２３・愛知県岡崎市鹿勝川町・かかつがわちよう

　　４４４-００６５・愛知県岡崎市柿田町・かきたちよう

　　４４４-００１１・愛知県岡崎市欠町・かけまち

　　４４４-００４１・愛知県岡崎市籠田町・かごだちよう

　　４４４-３４４３・愛知県岡崎市鍛埜町・かじのちよう

　　４４４-３６２２・愛知県岡崎市樫山町・かしやまちよう

　　４４４-３６１６・愛知県岡崎市片寄町・かたよせちよう

　　４４４-０２４３・愛知県岡崎市上青野町・かみあおのちよう



　　４４４-０９３６・愛知県岡崎市上佐々木町・かみささきちよう

　　４４４-２１３６・愛知県岡崎市上里・かみさと

　　４４４-３５０４・愛知県岡崎市上衣文町・かみそぶみちよう

　　４４４-０２４６・愛知県岡崎市上三ツ木町・かみみつぎちよう

　　４４４-０８６１・愛知県岡崎市上明大寺町・かみみようだいじちよう

　　４４４-０８５８・愛知県岡崎市上六名・かみむつな

　　４４４-０８５９・愛知県岡崎市上六名町・かみむつなちよう

　　４４４-０２０１・愛知県岡崎市上和田町・かみわだちよう

　　４４４-００４９・愛知県岡崎市亀井町・かめいちよう

　　４４４-２１２２・愛知県岡崎市鴨田本町・かもだほんまち

　　４４４-２１２３・愛知県岡崎市鴨田南町・かもだみなみまち

　　４４４-２１２１・愛知県岡崎市鴨田町・かもだちよう

　　４４４-００４３・愛知県岡崎市唐沢町・からさわちよう

　　４４４-２１０１・愛知県岡崎市川向町・かわむきちよう

　　４４４-２１１８・愛知県岡崎市河原町・かわらちよう

　　４４４-３４３３・愛知県岡崎市木下町・きくだしちよう

　　４４４-０９５１・愛知県岡崎市北野町・きたのちよう

　　４４４-０９４４・愛知県岡崎市北本郷町・きたほんごうちよう

　　４４４-００３３・愛知県岡崎市久右ヱ門町・きゆうえもんちよう

　　４４４-３３３２・愛知県岡崎市切越町・きりこしちよう

　　４４４-３４３１・愛知県岡崎市切山町・きりやまちよう

　　４４４-０８５１・愛知県岡崎市久後崎町・くごさきちよう

　　４４４-０２１４・愛知県岡崎市国正町・くにまさちよう

　　４４４-３１６４・愛知県岡崎市蔵次町・くらなみちよう

　　４４４-０９４１・愛知県岡崎市暮戸町・くれどちよう

　　４４４-３５１５・愛知県岡崎市桑谷町・くわがいちよう

　　４４４-２１４１・愛知県岡崎市桑原町・くわはﾞらちよう

　　４４４-３４３７・愛知県岡崎市毛呂町・けろちよう

　　４４４-００５２・愛知県岡崎市康生町・こうせいちよう

　　４４４-００４５・愛知県岡崎市康生通東・ こうせいどおりひがじ

　　４４４-００５９・愛知県岡崎市康生通西・ こうせいどおりにじ

　　４４４-００４４・愛知県岡崎市康生通南・こうせいどおりみなみ

　　４４４-０００２・愛知県岡崎市高隆寺町・こうりゆうじちよう

　　４４４-２１１６・愛知県岡崎市寿町・ことぶきちよう

　　４４４-０９０７・愛知県岡崎市小針町・こはﾞりちよう

　　４４４-３３３１・愛知県岡崎市古部町・こぶちよう

　　４４４-２１０４・愛知県岡崎市駒立町・こまだちちよう

　　４４４-３１６３・愛知県岡崎市小丸町・こまるちよう

　　４４４-３３４２・愛知県岡崎市才栗町・さいくりちよう

　　４４４-０２４５・愛知県岡崎市在家町・ざいけちよう

　　４４４-００５７・愛知県岡崎市材木町・ざいもくちよう

　　４４４-００１２・愛知県岡崎市栄町・さかえまち

　　４４４-０２１３・愛知県岡崎市坂左右町・さかそうちよう

　　４４４-３６２６・愛知県岡崎市桜井寺町・さくらいじちよう

　　４４４-３４３５・愛知県岡崎市桜形町・さくらがたちよう

　　４４４-０２１６・愛知県岡崎市定国町・さだくにちよう

　　４４４-０９３７・愛知県岡崎市島坂町・しまさかちよう

　　４４４-００３６・愛知県岡崎市島町・しまちよう

　　４４４-０２４４・愛知県岡崎市下青野町・しもあおのちよう

　　４４４-０９３５・愛知県岡崎市下佐々木町・しもささきちよう

　　４４４-３６２５・愛知県岡崎市下衣文町・しもそぶみちよう

　　４４４-０２４７・愛知県岡崎市下三ツ木町・しもみつぎちよう

　　４４４-０２１２・愛知県岡崎市下和田町・しもわだちよう

　　４４４-００３４・愛知県岡崎市十王町・じゆうおうちよう

　　４４４-０８２１・愛知県岡崎市庄司田・しようじだ

　　４４４-０２２１・愛知県岡崎市正名町・しようなちよう

　　４４４-０８３５・愛知県岡崎市城南町・じようなんちよう

　　４４４-００６４・愛知県岡崎市城北町・じようほくちよう

　　４４４-０９３８・愛知県岡崎市昭和町・しようわちよう

　　４４４-０８５５・愛知県岡崎市真宮町・しんぐうちよう

　　４４４-３１７５・愛知県岡崎市真伝・しんでん

　　４４４-３１７６・愛知県岡崎市真伝吉祥・しんでんきちじよう

　　４４４-３１７４・愛知県岡崎市真伝町・しんでんちよう

　　４４４-２１０６・愛知県岡崎市真福寺町・しんふﾟくじちよう

　　４４４-０９１４・愛知県岡崎市末広町・すえひろちよう

　　４４４-００３５・愛知県岡崎市菅生町・すごうちよう

　　４４４-３３４１・愛知県岡崎市須淵町・すぶちちよう

　　４４４-３４３２・愛知県岡崎市千万町町・ぜまんちﾞようちよう

　　４４４-３４４８・愛知県岡崎市外山町・そとやまちよう

　　４４４-２１３４・愛知県岡崎市大樹寺・だいじゆうじ



　　４４４-２１３５・愛知県岡崎市大門・だいもん

　　４４４-０２３１・愛知県岡崎市高橋町・たかはしちよう

　　４４４-３６１３・愛知県岡崎市滝尻町・たきじりちよう

　　４４４-３１７３・愛知県岡崎市滝町・たきちよう

　　４４４-３１７２・愛知県岡崎市田口町・たぐちちよう

　　４４４-０８７７・愛知県岡崎市竜美旭町・たつみあさひまち

　　４４４-０８７０・愛知県岡崎市竜美大入町・たつみおおいりちよう

　　４４４-０８７２・愛知県岡崎市竜美新町・たつみしんまち

　　４４４-０８７３・愛知県岡崎市竜美台・たつみだい

　　４４４-０８７９・愛知県岡崎市竜美中・たつみなか

　　４４４-０８７８・愛知県岡崎市竜美東・ たつみひがじ

　　４４４-０８７５・愛知県岡崎市竜美西・ たつみにじ

　　４４４-０８７４・愛知県岡崎市竜美南・たつみみなみ

　　４４４-０８７６・愛知県岡崎市竜美北・たつみきた

　　４４４-００５４・愛知県岡崎市田町・たまち

　　４４４-２１０５・愛知県岡崎市丹坂町・たんざかちよう

　　４４４-０９３１・愛知県岡崎市大和町・だいわちよう

　　４４４-３３３５・愛知県岡崎市茅原沢町・ちはらざわちよう

　　４４４-０９３２・愛知県岡崎市筒針町・つつはﾞりちよう

　　４４４-０８４４・愛知県岡崎市天白町・てんはﾟくちよう

　　４４４-００３８・愛知県岡崎市伝馬通・てんまどおり

　　４４４-０２０４・愛知県岡崎市土井町・どいちよう

　　４４４-２１１５・愛知県岡崎市百々町・どうどちよう

　　４４４-２１１７・愛知県岡崎市百々西町・どうどにしまち

　　４４４-３５０３・愛知県岡崎市鶇巣町・とうのすちよう

　　４４４-２１１４・愛知県岡崎市堂前町・どうまえちよう

　　４４４-０８４９・愛知県岡崎市戸崎新町・とさきしんまち

　　４４４-０８４２・愛知県岡崎市戸崎元町・とさきもとまち

　　４４４-０８４０・愛知県岡崎市戸崎町・とさきちよう

　　４４４-０８４１・愛知県岡崎市戸崎町藤狭・とさきちようふじはﾞさみ

　　４４４-０９４６・愛知県岡崎市富永町・とみながちよう

　　４４４-３６１４・愛知県岡崎市鳥川町・とりかわちよう

　　４４４-３４４１・愛知県岡崎市冨尾町・とんびゆうちよう

　　４４４-３４４６・愛知県岡崎市中伊町・なかいちよう

　　４４４-３４４９・愛知県岡崎市中伊西町・なかいにしちよう

　　４４４-０９２１・愛知県岡崎市中岡崎町・なかおかざきちよう

　　４４４-３６０５・愛知県岡崎市中金町・なかがねちよう

　　４４４-０２２６・愛知県岡崎市中島町・なかじまちよう

　　４４４-０２２４・愛知県岡崎市中島中町・なかじまなかまち

　　４４４-０２２５・愛知県岡崎市中島西町・なかじまにしまち

　　４４４-０２２３・愛知県岡崎市中島東町・なかじまひがしまち

　　４４４-０９４２・愛知県岡崎市中園町・なかぞのちよう

　　４４４-０８３６・愛知県岡崎市中田町・なかだちよう

　　４４４-０２４２・愛知県岡崎市中之郷町・なかのごうちよう

　　４４４-００１５・愛知県岡崎市中町・なかまち

　　４４４-０２１５・愛知県岡崎市中村町・なかむらちよう

　　４４４-３６２１・愛知県岡崎市夏山町・なつやまちよう

　　４４４-０９３９・愛知県岡崎市新堀町・にいほﾞりちよう

　　４４４-０２２２・愛知県岡崎市二軒屋町・にけんやちよう

　　４４４-２１１１・愛知県岡崎市西阿知和町・にしあちわちよう

　　４４４-００５５・愛知県岡崎市西魚町・にしうおまち

　　４４４-０９０４・愛知県岡崎市西大友町・にしおおどもちよう

　　４４４-００６７・愛知県岡崎市錦町・にしきまち

　　４４４-２１４７・愛知県岡崎市西蔵前町・にしくらまえちよう

　　４４４-００２４・愛知県岡崎市西中町・にしなかまち

　　４４４-０９４７・愛知県岡崎市西本郷町・にしほんごうちよう

　　４４４-０９４８・愛知県岡崎市西本郷町和志山・にしほんごうちようわしやま

　　４４４-２１４８・愛知県岡崎市仁木町・につきちよう

　　４４４-００１３・愛知県岡崎市根石町・ねいしちよう

　　４４４-０２３２・愛知県岡崎市合歓木町・ねむのきちよう

　　４４４-０２１１・愛知県岡崎市野畑町・のはﾞたちよう

　　４４４-００６１・愛知県岡崎市能見町・のみちよう

　　４４４-００７３・愛知県岡崎市能見通・のみどおり

　　４４４-３５１４・愛知県岡崎市羽栗町・はぐりちよう

　　４４４-３１５１・愛知県岡崎市箱柳町（中立）・はこやなぎちよう(なかだち)

　　４４４-０００１・愛知県岡崎市箱柳町（その他）・はこやなぎちよう(そのた)

　　４４４-０９０８・愛知県岡崎市橋目町・はしめちよう

　　４４４-０９０９・愛知県岡崎市橋目町御小屋西・ はしめちようおこやにじ

　　４４４-０８３７・愛知県岡崎市柱・はしら

　　４４４-０８３３・愛知県岡崎市柱曙・はしらあけほﾞの



　　４４４-０８３４・愛知県岡崎市柱町・はしらちよう

　　４４４-３３４３・愛知県岡崎市秦梨町・はだなしちよう

　　４４４-００４７・愛知県岡崎市八幡町・はちまんちよう

　　４４４-３５１２・愛知県岡崎市鉢地町・はつちちよう

　　４４４-０９２２・愛知県岡崎市八帖南町・はつちようみなみまち

　　４４４-０９２４・愛知県岡崎市八帖北町・はつちようきたまち

　　４４４-０９２３・愛知県岡崎市八帖町・はつちようちよう

　　４４４-０８３２・愛知県岡崎市羽根東町・はねひがしまち

　　４４４-０８３８・愛知県岡崎市羽根西・ はねにじ

　　４４４-０８３９・愛知県岡崎市羽根西新町・はねにししんまち

　　４４４-０８３１・愛知県岡崎市羽根北町・はねきたまち

　　４４４-０８１３・愛知県岡崎市羽根町・はねちよう

　　４４４-０８１４・愛知県岡崎市羽根町小豆坂・はねちようあずきさか

　　４４４-０８１６・愛知県岡崎市羽根町大池・はねちようおおいけ

　　４４４-０８１５・愛知県岡崎市羽根町陣場・はねちようじんはﾞ

　　４４４-０８２８・愛知県岡崎市針崎・はりさき

　　４４４-０８２７・愛知県岡崎市針崎町・はりさきちよう

　　４４４-２１０２・愛知県岡崎市日影町・ひかげちよう

　　４４４-２１１２・愛知県岡崎市東阿知和町・ひがしあちわちよう

　　４４４-０９０３・愛知県岡崎市東大友町・ひがしおおどもちよう

　　４４４-３６０２・愛知県岡崎市東河原町・ひがしかわはらちよう

　　４４４-２１４５・愛知県岡崎市東蔵前・ひがしくらまえ

　　４４４-２１４６・愛知県岡崎市東蔵前町・ひがしくらまえちよう

　　４４４-００７４・愛知県岡崎市東能見町・ひがしのみちよう

　　４４４-０９４５・愛知県岡崎市東本郷町・ひがしほんごうちよう

　　４４４-０９３４・愛知県岡崎市東牧内町・ひがしまきうちちよう

　　４４４-０８６３・愛知県岡崎市東明大寺町・ひがしみようだいじちよう

　　４４４-０９１７・愛知県岡崎市日名西町・ひなにしまち

　　４４４-０９１５・愛知県岡崎市日名南町・ひなみなみまち

　　４４４-０９１１・愛知県岡崎市日名北町・ひなきたまち

　　４４４-０９１８・愛知県岡崎市日名中町・ひななかまち

　　４４４-０９１６・愛知県岡崎市日名本町・ひなほんまち

　　４４４-００６６・愛知県岡崎市広幡町・ひろはたちよう

　　４４４-０８６２・愛知県岡崎市吹矢町・ふきやちよう

　　４４４-０８２５・愛知県岡崎市福岡町・ふくおかちよう

　　４４４-０２３３・愛知県岡崎市福桶町・ふくおけちよう

　　４４４-００５６・愛知県岡崎市福寿町・ふくじゆちよう

　　４４４-３５２７・愛知県岡崎市藤川荒古・ふじかわあらこ

　　４４４-３５２２・愛知県岡崎市藤川台・ふじかわだい

　　４４４-３５２３・愛知県岡崎市藤川町・ふじかわちよう

　　４４４-０８１７・愛知県岡崎市不吹町・ふぶきちよう

　　４４４-０９０２・愛知県岡崎市舳越町・へごしちよう

　　４４４-００２１・愛知県岡崎市蓬莱町・ほうらいちよう

　　４４４-２１４９・愛知県岡崎市細川町・ほそかわちよう

　　４４４-３６１５・愛知県岡崎市細光町・ほそみつちよう

　　４４４-３４４２・愛知県岡崎市保久町・ほつきゆうちよう

　　４４４-０２０６・愛知県岡崎市法性寺町・ほつしようじちよう

　　４４４-０００４・愛知県岡崎市保母町・ほほﾞちよう

　　４４４-０００８・愛知県岡崎市洞町・ほらちよう

　　４４４-００５１・愛知県岡崎市本町通・ほんまちどおり

　　４４４-３５１１・愛知県岡崎市舞木町・まいぎちよう

　　４４４-３６２４・愛知県岡崎市牧平町・まきひらちよう

　　４４４-０２０５・愛知県岡崎市牧御堂町・まきみどうちよう

　　４４４-２１１３・愛知県岡崎市松橋町・まつはしちよう

　　４４４-００６２・愛知県岡崎市松本町・まつもとちよう

　　４４４-０００６・愛知県岡崎市丸山町・まるやまちよう

　　４４４-０８０１・愛知県岡崎市美合新町・みあいしんまち

　　４４４-０８０７・愛知県岡崎市美合西町・みあいにしまち

　　４４４-０８０２・愛知県岡崎市美合町・みあいちよう

　　４４４-０８０３・愛知県岡崎市美合町入込・みあいちよういりこみ

　　４４４-０８０４・愛知県岡崎市美合町生田・みあいちようしようだ

　　４４４-０８０５・愛知県岡崎市美合町地蔵野・みあいちようじぞうの

　　４４４-００３９・愛知県岡崎市花崗町・みかげちよう

　　４４４-０８５３・愛知県岡崎市三崎町・みさきちよう

　　４４４-０８０６・愛知県岡崎市緑丘・みどりがおか

　　４４４-３４４４・愛知県岡崎市南大須町・みなみおおすちよう

　　４４４-０８５２・愛知県岡崎市南明大寺町・みなみみようだいじちよう

　　４４４-３５２６・愛知県岡崎市蓑川新町・みのかわしんまち

　　４４４-３５２５・愛知県岡崎市蓑川町・みのがわちよう

　　４４４-３５２８・愛知県岡崎市みはらし台・みはらしだい



　　４４４-２１０９・愛知県岡崎市宮石町・みやいしちよう

　　４４４-３６１１・愛知県岡崎市宮崎町・みやざきちよう

　　４４４-０２０２・愛知県岡崎市宮地町・みやじちよう

　　４４４-３６１２・愛知県岡崎市明見町・みようけんちよう

　　４４４-０８６９・愛知県岡崎市明大寺町（出口）・みようだいじちよう(でぐち)

　　４４４-０８６６・愛知県岡崎市明大寺町（仲ケ入）・みようだいじちよう(なかがいり)

　　４４４-０８６７・愛知県岡崎市明大寺町（西郷中）・みようだいじちよう(にしごうなか)

　　４４４-０８６８・愛知県岡崎市明大寺町（馬場東）・みようだいじちよう(はﾞはﾞひがし)

　　４４４-０８６４・愛知県岡崎市明大寺町（その他）・みようだいじちよう(そのた)

　　４４４-０８６５・愛知県岡崎市明大寺町大圦・みようだいじちようおおいり

　　４４４-０８６０・愛知県岡崎市明大寺本町・みようだいじほんまち

　　４４４-０８４８・愛知県岡崎市向山町・むかいやまちよう

　　４４４-０８５６・愛知県岡崎市六名・むつな

　　４４４-０８４６・愛知県岡崎市六名新町・むつなしんまち

　　４４４-０８４７・愛知県岡崎市六名東町・むつなひがしまち

　　４４４-０８５４・愛知県岡崎市六名本町・むつなほんまち

　　４４４-０８４５・愛知県岡崎市六名南・むつなみなみ

　　４４４-０８５７・愛知県岡崎市六名町・むつなちよう

　　４４４-００１６・愛知県岡崎市元欠町・もとかけまち

　　４４４-３５０８・愛知県岡崎市本宿茜・もとじゆくあかね

　　４４４-３５０７・愛知県岡崎市本宿台・もとじゆくだい

　　４４４-３５０５・愛知県岡崎市本宿町・もとじゆくちよう

　　４４４-３５０６・愛知県岡崎市本宿西・ もとじゆくにじ

　　４４４-００６３・愛知県岡崎市元能見町・もとのみちよう

　　４４４-０９０１・愛知県岡崎市森越町・もりこしちよう

　　４４４-００３２・愛知県岡崎市門前町・もんぜんちよう

　　４４４-３１６８・愛知県岡崎市安戸町・やすどちよう

　　４４４-２１４３・愛知県岡崎市八ツ木町・やつぎちよう

　　４４４-０９４３・愛知県岡崎市矢作町・やはぎちよう

　　４４４-２１３７・愛知県岡崎市薮田・やぶた

　　４４４-３５１６・愛知県岡崎市山綱町（丁目）・やまつなちよう

　　４４４-３５１３・愛知県岡崎市山綱町（その他）・やまつなちよう(そのた)

　　４４４-００３７・愛知県岡崎市祐金町・ゆうきんちよう

　　４４４-３１６７・愛知県岡崎市米河内町・よなごうちちよう

　　４４４-３３３３・愛知県岡崎市蓬生町・よもぎゆうちよう

　　４４４-３５２４・愛知県岡崎市竜泉寺町・りゆうせんじちよう

　　４４４-００２３・愛知県岡崎市両町・りようまち

　　４４４-００４６・愛知県岡崎市連尺通・れんじやくどおり

　　４４４-００４２・愛知県岡崎市六地蔵町・ろくじぞうちよう

　　４４４-００７２・愛知県岡崎市六供町・ろつくちよう

　　４４４-００４８・愛知県岡崎市六供本町・ろつくほんまち

　　４４４-０８２６・愛知県岡崎市若松町・わかまつちよう

　　４４４-０８２２・愛知県岡崎市若松東・ わかまつひがじ

　　４４４-００１４・愛知県岡崎市若宮町・わかみやちよう

　　４４４-０９３３・愛知県岡崎市渡町・わたりちよう

　　４４４-２１０３・愛知県岡崎市渡通津町・わつつﾞちよう

　　４９１-００００・愛知県一宮市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４９１-０８８２・愛知県一宮市相生・あいおい

　　４９１-００２３・愛知県一宮市赤見・あかみ

　　４９１-０８７１・愛知県一宮市浅野・あさの

　　４９１-００２８・愛知県一宮市朝日・あさひ

　　４９１-０１１４・愛知県一宮市浅井町江森・あざいちようえもり

　　４９１-０１４３・愛知県一宮市浅井町大野・あざいちようおおの

　　４９１-０１０５・愛知県一宮市浅井町大日比野・あざいちようおおひびの

　　４９１-０１０１・愛知県一宮市浅井町尾関・あざいちようおぜき

　　４９１-０１０２・愛知県一宮市浅井町尾関（長田）・あざいちようおぜき(ながた)

　　４９１-０１４１・愛知県一宮市浅井町黒岩・あざいちようくろいわ

　　４９１-０１４２・愛知県一宮市浅井町河田・あざいちようこうだ

　　４９１-０１１１・愛知県一宮市浅井町河端・あざいちようこうはﾞた

　　４９１-０１０４・愛知県一宮市浅井町小日比野・あざいちようこひびの

　　４９１-０１４４・愛知県一宮市浅井町極楽寺・あざいちようごくらくじ

　　４９１-０１１２・愛知県一宮市浅井町東浅井・あざいちようひがしあざい

　　４９１-０１１３・愛知県一宮市浅井町西浅井・あざいちようにしあざい

　　４９１-０１１５・愛知県一宮市浅井町西海戸・あざいちようにしがいど

　　４９１-０１０３・愛知県一宮市浅井町前野・あざいちようまえの

　　４９１-０８３５・愛知県一宮市あずら・あずら

　　４９１-０９０２・愛知県一宮市一色町・いしきちよう

　　４９１-０８５５・愛知県一宮市石山町・いしやまちよう

　　４９１-０８６１・愛知県一宮市泉・いずみ

　　４９１-００５９・愛知県一宮市一宮・いちのみや



　　４９１-００６１・愛知県一宮市乾町・いぬいちよう

　　４９１-００５８・愛知県一宮市今伊勢町馬寄（舟入）・まよせ(ふないり)

　　４９１-００５１・愛知県一宮市今伊勢町馬寄（その他）・まよせ(そのた)

　　４９１-００５２・愛知県一宮市今伊勢町新神戸・いまいせちようしんかんべ

　　４９１-００５３・愛知県一宮市今伊勢町本神戸・いまいせちようほんかんべ

　　４９１-００５７・愛知県一宮市今伊勢町宮後・いまいせちようみやうしろ

　　４９１-０８６５・愛知県一宮市印田通・いんでんどおり

　　４９１-０８４６・愛知県一宮市牛野通・うしのどおり

　　４９１-００１５・愛知県一宮市大赤見・おおあかみ

　　４９１-０８５１・愛知県一宮市大江・おおえ

　　４９１-０１３２・愛知県一宮市大毛・おおけ

　　４９１-００３５・愛知県一宮市大浜・おおはま

　　４９１-００４４・愛知県一宮市大宮・おおみや

　　４９１-０２０１・愛知県一宮市奥町・おくちよう

　　４９１-００６８・愛知県一宮市小栗町・おぐりちよう

　　４９４-０００６・愛知県一宮市起・ おこじ

　　４９１-００４５・愛知県一宮市音羽・おとわ

　　４９１-００８２・愛知県一宮市小原町・おはらちよう

　　４９４-０００１・愛知県一宮市開明・かいめい

　　４９４-０００２・愛知県一宮市篭屋・かごや

　　４９４-００１４・愛知県一宮市上祖父江・かみそぶえ

　　４９１-０９０４・愛知県一宮市神山・かみやま

　　４９１-０９３３・愛知県一宮市苅安賀・かりやすか

　　４９１-０８５３・愛知県一宮市川田町・かわだちよう

　　４９１-０９１６・愛知県一宮市観音寺・かんのんじ

　　４９１-００３１・愛知県一宮市観音町・かんのんちよう

　　４９１-００５５・愛知県一宮市神戸町・かんべちよう

　　４９３-０００６・愛知県一宮市木曽川町内割田・きそがわちよううちわりでん

　　４９３-０００２・愛知県一宮市木曽川町門間・きそがわちようかどま

　　４９３-０００１・愛知県一宮市木曽川町黒田・きそがわちようくろだ

　　４９３-０００５・愛知県一宮市木曽川町里小牧・きそがわちようさとこまき

　　４９３-０００７・愛知県一宮市木曽川町外割田・きそがわちようそとわりでん

　　４９３-０００４・愛知県一宮市木曽川町玉ノ井・きそがわちようたまのい

　　４９３-０００３・愛知県一宮市木曽川町三ツ法寺・きそがわちようみつほうじ

　　４９４-０００４・愛知県一宮市北今・きたいま

　　４９１-０９０１・愛知県一宮市北浦町・きたうらちよう

　　４９１-００１３・愛知県一宮市北小渕・きたおぶち

　　４９３-８００１・愛知県一宮市北方町北方・きたがたちようきたがた

　　４９３-８００２・愛知県一宮市北方町曽根・きたがたちようそね

　　４９３-８００３・愛知県一宮市北方町中島・きたがたちようなかじま

　　４９１-００６９・愛知県一宮市北神明町・きたしんめいちよう

　　４９１-０８５４・愛知県一宮市北園通・きたぞのどおり

　　４９１-００３７・愛知県一宮市貴船・きふね

　　４９１-００７６・愛知県一宮市貴船町・きふねちよう

　　４９１-００７９・愛知県一宮市九品町・くほんちよう

　　４９１-００１２・愛知県一宮市小赤見・こあかみ

　　４９１-０８４２・愛知県一宮市公園通・こうえんどおり

　　４９１-０１３５・愛知県一宮市光明寺・こうみようじ

　　４９１-０８６７・愛知県一宮市古金町・こがねまち

　　４９１-００８４・愛知県一宮市古見町・こけんちよう

　　４９４-０００７・愛知県一宮市小信中島・このぶなかしま

　　４９１-０８５８・愛知県一宮市栄・さかえ

　　４９１-００３６・愛知県一宮市桜・さくら

　　４９１-０１３１・愛知県一宮市笹野・ささの

　　４９１-０１２４・愛知県一宮市佐千原・さちはら

　　４９１-０１３４・愛知県一宮市更屋敷・さらやしき

　　４９１-０８３８・愛知県一宮市猿海道・さるかいどう

　　４９４-０００３・愛知県一宮市三条・さんじよう

　　４９１-００６６・愛知県一宮市三丹町・さんたんちよう

　　４９１-０８３４・愛知県一宮市島崎・しまさき

　　４９１-０１２１・愛知県一宮市島村・しまむら

　　４９１-０１２２・愛知県一宮市島村（西山）・しまむら(にしやま)

　　４９１-０８４５・愛知県一宮市下川田町・しもかわだちよう

　　４９１-０８８３・愛知県一宮市下田・しもだ

　　４９１-００３２・愛知県一宮市下沼町・しもぬまちよう

　　４９１-０００３・愛知県一宮市春明・しゆんめい

　　４９１-００６３・愛知県一宮市常願通・じようがんどおり

　　４９１-０００４・愛知県一宮市定水寺・じようすいじ

　　４９１-０９１７・愛知県一宮市昭和・しようわ

　　４９１-０８６６・愛知県一宮市城崎通・しろさきどおり



　　４９１-０８７９・愛知県一宮市白旗通・しろはたどおり

　　４９１-０９１２・愛知県一宮市新生・しんせい

　　４９１-０９１８・愛知県一宮市末広・すえひろ

　　４９１-０１３６・愛知県一宮市杉山・すぎやま

　　４９１-０９１９・愛知県一宮市住吉・ すみよじ

　　４９１-０００１・愛知県一宮市瀬部・せべ

　　４９１-０８７３・愛知県一宮市せんい・せんい

　　４９１-０８５２・愛知県一宮市大志・ だいじ

　　４９１-００５４・愛知県一宮市大正通・たいしようどおり

　　４９１-０８３７・愛知県一宮市多加木・たかき

　　４９１-０１２５・愛知県一宮市高田・たかた

　　４９１-００７３・愛知県一宮市高畑町・たかはたちよう

　　４９１-０９３７・愛知県一宮市竹橋町・たけはしちよう

　　４９１-００８６・愛知県一宮市田島町・たじまちよう

　　４９１-０１３３・愛知県一宮市田所・たどころ

　　４９４-００１３・愛知県一宮市玉野・たまの

　　４９１-０８２３・愛知県一宮市丹陽町五日市場・たんようちよういつかいちはﾞ

　　４９１-０８２４・愛知県一宮市丹陽町九日市場・たんようちようここのかいちはﾞ

　　４９１-０８３８・愛知県一宮市丹陽町猿海道・たんようちようさるがいどう

　　４９１-０８２１・愛知県一宮市丹陽町重吉・ たんようちようしげよじ

　　４９１-０８３６・愛知県一宮市丹陽町多加木・たんようちようたかき

　　４９１-０８２５・愛知県一宮市丹陽町外崎・たんようちようどさき

　　４９１-０８２６・愛知県一宮市丹陽町三ツ井・たんようちようみつい

　　４９１-０８２７・愛知県一宮市丹陽町森本・たんようちようもりもと

　　４９１-０８１６・愛知県一宮市千秋町浅野羽根・ちあきちようあさのはね

　　４９１-０８０５・愛知県一宮市千秋町一色・ちあきちよういしき

　　４９１-０８０６・愛知県一宮市千秋町浮野・ちあきちよううきの

　　４９１-０８１４・愛知県一宮市千秋町小山・ちあきちようおやま

　　４９１-０８０２・愛知県一宮市千秋町勝栗・ちあきちようかちくり

　　４９１-０８１１・愛知県一宮市千秋町加納馬場・ちあきちようかのうまんはﾞ

　　４９１-０８０１・愛知県一宮市千秋町加茂・ちあきちようかも

　　４９１-０８０４・愛知県一宮市千秋町佐野・ちあきちようさの

　　４９１-０８１５・愛知県一宮市千秋町塩尻・ちあきちようしおじり

　　４９１-０８１２・愛知県一宮市千秋町芝原・ちあきちようしはﾞはら

　　４９１-０８１７・愛知県一宮市千秋町天摩・ちあきちようてんま

　　４９１-０８０３・愛知県一宮市千秋町穂積塚本・ちあきちようほつﾞみつかもと

　　４９１-０８１３・愛知県一宮市千秋町町屋・ちあきちようまちや

　　４９１-００７５・愛知県一宮市寺島町・てらしまちよう

　　４９１-０９３６・愛知県一宮市寺前町・てらまえちよう

　　４９１-００４６・愛知県一宮市天王・てんのう

　　４９１-０８２８・愛知県一宮市伝法寺・でんほﾟうじ

　　４９１-０００２・愛知県一宮市時之島・ときのしま

　　４９１-０８４８・愛知県一宮市殿町・とのまち

　　４９４-００１８・愛知県一宮市冨田・とみだ

　　４９１-０１２３・愛知県一宮市富塚・とみつか

　　４９１-００７２・愛知県一宮市中島通・なかしまどおり

　　４９１-０９１３・愛知県一宮市中町・なかまち

　　４９１-００７１・愛知県一宮市長島町・ながしまちよう

　　４９４-０００５・愛知県一宮市西五城・にしいつしろ

　　４９１-０００５・愛知県一宮市西大海道・にしおおがいどう

　　４９１-００８１・愛知県一宮市西小原町・にしおはらちよう

　　４９１-００６２・愛知県一宮市西島町・にしじまちよう

　　４９１-０９０７・愛知県一宮市西出町・にしでちよう

　　４９４-００１５・愛知県一宮市西中野・にしなかの

　　４９４-００１１・愛知県一宮市西萩原・にしはぎわら

　　４９１-０９３８・愛知県一宮市日光町・につこうちよう

　　４９１-００８３・愛知県一宮市丹羽・にわ

　　４９１-０９１１・愛知県一宮市野口・のぐち

　　４９１-０３５４・愛知県一宮市萩原町朝宮・はぎわらちようあさみや

　　４９１-０３６６・愛知県一宮市萩原町河田方・はぎわらちようかわだがた

　　４９１-０３７６・愛知県一宮市萩原町串作・はぎわらちようくしつくり

　　４９１-０３７１・愛知県一宮市萩原町高木・はぎわらちようたかぎ

　　４９１-０３７３・愛知県一宮市萩原町高松・はぎわらちようたかまつ

　　４９１-０３７２・愛知県一宮市萩原町滝・はぎわらちようたき

　　４９１-０３７４・愛知県一宮市萩原町築込・はぎわらちようつきこみ

　　４９１-０３７５・愛知県一宮市萩原町戸苅・はぎわらちようとがり

　　４９１-０３５２・愛知県一宮市萩原町富田方・はぎわらちようとみだがた

　　４９１-０３６４・愛知県一宮市萩原町中島・はぎわらちようなかしま

　　４９１-０３６５・愛知県一宮市萩原町西御堂・はぎわらちようにしみどう

　　４９１-０３６３・愛知県一宮市萩原町東宮重・はぎわらちようひがしみやしげ



　　４９１-０３６２・愛知県一宮市萩原町西宮重・はぎわらちようにしみやしげ

　　４９１-０３５３・愛知県一宮市萩原町萩原・はぎわらちようはぎわら

　　４９１-０３５１・愛知県一宮市萩原町花井方・はぎわらちようはないがた

　　４９１-０３６１・愛知県一宮市萩原町林野・はぎわらちようはやしの

　　４９１-００２５・愛知県一宮市羽衣・はごろも

　　４９４-００１９・愛知県一宮市蓮池・はすいけ

　　４９１-０９０３・愛知県一宮市八幡・はちまん

　　４９１-０８４４・愛知県一宮市八町通・はつちようどおり

　　４９１-０９１４・愛知県一宮市花池・はないけ

　　４９１-００３４・愛知県一宮市浜町・はまちよう

　　４９４-０００８・愛知県一宮市東五城・ひがしいつしろ

　　４９１-０８６３・愛知県一宮市東印田町・ひがしいんでんちよう

　　４９４-００１６・愛知県一宮市東加賀野井・ひがしかがのい

　　４９１-００７４・愛知県一宮市東島町・ひがししまちよう

　　４９１-００５６・愛知県一宮市東出町・ひがしでちよう

　　４９１-００２１・愛知県一宮市東両郷町・ひがしりようごうちよう

　　４９１-０８３３・愛知県一宮市平島・ひらしま

　　４９１-０９０８・愛知県一宮市深坪町・ふかつほﾞちよう

　　４９１-００２４・愛知県一宮市富士・ふじ

　　４９１-００２７・愛知県一宮市藤塚町・ふじつかちよう

　　４９１-００４１・愛知県一宮市文京・ぶんきよう

　　４９１-０８７２・愛知県一宮市平安・へいあん

　　４９１-０９０５・愛知県一宮市平和・へいわ

　　４９１-００３３・愛知県一宮市別明町・べつめいちよう

　　４９１-００６７・愛知県一宮市北丹町・ほくたんちよう

　　４９１-０８５９・愛知県一宮市本町・ほんまち

　　４９１-０８５６・愛知県一宮市本町通・ほんまちどおり

　　４９１-００４３・愛知県一宮市真清田・ますみだ

　　４９１-０８４１・愛知県一宮市松島町・まつしまちよう

　　４９１-００４２・愛知県一宮市松降・まつふり

　　４９１-００７８・愛知県一宮市松降通・まつふりどおり

　　４９１-００８５・愛知県一宮市松山町・まつやまちよう

　　４９１-０８７４・愛知県一宮市馬見塚・まみつﾞか

　　４９１-００６５・愛知県一宮市水落町・みずおちちよう

　　４９１-０８７８・愛知県一宮市水附町・みずつきちよう

　　４９１-０８２７・愛知県一宮市三ツ井・みつい

　　４９１-０８６２・愛知県一宮市緑・みどり

　　４９１-０８８１・愛知県一宮市南印田・みなみいんでん

　　４９１-００１４・愛知県一宮市南小渕・みなみおぶち

　　４９１-０９０６・愛知県一宮市南出町・みなみでちよう

　　４９１-０９１５・愛知県一宮市宮地・みやじ

　　４９１-００６４・愛知県一宮市宮西通・みやにしどおり

　　４９１-０９２１・愛知県一宮市妙興寺・みようこうじ

　　４９１-０８６９・愛知県一宮市向山町・むかいやまちよう

　　４９１-０８６８・愛知県一宮市向山南・むかいやまみなみ

　　４９１-０８５７・愛知県一宮市明治通・めいじどおり

　　４９４-００１２・愛知県一宮市明地・めいち

　　４９１-０８３１・愛知県一宮市森本・もりもと

　　４９１-０８４３・愛知県一宮市柳戸町・やなぎどちよう

　　４９１-０９２３・愛知県一宮市大和町氏永・やまとちよううじなが

　　４９１-０９２４・愛知県一宮市大和町於保・やまとちようおほ

　　４９１-０９３４・愛知県一宮市大和町苅安賀・やまとちようかりやすか

　　４９１-０９２７・愛知県一宮市大和町戸塚・やまとちようとつか

　　４９１-０９３５・愛知県一宮市大和町福森・やまとちようふくもり

　　４９１-０９３１・愛知県一宮市大和町馬引・やまとちようまびき

　　４９１-０９２５・愛知県一宮市大和町南高井・やまとちようみなみたかい

　　４９１-０９２６・愛知県一宮市大和町北高井・やまとちようきたたかい

　　４９１-０８４７・愛知県一宮市大和町宮地花池・やまとちようみやじはないけ

　　４９１-０９２２・愛知県一宮市大和町妙興寺・やまとちようみようこうじ

　　４９１-０９３２・愛知県一宮市大和町毛受・やまとちようめんじよ

　　４９４-００１７・愛知県一宮市祐久・ゆうく

　　４９１-００１１・愛知県一宮市柚木颪・ ゆぎおろじ

　　４９１-００２２・愛知県一宮市両郷町・りようごうちよう

　　４９１-０８３２・愛知県一宮市若竹・わかたけ

　　４９１-００７７・愛知県一宮市枠杁町・わくいりちよう

　　４９１-００２６・愛知県一宮市和光・わこう

　　４８９-００００・愛知県瀬戸市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８９-０８７８・愛知県瀬戸市赤重町・あかしげちよう

　　４８９-００７１・愛知県瀬戸市暁町・あかつきちよう

　　４８９-００２２・愛知県瀬戸市赤津町・あかつﾞちよう



　　４８９-０８９８・愛知県瀬戸市秋葉町・あきはﾞちよう

　　４８９-００４３・愛知県瀬戸市朝日町・あさひまち

　　４８９-０８４７・愛知県瀬戸市東町・あずまちよう

　　４８９-０８０１・愛知県瀬戸市汗干町・あせびちよう

　　４８９-０００３・愛知県瀬戸市穴田町・あなだちよう

　　４８９-０９５２・愛知県瀬戸市池田町・いけだちよう

　　４８９-０９５１・愛知県瀬戸市石田町・いしだちよう

　　４８９-００７３・愛知県瀬戸市泉町・いずみちよう

　　４８９-０９２２・愛知県瀬戸市市場町・いちはﾞちよう

　　４８９-０８１７・愛知県瀬戸市銀杏木町・いちよのきちよう

　　４８９-０８３６・愛知県瀬戸市一里塚町・いちりつﾞかちよう

　　４８９-０９７６・愛知県瀬戸市井戸金町・いどがねちよう

　　４８９-０８０２・愛知県瀬戸市今池町・いまいけちよう

　　４８９-０８６８・愛知県瀬戸市今林町・いまはﾞやしちよう

　　４８０-１２１７・愛知県瀬戸市井山町・いやまちよう

　　４８０-１２１５・愛知県瀬戸市岩屋町・いわやちよう

　　４８９-０９６４・愛知県瀬戸市上之山町・うえのやまちよう

　　４８９-０９０２・愛知県瀬戸市内田町・うちだちよう

　　４８９-００２１・愛知県瀬戸市馬ケ城町・うまがじようちよう

　　４８９-０８２６・愛知県瀬戸市蛭子町・えびすちよう

　　４８９-０８０３・愛知県瀬戸市追分町・おいわけちよう

　　４８９-０８３２・愛知県瀬戸市王子沢町・おうじのさわちよう

　　４８９-０８６７・愛知県瀬戸市大坂町・おおさかちよう

　　４８９-０９６２・愛知県瀬戸市大坪町・おおつほﾞちよう

　　４８９-００６４・愛知県瀬戸市小金町・おがねちよう

　　４８９-００６７・愛知県瀬戸市小田妻町・おだつﾞまちよう

　　４８０-１２０５・愛知県瀬戸市落合町・おちあいちよう

　　４８９-０８５５・愛知県瀬戸市海上町・かいしよちよう

　　４８９-０９６６・愛知県瀬戸市掛下町・かけしたちよう

　　４８０-１２１２・愛知県瀬戸市片草町・かたくさちよう

　　４８９-０８４５・愛知県瀬戸市鐘場町・かねはﾞちよう

　　４８９-０００７・愛知県瀬戸市鹿乗町・かのりちよう

　　４８９-００４８・愛知県瀬戸市窯神町・かまがみちよう

　　４８０-１２１９・愛知県瀬戸市窯町・かままち

　　４８９-００２３・愛知県瀬戸市窯元町・かまもとちよう

　　４８９-０９３３・愛知県瀬戸市神川町・かみかわちよう

　　４８０-１２１４・愛知県瀬戸市上品野町・かみしなのちよう

　　４８９-００６３・愛知県瀬戸市上陣屋町・かみじんやちよう

　　４８９-０８９２・愛知県瀬戸市上ノ切町・かみのきりちよう

　　４８０-１２１１・愛知県瀬戸市上半田川町・かみはだがわちよう

　　４８９-００６１・愛知県瀬戸市上本町・かみほんまち

　　４８９-００６８・愛知県瀬戸市上松山町・かみまつやまちよう

　　４８９-００６２・愛知県瀬戸市上水野町・かみみずのちよう

　　４８９-０８５３・愛知県瀬戸市上山路町・かみやまじちよう

　　４８９-０８９４・愛知県瀬戸市川合町・かわいちよう

　　４８９-０９２７・愛知県瀬戸市川北町・かわきたちよう

　　４８９-０９２６・愛知県瀬戸市川西町・かわにしちよう

　　４８９-０９１９・愛知県瀬戸市川端町・かわはﾞたちよう

　　４８９-０００１・愛知県瀬戸市川平町・かわひらちよう

　　４８９-０９０８・愛知県瀬戸市ききょう台・ききようだい

　　４８９-０９１５・愛知県瀬戸市北浦町・きたうらちよう

　　４８０-１２０４・愛知県瀬戸市北丘町・きたおかちよう

　　４８９-００１４・愛知県瀬戸市北白坂町・きたしらさかちよう

　　４８９-０９１１・愛知県瀬戸市北松山町・きたまつやまちよう

　　４８９-０９１０・愛知県瀬戸市北みずの坂・きたみずのざか

　　４８９-０９８４・愛知県瀬戸市北山町・きたやまちよう

　　４８９-０９１８・愛知県瀬戸市北脇町・きたわきちよう

　　４８９-０８０９・愛知県瀬戸市共栄通・きようえいどおり

　　４８９-０８０４・愛知県瀬戸市京町・きようまち

　　４８９-０８８１・愛知県瀬戸市熊野町・くまのちよう

　　４８９-０８１３・愛知県瀬戸市蔵所町・くらしよちよう

　　４８９-００３１・愛知県瀬戸市五位塚町・ごいつﾞかちよう

　　４８９-０９１７・愛知県瀬戸市效範町・こうはんちよう

　　４８９-０９７８・愛知県瀬戸市小坂町・こさかちよう

　　４８９-００３２・愛知県瀬戸市古瀬戸町・こせとちよう

　　４８９-０８４２・愛知県瀬戸市小空町・こそらちよう

　　４８９-０８７９・愛知県瀬戸市瘤木町・こぶきちよう

　　４８９-０９７４・愛知県瀬戸市駒前町・こままえちよう

　　４８９-００３５・愛知県瀬戸市紺屋田町・こんやだちよう

　　４８９-０８１８・愛知県瀬戸市幸町・さいわいちよう



　　４８９-０９７７・愛知県瀬戸市坂上町・さかうえちよう

　　４８９-００４４・愛知県瀬戸市栄町・さかえまち

　　４８９-０９８２・愛知県瀬戸市さつき台・さつきだい

　　４８９-０８９５・愛知県瀬戸市塩草町・しおくさちよう

　　４８９-０９０１・愛知県瀬戸市十軒町・じつけんちよう

　　４８０-１２０７・愛知県瀬戸市品野町・しなのちよう

　　４８９-００５１・愛知県瀬戸市下陣屋町・しもじんやちよう

　　４８０-１２０２・愛知県瀬戸市下半田川町・しもはだがわちよう

　　４８０-１２０１・愛知県瀬戸市定光寺町・じようこうじちよう

　　４８０-１２１３・愛知県瀬戸市白岩町・しらいわちよう

　　４８９-００１７・愛知県瀬戸市白坂町・しらさかちよう

　　４８９-０９２４・愛知県瀬戸市城ケ根町・しろがねちよう

　　４８９-０９２３・愛知県瀬戸市城屋敷町・しろやしきちよう

　　４８９-０８７３・愛知県瀬戸市新郷町・しんごうちよう

　　４８９-０９４９・愛知県瀬戸市新田町・しんでんちよう

　　４８９-００５８・愛知県瀬戸市進陶町・しんとうちよう

　　４８９-００７５・愛知県瀬戸市新道町・しんどうちよう

　　４８９-０８４９・愛知県瀬戸市新明町・しんめいちよう

　　４８９-０９１３・愛知県瀬戸市水南町・すいなんちよう

　　４８９-０００９・愛知県瀬戸市水北町・すいほくちよう

　　４８９-０８１４・愛知県瀬戸市末広町・すえひろちよう

　　４８９-０８２２・愛知県瀬戸市杉塚町・すぎつかちよう

　　４８９-００３３・愛知県瀬戸市須原町・すはらちよう

　　４８９-０９０４・愛知県瀬戸市すみれ台・すみれだい

　　４８９-０８６３・愛知県瀬戸市せいれい町・せいれいちよう

　　４８９-００４１・愛知県瀬戸市背戸側町・せとがわちよう

　　４８９-０９４１・愛知県瀬戸市瀬戸口町・せとぐちちよう

　　４８９-０８４３・愛知県瀬戸市惣作町・そうさくちよう

　　４８９-０００８・愛知県瀬戸市曽野町・そのちよう

　　４８９-０８２５・愛知県瀬戸市祖母懐町・そほﾞかいちよう

　　４８９-０８４６・愛知県瀬戸市太子町・たいしちよう

　　４８９-０９５４・愛知県瀬戸市台六町・だいろくちよう

　　４８９-０９３１・愛知県瀬戸市高根町・たかねちよう

　　４８９-０８９６・愛知県瀬戸市宝ケ丘町・たからがおかちよう

　　４８９-００５５・愛知県瀬戸市滝之湯町・たきのゆちよう

　　４８９-００２５・愛知県瀬戸市凧山町・たこやまちよう

　　４８９-０９６１・愛知県瀬戸市田中町・たなかちよう

　　４８９-０９２１・愛知県瀬戸市田端町・たはﾞたちよう

　　４８９-０８３８・愛知県瀬戸市寺本町・てらもとちよう

　　４８９-０８９１・愛知県瀬戸市陶栄町・とうえいちよう

　　４８９-０８０５・愛知県瀬戸市陶原町・とうげんちよう

　　４８９-０８２３・愛知県瀬戸市東郷町・とうごうちよう

　　４８９-０８３１・愛知県瀬戸市藤四郎町・とうしろうちよう

　　４８９-０８２７・愛知県瀬戸市陶生町・とうせいちよう

　　４８９-００５４・愛知県瀬戸市道泉町・どうせんちよう

　　４８９-００４５・愛知県瀬戸市陶本町・とうほんちよう

　　４８９-００２６・愛知県瀬戸市東明町・とうめいちよう

　　４８０-１２１６・愛知県瀬戸市鳥原町・とりはらちよう

　　４８９-０９８３・愛知県瀬戸市苗場町・なえはﾞちよう

　　４８９-００４２・愛知県瀬戸市仲切町・なかぎりちよう

　　４８９-０８２４・愛知県瀬戸市仲郷町・なかごうちよう

　　４８０-１２１８・愛知県瀬戸市中品野町・なかしなのちよう

　　４８９-００１３・愛知県瀬戸市中白坂町・なかしらさかちよう

　　４８９-００２９・愛知県瀬戸市中畑町・なかはﾞたちよう

　　４８９-０８３３・愛知県瀬戸市仲洞町・なかほﾞらちよう

　　４８９-０００５・愛知県瀬戸市中水野町・なかみずのちよう

　　４８９-０８３５・愛知県瀬戸市中山町・なかやまちよう

　　４８９-０８８４・愛知県瀬戸市西茨町・にしいはﾞらちよう

　　４８９-００７９・愛知県瀬戸市西印所町・にしいんぞちよう

　　４８９-００６５・愛知県瀬戸市西追分町・にしおいわけちよう

　　４８９-００２８・愛知県瀬戸市西窯町・にしがまちよう

　　４８９-０８１２・愛知県瀬戸市西蔵所町・にしくらしよちよう

　　４８９-００３６・愛知県瀬戸市西古瀬戸町・にしこせとちよう

　　４８９-０９４３・愛知県瀬戸市西米泉町・にしこめいずみちよう

　　４８９-０８２９・愛知県瀬戸市西郷町・にしごうちよう

　　４８９-０８８２・愛知県瀬戸市西権現町・にしごんげんちよう

　　４８９-００１８・愛知県瀬戸市西白坂町・にししらさかちよう

　　４８９-００４７・愛知県瀬戸市西谷町・にしだにちよう

　　４８９-０９２５・愛知県瀬戸市西寺山町・にしてらやまちよう

　　４８９-００５７・愛知県瀬戸市西十三塚町・にしとみつﾞかちよう



　　４８９-０９２９・愛知県瀬戸市西長根町・にしながねちよう

　　４８９-０８４８・愛知県瀬戸市西拝戸町・にしはいとちよう

　　４８９-０９７２・愛知県瀬戸市西原町・にしはらちよう

　　４８９-０９７１・愛知県瀬戸市西本地町・にしほんじちよう

　　４８９-０８１９・愛知県瀬戸市西本町・にしほんまち

　　４８９-０８３７・愛知県瀬戸市西洞町・にしほﾞらちよう

　　４８９-０９１２・愛知県瀬戸市西松山町・にしまつやまちよう

　　４８９-０８５１・愛知県瀬戸市西山路町・にしやまじちよう

　　４８９-０９８７・愛知県瀬戸市西山町・にしやまちよう

　　４８９-０８０７・愛知県瀬戸市西吉田町・にしよしだちよう

　　４８９-０９３６・愛知県瀬戸市西脇町・にしわきちよう

　　４８９-０８８５・愛知県瀬戸市萩殿町・はぎどのちよう

　　４８９-０９０５・愛知県瀬戸市はぎの台・はぎのだい

　　４８９-０８８６・愛知県瀬戸市萩山台・はぎやまだい

　　４８９-０８７６・愛知県瀬戸市白山町・はくさんちよう

　　４８９-０８５２・愛知県瀬戸市巡間町・はざまちよう

　　４８９-００１２・愛知県瀬戸市長谷口町・はせぐちちよう

　　４８９-０９４６・愛知県瀬戸市幡中町・はたなかちよう

　　４８９-０９３８・愛知県瀬戸市幡西町・はたにしちよう

　　４８９-０８７４・愛知県瀬戸市幡野町・はたのちよう

　　４８９-０９４８・愛知県瀬戸市幡山町・はたやまちよう

　　４８９-００２４・愛知県瀬戸市八王子町・はちおうじちよう

　　４８９-０８６１・愛知県瀬戸市八幡台・はちまんだい

　　４８９-０８６２・愛知県瀬戸市八幡町・はちまんちよう

　　４８９-００３４・愛知県瀬戸市刎田町・はねだちよう

　　４８９-０９４７・愛知県瀬戸市羽根町・はねちよう

　　４８９-０８８８・愛知県瀬戸市原山台・はらやまだい

　　４８９-０８８９・愛知県瀬戸市原山町・はらやまちよう

　　４８９-００１１・愛知県瀬戸市針原町・はりはらちよう

　　４８９-０８９３・愛知県瀬戸市春雨町・はるさめちよう

　　４８９-０８７７・愛知県瀬戸市東赤重町・ひがしあかしげちよう

　　４８９-０８９７・愛知県瀬戸市東茨町・ひがしいはﾞらちよう

　　４８９-００７２・愛知県瀬戸市東印所町・ひがしいんぞちよう

　　４８９-００３７・愛知県瀬戸市東古瀬戸町・ひがしこせとちよう

　　４８９-０９４４・愛知県瀬戸市東米泉町・ひがしこめいずみちよう

　　４８９-０８８３・愛知県瀬戸市東権現町・ひがしごんげんちよう

　　４８９-００１５・愛知県瀬戸市東白坂町・ひがししらさかちよう

　　４８９-０９２８・愛知県瀬戸市東寺山町・ひがしてらやまちよう

　　４８９-００５６・愛知県瀬戸市東十三塚町・ひがしとみつﾞかちよう

　　４８９-０８７１・愛知県瀬戸市東長根町・ひがしながねちよう

　　４８９-００２７・愛知県瀬戸市東拝戸町・ひがしはいどちよう

　　４８９-０９４２・愛知県瀬戸市東菱野町・ひがしひしのちよう

　　４８９-０９７３・愛知県瀬戸市東本地町・ひがしほんじちよう

　　４８９-０８１６・愛知県瀬戸市東本町・ひがしほんまち

　　４８９-０８４１・愛知県瀬戸市東洞町・ひがしほﾞらちよう

　　４８９-００６９・愛知県瀬戸市東松山町・ひがしまつやまちよう

　　４８９-００５３・愛知県瀬戸市東安戸町・ひがしやすどちよう

　　４８９-０８５４・愛知県瀬戸市東山路町・ひがしやまじちよう

　　４８９-０９８８・愛知県瀬戸市東山町・ひがしやまちよう

　　４８９-００６６・愛知県瀬戸市東横山町・ひがしよこやまちよう

　　４８９-０８０６・愛知県瀬戸市東吉田町・ひがしよしだちよう

　　４８９-０８８７・愛知県瀬戸市菱野台・ひしのだい

　　４８９-０９３４・愛知県瀬戸市菱野町・ひしのちよう

　　４８９-０００４・愛知県瀬戸市日の出町・ひのでちよう

　　４８９-０９８１・愛知県瀬戸市ひまわり台・ひまわりだい

　　４８９-０９１６・愛知県瀬戸市平町・ひらまち

　　４８９-０８５６・愛知県瀬戸市広久手町・ひろくてちよう

　　４８０-１２０３・愛知県瀬戸市広之田町・ひろのたちよう

　　４８９-００７６・愛知県瀬戸市深川町・ふかがわちよう

　　４８９-０９３５・愛知県瀬戸市福元町・ふくもとちよう

　　４８９-０９０７・愛知県瀬戸市ふじの台・ふじのだい

　　４８９-０９４５・愛知県瀬戸市弁天町・べんてんちよう

　　４８９-０９７９・愛知県瀬戸市坊金町・ほﾞうがねちよう

　　４８９-０９０６・愛知県瀬戸市本郷町・ほんごうちよう

　　４８９-０８２８・愛知県瀬戸市前田町・まえだちよう

　　４８９-０９１４・愛知県瀬戸市孫田町・まごたちよう

　　４８９-０９８５・愛知県瀬戸市松原町・まつはﾞらちよう

　　４８９-０００６・愛知県瀬戸市三沢町・みさわちよう

　　４８９-０９０９・愛知県瀬戸市みずの坂・みずのざか

　　４８９-０８０８・愛知県瀬戸市見付町・みつけちよう



　　４８９-０８７５・愛知県瀬戸市緑町・みどりちよう

　　４８９-０８７２・愛知県瀬戸市水無瀬町・みなせちよう

　　４８９-０８３４・愛知県瀬戸市南東町・みなみあずまちよう

　　４８９-０９５５・愛知県瀬戸市南ケ丘町・みなみがおかちよう

　　４８９-００１６・愛知県瀬戸市南白坂町・みなみしらさかちよう

　　４８９-０８１５・愛知県瀬戸市南仲之切町・みなみなかのきりちよう

　　４８９-０９３７・愛知県瀬戸市南菱野町・みなみひしのちよう

　　４８９-０９６５・愛知県瀬戸市南山口町・みなみやまぐちちよう

　　４８９-０９８６・愛知県瀬戸市南山町・みなみやまちよう

　　４８９-０９３２・愛知県瀬戸市美濃池町・みののいけちよう

　　４８９-００７７・愛知県瀬戸市宮里町・みやざとちよう

　　４８９-０９６３・愛知県瀬戸市宮地町・みやじちよう

　　４８９-００７４・愛知県瀬戸市宮脇町・みやわきちよう

　　４８９-００４６・愛知県瀬戸市元町・もとまち

　　４８９-０８４４・愛知県瀬戸市門前町・もんぜんちよう

　　４８９-０８６６・愛知県瀬戸市矢形町・やかたちよう

　　４８９-０８２１・愛知県瀬戸市薬師町・やくしまち

　　４８９-００５２・愛知県瀬戸市安戸町・やすどちよう

　　４８０-１２０６・愛知県瀬戸市八床町・やとこちよう

　　４８９-０８５８・愛知県瀬戸市屋戸町・やとちよう

　　４８９-０９５３・愛知県瀬戸市柳ケ坪町・やながつほﾞちよう

　　４８９-０８６５・愛知県瀬戸市山口町・やまぐちちよう

　　４８９-０８５９・愛知県瀬戸市山路町・やまじちよう

　　４８９-０９８０・愛知県瀬戸市やまて坂・やまてざか

　　４８９-０９８９・愛知県瀬戸市山手町・やまてちよう

　　４８９-０９７５・愛知県瀬戸市山の田町・やまのたちよう

　　４８９-０８１１・愛知県瀬戸市山脇町・やまわきちよう

　　４８９-００７８・愛知県瀬戸市湯之根町・ゆのねちよう

　　４８９-０９０３・愛知県瀬戸市ゆりの台・ゆりのだい

　　４８９-０８５７・愛知県瀬戸市吉野町・よしのちよう

　　４８９-０００２・愛知県瀬戸市余床町・よどこちよう

　　４８９-０８６４・愛知県瀬戸市若宮町・わかみやちよう

　　４７５-００００・愛知県半田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７５-０８３６・愛知県半田市青山・あおやま

　　４７５-０８３８・愛知県半田市旭町・あさひまち

　　４７５-００３９・愛知県半田市新居町・あらいちよう

　　４７５-０８８１・愛知県半田市荒古町・あらこちよう

　　４７５-００１７・愛知県半田市有脇町・ありわきちよう

　　４７５-００３１・愛知県半田市阿原町・あわらちよう

　　４７５-００６２・愛知県半田市飯森町・いいもりちよう

　　４７５-０９４５・愛知県半田市池田町・いけだちよう

　　４７５-０００１・愛知県半田市石塚町・いしつﾞかちよう

　　４７５-０８５８・愛知県半田市泉町・いずみまち

　　４７５-０９３６・愛知県半田市板山町・いたやまちよう

　　４７５-００６１・愛知県半田市一ノ草町・いちのくさちよう

　　４７５-００１４・愛知県半田市一本木町・いつほﾟんぎちよう

　　４７５-００１１・愛知県半田市稲穂町・いなほちよう

　　４７５-０８３５・愛知県半田市稲荷町・いなりちよう

　　４７５-０９５８・愛知県半田市鵜ノ池町・うのいけちよう

　　４７５-０９５２・愛知県半田市馬捨町・うますてちよう

　　４７５-０９１５・愛知県半田市枝山町・えだやまちよう

　　４７５-０８６７・愛知県半田市榎下町・えのきしたちよう

　　４７５-００８７・愛知県半田市大池町・おおいけちよう

　　４７５-００１５・愛知県半田市大高町・おおだかちよう

　　４７５-０９０４・愛知県半田市大坪町・おおつほﾞちよう

　　４７５-００７１・愛知県半田市大伝根町・おおでんねちよう

　　４７５-００８３・愛知県半田市大松町・おおまつちよう

　　４７５-０９３５・愛知県半田市大湯町・おおゆちよう

　　４７５-０９５７・愛知県半田市奥町・おくまち

　　４７５-００５６・愛知県半田市乙川一色町・おつかわいしきちよう

　　４７５-００４６・愛知県半田市乙川市場町・おつかわいちはﾞちよう

　　４７５-００５３・愛知県半田市乙川内山町・おつかわうちやまちよう

　　４７５-００４１・愛知県半田市乙川太田町・おつかわおおたちよう

　　４７５-００４７・愛知県半田市乙川北側町・おつかわきたがわちよう

　　４７５-００６６・愛知県半田市乙川源内林町・おつかわげんないはﾞやしちよう

　　４７５-００５１・愛知県半田市乙川栄町・おつかわさかえまち

　　４７５-００５７・愛知県半田市乙川新町・おつかわしんまち

　　４７５-０８０３・愛知県半田市乙川末広町・おつかわすえひろちよう

　　４７５-００５２・愛知県半田市乙川高良町・おつかわたからまち

　　４７５-００４５・愛知県半田市乙川殿町・おつかわとのまち



　　４７５-００６８・愛知県半田市乙川西ノ宮町・おつかわにしのみやちよう

　　４７５-００６７・愛知県半田市乙川畑田町・おつかわはただちよう

　　４７５-００４４・愛知県半田市乙川八幡町・おつかわはちまんちよう

　　４７５-００４３・愛知県半田市乙川浜側町・おつかわはまがわちよう

　　４７５-００４８・愛知県半田市乙川稗田町・おつかわひえだちよう

　　４７５-００６５・愛知県半田市乙川深田町・おつかわふかだちよう

　　４７５-００４２・愛知県半田市乙川向田町・おつかわむかいだちよう

　　４７５-００６４・愛知県半田市乙川薬師町・おつかわやくしちよう

　　４７５-００５８・愛知県半田市乙川吉野町・おつかわよしのちよう

　　４７５-００６３・愛知県半田市乙川若宮町・おつかわわかみやちよう

　　４７５-００５４・愛知県半田市乙川町・おつかわちよう

　　４７５-０９６７・愛知県半田市欠ケ下町・かけがしたちよう

　　４７５-０９２３・愛知県半田市春日町・かすがちよう

　　４７５-０９５３・愛知県半田市金山町・かなやまちよう

　　４７５-０００４・愛知県半田市上池町・かみいけちよう

　　４７５-０９４４・愛知県半田市神代町・かみしろちよう

　　４７５-０００９・愛知県半田市上定光町・かみじようこうちよう

　　４７５-０８０４・愛知県半田市上浜町・かみはまちよう

　　４７５-００２８・愛知県半田市亀崎相生町・かめざきあいおいちよう

　　４７５-００２５・愛知県半田市亀崎大洞町・かめざきおおほﾞらちよう

　　４７５-００２７・愛知県半田市亀崎北浦町・かめざききたうらちよう

　　４７５-００２６・愛知県半田市亀崎新田町・かめざきしんでんちよう

　　４７５-００２４・愛知県半田市亀崎高根町・かめざきたかねちよう

　　４７５-００２２・愛知県半田市亀崎月見町・かめざきつきみちよう

　　４７５-００２９・愛知県半田市亀崎常盤町・かめざきときわちよう

　　４７５-００２３・愛知県半田市亀崎町・かめざきちよう

　　４７５-０９３２・愛知県半田市鴉根町・からすねちよう

　　４７５-０９１８・愛知県半田市雁宿町・かりやどちよう

　　４７５-０８３２・愛知県半田市川崎町・かわさきちよう

　　４７５-０８０８・愛知県半田市川田町・かわだちよう

　　４７５-０９３７・愛知県半田市神田町・かんだちよう

　　４７５-０８７７・愛知県半田市勘内町・かんないちよう

　　４７５-０００８・愛知県半田市北大矢知町・きたおおやちちよう

　　４７５-０８５２・愛知県半田市北末広町・きたすえひろちよう

　　４７５-０９７２・愛知県半田市北滑草町・きたなめそうちよう

　　４７５-００５５・愛知県半田市北浜田町・きたはまだちよう

　　４７５-０９２７・愛知県半田市北二ツ坂町・きたふたつさかちよう

　　４７５-０９７７・愛知県半田市吉田町・きつたちよう

　　４７５-０９３８・愛知県半田市君ケ橋町・きみがはしちよう

　　４７５-０９５５・愛知県半田市行人町・ぎようにんちよう

　　４７５-０８５４・愛知県半田市協和町・きようわちよう

　　４７５-０９２８・愛知県半田市桐ケ丘・きりがおか

　　４７５-０８７４・愛知県半田市銀座本町・ぎんざほんまち

　　４７５-０９７６・愛知県半田市黒石町・くろいしちよう

　　４７５-０８１６・愛知県半田市源平町・げんへﾟいちよう

　　４７５-００８６・愛知県半田市庚申町・こうしんちよう

　　４７５-０８５６・愛知県半田市更生町・こうせいちよう

　　４７５-０８４２・愛知県半田市郷中町・ごうなかちよう

　　４７５-００８５・愛知県半田市小神町・こしんちよう

　　４７５-０８０６・愛知県半田市古浜町・こはまちよう

　　４７５-０８１４・愛知県半田市幸町・さいわいちよう

　　４７５-０８４６・愛知県半田市栄町・さかえまち

　　４７５-０９３４・愛知県半田市椎ノ木町・しいのきちよう

　　４７５-００３２・愛知県半田市潮干町・しおひちよう

　　４７５-００７２・愛知県半田市七本木町・しちほんぎちよう

　　４７５-０８７２・愛知県半田市東雲町・しののめちよう

　　４７５-０８６９・愛知県半田市清水東町・しみずひがしまち

　　４７５-０８６５・愛知県半田市清水西町・しみずにしまち

　　４７５-０８６６・愛知県半田市清水北町・しみずきたまち

　　４７５-０９２２・愛知県半田市昭和町・しようわちよう

　　４７５-００７８・愛知県半田市新池町・しんいけちよう

　　４７５-０８８６・愛知県半田市新川町・しんかわちよう

　　４７５-０９３１・愛知県半田市新宮町・しんぐうちよう

　　４７５-０８１５・愛知県半田市新栄町・しんさかえまち

　　４７５-０９６５・愛知県半田市新生町・しんせいちよう

　　４７５-０８２４・愛知県半田市新浜町・しんはまちよう

　　４７５-０８２６・愛知県半田市神明町・しんめいちよう

　　４７５-０８３１・愛知県半田市十一号地・じゆういちごうち

　　４７５-０９５４・愛知県半田市十三塚町・じゆうさんつﾞかちよう

　　４７５-０９４７・愛知県半田市砂谷町・すなだにちよう



　　４７５-００２１・愛知県半田市州の崎町・すのさきちよう

　　４７５-０８６２・愛知県半田市住吉町・すみよしちよう

　　４７５-０９１７・愛知県半田市清城町・せいしろちよう

　　４７５-０８０１・愛知県半田市相賀町・そうがちよう

　　４７５-００３６・愛知県半田市高砂町・たかさごちよう

　　４７５-０９４３・愛知県半田市高峯町・たかみねちよう

　　４７５-０９４８・愛知県半田市田代町・たしろちよう

　　４７５-０９６８・愛知県半田市丁田町・ちようだちよう

　　４７５-０９０３・愛知県半田市出口町・でぐちちよう

　　４７５-０８４４・愛知県半田市寺町・てらまち

　　４７５-０９２１・愛知県半田市天神町・てんじんちよう

　　４７５-０８５９・愛知県半田市天王町・てんのうちよう

　　４７５-０９１４・愛知県半田市土井山町・どいやまちよう

　　４７５-０９２４・愛知県半田市東郷町・とうごうちよう

　　４７５-０８１７・愛知県半田市東洋町・とうようちよう

　　４７５-００７５・愛知県半田市苗代町・なえしろちよう

　　４７５-００３７・愛知県半田市中午町・なかうまちよう

　　４７５-００３５・愛知県半田市中億田町・なかおくだちよう

　　４７５-０８４３・愛知県半田市中島町・なかしまちよう

　　４７５-０９２９・愛知県半田市仲田町・なかたちよう

　　４７５-００１８・愛知県半田市中生見町・なかはえみちよう

　　４７５-０８５５・愛知県半田市中町・なかまち

　　４７５-０８７３・愛知県半田市中村町・なかむらちよう

　　４７５-００７４・愛知県半田市長根町・ながねちよう

　　４７５-０９４１・愛知県半田市滑楚町・なめそちよう

　　４７５-０８４５・愛知県半田市成岩東町・ならわひがしまち

　　４７５-０８４８・愛知県半田市成岩本町・ならわほんまち

　　４７５-０９３３・愛知県半田市新野町・にいのちよう

　　４７５-０００７・愛知県半田市西大矢知町・にしおおやちちよう

　　４７５-０８０２・愛知県半田市西億田町・にしおくだちよう

　　４７５-０８６８・愛知県半田市西新町・にししんまち

　　４７５-００１６・愛知県半田市西生見町・にしはえみちよう

　　４７５-０８８４・愛知県半田市西端町・にしはﾞたちよう

　　４７５-００３３・愛知県半田市日東町・につとうちよう

　　４７５-００３８・愛知県半田市祢宜町・ねぎちよう

　　４７５-００１９・愛知県半田市のぞみが丘・のぞみがおか

　　４７５-０９１２・愛知県半田市白山町・はくさんちよう

　　４７５-００７７・愛知県半田市兀山町・はげやまちよう

　　４７５-０８４７・愛知県半田市畑合町・はたあいちよう

　　４７５-０８０７・愛知県半田市八軒町・はちけんちよう

　　４７５-０８３３・愛知県半田市花園町・はなぞのちよう

　　４７５-００８８・愛知県半田市花田町・はなだちよう

　　４７５-０８０５・愛知県半田市浜田町・はまだちよう

　　４７５-０８２２・愛知県半田市浜町・はままち

　　４７５-０９１６・愛知県半田市柊町・ひいらぎちよう

　　４７５-０００３・愛知県半田市東大矢知町・ひがしおおやちちよう

　　４７５-００３４・愛知県半田市東億田町・ひがしおくだちよう

　　４７５-０８６１・愛知県半田市東新町・ひがししんまち

　　４７５-０８７６・愛知県半田市東天王町・ひがしてんのうちよう

　　４７５-００１２・愛知県半田市東生見町・ひがしはえみちよう

　　４７５-０８１３・愛知県半田市東浜町・ひがしはまちよう

　　４７５-０８７８・愛知県半田市東本町・ひがしほんまち

　　４７５-０９７５・愛知県半田市彦洲町・ひこずちよう

　　４７５-０８１９・愛知県半田市日ノ出町・ひのでちよう

　　４７５-０９６４・愛知県半田市平井町・ひらいちよう

　　４７５-００８１・愛知県半田市平地町・ひらちちよう

　　４７５-００１３・愛知県半田市平地馬場町・ひらちはﾞんはﾞちよう

　　４７５-０８５７・愛知県半田市広小路町・ひろこうじちよう

　　４７５-０９７１・愛知県半田市深谷町・ふかだにちよう

　　４７５-０９７８・愛知県半田市福地町・ふくちちよう

　　４７５-０８３４・愛知県半田市冨士ケ丘・ふじがおか

　　４７５-０８２１・愛知県半田市船入町・ふないりちよう

　　４７５-０９６３・愛知県半田市平和町・へいわちよう

　　４７５-０９５１・愛知県半田市宝来町・ほうらいちよう

　　４７５-０９１１・愛知県半田市星崎町・ほしざきちよう

　　４７５-０８５１・愛知県半田市堀崎町・ほりさきちよう

　　４７５-０８７１・愛知県半田市本町・ほんまち

　　４７５-０８２５・愛知県半田市前潟町・まえがたちよう

　　４７５-０８６３・愛知県半田市前崎東町・まえざきひがしまち

　　４７５-０８６４・愛知県半田市前崎西町・まえざきにしまち



　　４７５-００８２・愛知県半田市前田町・まえだちよう

　　４７５-０９４２・愛知県半田市松堀町・まつほﾞりちよう

　　４７５-０８２８・愛知県半田市瑞穂町・みずほちよう

　　４７５-０９５６・愛知県半田市三ツ池町・みついけちよう

　　４７５-０００２・愛知県半田市緑ケ丘・みどりがおか

　　４７５-０８２７・愛知県半田市港本町・みなとほんまち

　　４７５-０８２３・愛知県半田市港町・みなとまち

　　４７５-０００６・愛知県半田市南大矢知町・みなみおおやちちよう

　　４７５-０８５３・愛知県半田市南末広町・みなみすえひろちよう

　　４７５-０９２６・愛知県半田市南二ツ坂町・みなみふたつざかちよう

　　４７５-０８８２・愛知県半田市南本町・みなみほんまち

　　４７５-００７３・愛知県半田市美原町・みはらちよう

　　４７５-０９０２・愛知県半田市宮路町・みやじちよう

　　４７５-０９２５・愛知県半田市宮本町・みやもとちよう

　　４７５-０８８７・愛知県半田市御幸町・みゆきまち

　　４７５-０８８３・愛知県半田市妙見町・みようけんちよう

　　４７５-００８４・愛知県半田市向山町・むかいやまちよう

　　４７５-０９５９・愛知県半田市桃山町・ももやまちよう

　　４７５-０９６２・愛知県半田市岩滑高山町・やなべたかやまちよう

　　４７５-０９６１・愛知県半田市岩滑中町・やなべなかまち

　　４７５-０９０５・愛知県半田市岩滑東町・やなべひがしまち

　　４７５-０９６６・愛知県半田市岩滑西町・やなべにしまち

　　４７５-０９０１・愛知県半田市岩滑南浜町・やなべみなみはまちよう

　　４７５-０９０６・愛知県半田市岩滑北浜町・やなべきたはまちよう

　　４７５-０８７５・愛知県半田市山崎町・やまざきちよう

　　４７５-０９７４・愛知県半田市山代町・やましろちよう

　　４７５-０８４１・愛知県半田市大和町・やまとちよう

　　４７５-０８８５・愛知県半田市山ノ神町・やまのかみちよう

　　４７５-０８３７・愛知県半田市有楽町・ゆうらくちよう

　　４７５-０００５・愛知県半田市横川町・よこがわちよう

　　４７５-００７６・愛知県半田市横松上町・よこまつかみちよう

　　４７５-０９４６・愛知県半田市横山町・よこやまちよう

　　４７５-０９７３・愛知県半田市葭谷町・よしだにちよう

　　４７５-０９３９・愛知県半田市四方木町・よもぎちよう

　　４８６-００００・愛知県春日井市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８６-０９３３・愛知県春日井市愛知町・あいちちよう

　　４８０-０３０３・愛知県春日井市明知町・あけちちよう

　　４８６-０９２９・愛知県春日井市旭町・あさひまち

　　４８６-０８４６・愛知県春日井市朝宮町・あさみやちよう

　　４８６-０８５７・愛知県春日井市浅山町・あさやまちよう

　　４８６-０９６５・愛知県春日井市味美上ノ町・あじよしかみのちよう

　　４８６-０９６７・愛知県春日井市味美西本町・あじよしにしほんまち

　　４８６-０９６９・愛知県春日井市味美白山町・あじよしはくさんちよう

　　４８６-０９６８・愛知県春日井市味美町・あじよしちよう

　　４８６-０８５３・愛知県春日井市穴橋町・あなはしちよう

　　４８７-０００６・愛知県春日井市石尾台・いしおだい

　　４８６-０９０５・愛知県春日井市稲口町・いなぐちちよう

　　４８６-０９２１・愛知県春日井市杁ケ島町・いりがしまちよう

　　４８７-００３３・愛知県春日井市岩成台・いわなりだい

　　４８６-０８０５・愛知県春日井市岩野町・いわのちよう

　　４８０-０３０６・愛知県春日井市上野町・うえのちよう

　　４８６-０９０１・愛知県春日井市牛山町・うしやまちよう

　　４８０-０３０１・愛知県春日井市内津町・うつつちよう

　　４８６-０８５６・愛知県春日井市梅ケ坪町・うめがつほﾞちよう

　　４８６-０８３４・愛知県春日井市王子町・おうじちよう

　　４８６-０８０６・愛知県春日井市大手田酉町・おおでたとりちよう

　　４８６-０８０７・愛知県春日井市大手町・おおでちよう

　　４８７-００２４・愛知県春日井市大留町・おおどめちよう

　　４８６-０８２７・愛知県春日井市小木田町・おぎたちよう

　　４８７-０００５・愛知県春日井市押沢台・おしざわだい

　　４８６-０８３２・愛知県春日井市乙輪町・おとわちよう

　　４８６-０９２６・愛知県春日井市小野町・おのちよう

　　４８０-０３０４・愛知県春日井市神屋町・かぎやちよう

　　４８６-０９２７・愛知県春日井市柏井町・かしわいちよう

　　４８６-０９１３・愛知県春日井市柏原町・かしはらちよう

　　４８６-０９６１・愛知県春日井市春日井上ノ町・かすがいかみのちよう

　　４８６-０９６３・愛知県春日井市春日井町・かすがいちよう

　　４８６-０９４１・愛知県春日井市勝川新町・かちがわしんまち

　　４８６-０９４５・愛知県春日井市勝川町・かちがわちよう

　　４８６-０９４６・愛知県春日井市勝川町西・ かちがわちようにじ



　　４８６-０８１３・愛知県春日井市金ケ口町・かながぐちちよう

　　４８６-０８０１・愛知県春日井市上田楽町・かみたらがちよう

　　４８６-０９６６・愛知県春日井市上ノ町・かみのちよう

　　４８６-０８５８・愛知県春日井市菅大臣町・かんだいじんちよう

　　４８６-０８１４・愛知県春日井市北城町・きたしろちよう

　　４８７-０００３・愛知県春日井市木附町・きつﾞきちよう

　　４８７-００１４・愛知県春日井市気噴町・きぶきちよう

　　４８７-００１５・愛知県春日井市気噴町北・きぶきちようきた

　　４８６-０８２６・愛知県春日井市貴船町・きぶねちよう

　　４８６-０８２２・愛知県春日井市熊野町・くまのちよう

　　４８６-０８２０・愛知県春日井市熊野町北・くまのちようきた

　　４８６-０９０７・愛知県春日井市黒鉾町・くろほﾞこちよう

　　４８６-０９２３・愛知県春日井市下条町・げじようちよう

　　４８７-００１３・愛知県春日井市高蔵寺町・こうぞうじちよう

　　４８７-００１６・愛知県春日井市高蔵寺町北・こうぞうじちようきた

　　４８６-０８３１・愛知県春日井市ことぶき町・ことぶきちよう

　　４８０-０３０２・愛知県春日井市西尾町・さいおちよう

　　４８０-０３０５・愛知県春日井市坂下町・さかしたちよう

　　４８６-０８２３・愛知県春日井市桜佐町・さくらさちよう

　　４８６-０８５１・愛知県春日井市篠木町・しのぎちよう

　　４８６-０９２２・愛知県春日井市篠田町・しのだちよう

　　４８６-０８５２・愛知県春日井市下市場町・しもいちはﾞちよう

　　４８６-０９２４・愛知県春日井市下津町・しもつちよう

　　４８６-０８１９・愛知県春日井市下原町・しもはらちよう

　　４８６-０９０６・愛知県春日井市下屋敷町・しもやしきちよう

　　４８６-０８１５・愛知県春日井市十三塚町・じゆうさんつﾞかちよう

　　４８６-０８３３・愛知県春日井市上条町・じようじようちよう

　　４８７-００２２・愛知県春日井市庄名町・しようなちよう

　　４８７-００３４・愛知県春日井市白山町・しらやまちよう

　　４８６-０９０２・愛知県春日井市新開町・しんかいちよう

　　４８６-０９４２・愛知県春日井市神明町・しんめいちよう

　　４８６-０８２１・愛知県春日井市神領町・じんりようちよう

　　４８６-０８３０・愛知県春日井市神領町北・じんりようちようきた

　　４８６-０８５５・愛知県春日井市関田町・せきだちよう

　　４８６-０９４９・愛知県春日井市惣中町・そうなかちよう

　　４８６-０９６４・愛知県春日井市宗法町・そうほうちよう

　　４８６-０８１２・愛知県春日井市大泉寺町・だいせんじちよう

　　４８６-０８０４・愛知県春日井市鷹来町・たかきちよう

　　４８７-００１７・愛知県春日井市高座台・たかくらだい

　　４８７-００１２・愛知県春日井市高座町・たかくらちよう

　　４８７-００３２・愛知県春日井市高森台・たかもりだい

　　４８６-０９１２・愛知県春日井市高山町・たかやまちよう

　　４８７-０００７・愛知県春日井市玉野台・たまのだい

　　４８７-０００４・愛知県春日井市玉野町・たまのちよう

　　４８６-０８０８・愛知県春日井市田楽町・たらがちよう

　　４８６-０９４７・愛知県春日井市知多町・ちたちよう

　　４８７-００１１・愛知県春日井市中央台・ちゆうおうだい

　　４８６-０８２５・愛知県春日井市中央通・ちゆうおうどおり

　　４８６-０９３６・愛知県春日井市町田町・ちようだちよう

　　４８６-０９５２・愛知県春日井市追進町・ついしんちよう

　　４８６-０８３５・愛知県春日井市月見町・つきみちよう

　　４８６-０９４３・愛知県春日井市角崎町・つのさきちよう

　　４８７-００２５・愛知県春日井市出川町・てがわちよう

　　４８６-０９４８・愛知県春日井市天神町・てんじんちよう

　　４８７-０００２・愛知県春日井市外之原町・とのはらちよう

　　４８６-０８４４・愛知県春日井市鳥居松町・とりいまつちよう

　　４８６-０９２５・愛知県春日井市中切町・なかぎりちよう

　　４８６-０９５６・愛知県春日井市中新町・なかしんちよう

　　４８６-０９５７・愛知県春日井市中野町・なかのちよう

　　４８６-０９６２・愛知県春日井市中町・なかまち

　　４８６-０９３４・愛知県春日井市長塚町・ながつかちよう

　　４８６-０９１１・愛知県春日井市西高山町・にしたかやまちよう

　　４８６-０９５８・愛知県春日井市西本町・にしほんまち

　　４８６-０９０８・愛知県春日井市西屋町・にしやちよう

　　４８６-０８０３・愛知県春日井市西山町・にしやまちよう

　　４８６-０９１８・愛知県春日井市如意申町・によいさるちよう

　　４８７-００３１・愛知県春日井市廻間町・はざまちよう

　　４８６-０９１５・愛知県春日井市八幡町・はちまんちよう

　　４８６-０９１６・愛知県春日井市八光町・はつこうちよう

　　４８６-０８４９・愛知県春日井市八田町・はつたちよう



　　４８６-０９５１・愛知県春日井市花長町・はなおさちよう

　　４８６-０８５４・愛知県春日井市林島町・はやしじまちよう

　　４８６-０８３７・愛知県春日井市春見町・はるみちよう

　　４８７-００２１・愛知県春日井市東神明町・ひがししんみようちよう

　　４８６-０８１６・愛知県春日井市東野新町・ひがしのしんまち

　　４８６-０８１７・愛知県春日井市東野町・ひがしのちよう

　　４８６-０８１８・愛知県春日井市東野町西・ ひがしのちようにじ

　　４８６-０８１１・愛知県春日井市東山町・ひがしやまちよう

　　４８７-００２３・愛知県春日井市不二ガ丘・ふじがおか

　　４８７-００２６・愛知県春日井市不二町・ふじちよう

　　４８７-００３５・愛知県春日井市藤山台・ふじやまだい

　　４８６-０９５５・愛知県春日井市二子町・ふたごちよう

　　４８６-０９３７・愛知県春日井市細木町・ほそきちよう

　　４８７-０００１・愛知県春日井市細野町・ほそのちよう

　　４８６-０８２９・愛知県春日井市堀ノ内町・ほりのうちちよう

　　４８６-０８２８・愛知県春日井市堀ノ内町北・ほりのうちちようきた

　　４８６-０９０３・愛知県春日井市前並町・まえなみちよう

　　４８６-０８０９・愛知県春日井市町屋町・まちやちよう

　　４８６-０９３２・愛知県春日井市松河戸町・まつかわどちよう

　　４８６-０９３１・愛知県春日井市松新町・まつしんちよう

　　４８７-００２７・愛知県春日井市松本町・まつもとちよう

　　４８６-０８４５・愛知県春日井市瑞穂通・みずほどおり

　　４８６-０８４１・愛知県春日井市南下原町・みなみしもはらちよう

　　４８６-０９５４・愛知県春日井市南花長町・みなみはなおさちよう

　　４８６-０９１７・愛知県春日井市美濃町・みのまち

　　４８６-０９０４・愛知県春日井市宮町・みやまち

　　４８６-０９５３・愛知県春日井市御幸町・みゆきちよう

　　４８６-０９２８・愛知県春日井市妙慶町・みようけいちよう

　　４８６-０８０２・愛知県春日井市桃山町・ももやまちよう

　　４８６-０９３５・愛知県春日井市森山田町・もりやまだちよう

　　４８６-０８３６・愛知県春日井市八事町・やごとちよう

　　４８６-０９４４・愛知県春日井市大和通・やまとどおり

　　４８６-０８３８・愛知県春日井市弥生町・やよいちよう

　　４８６-０９０９・愛知県春日井市四ツ家町・よつやちよう

　　４８６-０８４２・愛知県春日井市六軒屋町・ろつけんやちよう

　　４８６-０８３９・愛知県春日井市六軒屋町西・ ろつけんやちようにじ

　　４８６-０９１４・愛知県春日井市若草通・わかくさどおり

　　４８６-０８２４・愛知県春日井市割塚町・わりつﾞかちよう

　　４４２-００００・愛知県豊川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４１-０２０４・愛知県豊川市赤坂台・あかさかだい

　　４４１-０２０２・愛知県豊川市赤坂町・あかさかちよう

　　４４２-００５４・愛知県豊川市赤代町・あかしろちよう

　　４４２-０８８７・愛知県豊川市明野町・あけのちよう

　　４４２-００１５・愛知県豊川市曙町・あけほﾞのちよう

　　４４２-００４１・愛知県豊川市旭町・あさひまち

　　４４１-１２０３・愛知県豊川市足山田町・あしやまだちよう

　　４４２-０８０２・愛知県豊川市麻生田町・あそうだちよう

　　４４２-０８６２・愛知県豊川市市田町・いちだちよう

　　４４１-１２３１・愛知県豊川市一宮町・いちのみやちよう

　　４４１-０１０５・愛知県豊川市伊奈町・いなちよう

　　４４２-００２３・愛知県豊川市稲荷通・いなりどおり

　　４４２-０８１４・愛知県豊川市院之子町・いんのこちよう

　　４４２-０８０１・愛知県豊川市上野・うえの

　　４４２-０８８６・愛知県豊川市牛久保駅通・うしくほﾞえきどおり

　　４４２-０８２６・愛知県豊川市牛久保町・うしくほﾞちよう

　　４４２-００４５・愛知県豊川市駅前通・えきまえどおり

　　４４１-１２１１・愛知県豊川市江島町・えじまちよう

　　４４１-１２０７・愛知県豊川市大木新町通・おおぎしんまちどおり

　　４４１-１２０５・愛知県豊川市大木町・おおぎちよう

　　４４２-０００７・愛知県豊川市大崎町・おおさきちよう

　　４４２-０８０９・愛知県豊川市大橋町・おおはしちよう

　　４４２-００１３・愛知県豊川市大堀町・おおほﾞりちよう

　　４４２-０８４４・愛知県豊川市小田渕町・おだぶちちよう

　　４４２-００４８・愛知県豊川市開運通・かいうんどおり

　　４４１-１２１２・愛知県豊川市金沢町・かなざわちよう

　　４４２-０８７２・愛知県豊川市金塚町・かなつﾞかちよう

　　４４２-００５３・愛知県豊川市金屋町・かなやちよう

　　４４２-００６７・愛知県豊川市金屋西町・かなやにしまち

　　４４２-００５５・愛知県豊川市金屋橋町・かなやはﾞしちよう

　　４４２-００５２・愛知県豊川市金屋本町・かなやほんまち



　　４４２-００６６・愛知県豊川市金屋元町・かなやもとまち

　　４４１-１２０２・愛知県豊川市上長山町・かみながやまちよう

　　４４２-０８３７・愛知県豊川市川花町・かわはなちよう

　　４４２-００４２・愛知県豊川市北浦町・きたうらちよう

　　４４２-０８２２・愛知県豊川市行明町・ぎようめいちよう

　　４４２-０８５６・愛知県豊川市久保町・くほﾞちよう

　　４４２-０８８２・愛知県豊川市光輝町・こうきちよう

　　４４２-０８２８・愛知県豊川市柑子町・こうじちよう

　　４４２-０８５４・愛知県豊川市国府町・こうちよう

　　４４２-０８５２・愛知県豊川市国府南・こうみなみ

　　４４２-０８８４・愛知県豊川市光明町・こうめいちよう

　　４４２-００３８・愛知県豊川市光陽町・こうようちよう

　　４４１-０１０３・愛知県豊川市小坂井町・こざかいちよう

　　４４２-００２１・愛知県豊川市小桜町・こざくらちよう

　　４４２-０８３２・愛知県豊川市寿通・ことぶきどおり

　　４４１-０２１３・愛知県豊川市御油町（汲ケ谷）・ごゆちよう(くみがたに)

　　４４１-０２１２・愛知県豊川市御油町（長谷山）・ごゆちよう(はせやま)

　　４４１-０２１４・愛知県豊川市御油町（東山）・ごゆちよう(ひがしやま)

　　４４１-０２１５・愛知県豊川市御油町（炮六土）・ごゆちよう(ほうろくど)

　　４４１-０２１１・愛知県豊川市御油町（その他）・ごゆちよう(そのた)

　　４４２-０８６１・愛知県豊川市財賀町・ざいかちよう

　　４４２-００４６・愛知県豊川市幸町・さいわいちよう

　　４４２-０８３６・愛知県豊川市堺町・さかいまち

　　４４２-００６４・愛知県豊川市桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　４４２-００２７・愛知県豊川市桜木通・さくらぎどおり

　　４４２-０８４３・愛知県豊川市桜町・さくらまち

　　４４２-００１７・愛知県豊川市佐土町・さどちよう

　　４４２-０８７５・愛知県豊川市佐奈川町・さながわちよう

　　４４２-０００６・愛知県豊川市三蔵子町・さんぞうごちよう

　　４４１-１２０６・愛知県豊川市篠田町・しのだちよう

　　４４１-０１０２・愛知県豊川市篠束町・しのつﾞかちよう

　　４４２-０８２４・愛知県豊川市下長山町・しもながやまちよう

　　４４２-０８７７・愛知県豊川市下野川町・しものがわちよう

　　４４１-０１０１・愛知県豊川市宿町・しゆくちよう

　　４４２-００１８・愛知県豊川市白雲町・しらくもちよう

　　４４２-０８４７・愛知県豊川市白鳥・しろとり

　　４４２-０８４８・愛知県豊川市白鳥町・しろとりちよう

　　４４２-０８５３・愛知県豊川市新青馬町・しんあおうまちよう

　　４４２-０８５５・愛知県豊川市新栄町・しんさかえまち

　　４４２-０８３５・愛知県豊川市新桜町通・しんさくらまちどおり

　　４４２-００４３・愛知県豊川市新宿町・しんじゆくちよう

　　４４２-０８７８・愛知県豊川市新道町・しんみちちよう

　　４４２-００１２・愛知県豊川市新豊町・しんゆたかまち

　　４４２-００２９・愛知県豊川市末広通・すえひろどおり

　　４４２-０８１９・愛知県豊川市住吉町・すみよしちよう

　　４４２-００６８・愛知県豊川市諏訪・すわ

　　４４２-００６９・愛知県豊川市諏訪西町・すわにしまち

　　４４２-０８１５・愛知県豊川市瀬木町・せぎちよう

　　４４２-０８４２・愛知県豊川市蔵子・ ぞうじ

　　４４２-０８４１・愛知県豊川市代田町・だいだちよう

　　４４２-０８８３・愛知県豊川市高見町・たかみちよう

　　４４２-０８４５・愛知県豊川市為当町・ためとうちよう

　　４４２-０００４・愛知県豊川市樽井町・たるいちよう

　　４４２-０００１・愛知県豊川市千両町・ちぎりちよう

　　４４２-０８８８・愛知県豊川市千歳通・ちとせどおり

　　４４２-００５１・愛知県豊川市中央通・ちゆうおうどおり

　　４４２-０８１８・愛知県豊川市中条町・ちゆうじようちよう

　　４４２-０８７６・愛知県豊川市中部町・ちゆうぶちよう

　　４４２-００３９・愛知県豊川市天神町・てんじんちよう

　　４４２-００２２・愛知県豊川市東光町・とうこうちよう

　　４４２-０８２１・愛知県豊川市当古町・とうごちよう

　　４４１-１２０１・愛知県豊川市東上町・とうじようちよう

　　４４２-００２６・愛知県豊川市東新町・とうしんちよう

　　４４２-０８８１・愛知県豊川市塔ノ木町・とうのぎちよう

　　４４２-００１９・愛知県豊川市東名町・とうめいちよう

　　４４２-０８１３・愛知県豊川市土筒町・どどうちよう

　　４４２-００３６・愛知県豊川市豊川栄町・とよかわさかえまち

　　４４２-００３２・愛知県豊川市豊川仲町・とよかわなかまち

　　４４２-００３１・愛知県豊川市豊川西町・とよかわにしまち

　　４４２-００３５・愛知県豊川市豊川元町・とよかわもとまち



　　４４２-００３３・愛知県豊川市豊川町・とよかわちよう

　　４４１-１２２２・愛知県豊川市豊津町・とよつちよう

　　４４２-０００３・愛知県豊川市長草町・ながくさちよう

　　４４１-０２０３・愛知県豊川市長沢町・ながさわちよう

　　４４２-０８８５・愛知県豊川市中野川町・なかのがわちよう

　　４４２-０８３３・愛知県豊川市西口町・にしぐちちよう

　　４４２-０８３４・愛知県豊川市西香ノ木町・にしこうのぎちよう

　　４４２-００６３・愛知県豊川市西桜木町・にしさくらぎちよう

　　４４２-０８２７・愛知県豊川市西島町・にしじまちよう

　　４４２-０８３８・愛知県豊川市西塚町・にしつﾞかちよう

　　４４１-１２０４・愛知県豊川市西原町・にしはﾞらちよう

　　４４２-００３４・愛知県豊川市西本町・にしほんまち

　　４４２-００２４・愛知県豊川市西豊町・にしゆたかまち

　　４４２-０８５１・愛知県豊川市野口町・のぐちちよう

　　４４１-０２０１・愛知県豊川市萩町・はぎちよう

　　４４２-０８７９・愛知県豊川市萩山町・はぎやまちよう

　　４４１-１２２３・愛知県豊川市橋尾町・はしおちよう

　　４４２-０８１６・愛知県豊川市花井町・はないちよう

　　４４２-０８１１・愛知県豊川市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　４４２-００１１・愛知県豊川市東曙町・ひがしあけほﾞのちよう

　　４４２-００２８・愛知県豊川市東桜木町・ひがしさくらぎちよう

　　４４２-００２５・愛知県豊川市東豊町・ひがしゆたかまち

　　４４１-０１０４・愛知県豊川市平井町・ひらいちよう

　　４４２-０８６３・愛知県豊川市平尾町・ひらおちよう

　　４４２-０８０４・愛知県豊川市二葉町・ふたはﾞちよう

　　４４２-００４４・愛知県豊川市二見町・ふたみちよう

　　４４２-０８１７・愛知県豊川市古宿町・ふるじゆくちよう

　　４４２-００１４・愛知県豊川市豊栄町・ほうえいちよう

　　４４２-００６１・愛知県豊川市穂ノ原・ほのはら

　　４４２-０００５・愛知県豊川市本野ケ原・ほんのがはら

　　４４２-００６２・愛知県豊川市本野町・ほんのちよう

　　４４２-０８０６・愛知県豊川市牧野町・まきのちよう

　　４４２-０８２３・愛知県豊川市正岡町・まさおかちよう

　　４４２-０８７１・愛知県豊川市松風町・まつかぜちよう

　　４４１-１２２１・愛知県豊川市松原町・まつはﾞらちよう

　　４４２-０８７４・愛知県豊川市松久町・まつひさちよう

　　４４２-０８１２・愛知県豊川市三上町・みかみちよう

　　４４１-０１０６・愛知県豊川市美園・みその

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根・みとちようあかね

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根角田・みとちようあかねかどた

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根神場・みとちようあかねかんはﾞ

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根柑子・みとちようあかねこうじ

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根下川・みとちようあかねしもかわ

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根水神・みとちようあかねすいじん

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根堤下・みとちようあかねつつみした

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根天王・みとちようあかねてんのう

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根百々・みとちようあかねどうどう

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根仲田・みとちようあかねなかた

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根西半郷・みとちようあかねにしはんごう

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根野竹・みとちようあかねのたけ

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根半郷・みとちようあかねはんごう

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根前浜・みとちようあかねまえはま

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根松葉・みとちようあかねまつはﾞ

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根宮前・みとちようあかねみやまえ

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根屋敷・みとちようあかねやしき

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根谷田入・みとちようあかねやだいり

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町赤根山田・みとちようあかねやまだ

　　４４１-０３１６・愛知県豊川市御津町安礼の崎・みとちようあれのさき

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草・みとちようおおくさ

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草上竹・みとちようおおくさうえたけ

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草大森・みとちようおおくさおおもり

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草神場・みとちようおおくさかんはﾞ

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草西郷・みとちようおおくささいごう

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草新田・みとちようおおくさしんでん

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草神田・みとちようおおくさじんでん

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草外新田・みとちようおおくさそとしんでん

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草東郷・みとちようおおくさとうごう

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草西浜・みとちようおおくさにしはま

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草西分莚・みとちようおおくさにしふんむしろ

　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草分莚・みとちようおおくさふんむしろ



　　４４１-０３１５・愛知県豊川市御津町大草向野・みとちようおおくさむかいの

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬・みとちようおんま

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬梅田・みとちようおんまうめだ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬加美・みとちようおんまかみ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬川端・みとちようおんまかわはﾞた

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬塩入・みとちようおんましおいり

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬塩浜・みとちようおんましおはま

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬膳田・みとちようおんまぜんだ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬玉袋・みとちようおんまたまふくろ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬剱・みとちようおんまつるぎ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬中島・みとちようおんまなかじま

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬仲田・みとちようおんまなかだ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬長床・みとちようおんまながとこ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬流田・みとちようおんまながれだ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬西・ みとちようおんまにじ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬西梅・みとちようおんまにしうめ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬野添・みとちようおんまのぞえ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬浜田・みとちようおんまはまた

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬東・ みとちようおんまひがじ

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬宮浦・みとちようおんまみやうら

　　４４１-０３１１・愛知県豊川市御津町御馬向道・みとちようおんまむかいみち

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野・みとちようかねの

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野青木・みとちようかねのあおき

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野油田・みとちようかねのあぶらだ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野石田・みとちようかねのいしだ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野稲場・みとちようかねのいなはﾞ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野岩本・みとちようかねのいわもと

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野上野・みとちようかねのうえの

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野籠田・みとちようかねのかごた

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野上沢・みとちようかねのかみさわ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野観音寺・みとちようかねのかんのんじ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野国坂・みとちようかねのくにざか

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野郷作・みとちようかねのごうさく

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野五反田・みとちようかねのごたんだ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野小根沢・みとちようかねのこねざわ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野猿沢・みとちようかねのさるさわ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野下・みとちようかねのした

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野下ノ前・みとちようかねのしものまえ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野新砂田・みとちようかねのしんすなた

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野新山影・みとちようかねのしんやまかげ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野砂田・みとちようかねのすなた

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野竹入・みとちようかねのたけいり

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野足見・みとちようかねのたるみ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野徳寒・みとちようかねのとくさぶ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野中切・みとちようかねのなかぎり

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野中畑・みとちようかねのなかはﾞた

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野西沢・みとちようかねのにしざわ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野灰野坂・みとちようかねのはいのざか

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野長谷沢・みとちようかねのはせざわ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野東河津・みとちようかねのひがしかわつﾞ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野東田・みとちようかねのひがしだ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野東畑・みとちようかねのひがしはﾞた

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野桧河津・みとちようかねのひのきかわつﾞ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野深沢・みとちようかねのふかざわ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野深田・みとちようかねのふかだ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野袋田・みとちようかねのふくろだ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野藤ケ山・みとちようかねのふじがやま

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野藤久保・みとちようかねのふじくほﾞ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野見竹・みとちようかねのみたけ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野山影・みとちようかねのやまかげ

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野山本・みとちようかねのやまもと

　　４４１-０３２３・愛知県豊川市御津町金野横手・みとちようかねのよこて

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇・みとちようかみさわき

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇雨田・みとちようかみさわきあめだ

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇犬田・みとちようかみさわきいぬた

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇大郡・みとちようかみさわきおおごおり

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇河原田・みとちようかみさわきかわはらだ

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇観音堂・みとちようかみさわきかんのんどう

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇北区・みとちようかみさわききたく

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇中区・みとちようかみさわきなかく



　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇西区・みとちようかみさわきにしく

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇西ノ貝津・みとちようかみさわきにしのがいつ

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇二本松・みとちようかみさわきにほんまつ

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇野川・みとちようかみさわきのがわ

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇野添・みとちようかみさわきのぞえ

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇花ノ木・みとちようかみさわきはなのき

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇東区・みとちようかみさわきひがしく

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇深田・みとちようかみさわきふかだ

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇松下・みとちようかみさわきまつした

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇南区・みとちようかみさわきみなみく

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇屋敷・みとちようかみさわきやしき

　　４４１-０３０１・愛知県豊川市御津町上佐脇六反畑・みとちようかみさわきろくたんはﾞた

　　４４１-０３０４・愛知県豊川市御津町佐脇浜・みとちようさわきはま

　　４４１-０３０４・愛知県豊川市御津町佐脇浜一号地・みとちようさわきはま１ごうち

　　４４１-０３０４・愛知県豊川市御津町佐脇浜二号地・みとちようさわきはま２ごうち

　　４４１-０３０４・愛知県豊川市御津町佐脇浜三号地・みとちようさわきはま３ごうち

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇・みとちようしもさわき

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇洗出・ みとちようしもさわきあらいだじ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇荒古・みとちようしもさわきあらこ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇新屋・みとちようしもさわきあらや

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇市場・みとちようしもさわきいちはﾞ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇院田・みとちようしもさわきいんでん

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇梅田・みとちようしもさわきうめだ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇籠畑・みとちようしもさわきかごはﾞた

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇鎌田・みとちようしもさわきかまだ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇河田・みとちようしもさわきかわだ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇北浦・みとちようしもさわききたうら

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇義郎・みとちようしもさわきぎろう

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇九作・みとちようしもさわきくさく

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇郷中・みとちようしもさわきごうなか

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇御所・みとちようしもさわきごしよ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇佐脇原・みとちようしもさわきさわきはﾞら

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇新洗出・ みとちようしもさわきしんあらいだじ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇新梅田・みとちようしもさわきしんうめだ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇新畑・みとちようしもさわきしんはﾞた

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇是願・みとちようしもさわきぜがん

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇高畑・みとちようしもさわきたかはﾞた

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇田熊・みとちようしもさわきたぐま

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇玉袋・みとちようしもさわきたまふくろ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇出口・みとちようしもさわきでぐち

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇天神・みとちようしもさわきてんじん

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇仲荒・みとちようしもさわきなかあれ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇仲ノ坪・みとちようしもさわきなかのつほﾞ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇縄口・みとちようしもさわきなわぐち

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇縄手・みとちようしもさわきなわて

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇野口・みとちようしもさわきのぐち

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇野先・みとちようしもさわきのざき

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇八尻・みとちようしもさわきはちじり

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇八反田・みとちようしもさわきはつたんだ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇羽鳥・みとちようしもさわきはとり

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇花ノ木・みとちようしもさわきはなのき

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇浜道・みとちようしもさわきはまみち

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇引通・ みとちようしもさわきひきとおじ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇広野・みとちようしもさわきひろの

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇平次・みとちようしもさわきへいじ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇堀合・みとちようしもさわきほりあい

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇待井・みとちようしもさわきまちい

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇都・みとちようしもさわきみやこ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇宮前・みとちようしもさわきみやまえ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇宮本・みとちようしもさわきみやもと

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇村上・みとちようしもさわきむらかみ

　　４４１-０３０２・愛知県豊川市御津町下佐脇山崎・みとちようしもさわきやまざき

　　４４１-０３０３・愛知県豊川市御津町新田・みとちようしんでん

　　４４１-０３０３・愛知県豊川市御津町新田洗出・ みとちようしんでんあらいだじ

　　４４１-０３０３・愛知県豊川市御津町新田新砂山・みとちようしんでんしんすなやま

　　４４１-０３０３・愛知県豊川市御津町新田砂山・みとちようしんでんすなやま

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢・みとちようとよさわ

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢赤羽根・みとちようとよさわあかはﾞね

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢石堂野・みとちようとよさわいしどうの

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢入ノ口・みとちようとよさわいりのくち



　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢上野山・みとちようとよさわうえのやま

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢後田・みとちようとよさわうしろだ

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢大蔵・みとちようとよさわおおくら

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢大沢・みとちようとよさわおおさわ

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢大坪・みとちようとよさわおおつほﾞ

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢川原・みとちようとよさわかわはら

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢久蔵・みとちようとよさわきゆうぞう

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢蔵下・みとちようとよさわくらした

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢小沢・みとちようとよさわこざわ

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢小山・みとちようとよさわこやま

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢沢渡・みとちようとよさわさわたり

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢篠川・みとちようとよさわしのかわ

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢新小山・みとちようとよさわしんこやま

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢新杉下・みとちようとよさわしんすぎした

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢杉下・みとちようとよさわすぎした

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢樽美・みとちようとよさわたるみ

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢払田・みとちようとよさわはらいでん

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢引釣・みとちようとよさわひきつり

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢松田・みとちようとよさわまつだ

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢松ノ下・みとちようとよさわまつのした

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢三沢・みとちようとよさわみさわ

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢弥勒寺・みとちようとよさわみろくじ

　　４４１-０３２２・愛知県豊川市御津町豊沢薬堂・みとちようとよさわやくどう

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野・みとちようなぎの

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野楠木・みとちようなぎのくすのき

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野久呂下・みとちようなぎのくろした

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野新屋敷・みとちようなぎのしんやしき

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野高畑・みとちようなぎのたかはﾞた

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野丁田・みとちようなぎのちようだ

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野仲田・みとちようなぎのなかだ

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野仲ノ坪・みとちようなぎのなかのつほﾞ

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野浜新田・みとちようなぎのはましんでん

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野堀合・みとちようなぎのほりあい

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野宮永・みとちようなぎのみやなが

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野村崎・みとちようなぎのむらさき

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野餅田・みとちようなぎのもちだ

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野柳原・みとちようなぎのやなぎはら

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野山下・みとちようなぎのやました

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野六角・みとちようなぎのろくかく

　　４４１-０３１３・愛知県豊川市御津町泙野六反田・みとちようなぎのろくたんだ

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方・みとちようにしがた

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方揚浜・みとちようにしがたあげはま

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方入浜・みとちようにしがたいりはま

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方井領田・みとちようにしがたいりようだ

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方狐塚・みとちようにしがたきつねつﾞか

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方九策・みとちようにしがたくさく

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方源農・みとちようにしがたげんのう

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方小貝津・みとちようにしがたこがいつ

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方下浜道・みとちようにしがたしもはまみち

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方常ノ口・みとちようにしがたじようのくち

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方長田・みとちようにしがたちようだ

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方樋田・みとちようにしがたといだ

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方中道・みとちようにしがたなかみち

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方中屋敷・みとちようにしがたなかやしき

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方梨野・みとちようにしがたなしの

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方浜田・みとちようにしがたはまだ

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方日暮・ みとちようにしがたひぐらじ

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方広田・みとちようにしがたひろた

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方松本・みとちようにしがたまつもと

　　４４１-０３１２・愛知県豊川市御津町西方宮長・みとちようにしがたみやなが

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石・ みとちようひろいじ

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石石堂野・みとちようひろいしいしどうの

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石市場・みとちようひろいしいちはﾞ

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石後畠・みとちようひろいしうしろはﾞた

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石越川・みとちようひろいしおつかわ

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石金堂・みとちようひろいしかなどう

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石蛇塚・みとちようひろいしくちなわつﾞか

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石高坂・みとちようひろいしこうざか

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石小城前・みとちようひろいしこじろまえ

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石五反田・みとちようひろいしごたんだ



　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石小前・みとちようひろいしこまえ

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石新宮山・みとちようひろいししんぐうさん

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石千路・みとちようひろいしせんじ

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石竹本・みとちようひろいしたけもと

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石枋ケ坪・みとちようひろいしとちがつほﾞ

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石永井田・みとちようひろいしながいだ

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石祢宜田・みとちようひろいしねぎでん

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石祓田・みとちようひろいしはらいでん

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石日暮・ みとちようひろいしひぐらじ

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石広国・みとちようひろいしひろくに

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石船津・みとちようひろいしふなつ

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石船山・みとちようひろいしふなやま

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石神子田・みとちようひろいしみこでん

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石御津山・みとちようひろいしみとやま

　　４４１-０３２１・愛知県豊川市御津町広石横町・みとちようひろいしよこまち

　　４４１-０３１４・愛知県豊川市御津町御幸浜・みとちようみゆきはま

　　４４１-０３１４・愛知県豊川市御津町御幸浜一号地・みとちようみゆきはま１ごうち

　　４４２-００４９・愛知県豊川市緑町・みどりまち

　　４４２-０８８９・愛知県豊川市南大通・みなみおおどおり

　　４４２-０００８・愛知県豊川市南千両・みなみちぎり

　　４４２-０８０５・愛知県豊川市三谷原町・みやはらちよう

　　４４２-００１６・愛知県豊川市美幸町・みゆきちよう

　　４４２-０８２５・愛知県豊川市美和通・みわどおり

　　４４２-０８０３・愛知県豊川市向河原町・むこうがわらちよう

　　４４２-０８４６・愛知県豊川市森・もり

　　４４２-００３７・愛知県豊川市門前町・もんぜんちよう

　　４４２-０８０７・愛知県豊川市谷川町・やがわちよう

　　４４２-０８７３・愛知県豊川市山道町・やまみちちよう

　　４４２-０８３１・愛知県豊川市弥生町・やよいちよう

　　４４２-０８５７・愛知県豊川市八幡町・やわたちよう

　　４４２-０８０８・愛知県豊川市豊が丘町・ゆたかがおかちよう

　　４４２-０８３９・愛知県豊川市四ツ谷町・よつやちよう

　　４４２-０００２・愛知県豊川市六角町・ろつかくちよう

　　４４２-００６５・愛知県豊川市若鳩町・わかはﾞとちよう

　　４４２-００４７・愛知県豊川市若宮町・わかみやちよう

　　４９６-００００・愛知県津島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４９６-０００１・愛知県津島市青塚町・あおつかちよう

　　４９６-００３６・愛知県津島市愛宕町・あたごちよう

　　４９６-０８４２・愛知県津島市筏場町・いかだはﾞちよう

　　４９６-０８２８・愛知県津島市池須町・いけすちよう

　　４９６-０８０６・愛知県津島市池麩町・いけふちよう

　　４９６-０８７３・愛知県津島市一本木町・いつほﾟんぎちよう

　　４９６-０８０３・愛知県津島市今市場町・いまいちはﾞちよう

　　４９６-００３３・愛知県津島市杁前町・いりまえちよう

　　４９６-００１８・愛知県津島市牛田町・うしだちよう

　　４９６-０００８・愛知県津島市宇治町・うじちよう

　　４９６-００３１・愛知県津島市埋田町・うめだちよう

　　４９６-０８２７・愛知県津島市浦方町・うらかたちよう

　　４９６-０８４５・愛知県津島市永楽町・えいらくちよう

　　４９６-０８６７・愛知県津島市江川町・えがわちよう

　　４９６-０８５５・愛知県津島市江東町・えとうちよう

　　４９６-０８７４・愛知県津島市江西町・えにしちよう

　　４９６-０８５４・愛知県津島市老松町・おいまつちよう

　　４９６-００１２・愛知県津島市大坪町・おおつほﾞちよう

　　４９６-０８７６・愛知県津島市大縄町・おおなわちよう

　　４９６-０８１３・愛知県津島市片岡町・かたおかちよう

　　４９６-０８２６・愛知県津島市片町・かたまち

　　４９６-０８２４・愛知県津島市金町・かなまち

　　４９６-００１４・愛知県津島市金柳町・かなやなぎちよう

　　４９６-０８１２・愛知県津島市兼平町・かねひらちよう

　　４９６-００２３・愛知県津島市鹿伏兎町・かぶとちよう

　　４９６-０８２３・愛知県津島市上河原町・かみがわらちよう

　　４９６-０８７１・愛知県津島市上新田町・かみしんでんちよう

　　４９６-０８６３・愛知県津島市上之町・かみのまち

　　４９６-０００５・愛知県津島市神守町・かもりちよう

　　４９６-００２６・愛知県津島市唐臼町・からうすちよう

　　４９６-０８７７・愛知県津島市河田町・かわだちよう

　　４９６-０８６９・愛知県津島市河原町・かわらちよう

　　４９６-００１３・愛知県津島市神尾町・かんのちよう

　　４９６-０８６１・愛知県津島市観音町・かんのんちよう



　　４９６-０８１７・愛知県津島市北町・きたまち

　　４９６-０８１１・愛知県津島市喜楽町・きらくちよう

　　４９６-０００７・愛知県津島市光正寺町・こうしようじちよう

　　４９６-００１５・愛知県津島市高台寺町・こうたいじちよう

　　４９６-００２２・愛知県津島市越津町・こしつﾞちよう

　　４９６-０８２９・愛知県津島市寿町・ことぶきちよう

　　４９６-０８１５・愛知県津島市米之座町・こめのざちよう

　　４９６-０８１６・愛知県津島市米町・こめまち

　　４９６-０８６８・愛知県津島市申塚町・さるつﾞかちよう

　　４９６-００２９・愛知県津島市下切町・しもぎりちよう

　　４９６-０８７５・愛知県津島市下新田町・しもしんでんちよう

　　４９６-０８０９・愛知県津島市昭和町・しようわちよう

　　４９６-００１６・愛知県津島市白浜町・しらはまちよう

　　４９６-０８２１・愛知県津島市城之越町・しろのこしちよう

　　４９６-０８６２・愛知県津島市城山町・しろやまちよう

　　４９６-００２７・愛知県津島市新開・しんがい

　　４９６-００７１・愛知県津島市新開町・しんがいちよう

　　４９６-０８５１・愛知県津島市神明町・しんめいちよう

　　４９６-０００６・愛知県津島市大木町・だいぎちよう

　　４９６-０８４８・愛知県津島市大慶寺町・たいけいじちよう

　　４９６-０８３７・愛知県津島市大政町・たいせいちよう

　　４９６-００４１・愛知県津島市高畑町・たかはたちよう

　　４９６-０８２２・愛知県津島市高屋敷町・たかやしきちよう

　　４９６-０８０８・愛知県津島市宝町・たからまち

　　４９６-００３８・愛知県津島市橘町・たちはﾞなちよう

　　４９６-００４４・愛知県津島市立込町・たてこみちよう

　　４９６-００２７・愛知県津島市津島・つしま

　　４９６-００２１・愛知県津島市椿市町・つはﾞいちちよう

　　４９６-０００３・愛知県津島市寺野町・てらのちよう

　　４９６-００４２・愛知県津島市寺前町・てらまえちよう

　　４９６-０８０７・愛知県津島市天王通・てんのうどおり

　　４９６-０８３２・愛知県津島市東洋町・とうようちよう

　　４９６-０８３３・愛知県津島市常盤町・ときわちよう

　　４９６-００２５・愛知県津島市中一色町・なかいしきちよう

　　４９６-０８４７・愛知県津島市中地町・なかじちよう

　　４９６-０８３６・愛知県津島市中野町・なかのちよう

　　４９６-０８６４・愛知県津島市中之町・なかのまち

　　４９６-００３７・愛知県津島市西愛宕町・にしあたごちよう

　　４９６-０８０２・愛知県津島市錦町・にしきまち

　　４９６-０８４９・愛知県津島市西御堂町・にしみどうちよう

　　４９６-００４７・愛知県津島市西柳原町・にしやなぎはらちよう

　　４９６-００２８・愛知県津島市日光・につこう

　　４９６-０８５２・愛知県津島市祢宜町・ねぎまち

　　４９６-０００９・愛知県津島市葉苅町・はかりちよう

　　４９６-０８２５・愛知県津島市橋詰町・はしつﾞめちよう

　　４９６-０８６５・愛知県津島市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　４９６-００２４・愛知県津島市半頭町・はんがしらちよう

　　４９６-００１１・愛知県津島市莪原町・はﾞいはﾞらちよう

　　４９６-００３５・愛知県津島市東愛宕町・ひがしあだごちよう

　　４９６-０８４６・愛知県津島市東中地町・ひがしなかじちよう

　　４９６-００４５・愛知県津島市東柳原町・ひがしやなぎはらちよう

　　４９６-００１７・愛知県津島市百町・ひやくちよう

　　４９６-０００４・愛知県津島市蛭間町・ひるまちよう

　　４９６-００３２・愛知県津島市深坪町・ふかつほﾞちよう

　　４９６-０８３９・愛知県津島市藤川町・ふじかわちよう

　　４９６-００４８・愛知県津島市藤里町・ふじさとちよう

　　４９６-０８０１・愛知県津島市藤浪町・ふじなみちよう

　　４９６-０８４３・愛知県津島市舟戸町・ふなどちよう

　　４９６-００４３・愛知県津島市古川・ふるかわ

　　４９６-００４３・愛知県津島市古川町・ふるかわちよう

　　４９６-０８０５・愛知県津島市本町・ほんまち

　　４９６-０００２・愛知県津島市牧野町・まきのちよう

　　４９６-０８１９・愛知県津島市又吉町・またきちちよう

　　４９６-０８７２・愛知県津島市松ケ下町・まつがしたちよう

　　４９６-０８１８・愛知県津島市松原町・まつはﾞらちよう

　　４９６-０８３１・愛知県津島市瑞穂町・みずほちよう

　　４９６-０８３５・愛知県津島市皆戸町・みなとちよう

　　４９６-００７２・愛知県津島市南新開町・みなみしんがいちよう

　　４９６-０８３４・愛知県津島市南本町・みなみほんまち

　　４９６-０８５７・愛知県津島市南門前町・みなみもんぜんちよう



　　４９６-０８５３・愛知県津島市宮川町・みやがわちよう

　　４９６-０８３８・愛知県津島市明天町・めいてんちよう

　　４９６-００３４・愛知県津島市元寺町・もとでらちよう

　　４９６-００１９・愛知県津島市百島町・ももじまちよう

　　４９６-０８４４・愛知県津島市薬師町・やくしちよう

　　４９６-００４６・愛知県津島市柳原町・やなぎはらちよう

　　４９６-０８６６・愛知県津島市大和町・やまとちよう

　　４９６-０８０４・愛知県津島市弥生町・やよいちよう

　　４９６-０８４１・愛知県津島市横町・よこまち

　　４９６-０８１４・愛知県津島市良王町・りようおうちよう

　　４９６-０８５６・愛知県津島市瑠璃小路町・るりこうじちよう

　　４４７-００００・愛知県碧南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４７-０８６２・愛知県碧南市相生町・あいおいまち

　　４４７-０８６６・愛知県碧南市明石町・あかしまち

　　４４７-００２２・愛知県碧南市旭町・あさひまち

　　４４７-０８６５・愛知県碧南市浅間町・あさままち

　　４４７-００８３・愛知県碧南市油渕町・あぶらふちまち

　　４４７-０８１３・愛知県碧南市雨池町・あまいけまち

　　４４７-００６８・愛知県碧南市荒居町・あらいまち

　　４４７-００３８・愛知県碧南市荒子町・あらこまち

　　４４７-０００２・愛知県碧南市井口町・いぐちまち

　　４４７-００２３・愛知県碧南市池下町・いけしたまち

　　４４７-０８５８・愛知県碧南市石橋町・いしはﾞしまち

　　４４７-０８３７・愛知県碧南市伊勢町・いせまち

　　４４７-０８２１・愛知県碧南市稲荷町・いなりまち

　　４４７-０８３１・愛知県碧南市入船町・いりふねまち

　　４４７-００４７・愛知県碧南市植出町・うえだしまち

　　４４７-０８２５・愛知県碧南市江口町・えぐちまち

　　４４７-０００８・愛知県碧南市大久手町・おおくてまち

　　４４７-００１２・愛知県碧南市大坪町・おおつほﾞまち

　　４４７-００２５・愛知県碧南市大堤町・おおつﾞつみまち

　　４４７-０８５７・愛知県碧南市大浜上町・おおはまかみまち

　　４４７-００１７・愛知県碧南市奥沢町・おくさわまち

　　４４７-００１４・愛知県碧南市長田町・おさだまち

　　４４７-００３６・愛知県碧南市尾城町・おじろまち

　　４４７-０８４７・愛知県碧南市音羽町・おとはまち

　　４４７-００４５・愛知県碧南市篭田町・かごたまち

　　４４７-０８８８・愛知県碧南市春日町・かすがまち

　　４４７-０８８１・愛知県碧南市霞浦町・かすみうらまち

　　４４７-００８５・愛知県碧南市金山町・かなやままち

　　４４７-００２８・愛知県碧南市神有町・かみありまち

　　４４７-００７４・愛知県碧南市上町・かみまち

　　４４７-００２４・愛知県碧南市亀穴町・かめあなまち

　　４４７-０８２２・愛知県碧南市河方町・かわかたまち

　　４４７-０８２３・愛知県碧南市川口町・かわぐちちよう

　　４４７-０８１７・愛知県碧南市川端町・かわはﾞたまち

　　４４７-００１６・愛知県碧南市神田町・かんだまち

　　４４７-０００３・愛知県碧南市雁道町・がんみちまち

　　４４７-００３２・愛知県碧南市北浦町・きたうらまち

　　４４７-０００１・愛知県碧南市北町・きたまち

　　４４７-００６５・愛知県碧南市久沓町・くぐつまち

　　４４７-０８７３・愛知県碧南市栗山町・くりやままち

　　４４７-０８７２・愛知県碧南市源氏神明町・げんじしんめいまち

　　４４７-０８８６・愛知県碧南市源氏町・げんじまち

　　４４７-００３４・愛知県碧南市鴻島町・こうじままち

　　４４７-０８２４・愛知県碧南市港南町・こうなんまち

　　４４７-０８７１・愛知県碧南市向陽町・こうようまち

　　４４７-００８２・愛知県碧南市湖西町・こせいまち

　　４４７-０８０９・愛知県碧南市小屋下町・こやしたまち

　　４４７-０８３３・愛知県碧南市権現町・ごんげんまち

　　４４７-０８３８・愛知県碧南市権田町・ごんだまち

　　４４７-００４３・愛知県碧南市幸町・さいわいまち

　　４４７-０８７７・愛知県碧南市栄町・さかえまち

　　４４７-００８７・愛知県碧南市坂口町・さかぐちまち

　　４４７-０８７４・愛知県碧南市作塚町・さくつﾞかまち

　　４４７-００５３・愛知県碧南市笹山町・ささやままち

　　４４７-０８７９・愛知県碧南市沢渡町・さわたりまち

　　４４７-０８０３・愛知県碧南市三角町・さんかくまち

　　４４７-０８０６・愛知県碧南市三間町・さんげんまち

　　４４７-００６１・愛知県碧南市三度山町・さんどやままち



　　４４７-０８８７・愛知県碧南市汐田町・しおたまち

　　４４７-０８４１・愛知県碧南市塩浜町・しおはままち

　　４４７-０８２８・愛知県碧南市潮見町・しおみまち

　　４４７-０８１６・愛知県碧南市志貴崎町・しきさきまち

　　４４７-０８８５・愛知県碧南市志貴町・しきまち

　　４４７-００７８・愛知県碧南市島池町・しまいけまち

　　４４７-００７２・愛知県碧南市清水町・しみずまち

　　４４７-０８８３・愛知県碧南市下洲町・しもすまち

　　４４７-００２７・愛知県碧南市照光町・しようこうまち

　　４４７-００１３・愛知県碧南市白沢町・しろさわまち

　　４４７-００７６・愛知県碧南市白砂町・しろすなまち

　　４４７-００３７・愛知県碧南市城山町・しろやままち

　　４４７-０８６３・愛知県碧南市新川町・しんかわまち

　　４４７-００５２・愛知県碧南市新道町・しんみちまち

　　４４７-００４４・愛知県碧南市末広町・すえひろまち

　　４４７-００８６・愛知県碧南市洲先町・すさきまち

　　４４７-０８５４・愛知県碧南市須磨町・すままち

　　４４７-００５８・愛知県碧南市住吉町・すみよしまち

　　４４７-００５６・愛知県碧南市千福町・せんぶくまち

　　４４７-０８７５・愛知県碧南市善明町・ぜんめいまち

　　４４７-０００６・愛知県碧南市宝町・たからまち

　　４４７-０００７・愛知県碧南市竹原町・たけはらまち

　　４４７-０８６７・愛知県碧南市田尻町・たじりまち

　　４４７-００７５・愛知県碧南市立山町・たてやままち

　　４４７-０８１５・愛知県碧南市棚尾本町・たなおほんまち

　　４４７-０８３４・愛知県碧南市玉津浦町・たまつうらまち

　　４４７-０８４９・愛知県碧南市築山町・つきやままち

　　４４７-００５７・愛知県碧南市鶴見町・つるみまち

　　４４７-００３３・愛知県碧南市天神町・てんじんまち

　　４４７-０８５５・愛知県碧南市天王町・てんのうまち

　　４４７-０８６４・愛知県碧南市道場山町・どうじようやままち

　　４４７-００７３・愛知県碧南市鳥追町・とりおいまち

　　４４７-０８１２・愛知県碧南市中江町・なかえまち

　　４４７-００４２・愛知県碧南市中後町・なかごまち

　　４４７-０８２９・愛知県碧南市中田町・なかたまち

　　４４７-０８４６・愛知県碧南市中町・なかまち

　　４４７-０８５９・愛知県碧南市中松町・なかまつまち

　　４４７-００３５・愛知県碧南市中山町・なかやままち

　　４４７-００２１・愛知県碧南市縄手町・なわてまち

　　４４７-０８４８・愛知県碧南市錦町・にしきまち

　　４４７-０８４３・愛知県碧南市西浜町・にしはままち

　　４４７-００６４・愛知県碧南市西山町・にしやままち

　　４４７-０８８２・愛知県碧南市日進町・につしんまち

　　４４７-００２９・愛知県碧南市二本木町・にほんぎまち

　　４４７-０８０１・愛知県碧南市野銭町・のせんまち

　　４４７-０８７６・愛知県碧南市野田町・のだまち

　　４４７-０８５１・愛知県碧南市羽根町・はねまち

　　４４７-００５５・愛知県碧南市浜尾町・はまおまち

　　４４７-０８４２・愛知県碧南市浜田町・はまだまち

　　４４７-０８４５・愛知県碧南市浜寺町・はまでらまち

　　４４７-０８５３・愛知県碧南市浜町・はままち

　　４４７-００１５・愛知県碧南市半崎町・はんざきまち

　　４４７-０８８９・愛知県碧南市東浦町・ひがしうらまち

　　４４７-００５１・愛知県碧南市東山町・ひがしやままち

　　４４７-００１１・愛知県碧南市平山町・ひらやままち

　　４４７-００６７・愛知県碧南市広見町・ひろみまち

　　４４７-００８１・愛知県碧南市吹上町・ふきあげまち

　　４４７-００４８・愛知県碧南市福清水町・ふくしみずまち

　　４４７-０８０７・愛知県碧南市伏見町・ふしみまち

　　４４７-００８８・愛知県碧南市札木町・ふだきまち

　　４４７-０８１１・愛知県碧南市舟江町・ふなえまち

　　４４７-００５４・愛知県碧南市踏分町・ふみわけまち

　　４４７-００６２・愛知県碧南市古川町・ふるかわまち

　　４４７-０８８４・愛知県碧南市平七町・へいしちまち

　　４４７-００８４・愛知県碧南市平和町・へいわまち

　　４４７-００４６・愛知県碧南市堀方町・ほりかたまち

　　４４７-０８５２・愛知県碧南市本郷町・ほんごうまち

　　４４７-０８２７・愛知県碧南市前浜町・まえはままち

　　４４７-０８６８・愛知県碧南市松江町・まつえまち

　　４４７-００７９・愛知県碧南市松原町・まつはﾞらまち



　　４４７-０８７８・愛知県碧南市松本町・まつもとまち

　　４４７-００６６・愛知県碧南市丸山町・まるやままち

　　４４７-００３１・愛知県碧南市見合町・みあいまち

　　４４７-０８３２・愛知県碧南市岬町・みさきまち

　　４４７-００４１・愛知県碧南市緑町・みどりまち

　　４４７-０８４４・愛知県碧南市港本町・みなとほんまち

　　４４７-００２６・愛知県碧南市三宅町・みやけまち

　　４４７-０８５６・愛知県碧南市宮後町・みやごまち

　　４４７-０８３５・愛知県碧南市宮町・みやまち

　　４４７-００７１・愛知県碧南市桃山町・ももやままち

　　４４７-００７７・愛知県碧南市屋敷町・やしきまち

　　４４７-０８０５・愛知県碧南市矢縄町・やなわまち

　　４４７-０８６９・愛知県碧南市山神町・やまがみまち

　　４４７-００６３・愛知県碧南市山下町・やましたまち

　　４４７-０８１４・愛知県碧南市弥生町・やよいまち

　　４４７-０００４・愛知県碧南市用久町・ようきゆうまち

　　４４７-０８２６・愛知県碧南市葭生町・よしおいまち

　　４４７-０８０４・愛知県碧南市流作町・りゆうさくまち

　　４４７-０８６１・愛知県碧南市六軒町・ろつけんまち

　　４４７-０８３６・愛知県碧南市若松町・わかまつまち

　　４４７-０００５・愛知県碧南市若水町・わかみずまち

　　４４７-０８１８・愛知県碧南市若宮町・わかみやまち

　　４４７-０８０８・愛知県碧南市鷲塚町・わしつﾞかまち

　　４４７-０８０２・愛知県碧南市鷲林町・わしはﾞやしまち

　　４４８-００００・愛知県刈谷市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４８-００２７・愛知県刈谷市相生町・あいおいちよう

　　４４８-０８３８・愛知県刈谷市逢妻町・あいつﾞまちよう

　　４４８-００１４・愛知県刈谷市青山町・あおやまちよう

　　４４８-００３２・愛知県刈谷市朝日町・あさひまち

　　４４８-０８１４・愛知県刈谷市荒井町・あらいちよう

　　４４８-０００１・愛知県刈谷市井ケ谷町・いがやちよう

　　４４８-００４４・愛知県刈谷市池田町・いけだちよう

　　４４８-００２２・愛知県刈谷市一色町・いしきちよう

　　４４８-０００４・愛知県刈谷市泉田町・いずみだちよう

　　４４８-０８０１・愛知県刈谷市板倉町・いたくらちよう

　　４４８-００４１・愛知県刈谷市一番町・いちはﾞんちよう

　　４４８-０００２・愛知県刈谷市一里山町・いちりやまちよう

　　４４８-００３８・愛知県刈谷市稲場町・いなはﾞちよう

　　４４８-０００８・愛知県刈谷市今岡町・いまおかちよう

　　４４８-０００５・愛知県刈谷市今川町・いまがわちよう

　　４４８-０８５７・愛知県刈谷市大手町・おおてまち

　　４４８-０８１３・愛知県刈谷市小垣江町・おがきえちよう

　　４４８-０８０８・愛知県刈谷市沖野町・おきのちよう

　　４４８-００４３・愛知県刈谷市小山町・おやまちよう

　　４４８-００１３・愛知県刈谷市恩田町・おんだちよう

　　４４８-００１２・愛知県刈谷市上重原町・かみしげはらちよう

　　４４８-０８５１・愛知県刈谷市神田町・かんだちよう

　　４４８-０８４５・愛知県刈谷市銀座・ぎんざ

　　４４８-０８３１・愛知県刈谷市熊野町・くまのちよう

　　４４８-０８５６・愛知県刈谷市寿町・ことぶきちよう

　　４４８-０８３７・愛知県刈谷市衣崎町・ころもざきちよう

　　４４８-００２５・愛知県刈谷市幸町・さいわいちよう

　　４４８-００２８・愛知県刈谷市桜町・さくらまち

　　４４８-００２３・愛知県刈谷市重原本町・しげはらほんまち

　　４４８-００２４・愛知県刈谷市下重原町・しもしげはらちよう

　　４４８-０８０６・愛知県刈谷市松栄町・しようえいちよう

　　４４８-００２９・愛知県刈谷市昭和町・しようわちよう

　　４４８-０８３３・愛知県刈谷市城町・しろまち

　　４４８-０８４３・愛知県刈谷市新栄町・しんさかえまち

　　４４８-００１５・愛知県刈谷市新田町・しんでんちよう

　　４４８-００４５・愛知県刈谷市新富町・しんとみちよう

　　４４８-００３４・愛知県刈谷市神明町・しんめいちよう

　　４４８-０８０２・愛知県刈谷市末広町・すえひろちよう

　　４４８-０８５２・愛知県刈谷市住吉町・すみよしちよう

　　４４８-０８５５・愛知県刈谷市大正町・たいしようまち

　　４４８-００３７・愛知県刈谷市高倉町・たかくらちよう

　　４４８-０８１２・愛知県刈谷市高須町・たかすちよう

　　４４８-００４７・愛知県刈谷市高津波町・たかつなみちよう

　　４４８-０８５３・愛知県刈谷市高松町・たかまつちよう

　　４４８-０８４７・愛知県刈谷市宝町・たからまち



　　４４８-０８１１・愛知県刈谷市田町・たまち

　　４４８-００１１・愛知県刈谷市築地町・ついじちよう

　　４４８-０８３４・愛知県刈谷市司町・つかさちよう

　　４４８-０８４６・愛知県刈谷市寺横町・てらよこちよう

　　４４８-０８２４・愛知県刈谷市天王町・てんのうちよう

　　４４８-００３１・愛知県刈谷市東新町・とうしんちよう

　　４４８-０８４２・愛知県刈谷市東陽町・とうようちよう

　　４４８-０８４８・愛知県刈谷市豊田町・とよだちよう

　　４４８-０８２３・愛知県刈谷市中川町・なかがわちよう

　　４４８-０８１５・愛知県刈谷市中島町・なかじまちよう

　　４４８-００４９・愛知県刈谷市中手町・なかてちよう

　　４４８-００２６・愛知県刈谷市中山町・なかやまちよう

　　４４８-０００６・愛知県刈谷市西境町・にしざかいちよう

　　４４８-０８６２・愛知県刈谷市野田新町・のだしんまち

　　４４８-０８０３・愛知県刈谷市野田町・のだちよう

　　４４８-０８６１・愛知県刈谷市半城土北町・はじようどきたまち

　　４４８-０８０４・愛知県刈谷市半城土町・はじようどちよう

　　４４８-０８０５・愛知県刈谷市半城土中町・はじようどなかまち

　　４４８-０８１６・愛知県刈谷市半城土西町・はじようどにしまち

　　４４８-００２１・愛知県刈谷市八軒町・はちけんちよう

　　４４８-０８３２・愛知県刈谷市八幡町・はちまんちよう

　　４４８-０８３６・愛知県刈谷市浜町・はまちよう

　　４４８-００３９・愛知県刈谷市原崎町・はらさきちよう

　　４４８-０８１０・愛知県刈谷市場割町・はﾞわりちよう

　　４４８-０８０７・愛知県刈谷市東刈谷町・ひがしかりやちよう

　　４４８-０００７・愛知県刈谷市東境町・ひがしざかいちよう

　　４４８-００４６・愛知県刈谷市日高町・ひだかちよう

　　４４８-０００３・愛知県刈谷市一ツ木町・ひとつぎちよう

　　４４８-０８４４・愛知県刈谷市広小路・ひろこうじ

　　４４８-００４２・愛知県刈谷市広見町・ひろみちよう

　　４４８-０８５４・愛知県刈谷市富士見町・ふじみちよう

　　４４８-０８２２・愛知県刈谷市松坂町・まつざかちよう

　　４４８-００３３・愛知県刈谷市丸田町・まるたちよう

　　４４８-００４８・愛知県刈谷市三田町・みたちよう

　　４４８-０８３５・愛知県刈谷市港町・みなとまち

　　４４８-０８０９・愛知県刈谷市南沖野町・みなみおきのちよう

　　４４８-０８４１・愛知県刈谷市南桜町・みなみさくらまち

　　４４８-０８２１・愛知県刈谷市御幸町・みゆきちよう

　　４４８-０８２５・愛知県刈谷市元町・もとまち

　　４４８-００３５・愛知県刈谷市矢場町・やはﾞちよう

　　４４８-００３６・愛知県刈谷市山池町・やまいけちよう

　　４４８-０８５８・愛知県刈谷市若松町・わかまつちよう

　　４７１-００００・愛知県豊田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７１-００５２・愛知県豊田市逢妻町・あいつﾞまちよう

　　４７０-０３３５・愛知県豊田市青木町・あおきちよう

　　４７１-０８７３・愛知県豊田市秋葉町・あきはﾞちよう

　　４７１-０８３５・愛知県豊田市曙町・あけほﾞのちよう

　　４４４-２８３２・愛知県豊田市浅谷町・あざかいちよう

　　４７１-０８５８・愛知県豊田市朝日ケ丘・あさひがおか

　　４７１-００３１・愛知県豊田市朝日町・あさひまち

　　４４４-２８４３・愛知県豊田市旭八幡町・あさひやわたちよう

　　４４４-２４２３・愛知県豊田市安実京町・あじきようちよう

　　４４４-２８１７・愛知県豊田市明賀町・あすがちよう

　　４４４-２６０１・愛知県豊田市明川町・あすがわちよう

　　４４４-２５１３・愛知県豊田市足助白山町・あすけしらやまちよう

　　４４４-２４２４・愛知県豊田市足助町・あすけちよう

　　４４４-３２０２・愛知県豊田市阿蔵町・あぞうちよう

　　４４４-２４１８・愛知県豊田市綾渡町・あやどちよう

　　４７０-０３３３・愛知県豊田市荒井町・あらいちよう

　　４４４-３２１６・愛知県豊田市蘭町・あららぎちよう

　　４４４-２８２７・愛知県豊田市有間町・あんまちよう

　　４４４-２８０７・愛知県豊田市伊熊町・いくまちよう

　　４４４-２８２４・愛知県豊田市池島町・いけじまちよう

　　４７１-０００１・愛知県豊田市池田町・いけだちよう

　　４７３-０９２８・愛知県豊田市生駒町・いこまちよう

　　４４４-２８３７・愛知県豊田市一色町・いしきちよう

　　４７０-０４７１・愛知県豊田市石畳町・いしだたみちよう

　　４７０-０４６３・愛知県豊田市石飛町・いしとびちよう

　　４７０-０３２９・愛知県豊田市石野町・いしのちよう

　　４７１-０８０３・愛知県豊田市泉町・いずみちよう



　　４７１-０００６・愛知県豊田市市木町・いちぎちよう

　　４４４-２８２５・愛知県豊田市市平町・いちだいらちよう

　　４７０-０５７４・愛知県豊田市市場町・いちはﾞちよう

　　４７１-０８１４・愛知県豊田市五ケ丘・いつつがおか

　　４４１-２５１３・愛知県豊田市稲武町・いなぶちよう

　　４７０-０３７２・愛知県豊田市井上町・いのうえちよう

　　４４４-２３５４・愛知県豊田市井ノ口町・いのくちちよう

　　４７０-０３７４・愛知県豊田市伊保町・いほﾞちよう

　　４７１-０８２３・愛知県豊田市今町・いまちよう

　　４４４-２２２５・愛知県豊田市岩倉町・いわくらちよう

　　４７０-０５１５・愛知県豊田市岩下町・いわしたちよう

　　４７１-０００３・愛知県豊田市岩滝町・いわたきちよう

　　４４４-２３３１・愛知県豊田市岩谷町・いわやちよう

　　４７１-００１５・愛知県豊田市上野町・うえのちよう

　　４４４-２２０４・愛知県豊田市鵜ケ瀬町・うがせちよう

　　４４４-２８０１・愛知県豊田市牛地町・うしじちよう

　　４４４-２４１６・愛知県豊田市有洞町・うとうちよう

　　４７０-１２１１・愛知県豊田市畝部東町・うねべひがしまち

　　４７０-１２１９・愛知県豊田市畝部西町・うねべにしまち

　　４４４-２６０４・愛知県豊田市上八木町・うはﾞやぎちよう

　　４７１-００６４・愛知県豊田市梅坪町・うめつほﾞちよう

　　４４４-２４０６・愛知県豊田市漆畑町・うるしはﾞたちよう

　　４４４-３２０３・愛知県豊田市宇連野町・うれのちよう

　　４７１-０８６６・愛知県豊田市上挙母・うわごろも

　　４７０-０３４１・愛知県豊田市上原町・うわはらちよう

　　４７１-００６７・愛知県豊田市栄生町・えいせいちよう

　　４７０-０５６２・愛知県豊田市永太郎町・えいたろうちよう

　　４７０-１２０６・愛知県豊田市永覚新町・えかくしんまち

　　４７０-１２０５・愛知県豊田市永覚町・えかくちよう

　　４４４-２２０６・愛知県豊田市王滝町・おうたきちよう

　　４７１-００５８・愛知県豊田市大池町・おおいけちよう

　　４４４-２５０１・愛知県豊田市大井町・おおいちよう

　　４７０-０４０１・愛知県豊田市大岩町・おおいわちよう

　　４４４-２２１７・愛知県豊田市大内町・おおうちちよう

　　４７０-０５１１・愛知県豊田市大ケ蔵連町・おおがぞれちよう

　　４４４-２５２５・愛知県豊田市大河原町・おおかわらちよう

　　４４４-２５１１・愛知県豊田市大蔵町・おおくらちよう

　　４４４-３２０７・愛知県豊田市大桑町・おおくわちよう

　　４７０-０５３２・愛知県豊田市大坂町・おおさかちよう

　　４７３-０９３５・愛知県豊田市大島町・おおしまちよう

　　４７０-０３４２・愛知県豊田市大清水町・おおしみずちよう

　　４４４-２４０５・愛知県豊田市大蔵連町・おおぞうれんちよう

　　４７０-０５５５・愛知県豊田市大平町・おおだいらちよう

　　４４４-２６０３・愛知県豊田市大多賀町・おおたがちよう

　　４４４-２８１１・愛知県豊田市太田町・おおだちよう

　　４４４-２５１５・愛知県豊田市大塚町・おおつかちよう

　　４４４-２８２２・愛知県豊田市大坪町・おおつほﾞちよう

　　４４４-３２４２・愛知県豊田市大沼町・おおぬまちよう

　　４４１-２５１１・愛知県豊田市大野瀬町・おおのせちよう

　　４７０-０３５５・愛知県豊田市大畑町・おおはﾞたちよう

　　４７３-０９０２・愛知県豊田市大林町・おおはﾞやしちよう

　　４７０-０５５３・愛知県豊田市大洞町・おおほﾞらちよう

　　４７１-０８１５・愛知県豊田市大見町・おおみちよう

　　４７０-０５５２・愛知県豊田市乙ケ林町・おかはﾞやしちよう

　　４７１-０８５７・愛知県豊田市小川町・おがわちよう

　　４４４-２８１２・愛知県豊田市押井町・おしいちよう

　　４７０-１２０７・愛知県豊田市鴛鴨町・おしかもちよう

　　４７０-０３０３・愛知県豊田市押沢町・おしざわちよう

　　４４１-２５１６・愛知県豊田市押山町・おしやまちよう

　　４４１-２５２５・愛知県豊田市小田木町・おたぎちよう

　　４４４-２８０９・愛知県豊田市小滝野町・おたぎのちよう

　　４７１-００７２・愛知県豊田市落合町・おちあいちよう

　　４４４-２８４６・愛知県豊田市小渡町・おどちよう

　　４７０-０３４６・愛知県豊田市乙部ケ丘・おとべがおか

　　４７０-０３４７・愛知県豊田市乙部町・おとべちよう

　　４４４-２８４４・愛知県豊田市伯母沢町・おはﾞざわちよう

　　４７０-０５７２・愛知県豊田市小原大倉町・おはﾞらおおくらちよう

　　４７０-０５０２・愛知県豊田市小原北町・おはﾞらきたちよう

　　４７０-０５０１・愛知県豊田市小原田代町・おはﾞらたしろちよう

　　４７０-０５３１・愛知県豊田市小原町・おはﾞらちよう



　　４７０-０４６４・愛知県豊田市折平町・おりだいらちよう

　　４７０-０３２３・愛知県豊田市小呂町・おろちよう

　　４４４-２３３４・愛知県豊田市国閑町・かいごちよう

　　４７０-０３４８・愛知県豊田市貝津町・かいつﾞちよう

　　４７１-０８５５・愛知県豊田市柿本町・かきもとちよう

　　４４４-２３５２・愛知県豊田市篭林町・かごはやしちよう

　　４４４-２８１３・愛知県豊田市加塩町・かしおちよう

　　４７０-０５０５・愛知県豊田市柏ケ洞町・かしがほらちよう

　　４７０-０５３３・愛知県豊田市鍛治屋敷町・かじやしきちよう

　　４７０-１２１６・愛知県豊田市和会町・かずえちよう

　　４４４-２２１４・愛知県豊田市桂野町・かつらのちよう

　　４７１-０８７６・愛知県豊田市金谷町・かなやちよう

　　４７０-０３６４・愛知県豊田市加納町・かのうちよう

　　４４４-３２２３・愛知県豊田市蕪木町・かぶらきちよう

　　４７１-０８０４・愛知県豊田市神池町・かみいけちよう

　　４７３-０９３１・愛知県豊田市上丘町・かみおかちよう

　　４７０-０４２１・愛知県豊田市上川口町・かみかわぐちちよう

　　４４４-２８３６・愛知県豊田市上切町・かみぎりちよう

　　４４４-２５３１・愛知県豊田市上切山町・かみきりやまちよう

　　４７０-１２１８・愛知県豊田市上郷町・かみごうちよう

　　４４４-２３１４・愛知県豊田市上小田町・かみこだちよう

　　４４４-２３３７・愛知県豊田市上佐切町・かみさぎりちよう

　　４７０-０３２２・愛知県豊田市上高町・かみたかちよう

　　４７０-０４６２・愛知県豊田市上渡合町・かみどあいちよう

　　４４４-２８３５・愛知県豊田市上中町・かみなかちよう

　　４７０-０５６１・愛知県豊田市上仁木町・かみにぎちよう

　　４４４-２３３５・愛知県豊田市上脇町・かみわきちよう

　　４７０-０３７５・愛知県豊田市亀首町・かめくびちよう

　　４４４-２２１３・愛知県豊田市加茂川町・かもがわちよう

　　４７０-０５１３・愛知県豊田市苅萱町・かるかやちよう

　　４７１-０８２４・愛知県豊田市河合町・かわいちよう

　　４４４-２４０３・愛知県豊田市川面町・かわもてちよう

　　４７０-０５７５・愛知県豊田市川下町・かわしもちよう

　　４７１-００７３・愛知県豊田市川田町・かわだちよう

　　４４１-２５１７・愛知県豊田市川手町・かわてちよう

　　４７１-００７４・愛知県豊田市川端町・かわはﾞたちよう

　　４７１-０８６８・愛知県豊田市神田町・かんだちよう

　　４４４-３２５２・愛知県豊田市神殿町・かんどのちよう

　　４７０-０３２８・愛知県豊田市勘八町・かんはﾟちちよう

　　４７０-０５４２・愛知県豊田市喜佐平町・きさだいらちよう

　　４７０-０４１１・愛知県豊田市木瀬町・きせちよう

　　４７０-０４５３・愛知県豊田市北一色町・きたいしきちよう

　　４７０-０５７３・愛知県豊田市北大野町・きたおおのちよう

　　４４４-２５０２・愛知県豊田市北小田町・きたこだちよう

　　４７０-０５４３・愛知県豊田市北篠平町・きたささだいらちよう

　　４７１-００２７・愛知県豊田市喜多町・きたまち

　　４７１-０００５・愛知県豊田市京ケ峰・きようがみね

　　４７１-００６３・愛知県豊田市京町・きようまち

　　４４４-２３４３・愛知県豊田市霧山町・きりやまちよう

　　４４４-２２１６・愛知県豊田市九久平町・くぎゆうだいらちよう

　　４４４-２８０４・愛知県豊田市日下部町・くさかべちよう

　　４７０-０３０５・愛知県豊田市国附町・くにつきちよう

　　４４４-２３２６・愛知県豊田市国谷町・くにやちよう

　　４７１-００７６・愛知県豊田市久保町・くほﾞちよう

　　４７０-０５２２・愛知県豊田市榑俣町・くれまたちよう

　　４４４-３２１２・愛知県豊田市黒坂町・くろさかちよう

　　４４１-２５２４・愛知県豊田市黒田町・くろだちよう

　　４４４-２４０７・愛知県豊田市桑田和町・くわだわちよう

　　４４４-２３２５・愛知県豊田市桑原田町・くわはらだちよう

　　４４１-２５２１・愛知県豊田市桑原町・くわはﾞらちよう

　　４４４-２２２１・愛知県豊田市幸海町・こうかいちよう

　　４７１-０８３６・愛知県豊田市鴻ノ巣町・こうのすちよう

　　４７１-００３５・愛知県豊田市小坂町・こざかちよう

　　４７１-００３４・愛知県豊田市小坂本町・こざかほんまち

　　４７０-０３３２・愛知県豊田市越戸町・こしどちよう

　　４４１-２５２３・愛知県豊田市御所貝津町・ごしよがいつちよう

　　４７１-０８０１・愛知県豊田市古瀬間町・こせまちよう

　　４４４-２８２１・愛知県豊田市小田町・こだちよう

　　４４４-２６０８・愛知県豊田市五反田町・ごたんだちよう

　　４４４-２５２１・愛知県豊田市小町・こちよう



　　４４４-２５３３・愛知県豊田市小手沢町・こてのさわちよう

　　４７１-０８１６・愛知県豊田市琴平町・ことひらちよう

　　４７１-０８３４・愛知県豊田市寿町・ことぶきちよう

　　４４４-２８０５・愛知県豊田市小畑町・こはﾞたちよう

　　４７３-０９２６・愛知県豊田市駒新町・こましんちよう

　　４４４-３２１３・愛知県豊田市小松野町・こまつのちよう

　　４７３-０９２５・愛知県豊田市駒場町・こまはﾞちよう

　　４７０-０３０６・愛知県豊田市小峯町・こみねちよう

　　４７１-０８５６・愛知県豊田市衣ケ原・ころもがはら

　　４７１-００２３・愛知県豊田市挙母町・ころもちよう

　　４７０-１２０３・愛知県豊田市幸町・さいわいちよう

　　４４４-２２０１・愛知県豊田市坂上町・さかうえちよう

　　４７１-００６６・愛知県豊田市栄町・さかえまち

　　４４４-２８１４・愛知県豊田市榊野町・さかきのちよう

　　４７１-００２９・愛知県豊田市桜町・さくらまち

　　４４４-２８２６・愛知県豊田市笹戸町・ささどちよう

　　４７０-０３５２・愛知県豊田市篠原町・ささはﾞらちよう

　　４４４-２２２６・愛知県豊田市幸穂台・さちほだい

　　４７０-０５０４・愛知県豊田市雑敷町・ざつしきちよう

　　４７０-０３６１・愛知県豊田市猿投町・さなげちよう

　　４７０-０５６４・愛知県豊田市沢田町・さわだちよう

　　４４４-２３１１・愛知県豊田市沢ノ堂町・さわのどうちよう

　　４７０-０４０２・愛知県豊田市三箇町・さんがちよう

　　４７１-００３７・愛知県豊田市三軒町・さんげんちよう

　　４４４-２８３９・愛知県豊田市三分山町・さんぶやまちよう

　　４４４-２５１６・愛知県豊田市塩ノ沢町・しおのさわちよう

　　４７１-００４１・愛知県豊田市汐見町・しおみちよう

　　４７１-０８０２・愛知県豊田市志賀町・しがちよう

　　４７０-０３７３・愛知県豊田市四郷町・しごうちよう

　　４４４-２８４１・愛知県豊田市閑羅瀬町・しずらせちよう

　　４７０-０３０８・愛知県豊田市枝下町・しだれちよう

　　４７１-０８０８・愛知県豊田市渋谷町・しぶやちよう

　　４４４-２８３４・愛知県豊田市島崎町・しまさきちよう

　　４７１-０８４３・愛知県豊田市清水町・しみずちよう

　　４７１-０８７５・愛知県豊田市下市場町・しもいちはﾞちよう

　　４７０-０４２２・愛知県豊田市下川口町・しもかわぐちちよう

　　４４４-２８３３・愛知県豊田市下切町・しもぎりちよう

　　４４４-２３２１・愛知県豊田市下国谷町・しもくにやちよう

　　４４４-２３３６・愛知県豊田市下佐切町・しもさぎりちよう

　　４４４-２３３２・愛知県豊田市下平町・しもだいらちよう

　　４４４-２８３８・愛知県豊田市下中町・しもなかちよう

　　４７０-０５６５・愛知県豊田市下仁木町・しもにぎちよう

　　４７１-０８７８・愛知県豊田市下林町・しもはﾞやしちよう

　　４７０-０３１９・愛知県豊田市下室町・しもむろちよう

　　４４４-３２２２・愛知県豊田市下山田代町・しもやまたしろちよう

　　４７１-０８５１・愛知県豊田市樹木町・じゆもくちよう

　　４７０-０３４３・愛知県豊田市浄水町・じようすいちよう

　　４７１-００７８・愛知県豊田市昭和町・しようわまち

　　４７０-０４０３・愛知県豊田市白川町・しらかわちよう

　　４４４-２３２７・愛知県豊田市白倉町・しらくらちよう

　　４７１-００２２・愛知県豊田市白浜町・しらはまちよう

　　４７０-０３１３・愛知県豊田市城見町・しろみちよう

　　４７１-０８３７・愛知県豊田市新生町・しんせいちよう

　　４７１-００７９・愛知県豊田市陣中町・じんなかちよう

　　４７１-００４４・愛知県豊田市新町・しんまち

　　４７１-００２８・愛知県豊田市神明町・しんめいちよう

　　４４４-２５０５・愛知県豊田市新盛町・しんもりちよう

　　４７１-０８２２・愛知県豊田市水源町・すいげんちよう

　　４４４-２８１６・愛知県豊田市杉本町・すぎもとちよう

　　４４４-２４０９・愛知県豊田市菅生町・すごうちよう

　　４７１-０８６２・愛知県豊田市砂町・すなちよう

　　４４４-２８３１・愛知県豊田市須渕町・すぶちちよう

　　４７３-０９０５・愛知県豊田市住吉町・すみよしちよう

　　４７０-０５３４・愛知県豊田市李町・すももちよう

　　４４４-２５２４・愛知県豊田市摺町・すりちよう

　　４７１-０８４４・愛知県豊田市聖心町・せいしんちよう

　　４４４-２２０７・愛知県豊田市石楠町・せきなんちよう

　　４７１-００１６・愛知県豊田市千石町・せんごくちよう

　　４７１-０８４７・愛知県豊田市千足町・せんぞくちよう

　　４４４-２６０６・愛知県豊田市千田町・せんだちよう



　　４７０-０５０６・愛知県豊田市川見町・せんみちよう

　　４４４-２８０６・愛知県豊田市惣田町・そうだちよう

　　４７０-１２１７・愛知県豊田市大成町・たいせいちよう

　　４７１-００５７・愛知県豊田市太平町・たいへいちよう

　　４４４-３２２１・愛知県豊田市田折町・たおりちよう

　　４７３-０９２１・愛知県豊田市高丘新町・たかおかしんまち

　　４７３-０９３３・愛知県豊田市高岡町・たかおかちよう

　　４７３-０９２２・愛知県豊田市高岡本町・たかおかほんまち

　　４７１-００１３・愛知県豊田市高上・たかがみ

　　４７１-００４８・愛知県豊田市高崎町・たかさきちよう

　　４４４-３２０８・愛知県豊田市高野町・たかのちよう

　　４７１-００１９・愛知県豊田市高橋町・たかはしちよう

　　４７１-００６９・愛知県豊田市高原町・たかはらちよう

　　４７０-０３７６・愛知県豊田市高町・たかまち

　　４７３-０９１８・愛知県豊田市高美町・たかみちよう

　　４７３-０９０８・愛知県豊田市宝町・たからまち

　　４７０-０３２４・愛知県豊田市滝見町・たきみちよう

　　４７１-００７７・愛知県豊田市竹生町・たきようちよう

　　４４４-２２１２・愛知県豊田市滝脇町・たきわきちよう

　　４７３-０９０６・愛知県豊田市竹町・たけちよう

　　４７３-０９１３・愛知県豊田市竹元町・たけもとちよう

　　４７１-０８４６・愛知県豊田市田代町・たしろちよう

　　４４４-２４０２・愛知県豊田市竜岡町・たつおかちよう

　　４４４-２８０２・愛知県豊田市田津原町・たつはらちよう

　　４４４-３２６２・愛知県豊田市立岩町・たていわちよう

　　４７１-０８４５・愛知県豊田市田中町・たなかちよう

　　４４４-３２６５・愛知県豊田市田平沢町・たひらざわちよう

　　４４４-２３５３・愛知県豊田市田振町・たぶりちよう

　　４７１-００４９・愛知県豊田市田町・たまち

　　４４４-２６０５・愛知県豊田市玉野町・たまのちよう

　　４７０-０４２３・愛知県豊田市田茂平町・たもだいらちよう

　　４７０-０３５４・愛知県豊田市田籾町・たもみちよう

　　４７０-０５４５・愛知県豊田市千洗町・ちあらいちよう

　　４４４-２３５５・愛知県豊田市近岡町・ちかおかちよう

　　４７０-０３１８・愛知県豊田市力石町・ちからいしちよう

　　４７０-０３１６・愛知県豊田市千鳥町・ちどりちよう

　　４７１-０８７９・愛知県豊田市長興寺・ちようこうじ

　　４７１-０８３１・愛知県豊田市司町・つかさちよう

　　４７１-００３３・愛知県豊田市月見町・つきみちよう

　　４７１-０８４２・愛知県豊田市土橋町・つちはしちよう

　　４７３-０９３２・愛知県豊田市堤町・つつみちよう

　　４７３-０９３９・愛知県豊田市堤本町・つつみほんまち

　　４４４-２４１４・愛知県豊田市葛沢町・つつﾞらさわちよう

　　４４４-２５２６・愛知県豊田市葛町・つつﾞらちよう

　　４４４-２４１９・愛知県豊田市椿立町・つはﾞきだちちよう

　　４４４-２８０３・愛知県豊田市坪崎町・つほﾞさきちよう

　　４７１-００５９・愛知県豊田市貞宝町・ていほうちよう

　　４７０-０３２７・愛知県豊田市寺下町・てらしたちよう

　　４７０-０５４４・愛知県豊田市寺平町・てらだいらちよう

　　４７１-００１７・愛知県豊田市寺部町・てらべちよう

　　４７０-０３２５・愛知県豊田市手呂町・てろちよう

　　４７０-０３２６・愛知県豊田市手呂町樋田・てろちようといた

　　４７１-００５４・愛知県豊田市天王町・てんのうちよう

　　４７１-０８１７・愛知県豊田市渡合町・どあいちよう

　　４７０-０５１２・愛知県豊田市東郷町・とうごうちよう

　　４７１-００４５・愛知県豊田市東新町・とうしんちよう

　　４７０-０５３５・愛知県豊田市百月町・どうつﾞきちよう

　　４７１-０００８・愛知県豊田市百々町・どうどちよう

　　４７０-１２０２・愛知県豊田市渡刈町・とがりちよう

　　４４４-２８４７・愛知県豊田市時瀬町・ときぜちよう

　　４７１-０８６７・愛知県豊田市常盤町・ときわちよう

　　４４４-３２６４・愛知県豊田市栃立町・とちだちちよう

　　４４４-２５１４・愛知県豊田市栃ノ沢町・とちのさわちよう

　　４４４-２３２４・愛知県豊田市栃本町・とちもとちよう

　　４４４-２３０２・愛知県豊田市戸中町・とちゆうちよう

　　４７１-０８６９・愛知県豊田市十塚町・とつﾞかちよう

　　４４４-２５１０・愛知県豊田市富岡町・とみおかちよう

　　４７０-０３０４・愛知県豊田市富田町・とみだちよう

　　４４１-２５２６・愛知県豊田市富永町・とみながちよう

　　４４４-２２２４・愛知県豊田市巴町・ともえちよう



　　４７１-０８２６・愛知県豊田市トヨタ町・とよたちよう

　　４４４-２２０３・愛知県豊田市豊松町・とよまつちよう

　　４４４-２２１５・愛知県豊田市中垣内町・なかがいとちよう

　　４７０-０３１２・愛知県豊田市中金町・なかがねちよう

　　４７０-０３１５・愛知県豊田市中切町・なかぎりちよう

　　４７１-００２１・愛知県豊田市中島町・なかじまちよう

　　４４４-２５１７・愛知県豊田市中立町・なかだちちよう

　　４７３-０９２７・愛知県豊田市中田町・なかだちよう

　　４４１-２５１４・愛知県豊田市中当町・なかとうちよう

　　４７３-０９２３・愛知県豊田市中根町・なかねちよう

　　４４４-２５０４・愛知県豊田市永野町・ながのちよう

　　４７３-０９０４・愛知県豊田市中町・なかまち

　　４４４-３２０１・愛知県豊田市梨野町・なしのちよう

　　４４１-２５１５・愛知県豊田市夏焼町・なつやけちよう

　　４４４-２２１１・愛知県豊田市長沢町・ながさわちよう

　　４４４-２２０５・愛知県豊田市鍋田町・なべたちよう

　　４７０-０３１７・愛知県豊田市成合町・ならいちよう

　　４７０-０５５４・愛知県豊田市荷掛町・にかけちよう

　　４７０-０４０４・愛知県豊田市西市野々町・にしいちののちよう

　　４７３-０９３６・愛知県豊田市西岡町・にしおかちよう

　　４７３-０９３７・愛知県豊田市西岡町星ケ丘・にしおかちようほしがおか

　　４４４-２５３２・愛知県豊田市西樫尾町・にしがしおちよう

　　４７１-０８７７・愛知県豊田市錦町・にしきちよう

　　４７１-００４７・愛知県豊田市西新町・にししんちよう

　　４７３-０９０３・愛知県豊田市西田町・にしだちよう

　　４７０-０５２１・愛知県豊田市西丹波町・にしたんはﾞちよう

　　４７０-０４３１・愛知県豊田市西中山町・にしなかやまちよう

　　４７０-０５４１・愛知県豊田市西萩平町・にしはぎのひらちよう

　　４７０-０３０９・愛知県豊田市西広瀬町・にしひろせちよう

　　４７０-０５２６・愛知県豊田市西細田町・にしほそだちよう

　　４７１-００２５・愛知県豊田市西町・にしまち

　　４７１-００６２・愛知県豊田市西山町・にしやまちよう

　　４７１-００３２・愛知県豊田市日南町・にちなんちよう

　　４４４-２４０４・愛知県豊田市怒田沢町・ぬたざわちよう

　　４４１-２５１２・愛知県豊田市野入町・のいりちよう

　　４７０-０３１４・愛知県豊田市野口町・のぐちちよう

　　４４４-２３０３・愛知県豊田市野林町・のはﾞやしちよう

　　４７１-０８１２・愛知県豊田市野見町・のみちよう

　　４７１-０８１３・愛知県豊田市野見山町・のみやまちよう

　　４４４-２３４２・愛知県豊田市則定町・のりさだちよう

　　４４４-３２０５・愛知県豊田市野原町・のわらちよう

　　４７０-１２０４・愛知県豊田市配津町・はいつﾞちよう

　　４７１-００５６・愛知県豊田市白山町・はくさんちよう

　　４７０-０４５２・愛知県豊田市迫町・はさまちよう

　　４７１-０８６１・愛知県豊田市八幡町・はちまんちよう

　　４７１-００５１・愛知県豊田市花丘町・はなおかちよう

　　４４４-３２３１・愛知県豊田市花沢町・はなざわちよう

　　４７３-０９２４・愛知県豊田市花園町・はなぞのちよう

　　４７０-０３３４・愛知県豊田市花本町・はなもとちよう

　　４４４-３２０６・愛知県豊田市羽布町・はぶちよう

　　４４４-２２１８・愛知県豊田市林添町・はやしぞれちよう

　　４４４-２３１３・愛知県豊田市冷田町・ひえだちよう

　　４７０-０５２４・愛知県豊田市日面町・ひおもちよう

　　４７１-００７１・愛知県豊田市東梅坪町・ひがしうめつほﾞちよう

　　４４４-２３４４・愛知県豊田市東大島町・ひがしおおしまちよう

　　４４４-３２６１・愛知県豊田市東大林町・ひがしおおはﾞやしちよう

　　４４４-２４１３・愛知県豊田市東大見町・ひがしおおみちよう

　　４４４-２３０１・愛知県豊田市東川端町・ひがしかわはﾞたちよう

　　４４４-２５２８・愛知県豊田市東渡合町・ひがしどあいちよう

　　４４４-２５１２・愛知県豊田市東中山町・ひがしなかやまちよう

　　４４４-２８２３・愛知県豊田市東萩平町・ひがしはぎひらちよう

　　４７０-０３０７・愛知県豊田市東広瀬町・ひがしひろせちよう

　　４７０-０３４５・愛知県豊田市東保見町・ひがしほみちよう

　　４７１-００１４・愛知県豊田市東山町・ひがしやまちよう

　　４７１-００５５・愛知県豊田市久岡町・ひさおかちよう

　　４４４-２５０６・愛知県豊田市久木町・ひさぎちよう

　　４７１-００７５・愛知県豊田市日之出町・ひのでちよう

　　４７１-００１１・愛知県豊田市平井町・ひらいちよう

　　４７０-０５１４・愛知県豊田市平岩町・ひらいわちよう

　　４４４-２６０７・愛知県豊田市平沢町・ひらさわちよう



　　４７１-００６５・愛知県豊田市平芝町・ひらしはﾞちよう

　　４４４-３２５１・愛知県豊田市平瀬町・ひらせちよう

　　４７０-０３３１・愛知県豊田市平戸橋町・ひらとはﾞしちよう

　　４７０-０５２３・愛知県豊田市平畑町・ひらはたちよう

　　４７１-０８２７・愛知県豊田市平山町・ひらやまちよう

　　４７１-０８０７・愛知県豊田市広川町・ひろかわちよう

　　４７１-００３６・愛知県豊田市広久手町・ひろくてちよう

　　４７１-０８６４・愛知県豊田市広路町・ひろじちよう

　　４７３-０９１２・愛知県豊田市広田町・ひろたちよう

　　４７０-０３５１・愛知県豊田市広幡町・ひろはたちよう

　　４７０-１２１５・愛知県豊田市広美町・ひろみちよう

　　４４４-２３３３・愛知県豊田市平折町・ひろりちよう

　　４７１-０８４１・愛知県豊田市深田町・ふかだちよう

　　４７０-０４４１・愛知県豊田市深見町・ふかみちよう

　　４７０-１２１４・愛知県豊田市福受町・ふくじゆちよう

　　４７０-０４５１・愛知県豊田市藤岡飯野町・ふじおかいいのちよう

　　４７０-０３０２・愛知県豊田市藤沢町・ふじさわちよう

　　４４１-２５２２・愛知県豊田市武節町・ぶせつまち

　　４７１-０００９・愛知県豊田市扶桑町・ふそうちよう

　　４７１-０００４・愛知県豊田市双美町・ふたみちよう

　　４４４-２４０１・愛知県豊田市二タ宮町・ふたみやちよう

　　４７１-０８２１・愛知県豊田市平和町・へいわちよう

　　４７０-１２０１・愛知県豊田市豊栄町・ほうえいちよう

　　４７０-０３１１・愛知県豊田市芳友町・ほうゆうちよう

　　４７１-０８０９・愛知県豊田市宝来町・ほうらいちよう

　　４７０-０４６１・愛知県豊田市北曽木町・ほくそぎちよう

　　４４４-２５０３・愛知県豊田市細田町・ほそだちよう

　　４４４-２２２２・愛知県豊田市穂積町・ほつﾞみちよう

　　４７１-０８５３・愛知県豊田市細谷町・ほそやちよう

　　４７０-０３５３・愛知県豊田市保見ケ丘・ほみがおか

　　４７０-０３４４・愛知県豊田市保見町・ほみちよう

　　４７１-００４６・愛知県豊田市本新町・ほんしんちよう

　　４７３-０９３８・愛知県豊田市本田町・ほんだちよう

　　４７１-０８４８・愛知県豊田市本地町・ほんじちよう

　　４７０-０３６３・愛知県豊田市本徳町・ほんとくちよう

　　４７３-０９１１・愛知県豊田市本町・ほんまち

　　４７０-０３６２・愛知県豊田市舞木町・まいぎちよう

　　４７１-０８７４・愛知県豊田市前田町・まえだちよう

　　４７３-０９３４・愛知県豊田市前林町・まえはﾞやしちよう

　　４７０-０５０３・愛知県豊田市前洞町・まえほﾞらちよう

　　４７１-０８２８・愛知県豊田市前山町・まえやまちよう

　　４４４-２８０８・愛知県豊田市槇本町・まきもとちよう

　　４７０-１２１２・愛知県豊田市桝塚東町・ますつﾞかひがしまち

　　４７０-１２１３・愛知県豊田市桝塚西町・ますつﾞかにしまち

　　４７１-０８６５・愛知県豊田市松ケ枝町・まつがえちよう

　　４４４-２２２３・愛知県豊田市松平志賀町・まつだいらしがちよう

　　４４４-２２０２・愛知県豊田市松平町・まつだいらちよう

　　４７０-０５７１・愛知県豊田市松名町・まつなちよう

　　４７０-０３０１・愛知県豊田市松嶺町・まつみねちよう

　　４７１-００５３・愛知県豊田市丸根町・まるねちよう

　　４７１-０８３２・愛知県豊田市丸山町・まるやまちよう

　　４４４-２８４５・愛知県豊田市万町町・まんじようちよう

　　４４４-２８１５・愛知県豊田市万根町・まんねちよう

　　４４４-２４１１・愛知県豊田市御内町・みうちちよう

　　４４４-２５２２・愛知県豊田市御蔵町・みくらちよう

　　４４４-２５２３・愛知県豊田市実栗町・みぐりちよう

　　４７１-０８０５・愛知県豊田市美里・みさと

　　４７１-０８６３・愛知県豊田市瑞穂町・みずほちよう

　　４７１-００１２・愛知県豊田市水間町・みずまちよう

　　４７１-０８１１・愛知県豊田市御立町・みたちちよう

　　４７０-０５５１・愛知県豊田市三ツ久保町・みつくほﾞちよう

　　４７０-０４２４・愛知県豊田市御作町・みつくりちよう

　　４７１-０８３８・愛知県豊田市緑ケ丘・みどりがおか

　　４７０-０３７１・愛知県豊田市御船町・みふねちよう

　　４７１-００３８・愛知県豊田市宮上町・みやがみちよう

　　４７１-００４２・愛知県豊田市宮口町・みやぐちちよう

　　４７０-０５１６・愛知県豊田市宮代町・みやしろちよう

　　４７１-０８１９・愛知県豊田市宮前町・みやまえちよう

　　４７１-００４３・愛知県豊田市宮町・みやまち

　　４７１-０８４９・愛知県豊田市美山町・みやまちよう



　　４７１-０８５２・愛知県豊田市御幸町・みゆきちよう

　　４７３-０９０１・愛知県豊田市御幸本町・みゆきほんまち

　　４７１-０００７・愛知県豊田市美和町・みわちよう

　　４４４-２４１７・愛知県豊田市室口町・むろぐちちよう

　　４７１-０８１８・愛知県豊田市室町・むろまち

　　４７１-０８２５・愛知県豊田市明和町・めいわちよう

　　４７１-００２４・愛知県豊田市元城町・もとしろちよう

　　４７１-０８５４・愛知県豊田市元町・もとまち

　　４７１-０８７１・愛知県豊田市元宮町・もとみやちよう

　　４７１-０８０６・愛知県豊田市森町・もりちよう

　　４４４-２４５１・愛知県豊田市岩神町（足助高等学校）・やがみちよう(あすけこうとうがつこう)

　　４４４-２３５１・愛知県豊田市岩神町（その他）・やがみちよう(そのた)

　　４７０-０３５６・愛知県豊田市八草町・やくさちよう

　　４７１-００１８・愛知県豊田市社町・やしろちよう

　　４７０-０５２５・愛知県豊田市簗平町・やなだいらちよう

　　４７１-０００２・愛知県豊田市矢並町・やなみちよう

　　４４４-２４１５・愛知県豊田市山谷町・やまがいちよう

　　４７０-０３２１・愛知県豊田市山中町・やまなかちよう

　　４７１-０８３３・愛知県豊田市山之手・やまのて

　　４４４-２４１２・愛知県豊田市山ノ中立町・やまのなかだちちよう

　　４７０-０５６３・愛知県豊田市遊屋町・ゆやちよう

　　４７１-００６８・愛知県豊田市横山町・よこやまちよう

　　４７３-０９１６・愛知県豊田市吉原町・よしわらちよう

　　４４４-２８４２・愛知県豊田市余平町・よだいらちよう

　　４４４-２３１２・愛知県豊田市四ツ松町・よつまつちよう

　　４７１-０８７２・愛知県豊田市竜宮町・りゆうぐうちよう

　　４７３-０９０７・愛知県豊田市竜神町・りゆうじんちよう

　　４４４-２６０２・愛知県豊田市連谷町・れんだにちよう

　　４７１-００６１・愛知県豊田市若草町・わかくさちよう

　　４７３-０９１４・愛知県豊田市若林東町・わかはﾞやしひがしまち

　　４７３-０９１７・愛知県豊田市若林西町・わかはﾞやしにしまち

　　４７３-０９１５・愛知県豊田市若林東町中外根・わかはﾞやしひがしまちなかそとね

　　４７１-００２６・愛知県豊田市若宮町・わかみやちよう

　　４４４-３２１１・愛知県豊田市和合町・わごうちよう

　　４４４-２５２７・愛知県豊田市月原町・わちはﾞらちよう

　　４４６-００００・愛知県安城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４６-００３７・愛知県安城市相生町・あいおいちよう

　　４４６-００４６・愛知県安城市赤松町・あかまつちよう

　　４４６-００３１・愛知県安城市朝日町・あさひまち

　　４４６-００２６・愛知県安城市安城町・あんじようちよう

　　４４６-００７４・愛知県安城市井杭山町・いぐいやまちよう

　　４４６-００６６・愛知県安城市池浦町・いけうらちよう

　　４４４-１２０１・愛知県安城市石井町・いしいちよう

　　４４４-１２２１・愛知県安城市和泉町・いずみちよう

　　４４４-１２２５・愛知県安城市和泉町（井上）・いずみちよう(いのうえ)

　　４４４-１２２２・愛知県安城市和泉町（大海古）・いずみちよう(おおうみこ)

　　４４４-１２２３・愛知県安城市和泉町（北大木）・いずみちよう(きたおおぎ)

　　４４４-１２２４・愛知県安城市和泉町（八兵エ）・いずみちよう(はちべえ)

　　４４６-００７１・愛知県安城市今池町・いまいけちよう

　　４４６-０００８・愛知県安城市今本町・いまほんまち

　　４４６-０００５・愛知県安城市宇頭茶屋町・うとうちややちよう

　　４４４-１２１４・愛知県安城市榎前町・えのきまえちよう

　　４４４-１２１５・愛知県安城市榎前町（井杭山）・えのきまえちよう(いぐいやま)

　　４４６-００１７・愛知県安城市大岡町・おおおかちよう

　　４４６-００４２・愛知県安城市大山町・おおやまちよう

　　４４４-１１６２・愛知県安城市小川町・おがわちよう

　　４４６-０００４・愛知県安城市尾崎町・おざきちよう

　　４４６-０００３・愛知県安城市柿さき町・かきさきちよう

　　４４４-１１５２・愛知県安城市川島町・かわしまちよう

　　４４６-００２４・愛知県安城市河野町・かわのちよう

　　４４６-００１１・愛知県安城市北山崎町・きたやまざきちよう

　　４４４-１１６３・愛知県安城市木戸町・きどちよう

　　４４６-００３６・愛知県安城市小堤町・こつﾞつみちよう

　　４４４-１１５４・愛知県安城市桜井町・さくらいちよう

　　４４６-００４１・愛知県安城市桜町・さくらまち

　　４４６-００７３・愛知県安城市篠目町・ささめちよう

　　４４６-０００１・愛知県安城市里町・さとちよう

　　４４４-１２０６・愛知県安城市城ケ入町・じようがいりちよう

　　４４４-１２０４・愛知県安城市城ケ入町（北立出）・じようがいりちよう(きたたてだし)

　　４４４-１２０３・愛知県安城市城ケ入町（立出）・じようがいりちよう(たてだし)



　　４４４-１２０２・愛知県安城市城ケ入町（団戸）・じようがいりちよう(だんど)

　　４４４-１２０５・愛知県安城市城ケ入町（広見）・じようがいりちよう(ひろみ)

　　４４６-００２３・愛知県安城市上条町・じようじようちよう

　　４４６-００４３・愛知県安城市城南町・じようなんちよう

　　４４６-００６３・愛知県安城市昭和町・しようわちよう

　　４４４-１１６６・愛知県安城市寺領町・じりようちよう

　　４４６-００６１・愛知県安城市新田町・しんでんちよう

　　４４６-００１９・愛知県安城市新明町・しんめいちよう

　　４４６-００３８・愛知県安城市末広町・すえひろちよう

　　４４６-００７２・愛知県安城市住吉町・すみよしちよう

　　４４６-００６５・愛知県安城市大東町・だいとうちよう

　　４４６-００１５・愛知県安城市高木町・たかぎちよう

　　４４６-００５３・愛知県安城市高棚町・たかたなちよう

　　４４６-０００７・愛知県安城市東栄町・とうえいちよう

　　４４６-００１８・愛知県安城市東新町・とうしんちよう

　　４４６-００２７・愛知県安城市東明町・とうめいちよう

　　４４６-００３５・愛知県安城市錦町・にしきまち

　　４４６-００１２・愛知県安城市西別所町・にしべつしよちよう

　　４４６-００７５・愛知県安城市二本木新町・にほんぎしんまち

　　４４６-００５４・愛知県安城市二本木町・にほんぎちよう

　　４４４-１２１１・愛知県安城市根崎町・ねさきちよう

　　４４４-１２１２・愛知県安城市根崎町（北根）・ねさきちよう(きたね)

　　４４４-１１６５・愛知県安城市野寺町・のでらちよう

　　４４６-０００２・愛知県安城市橋目町・はしめちよう

　　４４６-００３９・愛知県安城市花ノ木町・はなのきちよう

　　４４６-００２２・愛知県安城市浜富町・はまとみちよう

　　４４６-０００６・愛知県安城市浜屋町・はまやちよう

　　４４４-１２１３・愛知県安城市東端町・ひがしはﾞたちよう

　　４４６-００１３・愛知県安城市東別所町・ひがしべつしよちよう

　　４４４-１１５３・愛知県安城市東町・ひがしまち

　　４４６-００３３・愛知県安城市日の出町・ひのでちよう

　　４４４-１１６１・愛知県安城市姫小川町・ひめおがわちよう

　　４４６-００４４・愛知県安城市百石町・ひやつこくちよう

　　４４６-００５２・愛知県安城市福釜町・ふかまちよう

　　４４４-１１６４・愛知県安城市藤井町・ふじいちよう

　　４４６-００２５・愛知県安城市古井町・ふるいちよう

　　４４６-００１４・愛知県安城市別郷町・べつごうちよう

　　４４６-００６４・愛知県安城市弁天町・べんてんちよう

　　４４６-００２１・愛知県安城市法連町・ほうれんちよう

　　４４４-１１５５・愛知県安城市堀内町・ほりうちちよう

　　４４６-００５６・愛知県安城市三河安城町・みかわあんじようちよう

　　４４６-００５７・愛知県安城市三河安城東町・みかわあんじようひがしまち

　　４４６-００５９・愛知県安城市三河安城本町・みかわあんじようほんまち

　　４４６-００５８・愛知県安城市三河安城南町・みかわあんじようみなみまち

　　４４６-００７６・愛知県安城市美園町・みそのちよう

　　４４６-００５５・愛知県安城市緑町・みどりちよう

　　４４６-００３４・愛知県安城市南町・みなみまち

　　４４６-００５１・愛知県安城市箕輪町・みのわちよう

　　４４６-００３２・愛知県安城市御幸本町・みゆきほんまち

　　４４４-１１５１・愛知県安城市村高町・むらだかちよう

　　４４６-００６２・愛知県安城市明治本町・めいじほんまち

　　４４６-００１６・愛知県安城市山崎町・やまざきちよう

　　４４６-００４５・愛知県安城市横山町・よこやまちよう

　　４４５-００００・愛知県西尾市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４５-０８６３・愛知県西尾市葵町・あおいちよう

　　４４５-０８６１・愛知県西尾市吾妻町・あつﾞまちよう

　　４４５-０８２４・愛知県西尾市和泉町・いずみちよう

　　４４５-００５５・愛知県西尾市市子町・いちごちよう

　　４４４-０４２７・愛知県西尾市一色町赤羽・いつしきちようあかはﾞね

　　４４４-０４２２・愛知県西尾市一色町味浜・いつしきちようあじはま

　　４４４-０４１２・愛知県西尾市一色町生田・いつしきちよういくた

　　４４４-０４０１・愛知県西尾市一色町池田・いつしきちよういけだ

　　４４４-０４２３・愛知県西尾市一色町一色・いつしきちよういつしき

　　４４４-０４０２・愛知県西尾市一色町大塚・いつしきちようおおつか

　　４４４-０４２１・愛知県西尾市一色町開正・いつしきちようかいしよう

　　４４４-０４２４・愛知県西尾市一色町小薮・いつしきちようこやぶ

　　４４４-０４１３・愛知県西尾市一色町坂田新田・いつしきちようさかたしんでん

　　４４４-０４１５・愛知県西尾市一色町酒手島・いつしきちようさかてじま

　　４４４-０４１６・愛知県西尾市一色町佐久島・いつしきちようさくしま

　　４４４-０４２６・愛知県西尾市一色町治明・いつしきちようじめい



　　４４４-０４１１・愛知県西尾市一色町千間・いつしきちようせんげん

　　４４４-０４０５・愛知県西尾市一色町惣五郎・いつしきちようそうごろう

　　４４４-０４０６・愛知県西尾市一色町対米・いつしきちようついごめ

　　４４４-０４２８・愛知県西尾市一色町中外沢・いつしきちようなかとざわ

　　４４４-０４０４・愛知県西尾市一色町野田・いつしきちようのだ

　　４４４-０４１４・愛知県西尾市一色町藤江・いつしきちようふじえ

　　４４４-０４２５・愛知県西尾市一色町細川・いつしきちようほそかわ

　　４４４-０４０７・愛知県西尾市一色町前野・いつしきちようまえの

　　４４４-０４０３・愛知県西尾市一色町松木島・いつしきちようまつきじま

　　４４４-０４２９・愛知県西尾市一色町養ケ島・いつしきちようよがしま

　　４４５-０８０７・愛知県西尾市伊藤・いとう

　　４４５-０８０６・愛知県西尾市伊藤町・いとうちよう

　　４４５-０８２２・愛知県西尾市伊文町・いぶんちよう

　　４４５-００６３・愛知県西尾市今川町・いまがわちよう

　　４４５-００４３・愛知県西尾市鵜ケ池町・うがいけちよう

　　４４５-０８５４・愛知県西尾市永楽町・えいらくちよう

　　４４５-００３１・愛知県西尾市家武町・えたけちよう

　　４４５-００２６・愛知県西尾市江原町・えわらちよう

　　４４５-００２４・愛知県西尾市大和田町・おおわだちよう

　　４４５-００２２・愛知県西尾市岡島町・おかじまちよう

　　４４５-０８３１・愛知県西尾市大給町・おぎゆうちよう

　　４４４-０３３３・愛知県西尾市奥田町・おくだちよう

　　４４４-０３３２・愛知県西尾市小栗町・おぐりちよう

　　４４５-０００６・愛知県西尾市小島町・おじまちよう

　　４４５-００２７・愛知県西尾市尾花町・おはﾞなちよう

　　４４５-０８９３・愛知県西尾市小間町・おまちよう

　　４４５-０８２５・愛知県西尾市会生町・かいせいちよう

　　４４５-００１３・愛知県西尾市貝吹町・かいふくちよう

　　４４５-００４４・愛知県西尾市鎌谷町・かまやちよう

　　４４５-０８２３・愛知県西尾市神下町・かみしたちよう

　　４４５-０８８２・愛知県西尾市上道目記町・かみどうめきちよう

　　４４５-００１７・愛知県西尾市上永良町・かみながらちよう

　　４４５-００１１・愛知県西尾市上羽角町・かみはすみちよう

　　４４５-０８９４・愛知県西尾市上町・かみまち

　　４４４-０３１３・愛知県西尾市上矢田町・かみやたちよう

　　４４５-０８４７・愛知県西尾市亀沢町・かめざわちよう

　　４４４-０３２１・愛知県西尾市刈宿町・かりやどちよう

　　４４５-０８７３・愛知県西尾市川口町・かわぐちちよう

　　４４５-０８３２・愛知県西尾市瓦町・かわらまち

　　４４５-０８５７・愛知県西尾市北旭町・きたあさひまち

　　４４５-０８８５・愛知県西尾市行用町・ぎようようちよう

　　４４４-０５２３・愛知県西尾市吉良町饗庭・きらちようあいはﾞ

　　４４４-０５１７・愛知県西尾市吉良町大島・きらちようおおじま

　　４４４-０５３１・愛知県西尾市吉良町岡山・きらちようおかやま

　　４４４-０５２４・愛知県西尾市吉良町荻原・きらちようおぎわら

　　４４４-０５１２・愛知県西尾市吉良町乙川・きらちようおつかわ

　　４４４-０５１１・愛知県西尾市吉良町小山田・きらちようおやまだ

　　４４４-０５２１・愛知県西尾市吉良町上横須賀・きらちようかみよこすか

　　４４４-０５３４・愛知県西尾市吉良町木田・きらちようきだ

　　４４４-０５３５・愛知県西尾市吉良町小牧・きらちようこまき

　　４４４-０５３７・愛知県西尾市吉良町酒井・きらちようさかい

　　４４４-０５２２・愛知県西尾市吉良町下横須賀・きらちようしもよこすか

　　４４４-０５１４・愛知県西尾市吉良町白浜新田・きらちようしらはましんでん

　　４４４-０５３２・愛知県西尾市吉良町瀬戸・きらちようせと

　　４４４-０５０３・愛知県西尾市吉良町津平・きらちようつひら

　　４４４-０５３３・愛知県西尾市吉良町寺嶋・きらちようてらじま

　　４４４-０５２５・愛知県西尾市吉良町富田・きらちようとみだ

　　４４４-０５１５・愛知県西尾市吉良町富好新田・きらちようとみよししんでん

　　４４４-０５０４・愛知県西尾市吉良町友国・きらちようともくに

　　４４４-０５３６・愛知県西尾市吉良町中野・きらちようなかの

　　４４４-０５２６・愛知県西尾市吉良町八幡川田・きらちようはちまんかわだ

　　４４４-０５０１・愛知県西尾市吉良町駮馬・きらちようまだらめ

　　４４４-０５１３・愛知県西尾市吉良町宮崎・きらちようみやざき

　　４４４-０５０２・愛知県西尾市吉良町宮迫・きらちようみやはﾞ

　　４４４-０５１６・愛知県西尾市吉良町吉田・きらちようよしだ

　　４４５-０８６４・愛知県西尾市錦城町・きんじようちよう

　　４４４-０３２５・愛知県西尾市楠村町・くすむらちよう

　　４４４-０３１２・愛知県西尾市国森町・くにもりちよう

　　４４５-００７１・愛知県西尾市熊味町・くまみちよう

　　４４５-００３５・愛知県西尾市花蔵寺町・けぞうじちよう



　　４４５-００２１・愛知県西尾市駒場町・こまんはﾞちよう

　　４４４-０３２２・愛知県西尾市巨海町・こみちよう

　　４４５-０００５・愛知県西尾市米野町・こめのちよう

　　４４５-００４１・愛知県西尾市小焼野町・こやけのちよう

　　４４５-００５６・愛知県西尾市斉藤町・さいとうちよう

　　４４５-０８２７・愛知県西尾市幸町・さいわいちよう

　　４４５-０８３５・愛知県西尾市肴町・さかなまち

　　４４５-０８５３・愛知県西尾市桜木町・さくらぎちよう

　　４４５-０８０３・愛知県西尾市桜町・さくらまち

　　４４５-００５３・愛知県西尾市笹曽根町・ささぞねちよう

　　４４５-０８６６・愛知県西尾市塩町・しおまち

　　４４５-００８４・愛知県西尾市志貴野町・しきのちよう

　　４４５-００８１・愛知県西尾市志籠谷町・しこやちよう

　　４４５-０８８３・愛知県西尾市下道目記町・しもどうめきちよう

　　４４５-００１６・愛知県西尾市下永良町・しもながらちよう

　　４４５-００１２・愛知県西尾市下羽角町・しもはすみちよう

　　４４５-０８９１・愛知県西尾市下町・しもまち

　　４４４-０３１４・愛知県西尾市下矢田町・しもやたちよう

　　４４５-００４５・愛知県西尾市十郎島町・じゆうろうしまちよう

　　４４５-０８３４・愛知県西尾市順海町・じゆんかいまち

　　４４５-００６５・愛知県西尾市城崎町・しろさきちよう

　　４４５-０８７８・愛知県西尾市新在家・しんざいけ

　　４４４-０３１１・愛知県西尾市新在家町・しんざいけちよう

　　４４５-００７６・愛知県西尾市新渡場・しんどはﾞ

　　４４５-００７７・愛知県西尾市新渡場町・しんどはﾞちよう

　　４４５-０００２・愛知県西尾市新村町・しんむらちよう

　　４４５-０８１４・愛知県西尾市新屋敷町・しんやしきちよう

　　４４５-０８４４・愛知県西尾市末広町・すえひろちよう

　　４４５-０８１５・愛知県西尾市菅原町・すがわらちよう

　　４４５-０８６２・愛知県西尾市須田町・すだちよう

　　４４５-０８７９・愛知県西尾市住崎・すみさき

　　４４５-０８７６・愛知県西尾市住崎町・すみさきちよう

　　４４５-０８５１・愛知県西尾市住吉町・すみよしちよう

　　４４５-００４６・愛知県西尾市須脇町・すわきちよう

　　４４５-００３４・愛知県西尾市善明町・ぜんみようちよう

　　４４５-０００１・愛知県西尾市高落町・たかおちちよう

　　４４５-００２３・愛知県西尾市高河原町・たかがわらちよう

　　４４５-０８５６・愛知県西尾市高砂町・たかさごちよう

　　４４５-００６４・愛知県西尾市高畠町・たかはﾞたちよう

　　４４５-００４２・愛知県西尾市宅野島町・たくのしまちよう

　　４４５-００１５・愛知県西尾市竹山町・たけやまちよう

　　４４４-０３０２・愛知県西尾市田貫・たぬき

　　４４４-０３０１・愛知県西尾市田貫町・たぬきちよう

　　４４５-０８４６・愛知県西尾市千歳町・ちとせちよう

　　４４５-００６２・愛知県西尾市丁田町・ちようだちよう

　　４４５-００１４・愛知県西尾市つくしが丘・つくしがおか

　　４４５-０８３７・愛知県西尾市鶴ケ崎町・つるがさきちよう

　　４４５-０８０５・愛知県西尾市鶴城町・つるしろちよう

　　４４５-０８４５・愛知県西尾市鶴舞町・つるまいちよう

　　４４４-０３２７・愛知県西尾市寺津・てらつﾞ

　　４４４-０３２４・愛知県西尾市寺津町・てらつﾞちよう

　　４４４-０７０２・愛知県西尾市寺部町・てらべちよう

　　４４５-００５１・愛知県西尾市天竹町・てんじくちよう

　　４４５-０８４３・愛知県西尾市天神町・てんじんちよう

　　４４５-０８３３・愛知県西尾市天王町・てんのうまち

　　４４５-０８１２・愛知県西尾市道光寺・どうこうじ

　　４４５-０８１１・愛知県西尾市道光寺町・どうこうじちよう

　　４４５-００７５・愛知県西尾市戸ケ崎・とがさき

　　４４５-００７４・愛知県西尾市戸ケ崎町・とがさきちよう

　　４４５-００７２・愛知県西尾市徳次町・とくつぎちよう

　　４４４-０３１５・愛知県西尾市徳永町・とくながちよう

　　４４４-０７０４・愛知県西尾市鳥羽町・とはﾞちよう

　　４４４-０３２９・愛知県西尾市富山・とみやま

　　４４４-０３２６・愛知県西尾市富山町・とみやまちよう

　　４４５-０８８７・愛知県西尾市長縄町・ながなわちよう

　　４４４-０３２３・愛知県西尾市中根町・なかねちよう

　　４４４-０３０４・愛知県西尾市中畑・なかはﾞた

　　４４４-０３０３・愛知県西尾市中畑町・なかはﾞたちよう

　　４４５-００８３・愛知県西尾市中原町・なかはらちよう

　　４４５-０８３６・愛知県西尾市中町・なかまち



　　４４５-０８７０・愛知県西尾市永吉・ ながよじ

　　４４５-０８７１・愛知県西尾市永吉町・ながよしちよう

　　４４５-０８８１・愛知県西尾市熱池町・にいけちよう

　　４４５-０００４・愛知県西尾市西浅井町・にしあざいちよう

　　４４４-０３３６・愛知県西尾市西奥田町・にしおくだちよう

　　４４４-０３３１・愛知県西尾市西小梛町・にしこなぎちよう

　　４４４-０７０３・愛知県西尾市西幡豆町・にしはずちよう

　　４４５-００５７・愛知県西尾市野々宮町・ののみやちよう

　　４４５-０８８４・愛知県西尾市八ケ尻町・はちがしりちよう

　　４４４-０３１６・愛知県西尾市羽塚町・はつかちよう

　　４４４-０３１７・愛知県西尾市羽塚西ノ山・はつかにしのやま

　　４４５-０８５２・愛知県西尾市花ノ木町・はなのきちよう

　　４４５-０８４１・愛知県西尾市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　４４５-０８８６・愛知県西尾市針曽根町・はりぞねちよう

　　４４５-０００３・愛知県西尾市東浅井町・ひがしあざいちよう

　　４４４-０７０１・愛知県西尾市東幡豆町・ひがしはずちよう

　　４４５-０８７４・愛知県西尾市菱池町・ひしいけちよう

　　４４５-００５４・愛知県西尾市平口町・ひらくちちよう

　　４４５-００３２・愛知県西尾市平原町・ひらはらちよう

　　４４５-０８７５・愛知県西尾市深池町・ふかいけちよう

　　４４４-０３０５・愛知県西尾市平坂町・へいさかちよう

　　４４４-０３２８・愛知県西尾市平坂吉山・へいさかよしやま

　　４４５-０８９２・愛知県西尾市法光寺町・ほうこうじちよう

　　４４５-００４７・愛知県西尾市細池町・ほそいけちよう

　　４４５-０８６５・愛知県西尾市本町・ほんまち

　　４４５-０８２６・愛知県西尾市満全町・まんぜんちよう

　　４４５-０８０４・愛知県西尾市緑町・みどりまち

　　４４４-０３３５・愛知県西尾市港町・みなとまち

　　４４５-０８５５・愛知県西尾市南旭町・みなみあさひまち

　　４４４-０３３４・愛知県西尾市南奥田町・みなみおくだちよう

　　４４５-０８０１・愛知県西尾市南中根町・みなみなかねちよう

　　４４５-０８１６・愛知県西尾市宮町・みやまち

　　４４５-００３３・愛知県西尾市室町・むろちよう

　　４４５-０８７２・愛知県西尾市矢曽根町・やぞねちよう

　　４４４-０３１８・愛知県西尾市矢田・やた

　　４４５-００８２・愛知県西尾市八ツ面町・やつおもてちよう

　　４４５-０８２１・愛知県西尾市矢場町・やはﾞちよう

　　４４５-０８７７・愛知県西尾市山下町・やましたちよう

　　４４５-０８４２・愛知県西尾市弥生町・やよいちよう

　　４４５-００５２・愛知県西尾市横手町・よこてちよう

　　４４５-０８０２・愛知県西尾市米津町・よねつﾞちよう

　　４４５-００７３・愛知県西尾市寄住町・よりずみちよう

　　４４５-００６１・愛知県西尾市寄近町・よりちかちよう

　　４４５-０８１３・愛知県西尾市若松町・わかまつちよう

　　４４５-００２５・愛知県西尾市和気町・わきちよう

　　４４３-００００・愛知県蒲郡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４３-００４５・愛知県蒲郡市旭町・あさひまち

　　４４３-００５１・愛知県蒲郡市新井形町・あらいがたちよう

　　４４３-００５１・愛知県蒲郡市新井形町南・あらいがたちようみなみ

　　４４３-００５２・愛知県蒲郡市新井町・あらいちよう

　　４４３-００５２・愛知県蒲郡市新井町南・あらいちようみなみ

　　４４３-０１０１・愛知県蒲郡市一色町・いしきちよう

　　４４３-００５８・愛知県蒲郡市上本町・うえほんまち

　　４４３-００１３・愛知県蒲郡市大塚町・おおつかちよう

　　４４３-００１４・愛知県蒲郡市海陽町・かいようちよう

　　４４３-００３７・愛知県蒲郡市鹿島町・かしまちよう

　　４４３-０００８・愛知県蒲郡市柏原町・かしわはﾞらちよう

　　４４３-０１０４・愛知県蒲郡市形原町・かたはらちよう

　　４４３-０１０６・愛知県蒲郡市形原町春日浦・かたはらちようかすがうら

　　４４３-０１０３・愛知県蒲郡市形原町北浜・かたはらちようきたはま

　　４４３-０１０２・愛知県蒲郡市金平町・かねひらちよう

　　４４３-０００６・愛知県蒲郡市蒲郡町・がまごおりちよう

　　４４３-０００７・愛知県蒲郡市神ノ郷町・かみのごうちよう

　　４４３-０００３・愛知県蒲郡市五井町・ごいちよう

　　４４３-００３５・愛知県蒲郡市栄町・さかえまち

　　４４３-０００１・愛知県蒲郡市坂本町・さかもとちよう

　　４４３-００１２・愛知県蒲郡市相楽町・さがらちよう

　　４４３-００５６・愛知県蒲郡市神明町・しんめいちよう

　　４４３-００５６・愛知県蒲郡市神明町東・ しんめいちようひがじ

　　４４３-０００２・愛知県蒲郡市清田町・せいだちよう



　　４４３-００４４・愛知県蒲郡市宝町・たからまち

　　４４３-００３１・愛知県蒲郡市竹島町・たけしまちよう

　　４４３-００４６・愛知県蒲郡市竹谷町・たけのやちよう

　　４４３-００５７・愛知県蒲郡市中央本町・ちゆうおうほんまち

　　４４３-００１１・愛知県蒲郡市豊岡町・とよおかちよう

　　４４３-０１０５・愛知県蒲郡市西浦町・にしうらちよう

　　４４３-００４７・愛知県蒲郡市西迫町・にしはさまちよう

　　４４３-００３６・愛知県蒲郡市浜町・はまちよう

　　４４３-０００４・愛知県蒲郡市平田町・ひらたちよう

　　４４３-００３８・愛知県蒲郡市拾石町・ひろいしちよう

　　４４３-００５４・愛知県蒲郡市府相町・ふそうちよう

　　４４３-００５３・愛知県蒲郡市堀込町・ほりごみちよう

　　４４３-００５９・愛知県蒲郡市本町・ほんまち

　　４４３-００５９・愛知県蒲郡市本町東・ ほんまちひがじ

　　４４３-００３３・愛知県蒲郡市松原町・まつはﾞらちよう

　　４４３-００３２・愛知県蒲郡市丸山町・まるやまちよう

　　４４３-０００５・愛知県蒲郡市水竹町・みずたけちよう

　　４４３-００４８・愛知県蒲郡市緑町・みどりまち

　　４４３-００３４・愛知県蒲郡市港町・みなとまち

　　４４３-００２２・愛知県蒲郡市三谷北通・みやきたどおり

　　４４３-００２１・愛知県蒲郡市三谷町・みやちよう

　　４４３-００４１・愛知県蒲郡市宮成町・みやなりちよう

　　４４３-００４２・愛知県蒲郡市御幸町・みゆきちよう

　　４４３-００４３・愛知県蒲郡市元町・もとまち

　　４４３-００５５・愛知県蒲郡市八百富町・やおとみちよう

　　４８４-００００・愛知県犬山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８４-０９４５・愛知県犬山市青塚・あおつか

　　４８４-０９２１・愛知県犬山市味加田・あじかた

　　４８４-０８３７・愛知県犬山市荒井・あらい

　　４８４-０８８７・愛知県犬山市池田・いけだ

　　４８４-００３２・愛知県犬山市池野安楽寺・ いけのあずくじ

　　４８４-０８６２・愛知県犬山市石塚・いしつﾞか

　　４８４-００５３・愛知県犬山市石畑・いしはた

　　４８４-００５６・愛知県犬山市稲干場・いなほしはﾞ

　　４８４-００８１・愛知県犬山市犬山・いぬやま

　　４８４-００３３・愛知県犬山市井ノ元・いのもと

　　４８４-０００５・愛知県犬山市今井・いまい

　　４８４-００２１・愛知県犬山市杁下・いりした

　　４８４-０００８・愛知県犬山市岩穴・いわあな

　　４８４-０８７２・愛知県犬山市岩田・いわた

　　４８４-００５５・愛知県犬山市牛岩・うしいわ

　　４８４-００４７・愛知県犬山市内久保・うちくほﾞ

　　４８４-００７１・愛知県犬山市内田東町・うちだひがしまち

　　４８４-００２６・愛知県犬山市内屋敷・うちやしき

　　４８４-００７４・愛知県犬山市梅坪・うめつほﾞ

　　４８４-０８５４・愛知県犬山市裏之門・うらのもん

　　４８４-００３５・愛知県犬山市裏山・うらやま

　　４８４-０９０２・愛知県犬山市追分・おいわけ

　　４８４-０９０３・愛知県犬山市追分東・ おいわけひがじ

　　４８４-００３４・愛知県犬山市大洞・おおほﾞら

　　４８４-０９６２・愛知県犬山市落添・おちぞえ

　　４８４-０００１・愛知県犬山市垣ノ内・かきのうち

　　４８４-０９０１・愛知県犬山市柿畑・かきはﾞた

　　４８４-０９５５・愛知県犬山市角池・かくいけ

　　４８４-０９３６・愛知県犬山市楽田青塚・がくでんあおつか

　　４８４-０９４４・愛知県犬山市楽田安師・ がくでんあんじ

　　４８４-０９２６・愛知県犬山市楽田一色浦・がくでんいしきうら

　　４８４-０８７４・愛知県犬山市楽田今村・がくでんいまむら

　　４８４-００４８・愛知県犬山市楽田内久保・がくでんうちくほﾞ

　　４８４-０８４３・愛知県犬山市楽田打越・ がくでんうちこじ

　　４８４-０９２４・愛知県犬山市楽田大橋・ がくでんおおはじ

　　４８４-０９０４・愛知県犬山市楽田勝部前・がくでんかちべまえ

　　４８４-０９１５・愛知県犬山市楽田上沼・がくでんかみぬま

　　４８４-０８４１・愛知県犬山市楽田小針・がくでんこはﾞり

　　４８４-０９０７・愛知県犬山市楽田地蔵池・がくでんじぞういけ

　　４８４-０９４７・愛知県犬山市楽田大円・がくでんだいえん

　　４８４-０９６３・愛知県犬山市楽田鶴池・がくでんつるいけ

　　４８４-０８５６・愛知県犬山市楽田天神・がくでんてんじん

　　４８４-０８１１・愛知県犬山市楽田長塚東・ がくでんながつかひがじ

　　４８４-０８１９・愛知県犬山市楽田長塚西・ がくでんながつかにじ



　　４８４-０９１６・愛知県犬山市楽田西浦・がくでんにしうら

　　４８４-０９２５・愛知県犬山市楽田西野・がくでんにしの

　　４８４-０９４２・愛知県犬山市楽田巾・がくでんははﾞ

　　４８４-０８１６・愛知県犬山市楽田原東・ がくでんはらひがじ

　　４８４-０８８５・愛知県犬山市楽田原西・ がくでんはらにじ

　　４８４-０８７７・愛知県犬山市楽田東追分・がくでんひがしおいわけ

　　４８４-０８７９・愛知県犬山市楽田三ツ塚・がくでんみつつﾞか

　　４８４-０８４６・愛知県犬山市楽田山ノ田・がくでんやまのた

　　４８４-０９６４・愛知県犬山市上榎島・かみえのきじま

　　４８４-００５９・愛知県犬山市上坂町・かみさかちよう

　　４８４-００７７・愛知県犬山市上野・かみの

　　４８４-００７８・愛知県犬山市上野新町・かみのしんまち

　　４８４-００４３・愛知県犬山市上ノ田・かみのた

　　４８４-０９５２・愛知県犬山市上舞台・かみぶたい

　　４８４-０８５１・愛知県犬山市烏杜・からすもり

　　４８４-０９１４・愛知県犬山市観音浦・かんのんうら

　　４８４-０８１８・愛知県犬山市北浦・きたうら

　　４８４-０９２２・愛知県犬山市北大橋・ きたおおはじ

　　４８４-００８２・愛知県犬山市北古券・きたこけん

　　４８４-００１１・愛知県犬山市北高根・きたたかね

　　４８４-０８２３・愛知県犬山市北大門・きただいもん

　　４８４-０９１１・愛知県犬山市北之門・きたのもん

　　４８４-０９５９・愛知県犬山市北平塚・きたひらつか

　　４８４-０８２４・愛知県犬山市北洞・きたほﾞら

　　４８４-００２４・愛知県犬山市喜六屋敷・きろくやしき

　　４８４-０８６７・愛知県犬山市九左エ門廻り・くざえもんまわり

　　４８４-００２７・愛知県犬山市倉曽洞・くらそほﾞら

　　４８４-０００２・愛知県犬山市栗栖・くりす

　　４８４-０８７８・愛知県犬山市栗林・ くりはﾞやじ

　　４８４-００１４・愛知県犬山市郷中・ごうなか

　　４８４-０８１５・愛知県犬山市郷東・ ごうひがじ

　　４８４-０８１７・愛知県犬山市郷西・ ごうにじ

　　４８４-０８３８・愛知県犬山市小路・こじ

　　４８４-０９５７・愛知県犬山市五反田・ごたんだ

　　４８４-００７９・愛知県犬山市木津・こつつ

　　４８４-００１５・愛知県犬山市御殿屋敷・ごてんやしき

　　４８４-０８５５・愛知県犬山市小洞・こほﾞら

　　４８４-００６６・愛知県犬山市五郎丸・ごろうまる

　　４８４-０９６６・愛知県犬山市五郎丸二タ俣・ごろうまるふたまた

　　４８４-００６５・愛知県犬山市五郎丸東・ ごろうまるひがじ

　　４８４-００１８・愛知県犬山市佐ケ瀬・さがせ

　　４８４-０８４４・愛知県犬山市鷺山・さぎやま

　　４８４-００１９・愛知県犬山市四季の丘・しきのおか

　　４８４-００１７・愛知県犬山市篠平・しのだいら

　　４８４-０９６５・愛知県犬山市下榎島・しもえのきじま

　　４８４-０８４２・愛知県犬山市下小針・しもこはﾞり

　　４８４-０９２３・愛知県犬山市下沼・しもぬま

　　４８４-０９５３・愛知県犬山市下舞台・しもぶたい

　　４８４-００４４・愛知県犬山市下屋敷・しもやしき

　　４８４-０００７・愛知県犬山市十三塚・じゆうさんつﾞか

　　４８４-０８２５・愛知県犬山市常福寺洞・じようふくじほﾞら

　　４８４-０８５８・愛知県犬山市城山・しろやま

　　４８４-０９５６・愛知県犬山市新川・しんかわ

　　４８４-０００３・愛知県犬山市善師野・ぜんじの

　　４８４-０００４・愛知県犬山市善師野台・ぜんじのだい

　　４８４-０８６９・愛知県犬山市惣作・そうさく

　　４８４-０９０８・愛知県犬山市大上戸・だいじようど

　　４８４-００５８・愛知県犬山市大門・だいもん

　　４８４-０８４５・愛知県犬山市高坪・たかつほﾞ

　　４８４-０８１４・愛知県犬山市高根・たかね

　　４８４-０９６１・愛知県犬山市太吉屋敷・たきちやしき

　　４８４-０００９・愛知県犬山市田口・たぐち

　　４８４-００４１・愛知県犬山市長者町・ちようじやまち

　　４８４-００９１・愛知県犬山市継鹿尾・つがお

　　４８４-０９１７・愛知県犬山市土取・つちとり

　　４８４-００２３・愛知県犬山市堤下・つつみした

　　４８４-００１３・愛知県犬山市寺洞・てらほﾞら

　　４８４-０８６６・愛知県犬山市寺西・ てらにじ

　　４８４-０８７３・愛知県犬山市天王前・てんおうまえ

　　４８４-００７３・愛知県犬山市天神町・てんじんちよう



　　４８４-００９４・愛知県犬山市塔野地・とうのじ

　　４８４-００９５・愛知県犬山市塔野地杉・とうのじすぎ

　　４８４-００９６・愛知県犬山市塔野地西・ とうのじにじ

　　４８４-００９７・愛知県犬山市塔野地北・とうのじきた

　　４８４-０８３１・愛知県犬山市堂屋敷・どうやしき

　　４８４-００９２・愛知県犬山市富岡・とみおか

　　４８４-００９９・愛知県犬山市富岡新町・とみおかしんまち

　　４８４-００９３・愛知県犬山市富岡東・ とみおかひがじ

　　４８４-００９８・愛知県犬山市富岡南・とみおかみなみ

　　４８４-０８５７・愛知県犬山市外屋敷・とやしき

　　４８４-０９１３・愛知県犬山市鳥屋越・ とりやこじ

　　４８４-０９３４・愛知県犬山市中唐曽・なかがらそ

　　４８４-０８２２・愛知県犬山市中切・なかぎり

　　４８４-０８５２・愛知県犬山市中小針・なかこはﾞり

　　４８４-００４５・愛知県犬山市仲畑・なかはた

　　４８４-０９１９・愛知県犬山市中道・なかみち

　　４８４-００５４・愛知県犬山市仲屋敷・なかやしき

　　４８４-００８７・愛知県犬山市中山町・なかやまちよう

　　４８４-０９２８・愛知県犬山市七ツ屋・ななつや

　　４８４-００３７・愛知県犬山市西片草・にしかたくさ

　　４８４-０９３５・愛知県犬山市西唐曽・にしがらそ

　　４８４-０９０５・愛知県犬山市西北野・にしきたの

　　４８４-００３６・愛知県犬山市西桑原・にしくわはﾞら

　　４８４-００８５・愛知県犬山市西古券・にしこけん

　　４８４-０９４８・愛知県犬山市西大円・にしだいえん

　　４８４-０９３２・愛知県犬山市西野・にしの

　　４８４-００２９・愛知県犬山市西洞・にしほﾞら

　　４８４-０９１８・愛知県犬山市ニタ田・にたんだ

　　４８４-００４２・愛知県犬山市二本木・にほんぎ

　　４８４-０８６３・愛知県犬山市野田・のだ

　　４８４-００２５・愛知県犬山市野中・のなか

　　４８４-００２２・愛知県犬山市白山洞・はくさんほﾞら

　　４８４-０８９４・愛知県犬山市羽黒・はぐろ

　　４８４-０８０６・愛知県犬山市羽黒朝日・はぐろあさひ

　　４８４-０８９９・愛知県犬山市羽黒稲葉東・ はぐろいなはﾞひがじ

　　４８４-０８９８・愛知県犬山市羽黒稲葉西・ はぐろいなはﾞにじ

　　４８４-０８８４・愛知県犬山市羽黒起・ はぐろおこじ

　　４８４-０８９１・愛知県犬山市羽黒恩田島・はぐろおんだしま

　　４８４-０８８２・愛知県犬山市羽黒菊川・はぐろきくかわ

　　４８４-０８９３・愛知県犬山市羽黒栄・はぐろさかえ

　　４８４-０８０４・愛知県犬山市羽黒桜海道・はぐろさくらかいどう

　　４８４-０８０３・愛知県犬山市羽黒新赤坂・はぐろしんあかさか

　　４８４-０８８８・愛知県犬山市羽黒新田・はぐろしんでん

　　４８４-０８０５・愛知県犬山市羽黒新外山・はぐろしんとやま

　　４８４-０８９５・愛知県犬山市羽黒摺墨・はぐろするすみ

　　４８４-０８９２・愛知県犬山市羽黒惣境・はぐろそうさかい

　　４８４-０８８９・愛知県犬山市羽黒高橋・ はぐろたかはじ

　　４８４-０８９７・愛知県犬山市羽黒堂前・はぐろどうまえ

　　４８４-０８８１・愛知県犬山市羽黒成海西・ はぐろなるみにじ

　　４８４-０８８３・愛知県犬山市羽黒成海南・はぐろなるみみなみ

　　４８４-０８０７・愛知県犬山市羽黒鉾添・はぐろほこぞえ

　　４８４-０８０２・愛知県犬山市羽黒安戸西・ はぐろやすどにじ

　　４８４-０８０１・愛知県犬山市羽黒安戸南・はぐろやすどみなみ

　　４８４-０８９６・愛知県犬山市羽黒余町・はぐろよまち

　　４８４-００７６・愛知県犬山市橋爪・はしつﾞめ

　　４８４-００７５・愛知県犬山市橋爪東・ はしつﾞめひがじ

　　４８４-０８３５・愛知県犬山市蓮池・はすいけ

　　４８４-０００６・愛知県犬山市八曽・はつそ

　　４８４-０９５１・愛知県犬山市八反田・はつたんだ

　　４８４-０９４３・愛知県犬山市巾前・ははﾞまえ

　　４８４-０９４１・愛知県犬山市巾廻り・ははﾞまわり

　　４８４-０８６４・愛知県犬山市番前・はﾞんまえ

　　４８４-００３８・愛知県犬山市東片草・ひがしかたくさ

　　４８４-０９３３・愛知県犬山市東唐曽・ひがしがらそ

　　４８４-０８６８・愛知県犬山市東北野・ひがしきたの

　　４８４-００３１・愛知県犬山市東桑原・ひがしくわはﾞら

　　４８４-００８３・愛知県犬山市東古券・ひがしこけん

　　４８４-０９４６・愛知県犬山市東大円・ひがしだいえん

　　４８４-０９５８・愛知県犬山市平塚・ひらつか

　　４８４-０８３６・愛知県犬山市笛田・ふえだ



　　４８４-００５７・愛知県犬山市富士山・ふじやま

　　４８４-０９１２・愛知県犬山市舟田・ふなだ

　　４８４-００４９・愛知県犬山市前田面・まえだめん

　　４８４-０８７１・愛知県犬山市前並・まえなみ

　　４８４-００６１・愛知県犬山市前原・まえはら

　　４８４-００６２・愛知県犬山市前原味鹿・まえはらあじか

　　４８４-００６４・愛知県犬山市前原西・ まえはらにじ

　　４８４-００６３・愛知県犬山市前原南・まえはらみなみ

　　４８４-００８６・愛知県犬山市松本町・まつもとちよう

　　４８４-０９２７・愛知県犬山市的場・まとはﾞ

　　４８４-００７２・愛知県犬山市丸山天白町・まるやまてんはﾟくちよう

　　４８４-０９３１・愛知県犬山市南大橋・ みなみおおはじ

　　４８４-００８４・愛知県犬山市南古券・みなみこけん

　　４８４-００１２・愛知県犬山市南高根・みなみたかね

　　４８４-００５１・愛知県犬山市宮裏・みやうら

　　４８４-０８８６・愛知県犬山市宮浦・みやうら

　　４８４-０８３４・愛知県犬山市宮山・みややま

　　４８４-０９３７・愛知県犬山市宮東・ みやひがじ

　　４８４-０８３３・愛知県犬山市宮西・ みやにじ

　　４８４-００２８・愛知県犬山市向田・むこだ

　　４８４-０８３２・愛知県犬山市向山・むこやま

　　４８４-００２０・愛知県犬山市もえぎケ丘・もえぎがおか

　　４８４-０９５４・愛知県犬山市元散前・もとさんまえ

　　４８４-０８３９・愛知県犬山市桃山台・ももやまだい

　　４８４-０８２８・愛知県犬山市薬師浦・やくしうら

　　４８４-０８２７・愛知県犬山市薬師前・やくしまえ

　　４８４-０９０６・愛知県犬山市焼野・やけの

　　４８４-００４６・愛知県犬山市屋敷裏・やしきうら

　　４８４-００１６・愛知県犬山市藪ケ洞・やぶがほら

　　４８４-０８６５・愛知県犬山市藪畔・やぶぐろ

　　４８４-０８７６・愛知県犬山市山神・やまがみ

　　４８４-０８２１・愛知県犬山市山崎西・ やまざきにじ

　　４８４-０８１２・愛知県犬山市山ノ田・やまのた

　　４８４-０８１３・愛知県犬山市山ノ田腰・ やまのたごじ

　　４８４-０８２６・愛知県犬山市山ノ鼻・やまのはな

　　４８４-０８５３・愛知県犬山市横町・よこまち

　　４８４-０８７５・愛知県犬山市林吾塚・りんごつﾞか

　　４８４-０８６１・愛知県犬山市若宮・わかみや

　　４８４-００５２・愛知県犬山市早稲田・わせだ

　　４７９-００００・愛知県常滑市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７９-０８６８・愛知県常滑市飛香台・あすかだい

　　４７９-０８１４・愛知県常滑市阿野町・あのちよう

　　４７９-００７４・愛知県常滑市池田川・いけだがわ

　　４７９-００２４・愛知県常滑市池田口・いけだぐち

　　４７９-００３８・愛知県常滑市石窯・いしがま

　　４７９-０８１１・愛知県常滑市泉町・いずみちよう

　　４７９-００１４・愛知県常滑市一ノ割・いちのわり

　　４７９-０８２８・愛知県常滑市市場町・いちはﾞちよう

　　４７９-０８１２・愛知県常滑市井戸田町・いどたちよう

　　４７９-００７２・愛知県常滑市乳母子・うはﾞこ

　　４７９-００６２・愛知県常滑市運内・うんない

　　４７９-０８５７・愛知県常滑市榎戸・えのきど

　　４７９-０８５４・愛知県常滑市榎戸町・えのきどちよう

　　４７９-００１５・愛知県常滑市大窯・おおがま

　　４７９-０８７１・愛知県常滑市大曽・おおそ

　　４７９-００２１・愛知県常滑市大曽町・おおそちよう

　　４７９-０８０６・愛知県常滑市大谷・おおたに

　　４７９-０８１０・愛知県常滑市大谷朝陽ケ丘・おおたにあさひがおか

　　４７９-０００５・愛知県常滑市大塚町・おおつかちよう

　　４７９-０８４２・愛知県常滑市大鳥町・おおどりちよう

　　４７９-０８６６・愛知県常滑市大野町・おおのちよう

　　４７９-００２７・愛知県常滑市大流・おおりゆう

　　４７９-００３９・愛知県常滑市大流天竺口・おおりゆうてんじくくち

　　４７９-０８２３・愛知県常滑市奥栄町・おくえいちよう

　　４７９-０８２２・愛知県常滑市奥条・おくじよう

　　４７９-００５３・愛知県常滑市奥夏敷・おくなちき

　　４７９-０８６２・愛知県常滑市小倉町・おぐらちよう

　　４７９-００４４・愛知県常滑市乙田・おこだ

　　４７９-００６８・愛知県常滑市長田・おさだ

　　４７９-００６９・愛知県常滑市折戸・おりど



　　４７９-０８７３・愛知県常滑市かじま台・かじまだい

　　４７９-０００３・愛知県常滑市金山・かなやま

　　４７９-０８５８・愛知県常滑市蒲池・かはﾞいけ

　　４７９-０８５６・愛知県常滑市蒲池町・かはﾞいけちよう

　　４７９-００６３・愛知県常滑市萱苅口・かやかりぐち

　　４７９-０８１５・愛知県常滑市唐崎町・からさきちよう

　　４７９-０８０５・愛知県常滑市苅屋・かりや

　　４７９-０８１９・愛知県常滑市苅屋町・かりやちよう

　　４７９-００４６・愛知県常滑市北古千代・きたごちよ

　　４７９-０８６７・愛知県常滑市北汐見坂・きたしおみざか

　　４７９-０８３３・愛知県常滑市北条・きたじよう

　　４７９-０８１６・愛知県常滑市熊野・くまの

　　４７９-０８１７・愛知県常滑市熊野町・くまのちよう

　　４７９-０００２・愛知県常滑市久米・くめ

　　４７９-００７９・愛知県常滑市黒山・くろやま

　　４７９-０８３８・愛知県常滑市鯉江本町・こいえほんまち

　　４７９-０８０７・愛知県常滑市小鈴谷・こすがや

　　４７９-００４２・愛知県常滑市社辺・こそべ

　　４７９-００５８・愛知県常滑市古千代・こちよ

　　４７９-０８０４・愛知県常滑市古場・こはﾞ

　　４７９-０８１８・愛知県常滑市古場町・こはﾞちよう

　　４７９-０８６５・愛知県常滑市小林町・こはﾞやしちよう

　　４７９-００６７・愛知県常滑市小森・こもり

　　４７９-０８０９・愛知県常滑市坂井・さかい

　　４７９-０８３６・愛知県常滑市栄町・さかえまち

　　４７９-００１７・愛知県常滑市椎池・しいいけ

　　４７９-００３５・愛知県常滑市椎草南割・しいくさみなみわり

　　４７９-００５６・愛知県常滑市椎垂木・しいたるき

　　４７９-００３４・愛知県常滑市椎田奥・しいだおく

　　４７９-００３６・愛知県常滑市椎田口・しいだぐち

　　４７９-０８１３・愛知県常滑市塩田町・しおたちよう

　　４７９-００３２・愛知県常滑市下隅・したずみ

　　４７９-００１９・愛知県常滑市柴山・しはﾞやま

　　４７９-００７１・愛知県常滑市蛇廻間・じやはﾞさま

　　４７９-００１２・愛知県常滑市上納・じようのう

　　４７９-０００７・愛知県常滑市庄兵衛新田・しようべえしんでん

　　４７９-０８３７・愛知県常滑市新開町・しんかいちよう

　　４７９-０８５５・愛知県常滑市新田町・しんでんちよう

　　４７９-０８４７・愛知県常滑市新浜町・しんはまちよう

　　４７９-０８５２・愛知県常滑市神明町・しんめいちよう

　　４７９-０８４６・愛知県常滑市末広町・すえひろちよう

　　４７９-００７５・愛知県常滑市菅場・すがはﾞ

　　４７９-０８６４・愛知県常滑市住吉町・すみよしちよう

　　４７９-０００４・愛知県常滑市青海町・せいかいちよう

　　４７９-０８２１・愛知県常滑市瀬木町・せぎちよう

　　４７９-０８８１・愛知県常滑市セントレア・せんとれあ

　　４７９-００１６・愛知県常滑市高坂・たかさか

　　４７９-００２２・愛知県常滑市堕星・ だたほﾞじ

　　４７９-０８４３・愛知県常滑市多屋・たや

　　４７９-０８３９・愛知県常滑市多屋町・たやちよう

　　４７９-０８０１・愛知県常滑市樽水・たるみ

　　４７９-０８２６・愛知県常滑市樽水町・たるみちよう

　　４７９-００４１・愛知県常滑市千代・ちよ

　　４７９-００６５・愛知県常滑市長間・ちようま

　　４７９-０８３４・愛知県常滑市千代ケ丘・ちよがおか

　　４７９-００２６・愛知県常滑市天竺・てんじく

　　４７９-００５７・愛知県常滑市樋掛・といがけ

　　４７９-０８３５・愛知県常滑市陶郷町・とうごうちよう

　　４７９-０００８・愛知県常滑市酉新田・とりしんでん

　　４７９-００７６・愛知県常滑市鳥根・とりね

　　４７９-００７３・愛知県常滑市飛渡川・とんどがわ

　　４７９-００４５・愛知県常滑市仲井・なかい

　　４７９-００３７・愛知県常滑市中大流・なかおおりゆう

　　４７９-００３３・愛知県常滑市中椎田・なかしいだ

　　４７９-００４８・愛知県常滑市中千代・なかちよ

　　４７９-００２３・愛知県常滑市長峰一ノ切・ながみね１のきり

　　４７９-００２８・愛知県常滑市長峰二ノ切・ながみね２のきり

　　４７９-００３１・愛知県常滑市長峰三ノ切・ながみね３のきり

　　４７９-００４９・愛知県常滑市長峰四ノ切・ながみね４のきり

　　４７９-００２５・愛知県常滑市新池・にいいけ



　　４７９-０８０２・愛知県常滑市西阿野・にしあの

　　４７９-０８３１・愛知県常滑市錦町・にしきちよう

　　４７９-００５４・愛知県常滑市西梨木・にしなしき

　　４７９-０８４９・愛知県常滑市虹の丘・にじのおか

　　４７９-０８６３・愛知県常滑市西之口・にしのくち

　　４７９-００１８・愛知県常滑市二ノ田・にのた

　　４７９-００１３・愛知県常滑市二ノ割・にのわり

　　４７９-０８２４・愛知県常滑市白山町・はくさんちよう

　　４７９-００１１・愛知県常滑市花狭間・はなはﾞさま

　　４７９-０８３２・愛知県常滑市原松町・はらまつちよう

　　４７９-０８６１・愛知県常滑市晩台町・はﾞんだいちよう

　　４７９-０８０３・愛知県常滑市桧原・ひはﾞら

　　４７９-０００９・愛知県常滑市平池・ひらいけ

　　４７９-００５５・愛知県常滑市広内・ひろうち

　　４７９-０８０８・愛知県常滑市広目・ひろめ

　　４７９-０００６・愛知県常滑市古道・ふるみち

　　４７９-００２９・愛知県常滑市古道東割・ふるみちひがしわり

　　４７９-００４３・愛知県常滑市古社・ふるやしろ

　　４７９-０８２７・愛知県常滑市保示町・ほうじちよう

　　４７９-０８５３・愛知県常滑市本郷町・ほんごうちよう

　　４７９-０８２９・愛知県常滑市本町・ほんまち

　　４７９-０８４８・愛知県常滑市港町・みなとちよう

　　４７９-００４７・愛知県常滑市南古千代・みなみごちよ

　　４７９-００５９・愛知県常滑市南蛇廻間・みなみじやはﾞさま

　　４７９-００７７・愛知県常滑市南飛渡・みなみとんど

　　４７９-００６１・愛知県常滑市耳切・みみきり

　　４７９-０８４１・愛知県常滑市明和町・めいわちよう

　　４７９-０８４５・愛知県常滑市森西町・もりにしちよう

　　４７９-０００１・愛知県常滑市矢田・やた

　　４７９-０８２５・愛知県常滑市山方町・やまかたちよう

　　４７９-０８４４・愛知県常滑市大和町・やまとちよう

　　４７９-００６４・愛知県常滑市斧口・よきぐち

　　４７９-０８８２・愛知県常滑市りんくう町・りんくうちよう

　　４７９-０８５１・愛知県常滑市若松町・わかまつちよう

　　４７９-００６６・愛知県常滑市脇田口・わきたぐち

　　４８３-００００・愛知県江南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８３-８２２１・愛知県江南市赤童子町大堀・あかどうじちようおおほﾞり

　　４８３-８２２６・愛知県江南市赤童子町大間・あかどうじちようおおま

　　４８３-８２２３・愛知県江南市赤童子町御宿・あかどうじちようおやど

　　４８３-８２２５・愛知県江南市赤童子町栄・あかどうじちようさかえ

　　４８３-８２２８・愛知県江南市赤童子町桜道・あかどうじちようさくらみち

　　４８３-８２２４・愛知県江南市赤童子町白山・あかどうじちようはくさん

　　４８３-８１６５・愛知県江南市赤童子町福住・あかどうじちようふくずみ

　　４８３-８２２２・愛知県江南市赤童子町藤宮・あかどうじちようふじみや

　　４８３-８１６７・愛知県江南市赤童子町南野・あかどうじちようみなみの

　　４８３-８１６６・愛知県江南市赤童子町南山・あかどうじちようみなみやま

　　４８３-８２２７・愛知県江南市赤童子町良原・あかどうじちようよしはら

　　４８３-８１０６・愛知県江南市石枕町神明・いしまくらちようしんめい

　　４８３-８１０７・愛知県江南市石枕町白山・いしまくらちようはくさん

　　４８３-８１８１・愛知県江南市今市場町秋津・いまいちはﾞちようあきつ

　　４８３-８１８３・愛知県江南市今市場町高根・いまいちはﾞちようたかね

　　４８３-８１８２・愛知県江南市今市場町宮前・いまいちはﾞちようみやまえ

　　４８３-８１８８・愛知県江南市今市場町美和・いまいちはﾞちようみわ

　　４８３-８３８７・愛知県江南市後飛保町新開・うしろひほﾞちようしんかい

　　４８３-８３４７・愛知県江南市後飛保町神明野・うしろひほﾞちようしんめいの

　　４８３-８３４５・愛知県江南市後飛保町高瀬・うしろひほﾞちようたかせ

　　４８３-８３８１・愛知県江南市後飛保町出島・うしろひほﾞちようでしま

　　４８３-８３８５・愛知県江南市後飛保町中町・うしろひほﾞちようなかまち

　　４８３-８３８６・愛知県江南市後飛保町西町・うしろひほﾞちようにしまち

　　４８３-８３４４・愛知県江南市後飛保町東高瀬・うしろひほﾞちようひがしたかせ

　　４８３-８３４６・愛知県江南市後飛保町平野・うしろひほﾞちようひらの

　　４８３-８３８８・愛知県江南市後飛保町本郷・うしろひほﾞちようほんごう

　　４８３-８３８３・愛知県江南市後飛保町前川・うしろひほﾞちようまえかわ

　　４８３-８３８４・愛知県江南市後飛保町宮前・うしろひほﾞちようみやまえ

　　４８３-８３８２・愛知県江南市後飛保町薬師・ うしろひほﾞちようやくじ

　　４８３-８３８９・愛知県江南市後飛保町両家・うしろひほﾞちようりようけ

　　４８３-８０４１・愛知県江南市江森町上・えもりちようかみ

　　４８３-８０４８・愛知県江南市江森町中・えもりちようなか

　　４８３-８０４２・愛知県江南市江森町東・ えもりちようひがじ

　　４８３-８０３４・愛知県江南市江森町西・ えもりちようにじ



　　４８３-８０４３・愛知県江南市江森町南・えもりちようみなみ

　　４８３-８４１４・愛知県江南市小杁町一色・おいりちよういつしき

　　４８３-８４０５・愛知県江南市小杁町鴨ケ池・おいりちようかもがいけ

　　４８３-８４０９・愛知県江南市小杁町長者毛西・ おいりちようちようじやげにじ

　　４８３-８４０８・愛知県江南市小杁町長者毛東・ おいりちようちようじやげひがじ

　　４８３-８４０３・愛知県江南市小杁町千代見・おいりちようちよみ

　　４８３-８４１２・愛知県江南市小杁町寺ノ内・おいりちようてらのうち

　　４８３-８４１１・愛知県江南市小杁町八幡・おいりちようはちまん

　　４８３-８４０４・愛知県江南市小杁町林・ おいりちようはやじ

　　４８３-８４１３・愛知県江南市小杁町本郷・おいりちようほんごう

　　４８３-８４０７・愛知県江南市小杁町明土・おいりちようみようど

　　４８３-８１８７・愛知県江南市大海道町青木・おおがいどうちようあおき

　　４８３-８１８５・愛知県江南市大海道町神明・おおがいどうちようしんめい

　　４８３-８１８６・愛知県江南市大海道町中里・おおがいどうちようなかさと

　　４８３-８２５１・愛知県江南市大間町新町・おおまちようしんまち

　　４８３-８２５２・愛知県江南市大間町南大間・おおまちようみなみおおま

　　４８３-８１３５・愛知県江南市小郷町粟田木・おごうちようあわたぎ

　　４８３-８１４３・愛知県江南市小郷町伍大力・おごうちようごだいりき

　　４８３-８１４９・愛知県江南市小郷町手保ノ木・おごうちようてほのき

　　４８３-８１４５・愛知県江南市小郷町西ノ山・おごうちようにしのやま

　　４８３-８１４４・愛知県江南市小郷町楽ノ山・おごうちようらくのやま

　　４８３-８１６１・愛知県江南市尾崎町上田・おさきちよううえだ

　　４８３-８１６２・愛知県江南市尾崎町河原・おさきちようかわはら

　　４８３-８１７３・愛知県江南市尾崎町桐野・おさきちようきりの

　　４８３-８１７２・愛知県江南市尾崎町白山・おさきちようはくさん

　　４８３-８１６８・愛知県江南市尾崎町屋敷・おさきちようやしき

　　４８３-８１７１・愛知県江南市尾崎町若竹・おさきちようわかたけ

　　４８３-８０３７・愛知県江南市勝佐町・かつさちよう

　　４８３-８００８・愛知県江南市鹿子島町・かのこじまちよう

　　４８３-８２５９・愛知県江南市上奈良町（栄）・かみならちよう(さかえ)

　　４８３-８２５９・愛知県江南市上奈良町（旭）・かみならちよう(あさひ)

　　４８３-８２５９・愛知県江南市上奈良町（錦）・かみならちよう(にしき)

　　４８３-８２５９・愛知県江南市上奈良町（天王）・かみならちよう(てんのう)

　　４８３-８２５９・愛知県江南市上奈良町（緑）・かみならちよう(みどり)

　　４８３-８２５７・愛知県江南市上奈良町（神明）・かみならちよう(しんめい)

　　４８３-８２５７・愛知県江南市上奈良町（豊里）・かみならちよう(とよさと)

　　４８３-８２５８・愛知県江南市上奈良町（瑞穂）・かみならちよう(みずほ)

　　４８３-８２５８・愛知県江南市上奈良町（観音寺）・かみならちよう(かんのんじ)

　　４８３-８２５８・愛知県江南市上奈良町（久保）・かみならちよう(くほﾞ)

　　４８３-８２５８・愛知県江南市上奈良町（郷）・かみならちよう(ごう)

　　４８３-８２５４・愛知県江南市木賀町新開・きがちようしんがい

　　４８３-８２５５・愛知県江南市木賀町定和・きがちようじようわ

　　４８３-８２５３・愛知県江南市木賀町杉・きがちようすぎ

　　４８３-８２３３・愛知県江南市木賀町大門・きがちようだいもん

　　４８３-８１６３・愛知県江南市木賀東町新宮・きがひがしちようしんぐう

　　４８３-８１６４・愛知県江南市木賀東町新塚・きがひがしちようしんつﾞか

　　４８３-８２３２・愛知県江南市木賀本郷町緑・きがほんごうちようみどり

　　４８３-８２３１・愛知県江南市木賀本郷町東・ きがほんごうちようひがじ

　　４８３-８２３９・愛知県江南市木賀本郷町西・ きがほんごうちようにじ

　　４８３-８２３８・愛知県江南市木賀本郷町南・きがほんごうちようみなみ

　　４８３-８１７６・愛知県江南市北野町（旭、郷浦）・きたのちよう(あさひ､ごううら)

　　４８３-８１７７・愛知県江南市北野町川石・ きたのちようかわいじ

　　４８３-８１７４・愛知県江南市北野町小松・きたのちようこまつ

　　４８３-８１７５・愛知県江南市北野町天神・きたのちようてんじん

　　４８３-８１５３・愛知県江南市北山町東・ きたやまちようひがじ

　　４８３-８１５７・愛知県江南市北山町西・ きたやまちようにじ

　　４８３-８００３・愛知県江南市草井町大野・くさいちようおおの

　　４８３-８００６・愛知県江南市草井町中・くさいちようなか

　　４８３-８０７１・愛知県江南市草井町中野・くさいちようなかの

　　４８３-８００４・愛知県江南市草井町宮東・ くさいちようみやひがじ

　　４８３-８００５・愛知県江南市草井町宮西・ くさいちようみやにじ

　　４８３-８０７２・愛知県江南市草井町若草・くさいちようわかくさ

　　４８３-８００７・愛知県江南市草井町西・ くさいちようにじ

　　４８３-８０７７・愛知県江南市草井町（南、榊戸、千代見）・くさいちよう(みなみ､さかきど､ちよ

み)

　　４８３-８３６５・愛知県江南市河野町一色・こうのちよういつしき

　　４８３-８３６４・愛知県江南市河野町川西・ こうのちようかわにじ

　　４８３-８３６６・愛知県江南市河野町管竹・こうのちようかんちく

　　４８３-８３６９・愛知県江南市河野町河野・こうのちようこうの

　　４８３-８３６３・愛知県江南市河野町五十間・こうのちようごじつけん



　　４８３-８３６２・愛知県江南市河野町小脇・こうのちようこわき

　　４８３-８１３６・愛知県江南市小折町（桜雲）・こおりちよう(さくも)

　　４８３-８１３７・愛知県江南市小折町（八竜）・こおりちよう(はちりゆう)

　　４８３-８１３４・愛知県江南市小折町（八竜西）・こおりちよう(はちりゆうにし)

　　４８３-８１３１・愛知県江南市小折町（八反畑）・こおりちよう(はつたんはﾞた)

　　４８３-８１２５・愛知県江南市小折東町旭・こおりひがしまちあさひ

　　４８３-８１２７・愛知県江南市小折本町小松原・こおりほんまちこまつはﾞら

　　４８３-８１２６・愛知県江南市小折本町栄・こおりほんまちさかえ

　　４８３-８１２４・愛知県江南市小折本町白山・こおりほんまちはくさん

　　４８３-８１２８・愛知県江南市小折本町柳橋・ こおりほんまちやなぎはﾞじ

　　４８３-８２１３・愛知県江南市古知野町朝日・こちのちようあさひ

　　４８３-８２０７・愛知県江南市古知野町熱田・こちのちようあつた

　　４８３-８２７２・愛知県江南市古知野町北屋敷・こちのちようきたやしき

　　４８３-８２７５・愛知県江南市古知野町久保見・こちのちようくほﾞみ

　　４８３-８２０５・愛知県江南市古知野町小金・こちのちようこがね

　　４８３-８２１１・愛知県江南市古知野町杉山・こちのちようすぎやま

　　４８３-８２０６・愛知県江南市古知野町千丸・こちのちようせんまる

　　４８３-８３３１・愛知県江南市古知野町高瀬・こちのちようたかせ

　　４８３-８２１５・愛知県江南市古知野町大塔・こちのちようだいとう

　　４８３-８２７１・愛知県江南市古知野町桃源・こちのちようとうげん

　　４８３-８２１６・愛知県江南市古知野町塔塚・こちのちようとうつﾞか

　　４８３-８２０８・愛知県江南市古知野町花霞・こちのちようはながすみ

　　４８３-８２１４・愛知県江南市古知野町日の出・こちのちようひので

　　４８３-８２７４・愛知県江南市古知野町広見・こちのちようひろみ

　　４８３-８２７７・愛知県江南市古知野町福寿・こちのちようふくじゆ

　　４８３-８２１７・愛知県江南市古知野町古渡・こちのちようふるわたり

　　４８３-８２７３・愛知県江南市古知野町本郷・こちのちようほんごう

　　４８３-８２７８・愛知県江南市古知野町牧森・こちのちようまきもり

　　４８３-８２１２・愛知県江南市古知野町瑞穂・こちのちようみずほ

　　４８３-８２７９・愛知県江南市古知野町宮裏・こちのちようみやうら

　　４８３-８２７６・愛知県江南市古知野町宮前・こちのちようみやまえ

　　４８３-８２４１・愛知県江南市五明町青木・ごみようちようあおき

　　４８３-８２４３・愛知県江南市五明町石橋・ ごみようちよういしはﾞじ

　　４８３-８２４７・愛知県江南市五明町太子堂・ごみようちようたいしどう

　　４８３-８２４４・愛知県江南市五明町高砂・ごみようちようたかす

　　４８３-８２４５・愛知県江南市五明町大膳・ごみようちようだいぜん

　　４８３-８２４８・愛知県江南市五明町天王・ごみようちようてんのう

　　４８３-８２４９・愛知県江南市五明町当光地・ごみようちようとうこうち

　　４８３-８２４２・愛知県江南市五明町根場・ごみようちようねはﾞ

　　４８３-８２４６・愛知県江南市五明町福森・ごみようちようふくもり

　　４８３-８４０６・愛知県江南市小脇町小脇・こわきちようこわき

　　４８３-８０５５・愛知県江南市山王町・さんのうちよう

　　４８３-８４０１・愛知県江南市慈光堂町北・じこうどうちようきた

　　４８３-８４０２・愛知県江南市慈光堂町南・じこうどうちようみなみ

　　４８３-８２６３・愛知県江南市島宮町桐野・しまみやちようきりの

　　４８３-８２６７・愛知県江南市島宮町郷内・しまみやちようごうない

　　４８３-８２６４・愛知県江南市島宮町城・しまみやちようしろ

　　４８３-８２６９・愛知県江南市島宮町巡見・しまみやちようじゆんけん

　　４８３-８２６６・愛知県江南市島宮町西之宮・しまみやちようにしのみや

　　４８３-８２６８・愛知県江南市島宮町水堀・しまみやちようみずほり

　　４８３-８２６２・愛知県江南市島宮町吉原・しまみやちようよしはら

　　４８３-８２６５・愛知県江南市島宮町四日市場・しまみやちようよつかいちはﾞ

　　４８３-８１２３・愛知県江南市曽本町幼川添・そもとちようおさながわぞえ

　　４８３-８１２１・愛知県江南市曽本町二子・そもとちようふたご

　　４８３-８１２２・愛知県江南市曽本町二子前・そもとちようふたごまえ

　　４８３-８０６５・愛知県江南市高屋町旭・たかやちようあさひ

　　４８３-８０８８・愛知県江南市高屋町後山・たかやちよううしろやま

　　４８３-８０８６・愛知県江南市高屋町大松原・たかやちようおおまつはﾞら

　　４８３-８０８４・愛知県江南市高屋町御日塚・たかやちようおひつﾞか

　　４８３-８０８１・愛知県江南市高屋町上本郷・たかやちようかみほんごう

　　４８３-８０８７・愛知県江南市高屋町北上・たかやちようきたがみ

　　４８３-８０６２・愛知県江南市高屋町神戸・たかやちようごうど

　　４８３-８０６１・愛知県江南市高屋町清水・たかやちようしみず

　　４８３-８０６４・愛知県江南市高屋町十六田・たかやちようじゆうろくでん

　　４８３-８０４７・愛知県江南市高屋町大師・ たかやちようだいじ

　　４８３-８０３５・愛知県江南市高屋町大門・たかやちようだいもん

　　４８３-８０４５・愛知県江南市高屋町遠場・たかやちようとうはﾞ

　　４８３-８０８３・愛知県江南市高屋町中屋舗・たかやちようなかやしき

　　４８３-８０８５・愛知県江南市高屋町西里・たかやちようにしさと

　　４８３-８０６６・愛知県江南市高屋町西町・たかやちようにしまち



　　４８３-８０６３・愛知県江南市高屋町八幡・たかやちようはちまん

　　４８３-８０４６・愛知県江南市高屋町花戸・たかやちようはなど

　　４８３-８０８２・愛知県江南市高屋町本郷・たかやちようほんごう

　　４８３-８１３８・愛知県江南市田代町郷中・たしろちようごうなか

　　４８３-８１３３・愛知県江南市田代町西ノ丸・たしろちようにしのまる

　　４８３-８１３２・愛知県江南市田代町南出・たしろちようみなみで

　　４８３-８１１４・愛知県江南市天王町駒野・てんのうちようこまの

　　４８３-８１１３・愛知県江南市天王町五反林・ てんのうちようごたんはﾞやじ

　　４８３-８２５６・愛知県江南市中奈良町・なかならちよう

　　４８３-８００１・愛知県江南市中般若町東・ なかはんにやちようひがじ

　　４８３-８００２・愛知県江南市中般若町西・ なかはんにやちようにじ

　　４８３-８００３・愛知県江南市中般若町（川端、北浦）・なかはんにやちよう(かわはﾞた､きたうら)

　　４８３-８２０３・愛知県江南市野白町西千丸・のはﾞくちようにしせんまる

　　４８３-８２０２・愛知県江南市野白町野白・のはﾞくちようのはﾞく

　　４８３-８２０４・愛知県江南市野白町東千丸・のはﾞくちようひがしせんまる

　　４８３-８２０１・愛知県江南市野白町葭場・のはﾞくちようよしはﾞ

　　４８３-８０１８・愛知県江南市般若町中山・はんにやちようなかやま

　　４８３-８０１７・愛知県江南市般若町前山・はんにやちようまえやま

　　４８３-８０１２・愛知県江南市般若町東山・はんにやちようひがしやま

　　４８３-８０１３・愛知県江南市般若町南山・はんにやちようみなみやま

　　４８３-８０１１・愛知県江南市般若町宮山・はんにやちようみややま

　　４８３-８４３３・愛知県江南市東野町岩見・ひがしのちよういわみ

　　４８３-８４１５・愛知県江南市東野町鐘鋳山・ひがしのちようかねいりやま

　　４８３-８４２２・愛知県江南市東野町神上・ひがしのちようかみあげ

　　４８３-８４１７・愛知県江南市東野町烏森・ひがしのちようからすもり

　　４８３-８４２６・愛知県江南市東野町河原・ひがしのちようかわら

　　４８３-８４２５・愛知県江南市東野町河戸・ひがしのちようこうど

　　４８３-８４１８・愛知県江南市東野町米野・ひがしのちようこめの

　　４８３-８４２１・愛知県江南市東野町郷前・ひがしのちようごうまえ

　　４８３-８４２３・愛知県江南市東野町郷前西・ ひがしのちようごうまえにじ

　　４８３-８４２７・愛知県江南市東野町新田・ひがしのちようしんでん

　　４８３-８４２８・愛知県江南市東野町新田東・ ひがしのちようしんでんひがじ

　　４８３-８４３１・愛知県江南市東野町神田・ひがしのちようじんでん

　　４８３-８４１６・愛知県江南市東野町長幡寺・ひがしのちようちようはﾞんじ

　　４８３-８４１９・愛知県江南市東野町七社宮・ひがしのちようななしやぐう

　　４８３-８４２９・愛知県江南市東野町西神田・ひがしのちようにしじんでん

　　４８３-８４２４・愛知県江南市東野町西出・ひがしのちようにしで

　　４８３-８４３２・愛知県江南市東野町東神田・ひがしのちようひがしじんでん

　　４８３-８３３３・愛知県江南市飛高町泉・ひだかちよういずみ

　　４８３-８３３２・愛知県江南市飛高町門野・ひだかちようかどの

　　４８３-８０６７・愛知県江南市飛高町中町・ひだかちようなかまち

　　４８３-８３３９・愛知県江南市飛高町（夫見添、栄）・ひだかちよう(ふみぞえ､さかえ)

　　４８３-８０６８・愛知県江南市飛高町本町・ひだかちようほんまち

　　４８３-８０６９・愛知県江南市飛高町宮町・ひだかちようみやまち

　　４８３-８３３７・愛知県江南市藤ケ丘・ふじがおか

　　４８３-８１４２・愛知県江南市布袋下山町東・ ほていしもやまちようひがじ

　　４８３-８１４６・愛知県江南市布袋下山町西・ ほていしもやまちようにじ

　　４８３-８１４８・愛知県江南市布袋下山町南・ほていしもやまちようみなみ

　　４８３-８１４７・愛知県江南市布袋下山町北・ほていしもやまちようきた

　　４８３-８２３５・愛知県江南市布袋町中・ほていちようなか

　　４８３-８１４１・愛知県江南市布袋町西布・ほていちようにしほ

　　４８３-８１５８・愛知県江南市布袋町東・ ほていちようひがじ

　　４８３-８２３７・愛知県江南市布袋町西・ ほていちようにじ

　　４８３-８２３６・愛知県江南市布袋町南・ほていちようみなみ

　　４８３-８２３４・愛知県江南市布袋町北・ほていちようきた

　　４８３-８０５７・愛知県江南市前野町新田・まえのちようしんでん

　　４８３-８０５１・愛知県江南市前野町新田北・まえのちようしんでんきた

　　４８３-８０５３・愛知県江南市前野町高島・まえのちようたかしま

　　４８３-８０５２・愛知県江南市前野町東・ まえのちようひがじ

　　４８３-８０５８・愛知県江南市前野町西・ まえのちようにじ

　　４８３-８０５４・愛知県江南市前野町南・まえのちようみなみ

　　４８３-８３４８・愛知県江南市前飛保町河原・まえひほﾞちようかわはら

　　４８３-８３４１・愛知県江南市前飛保町栄・まえひほﾞちようさかえ

　　４８３-８３３５・愛知県江南市前飛保町寺前・まえひほﾞちようてらまえ

　　４８３-８３３６・愛知県江南市前飛保町寺町・まえひほﾞちようてらまち

　　４８３-８３４９・愛知県江南市前飛保町西町・まえひほﾞちようにしまち

　　４８３-８３３８・愛知県江南市前飛保町藤町・まえひほﾞちようふじまち

　　４８３-８３３４・愛知県江南市前飛保町緑ケ丘・まえひほﾞちようみどりがおか

　　４８３-８３４２・愛知県江南市松竹町上野・まつたけちようかみの

　　４８３-８３５１・愛知県江南市松竹町切野・まつたけちようきりの



　　４８３-８３４３・愛知県江南市松竹町米野・まつたけちようこめの

　　４８３-８３５８・愛知県江南市松竹町郷浦・まつたけちようごううら

　　４８３-８３５２・愛知県江南市松竹町高山・まつたけちようたかやま

　　４８３-８３５６・愛知県江南市松竹町西松竹・まつたけちようにしまつたけ

　　４８３-８３５４・愛知県江南市松竹町八幡・まつたけちようはちまん

　　４８３-８３５９・愛知県江南市松竹町東瀬古・まつたけちようひがしせこ

　　４８３-８３５５・愛知県江南市松竹町西瀬古・まつたけちようにしせこ

　　４８３-８３５７・愛知県江南市松竹町向島・まつたけちようむかいじま

　　４８３-８３５３・愛知県江南市松竹町元屋敷・まつたけちようもとやしき

　　４８３-８１５５・愛知県江南市南山町中・みなみやまちようなか

　　４８３-８１５４・愛知県江南市南山町東・ みなみやまちようひがじ

　　４８３-８１５６・愛知県江南市南山町西・ みなみやまちようにじ

　　４８３-８０４４・愛知県江南市宮後町・みやうしろちよう

　　４８３-８０５６・愛知県江南市宮後町清水・みやうしろちようしみず

　　４８３-８３０３・愛知県江南市宮田神明町旭・みやたしんめいちようあさひ

　　４８３-８３０８・愛知県江南市宮田神明町春日・みやたしんめいちようかすが

　　４８３-８３０４・愛知県江南市宮田神明町栄・みやたしんめいちようさかえ

　　４８３-８３０２・愛知県江南市宮田神明町天王・みやたしんめいちようてんのう

　　４８３-８３０１・愛知県江南市宮田神明町緑・みやたしんめいちようみどり

　　４８３-８３７５・愛知県江南市宮田町泉・みやたちよういずみ

　　４８３-８３７１・愛知県江南市宮田町河沼・みやたちようかわぬま

　　４８３-８３７４・愛知県江南市宮田町久保見・みやたちようくほﾞみ

　　４８３-８３７３・愛知県江南市宮田町菖蒲池・みやたちようしようぶいけ

　　４８３-８３０７・愛知県江南市宮田町新田・みやたちようしんでん

　　４８３-８３０６・愛知県江南市宮田町中島・みやたちようなかじま

　　４８３-８３０５・愛知県江南市宮田町生原・みやたちようはいはﾞら

　　４８３-８３７６・愛知県江南市宮田町藤ノ森・みやたちようふじのもり

　　４８３-８３６１・愛知県江南市宮田町平和・みやたちようへいわ

　　４８３-８３７９・愛知県江南市宮田町本郷・みやたちようほんごう

　　４８３-８３７７・愛知県江南市宮田町本田島・みやたちようほんだじま

　　４８３-８３６７・愛知県江南市宮田町南野・みやたちようみなみの

　　４８３-８３６８・愛知県江南市宮田町南野東・ みやたちようみなみのひがじ

　　４８３-８３７２・愛知県江南市宮田町宮東・ みやたちようみやひがじ

　　４８３-８３７８・愛知県江南市宮田町四ツ谷・みやたちようよつや

　　４８３-８０７６・愛知県江南市村久野町上原・むらくのちよううえはら

　　４８３-８３１２・愛知県江南市村久野町金森・むらくのちようかなもり

　　４８３-８３１６・愛知県江南市村久野町河戸・むらくのちようかわど

　　４８３-８３１１・愛知県江南市村久野町九郷・むらくのちようくごう

　　４８３-８３２８・愛知県江南市村久野町鈴道・むらくのちようすずみち

　　４８３-８３２１・愛知県江南市村久野町瀬頭・むらくのちようせがしら

　　４８３-８３１５・愛知県江南市村久野町大門・むらくのちようだいもん

　　４８３-８３１４・愛知県江南市村久野町寺町・むらくのちようてらまち

　　４８３-８３１９・愛知県江南市村久野町寺東・ むらくのちようてらひがじ

　　４８３-８３２２・愛知県江南市村久野町鳥附・むらくのちようとりつき

　　４８３-８３１３・愛知県江南市村久野町中郷・むらくのちようなかごう

　　４８３-８３２６・愛知県江南市村久野町仲原・むらくのちようなかはら

　　４８３-８０７５・愛知県江南市村久野町平河・むらくのちようひらかわ

　　４８３-８３２７・愛知県江南市村久野町平野・むらくのちようひらの

　　４８３-８０７４・愛知県江南市村久野町平松・むらくのちようひらまつ

　　４８３-８３１７・愛知県江南市村久野町藤里・むらくのちようふじさと

　　４８３-８３２５・愛知県江南市村久野町冨士塚・むらくのちようふじつﾞか

　　４８３-８３２４・愛知県江南市村久野町南大門・むらくのちようみなみだいもん

　　４８３-８３１８・愛知県江南市村久野町宮出・むらくのちようみやで

　　４８３-８３２３・愛知県江南市村久野町門弟山・むらくのちようもんていやま

　　４８３-８１１２・愛知県江南市安良町池尻・やすらちよういけじり

　　４８３-８１１７・愛知県江南市安良町上郷・やすらちようかみごう

　　４８３-８１１８・愛知県江南市安良町郷中・やすらちようごうなか

　　４８３-８１１１・愛知県江南市安良町地蔵・やすらちようじぞう

　　４８３-８１１６・愛知県江南市安良町八王子・やすらちようはちおうじ

　　４８３-８１１５・愛知県江南市安良町宮前・やすらちようみやまえ

　　４８３-８０３１・愛知県江南市山尻町朝日・やまじりちようあさひ

　　４８３-８０３２・愛知県江南市山尻町大桑・やまじりちようおおくわ

　　４８３-８０３３・愛知県江南市山尻町川端・やまじりちようかわはﾞた

　　４８３-８０３８・愛知県江南市山尻町本丸・やまじりちようほんまる

　　４８３-８０３６・愛知県江南市山尻町本丸西・ やまじりちようほんまるにじ

　　４８３-８１５９・愛知県江南市寄木町秋葉・よりきちようあきはﾞ

　　４８３-８１５２・愛知県江南市寄木町稲木・よりきちよういなき

　　４８３-８１８４・愛知県江南市寄木町天道・よりきちようてんどう

　　４８３-８１５１・愛知県江南市寄木町白山・よりきちようはくさん

　　４８３-８１０９・愛知県江南市力長町神出・りきながちようかみで



　　４８３-８１０１・愛知県江南市力長町観音寺・りきながちようかんおんじ

　　４８３-８１０５・愛知県江南市力長町社宮司・りきながちようしやぐうじ

　　４８３-８１０８・愛知県江南市力長町神明・りきながちようしんめい

　　４８３-８１０４・愛知県江南市力長町大当寺・りきながちようだいとうじ

　　４８３-８１０３・愛知県江南市力長町宮前・りきながちようみやまえ

　　４８３-８１０２・愛知県江南市力長町若宮・りきながちようわかみや

　　４８３-８０２２・愛知県江南市和田町旭・わだちようあさひ

　　４８３-８０１４・愛知県江南市和田町川東・ わだちようかわひがじ

　　４８３-８０２１・愛知県江南市和田町小島・わだちようこじま

　　４８３-８０２９・愛知県江南市和田町栄・わだちようさかえ

　　４８３-８０２４・愛知県江南市和田町天神・わだちようてんじん

　　４８３-８０２８・愛知県江南市和田町中・わだちようなか

　　４８３-８０１５・愛知県江南市和田町中島・わだちようなかじま

　　４８３-８０２６・愛知県江南市和田町中畑・わだちようなかはた

　　４８３-８０１６・愛知県江南市和田町西島・わだちようにしじま

　　４８３-８０２３・愛知県江南市和田町二タ子・わだちようふたご

　　４８３-８０２７・愛知県江南市和田町本郷・わだちようほんごう

　　４８３-８０２５・愛知県江南市和田町宮・わだちようみや

　　４８５-００００・愛知県小牧市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８５-００４７・愛知県小牧市曙町・あけほﾞのちよう

　　４８５-０８０４・愛知県小牧市池之内・いけのうち

　　４８５-００３４・愛知県小牧市市之久田・いちのくた

　　４８５-００８４・愛知県小牧市入鹿出新田・いるかでしんでん

　　４８５-００１１・愛知県小牧市岩崎・いわざき

　　４８５-００１７・愛知県小牧市岩崎原・いわざきはら

　　４８５-０８３２・愛知県小牧市応時・おうじ

　　４８５-０８０２・愛知県小牧市大草・おおくさ

　　４８５-００２６・愛知県小牧市大山（小牧大山）・おおやま(こまきおおやま)

　　４８５-０８０１・愛知県小牧市大山（篠岡大山）・おおやま(しのおかおおやま)

　　４８５-００３７・愛知県小牧市小針・おはﾞり

　　４８５-００３２・愛知県小牧市掛割町・かけわりちよう

　　４８５-００２５・愛知県小牧市春日寺・かすがんじ

　　４８５-０８２２・愛知県小牧市上末・かみずえ

　　４８５-００８５・愛知県小牧市河内屋新田・かわちやしんでん

　　４８５-００４５・愛知県小牧市川西・ かわにじ

　　４８５-００２３・愛知県小牧市北外山・きたとやま

　　４８５-００２２・愛知県小牧市北外山入鹿新田・きたとやまいるかしんでん

　　４８５-０００９・愛知県小牧市久保・くほﾞ

　　４８５-０００３・愛知県小牧市久保一色・くほﾞいしき

　　４８５-０００１・愛知県小牧市久保一色東・ くほﾞいしきひがじ

　　４８５-０００７・愛知県小牧市久保一色南・くほﾞいしきみなみ

　　４８５-０００６・愛知県小牧市久保新町・くほﾞしんまち

　　４８５-０００５・愛知県小牧市久保本町・くほﾞほんまち

　　４８５-００３３・愛知県小牧市郷中・ごうなか

　　４８５-０８２３・愛知県小牧市郷西町・ごうにしちよう

　　４８５-０８１４・愛知県小牧市古雅・こが

　　４８５-００５８・愛知県小牧市小木・こき

　　４８５-００５９・愛知県小牧市小木東・ こきひがじ

　　４８５-００５７・愛知県小牧市小木西・ こきにじ

　　４８５-００５６・愛知県小牧市小木南・こきみなみ

　　４８５-００４１・愛知県小牧市小牧・こまき

　　４８５-０８２９・愛知県小牧市小牧原・こまきはら

　　４８５-００１２・愛知県小牧市小牧原新田・こまきはらしんでん

　　４８５-０８２８・愛知県小牧市小松寺・こまつじ

　　４８５-００４２・愛知県小牧市桜井・さくらい

　　４８５-００４３・愛知県小牧市桜井本町・さくらいほんまち

　　４８５-０８１５・愛知県小牧市篠岡・しのおか

　　４８５-００３６・愛知県小牧市下小針天神・しもおはﾞりてんじん

　　４８５-００５１・愛知県小牧市下小針中島・しもおはﾞりなかしま

　　４８５-０８２５・愛知県小牧市下末・しもずえ

　　４８５-００４４・愛知県小牧市常普請・ じようぶじ

　　４８５-０８１２・愛知県小牧市城山・しろやま

　　４８５-００７４・愛知県小牧市新小木・しんこき

　　４８５-００１３・愛知県小牧市新町・しんまち

　　４８５-００３９・愛知県小牧市外堀・そとほﾞり

　　４８５-０８０３・愛知県小牧市高根・たかね

　　４８５-０００４・愛知県小牧市田県町・たがたちよう

　　４８５-００５２・愛知県小牧市多気中町・たきなかまち

　　４８５-００３５・愛知県小牧市多気東町・たきひがしまち

　　４８５-００５４・愛知県小牧市多気西町・たきにしまち



　　４８５-００５３・愛知県小牧市多気南町・たきみなみまち

　　４８５-００５５・愛知県小牧市多気北町・たききたまち

　　４８５-００２９・愛知県小牧市中央・ちゆうおう

　　４８５-０００８・愛知県小牧市寺西・ てらにじ

　　４８５-０８２４・愛知県小牧市長治町・ながはるちよう

　　４８５-００７８・愛知県小牧市西島町・にしじまちよう

　　４８５-００７７・愛知県小牧市西之島・にしのしま

　　４８５-０８０６・愛知県小牧市野口・のぐち

　　４８５-０８０５・愛知県小牧市林・ はやじ

　　４８５-０８１１・愛知県小牧市光ケ丘・ひかりがおか

　　４８５-０８３１・愛知県小牧市東・ ひがじ

　　４８５-００２８・愛知県小牧市東新町・ひがししんまち

　　４８５-０８２６・愛知県小牧市東田中・ひがしたなか

　　４８５-００６８・愛知県小牧市藤島・ふじしま

　　４８５-００６７・愛知県小牧市藤島町居屋敷・ふじしまちよういやしき

　　４８５-００６３・愛知県小牧市藤島町鏡池・ふじしまちようかがみいけ

　　４８５-００６５・愛知県小牧市藤島町五才田・ふじしまちようごさいでん

　　４８５-００６６・愛知県小牧市藤島町出口・ふじしまちようでぐち

　　４８５-００６４・愛知県小牧市藤島町徳願寺・ふじしまちようとくがんじ

　　４８５-００６２・愛知県小牧市藤島町中島・ふじしまちようなかじま

　　４８５-００６９・愛知県小牧市藤島町梵天・ふじしまちようほﾞんてん

　　４８５-００６１・愛知県小牧市藤島町向江・ふじしまちようむかえ

　　４８５-００２１・愛知県小牧市二重堀・ふたえほﾞり

　　４８５-００７３・愛知県小牧市舟津・ふなつ

　　４８５-０８２７・愛知県小牧市文津・ふみつ

　　４８５-００４６・愛知県小牧市堀の内・ほりのうち

　　４８５-０８２１・愛知県小牧市本庄・ほんじよう

　　４８５-００１５・愛知県小牧市間々・まま

　　４８５-００１６・愛知県小牧市間々原新田・ままはらしんでん

　　４８５-００４８・愛知県小牧市間々本町・ままほんまち

　　４８５-００７５・愛知県小牧市三ツ渕・みつぶち

　　４８５-００７６・愛知県小牧市三ツ渕原新田・みつぶちはらしんでん

　　４８５-００２７・愛知県小牧市緑町・みどりまち

　　４８５-００２４・愛知県小牧市南外山・みなみとやま

　　４８５-００８２・愛知県小牧市村中・むらなか

　　４８５-００８３・愛知県小牧市村中新町・むらなかしんまち

　　４８５-００７２・愛知県小牧市元町・もとまち

　　４８５-０８１３・愛知県小牧市桃ケ丘・ももがおか

　　４８５-００１４・愛知県小牧市安田町・やすだちよう

　　４８５-００４９・愛知県小牧市山北町・やまきたちよう

　　４８５-００７１・愛知県小牧市弥生町・やよいちよう

　　４８５-００８１・愛知県小牧市横内・よこうち

　　４８５-０００２・愛知県小牧市葭原・よしはら

　　４８５-００３１・愛知県小牧市若草町・わかくさちよう

　　４９２-００００・愛知県稲沢市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４９２-８００８・愛知県稲沢市赤池町・あかいけちよう

　　４９２-８００１・愛知県稲沢市赤池池田町・あかいけいけだちよう

　　４９２-８００２・愛知県稲沢市赤池居道町・あかいけいみちちよう

　　４９２-８００４・愛知県稲沢市赤池裏田町・あかいけうらだちよう

　　４９２-８０１５・愛知県稲沢市赤池北池田町・あかいけきたいけだちよう

　　４９２-８０１４・愛知県稲沢市赤池北町・あかいけきたまち

　　４９２-８０２２・愛知県稲沢市赤池坂畑町・あかいけさかはたちよう

　　４９２-８００５・愛知県稲沢市赤池陣出町・あかいけじんでちよう

　　４９２-８０１３・愛知県稲沢市赤池寺東町・あかいけてらひがしちよう

　　４９２-８０１２・愛知県稲沢市赤池天王町・あかいけてんのうちよう

　　４９２-８０２５・愛知県稲沢市赤池中町・あかいけなかまち

　　４９２-８００３・愛知県稲沢市赤池西出町・あかいけにしでちよう

　　４９２-８０１７・愛知県稲沢市赤池旗屋町・あかいけはたやちよう

　　４９２-８０２１・愛知県稲沢市赤池東山町・あかいけひがしやまちよう

　　４９２-８０２３・愛知県稲沢市赤池広畑町・あかいけひろはたちよう

　　４９２-８０１１・愛知県稲沢市赤池前山町・あかいけまえやまちよう

　　４９２-８００６・愛知県稲沢市赤池真崎町・あかいけまつさきちよう

　　４９２-８０２４・愛知県稲沢市赤池南町・あかいけみなみまち

　　４９２-８０１６・愛知県稲沢市赤池宮西町・あかいけみやにしちよう

　　４９２-８００７・愛知県稲沢市赤池山中町・あかいけやまなかちよう

　　４９２-８３１８・愛知県稲沢市浅井町・あさいちよう

　　４９２-８２６８・愛知県稲沢市朝府町・あざぶちよう

　　４９２-８２７８・愛知県稲沢市天池金山町・あまいけかなやまちよう

　　４９２-８２７４・愛知県稲沢市天池光田町・あまいけこうだちよう

　　４９２-８２７５・愛知県稲沢市天池五反田町・あまいけごたんだちよう



　　４９２-８２８１・愛知県稲沢市天池伝代町・あまいけでんだいちよう

　　４９２-８２７９・愛知県稲沢市天池遠松町・あまいけとおまつちよう

　　４９２-８２８３・愛知県稲沢市天池浪寄町・あまいけなみよせちよう

　　４９２-８２８２・愛知県稲沢市天池東町・あまいけひがしまち

　　４９２-８２８４・愛知県稲沢市天池西町・あまいけにしまち

　　４９２-８２７７・愛知県稲沢市天池牧作町・あまいけまきつくりちよう

　　４９２-８２７６・愛知県稲沢市天池町・あまいけちよう

　　４９２-８２６２・愛知県稲沢市池部町・いけべちよう

　　４９２-８３６２・愛知県稲沢市一色青海町・いしきあおかいちよう

　　４９２-８３６３・愛知県稲沢市一色跡之口町・いしきあとのくちちよう

　　４９２-８３５６・愛知県稲沢市一色市場町・いしきいちはﾞちよう

　　４９２-８３７１・愛知県稲沢市一色上方町・いしきかみがたちよう

　　４９２-８３６６・愛知県稲沢市一色川俣町・いしきかわまたちよう

　　４９２-８３５４・愛知県稲沢市一色三反田町・いしきさんたんだちよう

　　４９２-８３６５・愛知県稲沢市一色下方町・いしきしもかたちよう

　　４９２-８３７５・愛知県稲沢市一色巡見町・いしきじゆんけんちよう

　　４９２-８３５２・愛知県稲沢市一色神宮町・いしきじんぐうちよう

　　４９２-８３５１・愛知県稲沢市一色竹橋町・いしきたけはしちよう

　　４９２-８３７３・愛知県稲沢市一色中通町・いしきなかどおりちよう

　　４９２-８３７２・愛知県稲沢市一色中屋敷町・いしきなかやしきちよう

　　４９２-８３６１・愛知県稲沢市一色長畑町・いしきながはたちよう

　　４９２-８３７４・愛知県稲沢市一色西町・いしきにしまち

　　４９２-８３５８・愛知県稲沢市一色白山町・いしきはくさんちよう

　　４９２-８３５３・愛知県稲沢市一色藤塚町・いしきふじつかちよう

　　４９２-８３５７・愛知県稲沢市一色道上町・いしきみちかみちよう

　　４９２-８３６４・愛知県稲沢市一色森山町・いしきもりやまちよう

　　４９２-８２７１・愛知県稲沢市石橋・ いしはﾞじ

　　４９２-８４５１・愛知県稲沢市板葺町・いたぶきちよう

　　４９２-８２１７・愛知県稲沢市稲沢町・いなざわちよう

　　４９２-８２１１・愛知県稲沢市稲沢町北山・いなざわちようきたやま

　　４９２-８２２９・愛知県稲沢市稲島・いなじま

　　４９２-８２０７・愛知県稲沢市稲島町・いなじまちよう

　　４９２-８２３０・愛知県稲沢市稲島東・ いなじまひがじ

　　４９２-８２０６・愛知県稲沢市稲島法成寺町・いなじまほうじようじちよう

　　４９２-８２１９・愛知県稲沢市稲葉・いなはﾞ

　　４９２-８２６９・愛知県稲沢市稲府町・いなぶちよう

　　４９２-８１６３・愛知県稲沢市井之口石塚町・いのくちいしつﾞかちよう

　　４９２-８１６４・愛知県稲沢市井之口大坪町・いのくちおおつほﾞちよう

　　４９２-８１５２・愛知県稲沢市井之口大宮町・いのくちおおみやちよう

　　４９２-８１６６・愛知県稲沢市井之口沖ノ田町・いのくちおきのたちよう

　　４９２-８１５６・愛知県稲沢市井之口親畑町・いのくちおやはﾞたちよう

　　４９２-８１５７・愛知県稲沢市井之口柿ノ木町・いのくちかきのきちよう

　　４９２-８１５１・愛知県稲沢市井之口北畑町・いのくちきたはﾞたちよう

　　４９２-８１６２・愛知県稲沢市井之口小番戸町・いのくちこはﾞんどちよう

　　４９２-８１６５・愛知県稲沢市井之口鶴田町・いのくちつるでんちよう

　　４９２-８１５８・愛知県稲沢市井之口白山町・いのくちはくさんちよう

　　４９２-８１５４・愛知県稲沢市井之口本町・いのくちほんまち

　　４９２-８１５５・愛知県稲沢市井之口四家町・いのくちよつやちよう

　　４９２-８１５３・愛知県稲沢市井之口町・いのくちちよう

　　４９２-８４６５・愛知県稲沢市井堀犬城町・いほﾞりいぬしろちよう

　　４９２-８４６６・愛知県稲沢市井堀江西町・いほﾞりえにしちよう

　　４９２-８４０６・愛知県稲沢市井堀大縄町・いほﾞりおおなわちよう

　　４９２-８４６７・愛知県稲沢市井堀蒲六町・いほﾞりがまろくちよう

　　４９２-８４０８・愛知県稲沢市井堀川東町・いほﾞりかわひがしちよう

　　４９２-８４６１・愛知県稲沢市井堀北出町・いほﾞりきたでちよう

　　４９２-８４６４・愛知県稲沢市井堀下郷町・いほﾞりしもごうちよう

　　４９２-８４０７・愛知県稲沢市井堀宿塚町・いほﾞりしゆくつﾞかちよう

　　４９２-８４６２・愛知県稲沢市井堀高見町・いほﾞりたかみちよう

　　４９２-８４６３・愛知県稲沢市井堀中郷町・いほﾞりなかごうちよう

　　４９２-８４６８・愛知県稲沢市井堀野口町・いほﾞりのぐちちよう

　　４９２-８４０９・愛知県稲沢市井堀橋下町・いほﾞりはししもちよう

　　４９２-８４５３・愛知県稲沢市今村町・いまむらちよう

　　４９２-８４４３・愛知県稲沢市牛踏町・うしぶみちよう

　　４９２-８１４３・愛知県稲沢市駅前・えきまえ

　　４９２-８２１４・愛知県稲沢市大塚南・おおつかみなみ

　　４９２-８２１５・愛知県稲沢市大塚北・おおつかきた

　　４９２-８２１６・愛知県稲沢市大塚町・おおつかちよう

　　４９２-８４１５・愛知県稲沢市大矢青山町・おおやあおやまちよう

　　４９２-８４１３・愛知県稲沢市大矢江西町・おおやえにしちよう

　　４９２-８４１８・愛知県稲沢市大矢高田町・おおやこうだちよう



　　４９２-８４１４・愛知県稲沢市大矢浄土寺町・おおやじようどじちよう

　　４９２-８４１６・愛知県稲沢市大矢白山町・おおやしろやまちよう

　　４９２-８４１９・愛知県稲沢市大矢真宮町・おおやしんぐうちよう

　　４９２-８４１７・愛知県稲沢市大矢仙口町・おおやせんぐちちよう

　　４９２-８４１２・愛知県稲沢市大矢町・おおやちよう

　　４９２-８２２３・愛知県稲沢市奥田井之下町・おくだいのしたちよう

　　４９２-８２２４・愛知県稲沢市奥田大沢町・おくだおおさわちよう

　　４９２-８２５３・愛知県稲沢市奥田神ノ木町・おくだかみのきちよう

　　４９２-８２５６・愛知県稲沢市奥田北花ノ木町・おくだきたはなのきちよう

　　４９２-８２４３・愛知県稲沢市奥田木塚町・おくだきつﾞかちよう

　　４９２-８２３４・愛知県稲沢市奥田切田町・おくだきりたちよう

　　４９２-８２４６・愛知県稲沢市奥田計用町・おくだけいようちよう

　　４９２-８２３２・愛知県稲沢市奥田酒伊町・おくださかいちよう

　　４９２-８２５７・愛知県稲沢市奥田島崎町・おくだしまざきちよう

　　４９２-８２４４・愛知県稲沢市奥田下河町・おくだしもかわちよう

　　４９２-８２２５・愛知県稲沢市奥田膳棚町・おくだぜんたなちよう

　　４９２-８２２６・愛知県稲沢市奥田大門町・おくだだいもんちよう

　　４９２-８２３５・愛知県稲沢市奥田立長町・おくだたておさちよう

　　４９２-８２４１・愛知県稲沢市奥田田畑町・おくだたはﾞたちよう

　　４９２-８２３６・愛知県稲沢市奥田寺切町・おくだてらぎりちよう

　　４９２-８２５５・愛知県稲沢市奥田天神町・おくだてんじんちよう

　　４９２-８２２２・愛知県稲沢市奥田天目寺町・おくだてんもくじちよう

　　４９２-８２３９・愛知県稲沢市奥田中切町・おくだなかきりちよう

　　４９２-８２２８・愛知県稲沢市奥田長角町・おくだながずみちよう

　　４９２-８２３１・愛知県稲沢市奥田流町・おくだながれちよう

　　４９２-８２２７・愛知県稲沢市奥田白山町・おくだはくさんちよう

　　４９２-８２３７・愛知県稲沢市奥田馬場町・おくだはﾞんはﾞちよう

　　４９２-８２３８・愛知県稲沢市奥田堀畑町・おくだほりはﾞたちよう

　　４９２-８２４５・愛知県稲沢市奥田南花ノ木町・おくだみなみはなのきちよう

　　４９２-８２５４・愛知県稲沢市奥田宮長町・おくだみやながちよう

　　４９２-８２３３・愛知県稲沢市奥田町・おくだちよう

　　４９２-８２４２・愛知県稲沢市奥田町田畑切・おくだちようたはﾞたきり

　　４９２-８２４２・愛知県稲沢市奥田町文七西・ おくだちようぶんひちにじ

　　４９２-８０８１・愛知県稲沢市下津油田町・おりつﾞあぶらでんちよう

　　４９２-８０５８・愛知県稲沢市下津牛洗町・おりつﾞうしあらいちよう

　　４９２-８０５４・愛知県稲沢市下津片町・おりつﾞかたまち

　　４９２-８０７２・愛知県稲沢市下津北信正寺町・おりつﾞきたしんしようじちよう

　　４９２-８０９４・愛知県稲沢市下津北山・おりつﾞきたやま

　　４９２-８０９１・愛知県稲沢市下津鞍掛・おりつﾞくらかけ

　　４９２-８０５６・愛知県稲沢市下津鞍掛町・おりつﾞくらかけちよう

　　４９２-８０９３・愛知県稲沢市下津小井戸・おりつﾞこいど

　　４９２-８０６８・愛知県稲沢市下津小井戸町・おりつﾞこいどちよう

　　４９２-８０５１・愛知県稲沢市下津光明寺町・おりつﾞこうみようじちよう

　　４９２-８０５３・愛知県稲沢市下津蛇池町・おりつﾞじやいけちよう

　　４９２-８０６６・愛知県稲沢市下津新町・おりつﾞしんまち

　　４９２-８０６２・愛知県稲沢市下津住吉町・おりつﾞすみよしちよう

　　４９２-８０６５・愛知県稲沢市下津大門町・おりつﾞだいもんちよう

　　４９２-８０６１・愛知県稲沢市下津高戸町・おりつﾞたかどちよう

　　４９２-８０８５・愛知県稲沢市下津丹下田町・おりつﾞたんげだちよう

　　４９２-８０７８・愛知県稲沢市下津寺前町・おりつﾞてらまえちよう

　　４９２-８０７７・愛知県稲沢市下津土山町・おりつﾞどやまちよう

　　４９２-８０５７・愛知県稲沢市下津長田町・おりつﾞながたちよう

　　４９２-８０６４・愛知県稲沢市下津二本杉町・おりつﾞにほんすぎちよう

　　４９２-８０５２・愛知県稲沢市下津ふじ塚町・おりつﾞふじつかちよう

　　４９２-８０９２・愛知県稲沢市下津穂所・おりつﾞほどころ

　　４９２-８０５５・愛知県稲沢市下津穂所町・おりつﾞほどころちよう

　　４９２-８０７１・愛知県稲沢市下津本郷町・おりつﾞほんごうちよう

　　４９２-８０７３・愛知県稲沢市下津南信正寺町・おりつﾞみなみしんしようじちよう

　　４９２-８０９５・愛知県稲沢市下津南山・おりつﾞみなみやま

　　４９２-８０８４・愛知県稲沢市下津南山町・おりつﾞみなみやまちよう

　　４９２-８０７６・愛知県稲沢市下津宮西町・おりつﾞみやにしちよう

　　４９２-８０８３・愛知県稲沢市下津森町・おりつﾞもりまち

　　４９２-８０６３・愛知県稲沢市下津矢口町・おりつﾞやぐちちよう

　　４９２-８０７４・愛知県稲沢市下津下町東・ おりつﾞしもまちひがじ

　　４９２-８０８２・愛知県稲沢市下津下町西・ おりつﾞしもまちにじ

　　４９２-８０７５・愛知県稲沢市下津町・おりつﾞちよう

　　４９２-８３５５・愛知県稲沢市片原一色町・かたはらいしきちよう

　　４９２-８１７４・愛知県稲沢市北市場西町・きたいちはﾞにしまち

　　４９２-８１７８・愛知県稲沢市北市場本町・きたいちはﾞほんまち

　　４９２-８１７５・愛知県稲沢市北市場南町・きたいちはﾞみなみまち



　　４９２-８１７３・愛知県稲沢市北市場町・きたいちはﾞちよう

　　４９２-８４４８・愛知県稲沢市北麻績町・きたおうみちよう

　　４９２-８４１０・愛知県稲沢市北島・きたじま

　　４９２-８４１１・愛知県稲沢市北島町・きたじまちよう

　　４９２-８３４９・愛知県稲沢市儀長・ぎちよう

　　４９２-８２１０・愛知県稲沢市木全・きまた

　　４９２-８２０９・愛知県稲沢市木全町・きまたちよう

　　４９２-８０３３・愛知県稲沢市陸田一里山町・くがたいちりやまちよう

　　４９２-８０４３・愛知県稲沢市陸田馬山町・くがたうまやまちよう

　　４９２-８０４５・愛知県稲沢市陸田栗林・ くがたくりはﾞやじ

　　４９２-８０３４・愛知県稲沢市陸田栗林町・くがたくりはﾞやしちよう

　　４９２-８０３１・愛知県稲沢市陸田高畑町・くがたたかはﾞたちよう

　　４９２-８０３７・愛知県稲沢市陸田白山町・くがたはくさんちよう

　　４９２-８０４２・愛知県稲沢市陸田花塚町・くがたはなつﾞかちよう

　　４９２-８０３２・愛知県稲沢市陸田東出町・くがたひがしでちよう

　　４９２-８０３６・愛知県稲沢市陸田本町・くがたほんまち

　　４９２-８０４１・愛知県稲沢市陸田丸之内町・くがたまるのうちちよう

　　４９２-８０４４・愛知県稲沢市陸田宮前・くがたみやまえ

　　４９２-８０３８・愛知県稲沢市陸田町・くがたちよう

　　４９２-８１７７・愛知県稲沢市日下部東町・くさかべひがしまち

　　４９２-８１８５・愛知県稲沢市日下部西町・くさかべにしまち

　　４９２-８１８３・愛知県稲沢市日下部南町・くさかべみなみまち

　　４９２-８１８１・愛知県稲沢市日下部北町・くさかべきたまち

　　４９２-８１８２・愛知県稲沢市日下部中町・くさかべなかまち

　　４９２-８１７６・愛知県稲沢市日下部花ノ木町・くさかべはなのきちよう

　　４９２-８１８４・愛知県稲沢市日下部松野町・くさかべまつのちよう

　　４９２-８１８６・愛知県稲沢市日下部町・くさかべちよう

　　４９２-８１４４・愛知県稲沢市小池・こいけ

　　４９２-８１４７・愛知県稲沢市小池正明寺町・こいけしようめいじちよう

　　４９２-８１３６・愛知県稲沢市小池正明寺町北街道・こいけしようめいじちようきたかいどう

　　４９２-８１３７・愛知県稲沢市国府宮・こうのみや

　　４９２-８１３９・愛知県稲沢市国府宮神田町・こうのみやじんでんちよう

　　４９２-８１３８・愛知県稲沢市国府宮町・こうのみやちよう

　　４９２-８１０１・愛知県稲沢市子生和池田町・こうわいけだちよう

　　４９２-８１０５・愛知県稲沢市子生和円場町・こうわえんはﾞちよう

　　４９２-８１１１・愛知県稲沢市子生和小原町・こうわこはらちよう

　　４９２-８１０８・愛知県稲沢市子生和子安賀町・こうわこやすがちよう

　　４９２-８１１２・愛知県稲沢市子生和坂田町・こうわさかたちよう

　　４９２-８１０９・愛知県稲沢市子生和山王町・こうわさんのうちよう

　　４９２-８１０２・愛知県稲沢市子生和神明町・こうわしんめいちよう

　　４９２-８１０７・愛知県稲沢市子生和住吉町・こうわすみよしちよう

　　４９２-８１０３・愛知県稲沢市子生和溝師町・こうわみぞしちよう

　　４９２-８１０４・愛知県稲沢市子生和八島町・こうわやしまちよう

　　４９２-８１０６・愛知県稲沢市子生和町・こうわちよう

　　４９２-８１４６・愛知県稲沢市御供所町・ごくしよちよう

　　４９２-８２１２・愛知県稲沢市小沢・こざわ

　　４９２-８２６５・愛知県稲沢市小寺町・こでらちよう

　　４９２-８４４４・愛知県稲沢市込野町・こみのちよう

　　４９２-８２２１・愛知県稲沢市幸町・さいわいちよう

　　４９２-８４５４・愛知県稲沢市坂田町・さかたちよう

　　４９２-８２７２・愛知県稲沢市桜木・さくらぎ

　　４９２-８２７３・愛知県稲沢市桜木宮前町・さくらぎみやまえちよう

　　４９２-８２６１・愛知県稲沢市重本・しげもと

　　４９２-８２５９・愛知県稲沢市島北浦町・しまきたうらちよう

　　４９２-８２０３・愛知県稲沢市島小原町・しまこはらちよう

　　４９２-８２０１・愛知県稲沢市島子安賀町・しまこやすかちよう

　　４９２-８２４０・愛知県稲沢市島下畑町・しましもはﾞたちよう

　　４９２-８２４９・愛知県稲沢市島新田町・しましんでんちよう

　　４９２-８２０４・愛知県稲沢市島高須賀町・しまたかすかちよう

　　４９２-８２４８・愛知県稲沢市島寺西町・しまてらにしちよう

　　４９２-８２０２・愛知県稲沢市島東之郷町・しまひがしのごうちよう

　　４９２-８２５８・愛知県稲沢市島本郷町・しまほんごうちよう

　　４９２-８２０５・愛知県稲沢市島町・しまちよう

　　４９２-８３１３・愛知県稲沢市清水阿原町・しみずあわらちよう

　　４９２-８３１５・愛知県稲沢市清水郷西町・しみずごうにしちよう

　　４９２-８３１６・愛知県稲沢市清水寺前町・しみずてらまえちよう

　　４９２-８３１１・愛知県稲沢市清水西川原町・しみずにしかわらちよう

　　４９２-８３１２・愛知県稲沢市清水八尻町・しみずはちじりちよう

　　４９２-８３１７・愛知県稲沢市清水八神町・しみずやがみちよう

　　４９２-８３１４・愛知県稲沢市清水町・しみずちよう



　　４９２-８３１０・愛知県稲沢市下屋・しもや

　　４９２-８３１９・愛知県稲沢市下屋町・しもやちよう

　　４９２-８１４５・愛知県稲沢市正明寺・しようめいじ

　　４９２-８１３５・愛知県稲沢市治郎丸石塚町・じろまるいしつﾞかちよう

　　４９２-８１３４・愛知県稲沢市治郎丸大角町・じろまるおおすみちよう

　　４９２-８１１５・愛知県稲沢市治郎丸東町・じろまるひがしまち

　　４９２-８１１６・愛知県稲沢市治郎丸西町・じろまるにしまち

　　４９２-８１２７・愛知県稲沢市治郎丸南町・じろまるみなみまち

　　４９２-８１１８・愛知県稲沢市治郎丸北町・じろまるきたまち

　　４９２-８１２６・愛知県稲沢市治郎丸郷前町・じろまるごうまえちよう

　　４９２-８１１３・愛知県稲沢市治郎丸神木町・じろまるしんほﾞくちよう

　　４９２-８１２５・愛知県稲沢市治郎丸清敷町・じろまるせいしきちよう

　　４９２-８１１９・愛知県稲沢市治郎丸大明町・じろまるだいみようちよう

　　４９２-８１１７・愛知県稲沢市治郎丸高須町・じろまるたかすちよう

　　４９２-８１１４・愛知県稲沢市治郎丸椿町・じろまるつはﾞきちよう

　　４９２-８１３２・愛知県稲沢市治郎丸天神町・じろまるてんじんちよう

　　４９２-８１２４・愛知県稲沢市治郎丸土井町・じろまるどいまち

　　４９２-８１２８・愛知県稲沢市治郎丸中町・じろまるなかまち

　　４９２-８１２３・愛知県稲沢市治郎丸白山町・じろまるはくさんちよう

　　４９２-８１３１・愛知県稲沢市治郎丸古江町・じろまるふるえちよう

　　４９２-８１３３・愛知県稲沢市治郎丸細道町・じろまるほそみちちよう

　　４９２-８１２２・愛知県稲沢市治郎丸元町・じろまるもとまち

　　４９２-８１２１・愛知県稲沢市治郎丸柳町・じろまるやなぎちよう

　　４９２-８４０３・愛知県稲沢市千代・せんだい

　　４９２-８４０４・愛知県稲沢市千代西町・せんだいにしまち

　　４９２-８４０２・愛知県稲沢市千代町・せんだいちよう

　　４９５-００１４・愛知県稲沢市祖父江町大牧・そぶえちようおおまき

　　４９５-００２２・愛知県稲沢市祖父江町甲新田・そぶえちようかぶとしんでん

　　４９５-００３１・愛知県稲沢市祖父江町上牧・そぶえちようかんまき

　　４９５-００１５・愛知県稲沢市祖父江町桜方・そぶえちようさくらがた

　　４９５-００２１・愛知県稲沢市祖父江町三丸渕・そぶえちようさんまるぶち

　　４９５-００３７・愛知県稲沢市祖父江町拾町野・そぶえちようじつちようの

　　４９５-００２３・愛知県稲沢市祖父江町島本・そぶえちようしまもと

　　４９５-００３５・愛知県稲沢市祖父江町神明津・そぶえちようしんみようつﾞ

　　４９５-０００１・愛知県稲沢市祖父江町祖父江・そぶえちようそぶえ

　　４９５-０００３・愛知県稲沢市祖父江町高熊西・ そぶえちようたかくまにじ

　　４９５-００３２・愛知県稲沢市祖父江町中牧・そぶえちようなかまき

　　４９５-００３４・愛知県稲沢市祖父江町西鵜之本・そぶえちようにしうのもと

　　４９５-００２４・愛知県稲沢市祖父江町野田・そぶえちようのだ

　　４９５-００１３・愛知県稲沢市祖父江町二俣・そぶえちようふたまた

　　４９５-００１２・愛知県稲沢市祖父江町本甲・そぶえちようほんこう

　　４９５-００３６・愛知県稲沢市祖父江町馬飼・そぶえちようまかい

　　４９５-００１１・愛知県稲沢市祖父江町森上・そぶえちようもりかみ

　　４９５-０００２・愛知県稲沢市祖父江町山崎・そぶえちようやまざき

　　４９５-００３３・愛知県稲沢市祖父江町四貫・そぶえちようよつのき

　　４９５-００２５・愛知県稲沢市祖父江町両寺内・そぶえちようりようじない

　　４９２-８３３９・愛知県稲沢市平江向町・たいらえむかえちよう

　　４９２-８３３２・愛知県稲沢市平尾苅町・たいらおがりちよう

　　４９２-８３３８・愛知県稲沢市平金森町・たいらかなもりちよう

　　４９２-８３３６・愛知県稲沢市平苅田町・たいらかりたちよう

　　４９２-８３３７・愛知県稲沢市平細工蔵町・たいらさいくぞうちよう

　　４９２-８３３４・愛知県稲沢市平高道町・たいらたかみちちよう

　　４９２-８３３３・愛知県稲沢市平蜂ノ坪町・たいらはちのつほﾞちよう

　　４９２-８３３１・愛知県稲沢市平佛供田町・たいらぶくでんちよう

　　４９２-８４２３・愛知県稲沢市高重中町・たかしげなかまち

　　４９２-８４２４・愛知県稲沢市高重東町・たかしげひがしまち

　　４９２-８４２１・愛知県稲沢市高重西町・たかしげにしまち

　　４９２-８４２２・愛知県稲沢市高重町・たかしげちよう

　　４９２-８２１３・愛知県稲沢市高御堂・たかみどう

　　４９２-８２８５・愛知県稲沢市竹腰東町・たけのこしひがしまち

　　４９２-８２８７・愛知県稲沢市竹腰西町・たけのこしにしまち

　　４９２-８２８８・愛知県稲沢市竹腰北町・たけのこしきたまち

　　４９２-８２８６・愛知県稲沢市竹腰中町・たけのこしなかまち

　　４９２-８２８９・愛知県稲沢市竹腰本町・たけのこしほんまち

　　４９２-８４５５・愛知県稲沢市田代・たしろ

　　４９２-８４４２・愛知県稲沢市附島町・つけしまちよう

　　４９２-８３９１・愛知県稲沢市中野川端町・なかのかわはﾞたちよう

　　４９２-８４３６・愛知県稲沢市中之庄海道町・なかのしようかいどうちよう

　　４９２-８４３１・愛知県稲沢市中之庄高畑町・なかのしようたかはﾞたちよう

　　４９２-８４３４・愛知県稲沢市中之庄堤畔町・なかのしようつつみぐろちよう



　　４９２-８４３７・愛知県稲沢市中之庄長堤町・なかのしようながつつみちよう

　　４９２-８４３２・愛知県稲沢市中之庄半田町・なかのしようはんだちよう

　　４９２-８４３３・愛知県稲沢市中之庄元屋敷町・なかのしようもとやしきちよう

　　４９２-８４３５・愛知県稲沢市中之庄町・なかのしようちよう

　　４９２-８１４２・愛知県稲沢市長野・ながの

　　４９２-８１４１・愛知県稲沢市長野町・ながのちよう

　　４９２-８３９３・愛知県稲沢市中野宮町・なかのみやまち

　　４９２-８３９２・愛知県稲沢市中野元町・なかのもとまち

　　４９２-８１６７・愛知県稲沢市長束町・なつﾞかちよう

　　４９２-８４３９・愛知県稲沢市七ツ寺町・ななつでらちよう

　　４９２-８３２８・愛知県稲沢市西島・にしじま

　　４９２-８３２３・愛知県稲沢市西島新町・にしじましんまち

　　４９２-８３２２・愛知県稲沢市西島出町・にしじまでまち

　　４９２-８３２７・愛知県稲沢市西島中町・にしじまなかまち

　　４９２-８３２５・愛知県稲沢市西島東町・にしじまひがしまち

　　４９２-８３２１・愛知県稲沢市西島北町・にしじまきたまち

　　４９２-８３２６・愛知県稲沢市西島本町・にしじまほんまち

　　４９２-８３２９・愛知県稲沢市西島町・にしじまちよう

　　４９２-８２１８・愛知県稲沢市西町・にしまち

　　４９２-８４５２・愛知県稲沢市西溝口町・にしみぞぐちちよう

　　４９２-８４４７・愛知県稲沢市野崎町・のさきちよう

　　４９２-８３０７・愛知県稲沢市生出上山町・はいでかみやまちよう

　　４９２-８３０５・愛知県稲沢市生出郷前町・はいでごうまえちよう

　　４９２-８３０８・愛知県稲沢市生出河戸町・はいでこえどちよう

　　４９２-８３０２・愛知県稲沢市生出西道根町・はいでにしどうねちよう

　　４９２-８３０３・愛知県稲沢市生出東道根町・はいでひがしどうねちよう

　　４９２-８３０１・愛知県稲沢市生出本町・はいでほんまち

　　４９２-８３０４・愛知県稲沢市生出山田町・はいでやまだちよう

　　４９２-８３０６・愛知県稲沢市生出横西町・はいでよこにしちよう

　　４９２-８３４８・愛知県稲沢市馬場・はﾞんはﾞ

　　４９２-８３４１・愛知県稲沢市馬場町・はﾞんはﾞちよう

　　４９２-８２４７・愛知県稲沢市東畑・ひがしはﾞた

　　４９２-８２５１・愛知県稲沢市東緑町・ひがしみどりまち

　　４９２-８１６１・愛知県稲沢市菱町・ひしまち

　　４９２-８４５６・愛知県稲沢市氷室町・ひむろちよう

　　４９２-８２６３・愛知県稲沢市平野・ひらの

　　４９２-８２６４・愛知県稲沢市平野町・ひらのちよう

　　４９２-８４４１・愛知県稲沢市福島町・ふくじまちよう

　　４９２-８２６７・愛知県稲沢市船橋町・ふなはﾞしちよう

　　４９０-１３０３・愛知県稲沢市平和町上三宅・へいわちようかみみやけ

　　４９０-１３０２・愛知県稲沢市平和町観音堂・へいわちようかんのんどう

　　４９０-１３１４・愛知県稲沢市平和町西光坊・へいわちようさいこうほﾞう

　　４９０-１３１２・愛知県稲沢市平和町下三宅・へいわちようしもみやけ

　　４９０-１３０１・愛知県稲沢市平和町須ケ谷・へいわちようすかたに

　　４９０-１３２１・愛知県稲沢市平和町東城・へいわちようとうじよう

　　４９０-１３１１・愛知県稲沢市平和町中三宅・へいわちようなかみやけ

　　４９０-１３１５・愛知県稲沢市平和町平池・へいわちようひらいけ

　　４９０-１３０４・愛知県稲沢市平和町法立・へいわちようほうりゆう

　　４９０-１３１３・愛知県稲沢市平和町横池・へいわちようよこいけ

　　４９０-１３２２・愛知県稲沢市平和町（上前浪）・へいわちよう(かみまえなみ)

　　４９０-１３２２・愛知県稲沢市平和町（下前浪）・へいわちよう(しもまえなみ)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市平和町（光和)・へいわちよう(こうわ)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市平和町（塩川)・へいわちよう(しおかわ)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市平和町（下起北)・へいわちよう(しもこしきた)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市平和町（下起中)・へいわちよう(しもこしなか)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市平和町（下起東)・へいわちよう(しもこしひがし)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市平和町（下起南)・へいわちよう(しもこしみなみ)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市平和町（勝幡新田)・へいわちよう(しよはﾞたしんでん)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市平和町（城西)・へいわちよう(しろにし)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市城之内（光和）・(こうわ)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市城之内（須ケ脇）・(すかわき)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市城之内（那古良）・(なこら)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市城之内（平六）・(へいろく)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市城之内（前平）・(まえひら)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市城之内（明和）・(めいわ)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市城之内（嫁振）・(よめふり)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市城之内（嫁振北）・(よめふりきた)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市城之内（嫁振東）・(よめふりひがし)

　　４９０-１３２３・愛知県稲沢市城之内（領内）・(りようない)

　　４９０-１３０５・愛知県稲沢市平和町（丸渕上）・へいわちよう(まるぶちかみ)



　　４９０-１３０５・愛知県稲沢市平和町（丸渕下）・へいわちよう(まるぶちしも)

　　４９０-１３０５・愛知県稲沢市平和町（鷲尾）・へいわちよう(わしお)

　　４９２-８３３５・愛知県稲沢市法花寺町・ほつけじちよう

　　４９２-８４３８・愛知県稲沢市堀田町・ほつたちよう

　　４９２-８４０５・愛知県稲沢市堀之内町・ほりのうちちよう

　　４９２-８２２０・愛知県稲沢市前田・まえだ

　　４９２-８４２６・愛知県稲沢市増田東町・ましたひがしまち

　　４９２-８４２９・愛知県稲沢市増田西町・ましたにしまち

　　４９２-８４２７・愛知県稲沢市増田南町・ましたみなみまち

　　４９２-８４２５・愛知県稲沢市増田北町・ましたきたまち

　　４９２-８４２８・愛知県稲沢市増田町・ましたちよう

　　４９２-８２０８・愛知県稲沢市松下・まつした

　　４９２-８２５２・愛知県稲沢市緑町・みどりまち

　　４９２-８４４５・愛知県稲沢市南麻績町・みなみおうみちよう

　　４９２-８４４６・愛知県稲沢市目比町・むくいちよう

　　４９２-８４０１・愛知県稲沢市梅須賀町・めすかちよう

　　４９２-８３４６・愛知県稲沢市山口本町・やまぐちほんまち

　　４９２-８３４４・愛知県稲沢市山口南町・やまぐちみなみまち

　　４９２-８３４５・愛知県稲沢市山口宮前町・やまぐちみやまえちよう

　　４９２-８３４７・愛知県稲沢市山口町・やまぐちちよう

　　４９２-８３４２・愛知県稲沢市矢合町・やわせちよう

　　４９２-８２６６・愛知県稲沢市横地・よこち

　　４９２-８３８５・愛知県稲沢市横野河原町・よこのかわらちよう

　　４９２-８３８８・愛知県稲沢市横野境塚町・よこのさかいつﾞかちよう

　　４９２-８３８７・愛知県稲沢市横野神田町・よこのじんでんちよう

　　４９２-８３８２・愛知県稲沢市横野堂根町・よこのどうねちよう

　　４９２-８３８１・愛知県稲沢市横野西郷町・よこのにしごうちよう

　　４９２-８３８４・愛知県稲沢市横野東郷町・よこのひがしごうちよう

　　４９２-８３８３・愛知県稲沢市横野東出町・よこのひがしでちよう

　　４９２-８３８６・愛知県稲沢市横野松前町・よこのまつまえちよう

　　４９２-８３８９・愛知県稲沢市横野町・よこのちよう

　　４９２-８１７２・愛知県稲沢市六角堂東町・ろつかくどうひがしまち

　　４９２-８１７１・愛知県稲沢市六角堂西町・ろつかくどうにしまち

　　４４１-１３００・愛知県新城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４１-１９５１・愛知県新城市愛郷・あいごう

　　４４１-１３１２・愛知県新城市浅谷・あさや

　　４４１-１３１７・愛知県新城市有海・あるみ

　　４４１-１６０２・愛知県新城市池場・いけはﾞ

　　４４１-１３４２・愛知県新城市石田・いしだ

　　４４１-１３６５・愛知県新城市石名号・いしなごう

　　４４１-１６１６・愛知県新城市井代・いしろ

　　４４１-１３２１・愛知県新城市市川・いちかわ

　　４４１-１３４８・愛知県新城市市場台・いちはﾞだい

　　４４１-１９５３・愛知県新城市一色・いつしき

　　４４１-１３５１・愛知県新城市稲木・いなぎ

　　４４１-１３２４・愛知県新城市井道、奥井道、内井道・いみち､おくいみち､うちいみち

　　４４１-１３０３・愛知県新城市牛倉・うしぐら

　　４４１-１３７２・愛知県新城市裏野・うらの

　　４４１-１９４３・愛知県新城市海老・えび

　　４４１-１６１５・愛知県新城市大野・おおの

　　４４１-１３１５・愛知県新城市大海・おおみ

　　４４１-１３０４・愛知県新城市大宮・おおみや

　　４４１-１３６４・愛知県新城市沖野・おきの

　　４４１-１３３３・愛知県新城市小畑・おはﾞた

　　４４１-１３２９・愛知県新城市笠岩・かさいわ

　　４４１-１３５４・愛知県新城市片山・かたやま

　　４４１-１３２７・愛知県新城市鰹淵・かつおぶち

　　４４１-１６９３・愛知県新城市門谷（鳳来寺７)・かどや(ほうらいじ７)

　　４４１-１９４４・愛知県新城市門谷（その他）・かどや(そのた)

　　４４１-１３５５・愛知県新城市上平井・かみひらい

　　４４１-１６２２・愛知県新城市上吉田・かみよしだ

　　４４１-１６０１・愛知県新城市川合・かわい

　　４４１-１３０６・愛知県新城市川路・かわじ

　　４４１-１３４６・愛知県新城市川田・かわだ

　　４４１-１３４７・愛知県新城市川田（本宮道）・かわだ(ほんぐうどう)

　　４４１-１３８７・愛知県新城市北畑・きたはﾞた

　　４４１-１９４５・愛知県新城市玖老勢・くろぜ

　　４４１-１３３２・愛知県新城市黒田・くろだ

　　４４１-１３２８・愛知県新城市桜淵・さくらぶち

　　４４１-１９５６・愛知県新城市塩瀬・しおせ



　　４４１-１３８１・愛知県新城市下川・したがわ

　　４４１-１６２１・愛知県新城市下吉田・しもよしだ

　　４４１-１３７１・愛知県新城市城北・じようほく

　　４４１-１３４１・愛知県新城市杉山・すぎやま

　　４４１-１３１３・愛知県新城市出沢・すざわ

　　４４１-１３１１・愛知県新城市須長・すなが

　　４４１-１６１２・愛知県新城市巣山・すやま

　　４４１-１３８２・愛知県新城市滝ノ上・たきのうえ

　　４４１-１６２４・愛知県新城市竹ノ輪・たけのわ

　　４４１-１３０５・愛知県新城市竹広・たけひろ

　　４４１-１９５４・愛知県新城市只持・ただもち

　　４４１-１５３３・愛知県新城市作手荒原・つくであわら

　　４４１-１４１１・愛知県新城市作手岩波・つくでいわなみ

　　４４１-１５３１・愛知県新城市作手大和田・つくでおおわだ

　　４４１-１４１２・愛知県新城市作手鴨ケ谷・つくでかもがや

　　４４１-１４１４・愛知県新城市作手清岳・つくできよおか

　　４４１-１４０２・愛知県新城市作手木和田・つくできわだ

　　４４１-１４２１・愛知県新城市作手黒瀬・つくでくろせ

　　４４１-１４１３・愛知県新城市作手白鳥・つくでしらとり

　　４４１-１４０４・愛知県新城市作手菅沼・つくですがぬま

　　４４１-１５３５・愛知県新城市作手杉平・つくですぎだいら

　　４４１-１４０３・愛知県新城市作手善夫・つくでぜんぶ

　　４４１-１４２３・愛知県新城市作手高里・つくでたかさと

　　４４１-１５３２・愛知県新城市作手高松・つくでたかまつ

　　４４１-１５３４・愛知県新城市作手田代・つくでたしろ

　　４４１-１４２２・愛知県新城市作手田原・つくでたはﾞら

　　４４１-１４２４・愛知県新城市作手中河内・つくでなかごうち

　　４４１-１４０１・愛知県新城市作手守義・ つくでもりよじ

　　４４１-１５３６・愛知県新城市作手保永・つくでやすなが

　　４４１-１６２３・愛知県新城市黄柳野・つげの

　　４４１-１３５３・愛知県新城市徳定・とくさだ

　　４４１-１３３５・愛知県新城市富岡・とみおか

　　４４１-１３３６・愛知県新城市富岡（○○屋敷）・とみおか(やしきちく)

　　４４１-１６３２・愛知県新城市富栄・とみさか

　　４４１-１３０７・愛知県新城市富沢・とみざわ

　　４４１-１３０２・愛知県新城市富永・とみなが

　　４４１-１６３６・愛知県新城市富保・とみやす

　　４４１-１６３１・愛知県新城市豊岡・とよおか

　　４４１-１３５２・愛知県新城市豊栄・とよさか

　　４４１-１３４５・愛知県新城市豊島・とよしま

　　４４１-１３３４・愛知県新城市中宇利・なかうり

　　４４１-１６３４・愛知県新城市長篠・ながしの

　　４４１-１９５２・愛知県新城市中島・なかじま

　　４４１-１３２６・愛知県新城市中野・なかの

　　４４１-１６０４・愛知県新城市名越・なこえ

　　４４１-１６１１・愛知県新城市七郷一色・ななさといつしき

　　４４１-１３８４・愛知県新城市西入船・にしいりふね

　　４４１-１３７３・愛知県新城市西新町・にししんまち

　　４４１-１３２５・愛知県新城市二本松・にほんまつ

　　４４１-１３３１・愛知県新城市庭野・にわの

　　４４１-１３４３・愛知県新城市野田・のだ

　　４４１-１３４４・愛知県新城市野田（上市場）・のだ(うえいちはﾞ)

　　４４１-１６０５・愛知県新城市能登瀬・のとせ

　　４４１-１６３３・愛知県新城市乗本・のりもと

　　４４１-１３８８・愛知県新城市橋向・はしむこう

　　４４１-１３８５・愛知県新城市八幡・はちまん

　　４４１-１３８３・愛知県新城市東入船・ひがしいりふね

　　４４１-１３６３・愛知県新城市東沖野・ひがしおきの

　　４４１-１３３８・愛知県新城市一鍬田・ひとくわだ

　　４４１-１３２２・愛知県新城市日吉・ ひよじ

　　４４１-１３６２・愛知県新城市平井（東原）・ひらい(ひがしはら)

　　４４１-１３６２・愛知県新城市平井（西原）・ひらい(にしはら)

　　４４１-１３６２・愛知県新城市平井（原）・ひらい(はら)

　　４４１-１３６１・愛知県新城市平井（その他）・ひらい(そのた)

　　４４１-１９４６・愛知県新城市副川・ふくがわ

　　４４１-１３６７・愛知県新城市札木・ふだぎ

　　４４１-１９５５・愛知県新城市布里・ふり

　　４４１-１６１３・愛知県新城市細川・ほそかわ

　　４４１-１３７４・愛知県新城市町並・まちなみ

　　４４１-１３７５・愛知県新城市的場・まとはﾞ



　　４４１-１３１６・愛知県新城市緑が丘・みどりがおか

　　４４１-１３８６・愛知県新城市南畑・みなみはﾞた

　　４４１-１３７８・愛知県新城市宮ノ後・みやのうしろ

　　４４１-１３７６・愛知県新城市宮ノ前・みやのまえ

　　４４１-１６０３・愛知県新城市名号・みようごう

　　４４１-１３７７・愛知県新城市宮ノ西・ みやのにじ

　　４４１-１３６６・愛知県新城市向野・むかいの

　　４４１-１６１４・愛知県新城市睦平・むつだいら

　　４４１-１３６８・愛知県新城市屋敷・やしき

　　４４１-１３１８・愛知県新城市八束穂・やつかほ

　　４４１-１３３７・愛知県新城市八名井・やない

　　４４１-１３０１・愛知県新城市矢部・やべ

　　４４１-１３１４・愛知県新城市横川・よこがわ

　　４４１-１３２３・愛知県新城市吉川・よしかわ

　　４４１-１９４２・愛知県新城市四谷・よつや

　　４４１-１９４１・愛知県新城市連合・れんごう

　　４７６-００００・愛知県東海市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７６-０００６・愛知県東海市浅山・あさやま

　　４７６-０００３・愛知県東海市荒尾町・あらおまち

　　４７６-０００４・愛知県東海市荒尾町水深・あらおまちみずぶか

　　４７７-００３１・愛知県東海市大田町・おおたまち

　　４７７-００３２・愛知県東海市加木屋町・かぎやまち

　　４７６-０００５・愛知県東海市新宝町・しんほﾟうまち

　　４７７-００３７・愛知県東海市高横須賀町・たかよこすかまち

　　４７６-００１３・愛知県東海市中央町・ちゆうおうまち

　　４７６-００１５・愛知県東海市東海町・とうかいまち

　　４７７-００３３・愛知県東海市中ノ池・なかのいけ

　　４７６-０００２・愛知県東海市名和町・なわまち

　　４７６-００１１・愛知県東海市富木島町・ふきしままち

　　４７６-００１２・愛知県東海市富木島町伏見・ふきしままちふしみ

　　４７６-００１４・愛知県東海市富貴ノ台・ふきのだい

　　４７６-０００１・愛知県東海市南柴田町・みなみしはﾞたまち

　　４７７-００３５・愛知県東海市元浜町・もとはままち

　　４７７-００３４・愛知県東海市養父町・やぶまち

　　４７７-００３６・愛知県東海市横須賀町・よこすかまち

　　４７４-００００・愛知県大府市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７４-００２４・愛知県大府市朝日町・あさひちよう

　　４７４-００４５・愛知県大府市馬池町・うまいけちよう

　　４７４-００３５・愛知県大府市江端町・えはﾞたちよう

　　４７４-００２７・愛知県大府市追分町・おいわけちよう

　　４７４-００５１・愛知県大府市大府町・おおぶまち

　　４７４-００７１・愛知県大府市梶田町・かじたちよう

　　４７４-０００３・愛知県大府市神田町・かんだちよう

　　４７４-０００２・愛知県大府市北崎町（丁目）・きたさきちよう

　　４７４-０００１・愛知県大府市北崎町・きたさきまち

　　４７４-００７２・愛知県大府市北山町・きたやまちよう

　　４７４-００７４・愛知県大府市共栄町・きようえいちよう

　　４７４-００６２・愛知県大府市共西町・きようせいちよう

　　４７４-００６１・愛知県大府市共和町（丁目）・きようわちよう

　　４７４-００５７・愛知県大府市共和町（キョウワマチ）・きようわまち(きようわまち)

　　４７４-００４３・愛知県大府市米田町・こめだちよう

　　４７４-００４４・愛知県大府市桜木町・さくらぎちよう

　　４７４-００２３・愛知県大府市大東町・だいとうちよう

　　４７４-００４２・愛知県大府市高丘町・たかおかちよう

　　４７４-００２５・愛知県大府市中央町・ちゆうおうちよう

　　４７４-００３６・愛知県大府市月見町・つきみちよう

　　４７４-００７３・愛知県大府市東新町・とうしんちよう

　　４７４-００５２・愛知県大府市長草町・ながくさまち

　　４７４-００２１・愛知県大府市長根町・ながねちよう

　　４７４-００３７・愛知県大府市半月町・はんつきちよう

　　４７４-００５３・愛知県大府市柊山町・ひいらぎやまちよう

　　４７４-００５５・愛知県大府市一屋町・ひとつやちよう

　　４７４-００４７・愛知県大府市宮内町・みやうちちよう

　　４７４-００５６・愛知県大府市明成町・めいせいちよう

　　４７４-００２６・愛知県大府市桃山町・ももやまちよう

　　４７４-００３８・愛知県大府市森岡町（丁目）・もりおかちよう

　　４７４-００３１・愛知県大府市森岡町（その他）・もりおかまち(そのた)

　　４７４-００１１・愛知県大府市横根町・よこねまち

　　４７４-００４６・愛知県大府市吉川町・よしかわちよう

　　４７４-００４８・愛知県大府市吉田町（１～６丁目）・よしだちよう(１-６)



　　４７４-００４１・愛知県大府市吉田町（その他）・よしだまち(そのた)

　　４７４-００２２・愛知県大府市若草町・わかくさちよう

　　４７８-００００・愛知県知多市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７８-００５８・愛知県知多市上り戸・あがりど

　　４７８-００５１・愛知県知多市朝倉町・あさくらまち

　　４７８-００３１・愛知県知多市旭・あさひ

　　４７８-０００５・愛知県知多市阿原・あわら

　　４７８-０００４・愛知県知多市伊賀坂・いがさか

　　４７８-００１６・愛知県知多市梅が丘・うめがおか

　　４７８-００３５・愛知県知多市大草・おおくさ

　　４７８-００６７・愛知県知多市大僧・おおそう

　　４７８-００２１・愛知県知多市岡田・おかだ

　　４７８-００６２・愛知県知多市岡田美里町・おかだみさとまち

　　４７８-００２８・愛知県知多市岡田緑が丘・おかだみどりがおか

　　４７８-００３２・愛知県知多市金沢・かなざわ

　　４７８-００３３・愛知県知多市神田・かんだ

　　４７８-００４６・愛知県知多市北浜町・きたはままち

　　４７８-００４４・愛知県知多市旭桃台・きよくとうだい

　　４７８-００３４・愛知県知多市旭南・きよくなん

　　４７８-０００６・愛知県知多市三反田・さんたんだ

　　４７８-００５３・愛知県知多市清水が丘・しみずがおか

　　４７８-００６９・愛知県知多市新刀池・しんかたないけ

　　４７８-００１７・愛知県知多市新知・しんち

　　４７８-００６４・愛知県知多市新知台・しんちだい

　　４７８-００６６・愛知県知多市新知西町・しんちにしまち

　　４７８-００６５・愛知県知多市新知東町・しんちひがしまち

　　４７８-００５９・愛知県知多市新長根・しんながね

　　４７８-００２７・愛知県知多市新広見・しんひろみ

　　４７８-００３６・愛知県知多市新舞子・しんまいこ

　　４７８-００３７・愛知県知多市新舞子東町・しんまいこひがしまち

　　４７８-００１５・愛知県知多市佐布里・そうり

　　４７８-００１８・愛知県知多市佐布里台・そうりだい

　　４７８-００２２・愛知県知多市大興寺・だいこうじ

　　４７８-００１２・愛知県知多市巽が丘・たつみがおか

　　４７８-００５４・愛知県知多市つつじが丘・つつじがおか

　　４７８-００６３・愛知県知多市寺本新町・てらもとしんまち

　　４７８-０００３・愛知県知多市寺本台・てらもとだい

　　４７８-００４２・愛知県知多市長浦・ながうら

　　４７８-００６８・愛知県知多市中原・なかはら

　　４７８-００１４・愛知県知多市西巽が丘・にしたつみがおか

　　４７８-００５５・愛知県知多市にしの台・にしのだい

　　４７８-００１１・愛知県知多市原・はら

　　４７８-００６１・愛知県知多市東大僧・ひがしおおそう

　　４７８-００４１・愛知県知多市日長・ひなが

　　４７８-００４３・愛知県知多市日長台・ひながだい

　　４７８-０００２・愛知県知多市平野・ひらの

　　４７８-００５７・愛知県知多市吹込・ふきこみ

　　４７８-００４７・愛知県知多市緑町・みどりまち

　　４７８-００２４・愛知県知多市南粕谷・みなみかすや

　　４７８-００２６・愛知県知多市南粕谷新海・みなみかすやしんかい

　　４７８-００２３・愛知県知多市南粕谷東坂・みなみかすやひがしざか

　　４７８-００２５・愛知県知多市南粕谷本町・みなみかすやほんまち

　　４７８-００１３・愛知県知多市南巽が丘・みなみたつみがおか

　　４７８-００５６・愛知県知多市南谷・みなみだに

　　４７８-００４５・愛知県知多市南浜町・みなみはままち

　　４７８-００６０・愛知県知多市山屋敷・やまやしき

　　４７８-０００１・愛知県知多市八幡・やわた

　　４７８-００５２・愛知県知多市八幡新町・やわたしんまち

　　４７２-００００・愛知県知立市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７２-００２１・愛知県知立市逢妻町・あいつﾞまちよう

　　４７２-００２５・愛知県知立市池端・いけはた

　　４７２-０００３・愛知県知立市牛田・うしだ

　　４７２-０００７・愛知県知立市牛田町・うしたちよう

　　４７２-００４２・愛知県知立市内幸町・うちさいわいちよう

　　４７２-００５８・愛知県知立市上重原・かみしげはら

　　４７２-００２６・愛知県知立市上重原町・かみしげはらちよう

　　４７２-００３４・愛知県知立市弘栄・こうえい

　　４７２-００５２・愛知県知立市弘法・こうほﾞう

　　４７２-００４６・愛知県知立市弘法町・こうほﾞうちよう

　　４７２-００３７・愛知県知立市栄・さかえ



　　４７２-００３１・愛知県知立市桜木町・さくらぎちよう

　　４７２-００１１・愛知県知立市昭和・しようわ

　　４７２-０００５・愛知県知立市新池・しんいけ

　　４７２-００４１・愛知県知立市新地町・しんちちよう

　　４７２-００４７・愛知県知立市新富・しんとみ

　　４７２-００１７・愛知県知立市新林町・しんはﾞやしちよう

　　４７２-００５６・愛知県知立市宝・たから

　　４７２-００２４・愛知県知立市宝町・たからまち

　　４７２-００４３・愛知県知立市東栄・とうえい

　　４７２-００５５・愛知県知立市鳥居・とりい

　　４７２-００３３・愛知県知立市中町・なかまち

　　４７２-００３２・愛知県知立市中山町・なかやままち

　　４７２-００４５・愛知県知立市長篠町・ながしのちよう

　　４７２-００３５・愛知県知立市長田・ながた

　　４７２-０００４・愛知県知立市南陽・なんよう

　　４７２-００５７・愛知県知立市西・ にじ

　　４７２-００２７・愛知県知立市西丘町・にしおかちよう

　　４７２-００１６・愛知県知立市西中町・にしなかちよう

　　４７２-００２３・愛知県知立市西町・にしまち

　　４７２-００５４・愛知県知立市東上重原・ひがしかみしげはら

　　４７２-００５１・愛知県知立市東長篠・ひがしながしの

　　４７２-００４４・愛知県知立市広見・ひろみ

　　４７２-００３６・愛知県知立市堀切・ほりきり

　　４７２-００３８・愛知県知立市本町・ほんまち

　　４７２-００５３・愛知県知立市南新地・みなみしんち

　　４７２-００１３・愛知県知立市谷田町・やたちよう

　　４７２-００１５・愛知県知立市谷田町本林・ やたちようほんはﾞやじ

　　４７２-００１４・愛知県知立市谷田町西・ やたちようにじ

　　４７２-００１２・愛知県知立市八ツ田町・やつだちよう

　　４７２-０００１・愛知県知立市八橋町・やつはしちよう

　　４７２-０００６・愛知県知立市山町・やままち

　　４７２-００２２・愛知県知立市山屋敷町・やまやしきちよう

　　４７２-０００２・愛知県知立市来迎寺町・らいこうじちよう

　　４８８-００００・愛知県尾張旭市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８８-００８３・愛知県尾張旭市旭ケ丘町旭ケ丘・あさひがおかちようあさひがおか

　　４８８-００８６・愛知県尾張旭市旭ケ丘町長洞・あさひがおかちようながほﾞら

　　４８８-００８５・愛知県尾張旭市旭ケ丘町濁池・あさひがおかちようにごりいけ

　　４８８-００８２・愛知県尾張旭市旭ケ丘町森・あさひがおかちようもり

　　４８８-００８４・愛知県尾張旭市旭ケ丘町山の手・あさひがおかちようやまのて

　　４８８-０００１・愛知県尾張旭市旭台・あさひだい

　　４８８-０８５５・愛知県尾張旭市旭前町・あさひまえちよう

　　４８８-０８５２・愛知県尾張旭市旭前町新田洞・あさひまえちようしんでんほﾞら

　　４８８-０８５４・愛知県尾張旭市旭前町西新田・あさひまえちようにししんでん

　　４８８-０８５１・愛知県尾張旭市旭前町北・あさひまえちようきた

　　４８８-００８１・愛知県尾張旭市新居・あらい

　　４８８-００７９・愛知県尾張旭市新居町今池下・あらいちよういまいけした

　　４８８-００７３・愛知県尾張旭市新居町上の田・あらいちようかみのた

　　４８８-００７５・愛知県尾張旭市新居町木の本・あらいちようきのもと

　　４８８-００７０・愛知県尾張旭市新居町五反田・あらいちようごたんだ

　　４８８-００７１・愛知県尾張旭市新居町下切戸・あらいちようしもきりど

　　４８８-００７２・愛知県尾張旭市新居町諏訪南・あらいちようすわみなみ

　　４８８-００７８・愛知県尾張旭市新居町寺田・あらいちようてらだ

　　４８８-００７７・愛知県尾張旭市新居町西浦・あらいちようにしうら

　　４８８-００７４・愛知県尾張旭市新居町明才切・あらいちようめいさいぎり

　　４８８-００７６・愛知県尾張旭市新居町山の田・あらいちようやまのた

　　４８８-００２４・愛知県尾張旭市井田町・いだちよう

　　４８８-００５４・愛知県尾張旭市稲葉町・いなはﾞちよう

　　４８８-０８４０・愛知県尾張旭市印場元町・いんはﾞもとちよう

　　４８８-０８４１・愛知県尾張旭市印場元町北山・いんはﾞもとちようきたやま

　　４８８-０８４３・愛知県尾張旭市印場元町細田・いんはﾞもとちようほそだ

　　４８８-００３５・愛知県尾張旭市上の山町間口・うえのやまちようまぐち

　　４８８-００３４・愛知県尾張旭市上の山町山畑・うえのやまちようやまはた

　　４８８-０００４・愛知県尾張旭市大久手町一の曾・おおくてちよういちのそう

　　４８８-０００５・愛知県尾張旭市大久手町上切戸・おおくてちようかみきりど

　　４８８-０００６・愛知県尾張旭市大久手町中松原・おおくてちようなかまつはﾞら

　　４８８-０８２６・愛知県尾張旭市大塚町・おおつかちよう

　　４８８-０００８・愛知県尾張旭市柏井町弥栄・かしわいちよういやさか

　　４８８-０００７・愛知県尾張旭市柏井町公園通・かしわいちようこうえんどおり

　　４８８-０８４６・愛知県尾張旭市霞ケ丘町中・かすみがおかちようなか

　　４８８-０８４５・愛知県尾張旭市霞ケ丘町南・かすみがおかちようみなみ



　　４８８-０８４７・愛知県尾張旭市霞ケ丘町北・かすみがおかちようきた

　　４８８-００２２・愛知県尾張旭市狩宿新町・かりじゆくしんちよう

　　４８８-００２１・愛知県尾張旭市狩宿町・かりじゆくちよう

　　４８８-００６５・愛知県尾張旭市北原山町大久保見・きたはらやまちようおおくほﾞみ

　　４８８-００６３・愛知県尾張旭市北原山町陀摩屋敷・きたはらやまちようだまやしき

　　４８８-００６４・愛知県尾張旭市北原山町鳴湫・きたはらやまちようなるくて

　　４８８-００６２・愛知県尾張旭市北原山町平池浦・きたはらやまちようひらいけうら

　　４８８-００６１・愛知県尾張旭市北原山町六田池・きたはらやまちようむたいけ

　　４８８-００４３・愛知県尾張旭市北本地ケ原町・きたほんじがはらちよう

　　４８８-００５７・愛知県尾張旭市北山町北新田・きたやまちようきたしんでん

　　４８８-００５６・愛知県尾張旭市北山町北山・きたやまちようきたやま

　　４８８-００５５・愛知県尾張旭市北山町六反田・きたやまちようろくたんだ

　　４８８-０８５９・愛知県尾張旭市桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　４８８-０８５７・愛知県尾張旭市桜ケ丘町西・ さくらがおかちようにじ

　　４８８-００１５・愛知県尾張旭市三郷町栄・さんごうちようさかえ

　　４８８-００１２・愛知県尾張旭市三郷町角田・さんごうちようつのだ

　　４８８-００１６・愛知県尾張旭市三郷町陶栄・さんごうちようとうえい

　　４８８-００１３・愛知県尾張旭市三郷町富丘・さんごうちようとみおか

　　４８８-００１４・愛知県尾張旭市三郷町中井田・さんごうちようなかいだ

　　４８８-０８３９・愛知県尾張旭市渋川町・しぶかわちよう

　　４８８-００５２・愛知県尾張旭市下井町下井・しもいちようしもい

　　４８８-００５３・愛知県尾張旭市下井町刎内・しもいちようはねうち

　　４８８-００５１・愛知県尾張旭市下井町前の上・しもいちようまえのかみ

　　４８８-０８３８・愛知県尾張旭市庄中町・しようなかちよう

　　４８８-０８３６・愛知県尾張旭市庄中町渋川・しようなかちようしぶかわ

　　４８８-０８３５・愛知県尾張旭市庄中町南島・しようなかちようみなみじま

　　４８８-０８２３・愛知県尾張旭市庄南町・しようなんちよう

　　４８８-０８６７・愛知県尾張旭市城前町・しろまえちよう

　　４８８-０８６３・愛知県尾張旭市城前町上大道・しろまえちようかみだいどう

　　４８８-０８６１・愛知県尾張旭市城前町城前・しろまえちようしろまえ

　　４８８-０８６６・愛知県尾張旭市城前町茅池・しろまえちようちがいけ

　　４８８-０８８４・愛知県尾張旭市城山町城山・しろやまちようしろやま

　　４８８-０８８３・愛知県尾張旭市城山町長池下・しろやまちようながいけしも

　　４８８-０８８１・愛知県尾張旭市城山町三ツ池・しろやまちようみついけ

　　４８８-０８８２・愛知県尾張旭市城山町向ケ丘・しろやまちようむこうがおか

　　４８８-００２３・愛知県尾張旭市瀬戸川町・せとがわちよう

　　４８８-００１１・愛知県尾張旭市東栄町・とうえいちよう

　　４８８-０８４４・愛知県尾張旭市東名西町・とうめいにしちよう

　　４８８-０８２１・愛知県尾張旭市長坂町南山・ながさかちようみなみやま

　　４８８-０８１３・愛知県尾張旭市西大道町五輪塚・にしだいどうちようごりんつﾞか

　　４８８-０８１６・愛知県尾張旭市西大道町下大道・にしだいどうちようしもだいどう

　　４８８-０８１４・愛知県尾張旭市西大道町前田・にしだいどうちようまえだ

　　４８８-０８１７・愛知県尾張旭市西大道町八瀬の木前・にしだいどうちようやせのきまえ

　　４８８-０８１５・愛知県尾張旭市西大道町六兵衛前・にしだいどうちようろくべえまえ

　　４８８-０８０４・愛知県尾張旭市西の野町・にしののちよう

　　４８８-０８０５・愛知県尾張旭市西の野町豆塚・にしののちようまめつﾞか

　　４８８-０８２４・愛知県尾張旭市西山町・にしやまちよう

　　４８８-０００２・愛知県尾張旭市根の鼻町・ねのはなちよう

　　４８８-０８５８・愛知県尾張旭市白鳳町・はくほうちよう

　　４８８-００３２・愛知県尾張旭市晴丘町池上・はるおかちよういけがみ

　　４８８-００３１・愛知県尾張旭市晴丘町東・ はるおかちようひがじ

　　４８８-０８３０・愛知県尾張旭市東印場町・ひがしいんはﾞちよう

　　４８８-０８３３・愛知県尾張旭市東印場町二反田・ひがしいんはﾞちようにたんだ

　　４８８-０００３・愛知県尾張旭市東大久手町・ひがしおおくてちよう

　　４８８-００１７・愛知県尾張旭市東三郷町・ひがしさんごうちよう

　　４８８-０８０２・愛知県尾張旭市東大道町曽我廻間・ひがしだいどうちようそがさま

　　４８８-０８０１・愛知県尾張旭市東大道町原田・ひがしだいどうちようはらた

　　４８８-０８０３・愛知県尾張旭市東大道町山の内・ひがしだいどうちようやまのうち

　　４８８-００３３・愛知県尾張旭市東本地ケ原町・ひがしほんじがはらちよう

　　４８８-０８２５・愛知県尾張旭市東山町・ひがしやまちよう

　　４８８-０８７６・愛知県尾張旭市平子ケ丘町・ひらこがおかちよう

　　４８８-０８７３・愛知県尾張旭市平子町中通・ひらこちようなかどおり

　　４８８-０８７２・愛知県尾張旭市平子町長池上・ひらこちようながいけかみ

　　４８８-０８７１・愛知県尾張旭市平子町東・ ひらこちようひがじ

　　４８８-０８７４・愛知県尾張旭市平子町西・ ひらこちようにじ

　　４８８-０８７５・愛知県尾張旭市平子町北・ひらこちようきた

　　４８８-０８２２・愛知県尾張旭市緑町緑ケ丘・みどりちようみどりがおか

　　４８８-００４５・愛知県尾張旭市南栄町・みなみさかえちよう

　　４８８-００４６・愛知県尾張旭市南栄町旭ケ丘・みなみさかえちようあさひがおか

　　４８８-００４７・愛知県尾張旭市南栄町黒石・ みなみさかえちようくろいじ



　　４８８-００４１・愛知県尾張旭市南新町中畑・みなみしんちようなかはた

　　４８８-００４２・愛知県尾張旭市南新町白山・みなみしんちようはくさん

　　４８８-００６６・愛知県尾張旭市南原山町赤土・みなみはらやまちようあかつち

　　４８８-００６７・愛知県尾張旭市南原山町石原・みなみはらやまちよういしはら

　　４８８-００６８・愛知県尾張旭市南原山町南原山・みなみはらやまちようみなみはらやま

　　４８８-００４４・愛知県尾張旭市南本地ケ原町・みなみほんじがはらちよう

　　４８８-０８１８・愛知県尾張旭市向町・むかえちよう

　　４８８-０８２７・愛知県尾張旭市吉岡町・よしおかちよう

　　４４４-１３００・愛知県高浜市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４４-１３２５・愛知県高浜市青木町・あおきちよう

　　４４４-１３２４・愛知県高浜市碧海町・あおみちよう

　　４４４-１３３４・愛知県高浜市春日町・かすがちよう

　　４４４-１３３６・愛知県高浜市呉竹町・くれたけちよう

　　４４４-１３０３・愛知県高浜市小池町・こいけちよう

　　４４４-１３３３・愛知県高浜市沢渡町・さわたりちよう

　　４４４-１３１２・愛知県高浜市清水町・しみずちよう

　　４４４-１３０１・愛知県高浜市新田町・しんでんちよう

　　４４４-１３０５・愛知県高浜市神明町・しんめいちよう

　　４４４-１３２３・愛知県高浜市田戸町・たどちよう

　　４４４-１３０４・愛知県高浜市豊田町・とよだちよう

　　４４４-１３０２・愛知県高浜市八幡町・はちまんちよう

　　４４４-１３２１・愛知県高浜市稗田町・ひえだちよう

　　４４４-１３２２・愛知県高浜市二池町・ふたついけちよう

　　４４４-１３１１・愛知県高浜市本郷町・ほんごうちよう

　　４４４-１３１３・愛知県高浜市向山町・むかいやまちよう

　　４４４-１３３１・愛知県高浜市屋敷町・やしきちよう

　　４４４-１３３２・愛知県高浜市湯山町・ゆやまちよう

　　４４４-１３３５・愛知県高浜市芳川町・よしかわちよう

　　４４４-１３１４・愛知県高浜市論地町・ろんちちよう

　　４８２-００００・愛知県岩倉市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８２-００２４・愛知県岩倉市旭町・あさひまち

　　４８２-００３４・愛知県岩倉市石仏町・いしほﾞとけちよう

　　４８２-００４５・愛知県岩倉市泉町・いずみちよう

　　４８２-００１２・愛知県岩倉市稲荷町・いなりちよう

　　４８２-０００６・愛知県岩倉市稲荷町羽根・いなりちようはね

　　４８２-００３２・愛知県岩倉市井上町・いのうえちよう

　　４８２-００３３・愛知県岩倉市神野町・かみのちよう

　　４８２-００１５・愛知県岩倉市川井町・かわいちよう

　　４８２-００１７・愛知県岩倉市北島町・きたじまちよう

　　４８２-０００４・愛知県岩倉市五条町・ごじようちよう

　　４８２-００３６・愛知県岩倉市西市町・さいちちよう

　　４８２-００２２・愛知県岩倉市栄町・さかえまち

　　４８２-０００５・愛知県岩倉市下本町・しもほんまち

　　４８２-００１１・愛知県岩倉市昭和町・しようわちよう

　　４８２-００２１・愛知県岩倉市新柳町・しんやなぎちよう

　　４８２-００３５・愛知県岩倉市鈴井町・すずいちよう

　　４８２-０００３・愛知県岩倉市曽野町・そのちよう

　　４８２-０００２・愛知県岩倉市大市場町・だいいちはﾞちよう

　　４８２-００１４・愛知県岩倉市大山寺町・たいさんじちよう

　　４８２-００１８・愛知県岩倉市大山寺本町・たいさんじほんまち

　　４８２-０００７・愛知県岩倉市大山寺元町・たいさんじもとまち

　　４８２-００２５・愛知県岩倉市大地新町・だいちしんまち

　　４８２-００２６・愛知県岩倉市大地町・だいちちよう

　　４８２-００２３・愛知県岩倉市中央町・ちゆうおうちよう

　　４８２-００４６・愛知県岩倉市中野町・なかのちよう

　　４８２-００４２・愛知県岩倉市中本町・なかほんまち

　　４８２-００１６・愛知県岩倉市野寄町・のよりちよう

　　４８２-０００１・愛知県岩倉市東新町・ひがししんまち

　　４８２-００４１・愛知県岩倉市東町・ひがしまち

　　４８２-００４３・愛知県岩倉市本町・ほんまち

　　４８２-００１３・愛知県岩倉市南新町・みなみしんまち

　　４８２-００４４・愛知県岩倉市宮前町・みやまえちよう

　　４８２-００３１・愛知県岩倉市八剱町・やつるぎちよう

　　４７０-１１００・愛知県豊明市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７０-１１４１・愛知県豊明市阿野町・あのちよう

　　４７０-１１４４・愛知県豊明市阿野町（稲葉）・あのちよう(いなはﾞ)

　　４７０-１１４５・愛知県豊明市阿野町（北上ノ山）・あのちよう(きたうえのやま)

　　４７０-１１４６・愛知県豊明市阿野町（黒部）・あのちよう(くろべ)

　　４７０-１１４７・愛知県豊明市阿野町（坂部）・あのちよう(さかべ)

　　４７０-１１４３・愛知県豊明市阿野町（上納）・あのちよう(じようのう)



　　４７０-１１４８・愛知県豊明市阿野町（滑）・あのちよう(なめり)

　　４７０-１１４２・愛知県豊明市阿野町（東阿野）・あのちよう(ひがしあの)

　　４７０-１１１１・愛知県豊明市大久伝町・おおくてちよう

　　４７０-１１０１・愛知県豊明市沓掛町・くつかけちよう

　　４７０-１１０８・愛知県豊明市沓掛町（荒井）・くつかけちよう(あらい)

　　４７０-１１０７・愛知県豊明市沓掛町（泉）・くつかけちよう(いずみ)

　　４７０-１１０５・愛知県豊明市沓掛町（上高根）・くつかけちよう(かみたかね)

　　４７０-１１０６・愛知県豊明市沓掛町（下高根）・くつかけちよう(しもたかね)

　　４７０-１１０３・愛知県豊明市沓掛町（小廻間）・くつかけちよう(こはざま)

　　４７０-１１０４・愛知県豊明市沓掛町（五反田）・くつかけちよう(ごたんだ)

　　４７０-１１０９・愛知県豊明市沓掛町（宿）・くつかけちよう(しゆく)

　　４７０-１１０２・愛知県豊明市沓掛町（勅使）・くつかけちよう(ちよくし)

　　４７０-１１６１・愛知県豊明市栄町・さかえちよう

　　４７０-１１６５・愛知県豊明市栄町（内山）・さかえちよう(うちやま)

　　４７０-１１６３・愛知県豊明市栄町（姥子）・さかえちよう(うはﾞこ)

　　４７０-１１６４・愛知県豊明市栄町（大蔵下）・さかえちよう(おおぐらした)

　　４７０-１１６６・愛知県豊明市栄町（大根）・さかえちよう(おおね)

　　４７０-１１６２・愛知県豊明市栄町（上姥子）・さかえちよう(かみうはﾞこ)

　　４７０-１１６７・愛知県豊明市栄町（西大根）・さかえちよう(にしおおね)

　　４７０-１１６８・愛知県豊明市栄町（南舘）・さかえちよう(みなみやかた)

　　４７０-１１５４・愛知県豊明市新栄町・しんさかえちよう

　　４７０-１１１２・愛知県豊明市新田町・しんでんちよう

　　４７０-１１１３・愛知県豊明市新田町（錦）・しんでんちよう(にしき)

　　４７０-１１１４・愛知県豊明市新田町（広長）・しんでんちよう(ひろなが)

　　４７０-１１１５・愛知県豊明市新田町（前原）・しんでんちよう(まえはﾞら)

　　４７０-１１１６・愛知県豊明市新田町（吉池）・しんでんちよう(よしいけ)

　　４７０-１１５１・愛知県豊明市前後町・ぜんごちよう

　　４７０-１１５２・愛知県豊明市前後町（仙人塚）・ぜんごちよう(せんにんつﾞか)

　　４７０-１１５３・愛知県豊明市前後町（三ツ谷）・ぜんごちよう(みつや)

　　４７０-１１２１・愛知県豊明市西川町・にしがわちよう

　　４７０-１１２２・愛知県豊明市西川町（長田）・にしがわちよう(おさだ)

　　４７０-１１２３・愛知県豊明市西川町（笹原）・にしがわちよう(ささはら)

　　４７０-１１３１・愛知県豊明市二村台・ふたむらだい

　　４７０-１１３２・愛知県豊明市間米町・まごめちよう

　　４７０-１１３３・愛知県豊明市間米町（鶴根）・まごめちよう(つるね)

　　４７０-１１２４・愛知県豊明市三崎町・みさきちよう

　　４７０-１１２６・愛知県豊明市三崎町（高鴨）・みさきちよう(たかがも)

　　４７０-１１２５・愛知県豊明市三崎町（中ノ坪）・みさきちよう(なかのつほﾞ)

　　４７０-１１２７・愛知県豊明市三崎町（ゆたか台）・みさきちよう(ゆたかだい)

　　４７０-０１００・愛知県日進市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７０-０１２５・愛知県日進市赤池・あかいけ

　　４７０-０１２６・愛知県日進市赤池町・あかいけちよう

　　４７０-０１２７・愛知県日進市赤池南・あかいけみなみ

　　４７０-０１２４・愛知県日進市浅田町・あさだちよう

　　４７０-０１２８・愛知県日進市浅田平子・あさだひらこ

　　４７０-０１３５・愛知県日進市岩崎台・いわさきだい

　　４７０-０１３１・愛知県日進市岩崎町・いわさきちよう

　　４７０-０１０４・愛知県日進市岩藤町・いわふじちよう

　　４７０-０１３３・愛知県日進市梅森台・うめもりだい

　　４７０-０１３２・愛知県日進市梅森町・うめもりちよう

　　４７０-０１１５・愛知県日進市折戸町・おりどちよう

　　４７０-０１３４・愛知県日進市香久山・かぐやま

　　４７０-０１２２・愛知県日進市蟹甲町・かにこうちよう

　　４７０-０１０３・愛知県日進市北新町・きたしんちよう

　　４７０-０１０５・愛知県日進市五色園・ごしきえん

　　４７０-０１１８・愛知県日進市米野木台・こめのきだい

　　４７０-０１１１・愛知県日進市米野木町・こめのきちよう

　　４７０-０１１３・愛知県日進市栄・さかえ

　　４７０-０１０１・愛知県日進市三本木町・さんほﾞんぎちよう

　　４７０-０１３６・愛知県日進市竹の山・たけのやま

　　４７０-０１２３・愛知県日進市野方町・のかたちよう

　　４７０-０１１６・愛知県日進市東山・ひがしやま

　　４７０-０１１２・愛知県日進市藤枝町・ふじえだちよう

　　４７０-０１０２・愛知県日進市藤島町・ふじしまちよう

　　４７０-０１１７・愛知県日進市藤塚・ふじつか

　　４７０-０１２１・愛知県日進市本郷町・ほんごうちよう

　　４７０-０１１４・愛知県日進市南ケ丘・みなみがおか

　　４４１-３４００・愛知県田原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４１-３４１８・愛知県田原市相川町・あいかわちよう

　　４４１-３４２２・愛知県田原市赤石・ あかいじ



　　４４１-３５０２・愛知県田原市赤羽根町・あかはﾞねちよう

　　４４１-３４３３・愛知県田原市芦町・あしちよう

　　４４１-３６０４・愛知県田原市伊川津町・いかわつﾞちよう

　　４４１-３５０５・愛知県田原市池尻町・いけしりちよう

　　４４１-３６１１・愛知県田原市石神町・いしがみちよう

　　４４１-３６２４・愛知県田原市伊良湖町・いらごちよう

　　４４１-３６０１・愛知県田原市宇津江町・うつﾞえちよう

　　４４１-３４０３・愛知県田原市浦町・うらちよう

　　４４１-３６０５・愛知県田原市江比間町・えひまちよう

　　４４１-３４２５・愛知県田原市大草町・おおくさちよう

　　４４１-３４２６・愛知県田原市大久保町・おおくほﾞちよう

　　４４１-３５０４・愛知県田原市越戸町・おつとちよう

　　４４１-３６０８・愛知県田原市折立町・おりたちちよう

　　４４１-３４２７・愛知県田原市加治町・かじちよう

　　４４１-３４０９・愛知県田原市片西・ かたにじ

　　４４１-３４０４・愛知県田原市片浜町・かたはまちよう

　　４４１-３６２５・愛知県田原市亀山町・かめやまちよう

　　４４１-３４１５・愛知県田原市神戸町・かんべちよう

　　４４１-３４０７・愛知県田原市光崎・こうさき

　　４４１-３６２６・愛知県田原市小塩津町・こしおつﾞちよう

　　４４１-３６１３・愛知県田原市古田町・こだちよう

　　４４１-３４１９・愛知県田原市御殿山・ごてんやま

　　４４１-３６１８・愛知県田原市小中山町・こなかやまちよう

　　４４１-３４３６・愛知県田原市白浜・しらはま

　　４４１-３４３１・愛知県田原市白谷町・しろやちよう

　　４４１-３６１２・愛知県田原市高木町・たかきちよう

　　４４１-３５０１・愛知県田原市高松町・たかまつちよう

　　４４１-３４２１・愛知県田原市田原町・たはらちよう

　　４４１-３４１７・愛知県田原市豊島町・としまちよう

　　４４１-３６０９・愛知県田原市長沢町・ながさわちよう

　　４４１-３６１５・愛知県田原市中山町・なかやまちよう

　　４４１-３４３５・愛知県田原市仁崎町・にさきちよう

　　４４１-３４２３・愛知県田原市西神戸町・にしかんべちよう

　　４４１-３６１９・愛知県田原市西山町・にしやまちよう

　　４４１-３４３２・愛知県田原市野田町・のだちよう

　　４４１-３４０６・愛知県田原市波瀬町・はぜちよう

　　４４１-３６０２・愛知県田原市八王子町・はちおうじちよう

　　４４１-３６０６・愛知県田原市馬伏町・はﾞぶしちよう

　　４４１-３６２３・愛知県田原市日出町・ひいちよう

　　４４１-３４１６・愛知県田原市東赤石・ ひがしあかいじ

　　４４１-３４１４・愛知県田原市東神戸町・ひがしかんべちよう

　　４４１-３４０５・愛知県田原市姫見台・ひめみだい

　　４４１-３６１７・愛知県田原市福江町・ふくえちよう

　　４４１-３６１４・愛知県田原市保美町・ほびちよう

　　４４１-３６２７・愛知県田原市堀切町・ほりきりちよう

　　４４１-３４３４・愛知県田原市ほると台・ほるとだい

　　４４１-３４０１・愛知県田原市緑が浜・みどりがはま

　　４４１-３４２４・愛知県田原市南神戸町・みなみかんべちよう

　　４４１-３６１６・愛知県田原市向山町・むかいやまちよう

　　４４１-３４１３・愛知県田原市六連町・むつれちよう

　　４４１-３６０３・愛知県田原市村松町・むらまつちよう

　　４４１-３４１１・愛知県田原市やぐま台・やぐまだい

　　４４１-３４１２・愛知県田原市谷熊町・やぐまちよう

　　４４１-３６２１・愛知県田原市山田町・やまだちよう

　　４４１-３６０７・愛知県田原市夕陽が浜・ゆうひがはま

　　４４１-３４０８・愛知県田原市吉胡台・よしごだい

　　４４１-３４０２・愛知県田原市吉胡町・よしごちよう

　　４４１-３５０３・愛知県田原市若見町・わかみちよう

　　４４１-３６２２・愛知県田原市和地町・わじちよう

　　４９６-００００・愛知県愛西市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４９６-８０４６・愛知県愛西市赤目町・あかめちよう

　　４９６-０９３８・愛知県愛西市石田町・いしだちよう

　　４９６-０９０７・愛知県愛西市稲葉町・いなはﾞちよう

　　４９６-０９２３・愛知県愛西市鰯江町・いわしえちよう

　　４９６-８０３３・愛知県愛西市鵜多須町・うたすちよう

　　４９６-０９０３・愛知県愛西市内佐屋町・うちざやちよう

　　４９６-８０４４・愛知県愛西市江西町・えにしちよう

　　４９６-０９２１・愛知県愛西市大井町・おおいちよう

　　４９６-０９２２・愛知県愛西市大野町・おおのちよう

　　４９６-８０１７・愛知県愛西市大野山町・おおのやまちよう



　　４９６-０９０９・愛知県愛西市落合町・おちあいちよう

　　４９６-８００９・愛知県愛西市小津町・おつﾞちよう

　　４９６-０９３２・愛知県愛西市葛木町・かつらぎちよう

　　４９６-０９０８・愛知県愛西市金棒町・かなほﾞうちよう

　　４９６-８０３１・愛知県愛西市上東川町・かみひがしがわちよう

　　４９６-０９０８・愛知県愛西市甘村井町・かむらいちよう

　　４９６-８０３９・愛知県愛西市川北町・かわきたちよう

　　４９６-０９０５・愛知県愛西市北一色町・きたいしきちよう

　　４９６-８００８・愛知県愛西市北河田町・きたごうたちよう

　　４９６-８０４２・愛知県愛西市給父町・きゆうぶちよう

　　４９６-８０１５・愛知県愛西市草平町・くさひらちよう

　　４９６-８００４・愛知県愛西市古瀬町・こせちよう

　　４９６-０９４４・愛知県愛西市小茂井町・こもいちよう

　　４９６-８００２・愛知県愛西市佐折町・さおりちよう

　　４９６-０９０１・愛知県愛西市佐屋町・さやちよう

　　４９６-８０４９・愛知県愛西市塩田町・しおたちよう

　　４９６-０９３５・愛知県愛西市下一色町・しもいしきちよう

　　４９６-８０４８・愛知県愛西市下大牧町・しもおおまきちよう

　　４９６-８０３２・愛知県愛西市下東川町・しもひがしがわちよう

　　４９６-８００１・愛知県愛西市勝幡町・しよはﾞたちよう

　　４９６-０９３４・愛知県愛西市新右エ門新田町・しんうえもんしんでんちよう

　　４９６-０９０２・愛知県愛西市須依町・すえちよう

　　４９６-０９４１・愛知県愛西市雀ケ森町・すずがもりちよう

　　４９６-８０１１・愛知県愛西市諏訪町・すわちよう

　　４９６-０９２４・愛知県愛西市善太新田町・ぜんたしんでんちよう

　　４９６-８００３・愛知県愛西市千引町・せんびきちよう

　　４９６-８０４３・愛知県愛西市高畑町・たかはﾞたちよう

　　４９６-８０１６・愛知県愛西市鷹場町・たかはﾞちよう

　　４９６-０９４６・愛知県愛西市立田町・たつだちよう

　　４９６-８０４７・愛知県愛西市立石町・たていしちよう

　　４９６-０９３３・愛知県愛西市戸倉町・とくらちよう

　　４９６-８０１９・愛知県愛西市西川端町・にしかわはﾞたちよう

　　４９６-０９１３・愛知県愛西市西條町・にしじようちよう

　　４９６-０９１１・愛知県愛西市西保町・にしほちよう

　　４９６-８０１２・愛知県愛西市根高町・ねだかちよう

　　４９６-０９３１・愛知県愛西市早尾町・はやおちよう

　　４９６-０９１４・愛知県愛西市東條町・ひがしじようちよう

　　４９６-０９１２・愛知県愛西市東保町・ひがしほちよう

　　４９６-０９３９・愛知県愛西市後江町・ひつえちよう

　　４９６-０９４７・愛知県愛西市福原新田町・ふくはらしんでんちよう

　　４９６-８０４１・愛知県愛西市藤ケ瀬町・ふじがせちよう

　　４９６-８０３５・愛知県愛西市二子町上丸島・ふたごちようかみまるじま

　　４９６-８０３４・愛知県愛西市二子町小判山・ふたごちようこはﾞんやま

　　４９６-８０３８・愛知県愛西市二子町定納・ふたごちようじようの

　　４９６-８０３７・愛知県愛西市二子町新田・ふたごちようしんでん

　　４９６-８０４０・愛知県愛西市二子町松原・ふたごちようまつはﾞら

　　４９６-８０３６・愛知県愛西市二子町丸島・ふたごちようまるじま

　　４９６-８０３０・愛知県愛西市二子町柳原・ふたごちようやなぎはら

　　４９６-８０１８・愛知県愛西市渕高町・ふちだかちよう

　　４９６-８０２０・愛知県愛西市平和町・へいわちよう

　　４９６-０９０６・愛知県愛西市日置町・へきちよう

　　４９６-０９１５・愛知県愛西市本部田町・ほんぶたちよう

　　４９６-８０１４・愛知県愛西市町方町・まちかたちよう

　　４９６-８０１３・愛知県愛西市見越町・みこしちよう

　　４９６-０９４５・愛知県愛西市三和町・みつわちよう

　　４９６-８００７・愛知県愛西市南河田町・みなみごうたちよう

　　４９６-０９３７・愛知県愛西市宮地町・みやじちよう

　　４９６-８００６・愛知県愛西市持中町・もつちゆうちよう

　　４９６-８０４５・愛知県愛西市元赤目町・もとあかめちよう

　　４９６-０９４３・愛知県愛西市森川町・もりかわちよう

　　４９６-８００５・愛知県愛西市諸桑町・もろくわちよう

　　４９６-０９４２・愛知県愛西市山路町・やまじちよう

　　４９６-０９０４・愛知県愛西市柚木町・ゆぎちよう

　　４９６-０９３６・愛知県愛西市四会町・よつえちよう

　　４９６-８０１０・愛知県愛西市六輪町・ろくわちよう

　　４５２-００００・愛知県清須市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４５２-０９３２・愛知県清須市朝日・あさひ

　　４５２-０９０１・愛知県清須市阿原・あわら

　　４５２-０９３１・愛知県清須市一場・いちはﾞ

　　４５２-０９３４・愛知県清須市大嶋・おおしま



　　４５２-０９６３・愛知県清須市下津町・おりつﾞちよう

　　４５２-０９１３・愛知県清須市上河原・かみがわら

　　４５２-０９３５・愛知県清須市北市場本町・きたいちはﾞほんまち

　　４５２-０９４２・愛知県清須市清洲・きよす

　　４５２-０９１６・愛知県清須市下河原・しもがわら

　　４５２-０９４４・愛知県清須市上条・じようじよう

　　４５２-０９４３・愛知県清須市新清洲・しんきよす

　　４５２-０９０５・愛知県清須市須ケ口・すかぐち

　　４５２-０９１２・愛知県清須市須ケ口駅前・すかぐちえきまえ

　　４５２-０９０３・愛知県清須市助七（１、２丁目）・すけしち(１､２)

　　４５２-０９０２・愛知県清須市助七（その他）・すけしち(そのた)

　　４５２-０９４５・愛知県清須市土田・つちだ

　　４５２-０９０８・愛知県清須市寺野・てらの

　　４５２-０９１８・愛知県清須市桃栄・とうえい

　　４５２-０９１４・愛知県清須市土器野・どきの

　　４５２-０９１５・愛知県清須市中河原・なかがわら

　　４５２-０９０７・愛知県清須市鍋片・なべかた

　　４５２-０９４１・愛知県清須市西市場・にしいちはﾞ

　　４５２-０９１１・愛知県清須市西須ケ口・にしすかぐち

　　４５２-０９３３・愛知県清須市西田中・にしたなか

　　４５２-００６４・愛知県清須市西枇杷島町旭・にしびわじまちようあさひ

　　４５２-００１５・愛知県清須市西枇杷島町泉・にしびわじまちよういずみ

　　４５２-０００７・愛知県清須市西枇杷島町一反五畝割・にしびわじまちよういつたんごせわり

　　４５２-００１０・愛知県清須市西枇杷島町稲株・にしびわじまちよういなかぶ

　　４５２-０００５・愛知県清須市西枇杷島町恵比須・にしびわじまちようえびす

　　４５２-００５１・愛知県清須市西枇杷島町大野・にしびわじまちようおおの

　　４５２-００１４・愛知県清須市西枇杷島町押花・にしびわじまちようおしはﾞな

　　４５２-００２１・愛知県清須市西枇杷島町小田井・にしびわじまちようおたい

　　４５２-００４１・愛知県清須市西枇杷島町小野田・にしびわじまちようおのだ

　　４５２-００６７・愛知県清須市西枇杷島町替地・にしびわじまちようかえち

　　４５２-００２４・愛知県清須市西枇杷島町片町・にしびわじまちようかたまち

　　４５２-００２２・愛知県清須市西枇杷島町上新・にしびわじまちようかみしん

　　４５２-００４２・愛知県清須市西枇杷島町川口・にしびわじまちようかわぐち

　　４５２-００５５・愛知県清須市西枇杷島町北二ツ杁・にしびわじまちようきたふたついり

　　４５２-００１２・愛知県清須市西枇杷島町北大和・にしびわじまちようきたやまと

　　４５２-０００１・愛知県清須市西枇杷島町古城・にしびわじまちようこじよう

　　４５２-００６２・愛知県清須市西枇杷島町五畝割・にしびわじまちようごせわり

　　４５２-００６１・愛知県清須市西枇杷島町小場塚・にしびわじまちようこはﾞつﾞか

　　４５２-００６６・愛知県清須市西枇杷島町芝野新田・にしびわじまちようしはﾞのしんでん

　　４５２-００２３・愛知県清須市西枇杷島町下新・にしびわじまちようしもしん

　　４５２-００１７・愛知県清須市西枇杷島町下砂入・にしびわじまちようしもすいり

　　４５２-００２５・愛知県清須市西枇杷島町十軒裏・にしびわじまちようじゆつけんうら

　　４５２-００１１・愛知県清須市西枇杷島町城並・にしびわじまちようじようなみ

　　４５２-００１６・愛知県清須市西枇杷島町砂入・にしびわじまちようすいり

　　４５２-０００３・愛知県清須市西枇杷島町末広・にしびわじまちようすえひろ

　　４５２-００１８・愛知県清須市西枇杷島町住吉・ にしびわじまちようすみよじ

　　４５２-０００４・愛知県清須市西枇杷島町大黒・にしびわじまちようだいこく

　　４５２-００５２・愛知県清須市西枇杷島町辰新田・にしびわじまちようたつしんでん

　　４５２-０００８・愛知県清須市西枇杷島町地領・にしびわじまちようちりよう

　　４５２-００３５・愛知県清須市西枇杷島町問屋・にしびわじまちようとんや

　　４５２-００６３・愛知県清須市西枇杷島町七畝割・にしびわじまちようななせわり

　　４５２-００４６・愛知県清須市西枇杷島町西笹子原・にしびわじまちようにしささこはら

　　４５２-０００９・愛知県清須市西枇杷島町西八丁・にしびわじまちようにしはつちよう

　　４５２-００４５・愛知県清須市西枇杷島町西六軒・にしびわじまちようにしろつけん

　　４５２-００６８・愛知県清須市西枇杷島町子新田・にしびわじまちようねしんでん

　　４５２-００２６・愛知県清須市西枇杷島町橋詰・にしびわじまちようはしつﾞめ

　　４５２-０００２・愛知県清須市西枇杷島町花咲・にしびわじまちようはなさき

　　４５２-００４７・愛知県清須市西枇杷島町東笹子原・にしびわじまちようひがしささこはら

　　４５２-００４３・愛知県清須市西枇杷島町東六軒・にしびわじまちようひがしろつけん

　　４５２-００３４・愛知県清須市西枇杷島町日之出・にしびわじまちようひので

　　４５２-００３４・愛知県清須市西枇杷島町日の出・にしびわじまちようひので

　　４５２-００３３・愛知県清須市西枇杷島町二見・にしびわじまちようふたみ

　　４５２-０００６・愛知県清須市西枇杷島町弁天・にしびわじまちようべんてん

　　４５２-００３６・愛知県清須市西枇杷島町南問屋・にしびわじまちようみなみとんや

　　４５２-００５４・愛知県清須市西枇杷島町南二ツ杁・にしびわじまちようみなみふたついり

　　４５２-００５３・愛知県清須市西枇杷島町南松原・にしびわじまちようみなみまつはﾞら

　　４５２-００１３・愛知県清須市西枇杷島町南大和・にしびわじまちようみなみやまと

　　４５２-００４４・愛知県清須市西枇杷島町南六軒・にしびわじまちようみなみろつけん

　　４５２-００３１・愛知県清須市西枇杷島町宮前・にしびわじまちようみやまえ

　　４５２-００３２・愛知県清須市西枇杷島町養和・にしびわじまちようようわ



　　４５２-００６５・愛知県清須市西枇杷島町芳野・にしびわじまちようよしの

　　４５２-０９１７・愛知県清須市西堀江・にしほりえ

　　４５２-０９１９・愛知県清須市萩野・はぎの

　　４５２-０９４６・愛知県清須市廻間・はさま

　　４５２-０９４７・愛知県清須市花水木・はなみずき

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日県・はるひあがた

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日明河原・はるひあけがわら

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日一番割・はるひいちはﾞんわり

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日壱屋敷・はるひいちやしき

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日一本松・はるひいつほﾟんまつ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日稲荷・はるひいなり

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日杁前・はるひいりまえ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日午・はるひうま

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日江先・はるひえさき

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日落合・はるひおちあい

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日上丑・ はるひかみうじ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日上川畑・はるひかみかわはﾞた

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日上河原・はるひかみがわら

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日上須ケ田・はるひかみすかた

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日上高畑・はるひかみたかはﾞた

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日上堤クロ・はるひかみつつみくろ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日上中割・はるひかみなかわり

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日川中・はるひかわなか

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日河原・はるひかわら

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日桑・はるひくわ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日郷裏・はるひごううら

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日郷ケ島・はるひごうがしま

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日高札・はるひこうさつ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日郷前・はるひごうまえ

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日五反地・はるひごたんじ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日小塚西・ はるひこつﾞかにじ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日小塚南・はるひこつﾞかみなみ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日小松生・はるひこまつはﾞえ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日三番割・はるひさんはﾞんわり

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日下丑・ はるひしもうじ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日下河原・はるひしもがわら

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日下堤クロ・はるひしもつつみくろ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日下中割・はるひしもなかわり

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日社子地・はるひしやごじ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日定ノ割・はるひじようのわり

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日白弓・はるひしらゆみ

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日新田・はるひしんでん

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日新田畑・はるひしんでんはﾞた

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日新堀・はるひしんほﾞり

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日新堀北・はるひしんほﾞりきた

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日新町・はるひしんまち

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日神明・はるひしんめい

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日須ケ田・はるひすかた

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日須ケ畑・はるひすかはﾞた

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日砂賀東・ はるひすかひがじ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日大河戸・はるひたいこうど

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日高畑・はるひたかはﾞた

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日立作・はるひたてつくり

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日長久寺・はるひちようきゆうじ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日堤クロ・はるひつつみくろ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日寺廻り・はるひてらまわり

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日天神・はるひてんじん

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日樋・はるひとい

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日酉・はるひとり

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日鳥出・はるひとりで

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日中河原・はるひなかがわら

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日中沼・はるひなかぬま

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日長畑・はるひながはた

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日流・はるひながれ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日西須ケ畑・はるひにしすかはﾞた

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日西牧前・はるひにしまきまえ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日西牧南・はるひにしまきみなみ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日西余部・はるひにしよべ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日二番割・はるひにはﾞんわり

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日弐屋敷・はるひにやしき



　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日野方・はるひのかた

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日野田町・はるひのだまち

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日八幡・はるひはちまん

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日八幡裏・はるひはちまんうら

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日八幡前・はるひはちまんまえ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日八幡南・はるひはちまんみなみ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日東小塚・はるひひがしこつﾞか

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日東須ケ畑・はるひひがしすかはﾞた

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日東出・はるひひがしで

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日冨士塚・はるひふじつﾞか

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日二ツ池・はるひふたついけ

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日舟付・はるひふなつき

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日振形・はるひふりかた

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日堀田・はるひほりた

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日宮越・ はるひみやこじ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日宮重・はるひみやしげ

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日宮重町・はるひみやしげまち

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日向河原・はるひむこうがわら

　　４５２-０９６２・愛知県清須市春日焼田・はるひやけた

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日屋敷・はるひやしき

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日夢の森・はるひゆめのもり

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日四番割・はるひよんはﾞんわり

　　４５２-０９６１・愛知県清須市春日蓮花寺前・はるひれんげじまえ

　　４５２-０９０４・愛知県清須市東須ケ口・ひがしすかぐち

　　４５２-０９０６・愛知県清須市東外町・ひがしそとまち

　　４５２-００３７・愛知県清須市枇杷島駅前東・ びわじまえきまえひがじ

　　４８１-００００・愛知県北名古屋市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８１-００４６・愛知県北名古屋市石橋・ いしはﾞじ

　　４８１-００１４・愛知県北名古屋市井瀬木・いせぎ

　　４８１-００３５・愛知県北名古屋市宇福寺・うぶくじ

　　４８１-００４３・愛知県北名古屋市沖村・おきむら

　　４８１-００３７・愛知県北名古屋市鍜治ケ一色・かじがいしき

　　４８１-００４４・愛知県北名古屋市加島新田・かしましんでん

　　４８１-０００２・愛知県北名古屋市片場・かたはﾞ

　　４８１-００３４・愛知県北名古屋市北野・きたの

　　４８１-００１２・愛知県北名古屋市久地野・くじの

　　４８１-００４１・愛知県北名古屋市九之坪・くのつほﾞ

　　４８１-０００６・愛知県北名古屋市熊之庄・くまのしよう

　　４８１-０００４・愛知県北名古屋市鹿田・しかた

　　４８１-００１１・愛知県北名古屋市高田寺・たかだじ

　　４８１-００３８・愛知県北名古屋市徳重・とくしげ

　　４８１-００４５・愛知県北名古屋市中之郷・なかのごう

　　４８１-００３３・愛知県北名古屋市西之保・にしのほう

　　４８１-００４０・愛知県北名古屋市西春駅前・にしはるえきまえ

　　４８１-０００３・愛知県北名古屋市能田・のうだ

　　４８１-００４２・愛知県北名古屋市野崎・のざき

　　４８１-００１３・愛知県北名古屋市二子・ふたご

　　４８１-００３９・愛知県北名古屋市法成寺・ほうじようじ

　　４８１-００３２・愛知県北名古屋市弥勒寺西・ みろくじにじ

　　４８１-００３１・愛知県北名古屋市弥勒寺東・ みろくじひがじ

　　４８１-０００１・愛知県北名古屋市六ツ師・ むつじ

　　４８１-０００５・愛知県北名古屋市薬師寺・やくしじ

　　４８１-００３６・愛知県北名古屋市山之腰・ やまのこじ

　　４９８-００００・愛知県弥富市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４９８-００６０・愛知県弥富市曙・あけほﾞの

　　４９０-１４０４・愛知県弥富市桴場・いかだはﾞ

　　４９８-００５３・愛知県弥富市稲狐町・いなこちよう

　　４９８-００４５・愛知県弥富市稲元・いなもと

　　４９８-００４５・愛知県弥富市稲元町・いなもとちよう

　　４９８-００４８・愛知県弥富市稲吉・ いなよじ

　　４９８-００５２・愛知県弥富市稲荷・いなり

　　４９８-００５６・愛知県弥富市稲荷崎・いなりざき

　　４９８-００５６・愛知県弥富市稲荷崎町・いなりざきちよう

　　４９８-００５２・愛知県弥富市稲荷町・いなりちよう

　　４９８-００６７・愛知県弥富市上野町・うえのちよう

　　４９８-００２３・愛知県弥富市鯏浦町（上六）・うぐいうらちよう(かみろく)

　　４９８-００２４・愛知県弥富市鯏浦町（気開）・うぐいうらちよう(きとけ)

　　４９８-００２２・愛知県弥富市鯏浦町（下六）・うぐいうらちよう(しもろく)

　　４９８-００２８・愛知県弥富市鯏浦町（中六）・うぐいうらちよう(なかろく)

　　４９８-００２６・愛知県弥富市鯏浦町（西前新田）・うぐいうらちよう(にしまえしんでん)



　　４９８-００２７・愛知県弥富市鯏浦町（南前新田）・うぐいうらちよう(みなみまえしんでん)

　　４９８-００２１・愛知県弥富市鯏浦町（その他）・うぐいうらちよう(そのた)

　　４９０-１４１２・愛知県弥富市馬ケ地・うまがんじ

　　４９８-００４０・愛知県弥富市栄南町・えいなんちよう

　　４９８-００１５・愛知県弥富市海老江・えびえ

　　４９８-００６２・愛知県弥富市大谷・おおたに

　　４９８-００４９・愛知県弥富市大縄場町・おおなわはﾞちよう

　　４９８-００３９・愛知県弥富市大藤町・おおふじちよう

　　４９０-１４２３・愛知県弥富市海屋・かいおく

　　４９０-１４２３・愛知県弥富市海屋町・かいおくちよう

　　４９８-００４７・愛知県弥富市加稲・かいな

　　４９８-０００７・愛知県弥富市鎌倉町・かまくらちよう

　　４９８-００３５・愛知県弥富市鎌島・かまじま

　　４９０-１４２１・愛知県弥富市上押萩・かみおしはぎ

　　４９０-１４２１・愛知県弥富市上押萩町・かみおしはぎちよう

　　４９０-１４２４・愛知県弥富市亀ケ地・かめがんじ

　　４９８-００１３・愛知県弥富市川平・かわひら

　　４９８-００３７・愛知県弥富市川原欠・かわらがけ

　　４９８-００３７・愛知県弥富市川原欠町・かわらがけちよう

　　４９８-００４３・愛知県弥富市寛延・かんえん

　　４９８-００４４・愛知県弥富市間崎・かんざき

　　４９８-００４４・愛知県弥富市間崎町・かんざきちよう

　　４９０-１４０５・愛知県弥富市神戸・かんど

　　４９０-１４０５・愛知県弥富市神戸町・かんどちよう

　　４９８-００５１・愛知県弥富市狐地・きつねじ

　　４９８-００５１・愛知県弥富市狐地町・きつねじちよう

　　４９８-００６６・愛知県弥富市楠・くすのき

　　４９８-００６１・愛知県弥富市操出・ くりだじ

　　４９８-００１６・愛知県弥富市小島町・こじまちよう

　　４９０-１４１３・愛知県弥富市子宝・こだから

　　４９０-１４１３・愛知県弥富市子宝町・こだからちよう

　　４９０-１４０２・愛知県弥富市五斗山・ごとやま

　　４９８-００１８・愛知県弥富市五之三川平・ごのさんかわひら

　　４９８-００１２・愛知県弥富市五之三町・ごのさんちよう

　　４９８-００６５・愛知県弥富市駒野町・こまのちよう

　　４９８-００１４・愛知県弥富市五明・ごみよう

　　４９８-００１４・愛知県弥富市五明町・ごみようちよう

　　４９８-００５５・愛知県弥富市境町・さかいちよう

　　４９０-１４１４・愛知県弥富市坂中地・さかなかじ

　　４９０-１４１４・愛知県弥富市坂中地町・さかなかじちよう

　　４９８-０００６・愛知県弥富市佐古木・さこぎ

　　４９０-１４１５・愛知県弥富市鮫ケ地・さめがんじ

　　４９０-１４１５・愛知県弥富市鮫ケ地町・さめがんじちよう

　　４９８-００５４・愛知県弥富市三稲・さんと

　　４９８-００５４・愛知県弥富市三稲町・さんとちよう

　　４９０-１４０７・愛知県弥富市三百島・さんびやくじま

　　４９８-００４１・愛知県弥富市芝井・しはﾞい

　　４９８-００４１・愛知県弥富市芝井町・しはﾞいちよう

　　４９０-１４２２・愛知県弥富市下押萩・しもおしはぎ

　　４９０-１４２２・愛知県弥富市下押萩町・しもおしはぎちよう

　　４９０-１４２６・愛知県弥富市四郎兵衛・しろべえ

　　４９０-１４２６・愛知県弥富市四郎兵衛町・しろべえちよう

　　４９０-１４１１・愛知県弥富市善太町・ぜんたちよう

　　４９０-１４２８・愛知県弥富市竹田・たけた

　　４９８-００５８・愛知県弥富市富島・とみしま

　　４９８-００５８・愛知県弥富市富島町・とみしまちよう

　　４９８-００６９・愛知県弥富市富浜・とみはま

　　４９０-１４０３・愛知県弥富市鳥ケ地・とりがんじ

　　４９０-１４０３・愛知県弥富市鳥ケ地町・とりがんじちよう

　　４９８-００５７・愛知県弥富市中原・なかはら

　　４９８-００５７・愛知県弥富市中原町・なかはらちよう

　　４９８-００３８・愛知県弥富市中山町・なかやまちよう

　　４９８-００６８・愛知県弥富市鍋田町・なべたちよう

　　４９０-１４０６・愛知県弥富市鍋平・なべひら

　　４９０-１４２７・愛知県弥富市西蜆・にししじみ

　　４９８-００６４・愛知県弥富市西末広・にしすえひろ

　　４９８-０００１・愛知県弥富市西中地町・にしなかじちよう

　　４９８-００１１・愛知県弥富市荷之上町・にのうえちよう

　　４９０-１４２５・愛知県弥富市東蜆・ひがししじみ

　　４９８-００６３・愛知県弥富市東末広・ひがしすえひろ



　　４９８-０００２・愛知県弥富市東中地・ひがしなかじ

　　４９８-００２５・愛知県弥富市平島町（喜右味名）・へいじまちよう(きあじな)

　　４９８-００３１・愛知県弥富市平島町（その他）・へいじまちよう(そのた)

　　４９８-００３２・愛知県弥富市平島中・へいじまなか

　　４９８-００３３・愛知県弥富市平島西・ へいじまにじ

　　４９８-００３４・愛知県弥富市平島東・ へいじまひがじ

　　４９８-００１７・愛知県弥富市前ケ須町・まえがすちよう

　　４９８-０００３・愛知県弥富市前ケ平・まえがひら

　　４９８-０００４・愛知県弥富市又八・またはち

　　４９８-０００４・愛知県弥富市又八町・またはちちよう

　　４９８-００４２・愛知県弥富市松名・まつな

　　４９８-００４２・愛知県弥富市松名町・まつなちよう

　　４９８-００４６・愛知県弥富市三好・ みよじ

　　４９８-００４６・愛知県弥富市三好町・みよしちよう

　　４９８-００３６・愛知県弥富市森津・もりつﾞ

　　４９８-００３６・愛知県弥富市森津町・もりつﾞちよう

　　４９８-０００５・愛知県弥富市楽平・よしひら

　　４９０-１４０１・愛知県弥富市六條町・ろくじようちよう

　　４７０-０２００・愛知県みよし市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７０-０２０６・愛知県みよし市莇生町・あざぶちよう

　　４７０-０２０７・愛知県みよし市福谷町・うきがいちよう

　　４７０-０２１３・愛知県みよし市打越町・うちこしちよう

　　４７０-０２３１・愛知県みよし市黒笹・くろざさ

　　４７０-０２３２・愛知県みよし市黒笹いずみ・くろざさいずみ

　　４７０-０２１８・愛知県みよし市黒笹山手・くろざさやまて

　　４７０-０２０１・愛知県みよし市黒笹町・くろざさちよう

　　４７０-０２０９・愛知県みよし市潮見・しおみ

　　４７０-０２２７・愛知県みよし市園原・そのはら

　　４７０-０２１１・愛知県みよし市天王台・てんのうだい

　　４７０-０２２６・愛知県みよし市西一色町・にしいしきちよう

　　４７０-０２２１・愛知県みよし市西陣取山・にしじんとりやま

　　４７０-０２１７・愛知県みよし市根浦町・ねうらまち

　　４７０-０２２２・愛知県みよし市東陣取山・ひがしじんとりやま

　　４７０-０２２３・愛知県みよし市東蜂ヶ池・ひがしはちがいけ

　　４７０-０２１２・愛知県みよし市東山台・ひがしやまだい

　　４７０-０２０８・愛知県みよし市ひばりヶ丘・ひはﾞりがおか

　　４７０-０２２５・愛知県みよし市福田町・ふくたちよう

　　４７０-０２１６・愛知県みよし市南台・みなみだい

　　４７０-０２１５・愛知県みよし市みなよし台・みなよしだい

　　４７０-０２１４・愛知県みよし市明知町・みようちちよう

　　４７０-０２０２・愛知県みよし市三好丘・みよしがおか

　　４７０-０２３３・愛知県みよし市三好丘あおば・みよしがおかあおはﾞ

　　４７０-０２０３・愛知県みよし市三好丘旭・みよしがおかあさひ

　　４７０-０２０４・愛知県みよし市三好丘桜・みよしがおかさくら

　　４７０-０２０５・愛知県みよし市三好丘緑・みよしがおかみどり

　　４７０-０２２４・愛知県みよし市三好町・みよしちよう

　　４９０-１２００・愛知県あま市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４９０-１１０２・愛知県あま市石作・いしつくり

　　４９０-１２１３・愛知県あま市乙之子・おとのこ

　　４９０-１２２１・愛知県あま市金岩・かないわ

　　４９０-１１１２・愛知県あま市上萱津・かみかやつﾞ

　　４９０-１２０３・愛知県あま市木折・きおり

　　４９０-１２２２・愛知県あま市木田・きだ

　　４９０-１２１４・愛知県あま市北苅・きたがり

　　４９０-１２１２・愛知県あま市小橋方・こはﾞしがた

　　４９０-１１０３・愛知県あま市栄・さかえ

　　４９０-１１１５・愛知県あま市坂牧・さかまき

　　４９７-０００３・愛知県あま市七宝町秋竹・しつほﾟうちようあきたけ

　　４９７-０００５・愛知県あま市七宝町伊福・しつほﾟうちよういふく

　　４９７-０００１・愛知県あま市七宝町沖之島・しつほﾟうちようおきのしま

　　４９７-０００４・愛知県あま市七宝町桂・しつほﾟうちようかつら

　　４９７-００１３・愛知県あま市七宝町川部・しつほﾟうちようかわべ

　　４９７-００１２・愛知県あま市七宝町下田・しつほﾟうちようしもだ

　　４９７-０００６・愛知県あま市七宝町下之森・しつほﾟうちようしものもり

　　４９７-００１４・愛知県あま市七宝町鷹居・しつほﾟうちようたかい

　　４９７-０００２・愛知県あま市七宝町遠島・しつほﾟうちようとおしま

　　４９７-００１６・愛知県あま市七宝町徳実・しつほﾟうちようとくざね

　　４９７-００１５・愛知県あま市七宝町鯰橋・ しつほﾟうちようなまずはﾞじ

　　４９７-００１１・愛知県あま市七宝町安松・しつほﾟうちようやすまつ

　　４９０-１２１１・愛知県あま市篠田・しのだ



　　４９０-１１１４・愛知県あま市下萱津・しもかやつﾞ

　　４９０-１１１１・愛知県あま市甚目寺・じもくじ

　　４９０-１１０６・愛知県あま市小路・しようじ

　　４９０-１２２４・愛知県あま市丹波・たんはﾞ

　　４９０-１２０２・愛知県あま市富塚・とみつか

　　４９０-１１１３・愛知県あま市中萱津・なかかやつﾞ

　　４９０-１２２６・愛知県あま市中橋・ なかはじ

　　４９０-１１０５・愛知県あま市新居屋・にいや

　　４９０-１１０４・愛知県あま市西今宿・にしいまじゆく

　　４９０-１２２５・愛知県あま市蜂須賀・はちすか

　　４９０-１２０４・愛知県あま市花長・はなおさ

　　４９０-１２０５・愛知県あま市花正・はなまさ

　　４９０-１２０６・愛知県あま市東溝口・ひがしみぞぐち

　　４９０-１２０７・愛知県あま市二ツ寺・ふたつでら

　　４９０-１２０１・愛知県あま市古道・ふるみち

　　４９０-１１０１・愛知県あま市方領・ほうりよう

　　４９０-１１１６・愛知県あま市本郷・ほんごう

　　４９０-１１０７・愛知県あま市森・もり

　　４９０-１２２３・愛知県あま市森山・もりやま

　　４８０-１１００・愛知県長久手市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８０-１３２３・愛知県長久手市阿畑・あはﾞた

　　４８０-１３３１・愛知県長久手市雨堤・あまつﾞつみ

　　４８０-１１６１・愛知県長久手市荒田・あらた

　　４８０-１１８２・愛知県長久手市池田・いけだ

　　４８０-１３４３・愛知県長久手市石場・いしはﾞ

　　４８０-１１４７・愛知県長久手市市が洞・いちがほら

　　４８０-１３４２・愛知県長久手市茨ケ廻間・いはﾞらがはﾞさま

　　４８０-１１４３・愛知県長久手市井堀・いほﾞり

　　４８０-１１１６・愛知県長久手市杁ケ池・いりがいけ

　　４８０-１３２５・愛知県長久手市杁ケ根・いりがね

　　４８０-１３０２・愛知県長久手市杁ノ洞・いりのほら

　　４８０-１３０８・愛知県長久手市岩廻間・いわはﾞさま

　　４８０-１１２５・愛知県長久手市氏神前・うじがみまえ

　　４８０-１１５２・愛知県長久手市打越・ うちこじ

　　４８０-１１４５・愛知県長久手市卯塚・うつﾞか

　　４８０-１３１４・愛知県長久手市馬堤・うまつﾞつみ

　　４８０-１３３４・愛知県長久手市榎ノ下・えのした

　　４８０-１３３３・愛知県長久手市蛭子・えびす

　　４８０-１１０６・愛知県長久手市大久手・おおくて

　　４８０-１１４６・愛知県長久手市片平・かたひら

　　４８０-１１４２・愛知県長久手市蟹原・かにはら

　　４８０-１１３２・愛知県長久手市上川原・かみかわはら

　　４８０-１１６５・愛知県長久手市鴨田・かもだ

　　４８０-１３２７・愛知県長久手市観音堂・かんのんどう

　　４８０-１３０１・愛知県長久手市北浦・きたうら

　　４８０-１３３９・愛知県長久手市北熊・きたぐま

　　４８０-１１１７・愛知県長久手市喜婦嶽・きぶたけ

　　４８０-１１８４・愛知県長久手市草掛・くさかけ

　　４８０-１１５１・愛知県長久手市久保山・くほﾞやま

　　４８０-１１４４・愛知県長久手市熊田・くまだ

　　４８０-１３１２・愛知県長久手市熊張深田・くまはりふかだ

　　４８０-１３４７・愛知県長久手市鯉ケ廻間・こいがはﾞさま

　　４８０-１３３６・愛知県長久手市小稲葉・こいなはﾞ

　　４８０-１３０４・愛知県長久手市郷前・ごうまえ

　　４８０-１１７６・愛知県長久手市香桶・こおけ

　　４８０-１１５６・愛知県長久手市五合池・ごごういけ

　　４８０-１３１３・愛知県長久手市小深・こぶけ

　　４８０-１１５３・愛知県長久手市作田・さくた

　　４８０-１１５７・愛知県長久手市桜作・さくらつくり

　　４８０-１３２９・愛知県長久手市申平・さるひら

　　４８０-１３２２・愛知県長久手市汐見坂・しおみざか

　　４８０-１１３７・愛知県長久手市下川原・しもがわら

　　４８０-１１０７・愛知県長久手市下権田・しもごんだ

　　４８０-１３３８・愛知県長久手市下田・しもだ

　　４８０-１１３５・愛知県長久手市下山・しもやま

　　４８０-１１２８・愛知県長久手市勝入塚・しようにゆうつﾞか

　　４８０-１１１５・愛知県長久手市菖蒲池・しようぶいけ

　　４８０-１１２２・愛知県長久手市城屋敷・しろやしき

　　４８０-１３０６・愛知県長久手市真行田・しんぎようだ

　　４８０-１３２１・愛知県長久手市神明・しんめい



　　４８０-１３３２・愛知県長久手市神門前・じんもんまえ

　　４８０-１１２７・愛知県長久手市菅池・すがいけ

　　４８０-１３２６・愛知県長久手市助六・すけろく

　　４８０-１１１２・愛知県長久手市砂子・すなご

　　４８０-１１７５・愛知県長久手市先達・せんだつ

　　４８０-１３３５・愛知県長久手市大日・だいにち

　　４８０-１３２４・愛知県長久手市段留・だんとめ

　　４８０-１１６２・愛知県長久手市段の上・だんのうえ

　　４８０-１１７８・愛知県長久手市丁子田・ちようしだ

　　４８０-１１１４・愛知県長久手市長配・ちようはい

　　４８０-１１５４・愛知県長久手市塚田・つかだ

　　４８０-１３４６・愛知県長久手市堂脇・どうわき

　　４８０-１１２４・愛知県長久手市戸田谷・とだがい

　　４８０-１３０５・愛知県長久手市中井・なかい

　　４８０-１１０８・愛知県長久手市中池・なかいけ

　　４８０-１１３９・愛知県長久手市中川原・なかがわら

　　４８０-１１６７・愛知県長久手市仲田・なかた

　　４８０-１３３７・愛知県長久手市中屋・なかや

　　４８０-１１７１・愛知県長久手市西浦・にしうら

　　４８０-１１８３・愛知県長久手市西原・にしはら

　　４８０-１１３８・愛知県長久手市西原山・にしはらやま

　　４８０-１１４８・愛知県長久手市根嶽・ねたけ

　　４８０-１１４１・愛知県長久手市根の神・ねのがみ

　　４８０-１１６６・愛知県長久手市野田農・のだのう

　　４８０-１１６３・愛知県長久手市原邸・はらやしき

　　４８０-１１３３・愛知県長久手市原山・はらやま

　　４８０-１１７４・愛知県長久手市東浦・ひがしうら

　　４８０-１３０３・愛知県長久手市東田・ひがしだ

　　４８０-１１２３・愛知県長久手市東狭間・ひがしはざま

　　４８０-１１８１・愛知県長久手市東原・ひがしはら

　　４８０-１１５８・愛知県長久手市東原山・ひがしはらやま

　　４８０-１３１５・愛知県長久手市東平地・ひがしひらち

　　４８０-１３１８・愛知県長久手市東山・ひがしやま

　　４８０-１１５５・愛知県長久手市平池・ひらいけ

　　４８０-１３１６・愛知県長久手市平地・ひらち

　　４８０-１３４４・愛知県長久手市広田・ひろた

　　４８０-１１２６・愛知県長久手市深田・ふかだ

　　４８０-１１１９・愛知県長久手市深廻間・ふかはﾞさま

　　４８０-１３１１・愛知県長久手市福井・ふくい

　　４８０-１１７３・愛知県長久手市富士浦・ふじうら

　　４８０-１１６８・愛知県長久手市坊の後・ほﾞうのうしろ

　　４８０-１１０４・愛知県長久手市棒振・ほﾞうふり

　　４８０-１１７７・愛知県長久手市仏が根・ほとけがね

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊一ノ井・まえぐまいちのい

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊志水・まえぐましみず

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊下田・まえぐましもだ

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊寺田・まえぐまてらだ

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊中井・まえぐまなかい

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊西脇・まえぐまにしわき

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊根ノ上・まえぐまねのうえ

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊根ノ原・まえぐまねのはら

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊橋ノ本・まえぐまはしのもと

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊原山・まえぐまはらやま

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊広面・まえぐまひろおもて

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊堀越・ まえぐまほりこじ

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊前山・まえぐままえやま

　　４８０-１１０２・愛知県長久手市前熊溝下・まえぐまみぞした

　　４８０-１３１７・愛知県長久手市松杁・まついり

　　４８０-１１０５・愛知県長久手市丸根・まるね

　　４８０-１３４５・愛知県長久手市丸山・まるやま

　　４８０-１３０９・愛知県長久手市溝之杁・みぞのいり

　　４８０-１１３４・愛知県長久手市南原山・みなみはらやま

　　４８０-１１７２・愛知県長久手市宮脇・みやわき

　　４８０-１１２１・愛知県長久手市武蔵塚・むさしつﾞか

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作石田・やざこいしだ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作井戸ケ根・やざこいどがね

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作色金・やざこいろがね

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作浮江・やざこうきえ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作内万場・やざこうちまんはﾞ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作大根・やざこおおね



　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作落合・やざこおちあい

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作折戸ケ平・やざこおりどがひら

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作欠花・やざこかけはな

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作壁ノ本・やざこかべのもと

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作雁又・やざこかりまた

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作北山・やざこきたやま

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作狐洞・やざこきつねほﾞら

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作五反田・やざこごたんだ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作権田・やざこごんだ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作権代・やざこごんだい

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作三ケ峯・やざこさがみね

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作申立花・やざこさるりつか

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作下島・やざこしもじま

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作下田・やざこしもだ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作下堀越・ やざこしもほりこじ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作蛇洞・やざこじやほﾞら

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作白針・やざこしらはﾞり

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作城の内・やざこしろのうち

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作隅田・やざこすみだ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作高根・やざこたかね

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作高根前・やざこたかねまえ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作高山・やざこたかやま

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作塚本・やざこつかもと

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作寺田・やざこてらだ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作寺山・やざこてらやま

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作床寒・やざことこさむ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作泥亀首・やざことちくび

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作寅山・やざことらやま

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作酉立花・やざことりりつか

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作長池・やざこながいけ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作長筬・やざこながおさ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作中権代・やざこなかごんだい

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作中島・やざこなかじま

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作長鶴・やざこながつる

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作中縄手・やざこなかなわて

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作中根・やざこなかね

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作中根原・やざこなかねはﾞら

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作中立花・やざこなかりつか

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作中脇・やざこなかわき

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作西浦・やざこにしうら

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作西島・やざこにしじま

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作東島・やざこひがしじま

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作東中・やざこひがしなか

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作平子・やざこひらこ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作平地・やざこひらち

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作琵琶ケ池・やざこびわがいけ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作福井・やざこふくい

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作丸根・やざこまるね

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作溝添・やざこみぞぞえ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作南島・やざこみなみじま

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作宮後・やざこみやうしろ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作宮前・やざこみやまえ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作向田・やざこむかいだ

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作向畑・やざこむかえはﾞた

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作元門・やざこもとかど

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作桃ノ木洞・やざこもものきほﾞら

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作八瀬ノ木・やざこやせのき

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作籔田・やざこやぶた

　　４８０-１１０３・愛知県長久手市岩作早稲田・やざこわせだ

　　４８０-１１６４・愛知県長久手市山桶・やまおけ

　　４８０-１１１１・愛知県長久手市山越・やまごえ

　　４８０-１１１３・愛知県長久手市山野田・やまのた

　　４８０-１１１８・愛知県長久手市横道・よこみち

　　４８０-１１２９・愛知県長久手市よし池・よしいけ

　　４８０-１３４１・愛知県長久手市葭ケ廻間・よしがはﾞさま

　　４８０-１３０７・愛知県長久手市立花・りつか

　　４８０-１１３６・愛知県長久手市櫨木・ろうほﾞく

　　４８０-１３２８・愛知県長久手市早稲田・わせだ

　　４７０-０１００・愛知県愛知郡東郷町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７０-０１５２・愛知県愛知郡東郷町北山台・きたやまだい



　　４７０-０１５５・愛知県愛知郡東郷町白鳥・しらとり

　　４７０-０１６５・愛知県愛知郡東郷町清水・しみず

　　４７０-０１６３・愛知県愛知郡東郷町涼松・すずみまつ

　　４７０-０１６２・愛知県愛知郡東郷町春木・はるき

　　４７０-０１６１・愛知県愛知郡東郷町春木台・はるきだい

　　４７０-０１６６・愛知県愛知郡東郷町兵庫・ひようご

　　４７０-０１５６・愛知県愛知郡東郷町御岳・みたけ

　　４７０-０１６４・愛知県愛知郡東郷町三ツ池・みついけ

　　４７０-０１５１・愛知県愛知郡東郷町諸輪・もろわ

　　４７０-０１５３・愛知県愛知郡東郷町和合・わごう

　　４７０-０１５４・愛知県愛知郡東郷町和合ケ丘・わごうがおか

　　４８０-０２００・愛知県西春日井郡豊山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８０-０２０１・愛知県西春日井郡豊山町青山・あおやま

　　４８０-０２０２・愛知県西春日井郡豊山町豊場・とよはﾞ

　　４８０-０１００・愛知県丹羽郡大口町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８０-０１３２・愛知県丹羽郡大口町秋田・あきた

　　４８０-０１３７・愛知県丹羽郡大口町大屋敷・おおやしき

　　４８０-０１４８・愛知県丹羽郡大口町小口・おぐち

　　４８０-０１３８・愛知県丹羽郡大口町大御堂・おみど

　　４８０-０１３３・愛知県丹羽郡大口町替地・かえち

　　４８０-０１４９・愛知県丹羽郡大口町垣田・かきた

　　４８０-０１４１・愛知県丹羽郡大口町上小口・かみおぐち

　　４８０-０１２１・愛知県丹羽郡大口町河北・こぎた

　　４８０-０１３５・愛知県丹羽郡大口町御供所・ごごしよ

　　４８０-０１５１・愛知県丹羽郡大口町さつきケ丘・さつきがおか

　　４８０-０１４４・愛知県丹羽郡大口町下小口・しもおぐち

　　４８０-０１４３・愛知県丹羽郡大口町城屋敷・しろやしき

　　４８０-０１２７・愛知県丹羽郡大口町新宮・しんみや

　　４８０-０１３１・愛知県丹羽郡大口町高橋・ たかはじ

　　４８０-０１４７・愛知県丹羽郡大口町竹田・たけだ

　　４８０-０１２６・愛知県丹羽郡大口町伝右・でんね

　　４８０-０１２５・愛知県丹羽郡大口町外坪・とつほﾞ

　　４８０-０１３４・愛知県丹羽郡大口町豊田・とよた

　　４８０-０１２２・愛知県丹羽郡大口町仲沖・なかおき

　　４８０-０１４２・愛知県丹羽郡大口町中小口・なかおぐち

　　４８０-０１３９・愛知県丹羽郡大口町奈良子・ ならじ

　　４８０-０１２４・愛知県丹羽郡大口町萩島・はぎしま

　　４８０-０１２３・愛知県丹羽郡大口町二ツ屋・ふたつや

　　４８０-０１３６・愛知県丹羽郡大口町堀尾跡・ほりおせき

　　４８０-０１４５・愛知県丹羽郡大口町丸・まる

　　４８０-０１４６・愛知県丹羽郡大口町余野・よの

　　４８０-０１００・愛知県丹羽郡扶桑町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４８０-０１０６・愛知県丹羽郡扶桑町小淵・おぶち

　　４８０-０１０３・愛知県丹羽郡扶桑町柏森・かしわもり

　　４８０-０１０４・愛知県丹羽郡扶桑町斎藤・さいと

　　４８０-０１０２・愛知県丹羽郡扶桑町高雄・たかお

　　４８０-０１０７・愛知県丹羽郡扶桑町高木・たかぎ

　　４８０-０１０５・愛知県丹羽郡扶桑町南山名・みなみやな

　　４８０-０１０１・愛知県丹羽郡扶桑町山那・やまな

　　４９０-１１００・愛知県海部郡大治町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４９０-１１３５・愛知県海部郡大治町鎌須賀・かますか

　　４９０-１１３２・愛知県海部郡大治町北間島・きたまじま

　　４９０-１１４２・愛知県海部郡大治町三本木・さんほﾞんぎ

　　４９０-１１４３・愛知県海部郡大治町砂子・すなご

　　４９０-１１４５・愛知県海部郡大治町中島・なかじま

　　４９０-１１３１・愛知県海部郡大治町長牧・ながまき

　　４９０-１１４４・愛知県海部郡大治町西條・にしじよう

　　４９０-１１３６・愛知県海部郡大治町花常・はなつね

　　４９０-１１３４・愛知県海部郡大治町東條・ひがしじよう

　　４９０-１１３７・愛知県海部郡大治町堀之内・ほりのうち

　　４９０-１１４１・愛知県海部郡大治町馬島・まじま

　　４９０-１１３３・愛知県海部郡大治町八ツ屋・やつや

　　４９７-００００・愛知県海部郡蟹江町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４９７-００４６・愛知県海部郡蟹江町旭・あさひ

　　４９７-００４７・愛知県海部郡蟹江町泉・いずみ

　　４９７-００３２・愛知県海部郡蟹江町今・いま

　　４９７-００３７・愛知県海部郡蟹江町今西・ いまにじ

　　４９７-００５０・愛知県海部郡蟹江町学戸・がくと

　　４９７-００４４・愛知県海部郡蟹江町蟹江新田・かにえしんでん

　　４９７-００３５・愛知県海部郡蟹江町蟹江新町・かにえしんまち



　　４９７-００３３・愛知県海部郡蟹江町蟹江本町・かにえほんまち

　　４９７-００５７・愛知県海部郡蟹江町上川田・かみかわた

　　４９７-００５１・愛知県海部郡蟹江町北新田・きたしんでん

　　４９７-００５５・愛知県海部郡蟹江町源氏・げんじ

　　４９７-００３８・愛知県海部郡蟹江町桜・さくら

　　４９７-００４０・愛知県海部郡蟹江町城・しろ

　　４９７-００４３・愛知県海部郡蟹江町新千秋・しんちあき

　　４９７-００３１・愛知県海部郡蟹江町須成・すなり

　　４９７-００３６・愛知県海部郡蟹江町須成西・ すなりにじ

　　４９７-００３０・愛知県海部郡蟹江町宝・たから

　　４９７-００５８・愛知県海部郡蟹江町富吉・ とみよじ

　　４９７-００４２・愛知県海部郡蟹江町鍋蓋新田・なべぶたしんでん

　　４９７-００５４・愛知県海部郡蟹江町錦・にしき

　　４９７-００５２・愛知県海部郡蟹江町西之森・にしのもり

　　４９７-００５６・愛知県海部郡蟹江町八幡・はちまん

　　４９７-００４８・愛知県海部郡蟹江町舟入・ふないり

　　４９７-００５３・愛知県海部郡蟹江町平安・へいあん

　　４９７-００３４・愛知県海部郡蟹江町本町・ほんまち

　　４９７-００４５・愛知県海部郡蟹江町緑・みどり

　　４９７-００４１・愛知県海部郡蟹江町南・みなみ

　　４９０-１４００・愛知県海部郡飛島村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４９０-１４３５・愛知県海部郡飛島村梅之郷・うめのごう

　　４９０-１４３８・愛知県海部郡飛島村大宝・おおだから

　　４９０-１４４５・愛知県海部郡飛島村金岡・かなおか

　　４９０-１４４４・愛知県海部郡飛島村木場・きはﾞ

　　４９０-１４４２・愛知県海部郡飛島村古政成・こまさなり

　　４９０-１４４３・愛知県海部郡飛島村新政成・しんまさなり

　　４９０-１４３６・愛知県海部郡飛島村竹之郷・たけのごう

　　４９０-１４３７・愛知県海部郡飛島村飛島新田（元起之郷）・とびしましんでん(もときのごう)

　　４９０-１４３３・愛知県海部郡飛島村渚・なぎさ

　　４９０-１４４７・愛知県海部郡飛島村西浜・にしはま

　　４９０-１４４６・愛知県海部郡飛島村東浜・ひがしはま

　　４９０-１４３１・愛知県海部郡飛島村服岡・ふくおか

　　４９０-１４４１・愛知県海部郡飛島村政成・まさなり

　　４９０-１４３４・愛知県海部郡飛島村松之郷・まつのごう

　　４９０-１４３２・愛知県海部郡飛島村三福・みふく

　　４９０-１４３７・愛知県海部郡飛島村元起・もとき

　　４７０-２２００・愛知県知多郡阿久比町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７０-２２１３・愛知県知多郡阿久比町阿久比・あぐい

　　４７０-２２０３・愛知県知多郡阿久比町板山・いたやま

　　４７０-２２１６・愛知県知多郡阿久比町植大・うえだい

　　４７０-２２１２・愛知県知多郡阿久比町卯坂・うさか

　　４７０-２２１７・愛知県知多郡阿久比町卯坂南・うさかみなみ

　　４７０-２２１１・愛知県知多郡阿久比町草木・くさぎ

　　４７０-２２０１・愛知県知多郡阿久比町白沢・しらさわ

　　４７０-２２０５・愛知県知多郡阿久比町萩・はぎ

　　４７０-２２０７・愛知県知多郡阿久比町陽なたの丘・ひなたのおか

　　４７０-２２０２・愛知県知多郡阿久比町福住・ふくすみ

　　４７０-２２０４・愛知県知多郡阿久比町宮津・みやつﾞ

　　４７０-２２１４・愛知県知多郡阿久比町椋岡・むくおか

　　４７０-２２１５・愛知県知多郡阿久比町矢高・やたか

　　４７０-２２０６・愛知県知多郡阿久比町横松・よこまつ

　　４７０-２１００・愛知県知多郡東浦町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７０-２１０４・愛知県知多郡東浦町生路・いくじ

　　４７０-２１０３・愛知県知多郡東浦町石浜・いしはま

　　４７０-２１０２・愛知県知多郡東浦町緒川・おがわ

　　４７０-２１０５・愛知県知多郡東浦町藤江・ふじえ

　　４７０-２１０１・愛知県知多郡東浦町森岡・もりおか

　　４７０-３３００・愛知県知多郡南知多町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７０-３３２１・愛知県知多郡南知多町内海・うつみ

　　４７０-３５０１・愛知県知多郡南知多町大井・おおい

　　４７０-３５０２・愛知県知多郡南知多町片名・かたな

　　４７０-３５０５・愛知県知多郡南知多町篠島・しのじま

　　４７０-３４１１・愛知県知多郡南知多町豊丘・とよおか

　　４７０-３４１２・愛知県知多郡南知多町豊浜・とよはま

　　４７０-３５０４・愛知県知多郡南知多町日間賀島・ひまかじま

　　４７０-３５０３・愛知県知多郡南知多町師崎・もろざき

　　４７０-３３２２・愛知県知多郡南知多町山海・やまみ

　　４７０-３２００・愛知県知多郡美浜町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７０-２４１２・愛知県知多郡美浜町浦戸・うらと



　　４７０-３２３３・愛知県知多郡美浜町奥田・おくだ

　　４７０-３２３６・愛知県知多郡美浜町小野浦・おのうら

　　４７０-３２３１・愛知県知多郡美浜町上野間・かみのま

　　４７０-２４０３・愛知県知多郡美浜町北方・きたがた

　　４７０-２４１３・愛知県知多郡美浜町古布・こう

　　４７０-２４０４・愛知県知多郡美浜町河和・こうわ

　　４７０-２４０９・愛知県知多郡美浜町河和（上前田）・こうわ(かみまえだ)

　　４７０-２４０６・愛知県知多郡美浜町河和（北田面）・こうわ(きただめん)

　　４７０-２４０７・愛知県知多郡美浜町河和（北屋敷）・こうわ(きたやしき)

　　４７０-２４０８・愛知県知多郡美浜町河和（南屋敷）・こうわ(みなみやしき)

　　４７０-２４０５・愛知県知多郡美浜町河和台・こうわだい

　　４７０-２４１１・愛知県知多郡美浜町新浦戸・しんうらと

　　４７０-３２３４・愛知県知多郡美浜町新栄・しんさかえ

　　４７０-２４０２・愛知県知多郡美浜町時志・ ときじ

　　４７０-２４１４・愛知県知多郡美浜町豊丘・とよおか

　　４７０-３２３５・愛知県知多郡美浜町野間・のま

　　４７０-２４０１・愛知県知多郡美浜町布土・ふつと

　　４７０-３２３２・愛知県知多郡美浜町美浜緑苑・みはまりよくえん

　　４７０-２３００・愛知県知多郡武豊町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４７０-２３８４・愛知県知多郡武豊町青木ケ丘・あおきがおか

　　４７０-２３３２・愛知県知多郡武豊町上ケ・あげ

　　４７０-２５１４・愛知県知多郡武豊町旭・あさひ

　　４７０-２３６３・愛知県知多郡武豊町旭ケ丘・あさひがおか

　　４７０-２３１４・愛知県知多郡武豊町浅水・あさみず

　　４７０-２３２９・愛知県知多郡武豊町池田・いけだ

　　４７０-２３１１・愛知県知多郡武豊町石川・いしかわ

　　４７０-２５５１・愛知県知多郡武豊町石田・いしだ

　　４７０-２５１３・愛知県知多郡武豊町一号地・いちごうち

　　４７０-２３０１・愛知県知多郡武豊町壱町田・いつちようだ

　　４７０-２５０６・愛知県知多郡武豊町後田・うしろだ

　　４７０-２５０３・愛知県知多郡武豊町後畑・うしろはﾞた

　　４７０-２３２４・愛知県知多郡武豊町内鉋・うちかんな

　　４７０-２３７７・愛知県知多郡武豊町会下・えげ

　　４７０-２３３７・愛知県知多郡武豊町ヱケ屋敷・えげやしき

　　４７０-２３６６・愛知県知多郡武豊町ヲヲガケ・おおがけ

　　４７０-２５４３・愛知県知多郡武豊町大屋敷・おおやしき

　　４７０-２３４４・愛知県知多郡武豊町金下・かなげ

　　４７０-２３０２・愛知県知多郡武豊町鹿ノ子田・かのこだ

　　４７０-２３６４・愛知県知多郡武豊町上起・ かみおこじ

　　４７０-２３７６・愛知県知多郡武豊町上原・かみはら

　　４７０-２３８７・愛知県知多郡武豊町上山・かみやま

　　４７０-２３０６・愛知県知多郡武豊町上山ノ田・かみやまのた

　　４７０-２３５４・愛知県知多郡武豊町川尻・かわじり

　　４７０-２５０８・愛知県知多郡武豊町川脇・かわわき

　　４７０-２３１２・愛知県知多郡武豊町北曲輪・きたぐるわ

　　４７０-２３７９・愛知県知多郡武豊町北小松谷・きたこまつだに

　　４７０-２５４７・愛知県知多郡武豊町北新田・きたしんでん

　　４７０-２３８５・愛知県知多郡武豊町北中根・きたなかね

　　４７０-２３８３・愛知県知多郡武豊町北長宗・きたながむね

　　４７０-２３１３・愛知県知多郡武豊町九号地・きゆうごうち

　　４７０-２５５２・愛知県知多郡武豊町草口・くさぐち

　　４７０-２３５８・愛知県知多郡武豊町楠・くすのき

　　４７０-２３２３・愛知県知多郡武豊町口田・くちだ

　　４７０-２５０４・愛知県知多郡武豊町熊野・くまの

　　４７０-２３５７・愛知県知多郡武豊町向陽・こうよう

　　４７０-２３４１・愛知県知多郡武豊町五号地・ごごうち

　　４７０-２３４３・愛知県知多郡武豊町小迎・こむかえ

　　４７０-２３５９・愛知県知多郡武豊町桜ケ丘・さくらがおか

　　４７０-２５４４・愛知県知多郡武豊町里中・さとなか

　　４７０-２３４２・愛知県知多郡武豊町沢田新田・さわだしんでん

　　４７０-２３２２・愛知県知多郡武豊町塩田・しおた

　　４７０-２３３９・愛知県知多郡武豊町下門・したもん

　　４７０-２３７３・愛知県知多郡武豊町嶋田・しまだ

　　４７０-２３５６・愛知県知多郡武豊町下起・ しもおこじ

　　４７０-２５１５・愛知県知多郡武豊町下田・しもだ

　　４７０-２３７１・愛知県知多郡武豊町下原・しもはら

　　４７０-２３０５・愛知県知多郡武豊町下山ノ田・しもやまのた

　　４７０-２３１７・愛知県知多郡武豊町砂川・すながわ

　　４７０-２３４８・愛知県知多郡武豊町瀬木・せぎ

　　４７０-２５５５・愛知県知多郡武豊町大門田・だいもんだ



　　４７０-２３６１・愛知県知多郡武豊町多賀・たが

　　４７０-２３３３・愛知県知多郡武豊町高野前・たかのまえ

　　４７０-２５０５・愛知県知多郡武豊町田崎・たざき

　　４７０-２３３５・愛知県知多郡武豊町谷口・たにぐち

　　４７０-２５１２・愛知県知多郡武豊町忠白田・ちゆうしろだ

　　４７０-２３１９・愛知県知多郡武豊町中蓮・ちゆうれん

　　４７０-２３０７・愛知県知多郡武豊町蛇ケ谷・ちﾞやがたに

　　４７０-２３２８・愛知県知多郡武豊町蛇渕・ちﾞやぶち

　　４７０-２３７２・愛知県知多郡武豊町甚田・ちﾞんだ

　　４７０-２５４２・愛知県知多郡武豊町土穴・つちあな

　　４７０-２３２７・愛知県知多郡武豊町天神前・てんじんまえ

　　４７０-２３４７・愛知県知多郡武豊町道崎・どうさき

　　４７０-２３５３・愛知県知多郡武豊町道崎田・どうさきだ

　　４７０-２５１１・愛知県知多郡武豊町道仙田・どうせんだ

　　４７０-２３３４・愛知県知多郡武豊町中根・なかね

　　４７０-２３１５・愛知県知多郡武豊町中狭・なかはﾞさみ

　　４７０-２３８８・愛知県知多郡武豊町中山・なかやま

　　４７０-２３４６・愛知県知多郡武豊町長尾山・ながおやま

　　４７０-２５１７・愛知県知多郡武豊町長峰・ながみね

　　４７０-２３８９・愛知県知多郡武豊町長宗・ながむね

　　４７０-２３０９・愛知県知多郡武豊町梨子ノ木・なしのき

　　４７０-２３２１・愛知県知多郡武豊町七号地・ななごうち

　　４７０-２３１６・愛知県知多郡武豊町二ケ崎・にがさき

　　４７０-２３４９・愛知県知多郡武豊町西田崎・にしたざき

　　４７０-２３４５・愛知県知多郡武豊町西門・にしもん

　　４７０-２５５４・愛知県知多郡武豊町白山・はくさん

　　４７０-２５１６・愛知県知多郡武豊町廻間・はざま

　　４７０-２３７４・愛知県知多郡武豊町原田・はらだ

　　４７０-２３７５・愛知県知多郡武豊町原屋敷・はらやしき

　　４７０-２５２１・愛知県知多郡武豊町東大高・ひがしおおだか

　　４７０-２３８２・愛知県知多郡武豊町東長宗・ひがしながむね

　　４７０-２３３１・愛知県知多郡武豊町ヒジリ田・ひじりだ

　　４７０-２３６５・愛知県知多郡武豊町壱畝町・ひとせまち

　　４７０-２３８０・愛知県知多郡武豊町平井・ひらい

　　４７０-２３０４・愛知県知多郡武豊町平井田・ひらいだ

　　４７０-２３２６・愛知県知多郡武豊町平井畑・ひらいはﾞた

　　４７０-２５３１・愛知県知多郡武豊町冨貴・ふき

　　４７０-２３０８・愛知県知多郡武豊町二ツ峯・ふたつみね

　　４７０-２５０７・愛知県知多郡武豊町平海道・へいかいどう

　　４７０-２３１８・愛知県知多郡武豊町豊成・ほうせい

　　４７０-２３０３・愛知県知多郡武豊町祠峯・ほこらみね

　　４７０-２５０１・愛知県知多郡武豊町堀割・ほりわり

　　４７０-２３３８・愛知県知多郡武豊町前田・まえだ

　　４７０-２５４５・愛知県知多郡武豊町前畑・まえはた

　　４７０-２３８６・愛知県知多郡武豊町緑台・みどりだい

　　４７０-２５５６・愛知県知多郡武豊町南起・ みなみおこじ

　　４７０-２３７８・愛知県知多郡武豊町南小松谷・みなみこまつだに

　　４７０-２３５１・愛知県知多郡武豊町南中根・みなみなかね

　　４７０-２５０２・愛知県知多郡武豊町明神戸・みようじんど

　　４７０-２３５５・愛知県知多郡武豊町向田・むかいだ

　　４７０-２３５２・愛知県知多郡武豊町迎戸・むかえど

　　４７０-２５４１・愛知県知多郡武豊町目堀・めほﾞり

　　４７０-２５４６・愛知県知多郡武豊町山起・ やまおこじ

　　４７０-２３３６・愛知県知多郡武豊町山ノ神・やまのかみ

　　４７０-２５５３・愛知県知多郡武豊町四畝・よせ

　　４７０-２５３２・愛知県知多郡武豊町竜宮・りゆうぐう

　　４７０-２３６２・愛知県知多郡武豊町六貫山・ろつかんやま

　　４７０-２３２５・愛知県知多郡武豊町若宮・わかみや

　　４４４-０１００・愛知県額田郡幸田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４４-０１１７・愛知県額田郡幸田町相見・あいみ

　　４４４-０１１６・愛知県額田郡幸田町芦谷・あしのや

　　４４４-０１０３・愛知県額田郡幸田町大草・おおくさ

　　４４４-０１１５・愛知県額田郡幸田町荻・おぎ

　　４４４-０１２３・愛知県額田郡幸田町上六栗・かみむつぐり

　　４４４-０１２６・愛知県額田郡幸田町桐山・きりやま

　　４４４-０１０２・愛知県額田郡幸田町久保田・くほﾞた

　　４４４-０１１１・愛知県額田郡幸田町高力・こうりき

　　４４４-０１２５・愛知県額田郡幸田町逆川・さかさがわ

　　４４４-０１０４・愛知県額田郡幸田町坂崎・さかざき

　　４４４-０１２７・愛知県額田郡幸田町須美・すみ



　　４４４-０１２１・愛知県額田郡幸田町永野・ながの

　　４４４-０１０１・愛知県額田郡幸田町長嶺・ながみね

　　４４４-０１２８・愛知県額田郡幸田町野場・のはﾞ

　　４４４-０１１３・愛知県額田郡幸田町菱池・ひしいけ

　　４４４-０１２４・愛知県額田郡幸田町深溝・ふこうず

　　４４４-０１２２・愛知県額田郡幸田町六栗・むつぐり

　　４４４-０１１４・愛知県額田郡幸田町横落・よこおち

　　４４１-２３００・愛知県北設楽郡設楽町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４１-２３１６・愛知県北設楽郡設楽町荒尾・あろう

　　４４１-２４３４・愛知県北設楽郡設楽町大名倉・おおなぐら

　　４４１-２３１５・愛知県北設楽郡設楽町神田・かだ

　　４４１-２４３３・愛知県北設楽郡設楽町川向・かわむき

　　４４１-２３０２・愛知県北設楽郡設楽町清崎・きよさき

　　４４１-２３１７・愛知県北設楽郡設楽町小松・こまつ

　　４４１-２３０１・愛知県北設楽郡設楽町田口・たぐち

　　４４１-２２２２・愛知県北設楽郡設楽町田内・たない

　　４４１-２２２１・愛知県北設楽郡設楽町田峯・だみね

　　４４１-２６０１・愛知県北設楽郡設楽町津具・つぐ

　　４４１-２２２４・愛知県北設楽郡設楽町豊邦・とよくに

　　４４１-２３１２・愛知県北設楽郡設楽町長江・ながえ

　　４４１-２５３１・愛知県北設楽郡設楽町西納庫（沖ノ平）・にしなぐら(おきのたいら)

　　４４１-２４３１・愛知県北設楽郡設楽町西納庫（その他）・にしなぐら(そのた)

　　４４１-２４３２・愛知県北設楽郡設楽町東納庫・ひがしなぐら

　　４４１-２３１４・愛知県北設楽郡設楽町平山・ひらやま

　　４４１-２３０３・愛知県北設楽郡設楽町松戸・まつど

　　４４１-２２２３・愛知県北設楽郡設楽町三都橋・ みつはじ

　　４４１-２３１１・愛知県北設楽郡設楽町八橋・ やつはじ

　　４４１-２３１３・愛知県北設楽郡設楽町和市・わいち

　　４４９-０２００・愛知県北設楽郡東栄町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４９-０２０２・愛知県北設楽郡東栄町足込・あしこめ

　　４４９-０２０５・愛知県北設楽郡東栄町川角・かわかど

　　４４９-０２０６・愛知県北設楽郡東栄町下田・しもだ

　　４４９-０２１２・愛知県北設楽郡東栄町月・つき

　　４４９-０２１１・愛知県北設楽郡東栄町中設楽・なかしたら

　　４４９-０２１５・愛知県北設楽郡東栄町奈根・なね

　　４４９-０２０４・愛知県北設楽郡東栄町西薗目・にしそのめ

　　４４９-０２０３・愛知県北設楽郡東栄町東薗目・ひがしそのめ

　　４４９-０２１３・愛知県北設楽郡東栄町振草・ふりくさ

　　４４９-０２１４・愛知県北設楽郡東栄町本郷・ほんごう

　　４４９-０２０１・愛知県北設楽郡東栄町御園・みその

　　４４９-０２１６・愛知県北設楽郡東栄町三輪・みわ

　　４４９-０４００・愛知県北設楽郡豊根村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４４９-０４０４・愛知県北設楽郡豊根村上黒川・かみくろがわ

　　４４９-０４０２・愛知県北設楽郡豊根村古真立・こまだて

　　４４９-０４０５・愛知県北設楽郡豊根村坂宇場・さかうはﾞ

　　４４９-０４０３・愛知県北設楽郡豊根村下黒川・しもくろがわ

　　４３１-４１２１・愛知県北設楽郡豊根村富山・とみやま

　　４４９-０４０１・愛知県北設楽郡豊根村三沢・みさわ

　　０１０-００００・秋田県秋田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１０-０８３１・秋田県秋田市旭川清澄町・あさひかわきよすみまち

　　０１０-０８３３・秋田県秋田市旭川新藤田東町・あさひかわしんとうだひがしまち

　　０１０-０８３２・秋田県秋田市旭川新藤田西町・あさひかわしんとうだにしまち

　　０１０-０８３４・秋田県秋田市旭川南町・あさひかわみなみまち

　　０１０-１６１３・秋田県秋田市新屋朝日町・あらやあさひまち

　　０１０-１６３２・秋田県秋田市新屋大川町・あらやおおかわまち

　　０１０-１６３７・秋田県秋田市新屋扇町・あらやおおぎまち

　　０１０-１６３４・秋田県秋田市新屋沖田町・あらやおきたまち

　　０１０-１６３８・秋田県秋田市新屋表町・あらやおもてまち

　　０１０-１６０３・秋田県秋田市新屋勝平台・あらやかつひらだい

　　０１０-１６０５・秋田県秋田市新屋勝平町・あらやかつひらまち

　　０１０-１６０８・秋田県秋田市新屋北浜町・あらやきたはまちよう

　　０１０-１６２１・秋田県秋田市新屋栗田町・あらやくりたまち

　　０１０-１６０６・秋田県秋田市新屋寿町・あらやことぶきまち

　　０１０-１６０２・秋田県秋田市新屋下川原町・あらやしたかわらまち

　　０１０-１６４２・秋田県秋田市新屋渋谷町・あらやしぶやまち

　　０１０-１６４１・秋田県秋田市新屋高美町・あらやたかみまち

　　０１０-１６４４・秋田県秋田市新屋田尻沢中町・あらやたじりざわなかまち

　　０１０-１６４３・秋田県秋田市新屋田尻沢東町・あらやたじりざわひがしまち

　　０１０-１６４５・秋田県秋田市新屋田尻沢西町・あらやたじりざわにしまち

　　０１０-１６１１・秋田県秋田市新屋天秤野・あらやてんびんの



　　０１０-１６３３・秋田県秋田市新屋鳥木町・あらやとりきまち

　　０１０-１６３６・秋田県秋田市新屋比内町・あらやひないまち

　　０１０-１６２２・秋田県秋田市新屋日吉町・あらやひよしまち

　　０１０-１６１５・秋田県秋田市新屋船場町・あらやふなはﾞまち

　　０１０-１６３５・秋田県秋田市新屋前野町・あらやまえのまち

　　０１０-１６１７・秋田県秋田市新屋松美ガ丘東町・あらやまつみがおかひがしちよう

　　０１０-１６１６・秋田県秋田市新屋松美ガ丘南町・あらやまつみがおかみなみちよう

　　０１０-１６１８・秋田県秋田市新屋松美ガ丘北町・あらやまつみがおかきたちよう

　　０１０-１６０４・秋田県秋田市新屋松美町・あらやまつみまち

　　０１０-１６０７・秋田県秋田市新屋南浜町・あらやみなみはままち

　　０１０-１６３１・秋田県秋田市新屋元町・あらやもとまち

　　０１０-１６１２・秋田県秋田市新屋豊町・あらやゆたかまち

　　０１０-１６１４・秋田県秋田市新屋割山町・あらやわりやままち

　　０１０-１６２３・秋田県秋田市新屋町・あらやまち

　　０１１-０９１１・秋田県秋田市飯島・いいじま

　　０１１-０９４９・秋田県秋田市飯島飯田・いいじまいいだ

　　０１１-０９１２・秋田県秋田市飯島川端・いいじまかわはﾞた

　　０１１-０９１６・秋田県秋田市飯島穀丁・いいじまこくちよう

　　０１１-０９４７・秋田県秋田市飯島新町・いいじましんちよう

　　０１１-０９２８・秋田県秋田市飯島長野上町・いいじまながのかみちよう

　　０１１-０９２５・秋田県秋田市飯島長野中町・いいじまながのなかちよう

　　０１１-０９２４・秋田県秋田市飯島長野本町・いいじまながのほんちよう

　　０１１-０９４８・秋田県秋田市飯島西袋・いいじまにしぶくろ

　　０１１-０９１３・秋田県秋田市飯島鼠田・いいじまねずみた

　　０１１-０９２３・秋田県秋田市飯島文京町・いいじまぶんきようちよう

　　０１１-０９２２・秋田県秋田市飯島松根東町・いいじままつねひがしちよう

　　０１１-０９２１・秋田県秋田市飯島松根西町・いいじままつねにしちよう

　　０１１-０９１４・秋田県秋田市飯島美砂町・いいじまみさごちよう

　　０１１-０９１７・秋田県秋田市飯島道東・いいじまみちひがじ

　　０１１-０９１５・秋田県秋田市飯島緑丘町・いいじまみどりがおかちよう

　　０１０-０８１６・秋田県秋田市泉・いずみ

　　０１０-０８１３・秋田県秋田市泉一ノ坪・いずみいちのつほﾞ

　　０１０-０８１１・秋田県秋田市泉釜ノ町・いずみかまのまち

　　０１０-０９１６・秋田県秋田市泉北・いずみきた

　　０１０-０８１７・秋田県秋田市泉菅野（丁目）・いずみすがの

　　０１０-０９１７・秋田県秋田市泉中央・いずみちゆうおう

　　０１０-０８１５・秋田県秋田市泉馬場・いずみはﾞはﾞ

　　０１０-０８１４・秋田県秋田市泉東町・いずみひがしまち

　　０１０-０８１２・秋田県秋田市泉三嶽根・いずみみたけね

　　０１０-０９１８・秋田県秋田市泉南・いずみみなみ

　　０１０-００６４・秋田県秋田市牛島・うしじま

　　０１０-００６２・秋田県秋田市牛島東・うしじまひがじ

　　０１０-００６３・秋田県秋田市牛島西・うしじまにじ

　　０１０-００６６・秋田県秋田市牛島南・うしじまみなみ

　　０１０-１４３６・秋田県秋田市大住・おおすみ

　　０１０-１４２０・秋田県秋田市大住南・おおすみみなみ

　　０１０-０９２１・秋田県秋田市大町・おおまち

　　０１０-１４２８・秋田県秋田市大平台・おおひらだい

　　０１０-１４２４・秋田県秋田市御野場・おのはﾞ

　　０１０-１４２５・秋田県秋田市御野場新町・おのはﾞしんまち

　　０１０-００６１・秋田県秋田市卸町・おろしまち

　　０１０-０１１１・秋田県秋田市金足岩瀬・かなあしいわせ

　　０１０-０１１３・秋田県秋田市金足浦山・かなあしうらやま

　　０１０-０１２６・秋田県秋田市金足追分・かなあしおいわけ

　　０１０-０１１５・秋田県秋田市金足大清水・かなあしおおしみず

　　０１０-０１２３・秋田県秋田市金足片田・かなあしかただ

　　０１０-０１２１・秋田県秋田市金足黒川・かなあしくろかわ

　　０１０-０１１６・秋田県秋田市金足小泉・かなあしこいずみ

　　０１０-０１１４・秋田県秋田市金足下刈・かなあししたかり

　　０１０-０１２５・秋田県秋田市金足高岡・かなあしたかおか

　　０１０-０１２４・秋田県秋田市金足鳰崎・かなあしにおざき

　　０１０-０１１２・秋田県秋田市金足堀内・かなあしほりうち

　　０１０-０１２２・秋田県秋田市金足吉田・かなあしよしだ

　　０１０-１４０３・秋田県秋田市上北手荒巻・かみきたてあらまき

　　０１０-１４０１・秋田県秋田市上北手大杉沢・かみきたておおすぎさわ

　　０１０-１４０８・秋田県秋田市上北手大戸・かみきたておおど

　　０１０-１４０５・秋田県秋田市上北手大山田・かみきたておおやまだ

　　０１０-１４０２・秋田県秋田市上北手小山田・かみきたておやまだ

　　０１０-１４０４・秋田県秋田市上北手古野・かみきたてこの

　　０１０-１４１１・秋田県秋田市上北手御所野・かみきたてごしよの



　　０１０-１４０６・秋田県秋田市上北手猿田・かみきたてさるた

　　０１０-１４０７・秋田県秋田市上北手百崎・かみきたてももざき

　　０１０-０１３７・秋田県秋田市上新城石名坂・かみしんじよういしなざか

　　０１０-０１３２・秋田県秋田市上新城小又・かみしんじようおまた

　　０１０-０１３５・秋田県秋田市上新城五十丁・かみしんじようごじつちよう

　　０１０-０１３１・秋田県秋田市上新城白山・かみしんじようしらやま

　　０１０-０１３６・秋田県秋田市上新城中・かみしんじようなか

　　０１０-０１３８・秋田県秋田市上新城保多野・かみしんじようほたの

　　０１０-０１３４・秋田県秋田市上新城道川・かみしんじようみちかわ

　　０１０-０１３３・秋田県秋田市上新城湯ノ里・かみしんじようゆのさと

　　０１０-０９４７・秋田県秋田市川尻上野町・かわしりうえのまち

　　０１０-０９４２・秋田県秋田市川尻大川町・かわしりおおかわまち

　　０１０-０９４３・秋田県秋田市川尻御休町・かわしりおやすみまち

　　０１０-０９４８・秋田県秋田市川尻新川町・かわしりしんかわまち

　　０１０-０９４６・秋田県秋田市川尻総社町・かわしりそうしやまち

　　０１０-０９４５・秋田県秋田市川尻みよし町・かわしりみよしまち

　　０１０-０９４４・秋田県秋田市川尻若葉町・かわしりわかはﾞまち

　　０１０-０９４１・秋田県秋田市川尻町・かわしりまち

　　０１９-２６２３・秋田県秋田市河辺赤平・かわべあかひら

　　０１９-２７４１・秋田県秋田市河辺岩見・かわべいわみ

　　０１９-２６２４・秋田県秋田市河辺大沢・かわべおおさわ

　　０１９-２６３２・秋田県秋田市河辺大張野・かわべおおはﾞりの

　　０１９-２６２５・秋田県秋田市河辺北野田高屋・かわべきたのだこうや

　　０１９-２７４２・秋田県秋田市河辺三内・かわべさんない

　　０１９-２６３１・秋田県秋田市河辺神内・かわべじんない

　　０１９-２６２２・秋田県秋田市河辺高岡・かわべたかおか

　　０１９-２６１１・秋田県秋田市河辺戸島・かわべとしま

　　０１９-２６１４・秋田県秋田市河辺豊成・かわべとよなり

　　０１９-２６１２・秋田県秋田市河辺畑谷・かわべはたや

　　０１９-２６１３・秋田県秋田市河辺松渕・かわべまつぶち

　　０１９-２６２１・秋田県秋田市河辺諸井・かわべもろい

　　０１９-２６０１・秋田県秋田市河辺和田・かわべわだ

　　０１０-０９３５・秋田県秋田市川元小川町・かわもとおがわまち

　　０１０-０９３２・秋田県秋田市川元開和町・かわもとかいわまち

　　０１０-０９３３・秋田県秋田市川元松丘町・かわもとまつおかまち

　　０１０-０９３４・秋田県秋田市川元むつみ町・かわもとむつみまち

　　０１０-０９３１・秋田県秋田市川元山下町・かわもとやましたまち

　　０１０-０９２５・秋田県秋田市旭南・きよくなん

　　０１０-０９２２・秋田県秋田市旭北栄町・きよくほくさかえまち

　　０１０-０９２４・秋田県秋田市旭北寺町・きよくほくてらまち

　　０１０-０９２３・秋田県秋田市旭北錦町・きよくほくにしきまち

　　０１１-０９２７・秋田県秋田市港北新町・こうほくしんちよう

　　０１１-０９２６・秋田県秋田市港北松野町・こうほくまつのちよう

　　０１０-０９６６・秋田県秋田市高陽青柳町・こうようあおやぎちよう

　　０１０-０９６７・秋田県秋田市高陽幸町・こうようさいわいちよう

　　０１０-１４１２・秋田県秋田市御所野下堤・ごしよのしもつつみ

　　０１０-１４１３・秋田県秋田市御所野地蔵田・ごしよのじぞうでん

　　０１０-１４１９・秋田県秋田市御所野堤台・ごしよのつつみだい

　　０１０-１４１４・秋田県秋田市御所野元町・ごしよのもとまち

　　０１０-１４１５・秋田県秋田市御所野湯本・ごしよのゆもと

　　０１０-００４２・秋田県秋田市桜・さくら

　　０１０-００４３・秋田県秋田市桜ガ丘・さくらがおか

　　０１０-００５９・秋田県秋田市桜台・さくらだい

　　０１０-０８２３・秋田県秋田市山内・さんない

　　０１０-０９５１・秋田県秋田市山王・さんのう

　　０１０-０９５２・秋田県秋田市山王新町・さんのうしんまち

　　０１０-０９５５・秋田県秋田市山王中島町・さんのうなかじままち

　　０１０-０９５３・秋田県秋田市山王中園町・さんのうなかぞのまち

　　０１０-０９５４・秋田県秋田市山王沼田町・さんのうぬまたまち

　　０１０-０９５６・秋田県秋田市山王臨海町・さんのうりんかいまち

　　０１０-００５６・秋田県秋田市下北手黒川・しもきたてくろかわ

　　０１０-００５８・秋田県秋田市下北手桜・しもきたてさくら

　　０１０-００５３・秋田県秋田市下北手寒川・しもきたてさむかわ

　　０１０-００５４・秋田県秋田市下北手宝川・しもきたてたからかわ

　　０１０-００５５・秋田県秋田市下北手通沢・しもきたてとおりさわ

　　０１０-００５７・秋田県秋田市下北手梨平・しもきたてなしひら

　　０１０-００５１・秋田県秋田市下北手松崎・しもきたてまつさき

　　０１０-００５２・秋田県秋田市下北手柳館・しもきたてやなぎたて

　　０１０-０１４２・秋田県秋田市下新城青崎・しもしんじようあおざき

　　０１０-０１４４・秋田県秋田市下新城岩城・しもしんじよういわき



　　０１０-０１４３・秋田県秋田市下新城小友・しもしんじようおとも

　　０１０-０１４５・秋田県秋田市下新城笠岡・しもしんじようかさおか

　　０１０-０１４６・秋田県秋田市下新城中野・しもしんじようなかの

　　０１０-０１４１・秋田県秋田市下新城長岡・しもしんじようながおか

　　０１０-１５０１・秋田県秋田市下浜桂根・しもはまかつらね

　　０１０-１５０２・秋田県秋田市下浜長浜・しもはまながはま

　　０１０-１５０６・秋田県秋田市下浜楢田・しもはまならだ

　　０１０-１５０５・秋田県秋田市下浜八田・しもはまはつた

　　０１０-１５０３・秋田県秋田市下浜羽川・しもはまはねかわ

　　０１０-１５０４・秋田県秋田市下浜名ケ沢・しもはまみようがさわ

　　０１１-０９３２・秋田県秋田市将軍野青山町・しようぐんのあおやまちよう

　　０１１-０９３４・秋田県秋田市将軍野桂町・しようぐんのかつらちよう

　　０１１-０９３３・秋田県秋田市将軍野堰越・しようぐんのせきこじ

　　０１１-０９３５・秋田県秋田市将軍野向山・しようぐんのむかいやま

　　０１１-０９３１・秋田県秋田市将軍野東・しようぐんのひがじ

　　０１１-０９３６・秋田県秋田市将軍野南・しようぐんのみなみ

　　０１０-０８２６・秋田県秋田市新藤田・しんとうだ

　　０１０-０８７２・秋田県秋田市千秋北の丸・せんしゆうきたのまる

　　０１０-０８７４・秋田県秋田市千秋久保田町・せんしゆうくほﾞたまち

　　０１０-０８７６・秋田県秋田市千秋公園・せんしゆうこうえん

　　０１０-０８７３・秋田県秋田市千秋城下町・せんしゆうじようかまち

　　０１０-０８７１・秋田県秋田市千秋中島町・せんしゆうなかじままち

　　０１０-０８７５・秋田県秋田市千秋明徳町・せんしゆうめいとくまち

　　０１０-０８７７・秋田県秋田市千秋矢留町・せんしゆうやどめまち

　　０１０-０８２２・秋田県秋田市添川・そえがわ

　　０１０-０８０２・秋田県秋田市外旭川・そとあさひかわ

　　０１０-０８０４・秋田県秋田市外旭川八幡田（丁目）・そとあさひかわはちまんでん

　　０１０-０８０３・秋田県秋田市外旭川八柳・そとあさひかわやつやなぎ

　　０１０-１１０５・秋田県秋田市太平黒沢・たいへいくろさわ

　　０１０-１１０４・秋田県秋田市太平寺庭・たいへいてらにわ

　　０１０-１１０３・秋田県秋田市太平中関・たいへいなかぜき

　　０１０-１１０１・秋田県秋田市太平八田・たいへいはつた

　　０１０-１１０２・秋田県秋田市太平目長崎・たいへいめながさき

　　０１０-１１０６・秋田県秋田市太平山谷・たいへいやまや

　　０１１-０９４４・秋田県秋田市土崎港穀保町・つちざきみなとこくほﾞちよう

　　０１１-０９５１・秋田県秋田市土崎港相染町・つちざきみなとそうぜんまち

　　０１１-０９４６・秋田県秋田市土崎港中央・つちざきみなとちゆうおう

　　０１１-０９４２・秋田県秋田市土崎港東・つちざきみなとひがじ

　　０１１-０９５１・秋田県秋田市土崎港古川町・つちざきみなとふるかわまち

　　０１１-０９４５・秋田県秋田市土崎港西・つちざきみなとにじ

　　０１１-０９４３・秋田県秋田市土崎港南・つちざきみなとみなみ

　　０１１-０９４１・秋田県秋田市土崎港北・つちざきみなときた

　　０１０-０８５１・秋田県秋田市手形・てがた

　　０１０-０８６１・秋田県秋田市手形からみでん・てがたからみでん

　　０１０-０８５２・秋田県秋田市手形学園町・てがたがくえんまち

　　０１０-０８６３・秋田県秋田市手形休下町・てがたきゆうかまち

　　０１０-０８６５・秋田県秋田市手形新栄町・てがたしんさかえまち

　　０１０-０８６４・秋田県秋田市手形住吉町・てがたすみよしちよう

　　０１０-０８６２・秋田県秋田市手形田中・てがたたなか

　　０１０-０８５４・秋田県秋田市手形山崎町・てがたやまざきちよう

　　０１０-０８４４・秋田県秋田市手形山中町・てがたやまなかまち

　　０１０-０８４３・秋田県秋田市手形山東町・てがたやまひがしまち

　　０１０-０８４１・秋田県秋田市手形山西町・てがたやまにしまち

　　０１０-０８４５・秋田県秋田市手形山南町・てがたやまみなみまち

　　０１０-０８４２・秋田県秋田市手形山北町・てがたやまきたまち

　　０１１-０９０１・秋田県秋田市寺内・てらうち

　　０１１-０９０３・秋田県秋田市寺内油田・てらうちあぶらでん

　　０１１-０９０６・秋田県秋田市寺内後城・てらうちうしろじよう

　　０１１-０９３８・秋田県秋田市寺内鵜ノ木・てらうちうのき

　　０１１-０９０８・秋田県秋田市寺内大小路・てらうちおおこうじ

　　０１１-０９３９・秋田県秋田市寺内大畑・てらうちおおはた

　　０１１-０９０５・秋田県秋田市寺内神屋敷・てらうちかみやしき

　　０１１-０９３７・秋田県秋田市寺内高野・てらうちこうや

　　０１１-０９０９・秋田県秋田市寺内児桜・てらうちこざくら

　　０１１-０９０２・秋田県秋田市寺内堂ノ沢・てらうちどうのさわ

　　０１１-０９０４・秋田県秋田市寺内蛭根・てらうちひるね

　　０１１-０９０７・秋田県秋田市寺内焼山・てらうちやけやま

　　０１０-１６５１・秋田県秋田市豊岩石田坂・とよいわいしだざか

　　０１０-１６５３・秋田県秋田市豊岩小山・とよいわおやま

　　０１０-１６５２・秋田県秋田市豊岩豊巻・とよいわとよまき



　　０１０-０００１・秋田県秋田市中通・なかどおり

　　０１０-００３４・秋田県秋田市楢山・ならやま

　　０１０-００３７・秋田県秋田市楢山愛宕下・ならやまあたごした

　　０１０-００３３・秋田県秋田市楢山石塚町・ならやまいしつﾞかちよう

　　０１０-００３２・秋田県秋田市楢山太田町・ならやまおおたまち

　　０１０-００３１・秋田県秋田市楢山大元町・ならやまおおもとまち

　　０１０-００２９・秋田県秋田市楢山川口境・ならやまかわぐちさかい

　　０１０-００２８・秋田県秋田市楢山共和町・ならやまきようわまち

　　０１０-００３６・秋田県秋田市楢山金照町・ならやまきんしようまち

　　０１０-００２５・秋田県秋田市楢山佐竹町・ならやまさたけまち

　　０１０-００３８・秋田県秋田市楢山城南新町・ならやまじようなんしんまち

　　０１０-００３５・秋田県秋田市楢山城南町・ならやまじようなんまち

　　０１０-００２１・秋田県秋田市楢山登町・ならやまのほﾞりまち

　　０１０-００２６・秋田県秋田市楢山古川新町・ならやまふるかわしんまち

　　０１０-００２３・秋田県秋田市楢山本町・ならやまほんちよう

　　０１０-００２４・秋田県秋田市楢山南新町上丁・ならやまみなみしんまちかみちよう

　　０１０-００２７・秋田県秋田市楢山南新町下丁・ならやまみなみしんまちしもちよう

　　０１０-００２２・秋田県秋田市楢山南中町・ならやまみなみなかちよう

　　０１０-１４２３・秋田県秋田市仁井田・にいだ

　　０１０-１４３５・秋田県秋田市仁井田潟中町・にいだかたなかちよう

　　０１０-１４２６・秋田県秋田市仁井田小中島・にいだこなかじま

　　０１０-１４３３・秋田県秋田市仁井田栄町・にいださかえちよう

　　０１０-１４２７・秋田県秋田市仁井田新田・にいだしんでん

　　０１０-１４３４・秋田県秋田市仁井田蕗見町・にいだふきみちよう

　　０１０-１４３２・秋田県秋田市仁井田福島・にいだふくしま

　　０１０-１４３１・秋田県秋田市仁井田二ツ屋・にいだふたつや

　　０１０-１４２１・秋田県秋田市仁井田本町・にいだほんちよう

　　０１０-１４３７・秋田県秋田市仁井田緑町・にいだみどりちよう

　　０１０-１４２２・秋田県秋田市仁井田目長田・にいだめながた

　　０１０-０８２１・秋田県秋田市濁川・にごりかわ

　　０１０-０８２４・秋田県秋田市仁別・にべつ

　　０１０-１６５４・秋田県秋田市浜田・はまだ

　　０１０-００６５・秋田県秋田市茨島・はﾞらじま

　　０１０-０００３・秋田県秋田市東通・ひがしどおり

　　０１０-０００４・秋田県秋田市東通観音前・ひがしどおりかんのんまえ

　　０１０-０００６・秋田県秋田市東通館ノ越・ひがしどおりたてのこじ

　　０１０-０００２・秋田県秋田市東通仲町・ひがしどおりなかまち

　　０１０-０００５・秋田県秋田市東通明田・ひがしどおりみようでん

　　０１０-００４１・秋田県秋田市広面・ひろおもて

　　０１０-０８５３・秋田県秋田市蛇野・へびの

　　０１０-０９１５・秋田県秋田市保戸野・ほどの

　　０１０-０９０２・秋田県秋田市保戸野金砂町・ほどのかなさまち

　　０１０-０９０１・秋田県秋田市保戸野桜町・ほどのさくらまち

　　０１０-０９１１・秋田県秋田市保戸野すわ町・ほどのすわちよう

　　０１０-０９１４・秋田県秋田市保戸野千代田町・ほどのちよだまち

　　０１０-０９１３・秋田県秋田市保戸野鉄砲町・ほどのてつほﾟうまち

　　０１０-０９１２・秋田県秋田市保戸野通町・ほどのとおりまち

　　０１０-０９０５・秋田県秋田市保戸野中町・ほどのなかちよう

　　０１０-０９０３・秋田県秋田市保戸野八丁・ほどのはつちよう

　　０１０-０９０４・秋田県秋田市保戸野原の町・ほどのはらのまち

　　０１０-１４０９・秋田県秋田市南ケ丘・みなみがおか

　　０１０-００１１・秋田県秋田市南通亀の町・みなみどおりかめのちよう

　　０１０-００１３・秋田県秋田市南通築地・みなみどおりつきじ

　　０１０-００１２・秋田県秋田市南通みその町・みなみどおりみそのまち

　　０１０-００１４・秋田県秋田市南通宮田・みなみどおりみやた

　　０１０-１６０１・秋田県秋田市向浜・むかいはま

　　０１０-０８２５・秋田県秋田市柳田・やなぎだ

　　０１０-０９７５・秋田県秋田市八橋・やはﾞせ

　　０１０-０９６１・秋田県秋田市八橋イサノ・やはﾞせいさの

　　０１０-０９７４・秋田県秋田市八橋運動公園・やはﾞせうんどうこうえん

　　０１０-０９６３・秋田県秋田市八橋大沼町・やはﾞせおおぬまちよう

　　０１０-０９６２・秋田県秋田市八橋大畑・やはﾞせおおはた

　　０１０-０９６５・秋田県秋田市八橋新川向・やはﾞせしんかわむかい

　　０１０-０９７７・秋田県秋田市八橋大道東・やはﾞせだいどうひがじ

　　０１０-０９７２・秋田県秋田市八橋田五郎・やはﾞせたごろう

　　０１０-０９６４・秋田県秋田市八橋鯲沼町・やはﾞせどじようぬままち

　　０１０-０９７３・秋田県秋田市八橋本町・やはﾞせほんちよう

　　０１０-０９７６・秋田県秋田市八橋南・やはﾞせみなみ

　　０１０-０９７１・秋田県秋田市八橋三和町・やはﾞせみわちよう

　　０１０-１４２９・秋田県秋田市山手台・やまてだい



　　０１０-１２３１・秋田県秋田市雄和相川・ゆうわあいかわ

　　０１０-１３４１・秋田県秋田市雄和新波・ゆうわあらわ

　　０１０-１３５１・秋田県秋田市雄和碇田・ゆうわいかりだ

　　０１０-１２２２・秋田県秋田市雄和石田・ゆうわいしだ

　　０１０-１３５２・秋田県秋田市雄和萱ケ沢・ゆうわかやがさわ

　　０１０-１２２５・秋田県秋田市雄和左手子・ゆうわさでこ

　　０１０-１２０２・秋田県秋田市雄和芝野新田・ゆうわしはﾞのしんでん

　　０１０-１２０３・秋田県秋田市雄和下黒瀬・ゆうわしもくろせ

　　０１０-１３４２・秋田県秋田市雄和神ケ村・ゆうわじんがむら

　　０１０-１２０１・秋田県秋田市雄和田草川・ゆうわたくさがわ

　　０１０-１２２４・秋田県秋田市雄和種沢・ゆうわたねざわ

　　０１０-１３４３・秋田県秋田市雄和繋・ゆうわつなぎ

　　０１０-１２１１・秋田県秋田市雄和椿川・ゆうわつはﾞきかわ

　　０１０-１２３２・秋田県秋田市雄和戸賀沢・ゆうわとがざわ

　　０１０-１２１２・秋田県秋田市雄和平尾鳥・ゆうわひらおとり

　　０１０-１２２１・秋田県秋田市雄和平沢・ゆうわひらさわ

　　０１０-１２２３・秋田県秋田市雄和妙法・ゆうわみようほう

　　０１０-１３４４・秋田県秋田市雄和向野・ゆうわむかいの

　　０１０-１２３３・秋田県秋田市雄和女米木・ゆうわめめき

　　０１０-００４４・秋田県秋田市横森・よこもり

　　０１０-１４１７・秋田県秋田市四ツ小屋・よつごや

　　０１０-１４１８・秋田県秋田市四ツ小屋小阿地・よつごやこあじ

　　０１０-１４１６・秋田県秋田市四ツ小屋末戸松本・よつごやすえどまつもと

　　０１６-００００・秋田県能代市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１６-０８６５・秋田県能代市青葉町・あおはﾞまち

　　０１６-０８３５・秋田県能代市赤沼・あかぬま

　　０１６-０１１５・秋田県能代市悪戸・あくど

　　０１６-０１７９・秋田県能代市浅内・あさない

　　０１８-２８０２・秋田県能代市天内・あまない

　　０１６-０８０４・秋田県能代市万町・あらまち

　　０１６-０１０２・秋田県能代市一本木・いつほﾟんぎ

　　０１６-００１７・秋田県能代市磐・いわお

　　０１６-０１４３・秋田県能代市上ノ山・うえのやま

　　０１６-０１４４・秋田県能代市上ノ山台・うえのやまだい

　　０１６-０８６３・秋田県能代市後谷地・うしろやち

　　０１６-０１３６・秋田県能代市鵜鳥・うとり

　　０１６-０１３７・秋田県能代市鵜鳥悪戸・うどりあくど

　　０１６-０１３８・秋田県能代市鵜鳥川原・うどりがわら

　　０１６-０１４１・秋田県能代市鵜ノ沢・うのさわ

　　０１６-０１３５・秋田県能代市姥懐・うはﾞふところ

　　０１６-０８４２・秋田県能代市追分町・おいわけまち

　　０１６-０１２２・秋田県能代市扇田・おうぎだ

　　０１６-０１６２・秋田県能代市大内田・おおうちだ

　　０１６-０１８１・秋田県能代市大瀬儘下・おおせまました

　　０１６-０１６４・秋田県能代市大塚・おおつか

　　０１６-０８０５・秋田県能代市大手町・おおてまち

　　０１８-２８１２・秋田県能代市大曲・おおまがり

　　０１６-０８０３・秋田県能代市大町・おおまち

　　０１６-０１５５・秋田県能代市大森・おおもり

　　０１６-０８０７・秋田県能代市大森山・おおもりやま

　　０１６-００１４・秋田県能代市落合・おちあい

　　０１６-０８８４・秋田県能代市卸町・おろしまち

　　０１６-０８７６・秋田県能代市海詠坂・かいえいざか

　　０１６-０１２１・秋田県能代市鰄渕・かいらげふち

　　０１６-０１６６・秋田県能代市柏子所・かしこどころ

　　０１８-２８１３・秋田県能代市上悪土・かみあくど

　　０１６-０１５３・秋田県能代市上関・かみせき

　　０１６-０１７２・秋田県能代市上古川布・かみふるかわしき

　　０１６-０１５４・秋田県能代市上谷地・かみやち

　　０１６-０１８２・秋田県能代市上柳・かみやなぎ

　　０１６-０８７８・秋田県能代市臥竜山・がりゆうざん

　　０１６-０１７１・秋田県能代市河戸川・かわとがわ

　　０１６-０８０２・秋田県能代市川反町・かわはﾞたまち

　　０１６-０８１７・秋田県能代市上町・かんまち

　　０１８-２８１４・秋田県能代市狐森・きつねもり

　　０１８-２８０６・秋田県能代市久喜沢・くきさわ

　　０１６-０１７８・秋田県能代市九郎左衛門笹台・くろうざえもんささだい

　　０１６-０８９２・秋田県能代市景林町・けいりんまち

　　０１６-０８３４・秋田県能代市下内崎・げないざき

　　０１６-０８８３・秋田県能代市五雲岱・ごうんだい



　　０１６-０８１５・秋田県能代市御指南町・ごしなんまち

　　０１６-０１７７・秋田県能代市権現台・ごんげんだい

　　０１８-２８０４・秋田県能代市槐・さいかち

　　０１６-０８６１・秋田県能代市彩霞長根・さいかながね

　　０１６-０８４６・秋田県能代市栄町・さかえまち

　　０１６-００１１・秋田県能代市坂形・さかがた

　　０１８-２８１１・秋田県能代市産物・さんぶつ

　　０１６-０１６７・秋田県能代市塩干田・しおからだ

　　０１６-０１６７・秋田県能代市塩干田前・しおからだまえ

　　０１６-０１６８・秋田県能代市十洲崎・じつしゆうざき

　　０１６-０８７２・秋田県能代市芝童森・しどうもり

　　０１６-０１１３・秋田県能代市下悪戸・しもあくど

　　０１６-０１８５・秋田県能代市下瀬・しもせ

　　０１６-０１０４・秋田県能代市下関・しもせき

　　０１６-０１８６・秋田県能代市下野・しもの

　　０１６-０１７３・秋田県能代市下古川布・しもふるかわしき

　　０１６-０１８７・秋田県能代市下柳・しもやなぎ

　　０１６-０８６２・秋田県能代市寿域長根・じゆいきながね

　　０１６-０８９７・秋田県能代市昭南町・しようなんまち

　　０１６-０８７１・秋田県能代市昇平岱・しようへいだい

　　０１６-０１７４・秋田県能代市新山前・しんざんまえ

　　０１６-０８９５・秋田県能代市末広町・すえひろまち

　　０１６-００１５・秋田県能代市須田・すだ

　　０１６-０８８１・秋田県能代市砂留山・すなどめやま

　　０１６-０８２４・秋田県能代市住吉町・すみよしまち

　　０１６-０８０６・秋田県能代市清助町・せいすけまち

　　０１６-０８７７・秋田県能代市仙遊長根・せんゆうながね

　　０１６-０１６３・秋田県能代市袖又・そでまた

　　０１６-０００１・秋田県能代市外荒巻・そとあらまき

　　０１６-０１４６・秋田県能代市外堤・そとつつみ

　　０１６-０１８４・秋田県能代市高塙・たかはな

　　０１６-００１６・秋田県能代市竹生・たこう

　　０１６-０８５７・秋田県能代市田子向・たこむかい

　　０１６-０１２３・秋田県能代市田床内・たどこない

　　０１６-０１４９・秋田県能代市田中谷地・たなかやち

　　０１６-０１６５・秋田県能代市田屋・たや

　　０１６-０８４３・秋田県能代市中和・ちゆうわ

　　０１６-０１３１・秋田県能代市鶴形・つるがた

　　０１６-０８５３・秋田県能代市出戸後・でとうしろ

　　０１６-０８５２・秋田県能代市出戸本町・でとほんまち

　　０１６-０１８８・秋田県能代市寺向・てらむかい

　　０１８-２８１５・秋田県能代市東面・とうめん

　　０１６-０８４５・秋田県能代市通町・とおりまち

　　０１６-０１７６・秋田県能代市戸川向・とがわむかい

　　０１８-２８０１・秋田県能代市常盤・ときわ

　　０１６-０１３４・秋田県能代市戸草沢・とくさざわ

　　０１８-２８０５・秋田県能代市轟・とどろき

　　０１６-０８１６・秋田県能代市富町・とみまち

　　０１６-０１４７・秋田県能代市鳥矢場・とやはﾞ

　　０１６-０８６４・秋田県能代市鳥小屋・とりごや

　　０１８-２８０３・秋田県能代市外割田・とわりだ

　　０１６-０１１４・秋田県能代市中悪戸・なかあくど

　　０１６-０８１４・秋田県能代市中川原・なかがわら

　　０１６-０１５６・秋田県能代市中沢・なかざわ

　　０１６-０８１２・秋田県能代市中嶋（１－９７～１１６）・なかじま

　　０１６-０１１２・秋田県能代市中嶋（その他）・なかじま(そのた)

　　０１６-０１０１・秋田県能代市中関・なかせき

　　０１６-０１８３・秋田県能代市中柳・なかやなぎ

　　０１６-０８７３・秋田県能代市長崎・ながさき

　　０１６-０８７５・秋田県能代市南陽崎・なんようざき

　　０１６-０１１１・秋田県能代市仁井田白山・にいだしろやま

　　０１６-０８３７・秋田県能代市西赤沼・にしあかぬま

　　０１６-０８５５・秋田県能代市西大瀬・にしおおせ

　　０１６-０８９１・秋田県能代市西通町・にしどおりまち

　　０１６-０００３・秋田県能代市荷八田・にはた

　　０１６-０８７４・秋田県能代市沼ノ上・ぬまのうえ

　　０１６-０８１３・秋田県能代市能代町・のしろまち

　　０１６-０８９４・秋田県能代市萩の台・はぎのだい

　　０１６-０１１６・秋田県能代市機織轌ノ目・はたおりそりのめ

　　０１６-０８２１・秋田県能代市畠町・はたまち



　　０１６-０８４４・秋田県能代市花園町・はなぞのまち

　　０１６-０８０１・秋田県能代市浜通町・はまどおりまち

　　０１６-０１５７・秋田県能代市腹鞁ノ沢・はらがいのさわ

　　０１６-０１４２・秋田県能代市半戸沢・はんとざわ

　　０１６-０８９６・秋田県能代市盤若町・はんにやまち

　　０１６-０８３６・秋田県能代市東赤沼・ひがしあかぬま

　　０１６-０８３９・秋田県能代市東大瀬・ひがしおおせ

　　０１６-０８２２・秋田県能代市東町・ひがしまち

　　０１６-００１２・秋田県能代市比八田・ひはた

　　０１６-０１４８・秋田県能代市冷清水・ひやしみず

　　０１６-０１５１・秋田県能代市檜山・ひやま

　　０１６-０８１１・秋田県能代市日吉町・ひよしまち

　　０１６-０８０８・秋田県能代市日和山下・ひよりやました

　　０１６-０８５６・秋田県能代市藤山・ふじやま

　　０１８-３１０１・秋田県能代市二ツ井町麻生・ふたついまちあそう

　　０１８-３１１６・秋田県能代市二ツ井町家後・ふたついまちいえうしろ

　　０１８-３１１９・秋田県能代市二ツ井町薄井・ふたついまちうすい

　　０１８-３１３１・秋田県能代市二ツ井町梅内・ふたついまちうめない

　　０１８-３１１８・秋田県能代市二ツ井町上台・ふたついまちうわだい

　　０１８-３１４２・秋田県能代市二ツ井町上野・ふたついまちうわの

　　０１８-３１４３・秋田県能代市二ツ井町太田面・ふたついまちおおたもて

　　０１８-３１１５・秋田県能代市二ツ井町海道上・ふたついまちかいどううえ

　　０１８-３１０５・秋田県能代市二ツ井町上山崎・ふたついまちかみやまざき

　　０１８-３１０７・秋田県能代市二ツ井町苅又石・ふたついまちかりまたいじ

　　０１８-３１２６・秋田県能代市二ツ井町狐台・ふたついまちきつねだい

　　０１８-３１２４・秋田県能代市二ツ井町切石・ふたついまちきりいじ

　　０１８-３１１２・秋田県能代市二ツ井町小掛・ふたついまちこがけ

　　０１８-３１４１・秋田県能代市二ツ井町五千苅・ふたついまちごせんがり

　　０１８-３１４７・秋田県能代市二ツ井町小槻木・ふたついまちこつきのき

　　０１８-３１０２・秋田県能代市二ツ井町小繋・ふたついまちこつなぎ

　　０１８-３１２３・秋田県能代市二ツ井町駒形・ふたついまちこまがた

　　０１８-３１１４・秋田県能代市二ツ井町桜台・ふたついまちさくらだい

　　０１８-３１０４・秋田県能代市二ツ井町沢口・ふたついまちさわぐち

　　０１８-３１５１・秋田県能代市二ツ井町三千苅・ふたついまちさんぜんがり

　　０１８-３１５７・秋田県能代市二ツ井町下野・ふたついまちしもの

　　０１８-３１５２・秋田県能代市二ツ井町下野家後・ふたついまちしものいえうしろ

　　０１８-３１５６・秋田県能代市二ツ井町下野川端・ふたついまちしものかわはﾞた

　　０１８-３１２８・秋田県能代市二ツ井町下稗柄・ふたついまちしもひえがら

　　０１８-３１３４・秋田県能代市二ツ井町高関・ふたついまちたかせき

　　０１８-３１１１・秋田県能代市二ツ井町田代・ふたついまちたしろ

　　０１８-３１３３・秋田県能代市二ツ井町種（竹原）・ふたついまちたね(たけはら)

　　０１８-３１３２・秋田県能代市二ツ井町種（その他）・ふたついまちたね(そのた)

　　０１８-３１２５・秋田県能代市二ツ井町茶屋下・ふたついまちちややした

　　０１８-３１１７・秋田県能代市二ツ井町塚台・ふたついまちつかのだい

　　０１８-３１４８・秋田県能代市二ツ井町槻ノ木・ふたついまちつきのき

　　０１８-３１２１・秋田県能代市二ツ井町飛根（富根）・ふたついまちとぶね(とみね)

　　０１８-３１２２・秋田県能代市二ツ井町飛根（その他）・ふたついまちとぶね(そのた)

　　０１８-３１４４・秋田県能代市二ツ井町中坪・ふたついまちなかつほﾞ

　　０１８-３１４６・秋田県能代市二ツ井町中坪道下・ふたついまちなかつほﾞみちした

　　０１８-３１５３・秋田県能代市二ツ井町滑良子川端・ふたついまちなめらこかわはﾞた

　　０１８-３１０３・秋田県能代市二ツ井町荷上場・ふたついまちにあげはﾞ

　　０１８-３１０６・秋田県能代市二ツ井町濁川・ふたついまちにごりかわ

　　０１８-３１１３・秋田県能代市二ツ井町仁鮒・ふたついまちにぶな

　　０１８-３１５５・秋田県能代市二ツ井町比井野・ふたついまちひいの

　　０１８-３１２９・秋田県能代市二ツ井町稗柄・ふたついまちひえがら

　　０１８-３１２７・秋田県能代市二ツ井町稗川原・ふたついまちひえかわはら

　　０１８-３１５４・秋田県能代市二ツ井町町尻・ふたついまちまちじり

　　０１８-３１４５・秋田県能代市二ツ井町道上中坪・ふたついまちみちかみなかつほﾞ

　　０１８-３１３５・秋田県能代市二ツ井町山根・ふたついまちやまね

　　０１６-０００４・秋田県能代市吹越・ふつこじ

　　０１６-０１７５・秋田県能代市古屋布・ふるやしき

　　０１６-０８７９・秋田県能代市不老岱・ふろうだい

　　０１６-０８８２・秋田県能代市鳳凰岱・ほうおうだい

　　０１６-０１６９・秋田県能代市坊ケ崎・ほﾞうがさき

　　０１６-０８５４・秋田県能代市豊祥岱・ほうしようだい

　　０１６-０００２・秋田県能代市朴瀬・ほのきせ

　　０１６-０００５・秋田県能代市真壁地・まかべち

　　０１６-０１３２・秋田県能代市町後・まちうしろ

　　０１６-０１６１・秋田県能代市松長布・まつながしき

　　０１６-０８９３・秋田県能代市松美町・まつみまち



　　０１６-０８５１・秋田県能代市緑町・みどりまち

　　０１６-０８３２・秋田県能代市南元町・みなみもとまち

　　０１６-０１０３・秋田県能代市宮ノ前・みやのまえ

　　０１６-０１３３・秋田県能代市向田表・むかいたおもて

　　０１６-００１３・秋田県能代市向能代・むかいのしろ

　　０１６-０８３３・秋田県能代市明治町・めいじまち

　　０１６-０１５２・秋田県能代市母体・もたい

　　０１６-０８３１・秋田県能代市元町・もとまち

　　０１６-０１３９・秋田県能代市谷地上・やちうえ

　　０１６-０８２５・秋田県能代市柳町・やなぎまち

　　０１６-０８４１・秋田県能代市養蚕・ようさん

　　０１６-０８３８・秋田県能代市養蚕脇・ようさんわき

　　０１６-０１４５・秋田県能代市若田・わかた

　　０１６-０８２３・秋田県能代市若松町・わかまつちよう

　　０１３-００００・秋田県横手市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１３-００７３・秋田県横手市赤川・あかがわ

　　０１３-００６４・秋田県横手市赤坂・あかさか

　　０１３-００２８・秋田県横手市朝倉町・あさくらちよう

　　０１３-００３３・秋田県横手市旭川・あさひかわ

　　０１３-００５５・秋田県横手市朝日が丘・あさひがおか

　　０１３-００６５・秋田県横手市猪岡・いのおか

　　０１３-００６８・秋田県横手市梅の木町・うめのきまち

　　０１３-００４９・秋田県横手市駅西・えきにじ

　　０１３-００３６・秋田県横手市駅前町・えきまえちよう

　　０１３-００６２・秋田県横手市駅南・えきみなみ

　　０１３-０００２・秋田県横手市追廻・おいまわじ

　　０１３-００４１・秋田県横手市大沢・おおさわ

　　０１３-０００７・秋田県横手市大鳥町・おおとりまち

　　０１３-００２１・秋田県横手市大町・おおまち

　　０１３-００２６・秋田県横手市大水戸町・おおみどまち

　　０１３-０５０１・秋田県横手市大森町板井田・おおもりまちいたいだ

　　０１３-０５４６・秋田県横手市大森町牛ケ沢・おおもりまちうしがさわ

　　０１３-０５１１・秋田県横手市大森町牛中島・おおもりまちうしなかじま

　　０１３-０５５２・秋田県横手市大森町上溝・おおもりまちうわみぞ

　　０１３-０５１４・秋田県横手市大森町大中島・おおもりまちおおなかじま

　　０１３-０５２１・秋田県横手市大森町大森・おおもりまちおおもり

　　０１３-０５３２・秋田県横手市大森町久保・おおもりまちくほﾞ

　　０１３-０５６２・秋田県横手市大森町坂部・おおもりまちさかべ

　　０１３-０５３１・秋田県横手市大森町佐渡・おおもりまちさど

　　０１３-０５５１・秋田県横手市大森町猿田・おおもりまちさるた

　　０１３-０５２４・秋田県横手市大森町清水上・おおもりまちしみずのうえ

　　０１３-０５３６・秋田県横手市大森町真山・おおもりまちしんざん

　　０１３-０５２５・秋田県横手市大森町菅生田・おおもりまちすごうた

　　０１３-０５１７・秋田県横手市大森町高口下水戸堤・おおもりまちたかくちしたみとつつみ

　　０１３-０５４２・秋田県横手市大森町高野中島・おおもりまちたかのなかじま

　　０１３-０５４４・秋田県横手市大森町長助巻・おおもりまちちようすけまき

　　０１３-０５３４・秋田県横手市大森町峠町頭・おおもりまちとうげまちがしら

　　０１３-０５２３・秋田県横手市大森町堂林・おおもりまちどうはﾞやじ

　　０１３-０５０３・秋田県横手市大森町十日町・おおもりまちとおかまち

　　０１３-０５４５・秋田県横手市大森町鯲沼・おおもりまちどじようぬま

　　０１３-０５４１・秋田県横手市大森町中嶋・おおもりまちなかじま

　　０１３-０５３３・秋田県横手市大森町中田・おおもりまちなかた

　　０１３-０５１５・秋田県横手市大森町西中島・おおもりまちにしなかじま

　　０１３-０５２６・秋田県横手市大森町西野・おおもりまちにしの

　　０１３-０５０２・秋田県横手市大森町袴形・おおもりまちはかまがた

　　０１３-０５１６・秋田県横手市大森町東中島・おおもりまちひがしなかじま

　　０１３-０５４３・秋田県横手市大森町本郷・おおもりまちほんごう

　　０１３-０５３５・秋田県横手市大森町町田・おおもりまちまちだ

　　０１３-０５２２・秋田県横手市大森町町回・おおもりまちまちまわり

　　０１３-０５１９・秋田県横手市大森町持向・おおもりまちもちむかい

　　０１３-０５１８・秋田県横手市大森町文天鏡田・おおもりまちもんてんかがみだ

　　０１３-０５６１・秋田県横手市大森町八沢木・おおもりまちやさわぎ

　　０１３-０５１２・秋田県横手市大森町湯ノ沢・おおもりまちゆのさわ

　　０１３-０５１３・秋田県横手市大森町湯ノ島・おおもりまちゆのしま

　　０１３-００５１・秋田県横手市大屋新町・おおやしんまち

　　０１３-００５２・秋田県横手市大屋寺内・おおやてらうち

　　０１３-０２０１・秋田県横手市雄物川町会塚・おものがわまちあいつﾞか

　　０１３-０２０５・秋田県横手市雄物川町今宿・おものがわまちいましゆく

　　０１３-０４８１・秋田県横手市雄物川町薄井・おものがわまちうすい

　　０１３-０２１８・秋田県横手市雄物川町大沢・おものがわまちおおさわ



　　０１３-０２１４・秋田県横手市雄物川町柏木・おものがわまちかしわぎ

　　０１３-０２１５・秋田県横手市雄物川町常野・おものがわまちじようの

　　０１３-０２０２・秋田県横手市雄物川町砂子田・おものがわまちすなごた

　　０１３-０２１２・秋田県横手市雄物川町造山・おものがわまちつくりやま

　　０１３-０２０３・秋田県横手市雄物川町東里・おものがわまちとうさと

　　０１３-０２１７・秋田県横手市雄物川町道地・おものがわまちどうじ

　　０１３-０２１３・秋田県横手市雄物川町南形・おものがわまちなんかた

　　０１３-０２０６・秋田県横手市雄物川町二井山・おものがわまちにいやま

　　０１３-０２１６・秋田県横手市雄物川町西野・おものがわまちにしの

　　０１３-０２０８・秋田県横手市雄物川町沼館・おものがわまちぬまだて

　　０１３-０２１１・秋田県横手市雄物川町深井・おものがわまちふかい

　　０１３-０２０７・秋田県横手市雄物川町矢神・おものがわまちやがみ

　　０１３-０２０４・秋田県横手市雄物川町谷地新田・おものがわまちやちしんでん

　　０１３-００７２・秋田県横手市卸町・おろしまち

　　０１３-００３１・秋田県横手市鍛冶町・かじまち

　　０１３-０８１３・秋田県横手市金沢・かねざわ

　　０１３-０８１４・秋田県横手市金沢中野・かねざわなかの

　　０１３-０８１２・秋田県横手市金沢本町・かねざわもとまち

　　０１３-００１４・秋田県横手市上内町・かみうちまち

　　０１３-０８２１・秋田県横手市上境・かみざかい

　　０１３-０８２２・秋田県横手市上八丁・かみはつちよう

　　０１３-００３２・秋田県横手市清川町・きよかわちよう

　　０１３-０８２６・秋田県横手市黒川・くろかわ

　　０１３-００２５・秋田県横手市寿町・ことぶきちよう

　　０１３-０００５・秋田県横手市幸町・さいわいちよう

　　０１９-１１０７・秋田県横手市山内筏・さんないいかだ

　　０１９-１１０９・秋田県横手市山内大沢・さんないおおさわ

　　０１９-１１０１・秋田県横手市山内大松川・さんないおおまつかわ

　　０１９-１１０３・秋田県横手市山内黒沢・さんないくろさわ

　　０１９-１１０２・秋田県横手市山内小松川・さんないこまつかわ

　　０１９-１１０８・秋田県横手市山内土渕・さんないつちぶち

　　０１９-１１０５・秋田県横手市山内南郷・さんないなんごう

　　０１９-１１０６・秋田県横手市山内平野沢・さんないひらのさわ

　　０１９-１１０４・秋田県横手市山内三又・さんないみつまた

　　０１３-００７４・秋田県横手市三本柳・さんほﾞんやなぎ

　　０１３-００６９・秋田県横手市三枚橋・さんまいはﾞじ

　　０１３-００７５・秋田県横手市静町・しずかまち

　　０１３-００５６・秋田県横手市清水町新田・しみずまちしんでん

　　０１３-０８２４・秋田県横手市下境・しもざかい

　　０１３-０８２３・秋田県横手市下八丁・しもはつちよう

　　０１３-００１７・秋田県横手市蛇の崎町・じやのさきまち

　　０１９-０５２５・秋田県横手市十文字町曙町・じゆうもんじまちあけほﾞのちよう

　　０１９-０５１３・秋田県横手市十文字町植田・じゆうもんじまちうえだ

　　０１９-０５０１・秋田県横手市十文字町腕越・じゆうもんじまちうでこじ

　　０１９-０５１２・秋田県横手市十文字町越前・じゆうもんじまちえつぜん

　　０１９-０５２９・秋田県横手市十文字町海道下・じゆうもんじまちかいどうした

　　０１９-０５１１・秋田県横手市十文字町鼎・じゆうもんじまちかなえ

　　０１９-０５３１・秋田県横手市十文字町上佐吉開・じゆうもんじまちかみさきちびらき

　　０１９-０５０７・秋田県横手市十文字町上鍋倉・じゆうもんじまちかみなべくら

　　０１９-０５１７・秋田県横手市十文字町木下・じゆうもんじまちきじた

　　０１９-０５１６・秋田県横手市十文字町源太左馬・じゆうもんじまちげんださま

　　０１９-０５０６・秋田県横手市十文字町佐賀会・じゆうもんじまちさがえ

　　０１９-０５２８・秋田県横手市十文字町栄町・じゆうもんじまちさかえちよう

　　０１９-０５３３・秋田県横手市十文字町下佐吉開・じゆうもんじまちしもさきちびらき

　　０１９-０５０８・秋田県横手市十文字町十五野新田・じゆうもんじまちじゆうごのしんでん

　　０１９-０５２３・秋田県横手市十文字町十文字・じゆうもんじまちじゆうもんじ

　　０１９-０５２７・秋田県横手市十文字町大道東・じゆうもんじまちだいどうひがじ

　　０１９-０５２６・秋田県横手市十文字町通町・じゆうもんじまちとおりまち

　　０１９-０５０９・秋田県横手市十文字町梨木・じゆうもんじまちなしのき

　　０１９-０５０５・秋田県横手市十文字町仁井田・じゆうもんじまちにいだ

　　０１９-０５２２・秋田県横手市十文字町西上・じゆうもんじまちにしかみ

　　０１９-０５２１・秋田県横手市十文字町西下・じゆうもんじまちにしした

　　０１９-０５０３・秋田県横手市十文字町西原１番町・じゆうもんじまちにしはら１はﾞんちよう

　　０１９-０５０２・秋田県横手市十文字町西原２番町・じゆうもんじまちにしはら２はﾞんちよう

　　０１９-０５１８・秋田県横手市十文字町宝竜・じゆうもんじまちほうりゆう

　　０１９-０５３２・秋田県横手市十文字町麻当・じゆうもんじまちまとう

　　０１９-０５１４・秋田県横手市十文字町睦合・じゆうもんじまちむつあい

　　０１９-０５２４・秋田県横手市十文字町本町・じゆうもんじまちもとまち

　　０１９-０５１５・秋田県横手市十文字町谷地新田・じゆうもんじまちやちしんでん

　　０１３-００６０・秋田県横手市条里・じようり



　　０１３-００１１・秋田県横手市城西町・しろにしまち

　　０１３-００１３・秋田県横手市城南町・しろみなみまち

　　０１３-００１２・秋田県横手市城山町・しろやままち

　　０１３-０００６・秋田県横手市新坂町・しんざかちよう

　　０１３-００４６・秋田県横手市神明町・しんめいちよう

　　０１３-０００１・秋田県横手市杉沢・すぎさわ

　　０１３-００７６・秋田県横手市杉目・すぎめ

　　０１３-００５３・秋田県横手市外目・そとのめ

　　０１３-０００３・秋田県横手市台所町・だいどころまち

　　０１３-０４５９・秋田県横手市大雄赤沼・たいゆうあかぬま

　　０１３-０４４７・秋田県横手市大雄阿久戸・たいゆうあくど

　　０１３-０４２７・秋田県横手市大雄阿気・たいゆうあげ

　　０１３-０４８４・秋田県横手市大雄新処・たいゆうあらところ

　　０１３-０４６４・秋田県横手市大雄石持・たいゆういしもち

　　０１３-０４６５・秋田県横手市大雄石持下・たいゆういしもちした

　　０１３-０４６３・秋田県横手市大雄石持前・たいゆういしもちまえ

　　０１３-０４７１・秋田県横手市大雄板橋堰添・たいゆういたはﾞしせきぞい

　　０１３-０３５３・秋田県横手市大雄一ノ関・たいゆういちのせき

　　０１３-０３５２・秋田県横手市大雄一ノ関東・たいゆういちのせきひがじ

　　０１３-０３５６・秋田県横手市大雄一ノ関南・たいゆういちのせきみなみ

　　０１３-０４３１・秋田県横手市大雄牛中島・たいゆううしなかじま

　　０１３-０３１６・秋田県横手市大雄潤井谷地・たいゆううるいやち

　　０１３-０３８２・秋田県横手市大雄上堰東・たいゆううわせきひがじ

　　０１３-０４２１・秋田県横手市大雄江原・たいゆうえはﾞら

　　０１３-０４５２・秋田県横手市大雄大関・たいゆうおおぜき

　　０１３-０３１７・秋田県横手市大雄大戸川端・たいゆうおおどかわはﾞた

　　０１３-０３１３・秋田県横手市大雄大森道北・たいゆうおおもりみちきた

　　０１３-０４５４・秋田県横手市大雄大谷地・たいゆうおおやち

　　０１３-０４５５・秋田県横手市大雄大谷地西・たいゆうおおやちにじ

　　０１３-０３３５・秋田県横手市大雄折橋・たいゆうおりはじ

　　０１３-０４５１・秋田県横手市大雄折橋西・たいゆうおりはしにじ

　　０１３-０３３７・秋田県横手市大雄折橋南・たいゆうおりはしみなみ

　　０１３-０３６５・秋田県横手市大雄鍛治村・たいゆうかじむら

　　０１３-０３５９・秋田県横手市大雄柏木・たいゆうかしわぎ

　　０１３-０３６２・秋田県横手市大雄柏木下・たいゆうかしわぎした

　　０１３-０３６１・秋田県横手市大雄柏木西・たいゆうかしわぎにじ

　　０１３-０３０５・秋田県横手市大雄柏木南・たいゆうかしわぎみなみ

　　０１３-０４０４・秋田県横手市大雄上柏木・たいゆうかみかしわぎ

　　０１３-０３５５・秋田県横手市大雄上桜森・たいゆうかみさくらもり

　　０１３-０３５１・秋田県横手市大雄上田村・たいゆうかみたむら

　　０１３-０３４９・秋田県横手市大雄上田村西・たいゆうかみたむらにじ

　　０１３-０３２６・秋田県横手市大雄上田村東・たいゆうかみたむらひがじ

　　０１３-０３７２・秋田県横手市大雄上田村南・たいゆうかみたむらみなみ

　　０１３-０４０８・秋田県横手市大雄北四津屋・たいゆうきたよつや

　　０１３-０３５４・秋田県横手市大雄狐塚・たいゆうきつねつﾞか

　　０１３-０４２６・秋田県横手市大雄木戸口・たいゆうきどぐち

　　０１３-０４３８・秋田県横手市大雄木戸口下・たいゆうきどぐちした

　　０１３-０４３５・秋田県横手市大雄木戸口西・たいゆうきどぐちにじ

　　０１３-０３１４・秋田県横手市大雄傾城塚・たいゆうけいせいつﾞか

　　０１３-０３３６・秋田県横手市大雄傾城塚南・たいゆうけいせいつﾞかみなみ

　　０１３-０４３７・秋田県横手市大雄小林・たいゆうこはﾞやじ

　　０１３-０４３６・秋田県横手市大雄小林西・たいゆうこはﾞやしにじ

　　０１３-０３２４・秋田県横手市大雄根田谷地・たいゆうこんだやち

　　０１３-０３２１・秋田県横手市大雄根田谷地西・たいゆうこんだやちにじ

　　０１３-０３２３・秋田県横手市大雄根田谷地東・たいゆうこんだやちひがじ

　　０１３-０３１８・秋田県横手市大雄根田谷地南・たいゆうこんだやちみなみ

　　０１３-０３０８・秋田県横手市大雄佐加里・たいゆうさがり

　　０１３-０３０９・秋田県横手市大雄佐加里南・たいゆうさがりみなみ

　　０１３-０４７４・秋田県横手市大雄桜森・たいゆうさくらもり

　　０１３-０３６３・秋田県横手市大雄桜森西・たいゆうさくらもりにじ

　　０１３-０４７７・秋田県横手市大雄桜森東・たいゆうさくらもりひがじ

　　０１３-０４７５・秋田県横手市大雄桜森前・たいゆうさくらもりまえ

　　０１３-０４３４・秋田県横手市大雄山王・たいゆうさんのう

　　０１３-０４３９・秋田県横手市大雄山王西・たいゆうさんのうにじ

　　０１３-０３１５・秋田県横手市大雄下根田谷地・たいゆうしたこんだやち

　　０１３-０４８３・秋田県横手市大雄島田・たいゆうしまだ

　　０１３-０４８５・秋田県横手市大雄下新処・たいゆうしもあらところ

　　０１３-０４８７・秋田県横手市大雄下田町・たいゆうしもたまち

　　０１３-０３３４・秋田県横手市大雄新町・たいゆうしんまち

　　０１３-０３０２・秋田県横手市大雄新町北・たいゆうしんまちきた



　　０１３-０３３３・秋田県横手市大雄新町西・たいゆうしんまちにじ

　　０１３-０３３２・秋田県横手市大雄新町西野添・たいゆうしんまちにしのぞい

　　０１３-０３０７・秋田県横手市大雄新町東・たいゆうしんまちひがじ

　　０１３-０３０４・秋田県横手市大雄新町南・たいゆうしんまちみなみ

　　０１３-０３４４・秋田県横手市大雄精兵西・たいゆうせいべいにじ

　　０１３-０３４２・秋田県横手市大雄精兵村・たいゆうせいべいむら

　　０１３-０４１２・秋田県横手市大雄剰水・たいゆうせせなぎ

　　０１３-０４１１・秋田県横手市大雄剰水東・たいゆうせせなぎひがじ

　　０１３-０４５７・秋田県横手市大雄大慈寺東・たいゆうだいじじひがじ

　　０１３-０４５６・秋田県横手市大雄大慈寺前・たいゆうだいじじまえ

　　０１３-０４５８・秋田県横手市大雄大慈寺谷地・たいゆうだいじじやち

　　０１３-０４４３・秋田県横手市大雄高津野・たいゆうたかつﾞの

　　０１３-０４４２・秋田県横手市大雄高津野下・たいゆうたかつﾞのした

　　０１３-０３４８・秋田県横手市大雄田根森・たいゆうたねもり

　　０１３-０３４３・秋田県横手市大雄田根森西・たいゆうたねもりにじ

　　０１３-０３２５・秋田県横手市大雄田根森東・たいゆうたねもりひがじ

　　０１３-０４８６・秋田県横手市大雄田町・たいゆうたまち

　　０１３-０３０６・秋田県横手市大雄田村・たいゆうたむら

　　０１３-０４２８・秋田県横手市大雄鶴巻田・たいゆうつるまきだ

　　０１３-０３２２・秋田県横手市大雄伝蔵村・たいゆうでんぞうむら

　　０１３-０４２３・秋田県横手市大雄土井尻・たいゆうどいじり

　　０１３-０４６２・秋田県横手市大雄樋脇・たいゆうとよわき

　　０１３-０４２４・秋田県横手市大雄中館合・たいゆうなかたてあい

　　０１３-０３１２・秋田県横手市大雄中野・たいゆうなかの

　　０１３-０３１１・秋田県横手市大雄中野東・たいゆうなかのひがじ

　　０１３-０４６８・秋田県横手市大雄中谷地・たいゆうなかやち

　　０１３-０４７６・秋田県横手市大雄西桜森・たいゆうにしさくらもり

　　０１３-０４２５・秋田県横手市大雄西館合・たいゆうにしたてあい

　　０１３-０４３３・秋田県横手市大雄西中島・たいゆうにしなかじま

　　０１３-０４０６・秋田県横手市大雄西四津屋・たいゆうにしよつや

　　０１３-０４４１・秋田県横手市大雄野中・たいゆうのなか

　　０１３-０４４６・秋田県横手市大雄乗阿気・たいゆうのりあげ

　　０１３-０４４８・秋田県横手市大雄乗阿気下・たいゆうのりあげした

　　０１３-０４７２・秋田県横手市大雄東阿気・たいゆうひがしあげ

　　０１３-０４７３・秋田県横手市大雄東桜森・たいゆうひがしさくらもり

　　０１３-０３３１・秋田県横手市大雄東高津野・たいゆうひがしたかつﾞの

　　０１３-０４８８・秋田県横手市大雄東館合・たいゆうひがしたてあい

　　０１３-０４３２・秋田県横手市大雄東中島・たいゆうひがしなかじま

　　０１３-０４０９・秋田県横手市大雄東四津屋・たいゆうひがしよつや

　　０１３-０４８２・秋田県横手市大雄平柳・たいゆうひらやなぎ

　　０１３-０３０１・秋田県横手市大雄福島・たいゆうふくじま

　　０１３-０３０３・秋田県横手市大雄福島南・たいゆうふくじまみなみ

　　０１３-０３６４・秋田県横手市大雄袋谷地・たいゆうふくろやち

　　０１３-０４１４・秋田県横手市大雄藤巻・たいゆうふじまき

　　０１３-０４１６・秋田県横手市大雄藤巻中島・たいゆうふじまきなかじま

　　０１３-０４１５・秋田県横手市大雄藤巻西・たいゆうふじまきにじ

　　０１３-０３７１・秋田県横手市大雄文蔵開・たいゆうぶんぞうびらき

　　０１３-０３４５・秋田県横手市大雄本庄道北堰間・たいゆうほんじようみちきたせきま

　　０１３-０３４７・秋田県横手市大雄本庄道南・たいゆうほんじようみちみなみ

　　０１３-０３８５・秋田県横手市大雄万貝・たいゆうまんかい

　　０１３-０４２２・秋田県横手市大雄南阿気・たいゆうみなみあげ

　　０１３-０４０５・秋田県横手市大雄南四津屋・たいゆうみなみよつや

　　０１３-０３３９・秋田県横手市大雄耳取・たいゆうみみどり

　　０１３-０３３８・秋田県横手市大雄耳取西・たいゆうみみどりにじ

　　０１３-０４６６・秋田県横手市大雄三村・たいゆうみむら

　　０１３-０４５３・秋田県横手市大雄三村北・たいゆうみむらきた

　　０１３-０４６７・秋田県横手市大雄三村西・たいゆうみむらにじ

　　０１３-０４６１・秋田県横手市大雄三村東・たいゆうみむらひがじ

　　０１３-０４２９・秋田県横手市大雄宮小路・たいゆうみやこうじ

　　０１３-０４１３・秋田県横手市大雄宮田・たいゆうみやた

　　０１３-０３５８・秋田県横手市大雄向・たいゆうむかい

　　０１３-０４４５・秋田県横手市大雄向田・たいゆうむかいだ

　　０１３-０４４４・秋田県横手市大雄向田東・たいゆうむかいだひがじ

　　０１３-０３５７・秋田県横手市大雄向東・たいゆうむかいひがじ

　　０１３-０４０２・秋田県横手市大雄八柏・たいゆうやがしわ

　　０１３-０３７９・秋田県横手市大雄八柏家間・たいゆうやがしわいえま

　　０１３-０３７６・秋田県横手市大雄八柏馬道添・たいゆうやがしわうまみちぞい

　　０１３-０３７８・秋田県横手市大雄八柏街道添・たいゆうやがしわかいどうぞい

　　０１３-０３７５・秋田県横手市大雄八柏釜蓋・たいゆうやがしわかまぶた

　　０１３-０３８１・秋田県横手市大雄八柏下村・たいゆうやがしわしもむら



　　０１３-０３７７・秋田県横手市大雄八柏中村・たいゆうやがしわなかむら

　　０１３-０３７４・秋田県横手市大雄八柏中村東・たいゆうやがしわなかむらひがじ

　　０１３-０３８４・秋田県横手市大雄八柏村表・たいゆうやがしわむらおもて

　　０１３-０３８３・秋田県横手市大雄八柏村西・たいゆうやがしわむらにじ

　　０１３-０３７３・秋田県横手市大雄八柏谷地・たいゆうやがしわやち

　　０１３-０３２７・秋田県横手市大雄焼野・たいゆうやけの

　　０１３-０３４１・秋田県横手市大雄四ッ屋・たいゆうよつや

　　０１３-０４０７・秋田県横手市大雄四津屋下・たいゆうよつやした

　　０１３-０３４６・秋田県横手市大雄四ツ屋西・たいゆうよつやにじ

　　０１３-０３１９・秋田県横手市大雄四ツ屋東・たいゆうよつやひがじ

　　０１３-０４１９・秋田県横手市大雄六町・たいゆうろくちよう

　　０１３-０４１７・秋田県横手市大雄六町下・たいゆうろくちようした

　　０１３-０４１８・秋田県横手市大雄六町東・たいゆうろくちようひがじ

　　０１３-００２４・秋田県横手市田中町・たなかまち

　　０１３-００２３・秋田県横手市中央町・ちゆうおうまち

　　０１３-００６６・秋田県横手市塚堀・つかほﾞり

　　０１３-００１６・秋田県横手市根岸町・ねぎしちよう

　　０１３-００１５・秋田県横手市羽黒町・はぐろちよう

　　０１３-０８２５・秋田県横手市百万刈・ひやくまんがり

　　０１３-０１０５・秋田県横手市平鹿町浅舞・ひらかまちあさまい

　　０１３-０１０１・秋田県横手市平鹿町上吉田・ひらかまちかみよしだ

　　０１３-０１０３・秋田県横手市平鹿町下鍋倉・ひらかまちしもなべくら

　　０１３-０１０７・秋田県横手市平鹿町下吉田・ひらかまちしもよしだ

　　０１３-０１０２・秋田県横手市平鹿町醍醐・ひらかまちだいご

　　０１３-０１０４・秋田県横手市平鹿町樽見内・ひらかまちたるみない

　　０１３-０１０６・秋田県横手市平鹿町中吉田・ひらかまちなかよしだ

　　０１３-００２７・秋田県横手市平城町・ひらじようまち

　　０１３-００６３・秋田県横手市婦気大堤・ふけおおつﾞつみ

　　０１３-００１９・秋田県横手市二葉町・ふたはﾞちよう

　　０１３-００３５・秋田県横手市平和町・へいわちよう

　　０１３-００３４・秋田県横手市本郷町・ほんごうちよう

　　０１３-００４２・秋田県横手市前郷・まえごう

　　０１３-００３８・秋田県横手市前郷一番町・まえごういちはﾞんちよう

　　０１３-００３７・秋田県横手市前郷二番町・まえごうにはﾞんちよう

　　０１９-０７１１・秋田県横手市増田町荻袋・ますだまちおぎのふくろ

　　０１９-０７０２・秋田県横手市増田町亀田・ますだまちかめだ

　　０１９-０７１２・秋田県横手市増田町熊渕・ますだまちくまのふち

　　０１９-０７０５・秋田県横手市増田町狙半内・ますだまちさるはんない

　　０１９-０７１４・秋田県横手市増田町戸波・ますだまちとなみ

　　０１９-０７０１・秋田県横手市増田町増田・ますだまちますだ

　　０１９-０７１３・秋田県横手市増田町三又・ますだまちみつまた

　　０１９-０７１５・秋田県横手市増田町八木・ますだまちやぎ

　　０１９-０７０４・秋田県横手市増田町湯野沢・ますだまちゆのさわ

　　０１９-０７０３・秋田県横手市増田町吉野・ますだまちよしの

　　０１３-００４７・秋田県横手市松原町・まつはﾞらまち

　　０１３-００４５・秋田県横手市南町・みなみまち

　　０１３-０００４・秋田県横手市明永町・みようえいちよう

　　０１３-０００８・秋田県横手市睦成・むつなり

　　０１３-００１８・秋田県横手市本町・もとまち

　　０１３-００４３・秋田県横手市安田・やすだ

　　０１３-００４８・秋田県横手市安田原町・やすだはらまち

　　０１３-０８１１・秋田県横手市安本・やすもと

　　０１３-００５４・秋田県横手市柳田・やなぎだ

　　０１３-００７１・秋田県横手市八幡・やわた

　　０１３-００６１・秋田県横手市横手町・よこてまち

　　０１３-００４４・秋田県横手市横山町・よこやまちよう

　　０１３-００２２・秋田県横手市四日町・よつかまち

　　０１７-００００・秋田県大館市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１７-０８０６・秋田県大館市相染沢中岱・あいぞめさわなかたい

　　０１７-０８３１・秋田県大館市青葉町・あおはﾞちよう

　　０１７-０８５４・秋田県大館市赤石・あかいじ

　　０１７-０８１６・秋田県大館市赤館・あかだて

　　０１７-０８１４・秋田県大館市赤館町・あかだてちよう

　　０１７-００１１・秋田県大館市商人留・あきひとどめ

　　０１７-００２５・秋田県大館市芦田子・あしだこ

　　０１７-００２３・秋田県大館市東・あずま

　　０１７-００４３・秋田県大館市有浦・ありうら

　　０１７-０８３６・秋田県大館市池内・いけない

　　０１７-０８３４・秋田県大館市池内道上・いけないみちうえ

　　０１７-０８３２・秋田県大館市池内道下・いけないみちした



　　０１７-０８４５・秋田県大館市泉町・いずみちよう

　　０１７-００５３・秋田県大館市板子石境・いたこいしざかい

　　０１７-０８５３・秋田県大館市板沢・いたざわ

　　０１７-０８２５・秋田県大館市一心院南・いつしんいんみなみ

　　０１７-０８０１・秋田県大館市一本杉・いつほﾟんすぎ

　　０１７-０８５７・秋田県大館市出川・いでがわ

　　０１８-３５０１・秋田県大館市岩瀬・いわせ

　　０１７-０８９４・秋田県大館市裏町・うらまち

　　０１７-０８１７・秋田県大館市上町・うわまち

　　０１７-０８３７・秋田県大館市餌釣・えつり

　　０１７-０８０５・秋田県大館市扇田道下・おうぎだみちした

　　０１７-００２４・秋田県大館市大茂内・おおしげない

　　０１８-５７５４・秋田県大館市大子内・おおしない

　　０１７-００４１・秋田県大館市大田面・おおたおもて

　　０１７-０８９６・秋田県大館市大館・おおだて

　　０１７-０８５１・秋田県大館市大披・おおびらき

　　０１７-０８４１・秋田県大館市大町・おおまち

　　０１７-００４４・秋田県大館市御成町・おなりちよう

　　０１７-０００４・秋田県大館市粕田・かすだ

　　０１７-０８９２・秋田県大館市片町・かたまち

　　０１７-０８７１・秋田県大館市片山・かたやま

　　０１７-０８７２・秋田県大館市片山町・かたやまちよう

　　０１７-０８１２・秋田県大館市金坂・かねざか

　　０１７-０８１３・秋田県大館市金坂後・かねざかうしろ

　　０１７-００３１・秋田県大館市上代野・かみだいの

　　０１７-０８０４・秋田県大館市柄沢・からさわ

　　０１８-５６０４・秋田県大館市軽井沢・かるいざわ

　　０１７-０８７８・秋田県大館市川口・かわぐち

　　０１７-００４２・秋田県大館市観音堂・かんのんどう

　　０１７-０８６６・秋田県大館市北神明町・きたしんめいちよう

　　０１８-５６０６・秋田県大館市葛原・くずわら

　　０１７-０８９３・秋田県大館市桂城・けいじよう

　　０１７-００１４・秋田県大館市小釈迦内道上・こしやかないみちうえ

　　０１７-００１５・秋田県大館市小釈迦内道下・こしやかないみちした

　　０１７-０８６１・秋田県大館市小館町・こたてちよう

　　０１７-０８３５・秋田県大館市小館花・こだてはな

　　０１７-０８５２・秋田県大館市小袴・こはかま

　　０１７-０８４７・秋田県大館市幸町・さいわいちよう

　　０１７-０８２１・秋田県大館市桜町・さくらちよう

　　０１７-０８２２・秋田県大館市桜町南・さくらちようみなみ

　　０１８-５６０５・秋田県大館市猿間・さるま

　　０１７-０８９７・秋田県大館市三ノ丸・さんのまる

　　０１７-００２２・秋田県大館市茂内・しげない

　　０１８-５７５６・秋田県大館市下川原・したかわら

　　０１７-００４６・秋田県大館市清水・しみず

　　０１７-００３７・秋田県大館市清水堰合・しみずせきあい

　　０１７-００３４・秋田県大館市下代野・しもだいの

　　０１７-００３３・秋田県大館市下綱・しもつな

　　０１７-００１２・秋田県大館市釈迦内・しやかない

　　０１８-５６０１・秋田県大館市十二所・じゆうにしよ

　　０１７-０８６５・秋田県大館市城西町・じようせいちよう

　　０１７-０００２・秋田県大館市白沢・しらさわ

　　０１７-０８４４・秋田県大館市新町・しんまち

　　０１７-０８８７・秋田県大館市水門町・すいもんちよう

　　０１７-０８８８・秋田県大館市水門前・すいもんまえ

　　０１８-５７５５・秋田県大館市杉沢・すぎさわ

　　０１７-０８７５・秋田県大館市住吉町・すみよしちよう

　　０１７-０８３３・秋田県大館市象ケ鼻・ぞうがはな

　　０１８-３５０３・秋田県大館市外川原・そとかわら

　　０１７-００３５・秋田県大館市代野・だいの

　　０１７-０８８６・秋田県大館市館下・たてした

　　０１７-０８７７・秋田県大館市立花・たてはﾞな

　　０１７-０８８２・秋田県大館市鉄砲場・てつほﾟうはﾞ

　　０１８-５６０２・秋田県大館市道目木・どうめき

　　０１７-０８４６・秋田県大館市常盤木町・ときわぎちよう

　　０１７-０８８４・秋田県大館市土飛山下・どびやました

　　０１７-０８６７・秋田県大館市中神明町・なかしんめいちよう

　　０１７-０８９１・秋田県大館市中城・なかじよう

　　０１７-０８４３・秋田県大館市中町・なかまち

　　０１７-００４５・秋田県大館市中道・なかみち



　　０１７-０８３９・秋田県大館市中山・なかやま

　　０１７-０８８１・秋田県大館市長木川南・ながきかわみなみ

　　０１７-０８９５・秋田県大館市長倉・ながくら

　　０１８-３５０４・秋田県大館市長坂・ながさか

　　０１７-０８０２・秋田県大館市長根山下・ながねやました

　　０１７-０００１・秋田県大館市長走・ながはﾞしり

　　０１７-０８２４・秋田県大館市七曲岱・ななまがりたい

　　０１８-５７５１・秋田県大館市二井田・にいだ

　　０１７-００３２・秋田県大館市新綱・にいつﾞな

　　０１７-００３６・秋田県大館市二本杉後・にほんすぎうしろ

　　０１７-００５５・秋田県大館市沼館道上・ぬまたてみちうえ

　　０１７-００５６・秋田県大館市沼館道南・ぬまたてみちみなみ

　　０１７-００５７・秋田県大館市沼館・ぬまだて

　　０１７-０８６２・秋田県大館市根下戸・ねげと

　　０１７-０８６４・秋田県大館市根下戸新町・ねげとしんまち

　　０１７-０８６３・秋田県大館市根下戸町・ねげとちよう

　　０１７-０８４２・秋田県大館市馬喰町・はﾞくろうまち

　　０１７-０００３・秋田県大館市橋桁・はしげた

　　０１７-０８１１・秋田県大館市八幡・はちまん

　　０１７-０８２３・秋田県大館市八幡沢岱・はちまんさわたい

　　０１７-０００５・秋田県大館市花岡町・はなおかまち

　　０１８-３５０５・秋田県大館市早口・はやぐち

　　０１７-０８０３・秋田県大館市東台・ひがしだい

　　０１７-０８５５・秋田県大館市櫃崎・ひつざき

　　０１８-５７５３・秋田県大館市比内前田・ひないまえだ

　　０１８-５７０１・秋田県大館市比内町扇田・ひないまちおうぎた

　　０１８-５８５１・秋田県大館市比内町大葛・ひないまちおおくぞ

　　０１８-５７４３・秋田県大館市比内町小坪沢・ひないまちおつほﾞざわ

　　０１８-５７４５・秋田県大館市比内町片貝・ひないまちかたがい

　　０１８-５７３１・秋田県大館市比内町笹館・ひないまちささだて

　　０１８-５７４２・秋田県大館市比内町白沢水沢・ひないまちしらさわみずさわ

　　０１８-５７４１・秋田県大館市比内町達子・ひないまちたつこ

　　０１８-５７２１・秋田県大館市比内町独鈷・ひないまちとつこ

　　０１８-５７２２・秋田県大館市比内町中野・ひないまちなかの

　　０１８-５７１２・秋田県大館市比内町新館・ひないまちにいだて

　　０１８-５７１１・秋田県大館市比内町味噌内・ひないまちみそない

　　０１８-５７４４・秋田県大館市比内町八木橋・ひないまちやぎはじ

　　０１８-５７３２・秋田県大館市比内町谷地中・ひないまちやちなか

　　０１７-００２６・秋田県大館市二ツ屋境・ふたつやさかい

　　０１７-０８８３・秋田県大館市古川町・ふるかわまち

　　０１７-０８１５・秋田県大館市部垂町・へだれまち

　　０１８-５６０３・秋田県大館市曲田・まがた

　　０１７-００５２・秋田県大館市松木・まつき

　　０１７-００５４・秋田県大館市松館・まつだて

　　０１７-００５１・秋田県大館市松峰・まつみね

　　０１７-０８７３・秋田県大館市御坂・みさか

　　０１７-０８７４・秋田県大館市美園町・みそのちよう

　　０１７-０８６８・秋田県大館市南神明町・みなみしんめいちよう

　　０１７-０８２８・秋田県大館市向町・むかいまち

　　０１７-０８７６・秋田県大館市餅田・もちた

　　０１８-５７５２・秋田県大館市本宮・もとみや

　　０１７-０８２７・秋田県大館市谷地町・やちまち

　　０１７-０８２６・秋田県大館市谷地町後・やちまちうしろ

　　０１８-３５０６・秋田県大館市山瀬・やませ

　　０１８-３５０２・秋田県大館市山田・やまだ

　　０１７-０８３８・秋田県大館市山館・やまだて

　　０１７-００２１・秋田県大館市雪沢・ゆきさわ

　　０１７-０８８５・秋田県大館市豊町・ゆたかちよう

　　０１０-０５００・秋田県男鹿市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１０-０３５３・秋田県男鹿市五里合神谷・いりあいかみや

　　０１０-０３５２・秋田県男鹿市五里合琴川・いりあいことがわ

　　０１０-０３５５・秋田県男鹿市五里合鮪川・いりあいしびかわ

　　０１０-０３５４・秋田県男鹿市五里合中石・いりあいちゆういじ

　　０１０-０３５１・秋田県男鹿市五里合箱井・いりあいはこい

　　０１０-０４２１・秋田県男鹿市鵜木・うのき

　　０１０-０６６４・秋田県男鹿市男鹿中国有地内・おがなかこくゆうちない

　　０１０-０６６３・秋田県男鹿市男鹿中滝川・おがなかたきがわ

　　０１０-０６６２・秋田県男鹿市男鹿中中間口・おがなかなかまぐち

　　０１０-０６６１・秋田県男鹿市男鹿中浜間口・おがなかはままぐち

　　０１０-０６６５・秋田県男鹿市男鹿中山町・おがなかやままち



　　０１０-０４２２・秋田県男鹿市角間崎・かくまざき

　　０１０-０６８１・秋田県男鹿市北浦相川・きたうらあいかわ

　　０１０-０６８４・秋田県男鹿市北浦安全寺・きたうらあんぜんじ

　　０１０-０６８２・秋田県男鹿市北浦表町・きたうらおもてまち

　　０１０-０６８３・秋田県男鹿市北浦北浦・きたうらきたうら

　　０１０-０６８５・秋田県男鹿市北浦真山・きたうらしんざん

　　０１０-０６７６・秋田県男鹿市北浦西黒沢・きたうらにしくろさわ

　　０１０-０６８６・秋田県男鹿市北浦西水口・きたうらにしみずぐち

　　０１０-０６７５・秋田県男鹿市北浦入道崎・きたうらにゆうどうざき

　　０１０-０６８８・秋田県男鹿市北浦野村・きたうらのむら

　　０１０-０６８７・秋田県男鹿市北浦湯本・きたうらゆもと

　　０１０-０６７１・秋田県男鹿市戸賀加茂青砂・とがかもあおさ

　　０１０-０６７３・秋田県男鹿市戸賀塩浜・とがしおはま

　　０１０-０６７４・秋田県男鹿市戸賀戸賀・とがとが

　　０１０-０６７２・秋田県男鹿市戸賀浜塩谷・とがはましおや

　　０１０-０４０１・秋田県男鹿市野石・のいじ

　　０１０-０４２３・秋田県男鹿市福川・ふくがわ

　　０１０-０４１１・秋田県男鹿市福米沢・ふくめざわ

　　０１０-０４３１・秋田県男鹿市払戸・ふつと

　　０１０-０５２３・秋田県男鹿市船川港女川・ふながわみなとおんながわ

　　０１０-０５０３・秋田県男鹿市船川港金川・ふながわみなとかねがわ

　　０１０-０５３４・秋田県男鹿市船川港小浜・ふながわみなとこはま

　　０１０-０５３３・秋田県男鹿市船川港双六・ふながわみなとすごろく

　　０１０-０５３１・秋田県男鹿市船川港台島・ふながわみなとだいしま

　　０１０-０５３２・秋田県男鹿市船川港椿・ふながわみなとつはﾞき

　　０１０-０５０１・秋田県男鹿市船川港仁井山・ふながわみなとにいやま

　　０１０-０５０２・秋田県男鹿市船川港比詰・ふながわみなとひつﾞめ

　　０１０-０５１１・秋田県男鹿市船川港船川・ふながわみなとふながわ

　　０１０-０５３５・秋田県男鹿市船川港本山門前・ふながわみなとほんざんもんぜん

　　０１０-０５２２・秋田県男鹿市船川港増川・ふながわみなとますがわ

　　０１０-０５２１・秋田県男鹿市船川港南平沢・ふながわみなとみなみひらさわ

　　０１０-０３４１・秋田県男鹿市船越・ふなこじ

　　０１０-０４１２・秋田県男鹿市本内・ほんない

　　０１０-０４１３・秋田県男鹿市松木沢・まつきさわ

　　０１０-０３４５・秋田県男鹿市脇本浦田・わきもとうらだ

　　０１０-０３４３・秋田県男鹿市脇本田谷沢・わきもとたやざわ

　　０１０-０３４６・秋田県男鹿市脇本樽沢・わきもとたるざわ

　　０１０-０３４４・秋田県男鹿市脇本富永・わきもととみなが

　　０１０-０３４７・秋田県男鹿市脇本百川・わきもとももかわ

　　０１０-０３４２・秋田県男鹿市脇本脇本・わきもとわきもと

　　０１２-００００・秋田県湯沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１９-０４０２・秋田県湯沢市相川・あいかわ

　　０１２-００２４・秋田県湯沢市赤土・あかつち

　　０１９-０３２１・秋田県湯沢市秋ノ宮・あきのみや

　　０１２-０８５５・秋田県湯沢市愛宕町・あたごちよう

　　０１２-００４２・秋田県湯沢市小豆田・あつﾞきた

　　０１２-０８５２・秋田県湯沢市荒町・あらまち

　　０１２-００６２・秋田県湯沢市石塚・いしつﾞか

　　０１９-０２０１・秋田県湯沢市泉沢・いずみさわ

　　０１２-０１０７・秋田県湯沢市稲庭町・いなにわちよう

　　０１２-００２２・秋田県湯沢市祝田・いわいだ

　　０１２-０８０１・秋田県湯沢市岩崎・いわさき

　　０１２-０８３４・秋田県湯沢市岩ノ沢山・いわのさわやま

　　０１９-０１１３・秋田県湯沢市院内銀山町・いんないぎんざんまち

　　０１２-０８４２・秋田県湯沢市内舘町・うちだてまち

　　０１２-０８４３・秋田県湯沢市内町・うちまち

　　０１２-０８２４・秋田県湯沢市裏門・うらもん

　　０１９-０４０３・秋田県湯沢市宇留院内・うるいんない

　　０１２-００１４・秋田県湯沢市大倉谷地・おおくらやち

　　０１２-００２６・秋田県湯沢市大島・おおしま

　　０１２-０８４１・秋田県湯沢市大町・おおまち

　　０１２-００１２・秋田県湯沢市大森・おおもり

　　０１２-００４５・秋田県湯沢市岡田町・おかだまち

　　０１２-００５７・秋田県湯沢市雄勝田・おがちた

　　０１２-０８５６・秋田県湯沢市御囲地町・おかちまち

　　０１２-００２３・秋田県湯沢市沖田・おきた

　　０１２-００３７・秋田県湯沢市沖鶴・おきつる

　　０１９-０２０５・秋田県湯沢市小野・おの

　　０１２-０８２７・秋田県湯沢市表町・おもてまち

　　０１２-０００１・秋田県湯沢市角間・かくま



　　０１２-０８３１・秋田県湯沢市角間沢・かくまざわ

　　０１２-０８３３・秋田県湯沢市カツクイ沢山・かつくいさわやま

　　０１２-０００５・秋田県湯沢市金谷・かなや

　　０１２-０８３５・秋田県湯沢市鉦打沢・かねうちざわ

　　０１２-０８３６・秋田県湯沢市金堀沢山・かねほりざわやま

　　０１９-０１１１・秋田県湯沢市上院内・かみいんない

　　０１２-０８６４・秋田県湯沢市上関・かみせき

　　０１２-０００３・秋田県湯沢市上二井田・かみにいだ

　　０１２-０１０５・秋田県湯沢市川連町・かわつらちよう

　　０１２-０８２５・秋田県湯沢市北荒町・きたあらまち

　　０１２-００１５・秋田県湯沢市倉内・くらうち

　　０１９-０２０２・秋田県湯沢市桑崎・くわがさき

　　０１２-００２１・秋田県湯沢市黄金原・こがねはら

　　０１２-０１０４・秋田県湯沢市駒形町・こまがたちよう

　　０１２-０８４５・秋田県湯沢市材木町・ざいもくちよう

　　０１２-００３５・秋田県湯沢市幸町・さいわいちよう

　　０１２-００１３・秋田県湯沢市栄田・さかえだ

　　０１９-０４０１・秋田県湯沢市酒蒔・さかまき

　　０１２-０８１１・秋田県湯沢市桜通り・さくらどおり

　　０１２-０８２４・秋田県湯沢市佐竹町・さたけちよう

　　０１２-００３３・秋田県湯沢市清水町・しみずちよう

　　０１９-０１１２・秋田県湯沢市下院内・しもいんない

　　０１２-０８６３・秋田県湯沢市下関・しもせき

　　０１２-００５２・秋田県湯沢市下中川原・しもなかがわら

　　０１２-０００２・秋田県湯沢市下二井田・しもにいだ

　　０１２-０８２２・秋田県湯沢市下山谷・しもやまや

　　０１２-０８５３・秋田県湯沢市新町・しんちよう

　　０１２-０８０４・秋田県湯沢市杉沢・すぎさわ

　　０１２-０８０３・秋田県湯沢市杉沢新所・すぎさわあらところ

　　０１２-０８６２・秋田県湯沢市関口・せきぐち

　　０１２-００１６・秋田県湯沢市千刈・せんがり

　　０１２-０８５７・秋田県湯沢市千石町・せんごくちよう

　　０１２-０８１４・秋田県湯沢市大工町・だいくまち

　　０１２-０００８・秋田県湯沢市高前・たかまえ

　　０１９-０４０４・秋田県湯沢市高松・たかまつ

　　０１２-０８４４・秋田県湯沢市田町・たまち

　　０１２-００３１・秋田県湯沢市鶴館・つるだて

　　０１９-０２０３・秋田県湯沢市寺沢・てらさわ

　　０１２-０８５４・秋田県湯沢市鳶ケ沢山・とびがさわやま

　　０１２-００５３・秋田県湯沢市中川原・なかがわら

　　０１２-００４１・秋田県湯沢市中野・なかの

　　０１２-００４４・秋田県湯沢市中野々目・なかののめ

　　０１２-０８０２・秋田県湯沢市成沢・なりさわ

　　０１２-０００４・秋田県湯沢市二井田・にいだ

　　０１２-０８６８・秋田県湯沢市西愛宕町・にしあたごちよう

　　０１２-０８３７・秋田県湯沢市西金堀沢山・にしかねほりざわやま

　　０１２-００３４・秋田県湯沢市西新町・にししんまち

　　０１２-００５４・秋田県湯沢市西中川原・にしなかがわら

　　０１２-０８６６・秋田県湯沢市西松沢・にしまつざわ

　　０１２-０８６５・秋田県湯沢市沼樋・ぬまどい

　　０１２-０８１２・秋田県湯沢市東赤土山・ひがしあかつちやま

　　０１２-０８６１・秋田県湯沢市東松沢・ひがしまつざわ

　　０１２-０８３２・秋田県湯沢市広沢山・ひろさわやま

　　０１２-００５１・秋田県湯沢市深堀・ふかほﾞり

　　０１２-００５６・秋田県湯沢市藤花・ふじはな

　　０１２-００１７・秋田県湯沢市富士見・ふじみ

　　０１２-０８５１・秋田県湯沢市吹張・ふつはﾟり

　　０１２-０８１５・秋田県湯沢市古館町・ふるだてまち

　　０１２-０８３８・秋田県湯沢市蛇野・へびの

　　０１２-００２５・秋田県湯沢市前島・まえじま

　　０１２-０８１３・秋田県湯沢市前森・まえもり

　　０１２-００６１・秋田県湯沢市松岡・まつおか

　　０１２-００４３・秋田県湯沢市万石・まんごく

　　０１２-０１０６・秋田県湯沢市三梨町・みつなしちよう

　　０１９-０４８１・秋田県湯沢市皆瀬（水上沢）・みなせ(みずかみさわ)

　　０１２-０１８３・秋田県湯沢市皆瀬（その他）・みなせ(そのた)

　　０１２-０８６７・秋田県湯沢市南台・みなみだい

　　０１２-００３２・秋田県湯沢市元清水・もとしみず

　　０１２-００１１・秋田県湯沢市森・もり

　　０１２-０００６・秋田県湯沢市柳田・やなぎだ



　　０１２-０８２６・秋田県湯沢市柳町・やなぎまち

　　０１２-００５５・秋田県湯沢市山田・やまだ

　　０１２-０８２１・秋田県湯沢市山谷・やまや

　　０１２-０００７・秋田県湯沢市八幡・やわた

　　０１２-０８２３・秋田県湯沢市湯ノ上山・ゆのかみやま

　　０１２-０８２３・秋田県湯沢市湯ノ原・ゆのはら

　　０１９-０２０４・秋田県湯沢市横堀・よこほﾞり

　　０１２-００３６・秋田県湯沢市両神・りようじん

　　０１２-０８６９・秋田県湯沢市若葉町・わかはﾞまち

　　０１８-５２００・秋田県鹿角市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-５２０２・秋田県鹿角市尾去沢・おさりざわ

　　０１８-５３３２・秋田県鹿角市十和田上向・とわだうわむかい

　　０１８-５４２１・秋田県鹿角市十和田大湯・とわだおおゆ

　　０１８-５３３３・秋田県鹿角市十和田岡田・とわだおかだ

　　０１８-５４２２・秋田県鹿角市十和田草木・とわだくさぎ

　　０１８-５３３４・秋田県鹿角市十和田毛馬内・とわだけまない

　　０１８-５３３７・秋田県鹿角市十和田末広・とわだすえひろ

　　０１８-５３３５・秋田県鹿角市十和田瀬田石・とわだせたいじ

　　０１８-５３３６・秋田県鹿角市十和田錦木・とわだにしきぎ

　　０１８-５３３１・秋田県鹿角市十和田山根・とわだやまね

　　０１８-５１４１・秋田県鹿角市八幡平・はちまんたい

　　０１８-５２０１・秋田県鹿角市花輪・はなわ

　　０１５-００００・秋田県由利本荘市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１５-００２３・秋田県由利本荘市赤田・あかた

　　０１５-０８３６・秋田県由利本荘市赤沼下・あかぬました

　　０１５-００７９・秋田県由利本荘市赤沼下道・あかぬましたみち

　　０１５-００７１・秋田県由利本荘市赤沼町・あかぬままち

　　０１５-００３４・秋田県由利本荘市芦川・あしかわ

　　０１５-００８４・秋田県由利本荘市鮎瀬・あゆせ

　　０１５-００６５・秋田県由利本荘市荒町・あらまち

　　０１５-０８９２・秋田県由利本荘市蟻山・ありやま

　　０１５-０３０１・秋田県由利本荘市飯沢・いいざわ

　　０１５-０３１１・秋田県由利本荘市五十土・いかつﾞち

　　０１５-００１２・秋田県由利本荘市石脇（田尻）・いしわき(たじり)

　　０１５-００１３・秋田県由利本荘市石脇（田尻野）・いしわき(たじりの)

　　０１５-００１４・秋田県由利本荘市石脇（山ノ神）・いしわき(やまのかみ)

　　０１５-００１１・秋田県由利本荘市石脇（その他）・いしわき(そのた)

　　０１５-０８２３・秋田県由利本荘市和泉町・いずみまち

　　０１５-０８５２・秋田県由利本荘市一番堰・いちはﾞんぜき

　　０１５-０８７６・秋田県由利本荘市井戸尻・いどじり

　　０１８-１２１５・秋田県由利本荘市岩城赤平・いわきあかひら

　　０１８-１２１３・秋田県由利本荘市岩城泉田・いわきいずみた

　　０１８-１３０１・秋田県由利本荘市岩城内道川・いわきうちみちかわ

　　０１８-１３０２・秋田県由利本荘市岩城勝手・いわきかつて

　　０１８-１２２５・秋田県由利本荘市岩城上黒川・いわきかみくろかわ

　　０１８-１２２２・秋田県由利本荘市岩城上蛇田・いわきかみへびた

　　０１８-１２１６・秋田県由利本荘市岩城亀田愛宕町・いわきかめだあたごまち

　　０１８-１２１８・秋田県由利本荘市岩城亀田大町・いわきかめだおおまち

　　０１８-１２１７・秋田県由利本荘市岩城亀田亀田町・いわきかめだかめだまち

　　０１８-１２２１・秋田県由利本荘市岩城亀田最上町・いわきかめだもがみまち

　　０１８-１３０３・秋田県由利本荘市岩城君ケ野・いわききみがの

　　０１８-１２２６・秋田県由利本荘市岩城下黒川・いわきしもくろかわ

　　０１８-１２２３・秋田県由利本荘市岩城下蛇田・いわきしもへびた

　　０１８-１２１１・秋田県由利本荘市岩城滝俣・いわきたきのまた

　　０１８-１２１４・秋田県由利本荘市岩城富田・いわきとみた

　　０１８-１２１２・秋田県由利本荘市岩城福俣・いわきふくのまた

　　０１８-１３０５・秋田県由利本荘市岩城二古・いわきふたご

　　０１８-１３０４・秋田県由利本荘市岩城道川・いわきみちかわ

　　０１８-１２２４・秋田県由利本荘市岩城六呂田・いわきろくろだ

　　０１８-０９０４・秋田県由利本荘市岩野目沢・いわのめざわ

　　０１５-０８３４・秋田県由利本荘市岩渕下・いわぶちした

　　０１８-０７２６・秋田県由利本荘市岩谷麓・いわやふもと

　　０１８-０７１１・秋田県由利本荘市岩谷町・いわやまち

　　０１８-０７２３・秋田県由利本荘市牛寺・うしでら

　　０１５-０８１４・秋田県由利本荘市後町・うしろまち

　　０１５-００２２・秋田県由利本荘市内黒瀬・うちくろせ

　　０１５-００２４・秋田県由利本荘市内越・うてつ

　　０１５-００４２・秋田県由利本荘市埋田・うめだ

　　０１５-００７２・秋田県由利本荘市裏尾崎町・うらおざきまち

　　０１５-００９４・秋田県由利本荘市上野・うわの



　　０１５-０８５６・秋田県由利本荘市円正脇・えんしようわき

　　０１８-０７３１・秋田県由利本荘市大内三川・おおうちさんかわ

　　０１８-０７３３・秋田県由利本荘市大倉沢・おおくらざわ

　　０１５-０８６４・秋田県由利本荘市大鍬町・おおくわまち

　　０１５-００９３・秋田県由利本荘市大沢・おおさわ

　　０１８-０７２１・秋田県由利本荘市大谷・おおたに

　　０１５-０８６８・秋田県由利本荘市大堤下・おおつﾞつみした

　　０１５-００６２・秋田県由利本荘市大中ノ沢・おおなかのさわ

　　０１５-０８１６・秋田県由利本荘市大町・おおまち

　　０１５-０３１２・秋田県由利本荘市大水口・おおみなくち

　　０１５-００９１・秋田県由利本荘市大簗・おおやな

　　０１５-００２１・秋田県由利本荘市大浦・おおら

　　０１５-０８１１・秋田県由利本荘市桶屋町・おけやまち

　　０１５-０８７１・秋田県由利本荘市尾崎・おざき

　　０１５-０８０２・秋田県由利本荘市表尾崎町・おもておざきまち

　　０１５-００３５・秋田県由利本荘市親川・おやかわ

　　０１８-０８４１・秋田県由利本荘市加賀沢・かがさわ

　　０１５-０８１２・秋田県由利本荘市鍛治町・かじまち

　　０１５-０８２６・秋田県由利本荘市片町・かたまち

　　０１５-０３２１・秋田県由利本荘市蟹沢・かにざわ

　　０１５-００６６・秋田県由利本荘市金山・かねやま

　　０１５-０８５４・秋田県由利本荘市上大野・かみおおの

　　０１５-００８５・秋田県由利本荘市烏川・からすかわ

　　０１５-００５１・秋田県由利本荘市川口・かわぐち

　　０１５-０３３１・秋田県由利本荘市川西・かわにじ

　　０１５-０８７２・秋田県由利本荘市瓦谷地・かわらやち

　　０１５-０８２５・秋田県由利本荘市観音町・かんのんまち

　　０１５-０８７８・秋田県由利本荘市観音森・かんのんもり

　　０１５-０８３１・秋田県由利本荘市北裏地・きたうらじ

　　０１５-００６９・秋田県由利本荘市北ノ股・きたのまた

　　０１８-０７３４・秋田県由利本荘市北福田・きたふくだ

　　０１５-０８８４・秋田県由利本荘市狐森・きつねもり

　　０１５-０８７４・秋田県由利本荘市給人町・きゆうじんちよう

　　０１５-０８８１・秋田県由利本荘市切通・きりどおじ

　　０１８-０８５２・秋田県由利本荘市葛岡・くずおか

　　０１５-００４５・秋田県由利本荘市葛法・くずのり

　　０１５-０３０２・秋田県由利本荘市久保田・くほﾞた

　　０１５-０３６１・秋田県由利本荘市黒沢・くろさわ

　　０１５-０８８３・秋田県由利本荘市下地ケ沢・げちがさわ

　　０１８-０９０３・秋田県由利本荘市小栗山・こぐりやま

　　０１５-０３１３・秋田県由利本荘市小菅野・こすがの

　　０１５-０８６２・秋田県由利本荘市小人町・こびとまち

　　０１５-０８９１・秋田県由利本荘市小防ケ沢・こほﾞうがさわ

　　０１５-０８６１・秋田県由利本荘市御門・ごもん

　　０１５-０８８７・秋田県由利本荘市今野谷地・こんのやち

　　０１５-０８２１・秋田県由利本荘市肴町・さかなまち

　　０１８-０９０７・秋田県由利本荘市坂部・さかべ

　　０１５-００７４・秋田県由利本荘市桜小路・さくらこうじ

　　０１５-００７３・秋田県由利本荘市笹道・ささみち

　　０１５-０８８９・秋田県由利本荘市砂糖畑・さとうはﾞたけ

　　０１５-００６７・秋田県由利本荘市三条・さんじよう

　　０１５-０８４１・秋田県由利本荘市下大野・しもおおの

　　０１５-０８３２・秋田県由利本荘市下川原中島・しもかわはらなかじま

　　０１５-０３２２・秋田県由利本荘市新上条・しんかみじよう

　　０１５-０３０３・秋田県由利本荘市陳ケ森・じんがもり

　　０１５-０８８８・秋田県由利本荘市新組町・しんくみちよう

　　０１８-０８４２・秋田県由利本荘市新沢・しんさわ

　　０１８-０９０２・秋田県由利本荘市新田・しんでん

　　０１５-００３３・秋田県由利本荘市神沢・しんのさわ

　　０１５-０８６９・秋田県由利本荘市陣場岱・じんはﾞだい

　　０１５-０８３３・秋田県由利本荘市巣組・すぐみ

　　０１５-０８７５・秋田県由利本荘市砂子下・すなごした

　　０１５-０３５１・秋田県由利本荘市堰口・せきぐち

　　０１５-０８４０・秋田県由利本荘市瀬越場・せごしはﾞ

　　０１５-０８６７・秋田県由利本荘市千刈・せんがり

　　０１５-００８１・秋田県由利本荘市雪車町・そりまち

　　０１５-０８０８・秋田県由利本荘市大門・だいもん

　　０１８-０８４４・秋田県由利本荘市高尾・たかお

　　０１８-０９０５・秋田県由利本荘市滝・たき

　　０１５-００８３・秋田県由利本荘市滝ノ沢・たきのさわ



　　０１５-００８６・秋田県由利本荘市舘・たて

　　０１５-００６３・秋田県由利本荘市舘前・たてまえ

　　０１５-０８０４・秋田県由利本荘市谷山小路・たにやまこうじ

　　０１５-０８２２・秋田県由利本荘市田町・たまち

　　０１５-００４４・秋田県由利本荘市玉ノ池・たまのいけ

　　０１５-０５０４・秋田県由利本荘市鳥海町上川内・ちようかいまちかみかわうち

　　０１５-０７２１・秋田県由利本荘市鳥海町上笹子・ちようかいまちかみじねご

　　０１５-０５１５・秋田県由利本荘市鳥海町上直根・ちようかいまちかみひたね

　　０１５-０５０３・秋田県由利本荘市鳥海町栗沢・ちようかいまちくりさわ

　　０１５-０５０５・秋田県由利本荘市鳥海町小川・ちようかいまちこがわ

　　０１５-０５１１・秋田県由利本荘市鳥海町戈之神・ちようかいまちさいのかみ

　　０１５-０５１２・秋田県由利本荘市鳥海町猿倉・ちようかいまちさるくら

　　０１５-０５０２・秋田県由利本荘市鳥海町下川内・ちようかいまちしもかわうち

　　０１５-０７２２・秋田県由利本荘市鳥海町下笹子・ちようかいまちしもじねご

　　０１５-０５１３・秋田県由利本荘市鳥海町下直根・ちようかいまちしもひたね

　　０１５-０５１４・秋田県由利本荘市鳥海町中直根・ちようかいまちなかひたね

　　０１５-０５０１・秋田県由利本荘市鳥海町伏見・ちようかいまちふしみ

　　０１５-０５１６・秋田県由利本荘市鳥海町百宅・ちようかいまちももやけ

　　０１５-０８８６・秋田県由利本荘市調練場・ちようれんはﾞ

　　０１５-０３２３・秋田県由利本荘市土倉・つちくら

　　０１５-００５４・秋田県由利本荘市土谷（谷地）・つちや(やち)

　　０１５-００５５・秋田県由利本荘市土谷（その他）・つちや(そのた)

　　０１５-０８６６・秋田県由利本荘市堤脇・つつみわき

　　０１５-０８７３・秋田県由利本荘市鶴沼・つるぬま

　　０１５-０８４２・秋田県由利本荘市出戸上野・でとうえの

　　０１５-０８３７・秋田県由利本荘市出戸町（赤沼下道）・でとまち(あかぬましたみち)

　　０１５-０８５７・秋田県由利本荘市寺後・てらうしろ

　　０１８-０７３２・秋田県由利本荘市徳沢・とくさわ

　　０１５-００６１・秋田県由利本荘市二十六木・とどろき

　　０１５-００８９・秋田県由利本荘市鳥田目・とりため

　　０１８-０８５３・秋田県由利本荘市長坂・ながさか

　　０１８-０９０１・秋田県由利本荘市中田代・なかたしろ

　　０１８-０７２２・秋田県由利本荘市中館・なかだて

　　０１５-０８０３・秋田県由利本荘市中竪町・なかだてまち

　　０１８-０８４３・秋田県由利本荘市中帳・なかちよう

　　０１８-０８４５・秋田県由利本荘市中俣・なかのまた

　　０１５-０８５１・秋田県由利本荘市中梵天・なかほﾞんてん

　　０１５-０８１７・秋田県由利本荘市中町・なかまち

　　０１５-０８０７・秋田県由利本荘市中横町・なかよこまち

　　０１５-０８６５・秋田県由利本荘市西大鍬町・にしおおくわまち

　　０１５-０８８２・秋田県由利本荘市西小人町・にしこびとまち

　　０１５-０３５２・秋田県由利本荘市西沢・にしさわ

　　０１５-０８５８・秋田県由利本荘市西梵天・にしほﾞんてん

　　０１８-０６０１・秋田県由利本荘市西目町海士剥・にしめまちあまはぎ

　　０１８-０６０２・秋田県由利本荘市西目町出戸・にしめまちでと

　　０１８-０６０３・秋田県由利本荘市西目町西目・にしめまちにしめ

　　０１８-０６０４・秋田県由利本荘市西目町沼田・にしめまちぬまた

　　０１５-０８５５・秋田県由利本荘市二番堰・にはﾞんぜき

　　０１５-０８７７・秋田県由利本荘市濡浜北・ぬれはまきた

　　０１８-０８５４・秋田県由利本荘市及位・のぞき

　　０１５-００５２・秋田県由利本荘市畑谷・はたや

　　０１５-０８３５・秋田県由利本荘市八幡下・はちまんした

　　０１５-００７５・秋田県由利本荘市花畑町・はなはﾞたまち

　　０１８-０９０６・秋田県由利本荘市羽広・はびろ

　　０１５-００３１・秋田県由利本荘市浜三川・はまさんかわ

　　０１５-０８２７・秋田県由利本荘市浜ノ町・はまのまち

　　０１５-０３６２・秋田県由利本荘市東鮎川・ひがしあゆかわ

　　０１５-０３１４・秋田県由利本荘市東中沢・ひがしなかざわ

　　０１５-０８４３・秋田県由利本荘市東梵天・ひがしほﾞんてん

　　０１５-００７６・秋田県由利本荘市東町・ひがしまち

　　０１５-０２１１・秋田県由利本荘市東由利老方・ひがしゆりおいかた

　　０１５-０２０２・秋田県由利本荘市東由利蔵・ひがしゆりくら

　　０１５-０２３１・秋田県由利本荘市東由利黒渕・ひがしゆりくろぶち

　　０１５-０２４１・秋田県由利本荘市東由利宿・ひがしゆりしゆく

　　０１５-０２４２・秋田県由利本荘市東由利杉森・ひがしゆりすぎもり

　　０１５-０２３２・秋田県由利本荘市東由利田代・ひがしゆりたしろ

　　０１５-０２２１・秋田県由利本荘市東由利舘合・ひがしゆりたてあい

　　０１５-０２０１・秋田県由利本荘市東由利法内・ひがしゆりほうない

　　０１５-０８１３・秋田県由利本荘市日役町・ひきじまち

　　０１５-０３５３・秋田県由利本荘市平石・ひらいじ



　　０１８-０８５１・秋田県由利本荘市平岫・ひらぐき

　　０１８-０７２４・秋田県由利本荘市深沢・ふかさわ

　　０１５-００５３・秋田県由利本荘市福山・ふくやま

　　０１５-００４７・秋田県由利本荘市藤崎・ふじさき

　　０１５-００４６・秋田県由利本荘市船岡・ふなおか

　　０１５-０８９０・秋田県由利本荘市船ケ台・ふながだい

　　０１５-０８６３・秋田県由利本荘市不戻沢・ふもどりさわ

　　０１５-０８３９・秋田県由利本荘市古川端・ふるかわはﾞた

　　０１５-０８２４・秋田県由利本荘市古雪町・ふるゆきまち

　　０１５-０８０９・秋田県由利本荘市本荘・ほんじよう

　　０１５-００７７・秋田県由利本荘市本田仲町・ほんたなかまち

　　０１５-０８３８・秋田県由利本荘市梵天谷地・ほﾞんてんやち

　　０１５-０３４１・秋田県由利本荘市前郷・まえごう

　　０１５-０３０４・秋田県由利本荘市曲沢・まがりさわ

　　０１５-０３６３・秋田県由利本荘市町村・まちむら

　　０１５-０８５３・秋田県由利本荘市松街道・まつかいどう

　　０１５-００３２・秋田県由利本荘市松ケ崎・まつがさき

　　０１８-０８５５・秋田県由利本荘市松本・まつもと

　　０１５-００６４・秋田県由利本荘市万願寺・まんがんじ

　　０１５-０８０１・秋田県由利本荘市美倉町・みくらまち

　　０１５-０８８５・秋田県由利本荘市水林・みずはﾞやじ

　　０１５-００６８・秋田県由利本荘市南ノ股・みなみのまた

　　０１５-０３６４・秋田県由利本荘市南福田・みなみふくだ

　　０１５-００４３・秋田県由利本荘市宮内・みやうち

　　０１５-００８２・秋田県由利本荘市宮沢・みやざわ

　　０１５-０３３２・秋田県由利本荘市森子・もりこ

　　０１５-００８８・秋田県由利本荘市柳生・やぎゆう

　　０１５-００４１・秋田県由利本荘市薬師堂・やくしどう

　　０１５-０４１８・秋田県由利本荘市矢島町荒沢・やしままちあらさわ

　　０１５-０４１２・秋田県由利本荘市矢島町川辺・やしままちかわべ

　　０１５-０４１３・秋田県由利本荘市矢島町木在・やしままちきさら

　　０１５-０４１６・秋田県由利本荘市矢島町坂之下・やしままちさかのした

　　０１５-０４１１・秋田県由利本荘市矢島町城内・やしままちじようない

　　０１５-０４１５・秋田県由利本荘市矢島町新荘・やしままちしんじよう

　　０１５-０４１４・秋田県由利本荘市矢島町立石・やしままちたていじ

　　０１５-０４０３・秋田県由利本荘市矢島町舘町・やしままちたてまち

　　０１５-０４０１・秋田県由利本荘市矢島町田中町・やしままちたなかまち

　　０１５-０４０４・秋田県由利本荘市矢島町七日町・やしままちなのかまち

　　０１５-０４１７・秋田県由利本荘市矢島町元町・やしままちもとまち

　　０１５-０４０２・秋田県由利本荘市矢島町矢島町・やしままちやしままち

　　０１５-００７８・秋田県由利本荘市谷地町・やちまち

　　０１５-０２４３・秋田県由利本荘市山内（三ツ方森）・やまうち(みつかたもり)

　　０１５-００９２・秋田県由利本荘市山内（その他）・やまうち(そのた)

　　０１５-００２５・秋田県由利本荘市山田・やまだ

　　０１５-０３３３・秋田県由利本荘市山本・やまもと

　　０１５-００８７・秋田県由利本荘市湯沢・ゆざわ

　　０１５-０３２４・秋田県由利本荘市吉沢・よしざわ

　　０１８-０７２５・秋田県由利本荘市米坂・よねざか

　　０１５-０８１５・秋田県由利本荘市猟師町・りようしまち

　　０１８-１４００・秋田県潟上市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-１５０４・秋田県潟上市飯田川飯塚・いいたがわいいつﾞか

　　０１８-１５０１・秋田県潟上市飯田川金山・いいたがわかねやま

　　０１８-１５０２・秋田県潟上市飯田川下虻川・いいたがわしもあぶかわ

　　０１８-１５０３・秋田県潟上市飯田川和田妹川・いいたがわわだいもかわ

　　０１８-１４０１・秋田県潟上市昭和大久保・しようわおおくほﾞ

　　０１８-１４１２・秋田県潟上市昭和豊川岡井戸・しようわとよかわおかいど

　　０１８-１４１１・秋田県潟上市昭和豊川上虻川・しようわとよかわかみあぶかわ

　　０１８-１４１４・秋田県潟上市昭和豊川槻木・しようわとよかわつきのき

　　０１８-１４１３・秋田県潟上市昭和豊川船橋・しようわとよかわふなはﾞじ

　　０１８-１４１６・秋田県潟上市昭和豊川山田・しようわとよかわやまだ

　　０１８-１４１５・秋田県潟上市昭和豊川竜毛・しようわとよかわりゆうげ

　　０１８-１４０３・秋田県潟上市昭和八丁目・しようわはつちようめ

　　０１８-１４０２・秋田県潟上市昭和乱橋・しようわみだれはﾞじ

　　０１０-０２０２・秋田県潟上市天王大崎・てんのうおおさき

　　０１０-０１０１・秋田県潟上市天王（追分）・てんのう(おいわけ)

　　０１０-０１０１・秋田県潟上市天王（追分西）・てんのう(おいわけにし)

　　０１０-０１０１・秋田県潟上市天王（上北野）・てんのう(かみきたの)

　　０１０-０１０１・秋田県潟上市天王（長沼）・てんのう(ながぬま)

　　０１０-０２０１・秋田県潟上市天王（その他）・てんのう(そのた)

　　０１４-００００・秋田県大仙市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０１４-００１３・秋田県大仙市朝日町・あさひまち

　　０１４-００６７・秋田県大仙市飯田・いいだ

　　０１４-０００４・秋田県大仙市泉町・いずみちよう

　　０１４-０１１２・秋田県大仙市板見内・いたみない

　　０１４-００７３・秋田県大仙市内小友・うちおとも

　　０１９-２２０１・秋田県大仙市円行寺・えんぎようじ

　　０１４-０７１４・秋田県大仙市大神成・おおかんなり

　　０１９-２２０２・秋田県大仙市大沢郷宿・おおさわごうしゆく

　　０１９-２１０３・秋田県大仙市大沢郷寺・おおさわごうてら

　　０１９-１６１６・秋田県大仙市太田町永代・おおたちようえいだい

　　０１９-１６１３・秋田県大仙市太田町太田・おおたちようおおた

　　０１９-１６１５・秋田県大仙市太田町川口・おおたちようかわぐち

　　０１９-１６０５・秋田県大仙市太田町国見・おおたちようくにみ

　　０１９-１６１２・秋田県大仙市太田町小神成・おおたちようこがなり

　　０１９-１６０４・秋田県大仙市太田町駒場・おおたちようこまはﾞ

　　０１９-１６１１・秋田県大仙市太田町斉内・おおたちようさいない

　　０１９-１６０２・秋田県大仙市太田町三本扇・おおたちようさんほﾞんおうぎ

　　０１９-１６０３・秋田県大仙市太田町中里・おおたちようなかさと

　　０１９-１６１４・秋田県大仙市太田町東今泉・おおたちようひがしいまいずみ

　　０１９-１６０１・秋田県大仙市太田町横沢・おおたちようよこさわ

　　０１４-００２２・秋田県大仙市大花町・おおはなちよう

　　０１４-００３１・秋田県大仙市大曲・おおまがり

　　０１４-００５５・秋田県大仙市大曲あけぼの町・おおまがりあけほﾞのちよう

　　０１４-００６８・秋田県大仙市大曲飯田町・おおまがりいいだちよう

　　０１４-００２５・秋田県大仙市大曲大町・おおまがりおおまち

　　０１４-００５４・秋田県大仙市大曲金谷町・おおまがりかなやちよう

　　０１４-００４８・秋田県大仙市大曲上大町・おおまがりかみおおまち

　　０１４-００６２・秋田県大仙市大曲上栄町・おおまがりかみさかえちよう

　　０１４-００５２・秋田県大仙市大曲川原町・おおまがりかわらちよう

　　０１４-００２３・秋田県大仙市大曲黒瀬町・おおまがりくろせちよう

　　０１４-００６１・秋田県大仙市大曲栄町・おおまがりさかえちよう

　　０１４-００１５・秋田県大仙市大曲白金町・おおまがりしろがねちよう

　　０１４-００３４・秋田県大仙市大曲住吉町・おおまがりすみよしちよう

　　０１４-００４７・秋田県大仙市大曲須和町・おおまがりすわちよう

　　０１４-００４６・秋田県大仙市大曲田町・おおまがりたまち

　　０１４-００２７・秋田県大仙市大曲通町・おおまがりとおりまち

　　０１４-００４３・秋田県大仙市大曲戸巻町・おおまがりとまきちよう

　　０１４-００２４・秋田県大仙市大曲中通町・おおまがりなかどおりまち

　　０１４-００５３・秋田県大仙市大曲花園町・おおまがりはなぞのちよう

　　０１４-００５１・秋田県大仙市大曲浜町・おおまがりはまちよう

　　０１４-００６３・秋田県大仙市大曲日の出町・おおまがりひのでちよう

　　０１４-００１４・秋田県大仙市大曲福住町・おおまがりふくずみちよう

　　０１４-００４２・秋田県大仙市大曲福見町・おおまがりふくみちよう

　　０１４-００５７・秋田県大仙市大曲船場町・おおまがりふなはﾞちよう

　　０１４-００４１・秋田県大仙市大曲丸子町・おおまがりまるこちよう

　　０１４-００２６・秋田県大仙市大曲丸の内町・おおまがりまるのうちまち

　　０１４-００５６・秋田県大仙市大曲緑町・おおまがりみどりちよう

　　０１４-００４５・秋田県大仙市大曲若葉町・おおまがりわかはﾞちよう

　　０１４-００７２・秋田県大仙市大曲西根・おおまがりにしね

　　０１９-２３３１・秋田県大仙市大巻・おおまき

　　０１４-００６４・秋田県大仙市小貫高畑・おぬきたかはﾞたけ

　　０１４-１４１３・秋田県大仙市角間川町・かくまがわまち

　　０１９-２３３３・秋田県大仙市金山沢・かねやまさわ

　　０１４-０２０２・秋田県大仙市上鶯野・かみうぐいすの

　　０１９-２１１２・秋田県大仙市刈和野・かりわの

　　０１４-００６６・秋田県大仙市川目・かわのめ

　　０１４-０２０３・秋田県大仙市北長野・きたながの

　　０１９-１７０２・秋田県大仙市北楢岡・きたならおか

　　０１９-２１２１・秋田県大仙市北野目・きたのめ

　　０１９-２３３４・秋田県大仙市木原田・きはらだ

　　０１９-２４１２・秋田県大仙市協和荒川・きようわあらかわ

　　０１９-２５２１・秋田県大仙市協和稲沢・きようわいなざわ

　　０１９-２４１３・秋田県大仙市協和上淀川・きようわかみよどかわ

　　０１９-２４４１・秋田県大仙市協和小種・きようわこたね

　　０１９-２４１１・秋田県大仙市協和境・きようわさかい

　　０１９-２４４２・秋田県大仙市協和下淀川・きようわしもよどかわ

　　０１９-２４４３・秋田県大仙市協和中淀川・きようわなかよどかわ

　　０１９-２４０１・秋田県大仙市協和船岡・きようわふなおか

　　０１９-２４０２・秋田県大仙市協和船沢・きようわふねさわ

　　０１９-２４３１・秋田県大仙市協和峰吉川・きようわみねよしかわ



　　０１９-２３３２・秋田県大仙市九升田・くしようだ

　　０１４-０７１３・秋田県大仙市栗沢・くりさわ

　　０１４-０８０３・秋田県大仙市上野田・こうずけた

　　０１９-２３３５・秋田県大仙市強首・こわくび

　　０１４-００１２・秋田県大仙市幸町・さいわいちよう

　　０１４-００１７・秋田県大仙市佐野町・さのちよう

　　０１４-０２０４・秋田県大仙市清水・しみず

　　０１４-０２０１・秋田県大仙市下鶯野・しもうぐいすの

　　０１４-００６５・秋田県大仙市下深井・しもふかい

　　０１９-２２０４・秋田県大仙市正手沢・しようてざわ

　　０１９-１７０１・秋田県大仙市神宮寺・じんぐうじ

　　０１９-２２０５・秋田県大仙市杉山田・すぎやまだ

　　０１９-２１２２・秋田県大仙市高城・たかじよう

　　０１４-０１０３・秋田県大仙市高関上郷・たかぜきかみごう

　　０１４-０８０５・秋田県大仙市高梨・たかなじ

　　０１９-２１１１・秋田県大仙市土川・つちかわ

　　０１９-２１２３・秋田県大仙市寺館・てらだて

　　０１４-０８０１・秋田県大仙市戸地谷・とちや

　　０１４-００４４・秋田県大仙市戸蒔・とまき

　　０１４-０７１２・秋田県大仙市豊岡・とよおか

　　０１４-０７１１・秋田県大仙市豊川・とよかわ

　　０１４-０２０６・秋田県大仙市長戸呂・ながとろ

　　０１４-０２０７・秋田県大仙市長野・ながの

　　０１９-１９４９・秋田県大仙市南外赤畑・なんがいあかはた

　　０１９-１８６５・秋田県大仙市南外赤平後野・なんがいあかひらうしろの

　　０１９-１８６３・秋田県大仙市南外赤平貝沼・なんがいあかひらかいぬま

　　０１９-１８６４・秋田県大仙市南外赤平大道東・なんがいあかひらだいどうひがじ

　　０１９-１８６６・秋田県大仙市南外赤平台野・なんがいあかひらだいの

　　０１９-１８６８・秋田県大仙市南外赤平平家・なんがいあかひらへいけ

　　０１９-１８５８・秋田県大仙市南外赤平六郎沢・なんがいあかひらろくろうさわ

　　０１９-１９０１・秋田県大仙市南外悪戸野・なんがいあくとの

　　０１９-１８３５・秋田県大仙市南外揚土・なんがいあげつち

　　０１９-１８３４・秋田県大仙市南外揚土山・なんがいあげつちやま

　　０１９-１８７６・秋田県大仙市南外新屋布・なんがいあらやしき

　　０１９-１９１６・秋田県大仙市南外石仏・なんがいいしほﾞとけ

　　０１９-１９４２・秋田県大仙市南外岩倉・なんがいいわくら

　　０１９-１９４５・秋田県大仙市南外岩瀬・なんがいいわせ

　　０１９-１９０８・秋田県大仙市南外上野・なんがいうえの

　　０１９-１９３２・秋田県大仙市南外大黒森・なんがいおおくろもり

　　０１９-１８４２・秋田県大仙市南外大杉・なんがいおおすぎ

　　０１９-１８４３・秋田県大仙市南外大杉二タ又杉・なんがいおおすぎふたまたすぎ

　　０１９-１８４１・秋田県大仙市南外大杉山岸・なんがいおおすぎやまぎじ

　　０１９-１８５２・秋田県大仙市南外太田・なんがいおおた

　　０１９-１８５５・秋田県大仙市南外大畑・なんがいおおはﾞた

　　０１９-１８５７・秋田県大仙市南外大畑潜沢・なんがいおおはﾞたくぐりさわ

　　０１９-１８５６・秋田県大仙市南外大畑深山・なんがいおおはﾞたみやま

　　０１９-１９３５・秋田県大仙市南外大平・なんがいおおひら

　　０１９-１９０５・秋田県大仙市南外大向・なんがいおおむかい

　　０１９-１９６１・秋田県大仙市南外大柳・なんがいおおやなぎ

　　０１９-１８８２・秋田県大仙市南外大和野・なんがいおおわの

　　０１９-１８１２・秋田県大仙市南外沖田・なんがいおきだ

　　０１９-１８７５・秋田県大仙市南外落合・なんがいおちあい

　　０１９-１９０６・秋田県大仙市南外金屋・なんがいかなや

　　０１９-１９５６・秋田県大仙市南外上荒又・なんがいかみあらまた

　　０１９-１９４８・秋田県大仙市南外上釜坂・なんがいかみかまさか

　　０１９-１９０７・秋田県大仙市南外上鎌田・なんがいかみかまた

　　０１９-１８１６・秋田県大仙市南外上木直・なんがいかみきじき

　　０１９-１９２６・秋田県大仙市南外上桑台・なんがいかみくわだい

　　０１９-１９２５・秋田県大仙市南外上巣ノ沢・なんがいかみすのさわ

　　０１９-１８７２・秋田県大仙市南外上中宿・なんがいかみなかしゆく

　　０１９-１９２２・秋田県大仙市南外上中野・なんがいかみなかの

　　０１９-１８０８・秋田県大仙市南外川口・なんがいかわぐち

　　０１９-１８０７・秋田県大仙市南外川口本町・なんがいかわぐちほんちよう

　　０１９-１８１７・秋田県大仙市南外木直沢・なんがいきじきざわ

　　０１９-１８３４・秋田県大仙市南外北田黒瀬・なんがいきただくろせ

　　０１９-１８３２・秋田県大仙市南外北田山田ケ沢・なんがいきただやまだがさわ

　　０１９-１９５１・秋田県大仙市南外黒滝・なんがいくろたき

　　０１９-１９３７・秋田県大仙市南外小荒沢・なんがいこあらさわ

　　０１９-１８４７・秋田県大仙市南外小出・なんがいこいで

　　０１９-１８０２・秋田県大仙市南外小春木沢・なんがいこはるきざわ



　　０１９-１８１３・秋田県大仙市南外猿ケ瀬出野・なんがいさるがせでの

　　０１９-１８５１・秋田県大仙市南外山王台・なんがいさんおうだい

　　０１９-１９５７・秋田県大仙市南外小浪滝・なんがいざんざら

　　０１９-１９３８・秋田県大仙市南外下荒沢・なんがいしもあらさわ

　　０１９-１９５２・秋田県大仙市南外下荒又・なんがいしもあらまた

　　０１９-１９４７・秋田県大仙市南外下釜坂・なんがいしもかまさか

　　０１９-１９０３・秋田県大仙市南外下鎌田・なんがいしもかまた

　　０１９-１８１４・秋田県大仙市南外下木直・なんがいしもきじき

　　０１９-１９３１・秋田県大仙市南外下滝・なんがいしもたき

　　０１９-１９０２・秋田県大仙市南外下袋・なんがいしもぶくろ

　　０１９-１９１５・秋田県大仙市南外下湯ノ又・なんがいしもゆのまた

　　０１９-１９４６・秋田県大仙市南外十二ノ前・なんがいじゆうにのまえ

　　０１９-１８０６・秋田県大仙市南外十二袋・なんがいじゆうにふくろ

　　０１９-１８４８・秋田県大仙市南外鞦田・なんがいしりがいだ

　　０１９-１９０９・秋田県大仙市南外杉橋・なんがいすぎはじ

　　０１９-１９２３・秋田県大仙市南外巣ノ沢・なんがいすのさわ

　　０１９-１９２４・秋田県大仙市南外巣ノ沢石切場・なんがいすのさわいしきりはﾞ

　　０１９-１９５３・秋田県大仙市南外外小友・なんがいそとおとも

　　０１９-１９５５・秋田県大仙市南外外山・なんがいそとやま

　　０１９-１９２８・秋田県大仙市南外滝中田表・なんがいたきなかたおもて

　　０１９-１９３３・秋田県大仙市南外滝ノ沢・なんがいたきのさわ

　　０１９-１９３４・秋田県大仙市南外田尻・なんがいたじり

　　０１９-１８７３・秋田県大仙市南外田中・なんがいたなか

　　０１９-１８２６・秋田県大仙市南外田中田・なんがいたなかた

　　０１９-１８２７・秋田県大仙市南外田中田山根・なんがいたなかたやまね

　　０１９-１８２２・秋田県大仙市南外田屋村・なんがいたやむら

　　０１９-１８３１・秋田県大仙市南外壇ノ平山・なんがいだんのひらやま

　　０１９-１８６１・秋田県大仙市南外寺沢・なんがいてらさわ

　　０１９-１８８８・秋田県大仙市南外土場・なんがいどはﾞ

　　０１９-１９３６・秋田県大仙市南外中荒沢・なんがいなかあらさわ

　　０１９-１９５４・秋田県大仙市南外中荒又・なんがいなかあらまた

　　０１９-１９２７・秋田県大仙市南外中桑台・なんがいなかくわだい

　　０１９-１８７４・秋田県大仙市南外中宿・なんがいなかしゆく

　　０１９-１９２１・秋田県大仙市南外中野・なんがいなかの

　　０１９-１９２９・秋田県大仙市南外中野山・なんがいなかのやま

　　０１９-１９０４・秋田県大仙市南外中袋・なんがいなかぶくろ

　　０１９-１８８７・秋田県大仙市南外中渡・なんがいなかわたり

　　０１９-１８４６・秋田県大仙市南外梨木田・なんがいなしきだ

　　０１９-１８０５・秋田県大仙市南外西板戸・なんがいにしいたど

　　０１９-１８０４・秋田県大仙市南外西野・なんがいにしの

　　０１９-１８８６・秋田県大仙市南外西ノ又・なんがいにしのまた

　　０１９-１９６３・秋田県大仙市南外西ノ又滝ノ沢・なんがいにしのまたたきのさわ

　　０１９-１８７８・秋田県大仙市南外及位・なんがいのぞき

　　０１９-１８８４・秋田県大仙市南外林ノ沢・なんがいはやしのさわ

　　０１９-１９４３・秋田県大仙市南外一ト刎・なんがいひとはね

　　０１９-１８１５・秋田県大仙市南外平形・なんがいひらかた

　　０１９-１８８３・秋田県大仙市南外平沢・なんがいひらさわ

　　０１９-１９１８・秋田県大仙市南外広表・なんがいひろおもて

　　０１９-１８０１・秋田県大仙市南外物渡台・なんがいぶつどだい

　　０１９-１８２５・秋田県大仙市南外坊田・なんがいほﾞうだ

　　０１９-１８０３・秋田県大仙市南外坊田石兀ノ下・なんがいほﾞうだいしはげのした

　　０１９-１８５３・秋田県大仙市南外坊田黒沢・なんがいほﾞうだくろさわ

　　０１９-１９１１・秋田県大仙市南外坊村・なんがいほﾞうむら

　　０１９-１９４１・秋田県大仙市南外松木田・なんがいまつきだ

　　０１９-１９１２・秋田県大仙市南外丸木橋・なんがいまるきはﾞじ

　　０１９-１９３９・秋田県大仙市南外水上沢・なんがいみずかみざわ

　　０１９-１８７７・秋田県大仙市南外水沢・なんがいみずさわ

　　０１９-１８２４・秋田県大仙市南外宮田・なんがいみやた

　　０１９-１９５８・秋田県大仙市南外向ノ沢・なんがいむかいのさわ

　　０１９-１８８１・秋田県大仙市南外葎沢・なんがいむぐらさわ

　　０１９-１８８５・秋田県大仙市南外無尻橋・なんがいむじりはﾞじ

　　０１９-１８１１・秋田県大仙市南外本宿・なんがいもとしゆく

　　０１９-１９１７・秋田県大仙市南外薬師堂・なんがいやくしどう

　　０１９-１８７１・秋田県大仙市南外谷地田・なんがいやちだ

　　０１９-１９１３・秋田県大仙市南外湯神台・なんがいゆがみだい

　　０１９-１９１４・秋田県大仙市南外湯ノ又・なんがいゆのまた

　　０１９-１９４４・秋田県大仙市南外湯元・なんがいゆもと

　　０１９-１９６２・秋田県大仙市南外若林・なんがいわかはﾞやじ

　　０１９-１８６２・秋田県大仙市南外和合・なんがいわごう

　　０１４-０１０４・秋田県大仙市新谷地・にいやじ



　　０１４-０８０４・秋田県大仙市橋本・はしもと

　　０１４-０００１・秋田県大仙市花館・はなだて

　　０１４-０００２・秋田県大仙市花館上町・はなだてかみちよう

　　０１４-０００６・秋田県大仙市花館中町・はなだてなかまち

　　０１４-０００５・秋田県大仙市花館柳町・はなだてやなぎまち

　　０１４-００３２・秋田県大仙市東川・ひがしかわ

　　０１４-００７１・秋田県大仙市蛭川・ひるがわ

　　０１４-０１１４・秋田県大仙市福田・ふくだ

　　０１４-００２１・秋田県大仙市福田町・ふくだちよう

　　０１４-１４１２・秋田県大仙市藤木・ふじき

　　０１４-００１１・秋田県大仙市富士見町・ふじみちよう

　　０１４-０８０２・秋田県大仙市払田・ほつた

　　０１４-０１１３・秋田県大仙市堀見内・ほりみない

　　０１４-０１０１・秋田県大仙市松倉・まつくら

　　０１４-０００３・秋田県大仙市美原町・みはらちよう

　　０１４-０２０５・秋田県大仙市鑓見内・やりみない

　　０１４-０１１１・秋田県大仙市横堀・よこほﾞり

　　０１４-０１０２・秋田県大仙市四ツ屋・よつや

　　０１４-１４１１・秋田県大仙市六郷西根・ろくごうにしね

　　０１４-００１６・秋田県大仙市若竹町・わかたけちよう

　　０１４-００３３・秋田県大仙市和合・わごう

　　０１８-３３００・秋田県北秋田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-３３１３・秋田県北秋田市旭町・あさひちよう

　　０１８-４６２１・秋田県北秋田市阿仁荒瀬・あにあらせ

　　０１８-４６２３・秋田県北秋田市阿仁荒瀬川櫃畑・あにあらせがわひつはた

　　０１８-４７３１・秋田県北秋田市阿仁打当・あにうつとう

　　０１８-４７４３・秋田県北秋田市阿仁笑内・あにおかしない

　　０１８-４６２４・秋田県北秋田市阿仁鍵ノ滝・あにかぎのたき

　　０１８-４７４５・秋田県北秋田市阿仁萱草・あにかやくさ

　　０１８-４６１３・秋田県北秋田市阿仁銀山・あにぎんざん

　　０１８-４７４１・秋田県北秋田市阿仁幸屋・あにこうや

　　０１８-４７４２・秋田県北秋田市阿仁幸屋渡・あにこうやわたり

　　０１８-４６０３・秋田県北秋田市阿仁小様・あにこざま

　　０１８-４６２２・秋田県北秋田市阿仁小沢鉱山・あにこさわこうざん

　　０１８-４６０２・秋田県北秋田市阿仁小渕・あにこぶち

　　０１８-４６０４・秋田県北秋田市阿仁三枚鉱山・あにさんまいこうざん

　　０１８-４７３３・秋田県北秋田市阿仁戸鳥内・あにととりない

　　０１８-４７３４・秋田県北秋田市阿仁長畑・あにながはたけ

　　０１８-４７３２・秋田県北秋田市阿仁中村・あになかむら

　　０１８-４７４４・秋田県北秋田市阿仁根子・あにねつこ

　　０１８-４７３５・秋田県北秋田市阿仁比立内・あにひたちない

　　０１８-４７４６・秋田県北秋田市阿仁伏影・あにふしかげ

　　０１８-４５１５・秋田県北秋田市阿仁前田・あにまえだ

　　０１８-４６１２・秋田県北秋田市阿仁真木沢鉱山・あにまぎさわこうざん

　　０１８-４６１１・秋田県北秋田市阿仁水無・あにみずなじ

　　０１８-４６０１・秋田県北秋田市阿仁吉田・あによしだ

　　０１８-３３１４・秋田県北秋田市伊勢町・いせちよう

　　０１８-３３４３・秋田県北秋田市今泉・いまいずみ

　　０１８-４３０２・秋田県北秋田市浦田・うらた

　　０１８-３３２４・秋田県北秋田市大町・おおまち

　　０１８-４５１６・秋田県北秋田市桂瀬・かつらせ

　　０１８-４２５１・秋田県北秋田市鎌沢・かまのさわ

　　０１８-４２３１・秋田県北秋田市上杉・かみすぎ

　　０１８-４２１１・秋田県北秋田市川井・かわい

　　０１８-４２０３・秋田県北秋田市木戸石・きどいじ

　　０１８-３３４１・秋田県北秋田市黒沢・くろさわ

　　０１８-４５１３・秋田県北秋田市小又・こまた

　　０１８-４５１４・秋田県北秋田市五味堀・ごみほり

　　０１８-３４５１・秋田県北秋田市小森・こもり

　　０１８-４２７３・秋田県北秋田市根田・こんだ

　　０１８-３３１１・秋田県北秋田市材木町・ざいもくちよう

　　０１８-３３０２・秋田県北秋田市栄・さかえ

　　０１８-４２２１・秋田県北秋田市下杉・しもすぎ

　　０１８-３３２２・秋田県北秋田市住吉町・すみよしちよう

　　０１８-４２８２・秋田県北秋田市李岱・すももだい

　　０１８-４２６１・秋田県北秋田市芹沢・せりさわ

　　０１８-３３３２・秋田県北秋田市鷹巣（平崎上岱）・たかのす(ひらさきかみたい)

　　０１８-３３３１・秋田県北秋田市鷹巣（その他）・たかのす(そのた)

　　０１８-３３０１・秋田県北秋田市綴子・つつﾞれこ

　　０１８-４２４１・秋田県北秋田市道城・どうじよう



　　０１８-３４５３・秋田県北秋田市中屋敷・なかやしき

　　０１８-３４５２・秋田県北秋田市七日市・なぬかいち

　　０１８-４２７２・秋田県北秋田市新田目・にいだめ

　　０１８-４５１２・秋田県北秋田市根森田・ねもりた

　　０１８-４２０２・秋田県北秋田市八幡岱新田・はちまんたいしんでん

　　０１８-３３１２・秋田県北秋田市花園町・はなぞのちよう

　　０１８-４２８１・秋田県北秋田市羽根山・はねやま

　　０１８-３３１６・秋田県北秋田市東横町・ひがしよこまち

　　０１８-４２７１・秋田県北秋田市福田・ふくだ

　　０１８-３３３３・秋田県北秋田市坊沢・ほﾞうざわ

　　０１８-４３０３・秋田県北秋田市本城・ほんじよう

　　０１８-３３４２・秋田県北秋田市前山・まえやま

　　０１８-４２０１・秋田県北秋田市増沢・ますざわ

　　０１８-３３２１・秋田県北秋田市松葉町・まつはﾞちよう

　　０１８-４２６３・秋田県北秋田市三木田・みつきた

　　０１８-４２６２・秋田県北秋田市三里・みつさと

　　０１８-３３１５・秋田県北秋田市宮前町・みやまえちよう

　　０１８-３３２５・秋田県北秋田市元町・もとまち

　　０１８-４５１１・秋田県北秋田市森吉・もりよじ

　　０１８-４３０１・秋田県北秋田市米内沢・よないざわ

　　０１８-３３２３・秋田県北秋田市米代町・よねしろちよう

　　０１８-３４５４・秋田県北秋田市脇神・わきがみ

　　０１８-０４００・秋田県にかほ市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-０４３１・秋田県にかほ市伊勢居地・いせいじ

　　０１８-０４１１・秋田県にかほ市院内・いんない

　　０１８-０３２２・秋田県にかほ市大竹・おおたけ

　　０１８-０４１２・秋田県にかほ市小国・おぐに

　　０１８-０４２１・秋田県にかほ市釜ケ台・かまがたい

　　０１８-０１２６・秋田県にかほ市象潟町１丁目塩越・きさかたまち１ちようめしおこじ

　　０１８-０１１８・秋田県にかほ市象潟町２丁目塩越・きさかたまち２ちようめしおこじ

　　０１８-０１１９・秋田県にかほ市象潟町３丁目塩越・きさかたまち３ちようめしおこじ

　　０１８-０１１６・秋田県にかほ市象潟町４丁目塩越・きさかたまち４ちようめしおこじ

　　０１８-０１０６・秋田県にかほ市象潟町５丁目塩越・きさかたまち５ちようめしおこじ

　　０１８-０１３５・秋田県にかほ市象潟町洗釜・きさかたまちあらいがま

　　０１８-０１０７・秋田県にかほ市象潟町荒屋下・きさかたまちあらやした

　　０１８-０１０５・秋田県にかほ市象潟町荒屋妻・きさかたまちあらやつﾞま

　　０１８-０１１２・秋田県にかほ市象潟町家の後・きさかたまちいえのうしろ

　　０１８-０１０８・秋田県にかほ市象潟町入湖の澗・きさかたまちいりこのま

　　０１８-０１１５・秋田県にかほ市象潟町後田・きさかたまちうしろだ

　　０１８-０１３６・秋田県にかほ市象潟町大砂川・きさかたまちおおさがわ

　　０１８-０１２１・秋田県にかほ市象潟町大塩越・きさかたまちおおしおこじ

　　０１８-０１４２・秋田県にかほ市象潟町大須郷・きさかたまちおおすごう

　　０１８-０１６２・秋田県にかほ市象潟町大森・きさかたまちおおもり

　　０１８-０１３１・秋田県にかほ市象潟町大谷地・きさかたまちおおやち

　　０１８-０１１４・秋田県にかほ市象潟町沖の田・きさかたまちおきのた

　　０１８-０１４６・秋田県にかほ市象潟町蒲谷地・きさかたまちかはﾞやち

　　０１８-０１０３・秋田県にかほ市象潟町上狐森・きさかたまちかみきつねもり

　　０１８-０１８４・秋田県にかほ市象潟町上小坂・きさかたまちかみこさか

　　０１８-０１８８・秋田県にかほ市象潟町烏島・きさかたまちからすじま

　　０１８-０１４１・秋田県にかほ市象潟町川袋・きさかたまちかわふくろ

　　０１８-０１０９・秋田県にかほ市象潟町冠石下・きさかたまちかんむりいしした

　　０１８-０１２２・秋田県にかほ市象潟町象潟島・きさかたまちきさかたじま

　　０１８-０１０４・秋田県にかほ市象潟町狐森・きさかたまちきつねもり

　　０１８-０１０２・秋田県にかほ市象潟町木戸口・きさかたまちきどぐち

　　０１８-０１４５・秋田県にかほ市象潟町源蔵潟・きさかたまちげんぞうがた

　　０１８-０１８７・秋田県にかほ市象潟町小烏島・きさかたまちこがらすじま

　　０１８-０１７２・秋田県にかほ市象潟町小才の神・きさかたまちこさいのかみ

　　０１８-０１８３・秋田県にかほ市象潟町小坂・きさかたまちこさか

　　０１８-０１４３・秋田県にかほ市象潟町小砂川・きさかたまちこさがわ

　　０１８-０１５３・秋田県にかほ市象潟町小滝・きさかたまちこだき

　　０１８-０１５８・秋田県にかほ市象潟町琴和喜・きさかたまちことわき

　　０１８-０１２９・秋田県にかほ市象潟町才の神・きさかたまちさいのかみ

　　０１８-０１７５・秋田県にかほ市象潟町坂の下・きさかたまちさかのした

　　０１８-０１４８・秋田県にかほ市象潟町下浜山・きさかたまちしもはまやま

　　０１８-０１８１・秋田県にかほ市象潟町白山堂・きさかたまちしらやまどう

　　０１８-０１３３・秋田県にかほ市象潟町関・きさかたまちせき

　　０１８-０１６１・秋田県にかほ市象潟町大飯郷・きさかたまちだいはんごう

　　０１８-０１５６・秋田県にかほ市象潟町大門先・きさかたまちだいもんざき

　　０１８-０１６６・秋田県にかほ市象潟町高田・きさかたまちたかだ

　　０１８-０１５７・秋田県にかほ市象潟町鷹放・きさかたまちたかはなじ



　　０１８-０１４７・秋田県にかほ市象潟町立石・きさかたまちたていじ

　　０１８-０１６５・秋田県にかほ市象潟町狸森・きさかたまちたぬきもり

　　０１８-０１６７・秋田県にかほ市象潟町田の神・きさかたまちたのかみ

　　０１８-０１２８・秋田県にかほ市象潟町太郎島・きさかたまちたろうじま

　　０１８-０１７１・秋田県にかほ市象潟町続島・きさかたまちつつﾞきじま

　　０１８-０１３２・秋田県にかほ市象潟町鳥の海・きさかたまちとりのうみ

　　０１８-０１６３・秋田県にかほ市象潟町長岡・きさかたまちながおか

　　０１８-０１２７・秋田県にかほ市象潟町中橋町・きさかたまちなかはﾞしまち

　　０１８-０１４４・秋田県にかほ市象潟町中谷地・きさかたまちなかやち

　　０１８-０１５４・秋田県にかほ市象潟町二階谷地・きさかたまちにかいやち

　　０１８-０１３４・秋田県にかほ市象潟町西中野沢・きさかたまちにしなかのさわ

　　０１８-０１２５・秋田県にかほ市象潟町二の丸・きさかたまちにのまる

　　０１８-０１２４・秋田県にかほ市象潟町入道島・きさかたまちにゆうどうじま

　　０１８-０１８６・秋田県にかほ市象潟町能因島・きさかたまちのういんじま

　　０１８-０１１３・秋田県にかほ市象潟町浜の田・きさかたまちはまのた

　　０１８-０１１７・秋田県にかほ市象潟町浜畑・きさかたまちはまはた

　　０１８-０１０１・秋田県にかほ市象潟町浜山・きさかたまちはまやま

　　０１８-０１７４・秋田県にかほ市象潟町林の下・きさかたまちはやしのした

　　０１８-０１８２・秋田県にかほ市象潟町不動沢・きさかたまちふどうさわ

　　０１８-０１１１・秋田県にかほ市象潟町武道島・きさかたまちぶどうじま

　　０１８-０１５５・秋田県にかほ市象潟町弁天島・きさかたまちべんてんじま

　　０１８-０１５２・秋田県にかほ市象潟町本郷・きさかたまちほんごう

　　０１８-０１６４・秋田県にかほ市象潟町丸山・きさかたまちまるやま

　　０１８-０１２３・秋田県にかほ市象潟町妙見下・きさかたまちみようけんした

　　０１８-０１８５・秋田県にかほ市象潟町屋敷田・きさかたまちやしきだ

　　０１８-０１５１・秋田県にかほ市象潟町横岡・きさかたまちよこおか

　　０１８-０１７６・秋田県にかほ市象潟町横山・きさかたまちよこやま

　　０１８-０１７３・秋田県にかほ市象潟町四隅池・きさかたまちよすみいけ

　　０１８-０３０２・秋田県にかほ市黒川・くろかわ

　　０１８-０３１１・秋田県にかほ市金浦・このうら

　　０１８-０４０４・秋田県にかほ市芹田・せりだ

　　０１８-０４１４・秋田県にかほ市田抓・たつﾞかみ

　　０１８-０４３４・秋田県にかほ市寺田・てらだ

　　０１８-０４２２・秋田県にかほ市冬師・とうじ

　　０１８-０３０１・秋田県にかほ市飛・とび

　　０１８-０４３５・秋田県にかほ市中三地・なかさんち

　　０１８-０４３３・秋田県にかほ市畑・はた

　　０１８-０４１３・秋田県にかほ市馬場・はﾞはﾞ

　　０１８-０４３６・秋田県にかほ市樋目野・ひめの

　　０１８-０４０２・秋田県にかほ市平沢・ひらさわ

　　０１８-０３２１・秋田県にかほ市前川・まえかわ

　　０１８-０４３２・秋田県にかほ市水沢・みずさわ

　　０１８-０４０３・秋田県にかほ市三森・みつもり

　　０１８-０４０１・秋田県にかほ市両前寺・りようぜんじ

　　０１４-０３００・秋田県仙北市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１４-０３７３・秋田県仙北市角館町岩瀬・かくのだてまちいわせ

　　０１４-０３７５・秋田県仙北市角館町岩瀬下タ野・かくのだてまちいわせしたの

　　０１４-０３１６・秋田県仙北市角館町岩瀬町・かくのだてまちいわせまち

　　０１４-０３７４・秋田県仙北市角館町上野・かくのだてまちうわの

　　０１４-０３３６・秋田県仙北市角館町裏町・かくのだてまちうらまち

　　０１４-０３６４・秋田県仙北市角館町大中嶋・かくのだてまちおおなかじま

　　０１４-０３７１・秋田県仙北市角館町大風呂・かくのだてまちおおふろ

　　０１４-０３４７・秋田県仙北市角館町小勝田・かくのだてまちおがた

　　０１４-０３３２・秋田県仙北市角館町歩行町・かくのだてまちおかちまち

　　０１４-０３３４・秋田県仙北市角館町表町上丁・かくのだてまちおもてまちかみちよう

　　０１４-０３３１・秋田県仙北市角館町表町下丁・かくのだてまちおもてまちしもちよう

　　０１４-０３６７・秋田県仙北市角館町勝楽・かくのだてまちかつらく

　　０１４-０３６２・秋田県仙北市角館町金山下・かくのだてまちかなやました

　　０１４-０３２７・秋田県仙北市角館町上新町・かくのだてまちかみしんまち

　　０１４-０３６９・秋田県仙北市角館町上菅沢・かくのだてまちかみすがざわ

　　０１４-０３４６・秋田県仙北市角館町川原・かくのだてまちかわら

　　０１４-０３３３・秋田県仙北市角館町川原町・かくのだてまちかわらまち

　　０１４-０３５８・秋田県仙北市角館町川原町後・かくのだてまちかわらまちうしろ

　　０１４-０３５９・秋田県仙北市角館町北野・かくのだてまちきたの

　　０１４-０３４１・秋田県仙北市角館町雲然・かくのだてまちくもしかり

　　０１４-０３７２・秋田県仙北市角館町小館・かくのだてまちこだて

　　０１４-０３２４・秋田県仙北市角館町小人町・かくのだてまちこびとまち

　　０１４-０３６３・秋田県仙北市角館町下川原・かくのだてまちしたがわら

　　０１４-０３１３・秋田県仙北市角館町下岩瀬町・かくのだてまちしもいわせまち

　　０１４-０３１５・秋田県仙北市角館町下新町・かくのだてまちしもしんまち



　　０１４-０３６６・秋田県仙北市角館町下菅沢・かくのだてまちしもすがざわ

　　０１４-０３１７・秋田県仙北市角館町下中町・かくのだてまちしもなかまち

　　０１４-０３４３・秋田県仙北市角館町下延・かくのだてまちしものぶ

　　０１４-０３０２・秋田県仙北市角館町白岩・かくのだてまちしらいわ

　　０１４-０３６５・秋田県仙北市角館町菅沢・かくのだてまちすがざわ

　　０１４-０３０３・秋田県仙北市角館町薗田・かくのだてまちそのだ

　　０１４-０３２８・秋田県仙北市角館町竹原町・かくのだてまちたけわらまち

　　０１４-０３１１・秋田県仙北市角館町田町上丁・かくのだてまちたまちかみちよう

　　０１４-０３１２・秋田県仙北市角館町田町下丁・かくのだてまちたまちしもちよう

　　０１４-０３５２・秋田県仙北市角館町外ノ山・かくのだてまちとのやま

　　０１４-０３５５・秋田県仙北市角館町外ノ山官有地・かくのだてまちとのやまかんゆうち

　　０１４-０３６１・秋田県仙北市角館町鳥木沢・かくのだてまちとりきざわ

　　０１４-０３６８・秋田県仙北市角館町中菅沢・かくのだてまちなかすがざわ

　　０１４-０３１８・秋田県仙北市角館町中町・かくのだてまちなかまち

　　０１４-０３２２・秋田県仙北市角館町七日町・かくのだてまちなのかまち

　　０１４-０３２１・秋田県仙北市角館町西勝楽町・かくのだてまちにしかつらくまち

　　０１４-０３７９・秋田県仙北市角館町西北野・かくのだてまちにしきたの

　　０１４-０３７６・秋田県仙北市角館町西下タ野・かくのだてまちにししたの

　　０１４-０３５３・秋田県仙北市角館町西菅沢・かくのだてまちにしすがざわ

　　０１４-０３７７・秋田県仙北市角館町西田・かくのだてまちにした

　　０１４-０３４４・秋田県仙北市角館町西長野・かくのだてまちにしながの

　　０１４-０３７８・秋田県仙北市角館町西野川原・かくのだてまちにしのかわら

　　０１４-０３４２・秋田県仙北市角館町八割・かくのだてまちはちわり

　　０１４-０３５６・秋田県仙北市角館町花場・かくのだてまちはなはﾞ

　　０１４-０３５７・秋田県仙北市角館町花場下・かくのだてまちはなはﾞした

　　０１４-０３２５・秋田県仙北市角館町東勝楽丁・かくのだてまちひがしかつらくちよう

　　０１４-０３０１・秋田県仙北市角館町広久内・かくのだてまちひろくない

　　０１４-０３３７・秋田県仙北市角館町古城・かくのだてまちふるしろ

　　０１４-０３５１・秋田県仙北市角館町古城山・かくのだてまちふるしろやま

　　０１４-０３３５・秋田県仙北市角館町細越町・かくのだてまちほそごえまち

　　０１４-０３５４・秋田県仙北市角館町水ノ目沢・かくのだてまちみずのめさわ

　　０１４-０３２６・秋田県仙北市角館町山根町・かくのだてまちやまねまち

　　０１４-０３４５・秋田県仙北市角館町山谷川崎・かくのだてまちやまやかわさき

　　０１４-０３２３・秋田県仙北市角館町横町・かくのだてまちよこまち

　　０１４-１１１２・秋田県仙北市田沢湖梅沢・たざわこうめざわ

　　０１４-１１１１・秋田県仙北市田沢湖岡崎・たざわこおかざき

　　０１４-１２０１・秋田県仙北市田沢湖生保内・たざわこおほﾞない

　　０１４-１１１６・秋田県仙北市田沢湖角館東前郷・たざわこかくのだてひがしまえごう

　　０１４-１２０３・秋田県仙北市田沢湖潟・たざわこかた

　　０１４-１１１５・秋田県仙北市田沢湖小松・たざわここまつ

　　０１４-１２０２・秋田県仙北市田沢湖刺巻・たざわこさしまき

　　０１４-１１１４・秋田県仙北市田沢湖神代・たざわこじんだい

　　０１４-１１１３・秋田県仙北市田沢湖卒田・たざわこそつだ

　　０１４-１２０４・秋田県仙北市田沢湖田沢・たざわこたざわ

　　０１４-１２０５・秋田県仙北市田沢湖玉川・たざわこたまがわ

　　０１４-０５１５・秋田県仙北市西木町門屋・にしきちようかどや

　　０１４-０５１２・秋田県仙北市西木町上荒井・にしきちようかみあらい

　　０１４-０６０１・秋田県仙北市西木町上桧木内・にしきちようかみひのきない

　　０１４-０５１３・秋田県仙北市西木町小渕野・にしきちようこぶちの

　　０１４-０５１６・秋田県仙北市西木町小山田・にしきちようこやまだ

　　０１４-０５１１・秋田県仙北市西木町西明寺・にしきちようさいみようじ

　　０１４-０５１４・秋田県仙北市西木町西荒井・にしきちようにしあらい

　　０１４-０６０２・秋田県仙北市西木町桧木内・にしきちようひのきない

　　０１７-０２００・秋田県鹿角郡小坂町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１７-０２０４・秋田県鹿角郡小坂町荒谷・あらや

　　０１７-０２０３・秋田県鹿角郡小坂町上向・うわむき

　　０１７-０２０１・秋田県鹿角郡小坂町小坂・こさか

　　０１７-０２０２・秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山・こさかこうざん

　　０１７-０２０５・秋田県鹿角郡小坂町大地・だいち

　　０１８-５５１１・秋田県鹿角郡小坂町十和田湖・とわだこ

　　０１８-４４００・秋田県北秋田郡上小阿仁村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-４４３１・"秋田県北秋田郡上小阿仁村, 大林"・おおはﾞやじ

　　０１８-４４０１・秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面・ おきたおもて

　　０１８-４４２１・秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田・ こさわだ

　　０１８-４４１２・秋田県北秋田郡上小阿仁村五反沢・ ごたんざわ

　　０１８-４４１３・秋田県北秋田郡上小阿仁村杉花・ すぎはな

　　０１８-４４２２・秋田県北秋田郡上小阿仁村堂川・ どうがわ

　　０１８-４４１１・秋田県北秋田郡上小阿仁村福舘・ ふくだて

　　０１８-４４２３・秋田県北秋田郡上小阿仁村仏社・ ぶつしや

　　０１８-４４３２・秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢・ みなみざわ



　　０１８-３２００・秋田県山本郡藤里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-３２０３・秋田県山本郡藤里町大沢・おおさわ

　　０１８-３２０５・秋田県山本郡藤里町粕毛・かすげ

　　０１８-３２０２・秋田県山本郡藤里町太良・だいら

　　０１８-３２０１・秋田県山本郡藤里町藤琴・ふじこと

　　０１８-３２０４・秋田県山本郡藤里町矢坂・やさか

　　０１８-２４００・秋田県山本郡三種町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-２４０５・秋田県山本郡三種町芦崎・あしざき

　　０１８-２１０２・秋田県山本郡三種町天瀬川・あませがわ

　　０１８-２４０１・秋田県山本郡三種町鵜川・うかわ

　　０１８-２４０６・秋田県山本郡三種町大口・おおくち

　　０１８-２１０４・秋田県山本郡三種町鹿渡・かど

　　０１８-２１０１・秋田県山本郡三種町上岩川・かみいわかわ

　　０１８-２４０２・秋田県山本郡三種町川尻・かわしり

　　０１８-２４０３・秋田県山本郡三種町久米岡新田・くめおかしんでん

　　０１８-２１０３・秋田県山本郡三種町鯉川・こいかわ

　　０１８-２３０１・秋田県山本郡三種町志戸橋・しとはﾞじ

　　０１８-２３０２・秋田県山本郡三種町下岩川・しもいわかわ

　　０１８-２３０５・秋田県山本郡三種町外岡・そとおか

　　０１８-２４０４・秋田県山本郡三種町富岡新田・とみおかしんでん

　　０１８-２３０４・秋田県山本郡三種町豊岡金田・とよおかきんでん

　　０１８-２４０７・秋田県山本郡三種町浜田・はまだ

　　０１８-２３０３・秋田県山本郡三種町森岳・もりたけ

　　０１８-２５００・秋田県山本郡八峰町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-２６３７・秋田県山本郡八峰町八森家の後・はちもりいえのうしろ

　　０１８-２６４３・秋田県山本郡八峰町八森家の上・はちもりいえのかみ

　　０１８-２６２２・秋田県山本郡八峰町八森家の向・はちもりいえのむかい

　　０１８-２６１５・秋田県山本郡八峰町八森伊勢鉢台・はちもりいせはﾞちだい

　　０１８-２６７６・秋田県山本郡八峰町八森磯村・はちもりいそむら

　　０１８-２６１１・秋田県山本郡八峰町八森岩館・はちもりいわだて

　　０１８-２６０５・秋田県山本郡八峰町八森岩館塚の台・はちもりいわだてつかのだい

　　０１８-２６０８・秋田県山本郡八峰町八森岩館向台・はちもりいわだてむかいだい

　　０１８-２６０１・秋田県山本郡八峰町八森乙の水・はちもりおとのみず

　　０１８-２６７５・秋田県山本郡八峰町八森篭田・はちもりかごた

　　０１８-２６０９・秋田県山本郡八峰町八森門の沢・はちもりかどのさわ

　　０１８-２６４７・秋田県山本郡八峰町八森鹿の浦・はちもりかのうら

　　０１８-２６０６・秋田県山本郡八峰町八森釜の上・はちもりかまのうえ

　　０１８-２６７４・秋田県山本郡八峰町八森上家後・はちもりかみいえうしろ

　　０１８-２６３６・秋田県山本郡八峰町八森上嘉治助台・はちもりかみかじすけだい

　　０１８-２６１８・秋田県山本郡八峰町八森木戸の沢・はちもりきどのさわ

　　０１８-２６５３・秋田県山本郡八峰町八森倉の沢・はちもりくらのさわ

　　０１８-２６１４・秋田県山本郡八峰町八森小入川家の上・はちもりこいりかわいえのかみ

　　０１８-２６１３・秋田県山本郡八峰町八森鉱山・はちもりこうざん

　　０１８-２６１７・秋田県山本郡八峰町八森御所の台・はちもりごしよのだい

　　０１８-２６３１・秋田県山本郡八峰町八森五輪台下段・はちもりごりんだいげだん

　　０１８-２６３３・秋田県山本郡八峰町八森五輪台上段・はちもりごりんだいじようだん

　　０１８-２６３２・秋田県山本郡八峰町八森三十釜・はちもりさんじゆうがま

　　０１８-２６２７・秋田県山本郡八峰町八森山内・はちもりさんない

　　０１８-２６２５・秋田県山本郡八峰町八森山内台・はちもりさんないだい

　　０１８-２６７２・秋田県山本郡八峰町八森下家後・はちもりしもいえうしろ

　　０１８-２６３５・秋田県山本郡八峰町八森下嘉治助台・はちもりしもかじすけだい

　　０１８-２６５１・秋田県山本郡八峰町八森下館下・はちもりしもたてした

　　０１８-２６６２・秋田県山本郡八峰町八森新浜田・はちもりしんはまだ

　　０１８-２６３４・秋田県山本郡八峰町八森滝の上・はちもりたきのうえ

　　０１８-２６２３・秋田県山本郡八峰町八森滝ノ間・はちもりたきのま

　　０１８-２６２８・秋田県山本郡八峰町八森立石・はちもりたていじ

　　０１８-２６０２・秋田県山本郡八峰町八森チゴキ・はちもりちごき

　　０１８-２６２１・秋田県山本郡八峰町八森茶の沢・はちもりちやのさわ

　　０１８-２６４６・秋田県山本郡八峰町八森塚の台・はちもりつかのだい

　　０１８-２６４２・秋田県山本郡八峰町八森椿・はちもりつはﾞき

　　０１８-２６４４・秋田県山本郡八峰町八森椿台・はちもりつはﾞきだい

　　０１８-２６６６・秋田県山本郡八峰町八森寺の後・はちもりてらのうしろ

　　０１８-２６６５・秋田県山本郡八峰町八森寺の後川向・はちもりてらのうしろかわむかい

　　０１８-２６４８・秋田県山本郡八峰町八森泊台・はちもりとまりだい

　　０１８-２６６３・秋田県山本郡八峰町八森樋長・はちもりとよなが

　　０１８-２６７３・秋田県山本郡八峰町八森中家後・はちもりなかいえうしろ

　　０１８-２６１９・秋田県山本郡八峰町八森長坂・はちもりながさか

　　０１８-２６４５・秋田県山本郡八峰町八森中嶋・はちもりなかじま

　　０１８-２６４１・秋田県山本郡八峰町八森中浜・はちもりなかはま

　　０１８-２６１２・秋田県山本郡八峰町八森ノケソリ・はちもりのけそり



　　０１８-２６７８・秋田県山本郡八峰町八森八森・はちもりはちもり

　　０１８-２６６７・秋田県山本郡八峰町八森八森家後・はちもりはちもりいえうしろ

　　０１８-２６７７・秋田県山本郡八峰町八森八森後・はちもりはちもりうしろ

　　０１８-２６６１・秋田県山本郡八峰町八森浜田・はちもりはまだ

　　０１８-２６０７・秋田県山本郡八峰町八森林の沢・はちもりはやしのさわ

　　０１８-２６６４・秋田県山本郡八峰町八森古屋敷・はちもりふるやしき

　　０１８-２６１６・秋田県山本郡八峰町八森三沢・はちもりみさわ

　　０１８-２６３８・秋田県山本郡八峰町八森茂浦・はちもりもうら

　　０１８-２６５５・秋田県山本郡八峰町八森本館・はちもりもとだて

　　０１８-２６５２・秋田県山本郡八峰町八森本館中台・はちもりもとだてなかだい

　　０１８-２６０３・秋田県山本郡八峰町八森物見・はちもりものみ

　　０１８-２６５４・秋田県山本郡八峰町八森諸沢口・はちもりもろさわぐち

　　０１８-２６５６・秋田県山本郡八峰町八森諸沢下脇・はちもりもろさわしもわき

　　０１８-２６７１・秋田県山本郡八峰町八森湯の尻・はちもりゆのしり

　　０１８-２６２６・秋田県山本郡八峰町八森横間・はちもりよこま

　　０１８-２６２４・秋田県山本郡八峰町八森横間台・はちもりよこまだい

　　０１８-２６０４・秋田県山本郡八峰町八森和田表・はちもりわだおもて

　　０１８-２５０４・秋田県山本郡八峰町峰浜石川・みねはまいしかわ

　　０１８-２５０５・秋田県山本郡八峰町峰浜内荒巻・みねはまうちあらまき

　　０１８-２５１１・秋田県山本郡八峰町峰浜高野々・みねはまこうやの

　　０１８-２５０６・秋田県山本郡八峰町峰浜小手萩・みねはまこてはぎ

　　０１８-２５０８・秋田県山本郡八峰町峰浜坂形・みねはまさかがた

　　０１８-２５０７・秋田県山本郡八峰町峰浜田中・みねはまたなか

　　０１８-２５０９・秋田県山本郡八峰町峰浜沼田・みねはまぬまた

　　０１８-２５１２・秋田県山本郡八峰町峰浜畑谷・みねはまはたや

　　０１８-２５０３・秋田県山本郡八峰町峰浜塙・みねはまはなわ

　　０１８-２５０１・秋田県山本郡八峰町峰浜水沢・みねはまみずさわ

　　０１８-２５０２・秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟・みねはまめながた

　　０１８-１７００・秋田県南秋田郡五城目町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-１７０４・秋田県南秋田郡五城目町石田六ケ村堰添・いしだろつかそんせきぞい

　　０１８-１７４３・秋田県南秋田郡五城目町稲荷前・いなりまえ

　　０１８-１８５１・秋田県南秋田郡五城目町内川浅見内・うちかわあさみない

　　０１８-１８５７・秋田県南秋田郡五城目町内川小倉・うちかわおぐら

　　０１８-１８５４・秋田県南秋田郡五城目町内川黒土・うちかわくろつち

　　０１８-１８５２・秋田県南秋田郡五城目町内川湯ノ又・うちかわゆのまた

　　０１８-１７２２・秋田県南秋田郡五城目町鵜ノ木・うのき

　　０１８-１７４１・秋田県南秋田郡五城目町浦大町・うらおおまち

　　０１８-１７４２・秋田県南秋田郡五城目町浦横町・うらよこまち

　　０１８-１７０５・秋田県南秋田郡五城目町上町・うわまち

　　０１８-１７３１・秋田県南秋田郡五城目町大川石崎・おおかわいしざき

　　０１８-１７３４・秋田県南秋田郡五城目町大川大川・おおかわおおかわ

　　０１８-１７３５・秋田県南秋田郡五城目町大川下樋口・おおかわしもとよぐち

　　０１８-１７３２・秋田県南秋田郡五城目町大川西野・おおかわにしの

　　０１８-１７３３・秋田県南秋田郡五城目町大川谷地中・おおかわやちなか

　　０１８-１７２３・秋田県南秋田郡五城目町上樋口・かみひぐち

　　０１８-１７４５・秋田県南秋田郡五城目町川崎・かわさき

　　０１８-１７１２・秋田県南秋田郡五城目町久保・くほﾞ

　　０１８-１７４６・秋田県南秋田郡五城目町小池・こいけ

　　０１８-１７０６・秋田県南秋田郡五城目町下タ町・したまち

　　０１８-１７４４・秋田県南秋田郡五城目町神明前・しんめいまえ

　　０１８-１７０２・秋田県南秋田郡五城目町杉ケ崎・すぎがさき

　　０１８-１７１１・秋田県南秋田郡五城目町高崎・たかさき

　　０１８-１７１４・秋田県南秋田郡五城目町舘越・たてごじ

　　０１８-１７０１・秋田県南秋田郡五城目町兎品沢・とひんざわ

　　０１８-１７２１・秋田県南秋田郡五城目町七倉・ななくら

　　０１８-１７２５・秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目・にしいそのめ

　　０１８-１７４７・秋田県南秋田郡五城目町野田・のだ

　　０１８-１７０３・秋田県南秋田郡五城目町羽黒前・はぐろまえ

　　０１８-１７１３・秋田県南秋田郡五城目町馬場目・はﾞはﾞめ

　　０１８-１７２４・秋田県南秋田郡五城目町東磯ノ目・ひがしいそのめ

　　０１８-１８５６・秋田県南秋田郡五城目町富津内下山内・ふつないしもさんない

　　０１８-１８５５・秋田県南秋田郡五城目町富津内富田・ふつないとみた

　　０１８-１８５３・秋田県南秋田郡五城目町富津内中津又・ふつないなかつまた

　　０１８-１６００・秋田県南秋田郡八郎潟町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-１６２１・秋田県南秋田郡八郎潟町家の後・いえのうしろ

　　０１８-１６１７・秋田県南秋田郡八郎潟町イカリ・いかり

　　０１８-１６０２・秋田県南秋田郡八郎潟町浦大町・うらおおまち

　　０１８-１６１６・秋田県南秋田郡八郎潟町大道・おおみち

　　０１８-１６２７・秋田県南秋田郡八郎潟町押切・おしきり

　　０１８-１６１５・秋田県南秋田郡八郎潟町蒲沼・がまぬま



　　０１８-１６１１・秋田県南秋田郡八郎潟町上沖谷地・かみおきやち

　　０１８-１６１３・秋田県南秋田郡八郎潟町上昼根・かみひるね

　　０１８-１６１８・秋田県南秋田郡八郎潟町川口・かわぐち

　　０１８-１６０５・秋田県南秋田郡八郎潟町川崎・かわさき

　　０１８-１６２５・秋田県南秋田郡八郎潟町久保見・くほﾞみ

　　０１８-１６０３・秋田県南秋田郡八郎潟町小池・こいけ

　　０１８-１６２８・秋田県南秋田郡八郎潟町島ノ内・しまのうち

　　０１８-１６２３・秋田県南秋田郡八郎潟町下川原・しもかわら

　　０１８-１６３５・秋田県南秋田郡八郎潟町洲先・すさき

　　０１８-１６２４・秋田県南秋田郡八郎潟町中久保・なかくほﾞ

　　０１８-１６２９・秋田県南秋田郡八郎潟町中嶋・なかじま

　　０１８-１６１４・秋田県南秋田郡八郎潟町中田・なかだ

　　０１８-１６３３・秋田県南秋田郡八郎潟町中谷地・なかやち

　　０１８-１６３２・秋田県南秋田郡八郎潟町長沼・ながぬま

　　０１８-１６３４・秋田県南秋田郡八郎潟町軒嶋・のきしま

　　０１８-１６０４・秋田県南秋田郡八郎潟町野田・のだ

　　０１８-１６３１・秋田県南秋田郡八郎潟町八幡沼・はちまぬま

　　０１８-１６２２・秋田県南秋田郡八郎潟町一日市・ひといち

　　０１８-１６１２・秋田県南秋田郡八郎潟町昼根下・ひるねした

　　０１８-１６２６・秋田県南秋田郡八郎潟町細川・ほそかわ

　　０１８-１６０１・秋田県南秋田郡八郎潟町真坂・まさか

　　０１８-１６０６・秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋・やしやふくろ

　　０１８-１５００・秋田県南秋田郡井川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１８-１５２５・秋田県南秋田郡井川町赤沢・あかさわ

　　０１８-１５２７・秋田県南秋田郡井川町井内・いない

　　０１８-１５１１・秋田県南秋田郡井川町今戸・いまど

　　０１８-１５１４・秋田県南秋田郡井川町宇治木・うじき

　　０１８-１５２４・秋田県南秋田郡井川町大麦・おおむぎ

　　０１８-１５１２・秋田県南秋田郡井川町北川尻・きたかわしり

　　０１８-１５１３・秋田県南秋田郡井川町黒坪・くろつほﾞ

　　０１８-１５１５・秋田県南秋田郡井川町小竹花・こだけはな

　　０１８-１５２３・秋田県南秋田郡井川町坂本・さかもと

　　０１８-１５２６・秋田県南秋田郡井川町寺沢・てらさわ

　　０１８-１５２８・秋田県南秋田郡井川町葹田・なもみだ

　　０１８-１５２１・秋田県南秋田郡井川町八田大倉・はつたおおくら

　　０１８-１５１６・秋田県南秋田郡井川町浜井川・はまいかわ

　　０１８-１５２２・秋田県南秋田郡井川町保野子・ほのこ

　　０１０-０４００・秋田県南秋田郡大潟村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１０-０４５１・秋田県南秋田郡大潟村大潟・ おおがた

　　０１０-０４５２・秋田県南秋田郡大潟村方上・ かたがみ

　　０１０-０４５３・秋田県南秋田郡大潟村方口・ かたぐち

　　０１０-０４４１・秋田県南秋田郡大潟村北・ きた

　　０１０-０４４３・秋田県南秋田郡大潟村中央・ ちゆうおう

　　０１０-０４５４・秋田県南秋田郡大潟村中野・ なかの

　　０１０-０４４５・"秋田県南秋田郡大潟村, 西"・にじ

　　０１０-０４５５・秋田県南秋田郡大潟村西野・ にしの

　　０１０-０４４２・"秋田県南秋田郡大潟村, 東"・ひがじ

　　０１０-０４５６・秋田県南秋田郡大潟村東野・ ひがしの

　　０１０-０４４４・秋田県南秋田郡大潟村南・ みなみ

　　０１９-１４００・秋田県仙北郡美郷町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１９-１５３３・秋田県仙北郡美郷町安城寺・あんじようじ

　　０１９-１２３４・秋田県仙北郡美郷町飯詰・いいつﾞめ

　　０１９-１３０２・秋田県仙北郡美郷町金沢・かねざわ

　　０１９-１２３５・秋田県仙北郡美郷町金沢西根・かねざわにしね

　　０１９-１５２２・秋田県仙北郡美郷町金沢東根・かねざわひがしね

　　０１９-１２３６・秋田県仙北郡美郷町上深井・かみふかい

　　０１９-１５１１・秋田県仙北郡美郷町黒沢・くろさわ

　　０１９-１５４２・秋田県仙北郡美郷町小荒川・こあらかわ

　　０１９-１２３３・秋田県仙北郡美郷町境田・さかいだ

　　０１９-１２３７・秋田県仙北郡美郷町佐野・さの

　　０１９-１５０２・秋田県仙北郡美郷町千屋・せんや

　　０１９-１５４１・秋田県仙北郡美郷町土崎・つちざき

　　０１９-１２３２・秋田県仙北郡美郷町天神堂・てんじんどう

　　０１９-１５２１・秋田県仙北郡美郷町中野・なかの

　　０１９-１５０１・秋田県仙北郡美郷町浪花・なにわ

　　０１９-１３０１・秋田県仙北郡美郷町野荒町・のあらまち

　　０１９-１４０２・秋田県仙北郡美郷町野中・のなか

　　０１９-１５３１・秋田県仙北郡美郷町畑屋・はたや

　　０１９-１５３２・秋田県仙北郡美郷町羽貫谷地・はぬきやち

　　０１９-１５１２・秋田県仙北郡美郷町本堂城回・ほんどうしろまわり



　　０１９-１２３１・秋田県仙北郡美郷町南町・みなみまち

　　０１９-１４０１・秋田県仙北郡美郷町鑓田・やりだ

　　０１９-１４０４・秋田県仙北郡美郷町六郷・ろくごう

　　０１９-１４０３・秋田県仙北郡美郷町六郷東根・ろくごうひがしね

　　０１２-１１００・秋田県雄勝郡羽後町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１２-１１２４・秋田県雄勝郡羽後町赤袴・あかはﾞかま

　　０１２-１１３６・秋田県雄勝郡羽後町飯沢・いいざわ

　　０１２-１１２１・秋田県雄勝郡羽後町大久保・おおくほﾞ

　　０１２-１１０１・秋田県雄勝郡羽後町大沢・おおさわ

　　０１２-１１３２・秋田県雄勝郡羽後町大戸・おおど

　　０１２-１１２３・秋田県雄勝郡羽後町貝沢・かいざわ

　　０１２-１１２２・秋田県雄勝郡羽後町柏原・かしわはﾞら

　　０１２-１３５３・秋田県雄勝郡羽後町上仙道・かみせんどう

　　０１２-１２４２・秋田県雄勝郡羽後町上到米・かみとうまい

　　０１２-１２４３・秋田県雄勝郡羽後町軽井沢・かるいざわ

　　０１２-１１１３・秋田県雄勝郡羽後町郡山・こおりやま

　　０１２-１１３５・秋田県雄勝郡羽後町鹿内・しかない

　　０１２-１１１１・秋田県雄勝郡羽後町嶋田新田・しまだしんでん

　　０１２-１３５１・秋田県雄勝郡羽後町下仙道・しもせんどう

　　０１２-１１０２・秋田県雄勝郡羽後町新町・しんまち

　　０１２-１１２６・秋田県雄勝郡羽後町杉宮・すぎのみや

　　０１２-１１１６・秋田県雄勝郡羽後町高尾田・たこうだ

　　０１２-１１３４・秋田県雄勝郡羽後町田沢・たざわ

　　０１２-１２４１・秋田県雄勝郡羽後町田代・たしろ

　　０１２-１１１５・秋田県雄勝郡羽後町足田・たらだ

　　０１２-１１３３・秋田県雄勝郡羽後町床舞・とこまい

　　０１２-１３５２・秋田県雄勝郡羽後町中仙道・なかせんどう

　　０１２-１１３１・秋田県雄勝郡羽後町西馬音内・にしもない

　　０１２-１１３７・秋田県雄勝郡羽後町西馬音内堀回・にしもないほりまわり

　　０１２-１１１４・秋田県雄勝郡羽後町糠塚・ぬかつﾞか

　　０１２-１１２５・秋田県雄勝郡羽後町野中・のなか

　　０１２-１１０３・秋田県雄勝郡羽後町林崎・はやしざき

　　０１２-１１０６・秋田県雄勝郡羽後町払体・ほつたい

　　０１２-１１０４・秋田県雄勝郡羽後町堀内・ほりうち

　　０１２-１１０５・秋田県雄勝郡羽後町水沢・みずさわ

　　０１２-１１１２・秋田県雄勝郡羽後町睦合・むつあい

　　０１９-０８００・秋田県雄勝郡東成瀬村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０１９-０８０２・秋田県雄勝郡東成瀬村岩井川・ いわいかわ

　　０１９-０８０１・秋田県雄勝郡東成瀬村田子内・ たごない

　　０１９-０８０３・秋田県雄勝郡東成瀬村椿川・ つはﾞきかわ

　　０３８-００００・青森県青森市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３０-０８４６・青森県青森市青葉・あおはﾞ

　　０３０-０８１１・青森県青森市青柳・あおやぎ

　　０３０-０９５６・青森県青森市赤坂・あかさか

　　０３０-０８５１・青森県青森市旭町・あさひちよう

　　０３９-３５０１・青森県青森市浅虫・あさむじ

　　０３８-００５６・青森県青森市飛鳥・あすか

　　０３８-００５９・青森県青森市油川・あぶらかわ

　　０３０-０１１１・青森県青森市荒川・あらかわ

　　０３８-０００３・青森県青森市石江・いしえ

　　０３０-０９２２・青森県青森市泉野・いずみの

　　０３８-００４３・青森県青森市岩渡・いわたり

　　０３０-０１３６・青森県青森市牛館・うしたて

　　０３０-１２６２・青森県青森市後潟・うしろがた

　　０３０-０９３２・青森県青森市後萢・うしろやち

　　０３８-００５１・青森県青森市内真部・うちまんへﾟ

　　０３０-０８４２・青森県青森市浦町・うらまち

　　０３０-０１４１・青森県青森市上野・うわの

　　０３０-０１５５・青森県青森市大谷・おおたに

　　０３０-０８５２・青森県青森市大野・おおの

　　０３０-０１４４・青森県青森市大別内・おおべつない

　　０３０-０１２３・青森県青森市大矢沢・おおやさわ

　　０３０-０９１４・青森県青森市岡造道・おかつくりみち

　　０３８-００４１・青森県青森市岡町・おかまち

　　０３８-０００２・青森県青森市沖館・おきだて

　　０３８-００５４・青森県青森市奥内・おくない

　　０３０-０８４１・青森県青森市奥野・おくの

　　０３０-０１４３・青森県青森市小畑沢・おはﾞたけざわ

　　０３０-０１３７・青森県青森市卸町・おろしまち

　　０３０-０８２１・青森県青森市勝田・かつた



　　０３０-０９０２・青森県青森市合浦・がつほﾟ

　　０３０-０８４４・青森県青森市桂木・かつらぎ

　　０３０-０８５３・青森県青森市金沢・かなざわ

　　０３０-０１４５・青森県青森市金浜・かねはま

　　０３０-０８５５・青森県青森市北金沢・きたかなざわ

　　０３９-３５０２・青森県青森市久栗坂・くぐりざか

　　０３８-００１３・青森県青森市久須志・くすじ

　　０３０-０９３５・青森県青森市桑原・くわはﾞら

　　０３０-０９１８・青森県青森市けやき・けやき

　　０３０-０１３４・青森県青森市合子沢・ごうしざわ

　　０３０-０９４３・青森県青森市幸畑・こうはﾞた

　　０３０-０１５３・青森県青森市小館・こだて

　　０３０-１２７２・青森県青森市小橋・こはﾞじ

　　０３０-０９５４・青森県青森市駒込（月見野）・こまごめ(つきみの)

　　０３０-０９５３・青森県青森市駒込（蛍沢）・こまごめ(ほたるざわ)

　　０３０-０９５５・青森県青森市駒込（その他）・こまごめ(そのた)

　　０３０-０９１５・青森県青森市小柳・こやなぎ

　　０３０-０９０３・青森県青森市栄町・さかえまち

　　０３０-０９４５・青森県青森市桜川・さくらがわ

　　０３８-００３２・青森県青森市里見・さとみ

　　０３０-０９４２・青森県青森市沢山・さわやま

　　０３８-００３１・青森県青森市三内・さんない

　　０３９-３５０６・青森県青森市三本木・さんほﾞんぎ

　　０３０-１２６１・青森県青森市四戸橋・しとはﾞじ

　　０３８-００１１・青森県青森市篠田・しのだ

　　０３８-００５２・青森県青森市清水・しみず

　　０３０-０９４１・青森県青森市自由ケ丘・じゆうがおか

　　０３８-００４２・青森県青森市新城・しんじよう

　　０３０-０８０１・青森県青森市新町・しんまち

　　０３０-０１３５・青森県青森市新町野・しんまちの

　　０３０-０９３３・青森県青森市諏訪沢・すわのさわ

　　０３８-００５５・青森県青森市瀬戸子・せとじ

　　０３８-００１５・青森県青森市千刈・せんがり

　　０３０-０８５４・青森県青森市千富町・せんとみちよう

　　０３０-０１１３・青森県青森市第二問屋町・だいにとんやまち

　　０３０-０９３１・青森県青森市平新田・たいらしんでん

　　０３０-０１５１・青森県青森市高田・たかだ

　　０３０-０９２４・青森県青森市滝沢（下川原１９０－１）・たきさわ(しもかわら１９０-１)

　　０３９-３５２４・青森県青森市滝沢（その他）・たきさわ(そのた)

　　０３０-０１２４・青森県青森市田茂木野・たもぎの

　　０３０-０９１６・青森県青森市田屋敷・たやしき

　　０３０-０９０４・青森県青森市茶屋町・ちややまち

　　０３０-０８２２・青森県青森市中央・ちゆうおう

　　０３０-０９２５・青森県青森市築木館・つきのきだて

　　０３０-０９５８・青森県青森市月見野・つきみの

　　０３０-０９６２・青森県青森市佃・つくだ

　　０３０-０９１１・青森県青森市造道・つくりみち

　　０３０-０９４４・青森県青森市筒井・つつい

　　０３０-０８１２・青森県青森市堤町・つつみまち

　　０３８-００４５・青森県青森市鶴ケ坂・つるがさか

　　０３８-００４６・青森県青森市戸門・とかど

　　０３０-０９３４・青森県青森市戸崎・とざき

　　０３８-０００４・青森県青森市富田・とみた

　　０３０-０９５２・青森県青森市戸山（赤坂）・とやま(あかさか)

　　０３０-０９５１・青森県青森市戸山（その他）・とやま(そのた)

　　０３０-０１３１・青森県青森市問屋町・とんやまち

　　０３０-０８６１・青森県青森市長島・ながしま

　　０３０-０９６３・青森県青森市中佃・なかつくだ

　　０３０-０９６１・青森県青森市浪打・なみうち

　　０３８-１３２１・青森県青森市浪岡相沢・なみおかあいざわ

　　０３８-１３１３・青森県青森市浪岡王余魚沢・なみおかかれいざわ

　　０３８-１３２５・青森県青森市浪岡北中野・なみおかきたなかの

　　０３８-１３２４・青森県青森市浪岡吉内・なみおかきちない

　　０３８-１３４３・青森県青森市浪岡郷山前・なみおかごうさんまえ

　　０３８-１３１２・青森県青森市浪岡五本松・なみおかごほんまつ

　　０３８-１３４５・青森県青森市浪岡下石川・なみおかしもいしかわ

　　０３８-１３３２・青森県青森市浪岡下十川・なみおかしもとがわ

　　０３８-１３４１・青森県青森市浪岡銀・なみおかしろがね

　　０３８-１３０５・青森県青森市浪岡杉沢・なみおかすぎさわ

　　０３８-１３０１・青森県青森市浪岡大釈迦・なみおかだいしやか



　　０３８-１３０４・青森県青森市浪岡高屋敷・なみおかたかやしき

　　０３８-１３４２・青森県青森市浪岡樽沢・なみおかたるさわ

　　０３８-１３０３・青森県青森市浪岡徳才子・なみおかとくさいじ

　　０３８-１３０２・青森県青森市浪岡長沼・なみおかながぬま

　　０３８-１３１１・青森県青森市浪岡浪岡・なみおかなみおか

　　０３８-１３０６・青森県青森市浪岡福田・なみおかふくだ

　　０３８-１３２２・青森県青森市浪岡細野・なみおかほその

　　０３８-１３２３・青森県青森市浪岡本郷・なみおかほんごう

　　０３８-１３３３・青森県青森市浪岡増館・なみおかますだて

　　０３８-１３３１・青森県青森市浪岡女鹿沢・なみおかめがさわ

　　０３８-１３４４・青森県青森市浪岡吉野田・なみおかよしのだ

　　０３８-００２２・青森県青森市浪館・なみだて

　　０３８-００２４・青森県青森市浪館前田・なみだてまえだ

　　０３０-０８５６・青森県青森市西大野・にしおおの

　　０３０-０９４８・青森県青森市虹ケ丘・にじがおか

　　０３８-００１４・青森県青森市西滝・にしたき

　　０３８-００５７・青森県青森市西田沢・にしたざわ

　　０３８-０００１・青森県青森市新田・につた

　　０３０-０１５４・青森県青森市入内・にゆうない

　　０３０-０１４２・青森県青森市野木・のぎ

　　０３０-０１５２・青森県青森市野沢・のざわ

　　０３０-０１２２・青森県青森市野尻・のじり

　　０３９-３５０３・青森県青森市野内・のない

　　０３０-０８２３・青森県青森市橋本・はしもと

　　０３８-００５８・青森県青森市羽白・はじろ

　　０３０-０９６６・青森県青森市花園・はなぞの

　　０３０-０８４３・青森県青森市浜田・はまだ

　　０３０-０９４７・青森県青森市浜館・はまだて

　　０３０-０９１９・青森県青森市はまなす・はまなす

　　０３０-０９２１・青森県青森市原別・はらべつ

　　０３０-０８４７・青森県青森市東大野・ひがしおおの

　　０３０-０９１３・青森県青森市東造道・ひがしつくりみち

　　０３０-１２７３・青森県青森市左堰・ひだりぜき

　　０３０-０８６２・青森県青森市古川・ふるかわ

　　０３０-０９４６・青森県青森市古館・ふるだて

　　０３８-００２３・青森県青森市細越・ほそごえ

　　０３０-０９５７・青森県青森市蛍沢・ほたるざわ

　　０３０-０８０２・青森県青森市本町・ほんちよう

　　０３８-００５３・青森県青森市前田・まえだ

　　０３８-００４４・青森県青森市孫内・まごない

　　０３０-０８１３・青森県青森市松原・まつはﾞら

　　０３０-０９６５・青森県青森市松森・まつもり

　　０３９-３５０７・青森県青森市馬屋尻・まやじり

　　０３０-０８４５・青森県青森市緑・みどり

　　０３０-０９０１・青森県青森市港町・みなとまち

　　０３０-０９６４・青森県青森市南佃・みなみつくだ

　　０３９-３５０５・青森県青森市宮田・みやた

　　０３０-０１２１・青森県青森市妙見・みようけん

　　０３８-０００６・青森県青森市三好・みよじ

　　０３０-０９３７・青森県青森市本泉・もといずみ

　　０３０-０１３３・青森県青森市雲谷・もや

　　０３０-０９１２・青森県青森市八重田・やえだ

　　０３０-０９１７・青森県青森市矢作・やさく

　　０３０-０８０３・青森県青森市安方・やすかた

　　０３８-００２１・青森県青森市安田・やすた

　　０３９-３５０４・青森県青森市矢田・やだ

　　０３０-０９３６・青森県青森市矢田前・やだまえ

　　０３０-０１１２・青森県青森市八ツ役・やつやく

　　０３８-００１２・青森県青森市柳川・やなかわ

　　０３０-０９２３・青森県青森市八幡林・やはたはﾞやじ

　　０３０-０１３２・青森県青森市横内・よこうち

　　０３０-０１２５・青森県青森市四ツ石・よついじ

　　０３０-１２７１・青森県青森市六枚橋・ろくまえはﾞじ

　　０３６-００００・青森県弘前市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３６-１５１６・青森県弘前市藍内・あいない

　　０３６-８２４６・青森県弘前市青樹町・あおきちよう

　　０３８-３６１５・青森県弘前市青女子・あおなご

　　０３６-８０６２・青森県弘前市青山・あおやま

　　０３６-８２７９・青森県弘前市茜町・あかねちよう

　　０３６-８２６４・青森県弘前市悪戸・あくど



　　０３６-８２５２・青森県弘前市旭ケ丘・あさひがおか

　　０３６-１３０２・青森県弘前市愛宕・あたご

　　０３６-８３６４・青森県弘前市新町・あらまち

　　０３６-８１２４・青森県弘前市石川・いしかわ

　　０３６-８３１６・青森県弘前市石渡・いしわたり

　　０３６-８１６４・青森県弘前市泉野・いずみの

　　０３６-８１３４・青森県弘前市一野渡・いちのわたり

　　０３６-８２０１・青森県弘前市一番町・いちはﾞんちよう

　　０３６-１３２５・青森県弘前市一町田・いつちようだ

　　０３６-８０９７・青森県弘前市稲田・いなだ

　　０３６-８０７３・青森県弘前市岩賀・いわか

　　０３６-８０２３・青森県弘前市植田町・うえだちよう

　　０３６-８００２・青森県弘前市駅前・えきまえ

　　０３６-８００３・青森県弘前市駅前町・えきまえちよう

　　０３６-８１３２・青森県弘前市狼森・おいのもり

　　０３６-８１０４・青森県弘前市扇町・おうぎまち

　　０３６-８３４６・青森県弘前市大浦町・おおうらまち

　　０３６-８３１１・青森県弘前市大川・おおかわ

　　０３６-８０７１・青森県弘前市大久保・おおくほﾞ

　　０３６-８１２５・青森県弘前市大沢・おおさわ

　　０３６-８１６１・青森県弘前市大清水・おおしみず

　　０３６-１５１３・青森県弘前市大助・おおすけ

　　０３６-８１７５・青森県弘前市大富町・おおとみちよう

　　０３６-８２４２・青森県弘前市大原・おおはら

　　０３６-８２４７・青森県弘前市大開・おおびらき

　　０３６-８００４・青森県弘前市大町・おおまち

　　０３６-１２０３・青森県弘前市大森・おおもり

　　０３６-８１３３・青森県弘前市大和沢・おおわさわ

　　０３６-８０３４・青森県弘前市徒町・おかちまち

　　０３６-８０３３・青森県弘前市徒町川端町・おかちまちかわはﾞたちよう

　　０３６-８１９７・青森県弘前市桶屋町・おけやまち

　　０３８-３６１３・青森県弘前市小友・おとも

　　０３６-１２０５・青森県弘前市鬼沢・おにざわ

　　０３６-８０９６・青森県弘前市表町・おもてまち

　　０３６-８１９１・青森県弘前市親方町・おやかたまち

　　０３６-８３８３・青森県弘前市折笠・おりかさ

　　０３６-１２０４・青森県弘前市貝沢・かいざわ

　　０３６-８１５２・青森県弘前市学園町・がくえんちよう

　　０３６-８２０４・青森県弘前市覚仙町・かくせんちよう

　　０３６-８１９２・青森県弘前市鍛冶町・かじまち

　　０３６-８３３５・青森県弘前市春日町・かすがちよう

　　０３６-８０５２・青森県弘前市堅田・かただ

　　０３６-８１１１・青森県弘前市門外・かどけ

　　０３６-１３３２・青森県弘前市兼平・かねひら

　　０３６-８０１３・青森県弘前市上瓦ケ町・かみかわらけちよう

　　０３６-８３５４・青森県弘前市上鞘師町・かみさやしまち

　　０３６-８２０７・青森県弘前市上白銀町・かみしろがねちよう

　　０３６-１５０４・青森県弘前市紙漉沢・かみすきさわ

　　０３６-８２２１・青森県弘前市紙漉町・かみすきまち

　　０３６-８３３２・青森県弘前市亀甲町・かめのこうまち

　　０３６-８０２２・青森県弘前市萱町・かやちよう

　　０３６-８１１４・青森県弘前市川合・かわい

　　０３６-８１０３・青森県弘前市川先・かわさき

　　０３６-８２７７・青森県弘前市河原町・かわはらちよう

　　０３６-８２２６・青森県弘前市寒沢町・かんざわちよう

　　０３６-８０６１・青森県弘前市神田・かんだ

　　０３６-８２２７・青森県弘前市桔梗野・ききようの

　　０３６-８１９４・青森県弘前市北川端町・きたかわはﾞたちよう

　　０３６-８０１２・青森県弘前市北瓦ケ町・きたかわらけちよう

　　０３６-８２１３・青森県弘前市北新寺町・きたしんてらまち

　　０３６-８１５１・青森県弘前市北園・きたぞの

　　０３６-８０３１・青森県弘前市北柳町・きたやなぎちよう

　　０３６-８０４６・青森県弘前市北横町・きたよこちよう

　　０３６-８２５１・青森県弘前市清富町・きよとみちよう

　　０３６-８１６３・青森県弘前市清原・きよはら

　　０３６-８２４５・青森県弘前市金属町・きんぞくちよう

　　０３６-１３０３・青森県弘前市葛原・くずはら

　　０３６-１４３３・青森県弘前市国吉・くによじ

　　０３６-１３２１・青森県弘前市熊嶋・くまじま

　　０３６-８３４５・青森県弘前市蔵主町・くらぬしちよう



　　０３６-１５０２・青森県弘前市黒滝・くろたき

　　０３６-１４３４・青森県弘前市黒土・くろつち

　　０３６-８００５・青森県弘前市楮町・こうじまち

　　０３６-１４３１・青森県弘前市高野・こうや

　　０３６-８１２３・青森県弘前市小金崎・こがねざき

　　０３６-８１２７・青森県弘前市小栗山・こぐりやま

　　０３６-８２４３・青森県弘前市小沢・こざわ

　　０３６-８３６２・青森県弘前市五十石町・ごじつこくまち

　　０３６-１５０３・青森県弘前市五所・ごしよ

　　０３６-１３３１・青森県弘前市五代・ごだい

　　０３６-８３３１・青森県弘前市小人町・こびとちよう

　　０３６-１３２２・青森県弘前市駒越・こまごじ

　　０３６-８３６６・青森県弘前市駒越町・こまごしまち

　　０３６-８３６１・青森県弘前市紺屋町・こんやまち

　　０３６-８２１６・青森県弘前市在府町・ざいふちよう

　　０３６-８０７６・青森県弘前市境関・さかいぜき

　　０３６-１５１１・青森県弘前市坂市・さかいち

　　０３６-８３３６・青森県弘前市栄町・さかえまち

　　０３６-８２４４・青森県弘前市坂元・さかもと

　　０３６-８０１６・青森県弘前市坂本町・さかもとちよう

　　０３６-８２１１・青森県弘前市相良町・さがらちよう

　　０３６-８２４１・青森県弘前市桜ケ丘・さくらがおか

　　０３６-１４４１・青森県弘前市桜庭・さくらはﾞ

　　０３６-８２２２・青森県弘前市桜林町・さくらはﾞやしちよう

　　０３８-３６１２・青森県弘前市笹舘・ささだて

　　０３６-８３４２・青森県弘前市笹森町・ささもりちよう

　　０３６-１５１４・青森県弘前市沢田・さわだ

　　０３６-８３１２・青森県弘前市三世寺・さんぜじ

　　０３６-８３４１・青森県弘前市山王町・さんのうちよう

　　０３６-８１０２・青森県弘前市小比内・さんひﾟない

　　０３６-８２０６・青森県弘前市塩分町・しおわけまち

　　０３６-８２６１・青森県弘前市茂森新町・しげもりしんちよう

　　０３６-８２１７・青森県弘前市茂森町・しげもりまち

　　０３６-８１８３・青森県弘前市品川町・しなかわまち

　　０３６-８２５４・青森県弘前市清水・しみず

　　０３６-８２６２・青森県弘前市清水富田・しみずとみた

　　０３６-８１１３・青森県弘前市清水森・しみずもり

　　０３６-８３５３・青森県弘前市下鞘師町・しもさやしまち

　　０３６-８３５６・青森県弘前市下白銀町・しもしろがねちよう

　　０３６-８２６５・青森県弘前市下湯口・しもゆぐち

　　０３６-８２６６・青森県弘前市自由ケ丘・じゆうがおか

　　０３６-８２２８・青森県弘前市樹木・じゆもく

　　０３６-８２７５・青森県弘前市城西・じようせい

　　０３６-８０９５・青森県弘前市城東・じようとう

　　０３６-８０９３・青森県弘前市城東中央・じようとうちゆうおう

　　０３６-８０９２・青森県弘前市城東北・じようとうきた

　　０３６-８２３２・青森県弘前市城南・じようなん

　　０３６-８１９３・青森県弘前市新鍛冶町・しんかじまち

　　０３６-８２１４・青森県弘前市新寺町・しんてらまち

　　０３６-８２１５・青森県弘前市新寺町新割町・しんてらまちしんわりちよう

　　０３６-１３４２・青森県弘前市新法師・しんほﾞうじ

　　０３６-８０８５・青森県弘前市末広・すえひろ

　　０３６-１５０６・青森県弘前市昴・すはﾞる

　　０３６-８１８７・青森県弘前市住吉町・すみよしちよう

　　０３６-８０７２・青森県弘前市清野袋・せいのふくろ

　　０３６-１５１５・青森県弘前市相馬・そうま

　　０３６-８００１・青森県弘前市代官町・だいかんちよう

　　０３６-１３４４・青森県弘前市高岡・たかおか

　　０３６-８０９１・青森県弘前市高崎・たかさき

　　０３６-８２７１・青森県弘前市鷹匠町・たかじようまち

　　０３６-８３０２・青森県弘前市高杉・たかすぎ

　　０３６-８０８４・青森県弘前市高田・たかだ

　　０３６-１３１２・青森県弘前市高屋・たかや

　　０３６-８０１８・青森県弘前市田代町・たしろちよう

　　０３６-１３２４・青森県弘前市龍ノ口・たつのくち

　　０３６-１４３２・青森県弘前市館後・たてうしろ

　　０３６-８２３４・青森県弘前市館野・たての

　　０３８-３６１４・青森県弘前市種市・たねいち

　　０３６-８０５４・青森県弘前市田町・たまち

　　０３６-８０５５・青森県弘前市田茂木町・たもぎまち



　　０３６-８０４１・青森県弘前市俵元・たわらもと

　　０３６-８１３１・青森県弘前市千年・ちとせ

　　０３６-８０４４・青森県弘前市茶畑町・ちやはﾞたけちよう

　　０３６-８０７４・青森県弘前市津賀野（瀬ノ上）・つかの(せのうえ)

　　０３８-３８７４・青森県弘前市津賀野（その他）・つかの(そのた)

　　０３６-８３７４・青森県弘前市土堂・つちどう

　　０３６-８０３６・青森県弘前市鉄砲町・てつほﾟうまち

　　０３６-８０８６・青森県弘前市田園・でんえん

　　０３６-８３１９・青森県弘前市藤内町・とうないまち

　　０３６-８１９６・青森県弘前市銅屋町・どうやまち

　　０３６-８２６３・青森県弘前市常盤坂・ときわざか

　　０３６-１３４５・青森県弘前市常盤野・ときわの

　　０３６-８０３２・青森県弘前市徳田町・とくだちよう

　　０３６-１２０１・青森県弘前市十腰内・とこしない

　　０３６-８３８１・青森県弘前市独狐・とつこ

　　０３６-１２０２・青森県弘前市十面沢・とつらざわ

　　０３６-８１８２・青森県弘前市土手町・どてまち

　　０３６-８０９４・青森県弘前市外崎・とのさき

　　０３６-８３１７・青森県弘前市外瀬・とのせ

　　０３６-８３８２・青森県弘前市富栄・とみさかえ

　　０３６-８１８６・青森県弘前市富田・とみた

　　０３６-８１７３・青森県弘前市富田町・とみたまち

　　０３６-８１７４・青森県弘前市富野町・とみのちよう

　　０３６-８１０１・青森県弘前市豊田・とよだ

　　０３６-８１５４・青森県弘前市豊原・とよはら

　　０３６-８１７１・青森県弘前市取上・とりあげ

　　０３６-１３３３・青森県弘前市鳥井野・とりいの

　　０３６-８０７５・青森県弘前市撫牛子・ないじようじ

　　０３６-８０１５・青森県弘前市中瓦ケ町・なかかわらけちよう

　　０３６-８３１３・青森県弘前市中崎・なかざき

　　０３６-８１５５・青森県弘前市中野（丁目）・なかの

　　０３６-１４５１・青森県弘前市中野（その他）・なかの(そのた)

　　０３６-１４５２・青森県弘前市中畑・なかはた

　　０３６-８３８５・青森県弘前市中別所・なかべつしよ

　　０３６-８３４４・青森県弘前市長坂町・ながさかちよう

　　０３６-１２０６・青森県弘前市楢木・ならのき

　　０３６-８２１２・青森県弘前市南塘町・なんとうちよう

　　０３６-１３０４・青森県弘前市新岡・にいおか

　　０３６-８０８３・青森県弘前市新里・にさと

　　０３６-８０１７・青森県弘前市西川岸町・にしかわぎしちよう

　　０３６-８２２５・青森県弘前市西ケ丘町・にしがおかちよう

　　０３６-８２７３・青森県弘前市西茂森・にししげもり

　　０３６-８０６５・青森県弘前市西城北・にしじようほく

　　０３６-８３６５・青森県弘前市西大工町・にしだいくまち

　　０３６-８１２２・青森県弘前市乳井・にゆうい

　　０３６-１３３４・青森県弘前市如来瀬・によらいせ

　　０３６-８３０１・青森県弘前市糠坪・ぬかつほﾞ

　　０３６-８０５６・青森県弘前市禰宜町・ねぎまち

　　０３６-８０４５・青森県弘前市野田・のだ

　　０３６-８３３４・青森県弘前市馬喰町・はﾞくろちよう

　　０３６-８０５７・青森県弘前市八幡町・はちまんちよう

　　０３６-１３０１・青森県弘前市鼻和・はなわ

　　０３６-８３２３・青森県弘前市浜の町東・はまのまちひがじ

　　０３６-８３２４・青森県弘前市浜の町西・はまのまちにじ

　　０３６-８３２５・青森県弘前市浜の町北・はまのまちきた

　　０３６-８１４４・青森県弘前市原ケ平・はらがたい

　　０３６-１４５３・青森県弘前市番館・はﾞんだて

　　０３６-８０６４・青森県弘前市東城北・ひがしじようほく

　　０３６-８３４３・青森県弘前市東長町・ひがしながまち

　　０３６-８０４３・青森県弘前市東和徳町・ひがしわとくまち

　　０３６-８２７８・青森県弘前市樋の口・ひのくち

　　０３６-８２７６・青森県弘前市樋の口町・ひのくちまち

　　０３６-１３４３・青森県弘前市百沢・ひやくざわ

　　０３６-８０３５・青森県弘前市百石町・ひやつこくまち

　　０３６-８３５１・青森県弘前市百石町小路・ひやつこくまちこうじ

　　０３６-８３６７・青森県弘前市平岡町・ひらおかまち

　　０３６-１４４２・青森県弘前市平山・ひらやま

　　０３６-８１１５・青森県弘前市広野・ひろの

　　０３６-８０８１・青森県弘前市福田・ふくだ

　　０３６-８０８２・青森県弘前市福村・ふくむら



　　０３６-８３６３・青森県弘前市袋町・ふくろまち

　　０３６-１５１２・青森県弘前市藤沢・ふじさわ

　　０３６-８３７３・青森県弘前市藤代・ふじしろ

　　０３６-８３２６・青森県弘前市藤野・ふじの

　　０３６-８１４３・青森県弘前市富士見台・ふじみだい

　　０３６-８２２３・青森県弘前市富士見町・ふじみちよう

　　０３６-８３１５・青森県弘前市船水・ふなみず

　　０３６-８２２４・青森県弘前市文京町・ぶんきようちよう

　　０３６-８３７５・青森県弘前市細越・ほそごえ

　　０３６-８１１２・青森県弘前市堀越・ほりこじ

　　０３６-８２０３・青森県弘前市本町・ほんちよう

　　０３６-８３０３・青森県弘前市前坂・まえざか

　　０３６-８３７１・青森県弘前市蒔苗・まかなえ

　　０３６-８３１４・青森県弘前市町田・まちだ

　　０３６-８０４２・青森県弘前市松ケ枝・まつがえ

　　０３６-８１２６・青森県弘前市松木平・まつきたい

　　０３６-１３２３・青森県弘前市真土・まつち

　　０３６-８１４１・青森県弘前市松原東・まつはﾞらひがじ

　　０３６-８１４２・青森県弘前市松原西・まつはﾞらにじ

　　０３６-８１８４・青森県弘前市松森町・まつもりまち

　　０３６-８３５７・青森県弘前市馬屋町・まやちよう

　　０３６-１５０５・青森県弘前市水木在家・みずきざいけ

　　０３６-８１５３・青森県弘前市三岳町・みたけちよう

　　０３６-８２５３・青森県弘前市緑ケ丘・みどりがおか

　　０３６-８０２４・青森県弘前市緑町・みどりちよう

　　０３６-８００６・青森県弘前市南大町・みなみおおまち

　　０３６-８１９５・青森県弘前市南川端町・みなみかわはﾞたちよう

　　０３６-８０１４・青森県弘前市南瓦ケ町・みなみかわらけちよう

　　０３６-８２７４・青森県弘前市南城西・みなみじようせい

　　０３６-８１７２・青森県弘前市南富田町・みなみとみたまち

　　０３６-８２７２・青森県弘前市南袋町・みなみふくろまち

　　０３６-８０２５・青森県弘前市南柳町・みなみやなぎちよう

　　０３６-８０２６・青森県弘前市南横町・みなみよこちよう

　　０３６-８２３１・青森県弘前市稔町・みのりちよう

　　０３６-８０５１・青森県弘前市宮川・みやかわ

　　０３６-１３４１・青森県弘前市宮地・みやじ

　　０３６-８０６３・青森県弘前市宮園・みやぞの

　　０３６-８３８４・青森県弘前市宮舘・みやだて

　　０３６-８１８５・青森県弘前市御幸町・みゆきちよう

　　０３８-３６１１・青森県弘前市三和・みわ

　　０３６-８０６６・青森県弘前市向外瀬・むかいとのせ

　　０３６-８２０２・青森県弘前市元大工町・もとだいくまち

　　０３６-８３５５・青森県弘前市元寺町・もとてらまち

　　０３６-８３５２・青森県弘前市元寺町小路・もとてらまちこうじ

　　０３６-８１９８・青森県弘前市元長町・もとながまち

　　０３６-８３７２・青森県弘前市元薬師堂・もとやくしどう

　　０３８-３８２１・青森県弘前市百田・ももた

　　０３６-８２０５・青森県弘前市森町・もりちよう

　　０３６-８１２１・青森県弘前市薬師堂・やくしどう

　　０３６-８３１８・青森県弘前市八代町・やしろまち

　　０３６-８１６２・青森県弘前市安原・やすはら

　　０３６-８３２１・青森県弘前市萢中・やちなか

　　０３６-８２３３・青森県弘前市山崎・やまざき

　　０３６-８０１１・青森県弘前市山下町・やましたちよう

　　０３６-８１８１・青森県弘前市山道町・やまみちちよう

　　０３６-１３６１・青森県弘前市弥生・やよい

　　０３６-１３１４・青森県弘前市八幡・やわた

　　０３６-１５０１・青森県弘前市湯口・ゆぐち

　　０３６-１３１１・青森県弘前市横町・よこまち

　　０３６-１４３５・青森県弘前市吉川・よしかわ

　　０３６-１３１３・青森県弘前市賀田・よした

　　０３６-８１８８・青森県弘前市吉野町・よしのちよう

　　０３６-１４４３・青森県弘前市米ケ袋・よねがふくろ

　　０３６-８０５３・青森県弘前市和泉・わいずみ

　　０３６-８３３３・青森県弘前市若党町・わかどうちよう

　　０３６-８２５５・青森県弘前市若葉・わかはﾞ

　　０３６-８０８７・青森県弘前市早稲田・わせだ

　　０３６-８３６８・青森県弘前市和田町・わだちよう

　　０３６-８０２１・青森県弘前市和徳町・わとくまち

　　０３１-００００・青森県八戸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０３１-０８０４・青森県八戸市青葉・あおはﾞ

　　０３１-０８２４・青森県八戸市旭ケ丘・あさひがおか

　　０３１-００５５・青森県八戸市荒町・あらまち

　　０３１-００１３・青森県八戸市石手洗・いしてあらい

　　０３９-１１６５・青森県八戸市石堂・いしどう

　　０３９-２２４１・青森県八戸市市川町・いちかわまち

　　０３９-１１０２・青森県八戸市一番町・いちはﾞんちよう

　　０３１-００５４・青森県八戸市稲荷町・いなりちよう

　　０３１-００８８・青森県八戸市岩泉町・いわいずみちよう

　　０３１-００７５・青森県八戸市内丸・うちまる

　　０３１-００７３・青森県八戸市売市・うるいち

　　０３９-１１０８・青森県八戸市上野・うわの

　　０３１-０８３３・青森県八戸市大久保・おおくほﾞ

　　０３９-１１２１・青森県八戸市卸センター・おろしせんたｰ

　　０３１-００８１・青森県八戸市柏崎・かしわざき

　　０３１-００５３・青森県八戸市徒士町・かじしちよう

　　０３１-００３７・青森県八戸市鍛冶町・かじちよう

　　０３１-０８４３・青森県八戸市金浜・かねはま

　　０３１-００５７・青森県八戸市上徒士町・かみかじしちよう

　　０３１-００５８・青森県八戸市上組町・かみくみちよう

　　０３９-１１６１・青森県八戸市河原木・かわらぎ

　　０３９-２２４６・青森県八戸市桔梗野工業団地・ききようのこうぎようだんち

　　０３９-２２４５・青森県八戸市北インター工業団地・きたいんたｰこうぎようだんち

　　０３９-１１１４・青森県八戸市北白山台・きたはくさんだい

　　０３１-０００７・青森県八戸市櫛引（土橋）・くしびき(つちはし)

　　０３９-１１０７・青森県八戸市櫛引（その他）・くしびき(そのた)

　　０３１-００８３・青森県八戸市窪町・くほﾞちよう

　　０３１-０８０１・青森県八戸市江陽・こうよう

　　０３９-１１６０・青森県八戸市小田・こだ

　　０３１-０８０２・青森県八戸市小中野・こなかの

　　０３１-００２３・青森県八戸市是川・これかわ

　　０３９-１１０６・青森県八戸市坂牛・さかうじ

　　０３１-０８３４・青森県八戸市桜ケ丘・さくらがおか

　　０３１-０８４１・青森県八戸市鮫町・さめまち

　　０３９-１１６７・青森県八戸市沢里・さわさと

　　０３９-１１６４・青森県八戸市下長・しもなが

　　０３１-００８５・青森県八戸市十一日町・じゆういちにちまち

　　０３１-００４２・青森県八戸市十三日町・じゆうさんにちまち

　　０３１-００４３・青森県八戸市十六日町・じゆうろくにちまち

　　０３１-００８４・青森県八戸市十八日町・じゆうはちにちまち

　　０３１-００８２・青森県八戸市常海町・じようかいちよう

　　０３１-００４７・青森県八戸市常番町・じようはﾞんちよう

　　０３９-１１０１・青森県八戸市尻内町・しりうちまち

　　０３１-０８２１・青森県八戸市白銀・しろがね

　　０３１-０８３２・青森県八戸市白銀台・しろがねだい

　　０３１-０８２２・青森県八戸市白銀町・しろがねまち

　　０３１-００７２・青森県八戸市城下・しろした

　　０３１-００５６・青森県八戸市新荒町・しんあらまち

　　０３１-０８１１・青森県八戸市新湊・しんみなと

　　０３１-０８０３・青森県八戸市諏訪・すわ

　　０３１-００３６・青森県八戸市大工町・だいくまち

　　０３１-００３４・青森県八戸市鷹匠小路・たかしようこうじ

　　０３９-１１６３・青森県八戸市高州・たかす

　　０３９-２２４２・青森県八戸市多賀台・たがだい

　　０３１-００１１・青森県八戸市田向・たむかい

　　０３９-１１０４・青森県八戸市田面木・たものき

　　０３１-０８３１・青森県八戸市築港街・ちつこうがい

　　０３１-００２１・青森県八戸市長者・ちようじや

　　０３１-００８７・青森県八戸市朔日町・ついたちまち

　　０３１-００５１・青森県八戸市堤町・つつみちよう

　　０３１-００３５・青森県八戸市寺横町・てらよこちよう

　　０３１-００１２・青森県八戸市十日市・とおかいち

　　０３１-００３９・青森県八戸市鳥屋部町・とやべちよう

　　０３９-１１０９・青森県八戸市豊崎町・とよさきまち

　　０３９-１１６２・青森県八戸市豊洲・とよす

　　０３１-０００２・青森県八戸市中居林・なかいはﾞやじ

　　０３９-１１０３・青森県八戸市長苗代・ながなわしろ

　　０３１-００７７・青森県八戸市長根・ながね

　　０３１-００８９・青森県八戸市長横町・ながよこちよう

　　０３１-０１１５・青森県八戸市南郷泥障作・なんごうあおつﾞくり



　　０３１-０１１３・青森県八戸市南郷泉清水・なんごういずみしみず

　　０３１-０１１１・青森県八戸市南郷市野沢・なんごういちのさわ

　　０３１-０１１２・青森県八戸市南郷大森・なんごうおおもり

　　０３１-０２０１・青森県八戸市南郷頃巻沢・なんごうころまきさわ

　　０３１-０２０２・青森県八戸市南郷島守・なんごうしまもり

　　０３１-０１１４・青森県八戸市南郷中野・なんごうなかの

　　０３１-０８１３・青森県八戸市新井田・にいだ

　　０３１-０８１６・青森県八戸市新井田西・にいだにじ

　　０３９-１１１３・青森県八戸市西白山台・にしはくさんだい

　　０３１-００４１・青森県八戸市廿三日町・にじゆうさんにちまち

　　０３１-００４４・青森県八戸市廿六日町・にじゆうろくにちまち

　　０３１-００２２・青森県八戸市糠塚・ぬかつﾞか

　　０３１-００７１・青森県八戸市沼館・ぬまだて

　　０３９-１１６６・青森県八戸市根城・ねじよう

　　０３９-１１６８・青森県八戸市八太郎・はつたろう

　　０３１-００７４・青森県八戸市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　０３１-００３１・青森県八戸市番町・はﾞんちよう

　　０３９-１１１１・青森県八戸市東白山台・ひがしはくさんだい

　　０３９-１１６９・青森県八戸市日計・ひはﾞかり

　　０３１-０００３・青森県八戸市吹上・ふきあげ

　　０３１-００７６・青森県八戸市堀端町・ほりはﾞたちよう

　　０３１-００４６・青森県八戸市町組町・まちくみちよう

　　０３９-２２４３・青森県八戸市松ケ丘・まつがおか

　　０３１-０８１５・青森県八戸市松館・まつだて

　　０３１-０８４２・青森県八戸市岬台・みさきだい

　　０３１-００３２・青森県八戸市三日町・みつかまち

　　０３１-０８２３・青森県八戸市湊高台・みなとたかだい

　　０３１-０８１２・青森県八戸市湊町・みなとまち

　　０３９-１１１２・青森県八戸市南白山台・みなみはくさんだい

　　０３１-０００４・青森県八戸市南類家・みなみるいけ

　　０３１-０８４４・青森県八戸市美保野・みほの

　　０３１-０８１４・青森県八戸市妙・みよう

　　０３１-００３３・青森県八戸市六日町・むいかまち

　　０３１-００５２・青森県八戸市本徒士町・もとかじしちよう

　　０３１-００４５・青森県八戸市本鍛冶町・もとかじちよう

　　０３１-００３８・青森県八戸市山伏小路・やまぶしこうじ

　　０３９-１１０５・青森県八戸市八幡・やわた

　　０３１-００８６・青森県八戸市八日町・ようかまち

　　０３１-０００１・青森県八戸市類家・るいけ

　　０３６-０３００・青森県黒石市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３６-０５１６・青森県黒石市相野・あいの

　　０３６-０３２５・青森県黒石市青山・あおやま

　　０３６-０５３７・青森県黒石市赤坂・あかさか

　　０３６-０３２１・青森県黒石市あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　０３６-０３７６・青森県黒石市旭町・あさひちよう

　　０３６-０３７３・青森県黒石市東町・あずまちよう

　　０３６-０３４３・青森県黒石市浅瀬石・あせいじ

　　０３６-０３０２・青森県黒石市油横丁・あぶらよこちよう

　　０３６-０３４２・青森県黒石市石名坂・いしなざか

　　０３６-０３７４・青森県黒石市泉町・いずみちよう

　　０３６-０４０４・青森県黒石市板留・いたどめ

　　０３６-０３０７・青森県黒石市市ノ町・いちのまち

　　０３６-０３０１・青森県黒石市一番町・いちはﾞんちよう

　　０３６-０３１８・青森県黒石市岩木町・いわきちよう

　　０３６-０３５４・青森県黒石市後大工町・うしろだいくまち

　　０３６-０３０６・青森県黒石市内町・うちまち

　　０３６-０３６６・青森県黒石市浦町・うらまち

　　０３６-０３８５・青森県黒石市大板町・おおいたまち

　　０３６-０４０１・青森県黒石市大川原・おおかわら

　　０３６-０３８４・青森県黒石市大町・おおまち

　　０３６-０４０２・青森県黒石市沖浦・おきうら

　　０３６-０３５７・青森県黒石市追子野木・おつこのき

　　０３６-０３５３・青森県黒石市乙大工町・おつだいくまち

　　０３６-０３０５・青森県黒石市乙徳兵衛町・おつとくべえまち

　　０３６-０３３７・青森県黒石市角田・かくた

　　０３６-０３６３・青森県黒石市鍛治町・かじまち

　　０３６-０３３８・青森県黒石市春日町・かすがちよう

　　０３６-０３２３・青森県黒石市上十川・かみとがわ

　　０３６-０５３８・青森県黒石市上目内澤・かみめないさわ

　　０３６-０４１５・青森県黒石市上山形・かみやまがた



　　０３６-０３８６・青森県黒石市上町・かんまち

　　０３６-０５２３・青森県黒石市北田中・きたたなか

　　０３６-０５４１・青森県黒石市北美町・きたみちよう

　　０３６-０３６２・青森県黒石市京町・きようまち

　　０３６-０３１６・青森県黒石市ぐみの木・ぐみのき

　　０３６-０３８１・青森県黒石市株梗木・ぐみのき

　　０３６-０３０３・青森県黒石市株梗木横丁・ぐみのきよこちよう

　　０３６-０３５１・青森県黒石市黒石・くろいじ

　　０３６-０３５２・青森県黒石市甲大工町・こうだいくまち

　　０３６-０３０４・青森県黒石市甲徳兵衛町・こうとくべえまち

　　０３６-０３４４・青森県黒石市高賀野・こがの

　　０３６-０３１５・青森県黒石市寿町・ことぶきちよう

　　０３６-０５１１・青森県黒石市小屋敷・こやしき

　　０３６-０５１３・青森県黒石市小屋敷西・こやしきにじ

　　０３６-０５１２・青森県黒石市小屋敷南・こやしきみなみ

　　０３６-０３３５・青森県黒石市幸町・さいわいちよう

　　０３６-０３８９・青森県黒石市境松・さかいまつ

　　０３６-０３３３・青森県黒石市柵ノ木・さくのき

　　０３６-０３８２・青森県黒石市作場町・さくはﾞちよう

　　０３６-０３３６・青森県黒石市桜木町・さくらぎちよう

　　０３６-０５３９・青森県黒石市下目内澤・しもめないさわ

　　０３６-０４１４・青森県黒石市下山形・しもやまがた

　　０３６-０３１２・青森県黒石市昭和町・しようわちよう

　　０３６-０５２１・青森県黒石市末広・すえひろ

　　０３６-０３１７・青森県黒石市住吉町・すみよしちよう

　　０３６-０５３５・青森県黒石市高舘・たかだて

　　０３６-０３２２・青森県黒石市竹田町・たけだちよう

　　０３６-０５３４・青森県黒石市竹鼻・たけはな

　　０３６-０５２２・青森県黒石市田中・たなか

　　０３６-０３５６・青森県黒石市ちとせ・ちとせ

　　０３６-０３０８・青森県黒石市寺小路・てらこうじ

　　０３６-０５３１・青森県黒石市飛内・とびない

　　０３６-０５３２・青森県黒石市飛内北・とびないきた

　　０３６-０５１４・青森県黒石市富田・とみた

　　０３６-０３４１・青森県黒石市豊岡・とよおか

　　０３６-０３４５・青森県黒石市中川・なかがわ

　　０３６-０３７７・青森県黒石市中町・なかまち

　　０３６-０３６５・青森県黒石市長崎・ながさき

　　０３６-０３８８・青森県黒石市西ケ丘・にしがおか

　　０３６-０３７２・青森県黒石市錦町・にしきちよう

　　０３６-０５０７・青森県黒石市西馬場尻・にしはﾞはﾞしり

　　０３６-０４０３・青森県黒石市二庄内・にしようない

　　０３６-０５３３・青森県黒石市二双子・にそうじ

　　０３６-０４１１・青森県黒石市温湯・ぬるゆ

　　０３６-０５４２・青森県黒石市野際・のぎわ

　　０３６-０３２６・青森県黒石市野添町・のぞえちよう

　　０３６-０３３１・青森県黒石市八甲・はつこう

　　０３６-０３７１・青森県黒石市花園町・はなぞのちよう

　　０３６-０４１３・青森県黒石市花巻・はなまき

　　０３６-０５０３・青森県黒石市馬場尻下・はﾞはﾞしりしも

　　０３６-０５０４・青森県黒石市馬場尻東・はﾞはﾞしりひがじ

　　０３６-０５０６・青森県黒石市馬場尻西・はﾞはﾞしりにじ

　　０３６-０５０５・青森県黒石市馬場尻南・はﾞはﾞしりみなみ

　　０３６-０５０２・青森県黒石市馬場尻北・はﾞはﾞしりきた

　　０３６-０３７８・青森県黒石市浜町・はままち

　　０３６-０３３４・青森県黒石市東新町・ひがししんちよう

　　０３６-０３２４・青森県黒石市東野添・ひがしのぞえ

　　０３６-０５０１・青森県黒石市東馬場尻・ひがしはﾞはﾞしり

　　０３６-０４１２・青森県黒石市袋・ふくろ

　　０３６-０３５５・青森県黒石市袋井・ふくろい

　　０３６-０５１５・青森県黒石市富士見・ふじみ

　　０３６-０３３２・青森県黒石市牡丹平・ほﾞたんだいら

　　０３６-０３６７・青森県黒石市前町・まえまち

　　０３６-０３１３・青森県黒石市松葉町・まつはﾞちよう

　　０３６-０５１７・青森県黒石市松原・まつはﾞら

　　０３６-０５３６・青森県黒石市三島・みしま

　　０３６-０３１４・青森県黒石市道北町・みちきたちよう

　　０３６-０５２４・青森県黒石市緑ケ丘・みどりがおか

　　０３６-０３８３・青森県黒石市緑町・みどりちよう

　　０３６-０４０５・青森県黒石市南中野・みなみなかの



　　０３６-０３３９・青森県黒石市美原町・みはらちよう

　　０３６-０３８７・青森県黒石市元町・もとまち

　　０３６-０３６４・青森県黒石市山形町・やまがたまち

　　０３６-０３６１・青森県黒石市弥生町・やよいちよう

　　０３６-０３６８・青森県黒石市横町・よこまち

　　０３６-０３１１・青森県黒石市吉乃町・よしのちよう

　　０３６-０３７５・青森県黒石市若葉町・わかはﾞちよう

　　０３７-００００・青森県五所川原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３７-０４０１・青森県五所川原市相内・あいうち

　　０３７-０６１３・青森県五所川原市浅井・あさい

　　０３７-００６２・青森県五所川原市旭町・あさひちよう

　　０３７-００５２・青森県五所川原市東町・あずまちよう

　　０３７-０００２・青森県五所川原市飯詰・いいつﾞめ

　　０３７-００５７・青森県五所川原市幾島町・いくしまちよう

　　０３７-００６５・青森県五所川原市幾世森・いくせもり

　　０３７-０００５・青森県五所川原市石岡・いしおか

　　０３７-０４０４・青森県五所川原市磯松・いそまつ

　　０３７-００９３・青森県五所川原市一野坪・いちのつほﾞ

　　０３７-００１４・青森県五所川原市稲実・いなみ

　　０３７-００７４・青森県五所川原市岩木町・いわきちよう

　　０３７-００４２・青森県五所川原市不魚住・うおすまず

　　０３７-００１５・青森県五所川原市姥萢・うはﾞやち

　　０３７-００２２・青森県五所川原市梅田・うめた

　　０３７-００１７・青森県五所川原市漆川・うるしかわ

　　０３７-０４０２・青森県五所川原市太田・おおた

　　０３７-００６３・青森県五所川原市大町・おおまち

　　０３７-００９２・青森県五所川原市沖飯詰・おきいいつﾞめ

　　０３７-００５５・青森県五所川原市柏原町・かしわはﾞらちよう

　　０３７-０２０２・青森県五所川原市金木町・かなぎちよう

　　０３７-０２０４・青森県五所川原市金木町嘉瀬・かなぎちようかせ

　　０３７-０２０１・青森県五所川原市金木町川倉・かなぎちようかわくら

　　０３７-０２０６・青森県五所川原市金木町神原・かなぎちようかんはﾞら

　　０３７-０２０３・青森県五所川原市金木町喜良市・かなぎちようきらいち

　　０３７-０２０５・青森県五所川原市金木町中柏木・かなぎちようなかかしわぎ

　　０３７-０２０８・青森県五所川原市金木町藤枝・かなぎちようふじえだ

　　０３７-０２０７・青森県五所川原市金木町蒔田・かなぎちようまきた

　　０３７-００１１・青森県五所川原市金山・かねやま

　　０３７-００３３・青森県五所川原市鎌谷町・かまやちよう

　　０３７-００５４・青森県五所川原市上平井町・かみひらいまち

　　０３７-０６１１・青森県五所川原市神山・かみやま

　　０３７-０００４・青森県五所川原市唐笠柳・からかさやなぎ

　　０３７-００３２・青森県五所川原市烏森・からすもり

　　０３７-００７２・青森県五所川原市川端町・かわはﾞたちよう

　　０３７-００９４・青森県五所川原市川山・かわやま

　　０３７-０６３２・青森県五所川原市高野・こうや

　　０３７-００７６・青森県五所川原市小曲・こまがり

　　０３７-００４６・青森県五所川原市栄町・さかえまち

　　０３７-００９５・青森県五所川原市桜田・さくらだ

　　０３７-００６７・青森県五所川原市敷島町・しきしまちよう

　　０３７-０００１・青森県五所川原市下岩崎・しもいわさき

　　０３７-００６４・青森県五所川原市下平井町・しもひらいまち

　　０３７-０４０３・青森県五所川原市十三・じゆうさん

　　０３７-００４５・青森県五所川原市新町・しんまち

　　０３７-００８１・青森県五所川原市新宮・しんみや

　　０３７-００８３・青森県五所川原市新宮町・しんみやちよう

　　０３７-００５６・青森県五所川原市末広町・すえひろちよう

　　０３７-００８４・青森県五所川原市蘇鉄・そてつ

　　０３７-００８７・青森県五所川原市高瀬・たかせ

　　０３７-００８６・青森県五所川原市田川・たがわ

　　０３７-００９１・青森県五所川原市太刀打・たちうち

　　０３７-００８２・青森県五所川原市種井・たねい

　　０３７-００４１・青森県五所川原市田町・たまち

　　０３７-０６２３・青森県五所川原市俵元・たわらもと

　　０３７-００３６・青森県五所川原市中央・ちゆうおう

　　０３７-００８８・青森県五所川原市鶴ケ岡・つるがおか

　　０３７-００７５・青森県五所川原市寺町・てらまち

　　０３７-０６０１・青森県五所川原市戸沢・とざわ

　　０３７-０６２１・青森県五所川原市豊成・とよなり

　　０３７-００２１・青森県五所川原市中泉・なかいずみ

　　０３７-００６６・青森県五所川原市中平井町・なかひらいまち



　　０３７-００９７・青森県五所川原市長富・ながとみ

　　０３７-００６８・青森県五所川原市長橋・ながはじ

　　０３７-００２５・青森県五所川原市七ツ館・ななつだて

　　０３７-００５８・青森県五所川原市錦町・にしきちよう

　　０３７-００５３・青森県五所川原市布屋町・ぬのやちよう

　　０３７-０６１４・青森県五所川原市野里・のざと

　　０３７-００８５・青森県五所川原市芭蕉・はﾞしよう

　　０３７-００４３・青森県五所川原市蓮沼・はすぬま

　　０３７-０６４１・青森県五所川原市羽野木沢・はのきざわ

　　０３７-０６２２・青森県五所川原市原子・はらこ

　　０３７-００９６・青森県五所川原市毘沙門・びしやもん

　　０３７-００１６・青森県五所川原市一ツ谷・ひとつや

　　０３７-００６１・青森県五所川原市雛田・ひなた

　　０３７-００２３・青森県五所川原市広田・ひろた

　　０３７-０００３・青森県五所川原市吹畑・ふきはた

　　０３７-０６１２・青森県五所川原市福山・ふくやま

　　０３７-００７１・青森県五所川原市本町・ほんちよう

　　０３７-０６３１・青森県五所川原市前田野目・まえだのめ

　　０３７-０００６・青森県五所川原市松島町・まつしまちよう

　　０３７-０６０２・青森県五所川原市松野木・まつのき

　　０３７-００１２・青森県五所川原市水野尾・みずのお

　　０３７-００２４・青森県五所川原市みどり町・みどりちよう

　　０３７-００３５・青森県五所川原市湊・みなと

　　０３７-００８９・青森県五所川原市藻川・もがわ

　　０３７-０６４２・青森県五所川原市持子沢・もつこざわ

　　０３７-００４４・青森県五所川原市元町・もとまち

　　０３７-００３４・青森県五所川原市八重菊・やえぎく

　　０３７-００７３・青森県五所川原市柳町・やなぎまち

　　０３７-００５１・青森県五所川原市弥生町・やよいちよう

　　０３７-００１３・青森県五所川原市米田・よねた

　　０３７-００６９・青森県五所川原市若葉・わかはﾞ

　　０３７-０４０５・青森県五所川原市脇元・わきもと

　　０３４-００００・青森県十和田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３４-００７１・青森県十和田市赤沼・あかぬま

　　０３４-０００５・青森県十和田市一本木沢・いつほﾟんぎさわ

　　０３４-００１１・青森県十和田市稲生町・いなおいちよう

　　０３４-０１０１・青森県十和田市馬洗場・うまあらいはﾞ

　　０３４-００４１・青森県十和田市相坂・おうさか

　　０３４-０１０２・青森県十和田市大沢田・おおさわだ

　　０３４-０２１１・青森県十和田市大不動・おおふどう

　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬)・おくせ

　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬（青小畳石)・おくせ(あおぶな)

　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬（十和田)・おくせ(とわだ､)

　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬（十和田湖畔宇樽部)・おくせ(とわだこはんうたるべ)

　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬（十和田湖畔子ノ口)・おくせ(とわだこはんうたるべ､)

　　０１８-５５０１・青森県十和田市奥瀬（十和田湖畔休屋）・とわだこはんやすみや)

　　０３４-０３０１・青森県十和田市奥瀬（その他）・おくせ(そのた)

　　０３４-００６１・青森県十和田市切田・きりだ

　　０３４-０３０２・青森県十和田市沢田・さわだ

　　０３４-０００１・青森県十和田市三本木・さんほﾞんぎ

　　０３４-０２１３・青森県十和田市滝沢・たきさわ

　　０３４-０１０３・青森県十和田市立崎・たちざき

　　０３４-００５１・青森県十和田市伝法寺・でんほﾟうじ

　　０３４-０１０４・青森県十和田市豊ケ岡・とよがおか

　　０３４-００９２・青森県十和田市西一番町・にし１はﾞんちよう

　　０３４-００８２・青森県十和田市西二番町・にし２はﾞんちよう

　　０３４-００８３・青森県十和田市西三番町・にし３はﾞんちよう

　　０３４-００８４・青森県十和田市西四番町・にし４はﾞんちよう

　　０３４-００８５・青森県十和田市西五番町・にし５はﾞんちよう

　　０３４-００３８・青森県十和田市西六番町・にし６はﾞんちよう

　　０３４-００９１・青森県十和田市西十一番町・にし１１はﾞんちよう

　　０３４-００９３・青森県十和田市西十二番町・にし１２はﾞんちよう

　　０３４-００８１・青森県十和田市西十三番町・にし１３はﾞんちよう

　　０３４-００８８・青森県十和田市西十四番町・にし１４はﾞんちよう

　　０３４-００８７・青森県十和田市西十五番町・にし１５はﾞんちよう

　　０３４-００８６・青森県十和田市西十六番町・にし１６はﾞんちよう

　　０３４-００９５・青森県十和田市西二十一番町・にし２１はﾞんちよう

　　０３４-００９４・青森県十和田市西二十二番町・にし２２はﾞんちよう

　　０３４-００８９・青森県十和田市西二十三番町・にし２３はﾞんちよう

　　０３４-０１０５・青森県十和田市八斗沢・はつとざわ



　　０３４-００１２・青森県十和田市東一番町・ひがし１はﾞんちよう

　　０３４-００１７・青森県十和田市東二番町・ひがし２はﾞんちよう

　　０３４-００３１・青森県十和田市東三番町・ひがし３はﾞんちよう

　　０３４-００３２・青森県十和田市東四番町・ひがし４はﾞんちよう

　　０３４-００３３・青森県十和田市東五番町・ひがし５はﾞんちよう

　　０３４-００３６・青森県十和田市東六番町・ひがし６はﾞんちよう

　　０３４-００１３・青森県十和田市東十一番町・ひがし１１はﾞんちよう

　　０３４-００１６・青森県十和田市東十二番町・ひがし１２はﾞんちよう

　　０３４-００２３・青森県十和田市東十三番町・ひがし１３はﾞんちよう

　　０３４-００２４・青森県十和田市東十四番町・ひがし１４はﾞんちよう

　　０３４-００３４・青森県十和田市東十五番町・ひがし１５はﾞんちよう

　　０３４-００３５・青森県十和田市東十六番町・ひがし１６はﾞんちよう

　　０３４-００１４・青森県十和田市東二十一番町・ひがし２１はﾞんちよう

　　０３４-００１５・青森県十和田市東二十二番町・ひがし２２はﾞんちよう

　　０３４-００２１・青森県十和田市東二十三番町・ひがし２３はﾞんちよう

　　０３４-００２２・青森県十和田市東二十四番町・ひがし２４はﾞんちよう

　　０３４-０００４・青森県十和田市ひがしの・ひがしの

　　０３４-０１０６・青森県十和田市深持・ふかもち

　　０３４-００５２・青森県十和田市藤島・ふじしま

　　０３４-０３０３・青森県十和田市法量・ほうりよう

　　０３４-００３７・青森県十和田市穂並町・ほなみちよう

　　０３４-０１０７・青森県十和田市洞内・ほらない

　　０３４-０２１２・青森県十和田市米田・まいた

　　０３４-０００２・青森県十和田市元町西・もとまちにじ

　　０３４-０００３・青森県十和田市元町東・もとまちひがじ

　　０３３-００００・青森県三沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３３-０１６６・青森県三沢市朝日・あさひ

　　０３３-０１０１・青森県三沢市天ケ森・あまがもり

　　０３３-０１５３・青森県三沢市泉町・いずみちよう

　　０３３-０１３１・青森県三沢市五川目・いつかわめ

　　０３３-０１３４・青森県三沢市大津・おおつ

　　０３３-００４１・青森県三沢市大町・おおまち

　　０３３-００２１・青森県三沢市岡三沢・おかみさわ

　　０３３-０１０４・青森県三沢市織笠・おりかさ

　　０３３-００５３・青森県三沢市春日台・かすがだい

　　０３３-００６３・青森県三沢市上久保・かみくほﾞ

　　０３３-０１６２・青森県三沢市越下・こしした

　　０３３-００１１・青森県三沢市幸町・さいわいちよう

　　０３３-００４２・青森県三沢市栄町・さかえちよう

　　０３３-００３１・青森県三沢市桜町・さくらちよう

　　０３３-０１５５・青森県三沢市さつきヶ丘・さつきがおか

　　０３３-０１１３・青森県三沢市淋代・さびしろ

　　０３３-０１０３・青森県三沢市塩釜・しおがま

　　０３３-０１３３・青森県三沢市鹿中・しかなか

　　０３３-００２３・青森県三沢市下久保・しもくほﾞ

　　０３３-００６２・青森県三沢市新町・しんちよう

　　０３３-０１０５・青森県三沢市新森・しんもり

　　０３３-０１０２・青森県三沢市砂森・すなもり

　　０３３-０１６５・青森県三沢市高野沢・たかのさわ

　　０３３-０００１・青森県三沢市中央町・ちゆうおうちよう

　　０３３-００４３・青森県三沢市千代田町・ちよだちよう

　　０３３-０１６３・青森県三沢市富崎・とみさき

　　０３３-０１６７・青森県三沢市根井・ねい

　　０３３-００６１・青森県三沢市花園町・はなぞのちよう

　　０３３-００２４・青森県三沢市東岡三沢・ひがしおかみさわ

　　０３３-００３４・青森県三沢市東町・ひがしちよう

　　０３３-０１５４・青森県三沢市日の出・ひので

　　０３３-００１２・青森県三沢市平畑・ひらはた

　　０３３-０１５２・青森県三沢市深谷・ふかや

　　０３３-００５１・青森県三沢市古間木・ふるまき

　　０３３-００４４・青森県三沢市古間木山・ふるまきやま

　　０３３-０１１２・青森県三沢市細谷・ほそや

　　０３３-０１２３・青森県三沢市堀口・ほりぐち

　　０３３-００５２・青森県三沢市本町・ほんちよう

　　０３３-０１４３・青森県三沢市前平・まえたい

　　０３３-００３７・青森県三沢市松園町・まつぞのちよう

　　０３３-００３５・青森県三沢市松原町・まつはﾞらちよう

　　０３３-０１４２・青森県三沢市三川目・みかわめ

　　０３３-００２２・青森県三沢市三沢・みさわ

　　０３３-００３２・青森県三沢市緑町・みどりちよう



　　０３３-０１４１・青森県三沢市港町・みなとまち

　　０３３-００３６・青森県三沢市南町・みなみちよう

　　０３３-０１５１・青森県三沢市南山・みなみやま

　　０３３-００３３・青森県三沢市美野原・みのはら

　　０３３-０１１１・青森県三沢市六川目・むかわめ

　　０３３-００４５・青森県三沢市薬師町・やくしちよう

　　０３３-０１６４・青森県三沢市谷地頭・やちがしら

　　０３３-０１６１・青森県三沢市八幡・やわた

　　０３３-０１３２・青森県三沢市四川目・よかわめ

　　０３５-００００・青森県むつ市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３５-００４４・青森県むつ市赤川町・あかがわちよう

　　０３５-００７６・青森県むつ市旭町・あさひちよう

　　０３５-００７９・青森県むつ市荒川町・あらかわちよう

　　０３５-００９２・青森県むつ市宇田町・うだちよう

　　０３５-００５４・青森県むつ市海老川町・えびかわちよう

　　０３５-００７４・青森県むつ市大平・おおだいら

　　０３５-００８３・青森県むつ市大平町・おおだいらちよう

　　０３９-４４０１・青森県むつ市大畑町・おおはたまち

　　０３９-４４０２・青森県むつ市大畑町正津川・おおはたまちしようつﾞがわ

　　０３５-００４２・青森県むつ市大曲・おおまがり

　　０３５-００９６・青森県むつ市大湊・おおみなと

　　０３５-００８６・青森県むつ市大湊上町・おおみなとかみまち

　　０３５-００８４・青森県むつ市大湊新町・おおみなとしんちよう

　　０３５-００８５・青森県むつ市大湊浜町・おおみなとはまちよう

　　０３５-００９３・青森県むつ市大湊町・おおみなとちよう

　　０３５-００１１・青森県むつ市奥内・おくない

　　０３５-００４１・青森県むつ市金曲・かなまがり

　　０３５-００７２・青森県むつ市金谷・かなや

　　０３５-００３２・青森県むつ市上川町・かみかわちよう

　　０３９-５２０４・青森県むつ市川内町蛎崎（その他）・かきざき(そのた)

　　０３９-５３０４・青森県むつ市川内町蛎崎（半右エ門沢）・かきざき(はんえもんざわ)

　　０３９-５２０３・青森県むつ市川内町宿野部・かわうちまちしゆくのへ

　　０３９-５２０２・青森県むつ市川内町桧川・かわうちまちひのきがわ

　　０３９-４７０１・青森県むつ市川内町（板家戸）・(いたげど)

　　０３９-４７０１・青森県むつ市川内町（野平）・(のだい)

　　０３９-４７０１・青森県むつ市川内町（福浦山）・(ふくうらやま)

　　０３９-５２０１・青森県むつ市川内町（その他）・かわうちまち(そのた)

　　０３５-００９１・青森県むつ市川守町・かわもりちよう

　　０３５-００３６・青森県むつ市栗山町・くりやまちよう

　　０３５-００７１・青森県むつ市小川町・こがわまち

　　０３５-００９４・青森県むつ市桜木町・さくらぎちよう

　　０３５-００６１・青森県むつ市下北町・しもきたちよう

　　０３５-００６７・青森県むつ市十二林・じゆうにはﾞやじ

　　０３５-００９５・青森県むつ市城ケ沢・じようがさわ

　　０３５-００５２・青森県むつ市昭和町・しようわちよう

　　０３５-００５１・青森県むつ市新町・しんまち

　　０３５-００２２・青森県むつ市関根・せきね

　　０３５-００２１・青森県むつ市田名部・たなぶ

　　０３５-００３４・青森県むつ市田名部町・たなぶちよう

　　０３５-００７３・青森県むつ市中央・ちゆうおう

　　０３５-００５５・青森県むつ市苫生町・とまぶちよう

　　０３５-００１２・青森県むつ市中野沢・なかのさわ

　　０３５-００６２・青森県むつ市仲町・なかまち

　　０３５-００８１・青森県むつ市並川町・なみかわちよう

　　０３５-００８２・青森県むつ市文京町・ぶんきようちよう

　　０３５-００３５・青森県むつ市本町・ほんまち

　　０３５-００７５・青森県むつ市真砂町・まさごちよう

　　０３５-００４５・青森県むつ市松原町・まつはﾞらちよう

　　０３５-００７８・青森県むつ市松森町・まつもりちよう

　　０３５-００６５・青森県むつ市松山町・まつやまちよう

　　０３５-００６８・青森県むつ市美里町・みさとちよう

　　０３５-００６６・青森県むつ市緑ヶ丘・みどりがおか

　　０３５-００５３・青森県むつ市緑町・みどりちよう

　　０３５-００６４・青森県むつ市港町・みなとまち

　　０３５-００４３・青森県むつ市南赤川町・みなみあかがわちよう

　　０３５-００４６・青森県むつ市南町・みなみまち

　　０３５-００３１・青森県むつ市柳町・やなぎまち

　　０３５-００７７・青森県むつ市山田町・やまだちよう

　　０３５-００３３・青森県むつ市横迎町・よこむかいまち

　　０３５-００６３・青森県むつ市若松町・わかまつちよう



　　０３９-５３４５・青森県むつ市脇野沢赤坂・わきのさわあかさか

　　０３９-５３４４・青森県むつ市脇野沢稲平・わきのさわいなだいら

　　０３９-５３２６・青森県むつ市脇野沢桂沢・わきのさわかつらざわ

　　０３９-５３３５・青森県むつ市脇野沢寄浪・わきのさわきなみ

　　０３９-５３３７・青森県むつ市脇野沢九艘泊・わきのさわくそうどまり

　　０３９-５３４６・青森県むつ市脇野沢口広・わきのさわくちひろ

　　０３９-５３３３・青森県むつ市脇野沢黒岩・わきのさわくろいわ

　　０３９-５３２１・青森県むつ市脇野沢源藤城・わきのさわげんどうしろ

　　０３９-５３４３・青森県むつ市脇野沢小サ沢・わきのさわこささわ

　　０３９-５３４２・青森県むつ市脇野沢小沢・わきのさわこざわ

　　０３９-５３４１・青森県むつ市脇野沢鹿間平・わきのさわしかまだいら

　　０３９-５３２３・青森県むつ市脇野沢七引・わきのさわしちびき

　　０３９-５３３２・青森県むつ市脇野沢瀬野川目・わきのさわせのかわめ

　　０３９-５３２２・青森県むつ市脇野沢滝山・わきのさわたきやま

　　０３９-５３３６・青森県むつ市脇野沢蛸田・わきのさわたこだ

　　０３９-５３２５・青森県むつ市脇野沢辰内・わきのさわたつうち

　　０３９-５３２４・青森県むつ市脇野沢田ノ頭・わきのさわたのかしら

　　０３９-５３３４・青森県むつ市脇野沢新井田・わきのさわにいだ

　　０３９-５３２７・青森県むつ市脇野沢本村・わきのさわほんそん

　　０３９-５３３１・青森県むつ市脇野沢渡向・わきのさわわたむかい

　　０３８-３１００・青森県つがる市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３７-０１０２・青森県つがる市稲垣町繁田・いながきちようしげた

　　０３７-０１０１・青森県つがる市稲垣町下繁田・いながきちようしもしげた

　　０３７-０１０９・青森県つがる市稲垣町千年・いながきちようちとせ

　　０３７-０１０４・青森県つがる市稲垣町豊川・いながきちようとよかわ

　　０３７-０１０６・青森県つがる市稲垣町沼崎・いながきちようぬまざき

　　０３７-０１０７・青森県つがる市稲垣町沼舘・いながきちようぬまだて

　　０３７-０１０５・青森県つがる市稲垣町福富・いながきちようふくとみ

　　０３７-０１０３・青森県つがる市稲垣町穂積・いながきちようほつﾞみ

　　０３７-０１０８・青森県つがる市稲垣町吉出・いながきちようよしで

　　０３８-３３０５・青森県つがる市牛潟町・うしがたちよう

　　０３８-３１０７・青森県つがる市柏稲盛・かしわいせ

　　０３８-３１０３・青森県つがる市柏上古川・かしわかみこがわ

　　０３８-３１０４・青森県つがる市柏桑野木田・かしわくわのきだ

　　０３８-３１０１・青森県つがる市柏鷺坂・かしわさぎさか

　　０３８-３１０２・青森県つがる市柏下古川・かしわしもこがわ

　　０３８-３１０６・青森県つがる市柏玉水・かしわたまみず

　　０３８-３１０５・青森県つがる市柏広須・かしわひろす

　　０３８-３１４２・青森県つがる市木造赤根・きつﾞくりあかね

　　０３８-３１４４・青森県つがる市木造曙・きつﾞくりあけほﾞの

　　０３８-３１２４・青森県つがる市木造朝日・きつﾞくりあさひ

　　０３８-３１１３・青森県つがる市木造芦沼・きつﾞくりあしぬま

　　０３８-３２７３・青森県つがる市木造出野里・きつﾞくりいでのさと

　　０３８-３１４１・青森県つがる市木造浮巣・きつﾞくりうきす

　　０３８-３１３５・青森県つがる市木造有楽町・きつﾞくりうらくまち

　　０３８-３１６２・青森県つがる市木造浦船・きつﾞくりうらふね

　　０３８-３１２２・青森県つがる市木造追広・きつﾞくりおいひろ

　　０３８-３２７７・青森県つがる市木造大畑・きつﾞくりおおはﾞた

　　０３８-３２８５・青森県つがる市木造大湯町・きつﾞくりおおゆまち

　　０３８-３２７２・青森県つがる市木造兼館・きつﾞくりかねだて

　　０３８-３２８４・青森県つがる市木造亀ケ岡・きつﾞくりかめがおか

　　０３８-３１１２・青森県つがる市木造川除・きつﾞくりかわよけ

　　０３８-３１６５・青森県つがる市木造菊川・きつﾞくりきくかわ

　　０３８-２８０６・青森県つがる市木造越水・きつﾞくりこしみず

　　０３８-３２８６・青森県つがる市木造菰槌・きつﾞくりこもつち

　　０３８-３１５９・青森県つがる市木造桜川・きつﾞくりさくらがわ

　　０３８-３１４６・青森県つがる市木造桜木・きつﾞくりさくらぎ

　　０３８-３１６４・青森県つがる市木造柴田・きつﾞくりしはﾞた

　　０３８-３１３２・青森県つがる市木造清水・きつﾞくりしみず

　　０３８-３２８７・青森県つがる市木造下遠山里・きつﾞくりしもとおやまさと

　　０３８-２８０３・青森県つがる市木造下福原・きつﾞくりしもふくはら

　　０３８-３１３３・青森県つがる市木造末広・きつﾞくりすえひろ

　　０３８-３２８３・青森県つがる市木造館岡・きつﾞくりたておか

　　０３８-３１３４・青森県つがる市木造種取・きつﾞくりたねとり

　　０３８-３１３１・青森県つがる市木造千年・きつﾞくりちとせ

　　０３８-３１６７・青森県つがる市木造千代田・きつﾞくりちよだ

　　０３８-３１４５・青森県つがる市木造千代町・きつﾞくりちよまち

　　０３８-３２７８・青森県つがる市木造土滝・きつﾞくりつちたき

　　０３８-３１２５・青森県つがる市木造鶴泊・きつﾞくりつるどまり

　　０３８-３２８８・青森県つがる市木造出来島・きつﾞくりできしま



　　０３８-３１５４・青森県つがる市木造照日・きつﾞくりてるひ

　　０３８-３２８２・青森県つがる市木造筒木坂・きつﾞくりどうきざか

　　０３８-３１１１・青森県つがる市木造豊田・きつﾞくりとよだ

　　０３８-３２７５・青森県つがる市木造永田・きつﾞくりながた

　　０３８-３１６３・青森県つがる市木造中館・きつﾞくりなかだて

　　０３８-３１１４・青森県つがる市木造成田・きつﾞくりなりた

　　０３８-３１６１・青森県つがる市木造濁川・きつﾞくりにごりがわ

　　０３８-３１５３・青森県つがる市木造野宮・きつﾞくりのみや

　　０３８-３１３９・青森県つがる市木造萩流・きつﾞくりはぎながれ

　　０３８-３１３６・青森県つがる市木造萩野・きつﾞくりはぎの

　　０３８-３１１５・青森県つがる市木造蓮川・きつﾞくりはすかわ

　　０３８-３２７６・青森県つがる市木造林・きつﾞくりはやじ

　　０３８-３１２１・青森県つがる市木造早田・きつﾞくりはやた

　　０３８-３１４３・青森県つがる市木造日向・きつﾞくりひなた

　　０３８-３２８１・青森県つがる市木造平滝・きつﾞくりひらたき

　　０３８-２８０８・青森県つがる市木造吹原・きつﾞくりふきはら

　　０３８-３１６６・青森県つがる市木造福原・きつﾞくりふくはら

　　０３８-３１５８・青森県つがる市木造房松・きつﾞくりふさまつ

　　０３８-３１５２・青森県つがる市木造藤岡・きつﾞくりふじおか

　　０３８-３１２３・青森県つがる市木造藤田・きつﾞくりふじた

　　０３８-３１５５・青森県つがる市木造増田・きつﾞくりますた

　　０３８-２８０１・青森県つがる市木造丸山・きつﾞくりまるやま

　　０３８-２８０４・青森県つがる市木造三ツ館・きつﾞくりみつたて

　　０３８-３１５６・青森県つがる市木造宮井・きつﾞくりみやい

　　０３８-３１５７・青森県つがる市木造宮崎・きつﾞくりみやざき

　　０３８-３１２６・青森県つがる市木造森内・きつﾞくりもりうち

　　０３８-３１２８・青森県つがる市木造森本・きつﾞくりもりもと

　　０３８-３１２７・青森県つがる市木造森山・きつﾞくりもりやま

　　０３８-３２７１・青森県つがる市木造善積・きつﾞくりよしつﾞみ

　　０３８-３２７４・青森県つがる市木造蓮花田・きつﾞくりれんげた

　　０３８-３１５１・青森県つがる市木造若竹・きつﾞくりわかたけ

　　０３８-３１３８・青森県つがる市木造若緑・きつﾞくりわかみどり

　　０３８-３１３７・青森県つがる市木造若宮・きつﾞくりわかみや

　　０３８-３３０４・青森県つがる市下車力町・したしやりきちよう

　　０３８-３３０６・青森県つがる市下牛潟町・しもうしがたちよう

　　０３８-３３０３・青森県つがる市車力町・しやりきちよう

　　０３８-３３０１・青森県つがる市富萢町・とみやちちよう

　　０３８-３３０２・青森県つがる市豊富町・とよとみちよう

　　０３８-２８１８・青森県つがる市森田町大館・もりたちようおおだて

　　０３８-２８１１・青森県つがる市森田町上相野・もりたちようかみあいの

　　０３８-２８１２・青森県つがる市森田町下相野・もりたちようしもあいの

　　０３８-２８１７・青森県つがる市森田町床舞・もりたちようとこまい

　　０３８-２８１４・青森県つがる市森田町中田・もりたちようなかた

　　０３８-２８１３・青森県つがる市森田町妙堂崎・もりたちようみようどうざき

　　０３８-２８１６・青森県つがる市森田町森田・もりたちようもりた

　　０３８-２８１５・青森県つがる市森田町山田・もりたちようやまだ

　　０３６-０１００・青森県平川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田上駒田・あらたかみこまた

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田北稲村・あらたきたいなむら

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田北岡部・あらたきたおかべ

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田下駒田・あらたしもこまた

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田南稲村・あらたみなみいなむら

　　０３６-０１１２・青森県平川市荒田南岡部・あらたみなみおかべ

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋稲村・あらやいなむら

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋長田・あらやおさだ

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋栄館・あらやさかえだて

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋滝の沢・あらやたきのさわ

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋富山・あらやとみやま

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋平岡・あらやひらおか

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋平野・あらやひらの

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋福嶋・あらやふくしま

　　０３６-０１２１・青森県平川市新屋山下・あらややました

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町上沢田・あらやまちかみさわだ

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町北鶉野・あらやまちきたうずらの

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町下沢田・あらやまちしもさわだ

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町田川・あらやまちたがわ

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町松居・あらやまちまつい

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町松下・あらやまちまつした

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町松久・あらやまちまつひさ

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町道ノ下・あらやまちみちのした



　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町南鶉野・あらやまちみなみうずらの

　　０３６-０２１３・青森県平川市新屋町村元・あらやまちむらもと

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関・いかりがせき

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関相沢・いかりがせきあいざわ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関阿原・いかりがせきあはﾞら

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関雷林・いかりがせきいかずちはﾞやじ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関碇石・いかりがせきいかりいじ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関岩井・いかりがせきいわい

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関大葉平・いかりがせきおおはﾞだいら

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関大落前・いかりがせきおおらくまえ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関折橋・いかりがせきおりはじ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関鯨森・いかりがせきくじらもり

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関小落前・いかりがせきこらくまえ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関山神堂・いかりがせきさんじんどう

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関白沢・いかりがせきしらさわ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関諏訪平・いかりがせきすわだいら

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関外白沢・いかりがせきそとしらさわ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関高田・いかりがせきたかだ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関樋ケ沢・いかりがせきといがさわ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関西碇ケ関山・いかりがせきにしいかりがせきやま

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関東碇ケ関山・いかりがせきひがしいかりがせきやま

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関樋ノ口・いかりがせきひのくち

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関船岡・いかりがせきふなおか

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関踏田切・いかりがせきふみたぎり

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関三笠山・いかりがせきみかさやま

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関水溜・いかりがせきみずため

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関湯向川添・いかりがせきゆむかいかわぞえ

　　０３８-０１０１・青森県平川市碇ケ関横町・いかりがせきよこまち

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸上程森・いかりがせきこがけかみほどもり

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸沢田・いかりがせきこがけさわだ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸樋ケ沢・いかりがせきこがけといがさわ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸堂ノ上・いかりがせきこがけどうのうえ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸鳥井・いかりがせきこがけとりい

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸西不動野・いかりがせきこがけにしふどうの

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸東不動野・いかりがせきこがけひがしふどうの

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸不動沢大石・いかりがせきこがけふどうさわおおいじ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸不動野・いかりがせきこがけふどうの

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸南不動野・いかりがせきこがけみなみふどうの

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸向安田・いかりがせきこがけむかいやすだ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸門前・いかりがせきこがけもんぜん

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸門前屋岸・いかりがせきこがけもんぜんやぎじ

　　０３８-０１０２・青森県平川市碇ケ関古懸安田・いかりがせきこがけやすた

　　０３８-０１０３・青森県平川市碇ケ関久吉蕷ケ平・いかりがせきひさよしいもがたいら

　　０３８-０１０３・青森県平川市碇ケ関久吉二ノ渡・いかりがせきひさよしにのわたり

　　０３８-０１０３・青森県平川市碇ケ関久吉山岸・いかりがせきひさよしやまぎじ

　　０３６-０１５１・青森県平川市石郷沖中・いしごうおきなか

　　０３６-０１５１・青森県平川市石郷村元・いしごうむらもと

　　０３６-０１５１・青森県平川市石郷柳田・いしごうやなぎだ

　　０３６-０１５２・青森県平川市石畑岡元・いしはたけおかもと

　　０３６-０１４５・青森県平川市岩館長田・いわだておさだ

　　０３６-０１４５・青森県平川市岩館下り松・いわだてさがりまつ

　　０３６-０１４５・青森県平川市岩館藤巻・いわだてふじまき

　　０３６-０１４５・青森県平川市岩館村元・いわだてむらもと

　　０３６-０１４５・青森県平川市岩館山の井・いわだてやまのい

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館長田・おきだておさだ

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館沢田・おきだてさわた

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館高田・おきだてたかだ

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館永田・おきだてながた

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館西田・おきだてにした

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館比山館・おきだてひやまだて

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館宮崎・おきだてみやざき

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館向野・おきだてむかいの

　　０３６-０１４１・青森県平川市沖館和田・おきだてわだ

　　０３６-０１７１・青森県平川市小国浅瀬石山・おぐにあせいしやま

　　０３６-０１７１・青森県平川市小国川辺・おぐにかわべ

　　０３６-０１７１・青森県平川市小国川原田・おぐにかわらだ

　　０３６-０１７１・青森県平川市小国深沢・おぐにふかさわ

　　０３６-０１７１・青森県平川市小国山下・おぐにやました

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎浅井・おさきあさい

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎稲元・おさきいなもと



　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎岡田・おさきおかだ

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎川合・おさきかわい

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎木戸口・おさききどぐち

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎里見・おさきさとみ

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎沢部・おさきさわべ

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎平山・おさきひらやま

　　０３６-０１２２・青森県平川市尾崎安田・おさきやすた

　　０３６-０２２２・青森県平川市長田沼田・おさだぬまた

　　０３６-０２２２・青森県平川市長田野田・おさだのだ

　　０３６-０２２２・青森県平川市長田村下・おさだむらした

　　０３６-０２２２・青森県平川市長田元村・おさだもとむら

　　０３６-０２１２・青森県平川市尾上栄松・おのえさかえまつ

　　０３６-０１０４・青森県平川市柏木町東田・かしわぎまちひがしだ

　　０３６-０１０４・青森県平川市柏木町広田・かしわぎまちひろだ

　　０３６-０１０４・青森県平川市柏木町藤山・かしわぎまちふじやま

　　０３６-０１０４・青森県平川市柏木町柳田・かしわぎまちやなぎだ

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋上松元・かなやかみまつもと

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋上早稲田・かなやかみわせだ

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋下松元・かなやしもまつもと

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋下早稲田・かなやしもわせだ

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋中松元・かなやなかまつもと

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋中早稲田・かなやなかわせだ

　　０３６-０２０２・青森県平川市金屋西松元・かなやにしまつもと

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田一本松・がまたいつほﾟんまつ

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田玉田・がまたたまだ

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田豊田・がまたとよた

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田豊富・がまたとよとみ

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田三原・がまたみはら

　　０３６-０２３２・青森県平川市蒲田元宮・がまたもとみや

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹芦毛沢・からたけあしげさわ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹阿蘇獄・からたけあそだけ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹井沢・からたけいざわ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹苺原・からたけいちごはら

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹川原田・からたけかわらだ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹小金森・からたけこがねもり

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹小松原・からたけこまつはら

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹高田・からたけたかだ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹平山・からたけひらやま

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹堀合・からたけほりあい

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹水上・からたけみずかみ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹向川原田・からたけむかいかわらだ

　　０３６-０１３２・青森県平川市唐竹薬師沢・からたけやくしざわ

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明浅瀬石山・きりあけあせいしやま

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明上井戸・きりあけかみいど

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明誉田邸・きりあけこんたやしき

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明坂本・きりあけさかもと

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明滝の森・きりあけたきのもり

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明滝候沢・きりあけたつこうさわ

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明津根川森・きりあけつねかわもり

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明温川沢・きりあけぬるかわさわ

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明温川森・きりあけぬるかわもり

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明螢沢・きりあけほたるさわ

　　０３６-０１７３・青森県平川市切明山下・きりあけやました

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川浅瀬石山・くずかわあせいしやま

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川一本木平・くずかわいつほﾟんぎたいら

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川大川添・くずかわおおかわぞえ

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川折戸・くずかわおりと

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川上の平・くずかわかみのたいら

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川唐川平・くずかわからかわたいら

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川葛川沢・くずかわくずかわさわ

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川葛川平・くずかわくずかわたいら

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川葛川出口・くずかわくずかわでぐち

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川毛無森・くずかわけなしもり

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川砂子沢・くずかわすなこざわ

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川田の沢口・くずかわたのさわぐち

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川長小股・くずかわながこまた

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川平六沢上・くずかわへいろくさわかみ

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川平六村下・くずかわへいろくむらした

　　０３６-０１７２・青森県平川市葛川家岸・くずかわやぎじ

　　０３６-０１０２・青森県平川市光城・こうじよう



　　０３６-０１５３・青森県平川市小杉稲村・こすぎいなむら

　　０３６-０１５３・青森県平川市小杉扇田・こすぎおうぎだ

　　０３６-０１５３・青森県平川市小杉川崎・こすぎかわさき

　　０３６-０１５３・青森県平川市小杉竹内・こすぎたけうち

　　０３６-０１５３・青森県平川市小杉西田・こすぎにした

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森上田川・こわもりかみたがわ

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森上平田・こわもりかみひらた

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森上松岡・こわもりかみまつおか

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森下田川・こわもりしもたがわ

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森下平田・こわもりしもひらた

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森下松岡・こわもりしもまつおか

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森種取・こわもりたねとり

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森中松岡・こわもりなかまつおか

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森福田・こわもりふくだ

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森松川・こわもりまつかわ

　　０３６-０１１１・青森県平川市小和森松村・こわもりまつむら

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀浅井・さるかあさい

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀浅田・さるかあさだ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀池上・さるかいけがみ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀池田・さるかいけだ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀石林・さるかいしはﾞやじ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀上岡・さるかかみおか

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀上川・さるかかみかわ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀下岡・さるかしもおか

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀下川・さるかしもかわ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀下野・さるかしもの

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀遠林・さるかとおはﾞやじ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀富岡・さるかとみおか

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀平塚・さるかひらつか

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀松枝・さるかまつえだ

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀南田・さるかみなみた

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀南野・さるかみなみの

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀明堂・さるかみようどう

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀安岡・さるかやすおか

　　０３６-０２４２・青森県平川市猿賀安田・さるかやすた

　　０３６-０１６１・青森県平川市杉館滝元・すぎだてたきもと

　　０３６-０１６１・青森県平川市杉館松橋・すぎだてまつはじ

　　０３６-０１６１・青森県平川市杉館宮元・すぎだてみやもと

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平上安原・すももだいかみやすはら

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平上山崎・すももだいかみやまざき

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平北豊田・すももだいきたとよだ

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平下安原・すももだいしもやすはら

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平西豊田・すももだいにしとよだ

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平西山崎・すももだいにしやまざき

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平西和田・すももだいにしわだ

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平東豊田・すももだいひがしとよだ

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平東和田・すももだいひがしわだ

　　０３６-０２０１・青森県平川市李平南豊田・すももだいみなみとよだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺一滝本・だいこうじいちたきもと

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺一村井・だいこうじいちむらい

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺一早稲田・だいこうじいちわせだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺稲田・だいこうじいなだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺稲村・だいこうじいなむら

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺川原田・だいこうじかわらだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺三滝本・だいこうじさんたきもと

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺三村井・だいこうじさんむらい

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺三早稲田・だいこうじさんわせだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺釈迦口・だいこうじしやかぐち

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺白山・だいこうじしろやま

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺種元・だいこうじたねもと

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺西稲村・だいこうじにしいなむら

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺二滝本・だいこうじにたきもと

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺二村井・だいこうじにむらい

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺二早稲田・だいこうじにわせだ

　　０３６-０１０１・青森県平川市大光寺四滝本・だいこうじよんたきもと

　　０３６-０１４６・青森県平川市大坊竹内・だいほﾞうたけうち

　　０３６-０１４６・青森県平川市大坊竹原・だいほﾞうたけはら

　　０３６-０１４６・青森県平川市大坊福田・だいほﾞうふくだ

　　０３６-０１４６・青森県平川市大坊前田・だいほﾞうまえだ

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木岡崎・たかきおかざき



　　０３６-０２１１・青森県平川市高木岡田・たかきおかだ

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木岡部・たかきおかべ

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木豊岡・たかきとよおか

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木豊田・たかきとよだ

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木原田・たかきはらた

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木原富・たかきはらとみ

　　０３６-０２１１・青森県平川市高木松元・たかきまつもと

　　０３６-０１４２・青森県平川市高畑熊沢・たかはたけくまざわ

　　０３６-０１４２・青森県平川市高畑高田・たかはたけたかだ

　　０３６-０１４２・青森県平川市高畑前田・たかはたけまえだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田稲村・たちたいなむら

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田中前田・たちたなかまえだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田西川原田・たちたにしかわらだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田西和田・たちたにしわだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田東稲村・たちたひがしいなむら

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田東前田・たちたひがしまえだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田東和田・たちたひがしわだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田前田・たちたまえだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田南川原田・たちたみなみかわらだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田元川原田・たちたもとかわらだ

　　０３６-０１５５・青森県平川市館田柳原・たちたやなぎはら

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山板橋・たてやまいたはﾞじ

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山上扇田・たてやまかみおうぎだ

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山上亀岡・たてやまかみかめおか

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山川合・たてやまかわい

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山下扇田・たてやましもおうぎだ

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山下亀岡・たてやましもかめおか

　　０３６-０１６２・青森県平川市館山前田・たてやままえだ

　　０３６-０２２１・青森県平川市中佐渡石田・なかさどいした

　　０３６-０２２１・青森県平川市中佐渡鎌田・なかさどかまだ

　　０３６-０２２１・青森県平川市中佐渡前田・なかさどまえだ

　　０３６-０２２１・青森県平川市中佐渡南田・なかさどみなみだ

　　０３６-０２２１・青森県平川市中佐渡村元・なかさどむらもと

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松一本柳・なんはﾞいまついつほﾟんやなぎ

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松上東田・なんはﾞいまつかみひがしだ

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松川崎・なんはﾞいまつかわさき

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松川原田・なんはﾞいまつかわらだ

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松下東田・なんはﾞいまつしもひがしだ

　　０３６-０１６３・青森県平川市苗生松元東田・なんはﾞいまつもとひがしだ

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館後野・にいだてうしろの

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館柏崎・にいだてかしわざき

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館駒泊・にいだてこまどまり

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館島村・にいだてしまむら

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館野木和・にいだてのぎわ

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館東山・にいだてひがしやま

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館藤巻・にいだてふじまき

　　０３６-０１１５・青森県平川市新館藤山・にいだてふじやま

　　０３６-０２２３・青森県平川市西野曽江川崎・にしのぞえかわさき

　　０３６-０２２３・青森県平川市西野曽江橋元・にしのぞえはしもと

　　０３６-０２２３・青森県平川市西野曽江広田・にしのぞえひろた

　　０３６-０２３１・青森県平川市新山岡部・にいやまおかべ

　　０３６-０２３１・青森県平川市新山松橋・にいやままつはじ

　　０３６-０２３１・青森県平川市新山村元・にいやまむらもと

　　０３６-０２３１・青森県平川市新山柳田・にいやまやなぎだ

　　０３６-０２３１・青森県平川市新山早稲田・にいやまわせだ

　　０３６-０２４３・青森県平川市原大野・はらおおの

　　０３６-０２４３・青森県平川市原上原・はらかみはら

　　０３６-０２４３・青森県平川市原北原・はらきたはら

　　０３６-０１４４・青森県平川市原田稲元・はらたいなもと

　　０３６-０１４４・青森県平川市原田今井・はらたいまい

　　０３６-０１４４・青森県平川市原田沢田・はらたさわた

　　０３６-０１４４・青森県平川市原田村元・はらたむらもと

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼一本柳・ひぬまいつほﾟんやなぎ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼河原田・ひぬまかわらだ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼下川原・ひぬましもかわら

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼下袋・ひぬましもふくろ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼李田・ひぬますももだ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼高田・ひぬまたかだ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼塚越・ひぬまつかごじ

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼樋田・ひぬまといだ



　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼富田・ひぬまとみた

　　０３６-０２３３・青森県平川市日沼富岳・ひぬまとみたけ

　　０３６-０１１３・青森県平川市平田森稲村・ひらたもりいなむら

　　０３６-０１１３・青森県平川市平田森上宮本・ひらたもりかみみやもと

　　０３６-０１１３・青森県平川市平田森下宮本・ひらたもりしもみやもと

　　０３６-０１１３・青森県平川市平田森前田・ひらたもりまえだ

　　０３６-０１１３・青森県平川市平田森若松・ひらたもりわかまつ

　　０３６-０１３１・青森県平川市広船広沢・ひろふねひろさわ

　　０３６-０１３１・青森県平川市広船福田・ひろふねふくだ

　　０３６-０１３１・青森県平川市広船山下・ひろふねやました

　　０３６-０１４３・青森県平川市吹上高田・ふきあげたかだ

　　０３６-０１４３・青森県平川市吹上平岡・ふきあげひらおか

　　０３６-０１４３・青森県平川市吹上安田・ふきあげやすた

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居稲村・まちいいなむら

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居稲元・まちいいなもと

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居西田・まちいにした

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居南田・まちいみなみた

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居山下・まちいやました

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居山元・まちいやまもと

　　０３６-０１１４・青森県平川市町居横山・まちいよこやま

　　０３６-０１６４・青森県平川市松崎亀井・まつざきかめい

　　０３６-０１６４・青森県平川市松崎西田・まつざきにしだ

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館浅井・まつだてあさい

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館井ノ上・まつだていのうえ

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館西稲村・まつだてにしいなむら

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館西川原田・まつだてにしかわらだ

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館東稲村・まつだてひがしいなむら

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館東川原田・まつだてひがしかわらだ

　　０３６-０１６５・青森県平川市松館松元・まつだてまつもと

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中北林元・みなみたなかきたはやしもと

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中北原・みなみたなかきたはら

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中北細田・みなみたなかきたほそだ

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中北村井・みなみたなかきたむらい

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中中村井・みなみたなかなかむらい

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中西林元・みなみたなかにしはやしもと

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中西原・みなみたなかにしはら

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中東林元・みなみたなかひがしはやしもと

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中南林元・みなみたなかみなみはやしもと

　　０３６-０２０３・青森県平川市南田中村内・みなみたなかむらうち

　　０３６-０１０３・青森県平川市本町北柳田・もとまちきたやなぎだ

　　０３６-０１０３・青森県平川市本町富岡・もとまちとみおか

　　０３６-０１０３・青森県平川市本町西宮・もとまちにしのみや

　　０３６-０１０３・青森県平川市本町平野・もとまちひらの

　　０３６-０１０３・青森県平川市本町南柳田・もとまちみなみやなぎだ

　　０３６-０１０３・青森県平川市本町村元・もとまちむらもと

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎高野・やわたさきたかの

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎高原・やわたさきたかはら

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎本林・やわたさきほんはﾞやじ

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎松枝・やわたさきまつえだ

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎松橋・やわたさきまつはじ

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎宮田・やわたさきみやた

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎宮本・やわたさきみやもと

　　０３６-０２４１・青森県平川市八幡崎本宮・やわたさきもとみや

　　０３６-０１５４・青森県平川市四ツ屋亀田・よつやかめた

　　０３９-３３００・青森県東津軽郡平内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-３３１２・青森県東津軽郡平内町浅所・あさどころ

　　０３９-３３６４・青森県東津軽郡平内町小豆沢・あずきさわ

　　０３９-３３８２・青森県東津軽郡平内町稲生・いのう

　　０３９-３３５２・青森県東津軽郡平内町内童子・うちどうじ

　　０３９-３３４３・青森県東津軽郡平内町狩場沢・かりはﾞさわ

　　０３９-３３４２・青森県東津軽郡平内町口広・くちひろ

　　０３９-３３２１・青森県東津軽郡平内町小湊・こみなと

　　０３９-３３３２・青森県東津軽郡平内町清水川・しみずがわ

　　０３９-３３０２・青森県東津軽郡平内町白砂・しらす

　　０３９-３３５１・青森県東津軽郡平内町外童子・そとどうじ

　　０３９-３３５３・青森県東津軽郡平内町田茂木・たもぎ

　　０３９-３３７２・青森県東津軽郡平内町土屋・つちや

　　０３９-３３７１・青森県東津軽郡平内町中野・なかの

　　０３９-３３７３・青森県東津軽郡平内町浪打・なみうち

　　０３９-３３１３・青森県東津軽郡平内町沼館・ぬまだて



　　０３９-３３３１・青森県東津軽郡平内町浜子・はまご

　　０３９-３３０３・青森県東津軽郡平内町東滝・ひがしたき

　　０３９-３３０１・青森県東津軽郡平内町東田沢・ひがしたざわ

　　０３９-３３１５・青森県東津軽郡平内町福島・ふくしま

　　０３９-３３１１・青森県東津軽郡平内町福館・ふくだて

　　０３９-３３６１・青森県東津軽郡平内町藤沢・ふじさわ

　　０３９-３３６２・青森県東津軽郡平内町増田・ますた

　　０３９-３３３３・青森県東津軽郡平内町松野木・まつのき

　　０３９-３３８１・青森県東津軽郡平内町茂浦・もうら

　　０３９-３３１４・青森県東津軽郡平内町盛田・もりた

　　０３９-３３４１・青森県東津軽郡平内町薬師野・やくしの

　　０３９-３３６３・青森県東津軽郡平内町山口・やまぐち

　　０３０-１５００・青森県東津軽郡今別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３０-１５０２・青森県東津軽郡今別町今別・いまべつ

　　０３０-１５０５・青森県東津軽郡今別町大川平・おおかわだい

　　０３０-１５１２・青森県東津軽郡今別町大泊・おおどまり

　　０３０-１５１５・青森県東津軽郡今別町奥平部・おくたいらへ

　　０３０-１５１４・青森県東津軽郡今別町砂ケ森・すながもり

　　０３０-１５０４・青森県東津軽郡今別町鍋田・なべた

　　０３０-１５０１・青森県東津軽郡今別町浜名・はまな

　　０３０-１５１３・青森県東津軽郡今別町袰月・ほろつﾞき

　　０３０-１５０３・青森県東津軽郡今別町村元・むらもと

　　０３０-１５１１・青森県東津軽郡今別町山崎・やまざき

　　０３０-１２００・青森県東津軽郡蓬田村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３０-１２１２・青森県東津軽郡蓬田村阿弥陀川・ あみだがわ

　　０３０-１２０３・青森県東津軽郡蓬田村郷沢・ ごうさわ

　　０３０-１２０２・青森県東津軽郡蓬田村瀬辺地・ せへじ

　　０３０-１２１４・青森県東津軽郡蓬田村中沢・ なかざわ

　　０３０-１２１３・青森県東津軽郡蓬田村長科・ ながしな

　　０３０-１２０１・青森県東津軽郡蓬田村広瀬・ ひろせ

　　０３０-１２１１・青森県東津軽郡蓬田村蓬田・ よもぎだ

　　０３０-１４００・青森県東津軽郡外ヶ浜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３０-１３０９・青森県東津軽郡外ヶ浜町上蟹田・うえかにた

　　０３０-１３０３・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田・かにた

　　０３０-１３０１・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田石浜・かにたいしはま

　　０３０-１３０７・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田大平・かにたおおだい

　　０３０-１３０５・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田小国・かにたおぐに

　　０３０-１３１１・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田塩越・かにたしおこじ

　　０３０-１３０２・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田中師・かにたちゆうじ

　　０３０-１３０４・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田南沢・かにたみなみざわ

　　０３０-１３０６・青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田山本・かにたやまもと

　　０３０-１３０８・青森県東津軽郡外ヶ浜町下蟹田・したかにた

　　０３０-１４０２・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘・たいらだて

　　０３０-１４０５・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘石崎沢・たいらだていしざきさわ

　　０３０-１４１６・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘磯山・たいらだていそやま

　　０３０-１４１３・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘今津・たいらだていまつﾞ

　　０３０-１４１１・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘根岸・たいらだてねぎじ

　　０３０-１４１２・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘野田・たいらだてのだ

　　０３０-１４１５・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘舟岡・たいらだてふなおか

　　０３０-１４０３・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘元宇田・たいらだてもとうだ

　　０３０-１４０４・青森県東津軽郡外ヶ浜町平舘弥蔵釜・たいらだてやぞうかま

　　０３０-１７３２・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩家ノ上・みんまやいえのうえ

　　０３０-１７１９・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩宇鉄山・みんまやうてつやま

　　０３０-１７２４・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩釜野澤・みんまやかまのさわ

　　０３０-１７２２・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩上宇鉄・みんまやかみうてつ

　　０３０-１７１７・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩川柱・みんまやかわしら

　　０３０-１７１２・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩木落・みんまやきおとじ

　　０３０-１７１１・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩源兵衛間・みんまやげんべいま

　　０３０-１７２７・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩算用師・みんまやさんようじ

　　０３０-１７２０・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩四枚橋・みんまやしまいはﾞじ

　　０３０-１７２９・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩下平・みんまやしもたいら

　　０３０-１７１６・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩尻神・みんまやしりかみ

　　０３０-１７３３・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩新町・みんまやしんちよう

　　０３０-１７１１・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩龍浜・みんまやたつはま

　　０３０-１７２８・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩中浜・みんまやなかはま

　　０３０-１７１８・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩梨ノ木間・みんまやなしのきま

　　０３０-１７１５・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩鳴神・みんまやなるかみ

　　０３０-１７３７・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩東町・みんまやひがしまち

　　０３０-１７１４・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩梹榔・みんまやひようろう

　　０３０-１７２５・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩藤嶋・みんまやふじしま



　　０３０-１７３１・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩本町・みんまやほんちよう

　　０３０-１７２１・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩鐇泊・みんまやまさかりどまり

　　０３０-１７３４・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩増川・みんまやますかわ

　　０３０-１７３５・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩緑ケ丘・みんまやみどりがおか

　　０３０-１７２３・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩元宇鉄・みんまやもとうてつ

　　０３０-１７３６・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩桃ケ丘・みんまやももがおか

　　０３０-１７１３・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩鎧嶋・みんまやよろいじま

　　０３０-１７２６・青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩六條間・みんまやろくじようま

　　０３８-２７００・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-２７３１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町赤石町・あかいしまち

　　０３８-２７１４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町芦萢町・あしやちまち

　　０３８-２７４２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町新町・あらまち

　　０３８-２７３５・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町姥袋町・うはﾞふくろまち

　　０３８-２７２４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町鬼袋町・おにふくろまち

　　０３８-２７０１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町北浮田町・きたうきたまち

　　０３８-２７５４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町米町・こめまち

　　０３８-２７２２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町小森町・こもりまち

　　０３８-２７０３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町小屋敷町・こやしきまち

　　０３８-２７４５・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町新地町・しんちまち

　　０３８-２７０２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町建石町・たていしまち

　　０３８-２７３３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町館前町・たてまえまち

　　０３８-２７５１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町田中町・たなかまち

　　０３８-２７２５・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町種里町・たねさとまち

　　０３８-２７４３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町釣町・つりまち

　　０３８-２７１１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町中村町・なかむらまち

　　０３８-２７１２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町長平町・ながだいまち

　　０３８-２７５２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町七ツ石町・ななついしまち

　　０３８-２７４１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町浜町・はままち

　　０３８-２７１５・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町浜横沢町・はまよこさわまち

　　０３８-２７３２・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町日照田町・ひでりたまち

　　０３８-２７２３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町一ツ森町・ひとつもりまち

　　０３８-２７２１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町深谷町・ふかやまち

　　０３８-２７４６・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町富根町・ふねちよう

　　０３８-２７５３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町本町・ほんちよう

　　０３８-２７６１・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町舞戸町・まいとまち

　　０３８-２７１３・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町松代町・まつだいまち

　　０３８-２７０５・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町南浮田町・みなみうきたまち

　　０３８-２７３４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町南金沢町・みなみかなざわまち

　　０３８-２７０４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町湯舟町・ゆぶねまち

　　０３８-２７４７・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町淀町・よどまち

　　０３８-２７４４・青森県西津軽郡鰺ヶ沢町漁師町・りようしまち

　　０３８-２３００・青森県西津軽郡深浦町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-２５０２・青森県西津軽郡深浦町岩坂・いわさか

　　０３８-２２０２・青森県西津軽郡深浦町岩崎・いわさき

　　０３８-２４１３・青森県西津軽郡深浦町追良瀬・おいらせ

　　０３８-２２０８・青森県西津軽郡深浦町大間越・おおまごじ

　　０３８-２４１１・青森県西津軽郡深浦町風合瀬・かそせ

　　０３８-２３２３・青森県西津軽郡深浦町上長慶平・かみちようけいだいら

　　０３８-２５０４・青森県西津軽郡深浦町北金ケ沢・きたかねがさわ

　　０３８-２２０７・青森県西津軽郡深浦町黒崎・くろさき

　　０３８-２２０１・青森県西津軽郡深浦町沢辺・さわべ

　　０３８-２２０３・青森県西津軽郡深浦町正道尻・しようどうじり

　　０３８-２５０３・青森県西津軽郡深浦町関・せき

　　０３８-２５０５・青森県西津軽郡深浦町田野沢・たのさわ

　　０３８-２３２２・青森県西津軽郡深浦町長慶平・ちようけいだいら

　　０３８-２３２６・青森県西津軽郡深浦町月屋・つきや

　　０３８-２４１２・青森県西津軽郡深浦町驫木・とどろき

　　０３８-２２０４・青森県西津軽郡深浦町久田・ひさだ

　　０３８-２３２１・青森県西津軽郡深浦町広戸・ひろと

　　０３８-２３２４・青森県西津軽郡深浦町深浦・ふかうら

　　０３８-２３２７・青森県西津軽郡深浦町舮作・へなじ

　　０３８-２２０６・青森県西津軽郡深浦町松神・まつかみ

　　０３８-２２０５・青森県西津軽郡深浦町森山・もりやま

　　０３８-２５０１・青森県西津軽郡深浦町柳田・やなぎた

　　０３８-２３２５・青森県西津軽郡深浦町横磯・よこいそ

　　０３６-１４００・青森県中津軽郡西目屋村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３６-１４２２・青森県中津軽郡西目屋村居森平・ いもりたい

　　０３６-１４２４・青森県中津軽郡西目屋村川原平・ かわらたい

　　０３６-１４１４・青森県中津軽郡西目屋村白沢・ しらさわ

　　０３６-１４１２・青森県中津軽郡西目屋村杉ケ沢・ すぎがさわ



　　０３６-１４２３・青森県中津軽郡西目屋村砂子瀬・ すなこせ

　　０３６-１４１３・青森県中津軽郡西目屋村大秋・ たいあき

　　０３６-１４１１・青森県中津軽郡西目屋村田代・ たしろ

　　０３６-１４２１・青森県中津軽郡西目屋村藤川・ ふじかわ

　　０３６-１４１５・青森県中津軽郡西目屋村村市・ むらいち

　　０３８-３８００・青森県南津軽郡藤崎町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-３８３７・青森県南津軽郡藤崎町柏木堰・かしわぎぜき

　　０３８-３８３３・青森県南津軽郡藤崎町亀岡・かめおか

　　０３８-１２０３・青森県南津軽郡藤崎町久井名舘・ぐいなだて

　　０３８-３８０４・青森県南津軽郡藤崎町葛野・くずの

　　０３８-１２０６・青森県南津軽郡藤崎町郷山前・ごうさんまえ

　　０３８-３８１２・青森県南津軽郡藤崎町小畑・こはﾞた

　　０３８-３８０５・青森県南津軽郡藤崎町五林・ごりん

　　０３８-１２１６・青森県南津軽郡藤崎町榊・さかき

　　０３８-３８３６・青森県南津軽郡藤崎町下俵舛・しもたわらます

　　０３８-３８３５・青森県南津軽郡藤崎町俵舛・たわらます

　　０３８-１２１４・青森県南津軽郡藤崎町常盤・ときわ

　　０３８-１２１３・青森県南津軽郡藤崎町徳下・とくげ

　　０３８-１２０２・青森県南津軽郡藤崎町富柳・とみやなぎ

　　０３８-３８１１・青森県南津軽郡藤崎町中島・なかじま

　　０３８-３８３１・青森県南津軽郡藤崎町中野目・なかのめ

　　０３８-３８０３・青森県南津軽郡藤崎町西豊田・にしとよだ

　　０３８-３８３４・青森県南津軽郡藤崎町西中野目・にしなかのめ

　　０３８-３８０６・青森県南津軽郡藤崎町林崎・はやしざき

　　０３８-１２１１・青森県南津軽郡藤崎町福島・ふくしま

　　０３８-１２０１・青森県南津軽郡藤崎町福舘・ふくだて

　　０３８-３８０１・青森県南津軽郡藤崎町藤越・ふじこじ

　　０３８-３８０２・青森県南津軽郡藤崎町藤崎・ふじさき

　　０３８-１２０７・青森県南津軽郡藤崎町増館・ますだて

　　０３８-１２０４・青森県南津軽郡藤崎町水木・みずき

　　０３８-３８１４・青森県南津軽郡藤崎町水沼・みずぬま

　　０３８-１２１２・青森県南津軽郡藤崎町三ツ屋・みつや

　　０３８-３８１３・青森県南津軽郡藤崎町矢沢・やざわ

　　０３８-１２０５・青森県南津軽郡藤崎町吉野田・よしのだ

　　０３８-３８３２・青森県南津軽郡藤崎町吉向・よしむかい

　　０３８-１２１５・青森県南津軽郡藤崎町若松・わかまつ

　　０３８-０２００・青森県南津軽郡大鰐町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-０２３３・青森県南津軽郡大鰐町居土・いつﾞち

　　０３８-０２１１・青森県南津軽郡大鰐町大鰐・おおわに

　　０３８-０２０４・青森県南津軽郡大鰐町唐牛・かろうじ

　　０３８-０２１２・青森県南津軽郡大鰐町蔵館・くらだて

　　０３８-０２０３・青森県南津軽郡大鰐町駒木・こまき

　　０３８-０２４１・青森県南津軽郡大鰐町鯖石・さはﾞいじ

　　０３８-０２２３・青森県南津軽郡大鰐町島田・しまだ

　　０３８-０２３１・青森県南津軽郡大鰐町宿川原・しゆくがわら

　　０３８-０２０２・青森県南津軽郡大鰐町長峰・ながみね

　　０３８-０２０１・青森県南津軽郡大鰐町苦木・にがき

　　０３８-０２２１・青森県南津軽郡大鰐町虹貝・にじかい

　　０３８-０２４３・青森県南津軽郡大鰐町八幡館・はちまんだて

　　０３８-０２２２・青森県南津軽郡大鰐町早瀬野・はやせの

　　０３８-０２３２・青森県南津軽郡大鰐町三ツ目内・みつめない

　　０３８-０２４２・青森県南津軽郡大鰐町森山・もりやま

　　０３８-１１００・青森県南津軽郡田舎館村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-１１４２・青森県南津軽郡田舎館村和泉・ いずみ

　　０３８-１１１３・青森県南津軽郡田舎館村田舎舘・ いなかだて

　　０３８-１１０４・青森県南津軽郡田舎館村枝川・ えだがわ

　　０３８-１１３３・青森県南津軽郡田舎館村大根子・ おおねこ

　　０３８-１１３１・青森県南津軽郡田舎館村大袋・ おおふくろ

　　０３８-１１２３・青森県南津軽郡田舎館村大曲・ おおまがり

　　０３８-１１４１・青森県南津軽郡田舎館村川部・ かわべ

　　０３８-１１４３・青森県南津軽郡田舎館村境森・ さかいもり

　　０３８-１１０３・青森県南津軽郡田舎館村十二川原・ じゆうにかわら

　　０３８-１１３２・青森県南津軽郡田舎館村諏訪堂・ すわどう

　　０３８-１１１１・青森県南津軽郡田舎館村高樋・ たかひ

　　０３８-１１１２・青森県南津軽郡田舎館村垂柳・ たれやなぎ

　　０３８-１１４５・青森県南津軽郡田舎館村土矢倉・ つちやぐら

　　０３８-１１０１・青森県南津軽郡田舎館村東光寺・ とうこうじ

　　０３８-１１０２・青森県南津軽郡田舎館村堂野前・ どうのまえ

　　０３８-１１３４・青森県南津軽郡田舎館村豊蒔・ とよまき

　　０３８-１１２１・青森県南津軽郡田舎館村畑中・ はたけなか



　　０３８-１１２２・青森県南津軽郡田舎館村八反田・ はつたんだ

　　０３８-１１４４・青森県南津軽郡田舎館村前田屋敷・ まえたやしき

　　０３８-３６００・青森県北津軽郡板柳町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-３６８３・青森県北津軽郡板柳町赤田・あかだ

　　０３８-３６５１・青森県北津軽郡板柳町飯田・いいだ

　　０３８-３６８２・青森県北津軽郡板柳町石野・いしの

　　０３８-３６８５・青森県北津軽郡板柳町いたや町・いたやちよう

　　０３８-３６６２・青森県北津軽郡板柳町板柳・いたやなぎ

　　０３８-３６４２・青森県北津軽郡板柳町太田・おおた

　　０３８-３６３５・青森県北津軽郡板柳町大俵・おおたわら

　　０３８-３６７１・青森県北津軽郡板柳町掛落林・かけおちはﾞやじ

　　０３８-３６３２・青森県北津軽郡板柳町柏木・かしわぎ

　　０３８-３６３３・青森県北津軽郡板柳町狐森・きつねもり

　　０３８-３６３６・青森県北津軽郡板柳町五幾形・ごきがた

　　０３８-３６７３・青森県北津軽郡板柳町小幡・こはた

　　０３８-３６２１・青森県北津軽郡板柳町五林平・ごりんたい

　　０３８-３６８４・青森県北津軽郡板柳町三千石・さんぜんごく

　　０３８-３６２３・青森県北津軽郡板柳町常海橋・じようかいはﾞじ

　　０３８-３６３４・青森県北津軽郡板柳町高増・たかます

　　０３８-３６２４・青森県北津軽郡板柳町滝井・たきい

　　０３８-３６２５・青森県北津軽郡板柳町舘野越・たてのこじ

　　０３８-３６４５・青森県北津軽郡板柳町辻・つじ

　　０３８-３６４３・青森県北津軽郡板柳町長野・ながの

　　０３８-３６８１・青森県北津軽郡板柳町野中・のなか

　　０３８-３６７２・青森県北津軽郡板柳町灰沼・はいぬま

　　０３８-３６４１・青森県北津軽郡板柳町深味・ふかみ

　　０３８-３６６１・青森県北津軽郡板柳町福野田・ふくのだ

　　０３８-３６３１・青森県北津軽郡板柳町牡丹森・ほﾞたんもり

　　０３８-３６２２・青森県北津軽郡板柳町夕顔関・ゆうがおぜき

　　０３８-３６４４・青森県北津軽郡板柳町横沢・よこさわ

　　０３８-３５００・青森県北津軽郡鶴田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３８-３５０１・青森県北津軽郡鶴田町大巻・おおまき

　　０３８-３５１３・青森県北津軽郡鶴田町沖・おき

　　０３８-３５４１・青森県北津軽郡鶴田町尾原・おはら

　　０３８-３５３１・青森県北津軽郡鶴田町木筒・きつﾞつ

　　０３８-３５２３・青森県北津軽郡鶴田町胡桃舘・くるみだて

　　０３８-３５０２・青森県北津軽郡鶴田町強巻・こわまき

　　０３８-３５２４・青森県北津軽郡鶴田町境・さかい

　　０３８-３５２１・青森県北津軽郡鶴田町菖蒲川・しようぶかわ

　　０３８-３５１２・青森県北津軽郡鶴田町瀬良沢・せらざわ

　　０３８-３５２５・青森県北津軽郡鶴田町大性・だいしよう

　　０３８-３５０３・青森県北津軽郡鶴田町鶴田・つるた

　　０３８-３５２２・青森県北津軽郡鶴田町鶴泊・つるどまり

　　０３８-３５１４・青森県北津軽郡鶴田町中野・なかの

　　０３８-３５３２・青森県北津軽郡鶴田町野木・のぎ

　　０３８-３５４２・青森県北津軽郡鶴田町廻堰・まわりぜき

　　０３８-３５４３・青森県北津軽郡鶴田町妙堂崎・みようどうざき

　　０３８-３５１５・青森県北津軽郡鶴田町山道・やまみち

　　０３８-３５１１・青森県北津軽郡鶴田町横萢・よこやち

　　０３７-０３００・青森県北津軽郡中泊町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３７-０３１６・青森県北津軽郡中泊町芦野・あしの

　　０３７-０３０１・青森県北津軽郡中泊町今泉・いまいずみ

　　０３７-０３０２・青森県北津軽郡中泊町薄市・うすいち

　　０３７-０３１１・青森県北津軽郡中泊町大沢内・おおさわない

　　０３７-０３０４・青森県北津軽郡中泊町尾別・おつへﾟつ

　　０３７-０５１２・青森県北津軽郡中泊町小泊朝間・こどまりあさま

　　０３７-０５２３・青森県北津軽郡中泊町小泊稲荷・こどまりいなり

　　０３７-０５４１・青森県北津軽郡中泊町小泊嗽沢・こどまりうがいさわ

　　０３７-０５３４・青森県北津軽郡中泊町小泊漆流・こどまりうるしながれ

　　０３７-０５４２・青森県北津軽郡中泊町小泊大山長根・こどまりおおやまながね

　　０３７-０５３５・青森県北津軽郡中泊町小泊尾崎道・こどまりおさきみち

　　０３７-０５２１・青森県北津軽郡中泊町小泊折戸・こどまりおりと

　　０３７-０５２２・青森県北津軽郡中泊町小泊小泊・こどまりこどまり

　　０３７-０５２５・青森県北津軽郡中泊町小泊鮫貝・こどまりさめがい

　　０３７-０５３８・青森県北津軽郡中泊町小泊下前・こどまりしたまえ

　　０３７-０５３３・青森県北津軽郡中泊町小泊白倉・こどまりしろくら

　　０３７-０５１１・青森県北津軽郡中泊町小泊砂山・こどまりすなやま

　　０３７-０５３１・青森県北津軽郡中泊町小泊長坂・こどまりながさか

　　０３７-０５３６・青森県北津軽郡中泊町小泊中間・こどまりなかま

　　０３７-０５３２・青森県北津軽郡中泊町小泊梨子木平・こどまりなしきたいら



　　０３７-０５１４・青森県北津軽郡中泊町小泊浜野・こどまりはまの

　　０３７-０５３７・青森県北津軽郡中泊町小泊渕岩・こどまりふちいわ

　　０３７-０５４３・青森県北津軽郡中泊町小泊坊主沢・こどまりほﾞうずさわ

　　０３０-１７０１・青森県北津軽郡中泊町小泊袰内・こどまりほろない

　　０３７-０５２４・青森県北津軽郡中泊町小泊水澗・こどまりみずのま

　　０３７-０５１３・青森県北津軽郡中泊町小泊割長根・こどまりわりながね

　　０３７-０３０３・青森県北津軽郡中泊町高根・たかね

　　０３７-０３１８・青森県北津軽郡中泊町田茂木・たもぎ

　　０３７-０３１３・青森県北津軽郡中泊町富野・とみの

　　０３７-０３１５・青森県北津軽郡中泊町豊岡・とよおか

　　０３７-０３１２・青森県北津軽郡中泊町豊島・とよしま

　　０３７-０３０５・青森県北津軽郡中泊町中里・なかさと

　　０３７-０３１７・青森県北津軽郡中泊町長泥・ながどろ

　　０３７-０３０９・青森県北津軽郡中泊町八幡・はちまん

　　０３７-０３１４・青森県北津軽郡中泊町福浦・ふくうら

　　０３７-０３０８・青森県北津軽郡中泊町深郷田・ふこうだ

　　０３７-０３０６・青森県北津軽郡中泊町宮川・みやかわ

　　０３７-０３０７・青森県北津軽郡中泊町宮野沢・みやのさわ

　　０３９-３１００・青森県上北郡野辺地町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-３１１６・青森県上北郡野辺地町赤坂・あかさか

　　０３９-３１０８・青森県上北郡野辺地町有戸・ありと

　　０３９-３１０５・青森県上北郡野辺地町有戸鳥井平・ありととりいたい

　　０３９-３１７８・青森県上北郡野辺地町家ノ上・いえのうえ

　　０３９-３１１１・青森県上北郡野辺地町石神裏・いしがみうら

　　０３９-３１４４・青森県上北郡野辺地町一ノ渡・いちのわたり

　　０３９-３１７４・青森県上北郡野辺地町大平下・おおだいした

　　０３９-３１０４・青森県上北郡野辺地町大月平・おおつきたい

　　０３９-３１０７・青森県上北郡野辺地町小沢平・おざわだい

　　０３９-３１０６・青森県上北郡野辺地町蟹田・かにた

　　０３９-３１７４・青森県上北郡野辺地町上河渡頭・かみかどがしら

　　０３９-３１２７・青森県上北郡野辺地町上川原・かみかわら

　　０３９-３１５４・青森県上北郡野辺地町上小中野・かみこなかの

　　０３９-３１２８・青森県上北郡野辺地町上前田・かみまえだ

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町上御手洗瀬・かみみたらせ

　　０３９-３１４３・青森県上北郡野辺地町川目・かわめ

　　０３９-３１５８・青森県上北郡野辺地町観音林後・かんのんはﾞやしうしろ

　　０３９-３１６５・青森県上北郡野辺地町観音林前田・かんのんはﾞやしまえだ

　　０３９-３１５９・青森県上北郡野辺地町観音林脇・かんのんはﾞやしわき

　　０３９-３１０５・青森県上北郡野辺地町木明・きみよう

　　０３９-３１５５・青森県上北郡野辺地町切明・きりあけ

　　０３９-３１４２・青森県上北郡野辺地町久田・くんでん

　　０３９-３１６２・青森県上北郡野辺地町笹館・ささだて

　　０３９-３１５７・青森県上北郡野辺地町獅子沢・ししざわ

　　０３９-３１０８・青森県上北郡野辺地町下道・したみち

　　０３９-３１７７・青森県上北郡野辺地町柴崎・しはﾞさき

　　０３９-３１７４・青森県上北郡野辺地町下河渡頭・しもかどがしら

　　０３９-３１５２・青森県上北郡野辺地町下小中野・しもこなかの

　　０３９-３１１７・青森県上北郡野辺地町下坂・しもさか

　　０３９-３１２６・青森県上北郡野辺地町下前田・しもまえだ

　　０３９-３１４６・青森県上北郡野辺地町下松ノ木平・しもまつのきたい

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町下御手洗瀬・しもみたらせ

　　０３９-３１４７・青森県上北郡野辺地町下与田川・しもよたがわ

　　０３９-３１２４・青森県上北郡野辺地町白岩・しらいわ

　　０３９-３１５１・青森県上北郡野辺地町白岩向・しらいわむかい

　　０３９-３１２９・青森県上北郡野辺地町新田・しんでん

　　０３９-３１６３・青森県上北郡野辺地町新町裏・しんまちうら

　　０３９-３１７５・青森県上北郡野辺地町地続山・じつつﾞきやま

　　０３９-３１７３・青森県上北郡野辺地町陣場川原・じんはﾞがわら

　　０３９-３１１４・青森県上北郡野辺地町助佐小路・すけさこうじ

　　０３９-３１２２・青森県上北郡野辺地町雑吉沢・ぞうよしざわ

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町滝田・たきた

　　０３９-３１０３・青森県上北郡野辺地町田名部道・たなぶみち

　　０３９-３１２３・青森県上北郡野辺地町種川・たねかわ

　　０３９-３１１３・青森県上北郡野辺地町田狭沢・たはﾞさみざわ

　　０３９-３１７４・青森県上北郡野辺地町田端・たはﾞた

　　０３９-３１１５・青森県上北郡野辺地町タラノ木・たらのき

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町槻ノ木・つきのき

　　０３９-３１１８・青森県上北郡野辺地町寺ノ沢・てらのさわ

　　０３９-３１２９・青森県上北郡野辺地町戸田ノ沢・とだのさわ

　　０３９-３１７２・青森県上北郡野辺地町鳥井平・とりいたい



　　０３９-３１５３・青森県上北郡野辺地町中小中野・なかこなかの

　　０３９-３１０８・青森県上北郡野辺地町中田・なかた

　　０３９-３１１２・青森県上北郡野辺地町中道・なかみち

　　０３９-３１４３・青森県上北郡野辺地町中屋敷・なかやしき

　　０３９-３１７６・青森県上北郡野辺地町中渡・なかわたり

　　０３９-３１４１・青森県上北郡野辺地町鳴沢・なるさわ

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町二本木・にほんき

　　０３９-３１６７・青森県上北郡野辺地町二本木向・にほんきむかい

　　０３９-３１６６・青森県上北郡野辺地町二本木向前田・にほんきむかいまえだ

　　０３９-３１３１・青森県上北郡野辺地町野辺地・のへじ

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町二十平・はたちたい

　　０３９-３１７７・青森県上北郡野辺地町八ノ木谷地・はのきやち

　　０３９-３１０１・青森県上北郡野辺地町浜掛・はまかけ

　　０３９-３１０５・青森県上北郡野辺地町東太田沢・ひがしおおたさわ

　　０３９-３１０５・青森県上北郡野辺地町干草橋・ひくさはﾞじ

　　０３９-３１２８・青森県上北郡野辺地町昼場・ひるはﾞ

　　０３９-３１５６・青森県上北郡野辺地町枇杷野・びわの

　　０３９-３１２１・青森県上北郡野辺地町船橋・ふなはﾞじ

　　０３９-３１０６・青森県上北郡野辺地町古明前・ふるみようまえ

　　０３９-３１２５・青森県上北郡野辺地町坊ノ塚・ほﾞうのつか

　　０３９-３１６４・青森県上北郡野辺地町前田・まえだ

　　０３９-３１６８・青森県上北郡野辺地町前平・まえひら

　　０３９-３１７９・青森県上北郡野辺地町馬門・まかど

　　０３９-３１６１・青森県上北郡野辺地町馬門道・まかどみち

　　０３９-３１５７・青森県上北郡野辺地町松ノ木・まつのき

　　０３９-３１４５・青森県上北郡野辺地町松ノ木平・まつのきたい

　　０３９-３１７１・青森県上北郡野辺地町御手洗瀬・みたらせ

　　０３９-３１０６・青森県上北郡野辺地町明前・みようまえ

　　０３９-３１０９・青森県上北郡野辺地町向田・むかいだ

　　０３９-３１２９・青森県上北郡野辺地町餅粟川原・もちあわかわら

　　０３９-３１７５・青森県上北郡野辺地町湯沢・ゆざわ

　　０３９-３１７５・青森県上北郡野辺地町湯沢尻・ゆざわじり

　　０３９-３１４８・青森県上北郡野辺地町与田川尻・よたがわじり

　　０３９-３１０２・青森県上北郡野辺地町米内沢・よないさわ

　　０３９-２５００・青森県上北郡七戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-２５０１・青森県上北郡七戸町荒熊内・あらくまない

　　０３９-２５３４・青森県上北郡七戸町荒屋・あらや

　　０３９-２５４３・青森県上北郡七戸町有田沢・ありたさわ

　　０３９-２８１６・青森県上北郡七戸町家ノ裏・いえのうら

　　０３９-２８２５・青森県上北郡七戸町家ノ上・いえのかみ

　　０３９-２８２４・青森県上北郡七戸町家ノ下・いえのした

　　０３９-２８３３・青森県上北郡七戸町家ノ前・いえのまえ

　　０３９-２８６５・青森県上北郡七戸町市ノ渡・いちのわたり

　　０３９-２５６１・青森県上北郡七戸町銀南木・いちようのき

　　０３９-２７４１・青森県上北郡七戸町猪ノ鼻・いのはな

　　０３９-２５８５・青森県上北郡七戸町上ノ山・うえのやま

　　０３９-２５８７・青森県上北郡七戸町上屋田・うえやだ

　　０３９-２５８４・青森県上北郡七戸町後川原・うしろかわら

　　０３９-２７３１・青森県上北郡七戸町後平・うしろたいら

　　０３９-２５７４・青森県上北郡七戸町宇道坂・うどうざか

　　０３９-２７７１・青森県上北郡七戸町姥沢・うはﾞさわ

　　０３９-２５８６・青森県上北郡七戸町海内・うみない

　　０３９-２５２６・青森県上北郡七戸町上町野・うわまちの

　　０３９-２５０７・青森県上北郡七戸町えぞ花・えぞはﾞな

　　０３９-２７５６・青森県上北郡七戸町榎林家ノ後・えのきはﾞやしいえのうしろ

　　０３９-２７５５・青森県上北郡七戸町榎林家ノ前・えのきはﾞやしいえのまえ

　　０３９-２７７９・青森県上北郡七戸町榎林古屋敷・えのきはﾞやしふるやしき

　　０３９-２７４５・青森県上北郡七戸町夷堂・えびすどう

　　０３９-２５０８・青森県上北郡七戸町大池・おおいけ

　　０３９-２５０２・青森県上北郡七戸町大沢・おおさわ

　　０３９-２５３１・青森県上北郡七戸町太田・おおた

　　０３９-２８２１・青森県上北郡七戸町大平・おおだいら

　　０３９-２５１４・青森県上北郡七戸町太田野・おおたの

　　０３９-２５３２・青森県上北郡七戸町大林・おおはﾞやじ

　　０３９-２７１５・青森県上北郡七戸町尾山頭・おやまがしら

　　０３９-２７５１・青森県上北郡七戸町貝塚家ノ前・かいつﾞかいえのまえ

　　０３９-２５７８・青森県上北郡七戸町貝ノ口・かいのくち

　　０３９-２５２３・青森県上北郡七戸町影津内・かげつない

　　０３９-２５７７・青森県上北郡七戸町鍛治林・かじはﾞやじ

　　０３９-２８３１・青森県上北郡七戸町金沢平・かなざわたいら



　　０３９-２７２５・青森県上北郡七戸町上川原・かみかわら

　　０３９-２７１４・青森県上北郡七戸町上志多・かみしだ

　　０３９-２７２４・青森県上北郡七戸町上平・かみたいら

　　０３９-２５３３・青森県上北郡七戸町川去・かわさり

　　０３９-２７１２・青森県上北郡七戸町北天間舘・きたてんまだて

　　０３９-２５６２・青森県上北郡七戸町倉岡・くらおか

　　０３９-２５２２・青森県上北郡七戸町倉越・くらこじ

　　０３９-２８６６・青森県上北郡七戸町栗ノ木沢・くりのきさわ

　　０３９-２８７７・青森県上北郡七戸町五庵ノ下・ごあんのした

　　０３９-２８１２・青森県上北郡七戸町小田下・こだした

　　０３９-２８１３・青森県上北郡七戸町小田平・こだたい

　　０３９-２８２２・青森県上北郡七戸町小又・こまた

　　０３９-２８５６・青森県上北郡七戸町古和備・こわそなえ

　　０３９-２５３７・青森県上北郡七戸町賽ノ神・さいのかみ

　　０３９-２７５３・青森県上北郡七戸町竿打川原・さおうちかわら

　　０３９-２７７８・青森県上北郡七戸町坂ノ外・さかのそと

　　０３９-２５７５・青森県上北郡七戸町作田・さくた

　　０３９-２８４５・青森県上北郡七戸町作田道・さくたみち

　　０３９-２５７６・青森県上北郡七戸町桜田・さくらだ

　　０３９-２５６８・青森県上北郡七戸町左組・さぐみ

　　０３９-２８５２・青森県上北郡七戸町さそう・さそう

　　０３９-２８５３・青森県上北郡七戸町さそう平・さそうたい

　　０３９-２８７５・青森県上北郡七戸町淋代・さびしろ

　　０３９-２５１２・青森県上北郡七戸町笊田・ざるた

　　０３９-２５１１・青森県上北郡七戸町笊田川久保・ざるたかわくほﾞ

　　０３９-２７５４・青森県上北郡七戸町地蔵堂・じぞうどう

　　０３９-２８７２・青森県上北郡七戸町下タ川原・したかわら

　　０３９-２５２５・青森県上北郡七戸町七戸・しちのへ

　　０３９-２７７４・青森県上北郡七戸町柴舘道ノ下・しはﾞだてみちのしも

　　０３９-２５４６・青森県上北郡七戸町清水頭・しみずかしら

　　０３９-２７２１・青森県上北郡七戸町志茂川原・しもかわら

　　０３９-２８６４・青森県上北郡七戸町下モ川原・しもかわら

　　０３９-２７２３・青森県上北郡七戸町下志多・しもした

　　０３９-２７７２・青森県上北郡七戸町下田坪・しもたつほﾞ

　　０３９-２８４１・青森県上北郡七戸町下鳥谷部・しもとりやべ

　　０３９-２５４９・青森県上北郡七戸町下見町・しもみるまち

　　０３９-２８７１・青森県上北郡七戸町白石・しろいじ

　　０３９-２５７２・青森県上北郡七戸町城ノ後・しろのあと

　　０３９-２５６５・青森県上北郡七戸町治部袋・じんはﾞ

　　０３９-２７２６・青森県上北郡七戸町李川原・すももかわら

　　０３９-２７７７・青森県上北郡七戸町李沢家ノ後・すももざわいえのうしろ

　　０３９-２７７６・青森県上北郡七戸町李沢家ノ前・すももざわいえのまえ

　　０３９-２７７５・青森県上北郡七戸町李沢道ノ下・すももざわみちのしも

　　０３９-２５５７・青森県上北郡七戸町西野・せいの

　　０３９-２８７６・青森県上北郡七戸町堰代・せきしろ

　　０３９-２８５１・青森県上北郡七戸町堰根・せきね

　　０３９-２５１５・青森県上北郡七戸町蒼前・そうぜん

　　０３９-２８５５・青森県上北郡七戸町底田・そこた

　　０３９-２７３２・青森県上北郡七戸町卒古沢・そつこざわ

　　０３９-２７５７・青森県上北郡七戸町卒古沢南平・そつこざわみなみたい

　　０３９-２８５４・青森県上北郡七戸町高井名・たかいな

　　０３９-２５５８・青森県上北郡七戸町高屋敷・たかやしき

　　０３９-２５１６・青森県上北郡七戸町舘野・たての

　　０３９-２５０５・青森県上北郡七戸町立野頭・たてのがしら

　　０３９-２８２３・青森県上北郡七戸町館ノ下・だてのした

　　０３９-２７４４・青森県上北郡七戸町塚長根・つかながね

　　０３９-２７４７・青森県上北郡七戸町附田家ノ前・つくたいえのまえ

　　０３９-２７４６・青森県上北郡七戸町附田川目・つくたかわめ

　　０３９-２８７４・青森県上北郡七戸町坪川原・つほﾞかわら

　　０３９-２５５２・青森県上北郡七戸町鶴打田・つるうちた

　　０３９-２５６７・青森県上北郡七戸町鶴児平・つるのこたい

　　０３９-２８４４・青森県上北郡七戸町手代森・てしろもり

　　０３９-２５２４・青森県上北郡七戸町寺裏・てらうら

　　０３９-２７４３・青森県上北郡七戸町寺沢前・てらさわまえ

　　０３９-２５３８・青森県上北郡七戸町寺下・てらした

　　０３９-２５１８・青森県上北郡七戸町天神林・てんじんはﾞやじ

　　０３９-２５２１・青森県上北郡七戸町天王・てんのう

　　０３９-２８１１・青森県上北郡七戸町天間舘荒谷・てんまだてあらや

　　０３９-２８６１・青森県上北郡七戸町天間舘大沢・てんまだておおさわ

　　０３９-２８７３・青森県上北郡七戸町天間舘寒水・てんまだてかんすい



　　０３９-２８５７・青森県上北郡七戸町天間舘倉越・てんまだてくらこじ

　　０３９-２７３３・青森県上北郡七戸町天間舘前川原・てんまだてまえかわら

　　０３９-２８６３・青森県上北郡七戸町十枝内・としない

　　０３９-２５７９・青森県上北郡七戸町十役野・とやくの

　　０３９-２５０３・青森県上北郡七戸町豊間内・とよまない

　　０３９-２８４６・青森県上北郡七戸町鳥谷部・とりやべ

　　０３９-２５５４・青森県上北郡七戸町中岫・なかぐき

　　０３９-２７８２・青森県上北郡七戸町中岫太田嶋・なかぐきおおたしま

　　０３９-２７８４・青森県上北郡七戸町中岫長沢下・なかぐきながさわしも

　　０３９-２７８３・青森県上北郡七戸町中岫番屋・なかぐきはﾞんや

　　０３９-２７８６・青森県上北郡七戸町中岫東道添・なかぐきひがしみちぞえ

　　０３９-２７８５・青森県上北郡七戸町中岫村ノ上・なかぐきむらのかみ

　　０３９-２７１１・青森県上北郡七戸町中天間舘・なかてんまだて

　　０３９-２８４２・青森県上北郡七戸町中鳥谷・なかとりや

　　０３９-２８２６・青森県上北郡七戸町中野・なかの

　　０３９-２５３９・青森県上北郡七戸町中村・なかむら

　　０３９-２８６２・青森県上北郡七戸町夏間木・なつまぎ

　　０３９-２５１７・青森県上北郡七戸町夏焼・なつやき

　　０３９-２５８２・青森県上北郡七戸町西上川原・にしかみかわら

　　０３９-２５５６・青森県上北郡七戸町西槻木・にしつきのき

　　０３９-２５３５・青森県上北郡七戸町沼ノ沢・ぬまのさわ

　　０３９-２５３６・青森県上北郡七戸町野佐掛・のさかけ

　　０３９-２８０１・青森県上北郡七戸町野崎・のざき

　　０３９-２８０４・青森県上北郡七戸町野崎狐久保・のざききつねくほﾞ

　　０３９-２８０２・青森県上北郡七戸町野崎前平・のざきまえひら

　　０３９-２８０３・青森県上北郡七戸町野崎森ノ下・のざきもりのしも

　　０３９-２５７３・青森県上北郡七戸町野続・のつつﾞき

　　０３９-２５４２・青森県上北郡七戸町萩ノ沢・はぎのさわ

　　０３９-２８４３・青森県上北郡七戸町橋ノ上・はしのかみ

　　０３９-２７５２・青森県上北郡七戸町鉢森平・はちもりたい

　　０３９-２５４４・青森県上北郡七戸町八栗平・はつくりたい

　　０３９-２５５３・青森県上北郡七戸町八尺堂・はつしやくどう

　　０３９-２５６６・青森県上北郡七戸町放森・はなつもり

　　０３９-２７８１・青森県上北郡七戸町花松林ノ根・はなまつはやしのね

　　０３９-２８０５・青森県上北郡七戸町原久保・はらくほﾞ

　　０３９-２５８１・青森県上北郡七戸町東上川原・ひがしかみかわら

　　０３９-２５１３・青森県上北郡七戸町東槻木・ひがしつきのき

　　０３９-２７１３・青森県上北郡七戸町東天間舘・ひがしてんまだて

　　０３９-２５０６・青森県上北郡七戸町膝森・ひざもり

　　０３９-２５０４・青森県上北郡七戸町寒水・ひやみず

　　０３９-２７６１・青森県上北郡七戸町二ツ森家ノ後・ふたつもりいえのうしろ

　　０３９-２７６３・青森県上北郡七戸町二ツ森家ノ表・ふたつもりいえのおもて

　　０３９-２７６２・青森県上北郡七戸町二ツ森家ノ下・ふたつもりいえのした

　　０３９-２７４２・青森県上北郡七戸町舟場向川久保・ふなはﾞむかいがわくほﾞ

　　０３９-２５６４・青森県上北郡七戸町古屋敷・ふるやしき

　　０３９-２５４５・青森県上北郡七戸町別曽・べつそう

　　０３９-２５７１・青森県上北郡七戸町蛇坂・へびさか

　　０３９-２７１６・青森県上北郡七戸町菩提木・ほﾞだいぎ

　　０３９-２５８３・青森県上北郡七戸町前川原・まえかわら

　　０３９-２７７３・青森県上北郡七戸町前左野・まえさの

　　０３９-２５５５・青森県上北郡七戸町前田・まえだ

　　０３９-２５６９・青森県上北郡七戸町馬門川原・まかどがわら

　　０３９-２５２７・青森県上北郡七戸町町・まち

　　０３９-２８３５・青森県上北郡七戸町松ケ沢・まつがさわ

　　０３９-２８３２・青森県上北郡七戸町道ノ上・みちのかみ

　　０３９-２８１４・青森県上北郡七戸町道ノ下・みちのしも

　　０３９-２７４８・青森県上北郡七戸町南舘向・みなみだてむかい

　　０３９-２５４１・青森県上北郡七戸町都平・みやこたい

　　０３９-２５４８・青森県上北郡七戸町見町・みるまち

　　０３９-２７２２・青森県上北郡七戸町向川原・むかいかわら

　　０３９-２５６３・青森県上北郡七戸町向平・むかいたい

　　０３９-２８３４・青森県上北郡七戸町向中野川向・むかいなかのかわむかい

　　０３９-２８２８・青森県上北郡七戸町森ケ沢・もりがさわ

　　０３９-２８２７・青森県上北郡七戸町森ノ上・もりのかみ

　　０３９-２８１５・青森県上北郡七戸町森ノ下・もりのしも

　　０３９-２５５１・青森県上北郡七戸町薬師平・やくしたい

　　０３９-２５４７・青森県上北郡七戸町矢倉・やぐら

　　０３９-２７１７・青森県上北郡七戸町柳平・やなぎたいら

　　０３９-２５５９・青森県上北郡七戸町山屋・やまや

　　０３９-２５８９・青森県上北郡七戸町和田・わだ



　　０３９-２５８８・青森県上北郡七戸町和田下・わだしも

　　０３９-２３００・青森県上北郡六戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（内金矢、・いぬおとせ(うちかなや､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（内山、・いぬおとせ(うちやま､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（岡沼、・いぬおとせ(おかぬま､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（金沢、・いぬおとせ(かなざわ､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（金矢、・いぬおとせ(かなや､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（上淋代・いぬおとせ(かみさびしろ､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（木越・いぬおとせ(きこし､､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（権現沢、・いぬおとせ(

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（四木、・しき､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（七百・しちひやく

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（下久保「１７４を除く」・しもくほﾞ<１７４ｦのぞく>

､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（下淋代・しもさびしろ

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（高森、・たかもり､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（通目木、・つﾞめき､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（坪毛沢「２５、・つほﾞけざわ<２

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（６３７

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（６４１・

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（６４３・､なかやしき､ぬまくほﾞ､ねこはし､ほりきり

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（６４７を除く」・６４７ｦのぞく>､

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（中屋敷・なかやしき

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（沼久保・なかやしき

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（根古橋・､ねこはし

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（堀切・ほりきり

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（沢）・さわ)

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（南平）・みなみたい)

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（柳沢）・やなぎさわ)

　　０３３-００７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（大曲）・おおまがり)

　　０３９-２３７１・青森県上北郡六戸町犬落瀬（その他）・いぬおとせ(そのた)

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２１３～２３４・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２４０・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２４７・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２６２・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２６６・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２７５・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２７７・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２８０・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「２９５・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「１１９９・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「１２０６・おりも(いまくま

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「１５０４ｦのぞく>､

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町折茂（今熊「１５０４を除く」、

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町大原、(沖山「１－１３）・おきやま､)

　　０３３-００７２・青森県上北郡六戸町大原、(上折茂「７１－１９２を除く」）・(かみおりも)

　　０３９-２３７２・青森県上北郡六戸町折茂（その他）・おりも(そのた)

　　０３３-００７３・青森県上北郡六戸町金矢・かなや

　　０３９-２３１１・青森県上北郡六戸町上吉田・かみよした

　　０３９-２３１４・青森県上北郡六戸町小平・こだいら

　　０３３-００７４・青森県上北郡六戸町小松ケ丘・こまつがおか

　　０３９-２３１２・青森県上北郡六戸町下吉田・しもよした

　　０３９-２３１３・青森県上北郡六戸町鶴喰・つるはﾞみ

　　０３９-２３１５・青森県上北郡六戸町柳町・やなぎまち

　　０３９-４１００・青森県上北郡横浜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-４１０６・青森県上北郡横浜町有畑・ありはた

　　０３９-４１１３・青森県上北郡横浜町家ノ前川目・いえのまえかわめ

　　０３９-４１１５・青森県上北郡横浜町稲荷平・いなりたいら

　　０３９-４１１２・青森県上北郡横浜町夷ケ沢平・えぞがさわたいら

　　０３９-４１１１・青森県上北郡横浜町大畑・おおはた

　　０３９-４１３１・青森県上北郡横浜町椛名木・かはﾞなき

　　０３９-４１４２・青森県上北郡横浜町上イタヤノ木・かみいたやのき

　　０３９-４１２３・青森県上北郡横浜町茅平・かやたいら

　　０３９-４１２４・青森県上北郡横浜町川尻・かわじり

　　０３９-４１０３・青森県上北郡横浜町川太郎川目・かわたろうかわめ

　　０３９-４１３７・青森県上北郡横浜町下川原・しもがわら

　　０３９-４１０４・青森県上北郡横浜町下苗代川目・しもなわしろかわめ

　　０３９-４１３３・青森県上北郡横浜町舘の後・たてのうしろ

　　０３９-４１３２・青森県上北郡横浜町太郎須田・たろうすだ

　　０３９-４１３８・青森県上北郡横浜町塚名平・つかなたいら



　　０３９-４１４５・青森県上北郡横浜町寺下・てらした

　　０３９-４１５２・青森県上北郡横浜町百目木・どめき

　　０３９-４１５５・青森県上北郡横浜町豊栄平・とよさかたいら

　　０３９-４１２２・青森県上北郡横浜町鶏ケ唄・とりがうた

　　０３９-４１１６・青森県上北郡横浜町中畑・なかはた

　　０３９-４１０５・青森県上北郡横浜町苗代川目・なわしろかわめ

　　０３９-４１１７・青森県上北郡横浜町鶏沢・にわとりざわ

　　０３９-４１４４・青森県上北郡横浜町浜懸・はまがけ

　　０３９-４１０２・青森県上北郡横浜町浜田・はまだ

　　０３９-４１０１・青森県上北郡横浜町林尻・はやしじり

　　０３９-４１３５・青森県上北郡横浜町林の後・はやしのうしろ

　　０３９-４１３４・青森県上北郡横浜町林の脇・はやしのわき

　　０３９-４１２１・青森県上北郡横浜町桧木・ひのき

　　０３９-４１５６・青森県上北郡横浜町雲雀平・ひはﾞりたいら

　　０３９-４１５７・青森県上北郡横浜町二又・ふたまた

　　０３９-４１５３・青森県上北郡横浜町吹越・ふつこじ

　　０３９-４１１４・青森県上北郡横浜町大豆田・まめだ

　　０３９-４１４１・青森県上北郡横浜町三保野・みほの

　　０３９-４１５４・青森県上北郡横浜町明神平・みようじんたいら

　　０３９-４１５１・青森県上北郡横浜町向平・むかいたいら

　　０３９-４１４３・青森県上北郡横浜町屋敷形・やしきがた

　　０３９-４１３６・青森県上北郡横浜町横浜・よこはま

　　０３９-２６００・青森県上北郡東北町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-２６５７・青森県上北郡東北町赤川道・あかがわみち

　　０３９-２６０４・青森県上北郡東北町空久保・あきくほﾞ

　　０３９-２４０６・青森県上北郡東北町旭北・あさひきた

　　０３９-２４０７・青森県上北郡東北町旭南・あさひみなみ

　　０３９-２６８５・青森県上北郡東北町家ノ下タ・いえのした

　　０３９-２６８１・青森県上北郡東北町家ノ前・いえのまえ

　　０３９-２６０２・青森県上北郡東北町五十嵐・いがらじ

　　０３９-２６８２・青森県上北郡東北町石坂・いしざか

　　０３９-２６８３・青森県上北郡東北町板橋山・いたはﾞしやま

　　０３９-２６２６・青森県上北郡東北町後久保・うしろくほﾞ

　　０３９-２６５５・青森県上北郡東北町内蛯沢道ノ上・うちえびさわみちのかみ

　　０３９-２６５６・青森県上北郡東北町内蛯沢向・うちえびさわむかい

　　０３９-２６８６・青森県上北郡東北町宇道坂・うどうさか

　　０３９-２６０７・青森県上北郡東北町姥沢・うはﾞさわ

　　０３９-２６７３・青森県上北郡東北町馬尻・うまじり

　　０３９-２４０１・青森県上北郡東北町上野・うわの

　　０３９-２６１２・青森県上北郡東北町狼ノ沢・おいのさわ

　　０３９-２４０２・青森県上北郡東北町大浦・おおうら

　　０３９-２６２３・青森県上北郡東北町大久保・おおくほﾞ

　　０３９-２６５１・青森県上北郡東北町大沢・おおさわ

　　０３９-２６８３・青森県上北郡東北町大平・おおだいら

　　０３９-２６８８・青森県上北郡東北町大撫沢・おおなでさわ

　　０３９-２６７３・青森県上北郡東北町大籏屋・おおはたや

　　０３９-２６３６・青森県上北郡東北町往来ノ上・おおらいのかみ

　　０３９-２６３４・青森県上北郡東北町往来ノ下・おおらいのしも

　　０３９-２６７１・青森県上北郡東北町小沢・おざわ

　　０３９-２６３５・青森県上北郡東北町乙越・おつこじ

　　０３９-２６６４・青森県上北郡東北町乙供・おつとも

　　０３９-２６６６・青森県上北郡東北町乙供山・おつともやま

　　０３９-２６４３・青森県上北郡東北町乙部道ノ上・おとべみちのかみ

　　０３９-２６４３・青森県上北郡東北町乙部道ノ下・おとべみちのしも

　　０３９-２６０１・青森県上北郡東北町ガス平・がすたい

　　０３９-２６０６・青森県上北郡東北町数牛・かそじ

　　０３９-２６８５・青森県上北郡東北町上板橋家ノ後・かみいたはﾞしいえのうしろ

　　０３９-２４０４・青森県上北郡東北町上北北・かみきたきた

　　０３９-２４０５・青森県上北郡東北町上北南・かみきたみなみ

　　０３９-２６２６・青森県上北郡東北町上久保・かみくほﾞ

　　０３９-２６６１・青森県上北郡東北町上笹橋・かみささはﾞじ

　　０３９-２６８７・青森県上北郡東北町上清水目・かみしみずめ

　　０３９-２６６８・青森県上北郡東北町北膳前・きたぜんまえ

　　０３９-２６７８・青森県上北郡東北町狐沢山・きつねさわやま

　　０３９-２６１６・青森県上北郡東北町切左坂道ノ上・きりさざかみちのかみ

　　０３９-２６１４・青森県上北郡東北町切左坂道ノ下・きりさざかみちのしも

　　０３９-２６７２・青森県上北郡東北町栗山添・くりやまぞい

　　０３９-２６４１・青森県上北郡東北町枋木・こほﾞのき

　　０３９-２６８６・青森県上北郡東北町塞ノ神・さいのかみ

　　０３９-２６７８・青森県上北郡東北町坂ノ下・さかのした



　　０３９-２６０５・青森県上北郡東北町淋代・さびしろ

　　０３９-２６２７・青森県上北郡東北町漆玉・しつたま

　　０３９-２６６８・青森県上北郡東北町篠内平・しのないたい

　　０３９-２６７６・青森県上北郡東北町下板橋・しもいたはﾞじ

　　０３９-２６６２・青森県上北郡東北町下笹橋・しもささはﾞじ

　　０３９-２６５３・青森県上北郡東北町下山・しもやま

　　０３９-２６３３・青森県上北郡東北町素柄邸・すがらやしき

　　０３９-２６６７・青森県上北郡東北町膳前・ぜんまえ

　　０３９-２６８６・青森県上北郡東北町添ノ沢・そえのさわ

　　０３９-２６４７・青森県上北郡東北町外蛯沢後久保・そとえびさわうしろくほﾞ

　　０３９-２６４８・青森県上北郡東北町外蛯沢北久保・そとえびさわきたくほﾞ

　　０３９-２６４６・青森県上北郡東北町外蛯沢西平・そとえびさわにしたい

　　０３９-２６４５・青森県上北郡東北町外蛯沢前平・そとえびさわまえたい

　　０３９-２６０５・青森県上北郡東北町高森・たかもり

　　０３９-２６３１・青森県上北郡東北町滝沢平・たきさわたいら

　　０３９-２６３５・青森県上北郡東北町舘・だて

　　０３９-２６２４・青森県上北郡東北町蓼内久保・たてないくほﾞ

　　０３９-２６６３・青森県上北郡東北町舘花・だてはな

　　０３９-２６２１・青森県上北郡東北町田ノ沢・たのさわ

　　０３９-２６７８・青森県上北郡東北町田面木・たもぎ

　　０３９-２６７５・青森県上北郡東北町千曳・ちびき

　　０３９-２６７４・青森県上北郡東北町千曳下山・ちびきしもやま

　　０３９-２６７８・青森県上北郡東北町長者久保・ちようじやくほﾞ

　　０３９-２６２６・青森県上北郡東北町堤尻・つつみじり

　　０３９-２６２３・青森県上北郡東北町鶴ケ崎・つるがさき

　　０３９-２６５４・青森県上北郡東北町塔ノ沢山・とうのさわやま

　　０３９-２６３５・青森県上北郡東北町鳥口平・とりぐちたい

　　０３９-２６１１・青森県上北郡東北町中村道ノ上・なかむらみちのかみ

　　０３９-２６１１・青森県上北郡東北町中村道ノ下・なかむらみちのしも

　　０３９-２６２５・青森県上北郡東北町長久保・ながくほﾞ

　　０３９-２４０３・青森県上北郡東北町新舘・にいだて

　　０３９-２６１２・青森県上北郡東北町沼添左ノ平・ぬまそえさのたいら

　　０３９-２６１３・青森県上北郡東北町子ノ鳥平・ねのとりたい

　　０３９-２６１３・青森県上北郡東北町野田頭・のだがしら

　　０３９-２６１３・青森県上北郡東北町野田頭山・のだがしらやま

　　０３９-２６１３・青森県上北郡東北町野田尻・のだじり

　　０３９-２６２２・青森県上北郡東北町浜家苫・はまけとはﾞ

　　０３９-２６１２・青森県上北郡東北町浜台・はまだい

　　０３９-２６８７・青森県上北郡東北町林ノ下・はやしのした

　　０３９-２６３２・青森県上北郡東北町日影林ノ上山・ひかげはやしのかみやま

　　０３９-２６４２・青森県上北郡東北町寒水・ひやみず

　　０３９-２６４２・青森県上北郡東北町寒水下・ひやみずしも

　　０３９-２６４２・青森県上北郡東北町寒水山・ひやみずやま

　　０３９-２６７４・青森県上北郡東北町夫雑原・ぶぞうはら

　　０３９-２６７７・青森県上北郡東北町夫雑原下山・ぶぞうはらしもやま

　　０３９-２６２２・青森県上北郡東北町船ケ沢・ふねがさわ

　　０３９-２６２４・青森県上北郡東北町古屋敷・ふるやしき

　　０３９-２６１５・青森県上北郡東北町細津・ほそつ

　　０３９-２６０２・青森県上北郡東北町細津橋ノ上・ほそつはしのかみ

　　０３９-２６５２・青森県上北郡東北町ほとけ沢・ほとけさわ

　　０３９-２６４４・青森県上北郡東北町保戸沢家ノ上・ほどさわいえのかみ

　　０３９-２６４４・青森県上北郡東北町保戸沢家ノ前・ほどさわいえのまえ

　　０３９-２６４４・青森県上北郡東北町保戸沢家ノ後・ほどさわいえのうしろ

　　０３９-２６０４・青森県上北郡東北町饅頭長根・まんじゆうながね

　　０３９-２６０４・青森県上北郡東北町水流・みずながれ

　　０３９-２６１７・青森県上北郡東北町水喰・みずはみ

　　０３９-２６１７・青森県上北郡東北町水喰向・みずはみむかい

　　０３９-２６２４・青森県上北郡東北町道ノ北・みちのきた

　　０３９-２６８４・青森県上北郡東北町向平・むかいたい

　　０３９-２６７２・青森県上北郡東北町向籏屋・むかいはたや

　　０３９-２６７３・青森県上北郡東北町向屋敷・むかいやしき

　　０３９-２６１５・青森県上北郡東北町萌出道ノ上・もだしみちのかみ

　　０３９-２６１５・青森県上北郡東北町萌出道ノ下・もだしみちのしも

　　０３９-２６０６・青森県上北郡東北町谷地頭・やじがしら

　　０３９-２６６５・青森県上北郡東北町柳沢・やなぎざわ

　　０３９-２６８１・青森県上北郡東北町山添・やまぞい

　　０３９-２６７３・青森県上北郡東北町山ノ下・やまのした

　　０３９-２６８２・青森県上北郡東北町湯沢・ゆざわ

　　０３９-２６０４・青森県上北郡東北町横沢・よこさわ

　　０３９-２６０４・青森県上北郡東北町横沢頭・よこさわがしら



　　０３９-２６０３・青森県上北郡東北町横沢山・よこさわやま

　　０３９-２６２３・青森県上北郡東北町横志多・よこしだ

　　０３９-２６３３・青森県上北郡東北町和山平・わやまたいら

　　０３９-３２００・青森県上北郡六ヶ所村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-３２１２・青森県上北郡六ヶ所村尾駮・ おぶち

　　０３９-３２１５・青森県上北郡六ヶ所村倉内・ くらうち

　　０３９-３２１３・青森県上北郡六ヶ所村鷹架・ たかほこ

　　０３９-３２１１・青森県上北郡六ヶ所村出戸・ でと

　　０３９-４３０１・青森県上北郡六ヶ所村泊・ とまり

　　０３９-３２１４・青森県上北郡六ヶ所村平沼・ ひらぬま

　　０３９-２２００・青森県上北郡おいらせ町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-２１８９・青森県上北郡おいらせ町青葉・あおはﾞ

　　０３９-２１４７・青森県上北郡おいらせ町赤田前・あかだまえ

　　０３９-２１１６・青森県上北郡おいらせ町秋堂・あきどう

　　０３９-２１４１・青森県上北郡おいらせ町明土・あけど

　　０３９-２１６５・青森県上北郡おいらせ町阿光坊・あこうほﾞう

　　０３９-２１７２・青森県上北郡おいらせ町洗平・あらいだい

　　０３９-２１１３・青森県上北郡おいらせ町犬毛谷地・いぬけやち

　　０３９-２２１７・青森県上北郡おいらせ町牛込平・うしごめたい

　　０３９-２２１６・青森県上北郡おいらせ町後田・うしろだ

　　０３９-２１８２・青森県上北郡おいらせ町鶉久保・うずらくほﾞ

　　０３９-２１８３・青森県上北郡おいらせ町鶉久保山・うずらくほﾞやま

　　０３９-２２５３・青森県上北郡おいらせ町獺野・うその

　　０３９-２２２５・青森県上北郡おいらせ町上明堂・かみあけどう

　　０３９-２１３３・青森県上北郡おいらせ町上川原・かみかわら

　　０３９-２１８５・青森県上北郡おいらせ町上久保・かみくほﾞ

　　０３９-２２２１・青森県上北郡おいらせ町上前田・かみまえだ

　　０３９-２１４５・青森県上北郡おいらせ町上谷地・かみやち

　　０３９-２１１７・青森県上北郡おいらせ町川端・かわはﾞた

　　０３９-２１２７・青森県上北郡おいらせ町木崎・きざき

　　０３９-２１８６・青森県上北郡おいらせ町北下田・きたしもだ

　　０３９-２１５５・青森県上北郡おいらせ町木ノ下西・きのしたにじ

　　０３９-２１５７・青森県上北郡おいらせ町木ノ下東・きのしたひがじ

　　０３９-２１５６・青森県上北郡おいらせ町木ノ下南・きのしたみなみ

　　０３９-２２５２・青森県上北郡おいらせ町黒坂谷地・くろさかやち

　　０３９-２１４２・青森県上北郡おいらせ町小前谷地・こまえやち

　　０３９-２１２４・青森県上北郡おいらせ町境田・さかいだ

　　０３９-２１２５・青森県上北郡おいらせ町三本木・さんほﾞんぎ

　　０３９-２２２４・青森県上北郡おいらせ町下明堂・しもあけどう

　　０３９-２１２１・青森県上北郡おいらせ町下境・しもさかい

　　０３９-２２２２・青森県上北郡おいらせ町下前田・しもまえだ

　　０３９-２２１５・青森県上北郡おいらせ町下屋敷・しもやしき

　　０３９-２１４３・青森県上北郡おいらせ町上水下・じようすいした

　　０３９-２２２６・青森県上北郡おいらせ町新助川原・しんすけかわら

　　０３９-２２１１・青森県上北郡おいらせ町新田・しんでん

　　０３９-２１６４・青森県上北郡おいらせ町神明前・しんめいまえ

　　０３９-２１８０・青森県上北郡おいらせ町住吉・すみよじ

　　０３９-２２３５・青森県上北郡おいらせ町千刈田・せんがりだ

　　０３９-２１２８・青森県上北郡おいらせ町染屋・そめや

　　０３９-２１１４・青森県上北郡おいらせ町高田・たかだ

　　０３９-２１４４・青森県上北郡おいらせ町丈の端・たけのはじ

　　０３９-２１３５・青森県上北郡おいらせ町立蛇・たちじや

　　０３９-２１６３・青森県上北郡おいらせ町館越・たてごじ

　　０３９-２２５５・青森県上北郡おいらせ町土取・つちとり

　　０３９-２２３４・青森県上北郡おいらせ町堤田・つつみだ

　　０３９-２１０２・青森県上北郡おいらせ町豊栄・とよさかえ

　　０３９-２１５４・青森県上北郡おいらせ町豊原・とよはら

　　０３９-２２２３・青森県上北郡おいらせ町苗平谷地・なえひらやち

　　０３９-２２５４・青森県上北郡おいらせ町苗振谷地・なえふりやち

　　０３９-２１３６・青森県上北郡おいらせ町中下田・なかしもだ

　　０３９-２１２９・青森県上北郡おいらせ町中平下長根山・なかたいしもながねやま

　　０３９-２１１２・青森県上北郡おいらせ町中野平・なかのたい

　　０３９-２１４６・青森県上北郡おいらせ町中谷地・なかやち

　　０３９-２１１５・青森県上北郡おいらせ町菜飯・なめじ

　　０３９-２１１１・青森県上北郡おいらせ町西後谷地・にしうしろやち

　　０３９-２１７１・青森県上北郡おいらせ町新敷・にしき

　　０３９-２１６１・青森県上北郡おいらせ町西下川原・にししもかわら

　　０３９-２１２３・青森県上北郡おいらせ町西下谷地・にししもやち

　　０３９-２１３２・青森県上北郡おいらせ町西前川原・にしまえかわら

　　０３９-２１２２・青森県上北郡おいらせ町沼小屋・ぬまこや



　　０３９-２２３３・青森県上北郡おいらせ町沼端・ぬまはた

　　０３９-２１３４・青森県上北郡おいらせ町馳下り・はせくだり

　　０３９-２１８４・青森県上北郡おいらせ町浜道・はまみち

　　０３９-２２３２・青森県上北郡おいらせ町東後谷地・ひがしうしろやち

　　０３９-２２１２・青森県上北郡おいらせ町東下川原・ひがししもかわら

　　０３９-２２３１・青森県上北郡おいらせ町東下谷地・ひがししもやち

　　０３９-２２１４・青森県上北郡おいらせ町東前川原・ひがしまえかわら

　　０３９-２１１８・青森県上北郡おいらせ町彦七川原・ひこしちがわら

　　０３９-２２０３・青森県上北郡おいらせ町一川目・ひとかわめ

　　０３９-２２０４・青森県上北郡おいらせ町深沢・ふかさわ

　　０３９-２２０５・青森県上北郡おいらせ町深沢平・ふかさわたい

　　０３９-２１７３・青森県上北郡おいらせ町瓢・ふくべ

　　０３９-２２０１・青森県上北郡おいらせ町二川目・ふたかわめ

　　０３９-２１８１・青森県上北郡おいらせ町古間木山・ふるまぎやま

　　０３９-２２１３・青森県上北郡おいらせ町堀ノ内・ほりのうち

　　０３９-２１２６・青森県上北郡おいらせ町間木・まぎ

　　０３９-２２０６・青森県上北郡おいらせ町松原・まつはﾞら

　　０３９-２１８７・青森県上北郡おいらせ町緑ケ丘・みどりがおか

　　０３９-２１６２・青森県上北郡おいらせ町南下田・みなみしもだ

　　０３９-２１３１・青森県上北郡おいらせ町向川原・むかいかわら

　　０３９-２２５１・青森県上北郡おいらせ町向坂・むかいさか

　　０３９-２２０２・青森県上北郡おいらせ町向平・むかいたい

　　０３９-２１５１・青森県上北郡おいらせ町向山・むかいやま

　　０３９-２１５２・青森県上北郡おいらせ町向山東・むかいやまひがじ

　　０３９-２１５８・青森県上北郡おいらせ町向山南・むかいやまみなみ

　　０３９-２１５３・青森県上北郡おいらせ町山崎・やまざき

　　０３９-２２３６・青森県上北郡おいらせ町洋光台・ようこうだい

　　０３９-２１８８・青森県上北郡おいらせ町若葉・わかはﾞ

　　０３９-４６００・青森県下北郡大間町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-４６０１・青森県下北郡大間町大間・おおま

　　０３９-４６０２・青森県下北郡大間町奥戸・おこつへﾟ

　　０３５-００００・青森県下北郡東通村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３５-０１１３・青森県下北郡東通村岩屋・ いわや

　　０３５-０００１・青森県下北郡東通村大利・ おおり

　　０３９-４２２３・青森県下北郡東通村小田野沢・ おだのさわ

　　０３５-０１０４・青森県下北郡東通村蒲野沢（稲崎）・ がまのさわ(いなざき)

　　０３５-０１０４・青森県下北郡東通村蒲野沢（浜の平）・はまのたい

　　０３５-０００４・青森県下北郡東通村蒲野沢（その他）・ がまのさわ(そのた)

　　０３９-４２２１・青森県下北郡東通村猿ケ森・ さるがもり

　　０３５-０１１２・青森県下北郡東通村尻労・ しつかり

　　０３９-４２２４・青森県下北郡東通村白糠・ しらぬか

　　０３５-０１１１・青森県下北郡東通村尻屋・ しりや

　　０３９-４２２２・青森県下北郡東通村砂子又・ すなごまた

　　０３５-０００５・青森県下北郡東通村田屋・ たや

　　０３５-０００３・青森県下北郡東通村野牛（稲崎平３０２)・ いなさきだいら)

　　０３５-０００３・青森県下北郡東通村野牛（稲崎平３１５番地・いなさきだいら

　　０３５-０００３・青森県下北郡東通村野牛（稲崎平トクサ沢）・いなさきだいら

　　０３５-０１０３・青森県下北郡東通村野牛（その他）・ のうし(そのた)

　　０３５-０００２・青森県下北郡東通村目名・ めな

　　０３９-４５００・青森県下北郡風間浦村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-４５０２・青森県下北郡風間浦村易国間・ いこくま

　　０３９-４５０１・青森県下北郡風間浦村下風呂・ しもふろ

　　０３９-４５０３・青森県下北郡風間浦村蛇浦・ へびうら

　　０３９-４７００・青森県下北郡佐井村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-４７１１・青森県下北郡佐井村佐井・ さい

　　０３９-４７１２・青森県下北郡佐井村長後・ ちようご

　　０３９-０１００・青森県三戸郡三戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-０１１１・青森県三戸郡三戸町泉山・いずみやま

　　０３９-０１１２・青森県三戸郡三戸町梅内・うめない

　　０３９-０４５３・青森県三戸郡三戸町貝守・かいもり

　　０３９-０１４１・青森県三戸郡三戸町川守田・かわもりた

　　０３９-０１４３・青森県三戸郡三戸町川守田町・かわもりたまち

　　０３９-０１４２・青森県三戸郡三戸町久慈町・くじまち

　　０３９-０１３２・青森県三戸郡三戸町在府小路町・ざいふこうじまち

　　０３９-０４５１・青森県三戸郡三戸町蛇沼・じやぬま

　　０３９-０１３４・青森県三戸郡三戸町同心町・どうしんちよう

　　０３９-０１２２・青森県三戸郡三戸町斗内・とない

　　０３９-０１２１・青森県三戸郡三戸町豊川・とよかわ

　　０３９-０４５２・青森県三戸郡三戸町袴田・はかまだ

　　０３９-０１３３・青森県三戸郡三戸町馬喰町・はﾞくろまち



　　０３９-０１３１・青森県三戸郡三戸町二日町・ふつかまち

　　０３９-０１４４・青森県三戸郡三戸町六日町・むいかまち

　　０３９-０１１３・青森県三戸郡三戸町目時・めとき

　　０３９-０１３５・青森県三戸郡三戸町八日町・ようかまち

　　０３９-１５００・青森県三戸郡五戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町赤川・あかがわ

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町赤川前・あかがわまえ

　　０３９-１５６１・青森県三戸郡五戸町赤坂・あかさか

　　０３９-１５２８・青森県三戸郡五戸町浅水・あさみず

　　０３９-１５３６・青森県三戸郡五戸町愛宕後・あたごうしろ

　　０３９-１５３６・青森県三戸郡五戸町愛宕下タ・あたごした

　　０３９-１５３６・青森県三戸郡五戸町愛宕丁・あたごちよう

　　０３９-１５５６・青森県三戸郡五戸町油出・あぶらで

　　０３９-１５３４・青森県三戸郡五戸町荒町・あらまち

　　０３９-１５２１・青森県三戸郡五戸町五百窪・いおくほﾞ

　　０３９-１５３９・青森県三戸郡五戸町石沢境・いしざわさかい

　　０３９-１５０５・青森県三戸郡五戸町石仏・いしほﾞとけ

　　０３９-１５０５・青森県三戸郡五戸町石仏上川原・いしほﾞとけかみかわら

　　０３９-１５０５・青森県三戸郡五戸町石仏下川原・いしほﾞとけしもかわら

　　０３９-１５０５・青森県三戸郡五戸町石仏前・いしほﾞとけまえ

　　０３９-１５２１・青森県三戸郡五戸町泉窪・いずみくほﾞ

　　０３９-１５１６・青森県三戸郡五戸町市川道十文字・いちかわみちじゆうもんじ

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町銀杏木・いちようのき

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町銀杏木前・いちようのきまえ

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町一本木・いつほﾟんぎ

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町一本木前・いつほﾟんぎまえ

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町兎内・うさぎない

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町兎内上保土沢・うさぎないかみほとざわ

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町兎内下保土沢・うさぎないしもほとざわ

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町兎内下川原・うさぎないしもかわら

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町兎内下谷地・うさぎないしもやち

　　０３９-１５５２・青森県三戸郡五戸町姥堤・うはﾞつﾞつみ

　　０３９-１５３７・青森県三戸郡五戸町ウルエ長根・うるえながね

　　０３９-１５３７・青森県三戸郡五戸町ウルエ長根下・うるえながねした

　　０３９-１５０７・青森県三戸郡五戸町蛯川後・えびかわうしろ

　　０３９-１５０７・青森県三戸郡五戸町蛯川前川原・えびかわまえかわら

　　０３９-１５０７・青森県三戸郡五戸町蛯川村・えびかわむら

　　０３９-１５３７・青森県三戸郡五戸町追分・おいわけ

　　０３９-１５２７・青森県三戸郡五戸町扇田・おうぎだ

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町應田・おうだ

　　０３９-１５０３・青森県三戸郡五戸町大久保・おおくほﾞ

　　０３９-１５２１・青森県三戸郡五戸町大渡・おおわたり

　　０３９-１５２１・青森県三戸郡五戸町大渡道ノ下・おおわたりみちのしも

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町岡谷地・おかやち

　　０３９-１５１１・青森県三戸郡五戸町鍜冶屋窪・かじやくほﾞ

　　０３９-１５１１・青森県三戸郡五戸町鍜冶屋窪上ミ・かじやくほﾞかみ

　　０３９-１５１１・青森県三戸郡五戸町鍜冶屋敷・かじやしき

　　０３９-１５０１・青森県三戸郡五戸町上市川・かみいちかわ

　　０３９-１５０４・青森県三戸郡五戸町上兎内・かみうさぎない

　　０３９-１５３３・青森県三戸郡五戸町上大町・かみおおまち

　　０３９-１５５７・青森県三戸郡五戸町上川原・かみかわら

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町上新道・かみしんみち

　　０３９-１５６７・青森県三戸郡五戸町上大平楽・かみたいへいらく

　　０３９-１５５２・青森県三戸郡五戸町上高田・かみたかだ

　　０３９-１５２６・青森県三戸郡五戸町上長下・かみながした

　　０３９-１５５１・青森県三戸郡五戸町上新井田・かみにいだ

　　０３９-１５５１・青森県三戸郡五戸町上新井田前・かみにいだまえ

　　０３９-１５２３・青森県三戸郡五戸町上保土沢・かみほとざわ

　　０３９-１５０７・青森県三戸郡五戸町上谷地・かみやち

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町傘松・からかさまつ

　　０３９-１５６８・青森県三戸郡五戸町傘松前・からかさまつまえ

　　０３９-１５５４・青森県三戸郡五戸町川原町・かわらまち

　　０３９-１５５４・青森県三戸郡五戸町川原町裏・かわらまちうら

　　０３９-１５５３・青森県三戸郡五戸町川原町下裏・かわらまちしもうら

　　０３９-１５５３・青森県三戸郡五戸町川原町西裏・かわらまちにしうら

　　０３９-１５３２・青森県三戸郡五戸町観音堂・かんのんどう

　　０３９-１５３１・青森県三戸郡五戸町狐森・きつねもり

　　０３９-１５３１・青森県三戸郡五戸町狐森北・きつねもりきた

　　０３９-１５２１・青森県三戸郡五戸町久蔵窪・きゆうぞうくほﾞ

　　０３９-２３０２・青森県三戸郡五戸町切谷内（北田ノ沢）・きりやない(きたたのさわ)



　　０３９-１５０２・青森県三戸郡五戸町切谷内（その他）・きりやない(そのた)

　　０３９-１５１５・青森県三戸郡五戸町熊ノ沢・くまのさわ

　　０３９-１５１５・青森県三戸郡五戸町熊ノ沢頭・くまのさわがしら

　　０３９-１５０６・青森県三戸郡五戸町熊野林・くまのはﾞやじ

　　０３９-１５０６・青森県三戸郡五戸町熊野林後・くまのはﾞやしうしろ

　　０３９-１５０６・青森県三戸郡五戸町熊野林前・くまのはﾞやしまえ

　　０３９-１７０１・青森県三戸郡五戸町倉石石沢・くらいしいしざわ

　　０３９-１７０２・青森県三戸郡五戸町倉石中市・くらいしなかいち

　　０３９-１７０３・青森県三戸郡五戸町倉石又重・くらいしまたしげ

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町毛無森・けなしもり

　　０３９-１５６１・青森県三戸郡五戸町越掛沢・こしかけざわ

　　０３９-１５６１・青森県三戸郡五戸町越掛沢前・こしかけざわまえ

　　０３９-１５６１・青森県三戸郡五戸町越掛沢道下モ・こしかけざわみちのしも

　　０３９-１５２２・青森県三戸郡五戸町小渡・こわたり

　　０３９-１５２２・青森県三戸郡五戸町小渡頭・こわたりがしら

　　０３９-１５６６・青森県三戸郡五戸町幸ノ神・さいのかみ

　　０３９-１５６６・青森県三戸郡五戸町幸ノ神前・さいのかみまえ

　　０３９-１５０３・青森県三戸郡五戸町佐野上谷地・さのかみやち

　　０３９-１５０３・青森県三戸郡五戸町鮫ノ口・さめのくち

　　０３９-１５５８・青森県三戸郡五戸町沢・さわ

　　０３９-１５１７・青森県三戸郡五戸町沢向・さわむかい

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町鹿内・しかない

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町鹿内沖・しかないおき

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町鹿内下モ・しかないしも

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町鹿内前・しかないまえ

　　０３９-１５２５・青森県三戸郡五戸町地蔵岱・じぞうたい

　　０３９-１５４６・青森県三戸郡五戸町下タノ沢・したのさわ

　　０３９-１５４６・青森県三戸郡五戸町下タノ沢頭・したのさわがしら

　　０３９-１５５９・青森県三戸郡五戸町下大町・しもおおまち

　　０３９-１５１８・青森県三戸郡五戸町下モ沢向・しもさわむかい

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町下新道・しもしんみち

　　０３９-１５６７・青森県三戸郡五戸町下大平楽・しもたいへいらく

　　０３９-１５５５・青森県三戸郡五戸町下高田・しもたかだ

　　０３９-１５１４・青森県三戸郡五戸町下中崎・しもなかさき

　　０３９-１５２６・青森県三戸郡五戸町下長下・しもながした

　　０３９-１５６５・青森県三戸郡五戸町下新井田・しもにいだ

　　０３９-１５６５・青森県三戸郡五戸町下新井田前・しもにいだまえ

　　０３９-１５２３・青森県三戸郡五戸町下保土沢・しもほとざわ

　　０３９-１５４５・青森県三戸郡五戸町正場沢・しようはﾞさわ

　　０３９-１５４５・青森県三戸郡五戸町正場沢長根・しようはﾞさわながね

　　０３９-１５１５・青森県三戸郡五戸町治郎左エ門長根・じろうざえもんながね

　　０３９-１５２３・青森県三戸郡五戸町新蔵長根・しんぞうながね

　　０３９-１５３５・青森県三戸郡五戸町新丁・しんちよう

　　０３９-１５４１・青森県三戸郡五戸町新田窪・しんでんくほﾞ

　　０３９-１５４８・青森県三戸郡五戸町新町・しんまち

　　０３９-１５４７・青森県三戸郡五戸町神明後・しんめいうしろ

　　０３９-１５２６・青森県三戸郡五戸町惣林橋・そうりんはﾞじ

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町大学沢・だいがくざわ

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町大学沢向・だいがくざわむかい

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町大工窪・だいくくほﾞ

　　０３９-１５４３・青森県三戸郡五戸町竹原・たけはら

　　０３９-１５５８・青森県三戸郡五戸町館・たて

　　０３９-１５１１・青森県三戸郡五戸町丁塚・ちようつﾞか

　　０３９-１５３８・青森県三戸郡五戸町塚無岱・つかなしたい

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町土取場・つちとりはﾞ

　　０３９-１５２９・青森県三戸郡五戸町手倉橋・てぐらはﾞじ

　　０３９-１５５４・青森県三戸郡五戸町傳兵ヱ丁・でんべえちよう

　　０３９-１５１９・青森県三戸郡五戸町天満・てんまん

　　０３９-１５１９・青森県三戸郡五戸町天満後・てんまんうしろ

　　０３９-１５１９・青森県三戸郡五戸町天満下川原・てんまんしもかわら

　　０３９-１５４６・青森県三戸郡五戸町土井頭・どいがしら

　　０３９-１５５２・青森県三戸郡五戸町筒口川原・どうぐちかわら

　　０３９-１５２２・青森県三戸郡五戸町徳良窪・とくらくほﾞ

　　０３９-１５２４・青森県三戸郡五戸町豊間内・とよまない

　　０３９-１５１４・青森県三戸郡五戸町中崎・なかざき

　　０３９-１５５２・青森県三戸郡五戸町中高田・なかたかだ

　　０３９-１５３９・青森県三戸郡五戸町中ノ沢・なかのさわ

　　０３９-１５３９・青森県三戸郡五戸町中ノ沢西張・なかのさわにしはり

　　０３９-１５４２・青森県三戸郡五戸町中道・なかみち

　　０３９-１５４２・青森県三戸郡五戸町中道十文字・なかみちじゆうもんじ



　　０３９-１５０７・青森県三戸郡五戸町中森・なかもり

　　０３９-１５０８・青森県三戸郡五戸町中寄・なかより

　　０３９-１５２２・青森県三戸郡五戸町苗代沢・なしろざわ

　　０３９-１５４４・青森県三戸郡五戸町二階平・にかいだいら

　　０３９-１５４４・青森県三戸郡五戸町二階平下タ・にかいだいらした

　　０３９-１５１２・青森県三戸郡五戸町西ノ沢・にしのさわ

　　０３９-１５３７・青森県三戸郡五戸町二本柳・にほんやなぎ

　　０３９-１５３７・青森県三戸郡五戸町二本柳向・にほんやなぎむかい

　　０３９-１５６９・青森県三戸郡五戸町根岸・ねぎじ

　　０３９-１５３３・青森県三戸郡五戸町野月・のつﾞき

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町白山・はくさん

　　０３９-１５６２・青森県三戸郡五戸町白山前・はくさんまえ

　　０３９-１５５８・青森県三戸郡五戸町博労町・はﾞくろうまち

　　０３９-１５５７・青森県三戸郡五戸町八景・はつけい

　　０３９-１５６５・青森県三戸郡五戸町花道川原・はなみちかわら

　　０３９-１５３８・青森県三戸郡五戸町古街道長根・ふるかいどうながね

　　０３９-１５１３・青森県三戸郡五戸町古館・ふるだて

　　０３９-１５６４・青森県三戸郡五戸町古館下川原・ふるだてしもかわら

　　０３９-１５１３・青森県三戸郡五戸町古館向・ふるだてむかい

　　０３９-１５１３・青森県三戸郡五戸町古館向川原・ふるだてむかいかわら

　　０３９-１５１３・青森県三戸郡五戸町古館脇・ふるだてわき

　　０３９-１５５５・青森県三戸郡五戸町古堂・ふるどう

　　０３９-１５５５・青森県三戸郡五戸町古堂後・ふるどううしろ

　　０３９-１５６３・青森県三戸郡五戸町平佐窪・へいさくほﾞ

　　０３９-１５５８・青森県三戸郡五戸町堀合・ほりあい

　　０３９-１５６９・青森県三戸郡五戸町虫追塚前・むしおいつﾞかまえ

　　０３９-１５５９・青森県三戸郡五戸町横丁・よこちよう

　　０３９-１５６４・青森県三戸郡五戸町六角・ろつかく

　　０３９-０２００・青森県三戸郡田子町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-０３１２・青森県三戸郡田子町石亀・いしがめ

　　０３９-０３１６・青森県三戸郡田子町関・せき

　　０３９-０２０２・青森県三戸郡田子町相米・そうまい

　　０３９-０２０１・青森県三戸郡田子町田子・たつこ

　　０３９-０３１４・青森県三戸郡田子町遠瀬・とうせ

　　０３９-０３１５・青森県三戸郡田子町夏坂・なつさか

　　０３９-０３１１・青森県三戸郡田子町原・はら

　　０３９-０３１３・青森県三戸郡田子町茂市・もいち

　　０３９-０３１７・青森県三戸郡田子町山口・やまぐち

　　０３９-０１００・青森県三戸郡南部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-０６０６・青森県三戸郡南部町相内（柏木久保）・あいない(かしわぎくほ)

　　０３９-０６０６・青森県三戸郡南部町相内（鴨ノ首）・あいない(かものくび)

　　０３９-０６０６・青森県三戸郡南部町相内（留ノ沢）・あいない(とめのさわ)

　　０３９-０６０６・青森県三戸郡南部町相内（沼久保）・ぬまくほ)

　　０３９-０６０６・青森県三戸郡南部町相内（屋敷久保）・やしきくほﾞ)

　　０３９-０１０６・青森県三戸郡南部町相内（その他）・あいない(そのた)

　　０３９-０１０２・青森県三戸郡南部町赤石・あかいじ

　　０３９-０１０３・青森県三戸郡南部町大向・おおむかい

　　０３９-０１０５・青森県三戸郡南部町沖田面・おきたおもて

　　０３９-０８０１・青森県三戸郡南部町片岸・かたぎじ

　　０３９-０８１２・青森県三戸郡南部町椛木・かはﾞき

　　０３９-０５０１・青森県三戸郡南部町上名久井・かみなくい

　　０３９-０６１２・青森県三戸郡南部町剣吉・けんよじ

　　０３９-０８０５・青森県三戸郡南部町小泉・こいずみ

　　０３９-０８１４・青森県三戸郡南部町埖渡・ごみわたり

　　０３９-０１０４・青森県三戸郡南部町小向・こむかい

　　０３９-０５０２・青森県三戸郡南部町下名久井・しもなくい

　　０３９-０８１３・青森県三戸郡南部町杉沢・すぎさわ

　　０３９-０５０３・青森県三戸郡南部町平・たいら

　　０３９-０５０７・青森県三戸郡南部町高瀬・たかせ

　　０３９-０８０４・青森県三戸郡南部町高橋・たかはじ

　　０３９-０１０１・青森県三戸郡南部町玉掛・たまかけ

　　０３９-０５０４・青森県三戸郡南部町鳥舌内・ちようしたない

　　０３９-０６１１・青森県三戸郡南部町斗賀・とが

　　０３９-０８０２・青森県三戸郡南部町苫米地・とまべち

　　０３９-０５０５・青森県三戸郡南部町鳥谷・とや

　　０３９-０６１４・青森県三戸郡南部町虎渡・とらと

　　０３９-０８１５・青森県三戸郡南部町福田・ふくだ

　　０３９-０５０６・青森県三戸郡南部町法光寺・ほうこうじ

　　０３９-０８１１・青森県三戸郡南部町法師岡・ほうしおか

　　０３９-０８０３・青森県三戸郡南部町麦沢・むぎさわ



　　０３９-０６１３・青森県三戸郡南部町森越・もりこじ

　　０３９-１２００・青森県三戸郡階上町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-１２０２・青森県三戸郡階上町赤保内・あかほﾞない

　　０３９-１２０７・青森県三戸郡階上町金山沢・かねやまさわ

　　０３９-１２１２・青森県三戸郡階上町蒼前西・そうぜんにじ

　　０３９-１２１１・青森県三戸郡階上町蒼前東・そうぜんひがじ

　　０３９-１２０６・青森県三戸郡階上町田代・たしろ

　　０３９-１２０８・青森県三戸郡階上町角柄折・つのがらおり

　　０３９-１２０１・青森県三戸郡階上町道仏・どうぶつ

　　０３９-１２０３・青森県三戸郡階上町鳥屋部・とやべ

　　０３９-１２０５・青森県三戸郡階上町晴山沢・はれやまさわ

　　０３９-１２０４・青森県三戸郡階上町平内・ひらない

　　０３９-１８００・青森県三戸郡新郷村・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０３９-１８０２・青森県三戸郡新郷村, 西越"・さいごじ

　　０３９-１８０１・青森県三戸郡新郷村戸来・ へらい

　　７９１-００００・愛媛県松山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９０-００６４・愛媛県松山市愛光町・あいこうちよう

　　７９９-２４３３・愛媛県松山市安居島・あいじま

　　７９１-８０７６・愛媛県松山市会津町・あいつﾞまち

　　７９１-０１２４・愛媛県松山市青波町・あおなみまち

　　７９１-８０１９・愛媛県松山市青葉台・あおはﾞだい

　　７９９-２４０１・愛媛県松山市浅海原・あさなみはら

　　７９９-２４０２・愛媛県松山市浅海本谷・あさなみほんだに

　　７９１-８０２４・愛媛県松山市朝日ケ丘・あさひがおか

　　７９０-０８７６・愛媛県松山市旭町・あさひまち

　　７９１-８０２３・愛媛県松山市朝美・あさみ

　　７９０-０９５２・愛媛県松山市朝生田町・あそだまち

　　７９０-０９５１・愛媛県松山市天山・あまやま

　　７９０-０９５１・愛媛県松山市天山町・あまやままち

　　７９９-２４６３・愛媛県松山市粟井河原・あわいかわら

　　７９１-８００６・愛媛県松山市安城寺町・あんじようじまち

　　７９０-０９３４・愛媛県松山市居相・いあい

　　７９０-００５１・愛媛県松山市生石町・いくしまち

　　７９０-０８５２・愛媛県松山市石手・いして

　　７９０-０９０２・愛媛県松山市石手白石・ いしてしらいじ

　　７９１-８０８４・愛媛県松山市石風呂町・いしふろまち

　　７９０-００２５・愛媛県松山市泉町・いずみまち

　　７９０-０９４１・愛媛県松山市和泉南・いずみみなみ

　　７９９-２４６７・愛媛県松山市磯河内・いそこうち

　　７９０-００３８・愛媛県松山市和泉北・いずみきた

　　７９０-０９４８・愛媛県松山市市坪西町・いちつほﾞにしまち

　　７９０-０９４７・愛媛県松山市市坪南・いちつほﾞみなみ

　　７９０-０９４６・愛媛県松山市市坪北・いちつほﾞきた

　　７９０-０００１・愛媛県松山市一番町・いちはﾞんちよう

　　７９１-１１１４・愛媛県松山市井門町・いどまち

　　７９９-２４１６・愛媛県松山市猪木・いのき

　　７９１-１１０６・愛媛県松山市今在家・いまざいけ

　　７９１-１１０３・愛媛県松山市今在家町・いまざいけまち

　　７９０-０８３３・愛媛県松山市祝谷・いわいだに

　　７９０-０８３５・愛媛県松山市祝谷東町・いわいだにひがしまち

　　７９０-０８３２・愛媛県松山市祝谷西町・いわいだににしまち

　　７９０-０８３４・愛媛県松山市祝谷町・いわいだにまち

　　７９０-０８５４・愛媛県松山市岩崎町・いわさきまち

　　７９９-２４２３・愛媛県松山市院内・いんない

　　７９１-１１３６・愛媛県松山市上野町・うえのまち

　　７９９-２４４６・愛媛県松山市牛谷・うしだに

　　７９１-８０７７・愛媛県松山市内浜町・うちはまちよう

　　７９９-２６５４・愛媛県松山市内宮町・うちみやちよう

　　７９９-２６５５・愛媛県松山市馬木町・うまきちよう

　　７９０-２６４３・愛媛県松山市梅木町・うめきまち

　　７９１-８０５１・愛媛県松山市梅田町・うめだまち

　　７９１-４５０６・愛媛県松山市宇和間・うわま

　　７９０-００２２・愛媛県松山市永代町・えいだいまち

　　７９０-０９６２・愛媛県松山市枝松・えだまつ

　　７９１-１１３４・愛媛県松山市恵原町・えはﾞらまち

　　７９１-０１３４・愛媛県松山市大井野町・おおいのまち

　　７９９-２４０８・愛媛県松山市大浦・おおうら

　　７９０-０００４・愛媛県松山市大街道・おおかいどう

　　７９１-８０５７・愛媛県松山市大可賀・おおかが

　　７９０-００６７・愛媛県松山市大手町・おおてまち



　　７９９-２４５８・愛媛県松山市大西谷・おおにしだに

　　７９１-１１２６・愛媛県松山市大橋町・おおはしまち

　　７９９-２４６８・愛媛県松山市小川・おがわ

　　７９９-２４１８・愛媛県松山市尾儀原・おぎはら

　　７９０-００３６・愛媛県松山市小栗・おぐり

　　７９０-００３７・愛媛県松山市小栗町・おぐりまち

　　７９０-０９３３・愛媛県松山市越智・おち

　　７９１-０２４１・愛媛県松山市小野町・おのまち

　　７９１-４５０２・愛媛県松山市小浜・おはﾞま

　　７９９-２４１０・愛媛県松山市小山田・おやまだ

　　７９０-２６４２・愛媛県松山市恩地町・おんじまち

　　７９１-８０５８・愛媛県松山市海岸通・かいがんどおり

　　７９０-００２４・愛媛県松山市春日町・かすがまち

　　７９０-２６４４・愛媛県松山市上総町・かずさまち

　　７９９-２４３９・愛媛県松山市片山・かたやま

　　７９０-０８０１・愛媛県松山市歩行町・かちまち

　　７９９-２６６１・愛媛県松山市勝岡町・かつおかちよう

　　７９０-０８７８・愛媛県松山市勝山町・かつやまちよう

　　７９１-８０９１・愛媛県松山市門田町・かどたまち

　　７９９-２４６１・愛媛県松山市鹿峰・かのみね

　　７９１-０１１１・愛媛県松山市上伊台町・かみいだいまち

　　７９０-０８５３・愛媛県松山市上市・かみいち

　　７９１-１１２４・愛媛県松山市上川原町・かみがわらまち

　　７９１-０１０３・愛媛県松山市上高野町・かみたかのまち

　　７９９-２４０５・愛媛県松山市上難波・かみなんはﾞ

　　７９１-４３２２・愛媛県松山市上怒和・かみぬわ

　　７９１-８００４・愛媛県松山市鴨川・かもがわ

　　７９９-２４６６・愛媛県松山市鴨之池・かものいけ

　　７９０-０８１３・愛媛県松山市萱町・かやまち

　　７９１-０１３２・愛媛県松山市河中町・かわなかまち

　　７９１-０１２９・愛媛県松山市川の郷町・かわのごうまち

　　７９０-００１３・愛媛県松山市河原町・かわらまち

　　７９１-８０６３・愛媛県松山市神田町・かんだまち

　　７９０-０９６５・愛媛県松山市祇園町・ぎおんまち

　　７９９-２４１１・愛媛県松山市儀式・ぎしき

　　７９１-１１０２・愛媛県松山市来住町・きしまち

　　７９１-１１０５・愛媛県松山市北井門・きたいど

　　７９１-０２４２・愛媛県松山市北梅本町・きたうめもとまち

　　７９０-０９２３・愛媛県松山市北久米町・きたくめまち

　　７９１-８０３１・愛媛県松山市北斎院町・きたさやちよう

　　７９０-０８６７・愛媛県松山市北立花町・きたたちはﾞなまち

　　７９１-１１０４・愛媛県松山市北土居・きたどい

　　７９０-００３３・愛媛県松山市北藤原町・きたふじわらまち

　　７９０-０８７３・愛媛県松山市北持田町・きたもちだまち

　　７９１-８０４１・愛媛県松山市北吉田町・きたよしだまち

　　７９１-８０２５・愛媛県松山市衣山・きぬやま

　　７９９-２４５４・愛媛県松山市客・きやく

　　７９０-０８２１・愛媛県松山市木屋町・きやちよう

　　７９１-８０５５・愛媛県松山市清住・きよすみ

　　７９０-０８０２・愛媛県松山市喜与町・きよまち

　　７９０-００５４・愛媛県松山市空港通（１、２丁目）・くうこうどおり

　　７９１-００５４・愛媛県松山市空港通（３～７丁目）・くうこうどおり

　　７９１-０１５０・愛媛県松山市九川・くがわ

　　７９１-１１３２・愛媛県松山市久谷町・くたにまち

　　７９９-２４６２・愛媛県松山市久保・くほﾞ

　　７９１-８０３５・愛媛県松山市久保田町・くほﾞたまち

　　７９１-１１３１・愛媛県松山市窪野町・くほﾞのまち

　　７９１-４５０７・愛媛県松山市熊田・くまた

　　７９１-８０１６・愛媛県松山市久万ノ台・くまのだい

　　７９１-１１０１・愛媛県松山市久米窪田町・くめくほﾞたまち

　　７９０-０９１１・愛媛県松山市桑原・くわはﾞら

　　７９９-２４４５・愛媛県松山市河野高山・こうのこやま

　　７９９-２４３８・愛媛県松山市河野中須賀・こうのなかすが

　　７９９-２４３６・愛媛県松山市河野別府・こうのべつふﾟ

　　７９１-４５０５・愛媛県松山市神浦・こうのうら

　　７９９-２４６９・愛媛県松山市光洋台・こうようだい

　　７９９-２４５１・愛媛県松山市小川谷・こがだに

　　７９０-０９６３・愛媛県松山市小坂・こさか

　　７９０-０８６３・愛媛県松山市此花町・このはなまち

　　７９１-１１２５・愛媛県松山市小村町・こむらまち



　　７９１-０１３５・愛媛県松山市米野町・こめのまち

　　７９０-２６４５・愛媛県松山市小屋町・こやまち

　　７９９-２６５３・愛媛県松山市権現町・ごんげんちよう

　　７９９-２４１７・愛媛県松山市才之原・さいのはら

　　７９１-８０７２・愛媛県松山市桜ケ丘・さくらがおか

　　７９０-０８３８・愛媛県松山市桜谷町・さくらだにちよう

　　７９９-２４４７・愛媛県松山市佐古・さこ

　　７９９-２４１５・愛媛県松山市猿川・さるかわ

　　７９９-２４１９・愛媛県松山市猿川原・さるかわはﾞら

　　７９０-０９１４・愛媛県松山市三町・さんちよう

　　７９０-０００３・愛媛県松山市三番町・さんはﾞんちよう

　　７９１-０１０４・愛媛県松山市食場町・じきはﾞまち

　　７９１-８００３・愛媛県松山市志津川町・しつかわまち

　　７９０-０８０３・愛媛県松山市東雲町・しののめちよう

　　７９０-０８２３・愛媛県松山市清水町・しみずまち

　　７９１-０１１２・愛媛県松山市下伊台町・しもいだいまち

　　７９９-２４０７・愛媛県松山市下難波・しもなんはﾞ

　　７９１-０１２３・愛媛県松山市宿野町・しゆくのまち

　　７９９-２４０４・愛媛県松山市庄・しよう

　　７９０-０９０４・愛媛県松山市正円寺・しようえんじ

　　７９０-０８５１・愛媛県松山市常光寺町・じようこうじちよう

　　７９０-２６４７・愛媛県松山市城山町・じようざんまち

　　７９９-２４１２・愛媛県松山市庄府・しようぶ

　　７９９-２４４２・愛媛県松山市常保免・じようほうめん

　　７９１-１１３３・愛媛県松山市浄瑠璃町・じようるりまち

　　７９０-０８７２・愛媛県松山市昭和町・しようわまち

　　７９０-０９０１・愛媛県松山市新石手・しんいして

　　７９０-２６４６・愛媛県松山市神次郎町・じんじろうまち

　　７９０-０８６５・愛媛県松山市新立町・しんだてまち

　　７９１-８０８３・愛媛県松山市新浜町・しんはままち

　　７９０-００２３・愛媛県松山市末広町・すえひろまち

　　７９１-０１２２・愛媛県松山市末町・すえまち

　　７９１-８０５２・愛媛県松山市須賀町・すがまち

　　７９１-０１０５・愛媛県松山市杉立町・すぎたてまち

　　７９０-２６４８・愛媛県松山市菅沢町・すげざわまち

　　７９９-２４６０・愛媛県松山市苞木・すほﾞき

　　７９１-８０６２・愛媛県松山市住吉・ すみよじ

　　７９９-２４４３・愛媛県松山市善応寺・ぜんおうじ

　　７９９-２６６２・愛媛県松山市太山寺町・たいさんじちよう

　　７９１-１１１１・愛媛県松山市高井町・たかいまち

　　７９１-８０３６・愛媛県松山市高岡町・たかおかまち

　　７９１-８００７・愛媛県松山市高木町・たかぎちよう

　　７９０-０８２２・愛媛県松山市高砂町・たかさごまち

　　７９９-２４２２・愛媛県松山市高田・たかた

　　７９０-０９２５・愛媛県松山市鷹子町・たかのこまち

　　７９１-０１０２・愛媛県松山市高野町・たかのまち

　　７９１-８０８１・愛媛県松山市高浜町・たかはままち

　　７９１-８０７９・愛媛県松山市高山町・たかやまちよう

　　７９９-２４１６・愛媛県松山市滝本・たきもと

　　７９０-０９６７・愛媛県松山市拓川町・たくせんちよう

　　７９０-００５３・愛媛県松山市竹原・たけわら

　　７９０-００５２・愛媛県松山市竹原町・たけわらまち

　　７９０-０９６６・愛媛県松山市立花・たちはﾞな

　　７９１-８０８６・愛媛県松山市辰巳町・たつみちよう

　　７９９-２４１３・愛媛県松山市立岩米之野・たていわこめのの

　　７９９-２４１４・愛媛県松山市立岩中村・たていわなかむら

　　７９１-８００２・愛媛県松山市谷町・たにまち

　　７９１-０１２６・愛媛県松山市玉谷町・たまたにまち

　　７９０-０９０５・愛媛県松山市樽味・たるみ

　　７９０-００１１・愛媛県松山市千舟町・ちふねまち

　　７９１-８０１５・愛媛県松山市中央・ちゆうおう

　　７９０-０９１６・愛媛県松山市束本・つかもと

　　７９０-０８６４・愛媛県松山市築山町・つきやまちよう

　　７９０-００６３・愛媛県松山市辻町・つじまち

　　７９９-２４５５・愛媛県松山市常竹・つねたけ

　　７９１-１１２２・愛媛県松山市津吉町・つよしまち

　　７９１-４３２４・愛媛県松山市津和地・つわじ

　　７９０-００４８・愛媛県松山市出合・であい

　　７９０-０８２７・愛媛県松山市鉄砲町・てつほﾟうちよう

　　７９０-００５６・愛媛県松山市土居田町・どいだまち



　　７９１-１１１５・愛媛県松山市土居町・どいまち

　　７９１-８０１８・愛媛県松山市問屋町・といやちよう

　　７９０-０８４４・愛媛県松山市道後一万・どうごいちまん

　　７９０-０８４５・愛媛県松山市道後今市・どうごいまいち

　　７９０-０８４６・愛媛県松山市道後北代・どうごきたしろ

　　７９０-０８４８・愛媛県松山市道後喜多町・どうごきたまち

　　７９０-０８５７・愛媛県松山市道後公園・どうごこうえん

　　７９０-０８３６・愛媛県松山市道後鷺谷町・どうごさぎだにちよう

　　７９０-０８４１・愛媛県松山市道後多幸町・どうごたこうちよう

　　７９０-０８２５・愛媛県松山市道後樋又・どうごひまた

　　７９０-０８５８・愛媛県松山市道後姫塚・どうごひめつﾞか

　　７９０-０８４７・愛媛県松山市道後緑台・どうごみどりだい

　　７９０-０８３７・愛媛県松山市道後湯月町・どうごゆつﾞきちよう

　　７９０-０８４２・愛媛県松山市道後湯之町・どうごゆのまち

　　７９９-２４３２・愛媛県松山市土手内・どてうち

　　７９０-０８４３・愛媛県松山市道後町（１、２丁目）・どうごまち(１､２)

　　７９０-００３２・愛媛県松山市土橋町・どはﾞしまち

　　７９１-８０９３・愛媛県松山市泊町・とまりまち

　　７９１-８０３４・愛媛県松山市富久町・とみひさまち

　　７９０-０８０４・愛媛県松山市中一万町・なかいちまんまち

　　７９１-８０７８・愛媛県松山市中須賀・なかすが

　　７９１-１１２１・愛媛県松山市中野町・なかのまち

　　７９０-０９６４・愛媛県松山市中村・なかむら

　　７９０-０８６６・愛媛県松山市永木町・ながきまち

　　７９１-４５０３・愛媛県松山市長師・ ながじ

　　７９１-４５１１・愛媛県松山市中島粟井・なかじまあわい

　　７９１-４５０１・愛媛県松山市中島大浦・なかじまおおうら

　　７９９-２４０６・愛媛県松山市中通・なかどおり

　　７９９-２４２６・愛媛県松山市中西内・なかにしうち

　　７９９-２４２５・愛媛県松山市中西外・なかにしそと

　　７９９-２４３７・愛媛県松山市夏目・なつめ

　　７９０-０９３１・愛媛県松山市西石井・にしいしい

　　７９０-０８０５・愛媛県松山市西一万町・にしいちまんまち

　　７９０-０８７７・愛媛県松山市錦町・にしきまち

　　７９９-２４５７・愛媛県松山市西谷・にしだに

　　７９１-８０１７・愛媛県松山市西長戸町・にしながとちよう

　　７９１-１１３５・愛媛県松山市西野町・にしのまち

　　７９１-８０４４・愛媛県松山市西垣生町・にしはぶまち

　　７９０-０００２・愛媛県松山市二番町・にはﾞんちよう

　　７９１-４５０９・愛媛県松山市饒・によう

　　７９１-４４３２・愛媛県松山市野忽那・のぐつな

　　７９１-８０８２・愛媛県松山市梅津寺町・はﾞいしんじまち

　　７９９-２４０３・愛媛県松山市萩原・はぎわら

　　７９１-０１１３・愛媛県松山市白水台・はくすいだい

　　７９０-０９１３・愛媛県松山市畑寺・はたでら

　　７９０-０９１２・愛媛県松山市畑寺町・はたでらまち

　　７９１-４５１０・愛媛県松山市畑里・はたり

　　７９９-２４２４・愛媛県松山市八反地・はつたんじ

　　７９０-０００５・愛媛県松山市花園町・はなぞのまち

　　７９１-８０６６・愛媛県松山市祓川・はらいかわ

　　７９０-００５５・愛媛県松山市針田町・はりたまち

　　７９１-８０８７・愛媛県松山市春美町・はるみちよう

　　７９０-０９３２・愛媛県松山市東石井・ひがしいしい

　　７９０-０８７１・愛媛県松山市東一万町・ひがしいちまんまち

　　７９９-２６４９・愛媛県松山市東大栗町・ひがしおおぐりちよう

　　７９１-１１２３・愛媛県松山市東方町・ひがしがたまち

　　７９１-０１３３・愛媛県松山市東川町・ひがしがわまち

　　７９１-８００５・愛媛県松山市東長戸・ひがしながと

　　７９０-０９０３・愛媛県松山市東野・ひがしの

　　７９１-８０４３・愛媛県松山市東垣生町・ひがしはぶまち

　　７９１-８０７４・愛媛県松山市東山町・ひがしやままち

　　７９０-０９６１・愛媛県松山市日の出町・ひのでまち

　　７９１-８０７５・愛媛県松山市ひばりケ丘・ひはﾞりがおか

　　７９１-８０１２・愛媛県松山市姫原・ひめはﾞら

　　７９１-０２４３・愛媛県松山市平井町・ひらいまち

　　７９１-８００１・愛媛県松山市平田町・ひらたまち

　　７９９-２４５２・愛媛県松山市平林・ ひらはﾞやじ

　　７９０-０９２１・愛媛県松山市福音寺町・ふくおんじまち

　　７９９-２６５２・愛媛県松山市福角町・ふくずみちよう

　　７９１-０１２８・愛媛県松山市福見川町・ふくみがわまち



　　７９１-０１２７・愛媛県松山市藤野町・ふじのまち

　　７９０-００３５・愛媛県松山市藤原・ふじわら

　　７９０-００３４・愛媛県松山市藤原町・ふじわらまち

　　７９１-４３２３・愛媛県松山市二神・ふたがみ

　　７９９-２４３５・愛媛県松山市府中・ふちゆう

　　７９１-８０７３・愛媛県松山市船ケ谷町・ふねがたにちよう

　　７９９-２４５３・愛媛県松山市麓・ふもと

　　７９０-０９４５・愛媛県松山市古川町・ふるかわまち

　　７９０-０９４４・愛媛県松山市古川西・ ふるかわにじ

　　７９０-０９４３・愛媛県松山市古川南・ふるかわみなみ

　　７９０-０９４２・愛媛県松山市古川北・ふるかわきた

　　７９１-８０６７・愛媛県松山市古三津・ふるみつ

　　７９１-８０６７・愛媛県松山市古三津町・ふるみつまち

　　７９０-０８２６・愛媛県松山市文京町・ぶんきようちよう

　　７９０-０８０７・愛媛県松山市平和通・へいわどおり

　　７９１-８０５６・愛媛県松山市別府町・べふちよう

　　７９９-２４３１・愛媛県松山市北条・ほうじよう

　　７９９-２４３０・愛媛県松山市北条辻・ほうじようつじ

　　７９０-００４１・愛媛県松山市保免上・ほうめんかみ

　　７９０-００４２・愛媛県松山市保免中・ほうめんなか

　　７９０-００４３・愛媛県松山市保免西・ ほうめんにじ

　　７９０-０９２２・愛媛県松山市星岡・ほしおか

　　７９０-０９２２・愛媛県松山市星岡町・ほしおかまち

　　７９９-２６５１・愛媛県松山市堀江町・ほりえちよう

　　７９０-０００７・愛媛県松山市堀之内・ほりのうち

　　７９９-２４５６・愛媛県松山市本谷・ほんだに

　　７９０-０８１１・愛媛県松山市本町・ほんまち

　　７９９-２４２１・愛媛県松山市正岡神田・まさおかかんだ

　　７９０-０８１２・愛媛県松山市松前町・まさきまち

　　７９０-００２１・愛媛県松山市真砂町・まさごちよう

　　７９１-８０５４・愛媛県松山市松江町・まつえちよう

　　７９０-０９１５・愛媛県松山市松末・まつすえ

　　７９１-８０７１・愛媛県松山市松ノ木・まつのき

　　７９０-０００８・愛媛県松山市丸之内・まるのうち

　　７９０-０８１４・愛媛県松山市味酒町・みさけまち

　　７９１-８０２２・愛媛県松山市美沢・みさわ

　　７９１-８０６５・愛媛県松山市三杉町・みすぎまち

　　７９１-０１０１・愛媛県松山市溝辺町・みぞのべまち

　　７９０-０８７５・愛媛県松山市御宝町・みたからまち

　　７９１-８０６１・愛媛県松山市三津・みつ

　　７９１-８０６０・愛媛県松山市三津ふ頭・みつふとう

　　７９１-８０６８・愛媛県松山市みどりケ丘・みどりがおか

　　７９０-０８０６・愛媛県松山市緑町・みどりまち

　　７９１-０２４４・愛媛県松山市水泥町・みどろまち

　　７９１-０１３１・愛媛県松山市水口町・みなくちまち

　　７９０-００１２・愛媛県松山市湊町・みなとまち

　　７９１-８０８５・愛媛県松山市港山町・みなとやままち

　　７９１-０２４５・愛媛県松山市南梅本町・みなみうめもとまち

　　７９０-００６２・愛媛県松山市南江戸・みなみえど

　　７９０-００６１・愛媛県松山市南江戸町・みなみえどまち

　　７９０-０９２４・愛媛県松山市南久米町・みなみくめまち

　　７９１-８０３２・愛媛県松山市南斎院町・みなみさやちよう

　　７９１-１１１２・愛媛県松山市南高井町・みなみたかいまち

　　７９１-１１１６・愛媛県松山市南土居町・みなみどいまち

　　７９１-０１１４・愛媛県松山市南白水・みなみはくすい

　　７９０-０００６・愛媛県松山市南堀端町・みなみほりはﾞたちよう

　　７９０-０８５６・愛媛県松山市南町・みなみまち

　　７９０-０８７４・愛媛県松山市南持田町・みなみもちだまち

　　７９１-８０４２・愛媛県松山市南吉田町・みなみよしだまち

　　７９９-２４４１・愛媛県松山市宮内・みやうち

　　７９０-００６６・愛媛県松山市宮田町・みやたまち

　　７９０-００６５・愛媛県松山市宮西・ みやにじ

　　７９１-４５０４・愛媛県松山市宮野・みやの

　　７９０-０８２４・愛媛県松山市御幸・みゆき

　　７９１-８０２７・愛媛県松山市明神丘・みようじんおか

　　７９１-４４３１・愛媛県松山市睦月・むつﾞき

　　７９０-００２６・愛媛県松山市室町・むろまち

　　７９０-０８５５・愛媛県松山市持田町・もちだまち

　　７９１-４３２１・愛媛県松山市元怒和・もとぬわ

　　７９１-８０６４・愛媛県松山市元町・もとまち



　　７９０-０８６１・愛媛県松山市紅葉町・もみじまち

　　７９１-１１１３・愛媛県松山市森松町・もりまつまち

　　７９９-２４６４・愛媛県松山市安岡・やすおか

　　７９０-２６４１・愛媛県松山市柳谷町・やないだにまち

　　７９０-００１４・愛媛県松山市柳井町・やないまち

　　７９９-２４３４・愛媛県松山市柳原・やなぎはら

　　７９１-８０１３・愛媛県松山市山越（丁目）・やまごえ

　　７９１-８０１４・愛媛県松山市山越町・やまごえまち

　　７９０-０８３１・愛媛県松山市山田町・やまだちよう

　　７９１-８０２６・愛媛県松山市山西町・やまにしちよう

　　７９０-００３１・愛媛県松山市雄郡・ゆうぐん

　　７９１-０１２１・愛媛県松山市湯の山・ゆのやま

　　７９１-０１２０・愛媛県松山市湯の山東・ ゆのやまひがじ

　　７９１-０１２５・愛媛県松山市湯山柳・ゆやまやなぎ

　　７９１-８０９２・愛媛県松山市由良町・ゆらまち

　　７９０-０８６２・愛媛県松山市湯渡町・ゆわたりまち

　　７９０-００４５・愛媛県松山市余戸中・ようごなか

　　７９０-００４４・愛媛県松山市余戸東・ ようごひがじ

　　７９０-００４６・愛媛県松山市余戸西・ ようごにじ

　　７９０-００４７・愛媛県松山市余戸南・ようごみなみ

　　７９９-２４４４・愛媛県松山市横谷・よこだに

　　７９１-４５０８・愛媛県松山市吉木・よしき

　　７９１-８０６９・愛媛県松山市吉野町・よしのちよう

　　７９１-８０１１・愛媛県松山市吉藤・よしふじ

　　７９１-８０２１・愛媛県松山市六軒家町・ろつけんやちよう

　　７９０-０８０８・愛媛県松山市若草町・わかくさちよう

　　７９１-８０５３・愛媛県松山市若葉町・わかはﾞちよう

　　７９９-２６５６・愛媛県松山市和気町・わけまち

　　７９９-２４６５・愛媛県松山市和田・わだ

　　７９４-００００・愛媛県今治市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９４-００８１・愛媛県今治市阿方・あがた

　　７９９-１６０７・愛媛県今治市朝倉上・あさくらかみ

　　７９９-１６０４・愛媛県今治市朝倉北・あさくらきた

　　７９９-１６０３・愛媛県今治市朝倉下・あさくらしも

　　７９９-１６０６・愛媛県今治市朝倉南乙・あさくらみなみおつ

　　７９９-１６０５・愛媛県今治市朝倉南甲・あさくらみなみこう

　　７９９-１６０８・愛媛県今治市朝倉南丙・あさくらみなみへい

　　７９４-００４２・愛媛県今治市旭町・あさひまち

　　７９４-０８６１・愛媛県今治市五十嵐・ いかなじ

　　７９４-００８５・愛媛県今治市いこいの丘・いこいのおか

　　７９４-０００６・愛媛県今治市石井町・いしいちよう

　　７９４-０８２４・愛媛県今治市石橋町・いしはﾞしちよう

　　７９４-００５７・愛媛県今治市泉川町・いずみがわちよう

　　７９４-００１４・愛媛県今治市今治村（比岐島）・いまはﾞりむら(ひきじま)

　　７９９-２１１６・愛媛県今治市内堀・うちほﾞり

　　７９４-００６２・愛媛県今治市馬越町・うまごえちよう

　　７９４-００６１・愛媛県今治市馬越二番耕地・うまごえにはﾞんこうち

　　７９９-２１２３・愛媛県今治市馬島・うましま

　　７９４-００３５・愛媛県今治市枝堀町・えだほﾞりちよう

　　７９４-００３１・愛媛県今治市恵美須町・えびすちよう

　　７９４-００８４・愛媛県今治市延喜・えんぎ

　　７９４-０００５・愛媛県今治市大新田町・おおしんでんちよう

　　７９９-２２０４・愛媛県今治市大西町大井浜・おおにしちようおおいはま

　　７９９-２２０１・愛媛県今治市大西町九王・おおにしちようくおう

　　７９９-２２０２・愛媛県今治市大西町紺原・おおにしちようこんはﾞら

　　７９９-２２０３・愛媛県今治市大西町新町・おおにしちようしんまち

　　７９９-２２０９・愛媛県今治市大西町別府・おおにしちようべふ

　　７９９-２２０８・愛媛県今治市大西町星浦・おおにしちようほしのうら

　　７９９-２２０５・愛媛県今治市大西町宮脇・おおにしちようみやわき

　　７９９-２２０７・愛媛県今治市大西町山之内・おおにしちようやまのうち

　　７９９-２２０６・愛媛県今治市大西町脇・おおにしちようわき

　　７９４-０００２・愛媛県今治市大浜町・おおはまちよう

　　７９４-１３０３・愛媛県今治市大三島町明日・おおみしまちようあけび

　　７９４-１３０５・愛媛県今治市大三島町台・おおみしまちよううてな

　　７９４-１３０８・愛媛県今治市大三島町浦戸・おおみしまちよううらど

　　７９４-１３０２・愛媛県今治市大三島町大見・おおみしまちようおおみ

　　７９４-１３０７・愛媛県今治市大三島町口総・おおみしまちようくちすほﾞ

　　７９４-１３０６・愛媛県今治市大三島町野々江・おおみしまちようののえ

　　７９４-１３０１・愛媛県今治市大三島町肥海・おおみしまちようひがい

　　７９４-１３０４・愛媛県今治市大三島町宮浦・おおみしまちようみやうら



　　７９４-１３０９・愛媛県今治市大三島町宗方・おおみしまちようむながた

　　７９４-００１７・愛媛県今治市風早町・かざはやちよう

　　７９４-００１３・愛媛県今治市片原町・かたはらちよう

　　７９４-００６３・愛媛県今治市片山・かたやま

　　７９４-０８２２・愛媛県今治市河南町・かなんちよう

　　７９４-０００４・愛媛県今治市鐘場町・かねはﾞちよう

　　７９４-１４０３・愛媛県今治市上浦町甘崎・かみうらちようあまざき

　　７９４-１４０２・愛媛県今治市上浦町井口・かみうらちよういのくち

　　７９４-１４０１・愛媛県今治市上浦町盛・かみうらちようさかり

　　７９４-１４０４・愛媛県今治市上浦町瀬戸・かみうらちようせと

　　７９９-１５１１・愛媛県今治市上徳・かみとく

　　７９９-１５３１・愛媛県今治市唐子台東・ からこだいひがじ

　　７９９-１５３２・愛媛県今治市唐子台西・ からこだいにじ

　　７９４-００７４・愛媛県今治市神宮・かんのみや

　　７９４-０８０４・愛媛県今治市祇園町・ぎおんちよう

　　７９９-２３０４・愛媛県今治市菊間町池原・きくまちよういけのはら

　　７９９-２３０７・愛媛県今治市菊間町川上・きくまちようかわかみ

　　７９９-２３０６・愛媛県今治市菊間町河之内・きくまちようかわのうち

　　７９９-２３０９・愛媛県今治市菊間町高田・きくまちようこうだ

　　７９９-２３０１・愛媛県今治市菊間町佐方・きくまちようさがた

　　７９９-２３０２・愛媛県今治市菊間町種・きくまちようたね

　　７９９-２３１２・愛媛県今治市菊間町田之尻・きくまちようたのしり

　　７９９-２３１０・愛媛県今治市菊間町長坂・きくまちようながさか

　　７９９-２３０８・愛媛県今治市菊間町中川・きくまちようなかのかわ

　　７９９-２３１１・愛媛県今治市菊間町西山・きくまちようにしやま

　　７９９-２３０３・愛媛県今治市菊間町浜・きくまちようはま

　　７９９-２３０５・愛媛県今治市菊間町松尾・きくまちようまつお

　　７９４-０８１２・愛媛県今治市北高下町・きたこうげちよう

　　７９４-０８０３・愛媛県今治市北鳥生町・きたとりうちよう

　　７９４-００１１・愛媛県今治市北浜町・きたはまちよう

　　７９４-００５４・愛媛県今治市北日吉町・きたひよしちよう

　　７９４-００２８・愛媛県今治市北宝来町・きたほうらいちよう

　　７９９-１５０２・愛媛県今治市喜田村（丁目）・きたむら

　　７９９-１５０１・愛媛県今治市喜田村（)・きたむら

　　７９４-０８１３・愛媛県今治市衣干町・きぬほﾞしちよう

　　７９４-００２４・愛媛県今治市共栄町・きようえいちよう

　　７９４-００４４・愛媛県今治市蔵敷町・くらしきちよう

　　７９４-００６９・愛媛県今治市クリエイティブヒルズ・くりえいていぶひるず

　　７９９-２１２２・愛媛県今治市来島（小島）・くるしま(おしま)

　　７９９-２１２１・愛媛県今治市来島（その他）・くるしま(そのた)

　　７９４-００５９・愛媛県今治市鯉池町・こいけちよう

　　７９４-００６４・愛媛県今治市小泉・こいずみ

　　７９４-０８２６・愛媛県今治市郷新屋敷町・ごうしんやしきちよう

　　７９４-０８２３・愛媛県今治市郷本町・ごうほんちよう

　　７９４-０８２５・愛媛県今治市郷六ケ内町・ごうろくがうちちよう

　　７９９-１５２３・愛媛県今治市郷桜井・ごうざくらい

　　７９４-０８０５・愛媛県今治市広紹寺町・こうじようじちよう

　　７９４-００５１・愛媛県今治市高地町・こうちちよう

　　７９９-２１１１・愛媛県今治市小浦町・こうらちよう

　　７９４-００３７・愛媛県今治市黄金町・こがねちよう

　　７９９-１５３３・愛媛県今治市国分・こくぶ

　　７９４-００２１・愛媛県今治市米屋町・こめやまち

　　７９９-１６０１・愛媛県今治市古谷・こや

　　７９４-００２３・愛媛県今治市栄町・さかえまち

　　７９９-１５２２・愛媛県今治市桜井（丁目）・さくらい

　　７９９-１５２４・愛媛県今治市桜井（)・さくらい

　　７９９-１５３４・愛媛県今治市桜井団地・さくらいだんち

　　７９９-２１１７・愛媛県今治市地堀・じほﾞり

　　７９４-００８６・愛媛県今治市しまなみの杜・しまなみのもり

　　７９４-００８７・愛媛県今治市しまなみヒルズ・しまなみひるず

　　７９４-００３８・愛媛県今治市末広町・すえひろちよう

　　７９４-０００１・愛媛県今治市砂場町・すなはﾞちよう

　　７９４-１１０３・愛媛県今治市関前大下・せきぜんおおげ

　　７９４-１１０１・愛媛県今治市関前岡村・せきぜんおかむら

　　７９４-１１０２・愛媛県今治市関前小大下・せきぜんこおげ

　　７９４-００５８・愛媛県今治市蒼社町・そうしやちよう

　　７９９-２１１４・愛媛県今治市杣田・そまだ

　　７９４-００２５・愛媛県今治市大正町・たいしようちよう

　　７９９-１５１２・愛媛県今治市高市・たかいち

　　７９４-００６６・愛媛県今治市高橋・ たかはじ



　　７９４-００６７・愛媛県今治市高橋ふれあいの丘・たかはしふれあいのおか

　　７９９-２１１３・愛媛県今治市高部・たかべ

　　７９４-００８３・愛媛県今治市宅間・たくま

　　７９４-０８２１・愛媛県今治市立花町・たちはﾞなちよう

　　７９４-０１０２・愛媛県今治市玉川町大野・たまがわちようおおの

　　７９４-０１１７・愛媛県今治市玉川町鬼原・たまがわちようおにはﾞら

　　７９４-０１２５・愛媛県今治市玉川町葛谷・たまがわちようかずらたに

　　７９４-０１０７・愛媛県今治市玉川町桂・たまがわちようかつら

　　７９４-０１２２・愛媛県今治市玉川町木地・たまがわちようきじ

　　７９４-０１１５・愛媛県今治市玉川町高野・たまがわちようこうや

　　７９４-０１１２・愛媛県今治市玉川町小鴨部・たまがわちようこかんべ

　　７９４-０１０１・愛媛県今治市玉川町三反地・たまがわちようさんだんじ

　　７９４-０１０４・愛媛県今治市玉川町摺木・たまがわちようするぎ

　　７９４-０１０９・愛媛県今治市玉川町長谷・たまがわちようながたに

　　７９４-０１１１・愛媛県今治市玉川町中村・たまがわちようなかむら

　　７９４-０１０６・愛媛県今治市玉川町鍋地・たまがわちようなべじ

　　７９４-０１２１・愛媛県今治市玉川町鈍川・たまがわちようにぶかわ

　　７９４-０１１６・愛媛県今治市玉川町畑寺・たまがわちようはたでら

　　７９４-０１１３・愛媛県今治市玉川町別所・たまがわちようべつしよ

　　７９４-０１０３・愛媛県今治市玉川町法界寺・たまがわちようほうかいじ

　　７９４-０１０８・愛媛県今治市玉川町御厩・たまがわちようみまや

　　７９４-０１１４・愛媛県今治市玉川町八幡・たまがわちようやわた

　　７９４-０１０５・愛媛県今治市玉川町與和木・たまがわちようよわぎ

　　７９４-０１２４・愛媛県今治市玉川町龍岡上・たまがわちようりゆうおかかみ

　　７９４-０１２３・愛媛県今治市玉川町龍岡下・たまがわちようりゆうおかしも

　　７９９-１５３６・愛媛県今治市旦・だん

　　７９４-０００７・愛媛県今治市近見町・ちかみちよう

　　７９４-０８２７・愛媛県今治市辻堂・つじどう

　　７９４-０８１５・愛媛県今治市土橋町・つちはﾞしちよう

　　７９４-００３２・愛媛県今治市天保山町・てんほﾟうざんちよう

　　７９４-００３６・愛媛県今治市通町・とおりちよう

　　７９４-００１５・愛媛県今治市常盤町・ときわちよう

　　７９４-０８６３・愛媛県今治市徳重・とくしげ

　　７９９-１５０３・愛媛県今治市富田新港・とみたしんこう

　　７９９-１５２７・愛媛県今治市長沢・ながさわ

　　７９４-０８４０・愛媛県今治市中寺・なかでら

　　７９４-００１６・愛媛県今治市中浜町・なかはﾞまちよう

　　７９４-００５５・愛媛県今治市中日吉町・なかひよしちよう

　　７９９-２１１５・愛媛県今治市中堀・なかほﾞり

　　７９９-２１１０・愛媛県今治市波方町大浦・なみかたちようおおうら

　　７９９-２１０８・愛媛県今治市波方町岡・なみかたちようおか

　　７９９-２１０３・愛媛県今治市波方町小部・なみかたちようおべ

　　７９９-２１１０・愛媛県今治市波方町郷・なみかたちようごう

　　７９９-２１０１・愛媛県今治市波方町波方・なみかたちようなみかた

　　７９９-２１０７・愛媛県今治市波方町西浦・なみかたちようにしうら

　　７９９-２１０２・愛媛県今治市波方町樋口・なみかたちようひのくち

　　７９９-２１０５・愛媛県今治市波方町馬刀潟・なみかたちようまてがた

　　７９９-２１０４・愛媛県今治市波方町宮崎・なみかたちようみやざき

　　７９９-２１０６・愛媛県今治市波方町森上・なみかたちようもりあげ

　　７９９-２１０９・愛媛県今治市波方町養老・なみかたちようようろう

　　７９４-００６８・愛媛県今治市にぎわい広場・にぎわいひろはﾞ

　　７９４-０８５０・愛媛県今治市新谷・にや

　　７９９-１５３５・愛媛県今治市登畑・のほﾞりはﾞた

　　７９４-００８２・愛媛県今治市野間・のま

　　７９９-１５０４・愛媛県今治市拝志・ はいじ

　　７９４-２３０１・愛媛県今治市伯方町有津・はかたちようあろうつﾞ

　　７９４-２３０３・愛媛県今治市伯方町伊方・はかたちよういかた

　　７９４-２３０２・愛媛県今治市伯方町叶浦・はかたちようかのうら

　　７９４-２３０４・愛媛県今治市伯方町北浦・はかたちようきたうら

　　７９４-２３０５・愛媛県今治市伯方町木浦・はかたちようきのうら

　　７９９-２１１２・愛媛県今治市波止浜（丁目）・はしはま

　　７９９-２１１８・愛媛県今治市波止浜（)・はしはま

　　７９４-０８３１・愛媛県今治市八町東・ はつちようひがじ

　　７９４-０８３２・愛媛県今治市八町西・ はつちようにじ

　　７９４-０８０１・愛媛県今治市東鳥生町・ひがしとりうちよう

　　７９９-１５０６・愛媛県今治市東村（丁目）・ひがしむら

　　７９９-１５０５・愛媛県今治市東村（)・ひがしむら

　　７９９-１５０７・愛媛県今治市東村南・ひがしむらみなみ

　　７９４-００３３・愛媛県今治市東門町・ひがしもんちよう

　　７９９-１５２１・愛媛県今治市古国分・ふるこくぶ



　　７９４-００２６・愛媛県今治市別宮町・べつくちよう

　　７９４-００６５・愛媛県今治市別名・べつみよう

　　７９４-００１８・愛媛県今治市本町・ほんまち

　　７９９-１５２６・愛媛県今治市孫兵衛作・まごべえさく

　　７９９-１５１４・愛媛県今治市町谷・まちや

　　７９９-１５１３・愛媛県今治市松木・まつぎ

　　７９４-００４１・愛媛県今治市松本町・まつもとちよう

　　７９４-００３４・愛媛県今治市美須賀町・みすかちよう

　　７９４-０００３・愛媛県今治市湊町・みなとちよう

　　７９４-０８１１・愛媛県今治市南高下町・みなみこうげちよう

　　７９４-００２７・愛媛県今治市南大門町・みなみだいもんちよう

　　７９４-０８０２・愛媛県今治市南鳥生町・みなみとりうちよう

　　７９４-００５６・愛媛県今治市南日吉町・みなみひよしちよう

　　７９４-００４３・愛媛県今治市南宝来町・みなみほうらいちよう

　　７９４-００１２・愛媛県今治市美保町・みほちよう

　　７９９-１５３７・愛媛県今治市宮ヶ崎・みやがさき

　　７９２-００８０・愛媛県今治市宮窪町四阪島・みやくほﾞちようしさかじま

　　７９４-２２０４・愛媛県今治市宮窪町友浦・みやくほﾞちようともうら

　　７９４-２２０１・愛媛県今治市宮窪町早川・みやくほﾞちようはやかわ

　　７９４-２２０３・愛媛県今治市宮窪町宮窪・みやくほﾞちようみやくほﾞ

　　７９４-２２０２・愛媛県今治市宮窪町余所国・みやくほﾞちようよそくに

　　７９４-００５２・愛媛県今治市宮下町・みやしたちよう

　　７９４-００２２・愛媛県今治市室屋町・むろやちよう

　　７９４-００７３・愛媛県今治市矢田・やた

　　７９４-００５３・愛媛県今治市山方町・やまかたちよう

　　７９９-１６０２・愛媛県今治市山口・やまぐち

　　７９４-００７２・愛媛県今治市山路・やまじ

　　７９４-００７１・愛媛県今治市山路町・やまじちよう

　　７９９-１５２５・愛媛県今治市湯ノ浦・ゆのうら

　　７９４-０８１４・愛媛県今治市横田町・よこたちよう

　　７９４-２１１１・愛媛県今治市吉海町幸新田・よしうみちようさいわいしんでん

　　７９４-２１１７・愛媛県今治市吉海町正味・よしうみちようしようみ

　　７９４-２１０１・愛媛県今治市吉海町田浦・よしうみちようたのうら

　　７９４-２１１９・愛媛県今治市吉海町津島・よしうみちようつしま

　　７９４-２１０２・愛媛県今治市吉海町泊・よしうみちようとまり

　　７９４-２１１６・愛媛県今治市吉海町名駒・よしうみちようなごま

　　７９４-２１０４・愛媛県今治市吉海町仁江・よしうみちようにえ

　　７９４-２１０３・愛媛県今治市吉海町福田・よしうみちようふくだ

　　７９４-２１１８・愛媛県今治市吉海町臥間・よしうみちようふすま

　　７９４-２１１２・愛媛県今治市吉海町本庄・よしうみちようほんじよう

　　７９４-２１１５・愛媛県今治市吉海町南浦・よしうみちようみなみうら

　　７９４-２１１４・愛媛県今治市吉海町名・よしうみちようみよう

　　７９４-２１１３・愛媛県今治市吉海町椋名・よしうみちようむくな

　　７９４-２１１０・愛媛県今治市吉海町八幡・よしうみちようやわた

　　７９４-０８６２・愛媛県今治市四村・よむら

　　７９８-００００・愛媛県宇和島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９８-００３０・愛媛県宇和島市曙町・あけほﾞのちよう

　　７９８-０００４・愛媛県宇和島市朝日町・あさひまち

　　７９８-００４２・愛媛県宇和島市愛宕町・あたごちよう

　　７９８-００２６・愛媛県宇和島市泉町・いずみまち

　　７９８-００２３・愛媛県宇和島市伊吹町（北宇和島町）・きたうわじまちよう

　　７９８-００２４・愛媛県宇和島市伊吹町（北通）・いぶきちよう(きたどおり)

　　７９８-００２５・愛媛県宇和島市伊吹町（東通）・いぶきちよう(ひがしどおり)

　　７９８-００２２・愛媛県宇和島市伊吹町（その他）・いぶきちよう(そのた)

　　７９８-００７８・愛媛県宇和島市祝森・いわいのもり

　　７９８-００４３・愛媛県宇和島市宇和津町・うわつちよう

　　７９８-００３２・愛媛県宇和島市恵美須町・えびすまち

　　７９８-０００１・愛媛県宇和島市大浦（赤松）・おおうら(あかまつ)

　　７９８-０００２・愛媛県宇和島市大浦（その他）・おおうら(そのた)

　　７９８-００３９・愛媛県宇和島市大宮町・おおみやちよう

　　７９８-００６３・愛媛県宇和島市御徒町・おかちまち

　　７９８-００２７・愛媛県宇和島市柿原・かきはら

　　７９８-００５３・愛媛県宇和島市賀古町・かこちよう

　　７９８-００７６・愛媛県宇和島市川内（薬師谷）・かわち(やくしだに)

　　７９８-００７５・愛媛県宇和島市川内（その他）・かわち(そのた)

　　７９８-００１０・愛媛県宇和島市北新町・きたしんまち

　　７９８-００５２・愛媛県宇和島市京町・きようまち

　　７９８-００９３・愛媛県宇和島市小池・こいけ

　　７９８-００９１・愛媛県宇和島市石応・こくほﾞ

　　７９８-００６１・愛媛県宇和島市御殿町・ごてんまち



　　７９８-０００７・愛媛県宇和島市寿町・ことぶきちよう

　　７９８-００９２・愛媛県宇和島市小浜・こはま

　　７９８-０２１１・愛媛県宇和島市蒋渕・こもぶち

　　７９８-００６４・愛媛県宇和島市佐伯町・さいきまち

　　７９８-００３１・愛媛県宇和島市栄町港・さかえまちみなと

　　７９８-００８７・愛媛県宇和島市坂下津・さかしつﾞ

　　７９８-００６２・愛媛県宇和島市桜町・さくらまち

　　７９８-００５４・愛媛県宇和島市笹町・ささまち

　　７９８-０１０４・愛媛県宇和島市下波・したはﾞ

　　７９８-００９０・愛媛県宇和島市白浜・しらはま

　　７９８-００７０・愛媛県宇和島市神田川原・じんでんがわら

　　７９８-００８０・愛媛県宇和島市新田町・しんでんちよう

　　７９８-００３５・愛媛県宇和島市新町・しんまち

　　７９８-００１１・愛媛県宇和島市須賀通・すかどおり

　　７９８-０００３・愛媛県宇和島市住吉町・すみよしちよう

　　７９８-００４５・愛媛県宇和島市大超寺奥・だいちようじおく

　　７９８-００２０・愛媛県宇和島市高串・ たかぐじ

　　７９８-００４０・愛媛県宇和島市中央町・ちゆうおうちよう

　　７９８-０００５・愛媛県宇和島市築地町・つきじちよう

　　７９８-３３４４・愛媛県宇和島市津島町嵐・ つしまちようあらじ

　　７９８-３３１１・愛媛県宇和島市津島町岩渕・つしまちよういわぶち

　　７９８-３３０１・愛媛県宇和島市津島町岩松・つしまちよういわまつ

　　７９８-３３３１・愛媛県宇和島市津島町後・つしまちよううしろ

　　７９８-３３４２・愛媛県宇和島市津島町浦知・つしまちよううらしり

　　７９８-３３４１・愛媛県宇和島市津島町塩定・つしまちようえんじよう

　　７９８-３３３７・愛媛県宇和島市津島町大浦・つしまちようおおうら

　　７９８-３３３８・愛媛県宇和島市津島町柿之浦・つしまちようかきのうら

　　７９８-３３２３・愛媛県宇和島市津島町上畑地・つしまちようかみはたじ

　　７９８-３３６２・愛媛県宇和島市津島町北灘乙・つしまちようきたなだおつ

　　７９８-３３６１・愛媛県宇和島市津島町北灘甲・つしまちようきたなだこう

　　７９８-３３６３・愛媛県宇和島市津島町北灘丙・つしまちようきたなだへい

　　７９８-３３６４・愛媛県宇和島市津島町北灘丁（大日提）・きたなだてい

　　７９８-３３６４・愛媛県宇和島市津島町北灘丁（小日提）・きたなだてい)

　　７９８-３３１２・愛媛県宇和島市津島町山財・つしまちようさんざい

　　７９８-３３２２・愛媛県宇和島市津島町下畑地乙（上槇）・つしまちよう

　　７９８-３３２１・愛媛県宇和島市津島町下畑地（乙を除く）・つしまちよう

　　７９８-３３３２・愛媛県宇和島市津島町須下・つしまちようすげ

　　７９８-３３５６・愛媛県宇和島市津島町曽根・つしまちようそね

　　７９８-３３５４・愛媛県宇和島市津島町田颪・ つしまちようたおろじ

　　７９８-３３０２・愛媛県宇和島市津島町高田・つしまちようたかた

　　７９８-３３５８・愛媛県宇和島市津島町竹ケ島・つしまちようたけがしま

　　７９８-３３５７・愛媛県宇和島市津島町田之浜・つしまちようたのはま

　　７９８-３３０３・愛媛県宇和島市津島町近家・つしまちようちかいえ

　　７９８-３３５２・愛媛県宇和島市津島町坪井・つしまちようつほﾞい

　　７９８-３３５３・愛媛県宇和島市津島町泥目水・つしまちようどろめず

　　７９８-３３３３・愛媛県宇和島市津島町成・つしまちようなる

　　７９８-３３４６・愛媛県宇和島市津島町鼡鳴・つしまちようねずなき

　　７９８-３３４３・愛媛県宇和島市津島町針木・つしまちようはりぎ

　　７９８-３３３５・愛媛県宇和島市津島町平井・つしまちようひらい

　　７９８-３３３６・愛媛県宇和島市津島町曲烏・つしまちようまがらす

　　７９８-３２７２・愛媛県宇和島市津島町槇川・つしまちようまきがわ

　　７９８-３３１３・愛媛県宇和島市津島町増穂・つしまちようますほ

　　７９８-３２７１・愛媛県宇和島市津島町御内・つしまちようみうち

　　７９８-３３５１・愛媛県宇和島市津島町弓立・つしまちようゆだち

　　７９８-３３４５・愛媛県宇和島市津島町横浦・つしまちようよこうら

　　７９８-３３３４・愛媛県宇和島市津島町漁家・つしまちようりようけ

　　７９８-３３５５・愛媛県宇和島市津島町脇・つしまちようわき

　　７９８-００３３・愛媛県宇和島市鶴島町・つるしまちよう

　　７９８-００６５・愛媛県宇和島市天赦公園・てんしやこうえん

　　７９８-００３６・愛媛県宇和島市天神町・てんじんまち

　　７９８-０２１２・愛媛県宇和島市戸島・とじま

　　７９８-００８１・愛媛県宇和島市中沢町・なかざわちよう

　　７９８-００８２・愛媛県宇和島市長堀・ながほり

　　７９８-００８３・愛媛県宇和島市夏目町・なつめちよう

　　７９８-００７４・愛媛県宇和島市並松・なみまつ

　　７９８-００３４・愛媛県宇和島市錦町・にしきまち

　　７９８-２１４６・愛媛県宇和島市野川（滑床）・のがわ(なめとこ)

　　７９８-００４４・愛媛県宇和島市野川（その他）・のがわ(そのた)

　　７９８-００９８・愛媛県宇和島市蛤・はまぐり

　　７９８-００９９・愛媛県宇和島市日振島・ひぶりしま



　　７９８-００９７・愛媛県宇和島市百之浦・ひやくのうら

　　７９８-００９５・愛媛県宇和島市平浦・ひらうら

　　７９８-００５１・愛媛県宇和島市広小路・ひろこうじ

　　７９８-００１０・愛媛県宇和島市藤江・ふじえ

　　７９８-００６６・愛媛県宇和島市文京町・ぶんきようちよう

　　７９８-００８６・愛媛県宇和島市別当・べつとう

　　７９８-０００６・愛媛県宇和島市弁天町・べんてんちよう

　　７９８-００８８・愛媛県宇和島市保手・ほで

　　７９８-００５０・愛媛県宇和島市堀端町・ほりはﾞたちよう

　　７９８-００９６・愛媛県宇和島市本九島・ほんくしま

　　７９８-００４１・愛媛県宇和島市本町追手・ほんまちおうて

　　７９８-００６７・愛媛県宇和島市桝形町・ますがたちよう

　　７９８-００３７・愛媛県宇和島市丸穂町（丁目）・まるおちよう

　　７９８-００３８・愛媛県宇和島市丸穂（)・まるお

　　７９８-００６０・愛媛県宇和島市丸之内・まるのうち

　　７９８-０１０１・愛媛県宇和島市三浦東・ みうらひがじ

　　７９８-０１０２・愛媛県宇和島市三浦西・ みうらにじ

　　７９８-００２１・愛媛県宇和島市光満・みつま

　　７９８-１１３６・愛媛県宇和島市三間町大内・みまちようおおうち

　　７９８-１１０１・愛媛県宇和島市三間町大藤・みまちようおおふじ

　　７９８-１１４１・愛媛県宇和島市三間町音地・みまちようおんじ

　　７９８-１１３４・愛媛県宇和島市三間町金銅・みまちようかなどう

　　７９８-１１３７・愛媛県宇和島市三間町兼近・みまちようかねちか

　　７９８-１１２１・愛媛県宇和島市三間町川之内・みまちようかわのうち

　　７９８-１１１１・愛媛県宇和島市三間町北増穂・みまちようきたますお

　　７９８-１１１６・愛媛県宇和島市三間町黒井地・みまちようくろいじ

　　７９８-１１４３・愛媛県宇和島市三間町黒川・みまちようくろかわ

　　７９８-１１２２・愛媛県宇和島市三間町小沢川・みまちようこそうがわ

　　７９８-１１３５・愛媛県宇和島市三間町古藤田・みまちようことうだ

　　７９８-１１３９・愛媛県宇和島市三間町是延・みまちようこれのぶ

　　７９８-１１０５・愛媛県宇和島市三間町是能・ みまちようこれよじ

　　７９８-１１０２・愛媛県宇和島市三間町則・みまちようすなわち

　　７９８-１１０４・愛媛県宇和島市三間町曽根・みまちようそね

　　７９８-１１３１・愛媛県宇和島市三間町田川・みまちようたがわ

　　７９８-１１３８・愛媛県宇和島市三間町土居垣内・みまちようどいかきうち

　　７９８-１１２５・愛媛県宇和島市三間町土居中・みまちようどいなか

　　７９８-１１１５・愛媛県宇和島市三間町戸雁・みまちようとがり

　　７９８-１１３３・愛媛県宇和島市三間町中野中・みまちようなかのなか

　　７９８-１１３２・愛媛県宇和島市三間町波岡・みまちようなみおか

　　７９８-１１０３・愛媛県宇和島市三間町成家・みまちようなるいえ

　　７９８-１１１３・愛媛県宇和島市三間町迫目・みまちようはざめ

　　７９８-１１２４・愛媛県宇和島市三間町増田・みまちようますだ

　　７９８-１１４２・愛媛県宇和島市三間町三間中間・みまちようみまなかいだ

　　７９８-１１１２・愛媛県宇和島市三間町宮野下・みまちようみやのした

　　７９８-１１１４・愛媛県宇和島市三間町務田・みまちようむでん

　　７９８-１１２３・愛媛県宇和島市三間町元宗・みまちようもとむね

　　７９８-００８５・愛媛県宇和島市宮下・みやした

　　７９８-００１３・愛媛県宇和島市御幸町・みゆきまち

　　７９８-００７１・愛媛県宇和島市妙典寺前・みようでんじまえ

　　７９８-００６８・愛媛県宇和島市明倫町・めいりんちよう

　　７９８-００７２・愛媛県宇和島市元結掛・もとゆいぎ

　　７９８-００７７・愛媛県宇和島市保田・やすだ

　　７９８-００７３・愛媛県宇和島市山際・やまぎわ

　　７９８-０１０３・愛媛県宇和島市遊子・ゆす

　　７９９-３７６３・愛媛県宇和島市吉田町浅川・よしだちようあさかわ

　　７９９-３７０４・愛媛県宇和島市吉田町魚棚・よしだちよううおたな

　　７９９-３７０６・愛媛県宇和島市吉田町裡町・よしだちよううらまち

　　７９９-３７５１・愛媛県宇和島市吉田町沖村・よしだちようおきむら

　　７９９-３７７２・愛媛県宇和島市吉田町奥浦・よしだちようおくうら

　　７９９-３７５２・愛媛県宇和島市吉田町河内・よしだちようかわち

　　７９９-３７０１・愛媛県宇和島市吉田町北小路・よしだちようきたこうじ

　　７９９-３７４１・愛媛県宇和島市吉田町白浦・よしだちようしろうら

　　７９９-３７３０・愛媛県宇和島市吉田町立間・よしだちようたちま

　　７９９-３７１０・愛媛県宇和島市吉田町立間尻・よしだちようたちまじり

　　７９９-３７２０・愛媛県宇和島市吉田町知永・よしだちようちなが

　　７９９-３７０７・愛媛県宇和島市吉田町鶴間（御殿内）・よしだちようつるま

　　７９９-３７６２・愛媛県宇和島市吉田町鶴間（鶴間団地）・よしだちようつるま

　　７９９-３７６１・愛媛県宇和島市吉田町鶴間（その他）・よしだちようつるま(そのた)

　　７９９-３７７１・愛媛県宇和島市吉田町南君・よしだちようなぎみ

　　７９９-３７０２・愛媛県宇和島市吉田町西小路・よしだちようにしこうじ



　　７９９-３７０３・愛媛県宇和島市吉田町東小路・よしだちようひがしこうじ

　　７９９-３７４３・愛媛県宇和島市吉田町深浦・よしだちようふかうら

　　７９９-３７４２・愛媛県宇和島市吉田町法花津・よしだちようほけつﾞ

　　７９９-３７０５・愛媛県宇和島市吉田町本町・よしだちようほんまち

　　７９８-００８４・愛媛県宇和島市寄松・よりまつ

　　７９８-００９４・愛媛県宇和島市蕨・わらび

　　７９８-００１４・愛媛県宇和島市和霊公園・われいこうえん

　　７９８-００１６・愛媛県宇和島市和霊中町・われいなかまち

　　７９８-００１７・愛媛県宇和島市和霊東町・われいひがしまち

　　７９８-００１５・愛媛県宇和島市和霊元町・われいもとまち

　　７９８-００１２・愛媛県宇和島市和霊町・われいちよう

　　７９６-００００・愛媛県八幡浜市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９６-００８８・愛媛県八幡浜市八幡浜市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　７９６-００８１・愛媛県八幡浜市朝潮橋・ あさしおはﾞじ

　　７９６-００８６・愛媛県八幡浜市旭町・あさひまち

　　７９６-００５６・愛媛県八幡浜市愛宕・あたご

　　７９６-００５７・愛媛県八幡浜市愛宕山団地・あたごやまだんち

　　７９６-８０５４・愛媛県八幡浜市穴井・あない

　　７９６-００２２・愛媛県八幡浜市駅前・えきまえ

　　７９６-００３１・愛媛県八幡浜市江戸岡・えどおか

　　７９６-００６１・愛媛県八幡浜市海老崎・えびさき

　　７９６-００７３・愛媛県八幡浜市戎町・えびすまち

　　７９６-８０６０・愛媛県八幡浜市大島・おおしま

　　７９６-８００１・愛媛県八幡浜市大谷口・おおたにぐち

　　７９６-０００４・愛媛県八幡浜市大平（津羽井）・おおひら(つはﾞい)

　　７９６-０００２・愛媛県八幡浜市大平（花園町）・おおひら(はなぞのちよう)

　　７９６-０００３・愛媛県八幡浜市大平（その他）・おおひら(そのた)

　　７９６-００８７・愛媛県八幡浜市沖新田・おきしんでん

　　７９６-００５３・愛媛県八幡浜市海望園・かいほﾞうえん

　　７９６-００６５・愛媛県八幡浜市片山町・かたやまちよう

　　７９６-８０３６・愛媛県八幡浜市釜倉・かまのくら

　　７９６-８０５１・愛媛県八幡浜市川上町上泊・かわかみちようかみどまり

　　７９６-８０５０・愛媛県八幡浜市川上町川名津・かわかみちようかわなつﾞ

　　７９６-８０５２・愛媛県八幡浜市川上町白石・ かわかみちようしらいじ

　　７９６-８０２５・愛媛県八幡浜市川之内・かわのうち

　　７９６-００８２・愛媛県八幡浜市北大黒町・きただいこくまち

　　７９６-００４８・愛媛県八幡浜市北浜・きたはま

　　７９６-００１１・愛媛県八幡浜市木多町・きたまち

　　７９６-００４２・愛媛県八幡浜市喜多町・きたまち

　　７９６-００４６・愛媛県八幡浜市旧港・きゆうみなと

　　７９６-００７７・愛媛県八幡浜市旧役場前通・きゆうやくはﾞまえどおり

　　７９６-８０１５・愛媛県八幡浜市国木・くにぎ

　　７９６-８００８・愛媛県八幡浜市栗野浦・くりのうら

　　７９６-８０２０・愛媛県八幡浜市郷・ごう

　　７９６-８０４１・愛媛県八幡浜市合田・ごうだ

　　７９６-８０１０・愛媛県八幡浜市五反田・ごたんだ

　　７９６-００５４・愛媛県八幡浜市琴平町・ことひらちよう

　　７９６-００４１・愛媛県八幡浜市裁判所通・さいはﾞんしよどおり

　　７９６-００５１・愛媛県八幡浜市幸町・さいわいまち

　　７９６-８００４・愛媛県八幡浜市産業通・さんぎようどおり

　　７９６-８０４０・愛媛県八幡浜市舌間・したま

　　７９６-００６９・愛媛県八幡浜市下道・したみち

　　７９６-００２８・愛媛県八幡浜市清水町・しみずまち

　　７９６-００３８・愛媛県八幡浜市清水町花小路・しみずまちはなこうじ

　　７９６-００３７・愛媛県八幡浜市昭和通・しようわどおり

　　７９６-００４７・愛媛県八幡浜市白浜通・しろはまどおり

　　７９６-００６２・愛媛県八幡浜市新栄町・しんえいちよう

　　７９６-００３６・愛媛県八幡浜市新川・しんかわ

　　７９６-００２０・愛媛県八幡浜市神宮・じんぐう

　　７９６-００２４・愛媛県八幡浜市神宮通・じんぐうどおり

　　７９６-００２３・愛媛県八幡浜市神宮前・じんぐうまえ

　　７９６-００７１・愛媛県八幡浜市新町・しんまち

　　７９６-００７４・愛媛県八幡浜市新港・しんみなと

　　７９６-００７９・愛媛県八幡浜市新港戎町・しんみなとえびすまち

　　７９６-００１４・愛媛県八幡浜市新和田町・しんわだまち

　　７９６-００３５・愛媛県八幡浜市須崎・すさき

　　７９６-００６４・愛媛県八幡浜市船場通・せんはﾞどおり

　　７９６-００８３・愛媛県八幡浜市大黒町・だいこくまち

　　７９６-００３３・愛媛県八幡浜市大正町・たいしようまち

　　７９６-００５５・愛媛県八幡浜市大門・だいもん



　　７９６-０００５・愛媛県八幡浜市高野地・たかのじ

　　７９６-８０３７・愛媛県八幡浜市谷・たに

　　７９６-００６７・愛媛県八幡浜市中央・ちゆうおう

　　７９６-００７６・愛媛県八幡浜市千代田町・ちよだまち

　　７９６-００８９・愛媛県八幡浜市出島・でじま

　　７９６-００８５・愛媛県八幡浜市天神通・てんじんどおり

　　７９６-８０３０・愛媛県八幡浜市中津川・なかつかわ

　　７９６-００７５・愛媛県八幡浜市仲之町・なかのまち

　　７９６-００４４・愛媛県八幡浜市西近江屋町・にしおうみやちよう

　　７９６-００４５・愛媛県八幡浜市西近江屋町浜通・はまどおり

　　７９６-００２９・愛媛県八幡浜市花小路・はなこうじ

　　７９６-００３４・愛媛県八幡浜市浜田町・はまだまち

　　７９６-００６８・愛媛県八幡浜市浜之町・はまのまち

　　７９６-００４３・愛媛県八幡浜市東近江屋町・ひがしおうみやちよう

　　７９６-００３２・愛媛県八幡浜市東新川・ひがししんかわ

　　７９６-００２５・愛媛県八幡浜市東矢野町・ひがしやのまち

　　７９６-０１７０・愛媛県八幡浜市日土町・ひつﾞちちよう

　　７９６-００２１・愛媛県八幡浜市桧谷・ひのきだに

　　７９６-８００２・愛媛県八幡浜市広瀬・ひろせ

　　７９６-８０３９・愛媛県八幡浜市布喜川・ふきのかわ

　　７９６-８００３・愛媛県八幡浜市古町・ふるまち

　　７９６-０２０３・愛媛県八幡浜市保内町磯崎・ほないちよういさき

　　７９６-０２０１・愛媛県八幡浜市保内町川之石・ ほないちようかわのいじ

　　７９６-０１１１・愛媛県八幡浜市保内町喜木・ほないちようきき

　　７９６-０２０４・愛媛県八幡浜市保内町喜木津・ほないちようききつ

　　７９６-０１１２・愛媛県八幡浜市保内町須川・ほないちようすがわ

　　７９６-０２０５・愛媛県八幡浜市保内町広早・ほないちようひろはや

　　７９６-０２０２・愛媛県八幡浜市保内町宮内・ほないちようみやうち

　　７９６-００６６・愛媛県八幡浜市本町・ほんまち

　　７９６-８０５３・愛媛県八幡浜市真網代・まあじろ

　　７９６-００２７・愛媛県八幡浜市松蔭町・まつかげちよう

　　７９６-００１０・愛媛県八幡浜市松柏・まつかや

　　７９６-００５２・愛媛県八幡浜市松本町・まつもとちよう

　　７９６-００７２・愛媛県八幡浜市港町・みなとまち

　　７９６-００１２・愛媛県八幡浜市南柏・みなみがや

　　７９６-００８４・愛媛県八幡浜市南大黒町・みなみだいこくまち

　　７９６-０００１・愛媛県八幡浜市向灘・むかいなだ

　　７９６-８０１１・愛媛県八幡浜市元城団地・もとじようだんち

　　７９６-８００６・愛媛県八幡浜市八代（丁目）・やしろ

　　７９６-８００７・愛媛県八幡浜市八代（)・やしろ

　　７９６-８００５・愛媛県八幡浜市矢野町（徳雲坊）・やのまち(とくうんほﾞう)

　　７９６-００２６・愛媛県八幡浜市矢野町（その他）・やのまち(そのた)

　　７９６-００１３・愛媛県八幡浜市山越・やまぐい

　　７９６-８０３８・愛媛県八幡浜市横平・よこひら

　　７９６-００６３・愛媛県八幡浜市横町・よこまち

　　７９６-８０３５・愛媛県八幡浜市若山・わかやま

　　７９２-００００・愛媛県新居浜市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９２-０８９７・愛媛県新居浜市阿島乙・あしまおつ

　　７９２-０８９６・愛媛県新居浜市阿島（その他）・あしま(そのた)

　　７９２-００１３・愛媛県新居浜市泉池町・いずみいけちよう

　　７９２-００２１・愛媛県新居浜市泉宮町・いずみみやちよう

　　７９２-０００２・愛媛県新居浜市磯浦町・いそうらちよう

　　７９２-００２５・愛媛県新居浜市一宮町・いつくちよう

　　７９２-０８６６・愛媛県新居浜市宇高町・うだかちよう

　　７９２-００４６・愛媛県新居浜市上原・うわはﾞら

　　７９２-０００５・愛媛県新居浜市江口町・えぐちちよう

　　７９２-０００８・愛媛県新居浜市王子町・おうじちよう

　　７９２-００１５・愛媛県新居浜市大江町・おおえちよう

　　７９２-０８９１・愛媛県新居浜市大島・おおしま

　　７９２-００６０・愛媛県新居浜市大生院・おおじよういん

　　７９２-００４７・愛媛県新居浜市御蔵町・おくらちよう

　　７９２-０８８３・愛媛県新居浜市落神町・おちがみちよう

　　７９２-００７１・愛媛県新居浜市金子丙・かねこへい

　　７９２-０８２４・愛媛県新居浜市上泉町・かみいずみちよう

　　７９２-０８５１・愛媛県新居浜市観音原町・かんのんはﾞらちよう

　　７９２-０８０１・愛媛県新居浜市菊本町・きくもとちよう

　　７９２-０８２６・愛媛県新居浜市喜光地町・きこうじちよう

　　７９２-０８１５・愛媛県新居浜市岸の上町・きしのうえちよう

　　７９２-０８４２・愛媛県新居浜市北内町・きたうちちよう

　　７９２-０００４・愛媛県新居浜市北新町・きたしんまち



　　７９２-０８８５・愛媛県新居浜市清住町・きよずみちよう

　　７９２-０８９０・愛媛県新居浜市楠崎・くつさき

　　７９２-００２６・愛媛県新居浜市久保田町・くほﾞたちよう

　　７９２-０８９２・愛媛県新居浜市黒島・くろしま

　　７９２-０８８４・愛媛県新居浜市神郷・こうざと

　　７９２-０００６・愛媛県新居浜市河内町・こうちちよう

　　７９２-０８５３・愛媛県新居浜市光明寺・こうみようじ

　　７９２-０８５４・愛媛県新居浜市国領・こくりよう

　　７９２-０８２２・愛媛県新居浜市寿町・ことぶきちよう

　　７９２-０８８６・愛媛県新居浜市郷（丁目）・ごう

　　７９２-０８９５・愛媛県新居浜市郷乙・ごうおつ

　　７９２-０８９４・愛媛県新居浜市郷（その他）・ごう(そのた)

　　７９２-０８３１・愛媛県新居浜市西連寺町・さいれんじちよう

　　７９２-０８１２・愛媛県新居浜市坂井町・さかいちよう

　　７９２-０８６５・愛媛県新居浜市桜木町・さくらぎちよう

　　７９２-０８６２・愛媛県新居浜市沢津町・さわつﾞちよう

　　７９２-００２３・愛媛県新居浜市繁本町・しげもとちよう

　　７９２-０８５５・愛媛県新居浜市七宝台町・しつほﾟうだいちよう

　　７９２-０８６４・愛媛県新居浜市東雲町・しののめちよう

　　７９２-０８３６・愛媛県新居浜市篠場町・しのはﾞちよう

　　７９２-０８６１・愛媛県新居浜市清水町・しみずちよう

　　７９２-０８１３・愛媛県新居浜市下泉町・しもいずみちよう

　　７９２-０８１１・愛媛県新居浜市庄内町・しようないちよう

　　７９２-０８１４・愛媛県新居浜市城下町・しろしたちよう

　　７９２-０８０２・愛媛県新居浜市新須賀町・しんすかちよう

　　７９２-０００３・愛媛県新居浜市新田町・しんでんちよう

　　７９２-０８５７・愛媛県新居浜市角野・すみの

　　７９２-０８４４・愛媛県新居浜市角野新田町・すみのしんでんちよう

　　７９２-０８２１・愛媛県新居浜市瀬戸町・せとちよう

　　７９２-０００１・愛媛県新居浜市惣開町・そうびらきちよう

　　７９２-０８４７・愛媛県新居浜市大永山・だいえいやま

　　７９２-００３１・愛媛県新居浜市高木町・たかぎちよう

　　７９２-０８８７・愛媛県新居浜市高田・たかた

　　７９２-０８６７・愛媛県新居浜市高津町・たかつちよう

　　７９２-００３４・愛媛県新居浜市滝の宮町・たきのみやちよう

　　７９２-０８９３・愛媛県新居浜市多喜浜・たきはま

　　７９２-０８４６・愛媛県新居浜市立川町（立川山を含む）・たつかわちよう

　　７９２-０８０４・愛媛県新居浜市田所町・たどころちよう

　　７９２-０８４５・愛媛県新居浜市種子川町・たねがわちよう

　　７９２-０８４８・愛媛県新居浜市種子川山・たねがわやま

　　７９２-０８８８・愛媛県新居浜市田の上・たのうえ

　　７９２-００４３・愛媛県新居浜市土橋・ つちはじ

　　７９２-０８５２・愛媛県新居浜市東田・とうだ

　　７９２-００２２・愛媛県新居浜市徳常町・とくつねちよう

　　７９２-０８２３・愛媛県新居浜市外山町・とやまちよう

　　７９２-００１２・愛媛県新居浜市中須賀町・なかすかちよう

　　７９２-０８４１・愛媛県新居浜市中筋町・なかすじちよう

　　７９２-０８３４・愛媛県新居浜市中西町・なかにしちよう

　　７９２-００４５・愛媛県新居浜市中萩町・なかはぎちよう

　　７９２-００４４・愛媛県新居浜市中村・なかむら

　　７９２-００４１・愛媛県新居浜市中村松木・なかむらまつぎ

　　７９２-０８７４・愛媛県新居浜市長岩町・ながいわちよう

　　７９２-００７２・愛媛県新居浜市新居浜乙・にいはまおつ

　　７９２-０８３２・愛媛県新居浜市西泉町・にしいずみちよう

　　７９２-０８２７・愛媛県新居浜市西喜光地町・にしきこうじちよう

　　７９２-００３５・愛媛県新居浜市西の土居町・にしのどいちよう

　　７９２-００１１・愛媛県新居浜市西原町・にしはﾞらちよう

　　７９２-００１４・愛媛県新居浜市西町・にしまち

　　７９２-０８９８・愛媛県新居浜市荷内町・にないちよう

　　７９２-００５０・愛媛県新居浜市萩生・はぎゆう

　　７９２-０８７１・愛媛県新居浜市八幡・はちまん

　　７９２-０８７２・愛媛県新居浜市垣生（丁目）・はぶ

　　７９２-０８７３・愛媛県新居浜市垣生（)・はぶ

　　７９２-０８０３・愛媛県新居浜市平形町・ひらかたちよう

　　７９２-０８５６・愛媛県新居浜市船木・ふなき

　　７９９-０６５０・愛媛県新居浜市別子山・べつしやま

　　７９２-０００９・愛媛県新居浜市星越町・ほしごえちよう

　　７９２-０８２５・愛媛県新居浜市星原町・ほしはﾞらちよう

　　７９２-００４２・愛媛県新居浜市本郷・ほんごう

　　７９２-０００７・愛媛県新居浜市前田町・まえだちよう



　　７９２-００３２・愛媛県新居浜市政枝町・まさえだちよう

　　７９２-０８８２・愛媛県新居浜市又野・またの

　　７９２-０８２９・愛媛県新居浜市松木町・まつぎちよう

　　７９２-０８６８・愛媛県新居浜市松の木町・まつのきちよう

　　７９２-０８２８・愛媛県新居浜市松原町・まつはﾞらちよう

　　７９２-０８８１・愛媛県新居浜市松神子・まつみこ

　　７９２-００１６・愛媛県新居浜市港町・みなとまち

　　７９２-０８６３・愛媛県新居浜市南小松原町・みなみこまつはﾞらちよう

　　７９２-００２４・愛媛県新居浜市宮西町・みやにしちよう

　　７９２-０８３３・愛媛県新居浜市宮原町・みやはﾞらちよう

　　７９２-０８０５・愛媛県新居浜市八雲町・やぐもちよう

　　７９２-０８３７・愛媛県新居浜市山田町・やまだちよう

　　７９２-０８３５・愛媛県新居浜市山根町・やまねちよう

　　７９２-００３３・愛媛県新居浜市横水町・よこずいちよう

　　７９２-０８４３・愛媛県新居浜市吉岡町・よしおかちよう

　　７９２-００１７・愛媛県新居浜市若水町・わかみずちよう

　　７９３-００００・愛媛県西条市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９９-１３４５・愛媛県西条市明理川・あかりがわ

　　７９３-００２３・愛媛県西条市明屋敷・あけやしき

　　７９３-０１０３・愛媛県西条市荒川・あらかわ

　　７９３-００５１・愛媛県西条市安知生・あんじゆう

　　７９３-００１０・愛媛県西条市飯岡・いいおか

　　７９９-１３６４・愛媛県西条市石田・いしだ

　　７９９-１３３５・愛媛県西条市石延・いしのべ

　　７９３-００３７・愛媛県西条市市之川・いちのかわ

　　７９９-１３６２・愛媛県西条市今在家・いまざいけ

　　７９９-１３４４・愛媛県西条市円海寺・えんかいじ

　　７９９-１３４２・愛媛県西条市大新田・おおしんでん

　　７９９-１３１２・愛媛県西条市大野・おおの

　　７９３-００１６・愛媛県西条市大浜・おおはま

　　７９３-０２１１・愛媛県西条市大保木・おおふき

　　７９３-００３０・愛媛県西条市大町・おおまち

　　７９９-１３３６・愛媛県西条市上市・かみいち

　　７９９-１３１４・愛媛県西条市河之内・かわのうち

　　７９９-１３０３・愛媛県西条市河原津・かわらつﾞ

　　７９９-１３０４・愛媛県西条市河原津新田・かわらつﾞしんでん

　　７９３-００４１・愛媛県西条市神拝甲・かんはﾞいこう

　　７９３-００２１・愛媛県西条市神拝乙・かんはﾞいおつ

　　７９３-００４２・愛媛県西条市喜多川・きたがわ

　　７９９-１３４３・愛媛県西条市喜多台・きただい

　　７９９-１３０２・愛媛県西条市楠・くす

　　７９９-１３２２・愛媛県西条市国安・くにやす

　　７９３-０２１２・愛媛県西条市黒瀬・くろせ

　　７９９-１３１５・愛媛県西条市黒谷・くろだに

　　７９９-１３２３・愛媛県西条市桑村・くわむら

　　７９９-１１０７・愛媛県西条市小松町明穂・こまつちようあかお

　　７９１-０５６２・愛媛県西条市小松町石鎚（上戸石）・こまつちよう

　　７９９-１１１１・愛媛県西条市小松町石鎚（湯浪）・こまつちよう

　　７９９-１１１２・愛媛県西条市小松町石鎚（その他）・いしつﾞち(そのた)

　　７９９-１１０５・愛媛県西条市小松町大郷・こまつちようおおご

　　７９９-１１０６・愛媛県西条市小松町大頭・こまつちようおおと

　　７９９-１１０３・愛媛県西条市小松町北川・こまつちようきたがわ

　　７９９-１１０１・愛媛県西条市小松町新屋敷・こまつちようしんやしき

　　７９９-１１０２・愛媛県西条市小松町南川・こまつちようみなみがわ

　　７９９-１１０４・愛媛県西条市小松町妙口・こまつちようみようぐち

　　７９９-１１０８・愛媛県西条市小松町安井・こまつちようやすい

　　７９３-００２５・愛媛県西条市栄町・さかえまち

　　７９３-００６７・愛媛県西条市坂元甲・さかもとこう

　　７９９-１３１７・愛媛県西条市実報寺・じつほﾟうじ

　　７９３-０００６・愛媛県西条市下島山甲・しもしまやまこう

　　７９３-０００７・愛媛県西条市下島山乙・しもしまやまおつ

　　７９９-１３７１・愛媛県西条市周布・しゆう

　　７９９-１３２５・愛媛県西条市新市・しんいち

　　７９３-００２８・愛媛県西条市新田・しんでん

　　７９９-１３３１・愛媛県西条市新町・しんまち

　　７９３-００５３・愛媛県西条市洲之内甲・すのうちこう

　　７９３-０１０１・愛媛県西条市千町・せんじよう

　　７９３-００２４・愛媛県西条市大師町・だいしまち

　　７９９-１３２４・愛媛県西条市高田（正法寺）・たかた(しようほうじ)

　　７９９-１３２１・愛媛県西条市高田（その他）・たかた(そのた)



　　７９３-０００１・愛媛県西条市玉津・たまつ

　　７９９-１３６３・愛媛県西条市玉之江・たまのえ

　　７９９-１３１３・愛媛県西条市旦之上・だんのうえ

　　７９１-０５３３・愛媛県西条市丹原町明穂・たんはﾞらちようあかお

　　７９１-０５０８・愛媛県西条市丹原町池田・たんはﾞらちよういけだ

　　７９１-０５３２・愛媛県西条市丹原町石経・たんはﾞらちよういしきよう

　　７９１-０５０３・愛媛県西条市丹原町今井・たんはﾞらちよういまい

　　７９１-０５３７・愛媛県西条市丹原町臼坂・たんはﾞらちよううすざか

　　７９１-０５２５・愛媛県西条市丹原町川根・たんはﾞらちようかわね

　　７９１-０５０２・愛媛県西条市丹原町願連寺・たんはﾞらちようがんれんじ

　　７９１-０５２３・愛媛県西条市丹原町北田野・たんはﾞらちようきたたの

　　７９１-０５４２・愛媛県西条市丹原町楠窪・たんはﾞらちようくすくほﾞ

　　７９１-０５０４・愛媛県西条市丹原町久妙寺・たんはﾞらちようくみようじ

　　７９１-０５４１・愛媛県西条市丹原町鞍瀬・たんはﾞらちようくらせ

　　７９１-０５３１・愛媛県西条市丹原町来見・たんはﾞらちようくるみ

　　７９１-０５０７・愛媛県西条市丹原町高知・たんはﾞらちようこうち

　　７９１-０５０５・愛媛県西条市丹原町古田・たんはﾞらちようこた

　　７９１-０５３５・愛媛県西条市丹原町志川・たんはﾞらちようしかわ

　　７９１-０５２７・愛媛県西条市丹原町関屋・たんはﾞらちようせきや

　　７９１-０５２４・愛媛県西条市丹原町高松・たんはﾞらちようたかまつ

　　７９１-０５２６・愛媛県西条市丹原町田滝・たんはﾞらちようたたき

　　７９１-０５２２・愛媛県西条市丹原町田野上方・たんはﾞらちようたのうわがた

　　７９１-０５１０・愛媛県西条市丹原町丹原・たんはﾞらちようたんはﾞら

　　７９１-０５３８・愛媛県西条市丹原町千原・たんはﾞらちようちはら

　　７９１-０５３４・愛媛県西条市丹原町寺尾・たんはﾞらちようてらお

　　７９１-０５０６・愛媛県西条市丹原町徳能・たんはﾞらちようとくのう

　　７９１-０５０１・愛媛県西条市丹原町徳能出作・たんはﾞらちようとくのでさく

　　７９１-０５２１・愛媛県西条市丹原町長野・たんはﾞらちようながの

　　７９１-０５４３・愛媛県西条市丹原町明河・たんはﾞらちようみようが

　　７９１-０５３６・愛媛県西条市丹原町湯谷口・たんはﾞらちようゆやぐち

　　７９３-００２７・愛媛県西条市朔日市・ついたち

　　７９３-００５７・愛媛県西条市津越・つごえ

　　７９３-００６１・愛媛県西条市禎瑞・ていずい

　　７９３-０００２・愛媛県西条市天神・てんじん

　　７９３-０２１３・愛媛県西条市兎之山・とのやま

　　７９３-０２１４・愛媛県西条市中奥・なかおく

　　７９３-００５２・愛媛県西条市中西・ なかにじ

　　７９３-００５４・愛媛県西条市中野甲・なかのこう

　　７９３-００５５・愛媛県西条市中野乙・なかのおつ

　　７９３-００５６・愛媛県西条市中野丙・なかのへい

　　７９３-００６５・愛媛県西条市楢木・ならのき

　　７９３-００６３・愛媛県西条市西泉甲・にしいずみこう

　　７９３-００６４・愛媛県西条市西泉乙・にしいずみおつ

　　７９３-００６２・愛媛県西条市西田甲・にしだこう

　　７９３-０２１５・愛媛県西条市西之川・にしのかわ

　　７９９-１３４１・愛媛県西条市壬生川・にゆうがわ

　　７９３-００６６・愛媛県西条市野々市・ののいち

　　７９３-００１７・愛媛県西条市早川・はいがわ

　　７９３-０００３・愛媛県西条市ひうち・ひうち

　　７９３-０２１６・愛媛県西条市東之川・ひがしのかわ

　　７９３-００２６・愛媛県西条市東町・ひがしまち

　　７９３-００４３・愛媛県西条市樋之口・ひのくち

　　７９３-００７１・愛媛県西条市氷見甲・ひみこう

　　７９３-００７２・愛媛県西条市氷見乙・ひみおつ

　　７９３-００７３・愛媛県西条市氷見丙・ひみへい

　　７９３-００７４・愛媛県西条市氷見丁・ひみてい

　　７９３-００７５・愛媛県西条市氷見戊・ひみほﾞ

　　７９９-１３６１・愛媛県西条市広江・ひろえ

　　７９９-１３３４・愛媛県西条市広岡・ひろおか

　　７９９-１３１６・愛媛県西条市福成寺・ふくじようじ

　　７９３-００３５・愛媛県西条市福武甲・ふくたけこう

　　７９３-００３６・愛媛県西条市福武乙・ふくたけおつ

　　７９３-０１０２・愛媛県西条市藤之石・ ふじのいじ

　　７９３-０００４・愛媛県西条市船屋甲・ふなやこう

　　７９３-０００５・愛媛県西条市船屋乙・ふなやおつ

　　７９３-００４４・愛媛県西条市古川甲・ふるかわこう

　　７９３-００４５・愛媛県西条市古川乙・ふるかわおつ

　　７９９-１３５４・愛媛県西条市北条・ほうじよう

　　７９３-００３９・愛媛県西条市保野・ほうの

　　７９３-００２２・愛媛県西条市本町・ほんまち



　　７９３-００３８・愛媛県西条市丸野・まるの

　　７９９-１３５１・愛媛県西条市三津屋・みつや

　　７９９-１３５２・愛媛県西条市三津屋東・ みつやひがじ

　　７９９-１３５３・愛媛県西条市三津屋南・みつやみなみ

　　７９３-００４６・愛媛県西条市港・みなと

　　７９９-１３１１・愛媛県西条市宮之内・みやのうち

　　７９３-００３４・愛媛県西条市明神木・みようじんぎ

　　７９９-１３０１・愛媛県西条市三芳・ みよじ

　　７９９-１３３３・愛媛県西条市安用・やすもち

　　７９９-１３３２・愛媛県西条市安用出作・やすもちでさく

　　７９９-１３７２・愛媛県西条市吉田・よしだ

　　７９５-００００・愛媛県大洲市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９５-００２５・愛媛県大洲市阿蔵・あぞう

　　７９５-００６２・愛媛県大洲市市木・いちぎ

　　７９５-０００７・愛媛県大洲市稲積・いなずみ

　　７９５-０００３・愛媛県大洲市梅川・うめがわ

　　７９５-００８８・愛媛県大洲市宇和川・うわがわ

　　７９５-００１２・愛媛県大洲市大洲・おおず

　　７９９-３４２１・愛媛県大洲市戒川甲・かいかわこう

　　７９５-００３２・愛媛県大洲市上須戒・かみすがい

　　７９７-１６０１・愛媛県大洲市河辺町植松・かわべちよううえまつ

　　７９７-１６０７・愛媛県大洲市河辺町川上・かわべちようかわかみ

　　７９７-１６０４・愛媛県大洲市河辺町川崎・かわべちようかわさき

　　７９７-１６０５・愛媛県大洲市河辺町河都・かわべちようかわと

　　７９７-１６０８・愛媛県大洲市河辺町北平・かわべちようきたひら

　　７９７-１６０６・愛媛県大洲市河辺町三嶋・かわべちようみしま

　　７９７-１６０２・愛媛県大洲市河辺町山鳥坂・かわべちようやまとさか

　　７９７-１６０３・愛媛県大洲市河辺町横山・かわべちようよこやま

　　７９５-０００９・愛媛県大洲市北裏・きたうら

　　７９５-０００１・愛媛県大洲市北只・きたただ

　　７９５-００７５・愛媛県大洲市喜多山・きたやま

　　７９５-００８９・愛媛県大洲市蔵川・くらかわ

　　７９５-０００８・愛媛県大洲市黒木・くろぎ

　　７９５-００７４・愛媛県大洲市恋木・こいのき

　　７９５-００５１・愛媛県大洲市五郎・ごろう

　　７９９-３４３３・愛媛県大洲市柴乙・しはﾞおつ

　　７９９-３４３２・愛媛県大洲市柴甲・しはﾞこう

　　７９９-３４３１・愛媛県大洲市白滝甲・しらたきこう

　　７９５-００８４・愛媛県大洲市菅田町宇津甲・すげたちよううずこう

　　７９５-００８５・愛媛県大洲市菅田町宇津乙・すげたちよううずおつ

　　７９５-００８３・愛媛県大洲市菅田町大竹・すげたちようおおだけ

　　７９５-００８１・愛媛県大洲市菅田町菅田甲・すげたちようすげたこう

　　７９５-００８２・愛媛県大洲市菅田町菅田乙・すげたちようすげたおつ

　　７９５-００８１・愛媛県大洲市菅田町菅田丙・すげたちようすげたへい

　　７９５-００２４・愛媛県大洲市高山・たかやま

　　７９５-００３１・愛媛県大洲市多田・ただ

　　７９５-００７８・愛媛県大洲市田処・たどころ

　　７９５-００６３・愛媛県大洲市田口・たのくち

　　７９５-００４４・愛媛県大洲市手成・てなる

　　７９５-００５３・愛媛県大洲市常磐町・ときわまち

　　７９５-００６１・愛媛県大洲市徳森・とくのもり

　　７９９-３４６２・愛媛県大洲市豊茂乙・とよしげおつ

　　７９９-３４６１・愛媛県大洲市豊茂甲・とよしげこう

　　７９９-３４６４・愛媛県大洲市豊茂丁・とよしげてい

　　７９９-３４６３・愛媛県大洲市豊茂丙・とよしげへい

　　７９５-０００４・愛媛県大洲市長谷・ながたに

　　７９９-３４０２・愛媛県大洲市長浜乙・ながはまおつ

　　７９９-３４０１・愛媛県大洲市長浜甲・ながはまこう

　　７９９-３４７０・愛媛県大洲市長浜町青島・ながはまちようあおしま

　　７９９-３４５６・愛媛県大洲市長浜町出海乙・ながはまちよういずみおつ

　　７９９-３４５５・愛媛県大洲市長浜町出海甲・ながはまちよういずみこう

　　７９９-３４２２・愛媛県大洲市長浜町大越甲・ながはまちようおおごしこう

　　７９９-３４０５・愛媛県大洲市長浜町沖浦乙・ながはまちようおきうらおつ

　　７９９-３４０４・愛媛県大洲市長浜町沖浦甲・ながはまちようおきうらこう

　　７９９-３４０６・愛媛県大洲市長浜町沖浦丙・ながはまちようおきうらへい

　　７９９-３４５３・愛媛県大洲市長浜町櫛生乙・ながはまちようくしゆうおつ

　　７９９-３４５２・愛媛県大洲市長浜町櫛生甲・ながはまちようくしゆうこう

　　７９９-３４５４・愛媛県大洲市長浜町櫛生丙・ながはまちようくしゆうへい

　　７９９-３４０７・愛媛県大洲市長浜町黒田甲・ながはまちようくろんたこう

　　７９９-３４１１・愛媛県大洲市長浜町今坊甲・ながはまちようこんほﾞうこう



　　７９９-３４４１・愛媛県大洲市長浜町下須戒甲・ながはまちようしもすかいこう

　　７９９-３４４４・愛媛県大洲市長浜町上老松甲・ながはまちようじよろまつこう

　　７９９-３４５１・愛媛県大洲市長浜町須沢丙・ながはまちようすさわへい

　　７９９-３４１３・愛媛県大洲市長浜町拓海・ながはまちようたくみ

　　７９９-３４０３・愛媛県大洲市長浜町仁久甲・ながはまちようにぎゆうこう

　　７９９-３４１２・愛媛県大洲市長浜町晴海・ながはまちようはるみ

　　７９９-３４４２・愛媛県大洲市長浜町穂積甲・ながはまちようほずみこう

　　７９９-３４４３・愛媛県大洲市長浜町穂積乙・ながはまちようほつﾞみおつ

　　７９５-００５４・愛媛県大洲市中村・なかむら

　　７９５-００８６・愛媛県大洲市成能・なるのう

　　７９５-００６９・愛媛県大洲市新谷・にいや

　　７９５-００７２・愛媛県大洲市新谷甲・にいやこう

　　７９５-００７１・愛媛県大洲市新谷乙・にいやおつ

　　７９５-００７０・愛媛県大洲市新谷丙・にいやへい

　　７９５-００７３・愛媛県大洲市新谷町・にいやまち

　　７９５-００１３・愛媛県大洲市西大洲・にしおおず

　　７９５-００４１・愛媛県大洲市八多喜町・はたきちよう

　　７９５-００４６・愛媛県大洲市春賀・はるか

　　７９５-００４５・愛媛県大洲市東宇山・ひがしうやま

　　７９５-００６４・愛媛県大洲市東大洲・ひがしおおず

　　７９５-００６５・愛媛県大洲市東若宮・ひがしわかみや

　　７９７-１５０３・愛媛県大洲市肱川町宇和川・ひじかわちよううわがわ

　　７９７-１５０７・愛媛県大洲市肱川町大谷・ひじかわちようおおたに

　　７９７-１５０１・愛媛県大洲市肱川町中居谷・ひじかわちようなかいだに

　　７９７-１５０６・愛媛県大洲市肱川町中津・ひじかわちようなかつ

　　７９７-１５０８・愛媛県大洲市肱川町西・ ひじかわちようにじ

　　７９７-１５０２・愛媛県大洲市肱川町名荷谷・ひじかわちようみようがだに

　　７９７-１５０４・愛媛県大洲市肱川町山鳥坂・ひじかわちようやまとさか

　　７９７-１５０５・愛媛県大洲市肱川町予子林・ ひじかわちようよこはやじ

　　７９５-００２１・愛媛県大洲市平野町野田・ひらのちようのだ

　　７９５-００２３・愛媛県大洲市平野町平地（横野）・ひらのちようひらじ(よこの)

　　７９５-００２２・愛媛県大洲市平野町平地（その他）・ひらのちようひらじ(そのた)

　　７９５-００７６・愛媛県大洲市藤縄・ふじなわ

　　７９５-０００２・愛媛県大洲市松尾・まつお

　　７９５-００８７・愛媛県大洲市森山・もりやま

　　７９５-０００６・愛媛県大洲市野佐来・やさらい

　　７９５-００７７・愛媛県大洲市柳沢・やなぎさわ

　　７９５-００１１・愛媛県大洲市柚木・ゆのき

　　７９５-０００５・愛媛県大洲市横野（久保）・よこの(くほﾞ)

　　７９５-００４２・愛媛県大洲市米津・よなつﾞ

　　７９５-００４３・愛媛県大洲市米津（甲）・よなつﾞ(こう)

　　７９５-００５２・愛媛県大洲市若宮・わかみや

　　７９９-３１００・愛媛県伊予市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９９-３１２２・愛媛県伊予市市場・いちはﾞ

　　７９９-３１２１・愛媛県伊予市稲荷・いなり

　　７９９-３１０３・愛媛県伊予市上野・うえの

　　７９９-３１３６・愛媛県伊予市鵜崎・うのさき

　　７９９-３１３１・愛媛県伊予市大平・おおひら

　　７９９-３１２７・愛媛県伊予市尾崎・おさき

　　７９９-３１１２・愛媛県伊予市上吾川・かみあがわ

　　７９９-３１３４・愛媛県伊予市上唐川・かみからかわ

　　７９９-３１０４・愛媛県伊予市上三谷・かみみたに

　　７９９-３１１３・愛媛県伊予市米湊・こみなと

　　７９９-３１１１・愛媛県伊予市下吾川・しもあがわ

　　７９９-３１３３・愛媛県伊予市下唐川・しもからかわ

　　７９９-３１０５・愛媛県伊予市下三谷・しもみたに

　　７９９-３１２３・愛媛県伊予市中村・なかむら

　　７９１-３２０３・愛媛県伊予市中山町出渕（豊岡）・(とよおか)

　　７９１-３２０３・愛媛県伊予市中山町出渕（東町）・(ひがしまち)

　　７９１-３２０４・愛媛県伊予市中山町出渕（その他）・(そのた)

　　７９１-３２０２・愛媛県伊予市中山町栗田・なかやまちようくりだ

　　７９１-３２０１・愛媛県伊予市中山町佐礼谷・なかやまちようされたに

　　７９１-３２０５・愛媛県伊予市中山町中山（泉町）・(いずみまち)

　　７９１-３２０６・愛媛県伊予市中山町中山（その他）・(そのた)

　　７９９-３１１４・愛媛県伊予市灘町・なだまち

　　７９９-３１３２・愛媛県伊予市平岡・ひらおか

　　７９９-３３１１・愛媛県伊予市双海町大久保・ふたみちようおおくほﾞ

　　７９９-３２０２・愛媛県伊予市双海町上灘・ふたみちようかみなだ

　　７９９-３３１３・愛媛県伊予市双海町串（上浜）・ふたみちようくし(かみはま)

　　７９９-３３１４・愛媛県伊予市双海町串（下浜）・ふたみちようくし(しもはま)



　　７９９-３３１２・愛媛県伊予市双海町串（その他）・ふたみちようくし(そのた)

　　７９９-３２０１・愛媛県伊予市双海町高野川・ふたみちようこうのかわ

　　７９９-３２０７・愛媛県伊予市双海町高岸・ ふたみちようたかぎじ

　　７９９-３１２６・愛媛県伊予市本郡・ほんぐ

　　７９９-３１２４・愛媛県伊予市三秋・みあき

　　７９９-３１２８・愛媛県伊予市三島町・みしままち

　　７９９-３１１５・愛媛県伊予市湊町・みなとまち

　　７９９-３１０２・愛媛県伊予市宮下・みやした

　　７９９-３１２５・愛媛県伊予市森・もり

　　７９９-３１０１・愛媛県伊予市八倉・やくら

　　７９９-３１３５・愛媛県伊予市両沢・りようざわ

　　７９９-０４００・愛媛県四国中央市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９９-０１２３・愛媛県四国中央市金田町金川・かなだちようかながわ

　　７９９-０１２４・愛媛県四国中央市金田町三角寺・かなだちようさんかくじ

　　７９９-０１２２・愛媛県四国中央市金田町半田・かなだちようはんだ

　　７９９-０４１２・愛媛県四国中央市上柏町・かみがしわちよう

　　７９９-０１２１・愛媛県四国中央市上分町・かみぶんちよう

　　７９９-０１２７・愛媛県四国中央市川滝町下山・かわたきちようしもやま

　　７９９-０１２８・愛媛県四国中央市川滝町領家・かわたきちようりようけ

　　７９９-０１０１・愛媛県四国中央市川之江町・かわのえちよう

　　７９９-０１０２・愛媛県四国中央市川之江町長須・かわのえちようながす

　　７９９-０１０３・愛媛県四国中央市川之江町余木・かわのえちようよき

　　７９９-０６４１・愛媛県四国中央市金砂町小川山・きんしやちようおがわやま

　　７９９-０６４２・愛媛県四国中央市金砂町平野山・きんしやちようひらのやま

　　７９９-０１１１・愛媛県四国中央市金生町下分・きんせいちようしもぶん

　　７９９-０１１２・愛媛県四国中央市金生町山田井・きんせいちようやまだい

　　７９９-０４２３・愛媛県四国中央市具定町・ぐじようちよう

　　７９９-０４３１・愛媛県四国中央市寒川町・さんがわちよう

　　７９９-０１２５・愛媛県四国中央市柴生町・しほﾞうちよう

　　７９９-０４１１・愛媛県四国中央市下柏町・しもがしわちよう

　　７９９-０１２６・愛媛県四国中央市下川町・しもかわちよう

　　７９９-０３０１・愛媛県四国中央市新宮町馬立・しんぐうちよううまたて

　　７９９-０３０２・愛媛県四国中央市新宮町上山・しんぐうちようかみやま

　　７９９-０３０３・愛媛県四国中央市新宮町新宮・しんぐうちようしんぐう

　　７９９-０３０４・愛媛県四国中央市新宮町新瀬川・しんぐうちようしんせがわ

　　７９９-０７１２・愛媛県四国中央市土居町入野・どいちよういりの

　　７９９-０７２１・愛媛県四国中央市土居町上野・どいちよううえの

　　７９９-０７１３・愛媛県四国中央市土居町浦山・どいちよううらやま

　　７９９-０７２４・愛媛県四国中央市土居町蕪崎・どいちようかぶらさき

　　７９９-０７２２・愛媛県四国中央市土居町北野・どいちようきたの

　　７９９-０７０２・愛媛県四国中央市土居町小林・ どいちようこはﾞやじ

　　７９９-０７０４・愛媛県四国中央市土居町津根・どいちようつね

　　７９９-０７２３・愛媛県四国中央市土居町天満・どいちようてんま

　　７９９-０７１１・愛媛県四国中央市土居町土居・どいちようどい

　　７９９-０７０１・愛媛県四国中央市土居町中村・どいちようなかむら

　　７９９-０７０５・愛媛県四国中央市土居町野田・どいちようのだ

　　７９９-０７１４・愛媛県四国中央市土居町畑野・どいちようはたの

　　７９９-０７０３・愛媛県四国中央市土居町藤原・どいちようふじわら

　　７９９-０６４３・愛媛県四国中央市富郷町寒川山・とみさとちようさんがわやま

　　７９９-０６４５・愛媛県四国中央市富郷町津根山・とみさとちようつねやま

　　７９９-０６４４・愛媛県四国中央市富郷町豊坂・とみさとちようとよさか

　　７９９-０４３４・愛媛県四国中央市豊岡町五良野・とよおかちよういらの

　　７９９-０４３２・愛媛県四国中央市豊岡町大町・とよおかちようおおまち

　　７９９-０４３６・愛媛県四国中央市豊岡町岡銅・とよおかちようおかどう

　　７９９-０４３５・愛媛県四国中央市豊岡町長田・とよおかちようおさだ

　　７９９-０４３３・愛媛県四国中央市豊岡町豊田・とよおかちようとよだ

　　７９９-０４１３・愛媛県四国中央市中曽根町・なかぞねちよう

　　７９９-０４２２・愛媛県四国中央市中之庄町・なかのしようちよう

　　７９９-０４０３・愛媛県四国中央市三島朝日・みしまあさひ

　　７９９-０４２１・愛媛県四国中央市三島金子・みしまかねこ

　　７９９-０４０２・愛媛県四国中央市三島紙屋町・みしまかみやちよう

　　７９９-０４０５・愛媛県四国中央市三島中央・みしまちゆうおう

　　７９９-０４０４・愛媛県四国中央市三島宮川・みしまみやがわ

　　７９９-０４０１・愛媛県四国中央市村松町・むらまつちよう

　　７９９-０１１３・愛媛県四国中央市妻鳥町・めんどりちよう

　　７９７-００００・愛媛県西予市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９７-０１１３・愛媛県西予市明浜町狩浜・あけはまちようかりはま

　　７９７-０２０１・愛媛県西予市明浜町高山・あけはまちようたかやま

　　７９７-０２０３・愛媛県西予市明浜町田之浜・あけはまちようたのはま

　　７９７-０１１１・愛媛県西予市明浜町俵津・あけはまちようたわらつﾞ



　　７９７-０１１２・愛媛県西予市明浜町渡江・あけはまちようとのえ

　　７９７-０２０２・愛媛県西予市明浜町宮野浦・あけはまちようみやのうら

　　７９７-００１０・愛媛県西予市宇和町明間・うわちようあかんま

　　７９７-０００７・愛媛県西予市宇和町明石・ うわちようあげいじ

　　７９７-００１４・愛媛県西予市宇和町伊賀上・うわちよういがじよう

　　７９７-０００４・愛媛県西予市宇和町伊崎・うわちよういさき

　　７９７-００１３・愛媛県西予市宇和町稲生・うわちよういのう

　　７９７-００３４・愛媛県西予市宇和町伊延・うわちよういのべ

　　７９７-００２６・愛媛県西予市宇和町岩木・うわちよういわき

　　７９７-００１５・愛媛県西予市宇和町卯之町・うわちよううのまち

　　７９７-００４３・愛媛県西予市宇和町大江・うわちようおおえ

　　７９７-００３３・愛媛県西予市宇和町岡山・うわちようおかやま

　　７９７-００２２・愛媛県西予市宇和町小野田・うわちようおのだ

　　７９７-００２７・愛媛県西予市宇和町小原・うわちようおはﾞら

　　７９７-００１２・愛媛県西予市宇和町皆田・うわちようかいだ

　　７９７-００４６・愛媛県西予市宇和町上松葉・うわちようかみまつはﾞ

　　７９７-００４４・愛媛県西予市宇和町加茂・うわちようかも

　　７９７-００３５・愛媛県西予市宇和町河内・うわちようかわち

　　７９７-００３０・愛媛県西予市宇和町清沢・うわちようきよさわ

　　７９７-００３６・愛媛県西予市宇和町久保・うわちようくほﾞ

　　７９７-０００３・愛媛県西予市宇和町窪・うわちようくほﾞ

　　７９７-００２５・愛媛県西予市宇和町郷内・うわちようごうない

　　７９７-００４５・愛媛県西予市宇和町坂戸・うわちようさかど

　　７９７-０００８・愛媛県西予市宇和町さくら・うわちようさくら

　　７９７-００１８・愛媛県西予市宇和町下松葉・うわちようしもまつはﾞ

　　７９７-０００５・愛媛県西予市宇和町常定寺・うわちようじようじようじ

　　７９７-０００６・愛媛県西予市宇和町新城・うわちようしんじよう

　　７９７-００１６・愛媛県西予市宇和町神領・うわちようじんりよう

　　７９７-００４２・愛媛県西予市宇和町瀬戸・うわちようせと

　　７９７-００３２・愛媛県西予市宇和町田苗真土・うわちようたなえまつち

　　７９７-０００１・愛媛県西予市宇和町田野中・うわちようたのなか

　　７９７-００２９・愛媛県西予市宇和町永長・うわちようながおさ

　　７９７-００２４・愛媛県西予市宇和町西山田・うわちようにしやまだ

　　７９７-００２１・愛媛県西予市宇和町野田・うわちようのだ

　　７９７-００３７・愛媛県西予市宇和町信里・うわちようのぶさと

　　７９７-００４１・愛媛県西予市宇和町東多田・うわちようひがしただ

　　７９７-００２０・愛媛県西予市宇和町久枝・うわちようひさえだ

　　７９７-００１１・愛媛県西予市宇和町下川・うわちようひとうがわ

　　７９７-００１７・愛媛県西予市宇和町ひまわり・うわちようひまわり

　　７９７-０００２・愛媛県西予市宇和町平野・うわちようひらの

　　７９７-００３１・愛媛県西予市宇和町杢所・うわちようもくしよ

　　７９７-００２３・愛媛県西予市宇和町山田・うわちようやまだ

　　７９７-００２８・愛媛県西予市宇和町れんげ・うわちようれんげ

　　７９７-１７１６・愛媛県西予市城川町魚成・ しろかわちよううおなじ

　　７９７-１７１７・愛媛県西予市城川町下相・しろかわちようおりあい

　　７９７-１７１４・愛媛県西予市城川町男河内・しろかわちようおんがわち

　　７９７-１７１３・愛媛県西予市城川町嘉喜尾・しろかわちようかぎお

　　７９７-１７０４・愛媛県西予市城川町川津南・しろかわちようかわつﾞみなみ

　　７９７-１７０３・愛媛県西予市城川町窪野・しろかわちようくほﾞの

　　７９７-１７１５・愛媛県西予市城川町田穂・しろかわちようたお

　　７９７-１７０５・愛媛県西予市城川町高野子・しろかわちようたかのこ

　　７９７-１７０１・愛媛県西予市城川町土居・しろかわちようどい

　　７９７-１７１１・愛媛県西予市城川町野井川・しろかわちようのいがわ

　　７９７-１７０２・愛媛県西予市城川町古市・しろかわちようふるいち

　　７９７-１７１２・愛媛県西予市城川町遊子谷・しろかわちようゆすたに

　　７９７-１２１１・愛媛県西予市野村町阿下・のむらちようあげ

　　７９７-１１０６・愛媛県西予市野村町旭・のむらちようあさひ

　　７９７-１３２４・愛媛県西予市野村町大西・ のむらちようおおにじ

　　７９７-１４３４・愛媛県西予市野村町大野ケ原・のむらちようおおのがはら

　　７９７-１２１３・愛媛県西予市野村町片川・のむらちようかたかわ

　　７９７-１３２３・愛媛県西予市野村町釜川・のむらちようかまがわ

　　７９７-１３２６・愛媛県西予市野村町鎌田・のむらちようかまんた

　　７９７-１１０４・愛媛県西予市野村町河西・のむらちようかわさい

　　７９７-１２１６・愛媛県西予市野村町蔵良・のむらちようくらら

　　７９７-１３２７・愛媛県西予市野村町栗木・のむらちようくりのき

　　７９７-１４３３・愛媛県西予市野村町小松・のむらちようこまつ

　　７９７-１３２２・愛媛県西予市野村町坂石・ のむらちようさかいじ

　　７９７-１１０１・愛媛県西予市野村町白髭・のむらちようしらひげ

　　７９７-１１０３・愛媛県西予市野村町四郎谷・のむらちようしろうたに

　　７９７-１４３２・愛媛県西予市野村町惣川・のむらちようそうがわ



　　７９７-１２１５・愛媛県西予市野村町高瀬・のむらちようたかせ

　　７９７-１１０７・愛媛県西予市野村町鳥鹿野・のむらちようとじがの

　　７９７-１２１４・愛媛県西予市野村町富野川・のむらちようとみのかわ

　　７９７-１１０５・愛媛県西予市野村町長谷・のむらちようながたに

　　７９７-１３２５・愛媛県西予市野村町中通川・のむらちようなかとおがわ

　　７９７-１３２８・愛媛県西予市野村町西・ のむらちようにじ

　　７９７-１２１２・愛媛県西予市野村町野村・のむらちようのむら

　　７９７-１２１７・愛媛県西予市野村町平野・のむらちようひらの

　　７９７-１４３１・愛媛県西予市野村町舟戸・のむらちようふなと

　　７９７-１１０２・愛媛県西予市野村町松渓・のむらちようまつたに

　　７９７-１３２１・愛媛県西予市野村町予子林・ のむらちようよこはﾞやじ

　　７９６-０９０７・愛媛県西予市三瓶町朝立・みかめちようあさだつ

　　７９６-０９０９・愛媛県西予市三瓶町安土・みかめちようあつﾞち

　　７９６-０９１０・愛媛県西予市三瓶町有網代・みかめちようあらじろ

　　７９６-０９１１・愛媛県西予市三瓶町有太刀・みかめちようあらたち

　　７９６-０９０６・愛媛県西予市三瓶町和泉・みかめちよういずみ

　　７９６-０９１３・愛媛県西予市三瓶町蔵貫・みかめちようくらぬき

　　７９６-０９１２・愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦・みかめちようくらぬきうら

　　７９６-０９０５・愛媛県西予市三瓶町鴫山・みかめちようしぎやま

　　７９６-０９１５・愛媛県西予市三瓶町下泊・みかめちようしもどまり

　　７９６-０９０１・愛媛県西予市三瓶町周木・みかめちようしゆうき

　　７９６-０９０８・愛媛県西予市三瓶町津布理・みかめちようつぶり

　　７９６-０９０２・愛媛県西予市三瓶町長早・みかめちようながはや

　　７９６-０９０３・愛媛県西予市三瓶町二及・みかめちようにぎゆう

　　７９６-０９０４・愛媛県西予市三瓶町垣生・みかめちようはぶ

　　７９６-０９１４・愛媛県西予市三瓶町皆江・みかめちようみなえ

　　７９１-０２００・愛媛県東温市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９１-０３１５・愛媛県東温市井内・いうち

　　７９１-０２２１・愛媛県東温市上村・うえむら

　　７９１-０２１３・愛媛県東温市牛渕・うしぶち

　　７９１-０２２３・愛媛県東温市上林・ かみはﾞやじ

　　７９１-０３２１・愛媛県東温市河之内・かわのうち

　　７９１-０３０３・愛媛県東温市北方・きたがた

　　７９１-０２１５・愛媛県東温市北野田・きたのだ

　　７９１-０２０４・愛媛県東温市志津川・しつかわ

　　７９１-０２０６・愛媛県東温市志津川南・しつかわみなみ

　　７９１-０２２２・愛媛県東温市下林・ しもはﾞやじ

　　７９１-０３１１・愛媛県東温市則之内甲・すのうちこう

　　７９１-０３１２・愛媛県東温市則之内乙・すのうちおつ

　　７９１-０３１３・愛媛県東温市則之内丙・すのうちへい

　　７９１-０２１２・愛媛県東温市田窪・たのくほﾞ

　　７９１-０３２２・愛媛県東温市滑川・なめがわ

　　７９１-０２０５・愛媛県東温市西岡・にしおか

　　７９１-０２１６・愛媛県東温市野田・のだ

　　７９１-０２０２・愛媛県東温市樋口・ひのくち

　　７９１-０３１４・愛媛県東温市松瀬川・ませかわ

　　７９１-０３０１・愛媛県東温市南方・みなみがた

　　７９１-０２１４・愛媛県東温市南野田・みなみのだ

　　７９１-０２１１・愛媛県東温市見奈良・みなら

　　７９１-０３２３・愛媛県東温市明河・みようが

　　７９１-０２０１・愛媛県東温市山之内・やまのうち

　　７９１-０２０３・愛媛県東温市横河原・よこがわら

　　７９１-０３０２・愛媛県東温市吉久・よしひさ

　　７９４-２５００・愛媛県越智郡上島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９４-２５５０・愛媛県越智郡上島町生名・いきな

　　７９４-２４１０・愛媛県越智郡上島町岩城・いわぎ

　　７９４-２５４０・愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地・うおしまいちはﾞんこうち

　　７９４-２５４１・愛媛県越智郡上島町魚島二番耕地・うおしまにはﾞんこうち

　　７９４-２５４２・愛媛県越智郡上島町魚島三番耕地・うおしまさんはﾞんこうち

　　７９４-２５０８・愛媛県越智郡上島町弓削太田・ゆげおおた

　　７９４-２５１３・愛媛県越智郡上島町弓削大谷・ゆげおおたに

　　７９４-２５１０・愛媛県越智郡上島町弓削鎌田・ゆげかまだ

　　７９４-２５０３・愛媛県越智郡上島町弓削上弓削・ゆげかみゆげ

　　７９４-２５１２・愛媛県越智郡上島町弓削狩尾・ゆげかりお

　　７９４-２５０１・愛媛県越智郡上島町弓削久司浦・ゆげくじうら

　　７９４-２５２０・愛媛県越智郡上島町弓削佐島・ゆげさしま

　　７９４-２５０２・愛媛県越智郡上島町弓削沢津・ゆげさわつﾞ

　　７９４-２５０６・愛媛県越智郡上島町弓削下弓削・ゆげしもゆげ

　　７９４-２５３０・愛媛県越智郡上島町弓削豊島・ゆげとよしま

　　７９４-２５０９・愛媛県越智郡上島町弓削土生・ゆげはぶ



　　７９４-２５０４・愛媛県越智郡上島町弓削引野・ゆげひきの

　　７９４-２５１１・愛媛県越智郡上島町弓削日比・ゆげひび

　　７９４-２５０３・愛媛県越智郡上島町弓削百貫・ゆげひやつかん

　　７９４-２５０７・愛媛県越智郡上島町弓削藤谷・ゆげふじたに

　　７９４-２５０５・愛媛県越智郡上島町弓削明神・ゆげみようじん

　　７９１-１２００・愛媛県上浮穴郡久万高原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９１-１７０９・愛媛県上浮穴郡久万高原町相の木・あいのき

　　７９１-１７０５・愛媛県上浮穴郡久万高原町相の峰・あいのみね

　　７９１-１５０５・愛媛県上浮穴郡久万高原町有枝・ありえだ

　　７９１-１２０２・愛媛県上浮穴郡久万高原町入野・いりの

　　７９１-１５０４・愛媛県上浮穴郡久万高原町大川・おおがわ

　　７９１-１７０２・愛媛県上浮穴郡久万高原町大成・おおなる

　　７９１-１７０３・愛媛県上浮穴郡久万高原町笠方・かさがた

　　７９１-１５０１・愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩・かみくろいわ

　　７９１-１２０６・愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻・かみのじり

　　７９１-１２１１・愛媛県上浮穴郡久万高原町上畑野川・かみはたのかわ

　　７９１-１２０１・愛媛県上浮穴郡久万高原町久万・くま

　　７９１-１５１５・愛媛県上浮穴郡久万高原町黒藤川・くろふじがわ

　　７９１-１７０８・愛媛県上浮穴郡久万高原町河の子・こうのこ

　　７９１-１５１４・愛媛県上浮穴郡久万高原町沢渡・さわたり

　　７９１-１５１３・愛媛県上浮穴郡久万高原町仕出・しで

　　７９１-１７０１・愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草・しぶくさ

　　７９１-１２０７・愛媛県上浮穴郡久万高原町下野尻・しものじり

　　７９１-１２１２・愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川・しもはたのかわ

　　７９１-１２０５・愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生・すごう

　　７９１-１２２３・愛媛県上浮穴郡久万高原町父野川・ちちのかわ

　　７９１-１２２１・愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰・つゆみね

　　７９１-１２１３・愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬・なおせ

　　７９１-１７０７・愛媛県上浮穴郡久万高原町中組・なかぐみ

　　７９１-１５０２・愛媛県上浮穴郡久万高原町中黒岩・なかくろいわ

　　７９１-１８０３・愛媛県上浮穴郡久万高原町中津・なかつ

　　７９１-１５１１・愛媛県上浮穴郡久万高原町七鳥・ななとり

　　７９１-１８０２・愛媛県上浮穴郡久万高原町西谷・にしだに

　　７９１-１２０３・愛媛県上浮穴郡久万高原町西明神・にしみようじん

　　７９１-１２２２・愛媛県上浮穴郡久万高原町二名・にみよう

　　７９１-１５１２・愛媛県上浮穴郡久万高原町東川・ひがしがわ

　　７９１-１２０４・愛媛県上浮穴郡久万高原町東明神・ひがしみようじん

　　７９１-１５０３・愛媛県上浮穴郡久万高原町日野浦・ひのうら

　　７９１-１７０６・愛媛県上浮穴郡久万高原町本組・ほんぐみ

　　７９１-１７０４・愛媛県上浮穴郡久万高原町前組・まえぐみ

　　７９１-１８０１・愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川・やないがわ

　　７９１-１７１０・愛媛県上浮穴郡久万高原町若山・わかやま

　　７９１-３１００・愛媛県伊予郡松前町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９１-３１４１・愛媛県伊予郡松前町恵久美・えくび

　　７９１-３１５３・愛媛県伊予郡松前町大溝・おおみぞ

　　７９１-３１４２・愛媛県伊予郡松前町上高柳・かみたかやなぎ

　　７９１-３１６１・愛媛県伊予郡松前町神崎・かんざき

　　７９１-３１３１・愛媛県伊予郡松前町北川原・きたがわら

　　７９１-３１０２・愛媛県伊予郡松前町北黒田・きたくろだ

　　７９１-３１６２・愛媛県伊予郡松前町出作・しゆつさく

　　７９１-３１３３・愛媛県伊予郡松前町昌農内・しようのうち

　　７９１-３１４３・愛媛県伊予郡松前町大間・だいま

　　７９１-３１２０・愛媛県伊予郡松前町筒井・つつい

　　７９１-３１５５・愛媛県伊予郡松前町鶴吉・ つるよじ

　　７９１-３１６３・愛媛県伊予郡松前町徳丸・とくまる

　　７９１-３１６４・愛媛県伊予郡松前町中川原・なかがわら

　　７９１-３１５２・愛媛県伊予郡松前町永田・ながた

　　７９１-３１３４・愛媛県伊予郡松前町西古泉・にしこいずみ

　　７９１-３１３２・愛媛県伊予郡松前町西高柳・にしたかやなぎ

　　７９１-３１１０・愛媛県伊予郡松前町浜・はま

　　７９１-３１５１・愛媛県伊予郡松前町東古泉・ひがしこいずみ

　　７９１-３１０１・愛媛県伊予郡松前町南黒田・みなみくろだ

　　７９１-３１５４・愛媛県伊予郡松前町横田・よこた

　　７９１-２１００・愛媛県伊予郡砥部町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９１-２１１４・愛媛県伊予郡砥部町麻生・あそう

　　７９１-２１４２・愛媛県伊予郡砥部町岩谷・いわや

　　７９１-２１４１・愛媛県伊予郡砥部町岩谷口・いわやぐち

　　７９１-２１３５・愛媛県伊予郡砥部町鵜ノ崎・うのさき

　　７９１-２２０６・愛媛県伊予郡砥部町多居谷・おおいだに

　　７９１-２１２６・愛媛県伊予郡砥部町大角蔵・おおかくら



　　７９１-２１４５・愛媛県伊予郡砥部町大平・おおひら

　　７９１-２１３２・愛媛県伊予郡砥部町大南・おおみなみ

　　７９１-２１１７・愛媛県伊予郡砥部町上原町・かみはらまち

　　７９１-２１２３・愛媛県伊予郡砥部町川井・かわい

　　７９１-２１４３・愛媛県伊予郡砥部町川登・かわのほﾞり

　　７９１-２１３１・愛媛県伊予郡砥部町北川毛・きたかわげ

　　７９１-２１３３・愛媛県伊予郡砥部町五本松・ごほんまつ

　　７９１-２１１２・愛媛県伊予郡砥部町重光・しげみつ

　　７９１-２１１３・愛媛県伊予郡砥部町拾町・じつちよう

　　７９１-２１２２・愛媛県伊予郡砥部町千足・せんぞく

　　７９１-２２０７・愛媛県伊予郡砥部町仙波・せんはﾞ

　　７９１-２２０５・愛媛県伊予郡砥部町総津・そうつﾞ

　　７９１-２２０４・愛媛県伊予郡砥部町高市・たかいち

　　７９１-２１０３・愛媛県伊予郡砥部町高尾田（上野団地）・(うえのだんち)

　　７９１-２１０２・愛媛県伊予郡砥部町高尾田（砥部団地）・(とべだんち)

　　７９１-２１０１・愛媛県伊予郡砥部町高尾田（その他）・たこおだ(そのた)

　　７９１-２１２４・愛媛県伊予郡砥部町田ノ浦・たのうら

　　７９１-２２０２・愛媛県伊予郡砥部町玉谷・たまたに

　　７９１-２１３４・愛媛県伊予郡砥部町外山・とやま

　　７９１-２２０３・愛媛県伊予郡砥部町中野川・なかのかわ

　　７９１-２１２５・愛媛県伊予郡砥部町七折・ななおれ

　　７９１-２１１６・愛媛県伊予郡砥部町原町・はらまち

　　７９１-２１４４・愛媛県伊予郡砥部町万年・まんねん

　　７９１-２２０１・愛媛県伊予郡砥部町満穂・みつほ

　　７９１-２１２１・愛媛県伊予郡砥部町宮内（山並）・みやうち(やまなみ)

　　７９１-２１２０・愛媛県伊予郡砥部町宮内（その他）・みやうち(そのた)

　　７９１-２１１５・愛媛県伊予郡砥部町三角・みようか

　　７９１-２１１１・愛媛県伊予郡砥部町八倉・やくら

　　７９１-３３００・愛媛県喜多郡内子町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９５-０３０１・愛媛県喜多郡内子町五十崎・いかざき

　　７９１-３３４３・愛媛県喜多郡内子町石畳・いしだたみ

　　７９１-３３５１・愛媛県喜多郡内子町五百木・いよき

　　７９１-３５１４・愛媛県喜多郡内子町臼杵・うすき

　　７９１-３３０１・愛媛県喜多郡内子町内子・うちこ

　　７９５-０３０２・愛媛県喜多郡内子町大久喜・おおぐき

　　７９１-３３６０・愛媛県喜多郡内子町大瀬・おおせ

　　７９１-３３６３・愛媛県喜多郡内子町大瀬東・ おおせひがじ

　　７９１-３３６４・愛媛県喜多郡内子町大瀬南・おおせみなみ

　　７９１-３３６２・愛媛県喜多郡内子町大瀬北（乙影山）・おおせきた(おつかげやま

　　７９１-３３６２・愛媛県喜多郡内子町大瀬北（熊の滝）・(くまのたき)

　　７９１-３３６２・愛媛県喜多郡内子町大瀬北（甲影山）・おおせきた(おつかげやま)

　　７９１-３３６２・愛媛県喜多郡内子町大瀬北（程内）・ほどうち)

　　７９１-３３６１・愛媛県喜多郡内子町大瀬中央（鵜川）・おおせちゆうおう(うかわ)

　　７９１-３３６１・愛媛県喜多郡内子町大瀬中央（大久保）・おおせちゆうおう(おおくほﾞ)

　　７９１-３３６１・愛媛県喜多郡内子町大瀬中央（乙成）・おおせちゆうおう(おつなり)

　　７９１-３３６１・愛媛県喜多郡内子町大瀬中央（中野）・おおせちゆうおう(なかの)

　　７９１-３３６１・愛媛県喜多郡内子町大瀬中央（本町１～３）・(ほんまち１-３)

　　７９１-３５０４・愛媛県喜多郡内子町大平・おおひら

　　７９１-３５０１・愛媛県喜多郡内子町小田・おだ

　　７９１-３５２４・愛媛県喜多郡内子町小田深山・おだみやま

　　７９１-３５２３・愛媛県喜多郡内子町上川・かみがわ

　　７９１-３５１３・愛媛県喜多郡内子町上田渡・かみたど

　　７９１-３３２１・愛媛県喜多郡内子町川中・かわなか

　　７９１-３３４２・愛媛県喜多郡内子町河内・かわのうち

　　７９５-０３０７・愛媛県喜多郡内子町北表・きたおもて

　　７９５-０３０４・愛媛県喜多郡内子町重松・しげまつ

　　７９５-０３０５・愛媛県喜多郡内子町宿間・しゆくま

　　７９１-３３１０・愛媛県喜多郡内子町城廻・しろまわり

　　７９５-０３０９・愛媛県喜多郡内子町只海・ただのうみ

　　７９１-３３３１・愛媛県喜多郡内子町立山・たちやま

　　７９１-３５０５・愛媛県喜多郡内子町立石・ たていじ

　　７９１-３３２２・愛媛県喜多郡内子町知清・ちせい

　　７９１-３５０２・愛媛県喜多郡内子町寺村・てらむら

　　７９１-３５２２・愛媛県喜多郡内子町中川・なかがわ

　　７９１-３５１２・愛媛県喜多郡内子町中田渡・なかたど

　　７９１-３５０３・愛媛県喜多郡内子町日野川・ひのかわ

　　７９５-０３０３・愛媛県喜多郡内子町平岡・ひらおか

　　７９５-０３０６・愛媛県喜多郡内子町福岡・ふくおか

　　７９１-３３３２・愛媛県喜多郡内子町袋口・ふろく

　　７９１-３５２１・愛媛県喜多郡内子町本川・ほんがわ



　　７９１-３５０６・愛媛県喜多郡内子町南山・みなみやま

　　７９１-３３５２・愛媛県喜多郡内子町村前・むらさき

　　７９５-０３０８・愛媛県喜多郡内子町山鳥坂・やまとさか

　　７９１-３５１１・愛媛県喜多郡内子町吉野川・よしのかわ

　　７９１-３３４１・愛媛県喜多郡内子町論田・ろんでん

　　７９６-０３００・愛媛県西宇和郡伊方町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９６-０５０１・愛媛県西宇和郡伊方町足成・あしなる

　　７９６-０３０４・愛媛県西宇和郡伊方町伊方越・ いかたごじ

　　７９６-０８０５・愛媛県西宇和郡伊方町井野浦・いのうら

　　７９６-０５０３・愛媛県西宇和郡伊方町大江・おおえ

　　７９６-０６１２・愛媛県西宇和郡伊方町大久・おおく

　　７９６-０８０４・愛媛県西宇和郡伊方町大佐田・おおさだ

　　７９６-０３０８・愛媛県西宇和郡伊方町大浜・おおはま

　　７９６-０８１５・愛媛県西宇和郡伊方町釜木・かまぎ

　　７９６-０３０３・愛媛県西宇和郡伊方町亀浦・かめうら

　　７９６-０３０５・愛媛県西宇和郡伊方町河内・かわうち

　　７９６-０３１２・愛媛県西宇和郡伊方町川永田・かわながた

　　７９６-０６１１・愛媛県西宇和郡伊方町川之浜・かわのはま

　　７９６-０８２２・愛媛県西宇和郡伊方町串・ くじ

　　７９６-０４２１・愛媛県西宇和郡伊方町九町・くちよう

　　７９６-０６１３・愛媛県西宇和郡伊方町神崎・こうざき

　　７９６-０６１５・愛媛県西宇和郡伊方町高茂・こうも

　　７９６-０５０５・愛媛県西宇和郡伊方町小島・こじま

　　７９６-０３０２・愛媛県西宇和郡伊方町小中浦・こなかうら

　　７９６-０８０３・愛媛県西宇和郡伊方町佐田・さだ

　　７９６-０５０６・愛媛県西宇和郡伊方町塩成・ しおなじ

　　７９６-０５０４・愛媛県西宇和郡伊方町志津・しつ

　　７９６-０８２３・愛媛県西宇和郡伊方町正野・しようの

　　７９６-０８０２・愛媛県西宇和郡伊方町高浦・たかうら

　　７９６-０６１４・愛媛県西宇和郡伊方町田部・たぶ

　　７９６-０３１３・愛媛県西宇和郡伊方町豊之浦・とよのうら

　　７９６-０３１１・愛媛県西宇和郡伊方町中浦・なかうら

　　７９６-０３０７・愛媛県西宇和郡伊方町中之浜・なかのはま

　　７９６-０８１６・愛媛県西宇和郡伊方町名取・なとり

　　７９６-０３０６・愛媛県西宇和郡伊方町仁田之浜・にたのはま

　　７９６-０８１４・愛媛県西宇和郡伊方町平礒・ひらいそ

　　７９６-０８１３・愛媛県西宇和郡伊方町二名津・ふたなつﾞ

　　７９６-０４２２・愛媛県西宇和郡伊方町二見・ふたみ

　　７９６-０８１１・愛媛県西宇和郡伊方町松・まつ

　　７９６-０８０１・愛媛県西宇和郡伊方町三崎・みさき

　　７９６-０５０２・愛媛県西宇和郡伊方町三机・みつくえ

　　７９６-０３０１・愛媛県西宇和郡伊方町湊浦・みなとうら

　　７９６-０８１２・愛媛県西宇和郡伊方町明神・みようじん

　　７９６-０８２１・愛媛県西宇和郡伊方町与侈・よほﾞこり

　　７９８-２１００・愛媛県北宇和郡松野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９８-２１１３・愛媛県北宇和郡松野町奥野川・おくのかわ

　　７９８-２１０５・愛媛県北宇和郡松野町上家地・かみいえじ

　　７９８-２１０４・愛媛県北宇和郡松野町富岡・とみおか

　　７９８-２１０３・愛媛県北宇和郡松野町豊岡・とよおか

　　７９８-２１０２・愛媛県北宇和郡松野町延野々・のびのの

　　７９８-２１０１・愛媛県北宇和郡松野町松丸・まつまる

　　７９８-２１０６・愛媛県北宇和郡松野町目黒・めぐろ

　　７９８-２１１１・愛媛県北宇和郡松野町吉野・よしの

　　７９８-２１１２・愛媛県北宇和郡松野町蕨生・わらびよう

　　７９８-１３００・愛媛県北宇和郡鬼北町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９８-１３７５・愛媛県北宇和郡鬼北町畔屋・あぜや

　　７９８-１３７１・愛媛県北宇和郡鬼北町生田・いくた

　　７９８-１３３２・愛媛県北宇和郡鬼北町出目・いずめ

　　７９８-１３２３・愛媛県北宇和郡鬼北町岩谷・いわや

　　７９８-１３６３・愛媛県北宇和郡鬼北町内深田・うちふかた

　　７９８-１３０１・愛媛県北宇和郡鬼北町大宿・おおじく

　　７９８-１３３１・愛媛県北宇和郡鬼北町興野々・おきのの

　　７９８-１３２１・愛媛県北宇和郡鬼北町小倉・おぐわ

　　７９８-１５０３・愛媛県北宇和郡鬼北町上大野・かみおおの

　　７９８-１５０１・愛媛県北宇和郡鬼北町上鍵山・かみかぎやま

　　７９８-１３２２・愛媛県北宇和郡鬼北町上川・かみかわ

　　７９８-１３１２・愛媛県北宇和郡鬼北町川上・かわかみ

　　７９８-１３５４・愛媛県北宇和郡鬼北町北川・きたがわ

　　７９８-１３６２・愛媛県北宇和郡鬼北町清延・きよのぶ

　　７９８-１３６１・愛媛県北宇和郡鬼北町国遠・くにとお



　　７９８-１３１４・愛媛県北宇和郡鬼北町久保・くほﾞ

　　７９８-１３２４・愛媛県北宇和郡鬼北町小西野々・こにしのの

　　７９８-１３１１・愛媛県北宇和郡鬼北町小松・こまつ

　　７９８-１３６７・愛媛県北宇和郡鬼北町沢松・さわまつ

　　７９８-１３５５・愛媛県北宇和郡鬼北町芝・しはﾞ

　　７９８-１３０２・愛媛県北宇和郡鬼北町下大野・しもおおの

　　７９８-１５０２・愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山・しもかぎやま

　　７９８-１３７３・愛媛県北宇和郡鬼北町清水・せいずい

　　７９８-１３４１・愛媛県北宇和郡鬼北町近永（旭町）・ちかなが(あさひまち)

　　７９８-１３４２・愛媛県北宇和郡鬼北町近永（栄町）・ちかなが(さかえまち)

　　７９８-１３４３・愛媛県北宇和郡鬼北町近永（新町）・ちかなが(しんまち)

　　７９８-１３４４・愛媛県北宇和郡鬼北町近永（本町）・ちかなが(ほんまち)

　　７９８-１３４５・愛媛県北宇和郡鬼北町近永（南町）・ちかなが(みなみまち)

　　７９８-１５０５・愛媛県北宇和郡鬼北町父野川上・ちちのかわかみ

　　７９８-１５０６・愛媛県北宇和郡鬼北町父野川中・ちちのかわなか

　　７９８-１５０７・愛媛県北宇和郡鬼北町父野川下・ちちのかわしも

　　７９８-１３３３・愛媛県北宇和郡鬼北町永野市・ながのいち

　　７９８-１３５６・愛媛県北宇和郡鬼北町中野川・なかのかわ

　　７９８-１３５２・愛媛県北宇和郡鬼北町奈良（成川）・なら(なるかわ)

　　７９８-１３５３・愛媛県北宇和郡鬼北町奈良（水分）・なら(みずわかれ)

　　７９８-１３５１・愛媛県北宇和郡鬼北町奈良（その他）・なら(そのた)

　　７９８-１３７４・愛媛県北宇和郡鬼北町成藤・なりふじ

　　７９８-１３６５・愛媛県北宇和郡鬼北町西仲・にしなか

　　７９８-１３７２・愛媛県北宇和郡鬼北町西野々・にしのの

　　７９８-１３１３・愛媛県北宇和郡鬼北町延川・のぶかわ

　　７９８-１３６６・愛媛県北宇和郡鬼北町東仲・ひがしなか

　　７９８-１５０４・愛媛県北宇和郡鬼北町日向谷・ひゆうがい

　　７９８-１３０３・愛媛県北宇和郡鬼北町広見・ひろみ

　　７９８-１３６４・愛媛県北宇和郡鬼北町吉波・よしなみ

　　７９８-４１００・愛媛県南宇和郡愛南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７９８-４１２３・愛媛県南宇和郡愛南町赤水・あかみず

　　７９８-３７０８・愛媛県南宇和郡愛南町網代・あじろ

　　７９８-４３４５・愛媛県南宇和郡愛南町敦盛・あつもり

　　７９８-３７０５・愛媛県南宇和郡愛南町家串・ いえくじ

　　７９８-４４０８・愛媛県南宇和郡愛南町一本松・いつほﾟんまつ

　　７９８-４３５１・愛媛県南宇和郡愛南町鯆越・いるかごえ

　　７９８-４３４４・愛媛県南宇和郡愛南町岩水・いわみず

　　７９８-４２０６・愛媛県南宇和郡愛南町内泊・うちどまり

　　７９８-４４０７・愛媛県南宇和郡愛南町上大道・うわおおどう

　　７９８-４２１４・愛媛県南宇和郡愛南町大成川・おおなるかわ

　　７９８-４３４７・愛媛県南宇和郡愛南町大浜・おおはま

　　７９８-４３４３・愛媛県南宇和郡愛南町垣内・かきうち

　　７９８-４３４６・愛媛県南宇和郡愛南町柿ノ浦・かきのうら

　　７９８-４２０４・愛媛県南宇和郡愛南町樫月・かしつﾞく

　　７９８-４２０９・愛媛県南宇和郡愛南町鹿島・かしま

　　７９８-３７０１・愛媛県南宇和郡愛南町柏・かしわ

　　７９８-３７０２・愛媛県南宇和郡愛南町柏崎・かしわざき

　　７９８-４２１９・愛媛県南宇和郡愛南町高茂・こうも

　　７９８-４２０３・愛媛県南宇和郡愛南町小浦・こうら

　　７９８-４２０１・愛媛県南宇和郡愛南町越田・こしだ

　　７９８-４２１５・愛媛県南宇和郡愛南町小成川・こなるかわ

　　７９８-４４０３・愛媛県南宇和郡愛南町小山・こやま

　　７９８-４１２６・愛媛県南宇和郡愛南町猿鳴・さるなぎ

　　７９８-４２１２・愛媛県南宇和郡愛南町下久家・しもひさげ

　　７９８-４１３１・愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲・じようへんこう

　　７９８-４１３２・愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙・じようへんおつ

　　７９８-３７０３・愛媛県南宇和郡愛南町須ノ川・すのかわ

　　７９８-４１３６・愛媛県南宇和郡愛南町僧都・そうつﾞ

　　７９８-４２０８・愛媛県南宇和郡愛南町外泊・そとどまり

　　７９８-４１２４・愛媛県南宇和郡愛南町高畑・たかはた

　　７９８-４２１３・愛媛県南宇和郡愛南町樽見・たるみ

　　７９８-４１２５・愛媛県南宇和郡愛南町中浦・なかうら

　　７９８-４３４８・愛媛県南宇和郡愛南町中玉・なかたま

　　７９８-４２０７・愛媛県南宇和郡愛南町中泊・なかどまり

　　７９８-４４０４・愛媛県南宇和郡愛南町中川・なかのかわ

　　７９８-３７０７・愛媛県南宇和郡愛南町魚神山・ながみやま

　　７９８-４２１１・愛媛県南宇和郡愛南町久家・ひさげ

　　７９８-４３５３・愛媛県南宇和郡愛南町久良・ ひさよじ

　　７９８-３７０４・愛媛県南宇和郡愛南町平碆・ひらはﾞえ

　　７９８-４４０６・愛媛県南宇和郡愛南町広見・ひろみ



　　７９８-４３４２・愛媛県南宇和郡愛南町深浦・ふかうら

　　７９８-４２１６・愛媛県南宇和郡愛南町福浦・ふくうら

　　７９８-４２０５・愛媛県南宇和郡愛南町船越・ ふなこじ

　　７９８-４３５２・愛媛県南宇和郡愛南町古月・ふるつき

　　７９８-４１２２・愛媛県南宇和郡愛南町防城成川・ほﾞうじようなるかわ

　　７９８-４４０１・愛媛県南宇和郡愛南町正木・まさき

　　７９８-４４０２・愛媛県南宇和郡愛南町増田・ますだ

　　７９８-４１０１・愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川・みしようきくがわ

　　７９８-４１０３・愛媛県南宇和郡愛南町御荘長洲・みしようながす

　　７９８-４１０５・愛媛県南宇和郡愛南町御荘長月・みしようながつき

　　７９８-４１１０・愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城・みしようひらじよう

　　７９８-４１０２・愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山・みしようひらやま

　　７９８-４１２１・愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥・みしようみどろ

　　７９８-４１０４・愛媛県南宇和郡愛南町御荘和口・みしようわぐち

　　７９８-４４０５・愛媛県南宇和郡愛南町満倉・みちくら

　　７９８-４１３４・愛媛県南宇和郡愛南町緑甲・みどりこう

　　７９８-４１３３・愛媛県南宇和郡愛南町緑乙・みどりおつ

　　７９８-４１３５・愛媛県南宇和郡愛南町緑丙・みどりへい

　　７９８-４２１７・愛媛県南宇和郡愛南町麦ケ浦・むぎがうら

　　７９８-４２１８・愛媛県南宇和郡愛南町武者泊・むしやどまり

　　７９８-３７０６・愛媛県南宇和郡愛南町油袋・ゆたい

　　７９８-４２０２・愛媛県南宇和郡愛南町弓立・ゆだち

　　７９８-４３４１・愛媛県南宇和郡愛南町蓮乗寺・れんじようじ

　　７９８-４３４９・愛媛県南宇和郡愛南町脇本・わきもと

　　９１８-００００・福井県福井市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１０-３６１４・福井県福井市在田町・あいだちよう

　　９１０-３５５６・福井県福井市赤坂町・あかさかちよう

　　９１０-２４７５・福井県福井市赤谷町・あかだにちよう

　　９１８-８０５２・福井県福井市明里町・あかりちよう

　　９１０-２３５７・福井県福井市朝谷町・あさだにちよう

　　９１０-３６０５・福井県福井市朝宮町・あさみやちよう

　　９１０-３２６６・福井県福井市足谷町・あしたにちよう

　　９１０-２４６３・福井県福井市味見河内町・あじみこうちちよう

　　９１８-８００７・福井県福井市足羽・あすわ

　　９１８-８００６・福井県福井市足羽上町・あすわかみちよう

　　９１８-８１８３・福井県福井市浅水三ケ町・あそうずさんがちよう

　　９１８-８１８１・福井県福井市浅水町・あそうずちよう

　　９１８-８１８２・福井県福井市浅水二日町・あそうずふつかまち

　　９１０-０１０４・福井県福井市網戸瀬町・あどせちよう

　　９１０-２１５２・福井県福井市安波賀町・あはﾞかちよう

　　９１０-２１５１・福井県福井市安波賀中島町・あはﾞかなかじまちよう

　　９１８-８１５３・福井県福井市安保町・あほﾞちよう

　　９１０-０１２４・福井県福井市天池町・あまいけちよう

　　９１０-３５２５・福井県福井市尼ケ谷町・あまがたにちよう

　　９１０-００４１・福井県福井市天菅生町・あますごうちよう

　　９１０-３４０２・福井県福井市鮎川町・あゆかわちよう

　　９１０-２１７２・福井県福井市荒木新保町・あらきしんほﾞちよう

　　９１０-２１７１・福井県福井市荒木町・あらきちよう

　　９１８-８２３２・福井県福井市荒木別所町・あらきべつしよちよう

　　９１０-３２５１・福井県福井市荒谷町・あらたにちよう

　　９１８-８０６７・福井県福井市飯塚町・いいつﾞかちよう

　　９１０-００１４・福井県福井市幾久町・いくひさちよう

　　９１０-００１３・福井県福井市幾代・いくよ

　　９１０-３５５５・福井県福井市居倉町・いくらちよう

　　９１０-３１０６・福井県福井市池尻町・いけのしりちよう

　　９１９-０３１４・福井県福井市生部町・いけぶちよう

　　９１０-３１３３・福井県福井市石新保町・いししんほﾞちよう

　　９１０-３１３７・福井県福井市石橋町・いしはﾞしちよう

　　９１０-３１２３・福井県福井市石畠町・いしはﾞたけちよう

　　９１０-０１２５・福井県福井市石盛・いしもり

　　９１０-０１２２・福井県福井市石盛町・いしもりちよう

　　９１０-０８１７・福井県福井市泉田町・いずみだちよう

　　９１８-８１０４・福井県福井市板垣・いたがき

　　９１８-８１０３・福井県福井市板垣町・いたがきちよう

　　９１０-３２６２・福井県福井市一王寺町・いちおうじちよう

　　９１０-２２２２・福井県福井市市波町・いちなみちよう

　　９１０-３１２５・福井県福井市市ノ瀬町・いちのせちよう

　　９１８-８１０１・福井県福井市一本木町・いつほﾟんぎちよう

　　９１０-３３８３・福井県福井市糸崎町・いとさきちよう

　　９１０-０１５６・福井県福井市稲多新町・いなだしんまち



　　９１０-０１５５・福井県福井市稲多浜町・いなだはままち

　　９１０-０１５４・福井県福井市稲多元町・いなだもとまち

　　９１０-２１７７・福井県福井市稲津町・いなつﾞちよう

　　９１８-８２１３・福井県福井市今泉町・いまいずみちよう

　　９１８-８１５２・福井県福井市今市町・いまいちちよう

　　９１９-０３０３・福井県福井市岩倉町・いわくらちよう

　　９１８-８２１７・福井県福井市印田町・いんでんちよう

　　９１０-３１１８・福井県福井市上野町・うえのちよう

　　９１０-０１３４・福井県福井市上野本町・うえのほんまち

　　９１０-０１３５・福井県福井市上野本町新・うえのほんまちしん

　　９１０-００５５・福井県福井市上伏町・うえぶせちよう

　　９１０-２２２７・福井県福井市宇坂大谷町・うさかおおたにちよう

　　９１０-２２２３・福井県福井市宇坂別所町・うさかべつしよちよう

　　９１８-８１１４・福井県福井市羽水・うすい

　　９１０-２２１１・福井県福井市獺ケ口町・うそがぐちちよう

　　９１０-３５２２・福井県福井市謡谷町・うたいだにちよう

　　９１０-３１１６・福井県福井市内山梨子町・うちやまなしちよう

　　９１８-８１１１・福井県福井市馬垣町・うまがきちよう

　　９１８-８０４６・福井県福井市運動公園・うんどうこうえん

　　９１０-３１１３・福井県福井市江上町・えがみちよう

　　９１８-８１７５・福井県福井市江尻ケ丘町・えじりがおかちよう

　　９１８-８０１６・福井県福井市江端町・えはﾞたちよう

　　９１０-００４７・福井県福井市海老助町・えびすけちよう

　　９１８-８０２５・福井県福井市江守中・えもりなか

　　９１８-８０２５・福井県福井市江守中町・えもりなかちよう

　　９１８-８０３５・福井県福井市江守の里・えもりのさと

　　９１８-８２０７・福井県福井市円山・えんざん

　　９１０-２１７５・福井県福井市円成寺町・えんじようじちよう

　　９１０-３３７１・福井県福井市大窪町・おおくほﾞちよう

　　９１０-２２１３・福井県福井市大久保町・おおくほﾞちよう

　　９１８-８０１８・福井県福井市大島町・おおしまちよう

　　９１８-８０６３・福井県福井市大瀬町・おおせちよう

　　９１９-０３２３・福井県福井市太田町・おおたちよう

　　９１０-３２５３・福井県福井市大谷町・おおたにちよう

　　９１０-０００５・福井県福井市大手・おおて

　　９１０-３２５５・福井県福井市大年町・おおとしちよう

　　９１９-０３２７・福井県福井市大土呂町・おおどろちよう

　　９１８-８１１６・福井県福井市大町・おおまち

　　９１０-３５５１・福井県福井市大味町・おおみちよう

　　９１０-００１６・福井県福井市大宮・おおみや

　　９１０-２３３４・福井県福井市大宮町・おおみやちよう

　　９１９-０３１６・福井県福井市大村町・おおむらちよう

　　９１０-３６３４・福井県福井市大森町・おおもりちよう

　　９１０-３５１５・福井県福井市大矢町・おおやちよう

　　９１０-０８３６・福井県福井市大和田・おおわだ

　　９１０-０８０２・福井県福井市大和田町・おおわだちよう

　　９１８-８２２８・福井県福井市岡西谷町・おかにしたにちよう

　　９１０-３２６８・福井県福井市奥平町・おくだいらちよう

　　９１８-８０７１・福井県福井市恐神町・おそがみちよう

　　９１０-２４６５・福井県福井市小当見町・おとみちよう

　　９１０-３４０４・福井県福井市大丹生町・おにゆうちよう

　　９１８-８２２６・福井県福井市大畑町・おはﾞたけちよう

　　９１０-３６２１・福井県福井市小羽町・おはﾞちよう

　　９１８-８０５３・福井県福井市小山谷町・おやまだにちよう

　　９１０-２４７４・福井県福井市折立町・おりたてちよう

　　９１０-０８４２・福井県福井市開発・かいほつ

　　９１０-０８４１・福井県福井市開発町・かいほつちよう

　　９１０-３２６５・福井県福井市柿谷町・かきだにちよう

　　９１０-００２８・福井県福井市学園・がくえん

　　９１０-００２２・福井県福井市花月・かげつ

　　９１０-２２０５・福井県福井市篭谷町・かごやちよう

　　９１０-３５１６・福井県福井市風尾町・かざおちよう

　　９１０-３６２２・福井県福井市風巻町・かざまきちよう

　　９１８-８１０８・福井県福井市春日・かすが

　　９１８-８１０７・福井県福井市春日町・かすがちよう

　　９１０-３６０３・福井県福井市片粕町・かたかすちよう

　　９１０-３６１１・福井県福井市片山町・かたやまちよう

　　９１８-８１６６・福井県福井市主計中町・かずえなかちよう

　　９１０-０８５６・福井県福井市勝見・かつみ

　　９１０-２１５６・福井県福井市鹿俣町・かなまたちよう



　　９１８-８０６１・福井県福井市金屋町・かなやちよう

　　９１８-８１３３・福井県福井市上莇生田町・かみあぞうだちよう

　　９１８-８０８１・福井県福井市上一光町・かみいかりちよう

　　９１８-８１７４・福井県福井市上江尻町・かみえじりちよう

　　９１８-８２０３・福井県福井市上北野・かみきたの

　　９１９-０３２２・福井県福井市上河北町・かみこぎたちよう

　　９１０-３６３３・福井県福井市上天下町・かみてがちよう

　　９１０-２１７４・福井県福井市上東郷町・かみとうごうちよう

　　９１０-０８２６・福井県福井市上中町・かみなかちよう

　　９１０-２１４４・福井県福井市上毘沙門町・かみびしやもんちよう

　　９１９-０３０２・福井県福井市上細江町・かみほそえちよう

　　９１０-０１４２・福井県福井市上森田・かみもりだ

　　９１０-０１４１・福井県福井市上森田町・かみもりだちよう

　　９１８-８１３２・福井県福井市上六条町・かみろくじようちよう

　　９１０-３６４４・福井県福井市加茂内町・かもうちちよう

　　９１０-３５５３・福井県福井市蒲生町・がもうちよう

　　９１８-８０５７・福井県福井市加茂河原・かもがわら

　　９１８-８０５４・福井県福井市加茂河原町・かもがわらちよう

　　９１０-３６４４・福井県福井市加茂町・かもちよう

　　９１８-８０５８・福井県福井市加茂緑苑町・かもりよくえんちよう

　　９１０-０１０５・福井県福井市河合勝見町・かわいかつみちよう

　　９１０-０１３２・福井県福井市河合寄安町・かわいよりやすちよう

　　９１０-０１０２・福井県福井市川合鷲塚町・かわいわしつﾞかちよう

　　９１０-３１３６・福井県福井市川尻町・かわしりちよう

　　９１０-２４６２・福井県福井市神当部町・かんとべちよう

　　９１０-００４２・福井県福井市岸水町・きしみずちよう

　　９１８-８２１２・福井県福井市北今泉町・きたいまいずみちよう

　　９１０-３３８５・福井県福井市北菅生町・きたすごうちよう

　　９１０-００４５・福井県福井市北楢原町・きたならはらちよう

　　９１０-０８１５・福井県福井市北野上町・きたのかみちよう

　　９１０-０８１４・福井県福井市北野下町・きたのしもちよう

　　９１８-８０７２・福井県福井市北堀町・きたほりちよう

　　９１９-０３１８・福井県福井市北山新保町・きたやましんほﾞちよう

　　９１９-０３１７・福井県福井市北山町・きたやまちよう

　　９１８-８２０５・福井県福井市北四ツ居・きたよつい

　　９１８-８２０６・福井県福井市北四ツ居町・きたよついちよう

　　９１８-８１０５・福井県福井市木田・きだ

　　９１８-８１０６・福井県福井市木田町・きだちよう

　　９１８-８０４３・福井県福井市狐橋・きつねはﾞじ

　　９１０-２１５３・福井県福井市城戸ノ内町・きどのうちちよう

　　９１０-３１４７・福井県福井市木下町・きのしたちよう

　　９１０-００１２・福井県福井市経栄・きようえい

　　９１０-００１１・福井県福井市経田・きようでん

　　９１０-３２６４・福井県福井市木米町・きよねちよう

　　９１８-８０４７・福井県福井市久喜津町・くきつﾞちよう

　　９１０-３１４５・福井県福井市串野町・くしのちよう

　　９１０-３４０１・福井県福井市国見町・くにみちよう

　　９１０-３５１８・福井県福井市国山町・くにやまちよう

　　９１０-３５５２・福井県福井市茱崎町・ぐみざきちよう

　　９１０-２３５６・福井県福井市蔵作町・くらつくりちよう

　　９１０-３６０４・福井県福井市グリーンハイツ・ぐりｰんはいつ

　　９１０-０１３７・福井県福井市栗森・くりもり

　　９１０-０１３６・福井県福井市栗森町浜・くりもりちようはま

　　９１０-３１０７・福井県福井市黒丸城町・くろまるじようちよう

　　９１０-００５２・福井県福井市黒丸町・くろまるちよう

　　９１８-８１１２・福井県福井市下馬・げはﾞ

　　９１８-８１１３・福井県福井市下馬町・げはﾞちよう

　　９１８-８００３・福井県福井市毛矢・けや

　　９１０-０８２２・福井県福井市玄正島町・げんしようじまちよう

　　９１８-８２２１・福井県福井市堅達町・げんだつちよう

　　９１０-００２１・福井県福井市乾徳・けんとく

　　９１８-８１３１・福井県福井市小稲津町・こいなつﾞちよう

　　９１０-２３５３・福井県福井市小宇坂島町・こうさかじまちよう

　　９１０-２３５２・福井県福井市小宇坂町・こうさかちよう

　　９１８-８２３３・福井県福井市合島町・ごうしまちよう

　　９１８-８２２３・福井県福井市河水町・こうすいちよう

　　９１８-８０３３・福井県福井市合谷町・ごうだにちよう

　　９１０-３２６７・福井県福井市河内町・こうちちよう

　　９１８-８２１８・福井県福井市河増町・こうますちよう

　　９１０-００２６・福井県福井市光陽・こうよう



　　９１０-００５１・福井県福井市郡町・こおりちよう

　　９１０-３６１３・福井県福井市甑谷町・こしきだにちよう

　　９１０-３１０２・福井県福井市小尉町・こじようちよう

　　９１０-３１１２・福井県福井市御所垣内町・ごしよがいちちよう

　　９１８-８０８３・福井県福井市五太子町・ごたいしちよう

　　９１０-３４０５・福井県福井市小丹生町・こにゆうちよう

　　９１０-３１２２・福井県福井市小野町・このちよう

　　９１０-３６１７・福井県福井市御油町・ごゆちよう

　　９１０-２２１２・福井県福井市小和清水町・こわしようずちよう

　　９１０-３１４６・福井県福井市小幡町・こわたちよう

　　９１０-２３４７・福井県福井市境寺町・さかいでらちよう

　　９１０-０１５１・福井県福井市栄町・さかえちよう

　　９１８-８２２２・福井県福井市坂下町・さかしたちよう

　　９１０-３６４５・福井県福井市笹谷町・ささだにちよう

　　９１０-０１２６・福井県福井市定正・さだまさ

　　９１０-０１２１・福井県福井市定正町・さだまさちよう

　　９１０-００５６・福井県福井市里別所新町・さとべつしよしんまち

　　９１０-００５７・福井県福井市里別所町・さとべつしよちよう

　　９１８-８００２・福井県福井市左内町・さないちよう

　　９１０-３１２１・福井県福井市佐野町・さのちよう

　　９１０-００３３・福井県福井市三郎丸・さぶろうまる

　　９１０-００３６・福井県福井市三郎丸町・さぶろうまるちよう

　　９１８-８０７８・福井県福井市更毛町・さらげちよう

　　９１０-２２０１・福井県福井市皿谷町・さらだにちよう

　　９１８-８１７６・福井県福井市三十八社町・さんじゆうはつしやちよう

　　９１８-８１６４・福井県福井市三本木町・さんほﾞんぎちよう

　　９１０-２２２４・福井県福井市三万谷町・さんまんだにちよう

　　９１０-２１４３・福井県福井市宿布町・しくぬのちよう

　　９１０-０８２３・福井県福井市重立町・しげたてちよう

　　９１０-００４３・福井県福井市四十谷町・しじゆうたにちよう

　　９１０-００４８・福井県福井市地蔵堂町・じぞうどうちよう

　　９１０-３６３５・福井県福井市志津が丘・しつﾞがおか

　　９１０-２３４８・福井県福井市品ケ瀬町・しながせちよう

　　９１０-２１４８・福井県福井市篠尾町・しのおちよう

　　９１０-０８４５・福井県福井市志比口・しひぐち

　　９１０-３６２３・福井県福井市島寺町・しまでらちよう

　　９１０-０８２１・福井県福井市島橋町・しまはﾞしちよう

　　９１０-３１１１・福井県福井市島山梨子町・しまやまなしちよう

　　９１０-３６０７・福井県福井市清水杉谷町・しみずすぎたにちよう

　　９１０-３２６８・福井県福井市清水平町・しみずだいらちよう

　　９１０-３６０１・福井県福井市清水町・しみずちよう

　　９１０-３６４６・福井県福井市清水畑町・しみずはﾞたちよう

　　９１０-３６１２・福井県福井市清水山町・しみずやまちよう

　　９１８-８１３４・福井県福井市下莇生田町・しもあぞうだちよう

　　９１８-８０１７・福井県福井市下荒井町・しもあらいちよう

　　９１８-８０８２・福井県福井市下一光町・しもいかりちよう

　　９１８-８０６２・福井県福井市下市町・しもいちちよう

　　９１８-８１７３・福井県福井市下江尻町・しもえじりちよう

　　９１８-８０３７・福井県福井市下江守町・しもえもりちよう

　　９１９-０３２１・福井県福井市下河北町・しもこぎたちよう

　　９１０-３６３２・福井県福井市下天下町・しもてがちよう

　　９１０-２１７３・福井県福井市下東郷町・しもとうごうちよう

　　９１９-０３７３・福井県福井市下東郷町（新村）・しもとうごうちよう(しんむら)

　　９１８-８２１１・福井県福井市下中町・しもなかちよう

　　９１０-２１４６・福井県福井市下毘沙門町・しもびしやもんちよう

　　９１９-０３０１・福井県福井市下細江町・しもほそえちよう

　　９１０-０１４６・福井県福井市下森田桜町・しももりださくらまち

　　９１０-０１４３・福井県福井市下森田新町・しももりだしんまち

　　９１０-０１４５・福井県福井市下森田藤巻町・しももりだふじまきちよう

　　９１０-０１４４・福井県福井市下森田本町・しももりだほんまち

　　９１０-０１４７・福井県福井市下森田町・しももりだちよう

　　９１８-８１３５・福井県福井市下六条町・しもろくじようちよう

　　９１０-３５１３・福井県福井市宿堂町・しゆくどうちよう

　　９１０-００２３・福井県福井市順化・じゆんか

　　９１０-２１４７・福井県福井市成願寺町・じようがんじちよう

　　９１０-２１５５・福井県福井市浄教寺町・じようきようじちよう

　　９１０-２１６６・福井県福井市小路町・しようじちよう

　　９１０-０８５３・福井県福井市城東・じようとう

　　９１０-３１１７・福井県福井市浄土寺町・じようどじちよう

　　９１８-８１６３・福井県福井市生野町・しようのちよう



　　９１０-３１４８・福井県福井市菖蒲谷町・しようぶだにちよう

　　９１０-３１０１・福井県福井市昭和新町・しようわしんまち

　　９１０-３１３１・福井県福井市白方町・しらかたちよう

　　９１０-３５１１・福井県福井市白滝町・しらたきちよう

　　９１０-３４０３・福井県福井市白浜町・しらはまちよう

　　９１０-３５５７・福井県福井市城有町・しろありちよう

　　９１８-８２２７・福井県福井市次郎丸町・じろうまるちよう

　　９１８-８０３６・福井県福井市新下江守町・しんしもえもりちよう

　　９１０-０８１２・福井県福井市新田本町・しんでんほんまち

　　９１９-０３２８・福井県福井市新開町・しんびらきちよう

　　９１０-０８３３・福井県福井市新保・しんほﾞ

　　９１０-０８３８・福井県福井市新保北・しんほﾞきた

　　９１０-０８３２・福井県福井市新保町・しんほﾞちよう

　　９１０-２３４６・福井県福井市椙谷町・すいだにちよう

　　９１８-８１７２・福井県福井市末広町・すえひろまち

　　９１８-８０７７・福井県福井市末町・すえまち

　　９１０-００３４・福井県福井市菅谷・すがや

　　９１０-００３５・福井県福井市菅谷町・すがやちよう

　　９１８-８１５５・福井県福井市杉谷町・すぎたにちよう

　　９１０-３１４３・福井県福井市砂子坂町・すなごさかちよう

　　９１０-３１４１・福井県福井市砂子田町・すなごだちよう

　　９１８-８２３９・福井県福井市成和・せいわ

　　９１０-３１１５・福井県福井市仙町・せんちよう

　　９１８-８２３４・福井県福井市曽万布町・そんほﾞちよう

　　９１０-０００１・福井県福井市大願寺・だいがんじ

　　９１８-８２０２・福井県福井市大東・だいとう

　　９１０-２１４１・福井県福井市高尾町・たかおちよう

　　９１０-０８０５・福井県福井市高木・たかぎ

　　９１０-０８０４・福井県福井市高木中央・たかぎちゆうおう

　　９１０-０８０６・福井県福井市高木町・たかぎちよう

　　９１０-０８０７・福井県福井市高木北・たかぎきた

　　９１０-００７０・福井県福井市高木西・たかぎにじ

　　９１０-３３７４・福井県福井市高須町・たかすちよう

　　９１０-２２２６・福井県福井市高田町・たかたちよう

　　９１８-８０４４・福井県福井市高塚町・たかつかちよう

　　９１０-０１０７・福井県福井市高屋町・たかやちよう

　　９１０-０８３７・福井県福井市高柳・たかやなぎ

　　９１０-０８０３・福井県福井市高柳町・たかやなぎちよう

　　９１０-３６４３・福井県福井市滝波町・たきなみちよう

　　９１０-３６０２・福井県福井市竹生町・たこおちよう

　　９１９-０３１１・福井県福井市田治島町・たじしまちよう

　　９１０-２２２５・福井県福井市田尻町・たじりちよう

　　９１０-３６０６・福井県福井市田尻栃谷町・たじりとちたにちよう

　　９１８-８０３１・福井県福井市種池・たないけ

　　９１８-８０３１・福井県福井市種池町・たないけちよう

　　９１９-０３０４・福井県福井市田中町・たなかちよう

　　９１０-３１２４・福井県福井市田ノ頭町・たのかしらちよう

　　９１０-００４４・福井県福井市田ノ谷町・たのたにちよう

　　９１０-３１２８・福井県福井市為寄町・ためよりちよう

　　９１０-００１８・福井県福井市田原・たわら

　　９１０-３５２１・福井県福井市千合町・ちごうちよう

　　９１０-０００６・福井県福井市中央・ちゆうおう

　　９１８-８０１１・福井県福井市月見・つきみ

　　９１０-０１０１・福井県福井市つくし野・つくしの

　　９１８-８００１・福井県福井市つくも・つくも

　　９１０-００５３・福井県福井市土橋町・つちはしちよう

　　９１８-８０６８・福井県福井市角折町・つのおりちよう

　　９１８-８１６２・福井県福井市角原町・つのはらちよう

　　９１０-３６１５・福井県福井市坪谷町・つほﾞたにちよう

　　９１０-３１１４・福井県福井市剣大谷町・つるぎおおたにちよう

　　９１０-３１３８・福井県福井市テクノポート・てくのほﾟｰと

　　９１０-０８５８・福井県福井市手寄・てよせ

　　９１０-０８０１・福井県福井市寺前町・てらまえちよう

　　９１０-００２４・福井県福井市照手・てるて

　　９１０-００２５・福井県福井市照手町・てるてちよう

　　９１８-８２１６・福井県福井市殿下町・てんがちよう

　　９１８-８１３６・福井県福井市天王町・てんのうちよう

　　９１８-８２３１・福井県福井市問屋町・といやちよう

　　９１０-２１７６・福井県福井市東郷中島町・とうごうなかじまちよう

　　９１０-２１６５・福井県福井市東郷二ケ町・とうごうにかちよう



　　９１０-０８１８・福井県福井市堂島町・どうじまちよう

　　９１０-３２５２・福井県福井市燈豊町・とうぶちよう

　　９１０-００６３・福井県福井市灯明寺・とうみようじ

　　９１０-００６２・福井県福井市灯明寺町・とうみようじちよう

　　９１０-２１７８・福井県福井市栂野町・とがのちよう

　　９１８-８１６５・福井県福井市徳尾町・とくおちよう

　　９１９-０３０５・福井県福井市徳光町・とくみつちよう

　　９１０-２２０２・福井県福井市所谷町・ところだにちよう

　　９１０-２１６３・福井県福井市栃泉町・とちいずみちよう

　　９１０-００２７・福井県福井市豊岡・とよおか

　　９１０-０８５７・福井県福井市豊島・とよしま

　　９１８-８１５１・福井県福井市中荒井町・なかあらいまち

　　９１０-３２６３・福井県福井市中河内町・なかこうちちよう

　　９１０-０８１３・福井県福井市中新田町・なかしんでんちよう

　　９１０-３２６８・福井県福井市中平町・なかだいらちよう

　　９１０-０１０３・福井県福井市中角町・なかつのちよう

　　９１８-８１８６・福井県福井市中野・なかの

　　９１０-０８１６・福井県福井市中ノ郷町・なかのごうちよう

　　９１８-８１８５・福井県福井市中野町・なかのちよう

　　９１０-２１４５・福井県福井市中毘沙門町・なかびしやもんちよう

　　９１０-０８１１・福井県福井市中藤新保町・なかふじしんほﾞちよう

　　９１０-３２５６・福井県福井市中町・なかまち

　　９１０-３１２７・福井県福井市中山町・なかやまちよう

　　９１０-２４６４・福井県福井市中手町・なかんてちよう

　　９１０-３３８４・福井県福井市長橋町・ながはしちよう

　　９１０-０８４４・福井県福井市長本町・ながもとちよう

　　９１８-８０３４・福井県福井市南居町・なごちよう

　　９１０-３１４２・福井県福井市波寄町・なみよせちよう

　　９１０-２２２１・福井県福井市奈良瀬町・ならせちよう

　　９１０-２３３６・福井県福井市仁位町・にいちよう

　　９１０-２３５５・福井県福井市西天田町・にしあまだちよう

　　９１０-３２６１・福井県福井市西荒井町・にしあらいちよう

　　９１８-８１０２・福井県福井市西板垣町・にしいたがきちよう

　　９１０-２４６６・福井県福井市西市布町・にしいちぬのちよう

　　９１９-０３１３・福井県福井市西大味町・にしおおみちよう

　　９１０-０８４３・福井県福井市西開発・にしかいほつ

　　９１０-０８５５・福井県福井市西方・にしかた

　　９１８-８０６４・福井県福井市西学園・にしがくえん

　　９１８-８００４・福井県福井市西木田・にしきだ

　　９１０-２４７１・福井県福井市西河原町・にしこうはﾞらちよう

　　９１８-８０４１・福井県福井市西下野町・にししものちよう

　　９１０-２１５７・福井県福井市西新町・にししんまち

　　９１８-８０２３・福井県福井市西谷・にしたに

　　９１８-８０２２・福井県福井市西谷町・にしたにちよう

　　９１０-２２０３・福井県福井市西中町・にしなかちよう

　　９１０-３１０５・福井県福井市西中野町・にしなかのちよう

　　９１０-３３７３・福井県福井市西畑町・にしはたちよう

　　９１０-３３７２・福井県福井市西二ツ屋町・にしふたつやちよう

　　９１９-０３１５・福井県福井市西袋町・にしぶくろちよう

　　９１０-３５１２・福井県福井市西別所町・にしべつしよちよう

　　９１０-００３７・福井県福井市西堀町・にしほﾞりちよう

　　９１０-００２９・福井県福井市日光・につこう

　　９１０-００６７・福井県福井市新田塚・につたつﾞか

　　９１０-００６４・福井県福井市新田塚町・につたつﾞかちよう

　　９１０-００１５・福井県福井市二の宮・にのみや

　　９１０-２３３５・福井県福井市縫原町・ぬいはﾞらちよう

　　９１０-３２６６・福井県福井市猫瀬町・ねこせちよう

　　９１０-２３３３・福井県福井市野波町（追分）・のなみちよう(おいわけ)

　　９１０-２３３２・福井県福井市野波町（その他）・のなみちよう(そのた)

　　９１０-２３３１・福井県福井市計石町・はかりいしちよう

　　９１８-８０７５・福井県福井市羽坂町・はざかちよう

　　９１０-３５１７・福井県福井市畠中町・はたけなかちよう

　　９１８-８２２４・福井県福井市花野谷町・はなのたにちよう

　　９１８-８１８７・福井県福井市花守町・はなもりちよう

　　９１８-８０１４・福井県福井市花堂中・はなんどうなか

　　９１８-８０１３・福井県福井市花堂東・はなんどうひがじ

　　９１８-８０１５・福井県福井市花堂南・はなんどうみなみ

　　９１０-３５５４・福井県福井市浜北山町・はまきたやまちよう

　　９１８-８０１２・福井県福井市花堂北・はなんどうきた

　　９１０-３１３２・福井県福井市浜島町・はましまちよう



　　９１０-３３７７・福井県福井市浜住町・はまじゆうちよう

　　９１０-３１３４・福井県福井市浜別所町・はまべつしよちよう

　　９１０-０８２８・福井県福井市林町・はやしちよう

　　９１０-０８２９・福井県福井市林藤島町・はやしふじしまちよう

　　９１０-０８２５・福井県福井市原目町・はらめちよう

　　９１０-００１９・福井県福井市春山・はるやま

　　９１９-０３２６・福井県福井市半田町・はんだちよう

　　９１０-２３５４・福井県福井市東天田町・ひがしあまだちよう

　　９１８-８２１４・福井県福井市東今泉町・ひがしいまいずみちよう

　　９１９-０３１２・福井県福井市東大味町・ひがしおおみちよう

　　９１０-２３４１・福井県福井市東川上町・ひがしかわかみちよう

　　９１０-２４７２・福井県福井市東河原町・ひがしこうはﾞらちよう

　　９１８-８０４２・福井県福井市東下野町・ひがししものちよう

　　９１０-２１５４・福井県福井市東新町・ひがししんまち

　　９１０-３２６６・福井県福井市東平町・ひがしだいらちよう

　　９１０-２３４２・福井県福井市東俣町・ひがしまたちよう

　　９１０-０１３８・福井県福井市東森田・ひがしもりだ

　　９１８-８１５６・福井県福井市引目町・ひきめちよう

　　９１０-０８５９・福井県福井市日之出・ひので

　　９１０-３６４１・福井県福井市平尾町・ひらおちよう

　　９１０-３１２６・福井県福井市深坂町・ふかさかちよう

　　９１０-００４９・福井県福井市深谷町・ふかたにちよう

　　９１０-２１６４・福井県福井市深見町・ふかみちよう

　　９１８-８０４５・福井県福井市福新町・ふくしんまち

　　９１８-８０２７・福井県福井市福・ふく

　　９１０-２２１４・福井県福井市福島町・ふくしまちよう

　　９１８-８０２７・福井県福井市福町・ふくまち

　　９１０-０８２７・福井県福井市藤島町・ふじしまちよう

　　９１０-３５２３・福井県福井市武周町・ぶしゆうちよう

　　９１０-３１０４・福井県福井市布施田町・ふせだちよう

　　９１９-０３２５・福井県福井市二上町・ふたがみちよう

　　９１０-３５２６・福井県福井市二ツ屋町・ふたつやちよう

　　９１８-８０２６・福井県福井市渕・ふち

　　９１８-８０２６・福井県福井市渕町・ふちまち

　　９１０-０１０９・福井県福井市二日市町・ふつかいちちよう

　　９１０-０８０８・福井県福井市舟橋・ふなはﾞじ

　　９１０-００６９・福井県福井市舟橋黒竜・ふなはﾞしくろたつ

　　９１０-００６８・福井県福井市舟橋新・ふなはﾞししん

　　９１０-００６１・福井県福井市舟橋新町・ふなはﾞししんまち

　　９１０-０８０９・福井県福井市舟橋町・ふなはﾞしちよう

　　９１８-８１５４・福井県福井市冬野町・ふゆのちよう

　　９１０-０１５２・福井県福井市古市・ふるいち

　　９１０-０１５３・福井県福井市古市町・ふるいちちよう

　　９１０-００１７・福井県福井市文京・ぶんきよう

　　９１８-８１１５・福井県福井市別所町・べつしよちよう

　　９１０-３５２４・福井県福井市別畑町・べつはﾞたちよう

　　９１０-０００４・福井県福井市宝永・ほうえい

　　９１８-８１６１・福井県福井市鉾ケ崎町・ほこがさきちよう

　　９１８-８０７４・福井県福井市細坂町・ほそさかちよう

　　９１９-０３２４・福井県福井市帆谷町・ほだにちよう

　　９１０-００３２・福井県福井市堀ノ宮・ほりのみや

　　９１０-００３１・福井県福井市堀ノ宮町・ほりのみやちよう

　　９１８-８０７６・福井県福井市本堂町・ほんどうちよう

　　９１８-８０２４・福井県福井市舞屋町・まいやちよう

　　９１０-２１４２・福井県福井市前波町・まえはﾞちよう

　　９１８-８１８４・福井県福井市真木町・まきちよう

　　９１０-３６１６・福井県福井市真栗町・まくりちよう

　　９１０-０００２・福井県福井市町屋・まちや

　　９１０-３３８２・福井県福井市松蔭町・まつかげちよう

　　９１０-０８５２・福井県福井市松城町・まつしろちよう

　　９１０-０００３・福井県福井市松本・まつもと

　　９１０-２３４５・福井県福井市間戸町・まとちよう

　　９１０-０８２４・福井県福井市間山町・まやまちよう

　　９１０-０８３４・福井県福井市丸山・まるやま

　　９１０-０８３５・福井県福井市丸山町・まるやまちよう

　　９１８-８１８８・福井県福井市三尾野町・みおのちよう

　　９１０-３１４４・福井県福井市水切町・みずきりちよう

　　９１８-８０６５・福井県福井市水越・みずこじ

　　９１０-３５１４・福井県福井市水谷町・みずたにちよう

　　９１０-００３８・福井県福井市三ツ屋・みつや



　　９１０-００３９・福井県福井市三ツ屋町・みつやちよう

　　９１０-３６０８・福井県福井市三留町・みとめちよう

　　９１８-８０３２・福井県福井市南江守町・みなみえもりちよう

　　９１０-３３８６・福井県福井市南菅生町・みなみすごうちよう

　　９１０-００４６・福井県福井市南楢原町・みなみならはらちよう

　　９１０-２３４３・福井県福井市南西俣町・みなみにしまたちよう

　　９１０-２４６１・福井県福井市南野津又町・みなみのつまたちよう

　　９１０-２３４４・福井県福井市南宮地町・みなみみやじちよう

　　９１０-２１６２・福井県福井市南山町・みなみやまちよう

　　９１８-８２０４・福井県福井市南四ツ居・みなみよつい

　　９１８-８２０１・福井県福井市南四ツ居町・みなみよついちよう

　　９１０-３３８１・福井県福井市蓑町・みのちよう

　　９１８-８００５・福井県福井市みのり・みのり

　　９１０-３１０３・福井県福井市三宅町・みやけちよう

　　９１０-３３７５・福井県福井市宮郷町・みやごうちよう

　　９１８-８２２５・福井県福井市宮地町・みやじちよう

　　９１０-２２０４・福井県福井市美山大谷町・みやまおおたにちよう

　　９１０-２３５１・福井県福井市美山町・みやまちよう

　　９１０-０８５４・福井県福井市御幸・みゆき

　　９１０-０１０６・福井県福井市六日市町・むいかいちちよう

　　９１０-３３７６・福井県福井市和布町・めらちよう

　　９１０-３３７８・福井県福井市免鳥町・めんどりちよう

　　９１０-３６４２・福井県福井市本折町・もとおりちよう

　　９１８-８０５１・福井県福井市桃園・ももぞの

　　９１８-８１７１・福井県福井市森行町・もりゆきちよう

　　９１８-８０２１・福井県福井市門前・もんぜん

　　９１８-８０２１・福井県福井市門前町・もんぜんちよう

　　９１０-０１５８・福井県福井市八重巻中町・やえまきなかちよう

　　９１０-０１５７・福井県福井市八重巻東町・やえまきひがしちよう

　　９１０-０１２３・福井県福井市八重巻町・やえまきちよう

　　９１０-２３３７・福井県福井市薬師町（上薬師）・やくしちよう(かみやくし)

　　９１０-２３３８・福井県福井市薬師町（下薬師）・やくしちよう(しもやくし)

　　９１０-２３３９・福井県福井市薬師町（その他）・やくしちよう(そのた)

　　９１０-００５４・福井県福井市安竹町・やすたけちよう

　　９１８-８０７３・福井県福井市安田町・やすだちよう

　　９１０-２１６７・福井県福井市安原町・やすはらちよう

　　９１０-００６６・福井県福井市八ツ島・やつしま

　　９１０-００６５・福井県福井市八ツ島町・やつしまちよう

　　９１０-３５５８・福井県福井市八ツ俣町・やつまたちよう

　　９１０-３６３６・福井県福井市山内町・やまうちちよう

　　９１８-８００９・福井県福井市山奥町・やまおくちよう

　　９１０-０１０８・福井県福井市山室町・やまむろちよう

　　９１０-３２５４・福井県福井市八幡町・やわたちよう

　　９１８-８００８・福井県福井市有楽町・ゆうらくちよう

　　９１０-２４７３・福井県福井市横越町・よこごしちよう

　　９１０-２２０６・福井県福井市吉山町（上吉山）・よしやまちよう(かみよしやま)

　　９１０-２２０７・福井県福井市吉山町（下吉山）・よしやまちよう(しもよしやま)

　　９１０-２２０８・福井県福井市吉山町（その他）・よしやまちよう(そのた)

　　９１０-０８４６・福井県福井市四ツ井・よつい

　　９１０-０８５１・福井県福井市米松・よねまつ

　　９１０-３１３５・福井県福井市両橋屋町・りようはしやちよう

　　９１８-８２１５・福井県福井市寮町・りようまち

　　９１０-０８３１・福井県福井市若栄町・わかえちよう

　　９１８-８０５５・福井県福井市若杉・わかすぎ

　　９１８-８０５５・福井県福井市若杉町・わかすぎちよう

　　９１８-８０５６・福井県福井市若杉浜・わかすぎはま

　　９１０-２１６１・福井県福井市脇三ケ町・わきさんがちよう

　　９１８-８０６６・福井県福井市渡町・わたりちよう

　　９１８-８２３８・福井県福井市和田・わだ

　　９１８-８２３６・福井県福井市和田中・わだなか

　　９１８-８２３５・福井県福井市和田中町・わだなかちよう

　　９１８-８２３７・福井県福井市和田東・わだひがじ

　　９１０-３６３１・福井県福井市和田町・わだちよう

　　９１４-００００・福井県敦賀市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１４-００６２・福井県敦賀市相生町・あいおいちよう

　　９１４-０２７２・福井県敦賀市赤崎・あかさき

　　９１４-００７５・福井県敦賀市曙町・あけほﾞのちよう

　　９１４-０２６６・福井県敦賀市挙野・あげの

　　９１４-０３１５・福井県敦賀市麻生口・あそうぐち

　　９１４-０２６５・福井県敦賀市阿曽・あぞ



　　９１４-０１４１・福井県敦賀市莇生野・あぞの

　　９１４-００１４・福井県敦賀市井川・いがわ

　　９１４-０００４・福井県敦賀市池河内・いけのこうち

　　９１４-００４２・福井県敦賀市石ケ町・いしがちよう

　　９１４-００２１・福井県敦賀市泉ケ丘町・いずみがおかちよう

　　９１４-０１２４・福井県敦賀市市野々・いちのの

　　９１４-０１２４・福井県敦賀市市野々町・いちののちよう

　　９１４-０３０１・福井県敦賀市市橋・いちはじ

　　９１４-０２６７・福井県敦賀市五幡・いつはた

　　９１４-０８０５・福井県敦賀市鋳物師町・いもじちよう

　　９１４-０８４４・福井県敦賀市色浜・いろはま

　　９１４-０００３・福井県敦賀市獺河内・うそごうち

　　９１４-０８４３・福井県敦賀市浦底・うらそこ

　　９１４-０８２５・福井県敦賀市永大町・えいだいちよう

　　９１４-０２６８・福井県敦賀市江良・えら

　　９１４-０３０３・福井県敦賀市追分・おいわけ

　　９１４-００１８・福井県敦賀市大蔵・おおくら

　　９１４-０２６２・福井県敦賀市大比田・おおひだ

　　９１４-００４４・福井県敦賀市岡山町・おかやまちよう

　　９１４-０３１６・福井県敦賀市奥麻生・おくあそう

　　９１４-０３１１・福井県敦賀市奥野・おくの

　　９１４-００３２・福井県敦賀市小河・おご

　　９１４-００３４・福井県敦賀市小河口・おごぐち

　　９１４-０００６・福井県敦賀市越坂・おつさか

　　９１４-００６３・福井県敦賀市神楽町・かぐらちよう

　　９１４-０００５・福井県敦賀市樫曲・かしまがり

　　９１４-０１４６・福井県敦賀市金山・かなやま

　　９１４-００５５・福井県敦賀市鉄輪町・かなわちよう

　　９１４-００７２・福井県敦賀市金ケ崎町・かねがさきちよう

　　９１４-００６６・福井県敦賀市川崎町・かわさきちよう

　　９１４-００１２・福井県敦賀市川北・かわきた

　　９１４-００１５・福井県敦賀市河原町・かわはらちよう

　　９１４-００３９・福井県敦賀市観音町・かんのんちよう

　　９１４-０８１４・福井県敦賀市木崎・きざき

　　９１４-００４３・福井県敦賀市衣掛町・きぬかけちよう

　　９１４-００２６・福井県敦賀市木ノ芽町・きのめちよう

　　９１４-００５２・福井県敦賀市清水町・きよみずちよう

　　９１４-０８２１・福井県敦賀市櫛川・くしかわ

　　９１４-０８２２・福井県敦賀市櫛川町・くしかわちよう

　　９１４-０１３８・福井県敦賀市櫛林・くしはﾞやじ

　　９１４-０８３１・福井県敦賀市沓・くつ

　　９１４-０８２３・福井県敦賀市沓見・くつみ

　　９１４-００５９・福井県敦賀市国広町・くにひろちよう

　　９１４-０１３１・福井県敦賀市公文名・くもんみよう

　　９１４-０８０２・福井県敦賀市呉竹町・くれたけちよう

　　９１４-０８１３・福井県敦賀市呉羽町・くれはちよう

　　９１４-００４５・福井県敦賀市古田刈・こたかり

　　９１４-０１３２・福井県敦賀市御名・ごみよう

　　９１４-００７７・福井県敦賀市栄新町・さかえしんまち

　　９１４-００３８・福井県敦賀市坂下・さかのした

　　９１４-０１４４・福井県敦賀市桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　９１４-００７８・福井県敦賀市桜町・さくらちよう

　　９１４-０１４３・福井県敦賀市沢・さわ

　　９１４-００７１・福井県敦賀市泉・しみず

　　９１４-０２７１・福井県敦賀市泉（東浦）・しみず(ひがしうら)

　　９１４-０８３２・福井県敦賀市常宮・じようぐう

　　９１４-０８１２・福井県敦賀市昭和町・しようわちよう

　　９１９-１２７９・福井県敦賀市白木・しらき

　　９１４-００５４・福井県敦賀市白銀町・しろがねちよう

　　９１４-０３１７・福井県敦賀市新道・しんどう

　　９１４-０００１・福井県敦賀市新保・しんほﾞ

　　９１４-０８０３・福井県敦賀市新松島町・しんまつしまちよう

　　９１４-０１２２・福井県敦賀市新和町・しんわちよう

　　９１４-０２６４・福井県敦賀市杉津・すいつﾞ

　　９１４-０３１４・福井県敦賀市杉箸・すぎはじ

　　９１４-０１３６・福井県敦賀市砂流・すながれ

　　９１４-０１４７・福井県敦賀市関・せき

　　９１４-０３１２・福井県敦賀市曽々木・そそぎ

　　９１４-０２７３・福井県敦賀市田結・たい

　　９１４-００２２・福井県敦賀市高野・たかの



　　９１４-０３０５・福井県敦賀市駄口・だぐち

　　９１４-０００７・福井県敦賀市田尻・たじり

　　９１４-０８４１・福井県敦賀市立石・たていじ

　　９１４-００３１・福井県敦賀市谷・たに

　　９１４-００１３・福井県敦賀市谷口・たにぐち

　　９１４-０８１１・福井県敦賀市中央町・ちゆうおうちよう

　　９１４-００５６・福井県敦賀市津内町・つないちよう

　　９１４-００７４・福井県敦賀市角鹿町・つのがちよう

　　９１４-０８４５・福井県敦賀市手・て

　　９１４-００７３・福井県敦賀市天筒町・てつﾞつちよう

　　９１４-００３６・福井県敦賀市堂・どう

　　９１４-００４７・福井県敦賀市東洋町・とうようちよう

　　９１４-０３１３・福井県敦賀市刀根・とね

　　９１４-００２８・福井県敦賀市中・なか

　　９１４-００４６・福井県敦賀市長沢・ながそ

　　９１４-０１３５・福井県敦賀市長谷・ながたに

　　９１４-０８３４・福井県敦賀市名子・なご

　　９１４-００４１・福井県敦賀市布田町・ぬのだちよう

　　９１４-０８３３・福井県敦賀市縄間・のうま

　　９１４-０１２１・福井県敦賀市野神・のがみ

　　９１４-０１４５・福井県敦賀市野坂・のさか

　　９１４-００３９・福井県敦賀市羽織町・はおりちよう

　　９１４-０１４２・福井県敦賀市萩野町・はぎのちよう

　　９１４-００３３・福井県敦賀市鳩原・はとはら

　　９１４-０００２・福井県敦賀市葉原・ははﾞら

　　９１４-０８２４・福井県敦賀市原・はら

　　９１４-０３０２・福井県敦賀市疋田・ひきだ

　　９１４-００２５・福井県敦賀市樋ノ水町・ひのみずちよう

　　９１４-０１３７・福井県敦賀市ひばりケ丘町・ひはﾞりがおかちよう

　　９１４-００５７・福井県敦賀市開町・ひらきちよう

　　９１４-００２３・福井県敦賀市深川町・ふかがわちよう

　　９１４-０３０４・福井県敦賀市深坂・ふかさか

　　９１４-００１７・福井県敦賀市藤ケ丘町・ふじがおかちよう

　　９１４-０８３５・福井県敦賀市二村・ふたむら

　　９１４-０８１５・福井県敦賀市平和町・へいわちよう

　　９１４-００６１・福井県敦賀市蓬莱町・ほうらいちよう

　　９１４-００５１・福井県敦賀市本町・ほんまち

　　９１４-００５３・福井県敦賀市舞崎町・まいざきちよう

　　９１４-００６５・福井県敦賀市松栄町・まつえちよう

　　９１４-０８０１・福井県敦賀市松島町・まつしまちよう

　　９１４-０８０７・福井県敦賀市松葉町・まつはﾞちよう

　　９１４-０８０６・福井県敦賀市松原町・まつはﾞらちよう

　　９１４-０２７４・福井県敦賀市鞠山・まるやま

　　９１４-００５８・福井県敦賀市三島町・みしまちよう

　　９１４-００３７・福井県敦賀市道口・みちのくち

　　９１４-０１３３・福井県敦賀市みどりケ丘町・みどりがおかちよう

　　９１４-００７９・福井県敦賀市港町・みなとまち

　　９１４-００１１・福井県敦賀市深山寺・みやまでら

　　９１４-０８４２・福井県敦賀市明神町・みようじんちよう

　　９１４-０２６１・福井県敦賀市元比田・もとひだ

　　９１４-００７６・福井県敦賀市元町・もとまち

　　９１４-０１３４・福井県敦賀市山・やま

　　９１４-００３５・福井県敦賀市山泉・やましみず

　　９１４-０３０６・福井県敦賀市山中・やまなか

　　９１４-００６４・福井県敦賀市結城町・ゆうきちよう

　　９１４-０２６３・福井県敦賀市横浜・よこはま

　　９１４-００１６・福井県敦賀市余座・よざ

　　９１４-００２４・福井県敦賀市吉河・よしこ

　　９１４-００２７・福井県敦賀市若泉町・わかいずみちよう

　　９１４-０１２５・福井県敦賀市若葉町・わかはﾞちよう

　　９１４-０１２３・福井県敦賀市和久野・わくの

　　９１７-００００・福井県小浜市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１７-００３７・福井県小浜市相生・あいおい

　　９１７-００４１・福井県小浜市青井・あおい

　　９１７-０１０５・福井県小浜市阿納・あの

　　９１７-０１０６・福井県小浜市阿納尻・あのじり

　　９１７-００４４・福井県小浜市荒木・あらき

　　９１７-０２３８・福井県小浜市池河内・いけのこうち

　　９１７-０２４１・福井県小浜市池田・いけだ

　　９１７-００２７・福井県小浜市生守・いごもり



　　９１７-００２７・福井県小浜市生守団地・いごもりだんち

　　９１７-０００５・福井県小浜市板屋町・いたやまち

　　９１７-０２４１・福井県小浜市市場・いちはﾞ

　　９１７-００７１・福井県小浜市一番町・いちはﾞんちよう

　　９１７-０１０４・福井県小浜市犬熊・いのくま

　　９１７-０２３４・福井県小浜市上野・うえの

　　９１７-０１１３・福井県小浜市宇久・うぐ

　　９１７-００９６・福井県小浜市雲浜・うんひﾟん

　　９１７-００７７・福井県小浜市駅前町・えきまえちよう

　　９１７-００１７・福井県小浜市江古川・えごがわ

　　９１７-０２２１・福井県小浜市大谷・おおたに

　　９１７-００７８・福井県小浜市大手町・おおてちよう

　　９１７-０２２３・福井県小浜市大戸・おおど

　　９１７-０００４・福井県小浜市大湊・おおみなと

　　９１７-００３４・福井県小浜市奥田縄・おくだの

　　９１７-００４６・福井県小浜市岡津・おこつﾞ

　　９１７-００３２・福井県小浜市尾崎・おざき

　　９１７-０２４１・福井県小浜市遠敷・おにゆう

　　９１７-００５５・福井県小浜市小浜浅間・おはﾞまあさま

　　９１７-００５７・福井県小浜市小浜飛鳥・おはﾞまあすか

　　９１７-００８５・福井県小浜市小浜生玉・おはﾞまいくだま

　　９１７-００６２・福井県小浜市小浜今宮・おはﾞまいまみや

　　９１７-００５６・福井県小浜市小浜大原・おはﾞまおおはら

　　９１７-００５３・福井県小浜市小浜大宮・おはﾞまおおみや

　　９１７-００５２・福井県小浜市小浜男山・おはﾞまおとこやま

　　９１７-００６７・福井県小浜市小浜鹿島・おはﾞまかしま

　　９１７-００５８・福井県小浜市小浜香取・おはﾞまかとり

　　９１７-００６６・福井県小浜市小浜神田・おはﾞまかんだ

　　９１７-００５９・福井県小浜市小浜貴船・おはﾞまきふね

　　９１７-００８３・福井県小浜市小浜清滝・おはﾞまきよたき

　　９１７-００６３・福井県小浜市小浜酒井・おはﾞまさかい

　　９１７-００８６・福井県小浜市小浜塩竈・おはﾞましおがま

　　９１７-００５１・福井県小浜市小浜白鳥・おはﾞましらとり

　　９１７-００６９・福井県小浜市小浜白鬚・おはﾞましらひげ

　　９１７-００８７・福井県小浜市小浜鈴鹿・おはﾞますずか

　　９１７-００６５・福井県小浜市小浜住吉・おはﾞますみよじ

　　９１７-００８８・福井県小浜市小浜多賀・おはﾞまたが

　　９１７-００６４・福井県小浜市小浜竜田・おはﾞまたつた

　　９１７-００６１・福井県小浜市小浜玉前・おはﾞまたままえ

　　９１７-００８２・福井県小浜市小浜津島・おはﾞまつしま

　　９１７-００６８・福井県小浜市小浜日吉・おはﾞまひよじ

　　９１７-００８４・福井県小浜市小浜広峰・おはﾞまひろみね

　　９１７-０３５７・福井県小浜市小屋・おや

　　９１７-０１１２・福井県小浜市加尾・かお

　　９１７-０００３・福井県小浜市学園町・がくえんちよう

　　９１７-０１１６・福井県小浜市堅海・かつみ

　　９１７-００４５・福井県小浜市加斗・かど

　　９１７-０２４２・福井県小浜市金屋・かなや

　　９１７-００４５・福井県小浜市上加斗・かみかど

　　９１７-０３５６・福井県小浜市上田・かみた

　　９１７-００２２・福井県小浜市上竹原・かみたわら

　　９１７-００３６・福井県小浜市上中井・かみなかい

　　９１７-０２４８・福井県小浜市上根来・かみねごり

　　９１７-０２２３・福井県小浜市加茂・かも

　　９１７-００８１・福井県小浜市川崎・かわさき

　　９１７-００２５・福井県小浜市木崎・きざき

　　９１７-００１４・福井県小浜市北川・きたがわ

　　９１７-０００２・福井県小浜市北長町・きたながまち

　　９１７-０００２・福井県小浜市北塩屋・きたしおや

　　９１７-００３５・福井県小浜市口田縄・くちだの

　　９１７-００１２・福井県小浜市熊野・くまの

　　９１７-００１５・福井県小浜市栗田・くりた

　　９１７-００４４・福井県小浜市黒駒・くろこま

　　９１７-０２４１・福井県小浜市検見坂・けんみざか

　　９１７-００４７・福井県小浜市鯉川・こいがわ

　　９１７-０１０７・福井県小浜市甲ケ崎・こがさき

　　９１７-０２３１・福井県小浜市国分・こくぶ

　　９１７-０００６・福井県小浜市小松原・こまつはﾞら

　　９１７-０００４・福井県小浜市小湊・こみなと

　　９１７-００１９・福井県小浜市山王前・さんのうまえ



　　９１７-０２３６・福井県小浜市三分一・さんぶいち

　　９１７-０１０３・福井県小浜市志積・しつみ

　　９１７-０２３５・福井県小浜市四分一・しぶいち

　　９１７-０２４１・福井県小浜市島・しま

　　９１７-０３５５・福井県小浜市下田・しもた

　　９１７-００４５・福井県小浜市下加斗・しもかど

　　９１７-０００７・福井県小浜市下竹原・しもだわら

　　９１７-００３６・福井県小浜市下中井・しもなかい

　　９１７-０２４６・福井県小浜市下根来・しもねごり

　　９１７-００９５・福井県小浜市城内・じようない

　　９１７-０２４４・福井県小浜市神宮寺・じんぐうじ

　　９１７-０００８・福井県小浜市新小松原・しんこまつはﾞら

　　９１７-００３６・福井県小浜市新滝・しんたき

　　９１７-０２２２・福井県小浜市新保・しんほﾞ

　　９１７-００３３・福井県小浜市須縄・すの

　　９１７-００２１・福井県小浜市関・せき

　　９１７-０２３３・福井県小浜市太興寺・たいこうじ

　　９１７-００１４・福井県小浜市高塚・たかつか

　　９１７-００３６・福井県小浜市滝谷・たきだに

　　９１７-０３５１・福井県小浜市田茂谷・たもたに

　　９１７-０１０１・福井県小浜市田烏・たがらす

　　９１７-０２２４・福井県小浜市竹長・たけなが

　　９１７-００２６・福井県小浜市多田・ただ

　　９１７-００１３・福井県小浜市太良庄・たらのしよう

　　９１７-００２１・福井県小浜市竹原・たわら

　　９１７-００７２・福井県小浜市千種・ちぐさ

　　９１７-０２４５・福井県小浜市忠野・ちゆうの

　　９１７-００１６・福井県小浜市次吉・つぎよじ

　　９１７-０２３２・福井県小浜市東市場・といちはﾞ

　　９１７-０１１７・福井県小浜市泊・とまり

　　９１７-００３６・福井県小浜市中井・なかい

　　９１７-０２４７・福井県小浜市中ノ畑・なかのはた

　　９１７-０２４２・福井県小浜市中の宮・なかのみや

　　９１７-０２４１・福井県小浜市中村・なかむら

　　９１７-００１１・福井県小浜市奈胡・なご

　　９１７-００３７・福井県小浜市西相生・にしあいおい

　　９１７-０１１１・福井県小浜市西小川・にしおがわ

　　９１７-００４３・福井県小浜市西勢・にしせい

　　９１７-００９１・福井県小浜市西津・にしつﾞ

　　９１７-０００７・福井県小浜市西長町・にしながまち

　　９１７-００２８・福井県小浜市野代・のだい

　　９１７-００７４・福井県小浜市後瀬町・のちせちよう

　　９１７-００４４・福井県小浜市法海・のりかい

　　９１７-００１７・福井県小浜市羽賀・はが

　　９１７-００４４・福井県小浜市飯盛・はんせい

　　９１７-００３７・福井県小浜市東相生・ひがしあいおい

　　９１７-００４２・福井県小浜市東勢・ひがしせい

　　９１７-０２２６・福井県小浜市平野・ひらの

　　９１７-０３５２・福井県小浜市深谷・ふかたに

　　９１７-０３５３・福井県小浜市深野・ふかの

　　９１７-０００１・福井県小浜市福谷・ふくたに

　　９１７-００５４・福井県小浜市伏原・ふしわら

　　９１７-００２３・福井県小浜市府中・ふちゆう

　　９１７-０１１５・福井県小浜市仏谷・ほとけだに

　　９１７-００９７・福井県小浜市堀屋敷・ほりやしき

　　９１７-０２２５・福井県小浜市本保・ほんほﾞ

　　９１７-００１８・福井県小浜市松ケ崎・まつがさき

　　９１７-００９４・福井県小浜市丸山・まるやま

　　９１７-００９３・福井県小浜市水取・みずとり

　　９１７-０００４・福井県小浜市湊・みなと

　　９１７-００７５・福井県小浜市南川町・みなみがわちよう

　　９１７-０２４９・福井県小浜市宮の前・みやのまえ

　　９１７-０２３７・福井県小浜市門前・もんぜん

　　９１７-０１０２・福井県小浜市矢代・やしろ

　　９１７-００３１・福井県小浜市谷田部・やたべ

　　９１７-００９２・福井県小浜市山手・やまて

　　９１７-００７６・福井県小浜市湯岡・ゆのおか

　　９１７-００７３・福井県小浜市四谷町・よつやちよう

　　９１７-０２４３・福井県小浜市竜前・りゆうぜん

　　９１７-０１１４・福井県小浜市若狭・わかさ



　　９１７-００２４・福井県小浜市和久里・わくり

　　９１７-０３５４・福井県小浜市和多田・わだた

　　９１２-００００・福井県大野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１２-００６８・福井県大野市茜町・あかねちよう

　　９１２-０２０５・福井県大野市朝日・あさひ

　　９１２-０２０１・福井県大野市朝日前坂・あさひまえさか

　　９１２-００６３・福井県大野市阿難祖地頭方・あどそじとうほう

　　９１２-００６３・福井県大野市阿難祖領家・あどそりようけ

　　９１２-００３５・福井県大野市有明町・ありあけちよう

　　９１２-０１３４・福井県大野市石谷・いしたに

　　９１２-００８６・福井県大野市泉町・いずみちよう

　　９１２-０２０６・福井県大野市板倉・いたくら

　　９１２-００５４・福井県大野市糸魚町・いとよちよう

　　９１２-００９１・福井県大野市犬山・いぬやま

　　９１２-０８２６・福井県大野市井ノ口・いのくち

　　９１２-０４０４・福井県大野市猪島・いのしま

　　９１２-００７２・福井県大野市飯降・いふり

　　９１２-０４２４・福井県大野市今井・いまい

　　９１２-００６７・福井県大野市右近次郎・うこんじろう

　　９１２-００９１・福井県大野市牛ケ原・うしがはら

　　９１２-０８１３・福井県大野市上野・うわの

　　９１２-０４３５・福井県大野市榎・えのき

　　９１２-０００５・福井県大野市太田・おおた

　　９１２-０１３２・福井県大野市大月・おおつき

　　９１２-０００１・福井県大野市大矢戸・おおやと

　　９１２-０１４４・福井県大野市小黒見・おぐろみ

　　９１２-０１４６・福井県大野市落合・おちあい

　　９１２-０２０４・福井県大野市貝皿・かいざら

　　９１２-０４１６・福井県大野市開発・かいほつ

　　９１２-０１４７・福井県大野市柿ケ嶋・かきがしま

　　９１２-０２１７・福井県大野市角野・かくの

　　９１２-０２０２・福井県大野市角野前坂・かくのまえさか

　　９１２-００５３・福井県大野市春日・かすが

　　９１２-００２６・福井県大野市要町・かなめちよう

　　９１２-０８１４・福井県大野市上麻生嶋・かみあそうじま

　　９１２-００７４・福井県大野市上荒井・かみあらい

　　９１２-０１５１・福井県大野市上打波・かみうちなみ

　　９１２-０２１６・福井県大野市上大納・かみおおのう

　　９１２-００７６・福井県大野市上黒谷・かみくろだに

　　９１２-００６４・福井県大野市上舌・かみした

　　９１２-０２２１・福井県大野市上半原・かみはんはﾞら

　　９１２-００９４・福井県大野市上丁・かみようろ

　　９１２-００８７・福井県大野市亀山・かめやま

　　９１２-０２１８・福井県大野市川合・かわい

　　９１２-０８１４・福井県大野市川嶋・かわしま

　　９１２-０８２４・福井県大野市木落・きおとじ

　　９１２-０４０２・福井県大野市北御門・きたみかど

　　９１２-０１４３・福井県大野市金山・きんざん

　　９１２-００４３・福井県大野市国時町・くにときちよう

　　９１２-００７１・福井県大野市鍬掛・くわかけ

　　９１２-０４１２・福井県大野市御給・ごきゆう

　　９１２-０４２１・福井県大野市五條方・ごじようほう

　　９１２-０４３３・福井県大野市木本・このもと

　　９１２-０００２・福井県大野市小矢戸・こやと

　　９１２-０１３３・福井県大野市御領・ごりよう

　　９１２-００４７・福井県大野市幸町・さいわいちよう

　　９１２-００４４・福井県大野市桜塚町・さくらつﾞかちよう

　　９１２-０４２２・福井県大野市佐開・さびらき

　　９１２-００６１・福井県大野市篠座・しのくら

　　９１２-００６１・福井県大野市篠座町・しのくらちよう

　　９１２-０８１５・福井県大野市下麻生嶋・しもあそうじま

　　９１２-０１５２・福井県大野市下打波・しもうちなみ

　　９１２-０２１５・福井県大野市下大納・しもおおのう

　　９１２-００７５・福井県大野市下黒谷・しもくろだに

　　９１２-０４３２・福井県大野市下郷・しもごう

　　９１２-０４３１・福井県大野市下据・しもしがらみ

　　９１２-００６５・福井県大野市下舌・しもした

　　９１２-０２１１・福井県大野市下半原・しもはんはﾞら

　　９１２-０２０７・福井県大野市下山・しもやま

　　９１２-０８２２・福井県大野市下唯野・しもゆいの



　　９１２-００９５・福井県大野市下丁・しもようろ

　　９１２-０４２３・福井県大野市下若生子・しもわかご

　　９１２-００８６・福井県大野市清水・しようず

　　９１２-０００６・福井県大野市庄林・しようはﾞやじ

　　９１２-００４１・福井県大野市菖蒲池・しようぶいけ

　　９１２-００８７・福井県大野市城町・しろまち

　　９１２-０８０１・福井県大野市新河原・しんかわら

　　９１２-００８５・福井県大野市新庄・しんじよう

　　９１２-０８２５・福井県大野市新塚原・しんつかはﾞら

　　９１２-０８０２・福井県大野市新田・しんでん

　　９１２-００２７・福井県大野市新町・しんまち

　　９１２-００４６・福井県大野市神明・しんめい

　　９１２-００４６・福井県大野市神明町・しんめいちよう

　　９１２-００９２・福井県大野市清瀧・せいりゆう

　　９１２-００３２・福井県大野市清和町・せいわちよう

　　９１２-００５５・福井県大野市高砂町・たかさごちよう

　　９１２-０８２７・福井県大野市田野・たの

　　９１２-００６２・福井県大野市千歳・ちとせ

　　９１２-０８２５・福井県大野市塚原・つかはﾞら

　　９１２-００３１・福井県大野市月美町・つきみちよう

　　９１２-０８１１・福井県大野市土打・つちうち

　　９１２-０８０５・福井県大野市土布子・つちふご

　　９１２-００８４・福井県大野市天神町・てんじんちよう

　　９１２-０４１５・福井県大野市稲郷・とうごう

　　９１２-０１４５・福井県大野市堂嶋・どうじま

　　９１２-００１３・福井県大野市堂本・どうもと

　　９１２-０８０３・福井県大野市富嶋・とびしま

　　９１２-０８１２・福井県大野市富塚・とみつﾞか

　　９１２-００１６・福井県大野市友江・ともえ

　　９１２-０４１１・福井県大野市友兼・ともかね

　　９１２-００２３・福井県大野市中荒井・なかあらい

　　９１２-００２３・福井県大野市中荒井町・なかあらいちよう

　　９１２-０４３７・福井県大野市中据・なかしがらみ

　　９１２-０００４・福井県大野市中津川・なかつがわ

　　９１２-００２１・福井県大野市中野・なかの

　　９１２-０２１４・福井県大野市長野・ながの

　　９１２-００２１・福井県大野市中野町・なかのちよう

　　９１２-００１５・福井県大野市中挾・なかはﾞさみ

　　９１２-００１４・福井県大野市中保・なかほ

　　９１２-００９３・福井県大野市中丁・なかようろ

　　９１２-０８２１・福井県大野市七板・なないた

　　９１２-０００７・福井県大野市西市・にしいち

　　９１２-０００３・福井県大野市西大月・にしおおつき

　　９１２-０１５５・福井県大野市西勝原・にしかどはら

　　９１２-００２４・福井県大野市錦町・にしきちよう

　　９１２-０４３６・福井県大野市西据・にししがらみ

　　９１２-０４３１・福井県大野市西里・にしさと

　　９１２-０４２６・福井県大野市西山・にしやま

　　９１２-０２１３・福井県大野市野尻・のじり

　　９１２-０２０３・福井県大野市後野・のちの

　　９１２-０４１４・福井県大野市野中・のなか

　　９１２-０２１２・福井県大野市箱ケ瀬・はこがせ

　　９１２-０１４１・福井県大野市橋爪・はしつﾞめ

　　９１２-０１３８・福井県大野市花房・はなぶさ

　　９１２-０１３７・福井県大野市萩ケ野・はんがの

　　９１２-０２２２・福井県大野市東市布・ひがしいちぬの

　　９１２-０００３・福井県大野市東大月・ひがしおおつき

　　９１２-０１５４・福井県大野市東勝原・ひがしかどはら

　　９１２-００４２・福井県大野市東中・ひがしなか

　　９１２-００４２・福井県大野市東中町・ひがしなかちよう

　　９１２-００１７・福井県大野市東中野・ひがしなかの

　　９１２-０４１３・福井県大野市東山・ひがしやま

　　９１２-００５１・福井県大野市日吉町・ひよしちよう

　　９１２-０４２５・福井県大野市平沢・ひらさわ

　　９１２-００７３・福井県大野市深井・ふかい

　　９１２-０１４９・福井県大野市伏石・ぶくいじ

　　９１２-０１３９・福井県大野市不動堂・ふどうどう

　　９１２-０４３４・福井県大野市宝慶寺・ほうきようじ

　　９１２-０１５３・福井県大野市仏原・ほとけはﾞら

　　９１２-００２５・福井県大野市本町・ほんまち



　　９１２-０１３６・福井県大野市松丸・まつまる

　　９１２-００３６・福井県大野市美川町・みかわちよう

　　９１２-００３３・福井県大野市美里町・みさとちよう

　　９１２-００８８・福井県大野市水落・みずおとじ

　　９１２-００８８・福井県大野市水落町・みずおとしちよう

　　９１２-００６６・福井県大野市南春日野・みなみかすがの

　　９１２-００１１・福井県大野市南新在家・みなみしんざいけ

　　９１２-０１３１・福井県大野市南六呂師・みなみろくろじ

　　９１２-０１４２・福井県大野市蓑道・みのみち

　　９１２-００８３・福井県大野市明倫町・めいりんちよう

　　９１２-００８１・福井県大野市元町・もとまち

　　９１２-０４０５・福井県大野市森政地頭・もりまさじとう

　　９１２-０４０３・福井県大野市森政領家・もりまさりようけ

　　９１２-０８０４・福井県大野市森目・もりめ

　　９１２-０１３５・福井県大野市森本・もりもと

　　９１２-０４２７・福井県大野市森山・もりやま

　　９１２-０００８・福井県大野市矢・や

　　９１２-０１４８・福井県大野市八町・やまち

　　９１２-００８２・福井県大野市大和町・やまとちよう

　　９１２-００５２・福井県大野市弥生町・やよいちよう

　　９１２-００２２・福井県大野市陽明町・ようめいちよう

　　９１２-００１２・福井県大野市横枕・よこまくら

　　９１２-０４０１・福井県大野市吉・よじ

　　９１２-００３４・福井県大野市吉野町・よしのちよう

　　９１２-００４５・福井県大野市若杉町・わかすぎちよう

　　９１２-０８２３・福井県大野市蕨生・わらびよう

　　９１１-００００・福井県勝山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１１-０８１７・福井県勝山市旭毛屋町・あさひけやちよう

　　９１１-０８０３・福井県勝山市旭町・あさひまち

　　９１１-００４５・福井県勝山市荒土町伊波・あらどちよういなみ

　　９１１-００４１・福井県勝山市荒土町北新在家・あらどちようきたしんざいけ

　　９１１-００４７・福井県勝山市荒土町北宮地・あらどちようきたみやじ

　　９１１-００４８・福井県勝山市荒土町境・あらどちようさかい

　　９１１-００４１・福井県勝山市荒土町清水島・あらどちようしみずしま

　　９１１-００４８・福井県勝山市荒土町新道・あらどちようしんどう

　　９１１-００４３・福井県勝山市荒土町新保・あらどちようしんほﾞ

　　９１１-００４２・福井県勝山市荒土町田名部・あらどちようたなべ

　　９１１-００４８・福井県勝山市荒土町戸倉・あらどちようとくら

　　９１１-００４６・福井県勝山市荒土町中清水・あらどちようなかしみず

　　９１１-００４８・福井県勝山市荒土町西ケ原・あらどちようにしがはら

　　９１１-００４１・福井県勝山市荒土町布市・あらどちようぬのいち

　　９１１-００４８・福井県勝山市荒土町別所・あらどちようべつしよ

　　９１１-００４８・福井県勝山市荒土町細野・あらどちようほその

　　９１１-００４８・福井県勝山市荒土町細野口・あらどちようほそのぐち

　　９１１-００４６・福井県勝山市荒土町堀名・あらどちようほりめ

　　９１１-００４６・福井県勝山市荒土町堀名中清水・あらどちようほりめなかしみず

　　９１１-００４４・福井県勝山市荒土町松ケ崎・あらどちようまつがさき

　　９１１-００４２・福井県勝山市荒土町松田・あらどちようまつた

　　９１１-００４５・福井県勝山市荒土町妙金島・あらどちようみようきんじま

　　９１１-０８１２・福井県勝山市猪野・いの

　　９１１-０８１３・福井県勝山市猪野口・いのくち

　　９１１-０８１６・福井県勝山市猪野毛屋・いのけや

　　９１１-０８３４・福井県勝山市遅羽町大袋・おそわちようおおぶくろ

　　９１１-０８３３・福井県勝山市遅羽町北山・おそわちようきたやま

　　９１１-０８３６・福井県勝山市遅羽町下荒井・おそわちようしもあらい

　　９１１-０８３４・福井県勝山市遅羽町新道・おそわちようしんどう

　　９１１-０８３１・福井県勝山市遅羽町千代田・おそわちようちよだ

　　９１１-０８３１・福井県勝山市遅羽町中島・おそわちようなかじま

　　９１１-０８３１・福井県勝山市遅羽町比島・おそわちようひしま

　　９１１-０８３５・福井県勝山市遅羽町ほう崎・おそわちようほうき

　　９１１-０８３２・福井県勝山市遅羽町蓬生・おそわちようよもぎ

　　９１１-０８１１・福井県勝山市片瀬・かたせ

　　９１１-０８１１・福井県勝山市片瀬町・かたせちよう

　　９１１-０８１５・福井県勝山市上高島・かみたかじま

　　９１１-０８１５・福井県勝山市北市・きたいち

　　９１１-００５１・福井県勝山市北郷町新町・きたごうちようあらまち

　　９１１-００５５・福井県勝山市北郷町伊知地・きたごうちよういじち

　　９１１-００５５・福井県勝山市北郷町岩屋・きたごうちよういわや

　　９１１-００５５・福井県勝山市北郷町上野・きたごうちよううわの

　　９１１-００５３・福井県勝山市北郷町上森川・きたごうちようかみもりかわ



　　９１１-００５３・福井県勝山市北郷町下森川・きたごうちようしももりかわ

　　９１１-００５１・福井県勝山市北郷町志比原・きたごうちようしいわら

　　９１１-００５２・福井県勝山市北郷町西妙金島・きたごうちようにしみようきんじま

　　９１１-００５６・福井県勝山市北郷町坂東島・きたごうちようはﾞんどうじま

　　９１１-００５４・福井県勝山市北郷町東野・きたごうちようひがしの

　　９１１-００５１・福井県勝山市北郷町檜曽谷・きたごうちようひそだに

　　９１１-００５３・福井県勝山市北郷町森川・きたごうちようもりかわ

　　９１１-０００１・福井県勝山市北谷町小原・きただにちようおはら

　　９１１-０００４・福井県勝山市北谷町北六呂師・きただにちようきたろくろじ

　　９１１-０００２・福井県勝山市北谷町木根橋・きただにちようきねはじ

　　９１１-０００３・福井県勝山市北谷町河合・きただにちようこうご

　　９１１-０００５・福井県勝山市北谷町杉山・きただにちようすぎやま

　　９１１-０００６・福井県勝山市北谷町谷・きただにちようたに

　　９１１-０００４・福井県勝山市北谷町中尾・きただにちようなかお

　　９１１-０８１６・福井県勝山市毛屋・けや

　　９１１-０８１６・福井県勝山市毛屋町・けやちよう

　　９１１-００３５・福井県勝山市郡町・こおりまち

　　９１１-００３３・福井県勝山市栄町・さかえまち

　　９１１-０８０１・福井県勝山市沢町・さわまち

　　９１１-０８４６・福井県勝山市鹿谷町北西俣・しかだにちようきたにしまた

　　９１１-０８４７・福井県勝山市鹿谷町西光寺・しかだにちようさいこうじ

　　９１１-０８４２・福井県勝山市鹿谷町志田・しかだにちようしだ

　　９１１-０８４３・福井県勝山市鹿谷町杉俣・しかだにちようすぎまた

　　９１１-０８４８・福井県勝山市鹿谷町出村・しかだにちようでむら

　　９１１-０８４４・福井県勝山市鹿谷町東遅羽口・しかだにちようひがしおそわぐち

　　９１１-０８４４・福井県勝山市鹿谷町西遅羽口・しかだにちようにしおそわぐち

　　９１１-０８４８・福井県勝山市鹿谷町保田・しかだにちようほた

　　９１１-０８４８・福井県勝山市鹿谷町保田出村・しかだにちようほたでむら

　　９１１-０８４１・福井県勝山市鹿谷町発坂・しかだにちようほつさか

　　９１１-０８４３・福井県勝山市鹿谷町本郷・しかだにちようほんごう

　　９１１-０８４５・福井県勝山市鹿谷町矢戸口・しかだにちようやとぐち

　　９１１-０８１６・福井県勝山市下毛屋・しもけや

　　９１１-０８１５・福井県勝山市下高島・しもたかじま

　　９１１-０８０２・福井県勝山市昭和町・しようわまち

　　９１１-０８１５・福井県勝山市高島・たかじま

　　９１１-００３４・福井県勝山市滝波町・たきなみちよう

　　９１１-０８０５・福井県勝山市立川町・たてかわちよう

　　９１１-００３１・福井県勝山市長山町・ながやまちよう

　　９１１-０８１５・福井県勝山市西高島・にしたかじま

　　９１１-００１１・福井県勝山市野向町牛ケ谷・のむきちよううしがたに

　　９１１-００１７・福井県勝山市野向町北野津又・のむきちようきたのつまた

　　９１１-００１５・福井県勝山市野向町竹林・のむきちようたけはﾞやじ

　　９１１-００１４・福井県勝山市野向町聖丸・のむきちようひじりまる

　　９１１-００１３・福井県勝山市野向町深谷・のむきちようふかだに

　　９１１-００１２・福井県勝山市野向町薬師神谷・のむきちようやくしがみや

　　９１１-００１７・福井県勝山市野向町横倉・のむきちようよこくら

　　９１１-００１６・福井県勝山市野向町龍谷・のむきちようりゆうだに

　　９１１-０８２３・福井県勝山市平泉寺町赤尾・へいせんじちようあかお

　　９１１-０８２４・福井県勝山市平泉寺町池ケ原・へいせんじちよういけがはら

　　９１１-０８２５・福井県勝山市平泉寺町岩ケ野・へいせんじちよういわがの

　　９１１-０８２５・福井県勝山市平泉寺町上野・へいせんじちよううえの

　　９１１-０８２４・福井県勝山市平泉寺町大矢谷・へいせんじちようおおやだに

　　９１１-０８２８・福井県勝山市平泉寺町大渡・へいせんじちようおおわたり

　　９１１-０８２１・福井県勝山市平泉寺町岡横江・へいせんじちようおかよこえ

　　９１１-０８２６・福井県勝山市平泉寺町壁倉・へいせんじちようかべくら

　　９１１-０８２８・福井県勝山市平泉寺町経塚・へいせんじちようきようつﾞか

　　９１１-０８２４・福井県勝山市平泉寺町小矢谷・へいせんじちようこやだに

　　９１１-０８２７・福井県勝山市平泉寺町笹尾・へいせんじちようささお

　　９１１-０８２２・福井県勝山市平泉寺町神野・へいせんじちようしんの

　　９１１-０８２２・福井県勝山市平泉寺町平泉寺・へいせんじちようへいせんじ

　　９１１-０８０６・福井県勝山市本町・ほんまち

　　９１１-００２２・福井県勝山市村岡町暮見・むろこちようくれみ

　　９１１-００２６・福井県勝山市村岡町黒原・むろこちようくろはら

　　９１１-００２５・福井県勝山市村岡町五本寺・むろこちようごほんじ

　　９１１-００２４・福井県勝山市村岡町浄土寺・むろこちようじようどじ

　　９１１-００２３・福井県勝山市村岡町寺尾・むろこちようてらお

　　９１１-００２１・福井県勝山市村岡町栃神谷・むろこちようとちがみや

　　９１１-０８０４・福井県勝山市元町・もとまち

　　９１１-００２２・福井県勝山市芳野ケ原・よしのがはら

　　９１１-００３２・福井県勝山市芳野町・よしのちよう



　　９１１-０８１４・福井県勝山市若猪野・わかいの

　　９１６-００００・福井県鯖江市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１６-００２５・福井県鯖江市旭町・あさひまち

　　９１６-１２２４・福井県鯖江市莇生田町・あぞうだちよう

　　９１６-００５７・福井県鯖江市有定町・ありさだちよう

　　９１６-００８３・福井県鯖江市石田上町・いしだかみちよう

　　９１６-００８２・福井県鯖江市石田中町・いしだなかちよう

　　９１６-００８１・福井県鯖江市石田下町・いしだしもちよう

　　９１６-００７６・福井県鯖江市石生谷町・いしようだにちよう

　　９１６-１１１４・福井県鯖江市磯部町・いそべちよう

　　９１６-０００８・福井県鯖江市入町・いりちよう

　　９１６-００７５・福井県鯖江市漆原町・うるしはらちよう

　　９１６-００８５・福井県鯖江市大倉町・おおくらちよう

　　９１６-１１０２・福井県鯖江市大野町・おおのちよう

　　９１６-１１１５・福井県鯖江市落井町・おちいちよう

　　９１６-１１０４・福井県鯖江市乙坂今北町・おつさかこんほﾞくちよう

　　９１６-１２３３・福井県鯖江市尾花町・おはﾞなちよう

　　９１６-１２２３・福井県鯖江市片山町・かたやまちよう

　　９１６-１２３１・福井県鯖江市金谷町・かなだにちよう

　　９１６-００６６・福井県鯖江市上氏家町・かみうずえちよう

　　９１６-１２３５・福井県鯖江市上河内町・かみこうちちよう

　　９１６-００３７・福井県鯖江市上河端町・かみこうはﾞたちよう

　　９１６-００５５・福井県鯖江市上鯖江・かみさはﾞえ

　　９１６-００５５・福井県鯖江市上鯖江町・かみさはﾞえちよう

　　９１６-１１１１・福井県鯖江市上戸口町・かみとのくちちよう

　　９１６-００１６・福井県鯖江市神中町・かみなかちよう

　　９１６-００７４・福井県鯖江市上野田町・かみのだちよう

　　９１６-００８８・福井県鯖江市川去町・かわさりちよう

　　９１６-１１１６・福井県鯖江市川島町・かわしまちよう

　　９１６-１２２２・福井県鯖江市河和田町・かわだちよう

　　９１６-１２３７・福井県鯖江市北中町・きたなかちよう

　　９１６-００２９・福井県鯖江市北野町・きたのちよう

　　９１６-００６２・福井県鯖江市熊田町・くまだちよう

　　９１６-００６４・福井県鯖江市下司町・げしちよう

　　９１６-００８４・福井県鯖江市小泉町・こいずみちよう

　　９１６-００２８・福井県鯖江市小黒町・こぐろまち

　　９１６-００４４・福井県鯖江市五郎丸町・ごろうまるちよう

　　９１６-００１８・福井県鯖江市幸町・さいわいちよう

　　９１６-００２７・福井県鯖江市桜町・さくらまち

　　９１６-００４３・福井県鯖江市定次町・さだつぎちよう

　　９１６-１２３４・福井県鯖江市沢町・さわちよう

　　９１６-００２１・福井県鯖江市三六町・さんろくちよう

　　９１６-１２３２・福井県鯖江市寺中町・じちゆうちよう

　　９１６-１１０６・福井県鯖江市四方谷町・しほうだにちよう

　　９１６-００７１・福井県鯖江市持明寺町・じみようじちよう

　　９１６-００６７・福井県鯖江市下氏家町・しもうずえちよう

　　９１６-００３８・福井県鯖江市下河端町・しもこうはﾞたちよう

　　９１６-００３４・福井県鯖江市下新庄町・しもしんじようちよう

　　９１６-００７３・福井県鯖江市下野田町・しものだちよう

　　９１６-００３５・福井県鯖江市新町・しんまち

　　９１６-００１７・福井県鯖江市神明町・しんめいちよう

　　９１６-００４２・福井県鯖江市新横江・しんよこえ

　　９１６-０００５・福井県鯖江市杉本町・すぎもとちよう

　　９１６-００５６・福井県鯖江市住吉町・すみよしちよう

　　９１６-１１０１・福井県鯖江市大正寺町・だいしようじちよう

　　９１６-０００４・福井県鯖江市糺町・ただすちよう

　　９１６-０００３・福井県鯖江市田所町・たどころちよう

　　９１６-００８７・福井県鯖江市田村町・たむらちよう

　　９１６-００２４・福井県鯖江市長泉寺町・ちようせんじちよう

　　９１６-００１１・福井県鯖江市つつじケ丘町・つつじがおかちよう

　　９１６-００６５・福井県鯖江市当田町・とうでちよう

　　９１６-１１１３・福井県鯖江市戸口町・とのくちちよう

　　９１６-００１３・福井県鯖江市鳥羽・とはﾞ

　　９１６-００１４・福井県鯖江市鳥羽町・とはﾞちよう

　　９１６-００６３・福井県鯖江市鳥井町・とりいちよう

　　９１６-１１０７・福井県鯖江市南井町・なおいちよう

　　９１６-１１１２・福井県鯖江市中戸口町・なかとのくちちよう

　　９１６-００３３・福井県鯖江市中野町・なかのちよう

　　９１６-１１３３・福井県鯖江市中野松成・なかのまつなり

　　９１６-００７８・福井県鯖江市西大井町・にしおおいちよう



　　９１６-０００６・福井県鯖江市西番町・にしはﾞんちよう

　　９１６-１２２１・福井県鯖江市西袋町・にしぶくろちよう

　　９１６-００２３・福井県鯖江市西山町・にしやまちよう

　　９１６-００６８・福井県鯖江市二丁掛町・にちよがけちよう

　　９１６-００３１・福井県鯖江市橋立町・はしたてちよう

　　９１６-００４１・福井県鯖江市東鯖江・ひがしさはﾞえ

　　９１６-１２３６・福井県鯖江市東清水町・ひがししみずちよう

　　９１６-００１２・福井県鯖江市東米岡・ひがしよねおか

　　９１６-００５３・福井県鯖江市日の出町・ひのでちよう

　　９１６-００６１・福井県鯖江市平井町・ひらいちよう

　　９１６-００５２・福井県鯖江市深江町・ふかえちよう

　　９１６-００７２・福井県鯖江市冬島町・ふじまちよう

　　９１６-００３２・福井県鯖江市舟枝町・ふなえだちよう

　　９１６-００５４・福井県鯖江市舟津町・ふなつちよう

　　９１６-１２２５・福井県鯖江市別司町・べつしちよう

　　９１６-１１０３・福井県鯖江市別所町・べつしよちよう

　　９１６-００２６・福井県鯖江市本町・ほんまち

　　９１６-１１１８・福井県鯖江市松成町・まつなりちよう

　　９１６-００１９・福井県鯖江市丸山町・まるやまちよう

　　９１６-０００７・福井県鯖江市三尾野出作町・みおのしゆつさくちよう

　　９１６-００２２・福井県鯖江市水落町・みずおちちよう

　　９１６-００４５・福井県鯖江市宮前・みやまえ

　　９１６-００１５・福井県鯖江市御幸町・みゆきちよう

　　９１６-００５１・福井県鯖江市屋形町・やかたちよう

　　９１６-００４７・福井県鯖江市柳町・やなぎまち

　　９１６-００４６・福井県鯖江市横江町・よこえちよう

　　９１６-００３６・福井県鯖江市横越町・よこごしちよう

　　９１６-０００１・福井県鯖江市吉江町・よしえちよう

　　９１６-１１０５・福井県鯖江市吉谷町・よしたにちよう

　　９１６-００８６・福井県鯖江市吉田町・よしだちよう

　　９１６-０００２・福井県鯖江市米岡町・よねおかちよう

　　９１６-００７７・福井県鯖江市和田町・わだちよう

　　９１９-０６００・福井県あわら市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１９-０８１４・福井県あわら市青ノ木・あおのき

　　９１０-４２７３・福井県あわら市赤尾・あかお

　　９１０-４１０２・福井県あわら市芦鶴・あしつﾞる

　　９１９-０６１４・福井県あわら市伊井・いい

　　９１０-４１１２・福井県あわら市井江葭・いえよじ

　　９１９-０６１５・福井県あわら市池口・いけぐち

　　９１９-０６２１・福井県あわら市市姫・いちひめ

　　９１９-０６２３・福井県あわら市稲越・いなごえ

　　９１９-０７２１・福井県あわら市牛ノ谷・うしのや

　　９１０-４１１１・福井県あわら市牛山・うしやま

　　９１９-０７３５・福井県あわら市後山・うしろやま

　　９１９-０７２２・福井県あわら市畝市野々・うねいちのの

　　９１９-０７４２・福井県あわら市瓜生・うりゆう

　　９１９-０７２４・福井県あわら市上野・うわの

　　９１９-０６２８・福井県あわら市大溝・おおみぞ

　　９１０-４１０４・福井県あわら市温泉・おんせん

　　９１９-０８１２・福井県あわら市柿原・かきはﾞら

　　９１９-０７３２・福井県あわら市鎌谷・かまだに

　　９１０-４１３４・福井県あわら市上番・かみはﾞん

　　９１９-０６１６・福井県あわら市河原井手・かわらいで

　　９１９-０７４９・福井県あわら市北・きた

　　９１０-４２７２・福井県あわら市北潟・きたがた

　　９１９-０６３４・福井県あわら市北金津・きたかなつﾞ

　　９１９-０７４８・福井県あわら市北野・きたの

　　９１９-０７４４・福井県あわら市北疋田・きたひきだ

　　９１０-４１４６・福井県あわら市北本堂・きたほんどう

　　９１９-０７３３・福井県あわら市清滝・きよたき

　　９１０-４１１５・福井県あわら市国影・くにかげ

　　９１９-０７３６・福井県あわら市椚・くぬぎ

　　９１９-０７２３・福井県あわら市熊坂・くまさか

　　９１０-４１４７・福井県あわら市公文・くもん

　　９１９-０６１２・福井県あわら市桑原・くわはﾞら

　　９１０-４１４２・福井県あわら市河間・こうま

　　９１９-０７３７・福井県あわら市権世・ごんぜ

　　９１９-０７３１・福井県あわら市権世市野々・ごんぜいちのの

　　９１９-０８１７・福井県あわら市坂口・さかぐち

　　９１９-０７２６・福井県あわら市笹岡・ささおか



　　９１９-０８０４・福井県あわら市沢・さわ

　　９１０-４１２２・福井県あわら市重義・しげよじ

　　９１９-０７２７・福井県あわら市下金屋・しもかなや

　　９１０-４１３８・福井県あわら市下番・しもはﾞん

　　９１９-０６０４・福井県あわら市自由ケ丘・じゆうがおか

　　９１０-４２７６・福井県あわら市十三（城）・じゆうそう(じよう)

　　９１０-４２７６・福井県あわら市城・じよう

　　９１０-４２７５・福井県あわら市城新田・じようしんでん

　　９１９-０７４５・福井県あわら市次郎丸・じろうまる

　　９１９-０６０２・福井県あわら市菅野・すがの

　　９１０-４１４５・福井県あわら市角屋・すみや

　　９１９-０８１５・福井県あわら市清王・せいおう

　　９１９-０６１１・福井県あわら市清間・せいま

　　９１９-０６３１・福井県あわら市高塚・たかつか

　　９１９-０８０５・福井県あわら市滝・たき

　　９１０-４１２４・福井県あわら市田中々・たなかなか

　　９１０-４１４１・福井県あわら市玉木・たまき

　　９１０-４１３２・福井県あわら市谷畠・たんはﾞく

　　９１０-４１３１・福井県あわら市東善寺・とうぜんじ

　　９１０-４１３３・福井県あわら市轟木・とどろき

　　９１０-４２７２・福井県あわら市富津（北潟）・とみつ(きたがた)

　　９１９-０７４１・福井県あわら市中川・なかがわ

　　９１０-４１４４・福井県あわら市中浜・なかのはま

　　９１０-４１３７・福井県あわら市中番・なかはﾞん

　　９１０-４２７７・福井県あわら市波松・なみまつ

　　９１０-４１２７・福井県あわら市西温泉・にしおんせん

　　９１０-４１２６・福井県あわら市布目・ぬのめ

　　９１９-０８０２・福井県あわら市橋屋・はしや

　　９１９-０８１１・福井県あわら市蓮ケ浦・はすがうら

　　９１９-０６３３・福井県あわら市花乃杜・はなのもり

　　９１０-４２７１・福井県あわら市浜坂・はまさか

　　９１９-０６３２・福井県あわら市春宮・はるみや

　　９１０-４１２３・福井県あわら市番田・はﾞんでん

　　９１０-４２７４・福井県あわら市番堂野・はﾞんどの

　　９１０-４１２１・福井県あわら市東温泉・ひがしおんせん

　　９１９-０７４６・福井県あわら市東田中・ひがしたなか

　　９１９-０７３４・福井県あわら市東山・ひがしやま

　　９１９-０８０３・福井県あわら市樋山・ひやま

　　９１０-４１０３・福井県あわら市二面・ふたおもて

　　９１０-４１０５・福井県あわら市舟津・ふなつ

　　９１９-０６１３・福井県あわら市古屋石塚・ふるやいしつﾞか

　　９１９-０８０１・福井県あわら市細呂木・ほそろぎ

　　９１０-４１２５・福井県あわら市堀江十楽・ほりえじゆうらく

　　９１９-０７２５・福井県あわら市前谷・まえだに

　　９１９-０７４７・福井県あわら市御簾尾・みすのお

　　９１９-０７４３・福井県あわら市南疋田・みなみひきだ

　　９１９-０８０６・福井県あわら市宮谷・みやだに

　　９１０-４１４７・福井県あわら市宮前・みやまえ

　　９１９-０６０３・福井県あわら市矢地・やち

　　９１９-０８１３・福井県あわら市山西方寺・やまさいほうじ

　　９１９-０８１６・福井県あわら市山十楽・やまじゆうらく

　　９１９-０６０１・福井県あわら市山室・やまむろ

　　９１９-０８０７・福井県あわら市指中・ゆびなか

　　９１０-４１１３・福井県あわら市横垣・よこがき

　　９２２-０６７９・福井県あわら市吉崎・よしざき

　　９１５-００００・福井県越前市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１５-０２０２・福井県越前市相木町・あいのきちよう

　　９１５-００６４・福井県越前市あおば町・あおはﾞちよう

　　９１５-０２５６・福井県越前市赤坂町・あかさかちよう

　　９１５-０２１４・福井県越前市赤谷町・あかたにちよう

　　９１５-００２５・福井県越前市味真野町・あじまのちよう

　　９１５-００６９・福井県越前市吾妻町・あつﾞまちよう

　　９１５-００４５・福井県越前市荒谷町・あらたにちよう

　　９１５-０２４２・福井県越前市粟田部町・あわたべちよう

　　９１５-０２４１・福井県越前市粟田部町中央・あわたべちようちゆうおう

　　９１５-１２４２・福井県越前市粟野町・あわのちよう

　　９１５-１２０１・福井県越前市安養寺町・あんようじちよう

　　９１５-０８０１・福井県越前市家久町・いえひさちよう

　　９１５-００２３・福井県越前市池泉町・いけいずみちよう

　　９１５-０８７３・福井県越前市池ノ上町・いけのかみちよう



　　９１５-０２１６・福井県越前市市野々町・いちののちよう

　　９１５-００９５・福井県越前市稲寄町・いなよせちよう

　　９１５-０８６１・福井県越前市今宿町・いまじゆくちよう

　　９１５-００３５・福井県越前市入谷町・いりたにちよう

　　９１５-００１６・福井県越前市岩内町・いわうちちよう

　　９１５-０２３３・福井県越前市岩本町・いわもとちよう

　　９１５-００９６・福井県越前市瓜生町・うりゆうちよう

　　９１５-０８６５・福井県越前市瓜生野町・うりゆうのちよう

　　９１５-０２３５・福井県越前市不老町・おいずちよう

　　９１５-０８６３・福井県越前市大塩町・おおしおちよう

　　９１５-０２３４・福井県越前市大滝町・おおたきちよう

　　９１５-０２１８・福井県越前市大谷町・おおたにちよう

　　９１５-００１５・福井県越前市大手町・おおでちよう

　　９１５-０２２８・福井県越前市大平町・おおひらちよう

　　９１５-０８８５・福井県越前市大虫町・おおむしちよう

　　９１５-０８８４・福井県越前市大虫本町・おおむしほんちよう

　　９１５-００４２・福井県越前市大屋町・おおやちよう

　　９１５-０８３５・福井県越前市岡本町・おかもとちよう

　　９１５-００８３・福井県越前市押田・おしだ

　　９１５-００５４・福井県越前市小野谷町・おのだにちよう

　　９１５-０８７７・福井県越前市春日野町・かすがのちよう

　　９１５-０８９３・福井県越前市片屋町・かたやちよう

　　９１５-０８１２・福井県越前市桂町・かつらちよう

　　９１５-００１１・福井県越前市金屋町・かなやちよう

　　９１５-０８８２・福井県越前市上太田町・かみおおだちよう

　　９１５-００２４・福井県越前市上大坪町・かみおおつほﾞちよう

　　９１５-０８６４・福井県越前市上小松町・かみこまつちよう

　　９１５-０８８６・福井県越前市上四目町・かみしめちよう

　　９１５-１２０３・福井県越前市上杉本町・かみすぎもとちよう

　　９１５-００１１・福井県越前市上真柄町・かみまからちよう

　　９１５-００１３・福井県越前市上真柄宮谷入会地・かみまからみやだにいりあいち

　　９１５-００３７・福井県越前市萱谷町・かやだにちよう

　　９１５-００２１・福井県越前市北小山町・きたおやまちよう

　　９１５-０８０２・福井県越前市北府・きたご

　　９１５-０８０２・福井県越前市北府本町・きたごほんまち

　　９１５-０２１９・福井県越前市北坂下町・きたさかしたちよう

　　９１５-０８３４・福井県越前市北千福町・きたせんふﾟくちよう

　　９１５-０００４・福井県越前市北町・きたちよう

　　９１５-０８９７・福井県越前市北山町・きたやまちよう

　　９１５-０８１３・福井県越前市京町・きようまち

　　９１５-０２０３・福井県越前市清根町・きよねちよう

　　９１５-００４１・福井県越前市葛岡町・くずおかちよう

　　９１５-０２６１・福井県越前市朽飯町・くだしちよう

　　９１５-０８６２・福井県越前市国兼町・くにかねちよう

　　９１５-００８２・福井県越前市国高・くにたか

　　９１５-０２５４・福井県越前市国中町・くになかちよう

　　９１５-１２０２・福井県越前市黒川町・くろかわちよう

　　９１５-１２２１・福井県越前市勾当原町・こうとうがはらちよう

　　９１５-０８７４・福井県越前市向陽町・こうようちよう

　　９１５-００７６・福井県越前市国府・こくふ

　　９１５-１２４３・福井県越前市小杉町・こすぎちよう

　　９１５-１２３４・福井県越前市小谷町・こだにちよう

　　９１５-１２１５・福井県越前市小野町・このちよう

　　９１５-００２６・福井県越前市五分市町・ごぶいちちよう

　　９１５-０８１６・福井県越前市小松・こまつ

　　９１５-１２１２・福井県越前市米口町・こめぐちちよう

　　９１５-００７５・福井県越前市幸町・さいわいちよう

　　９１５-０２３１・福井県越前市定友町・さだともちよう

　　９１５-０８３３・福井県越前市沢町・さわちよう

　　９１５-０８０５・福井県越前市芝原・しはﾞはら

　　９１５-０２２３・福井県越前市島町・しまちよう

　　９１５-００１２・福井県越前市清水頭町・しみずがしらちよう

　　９１５-０８８１・福井県越前市下太田町・しもおおだちよう

　　９１５-０８８７・福井県越前市下四目町・しもしめちよう

　　９１５-１２２２・福井県越前市下中津原町・しもなかつはらちよう

　　９１５-０８５５・福井県越前市下平吹町・しもひらぶきちよう

　　９１５-１２２４・福井県越前市下別所町・しもべつしよちよう

　　９１５-００９３・福井県越前市庄町・しようちよう

　　９１５-００４３・福井県越前市庄田町・しようでんちよう

　　９１５-１２３３・福井県越前市菖蒲谷町・しようぶだにちよう



　　９１５-１２１４・福井県越前市勝蓮花町・しようれんげちよう

　　９１５-０８５７・福井県越前市四郎丸町・しろうまるちよう

　　９１５-０８７６・福井県越前市白崎町・しろさきちよう

　　９１５-０２３２・福井県越前市新在家町・しんざいけちよう

　　９１５-０８８３・福井県越前市新町・しんちよう

　　９１５-０２５５・福井県越前市新堂町・しんどうちよう

　　９１５-０８０４・福井県越前市新保・しんほﾞ

　　９１５-０８０４・福井県越前市新保町・しんほﾞちよう

　　９１５-００６６・福井県越前市神明町・しんめいちよう

　　９１５-０２２１・福井県越前市杉尾町・すぎおちよう

　　９１５-０００６・福井県越前市杉崎町・すぎさきちよう

　　９１５-１２３５・福井県越前市菅町・すげちよう

　　９１５-００６７・福井県越前市住吉町・すみよしちよう

　　９１５-１２３１・福井県越前市千合谷町・せんごうだにちよう

　　９１５-０８４６・福井県越前市千福町・せんふﾟくちよう

　　９１５-１２４１・福井県越前市曽原町・そはらちよう

　　９１５-０２６２・福井県越前市高岡町・たかおかちよう

　　９１５-００９１・福井県越前市高木町・たかぎちよう

　　９１５-０８３２・福井県越前市高瀬・たかせ

　　９１５-０８８８・福井県越前市高森町・たかもりちよう

　　９１５-０８２４・福井県越前市武生柳町・たけふやなぎちよう

　　９１５-０２４３・福井県越前市千原町・ちはらちよう

　　９１５-０８１４・福井県越前市中央・ちゆうおう

　　９１５-０２２３・福井県越前市長五町・ちようごちよう

　　９１５-００９２・福井県越前市塚町・つかちよう

　　９１５-０８７５・福井県越前市塚原町・つかはﾞらちよう

　　９１５-０８４３・福井県越前市月見町・つきみちよう

　　９１５-１２３４・福井県越前市土山町・つちやまちよう

　　９１５-０８４２・福井県越前市常久町・つねひさちよう

　　９１５-０２０４・福井県越前市寺地町・てらじちよう

　　９１５-００６８・福井県越前市天王町・てんのうちよう

　　９１５-０００３・福井県越前市戸谷町・とたにちよう

　　９１５-０２２２・福井県越前市轟井町・とどろいちよう

　　９１５-０２１９・福井県越前市殿町・とのちよう

　　９１５-１２０４・福井県越前市都辺町・とべちよう

　　９１５-００５３・福井県越前市問屋町・とんやまち

　　９１５-００３４・福井県越前市中居町・なかいちよう

　　９１５-０２２７・福井県越前市中印町・なかいんちよう

　　９１５-０００２・福井県越前市長尾町・ながおちよう

　　９１５-０００１・福井県越前市中新庄町・なかしんじようちよう

　　９１５-０２１２・福井県越前市長谷町・ながたにちよう

　　９１５-１２２３・福井県越前市中津原町・なかつはらちよう

　　９１５-０２５３・福井県越前市中津山町・なかつやまちよう

　　９１５-００９７・福井県越前市長土呂町・ながとろちよう

　　９１５-１２４６・福井県越前市中野町・なかのちよう

　　９１５-０８５６・福井県越前市中平吹町・なかひらぶきちよう

　　９１５-０２６５・福井県越前市仲山・なかやま

　　９１５-１２２６・福井県越前市中山町・なかやまちよう

　　９１５-０２０５・福井県越前市波垣町・なみがきちよう

　　９１５-０８５１・福井県越前市畷町・なわてちよう

　　９１５-１２３２・福井県越前市二階堂町・にかいどうちよう

　　９１５-００１４・福井県越前市西尾町・にしおちよう

　　９１５-０２４４・福井県越前市西樫尾町・にしかしおちよう

　　９１５-００７３・福井県越前市錦町・にしきちよう

　　９１５-０２０１・福井県越前市西河内町・にしこうちちよう

　　９１５-０２５２・福井県越前市西庄境町・にししようざかいちよう

　　９１５-００４６・福井県越前市西谷町・にしたにちよう

　　９１５-０８９４・福井県越前市丹生郷町・にゆうのごうちよう

　　９１５-０２６４・福井県越前市野岡町・のおかちよう

　　９１５-０８３６・福井県越前市野上町・のがみまち

　　９１５-１２０５・福井県越前市萩原町・はぎわらちよう

　　９１５-０８９１・福井県越前市余田町・はぐりちよう

　　９１５-００８１・福井県越前市馬上免町・はﾞじようめちよう

　　９１５-００５５・福井県越前市畑町・はたちよう

　　９１５-０２２４・福井県越前市八石町・はちこくちよう

　　９１５-００８５・福井県越前市八幡・はちまん

　　９１５-０２０６・福井県越前市春山町・はるやまちよう

　　９１５-００７２・福井県越前市万代町・はﾞんだいちよう

　　９１５-００３２・福井県越前市檜尾谷町・ひおだにちよう

　　９１５-０２０７・福井県越前市東樫尾町・ひがしかしおちよう



　　９１５-０２５１・福井県越前市東庄境町・ひがししようざかいちよう

　　９１５-０８４７・福井県越前市東千福町・ひがしせんふﾟくちよう

　　９１５-０８９２・福井県越前市氷坂町・ひさかちよう

　　９１５-０８３１・福井県越前市日野美・ひのみ

　　９１５-００６２・福井県越前市姫川・ひめかわ

　　９１５-０８０３・福井県越前市平出・ひらいで

　　９１５-００４４・福井県越前市平林町・ひらはﾞやしちよう

　　９１５-０８７２・福井県越前市広瀬町・ひろせちよう

　　９１５-０８１５・福井県越前市深草・ふかくさ

　　９１５-０２０９・福井県越前市藤木町・ふじのきちよう

　　９１５-０８５４・福井県越前市富士見が丘・ふじみがおか

　　９１５-００７１・福井県越前市府中・ふちゆう

　　９１５-００３６・福井県越前市文室町・ふむろちよう

　　９１５-０８４１・福井県越前市文京・ぶんきよう

　　９１５-０８２７・福井県越前市平和町・へいわちよう

　　９１５-０２２５・福井県越前市別印町・べついんちよう

　　９１５-００７４・福井県越前市蓬莱町・ほうらいちよう

　　９１５-１２１２・福井県越前市仏谷町・ほとけだにちよう

　　９１５-００５１・福井県越前市帆山町・ほやまちよう

　　９１５-００６１・福井県越前市堀川町・ほりかわちよう

　　９１５-１２１１・福井県越前市堀町・ほりちよう

　　９１５-０８１１・福井県越前市本多・ほんだ

　　９１５-０８０６・福井県越前市本保町・ほんほﾞちよう

　　９１５-０８２３・福井県越前市本町・ほんまち

　　９１５-０００５・福井県越前市真柄町・まからちよう

　　９１５-１２４４・福井県越前市牧町・まきちよう

　　９１５-０８５２・福井県越前市松森町・まつもりちよう

　　９１５-１２１３・福井県越前市丸岡町・まるかちよう

　　９１５-０２１７・福井県越前市水間町・みずまちよう

　　９１５-０８４５・福井県越前市三ツ口町・みつくちちよう

　　９１５-０８９５・福井県越前市三ツ俣町・みつまたちよう

　　９１５-０００７・福井県越前市三ツ屋町・みつやちよう

　　９１５-０８２５・福井県越前市南・みなみ

　　９１５-００２２・福井県越前市南小山町・みなみおやまちよう

　　９１５-０２２６・福井県越前市南坂下町・みなみさかしたちよう

　　９１５-０２１３・福井県越前市南中町・みなみなかちよう

　　９１５-００３３・福井県越前市蓑脇町・みのわきちよう

　　９１５-００１３・福井県越前市宮谷町・みやだにちよう

　　９１５-０８２６・福井県越前市御幸町・みゆきちよう

　　９１５-０８４４・福井県越前市妙法寺町・みようほうじちよう

　　９１５-０８７１・福井県越前市向が丘町・むかいがおかちよう

　　９１５-００５６・福井県越前市向新保町・むかいしんほﾞちよう

　　９１５-００８４・福井県越前市村国・むらくに

　　９１５-０２１１・福井県越前市室谷町・むろたにちよう

　　９１５-０８２２・福井県越前市元町・もとまち

　　９１５-０８６５・福井県越前市森久町・もりひさちよう

　　９１５-１２３５・福井県越前市安戸町・やすどちよう

　　９１５-０２１５・福井県越前市柳元町・やなぎもとまち

　　９１５-００５２・福井県越前市矢放町・やはなしちよう

　　９１５-００５７・福井県越前市矢船町・やふねちよう

　　９１５-０２６３・福井県越前市山室町・やまむろちよう

　　９１５-０８５３・福井県越前市行松町・ゆきまつちよう

　　９１５-００６５・福井県越前市豊町・ゆたかちよう

　　９１５-１２２５・福井県越前市湯谷町・ゆやちよう

　　９１５-００３１・福井県越前市余川町・よかわちよう

　　９１５-００９４・福井県越前市横市町・よこいちちよう

　　９１５-０２０３・福井県越前市横住町・よこずみちよう

　　９１５-０８９６・福井県越前市横根町・よこねちよう

　　９１５-０２０８・福井県越前市領家町・りようけちよう

　　９１５-１２４５・福井県越前市若須町・わがすちよう

　　９１５-００６３・福井県越前市若竹町・わかたけちよう

　　９１５-０８２１・福井県越前市若松町・わかまつちよう

　　９１０-０２００・福井県坂井市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１９-０５１７・福井県坂井市坂井町朝日・さかいちようあさひ

　　９１９-０５３１・福井県坂井市坂井町今井・さかいちよういまい

　　９１９-０５４７・福井県坂井市坂井町大味・さかいちようおおみ

　　９１９-０５３７・福井県坂井市坂井町折戸・さかいちようおりと

　　９１９-０５２２・福井県坂井市坂井町上新庄・さかいちようかみしんじよう

　　９１９-０５０２・福井県坂井市坂井町上関・さかいちようかみぜき

　　９１９-０５２６・福井県坂井市坂井町上兵庫・さかいちようかみひようご



　　９１９-０５０５・福井県坂井市坂井町河和田・さかいちようかわだ

　　９１９-０５３６・福井県坂井市坂井町木部新保・さかいちようきべしんほﾞ

　　９１９-０５３３・福井県坂井市坂井町木部東・さかいちようきべひがじ

　　９１９-０５３４・福井県坂井市坂井町清永・さかいちようきよなが

　　９１９-０５４２・福井県坂井市坂井町蔵垣内・さかいちようくらがいち

　　９１９-０５０７・福井県坂井市坂井町五本・さかいちようごほん

　　９１９-０５０４・福井県坂井市坂井町御油田・さかいちようごゆうでん

　　９１９-０５０６・福井県坂井市坂井町定旨・さかいちようさだむね

　　９１９-０５３５・福井県坂井市坂井町島・さかいちようしま

　　９１９-０５２１・福井県坂井市坂井町下新庄・さかいちようしもしんじよう

　　９１９-０５０１・福井県坂井市坂井町下関・さかいちようしもぜき

　　９１９-０５２７・福井県坂井市坂井町下兵庫・さかいちようしもひようご

　　９１９-０５２３・福井県坂井市坂井町新庄・さかいちようしんじよう

　　９１９-０５３２・福井県坂井市坂井町高柳・さかいちようたかやなぎ

　　９１９-０５４６・福井県坂井市坂井町蛸・さかいちようたこ

　　９１９-０５１３・福井県坂井市坂井町田島・さかいちようたじま

　　９１９-０５１４・福井県坂井市坂井町田島窪・さかいちようたじまくほﾞ

　　９１９-０５２５・福井県坂井市坂井町徳分田・さかいちようとくぶんでん

　　９１９-０５１１・福井県坂井市坂井町長畑・さかいちようながはﾞたけ

　　９１９-０５０３・福井県坂井市坂井町長屋・さかいちようながや

　　９１９-０５４３・福井県坂井市坂井町西・さかいちようにじ

　　９１９-０５４１・福井県坂井市坂井町東・さかいちようひがじ

　　９１９-０５４５・福井県坂井市坂井町東荒井・さかいちようひがしあらい

　　９１９-０５２４・福井県坂井市坂井町東長田・さかいちようひがしながた

　　９１９-０５４４・福井県坂井市坂井町東中野・さかいちようひがしなかの

　　９１９-０５１６・福井県坂井市坂井町福島・さかいちようふくしま

　　９１９-０５１２・福井県坂井市坂井町宮領・さかいちようみやりよう

　　９１９-０５１５・福井県坂井市坂井町若宮・さかいちようわかみや

　　９１９-０４８３・福井県坂井市春江町石塚・はるえちよういしつﾞか

　　９１９-０４２３・福井県坂井市春江町石仏・はるえちよういしほﾞとけ

　　９１９-０４２４・福井県坂井市春江町いちい野・はるえちよういちいの

　　９１９-０４２５・福井県坂井市春江町いちい野北・はるえちよういちいのきた

　　９１９-０４２６・福井県坂井市春江町いちい野中央・はるえちよういちいのちゆうおう

　　９１９-０４０３・福井県坂井市春江町井向・はるえちよういのむかい

　　９１９-０４５５・福井県坂井市春江町江留上・はるえちようえどめかみ

　　９１９-０４５１・福井県坂井市春江町江留上旭・はるえちようえどめかみあさひ

　　９１９-０４６３・福井県坂井市春江町江留上昭和・はるえちようえどめかみしようわ

　　９１９-０４６５・福井県坂井市春江町江留上新町・はるえちようえどめかみしんまち

　　９１９-０４５３・福井県坂井市春江町江留上中央・はるえちようえどめかみちゆうおう

　　９１９-０４６４・福井県坂井市春江町江留上錦・はるえちようえどめかみにしき

　　９１９-０４５４・福井県坂井市春江町江留上日の出・はるえちようえどめかみひので

　　９１９-０４５２・福井県坂井市春江町江留上本町・はるえちようえどめかみほんまち

　　９１９-０４６１・福井県坂井市春江町江留上緑・はるえちようえどめかみみどり

　　９１９-０４６２・福井県坂井市春江町江留上大和・はるえちようえどめかみやまと

　　９１９-０４１５・福井県坂井市春江町江留下・はるえちようえどめしも

　　９１９-０４１７・福井県坂井市春江町江留下相田・はるえちようえどめしもあいでん

　　９１９-０４１６・福井県坂井市春江町江留下宇和江・はるえちようえどめしもうわえ

　　９１９-０４１８・福井県坂井市春江町江留下高道・はるえちようえどめしもたかみち

　　９１９-０４１４・福井県坂井市春江町江留下屋敷・はるえちようえどめしもやしき

　　９１９-０４１２・福井県坂井市春江町江留中・はるえちようえどめなか

　　９１９-０４２１・福井県坂井市春江町大針・はるえちようおおはﾞり

　　９１９-０４０２・福井県坂井市春江町大牧・はるえちようおおまき

　　９１９-０４２２・福井県坂井市春江町沖布目・はるえちようおきぬのめ

　　９１９-０４０５・福井県坂井市春江町上小森・はるえちようかみこもり

　　９１９-０４０８・福井県坂井市春江町木部西方寺・はるえちようきべさいほうじ

　　９１９-０４７１・福井県坂井市春江町金剛寺・はるえちようこんごうじ

　　９１９-０４３４・福井県坂井市春江町境・はるえちようさかい

　　９１９-０４３４・福井県坂井市春江町境上町・はるえちようさかいかみちよう

　　９１９-０４３４・福井県坂井市春江町境元町・はるえちようさかいもとまち

　　９１９-０４４１・福井県坂井市春江町定重・はるえちようさだしげ

　　９１９-０４０９・福井県坂井市春江町定広・はるえちようさだひろ

　　９１９-０４０６・福井県坂井市春江町下小森・はるえちようしもこもり

　　９１９-０４８７・福井県坂井市春江町正善・はるえちようしようぜん

　　９１９-０４４３・福井県坂井市春江町正蓮花・はるえちようしようれんげ

　　９１９-０４１３・福井県坂井市春江町随応寺・はるえちようずいおうじ

　　９１９-０４１９・福井県坂井市春江町随応寺東・はるえちようずいおうじひがじ

　　９１９-０４８１・福井県坂井市春江町千歩寺・はるえちようせんほﾞうじ

　　９１９-０４７９・福井県坂井市春江町高江・はるえちようたかえ

　　９１９-０４７７・福井県坂井市春江町田端・はるえちようたはﾞた

　　９１９-０４３１・福井県坂井市春江町為国・はるえちようためくに



　　９１９-０４３２・福井県坂井市春江町為国亀ケ久保・はるえちようためくにかめがくほﾞ

　　９１９-０４３５・福井県坂井市春江町為国幸・はるえちようためくにさいわい

　　９１９-０４３６・福井県坂井市春江町為国中区・はるえちようためくになかく

　　９１９-０４３７・福井県坂井市春江町為国西の宮・はるえちようためくににしのみや

　　９１９-０４３３・福井県坂井市春江町為国平成・はるえちようためくにへいせい

　　９１９-０４０７・福井県坂井市春江町辻・はるえちようつじ

　　９１９-０４８５・福井県坂井市春江町取次・はるえちようとりつぎ

　　９１９-０４４９・福井県坂井市春江町中筋・はるえちようなかすじ

　　９１９-０４４７・福井県坂井市春江町中筋大手・はるえちようなかすじおおて

　　９１９-０４４６・福井県坂井市春江町中筋春日・はるえちようなかすじかすが

　　９１９-０４４８・福井県坂井市春江町中筋北浦・はるえちようなかすじきたうら

　　９１９-０４４５・福井県坂井市春江町中筋高田・はるえちようなかすじたかだ

　　９１９-０４４４・福井県坂井市春江町中筋三ツ屋・はるえちようなかすじみつや

　　９１９-０４８２・福井県坂井市春江町中庄・はるえちようなかのしよう

　　９１９-０４７４・福井県坂井市春江町西太郎丸・はるえちようにしたろうまる

　　９１９-０４０４・福井県坂井市春江町西長田・はるえちようにしながた

　　９１９-０４７６・福井県坂井市春江町針原・はるえちようはりはﾞら

　　９１９-０４７５・福井県坂井市春江町東太郎丸・はるえちようひがしたろうまる

　　９１９-０４８８・福井県坂井市春江町姫王・はるえちようひめおう

　　９１９-０４１１・福井県坂井市春江町藤鷲塚・はるえちようふじわしつﾞか

　　９１９-０４８６・福井県坂井市春江町布施田新・はるえちようふせだしん

　　９１９-０４０１・福井県坂井市春江町堀越・はるえちようほりこじ

　　９１９-０４７３・福井県坂井市春江町本堂・はるえちようほんどう

　　９１９-０４７２・福井県坂井市春江町松木・はるえちようまつき

　　９１９-０４８４・福井県坂井市春江町安沢・はるえちようやすざわ

　　９１９-０４４２・福井県坂井市春江町寄安・はるえちようよりやす

　　９１０-０２１２・福井県坂井市丸岡町赤坂・まるおかちようあかさか

　　９１０-０２６５・福井県坂井市丸岡町朝陽・まるおかちようあさひ

　　９１０-０３０１・福井県坂井市丸岡町愛宕・まるおかちようあたご

　　９１０-０３２４・福井県坂井市丸岡町油為頭・まるおかちようあぶらためとう

　　９１０-０２２７・福井県坂井市丸岡町荒町・まるおかちようあらまち

　　９１０-０３１７・福井県坂井市丸岡町石上・まるおかちよういしがみ

　　９１０-０２４３・福井県坂井市丸岡町石城戸町・まるおかちよういしきどちよう

　　９１０-０３４６・福井県坂井市丸岡町磯部島・まるおかちよういそべしま

　　９１０-０３６８・福井県坂井市丸岡町磯部新保・まるおかちよういそべしんほﾞ

　　９１０-０３６５・福井県坂井市丸岡町磯部福庄・まるおかちよういそべふくしよ

　　９１０-０３２５・福井県坂井市丸岡町板倉・まるおかちよういたくら

　　９１０-０２５４・福井県坂井市丸岡町一本田・まるおかちよういつほﾟんでん

　　９１０-０２５３・福井県坂井市丸岡町一本田中・まるおかちよういつほﾟんでんなか

　　９１０-０２５１・福井県坂井市丸岡町一本田福所・まるおかちよういつほﾟんでんふくしよ

　　９１０-０２３７・福井県坂井市丸岡町乾・まるおかちよういぬい

　　９１０-０２６４・福井県坂井市丸岡町乾下田・まるおかちよういぬいしもだ

　　９１０-０３０３・福井県坂井市丸岡町猪爪・まるおかちよういのつめ

　　９１０-０２３４・福井県坂井市丸岡町今市・まるおかちよういまいち

　　９１０-０３０４・福井県坂井市丸岡町今福・まるおかちよういまふく

　　９１０-０３４８・福井県坂井市丸岡町今町・まるおかちよういままち

　　９１０-０２６３・福井県坂井市丸岡町上田町・まるおかちよううえだまち

　　９１０-０３５６・福井県坂井市丸岡町牛ケ島・まるおかちよううしがしま

　　９１０-０３６６・福井県坂井市丸岡町宇随・まるおかちよううずい

　　９１０-０２７５・福井県坂井市丸岡町宇田・まるおかちよううだ

　　９１０-０３１３・福井県坂井市丸岡町内田・まるおかちよううちだ

　　９１０-０３２２・福井県坂井市丸岡町大森・まるおかちようおおもり

　　９１０-０３１５・福井県坂井市丸岡町小黒・まるおかちようおぐろ

　　９１０-０２１１・福井県坂井市丸岡町女形谷・まるおかちようおながたに

　　９１０-０２３２・福井県坂井市丸岡町霞ケ丘・まるおかちようかすみがおか

　　９１０-０２３１・福井県坂井市丸岡町霞町・まるおかちようかすみちよう

　　９１０-０３３３・福井県坂井市丸岡町金元・まるおかちようかねもと

　　９１０-０３３５・福井県坂井市丸岡町上金屋・まるおかちようかみかなや

　　９１０-０３３１・福井県坂井市丸岡町上久米田・まるおかちようかみくめだ

　　９１０-０２０２・福井県坂井市丸岡町上竹田（岡）・まるおかちようかみたけだ(おか)

　　９１０-０２０１・福井県坂井市丸岡町上竹田（曽谷）・まるおかちようかみたけだ(そたに)

　　９１０-０２０５・福井県坂井市丸岡町上竹田（その他）・まるおかちようかみたけだ(そのた)

　　９１０-０３６２・福井県坂井市丸岡町上安田・まるおかちようかみやすた

　　９１０-０２０６・福井県坂井市丸岡町川上・まるおかちようかわかみ

　　９１０-０３７４・福井県坂井市丸岡町北横地・まるおかちようきたよこじ

　　９１０-０３５７・福井県坂井市丸岡町儀間・まるおかちようぎま

　　９１０-０３４７・福井県坂井市丸岡町熊堂・まるおかちようくまんどう

　　９１０-０２７６・福井県坂井市丸岡町玄女・まるおかちようげんによ

　　９１０-０２６２・福井県坂井市丸岡町栄・まるおかちようさかえ

　　９１０-０３８２・福井県坂井市丸岡町笹和田・まるおかちようささわだ



　　９１０-０２７７・福井県坂井市丸岡町里竹田・まるおかちようさとたけだ

　　９１０-０３０２・福井県坂井市丸岡町里丸岡・まるおかちようさとまるおか

　　９１０-０２２３・福井県坂井市丸岡町三本木・まるおかちようさんほﾞんぎ

　　９１０-０３１６・福井県坂井市丸岡町篠岡・まるおかちようしのおか

　　９１０-０３３２・福井県坂井市丸岡町下久米田・まるおかちようしもくめだ

　　９１０-０３６３・福井県坂井市丸岡町下安田・まるおかちようしもやすた

　　９１０-０２２１・福井県坂井市丸岡町城北・まるおかちようじようほく

　　９１０-０３４５・福井県坂井市丸岡町四郎丸・まるおかちようしろうまる

　　９１０-０３６９・福井県坂井市丸岡町新九頭竜・まるおかちようしんくずりゆう

　　９１０-０３３７・福井県坂井市丸岡町新鳴鹿・まるおかちようしんなるか

　　９１０-０３５２・福井県坂井市丸岡町新間・まるおかちようしんま

　　９１０-０３２６・福井県坂井市丸岡町末政・まるおかちようすえまさ

　　９１０-０２７４・福井県坂井市丸岡町千田・まるおかちようせんだ

　　９１０-０３１２・福井県坂井市丸岡町曽々木・まるおかちようそそき

　　９１０-０３５５・福井県坂井市丸岡町高瀬・まるおかちようたかせ

　　９１０-０３４２・福井県坂井市丸岡町高田・まるおかちようたかだ

　　９１０-０３７３・福井県坂井市丸岡町高柳・まるおかちようたかやなぎ

　　９１０-０２３５・福井県坂井市丸岡町巽町・まるおかちようたつみちよう

　　９１０-０２４５・福井県坂井市丸岡町谷町・まるおかちようたにまち

　　９１０-０３３８・福井県坂井市丸岡町為安・まるおかちようためやす

　　９１０-０２１３・福井県坂井市丸岡町田屋・まるおかちようたや

　　９１０-０３４９・福井県坂井市丸岡町反保・まるおかちようたんほﾞ

　　９１０-０３５３・福井県坂井市丸岡町筑後清水・まるおかちようちくごしようず

　　９１０-０２０８・福井県坂井市丸岡町坪江・まるおかちようつほﾞえ

　　９１０-０３４３・福井県坂井市丸岡町坪ノ内・まるおかちようつほﾞのうち

　　９１０-０２３３・福井県坂井市丸岡町東陽・まるおかちようとうよう

　　９１０-０２４４・福井県坂井市丸岡町富田町・まるおかちようとみたまち

　　９１０-０３４４・福井県坂井市丸岡町友末・まるおかちようともすえ

　　９１０-０３１１・福井県坂井市丸岡町豊原・まるおかちようとよはら

　　９１０-０３５４・福井県坂井市丸岡町豊原高瀬・まるおかちようとよはらたかせ

　　９１０-０３５１・福井県坂井市丸岡町寅国・まるおかちようとらくに

　　９１０-０３８３・福井県坂井市丸岡町長崎・まるおかちようながさき

　　９１０-０２４６・福井県坂井市丸岡町西瓜屋・まるおかちようにしうりや

　　９１０-０２４２・福井県坂井市丸岡町西里丸岡・まるおかちようにしさとまるおか

　　９１０-０２７３・福井県坂井市丸岡町長畝・まるおかちようのうね

　　９１０-０３２３・福井県坂井市丸岡町野中山王・まるおかちようのなかさんのう

　　９１０-０２７２・福井県坂井市丸岡町乗兼・まるおかちようのりかね

　　９１０-０３６７・福井県坂井市丸岡町羽崎・まるおかちようはさき

　　９１０-０２１４・福井県坂井市丸岡町畑中・まるおかちようはたけなか

　　９１０-０３０５・福井県坂井市丸岡町八幡町・まるおかちようはちまんちよう

　　９１０-０２２４・福井県坂井市丸岡町八ケ郷・まるおかちようはつかごう

　　９１０-０３６４・福井県坂井市丸岡町八丁・まるおかちようはつちよう

　　９１０-０２６１・福井県坂井市丸岡町針ノ木・まるおかちようはりのき

　　９１０-０３３４・福井県坂井市丸岡町東二ツ屋・まるおかちようひがしふたつや

　　９１０-０２２２・福井県坂井市丸岡町伏屋・まるおかちようふせや

　　９１０-０３８１・福井県坂井市丸岡町舟寄・まるおかちようふなよせ

　　９１０-０２７１・福井県坂井市丸岡町堀水・まるおかちようほりみず

　　９１０-０２３６・福井県坂井市丸岡町本町・まるおかちようほんまち

　　９１０-０３１４・福井県坂井市丸岡町舛田・まるおかちようますた

　　９１０-０２２５・福井県坂井市丸岡町松川・まるおかちようまつかわ

　　９１０-０２２６・福井県坂井市丸岡町松川町・まるおかちようまつかわちよう

　　９１０-０３５０・福井県坂井市丸岡町南今市・まるおかちようみなみいまいち

　　９１０-０３７５・福井県坂井市丸岡町南横地・まるおかちようみなみよこじ

　　９１０-０２５２・福井県坂井市丸岡町御幸・まるおかちようみゆき

　　９１０-０３６１・福井県坂井市丸岡町安田新・まるおかちようやすたしん

　　９１０-０３７１・福井県坂井市丸岡町八ツ口・まるおかちようやつくち

　　９１０-０２４１・福井県坂井市丸岡町柳町・まるおかちようやなぎまち

　　９１０-０２０３・福井県坂井市丸岡町山口・まるおかちようやまぐち

　　９１０-０２０７・福井県坂井市丸岡町山久保・まるおかちようやまくほﾞ

　　９１０-０３２１・福井県坂井市丸岡町山崎三ケ・まるおかちようやまさきさんが

　　９１０-０２０４・福井県坂井市丸岡町山竹田・まるおかちようやまたけだ

　　９１０-０２１５・福井県坂井市丸岡町与河・まるおかちようよかわ

　　９１０-０３７２・福井県坂井市丸岡町吉政・まるおかちようよしまさ

　　９１０-０３８４・福井県坂井市丸岡町四ツ屋・まるおかちようよつや

　　９１０-０３４１・福井県坂井市丸岡町四ツ柳・まるおかちようよつやなぎ

　　９１０-０３３９・福井県坂井市丸岡町寄永・まるおかちようよりなが

　　９１０-０３３６・福井県坂井市丸岡町楽間・まるおかちようらくま

　　９１３-００５３・福井県坂井市三国町青葉台・みくにちようあおはﾞだい

　　９１３-００２２・福井県坂井市三国町油屋・みくにちようあぶらや

　　９１３-００６３・福井県坂井市三国町安島（東尋坊）・みくにちようあんとう(とうじんほﾞう)



　　９１３-００６４・福井県坂井市三国町安島（その他）・みくにちようあんとう(そのた)

　　９１３-０００１・福井県坂井市三国町池上・みくにちよういけがみ

　　９１３-００２４・福井県坂井市三国町池見・みくにちよういけみ

　　９１３-００２３・福井県坂井市三国町石丸・みくにちよういしまる

　　９１３-００５２・福井県坂井市三国町運動公園・みくにちよううんどうこうえん

　　９１３-００３５・福井県坂井市三国町沖野々・みくにちようおきのの

　　９１３-００４１・福井県坂井市三国町覚善・みくにちようかくぜん

　　９１３-００６１・福井県坂井市三国町梶・みくにちようかじ

　　９１３-０００２・福井県坂井市三国町加戸・みくにちようかど

　　９１３-００２５・福井県坂井市三国町川崎・みくにちようかわさき

　　９１３-００４６・福井県坂井市三国町北本町・みくにちようきたほんまち

　　９１３-００３８・福井県坂井市三国町黒目（テクノポート）・みくにちようくろめ(てくのほﾟｰと)

　　９１３-００３７・福井県坂井市三国町黒目（その他）・みくにちようくろめ(そのた)

　　９１３-００５７・福井県坂井市三国町米ケ脇・みくにちようこめがわき

　　９１３-００６５・福井県坂井市三国町崎・みくにちようさき

　　９１３-００４４・福井県坂井市三国町山王・みくにちようさんのう

　　９１３-００２７・福井県坂井市三国町汐見・みくにちようしおみ

　　９１３-００３３・福井県坂井市三国町下野・みくにちようしもの

　　９１３-００５６・福井県坂井市三国町宿・みくにちようしゆく

　　９１３-００６２・福井県坂井市三国町陣ケ岡・みくにちようじんがおか

　　９１３-００５８・福井県坂井市三国町新宿・みくにちようしんしゆく

　　９１３-００３８・福井県坂井市三国町新保（テクノポート）・みくにちようしんほﾞ(てくのほﾟｰと)

　　９１３-００３１・福井県坂井市三国町新保（その他）・みくにちようしんほﾞ(そのた)

　　９１３-００４７・福井県坂井市三国町神明・みくにちようしんめい

　　９１３-００５４・福井県坂井市三国町滝谷・みくにちようたきだに

　　９１３-００５１・福井県坂井市三国町嵩・みくにちようだけ

　　９１３-００１７・福井県坂井市三国町竹松・みくにちようたけまつ

　　９１３-００４２・福井県坂井市三国町中央・みくにちようちゆうおう

　　９１３-００５５・福井県坂井市三国町つつじが丘・みくにちようつつじがおか

　　９１３-００１４・福井県坂井市三国町玉江・みくにちようとうのえ

　　９１３-００２６・福井県坂井市三国町殿島・みくにちようとのしま

　　９１３-００１２・福井県坂井市三国町西今市・みくにちようにしいまいち

　　９１３-００４３・福井県坂井市三国町錦・みくにちようにしき

　　９１３-０００３・福井県坂井市三国町西谷・みくにちようにしたに

　　９１３-００３４・福井県坂井市三国町西野中・みくにちようにしのなか

　　９１３-００１５・福井県坂井市三国町野中・みくにちようのなか

　　９１３-０００５・福井県坂井市三国町浜地・みくにちようはまじ

　　９１３-０００４・福井県坂井市三国町平山・みくにちようひらやま

　　９１３-００１３・福井県坂井市三国町藤沢・みくにちようふじさわ

　　９１３-００１６・福井県坂井市三国町三国東・みくにちようみくにひがじ

　　９１３-００１１・福井県坂井市三国町水居・みくにちようみずい

　　９１３-００４８・福井県坂井市三国町緑ケ丘・みくにちようみどりがおか

　　９１３-００４５・福井県坂井市三国町南本町・みくにちようみなみほんまち

　　９１３-００３８・福井県坂井市三国町山岸（テクノポート）・みくにちようやまぎし(てくのほﾟｰと)

　　９１３-００３２・福井県坂井市三国町山岸（その他）・みくにちようやまぎし(そのた)

　　９１３-００３５・福井県坂井市三国町横越・みくにちようよこごじ

　　９１３-００３８・福井県坂井市三国町米納津（テクノポート）・みくにちようよのつﾞ(てくのほﾟｰ

と)

　　９１３-００３６・福井県坂井市三国町米納津（その他）・みくにちようよのつﾞ(そのた)

　　９１３-００２１・福井県坂井市三国町楽円・みくにちようらくえん

　　９１０-１１００・福井県吉田郡永平寺町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１０-１３２３・福井県吉田郡永平寺町浅見・あざみ

　　９１０-１２２７・福井県吉田郡永平寺町荒谷・あらたに

　　９１０-１２１７・福井県吉田郡永平寺町飯島・いいじま

　　９１０-１３１３・福井県吉田郡永平寺町石上・いしがみ

　　９１０-１３０２・福井県吉田郡永平寺町市荒川・いちあらかわ

　　９１０-１３１６・福井県吉田郡永平寺町市右エ門島・いちうえもんじま

　　９１０-１２２６・福井県吉田郡永平寺町市野々・いちのの

　　９１０-１２０４・福井県吉田郡永平寺町岩野・いわの

　　９１０-１３２２・福井県吉田郡永平寺町大月・おおつき

　　９１０-１３１１・福井県吉田郡永平寺町大野島・おおのじま

　　９１０-１２０３・福井県吉田郡永平寺町上浄法寺・かみじよほうじ

　　９１０-１３２５・福井県吉田郡永平寺町北島・きたじま

　　９１０-１２２５・福井県吉田郡永平寺町京善・きようぜん

　　９１０-１３１４・福井県吉田郡永平寺町栗住波・くりすなみ

　　９１０-１２２３・福井県吉田郡永平寺町けやき台・けやきだい

　　９１０-１２１６・福井県吉田郡永平寺町光明寺・こうみようじ

　　９１０-１３２１・福井県吉田郡永平寺町山王・さんのう

　　９１０-１２２８・福井県吉田郡永平寺町志比・しひ

　　９１０-１３１２・福井県吉田郡永平寺町清水・しみず



　　９１０-１２０２・福井県吉田郡永平寺町下浄法寺・しもじよほうじ

　　９１０-１２２２・福井県吉田郡永平寺町諏訪間・すわま

　　９１０-１３１５・福井県吉田郡永平寺町せせらぎ・せせらぎ

　　９１０-１２１３・福井県吉田郡永平寺町高橋・たかはじ

　　９１０-１３０５・福井県吉田郡永平寺町竹原・たけはら

　　９１０-１２１４・福井県吉田郡永平寺町谷口・たにぐち

　　９１０-１２２４・福井県吉田郡永平寺町寺本・てらもと

　　９１０-１２０６・福井県吉田郡永平寺町栃原・とちはら

　　９１０-１２１８・福井県吉田郡永平寺町轟・どめき

　　９１０-１３０１・福井県吉田郡永平寺町中島・なかじま

　　９１０-１２０１・福井県吉田郡永平寺町鳴鹿山鹿・なるかさんが

　　９１０-１３２４・福井県吉田郡永平寺町野中・のなか

　　９１０-１２１５・福井県吉田郡永平寺町花谷・はなだに

　　９１０-１２１２・福井県吉田郡永平寺町東古市・ひがしふるいち

　　９１０-１３０３・福井県吉田郡永平寺町藤巻・ふじまき

　　９１０-１２１１・福井県吉田郡永平寺町法寺岡・ほうじおか

　　９１０-１３２６・福井県吉田郡永平寺町牧福島・まきふくしま

　　９１０-１１３２・福井県吉田郡永平寺町松岡葵・まつおかあおい

　　９１０-１１１５・福井県吉田郡永平寺町松岡石舟・まつおかいしふね

　　９１０-１１２６・福井県吉田郡永平寺町松岡小畑・まつおかおはﾞた

　　９１０-１１０２・福井県吉田郡永平寺町松岡学園・まつおかがくえん

　　９１０-１１３３・福井県吉田郡永平寺町松岡春日・まつおかかすが

　　９１０-１１０３・福井県吉田郡永平寺町松岡上合月・まつおかかみあいつﾞき

　　９１０-１１２４・福井県吉田郡永平寺町松岡上吉野・まつおかかみよしの

　　９１０-１１３７・福井県吉田郡永平寺町松岡観音・まつおかかんのん

　　９１０-１１３１・福井県吉田郡永平寺町松岡椚・まつおかくぬぎ

　　９１０-１１３６・福井県吉田郡永平寺町松岡窪・まつおかくほﾞ

　　９１０-１１４２・福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島・まつおかけんじようじま

　　９１０-１１１２・福井県吉田郡永平寺町松岡越坂・まつおかこいさか

　　９１０-１１０６・福井県吉田郡永平寺町松岡御公領・まつおかごくりよう

　　９１０-１１３９・福井県吉田郡永平寺町松岡木ノ下・まつおかこのした

　　９１０-１１３４・福井県吉田郡永平寺町松岡芝原・まつおかしはﾞはら

　　９１０-１１１１・福井県吉田郡永平寺町松岡志比堺・まつおかしひざかい

　　９１０-１１１６・福井県吉田郡永平寺町松岡清水・まつおかしみず

　　９１０-１１０４・福井県吉田郡永平寺町松岡下合月・まつおかしもあいつﾞき

　　９１０-１１１４・福井県吉田郡永平寺町松岡城東・まつおかじようとう

　　９１０-１１１７・福井県吉田郡永平寺町松岡神明・まつおかしんめい

　　９１０-１１０５・福井県吉田郡永平寺町松岡末政・まつおかすえまさ

　　９１０-１１２５・福井県吉田郡永平寺町松岡西野中・まつおかにしのなか

　　９１０-１１０１・福井県吉田郡永平寺町松岡樋爪・まつおかひつﾞめ

　　９１０-１１４４・福井県吉田郡永平寺町松岡平成・まつおかへいせい

　　９１０-１１１３・福井県吉田郡永平寺町松岡松ケ丘・まつおかまつがおか

　　９１０-１１３８・福井県吉田郡永平寺町松岡松ケ原・まつおかまつがはら

　　９１０-１１２２・福井県吉田郡永平寺町松岡宮重・まつおかみやしげ

　　９１０-１１３５・福井県吉田郡永平寺町松岡室・まつおかむろ

　　９１０-１１１８・福井県吉田郡永平寺町松岡薬師・まつおかやくじ

　　９１０-１１２３・福井県吉田郡永平寺町松岡湯谷・まつおかゆだに

　　９１０-１１２１・福井県吉田郡永平寺町松岡吉野・まつおかよしの

　　９１０-１１２７・福井県吉田郡永平寺町松岡吉野堺・まつおかよしのざかい

　　９１０-１１４１・福井県吉田郡永平寺町松岡領家・まつおかりようけ

　　９１０-１１４３・福井県吉田郡永平寺町松岡渡新田・まつおかわたりしんでん

　　９１０-１２２１・福井県吉田郡永平寺町山・やま

　　９１０-１２０５・福井県吉田郡永平寺町吉波・よしなみ

　　９１０-１３０４・福井県吉田郡永平寺町吉峰・よしみね

　　９１０-２５００・福井県今立郡池田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１０-２５０４・福井県今立郡池田町安善寺・あんぜんじ

　　９１０-２５１５・福井県今立郡池田町池田・いけだ

　　９１０-２５２７・福井県今立郡池田町板垣・いたがき

　　９１０-２５２５・福井県今立郡池田町市・いち

　　９１０-２５１２・福井県今立郡池田町稲荷・いなり

　　９１０-２５３４・福井県今立郡池田町魚見・うおみ

　　９１０-２５５２・福井県今立郡池田町大本・おおもと

　　９１０-２５５１・福井県今立郡池田町尾緩・おだるみ

　　９１０-２５５７・福井県今立郡池田町小畑・おはﾞたけ

　　９１０-２５０８・福井県今立郡池田町柿ケ原・かきがはら

　　９１０-２５１４・福井県今立郡池田町学園・がくえん

　　９１０-２５５３・福井県今立郡池田町籠掛・かごかけ

　　９１０-２５５４・福井県今立郡池田町金見谷・かなみだに

　　９１０-２５２６・福井県今立郡池田町上荒谷・かみあらたに

　　９１０-２５２３・福井県今立郡池田町河内・こうち



　　９１０-２５３７・福井県今立郡池田町定方・さだかた

　　９１０-２５２３・福井県今立郡池田町志津原・しつﾞはら

　　９１０-２５０７・福井県今立郡池田町清水谷・しみずたに

　　９１０-２５５６・福井県今立郡池田町白粟・しらわ

　　９１０-２５３２・福井県今立郡池田町新保・しんほﾞ

　　９１０-２５３５・福井県今立郡池田町菅生・すごう

　　９１０-２５０３・福井県今立郡池田町谷口・たにぐち

　　９１０-２５５５・福井県今立郡池田町千代谷・ちよだに

　　９１０-２５２２・福井県今立郡池田町月ケ瀬・つきがせ

　　９１０-２５２１・福井県今立郡池田町常安・つねやす

　　９１０-２５１３・福井県今立郡池田町寺島・てらじま

　　９１０-２５１７・福井県今立郡池田町寺谷・てらだに

　　９１０-２５２４・福井県今立郡池田町土合皿尾・どあいさらお

　　９１０-２５３６・福井県今立郡池田町西角間・にしかくま

　　９１０-２５０２・福井県今立郡池田町野尻・のじり

　　９１０-２５３１・福井県今立郡池田町東角間・ひがしかくま

　　９１０-２５３３・福井県今立郡池田町東俣・ひがしまた

　　９１０-２５０６・福井県今立郡池田町広瀬・ひろせ

　　９１０-２５５６・福井県今立郡池田町松ケ谷・まつがたに

　　９１０-２５０５・福井県今立郡池田町水海・みずうみ

　　９１０-２５０１・福井県今立郡池田町持越・もちこじ

　　９１０-２５１１・福井県今立郡池田町薮田・やぶた

　　９１０-２５１６・福井県今立郡池田町山田・やまだ

　　９１９-０２００・福井県南条郡南越前町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１９-０１２１・福井県南条郡南越前町合波・あいはﾞ

　　９１５-１１０５・福井県南条郡南越前町赤萩・あかはぎ

　　９１９-０２１３・福井県南条郡南越前町阿久和・あくわ

　　９１９-０１２３・福井県南条郡南越前町荒井・あらい

　　９１９-０１２８・福井県南条郡南越前町板取・いたどり

　　９１５-１１１２・福井県南条郡南越前町今泉・いまいずみ

　　９１９-０１３１・福井県南条郡南越前町今庄・いまじよう

　　９１９-０２０２・福井県南条郡南越前町鋳物師・いものじ

　　９１９-０２０４・福井県南条郡南越前町上野・うえの

　　９１９-０１２５・福井県南条郡南越前町宇津尾・うつお

　　９１９-０１３６・福井県南条郡南越前町大桐・おおぎり

　　９１５-１１０３・福井県南条郡南越前町大谷・おおたに

　　９１９-０２１５・福井県南条郡南越前町奥野々・おくのの

　　９１９-０１１４・福井県南条郡南越前町小倉谷・おぐらたに

　　９１９-０２０６・福井県南条郡南越前町金粕・かねがす

　　９１５-１１１３・福井県南条郡南越前町甲楽城・かぶらき

　　９１９-０１１５・福井県南条郡南越前町上温谷・かみぬくだに

　　９１９-０２０１・福井県南条郡南越前町上平吹・かみひらぶき

　　９１９-０２１６・福井県南条郡南越前町上別所・かみべつしよ

　　９１９-０１１９・福井県南条郡南越前町久喜・くき

　　９１５-１１０１・福井県南条郡南越前町具谷・ぐだに

　　９１５-１１０６・福井県南条郡南越前町河内・こうち

　　９１５-１１１１・福井県南条郡南越前町河野・こうの

　　９１９-０２１２・福井県南条郡南越前町鯖波・さはﾞなみ

　　９１９-０２２１・福井県南条郡南越前町島・しま

　　９１９-０２２６・福井県南条郡南越前町清水・しみず

　　９１９-０１３３・福井県南条郡南越前町新道・しんどう

　　９１９-０１１１・福井県南条郡南越前町杉谷・すぎたに

　　９１５-１１０２・福井県南条郡南越前町菅谷・すげのたに

　　９１９-０２１１・福井県南条郡南越前町関ケ鼻・せきがはな

　　９１９-０１１３・福井県南条郡南越前町瀬戸・せと

　　９１９-０１１２・福井県南条郡南越前町杣木俣・そまきまた

　　９１９-０２１７・福井県南条郡南越前町杣山・そまやま

　　９１９-０１２２・福井県南条郡南越前町大門・だいもん

　　９１５-１１０４・福井県南条郡南越前町大良・だいら

　　９１９-０２０５・福井県南条郡南越前町堂宮・どうみや

　　９１９-０２１４・福井県南条郡南越前町中小屋・なかごや

　　９１９-０１１８・福井県南条郡南越前町長沢・ながさわ

　　９１９-０２２４・福井県南条郡南越前町西大道・にしだいどう

　　９１５-１１１４・福井県南条郡南越前町糠・ぬか

　　９１５-１１１４・福井県南条郡南越前町糠（神土）・ぬか(じんど)

　　９１５-１１１４・福井県南条郡南越前町糠（杉山）・ぬか(すぎやま)

　　９１９-０１２６・福井県南条郡南越前町橋立・はしたて

　　９１９-０１１７・福井県南条郡南越前町馬上免・はﾞじようめん

　　９１５-１１１４・福井県南条郡南越前町八田・はつた

　　９１９-０１０４・福井県南条郡南越前町燧・ひうち



　　９１９-０２２３・福井県南条郡南越前町東大道・ひがしだいどう

　　９１９-０２２５・福井県南条郡南越前町東谷・ひがしだに

　　９１９-０２２２・福井県南条郡南越前町日野・ひの

　　９１９-０１２７・福井県南条郡南越前町広野・ひろの

　　９１９-０１３５・福井県南条郡南越前町二ツ屋・ふたつや

　　９１９-０１１６・福井県南条郡南越前町古木・ふるき

　　９１９-０２０３・福井県南条郡南越前町牧谷・まきだに

　　９１９-０１２９・福井県南条郡南越前町孫谷・まごたに

　　９１９-０１３２・福井県南条郡南越前町南今庄・みなみいまじよう

　　９１９-０１２４・福井県南条郡南越前町八飯・やい

　　９１９-０１０２・福井県南条郡南越前町八乙女・やおとめ

　　９１９-０１０３・福井県南条郡南越前町社谷・やしろだに

　　９１９-０１０１・福井県南条郡南越前町湯尾・ゆのお

　　９１９-０２２７・福井県南条郡南越前町脇本・わきもと

　　９１６-０２００・福井県丹生郡越前町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１６-０１５２・福井県丹生郡越前町青野・あおの

　　９１６-０２０５・福井県丹生郡越前町赤井谷・あかいだに

　　９１６-０１４６・福井県丹生郡越前町朝日・あさひ

　　９１６-０１０１・福井県丹生郡越前町天谷・あまだに

　　９１６-０１０６・福井県丹生郡越前町大玉・いかだま

　　９１６-０１３５・福井県丹生郡越前町市・いち

　　９１６-０２０１・福井県丹生郡越前町入尾・いりお

　　９１６-０１４５・福井県丹生郡越前町岩開・いわかい

　　９１６-０２１２・福井県丹生郡越前町岩倉・いわくら

　　９１６-０１２６・福井県丹生郡越前町牛越・うしごえ

　　９１６-０２６２・福井県丹生郡越前町宇須尾・うすお

　　９１６-０１４３・福井県丹生郡越前町宇田・うだ

　　９１６-０１４７・福井県丹生郡越前町内郡・うちごおり

　　９１６-０２１６・福井県丹生郡越前町打越・うちこじ

　　９１６-０３１１・福井県丹生郡越前町梅浦・うめうら

　　９１６-０１４３・福井県丹生郡越前町漆本・うるしもと

　　９１６-０２１４・福井県丹生郡越前町上戸・うわど

　　９１６-０２６７・福井県丹生郡越前町上野・うわの

　　９１６-０２５５・福井県丹生郡越前町江波・えなみ

　　９１６-０２６３・福井県丹生郡越前町円満・えんま

　　９１６-０２０６・福井県丹生郡越前町笈松・おいまつ

　　９１６-０２５１・福井県丹生郡越前町大谷・おおたに

　　９１６-０１１７・福井県丹生郡越前町大谷寺・おおたんじ

　　９１６-０１２１・福井県丹生郡越前町大畑・おおはﾞた

　　９１６-０１０８・福井県丹生郡越前町小川・おがわ

　　９１６-０１１１・福井県丹生郡越前町小倉・おぐら

　　９１６-０３１６・福井県丹生郡越前町大樟・おこのぎ

　　９１６-０２７３・福井県丹生郡越前町小曽原・おぞわら

　　９１６-０２１５・福井県丹生郡越前町織田・おた

　　９１６-０１３１・福井県丹生郡越前町乙坂・おつさか

　　９１６-０２７２・福井県丹生郡越前町樫津・かしつﾞ

　　９１６-０１５３・福井県丹生郡越前町頭谷・かしらだに

　　９１６-０１１２・福井県丹生郡越前町葛野・かずらの

　　９１６-０２５３・福井県丹生郡越前町蚊谷寺・かだんじ

　　９１６-０１５１・福井県丹生郡越前町金谷・かなや

　　９１６-０１０７・福井県丹生郡越前町上糸生・かみいとう

　　９１６-０１４２・福井県丹生郡越前町上川去・かみかわさり

　　９１６-０２２５・福井県丹生郡越前町上山中・かみやまなか

　　９１６-０１３３・福井県丹生郡越前町気比庄・きひしよう

　　９１６-０２７５・福井県丹生郡越前町熊谷・くまだに

　　９１６-０１５５・福井県丹生郡越前町茱原・ぐみわら

　　９１６-０４２２・福井県丹生郡越前町厨・くりや

　　９１６-０３１５・福井県丹生郡越前町小樟・ここのぎ

　　９１６-０４２８・福井県丹生郡越前町午房ケ平・ごほﾞうがだいら

　　９１６-０４２６・福井県丹生郡越前町米ノ・こめの

　　９１６-０１５４・福井県丹生郡越前町境野・さかいの

　　９１６-０２１３・福井県丹生郡越前町桜谷・さくらだに

　　９１６-０２１１・福井県丹生郡越前町笹川・ささがわ

　　９１６-０１４４・福井県丹生郡越前町佐々生・さそう

　　９１６-０１１４・福井県丹生郡越前町下糸生・しもいとう

　　９１６-０２２３・福井県丹生郡越前町下河原・しもがわら

　　９１６-０２２６・福井県丹生郡越前町下山中・しもやまなか

　　９１６-０３１２・福井県丹生郡越前町宿・しゆく

　　９１６-０３１４・福井県丹生郡越前町城ケ谷・じようがたに

　　９１６-０１０５・福井県丹生郡越前町清水・しようず



　　９１６-０４２４・福井県丹生郡越前町白浜・しらはま

　　９１６-０１３４・福井県丹生郡越前町新庄・しんしよう

　　９１６-０３１３・福井県丹生郡越前町新保・しんほﾞ

　　９１６-０２６８・福井県丹生郡越前町陶の谷・すえのたに

　　９１６-０２５２・福井県丹生郡越前町蝉口・せみぐち

　　９１６-０３０２・福井県丹生郡越前町左右・そう

　　９１６-０２２２・福井県丹生郡越前町大王丸・だいおうまる

　　９１６-０２２４・福井県丹生郡越前町平等・たいら

　　９１６-０４２５・福井県丹生郡越前町高佐・たかさ

　　９１６-０１３２・福井県丹生郡越前町田中・たなか

　　９１６-０３０４・福井県丹生郡越前町玉川・たまがわ

　　９１６-０３０３・福井県丹生郡越前町血ケ平・ちがだいら

　　９１６-０１０３・福井県丹生郡越前町杖立・つえたて

　　９１６-０２６６・福井県丹生郡越前町寺・てら

　　９１６-０１２２・福井県丹生郡越前町天王・てんのう

　　９１６-０１２３・福井県丹生郡越前町天宝・てんほﾟう

　　９１６-０１３６・福井県丹生郡越前町栃川・とちかわ

　　９１６-０２０４・福井県丹生郡越前町中・なか

　　９１６-０１１６・福井県丹生郡越前町中野・なかの

　　９１６-０３０１・福井県丹生郡越前町梨子ヶ平・なしがだいら

　　９１６-０２１９・福井県丹生郡越前町西ケ丘・にしがおか

　　９１６-０１４１・福井県丹生郡越前町西田中・にしたなか

　　９１６-０２６１・福井県丹生郡越前町野・の

　　９１６-０１２７・福井県丹生郡越前町野末・のずえ

　　９１６-０１１３・福井県丹生郡越前町野田・のだ

　　９１６-０２１８・福井県丹生郡越前町萩野・はぎの

　　９１６-０２６４・福井県丹生郡越前町八田・はつた

　　９１６-０２６５・福井県丹生郡越前町八田新保・はつたしんほﾞ

　　９１６-０１５６・福井県丹生郡越前町東内郡・ひがしうちごおり

　　９１６-０２５４・福井県丹生郡越前町広野・ひろの

　　９１６-０２７１・福井県丹生郡越前町舟場・ふなはﾞ

　　９１６-０２７６・福井県丹生郡越前町古屋・ふるや

　　９１６-０１２４・福井県丹生郡越前町宝泉寺・ほうせんじ

　　９１６-０２０２・福井県丹生郡越前町細野・ほその

　　９１６-０１０２・福井県丹生郡越前町真木・まき

　　９１６-０２７４・福井県丹生郡越前町増谷・ますたに

　　９１６-０２１７・福井県丹生郡越前町丸山・まるやま

　　９１６-０２２１・福井県丹生郡越前町三崎・みさき

　　９１６-０４２１・福井県丹生郡越前町道口・みちぐち

　　９１６-０１３７・福井県丹生郡越前町宮の西団地・みやのにしだんち

　　９１６-０４２３・福井県丹生郡越前町茂原・もはら

　　９１６-０１０４・福井県丹生郡越前町森・もり

　　９１６-０２０３・福井県丹生郡越前町山田・やまだ

　　９１６-０１２５・福井県丹生郡越前町横山・よこやま

　　９１６-０２２７・福井県丹生郡越前町四ツ杉・よつすぎ

　　９１６-０４２７・福井県丹生郡越前町六呂師・ろくろじ

　　９１６-０１１５・福井県丹生郡越前町脇・わき

　　９１９-１１００・福井県三方郡美浜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１９-１１３３・福井県三方郡美浜町麻生・あそ

　　９１９-１１３５・福井県三方郡美浜町五十谷・いさだに

　　９１９-１２０６・福井県三方郡美浜町太田・おおた

　　９１９-１１４６・福井県三方郡美浜町大薮・おおやぶ

　　９１９-１１４５・福井県三方郡美浜町金山・かなやま

　　９１９-１１３８・福井県三方郡美浜町河原市・かわらいち

　　９１９-１２０４・福井県三方郡美浜町北田・きただ

　　９１９-１１３１・福井県三方郡美浜町木野・きの

　　９１９-１１４７・福井県三方郡美浜町気山・きやま

　　９１９-１１２３・福井県三方郡美浜町久々子・くぐじ

　　９１９-１１４１・福井県三方郡美浜町郷市・ごいち

　　９１９-１１４２・福井県三方郡美浜町興道寺・こうどうじ

　　９１９-１２０８・福井県三方郡美浜町坂尻・さかじり

　　９１９-１１３２・福井県三方郡美浜町佐柿・さがき

　　９１９-１１２５・福井県三方郡美浜町笹田・ささだ

　　９１９-１２０５・福井県三方郡美浜町佐田・さた

　　９１９-１１４３・福井県三方郡美浜町佐野・さの

　　９１９-１１４４・福井県三方郡美浜町新庄・しんじよう

　　９１９-１２０３・福井県三方郡美浜町菅浜・すがはま

　　９１９-１２０２・福井県三方郡美浜町竹波・たけなみ

　　９１９-１１３６・福井県三方郡美浜町中寺・なかでら

　　９１９-１２０１・福井県三方郡美浜町丹生・にゆう



　　９１９-１１２４・福井県三方郡美浜町早瀬・はやせ

　　９１９-１１２６・福井県三方郡美浜町日向・ひるが

　　９１９-１１２２・福井県三方郡美浜町松原・まつはﾞら

　　９１９-１１３７・福井県三方郡美浜町南市・みなみいち

　　９１９-１１３４・福井県三方郡美浜町宮代・みやしろ

　　９１９-１１３５・福井県三方郡美浜町安江・やすえ

　　９１９-１２０７・福井県三方郡美浜町山上・やまがみ

　　９１９-１１３５・福井県三方郡美浜町寄戸・よりと

　　９１９-１１２１・福井県三方郡美浜町和田・わだ

　　９１９-２２００・福井県大飯郡高浜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１９-２３８４・福井県大飯郡高浜町青・あお

　　９１９-２２０４・福井県大飯郡高浜町青戸・あおと

　　９１９-２３７５・福井県大飯郡高浜町旭ケ丘・あさひがおか

　　９１９-２２０２・福井県大飯郡高浜町安土・あつﾞち

　　９１９-２３７６・福井県大飯郡高浜町今寺・いまでら

　　９１９-２２２２・福井県大飯郡高浜町岩神・いわがみ

　　９１９-２３５６・福井県大飯郡高浜町上瀬・うわせ

　　９１９-２３６３・福井県大飯郡高浜町小黒飯・おぐるい

　　９１９-２３６１・福井県大飯郡高浜町音海・おとみ

　　９１９-２２１６・福井県大飯郡高浜町笠原・かさはら

　　９１９-２２１２・福井県大飯郡高浜町鐘寄・かねより

　　９１９-２３５２・福井県大飯郡高浜町鎌倉・かまくら

　　９１９-２２０６・福井県大飯郡高浜町上車持・かみくらもち

　　９１９-２３６５・福井県大飯郡高浜町神野・こうの

　　９１９-２３６６・福井県大飯郡高浜町神野浦・こうのうら

　　９１９-２２２１・福井県大飯郡高浜町事代・ことしろ

　　９１９-２２１６・福井県大飯郡高浜町子生・こび

　　９１９-２３７３・福井県大飯郡高浜町小和田・こわだ

　　９１９-２２１６・福井県大飯郡高浜町坂田・さかた

　　９１９-２２２９・福井県大飯郡高浜町三明・さんめい

　　９１９-２２２８・福井県大飯郡高浜町塩土・しおど

　　９１９-２２２３・福井県大飯郡高浜町紫水ケ丘・しすいがおか

　　９１９-２３５３・福井県大飯郡高浜町下・しも

　　９１９-２２０５・福井県大飯郡高浜町下車持・しもくらもち

　　９１９-２２０３・福井県大飯郡高浜町水明・すいめい

　　９１９-２３８６・福井県大飯郡高浜町関屋・せきや

　　９１９-２２２４・福井県大飯郡高浜町薗部・そのべ

　　９１９-２３７４・福井県大飯郡高浜町高野・たかの

　　９１９-２３７２・福井県大飯郡高浜町高屋・たかや

　　９１９-２２２６・福井県大飯郡高浜町立石・たていじ

　　９１９-２３６２・福井県大飯郡高浜町田ノ浦・たのうら

　　９１９-２２１１・福井県大飯郡高浜町中津海・なかつみ

　　９１９-２３７１・福井県大飯郡高浜町中山・なかやま

　　９１９-２３６４・福井県大飯郡高浜町難波江・なはﾞえ

　　９１９-２３８１・福井県大飯郡高浜町西三松・にしみつまつ

　　９１９-２２１３・福井県大飯郡高浜町畑・はた

　　９１９-２３８２・福井県大飯郡高浜町東三松・ひがしみつまつ

　　９１９-２３８３・福井県大飯郡高浜町日置・ひき

　　９１９-２３５５・福井県大飯郡高浜町日引・ひびき

　　９１９-２３７５・福井県大飯郡高浜町蒜畠・ひるはﾞたけ

　　９１９-２２０７・福井県大飯郡高浜町馬居寺・まごじ

　　９１９-２３７２・福井県大飯郡高浜町緑ケ丘・みどりがおか

　　９１９-２２１５・福井県大飯郡高浜町南団地・みなみだんち

　　９１９-２３５４・福井県大飯郡高浜町宮尾・みやお

　　９１９-２２２５・福井県大飯郡高浜町宮崎・みやざき

　　９１９-２３５１・福井県大飯郡高浜町山中・やまなか

　　９１９-２２１４・福井県大飯郡高浜町湯谷・ゆたに

　　９１９-２３８５・福井県大飯郡高浜町横津海・よこつみ

　　９１９-２３８７・福井県大飯郡高浜町六路谷・ろくろだに

　　９１９-２２２７・福井県大飯郡高浜町若宮・わかみや

　　９１９-２２０１・福井県大飯郡高浜町和田・わだ

　　９１９-２１００・福井県大飯郡おおい町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１９-２１２５・福井県大飯郡おおい町石山・いしやま

　　９１９-２１０６・福井県大飯郡おおい町犬見・いぬみ

　　９１９-２１０１・福井県大飯郡おおい町大島・おおしま

　　９１９-２１１６・福井県大飯郡おおい町岡田・おかた

　　９１９-２１２８・福井県大飯郡おおい町岡安・おかやす

　　９１９-２１０３・福井県大飯郡おおい町尾内・おない

　　９１９-２１３４・福井県大飯郡おおい町川上・かわかみ

　　９１９-２１３３・福井県大飯郡おおい町久保・くほﾞ



　　９１９-２１２２・福井県大飯郡おおい町神崎・こうざき

　　９１９-２１２４・福井県大飯郡おおい町小車田・こしやた

　　９１９-２１０５・福井県大飯郡おおい町小堀・こほり

　　９１９-２１２７・福井県大飯郡おおい町笹谷・ささだに

　　９１９-２１２６・福井県大飯郡おおい町佐畑・さはﾞた

　　９１９-２１２３・福井県大飯郡おおい町鹿野・しかの

　　９１９-２１１３・福井県大飯郡おおい町芝崎・しはﾞさき

　　９１９-２１０４・福井県大飯郡おおい町成和・せいわ

　　９１９-２１１５・福井県大飯郡おおい町父子・ちちじ

　　９１９-２１０２・福井県大飯郡おおい町長井・ながい

　　９１７-０３６３・福井県大飯郡おおい町名田庄挙野・なたしようあげの

　　９１７-０３６１・福井県大飯郡おおい町名田庄挙原・なたしようあげはら

　　９１７-０３８５・福井県大飯郡おおい町名田庄井上・なたしよういがみ

　　９１７-０３８７・福井県大飯郡おおい町名田庄奥坂本・なたしようおくさかもと

　　９１７-０３７１・福井県大飯郡おおい町名田庄小倉・なたしようおぐら

　　９１７-０３６５・福井県大飯郡おおい町名田庄小倉畑・なたしようおぐらはた

　　９１７-０３６１・福井県大飯郡おおい町名田庄木谷・なたしようきだに

　　９１７-０３８６・福井県大飯郡おおい町名田庄口坂本・なたしようくちさかもと

　　９１７-０３８３・福井県大飯郡おおい町名田庄下・なたしようしも

　　９１７-０３７３・福井県大飯郡おおい町名田庄染ケ谷・なたしようそめがたに

　　９１７-０３６１・福井県大飯郡おおい町名田庄出合・なたしようであい

　　９１７-０３７２・福井県大飯郡おおい町名田庄堂本・なたしようどうもと

　　９１７-０３７４・福井県大飯郡おおい町名田庄中・なたしようなか

　　９１７-０３６２・福井県大飯郡おおい町名田庄永谷・なたしようながたに

　　９１７-０３８４・福井県大飯郡おおい町名田庄西谷・なたしようにしだに

　　９１７-０３７５・福井県大飯郡おおい町名田庄納田終・なたしようのたおい

　　９１７-０３８２・福井県大飯郡おおい町名田庄久坂・なたしようひささか

　　９１７-０３７３・福井県大飯郡おおい町名田庄槇谷・なたしようまきだに

　　９１７-０３８１・福井県大飯郡おおい町名田庄三重・なたしようみえ

　　９１７-０３６４・福井県大飯郡おおい町名田庄虫鹿野・なたしようむしがの

　　９１７-０３６１・福井県大飯郡おおい町名田庄虫谷・なたしようむしだに

　　９１９-２１０７・福井県大飯郡おおい町成海・なるみ

　　９１９-２１１４・福井県大飯郡おおい町野尻・のじり

　　９１９-２１２９・福井県大飯郡おおい町広岡・ひろおか

　　９１９-２１３１・福井県大飯郡おおい町福谷・ふくたに

　　９１９-２１１１・福井県大飯郡おおい町本郷・ほんごう

　　９１９-２１２１・福井県大飯郡おおい町万願寺・まんがんじ

　　９１９-２１３５・福井県大飯郡おおい町三森・みつもり

　　９１９-２１３２・福井県大飯郡おおい町安川・やすかわ

　　９１９-２１１２・福井県大飯郡おおい町山田・やまだ

　　９１９-１３００・福井県三方上中郡若狭町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９１９-１３１２・福井県三方上中郡若狭町相田・あいだ

　　９１９-１５２３・福井県三方上中郡若狭町安賀里・あがり

　　９１９-１５０２・福井県三方上中郡若狭町麻生野・あその

　　９１９-１５０１・福井県三方上中郡若狭町海士坂・あまさか

　　９１９-１５０７・福井県三方上中郡若狭町有田・ありだ

　　９１９-１３０４・福井県三方上中郡若狭町生倉・いくら

　　９１９-１３１６・福井県三方上中郡若狭町井崎・いざき

　　９１９-１５４１・福井県三方上中郡若狭町市場・いちはﾞ

　　９１９-１５４２・福井県三方上中郡若狭町井ノ口・いのくち

　　９１９-１３２５・福井県三方上中郡若狭町岩屋・いわや

　　９１９-１３２１・福井県三方上中郡若狭町上野・うえの

　　９１９-１４６１・福井県三方上中郡若狭町海山・うみやま

　　９１９-１５２５・福井県三方上中郡若狭町瓜生・うりゆう

　　９１９-１３０２・福井県三方上中郡若狭町上瀬・うわせ

　　９１９-１５０４・福井県三方上中郡若狭町大鳥羽・おおとはﾞ

　　９１９-１４５３・福井県三方上中郡若狭町小川・おがわ

　　９１９-１５１４・福井県三方上中郡若狭町小原・おはら

　　９１９-１５５４・福井県三方上中郡若狭町兼田・かねだ

　　９１９-１５０３・福井県三方上中郡若狭町上黒田・かみくろだ

　　９１９-１５５７・福井県三方上中郡若狭町上野木・かみのぎ

　　９１９-１５２７・福井県三方上中郡若狭町上吉田・かみよしだ

　　９１９-１５３４・福井県三方上中郡若狭町仮屋・かりや

　　９１９-１３０５・福井県三方上中郡若狭町北前川・きたまえがわ

　　９１９-１３０１・福井県三方上中郡若狭町気山・きやま

　　９１９-１５３２・福井県三方上中郡若狭町熊川・くまがわ

　　９１９-１３２３・福井県三方上中郡若狭町倉見・くらみ

　　９１９-１５４４・福井県三方上中郡若狭町神谷・こうだに

　　９１９-１５３３・福井県三方上中郡若狭町河内・こうち

　　９１９-１５１２・福井県三方上中郡若狭町無悪・さかなじ



　　９１９-１３３５・福井県三方上中郡若狭町佐古・さこ

　　９１９-１５２１・福井県三方上中郡若狭町下タ中・したなか

　　９１９-１４６２・福井県三方上中郡若狭町島の内・しまのうち

　　９１９-１５５９・福井県三方上中郡若狭町下野木・しものぎ

　　９１９-１５２８・福井県三方上中郡若狭町下吉田・しもよしだ

　　９１９-１４５５・福井県三方上中郡若狭町塩坂越・しやくじ

　　９１９-１３２２・福井県三方上中郡若狭町成願寺・じようがんじ

　　９１９-１３２４・福井県三方上中郡若狭町白屋・しろや

　　９１９-１５３１・福井県三方上中郡若狭町新道・しんどう

　　９１９-１５２２・福井県三方上中郡若狭町末野・すえの

　　９１９-１５５１・福井県三方上中郡若狭町杉山・すぎやま

　　９１９-１５２６・福井県三方上中郡若狭町関・せき

　　９１９-１４６４・福井県三方上中郡若狭町世久見・せくみ

　　９１９-１４６２・福井県三方上中郡若狭町田井・たい

　　９１９-１３１５・福井県三方上中郡若狭町高岸・たかぎじ

　　９１９-１３２６・福井県三方上中郡若狭町田上・たがみ

　　９１９-１３３２・福井県三方上中郡若狭町館川・たちかわ

　　９１９-１３３４・福井県三方上中郡若狭町田名・たな

　　９１９-１５５６・福井県三方上中郡若狭町玉置・たまき

　　９１９-１３３３・福井県三方上中郡若狭町中央・ちゆうおう

　　９１９-１５５３・福井県三方上中郡若狭町堤・つつみ

　　９１９-１４５１・福井県三方上中郡若狭町常神・つねかみ

　　９１９-１５４３・福井県三方上中郡若狭町天徳寺・てんとくじ

　　９１９-１３３１・福井県三方上中郡若狭町鳥浜・とりはま

　　９１９-１５０５・福井県三方上中郡若狭町長江・ながえ

　　９１９-１５５８・福井県三方上中郡若狭町中野木・なかのぎ

　　９１９-１４６３・福井県三方上中郡若狭町成出・なるで

　　９１９-１３１４・福井県三方上中郡若狭町能登野・のとの

　　９１９-１５４５・福井県三方上中郡若狭町日笠・ひかさ

　　９１９-１３２７・福井県三方上中郡若狭町東黒田・ひがしくろた

　　９１９-１３１１・福井県三方上中郡若狭町藤井・ふじい

　　９１９-１３０３・福井県三方上中郡若狭町三方・みかた

　　９１９-１４５２・福井県三方上中郡若狭町神子・みこ

　　９１９-１５１１・福井県三方上中郡若狭町三生野・みしようの

　　９１９-１３２８・福井県三方上中郡若狭町三十三団地・みそみだんち

　　９１９-１５１３・福井県三方上中郡若狭町三田・みた

　　９１９-１５１５・福井県三方上中郡若狭町南・みなみ

　　９１９-１３０６・福井県三方上中郡若狭町南前川・みなみまえがわ

　　９１９-１５３６・福井県三方上中郡若狭町三宅・みやけ

　　９１９-１３３６・福井県三方上中郡若狭町向笠・むかさ

　　９１９-１５５５・福井県三方上中郡若狭町武生・むしゆう

　　９１９-１５０６・福井県三方上中郡若狭町持田・もちだ

　　９１９-１５１６・福井県三方上中郡若狭町山内・やまうち

　　９１９-１４５４・福井県三方上中郡若狭町遊子・ゆうじ

　　９１９-１３１３・福井県三方上中郡若狭町横渡・よこわたり

　　９１９-１５３５・福井県三方上中郡若狭町若王子・わかおうじ

　　９１９-１５５２・福井県三方上中郡若狭町若狭テクノバレー・わかさてくのはﾞれｰ

　　９１９-１５２４・福井県三方上中郡若狭町脇袋・わきぶくろ

　　８００-００００・福岡県北九州市門司区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８００-００４５・福岡県北九州市門司区青葉台・あおはﾞだい

　　８００-０１０１・福岡県北九州市門司区伊川・いかわ

　　８００-００４１・福岡県北九州市門司区泉ケ丘・いずみがおか

　　８００-００４８・福岡県北九州市門司区稲積・いなつﾞみ

　　８００-０１１１・福岡県北九州市門司区今津・いまつﾞ

　　８００-００２６・福岡県北九州市門司区梅ノ木町・うめのきちよう

　　８０１-０８６４・福岡県北九州市門司区老松町・おいまつちよう

　　８０１-０８８３・福岡県北九州市門司区大久保・おおくほﾞ

　　８０１-０８１１・福岡県北九州市門司区大積・おおつみ

　　８００-００１１・福岡県北九州市門司区奥田・おくだ

　　８０１-０８７６・福岡県北九州市門司区花月園・かげつえん

　　８０１-０８０１・福岡県北九州市門司区風師（１～３丁目）・かざし

　　８００-０００１・福岡県北九州市門司区風師（４丁目）・かざし(４)

　　８０１-０８２３・福岡県北九州市門司区春日町・かすがまち

　　８００-００６１・福岡県北九州市門司区片上海岸・かたがみかいがん

　　８００-０００３・福岡県北九州市門司区片上町・かたがみまち

　　８００-００１６・福岡県北九州市門司区上二十町・かみにじつちよう

　　８００-００４４・福岡県北九州市門司区上藤松・かみふじまつ

　　８０１-０８７１・福岡県北九州市門司区上本町・かみほんまち

　　８００-００４２・福岡県北九州市門司区上馬寄・かみまいそう

　　８００-０１１４・福岡県北九州市門司区吉志・ きじ



　　８００-０１１８・福岡県北九州市門司区吉志新町・きししんまち

　　８００-０００４・福岡県北九州市門司区北川町・きたがわまち

　　８０１-０８１２・福岡県北九州市門司区喜多久・きたく

　　８０１-０８５４・福岡県北九州市門司区旧門司・きゆうもじ

　　８０１-０８３３・福岡県北九州市門司区清滝・きよたき

　　８０１-０８８２・福岡県北九州市門司区清見・きよみ

　　８０１-０８８６・福岡県北九州市門司区清見佐夜町・きよみさやまち

　　８０１-０８０８・福岡県北九州市門司区葛葉（１丁目）・くずは(１)

　　８００-０００８・福岡県北九州市門司区葛葉（２、３丁目）・くずは(２､３)

　　８０１-０８２１・福岡県北九州市門司区黒川・くろがわ

　　８０１-０８２６・福岡県北九州市門司区黒川東・ くろがわひがじ

　　８０１-０８２５・福岡県北九州市門司区黒川西・ くろがわにじ

　　８００-００２７・福岡県北九州市門司区黄金町・こがねまち

　　８００-００３４・福岡県北九州市門司区小松町・こまつちよう

　　８００-０００７・福岡県北九州市門司区小森江・こもりえ

　　８０１-０８６３・福岡県北九州市門司区栄町・さかえまち

　　８００-０１０２・福岡県北九州市門司区猿喰・さるはみ

　　８００-００１５・福岡県北九州市門司区寺内・じない

　　８００-００２８・福岡県北九州市門司区下二十町・しもにじつちよう

　　８００-００５１・福岡県北九州市門司区下馬寄・しもまいそう

　　８００-００５４・福岡県北九州市門司区社ノ木・しやのき

　　８０１-０８６５・福岡県北九州市門司区庄司町・しようじまち

　　８０１-０８０２・福岡県北九州市門司区白野江・しらのえ

　　８００-００１３・福岡県北九州市門司区城山町・しろやまちよう

　　８０１-０８８５・福岡県北九州市門司区新開・しんかい

　　８００-００５３・福岡県北九州市門司区新原町・しんはらまち

　　８００-０１１５・福岡県北九州市門司区新門司・しんもじ

　　８００-０１１３・福岡県北九州市門司区新門司北・しんもじきた

　　８０１-０８８４・福岡県北九州市門司区瀬戸町・せとまち

　　８００-００１４・福岡県北九州市門司区大里・だいり

　　８００-００１８・福岡県北九州市門司区大里桜ケ丘・だいりさくらがおか

　　８００-００５７・福岡県北九州市門司区大里新町・だいりしんまち

　　８００-００２４・福岡県北九州市門司区大里戸ノ上・だいりとのうえ

　　８００-００３８・福岡県北九州市門司区大里原町・だいりはらまち

　　８００-００２２・福岡県北九州市門司区大里東・ だいりひがじ

　　８００-００２９・福岡県北九州市門司区大里東口・だいりひがしぐち

　　８００-００６３・福岡県北九州市門司区大里本町・だいりほんまち

　　８００-００６２・福岡県北九州市門司区大里元町・だいりもとまち

　　８００-００３３・福岡県北九州市門司区大里桃山町・だいりももやまちよう

　　８０１-０８２２・福岡県北九州市門司区高砂町・たかさごまち

　　８００-００３１・福岡県北九州市門司区高田・たかだ

　　８０１-０８０５・福岡県北九州市門司区太刀浦海岸・たちのうらかいがん

　　８０１-０８７２・福岡県北九州市門司区谷町・たにまち

　　８０１-０８０３・福岡県北九州市門司区田野浦・たのうら

　　８０１-０８０４・福岡県北九州市門司区田野浦海岸・たのうらかいがん

　　８００-０１１７・福岡県北九州市門司区恒見・つねみ

　　８００-０１１６・福岡県北九州市門司区恒見町・つねみまち

　　８００-００２３・福岡県北九州市門司区中二十町・なかにじつちよう

　　８００-００３９・福岡県北九州市門司区中町・なかまち

　　８００-００１７・福岡県北九州市門司区永黒・ながぐろ

　　８０１-０８６１・福岡県北九州市門司区長谷・ながたに

　　８０１-０８８１・福岡県北九州市門司区鳴竹・なるたけ

　　８０１-０８４１・福岡県北九州市門司区西海岸・にしかいがん

　　８０１-０８６２・福岡県北九州市門司区錦町・にしきまち

　　８００-００５６・福岡県北九州市門司区西新町・にししんまち

　　８００-０１１２・福岡県北九州市門司区畑・はた

　　８０１-０８７４・福岡県北九州市門司区畑田町・はたけだまち

　　８０１-０８５６・福岡県北九州市門司区浜町・はままち

　　８００-０００５・福岡県北九州市門司区羽山・はやま

　　８００-００３７・福岡県北九州市門司区原町別院・はらまちべついん

　　８００-００４６・福岡県北九州市門司区光町・ひかりまち

　　８００-００５５・福岡県北九州市門司区東新町・ひがししんまち

　　８０１-０８５１・福岡県北九州市門司区東本町・ひがしほんまち

　　８００-００５２・福岡県北九州市門司区東馬寄・ひがしまいそう

　　８０１-０８５３・福岡県北九州市門司区東港町・ひがしみなとまち

　　８０１-０８７３・福岡県北九州市門司区東門司・ひがしもじ

　　８０１-０８１３・福岡県北九州市門司区柄杓田・ひしやくだ

　　８０１-０８１４・福岡県北九州市門司区柄杓田町・ひしやくだまち

　　８０１-０８４２・福岡県北九州市門司区広石・ ひろいじ

　　８００-００４７・福岡県北九州市門司区藤松・ふじまつ



　　８００-０００２・福岡県北九州市門司区二タ松町・ふたまつちよう

　　８００-００３２・福岡県北九州市門司区不老町・ふろうちよう

　　８００-００３５・福岡県北九州市門司区別院・べついん

　　８０１-０８７５・福岡県北九州市門司区法師庵・ほうしあん

　　８０１-０８３４・福岡県北九州市門司区本町・ほんまち

　　８００-００１２・福岡県北九州市門司区松崎町・まつざきちよう

　　８００-００６４・福岡県北九州市門司区松原・まつはﾞら

　　８０１-０８３１・福岡県北九州市門司区丸山・まるやま

　　８０１-０８２４・福岡県北九州市門司区丸山吉野町・まるやまよしのまち

　　８００-００４３・福岡県北九州市門司区緑ケ丘・みどりがおか

　　８０１-０８５２・福岡県北九州市門司区港町・みなとまち

　　８００-００２１・福岡県北九州市門司区南本町・みなみほんまち

　　８０１-０８５５・福岡県北九州市門司区門司・もじ

　　８０１-０８３２・福岡県北九州市門司区元清滝・もときよたき

　　８００-００３０・福岡県北九州市門司区桃山台・ももやまだい

　　８００-００３６・福岡県北九州市門司区柳原町・やなぎはらまち

　　８００-００２５・福岡県北九州市門司区柳町・やなぎまち

　　８００-０００６・福岡県北九州市門司区矢筈町・やはずまち

　　８０８-００００・福岡県北九州市若松区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０８-０１４１・福岡県北九州市若松区青葉台東・ あおはﾞだいひがじ

　　８０８-０１４３・福岡県北九州市若松区青葉台西・ あおはﾞだいにじ

　　８０８-０１４２・福岡県北九州市若松区青葉台南・あおはﾞだいみなみ

　　８０８-０１７５・福岡県北九州市若松区赤岩町（１０～１２)・あかいわまち

　　８０８-００７５・福岡県北九州市若松区赤岩町（その他）・あかいわまち(そのた)

　　８０８-０００３・福岡県北九州市若松区赤崎町・あかさきまち

　　８０８-００７３・福岡県北九州市若松区赤島町・あかしままち

　　８０８-０１２２・福岡県北九州市若松区蜑住・あますみ

　　８０８-０１２３・福岡県北九州市若松区有毛・ありげ

　　８０８-００２２・福岡県北九州市若松区安瀬・あんせ

　　８０８-０１２４・福岡県北九州市若松区安屋・あんや

　　８０８-００７１・福岡県北九州市若松区今光・いまみつ

　　８０８-００１４・福岡県北九州市若松区栄盛川町・えいせいがわまち

　　８０８-００３２・福岡県北九州市若松区老松・おいまつ

　　８０８-００６１・福岡県北九州市若松区大池町・おおいけまち

　　８０８-００３３・福岡県北九州市若松区大井戸町・おおいどまち

　　８０８-００５１・福岡県北九州市若松区大谷町・おおたにまち

　　８０８-０１３３・福岡県北九州市若松区大鳥居・おおとりい

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区小竹（１～１９５３)、・おだけ

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区小竹（３００６～３００８)、・おだけ

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区小竹（相川)、・おだけ

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区小竹（鬼ケ坂)、・おだけ

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区小竹（唐木)、・おだけ

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区椿、脇ノ浦）・つはﾞき､わきのうら)

　　８０８-０１０８・福岡県北九州市若松区小竹（その他）・おだけ(そのた)

　　８０８-０１３４・福岡県北九州市若松区乙丸・おとまる

　　８０８-０１０６・福岡県北九州市若松区片山・かたやま

　　８０８-００１５・福岡県北九州市若松区上原町・かみはらまち

　　８０８-０１０５・福岡県北九州市若松区鴨生田・かもおだ

　　８０８-００２３・福岡県北九州市若松区北浜・きたはま

　　８０８-００２７・福岡県北九州市若松区北湊町・きたみなとまち

　　８０８-００１１・福岡県北九州市若松区響南町・きようなんまち

　　８０８-００６６・福岡県北九州市若松区くきのうみ中央・くきのうみちゆうおう

　　８０８-００５４・福岡県北九州市若松区久岐の浜・くきのはま

　　８０８-０００７・福岡県北九州市若松区小石・ こいじ

　　８０８-０００１・福岡県北九州市若松区小石本村町・こいしほんむらまち

　　８０８-００４６・福岡県北九州市若松区小糸町・こいとまち

　　８０８-０００２・福岡県北九州市若松区向洋町・こうようまち

　　８０８-０１３２・福岡県北九州市若松区小敷・こしき

　　８０８-０１３９・福岡県北九州市若松区小敷ひびきの・こしきひびきの

　　８０８-００２６・福岡県北九州市若松区桜町・さくらまち

　　８０８-００４１・福岡県北九州市若松区迫田町・さこだまち

　　８０８-０１３１・福岡県北九州市若松区塩屋・しおや

　　８０８-０００５・福岡県北九州市若松区下原町・しもはらまち

　　８０８-００５２・福岡県北九州市若松区新大谷町・しんおおたにまち

　　８０８-００５３・福岡県北九州市若松区修多羅・すたら

　　８０８-０１４８・福岡県北九州市若松区高須・たかす

　　８０８-０１４４・福岡県北九州市若松区高須東・ たかすひがじ

　　８０８-０１４６・福岡県北九州市若松区高須西・ たかすにじ

　　８０８-０１４５・福岡県北九州市若松区高須南・たかすみなみ

　　８０８-０１４７・福岡県北九州市若松区高須北・たかすきた



　　８０８-０１２１・福岡県北九州市若松区竹並・たけなみ

　　８０８-００４２・福岡県北九州市若松区棚田町・たなだまち

　　８０８-００７６・福岡県北九州市若松区童子丸・どうじまる

　　８０８-０１１２・福岡県北九州市若松区頓田・とんだ

　　８０８-００２５・福岡県北九州市若松区中川町・なかがわまち

　　８０８-００４７・福岡県北九州市若松区中畑町・なかはたまち

　　８０８-００１３・福岡県北九州市若松区波打町・なみうちまち

　　８０８-０００４・福岡県北九州市若松区西小石町・にしこいしまち

　　８０８-００３１・福岡県北九州市若松区西園町・にしぞのまち

　　８０８-０１０１・福岡県北九州市若松区西天神町・にしてんじんまち

　　８０８-００４３・福岡県北九州市若松区西畑町・にしはたまち

　　８０８-００３５・福岡県北九州市若松区白山・はくさん

　　８０８-０１０４・福岡県北九州市若松区畠田・はたけだ

　　８０８-００５５・福岡県北九州市若松区畑谷町・はただにまち

　　８０８-０１３６・福岡県北九州市若松区花野路・はなのじ

　　８０８-００２４・福岡県北九州市若松区浜町・はままち

　　８０８-０１１３・福岡県北九州市若松区払川・はらいがわ

　　８０８-００１６・福岡県北九州市若松区原町・はらまち

　　８０８-００１７・福岡県北九州市若松区東小石町・ひがしこいしまち

　　８０８-００４４・福岡県北九州市若松区東畑町・ひがしはたまち

　　８０８-０１０２・福岡県北九州市若松区東二島・ひがしふたじま

　　８０８-０１３５・福岡県北九州市若松区ひびきの・ひびきの

　　８０８-０１３８・福岡県北九州市若松区ひびきの北・ひびきのきた

　　８０８-０１３７・福岡県北九州市若松区ひびきの南・ひびきのみなみ

　　８０８-００２１・福岡県北九州市若松区響町・ひびきまち

　　８０８-００１２・福岡県北九州市若松区深町・ふかまち

　　８０８-００６５・福岡県北九州市若松区藤木・ふじのき

　　８０８-００７４・福岡県北九州市若松区藤ノ木・ふじのき

　　８０８-０１０３・福岡県北九州市若松区二島・ふたじま

　　８０８-００６２・福岡県北九州市若松区古前・ふるまえ

　　８０８-００３４・福岡県北九州市若松区本町・ほんまち

　　８０８-０１０９・福岡県北九州市若松区南二島・みなみふたじま

　　８０８-０００６・福岡県北九州市若松区宮前町・みやまえまち

　　８０８-００６４・福岡県北九州市若松区宮丸・みやまる

　　８０８-０１１１・福岡県北九州市若松区柳崎町・やながさきまち

　　８０８-００３６・福岡県北九州市若松区山手町・やまてまち

　　８０８-００４５・福岡県北九州市若松区山ノ堂町・やまのどうまち

　　８０８-００７２・福岡県北九州市若松区百合野町・ゆりのまち

　　８０８-００７７・福岡県北九州市若松区用勺町・ようじやくまち

　　８０８-００６３・福岡県北九州市若松区和田町・わだまち

　　８０４-００００・福岡県北九州市戸畑区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０４-００８３・福岡県北九州市戸畑区旭町・あさひまち

　　８０４-００６２・福岡県北九州市戸畑区浅生・あそう

　　８０４-００２１・福岡県北九州市戸畑区一枝・いちえだ

　　８０４-００６４・福岡県北九州市戸畑区沖台・おきだい

　　８０４-００７１・福岡県北九州市戸畑区川代・かわしろ

　　８０４-００４３・福岡県北九州市戸畑区観音寺町・かんのんじちよう

　　８０４-００７５・福岡県北九州市戸畑区北鳥旗町・きたとりはたまち

　　８０４-００７６・福岡県北九州市戸畑区銀座・ぎんざ

　　８０４-００９２・福岡県北九州市戸畑区小芝・こしはﾞ

　　８０４-００２２・福岡県北九州市戸畑区金比羅町・こんひﾟらちよう

　　８０４-００８４・福岡県北九州市戸畑区幸町・さいわいまち

　　８０４-００１３・福岡県北九州市戸畑区境川・さかいがわ

　　８０４-００９３・福岡県北九州市戸畑区沢見・さわみ

　　８０４-００９１・福岡県北九州市戸畑区三六町・さんろくまち

　　８０４-００３３・福岡県北九州市戸畑区椎ノ木町・しいのきちよう

　　８０４-００６７・福岡県北九州市戸畑区汐井町・しおいまち

　　８０４-００６３・福岡県北九州市戸畑区正津町・しようつﾞまち

　　８０４-００８２・福岡県北九州市戸畑区新池・しんいけ

　　８０４-００６５・福岡県北九州市戸畑区新川町・しんかわまち

　　８０４-００４４・福岡県北九州市戸畑区菅原・すがわら

　　８０４-００１５・福岡県北九州市戸畑区仙水町・せんすいちよう

　　８０４-００８１・福岡県北九州市戸畑区千防・せんほﾞう

　　８０４-００５１・福岡県北九州市戸畑区高峰・たかみね

　　８０４-００１４・福岡県北九州市戸畑区土取町・つちとりまち

　　８０４-００９４・福岡県北九州市戸畑区天神・てんじん

　　８０４-００４１・福岡県北九州市戸畑区天籟寺・てんらいじ

　　８０４-０００４・福岡県北九州市戸畑区戸畑・とはﾞた

　　８０４-０００１・福岡県北九州市戸畑区飛幡町・とびはたちよう

　　８０４-０００２・福岡県北九州市戸畑区中原（先の浜）・なかはﾞる(さきのはま)



　　８０４-０００３・福岡県北九州市戸畑区中原新町・なかはﾞるしんまち

　　８０４-００１２・福岡県北九州市戸畑区中原東・ なかはﾞるひがじ

　　８０４-００１１・福岡県北九州市戸畑区中原西・ なかはﾞるにじ

　　８０４-００６１・福岡県北九州市戸畑区中本町・なかほんまち

　　８０４-００３２・福岡県北九州市戸畑区西大谷・にしおおたに

　　８０４-００２４・福岡県北九州市戸畑区西鞘ケ谷町・にしさやがたにまち

　　８０４-００６６・福岡県北九州市戸畑区初音町・はつねちよう

　　８０４-００３１・福岡県北九州市戸畑区東大谷・ひがしおおたに

　　８０４-００２３・福岡県北九州市戸畑区東鞘ケ谷町・ひがしさやがたにまち

　　８０４-００２５・福岡県北九州市戸畑区福柳木・ふくりゆうぎ

　　８０４-００５３・福岡県北九州市戸畑区牧山・まきやま

　　８０４-００７７・福岡県北九州市戸畑区牧山海岸・まきやまかいがん

　　８０４-００５４・福岡県北九州市戸畑区牧山新町・まきやましんまち

　　８０４-００５２・福岡県北九州市戸畑区丸町・まるまち

　　８０４-００７４・福岡県北九州市戸畑区南鳥旗町・みなみとりはたまち

　　８０４-００７３・福岡県北九州市戸畑区明治町・めいじまち

　　８０４-００７２・福岡県北九州市戸畑区元宮町・もとみやまち

　　８０４-００４２・福岡県北九州市戸畑区夜宮・よみや

　　８０２-００００・福岡県北九州市小倉北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０２-００９１・福岡県北九州市小倉北区藍島・あいのしま

　　８０３-０８２２・福岡県北九州市小倉北区青葉・あおはﾞ

　　８０２-００３２・福岡県北九州市小倉北区赤坂・あかさか

　　８０２-００３１・福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸・あかさかかいがん

　　８０２-０００１・福岡県北九州市小倉北区浅野・あさの

　　８０３-０８３３・福岡県北九州市小倉北区朝日ケ丘・あさひがおか

　　８０２-００４３・福岡県北九州市小倉北区足原・あしはら

　　８０３-０８２８・福岡県北九州市小倉北区愛宕・あたご

　　８０２-００４２・福岡県北九州市小倉北区足立・あだち

　　８０３-０８４２・福岡県北九州市小倉北区泉台・いずみだい

　　８０３-０８２４・福岡県北九州市小倉北区板櫃町・いたびつまち

　　８０３-０８３５・福岡県北九州市小倉北区井堀・いほﾞり

　　８０３-０８６２・福岡県北九州市小倉北区今町・いままち

　　８０３-０８２１・福岡県北九州市小倉北区鋳物師町・いもじまち

　　８０２-０００６・福岡県北九州市小倉北区魚町・うおまち

　　８０２-００１６・福岡県北九州市小倉北区宇佐町・うさまち

　　８０２-００９２・福岡県北九州市小倉北区馬島・うましま

　　８０２-００８３・福岡県北九州市小倉北区江南町・えなみちよう

　　８０２-００１５・福岡県北九州市小倉北区大田町・おおたまち

　　８０３-０８１４・福岡県北九州市小倉北区大手町・おおてまち

　　８０２-００２６・福岡県北九州市小倉北区大畠・おおはﾞたけ

　　８０２-０００４・福岡県北九州市小倉北区鍛冶町・かじまち

　　８０２-００６４・福岡県北九州市小倉北区片野・かたの

　　８０２-００６２・福岡県北九州市小倉北区片野新町・かたのしんまち

　　８０３-０８１６・福岡県北九州市小倉北区金田・かなだ

　　８０３-０８４５・福岡県北九州市小倉北区上到津・かみいとうつﾞ

　　８０２-００２２・福岡県北九州市小倉北区上富野・かみとみの

　　８０２-００８４・福岡県北九州市小倉北区香春口・かわらぐち

　　８０２-００４５・福岡県北九州市小倉北区神岳・かんたけ

　　８０２-００７３・福岡県北九州市小倉北区貴船町・きふねまち

　　８０３-０８５１・福岡県北九州市小倉北区木町・きまち

　　８０２-０００２・福岡県北九州市小倉北区京町・きようまち

　　８０３-０８４１・福岡県北九州市小倉北区清水・きよみず

　　８０２-００５２・福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘・きりがおか

　　８０３-０８４３・福岡県北九州市小倉北区金鶏町・きんけいちよう

　　８０３-０８６４・福岡県北九州市小倉北区熊谷・くまがい

　　８０２-００４４・福岡県北九州市小倉北区熊本・くまもと

　　８０２-００５６・福岡県北九州市小倉北区黒住町・くろずみちよう

　　８０２-００５１・福岡県北九州市小倉北区黒原・くろはﾞる

　　８０２-００７１・福岡県北九州市小倉北区黄金・こがね

　　８０３-０８０３・福岡県北九州市小倉北区許斐町・このみまち

　　８０２-０００３・福岡県北九州市小倉北区米町・こめまち

　　８０２-００３７・福岡県北九州市小倉北区小文字・こもんじ

　　８０２-００８１・福岡県北九州市小倉北区紺屋町・こんやまち

　　８０３-０８２３・福岡県北九州市小倉北区菜園場・さえんはﾞ

　　８０２-０００５・福岡県北九州市小倉北区堺町・さかいまち

　　８０２-００６１・福岡県北九州市小倉北区三郎丸・さぶろうまる

　　８０３-０８５４・福岡県北九州市小倉北区皿山町・さらやままち

　　８０２-００２４・福岡県北九州市小倉北区山門町・さんもんちよう

　　８０２-００１１・福岡県北九州市小倉北区重住・しげずみ

　　８０３-０８６１・福岡県北九州市小倉北区篠崎・しのざき



　　８０３-０８４６・福岡県北九州市小倉北区下到津・しもいとうつﾞ

　　８０２-００２３・福岡県北九州市小倉北区下富野・しもとみの

　　８０２-００２５・福岡県北九州市小倉北区寿山町・じゆざんちよう

　　８０３-０８１３・福岡県北九州市小倉北区城内・じようない

　　８０２-００５５・福岡県北九州市小倉北区城野団地・じようのだんち

　　８０２-００７５・福岡県北九州市小倉北区昭和町・しようわまち

　　８０２-００７４・福岡県北九州市小倉北区白銀・しらがね

　　８０３-０８２５・福岡県北九州市小倉北区白萩町・しらはぎまち

　　８０２-００３８・福岡県北九州市小倉北区神幸町・しんこうちよう

　　８０３-０８５２・福岡県北九州市小倉北区新高田・しんたかだ

　　８０３-０８０５・福岡県北九州市小倉北区親和町・しんわまち

　　８０２-００１２・福岡県北九州市小倉北区末広・すえひろ

　　８０２-００３４・福岡県北九州市小倉北区須賀町・すがまち

　　８０２-００１４・福岡県北九州市小倉北区砂津・すなつ

　　８０２-０００８・福岡県北九州市小倉北区船頭町・せんどうまち

　　８０２-０００７・福岡県北九州市小倉北区船場町・せんはﾞまち

　　８０３-０８１１・福岡県北九州市小倉北区大門・だいもん

　　８０３-０８５３・福岡県北九州市小倉北区高尾・たかお

　　８０２-００２１・福岡県北九州市小倉北区高浜・たかはま

　　８０２-００５３・福岡県北九州市小倉北区高坊・たかほﾞう

　　８０３-０８３８・福岡県北九州市小倉北区高見台・たかみだい

　　８０３-０８２６・福岡県北九州市小倉北区高峰町・たかみねちよう

　　８０３-０８５５・福岡県北九州市小倉北区竪林町・たてはﾞやしまち

　　８０３-０８１８・福岡県北九州市小倉北区竪町・たてまち

　　８０３-０８１７・福岡県北九州市小倉北区田町・たまち

　　８０２-００３５・福岡県北九州市小倉北区常盤町・ときわまち

　　８０２-００３６・福岡県北九州市小倉北区富野・とみの

　　８０２-００３３・福岡県北九州市小倉北区富野台・とみのだい

　　８０３-０８３６・福岡県北九州市小倉北区中井・なかい

　　８０３-０８３７・福岡県北九州市小倉北区中井口・なかいぐち

　　８０３-０８０４・福岡県北九州市小倉北区中井浜・なかいはま

　　８０２-００７６・福岡県北九州市小倉北区中島・なかしま

　　８０２-００１８・福岡県北九州市小倉北区中津口・なかつぐち

　　８０２-００１３・福岡県北九州市小倉北区長浜町・ながはままち

　　８０３-０８０１・福岡県北九州市小倉北区西港町・にしみなとまち

　　８０２-００６６・福岡県北九州市小倉北区萩崎町・はぎざきまち

　　８０２-００７７・福岡県北九州市小倉北区馬借・はﾞしやく

　　８０３-０８１５・福岡県北九州市小倉北区原町・はらまち

　　８０３-０８３１・福岡県北九州市小倉北区日明・ひあがり

　　８０２-００７２・福岡県北九州市小倉北区東篠崎・ひがししのざき

　　８０２-００５４・福岡県北九州市小倉北区東城野町・ひがしじようのまち

　　８０３-０８０２・福岡県北九州市小倉北区東港・ひがしみなと

　　８０３-０８３２・福岡県北九州市小倉北区平松町・ひらまつまち

　　８０２-００８２・福岡県北九州市小倉北区古船場町・ふるせんはﾞまち

　　８０３-０８５６・福岡県北九州市小倉北区弁天町・べんてんまち

　　８０３-０８４４・福岡県北九州市小倉北区真鶴・まなつﾞる

　　８０３-０８２７・福岡県北九州市小倉北区緑ケ丘・みどりがおか

　　８０３-０８６３・福岡県北九州市小倉北区南丘・みなみがおか

　　８０２-００６５・福岡県北九州市小倉北区三萩野・みはぎの

　　８０３-０８３４・福岡県北九州市小倉北区都・みやこ

　　８０２-００４１・福岡県北九州市小倉北区妙見町・みようけんちよう

　　８０３-０８１２・福岡県北九州市小倉北区室町・むろまち

　　８０２-００１７・福岡県北九州市小倉北区明和町・めいわまち

　　８０３-０８６５・福岡県北九州市小倉北区山田町・やまだまち

　　８０２-００８５・福岡県北九州市小倉北区吉野町・よしのまち

　　８０２-００６３・福岡県北九州市小倉北区若富士町・わかふじちよう

　　８０２-００００・福岡県北九州市小倉南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８００-０２５８・福岡県北九州市小倉南区安部山・あべやま

　　８０２-０８３８・福岡県北九州市小倉南区石田町・いしだまち

　　８０２-０８３６・福岡県北九州市小倉南区石田南・いしだみなみ

　　８０３-０１８５・福岡県北九州市小倉南区石原町・いしはらまち

　　８０３-０１８３・福岡県北九州市小倉南区市丸・いちまる

　　８０３-０１８９・福岡県北九州市小倉南区井手浦・いでうら

　　８０３-０２６１・福岡県北九州市小倉南区合馬・おうま

　　８０３-０２７１・福岡県北九州市小倉南区長行・おさゆき

　　８０３-０２７３・福岡県北九州市小倉南区長行東・ おさゆきひがじ

　　８０３-０２７２・福岡県北九州市小倉南区長行西・ おさゆきにじ

　　８０２-０８３４・福岡県北九州市小倉南区隠蓑・かくれみの

　　８０３-０２６７・福岡県北九州市小倉南区頂吉・ かぐめよじ

　　８０２-０８３３・福岡県北九州市小倉南区上石田・かみいしだ



　　８００-０２５５・福岡県北九州市小倉南区上葛原・かみくずはら

　　８００-０２２３・福岡県北九州市小倉南区上曽根・かみそね

　　８００-０２１５・福岡県北九州市小倉南区上曽根新町・かみそねしんまち

　　８００-０２４４・福岡県北九州市小倉南区上貫・かみぬき

　　８００-０２０１・福岡県北九州市小倉南区上吉田・かみよしだ

　　８０２-０９７８・福岡県北九州市小倉南区蒲生・がもう

　　８０２-０９８１・福岡県北九州市小倉南区企救丘・きくがおか

　　８０２-０８４１・福岡県北九州市小倉南区北方・きたがた

　　８０３-０１８４・福岡県北九州市小倉南区木下・きのした

　　８００-０３０６・福岡県北九州市小倉南区空港北町・くうこうきたまち

　　８００-０２３１・福岡県北九州市小倉南区朽網・くさみ

　　８００-０２３２・福岡県北九州市小倉南区朽網東・ くさみひがじ

　　８００-０２３３・福岡県北九州市小倉南区朽網西・ くさみにじ

　　８００-０２５１・福岡県北九州市小倉南区葛原・くずはら

　　８００-０２５２・福岡県北九州市小倉南区葛原高松・くずはらたかまつ

　　８００-０２５３・福岡県北九州市小倉南区葛原本町・くずはらほんまち

　　８００-０２５４・福岡県北九州市小倉南区葛原元町・くずはらもとまち

　　８００-０２０６・福岡県北九州市小倉南区葛原東・ くずはらひがじ

　　８０３-０１８２・福岡県北九州市小倉南区小森・こもり

　　８０２-０９８５・福岡県北九州市小倉南区志井・しい

　　８０２-０９８４・福岡県北九州市小倉南区志井公園・しいこうえん

　　８０２-０９８６・福岡県北九州市小倉南区志井鷹羽台・しいたかはだい

　　８０２-０８１１・福岡県北九州市小倉南区重住・しげずみ

　　８０２-０９８３・福岡県北九州市小倉南区志徳・しとく

　　８０２-０８３２・福岡県北九州市小倉南区下石田・しもいしだ

　　８０２-０８０４・福岡県北九州市小倉南区下城野・しもじようの

　　８００-０２１７・福岡県北九州市小倉南区下曽根・しもそね

　　８００-０２２１・福岡県北九州市小倉南区下曽根新町・しもそねしんまち

　　８００-０２３６・福岡県北九州市小倉南区下貫・しもぬき

　　８０２-０９７７・福岡県北九州市小倉南区下南方・しもみなみがた

　　８００-０２０３・福岡県北九州市小倉南区下吉田・しもよしだ

　　８０２-０８０２・福岡県北九州市小倉南区城野・じようの

　　８００-０２１１・福岡県北九州市小倉南区新曽根・しんそね

　　８０３-０１８６・福岡県北九州市小倉南区新道寺・しんどうじ

　　８０２-０９７３・福岡県北九州市小倉南区星和台・せいわだい

　　８００-０２１２・福岡県北九州市小倉南区曽根・そね

　　８００-０２２９・福岡県北九州市小倉南区曽根北町・そねきたまち

　　８００-０２１４・福岡県北九州市小倉南区曽根新田・そねしんでん

　　８００-０２２０・福岡県北九州市小倉南区曽根新田南・そねしんでんみなみ

　　８００-０２１９・福岡県北九州市小倉南区曽根新田北・そねしんでんきた

　　８０３-０２６８・福岡県北九州市小倉南区高津尾・たかつお

　　８０３-０２７５・福岡県北九州市小倉南区高野・たかの

　　８０３-０２６２・福岡県北九州市小倉南区田代・たしろ

　　８００-０２２５・福岡県北九州市小倉南区田原・たはら

　　８００-０２２６・福岡県北九州市小倉南区田原新町・たはらしんまち

　　８０３-０２６３・福岡県北九州市小倉南区辻三・つじみつ

　　８００-０２４２・福岡県北九州市小倉南区津田・つだ

　　８００-０２２７・福岡県北九州市小倉南区津田新町・つだしんまち

　　８００-０２４８・福岡県北九州市小倉南区津田南町・つだみなみまち

　　８０３-０２６６・福岡県北九州市小倉南区道原・どうはﾞる

　　８０３-０２７６・福岡県北九州市小倉南区徳吉・ とくよじ

　　８０３-０２７７・福岡県北九州市小倉南区徳吉東・ とくよしひがじ

　　８０３-０２７８・福岡県北九州市小倉南区徳吉西・ とくよしにじ

　　８０３-０２７９・福岡県北九州市小倉南区徳吉南・とくよしみなみ

　　８０２-０９７４・福岡県北九州市小倉南区徳力・とくりき

　　８０２-０９７９・福岡県北九州市小倉南区徳力新町・とくりきしんまち

　　８０２-０９７５・福岡県北九州市小倉南区徳力団地・とくりきだんち

　　８００-０２２２・福岡県北九州市小倉南区中曽根・なかそね

　　８００-０２１６・福岡県北九州市小倉南区中曽根新町・なかそねしんまち

　　８００-０２１３・福岡県北九州市小倉南区中曽根東・ なかそねひがじ

　　８００-０２３７・福岡県北九州市小倉南区中貫・なかぬき

　　８００-０２３５・福岡県北九州市小倉南区中貫本町・なかぬきほんまち

　　８００-０２０４・福岡県北九州市小倉南区中吉田・なかよしだ

　　８０３-０２７４・福岡県北九州市小倉南区長尾・ながお

　　８００-０２２８・福岡県北九州市小倉南区長野（丁目）・ながの

　　８００-０２４６・福岡県北九州市小倉南区長野（)・ながの

　　８００-０２４７・福岡県北九州市小倉南区長野東町・ながのひがしまち

　　８００-０２４１・福岡県北九州市小倉南区長野本町・ながのほんまち

　　８００-０２４３・福岡県北九州市小倉南区西貫・にしぬき

　　８０２-０８１２・福岡県北九州市小倉南区西水町・にしみずまち



　　８０２-０８１４・福岡県北九州市小倉南区蜷田若園・になたわかぞの

　　８００-０２４５・福岡県北九州市小倉南区貫・ぬき

　　８００-０２３４・福岡県北九州市小倉南区貫弥生が丘・ぬきやよいがおか

　　８００-０２０９・福岡県北九州市小倉南区沼・ぬま

　　８００-０２１８・福岡県北九州市小倉南区沼新町・ぬましんまち

　　８００-０２０８・福岡県北九州市小倉南区沼本町・ぬまほんまち

　　８００-０２０７・福岡県北九州市小倉南区沼緑町・ぬまみどりまち

　　８００-０２０５・福岡県北九州市小倉南区沼南町・ぬまみなみまち

　　８０２-０８０５・福岡県北九州市小倉南区八幡町・はちまんちよう

　　８０２-０８３７・福岡県北九州市小倉南区葉山町・はやまちよう

　　８０２-０８０３・福岡県北九州市小倉南区春ケ丘・はるがおか

　　８０３-０２６５・福岡県北九州市小倉南区春吉・ はるよじ

　　８００-０２２４・福岡県北九州市小倉南区東貫・ひがしぬき

　　８０２-０８１３・福岡県北九州市小倉南区東水町・ひがしみずまち

　　８０２-０８４２・福岡県北九州市小倉南区日の出町・ひのでまち

　　８０３-０１８０・福岡県北九州市小倉南区平尾台・ひらおだい

　　８０２-０８０１・福岡県北九州市小倉南区富士見・ふじみ

　　８０２-０８３５・福岡県北九州市小倉南区堀越・ ほりこじ

　　８０２-０８２３・福岡県北九州市小倉南区舞ケ丘・まいがおか

　　８０２-０９７６・福岡県北九州市小倉南区南方・みなみがた

　　８０２-０８１５・福岡県北九州市小倉南区南若園町・みなみわかぞのまち

　　８０３-０１８７・福岡県北九州市小倉南区母原・もはら

　　８０３-０１８８・福岡県北九州市小倉南区母原（紫水団地）・もはら(しすいだんち)

　　８０２-０９７２・福岡県北九州市小倉南区守恒・もりつね

　　８０２-０９７１・福岡県北九州市小倉南区守恒本町・もりつねほんまち

　　８０２-０８３１・福岡県北九州市小倉南区八重洲町・やえすまち

　　８０２-０９８２・福岡県北九州市小倉南区山手・やまて

　　８０３-０２６４・福岡県北九州市小倉南区山本・やまもと

　　８００-０２５７・福岡県北九州市小倉南区湯川・ゆがわ

　　８００-０２５６・福岡県北九州市小倉南区湯川新町・ゆがわしんまち

　　８０２-０８２４・福岡県北九州市小倉南区横代・よこしろ

　　８０２-０８２５・福岡県北九州市小倉南区横代葉山・よこしろはやま

　　８０２-０８２２・福岡県北九州市小倉南区横代東町・よこしろひがしまち

　　８０２-０８２６・福岡県北九州市小倉南区横代南町・よこしろみなみまち

　　８０２-０８２１・福岡県北九州市小倉南区横代北町・よこしろきたまち

　　８００-０２０２・福岡県北九州市小倉南区吉田・よしだ

　　８００-０２１０・福岡県北九州市小倉南区吉田にれの木坂・よしだにれのきざか

　　８０３-０１８１・福岡県北九州市小倉南区呼野・よぶの

　　８０２-０８１６・福岡県北九州市小倉南区若園・わかぞの

　　８０５-００００・福岡県北九州市八幡東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０５-０００１・福岡県北九州市八幡東区荒手・あらて

　　８０５-００１５・福岡県北九州市八幡東区荒生田・あろうだ

　　８０５-００２１・福岡県北九州市八幡東区石坪町・いしつほﾞまち

　　８０５-００３７・福岡県北九州市八幡東区猪倉町・いのくらまち

　　８０５-００４１・福岡県北九州市八幡東区祝町・いわいまち

　　８０５-０００２・福岡県北九州市八幡東区枝光・えだみつ

　　８０５-０００８・福岡県北九州市八幡東区枝光本町・えだみつほんまち

　　８０５-００４８・福岡県北九州市八幡東区大蔵・おおくら

　　８０５-００５３・福岡県北九州市八幡東区大谷・おおたに

　　８０５-００３８・福岡県北九州市八幡東区大平町・おおひらまち

　　８０５-０００３・福岡県北九州市八幡東区大宮町・おおみやまち

　　８０５-００５７・福岡県北九州市八幡東区尾倉（大字）・おぐら(おおあざ)

　　８０５-００５９・福岡県北九州市八幡東区尾倉（丁目）・おぐら

　　８０５-００４３・福岡県北九州市八幡東区勝山・かつやま

　　８０５-００１８・福岡県北九州市八幡東区上本町・かみほんまち

　　８０５-００５５・福岡県北九州市八幡東区神山町・かみやままち

　　８０５-００４５・福岡県北九州市八幡東区河内・かわち

　　８０５-００１２・福岡県北九州市八幡東区川淵町・かわぶちまち

　　８０５-００６７・福岡県北九州市八幡東区祇園・ぎおん

　　８０５-００６６・福岡県北九州市八幡東区祇園原町・ぎおんはﾞらまち

　　８０５-００３４・福岡県北九州市八幡東区清田・きよた

　　８０５-００４７・福岡県北九州市八幡東区景勝町・けいしようまち

　　８０５-００３６・福岡県北九州市八幡東区小熊野・こぐまの

　　８０５-００３５・福岡県北九州市八幡東区山路・さんじ

　　８０５-００３３・福岡県北九州市八幡東区山路松尾町・さんじまつおまち

　　８０５-００１７・福岡県北九州市八幡東区山王・さんのう

　　８０５-００１３・福岡県北九州市八幡東区昭和・しようわ

　　８０５-０００７・福岡県北九州市八幡東区白川町・しらかわまち

　　８０５-００４９・福岡県北九州市八幡東区末広町・すえひろまち

　　８０５-０００６・福岡県北九州市八幡東区諏訪・すわ



　　８０５-００１６・福岡県北九州市八幡東区高見・たかみ

　　８０５-００２２・福岡県北九州市八幡東区竹下町・たけしたまち

　　８０５-００４６・福岡県北九州市八幡東区田代・たしろ

　　８０５-００１４・福岡県北九州市八幡東区茶屋町・ちややまち

　　８０５-００１９・福岡県北九州市八幡東区中央・ちゆうおう

　　８０５-００３１・福岡県北九州市八幡東区槻田・つきだ

　　８０５-００５４・福岡県北九州市八幡東区天神町・てんじんまち

　　８０５-００２５・福岡県北九州市八幡東区中尾・なかお

　　８０５-００２４・福岡県北九州市八幡東区中畑・なかはた

　　８０５-００６４・福岡県北九州市八幡東区西台良町・にしだいらまち

　　８０５-００６１・福岡県北九州市八幡東区西本町・にしほんまち

　　８０５-００５２・福岡県北九州市八幡東区西丸山町・にしまるやままち

　　８０５-００４２・福岡県北九州市八幡東区羽衣町・はごろもまち

　　８０５-００１１・福岡県北九州市八幡東区八王寺町・はちおうじまち

　　８０５-００６５・福岡県北九州市八幡東区花尾町・はなおまち

　　８０５-００５０・福岡県北九州市八幡東区春の町・はるのまち

　　８０５-００７１・福岡県北九州市八幡東区東田・ひがしだ

　　８０５-００６３・福岡県北九州市八幡東区東台良町・ひがしだいらまち

　　８０５-００２７・福岡県北九州市八幡東区東鉄町・ひがしてつまち

　　８０５-００５１・福岡県北九州市八幡東区東丸山町・ひがしまるやままち

　　８０５-００２６・福岡県北九州市八幡東区東山・ひがしやま

　　８０５-０００４・福岡県北九州市八幡東区日の出・ひので

　　８０５-００６２・福岡県北九州市八幡東区平野・ひらの

　　８０５-０００５・福岡県北九州市八幡東区藤見町・ふじみまち

　　８０５-００５６・福岡県北九州市八幡東区帆柱・ほはﾞしら

　　８０５-００５８・福岡県北九州市八幡東区前田（大字）・まえだ(おおあざ)

　　８０５-００６９・福岡県北九州市八幡東区前田（丁目）・まえだ

　　８０５-００３２・福岡県北九州市八幡東区松尾町・まつおまち

　　８０５-０００９・福岡県北九州市八幡東区宮田町・みやたまち

　　８０５-００２３・福岡県北九州市八幡東区宮の町・みやのまち

　　８０５-００６８・福岡県北九州市八幡東区桃園・ももぞの

　　８０５-００４４・福岡県北九州市八幡東区豊町・ゆたかまち

　　８０６-００００・福岡県北九州市八幡西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０６-００４４・福岡県北九州市八幡西区相生町・あいおいちよう

　　８０６-００４３・福岡県北九州市八幡西区青山・あおやま

　　８０７-０８７２・福岡県北九州市八幡西区浅川（丁目）・あさかわ

　　８０７-０８７７・福岡県北九州市八幡西区浅川（)・あさかわ

　　８０７-０８７１・福岡県北九州市八幡西区浅川学園台・あさかわがくえんだい

　　８０７-０８７５・福岡県北九州市八幡西区浅川台・あさかわだい

　　８０７-０８７６・福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯・あさかわひのみね

　　８０７-０８７９・福岡県北九州市八幡西区浅川町・あさかわまち

　　８０６-００４９・福岡県北九州市八幡西区穴生・あのお

　　８０７-１１２５・福岡県北九州市八幡西区池田・いけだ

　　８０７-１１２１・福岡県北九州市八幡西区石坂・いしさか

　　８０７-０８５４・福岡県北九州市八幡西区泉ケ浦・いずみがうら

　　８０７-０８０４・福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘・いせいがおか

　　８０６-００６３・福岡県北九州市八幡西区市瀬・いちのせ

　　８０７-１１５３・福岡県北九州市八幡西区岩崎・いわさき

　　８０７-００７１・福岡県北九州市八幡西区上の原・うえのはる

　　８０７-０８５１・福岡県北九州市八幡西区永犬丸・えいのまる

　　８０７-０８４２・福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町・えいのまるひがしまち

　　８０７-０８５２・福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町・えいのまるにしまち

　　８０７-０８４５・福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町・えいのまるみなみまち

　　８０７-０８７４・福岡県北九州市八幡西区大浦・おおうら

　　８０６-００５３・福岡県北九州市八幡西区大畑町・おおはたまち

　　８０７-００８３・福岡県北九州市八幡西区大平・おおひら

　　８０７-００８４・福岡県北九州市八幡西区大平台・おおひらだい

　　８０６-００３３・福岡県北九州市八幡西区岡田町・おかだまち

　　８０７-００７７・福岡県北九州市八幡西区沖田・おきた

　　８０７-０８０６・福岡県北九州市八幡西区御開・おひらき

　　８０７-０８２５・福岡県北九州市八幡西区折尾（丁目）・おりお

　　８０７-０８６４・福岡県北九州市八幡西区折尾（)・おりお

　　８０７-０８４４・福岡県北九州市八幡西区春日台・かすがだい

　　８０７-１１０２・福岡県北九州市八幡西区香月中央・かつきちゆうおう

　　８０７-１１０３・福岡県北九州市八幡西区香月西・ かつきにじ

　　８０７-１１０１・福岡県北九州市八幡西区上香月・かみかつき

　　８０７-００７２・福岡県北九州市八幡西区上上津役・かみこうじやく

　　８０６-００３４・福岡県北九州市八幡西区岸の浦・きしのうら

　　８０７-０８３４・福岡県北九州市八幡西区北鷹見町・きたたかみまち

　　８０７-１１１４・福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町・きつしようじまち



　　８０７-０８１４・福岡県北九州市八幡西区貴船台・きふねだい

　　８０６-００６１・福岡県北九州市八幡西区京良城町・きようらぎまち

　　８０７-０８１２・福岡県北九州市八幡西区洞南町・くきなみまち

　　８０７-１１５４・福岡県北九州市八幡西区楠北・くすきた

　　８０７-０８２７・福岡県北九州市八幡西区楠木・くすのき

　　８０７-１１５１・福岡県北九州市八幡西区楠橋・ くすはﾞじ

　　８０７-１１４１・福岡県北九州市八幡西区楠橋上方・くすはﾞしかみかた

　　８０７-１１４６・福岡県北九州市八幡西区楠橋下方・くすはﾞししもかた

　　８０７-１１４２・福岡県北九州市八幡西区楠橋東・ くすはﾞしひがじ

　　８０７-１１４５・福岡県北九州市八幡西区楠橋西・ くすはﾞしにじ

　　８０７-１１４３・福岡県北九州市八幡西区楠橋南・くすはﾞしみなみ

　　８０６-００２８・福岡県北九州市八幡西区熊手・くまで

　　８０６-００３１・福岡県北九州市八幡西区熊西・ くまにじ

　　８０６-００２１・福岡県北九州市八幡西区黒崎・くろさき

　　８０６-０００４・福岡県北九州市八幡西区黒崎城石・ くろさきしろいじ

　　８０６-００４１・福岡県北九州市八幡西区皇后崎町・こうがさきまち

　　８０６-００１６・福岡県北九州市八幡西区河桃町・こうとうまち

　　８０６-００１１・福岡県北九州市八幡西区紅梅・こうはﾞい

　　８０７-０８２４・福岡県北九州市八幡西区光明・こうみよう

　　８０６-００５６・福岡県北九州市八幡西区小鷺田町・こさぎだまち

　　８０７-００８１・福岡県北九州市八幡西区小嶺・こみね

　　８０７-００８２・福岡県北九州市八幡西区小嶺台・こみねだい

　　８０７-１２６１・福岡県北九州市八幡西区木屋瀬・こやのせ

　　８０７-１２６６・福岡県北九州市八幡西区木屋瀬東・ こやのせひがじ

　　８０７-１２６３・福岡県北九州市八幡西区金剛・こんごう

　　８０６-００５５・福岡県北九州市八幡西区幸神・さいのかみ

　　８０６-００４２・福岡県北九州市八幡西区桜ケ丘町・さくらがおかまち

　　８０７-１２６５・福岡県北九州市八幡西区笹田・ささだ

　　８０７-０８６８・福岡県北九州市八幡西区さつき台・さつきだい

　　８０７-０８４６・福岡県北九州市八幡西区里中・さとなか

　　８０７-０８４３・福岡県北九州市八幡西区三ケ森・さんがもり

　　８０７-００７５・福岡県北九州市八幡西区下上津役・しもこうじやく

　　８０７-００７６・福岡県北九州市八幡西区下上津役元町・しもこうじやくもとまち

　　８０７-１１２３・福岡県北九州市八幡西区下畑町・しもはたまち

　　８０７-０８６７・福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘・じゆうがおか

　　８０７-０８５５・福岡県北九州市八幡西区松寿山・しようじゆさん

　　８０７-１１１３・福岡県北九州市八幡西区白岩町・しらいわまち

　　８０７-０８２１・福岡県北九州市八幡西区陣原・じんのはる

　　８０６-００１２・福岡県北九州市八幡西区陣山・じんやま

　　８０６-００２７・福岡県北九州市八幡西区菅原町・すがわらまち

　　８０７-０８２２・福岡県北九州市八幡西区瀬板・せいた

　　８０６-００１３・福岡県北九州市八幡西区清納・せいのう

　　８０７-０８２９・福岡県北九州市八幡西区星和町・せいわまち

　　８０７-０８６３・福岡県北九州市八幡西区大膳・だいぜん

　　８０７-１１５２・福岡県北九州市八幡西区高江・たかえ

　　８０６-００４７・福岡県北九州市八幡西区鷹の巣・たかのす

　　８０７-０８５３・福岡県北九州市八幡西区鷹見台・たかみだい

　　８０６-００４５・福岡県北九州市八幡西区竹末・たけすえ

　　８０６-０００３・福岡県北九州市八幡西区田町・たまち

　　８０６-００６９・福岡県北九州市八幡西区茶売町・ちやうりまち

　　８０７-１１３４・福岡県北九州市八幡西区茶屋の原・ちややのはる

　　８０７-１１１２・福岡県北九州市八幡西区千代・ちよ

　　８０７-０８０３・福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎・ちよがさき

　　８０６-０００１・福岡県北九州市八幡西区築地町・つきじまち

　　８０６-００３２・福岡県北九州市八幡西区筒井町・つついまち

　　８０６-００５７・福岡県北九州市八幡西区鉄王・てつおう

　　８０６-００５８・福岡県北九州市八幡西区鉄竜・てつりゆう

　　８０７-０８３２・福岡県北九州市八幡西区東筑・とうちく

　　８０７-００８５・福岡県北九州市八幡西区塔野・とうの

　　８０７-０８１１・福岡県北九州市八幡西区洞北町・どうほくまち

　　８０７-０８２８・福岡県北九州市八幡西区友田・ともだ

　　８０７-０８２３・福岡県北九州市八幡西区中須・なかす

　　８０７-００７８・福岡県北九州市八幡西区中の原・なかのはる

　　８０７-０８３６・福岡県北九州市八幡西区長崎町・ながさきまち

　　８０６-００５２・福岡県北九州市八幡西区鳴水町・なるみずまち

　　８０６-００３９・福岡県北九州市八幡西区西王子町・にしおうじまち

　　８０７-０８６２・福岡県北九州市八幡西区西折尾町・にしおりおまち

　　８０６-００１７・福岡県北九州市八幡西区西川頭町・にしかわがしらまち

　　８０６-００２６・福岡県北九州市八幡西区西神原町・にしかんはﾞらまち

　　８０６-００５４・福岡県北九州市八幡西区西鳴水・にしなるみず



　　８０６-００３６・福岡県北九州市八幡西区西曲里町・にしまがりまち

　　８０７-１２６２・福岡県北九州市八幡西区野面・のぶ

　　８０７-０８３１・福岡県北九州市八幡西区則松・のりまつ

　　８０７-０８３７・福岡県北九州市八幡西区則松東・ のりまつひがじ

　　８０６-００５９・福岡県北九州市八幡西区萩原・はぎわら

　　８０７-１１２４・福岡県北九州市八幡西区畑・はた

　　８０７-１１３６・福岡県北九州市八幡西区馬場山・はﾞはﾞやま

　　８０７-１１３５・福岡県北九州市八幡西区馬場山原・はﾞはﾞやまはら

　　８０７-１１３１・福岡県北九州市八幡西区馬場山東・ はﾞはﾞやまひがじ

　　８０７-１１３２・福岡県北九州市八幡西区馬場山西・ はﾞはﾞやまにじ

　　８０７-１１３３・福岡県北九州市八幡西区馬場山緑・はﾞはﾞやまみどり

　　８０７-１１２２・福岡県北九州市八幡西区東石坂町・ひがしいしざかまち

　　８０６-００３７・福岡県北九州市八幡西区東王子町・ひがしおうじまち

　　８０７-０８３５・福岡県北九州市八幡西区東折尾町・ひがしおりおまち

　　８０６-００１４・福岡県北九州市八幡西区東川頭町・ひがしかわがしらまち

　　８０６-００２５・福岡県北九州市八幡西区東神原町・ひがしかんはﾞらまち

　　８０６-００５１・福岡県北九州市八幡西区東鳴水・ひがしなるみず

　　８０６-０００２・福岡県北九州市八幡西区東浜町・ひがしはままち

　　８０６-００３５・福岡県北九州市八幡西区東曲里町・ひがしまがりまち

　　８０６-００６７・福岡県北九州市八幡西区引野・ひきの

　　８０６-００４８・福岡県北九州市八幡西区樋口町・ひぐちまち

　　８０７-０８６６・福岡県北九州市八幡西区日吉台・ひよしだい

　　８０６-００１８・福岡県北九州市八幡西区平尾町・ひらおまち

　　８０６-００２２・福岡県北九州市八幡西区藤田・ふじた

　　８０７-０８７３・福岡県北九州市八幡西区藤原・ふじわら

　　８０７-１１１１・福岡県北九州市八幡西区船越・ ふなこじ

　　８０６-０００５・福岡県北九州市八幡西区舟町・ふなまち

　　８０６-００６８・福岡県北九州市八幡西区別所町・べつしよまち

　　８０６-００６２・福岡県北九州市八幡西区別当町・べつとうまち

　　８０７-０８５７・福岡県北九州市八幡西区北筑・ほくちく

　　８０７-１２６４・福岡県北九州市八幡西区星ケ丘・ほしがおか

　　８０７-０８６１・福岡県北九州市八幡西区堀川町・ほりかわまち

　　８０７-０８０１・福岡県北九州市八幡西区本城・ほんじよう

　　８０７-０８０７・福岡県北九州市八幡西区本城学研台・ほんじようがつけんだい

　　８０７-０８１５・福岡県北九州市八幡西区本城東・ ほんじようひがじ

　　８０７-００７３・福岡県北九州市八幡西区町上津役東・ まちこうじやくひがじ

　　８０７-００７４・福岡県北九州市八幡西区町上津役西・ まちこうじやくにじ

　　８０７-０８４１・福岡県北九州市八幡西区的場町・まとはﾞまち

　　８０７-１１４４・福岡県北九州市八幡西区真名子・まなご

　　８０７-０８２６・福岡県北九州市八幡西区丸尾町・まるおまち

　　８０７-０８７８・福岡県北九州市八幡西区三ツ頭・みつがしら

　　８０７-０８０５・福岡県北九州市八幡西区光貞台・みつさだだい

　　８０６-００３８・福岡県北九州市八幡西区南王子町・みなみおうじまち

　　８０７-０８３３・福岡県北九州市八幡西区南鷹見町・みなみたかみまち

　　８０６-００２４・福岡県北九州市八幡西区南八千代町・みなみやちよまち

　　８０７-０８４７・福岡県北九州市八幡西区美原町・みはらまち

　　８０７-０８６５・福岡県北九州市八幡西区美吉野町・みよしのまち

　　８０７-１１１５・福岡県北九州市八幡西区椋枝・むくえだ

　　８０６-００１５・福岡県北九州市八幡西区元城町・もとしろまち

　　８０６-００４６・福岡県北九州市八幡西区森下町・もりしたまち

　　８０６-０００６・福岡県北九州市八幡西区屋敷・やしき

　　８０６-００２３・福岡県北九州市八幡西区八千代町・やちよまち

　　８０７-０８５６・福岡県北九州市八幡西区八枝・やつえ

　　８０６-００３０・福岡県北九州市八幡西区山寺町・やまでらまち

　　８０７-０８１３・福岡県北九州市八幡西区夕原町・ゆうはﾞるまち

　　８０６-００６５・福岡県北九州市八幡西区養福寺町・ようふくじまち

　　８０７-０８０２・福岡県北九州市八幡西区力丸町・りきまるまち

　　８０６-００６６・福岡県北九州市八幡西区若葉・わかはﾞ

　　８０６-００６４・福岡県北九州市八幡西区割子川・わりこがわ

　　８１３-００００・福岡県福岡市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１３-００２５・福岡県福岡市東区青葉・あおはﾞ

　　８１１-０３２２・福岡県福岡市東区大岳・おおたけ

　　８１２-００５２・福岡県福岡市東区貝塚団地・かいつﾞかだんち

　　８１３-００１１・福岡県福岡市東区香椎・かしい

　　８１３-００１３・福岡県福岡市東区香椎駅前・かしいえきまえ

　　８１３-００１２・福岡県福岡市東区香椎駅東・ かしいえきひがじ

　　８１３-００１４・福岡県福岡市東区香椎台・かしいだい

　　８１３-００１５・福岡県福岡市東区香椎団地・かしいだんち

　　８１３-００１７・福岡県福岡市東区香椎照葉・かしいてりは

　　８１３-００１６・福岡県福岡市東区香椎浜・かしいはま



　　８１３-００１８・福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭・かしいはまふとう

　　８１３-０００３・福岡県福岡市東区香住ヶ丘・かすみがおか

　　８１１-０３２５・福岡県福岡市東区勝馬・かつま

　　８１３-００２３・福岡県福岡市東区蒲田・かまた

　　８１１-０２１６・福岡県福岡市東区上和白・かみわじろ

　　８１１-０２０６・福岡県福岡市東区雁の巣・がんのす

　　８１２-００６９・福岡県福岡市東区郷口町・ごうぐちまち

　　８１１-０３２１・福岡県福岡市東区西戸崎・さいとざき

　　８１１-０２０３・福岡県福岡市東区塩浜・しおはま

　　８１１-０３２３・福岡県福岡市東区志賀島・しかしま

　　８１３-０００２・福岡県福岡市東区下原・しもはﾞる

　　８１２-００６８・福岡県福岡市東区社領・しやりよう

　　８１３-００４５・福岡県福岡市東区城浜団地・しろはまだんち

　　８１１-０２１５・福岡県福岡市東区高美台・たかみだい

　　８１３-００３３・福岡県福岡市東区多々良・たたら

　　８１３-００３４・福岡県福岡市東区多の津・たのつ

　　８１３-００４４・福岡県福岡市東区千早・ちはや

　　８１３-００３２・福岡県福岡市東区土井・どい

　　８１３-０００１・福岡県福岡市東区唐原・とうのはる

　　８１３-００２４・福岡県福岡市東区名子・なご

　　８１３-００４３・福岡県福岡市東区名島・なじま

　　８１１-０２０４・福岡県福岡市東区奈多・なた

　　８１１-０２０５・福岡県福岡市東区奈多団地・なただんち

　　８１２-００５３・福岡県福岡市東区箱崎・はこざき

　　８１２-００５１・福岡県福岡市東区箱崎ふ頭・はこざきふとう

　　８１２-００６１・福岡県福岡市東区筥松・はこまつ

　　８１２-００６７・福岡県福岡市東区筥松新町・はこまつしんまち

　　８１３-００３１・福岡県福岡市東区八田・はつた

　　８１２-００６３・福岡県福岡市東区原田・はらだ

　　８１２-００５５・福岡県福岡市東区東浜・ひがしはま

　　８１１-０３２４・福岡県福岡市東区弘・ひろ

　　８１２-００６６・福岡県福岡市東区二又瀬・ふたまたせ

　　８１２-００６５・福岡県福岡市東区二又瀬新町・ふたまたせしんまち

　　８１２-００５４・福岡県福岡市東区馬出・ まいだじ

　　８１３-００４２・福岡県福岡市東区舞松原・まいまつはﾞら

　　８１３-０００４・福岡県福岡市東区松香台・まつかだい

　　８１３-００３５・福岡県福岡市東区松崎・まつざき

　　８１２-００６２・福岡県福岡市東区松島（１、２丁目）・まつしま(１､２)

　　８１３-００６２・福岡県福岡市東区松島（３～６丁目）・まつしま(３-６)

　　８１２-００６４・福岡県福岡市東区松田・まつだ

　　８１３-０００５・福岡県福岡市東区御島崎・みしまざき

　　８１３-００４１・福岡県福岡市東区水谷・みずたに

　　８１１-０２０１・福岡県福岡市東区三苫・みとま

　　８１３-００２１・福岡県福岡市東区みどりが丘・みどりがおか

　　８１３-００１９・福岡県福岡市東区みなと香椎・みなとかしい

　　８１１-０２１２・福岡県福岡市東区美和台・みわだい

　　８１１-０２１１・福岡県福岡市東区美和台新町・みわだいしんまち

　　８１３-００３６・福岡県福岡市東区若宮・わかみや

　　８１１-０２０２・福岡県福岡市東区和白・わじろ

　　８１１-０２１３・福岡県福岡市東区和白丘・わじろがおか

　　８１１-０２１４・福岡県福岡市東区和白東・ わじろひがじ

　　８１２-００００・福岡県福岡市博多区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１２-０８８５・福岡県福岡市博多区相生町・あいおいまち

　　８１２-０８５１・福岡県福岡市博多区青木・あおき

　　８１２-０８８１・福岡県福岡市博多区井相田・いそうだ

　　８１２-０８８８・福岡県福岡市博多区板付・いたつﾞけ

　　８１２-０８６１・福岡県福岡市博多区浦田・うらた

　　８１２-０００４・福岡県福岡市博多区榎田・えのきだ

　　８１２-０００１・福岡県福岡市博多区大井・おおい

　　８１２-００３１・福岡県福岡市博多区沖浜町・おきはままち

　　８１２-００４３・福岡県福岡市博多区堅粕・かたかす

　　８１２-０８６３・福岡県福岡市博多区金の隈・かねのくま

　　８１２-０００５・福岡県福岡市博多区上臼井・かみうすい

　　８１２-００２６・福岡県福岡市博多区上川端町・かみかわはﾞたまち

　　８１２-００３６・福岡県福岡市博多区上呉服町・かみごふくまち

　　８１２-０００６・福岡県福岡市博多区上牟田・かみむた

　　８１２-００２２・福岡県福岡市博多区神屋町・かみやまち

　　８１２-００３８・福岡県福岡市博多区祇園町・ぎおんまち

　　８１２-０８７９・福岡県福岡市博多区銀天町・ぎんてんまち

　　８１２-０００２・福岡県福岡市博多区空港前・くうこうまえ



　　８１２-００３７・福岡県福岡市博多区御供所町・ごくしよまち

　　８１２-０８８４・福岡県福岡市博多区寿町・ことぶきまち

　　８１２-００２９・福岡県福岡市博多区古門戸町・こもんどまち

　　８１２-０８９１・福岡県福岡市博多区雀居・ささい

　　８１２-０８８７・福岡県福岡市博多区三筑・さんちく

　　８１２-００１５・福岡県福岡市博多区山王・さんのう

　　８１２-０８７１・福岡県福岡市博多区東雲町・しののめまち

　　８１２-０００３・福岡県福岡市博多区下臼井・しもうすい

　　８１２-００２７・福岡県福岡市博多区下川端町・しもかわはﾞたまち

　　８１２-００３４・福岡県福岡市博多区下呉服町・しもごふくまち

　　８１２-０８５５・福岡県福岡市博多区下月隈・しもつきぐま

　　８１２-０８７６・福岡県福岡市博多区昭南町・しようなんまち

　　８１２-０８７５・福岡県福岡市博多区新和町・しんわまち

　　８１２-００２８・福岡県福岡市博多区須崎町・すさきまち

　　８１２-００１８・福岡県福岡市博多区住吉・ すみよじ

　　８１２-００３２・福岡県福岡市博多区石城町・せきじようまち

　　８１２-００３３・福岡県福岡市博多区大博町・たいはくまち

　　８１２-０８７８・福岡県福岡市博多区竹丘町・たけおかまち

　　８１２-０８９５・福岡県福岡市博多区竹下・たけした

　　８１２-００２１・福岡県福岡市博多区築港本町・ちつこうほんまち

　　８１２-００４４・福岡県福岡市博多区千代・ちよ

　　８１２-０８５８・福岡県福岡市博多区月隈・つきぐま

　　８１２-００２４・福岡県福岡市博多区綱場町・つなはﾞまち

　　８１２-００２０・福岡県福岡市博多区対馬小路・つましようじ

　　８１２-００２５・福岡県福岡市博多区店屋町・てんやまち

　　８１２-０００８・福岡県福岡市博多区東光・とうこう

　　８１２-０８９６・福岡県福岡市博多区東光寺町・とうこうじまち

　　８１２-０８９３・福岡県福岡市博多区那珂・なか

　　８１２-００３５・福岡県福岡市博多区中呉服町・なかごふくまち

　　８１０-０８０１・福岡県福岡市博多区中洲・なかす

　　８１０-０８０２・福岡県福岡市博多区中洲中島町・なかすなかしままち

　　８１２-００２３・福岡県福岡市博多区奈良屋町・ならやまち

　　８１２-０８５７・福岡県福岡市博多区西月隈・にしつきぐま

　　８１２-０８７３・福岡県福岡市博多区西春町・にしはるまち

　　８１２-００１２・福岡県福岡市博多区博多駅中央街・はかたえきちゆうおうがい

　　８１２-００１１・福岡県福岡市博多区博多駅前・はかたえきまえ

　　８１２-００１３・福岡県福岡市博多区博多駅東・ はかたえきひがじ

　　８１２-００１６・福岡県福岡市博多区博多駅南・はかたえきみなみ

　　８１２-０８７２・福岡県福岡市博多区春町・はるまち

　　８１２-０８９７・福岡県福岡市博多区半道橋・ はんみちはﾞじ

　　８１２-００１４・福岡県福岡市博多区比恵町・ひえまち

　　８１２-０８７４・福岡県福岡市博多区光丘町・ひかりがおかまち

　　８１２-００４５・福岡県福岡市博多区東公園・ひがしこうえん

　　８１２-０８５４・福岡県福岡市博多区東月隈・ひがしつきぐま

　　８１２-０８９２・福岡県福岡市博多区東那珂・ひがしなか

　　８１２-０００７・福岡県福岡市博多区東比恵・ひがしひえ

　　８１２-０８５３・福岡県福岡市博多区東平尾・ひがしひらお

　　８１２-０８５２・福岡県福岡市博多区東平尾公園・ひがしひらおこうえん

　　８１２-０８８６・福岡県福岡市博多区南八幡町・みなみはちまんまち

　　８１２-０８８３・福岡県福岡市博多区南本町・みなみほんまち

　　８１２-００１７・福岡県福岡市博多区美野島・みのしま

　　８１２-０８８２・福岡県福岡市博多区麦野・むぎの

　　８１２-０８７７・福岡県福岡市博多区元町・もとまち

　　８１２-０８９４・福岡県福岡市博多区諸岡・もろおか

　　８１２-００４２・福岡県福岡市博多区豊・ゆたか

　　８１２-００４１・福岡県福岡市博多区吉塚・よしつﾞか

　　８１２-００４６・福岡県福岡市博多区吉塚本町・よしつﾞかほんまち

　　８１２-０８６２・福岡県福岡市博多区立花寺・りゆうげじ

　　８１２-００３９・福岡県福岡市博多区冷泉町・れいせんまち

　　８１０-００００・福岡県福岡市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１０-００４２・福岡県福岡市中央区赤坂・あかさか

　　８１０-００７６・福岡県福岡市中央区荒津・あらつ

　　８１０-００６２・福岡県福岡市中央区荒戸・あらと

　　８１０-００６７・福岡県福岡市中央区伊崎・いざき

　　８１０-００２１・福岡県福岡市中央区今泉・いまいずみ

　　８１０-００５４・福岡県福岡市中央区今川・いまがわ

　　８１０-００７４・福岡県福岡市中央区大手門・おおてもん

　　８１０-００５２・福岡県福岡市中央区大濠・おおほり

　　８１０-００５１・福岡県福岡市中央区大濠公園・おおほりこうえん

　　８１０-００１３・福岡県福岡市中央区大宮・おおみや



　　８１０-００３３・福岡県福岡市中央区小笹・おざさ

　　８１０-０００５・福岡県福岡市中央区清川・きよかわ

　　８１０-００４５・福岡県福岡市中央区草香江・くさがえ

　　８１０-００５５・福岡県福岡市中央区黒門・くろもん

　　８１０-００２３・福岡県福岡市中央区警固・けご

　　８１０-００２７・福岡県福岡市中央区御所ケ谷・ごしよがだに

　　８１０-００２４・福岡県福岡市中央区桜坂・さくらざか

　　８１０-００３４・福岡県福岡市中央区笹丘・ささおか

　　８１０-００１８・福岡県福岡市中央区山荘通・さんそうどおり

　　８１０-００２８・福岡県福岡市中央区浄水通・じようすいどおり

　　８１０-００４３・福岡県福岡市中央区城内・じようない

　　８１０-００１２・福岡県福岡市中央区白金・しろがね

　　８１０-００６４・福岡県福岡市中央区地行・じぎよう

　　８１０-００６５・福岡県福岡市中央区地行浜・じぎようはま

　　８１０-００４１・福岡県福岡市中央区大名・だいみよう

　　８１０-００１１・福岡県福岡市中央区高砂・たかさご

　　８１０-００３１・福岡県福岡市中央区谷・たに

　　８１０-００３２・福岡県福岡市中央区輝国・てるくに

　　８１０-０００１・福岡県福岡市中央区天神・てんじん

　　８１０-００６３・福岡県福岡市中央区唐人町・とうじんまち

　　８１０-００５３・福岡県福岡市中央区鳥飼・とりかい

　　８１０-００７２・福岡県福岡市中央区長浜・ながはま

　　８１０-００１５・福岡県福岡市中央区那の川・なのかわ

　　８１０-００７１・福岡県福岡市中央区那の津・なのつ

　　８１０-００６１・福岡県福岡市中央区西公園・にしこうえん

　　８１０-０００２・福岡県福岡市中央区西中洲・にしなかす

　　８１０-００３５・福岡県福岡市中央区梅光園・はﾞいこうえん

　　８１０-００３６・福岡県福岡市中央区梅光園団地・はﾞいこうえんだんち

　　８１０-０００３・福岡県福岡市中央区春吉・ はるよじ

　　８１０-００１４・福岡県福岡市中央区平尾・ひらお

　　８１０-００１７・福岡県福岡市中央区平丘町・ひらおかまち

　　８１０-００２９・福岡県福岡市中央区平尾浄水町・ひらおじようすいまち

　　８１０-００６６・福岡県福岡市中央区福浜・ふくはま

　　８１０-００２６・福岡県福岡市中央区古小烏町・ふるこがらすまち

　　８１０-００１６・福岡県福岡市中央区平和・へいわ

　　８１０-００７３・福岡県福岡市中央区舞鶴・まいつﾞる

　　８１０-００７５・福岡県福岡市中央区港・みなと

　　８１０-００３７・福岡県福岡市中央区南公園・みなみこうえん

　　８１０-００２２・福岡県福岡市中央区薬院・やくいん

　　８１０-００２５・福岡県福岡市中央区薬院伊福町・やくいんいふくまち

　　８１０-００４４・福岡県福岡市中央区六本松・ろつほﾟんまつ

　　８１０-０００４・福岡県福岡市中央区渡辺通・わたなべどおり

　　８１５-００００・福岡県福岡市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-１３０２・福岡県福岡市南区井尻・いじり

　　８１５-００８４・福岡県福岡市南区市崎・いちざき

　　８１５-００７３・福岡県福岡市南区大池・おおいけ

　　８１５-００８２・福岡県福岡市南区大楠・おおぐす

　　８１５-００３３・福岡県福岡市南区大橋・ おおはじ

　　８１５-００３８・福岡県福岡市南区大橋団地・おおはしだんち

　　８１１-１３１３・福岡県福岡市南区曰佐・おさ

　　８１１-１３０３・福岡県福岡市南区折立町・おりたてまち

　　８１１-１３５３・福岡県福岡市南区柏原・かしわら

　　８１１-１３２４・福岡県福岡市南区警弥郷・けやごう

　　８１５-０００１・福岡県福岡市南区五十川・ごじつかわ

　　８１１-１３６５・福岡県福岡市南区皿山・さらやま

　　８１５-００３２・福岡県福岡市南区塩原・しおはﾞる

　　８１５-００３１・福岡県福岡市南区清水・しみず

　　８１１-１３５４・福岡県福岡市南区大平寺・たいへいじ

　　８１５-０００４・福岡県福岡市南区高木・たかき

　　８１５-００８３・福岡県福岡市南区高宮・たかみや

　　８１５-００７２・福岡県福岡市南区多賀・たが

　　８１５-００３７・福岡県福岡市南区玉川町・たまがわまち

　　８１５-００３６・福岡県福岡市南区筑紫丘・ちくしがおか

　　８１１-１３５２・福岡県福岡市南区鶴田・つるた

　　８１５-００７４・福岡県福岡市南区寺塚・てらつﾞか

　　８１１-１３６４・福岡県福岡市南区中尾・なかお

　　８１５-００７５・福岡県福岡市南区長丘・ながおか

　　８１１-１３６２・福岡県福岡市南区長住・ながずみ

　　８１５-００８１・福岡県福岡市南区那の川・なのかわ

　　８１１-１３６１・福岡県福岡市南区西長住・にしながずみ



　　８１１-１３４７・福岡県福岡市南区野多目・のため

　　８１５-００４１・福岡県福岡市南区野間・のま

　　８１１-１３５６・福岡県福岡市南区花畑・はなはた

　　８１１-１３５５・福岡県福岡市南区桧原・ひはﾞる

　　８１５-００７１・福岡県福岡市南区平和・へいわ

　　８１１-１３１４・福岡県福岡市南区的場・まとはﾞ

　　８１５-００３４・福岡県福岡市南区南大橋・ みなみおおはじ

　　８１１-１３４４・福岡県福岡市南区三宅・みやけ

　　８１１-１３４５・福岡県福岡市南区向新町・むかいしんまち

　　８１５-００３５・福岡県福岡市南区向野・むかいの

　　８１１-１３５１・福岡県福岡市南区屋形原・やかたはﾞる

　　８１１-１３２３・福岡県福岡市南区弥永・やなが

　　８１１-１３２２・福岡県福岡市南区弥永団地・やながだんち

　　８１５-００６３・福岡県福岡市南区柳河内・やなごうち

　　８１１-１３２１・福岡県福岡市南区柳瀬・やなせ

　　８１１-１３１１・福岡県福岡市南区横手・よこて

　　８１１-１３１２・福岡県福岡市南区横手南町・よこてみなみまち

　　８１１-１３４６・福岡県福岡市南区老司・ろうじ

　　８１５-００４２・福岡県福岡市南区若久・わかひさ

　　８１５-００４８・福岡県福岡市南区若久団地・わかひさだんち

　　８１１-１３４３・福岡県福岡市南区和田・わだ

　　８１９-００００・福岡県福岡市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１９-００１５・福岡県福岡市西区愛宕・あたご

　　８１９-００１３・福岡県福岡市西区愛宕浜・あたごはま

　　８１９-０００７・福岡県福岡市西区愛宕南・あたごみなみ

　　８１９-０３７１・福岡県福岡市西区飯氏・いいじ

　　８１９-００３７・福岡県福岡市西区飯盛・いいもり

　　８１９-００４２・福岡県福岡市西区壱岐団地・いきだんち

　　８１９-００５５・福岡県福岡市西区生の松原・いきのまつはﾞら

　　８１９-００４４・福岡県福岡市西区生松台・いきまつだい

　　８１９-００２５・福岡県福岡市西区石丸・いしまる

　　８１９-０３８１・福岡県福岡市西区泉・いずみ

　　８１９-０１６７・福岡県福岡市西区今宿・いまじゆく

　　８１９-０１６２・福岡県福岡市西区今宿青木・いまじゆくあおき

　　８１９-０１６８・福岡県福岡市西区今宿駅前・いまじゆくえきまえ

　　８１９-０１６３・福岡県福岡市西区今宿上ノ原・いまじゆくかみのはる

　　８１９-０１６４・福岡県福岡市西区今宿町・いまじゆくまち

　　８１９-０１６９・福岡県福岡市西区今宿西・ いまじゆくにじ

　　８１９-０１６１・福岡県福岡市西区今宿東・ いまじゆくひがじ

　　８１９-０１６５・福岡県福岡市西区今津・いまつﾞ

　　８１９-０３７２・福岡県福岡市西区宇田川原・うだがわら

　　８１９-０００５・福岡県福岡市西区内浜・うちはま

　　８１９-００２１・福岡県福岡市西区大町団地・おおまちだんち

　　８１９-０００１・福岡県福岡市西区小戸・おど

　　８１９-００１１・福岡県福岡市西区小呂島・おろのしま

　　８１９-００３５・福岡県福岡市西区金武・かなたけ

　　８１９-００５４・福岡県福岡市西区上山門・かみやまと

　　８１９-０３７９・福岡県福岡市西区北原・きたはﾞる

　　８１９-０３８８・福岡県福岡市西区九大新町・きゆうだいしんまち

　　８１９-０２０４・福岡県福岡市西区草場・くさはﾞ

　　８１９-０３８２・福岡県福岡市西区桑原・くわはﾞら

　　８１９-０２０５・福岡県福岡市西区玄界島・げんかいしま

　　８１９-０２０３・福岡県福岡市西区小田・こた

　　８１９-０３６７・福岡県福岡市西区西都・さいと

　　８１９-００５２・福岡県福岡市西区下山門・しもやまと

　　８１９-００５１・福岡県福岡市西区下山門団地・しもやまとだんち

　　８１９-００２４・福岡県福岡市西区十郎川団地・じゆうろうがわだんち

　　８１９-００４１・福岡県福岡市西区拾六町・じゆうろくちよう

　　８１９-００４５・福岡県福岡市西区拾六町団地・じゆうろくちようだんち

　　８１９-００５３・福岡県福岡市西区城の原団地・じようのはるだんち

　　８１９-０３７３・福岡県福岡市西区周船寺・すせんじ

　　８１９-０３７４・福岡県福岡市西区千里・せんり

　　８１９-００３４・福岡県福岡市西区田・た

　　８１９-０３８３・福岡県福岡市西区田尻・たじり

　　８１９-０３８４・福岡県福岡市西区太郎丸・たろうまる

　　８１９-００３２・福岡県福岡市西区戸切・とぎれ

　　８１９-０３７５・福岡県福岡市西区徳永・とくなが

　　８１９-０３７８・福岡県福岡市西区徳永北・とくながきた

　　８１９-００１４・福岡県福岡市西区豊浜・とよはま

　　８１９-００３９・福岡県福岡市西区西入部・にしいりべ



　　８１９-０２０２・福岡県福岡市西区西浦・にしのうら

　　８１９-００４６・福岡県福岡市西区西の丘・にしのおか

　　８１９-００４３・福岡県福岡市西区野方・のかた

　　８１９-００１２・福岡県福岡市西区能古・のこ

　　８１９-００３３・福岡県福岡市西区橋本（大字）・はしもと(おおあざ)

　　８１９-００３１・福岡県福岡市西区橋本（丁目）・はしもと

　　８１９-００３８・福岡県福岡市西区羽根戸・はねど

　　８１９-００２２・福岡県福岡市西区福重・ふくしげ

　　８１９-００２３・福岡県福岡市西区福重団地・ふくしげだんち

　　８１９-０３８７・福岡県福岡市西区富士見・ふじみ

　　８１９-０２０１・福岡県福岡市西区宮浦・みやのうら

　　８１９-０３７６・福岡県福岡市西区女原・みようはﾞる

　　８１９-０３７７・福岡県福岡市西区女原北・みようはﾞるきた

　　８１９-００３０・福岡県福岡市西区室見が丘・むろみがおか

　　８１９-０００２・福岡県福岡市西区姪の浜・めいのはま

　　８１９-０００６・福岡県福岡市西区姪浜駅南・めいのはまえきみなみ

　　８１９-０３８５・福岡県福岡市西区元岡・もとおか

　　８１９-０３８６・福岡県福岡市西区元浜・もとはま

　　８１９-０１６６・福岡県福岡市西区横浜（１～２丁目）・よこはま(１-２)

　　８１９-０３６６・福岡県福岡市西区横浜（３丁目）・よこはま(３)

　　８１９-００３６・福岡県福岡市西区吉武・よしたけ

　　８１４-０１００・福岡県福岡市城南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１４-０１０１・福岡県福岡市城南区荒江・あらえ

　　８１４-０１０２・福岡県福岡市城南区荒江団地・あらえだんち

　　８１４-０１３４・福岡県福岡市城南区飯倉・いいくら

　　８１４-０１４４・福岡県福岡市城南区梅林・ うめはﾞやじ

　　８１４-０１４２・福岡県福岡市城南区片江・かたえ

　　８１４-０１１４・福岡県福岡市城南区金山団地・かなやまだんち

　　８１４-０１０５・福岡県福岡市城南区城西団地・じようせいだんち

　　８１４-０１２１・福岡県福岡市城南区神松寺・しんしようじ

　　８１４-０１５４・福岡県福岡市城南区宝台団地・たからだいだんち

　　８１４-０１１３・福岡県福岡市城南区田島・たしま

　　８１４-０１１１・福岡県福岡市城南区茶山・ちややま

　　８１４-０１５１・福岡県福岡市城南区堤・つつみ

　　８１４-０１５２・福岡県福岡市城南区堤団地・つつみだんち

　　８１４-０１１２・福岡県福岡市城南区友丘・ともおか

　　８１４-０１０３・福岡県福岡市城南区鳥飼・とりかい

　　８１４-０１２３・福岡県福岡市城南区長尾・ながお

　　８１４-０１３３・福岡県福岡市城南区七隈・ななくま

　　８１４-０１４１・福岡県福岡市城南区西片江・にしかたえ

　　８１４-０１５３・福岡県福岡市城南区樋井川・ひいかわ

　　８１４-０１５５・福岡県福岡市城南区東油山・ひがしあぶらやま

　　８１４-０１０４・福岡県福岡市城南区別府・べふ

　　８１４-０１０６・福岡県福岡市城南区別府団地・べふだんち

　　８１４-０１３２・福岡県福岡市城南区干隈・ほしくま

　　８１４-０１３１・福岡県福岡市城南区松山・まつやま

　　８１４-０１４３・福岡県福岡市城南区南片江・みなみかたえ

　　８１４-０１２２・福岡県福岡市城南区友泉亭・ゆうせんてい

　　８１４-００００・福岡県福岡市早良区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１４-０００４・福岡県福岡市早良区曙・あけほﾞの

　　８１４-００２１・福岡県福岡市早良区荒江・あらえ

　　８１４-００３３・福岡県福岡市早良区有田・ありた

　　８１４-００３４・福岡県福岡市早良区有田団地・ありただんち

　　８１４-０１６１・福岡県福岡市早良区飯倉・いいくら

　　８１１-１１３４・福岡県福岡市早良区飯場・いいはﾞ

　　８１１-１１３２・福岡県福岡市早良区石釜・いしがま

　　８１１-１１１３・福岡県福岡市早良区板屋・いたや

　　８１１-１１２３・福岡県福岡市早良区内野・うちの

　　８１４-０１７２・福岡県福岡市早良区梅林・ うめはﾞやじ

　　８１１-１１１２・福岡県福岡市早良区小笠木・おかさぎ

　　８１１-１１２４・福岡県福岡市早良区金武・かなたけ

　　８１４-０１６４・福岡県福岡市早良区賀茂・かも

　　８１４-００３２・福岡県福岡市早良区小田部・こたべ

　　８１１-１１２２・福岡県福岡市早良区早良・さわら

　　８１１-１１１４・福岡県福岡市早良区椎原・しいはﾞ

　　８１１-１１０３・福岡県福岡市早良区四箇・しか

　　８１４-０１７６・福岡県福岡市早良区四箇田団地・しかただんち

　　８１１-１１０１・福岡県福岡市早良区重留・しげどめ

　　８１４-０００３・福岡県福岡市早良区城西・じようせい

　　８１４-００１２・福岡県福岡市早良区昭代・しようだい



　　８１４-０１６５・福岡県福岡市早良区次郎丸・じろうまる

　　８１４-０００５・福岡県福岡市早良区祖原・そはら

　　８１４-０１７７・福岡県福岡市早良区田・た

　　８１４-００１１・福岡県福岡市早良区高取・たかとり

　　８１４-０１７４・福岡県福岡市早良区田隈・たぐま

　　８１４-０１７５・福岡県福岡市早良区田村・たむら

　　８１１-１１３１・福岡県福岡市早良区西・ にじ

　　８１４-０１７３・福岡県福岡市早良区西油山・にしあぶらやま

　　８１１-１１２１・福岡県福岡市早良区西入部・にしいるべ

　　８１４-０００２・福岡県福岡市早良区西新・にしじん

　　８１４-０１７１・福岡県福岡市早良区野芥・のけ

　　８１４-００２２・福岡県福岡市早良区原・はら

　　８１４-００２３・福岡県福岡市早良区原団地・はらだんち

　　８１１-１１０２・福岡県福岡市早良区東入部・ひがしいるべ

　　８１４-００１３・福岡県福岡市早良区藤崎・ふじさき

　　８１４-０１６３・福岡県福岡市早良区干隈・ほしくま

　　８１４-０１６２・福岡県福岡市早良区星の原団地・ほしのはらだんち

　　８１１-１１３３・福岡県福岡市早良区曲渕・まがりぶち

　　８１４-００３１・福岡県福岡市早良区南庄・みなみしよう

　　８１４-００３５・福岡県福岡市早良区室住団地・むろずみだんち

　　８１４-００１５・福岡県福岡市早良区室見・むろみ

　　８１４-０００６・福岡県福岡市早良区百道・ももち

　　８１４-０００１・福岡県福岡市早良区百道浜・ももちはま

　　８１４-００１４・福岡県福岡市早良区弥生・やよい

　　８１１-１１１１・福岡県福岡市早良区脇山・わきやま

　　８３６-００００・福岡県大牟田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３６-０８９７・福岡県大牟田市青葉町・あおはﾞまち

　　８３６-０８５２・福岡県大牟田市曙町・あけほﾞのまち

　　８３６-０８０７・福岡県大牟田市旭町・あさひまち

　　８３６-０８１７・福岡県大牟田市浅牟田町・あさむたまち

　　８３７-０９０５・福岡県大牟田市甘木・あまぎ

　　８３６-００８７・福岡県大牟田市飯田町・いいだまち

　　８３６-０８３１・福岡県大牟田市泉町・いずみまち

　　８３６-０８５４・福岡県大牟田市出雲町・いずもまち

　　８３６-０８９３・福岡県大牟田市櫟野・いちの

　　８３６-０８６３・福岡県大牟田市一浦町・いちのうらまち

　　８３６-００８５・福岡県大牟田市一部町・いちぶまち

　　８３６-０８３４・福岡県大牟田市一本町・いつほﾟんまち

　　８３７-０９２２・福岡県大牟田市今山・いまやま

　　８３６-００６３・福岡県大牟田市入船町・いりふねまち

　　８３７-０９１３・福岡県大牟田市岩本・いわもと

　　８３７-０９１０・福岡県大牟田市岩本新町・いわもとしんまち

　　８３６-０８４６・福岡県大牟田市右京町・うきようまち

　　８３６-０８８２・福岡県大牟田市臼井新町・うすいしんまち

　　８３６-００９４・福岡県大牟田市臼井町・うすいまち

　　８３６-００１４・福岡県大牟田市恵比須町・えびすまち

　　８３６-０８７７・福岡県大牟田市延命寺町・えんめいじまち

　　８３６-０８２４・福岡県大牟田市大浦町・おおうらまち

　　８３６-００３６・福岡県大牟田市小川町・おがわまち

　　８３６-００９１・福岡県大牟田市沖田町・おきたまち

　　８３６-０８０１・福岡県大牟田市柿園町・かきぞのまち

　　８３６-００８２・福岡県大牟田市片平町・かたひらまち

　　８３６-０８８６・福岡県大牟田市勝立・かつだち

　　８３６-００７１・福岡県大牟田市加納町・かのうまち

　　８３７-０９０２・福岡県大牟田市上内・かみうち

　　８３７-０９２６・福岡県大牟田市上白川町・かみしらかわまち

　　８３６-０８５３・福岡県大牟田市上町・かみまち

　　８３６-００７２・福岡県大牟田市上屋敷町・かみやしきまち

　　８３６-０８２３・福岡県大牟田市亀谷町・かめたにまち

　　８３６-０８１２・福岡県大牟田市亀甲町・かめのこまち

　　８３６-０８１５・福岡県大牟田市瓦町・かわらまち

　　８３６-００９３・福岡県大牟田市神田町・かんだまち

　　８３６-００１６・福岡県大牟田市北磯町・きたいそまち

　　８３６-０８９４・福岡県大牟田市教楽来・きようらぎ

　　８３７-０９１７・福岡県大牟田市草木・くさぎ

　　８３７-０９２４・福岡県大牟田市歴木・くぬぎ

　　８３７-０９１５・福岡県大牟田市久福木・くぶき

　　８３６-００４５・福岡県大牟田市久保田町・くほﾞたまち

　　８３７-０９０６・福岡県大牟田市倉永・くらなが

　　８３６-００１１・福岡県大牟田市健老町・けんろうまち



　　８３６-０８９１・福岡県大牟田市合成町・ごうせいまち

　　８３６-０８７２・福岡県大牟田市黄金町・こがねまち

　　８３６-００３４・福岡県大牟田市小浜町・こはままち

　　８３６-００４２・福岡県大牟田市栄町・さかえまち

　　８３６-００９２・福岡県大牟田市桜町・さくらまち

　　８３６-０８３６・福岡県大牟田市左古町・さこまち

　　８３６-０８８４・福岡県大牟田市笹原町・ささはらまち

　　８３６-０８５１・福岡県大牟田市笹林町・ささはﾞやしまち

　　８３６-０８２５・福岡県大牟田市三坑町・さんこうまち

　　８３６-００５７・福岡県大牟田市汐屋町・しおやまち

　　８３７-０９０１・福岡県大牟田市四ケ・しか

　　８３７-０９０７・福岡県大牟田市四箇新町・しかしんまち

　　８３６-０８８５・福岡県大牟田市下池町・しもいけまち

　　８３７-０９２８・福岡県大牟田市下白川町・しもしらかわまち

　　８３６-０８６６・福岡県大牟田市上官町・じようかんまち

　　８３６-０８４５・福岡県大牟田市正山町・しようざんまち

　　８３６-０８４４・福岡県大牟田市浄真町・じようしんまち

　　８３６-０００１・福岡県大牟田市昭和開・しようわびらき

　　８３６-０８７１・福岡県大牟田市昭和町・しようわまち

　　８３７-０９２５・福岡県大牟田市白川・しらかわ

　　８３７-０９１２・福岡県大牟田市白銀・しらがね

　　８３６-００５２・福岡県大牟田市白金町・しらがねまち

　　８３６-０８４３・福岡県大牟田市不知火町・しらぬひまち

　　８３６-０００７・福岡県大牟田市城町・しろまち

　　８３６-００１７・福岡県大牟田市新開町・しんかいまち

　　８３６-０８９５・福岡県大牟田市新勝立町・しんかつだちまち

　　８３６-００６１・福岡県大牟田市新港町・しんこうまち

　　８３６-００４１・福岡県大牟田市新栄町・しんさかえまち

　　８３６-００３２・福岡県大牟田市新地町・しんちまち

　　８３６-０８６４・福岡県大牟田市真道寺町・しんどうじまち

　　８３７-０９２３・福岡県大牟田市新町・しんまち

　　８３６-０８７４・福岡県大牟田市末広町・すえひろまち

　　８３６-００２４・福岡県大牟田市住吉町・すみよしまち

　　８３６-００５１・福岡県大牟田市諏訪町・すわまち

　　８３６-００７７・福岡県大牟田市早米来町・ぞうめきまち

　　８３６-０００６・福岡県大牟田市大黒町・だいこくまち

　　８３６-００４７・福岡県大牟田市大正町・たいしようまち

　　８３６-００６４・福岡県大牟田市高砂町・たかさごまち

　　８３６-０８６１・福岡県大牟田市宝坂町・たからざかまち

　　８３７-０９１６・福岡県大牟田市田隈・たくま

　　８３７-０９１１・福岡県大牟田市橘・たちはﾞな

　　８３６-０８３７・福岡県大牟田市谷町・たにまち

　　８３６-００８１・福岡県大牟田市田端町・たはﾞたまち

　　８３６-０８４１・福岡県大牟田市築町・ちくまち

　　８３６-００３５・福岡県大牟田市千代町・ちよまち

　　８３６-０００５・福岡県大牟田市椿黒町・つはﾞくろまち

　　８３６-０００４・福岡県大牟田市手鎌・てがま

　　８３６-００１５・福岡県大牟田市天神町・てんじんまち

　　８３６-０８９６・福岡県大牟田市天道町・てんどうまち

　　８３６-００５４・福岡県大牟田市天領町・てんりようまち

　　８３６-０８２２・福岡県大牟田市稲荷町・とうかまち

　　８３６-０００３・福岡県大牟田市唐船・とうせん

　　８３６-０８０５・福岡県大牟田市通町・とおりちよう

　　８３６-０８３２・福岡県大牟田市常盤町・ときわまち

　　８３６-０８０３・福岡県大牟田市鳥塚町・とりつかまち

　　８３６-００２３・福岡県大牟田市中島町・なかしままち

　　８３７-０９２７・福岡県大牟田市中白川町・なかしらかわまち

　　８３６-００２５・福岡県大牟田市中友町・なかともまち

　　８３６-００１３・福岡県大牟田市中町・なかまち

　　８３６-００８３・福岡県大牟田市長田町・ながたまち

　　８３６-０８０４・福岡県大牟田市長溝町・ながみぞまち

　　８３６-０８６５・福岡県大牟田市七浦町・ななうらまち

　　８３６-００６６・福岡県大牟田市浪花町・なにわまち

　　８３６-００３１・福岡県大牟田市西新町・にししんまち

　　８３６-００２７・福岡県大牟田市西浜田町・にしはまだまち

　　８３６-００６２・福岡県大牟田市西港町・にしみなとまち

　　８３６-０８３５・福岡県大牟田市西宮浦町・にしみやうらまち

　　８３６-００９５・福岡県大牟田市野添町・のぞえまち

　　８３６-００９６・福岡県大牟田市萩尾町・はぎおまち

　　８３６-００４３・福岡県大牟田市橋口町・はしぐちまち



　　８３６-０８１１・福岡県大牟田市八尻町・はちじりまち

　　８３６-０８１６・福岡県大牟田市八本町・はちほんまち

　　８３６-０８６７・福岡県大牟田市花園町・はなぞのまち

　　８３６-００８４・福岡県大牟田市馬場町・はﾞはﾞまち

　　８３６-００２６・福岡県大牟田市浜田町・はまだまち

　　８３６-００２１・福岡県大牟田市浜町・はままち

　　８３６-０８９２・福岡県大牟田市早鐘町・はやがねまち

　　８３６-０８７３・福岡県大牟田市駛馬町・はやめまち

　　８３６-０８６２・福岡県大牟田市原山町・はらやままち

　　８３６-０８２１・福岡県大牟田市東泉町・ひがしいずみまち

　　８３６-０８０６・福岡県大牟田市東新町・ひがししんまち

　　８３６-００９７・福岡県大牟田市東萩尾町・ひがしはぎおまち

　　８３６-０８２７・福岡県大牟田市東宮浦町・ひがしみやうらまち

　　８３６-００５５・福岡県大牟田市樋口町・ひぐちまち

　　８３６-０８０２・福岡県大牟田市日出町・ひのでまち

　　８３６-００５６・福岡県大牟田市姫島町・ひめしままち

　　８３６-０８１３・福岡県大牟田市平原町・ひらはﾞるまち

　　８３６-００７４・福岡県大牟田市藤田町・ふじたまち

　　８３６-００７３・福岡県大牟田市船津町・ふなつまち

　　８３６-００４４・福岡県大牟田市古町・ふるまち

　　８３６-００４６・福岡県大牟田市本町・ほんまち

　　８３６-００８６・福岡県大牟田市馬込町・まごめまち

　　８３６-０８５５・福岡県大牟田市松浦町・まつうらまち

　　８３６-００３３・福岡県大牟田市松原町・まつはﾞらまち

　　８３６-０８８３・福岡県大牟田市馬渡町・まわたりまち

　　８３７-０９２１・福岡県大牟田市三池・みいけ

　　８３６-００６５・福岡県大牟田市三川町・みかわまち

　　８３６-０００２・福岡県大牟田市岬・みさき

　　８３６-００３７・福岡県大牟田市岬町・みさきまち

　　８３６-００７６・福岡県大牟田市三里町・みさとまち

　　８３６-００２２・福岡県大牟田市港町・みなとまち

　　８３６-００７５・福岡県大牟田市南船津町・みなみふなつまち

　　８３６-０８５６・福岡県大牟田市宮坂町・みやさかまち

　　８３７-０９０３・福岡県大牟田市宮崎・みやざき

　　８３６-０８７５・福岡県大牟田市宮原町・みやはらまち

　　８３７-０９１４・福岡県大牟田市宮部・みやべ

　　８３６-０８５７・福岡県大牟田市宮山町・みややままち

　　８３６-００１２・福岡県大牟田市明治町・めいじまち

　　８３６-０８２６・福岡県大牟田市焼石町・やけいしまち

　　８３６-０８４７・福岡県大牟田市八江町・やつえまち

　　８３６-００５３・福岡県大牟田市山下町・やましたまち

　　８３６-０８３３・福岡県大牟田市山上町・やまのうえまち

　　８３６-０８４２・福岡県大牟田市有明町・ゆうめいまち

　　８３７-０９０４・福岡県大牟田市吉野・よしの

　　８３６-００６７・福岡県大牟田市四山町・よつやままち

　　８３６-０８８１・福岡県大牟田市米生町・よねおまち

　　８３６-０８１４・福岡県大牟田市龍湖瀬町・りゆうごぜまち

　　８３６-０８７６・福岡県大牟田市若宮町・わかみやまち

　　８３９-００００・福岡県久留米市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３９-０８６１・福岡県久留米市合川町・あいかわまち

　　８３９-０８４３・福岡県久留米市朝妻町・あさつﾞままち

　　８３０-００１１・福岡県久留米市旭町・あさひまち

　　８３０-００２９・福岡県久留米市洗町・あらいまち

　　８３０-００６３・福岡県久留米市荒木町荒木・あらきまちあらき

　　８３０-００６５・福岡県久留米市荒木町今・あらきまちいま

　　８３０-００６６・福岡県久留米市荒木町下荒木・あらきまちしもあらき

　　８３０-００６２・福岡県久留米市荒木町白口・あらきまちしらくち

　　８３０-００６４・福岡県久留米市荒木町藤田・あらきまちふじた

　　８３０-００４８・福岡県久留米市梅満町・うめみつまち

　　８３０-００５９・福岡県久留米市江戸屋敷・えどやしき

　　８３０-００４９・福岡県久留米市大石町・おおいしまち

　　８３０-００３４・福岡県久留米市大手町・おおてまち

　　８３９-０８３２・福岡県久留米市大橋町合楽・おおはしまちあいらく

　　８３９-０８３３・福岡県久留米市大橋町常持・おおはしまちつねもち

　　８３９-０８３１・福岡県久留米市大橋町蜷川・おおはしまちにながわ

　　８３０-００５５・福岡県久留米市上津・かみつ

　　８３０-００５２・福岡県久留米市上津町・かみつまち

　　８３０-１１２７・福岡県久留米市北野町赤司・ きたのまちあかじ

　　８３０-１１１６・福岡県久留米市北野町石崎・きたのまちいしざき

　　８３０-１１２６・福岡県久留米市北野町稲数・きたのまちいなかず



　　８３０-１１２２・福岡県久留米市北野町今山・きたのまちいまやま

　　８３０-１１０４・福岡県久留米市北野町大城・きたのまちおおき

　　８３０-１１２５・福岡県久留米市北野町乙丸・きたのまちおとまる

　　８３０-１１２４・福岡県久留米市北野町乙吉・ きたのまちおとよじ

　　８３０-１１０３・福岡県久留米市北野町金島・きたのまちかねしま

　　８３０-１１１７・福岡県久留米市北野町上弓削・きたのまちかみゆげ

　　８３０-１１１４・福岡県久留米市北野町高良・きたのまちこうら

　　８３０-１１２１・福岡県久留米市北野町十郎丸・きたのまちじゆうろうまる

　　８３０-１１１２・福岡県久留米市北野町陣屋・きたのまちじんや

　　８３０-１１１１・福岡県久留米市北野町千代島・きたのまちちよじま

　　８３０-１１０７・福岡県久留米市北野町塚島・きたのまちつかじま

　　８３０-１１２３・福岡県久留米市北野町冨多・きたのまちとみた

　　８３０-１１１５・福岡県久留米市北野町鳥巣・きたのまちとりす

　　８３０-１１１３・福岡県久留米市北野町中・きたのまちなか

　　８３０-１１０１・福岡県久留米市北野町中川・きたのまちなかがわ

　　８３０-１１０５・福岡県久留米市北野町中島・きたのまちなかしま

　　８３０-１１０６・福岡県久留米市北野町仁王丸・きたのまちにおうまる

　　８３０-１１０２・福岡県久留米市北野町八重亀・きたのまちやえがめ

　　８３０-００２８・福岡県久留米市京町・きようまち

　　８３９-０８３５・福岡県久留米市草野町草野・くさのまちくさの

　　８３９-０８３４・福岡県久留米市草野町紅桃林・ くさのまちことはﾞやじ

　　８３９-０８３７・福岡県久留米市草野町矢作・くさのまちやはぎ

　　８３９-０８３６・福岡県久留米市草野町吉木・くさのまちよしき

　　８３０-００１３・福岡県久留米市櫛原町・くしはらまち

　　８３９-０８５２・福岡県久留米市高良内町・こうらうちまち

　　８３０-００４５・福岡県久留米市小頭町・こがしらまち

　　８３９-０８６３・福岡県久留米市国分町・こくぶまち

　　８３０-０００１・福岡県久留米市小森野・こもりの

　　８３０-００１９・福岡県久留米市小森野町・こもりのまち

　　８３０-００２１・福岡県久留米市篠山町・ささやままち

　　８３０-００３６・福岡県久留米市篠原町・しのはらまち

　　８３０-００４２・福岡県久留米市荘島町・しようじままち

　　８３０-０２２２・福岡県久留米市城島町青木島・じようじままちあおきしま

　　８３０-０２０１・福岡県久留米市城島町芦塚・じようじままちあしつﾞか

　　８３０-０２２１・福岡県久留米市城島町浮島・じようじままちうきしま

　　８３０-０２０４・福岡県久留米市城島町内野・じようじままちうちの

　　８３０-０２１３・福岡県久留米市城島町江上・じようじままちえがみ

　　８３０-０２１２・福岡県久留米市城島町江上上・じようじままちえがみかみ

　　８３０-０２１４・福岡県久留米市城島町江上本・じようじままちえがみほん

　　８３０-０２１６・福岡県久留米市城島町江島・じようじままちえしま

　　８３０-０２０５・福岡県久留米市城島町大依・じようじままちおおより

　　８３０-０２２４・福岡県久留米市城島町上青木・じようじままちかみあおき

　　８３０-０２２５・福岡県久留米市城島町下青木・じようじままちしもあおき

　　８３０-０２０２・福岡県久留米市城島町下田・じようじままちしもだ

　　８３０-０２０７・福岡県久留米市城島町城島・じようじままちじようじま

　　８３０-０２２３・福岡県久留米市城島町四郎丸・じようじままちしろうまる

　　８３０-０２１１・福岡県久留米市城島町楢津・じようじままちならつ

　　８３０-０２２６・福岡県久留米市城島町西青木・じようじままちにしあおき

　　８３０-０２０３・福岡県久留米市城島町浜・じようじままちはま

　　８３０-０２１５・福岡県久留米市城島町原中牟田・じようじままちはらなかむた

　　８３０-０２０６・福岡県久留米市城島町六町原・じようじままちろくちようはﾞる

　　８３０-００２２・福岡県久留米市城南町・じようなんまち

　　８３０-００４１・福岡県久留米市白山町・しらやままち

　　８３９-０８６５・福岡県久留米市新合川・しんあいかわ

　　８３０-００３７・福岡県久留米市諏訪野町・すわのまち

　　８３９-０８５３・福岡県久留米市青峰・せいほう

　　８３０-００２５・福岡県久留米市瀬下町・せのしたまち

　　８３９-０８２４・福岡県久留米市善導寺町飯田・ぜんどうじまちいいだ

　　８３９-０８２２・福岡県久留米市善導寺町木塚・ぜんどうじまちきつﾞか

　　８３９-０８２５・福岡県久留米市善導寺町島・ぜんどうじまちしま

　　８３９-０８２３・福岡県久留米市善導寺町与田・ぜんどうじまちよだ

　　８３０-００７９・福岡県久留米市大善寺大橋・ だいぜんじおおはじ

　　８３０-００７５・福岡県久留米市大善寺町黒田・だいぜんじまちくろだ

　　８３０-００７７・福岡県久留米市大善寺町中津・だいぜんじまちなかつ

　　８３０-００７６・福岡県久留米市大善寺町藤吉・ だいぜんじまちふじよじ

　　８３０-００７３・福岡県久留米市大善寺町宮本・だいぜんじまちみやもと

　　８３０-００７４・福岡県久留米市大善寺町夜明・だいぜんじまちよあけ

　　８３０-００７０・福岡県久留米市大善寺南・だいぜんじみなみ

　　８３９-０８２１・福岡県久留米市太郎原町・だいろはﾞるまち

　　８３０-０００２・福岡県久留米市高野・たかの



　　８３９-１２０３・福岡県久留米市田主丸町秋成・たぬしまるまちあきなり

　　８３９-１２２７・福岡県久留米市田主丸町朝森・たぬしまるまちあさもり

　　８３９-１２１２・福岡県久留米市田主丸町石垣・たぬしまるまちいしかき

　　８３９-１２２３・福岡県久留米市田主丸町以真恵・たぬしまるまちいまえ

　　８３９-１２２８・福岡県久留米市田主丸町恵利・たぬしまるまちえり

　　８３９-１２２１・福岡県久留米市田主丸町上原・たぬしまるまちかみはる

　　８３９-１２２２・福岡県久留米市田主丸町志塚島・たぬしまるまちしつかしま

　　８３９-１２２５・福岡県久留米市田主丸町菅原・たぬしまるまちすがはら

　　８３９-１２０２・福岡県久留米市田主丸町鷹取・たぬしまるまちたかとり

　　８３９-１２１５・福岡県久留米市田主丸町竹野・たぬしまるまちたけの

　　８３９-１２３３・福岡県久留米市田主丸町田主丸・たぬしまるまちたぬしまる

　　８３９-１２１４・福岡県久留米市田主丸町地徳・たぬしまるまちちとく

　　８３９-１２３２・福岡県久留米市田主丸町常盤・たぬしまるまちときわ

　　８３９-１２３４・福岡県久留米市田主丸町豊城・たぬしまるまちとよき

　　８３９-１２１６・福岡県久留米市田主丸町中尾・たぬしまるまちなかお

　　８３９-１２０１・福岡県久留米市田主丸町長栖・たぬしまるまちながす

　　８３９-１２３１・福岡県久留米市田主丸町野田・たぬしまるまちのだ

　　８３９-１２０４・福岡県久留米市田主丸町殖木・たぬしまるまちふえき

　　８３９-１２０５・福岡県久留米市田主丸町船越・ たぬしまるまちふなごじ

　　８３９-１２２４・福岡県久留米市田主丸町牧・たぬしまるまちまき

　　８３９-１２１３・福岡県久留米市田主丸町益生田・たぬしまるまちますおだ

　　８３９-１２１１・福岡県久留米市田主丸町森部・たぬしまるまちもりべ

　　８３９-１２２６・福岡県久留米市田主丸町八幡・たぬしまるまちやはた

　　８３９-１２０６・福岡県久留米市田主丸町吉本・たぬしまるまちよしもと

　　８３０-００２３・福岡県久留米市中央町・ちゆうおうまち

　　８３０-００６１・福岡県久留米市津福今町・つぶくいままち

　　８３０-００４７・福岡県久留米市津福本町・つぶくほんまち

　　８３０-００１４・福岡県久留米市寺町・てらまち

　　８３０-００３３・福岡県久留米市天神町・てんじんまち

　　８３０-００３５・福岡県久留米市東和町・とうわまち

　　８３０-００１６・福岡県久留米市通東町・とおりひがしまち

　　８３０-０００５・福岡県久留米市通外町・とおりほかまち

　　８３０-００１８・福岡県久留米市通町・とおりまち

　　８３０-００２７・福岡県久留米市長門石・ ながといじ

　　８３０-００２６・福岡県久留米市長門石町・ながといしまち

　　８３０-００２４・福岡県久留米市縄手町・なわてまち

　　８３０-０００６・福岡県久留米市南薫西町・なんくんにしまち

　　８３０-０００４・福岡県久留米市南薫町・なんくんまち

　　８３０-００３８・福岡県久留米市西町・にしまち

　　８３９-０８６２・福岡県久留米市野中町・のなかまち

　　８３０-００５８・福岡県久留米市野伏間・のぶすま

　　８３０-００３９・福岡県久留米市花畑・はなはﾞたけ

　　８３０-００４６・福岡県久留米市原古賀町・はらんこがまち

　　８３９-０８０９・福岡県久留米市東合川・ひがしあいかわ

　　８３９-０８０８・福岡県久留米市東合川新町・ひがしあいかわしんまち

　　８３９-０８０６・福岡県久留米市東合川干出町・ひがしあいかわひいでまち

　　８３９-０８０７・福岡県久留米市東合川町・ひがしあいかわまち

　　８３０-０００３・福岡県久留米市東櫛原町・ひがしくしはらまち

　　８３０-００３２・福岡県久留米市東町・ひがしまち

　　８３０-００１２・福岡県久留米市日ノ出町・ひのでまち

　　８３９-０８６４・福岡県久留米市百年公園・ひやくねんこうえん

　　８３０-００１７・福岡県久留米市日吉町・ひよしまち

　　８３０-００５７・福岡県久留米市藤光・ふじみつ

　　８３０-００５４・福岡県久留米市藤光町・ふじみつまち

　　８３０-００５３・福岡県久留米市藤山町・ふじやままち

　　８３０-００１５・福岡県久留米市螢川町・ほたるがわまち

　　８３０-００４４・福岡県久留米市本町・ほんまち

　　８３０-００４３・福岡県久留米市松ケ枝町・まつがえまち

　　８３９-０８４２・福岡県久留米市御井朝妻・みいあさつﾞま

　　８３９-０８４１・福岡県久留米市御井旗崎・みいはたざき

　　８３９-０８５１・福岡県久留米市御井町・みいまち

　　８３０-０１１３・福岡県久留米市三潴町生岩・みつﾞままちいきいわ

　　８３０-０１１５・福岡県久留米市三潴町壱町原・みつﾞままちいつちようはﾞる

　　８３０-０１１６・福岡県久留米市三潴町清松・みつﾞままちきよまつ

　　８３０-０１０５・福岡県久留米市三潴町草場・みつﾞままちくさはﾞ

　　８３０-０１０３・福岡県久留米市三潴町高三潴・みつﾞままちたかみずま

　　８３０-０１０２・福岡県久留米市三潴町田川・みつﾞままちたがわ

　　８３０-０１１２・福岡県久留米市三潴町玉満・みつﾞままちたまみつ

　　８３０-０１１１・福岡県久留米市三潴町西牟田・みつﾞままちにしむた

　　８３０-０１０１・福岡県久留米市三潴町早津崎・みつﾞままちはやつざき



　　８３０-０１０４・福岡県久留米市三潴町原田・みつﾞままちはるだ

　　８３０-０１１４・福岡県久留米市三潴町福光・みつﾞままちふくみつ

　　８３０-００５１・福岡県久留米市南・みなみ

　　８３９-０８０１・福岡県久留米市宮ノ陣・みやのじん

　　８３９-０８０３・福岡県久留米市宮ノ陣町大杜・みやのじんまちおおと

　　８３９-０８０２・福岡県久留米市宮ノ陣町五郎丸・みやのじんまちごろうまる

　　８３９-０８０５・福岡県久留米市宮ノ陣町八丁島・みやのじんまちはつちようじま

　　８３９-０８０４・福岡県久留米市宮ノ陣町若松・みやのじんまちわかまつ

　　８３０-００３１・福岡県久留米市六ツ門町・むつもんまち

　　８３０-００５６・福岡県久留米市本山・もとやま

　　８３０-００７８・福岡県久留米市安武町住吉・ やすたけまちすみよじ

　　８３０-００７１・福岡県久留米市安武町武島・やすたけまちたけしま

　　８３０-００７２・福岡県久留米市安武町安武本・やすたけまちやすたけほん

　　８３９-０８１２・福岡県久留米市山川安居野・やまかわあいの

　　８３９-０８１３・福岡県久留米市山川市ノ上町・やまかわいちのうえまち

　　８３９-０８１４・福岡県久留米市山川追分・やまかわおいわけ

　　８３９-０８１５・福岡県久留米市山川沓形町・やまかわくつがたまち

　　８３９-０８１１・福岡県久留米市山川神代・やまかわくましろ

　　８３９-０８１６・福岡県久留米市山川野口町・やまかわのぐちまち

　　８３９-０８１７・福岡県久留米市山川町・やまかわまち

　　８３９-０８２７・福岡県久留米市山本町豊田・やまもとまちとよだ

　　８３９-０８２６・福岡県久留米市山本町耳納・やまもとまちみのう

　　８２２-００００・福岡県直方市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２２-００１２・福岡県直方市赤地・あかじ

　　８２２-００３１・福岡県直方市植木・うえき

　　８２２-０００５・福岡県直方市永満寺・えいまんじ

　　８２２-０００６・福岡県直方市上境・かみざかい

　　８２２-００３３・福岡県直方市上新入・かみしんにゆう

　　８２２-０００３・福岡県直方市上頓野・かみとんの

　　８２２-０００１・福岡県直方市感田・がんだ

　　８２２-０００７・福岡県直方市下境・しもざかい

　　８２２-００３２・福岡県直方市下新入・しもしんにゆう

　　８２２-００２３・福岡県直方市神正町・しんせいまち

　　８２２-００２１・福岡県直方市新知町・しんちまち

　　８２２-００１５・福岡県直方市新町・しんまち

　　８２２-００２４・福岡県直方市須崎町・すさきまち

　　８２２-００２２・福岡県直方市知古・ちこ

　　８２２-００２６・福岡県直方市津田町・つだまち

　　８２２-００１７・福岡県直方市殿町・とのまち

　　８２２-０００２・福岡県直方市頓野・とんの

　　８２２-００１１・福岡県直方市中泉・なかいずみ

　　８２２-００１６・福岡県直方市直方・のおがた

　　８２２-０００４・福岡県直方市畑・はた

　　８２２-００２５・福岡県直方市日吉町・ひよしまち

　　８２２-００２７・福岡県直方市古町・ふるまち

　　８２２-００１４・福岡県直方市丸山町・まるやままち

　　８２２-００１３・福岡県直方市溝堀・みぞほり

　　８２２-００３４・福岡県直方市山部・やまべ

　　８２２-０００８・福岡県直方市湯野原・ゆのはら

　　８２０-００００・福岡県飯塚市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２０-００５２・福岡県飯塚市相田・あいだ

　　８２０-０７０４・福岡県飯塚市阿恵・あえ

　　８２０-０１０６・福岡県飯塚市赤坂・あかさか

　　８２０-００８３・福岡県飯塚市秋松・あきまつ

　　８２０-０１１２・福岡県飯塚市有井・ありい

　　８２０-０１１１・福岡県飯塚市有安・ありやす

　　８２０-００４１・福岡県飯塚市飯塚・いいつﾞか

　　８２０-００５４・福岡県飯塚市伊川・いかわ

　　８２０-００５３・福岡県飯塚市伊岐須・いぎす

　　８２０-０１０３・福岡県飯塚市入水・いりみず

　　８２０-０７０６・福岡県飯塚市内野・うちの

　　８２０-００２１・福岡県飯塚市潤野・うるの

　　８２０-００８１・福岡県飯塚市枝国・えだくに

　　８２０-０１１４・福岡県飯塚市大門・おおかど

　　８２０-００８９・福岡県飯塚市小正・おはﾞさ

　　８２０-１１１２・福岡県飯塚市鹿毛馬・かけのうま

　　８２０-００６８・福岡県飯塚市片島・かたしま

　　８２０-００１３・福岡県飯塚市上三緒・かみみお

　　８２０-００１１・福岡県飯塚市柏の森・かやのもり

　　８２０-０００２・福岡県飯塚市川島・かわしま



　　８２０-００６７・福岡県飯塚市川津・かわつﾞ

　　８２０-０７０３・福岡県飯塚市北古賀・きたこが

　　８２０-１１１４・福岡県飯塚市口原・くちのはら

　　８２０-００７８・福岡県飯塚市久保白・くほﾞしろ

　　８２０-０７０７・福岡県飯塚市桑曲・くわまがり

　　８２０-００４９・福岡県飯塚市建花寺・けんげいじ

　　８２０-００６６・福岡県飯塚市幸袋・こうぶくろ

　　８２０-００１５・福岡県飯塚市菰田・こもだ

　　８２０-００１６・福岡県飯塚市菰田東・ こもだひがじ

　　８２０-００１７・福岡県飯塚市菰田西・ こもだにじ

　　８２０-１１１３・福岡県飯塚市佐與・さよ

　　８２０-００１２・福岡県飯塚市下三緒・しもみお

　　８２０-００６２・福岡県飯塚市目尾・しやかのお

　　８２０-００８７・福岡県飯塚市舎利蔵・しやりくら

　　８２０-００５１・福岡県飯塚市庄司・ しようじ

　　８２０-０１１３・福岡県飯塚市庄内元吉・ しようないもとよじ

　　８２０-０００５・福岡県飯塚市新飯塚・しんいいつﾞか

　　８２０-０００４・福岡県飯塚市新立岩・しんたていわ

　　８２０-１１１１・福岡県飯塚市勢田・せいた

　　８２０-００４６・福岡県飯塚市大日寺・だいにちじ

　　８２０-０７１２・福岡県飯塚市大分・だいぶ

　　８２０-０１０４・福岡県飯塚市高倉・たかくら

　　８２０-００７９・福岡県飯塚市高田・たかた

　　８２０-０１１６・福岡県飯塚市多田・ただ

　　８２０-００７１・福岡県飯塚市忠隈・ただくま

　　８２０-０００３・福岡県飯塚市立岩・たていわ

　　８２０-００７６・福岡県飯塚市太郎丸・たろうまる

　　８２０-０７０５・福岡県飯塚市筑穂元吉・ ちくほもとよじ

　　８２０-００６４・福岡県飯塚市津島・つしま

　　８２０-０１０５・福岡県飯塚市筒野・つつの

　　８２０-０１０１・福岡県飯塚市綱分・つなわき

　　８２０-００８４・福岡県飯塚市椿・つはﾞき

　　８２０-００１４・福岡県飯塚市鶴三緒・つるみお

　　８２０-００８６・福岡県飯塚市津原・つわら

　　８２０-００７５・福岡県飯塚市天道・てんとう

　　８２０-００３３・福岡県飯塚市徳前・とくぜん

　　８２０-０７１３・福岡県飯塚市内住・ないじゆう

　　８２０-００６５・福岡県飯塚市中・なか

　　８２０-０７０１・福岡県飯塚市長尾・ながお

　　８２０-０００１・福岡県飯塚市鯰田・なまずた

　　８２０-００３１・福岡県飯塚市西徳前・にしとくぜん

　　８２０-００４３・福岡県飯塚市西町・にしまち

　　８２０-０１１５・福岡県飯塚市仁保・にほ

　　８２０-００４５・福岡県飯塚市花瀬・はなせ

　　８２０-００３２・福岡県飯塚市東徳前・ひがしとくぜん

　　８２０-０７０２・福岡県飯塚市平塚・ひらつか

　　８２０-００７３・福岡県飯塚市平恒・ひらつね

　　８２０-００８８・福岡県飯塚市弁分・べんぶん

　　８２０-００７０・福岡県飯塚市堀池・ほりいけ

　　８２０-００４２・福岡県飯塚市本町・ほんまち

　　８２０-０７０９・福岡県飯塚市馬敷・ましき

　　８２０-００７２・福岡県飯塚市南尾・みなみお

　　８２０-００６９・福岡県飯塚市宮町・みやまち

　　８２０-００２２・福岡県飯塚市明星寺・みようじようじ

　　８２０-００７７・福岡県飯塚市椋本・むくもと

　　８２０-００４７・福岡県飯塚市八木山・やきやま

　　８２０-００８５・福岡県飯塚市安恒・やすつね

　　８２０-００６３・福岡県飯塚市柳橋・ やなぎはﾞじ

　　８２０-０７１１・福岡県飯塚市山口・やまぐち

　　８２０-０１０２・福岡県飯塚市山倉・やまくら

　　８２０-０７０８・福岡県飯塚市弥山・ややま

　　８２０-００４４・福岡県飯塚市横田・よこた

　　８２０-００１８・福岡県飯塚市芳雄町・よしおまち

　　８２０-００４０・福岡県飯塚市吉原町・よしはらまち

　　８２０-００６１・福岡県飯塚市吉北・よしきた

　　８２０-００７４・福岡県飯塚市楽市・らくいち

　　８２０-００４８・福岡県飯塚市蓮台寺・れんだいじ

　　８２０-００８２・福岡県飯塚市若菜・わかな

　　８２５-００００・福岡県田川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２５-０００１・福岡県田川市伊加利・いかり



　　８２５-０００２・福岡県田川市伊田・いた

　　８２５-００１５・福岡県田川市伊田町・いたまち

　　８２６-００４４・福岡県田川市位登（猪位金４～７町）・いとう(いいかね)

　　８２６-００４４・福岡県田川市位登（清美町）・いとう(きよみちよう)

　　８２６-００４５・福岡県田川市猪国（猪位金１～３区）・いのくに(いいかね)

　　８２５-００１４・福岡県田川市魚町・うおまち

　　８２６-００２６・福岡県田川市春日町・かすがまち

　　８２６-００２３・福岡県田川市上本町・かみほんまち

　　８２６-００４２・福岡県田川市川宮（大藪）・かわみや(おおやぶ)

　　８２６-００４２・福岡県田川市川宮（新生町）・かわみや(しんせいちよう)

　　８２６-００４２・福岡県田川市川宮（高住町）・かわみや(たかすみちよう)

　　８２６-００４２・福岡県田川市川宮（平岡）・かわみや(ひらおか)

　　８２５-００１７・福岡県田川市寿町・ことぶきまち

　　８２５-００１１・福岡県田川市栄町・さかえまち

　　８２６-００２１・福岡県田川市桜町・さくらまち

　　８２５-０００３・福岡県田川市白鳥町・しらとりまち

　　８２５-００１６・福岡県田川市新町・しんまち

　　８２６-００２５・福岡県田川市大黒町・だいこくまち

　　８２５-００１３・福岡県田川市中央町・ちゆうおうまち

　　８２６-００３１・福岡県田川市千代町・ちよまち

　　８２５-０００４・福岡県田川市夏吉・ なつよじ

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（青葉町)、・なら(あおはﾞちよう)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（大浦)、・なら(おおうら)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（会社町)、・なら(かいしやまち)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（霞ケ丘)、・なら(かすみがおか)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（後藤寺西団地)、・なら(ごとうじにしだんち)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（後藤寺東団地)、・なら(ごとうじひがしだんち)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（希望ケ丘)、・なら(のぞみがおか､

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（松の木）・・なら(まつのき)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（三井後藤寺）・・なら(みついごとうじ)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（緑町）・・なら(みどりまち)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（月見ケ丘）・なら(つきみがおか)

　　８２６-００２４・福岡県田川市西本町・にしほんまち

　　８２５-００１８・福岡県田川市番田町・はﾞんだまち

　　８２５-００１２・福岡県田川市日の出町・ひのでまち

　　８２６-００３２・福岡県田川市平松町・ひらまつまち

　　８２５-０００５・福岡県田川市糒・ほしい

　　８２６-００２２・福岡県田川市本町・ほんまち

　　８２６-００３３・福岡県田川市丸山町・まるやままち

　　８２６-００２７・福岡県田川市宮尾町・みやおまち

　　８２６-００４１・福岡県田川市弓削田（角銅原）・ゆげた(かくどうはﾞる)

　　８２６-００４１・福岡県田川市弓削田（野上）・ゆげた(のがみ)

　　８２６-００４１・福岡県田川市弓削田（船尾）・ゆげた(ふなお)

　　８２６-００４１・福岡県田川市弓削田（見立）・ゆげた(みたて)

　　８２６-００４１・福岡県田川市弓削田（文字山）・ゆげた(もじやま)

　　８３２-００００・福岡県柳川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３２-００２６・福岡県柳川市曙町・あけほﾞのまち

　　８３２-００２２・福岡県柳川市旭町・あさひまち

　　８３２-００５４・福岡県柳川市有明町・ありあけまち

　　８３２-００４２・福岡県柳川市一新町・いつしんまち

　　８３２-００６６・福岡県柳川市稲荷町・いなりまち

　　８３２-００２５・福岡県柳川市恵美須町・えびすまち

　　８３２-００４６・福岡県柳川市奥州町・おうしゆうまち

　　８３２-００５３・福岡県柳川市大浜町・おおはままち

　　８３２-００６５・福岡県柳川市沖端町・おきのはたまち

　　８３２-００６７・福岡県柳川市鬼童町・おんどうまち

　　８３２-００７３・福岡県柳川市鍛冶屋町・かじやまち

　　８３２-００４１・福岡県柳川市片原町・かたはらまち

　　８３２-００１６・福岡県柳川市蟹町・かにまち

　　８３２-００１３・福岡県柳川市上町・かみまち

　　８３２-００５８・福岡県柳川市上宮永町・かみみやながまち

　　８３２-０００７・福岡県柳川市金納・かんの

　　８３２-０００１・福岡県柳川市蒲生・がもう

　　８３２-００３４・福岡県柳川市北長柄町・きたながえまち

　　８３２-００２３・福岡県柳川市京町・きようまち

　　８３２-００８６・福岡県柳川市久々原・くぐはら

　　８３２-００７２・福岡県柳川市糀屋町・こうじやまち

　　８３２-００８２・福岡県柳川市古賀・こが

　　８３２-００３６・福岡県柳川市小道具町・こどうぐまち

　　８３２-００３７・福岡県柳川市細工町・さいくまち



　　８３２-００１７・福岡県柳川市材木町・ざいもくまち

　　８３２-００７６・福岡県柳川市坂本町・さかもとまち

　　８３２-００５９・福岡県柳川市下宮永町・しもみやながまち

　　８３２-００６８・福岡県柳川市城隅町・じようぐうまち

　　８３２-００８４・福岡県柳川市昭南町・しようなんまち

　　８３２-００６２・福岡県柳川市城南町・じようなんまち

　　８３２-００７１・福岡県柳川市新船津町・しんふなつまち

　　８３２-００６９・福岡県柳川市新外町・しんほかまち

　　８３２-００３２・福岡県柳川市新町・しんまち

　　８３２-００２１・福岡県柳川市隅町・すみまち

　　８３２-０００２・福岡県柳川市高島・たかしま

　　８３２-０００３・福岡県柳川市立石・ たていじ

　　８３２-００８９・福岡県柳川市田脇・たわき

　　８３２-００７７・福岡県柳川市筑紫町・ちくしまち

　　８３２-００５１・福岡県柳川市佃町・つくだまち

　　８３２-００２４・福岡県柳川市辻町・つじまち

　　８３２-００３１・福岡県柳川市椿原町・つはﾞはらまち

　　８３２-００４３・福岡県柳川市出来町・できまち

　　８３２-００２８・福岡県柳川市常盤町・ときわまち

　　８３２-００１２・福岡県柳川市中町・なかまち

　　８３２-００８７・福岡県柳川市七ツ家・ななつえ

　　８３２-００１５・福岡県柳川市西魚屋町・にしうおやまち

　　８３２-０００５・福岡県柳川市西蒲池・にしかまち

　　８３２-００８１・福岡県柳川市西浜武・にしはまたけ

　　８３２-００８８・福岡県柳川市間・はさま

　　８３２-００５２・福岡県柳川市橋本町・はしもとまち

　　８３２-００２９・福岡県柳川市八軒町・はちけんまち

　　８３２-００３５・福岡県柳川市東魚屋町・ひがしうおやまち

　　８３２-０００６・福岡県柳川市東蒲池・ひがしかまち

　　８３２-００４４・福岡県柳川市袋町・ふくろまち

　　８３２-００１１・福岡県柳川市保加町・ほかまち

　　８３２-００６１・福岡県柳川市本城町・ほんじようまち

　　８３２-００４５・福岡県柳川市本町・ほんまち

　　８３２-０８０５・福岡県柳川市三橋町磯鳥・みつはしまちいそどり

　　８３２-０８２３・福岡県柳川市三橋町今古賀・みつはしまちいまこが

　　８３２-０８０７・福岡県柳川市三橋町枝光・みつはしまちえだみつ

　　８３２-０８２５・福岡県柳川市三橋町江曲・みつはしまちえまがり

　　８３２-０８０１・福岡県柳川市三橋町起田・みつはしまちおきだ

　　８３２-０８２７・福岡県柳川市三橋町蒲船津・みつはしまちかまふなつ

　　８３２-０８０４・福岡県柳川市三橋町木元・みつはしまちきのもと

　　８３２-０８１２・福岡県柳川市三橋町五拾町・みつはしまちごじつちよう

　　８３２-０８２２・福岡県柳川市三橋町下百町・みつはしまちしもひやくちよう

　　８３２-０８１５・福岡県柳川市三橋町白鳥・みつはしまちしらとり

　　８３２-０８２６・福岡県柳川市三橋町高畑・みつはしまちたかはたけ

　　８３２-０８１３・福岡県柳川市三橋町棚町・みつはしまちたのまち

　　８３２-０８１４・福岡県柳川市三橋町垂見・みつはしまちたるみ

　　８３２-０８１１・福岡県柳川市三橋町中山・みつはしまちなかやま

　　８３２-０８１６・福岡県柳川市三橋町久末・みつはしまちひさすえ

　　８３２-０８２１・福岡県柳川市三橋町百町・みつはしまちひやくちよう

　　８３２-０８２４・福岡県柳川市三橋町藤吉・ みつはしまちふじよじ

　　８３２-０８２８・福岡県柳川市三橋町正行・みつはしまちまさゆき

　　８３２-０８０３・福岡県柳川市三橋町新村・みつはしまちみむら

　　８３２-０８０６・福岡県柳川市三橋町柳河・みつはしまちやながわ

　　８３２-０８０２・福岡県柳川市三橋町吉開・みつはしまちよしがい

　　８３２-００３３・福岡県柳川市南長柄町・みなみながえまち

　　８３２-００８３・福岡県柳川市南浜武・みなみはまたけ

　　８３２-００６４・福岡県柳川市宮永町・みやながまち

　　８３２-００６３・福岡県柳川市茂庵町・もあんまち

　　８３２-００１８・福岡県柳川市本船津町・もとふなつまち

　　８３２-００７４・福岡県柳川市元町・もとまち

　　８３２-００１４・福岡県柳川市八百屋町・やおやまち

　　８３２-０００４・福岡県柳川市矢加部・やかべ

　　８３２-００５７・福岡県柳川市弥四郎町・やしろうまち

　　８３２-００５６・福岡県柳川市矢留本町・やどみほんまち

　　８３２-００５０・福岡県柳川市矢留町・やどみまち

　　８３２-００７５・福岡県柳川市柳町・やなぎまち

　　８３９-０２５１・福岡県柳川市大和町明野・やまとまちあけの

　　８３９-０２６３・福岡県柳川市大和町大坪・やまとまちおおつほﾞ

　　８３９-０２５２・福岡県柳川市大和町栄・やまとまちさかえ

　　８３９-０２６１・福岡県柳川市大和町皿垣開・やまとまちさらかきびらき



　　８３９-０２４３・福岡県柳川市大和町塩塚・やまとまちしおつか

　　８３９-０２５３・福岡県柳川市大和町鷹ノ尾・やまとまちたかのお

　　８３９-０２６４・福岡県柳川市大和町谷垣・やまとまちたにがき

　　８３９-０２４１・福岡県柳川市大和町徳益・やまとまちとくます

　　８３９-０２４２・福岡県柳川市大和町豊原・やまとまちとよはら

　　８３９-０２５４・福岡県柳川市大和町中島・やまとまちなかしま

　　８３９-０２６２・福岡県柳川市大和町永田開・やまとまちながたびらき

　　８３９-０２４４・福岡県柳川市大和町六合・やまとまちろくごう

　　８３２-００２７・福岡県柳川市横山町・よこやままち

　　８３２-００５５・福岡県柳川市吉富町・よしとみまち

　　８３２-００８５・福岡県柳川市吉原・よしはら

　　８３４-００００・福岡県八女市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３４-００４７・福岡県八女市稲富・いなどみ

　　８３４-００２６・福岡県八女市井延・いのぶ

　　８３４-００６１・福岡県八女市今福・いまぶく

　　８３４-００６２・福岡県八女市岩崎・いわさき

　　８３４-００５５・福岡県八女市鵜池・うのいけ

　　８３４-００１３・福岡県八女市大籠・おおごもり

　　８３４-０００５・福岡県八女市大島・おおじま

　　８３４-００４１・福岡県八女市緒玉・おだま

　　８３４-００６４・福岡県八女市蒲原・かまはら

　　８３４-００６５・福岡県八女市亀甲・かめのこう

　　８３４-００５３・福岡県八女市川犬・かわいぬ

　　８３４-００２１・福岡県八女市北田形・きたたがた

　　８３４-００２５・福岡県八女市祈祷院・きとういん

　　８３４-００４６・福岡県八女市国武・くにたけ

　　８３４-１２２１・福岡県八女市黒木町今・くろぎまちいま

　　８３４-１２０２・福岡県八女市黒木町大淵・くろぎまちおおぶち

　　８３４-１２１２・福岡県八女市黒木町鹿子生・くろぎまちかこお

　　８３４-１２２２・福岡県八女市黒木町笠原・くろぎまちかさはら

　　８３４-１２０１・福岡県八女市黒木町北大淵・くろぎまちきたおおぶち

　　８３４-１２０３・福岡県八女市黒木町北木屋・くろぎまちきたごや

　　８３４-１２１７・福岡県八女市黒木町黒木・くろぎまちくろぎ

　　８３４-１２１６・福岡県八女市黒木町桑原・くろぎまちくわはら

　　８３４-１２０４・福岡県八女市黒木町木屋・くろぎまちこや

　　８３４-１２０５・福岡県八女市黒木町田代・くろぎまちたしろ

　　８３４-１２１４・福岡県八女市黒木町田本・くろぎまちたもと

　　８３４-１２１１・福岡県八女市黒木町土窪・くろぎまちつちくほﾞ

　　８３４-１２１３・福岡県八女市黒木町本分・くろぎまちほんぶん

　　８３４-１２１５・福岡県八女市黒木町湯辺田・くろぎまちゆべた

　　８３４-０００２・福岡県八女市黒土・くろつち

　　８３４-００４２・福岡県八女市酒井田・さかいだ

　　８３４-１１０１・福岡県八女市上陽町上横山・じようようまちかみよこやま

　　８３４-１１０２・福岡県八女市上陽町北川内・じようようまちきたかわうち

　　８３４-１１０３・福岡県八女市上陽町久木原・じようようまちくきはら

　　８３４-１１０４・福岡県八女市上陽町下横山・じようようまちしもよこやま

　　８３４-００５２・福岡県八女市新庄・しんじよう

　　８３４-００４５・福岡県八女市平・たいら

　　８３４-００３４・福岡県八女市高塚・たかつか

　　８３４-０００１・福岡県八女市宅間田・たくまだ

　　８３４-００１４・福岡県八女市忠見・ただみ

　　８３４-００８２・福岡県八女市立花町兼松・たちはﾞなまちかねまつ

　　８３４-００８３・福岡県八女市立花町上辺春・たちはﾞなまちかみへはﾞる

　　８３４-００８５・福岡県八女市立花町北山・たちはﾞなまちきたやま

　　８３４-００７３・福岡県八女市立花町下辺春・たちはﾞなまちしもへはﾞる

　　８３４-００８４・福岡県八女市立花町白木・たちはﾞなまちしらき

　　８３４-００７１・福岡県八女市立花町田形・たちはﾞなまちたがた

　　８３４-００７４・福岡県八女市立花町谷川・たちはﾞなまちたにがわ

　　８３４-００７２・福岡県八女市立花町遠久谷・たちはﾞなまちとおくだに

　　８３４-００７５・福岡県八女市立花町原島・たちはﾞなまちはるじま

　　８３４-００８１・福岡県八女市立花町山崎・たちはﾞなまちやまさき

　　８３４-００６７・福岡県八女市龍ケ原・たつがはら

　　８３４-００５１・福岡県八女市立野・たての

　　８３４-００２４・福岡県八女市津江・つのえ

　　８３４-００１６・福岡県八女市豊福・とよぶく

　　８３４-００１１・福岡県八女市長野・ながの

　　８３４-０００４・福岡県八女市納楚・のうそ

　　８３４-００２３・福岡県八女市馬場・はﾞはﾞ

　　８３４-００４３・福岡県八女市光・ひかり

　　８３４-０００３・福岡県八女市平田・ひらた



　　８３４-０２０１・福岡県八女市星野村・ほしのむら

　　８３４-００１５・福岡県八女市本・ほん

　　８３４-００５４・福岡県八女市前古賀・まえこが

　　８３４-００３２・福岡県八女市宮野・みやの

　　８３４-００６６・福岡県八女市室岡・むろおか

　　８３４-００３１・福岡県八女市本町・もとまち

　　８３４-００６３・福岡県八女市本村・もとむら

　　８３４-００２２・福岡県八女市柳島・やなじま

　　８３４-００３３・福岡県八女市柳瀬・やなぜ

　　８３４-００４４・福岡県八女市矢原・やはﾞら

　　８３４-１４０１・福岡県八女市矢部村北矢部・やべむらきたやべ

　　８３４-１４０２・福岡県八女市矢部村矢部・やべむらやべ

　　８３４-００１２・福岡県八女市山内・やまうち

　　８３４-０００６・福岡県八女市吉田・よしだ

　　８３３-００００・福岡県筑後市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３３-００４１・福岡県筑後市和泉・いずみ

　　８３３-０００１・福岡県筑後市一条・いちじよう

　　８３３-００４６・福岡県筑後市江口・えぐち

　　８３３-００１４・福岡県筑後市尾島・おしま

　　８３３-００２６・福岡県筑後市折地・おりじ

　　８３３-００３３・福岡県筑後市上北島・かみきたじま

　　８３３-００１３・福岡県筑後市北長田・きたながた

　　８３３-００１１・福岡県筑後市久恵・くえ

　　８３３-００５５・福岡県筑後市熊野・くまの

　　８３３-００５４・福岡県筑後市蔵数・くらかず

　　８３３-００３５・福岡県筑後市古島・こじま

　　８３３-００４５・福岡県筑後市四ケ所・しかしよ

　　８３３-００３７・福岡県筑後市島田・しまだ

　　８３３-００１７・福岡県筑後市志・しむら

　　８３３-００３４・福岡県筑後市下北島・しもきたじま

　　８３３-００２１・福岡県筑後市下妻・しもつま

　　８３３-００４３・福岡県筑後市庄島・しようじま

　　８３３-０００６・福岡県筑後市新溝・しんみぞ

　　８３３-００３６・福岡県筑後市井田・せいでん
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　　８０９-０００２・福岡県中間市中底井野・なかそこいの

　　８０９-００３６・福岡県中間市長津・ながつ

　　８０９-００３７・福岡県中間市中鶴・なかつﾞる

　　８０９-００３４・福岡県中間市中間・なかま

　　８０９-００２７・福岡県中間市七重町・ななえまち

　　８０９-００２２・福岡県中間市鍋山町・なべやままち

　　８０９-０００１・福岡県中間市垣生・はぶ

　　８０９-００１９・福岡県中間市東中間・ひがしなかま

　　８０９-００２５・福岡県中間市深坂・ふかさか

　　８０９-００１６・福岡県中間市星ケ丘・ほしがおか

　　８０９-００３５・福岡県中間市松ケ岡・まつがおか

　　８０９-００２８・福岡県中間市弥生・やよい

　　８０９-００１４・福岡県中間市蓮花寺・れんげじ

　　８３８-０１００・福岡県小郡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３８-０１３５・福岡県小郡市赤川・あかがわ

　　８３８-０１０９・福岡県小郡市あすみ・あすみ

　　８３８-０１２８・福岡県小郡市稲吉・ いなよじ

　　８３８-０１１４・福岡県小郡市井上・いのうえ

　　８３８-０１４２・福岡県小郡市大板井・おおいたい

　　８３８-０１２７・福岡県小郡市大崎・おおざき

　　８３８-０１１５・福岡県小郡市大保・おおほ

　　８３８-０１４１・福岡県小郡市小郡・おごおり

　　８３８-０１０４・福岡県小郡市乙隈・おとぐま

　　８３８-０１２１・福岡県小郡市上岩田・かみいわた

　　８３８-０１３６・福岡県小郡市上西鰺坂・かみにしあじさか

　　８３８-０１４４・福岡県小郡市祇園・ぎおん

　　８３８-０１４３・福岡県小郡市小板井・こいたい

　　８３８-０１２３・福岡県小郡市下岩田・しもいわた

　　８３８-０１３４・福岡県小郡市下西鰺坂・しもにしあじさか

　　８３８-０１０２・福岡県小郡市津古・つこ

　　８３８-０１３８・福岡県小郡市寺福童・てらふくどう

　　８３８-０１０７・福岡県小郡市希みが丘・のぞみがおか

　　８３８-０１１２・福岡県小郡市干潟・ひかた

　　８３８-０１３１・福岡県小郡市平方・ひらかた

　　８３８-０１１１・福岡県小郡市吹上・ふきあげ

　　８３８-０１３７・福岡県小郡市福童・ふくどう

　　８３８-０１２５・福岡県小郡市二タ・ふた

　　８３８-０１２６・福岡県小郡市二森・ふたもり

　　８３８-０１２４・福岡県小郡市古飯・ふるえ

　　８３８-０１２２・福岡県小郡市松崎・まつざき

　　８３８-０１０３・福岡県小郡市三国が丘・みくにがおか

　　８３８-０１０１・福岡県小郡市美鈴が丘・みすずがおか

　　８３８-０１０８・福岡県小郡市美鈴の杜・みすずのもり

　　８３８-０１０６・福岡県小郡市三沢・みつさわ

　　８３８-０１３２・福岡県小郡市光行・みつゆき

　　８３８-０１３３・福岡県小郡市八坂・やさか



　　８３８-０１１３・福岡県小郡市山隈・やまぐま

　　８３８-０１０５・福岡県小郡市横隈・よこぐま

　　８３８-０１１６・福岡県小郡市力武・りきたけ

　　８１８-００００・福岡県筑紫野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１８-００１１・福岡県筑紫野市阿志岐・あしき

　　８１８-００１２・福岡県筑紫野市天山・あまやま

　　８１８-００６８・福岡県筑紫野市石崎・いしざき

　　８１８-００１４・福岡県筑紫野市牛島・うしじま

　　８１８-００３４・福岡県筑紫野市美しが丘南・うつくしがおかみなみ

　　８１８-００３５・福岡県筑紫野市美しが丘北・うつくしがおかきた

　　８１８-０００６・福岡県筑紫野市大石・ おおいじ

　　８１８-００１３・福岡県筑紫野市岡田・おかだ

　　８１８-００４１・福岡県筑紫野市上古賀・かみこが

　　８１８-００３１・福岡県筑紫野市隈・くま

　　８１８-０００２・福岡県筑紫野市香園・こうぞの

　　８１８-００４７・福岡県筑紫野市古賀・こが

　　８１８-００６３・福岡県筑紫野市桜台・さくらだい

　　８１８-００２１・福岡県筑紫野市下見・したみ

　　８１８-００５４・福岡県筑紫野市杉塚・すぎつﾞか

　　８１８-００６７・福岡県筑紫野市俗明院・ぞくみよういん

　　８１８-００２５・福岡県筑紫野市筑紫・ ちくじ

　　８１８-００２２・福岡県筑紫野市筑紫駅前通・ちくしえきまえどおり

　　８１８-００６４・福岡県筑紫野市常松・つねまつ

　　８１８-００５３・福岡県筑紫野市天拝坂・てんはﾟいざか

　　８１８-００５９・福岡県筑紫野市塔原東・ とうのはるひがじ

　　８１８-００７３・福岡県筑紫野市塔原西・ とうのはるにじ

　　８１８-００７４・福岡県筑紫野市塔原南・とうのはるみなみ

　　８１８-００６６・福岡県筑紫野市永岡・ながおか

　　８１８-００３２・福岡県筑紫野市西小田・にしおだ

　　８１８-００４４・福岡県筑紫野市萩原・はぎわら

　　８１８-００８５・福岡県筑紫野市針摺北・はりすりきた

　　８１８-００８３・福岡県筑紫野市針摺中央・はりすりちゆうおう

　　８１８-００８４・福岡県筑紫野市針摺西・ はりすりにじ

　　８１８-００８１・福岡県筑紫野市針摺東・ はりすりひがじ

　　８１８-００８２・福岡県筑紫野市針摺南・はりすりみなみ

　　８１８-０００５・福岡県筑紫野市原・はる

　　８１８-００２４・福岡県筑紫野市原田・はるだ

　　８１８-００３６・福岡県筑紫野市光が丘・ひかりがおか

　　８１８-００４５・福岡県筑紫野市平等寺・びようどうじ

　　８１８-００５６・福岡県筑紫野市二日市北・ふつかいちきた

　　８１８-００７２・福岡県筑紫野市二日市中央・ふつかいちちゆうおう

　　８１８-００７１・福岡県筑紫野市二日市西・ ふつかいちにじ

　　８１８-００５７・福岡県筑紫野市二日市南・ふつかいちみなみ

　　８１８-０００７・福岡県筑紫野市本道寺・ほんどうじ

　　８１８-００２６・福岡県筑紫野市美咲・みさき

　　８１８-００５２・福岡県筑紫野市武藏・ むさじ

　　８１８-００４３・福岡県筑紫野市むさしケ丘・むさしがおか

　　８１８-００６１・福岡県筑紫野市紫・むらさき

　　８１８-００６５・福岡県筑紫野市諸田・もろた

　　８１８-０００３・福岡県筑紫野市山家・やまえ

　　８１８-００４６・福岡県筑紫野市山口・やまぐち

　　８１８-０００１・福岡県筑紫野市柚須原・ゆすはﾞる

　　８１８-００５８・福岡県筑紫野市湯町・ゆまち

　　８１８-０００４・福岡県筑紫野市吉木・よしき

　　８１８-００４２・福岡県筑紫野市立明寺・りゆうみようじ

　　８１８-００２３・福岡県筑紫野市若江・わかえ

　　８１６-００００・福岡県春日市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１６-０８５３・福岡県春日市泉・いずみ

　　８１６-０８５２・福岡県春日市一の谷・いちのたに

　　８１６-０８３１・福岡県春日市大谷・おおたに

　　８１６-０８４７・福岡県春日市大土居・おおどい

　　８１６-０８６１・福岡県春日市岡本・おかもと

　　８１６-０８１４・福岡県春日市春日・かすが

　　８１６-０８１１・福岡県春日市春日公園・かすがこうえん

　　８１６-０８０１・福岡県春日市春日原東町・かすがはﾞるひがしまち

　　８１６-０８０３・福岡県春日市春日原南町・かすがはﾞるみなみまち

　　８１６-０８０２・福岡県春日市春日原北町・かすがはﾞるきたまち

　　８１６-０８４４・福岡県春日市上白水・かみしろうず

　　８１６-０８２４・福岡県春日市小倉・こくら

　　８１６-０８２６・福岡県春日市小倉東・ こくらひがじ



　　８１６-０８７２・福岡県春日市桜ケ丘・さくらがおか

　　８１６-０８４２・福岡県春日市下白水・しもしろうず

　　８１６-０８５４・福岡県春日市下白水北・しもしろうずきた

　　８１６-０８４６・福岡県春日市下白水南・しもしろうずみなみ

　　８１６-０８４８・福岡県春日市白水池・しろうずいけ

　　８１６-０８４５・福岡県春日市白水ケ丘・しろうずがおか

　　８１６-０８７１・福岡県春日市須玖・すぐ

　　８１６-０８６３・福岡県春日市須玖南・すぐみなみ

　　８１６-０８６４・福岡県春日市須玖北・すぐきた

　　８１６-０８１３・福岡県春日市惣利・そうり

　　８１６-０８０７・福岡県春日市宝町・たからまち

　　８１６-０８２２・福岡県春日市ちくし台・ちくしだい

　　８１６-０８０５・福岡県春日市千歳町・ちとせまち

　　８１６-０８４１・福岡県春日市塚原台・つかはらだい

　　８１６-０８５５・福岡県春日市天神山・てんじんやま

　　８１６-０８５１・福岡県春日市昇町・のほﾞりまち

　　８１６-０８２５・福岡県春日市伯玄町・はくげんちよう

　　８１６-０８０４・福岡県春日市原町・はらまち

　　８１６-０８０６・福岡県春日市光町・ひかりまち

　　８１６-０８７３・福岡県春日市日の出町・ひのでまち

　　８１６-０８１２・福岡県春日市平田台・ひらただい

　　８１６-０８４９・福岡県春日市星見ヶ丘・ほしみがおか

　　８１６-０８４３・福岡県春日市松ケ丘・まつがおか

　　８１６-０８３３・福岡県春日市紅葉ケ丘東・ もみじがおかひがじ

　　８１６-０８３２・福岡県春日市紅葉ケ丘西・ もみじがおかにじ

　　８１６-０８７４・福岡県春日市大和町・やまとまち

　　８１６-０８６２・福岡県春日市弥生・やよい

　　８１６-０８２１・福岡県春日市若葉台東・ わかはﾞだいひがじ

　　８１６-０８２３・福岡県春日市若葉台西・ わかはﾞだいにじ

　　８１６-００００・福岡県大野城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１６-０９３４・福岡県大野城市曙町・あけほﾞのまち

　　８１６-０９５３・福岡県大野城市旭ケ丘・あさひがおか

　　８１６-０９７１・福岡県大野城市牛頸・うしくび

　　８１６-０９０４・福岡県大野城市大池・おおいけ

　　８１６-０９１１・福岡県大野城市大城・おおき

　　８１６-０９０２・福岡県大野城市乙金・おとがな

　　８１６-０９０３・福岡県大野城市乙金台・おとがなだい

　　８１６-０９０１・福岡県大野城市乙金東・ おとがなひがじ

　　８１６-０９５５・福岡県大野城市上大利・かみおおり

　　８１６-０９０５・福岡県大野城市川久保・かわくほﾞ

　　８１６-０９３２・福岡県大野城市瓦田・かわらだ

　　８１６-０９２４・福岡県大野城市栄町・さかえまち

　　８１６-０９２３・福岡県大野城市雑餉隈町・ざつしよのくままち

　　８１６-０９５２・福岡県大野城市下大利・しもおおり

　　８１６-０９５１・福岡県大野城市下大利団地・しもおおりだんち

　　８１６-０９４３・福岡県大野城市白木原・しらきはﾞる

　　８１６-０９４２・福岡県大野城市中央・ちゆうおう

　　８１６-０９８３・福岡県大野城市月の浦・つきのうら

　　８１６-０９３１・福岡県大野城市筒井・つつい

　　８１６-０９６２・福岡県大野城市つつじケ丘・つつじがおか

　　８１６-０９０６・福岡県大野城市中・なか

　　８１６-０９２１・福岡県大野城市仲畑・なかはた

　　８１６-０９３５・福岡県大野城市錦町・にしきまち

　　８１６-０９８２・福岡県大野城市畑ケ坂・はたがさか

　　８１６-０９４１・福岡県大野城市東大利・ひがしおおり

　　８１６-０９７２・福岡県大野城市平野台・ひらのだい

　　８１６-０９１２・福岡県大野城市御笠川・みかさがわ

　　８１６-０９３３・福岡県大野城市瑞穂町・みずほまち

　　８１６-０９６１・福岡県大野城市緑ケ丘・みどりがおか

　　８１６-０９５６・福岡県大野城市南大利・みなみおおり

　　８１６-０９６４・福岡県大野城市南ケ丘・みなみがおか

　　８１６-０９６３・福岡県大野城市宮野台・みやのだい

　　８１６-０９５４・福岡県大野城市紫台・むらさきだい

　　８１６-０９２２・福岡県大野城市山田・やまだ

　　８１６-０９７３・福岡県大野城市横峰・よこみね

　　８１６-０９８１・福岡県大野城市若草・わかくさ

　　８１１-３４００・福岡県宗像市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-４１６２・福岡県宗像市青葉台・あおはﾞだい

　　８１１-４１４６・福岡県宗像市赤間・あかま

　　８１１-４１８５・福岡県宗像市赤間駅前・あかまえきまえ



　　８１１-４１７６・福岡県宗像市赤間ケ丘・あかまがおか

　　８１１-４１４８・福岡県宗像市赤間文教町・あかまぶんきようまち

　　８１１-３４１５・福岡県宗像市朝野・あさの

　　８１１-４１６１・福岡県宗像市朝町・あさまち

　　８１１-４１５７・福岡県宗像市アスティ・あすてい

　　８１１-３４０１・福岡県宗像市池浦・いけうら

　　８１１-３５１５・福岡県宗像市池田・いけだ

　　８１１-４１４７・福岡県宗像市石丸・いしまる

　　８１１-４１４２・福岡県宗像市泉ケ丘・いずみがおか

　　８１１-３４０６・福岡県宗像市稲元・いなもと

　　８１１-３５０２・福岡県宗像市江口・えぐち

　　８１１-４１７７・福岡県宗像市桜美台・おうびだい

　　８１１-３４２２・福岡県宗像市王丸・おうまる

　　８１１-３４３２・福岡県宗像市大井・おおい

　　８１１-３４３３・福岡県宗像市大井台・おおいだい

　　８１１-３４４０・福岡県宗像市大井南・おおいみなみ

　　８１１-３７０１・福岡県宗像市大島・おおしま

　　８１１-４１４１・福岡県宗像市大谷・おおたに

　　８１１-３４２１・福岡県宗像市大穂・おおぶ

　　８１１-３４０２・福岡県宗像市河東・かとう

　　８１１-３５１２・福岡県宗像市鐘崎・かねざき

　　８１１-３４３７・福岡県宗像市久原・くはﾞら

　　８１１-４１８４・福岡県宗像市くりえいと・くりえいと

　　８１１-３５１６・福岡県宗像市公園通り・こうえんどおり

　　８１１-３５１３・福岡県宗像市上八・こうじよう

　　８１１-３５０１・福岡県宗像市神湊・こうのみなと

　　８１１-４１６５・福岡県宗像市広陵台・こうりようだい

　　８１１-４１７３・福岡県宗像市栄町・さかえまち

　　８１１-４１６６・福岡県宗像市桜・さくら

　　８１１-４１４３・福岡県宗像市三郎丸・さぶろうまる

　　８１１-３５１１・福岡県宗像市地島・じのしま

　　８１１-４１６３・福岡県宗像市自由ケ丘・じゆうがおか

　　８１１-４１７４・福岡県宗像市自由ケ丘西町・じゆうがおかにしまち

　　８１１-４１５６・福岡県宗像市自由ケ丘南・じゆうがおかみなみ

　　８１１-４１８２・福岡県宗像市城ケ谷・じようがたに

　　８１１-３４０４・福岡県宗像市城西ケ丘・じようせいがおか

　　８１１-４１５１・福岡県宗像市城南ケ丘・じようなんがおか

　　８１１-４１８１・福岡県宗像市城山ニュータウン・じようやまにゆｰたうん

　　８１１-３４０８・福岡県宗像市樟陽台・しようようだい

　　８１１-３４０５・福岡県宗像市須恵・すえ

　　８１１-４１７５・福岡県宗像市田久・たく

　　８１１-３４３１・福岡県宗像市田熊・たぐま

　　８１１-４１５２・福岡県宗像市武丸・たけまる

　　８１１-３５０５・福岡県宗像市田島・たしま

　　８１１-３５１４・福岡県宗像市田野・たの

　　８１１-３５０７・福岡県宗像市多禮・たれ

　　８１１-４１８３・福岡県宗像市土穴・つちあな

　　８１１-３４０７・福岡県宗像市天平台・てんひﾟようだい

　　８１１-３４３６・福岡県宗像市東郷・とうごう

　　８１１-４１６４・福岡県宗像市徳重・とくしげ

　　８１１-４１５５・福岡県宗像市名残・なごり

　　８１１-３４２３・福岡県宗像市野坂・のさか

　　８１１-４１７１・福岡県宗像市葉山・はやま

　　８１１-３４２４・福岡県宗像市原町・はるまち

　　８１１-３４０３・福岡県宗像市ひかりケ丘・ひかりがおか

　　８１１-３４２５・福岡県宗像市日の里・ひのさと

　　８１１-３４１２・福岡県宗像市平等寺・びようどうじ

　　８１１-３４３０・福岡県宗像市平井・ひらい

　　８１１-３５０４・福岡県宗像市深田・ふかた

　　８１１-４１５４・福岡県宗像市冨地原・ふじわら

　　８１１-４１１３・福岡県宗像市曲（２５、３５）・まがり(２５､３５)

　　８１１-３４１３・福岡県宗像市曲（その他）・まがり(そのた)

　　８１１-３４３９・福岡県宗像市三倉・みくら

　　８１１-３４１４・福岡県宗像市光岡・みつおか

　　８１１-４１７２・福岡県宗像市緑町・みどりまち

　　８１１-３４１６・福岡県宗像市宮田・みやた

　　８１１-３５０３・福岡県宗像市牟田尻・むたじり

　　８１１-３４３４・福岡県宗像市村山田・むらやまだ

　　８１１-３４３５・福岡県宗像市用山・もちやま

　　８１１-３４１１・福岡県宗像市山田・やまだ



　　８１１-３５０６・福岡県宗像市吉田・よしだ

　　８１１-４１５３・福岡県宗像市吉留・よしどめ

　　８１１-４１４５・福岡県宗像市陵厳寺・りようげんじ

　　８１１-３４３８・福岡県宗像市和歌美台・わかみだい

　　８１８-０１００・福岡県太宰府市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１８-０１３７・福岡県太宰府市青葉台・あおはﾞだい

　　８１８-０１２１・福岡県太宰府市青山・あおやま

　　８１８-０１１８・福岡県太宰府市石坂・いしざか

　　８１８-０１１５・福岡県太宰府市内山・うちやま

　　８１８-０１２３・福岡県太宰府市梅ケ丘・うめがおか

　　８１８-０１３４・福岡県太宰府市大佐野・おおざの

　　８１８-０１０１・福岡県太宰府市観世音寺・かんぜおんじ

　　８１８-０１１４・福岡県太宰府市北谷・きただに

　　８１８-０１３２・福岡県太宰府市国分・こくぶ

　　８１８-０１２５・福岡県太宰府市五条・ごじよう

　　８１８-０１３９・福岡県太宰府市宰都・さいと

　　８１８-０１１７・福岡県太宰府市宰府・さいふ

　　８１８-０１３３・福岡県太宰府市坂本・さかもと

　　８１８-０１１１・福岡県太宰府市三条・さんじよう

　　８１８-０１０２・福岡県太宰府市白川・しらかわ

　　８１８-０１０３・福岡県太宰府市朱雀・すざく

　　８１８-０１２２・福岡県太宰府市高雄・たかお

　　８１８-０１０４・福岡県太宰府市通古賀・とおのこが

　　８１８-０１０５・福岡県太宰府市都府楼南・とふろうみなみ

　　８１８-０１３６・福岡県太宰府市長浦台・ながうらだい

　　８１８-０１２４・福岡県太宰府市梅香苑・はﾞいこうえん

　　８１８-０１１０・福岡県太宰府市御笠・みかさ

　　８１８-０１３１・福岡県太宰府市水城・みずき

　　８１８-０１３５・福岡県太宰府市向佐野・むかいざの

　　８１８-０１３８・福岡県太宰府市吉松・よしまつ

　　８１８-０１１９・福岡県太宰府市連歌屋・れんがや

　　８１１-３１００・福岡県古賀市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-３１３４・福岡県古賀市青柳・あおやぎ

　　８１１-３１３３・福岡県古賀市青柳町・あおやぎまち

　　８１１-３１３６・福岡県古賀市糸ケ浦・いとがうら

　　８１１-３１３１・福岡県古賀市今在家・いまざいけ

　　８１１-３１１７・福岡県古賀市今の庄・いまのしよう

　　８１１-３１０２・福岡県古賀市駅東・ えきひがじ

　　８１１-３１３５・福岡県古賀市小竹・おだけ

　　８１１-３１２６・福岡県古賀市小山田・おやまだ

　　８１１-３１０４・福岡県古賀市花鶴丘・かつﾞるがおか

　　８１１-３１３２・福岡県古賀市川原・かわはﾞる

　　８１１-３１１５・福岡県古賀市久保・くほﾞ

　　８１１-３１２８・福岡県古賀市玄望園・げんほﾞうえん

　　８１１-３１３７・福岡県古賀市古賀・こが

　　８１１-３１２２・福岡県古賀市薦野・こもの

　　８１１-３１０５・福岡県古賀市鹿部・ししぶ

　　８１１-３１１６・福岡県古賀市庄・しよう

　　８１１-３１１８・福岡県古賀市新久保・しんくほﾞ

　　８１１-３１２７・福岡県古賀市新原・しんはﾞる

　　８１１-３１２５・福岡県古賀市谷山・たにやま

　　８１１-３１１３・福岡県古賀市千鳥・ちどり

　　８１１-３１０３・福岡県古賀市中央・ちゆうおう

　　８１１-３１０１・福岡県古賀市天神・てんじん

　　８１１-３１２３・福岡県古賀市米多比・ねたび

　　８１１-３１１２・福岡県古賀市花見東・ はなみひがじ

　　８１１-３１１１・福岡県古賀市花見南・はなみみなみ

　　８１１-３１０６・福岡県古賀市日吉・ ひよじ

　　８１１-３１１４・福岡県古賀市舞の里・まいのさと

　　８１１-３１０７・福岡県古賀市美明・みあけ

　　８１１-３１１９・福岡県古賀市美郷・みさと

　　８１１-３１２１・福岡県古賀市筵内・むしろうち

　　８１１-３１２４・福岡県古賀市薬王寺・やくおうじ

　　８１１-３２００・福岡県福津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-３２１３・福岡県福津市福津市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　８１１-３２２０・福岡県福津市あけぼの・あけほﾞの

　　８１１-３２０２・福岡県福津市畦町・あぜまち

　　８１１-３３０１・福岡県福津市在自・あらじ

　　８１１-３２０５・福岡県福津市内殿・うちどの

　　８１１-３３０２・福岡県福津市大石・ おおいじ



　　８１１-３２２６・福岡県福津市小竹・おだけ

　　８１１-３５２１・福岡県福津市勝浦・かつうら

　　８１１-３２０７・福岡県福津市上西郷・かみさいごう

　　８１１-３２２３・福岡県福津市光陽台・こうようだい

　　８１１-３２２８・福岡県福津市光陽台南・こうようだいみなみ

　　８１１-３２２９・福岡県福津市桜川・さくらがわ

　　８１１-３２０４・福岡県福津市舎利蔵・しやりくら

　　８１１-３３０３・福岡県福津市須多田・すだた

　　８１１-３２２７・福岡県福津市高平・たかひら

　　８１１-３２１７・福岡県福津市中央・ちゆうおう

　　８１１-３２２２・福岡県福津市津丸・つまる

　　８１１-３３０４・福岡県福津市津屋崎・つやざき

　　８１１-３２２４・福岡県福津市手光・てびか

　　８１１-３２１８・福岡県福津市手光南・てびかみなみ

　　８１１-３２１９・福岡県福津市西福間・にしふくま

　　８１１-３５２２・福岡県福津市奴山・ぬやま

　　８１１-３２１４・福岡県福津市花見が丘・はなみがおか

　　８１１-３２１６・福岡県福津市花見が浜・はなみがはま

　　８１１-３２１５・福岡県福津市花見の里・はなみのさと

　　８１１-３２２５・福岡県福津市東福間・ひがしふくま

　　８１１-３２０６・福岡県福津市久末・ひさすえ

　　８１１-３２０９・福岡県福津市日蒔野・ひまきの

　　８１１-３２０８・福岡県福津市福間駅東・ ふくまえきひがじ

　　８１１-３２１２・福岡県福津市福間南・ふくまみなみ

　　８１１-３３０８・福岡県福津市星ケ丘・ほしがおか

　　８１１-３３０５・福岡県福津市宮司・みやじ

　　８１１-３３１２・福岡県福津市宮司ヶ丘・みやじがおか

　　８１１-３３１１・福岡県福津市宮司浜・みやじはま

　　８１１-３３０９・福岡県福津市宮司元町・みやじもとまち

　　８１１-３２０３・福岡県福津市本木・もとぎ

　　８１１-３２０１・福岡県福津市八並・やつなみ

　　８１１-３３０６・福岡県福津市生家・ゆくえ

　　８１１-３２１１・福岡県福津市有弥の里・ゆみのさと

　　８１１-３２２１・福岡県福津市若木台・わかぎだい

　　８１１-３３０７・福岡県福津市渡・わたり

　　８３９-１４００・福岡県うきは市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３９-１４０１・福岡県うきは市浮羽町朝田・うきはまちあさだ

　　８３９-１４１５・福岡県うきは市浮羽町妹川・うきはまちいもがわ

　　８３９-１４０２・福岡県うきは市浮羽町浮羽・うきはまちうきは

　　８３９-１４１２・福岡県うきは市浮羽町小塩・うきはまちこじお

　　８３９-１４０６・福岡県うきは市浮羽町高見・うきはまちたかみ

　　８３９-１４１４・福岡県うきは市浮羽町田篭・うきはまちたごもり

　　８３９-１４１１・福岡県うきは市浮羽町流川・うきはまちながれかわ

　　８３９-１４１３・福岡県うきは市浮羽町新川・うきはまちにいかわ

　　８３９-１４０４・福岡県うきは市浮羽町西隈上・うきはまちにしくまのうえ

　　８３９-１４０３・福岡県うきは市浮羽町東隈上・うきはまちひがしくまのうえ

　　８３９-１４０５・福岡県うきは市浮羽町古川・うきはまちふるかわ

　　８３９-１４０７・福岡県うきは市浮羽町三春・うきはまちみはる

　　８３９-１４０８・福岡県うきは市浮羽町山北・うきはまちやまきた

　　８３９-１３２１・福岡県うきは市吉井町・よしいまち

　　８３９-１３４２・福岡県うきは市吉井町生葉・よしいまちいくは

　　８３９-１３４１・福岡県うきは市吉井町江南・よしいまちえなみ

　　８３９-１３１２・福岡県うきは市吉井町清瀬・よしいまちきよせ

　　８３９-１３０１・福岡県うきは市吉井町桜井・よしいまちさくらい

　　８３９-１３４３・福岡県うきは市吉井町鷹取・よしいまちたかとり

　　８３９-１３０７・福岡県うきは市吉井町橘田・よしいまちたちはﾞなだ

　　８３９-１３０４・福岡県うきは市吉井町千年・よしいまちちとせ

　　８３９-１３０２・福岡県うきは市吉井町徳丸・よしいまちとくまる

　　８３９-１３３３・福岡県うきは市吉井町富永・よしいまちとみなが

　　８３９-１３４４・福岡県うきは市吉井町長栖・よしいまちながす

　　８３９-１３０６・福岡県うきは市吉井町新治・よしいまちにいはる

　　８３９-１３０５・福岡県うきは市吉井町福永・よしいまちふくなが

　　８３９-１３３２・福岡県うきは市吉井町福益・よしいまちふくます

　　８３９-１３０３・福岡県うきは市吉井町宮田・よしいまちみやだ

　　８３９-１３３１・福岡県うきは市吉井町屋部・よしいまちやべ

　　８３９-１３０８・福岡県うきは市吉井町八和田・よしいまちやわた

　　８３９-１３１１・福岡県うきは市吉井町若宮・よしいまちわかみや

　　８２３-００００・福岡県宮若市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２３-０００４・福岡県宮若市磯光・いそみつ

　　８２２-０１４４・福岡県宮若市稲光・いなみつ



　　８２２-０１３４・福岡県宮若市犬鳴・いぬなき

　　８２２-０１３１・福岡県宮若市乙野・おとの

　　８２２-０１１１・福岡県宮若市金丸・かなまる

　　８２２-０１１３・福岡県宮若市金生・かのう

　　８２３-００１５・福岡県宮若市上有木・かみあるき

　　８２３-０００５・福岡県宮若市上大隈・かみおおくま

　　８２３-００１７・福岡県宮若市倉久・くらひさ

　　８２２-０１４６・福岡県宮若市黒丸・くろまる

　　８２２-０１３２・福岡県宮若市小伏・ こぶじ

　　８２２-０１２３・福岡県宮若市三ケ畑・さんがはた

　　８２２-０１２２・福岡県宮若市下・しも

　　８２３-００１４・福岡県宮若市下有木・しもあるき

　　８２３-００１６・福岡県宮若市四郎丸・しろうまる

　　８２３-００１３・福岡県宮若市芹田・せりだ

　　８２２-０１４１・福岡県宮若市平・たいら

　　８２２-０１４３・福岡県宮若市高野・たかの

　　８２２-０１４２・福岡県宮若市竹原・たけはら

　　８２３-０００２・福岡県宮若市鶴田・つるだ

　　８２３-００１２・福岡県宮若市長井鶴・ながいつﾞる

　　８２２-０１５２・福岡県宮若市沼口・ぬまぐち

　　８２２-０１１２・福岡県宮若市原田・はらだ

　　８２２-０１０１・福岡県宮若市福丸・ふくまる

　　８２２-０１２４・福岡県宮若市縁山畑・へりやまはた

　　８２３-０００３・福岡県宮若市本城・ほんじよう

　　８２２-０１５１・福岡県宮若市水原・みずはら

　　８２３-００１１・福岡県宮若市宮田・みやた

　　８２２-０１４５・福岡県宮若市宮永・みやなが

　　８２２-０１５３・福岡県宮若市山口・やまぐち

　　８２２-０１２１・福岡県宮若市湯原・ゆはﾞる

　　８２３-０００１・福岡県宮若市龍徳・りゆうとく

　　８２２-０１３３・福岡県宮若市脇田・わきた

　　８２０-０２００・福岡県嘉麻市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２０-０３３１・福岡県嘉麻市芥田・あくただ

　　８２０-０５０１・福岡県嘉麻市飯田・いいだ

　　８２０-０３３４・福岡県嘉麻市泉河内・いずみこうち

　　８２０-０２０４・福岡県嘉麻市稲築才田・いなつきさいだ

　　８２１-００１４・福岡県嘉麻市猪国・いのくに

　　８２０-０２０５・福岡県嘉麻市岩崎・いわさき

　　８２０-０３０１・福岡県嘉麻市牛隈・うしくま

　　８２０-０３２１・福岡県嘉麻市馬見・うまみ

　　８２０-０２０１・福岡県嘉麻市漆生・うるしお

　　８２１-０００４・福岡県嘉麻市大隈（１～１１)・おおくま(１-１１)

　　８２０-０３０４・福岡県嘉麻市大隈（その他）・おおくま(そのた)

　　８２１-０００２・福岡県嘉麻市大隈町（猪之鼻）・おおくままち(いのはな)

　　８２０-０３０２・福岡県嘉麻市大隈町（その他）・おおくままち(そのた)

　　８２０-０３１４・福岡県嘉麻市小野谷・おのだに

　　８２０-０３３６・福岡県嘉麻市嘉穂才田・かほさいた

　　８２０-０３１１・福岡県嘉麻市上・かみ

　　８２０-０５０２・福岡県嘉麻市上臼井・かみうすい

　　８２０-０３０６・福岡県嘉麻市上西郷・かみさいごう

　　８２１-００１２・福岡県嘉麻市上山田・かみやまだ

　　８２０-０２０６・福岡県嘉麻市鴨生・かもお

　　８２０-０２０７・福岡県嘉麻市口春・くちのはる

　　８２１-００１３・福岡県嘉麻市熊ケ畑・くまがはた

　　８２０-０３３７・福岡県嘉麻市九郎原・くろうはﾞる

　　８２０-０３１３・福岡県嘉麻市桑野・くわの

　　８２０-０５０３・福岡県嘉麻市光代・こうだい

　　８２０-０３０５・福岡県嘉麻市貞月・さだつき

　　８２０-０３２３・福岡県嘉麻市椎木・しいのき

　　８２０-０５０４・福岡県嘉麻市下臼井・しもうすい

　　８２１-００１１・福岡県嘉麻市下山田・しもやまだ

　　８２０-０３３２・福岡県嘉麻市千手・せんず

　　８２０-０３３３・福岡県嘉麻市大力・だいりき

　　８２０-０３０３・福岡県嘉麻市中益・なかます

　　８２０-０５０５・福岡県嘉麻市西郷・にしのごう

　　８２０-０３３５・福岡県嘉麻市東畑・ひがしはた

　　８２０-０２０３・福岡県嘉麻市平・ひら

　　８２０-０５０６・福岡県嘉麻市平山・ひらやま

　　８２０-０３２２・福岡県嘉麻市屏・へい

　　８２０-０３１２・福岡県嘉麻市宮吉・ みやよじ



　　８２０-０２０２・福岡県嘉麻市山野・やまの

　　８３８-００００・福岡県朝倉市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３８-００２５・福岡県朝倉市相窪・あいのくほﾞ

　　８３８-０００１・福岡県朝倉市秋月・あきつﾞき

　　８３８-００１１・福岡県朝倉市秋月野鳥・あきつﾞきのとり

　　８３８-００６８・福岡県朝倉市甘木・あまぎ

　　８３８-０００５・福岡県朝倉市甘水・あもうず

　　８３８-１３１７・福岡県朝倉市石成・いしなり

　　８３８-００２７・福岡県朝倉市板屋・いたや

　　８３８-００２９・福岡県朝倉市荷原・いないはﾞる

　　８３８-１３１５・福岡県朝倉市入地・いりじ

　　８３８-００４２・福岡県朝倉市上畑・うえはた

　　８３８-００６７・福岡県朝倉市牛木・うしぎ

　　８３８-００２４・福岡県朝倉市牛鶴・うしつﾞる

　　８３８-１３０１・福岡県朝倉市烏集院・うすのいん

　　８３８-００３８・福岡県朝倉市鵜木・うのき

　　８３８-００１２・福岡県朝倉市江川・えがわ

　　８３８-１３１６・福岡県朝倉市大庭・おおはﾞ

　　８３８-００５２・福岡県朝倉市小隈・おぐま

　　８３８-００５１・福岡県朝倉市小田・おた

　　８３８-００２６・福岡県朝倉市柿原・かきはﾞる

　　８３８-００３６・福岡県朝倉市片延・かたのぶ

　　８３８-００４８・福岡県朝倉市金丸・かなまる

　　８３８-００４１・福岡県朝倉市鎌崎・かまさき

　　８３８-００１９・福岡県朝倉市上秋月・かみあきつﾞき

　　８３８-００５７・福岡県朝倉市上浦・かみうら

　　８３８-１３１３・福岡県朝倉市上寺・かみでら

　　８３８-０００４・福岡県朝倉市隈江・くまえ

　　８３８-００４６・福岡県朝倉市倉吉・ くらよじ

　　８３８-００７２・福岡県朝倉市黒川・くろがわ

　　８３８-００３９・福岡県朝倉市桑原・くわはﾞら

　　８３８-００６３・福岡県朝倉市古賀・こが

　　８３８-１３０７・福岡県朝倉市古毛・こも

　　８３８-００７１・福岡県朝倉市佐田・さだ

　　８３８-００１６・福岡県朝倉市下渕・したふち

　　８３８-００５５・福岡県朝倉市下浦・しもうら

　　８３８-００４５・福岡県朝倉市白鳥・しらとり

　　８３８-００２２・福岡県朝倉市城・しろ

　　８３８-１３０４・福岡県朝倉市須川・すがわ

　　８３８-００１７・福岡県朝倉市千手・せんず

　　８３８-００５４・福岡県朝倉市草水・そうず

　　８３８-００３３・福岡県朝倉市田島・たしま

　　８３８-００１３・福岡県朝倉市田代・たしろ

　　８３８-１３１１・福岡県朝倉市多々連・ただれ

　　８３８-１３１２・福岡県朝倉市田中・たなか

　　８３８-００６６・福岡県朝倉市千代丸・ちよまる

　　８３８-００６２・福岡県朝倉市堤・つつみ

　　８３８-００４７・福岡県朝倉市徳渕・とくのふち

　　８３８-００６４・福岡県朝倉市頓田・とんた

　　８３８-００３５・福岡県朝倉市中・なか

　　８３８-００３２・福岡県朝倉市中島田・なかしまだ

　　８３８-００５３・福岡県朝倉市中寒水・なかそうず

　　８３８-００４３・福岡県朝倉市長田・ながた

　　８３８-００５６・福岡県朝倉市中原・なかはﾞる

　　８３８-１３１４・福岡県朝倉市長渕・ながふち

　　８３８-０００３・福岡県朝倉市楢原・ならはら

　　８３８-１５０１・福岡県朝倉市杷木赤谷・はきあかだに

　　８３８-１５１１・福岡県朝倉市杷木池田・はきいけだ

　　８３８-１５０３・福岡県朝倉市杷木大山・はきおおやま

　　８３８-１５１４・福岡県朝倉市杷木久喜宮・はきくぐみや

　　８３８-１５１３・福岡県朝倉市杷木古賀・はきこが

　　８３８-１５０７・福岡県朝倉市杷木白木・はきしらき

　　８３８-１５２１・福岡県朝倉市杷木志波・はきしわ

　　８３８-１５１２・福岡県朝倉市杷木寒水・はきそうず

　　８３８-１５０６・福岡県朝倉市杷木林田・はきはやしだ

　　８３８-１５０５・福岡県朝倉市杷木穂坂・はきほさか

　　８３８-１５０４・福岡県朝倉市杷木星丸・はきほしまる

　　８３８-１５０２・福岡県朝倉市杷木松末・はきますえ

　　８３８-１５１５・福岡県朝倉市杷木若市・はきわかいち

　　８３８-０００２・福岡県朝倉市長谷山・はせやま



　　８３８-００３７・福岡県朝倉市林田・はやしだ

　　８３８-１３０５・福岡県朝倉市菱野・ひしの

　　８３８-００６５・福岡県朝倉市一木・ひとつぎ

　　８３８-００１８・福岡県朝倉市日向石・ ひゆうがいじ

　　８３８-００５９・福岡県朝倉市平塚・ひらつﾞか

　　８３８-１３０３・福岡県朝倉市比良松・ひらまつ

　　８３８-００３４・福岡県朝倉市福光・ふくみつ

　　８３８-００６１・福岡県朝倉市菩提寺・ほﾞだいじ

　　８３８-００５８・福岡県朝倉市馬田・まだ

　　８３８-００２３・福岡県朝倉市三奈木・みなぎ

　　８３８-００２０・福岡県朝倉市美奈宜の杜・みなぎのもり

　　８３８-１３０２・福岡県朝倉市宮野・みやの

　　８３８-００１５・福岡県朝倉市持丸・もちまる

　　８３８-００４４・福岡県朝倉市八重津・やえつﾞ

　　８３８-００２８・福岡県朝倉市屋形原・やかたはﾞる

　　８３８-００３１・福岡県朝倉市屋永・やなが

　　８３８-００２１・福岡県朝倉市矢野竹・やのたけ

　　８３８-１３０６・福岡県朝倉市山田・やまだ

　　８３８-００１４・福岡県朝倉市山見・やまみ

　　８３８-００６９・福岡県朝倉市来春・らいは

　　８３５-００００・福岡県みやま市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３５-００２２・福岡県みやま市瀬高町文廣・せたかまちあやひろ

　　８３５-００１９・福岡県みやま市瀬高町大江・せたかまちおおえ

　　８３５-００１３・福岡県みやま市瀬高町太神・せたかまちおおが

　　８３５-０００５・福岡県みやま市瀬高町大草・せたかまちおおくさ

　　８３５-００１２・福岡県みやま市瀬高町大廣園・せたかまちおおひろぞの

　　８３５-００２３・福岡県みやま市瀬高町小川・せたかまちおがわ

　　８３５-０００２・福岡県みやま市瀬高町小田・せたかまちおだ

　　８３５-００２５・福岡県みやま市瀬高町上庄・せたかまちかみのしよう

　　８３５-００１４・福岡県みやま市瀬高町河内・せたかまちかわち

　　８３５-０００６・福岡県みやま市瀬高町坂田・せたかまちさかた

　　８３５-００２４・福岡県みやま市瀬高町下庄・せたかまちしものしよう

　　８３５-００１５・福岡県みやま市瀬高町泰仙寺・せたかまちたいせんじ

　　８３５-００１８・福岡県みやま市瀬高町高柳・せたかまちたかやなぎ

　　８３５-０００７・福岡県みやま市瀬高町長田・せたかまちながた

　　８３５-００１６・福岡県みやま市瀬高町濱田・せたかまちはまだ

　　８３５-００１７・福岡県みやま市瀬高町東津留・せたかまちひがしつる

　　８３５-０００１・福岡県みやま市瀬高町廣瀬・せたかまちひろせ

　　８３５-００２１・福岡県みやま市瀬高町本郷・せたかまちほんごう

　　８３５-００１１・福岡県みやま市瀬高町松田・せたかまちまつだ

　　８３５-０００３・福岡県みやま市瀬高町本吉・ せたかまちもとよじ

　　８３５-０００４・福岡県みやま市瀬高町山門・せたかまちやまと

　　８３９-０２１４・福岡県みやま市高田町今福・たかたまちいまぶく

　　８３９-０２２３・福岡県みやま市高田町岩津・たかたまちいわつ

　　８３９-０２０２・福岡県みやま市高田町永治・たかたまちえいじ

　　８３９-０２１３・福岡県みやま市高田町江浦・たかたまちえのうら

　　８３９-０２１２・福岡県みやま市高田町江浦町・たかたまちえのうらまち

　　８３５-０１３６・福岡県みやま市高田町海津・たかたまちかいつﾞ

　　８３９-０２２５・福岡県みやま市高田町上楠田・たかたまちかみくすだ

　　８３５-０１３２・福岡県みやま市高田町亀谷・たかたまちかめたに

　　８３９-０２０４・福岡県みやま市高田町北新開・たかたまちきたしんがい

　　８３９-０２０３・福岡県みやま市高田町黒崎開・たかたまちくろさきびらき

　　８３９-０２２１・福岡県みやま市高田町下楠田・たかたまちしもくすだ

　　８３９-０２０１・福岡県みやま市高田町昭和開・たかたまちしようわびらき

　　８３５-０１３５・福岡県みやま市高田町竹飯・たかたまちたけい

　　８３９-０２２４・福岡県みやま市高田町田尻・たかたまちたじり

　　８３５-０１３３・福岡県みやま市高田町田浦・たかたまちたのうら

　　８３９-０２１１・福岡県みやま市高田町徳島・たかたまちとくしま

　　８３９-０２１５・福岡県みやま市高田町濃施・たかたまちのせ

　　８３５-０１３４・福岡県みやま市高田町飯江・たかたまちはえ

　　８３９-０２２２・福岡県みやま市高田町原・たかたまちはる

　　８３５-０１３１・福岡県みやま市高田町舞鶴・たかたまちまいつﾞる

　　８３９-０２０５・福岡県みやま市高田町南新開・たかたまちみなみしんがい

　　８３５-０１０２・福岡県みやま市山川町尾野・やまかわまちおの

　　８３５-０１０４・福岡県みやま市山川町河原内・やまかわまちかわはらうち

　　８３５-０１１２・福岡県みやま市山川町北関・やまかわまちきたのせき

　　８３５-０１１４・福岡県みやま市山川町甲田・やまかわまちこうだ

　　８３５-０１１３・福岡県みやま市山川町重冨・やまかわまちしげとみ

　　８３５-０１０３・福岡県みやま市山川町清水・やまかわまちしみず

　　８３５-０１０１・福岡県みやま市山川町立山・やまかわまちたちやま



　　８３５-０１１５・福岡県みやま市山川町原町・やまかわまちはらまち

　　８３５-０１１１・福岡県みやま市山川町真弓・やまかわまちまゆみ

　　８１９-１１００・福岡県糸島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１９-１１３２・福岡県糸島市有田・ありた

　　８１９-１１２７・福岡県糸島市有田中央・ありたちゆうおう

　　８１９-１１５２・福岡県糸島市飯原・いいはﾞる

　　８１９-１１０３・福岡県糸島市池田・いけだ

　　８１９-１５６２・福岡県糸島市井田・いた

　　８１９-１１０１・福岡県糸島市板持・いたもち

　　８１９-１１３０・福岡県糸島市伊都の杜・いとのもり

　　８１９-１１２６・福岡県糸島市岩本・いわもと

　　８１９-１５８２・福岡県糸島市井原・いわら

　　８１９-１１１２・福岡県糸島市浦志・ うらじ

　　８１９-１１０５・福岡県糸島市潤・うるう

　　８１９-１５７３・福岡県糸島市王丸・おうまる

　　８１９-１１３５・福岡県糸島市大浦・おおうら

　　８１９-１１２１・福岡県糸島市荻浦・おぎのうら

　　８１９-１１２４・福岡県糸島市加布里・かふり

　　８１９-１１２３・福岡県糸島市神在・かみあり

　　８１９-１１４８・福岡県糸島市神在西・ かみありにじ

　　８１９-１１２０・福岡県糸島市神在東・ かみありひがじ

　　８１９-１１５５・福岡県糸島市川付・かわつき

　　８１９-１５７４・福岡県糸島市川原・かわはﾞる

　　８１９-１１４１・福岡県糸島市蔵持・くらもち

　　８１９-１５６３・福岡県糸島市高来寺・こうらいじ

　　８１９-１１４７・福岡県糸島市香力・こうりき

　　８１９-１１０６・福岡県糸島市志登・しと

　　８１９-１１３１・福岡県糸島市篠原・しのわら

　　８１９-１１２９・福岡県糸島市篠原西・ しのわらにじ

　　８１９-１１２８・福岡県糸島市篠原東・ しのわらひがじ

　　８１９-１３０１・福岡県糸島市志摩井田原・しまいだはら

　　８１９-１３１３・福岡県糸島市志摩稲留・しまいなどめ

　　８１９-１３１５・福岡県糸島市志摩稲葉・しまいなはﾞ

　　８１９-１３３４・福岡県糸島市志摩岐志・ しまきじ

　　８１９-１３３１・福岡県糸島市志摩久家・しまくが

　　８１９-１３３５・福岡県糸島市志摩芥屋・しまけや

　　８１９-１３２３・福岡県糸島市志摩小金丸・しまこがねまる

　　８１９-１３２１・福岡県糸島市志摩小富士・しまこふじ

　　８１９-１３０４・福岡県糸島市志摩桜井・しまさくらい

　　８１９-１３３３・福岡県糸島市志摩新町・しましんまち

　　８１９-１３１１・福岡県糸島市志摩津和崎・しまつわざき

　　８１９-１３２５・福岡県糸島市志摩西貝塚・しまにしかいつﾞか

　　８１９-１３０３・福岡県糸島市志摩野北・しまのぎた

　　８１９-１３１２・福岡県糸島市志摩初・しまはつ

　　８１９-１３０５・福岡県糸島市志摩馬場・しまはﾞはﾞ

　　８１９-１３２４・福岡県糸島市志摩東貝塚・しまひがしかいつﾞか

　　８１９-１３３６・福岡県糸島市志摩姫島・しまひめしま

　　８１９-１３３２・福岡県糸島市志摩船越・ しまふなこじ

　　８１９-１３０６・福岡県糸島市志摩松隈・しままつぐま

　　８１９-１３２２・福岡県糸島市志摩御床・しまみとこ

　　８１９-１３１４・福岡県糸島市志摩師吉・ しまもろよじ

　　８１９-１３０２・福岡県糸島市志摩吉田・しまよしだ

　　８１９-１１５４・福岡県糸島市白糸・しらいと

　　８１９-１１１４・福岡県糸島市新田・しんでん

　　８１９-１５８１・福岡県糸島市瑞梅寺・ずいはﾞいじ

　　８１９-１５７２・福岡県糸島市末永・すえなが

　　８１９-１１５６・福岡県糸島市瀬戸・せと

　　８１９-１５６１・福岡県糸島市曽根・そね

　　８１９-１５６４・福岡県糸島市大門・だいもん

　　８１９-１１４３・福岡県糸島市高上・たかうえ

　　８１９-１５７１・福岡県糸島市高祖・たかす

　　８１９-１１０２・福岡県糸島市高田・たかた

　　８１９-１１３４・福岡県糸島市多久・たく

　　８１９-１１２５・福岡県糸島市千早新田・ちはやしんでん

　　８１９-１１４９・福岡県糸島市千早新田西・ ちはやしんでんにじ

　　８１９-１１１１・福岡県糸島市泊・とまり

　　８１９-１１３３・福岡県糸島市富・とみ

　　８１９-１１５３・福岡県糸島市長野・ながの

　　８１９-１５７５・福岡県糸島市西堂・にしのどう

　　８１９-１６２２・福岡県糸島市二丈一貴山・にじよういきさん



　　８１９-１６２３・福岡県糸島市二丈石崎・にじよういしざき

　　８１９-１６１１・福岡県糸島市二丈片山・にじようかたやま

　　８１９-１６２１・福岡県糸島市二丈上深江・にじようかみふかえ

　　８１９-１６４２・福岡県糸島市二丈鹿家・にじようしかか

　　８１９-１６１６・福岡県糸島市二丈武・にじようたけ

　　８１９-１６１５・福岡県糸島市二丈田中・にじようたなか

　　８１９-１６２５・福岡県糸島市二丈長石・ にじようながいじ

　　８１９-１６１４・福岡県糸島市二丈浜窪・にじようはまくほﾞ

　　８１９-１６２６・福岡県糸島市二丈波呂・にじようはろ

　　８１９-１６０１・福岡県糸島市二丈深江・にじようふかえ

　　８１９-１６３１・福岡県糸島市二丈福井・にじようふくい

　　８１９-１６１２・福岡県糸島市二丈松末（下松末）・にじようますえ(しもますえ)

　　８１９-１６１３・福岡県糸島市二丈松末（その他）・にじようますえ(そのた)

　　８１９-１６２７・福岡県糸島市二丈松国・にじようまつくに

　　８１９-１６２４・福岡県糸島市二丈満吉・ にじようみつよじ

　　８１９-１６４１・福岡県糸島市二丈吉井・にじようよしい

　　８１９-１１０４・福岡県糸島市波多江・はたえ

　　８１９-１１０７・福岡県糸島市波多江駅北・はたええききた

　　８１９-１１０８・福岡県糸島市波多江駅南・はたええきみなみ

　　８１９-１１２２・福岡県糸島市東・ ひがじ

　　８１９-１１５１・福岡県糸島市本・ほん

　　８１９-１１１３・福岡県糸島市前原・まえはﾞる

　　８１９-１１３８・福岡県糸島市前原駅南・まえはﾞるえきみなみ

　　８１９-１１１８・福岡県糸島市前原北・まえはﾞるきた

　　８１９-１１１６・福岡県糸島市前原中央・まえはﾞるちゆうおう

　　８１９-１１１７・福岡県糸島市前原西・ まえはﾞるにじ

　　８１９-１１１９・福岡県糸島市前原東・ まえはﾞるひがじ

　　８１９-１１３９・福岡県糸島市前原南・まえはﾞるみなみ

　　８１９-１５８３・福岡県糸島市三雲・みくも

　　８１９-１１４６・福岡県糸島市三坂・みさか

　　８１９-１１３６・福岡県糸島市美咲が丘・みさきがおか

　　８１９-１１３７・福岡県糸島市南風台・みなかぜだい

　　８１９-１１４２・福岡県糸島市八島・やしま

　　８１９-１１４４・福岡県糸島市山北・やまぎた

　　８１９-１１１５・福岡県糸島市油比・ゆび

　　８１９-１１４５・福岡県糸島市雷山・らいざん

　　８１１-１２００・福岡県那珂川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-１２２４・福岡県那珂川市安徳・あんとく

　　８１１-１２３３・福岡県那珂川市市ノ瀬・いちのせ

　　８１１-１２１１・福岡県那珂川市今光・いまみつ

　　８１１-１２４１・福岡県那珂川市後野・うしろの

　　８１１-１２３２・福岡県那珂川市埋金・うめがね

　　８１１-１２５５・福岡県那珂川市恵子・えこ

　　８１１-１２２１・福岡県那珂川市王塚台・おうつかだい

　　８１１-１２０１・福岡県那珂川市片縄・かたなわ

　　８１１-１２０３・福岡県那珂川市片縄北・かたなわきた

　　８１１-１２０２・福岡県那珂川市片縄西・ かたなわにじ

　　８１１-１２０４・福岡県那珂川市片縄東・ かたなわひがじ

　　８１１-１２２３・福岡県那珂川市上梶原・かみかじわら

　　８１１-１２３４・福岡県那珂川市五ケ山・ごかやま

　　８１１-１２５２・福岡県那珂川市五郎丸・ごろうまる

　　８１１-１２２２・福岡県那珂川市下梶原・しもかじわら

　　８１１-１２５３・福岡県那珂川市仲・ちゆう

　　８１１-１２５６・福岡県那珂川市仲丸・ちゆうまる

　　８１１-１２５４・福岡県那珂川市道善・どうぜん

　　８１１-１２１３・福岡県那珂川市中原・なかはﾞる

　　８１１-１２１４・福岡県那珂川市中原東・ なかはﾞるひがじ

　　８１１-１２３６・福岡県那珂川市南面里・なめり

　　８１１-１２３５・福岡県那珂川市成竹・なるたけ

　　８１１-１２４２・福岡県那珂川市西隈・にしぐま

　　８１１-１２４６・福岡県那珂川市西畑・にしはた

　　８１１-１２４３・福岡県那珂川市東隈・ひがしぐま

　　８１１-１２３１・福岡県那珂川市不入道・ふにゆうどう

　　８１１-１２４５・福岡県那珂川市別所・べつしよ

　　８１１-１２５１・福岡県那珂川市松木・まつのき

　　８１１-１２１５・福岡県那珂川市松原・まつはﾞる

　　８１１-１２１６・福岡県那珂川市観晴が丘・みはるがおか

　　８１１-１２４４・福岡県那珂川市山田・やまだ

　　８１１-２１００・福岡県糟屋郡宇美町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２１０４・福岡県糟屋郡宇美町井野・いの



　　８１１-２１０１・福岡県糟屋郡宇美町宇美・うみ

　　８１１-２１２８・福岡県糟屋郡宇美町宇美中央・うみちゆうおう

　　８１１-２１２５・福岡県糟屋郡宇美町宇美東・ うみひがじ

　　８１１-２１３１・福岡県糟屋郡宇美町貴船・きふね

　　８１１-２１２３・福岡県糟屋郡宇美町光正寺・こうしようじ

　　８１１-２１０９・福岡県糟屋郡宇美町桜原・さくらはﾞる

　　８１１-２１０５・福岡県糟屋郡宇美町四王寺・しおうじ

　　８１１-２１０３・福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂・しおうじざか

　　８１１-２１２７・福岡県糟屋郡宇美町障子岳・しようじだけ

　　８１１-２１２６・福岡県糟屋郡宇美町障子岳南・しようじだけみなみ

　　８１１-２１２９・福岡県糟屋郡宇美町神武原・じんむはﾞる

　　８１１-２１０２・福岡県糟屋郡宇美町炭焼・すみやき

　　８１１-２１０７・福岡県糟屋郡宇美町とびたけ・とびたけ

　　８１１-２１３２・福岡県糟屋郡宇美町原田・はるだ

　　８１１-２１０６・福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘・ひはﾞりがおか

　　８１１-２１２１・福岡県糟屋郡宇美町平和・へいわ

　　８１１-２１２２・福岡県糟屋郡宇美町明神坂・みようじんざか

　　８１１-２１０８・福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘・ゆりがおか

　　８１１-２１２４・福岡県糟屋郡宇美町若草・わかくさ

　　８１１-２４００・福岡県糟屋郡篠栗町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２４１８・福岡県糟屋郡篠栗町彩り台・いろどりだい

　　８１１-２４１２・福岡県糟屋郡篠栗町乙犬・おといぬ

　　８１１-２４１３・福岡県糟屋郡篠栗町尾仲・おなか

　　８１１-２４０２・福岡県糟屋郡篠栗町金出・かないで

　　８１１-２４０５・福岡県糟屋郡篠栗町篠栗・ささぐり

　　８１１-２４０１・福岡県糟屋郡篠栗町高田・たかた

　　８１１-２４１６・福岡県糟屋郡篠栗町田中・たなか

　　８１１-２４１７・福岡県糟屋郡篠栗町中央・ちゆうおう

　　８１１-２４１５・福岡県糟屋郡篠栗町津波黒・つはﾞくろ

　　８１１-２４０４・福岡県糟屋郡篠栗町内住・ないじゆう

　　８１１-２４０３・福岡県糟屋郡篠栗町萩尾・はぎのう

　　８１１-２４１１・福岡県糟屋郡篠栗町若杉・わかすぎ

　　８１１-２４１４・福岡県糟屋郡篠栗町和田・わだ

　　８１１-２２００・福岡県糟屋郡志免町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２２０３・福岡県糟屋郡志免町石橋台・いしはﾞしだい

　　８１１-２２０９・福岡県糟屋郡志免町王子・おうじ

　　８１１-２２４５・福岡県糟屋郡志免町片峰・かたみね

　　８１１-２２４６・福岡県糟屋郡志免町片峰中央・かたみねちゆうおう

　　８１１-２２４８・福岡県糟屋郡志免町坂瀬・さかせ

　　８１１-２２０１・福岡県糟屋郡志免町桜丘・さくらがおか

　　８１１-２２０２・福岡県糟屋郡志免町志免・しめ

　　８１１-２２４４・福岡県糟屋郡志免町志免中央・しめちゆうおう

　　８１１-２２４３・福岡県糟屋郡志免町志免東・ しめひがじ

　　８１１-２２０４・福岡県糟屋郡志免町田富・たどみ

　　８１１-２２４１・福岡県糟屋郡志免町東公園台・ひがしこうえんだい

　　８１１-２２０５・福岡県糟屋郡志免町別府・べふ

　　８１１-２２３３・福岡県糟屋郡志免町別府北・べふきた

　　８１１-２２３２・福岡県糟屋郡志免町別府西・ べふにじ

　　８１１-２２３１・福岡県糟屋郡志免町別府東・ べふひがじ

　　８１１-２２４２・福岡県糟屋郡志免町松ケ丘・まつがおか

　　８１１-２２０６・福岡県糟屋郡志免町御手洗・みたらい

　　８１１-２２０７・福岡県糟屋郡志免町南里・みなみざと

　　８１１-２２４７・福岡県糟屋郡志免町向ケ丘・むかいがおか

　　８１１-２２０８・福岡県糟屋郡志免町吉原・よしはら

　　８１１-２１００・福岡県糟屋郡須惠町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２１１２・福岡県糟屋郡須惠町植木・うえき

　　８１１-２１１４・福岡県糟屋郡須惠町上須惠・かみすえ

　　８１１-２１１５・福岡県糟屋郡須惠町佐谷・さたに

　　８１１-２１１１・福岡県糟屋郡須惠町新原・しんはﾞる

　　８１１-２１１３・福岡県糟屋郡須惠町須惠・すえ

　　８１１-２２２１・福岡県糟屋郡須惠町旅石・ たびいじ

　　８１１-０１００・福岡県糟屋郡新宮町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-０１１８・福岡県糟屋郡新宮町相島・あいのしま

　　８１１-０１１７・福岡県糟屋郡新宮町上府・かみのふ

　　８１１-０１２３・福岡県糟屋郡新宮町上府北・かみのふきた

　　８１１-０１１３・福岡県糟屋郡新宮町桜山手・さくらやまて

　　８１１-０１１２・福岡県糟屋郡新宮町下府・しものふ

　　８１１-０１１５・福岡県糟屋郡新宮町新宮・しんぐう

　　８１１-０１２４・福岡県糟屋郡新宮町新宮東・ しんぐうひがじ

　　８１１-０１０２・福岡県糟屋郡新宮町立花口・たちはﾞなぐち



　　８１１-０１２０・福岡県糟屋郡新宮町中央駅前・ちゆうおうえきまえ

　　８１１-０１０３・福岡県糟屋郡新宮町花立花・はなたちはﾞな

　　８１１-０１０１・福岡県糟屋郡新宮町原上・はるがみ

　　８１１-０１０４・福岡県糟屋郡新宮町的野・まとの

　　８１１-０１２１・福岡県糟屋郡新宮町美咲・みさき

　　８１１-０１１１・福岡県糟屋郡新宮町三代・みしろ

　　８１１-０１２５・福岡県糟屋郡新宮町三代西・ みしろにじ

　　８１１-０１１９・福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜・みどりがはま

　　８１１-０１１６・福岡県糟屋郡新宮町湊・みなと

　　８１１-０１１４・福岡県糟屋郡新宮町湊坂・みなとざか

　　８１１-０１２２・福岡県糟屋郡新宮町杜の宮・もりのみや

　　８１１-０１１０・福岡県糟屋郡新宮町夜臼・ゆうす

　　８１１-２５００・福岡県糟屋郡久山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２５０３・福岡県糟屋郡久山町猪野・いの

　　８１１-２５０１・福岡県糟屋郡久山町久原・くはﾞら

　　８１１-２５０２・福岡県糟屋郡久山町山田・やまだ

　　８１１-２３００・福岡県糟屋郡粕屋町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２３０６・福岡県糟屋郡粕屋町阿恵・あえ

　　８１３-０００８・福岡県糟屋郡粕屋町内橋７９０の１（多ノ津団地）・(たのつだんち)

　　８１１-２３０８・福岡県糟屋郡粕屋町内橋（その他）・うちはし(そのた)

　　８１１-２３２０・福岡県糟屋郡粕屋町内橋東・ うちはしひがじ

　　８１１-２３１３・福岡県糟屋郡粕屋町江辻・えつじ

　　８１１-２３０２・福岡県糟屋郡粕屋町大隈・おおくま

　　８１１-２３０１・福岡県糟屋郡粕屋町上大隈・かみおおくま

　　８１１-２３０９・福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁・かよいちよう

　　８１１-２３１５・福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原・こうなかはﾞる

　　８１１-２３０３・福岡県糟屋郡粕屋町酒殿・さかど

　　８１１-２３１１・福岡県糟屋郡粕屋町長者原・ちようじやはﾞる

　　８１１-２３１６・福岡県糟屋郡粕屋町長者原西・ ちようじやはﾞるにじ

　　８１１-２３１７・福岡県糟屋郡粕屋町長者原東・ ちようじやはﾞるひがじ

　　８１１-２３１２・福岡県糟屋郡粕屋町戸原・とはﾞら

　　８１１-２３１９・福岡県糟屋郡粕屋町戸原西・ とはﾞらにじ

　　８１１-２３１８・福岡県糟屋郡粕屋町戸原東・ とはﾞらひがじ

　　８１１-２３０４・福岡県糟屋郡粕屋町仲原・なかはﾞる

　　８１１-２３１０・福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦・はながうら

　　８１１-２３０７・福岡県糟屋郡粕屋町原町・はるまち

　　８１１-２３０５・福岡県糟屋郡粕屋町柚須・ゆす

　　８１１-２３１４・福岡県糟屋郡粕屋町若宮・わかみや

　　８０７-０１００・福岡県遠賀郡芦屋町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０７-０１３３・福岡県遠賀郡芦屋町芦屋・あしや

　　８０７-０１４２・福岡県遠賀郡芦屋町江川台・えがわだい

　　８０７-０１２３・福岡県遠賀郡芦屋町祇園町・ぎおんまち

　　８０７-０１０１・福岡県遠賀郡芦屋町幸町・さいわいまち

　　８０７-０１１１・福岡県遠賀郡芦屋町白浜町・しらはままち

　　８０７-０１１２・福岡県遠賀郡芦屋町正門町・せいもんまち

　　８０７-０１２１・福岡県遠賀郡芦屋町船頭町・せんどうまち

　　８０７-０１２２・福岡県遠賀郡芦屋町高浜町・たかはままち

　　８０７-０１１３・福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜・なかのはま

　　８０７-０１０２・福岡県遠賀郡芦屋町西浜町・にしはままち

　　８０７-０１４３・福岡県遠賀郡芦屋町花美坂・はなみざか

　　８０７-０１３２・福岡県遠賀郡芦屋町浜口町・はまぐちまち

　　８０７-０１３１・福岡県遠賀郡芦屋町緑ケ丘・みどりがおか

　　８０７-０１４１・福岡県遠賀郡芦屋町山鹿・やまが

　　８０７-００００・福岡県遠賀郡水巻町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０７-００５６・福岡県遠賀郡水巻町伊左座・いさざ

　　８０７-０００１・福岡県遠賀郡水巻町猪熊・いのくま

　　８０７-０００６・福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地・うめのきだんち

　　８０７-００３１・福岡県遠賀郡水巻町えぶり・えぶり

　　８０７-０００３・福岡県遠賀郡水巻町おかの台・おかのだい

　　８０７-００４７・福岡県遠賀郡水巻町鯉口・こいぐち

　　８０７-００１２・福岡県遠賀郡水巻町古賀・こが

　　８０７-００２１・福岡県遠賀郡水巻町頃末・ころすえ

　　８０７-００２２・福岡県遠賀郡水巻町頃末北・ころすえきた

　　８０７-００２５・福岡県遠賀郡水巻町頃末南・ころすえみなみ

　　８０７-００４３・福岡県遠賀郡水巻町下二・しもふた

　　８０７-００５３・福岡県遠賀郡水巻町下二東・ しもふたひがじ

　　８０７-００５２・福岡県遠賀郡水巻町下二西・ しもふたにじ

　　８０７-００２４・福岡県遠賀郡水巻町高尾・たかお

　　８０７-０００５・福岡県遠賀郡水巻町高松・たかまつ

　　８０７-００５１・福岡県遠賀郡水巻町立屋敷・たてやしき



　　８０７-００２３・福岡県遠賀郡水巻町中央・ちゆうおう

　　８０７-０００２・福岡県遠賀郡水巻町樋口・ひぐち

　　８０７-０００４・福岡県遠賀郡水巻町樋口東・ ひぐちひがじ

　　８０７-００５４・福岡県遠賀郡水巻町二東・ ふたひがじ

　　８０７-００５５・福岡県遠賀郡水巻町二西・ ふたにじ

　　８０７-００１１・福岡県遠賀郡水巻町緑ケ丘・みどりがおか

　　８０７-００４１・福岡県遠賀郡水巻町宮尾台・みやおだい

　　８０７-００４４・福岡県遠賀郡水巻町美吉野・みよしの

　　８０７-０００７・福岡県遠賀郡水巻町牟田・むた

　　８０７-００４２・福岡県遠賀郡水巻町吉田・よしだ

　　８０７-００４２・福岡県遠賀郡水巻町吉田団地・よしだだんち

　　８０７-００４６・福岡県遠賀郡水巻町吉田西・ よしだにじ

　　８０７-００４５・福岡県遠賀郡水巻町吉田東・ よしだひがじ

　　８０７-００４８・福岡県遠賀郡水巻町吉田南・よしだみなみ

　　８１１-４２００・福岡県遠賀郡岡垣町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-４２１５・福岡県遠賀郡岡垣町旭台・あさひだい

　　８１１-４２１６・福岡県遠賀郡岡垣町旭南・あさひみなみ

　　８１１-４２０３・福岡県遠賀郡岡垣町内浦・うつら

　　８１１-４２３１・福岡県遠賀郡岡垣町海老津・えびつ

　　８１１-４２３６・福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前・えびつえきまえ

　　８１１-４２３８・福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅南・えびつえきみなみ

　　８１１-４２１２・福岡県遠賀郡岡垣町黒山・くろやま

　　８１１-４２３５・福岡県遠賀郡岡垣町公園通り・こうえんどおり

　　８１１-４２２７・福岡県遠賀郡岡垣町高陽台・こうようだい

　　８１１-４２１７・福岡県遠賀郡岡垣町桜台・さくらだい

　　８１１-４２３２・福岡県遠賀郡岡垣町上畑・じようはた

　　８１１-４２３４・福岡県遠賀郡岡垣町高倉・たかくら

　　８１１-４２１８・福岡県遠賀郡岡垣町中央台・ちゆうおうだい

　　８１１-４２０４・福岡県遠賀郡岡垣町手野・ての

　　８１１-４２２２・福岡県遠賀郡岡垣町戸切・とぎり

　　８１１-４２２４・福岡県遠賀郡岡垣町鍋田・なべた

　　８１１-４２１３・福岡県遠賀郡岡垣町糠塚・ぬかつﾞか

　　８１１-４２３３・福岡県遠賀郡岡垣町野間・のま

　　８１１-４２３９・福岡県遠賀郡岡垣町野間南・のまみなみ

　　８１１-４２０１・福岡県遠賀郡岡垣町波津・はつ

　　８１１-４２０２・福岡県遠賀郡岡垣町原・はら

　　８１１-４２２５・福岡県遠賀郡岡垣町東高陽・ひがしこうよう

　　８１１-４２３７・福岡県遠賀郡岡垣町東高倉・ひがしたかくら

　　８１１-４２２８・福岡県遠賀郡岡垣町東松原・ひがしまつはﾞら

　　８１１-４２２０・福岡県遠賀郡岡垣町東山田・ひがしやまだ

　　８１１-４２１４・福岡県遠賀郡岡垣町松ケ台・まつがだい

　　８１１-４２２６・福岡県遠賀郡岡垣町南高陽・みなみこうよう

　　８１１-４２０５・福岡県遠賀郡岡垣町三吉・ みよじ

　　８１１-４２２１・福岡県遠賀郡岡垣町山田・やまだ

　　８１１-４２２３・福岡県遠賀郡岡垣町山田峠・やまだとうげ

　　８１１-４２２９・福岡県遠賀郡岡垣町百合ケ丘・ゆりがおか

　　８１１-４２１１・福岡県遠賀郡岡垣町吉木・よしき

　　８１１-４２４２・福岡県遠賀郡岡垣町吉木西・ よしきにじ

　　８１１-４２４１・福岡県遠賀郡岡垣町吉木東・ よしきひがじ

　　８１１-４３００・福岡県遠賀郡遠賀町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-４３１２・福岡県遠賀郡遠賀町浅木・あさぎ

　　８１１-４３０３・福岡県遠賀郡遠賀町今古賀・いまこが

　　８１１-４３１１・福岡県遠賀郡遠賀町老良・おいら

　　８１１-４３４２・福岡県遠賀郡遠賀町尾崎・おざき

　　８１１-４３４１・福岡県遠賀郡遠賀町鬼津・おにつﾞ

　　８１１-４３０７・福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川・おんががわ

　　８１１-４３３２・福岡県遠賀郡遠賀町上別府・かみべふ

　　８１１-４３１３・福岡県遠賀郡遠賀町木守・きもり

　　８１１-４３０６・福岡県遠賀郡遠賀町旧停・きゆうてい

　　８１１-４３０１・福岡県遠賀郡遠賀町島津・しまつﾞ

　　８１１-４３３３・福岡県遠賀郡遠賀町島門・しまど

　　８１１-４３４３・福岡県遠賀郡遠賀町田園・でんえん

　　８１１-４３０２・福岡県遠賀郡遠賀町広渡・ひろわたり

　　８１１-４３２２・福岡県遠賀郡遠賀町芙蓉・ふよう

　　８１１-４３３１・福岡県遠賀郡遠賀町別府・べふ

　　８１１-４３０５・福岡県遠賀郡遠賀町松の本・まつのもと

　　８１１-４３２１・福岡県遠賀郡遠賀町虫生津・むしようつﾞ

　　８１１-４３２４・福岡県遠賀郡遠賀町虫生津南・むしようつﾞみなみ

　　８１１-４３３４・福岡県遠賀郡遠賀町蓮角・れんがく

　　８１１-４３２３・福岡県遠賀郡遠賀町若葉台・わかはﾞだい



　　８１１-４３０４・福岡県遠賀郡遠賀町若松・わかまつ

　　８２０-１１００・福岡県鞍手郡小竹町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２０-１１０２・福岡県鞍手郡小竹町赤地・あかじ

　　８２０-１１０３・福岡県鞍手郡小竹町勝野・かつの

　　８２０-１１０１・福岡県鞍手郡小竹町御徳・ごとく

　　８２０-１１０５・福岡県鞍手郡小竹町新山崎・しんやまざき

　　８２０-１１０６・福岡県鞍手郡小竹町南良津・ならつﾞ

　　８２０-１１０４・福岡県鞍手郡小竹町新多・にいだ

　　８０７-１３００・福岡県鞍手郡鞍手町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０７-１３０１・福岡県鞍手郡鞍手町猪倉・いのくら

　　８０７-１３１１・福岡県鞍手郡鞍手町小牧・おまき

　　８０７-１３０２・福岡県鞍手郡鞍手町上木月・かみきつﾞき

　　８０７-１３０３・福岡県鞍手郡鞍手町木月・きつﾞき

　　８０７-１３１２・福岡県鞍手郡鞍手町中山・なかやま

　　８０７-１３０４・福岡県鞍手郡鞍手町永谷・ながたに

　　８０７-１３１３・福岡県鞍手郡鞍手町新北・にぎた

　　８０７-１３０５・福岡県鞍手郡鞍手町新延・にのぶ

　　８０７-１３１４・福岡県鞍手郡鞍手町長谷・はせ

　　８０７-１３０６・福岡県鞍手郡鞍手町古門・ふるもん

　　８０７-１３０７・福岡県鞍手郡鞍手町室木・むろき

　　８０７-１３０８・福岡県鞍手郡鞍手町八尋・やひろ

　　８０７-１３１５・福岡県鞍手郡鞍手町弥生・やよい

　　８２０-０６００・福岡県嘉穂郡桂川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２０-０６０１・福岡県嘉穂郡桂川町内山田・うちやまだ

　　８２０-０６０２・福岡県嘉穂郡桂川町九郎丸・くろうまる

　　８２０-０６０３・福岡県嘉穂郡桂川町寿命・じゆめい

　　８２０-０６０４・福岡県嘉穂郡桂川町瀬戸・せと

　　８２０-０６０５・福岡県嘉穂郡桂川町中屋・ちゆうや

　　８２０-０６０６・福岡県嘉穂郡桂川町土居・とい

　　８２０-０６０７・福岡県嘉穂郡桂川町土師・はじ

　　８２０-０６０８・福岡県嘉穂郡桂川町豆田・まめだ

　　８２０-０６０９・福岡県嘉穂郡桂川町吉隈・よしくま

　　８３８-００００・福岡県朝倉郡筑前町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３８-０２２２・福岡県朝倉郡筑前町赤坂・あかさか

　　８３８-０２２７・福岡県朝倉郡筑前町朝日・あさひ

　　８３８-０８１７・福岡県朝倉郡筑前町朝園・あさぞの

　　８３８-０８２５・福岡県朝倉郡筑前町大久保・おおくほﾞ

　　８３８-０２２５・福岡県朝倉郡筑前町石櫃・いしびつ

　　８３８-０８１１・福岡県朝倉郡筑前町弥永・いやなが

　　８３８-０８１２・福岡県朝倉郡筑前町大塚・おおつﾞか

　　８３８-０８２１・福岡県朝倉郡筑前町上高場・かみたかはﾞ

　　８３８-０２０１・福岡県朝倉郡筑前町櫛木・くしぎ

　　８３８-０８０１・福岡県朝倉郡筑前町栗田・くりだ

　　８３８-０２０２・福岡県朝倉郡筑前町三箇山・さんがやま

　　８３８-０２１２・福岡県朝倉郡筑前町四三嶋・しそじま

　　８３８-０２１５・福岡県朝倉郡筑前町篠隈・しのくま

　　８３８-０２１１・福岡県朝倉郡筑前町下高場・しもたかはﾞ

　　８３８-０８１６・福岡県朝倉郡筑前町新町・しんまち

　　８３８-０２０６・福岡県朝倉郡筑前町曽根田・そねだ

　　８３８-０８１４・福岡県朝倉郡筑前町高田・たかた

　　８３８-０８２２・福岡県朝倉郡筑前町高上・たこえ

　　８３８-０２０４・福岡県朝倉郡筑前町長者町・ちようじやまち

　　８３８-０８０３・福岡県朝倉郡筑前町当所・とうしよ

　　８３８-０２２３・福岡県朝倉郡筑前町砥上・とかみ

　　８３８-０２２６・福岡県朝倉郡筑前町中牟田・なかむた

　　８３８-０８１５・福岡県朝倉郡筑前町野町・のまち

　　８３８-０２０３・福岡県朝倉郡筑前町畑嶋・はたじま

　　８３８-０８２４・福岡県朝倉郡筑前町原地蔵・はらじぞう

　　８３８-０２１４・福岡県朝倉郡筑前町東小田・ひがしおだ

　　８３８-０８０２・福岡県朝倉郡筑前町久光・ひさみつ

　　８３８-０２２１・福岡県朝倉郡筑前町吹田・ふきだ

　　８３８-０２２８・福岡県朝倉郡筑前町二・ふた

　　８３８-０２２４・福岡県朝倉郡筑前町松延・まつのぶ

　　８３８-０２０５・福岡県朝倉郡筑前町三並・みなみ

　　８３８-０２０７・福岡県朝倉郡筑前町三牟田・みむた

　　８３８-０８０４・福岡県朝倉郡筑前町森山・もりやま

　　８３８-０２１３・福岡県朝倉郡筑前町安野・やすの

　　８３８-０８２３・福岡県朝倉郡筑前町山隈・やまぐま

　　８３８-０８１３・福岡県朝倉郡筑前町依井・よりい

　　８３８-１７００・福岡県朝倉郡東峰村・・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　８３８-１６０１・福岡県朝倉郡東峰村小石原・こいしわら

　　８３８-１６０２・福岡県朝倉郡東峰村小石原鼓・こいしわらつつﾞみ

　　８３８-１７０２・福岡県朝倉郡東峰村福井・ふくい

　　８３８-１７０１・福岡県朝倉郡東峰村宝珠山・ほうしゆやま

　　８３０-１２００・福岡県三井郡大刀洗町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３０-１２２３・福岡県三井郡大刀洗町今・いま

　　８３０-１２２４・福岡県三井郡大刀洗町鵜木・うのき

　　８３０-１２１３・福岡県三井郡大刀洗町春日・かすが

　　８３０-１２２２・福岡県三井郡大刀洗町上高橋・ かみたかはじ

　　８３０-１２１２・福岡県三井郡大刀洗町甲条・こうちよう

　　８３０-１２１４・福岡県三井郡大刀洗町栄田・さかえだ

　　８３０-１２２５・福岡県三井郡大刀洗町下高橋・ しもたかはじ

　　８３０-１２０２・福岡県三井郡大刀洗町菅野・すがの

　　８３０-１２２１・福岡県三井郡大刀洗町高樋・たかえ

　　８３０-１２０１・福岡県三井郡大刀洗町冨多・とみた

　　８３０-１２０６・福岡県三井郡大刀洗町中川・なかがわ

　　８３０-１２０４・福岡県三井郡大刀洗町西原・にしはﾞる

　　８３０-１２１１・福岡県三井郡大刀洗町本郷・ほんごう

　　８３０-１２０３・福岡県三井郡大刀洗町三川・みかわ

　　８３０-１２０５・福岡県三井郡大刀洗町守部・もるべ

　　８３０-１２２６・福岡県三井郡大刀洗町山隈・やまぐま

　　８３０-０４００・福岡県三潴郡大木町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３０-０４２５・福岡県三潴郡大木町筏溝・いかだみぞ

　　８３０-０４１５・福岡県三潴郡大木町絵下古賀・えげこが

　　８３０-０４０３・福岡県三潴郡大木町大角・おおずみ

　　８３０-０４２３・福岡県三潴郡大木町大藪・おおやぶ

　　８３０-０４２１・福岡県三潴郡大木町奥牟田・おくむた

　　８３０-０４１４・福岡県三潴郡大木町上木佐木・かみきさき

　　８３０-０４０４・福岡県三潴郡大木町上白垣・かみしらかき

　　８３０-０４１７・福岡県三潴郡大木町上八院・かみはちいん

　　８３０-０４１３・福岡県三潴郡大木町上牟田口・かみむたぐち

　　８３０-０４０１・福岡県三潴郡大木町笹渕・ささぶち

　　８３０-０４１２・福岡県三潴郡大木町侍島・さむらいじま

　　８３０-０４２２・福岡県三潴郡大木町高橋・ たかはじ

　　８３０-０４１６・福岡県三潴郡大木町八町牟田・はつちようむた

　　８３０-０４１１・福岡県三潴郡大木町蛭池・ひるいけ

　　８３０-０４０２・福岡県三潴郡大木町福土・ふくど

　　８３０-０４０６・福岡県三潴郡大木町前牟田・まえむた

　　８３０-０４２４・福岡県三潴郡大木町三八松・みやまつ

　　８３０-０４０５・福岡県三潴郡大木町横溝・よこみぞ

　　８３４-０１００・福岡県八女郡広川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３４-０１２２・福岡県八女郡広川町一條・いちじよう

　　８３４-０１１４・福岡県八女郡広川町太田・おおた

　　８３４-０１１３・福岡県八女郡広川町川上・かわかみ

　　８３４-０１０１・福岡県八女郡広川町小椎尾・こじお

　　８３４-０１０５・福岡県八女郡広川町長延・ながのぶ

　　８３４-０１１５・福岡県八女郡広川町新代・にいしろ

　　８３４-０１１２・福岡県八女郡広川町久泉・ひさいずみ

　　８３４-０１１１・福岡県八女郡広川町日吉・ ひよじ

　　８３４-０１２１・福岡県八女郡広川町広川・ひろかわ

　　８３４-０１２３・福岡県八女郡広川町藤田・ふじた

　　８３４-０１０２・福岡県八女郡広川町水原・みずはら

　　８３４-０１０４・福岡県八女郡広川町吉常・よしつね

　　８３４-０１０３・福岡県八女郡広川町六田・ろくた

　　８２２-１４００・福岡県田川郡香春町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２２-１４０２・福岡県田川郡香春町鏡山・かがみやま

　　８２２-１４０４・福岡県田川郡香春町柿下・かきした

　　８２２-１４０６・福岡県田川郡香春町香春・かわら

　　８２２-１４０１・福岡県田川郡香春町採銅所・さいどうしよ

　　８２２-１４０３・福岡県田川郡香春町高野・たかの

　　８２２-１４０５・福岡県田川郡香春町中津原・なかつはﾞる

　　８２４-０６００・福岡県田川郡添田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２４-０７２２・福岡県田川郡添田町落合・おちあい

　　８２４-０６０１・福岡県田川郡添田町庄・しよう

　　８２４-０６０２・福岡県田川郡添田町添田・そえだ

　　８２４-０６０３・福岡県田川郡添田町中元寺・ちゆうがんじ

　　８２４-０４１１・福岡県田川郡添田町津野・つの

　　８２４-０６０４・福岡県田川郡添田町野田・のだ

　　８２４-０７２１・福岡県田川郡添田町英彦山・ひこさん

　　８２４-０７２３・福岡県田川郡添田町桝田・ますだ



　　８２２-１３００・福岡県田川郡糸田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２２-１３２４・福岡県田川郡糸田町旭ケ丘・あさひがおか

　　８２２-１３１３・福岡県田川郡糸田町打越・ うちこじ

　　８２２-１３０２・福岡県田川郡糸田町大熊・おおくま

　　８２２-１３１６・福岡県田川郡糸田町上糸田・かみいとだ

　　８２２-１３１１・福岡県田川郡糸田町北区・きたく

　　８２２-１３０６・福岡県田川郡糸田町貴船・きふね

　　８２２-１３２２・福岡県田川郡糸田町西部・さいぶ

　　８２２-１３１２・福岡県田川郡糸田町下糸田・しもいとだ

　　８２２-１３０４・福岡県田川郡糸田町自由ケ丘・じゆうがおか

　　８２２-１３２３・福岡県田川郡糸田町真岡・しんおか

　　８２２-１３１４・福岡県田川郡糸田町中糸田・なかいとだ

　　８２２-１３２６・福岡県田川郡糸田町鼡ケ池・ねずがいけ

　　８２２-１３１８・福岡県田川郡糸田町原・はる

　　８２２-１３０１・福岡県田川郡糸田町堀川・ほりかわ

　　８２２-１３２５・福岡県田川郡糸田町南糸田・みなみいとだ

　　８２２-１３１７・福岡県田川郡糸田町宮川一・みやがわ１

　　８２２-１３１５・福岡県田川郡糸田町宮川二・みやがわ２

　　８２２-１３２１・福岡県田川郡糸田町宮谷・みやたに

　　８２２-１３０７・福岡県田川郡糸田町宮床・みやとこ

　　８２２-１３０５・福岡県田川郡糸田町宮床団地・みやとこだんち

　　８２２-１３０３・福岡県田川郡糸田町桃山・ももやま

　　８２７-００００・福岡県田川郡川崎町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２７-０００１・福岡県田川郡川崎町安眞木・あまぎ

　　８２６-０００２・福岡県田川郡川崎町池尻（上原）・いけじり(かんはﾞる)

　　８２６-０００２・福岡県田川郡川崎町池尻（小倉畔）・いけじり(こくらのて)

　　８２７-０００２・福岡県田川郡川崎町池尻（その他）・いけじり(そのた)

　　８２７-０００３・福岡県田川郡川崎町川崎・かわさき

　　８２７-０００４・福岡県田川郡川崎町田原・たはﾞら

　　８２４-０５００・福岡県田川郡大任町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２４-０５１１・福岡県田川郡大任町今任原・いまとうはﾞる

　　８２４-０５１２・福岡県田川郡大任町大行事・だいぎようじ

　　８２４-０４００・福岡県田川郡赤村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２４-０４３１・福岡県田川郡赤村赤・あか

　　８２４-０４３２・福岡県田川郡赤村内田・うちだ

　　８２２-１２００・福岡県田川郡福智町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２２-１１０１・福岡県田川郡福智町赤池・あかいけ

　　８２２-１１０２・福岡県田川郡福智町上野・あがの

　　８２２-１２１１・福岡県田川郡福智町伊方・いかた

　　８２２-１１０３・福岡県田川郡福智町市場・いちはﾞ

　　８２２-１２０１・福岡県田川郡福智町金田・かなだ

　　８２２-１２０２・福岡県田川郡福智町神崎・こうざき

　　８２２-１２１２・福岡県田川郡福智町弁城・べんじよう

　　８００-０３００・福岡県京都郡苅田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８００-０３５４・福岡県京都郡苅田町集・あつまり

　　８００-０３６６・福岡県京都郡苅田町雨窪・あまくほﾞ

　　８００-０３４４・福岡県京都郡苅田町新津・あらつ

　　８００-０３１３・福岡県京都郡苅田町磯浜町・いそはまちよう

　　８００-０３３７・福岡県京都郡苅田町稲光・いなみつ

　　８００-０３３１・福岡県京都郡苅田町岡崎・おかざき

　　８００-０３５３・福岡県京都郡苅田町尾倉・おぐら

　　８００-０３４５・福岡県京都郡苅田町小波瀬・おはﾞせ

　　８００-０３４３・福岡県京都郡苅田町上片島・かみかたしま

　　８００-０３６５・福岡県京都郡苅田町苅田・かんだ

　　８００-０３５１・福岡県京都郡苅田町京町・きようまち

　　８００-０３０５・福岡県京都郡苅田町空港南町・くうこうみなみまち

　　８００-０３３８・福岡県京都郡苅田町葛川・くずがわ

　　８００-０３３３・福岡県京都郡苅田町黒添・くろぞえ

　　８００-０３５６・福岡県京都郡苅田町近衛ケ丘・このえがおか

　　８００-０３１４・福岡県京都郡苅田町幸町・さいわいまち

　　８００-０３５７・福岡県京都郡苅田町桜ケ丘・さくらがおか

　　８００-０３４１・福岡県京都郡苅田町下新津・しもあらつ

　　８００-０３４２・福岡県京都郡苅田町下片島・しもかたしま

　　８００-０３６１・福岡県京都郡苅田町神田町・じんでんちよう

　　８００-０３２１・福岡県京都郡苅田町新浜町・しんはまちよう

　　８００-０３０７・福岡県京都郡苅田町新松山・しんまつやま

　　８００-０３３２・福岡県京都郡苅田町鋤崎・すきざき

　　８００-０３３５・福岡県京都郡苅田町谷・たに

　　８００-０３１２・福岡県京都郡苅田町殿川町・とのがわちよう

　　８００-０３５２・福岡県京都郡苅田町富久町・とみひさちよう



　　８００-０３０４・福岡県京都郡苅田町鳥越町・とりごえちよう

　　８００-０３１１・福岡県京都郡苅田町長浜町・ながはまちよう

　　８００-０３６２・福岡県京都郡苅田町馬場・はﾞはﾞ

　　８００-０３２４・福岡県京都郡苅田町浜町・はままち

　　８００-０３６４・福岡県京都郡苅田町提・ひさげ

　　８００-０３２２・福岡県京都郡苅田町二崎・ふたざき

　　８００-０３３４・福岡県京都郡苅田町法正寺・ほうしようじ

　　８００-０３０１・福岡県京都郡苅田町松原町・まつはﾞらちよう

　　８００-０３０３・福岡県京都郡苅田町松山・まつやま

　　８００-０３６３・福岡県京都郡苅田町光国・みつくに

　　８００-０３１５・福岡県京都郡苅田町港町・みなとまち

　　８００-０３５５・福岡県京都郡苅田町南原・みなみはﾞる

　　８００-０３３６・福岡県京都郡苅田町山口・やまぐち

　　８００-０３２３・福岡県京都郡苅田町与原・よはﾞる

　　８００-０３０２・福岡県京都郡苅田町若久町・わかひさちよう

　　８２４-０８００・福岡県京都郡みやこ町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２４-０１０２・福岡県京都郡みやこ町呰見・あざみ

　　８２４-０１０４・福岡県京都郡みやこ町綾野・あやの

　　８２４-０１０６・福岡県京都郡みやこ町有久・ありひさ

　　８２４-０２１１・福岡県京都郡みやこ町今里・いまさと

　　８２４-０８１８・福岡県京都郡みやこ町勝山池田・かつやまいけだ

　　８２４-０８１７・福岡県京都郡みやこ町勝山岩熊・かつやまいわぐま

　　８２４-０８２１・福岡県京都郡みやこ町勝山上田・かつやまうえだ

　　８２４-０８１４・福岡県京都郡みやこ町勝山浦河内・かつやまうらがわち

　　８２４-０８０１・福岡県京都郡みやこ町勝山大久保・かつやまおおくほﾞ

　　８２４-０８１５・福岡県京都郡みやこ町勝山上矢山・かつやまかみややま

　　８２４-０８２２・福岡県京都郡みやこ町勝山黒田・かつやまくろだ

　　８２４-０８１２・福岡県京都郡みやこ町勝山長川・かつやまながわ

　　８２４-０８０２・福岡県京都郡みやこ町勝山松田・かつやままつだ

　　８２４-０８１１・福岡県京都郡みやこ町勝山箕田・かつやまみだ

　　８２４-０８１３・福岡県京都郡みやこ町勝山宮原・かつやまみやはﾞる

　　８２４-０８１６・福岡県京都郡みやこ町勝山矢山・かつやまややま

　　８２４-０１１１・福岡県京都郡みやこ町上坂・かみさか

　　８２４-０１１２・福岡県京都郡みやこ町上原・かんはﾞる

　　８２４-０２０７・福岡県京都郡みやこ町蔵持・くらもち

　　８２４-０１２２・福岡県京都郡みやこ町彦徳・けんどく

　　８２４-０１２５・福岡県京都郡みやこ町国作・こくさく

　　８２４-０１２３・福岡県京都郡みやこ町国分・こくぶ

　　８２４-０２１４・福岡県京都郡みやこ町犀川鐙畑・さいがわあぶみはた

　　８２４-０２４２・福岡県京都郡みやこ町犀川犬丸・さいがわいぬまる

　　８２４-０２４１・福岡県京都郡みやこ町犀川内垣・さいがわうちがき

　　８２４-０２１５・福岡県京都郡みやこ町犀川生立・さいがわおいたつ

　　８２４-０２５４・福岡県京都郡みやこ町犀川扇谷・さいがわおうぎだに

　　８２４-０２１２・福岡県京都郡みやこ町犀川大熊・さいがわおおくま

　　８２４-０２２５・福岡県京都郡みやこ町犀川大坂・さいがわおおさか

　　８２４-０２２２・福岡県京都郡みやこ町犀川大村・さいがわおおむら

　　８２４-０２５２・福岡県京都郡みやこ町犀川上伊良原・さいがわかみいらはら

　　８２４-０２０２・福岡県京都郡みやこ町犀川上高屋・さいがわかみたかや

　　８２４-０２４３・福岡県京都郡みやこ町犀川木井馬場・さいがわきいはﾞはﾞ

　　８２４-０２１３・福岡県京都郡みやこ町犀川喜多良・さいがわきたら

　　８２４-０２３５・福岡県京都郡みやこ町犀川木山・さいがわきやま

　　８２４-０２２４・福岡県京都郡みやこ町犀川崎山・さいがわさきやま

　　８２４-０２５１・福岡県京都郡みやこ町犀川下伊良原・さいがわしもいらはら

　　８２４-０２０１・福岡県京都郡みやこ町犀川下高屋・さいがわしもたかや

　　８２４-０２０４・福岡県京都郡みやこ町犀川末江・さいがわすえ

　　８２４-０２０３・福岡県京都郡みやこ町犀川続命院・さいがわぞくみよういん

　　８２４-０２１６・福岡県京都郡みやこ町犀川谷口・さいがわたにぐち

　　８２４-０２３３・福岡県京都郡みやこ町犀川花熊・さいがわはなぐま

　　８２４-０２０５・福岡県京都郡みやこ町犀川久富・さいがわひさどみ

　　８２４-０２１７・福岡県京都郡みやこ町犀川古川・さいがわふるかわ

　　８２４-０２５３・福岡県京都郡みやこ町犀川帆柱・さいがわほはﾞしら

　　８２４-０２３１・福岡県京都郡みやこ町犀川本庄・さいがわほんじよう

　　８２４-０２０６・福岡県京都郡みやこ町犀川八ツ溝・さいがわやつみぞ

　　８２４-０２２３・福岡県京都郡みやこ町犀川柳瀬・さいがわやなせ

　　８２４-０２２１・福岡県京都郡みやこ町犀川山鹿・さいがわやまが

　　８２４-０２４４・福岡県京都郡みやこ町犀川横瀬・さいがわよこせ

　　８２４-０２３２・福岡県京都郡みやこ町桜台・さくらだい

　　８２４-０２３４・福岡県京都郡みやこ町下高屋団地・しもたかやだんち

　　８２４-０１０３・福岡県京都郡みやこ町下原・しもはﾞる

　　８２４-０１１４・福岡県京都郡みやこ町節丸・せつまる



　　８２４-０１２４・福岡県京都郡みやこ町惣社・そうしや

　　８２４-０１０７・福岡県京都郡みやこ町田中・たなか

　　８２４-０１０５・福岡県京都郡みやこ町徳政・とくせい

　　８２４-０１０１・福岡県京都郡みやこ町徳永・とくなが

　　８２４-０１２１・福岡県京都郡みやこ町豊津・とよつ

　　８２４-０２２６・福岡県京都郡みやこ町松坂・まつさか

　　８２４-０１１５・福岡県京都郡みやこ町光冨・みつどみ

　　８２４-０１１３・福岡県京都郡みやこ町吉岡・よしおか

　　８７１-００００・福岡県築上郡吉富町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７１-０８２２・福岡県築上郡吉富町今吉・ いまよじ

　　８７１-０８０２・福岡県築上郡吉富町小犬丸・こいぬまる

　　８７１-０８０１・福岡県築上郡吉富町小祝・こいわい

　　８７１-０８２１・福岡県築上郡吉富町幸子・こうじ

　　８７１-０８３２・福岡県築上郡吉富町鈴熊・すずくま

　　８７１-０８３４・福岡県築上郡吉富町土屋・つちや

　　８７１-０８３１・福岡県築上郡吉富町直江・なおえ

　　８７１-０８３３・福岡県築上郡吉富町楡生・にりよう

　　８７１-０８２３・福岡県築上郡吉富町別府・びよう

　　８７１-０８１１・福岡県築上郡吉富町広津・ひろつ

　　８７１-０９００・福岡県築上郡上毛町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７１-０９０４・福岡県築上郡上毛町安雲・あくも

　　８７１-０９１４・福岡県築上郡上毛町宇野・うの

　　８７１-０９０７・福岡県築上郡上毛町緒方・おがた

　　８７１-０９２４・福岡県築上郡上毛町上唐原・かみとうはﾞる

　　８７１-０９０５・福岡県築上郡上毛町尻高・しだか

　　８７１-０９２３・福岡県築上郡上毛町下唐原・しもとうはﾞる

　　８７１-０９０２・福岡県築上郡上毛町大ノ瀬・だいのせ

　　８７１-０９１３・福岡県築上郡上毛町垂水・たるみ

　　８７１-０９２１・福岡県築上郡上毛町土佐井・つちさい

　　８７１-０９１１・福岡県築上郡上毛町中村・なかむら

　　８７１-０９０１・福岡県築上郡上毛町成恒・なりつね

　　８７１-０９２８・福岡県築上郡上毛町西友枝・にしともえだ

　　８７１-０２２６・福岡県築上郡上毛町原井（有野）・はらい(ありの)

　　８７１-０９２６・福岡県築上郡上毛町原井（その他）・はらい(そのた)

　　８７１-０９２７・福岡県築上郡上毛町東上・ひがしかみ

　　８７１-０９２２・福岡県築上郡上毛町東下・ひがししも

　　８７１-０９２５・福岡県築上郡上毛町百留・ひやくどみ

　　８７１-０９０６・福岡県築上郡上毛町矢方・やかた

　　８７１-０９０３・福岡県築上郡上毛町八ツ並・やつなみ

　　８７１-０９１２・福岡県築上郡上毛町吉岡・よしおか

　　８２９-０１００・福岡県築上郡築上町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２９-０１１２・福岡県築上郡築上町赤幡・あかはた

　　８２９-０３１５・福岡県築上郡築上町上り松・あがりまつ

　　８２９-０３１３・福岡県築上郡築上町有安・ありやす

　　８２９-０３１２・福岡県築上郡築上町石堂・いしどう

　　８２９-０１２４・福岡県築上郡築上町櫟原・いちぎはﾞる

　　８２９-０３３５・福岡県築上郡築上町岩丸・いわまる

　　８２９-０３１４・福岡県築上郡築上町上ノ河内・うえのかわち

　　８２９-０３０２・福岡県築上郡築上町臼田・うすだ

　　８２９-０３４１・福岡県築上郡築上町宇留津・うるつﾞ

　　８２９-０３０４・福岡県築上郡築上町小原・おはﾞら

　　８２９-０１０４・福岡県築上郡築上町小山田・おやまだ

　　８２９-０１１４・福岡県築上郡築上町上香楽・かみこうらく

　　８２９-０１１５・福岡県築上郡築上町上深野・かみふかの

　　８２９-０１０５・福岡県築上郡築上町上別府・かみべふ

　　８２９-０１１７・福岡県築上郡築上町袈裟丸・けさまる

　　８２９-０３３２・福岡県築上郡築上町越路・こいじ

　　８２９-０３２３・福岡県築上郡築上町極楽寺・ごくらくじ

　　８２９-０３２１・福岡県築上郡築上町坂本・さかもと

　　８２９-０１２５・福岡県築上郡築上町寒田・さわだ

　　８２９-０３０１・福岡県築上郡築上町椎田・しいだ

　　８２９-０１１３・福岡県築上郡築上町下香楽・しもこうらく

　　８２９-０１１６・福岡県築上郡築上町下深野・しもふかの

　　８２９-０１０８・福岡県築上郡築上町下別府・しもべふ

　　８２９-０３０５・福岡県築上郡築上町真如寺・しんにようじ

　　８２９-０３３１・福岡県築上郡築上町高塚・たかつか

　　８２９-０１０２・福岡県築上郡築上町築城・ついき

　　８２９-０１２２・福岡県築上郡築上町伝法寺・でんほﾞうじ

　　８２９-０３３４・福岡県築上郡築上町奈古・なご

　　８２９-０１５１・福岡県築上郡築上町西八田（航空自衛隊築城基地）・にしはつた



　　８２９-０３４３・福岡県築上郡築上町西八田（その他）・にしはつた(そのた)

　　８２９-０１０１・福岡県築上郡築上町東築城・ひがしついき

　　８２９-０３４２・福岡県築上郡築上町東八田・ひがしはつた

　　８２９-０３２２・福岡県築上郡築上町日奈古・ひなご

　　８２９-０１０３・福岡県築上郡築上町広末・ひろすえ

　　８２９-０１０６・福岡県築上郡築上町船迫・ふなさこ

　　８２９-０１２３・福岡県築上郡築上町本庄・ほんじよう

　　８２９-０１２１・福岡県築上郡築上町松丸・まつまる

　　８２９-０３３３・福岡県築上郡築上町水原・みずはら

　　８２９-０３１１・福岡県築上郡築上町湊・みなと

　　８２９-０１１１・福岡県築上郡築上町安武・やすたけ

　　８２９-０３０３・福岡県築上郡築上町山本・やまもと

　　８２９-０１０７・福岡県築上郡築上町弓の師・ ゆみのじ

　　９６０-００００・福島県福島市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６０-８１１３・福島県福島市旭町・あさひちよう

　　９６０-２１５６・福島県福島市荒井・あらい

　　９６０-２１０２・福島県福島市荒井北・あらいきた

　　９６０-８０４２・福島県福島市荒町・あらまち

　　９６０-０２０１・福島県福島市飯坂町・いいざかまち

　　９６０-０２６１・福島県福島市飯坂町中野・いいざかまちなかの

　　９６０-０２２１・福島県福島市飯坂町東湯野・いいざかまちひがしゆの

　　９６０-０２３１・福島県福島市飯坂町平野・いいざかまちひらの

　　９６０-０２７１・福島県福島市飯坂町茂庭・いいざかまちもにわ

　　９６０-０２１１・福島県福島市飯坂町湯野・いいざかまちゆの

　　９６０-１３０１・福島県福島市飯野町・いいのまち

　　９６０-１３０３・福島県福島市飯野町青木・いいのまちあおき

　　９６０-１３０４・福島県福島市飯野町大久保・いいのまちおおくほﾞ

　　９６０-１３０２・福島県福島市飯野町明治・いいのまちめいじ

　　９６０-８２４４・福島県福島市石田・いしだ

　　９６０-８２５３・福島県福島市泉・いずみ

　　９６０-８１１７・福島県福島市入江町・いりえちよう

　　９６０-８２４１・福島県福島市岩ノ前・いわのまえ

　　９６０-８２４３・福島県福島市岩谷・いわや

　　９６０-８１０１・福島県福島市上町・うわまち

　　９６０-８２２２・福島県福島市蝦貫・えぞぬき

　　９６０-０２５１・福島県福島市大笹生・おおざそう

　　９６０-８０６８・福島県福島市太田町・おおたまち

　　９６０-０８１１・福島県福島市大波・おおなみ

　　９６０-８０１４・福島県福島市大平山・おおひらやま

　　９６０-８０４１・福島県福島市大町・おおまち

　　９６０-１１０１・福島県福島市大森・おおもり

　　９６０-８２３７・福島県福島市大森（２－２）・おおもり(２-２)

　　９６０-８２０１・福島県福島市岡島・おかじま

　　９６０-８２０４・福島県福島市岡部・おかべ

　　９６０-８０３４・福島県福島市置賜町・おきたまちよう

　　９６０-０１１４・福島県福島市沖高・おきだか

　　９６０-８１４２・福島県福島市小倉寺・おぐらじ

　　９６０-８０６４・福島県福島市御倉町・おぐらちよう

　　９６０-１１０４・福島県福島市小田・おだ

　　９６０-８２５２・福島県福島市御山・おやま

　　９６０-８０１２・福島県福島市御山町・おやまちよう

　　９６０-８１１６・福島県福島市春日町・かすがちよう

　　９６０-８０２１・福島県福島市霞町・かすみちよう

　　９６０-１２４８・福島県福島市金谷川・かなやがわ

　　９６０-０１０２・福島県福島市鎌田・かまた

　　９６０-８２１７・福島県福島市上荒子・かみあらこ

　　９６０-１１０７・福島県福島市上鳥渡・かみとりわた

　　９６０-２１５５・福島県福島市上名倉・かみなぐら

　　９６０-８０７６・福島県福島市上野寺・かみのでら

　　９６０-８１３４・福島県福島市上浜町・かみはまちよう

　　９６０-８０２６・福島県福島市狩野・かりの

　　９６０-８１３１・福島県福島市北五老内町・きたごろううちまち

　　９６０-８２５１・福島県福島市北沢又・きたさわまた

　　９６０-８０７２・福島県福島市北中央・きたちゆうおう

　　９６０-８２２１・福島県福島市北中川原・きたなかかわはら

　　９６０-８２２６・福島県福島市北ノ前・きたのまえ

　　９６０-８２３１・福島県福島市北原・きたはら

　　９６０-８１０２・福島県福島市北町・きたまち

　　９６０-０１１３・福島県福島市北矢野目・きたやのめ

　　９６０-８０１７・福島県福島市狐塚・きつねつﾞか



　　９６０-８０１６・福島県福島市狐塚畑・きつねつﾞかはた

　　９６０-８０１５・福島県福島市狐山・きつねやま

　　９６０-８１５３・福島県福島市黒岩・くろいわ

　　９６０-８０１４・福島県福島市児石・こいじ

　　９６０-８０５２・福島県福島市公事田・こうじだ

　　９６０-８２１８・福島県福島市高野河原下・こうやかわはらした

　　９６０-８１２１・福島県福島市小金山・こがねやま

　　９６０-８１３５・福島県福島市腰浜町・こしはまちよう

　　９６０-８０２５・福島県福島市駒山・こまやま

　　９６０-８１６１・福島県福島市郷野目・ごうのめ

　　９６０-８１１１・福島県福島市五老内町・ごろううちまち

　　９６０-２２６２・福島県福島市在庭坂・ざいにわさか

　　９６０-８０３１・福島県福島市栄町・さかえまち

　　９６０-８２４２・福島県福島市坂登・さかのほﾞり

　　９６０-２１０１・福島県福島市さくら・さくら

　　９６０-８１３３・福島県福島市桜木町・さくらぎちよう

　　９６０-２１５４・福島県福島市佐倉下・さくらしも

　　９６０-２２５１・福島県福島市桜本（木通沢）・さくらもと(あけびざわ)

　　９６０-２１５１・福島県福島市桜本（その他）・さくらもと(そのた)

　　９６０-８０５７・福島県福島市笹木野・ささきの

　　９６０-０２４１・福島県福島市笹谷・ささや

　　９６０-８０６１・福島県福島市五月町・さつきちよう

　　９６０-２１５８・福島県福島市佐原・さはﾞら

　　９６０-８２３４・福島県福島市山居・さんきよ

　　９６０-８１２４・福島県福島市山居上・さんきようえ

　　９６０-８１５５・福島県福島市清水町・しみずまち

　　９６０-８１２２・福島県福島市清水山・しみずやま

　　９６０-８２１５・福島県福島市下荒子・しもあらこ

　　９６０-０１１５・福島県福島市下飯坂・しもいいざか

　　９６０-１１０６・福島県福島市下鳥渡・しもとりわた

　　９６０-８０７５・福島県福島市下野寺・しものでら

　　９６０-２１５３・福島県福島市庄野・しようの

　　９６０-８０３２・福島県福島市陣場町・じんはﾞちよう

　　９６０-８０２２・福島県福島市新浜町・しんはまちよう

　　９６０-８０３６・福島県福島市新町・しんまち

　　９６０-８０６７・福島県福島市須川町・すかわちよう

　　９６０-８０６５・福島県福島市杉妻町・すぎつまちよう

　　９６０-０２５２・福島県福島市李平・すももだいら

　　９６０-８０６２・福島県福島市清明町・せいめいちよう

　　９６０-０１０１・福島県福島市瀬上町・せのうえまち

　　９６０-８０５１・福島県福島市曽根田町・そねだちよう

　　９６０-８１５１・福島県福島市太平寺・たいへいじ

　　９６０-８０２３・福島県福島市大明神・だいみようじん

　　９６０-８２３５・福島県福島市滝元・たきもと

　　９６０-８１５６・福島県福島市田沢・たざわ

　　９６０-１３２１・福島県福島市立子山・たつごやま

　　９６０-８２３２・福島県福島市立石・たていじ

　　９６０-８２２５・福島県福島市舘ノ内・たてのうち

　　９６０-８２２４・福島県福島市舘ノ前・たてのまえ

　　９６０-８２２７・福島県福島市田中島・たなかじま

　　９６０-８２１１・福島県福島市茶屋下・ちややした

　　９６０-８１０５・福島県福島市仲間町・ちゆうげんちよう

　　９６０-２１５２・福島県福島市土船・つちふね

　　９６０-２１５７・福島県福島市土湯温泉町・つちゆおんせんまち

　　９６０-８００１・福島県福島市天神町・てんじんちよう

　　９６０-８０２４・福島県福島市堂殿・どうでん

　　９６０-８２１３・福島県福島市遠瀬戸・とおせと

　　９６０-８１２５・福島県福島市鴇頭森・ときとうもり

　　９６０-８１２３・福島県福島市所窪・ところくほﾞ

　　９６０-８１５２・福島県福島市鳥谷野・とやの

　　９６０-８１０４・福島県福島市豊田町・とよだまち

　　９６０-８２１６・福島県福島市中荒子・なかあらこ

　　９６０-８０４３・福島県福島市中町・なかまち

　　９６０-１１０２・福島県福島市永井川・ながいかわ

　　９６０-１１０８・福島県福島市成川・なりかわ

　　９６０-８１４３・福島県福島市南向台・なんこうだい

　　９６０-８０１３・福島県福島市南平・なんへﾟい

　　９６０-８１６６・福島県福島市仁井田・にいだ

　　９６０-８０７４・福島県福島市西中央・にしちゆうおう

　　９６０-８２３３・福島県福島市猫渕・ねこぶち



　　９６０-８０５５・福島県福島市野田町・のだまち

　　９６０-８１１２・福島県福島市花園町・はなぞのちよう

　　９６０-８１０７・福島県福島市浜田町・はまだちよう

　　９６０-８０３３・福島県福島市万世町・はﾞんせいちよう

　　９６０-１２４７・福島県福島市光が丘・ひかりがおか

　　９６０-８０７１・福島県福島市東中央・ひがしちゆうおう

　　９６０-８１３２・福島県福島市東浜町・ひがしはまちよう

　　９６０-１１０３・福島県福島市平石・ひらいじ

　　９６０-８１５４・福島県福島市伏拝・ふしおがみ

　　９６０-２２６３・福島県福島市二子塚・ふたごつﾞか

　　９６０-８１０３・福島県福島市舟場町・ふなはﾞちよう

　　９６０-８２１４・福島県福島市古川・ふるかわ

　　９６０-８１６３・福島県福島市方木田・ほうきだ

　　９６０-８１５７・福島県福島市蓬莱町・ほうらいちよう

　　９６０-８１３７・福島県福島市堀河町・ほりかわちよう

　　９６０-２２６１・福島県福島市町庭坂・まちにわさか

　　９６０-１２４１・福島県福島市松川町・まつかわまち

　　９６０-１２４５・福島県福島市松川町浅川・まつかわまちあさかわ

　　９６０-１２４６・福島県福島市松川町金沢・まつかわまちかねざわ

　　９６０-１２３２・福島県福島市松川町下川崎・まつかわまちしもかわさき

　　９６０-１２４４・福島県福島市松川町関谷・まつかわまちせきや

　　９６０-１２３１・福島県福島市松川町沼袋・まつかわまちぬまぶくろ

　　９６０-１２４２・福島県福島市松川町美郷・まつかわまちみさと

　　９６０-１２４３・福島県福島市松川町水原・まつかわまちみずはら

　　９６０-８０１８・福島県福島市松木町・まつきちよう

　　９６０-８１１４・福島県福島市松浪町・まつなみちよう

　　９６０-８２２８・福島県福島市松山町・まつやまちよう

　　９６０-０１１１・福島県福島市丸子・まりこ

　　９６０-８０５３・福島県福島市三河南町・みかわみなみまち

　　９６０-８０５４・福島県福島市三河北町・みかわきたまち

　　９６０-８２１２・福島県福島市道前・みちまえ

　　９６０-８２５４・福島県福島市南沢又・みなみさわまた

　　９６０-８０７３・福島県福島市南中央・みなみちゆうおう

　　９６０-８１６２・福島県福島市南町・みなみまち

　　９６０-０１１２・福島県福島市南矢野目・みなみやのめ

　　９６０-８０１１・福島県福島市宮下町・みやしたちよう

　　９６０-０１１６・福島県福島市宮代・みやしろ

　　９６０-８１０６・福島県福島市宮町・みやまち

　　９６０-８２０３・福島県福島市本内（南下釜）・もとうち(みなみしもがま)

　　９６０-０１０３・福島県福島市本内（その他）・もとうち(そのた)

　　９６０-８０３５・福島県福島市本町・もとまち

　　９６０-８００３・福島県福島市森合・もりあい

　　９６０-８００２・福島県福島市森合町・もりあいちよう

　　９６０-８１６４・福島県福島市八木田・やぎた

　　９６０-８２２３・福島県福島市矢倉下・やぐらした

　　９６０-８０５６・福島県福島市八島田・やしまだ

　　９６０-８１３６・福島県福島市八島町・やしまちよう

　　９６０-８０６６・福島県福島市矢剣町・やつるぎちよう

　　９６０-８０６３・福島県福島市柳町・やなぎまち

　　９６０-８２３６・福島県福島市山際・やまぎわ

　　９６０-８２０２・福島県福島市山口・やまぐち

　　９６０-８１１５・福島県福島市山下町・やましたちよう

　　９６０-１１０５・福島県福島市山田・やまだ

　　９６０-８１６５・福島県福島市吉倉・よしくら

　　９６０-８０４４・福島県福島市早稲町・わせちよう

　　９６０-８１４１・福島県福島市渡利・わたり

　　９６５-００００・福島県会津若松市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６５-００３１・福島県会津若松市相生町・あいおいまち

　　９６５-００３２・福島県会津若松市旭町・あさひまち

　　９６５-００１２・福島県会津若松市居合町・いあわせまち

　　９６５-０００７・福島県会津若松市飯盛・いいもり

　　９６５-００５５・福島県会津若松市石堂町・いしどうまち

　　９６５-０００２・福島県会津若松市一箕町金堀・いつきまちかねほり

　　９６５-０００５・福島県会津若松市一箕町亀賀・いつきまちかめが

　　９６５-０００６・福島県会津若松市一箕町鶴賀・いつきまちつるが

　　９６５-０００１・福島県会津若松市一箕町松長・いつきまちまつなが

　　９６５-０００４・福島県会津若松市一箕町八角・いつきまちやすみ

　　９６５-０００３・福島県会津若松市一箕町八幡・いつきまちやはた

　　９６５-００５９・福島県会津若松市インター西・いんたｰにじ

　　９６５-００３４・福島県会津若松市上町・うわまち



　　９６５-００４１・福島県会津若松市駅前町・えきまえまち

　　９６５-０８７３・福島県会津若松市追手町・おうてまち

　　９６５-００２５・福島県会津若松市扇町・おおぎまち

　　９６５-００１４・福島県会津若松市大塚・おおつか

　　９６９-５１４７・福島県会津若松市大戸町芦牧・おおとまちあしのまき

　　９６９-５１１１・福島県会津若松市大戸町石村・おおとまちいしむら

　　９６９-５１３３・福島県会津若松市大戸町大川・おおとまちおおかわ

　　９６９-５１４１・福島県会津若松市大戸町小谷川端・おおとまちおやかわはﾞた

　　９６９-５１４２・福島県会津若松市大戸町小谷坂下・おおとまちおやさかのした

　　９６９-５１４４・福島県会津若松市大戸町小谷西村・おおとまちおやにしむら

　　９６９-５１４３・福島県会津若松市大戸町小谷原・おおとまちおやはら

　　９６９-５１４５・福島県会津若松市大戸町小谷平沢・おおとまちおやひらさわ

　　９６９-５１４６・福島県会津若松市大戸町小谷湯ノ平・おおとまちおやゆのだいら

　　９６９-５１１４・福島県会津若松市大戸町上雨屋・おおとまちかみあまや

　　９６９-５１３２・福島県会津若松市大戸町上小塩・おおとまちかみおしゆう

　　９６９-５１２３・福島県会津若松市大戸町上三寄大豆田・おおとまちかみみよりおおまめた

　　９６９-５１２２・福島県会津若松市大戸町上三寄乙・おおとまちかみみよりおつ

　　９６９-５１２２・福島県会津若松市大戸町上三寄香塩・おおとまちかみみよりかしゆう

　　９６９-５１２３・福島県会津若松市大戸町上三寄丙・おおとまちかみみよりへい

　　９６９-５１２１・福島県会津若松市大戸町上三寄南原・おおとまちかみみよりみなみはら

　　９６９-５１１２・福島県会津若松市大戸町下雨屋・おおとまちしもあまや

　　９６９-５１３１・福島県会津若松市大戸町高川・おおとまちたかがわ

　　９６９-５１１３・福島県会津若松市大戸町宮内・おおとまちみやうち

　　９６５-００４２・福島県会津若松市大町・おおまち

　　９６５-０８５１・福島県会津若松市御旗町・おはたまち

　　９６５-０８３１・福島県会津若松市表町・おもてまち

　　９６５-０８０２・福島県会津若松市徒之町・かちのまち

　　９６５-００５６・福島県会津若松市金川町・かながわまち

　　９６９-３４６１・福島県会津若松市河東町浅山・かわひがしまちあさやま

　　９６９-３４１１・福島県会津若松市河東町大田原・かわひがしまちおおたわら

　　９６９-３４０１・福島県会津若松市河東町岡田・かわひがしまちおかだ

　　９６９-３４６２・福島県会津若松市河東町金田・かわひがしまちかねだ

　　９６９-３４２１・福島県会津若松市河東町熊野堂・かわひがしまちくまのどう

　　９６９-３４６３・福島県会津若松市河東町倉橋・かわひがしまちくらはじ

　　９６９-３４６４・福島県会津若松市河東町工業団地・かわひがしまちこうぎようだんち

　　９６９-３４２２・福島県会津若松市河東町広野・かわひがしまちこうや

　　９６９-３４８１・福島県会津若松市河東町郡山・かわひがしまちこおりやま

　　９６９-３４８２・福島県会津若松市河東町谷沢・かわひがしまちたにさわ

　　９６９-３４５１・福島県会津若松市河東町八田・かわひがしまちはつた

　　９６９-３４３１・福島県会津若松市河東町東長原・かわひがしまちひがしながはら

　　９６９-３４７１・福島県会津若松市河東町広田・かわひがしまちひろた

　　９６９-３４０２・福島県会津若松市河東町福島・かわひがしまちふくしま

　　９６９-３４４１・福島県会津若松市河東町南高野・かわひがしまちみなみこうや

　　９６９-３４１２・福島県会津若松市河東町代田・かわひがしまちよだ

　　９６５-０８６５・福島県会津若松市川原町・かわらまち

　　９６９-６００２・福島県会津若松市北会津町麻生新田・きたあいつﾞまちあそうしんでん

　　９６５-０１１３・福島県会津若松市北会津町安良田・きたあいつﾞまちあらた

　　９６５-０１１８・福島県会津若松市北会津町石原・きたあいつﾞまちいしはら

　　９６５-０１０７・福島県会津若松市北会津町和泉・きたあいつﾞまちいずみ

　　９６５-０１１６・福島県会津若松市北会津町出尻・きたあいつﾞまちいでじり

　　９６５-０１３６・福島県会津若松市北会津町今和泉・きたあいつﾞまちいまいずみ

　　９６９-６００８・福島県会津若松市北会津町大島・きたあいつﾞまちおおしま

　　９６９-６１８２・福島県会津若松市北会津町柏原・きたあいつﾞまちかしわはﾞら

　　９６９-６０１２・福島県会津若松市北会津町金屋・きたあいつﾞまちかなや

　　９６５-０１２１・福島県会津若松市北会津町蟹川・きたあいつﾞまちかにかわ

　　９６９-６１８３・福島県会津若松市北会津町上米塚・きたあいつﾞまちかみよねつﾞか

　　９６９-６００７・福島県会津若松市北会津町北後庵・きたあいつﾞまちきたごあん

　　９６９-６１８９・福島県会津若松市北会津町小松・きたあいつﾞまちこまつ

　　９６５-０１２６・福島県会津若松市北会津町鷺林・きたあいつﾞまちさぎはﾞやじ

　　９６９-６１８４・福島県会津若松市北会津町三本松・きたあいつﾞまちさんほﾞんまつ

　　９６５-０１１１・福島県会津若松市北会津町下荒井・きたあいつﾞまちしもあらい

　　９６９-６０１３・福島県会津若松市北会津町下野・きたあいつﾞまちしもの

　　９６９-６１８５・福島県会津若松市北会津町下米塚・きたあいつﾞまちしもよねつﾞか

　　９６５-０１２８・福島県会津若松市北会津町十二所・きたあいつﾞまちじゆうにしよ

　　９６９-６００６・福島県会津若松市北会津町新在家・きたあいつﾞまちしんざいけ

　　９６５-０１１５・福島県会津若松市北会津町舘・きたあいつﾞまちたて

　　９６５-０１１７・福島県会津若松市北会津町田村山・きたあいつﾞまちたむらやま

　　９６５-０１３５・福島県会津若松市北会津町寺堀・きたあいつﾞまちてらほﾞり

　　９６９-６００１・福島県会津若松市北会津町天満・きたあいつﾞまちてんまん

　　９６５-０１３１・福島県会津若松市北会津町中荒井・きたあいつﾞまちなかあらい



　　９６５-０１１０・福島県会津若松市北会津町中里・きたあいつﾞまちなかざと

　　９６９-６００３・福島県会津若松市北会津町西麻生・きたあいつﾞまちにしあそう

　　９６９-６０１１・福島県会津若松市北会津町西後庵・きたあいつﾞまちにしごあん

　　９６５-０１１２・福島県会津若松市北会津町白山・きたあいつﾞまちはくさん

　　９６５-０１３４・福島県会津若松市北会津町東麻生・きたあいつﾞまちひがしあそう

　　９６９-６１８８・福島県会津若松市北会津町東小松・きたあいつﾞまちひがしこまつ

　　９６５-０１３３・福島県会津若松市北会津町二日町・きたあいつﾞまちふつかまち

　　９６９-６００４・福島県会津若松市北会津町古麻生・きたあいつﾞまちふるあそう

　　９６９-６１８６・福島県会津若松市北会津町古館・きたあいつﾞまちふるだて

　　９６５-０１３２・福島県会津若松市北会津町ほたるの森・きたあいつﾞまちほたるのもり

　　９６５-０１２９・福島県会津若松市北会津町本田・きたあいつﾞまちほんだ

　　９６９-６００５・福島県会津若松市北会津町松野・きたあいつﾞまちまつの

　　９６５-０１０１・福島県会津若松市北会津町真宮・きたあいつﾞまちまみや

　　９６９-６０１５・福島県会津若松市北会津町水季の里・きたあいつﾞまちみずきのさと

　　９６５-０１１４・福島県会津若松市北会津町宮ノ下・きたあいつﾞまちみやのした

　　９６５-０１２４・福島県会津若松市北会津町宮袋・きたあいつﾞまちみやぶくろ

　　９６５-０１２７・福島県会津若松市北会津町宮袋新田・きたあいつﾞまちみやぶくろしんでん

　　９６９-６１８０・福島県会津若松市北会津町両堂・きたあいつﾞまちりようどう

　　９６５-０８２４・福島県会津若松市北青木・きたあおき

　　９６５-００１５・福島県会津若松市北滝沢・きたたきざわ

　　９６５-００３３・福島県会津若松市行仁町・ぎようにんまち

　　９６５-０８１２・福島県会津若松市慶山・けいざん

　　９６５-０８２３・福島県会津若松市建福寺前・けんふﾟくじまえ

　　９６５-００８２・福島県会津若松市神指町榎木檀・こうざしまちえのきだん

　　９６５-００６８・福島県会津若松市神指町小見・こうざしまちおみ

　　９６５-００８３・福島県会津若松市神指町上神指・こうざしまちかみこうざじ

　　９６５-００６２・福島県会津若松市神指町北四合・こうざしまちきたしごう

　　９６５-００６４・福島県会津若松市神指町黒川・こうざしまちくろかわ

　　９６５-００６７・福島県会津若松市神指町下神指・こうざしまちしもこうざじ

　　９６５-００６１・福島県会津若松市神指町高久・こうざしまちたかく

　　９６５-００６３・福島県会津若松市神指町高瀬・こうざしまちたかせ

　　９６５-００８７・福島県会津若松市神指町高瀬新田・こうざしまちたかせしんでん

　　９６５-００６９・福島県会津若松市神指町天満・こうざしまちてんまん

　　９６５-００６５・福島県会津若松市神指町中四合・こうざしまちなかしごう

　　９６５-００８１・福島県会津若松市神指町西城戸・こうざしまちにしきど

　　９６５-００８５・福島県会津若松市神指町如来堂・こうざしまちによらいどう

　　９６５-００８０・福島県会津若松市神指町橋本・こうざしまちはしもと

　　９６５-００８９・福島県会津若松市神指町東城戸・こうざしまちひがしきど

　　９６５-００８４・福島県会津若松市神指町東神指・こうざしまちひがしこうざじ

　　９６５-００８６・福島県会津若松市神指町本丸・こうざしまちほんまる

　　９６５-０８５９・福島県会津若松市神指町幕内・こうざしまちまくうち

　　９６５-０８５８・福島県会津若松市神指町南四合・こうざしまちみなみしごう

　　９６５-００６６・福島県会津若松市神指町横沼・こうざしまちよこぬま

　　９６５-００７３・福島県会津若松市高野町上沼・こうやまちうわぬま

　　９６５-００７７・福島県会津若松市高野町上高野・こうやまちかみこうや

　　９６５-００７１・福島県会津若松市高野町木流・こうやまちきながじ

　　９６５-００７９・福島県会津若松市高野町界沢・こうやまちさかいざわ

　　９６５-００７６・福島県会津若松市高野町中沼・こうやまちなかぬま

　　９６５-００７５・福島県会津若松市高野町中前田・こうやまちなかまえだ

　　９６５-００７２・福島県会津若松市高野町橋本木流・こうやまちはしもときながじ

　　９６５-００７４・福島県会津若松市高野町平塚・こうやまちひらつか

　　９６５-００７８・福島県会津若松市高野町柳川・こうやまちやながわ

　　９６５-００２３・福島県会津若松市蚕養町・こがいまち

　　９６５-０８５３・福島県会津若松市材木町・ざいもくまち

　　９６５-０８７１・福島県会津若松市栄町・さかえまち

　　９６５-０８５４・福島県会津若松市桜町・さくらまち

　　９６５-００４７・福島県会津若松市五月町・さつきまち

　　９６５-０８６４・福島県会津若松市城西町・じようさいまち

　　９６５-０８０７・福島県会津若松市城東町・じようとうまち

　　９６５-０８０９・福島県会津若松市城南町・じようなんまち

　　９６５-００４３・福島県会津若松市城北町・じようほくまち

　　９６５-００３８・福島県会津若松市昭和町・しようわまち

　　９６５-０８０３・福島県会津若松市城前・しろまえ

　　９６５-０８６６・福島県会津若松市新横町・しんよこまち

　　９６５-０８５５・福島県会津若松市住吉町・すみよしまち

　　９６５-０８１７・福島県会津若松市千石町・せんごくまち

　　９６５-００６０・福島県会津若松市高久工業団地・たかくこうぎようだんち

　　９６５-０８０６・福島県会津若松市宝町・たからまち

　　９６５-００２２・福島県会津若松市滝沢町・たきざわまち

　　９６５-０８３５・福島県会津若松市館馬町・たてうままち



　　９６５-０８３６・福島県会津若松市館脇町・たてわきまち

　　９６５-００３７・福島県会津若松市中央・ちゆうおう

　　９６５-０８４７・福島県会津若松市対馬館町・つしまだてまち

　　９６５-００１３・福島県会津若松市堤町・つつみまち

　　９６５-００１１・福島県会津若松市鶴賀町・つるがまち

　　９６５-０８３２・福島県会津若松市天神町・てんじんまち

　　９６５-０８０５・福島県会津若松市天寧寺町・てんねいじまち

　　９６５-００１６・福島県会津若松市中島町・なかじままち

　　９６５-０８７８・福島県会津若松市中町・なかまち

　　９６５-００４４・福島県会津若松市七日町・なのかまち

　　９６５-０８４８・福島県会津若松市飯寺北・にいでらきた

　　９６５-０８３７・福島県会津若松市錦町・にしきまち

　　９６５-０８７７・福島県会津若松市西栄町・にしさかえまち

　　９６５-００４５・福島県会津若松市西七日町・にしなのかまち

　　９６５-０８３０・福島県会津若松市西年貢・にしねんぐ

　　９６５-０８６１・福島県会津若松市日新町・につしんまち

　　９６５-００４８・福島県会津若松市橋本・はしもと

　　９６５-００２７・福島県会津若松市花畑東・はなはﾞたけひがじ

　　９６５-０８０４・福島県会津若松市花春町・はなはるまち

　　９６５-０８２２・福島県会津若松市花見ケ丘・はなみがおか

　　９６５-００３６・福島県会津若松市馬場本町・はﾞはﾞもとまち

　　９６５-００３５・福島県会津若松市馬場町・はﾞはﾞまち

　　９６５-０８７２・福島県会津若松市東栄町・ひがしさかえまち

　　９６５-０８１８・福島県会津若松市東千石・ひがしせんごく

　　９６５-０８３９・福島県会津若松市東年貢・ひがしねんぐ

　　９６５-０８１３・福島県会津若松市東山町石山・ひがしやままちいしやま

　　９６５-０８１５・福島県会津若松市東山町湯川・ひがしやままちゆがわ

　　９６５-０８１４・福島県会津若松市東山町湯本・ひがしやままちゆもと

　　９６５-０００８・福島県会津若松市桧町・ひのきまち

　　９６５-００２４・福島県会津若松市白虎町・びやつこまち

　　９６５-０８５２・福島県会津若松市日吉町・ひよしまち

　　９６５-０８３８・福島県会津若松市古川町・ふるかわまち

　　９６５-００２６・福島県会津若松市平安町・へいあんまち

　　９６５-０８６２・福島県会津若松市本町・ほんまち

　　９６５-０８５６・福島県会津若松市幕内東町・まくうちひがしまち

　　９６５-０８４９・福島県会津若松市幕内南町・まくうちみなみまち

　　９６５-００５４・福島県会津若松市町北町石堂・まちきたまちいしどう

　　９６５-００５３・福島県会津若松市町北町上荒久田・まちきたまちかみあらくだ

　　９６５-００５８・福島県会津若松市町北町中沢・まちきたまちなかさわ

　　９６５-００８８・福島県会津若松市町北町中沢西・まちきたまちなかさわにじ

　　９６５-００５２・福島県会津若松市町北町始・まちきたまちはしめ

　　９６５-００５７・福島県会津若松市町北町藤室・まちきたまちふじむろ

　　９６５-００５１・福島県会津若松市町北町谷地・まちきたまちやち

　　９６５-０１０２・福島県会津若松市真宮新町北・まみやしんまちきた

　　９６５-０１０３・福島県会津若松市真宮新町南・まみやしんまちみなみ

　　９６５-０８６７・福島県会津若松市緑町・みどりまち

　　９６５-０２０１・福島県会津若松市湊町赤井・みなとまちあかい

　　９６５-０２０２・福島県会津若松市湊町共和・みなとまちきようわ

　　９６５-０２０３・福島県会津若松市湊町静潟・みなとまちしずかた

　　９６５-０２０４・福島県会津若松市湊町原・みなとまちはら

　　９６５-０２０５・福島県会津若松市湊町平潟・みなとまちひらかた

　　９６５-０８１６・福島県会津若松市南千石町・みなみせんごくまち

　　９６５-０８７４・福島県会津若松市南花畑・みなみはなはﾞたけ

　　９６５-０８０８・福島県会津若松市南町・みなみまち

　　９６５-０８０１・福島県会津若松市宮町・みやまち

　　９６５-０８３３・福島県会津若松市明和町・めいわまち

　　９６５-０８４４・福島県会津若松市門田町一ノ堰・もんでんまちいちのせき

　　９６５-０８２８・福島県会津若松市門田町面川・もんでんまちおもがわ

　　９６５-０８２６・福島県会津若松市門田町御山・もんでんまちおやま

　　９６５-０８２５・福島県会津若松市門田町黒岩・もんでんまちくろいわ

　　９６５-０８２７・福島県会津若松市門田町堤沢・もんでんまちつつみざわ

　　９６５-０８４３・福島県会津若松市門田町徳久・もんでんまちとくひさ

　　９６５-０８４２・福島県会津若松市門田町中野・もんでんまちなかの

　　９６５-０８４６・福島県会津若松市門田町飯寺・もんでんまちにいでら

　　９６５-０８２９・福島県会津若松市門田町根岸東・もんでんまちねぎしひがじ

　　９６５-０８３４・福島県会津若松市門田町年貢町・もんでんまちねんぐまち

　　９６５-０８４１・福島県会津若松市門田町日吉・もんでんまちひよじ

　　９６５-０８４５・福島県会津若松市門田町工業団地・もんでんまちこうぎようだんち

　　９６５-０００９・福島県会津若松市八角町・やすみまち

　　９６５-０８５７・福島県会津若松市柳原町・やなぎわらまち



　　９６５-０８７６・福島県会津若松市山鹿町・やまがまち

　　９６５-００２１・福島県会津若松市山見町・やまみまち

　　９６５-０８６３・福島県会津若松市湯川町・ゆがわまち

　　９６５-０８２１・福島県会津若松市湯川南・ゆがわみなみ

　　９６５-００４６・福島県会津若松市八日町・ようかまち

　　９６５-０８７５・福島県会津若松市米代・よねだい

　　９６５-０８１１・福島県会津若松市和田・わだ

　　９６３-００００・福島県郡山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-８００６・福島県郡山市赤木町・あかぎまち

　　９６３-０６６７・福島県郡山市阿久津町・あくつまち

　　９６３-０１０７・福島県郡山市安積・あさか

　　９６３-０１１７・福島県郡山市安積荒井・あさかあらい

　　９６３-０１１６・福島県郡山市安積荒井本町・あさかあらいもとまち

　　９６３-０１１８・福島県郡山市安積北井・あさかきたい

　　９６３-０１１４・福島県郡山市安積町（柴宮東）・あさかまち(しはﾞみやひがし)

　　９６３-０１１１・福島県郡山市安積町荒井・あさかまちあらい

　　９６３-０１１３・福島県郡山市安積町牛庭・あさかまちうしにわ

　　９６３-０１０３・福島県郡山市安積町大森町・あさかまちおおもりちよう

　　９６３-０１０２・福島県郡山市安積町笹川・あさかまちささがわ

　　９６３-０１０５・福島県郡山市安積町長久保・あさかまちながくほﾞ

　　９６３-０１１２・福島県郡山市安積町成田・あさかまちなりた

　　９６３-０１０１・福島県郡山市安積町日出山・あさかまちひでのやま

　　９６３-０１０４・福島県郡山市安積町南長久保・あさかまちみなみながくほﾞ

　　９６３-０１０９・福島県郡山市安積町吉田・あさかまちよした

　　９６３-８０２４・福島県郡山市朝日・あさひ

　　９６３-８８７３・福島県郡山市愛宕町・あたごまち

　　９６３-１３０４・福島県郡山市熱海町安子島・あたみまちあこがしま

　　９６３-１３０９・福島県郡山市熱海町熱海・あたみまちあたみ

　　９６３-１３０１・福島県郡山市熱海町石筵・あたみまちいしむしろ

　　９６３-１３０６・福島県郡山市熱海町上伊豆島・あたみまちかみいずしま

　　９６３-１３０５・福島県郡山市熱海町下伊豆島・あたみまちしもいずしま

　　９６３-１３０２・福島県郡山市熱海町高玉・あたみまちたかたま

　　９６３-１３０３・福島県郡山市熱海町玉川・あたみまちたまがわ

　　９６３-１３０８・福島県郡山市熱海町中山・あたみまちなかやま

　　９６３-１３０７・福島県郡山市熱海町長橋・あたみまちながはじ

　　９６３-０６６４・福島県郡山市あぶくま台・あぶくまだい

　　９６３-０７０４・福島県郡山市荒井町・あらいまち

　　９６３-８０４５・福島県郡山市新屋敷・あらやしき

　　９６３-８８７５・福島県郡山市池ノ台・いけのだい

　　９６３-８８２５・福島県郡山市石塚・いしつﾞか

　　９６３-８８１４・福島県郡山市石渕町・いしぶちまち

　　９６３-８０３６・福島県郡山市うねめ町・うねめまち

　　９６３-８００２・福島県郡山市駅前・えきまえ

　　９６３-０２１２・福島県郡山市逢瀬町河内・おうせまちこうず

　　９６３-０２１３・福島県郡山市逢瀬町多田野・おうせまちただの

　　９６３-０２１４・福島県郡山市逢瀬町夏出・おうせまちなついで

　　９６３-８８２８・福島県郡山市大河原・おおかわら

　　９６３-８８１７・福島県郡山市大平町・おおだいらまち

　　９６３-０２０１・福島県郡山市大槻町・おおつきまち

　　９６３-８００１・福島県郡山市大町・おおまち

　　９６３-８８５１・福島県郡山市開成・かいせい

　　９６３-８８３３・福島県郡山市香久池・かぐいけ

　　９６３-８８４４・福島県郡山市賀庄・がしよう

　　９６３-０２０２・福島県郡山市柏山町・かしわやままち

　　９６３-０２１１・福島県郡山市片平町・かたひらまち

　　９６３-０７０３・福島県郡山市蒲倉町・かはﾞくらまち

　　９６３-１３１１・福島県郡山市上伊豆島・かみいずしま

　　９６３-８０３１・福島県郡山市上亀田・かみかめだ

　　９６３-８８１６・福島県郡山市上野山・かみのやま

　　９６３-８０３３・福島県郡山市亀田・かめだ

　　９６３-０２２１・福島県郡山市亀田西・かめだにじ

　　９６３-８８２９・福島県郡山市榧の木・かやのき

　　９６３-８８４３・福島県郡山市川向・かわむかい

　　９６３-０５５１・福島県郡山市喜久田町・きくたまち

　　９６３-０５４５・福島県郡山市喜久田町赤坂・きくたまちあかさか

　　９６３-０５４７・福島県郡山市喜久田町卸・きくたまちおろじ

　　９６３-０５４４・福島県郡山市喜久田町坪沢・きくたまちつほﾞさわ

　　９６３-０５４２・福島県郡山市喜久田町原・きくたまちはら

　　９６３-０５４１・福島県郡山市喜久田町堀之内・きくたまちほりのうち

　　９６３-０５４３・福島県郡山市喜久田町前田沢・きくたまちまえたざわ



　　９６３-０５４６・福島県郡山市喜久田町早稲原・きくたまちわせはら

　　９６３-８８０４・福島県郡山市北畑・きたはﾞたけ

　　９６３-８０３５・福島県郡山市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　９６３-８８４６・福島県郡山市久留米・くるめ

　　９６３-８０２５・福島県郡山市桑野・くわの

　　９６３-８０３８・福島県郡山市桑野北町・くわのきたまち

　　９６３-８８６６・福島県郡山市桑野清水台・くわのしみずだい

　　９６３-８０３９・福島県郡山市小関谷地・こせきやじ

　　９６３-０２０９・福島県郡山市御前南・ごぜんみなみ

　　９６３-１６３１・福島県郡山市湖南町赤津・こなんまちあかつ

　　９６３-１４１２・福島県郡山市湖南町舘・こなんまちたて

　　９６３-１５２１・福島県郡山市湖南町中野・こなんまちなかの

　　９６３-１４１４・福島県郡山市湖南町浜路・こなんまちはまじ

　　９６３-１６３２・福島県郡山市湖南町馬入新田・こなんまちはﾞにゆうしんでん

　　９６３-１６３３・福島県郡山市湖南町福良・こなんまちふくら

　　９６３-１４１１・福島県郡山市湖南町舟津・こなんまちふなつ

　　９６３-１５２２・福島県郡山市湖南町三代・こなんまちみよ

　　９６３-１４１３・福島県郡山市湖南町横沢・こなんまちよこさわ

　　９６３-８８３５・福島県郡山市小原田・こはらだ

　　９６３-８８６５・福島県郡山市五百渕西・ごひやくぶちにじ

　　９６３-８８６７・福島県郡山市五百渕山・ごひやくぶちやま

　　９６３-８８６２・福島県郡山市菜根・さいこん

　　９６３-８８６３・福島県郡山市菜根屋敷・さいこんやしき

　　９６３-８８７２・福島県郡山市栄町・さかえまち

　　９６３-８０１２・福島県郡山市咲田・さくた

　　９６３-８０２１・福島県郡山市桜木・さくらぎ

　　９６３-０１０８・福島県郡山市笹川・ささがわ

　　９６３-８８０７・福島県郡山市佐野良・さのら

　　９６３-０２３２・福島県郡山市静西・しずかにじ

　　９６３-０２０３・福島県郡山市静町・しずかまち

　　９６３-８０３４・福島県郡山市島・しま

　　９６３-８００５・福島県郡山市清水台・しみずだい

　　９６３-８０３２・福島県郡山市下亀田・しもかめだ

　　９６３-０６６３・福島県郡山市下白岩町・しもしらいわまち

　　９６３-８８０６・福島県郡山市下舘野・しもたての

　　９６３-８８１８・福島県郡山市十貫河原・じゆつかんがわら

　　９６３-８８２２・福島県郡山市昭和・しようわ

　　９６３-０６６２・福島県郡山市白岩町・しらいわまち

　　９６３-８８４２・福島県郡山市城清水・しろしみず

　　９６３-８０１３・福島県郡山市神明町・しんめいちよう

　　９６３-８８１５・福島県郡山市水門町・すいもんまち

　　９６３-８８３４・福島県郡山市図景・ずけい

　　９６３-８８２７・福島県郡山市外河原・そとがわら

　　９６３-８８５２・福島県郡山市台新・だいしん

　　９６３-８００７・福島県郡山市大名艮・だいなごん

　　９６３-８８６４・福島県郡山市台東・だいひがじ

　　９６３-１１５３・福島県郡山市田村町大供・たむらまちおおとも

　　９６３-１１５１・福島県郡山市田村町金沢・たむらまちかねざわ

　　９６３-０７２５・福島県郡山市田村町金屋・たむらまちかなや

　　９６３-１２４８・福島県郡山市田村町上道渡・たむらまちかみみちわたじ

　　９６３-０７２４・福島県郡山市田村町上行合・たむらまちかみゆきあい

　　９６３-１２４１・福島県郡山市田村町川曲・たむらまちかわまがり

　　９６３-１１５４・福島県郡山市田村町岩作・たむらまちがんざく

　　９６３-０７２２・福島県郡山市田村町小川・たむらまちこがわ

　　９６３-０７２３・福島県郡山市田村町桜ケ丘・たむらまちさくらがおか

　　９６３-１１６２・福島県郡山市田村町山中・たむらまちさんちゆう

　　９６３-１２４７・福島県郡山市田村町下道渡・たむらまちしもみちわたじ

　　９６３-０７２６・福島県郡山市田村町下行合・たむらまちしもゆきあい

　　９６３-１１６３・福島県郡山市田村町正直・たむらまちしようじき

　　９６３-１２４３・福島県郡山市田村町田母神・たむらまちたもがみ

　　９６３-１１６１・福島県郡山市田村町大善寺・たむらまちだいぜんじ

　　９６３-０７２１・福島県郡山市田村町手代木・たむらまちてしろぎ

　　９６３-１１６５・福島県郡山市田村町徳定・たむらまちとくさだ

　　９６３-１２４４・福島県郡山市田村町栃本・たむらまちとちもと

　　９６３-１２４５・福島県郡山市田村町栃山神・たむらまちとちやまかみ

　　９６３-１２４２・福島県郡山市田村町糠塚・たむらまちぬかつﾞか

　　９６３-１１５６・福島県郡山市田村町東山・たむらまちひがしやま

　　９６３-１１５２・福島県郡山市田村町細田・たむらまちほそだ

　　９６３-１１６４・福島県郡山市田村町御代田・たむらまちみよだ

　　９６３-１１５５・福島県郡山市田村町守山・たむらまちもりやま



　　９６３-１２４６・福島県郡山市田村町谷田川・たむらまちやたがわ

　　９６３-８０１７・福島県郡山市長者・ちようじや

　　９６３-０２０４・福島県郡山市土瓜・つちうり

　　９６３-０２０５・福島県郡山市堤・つつみ

　　９６３-８８７８・福島県郡山市堤下町・つつみしたまち

　　９６３-８８６１・福島県郡山市鶴見坦・つるみだん

　　９６３-８００８・福島県郡山市東宿・とうじゆく

　　９６３-８８２４・福島県郡山市道場・どうはﾞ

　　９６３-８８７７・福島県郡山市堂前町・どうまえまち

　　９６３-８０４７・福島県郡山市富田東・とみたひがじ

　　９６３-８０４１・福島県郡山市富田町・とみたまち

　　９６３-８０１６・福島県郡山市豊田町・とよたまち

　　９６３-８０１４・福島県郡山市虎丸町・とらまるまち

　　９６３-０７１４・福島県郡山市中田町赤沼・なかたまちあかぬま

　　９６３-０７１１・福島県郡山市中田町上石・なかたまちあげいじ

　　９６３-０８３４・福島県郡山市中田町牛縊本郷・なかたまちうしくびりほんごう

　　９６３-０７１２・福島県郡山市中田町海老根・なかたまちえびね

　　９６３-０８３５・福島県郡山市中田町黒木・なかたまちくろき

　　９６３-０８３６・福島県郡山市中田町木目沢・なかたまちこのめざわ

　　９６３-０８３７・福島県郡山市中田町駒板・なかたまちこまいた

　　９６３-０８３３・福島県郡山市中田町下枝・なかたまちしたえだ

　　９６３-０７１３・福島県郡山市中田町高倉・なかたまちたかくら

　　９６３-０８３２・福島県郡山市中田町中津川・なかたまちなかつがわ

　　９６３-０８３１・福島県郡山市中田町柳橋・なかたまちやなぎはじ

　　９６３-０２０６・福島県郡山市中野・なかの

　　９６３-０２１６・福島県郡山市中ノ目・なかのめ

　　９６３-８００４・福島県郡山市中町・なかまち

　　９６３-８８４５・福島県郡山市名倉・なぐら

　　９６３-８０４３・福島県郡山市名郷田・なごうだ

　　９６３-８８３１・福島県郡山市七ツ池町・ななついけまち

　　９６３-８０２６・福島県郡山市並木・なみき

　　９６３-０１０６・福島県郡山市成山町・なりやままち

　　９６３-０２０７・福島県郡山市鳴神・なるがみ

　　９６３-０９２５・福島県郡山市西田町阿広木・にしたまちあこうぎ

　　９６３-０９０３・福島県郡山市西田町板橋・にしたまちいたはじ

　　９６３-０９２４・福島県郡山市西田町大網・にしたまちおおあみ

　　９６３-０９１１・福島県郡山市西田町大田・にしたまちおおた

　　９６３-０９２１・福島県郡山市西田町鬼生田・にしたまちおにうた

　　９６３-０９１４・福島県郡山市西田町木村・にしたまちきむら

　　９６３-０９２３・福島県郡山市西田町黒田・にしたまちくろだ

　　９６３-０９２２・福島県郡山市西田町三町目・にしたまちさんちようめ

　　９６３-０９１３・福島県郡山市西田町芹沢・にしたまちせりさわ

　　９６３-０９０２・福島県郡山市西田町高柴・にしたまちたかしはﾞ

　　９６３-０９０４・福島県郡山市西田町土棚・にしたまちつちだな

　　９６３-０９０１・福島県郡山市西田町丹伊田・にしたまちにいた

　　９６３-０９１２・福島県郡山市西田町根木屋・にしたまちねぎや

　　９６３-８０２２・福島県郡山市西ノ内・にしのうち

　　９６３-８８１３・福島県郡山市芳賀・はが

　　９６３-８８３６・福島県郡山市八作内・はつさくうち

　　９６３-８８７６・福島県郡山市麓山・はやま

　　９６３-８０３７・福島県郡山市原中・はらなか

　　９６３-８８７１・福島県郡山市晴門田・はれもんだ

　　９６３-８００３・福島県郡山市燧田・ひうちた

　　９６３-０５５２・福島県郡山市東原・ひがしはら

　　９６３-８８２１・福島県郡山市菱田町・ひしだまち

　　９６３-８０４４・福島県郡山市備前舘・びぜんだて

　　９６３-０５３４・福島県郡山市日和田町・ひわだまち

　　９６３-０５３２・福島県郡山市日和田町梅沢・ひわだまちうめざわ

　　９６３-０５３１・福島県郡山市日和田町高倉・ひわだまちたかくら

　　９６３-０５３３・福島県郡山市日和田町八丁目・ひわだまちはつちようめ

　　９６３-８８７４・福島県郡山市深沢・ふかざわ

　　９６３-８８３８・福島県郡山市深田台・ふかだだい

　　９６３-８０７１・福島県郡山市富久山町久保田・ふくやままちくほﾞた

　　９６３-０６７３・福島県郡山市富久山町堂坂・ふくやままちどうざか

　　９６３-８０６１・福島県郡山市富久山町福原・ふくやままちふくはら

　　９６３-０６７１・福島県郡山市富久山町南小泉・ふくやままちみなみこいずみ

　　９６３-０６７２・福島県郡山市富久山町北小泉・ふくやままちきたこいずみ

　　９６３-８０５１・福島県郡山市富久山町八山田・ふくやままちやつやまだ

　　９６３-８０４２・福島県郡山市不動前・ふどうまえ

　　９６３-８８２６・福島県郡山市船場向・ふなはﾞむかい



　　９６３-８８２３・福島県郡山市古川・ふるかわ

　　９６３-８８０５・福島県郡山市古屋敷・ふるやしき

　　９６３-８８１１・福島県郡山市方八町・ほうはつちよう

　　９６３-８０１５・福島県郡山市細沼町・ほそぬままち

　　９６３-０２１５・福島県郡山市待池台・まちいけだい

　　９６３-８０４６・福島県郡山市町東・まちひがじ

　　９６３-８８１２・福島県郡山市松木町・まつきちよう

　　９６３-０７０２・福島県郡山市緑ケ丘東・みどりがおかひがじ

　　９６３-０７０１・福島県郡山市緑ケ丘西・みどりがおかにじ

　　９６３-８０２３・福島県郡山市緑町・みどりまち

　　９６３-０１１５・福島県郡山市南・みなみ

　　９６３-０１２７・福島県郡山市三穂田町大谷・みほたまちおおや

　　９６３-０１２１・福島県郡山市三穂田町川田・みほたまちかわた

　　９６３-０１２８・福島県郡山市三穂田町駒屋・みほたまちこまや

　　９６３-０１２４・福島県郡山市三穂田町下守屋・みほたまちしももりや

　　９６３-０１２５・福島県郡山市三穂田町富岡・みほたまちとみおか

　　９６３-０１２３・福島県郡山市三穂田町鍋山・みほたまちなべやま

　　９６３-０１２２・福島県郡山市三穂田町野田・みほたまちのだ

　　９６３-０１２９・福島県郡山市三穂田町八幡・みほたまちやはた

　　９６３-０１２６・福島県郡山市三穂田町山口・みほたまちやまぐち

　　９６３-０１１９・福島県郡山市巳六段・みろくだん

　　９６３-８８０１・福島県郡山市向河原町・むかいがわらまち

　　９６３-０６６１・福島県郡山市舞木町・もうぎまち

　　９６３-８８７１・福島県郡山市本町・もとまち

　　９６３-８０１８・福島県郡山市桃見台・ももみだい

　　９６３-８８３７・福島県郡山市八木橋・やぎはじ

　　９６３-８８０２・福島県郡山市谷島町・やしままち

　　９６３-０２０８・福島県郡山市谷地・やじ

　　９６３-０２３１・福島県郡山市谷地本町・やちﾞほんちよう

　　９６３-０６６６・福島県郡山市安原町・やすはらまち

　　９６３-８０５２・福島県郡山市八山田・やつやまだ

　　９６３-８０５３・福島県郡山市八山田西・やつやまだにじ

　　９６３-８８４１・福島県郡山市山崎・やまざき

　　９６３-８８３２・福島県郡山市山根町・やまねまち

　　９６３-０６６５・福島県郡山市横川町・よこかわまち

　　９６３-８８０３・福島県郡山市横塚・よこつﾞか

　　９６３-８０１１・福島県郡山市若葉町・わかはﾞまち

　　９７０-００００・福島県いわき市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７４-８２１２・福島県いわき市東田町・あずまだまち

　　９７４-８２１３・福島県いわき市石塚町・いしつﾞかまち

　　９７０-８０１７・福島県いわき市石森・いしもり

　　９７１-８１８９・福島県いわき市泉滝尻・いずみたきじり

　　９７１-８１７２・福島県いわき市泉玉露・いずみたまつゆ

　　９７１-８１８８・福島県いわき市泉もえぎ台・いずみもえぎだい

　　９７１-８１７１・福島県いわき市泉ケ丘・いずみがおか

　　９７１-８１８５・福島県いわき市泉町・いずみまち

　　９７１-８１８４・福島県いわき市泉町黒須野・いずみまちくろすの

　　９７１-８１８３・福島県いわき市泉町下川・いずみまちしもがわ

　　９７１-８１８２・福島県いわき市泉町滝尻・いずみまちたきじり

　　９７１-８１８６・福島県いわき市泉町玉露・いずみまちたまつゆ

　　９７１-８１８１・福島県いわき市泉町本谷・いずみまちほんや

　　９７４-８２２２・福島県いわき市岩間町・いわままち

　　９７４-８２６１・福島県いわき市植田町・うえだまち

　　９７４-８２０３・福島県いわき市後田町・うしろだまち

　　９７０-０２２９・福島県いわき市薄磯・うすいそ

　　９７３-８４０４・福島県いわき市内郷内町・うちごううちまち

　　９７３-８４０１・福島県いわき市内郷小島町・うちごうおじままち

　　９７３-８４０６・福島県いわき市内郷高野町・うちごうこうやまち

　　９７３-８４０５・福島県いわき市内郷白水町・うちごうしらみずまち

　　９７３-８４０８・福島県いわき市内郷高坂町・うちごうたかさかまち

　　９７３-８４０３・福島県いわき市内郷綴町・うちごうつつﾞらまち

　　９７３-８４０９・福島県いわき市内郷御台境町・うちごうみだいさかいまち

　　９７３-８４０２・福島県いわき市内郷御厩町・うちごうみまやまち

　　９７３-８４０７・福島県いわき市内郷宮町・うちごうみやまち

　　９７０-０３１１・福島県いわき市江名・えな

　　９７４-８２０１・福島県いわき市江畑町・えはﾞたまち

　　９７９-０３３８・福島県いわき市大久町大久・おおひさまちおおひさ

　　９７９-０３３６・福島県いわき市大久町小山田・おおひさまちおやまだ

　　９７９-０３３７・福島県いわき市大久町小久・おおひさまちこひさ

　　９７９-３１１２・福島県いわき市小川町上平・おがわまちうわだいら



　　９７９-３１２４・福島県いわき市小川町上小川・おがわまちかみおがわ

　　９７９-３１１５・福島県いわき市小川町下小川・おがわまちしもおがわ

　　９７９-３１２３・福島県いわき市小川町塩田・おがわまちしおだ

　　９７９-３１１１・福島県いわき市小川町柴原・おがわまちしはﾞはら

　　９７９-３１１４・福島県いわき市小川町関場・おがわまちせきはﾞ

　　９７９-３１２２・福島県いわき市小川町高萩・おがわまちたかはぎ

　　９７９-３１２１・福島県いわき市小川町西小川・おがわまちにしおがわ

　　９７９-３１２５・福島県いわき市小川町福岡・おがわまちふくおか

　　９７９-３１１３・福島県いわき市小川町三島・おがわまちみしま

　　９７３-８４１１・福島県いわき市小島町・おじままち

　　９７１-８１０１・福島県いわき市小名浜・おなはま

　　９７１-８１２３・福島県いわき市小名浜相子島・おなはまあいこしま

　　９７１-８１６６・福島県いわき市小名浜愛宕上・おなはまあたごうえ

　　９７１-８１６５・福島県いわき市小名浜愛宕町・おなはまあたごちよう

　　９７１-８１２１・福島県いわき市小名浜岩出・おなはまいわで

　　９７１-８１１１・福島県いわき市小名浜大原・おなはまおおはら

　　９７１-８１５１・福島県いわき市小名浜岡小名・おなはまおかおな

　　９７１-８１３５・福島県いわき市小名浜金成・おなはまかなり

　　９７０-０３１７・福島県いわき市小名浜上神白・おなはまかみかじろ

　　９７１-８１６８・福島県いわき市小名浜君ケ塚町・おなはまきみがつかちよう

　　９７１-８１２５・福島県いわき市小名浜島・おなはましま

　　９７０-０３１６・福島県いわき市小名浜下神白・おなはましもかじろ

　　９７１-８１２４・福島県いわき市小名浜住吉・おなはますみよじ

　　９７１-８１６１・福島県いわき市小名浜諏訪町・おなはますわちよう

　　９７１-８１２７・福島県いわき市小名浜玉川町・おなはまたまがわまち

　　９７１-８１６４・福島県いわき市小名浜寺廻町・おなはまてらまわりちよう

　　９７１-８１６３・福島県いわき市小名浜中町境・おなはまなかちようざかい

　　９７１-８１６７・福島県いわき市小名浜西君ケ塚町・おなはまにしきみがつかちよう

　　９７１-８１６４・福島県いわき市小名浜西町・おなはまにしちよう

　　９７１-８１２６・福島県いわき市小名浜野田・おなはまのだ

　　９７１-８１６２・福島県いわき市小名浜花畑町・おなはまはなはﾞたけちよう

　　９７１-８１０２・福島県いわき市小名浜港ケ丘・おなはまみなとがおか

　　９７１-８１６９・福島県いわき市小名浜南君ケ塚町・おなはまみなみきみがつかちよう

　　９７１-８１１２・福島県いわき市小名浜南富岡・おなはまみなみとみおか

　　９７１-８１２２・福島県いわき市小名浜林城・おなはまりんじよう

　　９７４-８２２１・福島県いわき市小浜町・おはﾞままち

　　９７０-０３１２・福島県いわき市折戸・おりと

　　９７１-８１３４・福島県いわき市鹿島町飯田・かしままちいいだ

　　９７１-８１３９・福島県いわき市鹿島町鹿島・かしままちかしま

　　９７１-８１４２・福島県いわき市鹿島町上蔵持・かしままちかみくらもち

　　９７１-８１４３・福島県いわき市鹿島町下蔵持・かしままちしもくらもち

　　９７１-８１４４・福島県いわき市鹿島町久保・かしままちくほﾞ

　　９７１-８１３３・福島県いわき市鹿島町米田・かしままちこもだ

　　９７１-８１３２・福島県いわき市鹿島町下矢田・かしままちしもやだ

　　９７１-８１４１・福島県いわき市鹿島町走熊・かしままちはしりくま

　　９７１-８１４５・福島県いわき市鹿島町船戸・かしままちふなど

　　９７１-８１４６・福島県いわき市鹿島町御代・かしままちみよ

　　９７４-８２１１・福島県いわき市金山町・かねやままち

　　９７９-０１５３・福島県いわき市川部町・かわべまち

　　９７９-３２０４・福島県いわき市川前町小白井・かわまえまちおじろい

　　９７９-３２０３・福島県いわき市川前町上桶売・かわまえまちかみおけうり

　　９７９-３２０２・福島県いわき市川前町下桶売・かわまえまちしもおけうり

　　９７９-３２０１・福島県いわき市川前町川前・かわまえまちかわまえ

　　９７２-８３０１・福島県いわき市草木台・くさきだい

　　９７２-８３２４・福島県いわき市桜ケ丘・さくらがおか

　　９７０-８０４５・福島県いわき市郷ケ丘・さとがおか

　　９７４-８２２３・福島県いわき市佐糠町・さぬかまち

　　９７０-８０３３・福島県いわき市自由ケ丘・じゆうがおか

　　９７１-８１５２・福島県いわき市湘南台・しようなんだい

　　９７２-８３１３・福島県いわき市常磐岩ケ岡町・じようはﾞんいわがおかまち

　　９７２-８３１５・福島県いわき市常磐長孫町・じようはﾞんおさまごまち

　　９７１-８１３１・福島県いわき市常磐上矢田町・じようはﾞんかみやだまち

　　９７２-８３２２・福島県いわき市常磐上湯長谷町・じようはﾞんかみゆながやまち

　　９７２-８３１７・福島県いわき市常磐下湯長谷町・じようはﾞんしもゆながやまち

　　９７２-８３１２・福島県いわき市常磐下船尾町・じようはﾞんしもふなおまち

　　９７２-８３２５・福島県いわき市常磐白鳥町・じようはﾞんしらとりまち

　　９７２-８３１８・福島県いわき市常磐関船町・じようはﾞんせきふねまち

　　９７２-８３１６・福島県いわき市常磐西郷町・じようはﾞんにしごうまち

　　９７２-８３２６・福島県いわき市常磐藤原町・じようはﾞんふじわらまち

　　９７２-８３１４・福島県いわき市常磐馬玉町・じようはﾞんまだままち



　　９７２-８３２３・福島県いわき市常磐松が台・じようはﾞんまつがだい

　　９７１-８１３７・福島県いわき市常磐松久須根町・じようはﾞんまつくすねまち

　　９７１-８１３６・福島県いわき市常磐三沢町・じようはﾞんみさわまち

　　９７２-８３１１・福島県いわき市常磐水野谷町・じようはﾞんみずのやまち

　　９７２-８３２１・福島県いわき市常磐湯本町・じようはﾞんゆもとまち

　　９７９-０１５１・福島県いわき市瀬戸町・せとまち

　　９７４-８２０２・福島県いわき市添野町・そえのまち

　　９７０-８０２６・福島県いわき市平・たいら

　　９７９-３１３１・福島県いわき市平赤井・たいらあかい

　　９７９-３１３２・福島県いわき市平赤井比良・たいらあかいひら

　　９７０-０１０７・福島県いわき市平荒田目・たいらあつため

　　９７０-０１１２・福島県いわき市平泉崎・たいらいずみざき

　　９７０-０２２３・福島県いわき市平薄磯・たいらうすいそ

　　９７０-８０１３・福島県いわき市平大室・たいらおおむろ

　　９７０-８０２３・福島県いわき市平鎌田・たいらかまた

　　９７０-８０５４・福島県いわき市平鎌田町・たいらかまたまち

　　９７０-８０３４・福島県いわき市平上荒川・たいらかみあらかわ

　　９７０-８０３２・福島県いわき市平下荒川・たいらしもあらかわ

　　９７０-０１０４・福島県いわき市平上大越・たいらかみおおごえ

　　９７０-０１０２・福島県いわき市平下大越・たいらしもおおごえ

　　９７０-８０１１・福島県いわき市平上片寄・たいらかみかたよせ

　　９７０-８０１２・福島県いわき市平下片寄・たいらしもかたよせ

　　９７０-８０２８・福島県いわき市平上神谷・たいらかみかべや

　　９７０-０１０１・福島県いわき市平下神谷・たいらしもかべや

　　９７０-８０４２・福島県いわき市平上高久・たいらかみたかく

　　９７０-０２２１・福島県いわき市平下高久・たいらしもたかく

　　９７０-８００１・福島県いわき市平上平窪・たいらかみひらくほﾞ

　　９７０-８００３・福島県いわき市平下平窪・たいらしもひらくほﾞ

　　９７０-０２２８・福島県いわき市平神谷作・たいらかみやさく

　　９７０-０２２５・福島県いわき市平上山口・たいらかみやまぐち

　　９７０-０１１５・福島県いわき市平北神谷・たいらきたかべや

　　９７０-８０２４・福島県いわき市平北白土・たいらきたしらど

　　９７０-０１１３・福島県いわき市平絹谷・たいらきぬや

　　９７０-８０２７・福島県いわき市平鯨岡・たいらくじらおか

　　９７０-８０４１・福島県いわき市平小泉・たいらこいずみ

　　９７０-８０２２・福島県いわき市平塩・たいらしお

　　９７０-８００４・福島県いわき市平下平窪中島町・たいらしもひらくほﾞなかじまちよう

　　９７０-８００５・福島県いわき市平下平窪古川町・たいらしもひらくほﾞふるかわちよう

　　９７０-８００６・福島県いわき市平下平窪山土内町・たいらしもひらくほﾞやまどうちまち

　　９７０-０２２６・福島県いわき市平下山口・たいらしもやまぐち

　　９７０-８０５３・福島県いわき市平正月町・たいらしようがつまち

　　９７０-０１０５・福島県いわき市平菅波・たいらすぎなみ

　　９７０-０２２７・福島県いわき市平鶴ケ井・たいらつるがい

　　９７０-０２２４・福島県いわき市平豊間・たいらとよま

　　９７０-８０２１・福島県いわき市平中神谷・たいらなかかべや

　　９７０-８０１６・福島県いわき市平中塩・たいらなかしお

　　９７０-８００２・福島県いわき市平中平窪・たいらなかひらくほﾞ

　　９７０-８００７・福島県いわき市平中平窪新町・たいらなかひらくほﾞしんまち

　　９７０-８００８・福島県いわき市平中平窪細田町・たいらなかひらくほﾞほそだまち

　　９７０-８０３１・福島県いわき市平中山・たいらなかやま

　　９７０-０２２２・福島県いわき市平沼ノ内・たいらぬまのうち

　　９７０-０２２２・福島県いわき市平沼ノ内諏訪原・たいらぬまのうちすわはら

　　９７０-８０５２・福島県いわき市平祢宜町・たいらねぎまち

　　９７０-０１１１・福島県いわき市平原高野・たいらはらごや

　　９７０-０１０３・福島県いわき市平藤間・たいらふじま

　　９７０-８０１４・福島県いわき市平幕ノ内・たいらまくのうち

　　９７０-０１１６・福島県いわき市平馬目・たいらまのめ

　　９７０-０１１４・福島県いわき市平水品・たいらみずしな

　　９７０-８０２５・福島県いわき市平南白土・たいらみなみしらど

　　９７０-８０３６・福島県いわき市平谷川瀬・たいらやがわせ

　　９７０-０１０６・福島県いわき市平山崎・たいらやまざき

　　９７０-８０４６・福島県いわき市平吉野谷・たいらよしのや

　　９７０-８０１８・福島県いわき市平四ツ波・たいらよつなみ

　　９７０-８０５１・福島県いわき市平六町目・たいらろくちようめ

　　９７４-８２０４・福島県いわき市高倉町・たかくらまち

　　９７４-０２４３・福島県いわき市田人町石住・たびとまちいしずみ

　　９７４-０２４２・福島県いわき市田人町貝泊・たびとまちかいどまり

　　９７４-０１５１・福島県いわき市田人町黒田・たびとまちくろだ

　　９７４-０２４１・福島県いわき市田人町荷路夫・たびとまちにちぶ

　　９７４-０１５３・福島県いわき市田人町南大平・たびとまちみなみおおだいら



　　９７４-０２５２・福島県いわき市田人町旅人（水呑場）・たびとまちたびうと(みずのみはﾞ)

　　９７４-０１５２・福島県いわき市田人町旅人（その他）・たびとまちたびうと(そのた)

　　９７０-８０４４・福島県いわき市中央台飯野・ちゆうおうだいいいの

　　９７０-８０４３・福島県いわき市中央台鹿島・ちゆうおうだいかしま

　　９７０-８０４７・福島県いわき市中央台高久・ちゆうおうだいたかく

　　９７２-８３３８・福島県いわき市中部工業団地・ちゆうぶこうぎようだんち

　　９７２-０２５１・福島県いわき市遠野町入遠野・とおのまちいりとおの

　　９７２-０２５３・福島県いわき市遠野町大平・とおのまちおおだいら

　　９７２-０１６１・福島県いわき市遠野町上遠野・とおのまちかとおの

　　９７２-０２５２・福島県いわき市遠野町上根本・とおのまちかみねもと

　　９７２-０１６２・福島県いわき市遠野町滝・とおのまちたき

　　９７２-０１６３・福島県いわき市遠野町根岸・とおのまちねぎじ

　　９７２-０１６４・福島県いわき市遠野町深山田・とおのまちみやまだ

　　９７４-８２３１・福島県いわき市富津町・とみつまち

　　９７４-８２５１・福島県いわき市中岡町・なかおかまち

　　９７０-０３１３・福島県いわき市中之作・なかのさく

　　９７０-０３１５・福島県いわき市永崎・ながさき

　　９７９-０１４４・福島県いわき市勿来町（大高）・なこそまち(おおだか)

　　９７９-０１４１・福島県いわき市勿来町（窪田）・なこそまち(くほﾞた)

　　９７９-０１４７・福島県いわき市勿来町（九面）・なこそまち(ここつﾞら)

　　９７９-０１４２・福島県いわき市勿来町（酒井）・なこそまち(さかい)

　　９７９-０１４５・福島県いわき市勿来町（四沢）・なこそまち(しさわ)

　　９７９-０１４３・福島県いわき市勿来町（白米）・なこそまち(しろよね)

　　９７９-０１４６・福島県いわき市勿来町（関田）・なこそまち(せきた)

　　９７４-８２５２・福島県いわき市仁井田町・にいだまち

　　９７４-８２３２・福島県いわき市錦町・にしきまち

　　９７４-８２３３・福島県いわき市錦町中央・にしきまちちゆうおう

　　９７９-０１５４・福島県いわき市沼部町・ぬまべまち

　　９７１-８１８７・福島県いわき市葉山・はやま

　　９７９-０３３２・福島県いわき市久之浜町金ケ沢・ひさのはままちかねがさわ

　　９７９-０３３１・福島県いわき市久之浜町末続・ひさのはままちすえつぎ

　　９７９-０３３５・福島県いわき市久之浜町田之網・ひさのはままちたのあみ

　　９７９-０３３３・福島県いわき市久之浜町久之浜・ひさのはままちひさのはま

　　９７９-０３３４・福島県いわき市久之浜町西・ひさのはままちにじ

　　９７３-８４１２・福島県いわき市平成・へいせい

　　９７９-０１５５・福島県いわき市三沢町・みさわまち

　　９７４-８２４２・福島県いわき市南台・みなみだい

　　９７０-１３７３・福島県いわき市三和町上市萱・みわまちかみいちがや

　　９７０-１３７２・福島県いわき市三和町下市萱・みわまちしもいちがや

　　９７０-１２６２・福島県いわき市三和町上永井・みわまちかみながい

　　９７０-１２６３・福島県いわき市三和町下永井・みわまちしもながい

　　９７０-１３７４・福島県いわき市三和町上三坂・みわまちかみみさか

　　９７０-１３７５・福島県いわき市三和町中三坂・みわまちなかみさか

　　９７０-１３７６・福島県いわき市三和町下三坂・みわまちしもみさか

　　９７０-１２６４・福島県いわき市三和町合戸・みわまちごうど

　　９７０-１３７７・福島県いわき市三和町差塩・みわまちさいそ

　　９７０-１３７１・福島県いわき市三和町中寺・みわまちなかでら

　　９７０-１３６１・福島県いわき市三和町渡戸（川前）・みわまちわたど(かわまえ)

　　９７０-１２６１・福島県いわき市三和町渡戸（その他）・みわまちわたど(そのた)

　　９７０-８０３５・福島県いわき市明治団地・めいじだんち

　　９７４-８２４１・福島県いわき市山田町・やまだまち

　　９７９-０１５２・福島県いわき市山玉町・やまだままち

　　９７０-０３１４・福島県いわき市洋向台・ようこうだい

　　９７０-１１４４・福島県いわき市好間工業団地・よしまこうぎようだんち

　　９７０-１１４１・福島県いわき市好間町愛谷・よしままちあいや

　　９７０-１１４２・福島県いわき市好間町今新田・よしままちいまにいだ

　　９７０-１１４７・福島県いわき市好間町大利・よしままちおおり

　　９７０-１１４３・福島県いわき市好間町小谷作・よしままちおやさく

　　９７０-１１５３・福島県いわき市好間町上好間・よしままちかみよしま

　　９７０-１１５２・福島県いわき市好間町中好間・よしままちなかよしま

　　９７０-１１５１・福島県いわき市好間町下好間・よしままちしもよしま

　　９７０-８０１５・福島県いわき市好間町川中子・よしままちかわなご

　　９７０-１１４５・福島県いわき市好間町北好間・よしままちきたよしま

　　９７０-１１４６・福島県いわき市好間町榊小屋・よしままちさかきごや

　　９７９-０２０１・福島県いわき市四倉町・よつくらまち

　　９７９-０２０５・福島県いわき市四倉町大森・よつくらまちおおもり

　　９７９-０２２１・福島県いわき市四倉町上岡・よつくらまちかみおか

　　９７９-０２０２・福島県いわき市四倉町上仁井田・よつくらまちかみにいだ

　　９７９-０２０３・福島県いわき市四倉町下仁井田・よつくらまちしもにいだ

　　９７９-０２２６・福島県いわき市四倉町上柳生・よつくらまちかみやぎゆう



　　９７９-０２２５・福島県いわき市四倉町下柳生・よつくらまちしもやぎゆう

　　９７９-０２０６・福島県いわき市四倉町狐塚・よつくらまちきつねつﾞか

　　９７９-０２２７・福島県いわき市四倉町駒込・よつくらまちこまごめ

　　９７９-０２０７・福島県いわき市四倉町塩木・よつくらまちしおき

　　９７９-０２１１・福島県いわき市四倉町白岩・よつくらまちしらいわ

　　９７９-０２１６・福島県いわき市四倉町玉山・よつくらまちたまやま

　　９７９-０２１２・福島県いわき市四倉町戸田・よつくらまちとだ

　　９７９-０２１５・福島県いわき市四倉町中島・よつくらまちなかじま

　　９７９-０２１４・福島県いわき市四倉町長友・よつくらまちながとも

　　９７９-０２１３・福島県いわき市四倉町名木・よつくらまちなぎ

　　９７９-０２０４・福島県いわき市四倉町細谷・よつくらまちほそや

　　９７９-０２２４・福島県いわき市四倉町薬王寺・よつくらまちやくおうじ

　　９７９-０２２２・福島県いわき市四倉町八茎・よつくらまちやぐき

　　９７９-０２２３・福島県いわき市四倉町山田小湊・よつくらまちやまだこみなと

　　９７１-８１３８・福島県いわき市若葉台・わかはﾞだい

　　９７２-８３３１・福島県いわき市渡辺町泉田・わたなべまちいずみだ

　　９７２-８３３６・福島県いわき市渡辺町上釜戸・わたなべまちかみかまど

　　９７２-８３３４・福島県いわき市渡辺町田部・わたなべまちたなべ

　　９７２-８３３７・福島県いわき市渡辺町中釜戸・わたなべまちなかかまど

　　９７２-８３３２・福島県いわき市渡辺町昼野・わたなべまちひるの

　　９７２-８３３３・福島県いわき市渡辺町洞・わたなべまちほﾞら

　　９７２-８３３５・福島県いわき市渡辺町松小屋・わたなべまちまつごや

　　９６１-００００・福島県白河市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６１-００７５・福島県白河市会津町・あいつﾞまち

　　９６１-０９０１・福島県白河市明戸・あけど

　　９６１-０９１２・福島県白河市旭町・あさひちよう

　　９６１-０９４２・福島県白河市愛宕町・あたごまち

　　９６１-００８２・福島県白河市飯沢・いいざわ

　　９６１-００８１・福島県白河市飯沢山・いいざわやま

　　９６１-００３２・福島県白河市家ノ前・いえのまえ

　　９６１-０８２７・福島県白河市池下・いけした

　　９６１-０８２６・福島県白河市池下裏・いけしたうら

　　９６１-０８２５・福島県白河市池下向山・いけしたむかいやま

　　９６１-０８６７・福島県白河市石切場・いしきりはﾞ

　　９６１-０００３・福島県白河市泉田・いずみだ

　　９６１-００１６・福島県白河市板橋・いたはﾞじ

　　９６１-０９４７・福島県白河市一番町・いちはﾞんちよう

　　９６１-０９３７・福島県白河市上ノ台・うえのだい

　　９６１-００２６・福島県白河市上ノ原・うえのはら

　　９６１-００３９・福島県白河市上野原・うえのはら

　　９６１-００６３・福島県白河市薄葉・うすはﾞ

　　９６１-０９３１・福島県白河市馬町・うままち

　　９６１-０９０４・福島県白河市馬町裏・うままちうら

　　９６１-０９１５・福島県白河市馬町下・うままちした

　　９６１-００３６・福島県白河市裏山・うらやま

　　９６１-０９２１・福島県白河市円明寺・えんみようじ

　　９６１-０８３１・福島県白河市老久保・おいくほﾞ

　　９６１-０８３８・福島県白河市老久保山・おいくほﾞやま

　　９６１-００９４・福島県白河市追廻・おいまわじ

　　９６１-０８４６・福島県白河市大暮矢見山・おおくれやみやま

　　９６１-０８４５・福島県白河市大坂山・おおさかやま

　　９６１-０９０８・福島県白河市大手町・おおてまち

　　９６１-０００２・福島県白河市大和田・おおわだ

　　９６１-０９８５・福島県白河市和尚壇・おしようだん

　　９６１-０９８４・福島県白河市和尚壇山・おしようだんやま

　　９６１-０８８５・福島県白河市鬼越・おにごえ

　　９６１-０８８４・福島県白河市鬼越道下・おにごえみちした

　　９６１-０８８７・福島県白河市鬼越山・おにごえやま

　　９６１-０４０９・福島県白河市表郷河東田・おもてごうかとうだ

　　９６１-０４１６・福島県白河市表郷金山・おもてごうかねやま

　　９６１-０４０５・福島県白河市表郷小松・おもてごうこまつ

　　９６１-０４１２・福島県白河市表郷下羽原・おもてごうしもははﾞら

　　９６１-０４１４・福島県白河市表郷高木・おもてごうたかぎ

　　９６１-０４０２・福島県白河市表郷内松・おもてごうないまつ

　　９６１-０４０７・福島県白河市表郷中寺・おもてごうなかでら

　　９６１-０４０１・福島県白河市表郷中野・おもてごうなかの

　　９６１-０４０３・福島県白河市表郷番沢・おもてごうはﾞんざわ

　　９６１-０４１１・福島県白河市表郷深渡戸・おもてごうふかあど

　　９６１-０４０８・福島県白河市表郷堀之内・おもてごうほりのうち

　　９６１-０４１３・福島県白河市表郷三森・おもてごうみもり



　　９６１-０４０４・福島県白河市表郷社田・おもてごうやしろだ

　　９６１-０４１５・福島県白河市表郷梁森・おもてごうやなもり

　　９６１-０４０６・福島県白河市表郷八幡・おもてごうやわた

　　９６１-００６４・福島県白河市女石・おんないじ

　　９６１-００７４・福島県白河市郭内・かくない

　　９６１-０８８６・福島県白河市影鬼越・かげおにごえ

　　９６１-０９１３・福島県白河市鍛冶町・かじまち

　　９６１-０９４３・福島県白河市金屋町・かなやまち

　　９６１-００２３・福島県白河市亀石・かめいじ

　　９６１-０００４・福島県白河市萱根・かやね

　　９６１-００１４・福島県白河市借宿・かりやど

　　９６１-０９５６・福島県白河市勘定町・かんじようまち

　　９６１-０８０２・福島県白河市関川窪・かんせんくほﾞ

　　９６１-０８２１・福島県白河市北裏・きたうら

　　９６１-００５４・福島県白河市北中川原・きたなかがわら

　　９６１-０９７３・福島県白河市北登リ町・きたのほﾞりまち

　　９６１-０９９６・福島県白河市北堀川端・きたほりかわはﾞた

　　９６１-０９７４・福島県白河市北堀切・きたほりきり

　　９６１-０９８１・福島県白河市北真舟・きたまぶね

　　９６１-００８３・福島県白河市金勝寺・きんしようじ

　　９６１-００８４・福島県白河市金勝寺東・きんしようじひがじ

　　９６１-００４２・福島県白河市金鈴・きんれい

　　９６１-００１１・福島県白河市久田野・くたの

　　９６１-０８７５・福島県白河市九番町・くはﾞんちよう

　　９６１-０８７４・福島県白河市九番町西裏・くはﾞんちようにしうら

　　９６１-００１７・福島県白河市双石・くらべいじ

　　９６１-００４５・福島県白河市合戦坂・こうせんざか

　　９６１-０００１・福島県白河市小田川・こたがわ

　　９６１-０８５２・福島県白河市転坂・ころびざか

　　９６１-００７６・福島県白河市五番町川原・ごはﾞんちようがわら

　　９６１-０８１５・福島県白河市五郎窪・ごろうくほﾞ

　　９６１-０９６５・福島県白河市細工町・さいくまち

　　９６１-０９４４・福島県白河市宰領町・さいりようまち

　　９６１-０８０３・福島県白河市栄町・さかえまち

　　９６１-０９１１・福島県白河市桜町・さくらまち

　　９６１-０８６２・福島県白河市三番町・さんはﾞんちよう

　　９６１-０８７２・福島県白河市三本松・さんほﾞんまつ

　　９６１-０８１４・福島県白河市三本松山・さんほﾞんまつやま

　　９６１-０９８６・福島県白河市塩路山・しおじやま

　　９６１-００７２・福島県白河市士多町・したまち

　　９６１-００７１・福島県白河市士多町東・したまちひがじ

　　９６１-０８６３・福島県白河市七番町・しちはﾞんちよう

　　９６１-０８８８・福島県白河市十三原・じゆうさんはﾟら

　　９６１-０８２９・福島県白河市十三原道上・じゆうさんはﾟらみちうえ

　　９６１-０８２８・福島県白河市十三原道下・じゆうさんはﾟらみちした

　　９６１-００２７・福島県白河市十文字・じゆうもんじ

　　９６１-０９２２・福島県白河市菖蒲沢・しようぶざわ

　　９６１-０９７１・福島県白河市昭和町・しようわまち

　　９６１-０９２４・福島県白河市白井掛・しらいがけ

　　９６１-０９２３・福島県白河市白井掛下・しらいがけした

　　９６１-０８３５・福島県白河市白坂・しらさか

　　９６１-０８４２・福島県白河市新池・しんいけ

　　９６１-０９３３・福島県白河市新蔵町・しんくらまち

　　９６１-０８５６・福島県白河市新白河・しんしらかわ

　　９６１-０８５３・福島県白河市新高山・しんたかやま

　　９６１-００２４・福島県白河市新夏梨・しんなつなじ

　　９６１-００３７・福島県白河市新道・しんみち

　　９６１-０８１１・福島県白河市菅生舘・すごうだて

　　９６１-００２１・福島県白河市関辺・せきべ

　　９６１-０８２２・福島県白河市瀬戸原・せとはら

　　９６１-０９１６・福島県白河市束前町・そくぜんまち

　　９６１-００６２・福島県白河市外薄葉・そとうすはﾞ

　　９６１-００５１・福島県白河市大・だい

　　９６１-０９３６・福島県白河市大工町・だいくまち

　　９６９-０３０１・福島県白河市大信上新城・たいしんかみしんじよう

　　９６１-８００２・福島県白河市大信隈戸（北小萱）・たいしんくまど(きたこがや)

　　９６９-０３０２・福島県白河市大信隈戸（その他）・たいしんくまど(そのた)

　　９６９-０３０３・福島県白河市大信下小屋・たいしんしもこや

　　９６９-０３０４・福島県白河市大信下新城・たいしんしもしんじよう

　　９６９-０３０５・福島県白河市大信田園町府・たいしんでんえんちようふ



　　９６９-０３０６・福島県白河市大信豊地・たいしんとよち

　　９６９-０３０７・福島県白河市大信中新城・たいしんなかしんじよう

　　９６９-０３０８・福島県白河市大信増見・たいしんますみ

　　９６９-０３０９・福島県白河市大信町屋・たいしんまちや

　　９６１-０９５３・福島県白河市鷹匠町・たかじようまち

　　９６１-０８５４・福島県白河市高山・たかやま

　　９６１-０８５５・福島県白河市高山西・たかやまにじ

　　９６１-００１５・福島県白河市田島・たじま

　　９６１-０９７２・福島県白河市立石・たていじ

　　９６１-０９７５・福島県白河市立石山・たていしやま

　　９６１-００６１・福島県白河市田中山・たなかやま

　　９６１-００７３・福島県白河市田町・たまち

　　９６１-０８６６・福島県白河市鶴芝・つるしはﾞ

　　９６１-００８７・福島県白河市鶴巻・つるまき

　　９６１-００８６・福島県白河市鶴巻山・つるまきやま

　　９６１-０９３５・福島県白河市手代町・てだいまち

　　９６１-０９１４・福島県白河市寺小路・てらこうじ

　　９６１-０９５４・福島県白河市天神町・てんじんまち

　　９６１-０９５７・福島県白河市道場小路・どうじようこうじ

　　９６１-０９５５・福島県白河市道場町・どうじようまち

　　９６１-０８１７・福島県白河市東武塚・とうぶつﾞか

　　９６１-００４６・福島県白河市土武塚・どぶつﾞか

　　９６１-０００５・福島県白河市豊地・とよち

　　９６１-０８２３・福島県白河市中島・なかじま

　　９６１-００５３・福島県白河市中田・なかだ

　　９６１-０８４４・福島県白河市中野山・なかのやま

　　９６１-０９５１・福島県白河市中町・なかまち

　　９６１-０９５２・福島県白河市中町北裏・なかまちきたうら

　　９６１-０９９５・福島県白河市中山・なかやま

　　９６１-０９９４・福島県白河市中山下・なかやました

　　９６１-０９９１・福島県白河市中山東・なかやまひがじ

　　９６１-０９９３・福島県白河市中山南・なかやまみなみ

　　９６１-００２５・福島県白河市夏梨・なつなじ

　　９６１-０８１２・福島県白河市南湖・なんこ

　　９６１-００７７・福島県白河市仁井町・にいまち

　　９６１-０８１６・福島県白河市西大沼・にしおおぬま

　　９６１-０８３２・福島県白河市西小丸山・にしこまるやま

　　９６１-０８３４・福島県白河市西三坂・にしみさか

　　９６１-０８３７・福島県白河市西三坂山・にしみさかやま

　　９６１-０９４６・福島県白河市二番町・にはﾞんちよう

　　９６１-０９０３・福島県白河市年貢町・ねんぐまち

　　９６１-０９６２・福島県白河市登リ町・のほﾞりまち

　　９６１-００３８・福島県白河市旗宿・はたじゆく

　　９６１-０９４１・福島県白河市八幡小路・はちまんこうじ

　　９６１-００３３・福島県白河市八幡山・はちまんやま

　　９６１-００４７・福島県白河市八竜神・はちりゆうじん

　　９６１-０８６５・福島県白河市花見坂・はなみざか

　　９６１-００９３・福島県白河市葉ノ木平・はのきだいら

　　９６１-０９０２・福島県白河市番士小路・はﾞんしこうじ

　　９６１-０９６３・福島県白河市日影・ひかげ

　　９６１-０３０６・福島県白河市東形見・ひがしかたみ

　　９６１-０３０８・福島県白河市東蕪内・ひがしかぶうち

　　９６１-０３０３・福島県白河市東釜子・ひがしかまこ

　　９６１-０３０２・福島県白河市東上野出島・ひがしかみのでじま

　　９６１-０３０４・福島県白河市東工業団地・ひがしこうぎようだんち

　　９６１-０３０１・福島県白河市東下野出島・ひがししものでじま

　　９６１-０３０５・福島県白河市東千田・ひがしせんだ

　　９６１-０３０７・福島県白河市東栃本・ひがしとちもと

　　９６１-０３０９・福島県白河市東深仁井田・ひがしふかにいだ

　　９６１-０８１３・福島県白河市東大沼・ひがしおおぬま

　　９６１-０８８３・福島県白河市東小丸山・ひがしこまるやま

　　９６１-０８３３・福島県白河市東三坂山・ひがしみさかやま

　　９６１-０９６４・福島県白河市日向・ひなた

　　９６１-０８６１・福島県白河市風神下・ふうじんした

　　９６１-０８６４・福島県白河市風神山東・ふうじんやまひがじ

　　９６１-０９３４・福島県白河市袋町・ふくろまち

　　９６１-００４３・福島県白河市藤沢・ふじさわ

　　９６１-００４４・福島県白河市藤沢山・ふじさわやま

　　９６１-００１３・福島県白河市舟田・ふなだ

　　９６１-０８４３・福島県白河市古池・ふるいけ



　　９６１-０８４１・福島県白河市古高山・ふるたかやま

　　９６１-０８０４・福島県白河市蛇石・へびいじ

　　９６１-０８０１・福島県白河市豊年・ほうねん

　　９６１-００８５・福島県白河市町田・まちだ

　　９６１-０８７３・福島県白河市松並・まつなみ

　　９６１-０９８３・福島県白河市真舟・まぶね

　　９６１-０８２４・福島県白河市丸小山・まるこやま

　　９６１-０８３６・福島県白河市みさか・みさか

　　９６１-００３１・福島県白河市道東・みちひがじ

　　９６１-００３５・福島県白河市南家ノ前・みなみいえのまえ

　　９６１-００２２・福島県白河市南池下・みなみいけした

　　９６１-００５２・福島県白河市南中川原・みなみなかがわら

　　９６１-０８５１・福島県白河市南登リ町・みなみのほﾞりまち

　　９６１-０９９２・福島県白河市南堀川端・みなみほりかわはﾞた

　　９６１-０８５７・福島県白河市南堀切・みなみほりきり

　　９６１-０９３２・福島県白河市南町・みなみまち

　　９６１-０９８２・福島県白河市南真舟・みなみまぶね

　　９６１-０９２５・福島県白河市向新蔵・むかいしんくら

　　９６１-００６５・福島県白河市向寺・むかいでら

　　９６１-０９４５・福島県白河市巡り矢・めぐりや

　　９６１-００１２・福島県白河市本沼・もとぬま

　　９６１-０９０５・福島県白河市本町・もとまち

　　９６１-０９０６・福島県白河市本町北裏・もとまちきたうら

　　９６１-０８０５・福島県白河市文珠山・もんじゆやま

　　９６１-０９１７・福島県白河市八百屋町・やおやちよう

　　９６１-００３４・福島県白河市屋敷添・やしきぞえ

　　９６１-００９１・福島県白河市弥次郎窪・やじろうくほﾞ

　　９６１-００４１・福島県白河市結城・ゆうき

　　９６１-０９２６・福島県白河市友月山・ゆうげつざん

　　９６１-０９０７・福島県白河市横町・よこまち

　　９６１-０８８１・福島県白河市与惣小屋・よそうごや

　　９６１-０８８２・福島県白河市与惣小屋山・よそうごややま

　　９６１-０９６１・福島県白河市四ツ谷・よつや

　　９６１-００７８・福島県白河市米村道北・よねむらみちきた

　　９６１-０８７１・福島県白河市米山越・よねやまごえ

　　９６１-００６６・福島県白河市羅漢前・らかんまえ

　　９６１-００９２・福島県白河市六反山・ろくたんやま

　　９６２-００００・福島県須賀川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６２-０８１１・福島県須賀川市あおば町・あおはﾞちよう

　　９６２-０８１６・福島県須賀川市朝日田・あさひだ

　　９６２-０８３４・福島県須賀川市旭町・あさひまち

　　９６２-０８６８・福島県須賀川市芦田塚・あしだつか

　　９６２-０８６７・福島県須賀川市愛宕山・あたごやま

　　９６２-０７２１・福島県須賀川市雨田・あめだ

　　９６２-０８４３・福島県須賀川市池上町・いけがみちよう

　　９６２-００４４・福島県須賀川市池下・いけした

　　９６２-００５８・福島県須賀川市池ノ下町・いけのしたちよう

　　９６２-００４６・福島県須賀川市泉田・いずみだ

　　９６２-０７２６・福島県須賀川市市野関・いちのせき

　　９６２-００３４・福島県須賀川市一里坦・いちりだん

　　９６２-００４２・福島県須賀川市稲・いな

　　９６２-００２４・福島県須賀川市稲荷町・いなりまち

　　９６２-０３０１・福島県須賀川市今泉・いまいずみ

　　９６２-００２６・福島県須賀川市岩崎・いわさき

　　９６２-００３３・福島県須賀川市岩作・いわさく

　　９６２-０００３・福島県須賀川市岩瀬森・いわせもり

　　９６２-００４３・福島県須賀川市岩渕・いわぶち

　　９６２-００５４・福島県須賀川市牛袋町・うしぶくろまち

　　９６２-０８３３・福島県須賀川市馬町・うままち

　　９６２-０３０３・福島県須賀川市梅田・うめた

　　９６２-０２０４・福島県須賀川市江花・えはﾞな

　　９６２-０８０１・福島県須賀川市江持・えもち

　　９６２-００５６・福島県須賀川市大桑原・おおかんはﾞら

　　９６２-０３１２・福島県須賀川市大久保・おおくほﾞ

　　９６２-０７２２・福島県須賀川市大栗・おおぐり

　　９６２-００３２・福島県須賀川市大袋町・おおぶくろまち

　　９６２-０８３９・福島県須賀川市大町・おおまち

　　９６２-００１３・福島県須賀川市岡東町・おかひがしまち

　　９６２-０７１２・福島県須賀川市小倉・おぐら

　　９６２-００５１・福島県須賀川市越久・おつきゆう



　　９６２-００５３・福島県須賀川市卸町・おろしまち

　　９６２-００３１・福島県須賀川市影沼町・かげぬままち

　　９６２-０８４６・福島県須賀川市加治町・かじまち

　　９６２-０７１３・福島県須賀川市上小山田・かみおやまだ

　　９６２-０８４１・福島県須賀川市上北町・かみきたまち

　　９６２-０８６４・福島県須賀川市北上町・きたうわまち

　　９６２-０８５６・福島県須賀川市北町・きたまち

　　９６２-００６１・福島県須賀川市北山寺町・きたやまでらまち

　　９６２-０３１３・福島県須賀川市北横田・きたよこた

　　９６２-０４０５・福島県須賀川市季の郷・きのさと

　　９６２-０１２２・福島県須賀川市木之崎・きのさき

　　９６２-０８０５・福島県須賀川市崩免・くずれめん

　　９６２-０８６６・福島県須賀川市栗谷沢・くりやさわ

　　９６２-０８４８・福島県須賀川市弘法坦・こうほﾞうだん

　　９６２-０４０１・福島県須賀川市向陽町・こうようちよう

　　９６２-０７２７・福島県須賀川市小作田・こさくだ

　　９６２-０２０２・福島県須賀川市小中・こなか

　　９６２-０８０７・福島県須賀川市境免・さかいめん

　　９６２-０８５８・福島県須賀川市栄町・さかえまち

　　９６２-００１１・福島県須賀川市坂の上町・さかのうえまち

　　９６２-０８２１・福島県須賀川市桜岡・さくらがおか

　　９６２-００３５・福島県須賀川市五月雨・さみだれ

　　９６２-０７１１・福島県須賀川市塩田・しおだ

　　９６２-０２０１・福島県須賀川市志茂・しも

　　９６２-０７１４・福島県須賀川市下小山田・しもおやまだ

　　９６２-０８０６・福島県須賀川市下宿前・しもじゆくまえ

　　９６２-０００７・福島県須賀川市下宿町・しもじゆくまち

　　９６２-０００２・福島県須賀川市上人坦・しようにんだん

　　９６２-０８２４・福島県須賀川市新田・しんでん

　　９６２-００１２・福島県須賀川市陣場町・じんはﾞまち

　　９６２-００５５・福島県須賀川市新町・しんまち

　　９６２-０８４７・福島県須賀川市諏訪町・すわまち

　　９６２-０２０５・福島県須賀川市勢至堂・せいしどう

　　９６２-００３６・福島県須賀川市芹沢町・せりざわまち

　　９６２-０８３５・福島県須賀川市千日堂・せんにちどう

　　９６２-０００５・福島県須賀川市台・だい

　　９６２-００２３・福島県須賀川市大黒町・だいこくちよう

　　９６２-０８３７・福島県須賀川市高久田境・たかくださかい

　　９６２-０２１１・福島県須賀川市滝（赤土、・たき(あかつち)､

　　９６２-０２１１・福島県須賀川市滝（雁田、・たき(がんだ)

　　９６２-０２１１・福島県須賀川市滝（北久保、・たき(きたくほﾞ)

　　９６２-０２１１・福島県須賀川市滝（白砂、・たき(しらすな､

　　９６２-０２１１・福島県須賀川市滝（白砂山・たき(しらすなやま)

　　９６２-０２１１・福島県須賀川市滝（大新畑・たき(だいしんはﾞた))

　　９６２-０２１１・福島県須賀川市滝（滝西・たき(たきにし)

　　９６２-０２１１・福島県須賀川市滝（チャクの下)・たき(ちやくのした)

　　９６２-０２１１・福島県須賀川市滝（日向前）・(ひなたまえ)

　　９６２-０２１１・福島県須賀川市滝（本郷）・(ほんごう)

　　９６２-０２１１・福島県須賀川市滝（前田）・(まえた)

　　９６２-０３０４・福島県須賀川市滝（その他）・たき(そのた)

　　９６２-０４０４・福島県須賀川市舘ケ岡・たてがおか

　　９６２-００２１・福島県須賀川市館取町・たてとりまち

　　９６２-０７２４・福島県須賀川市田中・たなか

　　９６２-００２８・福島県須賀川市茶畑町・ちやはﾞたけまち

　　９６２-０８５７・福島県須賀川市長禄町・ちようろくちよう

　　９６２-０８５９・福島県須賀川市塚田・つかだ

　　９６２-０８０２・福島県須賀川市堤・つつみ

　　９６２-０８２７・福島県須賀川市寺田・てらだ

　　９６２-０８５１・福島県須賀川市中宿・なかじゆく

　　９６２-０８０４・福島県須賀川市中曽根・なかそね

　　９６２-０２０３・福島県須賀川市長沼・ながぬま

　　９６２-０８５２・福島県須賀川市仲の町・なかのまち

　　９６２-０８４５・福島県須賀川市中町・なかまち

　　９６２-０００４・福島県須賀川市中山・なかやま

　　９６２-０８３６・福島県須賀川市並木町・なみきちよう

　　９６２-０４０３・福島県須賀川市滑川・なめがわ

　　９６２-０４０２・福島県須賀川市仁井田・にいだ

　　９６２-００５２・福島県須賀川市西川・にしかわ

　　９６２-００１４・福島県須賀川市西川町・にしかわまち

　　９６２-００１６・福島県須賀川市西田町・にしだまち



　　９６２-００１７・福島県須賀川市西の内町・にしのうちまち

　　９６２-０７２８・福島県須賀川市虹の台・にじのだい

　　９６２-００６３・福島県須賀川市西山寺町・にしやまでらまち

　　９６２-０３０２・福島県須賀川市柱田・はしらた

　　９６２-０３１５・福島県須賀川市畑田・はただ

　　９６２-０８３１・福島県須賀川市八幡町・はちまんまち

　　９６２-００２５・福島県須賀川市八幡山・はちまんやま

　　９６２-０８２３・福島県須賀川市花岡・はなおか

　　９６２-０１２６・福島県須賀川市花の里・はなのさと

　　９６２-０８１２・福島県須賀川市浜尾・はまお

　　９６２-０８２２・福島県須賀川市東作・ひがしさく

　　９６２-０８４４・福島県須賀川市東町・ひがしまち

　　９６２-０７２５・福島県須賀川市日照田・ひでりだ

　　９６２-００１５・福島県須賀川市日向町・ひなたまち

　　９６２-０８２６・福島県須賀川市広表・ひろおもて

　　９６２-０３１４・福島県須賀川市深渡戸・ふかわたりど

　　９６２-００５７・福島県須賀川市袋田・ふくろだ

　　９６２-０８０３・福島県須賀川市古河・ふるかわ

　　９６２-０８６１・福島県須賀川市古舘・ふるだて

　　９６２-０８５４・福島県須賀川市古屋敷・ふるやしき

　　９６２-０１２４・福島県須賀川市桙衝・ほこつき

　　９６２-００４５・福島県須賀川市保土原・ほどわら

　　９６２-０１２５・福島県須賀川市堀込・ほりごめ

　　９６２-００２７・福島県須賀川市堀底町・ほりそこまち

　　９６２-０８１５・福島県須賀川市牡丹園・ほﾞたんえん

　　９６２-０８５３・福島県須賀川市前川・まえかわ

　　９６２-０８１４・福島県須賀川市前田川・まえだがわ

　　９６２-００４７・福島県須賀川市松塚・まつつﾞか

　　９６２-００２２・福島県須賀川市丸田町・まるたまち

　　９６２-０８６３・福島県須賀川市緑町・みどりちよう

　　９６２-０８１７・福島県須賀川市南上町・みなみうわまち

　　９６２-０８３８・福島県須賀川市南町・みなみまち

　　９６２-０８４２・福島県須賀川市宮先町・みやざきちよう

　　９６２-０４０６・福島県須賀川市宮の杜・みやのもり

　　９６２-０８６５・福島県須賀川市妙見・みようけん

　　９６２-０７２３・福島県須賀川市狸森・むじなもり

　　９６２-０８３２・福島県須賀川市本町・もとまち

　　９６２-０００１・福島県須賀川市森宿・もりじゆく

　　９６２-０３０５・福島県須賀川市守屋・もりや

　　９６２-０８５５・福島県須賀川市守谷舘・もりやたて

　　９６２-０３１１・福島県須賀川市矢沢・やざわ

　　９６２-０１２３・福島県須賀川市矢田野・やたの

　　９６２-００６２・福島県須賀川市山寺町・やまでらまち

　　９６２-０００６・福島県須賀川市山寺道・やまでらみち

　　９６２-０１２１・福島県須賀川市横田・よこた

　　９６２-００４１・福島県須賀川市横山町・よこやまちよう

　　９６２-００５９・福島県須賀川市吉美根・よしみね

　　９６２-０８６２・福島県須賀川市六郎兵衛・ろくろうべえ

　　９６２-０８２５・福島県須賀川市六軒・ろつけん

　　９６２-０８１３・福島県須賀川市和田・わだ

　　９６２-０８１８・福島県須賀川市和田道・わだみち

　　９６６-００００・福島県喜多方市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６６-０８１９・福島県喜多方市１丁目・１ちようめ

　　９６６-０８１８・福島県喜多方市２丁目・２ちようめ

　　９６６-０８１７・福島県喜多方市３丁目・３ちようめ

　　９６６-００９１・福島県喜多方市青葉台・あおはﾞだい

　　９６６-０１０８・福島県喜多方市熱塩加納町相田・あつしおかのうまちあいた

　　９６６-０１０１・福島県喜多方市熱塩加納町熱塩・あつしおかのうまちあつしお

　　９６６-０１０７・福島県喜多方市熱塩加納町居廻・あつしおかのうまちいまわり

　　９６６-０１０３・福島県喜多方市熱塩加納町加納・あつしおかのうまちかのう

　　９６６-０１０６・福島県喜多方市熱塩加納町林際・あつしおかのうまちはやしぎわ

　　９６６-０１０５・福島県喜多方市熱塩加納町宮川・あつしおかのうまちみやかわ

　　９６６-０１０２・福島県喜多方市熱塩加納町山田・あつしおかのうまちやまだ

　　９６６-０１０４・福島県喜多方市熱塩加納町米岡・あつしおかのうまちよねおか

　　９６６-０８８７・福島県喜多方市飯田道上・いいだみちうえ

　　９６６-００５３・福島県喜多方市石田・いしだ

　　９６６-０８６８・福島県喜多方市市道・いちみち

　　９６６-０８４９・福島県喜多方市一本木上・いつほﾟんぎうえ

　　９６６-０８４８・福島県喜多方市一本木下・いつほﾟんぎした

　　９６６-００５７・福島県喜多方市井戸尻・いどじり



　　９６６-００６９・福島県喜多方市稲清水・いなしみず

　　９６６-００８７・福島県喜多方市稲荷宮・いなりのみや

　　９６６-０００１・福島県喜多方市岩月町入田付・いわつきまちいりたつき

　　９６６-０００５・福島県喜多方市岩月町大都・いわつきまちおおつ

　　９６６-０００３・福島県喜多方市岩月町橿野・いわつきまちかしわの

　　９６６-０００４・福島県喜多方市岩月町喜多方・いわつきまちきたかた

　　９６６-０００２・福島県喜多方市岩月町宮津・いわつきまちみやつ

　　９６６-０８２１・福島県喜多方市梅竹・うめたけ

　　９６６-０８３８・福島県喜多方市永久・えいきゆう

　　９６６-００８５・福島県喜多方市江中子・えなかこ

　　９６６-０８６７・福島県喜多方市扇田・おうぎだ

　　９６６-０９０４・福島県喜多方市大荒井・おおあらい

　　９６６-０８３６・福島県喜多方市大坪・おおつほﾞ

　　９６６-００３７・福島県喜多方市大豆田・おおまめだ

　　９６６-０８３９・福島県喜多方市大道田・おおみちた

　　９６６-０９１５・福島県喜多方市大谷地・おおやち

　　９６６-００５４・福島県喜多方市大谷地田・おおやちた

　　９６６-００９４・福島県喜多方市押切・おしきり

　　９６６-００９５・福島県喜多方市押切東・おしきりひがじ

　　９６６-００９６・福島県喜多方市押切南・おしきりみなみ

　　９６６-０８１４・福島県喜多方市御清水・おしみず

　　９６６-０８１４・福島県喜多方市御清水東・おしみずひがじ

　　９６６-０８２５・福島県喜多方市御清水南・おしみずみなみ

　　９６６-０８３１・福島県喜多方市小田・おだ

　　９６６-０８０５・福島県喜多方市小田付道上・おたつﾞきみちうえ

　　９６６-０８１３・福島県喜多方市小田付道下・おたつﾞきみちした

　　９６６-０８０３・福島県喜多方市落合・おちあい

　　９６６-０８９４・福島県喜多方市御茶屋・おちやや

　　９６６-００３９・福島県喜多方市加登・かと

　　９６６-０８９１・福島県喜多方市蝦蟆渕・がまぶち

　　９６６-００４３・福島県喜多方市上江・かみえ

　　９６６-０８１１・福島県喜多方市上川向・かみかわむかい

　　９６６-０９３１・福島県喜多方市上三宮町上三宮・かみさんみやまちかみさんみや

　　９６６-０９３３・福島県喜多方市上三宮町三谷・かみさんみやまちみたに

　　９６６-０９３２・福島県喜多方市上三宮町吉川・かみさんみやまちよしかわ

　　９６６-０８４２・福島県喜多方市川下・かわしも

　　９６６-０８５１・福島県喜多方市北原・きたはら

　　９６６-００７２・福島県喜多方市北町・きたまち

　　９６６-０００６・福島県喜多方市北町上・きたまちかみ

　　９６６-０８３５・福島県喜多方市行作・ぎようさく

　　９６６-０８９２・福島県喜多方市経壇・きようだん

　　９６６-０８７４・福島県喜多方市窪屋敷・くほﾞやしき

　　９６６-００２２・福島県喜多方市熊倉町雄国・くまぐらまちおぐに

　　９６６-００２４・福島県喜多方市熊倉町熊倉・くまぐらまちくまぐら

　　９６６-００２３・福島県喜多方市熊倉町新合・くまぐらまちしんごう

　　９６６-００２１・福島県喜多方市熊倉町都・くまぐらまちみやこ

　　９６６-０９２３・福島県喜多方市慶徳町新宮・けいとくまちしんぐう

　　９６６-０９２２・福島県喜多方市慶徳町豊岡・けいとくまちとよおか

　　９６６-０９２１・福島県喜多方市慶徳町松舞家・けいとくまちまつまいけ

　　９６６-０９２４・福島県喜多方市慶徳町山科・けいとくまちやましな

　　９６６-０８７２・福島県喜多方市慶徳道上・けいとくみちうえ

　　９６６-０８６９・福島県喜多方市慶徳道下・けいとくみちした

　　９６６-００４８・福島県喜多方市越巻・こしまき

　　９６６-００６３・福島県喜多方市五ノ神・ごのかみ

　　９６６-０８７７・福島県喜多方市坂井道上・さかいみちうえ

　　９６６-０８０２・福島県喜多方市桜ガ丘・さくらがおか

　　９６６-００３８・福島県喜多方市桜町・さくらちよう

　　９６６-０８４１・福島県喜多方市さつきが丘・さつきがおか

　　９６６-００４４・福島県喜多方市沢ノ目・さわのめ

　　９６６-０８２７・福島県喜多方市沢ノ免・さわのめん

　　９６９-３５３８・福島県喜多方市塩川町天沼・しおかわまちあまぬま

　　９６９-３５１４・福島県喜多方市塩川町新町・しおかわまちあらまち

　　９６９-３５２３・福島県喜多方市塩川町石橋・しおかわまちいしはﾞじ

　　９６９-３５３２・福島県喜多方市塩川町大在家・しおかわまちおおざいけ

　　９６９-３５３６・福島県喜多方市塩川町大田木・しおかわまちおおたき

　　９６９-３５２１・福島県喜多方市塩川町岡ノ前・しおかわまちおかのまえ

　　９６９-３５３５・福島県喜多方市塩川町会知・しおかわまちかいち

　　９６９-３５０５・福島県喜多方市塩川町金橋・しおかわまちかなはじ

　　９６９-３５３２・福島県喜多方市塩川町経塚・しおかわまちきようつﾞか

　　９６９-３５０６・福島県喜多方市塩川町窪・しおかわまちくほﾞ



　　９６９-３５３９・福島県喜多方市塩川町源太屋敷・しおかわまちげんだやしき

　　９６９-３５２５・福島県喜多方市塩川町黄金田・しおかわまちこがねだ

　　９６９-３５０３・福島県喜多方市塩川町五合・しおかわまちごごう

　　９６９-３５２７・福島県喜多方市塩川町御殿場・しおかわまちごてんはﾞ

　　９６９-３５３２・福島県喜多方市塩川町小府根・しおかわまちこふね

　　９６９-３５３７・福島県喜多方市塩川町四奈川・しおかわまちしながわ

　　９６９-３５２４・福島県喜多方市塩川町清水岸・しおかわまちしみずぎじ

　　９６９-３５２２・福島県喜多方市塩川町新丁・しおかわまちしんちよう

　　９６９-３５２８・福島県喜多方市塩川町諏訪北・しおかわまちすわきた

　　９６９-３５２６・福島県喜多方市塩川町諏訪町・しおかわまちすわちよう

　　９６９-３５２５・福島県喜多方市塩川町諏訪前・しおかわまちすわまえ

　　９６９-３５２３・福島県喜多方市塩川町反町・しおかわまちそりちよう

　　９６９-３５３２・福島県喜多方市塩川町高道・しおかわまちたかみち

　　９６９-３５２４・福島県喜多方市塩川町竹ノ花・しおかわまちたけのはな

　　９６９-３５２４・福島県喜多方市塩川町舘ノ内・しおかわまちたてのうち

　　９６９-３５３４・福島県喜多方市塩川町遠田・しおかわまちとおた

　　９６９-３５０２・福島県喜多方市塩川町常世・しおかわまちとこよ

　　９６９-３５１３・福島県喜多方市塩川町中町・しおかわまちなかまち

　　９６９-３５０４・福島県喜多方市塩川町中屋沢・しおかわまちなかやざわ

　　９６９-３５３１・福島県喜多方市塩川町新井田谷地・しおかわまちにいだやちﾞ

　　９６９-３５３３・福島県喜多方市塩川町新江木・しおかわまちにえき

　　９６９-３５３４・福島県喜多方市塩川町西ノ新田・しおかわまちにしのしんでん

　　９６９-３５２１・福島県喜多方市塩川町東岡・しおかわまちひがしおか

　　９６９-３５１２・福島県喜多方市塩川町東栄町・しおかわまちひがしさかえまち

　　９６９-３５３２・福島県喜多方市塩川町藤ノ木・しおかわまちふじのき

　　９６９-３５１１・福島県喜多方市塩川町町北・しおかわまちまちきた

　　９６９-３５２１・福島県喜多方市塩川町身神・しおかわまちみかみ

　　９６９-３５０１・福島県喜多方市塩川町三吉・しおかわまちみよじ

　　９６９-３５３９・福島県喜多方市塩川町吉沖・しおかわまちよしおき

　　９６９-３５１５・福島県喜多方市塩川町米沢町・しおかわまちよねざわちよう

　　９６６-００９３・福島県喜多方市清水が丘・しみずがおか

　　９６６-００９２・福島県喜多方市清水台・しみずだい

　　９６６-００４２・福島県喜多方市下江・しもえ

　　９６６-０８５０・福島県喜多方市下川原・しもかわら

　　９６６-０８９６・福島県喜多方市諏訪・すわ

　　９６６-００１５・福島県喜多方市関柴町上高額・せきしはﾞまちかみたかひたい

　　９６６-００１４・福島県喜多方市関柴町西勝・せきしはﾞまちさいかち

　　９６６-００１２・福島県喜多方市関柴町下柴・せきしはﾞまちしもしはﾞ

　　９６６-００１１・福島県喜多方市関柴町関柴・せきしはﾞまちせきしはﾞ

　　９６６-００１３・福島県喜多方市関柴町豊芦・せきしはﾞまちとよあじ

　　９６６-００１６・福島県喜多方市関柴町平林・せきしはﾞまちひらはﾞやじ

　　９６６-００１７・福島県喜多方市関柴町三津井・せきしはﾞまちみつい

　　９６６-００３３・福島県喜多方市瀬戸・せと

　　９６６-００４７・福島県喜多方市銭田・ぜにた

　　９６６-０８５３・福島県喜多方市千苅・せんがり

　　９６６-０８５４・福島県喜多方市千苅道上・せんがりみちうえ

　　９６６-００６４・福島県喜多方市惣座宮・そうざのみや

　　９６６-００５５・福島県喜多方市台・だい

　　９６６-０８５５・福島県喜多方市太子堂・たいしどう

　　９６９-４３０３・福島県喜多方市高郷町揚津・たかさとまちあがつ

　　９６９-４３１２・福島県喜多方市高郷町池ノ原・たかさとまちいけのはら

　　９６９-４３０４・福島県喜多方市高郷町磐見・たかさとまちいわみ

　　９６９-４３１６・福島県喜多方市高郷町大田賀・たかさとまちおおたが

　　９６９-４３０１・福島県喜多方市高郷町上郷・たかさとまちかみごう

　　９６９-４３１４・福島県喜多方市高郷町川井・たかさとまちかわい

　　９６９-４３１３・福島県喜多方市高郷町塩坪・たかさとまちしおつほﾞ

　　９６９-４３１５・福島県喜多方市高郷町夏井・たかさとまちなつい

　　９６９-４３１１・福島県喜多方市高郷町西羽賀・たかさとまちにしはが

　　９６９-４３０２・福島県喜多方市高郷町峯・たかさとまちみね

　　９６６-０８７３・福島県喜多方市舘野・たての

　　９６６-０８８４・福島県喜多方市壇ノ前・だんのまえ

　　９６６-０８５６・福島県喜多方市長源段・ちようげんだん

　　９６６-００９７・福島県喜多方市通船場・つうせんはﾞ

　　９６６-０８７５・福島県喜多方市鶴巻・つるまき

　　９６６-０８６５・福島県喜多方市寺田・てらだ

　　９６６-００６８・福島県喜多方市寺西・てらにじ

　　９６６-０８６１・福島県喜多方市寺町・てらまち

　　９６６-０８７１・福島県喜多方市寺町南・てらまちみなみ

　　９６６-００６２・福島県喜多方市寺南・てらみなみ

　　９６６-０８５２・福島県喜多方市天満前・てんまんまえ



　　９６６-０８９９・福島県喜多方市樋越・といごじ

　　９６６-０８０１・福島県喜多方市常盤台・ときわだい

　　９６６-０８６２・福島県喜多方市常盤町・ときわちよう

　　９６６-０９１２・福島県喜多方市豊川町一井・とよかわまちいちい

　　９６６-０９１３・福島県喜多方市豊川町沢部・とよかわまちさわべ

　　９６６-０９１１・福島県喜多方市豊川町高堂太・とよかわまちたかどうた

　　９６６-０９１４・福島県喜多方市豊川町米室・とよかわまちよねむろ

　　９６６-０８４５・福島県喜多方市長内・ながうち

　　９６６-００４９・福島県喜多方市長面・ながおもて

　　９６６-００６５・福島県喜多方市中川原・なかがわら

　　９６６-０８３３・福島県喜多方市中島・なかじま

　　９６６-０８８１・福島県喜多方市中清水・なかしみず

　　９６６-００３５・福島県喜多方市中台・なかだい

　　９６６-０８８２・福島県喜多方市中寺・なかでら

　　９６６-００７３・福島県喜多方市中町・なかまち

　　９６６-００３２・福島県喜多方市梨子ノ木・なしのき

　　９６６-０８６４・福島県喜多方市七百苅・ななひやくがり

　　９６６-００８２・福島県喜多方市南條・なんじよう

　　９６６-００８４・福島県喜多方市西井戸尻・にしいどじり

　　９６６-０８４４・福島県喜多方市西籠田・にしかごた

　　９６６-００８１・福島県喜多方市西町・にしまち

　　９６６-００８６・福島県喜多方市西四ツ谷・にしよつや

　　９６６-００３４・福島県喜多方市二本木・にほんぎ

　　９６６-０８０４・福島県喜多方市沼田・ぬまた

　　９６６-００３５・福島県喜多方市畑台・はたけだい

　　９６６-０８９３・福島県喜多方市花園・はなぞの

　　９６６-００６１・福島県喜多方市馬場・はﾞはﾞ

　　９６６-００４６・福島県喜多方市原田・はらだ

　　９６６-０８５９・福島県喜多方市番帳免・はﾞんちようめん

　　９６６-０８９５・福島県喜多方市東小原・ひがしおはﾞら

　　９６６-０８４３・福島県喜多方市東籠田・ひがしかごた

　　９６６-０８２３・福島県喜多方市東川原田・ひがしかわらだ

　　９６６-０００７・福島県喜多方市東桜ガ丘・ひがしさくらがおか

　　９６６-００５１・福島県喜多方市東町・ひがしまち

　　９６６-０８３２・福島県喜多方市百苅田・ひやくがりだ

　　９６６-００５８・福島県喜多方市広面・ひろおもて

　　９６６-００３１・福島県喜多方市舞台田・ぶたいだ

　　９６６-０８６６・福島県喜多方市古寺・ふるでら

　　９６６-０８１６・福島県喜多方市細田・ほそだ

　　９６６-０８６２・福島県喜多方市前田・まえだ

　　９６６-０８３７・福島県喜多方市前田上・まえだかみ

　　９６６-００４１・福島県喜多方市蒔田・まきだ

　　９６６-０８５８・福島県喜多方市町北・まちきた

　　９６６-０８６３・福島県喜多方市町尻西・まちじりにじ

　　９６６-０８２６・福島県喜多方市町尻東・まちじりひがじ

　　９６６-０８４７・福島県喜多方市町田・まちだ

　　９６６-０８４６・福島県喜多方市町田下・まちだした

　　９６６-０８５７・福島県喜多方市町西・まちにじ

　　９６６-０９０３・福島県喜多方市松山町大飯坂・まつやままちおおいいざか

　　９６６-０９０１・福島県喜多方市松山町鳥見山・まつやままちとりみやま

　　９６６-０９０２・福島県喜多方市松山町村松・まつやままちむらまつ

　　９６６-０８９８・福島県喜多方市見頃道上・みごろみちうえ

　　９６６-０８０６・福島県喜多方市水上・みずかみ

　　９６６-０８１２・福島県喜多方市緑町・みどりちよう

　　９６６-００４５・福島県喜多方市南原・みなみはら

　　９６６-００７４・福島県喜多方市南町・みなみまち

　　９６６-００６６・福島県喜多方市宮西・みやにじ

　　９６６-００６７・福島県喜多方市村西・むらにじ

　　９６６-００５６・福島県喜多方市屋敷免・やしきめん

　　９６６-０８１５・福島県喜多方市谷地田・やちた

　　９６６-０８３４・福島県喜多方市谷地田上・やちだかみ

　　９６６-００３６・福島県喜多方市柳清水・やなぎしみず

　　９６６-０８２２・福島県喜多方市柳原・やなぎはら

　　９６９-４１０７・福島県喜多方市山都町相川・やまとまちあいかわ

　　９６９-４１０６・福島県喜多方市山都町朝倉・やまとまちあさくら

　　９６９-４１４０・福島県喜多方市山都町石打場下・やまとまちいしうちはﾞした

　　９６９-４１４７・福島県喜多方市山都町石堀古・やまとまちいしほﾞつこ

　　９６９-４１０２・福島県喜多方市山都町一川・やまとまちいちかわ

　　９６９-４１０８・福島県喜多方市山都町一ノ木・やまとまちいちのき

　　９６９-４１５５・福島県喜多方市山都町入海・やまとまちいりうみ



　　９６９-４１４８・福島県喜多方市山都町岩渕・やまとまちいわぶち

　　９６９-４１１３・福島県喜多方市山都町上ノ原道西・やまとまちうえのはらみちにじ

　　９６９-４１１２・福島県喜多方市山都町上ノ原道東・やまとまちうえのはらみちひがじ

　　９６９-４１５２・福島県喜多方市山都町上ノ山平・やまとまちうえのやまたいら

　　９６９-４１２６・福島県喜多方市山都町馬放場・やまとまちうまはなしはﾞ

　　９６９-４１１９・福島県喜多方市山都町江戸塚・やまとまちえどつか

　　９６９-４１２１・福島県喜多方市山都町太田・やまとまちおおた

　　９６９-４１６７・福島県喜多方市山都町大林・やまとまちおおはﾞやじ

　　９６９-４１５１・福島県喜多方市山都町大山中・やまとまちおおやまなか

　　９６９-４１６８・福島県喜多方市山都町金子沢・やまとまちかねこざわ

　　９６９-４１６４・福島県喜多方市山都町上石打場・やまとまちかみいしうちはﾞ

　　９６９-４１６２・福島県喜多方市山都町上新田・やまとまちかみしんでん

　　９６９-４１２２・福島県喜多方市山都町木曽・やまとまちきそ

　　９６９-４１３９・福島県喜多方市山都町北松ノ前・やまとまちきたまつのまえ

　　９６９-４１２７・福島県喜多方市山都町久祢花・やまとまちくやはﾞな

　　９６９-４１１１・福島県喜多方市山都町蔵ノ後・やまとまちくらのうしろ

　　９６９-４１１５・福島県喜多方市山都町五十苅・やまとまちごじゆうかり

　　９６９-４１０３・福島県喜多方市山都町木幡・やまとまちこはた

　　９６９-４１０１・福島県喜多方市山都町小舟寺・やまとまちこふなじ

　　９６９-４１５７・福島県喜多方市山都町小松・やまとまちこまつ

　　９６９-４１１４・福島県喜多方市山都町小山・やまとまちこやま

　　９６９-４１６６・福島県喜多方市山都町沢尻・やまとまちさわじり

　　９６９-４１４３・福島県喜多方市山都町沢田・やまとまちさわた

　　９６９-４１３２・福島県喜多方市山都町三ノ宮・やまとまちさんのみや

　　９６９-４１１６・福島県喜多方市山都町清水上・やまとまちしみずうえ

　　９６９-４１１７・福島県喜多方市山都町清水尻・やまとまちしみずじり

　　９６９-４１６３・福島県喜多方市山都町下石打場・やまとまちしもいしうちはﾞ

　　９６９-４１５３・福島県喜多方市山都町下殿戸・やまとまちしもとのと

　　９６９-４１３８・福島県喜多方市山都町蛇崩・やまとまちじやくずれ

　　９６９-４１５４・福島県喜多方市山都町舘原・やまとまちたてのはら

　　９６９-４１４１・福島県喜多方市山都町田向・やまとまちたむかい

　　９６９-４１４４・福島県喜多方市山都町殿戸・やまとまちとのと

　　９６９-４１６１・福島県喜多方市山都町中石打場・やまとまちなかいしうちはﾞ

　　９６９-４１２３・福島県喜多方市山都町中新田・やまとまちなかしんでん

　　９６９-４１３７・福島県喜多方市山都町中野・やまとまちなかの

　　９６９-４１４２・福島県喜多方市山都町七十苅・やまとまちななじゆうがり

　　９６９-４１５６・福島県喜多方市山都町西川・やまとまちにしかわ

　　９６９-４１４５・福島県喜多方市山都町西原・やまとまちにしはら

　　９６９-４１２４・福島県喜多方市山都町墓ノ後・やまとまちはかのあと

　　９６９-４１４６・福島県喜多方市山都町広古屋敷・やまとまちひろこやしき

　　９６９-４１３５・福島県喜多方市山都町広中新田・やまとまちひろなかしんでん

　　９６９-４１３１・福島県喜多方市山都町広野・やまとまちひろの

　　９６９-４１３３・福島県喜多方市山都町広葎田・やまとまちひろむくろだ

　　９６９-４１１８・福島県喜多方市山都町古屋敷・やまとまちふるやしき

　　９６９-４１０４・福島県喜多方市山都町蓬莱・やまとまちほうらい

　　９６９-４１３６・福島県喜多方市山都町町尻・やまとまちまちじり

　　９６９-４１３０・福島県喜多方市山都町松ノ前・やまとまちまつのまえ

　　９６９-４１０５・福島県喜多方市山都町三津合・やまとまちみつあい

　　９６９-４１６５・福島県喜多方市山都町三ツ山・やまとまちみつやま

　　９６９-４１３４・福島県喜多方市山都町葎田・やまとまちむくろだ

　　９６９-４１２５・福島県喜多方市山都町弥左エ門田・やまとまちやざえもんでん

　　９６９-４１４９・福島県喜多方市山都町谷地・やまとまちやち

　　９６９-４１６９・福島県喜多方市山都町山中・やまとまちやまなか

　　９６９-４１０９・福島県喜多方市山都町早稲谷・やまとまちわせたに

　　９６６-００７１・福島県喜多方市山ノ神・やまのかみ

　　９６６-００５２・福島県喜多方市四百苅・よんひやくがり

　　９６６-００８３・福島県喜多方市六枚長・ろくまいおさ

　　９６６-０８２４・福島県喜多方市六百刈・ろつひﾟやくがり

　　９７６-００００・福島県相馬市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７９-２５２１・福島県相馬市赤木・あかぎ

　　９７６-０１５２・福島県相馬市粟津・あわつﾞ

　　９７６-０００６・福島県相馬市石上・いしがみ

　　９７９-２５０１・福島県相馬市磯部・いそべ

　　９７９-２５４１・福島県相馬市今田・いまだ

　　９７６-００２５・福島県相馬市岩子・いわのこ

　　９７６-０００７・福島県相馬市大坪・おおつほﾞ

　　９７６-０００１・福島県相馬市大野台・おおのだい

　　９７６-００３２・福島県相馬市大曲・おおまがり

　　９７６-００１６・福島県相馬市沖ノ内・おきのうち

　　９７６-００５３・福島県相馬市小野・おの



　　９７６-００２２・福島県相馬市尾浜・おはﾞま

　　９７６-００３４・福島県相馬市柏崎・かしわざき

　　９７９-２５１１・福島県相馬市蒲庭・かはﾞにわ

　　９７６-００１４・福島県相馬市北飯渕・きたいいぶち

　　９７６-００１２・福島県相馬市北小泉・きたこいずみ

　　９７６-００５２・福島県相馬市黒木・くろき

　　９７６-００１３・福島県相馬市小泉・こいずみ

　　９７６-０００５・福島県相馬市光陽・こうよう

　　９７６-０００２・福島県相馬市椎木・しいのき

　　９７９-２５３１・福島県相馬市立谷・たちや

　　９７６-０１５４・福島県相馬市玉野・たまの

　　９７６-０００４・福島県相馬市長老内・ちようろううち

　　９７６-０００３・福島県相馬市塚部・つかのべ

　　９７６-００１５・福島県相馬市塚ノ町・つかのまち

　　９７９-２５３３・福島県相馬市坪田・つほﾞた

　　９７６-００３１・福島県相馬市百槻・どうつﾞき

　　９７９-２５３２・福島県相馬市富沢・とみざわ

　　９７６-００３７・福島県相馬市中野・なかの

　　９７６-００４２・福島県相馬市中村・なかむら

　　９７９-２５４２・福島県相馬市成田・なりた

　　９７６-００３３・福島県相馬市新田・にいだ

　　９７６-００１１・福島県相馬市新沼・にいぬま

　　９７６-００４１・福島県相馬市西山・にしやま

　　９７９-２５２２・福島県相馬市日下石・につけじ

　　９７６-００５１・福島県相馬市初野・はつの

　　９７６-００３６・福島県相馬市馬場野・はﾞはﾞの

　　９７６-００２１・福島県相馬市原釜・はらがま

　　９７６-０１５３・福島県相馬市東玉野・ひがしたまの

　　９７６-００３５・福島県相馬市程田・ほどた

　　９７６-００２６・福島県相馬市南飯渕・みなみいいぶち

　　９７６-００２４・福島県相馬市本笑・もとわろう

　　９７６-０１５１・福島県相馬市山上・やまかみ

　　９７９-２５１２・福島県相馬市柚木・ゆぬき

　　９７６-００２３・福島県相馬市和田・わだ

　　９６４-００００・福島県二本松市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６４-０９８２・福島県二本松市赤井沢・あかいさわ

　　９６４-０９２９・福島県二本松市浅川・あさがわ

　　９６４-０９３８・福島県二本松市安達ケ原・あだちがはら

　　９６４-０８０２・福島県二本松市鐙摺石・あぶずりいじ

　　９６４-０００４・福島県二本松市伊佐沼町・いさぬままち

　　９６４-０８２６・福島県二本松市石ノ花・いしのはな

　　９６４-０９２７・福島県二本松市石畑・いしはた

　　９６４-００１５・福島県二本松市板目沢・いためざわ

　　９６４-０９１４・福島県二本松市市海道・いちかいどう

　　９６４-００２４・福島県二本松市井戸神・いどがみ

　　９６４-０８２３・福島県二本松市岩崎・いわさき

　　９６４-０９３２・福島県二本松市丑子内・うしこうち

　　９６４-００５３・福島県二本松市乳母沢・うはﾞざわ

　　９６４-０８９８・福島県二本松市上原・うわはﾞら

　　９６４-０９９７・福島県二本松市江口・えぐち

　　９６４-０９３７・福島県二本松市榎戸・えのきど

　　９６４-００５７・福島県二本松市大石ケ作・おおいしがさく

　　９６４-０９５４・福島県二本松市大稲場・おおいなはﾞ

　　９６４-０９６３・福島県二本松市大久保・おおくほﾞ

　　９６４-００４８・福島県二本松市大坂・おおさか

　　９６４-０８４９・福島県二本松市大沢・おおさわ

　　９６４-００７７・福島県二本松市大関・おおぜき

　　９６４-０１１１・福島県二本松市太田・おおた

　　９６４-０９４９・福島県二本松市大平中井・おおたいらなかい

　　９６４-０８９１・福島県二本松市大壇・おおだん

　　９６４-０８６９・福島県二本松市大平山・おおひらやま

　　９６４-０９９６・福島県二本松市大町・おおまち

　　９６４-００１６・福島県二本松市大森沢・おおもりさわ

　　９６４-０９７５・福島県二本松市岡ノ内・おかのうち

　　９６４-０９５５・福島県二本松市沖・おき

　　９６９-１５１３・福島県二本松市小沢・おざわ

　　９６４-０８３２・福島県二本松市落合・おちあい

　　９６４-０３１３・福島県二本松市小浜・おはﾞま

　　９６４-０９０１・福島県二本松市表・おもて

　　９６４-０９０４・福島県二本松市郭内・かくない



　　９６４-０８４２・福島県二本松市隠里・かくれさと

　　９６４-０８６３・福島県二本松市片岸・かたぎじ

　　９６４-０９１５・福島県二本松市金色・かないろ

　　９６４-０８０７・福島県二本松市金色久保・かないろくほﾞ

　　９６４-０９８７・福島県二本松市冠木・かぶき

　　９６４-０３２１・福島県二本松市上太田・かみおおた

　　９６９-１５１２・福島県二本松市上川崎・かみかわさき

　　９６４-００１４・福島県二本松市上新田・かみしんでん

　　９６４-０３１２・福島県二本松市上長折・かみながおり

　　９６４-００７３・福島県二本松市上葉木坂・かみはぎざか

　　９６４-０８４８・福島県二本松市上平内・かみひらうち

　　９６４-０９２６・福島県二本松市上蓬田・かみよもぎた

　　９６４-０９１１・福島県二本松市亀谷・かめがい

　　９６４-０８１５・福島県二本松市唐谷山・からかいやま

　　９６４-０８３８・福島県二本松市借宿・かりやど

　　９６４-０９８４・福島県二本松市北トロミ・きたとろみ

　　９６４-０８０８・福島県二本松市木藤次郎内・きとうじろううち

　　９６４-０９５６・福島県二本松市木ノ崎・きのさき

　　９６４-００８７・福島県二本松市木ノ根坂・きのねさか

　　９６４-０８５３・福島県二本松市向陽台・こうようだい

　　９６４-０８５４・福島県二本松市郡山台・こおりやまだい

　　９６４-０９２１・福島県二本松市小セ川・こせがわ

　　９６４-００６５・福島県二本松市小関・こせき

　　９６４-０９７４・福島県二本松市小高内・こだこうち

　　９６４-０２０３・福島県二本松市木幡・こはた

　　９６４-０００７・福島県二本松市古家・こや

　　９６４-０３１４・福島県二本松市西勝田・さいかちた

　　９６４-００６３・福島県二本松市才木山・さいきやま

　　９６４-０９３３・福島県二本松市西光内・さいこううち

　　９６４-０８４４・福島県二本松市在師・ざいじ

　　９６４-０８９３・福島県二本松市幸町・さいわいちよう

　　９６４-０９１３・福島県二本松市茶園・さえん

　　９６４-００７１・福島県二本松市栄町・さかえまち

　　９６４-０９４４・福島県二本松市作・さく

　　９６４-０９８６・福島県二本松市作田・さくた

　　９６４-０００５・福島県二本松市笹屋・ささや

　　９６４-０９６４・福島県二本松市五月町・さつきちよう

　　９６４-００８８・福島県二本松市沢松倉・さわまつくら

　　９６４-０９３４・福島県二本松市三合内・さんごううち

　　９６４-００５８・福島県二本松市三雄山・さんゆうざん

　　９６４-００８６・福島県二本松市塩沢・しおざわ

　　９６４-０８９７・福島県二本松市塩沢町・しおざわちよう

　　９６４-０９４２・福島県二本松市式部内・しきぶうち

　　９６４-０８２５・福島県二本松市下町・したまち

　　９６９-１４０３・福島県二本松市渋川・しぶかわ

　　９６４-０９２２・福島県二本松市島寺・しまでら

　　９６４-０９３５・福島県二本松市島ノ内・しまのうち

　　９６９-１５１１・福島県二本松市下川崎・しもかわさき

　　９６４-０８０４・福島県二本松市下平・しもたいら

　　９６４-０３１６・福島県二本松市下長折・しもながおり

　　９６４-０８０５・福島県二本松市下ノ内・しものうち

　　９６４-０８８３・福島県二本松市下山田・しもやまだ

　　９６４-０９１２・福島県二本松市上竹・じようたけ

　　９６４-０８７６・福島県二本松市正法寺町・しようほﾞうじまち

　　９６４-０９６６・福島県二本松市昭和町・しようわまち

　　９６４-０８８２・福島県二本松市新座・しんざ

　　９６４-０９７６・福島県二本松市新生町・しんせいちよう

　　９６４-００１３・福島県二本松市新田・しんでん

　　９６４-０８２８・福島県二本松市新林・しんはﾞやじ

　　９６４-０９５２・福島県二本松市神明石・しんめいいじ

　　９６４-０８３５・福島県二本松市水神・すいじん

　　９６４-０８９６・福島県二本松市末広町・すえひろちよう

　　９６４-０８３６・福島県二本松市菅田・すがた

　　９６４-０３０２・福島県二本松市杉沢・すぎさわ

　　９６４-０８６２・福島県二本松市杉田駄子内・すぎただんごうち

　　９６４-０８３３・福島県二本松市杉田仲之内・すぎたなかのうち

　　９６４-０８６５・福島県二本松市杉田町・すぎたまち

　　９６４-０９６２・福島県二本松市鈴石東町・すずいしあずまちよう

　　９６４-０９７２・福島県二本松市鈴石町・すずいしちよう

　　９６４-００２３・福島県二本松市硯石・すずりいじ



　　９６４-０８６７・福島県二本松市住吉・すみよじ

　　９６４-０８２４・福島県二本松市諏訪原・すわはら

　　９６４-０８１２・福島県二本松市関・せき

　　９６４-０８４１・福島県二本松市瀬ノ上・せのうえ

　　９６４-０９６５・福島県二本松市芹沢・せりさわ

　　９６４-０８２７・福島県二本松市反返・そりかえり

　　９６４-０８５１・福島県二本松市反田・そりた

　　９６４-００８４・福島県二本松市大根畑・だいこんはたけ

　　９６４-０８８４・福島県二本松市大作・だいさく

　　９６４-０９５７・福島県二本松市太子堂・たいしどう

　　９６４-０８８６・福島県二本松市高越松ケ作・たかこしまつがさく

　　９６４-０８８５・福島県二本松市高越屋戸・たかこしやど

　　９６４-０９８５・福島県二本松市高田・たかだ

　　９６４-００２８・福島県二本松市高平・たかひら

　　９６４-０８１７・福島県二本松市高西・たかにじ

　　９６４-００７４・福島県二本松市岳温泉・だけおんせん

　　９６４-００６２・福島県二本松市岳温泉大和・だけおんせんだいわ

　　９６４-００６６・福島県二本松市岳温泉西大和・だけおんせんにしだいわ

　　９６４-００６１・福島県二本松市岳温泉深堀・だけおんせんふかほり

　　９６４-００６４・福島県二本松市岳温泉横森・だけおんせんよこもり

　　９６４-０８４５・福島県二本松市竹柄・たけがら

　　９６４-０９０２・福島県二本松市竹田・たけだ

　　９６４-０９５８・福島県二本松市竹ノ内・たけのうち

　　９６４-００７２・福島県二本松市岳東町・だけひがしまち

　　９６４-０４３１・福島県二本松市田沢・たざわ

　　９６４-００３８・福島県二本松市立石・たていじ

　　９６４-０８６８・福島県二本松市舘野・たての

　　９６４-００５１・福島県二本松市舘野原・たてのはら

　　９６４-０９９３・福島県二本松市田町・たまち

　　９６４-０８９４・福島県二本松市坦子内・だんごうち

　　９６９-１４０５・福島県二本松市智恵子の森・ちえこのもり

　　９６４-０８５２・福島県二本松市長者宮・ちようじやみや

　　９６４-０８６６・福島県二本松市長命・ちようめい

　　９６４-０８７５・福島県二本松市槻木・つきのき

　　９６４-０００８・福島県二本松市鉄扇町・てつせんちよう

　　９６４-０８４６・福島県二本松市峠・とうげ

　　９６４-０８７２・福島県二本松市藤太郎内・とうたろううち

　　９６４-０８８１・福島県二本松市藤之前・とうのまえ

　　９６４-０４３３・福島県二本松市百目木・どうめき

　　９６４-０８３４・福島県二本松市十神・とおがみ

　　９６４-０９４５・福島県二本松市遠山・とおやま

　　９６４-０８１４・福島県二本松市遠西・とおにじ

　　９６４-０２０１・福島県二本松市戸沢・とさわ

　　９６４-００５４・福島県二本松市苗松・なえまつ

　　９６４-０８５９・福島県二本松市中江・なかえ

　　９６４-０３１１・福島県二本松市長折・ながおり

　　９６４-０８７４・福島県二本松市中里・なかさと

　　９６４-００７５・福島県二本松市永田（長坂国有林）・ながた(ながさかこくゆうりん)

　　９６４-０００１・福島県二本松市中ノ目・なかのめ

　　９６４-０９９１・福島県二本松市中町・なかまち

　　９６４-０９２４・福島県二本松市中森・なかもり

　　９６４-００２６・福島県二本松市中山田・なかやまだ

　　９６４-０９２３・福島県二本松市長下・ながした

　　９６４-００２９・福島県二本松市永田・ながた

　　９６４-００２２・福島県二本松市永田鍛治内・ながたかじうち

　　９６４-００１１・福島県二本松市永田才木・ながたさいき

　　９６４-００１２・福島県二本松市永田積内・ながたつみうち

　　９６４-００７６・福島県二本松市永田橋積・ながたはﾞしつみ

　　９６４-００２１・福島県二本松市永田馬保内・ながたはﾞほﾞうち

　　９６４-００１７・福島県二本松市永田御堂内・ながたみどううち

　　９６４-０８３７・福島県二本松市七ツ段・ななつだん

　　９６４-０８５５・福島県二本松市成上・なりかみ

　　９６４-０３１５・福島県二本松市成田・なりた

　　９６４-０８９２・福島県二本松市成田日向・なりたひなた

　　９６４-０８７１・福島県二本松市成田町・なりたまち

　　９６４-０００３・福島県二本松市二伊滝・にいたき

　　９６４-０８６１・福島県二本松市西池・にしいけ

　　９６４-０９９５・福島県二本松市錦町・にしきちよう

　　９６４-０３０４・福島県二本松市西新殿・にしにいどの

　　９６４-０８５６・福島県二本松市西町・にしまち



　　９６４-０９５３・福島県二本松市沼ケ作・ぬまがさく

　　９６４-０９０３・福島県二本松市根崎・ねざき

　　９６４-００３９・福島県二本松市萩坂・はぎさか

　　９６４-０９４８・福島県二本松市橋本・はしもと

　　９６４-０８０３・福島県二本松市八万舘・はちまんだて

　　９６４-０３０３・福島県二本松市初森・はつもり

　　９６４-０８０６・福島県二本松市羽石・はねいじ

　　９６４-００５５・福島県二本松市馬場平・はﾞはﾞだいら

　　９６４-００３５・福島県二本松市原セ天ケ作・はらせあまがさく

　　９６４-００４２・福島県二本松市原セ大畑・はらせおおはた

　　９６４-００４５・福島県二本松市原セ笠張・はらせかさはり

　　９６４-００４７・福島県二本松市原セ上平・はらせかみたいら

　　９６４-００４４・福島県二本松市原セ上ノ内・はらせかみのうち

　　９６４-００３７・福島県二本松市原セ川原・はらせかわはら

　　９６４-００３６・福島県二本松市原セ才木・はらせさいき

　　９６４-００４３・福島県二本松市原セ諏訪・はらせすわ

　　９６４-００３４・福島県二本松市原セ堰下・はらせせきした

　　９６４-００４９・福島県二本松市原セ仲谷地・はらせなかやじ

　　９６４-００４１・福島県二本松市原セ日照田・はらせひでりた

　　９６４-００４６・福島県二本松市原セ山口・はらせやまぐち

　　９６４-０８１６・福島県二本松市原田・はらだ

　　９６４-０２０２・福島県二本松市針道・はりみち

　　９６４-０８７３・福島県二本松市東裏・ひがしうら

　　９６４-０３０１・福島県二本松市東新殿・ひがしにいどの

　　９６４-０８５７・福島県二本松市東町・ひがしまち

　　９６４-００３３・福島県二本松市毘沙門堂・びしやもんどう

　　９６４-００３２・福島県二本松市毘沙門堂山・びしやもんどうやま

　　９６４-０８５８・福島県二本松市姫子松・ひめこまつ

　　９６４-０９９２・福島県二本松市平石三丁目・ひらいしさんちようめ

　　９６４-０９８１・福島県二本松市平石高田・ひらいしたかだ

　　９６４-０９７３・福島県二本松市平石町・ひらいしちよう

　　９６４-０８２９・福島県二本松市袋内・ふくろうち

　　９６４-０００６・福島県二本松市二又・ふたまた

　　９６４-０８１８・福島県二本松市不動・ふどう

　　９６４-００８５・福島県二本松市不動平・ふどうだいら

　　９６４-０８２２・福島県二本松市舟石・ふないじ

　　９６４-０８２１・福島県二本松市舟形石・ふなかたいじ

　　９６４-０８１３・福島県二本松市舟形石山・ふなかたいしやま

　　９６４-０９０７・福島県二本松市細野・ほその

　　９６４-０８４３・福島県二本松市坊主滝・ほﾞうずたき

　　９６４-０９４６・福島県二本松市堀越・ほりこじ

　　９６４-０８３１・福島県二本松市前田・まえだ

　　９６４-００３１・福島県二本松市前原・まえはら

　　９６４-０９０５・福島県二本松市松岡・まつおか

　　９６４-０９４７・福島県二本松市松林・まつはﾞやじ

　　９６４-０９４１・福島県二本松市水上・みずかみ

　　９６４-０９８３・福島県二本松市南トロミ・みなみとろみ

　　９６４-０９９４・福島県二本松市南町・みなみまち

　　９６４-００５２・福島県二本松市箕輪・みのわ

　　９６４-０８９５・福島県二本松市三原町・みはらちよう

　　９６４-０８８７・福島県二本松市三保内・みほうち

　　９６４-００８１・福島県二本松市宮沢・みやざわ

　　９６４-０８１１・福島県二本松市宮戸・みやと

　　９６４-０９５１・福島県二本松市宮本・みやもと

　　９６４-０９４３・福島県二本松市明主内・みようしゆうち

　　９６４-０８０１・福島県二本松市向作田・むかいさくた

　　９６４-０９１６・福島県二本松市向原・むかいはら

　　９６４-０９１７・福島県二本松市本町・もとまち

　　９６４-０４３２・福島県二本松市茂原・もはﾞら

　　９６４-０９３６・福島県二本松市諸越谷・もろこしがい

　　９６４-０８４７・福島県二本松市薬師・やくじ

　　９６４-０９６１・福島県二本松市八坂町・やさかちよう

　　９６４-０８６４・福島県二本松市社前・やしろまえ

　　９６４-００８２・福島県二本松市休石・やすみいじ

　　９６４-００８３・福島県二本松市休石原・やすみいしはら

　　９６４-００２５・福島県二本松市屋戸入・やどいり

　　９６４-０９３１・福島県二本松市矢ノ戸・やのと

　　９６４-００２７・福島県二本松市山田・やまだ

　　９６４-０９２５・福島県二本松市谷和子・やわこ

　　９６９-１４０４・福島県二本松市油井・ゆい



　　９６４-００５６・福島県二本松市雄平台・ゆうへいだい

　　９６４-０００２・福島県二本松市湯川町・ゆかわちよう

　　９６９-１４０１・福島県二本松市吉倉・よしくら

　　９６４-０９７１・福島県二本松市米五町・よなごちよう

　　９６９-１４０２・福島県二本松市米沢・よなざわ

　　９６４-０９２８・福島県二本松市蓬田・よもぎだ

　　９６４-０９０６・福島県二本松市若宮・わかみや

　　９６３-４３００・福島県田村市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-４１１１・福島県田村市大越町上大越・おおごえまちかみおおごえ

　　９６３-４１１５・福島県田村市大越町栗出・おおごえまちくりで

　　９６３-４１１２・福島県田村市大越町下大越・おおごえまちしもおおごえ

　　９６３-４１１４・福島県田村市大越町牧野・おおごえまちまぎの

　　９６３-４１１３・福島県田村市大越町早稲川・おおごえまちわせがわ

　　９６３-３６０２・福島県田村市滝根町神俣・たきねまちかんまた

　　９６３-３６０１・福島県田村市滝根町菅谷・たきねまちすがや

　　９６３-３６０３・福島県田村市滝根町広瀬・たきねまちひろせ

　　９６３-４６０４・福島県田村市常葉町鹿山・ときわまちかやま

　　９６３-４６０５・福島県田村市常葉町久保・ときわまちくほﾞ

　　９６３-４６１４・福島県田村市常葉町小桧山・ときわまちこびやま

　　９６３-４６１３・福島県田村市常葉町関本・ときわまちせきもと

　　９６３-４６０２・福島県田村市常葉町常葉・ときわまちときわ

　　９６３-４６０３・福島県田村市常葉町西向・ときわまちにしむき

　　９６３-４６０６・福島県田村市常葉町新田作・ときわまちにつたさく

　　９６３-４６１１・福島県田村市常葉町堀田・ときわまちほつた

　　９６３-４６０１・福島県田村市常葉町山根・ときわまちやまね

　　９６３-４６１２・福島県田村市常葉町早稲川・ときわまちわせがわ

　　９６３-４３１６・福島県田村市船引町芦沢・ふねひきまちあしざわ

　　９６３-４３２２・福島県田村市船引町荒和田・ふねひきまちあらわた

　　９６３-４４３１・福島県田村市船引町石沢・ふねひきまちいしざわ

　　９６３-４３１３・福島県田村市船引町石森・ふねひきまちいしもり

　　９６３-４３１１・福島県田村市船引町今泉・ふねひきまちいまいずみ

　　９６３-４４３５・福島県田村市船引町大倉・ふねひきまちおおくら

　　９６３-４２０３・福島県田村市船引町門沢・ふねひきまちかどさわ

　　９６３-４４３４・福島県田村市船引町門鹿・ふねひきまちかどしか

　　９６３-４３２３・福島県田村市船引町要田・ふねひきまちかなめた

　　９６３-４５４１・福島県田村市船引町上移・ふねひきまちかみうつじ

　　９６３-４５４５・福島県田村市船引町北移・ふねひきまちきたうつじ

　　９６３-４４３３・福島県田村市船引町北鹿又・ふねひきまちきたかのまた

　　９６３-４２０２・福島県田村市船引町椚山・ふねひきまちくぬぎやま

　　９６３-４３１８・福島県田村市船引町光陽台・ふねひきまちこうようだい

　　９６３-４３２１・福島県田村市船引町笹山・ふねひきまちささやま

　　９６３-４３１７・福島県田村市船引町東部台・ふねひきまちとうぶだい

　　９６３-４２０５・福島県田村市船引町遠山沢・ふねひきまちとおやまざわ

　　９６３-４４３２・福島県田村市船引町長外路・ふねひきまちながとろ

　　９６３-４２０１・福島県田村市船引町永谷・ふねひきまちながや

　　９６３-４５４３・福島県田村市船引町中山・ふねひきまちなかやま

　　９６３-４３２４・福島県田村市船引町成田・ふねひきまちなりた

　　９６３-４４３６・福島県田村市船引町新舘・ふねひきまちにいたて

　　９６３-４３１５・福島県田村市船引町春山・ふねひきまちはるやま

　　９６３-４３１２・福島県田村市船引町船引・ふねひきまちふねひき

　　９６３-４２０４・福島県田村市船引町堀越・ふねひきまちほりこじ

　　９６３-４５４４・福島県田村市船引町南移・ふねひきまちみなみうつじ

　　９６３-４３１４・福島県田村市船引町文珠・ふねひきまちもんじゆ

　　９６３-４５４２・福島県田村市船引町横道・ふねひきまちよこみち

　　９６３-４７０２・福島県田村市都路町岩井沢・みやこじまちいわいざわ

　　９６３-４７０１・福島県田村市都路町古道・みやこじまちふるみち

　　９７５-００００・福島県南相馬市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７９-２１３３・福島県南相馬市小高区泉沢・おだかくいずみさわ

　　９７９-２１４４・福島県南相馬市小高区井田川・おだかくいだがわ

　　９７９-２１４５・福島県南相馬市小高区浦尻・おだかくうらじり

　　９７９-２１５５・福島県南相馬市小高区上根沢・おだかくうわねざわ

　　９７９-２１４３・福島県南相馬市小高区蛯沢・おだかくえびさわ

　　９７９-２１０３・福島県南相馬市小高区大井・おだかくおおい

　　９７９-２１６３・福島県南相馬市小高区大田和・おだかくおおたわ

　　９７９-２１７４・福島県南相馬市小高区大富・おだかくおおとみ

　　９７９-２１２３・福島県南相馬市小高区大町・おだかくおおまち

　　９７９-２１３４・福島県南相馬市小高区岡田・おだかくおかだ

　　９７９-２１０２・福島県南相馬市小高区小高・おだかくおだか

　　９７９-２１４７・福島県南相馬市小高区女場・おだかくおなはﾞ

　　９７９-２１７３・福島県南相馬市小高区小谷・おだかくおや



　　９７９-２１０１・福島県南相馬市小高区片草・おだかくかたくさ

　　９７９-２１６５・福島県南相馬市小高区金谷・おだかくかなや

　　９７９-２１５３・福島県南相馬市小高区上浦・おだかくかみうら

　　９７９-２１１５・福島県南相馬市小高区上町・おだかくかみまち

　　９７９-２１５４・福島県南相馬市小高区神山・おだかくかみやま

　　９７９-２１６４・福島県南相馬市小高区川房・おだかくかわぶさ

　　９７９-２１７１・福島県南相馬市小高区北鳩原・おだかくきたはつはﾟら

　　９７９-２１５６・福島県南相馬市小高区小屋木・おだかくこやぎ

　　９７９-２１４６・福島県南相馬市小高区下浦・おだかくしもうら

　　９７９-２１１３・福島県南相馬市小高区関場・おだかくせきはﾞ

　　９７９-２１１２・福島県南相馬市小高区田町・おだかくたまち

　　９７９-２１０４・福島県南相馬市小高区塚原・おだかくつかはﾞら

　　９７９-２１４２・福島県南相馬市小高区角部内・おだかくつのべうち

　　９７９-２１１１・福島県南相馬市小高区仲町・おだかくなかまち

　　９７９-２１５２・福島県南相馬市小高区行津・おだかくなめつﾞ

　　９７９-２１１４・福島県南相馬市小高区西町・おだかくにしまち

　　９７９-２１７５・福島県南相馬市小高区羽倉・おだかくはのくら

　　９７９-２１６２・福島県南相馬市小高区飯崎・おだかくはんさき

　　９７９-２１２１・福島県南相馬市小高区東町・おだかくひがしまち

　　９７９-２１３１・福島県南相馬市小高区福岡・おだかくふくおか

　　９７９-２１６１・福島県南相馬市小高区藤木・おだかくふじき

　　９７９-２１３２・福島県南相馬市小高区水谷・おだかくみずがい

　　９７９-２１７２・福島県南相馬市小高区南鳩原・おだかくみなみはつはﾟら

　　９７９-２１２２・福島県南相馬市小高区南町・おだかくみなみまち

　　９７９-２１５１・福島県南相馬市小高区耳谷・おだかくみみがい

　　９７９-２１４１・福島県南相馬市小高区村上・おだかくむらかみ

　　９７９-２１２４・福島県南相馬市小高区本町・おだかくもとまち

　　９７９-２１５７・福島県南相馬市小高区吉名・おだかくよしな

　　９７９-２３３６・福島県南相馬市鹿島区あさひ・かしまくあさひ

　　９７９-２４５１・福島県南相馬市鹿島区浮田・かしまくうきた

　　９７９-２４４３・福島県南相馬市鹿島区牛河内・かしまくうしこうち

　　９７９-２３３１・福島県南相馬市鹿島区江垂・かしまくえたり

　　９７９-２３２２・福島県南相馬市鹿島区大内・かしまくおおうち

　　９７９-２４４４・福島県南相馬市鹿島区岡和田・かしまくおかわだ

　　９７９-２３２１・福島県南相馬市鹿島区小島田・かしまくおしまだ

　　９７９-２４６４・福島県南相馬市鹿島区御山・かしまくおやま

　　９７９-２３３５・福島県南相馬市鹿島区鹿島・かしまくかしま

　　９７９-２４６２・福島県南相馬市鹿島区上栃窪・かしまくかみとちくほﾞ

　　９７９-２３２３・福島県南相馬市鹿島区烏崎・かしまくからすざき

　　９７９-２３２４・福島県南相馬市鹿島区川子・かしまくかわご

　　９７９-２３１１・福島県南相馬市鹿島区北海老・かしまくきたえび

　　９７９-２３１３・福島県南相馬市鹿島区北右田・かしまくきたみぎた

　　９７９-２３０３・福島県南相馬市鹿島区北屋形・かしまくきたやかた

　　９７９-２４５３・福島県南相馬市鹿島区小池・かしまくこいけ

　　９７９-２４５２・福島県南相馬市鹿島区小山田・かしまくこやまだ

　　９７９-２３３２・福島県南相馬市鹿島区塩崎・かしまくしおのさき

　　９７９-２４５４・福島県南相馬市鹿島区橲原・かしまくじさはﾞら

　　９７９-２４４１・福島県南相馬市鹿島区角川原・かしまくつのがわら

　　９７９-２３３３・福島県南相馬市鹿島区寺内・かしまくてらうち

　　９７９-２４６３・福島県南相馬市鹿島区栃窪・かしまくとちくほﾞ

　　９７９-２３０５・福島県南相馬市鹿島区永田・かしまくながた

　　９７９-２３０１・福島県南相馬市鹿島区永渡・かしまくながわたり

　　９７９-２３３４・福島県南相馬市鹿島区西町・かしまくにしまち

　　９７９-２３１２・福島県南相馬市鹿島区南海老・かしまくみなみえび

　　９７９-２３１４・福島県南相馬市鹿島区南右田・かしまくみなみみぎた

　　９７９-２３０４・福島県南相馬市鹿島区南屋形・かしまくみなみやかた

　　９７９-２３０２・福島県南相馬市鹿島区南柚木・かしまくみなみゆのき

　　９７９-２４６１・福島県南相馬市鹿島区山下・かしまくやました

　　９７９-２４４２・福島県南相馬市鹿島区横手・かしまくよこて

　　９７５-００３９・福島県南相馬市原町区青葉町・はらまちくあおはﾞちよう

　　９７５-０００４・福島県南相馬市原町区旭町・はらまちくあさひちよう

　　９７５-０００２・福島県南相馬市原町区東町・はらまちくあずまちよう

　　９７５-００７５・福島県南相馬市原町区石神・はらまちくいしがみ

　　９７５-００２３・福島県南相馬市原町区泉・はらまちくいずみ

　　９７５-００１７・福島県南相馬市原町区牛越・はらまちくうしごえ

　　９７５-００４７・福島県南相馬市原町区江井・はらまちくえねい

　　９７５-００７８・福島県南相馬市原町区大谷・はらまちくおおがい

　　９７５-００６１・福島県南相馬市原町区大木戸・はらまちくおおきど

　　９７５-００７９・福島県南相馬市原町区大原・はらまちくおおはら

　　９７５-０００１・福島県南相馬市原町区大町・はらまちくおおまち



　　９７５-００４９・福島県南相馬市原町区大甕・はらまちくおおみか

　　９７５-００１１・福島県南相馬市原町区小川町・はらまちくおがわちよう

　　９７５-００５５・福島県南相馬市原町区小木さく・はらまちくおぎさく

　　９７５-００６４・福島県南相馬市原町区押釜・はらまちくおしがま

　　９７５-００３６・福島県南相馬市原町区萱浜・はらまちくかいはﾞま

　　９７５-００５８・福島県南相馬市原町区片倉・はらまちくかたくら

　　９７５-００２１・福島県南相馬市原町区金沢・はらまちくかねざわ

　　９７５-００５９・福島県南相馬市原町区上太田・はらまちくかみおおた

　　９７５-００２７・福島県南相馬市原町区上北高平・はらまちくかみきたたかひら

　　９７５-００３４・福島県南相馬市原町区上渋佐・はらまちくかみしぶさ

　　９７５-００２６・福島県南相馬市原町区上高平・はらまちくかみたかひら

　　９７５-００１３・福島県南相馬市原町区上町・はらまちくかみまち

　　９７５-００２２・福島県南相馬市原町区北泉・はらまちくきたいずみ

　　９７５-００７２・福島県南相馬市原町区北長野・はらまちくきたながの

　　９７５-００７３・福島県南相馬市原町区北新田・はらまちくきたにいだ

　　９７５-００３７・福島県南相馬市原町区北原・はらまちくきたはら

　　９７５-００１８・福島県南相馬市原町区北町・はらまちくきたまち

　　９７５-００１５・福島県南相馬市原町区国見町・はらまちくくにみちよう

　　９７５-００４５・福島県南相馬市原町区小沢・はらまちくこざわ

　　９７５-００４３・福島県南相馬市原町区小浜・はらまちくこはﾞま

　　９７５-００５１・福島県南相馬市原町区牛来・はらまちくごらい

　　９７５-０００３・福島県南相馬市原町区栄町・はらまちくさかえちよう

　　９７５-００３２・福島県南相馬市原町区桜井町・はらまちくさくらいちよう

　　９７５-００７６・福島県南相馬市原町区信田沢・はらまちくしだざわ

　　９７５-００４２・福島県南相馬市原町区雫・はらまちくしどけ

　　９７５-００４４・福島県南相馬市原町区下江井・はらまちくしもえねい

　　９７５-００４１・福島県南相馬市原町区下太田・はらまちくしもおおた

　　９７５-００２４・福島県南相馬市原町区下北高平・はらまちくしもきたたかひら

　　９７５-００３５・福島県南相馬市原町区下渋佐・はらまちくしもしぶさ

　　９７５-００２５・福島県南相馬市原町区下高平・はらまちくしもたかひら

　　９７５-００６５・福島県南相馬市原町区陣ケ崎・はらまちくじんがさき

　　９７５-００５４・福島県南相馬市原町区高・はらまちくたか

　　９７５-００７７・福島県南相馬市原町区高倉・はらまちくたかのくら

　　９７５-００３３・福島県南相馬市原町区高見町・はらまちくたかみちよう

　　９７５-００４６・福島県南相馬市原町区堤谷・はらまちくつつみがい

　　９７５-００５６・福島県南相馬市原町区鶴谷・はらまちくつるがい

　　９７５-００５２・福島県南相馬市原町区中太田・はらまちくなかおおた

　　９７５-００７４・福島県南相馬市原町区長野・はらまちくながの

　　９７５-００１６・福島県南相馬市原町区仲町・はらまちくなかまち

　　９７５-００３１・福島県南相馬市原町区錦町・はらまちくにしきちよう

　　９７５-００１４・福島県南相馬市原町区西町・はらまちくにしまち

　　９７５-０００６・福島県南相馬市原町区橋本町・はらまちくはしもとちよう

　　９７５-００６３・福島県南相馬市原町区馬場・はらまちくはﾞはﾞ

　　９７５-００３８・福島県南相馬市原町区日の出町・はらまちくひのでちよう

　　９７５-００７１・福島県南相馬市原町区深野・はらまちくふこうの

　　９７５-０００５・福島県南相馬市原町区二見町・はらまちくふたみちよう

　　９７５-００６２・福島県南相馬市原町区本陣前・はらまちくほんじんまえ

　　９７５-００５３・福島県南相馬市原町区益田・はらまちくますだ

　　９７５-００１２・福島県南相馬市原町区三島町・はらまちくみしまちよう

　　９７５-０００７・福島県南相馬市原町区南町・はらまちくみなみまち

　　９７５-００４８・福島県南相馬市原町区米々沢・はらまちくめめざわ

　　９７５-０００８・福島県南相馬市原町区本町・はらまちくもとまち

　　９７５-００５７・福島県南相馬市原町区矢川原・はらまちくやがわら

　　９６０-０６００・福島県伊達市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６０-０４２３・福島県伊達市荒町・あらまち

　　９６０-０４０５・福島県伊達市一本木・いつほﾟんぎ

　　９６０-０４２１・福島県伊達市一本杉・いつほﾟんすぎ

　　９６０-０４３７・福島県伊達市一本松・いつほﾟんまつ

　　９６０-０４１５・福島県伊達市右城・うしろ

　　９６０-０４５５・福島県伊達市姥石・うはﾞいじ

　　９６０-０４２４・福島県伊達市姥ケ懐・うはﾞがふところ

　　９６０-０４２５・福島県伊達市姥川・うはﾞがわ

　　９６０-０４８８・福島県伊達市上台・うわだい

　　９６０-０４５７・福島県伊達市江向・えむかい

　　９６０-０４５８・福島県伊達市扇田・おうぎだ

　　９６０-０４０８・福島県伊達市岡沼・おかぬま

　　９６０-０４１８・福島県伊達市岡前・おかまえ

　　９６０-０４８５・福島県伊達市篭田・かごた

　　９６０-０４２７・福島県伊達市鍛治屋川・かじやがわ

　　９６０-０４７７・福島県伊達市柏木町・かしわぎちよう



　　９６０-０４６１・福島県伊達市片町・かたまち

　　９６０-０４３３・福島県伊達市上川原・かみかわら

　　９６０-０４５３・福島県伊達市上志和田・かみしわだ

　　９６０-０４２２・福島県伊達市川原田・かわらだ

　　９６０-０４３１・福島県伊達市川原町・かわらまち

　　９６０-０４６８・福島県伊達市北後・きたうしろ

　　９６０-０４１７・福島県伊達市北畑・きたはた

　　９６０-０４７４・福島県伊達市沓形・くつがた

　　９６０-０４６５・福島県伊達市久根妻・くねつま

　　９６０-０４２８・福島県伊達市坂ノ上・さかのうえ

　　９６０-０４２６・福島県伊達市坂ノ下・さかのした

　　９６０-０４７３・福島県伊達市沢田・さわだ

　　９６０-０４０１・福島県伊達市下川原・しもかわら

　　９６０-０４５１・福島県伊達市下志和田・しもしわだ

　　９６０-０４５４・福島県伊達市志和田前・しわだまえ

　　９６０-０４４１・福島県伊達市新町・しんまち

　　９６０-０４４５・福島県伊達市神明前・しんめいまえ

　　９６０-０４４２・福島県伊達市菅田・すがた

　　９６０-０４４３・福島県伊達市諏訪西・すわにじ

　　９６０-０４４６・福島県伊達市諏訪野・すわの

　　９６０-０４４４・福島県伊達市諏訪前・すわまえ

　　９６０-０４３５・福島県伊達市堰上・せきうえ

　　９６０-０４３４・福島県伊達市堰下・せきした

　　９６０-０４８９・福島県伊達市瀬戸場・せとはﾞ

　　９６０-０４１２・福島県伊達市雪車町・そりまち

　　９６０-０４８７・福島県伊達市高田・たかだ

　　９６０-０４６７・福島県伊達市舘ノ内・たてのうち

　　９６０-０４６３・福島県伊達市田町・たまち

　　９６０-０４２９・福島県伊達市塚畑・つかはた

　　９６０-０９０４・福島県伊達市月舘町上手渡・つきだてまちかみてど

　　９６０-０９０３・福島県伊達市月舘町下手渡・つきだてまちしもてど

　　９６０-０９０２・福島県伊達市月舘町月舘・つきだてまちつきだて

　　９６０-０９０５・福島県伊達市月舘町糠田・つきだてまちぬかだ

　　９６０-０９０１・福島県伊達市月舘町布川・つきだてまちぬのかわ

　　９６０-０９０６・福島県伊達市月舘町御代田・つきだてまちみよだ

　　９６０-０４８２・福島県伊達市鶴田・つるた

　　９６０-０４７６・福島県伊達市鶴巻・つるまき

　　９６０-０４４７・福島県伊達市寺前・てらまえ

　　９６０-０４０６・福島県伊達市堂ノ内・どうのうち

　　９６０-０４１４・福島県伊達市長岡・ながおか

　　９６０-０４３２・福島県伊達市長川原・ながかわら

　　９６０-０４５２・福島県伊達市中志和田・なかしわだ

　　９６０-０４１６・福島県伊達市中畑・なかはた

　　９６０-０４７１・福島県伊達市長町・ながまち

　　９６０-０４５６・福島県伊達市中道・なかみち

　　９６０-０４１１・福島県伊達市梨子木町・なしのきまち

　　９６０-０４６６・福島県伊達市根岸・ねぎじ

　　９６０-０４７２・福島県伊達市根田・ねだ

　　９６０-０４７９・福島県伊達市野崎・のざき

　　９６０-０５０２・福島県伊達市箱崎・はこざき

　　９６０-０４８４・福島県伊達市馬場口・はﾞはﾞぐち

　　９６０-０４０４・福島県伊達市原島・はらじま

　　９６０-０４０７・福島県伊達市日照・ひでり

　　９６０-０４１９・福島県伊達市広前・ひろまえ

　　９６０-０５０１・福島県伊達市伏黒・ふしぐろ

　　９６０-０４７５・福島県伊達市干供田・ほしくでん

　　９６０-０４７８・福島県伊達市細谷・ほそや

　　９６０-０６２４・福島県伊達市保原町１丁目・ほはﾞらまち１ちようめ

　　９６０-０６２５・福島県伊達市保原町２丁目・ほはﾞらまち２ちようめ

　　９６０-０６２６・福島県伊達市保原町３丁目・ほはﾞらまち３ちようめ

　　９６０-０６２７・福島県伊達市保原町４丁目・ほはﾞらまち４ちようめ

　　９６０-０６１５・福島県伊達市保原町５丁目・ほはﾞらまち５ちようめ

　　９６０-０６１６・福島県伊達市保原町６丁目・ほはﾞらまち６ちようめ

　　９６０-０６１７・福島県伊達市保原町７丁目・ほはﾞらまち７ちようめ

　　９６０-０６１８・福島県伊達市保原町８丁目・ほはﾞらまち８ちようめ

　　９６０-０６１９・福島県伊達市保原町９丁目・ほはﾞらまち９ちようめ

　　９６０-０６０７・福島県伊達市保原町１０丁目・ほはﾞらまち１０ちようめ

　　９６０-０６０８・福島県伊達市保原町１１丁目・ほはﾞらまち１１ちようめ

　　９６０-０６０９・福島県伊達市保原町１２丁目・ほはﾞらまち１２ちようめ

　　９６０-０６６９・福島県伊達市保原町赤橋・ほはﾞらまちあかはﾞじ



　　９６０-０６８７・福島県伊達市保原町旭町・ほはﾞらまちあさひまち

　　９６０-０６７９・福島県伊達市保原町油谷地・ほはﾞらまちあぶらやち

　　９６０-０６５３・福島県伊達市保原町泉町・ほはﾞらまちいずみまち

　　９６０-０６２２・福島県伊達市保原町市柳町・ほはﾞらまちいちやなぎちよう

　　９６０-０６１４・福島県伊達市保原町磐前通・ほはﾞらまちいわまえどおり

　　９６０-０６１３・福島県伊達市保原町内町・ほはﾞらまちうちまち

　　９６０-０６３４・福島県伊達市保原町大泉・ほはﾞらまちおおいずみ

　　９６０-０６３２・福島県伊達市保原町大立目・ほはﾞらまちおおだつめ

　　９６０-０６６４・福島県伊達市保原町太田中・ほはﾞらまちおおたなか

　　９６０-０６７５・福島県伊達市保原町大柳・ほはﾞらまちおおやなぎ

　　９６０-０６６５・福島県伊達市保原町岡代・ほはﾞらまちおかしろ

　　９６０-０６５４・福島県伊達市保原町小幡町・ほはﾞらまちおはﾞたまち

　　９６０-０６５１・福島県伊達市保原町柏町・ほはﾞらまちかしわまち

　　９６０-０６６１・福島県伊達市保原町金原田・ほはﾞらまちかなはらだ

　　９６０-０６７４・福島県伊達市保原町上野崎・ほはﾞらまちかみのざき

　　９６０-０６８４・福島県伊達市保原町上保原・ほはﾞらまちかみほはﾞら

　　９６０-０６６８・福島県伊達市保原町烏内・ほはﾞらまちからすうち

　　９６０-０６３８・福島県伊達市保原町北河原・ほはﾞらまちきたかわら

　　９６０-０６７８・福島県伊達市保原町京門・ほはﾞらまちきようもん

　　９６０-０６０２・福島県伊達市保原町久保・ほはﾞらまちくほﾞ

　　９６０-０６８５・福島県伊達市保原町黄金町・ほはﾞらまちこがねまち

　　９６０-０６４７・福島県伊達市保原町小蓋・ほはﾞらまちこぶた

　　９６０-０６０１・福島県伊達市保原町栄町・ほはﾞらまちさかえまち

　　９６０-０６４９・福島県伊達市保原町清水町・ほはﾞらまちしみずまち

　　９６０-０６４３・福島県伊達市保原町下河原・ほはﾞらまちしもかわら

　　９６０-０６７２・福島県伊達市保原町下野崎・ほはﾞらまちしものざき

　　９６０-０６３７・福島県伊達市保原町将監・ほはﾞらまちしようかん

　　９６０-０６１１・福島県伊達市保原町城ノ内・ほはﾞらまちしろのうち

　　９６０-０６７６・福島県伊達市保原町千刈・ほはﾞらまちせんがり

　　９６０-０６４５・福島県伊達市保原町台後・ほはﾞらまちだいご

　　９６０-０６８３・福島県伊達市保原町高成田・ほはﾞらまちたかなりた

　　９６０-０６８６・福島県伊達市保原町竹内町・ほはﾞらまちたけうちまち

　　９６０-０６０６・福島県伊達市保原町鉄炮町・ほはﾞらまちてつほﾟうまち

　　９６０-０６８１・福島県伊達市保原町所沢・ほはﾞらまちところざわ

　　９６０-０６８２・福島県伊達市保原町富沢・ほはﾞらまちとみざわ

　　９６０-０６４４・福島県伊達市保原町豊田・ほはﾞらまちとよた

　　９６０-０６３１・福島県伊達市保原町中瀬・ほはﾞらまちなかぜ

　　９６０-０６５７・福島県伊達市保原町中瀬町・ほはﾞらまちなかぜまち

　　９６０-０６２１・福島県伊達市保原町中村町・ほはﾞらまちなかむらちよう

　　９６０-０６３３・福島県伊達市保原町二井田・ほはﾞらまちにいだ

　　９６０-０６５０・福島県伊達市保原町西新田・ほはﾞらまちにししんでん

　　９６０-０６４１・福島県伊達市保原町西猫川・ほはﾞらまちにしねこがわ

　　９６０-０６５９・福島県伊達市保原町西ノ内・ほはﾞらまちにしのうち

　　９６０-０６５２・福島県伊達市保原町西町・ほはﾞらまちにしまち

　　９６０-０６７３・福島県伊達市保原町野崎・ほはﾞらまちのざき

　　９６０-０６６２・福島県伊達市保原町柱田・ほはﾞらまちはしらだ

　　９６０-０６６７・福島県伊達市保原町八幡台・ほはﾞらまちはちまんだい

　　９６０-０６３５・福島県伊達市保原町半道・ほはﾞらまちはんどう

　　９６０-０６４８・福島県伊達市保原町東小蓋・ほはﾞらまちひがしこぶた

　　９６０-０６４６・福島県伊達市保原町東台後・ほはﾞらまちひがしだいご

　　９６０-０６４２・福島県伊達市保原町東猫川・ほはﾞらまちひがしねこがわ

　　９６０-０６７１・福島県伊達市保原町東野崎・ほはﾞらまちひがしのざき

　　９６０-０６６３・福島県伊達市保原町舟橋・ほはﾞらまちふなはﾞじ

　　９６０-０６５８・福島県伊達市保原町古川端・ほはﾞらまちふるかわはﾞた

　　９６０-０６０３・福島県伊達市保原町古町・ほはﾞらまちふるまち

　　９６０-０６２３・福島県伊達市保原町前田町・ほはﾞらまちまえだちよう

　　９６０-０６８８・福島県伊達市保原町みずほ・ほはﾞらまちみずほ

　　９６０-０６２８・福島県伊達市保原町実町・ほはﾞらまちみのるまち

　　９６０-０６５５・福島県伊達市保原町宮内町・ほはﾞらまちみやうちまち

　　９６０-０６１２・福島県伊達市保原町宮下・ほはﾞらまちみやした

　　９６０-０６６６・福島県伊達市保原町村岡・ほはﾞらまちむらおか

　　９６０-０６０４・福島県伊達市保原町元木・ほはﾞらまちもとき

　　９６０-０６０５・福島県伊達市保原町元町・ほはﾞらまちもとまち

　　９６０-０６５６・福島県伊達市保原町八幡町・ほはﾞらまちやはたまち

　　９６０-０６３６・福島県伊達市保原町大和・ほはﾞらまちやまと

　　９６０-０６２９・福島県伊達市保原町弥生町・ほはﾞらまちやよいちよう

　　９６０-０６４４・福島県伊達市保原町豊町・ほはﾞらまちゆたかまち

　　９６０-０６３９・福島県伊達市保原町六万坊・ほはﾞらまちろくまんほﾞう

　　９６０-０６７７・福島県伊達市保原町早稲田・ほはﾞらまちわせだ

　　９６０-０４８１・福島県伊達市堀切端・ほりきりはた



　　９６０-０４０３・福島県伊達市前川原・まえかわら

　　９６０-０４３６・福島県伊達市前田・まえだ

　　９６０-０４０２・福島県伊達市水抜・みずぬき

　　９６０-０４６４・福島県伊達市南堀・みなみほﾞり

　　９６０-０４１３・福島県伊達市宮前・みやまえ

　　９６０-０４６２・福島県伊達市本町・もとまち

　　９６０-０４４８・福島県伊達市屋敷間・やしきま

　　９６０-０７５６・福島県伊達市梁川町青葉町・やながわまちあおはﾞちよう

　　９６０-０７２５・福島県伊達市梁川町赤五輪・やながわまちあかごりん

　　９６０-０７２３・福島県伊達市梁川町足駄木・やながわまちあしなぎ

　　９６０-０７１１・福島県伊達市梁川町粟野・やながわまちあわの

　　９６０-０７０１・福島県伊達市梁川町五十沢・やながわまちいさざわ

　　９６０-０７７４・福島県伊達市梁川町石井戸・やながわまちいしいど

　　９６０-０７６４・福島県伊達市梁川町壱丁田・やながわまちいつちようだ

　　９６０-０７４５・福島県伊達市梁川町右城町・やながわまちうしろまち

　　９６０-０７４４・福島県伊達市梁川町内町・やながわまちうちまち

　　９６０-０７２３・福島県伊達市梁川町内山・やながわまちうちやま

　　９６０-０７２７・福島県伊達市梁川町上町・やながわまちうわまち

　　９６０-０７４６・福島県伊達市梁川町大清水・やながわまちおおしみず

　　９６０-０７６５・福島県伊達市梁川町大関・やながわまちおおぜき

　　９６０-０７１５・福島県伊達市梁川町大舘・やながわまちおおだて

　　９６０-０７４１・福島県伊達市梁川町大町・やながわまちおおまち

　　９６０-０７１２・福島県伊達市梁川町御八郎・やながわまちおはちろう

　　９６０-０７２３・福島県伊達市梁川町上足駄木・やながわまちかみあしなぎ

　　９６０-０７５３・福島県伊達市梁川町上川原・やながわまちかみがわら

　　９６０-０７７２・福島県伊達市梁川町上割田・やながわまちかみわりだ

　　９６０-０７２４・福島県伊達市梁川町北新井・やながわまちきたあらい

　　９６０-０７２６・福島県伊達市梁川町北町頭・やながわまちきたまちがしら

　　９６０-０７０６・福島県伊達市梁川町北町谷川・やながわまちきたまちやがわ

　　９６０-０７８１・福島県伊達市梁川町北本町・やながわまちきたもとまち

　　９６０-０７２９・福島県伊達市梁川町希望ケ丘・やながわまちきほﾞうがおか

　　９６０-０７７３・福島県伊達市梁川町五反田・やながわまちごたんだ

　　９６０-０７８５・福島県伊達市梁川町小梁川・やながわまちこやながわ

　　９６０-０７５７・福島県伊達市梁川町幸町・やながわまちさいわいちよう

　　９６０-０７５４・福島県伊達市梁川町栄町・やながわまちさかえまち

　　９６０-０７３６・福島県伊達市梁川町桜岳・やながわまちさくらがおか

　　９６０-０７５８・福島県伊達市梁川町桜町・やながわまちさくらちよう

　　９６０-０７２３・福島県伊達市梁川町里見山・やながわまちさとみやま

　　９６０-０７７５・福島県伊達市梁川町四石蒔・やながわまちしこくまき

　　９６０-０７４２・福島県伊達市梁川町清水町・やながわまちしみずまち

　　９６０-０７１１・福島県伊達市梁川町下川原・やながわまちしもがわら

　　９６０-０７３３・福島県伊達市梁川町菖蒲沢・やながわまちしようぶさわ

　　９６０-０７１６・福島県伊達市梁川町白川田・やながわまちしらかわだ

　　９６０-０７２１・福島県伊達市梁川町白根・やながわまちしらね

　　９６０-０７６３・福島県伊達市梁川町大門道・やながわまちだいもんみち

　　９６０-０７８４・福島県伊達市梁川町田町・やながわまちたまち

　　９６０-０７６２・福島県伊達市梁川町丹波塚・やながわまちたんはﾞつﾞか

　　９６０-０７３４・福島県伊達市梁川町茶臼山・やながわまちちやうすやま

　　９６０-０７３５・福島県伊達市梁川町鶴ケ岡・やながわまちつるがおか

　　９６０-０７２８・福島県伊達市梁川町天神前・やながわまちてんじんまえ

　　９６０-０７３１・福島県伊達市梁川町天神町・やながわまちてんじんまち

　　９６０-０７７８・福島県伊達市梁川町伝樋・やながわまちでんひﾟ

　　９６０-０７５５・福島県伊達市梁川町中久保・やながわまちなかくほﾞ

　　９６０-０７８２・福島県伊達市梁川町中町・やながわまちなかまち

　　９６０-０７０９・福島県伊達市梁川町西塩野川・やながわまちにししおのがわ

　　９６０-０７７７・福島県伊達市梁川町西土橋・やながわまちにしどはﾞじ

　　９６０-０７６７・福島県伊達市梁川町新田・やながわまちにつた

　　９６０-０７１８・福島県伊達市梁川町二野袋・やながわまちにのふくろ

　　９６０-０７０２・福島県伊達市梁川町東大枝・やながわまちひがしおおえだ

　　９６０-０７０８・福島県伊達市梁川町東塩野川・やながわまちひがししおのがわ

　　９６０-０７７６・福島県伊達市梁川町東土橋・やながわまちひがしどはﾞじ

　　９６０-０７５９・福島県伊達市梁川町広瀬町・やながわまちひろせちよう

　　９６０-０７６９・福島県伊達市梁川町舟橋・やながわまちふなはﾞじ

　　９６０-０７０４・福島県伊達市梁川町舟生・やながわまちふにゆう

　　９６０-０７５１・福島県伊達市梁川町古町・やながわまちふるまち

　　９６０-０７６６・福島県伊達市梁川町細谷・やながわまちほそや

　　９６０-０７４７・福島県伊達市梁川町町裏・やながわまちまちうら

　　９６０-０７３２・福島県伊達市梁川町南町頭・やながわまちみなみまちがしら

　　９６０-０７０７・福島県伊達市梁川町南町谷川・やながわまちみなみまちやがわ

　　９６０-０７８６・福島県伊達市梁川町南本町・やながわまちみなみもとまち



　　９６０-０７１７・福島県伊達市梁川町向川原・やながわまちむこうがわら

　　９６０-０７４３・福島県伊達市梁川町元陣内・やながわまちもとじんない

　　９６０-０７０５・福島県伊達市梁川町元舟場・やながわまちもとふなはﾞ

　　９６０-０７８３・福島県伊達市梁川町本町・やながわまちもとまち

　　９６０-０７１３・福島県伊達市梁川町八筋・やながわまちやすじ

　　９６０-０７１９・福島県伊達市梁川町やながわ工業団地・やながわまちやながわこうぎようだんち

　　９６０-０７６８・福島県伊達市梁川町柳田・やながわまちやなぎだ

　　９６０-０７８７・福島県伊達市梁川町山城舘・やながわまちやましろだて

　　９６０-０７０３・福島県伊達市梁川町山舟生・やながわまちやまふにゆう

　　９６０-０７２２・福島県伊達市梁川町八幡・やながわまちやわた

　　９６０-０７６０・福島県伊達市梁川町陽光台・やながわまちようこうだい

　　９６０-０７５２・福島県伊達市梁川町四日市・やながわまちよつかいち

　　９６０-０４８３・福島県伊達市柳内・やなぎうち

　　９６０-０４３８・福島県伊達市雷田・らいでん

　　９６０-０８０７・福島県伊達市霊山町石田・りようぜんまちいしだ

　　９６０-０８０３・福島県伊達市霊山町泉原・りようぜんまちいずみはら

　　９６０-０８０４・福島県伊達市霊山町大石・りようぜんまちおおいじ

　　９６０-０８０１・福島県伊達市霊山町掛田・りようぜんまちかけだ

　　９６０-０８０９・福島県伊達市霊山町上小国・りようぜんまちかみおぐに

　　９６０-０８０８・福島県伊達市霊山町下小国・りようぜんまちしもおぐに

　　９６０-０８０５・福島県伊達市霊山町中川・りようぜんまちなかがわ

　　９６０-０８０６・福島県伊達市霊山町山戸田・りようぜんまちやまとだ

　　９６０-０８０２・福島県伊達市霊山町山野川・りようぜんまちやまのがわ

　　９６０-０４８６・福島県伊達市六角・ろつかく

　　９６９-１１００・福島県本宮市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-１１０７・福島県本宮市青田・あおた

　　９６９-１１０４・福島県本宮市荒井・あらい

　　９６９-１２０１・福島県本宮市稲沢・いなざわ

　　９６９-１１０６・福島県本宮市岩根・いわね

　　９６９-１２０３・福島県本宮市白岩・しらいわ

　　９６９-１１０５・福島県本宮市関下・せきした

　　９６９-１１０１・福島県本宮市高木・たかぎ

　　９６９-１２０６・福島県本宮市長屋・ながや

　　９６９-１１０３・福島県本宮市仁井田・にいた

　　９６９-１２０４・福島県本宮市糠沢・ぬかざわ

　　９６９-１２０２・福島県本宮市松沢・まつざわ

　　９６９-１１７６・福島県本宮市本宮赤坂・もとみやあかさか

　　９６９-１１５８・福島県本宮市本宮天ヶ・もとみやあまが

　　９６９-１１２５・福島県本宮市本宮荒町・もとみやあらまち

　　９６９-１１３９・福島県本宮市本宮石塚・もとみやいしつﾞか

　　９６９-１１１２・福島県本宮市本宮大榎・もとみやおおえのき

　　９６９-１１６６・福島県本宮市本宮近江内・もとみやおおみうち

　　９６９-１１４４・福島県本宮市本宮大森・もとみやおおもり

　　９６９-１１５９・福島県本宮市本宮小幡・もとみやおはﾞた

　　９６９-１１５９・福島県本宮市本宮小籏北・もとみやおはﾞたきた

　　９６９-１１６１・福島県本宮市本宮欠下・もとみやがけした

　　９６９-１１２９・福島県本宮市本宮鍛冶免・もとみやかじめん

　　９６９-１１４１・福島県本宮市本宮兼谷・もとみやかなや

　　９６９-１１４２・福島県本宮市本宮兼谷平・もとみやかなやだいら

　　９６９-１１１７・福島県本宮市本宮鹿ノ子田・もとみやかのこだ

　　９６９-１１５２・福島県本宮市本宮上千束・もとみやかみせんぞく

　　９６９-１１３４・福島県本宮市本宮上町・もとみやかみまち

　　９６９-１１５５・福島県本宮市本宮懸鉄・もとみやかんかね

　　９６９-１１６２・福島県本宮市本宮北川原田・もとみやきたかわはらだ

　　９６９-１１７２・福島県本宮市本宮北ノ内・もとみやきたのうち

　　９６９-１１６７・福島県本宮市本宮北山神・もとみやきたやまのかみ

　　９６９-１１３６・福島県本宮市本宮九縄・もとみやくなわ

　　９６９-１１６９・福島県本宮市本宮小原田・もとみやこはらだ

　　９６９-１１４８・福島県本宮市本宮栄田・もとみやさかえだ

　　９６９-１１１１・福島県本宮市本宮作田・もとみやさくた

　　９６９-１１１１・福島県本宮市本宮作田台・もとみやさくただい

　　９６９-１１５４・福島県本宮市本宮塩田・もとみやしおだ

　　９６９-１１５３・福島県本宮市本宮塩田入・もとみやしおだいり

　　９６９-１１７６・福島県本宮市本宮地蔵堂・もとみやじぞうどう

　　９６９-１１１８・福島県本宮市本宮下台・もとみやしもだい

　　９６９-１１３２・福島県本宮市本宮下町・もとみやしもまち

　　９６９-１１５８・福島県本宮市本宮蛇ノ鼻・もとみやじやのはな

　　９６９-１１６３・福島県本宮市本宮白川・もとみやしらかわ

　　９６９-１１５６・福島県本宮市本宮諏訪・もとみやすわ

　　９６９-１１１４・福島県本宮市本宮関根・もとみやせきね



　　９６９-１１５７・福島県本宮市本宮瀬樋内・もとみやせびうち

　　９６９-１１５２・福島県本宮市本宮千束・もとみやせんぞく

　　９６９-１１５５・福島県本宮市本宮反町・もとみやそりまち

　　９６９-１１２２・福島県本宮市本宮大町・もとみやだいまち

　　９６９-１１７５・福島県本宮市本宮竹花・もとみやたけのはな

　　９６９-１１１５・福島県本宮市本宮立石・もとみやたていじ

　　９６９-１１２１・福島県本宮市本宮舘ノ越・もとみやたてのこじ

　　９６９-１１２８・福島県本宮市本宮舘町・もとみやたてまち

　　９６９-１１５７・福島県本宮市本宮田中・もとみやたなか

　　９６９-１１３７・福島県本宮市本宮太郎丸・もとみやたろうまる

　　９６９-１１５１・福島県本宮市本宮千代田・もとみやちよだ

　　９６９-１１３５・福島県本宮市本宮土樋・もとみやつちどい

　　９６９-１１２７・福島県本宮市本宮鉄砲町・もとみやてつほﾟうまち

　　９６９-１１７１・福島県本宮市本宮樋ノ口・もとみやといのくち

　　９６９-１１６７・福島県本宮市本宮道屋敷・もとみやどうやしき

　　９６９-１１６４・福島県本宮市本宮戸崎・もとみやとさき

　　９６９-１１０９・福島県本宮市本宮富ヶ峰・もとみやとみがみね

　　９６９-１１３３・福島県本宮市本宮中條・もとみやなかじよう

　　９６９-１１６５・福島県本宮市本宮中台・もとみやなかだい

　　９６９-１１７３・福島県本宮市本宮中野・もとみやなかの

　　９６９-１１７３・福島県本宮市本宮中野後・もとみやなかのうしろ

　　９６９-１１２４・福島県本宮市本宮仲町・もとみやなかまち

　　９６９-１１７５・福島県本宮市本宮名郷・もとみやなごう

　　９６９-１１７５・福島県本宮市本宮名郷脇・もとみやなごうわき

　　９６９-１１５６・福島県本宮市本宮鍋田・もとみやなべた

　　９６９-１１３８・福島県本宮市本宮鳴瀬・もとみやなるせ

　　９６９-１１４７・福島県本宮市本宮花町・もとみやはなまち

　　９６９-１１２６・福島県本宮市本宮馬場・もとみやはﾞはﾞ

　　９６９-１１４９・福島県本宮市本宮万世・もとみやはﾞんせい

　　９６９-１１２３・福島県本宮市本宮東町・もとみやひがしまち

　　９６９-１１２３・福島県本宮市本宮東町裏・もとみやひがしまちうら

　　９６９-１１６８・福島県本宮市本宮一ッ屋・もとみやひとつや

　　９６９-１１５５・福島県本宮市本宮雲雀田・もとみやひはﾞりた

　　９６９-１１５８・福島県本宮市本宮平井・もとみやひらい

　　９６９-１１３５・福島県本宮市本宮蛭田・もとみやひるた

　　９６９-１１５９・福島県本宮市本宮広町・もとみやひろまち

　　９６９-１１５５・福島県本宮市本宮舞台・もとみやぶたい

　　９６９-１１１６・福島県本宮市本宮弁天・もとみやべんてん

　　９６９-１１１３・福島県本宮市本宮坊屋敷・もとみやほﾞうやしき

　　９６９-１１０８・福島県本宮市本宮堀切・もとみやほつきり

　　９６９-１１６２・福島県本宮市本宮南河原田・もとみやみなみかわはらだ

　　９６９-１１７４・福島県本宮市本宮南ノ内・もとみやみなみのうち

　　９６９-１１３１・福島県本宮市本宮南町裡・もとみやみなみまちうら

　　９６９-１１４６・福島県本宮市本宮南山神・もとみやみなみやまかみ

　　９６９-１１１９・福島県本宮市本宮柳ノ内・もとみややなぎのうち

　　９６９-１１４３・福島県本宮市本宮山田・もとみややまだ

　　９６９-１１２９・福島県本宮市本宮矢来・もとみややらい

　　９６９-１１４５・福島県本宮市本宮葭ヶ入・もとみやよしがいり

　　９６９-１２０５・福島県本宮市和田・わだ

　　９６９-１６００・福島県伊達郡桑折町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-１６３３・福島県伊達郡桑折町赤坂・あかさか

　　９６９-１６３３・福島県伊達郡桑折町一里壇・いちりだん

　　９６９-１６０３・福島県伊達郡桑折町上町・うわまち

　　９６９-１６２３・福島県伊達郡桑折町和尚堂・おしようどう

　　９６９-１６３４・福島県伊達郡桑折町落合・おちあい

　　９６９-１６６１・福島県伊達郡桑折町上郡・かみごおり

　　９６９-１６１９・福島県伊達郡桑折町仮屋・かりや

　　９６９-１６４２・福島県伊達郡桑折町北半田・きたはんだ

　　９６９-１６０１・福島県伊達郡桑折町北町・きたまち

　　９６９-１６３５・福島県伊達郡桑折町狐崎・きつねざき

　　９６９-１６１８・福島県伊達郡桑折町庫場・くらはﾞ

　　９６９-１６１３・福島県伊達郡桑折町桑島・くわじま

　　９６９-１６３３・福島県伊達郡桑折町界・さかい

　　９６９-１６１５・福島県伊達郡桑折町沢・さわ

　　９６９-１６０８・福島県伊達郡桑折町芝堤・しはﾞつつみ

　　９６９-１６６２・福島県伊達郡桑折町下郡・しもごおり

　　９６９-１６３１・福島県伊達郡桑折町白銀・しろがね

　　９６９-１６２８・福島県伊達郡桑折町新町・しんまち

　　９６９-１６１７・福島県伊達郡桑折町陣屋・じんや

　　９６９-１６２５・福島県伊達郡桑折町新吉町・しんよしちよう



　　９６９-１６２４・福島県伊達郡桑折町新和町・しんわちよう

　　９６９-１６３４・福島県伊達郡桑折町杉ノ前・すぎのまえ

　　９６９-１６３４・福島県伊達郡桑折町砂子沢・すなござわ

　　９６９-１６２７・福島県伊達郡桑折町諏訪・すわ

　　９６９-１６０５・福島県伊達郡桑折町堰合・せきあい

　　９６９-１６０４・福島県伊達郡桑折町堰下・せきした

　　９６９-１６３２・福島県伊達郡桑折町田植・たうえ

　　９６９-１６１６・福島県伊達郡桑折町舘・たて

　　９６９-１６６３・福島県伊達郡桑折町伊達崎・だんざき

　　９６９-１６２６・福島県伊達郡桑折町寺坂・てらさか

　　９６９-１６２１・福島県伊達郡桑折町道場前・どうじようまえ

　　９６９-１６５２・福島県伊達郡桑折町成田・なりた

　　９６９-１６１２・福島県伊達郡桑折町西大隅・にしおおすみ

　　９６９-１６０７・福島県伊達郡桑折町西段・にしだん

　　９６９-１６２９・福島県伊達郡桑折町西町・にしまち

　　９６９-１６１１・福島県伊達郡桑折町東大隅・ひがしおおすみ

　　９６９-１６０６・福島県伊達郡桑折町東段・ひがしだん

　　９６９-１６３５・福島県伊達郡桑折町東八串・ひがしやくじ

　　９６９-１６５４・福島県伊達郡桑折町平沢・ひらさわ

　　９６９-１６０２・福島県伊達郡桑折町町裏・まちうら

　　９６９-１６５３・福島県伊達郡桑折町松原・まつはﾞら

　　９６９-１６５１・福島県伊達郡桑折町万正寺・まんしようじ

　　９６９-１６４１・福島県伊達郡桑折町南半田・みなみはんだ

　　９６９-１６２２・福島県伊達郡桑折町南町・みなみまち

　　９６９-１６１４・福島県伊達郡桑折町本町・もとまち

　　９６９-１６４３・福島県伊達郡桑折町谷地・やじ

　　９６９-１６３１・福島県伊達郡桑折町薮内・やぶうち

　　９６９-１７００・福島県伊達郡国見町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-１７０１・福島県伊達郡国見町石母田・いしもだ

　　９６９-１７８２・福島県伊達郡国見町泉田・いずみだ

　　９６９-１７８５・福島県伊達郡国見町板橋南・いたはﾞしみなみ

　　９６９-１７８１・福島県伊達郡国見町内谷・うちや

　　９６９-１７１３・福島県伊達郡国見町大木戸・おおきど

　　９６９-１７１１・福島県伊達郡国見町貝田・かいだ

　　９６９-１７２１・福島県伊達郡国見町川内・かわうち

　　９６９-１７１２・福島県伊達郡国見町光明寺・こうみようじ

　　９６９-１７８４・福島県伊達郡国見町小坂・こさか

　　９６９-１７８８・福島県伊達郡国見町小坂南・こさかみなみ

　　９６９-１７８６・福島県伊達郡国見町新泉田・しんいずみだ

　　９６９-１７８０・福島県伊達郡国見町新内谷・しんうちや

　　９６９-１７８７・福島県伊達郡国見町新小坂・しんこさか

　　９６９-１７８９・福島県伊達郡国見町新鳥取・しんとつとり

　　９６９-１７１４・福島県伊達郡国見町高城・たかぎ

　　９６９-１７５１・福島県伊達郡国見町塚野目・つかのめ

　　９６９-１７４１・福島県伊達郡国見町徳江・とくえ

　　９６９-１７８３・福島県伊達郡国見町鳥取・とつとり

　　９６９-１７２２・福島県伊達郡国見町西大枝・にしおおえだ

　　９６９-１７６１・福島県伊達郡国見町藤田・ふじた

　　９６９-１７３１・福島県伊達郡国見町森山・もりやま

　　９６９-１７７１・福島県伊達郡国見町山崎・やまざき

　　９６０-１４００・福島県伊達郡川俣町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６０-１４６５・福島県伊達郡川俣町赤坂・あかさか

　　９６０-１４０９・福島県伊達郡川俣町秋山・あきやま

　　９６０-１４０１・福島県伊達郡川俣町飯坂・いいざか

　　９６０-１４２３・福島県伊達郡川俣町池ノ入・いけのいり

　　９６０-１４７６・福島県伊達郡川俣町石川・いしかわ

　　９６０-１４１４・福島県伊達郡川俣町上桜・うえざくら

　　９６０-１４５２・福島県伊達郡川俣町後田・うしろだ

　　９６０-１４８５・福島県伊達郡川俣町海老ケ作・えびがさく

　　９６０-１４８４・福島県伊達郡川俣町延命神・えんめいじん

　　９６０-１４４３・福島県伊達郡川俣町大内・おおうち

　　９６０-１４３５・福島県伊達郡川俣町大作・おおさく

　　９６０-１４３１・福島県伊達郡川俣町大清水・おおしみず

　　９６０-１４０３・福島県伊達郡川俣町大綱木・おおつなぎ

　　９６０-１４８９・福島県伊達郡川俣町小島・おじま

　　９６０-１４２９・福島県伊達郡川俣町柏崎・かしわざき

　　９６０-１４７８・福島県伊達郡川俣町壁沢・かべさわ

　　９６０-１４３６・福島県伊達郡川俣町川原田・かわはらだ

　　９６０-１４５３・福島県伊達郡川俣町瓦町・かわらまち

　　９６０-１４７２・福島県伊達郡川俣町草ケ入・くさがいり



　　９６０-１４７７・福島県伊達郡川俣町倉ケ作・くらがさく

　　９６０-１４４２・福島県伊達郡川俣町後庵・ごあん

　　９６０-１４０７・福島県伊達郡川俣町小神・こがみ

　　９６０-１４３４・福島県伊達郡川俣町小作・こさく

　　９６０-１４０２・福島県伊達郡川俣町小綱木・こつなぎ

　　９６０-１４２８・福島県伊達郡川俣町五百田・ごひやくだ

　　９６０-１４７３・福島県伊達郡川俣町桜ケ作・さくらがさく

　　９６０-１４８７・福島県伊達郡川俣町三百田・さんびやくだ

　　９６０-１４８６・福島県伊達郡川俣町下拍子・したびようじ

　　９６０-１４３３・福島県伊達郡川俣町賤ノ田・しつのた

　　９６０-１４８８・福島県伊達郡川俣町新田・しんでん

　　９６０-１４２２・福島県伊達郡川俣町新中町・しんなかまち

　　９６０-１４２５・福島県伊達郡川俣町新宮・しんみや

　　９６０-１４５５・福島県伊達郡川俣町竹ノ内・たけのうち

　　９６０-１４４６・福島県伊達郡川俣町舘・たて

　　９６０-１４１６・福島県伊達郡川俣町舘ノ腰・たてのこじ

　　９６０-１４２７・福島県伊達郡川俣町段ノ腰・だんのこじ

　　９６０-１４８３・福島県伊達郡川俣町壺ケ作・つほﾞがさく

　　９６０-１４０６・福島県伊達郡川俣町鶴沢・つるざわ

　　９６０-１４２１・福島県伊達郡川俣町鉄炮町・てつほﾟうまち

　　９６０-１４２４・福島県伊達郡川俣町寺久保・てらくほﾞ

　　９６０-１４６２・福島県伊達郡川俣町寺前・てらまえ

　　９６０-１４６８・福島県伊達郡川俣町天神入・てんじんいり

　　９６０-１４６３・福島県伊達郡川俣町樋ノ口・といのくち

　　９６０-１４６９・福島県伊達郡川俣町道場・どうじよう

　　９６０-１４４５・福島県伊達郡川俣町中島・なかじま

　　９６０-１４５６・福島県伊達郡川俣町中丁・なかちよう

　　９６０-１４１２・福島県伊達郡川俣町仲ノ内・なかのうち

　　９６０-１４８１・福島県伊達郡川俣町七窪・ななくほﾞ

　　９６０-１４７４・福島県伊達郡川俣町七曲・ななまがり

　　９６０-１４１５・福島県伊達郡川俣町仁井町・にいまち

　　９６０-１４７１・福島県伊達郡川俣町西戸ノ内・にしとのうち

　　９６０-１４０４・福島県伊達郡川俣町西福沢・にしふくざわ

　　９６０-１４４４・福島県伊達郡川俣町根本・ねもと

　　９６０-１４１７・福島県伊達郡川俣町橋本・はしもと

　　９６０-１４５４・福島県伊達郡川俣町八反田・はつたんだ

　　９６０-１４０８・福島県伊達郡川俣町羽田・はねだ

　　９６０-１４７５・福島県伊達郡川俣町早坂・はやさか

　　９６０-１４３２・福島県伊達郡川俣町東大清水・ひがしおおしみず

　　９６０-１４０５・福島県伊達郡川俣町東福沢・ひがしふくざわ

　　９６０-１４１３・福島県伊達郡川俣町広畑・ひろはた

　　９６０-１４２６・福島県伊達郡川俣町日和田・ひわだ

　　９６０-１４１１・福島県伊達郡川俣町細田・ほそだ

　　９６０-１４４１・福島県伊達郡川俣町道内・みちうち

　　９６０-１４６７・福島県伊達郡川俣町宮ノ入・みやのいり

　　９６０-１４６４・福島県伊達郡川俣町宮ノ脇・みやのわき

　　９６０-１４６６・福島県伊達郡川俣町宮前・みやまえ

　　９６０-１４６１・福島県伊達郡川俣町宮町・みやまち

　　９６０-１４５１・福島県伊達郡川俣町本町・もとまち

　　９６０-１４８２・福島県伊達郡川俣町元屋敷・もとやしき

　　９６０-１５０１・福島県伊達郡川俣町山木屋・やまきや

　　９６９-１３００・福島県安達郡大玉村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-１３０１・福島県安達郡大玉村大山・ おおやま

　　９６４-００９１・福島県安達郡大玉村玉井（馬場平）・ たまのい(はﾞはﾞだいら)

　　９６９-１３０２・福島県安達郡大玉村玉井（その他）・ たまのい(そのた)

　　９６９-０４００・福島県岩瀬郡鏡石町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町旭町・あさひまち

　　９６９-０４０２・福島県岩瀬郡鏡石町池の台・いけのだい

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町池ノ原・いけのはら

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町大池・おおいけ

　　９６９-０４０２・福島県岩瀬郡鏡石町大宮・おおみや

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町大山・おおやま

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町岡ノ内・おかのうち

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町岡の台・おかのだい

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町鏡田かげ沼町・かがみだかげぬままち

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町鏡沼・かがみぬま

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町笠石・かさいじ

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町笠石原町・かさいしはらまち

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町鹿島・かしま

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町蒲之沢町・かはﾞのさわまち



　　９６９-０４０３・福島県岩瀬郡鏡石町借宿・かりやど

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町川崎町・かわさきまち

　　９６９-０４０２・福島県岩瀬郡鏡石町河原・かわら

　　９６９-０４０２・福島県岩瀬郡鏡石町北町・きたまち

　　９６９-０４０３・福島県岩瀬郡鏡石町久来石・きゆうらいじ

　　９６９-０４０３・福島県岩瀬郡鏡石町久来石南・きゆうらいしみなみ

　　９６９-０４０３・福島県岩瀬郡鏡石町小栗山・こぐりやま

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町五斗蒔町・ごとまきまち

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町境・さかい

　　９６９-０４０３・福島県岩瀬郡鏡石町桜岡・さくらおか

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町桜町・さくらまち

　　９６９-０４０３・福島県岩瀬郡鏡石町城ノ内・じようのうち

　　９６９-０４０２・福島県岩瀬郡鏡石町新町・しんまち

　　９６９-０４０２・福島県岩瀬郡鏡石町諏訪町・すわまち

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町高久田・たかくだ

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町中央・ちゆうおう

　　９６９-０４０３・福島県岩瀬郡鏡石町堂前・どうまえ

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町豊郷・とよさと

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町豊郷中・とよさとなか

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町豊田・とよだ

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町中町・なかまち

　　９６９-０４０２・福島県岩瀬郡鏡石町成田・なりた

　　９６９-０４０２・福島県岩瀬郡鏡石町成田原町・なりたはらまち

　　９６９-０４０２・福島県岩瀬郡鏡石町成田東・なりたひがじ

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町仁井田・にいだ

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町羽鳥・はとり

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町東鹿島・ひがしかしま

　　９６９-０４０２・福島県岩瀬郡鏡石町東河原・ひがしかわら

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町東町・ひがしまち

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町深内町・ふこうちまち

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町不時沼・ふじぬま

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町堀米・ほりごめ

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町前山・まえやま

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町緑町・みどりまち

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町南高久田・みなみたかくだ

　　９６９-０４０４・福島県岩瀬郡鏡石町南町・みなみまち

　　９６９-０４０１・福島県岩瀬郡鏡石町本町・もとまち

　　９６２-０５００・福島県岩瀬郡天栄村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６２-０５１２・福島県岩瀬郡天栄村飯豊・ いいとよ

　　９６２-０５０４・福島県岩瀬郡天栄村大里・ おおさと

　　９６２-０５１６・福島県岩瀬郡天栄村小川・ おがわ

　　９６２-０５１３・福島県岩瀬郡天栄村沖内・ おきうち

　　９６２-０５１４・福島県岩瀬郡天栄村柿之内・ かきのうち

　　９６２-０５０２・福島県岩瀬郡天栄村上松本・ かみまつもと

　　９６２-０５０３・福島県岩瀬郡天栄村下松本・ しもまつもと

　　９６２-０５１１・福島県岩瀬郡天栄村白子・ しろこ

　　９６２-０５１５・福島県岩瀬郡天栄村, 高林"・たかはやじ

　　９６２-０６２２・福島県岩瀬郡天栄村田良尾・ たらお

　　９６２-０６２３・福島県岩瀬郡天栄村羽鳥・ はとり

　　９６２-０５０１・福島県岩瀬郡天栄村牧之内・ まきのうち

　　９６２-０６２１・福島県岩瀬郡天栄村湯本・ ゆもと

　　９６９-５３００・福島県南会津郡下郷町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-５３３３・福島県南会津郡下郷町合川・あいかわ

　　９６９-５３１５・福島県南会津郡下郷町荒石・あらいじ

　　９６９-５３３１・福島県南会津郡下郷町澳田・いくた

　　９６９-５３１６・福島県南会津郡下郷町石井・いしい

　　９６９-５３１８・福島県南会津郡下郷町磯上・いそがみ

　　９６９-５３２６・福島県南会津郡下郷町栄富・えいとみ

　　９６９-５２０２・福島県南会津郡下郷町枝松・えだまつ

　　９６９-５２０７・福島県南会津郡下郷町大内・おおうち

　　９６９-５２０５・福島県南会津郡下郷町大沢・おおさわ

　　９６９-５３３４・福島県南会津郡下郷町大松川・おおまつかわ

　　９６９-５３４３・福島県南会津郡下郷町落合・おちあい

　　９６９-５３４２・福島県南会津郡下郷町音金・おとかね

　　９６９-５２０８・福島県南会津郡下郷町小沼崎・おぬまざき

　　９６９-５３２３・福島県南会津郡下郷町桑取火・くわとび

　　９６９-５３２１・福島県南会津郡下郷町沢口・さわぐち

　　９６９-５３４４・福島県南会津郡下郷町沢田・さわだ

　　９６９-５３４５・福島県南会津郡下郷町塩生・しおのう

　　９６９-５３１７・福島県南会津郡下郷町志源行・しげんぎよう



　　９６９-５２０３・福島県南会津郡下郷町白岩・しらいわ

　　９６９-５２０１・福島県南会津郡下郷町高陦・たかしま

　　９６９-５３１２・福島県南会津郡下郷町戸赤・とあか

　　９６９-５３１１・福島県南会津郡下郷町豊成・とよなり

　　９６９-５３３２・福島県南会津郡下郷町中妻・なかつﾞま

　　９６９-５３２５・福島県南会津郡下郷町中山・なかやま

　　９６９-５３３５・福島県南会津郡下郷町南倉沢・なぐらさわ

　　９６９-５３４１・福島県南会津郡下郷町野際新田・のぎわしんでん

　　９６９-５３１３・福島県南会津郡下郷町原・はら

　　９６９-５３１４・福島県南会津郡下郷町日影・ひかげ

　　９６９-５２０４・福島県南会津郡下郷町弥五島・やごしま

　　９６９-５３２４・福島県南会津郡下郷町安張・やすはり

　　９６９-５２０６・福島県南会津郡下郷町湯野上・ゆのかみ

　　９６９-５３２２・福島県南会津郡下郷町領毛・りようげ

　　９６７-０５００・福島県南会津郡檜枝岐村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６７-０５２１・福島県南会津郡檜枝岐村居平・ いだいら

　　９６７-０５２４・福島県南会津郡檜枝岐村上ノ台・ うえのだい

　　９６７-０５３２・福島県南会津郡檜枝岐村尾瀬沼・ おぜぬま

　　９６７-０５２２・福島県南会津郡檜枝岐村上ノ原・ かみのはら

　　９６７-０５２３・福島県南会津郡檜枝岐村下ノ台・ したのだい

　　９６７-０５２５・福島県南会津郡檜枝岐村下ノ原・ しものはら

　　９６７-０５２６・福島県南会津郡檜枝岐村滝沢・ たきざわ

　　９６７-０５３１・福島県南会津郡檜枝岐村燧ケ岳・ ひうちがたけ

　　９６７-０５２７・福島県南会津郡檜枝岐村見通・ みつﾞうり

　　９６７-０５２８・福島県南会津郡檜枝岐村葭ケ平・ よしがたいら

　　９６８-０４００・福島県南会津郡只見町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６８-０４４３・福島県南会津郡只見町荒島・あらしま

　　９６８-０４２２・福島県南会津郡只見町石伏・いしぶじ

　　９６８-０６０２・福島県南会津郡只見町大倉・おおくら

　　９６８-０４３４・福島県南会津郡只見町小川・おがわ

　　９６８-０４１５・福島県南会津郡只見町叶津・かのうつﾞ

　　９６８-０４４５・福島県南会津郡只見町亀岡・かめおか

　　９６８-０４１４・福島県南会津郡只見町蒲生・がもう

　　９６８-０４４４・福島県南会津郡只見町熊倉・くまぐら

　　９６８-０４３２・福島県南会津郡只見町黒沢・くろさわ

　　９６８-０４４１・福島県南会津郡只見町黒谷・くろたに

　　９６８-０６０１・福島県南会津郡只見町小林・こはﾞやじ

　　９６８-０６０６・福島県南会津郡只見町坂田・さかた

　　９６８-０４１１・福島県南会津郡只見町塩沢・しおざわ

　　９６８-０６０４・福島県南会津郡只見町塩ノ岐・しおのまた

　　９６８-０４１２・福島県南会津郡只見町十島・じゆうじま

　　９６８-０４２３・福島県南会津郡只見町田子倉・たごくら

　　９６８-０４２１・福島県南会津郡只見町只見・ただみ

　　９６８-０４４２・福島県南会津郡只見町長浜・ながはま

　　９６８-０４３１・福島県南会津郡只見町楢戸・ならと

　　９６８-０６０５・福島県南会津郡只見町二軒在家・にけんざいけ

　　９６８-０４３３・福島県南会津郡只見町福井・ふくい

　　９６８-０６０７・福島県南会津郡只見町布沢・ふざわ

　　９６８-０６０３・福島県南会津郡只見町梁取・やなとり

　　９６８-０４１３・福島県南会津郡只見町寄岩・よりいわ

　　９６７-００００・福島県南会津郡南会津町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６７-０５０７・福島県南会津郡南会津町青柳・あおやぎ

　　９６７-０６０５・福島県南会津郡南会津町東・あずま

　　９６７-０３４１・福島県南会津郡南会津町穴原・あなはﾞら

　　９６７-０３２１・福島県南会津郡南会津町井桁・いげた

　　９６７-０６４１・福島県南会津郡南会津町和泉田・いずみた

　　９６７-００１４・福島県南会津郡南会津町糸沢・いとざわ

　　９６７-０３１７・福島県南会津郡南会津町伊与戸・いよと

　　９６７-０３２３・福島県南会津郡南会津町岩下・いわした

　　９６７-０５１１・福島県南会津郡南会津町内川・うちかわ

　　９６７-０３１９・福島県南会津郡南会津町大久保・おおくほﾞ

　　９６７-０６０３・福島県南会津郡南会津町大新田・おおにた

　　９６７-０６０４・福島県南会津郡南会津町大橋・おおはじ

　　９６７-０５１３・福島県南会津郡南会津町大原・おおはら

　　９６７-０５１５・福島県南会津郡南会津町大桃・おおもも

　　９６７-０３３１・福島県南会津郡南会津町押戸・おしど

　　９６７-０６４２・福島県南会津郡南会津町小野島・おのしま

　　９６７-０３３５・福島県南会津郡南会津町貝原・かいはﾞら

　　９６７-０６３２・福島県南会津郡南会津町片貝・かたかい

　　９６７-００２４・福島県南会津郡南会津町金井沢・かないざわ



　　９６７-０３４４・福島県南会津郡南会津町上ノ原・かみのはら

　　９６７-０３４６・福島県南会津郡南会津町川衣・かわぎぬ

　　９６７-００１２・福島県南会津郡南会津町川島・かわしま

　　９６７-０６０１・福島県南会津郡南会津町木伏・きぶじ

　　９６７-００１１・福島県南会津郡南会津町栗生沢・くりゆうざわ

　　９６７-００２１・福島県南会津郡南会津町高野・こうや

　　９６７-０５０６・福島県南会津郡南会津町小塩・こしお

　　９６７-０３４３・福島県南会津郡南会津町小高林・こたかはﾞやじ

　　９６７-０５１４・福島県南会津郡南会津町小立岩・こだていわ

　　９６７-０６３１・福島県南会津郡南会津町界・さかい

　　９６７-００２２・福島県南会津郡南会津町塩江・しおえ

　　９６７-０３０２・福島県南会津郡南会津町塩ノ原・しおのはら

　　９６７-００２５・福島県南会津郡南会津町静川・しずかわ

　　９６７-０６３４・福島県南会津郡南会津町下山・しもやま

　　９６７-０３２２・福島県南会津郡南会津町精舎・しようじや

　　９６７-０５０３・福島県南会津郡南会津町白沢・しらさわ

　　９６７-０３１１・福島県南会津郡南会津町新田原・しんでんはら

　　９６７-０３０７・福島県南会津郡南会津町水石・すいじ

　　９６７-０３４２・福島県南会津郡南会津町助木生・すけぎゆう

　　９６７-００１３・福島県南会津郡南会津町関本・せきもと

　　９６７-０３１５・福島県南会津郡南会津町高杖原・たかつえはら

　　９６７-００１５・福島県南会津郡南会津町滝原・たきのはら

　　９６７-０００４・福島県南会津郡南会津町田島・たじま

　　９６７-０５０２・福島県南会津郡南会津町多々石・ただいじ

　　９６７-０３０１・福島県南会津郡南会津町たのせ・たのせ

　　９６７-０００２・福島県南会津郡南会津町田部・たべ

　　９６７-０００７・福島県南会津郡南会津町丹藤・たんどう

　　９６７-０３３２・福島県南会津郡南会津町角生・つのう

　　９６７-００１６・福島県南会津郡南会津町藤生・とうにゆう

　　９６７-０６２１・福島県南会津郡南会津町鴇巣・とうのす

　　９６７-０３４５・福島県南会津郡南会津町木賊・とくさ

　　９６７-０３０５・福島県南会津郡南会津町戸中・とちゆう

　　９６７-０６３３・福島県南会津郡南会津町富山・とみやま

　　９６７-０００５・福島県南会津郡南会津町中荒井・なかあらい

　　９６７-０００６・福島県南会津郡南会津町永田・ながた

　　９６７-０００１・福島県南会津郡南会津町長野・ながの

　　９６７-０３１２・福島県南会津郡南会津町熨斗戸・のしと

　　９６７-０５１２・福島県南会津郡南会津町耻風・はじかぜ

　　９６７-０５０４・福島県南会津郡南会津町浜野・はまの

　　９６７-００２６・福島県南会津郡南会津町針生・はりゆう

　　９６７-０３２４・福島県南会津郡南会津町番屋・はﾞんや

　　９６７-００２３・福島県南会津郡南会津町福米沢・ふくめざわ

　　９６７-０３０３・福島県南会津郡南会津町福渡・ふくわた

　　９６７-０５０１・福島県南会津郡南会津町古町・ふるまち

　　９６７-０３０６・福島県南会津郡南会津町前沢・まえざわ

　　９６７-０３０４・福島県南会津郡南会津町松戸原・まつとはら

　　９６７-０００３・福島県南会津郡南会津町水無・みずなじ

　　９６７-０６０２・福島県南会津郡南会津町水根沢・みずねさわ

　　９６７-０３３４・福島県南会津郡南会津町水引・みずひき

　　９６７-０３４７・福島県南会津郡南会津町宮里・みやざと

　　９６７-０５０５・福島県南会津郡南会津町宮沢・みやざわ

　　９６７-０６２２・福島県南会津郡南会津町宮床・みやとこ

　　９６７-０３１３・福島県南会津郡南会津町森戸・もりと

　　９６７-０３１８・福島県南会津郡南会津町八木ノ沢・やぎのさわ

　　９６７-０３１４・福島県南会津郡南会津町八総・やそう

　　９６７-０６１１・福島県南会津郡南会津町山口・やまぐち

　　９６７-０３３３・福島県南会津郡南会津町湯ノ花・ゆのはな

　　９６７-０３３６・福島県南会津郡南会津町吉高・よしたか

　　９６６-０４００・福島県耶麻郡北塩原村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６６-０４０２・福島県耶麻郡北塩原村大塩・ おおしお

　　９６６-０４０４・福島県耶麻郡北塩原村北山・ きたやま

　　９６６-０４０５・福島県耶麻郡北塩原村, 下吉"・しもよじ

　　９６６-０４０３・福島県耶麻郡北塩原村関屋・ せきや

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（苧畑沢・ ひはﾞら(うはﾞたさわ)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（金山・ ひはﾞら(かなやま)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（五十両原・ ひはﾞら(ごじゆうりようはら)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（巣ノ山・ ひはﾞら(すのやま)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（滝ノ原・ ひはﾞら(たきのはら)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（道前原・ ひはﾞら(どうぜんはら)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（墓下・ ひはﾞら(はかした)



　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（桧原・ ひはﾞら(ひはﾞら)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（無縁・ ひはﾞら(むえん)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（原）・ はら)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（早稲沢）・ わせざわ)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（小屋沢）・ こやさわ)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（水梨原）・ みずなしはら)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（中原）・ なかはら)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（楢木平原）・ならのきだいらはら)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（焼桂山）・やけがつらやま)

　　９６６-０５０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（館山）・たてやま)

　　９６６-０４０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（雄子沢）・ ひはﾞら(おしざわ)

　　９６６-０４０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（雄子沢原）・ ひはﾞら(おしざわはら)

　　９６６-０４０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（細野）・ ひはﾞら(ほその)

　　９６６-０４０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（南黄連沢）・ ひはﾞら(みなみおうれんさわ)

　　９６６-０４０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（黄連沢山）・ ひはﾞら(おうれんさわやま)

　　９６６-０４０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（黄連原山）・ ひはﾞら(おうれんはらやま)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（秋元)、・ ひはﾞら(あきもと)､

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（荒砂沢山)、・ ひはﾞら(あらすなさわやま)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（裏磐梯)、・ ひはﾞら(うらはﾞんだい)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（大府平)、・ ひはﾞら(おおぶだいら)､

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（小野川)、・ ひはﾞら(おのがわ)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（小野川原)、・ ひはﾞら(おのがわはら)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（剣ケ峯)、・ ひはﾞら(けんがみね)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（狐鷹森)、・ ひはﾞら(こたかもり)､

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（五色沼）・ ごしきぬま)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（甚九郎山）・じんくろうやま)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（曽原山）・そはらやま)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（寺沢山）・ てらさわやま)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（蛇平原山）・へびたいらはらやま)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（湯平山）・ ゆだいらやま)

　　９６９-２７０１・福島県耶麻郡北塩原村檜原（簗部沢山）・やなべさわやま)

　　９６９-４４００・福島県耶麻郡西会津町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-４７３４・福島県耶麻郡西会津町奥川飯里・おくがわいいさと

　　９６９-４７３２・福島県耶麻郡西会津町奥川飯沢・おくがわいいざわ

　　９６９-４７３１・福島県耶麻郡西会津町奥川飯根・おくがわいいね

　　９６９-４７３３・福島県耶麻郡西会津町奥川大綱木・おくがわおおつなぎ

　　９６９-４７３７・福島県耶麻郡西会津町奥川高陽根・おくがわかやね

　　９６９-４７３５・福島県耶麻郡西会津町奥川豊島・おくがわとよしま

　　９６９-４７３６・福島県耶麻郡西会津町奥川元島・おくがわもとしま

　　９６９-４４０２・福島県耶麻郡西会津町尾野本・おのもと

　　９６９-４５１２・福島県耶麻郡西会津町上野尻・かみのじり

　　９６９-４４０５・福島県耶麻郡西会津町下谷・したたに

　　９６９-４５１５・福島県耶麻郡西会津町下野尻・しものじり

　　９６９-４６２２・福島県耶麻郡西会津町新郷笹川・しんごうささがわ

　　９６９-４６２３・福島県耶麻郡西会津町新郷豊洲・しんごうとよす

　　９６９-４６２１・福島県耶麻郡西会津町新郷冨士・しんごうふじ

　　９６９-４６２４・福島県耶麻郡西会津町新郷三河・しんごうみかわ

　　９６９-４４０３・福島県耶麻郡西会津町束松・たはﾞねまつ

　　９６９-４４０１・福島県耶麻郡西会津町登世島・とせじま

　　９６９-４４０６・福島県耶麻郡西会津町野沢・のざわ

　　９６９-４５１４・福島県耶麻郡西会津町宝坂宝坂・ほうさかほうさか

　　９６９-４５１３・福島県耶麻郡西会津町宝坂屋敷・ほうさかやしき

　　９６９-４４０４・福島県耶麻郡西会津町睦合・むつあい

　　９６９-４５１１・福島県耶麻郡西会津町群岡・むらおか

　　９６９-３３００・福島県耶麻郡磐梯町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-３３０３・福島県耶麻郡磐梯町赤枝・あかえだ

　　９６９-３３０４・福島県耶麻郡磐梯町大谷・おおたに

　　９６９-３３０２・福島県耶麻郡磐梯町更科・さらしな

　　９６９-３３０１・福島県耶麻郡磐梯町磐梯・はﾞんだい

　　９６９-３１００・福島県耶麻郡猪苗代町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-３１２１・福島県耶麻郡猪苗代町芦原・あしはら

　　９６９-３１２２・福島県耶麻郡猪苗代町新町・あらまち

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町家ノ前・いえのまえ

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町雷・いかずち

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町出雲壇・いずもだん

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町板橋北・いたはﾞしきた

　　９６９-３１３１・福島県耶麻郡猪苗代町今泉・いまいずみ

　　９６９-３１４１・福島県耶麻郡猪苗代町磐里・いわさと

　　９６９-３２８６・福島県耶麻郡猪苗代町磐根・いわね

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町上ノ山・うえのやま



　　９６９-３１０２・福島県耶麻郡猪苗代町右近山・うこんやま

　　９６９-３１２１・福島県耶麻郡猪苗代町裏町・うらまち

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町太田・おおた

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町太田西・おおたにじ

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町大道西・おおみちにじ

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町大谷地・おおやち

　　９６９-３２８５・福島県耶麻郡猪苗代町翁沢・おきなざわ

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町小黒川・おぐろがわ

　　９６９-３２８３・福島県耶麻郡猪苗代町長田・おさだ

　　９６９-３１２１・福島県耶麻郡猪苗代町オヒテ川・おひてかわ

　　９６９-３１２２・福島県耶麻郡猪苗代町カキ田・かきた

　　９６９-３１２２・福島県耶麻郡猪苗代町ガギ田・がぎた

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町欠上り・かけあがり

　　９６９-３１３２・福島県耶麻郡猪苗代町堅田・かただ

　　９６９-２２７２・福島県耶麻郡猪苗代町金田・かねだ

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町鹿野境・かのざかい

　　９６９-３１２１・福島県耶麻郡猪苗代町上ザル田・かみざるた

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町上村前・かみむらまえ

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町上村東・かみむらひがじ

　　９６９-３１３１・福島県耶麻郡猪苗代町上屋敷・かみやしき

　　９６９-２６６３・福島県耶麻郡猪苗代町川桁・かわげた

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町北ノ林・きたのはやじ

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町北半坂・きたはんざか

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町行人壇・ぎようにんだん

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町桐木沢・きりのきざわ

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町窪田・くほﾞた

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町窪ノ内・くほﾞのうち

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町窪南・くほﾞみなみ

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町グミ沢原・ぐみざわはら

　　９６９-２７５２・福島県耶麻郡猪苗代町蚕養・こがい

　　９６９-３１２３・福島県耶麻郡猪苗代町古城跡・こじようあと

　　９６９-３１２３・福島県耶麻郡猪苗代町古城町・こじようまち

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町御三壇・ごさんだん

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町五百苅・ごひやくがり

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町五輪原・ごりんはﾟら

　　９６９-３１２２・福島県耶麻郡猪苗代町坂下・さかした

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町猿壇・さるだん

　　９６９-３２８２・福島県耶麻郡猪苗代町酸奨沢・さんしようざわ

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町渋谷・しぶたに

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町清水・しみず

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町清水端・しみずはﾞた

　　９６９-３１３１・福島県耶麻郡猪苗代町下園・しもぞの

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町下辺沢・しもへんざわ

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町菖蒲田・しようぶだ

　　９６９-３１２３・福島県耶麻郡猪苗代町城南・しろみなみ

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町新地・しんち

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町新堀田東・しんほﾞりたひがじ

　　９６９-３１３１・福島県耶麻郡猪苗代町新堀向・しんほﾞりむかい

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町新堀西・しんほﾞりにじ

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町諏訪前・すわまえ

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町諏訪東・すわひがじ

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町諏訪西・すわにじ

　　９６９-２２７３・福島県耶麻郡猪苗代町関都・せきと

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町堰間上・せきまうえ

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町芹沢・せりさわ

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町茶園・ちやえん

　　９６９-３１３３・福島県耶麻郡猪苗代町千代田・ちよだ

　　９６９-３１２２・福島県耶麻郡猪苗代町塚田・つかた

　　９６９-３１２１・福島県耶麻郡猪苗代町津金沢・つがねさわ

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町土湯沢山・つちゆさわやま

　　９６９-３１１２・福島県耶麻郡猪苗代町堤・つつみ

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町堤下・つつみした

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町堤北・つつみきた

　　９６９-２２７４・福島県耶麻郡猪苗代町壺楊・つほﾞよう

　　９６９-３１２３・福島県耶麻郡猪苗代町鶴田・つるた

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町鶴峰西・つるみねにじ

　　９６９-３１１２・福島県耶麻郡猪苗代町寺後・てらご

　　９６９-３１２１・福島県耶麻郡猪苗代町寺東・てらひがじ

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町樋場・といはﾞ

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町樋場道下・といはﾞみちした



　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町土手間・どてま

　　９６９-２２７１・福島県耶麻郡猪苗代町中小松・なかこまつ

　　９６９-３１１２・福島県耶麻郡猪苗代町中町・なかまち

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町中道西・なかみちにじ

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町長坂・ながさか

　　９６９-３１２１・福島県耶麻郡猪苗代町梨木西・なしのきにじ

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町並杉西・なみすぎにじ

　　９６９-３１３１・福島県耶麻郡猪苗代町西舘・にしだて

　　９６９-３２８１・福島県耶麻郡猪苗代町西葉山・にしはやま

　　９６９-３１０２・福島県耶麻郡猪苗代町西峰・にしみね

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町二丁田・にちようだ

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町沼田・ぬまた

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町沼ノ倉・ぬまのくら

　　９６９-３１０２・福島県耶麻郡猪苗代町猫石山・ねこいしやま

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町禰次・ねつぎ

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町土町・はにまち

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町土町西裡・はにまちにしうら

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町土町南・はにまちみなみ

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町ハノ木沢・はのきざわ

　　９６９-３１１２・福島県耶麻郡猪苗代町馬場・はﾞはﾞ

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町林崎・はやしざき

　　９６９-３１０２・福島県耶麻郡猪苗代町葉山・はやま

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町半坂・はんざか

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町東町裏・ひがしまちうら

　　９６９-３１３１・福島県耶麻郡猪苗代町東谷地・ひがしやち

　　９６９-３１０２・福島県耶麻郡猪苗代町雛草・ひなくさ

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町琵琶沢原・びわさわはら

　　９６９-３２８７・福島県耶麻郡猪苗代町不動・ふどう

　　９６９-３１１２・福島県耶麻郡猪苗代町弁才天西・べんざいてんにじ

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町辺沢・へんざわ

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町程塚・ほどつﾞか

　　９６９-３１０３・福島県耶麻郡猪苗代町町島田・まちしまだ

　　９６９-３１２２・福島県耶麻郡猪苗代町町尻・まちじり

　　９６９-３１２１・福島県耶麻郡猪苗代町町東・まちひがじ

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町町西・まちにじ

　　９６９-２６６１・福島県耶麻郡猪苗代町三郷・みさと

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町三ツ屋・みつや

　　９６９-３２８４・福島県耶麻郡猪苗代町三ツ和・みつわ

　　９６９-３１１３・福島県耶麻郡猪苗代町南半坂・みなみはんざか

　　９６９-３１０２・福島県耶麻郡猪苗代町見禰・みね

　　９６９-３１０２・福島県耶麻郡猪苗代町見禰山・みねやま

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町明円・みようえん

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町村中・むらなか

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町村東下・むらひがしした

　　９６９-３１１１・福島県耶麻郡猪苗代町村東・むらひがじ

　　９６９-３１３１・福島県耶麻郡猪苗代町村南・むらみなみ

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町村北・むらきた

　　９６９-３１２２・福島県耶麻郡猪苗代町本町・もとまち

　　９６９-２６６２・福島県耶麻郡猪苗代町八幡・やはた

　　９６９-３１０１・福島県耶麻郡猪苗代町山神原・やまかみはら

　　９６９-２２７５・福島県耶麻郡猪苗代町山潟・やまがた

　　９６９-３１２１・福島県耶麻郡猪苗代町横まくり・よこまくり

　　９６９-３１２１・福島県耶麻郡猪苗代町横マクリ・よこまくり

　　９６９-３１４１・福島県耶麻郡猪苗代町六角・ろつかく

　　９６９-２７５１・福島県耶麻郡猪苗代町若宮・わかみや

　　９６９-３２８８・福島県耶麻郡猪苗代町綿場・わたはﾞ

　　９６９-６５００・福島県河沼郡会津坂下町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-６５１７・福島県河沼郡会津坂下町合川・あいかわ

　　９６９-６５１１・福島県河沼郡会津坂下町青木・あおき

　　９６９-６５１８・福島県河沼郡会津坂下町青津・あおつﾞ

　　９６９-６５３５・福島県河沼郡会津坂下町家ノ前乙・いえのまえおつ

　　９６９-６５５３・福島県河沼郡会津坂下町石田・いしだ

　　９６９-６５６３・福島県河沼郡会津坂下町市中新町甲・いちなかしんちようこう

　　９６９-６５３６・福島県河沼郡会津坂下町市中一番甲・いちなか１はﾞんこう

　　９６９-６５４３・福島県河沼郡会津坂下町市中二番甲・いちなか２はﾞんこう

　　９６９-６５４７・福島県河沼郡会津坂下町市中三番甲・いちなか３はﾞんこう

　　９６９-６５５７・福島県河沼郡会津坂下町市中四番甲・いちなか４はﾞんこう

　　９６９-６５６２・福島県河沼郡会津坂下町一丁田甲・いつちようだこう

　　９６９-６５６６・福島県河沼郡会津坂下町稲荷塚・いなりつﾞか

　　９６９-６５３７・福島県河沼郡会津坂下町戌亥乙・いぬいおつ



　　９６９-６５７６・福島県河沼郡会津坂下町牛川・うしかわ

　　９６９-６５０３・福島県河沼郡会津坂下町宇内・うない

　　９６９-６５３８・福島県河沼郡会津坂下町姥ケ下乙・うはﾞがしたおつ

　　９６９-６５２３・福島県河沼郡会津坂下町海老細・えびさい

　　９６９-６５１９・福島県河沼郡会津坂下町御池田・おいけだ

　　９６９-６５７３・福島県河沼郡会津坂下町大沖・おおおき

　　９６９-６５０７・福島県河沼郡会津坂下町大上・おおかみ

　　９６９-６５４４・福島県河沼郡会津坂下町大堀川西甲・おおほりかわにしこう

　　９６９-６５３４・福島県河沼郡会津坂下町小川原・おがわはら

　　９６９-６５２５・福島県河沼郡会津坂下町開津・かいつﾞ

　　９６９-６５８１・福島県河沼郡会津坂下町片門・かたかど

　　９６９-６５７５・福島県河沼郡会津坂下町勝大・かつおお

　　９６９-６５２１・福島県河沼郡会津坂下町金上・かながみ

　　９６９-６５３８・福島県河沼郡会津坂下町上窪道北乙・かみくほﾞみちきたおつ

　　９６９-６５４１・福島県河沼郡会津坂下町上四十石甲・かみしじゆつこくこう

　　９６９-６５３８・福島県河沼郡会津坂下町上沼ノ上丙・かみぬまのうえへい

　　９６９-６５３３・福島県河沼郡会津坂下町上ノ台乙・かみのだいおつ

　　９６９-６５３４・福島県河沼郡会津坂下町北小川原乙・きたおがわはらおつ

　　９６９-６５５６・福島県河沼郡会津坂下町北逆水甲・きたさかみずこう

　　９６９-６５８３・福島県河沼郡会津坂下町気多宮・けたのみや

　　９６９-６５４２・福島県河沼郡会津坂下町光明寺東甲・こうみようじひがしこう

　　９６９-６５１４・福島県河沼郡会津坂下町五香・ごか

　　９６９-６５４５・福島県河沼郡会津坂下町五反田・ごたんだ

　　９６９-６５２６・福島県河沼郡会津坂下町五ノ併・ごのへい

　　９６９-６５５６・福島県河沼郡会津坂下町逆水・さかみず

　　９６９-６５８６・福島県河沼郡会津坂下町坂本・さかもと

　　９６９-６５５５・福島県河沼郡会津坂下町沢ノ目・さわのめ

　　９６９-６５４１・福島県河沼郡会津坂下町四十石・しじゆつこく

　　９６９-６５３１・福島県河沼郡会津坂下町上口・じようぐち

　　９６９-６５２８・福島県河沼郡会津坂下町新開津・しんかいつﾞ

　　９６９-６５５３・福島県河沼郡会津坂下町西南町裏甲・せいなんまちうらこう

　　９６９-６５６５・福島県河沼郡会津坂下町惣六・そうろく

　　９６９-６５６１・福島県河沼郡会津坂下町大道・だいどう

　　９６９-６５３３・福島県河沼郡会津坂下町台ノ下・だいのした

　　９６９-６５８２・福島県河沼郡会津坂下町高寺・たかてら

　　９６９-６５１３・福島県河沼郡会津坂下町立川・たちかわ

　　９６９-６５５２・福島県河沼郡会津坂下町舘ノ内甲・たてのうちこう

　　９６９-６５５１・福島県河沼郡会津坂下町舘ノ下・たてのした

　　９６９-６５８７・福島県河沼郡会津坂下町束松・たはﾞねまつ

　　９６９-６５４８・福島県河沼郡会津坂下町茶屋町甲・ちややまちこう

　　９６９-６５２４・福島県河沼郡会津坂下町束原・つかはら

　　９６９-６５０２・福島県河沼郡会津坂下町津尻・つじり

　　９６９-６５７４・福島県河沼郡会津坂下町樋島・といしま

　　９６９-６５８４・福島県河沼郡会津坂下町塔寺・とうでら

　　９６９-６５４４・福島県河沼郡会津坂下町東南町裏甲・とうなんまちうらこう

　　９６９-６５１６・福島県河沼郡会津坂下町中泉・なかいずみ

　　９６９-６５６４・福島県河沼郡会津坂下町中岩田・なかいわた

　　９６９-６５６２・福島県河沼郡会津坂下町中岡甲・なかおかこう

　　９６９-６５０１・福島県河沼郡会津坂下町長井・ながい

　　９６９-６５０５・福島県河沼郡会津坂下町新舘・にいだて

　　９６９-６５３７・福島県河沼郡会津坂下町西ノ宮乙・にしのみやおつ

　　９６９-６５１２・福島県河沼郡会津坂下町沼越・ぬまこじ

　　９６９-６５６７・福島県河沼郡会津坂下町沼田甲・ぬまたこう

　　９６９-６５７２・福島県河沼郡会津坂下町羽林・ははﾞやじ

　　９６９-６５３４・福島県河沼郡会津坂下町原道東甲・はらみちひがしこう

　　９６９-６５３２・福島県河沼郡会津坂下町東川前丙・ひがしかわまえへい

　　９６９-６５３１・福島県河沼郡会津坂下町東上口甲・ひがしじようぐちこう

　　９６９-６５３５・福島県河沼郡会津坂下町東屋敷添乙・ひがしやしきぞえおつ

　　９６９-６５７１・福島県河沼郡会津坂下町白狐・びやつこ

　　９６９-６５２７・福島県河沼郡会津坂下町福原・ふくはら

　　９６９-６５１５・福島県河沼郡会津坂下町福原前・ふくはらまえ

　　９６９-６５８５・福島県河沼郡会津坂下町船杉・ふなすぎ

　　９６９-６５３９・福島県河沼郡会津坂下町古市乙・ふるいちおつ

　　９６９-６５４９・福島県河沼郡会津坂下町古町川尻・ふるまちかわじり

　　９６９-６５４２・福島県河沼郡会津坂下町古屋敷甲・ふるやしきこう

　　９６９-６５４６・福島県河沼郡会津坂下町曲田・まがりだ

　　９６９-６５５４・福島県河沼郡会津坂下町松ノ目・まつのめ

　　９６９-６５１９・福島県河沼郡会津坂下町三谷・みたに

　　９６９-６５３２・福島県河沼郡会津坂下町道下丙・みちしたへい

　　９６９-６５０６・福島県河沼郡会津坂下町見明・みみよう



　　９６９-６５２２・福島県河沼郡会津坂下町宮古・みやこ

　　９６９-６５０４・福島県河沼郡会津坂下町八日沢・ようかざわ

　　９６９-３５００・福島県河沼郡湯川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-３５４３・福島県河沼郡湯川村笈川・ おいかわ

　　９６９-３５５４・福島県河沼郡湯川村熊ノ目・ くまのめ

　　９６９-３５４５・福島県河沼郡湯川村桜町・ さくらまち

　　９６９-３５５５・福島県河沼郡湯川村佐野目・ さのめ

　　９６９-３５４４・福島県河沼郡湯川村清水田・ しみずだ

　　９６９-３５５６・福島県河沼郡湯川村勝常・ しようじよう

　　９６９-３５５３・福島県河沼郡湯川村田川・ たがわ

　　９６９-３５５１・福島県河沼郡湯川村堂畑・ どうはﾞたけ

　　９６９-３５４１・福島県河沼郡湯川村浜崎・ はまさき

　　９６９-３５５２・福島県河沼郡湯川村三川・ みかわ

　　９６９-３５４６・福島県河沼郡湯川村美田園・ みたぞの

　　９６９-３５４２・福島県河沼郡湯川村湊・ みなと

　　９６９-７２００・福島県河沼郡柳津町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-７２０６・福島県河沼郡柳津町飯谷・いいたに

　　９６９-７２０４・福島県河沼郡柳津町猪倉野・いくらの

　　９６９-７３２３・福島県河沼郡柳津町芋小屋・いもごや

　　９６９-７３２５・福島県河沼郡柳津町大成沢・おおなりさわ

　　９６９-７２０２・福島県河沼郡柳津町大柳・おおりゆう

　　９６９-７３２４・福島県河沼郡柳津町胄中・かぶちゆう

　　９６９-７２０３・福島県河沼郡柳津町軽井沢・かるいざわ

　　９６９-７３１２・福島県河沼郡柳津町久保田・くほﾞた

　　９６９-７３２２・福島県河沼郡柳津町黒沢・くろさわ

　　９６９-７２０５・福島県河沼郡柳津町郷戸・ごうど

　　９６９-７３１３・福島県河沼郡柳津町五畳敷・ごじようじき

　　９６９-７２０７・福島県河沼郡柳津町小椿・こつはﾞき

　　９６９-７３２１・福島県河沼郡柳津町砂子原・すなこはら

　　９６９-７３２６・福島県河沼郡柳津町琵琶首・びわくび

　　９６９-７２０８・福島県河沼郡柳津町藤・ふじ

　　９６９-７２０９・福島県河沼郡柳津町細八・ほそはち

　　９６９-７３１４・福島県河沼郡柳津町牧沢・まきざわ

　　９６９-７２０１・福島県河沼郡柳津町柳津・やないつﾞ

　　９６９-７３１１・福島県河沼郡柳津町湯八木沢・ゆやぎさわ

　　９６９-７３１５・福島県河沼郡柳津町四つ谷・よつや

　　９６９-７５００・福島県大沼郡三島町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-７５１８・福島県大沼郡三島町浅岐・あさまた

　　９６９-７４０７・福島県大沼郡三島町大石田・おおいしだ

　　９６９-７５１７・福島県大沼郡三島町大谷・おおたに

　　９６９-７５１６・福島県大沼郡三島町大登・おおのほﾞり

　　９６９-７５１５・福島県大沼郡三島町川井・かわい

　　９６９-７５１２・福島県大沼郡三島町桑原・くわのはら

　　９６９-７４０３・福島県大沼郡三島町小山・こやま

　　９６９-７４０４・福島県大沼郡三島町高清水・たかしみず

　　９６９-７４０５・福島県大沼郡三島町滝原・たきはﾞら

　　９６９-７５１４・福島県大沼郡三島町滝谷・たきや

　　９６９-７４０２・福島県大沼郡三島町名入・ないり

　　９６９-７４０１・福島県大沼郡三島町西方・にしかた

　　９６９-７４０６・福島県大沼郡三島町早戸・はやと

　　９６９-７４１３・福島県大沼郡三島町桧原（小和瀬）・ひのはら(こわぜ)

　　９６９-７５１３・福島県大沼郡三島町桧原（その他）・ひのはら(そのた)

　　９６９-７５１９・福島県大沼郡三島町間方・まがた

　　９６９-７５１１・福島県大沼郡三島町宮下・みやした

　　９６８-００００・福島県大沼郡金山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６８-０００２・福島県大沼郡金山町大栗山・おおくりやま

　　９６８-０００５・福島県大沼郡金山町大志・おおじ

　　９６８-０３２６・福島県大沼郡金山町大塩・おおしお

　　９６８-００１１・福島県大沼郡金山町川口・かわぐち

　　９６８-００１２・福島県大沼郡金山町小栗山・こぐりやま

　　９６８-０３２１・福島県大沼郡金山町越川・こすがわ

　　９６８-０３２５・福島県大沼郡金山町滝沢・たきざわ

　　９６８-０３２４・福島県大沼郡金山町田沢・たざわ

　　９６８-００１４・福島県大沼郡金山町玉梨・たまなじ

　　９６８-０００４・福島県大沼郡金山町太郎布・たらぶ

　　９６８-０００６・福島県大沼郡金山町中川・なかがわ

　　９６８-００１５・福島県大沼郡金山町西谷・にしたに

　　９６８-０００３・福島県大沼郡金山町沼沢・ぬまざわ

　　９６８-００１３・福島県大沼郡金山町八町・はちまち

　　９６８-００１６・福島県大沼郡金山町本名・ほんな



　　９６８-０００１・福島県大沼郡金山町水沼・みずぬま

　　９６８-０３２３・福島県大沼郡金山町山入・やまいり

　　９６８-０３２２・福島県大沼郡金山町横田・よこた

　　９６８-０１００・福島県大沼郡昭和村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６８-０２１４・福島県大沼郡昭和村, 大芦"・おおあじ

　　９６８-０２１１・福島県大沼郡昭和村小野川・ おのがわ

　　９６８-０２１２・福島県大沼郡昭和村喰丸・ くいまる

　　９６８-０１０４・福島県大沼郡昭和村小中津川・ こなかつかわ

　　９６８-０２１５・福島県大沼郡昭和村佐倉・ さぐら

　　９６８-０１０３・福島県大沼郡昭和村下中津川・ しもなかつかわ

　　９６８-０１０２・福島県大沼郡昭和村野尻・ のじり

　　９６８-０１０１・福島県大沼郡昭和村松山・ まつやま

　　９６８-０２１３・福島県大沼郡昭和村両原・ りようはら

　　９６９-６２００・福島県大沼郡会津美里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-６２７２・福島県大沼郡会津美里町赤留・あかる

　　９６９-６２２２・福島県大沼郡会津美里町旭市川・あさひいちかわ

　　９６９-６２２６・福島県大沼郡会津美里町旭杉原・あさひすぎはら

　　９６９-６２２１・福島県大沼郡会津美里町旭館端・あさひたてはた

　　９６９-６２２３・福島県大沼郡会津美里町旭寺入・あさひてらいり

　　９６９-６２２５・福島県大沼郡会津美里町旭三寄・あさひみよせ

　　９６９-６２２４・福島県大沼郡会津美里町旭無量・あさひむりよう

　　９６９-６３５１・福島県大沼郡会津美里町穴田・あなだ

　　９６９-６３５２・福島県大沼郡会津美里町穴田乙・あなだおつ

　　９６９-６２６６・福島県大沼郡会津美里町油田・あぶらでん

　　９６９-６１７１・福島県大沼郡会津美里町荒井・あらい

　　９６９-６０２７・福島県大沼郡会津美里町荒井甲・あらいこう

　　９６９-６１６１・福島県大沼郡会津美里町荒井前・あらいまえ

　　９６９-６１１１・福島県大沼郡会津美里町家西・いえにじ

　　９６９-６０３７・福島県大沼郡会津美里町家西甲・いえにしこう

　　９６９-６２０６・福島県大沼郡会津美里町家ノ下・いえのした

　　９６９-６１１２・福島県大沼郡会津美里町家東甲・いえひがしこう

　　９６９-６１５１・福島県大沼郡会津美里町石切畑・いしきりはﾞたけ

　　９６９-６０４６・福島県大沼郡会津美里町石切畑甲・いしきりはﾞたこう

　　９６９-６３０７・福島県大沼郡会津美里町石田甲・いしだこう

　　９６９-６０３６・福島県大沼郡会津美里町上野川原・うえのかわら

　　９６９-６２６１・福島県大沼郡会津美里町内川原・うちかわら

　　９６９-６２６１・福島県大沼郡会津美里町梅ノ木・うめのき

　　９６９-６２６５・福島県大沼郡会津美里町漆原北・うるしわらきた

　　９６９-６４０７・福島県大沼郡会津美里町上平・うわだいら

　　９６９-６０６１・福島県大沼郡会津美里町上町甲・うわまちこう

　　９６９-６１０１・福島県大沼郡会津美里町駅前・えきまえ

　　９６９-６１２１・福島県大沼郡会津美里町延命寺前・えんめいじまえ

　　９６９-６３０６・福島県大沼郡会津美里町延命寺前乙・えんめいじまえおつ

　　９６９-６３０５・福島県大沼郡会津美里町延命寺前甲・えんめいじまえこう

　　９６９-６１３１・福島県大沼郡会津美里町大石・おおいじ

　　９６９-６０５７・福島県大沼郡会津美里町大川端甲・おおかわはﾞたこう

　　９６９-６１４１・福島県大沼郡会津美里町大八郷・おおはちごう

　　９６９-６３３３・福島県大沼郡会津美里町大八郷乙・おおはちごうおつ

　　９６９-６１７３・福島県大沼郡会津美里町大道上・おおみちかみ

　　９６９-６０２２・福島県大沼郡会津美里町大道上甲・おおみちかみこう

　　９６９-６２４２・福島県大沼郡会津美里町大室・おおむろ

　　９６９-６２５４・福島県大沼郡会津美里町荻窪・おぎくほﾞ

　　９６９-６３４３・福島県大沼郡会津美里町沖田・おきた

　　９６９-６２６５・福島県大沼郡会津美里町御蔵南・おくらみなみ

　　９６９-６４０９・福島県大沼郡会津美里町小沢・おざわ

　　９６９-６２３１・福島県大沼郡会津美里町尾岐窪・おまたくほﾞ

　　９６９-６０５１・福島県大沼郡会津美里町思堀・おもいほﾞり

　　９６９-６１０２・福島県大沼郡会津美里町思堀向・おもいほﾞりむかい

　　９６９-６２０５・福島県大沼郡会津美里町御田・おんた

　　９６９-６２６２・福島県大沼郡会津美里町鹿島・かしま

　　９６９-６２１３・福島県大沼郡会津美里町勝原・かつはら

　　９６９-６１０３・福島県大沼郡会津美里町上村北・かみむらきた

　　９６９-６１０４・福島県大沼郡会津美里町上村西道上・かみむらにしみちかみ

　　９６９-６１０４・福島県大沼郡会津美里町上村西道下・かみむらにしみちした

　　９６９-６１０５・福島県大沼郡会津美里町上村東・かみむらひがじ

　　９６９-６１０５・福島県大沼郡会津美里町上村南・かみむらみなみ

　　９６９-６２６５・福島県大沼郡会津美里町川添・かわぞえ

　　９６９-６１５９・福島県大沼郡会津美里町川原町北・かわはらちようきた

　　９６９-６０４１・福島県大沼郡会津美里町川原町・かわらちよう

　　９６９-６０２４・福島県大沼郡会津美里町川原町北甲・かわらちようきたこう



　　９６９-６１５２・福島県大沼郡会津美里町川原町甲・かわらちようこう

　　９６９-６２６２・福島県大沼郡会津美里町観音北・かんのんきた

　　９６９-６１５４・福島県大沼郡会津美里町北浦・きたうら

　　９６９-６０４５・福島県大沼郡会津美里町北浦甲・きたうらこう

　　９６９-６１５５・福島県大沼郡会津美里町北川原・きたがわら

　　９６９-６０４７・福島県大沼郡会津美里町北川原甲・きたがわらこう

　　９６９-６３１６・福島県大沼郡会津美里町北原・きたはら

　　９６９-６３１８・福島県大沼郡会津美里町北原乙・きたはらおつ

　　９６９-６３１７・福島県大沼郡会津美里町北原甲・きたはらこう

　　９６９-６３４２・福島県大沼郡会津美里町倉田・くらた

　　９６９-６１１３・福島県大沼郡会津美里町車川原・くるまがわら

　　９６９-６０６８・福島県大沼郡会津美里町車川原甲・くるまがわらこう

　　９６９-６０５２・福島県大沼郡会津美里町黒川・くろかわ

　　９６９-６１０６・福島県大沼郡会津美里町黒川内・くろかわうち

　　９６９-６１６３・福島県大沼郡会津美里町黒沢・くろさわ

　　９６９-６３０４・福島県大沼郡会津美里町黒沢甲・くろさわこう

　　９６９-６０６２・福島県大沼郡会津美里町御用地・ごようち

　　９６９-６１１４・福島県大沼郡会津美里町御用地跡・ごようちあと

　　９６９-６０６３・福島県大沼郡会津美里町御用地跡甲・ごようちあとこう

　　９６９-６０３８・福島県大沼郡会津美里町御用地甲・ごようちこう

　　９６９-６０２３・福島県大沼郡会津美里町近右エ門田・こんうえもんでん

　　９６９-６１７４・福島県大沼郡会津美里町権現堂・ごんげんどう

　　９６９-６０２５・福島県大沼郡会津美里町権現堂甲・ごんげんどうこう

　　９６９-６２６１・福島県大沼郡会津美里町権現宮・ごんげんみや

　　９６９-６２６１・福島県大沼郡会津美里町権現宮甲・ごんげんみやこう

　　９６９-６２６１・福島県大沼郡会津美里町権現宮南・ごんげんみやみなみ

　　９６９-６２６１・福島県大沼郡会津美里町権現宮南甲・ごんげんみやみなみこう

　　９６９-６４０４・福島県大沼郡会津美里町境野・さかいの

　　９６９-６４０６・福島県大沼郡会津美里町佐賀瀬川・さかせがわ

　　９６９-６２０６・福島県大沼郡会津美里町坂ノ下道上・さかのしたみちうえ

　　９６９-６２０６・福島県大沼郡会津美里町坂ノ下道下・さかのしたみちした

　　９６９-６２０６・福島県大沼郡会津美里町坂ノ下道下甲・さかのしたみちしたこう

　　９６９-６２０６・福島県大沼郡会津美里町佐布川・さぶかわ

　　９６９-６０２９・福島県大沼郡会津美里町三本松甲・さんほﾞんまつこう

　　９６９-６３１４・福島県大沼郡会津美里町清水川甲・しみずかわこう

　　９６９-６３１１・福島県大沼郡会津美里町清水台・しみずだい

　　９６９-６３１２・福島県大沼郡会津美里町清水台甲・しみずだいこう

　　９６９-６１６６・福島県大沼郡会津美里町下川原・しもがわら

　　９６９-６３１３・福島県大沼郡会津美里町下川原甲・しもかわらこう

　　９６９-６２１５・福島県大沼郡会津美里町下堀・しもほり

　　９６９-６２５６・福島県大沼郡会津美里町上戸原・じようどはら

　　９６９-６１１５・福島県大沼郡会津美里町新町・しんちよう

　　９６９-６２６７・福島県大沼郡会津美里町新丁西・しんちようにじ

　　９６９-６２６６・福島県大沼郡会津美里町新丁屋敷・しんちようやしき

　　９６９-６４０２・福島県大沼郡会津美里町新屋敷・しんやしき

　　９６９-６１０７・福島県大沼郡会津美里町新用地・しんようち

　　９６９-６１６２・福島県大沼郡会津美里町杉・すぎ

　　９６９-６３０１・福島県大沼郡会津美里町杉甲・すぎこう

　　９６９-６２５３・福島県大沼郡会津美里町杉屋・すぎや

　　９６９-６２７４・福島県大沼郡会津美里町雀林・すずめはﾞやじ

　　９６９-６２６３・福島県大沼郡会津美里町清竜寺北・せいりゆうじきた

　　９６９-６１０８・福島県大沼郡会津美里町堰下・せきした

　　９６９-６０３３・福島県大沼郡会津美里町堰向・せきむかい

　　９６９-６０３４・福島県大沼郡会津美里町堰向甲・せきむかいこう

　　９６９-６１１６・福島県大沼郡会津美里町瀬戸町・せとまち

　　９６９-６０４２・福島県大沼郡会津美里町瀬戸町甲・せとまちこう

　　９６９-６０４４・福島県大沼郡会津美里町瀬戸屋前・せとやまえ

　　９６９-６１５６・福島県大沼郡会津美里町瀬戸屋前甲・せとやまえこう

　　９６９-６０５５・福島県大沼郡会津美里町惣印甲・そういんこう

　　９６９-６０５６・福島県大沼郡会津美里町惣印東・そういんひがじ

　　９６９-６０５４・福島県大沼郡会津美里町惣印南・そういんみなみ

　　９６９-６１０９・福島県大沼郡会津美里町宗頤町・そうえんまち

　　９６９-６２６２・福島県大沼郡会津美里町外川原・そとかわら

　　９６９-６２６２・福島県大沼郡会津美里町外川原甲・そとかわらこう

　　９６９-６２０４・福島県大沼郡会津美里町台ノ下・だいのした

　　９６９-６２６４・福島県大沼郡会津美里町高田・たかだ

　　９６９-６２６４・福島県大沼郡会津美里町高田乙・たかだおつ

　　９６９-６２６４・福島県大沼郡会津美里町高田甲・たかだこう

　　９６９-６２０６・福島県大沼郡会津美里町高田中川原道下・たかだなかがわらみちした

　　９６９-６２０３・福島県大沼郡会津美里町高田前川原・たかだまえかわはら



　　９６９-６２６１・福島県大沼郡会津美里町高田道上・たかだみちうえ

　　９６９-６２０２・福島県大沼郡会津美里町高田村東・たかだむらひがじ

　　９６９-６０３２・福島県大沼郡会津美里町竹原・たけはら

　　９６９-６４１１・福島県大沼郡会津美里町立石田・たちいしだ

　　９６９-６２６６・福島県大沼郡会津美里町館ノ越・たてのこじ

　　９６９-６１７５・福島県大沼郡会津美里町舘ノ廻・たてのまわり

　　９６９-６０２１・福島県大沼郡会津美里町舘ノ廻甲・たてのまわりこう

　　９６９-６２６５・福島県大沼郡会津美里町館南・たてみなみ

　　９６９-６２６１・福島県大沼郡会津美里町地尻・ちじり

　　９６９-６２６５・福島県大沼郡会津美里町長光寺南・ちようこうじみなみ

　　９６９-６４０３・福島県大沼郡会津美里町鶴野辺・つるのべ

　　９６９-６２７１・福島県大沼郡会津美里町寺崎・てらさき

　　９６９-６１２２・福島県大沼郡会津美里町寺ノ前・てらのまえ

　　９６９-６０７３・福島県大沼郡会津美里町寺ノ前甲・てらのまえこう

　　９６９-６３５３・福島県大沼郡会津美里町堂ノ前・どうのまえ

　　９６９-６３５４・福島県大沼郡会津美里町堂ノ前甲・どうのまえこう

　　９６９-６２１４・福島県大沼郡会津美里町冨川・とみかわ

　　９６９-６２５１・福島県大沼郡会津美里町永井野・ながいの

　　９６９-６１１８・福島県大沼郡会津美里町仲塚・なかつか

　　９６９-６０５３・福島県大沼郡会津美里町仲塚甲・なかつﾞかこう

　　９６９-６０３５・福島県大沼郡会津美里町中樋・なかとい

　　９６９-６１２３・福島県大沼郡会津美里町中道下・なかみちした

　　９６９-６０７４・福島県大沼郡会津美里町中道下甲・なかみちしたこう

　　９６９-６２６７・福島県大沼郡会津美里町西裏・にしうら

　　９６９-６２６６・福島県大沼郡会津美里町西裏屋敷添・にしうらやしきぞえ

　　９６９-６２４４・福島県大沼郡会津美里町西尾・にしお

　　９６９-６３５５・福島県大沼郡会津美里町西沖・にしおき

　　９６９-６２４５・福島県大沼郡会津美里町西本・にしもと

　　９６９-６０８５・福島県大沼郡会津美里町西谷地・にしやち

　　９６９-６０８６・福島県大沼郡会津美里町西谷地甲・にしやちこう

　　９６９-６４０８・福島県大沼郡会津美里町沼田・ぬまた

　　９６９-６２７１・福島県大沼郡会津美里町沼ノ上・ぬまのうえ

　　９６９-６２１１・福島県大沼郡会津美里町橋丸・はしまる

　　９６９-６３３８・福島県大沼郡会津美里町橋本乙・はしもとおつ

　　９６９-６３５６・福島県大沼郡会津美里町稗田乙・ひえだおつ

　　９６９-６２３２・福島県大沼郡会津美里町東尾岐・ひがしおまた

　　９６９-６２６１・福島県大沼郡会津美里町東川原・ひがしかわら

　　９６９-６１２４・福島県大沼郡会津美里町東谷地・ひがしやち

　　９６９-６０７７・福島県大沼郡会津美里町東谷地甲・ひがしやちこう

　　９６９-６１４３・福島県大沼郡会津美里町氷玉・ひだま

　　９６９-６１７６・福島県大沼郡会津美里町旱泥・ひどろ

　　９６９-６０２８・福島県大沼郡会津美里町旱泥甲・ひどろこう

　　９６９-６０７８・福島県大沼郡会津美里町蛭ケ窪・ひるがくほﾞ

　　９６９-６０３１・福島県大沼郡会津美里町広面・ひろつﾞら

　　９６９-６１４４・福島県大沼郡会津美里町福重岡・ふくえおか

　　９６９-６２６６・福島県大沼郡会津美里町布才地・ふさいち

　　９６９-６２１２・福島県大沼郡会津美里町藤家館・ふじいえたて

　　９６９-６１３３・福島県大沼郡会津美里町船場・ふなはﾞ

　　９６９-６０６９・福島県大沼郡会津美里町船場甲・ふなはﾞこう

　　９６９-６３１５・福島県大沼郡会津美里町蛇ノ宮甲・へびのみやこう

　　９６９-６２６２・福島県大沼郡会津美里町法憧寺北・ほうどうじきた

　　９６９-６２６２・福島県大沼郡会津美里町法憧寺北甲・ほうどうじきたこう

　　９６９-６２６２・福島県大沼郡会津美里町法憧寺東・ほうどうじひがじ

　　９６９-６２６２・福島県大沼郡会津美里町法憧寺南・ほうどうじみなみ

　　９６９-６２６２・福島県大沼郡会津美里町法憧寺南甲・ほうどうじみなみこう

　　９６９-６３３２・福島県大沼郡会津美里町本郷村西乙・ほうんごうむらにしおつ

　　９６９-６１３５・福島県大沼郡会津美里町穂馬・ほま

　　９６９-６１２５・福島県大沼郡会津美里町本郷・ほんごう

　　９６９-６０６６・福島県大沼郡会津美里町本郷入口中道上甲・ほんごういりぐちなかみちうえこう

　　９６９-６０６５・福島県大沼郡会津美里町本郷入口道上甲・ほんごういりぐちみちうえこう

　　９６９-６１１７・福島県大沼郡会津美里町本郷入口道上・ほんごういりくちみちかみ

　　９６９-６０７１・福島県大沼郡会津美里町本郷上・ほんごうかみ

　　９６９-６１２７・福島県大沼郡会津美里町本郷上甲・ほんごうかみこう

　　９６９-６１２６・福島県大沼郡会津美里町本郷甲・ほんごうこう

　　９６９-６３３６・福島県大沼郡会津美里町本郷千苅・ほんごうせんがり

　　９６９-６３３７・福島県大沼郡会津美里町本郷千苅乙・ほんごうせんがりおつ

　　９６９-６１３２・福島県大沼郡会津美里町本郷高田町・ほんごうたかだまち

　　９６９-６０８４・福島県大沼郡会津美里町本郷高田町甲・ほんごうたかだまちこう

　　９６９-６１７７・福島県大沼郡会津美里町本郷前川原・ほんごうまえかわはら

　　９６９-６０２６・福島県大沼郡会津美里町本郷前川原甲・ほんごうまえかわはらこう



　　９６９-６１６４・福島県大沼郡会津美里町本郷道上・ほんごうみちかみ

　　９６９-６０８７・福島県大沼郡会津美里町本郷道西・ほんごうみちにじ

　　９６９-６１２９・福島県大沼郡会津美里町本郷道西甲・ほんごうみちにしこう

　　９６９-６０７５・福島県大沼郡会津美里町本郷道東・ほんごうみちひがじ

　　９６９-６０７６・福島県大沼郡会津美里町本郷道東甲・ほんごうみちひがしこう

　　９６９-６１７２・福島県大沼郡会津美里町本郷村西・ほんごうむらにじ

　　９６９-６３３１・福島県大沼郡会津美里町本郷村西甲・ほんごうむらにしこう

　　９６９-６３３４・福島県大沼郡会津美里町本郷村東乙・ほんごうむらひがしおつ

　　９６９-６２５２・福島県大沼郡会津美里町松岸・まつきじ

　　９６９-６２０６・福島県大沼郡会津美里町松木田・まつきだ

　　９６９-６２５５・福島県大沼郡会津美里町松沢・まつざわ

　　９６９-６１５８・福島県大沼郡会津美里町松原際・まつはﾞらきわ

　　９６９-６０４３・福島県大沼郡会津美里町松原際甲・まつはﾞらぎわこう

　　９６９-６０５８・福島県大沼郡会津美里町的場甲・まとはﾞこう

　　９６９-６１２８・福島県大沼郡会津美里町真々川・ままかわ

　　９６９-６０７２・福島県大沼郡会津美里町真々川甲・ままかわこう

　　９６９-６３２３・福島県大沼郡会津美里町丸山・まるやま

　　９６９-６３２４・福島県大沼郡会津美里町丸山乙・まるやまおつ

　　９６９-６３２１・福島県大沼郡会津美里町丸山北・まるやまきた

　　９６９-６３２２・福島県大沼郡会津美里町丸山北甲・まるやまきたこう

　　９６９-６１３４・福島県大沼郡会津美里町三日町・みつかまち

　　９６９-６０８１・福島県大沼郡会津美里町三日町上・みつかまちうえ

　　９６９-６０８２・福島県大沼郡会津美里町三日町上甲・みつかまちうえこう

　　９６９-６０７９・福島県大沼郡会津美里町三日町甲・みつかまちこう

　　９６９-６０８３・福島県大沼郡会津美里町三日町道上甲・みつかまちみちうえこう

　　９６９-６２０３・福島県大沼郡会津美里町水戸・みと

　　９６９-６２４３・福島県大沼郡会津美里町宮川・みやかわ

　　９６９-６２６３・福島県大沼郡会津美里町宮北・みやきた

　　９６９-６３２５・福島県大沼郡会津美里町宮後・みやご

　　９６９-６３２７・福島県大沼郡会津美里町宮後乙・みやごおつ

　　９６９-６３２６・福島県大沼郡会津美里町宮後甲・みやごこう

　　９６９-６２０７・福島県大沼郡会津美里町宮里・みやざと

　　９６９-６２０４・福島県大沼郡会津美里町宮ノ腰・みやのこじ

　　９６９-６２６３・福島県大沼郡会津美里町宮林・みやはﾞやじ

　　９６９-６２６３・福島県大沼郡会津美里町宮林甲・みやはﾞやしこう

　　９６９-６０５９・福島県大沼郡会津美里町六日町甲・むいかまちこう

　　９６９-６１１８・福島県大沼郡会津美里町向川原甲・むかいかわはらこう

　　９６９-６０６４・福島県大沼郡会津美里町向川原・むかいがわら

　　９６９-６１４２・福島県大沼郡会津美里町村上・むらかみ

　　９６９-６３３５・福島県大沼郡会津美里町村上乙・むらかみおつ

　　９６９-６２０２・福島県大沼郡会津美里町村前・むらまえ

　　９６９-６１５７・福島県大沼郡会津美里町本屋敷・もとやしき

　　９６９-６２６３・福島県大沼郡会津美里町文珠西・もんじゆにじ

　　９６９-６２６３・福島県大沼郡会津美里町文珠東・もんじゆひがじ

　　９６９-６２７３・福島県大沼郡会津美里町八木沢・やぎさわ

　　９６９-６２０１・福島県大沼郡会津美里町安田・やすだ

　　９６９-６２０１・福島県大沼郡会津美里町安田乙・やすだおつ

　　９６９-６２６８・福島県大沼郡会津美里町谷地・やち

　　９６９-６２６８・福島県大沼郡会津美里町谷地前・やちまえ

　　９６９-６２６８・福島県大沼郡会津美里町柳台・やなぎだい

　　９６９-６２６８・福島県大沼郡会津美里町柳台甲・やなぎだいこう

　　９６９-６１１９・福島県大沼郡会津美里町梁場上・やなはﾞかみ

　　９６９-６０６７・福島県大沼郡会津美里町梁場上甲・やなはﾞかみこう

　　９６９-６３０３・福島県大沼郡会津美里町山道上・やまみちかみ

　　９６９-６１６５・福島県大沼郡会津美里町山道下・やまみちした

　　９６９-６３０２・福島県大沼郡会津美里町山道下甲・やまみちしたこう

　　９６９-６１４５・福島県大沼郡会津美里町山南・やまみなみ

　　９６９-６３２８・福島県大沼郡会津美里町山南乙・やまみなみおつ

　　９６９-６１４６・福島県大沼郡会津美里町横堀下・よこほﾞりした

　　９６９-６３４１・福島県大沼郡会津美里町横堀下乙・よこほﾞりしたおつ

　　９６９-６２０６・福島県大沼郡会津美里町葭添・よしぞえ

　　９６９-６２４１・福島県大沼郡会津美里町吉田・よしだ

　　９６９-６４０５・福島県大沼郡会津美里町米田・よねた

　　９６９-６２６６・福島県大沼郡会津美里町竜興寺北・りゆうこうじきた

　　９６９-６２６５・福島県大沼郡会津美里町六地蔵・ろくじぞう

　　９６９-６４０１・福島県大沼郡会津美里町和田目・わだめ

　　９６１-００００・福島県西白河郡西郷村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６１-８０４３・福島県西白河郡西郷村石塚南・ いしつﾞかみなみ

　　９６１-８０４４・福島県西白河郡西郷村石塚北・ いしつﾞかきた

　　９６１-８０４７・福島県西白河郡西郷村裏山南・ うらやまみなみ



　　９６１-８０６１・福島県西白河郡西郷村小田倉・ おだくら

　　９６１-８０１１・福島県西白河郡西郷村柏野・ かしわの

　　９６１-８０９１・福島県西白河郡西郷村熊倉・ くまくら

　　９６１-８０５１・福島県西白河郡西郷村, 下前田東"・しもまえだひがじ

　　９６１-８０５６・福島県西白河郡西郷村, 下前田西"・しもまえだにじ

　　９６１-８０８１・福島県西白河郡西郷村鶴生・ つりゆう

　　９６１-８０５２・福島県西白河郡西郷村, 道南東"・どうなんひがじ

　　９６１-８０５５・福島県西白河郡西郷村, 道南西"・どうなんにじ

　　９６１-８０４１・福島県西白河郡西郷村, 豊作東"・とよさくひがじ

　　９６１-８０４２・福島県西白河郡西郷村, 豊作西"・とよさくにじ

　　９６１-８０２１・福島県西白河郡西郷村長坂・ ながさか

　　９６１-８００１・福島県西白河郡西郷村羽太・ はぶと

　　９６１-８０５３・福島県西白河郡西郷村, 前山東"・まえやまひがじ

　　９６１-８０５４・福島県西白河郡西郷村, 前山西"・まえやまにじ

　　９６１-８０７１・福島県西白河郡西郷村真船・ まぶね

　　９６１-８０４６・福島県西白河郡西郷村, 屋敷裏東"・やしきうらひがじ

　　９６１-８０４５・福島県西白河郡西郷村, 屋敷裏西"・やしきうらにじ

　　９６１-８０３１・福島県西白河郡西郷村米・ よね

　　９６９-０１００・福島県西白河郡泉崎村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-０１０１・福島県西白河郡泉崎村泉崎・ いずみざき

　　９６９-０１０４・福島県西白河郡泉崎村太田川・ おおたがわ

　　９６９-０１０３・福島県西白河郡泉崎村北平山・ きたひらやま

　　９６９-０１０６・福島県西白河郡泉崎村関和久（八雲神社）・ せきわぐ(やぐもじんじや)

　　９６９-０１０２・福島県西白河郡泉崎村関和久（その他）・ せきわぐ(そのた)

　　９６９-０１０５・福島県西白河郡泉崎村踏瀬・ ふませ

　　９６１-０１００・福島県西白河郡中島村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６１-０１０５・福島県西白河郡中島村川原田・ かわはらだ

　　９６１-０１０３・福島県西白河郡中島村中島・ なかじま

　　９６１-０１０２・福島県西白河郡中島村滑津・ なめつ

　　９６１-０１０６・福島県西白河郡中島村二子塚・ ふたごつか

　　９６１-０１０１・福島県西白河郡中島村松崎・ まつざき

　　９６１-０１０４・福島県西白河郡中島村吉岡・ よしおか

　　９６９-０２００・福島県西白河郡矢吹町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６９-０２０６・福島県西白河郡矢吹町赤沢・あかさわ

　　９６９-０２７２・福島県西白河郡矢吹町曙町・あけほﾞのちよう

　　９６９-０２３６・福島県西白河郡矢吹町一本木・いつほﾟんぎ

　　９６９-０２８７・福島県西白河郡矢吹町井戸尻・いどじり

　　９６９-０２３８・福島県西白河郡矢吹町大池・おおいけ

　　９６９-０２２４・福島県西白河郡矢吹町大久保・おおくほﾞ

　　９６９-０２０１・福島県西白河郡矢吹町大町・おおまち

　　９６９-０２５２・福島県西白河郡矢吹町神の内・かみのうち

　　９６９-０２５７・福島県西白河郡矢吹町上の前・かみのまえ

　　９６９-０２４６・福島県西白河郡矢吹町上宮崎・かみみやざき

　　９６９-０２８７・福島県西白河郡矢吹町川原・かわはら

　　９６９-０２５１・福島県西白河郡矢吹町神田東・かんたひがじ

　　９６９-０２５１・福島県西白河郡矢吹町神田西・かんたにじ

　　９６９-０２５１・福島県西白河郡矢吹町神田南・かんたみなみ

　　９６９-０２０３・福島県西白河郡矢吹町北浦・きたうら

　　９６９-０２１１・福島県西白河郡矢吹町北町・きたまち

　　９６９-０２８８・福島県西白河郡矢吹町子ハ清水・こはしみず

　　９６９-０２０５・福島県西白河郡矢吹町五本松・ごほんまつ

　　９６９-０２７１・福島県西白河郡矢吹町小松・こまつ

　　９６９-０２８１・福島県西白河郡矢吹町境町・さかいちよう

　　９６９-０２５８・福島県西白河郡矢吹町沢尻・さわじり

　　９６９-０２４２・福島県西白河郡矢吹町三城目・さんじようめ

　　９６９-０２４６・福島県西白河郡矢吹町下宮崎・しもみやざき

　　９６９-０２６６・福島県西白河郡矢吹町上敷面・じようしきめん

　　９６９-０２４１・福島県西白河郡矢吹町陣ケ岡・じんがおか

　　９６９-０２０２・福島県西白河郡矢吹町新町・しんまち

　　９６９-０２５７・福島県西白河郡矢吹町住吉・すみよじ

　　９６９-０２６７・福島県西白河郡矢吹町諏訪清水・すわしみず

　　９６９-０２４７・福島県西白河郡矢吹町諏訪の前・すわのまえ

　　９６９-０２８７・福島県西白河郡矢吹町堰の上・せきのうえ

　　９６９-０２０４・福島県西白河郡矢吹町関山・せきやま

　　９６９-０２１２・福島県西白河郡矢吹町善郷内・ぜんごううち

　　９６９-０２８８・福島県西白河郡矢吹町田内・たうち

　　９６９-０２８４・福島県西白河郡矢吹町滝八幡・たきはちまん

　　９６９-０２８４・福島県西白河郡矢吹町舘沢・たてさわ

　　９６９-０２２７・福島県西白河郡矢吹町田町・たまち

　　９６９-０２５２・福島県西白河郡矢吹町堤・つつみ



　　９６９-０２５５・福島県西白河郡矢吹町寺内・てらうち

　　９６９-０２５５・福島県西白河郡矢吹町寺内東・てらうちひがじ

　　９６９-０２５５・福島県西白河郡矢吹町寺内西・てらうちにじ

　　９６９-０２５５・福島県西白河郡矢吹町寺内南・てらうちみなみ

　　９６９-０２４７・福島県西白河郡矢吹町寺の前・てらのまえ

　　９６９-０２４１・福島県西白河郡矢吹町天開・てんかい

　　９６９-０２４８・福島県西白河郡矢吹町東郷・とうごう

　　９６９-０２４３・福島県西白河郡矢吹町中沖・なかおき

　　９６９-０２５２・福島県西白河郡矢吹町中野目東・なかのめひがじ

　　９６９-０２５２・福島県西白河郡矢吹町中野目西・なかのめにじ

　　９６９-０２６４・福島県西白河郡矢吹町中畑・なかはた

　　９６９-０２３６・福島県西白河郡矢吹町中畑新田・なかはたしんでん

　　９６９-０２６５・福島県西白河郡矢吹町中畑南・なかはたみなみ

　　９６９-０２２１・福島県西白河郡矢吹町中町・なかまち

　　９６９-０２３１・福島県西白河郡矢吹町中丸・なかまる

　　９６９-０２５６・福島県西白河郡矢吹町鍋内・なべうち

　　９６９-０２２６・福島県西白河郡矢吹町西長峰・にしながみね

　　９６９-０２６３・福島県西白河郡矢吹町根宿・ねじゆく

　　９６９-０２４５・福島県西白河郡矢吹町白山・はくさん

　　９６９-０２２２・福島県西白河郡矢吹町八幡町・はちまんちよう

　　９６９-０２８５・福島県西白河郡矢吹町花咲・はなさき

　　９６９-０２３３・福島県西白河郡矢吹町花の里・はなのさと

　　９６９-０２８１・福島県西白河郡矢吹町馬場・はﾞはﾞ

　　９６９-０２４３・福島県西白河郡矢吹町東川原・ひがしかわはら

　　９６９-０２５２・福島県西白河郡矢吹町東堤・ひがしつつみ

　　９６９-０２２５・福島県西白河郡矢吹町東長峰・ひがしながみね

　　９６９-０２８８・福島県西白河郡矢吹町東の内・ひがしのうち

　　９６９-０２４４・福島県西白河郡矢吹町奉行塚・ぶぎようつﾞか

　　９６９-０２２３・福島県西白河郡矢吹町文京町・ぶんきようちよう

　　９６９-０２５４・福島県西白河郡矢吹町平鉢・へいはﾞち

　　９６９-０２３７・福島県西白河郡矢吹町牡丹平・ほﾞたんだいら

　　９６９-０２８２・福島県西白河郡矢吹町本郷町・ほんごうちよう

　　９６９-０２３２・福島県西白河郡矢吹町本城舘・ほんじようだて

　　９６９-０２５７・福島県西白河郡矢吹町前久保・まえくほﾞ

　　９６９-０２３４・福島県西白河郡矢吹町前田・まえだ

　　９６９-０２６８・福島県西白河郡矢吹町松倉・まつくら

　　９６９-０２６２・福島県西白河郡矢吹町松房・まつほﾞう

　　９６９-０２３５・福島県西白河郡矢吹町丸の内・まるのうち

　　９６９-０２８３・福島県西白河郡矢吹町南町・みなみまち

　　９６９-０２５３・福島県西白河郡矢吹町明新上・みようしんかみ

　　９６９-０２５３・福島県西白河郡矢吹町明新中・みようしんなか

　　９６９-０２５３・福島県西白河郡矢吹町明新下・みようしんしも

　　９６９-０２５３・福島県西白河郡矢吹町明新原・みようしんはら

　　９６９-０２５３・福島県西白河郡矢吹町明新東・みようしんひがじ

　　９６９-０２５３・福島県西白河郡矢吹町明新西・みようしんにじ

　　９６９-０２１３・福島県西白河郡矢吹町本町・もとまち

　　９６９-０２６１・福島県西白河郡矢吹町弥栄・やさかえ

　　９６９-０２４４・福島県西白河郡矢吹町谷中・やなか

　　９６９-０２３６・福島県西白河郡矢吹町矢吹・やぶき

　　９６９-０２８６・福島県西白河郡矢吹町大和内・やまとうち

　　９６３-６１００・福島県東白川郡棚倉町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-６１１３・福島県東白川郡棚倉町板橋・いたはﾞじ

　　９６３-６１１１・福島県東白川郡棚倉町一色・いつしき

　　９６３-６１４７・福島県東白川郡棚倉町漆草・うるしのくさ

　　９６３-６１１４・福島県東白川郡棚倉町上台・うわだい

　　９６３-６１４５・福島県東白川郡棚倉町大梅・おおめ

　　９６３-５６６２・福島県東白川郡棚倉町岡田・おかだ

　　９６３-６１０６・福島県東白川郡棚倉町金沢内・かなざわうち

　　９６３-５６８１・福島県東白川郡棚倉町上手沢・かみてざわ

　　９６３-５６８５・福島県東白川郡棚倉町北山本・きたやまもと

　　９６３-６１０５・福島県東白川郡棚倉町小菅生・こすごう

　　９６３-６１５２・福島県東白川郡棚倉町小爪・こつﾞめ

　　９６３-６１４４・福島県東白川郡棚倉町強梨・こわなじ

　　９６３-６１０３・福島県東白川郡棚倉町逆川・さかさがわ

　　９６３-５６８２・福島県東白川郡棚倉町下手沢・しもてざわ

　　９６３-５６８３・福島県東白川郡棚倉町下山本・しもやまもと

　　９６３-６１５３・福島県東白川郡棚倉町瀬ケ野・せがの

　　９６３-６１２３・福島県東白川郡棚倉町関口・せきぐち

　　９６３-６１３１・福島県東白川郡棚倉町棚倉・たなぐら

　　９６３-６１１２・福島県東白川郡棚倉町玉野・たまの



　　９６３-５６６４・福島県東白川郡棚倉町塚原・つかはら

　　９６３-６１０１・福島県東白川郡棚倉町堤・つつみ

　　９６３-５６７１・福島県東白川郡棚倉町寺山・てらやま

　　９６３-６１０２・福島県東白川郡棚倉町天王内・てんのうち

　　９６３-６１４６・福島県東白川郡棚倉町戸中・とちゆう

　　９６３-６１４１・福島県東白川郡棚倉町富岡・とみおか

　　９６３-５６８４・福島県東白川郡棚倉町中山本・なかやまもと

　　９６３-５６６３・福島県東白川郡棚倉町流・ながれ

　　９６３-６１２２・福島県東白川郡棚倉町仁公儀・にこうぎ

　　９６３-６１２１・福島県東白川郡棚倉町花園・はなぞの

　　９６３-６１０４・福島県東白川郡棚倉町檜木・ひのき

　　９６３-６１１５・福島県東白川郡棚倉町福井・ふくい

　　９６３-６１４３・福島県東白川郡棚倉町福岡・ふくおか

　　９６３-６１５１・福島県東白川郡棚倉町祝部内・ほうりうじ

　　９６３-５６７２・福島県東白川郡棚倉町八槻・やつき

　　９６３-６１４２・福島県東白川郡棚倉町山際・やまぎわ

　　９６３-５６６１・福島県東白川郡棚倉町山田・やまだ

　　９６３-５１００・福島県東白川郡矢祭町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-５３２２・福島県東白川郡矢祭町内川・うちかわ

　　９６３-５１１４・福島県東白川郡矢祭町大ぬかり・おおぬかり

　　９６３-５１１９・福島県東白川郡矢祭町小田川・おだがわ

　　９６３-５１１１・福島県東白川郡矢祭町金沢・かねざわ

　　９６３-５１１５・福島県東白川郡矢祭町上関河内・かみせきごうど

　　９６３-５１１６・福島県東白川郡矢祭町高野・こうや

　　９６３-５２０２・福島県東白川郡矢祭町下石井・しもいしい

　　９６３-５１１３・福島県東白川郡矢祭町下関河内・しもせきごうど

　　９６３-５３２１・福島県東白川郡矢祭町関岡・せきおか

　　９６３-５２０３・福島県東白川郡矢祭町戸塚・とつか

　　９６３-５２０１・福島県東白川郡矢祭町中石井・なかいしい

　　９６３-５１１８・福島県東白川郡矢祭町東舘・ひがしたて

　　９６３-５１１２・福島県東白川郡矢祭町宝坂・ほうざか

　　９６３-５３２３・福島県東白川郡矢祭町茗荷・みようが

　　９６３-５１１７・福島県東白川郡矢祭町山下・やました

　　９６３-５４００・福島県東白川郡塙町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-５３４２・福島県東白川郡塙町伊香・いこう

　　９６３-５５３７・福島県東白川郡塙町板庭・いたにわ

　　９６３-５３４３・福島県東白川郡塙町植田・うえだ

　　９６３-５５３２・福島県東白川郡塙町大蕨・おおわらび

　　９６３-５５２２・福島県東白川郡塙町片貝・かたかい

　　９６３-５４１１・福島県東白川郡塙町上石井・かみいしい

　　９６３-５４０６・福島県東白川郡塙町上渋井・かみしぶい

　　９６３-５５３６・福島県東白川郡塙町川上・かわかみ

　　９６３-５５３４・福島県東白川郡塙町木野反・きのそり

　　９６３-５３４１・福島県東白川郡塙町台宿・だいじゆく

　　９６３-５４０４・福島県東白川郡塙町竹之内・たけのうち

　　９６３-５５３１・福島県東白川郡塙町田代・たしろ

　　９６３-５５３９・福島県東白川郡塙町田野作・たのさく

　　９６３-５４０２・福島県東白川郡塙町常世北野・とこよきたの

　　９６３-５４０３・福島県東白川郡塙町常世中野・とこよなかの

　　９６３-５５３８・福島県東白川郡塙町中塚・なかつか

　　９６３-５５２１・福島県東白川郡塙町那倉・なぐら

　　９６３-５４０７・福島県東白川郡塙町西河内・にしごうど

　　９６３-５４０５・福島県東白川郡塙町塙・はなわ

　　９６３-５４０１・福島県東白川郡塙町東河内・ひがしごうど

　　９６３-５４０８・福島県東白川郡塙町堀越・ほりごじ

　　９６３-５３４４・福島県東白川郡塙町真名畑・まなはた

　　９６３-５５３５・福島県東白川郡塙町山形・やまがた

　　９６３-５５３３・福島県東白川郡塙町湯岐・ゆじまた

　　９６３-８４００・福島県東白川郡鮫川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-８４０４・福島県東白川郡鮫川村青生野・ あおの

　　９６３-８４０１・福島県東白川郡鮫川村赤坂中野・ あかさかなかの

　　９６３-８４０３・福島県東白川郡鮫川村赤坂東野・ あかさかひがしの

　　９６３-８４０７・福島県東白川郡鮫川村赤坂西野・ あかさかにしの

　　９６３-８４０２・福島県東白川郡鮫川村石井草・ いしいくさ

　　９６３-８４０６・福島県東白川郡鮫川村富田・ とみた

　　９６３-８４０８・福島県東白川郡鮫川村西山・ にしやま

　　９６３-５５０５・福島県東白川郡鮫川村渡瀬（越虫６８）・ わたらせ(こえむし６８)

　　９６３-８４０５・福島県東白川郡鮫川村渡瀬（その他）・ わたらせ(そのた)

　　９６３-７８００・福島県石川郡石川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-７８２６・福島県石川郡石川町赤羽・あかはﾞね



　　９６３-７８６４・福島県石川郡石川町秋台・あきだい

　　９６３-７８８４・福島県石川郡石川町新屋敷（)・あらやしき

　　９６３-７８２７・福島県石川郡石川町新屋敷（その他）・あらやしき(そのた)

　　９６３-７８３３・福島県石川郡石川町石田・いしだ

　　９６３-７８６７・福島県石川郡石川町石塚・いしつﾞか

　　９６３-７８１３・福島県石川郡石川町板橋・いたはﾞじ

　　９６３-７８４９・福島県石川郡石川町一ノ沢・いちのさわ

　　９６３-７８４１・福島県石川郡石川町江堀田・えほりだ

　　９６３-７８２３・福島県石川郡石川町王子平・おうじだいら

　　９６３-７８７２・福島県石川郡石川町大内・おおうち

　　９６３-７８１５・福島県石川郡石川町大沢・おおさわ

　　９６３-７８８１・福島県石川郡石川町大橋・おおはじ

　　９６３-７８５３・福島県石川郡石川町大室・おおむろ

　　９６３-７８４８・福島県石川郡石川町長郷田・おさごうだ

　　９６３-７８０７・福島県石川郡石川町形見・かたみ

　　９６３-７８６２・福島県石川郡石川町鹿ノ坂・かのさか

　　９６３-７８４４・福島県石川郡石川町北町・きたまち

　　９６３-７８０２・福島県石川郡石川町北山・きたやま

　　９６３-７８１１・福島県石川郡石川町北山形・きたやまがた

　　９６３-７８３５・福島県石川郡石川町草倉田・くさくらだ

　　９６３-７８３４・福島県石川郡石川町轡取・くつわどり

　　９６３-７８７６・福島県石川郡石川町国見・くにみ

　　９６３-７８４７・福島県石川郡石川町古舘・こだて

　　９６３-７８４２・福島県石川郡石川町境ノ内・さかいのうち

　　９６３-７８０４・福島県石川郡石川町坂路・さかじ

　　９６３-７８２５・福島県石川郡石川町沢井・さわい

　　９６３-７８３６・福島県石川郡石川町塩沢・しおざわ

　　９６３-７８１８・福島県石川郡石川町塩沼・しおぬま

　　９６３-７８８２・福島県石川郡石川町塩ノ平・しおのひら

　　９６３-７８５８・福島県石川郡石川町下泉・しもいずみ

　　９６３-７８２８・福島県石川郡石川町下ノ内・しものうち

　　９６３-７８５６・福島県石川郡石川町白石・しろいじ

　　９６３-７８５１・福島県石川郡石川町新町・しんまち

　　９６３-７８５２・福島県石川郡石川町関根・せきね

　　９６３-７８０８・福島県石川郡石川町双里・そうり

　　９６３-７８６６・福島県石川郡石川町外国見・そとくにみ

　　９６３-７８７４・福島県石川郡石川町大五郎内・だいごろううち

　　９６３-７８４５・福島県石川郡石川町高田・たかだ

　　９６３-７８１７・福島県石川郡石川町立ケ岡・たてがおか

　　９６３-７８５７・福島県石川郡石川町当町・とうまち

　　９６３-７８７３・福島県石川郡石川町飛ケ作・とびがさく

　　９６３-７８０３・福島県石川郡石川町中田・なかだ

　　９６３-７８３７・福島県石川郡石川町中野・なかの

　　９６３-７８４６・福島県石川郡石川町長久保・ながくほﾞ

　　９６３-７８８５・福島県石川郡石川町成亀・なりがめ

　　９６３-７８５５・福島県石川郡石川町猫啼・ねこなき

　　９６３-７８２４・福島県石川郡石川町原・はら

　　９６３-７８２１・福島県石川郡石川町宝殿前・ほうでんまえ

　　９６３-７８３１・福島県石川郡石川町母畑・ほﾞはﾞた

　　９６３-７８７１・福島県石川郡石川町前ノ内・まえのうち

　　９６３-７８３８・福島県石川郡石川町曲木・まがき

　　９６３-７８６５・福島県石川郡石川町曲ノ内・まがりのうち

　　９６３-７８５４・福島県石川郡石川町松木下・まつきした

　　９６３-７８１６・福島県石川郡石川町豆ケ平・まめがひら

　　９６３-７８５９・福島県石川郡石川町南町・みなみまち

　　９６３-７８１２・福島県石川郡石川町南山形・みなみやまがた

　　９６３-７８８３・福島県石川郡石川町麦ノ内・むぎのうち

　　９６３-７８３２・福島県石川郡石川町弥吾・やご

　　９６３-７８０６・福島県石川郡石川町谷沢・やざわ

　　９６３-７８４３・福島県石川郡石川町屋敷ノ入・やしきのいり

　　９６３-７８０５・福島県石川郡石川町谷地・やじ

　　９６３-７８７５・福島県石川郡石川町柳作・やなぎさく

　　９６３-７８２２・福島県石川郡石川町梁瀬・やなせ

　　９６３-７８６１・福島県石川郡石川町矢ノ目田・やのめだ

　　９６３-７８１４・福島県石川郡石川町山形・やまがた

　　９６３-７８０１・福島県石川郡石川町湯郷渡・ゆごうと

　　９６３-７８８６・福島県石川郡石川町和久・わぐ

　　９６３-７８６３・福島県石川郡石川町渡里沢・わたりさわ

　　９６３-６３００・福島県石川郡玉川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-６３１２・福島県石川郡玉川村小高・ おだか



　　９６３-６３１３・福島県石川郡玉川村川辺・ かわべ

　　９６３-６３１１・福島県石川郡玉川村岩法寺・ がんほﾟうじ

　　９６３-６３０４・福島県石川郡玉川村北須釜・ きたすがま

　　９６３-６３１６・福島県石川郡玉川村竜崎・ たつざき

　　９６３-６３１５・福島県石川郡玉川村中・ なか

　　９６３-６３１４・福島県石川郡玉川村蒜生・ ひりゆう

　　９６３-６３０２・福島県石川郡玉川村南須釜・ みなみすがま

　　９６３-６３０５・福島県石川郡玉川村山小屋・ やまごや

　　９６３-６３０６・福島県石川郡玉川村山新田・ やましんでん

　　９６３-６３０３・福島県石川郡玉川村, 吉"・よじ

　　９６３-６３０１・福島県石川郡玉川村四辻新田・ よつつじしんでん

　　９６３-８１００・福島県石川郡平田村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-８１１４・福島県石川郡平田村小平・ おだいら

　　９６３-８２０２・福島県石川郡平田村上蓬田・ かみよもぎだ

　　９６３-８１１２・福島県石川郡平田村北方・ きたかた

　　９６３-８２０３・福島県石川郡平田村九生滝・ くりゆうだき

　　９６３-８１１３・福島県石川郡平田村駒形・ こまがた

　　９６３-８２０６・福島県石川郡平田村小松原・ こまつはﾞら

　　９６３-８２０７・福島県石川郡平田村下蓬田・ しもよもぎだ

　　９６３-８２０４・福島県石川郡平田村鴇子・ とうのこ

　　９６３-８１１５・福島県石川郡平田村中倉・ なかぐら

　　９６３-８２０５・福島県石川郡平田村永田・ ながた

　　９６３-８１１６・福島県石川郡平田村西山・ にしやま

　　９６３-８１１１・福島県石川郡平田村東山・ ひがしやま

　　９６３-８２０１・福島県石川郡平田村蓬田新田・ よもぎだしんでん

　　９６３-６２００・福島県石川郡浅川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-６２０４・福島県石川郡浅川町浅川・あさかわ

　　９６３-６２１４・福島県石川郡浅川町大草・おおくさ

　　９６３-６２０６・福島県石川郡浅川町太田輪・おおたわ

　　９６３-６２０７・福島県石川郡浅川町小貫・おぬき

　　９６３-６２０２・福島県石川郡浅川町里白石・さとしらいじ

　　９６３-６２１６・福島県石川郡浅川町袖山・そでやま

　　９６３-６２０８・福島県石川郡浅川町染・そめ

　　９６３-６２０５・福島県石川郡浅川町滝輪・たきわ

　　９６３-６２１３・福島県石川郡浅川町中里・なかざと

　　９６３-６２１５・福島県石川郡浅川町根岸・ねぎじ

　　９６３-６２１１・福島県石川郡浅川町畑田・はただ

　　９６３-６２１８・福島県石川郡浅川町東大畑・ひがしおおはた

　　９６３-６２０１・福島県石川郡浅川町福貴作・ふきざく

　　９６３-６２１２・福島県石川郡浅川町松野入・まつのいり

　　９６３-６２１７・福島県石川郡浅川町簑輪・みのわ

　　９６３-６２０３・福島県石川郡浅川町山白石・やましらいじ

　　９６３-８３００・福島県石川郡古殿町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-８３０３・福島県石川郡古殿町大久田・おおぐた

　　９６３-８３０７・福島県石川郡古殿町鎌田・かまた

　　９６３-８３０８・福島県石川郡古殿町仙石・せんごく

　　９６３-８３０５・福島県石川郡古殿町竹貫・たかぬき

　　９６３-８３０６・福島県石川郡古殿町田口・たぐち

　　９６３-８３０４・福島県石川郡古殿町松川・まつかわ

　　９６３-８３０２・福島県石川郡古殿町山上・やまかみ

　　９６３-８３０１・福島県石川郡古殿町論田・ろんでん

　　９６３-７７００・福島県田村郡三春町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-７７０２・福島県田村郡三春町青石・あおいじ

　　９６３-７７５３・福島県田村郡三春町赤坂・あかさか

　　９６３-７７４５・福島県田村郡三春町尼ケ谷・あまがや

　　９６３-７７６５・福島県田村郡三春町荒町・あらまち

　　９６３-７７４９・福島県田村郡三春町一本松・いつほﾟんまつ

　　９６３-７７５７・福島県田村郡三春町会下谷・えげたに

　　９６３-７７５４・福島県田村郡三春町恵下越・えげのこじ

　　９６３-７７５２・福島県田村郡三春町烏帽子石・えほﾞしいじ

　　９６３-７７４９・福島県田村郡三春町大久保・おおくほﾞ

　　９６３-７７０６・福島県田村郡三春町大平・おおだいら

　　９６３-７７５９・福島県田村郡三春町大町・おおまち

　　９６３-７７６２・福島県田村郡三春町小浜海道・おはﾞまかいどう

　　９６３-７７７２・福島県田村郡三春町御祭・おまつり

　　９６３-７７１９・福島県田村郡三春町貝山・かいやま

　　９６３-７７６９・福島県田村郡三春町担橋・かつぎはﾞじ

　　９６３-７７４１・福島県田村郡三春町鎌田前・かまたまえ

　　９６３-７７３２・福島県田村郡三春町上舞木・かみもうぎ

　　９６３-７７５２・福島県田村郡三春町亀井・かめい



　　９６３-７７４７・福島県田村郡三春町雁木田・がんぎた

　　９６３-７７８１・福島県田村郡三春町北成田・きたなりた

　　９６３-７７５１・福島県田村郡三春町北町・きたまち

　　９６３-７７６４・福島県田村郡三春町北向町・きたむきまち

　　９６３-７７１７・福島県田村郡三春町狐田・きつねだ

　　９６３-７７１２・福島県田村郡三春町込木・くぐりき

　　９６３-７７０４・福島県田村郡三春町熊耳・くまがみ

　　９６３-７７０８・福島県田村郡三春町栗林・くりはﾞやじ

　　９６３-７７５４・福島県田村郡三春町化粧坂・けはいざか

　　９６３-７７５４・福島県田村郡三春町庚申坂・こうしんざか

　　９６３-７７５８・福島県田村郡三春町小金滝・こがねだき

　　９６３-７７０９・福島県田村郡三春町小滝・こだき

　　９６３-７７６７・福島県田村郡三春町御免町・ごめんまち

　　９６３-７７２３・福島県田村郡三春町斎藤・さいとう

　　９６３-７７１１・福島県田村郡三春町桜ケ丘・さくらがおか

　　９６３-７７５８・福島県田村郡三春町桜谷・さくらだに

　　９６３-７７０１・福島県田村郡三春町実沢・さねざわ

　　９６３-７７５５・福島県田村郡三春町山中・さんちゆう

　　９６３-７７５４・福島県田村郡三春町四軒丁・しけんちよう

　　９６３-７７６１・福島県田村郡三春町四反田・したんだ

　　９６３-７７５３・福島県田村郡三春町師範場・しはんはﾞ

　　９６３-７７１３・福島県田村郡三春町柴原・しはﾞはら

　　９６３-７７６８・福島県田村郡三春町渋池・しぶいけ

　　９６３-７７５３・福島県田村郡三春町清水・しみず

　　９６３-７７５２・福島県田村郡三春町清水畑・しみずはﾞた

　　９６３-７７３１・福島県田村郡三春町下舞木・しももうぎ

　　９６３-７７０３・福島県田村郡三春町庄司・しようじ

　　９６３-７７４３・福島県田村郡三春町丈六・じようろく

　　９６３-７７５４・福島県田村郡三春町新町・しんまち

　　９６３-７７０７・福島県田村郡三春町芹ケ沢・せりがさわ

　　９６３-７７２５・福島県田村郡三春町鷹巣・たかのす

　　９６３-７７１４・福島県田村郡三春町滝・たき

　　９６３-７７６３・福島県田村郡三春町燕清水・つはﾞめしみず

　　９６３-７７４２・福島県田村郡三春町鶴蒔田・つるまきた

　　９６３-７７０５・福島県田村郡三春町天王下・てんのうした

　　９６３-７７４１・福島県田村郡三春町天王前・てんのうまえ

　　９６３-７７６１・福島県田村郡三春町樋ノ口・といのくち

　　９６３-７７８２・福島県田村郡三春町富沢・とみさわ

　　９６３-７７６６・福島県田村郡三春町中町・なかまち

　　９６３-７７５３・福島県田村郡三春町永作・ながさく

　　９６３-７７８６・福島県田村郡三春町七草木・ななくさぎ

　　９６３-７７５２・福島県田村郡三春町仁井町・にいまち

　　９６３-７７２２・福島県田村郡三春町西方・にしかた

　　９６３-７７２４・福島県田村郡三春町沼沢・ぬまさわ

　　９６３-７７２６・福島県田村郡三春町沼之倉・ぬまのくら

　　９６３-７７１６・福島県田村郡三春町根本・ねもと

　　９６３-７７４４・福島県田村郡三春町八幡町・はちまんまち

　　９６３-７７１２・福島県田村郡三春町八方谷・はつほﾟうや

　　９６３-７７４６・福島県田村郡三春町馬場・はﾞはﾞ

　　９６３-７７２１・福島県田村郡三春町春沢・はるさわ

　　９６３-７７２１・福島県田村郡三春町春田・はるだ

　　９６３-７７５４・福島県田村郡三春町番組・はﾞんぐみ

　　９６３-７７５４・福島県田村郡三春町番組頭・はﾞんぐみがしら

　　９６３-７７６３・福島県田村郡三春町日向町・ひなたまち

　　９６３-７７７１・福島県田村郡三春町平沢・ひらさわ

　　９６３-７７１５・福島県田村郡三春町樋渡・ひわたじ

　　９６３-７７７３・福島県田村郡三春町深田和・ふかだわ

　　９６３-７７１６・福島県田村郡三春町蛇石・へびいじ

　　９６３-７７２１・福島県田村郡三春町蛇沢・へびさわ

　　９６３-７７８５・福島県田村郡三春町松橋・まつはﾞじ

　　９６３-７７８３・福島県田村郡三春町南成田・みなみなりた

　　９６３-７７５６・福島県田村郡三春町南町・みなみまち

　　９６３-７７６３・福島県田村郡三春町持合畑・もちあいはﾞた

　　９６３-７７４１・福島県田村郡三春町八島台・やしまだい

　　９６３-７７５３・福島県田村郡三春町八十内・やそうち

　　９６３-７７４８・福島県田村郡三春町山崎・やまざき

　　９６３-７７３３・福島県田村郡三春町山田・やまだ

　　９６３-７７５４・福島県田村郡三春町弓町・ゆみまち

　　９６３-７７１８・福島県田村郡三春町過足・よぎあじ

　　９６３-７７１２・福島県田村郡三春町楽内・らくうち



　　９６３-７７５２・福島県田村郡三春町六升蒔・ろくしようまき

　　９６３-７７８４・福島県田村郡三春町六斗蒔・ろくとまき

　　９６３-３４００・福島県田村郡小野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６３-３５２１・福島県田村郡小野町飯豊・いいとよ

　　９６３-３５２４・福島県田村郡小野町浮金・うきがね

　　９６３-３５２２・福島県田村郡小野町小戸神・おとかみ

　　９６３-３４０３・福島県田村郡小野町小野赤沼・おのあかぬま

　　９６３-３４０１・福島県田村郡小野町小野新町・おのにいまち

　　９６３-３５２３・福島県田村郡小野町小野山神・おのやまかみ

　　９６３-３３１６・福島県田村郡小野町上羽出庭・かみはでにわ

　　９６３-３４０５・福島県田村郡小野町雁股田・かりまんだ

　　９６３-３４０６・福島県田村郡小野町皮籠石・かわごいじ

　　９６３-３３１４・福島県田村郡小野町塩庭・しおにわ

　　９６３-３４０４・福島県田村郡小野町菖蒲谷・しようぶや

　　９６３-３３１２・福島県田村郡小野町夏井・なつい

　　９６３-３３１３・福島県田村郡小野町南田原井・みなみたわらい

　　９６３-３４０２・福島県田村郡小野町谷津作・やつざく

　　９６３-３３１１・福島県田村郡小野町湯沢・ゆざわ

　　９６３-３５２５・福島県田村郡小野町吉野辺・よしのべ

　　９６３-３３１５・福島県田村郡小野町和名田・わなだ

　　９７９-０４００・福島県双葉郡広野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７９-０４０４・福島県双葉郡広野町折木・おりき

　　９７９-０４０６・福島県双葉郡広野町上浅見川・かみあさみがわ

　　９７９-０４０１・福島県双葉郡広野町上北迫・かみきたはﾞ

　　９７９-０４０７・福島県双葉郡広野町広洋台・こうようだい

　　９７９-０４０３・福島県双葉郡広野町下浅見川・しもあさみがわ

　　９７９-０４０２・福島県双葉郡広野町下北迫・しもきたはﾞ

　　９７９-０４０８・福島県双葉郡広野町中央台・ちゆうおうだい

　　９７９-０４０５・福島県双葉郡広野町夕筋・ゆうすじ

　　９７９-０６００・福島県双葉郡楢葉町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７９-０６０３・福島県双葉郡楢葉町井出・いで

　　９７９-０６０５・福島県双葉郡楢葉町大谷・おおや

　　９７９-０５１５・福島県双葉郡楢葉町上小塙・かみこはﾞな

　　９７９-０６０６・福島県双葉郡楢葉町上繁岡・かみしげおか

　　９７９-０６０４・福島県双葉郡楢葉町北田・きただ

　　９７９-０５１４・福島県双葉郡楢葉町下小塙・しもこはﾞな

　　９７９-０６０２・福島県双葉郡楢葉町下繁岡・しもしげおか

　　９７９-０６０１・福島県双葉郡楢葉町波倉・なみくら

　　９７９-０５１１・福島県双葉郡楢葉町前原・まえはﾞら

　　９７９-０５１３・福島県双葉郡楢葉町山田岡・やまだおか

　　９７９-０５１２・福島県双葉郡楢葉町山田浜・やまだはま

　　９７９-１１００・福島県双葉郡富岡町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７９-１１７１・福島県双葉郡富岡町大菅・おおすげ

　　９７９-１１０１・福島県双葉郡富岡町小良ケ浜・おらがはま

　　９７９-１１３１・福島県双葉郡富岡町上郡山・かみこおりやま

　　９７９-１１４１・福島県双葉郡富岡町上手岡・かみておか

　　９７９-０６２２・福島県双葉郡富岡町毛萱（前川原２３２～２４４番地・けがや(まえかわはら

　　９７９-０６２２・福島県双葉郡富岡町毛萱（前川原３１１番地・けがや(まえかわはら

　　９７９-０６２２・福島県双葉郡富岡町毛萱（前川原３１２番地・けがや(まえかわはら

　　９７９-０６２２・福島県双葉郡富岡町毛萱（前川原３３７～８６２番地・けがや(

　　９７９-０６２２・福島県〔東京電力福島第二原子力発電所構内〕）・とうきようでんりよく

　　９７９-１１２２・福島県双葉郡富岡町毛萱（その他）・けがや(そのた)

　　９７９-１１１１・福島県双葉郡富岡町小浜・こはﾞま

　　９７９-１１６２・福島県双葉郡富岡町桜・さくら

　　９７９-１１３２・福島県双葉郡富岡町下郡山・しもこおりやま

　　９７９-１１１２・福島県双葉郡富岡町中央・ちゆうおう

　　９７９-１１２１・福島県双葉郡富岡町仏浜・ほとけはま

　　９７９-１１５１・福島県双葉郡富岡町本岡・もとおか

　　９７９-１１５２・福島県双葉郡富岡町本町・もとまち

　　９７９-１１６１・福島県双葉郡富岡町夜の森・よのもり

　　９７９-１２００・福島県双葉郡川内村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７９-１２０１・福島県双葉郡川内村上川内・ かみかわうち

　　９７９-１２０２・福島県双葉郡川内村下川内・ しもかわうち

　　９７９-１３００・福島県双葉郡大熊町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７９-１３０６・福島県双葉郡大熊町大川原・おおがわら

　　９７９-１３０１・福島県双葉郡大熊町夫沢・おつとざわ

　　９７９-１３０４・福島県双葉郡大熊町小良浜・おらはま

　　９７９-１３０５・福島県双葉郡大熊町熊・くま

　　９７９-１３０３・福島県双葉郡大熊町熊川・くまがわ

　　９７９-１３０２・福島県双葉郡大熊町小入野・こいりの



　　９７９-１３０８・福島県双葉郡大熊町下野上・しものがみ

　　９７９-１３０７・福島県双葉郡大熊町野上・のがみ

　　９７９-１４００・福島県双葉郡双葉町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７９-１４３３・福島県双葉郡双葉町石熊・いしくま

　　９７９-１４４２・福島県双葉郡双葉町上羽鳥・かみはとり

　　９７９-１４６３・福島県双葉郡双葉町鴻草・こうのくさ

　　９７９-１４１１・福島県双葉郡双葉町郡山・こおりやま

　　９７９-１４５１・福島県双葉郡双葉町渋川・しぶかわ

　　９７９-１４４１・福島県双葉郡双葉町下羽鳥・しもはとり

　　９７９-１４７２・福島県双葉郡双葉町新山・しんざん

　　９７９-１４５３・福島県双葉郡双葉町寺沢・てらざわ

　　９７９-１４６２・福島県双葉郡双葉町中田・なかだ

　　９７９-１４０１・福島県双葉郡双葉町中野・なかの

　　９７９-１４０２・福島県双葉郡双葉町中浜・なかはま

　　９７９-１４７１・福島県双葉郡双葉町長塚・ながつか

　　９７９-１４１２・福島県双葉郡双葉町細谷・ほそや

　　９７９-１４２１・福島県双葉郡双葉町前田・まえだ

　　９７９-１４５２・福島県双葉郡双葉町松倉・まつくら

　　９７９-１４３２・福島県双葉郡双葉町松迫・まつざく

　　９７９-１４２２・福島県双葉郡双葉町水沢・みずさわ

　　９７９-１４２３・福島県双葉郡双葉町目迫・めさく

　　９７９-１４６１・福島県双葉郡双葉町両竹・もろたけ

　　９７９-１４３１・福島県双葉郡双葉町山田・やまだ

　　９７９-１５００・福島県双葉郡浪江町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７９-１７５１・福島県双葉郡浪江町赤宇木・あこうぎ

　　９７９-１５３５・福島県双葉郡浪江町井手・いで

　　９７９-１５２２・福島県双葉郡浪江町請戸・うけど

　　９７９-１５２６・福島県双葉郡浪江町牛渡・うしわた

　　９７９-１５４４・福島県双葉郡浪江町大堀・おおほﾞり

　　９７９-１５４３・福島県双葉郡浪江町小野田・おのだ

　　９７９-１５４５・福島県双葉郡浪江町小丸・おまる

　　９７９-１５３６・福島県双葉郡浪江町加倉・かくら

　　９７９-１５０５・福島県双葉郡浪江町苅宿・かりやど

　　９７９-１５３１・福島県双葉郡浪江町川添・かわぞえ

　　９７９-１７５３・福島県双葉郡浪江町川房・かわぶさ

　　９７９-１５１２・福島県双葉郡浪江町北幾世橋・きたきよはじ

　　９７９-１５１３・福島県双葉郡浪江町幾世橋・きよはじ

　　９７９-１５２１・福島県双葉郡浪江町権現堂・ごんげんどう

　　９７９-１５３３・福島県双葉郡浪江町酒井・さかい

　　９７９-１５０４・福島県双葉郡浪江町酒田・さかた

　　９７９-１７５６・福島県双葉郡浪江町下津島・しもつしま

　　９７９-１５４２・福島県双葉郡浪江町末森・すえのもり

　　９７９-１５２５・福島県双葉郡浪江町高瀬・たかせ

　　９７９-１５４１・福島県双葉郡浪江町田尻・たじり

　　９７９-１５０１・福島県双葉郡浪江町立野・たつの

　　９７９-１５１１・福島県双葉郡浪江町棚塩・たなしお

　　９７９-１７５７・福島県双葉郡浪江町津島・つしま

　　９７９-１５２３・福島県双葉郡浪江町中浜・なかはま

　　９７９-１５０３・福島県双葉郡浪江町西台・にしだい

　　９７９-１７５５・福島県双葉郡浪江町羽附・はつけ

　　９７９-１７５２・福島県双葉郡浪江町昼曽根・ひるそね

　　９７９-１５３２・福島県双葉郡浪江町樋渡・ひわたじ

　　９７９-１５０２・福島県双葉郡浪江町藤橋・ふじはじ

　　９７９-１７５４・福島県双葉郡浪江町南津島・みなみつしま

　　９７９-１７０６・福島県双葉郡浪江町室原（小伝谷６７）・むろはら(こでや６７)

　　９７９-１５０６・福島県双葉郡浪江町室原（その他）・むろはら(そのた)

　　９７９-１５２４・福島県双葉郡浪江町両竹・もろたけ

　　９７９-１５３４・福島県双葉郡浪江町谷津田・やつだ

　　９７９-１６００・福島県双葉郡葛尾村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７９-１６０２・福島県双葉郡葛尾村落合・ おちあい

　　９７９-１６０１・福島県双葉郡葛尾村葛尾・ かつらお

　　９７９-１６０４・福島県双葉郡葛尾村上野川・ かみのがわ

　　９７９-１６０３・福島県双葉郡葛尾村野川・ のがわ

　　９７９-２７００・福島県相馬郡新地町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９７９-２７０５・福島県相馬郡新地町今泉・いまいずみ

　　９７９-２７０９・福島県相馬郡新地町駅前・えきまえ

　　９７９-２７０４・福島県相馬郡新地町大戸浜・おおどはま

　　９７９-２７０３・福島県相馬郡新地町小川・おがわ

　　９７９-２６１１・福島県相馬郡新地町駒ケ嶺・こまがみね

　　９７９-２７０６・福島県相馬郡新地町杉目・すぎのめ



　　９７９-２７１１・福島県相馬郡新地町中島・なかしま

　　９７９-２７０８・福島県相馬郡新地町福田・ふくだ

　　９７９-２７０７・福島県相馬郡新地町真弓・まゆみ

　　９７９-２７０２・福島県相馬郡新地町谷地小屋・やちごや

　　９７９-２７０１・福島県相馬郡新地町埓木崎・らちきざき

　　９６０-１６００・福島県相馬郡飯舘村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９６０-１８１２・福島県相馬郡飯舘村芦原・ あしはら

　　９６０-１７２１・福島県相馬郡飯舘村飯樋・ いいとい

　　９６０-１８０３・福島県相馬郡飯舘村伊丹沢・ いたみざわ

　　９６０-１６３３・福島県相馬郡飯舘村, 臼石"・うすいじ

　　９６０-１８１４・福島県相馬郡飯舘村大倉・ おおくら

　　９６０-１８０１・福島県相馬郡飯舘村草野・ くさの

　　９６０-１８１１・福島県相馬郡飯舘村小宮・ こみや

　　９６０-１８１５・福島県相馬郡飯舘村佐須・ さす

　　９６０-１６３５・福島県相馬郡飯舘村須萱・ すがや

　　９６０-１８０４・福島県相馬郡飯舘村関沢・ せきさわ

　　９６０-１６３２・福島県相馬郡飯舘村関根・ せきね

　　９６０-１７２３・福島県相馬郡飯舘村長泥・ ながどろ

　　９６０-１６３４・福島県相馬郡飯舘村, 二枚橋"・にまいはﾞじ

　　９６０-１７２２・福島県相馬郡飯舘村比曽・ ひそ

　　９６０-１８０２・福島県相馬郡飯舘村深谷・ ふかや

　　９６０-１６３６・福島県相馬郡飯舘村前田・ まえた

　　９６０-１６３１・福島県相馬郡飯舘村松塚・ まつつﾞか

　　９６０-１８１３・福島県相馬郡飯舘村八木沢・ やぎさわ

　　９６０-１７２４・福島県相馬郡飯舘村蕨平・ わらびだいら

　　５００-００００・岐阜県岐阜市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５００-８１０３・岐阜県岐阜市藍川町・あいかわちよう

　　５００-８０８３・岐阜県岐阜市間之町・あいのまち

　　５００-８８８１・岐阜県岐阜市青柳町・あおやぎちよう

　　５００-８２８２・岐阜県岐阜市茜部大川・あかなべおおかわ

　　５００-８２６１・岐阜県岐阜市茜部大野・あかなべおおの

　　５００-８２６３・岐阜県岐阜市茜部新所・あかなべしんしよ

　　５００-８２６５・岐阜県岐阜市茜部神清寺・あかなべしんせいじ

　　５００-８２６４・岐阜県岐阜市茜部辰新・あかなべたつしん

　　５００-８２６７・岐阜県岐阜市茜部寺屋敷・あかなべてらやしき

　　５００-８２６９・岐阜県岐阜市茜部中島・あかなべなかしま

　　５００-８２８３・岐阜県岐阜市茜部野瀬・あかなべのせ

　　５００-８２６８・岐阜県岐阜市茜部菱野・あかなべひしの

　　５００-８２６２・岐阜県岐阜市茜部本郷・あかなべほんごう

　　５００-８２８４・岐阜県岐阜市茜町・あかねちよう

　　５００-８１７６・岐阜県岐阜市県町・あがたまち

　　５０１-１１８２・岐阜県岐阜市秋沢・あきさわ

　　５００-８０６７・岐阜県岐阜市秋津町・あきつまち

　　５０１-３１３４・岐阜県岐阜市芥見・あくたみ

　　５０１-３１１１・岐阜県岐阜市芥見大退・あくたみおおのぎ

　　５０１-３１１４・岐阜県岐阜市芥見大船・あくたみおおぶね

　　５０１-３１３６・岐阜県岐阜市芥見海戸山・あくたみかいとやま

　　５０１-３１４３・岐阜県岐阜市芥見影山・あくたみかげやま

　　５０１-３１３５・岐阜県岐阜市芥見清水・あくたみきよみず

　　５０１-３１４６・岐阜県岐阜市芥見嵯峨・あくたみさが

　　５０１-３１４４・岐阜県岐阜市芥見大般若・あくたみだいはんにや

　　５０１-３１４１・岐阜県岐阜市芥見中野畑・あくたみなかのはﾞた

　　５０１-３１３２・岐阜県岐阜市芥見長山・あくたみながやま

　　５０１-３１４５・岐阜県岐阜市芥見野畑・あくたみのはﾞた

　　５０１-３１１２・岐阜県岐阜市芥見東山・あくたみひがしやま

　　５０１-３１４７・岐阜県岐阜市芥見堀田・あくたみほりた

　　５０１-３１１６・岐阜県岐阜市芥見町屋・あくたみまちや

　　５０１-３１３３・岐阜県岐阜市芥見南山・あくたみみなみやま

　　５００-８１４８・岐阜県岐阜市曙町・あけほﾞのちよう

　　５００-８２５５・岐阜県岐阜市朝霧町・あさぎりちよう

　　５００-８１０９・岐阜県岐阜市朝日町・あさひまち

　　５０１-１１０９・岐阜県岐阜市安食・あじき

　　５０１-１１０８・岐阜県岐阜市安食志良古・あじきしらこ

　　５００-８４１１・岐阜県岐阜市安宅町・あたかまち

　　５００-８８８３・岐阜県岐阜市吾妻町・あつﾞまちよう

　　５００-８２２１・岐阜県岐阜市天池・あまいけ

　　５００-８３３７・岐阜県岐阜市雨踊町・あまおどりちよう

　　５００-８１３２・岐阜県岐阜市尼ケ崎町・あまがさきちよう

　　５００-８４４９・岐阜県岐阜市荒川町・あらかわちよう

　　５００-８４０１・岐阜県岐阜市安良田町・あらたまち



　　５０２-０００１・岐阜県岐阜市粟野・あわの

　　５０２-０００２・岐阜県岐阜市粟野東・あわのひがじ

　　５０２-０００６・岐阜県岐阜市粟野西・あわのにじ

　　５０２-０００７・岐阜県岐阜市粟野台・あわのだい

　　５００-８１３９・岐阜県岐阜市庵町・いおりまち

　　５００-８４０５・岐阜県岐阜市生田町・いくたまち

　　５００-８８８４・岐阜県岐阜市池田町・いけだまち

　　５０２-０９０６・岐阜県岐阜市池ノ上町・いけのうえちよう

　　５０１-１１０６・岐阜県岐阜市石谷・いしがい

　　５００-８４３７・岐阜県岐阜市石切町・いしきりちよう

　　５００-８１５３・岐阜県岐阜市石長町・いしながちよう

　　５０１-２５３５・岐阜県岐阜市石原（１～３丁目）・いしはら

　　５０１-３１０４・岐阜県岐阜市石原（その他）・いしはら(そのた)

　　５００-８０７３・岐阜県岐阜市泉町・いずみまち

　　５００-８１５５・岐阜県岐阜市市ノ坪町・いちのつほﾞちよう

　　５００-８３８１・岐阜県岐阜市市橋・いちはじ

　　５００-８１８３・岐阜県岐阜市一番町・いちはﾞんちよう

　　５００-８４０３・岐阜県岐阜市一松道・いつしようどう

　　５００-８０４３・岐阜県岐阜市伊奈波通・いなはﾞどおり

　　５００-８３３６・岐阜県岐阜市稲荷町・いなりちよう

　　５００-８４８９・岐阜県岐阜市稲荷山・いなりやま

　　５００-８１６１・岐阜県岐阜市茨木町・いはﾞらぎちよう

　　５００-８０７７・岐阜県岐阜市伊吹町・いぶきちよう

　　５０１-１１１４・岐阜県岐阜市今川・いまがわ

　　５００-８８１４・岐阜県岐阜市今川町・いまがわちよう

　　５００-８０６９・岐阜県岐阜市今小町・いまこまち

　　５００-８８２２・岐阜県岐阜市今沢町・いまざわちよう

　　５００-８０２３・岐阜県岐阜市今町・いままち

　　５００-８３８８・岐阜県岐阜市今嶺・いまみね

　　５００-８２３４・岐阜県岐阜市芋島・いもじま

　　５００-８１５２・岐阜県岐阜市入舟町・いりふねちよう

　　５０１-３１０１・岐阜県岐阜市岩井・いわい

　　５０１-３１０２・岐阜県岐阜市岩井万場・いわいまんはﾞ

　　５００-８１３４・岐阜県岐阜市岩栄町・いわえいちよう

　　５０２-０８４４・岐阜県岐阜市岩倉町・いわくらちよう

　　５０２-０００５・岐阜県岐阜市岩崎・いわさき

　　５０１-３１５４・岐阜県岐阜市岩田東・いわたひがじ

　　５０１-３１５６・岐阜県岐阜市岩田西・いわたにじ

　　５０１-３１５１・岐阜県岐阜市岩滝東・いわたきひがじ

　　５０１-３１５２・岐阜県岐阜市岩滝西・いわたきにじ

　　５０１-３１５５・岐阜県岐阜市岩田坂・いわたざか

　　５００-８２２５・岐阜県岐阜市岩地・いわち

　　５０１-１１０２・岐阜県岐阜市岩利・いわり

　　５００-８０３３・岐阜県岐阜市魚屋町・うおやちよう

　　５０２-０８３７・岐阜県岐阜市鵜川町・うかわちよう

　　５００-８０５２・岐阜県岐阜市鶯谷・うぐいすだに

　　５００-８０５３・岐阜県岐阜市鶯谷町・うぐいすだにちよう

　　５００-８３６８・岐阜県岐阜市宇佐・うさ

　　５００-８３６６・岐阜県岐阜市宇佐東町・うさひがしまち

　　５００-８３６７・岐阜県岐阜市宇佐南・うさみなみ

　　５０２-０８０２・岐阜県岐阜市打越・うちこじ

　　５００-８０４１・岐阜県岐阜市靱屋町・うつほﾞやちよう

　　５００-８８１８・岐阜県岐阜市梅ケ枝町・うめがえちよう

　　５００-８８１５・岐阜県岐阜市梅河町・うめがわちよう

　　５００-８３７１・岐阜県岐阜市梅園町・うめぞのちよう

　　５００-８１２３・岐阜県岐阜市雲竜町・うんりゆうちよう

　　５００-８０５９・岐阜県岐阜市栄扇町・えいせんちよう

　　５００-８１３３・岐阜県岐阜市永楽町・えいらくちよう

　　５００-８８２３・岐阜県岐阜市江川町・えがわちよう

　　５０２-０９１５・岐阜県岐阜市江口・えぐち

　　５０１-０１１７・岐阜県岐阜市江崎・えさき

　　５０１-０１２１・岐阜県岐阜市江崎北・えさききた

　　５０１-０１２２・岐阜県岐阜市江崎南・えさきみなみ

　　５００-８３８３・岐阜県岐阜市江添・えぞえ

　　５００-８１４９・岐阜県岐阜市戎町・えびすちよう

　　５００-８１６５・岐阜県岐阜市老松町・おいまつちよう

　　５００-８３７３・岐阜県岐阜市大池町・おおいけちよう

　　５０１-３１０８・岐阜県岐阜市大蔵台・おおくらだい

　　５００-８４４７・岐阜県岐阜市大倉町・おおくらちよう

　　５０１-０１１８・岐阜県岐阜市大菅北・おおすがきた



　　５０１-０１１９・岐阜県岐阜市大菅南・おおすがみなみ

　　５００-８８７３・岐阜県岐阜市大富町・おおとみちよう

　　５００-８８８９・岐阜県岐阜市大縄場・おおなわはﾞ

　　５０１-３１２４・岐阜県岐阜市大洞・おおほﾞら

　　５０１-３１２３・岐阜県岐阜市大洞柏台・おおほﾞらかしわだい

　　５０１-３１２１・岐阜県岐阜市大洞桐が丘・おおほﾞらきりがおか

　　５０１-３１２７・岐阜県岐阜市大洞桜台・おおほﾞらさくらだい

　　５０１-３１２５・岐阜県岐阜市大洞緑山・おおほﾞらみどりやま

　　５０１-３１２２・岐阜県岐阜市大洞紅葉が丘・おおほﾞらもみじがおか

　　５０１-３１２６・岐阜県岐阜市大洞西・おおほﾞらにじ

　　５００-８００３・岐阜県岐阜市大宮町・おおみやちよう

　　５００-８８８５・岐阜県岐阜市大柳町・おおやなぎちよう

　　５０１-６１３４・岐阜県岐阜市大脇・おおわき

　　５００-８３０５・岐阜県岐阜市沖ノ橋町・おきのはしちよう

　　５０１-１１８５・岐阜県岐阜市奥・おく

　　５００-８０６１・岐阜県岐阜市小熊町・おぐまちよう

　　５００-８０７９・岐阜県岐阜市御杉町・おすぎちよう

　　５００-８１３５・岐阜県岐阜市織田塚町・おだつﾞかちよう

　　５０２-０８３５・岐阜県岐阜市織田町・おだまち

　　５００-８１８１・岐阜県岐阜市御浪町・おなみちよう

　　５０２-００１６・岐阜県岐阜市雄総桜町・おぶささくらまち

　　５０２-００１４・岐阜県岐阜市雄総緑町・おぶさみどりまち

　　５０２-００１５・岐阜県岐阜市雄総柳町・おぶさやなぎまち

　　５０１-１１３２・岐阜県岐阜市折立・おりたて

　　５０１-０１１１・岐阜県岐阜市鏡島・かがしま

　　５０１-０１１３・岐阜県岐阜市鏡島市場・かがしまいちはﾞ

　　５０１-０１１２・岐阜県岐阜市鏡島精華・かがしませいか

　　５０１-０１１１・岐阜県岐阜市鏡島町・かがしまちよう

　　５０１-０１２４・岐阜県岐阜市鏡島中・かがしまなか

　　５０１-０１２３・岐阜県岐阜市鏡島西・かがしまにじ

　　５０１-０１１５・岐阜県岐阜市鏡島南・かがしまみなみ

　　５００-８００１・岐阜県岐阜市鏡岩・かがみいわ

　　５００-８３１３・岐阜県岐阜市鍵屋中町・かぎやなかまち

　　５００-８３０６・岐阜県岐阜市鍵屋東町・かぎやひがしまち

　　５００-８３１４・岐阜県岐阜市鍵屋西町・かぎやにしまち

　　５０２-０８４１・岐阜県岐阜市学園町・がくえんちよう

　　５００-８４４３・岐阜県岐阜市神楽町・かぐらちよう

　　５００-８１２８・岐阜県岐阜市花月町・かげつちよう

　　５００-８２５９・岐阜県岐阜市水主町・かこまち

　　５００-８３２３・岐阜県岐阜市鹿島町・かしまちよう

　　５００-８１０２・岐阜県岐阜市粕森町・かしもりちよう

　　５００-８０１７・岐阜県岐阜市梶川町・かじかわちよう

　　５００-８３０３・岐阜県岐阜市春日町・かすがまち

　　５００-８１８６・岐阜県岐阜市霞町・かすみちよう

　　５００-８３２２・岐阜県岐阜市香取町・かとりちよう

　　５０１-２５２１・岐阜県岐阜市門屋・かどや

　　５０１-２５２８・岐阜県岐阜市門屋門・かどやかど

　　５０１-２５２７・岐阜県岐阜市門屋勢引・かどやせいひき

　　５０１-２５２６・岐阜県岐阜市門屋野崎・かどやのざき

　　５０１-２５２２・岐阜県岐阜市門屋溝上・かどやみぞがみ

　　５００-８８４９・岐阜県岐阜市金岡町・かなおかちよう

　　５００-８１１３・岐阜県岐阜市金園町・かなぞのちよう

　　５００-８０６５・岐阜県岐阜市金屋町・かなやちよう

　　５００-８０６３・岐阜県岐阜市金屋横町・かなやよこちよう

　　５０１-３１０７・岐阜県岐阜市加野・かの

　　５００-８４５７・岐阜県岐阜市加納青藤町・かのうあおふじちよう

　　５００-８４５２・岐阜県岐阜市加納朝日町・かのうあさひまち

　　５００-８４７６・岐阜県岐阜市加納愛宕町・かのうあたごちよう

　　５００-８４２２・岐阜県岐阜市加納安良町・かのうあらまち

　　５００-８２７９・岐阜県岐阜市加納梅田町・かのううめだちよう

　　５００-８４２７・岐阜県岐阜市加納大石町・かのうおおいしちよう

　　５００-８４８２・岐阜県岐阜市加納大手町・かのうおおてまち

　　５００-８２７２・岐阜県岐阜市加納奥平町・かのうおくだいらちよう

　　５００-８４５１・岐阜県岐阜市加納上本町・かのうかみほんまち

　　５００-８４１９・岐阜県岐阜市加納北広江町・かのうきたひろえちよう

　　５００-８４１７・岐阜県岐阜市加納清田町・かのうきよだまち

　　５００-８４７２・岐阜県岐阜市加納清野町・かのうきよのまち

　　５００-８４８１・岐阜県岐阜市加納沓井町・かのうくついちよう

　　５００-８４６１・岐阜県岐阜市加納黒木町・かのうくろきちよう

　　５００-８４６５・岐阜県岐阜市加納寿町・かのうことぶきちよう



　　５００-８４７５・岐阜県岐阜市加納坂井町・かのうさかいまち

　　５００-８４５５・岐阜県岐阜市加納栄町通・かのうさかえまちどおり

　　５００-８４６８・岐阜県岐阜市加納桜田町・かのうさくらだちよう

　　５００-８４２８・岐阜県岐阜市加納桜道・かのうさくらみち

　　５００-８４２９・岐阜県岐阜市加納清水町・かのうしみずちよう

　　５００-８４６３・岐阜県岐阜市加納新本町・かのうしんほんまち

　　５００-８４２５・岐阜県岐阜市加納新町・かのうしんまち

　　５００-８４６２・岐阜県岐阜市加納神明町・かのうしんめいちよう

　　５００-８４２１・岐阜県岐阜市加納新柳町・かのうしんやなぎまち

　　５００-８４８６・岐阜県岐阜市加納城南通・かのうじようなんどおり

　　５００-８２７４・岐阜県岐阜市加納鷹匠町・かのうたかしようまち

　　５００-８４５９・岐阜県岐阜市加納高柳町・かのうたかやなぎちよう

　　５００-８２７７・岐阜県岐阜市加納立花町・かのうたちはﾞなちよう

　　５００-８４５６・岐阜県岐阜市加納大黒町・かのうだいこくちよう

　　５００-８４５３・岐阜県岐阜市加納鉄砲町・かのうてつほﾟうちよう

　　５００-８４７３・岐阜県岐阜市加納天神町・かのうてんじんまち

　　５００-８４１３・岐阜県岐阜市加納東陽町・かのうとうようちよう

　　５００-８４１６・岐阜県岐阜市加納徳川町・かのうとくがわちよう

　　５００-８４１５・岐阜県岐阜市加納中広江町・かのうなかひろえちよう

　　５００-８４５４・岐阜県岐阜市加納永井町・かのうながいちよう

　　５００-８４８７・岐阜県岐阜市加納長刀堀・かのうなぎなたほﾞり

　　５００-８２７６・岐阜県岐阜市加納南陽町・かのうなんようちよう

　　５００-８４１８・岐阜県岐阜市加納西広江町・かのうにしひろえちよう

　　５００-８４８８・岐阜県岐阜市加納西丸町・かのうにしまるちよう

　　５００-８２７８・岐阜県岐阜市加納西山町・かのうにしやまちよう

　　５００-８４８４・岐阜県岐阜市加納二之丸・かのうにのまる

　　５００-８４３１・岐阜県岐阜市加納八幡町・かのうはちまんちよう

　　５００-８２７５・岐阜県岐阜市加納花ノ木町・かのうはなのきちよう

　　５００-８４１４・岐阜県岐阜市加納東広江町・かのうひがしひろえちよう

　　５００-８４８３・岐阜県岐阜市加納東丸町・かのうひがしまるちよう

　　５００-８４７９・岐阜県岐阜市加納菱野町・かのうひしのまち

　　５００-８４７８・岐阜県岐阜市加納伏見町・かのうふしみちよう

　　５００-８４７１・岐阜県岐阜市加納富士町・かのうふじまち

　　５００-８２５２・岐阜県岐阜市加納舟田町・かのうふなだちよう

　　５００-８２７１・岐阜県岐阜市加納堀田町・かのうほつたちよう

　　５００-８４６６・岐阜県岐阜市加納本石町・かのうほんごくちよう

　　５００-８４７４・岐阜県岐阜市加納本町・かのうほんまち

　　５００-８４６４・岐阜県岐阜市加納前田町・かのうまえだまち

　　５００-８４８５・岐阜県岐阜市加納丸之内・かのうまるのうち

　　５００-８４６７・岐阜県岐阜市加納三笠町・かのうみかさちよう

　　５００-８２５１・岐阜県岐阜市加納御車町・かのうみくるまちよう

　　５００-８４７７・岐阜県岐阜市加納水野町・かのうみずのまち

　　５００-８４２６・岐阜県岐阜市加納南広江町・かのうみなみひろえちよう

　　５００-８４５８・岐阜県岐阜市加納村松町・かのうむらまつちよう

　　５００-８４２４・岐阜県岐阜市加納柳町・かのうやなぎまち

　　５００-８２７３・岐阜県岐阜市加納矢場町・かのうやはﾞちよう

　　５００-８４６９・岐阜県岐阜市加納竜興町・かのうりゆうこうちよう

　　５００-８８３９・岐阜県岐阜市蕪城町・かぶらぎちよう

　　５０１-３１１５・岐阜県岐阜市上芥見・かみあくたみ

　　５００-８０２６・岐阜県岐阜市上大久和町・かみおおくわちよう

　　５００-８０６８・岐阜県岐阜市上太田町・かみおおたまち

　　５００-８１２１・岐阜県岐阜市上加納山・かみかのうやま

　　５００-８２４５・岐阜県岐阜市上川手・かみかわて

　　５０２-０８６２・岐阜県岐阜市上城田寺中・かみきだいじなか

　　５０２-０８６３・岐阜県岐阜市上城田寺西・かみきだいじにじ

　　５０２-０８６４・岐阜県岐阜市上城田寺東・かみきだいじひがじ

　　５０２-０８６１・岐阜県岐阜市上城田寺南・かみきだいじみなみ

　　５０１-１１７８・岐阜県岐阜市上西郷・かみさいごう

　　５００-８００５・岐阜県岐阜市上材木町・かみざいもくちよう

　　５０１-１１５０・岐阜県岐阜市上尻毛・かみしつけ

　　５０１-１１４９・岐阜県岐阜市上尻毛八幡・かみしつけはちまん

　　５０１-１１４８・岐阜県岐阜市上尻毛日吉・かみしつけひよじ

　　５００-８０２４・岐阜県岐阜市上新町・かみしんまち

　　５００-８０５７・岐阜県岐阜市上竹町・かみたけちよう

　　５００-８０４９・岐阜県岐阜市上竹屋町・かみたけやちよう

　　５００-８０２１・岐阜県岐阜市上茶屋町・かみちややまち

　　５０２-０８０３・岐阜県岐阜市上土居・かみつちい

　　５００-８８７８・岐阜県岐阜市神室町・かむろちよう

　　５０２-０９３８・岐阜県岐阜市萱場北町・かやはﾞきたまち

　　５０２-０９３５・岐阜県岐阜市萱場東町・かやはﾞひがしまち



　　５０２-０９３６・岐阜県岐阜市萱場南・かやはﾞみなみ

　　５０２-０９３７・岐阜県岐阜市萱場町・かやはﾞちよう

　　５００-８４０４・岐阜県岐阜市華陽・かよう

　　５０１-０１１１・岐阜県岐阜市川原畑・かわはらはﾞた

　　５００-８１０８・岐阜県岐阜市川端町・かわはﾞたちよう

　　５０１-１１５１・岐阜県岐阜市川部・かわべ

　　５００-８８３３・岐阜県岐阜市神田町・かんだまち

　　５０１-３１３１・岐阜県岐阜市祇園・ぎおん

　　５００-８３２１・岐阜県岐阜市菊井町・きくいちよう

　　５０２-０８３１・岐阜県岐阜市菊水町・きくすいちよう

　　５００-８３４５・岐阜県岐阜市菊地町・きくちちよう

　　５００-８３２７・岐阜県岐阜市如月町・きさらぎちよう

　　５００-８２２７・岐阜県岐阜市北一色・きたいつしき

　　５００-８２８７・岐阜県岐阜市北鶉・きたうずら

　　５０１-１１３３・岐阜県岐阜市北柿ケ瀬・きたかきがせ

　　５０２-０９１１・岐阜県岐阜市北島・きたじま

　　５０１-２５０３・岐阜県岐阜市北野阿原・きたのあわら

　　５０１-２５１９・岐阜県岐阜市北野西山・きたのにしやま

　　５０１-２５１２・岐阜県岐阜市北野東・きたのひがじ

　　５０１-２５１８・岐阜県岐阜市北野西・きたのにじ

　　５０１-２５１６・岐阜県岐阜市北野南・きたのみなみ

　　５０１-２５１１・岐阜県岐阜市北野北・きたのきた

　　５００-８８０７・岐阜県岐阜市北野町・きたのまち

　　５００-８８２４・岐阜県岐阜市北八ツ寺町・きたやつでらまち

　　５０１-３１１３・岐阜県岐阜市北山・きたやま

　　５０１-１１３５・岐阜県岐阜市木田・きだ

　　５０２-０８５９・岐阜県岐阜市城田寺・きだいじ

　　５００-８０８６・岐阜県岐阜市木造町・きつﾞくりちよう

　　５００-８１５６・岐阜県岐阜市祈年町・きねんちよう

　　５００-８１５４・岐阜県岐阜市木ノ下町・きのしたちよう

　　５００-８８６７・岐阜県岐阜市木ノ本町・きのもとちよう

　　５００-８８０４・岐阜県岐阜市京町・きようまち

　　５００-８８４６・岐阜県岐阜市玉姓町・ぎよくせいちよう

　　５００-８１７８・岐阜県岐阜市清住町・きよずみちよう

　　５００-８２３７・岐阜県岐阜市切通・きりどおじ

　　５０２-０８２８・岐阜県岐阜市金華町・きんかちよう

　　５００-８８４７・岐阜県岐阜市金宝町・きんほﾟうちよう

　　５００-８１１４・岐阜県岐阜市金竜町・きんりゆうちよう

　　５０２-０８２６・岐阜県岐阜市楠町・くすのきちよう

　　５００-８３４９・岐阜県岐阜市久保見町・くほﾞみちよう

　　５００-８３７２・岐阜県岐阜市熊野町・くまのちよう

　　５００-８１４５・岐阜県岐阜市雲井町・くもいちよう

　　５００-８２３３・岐阜県岐阜市蔵前・くらのまえ

　　５００-８１７４・岐阜県岐阜市栗矢田町・くりやだちよう

　　５０１-１１３１・岐阜県岐阜市黒野・くろの

　　５０１-１１３６・岐阜県岐阜市黒野南・くろのみなみ

　　５００-８０８１・岐阜県岐阜市啓運町・けいうんちよう

　　５０２-０８２３・岐阜県岐阜市光栄町・こうえいちよう

　　５００-８１０７・岐阜県岐阜市高岩町・こうがんちよう

　　５００-８２５４・岐阜県岐阜市光樹町・こうきちよう

　　５０１-０１０５・岐阜県岐阜市河渡・ごうど

　　５００-８４０９・岐阜県岐阜市幸ノ町・こうのまち

　　５００-８８６８・岐阜県岐阜市光明町・こうめいちよう

　　５００-８４３４・岐阜県岐阜市向陽町・こうようちよう

　　５００-８８９１・岐阜県岐阜市香蘭・こうらん

　　５００-８８４２・岐阜県岐阜市金町・こがねまち

　　５００-８１４６・岐阜県岐阜市九重町・ここのえちよう

　　５０１-１１７６・岐阜県岐阜市小西郷・こさいごう

　　５００-８３２８・岐阜県岐阜市五反田町・ごたんだちよう

　　５００-８１５７・岐阜県岐阜市五坪・ごつほﾞ

　　５００-８１５７・岐阜県岐阜市五坪町・ごつほﾞちよう

　　５００-８２２２・岐阜県岐阜市琴塚・ことつﾞか

　　５００-８３２５・岐阜県岐阜市寿町・ことぶきちよう

　　５０１-１１７４・岐阜県岐阜市小野・この

　　５００-８３３３・岐阜県岐阜市此花町・このはなちよう

　　５００-８０１１・岐阜県岐阜市木挽町・こびきちよう

　　５００-８０４６・岐阜県岐阜市米屋町・こめやちよう

　　５０１-１１７１・岐阜県岐阜市御望・ごも

　　５０１-３１１７・岐阜県岐阜市コモンヒルズ北山・こもんひるずきたやま

　　５００-８８３２・岐阜県岐阜市小柳町・こやなぎちよう



　　５００-８３７９・岐阜県岐阜市権現町・ごんげんちよう

　　５０２-０９０８・岐阜県岐阜市近島・ごんのしま

　　５０２-００２１・岐阜県岐阜市西後町・さいごちよう

　　５００-８２６６・岐阜県岐阜市境川・さかいがわ

　　５００-８８５７・岐阜県岐阜市坂井町・さかいまち

　　５０２-０８４９・岐阜県岐阜市栄新町・さかえしんまち

　　５００-８８７２・岐阜県岐阜市栄枝町・さかえだちよう

　　５０２-０８５１・岐阜県岐阜市鷺山・さぎやま

　　５０２-０８７２・岐阜県岐阜市鷺山北町・さぎやまきたまち

　　５０２-０８５３・岐阜県岐阜市鷺山清洲町・さぎやまきよすちよう

　　５０２-０８７１・岐阜県岐阜市鷺山新町・さぎやましんまち

　　５０２-０８５５・岐阜県岐阜市鷺山緑ケ丘・さぎやまみどりがおか

　　５０２-０８５６・岐阜県岐阜市鷺山緑ケ丘新町・さぎやまみどりがおかしんまち

　　５０２-０８５４・岐阜県岐阜市鷺山向井町・さぎやまむかいちよう

　　５０２-０８５０・岐阜県岐阜市鷺山東・さぎやまひがじ

　　５０２-０８６７・岐阜県岐阜市鷺山南・さぎやまみなみ

　　５００-８８０３・岐阜県岐阜市佐久間町・さくまちよう

　　５００-８３１９・岐阜県岐阜市桜木町・さくらぎちよう

　　５００-８３１８・岐阜県岐阜市桜通・さくらどおり

　　５００-８０５５・岐阜県岐阜市笹土居町・ささどいちよう

　　５００-８３２４・岐阜県岐阜市早苗町・さなえちよう

　　５０１-１１０１・岐阜県岐阜市佐野・さの

　　５００-８１８９・岐阜県岐阜市三番町・さんはﾞんちよう

　　５００-８１２７・岐阜県岐阜市塩町・しおまち

　　５００-８３６９・岐阜県岐阜市敷島町・しきしまちよう

　　５０１-３１５３・岐阜県岐阜市静が丘町・しずがおかちよう

　　５０１-１１４７・岐阜県岐阜市尻毛・しつけ

　　５００-８４２３・岐阜県岐阜市渋谷町・しぶやちよう

　　５０２-０９０４・岐阜県岐阜市島栄町・しまさかえまち

　　５０２-０９０７・岐阜県岐阜市島新町・しましんまち

　　５０２-０９１７・岐阜県岐阜市島田・しまだ

　　５００-８３１６・岐阜県岐阜市島田中町・しまだなかまち

　　５００-８３１５・岐阜県岐阜市島田東町・しまだひがしまち

　　５００-８３１７・岐阜県岐阜市島田西町・しまだにしまち

　　５００-８４３８・岐阜県岐阜市島原町・しまはﾞらちよう

　　５０１-１１７２・岐阜県岐阜市下鵜飼・しもうかい

　　５００-８０３９・岐阜県岐阜市下大桑町・しもおおくわちよう

　　５００-８０６６・岐阜県岐阜市下太田町・しもおおたまち

　　５００-８２４６・岐阜県岐阜市下川手・しもかわて

　　５０１-１１７５・岐阜県岐阜市下西郷・しもさいごう

　　５０１-１１４６・岐阜県岐阜市下尻毛・しもしつけ

　　５００-８０３７・岐阜県岐阜市下新町・しもしんまち

　　５００-８０５６・岐阜県岐阜市下竹町・しもたけちよう

　　５００-８０２２・岐阜県岐阜市下茶屋町・しもちややまち

　　５０２-０８５８・岐阜県岐阜市下土居・しもつちい

　　５００-８３８５・岐阜県岐阜市下奈良・しもなら

　　５００-８４１２・岐阜県岐阜市松鴻町・しようこうちよう

　　５００-８４４１・岐阜県岐阜市城東通・じようとうどおり

　　５００-８４４２・岐阜県岐阜市正法寺町・しようほうじちよう

　　５００-８１２５・岐阜県岐阜市城望町・じようほﾞうちよう

　　５００-８８６５・岐阜県岐阜市昭和町・しようわまち

　　５００-８０８５・岐阜県岐阜市白木町・しらきちよう

　　５０２-０９０９・岐阜県岐阜市白菊町・しらぎくちよう

　　５００-８８７４・岐阜県岐阜市銀町・しろがねまち

　　５０２-００２３・岐阜県岐阜市城前町・しろまえちよう

　　５００-８０３６・岐阜県岐阜市甚衛町・じんえいちよう

　　５００-８３７５・岐阜県岐阜市新興町・しんこうちよう

　　５００-８８５５・岐阜県岐阜市新栄町・しんさかえまち

　　５００-８０４５・岐阜県岐阜市新桜町・しんさくらまち

　　５００-８８４８・岐阜県岐阜市神明町・しんめいちよう

　　５００-８１４３・岐阜県岐阜市瑞雲町・ずいうんちよう

　　５００-８０４２・岐阜県岐阜市末広町・すえひろちよう

　　５００-８２８９・岐阜県岐阜市須賀・すが

　　５００-８８１６・岐阜県岐阜市菅原町・すがはらちよう

　　５００-８８２９・岐阜県岐阜市杉山町・すぎやまちよう

　　５０２-０９１４・岐阜県岐阜市菅生・すごう

　　５００-８８４３・岐阜県岐阜市住田町・すみだまち

　　５００-８４０８・岐阜県岐阜市住ノ江町・すみのえちよう

　　５００-８８２６・岐阜県岐阜市住吉町・すみよしちよう

　　５００-８０５１・岐阜県岐阜市駿河山・するがやま



　　５０１-３１４２・岐阜県岐阜市諏訪山・すわやま

　　５００-８３４６・岐阜県岐阜市清・せい

　　５００-８３５１・岐阜県岐阜市清本町・せいほんまち

　　５００-８８１９・岐阜県岐阜市千石町・せんごくちよう

　　５００-８８６２・岐阜県岐阜市千手堂中町・せんじゆどうなかまち

　　５００-８８６３・岐阜県岐阜市千手堂南町・せんじゆどうみなみまち

　　５００-８８６１・岐阜県岐阜市千手堂北町・せんじゆどうきたまち

　　５００-８００４・岐阜県岐阜市千畳敷・せんじようじき

　　５００-８３１９・岐阜県岐阜市早田（１９７３～２００９)・そうでん

　　５０２-０８４２・岐阜県岐阜市早田（その他）・そうでん(そのた)

　　５０２-０９０２・岐阜県岐阜市早田大通・そうでんおおどおり

　　５０２-０８４７・岐阜県岐阜市早田栄町・そうでんさかえまち

　　５０２-０８４３・岐阜県岐阜市早田東町・そうでんひがしまち

　　５０２-０８４８・岐阜県岐阜市早田本町・そうでんほんまち

　　５０２-０８４５・岐阜県岐阜市早田町・そうでんちよう

　　５０１-０１０１・岐阜県岐阜市曽我屋・そがや

　　５０１-１１１３・岐阜県岐阜市大学西・だいがくにじ

　　５０１-１１１１・岐阜県岐阜市大学北・だいがくきた

　　５００-８０３８・岐阜県岐阜市大工町・だいくちよう

　　５００-８１５１・岐阜県岐阜市大黒町・だいこくまち

　　５００-８８７１・岐阜県岐阜市大正町・たいしようまち

　　５０２-０９３４・岐阜県岐阜市大福町・だいふくちよう

　　５００-８０１８・岐阜県岐阜市大仏町・だいぶつちよう

　　５０２-０８２１・岐阜県岐阜市太平町・たいへいちよう

　　５００-８８５１・岐阜県岐阜市大宝町・だいほうちよう

　　５００-８０５４・岐阜県岐阜市大門町・だいもんちよう

　　５００-８１６２・岐阜県岐阜市高尾町・たかおちよう

　　５０１-６１３１・岐阜県岐阜市高河原・たかがわら

　　５００-８４０７・岐阜県岐阜市高砂町・たかさごちよう

　　５００-８２２４・岐阜県岐阜市高田・たかた

　　５００-８８４１・岐阜県岐阜市高野町・たかのまち

　　５００-８８２１・岐阜県岐阜市鷹見町・たかみちよう

　　５００-８１７１・岐阜県岐阜市高森町・たかもりちよう

　　５００-８１０１・岐阜県岐阜市多賀町・たがまち

　　５００-８１５８・岐阜県岐阜市田神・たがみ

　　５００-８１５９・岐阜県岐阜市田神町・たがみちよう

　　５００-８１７３・岐阜県岐阜市田生越町・たしようごえちよう

　　５００-８４０２・岐阜県岐阜市竜田町・たつたまち

　　５００-８１１５・岐阜県岐阜市田端町・たはﾞたちよう

　　５００-８００８・岐阜県岐阜市玉井町・たまいちよう

　　５００-８８３５・岐阜県岐阜市玉宮町・たまみやちよう

　　５００-８８３７・岐阜県岐阜市玉森町・たまもりちよう

　　５０１-２５７７・岐阜県岐阜市太郎丸・たろうまる

　　５０１-２５３６・岐阜県岐阜市太郎丸樫木・たろうまるかしき

　　５０１-２５７４・岐阜県岐阜市太郎丸北浦・たろうまるきたうら

　　５０１-２５７２・岐阜県岐阜市太郎丸北郷・たろうまるきたごう

　　５０１-２５７６・岐阜県岐阜市太郎丸新屋敷・たろうまるしんやしき

　　５０１-２５７３・岐阜県岐阜市太郎丸諏訪・たろうまるすわ

　　５０１-２５７９・岐阜県岐阜市太郎丸知之道・たろうまるちのみち

　　５０１-２５７５・岐阜県岐阜市太郎丸中島・たろうまるなかじま

　　５０１-２５７８・岐阜県岐阜市太郎丸野田・たろうまるのだ

　　５０１-２５７１・岐阜県岐阜市太郎丸向良・たろうまるむがいら

　　５０２-０９２６・岐阜県岐阜市旦島・だんのしま

　　５０２-０９２８・岐阜県岐阜市旦島中・だんのしまなか

　　５０２-０９２５・岐阜県岐阜市旦島中町・だんのしまなかまち

　　５０２-０９２７・岐阜県岐阜市旦島西町・だんのしまにしまち

　　５０２-０９２４・岐阜県岐阜市旦島宮町・だんのしまみやまち

　　５００-８３３９・岐阜県岐阜市千鳥町・ちどりちよう

　　５０１-６１３５・岐阜県岐阜市茶屋新田・ちややしんでん

　　５００-８８０５・岐阜県岐阜市忠節三丁目南町・めみなみまち

　　５００-８８０１・岐阜県岐阜市忠節町・ちゆうせつちよう

　　５００-８３１１・岐阜県岐阜市長者町・ちようじやまち

　　５０２-０８３２・岐阜県岐阜市千代田町・ちよだまち

　　５００-８０７６・岐阜県岐阜市司町・つかさまち

　　５００-８１４１・岐阜県岐阜市月丘町・つきおかちよう

　　５００-８１３１・岐阜県岐阜市月ノ会町・つきのえちよう

　　５０２-０８４６・岐阜県岐阜市津島町・つしまちよう

　　５０２-０８０１・岐阜県岐阜市椿洞・つはﾞきほﾞら

　　５００-８３６３・岐阜県岐阜市爪・つめ

　　５００-８１６４・岐阜県岐阜市鶴田町・つるたまち



　　５００-８１６３・岐阜県岐阜市鶴舞町・つるまいちよう

　　５００-８１２９・岐阜県岐阜市鶴見町・つるみちよう

　　５００-８００６・岐阜県岐阜市堤外・ていがい

　　５００-８２３６・岐阜県岐阜市手力町・てちﾞからちよう

　　５００-８８７９・岐阜県岐阜市徹明通・てつめいどおり

　　５０１-２５０１・岐阜県岐阜市出屋敷・でやしき

　　５００-８８６６・岐阜県岐阜市寺島町・てらじまちよう

　　５０１-０１０４・岐阜県岐阜市寺田・てらだ

　　５００-８１１８・岐阜県岐阜市寺町・てらまち

　　５００-８８０６・岐阜県岐阜市天神町・てんじんまち

　　５００-８１６６・岐阜県岐阜市天王町・てんのうちよう

　　５００-８８４５・岐阜県岐阜市問屋町・といやまち

　　５００-８１４４・岐阜県岐阜市東栄町・とうえいちよう

　　５００-８１３７・岐阜県岐阜市東興町・とうこうちよう

　　５０２-０８１６・岐阜県岐阜市道三町・どうさんちよう

　　５００-８０５８・岐阜県岐阜市常盤町・ときわちよう

　　５００-８１１６・岐阜県岐阜市殿町・とのまち

　　５００-８３７６・岐阜県岐阜市富沢町・とみざわちよう

　　５０１-１１８６・岐阜県岐阜市外山・とやま

　　５００-８３７４・岐阜県岐阜市豊岡町・とよおかちよう

　　５０１-１１７３・岐阜県岐阜市中・なか

　　５００-８２８８・岐阜県岐阜市中鶉・なかうずら

　　５００-８０２７・岐阜県岐阜市中大桑町・なかおおくわちよう

　　５０２-００１３・岐阜県岐阜市中川原・なかがわら

　　５０１-１１７７・岐阜県岐阜市中西郷・なかさいごう

　　５００-８０３２・岐阜県岐阜市中新町・なかしんまち

　　５００-８４４８・岐阜県岐阜市中洲町・なかすちよう

　　５００-８０４７・岐阜県岐阜市中竹屋町・なかたけやちよう

　　５００-８１３８・岐阜県岐阜市中道北・なかみちきた

　　５０１-２５３１・岐阜県岐阜市中屋東・なかやひがじ

　　５０１-２５３２・岐阜県岐阜市中屋西・なかやにじ

　　５００-８１７５・岐阜県岐阜市長住町・ながずみちよう

　　５００-８８０８・岐阜県岐阜市永田町・ながたまち

　　５００-８１７７・岐阜県岐阜市長旗町・ながはたちよう

　　５００-８２２９・岐阜県岐阜市長森岩戸・ながもりいわど

　　５００-８２４７・岐阜県岐阜市長森細畑・ながもりほそはﾞた

　　５００-８２２８・岐阜県岐阜市長森本町・ながもりほんまち

　　５０２-００８１・岐阜県岐阜市長良（丁目）・ながら

　　５０２-００７１・岐阜県岐阜市長良（)・ながら

　　５０２-００４７・岐阜県岐阜市長良葵町・ながらあおいちよう

　　５０２-００３４・岐阜県岐阜市長良有明町・ながらありあけちよう

　　５０２-００５４・岐阜県岐阜市長良井田・ながらいだ

　　５０２-００６３・岐阜県岐阜市長良一楽・ながらいちらく

　　５０２-００３１・岐阜県岐阜市長良大路・ながらおおじ

　　５０２-００３６・岐阜県岐阜市長良大前町・ながらおおまえちよう

　　５０２-０８３８・岐阜県岐阜市長良丘・ながらおか

　　５０２-００７７・岐阜県岐阜市長良奥郷・ながらおくごう

　　５０２-００１７・岐阜県岐阜市長良雄総・ながらおぶさ

　　５０２-００４１・岐阜県岐阜市長良海用町・ながらかいようちよう

　　５０２-００３７・岐阜県岐阜市長良金碧町・ながらきんへﾟきちよう

　　５０２-００４５・岐阜県岐阜市長良校前町・ながらこうぜんちよう

　　５０２-００４４・岐阜県岐阜市長良校文町・ながらこうぶんちよう

　　５０２-００５１・岐阜県岐阜市長良幸和町・ながらこうわちよう

　　５０２-００７５・岐阜県岐阜市長良子正賀・ながらこしようが

　　５０２-００５２・岐阜県岐阜市長良小松町・ながらこまつちよう

　　５０２-００２６・岐阜県岐阜市長良桜井町・ながらさくらいちよう

　　５０２-００１２・岐阜県岐阜市長良志段見・ながらしだみ

　　５０２-００２８・岐阜県岐阜市長良白妙町・ながらしらたえちよう

　　５０２-００４２・岐阜県岐阜市長良城西町・ながらしろにしちよう

　　５０２-００５６・岐阜県岐阜市長良真生町・ながらしんせいちよう

　　５０２-００４６・岐阜県岐阜市長良杉乃町・ながらすぎのちよう

　　５０２-００６６・岐阜県岐阜市長良仙田町・ながらせんだまち

　　５０２-００３２・岐阜県岐阜市長良高嶺町・ながらたかみねちよう

　　５０２-００７３・岐阜県岐阜市長良田中・ながらたなか

　　５０２-００６４・岐阜県岐阜市長良田中前・ながらたなかまえ

　　５０２-００２２・岐阜県岐阜市長良東郷町・ながらとうごうちよう

　　５０２-００７６・岐阜県岐阜市長良友瀬・ながらともせ

　　５０２-００３５・岐阜県岐阜市長良南陽町・ながらなんようちよう

　　５０２-００６７・岐阜県岐阜市長良西野前・ながらにしのまえ

　　５０２-００７４・岐阜県岐阜市長良西山前・ながらにしやままえ



　　５０２-００６２・岐阜県岐阜市長良春田・ながらはるた

　　５０２-００８２・岐阜県岐阜市長良東・ながらひがじ

　　５０２-００４３・岐阜県岐阜市長良東町・ながらひがしまち

　　５０２-００７２・岐阜県岐阜市長良福泉・ながらふくいずみ

　　５０２-００５５・岐阜県岐阜市長良福江町・ながらふくえちよう

　　５０２-０８１７・岐阜県岐阜市長良福光・ながらふくみつ

　　５０２-００１１・岐阜県岐阜市長良古津・ながらふるつ

　　５０２-００３８・岐阜県岐阜市長良法久寺町・ながらほうきゆうじちよう

　　５０２-００２７・岐阜県岐阜市長良宮口町・ながらみやぐちちよう

　　５０２-００５３・岐阜県岐阜市長良宮路町・ながらみやじちよう

　　５０２-００６５・岐阜県岐阜市長良森町・ながらもりまち

　　５０２-００３３・岐阜県岐阜市長良有楽町・ながらゆうらくちよう

　　５０２-００６１・岐阜県岐阜市長良竜東町・ながらりゆうとうちよう

　　５０２-００２９・岐阜県岐阜市長良若葉町・ながらわかはﾞちよう

　　５００-８３０１・岐阜県岐阜市浪花町・なにわちよう

　　５０１-６１３２・岐阜県岐阜市次木・なめき

　　５００-８４３２・岐阜県岐阜市畷町・なわてまち

　　５０１-１１８４・岐阜県岐阜市西秋沢・にしあきさわ

　　５００-８４４４・岐阜県岐阜市西明見町・にしあけみちよう

　　５００-８２８６・岐阜県岐阜市西鶉・にしうずら

　　５０１-１１５９・岐阜県岐阜市西改田・にしかいでん

　　５０１-１１６８・岐阜県岐阜市西改田上の町・にしかいでんうえのまち

　　５０１-１１６１・岐阜県岐阜市西改田川向・にしかいでんかわむかい

　　５０１-１１６３・岐阜県岐阜市西改田米野・にしかいでんこめの

　　５０１-１１５８・岐阜県岐阜市西改田先道・にしかいでんせんどう

　　５０１-１１６７・岐阜県岐阜市西改田夏梅・にしかいでんなつめ

　　５０１-１１６４・岐阜県岐阜市西改田東改田入会地・にしかいでんひがしかいでんいりあいち

　　５０１-１１６９・岐阜県岐阜市西改田七石・にしかいでんひちこく

　　５０１-１１５９・岐阜県岐阜市西改田松の木・にしかいでんまつのき

　　５０１-１１６５・岐阜県岐阜市西改田宮西・にしかいでんみやにじ

　　５０１-１１６６・岐阜県岐阜市西改田村前・にしかいでんむらまえ

　　５０１-１１６２・岐阜県岐阜市西改田若宮・にしかいでんわかみや

　　５００-８２５８・岐阜県岐阜市西川手・にしかわて

　　５００-８３３１・岐阜県岐阜市錦町・にしきちよう

　　５００-８１８４・岐阜県岐阜市西駒爪町・にしこまつﾞめちよう

　　５０１-０１０６・岐阜県岐阜市西河渡・にしごうど

　　５００-８０２８・岐阜県岐阜市西材木町・にしざいもくちよう

　　５０２-０９１２・岐阜県岐阜市西島町・にしじまちよう

　　５００-８１０５・岐阜県岐阜市西園町・にしぞのちよう

　　５００-８８３６・岐阜県岐阜市西玉宮町・にしたまみやちよう

　　５００-８８５３・岐阜県岐阜市西問屋町・にしといやまち

　　５０２-０９１６・岐阜県岐阜市西中島・にしなかじま

　　５００-８３６２・岐阜県岐阜市西荘・にしのしよう

　　５００-８８８２・岐阜県岐阜市西野町・にしのまち

　　５００-８８８７・岐阜県岐阜市西野町六丁目北町・にしのまちろくちようめきたまち

　　５００-８８８６・岐阜県岐阜市西野町七丁目北町・にしのまちななちようめきたまち

　　５０２-０９３３・岐阜県岐阜市日光町・につこうちよう

　　５００-８１８８・岐阜県岐阜市二番町・にはﾞんちよう

　　５００-８０３５・岐阜県岐阜市布屋町・ぬのやちよう

　　５００-８２２６・岐阜県岐阜市野一色・のいつしき

　　５０２-０９３１・岐阜県岐阜市則武・のりたけ

　　５０２-０９３２・岐阜県岐阜市則武中・のりたけなか

　　５０２-０９３９・岐阜県岐阜市則武西・のりたけにじ

　　５０２-０９２９・岐阜県岐阜市則武東・のりたけひがじ

　　５０１-１１８３・岐阜県岐阜市則松・のりまつ

　　５００-８１１１・岐阜県岐阜市梅林・はﾞいりん

　　５００-８１１９・岐阜県岐阜市梅林西町・はﾞいりんにしまち

　　５００-８１１２・岐阜県岐阜市梅林南町・はﾞいりんみなみまち

　　５００-８１７２・岐阜県岐阜市白山町・はくさんちよう

　　５００-８３３２・岐阜県岐阜市羽衣町・はごろもちよう

　　５００-８８１１・岐阜県岐阜市端詰町・はしつﾞめちよう

　　５００-８８５６・岐阜県岐阜市橋本町・はしもとちよう

　　５００-８８３８・岐阜県岐阜市八幡町・はちまんちよう

　　５００-８０３１・岐阜県岐阜市蜂屋町・はちやちよう

　　５００-８０６２・岐阜県岐阜市初音町・はつねちよう

　　５０２-０８２５・岐阜県岐阜市初日町・はつひまち

　　５００-８１４２・岐阜県岐阜市花沢町・はなざわちよう

　　５００-８８５４・岐阜県岐阜市花園町・はなぞのちよう

　　５０２-０８２４・岐阜県岐阜市花ノ木町・はなのきちよう

　　５００-８８３４・岐阜県岐阜市羽根町・はねまち



　　５０１-２５２５・岐阜県岐阜市春近古市場南・はるちかふるいちはﾞみなみ

　　５０１-２５２４・岐阜県岐阜市春近古市場北・はるちかふるいちはﾞきた

　　５０２-０８２９・岐阜県岐阜市万代町・はﾞんだいちよう

　　５０２-０９０１・岐阜県岐阜市光町・ひかりまち

　　５００-８４３６・岐阜県岐阜市東明見町・ひがしあけみちよう

　　５０１-１１４１・岐阜県岐阜市東板谷・ひがしいたや

　　５００-８２８１・岐阜県岐阜市東鶉・ひがしうずら

　　５０１-１１４２・岐阜県岐阜市東改田・ひがしかいでん

　　５０１-１１４５・岐阜県岐阜市東改田腰前田・ひがしかいでんこしまえだ

　　５０１-１１４４・岐阜県岐阜市東改田再勝・ひがしかいでんさいかち

　　５０１-１１４３・岐阜県岐阜市東改田鶴田・ひがしかいでんつるた

　　５００-８２５７・岐阜県岐阜市東川手・ひがしかわて

　　５００-８１６７・岐阜県岐阜市東金宝町・ひがしきんほﾟうちよう

　　５００-８１０６・岐阜県岐阜市東高岩町・ひがしこうがんちよう

　　５００-８１６８・岐阜県岐阜市東駒爪町・ひがしこまつﾞめちよう

　　５００-８０２９・岐阜県岐阜市東材木町・ひがしざいもくちよう

　　５０２-０９１３・岐阜県岐阜市東島・ひがしじま

　　５００-８２３５・岐阜県岐阜市東中島・ひがしなかじま

　　５０１-６１３３・岐阜県岐阜市日置江・ひきえ

　　５０１-１１０５・岐阜県岐阜市彦坂・ひこさか

　　５０１-１１０４・岐阜県岐阜市彦坂川上・ひこさかかわかみ

　　５０１-１１０３・岐阜県岐阜市彦坂川北・ひこさかかわきた

　　５００-８０２５・岐阜県岐阜市久屋町・ひさやちよう

　　５００-８０７４・岐阜県岐阜市七軒町・ひちけんちよう

　　５０１-０１０３・岐阜県岐阜市一日市場・ひといちはﾞ

　　５０１-０１０２・岐阜県岐阜市一日市場北町・ひといちはﾞきたまち

　　５０１-１１８１・岐阜県岐阜市雛倉・ひなくら

　　５００-８２０７・岐阜県岐阜市日野北・ひのきた

　　５００-８２１３・岐阜県岐阜市日野西・ひのにじ

　　５００-８２１１・岐阜県岐阜市日野東・ひのひがじ

　　５００-８２１２・岐阜県岐阜市日野南・ひのみなみ

　　５００-８８７６・岐阜県岐阜市日ノ出町・ひのでまち

　　５００-８８５２・岐阜県岐阜市日ノ本町・ひのもとちよう

　　５００-８３７８・岐阜県岐阜市雲雀ケ丘・ひはﾞりがおか

　　５００-８８７７・岐阜県岐阜市雲雀町・ひはﾞりちよう

　　５００-８１２２・岐阜県岐阜市旭見ケ池町・ひみがいけちよう

　　５００-８８０９・岐阜県岐阜市平河町・ひらかわちよう

　　５０１-１１１６・岐阜県岐阜市深坂・ふかさか

　　５００-８３２６・岐阜県岐阜市吹上町・ふきあげちよう

　　５００-８８５８・岐阜県岐阜市福住町・ふくずみちよう

　　５０２-０８２２・岐阜県岐阜市福田町・ふくたまち

　　５０１-２５６５・岐阜県岐阜市福富・ふくとみ

　　５０１-２５６１・岐阜県岐阜市福富笠海道・ふくとみかさかいどう

　　５０１-２５６７・岐阜県岐阜市福富町田・ふくとみちようだ

　　５０１-２５６６・岐阜県岐阜市福富天神前・ふくとみてんじんまえ

　　５０１-２５６２・岐阜県岐阜市福富出口・ふくとみでぐち

　　５０１-２５６４・岐阜県岐阜市福富永田・ふくとみながた

　　５０１-２５６３・岐阜県岐阜市福富迎田・ふくとみむかえだ

　　５０２-０８１３・岐阜県岐阜市福光東・ふくみつひがじ

　　５０２-０８１４・岐阜県岐阜市福光西・ふくみつにじ

　　５０２-０８１５・岐阜県岐阜市福光南町・ふくみつみなみまち

　　５００-８８０２・岐阜県岐阜市不動町・ふどうちよう

　　５０１-１１２１・岐阜県岐阜市古市場・ふるいちはﾞ

　　５０１-１１２２・岐阜県岐阜市古市場老ノ上・ふるいちはﾞおいのかみ

　　５０１-１１２７・岐阜県岐阜市古市場神田・ふるいちはﾞじんでん

　　５０１-１１２３・岐阜県岐阜市古市場高田・ふるいちはﾞたかだ

　　５０１-１１２６・岐阜県岐阜市古市場高宮・ふるいちはﾞたかみや

　　５０１-１１２４・岐阜県岐阜市古市場中原・ふるいちはﾞなかはら

　　５０１-１１２５・岐阜県岐阜市古市場東町田・ふるいちはﾞひがしまちだ

　　５００-８４０６・岐阜県岐阜市平安町・へいあんちよう

　　５０２-０８２７・岐阜県岐阜市平和通・へいわどおり

　　５００-８３０７・岐阜県岐阜市弁天町・べんてんちよう

　　５００-８１２４・岐阜県岐阜市宝来町・ほうらいちよう

　　５００-８２３８・岐阜県岐阜市細畑・ほそはﾞた

　　５００-８２４３・岐阜県岐阜市細畑華南・ほそはﾞたかなん

　　５００-８２４４・岐阜県岐阜市細畑塚浦・ほそはﾞたつかうら

　　５００-８２４２・岐阜県岐阜市細畑野寄・ほそはﾞたのより

　　５０１-１１２８・岐阜県岐阜市洞・ほら

　　５００-８０８７・岐阜県岐阜市堀江町・ほりえちよう

　　５０２-００２４・岐阜県岐阜市堀田町・ほりたまち



　　５００-８３０２・岐阜県岐阜市本郷町・ほんごうちよう

　　５００-８３８９・岐阜県岐阜市本荘・ほんじよう

　　５００-８３６４・岐阜県岐阜市本荘中ノ町・ほんじようなかのまち

　　５００-８３６１・岐阜県岐阜市本荘西・ほんじようにじ

　　５００-８３２９・岐阜県岐阜市本荘町・ほんじようちよう

　　５００-８０３４・岐阜県岐阜市本町・ほんまち

　　５００-８２３２・岐阜県岐阜市前一色・まえいつしき

　　５００-８２３１・岐阜県岐阜市前一色西町・まえいつしきにしまち

　　５０２-０８５７・岐阜県岐阜市正木・まさき

　　５０２-０８８１・岐阜県岐阜市正木北町・まさききたまち

　　５０２-０８６５・岐阜県岐阜市正木西町・まさきにしまち

　　５０２-０８８２・岐阜県岐阜市正木中・まさきなか

　　５０２-０８６６・岐阜県岐阜市正木南・まさきみなみ

　　５００-８８６４・岐阜県岐阜市真砂町・まさごちよう

　　５０１-１１１５・岐阜県岐阜市交人・ましと

　　５００-８０１９・岐阜県岐阜市益屋町・ますやちよう

　　５０１-１１５２・岐阜県岐阜市又丸・またまる

　　５０１-１１５３・岐阜県岐阜市又丸町畑・またまるちようはﾞた

　　５０１-１１５６・岐阜県岐阜市又丸津島・またまるつしま

　　５０１-１１５５・岐阜県岐阜市又丸宮東・またまるみやひがじ

　　５０１-１１５７・岐阜県岐阜市又丸村中・またまるむらなか

　　５０１-１１５４・岐阜県岐阜市又丸柳町・またまるやなぎまち

　　５０２-０８３３・岐阜県岐阜市松風町・まつかぜちよう

　　５００-８０１６・岐阜県岐阜市松ケ枝町・まつがえちよう

　　５００-８０１３・岐阜県岐阜市松下町・まつしたちよう

　　５００-８３４７・岐阜県岐阜市松原町・まつはﾞらちよう

　　５００-８０８４・岐阜県岐阜市松屋町・まつやちよう

　　５００-８０１５・岐阜県岐阜市松山町・まつやまちよう

　　５００-８８８８・岐阜県岐阜市万年町・まんねんちよう

　　５００-８０４４・岐阜県岐阜市万力町・まんりきちよう

　　５００-８８１２・岐阜県岐阜市美江寺町・みえじちよう

　　５００-８１４７・岐阜県岐阜市三笠町・みかさちよう

　　５０２-０９０３・岐阜県岐阜市美島町・みしまちよう

　　５００-８２２３・岐阜県岐阜市水海道・みずかいどう

　　５００-８３７７・岐阜県岐阜市瑞穂町・みずほちよう

　　５００-８１０４・岐阜県岐阜市美園町・みそのちよう

　　５０１-２５５１・岐阜県岐阜市溝口・みぞぐち

　　５０１-２５５７・岐阜県岐阜市溝口上・みぞぐちかみ

　　５０１-２５５６・岐阜県岐阜市溝口中・みぞぐちなか

　　５０１-２５５５・岐阜県岐阜市溝口下・みぞぐちしも

　　５０１-２５５４・岐阜県岐阜市溝口童子・みぞぐちどうじ

　　５０１-２５５３・岐阜県岐阜市溝口中野・みぞぐちなかの

　　５０１-２５５２・岐阜県岐阜市溝口東・みぞぐちひがじ

　　５００-８１６９・岐阜県岐阜市溝旗町・みぞはﾞたちよう

　　５０２-０００４・岐阜県岐阜市三田洞・みたほら

　　５０２-０００３・岐阜県岐阜市三田洞東・みたほらひがじ

　　５００-８００２・岐阜県岐阜市御手洗・みたらじ

　　５００-８３０８・岐阜県岐阜市三橋町・みつはしちよう

　　５００-８３４８・岐阜県岐阜市三ツ又町・みつまたちよう

　　５００-８３３５・岐阜県岐阜市三歳町・みとせちよう

　　５００-８１８２・岐阜県岐阜市美殿町・みとのちよう

　　５００-８０７２・岐阜県岐阜市緑町・みどりまち

　　５００-８００９・岐阜県岐阜市湊町・みなとまち

　　５００-８２８５・岐阜県岐阜市南鶉・みなみうずら

　　５０１-１１３４・岐阜県岐阜市南柿ケ瀬・みなみかきがせ

　　５０２-０８５２・岐阜県岐阜市南蝉・みなみせみ

　　５００-８１１７・岐阜県岐阜市南殿町・みなみとのまち

　　５００-８３４４・岐阜県岐阜市南本荘一条通・みなみほんじよう１じようどおり

　　５００-８３４３・岐阜県岐阜市南本荘二条通・みなみほんじよう２じようどおり

　　５００-８３４２・岐阜県岐阜市南本荘三条通・みなみほんじよう３じようどおり

　　５００-８３４１・岐阜県岐阜市南本荘四条通・みなみほんじよう４じようどおり

　　５０２-０９２３・岐阜県岐阜市宮浦町・みやうらちよう

　　５００-８４３５・岐阜県岐阜市宮北町・みやきたちよう

　　５００-８３０９・岐阜県岐阜市都通・みやこどおり

　　５０２-０９２２・岐阜県岐阜市明神町・みようじんちよう

　　５０１-２５１３・岐阜県岐阜市三輪・みわ

　　５０１-２５１４・岐阜県岐阜市三輪宮前・みわみやまえ

　　５０１-２５１５・岐阜県岐阜市三輪宮西・みわみやにじ

　　５０１-２５１７・岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ・みわふﾟりんとひﾟあ

　　５０１-３１０９・岐阜県岐阜市向加野・むかいかの



　　５００-８４３９・岐阜県岐阜市村里町・むらさとちよう

　　５００-８３１２・岐阜県岐阜市村雨町・むらさめちよう

　　５０１-１１０７・岐阜県岐阜市村山・むらやま

　　５００-８８５９・岐阜県岐阜市室津町・むろつまち

　　５００-８０７５・岐阜県岐阜市室町・むろまち

　　５００-８８１３・岐阜県岐阜市明徳町・めいとくちよう

　　５０１-２５２３・岐阜県岐阜市茂地・もち

　　５００-８１７９・岐阜県岐阜市元住町・もとずみちよう

　　５００-８００７・岐阜県岐阜市元浜町・もとはまちよう

　　５００-８１８５・岐阜県岐阜市元町・もとまち

　　５００-８８６９・岐阜県岐阜市元宮町・もとみやちよう

　　５０２-０９２１・岐阜県岐阜市守口町・もりぐちちよう

　　５０１-２５３３・岐阜県岐阜市森東・もりひがじ

　　５０１-２５３４・岐阜県岐阜市森西・もりにじ

　　５００-８０７８・岐阜県岐阜市柳生町・やぎゆうちよう

　　５００-８２５３・岐阜県岐阜市薬師町・やくしちよう

　　５００-８４４６・岐阜県岐阜市矢倉町・やくらちよう

　　５００-８２５６・岐阜県岐阜市八坂町・やさかちよう

　　５００-８４４５・岐阜県岐阜市八島町・やしまちよう

　　５０２-０８１２・岐阜県岐阜市八代・やしろ

　　５００-８０８２・岐阜県岐阜市矢島町・やじまちよう

　　５００-８８１７・岐阜県岐阜市八ツ梅町・やつうめちよう

　　５００-８８２５・岐阜県岐阜市八ツ寺町・やつでらまち

　　５０１-６１０５・岐阜県岐阜市柳津町梅松・やないつﾞちよううめまつ

　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町上佐波・やないつﾞちようかみさはﾞ

　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町上佐波西・やないつﾞちようかみさはﾞにじ

　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町上佐波東・やないつﾞちようかみさはﾞひがじ

　　５０１-６１１２・岐阜県岐阜市柳津町北塚・やないつﾞちようきたつﾞか

　　５０１-６１０１・岐阜県岐阜市柳津町栄町・やないつﾞちようさかえまち

　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町佐波・やないつﾞちようさはﾞ

　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町下佐波・やないつﾞちようしもさはﾞ

　　５０１-６１２１・岐阜県岐阜市柳津町下佐波西・やないつﾞちようしもさはﾞにじ

　　５０１-６１２２・岐阜県岐阜市柳津町高桑・やないつﾞちようたかくわ

　　５０１-６１２２・岐阜県岐阜市柳津町高桑西・やないつﾞちようたかくわにじ

　　５０１-６１２２・岐阜県岐阜市柳津町高桑東・やないつﾞちようたかくわひがじ

　　５０１-６１０３・岐阜県岐阜市柳津町蓮池・やないつﾞちようはすいけ

　　５０１-６１０２・岐阜県岐阜市柳津町東塚・やないつﾞちようひがしつﾞか

　　５０１-６１０４・岐阜県岐阜市柳津町本郷・やないつﾞちようほんごう

　　５０１-６１１５・岐阜県岐阜市柳津町丸野・やないつﾞちようまるの

　　５０１-６１１３・岐阜県岐阜市柳津町南塚・やないつﾞちようみなみつﾞか

　　５０１-６１１１・岐阜県岐阜市柳津町宮東・やないつﾞちようみやひがじ

　　５０１-６１２３・岐阜県岐阜市柳津町流通センター・やないつﾞちようりゆうつう

　　５００-８８７５・岐阜県岐阜市柳ケ瀬通・やながせどおり

　　５００-８３０４・岐阜県岐阜市柳川町・やながわちよう

　　５０１-１１１２・岐阜県岐阜市柳戸・やなぎと

　　５００-８０７１・岐阜県岐阜市柳町・やなぎまち

　　５００-８３６５・岐阜県岐阜市柳森町・やなぎもりちよう

　　５００-８０６４・岐阜県岐阜市柳沢町・やなざわちよう

　　５００-８８２７・岐阜県岐阜市弥八町・やはちちよう

　　５００-８３８７・岐阜県岐阜市薮田中・やぶたなか

　　５００-８３８２・岐阜県岐阜市薮田東・やぶたひがじ

　　５００-８３８６・岐阜県岐阜市薮田西・やぶたにじ

　　５００-８３８４・岐阜県岐阜市薮田南・やぶたみなみ

　　５０１-２５０４・岐阜県岐阜市山県岩・やまがたいわ

　　５０１-２５０７・岐阜県岐阜市山県岩中・やまがたいわなか

　　５０１-２５０８・岐阜県岐阜市山県岩明光・やまがたいわみようこう

　　５０１-２５０５・岐阜県岐阜市山県岩東・やまがたいわひがじ

　　５０１-２５０９・岐阜県岐阜市山県岩西・やまがたいわにじ

　　５０１-２５０６・岐阜県岐阜市山県岩南・やまがたいわみなみ

　　５０１-２５０２・岐阜県岐阜市山県北野・やまがたきたの

　　５００-８０１２・岐阜県岐阜市山口町・やまぐちちよう

　　５０２-００２５・岐阜県岐阜市山先町・やまさきちよう

　　５００-８０４８・岐阜県岐阜市大和町・やまとまち

　　５０２-０９０５・岐阜県岐阜市山吹町・やまぶきちよう

　　５００-８８３１・岐阜県岐阜市弥生町・やよいちよう

　　５００-８０１４・岐阜県岐阜市夕陽ケ丘・ゆうひがおか

　　５００-８１３６・岐阜県岐阜市雪見町・ゆきみちよう

　　５０２-０８３４・岐阜県岐阜市養老町・ようろうちよう

　　５００-８３３４・岐阜県岐阜市葭町・よしちよう

　　５００-８１８７・岐阜県岐阜市吉津町・よしつﾞまち



　　５００-８８４４・岐阜県岐阜市吉野町・よしのまち

　　５００-８０８８・岐阜県岐阜市四屋町・よつやちよう

　　５０１-２５４１・岐阜県岐阜市世保・よやす

　　５０１-２５４２・岐阜県岐阜市世保東・よやすひがじ

　　５０１-２５４４・岐阜県岐阜市世保西・よやすにじ

　　５０１-２５４３・岐阜県岐阜市世保南・よやすみなみ

　　５０１-２５４５・岐阜県岐阜市世保北・よやすきた

　　５００-８１２６・岐阜県岐阜市隆城町・りゆうじようちよう

　　５００-８２４１・岐阜県岐阜市領下・りようげ

　　５００-８３５２・岐阜県岐阜市六条・ろくじよう

　　５００-８３５６・岐阜県岐阜市六条江東・ろくじようえひがじ

　　５００-８３５７・岐阜県岐阜市六条大溝・ろくじようおおみぞ

　　５００-８３５５・岐阜県岐阜市六条片田・ろくじようかただ

　　５００-８３５４・岐阜県岐阜市六条福寿町・ろくじようふくじゆちよう

　　５００-８３５３・岐阜県岐阜市六条東・ろくじようひがじ

　　５００-８３５８・岐阜県岐阜市六条南・ろくじようみなみ

　　５００-８３５９・岐阜県岐阜市六条北・ろくじようきた

　　５００-８４３３・岐阜県岐阜市若杉町・わかすぎちよう

　　５０２-０８３６・岐阜県岐阜市若竹町・わかたけちよう

　　５０２-０８１１・岐阜県岐阜市若福町・わかふくちよう

　　５００-８０８９・岐阜県岐阜市若松町・わかまつちよう

　　５００-８８２８・岐阜県岐阜市若宮町・わかみやちよう

　　５０３-００００・岐阜県大垣市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-２２０２・岐阜県大垣市青木町・あおきちよう

　　５０３-２２２７・岐阜県大垣市青野町・あおのちよう

　　５０３-２２２１・岐阜県大垣市青墓町・あおはかちよう

　　５０３-０９６１・岐阜県大垣市青柳町・あおやなぎちよう

　　５０３-２２１４・岐阜県大垣市赤坂新田・あかさかしんでん

　　５０３-２２０６・岐阜県大垣市赤坂新町・あかさかしんまち

　　５０３-２２１５・岐阜県大垣市赤坂大門・あかさかだいもん

　　５０３-２２１２・岐阜県大垣市赤坂東町・あかさかひがしまち

　　５０３-２２１３・岐阜県大垣市赤坂町・あかさかちよう

　　５０３-００１３・岐阜県大垣市赤花町・あかはﾞなちよう

　　５０３-０９４７・岐阜県大垣市浅草・あさくさ

　　５０３-０９４６・岐阜県大垣市浅中・あさなか

　　５０３-０８２４・岐阜県大垣市旭町・あさひまち

　　５０３-０９４５・岐阜県大垣市浅西・あさにじ

　　５０３-０８０２・岐阜県大垣市東町・あずまちよう

　　５０３-０９８４・岐阜県大垣市綾野・あやの

　　５０３-０９９４・岐阜県大垣市綾野町・あやのちよう

　　５０３-００３５・岐阜県大垣市荒尾玉池・あらおたまいけ

　　５０３-００３４・岐阜県大垣市荒尾町・あらおちよう

　　５０３-０９９３・岐阜県大垣市荒川町・あらかわちよう

　　５０３-２２０４・岐阜県大垣市池尻町・いけじりちよう

　　５０３-２２２４・岐阜県大垣市稲葉東・いなはﾞひがじ

　　５０３-２２２５・岐阜県大垣市稲葉西・いなはﾞにじ

　　５０３-２２２６・岐阜県大垣市稲葉北・いなはﾞきた

　　５０３-０８３４・岐阜県大垣市犬ケ渕町・いぬがぶちちよう

　　５０３-０８７４・岐阜県大垣市今岡町・いまおかちよう

　　５０３-０８０７・岐阜県大垣市今宿・いまじゆく

　　５０３-０８４３・岐阜県大垣市今福町・いまふくちよう

　　５０３-０９２４・岐阜県大垣市今町・いままち

　　５０３-０９６２・岐阜県大垣市入方・いりかた

　　５０３-０８７１・岐阜県大垣市魚屋町・うおやちよう

　　５０３-０９３６・岐阜県大垣市内原・うちわら

　　５０３-０８４２・岐阜県大垣市馬の瀬町・うまのせちよう

　　５０３-０８３８・岐阜県大垣市江崎町・えざきちよう

　　５０３-２２０７・岐阜県大垣市枝郷・えだごう

　　５０３-０８２８・岐阜県大垣市恵比寿町・えびすちよう

　　５０３-０８２７・岐阜県大垣市恵比寿町南・えびすちようみなみ

　　５０３-０８２６・岐阜県大垣市恵比寿町北・えびすちようきた

　　５０３-０８３６・岐阜県大垣市大井・おおい

　　５０３-０８６３・岐阜県大垣市大池町・おおいけちよう

　　５０３-０００１・岐阜県大垣市大島町・おおしまちよう

　　５０３-０９５６・岐阜県大垣市大外羽・おおとはﾞ

　　５０３-０８１４・岐阜県大垣市大村・おおむら

　　５０３-０８９８・岐阜県大垣市歩行町・おかちまち

　　５０３-０００７・岐阜県大垣市貝曽根町・かいぞねちよう

　　５０３-０００２・岐阜県大垣市開発町・かいはつちよう

　　５０３-０００６・岐阜県大垣市加賀野・かがの



　　５０３-０００８・岐阜県大垣市楽田町・がくでんちよう

　　５０３-００２３・岐阜県大垣市笠木町・かさぎちよう

　　５０３-００２７・岐阜県大垣市笠縫町・かさぬいちよう

　　５０３-０８２３・岐阜県大垣市鹿島町・かしまちよう

　　５０３-００２１・岐阜県大垣市河間町・がまちよう

　　５０３-０９３７・岐阜県大垣市釜笛・かまふえ

　　５０３-１６１４・岐阜県大垣市上石津町一之瀬・かみいしつﾞちよういちのせ

　　５０３-１６３３・岐阜県大垣市上石津町打上・かみいしつﾞちよううちあげ

　　５０３-１６２２・岐阜県大垣市上石津町上原・かみいしつﾞちよううわはら

　　５０３-１６１１・岐阜県大垣市上石津町奥・かみいしつﾞちようおく

　　５０３-１６０１・岐阜県大垣市上石津町乙坂・かみいしつﾞちようおつさか

　　５０３-１６３８・岐阜県大垣市上石津町上・かみいしつﾞちようかみ

　　５０３-１６１３・岐阜県大垣市上石津町上鍛治屋・かみいしつﾞちようかみかじや

　　５０３-１６２３・岐阜県大垣市上石津町上多良・かみいしつﾞちようかみたら

　　５０３-１６２１・岐阜県大垣市上石津町下多良・かみいしつﾞちようしもたら

　　５０３-１６３２・岐阜県大垣市上石津町下山・かみいしつﾞちようしもやま

　　５０３-１６１２・岐阜県大垣市上石津町谷畑・かみいしつﾞちようたにはた

　　５０３-１６３７・岐阜県大垣市上石津町堂之上・かみいしつﾞちようどうのうえ

　　５０３-１６３５・岐阜県大垣市上石津町時山・かみいしつﾞちようときやま

　　５０３-１６３６・岐阜県大垣市上石津町西山・かみいしつﾞちようにしやま

　　５０３-１６２６・岐阜県大垣市上石津町祢宜上・かみいしつﾞちようねぎかみ

　　５０３-１６３４・岐阜県大垣市上石津町細野・かみいしつﾞちようほその

　　５０３-１６３１・岐阜県大垣市上石津町前ケ瀬・かみいしつﾞちようまえがせ

　　５０３-１６０２・岐阜県大垣市上石津町牧田・かみいしつﾞちようまきだ

　　５０３-１６２４・岐阜県大垣市上石津町三ツ里・かみいしつﾞちようみつさと

　　５０３-１６２５・岐阜県大垣市上石津町宮・かみいしつﾞちようみや

　　５０３-０９６４・岐阜県大垣市上笠・かみがさ

　　５０３-０９５７・岐阜県大垣市上屋・かみや

　　５０３-０９４１・岐阜県大垣市川口・かわぐち

　　５０３-０９１７・岐阜県大垣市神田町・かんだちよう

　　５０３-００１９・岐阜県大垣市北方町・きたがたちよう

　　５０３-０９１５・岐阜県大垣市北切石町・きたきりいしちよう

　　５０３-０９７３・岐阜県大垣市木戸町・きどちよう

　　５０３-０８８１・岐阜県大垣市岐阜町・ぎふまち

　　５０３-０９８２・岐阜県大垣市久徳町・きゆうとくちよう

　　５０３-０９２６・岐阜県大垣市切石町・きりいしちよう

　　５０３-０９０４・岐阜県大垣市桐ケ崎町・きりがさきちよう

　　５０３-０９９１・岐阜県大垣市木呂町・きろちよう

　　５０３-０９７４・岐阜県大垣市久瀬川町・くぜがわちよう

　　５０３-００３２・岐阜県大垣市熊野町・くまのちよう

　　５０３-０９０２・岐阜県大垣市栗屋町・くりやちよう

　　５０３-０８８７・岐阜県大垣市郭町・くるわまち

　　５０３-０８８６・岐阜県大垣市郭町東・くるわまちひがじ

　　５０３-０８１６・岐阜県大垣市小泉町・こいずみちよう

　　５０３-２２０３・岐阜県大垣市興福地町・こうふくじちよう

　　５０３-００３６・岐阜県大垣市古知丸・こちまる

　　５０３-０８７７・岐阜県大垣市御殿町・ごてんまち

　　５０３-０８３２・岐阜県大垣市寿町・ことぶきちよう

　　５０３-０８０３・岐阜県大垣市小野・この

　　５０３-０８４７・岐阜県大垣市米野町・こめのちよう

　　５０３-０００９・岐阜県大垣市坂下町・さかしたちよう

　　５０３-０８２１・岐阜県大垣市早苗町・さなえちよう

　　５０３-０８１３・岐阜県大垣市三本木・さんほﾞんぎ

　　５０３-０９８３・岐阜県大垣市静里町・しずさとちよう

　　５０３-０８６５・岐阜県大垣市寺内町・じないちよう

　　５０３-０９３５・岐阜県大垣市島里・しまざと

　　５０３-０９９６・岐阜県大垣市島町・しまちよう

　　５０３-０８８３・岐阜県大垣市清水町・しみずちよう

　　５０３-０９９５・岐阜県大垣市十六町・じゆうろくちよう

　　５０３-００２４・岐阜県大垣市宿地町・しゆくじちよう

　　５０３-０８１７・岐阜県大垣市上面・じようめん

　　５０３-０９４２・岐阜県大垣市昭和・しようわ

　　５０３-０００４・岐阜県大垣市新開町・しんかいちよう

　　５０３-０８９４・岐阜県大垣市新地町・しんちちよう

　　５０３-０８５６・岐阜県大垣市新田町・しんでんちよう

　　５０３-０８３１・岐阜県大垣市新長沢町・しんながさわちよう

　　５０３-０９９２・岐阜県大垣市新長松・しんながまつ

　　５０３-０９２１・岐阜県大垣市新馬場町・しんはﾞはﾞちよう

　　５０３-０８７２・岐阜県大垣市新町・しんまち

　　５０３-２２０５・岐阜県大垣市神明・しんめい



　　５０３-２２０８・岐阜県大垣市菅野・すがの

　　５０３-０８１５・岐阜県大垣市直江町・すぐえちよう

　　５０３-０１０３・岐阜県大垣市墨俣町上宿・すのまたちようかみじゆく

　　５０３-０１０６・岐阜県大垣市墨俣町さい川・すのまたちようさいかわ

　　５０３-０１０４・岐阜県大垣市墨俣町下宿・すのまたちようしもじゆく

　　５０３-０１０２・岐阜県大垣市墨俣町墨俣・すのまたちようすのまた

　　５０３-０１０１・岐阜県大垣市墨俣町先入方・すのまたちようせんいりかた

　　５０３-０１０５・岐阜県大垣市墨俣町二ツ木・すのまたちようふたつぎ

　　５０３-０８２２・岐阜県大垣市住吉町・すみよしちよう

　　５０３-２２０１・岐阜県大垣市草道島町・そうどうじまちよう

　　５０３-０９３３・岐阜県大垣市外野・そとの

　　５０３-０９５１・岐阜県大垣市外野町・そとのちよう

　　５０３-００１１・岐阜県大垣市曽根町・そねちよう

　　５０３-０９３４・岐阜県大垣市外渕・そぶつ

　　５０３-０８９５・岐阜県大垣市代官町・だいかんちよう

　　５０３-０８８９・岐阜県大垣市高砂町・たかさごちよう

　　５０３-０９１３・岐阜県大垣市鷹匠町・たかじようちよう

　　５０３-０８９６・岐阜県大垣市高橋町・たかはしちよう

　　５０３-０９５８・岐阜県大垣市高渕・たかぶち

　　５０３-０９５９・岐阜県大垣市高渕町・たかぶちちよう

　　５０３-０９０１・岐阜県大垣市高屋町・たかやちよう

　　５０３-０９６５・岐阜県大垣市多芸島・たぎしま

　　５０３-０８５３・岐阜県大垣市田口町・たぐちちよう

　　５０３-０８７８・岐阜県大垣市竹島町・たけじまちよう

　　５０３-０８９２・岐阜県大垣市橘町・たちはﾞなちよう

　　５０３-０８７５・岐阜県大垣市田町・たまち

　　５０３-０８７６・岐阜県大垣市俵町・たわらまち

　　５０３-０８９１・岐阜県大垣市千鳥町・ちどりちよう

　　５０３-０８５４・岐阜県大垣市築捨町・つきずてちよう

　　５０３-０００３・岐阜県大垣市津村町・つむらちよう

　　５０３-０８０５・岐阜県大垣市鶴見町・つるみちよう

　　５０３-０８９７・岐阜県大垣市伝馬町・てんまちよう

　　５０３-０８５５・岐阜県大垣市問屋町・といやまち

　　５０３-０９５４・岐阜県大垣市外花・とはﾞな

　　５０３-０９５５・岐阜県大垣市友江・ともえ

　　５０３-０８３９・岐阜県大垣市長井町・ながいちよう

　　５０３-００１７・岐阜県大垣市中川町・なかがわちよう

　　５０３-０８３３・岐阜県大垣市長沢町・ながさわちよう

　　５０３-０９８６・岐阜県大垣市中曽根町・なかぞねちよう

　　５０３-０８０４・岐阜県大垣市中ノ江・なかのえ

　　５０３-００２２・岐阜県大垣市中野町・なかのちよう

　　５０３-０８８４・岐阜県大垣市中町・なかまち

　　５０３-０９９７・岐阜県大垣市長松町・ながまつちよう

　　５０３-０８４４・岐阜県大垣市難波野町・なんはﾞのちよう

　　５０３-０９６３・岐阜県大垣市西大外羽・にしおおとはﾞ

　　５０３-０８９９・岐阜県大垣市錦町・にしきまち

　　５０３-０９１８・岐阜県大垣市西崎町・にしざきちよう

　　５０３-０９０８・岐阜県大垣市西外側町・にしとがわちよう

　　５０３-０９１４・岐阜県大垣市西長町・にしながちよう

　　５０３-００１８・岐阜県大垣市西之川町・にしのかわちよう

　　５０３-０８５１・岐阜県大垣市禾森・のぎのもり

　　５０３-０８５２・岐阜県大垣市禾森町・のぎのもりちよう

　　５０３-０９８５・岐阜県大垣市野口・のぐち

　　５０３-０８６１・岐阜県大垣市羽衣町・はごろもちよう

　　５０３-０８１１・岐阜県大垣市波須・はす

　　５０３-０９１２・岐阜県大垣市鳩部屋町・はとべやちよう

　　５０３-０８２５・岐阜県大垣市花園町・はなぞのちよう

　　５０３-０９２２・岐阜県大垣市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　５０３-００１５・岐阜県大垣市林町・はやしまち

　　５０３-０９０７・岐阜県大垣市番組町・はﾞんぐみちよう

　　５０３-０９０３・岐阜県大垣市東外側町・ひがしとがわちよう

　　５０３-０８８２・岐阜県大垣市東長町・ひがしながちよう

　　５０３-０８３５・岐阜県大垣市東前・ひがしまえ

　　５０３-０８４９・岐阜県大垣市東前町・ひがしまえちよう

　　５０３-０９８１・岐阜県大垣市桧町・ひのきちよう

　　５０３-０９１６・岐阜県大垣市日の出町・ひのでちよう

　　５０３-０１４１・岐阜県大垣市平町（揖斐川東）・ひらまち(いびがわひがし)

　　５０３-０８４１・岐阜県大垣市平町（その他）・ひらまち(そのた)

　　５０３-２２１６・岐阜県大垣市昼飯町・ひるいちよう

　　５０３-０８４６・岐阜県大垣市深池町・ふかいけちよう



　　５０３-００３３・岐阜県大垣市福田町・ふくたちよう

　　５０３-０８９３・岐阜県大垣市藤江町・ふじえちよう

　　５０３-０８６２・岐阜県大垣市二葉町・ふたはﾞちよう

　　５０３-０９２３・岐阜県大垣市船町・ふなまち

　　５０３-０８４８・岐阜県大垣市古宮町・ふるみやちよう

　　５０３-０９７２・岐阜県大垣市宝和町・ほうわちよう

　　５０３-０８８５・岐阜県大垣市本町・ほんまち

　　５０３-０８４５・岐阜県大垣市牧新田町・まきしんでんちよう

　　５０３-００３１・岐阜県大垣市牧野町・まきのちよう

　　５０３-０８８８・岐阜県大垣市丸の内・まるのうち

　　５０３-０８１２・岐阜県大垣市万石・まんごく

　　５０３-０８０８・岐阜県大垣市三塚町・みつつﾞかちよう

　　５０３-００１２・岐阜県大垣市三津屋町・みつやちよう

　　５０３-０８０６・岐阜県大垣市緑園・みどりえん

　　５０３-００２５・岐阜県大垣市見取町・みどりちよう

　　５０３-２２１１・岐阜県大垣市南市橋町・みなみいちはしちよう

　　５０３-０９７１・岐阜県大垣市南一色町・みなみいつしきちよう

　　５０３-０９２５・岐阜県大垣市南切石町・みなみきりいしちよう

　　５０３-０８７３・岐阜県大垣市南高橋町・みなみたかはしちよう

　　５０３-０８６４・岐阜県大垣市南頬町・みなみのかわちよう

　　５０３-０９７７・岐阜県大垣市南若森・みなみわかもり

　　５０３-０９７６・岐阜県大垣市南若森町・みなみわかもりちよう

　　５０３-０９０５・岐阜県大垣市宮町・みやまち

　　５０３-０８５７・岐阜県大垣市美和町・みわちよう

　　５０３-０９１１・岐阜県大垣市室本町・むろほんまち

　　５０３-０９０６・岐阜県大垣市室町・むろまち

　　５０３-００２６・岐阜県大垣市室村町・むろむらちよう

　　５０３-０９３１・岐阜県大垣市本今・もといま

　　５０３-０９３２・岐阜県大垣市本今町・もといまちよう

　　５０３-００１６・岐阜県大垣市八島町・やしまちよう

　　５０３-０８３７・岐阜県大垣市安井町・やすいちよう

　　５０３-２２２３・岐阜県大垣市矢道町・やみちちよう

　　５０３-０９４４・岐阜県大垣市横曽根・よこぞね

　　５０３-０９４３・岐阜県大垣市横曽根町・よこぞねちよう

　　５０３-２２２２・岐阜県大垣市榎戸町・よのきどちよう

　　５０３-０８５８・岐阜県大垣市世安町・よやすちよう

　　５０３-００１４・岐阜県大垣市領家町・りようけちよう

　　５０３-０９７５・岐阜県大垣市若森町・わかもりちよう

　　５０３-０８０１・岐阜県大垣市和合新町・わごうしんまち

　　５０３-０００５・岐阜県大垣市和合本町・わごうほんまち

　　５０３-０９５３・岐阜県大垣市割田・わりでん

　　５０３-０９５２・岐阜県大垣市割田町・わりでんちよう

　　５０６-００００・岐阜県高山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０６-００１４・岐阜県高山市相生町・あいおいまち

　　５０６-００４５・岐阜県高山市赤保木町・あかほきまち

　　５０６-０８０６・岐阜県高山市曙町・あけほﾞのまち

　　５０６-００４２・岐阜県高山市旭ケ丘町・あさひがおかまち

　　５０９-３３０１・岐阜県高山市朝日町青屋・あさひちようあおや

　　５０９-３３２４・岐阜県高山市朝日町上ケ見・あさひちようあげみ

　　５０９-３３０３・岐阜県高山市朝日町浅井・あさひちようあさい

　　５０９-３３１１・岐阜県高山市朝日町一之宿・あさひちよういちのしゆく

　　５０９-３３２２・岐阜県高山市朝日町大廣・あさひちようおおひろ

　　５０９-３３２６・岐阜県高山市朝日町甲・あさひちようかぶと

　　５０９-３３１６・岐阜県高山市朝日町黍生谷・あさひちようきびゆうだに

　　５０９-３３１３・岐阜県高山市朝日町胡桃島・あさひちようくるみしま

　　５０９-３３２１・岐阜県高山市朝日町黒川・あさひちようくろかわ

　　５０９-３３１２・岐阜県高山市朝日町桑之島・あさひちようくわのしま

　　５０９-３３０５・岐阜県高山市朝日町小瀬・あさひちようこせ

　　５０９-３３１７・岐阜県高山市朝日町小瀬ケ洞・あさひちようこせがほら

　　５０９-３３２７・岐阜県高山市朝日町小谷・あさひちようこだに

　　５０９-３３０４・岐阜県高山市朝日町立岩・あさひちようたていわ

　　５０９-３３２３・岐阜県高山市朝日町寺澤・あさひちようてらざわ

　　５０９-３３０２・岐阜県高山市朝日町寺附・あさひちようてらつﾞき

　　５０９-３３１４・岐阜県高山市朝日町西洞（スズラン高原）・(すずらんこうげん)

　　５０９-３３２５・岐阜県高山市朝日町万石・あさひちようまんごく

　　５０９-３３０６・岐阜県高山市朝日町見座・あさひちようみざ

　　５０９-３３１５・岐阜県高山市朝日町宮之前・あさひちようみやのまえ

　　５０６-００１７・岐阜県高山市朝日町・あさひまち

　　５０６-０８５５・岐阜県高山市愛宕町・あたごまち

　　５０６-０８２５・岐阜県高山市石浦町・いしうらまち



　　５０９-３５０５・岐阜県高山市一之宮町・いちのみやまち

　　５０６-０８１５・岐阜県高山市岩井町・いわいまち

　　５０６-００１３・岐阜県高山市有楽町・うらまち

　　５０６-０８１２・岐阜県高山市漆垣内町・うるしがいとうまち

　　５０６-０８０１・岐阜県高山市上野町・うわのまち

　　５０６-００３３・岐阜県高山市越後町・えちごまち

　　５０６-０８１８・岐阜県高山市江名子町・えなこまち

　　５０６-０８５１・岐阜県高山市大新町・おおしんまち

　　５０６-０８１６・岐阜県高山市大島町・おおじままち

　　５０６-０８１１・岐阜県高山市大洞町・おおほﾞらまち

　　５０６-００５４・岐阜県高山市岡本町・おかもとまち

　　５０６-１４２９・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷赤桶・おくひだおんせんごうあかおけ

　　５０６-１４２５・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷今見・おくひだおんせんごういまみ

　　５０６-１４２４・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷柏当・おくひだおんせんごうかしあて

　　５０６-１４２１・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂（新穂高）・ごうかんさか(しんほだか)

　　５０６-１４２８・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷笹嶋・おくひだおんせんごうささじま

　　５０６-１４２７・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷田頃家・おくひだおんせんごうたごろけ

　　５０６-１４２６・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷蓼之俣・おくひだおんせんごうたてのまた

　　５０６-１４２３・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾・おくひだおんせんごうとちお

　　５０６-１４２２・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷中尾・おくひだおんせんごうなかお

　　５０６-１４３２・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ケ根・おくひだおんせんごうひとえがね

　　５０６-１４３３・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯・おくひだおんせんごうひらゆ

　　５０６-１４３４・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷福地・おくひだおんせんごうふくじ

　　５０６-１４３１・岐阜県高山市奥飛騨温泉郷村上・おくひだおんせんごうむらかみ

　　５０６-０８３５・岐阜県高山市春日町・かすがまち

　　５０６-０８２４・岐阜県高山市片野町・かたのまち

　　５０６-０８４７・岐阜県高山市片原町・かたはらまち

　　５０６-０８４４・岐阜県高山市上一之町・かみ１のまち

　　５０６-０８４５・岐阜県高山市上二之町・かみ２のまち

　　５０６-０８４６・岐阜県高山市上三之町・かみ３のまち

　　５０６-００５５・岐阜県高山市上岡本町・かみおかもとまち

　　５０６-００２４・岐阜県高山市上川原町・かみかわはらまち

　　５０６-００４４・岐阜県高山市上切町・かみぎりまち

　　５０６-１３１２・岐阜県高山市上宝町新田・かみたからちようあらた

　　５０６-１３１５・岐阜県高山市上宝町荒原・かみたからちようあらはら

　　５０６-１３０３・岐阜県高山市上宝町岩井戸・かみたからちよういわいど

　　５０６-１３１８・岐阜県高山市上宝町芋生茂・かみたからちようおいも

　　５０６-１３０８・岐阜県高山市上宝町金木戸・かみたからちようかなきど

　　５０６-１３０１・岐阜県高山市上宝町葛山・かみたからちようくずやま

　　５０６-１３１４・岐阜県高山市上宝町蔵柱・かみたからちようくらはﾞしら

　　５０６-１３１３・岐阜県高山市上宝町在家・かみたからちようざいけ

　　５０６-１３１９・岐阜県高山市上宝町下佐谷・かみたからちようしもさだに

　　５０６-１３０７・岐阜県高山市上宝町双六・かみたからちようすごろく

　　５０６-１３０２・岐阜県高山市上宝町長倉・かみたからちようながくら

　　５０６-１３０５・岐阜県高山市上宝町中山・かみたからちようなかやま

　　５０６-１３１１・岐阜県高山市上宝町鼠餅・かみたからちようねずもち

　　５０６-１３１７・岐阜県高山市上宝町本郷・かみたからちようほんごう

　　５０６-１３０６・岐阜県高山市上宝町見座・かみたからちようみざ

　　５０６-１３０４・岐阜県高山市上宝町宮原・かみたからちようみやはら

　　５０６-１３１６・岐阜県高山市上宝町吉野・かみたからちようよしの

　　５０６-００２３・岐阜県高山市川原町・かわはらまち

　　５０６-０００６・岐阜県高山市神田町・かんだまち

　　５０６-０２０３・岐阜県高山市清見町池本・きよみちよういけもと

　　５０６-０２０１・岐阜県高山市清見町江黒・きよみちようえぐろ

　　５０６-０２０２・岐阜県高山市清見町大谷・きよみちようおおたに

　　５０９-２７０２・岐阜県高山市清見町大原・きよみちようおつはﾟら

　　５０６-０２０６・岐阜県高山市清見町上小鳥・きよみちようかみおどり

　　５０６-０１０６・岐阜県高山市清見町坂下・きよみちようさかした

　　５０６-０１０７・岐阜県高山市清見町巣野俣・きよみちようすのまた

　　５０６-０２０５・岐阜県高山市清見町夏厩・きよみちようなつまや

　　５０９-２７０１・岐阜県高山市清見町楢谷・きよみちようならだに

　　５０６-０２０４・岐阜県高山市清見町二本木・きよみちようにほんぎ

　　５０６-０１０４・岐阜県高山市清見町福寄・きよみちようふくより

　　５０６-０１０３・岐阜県高山市清見町藤瀬・きよみちようふじせ

　　５０６-０１０１・岐阜県高山市清見町牧ケ洞・きよみちようまきがほら

　　５０６-０１０２・岐阜県高山市清見町三日町・きよみちようみつかまち

　　５０６-０１０５・岐阜県高山市清見町三ツ谷・きよみちようみつだに

　　５０６-０２０７・岐阜県高山市清見町森茂・きよみちようもりも

　　５０６-０００４・岐阜県高山市桐生町・きりうまち

　　５０９-３２１２・岐阜県高山市久々野町阿多粕・くぐのちようあたがす



　　５０９-３２１８・岐阜県高山市久々野町有道・くぐのちよううとう

　　５０９-３２０１・岐阜県高山市久々野町大西・くぐのちようおおにじ

　　５０９-３２０５・岐阜県高山市久々野町久々野・くぐのちようくぐの

　　５０９-３２０４・岐阜県高山市久々野町久須母・くぐのちようくすも

　　５０９-３２１１・岐阜県高山市久々野町小坊・くぐのちようこほﾞう

　　５０９-３２０２・岐阜県高山市久々野町小屋名・くぐのちようこやな

　　５０９-３２０７・岐阜県高山市久々野町辻・くぐのちようつじ

　　５０９-３２１６・岐阜県高山市久々野町木賊洞・くぐのちようとくさほﾞら

　　５０９-３２１７・岐阜県高山市久々野町長淀・くぐのちようながとろ

　　５０９-３２１３・岐阜県高山市久々野町渚・くぐのちようなぎさ

　　５０９-３２１５・岐阜県高山市久々野町引下・くぐのちようひきさげ

　　５０９-３２１４・岐阜県高山市久々野町無数河・くぐのちようむすご

　　５０９-３２０３・岐阜県高山市久々野町柳島・くぐのちようやなじま

　　５０９-３２０６・岐阜県高山市久々野町山梨・くぐのちようやまなじ

　　５０９-４１０４・岐阜県高山市国府町今・こくふちよういま

　　５０９-４１２１・岐阜県高山市国府町宇津江・こくふちよううつえ

　　５０９-４１２６・岐阜県高山市国府町瓜巣・こくふちよううりす

　　５０９-４１０６・岐阜県高山市国府町漆垣内・こくふちよううるしがいと

　　５０９-４１２３・岐阜県高山市国府町金桶・こくふちようかねおけ

　　５０９-４１１６・岐阜県高山市国府町上広瀬・こくふちようかみひろせ

　　５０９-４１１３・岐阜県高山市国府町木曽垣内・こくふちようきそがいと

　　５０９-４１０１・岐阜県高山市国府町桐谷・こくふちようきりだに

　　５０９-４１１７・岐阜県高山市国府町三川・こくふちようさんがわ

　　５０９-４１１２・岐阜県高山市国府町鶴巣・こくふちようつるす

　　５０９-４１２２・岐阜県高山市国府町名張・こくふちようなはﾞり

　　５０９-４１０７・岐阜県高山市国府町西門前・こくふちようにしもんぜん

　　５０９-４１２５・岐阜県高山市国府町糠塚・こくふちようぬかつﾞか

　　５０９-４１１４・岐阜県高山市国府町半田・こくふちようはんだ

　　５０９-４１０８・岐阜県高山市国府町東門前・こくふちようひがしもんぜん

　　５０９-４１１９・岐阜県高山市国府町広瀬町（桜野）・こくふちようひろせまち(さくらの)

　　５０９-４１１５・岐阜県高山市国府町三日町・こくふちようみつかまち

　　５０９-４１０５・岐阜県高山市国府町蓑輪・こくふちようみのわ

　　５０９-４１０３・岐阜県高山市国府町宮地・こくふちようみやじ

　　５０９-４１２４・岐阜県高山市国府町村山・こくふちようむらやま

　　５０９-４１１１・岐阜県高山市国府町山本・こくふちようやまもと

　　５０９-４１０２・岐阜県高山市国府町八日町・こくふちようようかまち

　　５０６-０８５３・岐阜県高山市左京町・さきようまち

　　５０６-０８５８・岐阜県高山市桜町・さくらまち

　　５０６-０８０７・岐阜県高山市三福寺町・さんふくじまち

　　５０６-０８１３・岐阜県高山市塩屋町・しおやまち

　　５０６-０８３６・岐阜県高山市島川原町・しまかわはらまち

　　５０６-０８４３・岐阜県高山市下一之町・しも１のまち

　　５０６-０８４２・岐阜県高山市下二之町・しも２のまち

　　５０６-０８４１・岐阜県高山市下三之町・しも３のまち

　　５０６-００５２・岐阜県高山市下岡本町・しもおかもとまち

　　５０６-００４１・岐阜県高山市下切町・しもぎりまち

　　５０６-００４６・岐阜県高山市下之切町・しものきりまち

　　５０６-００５９・岐阜県高山市下林町・しもはﾞやしまち

　　５０１-５４２１・岐阜県高山市荘川町赤谷・しようかわちようあかだに

　　５０１-５４１３・岐阜県高山市荘川町新渕・しようかわちようあらぶち

　　５０１-５４１５・岐阜県高山市荘川町一色・しようかわちよういつしき

　　５０１-５４２３・岐阜県高山市荘川町岩瀬・しようかわちよういわぜ

　　５０１-５４２２・岐阜県高山市荘川町牛丸・しようかわちよううしまる

　　５０１-５４２６・岐阜県高山市荘川町尾上郷・しようかわちようおがみごう

　　５０１-５４２５・岐阜県高山市荘川町海上・しようかわちようかいじよう

　　５０１-５４０４・岐阜県高山市荘川町黒谷・しようかわちようくろだに

　　５０１-５４１４・岐阜県高山市荘川町猿丸・しようかわちようさるまる

　　５０１-５４０２・岐阜県高山市荘川町三谷・しようかわちようさんだに

　　５０１-５４０６・岐阜県高山市荘川町惣則・しようかわちようそうのり

　　５０１-５４０５・岐阜県高山市荘川町寺河戸・しようかわちようてらかわど

　　５０１-５４２４・岐阜県高山市荘川町中野・しようかわちようなかの

　　５０１-５４１２・岐阜県高山市荘川町中畑・しようかわちようなかはた

　　５０１-５４１７・岐阜県高山市荘川町野々俣・しようかわちようののまた

　　５０１-５４１１・岐阜県高山市荘川町牧戸・しようかわちようまきど

　　５０１-５４１６・岐阜県高山市荘川町町屋・しようかわちようまちや

　　５０１-５４０３・岐阜県高山市荘川町三尾河・しようかわちようみおご

　　５０１-５４０１・岐阜県高山市荘川町六厩・しようかわちようむまや

　　５０６-００５３・岐阜県高山市昭和町・しようわまち

　　５０６-０８２２・岐阜県高山市城山・しろやま

　　５０６-００３５・岐阜県高山市新宮町・しんぐうまち



　　５０６-０８２１・岐阜県高山市神明町・しんめいまち

　　５０６-００１６・岐阜県高山市末広町・すえひろまち

　　５０６-０８３４・岐阜県高山市宗猷寺町・そうゆうじまち

　　５０６-０００７・岐阜県高山市総和町・そうわまち

　　５０６-０８５６・岐阜県高山市大門町・だいもんまち

　　５０９-３４０１・岐阜県高山市高根町阿多野郷・たかねまちあたのごう

　　５０９-３４１７・岐阜県高山市高根町池ケ洞・たかねまちいけがほら

　　５０９-３４１５・岐阜県高山市高根町猪之鼻・たかねまちいのはな

　　５０９-３４１２・岐阜県高山市高根町大古井・たかねまちおおぶるい

　　５０９-３４１１・岐阜県高山市高根町上ケ洞・たかねまちかみがほら

　　５０９-３４１８・岐阜県高山市高根町黍生・たかねまちきびゆう

　　５０９-３４０４・岐阜県高山市高根町小日和田・たかねまちこひわだ

　　５０９-３４１３・岐阜県高山市高根町下之向・たかねまちしものむかい

　　５０９-３４０５・岐阜県高山市高根町留之原・たかねまちとめのはら

　　５０９-３４１４・岐阜県高山市高根町中之宿・たかねまちなかのしゆく

　　５０９-３４１６・岐阜県高山市高根町中洞・たかねまちなかほﾞら

　　５０９-３４０２・岐阜県高山市高根町野麦・たかねまちのむぎ

　　５０９-３４１９・岐阜県高山市高根町日影・たかねまちひかげ

　　５０９-３４０３・岐阜県高山市高根町日和田・たかねまちひわだ

　　５０６-０８１４・岐阜県高山市滝町・たきまち

　　５０６-００５７・岐阜県高山市匠ケ丘町・たくみがおかまち

　　５０６-００３２・岐阜県高山市千島町・ちしままち

　　５０６-０８５７・岐阜県高山市鉄砲町・てつほﾟうまち

　　５０６-０８３２・岐阜県高山市天性寺町・てんしようじまち

　　５０６-００２５・岐阜県高山市天満町・てんまんまち

　　５０６-０００２・岐阜県高山市問屋町・とんやまち

　　５０６-００４３・岐阜県高山市中切町・なかぎりまち

　　５０６-００５１・岐阜県高山市中山町・なかやままち

　　５０６-０８０４・岐阜県高山市長坂町・ながさかまち

　　５０６-００２１・岐阜県高山市名田町・なだまち

　　５０６-０００５・岐阜県高山市七日町・なぬかまち

　　５０６-００３１・岐阜県高山市西之一色町・にしのいつしきまち

　　５０６-０８３３・岐阜県高山市西洞町・にしほﾞらまち

　　５０６-００２２・岐阜県高山市西町・にしまち

　　５０６-２１１３・岐阜県高山市丹生川町芦谷・にゆうかわちようあしたに

　　５０６-２２５３・岐阜県高山市丹生川町池之俣・にゆうかわちよういけのまた

　　５０６-２１１２・岐阜県高山市丹生川町板殿・にゆうかわちよういたんど

　　５０６-２２５４・岐阜県高山市丹生川町岩井谷・にゆうかわちよういわいたに

　　５０６-２１１１・岐阜県高山市丹生川町瓜田・にゆうかわちよううりだ

　　５０６-２１３１・岐阜県高山市丹生川町大萱・にゆうかわちようおおがや

　　５０６-２１１６・岐阜県高山市丹生川町大谷・にゆうかわちようおおたに

　　５０６-２１０４・岐阜県高山市丹生川町大沼・にゆうかわちようおおぬま

　　５０６-２１０３・岐阜県高山市丹生川町折敷地・にゆうかわちようおしきじ

　　５０６-２１０６・岐阜県高山市丹生川町柏原・にゆうかわちようかしはら

　　５０６-２１３３・岐阜県高山市丹生川町北方・にゆうかわちようきたかた

　　５０６-２１３４・岐阜県高山市丹生川町桐山・にゆうかわちようきりやま

　　５０６-２２５２・岐阜県高山市丹生川町久手・にゆうかわちようくて

　　５０６-２１１５・岐阜県高山市丹生川町小野・にゆうかわちようこの

　　５０６-２１１７・岐阜県高山市丹生川町根方・にゆうかわちようごんほﾞう

　　５０６-２１０５・岐阜県高山市丹生川町三之瀬・にゆうかわちようさんのせ

　　５０６-２２５８・岐阜県高山市丹生川町塩屋・にゆうかわちようしおや

　　５０６-２１３５・岐阜県高山市丹生川町下保・にゆうかわちようしもほﾞ

　　５０６-２１１８・岐阜県高山市丹生川町白井・にゆうかわちようしろい

　　５０６-２２５７・岐阜県高山市丹生川町曽手・にゆうかわちようそで

　　５０６-２２５５・岐阜県高山市丹生川町駄吉・にゆうかわちようだよじ

　　５０６-２１２４・岐阜県高山市丹生川町新張・にゆうかわちようにいはﾞり

　　５０６-２２５１・岐阜県高山市丹生川町旗鉾・にゆうかわちようはたほこ

　　５０６-２１１４・岐阜県高山市丹生川町日影・にゆうかわちようひかげ

　　５０６-２２５６・岐阜県高山市丹生川町日面・にゆうかわちようひよも

　　５０６-２１２１・岐阜県高山市丹生川町坊方・にゆうかわちようほﾞうかた

　　５０６-２１３２・岐阜県高山市丹生川町法力・にゆうかわちようほうりき

　　５０６-２１２５・岐阜県高山市丹生川町細越・にゆうかわちようほそごえ

　　５０６-２１２３・岐阜県高山市丹生川町町方・にゆうかわちようまちかた

　　５０６-２１０１・岐阜県高山市丹生川町森部・にゆうかわちようもりぶ

　　５０６-２１２２・岐阜県高山市丹生川町山口・にゆうかわちようやまくち

　　５０６-００１２・岐阜県高山市八軒町・はちけんまち

　　５０６-０８５２・岐阜県高山市八幡町・はちまんまち

　　５０６-０００８・岐阜県高山市初田町・はつだまち

　　５０６-０００９・岐阜県高山市花岡町・はなおかまち

　　５０６-００１５・岐阜県高山市花川町・はなかわまち



　　５０６-００２６・岐阜県高山市花里町・はなさとまち

　　５０６-０８３８・岐阜県高山市馬場町・はﾞはﾞまち

　　５０６-０８０５・岐阜県高山市東山町・ひがしやままち

　　５０６-０８０３・岐阜県高山市日の出町・ひのでまち

　　５０６-０８３１・岐阜県高山市吹屋町・ふきやまち

　　５０６-０００１・岐阜県高山市冬頭町・ふゆとうまち

　　５０６-０００３・岐阜県高山市本母町・ほのぶまち

　　５０６-０８３７・岐阜県高山市堀端町・ほりはﾞたまち

　　５０６-００１１・岐阜県高山市本町・ほんまち

　　５０６-００４８・岐阜県高山市前原町・まえはらまち

　　５０６-００３４・岐阜県高山市松倉町・まつくらまち

　　５０６-０８０２・岐阜県高山市松之木町・まつのきまち

　　５０６-０８０８・岐阜県高山市松本町・まつもとまち

　　５０６-００５６・岐阜県高山市緑ケ丘町・みどりがおかまち

　　５０６-０８２３・岐阜県高山市森下町・もりしたまち

　　５０６-０８１７・岐阜県高山市山口町・やまぐちまち

　　５０６-００５８・岐阜県高山市山田町・やまだまち

　　５０６-００４７・岐阜県高山市八日町・ようかまち

　　５０６-０８５４・岐阜県高山市若達町・わかたつまち

　　５０７-００００・岐阜県多治見市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０７-０８３７・岐阜県多治見市青木町・あおきまち

　　５０７-００５７・岐阜県多治見市赤坂町・あかさかちよう

　　５０７-００７１・岐阜県多治見市旭ケ丘・あさひがおか

　　５０７-０８０７・岐阜県多治見市生田町・いくたちよう

　　５０７-００４８・岐阜県多治見市池田町・いけだちよう

　　５０７-０８１４・岐阜県多治見市市之倉町・いちのくらちよう

　　５０７-００２７・岐阜県多治見市上野町・うえのちよう

　　５０７-００７５・岐阜県多治見市大沢町・おおさわちよう

　　５０７-００７４・岐阜県多治見市大原町・おおはらちよう

　　５０７-００６２・岐阜県多治見市大針町・おおはりちよう

　　５０７-０８１８・岐阜県多治見市大畑町・おおはﾞたちよう

　　５０７-０８１５・岐阜県多治見市大畑町赤松・おおはﾞたちようあかまつ

　　５０７-０８１７・岐阜県多治見市大畑町大洞・おおはﾞたちようおおほﾞら

　　５０７-０８１６・岐阜県多治見市大畑町西仲根・おおはﾞたちようにしなかね

　　５０７-００６８・岐阜県多治見市大薮町・おおやぶちよう

　　５０７-０８２２・岐阜県多治見市奥川町・おくがわちよう

　　５０７-００２３・岐阜県多治見市小田町・おだまち

　　５０７-００３７・岐阜県多治見市音羽町・おとわちよう

　　５０７-０００４・岐阜県多治見市小名田町・おなだちよう

　　５０７-０００５・岐阜県多治見市小名田町岩ケ根・おなだちよういわがね

　　５０７-０００１・岐阜県多治見市小名田町小滝・おなだちようこたき

　　５０７-０００７・岐阜県多治見市小名田町西ケ洞・おなだちようにしがほﾞら

　　５０７-０００６・岐阜県多治見市小名田町西山・おなだちようにしやま

　　５０７-０００２・岐阜県多治見市小名田町別山・おなだちようはなれやま

　　５０７-０００３・岐阜県多治見市小名田町東谷・おなだちようひがしだに

　　５０７-０８４６・岐阜県多治見市神楽町・かぐらまち

　　５０７-０９０１・岐阜県多治見市笠原町・かさはらちよう

　　５０７-００１６・岐阜県多治見市金岡町・かなおかちよう

　　５０７-０８３２・岐阜県多治見市金山町・かなやまちよう

　　５０７-０８２１・岐阜県多治見市窯町・かままち

　　５０７-０８０６・岐阜県多治見市上町・かみまち

　　５０７-００２２・岐阜県多治見市上山町・かみやまちよう

　　５０７-００６４・岐阜県多治見市北丘町・きたおかちよう

　　５０７-００６７・岐阜県多治見市北小木町・きたおぎちよう

　　５０７-００５５・岐阜県多治見市喜多町・きたまち

　　５０７-０００８・岐阜県多治見市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　５０７-０８２５・岐阜県多治見市京町・きようまち

　　５０７-００７３・岐阜県多治見市小泉町・こいずみちよう

　　５０７-００１４・岐阜県多治見市虎渓山町・こけいざんちよう

　　５０７-００２６・岐阜県多治見市虎渓町・こけいちよう

　　５０７-００７７・岐阜県多治見市幸町・さいわいちよう

　　５０７-０８０４・岐阜県多治見市坂上町・さかうえちよう

　　５０７-００３５・岐阜県多治見市栄町・さかえまち

　　５０７-００４５・岐阜県多治見市三の倉町・さんのくらちよう

　　５０７-０８１２・岐阜県多治見市下沢町・しもざわちよう

　　５０７-００３９・岐阜県多治見市十九田町・じゆくたちよう

　　５０７-００７６・岐阜県多治見市昭栄町・しようえいちよう

　　５０７-０８４７・岐阜県多治見市小路町・しようじまち

　　５０７-０８３６・岐阜県多治見市昭和町・しようわまち

　　５０７-０８０５・岐阜県多治見市新富町・しんとみちよう



　　５０７-０８３１・岐阜県多治見市新町・しんまち

　　５０７-０８３８・岐阜県多治見市末広町・すえひろちよう

　　５０７-００１５・岐阜県多治見市住吉町・すみよしちよう

　　５０７-００４４・岐阜県多治見市諏訪町・すわちよう

　　５０７-００３１・岐阜県多治見市精華町・せいかまち

　　５０７-００２４・岐阜県多治見市大正町・たいしようまち

　　５０７-００３２・岐阜県多治見市大日町・だいにちちよう

　　５０７-００４１・岐阜県多治見市太平町・たいへいちよう

　　５０７-００１８・岐阜県多治見市高田町・たかたちよう

　　５０７-００１１・岐阜県多治見市高田町岩曽根・たかたちよういわぞね

　　５０７-００１２・岐阜県多治見市高田町白粉・たかたちようしろこ

　　５０７-００７８・岐阜県多治見市高根町・たかねちよう

　　５０７-００５４・岐阜県多治見市宝町・たからまち

　　５０７-０８１３・岐阜県多治見市滝呂町・たきろちよう

　　５０７-００３６・岐阜県多治見市田代町・たしろちよう

　　５０７-００４３・岐阜県多治見市月見町・つきみちよう

　　５０７-００４６・岐阜県多治見市廿原町・つつﾞはらちよう

　　５０７-００１３・岐阜県多治見市東栄町・とうえいちよう

　　５０７-０８４４・岐阜県多治見市陶元町・とうげんちよう

　　５０７-０８４３・岐阜県多治見市常盤町・ときわまち

　　５０７-００３４・岐阜県多治見市豊岡町・とよおかちよう

　　５０７-０８４２・岐阜県多治見市中町・なかまち

　　５０７-００１７・岐阜県多治見市長瀬町・ながせちよう

　　５０７-０８３５・岐阜県多治見市錦町・にしきまち

　　５０７-００５１・岐阜県多治見市西坂町・にしざかちよう

　　５０７-００６６・岐阜県多治見市西山町・にしやまちよう

　　５０７-００６５・岐阜県多治見市根本町・ねもとちよう

　　５０７-００３８・岐阜県多治見市白山町・はくさんちよう

　　５０７-００５２・岐阜県多治見市光ケ丘・ひかりがおか

　　５０７-０８０１・岐阜県多治見市東町・ひがしまち

　　５０７-００１９・岐阜県多治見市東山・ひがしやま

　　５０７-０８４８・岐阜県多治見市日ノ出町・ひのでまち

　　５０７-００６１・岐阜県多治見市姫町・ひめちよう

　　５０７-００５８・岐阜県多治見市平井町・ひらいちよう

　　５０７-０８２３・岐阜県多治見市平野町・ひらのちよう

　　５０７-０８３３・岐阜県多治見市広小路・ひろこうじ

　　５０７-００４７・岐阜県多治見市富士見町・ふじみちよう

　　５０７-０８２７・岐阜県多治見市平和町・へいわまち

　　５０７-００２８・岐阜県多治見市弁天町・べんてんちよう

　　５０７-０８１１・岐阜県多治見市星ケ台・ほしがだい

　　５０７-００３３・岐阜県多治見市本町・ほんまち

　　５０７-００４２・岐阜県多治見市前畑町・まえはﾞたちよう

　　５０７-００６３・岐阜県多治見市松坂町・まつさかちよう

　　５０７-０８２８・岐阜県多治見市三笠町・みかさちよう

　　５０７-０８０３・岐阜県多治見市美坂町・みさかちよう

　　５０７-００２１・岐阜県多治見市緑ケ丘・みどりがおか

　　５０７-００２５・岐阜県多治見市宮前町・みやまえちよう

　　５０７-００５６・岐阜県多治見市美山町・みやまちよう

　　５０７-０８３４・岐阜県多治見市御幸町・みゆきまち

　　５０７-０８４１・岐阜県多治見市明治町・めいじまち

　　５０７-００７２・岐阜県多治見市明和町・めいわちよう

　　５０７-０８２４・岐阜県多治見市元町・もとまち

　　５０７-０８４５・岐阜県多治見市山下町・やましたちよう

　　５０７-０８０２・岐阜県多治見市山吹町・やまぶきちよう

　　５０７-００５３・岐阜県多治見市若松町・わかまつちよう

　　５０７-０８２６・岐阜県多治見市脇之島町・わきのしまちよう

　　５０１-３２００・岐阜県関市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-３８５１・岐阜県関市相生町・あいおいちよう

　　５０１-３９７８・岐阜県関市赤渕・あかふち

　　５０１-３８５２・岐阜県関市上利町・あがりまち

　　５０１-３８５３・岐阜県関市朝倉町・あさくらちよう

　　５０１-３８２９・岐阜県関市旭ケ丘・あさひがおか

　　５０１-３８０８・岐阜県関市安桜台・あさくらだい

　　５０１-３８０７・岐阜県関市安桜山・あさくらやま

　　５０１-３８４５・岐阜県関市吾妻町・あつﾞまちよう

　　５０１-３２６４・岐阜県関市池尻・いけじり

　　５０１-３２４７・岐阜県関市池田町・いけだちよう

　　５０１-３９６６・岐阜県関市居敷町・いしきちよう

　　５０１-３８４１・岐阜県関市伊勢町・いせまち

　　５０１-２９０１・岐阜県関市板取・いたどり



　　５０１-３８２２・岐阜県関市市平賀・いちひらが

　　５０１-３９７９・岐阜県関市一本木町・いつほﾟんぎちよう

　　５０１-３９３２・岐阜県関市稲口・いなぐち

　　５０１-３９１３・岐阜県関市稲河町・いなごちよう

　　５０１-３９１４・岐阜県関市鋳物師屋・いもじや

　　５０１-３８５５・岐阜県関市いろは町・いろはちよう

　　５０１-３９５１・岐阜県関市植野・うえの

　　５０１-３９７４・岐阜県関市梅ケ枝町・うめがえちよう

　　５０１-３８０４・岐阜県関市円保通・えんほﾞどおり

　　５０１-３９２２・岐阜県関市大杉・おおすぎ

　　５０１-３８０１・岐阜県関市大坪・おおつほﾞ

　　５０１-３２６５・岐阜県関市小瀬・おぜ

　　５０１-３２６８・岐阜県関市小瀬長池町・おぜながいけちよう

　　５０１-３２６６・岐阜県関市小瀬南・おぜみなみ

　　５０１-３２０１・岐阜県関市小野・おの

　　５０１-３２１０・岐阜県関市尾太町・おぶとちよう

　　５０１-３９４１・岐阜県関市小屋名・おやな

　　５０１-３９１０・岐阜県関市笠屋・かさや

　　５０１-３２１４・岐阜県関市貸上町・かしあげちよう

　　５０１-３８７１・岐阜県関市鍛冶町・かじちよう

　　５０１-３８６５・岐阜県関市春日町・かすがちよう

　　５０１-３９６３・岐阜県関市片倉町・かたくらちよう

　　５０１-３８７２・岐阜県関市金屋町・かなやちよう

　　５０１-３８６２・岐阜県関市兼永町・かねながちよう

　　５０１-３２０４・岐阜県関市上大野・かみおおの

　　５０１-３９４７・岐阜県関市上白金・かみしろかね

　　５０１-３２０３・岐阜県関市神野・かみの

　　５０１-３６０１・岐阜県関市上之保・かみのほ

　　５０１-３８７７・岐阜県関市河合町・かわいちよう

　　５０１-３２３５・岐阜県関市川間町・かわまちよう

　　５０１-３８３５・岐阜県関市観音前・かんのんまえ

　　５０１-３８０６・岐阜県関市観音山・かんのんやま

　　５０１-３９１７・岐阜県関市北天神・きたてんじん

　　５０１-３２４５・岐阜県関市北福野町・きたふくのちよう

　　５０１-３８４３・岐阜県関市吉田町・きつたまち

　　５０１-３８７６・岐阜県関市貴船町・きぶねちよう

　　５０１-３９４２・岐阜県関市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　５０１-３９３８・岐阜県関市桐ヶ丘・きりがおか

　　５０１-３９３４・岐阜県関市桐谷台・きりやだい

　　５０１-３９３６・岐阜県関市倉知・くらち

　　５０１-３９３０・岐阜県関市倉知南・くらちみなみ

　　５０１-３２０７・岐阜県関市黒屋・くろや

　　５０１-３９２７・岐阜県関市向陽台・こうようだい

　　５０１-３９０８・岐阜県関市寿町・ことぶきちよう

　　５０１-３９２６・岐阜県関市小迫間・こはﾞさま

　　５０１-３８６１・岐阜県関市小柳町・こやなぎちよう

　　５０１-３２４１・岐阜県関市西仙房・さいせんほﾞう

　　５０１-３２５３・岐阜県関市栄町・さかえまち

　　５０１-３８８８・岐阜県関市坂下町・さかしたちよう

　　５０１-３９０３・岐阜県関市桜ケ丘・さくらがおか

　　５０１-３８５６・岐阜県関市桜木町・さくらぎちよう

　　５０１-３９３１・岐阜県関市桜台・さくらだい

　　５０１-３２３２・岐阜県関市桜本町・さくらほんまち

　　５０１-３２５２・岐阜県関市山王通・さんのうどおり

　　５０１-３２５１・岐阜県関市山王通西・さんのうどおりにじ

　　５０１-３９３５・岐阜県関市四季ノ台・しきのだい

　　５０１-３８７８・岐阜県関市十軒町・じつけんちよう

　　５０１-３２０５・岐阜県関市志津野・しつの

　　５０１-３９７２・岐阜県関市寺内町・じないちよう

　　５０１-３９７７・岐阜県関市清水町・しみずちよう

　　５０１-３２１７・岐阜県関市下有知・しもうち

　　５０１-３９５５・岐阜県関市下白金・しもしろかね

　　５０１-３５２１・岐阜県関市下之保・しものほ

　　５０１-３２５９・岐阜県関市十三塚北・じゆうさんつﾞかきた

　　５０１-３２５０・岐阜県関市十三塚町・じゆうさんつﾞかちよう

　　５０１-３２５８・岐阜県関市十三塚南・じゆうさんつﾞかみなみ

　　５０１-３９６５・岐阜県関市十六所・じゆうろくせん

　　５０１-３８６８・岐阜県関市白川町・しらかわちよう

　　５０１-３２５７・岐阜県関市新田・しんでん

　　５０１-３９２３・岐阜県関市新迫間・しんはさま



　　５０１-３９０９・岐阜県関市新堀町・しんほﾞりちよう

　　５０１-３８４７・岐阜県関市新町・しんまち

　　５０１-３９０５・岐阜県関市神明町・しんめいちよう

　　５０１-３８４８・岐阜県関市末広町・すえひろちよう

　　５０１-３８４６・岐阜県関市住吉町・すみよしちよう

　　５０１-３９６１・岐阜県関市清蔵寺・せいぞうじ

　　５０１-３８２６・岐阜県関市関口町・せきぐちちよう

　　５０１-３２１１・岐阜県関市関ノ上・せきのうえ

　　５０１-３８６６・岐阜県関市千年町・せんねんちよう

　　５０１-３９５４・岐阜県関市千疋・せんびき

　　５０１-３９５３・岐阜県関市千疋北・せんびききた

　　５０１-３９５７・岐阜県関市側島・そはﾞしま

　　５０１-３９５２・岐阜県関市大平台・たいへいだい

　　５０１-３８３３・岐阜県関市大平町・たいへいちよう

　　５０１-３８３４・岐阜県関市大門町・だいもんちよう

　　５０１-３９６４・岐阜県関市宝山町・たからやまちよう

　　５０１-３２２３・岐阜県関市竪切南・たてきりみなみ

　　５０１-３２２８・岐阜県関市竪切北・たてきりきた

　　５０１-３２５５・岐阜県関市段下・だんした

　　５０１-３９６８・岐阜県関市力山・ちからやま

　　５０１-３８５４・岐阜県関市月見町・つきみちよう

　　５０１-３２３６・岐阜県関市辻井戸町・つじいどちよう

　　５０１-３９４６・岐阜県関市津保川台・つほﾞかわだい

　　５０１-３８４２・岐阜県関市出来町・できまち

　　５０１-３２１２・岐阜県関市寺田・てらだ

　　５０１-３９１５・岐阜県関市天徳町・てんとくちよう

　　５０１-３９３９・岐阜県関市桃紅大地・とうこうだいち

　　５０１-３８２４・岐阜県関市東新町・とうしんちよう

　　５０１-３２０６・岐阜県関市塔ノ洞・とうのほら

　　５０１-３８６７・岐阜県関市常盤町・ときわちよう

　　５０１-３８８７・岐阜県関市吐月町・とげつちよう

　　５０１-３９５８・岐阜県関市戸田・とだ

　　５０１-３５０１・岐阜県関市富之保・とみのほ

　　５０１-３８６３・岐阜県関市富本町・とみもとちよう

　　５０１-３９１６・岐阜県関市豊岡町・とよおかちよう

　　５０１-３９７５・岐阜県関市豊川町・とよかわちよう

　　５０１-３５１１・岐阜県関市中之保・なかのほ

　　５０１-３２４３・岐阜県関市中福野町・なかふくのちよう

　　５０１-３８１７・岐阜県関市仲町・なかまち

　　５０１-３８３９・岐阜県関市長住町・ながずみちよう

　　５０１-３８２８・岐阜県関市西旭ケ丘・にしあさひがおか

　　５０１-３９６７・岐阜県関市西居敷・にしいしき

　　５０１-３９０６・岐阜県関市西欠ノ下・にしかけのした

　　５０１-３２２１・岐阜県関市西貸上・にしかしあげ

　　５０１-３２０２・岐阜県関市西神野・にしかみの

　　５０１-３２３３・岐阜県関市西木戸町・にしきどちよう

　　５０１-３２１５・岐阜県関市西境松町・にしさかいまつちよう

　　５０１-３９２８・岐阜県関市西田原・にしたわら

　　５０１-３８８２・岐阜県関市西日吉町・にしひよしちよう

　　５０１-３２４４・岐阜県関市西福野町・にしふくのちよう

　　５０１-３８０３・岐阜県関市西本郷通・にしほんごうどおり

　　５０１-３８１９・岐阜県関市西町・にしまち

　　５０１-３８３７・岐阜県関市西門前町・にしもんぜんちよう

　　５０１-３９４３・岐阜県関市虹ケ丘南・にじがおかみなみ

　　５０１-３９４５・岐阜県関市虹ケ丘北・にじがおかきた

　　５０１-３２１９・岐阜県関市のぞみケ丘・のぞみがおか

　　５０１-３９７６・岐阜県関市梅竜寺山・はﾞいりゆうじやま

　　５０１-３９２４・岐阜県関市迫間・はさま

　　５０１-３９２５・岐阜県関市迫間台・はさまだい

　　５０１-３８３１・岐阜県関市長谷寺町・はせでらちよう

　　５０１-３８３２・岐阜県関市花園町・はなぞのちよう

　　５０１-３２５６・岐阜県関市巾・ははﾞ

　　５０１-３９６９・岐阜県関市馬場出・はﾞはﾞだじ

　　５０１-３９０１・岐阜県関市春里町・はるさとちよう

　　５０１-３２１３・岐阜県関市東貸上・ひがしかしあげ

　　５０１-３２３１・岐阜県関市東桜町・ひがしさくらまち

　　５０１-３２１８・岐阜県関市東志摩・ひがししま

　　５０１-３２２４・岐阜県関市東仙房・ひがしせんほﾞう

　　５０１-３９２１・岐阜県関市東田原・ひがしたわら

　　５０１-３８２３・岐阜県関市東出町・ひがしでちよう



　　５０１-３８１３・岐阜県関市東野町・ひがしのまち

　　５０１-３８８３・岐阜県関市東日吉町・ひがしひよしちよう

　　５０１-３２４２・岐阜県関市東福野町・ひがしふくのちよう

　　５０１-３８１２・岐阜県関市東本郷・ひがしほんごう

　　５０１-３８１１・岐阜県関市東本郷通・ひがしほんごうどおり

　　５０１-３８１５・岐阜県関市東町・ひがしまち

　　５０１-３８３８・岐阜県関市東門前町・ひがしもんぜんちよう

　　５０１-３８１４・岐阜県関市東山・ひがしやま

　　５０１-３９１１・岐阜県関市肥田瀬・ひだせ

　　５０１-３９７３・岐阜県関市一ツ山町・ひとつやまちよう

　　５０１-３８７３・岐阜県関市日ノ出町・ひのでまち

　　５０１-３８２１・岐阜県関市平賀町・ひらがちよう

　　５０１-３２６３・岐阜県関市広見・ひろみ

　　５０１-３２６１・岐阜県関市広見北町・ひろみきたまち

　　５０１-３２６２・岐阜県関市広見東町・ひろみひがしまち

　　５０１-３９７１・岐阜県関市古屋敷町・ふるやしきちよう

　　５０１-３９１９・岐阜県関市平成通・へいせいどおり

　　５０１-３８７４・岐阜県関市平和通・へいわどおり

　　５０１-３９５６・岐阜県関市保明・ほうみよう

　　５０１-３２２７・岐阜県関市北仙房・ほくせんほﾞう

　　５０１-３２６７・岐阜県関市星ケ丘・ほしがおか

　　５０１-２８０７・岐阜県関市洞戸阿部・ほらどあべ

　　５０１-２８１２・岐阜県関市洞戸市場・ほらどいちはﾞ

　　５０１-２８１６・岐阜県関市洞戸大野・ほらどおおの

　　５０１-２８０５・岐阜県関市洞戸尾倉・ほらどおぐら

　　５０１-２８０９・岐阜県関市洞戸小瀬見・ほらどおぜみ

　　５０１-２８１１・岐阜県関市洞戸片・ほらどかた

　　５０１-２８０１・岐阜県関市洞戸栗原・ほらどくりはら

　　５０１-２８１５・岐阜県関市洞戸黒谷・ほらどくろだに

　　５０１-２８０６・岐阜県関市洞戸高賀・ほらどこうか

　　５０１-２８０８・岐阜県関市洞戸高見・ほらどこうみ

　　５０１-２８１７・岐阜県関市洞戸小坂・ほらどこさか

　　５０１-２８１４・岐阜県関市洞戸菅谷・ほらどすがだに

　　５０１-２８０２・岐阜県関市洞戸通元寺・ほらどつうげんじ

　　５０１-２８０３・岐阜県関市洞戸飛瀬・ほらどひせ

　　５０１-３８０５・岐阜県関市本郷町・ほんごうちよう

　　５０１-３８８６・岐阜県関市本町・ほんまち

　　５０１-３８６４・岐阜県関市前町・まえちよう

　　５０１-３９３７・岐阜県関市前山町・まえやまちよう

　　５０１-３８８４・岐阜県関市孫六町・まごろくちよう

　　５０１-３２１６・岐阜県関市水ノ輪町・みずのわちよう

　　５０１-３８３６・岐阜県関市美園町・みそのちよう

　　５０１-３２４６・岐阜県関市緑ケ丘・みどりがおか

　　５０１-３２３７・岐阜県関市緑町・みどりまち

　　５０１-３２２２・岐阜県関市南貸上・みなみかしあげ

　　５０１-３８５７・岐阜県関市南春日町・みなみかすがちよう

　　５０１-３２２５・岐阜県関市南仙房・みなみせんほﾞう

　　５０１-３９１８・岐阜県関市南天神・みなみてんじん

　　５０１-３８２５・岐阜県関市南出・みなみで

　　５０１-３９０７・岐阜県関市南町・みなみまち

　　５０１-３９１２・岐阜県関市宮河町・みやがわちよう

　　５０１-３８２７・岐阜県関市宮地町・みやじちよう

　　５０１-３８４４・岐阜県関市美和町・みわちよう

　　５０１-３２２６・岐阜県関市向西仙房・むかいさいせんほﾞう

　　５０１-２６０５・岐阜県関市武芸川町跡部・むげがわちようあとべ

　　５０１-２６０７・岐阜県関市武芸川町宇多院・むげがわちよううだいん

　　５０１-２６０２・岐阜県関市武芸川町小知野・むげがわちようおじの

　　５０１-２６０４・岐阜県関市武芸川町高野・むげがわちようたかの

　　５０１-２６０１・岐阜県関市武芸川町谷口・むげがわちようたにぐち

　　５０１-２６０３・岐阜県関市武芸川町八幡・むげがわちようはちまん

　　５０１-２６０６・岐阜県関市武芸川町平・むげがわちようひら

　　５０１-３９３３・岐阜県関市向山町・むこうやまちよう

　　５０１-３９０４・岐阜県関市明生町・めいせいちよう

　　５０１-３８８１・岐阜県関市元重町・もとしげちよう

　　５０１-３８７５・岐阜県関市森西町・もりにしちよう

　　５０１-３９６２・岐阜県関市柳町・やなぎまち

　　５０１-３９４４・岐阜県関市山田・やまだ

　　５０１-３８８５・岐阜県関市山ノ手・やまのて

　　５０１-３９０２・岐阜県関市弥生町・やよいちよう

　　５０１-３２５４・岐阜県関市雄飛ケ丘・ゆうひがおか



　　５０１-３８１６・岐阜県関市吉野町・よしのまち

　　５０１-３８１８・岐阜県関市吉本町・よしもとちよう

　　５０１-３８０２・岐阜県関市若草通・わかくさどおり

　　５０１-３２３４・岐阜県関市若宮町・わかみやちよう

　　５０８-００００・岐阜県中津川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０８-０００２・岐阜県中津川市阿木（７６３７～７９８５）・あぎ

　　５０９-７３２１・岐阜県中津川市阿木（その他）・あぎ(そのた)

　　５０８-０００２・岐阜県中津川市阿木川上・あぎかおれ

　　５０９-７３２２・岐阜県中津川市飯沼・いいぬま

　　５０９-９２３１・岐阜県中津川市上野・うえの

　　５０８-００３７・岐阜県中津川市えびす町・えびすちよう

　　５０８-００３３・岐阜県中津川市太田町・おおたまち

　　５０８-００２３・岐阜県中津川市小川町・おがわちよう

　　５０８-０００６・岐阜県中津川市落合・おちあい

　　５０８-０４２１・岐阜県中津川市加子母・かしも

　　５０８-００４５・岐阜県中津川市かやの木町・かやのきちよう

　　５０９-９２０１・岐阜県中津川市川上・かわうえ

　　５０８-００２２・岐阜県中津川市北野町・きたのちよう

　　５０８-００１１・岐阜県中津川市駒場・こまんはﾞ

　　５０８-００１４・岐阜県中津川市駒場町・こまんはﾞちよう

　　５０８-００３２・岐阜県中津川市栄町・さかえまち

　　５０９-９２３２・岐阜県中津川市坂下・さかした

　　５０８-０２０２・岐阜県中津川市下野・しもの

　　５０８-００４４・岐阜県中津川市昭和町・しようわまち

　　５０８-００３８・岐阜県中津川市新町・しんまち

　　５０８-０１１１・岐阜県中津川市瀬戸・せと

　　５０９-９１３１・岐阜県中津川市千旦林・せんだんはﾞやじ

　　５０８-０２０４・岐阜県中津川市高山・たかやま

　　５０８-０２０１・岐阜県中津川市田瀬・たせ

　　５０８-０３５１・岐阜県中津川市付知町・つけちちよう

　　５０８-００１２・岐阜県中津川市津島町・つしまちよう

　　５０８-００１５・岐阜県中津川市手賀野・てがの

　　５０８-０１０１・岐阜県中津川市苗木・なえぎ

　　５０８-０００３・岐阜県中津川市中一色町・なかいつしきちよう

　　５０８-００２１・岐阜県中津川市中川町・なかがわちよう

　　５０８-０００１・岐阜県中津川市中津川・なかつがわ

　　５０９-９１３２・岐阜県中津川市茄子川・なすびがわ

　　５０８-００４２・岐阜県中津川市西宮町・にしみやまち

　　５０８-００４３・岐阜県中津川市八幡町・はちまんちよう

　　５０８-０００４・岐阜県中津川市花戸町・はなどちよう

　　５０８-００３５・岐阜県中津川市東町・ひがしまち

　　５０８-００３６・岐阜県中津川市東宮町・ひがしみやまち

　　５０８-０００５・岐阜県中津川市日の出町・ひのでちよう

　　５０９-８３０１・岐阜県中津川市蛭川・ひるかわ

　　５０８-０２０３・岐阜県中津川市福岡・ふくおか

　　５０８-００４１・岐阜県中津川市本町・ほんまち

　　５０８-０５０２・岐阜県中津川市馬籠・まごめ

　　５０８-０００７・岐阜県中津川市神坂・みさか

　　５０８-００３１・岐阜県中津川市宮前町・みやまえちよう

　　５０８-００２４・岐阜県中津川市桃山町・ももやまちよう

　　５０８-００１３・岐阜県中津川市柳町・やなぎまち

　　５０８-０５０１・岐阜県中津川市山口・やまぐち

　　５０８-００３４・岐阜県中津川市淀川町・よどがわちよう

　　５０１-３７００・岐阜県美濃市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-３７０１・岐阜県美濃市美濃市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　５０１-３７２３・岐阜県美濃市相生町・あいおいちよう

　　５０１-３７６２・岐阜県美濃市藍川・あいかわ

　　５０１-３７１７・岐阜県美濃市安毛・あたげ

　　５０１-３７５６・岐阜県美濃市生櫛・いくじ

　　５０１-３７２９・岐阜県美濃市泉町・いずみちよう

　　５０１-３７２４・岐阜県美濃市魚屋町・うおやちよう

　　５０１-３７１５・岐阜県美濃市梅山町・うめやまちよう

　　５０１-３７８６・岐阜県美濃市乙狩・おとがり

　　５０１-３７７１・岐阜県美濃市大矢田・おやだ

　　５０１-３７７２・岐阜県美濃市楓台・かえでだい

　　５０１-３７６４・岐阜県美濃市笠神・かさがみ

　　５０１-３７２６・岐阜県美濃市加治屋町・かじやちよう

　　５０１-３７８１・岐阜県美濃市片知・かたじ

　　５０１-３７０２・岐阜県美濃市上河和・かみこうわ

　　５０１-３７４３・岐阜県美濃市上条・かみじよう



　　５０１-３７８７・岐阜県美濃市上野・かみの

　　５０１-３７３３・岐阜県美濃市亀野町・かめのちよう

　　５０１-３７８３・岐阜県美濃市神洞・かんほﾞら

　　５０１-３７１２・岐阜県美濃市口野々・くちのの

　　５０１-３７８５・岐阜県美濃市小倉・こくら

　　５０１-３７６３・岐阜県美濃市極楽寺・ごくらくじ

　　５０１-３７３６・岐阜県美濃市米屋町・こめやちよう

　　５０１-３７５４・岐阜県美濃市さくらケ丘・さくらがおか

　　５０１-３７５５・岐阜県美濃市志摩・しま

　　５０１-３７０３・岐阜県美濃市下河和・しもこうわ

　　５０１-３７４５・岐阜県美濃市下渡・しもわたり

　　５０１-３７５２・岐阜県美濃市松栄町・しようえいちよう

　　５０１-３７３７・岐阜県美濃市新町・しんまち

　　５０１-３７０６・岐阜県美濃市須原・すはら

　　５０１-３７１４・岐阜県美濃市曽代・そだい

　　５０１-３７０５・岐阜県美濃市立花・たちはﾞな

　　５０１-３７２５・岐阜県美濃市俵町・たわらまち

　　５０１-３７４４・岐阜県美濃市段町・だんちよう

　　５０１-３７３４・岐阜県美濃市千畝町・ちうねちよう

　　５０１-３７４６・岐阜県美濃市中央・ちゆうおう

　　５０１-３７２２・岐阜県美濃市常盤町・ときわちよう

　　５０１-３７４２・岐阜県美濃市殿町・とのまち

　　５０１-３７１３・岐阜県美濃市富野・とみの

　　５０１-３７２７・岐阜県美濃市永重町・ながしげちよう

　　５０１-３７８２・岐阜県美濃市長瀬・ながせ

　　５０１-３７３５・岐阜県美濃市西市場町・にしいちはﾞちよう

　　５０１-３７３１・岐阜県美濃市東市場町・ひがしいちはﾞちよう

　　５０１-３７１１・岐阜県美濃市樋ケ洞・ひがほら

　　５０１-３７３２・岐阜県美濃市広岡町・ひろおかちよう

　　５０１-３７０４・岐阜県美濃市保木脇・ほきわき

　　５０１-３７１６・岐阜県美濃市前野・まえの

　　５０１-３７５１・岐阜県美濃市松倉台・まつくらだい

　　５０１-３７５３・岐阜県美濃市松森・まつもり

　　５０１-３７８４・岐阜県美濃市御手洗・みたらい

　　５０１-３７４１・岐阜県美濃市港町・みなとまち

　　５０１-３７２８・岐阜県美濃市本住町・もとずみちよう

　　５０１-３７７３・岐阜県美濃市もみじが丘・もみじがおか

　　５０１-３７６１・岐阜県美濃市横越・よこごじ

　　５０１-３７２１・岐阜県美濃市吉川町・よしかわちよう

　　５０１-３７８８・岐阜県美濃市蕨生・わらび

　　５０９-６１００・岐阜県瑞浪市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-６１３１・岐阜県瑞浪市明世町月吉・あきよちようつきよじ

　　５０９-６１３３・岐阜県瑞浪市明世町戸狩・あきよちようとがり

　　５０９-６１３２・岐阜県瑞浪市明世町山野内・あきよちようやまのうち

　　５０９-６１２４・岐阜県瑞浪市一色町・いしきちよう

　　５０９-６１０３・岐阜県瑞浪市稲津町小里・いなつちようおり

　　５０９-６１０２・岐阜県瑞浪市稲津町萩原・いなつちようはぎわら

　　５０９-６１２２・岐阜県瑞浪市上平町・うえだいらちよう

　　５０９-６１２５・岐阜県瑞浪市上野町・うえのまち

　　５０９-６４７１・岐阜県瑞浪市大湫町・おおくてちよう

　　５０９-６１１２・岐阜県瑞浪市小田町・おだちよう

　　５０９-６１０６・岐阜県瑞浪市学園台・がくえんだい

　　５０９-６４７２・岐阜県瑞浪市釜戸町・かまどちよう

　　５０９-６１１５・岐阜県瑞浪市北小田町・きたおだちよう

　　５０９-６１１１・岐阜県瑞浪市下沖町・したおきちよう

　　５０９-６３６３・岐阜県瑞浪市陶町大川・すえちようおおかわ

　　５０９-６３６１・岐阜県瑞浪市陶町猿爪・すえちようましつﾞめ

　　５０９-６３６２・岐阜県瑞浪市陶町水上・すえちようみずかみ

　　５０９-６１２７・岐阜県瑞浪市須野志町・すのしちよう

　　５０９-６１２６・岐阜県瑞浪市高月町・たかつきちよう

　　５０９-６１２３・岐阜県瑞浪市樽上町・たるうえちよう

　　５０９-６１２１・岐阜県瑞浪市寺河戸町・てらかわどちよう

　　５０９-６１０１・岐阜県瑞浪市土岐町・ときちよう

　　５０９-６１１４・岐阜県瑞浪市西小田町・にしおだちよう

　　５０９-６２５１・岐阜県瑞浪市日吉町・ひよしちよう

　　５０９-６１０７・岐阜県瑞浪市穂並・ほなみ

　　５０９-６１０８・岐阜県瑞浪市益見町・ますみちよう

　　５０９-６１３４・岐阜県瑞浪市松ケ瀬町・まつがせちよう

　　５０９-６１１６・岐阜県瑞浪市南小田町・みなみおだちよう

　　５０９-６１２８・岐阜県瑞浪市宮前町・みやまえちよう



　　５０９-６１０５・岐阜県瑞浪市明賀台・みようがだい

　　５０９-６１３５・岐阜県瑞浪市薬師町・やくしちよう

　　５０９-６１０４・岐阜県瑞浪市山田町・やまだちよう

　　５０９-６１１３・岐阜県瑞浪市和合町・わごうちよう

　　５０１-６２００・岐阜県羽島市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-６２０７・岐阜県羽島市足近町・あじかちよう

　　５０１-６２０２・岐阜県羽島市足近町市場・あじかちよういちはﾞ

　　５０１-６２０１・岐阜県羽島市足近町北宿・あじかちようきたじゆく

　　５０１-６２０４・岐阜県羽島市足近町小荒井・あじかちようこあらい

　　５０１-６２０８・岐阜県羽島市足近町坂井・あじかちようさかい

　　５０１-６２０９・岐阜県羽島市足近町直道・あじかちようすぐみち

　　５０１-６２０３・岐阜県羽島市足近町南宿・あじかちようみなみじゆく

　　５０１-６２０５・岐阜県羽島市足近町南之川・あじかちようみなみのかわ

　　５０１-６２３６・岐阜県羽島市江吉良町・えぎらちよう

　　５０１-６２３８・岐阜県羽島市江吉良町江中・えぎらちようえなか

　　５０１-６２３７・岐阜県羽島市江吉良町江西・えぎらちようえにじ

　　５０１-６２３９・岐阜県羽島市江吉良町江南・えぎらちようえみなみ

　　５０１-６２７３・岐阜県羽島市小熊町・おぐまちよう

　　５０１-６２７２・岐阜県羽島市小熊町相田・おぐまちようあいだ

　　５０１-６２６２・岐阜県羽島市小熊町内粟野・おぐまちよううちあわの

　　５０１-６２６３・岐阜県羽島市小熊町江頭・おぐまちようえがしら

　　５０１-６２６６・岐阜県羽島市小熊町川口・おぐまちようかわくち

　　５０１-６２６５・岐阜県羽島市小熊町川口前・おぐまちようかわくちまえ

　　５０１-６２６４・岐阜県羽島市小熊町島・おぐまちようしま

　　５０１-６２５３・岐阜県羽島市小熊町島新道・おぐまちようしましんどう

　　５０１-６２５２・岐阜県羽島市小熊町島前・おぐまちようしままえ

　　５０１-６２６１・岐阜県羽島市小熊町外粟野・おぐまちようそとあわの

　　５０１-６２６７・岐阜県羽島市小熊町天王・おぐまちようてんのう

　　５０１-６２７１・岐阜県羽島市小熊町東小熊・おぐまちようひがしおぐま

　　５０１-６２７４・岐阜県羽島市小熊町西小熊・おぐまちようにしおぐま

　　５０１-６３１２・岐阜県羽島市上中町一色・かみなかちよういしき

　　５０１-６３１７・岐阜県羽島市上中町午北・かみなかちよううまきた

　　５０１-６３１８・岐阜県羽島市上中町沖・かみなかちようおき

　　５０１-６３１９・岐阜県羽島市上中町中・かみなかちようなか

　　５０１-６３１１・岐阜県羽島市上中町長間・かみなかちようながま

　　５０１-６３２３・岐阜県羽島市桑原町午南・くわはﾞらちよううまみなみ

　　５０１-６３２５・岐阜県羽島市桑原町大須・くわはﾞらちようおおす

　　５０１-６３２４・岐阜県羽島市桑原町小薮・くわはﾞらちようこやぶ

　　５０１-６３２７・岐阜県羽島市桑原町西小薮・くわはﾞらちようにしこやぶ

　　５０１-６３２６・岐阜県羽島市桑原町東方・くわはﾞらちようひがしがた

　　５０１-６３２８・岐阜県羽島市桑原町平太・くわはﾞらちようへいた

　　５０１-６３２２・岐阜県羽島市桑原町前野・くわはﾞらちようまえの

　　５０１-６３２１・岐阜県羽島市桑原町八神・くわはﾞらちようやがみ

　　５０１-６３１５・岐阜県羽島市下中町石田・しもなかちよういしだ

　　５０１-６３１６・岐阜県羽島市下中町市之枝・しもなかちよういちのえだ

　　５０１-６３１３・岐阜県羽島市下中町加賀野井・しもなかちようかがのい

　　５０１-６３１４・岐阜県羽島市下中町城屋敷・しもなかちようしろやしき

　　５０１-６２０６・岐阜県羽島市新生町・しんせいちよう

　　５０１-６２４１・岐阜県羽島市竹鼻町・たけはなちよう

　　５０１-６２３３・岐阜県羽島市竹鼻町飯柄・たけはなちよういいがら

　　５０１-６２３１・岐阜県羽島市竹鼻町神楽・たけはなちようかぐら

　　５０１-６２３２・岐阜県羽島市竹鼻町狐穴・たけはなちようきつねあな

　　５０１-６２３４・岐阜県羽島市竹鼻町駒塚・たけはなちようこまつﾞか

　　５０１-６２４２・岐阜県羽島市竹鼻町錦町・たけはなちようにしきまち

　　５０１-６２４３・岐阜県羽島市竹鼻町西野町・たけはなちようにしのまち

　　５０１-６２３５・岐阜県羽島市竹鼻町蜂尻・たけはなちようはちじり

　　５０１-６２４４・岐阜県羽島市竹鼻町丸の内・たけはなちようまるのうち

　　５０１-６２５５・岐阜県羽島市福寿町浅平・ふくじゆちようあさひら

　　５０１-６２５６・岐阜県羽島市福寿町千代田・ふくじゆちようちよだ

　　５０１-６２５７・岐阜県羽島市福寿町平方・ふくじゆちようひらかた

　　５０１-６２５４・岐阜県羽島市福寿町本郷・ふくじゆちようほんごう

　　５０１-６２５１・岐阜県羽島市福寿町間島・ふくじゆちようまじま

　　５０１-６３０２・岐阜県羽島市舟橋町・ふなはﾞしちよう

　　５０１-６３０４・岐阜県羽島市舟橋町出須賀・ふなはﾞしちようですか

　　５０１-６３０３・岐阜県羽島市舟橋町本町・ふなはﾞしちようほんまち

　　５０１-６３０１・岐阜県羽島市舟橋町宮北・ふなはﾞしちようみやきた

　　５０１-６３３８・岐阜県羽島市堀津町須賀中・ほつつちようすかなか

　　５０１-６３３６・岐阜県羽島市堀津町須賀西・ほつつちようすかにじ

　　５０１-６３３５・岐阜県羽島市堀津町須賀南・ほつつちようすかみなみ

　　５０１-６３３２・岐阜県羽島市堀津町須賀北・ほつつちようすかきた



　　５０１-６３３７・岐阜県羽島市堀津町中屋敷・ほつつちようなかやしき

　　５０１-６３３３・岐阜県羽島市堀津町東山・ほつつちようひがしやま

　　５０１-６３３４・岐阜県羽島市堀津町前谷・ほつつちようまえだに

　　５０１-６３３１・岐阜県羽島市堀津町横手・ほつつちようよこて

　　５０１-６３３０・岐阜県羽島市堀津町（その他）・ほつつちよう(そのた)

　　５０１-６２２５・岐阜県羽島市正木町新井・まさきちようあらい

　　５０１-６２２４・岐阜県羽島市正木町大浦・まさきちようおおうら

　　５０１-６２２３・岐阜県羽島市正木町大浦新田・まさきちようおおうらしんでん

　　５０１-６２１２・岐阜県羽島市正木町上大浦・まさきちようかみおおうら

　　５０１-６２２９・岐阜県羽島市正木町坂丸・まさきちようさかまる

　　５０１-６２１６・岐阜県羽島市正木町須賀・まさきちようすか

　　５０１-６２１５・岐阜県羽島市正木町須賀赤松・まさきちようすかあかまつ

　　５０１-６２１４・岐阜県羽島市正木町須賀池端・まさきちようすかいけはた

　　５０１-６２１７・岐阜県羽島市正木町須賀小松・まさきちようすかこまつ

　　５０１-６２１８・岐阜県羽島市正木町須賀本村・まさきちようすかほんむら

　　５０１-６２２８・岐阜県羽島市正木町不破一色・まさきちようふわいしき

　　５０１-６２２７・岐阜県羽島市正木町曲利・まさきちようまがり

　　５０１-６２１３・岐阜県羽島市正木町光法寺・まさきちようみつほうじ

　　５０１-６２２６・岐阜県羽島市正木町三ツ柳・まさきちようみつやなぎ

　　５０１-６２１１・岐阜県羽島市正木町南及・まさきちようみなみおよび

　　５０１-６２２１・岐阜県羽島市正木町森・まさきちようもり

　　５０１-６２２２・岐阜県羽島市正木町森新田・まさきちようもりしんでん

　　５０９-７２００・岐阜県恵那市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-７７３１・岐阜県恵那市明智町・あけちちよう

　　５０９-７７２５・岐阜県恵那市明智町阿妻・あけちちようあつﾞま

　　５０９-７７２１・岐阜県恵那市明智町大泉・あけちちようおおいずみ

　　５０９-７７２３・岐阜県恵那市明智町大田・あけちちようおおた

　　５０９-７７２６・岐阜県恵那市明智町吉良見・あけちちようきらみ

　　５０９-７７０２・岐阜県恵那市明智町杉野・あけちちようすぎの

　　５０９-７７０１・岐阜県恵那市明智町野志・あけちちようのじ

　　５０９-７７１１・岐阜県恵那市明智町東方・あけちちようひがしがた

　　５０９-７７２４・岐阜県恵那市明智町横通・あけちちようよこどおり

　　５０９-７７０８・岐阜県恵那市明智町（新井町）・あけちちよう(あらいちよう)

　　５０９-７７０３・岐阜県恵那市明智町（市場町）・あけちちよう(いちはﾞちよう)

　　５０９-７７０４・岐阜県恵那市明智町（駅前町）・あけちちよう(えきまえちよう)

　　５０９-７７１３・岐阜県恵那市明智町（片平町）・あけちちよう(かたひらちよう)

　　５０９-７７０５・岐阜県恵那市明智町（新町）・あけちちよう(しんまち)

　　５０９-７７０７・岐阜県恵那市明智町（滝坂住宅）・あけちちよう(たきざかじゆうたく)

　　５０９-７７１４・岐阜県恵那市明智町（常盤町）・あけちちよう(ときわちよう)

　　５０９-７７２２・岐阜県恵那市明智町（徳間町）・あけちちよう(とくまちよう)

　　５０９-７７１５・岐阜県恵那市明智町（東町）・あけちちよう(ひがしまち)

　　５０９-７７１８・岐阜県恵那市明智町（東山町）・あけちちよう(ひがしやまちよう)

　　５０９-７７１６・岐阜県恵那市明智町（本町）・あけちちよう(ほんまち)

　　５０９-７７１２・岐阜県恵那市明智町（的場町）・あけちちよう(まとはﾞちよう)

　　５０９-７７１７・岐阜県恵那市明智町（宮町）・あけちちよう(みやまち)

　　５０９-７７０６・岐阜県恵那市明智町（向町）・あけちちよう(むかいまち)

　　５０９-８２３２・岐阜県恵那市飯地町・いいじちよう

　　５０９-７４０３・岐阜県恵那市岩村町・いわむらちよう

　　５０９-７４０１・岐阜県恵那市岩村町飯羽間・いわむらちよういいはﾞま

　　５０９-７４０２・岐阜県恵那市岩村町富田・いわむらちようとみだ

　　５０９-７２０１・岐阜県恵那市大井町・おおいちよう

　　５０９-７２０６・岐阜県恵那市長島町久須見・おさしまちようくすみ

　　５０９-７２０３・岐阜県恵那市長島町正家・おさしまちようしようげ

　　５０９-７２０４・岐阜県恵那市長島町永田・おさしまちようながた

　　５０９-７２０５・岐阜県恵那市長島町中野・おさしまちようなかの

　　５０９-７２１１・岐阜県恵那市長島町鍋山・おさしまちようなべやま

　　５０９-７２０７・岐阜県恵那市笠置町河合・かさぎちようかわい

　　５０９-７２０９・岐阜県恵那市笠置町毛呂窪・かさぎちようけろくほﾞ

　　５０９-７２０８・岐阜県恵那市笠置町姫栗・かさぎちようひめぐり

　　５０９-７５２１・岐阜県恵那市上矢作町・かみやはぎちよう

　　５０９-７５１１・岐阜県恵那市上矢作町漆原・かみやはぎちよううるしはら

　　５０９-７５１３・岐阜県恵那市上矢作町小田子・かみやはぎちようこだこ

　　５０９-７５１２・岐阜県恵那市上矢作町下・かみやはぎちようしも

　　５０９-７５０２・岐阜県恵那市上矢作町（飯田洞）・かみやはぎちよう(いいだほﾞら)

　　５０９-７５０１・岐阜県恵那市上矢作町（木ノ実）・かみやはぎちよう(きのみ)

　　５０９-７５０４・岐阜県恵那市上矢作町（小笹原）・かみやはぎちよう(こざさはら)

　　５０９-７５０５・岐阜県恵那市上矢作町（島）・かみやはぎちよう(しま)

　　５０９-７５０３・岐阜県恵那市上矢作町（達原）・かみやはぎちよう(たつはﾞら)

　　５０９-７５０６・岐阜県恵那市上矢作町（本郷）・かみやはぎちよう(ほんごう)

　　５０９-７５０７・岐阜県恵那市上矢作町（横道）・かみやはぎちよう(よこみち)



　　５０９-７８３１・岐阜県恵那市串原・くしはら

　　５０９-７８１４・岐阜県恵那市串原（相走）・くしはら(あいはﾞしり)

　　５０９-７８１６・岐阜県恵那市串原（岩倉）・くしはら(いわくら)

　　５０９-７８２１・岐阜県恵那市串原（大平）・くしはら(おおだいら)

　　５０９-７８１３・岐阜県恵那市串原（大竹）・くしはら(おおたけ)

　　５０９-７８１５・岐阜県恵那市串原（大野）・くしはら(おおの)

　　５０９-７８２４・岐阜県恵那市串原（大簗）・くしはら(おおやな)

　　５０９-７８２２・岐阜県恵那市串原（柿畑）・くしはら(かきはﾞた)

　　５０９-７８２５・岐阜県恵那市串原（川ケ渡）・くしはら(かわかど)

　　５０９-７８２６・岐阜県恵那市串原（木根）・くしはら(きね)

　　５０９-７８２３・岐阜県恵那市串原（閑羅瀬）・くしはら(しずらせ)

　　５０９-７８０２・岐阜県恵那市串原（平山）・くしはら(たいらやま)

　　５０９-７８０４・岐阜県恵那市串原（戸中）・くしはら(とちゆう)

　　５０９-７８０１・岐阜県恵那市串原（中沢）・くしはら(なかさわ)

　　５０９-７８１１・岐阜県恵那市串原（福原）・くしはら(ふくはﾞら)

　　５０９-７８０６・岐阜県恵那市串原（松林）・くしはら(まつはﾞやし)

　　５０９-７８０３・岐阜県恵那市串原（松本）・くしはら(まつもと)

　　５０９-７８０５・岐阜県恵那市串原（峯）・くしはら(みね)

　　５０９-７８１２・岐阜県恵那市串原（森上）・くしはら(もりあげ)

　　５０９-７１２６・岐阜県恵那市武並町新竹折・たけなみちようしんたけおり

　　５０９-７１２２・岐阜県恵那市武並町竹折・たけなみちようたけおり

　　５０９-７１２１・岐阜県恵那市武並町藤・たけなみちようふじ

　　５０９-８２３１・岐阜県恵那市中野方町・なかのほうちよう

　　５０９-７２０２・岐阜県恵那市東野・ひがしの

　　５０９-７１２４・岐阜県恵那市三郷町佐々良木・みさとちようさざらぎ

　　５０９-７１２３・岐阜県恵那市三郷町野井・みさとちようのい

　　５０９-７１２５・岐阜県恵那市三郷町椋実・みさとちようむくのみ

　　５０９-７６０４・岐阜県恵那市山岡町釜屋・やまおかちようかまや

　　５０９-７６０３・岐阜県恵那市山岡町上手向・やまおかちようかみとうげ

　　５０９-７６０１・岐阜県恵那市山岡町久保原・やまおかちようくほﾞはら

　　５０９-７６０７・岐阜県恵那市山岡町下手向・やまおかちようしもとうげ

　　５０９-７６０８・岐阜県恵那市山岡町田沢・やまおかちようたざわ

　　５０９-７６０６・岐阜県恵那市山岡町田代・やまおかちようたしろ

　　５０９-７６０２・岐阜県恵那市山岡町馬場山田・やまおかちようはﾞはﾞやまだ

　　５０９-７６０５・岐阜県恵那市山岡町原・やまおかちようはら

　　５０５-００００・岐阜県美濃加茂市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０５-００２９・岐阜県美濃加茂市あじさいヶ丘・あじさいがおか

　　５０５-０００８・岐阜県美濃加茂市伊深町・いぶかちよう

　　５０５-００４１・岐阜県美濃加茂市太田町・おおたちよう

　　５０５-００４２・岐阜県美濃加茂市太田本町・おおたほんまち

　　５０５-００３５・岐阜県美濃加茂市大手町・おおてまち

　　５０５-００４４・岐阜県美濃加茂市加茂川町・かもがわちよう

　　５０５-００５６・岐阜県美濃加茂市加茂野町市橋・かものちよういちはじ

　　５０５-００５５・岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺・かものちよういなべ

　　５０５-００５２・岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉・かものちよういまいずみ

　　５０５-００５４・岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野・かものちようかもの

　　５０５-００５３・岐阜県美濃加茂市加茂野町木野・かものちようこの

　　５０５-００５１・岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣・かものちようたかのす

　　５０５-００２２・岐阜県美濃加茂市川合町・かわいちよう

　　５０５-００４５・岐阜県美濃加茂市草笛町・くさぶえちよう

　　５０５-００１０・岐阜県美濃加茂市健康のまち・けんこうのまち

　　５０５-００３４・岐阜県美濃加茂市古井町下古井・こびちようしもこび

　　５０５-００２５・岐阜県美濃加茂市島町・しまちよう

　　５０５-００２６・岐阜県美濃加茂市清水町・しみずちよう

　　５０５-００１５・岐阜県美濃加茂市下米田町今・しもよねだちよういま

　　５０５-００１７・岐阜県美濃加茂市下米田町小山・しもよねだちようこやま

　　５０５-００１９・岐阜県美濃加茂市下米田町為岡・しもよねだちようためおか

　　５０５-００１８・岐阜県美濃加茂市下米田町西脇・しもよねだちようにしわき

　　５０５-００１３・岐阜県美濃加茂市下米田町信友・しもよねだちようのぶとも

　　５０５-００１４・岐阜県美濃加茂市下米田町則光・しもよねだちようのりみつ

　　５０５-００１１・岐阜県美濃加茂市下米田町東栃井・しもよねだちようひがしとちい

　　５０５-００１２・岐阜県美濃加茂市下米田町山本・しもよねだちようやまもと

　　５０５-００３１・岐阜県美濃加茂市新池町・しんいけちよう

　　５０５-００３２・岐阜県美濃加茂市田島町・たじまちよう

　　５０５-００３８・岐阜県美濃加茂市中部台・ちゆうぶだい

　　５０５-００３３・岐阜県美濃加茂市中富町・なかとみちよう

　　５０５-００４６・岐阜県美濃加茂市西町・にしまち

　　５０５-００２３・岐阜県美濃加茂市野笹町・のざさちよう

　　５０５-００３９・岐阜県美濃加茂市蜂屋台・はちやだい

　　５０５-０００６・岐阜県美濃加茂市蜂屋町伊瀬・はちやちよういぜ



　　５０５-０００４・岐阜県美濃加茂市蜂屋町上蜂屋・はちやちようかみはちや

　　５０５-０００５・岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋・はちやちようなかはちや

　　５０５-０００７・岐阜県美濃加茂市蜂屋町下蜂屋・はちやちようしもはちや

　　５０５-０００９・岐阜県美濃加茂市蜂屋町矢田・はちやちようやた

　　５０５-００４３・岐阜県美濃加茂市深田町・ふかたちよう

　　５０５-００２７・岐阜県美濃加茂市本郷町・ほんごうちよう

　　５０５-００３７・岐阜県美濃加茂市前平町・まえひらちよう

　　５０５-００１６・岐阜県美濃加茂市牧野・まきの

　　５０５-００２４・岐阜県美濃加茂市御門町・みかどちよう

　　５０５-０００２・岐阜県美濃加茂市三和町川浦・みわちようかわうら

　　５０５-０００１・岐阜県美濃加茂市三和町廿屋・みわちようつつﾞや

　　５０５-００２１・岐阜県美濃加茂市森山町・もりやまちよう

　　５０５-００２８・岐阜県美濃加茂市山崎町・やまざきちよう

　　５０５-００３６・岐阜県美濃加茂市山手町・やまてちよう

　　５０５-０００３・岐阜県美濃加茂市山之上町・やまのうえちよう

　　５０９-５１００・岐阜県土岐市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-５４０３・岐阜県土岐市旭ケ丘町・あさひがおかちよう

　　５０９-５１４４・岐阜県土岐市泉池ノ上町・いずみいけのうえちよう

　　５０９-５１４１・岐阜県土岐市泉岩畑町・いずみいわはﾞたちよう

　　５０９-５１０７・岐阜県土岐市泉梅ノ木町・いずみうめのきちよう

　　５０９-５１３６・岐阜県土岐市泉大島町・いずみおおしまちよう

　　５０９-５１５１・岐阜県土岐市泉大坪町・いずみおおつほﾞちよう

　　５０９-５１４５・岐阜県土岐市泉大沼町・いずみおおぬまちよう

　　５０９-５１７１・岐阜県土岐市泉北山町・いずみきたやまちよう

　　５０９-５１４７・岐阜県土岐市泉郷町・いずみごうまち

　　５０９-５１３４・岐阜県土岐市泉島田町・いずみしまだちよう

　　５０９-５１３３・岐阜県土岐市泉神栄町・いずみしんえいちよう

　　５０９-５１５２・岐阜県土岐市泉寺下町・いずみてらしたちよう

　　５０９-５１３１・岐阜県土岐市泉寺田町・いずみてらだちよう

　　５０９-５１０４・岐阜県土岐市泉中窯町・いずみなかがまちよう

　　５０９-５１０６・岐阜県土岐市泉仲森町・いずみなかもりちよう

　　５０９-５１０５・岐阜県土岐市泉西窯町・いずみにしがまちよう

　　５０９-５１５３・岐阜県土岐市泉西原町・いずみにしはらちよう

　　５０９-５１５４・岐阜県土岐市泉西山町・いずみにしやまちよう

　　５０９-５１０３・岐阜県土岐市泉東窯町・いずみひがしがまちよう

　　５０９-５１４６・岐阜県土岐市泉明治町・いずみめいじまち

　　５０９-５１３５・岐阜県土岐市泉森下町・いずみもりしたちよう

　　５０９-５１６１・岐阜県土岐市泉が丘町・いずみがおかちよう

　　５０９-５１３２・岐阜県土岐市泉町大富・いずみちようおおとみ

　　５０９-５１０１・岐阜県土岐市泉町河合・いずみちようかわい

　　５０９-５１４２・岐阜県土岐市泉町久尻・いずみちようくじり

　　５０９-５１０２・岐阜県土岐市泉町定林寺・いずみちようじようりんじ

　　５０９-５１４３・岐阜県土岐市泉日之出町・いずみひのでちよう

　　５０９-５２０１・岐阜県土岐市下石阿庄町・おろしあしようちよう

　　５０９-５２０３・岐阜県土岐市下石陶史台・おろしとうしだい

　　５０９-５２０２・岐阜県土岐市下石町・おろしちよう

　　５０９-５４０２・岐阜県土岐市曽木町・そぎちよう

　　５０９-５４０１・岐阜県土岐市駄知町・だちちよう

　　５０９-５３０２・岐阜県土岐市妻木平成町・つまぎへいせいちよう

　　５０９-５３０１・岐阜県土岐市妻木町・つまぎちよう

　　５０９-５３１２・岐阜県土岐市鶴里町柿野・つるさとちようかきの

　　５０９-５３１１・岐阜県土岐市鶴里町細野・つるさとちようほその

　　５０９-５１２７・岐阜県土岐市土岐ヶ丘・ときがおか

　　５０９-５１２４・岐阜県土岐市土岐口中町・ときぐちなかまち

　　５０９-５１２３・岐阜県土岐市土岐口南町・ときぐちみなみまち

　　５０９-５１２６・岐阜県土岐市土岐口北町・ときぐちきたまち

　　５０９-５１２１・岐阜県土岐市土岐津町高山・ときつちようたかやま

　　５０９-５１２２・岐阜県土岐市土岐津町土岐口・ときつちようときぐち

　　５０９-５１１７・岐阜県土岐市肥田浅野朝日町・ひだあさのあさひまち

　　５０９-５１１８・岐阜県土岐市肥田浅野梅ノ木町・ひだあさのうめのきちよう

　　５０９-５１１２・岐阜県土岐市肥田浅野笠神町・ひだあさのかさがみちよう

　　５０９-５１１１・岐阜県土岐市肥田浅野双葉町・ひだあさのふたはﾞちよう

　　５０９-５１１３・岐阜県土岐市肥田浅野元町・ひだあさのもとまち

　　５０９-５１１６・岐阜県土岐市肥田浅野矢落町・ひだあさのやおちちよう

　　５０９-５１１４・岐阜県土岐市肥田町浅野・ひだちようあさの

　　５０９-５４０３・岐阜県土岐市肥田町肥田（２８６～２８７)・ひだちようひだ

　　５０９-５１１５・岐阜県土岐市肥田町肥田（その他）・ひだちようひだ(そのた)

　　５０９-５１２５・岐阜県土岐市御幸町・みゆきちよう

　　５０４-００００・岐阜県各務原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-０１１１・岐阜県各務原市鵜沼・うぬま



　　５０９-０１４５・岐阜県各務原市鵜沼朝日町・うぬまあさひまち

　　５０９-０１４４・岐阜県各務原市鵜沼大伊木町・うぬまおおいぎちよう

　　５０９-０１４１・岐阜県各務原市鵜沼各務原町・うぬまかかみがはらちよう

　　５０９-０１４７・岐阜県各務原市鵜沼川崎町・うぬまかわさきちよう

　　５０９-０１４３・岐阜県各務原市鵜沼小伊木町・うぬまこいぎちよう

　　５０９-０１１７・岐阜県各務原市鵜沼大安寺町・うぬまだいあんじちよう

　　５０９-０１３５・岐阜県各務原市鵜沼羽場町・うぬまははﾞちよう

　　５０９-０１２６・岐阜県各務原市鵜沼東町・うぬまひがしまち

　　５０９-０１３２・岐阜県各務原市鵜沼西町・うぬまにしまち

　　５０９-０１３３・岐阜県各務原市鵜沼古市場町・うぬまふるいちはﾞちよう

　　５０９-０１２３・岐阜県各務原市鵜沼宝積寺町・うぬまほうしやくじちよう

　　５０９-０１３４・岐阜県各務原市鵜沼真名越町・うぬままなごしちよう

　　５０９-０１４２・岐阜県各務原市鵜沼丸子町・うぬままるこちよう

　　５０９-０１４６・岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町・うぬまみついけちよう

　　５０９-０１２５・岐阜県各務原市鵜沼南町・うぬまみなみまち

　　５０９-０１２４・岐阜県各務原市鵜沼山崎町・うぬまやまざきちよう

　　５０９-０１２１・岐阜県各務原市鵜沼台・うぬまだい

　　５０４-０９３１・岐阜県各務原市大佐野町・おおざのちよう

　　５０４-０９３４・岐阜県各務原市大野町・おおのちよう

　　５０４-０００４・岐阜県各務原市尾崎西町・おざきにしまち

　　５０４-０００３・岐阜県各務原市尾崎南町・おざきみなみまち

　　５０４-０００２・岐阜県各務原市尾崎北町・おざききたまち

　　５０９-０１０４・岐阜県各務原市各務おがせ町・かかみおがせちよう

　　５０９-０１０２・岐阜県各務原市各務車洞・かかみくるまほら

　　５０９-０１０３・岐阜県各務原市各務東町・かかみひがしまち

　　５０９-０１０６・岐阜県各務原市各務西町・かかみにしまち

　　５０９-０１０７・岐阜県各務原市各務船山町・かかみふなやまちよう

　　５０９-０１０５・岐阜県各務原市各務山の前町・かかみやまのまえちよう

　　５０４-０９３３・岐阜県各務原市神置町・かみおきちよう

　　５０４-０９２６・岐阜県各務原市上中屋町・かみなかやちよう

　　５０４-０９７１・岐阜県各務原市川崎町・かわさきちよう

　　５０１-６０２１・岐阜県各務原市川島笠田町・かわしまかさだまち

　　５０１-６０２９・岐阜県各務原市川島北山町・かわしまきたやままち

　　５０１-６０２３・岐阜県各務原市川島小網町・かわしまこあみまち

　　５０１-６０２５・岐阜県各務原市川島河田町・かわしまこうだまち

　　５０１-６０２４・岐阜県各務原市川島竹早町・かわしまたけはやまち

　　５０１-６０２２・岐阜県各務原市川島松倉町・かわしままつくらまち

　　５０１-６０２６・岐阜県各務原市川島松原町・かわしままつはﾞらまち

　　５０１-６０２７・岐阜県各務原市川島緑町・かわしまみどりまち

　　５０１-６０２８・岐阜県各務原市川島渡町・かわしまわたりまち

　　５０４-０９５７・岐阜県各務原市金属団地・きんぞくだんち

　　５０４-０９４２・岐阜県各務原市小佐野町・こざのちよう

　　５０９-０１２７・岐阜県各務原市桜木町・さくらぎちよう

　　５０４-０９２４・岐阜県各務原市下切町・しもぎりちよう

　　５０４-０９３２・岐阜県各務原市下中屋町・しもなかやちよう

　　５０４-０９２７・岐阜県各務原市上戸町・じようごちよう

　　５０９-０１２２・岐阜県各務原市新鵜沼台・しんうぬまだい

　　５０９-０１０１・岐阜県各務原市須衛・すえ

　　５０９-０１０８・岐阜県各務原市須衛町・すえちよう

　　５０４-０８４１・岐阜県各務原市蘇原赤羽根町・そはらあかはﾞねちよう

　　５０４-０８２４・岐阜県各務原市蘇原旭町・そはらあさひまち

　　５０４-０８０８・岐阜県各務原市蘇原飛鳥町・そはらあずかちよう

　　５０４-０８５１・岐阜県各務原市蘇原伊吹町・そはらいぶきちよう

　　５０４-０８４７・岐阜県各務原市蘇原大島町・そはらおおしまちよう

　　５０４-０８２５・岐阜県各務原市蘇原柿沢町・そはらかきざわちよう

　　５０４-０８２３・岐阜県各務原市蘇原菊園町・そはらきくぞのちよう

　　５０４-０８０１・岐阜県各務原市蘇原北山町・そはらきたやまちよう

　　５０４-０８４４・岐阜県各務原市蘇原吉新町・そはらきちしんちよう

　　５０４-０８２９・岐阜県各務原市蘇原希望町・そはらきほﾞうちよう

　　５０４-０８０７・岐阜県各務原市蘇原清住町・そはらきよずみちよう

　　５０４-０８５３・岐阜県各務原市蘇原熊田町・そはらくまたちよう

　　５０４-０８１４・岐阜県各務原市蘇原興亜町・そはらこうあまち

　　５０４-０８１２・岐阜県各務原市蘇原坂井町・そはらさかいちよう

　　５０４-０８２２・岐阜県各務原市蘇原栄町・そはらさかえまち

　　５０４-０８２６・岐阜県各務原市蘇原早苗町・そはらさなえちよう

　　５０４-０８４５・岐阜県各務原市蘇原申子町・そはらさるこちよう

　　５０４-０８２７・岐阜県各務原市蘇原沢上町・そはらさわがみちよう

　　５０４-０８５６・岐阜県各務原市蘇原島崎町・そはらしまさきちよう

　　５０４-０８０５・岐阜県各務原市蘇原昭栄町・そはらしようえいちよう

　　５０４-０８５５・岐阜県各務原市蘇原新栄町・そはらしんさかえまち



　　５０４-０８０４・岐阜県各務原市蘇原新生町・そはらしんせいちよう

　　５０４-０８２１・岐阜県各務原市蘇原瑞雲町・そはらずいうんちよう

　　５０４-０８４３・岐阜県各務原市蘇原青雲町・そはらせいうんちよう

　　５０４-０８１３・岐阜県各務原市蘇原中央町・そはらちゆうおうちよう

　　５０４-０９０３・岐阜県各務原市蘇原月丘町・そはらつきおかちよう

　　５０４-０８４２・岐阜県各務原市蘇原寺島町・そはらてらじまちよう

　　５０４-０８１５・岐阜県各務原市蘇原東栄町・そはらとうえいちよう

　　５０４-０８０３・岐阜県各務原市蘇原東門町・そはらとうもんちよう

　　５０４-０８０６・岐阜県各務原市蘇原外山町・そはらとやまちよう

　　５０４-０８５４・岐阜県各務原市蘇原野口町・そはらのぐちちよう

　　５０４-０８３２・岐阜県各務原市蘇原花園町・そはらはなぞのちよう

　　５０４-０８１６・岐阜県各務原市蘇原東島町・そはらひがしじまちよう

　　５０４-０８５２・岐阜県各務原市蘇原古市場町・そはらふるいちはﾞちよう

　　５０４-０８０９・岐阜県各務原市蘇原北陽町・そはらほくようちよう

　　５０４-０９０４・岐阜県各務原市蘇原三柿野町・そはらみかきのちよう

　　５０４-０８３１・岐阜県各務原市蘇原瑞穂町・そはらみずほちよう

　　５０４-０９０２・岐阜県各務原市蘇原緑町・そはらみどりまち

　　５０４-００１２・岐阜県各務原市蘇原宮代町・そはらみやだいちよう

　　５０４-００１３・岐阜県各務原市蘇原宮塚町・そはらみやつﾞかちよう

　　５０４-０８２８・岐阜県各務原市蘇原村雨町・そはらむらさめちよう

　　５０４-０８０２・岐阜県各務原市蘇原持田町・そはらもちだちよう

　　５０４-０８４６・岐阜県各務原市蘇原吉野町・そはらよしのちよう

　　５０４-０９０５・岐阜県各務原市蘇原六軒町・そはらろつけんちよう

　　５０４-０８１１・岐阜県各務原市蘇原和合町・そはらわごうちよう

　　５０９-０１３１・岐阜県各務原市つつじが丘・つつじがおか

　　５０９-０１０９・岐阜県各務原市テクノプラザ・てくのふﾟらざ

　　５０４-０９６２・岐阜県各務原市那加吾妻町・なかあつﾞまちよう

　　５０４-００３６・岐阜県各務原市那加荒田町・なかあらたちよう

　　５０４-０００７・岐阜県各務原市那加芦原町・なかあわらちよう

　　５０４-００４４・岐阜県各務原市那加石山町・なかいしやまちよう

　　５０４-００４７・岐阜県各務原市那加岩地町・なかいわちちよう

　　５０４-０８３７・岐阜県各務原市那加甥田町・なかおいだちよう

　　５０４-０００９・岐阜県各務原市那加扇平・なかおおぎひら

　　５０４-００３３・岐阜県各務原市那加大谷町・なかおおたにちよう

　　５０４-０００１・岐阜県各務原市那加大洞・なかおおほﾞら

　　５０４-０９０８・岐阜県各務原市那加織田町・なかおだちよう

　　５０４-００１６・岐阜県各務原市那加御屋敷町・なかおやしきちよう

　　５０４-００３１・岐阜県各務原市那加兼橋町・なかかねはしちよう

　　５０４-０９４３・岐阜県各務原市那加萱場町・なかかやはﾞちよう

　　５０４-０００５・岐阜県各務原市那加柄山町・なかからやまちよう

　　５０４-０９６３・岐阜県各務原市那加北栄町・なかきたさかえまち

　　５０４-００１１・岐阜県各務原市那加北洞町・なかきたほﾞらちよう

　　５０４-０００８・岐阜県各務原市那加桐野町・なかきりのちよう

　　５０４-０９０６・那加桐野外二ケ所大字入会地・ほかにかしよおおあざにゆうかいち

　　５０４-０９１６・岐阜県各務原市那加楠町・なかくすのきちよう

　　５０４-００３７・岐阜県各務原市那加五反田町・なかごたんだちよう

　　５０４-０００６・岐阜県各務原市那加琴が丘町・なかことがおかちよう

　　５０４-００２４・岐阜県各務原市那加幸町・なかさいわいちよう

　　５０４-０９５４・岐阜県各務原市那加栄町・なかさかえまち

　　５０４-０９１２・岐阜県各務原市那加桜町・なかさくらまち

　　５０４-０８３４・岐阜県各務原市那加昭南町・なかしようなんちよう

　　５０４-０９５８・岐阜県各務原市那加新加納町・なかしんかのうちよう

　　５０４-００４５・岐阜県各務原市那加新田町・なかしんでんちよう

　　５０４-０９６１・岐阜県各務原市那加新那加町・なかしんなかちよう

　　５０４-００３２・岐阜県各務原市那加神田町・なかじんでんちよう

　　５０４-０９０７・岐阜県各務原市那加住吉町・なかすみよしちよう

　　５０４-００２３・岐阜県各務原市那加太平町・なかたいへいちよう

　　５０４-０９１３・岐阜県各務原市那加大東町・なかだいとうちよう

　　５０４-００３８・岐阜県各務原市那加大門町・なかだいもんちよう

　　５０４-００４３・岐阜県各務原市那加手力町・なかてちﾞからちよう

　　５０４-００２２・岐阜県各務原市那加東亜町・なかとうあちよう

　　５０４-０９０１・岐阜県各務原市那加東新町・なかとうしんちよう

　　５０４-００４１・岐阜県各務原市那加土山町・なかどやまちよう

　　５０４-００４６・岐阜県各務原市那加長塚町・なかながつかちよう

　　５０４-００１８・岐阜県各務原市那加西市場町・なかにしいちはﾞちよう

　　５０４-０９５９・岐阜県各務原市那加西浦町・なかにしうらちよう

　　５０４-０９５２・岐阜県各務原市那加西那加町・なかにしなかちよう

　　５０４-０９６８・岐阜県各務原市那加西野町・なかにしのまち

　　５０４-０９４５・岐阜県各務原市那加日新町・なかにつしんちよう

　　５０４-００２５・岐阜県各務原市那加野畑町・なかのはﾞたちよう



　　５０４-０９０９・岐阜県各務原市那加信長町・なかのぶながちよう

　　５０４-０８３９・岐阜県各務原市那加巾下町・なかははﾞしたちよう

　　５０４-００３４・岐阜県各務原市那加浜見町・なかはまみちよう

　　５０４-０９５３・岐阜県各務原市那加東那加町・なかひがしなかちよう

　　５０４-００１５・岐阜県各務原市那加東野町・なかひがしのちよう

　　５０４-０９６５・岐阜県各務原市那加日之出町・なかひのでちよう

　　５０４-０８３６・岐阜県各務原市那加雲雀町・なかひはﾞりちよう

　　５０４-０９５１・岐阜県各務原市那加日吉町・なかひよしちよう

　　５０４-０８３８・岐阜県各務原市那加不動丘・なかふどうがおか

　　５０４-０９６６・岐阜県各務原市那加本町・なかほんまち

　　５０４-００２６・岐阜県各務原市那加前野町・なかまえのちよう

　　５０４-００２１・岐阜県各務原市那加前洞新町・なかまえほﾞらしんまち

　　５０４-０９４４・岐阜県各務原市那加緑町・なかみどりまち

　　５０４-０９５５・岐阜県各務原市那加南栄町・なかみなみさかえまち

　　５０４-００３５・岐阜県各務原市那加宮浦町・なかみやうらちよう

　　５０４-０９６４・岐阜県各務原市那加元町・なかもとまち

　　５０４-０９１１・岐阜県各務原市那加門前町・なかもんぜんちよう

　　５０４-００４２・岐阜県各務原市那加山後町・なかやまうしろちよう

　　５０４-００１４・岐阜県各務原市那加山崎町・なかやまざきちよう

　　５０４-００１７・岐阜県各務原市那加山下町・なかやましたちよう

　　５０４-０８３５・岐阜県各務原市那加雄飛ケ丘町・なかゆうひがおかちよう

　　５０４-０９６７・岐阜県各務原市那加楽天地町・なからくてんちちよう

　　５０４-０９３５・岐阜県各務原市成清町・なるきよちよう

　　５０４-０８３３・岐阜県各務原市入会町・にゆうかいちよう

　　５０４-０８６１・岐阜県各務原市東山・ひがしやま

　　５０４-０９２２・岐阜県各務原市前渡東町・まえどひがしまち

　　５０４-０９２３・岐阜県各務原市前渡西町・まえどにしまち

　　５０４-０９２１・岐阜県各務原市前渡北町・まえどきたまち

　　５０９-０１３６・岐阜県各務原市松が丘・まつがおか

　　５０４-０９２５・岐阜県各務原市松本町・まつもとちよう

　　５０４-０９５６・岐阜県各務原市三井北町・みいきたまち

　　５０４-０９４１・岐阜県各務原市三井町・みいちよう

　　５０４-０９１４・岐阜県各務原市三井東町・みいひがしまち

　　５０４-０９１５・岐阜県各務原市三井山町・みいやまちよう

　　５０４-０９２８・岐阜県各務原市山脇町・やまわきちよう

　　５０９-０１１４・岐阜県各務原市緑苑中・りよくえんなか

　　５０９-０１１３・岐阜県各務原市緑苑東・りよくえんひがじ

　　５０９-０１１６・岐阜県各務原市緑苑西・りよくえんにじ

　　５０９-０１１５・岐阜県各務原市緑苑南・りよくえんみなみ

　　５０９-０１１２・岐阜県各務原市緑苑北・りよくえんきた

　　５０９-０２００・岐阜県可児市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-０２５９・岐阜県可児市愛岐ケ丘・あいぎがおか

　　５０９-０２１５・岐阜県可児市石井・いしい

　　５０９-０２１６・岐阜県可児市石森・いしもり

　　５０９-０２４６・岐阜県可児市今・いま

　　５０９-０２０７・岐阜県可児市今渡・いまわたり

　　５０９-０２３８・岐阜県可児市大森・おおもり

　　５０９-０２３９・岐阜県可児市大森台・おおもりだい

　　５０９-０２３３・岐阜県可児市柿下・かきした

　　５０９-０２１２・岐阜県可児市柿田・かきだ

　　５０９-０２６６・岐阜県可児市帷子新町・かたびらしんまち

　　５０９-０２３７・岐阜県可児市桂ケ丘・かつらがおか

　　５０５-０１３０・岐阜県可児市兼山・かねやま

　　５０９-０２０１・岐阜県可児市川合・かわい

　　５０９-０２０８・岐阜県可児市川合北・かわいきた

　　５０９-０２２４・岐阜県可児市久々利・くくり

　　５０９-０２３４・岐阜県可児市久々利柿下入会・くくりかきしたにゆうかい

　　５０９-０２５５・岐阜県可児市光陽台・こうようだい

　　５０９-０２４１・岐阜県可児市坂戸・さかど

　　５０９-０２３５・岐阜県可児市桜ケ丘・さくらがおか

　　５０９-０２３６・岐阜県可児市皐ケ丘・さつきがおか

　　５０９-０２５１・岐阜県可児市塩・しお

　　５０９-０２４８・岐阜県可児市清水ケ丘・しみずがおか

　　５０９-０２０３・岐阜県可児市下恵土・しもえど

　　５０９-０２４５・岐阜県可児市下切・しもぎり

　　５０９-０２４７・岐阜県可児市塩河・しゆうが

　　５０９-０２６２・岐阜県可児市菅刈・すげかり

　　５０９-０２１３・岐阜県可児市瀬田・せた

　　５０９-０２０４・岐阜県可児市禅台寺・ぜんだいじ

　　５０９-０２０５・岐阜県可児市徳野南・とくのみなみ



　　５０９-０２０６・岐阜県可児市土田・どた

　　５０９-０２０２・岐阜県可児市中恵土・なかえど

　　５０９-０２５７・岐阜県可児市長坂・ながさか

　　５０９-０２５４・岐阜県可児市長洞・ながほら

　　５０９-０２６５・岐阜県可児市西帷子・にしかたびら

　　５０９-０２６１・岐阜県可児市虹ケ丘・にじがおか

　　５０９-０２３２・岐阜県可児市二野・にの

　　５０９-０２２２・岐阜県可児市羽崎・はざき

　　５０９-０２６４・岐阜県可児市鳩吹台・はとふきだい

　　５０９-０２２３・岐阜県可児市羽生ケ丘・はにゆうがおか

　　５０９-０２５６・岐阜県可児市東帷子・ひがしかたびら

　　５０９-０２４９・岐阜県可児市姫ケ丘・ひめがおか

　　５０９-０２１７・岐阜県可児市平貝戸・ひらがいと

　　５０９-０２１４・岐阜県可児市広見・ひろみ

　　５０９-０２２１・岐阜県可児市広眺ケ丘・ひろみがおか

　　５０９-０２１１・岐阜県可児市渕之上・ふちのうえ

　　５０９-０２３０・岐阜県可児市星見台・ほしみだい

　　５０９-０２１８・岐阜県可児市松伏・まつぶせ

　　５０９-０２５０・岐阜県可児市美里ケ丘・みさとがおか

　　５０９-０２４０・岐阜県可児市みずきケ丘・みずきがおか

　　５０９-０２６３・岐阜県可児市緑・みどり

　　５０９-０２３１・岐阜県可児市緑ケ丘・みどりがおか

　　５０９-０２５３・岐阜県可児市室原・むろはら

　　５０９-０２５２・岐阜県可児市矢戸・やと

　　５０９-０２４２・岐阜県可児市谷迫間・やはﾞさま

　　５０９-０２５８・岐阜県可児市若葉台・わかはﾞだい

　　５０１-２１００・岐阜県山県市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-２２５２・岐阜県山県市相戸・あいど

　　５０１-２２５６・岐阜県山県市青波・あおなみ

　　５０１-２１１１・岐阜県山県市赤尾・あかお

　　５０１-２１０２・岐阜県山県市伊佐美・いさみ

　　５０１-２２５９・岐阜県山県市岩佐・いわさ

　　５０１-２１１５・岐阜県山県市梅原・うめはら

　　５０１-２３０２・岐阜県山県市円原・えんはﾞら

　　５０１-２１０１・岐阜県山県市大桑・おおが

　　５０１-２１２３・岐阜県山県市大森・おおもり

　　５０１-２２５１・岐阜県山県市柿野・かきの

　　５０１-２１３２・岐阜県山県市掛・かけ

　　５０１-２３０３・岐阜県山県市片原・かたはら

　　５０１-２３０１・岐阜県山県市神崎・かんざき

　　５０１-２３３１・岐阜県山県市葛原・くずはら

　　５０１-２１２４・岐阜県山県市小倉・こぐら

　　５０１-２１１４・岐阜県山県市佐賀・さが

　　５０１-２３１４・岐阜県山県市笹賀・ささが

　　５０１-２３１２・岐阜県山県市佐野・さの

　　５０１-２１０３・岐阜県山県市椎倉・しぐら

　　５０１-２１３３・岐阜県山県市上願・じようがん

　　５０１-２１２１・岐阜県山県市大門・だいもん

　　５０１-２１１３・岐阜県山県市高木・たかき

　　５０１-２１０５・岐阜県山県市高富・たかとみ

　　５０１-２３１５・岐阜県山県市田栗・たぐり

　　５０１-２３２１・岐阜県山県市谷合・たにあい

　　５０１-２３１１・岐阜県山県市椿・つはﾞき

　　５０１-２２５４・岐阜県山県市出戸・でと

　　５０１-２３１３・岐阜県山県市徳永・とくなが

　　５０１-２２５７・岐阜県山県市富永・とみなが

　　５０１-２１３５・岐阜県山県市長滝・ながたき

　　５０１-２２５８・岐阜県山県市中洞・なかほら

　　５０１-２１１２・岐阜県山県市西深瀬・にしふかせ

　　５０１-２１０４・岐阜県山県市東深瀬・ひがしふかせ

　　５０１-２２５３・岐阜県山県市日永・ひなが

　　５０１-２１３１・岐阜県山県市平井・ひらい

　　５０１-２１２２・岐阜県山県市藤倉・ふじくら

　　５０１-２２５５・岐阜県山県市船越・ふなこじ

　　５０１-２１２５・岐阜県山県市洞田・ほらだ

　　５０１-２１３４・岐阜県山県市松尾・まつお

　　５０１-０２００・岐阜県瑞穂市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-０３０２・岐阜県瑞穂市居倉・いくら

　　５０１-０２２４・岐阜県瑞穂市稲里・いなさと

　　５０１-０２３４・岐阜県瑞穂市牛牧・うしき



　　５０１-０３０６・岐阜県瑞穂市大月・おおつき

　　５０１-０３０７・岐阜県瑞穂市唐栗・からくり

　　５０１-０２３７・岐阜県瑞穂市犀川・さいかわ

　　５０１-０３１１・岐阜県瑞穂市重里・しげさと

　　５０１-０３１３・岐阜県瑞穂市十七条・じゆうしちじよう

　　５０１-０３１４・岐阜県瑞穂市十八条・じゆうはちじよう

　　５０１-０２３５・岐阜県瑞穂市十九条・じゆうくじよう

　　５０１-０２２５・岐阜県瑞穂市祖父江・そぶえ

　　５０１-０２２１・岐阜県瑞穂市只越・ただこじ

　　５０１-０３０４・岐阜県瑞穂市田之上・たのかみ

　　５０１-０３２３・岐阜県瑞穂市中宮・なかみや

　　５０１-０３０１・岐阜県瑞穂市七崎・ななさき

　　５０１-０２１１・岐阜県瑞穂市生津・なまつﾞ

　　５０１-０２１４・岐阜県瑞穂市生津外宮東町・なまつﾞげぐうひがしまち

　　５０１-０２１７・岐阜県瑞穂市生津外宮前町・なまつﾞげぐうまえまち

　　５０１-０２１２・岐阜県瑞穂市生津滝坪町・なまつﾞたきつほﾞまち

　　５０１-０２１５・岐阜県瑞穂市生津天王東町・なまつﾞてんのうひがしまち

　　５０１-０２１６・岐阜県瑞穂市生津天王町・なまつﾞてんのうまち

　　５０１-０２１３・岐阜県瑞穂市生津内宮町・なまつﾞないぐうまち

　　５０１-０２３２・岐阜県瑞穂市野田新田・のだしんでん

　　５０１-０２３１・岐阜県瑞穂市野白新田・のはﾞくしんでん

　　５０１-０２０１・岐阜県瑞穂市馬場・はﾞはﾞ

　　５０１-０２０６・岐阜県瑞穂市馬場北町・はﾞはﾞきたまち

　　５０１-０２０５・岐阜県瑞穂市馬場小城町・はﾞはﾞこしろまち

　　５０１-０２０３・岐阜県瑞穂市馬場上光町・はﾞはﾞじようこうまち

　　５０１-０２０４・岐阜県瑞穂市馬場春雨町・はﾞはﾞはるさめまち

　　５０１-０２０２・岐阜県瑞穂市馬場前畑町・はﾞはﾞまえはたまち

　　５０１-０３２２・岐阜県瑞穂市古橋・ふるはじ

　　５０１-０２２２・岐阜県瑞穂市別府・べつふﾟ

　　５０１-０２３３・岐阜県瑞穂市宝江・ほうえ

　　５０１-０２２３・岐阜県瑞穂市穂積・ほつﾞみ

　　５０１-０２３６・岐阜県瑞穂市本田・ほんでん

　　５０１-０３１２・岐阜県瑞穂市美江寺・みえじ

　　５０１-０３０５・岐阜県瑞穂市宮田・みやでん

　　５０１-０３０３・岐阜県瑞穂市森・もり

　　５０１-０３２１・岐阜県瑞穂市横屋・よこや

　　５０１-０３２４・岐阜県瑞穂市呂久・ろく

　　５０６-１１００・岐阜県飛騨市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０６-１１２１・岐阜県飛騨市神岡町旭ケ丘・かみおかちようあさひがおか

　　５０６-１１４７・岐阜県飛騨市神岡町東雲・かみおかちようあずも

　　５０６-１１４９・岐阜県飛騨市神岡町阿曽保・かみおかちようあそほﾞ

　　５０６-１１３１・岐阜県飛騨市神岡町麻生野・かみおかちようあそや

　　５０６-１１６２・岐阜県飛騨市神岡町朝浦・かみおかちようあそら

　　５０６-１２１２・岐阜県飛騨市神岡町跡津川・かみおかちようあとつがわ

　　５０６-１１３２・岐阜県飛騨市神岡町石神・かみおかちよういしがみ

　　５０６-１１０６・岐阜県飛騨市神岡町伊西・かみおかちよういにじ

　　５０６-１１０３・岐阜県飛騨市神岡町岩井谷・かみおかちよういわいだに

　　５０６-１１０２・岐阜県飛騨市神岡町打保・かみおかちよううつほﾞ

　　５０６-１１２５・岐阜県飛騨市神岡町江馬町・かみおかちようえまちよう

　　５０６-１１５８・岐阜県飛騨市神岡町柏原・かみおかちようかしはら

　　５０６-１１４５・岐阜県飛騨市神岡町釜崎・かみおかちようかまさき

　　５０６-１１４３・岐阜県飛騨市神岡町小萱・かみおかちようこかや

　　５０６-１１２２・岐阜県飛騨市神岡町坂富町・かみおかちようさかとみちよう

　　５０６-１１２６・岐阜県飛騨市神岡町桜ケ丘・かみおかちようさくらがおか

　　５０６-１２１１・岐阜県飛騨市神岡町佐古・かみおかちようさこ

　　５０６-１１１４・岐阜県飛騨市神岡町鹿間・かみおかちようしかま

　　５０６-１１０７・岐阜県飛騨市神岡町下之本・かみおかちようしものもと

　　５０６-１１２３・岐阜県飛騨市神岡町城ケ丘・かみおかちようしろがおか

　　５０６-１２０４・岐阜県飛騨市神岡町杉山・かみおかちようすぎやま

　　５０６-１１３３・岐阜県飛騨市神岡町数河・かみおかちようすごう

　　５０６-１１５７・岐阜県飛騨市神岡町巣山・かみおかちようすやま

　　５０６-１１０８・岐阜県飛騨市神岡町瀬戸・かみおかちようせと

　　５０６-１１４８・岐阜県飛騨市神岡町館野町・かみおかちようたてのちよう

　　５０６-１２０１・岐阜県飛騨市神岡町谷・かみおかちようたに

　　５０６-１１５２・岐阜県飛騨市神岡町寺林・かみおかちようてらはﾞやじ

　　５０６-１２１３・岐阜県飛騨市神岡町土・かみおかちようど

　　５０６-１１２１・岐阜県飛騨市神岡町殿・かみおかちようとの

　　５０６-１２０２・岐阜県飛騨市神岡町中山・かみおかちようなかやま

　　５０６-１１５１・岐阜県飛騨市神岡町梨ケ根・かみおかちようなしがね

　　５０６-１１５５・岐阜県飛騨市神岡町西・かみおかちようにじ



　　５０６-１２１５・岐阜県飛騨市神岡町西漆山・かみおかちようにしうるしやま

　　５０６-１２０６・岐阜県飛騨市神岡町西茂住・かみおかちようにしもずみ

　　５０６-１１４１・岐阜県飛騨市神岡町野首・かみおかちようのくび

　　５０６-１２１６・岐阜県飛騨市神岡町東漆山・かみおかちようひがしうるしやま

　　５０６-１１１１・岐阜県飛騨市神岡町東町・かみおかちようひがしまち

　　５０６-１２０５・岐阜県飛騨市神岡町東茂住・かみおかちようひがしもずみ

　　５０６-１１５４・岐阜県飛騨市神岡町伏方・かみおかちようふせがた

　　５０６-１２１７・岐阜県飛騨市神岡町二ツ屋・かみおかちようふたつや

　　５０６-１１６１・岐阜県飛騨市神岡町船津・かみおかちようふなつ

　　５０６-１１５３・岐阜県飛騨市神岡町堀之内・かみおかちようほりのうち

　　５０６-１２１４・岐阜県飛騨市神岡町牧・かみおかちようまき

　　５０６-１１６１・岐阜県飛騨市神岡町牧ケ平・かみおかちようまきがひら

　　５０６-１１４２・岐阜県飛騨市神岡町丸山・かみおかちようまるやま

　　５０６-１１４６・岐阜県飛騨市神岡町緑ケ丘・かみおかちようみどりがおか

　　５０６-１１０４・岐阜県飛騨市神岡町森茂・かみおかちようもりも

　　５０６-１１５６・岐阜県飛騨市神岡町山田・かみおかちようやまだ

　　５０６-１１２４・岐阜県飛騨市神岡町夕陽ケ丘・かみおかちようゆうひがおか

　　５０６-１２０３・岐阜県飛騨市神岡町横山・かみおかちようよこやま

　　５０６-１１１３・岐阜県飛騨市神岡町吉ケ原・かみおかちようよしがはら

　　５０６-１１４４・岐阜県飛騨市神岡町吉田・かみおかちようよしだ

　　５０６-１１１１・岐阜県飛騨市神岡町六郎・かみおかちようろくろう

　　５０６-１１０１・岐阜県飛騨市神岡町和佐府・かみおかちようわさふ

　　５０６-１１０５・岐阜県飛騨市神岡町和佐保・かみおかちようわさほﾞ

　　５０６-１１１２・岐阜県飛騨市神岡町割石・かみおかちようわりいじ

　　５０９-４３１５・岐阜県飛騨市河合町天生・かわいちようあもう

　　５０９-４３１２・岐阜県飛騨市河合町稲越・かわいちよういなごえ

　　５０９-４３０３・岐阜県飛騨市河合町有家・かわいちよううけ

　　５０９-４３１１・岐阜県飛騨市河合町大谷・かわいちようおおたに

　　５０９-４３１６・岐阜県飛騨市河合町元田・かわいちようげんだ

　　５０９-４３０２・岐阜県飛騨市河合町小無雁・かわいちようこむかり

　　５０９-４３１７・岐阜県飛騨市河合町上ケ島・かわいちようじようがしま

　　５０９-４３１８・岐阜県飛騨市河合町新名・かわいちようしんみよう

　　５０９-４３１４・岐阜県飛騨市河合町月ケ瀬・かわいちようつきがせ

　　５０９-４３０１・岐阜県飛騨市河合町角川・かわいちようつのがわ

　　５０９-４３０６・岐阜県飛騨市河合町中沢上・かわいちようなかぞうれ

　　５０９-４３０４・岐阜県飛騨市河合町羽根・かわいちようはね

　　５０６-０２７１・岐阜県飛騨市河合町舟原・かわいちようふなはﾞら

　　５０９-４３１３・岐阜県飛騨市河合町保・かわいちようほ

　　５０９-４３０５・岐阜県飛騨市河合町保木林・かわいちようほきはﾞやじ

　　５０９-４２５２・岐阜県飛騨市古川町朝開町・ふるかわちようあさびらきまち

　　５０９-４２３４・岐阜県飛騨市古川町壱之町・ふるかわちよういちのまち

　　５０９-４２６５・岐阜県飛騨市古川町畦畑・ふるかわちよううねはた

　　５０９-４２５５・岐阜県飛騨市古川町大野町・ふるかわちようおおのちよう

　　５０９-４２２２・岐阜県飛騨市古川町片原町・ふるかわちようかたはらちよう

　　５０９-４２２５・岐阜県飛騨市古川町金森町・ふるかわちようかなもりちよう

　　５０９-４２１２・岐阜県飛騨市古川町上気多・ふるかわちようかみきた

　　５０９-４２６３・岐阜県飛騨市古川町上野・ふるかわちようかみの

　　５０９-４２５４・岐阜県飛騨市古川町上町・ふるかわちようかんまち

　　５０９-４２４３・岐阜県飛騨市古川町貴船町・ふるかわちようきふねちよう

　　５０９-４２７５・岐阜県飛騨市古川町黒内・ふるかわちようくろうち

　　５０９-４２０３・岐阜県飛騨市古川町袈裟丸・ふるかわちようけさまる

　　５０９-４２４５・岐阜県飛騨市古川町幸栄町・ふるかわちようこうえいちよう

　　５０９-４２４４・岐阜県飛騨市古川町是重・ふるかわちようこれしげ

　　５０９-４２３７・岐阜県飛騨市古川町栄・ふるかわちようさかえ

　　５０９-４２７４・岐阜県飛騨市古川町笹ケ洞・ふるかわちようささがほら

　　５０９-４２３６・岐阜県飛騨市古川町三之町・ふるかわちようさんのまち

　　５０９-４２１３・岐阜県飛騨市古川町下気多・ふるかわちようしもきた

　　５０９-４２６１・岐阜県飛騨市古川町下野・ふるかわちようしもの

　　５０９-４２３１・岐阜県飛騨市古川町新栄町・ふるかわちようしんさかえまち

　　５０９-４２０５・岐阜県飛騨市古川町末真・ふるかわちようすえざね

　　５０９-４２３３・岐阜県飛騨市古川町末広町・ふるかわちようすえひろちよう

　　５０９-４２１５・岐阜県飛騨市古川町杉崎・ふるかわちようすぎさき

　　５０９-４２０１・岐阜県飛騨市古川町数河・ふるかわちようすごう

　　５０９-４２１１・岐阜県飛騨市古川町太江・ふるかわちようたいえ

　　５０９-４２５６・岐阜県飛騨市古川町高野・ふるかわちようたかの

　　５０９-４２７１・岐阜県飛騨市古川町谷・ふるかわちようたに

　　５０９-４２７３・岐阜県飛騨市古川町寺地・ふるかわちようてらじ

　　５０９-４２０２・岐阜県飛騨市古川町戸市・ふるかわちようといち

　　５０９-４２２４・岐阜県飛騨市古川町殿町・ふるかわちようとのまち

　　５０９-４２６２・岐阜県飛騨市古川町中野・ふるかわちようなかの



　　５０９-４２５３・岐阜県飛騨市古川町南成町・ふるかわちようなんせいちよう

　　５０９-４２３５・岐阜県飛騨市古川町弐之町・ふるかわちようにのまち

　　５０９-４２１４・岐阜県飛騨市古川町沼町・ふるかわちようぬままち

　　５０９-４２０４・岐阜県飛騨市古川町野口・ふるかわちようのぐち

　　５０９-４２７２・岐阜県飛騨市古川町信包・ふるかわちようのぶか

　　５０９-４２２３・岐阜県飛騨市古川町東町・ふるかわちようひがしまち

　　５０９-４２６４・岐阜県飛騨市古川町平岩・ふるかわちようひらいわ

　　５０９-４２３２・岐阜県飛騨市古川町本町・ふるかわちようほんまち

　　５０９-４２４２・岐阜県飛騨市古川町増島町・ふるかわちようますしまちよう

　　５０９-４２５１・岐阜県飛騨市古川町宮城町・ふるかわちようみやぎちよう

　　５０９-４２４１・岐阜県飛騨市古川町向町・ふるかわちようむかいまち

　　５０９-４２２１・岐阜県飛騨市古川町若宮・ふるかわちようわかみや

　　５０９-４５４１・岐阜県飛騨市宮川町小豆沢・みやがわちようあずきざわ

　　５０９-４５３１・岐阜県飛騨市宮川町鮎飛・みやがわちようあゆとび

　　５０９-４５４５・岐阜県飛騨市宮川町打保・みやがわちよううつほﾞ

　　５０９-４４１４・岐阜県飛騨市宮川町大無雁・みやがわちようおおむかり

　　５０９-４４１５・岐阜県飛騨市宮川町落合・みやがわちようおちあい

　　５０９-４４１２・岐阜県飛騨市宮川町岸奥・みやがわちようきしおく

　　５０９-４５４３・岐阜県飛騨市宮川町桑野・みやがわちようくわの

　　５０９-４４１３・岐阜県飛騨市宮川町小谷・みやがわちようこだに

　　５０９-４４０３・岐阜県飛騨市宮川町三川原・みやがわちようさんがわら

　　５０９-４５３３・岐阜県飛騨市宮川町塩屋・みやがわちようしおや

　　５０９-４４０１・岐阜県飛騨市宮川町菅沼・みやがわちようすがぬま

　　５０９-４５４２・岐阜県飛騨市宮川町杉原・みやがわちようすぎはら

　　５０９-４４０４・岐阜県飛騨市宮川町巣之内・みやがわちようすのうち

　　５０９-４５３１・岐阜県飛騨市宮川町巣納谷・みやがわちようすのだに

　　５０９-４４２１・岐阜県飛騨市宮川町高牧・みやがわちようたかまき

　　５０９-４４０２・岐阜県飛騨市宮川町種蔵・みやがわちようたねくら

　　５０９-４５４４・岐阜県飛騨市宮川町戸谷・みやがわちようとだに

　　５０９-４５３４・岐阜県飛騨市宮川町中沢上・みやがわちようなかぞれ

　　５０９-４４２２・岐阜県飛騨市宮川町西忍・みやがわちようにししのび

　　５０９-４５３５・岐阜県飛騨市宮川町祢宜ケ沢上・みやがわちようねがそれ

　　５０９-４４１１・岐阜県飛騨市宮川町野首・みやがわちようのくび

　　５０９-４４２３・岐阜県飛騨市宮川町林・みやがわちようはやじ

　　５０９-４５３２・岐阜県飛騨市宮川町洞・みやがわちようほら

　　５０９-４４０６・岐阜県飛騨市宮川町牧戸・みやがわちようまきど

　　５０９-４４０５・岐阜県飛騨市宮川町丸山・みやがわちようまるやま

　　５０９-４４２４・岐阜県飛騨市宮川町森安・みやがわちようもりやす

　　５０１-０４００・岐阜県本巣市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-０４７５・岐阜県本巣市浅木・あさぎ

　　５０１-０４１５・岐阜県本巣市有里・ありさと

　　５０１-０４１０・岐阜県本巣市石神・いしがみ

　　５０１-０４０５・岐阜県本巣市石原・いしはら

　　５０１-０４７６・岐阜県本巣市海老・かいろう

　　５０１-０４１４・岐阜県本巣市数屋・かずや

　　５０１-０４１１・岐阜県本巣市上高屋・かみたかや

　　５０１-０４０１・岐阜県本巣市上保・かみのほ

　　５０１-０４６１・岐阜県本巣市上真桑・かみまくわ

　　５０１-０４６５・岐阜県本巣市軽海・かるみ

　　５０１-０４０３・岐阜県本巣市北野・きたの

　　５０１-１２３２・岐阜県本巣市金原・きんはﾞら

　　５０１-０４０２・岐阜県本巣市郡府・ぐんぶ

　　５０１-１２３５・岐阜県本巣市神海・こうみ

　　５０１-０４６３・岐阜県本巣市小柿・こがき

　　５０１-０４７４・岐阜県本巣市国領・こくりよう

　　５０１-１２３４・岐阜県本巣市木知原・こちほﾞら

　　５０１-１２３６・岐阜県本巣市佐原・さわら

　　５０１-０４１８・岐阜県本巣市七五三・しめ

　　５０１-０４７２・岐阜県本巣市下福島・しもふくじま

　　５０１-０４６６・岐阜県本巣市下真桑・しもまくわ

　　５０１-０４６４・岐阜県本巣市十四条・じゆうしじよう

　　５０１-０４１６・岐阜県本巣市随原・ずいはら

　　５０１-１２０５・岐阜県本巣市曽井中島・そいなかじま

　　５０１-０４６２・岐阜県本巣市宗慶・そうけい

　　５０１-１２３３・岐阜県本巣市外山・とやま

　　５０１-０４１２・岐阜県本巣市長屋・ながや

　　５０１-１２３６・岐阜県本巣市鍋原・なべら

　　５０１-０４７３・岐阜県本巣市温井・ぬくい

　　５０１-１５２４・岐阜県本巣市根尾板所・ねおいたしよ

　　５０１-１５２１・岐阜県本巣市根尾市場・ねおいちはﾞ



　　５０１-１５２５・岐阜県本巣市根尾今村・ねおいまむら

　　５０１-１５２７・岐阜県本巣市根尾宇津志・ねおうつじ

　　５０１-１５３５・岐阜県本巣市根尾大井・ねおおおい

　　５０１-１５０７・岐阜県本巣市根尾大河原・ねおおおかわら

　　５０１-１５１４・岐阜県本巣市根尾奥谷・ねおおくだに

　　５０１-１５１８・岐阜県本巣市根尾小鹿・ねおおじか

　　５０１-１５３２・岐阜県本巣市根尾越卒・ねおおつそ

　　５０１-１５０１・岐阜県本巣市根尾越波・ねおおつはﾟ

　　５０１-１５３１・岐阜県本巣市根尾門脇・ねおかどわき

　　５０１-１５１１・岐阜県本巣市根尾上大須・ねおかみおおす

　　５０１-１５２３・岐阜県本巣市根尾川原・ねおかわら

　　５０１-１５１５・岐阜県本巣市根尾口谷・ねおくちだに

　　５０１-１５０２・岐阜県本巣市根尾黒津・ねおくろつﾞ

　　５０１-１５３４・岐阜県本巣市根尾神所・ねおこうどころ

　　５０１-１５１２・岐阜県本巣市根尾下大須・ねおしもおおす

　　５０１-１５２８・岐阜県本巣市根尾高尾・ねおたかお

　　５０１-１５２２・岐阜県本巣市根尾樽見・ねおたるみ

　　５０１-１５０４・岐阜県本巣市根尾天神堂・ねおてんじんどう

　　５０１-１５３３・岐阜県本巣市根尾中・ねおなか

　　５０１-１５０５・岐阜県本巣市根尾長島・ねおながしま

　　５０１-１５０３・岐阜県本巣市根尾長嶺・ねおながみね

　　５０１-１５１７・岐阜県本巣市根尾西板屋・ねおにしいたや

　　５０１-１５０６・岐阜県本巣市根尾能郷・ねおのうごう

　　５０１-１５１６・岐阜県本巣市根尾東板屋・ねおひがしいたや

　　５０１-１５２６・岐阜県本巣市根尾平野・ねおひらの

　　５０１-１５１３・岐阜県本巣市根尾松田・ねおまつだ

　　５０１-１５２９・岐阜県本巣市根尾水鳥・ねおみどり

　　５０１-１５３６・岐阜県本巣市根尾八谷・ねおやたに

　　５０１-０４１９・岐阜県本巣市早野・はやの

　　５０１-０４０４・岐阜県本巣市春近・はるちか

　　５０１-１２３１・岐阜県本巣市日当・ひなた

　　５０１-０４０７・岐阜県本巣市仏生寺・ぶつしようじ

　　５０１-１２０３・岐阜県本巣市宝珠ハイツ・ほうじゆはいつ

　　５０１-１２０２・岐阜県本巣市法林寺・ほうりんじ

　　５０１-０４７１・岐阜県本巣市政田・まさだ

　　５０１-０４０６・岐阜県本巣市三橋・みつはじ

　　５０１-０４１３・岐阜県本巣市見延・みのべ

　　５０１-１２０３・岐阜県本巣市文殊・もんじゆ

　　５０１-０４１７・岐阜県本巣市屋井・やい

　　５０１-１２０１・岐阜県本巣市山口・やまぐち

　　５０１-４２００・岐阜県郡上市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-５１１１・岐阜県郡上市白鳥町阿多岐・しろとりちようあたぎ

　　５０１-５２３１・岐阜県郡上市白鳥町石徹白・しろとりちよういとしろ

　　５０１-５１２４・岐阜県郡上市白鳥町大島・しろとりちようおおしま

　　５０１-５１１５・岐阜県郡上市白鳥町恩地・しろとりちようおんじ

　　５０１-５１２５・岐阜県郡上市白鳥町越佐・しろとりちようこつさ

　　５０１-５１２１・岐阜県郡上市白鳥町白鳥・しろとりちようしろとり

　　５０１-５１２２・岐阜県郡上市白鳥町為真・しろとりちようためざに

　　５０１-５１０４・岐阜県郡上市白鳥町長滝・しろとりちようながたき

　　５０１-５１２３・岐阜県郡上市白鳥町中津屋・しろとりちようなかつや

　　５０１-５１１６・岐阜県郡上市白鳥町中西・しろとりちようなかにじ

　　５０１-５１１４・岐阜県郡上市白鳥町那留・しろとりちようなる

　　５０１-５１１３・岐阜県郡上市白鳥町野添・しろとりちようのぞえ

　　５０１-５１０５・岐阜県郡上市白鳥町干田野・しろとりちようひたの

　　５０１-５１０３・岐阜県郡上市白鳥町二日町・しろとりちようふつかまち

　　５０１-５１０２・岐阜県郡上市白鳥町歩岐島・しろとりちようほきじま

　　５０１-５１０１・岐阜県郡上市白鳥町前谷・しろとりちようまえだに

　　５０１-５１２６・岐阜県郡上市白鳥町向小駄良・しろとりちようむかいこだら

　　５０１-５１１２・岐阜県郡上市白鳥町六ノ里・しろとりちようろくのり

　　５０１-５３０４・岐阜県郡上市高鷲町鮎立・たかすちようあゆたて

　　５０１-５３０３・岐阜県郡上市高鷲町大鷲・たかすちようおおわじ

　　５０１-５３０４・岐阜県郡上市高鷲町切立・たかすちようきつたて

　　５０１-５３０５・岐阜県郡上市高鷲町西洞・たかすちようにしほﾞら

　　５０１-５３０１・岐阜県郡上市高鷲町ひるがの・たかすちようひるがの

　　５０１-５３０２・岐阜県郡上市高鷲町鷲見・たかすちようわしみ

　　５０１-５３０２・岐阜県郡上市高鷲町鷲見（上野）・たかすちようわしみ(うえの)

　　５０１-４２３６・岐阜県郡上市八幡町相生・はちまんちようあいおい

　　５０１-４２０５・岐阜県郡上市八幡町安久田・はちまんちようあくだ

　　５０１-４２０４・岐阜県郡上市八幡町旭・はちまんちようあさひ

　　５０１-４２３５・岐阜県郡上市八幡町有坂・はちまんちようありさか



　　５０１-４２０１・岐阜県郡上市八幡町有穂・はちまんちようありほ

　　５０１-４２０２・岐阜県郡上市八幡町市島・はちまんちよういちしま

　　５０１-４２２３・岐阜県郡上市八幡町稲成・はちまんちよういなり

　　５０１-４４５１・岐阜県郡上市八幡町入間・はちまんちよういりま

　　５０１-４２１９・岐阜県郡上市八幡町大手町・はちまんちようおおてまち

　　５０１-４２１７・岐阜県郡上市八幡町尾崎町・はちまんちようおさきちよう

　　５０１-４４５５・岐阜県郡上市八幡町小那比・はちまんちようおなび

　　５０１-４２２１・岐阜県郡上市八幡町小野・はちまんちようおの

　　５０１-４２３１・岐阜県郡上市八幡町河鹿・はちまんちようかじか

　　５０１-４２１８・岐阜県郡上市八幡町鍛冶屋町・はちまんちようかじやまち

　　５０１-４２３４・岐阜県郡上市八幡町五町・はちまんちようごちよう

　　５０１-４２１５・岐阜県郡上市八幡町肴町・はちまんちようさかなまち

　　５０１-４２２８・岐阜県郡上市八幡町桜町・はちまんちようさくらまち

　　５０１-４２３８・岐阜県郡上市八幡町島・はちまんちようしま

　　５０１-４２２２・岐阜県郡上市八幡町島谷・はちまんちようしまだに

　　５０１-４２２４・岐阜県郡上市八幡町城南町・はちまんちようじようなんちよう

　　５０１-４２１２・岐阜県郡上市八幡町職人町・はちまんちようしよくにんまち

　　５０１-４２０３・岐阜県郡上市八幡町初納・はちまんちようしよのう

　　５０１-４２２６・岐阜県郡上市八幡町新町・はちまんちようしんまち

　　５０１-４４５３・岐阜県郡上市八幡町洲河・はちまんちようすごう

　　５０１-４２３３・岐阜県郡上市八幡町瀬取・はちまんちようせとり

　　５０１-４２２５・岐阜県郡上市八幡町大正町・はちまんちようたいしようまち

　　５０１-４２１３・岐阜県郡上市八幡町殿町・はちまんちようとのまち

　　５０１-４２１１・岐阜県郡上市八幡町中坪・はちまんちようなかつほﾞ

　　５０１-４２３７・岐阜県郡上市八幡町那比・はちまんちようなび

　　５０１-４２０７・岐阜県郡上市八幡町西乙原・はちまんちようにしおつはﾟら

　　５０１-４４５４・岐阜県郡上市八幡町野々倉・はちまんちようののくら

　　５０１-４２２７・岐阜県郡上市八幡町橋本町・はちまんちようはしもとちよう

　　５０１-４２３２・岐阜県郡上市八幡町初音・はちまんちようはつね

　　５０１-４２１６・岐阜県郡上市八幡町本町・はちまんちようほんまち

　　５０１-４４５２・岐阜県郡上市八幡町美山・はちまんちようみやま

　　５０１-４２４１・岐阜県郡上市八幡町向山・はちまんちようむかいやま

　　５０１-４２１４・岐阜県郡上市八幡町柳町・はちまんちようやなぎまち

　　５０１-４２０６・岐阜県郡上市八幡町吉野・はちまんちようよしの

　　５０１-４１０４・岐阜県郡上市美並町梅原・みなみちよううめはら

　　５０１-４１０７・岐阜県郡上市美並町大原・みなみちようおおはら

　　５０１-４１０１・岐阜県郡上市美並町上田・みなみちようかみた

　　５０１-４１０２・岐阜県郡上市美並町高砂・みなみちようたかさご

　　５０１-４１０６・岐阜県郡上市美並町白山・みなみちようはくさん

　　５０１-４１０５・岐阜県郡上市美並町三戸・みなみちようみと

　　５０１-４１０３・岐阜県郡上市美並町山田・みなみちようやまだ

　　５０１-４３０１・岐阜県郡上市明宝大谷・めいほうおおたに

　　５０１-４３０５・岐阜県郡上市明宝小川・めいほうおがわ

　　５０１-４３０４・岐阜県郡上市明宝奥住・めいほうおくずみ

　　５０１-４３０２・岐阜県郡上市明宝寒水・めいほうかのみず

　　５０１-４３０３・岐阜県郡上市明宝気良・めいほうけら

　　５０１-４３０６・岐阜県郡上市明宝畑佐・めいほうはたさ

　　５０１-４３０７・岐阜県郡上市明宝二間手・めいほうふたまて

　　５０１-４６１８・岐阜県郡上市大和町内ケ谷・やまとちよううちがたに

　　５０１-４６０１・岐阜県郡上市大和町大間見・やまとちようおおまみ

　　５０１-４６１９・岐阜県郡上市大和町落部・やまとちようおちべ

　　５０１-４６０６・岐阜県郡上市大和町河辺・やまとちようかべ

　　５０１-４６０５・岐阜県郡上市大和町神路・やまとちようかんじ

　　５０１-４６０３・岐阜県郡上市大和町栗巣・やまとちようくりす

　　５０１-４６０２・岐阜県郡上市大和町小間見・やまとちようこまみ

　　５０１-４６１０・岐阜県郡上市大和町島・やまとちようしま

　　５０１-４６１２・岐阜県郡上市大和町剣・やまとちようつるぎ

　　５０１-４６０７・岐阜県郡上市大和町徳永・やまとちようとくなが

　　５０１-４６１３・岐阜県郡上市大和町名皿部・やまとちようなさらべ

　　５０１-４６１４・岐阜県郡上市大和町野口・やまとちようのぐち

　　５０１-４６１５・岐阜県郡上市大和町場皿・やまとちようはﾞつさら

　　５０１-４６１６・岐阜県郡上市大和町福田・やまとちようふくだ

　　５０１-４６０４・岐阜県郡上市大和町古道・やまとちようふるみち

　　５０１-４６１７・岐阜県郡上市大和町洞口・やまとちようほらぐち

　　５０１-４６０８・岐阜県郡上市大和町牧・やまとちようまき

　　５０１-４６１１・岐阜県郡上市大和町万場・やまとちようまんはﾞ

　　５０１-４５１４・岐阜県郡上市和良町安郷野・わらちようあごの

　　５０１-４５０１・岐阜県郡上市和良町鹿倉・わらちようかくら

　　５０１-４５０８・岐阜県郡上市和良町上沢・わらちようかみざわ

　　５０１-４５１２・岐阜県郡上市和良町上土京・わらちようかみどきよう



　　５０１-４５１７・岐阜県郡上市和良町沢・わらちようさわ

　　５０１-４５０９・岐阜県郡上市和良町下沢・わらちようしもざわ

　　５０１-４５１３・岐阜県郡上市和良町下土京・わらちようしもどきよう

　　５０１-４５１１・岐阜県郡上市和良町下洞・わらちようしもほﾞら

　　５０１-４５０４・岐阜県郡上市和良町田平・わらちようたびら

　　５０１-４５１８・岐阜県郡上市和良町土京・わらちようどきよう

　　５０１-４５０３・岐阜県郡上市和良町野尻・わらちようのじり

　　５０１-４５０５・岐阜県郡上市和良町東野・わらちようひがしの

　　５０１-４５１５・岐阜県郡上市和良町方須・わらちようほうす

　　５０１-４５１０・岐阜県郡上市和良町法師丸・わらちようほしまる

　　５０１-４５１６・岐阜県郡上市和良町三庫・わらちようみくら

　　５０１-４５０７・岐阜県郡上市和良町宮地・わらちようみやじ

　　５０１-４５０２・岐阜県郡上市和良町宮代・わらちようみやしろ

　　５０１-４５０６・岐阜県郡上市和良町横野・わらちようよこの

　　５０９-２２００・岐阜県下呂市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-２２０３・岐阜県下呂市小川・おがわ

　　５０９-３１１４・岐阜県下呂市小坂町赤沼田・おさかちようあかんた

　　５０９-３１０１・岐阜県下呂市小坂町岩崎・おさかちよういわさき

　　５０９-３１０３・岐阜県下呂市小坂町大垣内・おさかちようおおがいと

　　５０９-３１０６・岐阜県下呂市小坂町大島・おさかちようおおしま

　　５０９-３１１２・岐阜県下呂市小坂町大洞・おさかちようおおほﾞら

　　５０９-３１０４・岐阜県下呂市小坂町小坂町・おさかちようおさかまち

　　５０９-３１１１・岐阜県下呂市小坂町落合・おさかちようおちあい

　　５０９-３１０２・岐阜県下呂市小坂町門坂・おさかちようかどさか

　　５０９-３１０５・岐阜県下呂市小坂町坂下・おさかちようさこれ

　　５０９-３１１５・岐阜県下呂市小坂町長瀬・おさかちようながせ

　　５０９-３１０７・岐阜県下呂市小坂町無数原・おさかちようむすはﾞら

　　５０９-３１１３・岐阜県下呂市小坂町湯屋・おさかちようゆや

　　５０９-２１３８・岐阜県下呂市門原・かどはら

　　５０９-２４２４・岐阜県下呂市門和佐・かどわさ

　　５０９-１６０３・岐阜県下呂市金山町岩瀬・かなやまちよういわせ

　　５０９-１６０２・岐阜県下呂市金山町卯野原・かなやまちよううのはら

　　５０９-１６１４・岐阜県下呂市金山町大船渡・かなやまちようおおふなと

　　５０９-１６０７・岐阜県下呂市金山町乙原・かなやまちようおつはﾟら

　　５０９-１６２２・岐阜県下呂市金山町金山・かなやまちようかなやま

　　５０９-１６１６・岐阜県下呂市金山町下原町・かなやまちようしもはらまち

　　５０９-１６２３・岐阜県下呂市金山町菅田桐洞・かなやまちようすがたきりほら

　　５０９-１６２４・岐阜県下呂市金山町菅田笹洞・かなやまちようすがたささほら

　　５０９-１６０６・岐阜県下呂市金山町祖師野・かなやまちようそしの

　　５０９-１６１５・岐阜県下呂市金山町田島・かなやまちようたじま

　　５０９-１６０５・岐阜県下呂市金山町戸部・かなやまちようとべ

　　５０９-１６１１・岐阜県下呂市金山町中切・かなやまちようなかぎり

　　５０９-１６１３・岐阜県下呂市金山町中津原・かなやまちようなかつはら

　　５０９-１６０４・岐阜県下呂市金山町東沓部・かなやまちようひがしくつべ

　　５０９-１６１２・岐阜県下呂市金山町福来・かなやまちようふくらい

　　５０９-１６０１・岐阜県下呂市金山町弓掛・かなやまちようゆがけ

　　５０９-１６２１・岐阜県下呂市金山町渡・かなやまちようわたり

　　５０９-２１３１・岐阜県下呂市久野川・くのがわ

　　５０９-２２０６・岐阜県下呂市幸田・こうでん

　　５０９-２２０４・岐阜県下呂市三原・さんはﾞら

　　５０９-２２０５・岐阜県下呂市少ケ野・しようがの

　　５０９-２１３６・岐阜県下呂市瀬戸・せと

　　５０９-２４２２・岐阜県下呂市田口・たぐち

　　５０９-２４２１・岐阜県下呂市夏焼・なつやけ

　　５０９-２３１３・岐阜県下呂市野尻・のじり

　　５０９-２３１１・岐阜県下呂市乗政・のりまさ

　　５０９-２５０４・岐阜県下呂市萩原町跡津・はぎわらちようあとつ

　　５０９-２５１６・岐阜県下呂市萩原町上村・はぎわらちよううわむら

　　５０９-２５１２・岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞・はぎわらちようおおかほら

　　５０９-２５１９・岐阜県下呂市萩原町奥田洞・はぎわらちようおくだほﾞら

　　５０９-２５０８・岐阜県下呂市萩原町尾崎・はぎわらちようおさき

　　５０９-２５１３・岐阜県下呂市萩原町桜洞・はぎわらちようさくらほﾞら

　　５０９-２５０２・岐阜県下呂市萩原町四美・はぎわらちようしみ

　　５０９-２５１８・岐阜県下呂市萩原町上呂・はぎわらちようじようろ

　　５０９-２５１４・岐阜県下呂市萩原町中呂・はぎわらちようちゆうろ

　　５０９-２５０３・岐阜県下呂市萩原町西上田・はぎわらちようにしうえだ

　　５０９-２５０７・岐阜県下呂市萩原町野上・はぎわらちようのがみ

　　５０９-２５１７・岐阜県下呂市萩原町萩原・はぎわらちようはぎわら

　　５０９-２５１５・岐阜県下呂市萩原町花池・はぎわらちようはないけ

　　５０９-２５０６・岐阜県下呂市萩原町羽根・はぎわらちようはね



　　５０９-２５０５・岐阜県下呂市萩原町古関・はぎわらちようふるせき

　　５０９-２５１１・岐阜県下呂市萩原町宮田・はぎわらちようみやだ

　　５０９-２５０１・岐阜県下呂市萩原町山之口・はぎわらちようやまのくち

　　５０９-２１３２・岐阜県下呂市火打・ひうち

　　５０９-２２０１・岐阜県下呂市東上田・ひがしうえだ

　　５０９-２４２３・岐阜県下呂市蛇之尾・へびのお

　　５０９-２１３７・岐阜県下呂市保井戸・ほいど

　　５０９-２６１３・岐阜県下呂市馬瀬井谷・まぜいだに

　　５０９-２６０１・岐阜県下呂市馬瀬川上・まぜかおれ

　　５０９-２６０２・岐阜県下呂市馬瀬黒石・まぜくろいじ

　　５０９-２６０３・岐阜県下呂市馬瀬数河・まぜすごう

　　５０９-２６１４・岐阜県下呂市馬瀬惣島・まぜそうじま

　　５０９-２６０４・岐阜県下呂市馬瀬中切・まぜなかぎり

　　５０９-２６１２・岐阜県下呂市馬瀬名丸・まぜなまる

　　５０９-２６１５・岐阜県下呂市馬瀬西村・まぜにしむら

　　５０９-２６１１・岐阜県下呂市馬瀬堀之内・まぜほりのうち

　　５０９-２１３５・岐阜県下呂市三ツ渕・みつぶち

　　５０９-２３１２・岐阜県下呂市御厩野・みまやの

　　５０９-２３１４・岐阜県下呂市宮地・みやじ

　　５０９-２２０２・岐阜県下呂市森・もり

　　５０９-２１３４・岐阜県下呂市焼石・やけいじ

　　５０９-２２０７・岐阜県下呂市湯之島・ゆのしま

　　５０９-２１３３・岐阜県下呂市和佐・わさ

　　５０３-０６００・岐阜県海津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-０６１１・岐阜県海津市海津町秋江・かいつﾞちようあきえ

　　５０３-０６２５・岐阜県海津市海津町油島・かいつﾞちようあぶらじま

　　５０３-０６２９・岐阜県海津市海津町石亀・かいつﾞちよういしがめ

　　５０３-０６３１・岐阜県海津市海津町稲山・かいつﾞちよういなやま

　　５０３-０６３５・岐阜県海津市海津町江東・かいつﾞちようえひがじ

　　５０３-０６１２・岐阜県海津市海津町大和田・かいつﾞちようおわだ

　　５０３-０６２４・岐阜県海津市海津町金廻・かいつﾞちようかなまわり

　　５０３-０６０８・岐阜県海津市海津町鹿野・かいつﾞちようかの

　　５０３-０６０３・岐阜県海津市海津町神桐・かいつﾞちようかみぎり

　　５０３-０６４６・岐阜県海津市海津町萱野・かいつﾞちようかやの

　　５０３-０６１８・岐阜県海津市海津町草場・かいつﾞちようくさはﾞ

　　５０３-０６４５・岐阜県海津市海津町五町・かいつﾞちようごちよう

　　５０３-０６１３・岐阜県海津市海津町駒ケ江・かいつﾞちようこまがえ

　　５０３-０６２７・岐阜県海津市海津町七右衛門新田・かいつﾞちようしちうえもんしんでん

　　５０３-０６０２・岐阜県海津市海津町瀬古・かいつﾞちようせこ

　　５０３-０６２１・岐阜県海津市海津町外浜・かいつﾞちようそとはま

　　５０３-０６５４・岐阜県海津市海津町高須・かいつﾞちようたかす

　　５０３-０６５３・岐阜県海津市海津町高須町・かいつﾞちようたかすまち

　　５０３-０６１７・岐阜県海津市海津町立野・かいつﾞちようたての

　　５０３-０６０６・岐阜県海津市海津町田中・かいつﾞちようたなか

　　５０３-０６４１・岐阜県海津市海津町内記・かいつﾞちようないき

　　５０３-０６１６・岐阜県海津市海津町長久保・かいつﾞちようながくほﾞ

　　５０３-０６１４・岐阜県海津市海津町長瀬・かいつﾞちようながせ

　　５０３-０６０４・岐阜県海津市海津町成戸・かいつﾞちようなりと

　　５０３-０６４８・岐阜県海津市海津町西小島・かいつﾞちようにしおじま

　　５０３-０６３４・岐阜県海津市海津町沼新田・かいつﾞちようぬましんでん

　　５０３-０６４７・岐阜県海津市海津町東小島・かいつﾞちようひがしおじま

　　５０３-０６５１・岐阜県海津市海津町平原・かいつﾞちようひらはら

　　５０３-０６１５・岐阜県海津市海津町日原・かいつﾞちようひわら

　　５０３-０６４４・岐阜県海津市海津町深浜・かいつﾞちようふかはま

　　５０３-０６０５・岐阜県海津市海津町福一色・かいつﾞちようふくいしき

　　５０３-０６２８・岐阜県海津市海津町福江・かいつﾞちようふくえ

　　５０３-０６５５・岐阜県海津市海津町福岡・かいつﾞちようふくおか

　　５０３-０６４３・岐阜県海津市海津町札野・かいつﾞちようふだの

　　５０３-０６２３・岐阜県海津市海津町古中島・かいつﾞちようふるなかじま

　　５０３-０６３６・岐阜県海津市海津町帆引新田・かいつﾞちようほびきしんでん

　　５０３-０６３３・岐阜県海津市海津町本阿弥新田・かいつﾞちようほんなみしんでん

　　５０３-０６０１・岐阜県海津市海津町松木・かいつﾞちようまつのき

　　５０３-０６５２・岐阜県海津市海津町馬目・かいつﾞちようまのめ

　　５０３-０６２６・岐阜県海津市海津町万寿新田・かいつﾞちようまんじゆしんでん

　　５０３-０６３２・岐阜県海津市海津町宮地・かいつﾞちようみやじ

　　５０３-０６２２・岐阜県海津市海津町森下・かいつﾞちようもりした

　　５０３-０６３７・岐阜県海津市海津町安田・かいつﾞちようやすだ

　　５０３-０６３８・岐阜県海津市海津町安田新田・かいつﾞちようやすだしんでん

　　５０３-０４１４・岐阜県海津市南濃町上野河戸・なんのうちよううえのこうず

　　５０３-０５３２・岐阜県海津市南濃町太田・なんのうちようおおた



　　５０３-０４１２・岐阜県海津市南濃町奥条・なんのうちようおくじよう

　　５０３-０４１１・岐阜県海津市南濃町駒野・なんのうちようこまの

　　５０３-０４０５・岐阜県海津市南濃町駒野新田・なんのうちようこまのしんでん

　　５０３-０５３４・岐阜県海津市南濃町境・なんのうちようさかい

　　５０３-０４０３・岐阜県海津市南濃町志津・なんのうちようしつﾞ

　　５０３-０４０２・岐阜県海津市南濃町志津新田・なんのうちようしつﾞしんでん

　　５０３-０５３３・岐阜県海津市南濃町田鶴・なんのうちようたつﾞる

　　５０３-０４０１・岐阜県海津市南濃町津屋・なんのうちようつや

　　５０３-０４０７・岐阜県海津市南濃町徳田・なんのうちようとくだ

　　５０３-０４０６・岐阜県海津市南濃町戸田・なんのうちようとだ

　　５０３-０４０８・岐阜県海津市南濃町庭田・なんのうちようにわだ

　　５０３-０４１３・岐阜県海津市南濃町羽沢・なんのうちようはざわ

　　５０３-０４０４・岐阜県海津市南濃町早瀬・なんのうちようはやせ

　　５０３-０５３５・岐阜県海津市南濃町松山・なんのうちようまつやま

　　５０３-０５３１・岐阜県海津市南濃町安江・なんのうちようやすえ

　　５０３-０４１５・岐阜県海津市南濃町山崎・なんのうちようやまざき

　　５０３-０５３６・岐阜県海津市南濃町吉田・なんのうちようよしだ

　　５０３-０３２１・岐阜県海津市平田町今尾・ひらたちよういまお

　　５０３-０３０７・岐阜県海津市平田町岡・ひらたちようおか

　　５０３-０３０２・岐阜県海津市平田町勝賀・ひらたちようかつが

　　５０３-０３１２・岐阜県海津市平田町三郷・ひらたちようさんごう

　　５０３-０３０６・岐阜県海津市平田町蛇池・ひらたちようじやいけ

　　５０３-０３０５・岐阜県海津市平田町者結・ひらたちようじやけつ

　　５０３-０３０１・岐阜県海津市平田町須賀・ひらたちようすか

　　５０３-０３１３・岐阜県海津市平田町高田・ひらたちようたかだ

　　５０３-０３２２・岐阜県海津市平田町土倉・ひらたちようつちくら

　　５０３-０３１４・岐阜県海津市平田町西島・ひらたちようにしじま

　　５０３-０３０３・岐阜県海津市平田町野寺・ひらたちようのでら

　　５０３-０３０４・岐阜県海津市平田町幡長・ひらたちようはたおさ

　　５０３-０３１１・岐阜県海津市平田町仏師川・ひらたちようぶしがわ

　　５０３-０３２３・岐阜県海津市平田町脇野・ひらたちようわきの

　　５０１-６１００・岐阜県羽島郡岐南町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-６０１５・岐阜県羽島郡岐南町石原瀬・いしはらせ

　　５０１-６００１・岐阜県羽島郡岐南町上印食・かみいんじき

　　５０１-６０１８・岐阜県羽島郡岐南町下印食・しもいんじき

　　５０１-６０１６・岐阜県羽島郡岐南町徳田・とくだ

　　５０１-６０１７・岐阜県羽島郡岐南町徳田西・とくだにじ

　　５０１-６００４・岐阜県羽島郡岐南町野中・のなか

　　５０１-６００６・岐阜県羽島郡岐南町伏屋・ふせや

　　５０１-６００３・岐阜県羽島郡岐南町平島・へいじま

　　５０１-６０１３・岐阜県羽島郡岐南町平成・へいせい

　　５０１-６００２・岐阜県羽島郡岐南町三宅・みやけ

　　５０１-６０１９・岐阜県羽島郡岐南町みやまち・みやまち

　　５０１-６０１４・岐阜県羽島郡岐南町薬師寺・やくしじ

　　５０１-６０１２・岐阜県羽島郡岐南町八剣・やつるぎ

　　５０１-６０１１・岐阜県羽島郡岐南町八剣北・やつるぎきた

　　５０１-６００５・岐阜県羽島郡岐南町若宮地・わかみやじ

　　５０１-６１００・岐阜県羽島郡笠松町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-６０４４・岐阜県羽島郡笠松町相生町・あいおいちよう

　　５０１-６０５６・岐阜県羽島郡笠松町朝日町・あさひまち

　　５０１-６０６１・岐阜県羽島郡笠松町泉町・いずみまち

　　５０１-６０３２・岐阜県羽島郡笠松町江川・えがわ

　　５０１-６０３５・岐阜県羽島郡笠松町円城寺・えんじようじ

　　５０１-６０８７・岐阜県羽島郡笠松町大池町・おおいけちよう

　　５０１-６０８２・岐阜県羽島郡笠松町春日町・かすがちよう

　　５０１-６０６５・岐阜県羽島郡笠松町門間・かどま

　　５０１-６０７１・岐阜県羽島郡笠松町上新町・かみしんまち

　　５０１-６０５１・岐阜県羽島郡笠松町上本町・かみほんまち

　　５０１-６０５８・岐阜県羽島郡笠松町上柳川町・かみやながわちよう

　　５０１-６０８４・岐阜県羽島郡笠松町如月町・きさらぎちよう

　　５０１-６０６４・岐阜県羽島郡笠松町北及・きたおよび

　　５０１-６０８６・岐阜県羽島郡笠松町清住町・きよずみちよう

　　５０１-６０４３・岐阜県羽島郡笠松町県町・けんまち

　　５０１-６０３１・岐阜県羽島郡笠松町米野・こめの

　　５０１-６０９８・岐阜県羽島郡笠松町桜町・さくらまち

　　５０１-６０７３・岐阜県羽島郡笠松町下新町・しもしんまち

　　５０１-６０５２・岐阜県羽島郡笠松町下本町・しもほんまち

　　５０１-６０５７・岐阜県羽島郡笠松町下柳川町・しもやながわちよう

　　５０１-６０９１・岐阜県羽島郡笠松町松栄町・しようえいちよう

　　５０１-６０７４・岐阜県羽島郡笠松町新町・しんまち



　　５０１-６０４５・岐阜県羽島郡笠松町司町・つかさまち

　　５０１-６０９２・岐阜県羽島郡笠松町月美町・つきみちよう

　　５０１-６０６２・岐阜県羽島郡笠松町田代・でんだい

　　５０１-６０７７・岐阜県羽島郡笠松町天王町・てんのうちよう

　　５０１-６０８１・岐阜県羽島郡笠松町東陽町・とうようちよう

　　５０１-６０８３・岐阜県羽島郡笠松町常盤町・ときわちよう

　　５０１-６０９５・岐阜県羽島郡笠松町中川町・なかがわちよう

　　５０１-６０７２・岐阜県羽島郡笠松町中新町・なかしんまち

　　５０１-６０３４・岐阜県羽島郡笠松町中野・なかの

　　５０１-６０６３・岐阜県羽島郡笠松町長池・ながいけ

　　５０１-６０４１・岐阜県羽島郡笠松町奈良町・ならまち

　　５０１-６０３７・岐阜県羽島郡笠松町西金池町・にしかないけちよう

　　５０１-６０５５・岐阜県羽島郡笠松町西町・にしまち

　　５０１-６０７５・岐阜県羽島郡笠松町西宮町・にしみやちよう

　　５０１-６０９４・岐阜県羽島郡笠松町羽衣町・はごろもちよう

　　５０１-６０４２・岐阜県羽島郡笠松町八幡町・はちまんちよう

　　５０１-６０３８・岐阜県羽島郡笠松町東金池町・ひがしかないけちよう

　　５０１-６０５９・岐阜県羽島郡笠松町東宮町・ひがしみやちよう

　　５０１-６０９７・岐阜県羽島郡笠松町瓢町・ひさごちよう

　　５０１-６０４７・岐阜県羽島郡笠松町二見町・ふたみちよう

　　５０１-６０８８・岐阜県羽島郡笠松町美笠通・みかさどおり

　　５０１-６０９３・岐阜県羽島郡笠松町緑町・みどりまち

　　５０１-６０５３・岐阜県羽島郡笠松町港町・みなとまち

　　５０１-６０４６・岐阜県羽島郡笠松町宮川町・みやがわちよう

　　５０１-６０３３・岐阜県羽島郡笠松町無動寺・むどうじ

　　５０１-６０７６・岐阜県羽島郡笠松町門前町・もんぜんちよう

　　５０１-６０５４・岐阜県羽島郡笠松町柳原町・やなぎはらちよう

　　５０１-６０８５・岐阜県羽島郡笠松町弥生町・やよいちよう

　　５０１-６０９６・岐阜県羽島郡笠松町友楽町・ゆうらくちよう

　　５０１-６０３６・岐阜県羽島郡笠松町若葉町・わかはﾞちよう

　　５０３-１３００・岐阜県養老郡養老町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-１２７７・岐阜県養老郡養老町有尾・ありお

　　５０３-１３０４・岐阜県養老郡養老町飯田・いいだ

　　５０３-１３３６・岐阜県養老郡養老町飯積・いいつﾞみ

　　５０３-１２５１・岐阜県養老郡養老町石畑・いしはﾞた

　　５０３-１３１１・岐阜県養老郡養老町泉町・いずみまち

　　５０３-１２４３・岐阜県養老郡養老町五日市・いつかいち

　　５０３-１２６４・岐阜県養老郡養老町一色・いつしき

　　５０３-１３３３・岐阜県養老郡養老町色目・いろめ

　　５０３-１３２１・岐阜県養老郡養老町岩道・いわみち

　　５０３-１３３５・岐阜県養老郡養老町宇田・うた

　　５０３-１２４５・岐阜県養老郡養老町上方・うわがた

　　５０３-１３０６・岐阜県養老郡養老町江月・えつき

　　５０３-１３２４・岐阜県養老郡養老町大跡・おおあと

　　５０３-１３０２・岐阜県養老郡養老町大坪・おおつほﾞ

　　５０３-１３８３・岐阜県養老郡養老町大野・おおの

　　５０３-１２７２・岐阜県養老郡養老町大場・おおはﾞ

　　５０３-１２７５・岐阜県養老郡養老町大巻・おおまき

　　５０３-１２６２・岐阜県養老郡養老町小倉・おぐら

　　５０３-１３１６・岐阜県養老郡養老町押越・おしこじ

　　５０３-１２５３・岐阜県養老郡養老町柏尾・かしわお

　　５０３-１３３９・岐阜県養老郡養老町金屋・かなや

　　５０３-１２７６・岐阜県養老郡養老町釜段・かまだん

　　５０３-１３８５・岐阜県養老郡養老町上之郷・かみのごう

　　５０３-１３１５・岐阜県養老郡養老町烏江・からすえ

　　５０３-１２６６・岐阜県養老郡養老町京ケ脇・きようがわき

　　５０３-１３２３・岐阜県養老郡養老町口ケ島・くちがしま

　　５０３-１３８１・岐阜県養老郡養老町栗笠・くりがさ

　　５０３-１２４２・岐阜県養老郡養老町桜井・さくらい

　　５０３-１２４１・岐阜県養老郡養老町沢田・さわだ

　　５０３-１３８４・岐阜県養老郡養老町下笠・しもがさ

　　５０３-１３０３・岐阜県養老郡養老町蛇持・じやもち

　　５０３-１２５６・岐阜県養老郡養老町勢至・せいじ

　　５０３-１３０５・岐阜県養老郡養老町祖父江・そぶえ

　　５０３-１２７１・岐阜県養老郡養老町田・た

　　５０３-１３１４・岐阜県養老郡養老町高田・たかだ

　　５０３-１３１３・岐阜県養老郡養老町高田馬場町・たかだはﾞはﾞちよう

　　５０３-１２６７・岐阜県養老郡養老町高林・たかはﾞやじ

　　５０３-１３１７・岐阜県養老郡養老町滝見町・たきみまち

　　５０３-１３３４・岐阜県養老郡養老町豊・とよ



　　５０３-１３３７・岐阜県養老郡養老町直江・なおえ

　　５０３-１３３２・岐阜県養老郡養老町中・なか

　　５０３-１３２２・岐阜県養老郡養老町西岩道・にしいわみち

　　５０３-１２６８・岐阜県養老郡養老町西小倉・にしおぐら

　　５０３-１２７３・岐阜県養老郡養老町根古地・ねこじ

　　５０３-１３３１・岐阜県養老郡養老町橋爪・はしつﾞめ

　　５０３-１３２５・岐阜県養老郡養老町飯ノ木・はんのき

　　５０３-１３８２・岐阜県養老郡養老町船附・ふなつけ

　　５０３-１２６３・岐阜県養老郡養老町船見・ふなみ

　　５０３-１３１２・岐阜県養老郡養老町三神町・みかみまち

　　５０３-１２７４・岐阜県養老郡養老町瑞穂・みずほ

　　５０３-１２５２・岐阜県養老郡養老町明徳・みようとく

　　５０３-１３０１・岐阜県養老郡養老町室原・むろはら

　　５０３-１３３８・岐阜県養老郡養老町安久・やすひさ

　　５０３-１２５５・岐阜県養老郡養老町養老・ようろう

　　５０３-１２５４・岐阜県養老郡養老町養老公園・ようろうこうえん

　　５０３-１２７８・岐阜県養老郡養老町横屋・よこや

　　５０３-１２４４・岐阜県養老郡養老町竜泉寺・りゆうせんじ

　　５０３-１２６５・岐阜県養老郡養老町若宮・わかみや

　　５０３-１２６１・岐阜県養老郡養老町鷲巣・わしのす

　　５０３-２１００・岐阜県不破郡垂井町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-２１２１・岐阜県不破郡垂井町垂井町の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　５０３-２１１２・岐阜県不破郡垂井町綾戸・あやど

　　５０３-２１０５・岐阜県不破郡垂井町新井・あらい

　　５０３-２１０４・岐阜県不破郡垂井町市之尾・いちのお

　　５０３-２１０６・岐阜県不破郡垂井町伊吹・いぶき

　　５０３-２１０７・岐阜県不破郡垂井町岩手・いわで

　　５０３-２１０３・岐阜県不破郡垂井町梅谷・うめたに

　　５０３-２１０８・岐阜県不破郡垂井町大石・おおいじ

　　５０３-２１０１・岐阜県不破郡垂井町大滝・おおたき

　　５０３-２１２２・岐阜県不破郡垂井町表佐・おさ

　　５０３-２１２３・岐阜県不破郡垂井町栗原・くりはら

　　５０３-２１０２・岐阜県不破郡垂井町敷原・しきはら

　　５０３-２１１３・岐阜県不破郡垂井町清水・しみず

　　５０３-２１２５・岐阜県不破郡垂井町東神田・ひがしかんだ

　　５０３-２１１１・岐阜県不破郡垂井町平尾・ひらお

　　５０３-２１１４・岐阜県不破郡垂井町府中・ふちゆう

　　５０３-２１０９・岐阜県不破郡垂井町南新井・みなみあらい

　　５０３-２１２４・岐阜県不破郡垂井町宮代・みやしろ

　　５０３-１５００・岐阜県不破郡関ケ原町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-１５１４・岐阜県不破郡関ケ原町稲荷・いなり

　　５０３-１５４３・岐阜県不破郡関ケ原町今須・います

　　５０３-１５３１・岐阜県不破郡関ケ原町大高・おだか

　　５０３-１５１２・岐阜県不破郡関ケ原町公門・くもん

　　５０３-１５２３・岐阜県不破郡関ケ原町小池・こいけ

　　５０３-１５２４・岐阜県不破郡関ケ原町御祭田・ごさいでん

　　５０３-１５２３・岐阜県不破郡関ケ原町小関・こぜき

　　５０３-１５２４・岐阜県不破郡関ケ原町笹尾・ささお

　　５０３-１５２２・岐阜県不破郡関ケ原町陣場野・じんはﾞの

　　５０３-１５０１・岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原・せきがはら

　　５０３-１５４５・岐阜県不破郡関ケ原町玉・たま

　　５０３-１５４２・岐阜県不破郡関ケ原町藤下・とうげ

　　５０３-１５１５・岐阜県不破郡関ケ原町中町・なかまち

　　５０３-１５１３・岐阜県不破郡関ケ原町中山・なかやま

　　５０３-１５１４・岐阜県不破郡関ケ原町西町・にしまち

　　５０３-１５３２・岐阜県不破郡関ケ原町野上・のがみ

　　５０３-１５１１・岐阜県不破郡関ケ原町東町・ひがしまち

　　５０３-１５２１・岐阜県不破郡関ケ原町宝有・ほうゆう

　　５０３-１５４１・岐阜県不破郡関ケ原町松尾・まつお

　　５０３-１５２４・岐阜県不破郡関ケ原町緑ケ丘・みどりがおか

　　５０３-１５４４・岐阜県不破郡関ケ原町山中・やまなか

　　５０３-２３００・岐阜県安八郡神戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-２３２７・岐阜県安八郡神戸町和泉・いずみ

　　５０３-２３１４・岐阜県安八郡神戸町落合・おちあい

　　５０３-２３２５・岐阜県安八郡神戸町加納・かのう

　　５０３-２３１１・岐阜県安八郡神戸町川西・かわにじ

　　５０３-２３０６・岐阜県安八郡神戸町北一色・きたいしき

　　５０３-２３０５・岐阜県安八郡神戸町神戸・ごうど

　　５０３-２３１６・岐阜県安八郡神戸町斉田・さいだ

　　５０３-２３２２・岐阜県安八郡神戸町更屋敷・さらやしき



　　５０３-２３１２・岐阜県安八郡神戸町下宮・しもみや

　　５０３-２３０４・岐阜県安八郡神戸町丈六道・じようろくどう

　　５０３-２３１３・岐阜県安八郡神戸町新屋敷・しんやしき

　　５０３-２３２１・岐阜県安八郡神戸町末守・すえもり

　　５０３-２３１８・岐阜県安八郡神戸町瀬古・せこ

　　５０３-２３０２・岐阜県安八郡神戸町田・た

　　５０３-２３１５・岐阜県安八郡神戸町付寄・つきより

　　５０３-２３２６・岐阜県安八郡神戸町中沢・なかざわ

　　５０３-２３４１・岐阜県安八郡神戸町西座倉・にしざくら

　　５０３-２３２３・岐阜県安八郡神戸町西保・にしのほ

　　５０３-２３２４・岐阜県安八郡神戸町八条・はちじよう

　　５０３-２３１９・岐阜県安八郡神戸町前田・まえだ

　　５０３-２３２８・岐阜県安八郡神戸町南方・みなみがた

　　５０３-２３０３・岐阜県安八郡神戸町安次・やすつぐ

　　５０３-２３１７・岐阜県安八郡神戸町柳瀬・やなぜ

　　５０３-２３０１・岐阜県安八郡神戸町横井・よこい

　　５０３-０２００・岐阜県安八郡輪之内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-０２０２・岐阜県安八郡輪之内町大藪・おおやぶ

　　５０３-０２１６・岐阜県安八郡輪之内町大吉新田・おおよししんでん

　　５０３-０２３４・岐阜県安八郡輪之内町里・さと

　　５０３-０２３６・岐阜県安八郡輪之内町塩喰・しおはﾞみ

　　５０３-０２０５・岐阜県安八郡輪之内町下大榑・しもおおぐれ

　　５０３-０２０６・岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田・しもおおぐれしんでん

　　５０３-０２３３・岐阜県安八郡輪之内町中郷・なかごう

　　５０３-０２１２・岐阜県安八郡輪之内町中郷新田・なかごうしんでん

　　５０３-０２３１・岐阜県安八郡輪之内町南波・なんはﾞ

　　５０３-０２０１・岐阜県安八郡輪之内町楡俣・にれまた

　　５０３-０２０３・岐阜県安八郡輪之内町楡俣新田・にれまたしんでん

　　５０３-０２３５・岐阜県安八郡輪之内町福束・ふくつﾞか

　　５０３-０２１１・岐阜県安八郡輪之内町福束新田・ふくつﾞかしんでん

　　５０３-０２３２・岐阜県安八郡輪之内町本戸・ほんど

　　５０３-０２１５・岐阜県安八郡輪之内町松内・まつうち

　　５０３-０２１４・岐阜県安八郡輪之内町海松新田・みるしんでん

　　５０３-０２１３・岐阜県安八郡輪之内町藻池新田・もいけしんでん

　　５０３-０２０４・岐阜県安八郡輪之内町四郷・よごう

　　５０３-０１００・岐阜県安八郡安八町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-０１２８・岐阜県安八郡安八町大野・おおの

　　５０３-０１１６・岐阜県安八郡安八町大森・おおもり

　　５０３-０１１３・岐阜県安八郡安八町北今ケ渕・きたいまがふち

　　５０３-０１２１・岐阜県安八郡安八町氷取・こおりとり

　　５０３-０１１２・岐阜県安八郡安八町芝原・しはﾞはら

　　５０３-０１２７・岐阜県安八郡安八町城・しろ

　　５０３-０１２２・岐阜県安八郡安八町善光・ぜんこう

　　５０３-０１２９・岐阜県安八郡安八町外善光・そとぜんこう

　　５０３-０１１７・岐阜県安八郡安八町大明神・だいみようじん

　　５０３-０１２４・岐阜県安八郡安八町中・なか

　　５０３-０１２６・岐阜県安八郡安八町中須・なかず

　　５０３-０１１１・岐阜県安八郡安八町西結・にしむすぶ

　　５０３-０１１２・岐阜県安八郡安八町東結・ひがしむすぶ

　　５０３-０１１８・岐阜県安八郡安八町宝江・ほうえ

　　５０３-０１２５・岐阜県安八郡安八町牧・まき

　　５０３-０１１５・岐阜県安八郡安八町南今ケ渕・みなみいまがふち

　　５０３-０１２３・岐阜県安八郡安八町南條・みなみじよう

　　５０３-０１１４・岐阜県安八郡安八町森部・もりべ

　　５０１-０６００・岐阜県揖斐郡揖斐川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-０６２７・岐阜県揖斐郡揖斐川町市場・いちはﾞ

　　５０１-０６３４・岐阜県揖斐郡揖斐川町上野・うえの

　　５０１-０６２４・岐阜県揖斐郡揖斐川町岡・おか

　　５０１-０７０１・岐阜県揖斐郡揖斐川町小津・おつﾞ

　　５０１-０７０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町乙原・おとはら

　　５０１-０６１２・岐阜県揖斐郡揖斐川町小野・おの

　　５０１-０８１５・岐阜県揖斐郡揖斐川町開田・かいでん

　　５０１-０７０８・岐阜県揖斐郡揖斐川町樫原・かしはﾞら

　　５０３-２５０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日川合・かすがかわい

　　５０３-２５０６・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日香六・かすがこうろく

　　５０３-２５０５・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神・かすがこみやかみ

　　５０３-２５０４・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日中山・かすがなかやま

　　５０３-２５０１・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日美束・かすがみつか

　　５０３-２５０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合・かすがろくごう

　　５０１-０６０７・岐阜県揖斐郡揖斐川町桂・かつら



　　５０１-０８１７・岐阜県揖斐郡揖斐川町門入・かどにゆう

　　５０１-０６３１・岐阜県揖斐郡揖斐川町上岡島・かみおかじま

　　５０１-０６１８・岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野・かみの

　　５０１-０６３２・岐阜県揖斐郡揖斐川町上東野・かみひがしの

　　５０１-０６０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方・かみみなみがた

　　５０１-０６０１・岐阜県揖斐郡揖斐川町北方・きたがた

　　５０１-０６１５・岐阜県揖斐郡揖斐川町清水・きよみず

　　５０１-０６２５・岐阜県揖斐郡揖斐川町黒田・くろだ

　　５０１-０６０５・岐阜県揖斐郡揖斐川町極楽寺・ごくらくじ

　　５０１-０６３３・岐阜県揖斐郡揖斐川町小島・こじま

　　５０１-０６１１・岐阜県揖斐郡揖斐川町小谷・こたて

　　５０１-０９０１・岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内川上・さかうちかわかみ

　　５０１-０９０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内坂本・さかうちさかもと

　　５０１-０９０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内広瀬・さかうちひろせ

　　５０１-０６１３・岐阜県揖斐郡揖斐川町志津山・しつﾞやま

　　５０１-０６１７・岐阜県揖斐郡揖斐川町島・しま

　　５０１-０６２１・岐阜県揖斐郡揖斐川町下岡島・しもおかじま

　　５０１-０６３５・岐阜県揖斐郡揖斐川町白樫・しらかじ

　　５０１-０６２８・岐阜県揖斐郡揖斐川町新宮・しんぐう

　　５０１-０６２６・岐阜県揖斐郡揖斐川町瑞岩寺・ずいがんじ

　　５０１-０６０４・岐阜県揖斐郡揖斐川町大光寺・だいこうじ

　　５０１-１３１５・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲有鳥・たにぐみあつとり

　　５０１-１３１２・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲大洞・たにぐみおおほﾞら

　　５０１-１３１７・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲神原・たにぐみかんはﾞら

　　５０１-１３１６・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲木曽屋・たにぐみきそや

　　５０１-１３０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼・たにぐみきれ

　　５０１-１３０１・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲高科・たにぐみたかしな

　　５０１-１３１１・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積・たにぐみとくつﾞみ

　　５０１-１３０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬・たにぐみながせ

　　５０１-１３１４・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲名礼・たにぐみなれ

　　５０１-１３１３・岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲深坂・たにぐみふかさか

　　５０１-０８１１・岐阜県揖斐郡揖斐川町塚・つか

　　５０１-０８０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町鶴見・つるみ

　　５０１-０８１４・岐阜県揖斐郡揖斐川町徳山・とくやま

　　５０１-０７０５・岐阜県揖斐郡揖斐川町外津汲・とつくみ

　　５０１-０８１６・岐阜県揖斐郡揖斐川町戸入・とにゆう

　　５０１-０６１４・岐阜県揖斐郡揖斐川町長良・ながら

　　５０１-０７０６・岐阜県揖斐郡揖斐川町西津汲・にしつくみ

　　５０１-０８０５・岐阜県揖斐郡揖斐川町西横山・にしよこやま

　　５０１-０６２２・岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永・はぎなが

　　５０１-０８１２・岐阜県揖斐郡揖斐川町櫨原・はぜはら

　　５０１-０８０３・岐阜県揖斐郡揖斐川町東杉原・ひがしすぎはら

　　５０１-０７０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町東津汲・ひがしつくみ

　　５０１-０８０４・岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山・ひがしよこやま

　　５０１-０７０７・岐阜県揖斐郡揖斐川町日坂・ひさか

　　５０１-０６１６・岐阜県揖斐郡揖斐川町福島・ふくじま

　　５０１-０６０６・岐阜県揖斐郡揖斐川町房島・ほﾞうじま

　　５０１-０７０４・岐阜県揖斐郡揖斐川町三倉・みくら

　　５０１-０６１９・岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪・みわ

　　５０１-０８１３・岐阜県揖斐郡揖斐川町山手・やまて

　　５０１-０６０２・岐阜県揖斐郡揖斐川町若松・わかまつ

　　５０１-０６２３・岐阜県揖斐郡揖斐川町和田・わだ

　　５０１-０５００・岐阜県揖斐郡大野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-０５２２・岐阜県揖斐郡大野町相羽・あいはﾞ

　　５０１-０５６４・岐阜県揖斐郡大野町麻生・あそう

　　５０１-０５０１・岐阜県揖斐郡大野町稲富・いなどみ

　　５０１-０５１１・岐阜県揖斐郡大野町稲畑・いなはﾞた

　　５０１-０５６１・岐阜県揖斐郡大野町牛洞・うしほﾞら

　　５０１-０５５２・岐阜県揖斐郡大野町大衣斐・おおえび

　　５０１-０５１３・岐阜県揖斐郡大野町大野・おおの

　　５０１-０５３５・岐阜県揖斐郡大野町加納・かのう

　　５０１-０５３１・岐阜県揖斐郡大野町上磯・かみいそ

　　５０１-０５１２・岐阜県揖斐郡大野町上秋・かんだけ

　　５０１-０５２４・岐阜県揖斐郡大野町郡家・ぐげ

　　５０１-０５５５・岐阜県揖斐郡大野町公郷・くごう

　　５０１-０５２１・岐阜県揖斐郡大野町黒野・くろの

　　５０１-０５５１・岐阜県揖斐郡大野町小衣斐・こえび

　　５０１-０５５４・岐阜県揖斐郡大野町五之里・ごのり

　　５０１-０５１５・岐阜県揖斐郡大野町桜大門・さくらだいもん

　　５０１-０５０３・岐阜県揖斐郡大野町寺内・じない



　　５０１-０５３２・岐阜県揖斐郡大野町下磯・しもいそ

　　５０１-０５２３・岐阜県揖斐郡大野町下方・しもがた

　　５０１-０５３４・岐阜県揖斐郡大野町下座倉・しもざぐら

　　５０１-０５６３・岐阜県揖斐郡大野町瀬古・せこ

　　５０１-０５６５・岐阜県揖斐郡大野町中之元・なかのもと

　　５０１-０５１４・岐阜県揖斐郡大野町西方・にしがた

　　５０１-０５０４・岐阜県揖斐郡大野町野・の

　　５０１-０５０２・岐阜県揖斐郡大野町古川・ふるかわ

　　５０１-０５３３・岐阜県揖斐郡大野町本庄・ほんじよう

　　５０１-０５６２・岐阜県揖斐郡大野町松山・まつやま

　　５０１-０５５３・岐阜県揖斐郡大野町南方・みなみがた

　　５０１-０５５６・岐阜県揖斐郡大野町領家・りようけ

　　５０１-０５２５・岐阜県揖斐郡大野町六里・ろくり

　　５０３-２４００・岐阜県揖斐郡池田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０３-２４２３・岐阜県揖斐郡池田町青柳・あおやなぎ

　　５０３-２４２４・岐阜県揖斐郡池田町池野・いけの

　　５０３-２４２７・岐阜県揖斐郡池田町市橋・いちはじ

　　５０３-２４１５・岐阜県揖斐郡池田町上田・うえだ

　　５０３-２４０２・岐阜県揖斐郡池田町粕ケ原・かすがはら

　　５０３-２４２８・岐阜県揖斐郡池田町片山・かたやま

　　５０３-２４０５・岐阜県揖斐郡池田町願成寺・がんじようじ

　　５０３-２４１８・岐阜県揖斐郡池田町草深・くさぶか

　　５０３-２４０１・岐阜県揖斐郡池田町沓井・くつい

　　５０３-２４０４・岐阜県揖斐郡池田町小牛・こうじ

　　５０３-２４１９・岐阜県揖斐郡池田町小寺・こでら

　　５０３-２４１４・岐阜県揖斐郡池田町下東野・しもひがしの

　　５０３-２４１３・岐阜県揖斐郡池田町白鳥・しろとり

　　５０３-２４１１・岐阜県揖斐郡池田町杉野・すぎの

　　５０３-２４１２・岐阜県揖斐郡池田町砂畑・すなはﾞた

　　５０３-２４０３・岐阜県揖斐郡池田町田中・たなか

　　５０３-２４２２・岐阜県揖斐郡池田町田畑・たはﾞた

　　５０３-２４０８・岐阜県揖斐郡池田町段・だん

　　５０３-２４１６・岐阜県揖斐郡池田町萩原・はぎわら

　　５０３-２４０７・岐阜県揖斐郡池田町般若畑・はんにやはﾞた

　　５０３-２４２９・岐阜県揖斐郡池田町藤代・ふじしろ

　　５０３-２４０９・岐阜県揖斐郡池田町舟子・ふなご

　　５０３-２４１７・岐阜県揖斐郡池田町本郷・ほんごう

　　５０３-２４０６・岐阜県揖斐郡池田町宮地・みやじ

　　５０３-２４２１・岐阜県揖斐郡池田町山洞・やまほら

　　５０３-２４２６・岐阜県揖斐郡池田町八幡・やわた

　　５０３-２４２５・岐阜県揖斐郡池田町六之井・ろくのい

　　５０１-０４００・岐阜県本巣郡北方町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-０４２４・岐阜県本巣郡北方町朝日町・あさひまち

　　５０１-０４３２・岐阜県本巣郡北方町一本松・いつほﾟんまつ

　　５０１-０４２５・岐阜県本巣郡北方町加茂・かも

　　５０１-０４３１・岐阜県本巣郡北方町北方・きたがた

　　５０１-０４３４・岐阜県本巣郡北方町小柳・こやなぎ

　　５０１-０４２７・岐阜県本巣郡北方町栄町・さかえまち

　　５０１-０４２２・岐阜県本巣郡北方町芝原中町・しはﾞはらなかまち

　　５０１-０４２３・岐阜県本巣郡北方町芝原東町・しはﾞはらひがしまち

　　５０１-０４２１・岐阜県本巣郡北方町芝原西町・しはﾞはらにしまち

　　５０１-０４３７・岐阜県本巣郡北方町清水・しみず

　　５０１-０４４１・岐阜県本巣郡北方町曲路・すじかい

　　５０１-０４４２・岐阜県本巣郡北方町曲路東・すじかいひがじ

　　５０１-０４５８・岐阜県本巣郡北方町高屋・たかや

　　５０１-０４５２・岐阜県本巣郡北方町高屋石末・たかやいしずえ

　　５０１-０４５５・岐阜県本巣郡北方町高屋伊勢田・たかやいせでん

　　５０１-０４５４・岐阜県本巣郡北方町高屋白木・たかやしらき

　　５０１-０４５６・岐阜県本巣郡北方町高屋条里・たかやじようり

　　５０１-０４５７・岐阜県本巣郡北方町高屋太子・たかやたいじ

　　５０１-０４５１・岐阜県本巣郡北方町高屋勅使・たかやちよくじ

　　５０１-０４５３・岐阜県本巣郡北方町高屋分木・たかやぶんぎ

　　５０１-０４３３・岐阜県本巣郡北方町天狗堂・てんぐどう

　　５０１-０４４６・岐阜県本巣郡北方町柱本・はしらもと

　　５０１-０４４３・岐阜県本巣郡北方町柱本池之頭・はしらもといけのがしら

　　５０１-０４４４・岐阜県本巣郡北方町柱本白坪・はしらもとしらつほﾞ

　　５０１-０４４５・岐阜県本巣郡北方町柱本南・はしらもとみなみ

　　５０１-０４３９・岐阜県本巣郡北方町長谷川・はせがわ

　　５０１-０４３６・岐阜県本巣郡北方町長谷川西・はせがわにじ

　　５０１-０４３５・岐阜県本巣郡北方町春来町・はるきまち



　　５０１-０４２６・岐阜県本巣郡北方町東加茂・ひがしかも

　　５０１-０４３８・岐阜県本巣郡北方町平成・へいせい

　　５０１-０４２８・岐阜県本巣郡北方町若宮・わかみや

　　５０５-００００・岐阜県加茂郡坂祝町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０５-００７２・岐阜県加茂郡坂祝町大針・おおはり

　　５０５-００７６・岐阜県加茂郡坂祝町勝山・かつやま

　　５０５-００７３・岐阜県加茂郡坂祝町加茂山・かもやま

　　５０５-００７１・岐阜県加茂郡坂祝町黒岩・くろいわ

　　５０５-００７４・岐阜県加茂郡坂祝町酒倉・さかくら

　　５０５-００７５・岐阜県加茂郡坂祝町取組・とりくみ

　　５０５-００７７・岐阜県加茂郡坂祝町深萱・ふかがや

　　５０１-３３００・岐阜県加茂郡富加町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-３３０７・岐阜県加茂郡富加町大平賀・おおひらが

　　５０１-３３０６・岐阜県加茂郡富加町大山・おおやま

　　５０１-３３０１・岐阜県加茂郡富加町加治田・かじた

　　５０１-３３０４・岐阜県加茂郡富加町高畑・たかはた

　　５０１-３３０５・岐阜県加茂郡富加町滝田・たきだ

　　５０１-３３０３・岐阜県加茂郡富加町羽生・はにゆう

　　５０１-３３０２・岐阜県加茂郡富加町夕田・ゆうだ

　　５０９-０３００・岐阜県加茂郡川辺町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-０３０３・岐阜県加茂郡川辺町石神・いしがみ

　　５０９-０３０７・岐阜県加茂郡川辺町鹿塩・かしお

　　５０９-０３０２・岐阜県加茂郡川辺町上川辺・かみかわべ

　　５０９-０３０１・岐阜県加茂郡川辺町下麻生・しもあそう

　　５０９-０３１３・岐阜県加茂郡川辺町下飯田・しもいいだ

　　５０９-０３０６・岐阜県加茂郡川辺町下川辺・しもかわべ

　　５０９-０３１１・岐阜県加茂郡川辺町下吉田・しもよしだ

　　５０９-０３０４・岐阜県加茂郡川辺町中川辺・なかかわべ

　　５０９-０３１２・岐阜県加茂郡川辺町中野・なかの

　　５０９-０３０５・岐阜県加茂郡川辺町西栃井・にしとちい

　　５０９-０３１５・岐阜県加茂郡川辺町比久見・ひくみ

　　５０９-０３１４・岐阜県加茂郡川辺町福島・ふくしま

　　５０９-０４００・岐阜県加茂郡七宗町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-０５１１・岐阜県加茂郡七宗町神渕・かぶち

　　５０９-０４０１・岐阜県加茂郡七宗町上麻生・かみあそう

　　５０９-０４０２・岐阜県加茂郡七宗町川並・かわなみ

　　５０９-０４０３・岐阜県加茂郡七宗町中麻生・なかあそう

　　５０５-０３００・岐阜県加茂郡八百津町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０５-０３０３・岐阜県加茂郡八百津町伊岐津志・いぎつじ

　　５０５-０３０６・岐阜県加茂郡八百津町上飯田・かみいいだ

　　５０５-０３０４・岐阜県加茂郡八百津町上牧野・かみまきの

　　５０５-０４２３・岐阜県加茂郡八百津町上吉田・かみよしだ

　　５０５-０４２２・岐阜県加茂郡八百津町久田見・くたみ

　　５０５-０５３１・岐阜県加茂郡八百津町潮見・しおみ

　　５０５-０３０２・岐阜県加茂郡八百津町錦織・にしこおり

　　５０５-０３０７・岐阜県加茂郡八百津町野上・のがみ

　　５０５-０４２１・岐阜県加茂郡八百津町福地・ふくち

　　５０５-０５３２・岐阜県加茂郡八百津町南戸・みなと

　　５０５-０３０１・岐阜県加茂郡八百津町八百津・やおつ

　　５０５-０３０５・岐阜県加茂郡八百津町和知・わち

　　５０９-１１００・岐阜県加茂郡白川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-１１１２・岐阜県加茂郡白川町赤河・あこう

　　５０９-１１０４・岐阜県加茂郡白川町和泉・いずみ

　　５０９-１１０７・岐阜県加茂郡白川町河東・かとう

　　５０９-１２２１・岐阜県加茂郡白川町上佐見・かみさみ

　　５０９-１１０５・岐阜県加茂郡白川町河岐・かわまた

　　５０９-１１１１・岐阜県加茂郡白川町切井・きりい

　　５０９-１４３１・岐阜県加茂郡白川町黒川・くろかわ

　　５０９-１１０６・岐阜県加茂郡白川町坂ノ東・さかのひがじ

　　５０９-１２２２・岐阜県加茂郡白川町下佐見・しもさみ

　　５０９-１１０１・岐阜県加茂郡白川町白山・しらやま

　　５０９-１１０２・岐阜県加茂郡白川町中川・なかがわ

　　５０９-１１０８・岐阜県加茂郡白川町広野・ひろの

　　５０９-１１１３・岐阜県加茂郡白川町三川・みかわ

　　５０９-１１０３・岐阜県加茂郡白川町水戸野・みどの

　　５０９-１３００・岐阜県加茂郡東白川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０９-１３０１・岐阜県加茂郡東白川村越原・ おつはﾟら

　　５０９-１３０２・岐阜県加茂郡東白川村神土・ かんど

　　５０９-１３０３・岐阜県加茂郡東白川村五加・ ごか

　　５０５-０１００・岐阜県可児郡御嵩町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　５０５-０１１５・岐阜県可児郡御嵩町井尻・いじり

　　５０５-０１０４・岐阜県可児郡御嵩町謡坂・うとうざか

　　５０５-０１０１・岐阜県可児郡御嵩町大久後・おおくご

　　５０５-０１０６・岐阜県可児郡御嵩町小原・おはﾞら

　　５０５-０１２６・岐阜県可児郡御嵩町上恵土・かみえど

　　５０５-０１０７・岐阜県可児郡御嵩町上之郷・かみのごう

　　５０５-０１２２・岐阜県可児郡御嵩町顔戸・ごうど

　　５０５-０１０８・岐阜県可児郡御嵩町小和沢・こわさわ

　　５０５-０１０５・岐阜県可児郡御嵩町西洞・さいと

　　５０５-０１１１・岐阜県可児郡御嵩町次月・しつﾞき

　　５０５-０１１３・岐阜県可児郡御嵩町宿・しゆく

　　５０５-０１０３・岐阜県可児郡御嵩町津橋・つはﾞじ

　　５０５-０１２１・岐阜県可児郡御嵩町中・なか

　　５０５-０１１４・岐阜県可児郡御嵩町中切・なかぎり

　　５０５-０１２４・岐阜県可児郡御嵩町比衣・ひえ

　　５０５-０１２５・岐阜県可児郡御嵩町伏見・ふしみ

　　５０５-０１２３・岐阜県可児郡御嵩町古屋敷・ふるやしき

　　５０５-０１０２・岐阜県可児郡御嵩町前沢・まえざわ

　　５０５-０１１２・岐阜県可児郡御嵩町美佐野・みざの

　　５０５-０１１６・岐阜県可児郡御嵩町御嵩・みたけ

　　５０１-５６００・岐阜県大野郡白川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　５０１-５６２２・岐阜県大野郡白川村芦倉・ あしくら

　　５０１-５６２５・岐阜県大野郡白川村飯島・ いいしま

　　５０１-５６２４・岐阜県大野郡白川村有家ケ原・ うけがはら

　　５０１-５６２８・岐阜県大野郡白川村大牧・ おおまき

　　５０１-５６２７・岐阜県大野郡白川村荻町・ おぎまち

　　５０１-５５０２・岐阜県大野郡白川村木谷・ きだに

　　５０１-５６２１・岐阜県大野郡白川村小白川・ こじらかわ

　　５０１-５６２６・岐阜県大野郡白川村島・ しま

　　５０１-５６２３・岐阜県大野郡白川村椿原・ つはﾞきはら

　　５０１-５５０３・岐阜県大野郡白川村長瀬・ ながせ

　　５０１-５６２９・岐阜県大野郡白川村鳩谷・ はとがや

　　５０１-５５０７・岐阜県大野郡白川村平瀬・ ひらせ

　　５０１-５５０４・岐阜県大野郡白川村福島・ ふくしま

　　５０１-５５０１・岐阜県大野郡白川村保木脇・ ほきわき

　　５０１-５６２０・岐阜県大野郡白川村馬狩・ まがり

　　５０１-５５０５・岐阜県大野郡白川村牧・ まき

　　５０１-５５０６・岐阜県大野郡白川村御母衣・ みほﾞろ

　　３７１-００００・群馬県前橋市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-３５７３・群馬県前橋市青梨子町・あおなしまち

　　３７１-０８２６・群馬県前橋市青葉町・あおはﾞちよう

　　３７１-００５６・群馬県前橋市青柳町・あおやぎまち

　　３７１-０８１１・群馬県前橋市朝倉町・あさくらまち

　　３７１-０８３２・群馬県前橋市朝日が丘町・あさひがおかまち

　　３７１-００１４・群馬県前橋市朝日町・あさひちよう

　　３７９-２１５４・群馬県前橋市天川大島町・あまがわおおしままち

　　３７１-０８０３・群馬県前橋市天川原町・あまがわはﾞらまち

　　３７１-０８０２・群馬県前橋市天川町・あまがわまち

　　３７９-２１１２・群馬県前橋市新井町・あらいまち

　　３７９-２１０７・群馬県前橋市荒口町・あらくちまち

　　３７９-２１０６・群馬県前橋市荒子町・あらこまち

　　３７１-００４４・群馬県前橋市荒牧町・あらまきまち

　　３７９-２１１１・群馬県前橋市飯土井町・いいどいまち

　　３７０-３５７１・群馬県前橋市池端町・いけはたまち

　　３７１-０８４１・群馬県前橋市石倉町・いしくらまち

　　３７１-０００６・群馬県前橋市石関町・いしぜきまち

　　３７９-２１０１・群馬県前橋市泉沢町・いずみさわまち

　　３７１-０２４５・群馬県前橋市市之関町・いちのせきまち

　　３７９-２１１６・群馬県前橋市今井町・いまいまち

　　３７１-００３５・群馬県前橋市岩神町・いわがみまち

　　３７９-２１１５・群馬県前橋市笂井町・うつほﾞいまち

　　３７１-０００２・群馬県前橋市江木町・えぎまち

　　３７１-０８３６・群馬県前橋市江田町・えだまち

　　３７１-０２２３・群馬県前橋市大胡町・おおごまち

　　３７１-００２６・群馬県前橋市大手町・おおてまち

　　３７１-０８２５・群馬県前橋市大利根町・おおとねまち

　　３７１-０８４７・群馬県前橋市大友町・おおどもまち

　　３７１-０２４３・群馬県前橋市大前田町・おおまえたまち

　　３７１-０８５４・群馬県前橋市大渡町・おおわたりまち

　　３７１-０００１・群馬県前橋市荻窪町・おぎくほﾞまち



　　３７９-２１６３・群馬県前橋市女屋町・おなやまち

　　３７１-００２４・群馬県前橋市表町・おもてちよう

　　３７１-０２４６・群馬県前橋市柏倉町・かしわぐらまち

　　３７１-０２０６・群馬県前橋市粕川町新屋・かすかわまちあらや

　　３７１-０２０７・群馬県前橋市粕川町稲里・かすかわまちいなさと

　　３７１-０２１４・群馬県前橋市粕川町女渕・かすかわまちおなぶち

　　３７１-０２１１・群馬県前橋市粕川町上東田面・かすかわまちかみひがしたなほﾞ

　　３７１-０２１６・群馬県前橋市粕川町込皆戸・かすかわまちこみがいと

　　３７１-０２１２・群馬県前橋市粕川町下東田面・かすかわまちしもひがしたなほﾞ

　　３７１-０２０４・群馬県前橋市粕川町膳・かすかわまちぜん

　　３７１-０２０３・群馬県前橋市粕川町月田・かすかわまちつきだ

　　３７１-０２０５・群馬県前橋市粕川町中・かすかわまちなか

　　３７１-０２０１・群馬県前橋市粕川町中之沢・かすかわまちなかのさわ

　　３７１-０２１７・群馬県前橋市粕川町西田面・かすかわまちにしたなほﾞ

　　３７１-０２１３・群馬県前橋市粕川町一日市・かすかわまちひといち

　　３７１-０２１５・群馬県前橋市粕川町深津・かすかわまちふかつﾞ

　　３７１-０２１８・群馬県前橋市粕川町前皆戸・かすかわまちまえがいと

　　３７１-０２０２・群馬県前橋市粕川町室沢・かすかわまちむろさわ

　　３７１-０１２４・群馬県前橋市勝沢町・かつさわまち

　　３７１-０１２１・群馬県前橋市金丸町・かなまるまち

　　３７０-３５７２・群馬県前橋市上青梨子町・かみあおなしまち

　　３７１-０００７・群馬県前橋市上泉町・かみいずみまち

　　３７９-２１５３・群馬県前橋市上大島町・かみおおしままち

　　３７１-０２２２・群馬県前橋市上大屋町・かみおおやまち

　　３７１-００５２・群馬県前橋市上沖町・かみおきまち

　　３７１-００３７・群馬県前橋市上小出町・かみこいでまち

　　３７１-０８１６・群馬県前橋市上佐鳥町・かみさどりまち

　　３７１-０８２１・群馬県前橋市上新田町・かみしんでんまち

　　３７９-２１６５・群馬県前橋市上長磯町・かみながいそまち

　　３７１-００５１・群馬県前橋市上細井町・かみほそいまち

　　３７９-２１１４・群馬県前橋市上増田町・かみますだまち

　　３７１-０００４・群馬県前橋市亀泉町・かめいずみまち

　　３７９-２１４７・群馬県前橋市亀里町・かめさとまち

　　３７１-００４１・群馬県前橋市川端町・かわはﾞたまち

　　３７１-００４６・群馬県前橋市川原町・かわはらまち

　　３７１-０８２３・群馬県前橋市川曲町・かわまがりまち

　　３７１-０２２４・群馬県前橋市河原浜町・かわらはままち

　　３７９-２１０３・群馬県前橋市神沢の森・かんざわのもり

　　３７１-００５５・群馬県前橋市北代田町・きたしろたまち

　　３７０-３５７４・群馬県前橋市清野町・きよのまち

　　３７９-２１４６・群馬県前橋市公田町・くでんまち

　　３７１-０８３１・群馬県前橋市小相木町・こあいぎまち

　　３７１-００２５・群馬県前橋市紅雲町・こううんちよう

　　３７１-００５３・群馬県前橋市幸塚町・こうつﾞかまち

　　３７１-０８１３・群馬県前橋市後閑町・ごかんまち

　　３７１-００３３・群馬県前橋市国領町・こくりようまち

　　３７１-０８３４・群馬県前橋市後家町・ごけまち

　　３７１-０１２２・群馬県前橋市小坂子町・こざかしまち

　　３７９-２１６２・群馬県前橋市小島田町・こじまたまち

　　３７１-０１３４・群馬県前橋市小神明町・こじんめいまち

　　３７１-０１３２・群馬県前橋市五代町・ごだいまち

　　３７９-２１２２・群馬県前橋市駒形町・こまがたまち

　　３７９-２１２１・群馬県前橋市小屋原町・こやはらまち

　　３７９-２１２３・群馬県前橋市山王町・さんのうまち

　　３７１-００３６・群馬県前橋市敷島町・しきしまちよう

　　３７９-２１４２・群馬県前橋市下阿内町・しもあうちまち

　　３７１-０８４２・群馬県前橋市下石倉町・しもいしくらまち

　　３７９-２１５２・群馬県前橋市下大島町・しもおおしままち

　　３７９-２１０２・群馬県前橋市下大屋町・しもおおやまち

　　３７１-００１１・群馬県前橋市下沖町・しもおきまち

　　３７９-２１４４・群馬県前橋市下川町・しもかわまち

　　３７１-００３１・群馬県前橋市下小出町・しもこいでまち

　　３７１-０８１５・群馬県前橋市下佐鳥町・しもさどりまち

　　３７１-０８２２・群馬県前橋市下新田町・しもしんでんまち

　　３７９-２１５１・群馬県前橋市下長磯町・しもながいそまち

　　３７１-００５４・群馬県前橋市下細井町・しもほそいまち

　　３７９-２１１３・群馬県前橋市下増田町・しもますだまち

　　３７１-００１６・群馬県前橋市城東町・じようとうまち

　　３７１-００３４・群馬県前橋市昭和町・しようわまち

　　３７１-０８４３・群馬県前橋市新前橋町・しんまえはﾞしまち



　　３７１-００２１・群馬県前橋市住吉町・すみよしちよう

　　３７１-００４７・群馬県前橋市関根町・せきねまち

　　３７１-０８５３・群馬県前橋市総社町・そうじやまち

　　３７１-０８５１・群馬県前橋市総社町植野・そうじやまちうえの

　　３７１-０８５８・群馬県前橋市総社町桜が丘・そうじやまちさくらがおか

　　３７１-０８５２・群馬県前橋市総社町総社・そうじやまちそうじや

　　３７１-０８５６・群馬県前橋市総社町高井・そうじやまちたかい

　　３７１-０８５７・群馬県前橋市高井町・たかいまち

　　３７１-０１２３・群馬県前橋市高花台・たかはなだい

　　３７１-０２３５・群馬県前橋市滝窪町・たきくほﾞまち

　　３７１-００４８・群馬県前橋市田口町・たぐちまち

　　３７１-００２２・群馬県前橋市千代田町・ちよだまち

　　３７１-０００３・群馬県前橋市堤町・つつみまち

　　３７９-２１０８・群馬県前橋市鶴が谷町・つるがやまち

　　３７９-２１４１・群馬県前橋市鶴光路町・つるこうじまち

　　３７１-０８２４・群馬県前橋市稲荷新田町・とうかしんでんまち

　　３７９-２１３５・群馬県前橋市徳丸町・とくまるまち

　　３７１-０１３１・群馬県前橋市鳥取町・とつとりまち

　　３７９-２１６１・群馬県前橋市富田町・とみだまち

　　３７１-０８４５・群馬県前橋市鳥羽町・とりはﾞまち

　　３７１-０８５５・群馬県前橋市問屋町・とんやまち

　　３７１-０２４１・群馬県前橋市苗ケ島町・なえがしままち

　　３７９-２１３３・群馬県前橋市中内町・なかうちまち

　　３７１-００４３・群馬県前橋市南橘町・なんきつまち

　　３７９-２１４３・群馬県前橋市新堀町・にいほﾞりまち

　　３７９-２１０４・群馬県前橋市西大室町・にしおおむろまち

　　３７１-００１３・群馬県前橋市西片貝町・にしかたかいまち

　　３７９-２１３１・群馬県前橋市西善町・にしぜんまち

　　３７１-００４２・群馬県前橋市日輪寺町・にちりんじまち

　　３７９-２１１７・群馬県前橋市二之宮町・にのみやまち

　　３７１-０８１７・群馬県前橋市ぬで島町・ぬでじままち

　　３７９-２１６６・群馬県前橋市野中町・のなかまち

　　３７１-０１３３・群馬県前橋市端気町・はけまち

　　３７１-０８３７・群馬県前橋市箱田町・はこだまち

　　３７１-０２４４・群馬県前橋市鼻毛石町・はなげいしまち

　　３７１-０２４２・群馬県前橋市馬場町・はﾞはﾞまち

　　３７９-２１６４・群馬県前橋市東上野町・ひがしうえのまち

　　３７９-２１０５・群馬県前橋市東大室町・ひがしおおむろまち

　　３７１-００１２・群馬県前橋市東片貝町・ひがしかたかいまち

　　３７１-０２３４・群馬県前橋市東金丸町・ひがしかなまるまち

　　３７９-２１３２・群馬県前橋市東善町・ひがしぜんまち

　　３７１-０８３３・群馬県前橋市光が丘町・ひかりがおかまち

　　３７１-０２２１・群馬県前橋市樋越町・ひごしまち

　　３７１-００１７・群馬県前橋市日吉町・ひよしちよう

　　３７１-０８１２・群馬県前橋市広瀬町・ひろせちよう

　　３７１-０１０１・群馬県前橋市富士見町赤城山・ふじみまちあかぎさん

　　３７１-０１０５・群馬県前橋市富士見町石井・ふじみまちいしい

　　３７１-０１０６・群馬県前橋市富士見町市之木場・ふじみまちいちのきはﾞ

　　３７１-０１１３・群馬県前橋市富士見町漆窪・ふじみまちうるくほﾞ

　　３７１-０１１５・群馬県前橋市富士見町小沢・ふじみまちおざわ

　　３７１-０１０３・群馬県前橋市富士見町小暮・ふじみまちこぐれ

　　３７１-０１１１・群馬県前橋市富士見町米野・ふじみまちこめの

　　３７１-０１１４・群馬県前橋市富士見町田島・ふじみまちたじま

　　３７１-０１０４・群馬県前橋市富士見町時沢・ふじみまちときざわ

　　３７１-０１１６・群馬県前橋市富士見町原之郷・ふじみまちはらのごう

　　３７１-０１１２・群馬県前橋市富士見町引田・ふじみまちひきだ

　　３７１-０１０２・群馬県前橋市富士見町皆沢・ふじみまちみなざわ

　　３７１-０１０７・群馬県前橋市富士見町山口・ふじみまちやまぐち

　　３７１-０１１７・群馬県前橋市富士見町横室・ふじみまちよこむろ

　　３７１-０８４４・群馬県前橋市古市町・ふるいちまち

　　３７１-０８０１・群馬県前橋市文京町・ぶんきようちよう

　　３７１-００２７・群馬県前橋市平和町・へいわまち

　　３７９-２１３６・群馬県前橋市房丸町・ほﾞうまるまち

　　３７１-０２３１・群馬県前橋市堀越町・ほりこしまち

　　３７１-０００５・群馬県前橋市堀之下町・ほりのしたまち

　　３７１-００２３・群馬県前橋市本町・ほんまち

　　３７１-０８３５・群馬県前橋市前箱田町・まえはこだまち

　　３７１-００１５・群馬県前橋市三河町・みかわちよう

　　３７１-００１８・群馬県前橋市三俣町・みつまたまち

　　３７１-００４５・群馬県前橋市緑が丘町・みどりがおかまち



　　３７１-０８０５・群馬県前橋市南町・みなみちよう

　　３７１-０１２５・群馬県前橋市嶺町・みねまち

　　３７１-０８１４・群馬県前橋市宮地町・みやじまち

　　３７１-０２４７・群馬県前橋市三夜沢町・みよさわまち

　　３７１-０２３２・群馬県前橋市茂木町・もとぎまち

　　３７１-０８４６・群馬県前橋市元総社町・もとそうじやまち

　　３７１-０２３３・群馬県前橋市横沢町・よこざわまち

　　３７９-２１４５・群馬県前橋市横手町・よこてまち

　　３７９-２１３４・群馬県前橋市力丸町・りきまるまち

　　３７１-００５７・群馬県前橋市龍蔵寺町・りゆうぞうじまち

　　３７１-０８０４・群馬県前橋市六供町・ろつくまち

　　３７１-００３２・群馬県前橋市若宮町・わかみやちよう

　　３７０-００００・群馬県高崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０８１１・群馬県高崎市相生町・あいおいちよう

　　３７０-０８１８・群馬県高崎市赤坂町・あかさかまち

　　３７０-１２１１・群馬県高崎市阿久津町・あくつまち

　　３７０-００５２・群馬県高崎市旭町・あさひちよう

　　３７０-３５３１・群馬県高崎市足門町・あしかどまち

　　３７０-００４５・群馬県高崎市東町・あずまちよう

　　３７０-０８３１・群馬県高崎市あら町・あらまち

　　３７０-００６３・群馬県高崎市飯玉町・いいだままち

　　３７０-００６９・群馬県高崎市飯塚町・いいつﾞかまち

　　３７０-０８６４・群馬県高崎市石原町・いしはらまち

　　３７０-３５３４・群馬県高崎市井出町・いでまち

　　３７０-００６２・群馬県高崎市稲荷町・いなりちよう

　　３７０-０００４・群馬県高崎市井野町・いのまち

　　３７０-００４４・群馬県高崎市岩押町・いわおしまち

　　３７０-１２０８・群馬県高崎市岩鼻町・いわはなまち

　　３７０-００６７・群馬県高崎市請地町・うけちまち

　　３７０-３５１８・群馬県高崎市後疋間町・うしろひきままち

　　３７０-０８０７・群馬県高崎市歌川町・うたがわちよう

　　３７０-００４６・群馬県高崎市江木町・えぎまち

　　３７０-００１２・群馬県高崎市大沢町・おおさわまち

　　３７０-０８０３・群馬県高崎市大橋町・おおはしまち

　　３７０-００７２・群馬県高崎市大八木町・おおやぎまち

　　３７０-００８６・群馬県高崎市沖町・おきまち

　　３７０-００４２・群馬県高崎市貝沢町・かいざわまち

　　３７０-０８３８・群馬県高崎市鍛冶町・かじちよう

　　３７０-０８６２・群馬県高崎市片岡町・かたおかまち

　　３７０-０８１４・群馬県高崎市嘉多町・かたまち

　　３７０-０８８２・群馬県高崎市金井淵町・かないぶちまち

　　３７０-３５１１・群馬県高崎市金古町・かねこまち

　　３７０-３３３５・群馬県高崎市上大島町・かみおおしままち

　　３７０-００３１・群馬県高崎市上大類町・かみおおるいまち

　　３７０-００７８・群馬県高崎市上小鳥町・かみことりまち

　　３７０-００７７・群馬県高崎市上小塙町・かみこはﾞなまち

　　３７０-３３４５・群馬県高崎市上里見町・かみさとみまち

　　３７０-０８５７・群馬県高崎市上佐野町・かみさのまち

　　３７０-００２７・群馬県高崎市上滝町・かみたきまち

　　３７０-０８７１・群馬県高崎市上豊岡町・かみとよおかまち

　　３７０-０８５１・群馬県高崎市上中居町・かみなかいまち

　　３７０-０８０１・群馬県高崎市上並榎町・かみなみえまち

　　３７０-３３４６・群馬県高崎市上室田町・かみむろだまち

　　３７０-０８０６・群馬県高崎市上和田町・かみわだまち

　　３７０-００８４・群馬県高崎市菊地町・きくちﾞまち

　　３７０-００８２・群馬県高崎市北新波町・きたあらなみまち

　　３７０-０８７２・群馬県高崎市北久保町・きたくほﾞまち

　　３７０-００５６・群馬県高崎市北通町・きたとおりまち

　　３７０-３５１３・群馬県高崎市北原町・きたはらまち

　　３７０-０８４２・群馬県高崎市北双葉町・きたふたはﾞちよう

　　３７０-１２１２・群馬県高崎市木部町・きべまち

　　３７０-００１１・群馬県高崎市京目町・きようめまち

　　３７０-００８８・群馬県高崎市行力町・ぎようりきまち

　　３７０-００５８・群馬県高崎市九蔵町・くぞうまち

　　３７０-１２０１・群馬県高崎市倉賀野町・くらがのまち

　　３７０-３４０４・群馬県高崎市倉渕町岩氷・くらぶちまちいわこおり

　　３７０-３４０５・群馬県高崎市倉渕町川浦・くらぶちまちかわうら

　　３７０-３４０１・群馬県高崎市倉渕町権田・くらぶちまちごんだ

　　３７０-３４０２・群馬県高崎市倉渕町三ノ倉・くらぶちまちさんのくら

　　３７０-３４０３・群馬県高崎市倉渕町水沼・くらぶちまちみずぬま



　　３７０-１２０５・群馬県高崎市栗崎町・くりざきまち

　　３７０-０８８３・群馬県高崎市剣崎町・けんざきまち

　　３７０-３３３６・群馬県高崎市神戸町・ごうどまち

　　３７０-００７１・群馬県高崎市小八木町・こやぎまち

　　３７０-０８４１・群馬県高崎市栄町・さかえちよう

　　３７０-０８５６・群馬県高崎市佐野窪町・さのくほﾞまち

　　３７０-０８２７・群馬県高崎市鞘町・さやちよう

　　３７０-０８４５・群馬県高崎市新後閑町・しごかまち

　　３７０-００３５・群馬県高崎市柴崎町・しはﾞさきまち

　　３７０-００６４・群馬県高崎市芝塚町・しはﾞつﾞかまち

　　３７０-００１５・群馬県高崎市島野町・しまのまち

　　３７０-０８８６・群馬県高崎市下大島町・しもおおしままち

　　３７０-００３４・群馬県高崎市下大類町・しもおおるいまち

　　３７０-００７４・群馬県高崎市下小鳥町・しもことりまち

　　３７０-００７６・群馬県高崎市下小塙町・しもこはﾞなまち

　　３７０-００２５・群馬県高崎市下斉田町・しもさいだまち

　　３７０-３３４３・群馬県高崎市下里見町・しもさとみまち

　　３７０-０８５５・群馬県高崎市下佐野町・しもさのまち

　　３７０-００２６・群馬県高崎市下滝町・しもたきまち

　　３７０-０８７３・群馬県高崎市下豊岡町・しもとよおかまち

　　３７０-０８５３・群馬県高崎市下中居町・しもなかいまち

　　３７０-０８５４・群馬県高崎市下之城町・しものじようまち

　　３７０-３３４２・群馬県高崎市下室田町・しもむろだまち

　　３７０-０８３７・群馬県高崎市下横町・しもよこちよう

　　３７０-０８４６・群馬県高崎市下和田町・しもわだまち

　　３７０-３３３１・群馬県高崎市十文字町・じゆうもんじまち

　　３７０-００３２・群馬県高崎市宿大類町・しゆくおおるいまち

　　３７０-００２２・群馬県高崎市宿横手町・しゆくよこてまち

　　３７０-０００８・群馬県高崎市正観寺町・しようかんじまち

　　３７０-００６８・群馬県高崎市昭和町・しようわまち

　　３７０-３３３２・群馬県高崎市白岩町・しらいわまち

　　３７０-０８２５・群馬県高崎市白銀町・しろがねちよう

　　３７０-０８６６・群馬県高崎市城山町・しろやままち

　　３７０-０８２１・群馬県高崎市新紺屋町・しんこんやまち

　　３７０-００５４・群馬県高崎市真町・しんちよう

　　３７０-０８３３・群馬県高崎市新田町・しんでんまち

　　３７０-０００３・群馬県高崎市新保田中町・しんほﾞたなかまち

　　３７０-００１８・群馬県高崎市新保町・しんほﾞまち

　　３７０-１３０１・群馬県高崎市新町・しんまち

　　３７０-００６５・群馬県高崎市末広町・すえひろちよう

　　３７０-３５２２・群馬県高崎市菅谷町・すがやまち

　　３７０-０８３２・群馬県高崎市砂賀町・すながちよう

　　３７０-０８０４・群馬県高崎市住吉町・すみよしちよう

　　３７０-０８１７・群馬県高崎市堰代町・せきしろちよう

　　３７０-１２０６・群馬県高崎市台新田町・だいしんでんまち

　　３７０-０８０５・群馬県高崎市台町・だいまち

　　３７０-００４７・群馬県高崎市高砂町・たかさごちよう

　　３７０-００４３・群馬県高崎市高関町・たかぜきまち

　　３７０-３３３３・群馬県高崎市高浜町・たかはままち

　　３７０-０８２９・群馬県高崎市高松町・たかまつちよう

　　３７０-０８３５・群馬県高崎市竜見町・たつみちよう

　　３７０-０８２４・群馬県高崎市田町・たまち

　　３７０-３５１５・群馬県高崎市塚田町・つかだまち

　　３７０-００７５・群馬県高崎市筑縄町・つくなわまち

　　３７０-００５９・群馬県高崎市椿町・つはﾞきちよう

　　３７０-０８４８・群馬県高崎市鶴見町・つるみちよう

　　３７０-０８６５・群馬県高崎市寺尾町・てらおまち

　　３７０-００６１・群馬県高崎市天神町・てんじんちよう

　　３７０-３５１６・群馬県高崎市稲荷台町・とうかだいまち

　　３７０-００５３・群馬県高崎市通町・とおりまち

　　３７０-０８１６・群馬県高崎市常盤町・ときわちよう

　　３７０-０００６・群馬県高崎市問屋町・とんやまち

　　３７０-０００７・群馬県高崎市問屋町西・とんやまちにじ

　　３７０-３５２４・群馬県高崎市中泉町・なかいずみまち

　　３７０-０８５２・群馬県高崎市中居町・なかいまち

　　３７０-００３３・群馬県高崎市中大類町・なかおおるいまち

　　３７０-０００１・群馬県高崎市中尾町・なかおまち

　　３７０-０８２３・群馬県高崎市中紺屋町・なかこんやまち

　　３７０-３５３２・群馬県高崎市中里町・なかざとまち

　　３７０-３３４４・群馬県高崎市中里見町・なかさとみまち



　　３７０-００２３・群馬県高崎市中島町・なかじままち

　　３７０-０８７４・群馬県高崎市中豊岡町・なかとよおかまち

　　３７０-３３４７・群馬県高崎市中室田町・なかむろだまち

　　３７０-０８０２・群馬県高崎市並榎町・なみえまち

　　３７０-０８１２・群馬県高崎市成田町・なりたちよう

　　３７０-３５１２・群馬県高崎市西国分町・にしこくぶまち

　　３７０-００１７・群馬県高崎市西島町・にしじままち

　　３７０-００２１・群馬県高崎市西横手町・にしよこてまち

　　３７０-００４８・群馬県高崎市日光町・につこうちよう

　　３７０-１２１４・群馬県高崎市根小屋町・ねごやまち

　　３７０-０８６７・群馬県高崎市乗附町・のつけまち

　　３７０-００１３・群馬県高崎市萩原町・はぎわらまち

　　３７０-０８６８・群馬県高崎市鼻高町・はなだかまち

　　３７０-００８１・群馬県高崎市浜川町・はまがわまち

　　３７０-０００５・群馬県高崎市浜尻町・はまじりまち

　　３７０-３３４８・群馬県高崎市榛名湖町・はるなこまち

　　３７０-３３４１・群馬県高崎市榛名山町・はるなさんまち

　　３７０-００４１・群馬県高崎市東貝沢町・ひがしかいざわまち

　　３７０-３５１４・群馬県高崎市東国分町・ひがしこくぶまち

　　３７０-１２０４・群馬県高崎市東中里町・ひがしなかさとまち

　　３７０-３５１７・群馬県高崎市引間町・ひきままち

　　３７０-０８６３・群馬県高崎市聖石町・ひじりいしまち

　　３７０-０００２・群馬県高崎市日高町・ひだかまち

　　３７０-０８３９・群馬県高崎市檜物町・ひものちよう

　　３７０-３５１９・群馬県高崎市冷水町・ひやみずまち

　　３７０-３５２３・群馬県高崎市福島町・ふくしままち

　　３７０-０８７５・群馬県高崎市藤塚町・ふじつﾞかまち

　　３７０-０８４３・群馬県高崎市双葉町・ふたはﾞちよう

　　３７０-３５３３・群馬県高崎市保渡田町・ほどたまち

　　３７０-３３３４・群馬県高崎市本郷町・ほんごうまち

　　３７０-０８８１・群馬県高崎市町屋町・まちやまち

　　３７０-３１０２・群馬県高崎市箕郷町生原・みさとまちおいはﾞら

　　３７０-３１０１・群馬県高崎市箕郷町柏木沢・みさとまちかしわぎざわ

　　３７０-３１１４・群馬県高崎市箕郷町金敷平・みさとまちかなしきだいら

　　３７０-３１０４・群馬県高崎市箕郷町上芝・みさとまちかみしはﾞ

　　３７０-３１０３・群馬県高崎市箕郷町下芝・みさとまちしもしはﾞ

　　３７０-３１１７・群馬県高崎市箕郷町白川・みさとまちしらかわ

　　３７０-３１１２・群馬県高崎市箕郷町善地・みさとまちぜんじ

　　３７０-３１１５・群馬県高崎市箕郷町富岡・みさとまちとみおか

　　３７０-３１１１・群馬県高崎市箕郷町中野・みさとまちなかの

　　３７０-３１０５・群馬県高崎市箕郷町西明屋・みさとまちにしあきや

　　３７０-３１０６・群馬県高崎市箕郷町東明屋・みさとまちひがしあきや

　　３７０-３１１３・群馬県高崎市箕郷町松之沢・みさとまちまつのさわ

　　３７０-３１０７・群馬県高崎市箕郷町矢原・みさとまちやはﾞら

　　３７０-３１１６・群馬県高崎市箕郷町和田山・みさとまちわだやま

　　３７０-３３３７・群馬県高崎市三ツ子沢町・みつごさわまち

　　３７０-３５２５・群馬県高崎市三ツ寺町・みつでらまち

　　３７０-００７３・群馬県高崎市緑町・みどりちよう

　　３７０-００８３・群馬県高崎市南新波町・みなみあらなみまち

　　３７０-００３６・群馬県高崎市南大類町・みなみおおるいまち

　　３７０-０８３４・群馬県高崎市南町・みなみちよう

　　３７０-３３３８・群馬県高崎市宮沢町・みやざわまち

　　３７０-１２０２・群馬県高崎市宮原町・みやはらまち

　　３７０-０８２８・群馬県高崎市宮元町・みやもとちよう

　　３７０-３５２１・群馬県高崎市棟高町・むなだかまち

　　３７０-００５７・群馬県高崎市元紺屋町・もとこんやまち

　　３７０-００１４・群馬県高崎市元島名町・もとしまなまち

　　３７０-０８１３・群馬県高崎市本町・もとまち

　　３７０-０８４９・群馬県高崎市八島町・やしまちよう

　　３７０-００１６・群馬県高崎市矢島町・やじままち

　　３７０-０８６１・群馬県高崎市八千代町・やちよまち

　　３７０-１２０３・群馬県高崎市矢中町・やなかまち

　　３７０-０８１５・群馬県高崎市柳川町・やながわちよう

　　３７０-００６６・群馬県高崎市山田町・やまだちよう

　　３７０-１２１３・群馬県高崎市山名町・やまなまち

　　３７０-００２４・群馬県高崎市八幡原町・やわたはﾞらまち

　　３７０-０８８４・群馬県高崎市八幡町・やわたまち

　　３７０-００５１・群馬県高崎市弓町・ゆみちよう

　　３７０-２１０７・群馬県高崎市吉井町池・よしいまちいけ

　　３７０-２１１４・群馬県高崎市吉井町石神・よしいまちいしがみ



　　３７０-２１０３・群馬県高崎市吉井町岩井・よしいまちいわい

　　３７０-２１３１・群馬県高崎市吉井町岩崎・よしいまちいわざき

　　３７０-２１２５・群馬県高崎市吉井町大沢・よしいまちおおさわ

　　３７０-２１１１・群馬県高崎市吉井町小串・よしいまちおぐじ

　　３７０-２１３５・群馬県高崎市吉井町片山・よしいまちかたやま

　　３７０-２１３９・群馬県高崎市吉井町上奥平・よしいまちかみおくだいら

　　３７０-２１１２・群馬県高崎市吉井町黒熊・よしいまちくろくま

　　３７０-２１０２・群馬県高崎市吉井町小暮・よしいまちこぐれ

　　３７０-２１３６・群馬県高崎市吉井町小棚・よしいまちこたな

　　３７０-２１３７・群馬県高崎市吉井町坂口・よしいまちさかぐち

　　３７０-２１２４・群馬県高崎市吉井町塩・よしいまちしお

　　３７０-２１３４・群馬県高崎市吉井町塩川・よしいまちしおがわ

　　３７０-２１３８・群馬県高崎市吉井町下奥平・よしいまちしもおくだいら

　　３７０-２１２１・群馬県高崎市吉井町下長根・よしいまちしもながね

　　３７０-２１２３・群馬県高崎市吉井町神保・よしいまちじんほﾞ

　　３７０-２１１５・群馬県高崎市吉井町多比良・よしいまちたいら

　　３７０-２１２２・群馬県高崎市吉井町高・よしいまちたか

　　３７０-２１１６・群馬県高崎市吉井町多胡・よしいまちたご

　　３７０-２１０５・群馬県高崎市吉井町中島・よしいまちなかじま

　　３７０-２１２７・群馬県高崎市吉井町長根・よしいまちながね

　　３７０-２１０１・群馬県高崎市吉井町南陽台・よしいまちなんようだい

　　３７０-２１２６・群馬県高崎市吉井町東谷・よしいまちひがしや

　　３７０-２１１３・群馬県高崎市吉井町深沢・よしいまちふかさわ

　　３７０-２１２８・群馬県高崎市吉井町本郷・よしいまちほんごう

　　３７０-２１０４・群馬県高崎市吉井町馬庭・よしいまちまにわ

　　３７０-２１０６・群馬県高崎市吉井町矢田・よしいまちやた

　　３７０-２１３２・群馬県高崎市吉井町吉井・よしいまちよしい

　　３７０-２１３３・群馬県高崎市吉井町吉井川・よしいまちよしいかわ

　　３７０-０８１９・群馬県高崎市四ツ屋町・よつやまち

　　３７０-０８２２・群馬県高崎市寄合町・よりあいちよう

　　３７０-００５５・群馬県高崎市羅漢町・らかんちよう

　　３７０-００８７・群馬県高崎市楽間町・らくままち

　　３７０-０８２６・群馬県高崎市連雀町・れんじやくちよう

　　３７０-０８８５・群馬県高崎市若田町・わかたまち

　　３７０-０８３６・群馬県高崎市若松町・わかまつちよう

　　３７０-００８５・群馬県高崎市我峰町・わがみねまち

　　３７０-０８４４・群馬県高崎市和田多中町・わだたなかまち

　　３７０-１２０７・群馬県高崎市綿貫町・わたぬきまち

　　３７０-０８４７・群馬県高崎市和田町・わだまち

　　３７６-００００・群馬県桐生市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７６-００１１・群馬県桐生市相生町・あいおいちよう

　　３７６-００３７・群馬県桐生市旭町・あさひちよう

　　３７６-００３２・群馬県桐生市東町・あずまちよう

　　３７６-００３３・群馬県桐生市泉町・いずみちよう

　　３７６-００２２・群馬県桐生市稲荷町・いなりちよう

　　３７６-０６０１・群馬県桐生市梅田町・うめだちよう

　　３７６-００４４・群馬県桐生市永楽町・えいらくちよう

　　３７６-００２４・群馬県桐生市織姫町・おりひめちよう

　　３７６-００４１・群馬県桐生市川内町・かわうちちよう

　　３７６-００３６・群馬県桐生市川岸町・かわぎしちよう

　　３７６-００２６・群馬県桐生市清瀬町・きよせちよう

　　３７６-０１４５・群馬県桐生市黒保根町上田沢・くろほねちようかみたざわ

　　３７６-０１４４・群馬県桐生市黒保根町下田沢・くろほねちようしもたざわ

　　３７６-０１４３・群馬県桐生市黒保根町宿廻・くろほねちようしゆくめぐり

　　３７６-０１４１・群馬県桐生市黒保根町水沼・くろほねちようみずぬま

　　３７６-０１４２・群馬県桐生市黒保根町八木原・くろほねちようやぎはら

　　３７６-０００４・群馬県桐生市小梅町・こうめちよう

　　３７６-００４３・群馬県桐生市小曾根町・こそねちよう

　　３７６-０００３・群馬県桐生市琴平町・ことひらちよう

　　３７６-０００２・群馬県桐生市境野町・さかいのちよう

　　３７６-００１２・群馬県桐生市桜木町・さくらぎちよう

　　３７６-０００６・群馬県桐生市新宿・しんしゆく

　　３７６-００４５・群馬県桐生市末広町・すえひろちよう

　　３７６-００３８・群馬県桐生市高砂町・たかさごちよう

　　３７６-００４２・群馬県桐生市堤町・つつみちよう

　　３７６-００５２・群馬県桐生市天神町・てんじんちよう

　　３７６-００２１・群馬県桐生市巴町・ともえちよう

　　３７６-００３５・群馬県桐生市仲町・なかまち

　　３７６-０１３７・群馬県桐生市新里町赤城山・にいさとちようあかぎさん

　　３７６-０１３６・群馬県桐生市新里町板橋・にいさとちよういたはﾞじ



　　３７６-０１３３・群馬県桐生市新里町大久保・にいさとちようおおくほﾞ

　　３７６-０１３１・群馬県桐生市新里町奥沢・にいさとちようおくざわ

　　３７６-０１２４・群馬県桐生市新里町小林・にいさとちようこはﾞやじ

　　３７６-０１３４・群馬県桐生市新里町関・にいさとちようせき

　　３７６-０１３５・群馬県桐生市新里町高泉・にいさとちようたかいずみ

　　３７６-０１２３・群馬県桐生市新里町武井・にいさとちようたけい

　　３７６-０１３２・群馬県桐生市新里町鶴ケ谷・にいさとちようつるがや

　　３７６-０１２１・群馬県桐生市新里町新川・にいさとちようにつかわ

　　３７６-０１２２・群馬県桐生市新里町野・にいさとちようの

　　３７６-０１２５・群馬県桐生市新里町山上・にいさとちようやまかみ

　　３７６-００２３・群馬県桐生市錦町・にしきちよう

　　３７６-００５４・群馬県桐生市西久方町・にしひさかたちよう

　　３７６-０００７・群馬県桐生市浜松町・はままつちよう

　　３７６-００３４・群馬県桐生市東・ひがじ

　　３７６-００５３・群馬県桐生市東久方町・ひがしひさかたちよう

　　３７６-０００１・群馬県桐生市菱町・ひしまち

　　３７６-００５１・群馬県桐生市平井町・ひらいちよう

　　３７６-００１３・群馬県桐生市広沢町・ひろさわちよう

　　３７６-００１４・群馬県桐生市広沢町間ノ島・ひろさわちようあいのしま

　　３７６-００３１・群馬県桐生市本町・ほんちよう

　　３７６-００２５・群馬県桐生市美原町・みはらちよう

　　３７６-００４６・群馬県桐生市宮前町・みやまえちよう

　　３７６-００５６・群馬県桐生市宮本町・みやもとちよう

　　３７６-０００５・群馬県桐生市三吉町・みよしちよう

　　３７６-００２７・群馬県桐生市元宿町・もとじゆくちよう

　　３７６-００５５・群馬県桐生市横山町・よこやまちよう

　　３７２-００００・群馬県伊勢崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７９-２２０１・群馬県伊勢崎市間野谷町・あいのやちよう

　　３７９-２２１５・群馬県伊勢崎市赤堀今井町・あかほﾞりいまいちよう

　　３７９-２２０２・群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町・あかほﾞりかしまちよう

　　３７９-２２３１・群馬県伊勢崎市東町・あずまちよう

　　３７２-０８２１・群馬県伊勢崎市阿弥大寺町・あみだいじまち

　　３７２-０００７・群馬県伊勢崎市安堀町・あんほﾞりまち

　　３７２-０８５４・群馬県伊勢崎市飯島町・いいじまちよう

　　３７９-２２１７・群馬県伊勢崎市磯町・いそちよう

　　３７９-２２１１・群馬県伊勢崎市市場町・いちはﾞちよう

　　３７２-０８０４・群馬県伊勢崎市稲荷町・いなりちよう

　　３７２-０００５・群馬県伊勢崎市乾町・いぬいちよう

　　３７２-００３１・群馬県伊勢崎市今泉町・いまいずみちよう

　　３７２-０８２３・群馬県伊勢崎市今井町・いまいちよう

　　３７２-０００６・群馬県伊勢崎市太田町・おおたまち

　　３７２-００４８・群馬県伊勢崎市大手町・おおてまち

　　３７２-００１５・群馬県伊勢崎市鹿島町・かしまちよう

　　３７２-００２３・群馬県伊勢崎市粕川町・かすかわちよう

　　３７２-００４５・群馬県伊勢崎市上泉町・かみいずみちよう

　　３７２-００１３・群馬県伊勢崎市上植木本町・かみうえきほんまち

　　３７２-００２１・群馬県伊勢崎市上諏訪町・かみすわちよう

　　３７９-２２２５・群馬県伊勢崎市上田町・かみだちよう

　　３７２-０８５１・群馬県伊勢崎市上蓮町・かみはすちよう

　　３７２-００３２・群馬県伊勢崎市北千木町・きたせんぎちよう

　　３７２-００５６・群馬県伊勢崎市喜多町・きたまち

　　３７９-２２２１・群馬県伊勢崎市国定町・くにさだまち

　　３７２-００５５・群馬県伊勢崎市曲輪町・くるわちよう

　　３７２-０００３・群馬県伊勢崎市華蔵寺町・けぞうじまち

　　３７２-０８４３・群馬県伊勢崎市下道寺町・げどうじちよう

　　３７９-２２３２・群馬県伊勢崎市小泉町・こいずみちよう

　　３７９-２２０６・群馬県伊勢崎市香林町・こうはﾞやしちよう

　　３７２-０８５３・群馬県伊勢崎市国領町・こくりようちよう

　　３７２-００５２・群馬県伊勢崎市寿町・ことぶきちよう

　　３７９-２２１３・群馬県伊勢崎市五目牛町・ごめうしちよう

　　３７０-０１２４・群馬県伊勢崎市境・さかい

　　３７０-０１２３・群馬県伊勢崎市境東・さかいあずま

　　３７０-０１０５・群馬県伊勢崎市境伊与久・さかいいよく

　　３７０-０１３５・群馬県伊勢崎市境小此木・さかいおこのぎ

　　３７０-０１２１・群馬県伊勢崎市境女塚・さかいおなつﾞか

　　３７０-０１２７・群馬県伊勢崎市境上武士・さかいかみたけじ

　　３７０-０１０２・群馬県伊勢崎市境上渕名・さかいかみふちな

　　３７０-０１１１・群馬県伊勢崎市境上矢島・さかいかみやじま

　　３７０-０１０４・群馬県伊勢崎市境木島・さかいきじま

　　３７０-０１２２・群馬県伊勢崎市境栄・さかいさかえ



　　３７０-０１３４・群馬県伊勢崎市境島村・さかいしまむら

　　３７０-０１２６・群馬県伊勢崎市境下武士・さかいしもたけじ

　　３７０-０１０３・群馬県伊勢崎市境下渕名・さかいしもふちな

　　３７０-０１１４・群馬県伊勢崎市境新栄・さかいしんえい

　　３７０-０１１７・群馬県伊勢崎市境百々・さかいどうどう

　　３７０-０１１６・群馬県伊勢崎市境百々東・さかいどうどうひがじ

　　３７０-０１３３・群馬県伊勢崎市境中島・さかいなかじま

　　３７０-０１１２・群馬県伊勢崎市境西今井・さかいにしいまい

　　３７０-０１２５・群馬県伊勢崎市境萩原・さかいはぎわら

　　３７０-０１０１・群馬県伊勢崎市境東新井・さかいひがしあらい

　　３７０-０１３２・群馬県伊勢崎市境平塚・さかいひらつﾞか

　　３７０-０１２８・群馬県伊勢崎市境保泉・さかいほずみ

　　３７０-０１１３・群馬県伊勢崎市境三ツ木・さかいみつぎ

　　３７０-０１１５・群馬県伊勢崎市境美原・さかいみはら

　　３７０-０１３１・群馬県伊勢崎市境米岡・さかいよねおか

　　３７２-０８３１・群馬県伊勢崎市山王町・さんのうちよう

　　３７２-００４６・群馬県伊勢崎市三光町・さんこうちよう

　　３７２-００１１・群馬県伊勢崎市三和町・さんわちよう

　　３７２-０８２４・群馬県伊勢崎市柴町・しはﾞまち

　　３７２-００２４・群馬県伊勢崎市下植木町・しもうえきちよう

　　３７２-０８５２・群馬県伊勢崎市下蓮町・しもはすちよう

　　３７９-２２１４・群馬県伊勢崎市下触町・しもふれいちよう

　　３７２-００１４・群馬県伊勢崎市昭和町・しようわちよう

　　３７２-００３８・群馬県伊勢崎市新栄町・しんえいちよう

　　３７２-００５７・群馬県伊勢崎市末広町・すえひろちよう

　　３７２-０８４１・群馬県伊勢崎市大正寺町・だいしようじちよう

　　３７２-０８０２・群馬県伊勢崎市田中島町・たなかじままち

　　３７２-０８１４・群馬県伊勢崎市田中町・たなかまち

　　３７９-２２２２・群馬県伊勢崎市田部井町・たべいちよう

　　３７２-００４２・群馬県伊勢崎市中央町・ちゆうおうちよう

　　３７２-０００４・群馬県伊勢崎市堤下町・つつみしたちよう

　　３７２-０００２・群馬県伊勢崎市堤西町・つつみにしまち

　　３７２-０８１７・群馬県伊勢崎市連取本町・つなとりほんまち

　　３７２-０８１８・群馬県伊勢崎市連取元町・つなとりもとまち

　　３７２-０８１２・群馬県伊勢崎市連取町・つなとりまち

　　３７２-０８３３・群馬県伊勢崎市富塚町・とみつﾞかちよう

　　３７２-０８２５・群馬県伊勢崎市戸谷塚町・とやつﾞかまち

　　３７２-００１２・群馬県伊勢崎市豊城町・とよしろちよう

　　３７２-０８２２・群馬県伊勢崎市中町・なかまち

　　３７２-０８５５・群馬県伊勢崎市長沼町・ながぬままち

　　３７９-２２２４・群馬県伊勢崎市西小保方町・にしおほﾞかたちよう

　　３７２-０８１６・群馬県伊勢崎市西上之宮町・にしかみのみやまち

　　３７９-２２０４・群馬県伊勢崎市西久保町・にしくほﾞちよう

　　３７２-００５８・群馬県伊勢崎市西田町・にしだまち

　　３７９-２２１６・群馬県伊勢崎市西野町・にしのちよう

　　３７２-０８１３・群馬県伊勢崎市韮塚町・にらつﾞかまち

　　３７９-２２０５・群馬県伊勢崎市野町・のちよう

　　３７２-０８４４・群馬県伊勢崎市羽黒町・はぐろちよう

　　３７２-０００１・群馬県伊勢崎市波志江町・はしえまち

　　３７９-２２３６・群馬県伊勢崎市八寸町・はちすちよう

　　３７９-２２３４・群馬県伊勢崎市東小保方町・ひがしおほﾞかたちよう

　　３７２-０８１５・群馬県伊勢崎市東上之宮町・ひがしかみのみやまち

　　３７２-００２５・群馬県伊勢崎市東本町・ひがしほんまち

　　３７２-００２２・群馬県伊勢崎市日乃出町・ひのでちよう

　　３７９-２２３３・群馬県伊勢崎市平井町・ひらいちよう

　　３７２-００３９・群馬県伊勢崎市ひろせ町・ひろせちよう

　　３７２-０８２６・群馬県伊勢崎市福島町・ふくじままち

　　３７２-００４１・群馬県伊勢崎市平和町・へいわちよう

　　３７２-０８３４・群馬県伊勢崎市堀口町・ほりぐちまち

　　３７９-２２１２・群馬県伊勢崎市堀下町・ほりしたちよう

　　３７２-００１６・群馬県伊勢崎市本関町・ほんせきちよう

　　３７２-００４７・群馬県伊勢崎市本町・ほんまち

　　３７９-２２０３・群馬県伊勢崎市曲沢町・まがりさわちよう

　　３７２-０８４２・群馬県伊勢崎市馬見塚町・まみつﾞかまち

　　３７２-００４３・群馬県伊勢崎市緑町・みどりちよう

　　３７２-００３３・群馬県伊勢崎市南千木町・みなみせんぎちよう

　　３７９-２２３５・群馬県伊勢崎市三室町・みむろちよう

　　３７２-００３７・群馬県伊勢崎市美茂呂町・みもろちよう

　　３７２-０８０１・群馬県伊勢崎市宮子町・みやこまち

　　３７２-０８０３・群馬県伊勢崎市宮古町・みやふるまち



　　３７２-００２６・群馬県伊勢崎市宮前町・みやまえちよう

　　３７２-００５３・群馬県伊勢崎市宗高町・むねたかちよう

　　３７２-００３４・群馬県伊勢崎市茂呂町・もろまち

　　３７２-００３６・群馬県伊勢崎市茂呂南町・もろみなみちよう

　　３７２-００４４・群馬県伊勢崎市八坂町・やさかちよう

　　３７２-０８２７・群馬県伊勢崎市八斗島町・やつたじままち

　　３７２-００５４・群馬県伊勢崎市柳原町・やなぎはらちよう

　　３７２-００５１・群馬県伊勢崎市八幡町・やはたちよう

　　３７２-０８３２・群馬県伊勢崎市除ケ町・よげちよう

　　３７２-０８１１・群馬県伊勢崎市若葉町・わかはﾞちよう

　　３７３-００００・群馬県太田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０４０２・群馬県太田市阿久津町・あくつちよう

　　３７３-０８１４・群馬県太田市朝日町・あさひちよう

　　３７３-０８５２・群馬県太田市新井町・あらいちよう

　　３７０-０４２２・群馬県太田市安養寺町・あんようじちよう

　　３７３-０８５１・群馬県太田市飯田町・いいだちよう

　　３７３-０８１７・群馬県太田市飯塚町・いいつﾞかちよう

　　３７３-０００７・群馬県太田市石橋町・いしはﾞしちよう

　　３７３-０８０８・群馬県太田市石原町・いしはらちよう

　　３７３-０８４５・群馬県太田市泉町・いずみちよう

　　３７３-００１３・群馬県太田市市場町・いちはﾞちよう

　　３７０-０４２４・群馬県太田市出塚町・いでつﾞかちよう

　　３７３-０８４１・群馬県太田市岩瀬川町・いわせがわちよう

　　３７０-０４０３・群馬県太田市岩松町・いわまつちよう

　　３７３-００１４・群馬県太田市植木野町・うえきのちよう

　　３７３-０８３３・群馬県太田市牛沢町・うしざわちよう

　　３７３-０８１３・群馬県太田市内ケ島町・うちがしまちよう

　　３７９-２３０６・群馬県太田市大久保町・おおくほﾞちよう

　　３７３-００５５・群馬県太田市大島町・おおしまちよう

　　３７０-０４２３・群馬県太田市大舘町・おおたちちよう

　　３７９-２３０４・群馬県太田市大原町・おおはﾞらちよう

　　３７３-００７５・群馬県太田市大鷲町・おおわしちよう

　　３７３-００４５・群馬県太田市沖野町・おきのちよう

　　３７３-０８０４・群馬県太田市沖之郷町・おきのごうちよう

　　３７０-０４０５・群馬県太田市押切町・おしきりちよう

　　３７０-０４０１・群馬県太田市尾島町・おじまちよう

　　３７０-０４２１・群馬県太田市粕川町・かすかわちよう

　　３７３-００２７・群馬県太田市金山町・かなやまちよう

　　３７３-００７４・群馬県太田市上強戸町・かみごうどちよう

　　３７３-００２４・群馬県太田市上小林町・かみこはﾞやしちよう

　　３７３-００４４・群馬県太田市上田島町・かみたじまちよう

　　３７０-０４１１・群馬県太田市亀岡町・かめおかちよう

　　３７３-０００３・群馬県太田市北金井町・きたかないちよう

　　３７３-００１２・群馬県太田市清原町・きよはらちよう

　　３７３-００２５・群馬県太田市熊野町・くまのちよう

　　３７３-０００４・群馬県太田市強戸町・ごうどちよう

　　３７０-０４２７・群馬県太田市小角田町・こずみだちよう

　　３７３-０８１８・群馬県太田市小舞木町・こまいぎちよう

　　３７３-０８０７・群馬県太田市下小林町・しもこはﾞやしちよう

　　３７３-０８４４・群馬県太田市下田島町・しもたじまちよう

　　３７３-０８２１・群馬県太田市下浜田町・しもはまだちよう

　　３７３-００３８・群馬県太田市城西町・じようさいちよう

　　３７３-０８２２・群馬県太田市庄屋町・しようやまち

　　３７３-００３７・群馬県太田市新道町・しんどうちよう

　　３７３-０８６２・群馬県太田市末広町・すえひろちよう

　　３７３-０００２・群馬県太田市菅塩町・すがしおちよう

　　３７０-０４１３・群馬県太田市すずかけ町・すずかけちよう

　　３７３-００２８・群馬県太田市スバル町・すはﾞるちよう

　　３７０-０４２６・群馬県太田市世良田町・せらだちよう

　　３７０-０４１２・群馬県太田市太子町・たいしちよう

　　３７３-０８０１・群馬県太田市台之郷町・だいのごうちよう

　　３７３-００７２・群馬県太田市高瀬町・たかぜちよう

　　３７３-０８２５・群馬県太田市高林東町・たかはやしひがしちよう

　　３７３-０８２８・群馬県太田市高林西町・たかはやしにしちよう

　　３７３-０８２７・群馬県太田市高林南町・たかはやしみなみちよう

　　３７３-０８２９・群馬県太田市高林北町・たかはやしきたちよう

　　３７３-０８２４・群馬県太田市高林寿町・たかはやしことぶきちよう

　　３７３-００４２・群馬県太田市宝町・たからまち

　　３７３-００１１・群馬県太田市只上町・ただかりちよう

　　３７３-０００８・群馬県太田市鶴生田町・つるうだちよう



　　３７３-００５２・群馬県太田市寺井町・てらいちよう

　　３７３-００５１・群馬県太田市天良町・てんらちよう

　　３７０-０４２５・群馬県太田市徳川町・とくがわちよう

　　３７３-０８３２・群馬県太田市富沢町・とみざわちよう

　　３７３-００２３・群馬県太田市富若町・とみわかちよう

　　３７３-００５３・群馬県太田市鳥山町・とりやまちよう

　　３７３-００６１・群馬県太田市鳥山上町・とりやまかみちよう

　　３７３-００６２・群馬県太田市鳥山中町・とりやまなかちよう

　　３７３-００６３・群馬県太田市鳥山下町・とりやましもちよう

　　３７３-０８４６・群馬県太田市中根町・なかねちよう

　　３７３-００５４・群馬県太田市長手町・ながてちよう

　　３７３-０００６・群馬県太田市成塚町・なりつﾞかちよう

　　３７３-０８１９・群馬県太田市新島町・にいじまちよう

　　３７３-００３２・群馬県太田市新野町・にいのちよう

　　３７３-０８４７・群馬県太田市西新町・にししんまち

　　３７３-０００１・群馬県太田市西長岡町・にしながおかちよう

　　３７３-００４３・群馬県太田市西野谷町・にしのやちよう

　　３７３-００３３・群馬県太田市西本町・にしほんちよう

　　３７３-０８２３・群馬県太田市西矢島町・にしやじまちよう

　　３７０-０３３１・群馬県太田市新田赤堀町・につたあかほﾞりちよう

　　３７０-０３０４・群馬県太田市新田市町・につたいちちよう

　　３７０-０３１４・群馬県太田市新田市野井町・につたいちのいちよう

　　３７０-０３０６・群馬県太田市新田市野倉町・につたいちのくらちよう

　　３７０-０３５１・群馬県太田市新田大町・につたおおちよう

　　３７０-０３４７・群馬県太田市新田大根町・につたおおねちよう

　　３７０-０３４１・群馬県太田市新田金井町・につたかないちよう

　　３７０-０３５２・群馬県太田市新田嘉祢町・につたかねちよう

　　３７０-０３４２・群馬県太田市新田上江田町・につたかみえだちよう

　　３７０-０３４６・群馬県太田市新田上田中町・につたかみだなかちよう

　　３７０-０３５３・群馬県太田市新田上中町・につたかみなかちよう

　　３７０-０３２１・群馬県太田市新田木崎町・につたきざきちよう

　　３７０-０３０３・群馬県太田市新田小金井町・につたこがないちよう

　　３７０-０３０２・群馬県太田市新田小金町・につたこきんちよう

　　３７０-０３５５・群馬県太田市新田権右衛門町・につたごんえもんちよう

　　３７０-０３３３・群馬県太田市新田下江田町・につたしもえだちよう

　　３７０-０３４３・群馬県太田市新田下田中町・につたしもだなかちよう

　　３７０-０３１３・群馬県太田市新田反町町・につたそりまちちよう

　　３７０-０３３４・群馬県太田市新田高尾町・につたたかおちよう

　　３７０-０３０５・群馬県太田市新田多村新田町・につたたむらしんでんちよう

　　３７０-０３５４・群馬県太田市新田溜池町・につたためいけちよう

　　３７０-０３０１・群馬県太田市新田天良町・につたてんらちよう

　　３７０-０３３２・群馬県太田市新田中江田町・につたなかえだちよう

　　３７０-０３５６・群馬県太田市新田萩町・につたはぎちよう

　　３７０-０３４５・群馬県太田市新田花香塚町・につたはなかつﾞかちよう

　　３７０-０３４４・群馬県太田市新田早川町・につたはやかわちよう

　　３７０-０３１１・群馬県太田市新田瑞木町・につたみずきちよう

　　３７０-０３１２・群馬県太田市新田村田町・につたむらたちよう

　　３７３-００２９・群馬県太田市韮川町・にらがわちよう

　　３７３-００５６・群馬県太田市八幡町・はちまんちよう

　　３７３-０８５３・群馬県太田市浜町・はまちよう

　　３７３-００７１・群馬県太田市原宿町・はらじゆくちよう

　　３７３-００２１・群馬県太田市東今泉町・ひがしいまいずみちよう

　　３７３-００２２・群馬県太田市東金井町・ひがしかないちよう

　　３７３-００１５・群馬県太田市東新町・ひがししんまち

　　３７３-０８１２・群馬県太田市東長岡町・ひがしながおかちよう

　　３７３-０８１５・群馬県太田市東別所町・ひがしべつしよちよう

　　３７３-００２６・群馬県太田市東本町・ひがしほんちよう

　　３７３-０８１６・群馬県太田市東矢島町・ひがしやじまちよう

　　３７０-０４０４・群馬県太田市備前島町・びぜんじまちよう

　　３７３-０８３１・群馬県太田市福沢町・ふくざわちよう

　　３７３-００３４・群馬県太田市藤阿久町・ふじあぐちよう

　　３７３-００３５・群馬県太田市藤久良町・ふじくらちよう

　　３７０-０４１７・群馬県太田市二ツ小屋町・ふたつごやちよう

　　３７３-０８２６・群馬県太田市古戸町・ふるとちよう

　　３７３-００４１・群馬県太田市別所町・べつしよちよう

　　３７３-０８４２・群馬県太田市細谷町・ほそやちよう

　　３７０-０４１４・群馬県太田市堀口町・ほりぐちちよう

　　３７３-００５７・群馬県太田市本町・ほんちよう

　　３７０-０４０６・群馬県太田市前小屋町・まえごやちよう

　　３７０-０４１６・群馬県太田市前島町・まえじまちよう



　　３７３-００１８・群馬県太田市丸山町・まるやまちよう

　　３７３-００７３・群馬県太田市緑町・みどりちよう

　　３７０-０４１５・群馬県太田市南ケ丘町・みなみがおかちよう

　　３７３-０８６１・群馬県太田市南矢島町・みなみやじまちよう

　　３７０-０４１８・群馬県太田市武蔵島町・むさしじまちよう

　　３７３-０８０９・群馬県太田市茂木町・もてぎちよう

　　３７３-０８０５・群馬県太田市八重笠町・やえがさちよう

　　３７３-０８１１・群馬県太田市安良岡町・やすらおかちよう

　　３７３-００１６・群馬県太田市矢田堀町・やたほﾞりちよう

　　３７３-０８０３・群馬県太田市矢場町・やはﾞちよう

　　３７３-０８０２・群馬県太田市矢場新町・やはﾞしんまち

　　３７９-２３０１・群馬県太田市藪塚町・やぶつﾞかちよう

　　３７９-２３０２・群馬県太田市山之神町・やまのかみちよう

　　３７３-００３６・群馬県太田市由良町・ゆらちよう

　　３７３-００１９・群馬県太田市吉沢町・よしざわちよう

　　３７３-０８４３・群馬県太田市米沢町・よねざわちよう

　　３７９-２３０３・群馬県太田市寄合町・よりあいちよう

　　３７３-０８０６・群馬県太田市龍舞町・りゆうまいちよう

　　３７９-２３０５・群馬県太田市六千石町・ろくせんごくちよう

　　３７３-００３１・群馬県太田市脇屋町・わきやちよう

　　３７８-００００・群馬県沼田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７８-００７６・群馬県沼田市秋塚町・あきつﾞかまち

　　３７８-００７７・群馬県沼田市石墨町・いしずみまち

　　３７８-００３５・群馬県沼田市井土上町・いどのうえまち

　　３７８-００２５・群馬県沼田市今井町・いまいまち

　　３７８-００２１・群馬県沼田市岩本町・いわもとまち

　　３７８-００３１・群馬県沼田市薄根町・うすねまち

　　３７８-００６８・群馬県沼田市宇楚井町・うそいまち

　　３７８-００６７・群馬県沼田市大釜町・おおがままち

　　３７８-００６１・群馬県沼田市岡谷町・おかやまち

　　３７８-００３４・群馬県沼田市恩田町・おんだまち

　　３７８-００１８・群馬県沼田市鍛冶町・かじまち

　　３７８-００２６・群馬県沼田市上川田町・かみかわだまち

　　３７８-０００３・群馬県沼田市上久屋町・かみくやまち

　　３７８-００１１・群馬県沼田市上沼須町・かみぬますまち

　　３７８-００４７・群馬県沼田市上之町・かみのちよう

　　３７８-００５１・群馬県沼田市上原町・かみはらまち

　　３７８-００７１・群馬県沼田市上発知町・かみほつちまち

　　３７８-０００５・群馬県沼田市久屋原町・くやはらまち

　　３７８-００４５・群馬県沼田市材木町・ざいもくちよう

　　３７８-００１４・群馬県沼田市栄町・さかえまち

　　３７８-００５２・群馬県沼田市桜町・さくらまち

　　３７８-００２３・群馬県沼田市篠尾町・ささおまち

　　３７８-００７８・群馬県沼田市佐山町・さやままち

　　３７８-００１６・群馬県沼田市清水町・しみずちよう

　　３７８-００２４・群馬県沼田市下川田町・しもかわだまち

　　３７８-０００４・群馬県沼田市下久屋町・しもくやまち

　　３７８-００６３・群馬県沼田市下沼田町・しもぬまたまち

　　３７８-００４４・群馬県沼田市下之町・しものちよう

　　３７８-００７４・群馬県沼田市下発知町・しもほつちまち

　　３７８-００３３・群馬県沼田市白岩町・しらいわまち

　　３７８-０１２３・群馬県沼田市白沢町岩室・しらさわまちいわむろ

　　３７８-０１２４・群馬県沼田市白沢町尾合・しらさわまちおあい

　　３７８-０１２６・群馬県沼田市白沢町上古語父・しらさわまちかみここぶ

　　３７８-０１２７・群馬県沼田市白沢町下古語父・しらさわまちしもここぶ

　　３７８-０１２１・群馬県沼田市白沢町高平・しらさわまちたかひら

　　３７８-０１２２・群馬県沼田市白沢町生枝・しらさわまちなまえ

　　３７８-０１２５・群馬県沼田市白沢町平出・しらさわまちひらいで

　　３７８-００１３・群馬県沼田市新町・しんまち

　　３７８-００３２・群馬県沼田市硯田町・すずりだまち

　　３７８-００６４・群馬県沼田市善桂寺町・ぜんけいじまち

　　３７８-００５６・群馬県沼田市高橋場町・たかはしはﾞまち

　　３７８-００１５・群馬県沼田市戸鹿野町・とがのまち

　　３７８-０００１・群馬県沼田市戸神町・とかみまち

　　３７８-０３１４・群馬県沼田市利根町青木・とねまちあおき

　　３７８-０３０５・群馬県沼田市利根町穴原・とねまちあなはﾞら

　　３７８-０３２６・群馬県沼田市利根町石戸新田・とねまちいしどしんでん

　　３７８-０３２２・群馬県沼田市利根町老神・とねまちおいがみ

　　３７８-０３２３・群馬県沼田市利根町大原・とねまちおおはら

　　３７８-０３０４・群馬県沼田市利根町大楊・とねまちおおよう



　　３７８-０３０３・群馬県沼田市利根町追貝・とねまちおつかい

　　３７８-０３０７・群馬県沼田市利根町柿平・とねまちかきだいら

　　３７８-０３１１・群馬県沼田市利根町小松・とねまちこまつ

　　３７８-０３１５・群馬県沼田市利根町砂川・とねまちすながわ

　　３７８-０３２４・群馬県沼田市利根町園原・とねまちそのはら

　　３７８-０３２１・群馬県沼田市利根町高戸谷・とねまちたかとや

　　３７８-０３１７・群馬県沼田市利根町多那・とねまちたな

　　３７８-０３０２・群馬県沼田市利根町千鳥・とねまちちどり

　　３７８-０３１６・群馬県沼田市利根町二本松・とねまちにほんまつ

　　３７８-０３１２・群馬県沼田市利根町根利・とねまちねり

　　３７８-０３１３・群馬県沼田市利根町日影南郷・とねまちひかげなんごう

　　３７８-０３０６・群馬県沼田市利根町日向南郷・とねまちひなたなんごう

　　３７８-０３０１・群馬県沼田市利根町平川・とねまちひらがわ

　　３７８-０３２５・群馬県沼田市利根町輪組・とねまちわくみ

　　３７８-００７２・群馬県沼田市中発知町・なかほつちまち

　　３７８-００４８・群馬県沼田市中町・なかまち

　　３７８-００７５・群馬県沼田市奈良町・ならまち

　　３７８-００４２・群馬県沼田市西倉内町・にしくらうちまち

　　３７８-００５４・群馬県沼田市西原新町・にしはらしんまち

　　３７８-００１２・群馬県沼田市沼須町・ぬますまち

　　３７８-００４６・群馬県沼田市馬喰町・はﾞくろうまち

　　３７８-００６６・群馬県沼田市原町・はらまち

　　３７８-００４１・群馬県沼田市榛名町・はるなまち

　　３７８-００４３・群馬県沼田市東倉内町・ひがしくらうちまち

　　３７８-００５３・群馬県沼田市東原新町・ひがしはらしんまち

　　３７８-００１７・群馬県沼田市坊新田町・ほﾞうしんでんまち

　　３７８-００７３・群馬県沼田市発知新田町・ほつちしんでんまち

　　３７８-００６５・群馬県沼田市堀廻町・ほりめぐりまち

　　３７８-００６２・群馬県沼田市町田町・まちだまち

　　３７８-００２２・群馬県沼田市屋形原町・やかたはﾞらまち

　　３７８-００５５・群馬県沼田市柳町・やなぎまち

　　３７８-０００２・群馬県沼田市横塚町・よこつﾞかまち

　　３７４-００００・群馬県館林市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７４-００３５・群馬県館林市青柳町・あおやぎちよう

　　３７４-００５３・群馬県館林市赤土町・あかつちちよう

　　３７４-００１３・群馬県館林市赤生田町・あこうだちよう

　　３７４-００１４・群馬県館林市赤生田本町・あこうだほんちよう

　　３７４-００６３・群馬県館林市朝日町・あさひちよう

　　３７４-００７３・群馬県館林市足次町・あしつぎちよう

　　３７４-００４５・群馬県館林市入ケ谷町・いりかやちよう

　　３７４-００６６・群馬県館林市大街道・おおかいどう

　　３７４-０００１・群馬県館林市大島町・おおしまちよう

　　３７４-００７２・群馬県館林市大新田町・おおしんでんちよう

　　３７４-００２３・群馬県館林市大手町・おおてまち

　　３７４-００５４・群馬県館林市大谷町・おおやちよう

　　３７４-００６７・群馬県館林市岡野町・おかのちよう

　　３７４-００１９・群馬県館林市尾曳町・おびきちよう

　　３７４-００２２・群馬県館林市加法師町・かほﾞうしちよう

　　３７４-００１５・群馬県館林市上赤生田町・かみあこうだちよう

　　３７４-００７９・群馬県館林市上早川田町・かみさがわだちよう

　　３７４-００４６・群馬県館林市上三林町・かみみはﾞやしちよう

　　３７４-００５７・群馬県館林市北成島町・きたなるしまちよう

　　３７４-００７７・群馬県館林市木戸町・きどちよう

　　３７４-０００４・群馬県館林市楠町・くすのきちよう

　　３７４-００３７・群馬県館林市小桑原町・こくわはﾞらちよう

　　３７４-００４２・群馬県館林市近藤町・こんどうちよう

　　３７４-００５２・群馬県館林市栄町・さかえちよう

　　３７４-００６９・群馬県館林市坂下町・さかしたちよう

　　３７４-００７１・群馬県館林市下早川田町・しもさがわだちよう

　　３７４-００４４・群馬県館林市下三林町・しもみはﾞやしちよう

　　３７４-００１８・群馬県館林市城町・しろまち

　　３７４-００５１・群馬県館林市新栄町・しんさかえちよう

　　３７４-００２６・群馬県館林市新宿・しんじゆく

　　３７４-００３６・群馬県館林市諏訪町・すわちよう

　　３７４-００２１・群馬県館林市瀬戸谷町・せどやちよう

　　３７４-００６４・群馬県館林市代官町・だいかんちよう

　　３７４-００６８・群馬県館林市台宿町・だいじゆくちよう

　　３７４-００７４・群馬県館林市高根町・たかねちよう

　　３７４-０００２・群馬県館林市田谷町・たやちよう

　　３７４-０００９・群馬県館林市千塚町・ちつﾞかちよう



　　３７４-００２８・群馬県館林市千代田町・ちよだちよう

　　３７４-００１７・群馬県館林市つつじ町・つつじちよう

　　３７４-０００６・群馬県館林市当郷町・とうごうちよう

　　３７４-００４３・群馬県館林市苗木町・なえぎちよう

　　３７４-００２９・群馬県館林市仲町・なかまち

　　３７４-００５５・群馬県館林市成島町・なるしまちよう

　　３７４-００７５・群馬県館林市西高根町・にしたかねちよう

　　３７４-００６５・群馬県館林市西本町・にしほんちよう

　　３７４-００３８・群馬県館林市西美園町・にしみそのちよう

　　３７４-００４７・群馬県館林市野辺町・のべちよう

　　３７４-０００５・群馬県館林市花山町・はなやまちよう

　　３７４-００１２・群馬県館林市羽附旭町・はねつくあさひちよう

　　３７４-００１１・群馬県館林市羽附町・はねつくちよう

　　３７４-００６１・群馬県館林市東広内町・ひがしひろうちちよう

　　３７４-００３１・群馬県館林市東美園町・ひがしみそのちよう

　　３７４-００７６・群馬県館林市日向町・ひなたちよう

　　３７４-００６２・群馬県館林市広内町・ひろうちちよう

　　３７４-００４１・群馬県館林市富士原町・ふじはらちよう

　　３７４-００２７・群馬県館林市富士見町・ふじみちよう

　　３７４-００３４・群馬県館林市分福町・ぶんぶくちよう

　　３７４-００７８・群馬県館林市傍示塚町・ほうじつかちよう

　　３７４-０００８・群馬県館林市細内町・ほそうちちよう

　　３７４-００３３・群馬県館林市堀工町・ほりくちよう

　　３７４-００２４・群馬県館林市本町・ほんちよう

　　３７４-００５６・群馬県館林市松沼町・まつぬまちよう

　　３７４-００１６・群馬県館林市松原・まつはﾞら

　　３７４-００３９・群馬県館林市美園町・みそのちよう

　　３７４-００２５・群馬県館林市緑町・みどりちよう

　　３７４-００３２・群馬県館林市南美園町・みなみみそのちよう

　　３７４-０００３・群馬県館林市四ツ谷町・よつやちよう

　　３７４-０００７・群馬県館林市若宮町・わかみやちよう

　　３７７-００００・群馬県渋川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７９-１１２２・群馬県渋川市赤城町勝保沢・あかぎまちかつほざわ

　　３７９-１１２５・群馬県渋川市赤城町上三原田・あかぎまちかみみはらだ

　　３７９-１１１１・群馬県渋川市赤城町北赤城山・あかぎまちきたあかぎさん

　　３７９-１１０５・群馬県渋川市赤城町北上野・あかぎまちきたうえの

　　３７９-１１１４・群馬県渋川市赤城町栄・あかぎまちさかえ

　　３７９-１１０４・群馬県渋川市赤城町敷島・あかぎまちしきしま

　　３７９-１１２４・群馬県渋川市赤城町滝沢・あかぎまちたきざわ

　　３７９-１１０１・群馬県渋川市赤城町棚下・あかぎまちたなした

　　３７９-１１２７・群馬県渋川市赤城町樽・あかぎまちたる

　　３７９-１１０３・群馬県渋川市赤城町津久田・あかぎまちつくだ

　　３７９-１１０２・群馬県渋川市赤城町長井小川田・あかぎまちながいおがわだ

　　３７９-１１１５・群馬県渋川市赤城町溝呂木・あかぎまちみぞろき

　　３７９-１１２３・群馬県渋川市赤城町見立・あかぎまちみたち

　　３７９-１１１３・群馬県渋川市赤城町南赤城山・あかぎまちみなみあかぎさん

　　３７９-１１２６・群馬県渋川市赤城町三原田・あかぎまちみはらだ

　　３７９-１１２１・群馬県渋川市赤城町宮田・あかぎまちみやだ

　　３７９-１１１２・群馬県渋川市赤城町深山・あかぎまちみやま

　　３７９-１１１６・群馬県渋川市赤城町持柏木・あかぎまちもちかしわぎ

　　３７７-００３１・群馬県渋川市阿久津・あくつ

　　３７７-０００５・群馬県渋川市有馬・ありま

　　３７７-０１０２・群馬県渋川市伊香保町伊香保・いかほまちいかほ

　　３７７-０１０３・群馬県渋川市伊香保町水沢・いかほまちみずさわ

　　３７７-０１０１・群馬県渋川市伊香保町湯中子・いかほまちゆなかご

　　３７７-０００７・群馬県渋川市石原・いしはら

　　３７７-００２４・群馬県渋川市祖母島・うはﾞしま

　　３７７-０３１２・群馬県渋川市小野子・おのこ

　　３７７-００２７・群馬県渋川市金井・かない

　　３７７-０２０１・群馬県渋川市上白井・かみしろい

　　３７７-００２５・群馬県渋川市川島・かわしま

　　３７７-０２０５・群馬県渋川市北牧・きたもく

　　３７７-０００８・群馬県渋川市渋川・しぶかわ

　　３７７-０２０４・群馬県渋川市白井・しろい

　　３７７-０２０２・群馬県渋川市中郷・なかごう

　　３７７-０００２・群馬県渋川市中村・なかむら

　　３７７-００２６・群馬県渋川市南牧・なんもく

　　３７７-０００４・群馬県渋川市半田・はんだ

　　３７７-０２０３・群馬県渋川市吹屋・ふきや

　　３７７-００５１・群馬県渋川市北橘町赤城山・ほつきつまちあかぎさん



　　３７７-００５５・群馬県渋川市北橘町上南室・ほつきつまちかみなむろ

　　３７７-００５２・群馬県渋川市北橘町上箱田・ほつきつまちかみはこだ

　　３７７-００６５・群馬県渋川市北橘町小室・ほつきつまちこむろ

　　３７７-００５４・群馬県渋川市北橘町下南室・ほつきつまちしもなむろ

　　３７７-００６１・群馬県渋川市北橘町下箱田・ほつきつまちしもはこだ

　　３７７-００５３・群馬県渋川市北橘町箱田・ほつきつまちはこだ

　　３７７-００６４・群馬県渋川市北橘町八崎・ほつきつまちはつさき

　　３７７-００６３・群馬県渋川市北橘町分郷八崎・ほつきつまちぶんごうはつさき

　　３７７-００６２・群馬県渋川市北橘町真壁・ほつきつまちまかべ

　　３７７-０００６・群馬県渋川市行幸田・みゆきだ

　　３７７-０３１１・群馬県渋川市村上・むらかみ

　　３７７-０００３・群馬県渋川市八木原・やぎはら

　　３７７-０２０６・群馬県渋川市横堀・よこほﾞり

　　３７５-００００・群馬県藤岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７５-００４２・群馬県藤岡市鮎川・あゆがわ

　　３７５-００３４・群馬県藤岡市牛田・うした

　　３７５-００１１・群馬県藤岡市岡之郷・おかのごう

　　３７０-１４０１・群馬県藤岡市鬼石・おにじ

　　３７５-００４５・群馬県藤岡市金井・かない

　　３７５-００５４・群馬県藤岡市上大塚・かみおおつﾞか

　　３７５-００５７・群馬県藤岡市上落合・かみおちあい

　　３７５-００１６・群馬県藤岡市上栗須・かみくりす

　　３７５-００１３・群馬県藤岡市上戸塚・かみとつﾞか

　　３７５-００４７・群馬県藤岡市上日野・かみひの

　　３７５-００３３・群馬県藤岡市川除・かわよけ

　　３７５-００２１・群馬県藤岡市小林・こはﾞやじ

　　３７０-１４０４・群馬県藤岡市坂原・さかはら

　　３７０-１４０５・群馬県藤岡市三波川・さんはﾞがわ

　　３７５-００３７・群馬県藤岡市三本木・さんほﾞぎ

　　３７５-００１７・群馬県藤岡市篠塚・しのつﾞか

　　３７５-００５２・群馬県藤岡市下大塚・しもおおつﾞか

　　３７５-００１４・群馬県藤岡市下栗須・しもくりす

　　３７５-００１２・群馬県藤岡市下戸塚・しもとつﾞか

　　３７５-００４６・群馬県藤岡市下日野・しもひの

　　３７０-１４０６・群馬県藤岡市浄法寺・じようほﾞうじ

　　３７５-００５５・群馬県藤岡市白石・しろいじ

　　３７５-００３２・群馬県藤岡市神田・じんだ

　　３７５-００３６・群馬県藤岡市高山・たかやま

　　３７５-０００２・群馬県藤岡市立石・たついじ

　　３７５-０００３・群馬県藤岡市立石新田・たついししんでん

　　３７５-０００５・群馬県藤岡市中・なか

　　３７５-００５３・群馬県藤岡市中大塚・なかおおつﾞか

　　３７５-００１５・群馬県藤岡市中栗須・なかくりす

　　３７５-０００１・群馬県藤岡市中島・なかじま

　　３７５-００４４・群馬県藤岡市西平井・にしひらい

　　３７５-００２２・群馬県藤岡市根岸・ねぎじ

　　３７５-００４３・群馬県藤岡市東平井・ひがしひらい

　　３７５-００２４・群馬県藤岡市藤岡・ふじおか

　　３７５-００３５・群馬県藤岡市保美・ほみ

　　３７０-１４０３・群馬県藤岡市保美濃山・ほみのやま

　　３７５-００２３・群馬県藤岡市本郷・ほんごう

　　３７５-００５６・群馬県藤岡市三ツ木・みつぎ

　　３７５-００４１・群馬県藤岡市緑埜・みどの

　　３７５-００５１・群馬県藤岡市本動堂・もとゆるぎどう

　　３７５-０００４・群馬県藤岡市森・もり

　　３７５-０００６・群馬県藤岡市森新田・もりしんでん

　　３７５-００３１・群馬県藤岡市矢場・やはﾞ

　　３７０-１４０２・群馬県藤岡市譲原・ゆずりはら

　　３７０-２３００・群馬県富岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-２３０６・群馬県富岡市相野田・あいのた

　　３７０-２４５２・群馬県富岡市一ノ宮・いちのみや

　　３７０-２３２２・群馬県富岡市岩染・いわそめ

　　３７０-２４５１・群馬県富岡市宇田・うだ

　　３７０-２３３５・群馬県富岡市大島・おおしま

　　３７０-２３２１・群馬県富岡市岡本・おかもと

　　３７０-２４６６・群馬県富岡市蚊沼・かぬま

　　３７０-２４５５・群馬県富岡市神農原・かのはら

　　３７０-２３４５・群馬県富岡市上黒岩・かみくろいわ

　　３７０-２４５６・群馬県富岡市上小林・かみこはﾞやじ

　　３７０-２３１７・群馬県富岡市上高尾・かみたかお



　　３７０-２３３４・群馬県富岡市上高瀬・かみだかせ

　　３７０-２４６１・群馬県富岡市上丹生・かみにゆう

　　３７０-２４６３・群馬県富岡市神成・かんなり

　　３７０-２３１３・群馬県富岡市君川・きみかわ

　　３７０-２３４４・群馬県富岡市黒川・くろかわ

　　３７０-２３０１・群馬県富岡市桑原・くわはら

　　３７０-２３０４・群馬県富岡市後賀・ごか

　　３７０-２３０２・群馬県富岡市小桑原・こくわはら

　　３７０-２３４１・群馬県富岡市下黒岩・しもくろいわ

　　３７０-２３１１・群馬県富岡市下高尾・しもたかお

　　３７０-２３３２・群馬県富岡市下高瀬・しもだかせ

　　３７０-２４６２・群馬県富岡市下丹生・しもにゆう

　　３７０-２３０５・群馬県富岡市白岩・しらいわ

　　３７０-２３１５・群馬県富岡市曽木・そぎ

　　３７０-２３３１・群馬県富岡市内匠・たくみ

　　３７０-２３１４・群馬県富岡市田篠・たじの

　　３７０-２４５４・群馬県富岡市田島・たじま

　　３７０-２３１６・群馬県富岡市富岡・とみおか

　　３７０-２４６５・群馬県富岡市中沢・なかざわ

　　３７０-２３３３・群馬県富岡市中高瀬・なかだかせ

　　３７０-２３４３・群馬県富岡市七日市・なのかいち

　　３７０-２４６４・群馬県富岡市南蛇井・なんじやい

　　３７０-２３２３・群馬県富岡市野上・のがみ

　　３７０-２４６７・群馬県富岡市原・はら

　　３７０-２３０７・群馬県富岡市藤木・ふじき

　　３７０-２３４２・群馬県富岡市別保・べつほﾟ

　　３７０-２３１２・群馬県富岡市星田・ほしだ

　　３７０-２３２４・群馬県富岡市南後箇・みなみごか

　　３７０-２４５３・群馬県富岡市宮崎・みやざき

　　３７９-０２０２・群馬県富岡市妙義町大牛・みようぎまちおおうじ

　　３７０-２４１１・群馬県富岡市妙義町上高田・みようぎまちかみたかた

　　３７９-０２０５・群馬県富岡市妙義町北山・みようぎまちきたやま

　　３７０-２４１２・群馬県富岡市妙義町下高田・みようぎまちしもたかた

　　３７９-０２０８・群馬県富岡市妙義町菅原・みようぎまちすがはら

　　３７９-０２０３・群馬県富岡市妙義町岳・みようぎまちたけ

　　３７９-０２０６・群馬県富岡市妙義町中里・みようぎまちなかざと

　　３７９-０２０４・群馬県富岡市妙義町行沢・みようぎまちなめざわ

　　３７９-０２０７・群馬県富岡市妙義町古立・みようぎまちふるたち

　　３７９-０２０１・群馬県富岡市妙義町妙義・みようぎまちみようぎ

　　３７９-０２０９・群馬県富岡市妙義町諸戸・みようぎまちもろと

　　３７０-２４１３・群馬県富岡市妙義町八木連・みようぎまちやぎつれ

　　３７０-２３０３・群馬県富岡市蕨・わらび

　　３７９-０１００・群馬県安中市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７９-０１０９・群馬県安中市秋間みのりが丘・あきまみのりがおか

　　３７９-０１１６・群馬県安中市安中・あんなか

　　３７９-０１２７・群馬県安中市磯部・いそべ

　　３７９-０１１１・群馬県安中市板鼻・いたはな

　　３７９-０１１２・群馬県安中市岩井・いわい

　　３７９-０１２１・群馬県安中市大竹・おおたけ

　　３７９-０１１３・群馬県安中市大谷・おおや

　　３７９-０１０５・群馬県安中市小俣・おまた

　　３７９-０１０８・群馬県安中市上後閑・かみごかん

　　３７９-０１２３・群馬県安中市上間仁田・かみまにた

　　３７９-０１３５・群馬県安中市郷原・ごうはﾞら

　　３７９-０１３２・群馬県安中市高別当・こうべつとう

　　３７９-０１２４・群馬県安中市鷺宮・さぎのみや

　　３７９-０１０４・群馬県安中市下秋間・しもあきま

　　３７９-０１２９・群馬県安中市下磯部・しもいそべ

　　３７９-０１０６・群馬県安中市下後閑・しもごかん

　　３７９-０１２２・群馬県安中市下間仁田・しもまにた

　　３７９-０１０３・群馬県安中市中秋間・なかあきま

　　３７９-０１０７・群馬県安中市中後閑・なかごかん

　　３７９-０１１５・群馬県安中市中宿・なかじゆく

　　３７９-０１２５・群馬県安中市中野谷・なかのや

　　３７９-０１０１・群馬県安中市西上秋間・にしかみあきま

　　３７９-０１２６・群馬県安中市西上磯部・にしかみいそべ

　　３７９-０１１４・群馬県安中市野殿・のどの

　　３７９-０１３３・群馬県安中市原市・はらいち

　　３７９-０１０２・群馬県安中市東上秋間・ひがしかみあきま

　　３７９-０１２８・群馬県安中市東上磯部・ひがしかみいそべ



　　３７９-０１３１・群馬県安中市古屋・ふるや

　　３７９-０２１６・群馬県安中市松井田町新井・まついだまちあらい

　　３７９-０３０５・群馬県安中市松井田町入山・まついだまちいりやま

　　３７９-０２２６・群馬県安中市松井田町行田・まついだまちおくなだ

　　３７９-０２１３・群馬県安中市松井田町小日向・まついだまちおびなた

　　３７９-０２１１・群馬県安中市松井田町上増田・まついだまちかみますだ

　　３７９-０３０４・群馬県安中市松井田町北野牧・まついだまちきたのまき

　　３７９-０２１４・群馬県安中市松井田町国衙・まついだまちこくが

　　３７９-０３０２・群馬県安中市松井田町五料・まついだまちごりよう

　　３７９-０３０７・群馬県安中市松井田町坂本・まついだまちさかもと

　　３７９-０２１２・群馬県安中市松井田町下増田・まついだまちしもますだ

　　３７９-０２１５・群馬県安中市松井田町高梨子・まついだまちたかなじ

　　３８９-０１２１・群馬県安中市松井田町峠・まついだまちとうげ

　　３７９-０２２１・群馬県安中市松井田町新堀・まついだまちにいほﾞり

　　３７９-０２２３・群馬県安中市松井田町二軒在家・まついだまちにけんざいけ

　　３７９-０３０３・群馬県安中市松井田町西野牧・まついだまちにしのまき

　　３７９-０３０６・群馬県安中市松井田町原・まついだまちはら

　　３７９-０２１７・群馬県安中市松井田町土塩・まついだまちひじしお

　　３７９-０２２４・群馬県安中市松井田町人見・まついだまちひとみ

　　３７９-０２２２・群馬県安中市松井田町松井田・まついだまちまついだ

　　３７９-０２２５・群馬県安中市松井田町八城・まついだまちやしろ

　　３７９-０３０１・群馬県安中市松井田町横川・まついだまちよこかわ

　　３７９-０１３６・群馬県安中市嶺・みね

　　３７９-０１３４・群馬県安中市簗瀬・やなせ

　　３７６-０１００・群馬県みどり市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７６-０３０６・群馬県みどり市東町荻原・あずまちようおぎはら

　　３７６-０３０２・群馬県みどり市東町草木・あずまちようくさぎ

　　３７６-０３０４・群馬県みどり市東町神戸・あずまちようごうど

　　３７６-０３０８・群馬県みどり市東町小中・あずまちようこなか

　　３７６-０３０３・群馬県みどり市東町座間・あずまちようざま

　　３７６-０３０５・群馬県みどり市東町小夜戸・あずまちようさやど

　　３７６-０３０１・群馬県みどり市東町沢入・あずまちようそうり

　　３７６-０３０７・群馬県みどり市東町花輪・あずまちようはなわ

　　３７６-０１１４・群馬県みどり市大間々町浅原・おおままちようあさはﾞら

　　３７６-０１０１・群馬県みどり市大間々町大間々・おおままちようおおまま

　　３７６-０１１１・群馬県みどり市大間々町小平・おおままちようおだいら

　　３７６-０１０４・群馬県みどり市大間々町上神梅・おおままちようかみかんはﾞい

　　３７６-０１０２・群馬県みどり市大間々町桐原・おおままちようきりはﾞら

　　３７６-０１１６・群馬県みどり市大間々町塩沢・おおままちようしおざわ

　　３７６-０１１５・群馬県みどり市大間々町塩原・おおままちようしおはﾞら

　　３７６-０１０３・群馬県みどり市大間々町下神梅・おおままちようしもかんはﾞい

　　３７６-０１１３・群馬県みどり市大間々町高津戸・おおままちようたかつど

　　３７６-０１１２・群馬県みどり市大間々町長尾根・おおままちようながおね

　　３７９-２３１１・群馬県みどり市笠懸町阿左美・かさかけちようあざみ

　　３７９-２３１２・群馬県みどり市笠懸町久宮・かさかけちようくぐう

　　３７９-２３１４・群馬県みどり市笠懸町西鹿田・かさかけちようさいしかだ

　　３７９-２３１３・群馬県みどり市笠懸町鹿・かさかけちようしか

　　３７０-３５００・群馬県北群馬郡榛東村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-３５０３・群馬県北群馬郡榛東村新井・ あらい

　　３７０-３５０５・群馬県北群馬郡榛東村上野原・ うえのはら

　　３７０-３５０１・群馬県北群馬郡榛東村長岡・ ながおか

　　３７０-３５０４・群馬県北群馬郡榛東村広馬場・ ひろはﾞはﾞ

　　３７０-３５０２・群馬県北群馬郡榛東村山子田・ やまこだ

　　３７０-３６００・群馬県北群馬郡吉岡町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-３６０１・群馬県北群馬郡吉岡町漆原・うるしはﾞら

　　３７０-３６０２・群馬県北群馬郡吉岡町大久保・おおくほﾞ

　　３７０-３６０７・群馬県北群馬郡吉岡町小倉・おぐら

　　３７０-３６０６・群馬県北群馬郡吉岡町上野田・かみのだ

　　３７０-３６０５・群馬県北群馬郡吉岡町北下・きたしも

　　３７０-３６０８・群馬県北群馬郡吉岡町下野田・しものだ

　　３７０-３６０３・群馬県北群馬郡吉岡町陣場・じんはﾞ

　　３７０-３６０４・群馬県北群馬郡吉岡町南下・みなみしも

　　３７０-１６００・群馬県多野郡上野村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-１６１６・群馬県多野郡上野村乙父・ おつち

　　３７０-１６１５・群馬県多野郡上野村乙母・ おとも

　　３７０-１６１３・群馬県多野郡上野村勝山・ かつやま

　　３７０-１６１４・群馬県多野郡上野村川和・ かわわ

　　３７０-１６１７・群馬県多野郡上野村楢原・ ならはら

　　３７０-１６１１・群馬県多野郡上野村新羽・ につはﾟ

　　３７０-１６１２・群馬県多野郡上野村野栗沢・ のぐりさわ



　　３７０-１６００・群馬県多野郡神流町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-１５１１・群馬県多野郡神流町相原・あいはﾞら

　　３７０-１５１２・群馬県多野郡神流町青梨・あおなじ

　　３７０-１５０２・群馬県多野郡神流町麻生・あそう

　　３７０-１６０４・群馬県多野郡神流町尾附・おつﾞく

　　３７０-１６０２・群馬県多野郡神流町神ケ原・かがはら

　　３７０-１５０１・群馬県多野郡神流町柏木・かしわぎ

　　３７０-１５０６・群馬県多野郡神流町黒田・くろだ

　　３７０-１５１３・群馬県多野郡神流町小平・こだいら

　　３７０-１５１４・群馬県多野郡神流町塩沢・しおざわ

　　３７０-１５０３・群馬県多野郡神流町生利・しようり

　　３７０-１５１５・群馬県多野郡神流町船子・ふなこ

　　３７０-１６０３・群馬県多野郡神流町平原・へはﾞら

　　３７０-１５０４・群馬県多野郡神流町万場・まんはﾞ

　　３７０-１５０５・群馬県多野郡神流町森戸・もりど

　　３７０-１６０１・群馬県多野郡神流町魚尾・よのお

　　３７０-２６００・群馬県甘楽郡下仁田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-２６１１・群馬県甘楽郡下仁田町青倉・あおくら

　　３７０-２６１３・群馬県甘楽郡下仁田町大桑原・おおくわはら

　　３７０-２６１４・群馬県甘楽郡下仁田町風口・かざくち

　　３７０-２６２１・群馬県甘楽郡下仁田町上小坂・かみおさか

　　３７０-２６０６・群馬県甘楽郡下仁田町川井・かわい

　　３７０-２６０５・群馬県甘楽郡下仁田町栗山・くりやま

　　３７０-２６２３・群馬県甘楽郡下仁田町下小坂・しもおさか

　　３７０-２６１６・群馬県甘楽郡下仁田町下郷・しもごう

　　３７０-２６０１・群馬県甘楽郡下仁田町下仁田・しもにた

　　３７０-２６２２・群馬県甘楽郡下仁田町中小坂・なかおさか

　　３７０-２６２７・群馬県甘楽郡下仁田町西野牧・にしのまき

　　３７０-２６０２・群馬県甘楽郡下仁田町白山・はくさん

　　３７０-２６２４・群馬県甘楽郡下仁田町東野牧・ひがしのまき

　　３７０-２６１２・群馬県甘楽郡下仁田町平原・へはﾞら

　　３７０-２６０３・群馬県甘楽郡下仁田町馬山・まやま

　　３７０-２６２６・群馬県甘楽郡下仁田町南野牧・みなみのまき

　　３７０-２６１５・群馬県甘楽郡下仁田町宮室・みやむろ

　　３７０-２６２５・群馬県甘楽郡下仁田町本宿・もとじゆく

　　３７０-２６０４・群馬県甘楽郡下仁田町吉崎・よしざき

　　３７０-２８００・群馬県甘楽郡南牧村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-２８０４・群馬県甘楽郡南牧村磐戸・ いわど

　　３７０-２８０１・群馬県甘楽郡南牧村大塩沢・ おおしおざわ

　　３７０-２８１２・群馬県甘楽郡南牧村大仁田・ おおにた

　　３７０-２８０６・群馬県甘楽郡南牧村大日向・ おおひなた

　　３７０-２８０２・群馬県甘楽郡南牧村小沢・ おざわ

　　３７０-２８１５・群馬県甘楽郡南牧村熊倉・ くまくら

　　３７０-２８０３・群馬県甘楽郡南牧村千原・ ちはら

　　３７０-２８１３・群馬県甘楽郡南牧村砥沢・ とざわ

　　３７０-２８１４・群馬県甘楽郡南牧村羽沢・ はざわ

　　３７０-２８０５・群馬県甘楽郡南牧村檜沢・ ひさわ

　　３７０-２８１６・群馬県甘楽郡南牧村星尾・ ほしお

　　３７０-２８１１・群馬県甘楽郡南牧村六車・ むくるま

　　３７０-２２００・群馬県甘楽郡甘楽町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-２２０４・群馬県甘楽郡甘楽町秋畑・あきはた

　　３７０-２２１７・群馬県甘楽郡甘楽町天引・あまびき

　　３７０-２２０１・群馬県甘楽郡甘楽町上野・うえの

　　３７０-２２１１・群馬県甘楽郡甘楽町小川・おがわ

　　３７０-２２０２・群馬県甘楽郡甘楽町小幡・おはﾞた

　　３７０-２２１６・群馬県甘楽郡甘楽町金井・かない

　　３７０-２２０５・群馬県甘楽郡甘楽町国峰・くにみね

　　３７０-２２１３・群馬県甘楽郡甘楽町白倉・しらくら

　　３７０-２２０６・群馬県甘楽郡甘楽町善慶寺・ぜんけいじ

　　３７０-２２１５・群馬県甘楽郡甘楽町造石・つくりいじ

　　３７０-２２０３・群馬県甘楽郡甘楽町轟・とどろく

　　３７０-２２１４・群馬県甘楽郡甘楽町庭谷・にわや

　　３７０-２２１２・群馬県甘楽郡甘楽町福島・ふくしま

　　３７７-０４００・群馬県吾妻郡中之条町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-０４２２・群馬県吾妻郡中之条町青山・あおやま

　　３７７-１３１１・群馬県吾妻郡中之条町赤岩・あかいわ

　　３７７-０４１７・群馬県吾妻郡中之条町赤坂・あかさか

　　３７７-０４１６・群馬県吾妻郡中之条町蟻川・ありがわ

　　３７７-０４２３・群馬県吾妻郡中之条町伊勢町・いせまち

　　３７７-０４２１・群馬県吾妻郡中之条町市城・いちしろ



　　３７７-１７０１・群馬県吾妻郡中之条町入山・いりやま

　　３７７-０４３１・群馬県吾妻郡中之条町岩本・いわもと

　　３７７-１７０３・群馬県吾妻郡中之条町太子・おおじ

　　３７７-０４１３・群馬県吾妻郡中之条町大塚・おおつﾞか

　　３７７-０５４４・群馬県吾妻郡中之条町折田（戦道）・おりだ(せんどう)

　　３７７-０４３３・群馬県吾妻郡中之条町折田（その他）・おりだ(そのた)

　　３７７-０５４１・群馬県吾妻郡中之条町上沢渡・かみさわたり

　　３７７-１７０４・群馬県吾妻郡中之条町小雨・こさめ

　　３７７-０４３２・群馬県吾妻郡中之条町五反田・ごたんだ

　　３７７-０６０１・群馬県吾妻郡中之条町四万・しま

　　３７７-０５４２・群馬県吾妻郡中之条町下沢渡・しもさわたり

　　３７７-０４１１・群馬県吾妻郡中之条町大道・だいどう

　　３７７-０４１４・群馬県吾妻郡中之条町平・たいら

　　３７７-０４１２・群馬県吾妻郡中之条町栃窪・とちくほﾞ

　　３７７-０４２４・群馬県吾妻郡中之条町中之条町・なかのじようまち

　　３７７-１７０２・群馬県吾妻郡中之条町生須・なます

　　３７７-０４２５・群馬県吾妻郡中之条町西中之条・にしなかのじよう

　　３７７-１３１２・群馬県吾妻郡中之条町日影・ひかげ

　　３７７-０５４３・群馬県吾妻郡中之条町山田（寺社原）・やまだ(じしやはﾞら)

　　３７７-０５４３・群馬県吾妻郡中之条町山田（細尾）・やまだ(ほそお)

　　３７７-０４３４・群馬県吾妻郡中之条町山田（その他）・やまだ(そのた)

　　３７７-０４１５・群馬県吾妻郡中之条町横尾・よこお

　　３７７-１３００・群馬県吾妻郡長野原町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-１３１０・群馬県吾妻郡長野原町応桑（堂光原）・おおくわ(どうこうはら)

　　３７７-１４１１・群馬県吾妻郡長野原町応桑（その他）・おおくわ(そのた)

　　３７７-１３０８・群馬県吾妻郡長野原町大津・おおつ

　　３７７-１３０１・群馬県吾妻郡長野原町川原畑・かわらはた

　　３７７-１３０２・群馬県吾妻郡長野原町川原湯・かわらゆ

　　３７７-１４１２・群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢・きたかるいざわ

　　３７７-１３０４・群馬県吾妻郡長野原町長野原・ながのはら

　　３７７-１３０７・群馬県吾妻郡長野原町羽根尾・はねお

　　３７７-１３０９・群馬県吾妻郡長野原町林・はやじ

　　３７７-１３０６・群馬県吾妻郡長野原町古森・ふるもり

　　３７７-１３０５・群馬県吾妻郡長野原町与喜屋・よきや

　　３７７-１３０３・群馬県吾妻郡長野原町横壁・よこかべ

　　３７７-１５００・群馬県吾妻郡嬬恋村・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-１５２３・群馬県吾妻郡嬬恋村芦生田・ あしうだ

　　３７７-１５２１・群馬県吾妻郡嬬恋村今井・ いまい

　　３７７-１６１３・群馬県吾妻郡嬬恋村大笹・ おおざさ

　　３７７-１５１２・群馬県吾妻郡嬬恋村大前（細原２２５９～）・ おおまえ(ほそはら２２５９-)

　　３７７-１６１２・群馬県吾妻郡嬬恋村大前（その他）・ おおまえ(そのた)

　　３７７-１５２７・群馬県吾妻郡嬬恋村門貝・ かどがい

　　３７７-１４０３・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（あやめケ原）・ かんはﾞら(あやめがはら)

　　３７７-１４０４・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（大カイシコ）・ かんはﾞら(おおかいしこ)

　　３７７-１４０１・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（奥軽井沢）・ かんはﾞら(おくかるいざわ)

　　３７７-１４０２・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（鬼の泉水）・ かんはﾞら(おにのせんすい)

　　３７７-１６１６・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（柏木塚）・ かんはﾞら(かしわぎつﾞか)

　　３７７-１６１７・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（群馬坂）・ かんはﾞら(ぐんまざか)

　　３８４-００９７・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（高峰高原）・ かんはﾞら(たかみねこうげん)

　　３７７-１６１５・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（藤原）・ かんはﾞら(ふじわら)

　　３７７-１４０５・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（モロシコ「浅間園」）・ かんはﾞら(もろしこ<あさまえ

ん>)

　　３７７-１５２４・群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原（その他）・ かんはﾞら(そのた)

　　３７７-１５２５・群馬県吾妻郡嬬恋村西窪・ さいくほﾞ

　　３７７-１６１４・群馬県吾妻郡嬬恋村田代・ たしろ

　　３７７-１５２２・群馬県吾妻郡嬬恋村袋倉・ ふくろぐら

　　３７７-１５２８・群馬県吾妻郡嬬恋村干俣（吾妻鉱山）・ ほしまた(あがつまこうざん)

　　３７７-１５２８・群馬県吾妻郡嬬恋村干俣（万座温泉）・ ほしまた(まんざおんせん)

　　３７７-１６１１・群馬県吾妻郡嬬恋村干俣（その他）・ ほしまた(そのた)

　　３７７-１５２６・群馬県吾妻郡嬬恋村三原・ みはら

　　３７７-１７００・群馬県吾妻郡草津町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-１７１１・群馬県吾妻郡草津町草津・くさつ

　　３７７-１７１２・群馬県吾妻郡草津町前口・まえぐち

　　３７７-０７００・群馬県吾妻郡高山村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-０７０１・群馬県吾妻郡高山村尻高・ しつたか

　　３７７-０７０２・群馬県吾妻郡高山村中山・ なかやま

　　３７７-０８００・群馬県吾妻郡東吾妻町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７７-０８１２・群馬県吾妻郡東吾妻町厚田・あつだ

　　３７７-０３０３・群馬県吾妻郡東吾妻町新巻・あらまき

　　３７０-３３２１・群馬県吾妻郡東吾妻町泉沢（烏帽子榛名湖畔）・(えほﾞし(はるなこはん)､



　　３７０-３３２１・群馬県吾妻郡東吾妻町泉沢（烏帽子烏帽子国有林７７林班）・(えほﾞし(はるなこ

はん)

　　３７７-０８０７・群馬県吾妻郡東吾妻町泉沢（その他）・いずみさわ(そのた)

　　３７７-０８０４・群馬県吾妻郡東吾妻町岩井・いわい

　　３７７-０８１５・群馬県吾妻郡東吾妻町岩下・いわした

　　３７７-０８０５・群馬県吾妻郡東吾妻町植栗・うえぐり

　　３７７-０９３５・群馬県吾妻郡東吾妻町大柏木・おおかしわぎ

　　３７７-０９３１・群馬県吾妻郡東吾妻町大戸・おおど

　　３７０-３３１１・群馬県吾妻郡東吾妻町岡崎（烏帽子「榛名湖畔」）・おかざき(えほﾞし<はるなこ

はん>)

　　３７７-０３０２・群馬県吾妻郡東吾妻町岡崎（その他）・おかざき(そのた)

　　３７７-０３０４・群馬県吾妻郡東吾妻町奥田・おくだ

　　３７７-０８０３・群馬県吾妻郡東吾妻町金井・かない

　　３７０-３３２２・群馬県吾妻郡東吾妻町川戸（烏帽子「榛名湖畔」）・かわど(えほﾞし<はるなこは

ん>)

　　３７７-０８０２・群馬県吾妻郡東吾妻町川戸（その他）・かわど(そのた)

　　３７７-０８０６・群馬県吾妻郡東吾妻町小泉・こいずみ

　　３７７-０８１１・群馬県吾妻郡東吾妻町郷原・ごうはﾞら

　　３７７-０３０５・群馬県吾妻郡東吾妻町五町田・ごちようだ

　　３７７-０９３４・群馬県吾妻郡東吾妻町須賀尾・すがお

　　３７７-０９３２・群馬県吾妻郡東吾妻町萩生・はぎゆう

　　３７７-０３０１・群馬県吾妻郡東吾妻町箱島・はこじま

　　３７７-０８０１・群馬県吾妻郡東吾妻町原町・はらまち

　　３７７-０８１４・群馬県吾妻郡東吾妻町松谷・まつや

　　３７７-０８１３・群馬県吾妻郡東吾妻町三島・みしま

　　３７７-０９３３・群馬県吾妻郡東吾妻町本宿・もとじゆく

　　３７７-０８１６・群馬県吾妻郡東吾妻町矢倉・やぐら

　　３７８-０４００・群馬県利根郡片品村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７８-０４１５・群馬県利根郡片品村鎌田・ かまだ

　　３７８-０４１３・群馬県利根郡片品村越本・ こしもと

　　３７８-０４０５・群馬県利根郡片品村下平・ しもだいら

　　３７８-０４０１・群馬県利根郡片品村須賀川・ すかがわ

　　３７８-０４０３・群馬県利根郡片品村菅沼・ すがぬま

　　３７８-０４０６・群馬県利根郡片品村摺淵・ するぶち

　　３７８-０４０４・群馬県利根郡片品村築地・ ついじ

　　３７８-０４１２・群馬県利根郡片品村土出・ つちいで

　　３７８-０４１１・群馬県利根郡片品村戸倉・ とくら

　　３７８-０４０７・群馬県利根郡片品村幡谷・ はたや

　　３７８-０４０８・群馬県利根郡片品村花咲・ はなさく

　　３７８-０４０９・群馬県利根郡片品村針山・ はりやま

　　３７８-０４１４・群馬県利根郡片品村東小川・ ひがしおがわ

　　３７８-０４０２・群馬県利根郡片品村御座入・ みざのり

　　３７８-０１００・群馬県利根郡川場村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７８-０１０４・群馬県利根郡川場村太田川・ おおたがわ

　　３７８-０１０２・群馬県利根郡川場村川場湯原・ かわはﾞゆはﾞら

　　３７８-０１０５・群馬県利根郡川場村小田川・ こたがわ

　　３７８-０１１２・群馬県利根郡川場村立岩・ たついわ

　　３７８-０１１４・群馬県利根郡川場村天神・ てんじん

　　３７８-０１０３・群馬県利根郡川場村中野・ なかの

　　３７８-０１１３・群馬県利根郡川場村生品・ なましな

　　３７８-０１１１・群馬県利根郡川場村萩室・ はぎむろ

　　３７８-０１１５・群馬県利根郡川場村門前・ もんぜん

　　３７８-０１０１・群馬県利根郡川場村谷地・ やち

　　３７９-１２００・群馬県利根郡昭和村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７９-１２０７・群馬県利根郡昭和村赤城原・ あかぎはら

　　３７９-１２０３・群馬県利根郡昭和村糸井・ いとい

　　３７９-１２０１・群馬県利根郡昭和村生越・ おごせ

　　３７９-１２０２・群馬県利根郡昭和村貝野瀬・ かいのせ

　　３７９-１２０５・群馬県利根郡昭和村川額・ かわはけ

　　３７９-１２０６・群馬県利根郡昭和村橡久保・ とちくほﾞ

　　３７９-１２０４・群馬県利根郡昭和村森下・ もりした

　　３７９-１３００・群馬県利根郡みなかみ町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７９-１４０４・群馬県利根郡みなかみ町相俣・あいまた

　　３７９-１６１８・群馬県利根郡みなかみ町阿能川・あのうがわ

　　３７９-１４１１・群馬県利根郡みなかみ町新巻・あらまき

　　３７９-１７２３・群馬県利根郡みなかみ町粟沢・あわざわ

　　３７９-１３１１・群馬県利根郡みなかみ町石倉・いしくら

　　３７９-１４１６・群馬県利根郡みなかみ町入須川・いりすかわ

　　３７９-１７２７・群馬県利根郡みなかみ町大穴・おおあな

　　３７９-１３０２・群馬県利根郡みなかみ町大沼・おおぬま



　　３７９-１３１２・群馬県利根郡みなかみ町小川・おがわ

　　３７９-１６１２・群馬県利根郡みなかみ町小日向・おびなた

　　３７９-１６１１・群馬県利根郡みなかみ町鹿野沢・かのさわ

　　３７９-１３１５・群馬県利根郡みなかみ町上津・かみつﾞ

　　３７９-１３０３・群馬県利根郡みなかみ町上牧・かみもく

　　３７９-１６１６・群馬県利根郡みなかみ町川上・かわかみ

　　３７９-１７２６・群馬県利根郡みなかみ町幸知・こうち

　　３７９-１３０５・群馬県利根郡みなかみ町後閑・ごかん

　　３７９-１６１５・群馬県利根郡みなかみ町小仁田・こにた

　　３７９-１４０３・群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉・さるがきようおんせん

　　３７９-１３１４・群馬県利根郡みなかみ町下津・しもつﾞ

　　３７９-１３０４・群馬県利根郡みなかみ町下牧・しももく

　　３７９-１４１８・群馬県利根郡みなかみ町須川・すかわ

　　３７９-１６１３・群馬県利根郡みなかみ町高日向・たかひなた

　　３７９-１６１９・群馬県利根郡みなかみ町谷川・たにがわ

　　３７９-１３１３・群馬県利根郡みなかみ町月夜野・つきよの

　　３７９-１７２５・群馬県利根郡みなかみ町綱子・つなご

　　３７９-１６１４・群馬県利根郡みなかみ町寺間・てらま

　　３７９-１４０１・群馬県利根郡みなかみ町永井・ながい

　　３７９-１３０１・群馬県利根郡みなかみ町奈女沢・なめざわ

　　３７９-１４１５・群馬県利根郡みなかみ町西峰須川・にしみねすかわ

　　３７９-１４１２・群馬県利根郡みなかみ町羽場・ははﾞ

　　３７９-１４１７・群馬県利根郡みなかみ町東峰・ひがしみね

　　３７９-１４０２・群馬県利根郡みなかみ町吹路・ふくろ

　　３７９-１７２１・群馬県利根郡みなかみ町藤原・ふじわら

　　３７９-１４１４・群馬県利根郡みなかみ町布施・ふせ

　　３７９-１３０８・群馬県利根郡みなかみ町真庭・まにわ

　　３７９-１３０７・群馬県利根郡みなかみ町政所・まんどころ

　　３７９-１７２４・群馬県利根郡みなかみ町向山・むこうやま

　　３７９-１３０６・群馬県利根郡みなかみ町師・もろ

　　３７９-１４１３・群馬県利根郡みなかみ町師田・もろだ

　　３７９-１４０９・群馬県利根郡みなかみ町湯宿温泉・ゆじゆくおんせん

　　３７９-１６１７・群馬県利根郡みなかみ町湯原・ゆはﾞら

　　３７９-１７２８・群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽・ゆびそ

　　３７９-１７２２・群馬県利根郡みなかみ町夜後・よご

　　３７９-１６０１・群馬県利根郡みなかみ町吉本・よしもと

　　３７０-１１００・群馬県佐波郡玉村町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-１１１６・群馬県佐波郡玉村町飯倉・いいぐら

　　３７０-１１０２・群馬県佐波郡玉村町飯塚・いいつﾞか

　　３７０-１１３５・群馬県佐波郡玉村町板井・いたい

　　３７０-１１２６・群馬県佐波郡玉村町宇貫・うぬき

　　３７０-１１２１・群馬県佐波郡玉村町上飯島・かみいいじま

　　３７０-１１３３・群馬県佐波郡玉村町上新田・かみしんでん

　　３７０-１１２７・群馬県佐波郡玉村町上之手・かみのて

　　３７０-１１０４・群馬県佐波郡玉村町上福島・かみふくしま

　　３７０-１１２２・群馬県佐波郡玉村町上茂木・かみもぎ

　　３７０-１１１７・群馬県佐波郡玉村町川井・かわい

　　３７０-１１１４・群馬県佐波郡玉村町小泉・こいずみ

　　３７０-１１２８・群馬県佐波郡玉村町後箇・ごか

　　３７０-１１１５・群馬県佐波郡玉村町五料・ごりよう

　　３７０-１１３１・群馬県佐波郡玉村町斎田・さいだ

　　３７０-１１３２・群馬県佐波郡玉村町下新田・しもしんでん

　　３７０-１１１２・群馬県佐波郡玉村町下之宮・しものみや

　　３７０-１１２３・群馬県佐波郡玉村町下茂木・しももぎ

　　３７０-１１２４・群馬県佐波郡玉村町角渕・つのぶち

　　３７０-１１１１・群馬県佐波郡玉村町南玉・なんぎよく

　　３７０-１１１３・群馬県佐波郡玉村町箱石・はこいじ

　　３７０-１１０３・群馬県佐波郡玉村町樋越・ひごじ

　　３７０-１１０５・群馬県佐波郡玉村町福島・ふくじま

　　３７０-１１０１・群馬県佐波郡玉村町藤川・ふじかわ

　　３７０-１１２５・群馬県佐波郡玉村町八幡原・やわたはﾞら

　　３７０-１１３４・群馬県佐波郡玉村町与六分・よろくぶ

　　３７４-０１００・群馬県邑楽郡板倉町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７４-０１１２・群馬県邑楽郡板倉町朝日野・あさひの

　　３７４-０１２３・群馬県邑楽郡板倉町飯野・いいの

　　３７４-０１１３・群馬県邑楽郡板倉町泉野・いずみの

　　３７４-０１３２・群馬県邑楽郡板倉町板倉・いたくら

　　３７４-０１３３・群馬県邑楽郡板倉町岩田・いわた

　　３７４-０１３５・群馬県邑楽郡板倉町内蔵新田・うちくらしんでん

　　３７４-０１１１・群馬県邑楽郡板倉町海老瀬・えびせ



　　３７４-０１３１・群馬県邑楽郡板倉町大蔵・おおくら

　　３７４-０１２２・群馬県邑楽郡板倉町大高嶋・おおたかしま

　　３７４-０１０４・群馬県邑楽郡板倉町大荷場・おおにんはﾞ

　　３７４-０１０５・群馬県邑楽郡板倉町大曲・おおまがり

　　３７４-０１２１・群馬県邑楽郡板倉町下五箇・しもごか

　　３７４-０１０７・群馬県邑楽郡板倉町西岡・にしおか

　　３７４-０１０６・群馬県邑楽郡板倉町西岡新田・にしおかしんでん

　　３７４-０１０２・群馬県邑楽郡板倉町離・はなれ

　　３７４-０１０３・群馬県邑楽郡板倉町細谷・ほそや

　　３７４-０１３４・群馬県邑楽郡板倉町籾谷・もみや

　　３７４-０１０１・群馬県邑楽郡板倉町除川・よけがわ

　　３７０-０７００・群馬県邑楽郡明和町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０７１１・群馬県邑楽郡明和町入ケ谷・いりかや

　　３７０-０７１４・群馬県邑楽郡明和町梅原・うめはﾞら

　　３７０-０７０６・群馬県邑楽郡明和町江口・えぐち

　　３７０-０７１５・群馬県邑楽郡明和町大佐貫・おおざぬき

　　３７０-０７１８・群馬県邑楽郡明和町大輪・おおわ

　　３７０-０７０２・群馬県邑楽郡明和町上江黒・かみえぐろ

　　３７０-０７１６・群馬県邑楽郡明和町川俣・かわまた

　　３７０-０７０３・群馬県邑楽郡明和町下江黒・しもえぐろ

　　３７０-０７１７・群馬県邑楽郡明和町須賀・すか

　　３７０-０７０５・群馬県邑楽郡明和町千津井・せんつﾞい

　　３７０-０７０７・群馬県邑楽郡明和町田島・たじま

　　３７０-０７０４・群馬県邑楽郡明和町斗合田・とごうた

　　３７０-０７１３・群馬県邑楽郡明和町中谷・なかや

　　３７０-０７０８・群馬県邑楽郡明和町新里・につさと

　　３７０-０７０１・群馬県邑楽郡明和町南大島・みなみおおしま

　　３７０-０７１２・群馬県邑楽郡明和町矢島・やじま

　　３７０-０５００・群馬県邑楽郡千代田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０５０３・群馬県邑楽郡千代田町赤岩・あかいわ

　　３７０-０５０６・群馬県邑楽郡千代田町赤岩西・あかいわにじ

　　３７０-０７２６・群馬県邑楽郡千代田町上五箇・かみごか

　　３７０-０７２５・群馬県邑楽郡千代田町上中森・かみなかもり

　　３７０-０７２２・群馬県邑楽郡千代田町萱野・かやの

　　３７０-０７２１・群馬県邑楽郡千代田町木崎・きざき

　　３７０-０７２４・群馬県邑楽郡千代田町下中森・しもなかもり

　　３７０-０７２３・群馬県邑楽郡千代田町昭和・しようわ

　　３７０-０５０５・群馬県邑楽郡千代田町新福寺・しんふﾟくじ

　　３７０-０７２７・群馬県邑楽郡千代田町瀬戸井・せどい

　　３７０-０５０２・群馬県邑楽郡千代田町鍋谷・なべや

　　３７０-０５０１・群馬県邑楽郡千代田町福島・ふくじま

　　３７０-０５０４・群馬県邑楽郡千代田町舞木・まいぎ

　　３７０-０５０７・群馬県邑楽郡千代田町舞木東・まいぎひがじ

　　３７０-０５００・群馬県邑楽郡大泉町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０５１４・群馬県邑楽郡大泉町朝日・あさひ

　　３７０-０５３１・群馬県邑楽郡大泉町いずみ・いずみ

　　３７０-０５３４・群馬県邑楽郡大泉町丘山・おかやま

　　３７０-０５１２・群馬県邑楽郡大泉町上小泉・かみこいずみ

　　３７０-０５１１・群馬県邑楽郡大泉町北小泉・きたこいずみ

　　３７０-０５２４・群馬県邑楽郡大泉町古海・こかい

　　３７０-０５３２・群馬県邑楽郡大泉町坂田・さかだ

　　３７０-０５１５・群馬県邑楽郡大泉町下小泉・しもこいずみ

　　３７０-０５１８・群馬県邑楽郡大泉町城之内・しろのうち

　　３７０-０５２１・群馬県邑楽郡大泉町住吉・すみよじ

　　３７０-０５３３・群馬県邑楽郡大泉町仙石・せんごく

　　３７０-０５１６・群馬県邑楽郡大泉町中央・ちゆうおう

　　３７０-０５１７・群馬県邑楽郡大泉町西小泉・にしこいずみ

　　３７０-０５１３・群馬県邑楽郡大泉町東小泉・ひがしこいずみ

　　３７０-０５２５・群馬県邑楽郡大泉町日の出・ひので

　　３７０-０５２２・群馬県邑楽郡大泉町富士・ふじ

　　３７０-０５３６・群馬県邑楽郡大泉町古氷・ふるこおり

　　３７０-０５２３・群馬県邑楽郡大泉町吉田・よしだ

　　３７０-０５３５・群馬県邑楽郡大泉町寄木戸・よりきど

　　３７０-０６００・群馬県邑楽郡邑楽町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３７０-０６１４・群馬県邑楽郡邑楽町赤堀・あかほり

　　３７０-０６０６・群馬県邑楽郡邑楽町秋妻・あきつﾞま

　　３７０-０６０２・群馬県邑楽郡邑楽町明野・あけの

　　３７０-０６０４・群馬県邑楽郡邑楽町石打・いしうち

　　３７０-０６０１・群馬県邑楽郡邑楽町鶉・うずら

　　３７０-０６１１・群馬県邑楽郡邑楽町鶉新田・うずらしんでん



　　３７０-０６１６・群馬県邑楽郡邑楽町光善寺・こうぜんじ

　　３７０-０６１５・群馬県邑楽郡邑楽町篠塚・しのつﾞか

　　３７０-０６１２・群馬県邑楽郡邑楽町新中野・しんなかの

　　３７０-０６０３・群馬県邑楽郡邑楽町中野・なかの

　　３７０-０６０５・群馬県邑楽郡邑楽町藤川・ふじかわ

　　３７０-０６１３・群馬県邑楽郡邑楽町狸塚・むじなつﾞか

　　７３０-００００・広島県広島市中区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３０-０８５１・広島県広島市中区榎町・えのまち

　　７３０-０８３７・広島県広島市中区江波沖町・えはﾞおきまち

　　７３０-０８３６・広島県広島市中区江波栄町・えはﾞさかえまち

　　７３０-０８３４・広島県広島市中区江波二本松・えはﾞにほんまつ

　　７３０-０８３３・広島県広島市中区江波本町・えはﾞほんまち

　　７３０-０８３２・広島県広島市中区江波東・ えはﾞひがじ

　　７３０-０８３１・広島県広島市中区江波西・ えはﾞにじ

　　７３０-０８３５・広島県広島市中区江波南・えはﾞみなみ

　　７３０-００２１・広島県広島市中区胡町・えびすちよう

　　７３０-００５１・広島県広島市中区大手町・おおてまち

　　７３０-０８１２・広島県広島市中区加古町・かこまち

　　７３０-００２２・広島県広島市中区銀山町・かなやまちよう

　　７３０-００１４・広島県広島市中区上幟町・かみのほﾞりちよう

　　７３０-００１２・広島県広島市中区上八丁堀・かみはつちようほﾞり

　　７３０-００３１・広島県広島市中区紙屋町・かみやちよう

　　７３０-０８５６・広島県広島市中区河原町・かわらまち

　　７３０-０８５５・広島県広島市中区小網町・こあみちよう

　　７３０-０８２５・広島県広島市中区光南・こうなん

　　７３０-００４２・広島県広島市中区国泰寺町・こくたいじまち

　　７３０-００４１・広島県広島市中区小町・こまち

　　７３０-０８５３・広島県広島市中区堺町・さかいまち

　　７３０-００４６・広島県広島市中区昭和町・しようわまち

　　７３０-００３４・広島県広島市中区新天地・しんてんち

　　７３０-０８１３・広島県広島市中区住吉町・すみよしちよう

　　７３０-００５２・広島県広島市中区千田町・せんだまち

　　７３０-００４４・広島県広島市中区宝町・たからまち

　　７３０-００４８・広島県広島市中区竹屋町・たけやちよう

　　７３０-００３２・広島県広島市中区立町・たてまち

　　７３０-００２６・広島県広島市中区田中町・たなかまち

　　７３０-００４５・広島県広島市中区鶴見町・つるみちよう

　　７３０-００１７・広島県広島市中区鉄砲町・てつほﾟうちよう

　　７３０-０８０１・広島県広島市中区寺町・てらまち

　　７３０-０８０５・広島県広島市中区十日市町・とうかいちまち

　　７３０-０８５４・広島県広島市中区土橋町・どはしちよう

　　７３０-０８１１・広島県広島市中区中島町・なかじまちよう

　　７３０-００３７・広島県広島市中区中町・なかまち

　　７３０-００２８・広島県広島市中区流川町・ながれかわちよう

　　７３０-０８４６・広島県広島市中区西川口町・にしかわぐちちよう

　　７３０-０８０６・広島県広島市中区西十日市町・にしとうかいちまち

　　７３０-０００５・広島県広島市中区西白島町・にしはくしまちよう

　　７３０-００２４・広島県広島市中区西平塚町・にしひらつかちよう

　　７３０-０８５２・広島県広島市中区猫屋町・ねこやちよう

　　７３０-００１６・広島県広島市中区幟町・のほﾞりちよう

　　７３０-０００１・広島県広島市中区白島北町・はくしまきたまち

　　７３０-０００３・広島県広島市中区白島九軒町・はくしまくけんちよう

　　７３０-０００２・広島県広島市中区白島中町・はくしまなかまち

　　７３０-０８１４・広島県広島市中区羽衣町・はごろもちよう

　　７３０-００１５・広島県広島市中区橋本町・はしもとちよう

　　７３０-００１３・広島県広島市中区八丁堀・はつちようほﾞり

　　７３０-００５３・広島県広島市中区東千田町・ひがしせんだまち

　　７３０-０００４・広島県広島市中区東白島町・ひがしはくしまちよう

　　７３０-００２５・広島県広島市中区東平塚町・ひがしひらつかちよう

　　７３０-００４７・広島県広島市中区平野町・ひらのまち

　　７３０-０８０３・広島県広島市中区広瀬北町・ひろせきたまち

　　７３０-０８０４・広島県広島市中区広瀬町・ひろせまち

　　７３０-００３６・広島県広島市中区袋町・ふくろまち

　　７３０-００４３・広島県広島市中区富士見町・ふじみちよう

　　７３０-０８４５・広島県広島市中区舟入川口町・ふないりかわぐちちよう

　　７３０-０８４４・広島県広島市中区舟入幸町・ふないりさいわいちよう

　　７３０-０８４２・広島県広島市中区舟入中町・ふないりなかまち

　　７３０-０８４３・広島県広島市中区舟入本町・ふないりほんまち

　　７３０-０８４７・広島県広島市中区舟入南・ふないりみなみ

　　７３０-０８４１・広島県広島市中区舟入町・ふないりまち



　　７３０-００３３・広島県広島市中区堀川町・ほりかわちよう

　　７３０-０８０２・広島県広島市中区本川町・ほんかわちよう

　　７３０-００３５・広島県広島市中区本通・ほんどおり

　　７３０-００２９・広島県広島市中区三川町・みかわちよう

　　７３０-００５４・広島県広島市中区南千田東町・みなみせんだひがしまち

　　７３０-００５５・広島県広島市中区南千田西町・みなみせんだにしまち

　　７３０-００４９・広島県広島市中区南竹屋町・みなみたけやちよう

　　７３０-０８２６・広島県広島市中区南吉島・みなみよしじま

　　７３０-００１１・広島県広島市中区基町・もとまち

　　７３０-００２７・広島県広島市中区薬研堀・やげんほﾞり

　　７３０-００２３・広島県広島市中区弥生町・やよいちよう

　　７３０-０８２４・広島県広島市中区吉島新町・よしじましんまち

　　７３０-０８２２・広島県広島市中区吉島東・ よしじまひがじ

　　７３０-０８２３・広島県広島市中区吉島西・ よしじまにじ

　　７３０-０８２１・広島県広島市中区吉島町・よしじまちよう

　　７３２-００００・広島県広島市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３２-００４５・広島県広島市東区曙・あけほﾞの

　　７３２-００５４・広島県広島市東区愛宕町・あたごまち

　　７３２-００６７・広島県広島市東区牛田旭・うしたあさひ

　　７３２-００６８・広島県広島市東区牛田新町・うしたしんまち

　　７３２-００６５・広島県広島市東区牛田中・うしたなか

　　７３２-００６６・広島県広島市東区牛田本町・うしたほんまち

　　７３２-００６２・広島県広島市東区牛田早稲田・うしたわせだ

　　７３２-００６３・広島県広島市東区牛田東・ うしたひがじ

　　７３２-００６４・広島県広島市東区牛田南・うしたみなみ

　　７３２-００６１・広島県広島市東区牛田山・うしたやま

　　７３２-００３１・広島県広島市東区馬木・うまき

　　７３２-００３５・広島県広島市東区馬木町・うまきちよう

　　７３２-００４６・広島県広島市東区尾長東・ おながひがじ

　　７３２-００４７・広島県広島市東区尾長西・ おながにじ

　　７３２-００４９・広島県広島市東区尾長町・おながまち

　　７３２-００５６・広島県広島市東区上大須賀町・かみおおすがちよう

　　７３２-００３２・広島県広島市東区上温品・かみぬくしな

　　７３２-００２２・広島県広島市東区中山鏡が丘・なかやまかがみがおか

　　７３２-００２７・広島県広島市東区中山上・なかやまかみ

　　７３２-００２８・広島県広島市東区中山北町・なかやまきたまち

　　７３２-００２１・広島県広島市東区中山新町・なかやましんまち

　　７３２-００２６・広島県広島市東区中山中町・なかやまなかまち

　　７３２-００２３・広島県広島市東区中山東・ なかやまひがじ

　　７３２-００２５・広島県広島市東区中山西・ なかやまにじ

　　７３２-００２４・広島県広島市東区中山南・なかやまみなみ

　　７３２-００３３・広島県広島市東区温品・ぬくしな

　　７３２-００３４・広島県広島市東区温品町・ぬくしなちよう

　　７３２-００５１・広島県広島市東区光が丘・ひかりがおか

　　７３２-００５２・広島県広島市東区光町・ひかりまち

　　７３２-００５５・広島県広島市東区東蟹屋町・ひがしかにやちよう

　　７３２-００４３・広島県広島市東区東山町・ひがしやまちよう

　　７３２-００２９・広島県広島市東区福田・ふくだ

　　７３２-００３６・広島県広島市東区福田町・ふくだちよう

　　７３２-００５７・広島県広島市東区二葉の里・ふたはﾞのさと

　　７３２-００１６・広島県広島市東区戸坂出江・へさかいつﾞえ

　　７３２-００１４・広島県広島市東区戸坂大上・へさかおおあげ

　　７３２-００１７・広島県広島市東区戸坂数甲・へさかかずこう

　　７３２-０００８・広島県広島市東区戸坂くるめ木・へさかくるめぎ

　　７３２-０００７・広島県広島市東区戸坂桜上町・へさかさくらうえまち

　　７３２-０００５・広島県広島市東区戸坂桜東町・へさかさくらひがしまち

　　７３２-０００６・広島県広島市東区戸坂桜西町・へさかさくらにしまち

　　７３２-００１５・広島県広島市東区戸坂城山町・へさかしろやまちよう

　　７３２-００１２・広島県広島市東区戸坂新町・へさかしんまち

　　７３２-０００９・広島県広島市東区戸坂千足・へさかせんぞく

　　７３２-０００１・広島県広島市東区戸坂惣田・へさかそうだ

　　７３２-００１８・広島県広島市東区戸坂長尾台・へさかながおだい

　　７３２-０００３・広島県広島市東区戸坂中町・へさかなかまち

　　７３２-０００４・広島県広島市東区戸坂山崎町・へさかやまさきちよう

　　７３２-０００２・広島県広島市東区戸坂山根・へさかやまね

　　７３２-００１３・広島県広島市東区戸坂南・へさかみなみ

　　７３２-００１１・広島県広島市東区戸坂町・へさかちよう

　　７３２-００４２・広島県広島市東区矢賀・やが

　　７３２-００４４・広島県広島市東区矢賀新町・やがしんまち

　　７３２-００４１・広島県広島市東区矢賀町・やがまち



　　７３２-００４８・広島県広島市東区山根町・やまねちよう

　　７３２-００５３・広島県広島市東区若草町・わかくさちよう

　　７３４-００００・広島県広島市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３４-００５３・広島県広島市南区青崎・あおさき

　　７３４-００３６・広島県広島市南区旭・あさひ

　　７３２-０８２７・広島県広島市南区稲荷町・いなりまち

　　７３４-００１１・広島県広島市南区宇品海岸・うじなかいがん

　　７３４-０００４・広島県広島市南区宇品神田・うじなかんだ

　　７３４-００１５・広島県広島市南区宇品御幸・うじなみゆき

　　７３４-０００３・広島県広島市南区宇品東・ うじなひがじ

　　７３４-００１４・広島県広島市南区宇品西・ うじなにじ

　　７３４-００１６・広島県広島市南区宇品町・うじなまち

　　７３２-０８２３・広島県広島市南区猿猴橋町・えんこうはﾞしちよう

　　７３４-００４１・広島県広島市南区黄金山町・おうごんざんちよう

　　７３２-０８２１・広島県広島市南区大須賀町・おおすがちよう

　　７３２-０８０２・広島県広島市南区大州・おおず

　　７３４-００３７・広島県広島市南区霞・かすみ

　　７３４-００２１・広島県広島市南区上東雲町・かみしののめちよう

　　７３４-００４２・広島県広島市南区北大河町・きたおおこうちよう

　　７３２-０８２８・広島県広島市南区京橋町・きようはﾞしちよう

　　７３２-０８２５・広島県広島市南区金屋町・きんやちよう

　　７３４-００３２・広島県広島市南区楠那町・くすなちよう

　　７３４-００６４・広島県広島市南区小磯町・こいそちよう

　　７３２-０８０７・広島県広島市南区荒神町・こうじんまち

　　７３４-００２２・広島県広島市南区東雲・しののめ

　　７３４-００２３・広島県広島市南区東雲本町・しののめほんまち

　　７３４-００３３・広島県広島市南区丹那新町・たんなしんまち

　　７３４-００３４・広島県広島市南区丹那町・たんなちよう

　　７３２-０８１１・広島県広島市南区段原・だんはﾞら

　　７３２-０８１８・広島県広島市南区段原日出・だんはﾞらひので

　　７３２-０８１４・広島県広島市南区段原南・だんはﾞらみなみ

　　７３２-０８１９・広島県広島市南区段原山崎・だんはﾞらやまさき

　　７３４-００５４・広島県広島市南区月見町・つきみちよう

　　７３４-０００１・広島県広島市南区出汐・でしお

　　７３４-００１３・広島県広島市南区出島・でじま

　　７３４-０００２・広島県広島市南区西旭町・にしあさひまち

　　７３４-００４４・広島県広島市南区西霞町・にしかすみちよう

　　７３２-０８０４・広島県広島市南区西蟹屋・にしかにや

　　７３２-０８０６・広島県広島市南区西荒神町・にしこうじんまち

　　７３４-００４５・広島県広島市南区西本浦町・にしほんうらちよう

　　７３４-０００６・広島県広島市南区西翠町・にしみどりまち

　　７３４-００１７・広島県広島市南区似島町・にのしまちよう

　　７３４-００２６・広島県広島市南区仁保・にほ

　　７３４-００５７・広島県広島市南区仁保沖町・にほおきまち

　　７３４-００２４・広島県広島市南区仁保新町・にほしんまち

　　７３４-００２７・広島県広島市南区仁保南・にほみなみ

　　７３４-００３１・広島県広島市南区日宇那町・ひうなちよう

　　７３４-００５１・広島県広島市南区東青崎町・ひがしあおさきちよう

　　７３２-０８０１・広島県広島市南区東駅町・ひがしえきまち

　　７３４-００４６・広島県広島市南区東霞町・ひがしかすみちよう

　　７３２-０８０５・広島県広島市南区東荒神町・ひがしこうじんまち

　　７３４-００２５・広島県広島市南区東本浦町・ひがしほんうらちよう

　　７３２-０８１５・広島県広島市南区比治山公園・ひじやまこうえん

　　７３２-０８１６・広島県広島市南区比治山本町・ひじやまほんまち

　　７３２-０８１７・広島県広島市南区比治山町・ひじやまちよう

　　７３４-００５２・広島県広島市南区堀越・ ほりこじ

　　７３４-００４７・広島県広島市南区本浦町・ほんうらちよう

　　７３２-０８２６・広島県広島市南区松川町・まつかわちよう

　　７３２-０８２２・広島県広島市南区松原町・まつはﾞらちよう

　　７３２-０８２４・広島県広島市南区的場町・まとはﾞちよう

　　７３４-０００５・広島県広島市南区翠・みどり

　　７３４-００４３・広島県広島市南区南大河町・みなみおおこうちよう

　　７３２-０８０３・広島県広島市南区南蟹屋・みなみかにや

　　７３４-０００７・広島県広島市南区皆実町・みなみまち

　　７３４-００６３・広島県広島市南区向洋大原町・むかいなだおおはらちよう

　　７３４-００５６・広島県広島市南区向洋沖町・むかいなだおきまち

　　７３４-００５５・広島県広島市南区向洋新町・むかいなだしんまち

　　７３４-００６１・広島県広島市南区向洋中町・むかいなだなかまち

　　７３４-００６２・広島県広島市南区向洋本町・むかいなだほんまち

　　７３４-００１２・広島県広島市南区元宇品町・もとうじなまち



　　７３４-００３５・広島県広島市南区山城町・やましろちよう

　　７３３-００００・広島県広島市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３３-０８４５・広島県広島市西区井口町・いのくちちよう

　　７３３-０８４２・広島県広島市西区井口・いのくち

　　７３３-０８４３・広島県広島市西区井口鈴が台・いのくちすずがだい

　　７３３-０８４１・広島県広島市西区井口明神・いのくちみようじん

　　７３３-０８４４・広島県広島市西区井口台・いのくちだい

　　７３３-０００４・広島県広島市西区打越町・うちこしちよう

　　７３３-０８３１・広島県広島市西区扇・おおぎ

　　７３３-０００１・広島県広島市西区大芝・おおしはﾞ

　　７３３-０００７・広島県広島市西区大宮・おおみや

　　７３３-００２５・広島県広島市西区小河内町・おがわちまち

　　７３３-００２１・広島県広島市西区上天満町・かみてんまちよう

　　７３３-００３６・広島県広島市西区観音新町・かんおんしんまち

　　７３３-００３３・広島県広島市西区観音本町・かんおんほんまち

　　７３３-００３１・広島県広島市西区観音町・かんおんまち

　　７３３-０８６４・広島県広島市西区草津梅が台・くさつうめがだい

　　７３３-０８３４・広島県広島市西区草津新町・くさつしんまち

　　７３３-０８６２・広島県広島市西区草津浜町・くさつはままち

　　７３３-０８６５・広島県広島市西区草津本町・くさつほんまち

　　７３３-０８６１・広島県広島市西区草津東・ くさつひがじ

　　７３３-０８６３・広島県広島市西区草津南・くさつみなみ

　　７３３-０８３２・広島県広島市西区草津港・くさつこう

　　７３３-０００２・広島県広島市西区楠木町・くすのきちよう

　　７３３-０８１５・広島県広島市西区己斐上・こいうえ

　　７３３-０８１６・広島県広島市西区己斐大迫・こいおおさこ

　　７３３-０８１３・広島県広島市西区己斐中・こいなか

　　７３３-０８１４・広島県広島市西区己斐西町・こいにしまち

　　７３３-０８１２・広島県広島市西区己斐本町・こいほんまち

　　７３３-０８１１・広島県広島市西区己斐東・ こいひがじ

　　７３３-０８２２・広島県広島市西区庚午中・こうごなか

　　７３３-０８２３・広島県広島市西区庚午南・こうごみなみ

　　７３３-０８２１・広島県広島市西区庚午北・こうごきた

　　７３３-０８３３・広島県広島市西区商工センター・しようこうせんたｰ

　　７３３-０８０１・広島県広島市西区新庄町・しんじようちよう

　　７３３-０８５２・広島県広島市西区鈴が峰町・すずがみねちよう

　　７３３-０８７１・広島県広島市西区高須・たかす

　　７３３-０８７６・広島県広島市西区高須台・たかすだい

　　７３３-０８５１・広島県広島市西区田方・たかた

　　７３３-００２２・広島県広島市西区天満町・てんまちよう

　　７３３-００１２・広島県広島市西区中広町・なかひろまち

　　７３３-００３７・広島県広島市西区西観音町・にしかんおんまち

　　７３３-００３２・広島県広島市西区東観音町・ひがしかんおんまち

　　７３３-００２４・広島県広島市西区福島町・ふくしまちよう

　　７３３-０８７５・広島県広島市西区古江上・ふるえうえ

　　７３３-０８７３・広島県広島市西区古江新町・ふるえしんまち

　　７３３-０８７２・広島県広島市西区古江東町・ふるえひがしまち

　　７３３-０８７４・広島県広島市西区古江西町・ふるえにしまち

　　７３３-０８７７・広島県広島市西区古田台・ふるただい

　　７３３-０００６・広島県広島市西区三篠北町・みささきたまち

　　７３３-０００３・広島県広島市西区三篠町・みささまち

　　７３３-０８０２・広島県広島市西区三滝本町・みたきほんまち

　　７３３-０００５・広島県広島市西区三滝町・みたきまち

　　７３３-０８０５・広島県広島市西区三滝山・みたきやま

　　７３３-００３５・広島県広島市西区南観音・みなみかんおん

　　７３３-００３４・広島県広島市西区南観音町・みなみかんおんまち

　　７３３-００２３・広島県広島市西区都町・みやこまち

　　７３３-０８５３・広島県広島市西区山田新町・やまだしんまち

　　７３３-０８５４・広島県広島市西区山田町・やまだちよう

　　７３３-０８０４・広島県広島市西区山手町・やまてちよう

　　７３３-００１３・広島県広島市西区横川新町・よこがわしんまち

　　７３３-００１１・広島県広島市西区横川町・よこがわちよう

　　７３３-０８０３・広島県広島市西区竜王町・りゆうおうちよう

　　７３１-０１００・広島県広島市安佐南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３１-０１４１・広島県広島市安佐南区相田・あいた

　　７３１-３１６６・広島県広島市安佐南区大塚東・ おおつﾞかひがじ

　　７３１-３１７３・広島県広島市安佐南区大塚東町・おおつﾞかひがしまち

　　７３１-３１６７・広島県広島市安佐南区大塚西・ おおつﾞかにじ

　　７３１-３１７４・広島県広島市安佐南区大塚西町・おおつﾞかにしまち

　　７３１-０１２６・広島県広島市安佐南区大町・おおまち



　　７３１-０１２４・広島県広島市安佐南区大町東・ おおまちひがじ

　　７３１-０１２５・広島県広島市安佐南区大町西・ おおまちにじ

　　７３１-０１５４・広島県広島市安佐南区上安・かみやす

　　７３１-０１５４・広島県広島市安佐南区上安町・かみやすちよう

　　７３１-０１０２・広島県広島市安佐南区川内・かわうち

　　７３１-０１３８・広島県広島市安佐南区祇園・ぎおん

　　７３１-０１４２・広島県広島市安佐南区高取南・たかとりみなみ

　　７３１-０１４２・広島県広島市安佐南区高取南町・たかとりみなみまち

　　７３１-０１４４・広島県広島市安佐南区高取北・たかとりきた

　　７３１-０１４３・広島県広島市安佐南区長楽寺・ちようらくじ

　　７３１-０１４３・広島県広島市安佐南区長楽寺町・ちようらくじちよう

　　７３１-３１６３・広島県広島市安佐南区伴北・ともきた

　　７３１-３１７１・広島県広島市安佐南区伴北町・ともきたまち

　　７３１-３１６５・広島県広島市安佐南区伴中央・ともちゆうおう

　　７３１-３１６９・広島県広島市安佐南区伴西・ ともにじ

　　７３１-３１７５・広島県広島市安佐南区伴西町・ともにしまち

　　７３１-３１６４・広島県広島市安佐南区伴東・ ともひがじ

　　７３１-３１７２・広島県広島市安佐南区伴東町・ともひがしまち

　　７３１-３１６８・広島県広島市安佐南区伴南・ともみなみ

　　７３１-０１２１・広島県広島市安佐南区中須・なかす

　　７３１-０１２２・広島県広島市安佐南区中筋・なかすじ

　　７３１-０１３５・広島県広島市安佐南区長束・ながつか

　　７３１-０１３６・広島県広島市安佐南区長束西・ ながつかにじ

　　７３１-０１１３・広島県広島市安佐南区西原・にしはら

　　７３１-３２７１・広島県広島市安佐南区沼田町阿戸・ぬまたちようあと

　　７３１-３１６１・広島県広島市安佐南区沼田町伴・ぬまたちようとも

　　７３１-３２７２・広島県広島市安佐南区沼田町吉山・ぬまたちようよしやま

　　７３１-０１１１・広島県広島市安佐南区東野・ひがしの

　　７３１-０１１２・広島県広島市安佐南区東原・ひがしはら

　　７３１-０１５２・広島県広島市安佐南区毘沙門台・びしやもんだい

　　７３１-０１５１・広島県広島市安佐南区毘沙門台東・ びしやもんだいひがじ

　　７３１-０１２３・広島県広島市安佐南区古市・ふるいち

　　７３１-０１０３・広島県広島市安佐南区緑井・みどりい

　　７３１-０１０１・広島県広島市安佐南区八木・やぎ

　　７３１-０１０１・広島県広島市安佐南区八木町・やぎちよう

　　７３１-０１５３・広島県広島市安佐南区安東・ やすひがじ

　　７３１-０１３７・広島県広島市安佐南区山本・やまもと

　　７３１-０１３９・広島県広島市安佐南区山本新町・やまもとしんまち

　　７３１-０１３７・広島県広島市安佐南区山本町・やまもとちよう

　　７３９-１７００・広島県広島市安佐北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３１-１１４２・広島県広島市安佐北区安佐町飯室・あさちよういむろ

　　７３１-３３５２・広島県広島市安佐北区安佐町後山・あさちよううしろやま

　　７３１-１１７１・広島県広島市安佐北区安佐町小河内・あさちようおがうち

　　７３１-３３６３・広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台・あさちようくすのきだい

　　７３１-３３６２・広島県広島市安佐北区安佐町久地・あさちようくち

　　７３１-３３５１・広島県広島市安佐北区安佐町毛木・あさちようけぎ

　　７３１-１１４１・広島県広島市安佐北区安佐町鈴張・あさちようすずはり

　　７３１-３３５４・広島県広島市安佐北区安佐町筒瀬・あさちようつつせ

　　７３１-３３５５・広島県広島市安佐北区安佐町動物園・あさちようどうぶつえん

　　７３１-３３５３・広島県広島市安佐北区安佐町宮野・あさちようみやの

　　７３１-３３６１・広島県広島市安佐北区あさひが丘・あさひがおか

　　７３１-０２０１・広島県広島市安佐北区大林・ おおはﾞやじ

　　７３１-０２０２・広島県広島市安佐北区大林町・おおはﾞやしちよう

　　７３９-１７５４・広島県広島市安佐北区小河原町・おがわらちよう

　　７３９-１７３１・広島県広島市安佐北区落合・おちあい

　　７３９-１７３２・広島県広島市安佐北区落合南・おちあいみなみ

　　７３９-１７３２・広島県広島市安佐北区落合南町・おちあいみなみまち

　　７３１-０２２１・広島県広島市安佐北区可部・かべ

　　７３１-０２３６・広島県広島市安佐北区可部町綾ケ谷・かべちようあやがたに

　　７３１-０２３４・広島県広島市安佐北区可部町今井田・かべちよういまいだ

　　７３１-０２２５・広島県広島市安佐北区可部町上原・かべちよううえはﾞら

　　７３１-０２３５・広島県広島市安佐北区可部町勝木・かべちようかつぎ

　　７３１-０２１６・広島県広島市安佐北区可部町上町屋・かべちようかみまちや

　　７３１-０２１７・広島県広島市安佐北区可部町下町屋・かべちようしもまちや

　　７３１-０２１４・広島県広島市安佐北区可部町桐原・かべちようとげ

　　７３１-０２２４・広島県広島市安佐北区可部町中島・かべちようなかしま

　　７３１-０２１５・広島県広島市安佐北区可部町南原・かべちようなはﾞら

　　７３１-０２２２・広島県広島市安佐北区可部東・ かべひがじ

　　７３１-０２２３・広島県広島市安佐北区可部南・かべみなみ

　　７３９-１７５２・広島県広島市安佐北区上深川町・かみふかわちよう



　　７３９-１７４２・広島県広島市安佐北区亀崎・かめざき

　　７３１-０２３１・広島県広島市安佐北区亀山・かめやま

　　７３１-０２３３・広島県広島市安佐北区亀山西・ かめやまにじ

　　７３１-０２３２・広島県広島市安佐北区亀山南・かめやまみなみ

　　７３９-１７５３・広島県広島市安佐北区狩留家町・かるがちよう

　　７３９-１７３４・広島県広島市安佐北区口田・くちた

　　７３９-１７３４・広島県広島市安佐北区口田町・くちたちよう

　　７３９-１７３３・広島県広島市安佐北区口田南・くちたみなみ

　　７３９-１７３３・広島県広島市安佐北区口田南町・くちたみなみまち

　　７３９-１７４３・広島県広島市安佐北区倉掛・くらかけ

　　７３９-１４１４・広島県広島市安佐北区白木町秋山・しらきちようあきやま

　　７３９-１４１３・広島県広島市安佐北区白木町有留・しらきちようありどめ

　　７３９-１４１１・広島県広島市安佐北区白木町市川・しらきちよういちかわ

　　７３９-１３０１・広島県広島市安佐北区白木町井原・しらきちよういはﾞら

　　７３９-１４１２・広島県広島市安佐北区白木町小越・しらきちようおこえ

　　７３９-１３０２・広島県広島市安佐北区白木町古屋・しらきちようこや

　　７３９-１３０３・広島県広島市安佐北区白木町志路・しらきちようしじ

　　７３９-１５２１・広島県広島市安佐北区白木町三田・しらきちようみた

　　７３９-１７５１・広島県広島市安佐北区深川・ふかわ

　　７３９-１７５１・広島県広島市安佐北区深川町・ふかわちよう

　　７３９-１７４１・広島県広島市安佐北区真亀・まがめ

　　７３１-０２１１・広島県広島市安佐北区三入・みいり

　　７３１-０２１２・広島県広島市安佐北区三入東・ みいりひがじ

　　７３１-０２１３・広島県広島市安佐北区三入南・みいりみなみ

　　７３６-００００・広島県広島市安芸区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３１-４２３１・広島県広島市安芸区阿戸町・あとちよう

　　７３９-０３０１・広島県広島市安芸区上瀬野・かみせの

　　７３９-０３０２・広島県広島市安芸区上瀬野町・かみせのちよう

　　７３９-０３０３・広島県広島市安芸区上瀬野南・かみせのみなみ

　　７３９-０３１１・広島県広島市安芸区瀬野・せの

　　７３９-０３１２・広島県広島市安芸区瀬野町・せのちよう

　　７３９-０３１５・広島県広島市安芸区瀬野南町・せのみなみまち

　　７３９-０３１３・広島県広島市安芸区瀬野西・ せのにじ

　　７３９-０３１４・広島県広島市安芸区瀬野南・せのみなみ

　　７３９-０３２１・広島県広島市安芸区中野・なかの

　　７３９-０３２２・広島県広島市安芸区中野町・なかのちよう

　　７３９-０３２４・広島県広島市安芸区中野東町・なかのひがしまち

　　７３９-０３２３・広島県広島市安芸区中野東・ なかのひがじ

　　７３６-００８８・広島県広島市安芸区畑賀・はたか

　　７３６-００８９・広島県広島市安芸区畑賀町・はたかちよう

　　７３６-００８１・広島県広島市安芸区船越・ ふなこじ

　　７３６-００８２・広島県広島市安芸区船越南・ふなこしみなみ

　　７３６-００８４・広島県広島市安芸区矢野新町・やのしんまち

　　７３６-００８７・広島県広島市安芸区矢野町・やのちよう

　　７３６-００８３・広島県広島市安芸区矢野東・ やのひがじ

　　７３６-００８５・広島県広島市安芸区矢野西・ やのにじ

　　７３６-００８６・広島県広島市安芸区矢野南・やのみなみ

　　７３１-５１００・広島県広島市佐伯区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３１-５１３３・広島県広島市佐伯区旭園・あさひえん

　　７３１-５１０７・広島県広島市佐伯区石内上・いしうちかみ

　　７３１-５１０９・広島県広島市佐伯区石内北・いしうちきた

　　７３１-５１６２・広島県広島市佐伯区石内東・ いしうちひがじ

　　７３１-５１０８・広島県広島市佐伯区石内南・いしうちみなみ

　　７３１-５１２７・広島県広島市佐伯区五日市・いつかいち

　　７３１-５１２５・広島県広島市佐伯区五日市駅前・いつかいちえきまえ

　　７３１-５１６１・広島県広島市佐伯区五日市港・いつかいちこう

　　７３１-５１２８・広島県広島市佐伯区五日市中央・いつかいちちゆうおう

　　７３１-５１０２・広島県広島市佐伯区五日市町石内・いつかいちちよういしうち

　　７３１-５１０４・広島県広島市佐伯区五日市町上小深川・いつかいちちようかみこぶかわ

　　７３１-５１０５・広島県広島市佐伯区五日市町下小深川・いつかいちちようしもこぶかわ

　　７３１-５１５１・広島県広島市佐伯区五日市町上河内・いつかいちちようかみごうち

　　７３１-５１５２・広島県広島市佐伯区五日市町下河内・いつかいちちようしもごうち

　　７３１-５１２３・広島県広島市佐伯区五日市町昭和台・いつかいちちようしようわだい

　　７３１-５１１６・広島県広島市佐伯区五日市町寺田・いつかいちちようてらだ

　　７３１-５１１５・広島県広島市佐伯区五日市町中地・いつかいちちようなかじ

　　７３１-５１２１・広島県広島市佐伯区五日市町美鈴園・いつかいちちようみすずえん

　　７３１-５１２２・広島県広島市佐伯区五日市町皆賀・いつかいちちようみなが

　　７３１-５１３５・広島県広島市佐伯区海老園・かいろうえん

　　７３１-５１３４・広島県広島市佐伯区海老山町・かいろうやまちよう

　　７３１-５１３８・広島県広島市佐伯区海老山南・かいろうやまみなみ



　　７３１-５１５７・広島県広島市佐伯区観音台・かんのんだい

　　７３１-５１５６・広島県広島市佐伯区倉重・くらしげ

　　７３１-５１５３・広島県広島市佐伯区河内南・こうちみなみ

　　７３１-５１０１・広島県広島市佐伯区五月が丘・さつきがおか

　　７３１-５１５５・広島県広島市佐伯区城山・じようやま

　　７３１-５１２６・広島県広島市佐伯区新宮苑・しんぐうえん

　　７３８-０５１４・広島県広島市佐伯区杉並台・すぎなみだい

　　７３１-５１４５・広島県広島市佐伯区隅の浜・すみのはま

　　７３１-５１４１・広島県広島市佐伯区千同・せんどう

　　７３１-５１４２・広島県広島市佐伯区坪井・つほﾞい

　　７３１-５１４２・広島県広島市佐伯区坪井町・つほﾞいちよう

　　７３１-５１３１・広島県広島市佐伯区藤垂園・とうすいえん

　　７３１-５１０６・広島県広島市佐伯区利松・としまつ

　　７３１-５１０３・広島県広島市佐伯区藤の木・ふじのき

　　７３１-５１４４・広島県広島市佐伯区三筋・みすじ

　　７３１-５１１３・広島県広島市佐伯区美鈴が丘緑・みすずがおかみどり

　　７３１-５１１１・広島県広島市佐伯区美鈴が丘東・ みすずがおかひがじ

　　７３１-５１１４・広島県広島市佐伯区美鈴が丘西・ みすずがおかにじ

　　７３１-５１１２・広島県広島市佐伯区美鈴が丘南・みすずがおかみなみ

　　７３１-５１２４・広島県広島市佐伯区皆賀・みなが

　　７３１-５１３７・広島県広島市佐伯区美の里・みのり

　　７３１-５１４３・広島県広島市佐伯区三宅・みやけ

　　７３１-５１４３・広島県広島市佐伯区三宅町・みやけちよう

　　７３１-５１５４・広島県広島市佐伯区薬師が丘・やくしがおか

　　７３１-５１４６・広島県広島市佐伯区屋代・やしろ

　　７３１-５１４７・広島県広島市佐伯区屋代町・やしろちよう

　　７３１-５１１６・広島県広島市佐伯区八幡・やはた

　　７３１-５１１７・広島県広島市佐伯区八幡が丘・やはたがおか

　　７３１-５１１５・広島県広島市佐伯区八幡東・ やはたひがじ

　　７３８-０６０３・広島県広島市佐伯区湯来町下・ゆきちようしも

　　７３８-０５１２・広島県広島市佐伯区湯来町白砂・ゆきちようしらさご

　　７３８-０５１３・広島県広島市佐伯区湯来町菅沢（黒谷）・すがさわ(くろだに)

　　７３８-０７２２・広島県広島市佐伯区湯来町菅沢（その他）・すがさわ(そのた)

　　７３８-０７２１・広島県広島市佐伯区湯来町多田・ゆきちようただ

　　７３８-０５１１・広島県広島市佐伯区湯来町葛原・ゆきちようつつﾞらはら

　　７３８-０５１３・広島県広島市佐伯区湯来町伏谷・ゆきちようふしだに

　　７３８-０６０２・広島県広島市佐伯区湯来町麦谷・ゆきちようむぎたに

　　７３８-０６０１・広島県広島市佐伯区湯来町和田・ゆきちようわだ

　　７３１-５１３２・広島県広島市佐伯区吉見園・よしみえん

　　７３１-５１３６・広島県広島市佐伯区楽々園・らくらくえん

　　７３７-００００・広島県呉市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３７-００２３・広島県呉市青山町・あおやまちよう

　　７３７-０００３・広島県呉市阿賀中央・あがちゆうおう

　　７３７-０００４・広島県呉市阿賀南・あがみなみ

　　７３７-０００１・広島県呉市阿賀北・あがきた

　　７３７-０００５・広島県呉市阿賀町・あがまち

　　７３７-００５６・広島県呉市朝日町・あさひまち

　　７３７-００７６・広島県呉市吾妻・あつﾞま

　　７３７-０８０４・広島県呉市内神町・うちがみちよう

　　７３７-００６１・広島県呉市畝原町・うねはらちよう

　　７３７-０８７２・広島県呉市梅木町・うめきちよう

　　７３７-０８０７・広島県呉市江原町・えはﾞらちよう

　　７３７-０８７８・広島県呉市大山町・おおやまちよう

　　７３７-０９１５・広島県呉市押込・おしごめ

　　７３７-０９１４・広島県呉市押込西平町・おしごめにしひらちよう

　　７３７-１２１２・広島県呉市音戸町有清・おんどちようありきよ

　　７３７-１２０３・広島県呉市音戸町鰯浜・おんどちよういわしはま

　　７３７-１２０４・広島県呉市音戸町北隠渡・おんどちようきたおんど

　　７３７-１２１３・広島県呉市音戸町先奥・おんどちようさきおく

　　７３７-１２０６・広島県呉市音戸町高須・おんどちようたかす

　　７３７-１２１６・広島県呉市音戸町田原・おんどちようたはら

　　７３７-１２０１・広島県呉市音戸町坪井・おんどちようつほﾞい

　　７３７-１２１７・広島県呉市音戸町渡子・おんどちようとのこ

　　７３７-１２１１・広島県呉市音戸町畑・おんどちようはた

　　７３７-１２０７・広島県呉市音戸町波多見・おんどちようはたみ

　　７３７-１２１５・広島県呉市音戸町早瀬・おんどちようはやせ

　　７３７-１２０２・広島県呉市音戸町引地・おんどちようひきじ

　　７３７-１２１４・広島県呉市音戸町藤脇・おんどちようふじのわき

　　７３７-１２０５・広島県呉市音戸町南隠渡・おんどちようみなみおんど

　　７３７-０８２３・広島県呉市海岸・かいがん



　　７３７-０４０２・広島県呉市蒲刈町大浦・かまがりちようおおうら

　　７３７-０４０３・広島県呉市蒲刈町田戸・かまがりちようたど

　　７３７-０４０１・広島県呉市蒲刈町宮盛・かまがりちようみやざかり

　　７３７-０３１１・広島県呉市蒲刈町向・かまがりちようむかい

　　７３７-０８０８・広島県呉市上内神町・かみうちがみちよう

　　７３７-００３１・広島県呉市上長迫町・かみながさこちよう

　　７３７-０８１７・広島県呉市上二河町・かみにこうちよう

　　７３７-００７１・広島県呉市上畑町・かみはたちよう

　　７３７-００７９・広島県呉市上平原町・かみひらはﾞらちよう

　　７３７-００５４・広島県呉市上山田町・かみやまだちよう

　　７３７-０８６２・広島県呉市狩留賀町・かるがちよう

　　７３７-２６３１・広島県呉市川尻町板休・かわじりちよういたやすみ

　　７３７-２６３４・広島県呉市川尻町岩戸・かわじりちよういわど

　　７３７-２６３７・広島県呉市川尻町後懸・かわじりちよううしろがけ

　　７３７-２６１４・広島県呉市川尻町大原・かわじりちようおおはﾞら

　　７３７-２６３３・広島県呉市川尻町沖田・かわじりちようおきだ

　　７３７-２６３２・広島県呉市川尻町上畑・かわじりちようかんはﾞた

　　７３７-２６０６・広島県呉市川尻町久筋・かわじりちようくすじ

　　７３７-２６０５・広島県呉市川尻町久俊・ かわじりちようくどじ

　　７３７-２６０４・広島県呉市川尻町小仁方・かわじりちようこにがた

　　７３７-２６１７・広島県呉市川尻町小畑・かわじりちようこはﾞた

　　７３７-２６０８・広島県呉市川尻町小用・かわじりちようこよう

　　７３７-２６３６・広島県呉市川尻町才野谷・かわじりちようさいのたに

　　７３７-２６１５・広島県呉市川尻町真光地・かわじりちようしんこうち

　　７３７-２６０３・広島県呉市川尻町西・ かわじりちようにじ

　　７３７-２６０９・広島県呉市川尻町野呂山・かわじりちようのろさん

　　７３７-２６０１・広島県呉市川尻町原山・かわじりちようはらやま

　　７３７-２６０７・広島県呉市川尻町東・ かわじりちようひがじ

　　７３７-２６１６・広島県呉市川尻町水落・かわじりちようみずおち

　　７３７-２６０２・広島県呉市川尻町森・かわじりちようもり

　　７３７-２６３５・広島県呉市川尻町柳迫・かわじりちようやなぎさこ

　　７３７-００２６・広島県呉市神原町・かんはﾞらちよう

　　７３７-０８３６・広島県呉市北塩屋町・きたしおやちよう

　　７３７-１３７７・広島県呉市倉橋町・くらはしちよう

　　７３７-００１２・広島県呉市警固屋・けごや

　　７３７-０１６３・広島県呉市郷原野路の里・ごうはらのろのさと

　　７３７-０１６２・広島県呉市郷原学びの丘・ごうはらまなびのおか

　　７３７-０１６１・広島県呉市郷原町・ごうはらちよう

　　７３７-０８０３・広島県呉市郷町・ごうまち

　　７３７-００２８・広島県呉市幸町・さいわいちよう

　　７３７-０８２１・広島県呉市三条・さんじよう

　　７３７-００２１・広島県呉市三和町・さんわちよう

　　７３７-０８７３・広島県呉市汐見町・しおみちよう

　　７３７-００２２・広島県呉市清水・しみず

　　７３７-０３０２・広島県呉市下蒲刈町大地蔵・しもかまがりちようおおじぞう

　　７３７-０３０１・広島県呉市下蒲刈町三之瀬・しもかまがりちようさんのせ

　　７３７-０３０３・広島県呉市下蒲刈町下島・しもかまがりちようしもじま

　　７３７-００５５・広島県呉市下山田町・しもやまだちよう

　　７３７-００２７・広島県呉市昭和町・しようわちよう

　　７３７-０８３５・広島県呉市新宮町・しんぐうちよう

　　７３７-０９２３・広島県呉市神山・じんやま

　　７３７-０８３４・広島県呉市瀬戸見町・せとみちよう

　　７３７-０８１５・広島県呉市荘山田村（二河山）・そうやまだむら(ふたかわやま)

　　７３７-００２９・広島県呉市宝町・たからまち

　　７３７-００５１・広島県呉市中央・ちゆうおう

　　７３７-０８２２・広島県呉市築地町・つきじちよう

　　７３７-００１４・広島県呉市坪ノ内町・つほﾞのうちちよう

　　７３７-００３３・広島県呉市寺本町・てらもとちよう

　　７３７-０８７５・広島県呉市天応大浜・てんのうおおはま

　　７３７-０８８１・広島県呉市天応塩谷町・てんのうしおやちよう

　　７３７-０８８４・広島県呉市天応伝十原町・てんのうでんじゆうはﾞらちよう

　　７３７-０８８３・広島県呉市天応西条・てんのうにしじよう

　　７３７-０８８２・広島県呉市天応東久保・てんのうひがしくほﾞ

　　７３７-０８８５・広島県呉市天応福浦町・てんのうふくうらちよう

　　７３７-０８７４・広島県呉市天応南町・てんのうみなみまち

　　７３７-０８７６・広島県呉市天応宮町・てんのうみやまち

　　７３７-０９２２・広島県呉市栃原町・とちはﾞらちよう

　　７３４-０１０３・広島県呉市豊浜町斎島・とよはまちよういつきしま

　　７３４-０１０２・広島県呉市豊浜町大浜・とよはまちようおおはま

　　７３４-０１０１・広島県呉市豊浜町豊島・とよはまちようとよしま



　　７３７-０９２１・広島県呉市苗代町・なえしろちよう

　　７３７-００４６・広島県呉市中通・なかどおり

　　７３７-００３５・広島県呉市長迫町・ながさこちよう

　　７３７-０８７１・広島県呉市長谷町・ながたにちよう

　　７３７-００５３・広島県呉市長ノ木町・ながのきちよう

　　７３７-０１５３・広島県呉市仁方大歳町・にがたおおとしちよう

　　７３７-０１５４・広島県呉市仁方桟橋通・にがたさんはﾞしどおり

　　７３７-０１５１・広島県呉市仁方中筋町・にがたなかすじちよう

　　７３７-０１４５・広島県呉市仁方西神町・にがたにしがみちよう

　　７３７-０１５５・広島県呉市仁方錦町・にがたにしきまち

　　７３７-０１５２・広島県呉市仁方本町・にがたほんまち

　　７３７-０１５６・広島県呉市仁方皆実町・にがたみなみちよう

　　７３７-０１４６・広島県呉市仁方宮上町・にがたみやがみちよう

　　７３７-２６０９・広島県呉市仁方町（蕨谷）・にがたちよう(わらびたに)

　　７３７-０１５７・広島県呉市仁方町（その他）・にがたちよう(そのた)

　　７３７-０８１６・広島県呉市二河峡町・にこうきようちよう

　　７３７-０８１８・広島県呉市二河町・にこうちよう

　　７３７-０８２７・広島県呉市西愛宕町・にしあたごちよう

　　７３７-０８０６・広島県呉市西片山町・にしかたやまちよう

　　７３７-０８２５・広島県呉市西川原石町・にしかわらいしちよう

　　７３７-０８３８・広島県呉市西塩屋町・にししおやちよう

　　７３７-００７４・広島県呉市西鹿田・にししかた

　　７３７-００６２・広島県呉市西惣付町・にしそうつﾞけちよう

　　７３７-０８０９・広島県呉市西辰川・にしたつかわ

　　７３７-００６４・広島県呉市西谷町・にしたにちよう

　　７３７-０８１１・広島県呉市西中央・にしちゆうおう

　　７３７-００７５・広島県呉市西畑町・にしはたちよう

　　７３７-０８１２・広島県呉市西三津田町・にしみつたちよう

　　７３７-２６０９・広島県呉市野呂山・のろさん

　　７３７-０８３３・広島県呉市晴海町・はるみちよう

　　７３７-０８３１・広島県呉市光町・ひかりまち

　　７３７-０８２８・広島県呉市東愛宕町・ひがしあたごちよう

　　７３７-０８０５・広島県呉市東片山町・ひがしかたやまちよう

　　７３７-０８２４・広島県呉市東川原石町・ひがしかわらいしちよう

　　７３７-０８３７・広島県呉市東塩屋町・ひがししおやちよう

　　７３７-００７３・広島県呉市東鹿田町・ひがししかたちよう

　　７３７-００６３・広島県呉市東惣付町・ひがしそうつﾞけちよう

　　７３７-０８０１・広島県呉市東辰川町・ひがしたつかわちよう

　　７３７-００５２・広島県呉市東中央・ひがしちゆうおう

　　７３７-００７２・広島県呉市東畑・ひがしはた

　　７３７-０８１３・広島県呉市東三津田町・ひがしみつたちよう

　　７３７-００７８・広島県呉市平原町・ひらはﾞらちよう

　　７３７-０１０１・広島県呉市広石内・ひろいしうち

　　７３７-０１４２・広島県呉市広駅前・ひろえきまえ

　　７３７-０１３８・広島県呉市広黄幡町・ひろおうはﾞんちよう

　　７３７-０１４１・広島県呉市広大新開・ひろおおしんがい

　　７３７-０１１１・広島県呉市広大広・ひろおおびろ

　　７３７-０１２２・広島県呉市広杭本町・ひろくいもとちよう

　　７３７-０１１２・広島県呉市広古新開・ひろこしんがい

　　７３７-０１３７・広島県呉市広小坪・ひろこつほﾞ

　　７３７-０１０３・広島県呉市広塩焼・ひろしやけ

　　７３７-０１４３・広島県呉市広白石・ ひろしらいじ

　　７３７-０１４４・広島県呉市広白岳・ひろしらたけ

　　７３７-０１３３・広島県呉市広末広・ひろすえひろ

　　７３７-０１３４・広島県呉市広多賀谷・ひろたがや

　　７３７-０１３５・広島県呉市広津久茂町・ひろつくもちよう

　　７３７-０１０２・広島県呉市広徳丸町・ひろとくまるちよう

　　７３７-０１０５・広島県呉市広中迫町・ひろなかさこちよう

　　７３７-０１２４・広島県呉市広中新開・ひろなかしんがい

　　７３７-０１３１・広島県呉市広中町・ひろなかちよう

　　７３７-０１３６・広島県呉市広長浜・ひろながはま

　　７３７-０１３２・広島県呉市広名田・ひろなだ

　　７３７-０１１４・広島県呉市広文化町・ひろぶんかちよう

　　７３７-０１０７・広島県呉市広弁天橋町・ひろべんてんはﾞしちよう

　　７３７-０１２５・広島県呉市広本町・ひろほんまち

　　７３７-２６０９・広島県呉市広町（一本杉）・ひろまち(いつほﾟんすぎ)

　　７３７-０００２・広島県呉市広町（大空山）・ひろまち(おおぞらやま)

　　７３７-０１１５・広島県呉市広町（その他）・ひろまち(そのた)

　　７３７-０１０４・広島県呉市広町田・ひろまちだ

　　７３７-０１０６・広島県呉市広三芦・ ひろみあじ



　　７３７-０１１３・広島県呉市広横路・ひろよころ

　　７３７-０１２１・広島県呉市広吉松・ひろよしまつ

　　７３７-０１２３・広島県呉市広両谷・ひろりようたに

　　７３７-００７７・広島県呉市伏原・ふしはら

　　７３７-００１５・広島県呉市船見町・ふなみちよう

　　７３７-００６５・広島県呉市望地町・ほﾞうじちよう

　　７３７-００４５・広島県呉市本通・ほんどおり

　　７３７-００３２・広島県呉市本町・ほんまち

　　７３７-００１３・広島県呉市的場・まとはﾞ

　　７３７-００３４・広島県呉市溝路町・みぞろちよう

　　７３７-０８０２・広島県呉市南辰川町・みなみたつかわちよう

　　７３７-００１１・広島県呉市見晴・ みはらじ

　　７３７-００２４・広島県呉市宮原・みやはら

　　７３７-００２５・広島県呉市室瀬町・むろせちよう

　　７３７-０９０４・広島県呉市焼山（打田）・やけやま(うちだ)

　　７３７-０９１３・広島県呉市焼山泉ケ丘・やけやまいずみがおか

　　７３７-０９０２・広島県呉市焼山此原町・やけやまこのはらちよう

　　７３７-０９３３・広島県呉市焼山桜ケ丘・やけやまさくらがおか

　　７３７-０９３５・広島県呉市焼山中央・やけやまちゆうおう

　　７３７-０９０１・広島県呉市焼山ひばりケ丘町・やけやまひはﾞりがおかちよう

　　７３７-０９１２・広島県呉市焼山本庄・やけやまほんじよう

　　７３７-０９３４・広島県呉市焼山政畝・やけやままさうね

　　７３７-０９３２・広島県呉市焼山松ケ丘・やけやままつがおか

　　７３７-０９３１・広島県呉市焼山三ツ石町・やけやまみついしちよう

　　７３７-０９０８・広島県呉市焼山宮ケ迫・やけやまみやがさこ

　　７３７-０９３６・広島県呉市焼山東・ やけやまひがじ

　　７３７-０９０３・広島県呉市焼山西・ やけやまにじ

　　７３７-０９２４・広島県呉市焼山南・やけやまみなみ

　　７３７-０９１１・広島県呉市焼山北・やけやまきた

　　７３７-０９０６・広島県呉市焼山町（野登呂）・やけやまちよう(のとろ)

　　７３７-０９０５・広島県呉市焼山町（山の神）・やけやまちよう(やまのかみ)

　　７３７-０９０７・広島県呉市焼山町（その他）・やけやまちよう(そのた)

　　７３７-２５１１・広島県呉市安浦町赤向坂・やすうらちようあこうざか

　　７３７-２５０３・広島県呉市安浦町安登・やすうらちようあと

　　７３７-２５１２・広島県呉市安浦町安登西・ やすうらちようあとにじ

　　７３７-２５１３・広島県呉市安浦町安登東・ やすうらちようあとひがじ

　　７３７-２５０７・広島県呉市安浦町内海・やすうらちよううちのうみ

　　７３７-２５１８・広島県呉市安浦町内海北・やすうらちよううちのうみきた

　　７３７-２５１９・広島県呉市安浦町内海南・やすうらちよううちのうみみなみ

　　７３７-２５０５・広島県呉市安浦町内平・やすうらちよううちひら

　　７３７-２５０１・広島県呉市安浦町女子畑・やすうらちようおなごはﾞた

　　７３７-２５０９・広島県呉市安浦町下垣内・やすうらちようしもがうち

　　７３７-２５１６・広島県呉市安浦町中央・やすうらちようちゆうおう

　　７３７-２５１５・広島県呉市安浦町中央北・やすうらちようちゆうおうきた

　　７３７-２５１４・広島県呉市安浦町中央ハイツ・やすうらちようちゆうおうはいつ

　　７３７-２６０９・広島県呉市安浦町中切（奥野原）・なかぎり(おくのはら)

　　７３７-２５０４・広島県呉市安浦町中切（その他）・なかぎり(そのた)

　　７３７-２６０９・広島県呉市安浦町中畑（鹿条原）・なかはた(かじようはら)

　　７３７-２６０９・広島県呉市安浦町中畑（侍屋敷）・なかはた(さむらいやしき)

　　７３７-２６０９・広島県呉市安浦町中畑（膳棚山）・なかはた(ぜんたなやま)

　　７３７-２５０８・広島県呉市安浦町中畑（その他）・やすうらちようなかはた(そのた)

　　７３７-２６０９・広島県呉市安浦町中畑（立小路）・やすうらちようなかはた(たてこうじ)

　　７３７-２６０９・広島県呉市安浦町中畑（中央）・やすうらちようなかはた(ちゆうおう)

　　７３７-２６０９・広島県呉市安浦町中畑（東）・やすうらちようなかはた(ひがし)

　　７３７-２６０９・広島県呉市安浦町野呂山・やすうらちようのろさん

　　７３７-２５０６・広島県呉市安浦町原畑・やすうらちようはらはた

　　７３７-２５１７・広島県呉市安浦町水尻・やすうらちようみずしり

　　７３７-２５０２・広島県呉市安浦町三津口・やすうらちようみつぐち

　　７３７-００４４・広島県呉市八幡町・やはたちよう

　　７３７-０８１４・広島県呉市山手・やまて

　　７３７-０８７７・広島県呉市弥生町・やよいちよう

　　７３４-０３０１・広島県呉市豊町大長・ゆたかまちおおちよう

　　７３４-０３０３・広島県呉市豊町沖友・ゆたかまちおきとも

　　７３４-０３０４・広島県呉市豊町久比・ゆたかまちくび

　　７３４-０３０２・広島県呉市豊町御手洗・ゆたかまちみたらい

　　７３７-０８４４・広島県呉市吉浦池ノ浦町・よしうらいけのうらちよう

　　７３７-０８６５・広島県呉市吉浦岩神町・よしうらいわがみちよう

　　７３７-０８６７・広島県呉市吉浦上城町・よしうらかみじようちよう

　　７３７-０８５１・広島県呉市吉浦新出町・よしうらしんでちよう

　　７３７-０８４５・広島県呉市吉浦新町・よしうらしんまち



　　７３７-０８４１・広島県呉市吉浦神賀町・よしうらじんがちよう

　　７３７-０８４３・広島県呉市吉浦潭鼓町・よしうらたんこちよう

　　７３７-０８５３・広島県呉市吉浦中町・よしうらなかまち

　　７３７-０８６４・広島県呉市吉浦西城町・よしうらにしじようちよう

　　７３７-０８５２・広島県呉市吉浦東本町・よしうらひがしほんまち

　　７３７-０８４２・広島県呉市吉浦東町・よしうらひがしまち

　　７３７-０８６１・広島県呉市吉浦本町・よしうらほんまち

　　７３７-０８６６・広島県呉市吉浦松葉町・よしうらまつはﾞちよう

　　７３７-０８６３・広島県呉市吉浦宮花町・よしうらみやはなちよう

　　７３７-０８４６・広島県呉市吉浦町（乙廻り）・よしうらちよう(おとまわり)

　　７３７-０８５４・広島県呉市吉浦町（その他）・よしうらちよう(そのた)

　　７３７-０８２６・広島県呉市両城・りようじよう

　　７３７-０８３２・広島県呉市若葉町・わかはﾞちよう

　　７３７-００４１・広島県呉市和庄・わしよう

　　７３７-００４３・広島県呉市和庄登町・わしようのほﾞりまち

　　７３７-００４２・広島県呉市和庄本町・わしようほんまち

　　７２５-００００・広島県竹原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７２５-００１１・広島県竹原市小梨町・おなしちよう

　　７２５-００２５・広島県竹原市塩町・しおまち

　　７２５-００１２・広島県竹原市下野町・しものちよう

　　７２５-０００３・広島県竹原市新庄町・しんじようちよう

　　７２９-２３１３・広島県竹原市高崎町・たかさきちよう

　　７２５-００２１・広島県竹原市竹原町・たけはらちよう

　　７２９-２３１１・広島県竹原市忠海町・ただのうみちよう

　　７２９-２３１４・広島県竹原市忠海床浦・ただのうみとこのうら

　　７２９-２３１５・広島県竹原市忠海長浜・ただのうみながはま

　　７２９-２３１６・広島県竹原市忠海中町・ただのうみなかまち

　　７２９-２３１７・広島県竹原市忠海東町・ただのうみひがしまち

　　７２５-００２３・広島県竹原市田ノ浦・たのうら

　　７２５-０００１・広島県竹原市田万里町・たまりちよう

　　７２５-００２６・広島県竹原市中央・ちゆうおう

　　７２５-０００５・広島県竹原市仁賀町・にかちよう

　　７２５-０００２・広島県竹原市西野町・にしのちよう

　　７２５-０００４・広島県竹原市東野町・ひがしのちよう

　　７２９-２３１２・広島県竹原市福田町・ふくだちよう

　　７２５-００２２・広島県竹原市本町・ほんまち

　　７２５-００２４・広島県竹原市港町・みなとまち

　　７２５-００１３・広島県竹原市吉名町・よしなちよう

　　７２３-００００・広島県三原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７２３-００４７・広島県三原市青葉台・あおはﾞだい

　　７２３-００１２・広島県三原市旭町・あさひまち

　　７２９-０３２４・広島県三原市糸崎・いとさき

　　７２９-０３２９・広島県三原市糸崎南・いとさきみなみ

　　７２３-００１５・広島県三原市円一町・えんいちちよう

　　７２３-００６６・広島県三原市大畑町・おおはたちよう

　　７２３-００３３・広島県三原市沖浦町・おきうらちよう

　　７２９-０３２２・広島県三原市奥野山町・おくのやまちよう

　　７２３-０１３１・広島県三原市小坂町・おさかちよう

　　７２３-００４３・広島県三原市貝野町・かいのちよう

　　７２３-００５３・広島県三原市学園町・がくえんちよう

　　７２９-０３２１・広島県三原市木原・きはら

　　７２９-０３２１・広島県三原市木原町・きはらちよう

　　７２２-１３０１・広島県三原市久井町莇原・くいちようあぞうはﾞら

　　７２２-１４１１・広島県三原市久井町泉・くいちよういずみ

　　７２２-１３０４・広島県三原市久井町江木・くいちようえぎ

　　７２２-１４１７・広島県三原市久井町小林・ くいちようこはﾞやじ

　　７２２-１４１４・広島県三原市久井町坂井原・くいちようさかいはﾞら

　　７２２-１３０３・広島県三原市久井町下津・くいちようしもつ

　　７２２-１４１５・広島県三原市久井町土取・くいちようつちとり

　　７２２-１４１３・広島県三原市久井町羽倉・くいちようはぐら

　　７２２-１４１６・広島県三原市久井町山中野・くいちようやまなかの

　　７２２-１３０２・広島県三原市久井町吉田・くいちようよしだ

　　７２２-１４１２・広島県三原市久井町和草・くいちようわそう

　　７２９-２３６１・広島県三原市小泉町・こいずみちよう

　　７２３-００１３・広島県三原市古浜・こはま

　　７２３-０００６・広島県三原市駒ケ原町・こまがはらちよう

　　７２９-２２５１・広島県三原市幸崎久和喜・さいざきくわき

　　７２９-２２５２・広島県三原市幸崎能地・さいざきのうじ

　　７２９-２２５３・広島県三原市幸崎渡瀬・さいざきわたせ

　　７２９-２２５１・広島県三原市幸崎町久和喜・さいざきちようくわき



　　７２９-２２５２・広島県三原市幸崎町能地・さいざきちようのうじ

　　７２９-２２５３・広島県三原市幸崎町渡瀬・さいざきちようわたせ

　　７２３-００２１・広島県三原市鷺浦町須波・さぎうらちようすなみ

　　７２３-００２２・広島県三原市鷺浦町向田野浦・さぎうらちようむこうたのうら

　　７２３-０００５・広島県三原市桜山町・さくらやまちよう

　　７２９-０４１４・広島県三原市下北方・しもきたがた

　　７２３-００１４・広島県三原市城町・しろまち

　　７２３-０１３４・広島県三原市新倉・しんくら

　　７２３-０１３４・広島県三原市新倉町・しんくらちよう

　　７２３-００３１・広島県三原市須波・すなみ

　　７２３-００３１・広島県三原市須波町・すなみちよう

　　７２３-００３２・広島県三原市須波西・ すなみにじ

　　７２３-００３２・広島県三原市須波西町・すなみにしまち

　　７２３-００３５・広島県三原市須波ハイツ・すなみはいつ

　　７２３-００４４・広島県三原市宗郷・そうごう

　　７２９-１２１２・広島県三原市大和町姥ケ原・だいわちよううはﾞがはら

　　７２９-１３２３・広島県三原市大和町大具・だいわちようおおぐ

　　７２９-１２１１・広島県三原市大和町大草・だいわちようおおぐさ

　　７２９-１３３２・広島県三原市大和町上草井・だいわちようかみぐさい

　　７２９-１４０５・広島県三原市大和町上徳良・だいわちようかみとくら

　　７２９-１４０１・広島県三原市大和町蔵宗・だいわちようくらむね

　　７２９-１４０２・広島県三原市大和町篠・だいわちようしの

　　７２９-１３３３・広島県三原市大和町下草井・だいわちようしもぐさい

　　７２９-１４０６・広島県三原市大和町下徳良・だいわちようしもとくら

　　７２９-１４０３・広島県三原市大和町萩原・だいわちようはいはﾞら

　　７２９-１３２２・広島県三原市大和町箱川・だいわちようはこがわ

　　７２９-１２１３・広島県三原市大和町平坂・だいわちようひらさか

　　７２９-１４０４・広島県三原市大和町福田・だいわちようふくだ

　　７２９-１３３１・広島県三原市大和町椋梨・ だいわちようむくなじ

　　７２９-１３２１・広島県三原市大和町和木・だいわちようわき

　　７２９-０４７２・広島県三原市高坂町真良・たかさかちようしんら

　　７２９-０４７１・広島県三原市高坂町許山・たかさかちようもとやま

　　７２３-００４５・広島県三原市田野浦・たのうら

　　７２３-０００３・広島県三原市中之町・なかのちよう

　　７２３-０００２・広島県三原市中之町南・なかのちようみなみ

　　７２３-０００７・広島県三原市中之町北・なかのちようきた

　　７２３-０１３２・広島県三原市長谷・ながたに

　　７２３-０１３２・広島県三原市長谷町・ながたにちよう

　　７２３-００６５・広島県三原市西野・にしの

　　７２３-００６３・広島県三原市西町・にしまち

　　７２３-００６４・広島県三原市西宮・にしみや

　　７２３-０１３３・広島県三原市沼田・ぬた

　　７２３-０１３３・広島県三原市沼田町・ぬたちよう

　　７２９-０４７３・広島県三原市沼田西町小原・ぬたにしちようおはﾞら

　　７２９-０４７４・広島県三原市沼田西町惣定・ぬたにしちようそうじよう

　　７２９-０４７５・広島県三原市沼田西町松江・ぬたにしちようまつえ

　　７２３-０１４５・広島県三原市沼田東町片島・ぬたひがしちようかたしま

　　７２３-０１４３・広島県三原市沼田東町釜山・ぬたひがしちようかまやま

　　７２３-０１４８・広島県三原市沼田東町七宝・ぬたひがしちようしつほﾟう

　　７２３-０１４４・広島県三原市沼田東町末広・ぬたひがしちようすえひろ

　　７２３-０１４２・広島県三原市沼田東町末光・ぬたひがしちようすえみつ

　　７２３-０１４６・広島県三原市沼田東町納所・ぬたひがしちようのうそ

　　７２３-０１４７・広島県三原市沼田東町本市・ぬたひがしちようほんいち

　　７２３-０１４１・広島県三原市沼田東町両名・ぬたひがしちようりようみよう

　　７２３-００３４・広島県三原市登町・のほﾞりちよう

　　７２９-０３２３・広島県三原市鉢ケ峰町・はちがみねちよう

　　７２３-００１１・広島県三原市東町・ひがしまち

　　７２３-０００１・広島県三原市深町・ふかまち

　　７２９-０４１８・広島県三原市本郷北・ほんごうきた

　　７２９-０４１７・広島県三原市本郷南・ほんごうみなみ

　　７２９-０４１５・広島県三原市本郷町上北方・ほんごうちようかみきたがた

　　７２９-０４１４・広島県三原市本郷町下北方・ほんごうちようしもきたがた

　　７２９-０４１６・広島県三原市本郷町善入寺・ほんごうちようぜんにゆうじ

　　７２２-１４０１・広島県三原市本郷町船木（芋堀）・ふなき(いもほり)

　　７２９-０４１１・広島県三原市本郷町船木（その他）・ふなき(そのた)

　　７２９-０４１２・広島県三原市本郷町本郷・ほんごうちようほんごう

　　７２９-０４１３・広島県三原市本郷町南方・ほんごうちようみなみがた

　　７２３-００６２・広島県三原市本町・ほんまち

　　７２３-００１７・広島県三原市港町・みなとまち

　　７２３-００５２・広島県三原市皆実・みなみ



　　７２９-０４１９・広島県三原市南方・みなみがた

　　７２３-００５１・広島県三原市宮浦・みやうら

　　７２３-００１６・広島県三原市宮沖・みやおき

　　７２３-００４６・広島県三原市明神・みようじん

　　７２３-０００４・広島県三原市館町・やかたまち

　　７２３-００６１・広島県三原市八坂町・やさかちよう

　　７２２-１５０１・広島県三原市八幡町垣内・やはたちようかいち

　　７２２-１５１１・広島県三原市八幡町篝・やはたちようかがり

　　７２２-１５１２・広島県三原市八幡町野串・ やはたちようのぐじ

　　７２２-１５１６・広島県三原市八幡町本庄・やはたちようほんじよう

　　７２２-１５１５・広島県三原市八幡町美生・やはたちようみのう

　　７２２-１５１３・広島県三原市八幡町宮内・やはたちようみやうち

　　７２２-１５１４・広島県三原市八幡町屋中・やはたちようやなか

　　７２３-００５４・広島県三原市頼兼・よりかね

　　７２３-００４２・広島県三原市和田沖町・わだおきちよう

　　７２３-００４１・広島県三原市和田・わだ

　　７２２-００００・広島県尾道市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７２２-２１０１・広島県尾道市因島大浜町・いんのしまおおはまちよう

　　７２２-２２１２・広島県尾道市因島鏡浦町・いんのしまかがみうらちよう

　　７２２-２１０２・広島県尾道市因島重井町・いんのしましげいちよう

　　７２２-２４３１・広島県尾道市因島洲江町・いんのしますのえちよう

　　７２２-２３２４・広島県尾道市因島田熊町・いんのしまたくまちよう

　　７２２-２２１３・広島県尾道市因島外浦町・いんのしまとのうらちよう

　　７２２-２２１１・広島県尾道市因島中庄町・いんのしまなかのしようちよう

　　７２２-２３２３・広島県尾道市因島土生町・いんのしまはぶちよう

　　７２２-２４３２・広島県尾道市因島原町・いんのしまはらちよう

　　７２２-２３２２・広島県尾道市因島三庄町・いんのしまみつのしようちよう

　　７２２-２３２１・広島県尾道市因島椋浦町・いんのしまむくのうらちよう

　　７２０-０５５１・広島県尾道市浦崎町・うらさきちよう

　　７２２-０００６・広島県尾道市沖側町・おきがわちよう

　　７２２-００５３・広島県尾道市尾崎町・おざきちよう

　　７２２-００５４・広島県尾道市尾崎本町・おざきほんまち

　　７２２-００１６・広島県尾道市神田町・かんだちよう

　　７２２-０２３３・広島県尾道市木ノ庄町市原・きのしようちよういちはﾞら

　　７２２-０２３４・広島県尾道市木ノ庄町木梨・ きのしようちようきなじ

　　７２２-０２３５・広島県尾道市木ノ庄町木梨山方・きのしようちようきなしやまがた

　　７２２-０２３２・広島県尾道市木ノ庄町木門田・きのしようちようきもんでん

　　７２２-０２３１・広島県尾道市木ノ庄町畑・きのしようちようはた

　　７２２-００４５・広島県尾道市久保・くほﾞ

　　７２２-００４２・広島県尾道市久保町・くほﾞちよう

　　７２２-００２５・広島県尾道市栗原東・ くりはらひがじ

　　７２２-００２６・広島県尾道市栗原西・ くりはらにじ

　　７２２-００２２・広島県尾道市栗原町・くりはらちよう

　　７２２-０００２・広島県尾道市古浜町・こはまちよう

　　７２２-００１１・広島県尾道市桜町・さくらまち

　　７２２-００３１・広島県尾道市三軒家町・さんげんやちよう

　　７２２-００５２・広島県尾道市山波町・さんはﾞちよう

　　７２２-００１２・広島県尾道市潮見町・しおみちよう

　　７２２-０００４・広島県尾道市正徳町・しようとくちよう

　　７２２-００５５・広島県尾道市新高山・しんたかやま

　　７２２-００１４・広島県尾道市新浜・しんはま

　　７２２-２４０３・広島県尾道市瀬戸田町荻・せとだちようおぎ

　　７２２-２４１２・広島県尾道市瀬戸田町高根・せとだちようこうね

　　７２２-２４１３・広島県尾道市瀬戸田町沢・せとだちようさわ

　　７２２-２４１４・広島県尾道市瀬戸田町鹿田原・せとだちようしかたはら

　　７２２-２４１１・広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田・せとだちようせとだ

　　７２２-２４０４・広島県尾道市瀬戸田町垂水・せとだちようたるみ

　　７２２-２４１５・広島県尾道市瀬戸田町中野・せとだちようなかの

　　７２２-２４１６・広島県尾道市瀬戸田町林・ せとだちようはやじ

　　７２２-２４０５・広島県尾道市瀬戸田町福田・せとだちようふくだ

　　７２２-２４０１・広島県尾道市瀬戸田町御寺・せとだちようみてら

　　７２２-２４０２・広島県尾道市瀬戸田町宮原・せとだちようみやはﾞら

　　７２２-２４１７・広島県尾道市瀬戸田町名荷・せとだちようみようが

　　７２９-０１４１・広島県尾道市高須町・たかすちよう

　　７２２-０２２１・広島県尾道市長者原・ちようじやはﾞら

　　７２２-００３５・広島県尾道市土堂・つちどう

　　７２２-０００１・広島県尾道市手崎町・てさきちよう

　　７２２-００３８・広島県尾道市天満町・てんまちよう

　　７２２-００４７・広島県尾道市十四日町・とよひちよう

　　７２２-００３４・広島県尾道市十四日元町・とよひもとまち



　　７２２-００４６・広島県尾道市長江・ながえ

　　７２２-００４４・広島県尾道市西久保町・にしくほﾞちよう

　　７２２-００３７・広島県尾道市西御所町・にしごしよちよう

　　７２２-００３２・広島県尾道市西土堂町・にしつちどうちよう

　　７２２-００２４・広島県尾道市西則末町・にしのりすえちよう

　　７２９-０１４２・広島県尾道市西藤町・にしふじちよう

　　７２２-０２０１・広島県尾道市原田町小原・はらだちようおはﾞら

　　７２２-０２０２・広島県尾道市原田町梶山田・はらだちようかじやまだ

　　７２２-００５１・広島県尾道市東尾道・ひがしおのみち

　　７２２-００４３・広島県尾道市東久保町・ひがしくほﾞちよう

　　７２２-００３６・広島県尾道市東御所町・ひがしごしよちよう

　　７２２-００３３・広島県尾道市東土堂町・ひがしつちどうちよう

　　７２２-００２３・広島県尾道市東則末町・ひがしのりすえちよう

　　７２２-０００３・広島県尾道市東元町・ひがしもとまち

　　７２２-００２１・広島県尾道市久山田町・ひさやまだちよう

　　７２２-００１３・広島県尾道市日比崎町・ひびざきちよう

　　７２２-００１８・広島県尾道市平原・ひらはら

　　７２２-０００５・広島県尾道市福地町・ふくちちよう

　　７２２-００４１・広島県尾道市防地町・ほﾞうじちよう

　　７２２-０３５４・広島県尾道市御調町綾目・みつぎちようあやめ

　　７２２-０３１１・広島県尾道市御調町市・みつぎちよういち

　　７２２-１５６４・広島県尾道市御調町今田・みつぎちよういまだ

　　７２２-０３２６・広島県尾道市御調町岩根・みつぎちよういわね

　　７２２-１５６３・広島県尾道市御調町植野・みつぎちよううえの

　　７２２-０３３６・広島県尾道市御調町江田・みつぎちようえた

　　７２２-０３４２・広島県尾道市御調町大田・みつぎちようおおだ

　　７２２-０３５１・広島県尾道市御調町大原・みつぎちようおおはﾞら

　　７２２-０３１４・広島県尾道市御調町大町・みつぎちようおおまち

　　７２２-０４０３・広島県尾道市御調町大山田・みつぎちようおおやまだ

　　７２２-０３１２・広島県尾道市御調町貝ケ原・みつぎちようかいがはら

　　７２２-０３１５・広島県尾道市御調町釜窪・みつぎちようかまくほﾞ

　　７２２-０３４１・広島県尾道市御調町神・みつぎちようかみ

　　７２２-０３３５・広島県尾道市御調町国守・みつぎちようくにもり

　　７２２-０３５２・広島県尾道市御調町公文・みつぎちようくもん

　　７２２-０３２２・広島県尾道市御調町三郎丸・みつぎちようさぶろうまる

　　７２２-０４０２・広島県尾道市御調町下山田・みつぎちようしもやまだ

　　７２２-０３３４・広島県尾道市御調町菅・みつぎちようすげ

　　７２２-０４０１・広島県尾道市御調町千堂・みつぎちようせんどう

　　７２２-０３２３・広島県尾道市御調町大蔵・みつぎちようだいぞう

　　７２２-０３３３・広島県尾道市御調町大塔・みつぎちようだいとう

　　７２２-０３５３・広島県尾道市御調町高尾・みつぎちようたかお

　　７２２-１５６２・広島県尾道市御調町津蟹・みつぎちようつがに

　　７２２-０３４５・広島県尾道市御調町徳永・みつぎちようとくなが

　　７２２-０３２５・広島県尾道市御調町中原・みつぎちようなかはﾞら

　　７２２-０３３１・広島県尾道市御調町仁野・みつぎちようにの

　　７２２-１５６５・広島県尾道市御調町野間・みつぎちようのま

　　７２２-０３２４・広島県尾道市御調町白太・みつぎちようはかた

　　７２２-０３１６・広島県尾道市御調町花尻・みつぎちようはなじり

　　７２２-０３１３・広島県尾道市御調町平・みつぎちようひら

　　７２２-０３３２・広島県尾道市御調町平木・みつぎちようひらぎ

　　７２２-１５６１・広島県尾道市御調町福井・みつぎちようふくい

　　７２２-０３２１・広島県尾道市御調町本・みつぎちようほん

　　７２２-０３４３・広島県尾道市御調町丸河南・みつぎちようまるかなん

　　７２２-０３４４・広島県尾道市御調町丸門田・みつぎちようまるもんでん

　　７２２-０３５５・広島県尾道市御調町山岡・みつぎちようやまおか

　　７２２-０２１４・広島県尾道市美ノ郷町猪子迫・みのごうちよういのこざこ

　　７２２-０２１３・広島県尾道市美ノ郷町白江・みのごうちようしろえ

　　７２２-０２１１・広島県尾道市美ノ郷町中野・みのごうちようなかの

　　７２２-０２１２・広島県尾道市美ノ郷町本郷・みのごうちようほんごう

　　７２２-０２１５・広島県尾道市美ノ郷町三成・みのごうちようみなり

　　７２２-００７３・広島県尾道市向島町・むかいしまちよう

　　７２２-００７２・広島県尾道市向島町岩子島・むかいしまちよういわしじま

　　７２２-００７１・広島県尾道市向島町立花・むかいしまちようたちはﾞな

　　７２２-００６２・広島県尾道市向東町・むかいひがしちよう

　　７２２-００６１・広島県尾道市百島町・ももしまちよう

　　７２２-００１７・広島県尾道市門田町・もんでんちよう

　　７２２-００１５・広島県尾道市吉浦町・よしうらちよう

　　７２２-０００８・広島県尾道市吉和町・よしわちよう

　　７２２-０００７・広島県尾道市吉和西元町・よしわにしもとまち

　　７２１-００００・広島県福山市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　７２１-０９１１・広島県福山市青葉台・あおはﾞだい

　　７２０-０８４３・広島県福山市赤坂町赤坂・あかさかちようあかさか

　　７２０-０８４４・広島県福山市赤坂町早戸・あかさかちようはやと

　　７２１-０９５２・広島県福山市曙町・あけほﾞのちよう

　　７２０-００３３・広島県福山市旭町・あさひまち

　　７２０-１２６１・広島県福山市芦田町上有地・あしだちようかみあるじ

　　７２０-１２６２・広島県福山市芦田町下有地・あしだちようしもあるじ

　　７２０-１２６３・広島県福山市芦田町柞磨・あしだちようたるま

　　７２０-１２６５・広島県福山市芦田町向陽台・あしだちようこうようだい

　　７２０-０８４５・広島県福山市芦田町福田（３７６－１０「聖宝寺」）・ふくだ(せいほうじ>)

　　７２０-１２６４・広島県福山市芦田町福田（３７６－１０を除く）・ふくだ(のぞく)

　　７２１-０９１５・広島県福山市伊勢丘・いせがおか

　　７２１-０９５３・広島県福山市一文字町・いちもんじちよう

　　７２９-０１１１・広島県福山市今津町・いまつﾞちよう

　　７２０-００４６・広島県福山市今町・いままち

　　７２０-０８０１・広島県福山市入船町・いりふねちよう

　　７２２-２６４１・広島県福山市内海町・うつみちよう

　　７２２-２６３１・広島県福山市内海町イ・うつみちようい

　　７２２-２６３２・広島県福山市内海町ロ・うつみちようろ

　　７２２-２６３３・広島県福山市内海町ハ・うつみちようは

　　７２０-２５２５・広島県福山市駅家町雨木・えきやちようあめぎ

　　７２０-１１４５・広島県福山市駅家町今岡・えきやちよういまおか

　　７２０-１１４１・広島県福山市駅家町江良・えきやちようえら

　　７２０-１１４６・広島県福山市駅家町大橋・ えきやちようおおはじ

　　７２０-１１４２・広島県福山市駅家町上山守・えきやちようかみやまもり

　　７２０-１１４３・広島県福山市駅家町下山守・えきやちようしもやまもり

　　７２０-１１３２・広島県福山市駅家町倉光・えきやちようくらみつ

　　７２０-２５２４・広島県福山市駅家町助元・えきやちようすけもと

　　７２０-１１３３・広島県福山市駅家町近田・えきやちようちかた

　　７２０-１１３４・広島県福山市駅家町中島・えきやちようなかしま

　　７２０-２５２３・広島県福山市駅家町新山・えきやちようにいやま

　　７２０-２５２２・広島県福山市駅家町服部永谷・えきやちようはつとりながたに

　　７２０-２５２１・広島県福山市駅家町服部本郷・えきやちようはつとりほんごう

　　７２０-２４１３・広島県福山市駅家町法成寺・えきやちようほうじようじ

　　７２０-１１４４・広島県福山市駅家町坊寺・えきやちようほﾞうじ

　　７２０-１１３１・広島県福山市駅家町万能倉・えきやちようまなぐら

　　７２０-１１４７・広島県福山市駅家町向永谷・えきやちようむかいながたに

　　７２０-１１３５・広島県福山市駅家町弥生ケ丘・えきやちようやよいがおか

　　７２０-００５５・広島県福山市胡町・えびすまち

　　７２１-０９６５・広島県福山市王子町・おうじちよう

　　７２１-０９１４・広島県福山市大谷台・おおたにだい

　　７２０-０８２５・広島県福山市沖野上町・おきのがみちよう

　　７２１-０９５４・広島県福山市卸町・おろしまち

　　７２０-００４４・広島県福山市笠岡町・かさおかまち

　　７２０-００９１・広島県福山市神島町・かしまちよう

　　７２１-０９１７・広島県福山市春日池・かすがいけ

　　７２１-０９１６・広島県福山市春日台・かすがだい

　　７２１-０９０７・広島県福山市春日町・かすがちよう

　　７２１-０９０１・広島県福山市春日町宇山・かすがちよううやま

　　７２１-０９０２・広島県福山市春日町浦上・かすがちよううらかみ

　　７２１-０９０８・広島県福山市春日町吉田・かすがちようよしだ

　　７２０-０８１２・広島県福山市霞町・かすみちよう

　　７２０-０５４１・広島県福山市金江町金見・かなえちようかなみ

　　７２０-０５４２・広島県福山市金江町藁江・かなえちようわらえ

　　７２９-０１１２・広島県福山市神村町・かむらちよう

　　７２０-２４１７・広島県福山市加茂町芦原・かもちようあしわら

　　７２０-２４１６・広島県福山市加茂町粟根・かもちようあわね

　　７２０-２４１９・広島県福山市加茂町上加茂・かもちようかみがも

　　７２０-２４１５・広島県福山市加茂町北山・かもちようきたやま

　　７２０-２４１２・広島県福山市加茂町下加茂・かもちようしもがも

　　７２０-２４１８・広島県福山市加茂町中野・かもちようなかの

　　７２０-２４１０・広島県福山市加茂町八軒屋・かもちようはちけんや

　　７２０-２４１４・広島県福山市加茂町百谷・かもちようももだに

　　７２０-０８２２・広島県福山市川口町・かわぐちちよう

　　７２０-２１１３・広島県福山市神辺町旭丘・かんなべちようあさひおか

　　７２０-２１１１・広島県福山市神辺町上御領・かんなべちようかみごりよう

　　７２０-２１１４・広島県福山市神辺町上竹田・かんなべちようかみたけだ

　　７２０-２１２３・広島県福山市神辺町川北・かんなべちようかわきた

　　７２０-２１２４・広島県福山市神辺町川南・かんなべちようかわみなみ

　　７２０-２１１７・広島県福山市神辺町下御領・かんなべちようしもごりよう



　　７２０-２１１５・広島県福山市神辺町下竹田・かんなべちようしもたけだ

　　７２０-２１０６・広島県福山市神辺町十九軒屋・かんなべちようじゆうくけんや

　　７２０-２１０５・広島県福山市神辺町十三軒屋・かんなべちようじゆうさんげんや

　　７２０-２１０８・広島県福山市神辺町新十九・かんなべちようしんじゆうく

　　７２０-２１２５・広島県福山市神辺町新徳田・かんなべちようしんとくだ

　　７２０-２１０７・広島県福山市神辺町新道上・かんなべちようしんみちのうえ

　　７２０-２１２２・広島県福山市神辺町新湯野・かんなべちようしんゆの

　　７２０-２１２６・広島県福山市神辺町徳田・かんなべちようとくだ

　　７２０-２１０３・広島県福山市神辺町西中条・かんなべちようにしちゆうじよう

　　７２０-２１２７・広島県福山市神辺町箱田・かんなべちようはこだ

　　７２０-２１０２・広島県福山市神辺町東中条・かんなべちようひがしちゆうじよう

　　７２０-２１１６・広島県福山市神辺町平野・かんなべちようひらの

　　７２０-２１０１・広島県福山市神辺町三谷・かんなべちようみたに

　　７２０-２１０４・広島県福山市神辺町道上・かんなべちようみちのうえ

　　７２０-２１１２・広島県福山市神辺町八尋・かんなべちようやひろ

　　７２０-２１２１・広島県福山市神辺町湯野・かんなべちようゆの

　　７２０-００７４・広島県福山市北本庄・きたほんじよう

　　７２０-００２３・広島県福山市北美台・きたみだい

　　７２０-００７３・広島県福山市北吉津町・きたよしつﾞちよう

　　７２０-００８２・広島県福山市木之庄町・きのしようちよう

　　７２０-０８３１・広島県福山市草戸町・くさどちよう

　　７２０-０４１１・広島県福山市熊野町・くまのちよう

　　７２１-０９３１・広島県福山市鋼管町・こうかんちよう

　　７２０-０８１４・広島県福山市光南町・こうなんちよう

　　７２０-００９３・広島県福山市郷分町・ごうぶんちよう

　　７２０-００８１・広島県福山市向陽町・こうようちよう

　　７２１-０９７１・広島県福山市蔵王町・ざおうちよう

　　７２０-００５１・広島県福山市桜馬場町・さくらはﾞはﾞちよう

　　７２０-０８３５・広島県福山市佐波町・さはﾞちよう

　　７２０-００６６・広島県福山市三之丸町・さんのまるちよう

　　７２０-０８１６・広島県福山市地吹町・じぶきちよう

　　７２０-００２５・広島県福山市清水ケ丘・しみずがおか

　　７２１-０９２９・広島県福山市城興ケ丘・じようこうがおか

　　７２０-０８０８・広島県福山市昭和町・しようわちよう

　　７２０-００５４・広島県福山市城見町・しろみちよう

　　７２９-３１１１・広島県福山市新市町金丸・しんいちちようかねまる

　　７２９-３１０６・広島県福山市新市町上安井・しんいちちようかみやすい

　　７２９-３１０２・広島県福山市新市町相方・しんいちちようさがた

　　７２９-３１０５・広島県福山市新市町下安井・しんいちちようしもやすい

　　７２９-３１０３・広島県福山市新市町新市・しんいちちようしんいち

　　７２９-３１０７・広島県福山市新市町常・しんいちちようつね

　　７２９-３１０１・広島県福山市新市町戸手・しんいちちようとで

　　７２９-３１１２・広島県福山市新市町藤尾・しんいちちようふじお

　　７２９-３１０４・広島県福山市新市町宮内・しんいちちようみやうち

　　７２１-０９５５・広島県福山市新涯町・しんがいちよう

　　７２１-０９５１・広島県福山市新浜町・しんはまちよう

　　７２０-０８０９・広島県福山市住吉町・すみよしちよう

　　７２０-０８３８・広島県福山市瀬戸町山北・せとちようさほﾞく

　　７２０-０８３７・広島県福山市瀬戸町地頭分・せとちようじとうぶ

　　７２０-０８３６・広島県福山市瀬戸町長和・せとちようながわ

　　７２０-００１７・広島県福山市千田町・せんだちよう

　　７２０-００１５・広島県福山市千田町坂田・せんだちようさかた

　　７２０-００１３・広島県福山市千田町千田・せんだちようせんだ

　　７２０-００１４・広島県福山市千田町薮路・せんだちようやぶろ

　　７２０-００１６・広島県福山市千田町坂田北・せんだちようさかたきた

　　７２９-０１０６・広島県福山市高西町・たかにしちよう

　　７２９-０１０１・広島県福山市高西町川尻・たかにしちようかわじり

　　７２９-０１０２・広島県福山市高西町真田・たかにしちようさなだ

　　７２９-０１０３・広島県福山市高西町南・たかにしちようみなみ

　　７２０-００２４・広島県福山市高美台・たかみだい

　　７２０-００４５・広島県福山市宝町・たからまち

　　７２０-０８２４・広島県福山市多治米町・たじめちよう

　　７２０-０２０３・広島県福山市田尻町・たじりちよう

　　７２０-００５３・広島県福山市大黒町・だいこくまち

　　７２１-０９２６・広島県福山市大門町・だいもんちよう

　　７２１-０９２４・広島県福山市大門町旭・だいもんちようあさひ

　　７２１-０９２２・広島県福山市大門町日之出丘・だいもんちようひのでおか

　　７２１-０９２５・広島県福山市大門町坂里・だいもんちようさかり

　　７２１-０９２１・広島県福山市大門町大門・だいもんちようだいもん

　　７２１-０９２７・広島県福山市大門町津之下・だいもんちようつのした



　　７２１-０９２３・広島県福山市大門町野々浜・だいもんちようののはま

　　７２０-００７５・広島県福山市長者町・ちようじやまち

　　７２０-０８２３・広島県福山市千代田町・ちよだちよう

　　７２０-０８４２・広島県福山市津之郷町加屋・つのごうちようかや

　　７２０-０８４１・広島県福山市津之郷町津之郷・つのごうちようつのごう

　　７２１-０９０３・広島県福山市坪生町・つほﾞうちよう

　　７２１-０９０４・広島県福山市坪生町南・つほﾞうちようみなみ

　　７２１-０９６６・広島県福山市手城町・てしろちよう

　　７２０-００４１・広島県福山市寺町・てらまち

　　７２０-０８１３・広島県福山市道三町・どうさんちよう

　　７２１-０９１２・広島県福山市東陽台・とうようだい

　　７２０-０２０２・広島県福山市鞆町後地・ともちよううしろじ

　　７２０-０２０１・広島県福山市鞆町鞆・ともちようとも

　　７２０-００２２・広島県福山市奈良津町・ならつﾞちよう

　　７２０-０８１８・広島県福山市西桜町・にしさくらまち

　　７２１-０９５８・広島県福山市西新涯町・にししんがいちよう

　　７２１-０９７５・広島県福山市西深津町・にしふかつちよう

　　７２０-００６７・広島県福山市西町・にしまち

　　７２０-０４０１・広島県福山市沼隈町上山南・ぬまくまちようかみさんな

　　７２０-０３１１・広島県福山市沼隈町草深・ぬまくまちようくさぶか

　　７２０-０４０３・広島県福山市沼隈町下山南・ぬまくまちようしもさんな

　　７２０-０３１３・広島県福山市沼隈町常石・ ぬまくまちようつねいじ

　　７２０-０４０２・広島県福山市沼隈町中山南・ぬまくまちようなかさんな

　　７２０-０３１２・広島県福山市沼隈町能登原・ぬまくまちようのとはら

　　７２１-０９０６・広島県福山市能島・のうじま

　　７２０-０８１５・広島県福山市野上町・のがみちよう

　　７２０-００６４・広島県福山市延広町・のぶひろちよう

　　７２０-０２０４・広島県福山市走島町・はしりじまちよう

　　７２０-０８０３・広島県福山市花園町・はなぞのちよう

　　７２０-０８２１・広島県福山市東川口町・ひがしかわぐちちよう

　　７２０-００６５・広島県福山市東桜町・ひがしさくらまち

　　７２１-０９６２・広島県福山市東手城町・ひがしてしろちよう

　　７２１-０９７４・広島県福山市東深津町・ひがしふかつちよう

　　７２０-００５２・広島県福山市東町・ひがしまち

　　７２０-０８３９・広島県福山市東明王台・ひがしみようおうだい

　　７２９-０２５１・広島県福山市東村町・ひがしむらちよう

　　７２０-００７１・広島県福山市東吉津町・ひがしよしつﾞちよう

　　７２１-０９４２・広島県福山市引野町・ひきのちよう

　　７２１-０９４１・広島県福山市引野町北・ひきのちようきた

　　７２１-０９４４・広島県福山市引野町東・ ひきのちようひがじ

　　７２１-０９４５・広島県福山市引野町南・ひきのちようみなみ

　　７２０-００８３・広島県福山市久松台・ひさまつだい

　　７２１-０９７２・広島県福山市日吉台・ひよしだい

　　７２０-００６２・広島県福山市伏見町・ふしみちよう

　　７２０-０５４３・広島県福山市藤江町・ふじえちよう

　　７２０-００４３・広島県福山市船町・ふなまち

　　７２０-０８１７・広島県福山市古野上町・ふるのがみちよう

　　７２１-０９４３・広島県福山市平成台・へいせいだい

　　７２９-０２５２・広島県福山市本郷町・ほんごうちよう

　　７２０-００７６・広島県福山市本庄町中・ほんじようちようなか

　　７２０-００５６・広島県福山市本町・ほんまち

　　７２１-０９１３・広島県福山市幕山台・まくやまだい

　　７２９-０１０４・広島県福山市松永町・まつながちよう

　　７２０-０８０２・広島県福山市松浜町・まつはまちよう

　　７２０-００６１・広島県福山市丸之内・まるのうち

　　７２０-０８０５・広島県福山市御門町・みかどちよう

　　７２０-０８０４・広島県福山市緑町・みどりまち

　　７２１-０９６４・広島県福山市港町・みなとまち

　　７２９-０１１５・広島県福山市南今津町・みなみいまつﾞちよう

　　７２１-０９７３・広島県福山市南蔵王町・みなみざおうちよう

　　７２１-０９６３・広島県福山市南手城町・みなみてしろちよう

　　７２０-００７７・広島県福山市南本庄・みなみほんじよう

　　７２０-０８０６・広島県福山市南町・みなみまち

　　７２９-０１０５・広島県福山市南松永町・みなみまつながちよう

　　７２１-０９５６・広島県福山市箕沖町・みのおきちよう

　　７２１-０９５７・広島県福山市箕島町・みのしまちよう

　　７２０-０８３２・広島県福山市水呑町・みのみちよう

　　７２０-０８３３・広島県福山市水呑向丘・みのみむかいがおか

　　７２０-００４２・広島県福山市御船町・みふねちよう

　　７２９-０１１３・広島県福山市宮前町・みやまえちよう



　　７２０-０００１・広島県福山市御幸町上岩成・みゆきちようかみいわなり

　　７２０-０００２・広島県福山市御幸町下岩成・みゆきちようしもいわなり

　　７２０-０００４・広島県福山市御幸町中津原・みゆきちようなかつはら

　　７２０-０００３・広島県福山市御幸町森脇・みゆきちようもりわけ

　　７２０-０８３４・広島県福山市明王台・みようおうだい

　　７２１-０９６１・広島県福山市明神町・みようじんちよう

　　７２０-００３１・広島県福山市三吉町・みよしちよう

　　７２０-００３２・広島県福山市三吉町南・みよしちようみなみ

　　７２０-０８０７・広島県福山市明治町・めいじちよう

　　７２０-００６３・広島県福山市元町・もとまち

　　７２０-０８１１・広島県福山市紅葉町・もみじちよう

　　７２９-０１１４・広島県福山市柳津町・やないつﾞちよう

　　７２０-００９２・広島県福山市山手町・やまてちよう

　　７２０-２６０１・広島県福山市山野町矢川・やまのちようやかわ

　　７２０-２６０２・広島県福山市山野町山野・やまのちようやまの

　　７２０-００１１・広島県福山市横尾町・よこおちよう

　　７２０-００７２・広島県福山市吉津町・よしつﾞちよう

　　７２０-００２１・広島県福山市緑陽町・りよくようちよう

　　７２０-００３４・広島県福山市若松町・わかまつちよう

　　７２６-００００・広島県府中市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７２９-３２１２・広島県府中市阿字町・あじちよう

　　７２６-００３１・広島県府中市荒谷町・あらたにちよう

　　７２６-０００２・広島県府中市鵜飼町・うかいちよう

　　７２６-００３４・広島県府中市上山町・うやまちよう

　　７２２-０４３２・広島県府中市小国町・おぐにちよう

　　７２６-００２５・広島県府中市河南町・かなんちよう

　　７２９-３２２１・広島県府中市河佐町・かわさちよう

　　７２９-３２１１・広島県府中市木野山町・きのやまちよう

　　７２９-３２２２・広島県府中市久佐町・くさちよう

　　７２６-００２３・広島県府中市栗柄町・くりがらちよう

　　７２６-００３６・広島県府中市河面町・こうもちよう

　　７２６-０００６・広島県府中市桜が丘・さくらがおか

　　７２６-００２６・広島県府中市三郎丸町・さぶろうまるちよう

　　７２６-００２７・広島県府中市篠根町・しのねちよう

　　７２９-３４０５・広島県府中市上下町有福・じようげちようありふく

　　７２９-３４１１・広島県府中市上下町井永・じようげちよういなが

　　７２９-３４１２・広島県府中市上下町岡屋・じようげちようおがや

　　７２９-３４０１・広島県府中市上下町小塚・じようげちようおつﾞか

　　７２９-３４２２・広島県府中市上下町国留・じようげちようくにどめ

　　７２９-３４０２・広島県府中市上下町小堀・じようげちようこほり

　　７２９-３４１４・広島県府中市上下町佐倉・じようげちようさくら

　　７２９-３４０３・広島県府中市上下町階見・じようげちようしなみ

　　７２９-３４３１・広島県府中市上下町上下・じようげちようじようげ

　　７２９-３４２１・広島県府中市上下町深江・じようげちようふかえ

　　７２９-３４０４・広島県府中市上下町二森・じようげちようふたもり

　　７２９-３４２４・広島県府中市上下町松崎・じようげちようまつさき

　　７２９-３４１３・広島県府中市上下町水永・じようげちようみずなが

　　７２９-３４１５・広島県府中市上下町矢多田・じようげちようやただ

　　７２９-３４２３・広島県府中市上下町矢野・じようげちようやの

　　７２６-００２４・広島県府中市僧殿町・そうどのちよう

　　７２６-００１３・広島県府中市高木町・たかぎちよう

　　７２６-００３５・広島県府中市父石町・ちいしちよう

　　７２６-００３２・広島県府中市出口町・でぐちちよう

　　７２９-３２０１・広島県府中市斗升町・とますちよう

　　７２６-００１２・広島県府中市中須町・なかずちよう

　　７２６-００２１・広島県府中市土生町・はぶちよう

　　７２６-００１１・広島県府中市広谷町・ひろたにちよう

　　７２６-０００４・広島県府中市府川町・ふかわちよう

　　７２６-０００５・広島県府中市府中町・ふちゆうちよう

　　７２９-３２０２・広島県府中市行縢町・むかはﾞきちよう

　　７２６-００３３・広島県府中市目崎町・めさきちよう

　　７２６-０００３・広島県府中市元町・もとまち

　　７２６-０００１・広島県府中市本山町・もとやまちよう

　　７２２-０４３１・広島県府中市諸毛町・もろけちよう

　　７２６-００２２・広島県府中市用土町・ようどちよう

　　７２８-００００・広島県三次市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７２８-００２４・広島県三次市青河町・あおがまち

　　７２９-６３３５・広島県三次市秋町・あきまち

　　７２８-０００４・広島県三次市穴笠町・あながさまち

　　７２８-０６２５・広島県三次市有原町・ありはらまち



　　７２８-００２５・広島県三次市粟屋町・あわやまち

　　７２８-０６２３・広島県三次市石原町・いしはらまち

　　７２９-６２１２・広島県三次市糸井町・いといまち

　　７２８-０６２４・広島県三次市上田町・うえだまち

　　７２８-０００５・広島県三次市後山町・うしろやままち

　　７２８-０６２２・広島県三次市海渡町・うとまち

　　７２９-６２１５・広島県三次市江田川之内町・えたかわのうちまち

　　７２９-６２１１・広島県三次市大田幸町・おおだこうまち

　　７２８-０００７・広島県三次市小文町・おぶみまち

　　７２９-６３３４・広島県三次市上川立町・かみかわたちまち

　　７２９-６３３２・広島県三次市上志和地町・かみしわちまち

　　７２９-４２２３・広島県三次市吉舎町雲通・きさちよううつﾞい

　　７２９-４２０５・広島県三次市吉舎町海田原・きさちようかいだはら

　　７２９-４２０２・広島県三次市吉舎町上安田・きさちようかみやすだ

　　７２９-４２１１・広島県三次市吉舎町吉舎・きさちようきさ

　　７２９-４２２６・広島県三次市吉舎町吉舎川之内・きさちようきさかわのうち

　　７２９-４２２１・広島県三次市吉舎町清綱・きさちようきよつな

　　７２９-４２０７・広島県三次市吉舎町敷地・きさちようしきじ

　　７２９-４２０１・広島県三次市吉舎町知和・きさちようちわ

　　７２９-４２２４・広島県三次市吉舎町辻・きさちようつじ

　　７２９-４２２５・広島県三次市吉舎町徳市・きさちようとくいち

　　７２９-４２２７・広島県三次市吉舎町檜・きさちようひのき

　　７２９-４２２２・広島県三次市吉舎町丸田・きさちようまるだ

　　７２９-４２０４・広島県三次市吉舎町三玉・きさちようみたま

　　７２９-４２０６・広島県三次市吉舎町矢井・きさちようやい

　　７２９-４２０３・広島県三次市吉舎町安田・きさちようやすだ

　　７２９-４２０８・広島県三次市吉舎町矢野地・きさちようやのち

　　７２９-６２０４・広島県三次市木乗町・きのりまち

　　７２８-０４０４・広島県三次市君田町石原・きみたちよういしはら

　　７２８-０４０５・広島県三次市君田町泉吉田・きみたちよういずみよしだ

　　７２８-０４０２・広島県三次市君田町西入君・きみたちようにしいりぎみ

　　７２８-０４０１・広島県三次市君田町東入君・きみたちようひがしいりぎみ

　　７２８-０４０６・広島県三次市君田町櫃田・きみたちようひつた

　　７２８-０４０３・広島県三次市君田町藤兼・きみたちようふじかね

　　７２８-０４０７・広島県三次市君田町茂田・きみたちようもだ

　　７２９-４１０６・広島県三次市甲奴町有田・こうぬちようありだ

　　７２９-４１０４・広島県三次市甲奴町宇賀・こうぬちよううが

　　７２９-４１０５・広島県三次市甲奴町梶田・こうぬちようかじた

　　７２９-４１１３・広島県三次市甲奴町太郎丸・こうぬちようたろうまる

　　７２９-４１０２・広島県三次市甲奴町西野・こうぬちようにしの

　　７２９-４１１２・広島県三次市甲奴町抜湯・こうぬちようぬくゆ

　　７２９-４１０３・広島県三次市甲奴町小童・こうぬちようひち

　　７２９-４１１１・広島県三次市甲奴町福田・こうぬちようふくだ

　　７２９-４１０１・広島県三次市甲奴町本郷・こうぬちようほんごう

　　７２９-６２１６・広島県三次市小田幸町・こだこうまち

　　７２８-０１１１・広島県三次市作木町伊賀和志・ さくぎちよういかわじ

　　７２８-０１１５・広島県三次市作木町大津・さくぎちようおおつ

　　７２８-０１２１・広島県三次市作木町大畠・さくぎちようおおはﾞたけ

　　７２８-０１３２・広島県三次市作木町大山・さくぎちようおおやま

　　７２８-０１０１・広島県三次市作木町岡三渕・さくぎちようおかみぶち

　　７２８-０１２３・広島県三次市作木町上作木・さくぎちようかみさくぎ

　　７２８-０１３１・広島県三次市作木町香淀・さくぎちようこうよど

　　７２８-０１２４・広島県三次市作木町下作木・さくぎちようしもさくぎ

　　７２８-０１２２・広島県三次市作木町西野・さくぎちようにしの

　　７２８-０１２５・広島県三次市作木町光守・さくぎちようみつもり

　　７２８-０１１４・広島県三次市作木町森山中・さくぎちようもりやまなか

　　７２８-０１１２・広島県三次市作木町森山西・ さくぎちようもりやまにじ

　　７２８-０１１３・広島県三次市作木町森山東・ さくぎちようもりやまひがじ

　　７２８-０１３３・広島県三次市作木町門田・さくぎちようもんで

　　７２９-６２０５・広島県三次市塩町・しおまち

　　７２９-６２０３・広島県三次市志幸町・しこうまち

　　７２８-００１６・広島県三次市四拾貫町・しじつかんまち

　　７２９-６３３３・広島県三次市下川立町・しもかわたちまち

　　７２９-６３３１・広島県三次市下志和地町・しもしわちまち

　　７２９-６２１４・広島県三次市高杉町・たかすぎまち

　　７２８-００１２・広島県三次市十日市中・とおかいちなか

　　７２８-００１３・広島県三次市十日市東・ とおかいちひがじ

　　７２８-００１１・広島県三次市十日市西・ とおかいちにじ

　　７２８-００１４・広島県三次市十日市南・とおかいちみなみ

　　７２８-００１５・広島県三次市十日市町・とおかいちまち



　　７２８-０００２・広島県三次市西河内町・にしこうちまち

　　７２８-００２２・広島県三次市西酒屋町・にしさけやまち

　　７２８-０００６・広島県三次市畠敷町・はたじきまち

　　７２８-０００３・広島県三次市東河内町・ひがしこうちまち

　　７２８-００２３・広島県三次市東酒屋町・ひがしさけやまち

　　７２８-００２６・広島県三次市日下町・ひげまち

　　７２８-０２０１・広島県三次市布野町上布野・ふのちようかみふの

　　７２８-０２０２・広島県三次市布野町下布野・ふのちようしもふの

　　７２８-０２０３・広島県三次市布野町戸河内・ふのちようとごうち

　　７２８-０２１１・広島県三次市布野町横谷・ふのちようよこたに

　　７２８-００１７・広島県三次市南畑敷町・みなみはたじきまち

　　７２８-００２７・広島県三次市三原町・みはらまち

　　７２８-００２１・広島県三次市三次町・みよしまち

　　７２９-４３０６・広島県三次市三良坂町岡田・みらさかちようおかだ

　　７２９-４３０７・広島県三次市三良坂町皆瀬・みらさかちようかいぜ

　　７２９-４３０８・広島県三次市三良坂町田利・みらさかちようたり

　　７２９-４３０５・広島県三次市三良坂町長田・みらさかちようながた

　　７２９-４３０２・広島県三次市三良坂町仁賀・みらさかちようにか

　　７２９-４３０３・広島県三次市三良坂町灰塚・みらさかちようはいつﾞか

　　７２９-４３０１・広島県三次市三良坂町光清・みらさかちようみつきよ

　　７２９-４３０４・広島県三次市三良坂町三良坂・みらさかちようみらさか

　　７２８-０６２１・広島県三次市三若町・みわかまち

　　７２９-６６１３・広島県三次市三和町有原・みわちようありはら

　　７２９-６７０１・広島県三次市三和町飯田・みわちよういいだ

　　７２９-６６１５・広島県三次市三和町上板木・みわちようかみいたき

　　７２９-６７０１・広島県三次市三和町上壱・みわちようかみいち

　　７２９-６６１２・広島県三次市三和町敷名（鉾畦）・みわちようしきな(ほこのうね)

　　７２９-６７０２・広島県三次市三和町敷名（その他）・みわちようしきな(そのた)

　　７２９-６６１２・広島県三次市三和町下板木・みわちようしもいたき

　　７２９-６６１６・広島県三次市三和町大力谷・みわちようだいりきだに

　　７２９-６６１４・広島県三次市三和町羽出庭・みわちようはでにわ

　　７２９-６６１１・広島県三次市三和町福田・みわちようふくだ

　　７２９-６２０２・広島県三次市向江田町・むこうえたまち

　　７２９-６２１３・広島県三次市廻神町・めぐりかみまち

　　７２８-０００１・広島県三次市山家町・やまがまち

　　７２９-６２０１・広島県三次市和知町・わちまち

　　７２７-００００・広島県庄原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７２７-００１４・広島県庄原市板橋町・いたはﾞしちよう

　　７２７-００２５・広島県庄原市市町・いちまち

　　７２７-０６２４・広島県庄原市上谷町・うえだにちよう

　　７２７-０００１・広島県庄原市大久保町・おおくほﾞちよう

　　７２９-６１４３・広島県庄原市尾引町・おびきちよう

　　７２９-５８１２・広島県庄原市小用町・おようちよう

　　７２７-００２６・広島県庄原市掛田町・かけだちよう

　　７２７-００２２・広島県庄原市上原町・かみはらちよう

　　７２７-０２０３・広島県庄原市川北町・かわきたちよう

　　７２７-０００５・広島県庄原市川手町・かわてまち

　　７２９-５８１３・広島県庄原市川西町・かわにしちよう

　　７２９-６１３４・広島県庄原市木戸町・きどちよう

　　７２８-０５０３・広島県庄原市口和町大月・くちわちようおおつき

　　７２７-０１１２・広島県庄原市口和町金田・くちわちようきんで

　　７２８-０５０４・広島県庄原市口和町竹地谷・くちわちようたけちだに

　　７２７-０１１３・広島県庄原市口和町常定・くちわちようつねさだ

　　７２７-０１１４・広島県庄原市口和町永田・くちわちようながた

　　７２８-０５０１・広島県庄原市口和町宮内・くちわちようみやうち

　　７２８-０５０２・広島県庄原市口和町向泉・くちわちようむこういずみ

　　７２７-０１１１・広島県庄原市口和町湯木・くちわちようゆき

　　７２９-６１４２・広島県庄原市高茂町・こうもちよう

　　７２７-０００３・広島県庄原市是松町・これまつちよう

　　７２９-５７３３・広島県庄原市西城町入江・さいじようちよういりえ

　　７２９-５７２２・広島県庄原市西城町大佐・さいじようちようおおさ

　　７２９-５７４４・広島県庄原市西城町大屋・さいじようちようおおや

　　７２９-５６０３・広島県庄原市西城町熊野（上梶谷）・くまの(かみかじだに)

　　７２９-５６０３・広島県庄原市西城町熊野（下梶谷）・くまの(しもかじだに)

　　７２９-５６０３・広島県庄原市西城町熊野（落合）・くまの(おちあい)

　　７２９-５６０３・広島県庄原市西城町熊野（明賀）・くまの(みようが)

　　７２９-５７４１・広島県庄原市西城町熊野（その他）・くまの(そのた)

　　７２９-５７３２・広島県庄原市西城町栗・さいじようちようくり

　　７２９-５６１２・広島県庄原市西城町高尾・さいじようちようこうお

　　７２９-５７３１・広島県庄原市西城町西城・さいじようちようさいじよう



　　７２９-５７４３・広島県庄原市西城町中迫・さいじようちようなかざこ

　　７２９-５７４２・広島県庄原市西城町中野・さいじようちようなかの

　　７２９-５６１３・広島県庄原市西城町八鳥（明賀）・さいじようちようはつとり(みようが)

　　７２９-５６１３・広島県庄原市西城町八鳥（杉ノ原）・さいじようちようはつとり(すぎのはら)

　　７２９-５６１３・広島県庄原市西城町八鳥（落合駅前）・はつとり(おちあいえきまえ)

　　７２９-５６１３・広島県庄原市西城町八鳥（石塚）・さいじようちようはつとり(いしつﾞか)

　　７２９-５６１３・広島県庄原市西城町八鳥（二重坂）・さいじようちようはつとり(にじゆうざか)

　　７２９-５７２１・広島県庄原市西城町八鳥（その他）・さいじようちようはつとり(そのた)

　　７２９-５６０１・広島県庄原市西城町小鳥原・さいじようちようひととはﾞら

　　７２９-５７２３・広島県庄原市西城町平子・さいじようちようひらこ

　　７２９-５７４５・広島県庄原市西城町福山・さいじようちようふくやま

　　７２９-５６１１・広島県庄原市西城町三坂・さいじようちようみさか

　　７２９-５６０２・広島県庄原市西城町油木・さいじようちようゆき

　　７２７-００１５・広島県庄原市実留町・さねどめちよう

　　７２７-０６２１・広島県庄原市春田町・しゆんだちよう

　　７２７-０００４・広島県庄原市新庄町・しんじようちよう

　　７２９-３７２１・広島県庄原市総領町稲草・そうりようちよういなくさ

　　７２９-３７１２・広島県庄原市総領町上領家・そうりようちようかみりようけ

　　７２９-３７０２・広島県庄原市総領町亀谷・そうりようちようかめだに

　　７２９-３７２２・広島県庄原市総領町木屋・そうりようちようきや

　　７２９-３７０１・広島県庄原市総領町黒目・そうりようちようくろめ

　　７２９-３７１１・広島県庄原市総領町五箇・そうりようちようごか

　　７２９-３７０３・広島県庄原市総領町下領家・そうりようちようしもりようけ

　　７２９-３７１３・広島県庄原市総領町中領家・そうりようちようなかりようけ

　　７２７-０００２・広島県庄原市高門町・たかかどちよう

　　７２７-０４２５・広島県庄原市高野町上里原・たかのちようあがりはら

　　７２７-０４０３・広島県庄原市高野町岡大内・たかのちようおかおおうち

　　７２７-０４２２・広島県庄原市高野町奥門田・たかのちようおくもんで

　　７２７-０４１１・広島県庄原市高野町上湯川・たかのちようかみゆかわ

　　７２７-０４２４・広島県庄原市高野町高暮・たかのちようこうほﾞ

　　７２７-０４１２・広島県庄原市高野町下湯川・たかのちようしもゆかわ

　　７２７-０４２３・広島県庄原市高野町下門田・たかのちようしもんで

　　７２７-０４０２・広島県庄原市高野町新市・たかのちようしんいち

　　７２７-０４２１・広島県庄原市高野町中門田・たかのちようなかもんで

　　７２７-０４１３・広島県庄原市高野町南・たかのちようみなみ

　　７２７-０４０１・広島県庄原市高野町和南原・たかのちようわなんはﾞら

　　７２９-５８１１・広島県庄原市高町・たかまち

　　７２７-００２４・広島県庄原市田原町・たわらちよう

　　７２９-５１２７・広島県庄原市東城町粟田・とうじようちようあわた

　　７２９-５１２８・広島県庄原市東城町受原（隠地）・とうじようちよううけはﾞら(おんじ)

　　７２９-５１２８・広島県庄原市東城町受原（中ノ谷）・とうじようちよううけはﾞら(なかのたに)

　　７２９-５４５３・広島県庄原市東城町受原（その他）・とうじようちよううけはﾞら(そのた)

　　７２９-５５０２・広島県庄原市東城町内堀・とうじようちよううつほﾞり

　　７２９-５５０４・広島県庄原市東城町小串・ とうじようちようおぐじ

　　７２９-５５０１・広島県庄原市東城町小奴可・とうじようちようおぬか

　　７２９-５５０６・広島県庄原市東城町加谷・とうじようちようかだに

　　７２９-５４５４・広島県庄原市東城町川鳥・とうじようちようかわとり

　　７２９-５１２５・広島県庄原市東城町川西・ とうじようちようかわにじ

　　７２９-５１２１・広島県庄原市東城町川東・ とうじようちようかわひがじ

　　７２９-５１２２・広島県庄原市東城町久代・とうじようちようくしろ

　　７２９-５５０５・広島県庄原市東城町塩原・とうじようちようしおはら

　　７２９-５１１２・広島県庄原市東城町新福代・とうじようちようしんふくしろ

　　７２９-５１３１・広島県庄原市東城町新免・とうじようちようしんめん

　　７２９-５４５２・広島県庄原市東城町菅・とうじようちようすげ

　　７２９-５２４１・広島県庄原市東城町帝釈宇山・とうじようちようたいしやくうやま

　　７２９-５２４３・広島県庄原市東城町帝釈始終・とうじようちようたいしやくししゆう

　　７２９-５２４４・広島県庄原市東城町帝釈未渡・とうじようちようたいしやくみど

　　７２９-５２４２・広島県庄原市東城町帝釈山中・とうじようちようたいしやくやまなか

　　７２９-５４５１・広島県庄原市東城町田黒・とうじようちようたぐろ

　　７２９-５１２６・広島県庄原市東城町竹森・とうじようちようたけもり

　　７２９-５５０３・広島県庄原市東城町千鳥・とうじようちようちどり

　　７２９-５１２３・広島県庄原市東城町戸宇・とうじようちようとう

　　７２９-５１２４・広島県庄原市東城町東城・とうじようちようとうじよう

　　７２９-５１１１・広島県庄原市東城町福代・とうじようちようふくしろ

　　７２９-５１３２・広島県庄原市東城町三坂・とうじようちようみさか

　　７２９-５４５６・広島県庄原市東城町森・とうじようちようもり

　　７２９-５４５５・広島県庄原市東城町保田・とうじようちようやすだ

　　７２７-００１７・広島県庄原市戸郷町・とごうちよう

　　７２９-６１３３・広島県庄原市殿垣内町・とのごうちちよう

　　７２７-０００８・広島県庄原市永末町・ながすえちよう



　　７２７-００１２・広島県庄原市中本町・なかほんまち

　　７２７-００２３・広島県庄原市七塚町・ななつかちよう

　　７２７-０２０２・広島県庄原市濁川町・にごりかわちよう

　　７２７-００１３・広島県庄原市西本町・にしほんまち

　　７２７-００１１・広島県庄原市東本町・ひがしほんまち

　　７２７-００１６・広島県庄原市一木町・ひとつぎちよう

　　７２７-０３０２・広島県庄原市比和町古頃・ひわちようこごろ

　　７２７-０３１２・広島県庄原市比和町木屋原・ひわちようこやはﾞら

　　７２７-０３０１・広島県庄原市比和町比和・ひわちようひわ

　　７２７-０３１１・広島県庄原市比和町三河内・ひわちようみつがいち

　　７２７-０３２１・広島県庄原市比和町森脇・ひわちようもりわき

　　７２９-６１４４・広島県庄原市平和町・へいわちよう

　　７２９-６１３２・広島県庄原市本郷町・ほんごうちよう

　　７２７-０００６・広島県庄原市本町・ほんまち

　　７２７-０６２３・広島県庄原市本村町・ほんむらちよう

　　７２９-６１４１・広島県庄原市水越町・みずこしちよう

　　７２７-００２１・広島県庄原市三日市町・みつかいちちよう

　　７２７-０６２２・広島県庄原市峰田町・みねたちよう

　　７２７-０００７・広島県庄原市宮内町・みやうちちよう

　　７２７-０２０１・広島県庄原市門田町・もんでちよう

　　７２９-６１３１・広島県庄原市山内町・やまのうちちよう

　　７３９-０６００・広島県大竹市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３９-０６０７・広島県大竹市阿多田・あたた

　　７３９-０６３４・広島県大竹市安条・あんじよう

　　７３９-０６３７・広島県大竹市後飯谷・うしろいいたに

　　７３９-０６２３・広島県大竹市小方・おがた

　　７３９-０６２８・広島県大竹市小方ケ丘・おがたがおか

　　７３９-０６２７・広島県大竹市小方町小方・おがたちようおがた

　　７３９-０６５４・広島県大竹市小方町黒川・おがたちようくろかわ

　　７３９-０６３２・広島県大竹市穂仁原・おにはら

　　７３９-０６０４・広島県大竹市北栄・きたさかえ

　　７３９-０６５１・広島県大竹市玖波・くはﾞ

　　７３９-０６５６・広島県大竹市玖波町・くはﾞちよう

　　７３９-０６４４・広島県大竹市栗谷町後原・くりたにちよううしろはﾞら

　　７３９-０６４６・広島県大竹市栗谷町大栗林・ くりたにちようおおくりはﾞやじ

　　７３９-０６４２・広島県大竹市栗谷町奥谷尻・くりたにちようおくたにじり

　　７３９-０６４５・広島県大竹市栗谷町小栗林・ くりたにちようこくりはﾞやじ

　　７３９-０６４３・広島県大竹市栗谷町谷和・くりたにちようたにわ

　　７３９-０６４１・広島県大竹市栗谷町広原・くりたにちようひろはら

　　７３９-０６５３・広島県大竹市黒川・くろかわ

　　７３９-０６１６・広島県大竹市木野・この

　　７３９-０６１４・広島県大竹市白石・ しらいじ

　　７３９-０６１１・広島県大竹市新町・しんまち

　　７３９-０６０５・広島県大竹市立戸・たちど

　　７３９-０６０３・広島県大竹市西栄・にしさかえ

　　７３９-０６３５・広島県大竹市八丁・はつちよう

　　７３９-０６２２・広島県大竹市晴海・はるみ

　　７３９-０６０１・広島県大竹市東栄・ひがしさかえ

　　７３９-０６３３・広島県大竹市比作・ひつつくり

　　７３９-０６３１・広島県大竹市防鹿・ほﾞうろく

　　７３９-０６１３・広島県大竹市本町・ほんまち

　　７３９-０６３６・広島県大竹市前飯谷・まえいいたに

　　７３９-０６５７・広島県大竹市松ケ原町・まつがはらちよう

　　７３９-０６２４・広島県大竹市御園・みその

　　７３９-０６２５・広島県大竹市御園台・みそのだい

　　７３９-０６２６・広島県大竹市三ツ石町・みついしちよう

　　７３９-０６２１・広島県大竹市港町・みなとまち

　　７３９-０６０２・広島県大竹市南栄・みなみさかえ

　　７３９-０６０６・広島県大竹市御幸町・みゆきちよう

　　７３９-０６５２・広島県大竹市明治新開・めいじしんがい

　　７３９-０６１５・広島県大竹市元町・もとまち

　　７３９-０６１２・広島県大竹市油見・ゆうみ

　　７３９-０６５５・広島県大竹市湯舟町・ゆぶねちよう

　　７３９-００００・広島県東広島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３９-２４０４・広島県東広島市安芸津町大田・あきつちようおおだ

　　７３９-２４０３・広島県東広島市安芸津町風早・あきつちようかざはや

　　７３９-２４０１・広島県東広島市安芸津町木谷・あきつちようきだに

　　７３９-２４０５・広島県東広島市安芸津町小松原・あきつちようこまつはﾞら

　　７３９-２４０２・広島県東広島市安芸津町三津・あきつちようみつ

　　７３９-００４６・広島県東広島市鏡山・かがみやま



　　７３９-００４５・広島県東広島市鏡山北・かがみやまきた

　　７３９-２６３１・広島県東広島市黒瀬学園台・くろせがくえんだい

　　７３９-２６１５・広島県東広島市黒瀬春日野・くろせかすがの

　　７３９-２６１９・広島県東広島市黒瀬切田が丘・くろせきりたがおか

　　７３９-２６１８・広島県東広島市黒瀬桜が丘・くろせさくらがおか

　　７３９-２６２７・広島県東広島市黒瀬楢原北・くろせならはらきた

　　７３９-２６２９・広島県東広島市黒瀬楢原西・ くろせならはらにじ

　　７３９-２６２８・広島県東広島市黒瀬楢原東・ くろせならはらひがじ

　　７３９-２６１４・広島県東広島市黒瀬松ケ丘・くろせまつがおか

　　７３９-２６２６・広島県東広島市黒瀬町市飯田・くろせちよういちいいだ

　　７３９-２６１１・広島県東広島市黒瀬町大多田・くろせちようおおただ

　　７３９-２５０１・広島県東広島市黒瀬町小多田・くろせちようおただ

　　７３９-２７３１・広島県東広島市黒瀬町兼沢・くろせちようかねさわ

　　７３９-２６１６・広島県東広島市黒瀬町兼広・くろせちようかねひろ

　　７３９-２６２５・広島県東広島市黒瀬町上保田・くろせちようかみほﾞうだ

　　７３９-２６２３・広島県東広島市黒瀬町川角・くろせちようかわすみ

　　７３９-２６１７・広島県東広島市黒瀬町切田・くろせちようきりた

　　７３９-２５０２・広島県東広島市黒瀬町国近・くろせちようくにちか

　　７３９-２６２４・広島県東広島市黒瀬町菅田・くろせちようすげた

　　７３９-２７３２・広島県東広島市黒瀬町津江・くろせちようつえ

　　７３９-２６１３・広島県東広島市黒瀬町楢原・くろせちようならはら

　　７３９-２６２２・広島県東広島市黒瀬町乃美尾・くろせちようのみのお

　　７３９-２６１２・広島県東広島市黒瀬町丸山・くろせちようまるやま

　　７３９-２５０３・広島県東広島市黒瀬町南方・くろせちようみなみがた

　　７３９-２６２１・南方（賀茂精神医療センター）・みなみがた(かもせいしんいりよう)

　　７３９-２５０４・広島県東広島市黒瀬町宗近柳国・くろせちようむねちかやなくに

　　７３９-２２０６・広島県東広島市河内町宇山・こうちちよううやま

　　７３９-２２０７・広島県東広島市河内町小田・こうちちようおだ

　　７３９-２２０３・広島県東広島市河内町上河内・こうちちようかみごうち

　　７３９-２２０４・広島県東広島市河内町河戸・こうちちようこうど

　　７３９-２２０２・広島県東広島市河内町下河内・こうちちようしもごうち

　　７３９-２２０５・広島県東広島市河内町戸野・こうちちようとの

　　７３９-２２０１・広島県東広島市河内町中河内・こうちちようなかごうち

　　７３９-２２０８・広島県東広島市河内町入野・こうちちようにゆうの

　　７３９-２２１１・広島県東広島市河内臨空団地・こうちりんくうだんち

　　７３９-００１２・広島県東広島市西条朝日町・さいじようあさひまち

　　７３９-０００５・広島県東広島市西条大坪町・さいじようおおつほﾞちよう

　　７３９-００１６・広島県東広島市西条岡町・さいじようおかまち

　　７３９-０００６・広島県東広島市西条上市町・さいじようかみいちちよう

　　７３９-００１３・広島県東広島市西条御条町・さいじようごじようちよう

　　７３９-００１５・広島県東広島市西条栄町・さいじようさかえまち

　　７３９-００４７・広島県東広島市西条下見・さいじようしたみ

　　７３９-００１４・広島県東広島市西条昭和町・さいじようしようわまち

　　７３９-０００４・広島県東広島市西条末広町・さいじようすえひろちよう

　　７３９-００２５・広島県東広島市西条中央・さいじようちゆうおう

　　７３９-０００７・広島県東広島市西条土与丸・さいじようどよまる

　　７３９-００４３・広島県東広島市西条西本町・さいじようにしほんまち

　　７３９-００４８・広島県東広島市西条東北町・さいじようひがしきたまち

　　７３９-００１１・広島県東広島市西条本町・さいじようほんまち

　　７３９-０００８・広島県東広島市西条吉行東・ さいじようよしゆきひがじ

　　７３９-００３３・広島県東広島市西条町馬木・さいじようちよううまき

　　７３９-００３４・広島県東広島市西条町大沢・さいじようちようおおさわ

　　７３９-００２２・広島県東広島市西条町上三永・さいじようちようかみみなが

　　７３９-００３５・広島県東広島市西条町郷曽・さいじようちようごうそ

　　７３９-０００１・広島県東広島市西条町西条・さいじようちようさいじよう

　　７３９-００４２・広島県東広島市西条町西条東・ さいじようちようさいじようひがじ

　　７３９-００４１・広島県東広島市西条町寺家・さいじようちようじけ

　　７３９-００４４・広島県東広島市西条町下見・さいじようちようしたみ

　　７３９-００２３・広島県東広島市西条町下三永・さいじようちようしもみなが

　　７３９-００２１・広島県東広島市西条町助実・さいじようちようすけざね

　　７３９-００３６・広島県東広島市西条町田口・さいじようちようたぐち

　　７３９-０００３・広島県東広島市西条町土与丸・さいじようちようどよまる

　　７３９-００３１・広島県東広島市西条町福本・さいじようちようふくもと

　　７３９-００２４・広島県東広島市西条町御薗宇・さいじようちようみそのう

　　７３９-００３２・広島県東広島市西条町森近・さいじようちようもりちか

　　７３９-０００２・広島県東広島市西条町吉行・さいじようちようよしゆき

　　７３９-００４０・広島県東広島市寺家駅前・じけえきまえ

　　７３９-００４９・広島県東広島市寺家産業団地・じけさんぎようだんち

　　７３９-０２６３・広島県東広島市志和流通・しわりゆうつう

　　７３９-０２６１・広島県東広島市志和町内・しわちよううち



　　７３９-０２６６・広島県東広島市志和町奥屋・しわちようおくや

　　７３９-０２６５・広島県東広島市志和町冠・しわちようかんむり

　　７３９-０２６４・広島県東広島市志和町七条椛坂・しわちようしちじようかぶさか

　　７３９-０２６８・広島県東広島市志和町志和西・ しわちようしわにじ

　　７３９-０２６２・広島県東広島市志和町志和東・ しわちようしわひがじ

　　７３９-０２６９・広島県東広島市志和町志和堀・しわちようしわほり

　　７３９-０２６７・広島県東広島市志和町別府・しわちようべふ

　　７３９-２１１６・広島県東広島市高屋うめの辺・たかやうめのべ

　　７３９-２１１５・広島県東広島市高屋高美が丘・たかやたかみがおか

　　７３９-２１１７・広島県東広島市高屋台・たかやだい

　　７３９-２１０６・広島県東広島市高屋町稲木・たかやちよういなき

　　７３９-２１０４・広島県東広島市高屋町大畠・たかやちようおおはﾞたけ

　　７３９-２１０２・広島県東広島市高屋町杵原・たかやちようきねはら

　　７３９-２１２４・広島県東広島市高屋町郷・たかやちようごう

　　７３９-２１２１・広島県東広島市高屋町小谷・たかやちようこだに

　　７３９-２１１２・広島県東広島市高屋町貞重・たかやちようさだしげ

　　７３９-２１２２・広島県東広島市高屋町重兼・たかやちようしげかね

　　７３９-２１１４・広島県東広島市高屋町白市・たかやちようしらいち

　　７３９-２１０１・広島県東広島市高屋町造賀・たかやちようぞうか

　　７３９-２１１３・広島県東広島市高屋町高屋東・ たかやちようたかやひがじ

　　７３９-２１１１・広島県東広島市高屋町高屋堀・たかやちようたかやほり

　　７３９-２１２５・広島県東広島市高屋町中島・たかやちようなかしま

　　７３９-２１０５・広島県東広島市高屋町檜山・たかやちようひやま

　　７３９-２１２３・広島県東広島市高屋町溝口・たかやちようみぞぐち

　　７３９-２１０３・広島県東広島市高屋町宮領・たかやちようみやりよう

　　７３９-００３８・広島県東広島市田口研究団地・たぐちけんきゆうだんち

　　７３９-２３１６・広島県東広島市豊栄町安宿・とよさかちようあすか

　　７３９-２３１４・広島県東広島市豊栄町飯田・とよさかちよういいだ

　　７３９-２３１７・広島県東広島市豊栄町鍛冶屋・とよさかちようかじや

　　７３９-２３１３・広島県東広島市豊栄町清武・とよさかちようきよたけ

　　７３９-２３１８・広島県東広島市豊栄町能良・とよさかちようのうら

　　７３９-２３１１・広島県東広島市豊栄町乃美・とよさかちようのみ

　　７３９-２３１２・広島県東広島市豊栄町別府・とよさかちようべふ

　　７３９-２３１５・広島県東広島市豊栄町吉原・とよさかちようよしわら

　　７３９-００３７・広島県東広島市西大沢・にしおおさわ

　　７３９-２２０９・広島県東広島市入野中山台・にゆうのなかやまだい

　　７３９-０１４６・広島県東広島市八本松飯田・はちほんまついいだ

　　７３９-０１４７・広島県東広島市八本松西・ はちほんまつにじ

　　７３９-０１４２・広島県東広島市八本松東・ はちほんまつひがじ

　　７３９-０１４４・広島県東広島市八本松南・はちほんまつみなみ

　　７３９-０１４１・広島県東広島市八本松町飯田・はちほんまつちよういいだ

　　７３９-０１３１・広島県東広島市八本松町篠・はちほんまつちようささ

　　７３９-０１３２・広島県東広島市八本松町正力・はちほんまつちようしようりき

　　７３９-０１５１・広島県東広島市八本松町原・はちほんまつちようはら

　　７３９-０１４５・広島県東広島市八本松町宗吉・ はちほんまつちようむねよじ

　　７３９-０１５２・広島県東広島市八本松町吉川・はちほんまつちようよしかわ

　　７３９-０１３３・広島県東広島市八本松町米満・はちほんまつちようよねみつ

　　７３９-２３０１・広島県東広島市福富町上竹仁・ふくとみちようかみだけに

　　７３９-２３０４・広島県東広島市福富町上戸野・ふくとみちようかみとの

　　７３９-２３０３・広島県東広島市福富町久芳・ふくとみちようくはﾞ

　　７３９-２３０２・広島県東広島市福富町下竹仁・ふくとみちようしもだけに

　　７３９-００２６・広島県東広島市三永・みなが

　　７３９-０１５３・広島県東広島市吉川工業団地・よしかわこうぎようだんち

　　７３８-００００・広島県廿日市市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３８-０２２３・広島県廿日市市浅原・あさはら

　　７３８-００５４・広島県廿日市市阿品・あじな

　　７３８-００５３・広島県廿日市市阿品台・あじなだい

　　７３８-００５１・広島県廿日市市阿品台北・あじなだいきた

　　７３８-００５５・広島県廿日市市阿品台西・ あじなだいにじ

　　７３８-００５２・広島県廿日市市阿品台東・ あじなだいひがじ

　　７３８-００５６・広島県廿日市市阿品台山の手・あじなだいやまのて

　　７３８-０２２６・広島県廿日市市飯山・いいのやま

　　７３９-０４４２・広島県廿日市市梅原・うめはら

　　７３８-００１１・広島県廿日市市駅前・えきまえ

　　７３９-０６６４・広島県廿日市市大野嵐谷・おおのあらしだに

　　７３９-０４７８・広島県廿日市市大野筏津・おおのいかなつﾞ

　　７３９-０４７９・広島県廿日市市大野池田・おおのいけだ

　　７３９-０６６７・広島県廿日市市大野猪ノウツ・おおのいのうつ

　　７３９-０４６３・広島県廿日市市大野小田ノ口・おおのおだのくち

　　７３９-０４５６・広島県廿日市市大野垣ノ浦・おおのかきのうら



　　７３９-０４２３・広島県廿日市市大野賀撫津・おおのがぶつ

　　７３９-０４０７・広島県廿日市市大野上更地・おおのかみさらじ

　　７３８-０２８１・広島県廿日市市大野鴉ケ岡・おおのからすがおか

　　７３９-０６６１・広島県廿日市市大野経小屋・おおのきようごや

　　７３９-０４６１・広島県廿日市市大野郷・おおのごう

　　７３９-０４４６・広島県廿日市市大野小山・おおのこやま

　　７３９-０４５９・広島県廿日市市大野四十八坂・おおのしじゆうはつさか

　　７３９-０４０３・広島県廿日市市大野下更地・おおのしもさらじ

　　７３９-０４５７・広島県廿日市市大野下灘・おおのしもなだ

　　７３９-０４０４・広島県廿日市市大野十郎原・おおのじゆうろうはﾞら

　　７３９-０４６２・広島県廿日市市大野陣場・おおのじんはﾞ

　　７３９-０４２２・広島県廿日市市大野早時・おおのそうとき

　　７３９-０４０８・広島県廿日市市大野鯛ノ原・おおのたいのはら

　　７３９-０４７５・広島県廿日市市大野高畑・おおのたかはﾞたけ

　　７３９-０４７６・広島県廿日市市大野高見・おおのたかみ

　　７３９-０４６６・広島県廿日市市大野滝ノ下・おおのたきのした

　　７３９-０４７２・広島県廿日市市大野棚田・おおのたなだ

　　７３９-０４７３・広島県廿日市市大野田屋・おおのたや

　　７３９-０４３７・広島県廿日市市大野中央・おおのちゆうおう

　　７３９-０４７４・広島県廿日市市大野土井・おおのどい

　　７３９-０４０５・広島県廿日市市大野戸石川・おおのといしがわ

　　７３９-０４６７・広島県廿日市市大野中津岡・おおのなかつおか

　　７３９-０４０６・広島県廿日市市大野中山・おおのなかやま

　　７３９-０４５８・広島県廿日市市大野鳴川・おおのなるかわ

　　７３９-０６６３・広島県廿日市市大野奴メリ谷・おおのぬめりだに

　　７３９-０４７１・広島県廿日市市大野別府・おおのべふ

　　７３９-０４７７・広島県廿日市市大野水口・おおのみずぐち

　　７３９-０４６４・広島県廿日市市大野水ノ越・ おおのみのこじ

　　７３９-０６６５・広島県廿日市市大野横撫・おおのよこなで

　　７３８-０２８２・広島県廿日市市大野渡ノ瀬・おおのわたのせ

　　７３９-０４３４・広島県廿日市市大野（１、２丁目）・おおの(１､２)

　　７３９-０４８８・広島県廿日市市大野（その他）・おおの(そのた)

　　７３９-０４４１・広島県廿日市市大野原・おおのはら

　　７３８-０００６・広島県廿日市市大東・ おおひがじ

　　７３９-０４４３・広島県廿日市市沖塩屋・おきしおや

　　７３８-００１６・広島県廿日市市可愛・かあい

　　７３９-０４３２・広島県廿日市市上の浜・かみのはま

　　７３８-００２６・広島県廿日市市上平良・かみへら

　　７３８-０２０４・広島県廿日市市河津原・かわつﾞはら

　　７３８-００３３・広島県廿日市市串戸・くしど

　　７３８-０２０５・広島県廿日市市玖島・くじま

　　７３８-０２２４・広島県廿日市市栗栖・くりす

　　７３８-０００１・広島県廿日市市佐方・さがた

　　７３８-０００３・広島県廿日市市佐方本町・さがたほんまち

　　７３８-０００４・広島県廿日市市桜尾・さくらお

　　７３８-０００５・広島県廿日市市桜尾本町・さくらおほんまち

　　７３８-０００２・広島県廿日市市山陽園・さんようえん

　　７３９-０４４５・広島県廿日市市塩屋・しおや

　　７３８-００３６・広島県廿日市市四季が丘・しきがおか

　　７３８-００３８・広島県廿日市市四季が丘上・しきがおかかみ

　　７３８-００４２・広島県廿日市市地御前・じごぜん

　　７３８-００４３・広島県廿日市市地御前北・じごぜんきた

　　７３９-０４３３・広島県廿日市市下の浜・しものはま

　　７３８-００２３・広島県廿日市市下平良・しもへら

　　７３８-０００７・広島県廿日市市城内・じようない

　　７３８-００２４・広島県廿日市市新宮・しんぐう

　　７３８-００１７・広島県廿日市市須賀・すか

　　７３８-００１４・広島県廿日市市住吉・ すみよじ

　　７３９-０４０２・広島県廿日市市対厳山・たいげんざん

　　７３８-０２２２・広島県廿日市市津田・つた

　　７３８-００１２・広島県廿日市市天神・てんじん

　　７３８-０２０２・広島県廿日市市峠・とうげ

　　７３８-０２０３・広島県廿日市市友田・ともた

　　７３８-０２０１・広島県廿日市市永原・ながはら

　　７３８-０２２５・広島県廿日市市中道・なかみち

　　７３８-００１３・広島県廿日市市廿日市・はつかいち

　　７３９-０４５５・広島県廿日市市八坂・はつさか

　　７３９-０４４４・広島県廿日市市林が原・はやしがはら

　　７３８-００３１・広島県廿日市市原・はら

　　７３９-０４２１・広島県廿日市市深江・ふかえ



　　７３９-０４０１・広島県廿日市市福面・ふくめん

　　７３８-００２５・広島県廿日市市平良・へら

　　７３８-００２７・広島県廿日市市平良山手・へらやまて

　　７３８-００１５・広島県廿日市市本町・ほんまち

　　７３９-０４２４・広島県廿日市市前空・まえぞら

　　７３９-０４５２・広島県廿日市市丸石・ まるいじ

　　７３８-００３２・広島県廿日市市峰高・みねたか

　　７３８-００３４・広島県廿日市市宮内・みやうち

　　７３８-００３９・広島県廿日市市宮内工業団地・みやうちこうぎようだんち

　　７３９-０４１１・広島県廿日市市宮島口・みやじまぐち

　　７３９-０４１３・広島県廿日市市宮島口上・みやじまぐちうえ

　　７３９-０４１２・広島県廿日市市宮島口西・ みやじまぐちにじ

　　７３９-０４１４・広島県廿日市市宮島口東・ みやじまぐちひがじ

　　７３９-０５４１・広島県廿日市市宮島町（網之浦）・みやじまちよう(あみのうら)

　　７３９-０５１１・広島県廿日市市宮島町（伊勢町）・みやじまちよう(いせまち)

　　７３９-０５１５・広島県廿日市市宮島町（魚之棚町）・みやじまちよう(うおのたなちよう)

　　７３９-０５０５・広島県廿日市市宮島町（胡町）・みやじまちよう(えびすまち)

　　７３９-０５０７・広島県廿日市市宮島町（大砂利）・みやじまちよう(おおじやり)

　　７３９-０５２１・広島県廿日市市宮島町（大町）・みやじまちよう(おおまち)

　　７３９-０５１３・広島県廿日市市宮島町（上西連町）・みやじまちよう(かみさいれんちよう)

　　７３９-０５３１・広島県廿日市市宮島町（上中西町）・みやじまちよう(かみなかにしちよう)

　　７３９-０５３５・広島県廿日市市宮島町（北大西町）・みやじまちよう(きたおおにしちよう)

　　７３９-０５５２・広島県廿日市市宮島町（北之町西表）・みやじまちよう(きたのちようにしおもて)

　　７３９-０５５９・広島県廿日市市宮島町（北之町浜）・みやじまちよう(きたのちようはま)

　　７３９-０５５１・広島県廿日市市宮島町（北之町東表）・みやじまちよう(きたのちようひがしおも

て)

　　７３９-０５２５・広島県廿日市市宮島町（久保町）・みやじまちよう(くほﾞまち)

　　７３９-０５５５・広島県廿日市市宮島町（幸町西表）・みやじまちよう(さいわいちようにしおもて)

　　７３９-０５５６・広島県廿日市市宮島町（幸町西浜）・みやじまちよう(さいわいちようにしはま)

　　７３９-０５５４・広島県廿日市市宮島町（幸町東表）・みやじまちよう(さいわいちようひがしおも

て)

　　７３９-０５５７・広島県廿日市市宮島町（幸町東浜）・みやじまちよう(さいわいちようひがしはま)

　　７３９-０５１６・広島県廿日市市宮島町（桜町）・みやじまちよう(さくらまち)

　　７３９-０５１８・広島県廿日市市宮島町（下西連町）・みやじまちよう(しもさいれんちよう)

　　７３９-０５３６・広島県廿日市市宮島町（下中西町）・みやじまちよう(しもなかにしちよう)

　　７３９-０５１２・広島県廿日市市宮島町（新町）・みやじまちよう(しんまち)

　　７３９-０５０１・広島県廿日市市宮島町（杉之浦）・みやじまちよう(すぎのうら)

　　７３９-０５０２・広島県廿日市市宮島町（杉之浦住宅）・みやじまちよう(すぎのうらじゆうたく)

　　７３９-０５２４・広島県廿日市市宮島町（滝町）・みやじまちよう(たきまち)

　　７３９-０５４２・広島県廿日市市宮島町（多々良潟）・みやじまちよう(たたらがた)

　　７３９-０５２３・広島県廿日市市宮島町（中江町）・みやじまちよう(ちゆうえまち)

　　７３９-０５５３・広島県廿日市市宮島町（中之町表）・みやじまちよう(なかのちようおもて)

　　７３９-０５５８・広島県廿日市市宮島町（中之町浜）・みやじまちよう(なかのちようはま)

　　７３９-０５３４・広島県廿日市市宮島町（西大西町）・みやじまちよう(にしおおにしちよう)

　　７３９-０５５０・広島県廿日市市宮島町（浜之町）・みやじまちよう(はまのちよう)

　　７３９-０５３２・広島県廿日市市宮島町（東大西町）・みやじまちよう(ひがしおおにしちよう)

　　７３９-０５１４・広島県廿日市市宮島町（東西連町）・みやじまちよう(ひがしさいれんちよう)

　　７３９-０５０３・広島県廿日市市宮島町（ひの木団地）・みやじまちよう(ひのきだんち)

　　７３９-０５０６・広島県廿日市市宮島町（緑町）・みやじまちよう(みどりまち)

　　７３９-０５０４・広島県廿日市市宮島町（港町）・みやじまちよう(みなとまち)

　　７３９-０５３３・広島県廿日市市宮島町（南大西町）・みやじまちよう(みなみおおにしちよう)

　　７３９-０５２２・広島県廿日市市宮島町（南町）・みやじまちよう(みなみまち)

　　７３９-０５４３・広島県廿日市市宮島町（室浜）・みやじまちよう(むろはま)

　　７３９-０５１７・広島県廿日市市宮島町（大和町）・みやじまちよう(やまとまち)

　　７３９-０５８８・広島県廿日市市宮島町（その他）・みやじまちよう(そのた)

　　７３８-００３５・広島県廿日市市宮園・みやぞの

　　７３８-００３７・広島県廿日市市宮園上・みやぞのかみ

　　７３９-０４５４・広島県廿日市市宮浜温泉・みやはまおんせん

　　７３８-０２２１・広島県廿日市市虫所山・むしところやま

　　７３８-００２１・広島県廿日市市木材港北・もくざいこうきた

　　７３８-００２２・広島県廿日市市木材港南・もくざいこうみなみ

　　７３９-０４２５・広島県廿日市市物見西・ ものみにじ

　　７３９-０４２６・広島県廿日市市物見東・ ものみひがじ

　　７３８-００６０・広島県廿日市市陽光台・ようこうだい

　　７３８-０３０１・広島県廿日市市吉和・よしわ

　　７３８-００４１・広島県廿日市市六本松・ろつほﾟんまつ

　　７３１-０５００・広島県安芸高田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３９-１１０６・広島県安芸高田市甲田町浅塚・こうだちようあさつか

　　７３９-１１０２・広島県安芸高田市甲田町上小原・こうだちようかみおはﾞら

　　７３９-１１０４・広島県安芸高田市甲田町上甲立・こうだちようかみこうたち



　　７３９-１１０３・広島県安芸高田市甲田町下小原・こうだちようしもおはﾞら

　　７３９-１１０５・広島県安芸高田市甲田町下甲立・こうだちようしもこうたち

　　７３９-１１０７・広島県安芸高田市甲田町糘地・こうだちようすくもじ

　　７３９-１１０１・広島県安芸高田市甲田町高田原・こうだちようたかたはﾞら

　　７３９-１１０８・広島県安芸高田市甲田町深瀬・こうだちようふかせ

　　７３９-１８０１・広島県安芸高田市高宮町川根・たかみやちようかわね

　　７３９-１８０６・広島県安芸高田市高宮町来女木・たかみやちようくるめぎ

　　７３９-１８０２・広島県安芸高田市高宮町佐々部・たかみやちようささべ

　　７３９-１８０７・広島県安芸高田市高宮町羽佐竹・たかみやちようはさだけ

　　７３９-１８０５・広島県安芸高田市高宮町原田・たかみやちようはらだ

　　７３９-１８０３・広島県安芸高田市高宮町船木・たかみやちようふなき

　　７３９-１８０４・広島県安芸高田市高宮町房後・たかみやちようほﾞうご

　　７３１-０７０３・広島県安芸高田市美土里町生田・みどりちよういけだ

　　７３１-０７０１・広島県安芸高田市美土里町北・みどりちようきた

　　７３１-０７０２・広島県安芸高田市美土里町桑田・みどりちようくわた

　　７３１-０６１２・広島県安芸高田市美土里町本郷・みどりちようほんごう

　　７３１-０６１１・広島県安芸高田市美土里町横田・みどりちようよこた

　　７３９-１２０４・広島県安芸高田市向原町有留・むかいはらちようありどめ

　　７３９-１２０１・広島県安芸高田市向原町坂・むかいはらちようさか

　　７３９-１２０２・広島県安芸高田市向原町戸島・むかいはらちようとしま

　　７３９-１２０３・広島県安芸高田市向原町長田・むかいはらちようながた

　　７３９-１２０５・広島県安芸高田市向原町保垣・むかいはらちようほがき

　　７３１-０３０２・広島県安芸高田市八千代町勝田・やちよちようかつた

　　７３１-０３０５・広島県安芸高田市八千代町上根・やちよちようかみね

　　７３１-０３０３・広島県安芸高田市八千代町佐々井・やちよちようささい

　　７３１-０３０４・広島県安芸高田市八千代町下根・やちよちようしもね

　　７３１-０３０１・広島県安芸高田市八千代町土師・やちよちようはじ

　　７３１-０３０６・広島県安芸高田市八千代町向山・やちよちようむかいやま

　　７３１-０５４２・広島県安芸高田市吉田町相合・よしだちようあいおう

　　７３１-０５１２・広島県安芸高田市吉田町小山・よしだちようおやま

　　７３１-０５３４・広島県安芸高田市吉田町桂・よしだちようかつら

　　７３１-０５３２・広島県安芸高田市吉田町上入江・よしだちようかみいりえ

　　７３１-０５２４・広島県安芸高田市吉田町川本・よしだちようかわもと

　　７３１-０５０２・広島県安芸高田市吉田町国司・ よしだちようくにじ

　　７３１-０５３５・広島県安芸高田市吉田町高野・よしだちようこうや

　　７３１-０５３１・広島県安芸高田市吉田町下入江・よしだちようしもいりえ

　　７３１-０５２２・広島県安芸高田市吉田町常楽寺・よしだちようじようらくじ

　　７３１-０５１１・広島県安芸高田市吉田町竹原・よしだちようたけはら

　　７３１-０５４４・広島県安芸高田市吉田町多治比・よしだちようたじひ

　　７３１-０５２５・広島県安芸高田市吉田町中馬・よしだちようちゆうま

　　７３１-０５２１・広島県安芸高田市吉田町常友・よしだちようつねとも

　　７３１-０５３３・広島県安芸高田市吉田町長屋・よしだちようながや

　　７３１-０５４３・広島県安芸高田市吉田町西浦・よしだちようにしうら

　　７３１-０５１３・広島県安芸高田市吉田町福原・よしだちようふくはﾞら

　　７３１-０５２３・広島県安芸高田市吉田町山手・よしだちようやまて

　　７３１-０５４１・広島県安芸高田市吉田町山部・よしだちようやんべ

　　７３１-０５０１・広島県安芸高田市吉田町吉田・よしだちようよしだ

　　７３７-２１００・広島県江田島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３７-２１３１・広島県江田島市江田島町秋月・えたじまちようあきつﾞき

　　７３７-２１１３・広島県江田島市江田島町大須・えたじまちようおおず

　　７３７-２１２５・広島県江田島市江田島町大原特借宿舎・おおはらとつかりしゆくしや

　　７３７-２１１１・広島県江田島市江田島町切串・ えたじまちようきりくじ

　　７３７-２１３２・広島県江田島市江田島町江南・えたじまちようこうなん

　　７３７-２１１２・広島県江田島市江田島町幸ノ浦・えたじまちようこうのうら

　　７３７-２１２３・広島県江田島市江田島町国有無番地・えたじまちようこくゆうむはﾞんち

　　７３７-２１２１・広島県江田島市江田島町小用・えたじまちようこよう

　　７３７-２１２２・広島県江田島市江田島町中央・えたじまちようちゆうおう

　　７３７-２１２６・広島県江田島市江田島町津久茂・えたじまちようつくも

　　７３７-２１２４・広島県江田島市江田島町宮ノ原・えたじまちようみやのはら

　　７３７-２１３３・広島県江田島市江田島町鷲部・えたじまちようわしべ

　　７３７-２２１２・広島県江田島市大柿町大君・おおがきちようおおきみ

　　７３７-２２１３・広島県江田島市大柿町大原・おおがきちようおおはﾞら

　　７３７-２２１５・広島県江田島市大柿町小古江・おおがきちようおぶれ

　　７３７-２２１１・広島県江田島市大柿町柿浦・おおがきちようかきうら

　　７３７-２１０１・広島県江田島市大柿町飛渡瀬・おおがきちようひとのせ

　　７３７-２２１４・広島県江田島市大柿町深江・おおがきちようふかえ

　　７３７-２３１１・広島県江田島市沖美町岡大王・おきみちようおかだいおう

　　７３７-２３１５・広島県江田島市沖美町高祖・おきみちようこうそ

　　７３７-２３１３・広島県江田島市沖美町是長・おきみちようこれなが

　　７３７-２３１２・広島県江田島市沖美町畑・おきみちようはた



　　７３７-２３１４・広島県江田島市沖美町美能・おきみちようみのう

　　７３７-２３１６・広島県江田島市沖美町三吉・ おきみちようみよじ

　　７３７-２３０２・広島県江田島市能美町鹿川・のうみちようかのかわ

　　７３７-２３０３・広島県江田島市能美町高田・のうみちようたかた

　　７３７-２３０１・広島県江田島市能美町中町・のうみちようなかまち

　　７３５-００００・広島県安芸郡府中町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３５-００１６・広島県安芸郡府中町青崎中・あおさきなか

　　７３５-００１５・広島県安芸郡府中町青崎東・ あおさきひがじ

　　７３５-００１７・広島県安芸郡府中町青崎南・あおさきみなみ

　　７３５-０００７・広島県安芸郡府中町石井城・いしいじよう

　　７３５-００２１・広島県安芸郡府中町大須・おおす

　　７３５-００２２・広島県安芸郡府中町大通・おおどおり

　　７３５-００２５・広島県安芸郡府中町鹿籠・こごもり

　　７３５-０００１・広島県安芸郡府中町桜ケ丘・さくらがおか

　　７３５-０００２・広島県安芸郡府中町清水ケ丘・しみずがおか

　　７３５-０００９・広島県安芸郡府中町城ケ丘・じようがおか

　　７３５-００２８・広島県安芸郡府中町新地・しんち

　　７３５-００１１・広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム・せとはいむ

　　７３５-００２７・広島県安芸郡府中町千代・せんだい

　　７３５-０００８・広島県安芸郡府中町鶴江・つるえ

　　７３５-００１３・広島県安芸郡府中町浜田・はまだ

　　７３５-００２３・広島県安芸郡府中町浜田本町・はまだほんまち

　　７３５-０００６・広島県安芸郡府中町本町・ほんまち

　　７３５-０００３・広島県安芸郡府中町みくまり・みくまり

　　７３５-００２４・広島県安芸郡府中町緑ケ丘・みどりがおか

　　７３５-０００５・広島県安芸郡府中町宮の町・みやのまち

　　７３５-００２９・広島県安芸郡府中町茂陰・もかげ

　　７３５-００２６・広島県安芸郡府中町桃山・ももやま

　　７３５-００１４・広島県安芸郡府中町柳ケ丘・やなぎがおか

　　７３５-００１２・広島県安芸郡府中町八幡・やはた

　　７３５-０００４・広島県安芸郡府中町山田・やまだ

　　７３６-００００・広島県安芸郡海田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３６-００３１・広島県安芸郡海田町曙町・あけほﾞのまち

　　７３６-０００４・広島県安芸郡海田町石原・いしはら

　　７３６-００１２・広島県安芸郡海田町稲葉・いなはﾞ

　　７３６-００６７・広島県安芸郡海田町稲荷町・いなりまち

　　７３６-０００５・広島県安芸郡海田町畝・うね

　　７３６-００２５・広島県安芸郡海田町大立町・おおだてまち

　　７３６-００２２・広島県安芸郡海田町蟹原・かにはら

　　７３６-００６１・広島県安芸郡海田町上市・かみいち

　　７３６-０００２・広島県安芸郡海田町国信・くにのぶ

　　７３６-００４６・広島県安芸郡海田町窪町・くほﾞまち

　　７３６-００５３・広島県安芸郡海田町寿町・ことぶきまち

　　７３６-００２６・広島県安芸郡海田町幸町・さいわいまち

　　７３６-００４３・広島県安芸郡海田町栄町・さかえまち

　　７３６-００６４・広島県安芸郡海田町昭和中町・しようわなかまち

　　７３６-００６２・広島県安芸郡海田町昭和町・しようわまち

　　７３６-００６８・広島県安芸郡海田町新町・しんまち

　　７３６-０００１・広島県安芸郡海田町砂走・すなはﾞしり

　　７３６-０００３・広島県安芸郡海田町曽田・そだ

　　７３６-００４１・広島県安芸郡海田町大正町・たいしようまち

　　７３６-００３４・広島県安芸郡海田町月見町・つきみまち

　　７３６-００５１・広島県安芸郡海田町つくも町・つくもまち

　　７３６-００１１・広島県安芸郡海田町寺迫・てらさこ

　　７３６-００６６・広島県安芸郡海田町中店・なかみせ

　　７３６-００２１・広島県安芸郡海田町成本・なりもと

　　７３６-００２４・広島県安芸郡海田町西浜・にしはま

　　７３６-００５４・広島県安芸郡海田町西明神町・にしみようじんまち

　　７３６-００２３・広島県安芸郡海田町浜角・はまかど

　　７３６-００１３・広島県安芸郡海田町東・ ひがじ

　　７３６-００７１・広島県安芸郡海田町東海田・ひがしかいた

　　７３６-００６３・広島県安芸郡海田町東昭和町・ひがししようわまち

　　７３６-００３５・広島県安芸郡海田町日の出町・ひのでまち

　　７３６-００４５・広島県安芸郡海田町堀川町・ほりかわまち

　　７３６-００１４・広島県安芸郡海田町三迫・みさこ

　　７３６-００３２・広島県安芸郡海田町南幸町・みなみさいわいまち

　　７３６-００６５・広島県安芸郡海田町南昭和町・みなみしようわまち

　　７３６-００４２・広島県安芸郡海田町南大正町・みなみたいしようまち

　　７３６-００５２・広島県安芸郡海田町南つくも町・みなみつくもまち

　　７３６-００４４・広島県安芸郡海田町南堀川町・みなみほりかわまち



　　７３６-００３３・広島県安芸郡海田町南本町・みなみほんまち

　　７３６-００５５・広島県安芸郡海田町南明神町・みなみみようじんまち

　　７３６-００５６・広島県安芸郡海田町明神町・みようじんまち

　　７３１-４２００・広島県安芸郡熊野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３１-４２２５・広島県安芸郡熊野町石神・いしがみ

　　７３１-４２２８・広島県安芸郡熊野町柿迫・かきさこ

　　７３１-４２２３・広島県安芸郡熊野町川角・かわすみ

　　７３１-４２２４・広島県安芸郡熊野町神田・かんだ

　　７３１-４２２７・広島県安芸郡熊野町貴船・きふね

　　７３１-４２２２・広島県安芸郡熊野町呉地・くれじ

　　７３１-４２１５・広島県安芸郡熊野町城之堀・じようのほり

　　７３１-４２１１・広島県安芸郡熊野町新宮・しんぐう

　　７３１-４２２１・広島県安芸郡熊野町出来庭・できにわ

　　７３１-４２１４・広島県安芸郡熊野町中溝・なかみぞ

　　７３１-４２１３・広島県安芸郡熊野町萩原・はぎわら

　　７３１-４２１２・広島県安芸郡熊野町初神・はつかみ

　　７３１-４２２６・広島県安芸郡熊野町東山・ひがしやま

　　７３１-４２２９・広島県安芸郡熊野町平谷・ひらだに

　　７３１-４３００・広島県安芸郡坂町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３１-４３０１・広島県安芸郡坂町坂町の次に番地がくる場合・さかちようのつぎにはﾞんち

　　７３１-４３２１・広島県安芸郡坂町植田・うえだ

　　７３１-４３１１・広島県安芸郡坂町北新地・きたしんち

　　７３１-４３３１・広島県安芸郡坂町小屋浦・こやうら

　　７３１-４３１３・広島県安芸郡坂町坂東・ さかひがじ

　　７３１-４３１４・広島県安芸郡坂町坂西・ さかにじ

　　７３１-４３２５・広島県安芸郡坂町鯛尾・たいび

　　７３１-４３１２・広島県安芸郡坂町平成ケ浜・へいせいがはま

　　７３１-４３２３・広島県安芸郡坂町横浜中央・よこはまちゆうおう

　　７３１-４３２４・広島県安芸郡坂町横浜西・ よこはまにじ

　　７３１-４３２２・広島県安芸郡坂町横浜東・ よこはまひがじ

　　７３１-３５００・広島県山県郡安芸太田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３１-３８１２・広島県山県郡安芸太田町遊谷・あぞうだに

　　７３１-３４１１・広島県山県郡安芸太田町穴・あな

　　７３１-３８３３・広島県山県郡安芸太田町板ケ谷・いたがたに

　　７３１-３５５１・広島県山県郡安芸太田町猪山・いのしやま

　　７３１-３８４４・広島県山県郡安芸太田町打梨・ うつなじ

　　７３１-３５０１・広島県山県郡安芸太田町加計・かけ

　　７３１-３８３２・広島県山県郡安芸太田町梶ノ木・かじのき

　　７３１-３７０１・広島県山県郡安芸太田町上筒賀・かみつつが

　　７３１-３６６４・広島県山県郡安芸太田町上殿・かみとの

　　７３１-３８３１・広島県山県郡安芸太田町川手・かわて

　　７３１-３５０３・広島県山県郡安芸太田町観音・かんのん

　　７３１-３８３５・広島県山県郡安芸太田町小板・こいた

　　７３１-３６２１・広島県山県郡安芸太田町下筒賀・しもつつが

　　７３１-３６２２・広島県山県郡安芸太田町下殿河内・しもとのごうち

　　７３１-３８２４・広島県山県郡安芸太田町寺領・じりよう

　　７３１-３８１３・広島県山県郡安芸太田町柴木・しわぎ

　　７３１-３８４２・広島県山県郡安芸太田町田吹・たぶき

　　７３１-３５０２・広島県山県郡安芸太田町津浪・つなみ

　　７３１-３４１２・広島県山県郡安芸太田町坪野・つほﾞの

　　７３１-３８２１・広島県山県郡安芸太田町土居・どい

　　７３１-３８１０・広島県山県郡安芸太田町戸河内・とごうち

　　７３１-３７０２・広島県山県郡安芸太田町中筒賀・なかつつが

　　７３１-３８４５・広島県山県郡安芸太田町那須・なす

　　７３１-３５５２・広島県山県郡安芸太田町平見谷・ひらみだに

　　７３１-３８３４・広島県山県郡安芸太田町松原・まつはﾞら

　　７３１-３８０１・広島県山県郡安芸太田町横川・よこごう

　　７３１-３８４３・広島県山県郡安芸太田町吉和郷・よしわごう

　　７３１-１５００・広島県山県郡北広島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７３１-１２２２・広島県山県郡北広島町阿坂・あざか

　　７３１-１５３３・広島県山県郡北広島町有田・ありだ

　　７３１-１５０３・広島県山県郡北広島町有間・ありま

　　７３１-２１０６・広島県山県郡北広島町筏津・いかだつ

　　７３１-１５２５・広島県山県郡北広島町石井谷・いしいだに

　　７３１-２３２１・広島県山県郡北広島町板村・いたむら

　　７３１-１５３５・広島県山県郡北広島町今田・いまだ

　　７３１-１２２１・広島県山県郡北広島町今吉田・いまよしだ

　　７３１-２１０２・広島県山県郡北広島町岩戸・いわど

　　７３１-１５３４・広島県山県郡北広島町後有田・うしろありだ

　　７３１-２４４２・広島県山県郡北広島町雲耕・うずのう



　　７３１-２２０６・広島県山県郡北広島町移原・うつのはら

　　７３１-２１０４・広島県山県郡北広島町大朝・おおあさ

　　７３１-２２０４・広島県山県郡北広島町大暮・おおぐれ

　　７３１-２１０７・広島県山県郡北広島町大塚・おおつか

　　７３１-２３１５・広島県山県郡北広島町大利原・おおとしはﾞら

　　７３１-２４３７・広島県山県郡北広島町大元・おおもと

　　７３１-２３２４・広島県山県郡北広島町奥中原・おくなかはﾞら

　　７３１-２３１２・広島県山県郡北広島町奥原・おくはら

　　７３１-１７０３・広島県山県郡北広島町海応寺・かいおうじ

　　７３１-１７０２・広島県山県郡北広島町上石・ かみいじ

　　７３１-２３１７・広島県山県郡北広島町苅屋形・かりやがた

　　７３１-１５１３・広島県山県郡北広島町川井・かわい

　　７３１-２３２３・広島県山県郡北広島町川小田・かわこだ

　　７３１-１５０１・広島県山県郡北広島町川戸・かわど

　　７３１-１５１６・広島県山県郡北広島町川西・ かわにじ

　　７３１-１５１２・広島県山県郡北広島町川東・ かわひがじ

　　７３１-１５２４・広島県山県郡北広島町木次・きつぎ

　　７３１-２３１３・広島県山県郡北広島町草安・くさやす

　　７３１-１５０２・広島県山県郡北広島町蔵迫・くらざこ

　　７３１-２４３１・広島県山県郡北広島町荒神原・こうじんはﾞら

　　７３１-２２０３・広島県山県郡北広島町小原・こはﾞら

　　７３１-１５３２・広島県山県郡北広島町古保利・こほり

　　７３１-２３１４・広島県山県郡北広島町才乙・さよおと

　　７３１-１７０１・広島県山県郡北広島町志路原・しじはら

　　７３１-１７０４・広島県山県郡北広島町下石・ しもいじ

　　７３１-１５１４・広島県山県郡北広島町新氏神・しんうじがみ

　　７３１-１５２２・広島県山県郡北広島町新郷・しんごう

　　７３１-２１０３・広島県山県郡北広島町新庄・しんじよう

　　７３１-１５１１・広島県山県郡北広島町惣森・そうもり

　　７３１-２４３５・広島県山県郡北広島町空城・そらじよう

　　７３１-２２０１・広島県山県郡北広島町高野・たかの

　　７３１-２１０５・広島県山県郡北広島町田原・たわら

　　７３１-１７１２・広島県山県郡北広島町都志見・つしみ

　　７３１-２３１１・広島県山県郡北広島町土橋・ つちはじ

　　７３１-１５０４・広島県山県郡北広島町寺原・てらはﾞら

　　７３１-１７１１・広島県山県郡北広島町戸谷・とだに

　　７３１-１７１３・広島県山県郡北広島町長笹・ながささ

　　７３１-２４３２・広島県山県郡北広島町中祖・なかそ

　　７３１-１７０６・広島県山県郡北広島町中原・なかはﾞら

　　７３１-１５０６・広島県山県郡北広島町中山・なかやま

　　７３１-２３１６・広島県山県郡北広島町南門原・なもんはﾞら

　　７３１-１７０５・広島県山県郡北広島町西宗・にしむね

　　７３１-２５５２・広島県山県郡北広島町西八幡原・にしやわたはら

　　７３１-２４３４・広島県山県郡北広島町橋山・はしやま

　　７３１-１５３１・広島県山県郡北広島町春木・はるき

　　７３１-２５５１・広島県山県郡北広島町東八幡原・ひがしやわたはら

　　７３１-３５６１・広島県山県郡北広島町細見（下山）・ほそみ(しもやま)

　　７３１-２３２２・広島県山県郡北広島町細見（その他）・ほそみ(そのた)

　　７３１-１５２６・広島県山県郡北広島町本地・ほんじ

　　７３１-２４３６・広島県山県郡北広島町政所・まんどころ

　　７３１-２２０２・広島県山県郡北広島町溝口・みぞぐち

　　７３１-１５２３・広島県山県郡北広島町南方・みなみがた

　　７３１-１５１５・広島県山県郡北広島町壬生・みぶ

　　７３１-２１０１・広島県山県郡北広島町宮迫・みやざこ

　　７３１-２４４１・広島県山県郡北広島町宮地・みやじ

　　７３１-１５０５・広島県山県郡北広島町舞綱・もうつな

　　７３１-１５２１・広島県山県郡北広島町丁保余原・よおろほよはﾞら

　　７３１-１７１４・広島県山県郡北広島町吉木（水根）・よしき(みのね)

　　７３１-１２２３・広島県山県郡北広島町吉木（その他）・よしき(そのた)

　　７３１-２４３３・広島県山県郡北広島町吉見坂・よしみざか

　　７３１-２２０５・広島県山県郡北広島町米沢・よねざわ

　　７２５-０２００・広島県豊田郡大崎上島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７２５-０４０３・広島県豊田郡大崎上島町明石・ あかじ

　　７２５-０３０３・広島県豊田郡大崎上島町大串・ おおくじ

　　７２５-０４０２・広島県豊田郡大崎上島町沖浦・おきうら

　　７２５-０４０１・広島県豊田郡大崎上島町木江・きのえ

　　７２５-０３０１・広島県豊田郡大崎上島町中野・なかの

　　７２５-０３０２・広島県豊田郡大崎上島町原田・はらだ

　　７２５-０２３１・広島県豊田郡大崎上島町東野・ひがしの

　　７２２-１１００・広島県世羅郡世羅町・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　７２９-３３０６・広島県世羅郡世羅町青近・あおちか

　　７２２-１６２７・広島県世羅郡世羅町青水・あおみず

　　７２２-１１１６・広島県世羅郡世羅町青山・あおやま

　　７２９-３３０４・広島県世羅郡世羅町赤屋・あかや

　　７２９-３３０７・広島県世羅郡世羅町伊尾・いお

　　７２２-１１１３・広島県世羅郡世羅町井折・いおり

　　７２２-０４１１・広島県世羅郡世羅町宇津戸・うつﾞと

　　７２２-１７０１・広島県世羅郡世羅町小国・おぐに

　　７２２-１１２２・広島県世羅郡世羅町小世良・おぜら

　　７２９-３３０１・広島県世羅郡世羅町小谷・おたに

　　７２９-６７１４・広島県世羅郡世羅町上津田・かみつﾞた

　　７２２-１６２６・広島県世羅郡世羅町賀茂・かも

　　７２９-３３０２・広島県世羅郡世羅町川尻・かわしり

　　７２２-１２０４・広島県世羅郡世羅町京丸（石川）・きようまる(いしかわ)

　　７２２-１２０４・広島県世羅郡世羅町京丸（水の別）・きようまる(みずのわかれ)

　　７２２-１６２１・広島県世羅郡世羅町京丸（その他）・きようまる(そのた)

　　７２９-６７１１・広島県世羅郡世羅町黒川・くろがわ

　　７２２-１７３２・広島県世羅郡世羅町黒渕・くろぶち

　　７２２-１１２３・広島県世羅郡世羅町甲山・こうざん

　　７２２-１１１７・広島県世羅郡世羅町三郎丸・さぶろうまる

　　７２２-１６２５・広島県世羅郡世羅町重永・しげなが

　　７２９-６７１５・広島県世羅郡世羅町下津田・しもつﾞた

　　７２２-１７３１・広島県世羅郡世羅町津口・つくち

　　７２２-１１１１・広島県世羅郡世羅町寺町・てらまち

　　７２２-１６２４・広島県世羅郡世羅町田打・とうち

　　７２２-１２０３・広島県世羅郡世羅町徳市・とくいち

　　７２２-１２０１・広島県世羅郡世羅町戸張・とはﾞり

　　７２９-６７１３・広島県世羅郡世羅町中・なか

　　７２９-６７１６・広島県世羅郡世羅町長田・ながた

　　７２２-１６２３・広島県世羅郡世羅町中原・なかはﾞら

　　７２２-１１２１・広島県世羅郡世羅町西上原・にしうえはら

　　７２２-１１１５・広島県世羅郡世羅町西神崎・にしかんざき

　　７２９-３３０３・広島県世羅郡世羅町東上原・ひがしうえはら

　　７２２-１１１４・広島県世羅郡世羅町東神崎・ひがしかんざき

　　７２９-３３０５・広島県世羅郡世羅町別迫・べつさこ

　　７２２-１６２２・広島県世羅郡世羅町堀越・ ほりこじ

　　７２２-１１１２・広島県世羅郡世羅町本郷・ほんごう

　　７２２-１２０２・広島県世羅郡世羅町安田・やすだ

　　７２２-１７０２・広島県世羅郡世羅町山中福田・やまなかふくだ

　　７２９-６７１２・広島県世羅郡世羅町吉原・よしわら

　　７２０-１８００・広島県神石郡神石高原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７２９-３６０１・広島県神石郡神石高原町相渡・あいど

　　７２０-１５２１・広島県神石郡神石高原町阿下・あげ

　　７２０-１７０１・広島県神石郡神石高原町有木・あるぎ

　　７２０-１６０２・広島県神石郡神石高原町井関・いせき

　　７２０-１６２４・広島県神石郡神石高原町上野・うえの

　　７２０-１６０１・広島県神石郡神石高原町大矢・おおや

　　７２０-１９０１・広島県神石郡神石高原町小野・おの

　　７２０-１５２５・広島県神石郡神石高原町上・かみ

　　７２０-１７０２・広島県神石郡神石高原町上豊松・かみとよまつ

　　７２０-１５２３・広島県神石郡神石高原町亀石・ かめいじ

　　７２０-１４１６・広島県神石郡神石高原町木津和・きつわ

　　７２９-３５１２・広島県神石郡神石高原町草木・くさぎ

　　７２０-１４１４・広島県神石郡神石高原町桑木・くわぎ

　　７２０-１５２２・広島県神石郡神石高原町小畠・こはﾞたけ

　　７２０-１６０４・広島県神石郡神石高原町坂瀬川・さかせがわ

　　７２０-１７０３・広島県神石郡神石高原町笹尾・ささお

　　７２０-１４１５・広島県神石郡神石高原町階見・しなみ

　　７２０-１７０４・広島県神石郡神石高原町下豊松・しもとよまつ

　　７２０-１９０２・広島県神石郡神石高原町新免・しんめん

　　７２０-１６２１・広島県神石郡神石高原町李・すもも

　　７２０-１４１０・広島県神石郡神石高原町高蓋・たかふた

　　７２９-３５１１・広島県神石郡神石高原町高光・たかみつ

　　７２９-３５１４・広島県神石郡神石高原町田頭・たんどう

　　７２０-１６２２・広島県神石郡神石高原町近田・ちかだ

　　７２０-１４１３・広島県神石郡神石高原町父木野・ちちきの

　　７２０-１５２４・広島県神石郡神石高原町常光・つねみつ

　　７２０-１６０３・広島県神石郡神石高原町時安・ときやす

　　７２０-１７０５・広島県神石郡神石高原町中平・なかだいら

　　７２９-３６０２・広島県神石郡神石高原町永野・ながの



　　７２０-１６２３・広島県神石郡神石高原町花済・はなずみ

　　７２９-３５１５・広島県神石郡神石高原町福永・ふくなが

　　７２９-３５１６・広島県神石郡神石高原町古川・ふるかわ

　　７２９-３５１３・広島県神石郡神石高原町牧・まき

　　７２０-１４１２・広島県神石郡神石高原町光末・みつすえ

　　７２０-１４１１・広島県神石郡神石高原町光信・みつのぶ

　　７２０-１８１１・広島県神石郡神石高原町安田・やすだ

　　７２０-１８１２・広島県神石郡神石高原町油木・ゆき

　　０６０-００００・北海道札幌市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　０６４-０９４１・北海道札幌市中央区旭ケ丘・あさひがおか

　　０６０-００４１・北海道札幌市中央区大通東・おおどおりひがじ

　　０６０-００４２・北海道札幌市中央区大通西（１～１９丁目）・おおどおりにし

　　０６４-０８２０・北海道札幌市中央区大通西（２０～２８丁目）・おおどおりにし

　　０６０-００３１・北海道札幌市中央区北一条東・きた１じようひがじ

　　０６０-０００１・北海道札幌市中央区北一条西（１～１９丁目）・きた１じようにし

　　０６４-０８２１・北海道札幌市中央区北一条西（２０～２８丁目）・きた１じようにし

　　０６０-００３２・北海道札幌市中央区北二条東・きた２じようひがじ

　　０６０-０００２・北海道札幌市中央区北二条西（１～１９丁目）・きた２じようにし

　　０６４-０８２２・北海道札幌市中央区北二条西（２０～２８丁目）・きた２じようにし

　　０６０-００３３・北海道札幌市中央区北三条東・きた３じようひがじ

　　０６０-０００３・北海道札幌市中央区北三条西（１～１９丁目）・きた３じようにし

　　０６４-０８２３・北海道札幌市中央区北三条西（２０～３０丁目）・きた３じようにし

　　０６０-００３４・北海道札幌市中央区北四条東（１～８丁目）・きた４じようひがし

　　０６０-０００４・北海道札幌市中央区北四条西（１～１９丁目）・きた４じようにし

　　０６４-０８２４・北海道札幌市中央区北四条西（２０～３０丁目）・きた４じようにし

　　０６０-００３５・北海道札幌市中央区北五条東・きた５じようひがじ

　　０６０-０００５・北海道札幌市中央区北五条西（１～２４丁目）・きた５じようにし

　　０６４-０８２５・北海道札幌市中央区北五条西（２５～２９丁目）・きた５じようにし

　　０６０-０００６・北海道札幌市中央区北六条西（１０～２５丁目）・きた６じようにし

　　０６４-０８２６・北海道札幌市中央区北六条西（２６～２８丁目）・きた６じようにし

　　０６０-０００７・北海道札幌市中央区北七条西・きた７じようにじ

　　０６０-０００８・北海道札幌市中央区北八条西・きた８じようにじ

　　０６０-０００９・北海道札幌市中央区北九条西・きた９じようにじ

　　０６０-００１０・北海道札幌市中央区北十条西・きた１０じようにじ

　　０６０-００１１・北海道札幌市中央区北十一条西・きた１１じようにじ

　　０６０-００１２・北海道札幌市中央区北十二条西・きた１２じようにじ

　　０６０-００１３・北海道札幌市中央区北十三条西・きた１３じようにじ

　　０６０-００１４・北海道札幌市中央区北十四条西・きた１４じようにじ

　　０６０-００１５・北海道札幌市中央区北十五条西・きた１５じようにじ

　　０６０-００１６・北海道札幌市中央区北十六条西・きた１６じようにじ

　　０６０-００１７・北海道札幌市中央区北十七条西・きた１７じようにじ

　　０６０-００１８・北海道札幌市中央区北十八条西・きた１８じようにじ

　　０６０-００２０・北海道札幌市中央区北二十条西・きた２０じようにじ

　　０６０-００２１・北海道札幌市中央区北二十一条西・きた２１じようにじ

　　０６０-００２２・北海道札幌市中央区北二十二条西・きた２２じようにじ

　　０６４-０９４３・北海道札幌市中央区界川・さかいがわ

　　０６４-０９３１・北海道札幌市中央区中島公園・なかじまこうえん

　　０６４-０９４５・北海道札幌市中央区盤渓・はﾞんけい

　　０６４-０９４２・北海道札幌市中央区伏見・ふしみ

　　０６４-０９４６・北海道札幌市中央区双子山・ふたごやま

　　０６４-０９４４・北海道札幌市中央区円山西町・まるやまにしまち

　　０６０-００５１・北海道札幌市中央区南一条東・みなみ１じようひがじ

　　０６０-００６１・北海道札幌市中央区南一条西（１～１９丁目）・みなみ１じようにし

　　０６４-０８０１・北海道札幌市中央区南一条西（２０～２８丁目）・みなみ１じようにし(

　　０６０-００５２・北海道札幌市中央区南二条東・みなみ２じようひがじ

　　０６０-００６２・北海道札幌市中央区南二条西（１～１９丁目）・みなみ２じようにし

　　０６４-０８０２・北海道札幌市中央区南二条西（２０～２８丁目）・みなみ２じようにし(

　　０６０-００５３・北海道札幌市中央区南三条東・みなみ３じようひがじ

　　０６０-００６３・北海道札幌市中央区南三条西（１～１８丁目）・みなみ３じようにし(１-１８)

　　０６４-０８０３・北海道札幌市中央区南三条西（２０～２８丁目）・みなみ３じようにし(

　　０６０-００５４・北海道札幌市中央区南四条東・みなみ４じようひがじ

　　０６４-０８０４・北海道札幌市中央区南四条西・みなみ４じようにじ

　　０６０-００５５・北海道札幌市中央区南五条東・みなみ５じようひがじ

　　０６４-０８０５・北海道札幌市中央区南五条西・みなみ５じようにじ

　　０６０-００５６・北海道札幌市中央区南六条東・みなみ６じようひがじ

　　０６４-０８０６・北海道札幌市中央区南六条西・みなみ６じようにじ

　　０６０-００５７・北海道札幌市中央区南七条東・みなみ７じようひがじ

　　０６４-０８０７・北海道札幌市中央区南七条西・みなみ７じようにじ

　　０６４-０８０８・北海道札幌市中央区南八条西・みなみ８じようにじ

　　０６４-０８０９・北海道札幌市中央区南九条西・みなみ９じようにじ



　　０６４-０８１０・北海道札幌市中央区南十条西・みなみ１０じようにじ

　　０６４-０８１１・北海道札幌市中央区南十一条西・みなみ１１じようにじ

　　０６４-０９１２・北海道札幌市中央区南十二条西・みなみ１２じようにじ

　　０６４-０９１３・北海道札幌市中央区南十三条西・みなみ１３じようにじ

　　０６４-０９１４・北海道札幌市中央区南十四条西・みなみ１４じようにじ

　　０６４-０９１５・北海道札幌市中央区南十五条西・みなみ１５じようにじ

　　０６４-０９１６・北海道札幌市中央区南十六条西・みなみ１６じようにじ

　　０６４-０９１７・北海道札幌市中央区南十七条西・みなみ１７じようにじ

　　０６４-０９１８・北海道札幌市中央区南十八条西・みなみ１８じようにじ

　　０６４-０９１９・北海道札幌市中央区南十九条西・みなみ１９じようにじ

　　０６４-０９２０・北海道札幌市中央区南二十条西・みなみ２０じようにじ

　　０６４-０９２１・北海道札幌市中央区南二十一条西・みなみ２１じようにじ

　　０６４-０９２２・北海道札幌市中央区南二十二条西・みなみ２２じようにじ

　　０６４-０９２３・北海道札幌市中央区南二十三条西・みなみ２３じようにじ

　　０６４-０９２４・北海道札幌市中央区南二十四条西・みなみ２４じようにじ

　　０６４-０９２５・北海道札幌市中央区南二十五条西・みなみ２５じようにじ

　　０６４-０９２６・北海道札幌市中央区南二十六条西・みなみ２６じようにじ

　　０６４-０９２７・北海道札幌市中央区南二十七条西・みなみ２７じようにじ

　　０６４-０９２８・北海道札幌市中央区南二十八条西・みなみ２８じようにじ

　　０６４-０９２９・北海道札幌市中央区南二十九条西・みなみ２９じようにじ

　　０６４-０９３０・北海道札幌市中央区南三十条西（９～１１丁目）・みなみ３０じようにし

　　０６４-０９５９・北海道札幌市中央区宮ケ丘・みやがおか

　　０６４-０９５８・北海道札幌市中央区宮の森・みやのもり

　　０６４-０９５１・北海道札幌市中央区宮の森一条・みやのもり１じよう

　　０６４-０９５２・北海道札幌市中央区宮の森二条・みやのもり２じよう

　　０６４-０９５３・北海道札幌市中央区宮の森三条・みやのもり３じよう

　　０６４-０９５４・北海道札幌市中央区宮の森四条・みやのもり４じよう

　　００１-００００・北海道札幌市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００２-８０７１・北海道札幌市北区あいの里一条・あいのさと１じよう

　　００２-８０７２・北海道札幌市北区あいの里二条・あいのさと２じよう

　　００２-８０７３・北海道札幌市北区あいの里三条・あいのさと３じよう

　　００２-８０７４・北海道札幌市北区あいの里四条・あいのさと４じよう

　　００２-８０７５・北海道札幌市北区あいの里五条・あいのさと５じよう

　　００１-００４５・北海道札幌市北区麻生町・あさぶちよう

　　０６０-０８０６・北海道札幌市北区北六条西・きた６じようにじ

　　０６０-０８０７・北海道札幌市北区北七条西・きた７じようにじ

　　０６０-０８０８・北海道札幌市北区北八条西・きた８じようにじ

　　０６０-０８０９・北海道札幌市北区北九条西・きた９じようにじ

　　００１-００１０・北海道札幌市北区北十条西（１～４丁目）・きた１０じようにし

　　０６０-０８１０・北海道札幌市北区北十条西（５～１１丁目）・きた１０じようにし

　　００１-００１１・北海道札幌市北区北十一条西（１～４丁目）・きた１１じようにし

　　０６０-０８１１・北海道札幌市北区北十一条西（５～１１丁目）・きた１１じようにし

　　００１-００１２・北海道札幌市北区北十二条西（１～４丁目）・きた１２じようにし

　　０６０-０８１２・北海道札幌市北区北十二条西（５～１２丁目）・きた１２じようにし

　　００１-００１３・北海道札幌市北区北十三条西（１～４丁目）・きた１３じようにし

　　０６０-０８１３・北海道札幌市北区北十三条西（５～１２丁目）・きた１３じようにし

　　００１-００１４・北海道札幌市北区北十四条西（１～４丁目）・きた１４じようにし

　　０６０-０８１４・北海道札幌市北区北十四条西（５～１３丁目）・きた１４じようにし

　　００１-００１５・北海道札幌市北区北十五条西（１～５丁目）・きた１５じようにし

　　０６０-０８１５・北海道札幌市北区北十五条西（６～１３丁目）・きた１５じようにし

　　００１-００１６・北海道札幌市北区北十六条西（１～６丁目）・きた１６じようにし

　　０６０-０８１６・北海道札幌市北区北十六条西（７～１３丁目）・きた１６じようにし

　　００１-００１７・北海道札幌市北区北十七条西（１～６丁目）・きた１７じようにし

　　０６０-０８１７・北海道札幌市北区北十七条西（７～１３丁目）・きた１７じようにし

　　００１-００１８・北海道札幌市北区北十八条西（１～７丁目）・きた１８じようにし

　　０６０-０８１８・北海道札幌市北区北十八条西（８～１３丁目）・きた１８じようにし

　　００１-００１９・北海道札幌市北区北十九条西（２～７丁目）・きた１９じようにし

　　０６０-０８１９・北海道札幌市北区北十九条西（８～１３丁目）・きた１９じようにし

　　００１-００２０・北海道札幌市北区北二十条西（２～１０丁目）・きた２０じようにし

　　０６０-０８２０・北海道札幌市北区北二十条西（１１～１３丁目）・きた２０じようにし

　　００１-００２１・北海道札幌市北区北二十一条西・きた２１じようにじ

　　００１-００２２・北海道札幌市北区北二十二条西・きた２２じようにじ

　　００１-００２３・北海道札幌市北区北二十三条西・きた２３じようにじ

　　００１-００２４・北海道札幌市北区北二十四条西・きた２４じようにじ

　　００１-００２５・北海道札幌市北区北二十五条西・きた２５じようにじ

　　００１-００２６・北海道札幌市北区北二十六条西・きた２６じようにじ

　　００１-００２７・北海道札幌市北区北二十七条西・きた２７じようにじ

　　００１-００２８・北海道札幌市北区北二十八条西・きた２８じようにじ

　　００１-００２９・北海道札幌市北区北二十九条西・きた２９じようにじ

　　００１-００３０・北海道札幌市北区北三十条西・きた３０じようにじ



　　００１-００３１・北海道札幌市北区北三十一条西・きた３１じようにじ

　　００１-００３２・北海道札幌市北区北三十二条西・きた３２じようにじ

　　００１-００３３・北海道札幌市北区北三十三条西・きた３３じようにじ

　　００１-００３４・北海道札幌市北区北三十四条西・きた３４じようにじ

　　００１-００３５・北海道札幌市北区北三十五条西・きた３５じようにじ

　　００１-００３６・北海道札幌市北区北三十六条西・きた３６じようにじ

　　００１-００３７・北海道札幌市北区北三十七条西・きた３７じようにじ

　　００１-００３８・北海道札幌市北区北三十八条西・きた３８じようにじ

　　００１-００３９・北海道札幌市北区北三十九条西・きた３９じようにじ

　　００１-００４０・北海道札幌市北区北四十条西・きた４０じようにじ

　　００２-８０２１・北海道札幌市北区篠路一条・しのろ１じよう

　　００２-８０２２・北海道札幌市北区篠路二条・しのろ２じよう

　　００２-８０２３・北海道札幌市北区篠路三条・しのろ３じよう

　　００２-８０２４・北海道札幌市北区篠路四条・しのろ４じよう

　　００２-８０２５・北海道札幌市北区篠路五条・しのろ５じよう

　　００２-８０２６・北海道札幌市北区篠路六条・しのろ６じよう

　　００２-８０２７・北海道札幌市北区篠路七条・しのろ７じよう

　　００２-８０２８・北海道札幌市北区篠路八条・しのろ８じよう

　　００２-８０２９・北海道札幌市北区篠路九条・しのろ９じよう

　　００２-８０３０・北海道札幌市北区篠路十条・しのろ１０じよう

　　００２-８０５２・北海道札幌市北区篠路町上篠路・しのろちようかみしのろ

　　００２-８０５３・北海道札幌市北区篠路町篠路・しのろちようしのろ

　　００２-８０５１・北海道札幌市北区篠路町太平・しのろちようたいへい

　　００２-８０５４・北海道札幌市北区篠路町拓北・しのろちようたくほく

　　００２-８０５５・北海道札幌市北区篠路町福移・しのろちようふくい

　　００１-０９３０・北海道札幌市北区新川・しんかわ

　　００１-０９２１・北海道札幌市北区新川一条・しんかわ１じよう

　　００１-０９２２・北海道札幌市北区新川二条・しんかわ２じよう

　　００１-０９２３・北海道札幌市北区新川三条・しんかわ３じよう

　　００１-０９２４・北海道札幌市北区新川四条・しんかわ４じよう

　　００１-０９２５・北海道札幌市北区新川五条・しんかわ５じよう

　　００１-０９２６・北海道札幌市北区新川六条・しんかわ６じよう

　　００１-０９２７・北海道札幌市北区新川七条・しんかわ７じよう

　　００１-０９２８・北海道札幌市北区新川八条・しんかわ８じよう

　　００１-０９３１・北海道札幌市北区新川西一条・しんかわにし１じよう

　　００１-０９３２・北海道札幌市北区新川西二条・しんかわにし２じよう

　　００１-０９３３・北海道札幌市北区新川西三条・しんかわにし３じよう

　　００１-０９３４・北海道札幌市北区新川西四条・しんかわにし４じよう

　　００１-０９３５・北海道札幌市北区新川西五条・しんかわにし５じよう

　　００１-０９０１・北海道札幌市北区新琴似一条・しんことに１じよう

　　００１-０９０２・北海道札幌市北区新琴似二条・しんことに２じよう

　　００１-０９０３・北海道札幌市北区新琴似三条・しんことに３じよう

　　００１-０９０４・北海道札幌市北区新琴似四条・しんことに４じよう

　　００１-０９０５・北海道札幌市北区新琴似五条・しんことに５じよう

　　００１-０９０６・北海道札幌市北区新琴似六条・しんことに６じよう

　　００１-０９０７・北海道札幌市北区新琴似七条・しんことに７じよう

　　００１-０９０８・北海道札幌市北区新琴似八条・しんことに８じよう

　　００１-０９０９・北海道札幌市北区新琴似九条・しんことに９じよう

　　００１-０９１０・北海道札幌市北区新琴似十条・しんことに１０じよう

　　００１-０９１１・北海道札幌市北区新琴似十一条・しんことに１１じよう

　　００１-０９１２・北海道札幌市北区新琴似十二条・しんことに１２じよう

　　００１-０９１５・北海道札幌市北区新琴似町・しんことにちよう

　　００２-８００１・北海道札幌市北区太平一条・たいへい１じよう

　　００２-８００２・北海道札幌市北区太平二条・たいへい２じよう

　　００２-８００３・北海道札幌市北区太平三条・たいへい３じよう

　　００２-８００４・北海道札幌市北区太平四条・たいへい４じよう

　　００２-８００５・北海道札幌市北区太平五条・たいへい５じよう

　　００２-８００６・北海道札幌市北区太平六条・たいへい６じよう

　　００２-８００７・北海道札幌市北区太平七条・たいへい７じよう

　　００２-８００８・北海道札幌市北区太平八条・たいへい８じよう

　　００２-８００９・北海道札幌市北区太平九条・たいへい９じよう

　　００２-８０１０・北海道札幌市北区太平十条・たいへい１０じよう

　　００２-８０１１・北海道札幌市北区太平十一条・たいへい１１じよう

　　００２-８０１２・北海道札幌市北区太平十二条・たいへい１２じよう

　　００２-８０６１・北海道札幌市北区拓北一条・たくほく１じよう

　　００２-８０６２・北海道札幌市北区拓北二条・たくほく２じよう

　　００２-８０６３・北海道札幌市北区拓北三条・たくほく３じよう

　　００２-８０６４・北海道札幌市北区拓北四条・たくほく４じよう

　　００２-８０６５・北海道札幌市北区拓北五条・たくほく５じよう

　　００２-８０６６・北海道札幌市北区拓北六条・たくほく６じよう



　　００２-８０６７・北海道札幌市北区拓北七条・たくほく７じよう

　　００２-８０６８・北海道札幌市北区拓北八条・たくほく８じよう

　　００２-０８５１・北海道札幌市北区屯田一条・とんでん１じよう

　　００２-０８５２・北海道札幌市北区屯田二条・とんでん２じよう

　　００２-０８５３・北海道札幌市北区屯田三条・とんでん３じよう

　　００２-０８５４・北海道札幌市北区屯田四条・とんでん４じよう

　　００２-０８５５・北海道札幌市北区屯田五条・とんでん５じよう

　　００２-０８５６・北海道札幌市北区屯田六条・とんでん６じよう

　　００２-０８５７・北海道札幌市北区屯田七条・とんでん７じよう

　　００２-０８５８・北海道札幌市北区屯田八条・とんでん８じよう

　　００２-０８５９・北海道札幌市北区屯田九条・とんでん９じよう

　　００２-０８６０・北海道札幌市北区屯田十条・とんでん１０じよう

　　００２-０８６１・北海道札幌市北区屯田十一条・とんでん１１じよう

　　００２-０８６５・北海道札幌市北区屯田町・とんでんちよう

　　００２-８０３８・北海道札幌市北区西茨戸・にしはﾞらと

　　００２-８０３１・北海道札幌市北区西茨戸一条・にしはﾞらと１じよう

　　００２-８０３２・北海道札幌市北区西茨戸二条・にしはﾞらと２じよう

　　００２-８０３３・北海道札幌市北区西茨戸三条・にしはﾞらと３じよう

　　００２-８０３４・北海道札幌市北区西茨戸四条・にしはﾞらと４じよう

　　００２-８０３５・北海道札幌市北区西茨戸五条・にしはﾞらと５じよう

　　００２-８０３６・北海道札幌市北区西茨戸六条・にしはﾞらと６じよう

　　００２-８０３７・北海道札幌市北区西茨戸七条・にしはﾞらと７じよう

　　００２-８０４３・北海道札幌市北区東茨戸・ひがしはﾞらと

　　００２-８０４１・北海道札幌市北区東茨戸一条・ひがしはﾞらと１じよう

　　００２-８０４２・北海道札幌市北区東茨戸二条・ひがしはﾞらと２じよう

　　００２-８０４４・北海道札幌市北区東茨戸三条・ひがしはﾞらと３じよう

　　００２-８０４５・北海道札幌市北区東茨戸四条・ひがしはﾞらと４じよう

　　００２-８０９１・北海道札幌市北区南あいの里・みなみあいのさと

　　００２-８０８１・北海道札幌市北区百合が原・ゆりがはら

　　００２-８０８２・北海道札幌市北区百合が原公園・ゆりがはらこうえん

　　０６５-００００・北海道札幌市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００７-０８８０・北海道札幌市東区丘珠町・おかだまちよう

　　００７-０８８１・北海道札幌市東区北丘珠一条・きたおかだま１じよう

　　００７-０８８２・北海道札幌市東区北丘珠二条・きたおかだま２じよう

　　００７-０８８３・北海道札幌市東区北丘珠三条・きたおかだま３じよう

　　００７-０８８４・北海道札幌市東区北丘珠四条・きたおかだま４じよう

　　００７-０８８５・北海道札幌市東区北丘珠五条・きたおかだま５じよう

　　００７-０８８６・北海道札幌市東区北丘珠六条・きたおかだま６じよう

　　０６５-０００４・北海道札幌市東区北四条東（９～１６丁目）・きた４じようひがし

　　０６０-０９０５・北海道札幌市東区北五条東（４～７丁目）・きた５じようひがし

　　０６５-０００５・北海道札幌市東区北五条東（８～１７丁目）・きた５じようひがし

　　０６０-０９０６・北海道札幌市東区北六条東（１～７丁目）・きた６じようひがし

　　０６５-０００６・北海道札幌市東区北六条東（８～２０丁目）・きた６じようひがし

　　０６０-０９０７・北海道札幌市東区北七条東（１～７丁目）・きた７じようひがし

　　０６５-０００７・北海道札幌市東区北七条東（８～２０丁目）・きた７じようひがし

　　０６０-０９０８・北海道札幌市東区北八条東（１～７丁目）・きた８じようひがし

　　０６５-０００８・北海道札幌市東区北八条東（８～１９丁目）・きた８じようひがし

　　０６０-０９０９・北海道札幌市東区北九条東（１～７丁目）・きた９じようひがし

　　０６５-０００９・北海道札幌市東区北九条東（８～１６丁目）・きた９じようひがし

　　０６５-００１０・北海道札幌市東区北十条東・きた１０じようひがじ

　　０６５-００１１・北海道札幌市東区北十一条東・きた１１じようひがじ

　　０６５-００１２・北海道札幌市東区北十二条東・きた１２じようひがじ

　　０６５-００１３・北海道札幌市東区北十三条東・きた１３じようひがじ

　　０６５-００１４・北海道札幌市東区北十四条東・きた１４じようひがじ

　　０６５-００１５・北海道札幌市東区北十五条東・きた１５じようひがじ

　　０６５-００１６・北海道札幌市東区北十六条東・きた１６じようひがじ

　　０６５-００１７・北海道札幌市東区北十七条東・きた１７じようひがじ

　　０６５-００１８・北海道札幌市東区北十八条東・きた１８じようひがじ

　　０６５-００１９・北海道札幌市東区北十九条東・きた１９じようひがじ

　　０６５-００２０・北海道札幌市東区北二十条東・きた２０じようひがじ

　　０６５-００２１・北海道札幌市東区北二十一条東・きた２１じようひがじ

　　０６５-００２２・北海道札幌市東区北二十二条東・きた２２じようひがじ

　　０６５-００２３・北海道札幌市東区北二十三条東・きた２３じようひがじ

　　０６５-００２４・北海道札幌市東区北二十四条東・きた２４じようひがじ

　　０６５-００２５・北海道札幌市東区北二十五条東・きた２５じようひがじ

　　０６５-００２６・北海道札幌市東区北二十六条東・きた２６じようひがじ

　　０６５-００２７・北海道札幌市東区北二十七条東・きた２７じようひがじ

　　０６５-００２８・北海道札幌市東区北二十八条東・きた２８じようひがじ

　　０６５-００３０・北海道札幌市東区北三十条東・きた３０じようひがじ

　　０６５-００３１・北海道札幌市東区北三十一条東・きた３１じようひがじ



　　０６５-００３２・北海道札幌市東区北三十二条東・きた３２じようひがじ

　　０６５-００３３・北海道札幌市東区北三十三条東・きた３３じようひがじ

　　００７-０８３４・北海道札幌市東区北三十四条東・きた３４じようひがじ

　　００７-０８３５・北海道札幌市東区北三十五条東・きた３５じようひがじ

　　００７-０８３６・北海道札幌市東区北三十六条東・きた３６じようひがじ

　　００７-０８３７・北海道札幌市東区北三十七条東・きた３７じようひがじ

　　００７-０８３８・北海道札幌市東区北三十八条東・きた３８じようひがじ

　　００７-０８３９・北海道札幌市東区北三十九条東・きた３９じようひがじ

　　００７-０８４０・北海道札幌市東区北四十条東・きた４０じようひがじ

　　００７-０８４１・北海道札幌市東区北四十一条東・きた４１じようひがじ

　　００７-０８４２・北海道札幌市東区北四十二条東・きた４２じようひがじ

　　００７-０８４３・北海道札幌市東区北四十三条東・きた４３じようひがじ

　　００７-０８４４・北海道札幌市東区北四十四条東・きた４４じようひがじ

　　００７-０８４５・北海道札幌市東区北四十五条東・きた４５じようひがじ

　　００７-０８４６・北海道札幌市東区北四十六条東・きた４６じようひがじ

　　００７-０８４７・北海道札幌市東区北四十七条東・きた４７じようひがじ

　　００７-０８４８・北海道札幌市東区北四十八条東・きた４８じようひがじ

　　００７-０８４９・北海道札幌市東区北四十九条東・きた４９じようひがじ

　　００７-０８５０・北海道札幌市東区北五十条東・きた５０じようひがじ

　　００７-０８５１・北海道札幌市東区北五十一条東・きた５１じようひがじ

　　００７-０８５２・北海道札幌市東区栄町・さかえまち

　　０６５-００４３・北海道札幌市東区苗穂町・なえほﾞちよう

　　００７-０００１・北海道札幌市東区中沼一条・なかぬま１じよう

　　００７-０００２・北海道札幌市東区中沼二条・なかぬま２じよう

　　００７-０００３・北海道札幌市東区中沼三条・なかぬま３じよう

　　００７-０００４・北海道札幌市東区中沼四条・なかぬま４じよう

　　００７-０００５・北海道札幌市東区中沼五条・なかぬま５じよう

　　００７-０００６・北海道札幌市東区中沼六条・なかぬま６じよう

　　００７-０８９０・北海道札幌市東区中沼町・なかぬまちよう

　　００７-０８９１・北海道札幌市東区中沼西一条・なかぬまにし１じよう

　　００７-０８９２・北海道札幌市東区中沼西二条・なかぬまにし２じよう

　　００７-０８９３・北海道札幌市東区中沼西三条・なかぬまにし３じよう

　　００７-０８９４・北海道札幌市東区中沼西四条・なかぬまにし４じよう

　　００７-０８９５・北海道札幌市東区中沼西五条・なかぬまにし５じよう

　　００７-０８２１・北海道札幌市東区東雁来一条・ひがしかりき１じよう

　　００７-０８２２・北海道札幌市東区東雁来二条・ひがしかりき２じよう

　　００７-０８２３・北海道札幌市東区東雁来三条・ひがしかりき３じよう

　　００７-０８２４・北海道札幌市東区東雁来四条・ひがしかりき４じよう

　　００７-０８２５・北海道札幌市東区東雁来五条・ひがしかりき５じよう

　　００７-０８２６・北海道札幌市東区東雁来六条・ひがしかりき６じよう

　　００７-０８２７・北海道札幌市東区東雁来七条・ひがしかりき７じよう

　　００７-０８２８・北海道札幌市東区東雁来八条・ひがしかりき８じよう

　　００７-０８２９・北海道札幌市東区東雁来九条・ひがしかりき９じよう

　　００７-００３０・北海道札幌市東区東雁来十条・ひがしかりき１０じよう

　　００７-００３１・北海道札幌市東区東雁来十一条・ひがしかりき１１じよう

　　００７-００３２・北海道札幌市東区東雁来十二条・ひがしかりき１２じよう

　　００７-００３３・北海道札幌市東区東雁来十三条・ひがしかりき１３じよう

　　００７-００３４・北海道札幌市東区東雁来十四条・ひがしかりき１４じよう

　　００７-０８２０・北海道札幌市東区東雁来町・ひがしかりきちよう

　　００７-０８０１・北海道札幌市東区東苗穂一条・ひがしなえほﾞ１じよう

　　００７-０８０２・北海道札幌市東区東苗穂二条・ひがしなえほﾞ２じよう

　　００７-０８０３・北海道札幌市東区東苗穂三条・ひがしなえほﾞ３じよう

　　００７-０８０４・北海道札幌市東区東苗穂四条・ひがしなえほﾞ４じよう

　　００７-０８０５・北海道札幌市東区東苗穂五条・ひがしなえほﾞ５じよう

　　００７-０８０６・北海道札幌市東区東苗穂六条・ひがしなえほﾞ６じよう

　　００７-０８０７・北海道札幌市東区東苗穂七条・ひがしなえほﾞ７じよう

　　００７-０８０８・北海道札幌市東区東苗穂八条・ひがしなえほﾞ８じよう

　　００７-０８０９・北海道札幌市東区東苗穂九条・ひがしなえほﾞ９じよう

　　００７-０８１０・北海道札幌市東区東苗穂十条・ひがしなえほﾞ１０じよう

　　００７-０８１１・北海道札幌市東区東苗穂十一条・ひがしなえほﾞ１１じよう

　　００７-０８１２・北海道札幌市東区東苗穂十二条・ひがしなえほﾞ１２じよう

　　００７-０８１３・北海道札幌市東区東苗穂十三条・ひがしなえほﾞ１３じよう

　　００７-０８１４・北海道札幌市東区東苗穂十四条・ひがしなえほﾞ１４じよう

　　００７-０８１５・北海道札幌市東区東苗穂十五条・ひがしなえほﾞ１５じよう

　　００７-０８１９・北海道札幌市東区東苗穂町・ひがしなえほﾞちよう

　　００７-０８６１・北海道札幌市東区伏古一条・ふしこ１じよう

　　００７-０８６２・北海道札幌市東区伏古二条・ふしこ２じよう

　　００７-０８６３・北海道札幌市東区伏古三条・ふしこ３じよう

　　００７-０８６４・北海道札幌市東区伏古四条・ふしこ４じよう

　　００７-０８６５・北海道札幌市東区伏古五条・ふしこ５じよう



　　００７-０８６６・北海道札幌市東区伏古六条・ふしこ６じよう

　　００７-０８６７・北海道札幌市東区伏古七条・ふしこ７じよう

　　００７-０８６８・北海道札幌市東区伏古八条・ふしこ８じよう

　　００７-０８６９・北海道札幌市東区伏古九条・ふしこ９じよう

　　００７-０８７０・北海道札幌市東区伏古十条・ふしこ１０じよう

　　００７-０８７１・北海道札幌市東区伏古十一条・ふしこ１１じよう

　　００７-０８７２・北海道札幌市東区伏古十二条・ふしこ１２じよう

　　００７-０８７３・北海道札幌市東区伏古十三条・ふしこ１３じよう

　　００７-０８７４・北海道札幌市東区伏古十四条・ふしこ１４じよう

　　０６５-００４１・北海道札幌市東区本町一条・ほんちよう１じよう

　　０６５-００４２・北海道札幌市東区本町二条・ほんちよう２じよう

　　００７-００１１・北海道札幌市東区モエレ沼公園・もえれぬまこうえん

　　００３-００００・北海道札幌市白石区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００３-０８５１・北海道札幌市白石区川北一条・かわきた１じよう

　　００３-０８５２・北海道札幌市白石区川北二条・かわきた２じよう

　　００３-０８５３・北海道札幌市白石区川北三条・かわきた３じよう

　　００３-０８５４・北海道札幌市白石区川北四条・かわきた４じよう

　　００３-０８５５・北海道札幌市白石区川北五条・かわきた５じよう

　　００３-０８６９・北海道札幌市白石区川下・かわしも

　　００３-０８６１・北海道札幌市白石区川下一条・かわしも１じよう

　　００３-０８６２・北海道札幌市白石区川下二条・かわしも２じよう

　　００３-０８６３・北海道札幌市白石区川下三条・かわしも３じよう

　　００３-０８６４・北海道札幌市白石区川下四条・かわしも４じよう

　　００３-０８６５・北海道札幌市白石区川下五条・かわしも５じよう

　　００３-０８５９・北海道札幌市白石区川北・かわきた

　　００３-０８０１・北海道札幌市白石区菊水一条・きくすい１じよう

　　００３-０８０２・北海道札幌市白石区菊水二条・きくすい２じよう

　　００３-０８０３・北海道札幌市白石区菊水三条・きくすい３じよう

　　００３-０８０４・北海道札幌市白石区菊水四条・きくすい４じよう

　　００３-０８０５・北海道札幌市白石区菊水五条・きくすい５じよう

　　００３-０８０６・北海道札幌市白石区菊水六条・きくすい６じよう

　　００３-０８０７・北海道札幌市白石区菊水七条・きくすい７じよう

　　００３-０８０８・北海道札幌市白石区菊水八条・きくすい８じよう

　　００３-０８０９・北海道札幌市白石区菊水九条・きくすい９じよう

　　００３-０８１１・北海道札幌市白石区菊水上町一条・きくすいかみまち１じよう

　　００３-０８１２・北海道札幌市白石区菊水上町二条・きくすいかみまち２じよう

　　００３-０８１３・北海道札幌市白石区菊水上町三条・きくすいかみまち３じよう

　　００３-０８１４・北海道札幌市白石区菊水上町四条・きくすいかみまち４じよう

　　００３-０８２１・北海道札幌市白石区菊水元町一条・きくすいもとまち１じよう

　　００３-０８２２・北海道札幌市白石区菊水元町二条・きくすいもとまち２じよう

　　００３-０８２３・北海道札幌市白石区菊水元町三条・きくすいもとまち３じよう

　　００３-０８２４・北海道札幌市白石区菊水元町四条・きくすいもとまち４じよう

　　００３-０８２５・北海道札幌市白石区菊水元町五条・きくすいもとまち５じよう

　　００３-０８２６・北海道札幌市白石区菊水元町六条・きくすいもとまち６じよう

　　００３-０８２７・北海道札幌市白石区菊水元町七条・きくすいもとまち７じよう

　　００３-０８２８・北海道札幌市白石区菊水元町八条・きくすいもとまち８じよう

　　００３-０８２９・北海道札幌市白石区菊水元町九条・きくすいもとまち９じよう

　　００３-０８３０・北海道札幌市白石区菊水元町十条・きくすいもとまち１０じよう

　　００３-０８４９・北海道札幌市白石区北郷・きたごう

　　００３-０８３１・北海道札幌市白石区北郷一条・きたごう１じよう

　　００３-０８３２・北海道札幌市白石区北郷二条・きたごう２じよう

　　００３-０８３３・北海道札幌市白石区北郷三条・きたごう３じよう

　　００３-０８３４・北海道札幌市白石区北郷四条・きたごう４じよう

　　００３-０８３５・北海道札幌市白石区北郷五条・きたごう５じよう

　　００３-０８３６・北海道札幌市白石区北郷六条・きたごう６じよう

　　００３-０８３７・北海道札幌市白石区北郷七条・きたごう７じよう

　　００３-０８３８・北海道札幌市白石区北郷八条・きたごう８じよう

　　００３-０８３９・北海道札幌市白石区北郷九条・きたごう９じよう

　　００３-０８４０・北海道札幌市白石区北郷十条・きたごう１０じよう

　　００３-００２１・北海道札幌市白石区栄通・さかえどおり

　　００３-００１１・北海道札幌市白石区中央一条・ちゆうおう１じよう

　　００３-００１２・北海道札幌市白石区中央二条・ちゆうおう２じよう

　　００３-００１３・北海道札幌市白石区中央三条・ちゆうおう３じよう

　　００３-００２２・北海道札幌市白石区南郷通（南）・なんごうどおり(みなみ)

　　００３-００２３・北海道札幌市白石区南郷通（北）・なんごうどおり(きた)

　　００３-０００１・北海道札幌市白石区東札幌一条・ひがしさつほﾟろ１じよう

　　００３-０００２・北海道札幌市白石区東札幌二条・ひがしさつほﾟろ２じよう

　　００３-０００３・北海道札幌市白石区東札幌三条・ひがしさつほﾟろ３じよう

　　００３-０００４・北海道札幌市白石区東札幌四条・ひがしさつほﾟろ４じよう

　　００３-０００５・北海道札幌市白石区東札幌五条・ひがしさつほﾟろ５じよう



　　００３-０００６・北海道札幌市白石区東札幌六条・ひがしさつほﾟろ６じよう

　　００３-０８７６・北海道札幌市白石区東米里・ひがしよねさと

　　００３-００２８・北海道札幌市白石区平和通（南）・へいわどおり(みなみ)

　　００３-００２９・北海道札幌市白石区平和通（北）・へいわどおり(きた)

　　００３-００２４・北海道札幌市白石区本郷通（南）・ほんごうどおり(みなみ)

　　００３-００２５・北海道札幌市白石区本郷通（北）・ほんごうどおり(きた)

　　００３-００２６・北海道札幌市白石区本通（南）・ほんどおり(みなみ)

　　００３-００２７・北海道札幌市白石区本通（北）・ほんどおり(きた)

　　００３-０８７１・北海道札幌市白石区米里一条・よねさと１じよう

　　００３-０８７２・北海道札幌市白石区米里二条・よねさと２じよう

　　００３-０８７３・北海道札幌市白石区米里三条・よねさと３じよう

　　００３-０８７４・北海道札幌市白石区米里四条・よねさと４じよう

　　００３-０８７５・北海道札幌市白石区米里五条・よねさと５じよう

　　００３-００３０・北海道札幌市白石区流通センター・りゆうつうせんたｰ

　　０６２-００００・北海道札幌市豊平区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　０６２-０９１１・北海道札幌市豊平区旭町・あさひまち

　　０６２-０９１２・北海道札幌市豊平区水車町・すいしやちよう

　　０６２-００２０・北海道札幌市豊平区月寒中央通・つきさむちゆうおうどおり

　　０６２-００２１・北海道札幌市豊平区月寒西一条・つきさむにし１じよう

　　０６２-００２２・北海道札幌市豊平区月寒西二条・つきさむにし２じよう

　　０６２-００２３・北海道札幌市豊平区月寒西三条・つきさむにし３じよう

　　０６２-００２４・北海道札幌市豊平区月寒西四条・つきさむにし４じよう

　　０６２-００２５・北海道札幌市豊平区月寒西五条・つきさむにし５じよう

　　０６２-００５１・北海道札幌市豊平区月寒東一条・つきさむひがし１じよう

　　０６２-００５２・北海道札幌市豊平区月寒東二条・つきさむひがし２じよう

　　０６２-００５３・北海道札幌市豊平区月寒東三条・つきさむひがし３じよう

　　０６２-００５４・北海道札幌市豊平区月寒東四条・つきさむひがし４じよう

　　０６２-００５５・北海道札幌市豊平区月寒東五条・つきさむひがし５じよう

　　０６２-０９０１・北海道札幌市豊平区豊平一条・とよひら１じよう

　　０６２-０９０２・北海道札幌市豊平区豊平二条・とよひら２じよう

　　０６２-０９０３・北海道札幌市豊平区豊平三条・とよひら３じよう

　　０６２-０９０４・北海道札幌市豊平区豊平四条・とよひら４じよう

　　０６２-０９０５・北海道札幌市豊平区豊平五条・とよひら５じよう

　　０６２-０９０６・北海道札幌市豊平区豊平六条・とよひら６じよう

　　０６２-０９０７・北海道札幌市豊平区豊平七条・とよひら７じよう

　　０６２-０９０８・北海道札幌市豊平区豊平八条・とよひら８じよう

　　０６２-０９０９・北海道札幌市豊平区豊平九条・とよひら９じよう

　　０６２-０９２１・北海道札幌市豊平区中の島一条・なかのしま１じよう

　　０６２-０９２２・北海道札幌市豊平区中の島二条・なかのしま２じよう

　　０６２-００３９・北海道札幌市豊平区西岡・にしおか

　　０６２-００３１・北海道札幌市豊平区西岡一条・にしおか１じよう

　　０６２-００３２・北海道札幌市豊平区西岡二条・にしおか２じよう

　　０６２-００３３・北海道札幌市豊平区西岡三条・にしおか３じよう

　　０６２-００３４・北海道札幌市豊平区西岡四条・にしおか４じよう

　　０６２-００３５・北海道札幌市豊平区西岡五条・にしおか５じよう

　　０６２-００４５・北海道札幌市豊平区羊ケ丘・ひつじがおか

　　０６２-０９３１・北海道札幌市豊平区平岸一条・ひらぎし１じよう

　　０６２-０９３２・北海道札幌市豊平区平岸二条・ひらぎし２じよう

　　０６２-０９３３・北海道札幌市豊平区平岸三条・ひらぎし３じよう

　　０６２-０９３４・北海道札幌市豊平区平岸四条・ひらぎし４じよう

　　０６２-０９３５・北海道札幌市豊平区平岸五条・ひらぎし５じよう

　　０６２-０９３６・北海道札幌市豊平区平岸六条・ひらぎし６じよう

　　０６２-０９３７・北海道札幌市豊平区平岸七条・ひらぎし７じよう

　　０６２-０９３８・北海道札幌市豊平区平岸八条・ひらぎし８じよう

　　０６２-００４１・北海道札幌市豊平区福住一条・ふくずみ１じよう

　　０６２-００４２・北海道札幌市豊平区福住二条・ふくずみ２じよう

　　０６２-００４３・北海道札幌市豊平区福住三条・ふくずみ３じよう

　　０６２-０００１・北海道札幌市豊平区美園一条・みその１じよう

　　０６２-０００２・北海道札幌市豊平区美園二条・みその２じよう

　　０６２-０００３・北海道札幌市豊平区美園三条・みその３じよう

　　０６２-０００４・北海道札幌市豊平区美園四条・みその４じよう

　　０６２-０００５・北海道札幌市豊平区美園五条・みその５じよう

　　０６２-０００６・北海道札幌市豊平区美園六条・みその６じよう

　　０６２-０００７・北海道札幌市豊平区美園七条・みその７じよう

　　０６２-０００８・北海道札幌市豊平区美園八条・みその８じよう

　　０６２-０００９・北海道札幌市豊平区美園九条・みその９じよう

　　０６２-００１０・北海道札幌市豊平区美園十条・みその１０じよう

　　０６２-００１１・北海道札幌市豊平区美園十一条・みその１１じよう

　　０６２-００１２・北海道札幌市豊平区美園十二条・みその１２じよう

　　００５-００００・北海道札幌市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　００５-０８４９・北海道札幌市南区石山・いしやま

　　００５-０８５０・北海道札幌市南区石山東・いしやまひがじ

　　００５-０８４１・北海道札幌市南区石山一条・いしやま１じよう

　　００５-０８４２・北海道札幌市南区石山二条・いしやま２じよう

　　００５-０８４３・北海道札幌市南区石山三条・いしやま３じよう

　　００５-０８４４・北海道札幌市南区石山四条・いしやま４じよう

　　００５-０８０１・北海道札幌市南区川沿一条・かわぞえ１じよう

　　００５-０８０２・北海道札幌市南区川沿二条・かわぞえ２じよう

　　００５-０８０３・北海道札幌市南区川沿三条・かわぞえ３じよう

　　００５-０８０４・北海道札幌市南区川沿四条・かわぞえ４じよう

　　００５-０８０５・北海道札幌市南区川沿五条・かわぞえ５じよう

　　００５-０８０６・北海道札幌市南区川沿六条・かわぞえ６じよう

　　００５-０８０７・北海道札幌市南区川沿七条・かわぞえ７じよう

　　００５-０８０８・北海道札幌市南区川沿八条・かわぞえ８じよう

　　００５-０８０９・北海道札幌市南区川沿九条・かわぞえ９じよう

　　００５-０８１０・北海道札幌市南区川沿十条・かわぞえ１０じよう

　　００５-０８１１・北海道札幌市南区川沿十一条・かわぞえ１１じよう

　　００５-０８１２・北海道札幌市南区川沿十二条・かわぞえ１２じよう

　　００５-０８１３・北海道札幌市南区川沿十三条・かわぞえ１３じよう

　　００５-０８１４・北海道札幌市南区川沿十四条・かわぞえ１４じよう

　　００５-０８１５・北海道札幌市南区川沿十五条・かわぞえ１５じよう

　　００５-０８１６・北海道札幌市南区川沿十六条・かわぞえ１６じよう

　　００５-０８１７・北海道札幌市南区川沿十七条・かわぞえ１７じよう

　　００５-０８１８・北海道札幌市南区川沿十八条・かわぞえ１８じよう

　　００５-０８３２・北海道札幌市南区北ノ沢・きたのさわ

　　００５-０８６４・北海道札幌市南区芸術の森・げいじゆつのもり

　　０６１-２２７４・北海道札幌市南区小金湯・こがねゆ

　　０６１-２３０１・北海道札幌市南区定山渓・じようざんけい

　　０６１-２３０２・北海道札幌市南区定山渓温泉東・じようざんけいおんせんひがじ

　　０６１-２３０３・北海道札幌市南区定山渓温泉西・じようざんけいおんせんにじ

　　０６１-２２７６・北海道札幌市南区白川・しらかわ

　　００５-０００７・北海道札幌市南区澄川・すみかわ

　　００５-０００１・北海道札幌市南区澄川一条・すみかわ１じよう

　　００５-０００２・北海道札幌市南区澄川二条・すみかわ２じよう

　　００５-０００３・北海道札幌市南区澄川三条・すみかわ３じよう

　　００５-０００４・北海道札幌市南区澄川四条・すみかわ４じよう

　　００５-０００５・北海道札幌市南区澄川五条・すみかわ５じよう

　　００５-０００６・北海道札幌市南区澄川六条・すみかわ６じよう

　　００５-０８６２・北海道札幌市南区滝野・たきの

　　００５-０８３０・北海道札幌市南区砥石山・といしやま

　　００５-０８６５・北海道札幌市南区常盤（１～１３１)・ときわ

　　００５-０８６３・北海道札幌市南区常盤（その他）・ときわ(そのた)

　　００５-０８５１・北海道札幌市南区常盤一条・ときわ１じよう

　　００５-０８５２・北海道札幌市南区常盤二条・ときわ２じよう

　　００５-０８５３・北海道札幌市南区常盤三条・ときわ３じよう

　　００５-０８５４・北海道札幌市南区常盤四条・ときわ４じよう

　　００５-０８５５・北海道札幌市南区常盤五条・ときわ５じよう

　　００５-０８５６・北海道札幌市南区常盤六条・ときわ６じよう

　　０６１-２２７５・北海道札幌市南区砥山・とやま

　　０６１-２２７３・北海道札幌市南区豊滝・とよたき

　　００５-０８３１・北海道札幌市南区中ノ沢・なかのさわ

　　００５-０８４０・北海道札幌市南区藤野・ ふじの・（４００)

　　００５-０８４０・北海道札幌市南区藤野・ ふじの・（４００－２)

　　０６１-２２７１・北海道札幌市南区藤野（その他）・ふじの(そのた)

　　０６１-２２８１・北海道札幌市南区藤野一条・ふじの１じよう

　　０６１-２２８２・北海道札幌市南区藤野二条・ふじの２じよう

　　０６１-２２８３・北海道札幌市南区藤野三条・ふじの３じよう

　　０６１-２２８４・北海道札幌市南区藤野四条・ふじの４じよう

　　０６１-２２８５・北海道札幌市南区藤野五条・ふじの５じよう

　　０６１-２２８６・北海道札幌市南区藤野六条・ふじの６じよう

　　００５-０００８・北海道札幌市南区真駒内（１７)・まこまない

　　００５-０８６１・北海道札幌市南区真駒内（その他）・まこまない(そのた)

　　００５-００１８・北海道札幌市南区真駒内曙町・まこまないあけほﾞのちよう

　　００５-００１５・北海道札幌市南区真駒内泉町・まこまないいずみまち

　　００５-００２２・北海道札幌市南区真駒内柏丘・まこまないかしわおか

　　００５-００１２・北海道札幌市南区真駒内上町・まこまないかみまち

　　００５-００１４・北海道札幌市南区真駒内幸町・まこまないさいわいまち

　　００５-００１１・北海道札幌市南区真駒内東町・まこまないひがしまち

　　００５-００２１・北海道札幌市南区真駒内本町・まこまないほんちよう

　　００５-００１３・北海道札幌市南区真駒内緑町・まこまないみどりまち



　　００５-００１６・北海道札幌市南区真駒内南町・まこまないみなみまち

　　００５-００１７・北海道札幌市南区真駒内公園・まこまないこうえん

　　０６１-２２６１・北海道札幌市南区簾舞一条・みすまい１じよう

　　０６１-２２６２・北海道札幌市南区簾舞二条・みすまい２じよう

　　０６１-２２６３・北海道札幌市南区簾舞三条・みすまい３じよう

　　０６１-２２６４・北海道札幌市南区簾舞四条・みすまい４じよう

　　０６１-２２６５・北海道札幌市南区簾舞五条・みすまい５じよう

　　０６１-２２６６・北海道札幌市南区簾舞六条・みすまい６じよう

　　０６１-２２７２・北海道札幌市南区簾舞（その他）・みすまい(そのた)

　　００５-０８２７・北海道札幌市南区南沢・みなみさわ

　　００５-０８２１・北海道札幌市南区南沢一条・みなみさわ１じよう

　　００５-０８２２・北海道札幌市南区南沢二条・みなみさわ２じよう

　　００５-０８２３・北海道札幌市南区南沢三条・みなみさわ３じよう

　　００５-０８２４・北海道札幌市南区南沢四条・みなみさわ４じよう

　　００５-０８２５・北海道札幌市南区南沢五条・みなみさわ５じよう

　　００５-０８２６・北海道札幌市南区南沢六条・みなみさわ６じよう

　　００５-００３０・北海道札幌市南区南三十条西（８丁目）・みなみ３０じようにし(８)

　　００５-００３１・北海道札幌市南区南三十一条西・みなみ３１じようにじ

　　００５-００３２・北海道札幌市南区南三十二条西・みなみ３２じようにじ

　　００５-００３３・北海道札幌市南区南三十三条西・みなみ３３じようにじ

　　００５-００３４・北海道札幌市南区南三十四条西・みなみ３４じようにじ

　　００５-００３５・北海道札幌市南区南三十五条西・みなみ３５じようにじ

　　００５-００３６・北海道札幌市南区南三十六条西・みなみ３６じようにじ

　　００５-００３７・北海道札幌市南区南三十七条西・みなみ３７じようにじ

　　００５-００３８・北海道札幌市南区南三十八条西・みなみ３８じようにじ

　　００５-００３９・北海道札幌市南区南三十九条西・みなみ３９じようにじ

　　００５-００４０・北海道札幌市南区藻岩下・もいわした

　　００５-００４１・北海道札幌市南区藻岩山・もいわやま

　　０６３-００００・北海道札幌市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　０６３-０８１１・北海道札幌市西区琴似一条・ことに１じよう

　　０６３-０８１２・北海道札幌市西区琴似二条・ことに２じよう

　　０６３-０８１３・北海道札幌市西区琴似三条・ことに３じよう

　　０６３-０８１４・北海道札幌市西区琴似四条・ことに４じよう

　　０６３-００１１・北海道札幌市西区小別沢・こべつざわ

　　０６３-００４９・北海道札幌市西区西野・にしの

　　０６３-００３１・北海道札幌市西区西野一条・にしの１じよう

　　０６３-００３２・北海道札幌市西区西野二条・にしの２じよう

　　０６３-００３３・北海道札幌市西区西野三条・にしの３じよう

　　０６３-００３４・北海道札幌市西区西野四条・にしの４じよう

　　０６３-００３５・北海道札幌市西区西野五条・にしの５じよう

　　０６３-００３６・北海道札幌市西区西野六条・にしの６じよう

　　０６３-００３７・北海道札幌市西区西野七条・にしの７じよう

　　０６３-００３８・北海道札幌市西区西野八条・にしの８じよう

　　０６３-００３９・北海道札幌市西区西野九条・にしの９じよう

　　０６３-００４０・北海道札幌市西区西野十条・にしの１０じよう

　　０６３-００４１・北海道札幌市西区西野十一条・にしの１１じよう

　　０６３-００４２・北海道札幌市西区西野十二条・にしの１２じよう

　　０６３-００４３・北海道札幌市西区西野十三条・にしの１３じよう

　　０６３-００４４・北海道札幌市西区西野十四条・にしの１４じよう

　　０６３-００６２・北海道札幌市西区西町南・にしまちみなみ

　　０６３-００６１・北海道札幌市西区西町北・にしまちきた

　　０６３-０８０１・北海道札幌市西区二十四軒一条・にじゆうよんけん１じよう

　　０６３-０８０２・北海道札幌市西区二十四軒二条・にじゆうよんけん２じよう

　　０６３-０８０３・北海道札幌市西区二十四軒三条・にじゆうよんけん３じよう

　　０６３-０８０４・北海道札幌市西区二十四軒四条・にじゆうよんけん４じよう

　　０６３-０８６１・北海道札幌市西区八軒一条東・はちけん１じようひがじ

　　０６３-０８４１・北海道札幌市西区八軒一条西・はちけん１じようにじ

　　０６３-０８６２・北海道札幌市西区八軒二条東・はちけん２じようひがじ

　　０６３-０８４２・北海道札幌市西区八軒二条西・はちけん２じようにじ

　　０６３-０８６３・北海道札幌市西区八軒三条東・はちけん３じようひがじ

　　０６３-０８４３・北海道札幌市西区八軒三条西・はちけん３じようにじ

　　０６３-０８６４・北海道札幌市西区八軒四条東・はちけん４じようひがじ

　　０６３-０８４４・北海道札幌市西区八軒四条西・はちけん４じようにじ

　　０６３-０８６５・北海道札幌市西区八軒五条東・はちけん５じようひがじ

　　０６３-０８４５・北海道札幌市西区八軒五条西・はちけん５じようにじ

　　０６３-０８６６・北海道札幌市西区八軒六条東・はちけん６じようひがじ

　　０６３-０８４６・北海道札幌市西区八軒六条西・はちけん６じようにじ

　　０６３-０８６７・北海道札幌市西区八軒七条東・はちけん７じようひがじ

　　０６３-０８４７・北海道札幌市西区八軒七条西・はちけん７じようにじ

　　０６３-０８６８・北海道札幌市西区八軒八条東・はちけん８じようひがじ



　　０６３-０８４８・北海道札幌市西区八軒八条西・はちけん８じようにじ

　　０６３-０８６９・北海道札幌市西区八軒九条東・はちけん９じようひがじ

　　０６３-０８４９・北海道札幌市西区八軒九条西・はちけん９じようにじ

　　０６３-０８７０・北海道札幌市西区八軒十条東・はちけん１０じようひがじ

　　０６３-０８５０・北海道札幌市西区八軒十条西・はちけん１０じようにじ

　　０６３-０８２１・北海道札幌市西区発寒一条・はつさむ１じよう

　　０６３-０８２２・北海道札幌市西区発寒二条・はつさむ２じよう

　　０６３-０８２３・北海道札幌市西区発寒三条・はつさむ３じよう

　　０６３-０８２４・北海道札幌市西区発寒四条・はつさむ４じよう

　　０６３-０８２５・北海道札幌市西区発寒五条・はつさむ５じよう

　　０６３-０８２６・北海道札幌市西区発寒六条・はつさむ６じよう

　　０６３-０８２７・北海道札幌市西区発寒七条・はつさむ７じよう

　　０６３-０８２８・北海道札幌市西区発寒八条・はつさむ８じよう

　　０６３-０８２９・北海道札幌市西区発寒九条・はつさむ９じよう

　　０６３-０８３０・北海道札幌市西区発寒十条・はつさむ１０じよう

　　０６３-０８３１・北海道札幌市西区発寒十一条・はつさむ１１じよう

　　０６３-０８３２・北海道札幌市西区発寒十二条・はつさむ１２じよう

　　０６３-０８３３・北海道札幌市西区発寒十三条・はつさむ１３じよう

　　０６３-０８３４・北海道札幌市西区発寒十四条・はつさむ１４じよう

　　０６３-０８３５・北海道札幌市西区発寒十五条・はつさむ１５じよう

　　０６３-０８３６・北海道札幌市西区発寒十六条・はつさむ１６じよう

　　０６３-０８３７・北海道札幌市西区発寒十七条・はつさむ１７じよう

　　０６３-００１２・北海道札幌市西区福井・ふくい

　　０６３-００２９・北海道札幌市西区平和・へいわ

　　０６３-００２１・北海道札幌市西区平和一条・へいわ１じよう

　　０６３-００２２・北海道札幌市西区平和二条・へいわ２じよう

　　０６３-００２３・北海道札幌市西区平和三条・へいわ３じよう

　　０６３-００５９・北海道札幌市西区宮の沢・みやのさわ

　　０６３-００５１・北海道札幌市西区宮の沢一条・みやのさわ１じよう

　　０６３-００５２・北海道札幌市西区宮の沢二条・みやのさわ２じよう

　　０６３-００５３・北海道札幌市西区宮の沢三条・みやのさわ３じよう

　　０６３-００５４・北海道札幌市西区宮の沢四条・みやのさわ４じよう

　　０６３-０００９・北海道札幌市西区山の手・やまのて

　　０６３-０００１・北海道札幌市西区山の手一条・やまのて１じよう

　　０６３-０００２・北海道札幌市西区山の手二条・やまのて２じよう

　　０６３-０００３・北海道札幌市西区山の手三条・やまのて３じよう

　　０６３-０００４・北海道札幌市西区山の手四条・やまのて４じよう

　　０６３-０００５・北海道札幌市西区山の手五条・やまのて５じよう

　　０６３-０００６・北海道札幌市西区山の手六条・やまのて６じよう

　　０６３-０００７・北海道札幌市西区山の手七条・やまのて７じよう

　　００４-００００・北海道札幌市厚別区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００４-００２１・北海道札幌市厚別区青葉町・あおはﾞちよう

　　００４-００７１・北海道札幌市厚別区厚別北一条・あつべつきた１じよう

　　００４-００７２・北海道札幌市厚別区厚別北二条・あつべつきた２じよう

　　００４-００７３・北海道札幌市厚別区厚別北三条・あつべつきた３じよう

　　００４-００７４・北海道札幌市厚別区厚別北四条・あつべつきた４じよう

　　００４-００７５・北海道札幌市厚別区厚別北五条・あつべつきた５じよう

　　００４-００７６・北海道札幌市厚別区厚別北六条・あつべつきた６じよう

　　００４-００５１・北海道札幌市厚別区厚別中央一条・あつべつちゆうおう１じよう

　　００４-００５２・北海道札幌市厚別区厚別中央二条・あつべつちゆうおう２じよう

　　００４-００５３・北海道札幌市厚別区厚別中央三条・あつべつちゆうおう３じよう

　　００４-００５４・北海道札幌市厚別区厚別中央四条・あつべつちゆうおう４じよう

　　００４-００５５・北海道札幌市厚別区厚別中央五条・あつべつちゆうおう５じよう

　　００４-００３９・北海道札幌市厚別区厚別町上野幌・あつべつちようかみのつほﾟろ

　　００４-０００７・北海道札幌市厚別区厚別町下野幌・あつべつちようしものつほﾟろ

　　００４-０００６・北海道札幌市厚別区厚別町小野幌・あつべつちようこのつほﾟろ

　　００４-００６９・北海道札幌市厚別区厚別町山本・あつべつちようやまもと

　　００４-００６８・北海道札幌市厚別区厚別西・あつべつにじ

　　００４-００６１・北海道札幌市厚別区厚別西一条・あつべつにし１じよう

　　００４-００６２・北海道札幌市厚別区厚別西二条・あつべつにし２じよう

　　００４-００６３・北海道札幌市厚別区厚別西三条・あつべつにし３じよう

　　００４-００６４・北海道札幌市厚別区厚別西四条・あつべつにし４じよう

　　００４-００６５・北海道札幌市厚別区厚別西五条・あつべつにし５じよう

　　００４-０００１・北海道札幌市厚別区厚別東一条・あつべつひがし１じよう

　　００４-０００２・北海道札幌市厚別区厚別東二条・あつべつひがし２じよう

　　００４-０００３・北海道札幌市厚別区厚別東三条・あつべつひがし３じよう

　　００４-０００４・北海道札幌市厚別区厚別東四条・あつべつひがし４じよう

　　００４-０００５・北海道札幌市厚別区厚別東五条・あつべつひがし５じよう

　　００４-００２２・北海道札幌市厚別区厚別南・あつべつみなみ

　　００４-００４１・北海道札幌市厚別区大谷地東・おおやちひがじ



　　００４-００４２・北海道札幌市厚別区大谷地西・おおやちにじ

　　００４-００３１・北海道札幌市厚別区上野幌一条・かみのつほﾟろ１じよう

　　００４-００３２・北海道札幌市厚別区上野幌二条・かみのつほﾟろ２じよう

　　００４-００３３・北海道札幌市厚別区上野幌三条・かみのつほﾟろ３じよう

　　００４-００１５・北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク・しものつほﾟろてくのはﾟｰく

　　００４-００１１・北海道札幌市厚別区もみじ台東・もみじだいひがじ

　　００４-００１３・北海道札幌市厚別区もみじ台西・もみじだいにじ

　　００４-００１２・北海道札幌市厚別区もみじ台南・もみじだいみなみ

　　００４-００１４・北海道札幌市厚別区もみじ台北・もみじだいきた

　　００６-００００・北海道札幌市手稲区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００６-０８３１・北海道札幌市手稲区曙一条・あけほﾞの１じよう

　　００６-０８３２・北海道札幌市手稲区曙二条・あけほﾞの２じよう

　　００６-０８３３・北海道札幌市手稲区曙三条・あけほﾞの３じよう

　　００６-０８３４・北海道札幌市手稲区曙四条・あけほﾞの４じよう

　　００６-０８３５・北海道札幌市手稲区曙五条・あけほﾞの５じよう

　　００６-０８３６・北海道札幌市手稲区曙六条・あけほﾞの６じよう

　　００６-０８３７・北海道札幌市手稲区曙七条・あけほﾞの７じよう

　　００６-０８３８・北海道札幌市手稲区曙八条・あけほﾞの８じよう

　　００６-０８３９・北海道札幌市手稲区曙九条・あけほﾞの９じよう

　　００６-０８４０・北海道札幌市手稲区曙十条・あけほﾞの１０じよう

　　００６-０８４１・北海道札幌市手稲区曙十一条・あけほﾞの１１じよう

　　００６-０８４２・北海道札幌市手稲区曙十二条・あけほﾞの１２じよう

　　００６-０８６１・北海道札幌市手稲区明日風・あすかぜ

　　００６-００３１・北海道札幌市手稲区稲穂一条・いなほ１じよう

　　００６-００３２・北海道札幌市手稲区稲穂二条・いなほ２じよう

　　００６-００３３・北海道札幌市手稲区稲穂三条・いなほ３じよう

　　００６-００３４・北海道札幌市手稲区稲穂四条・いなほ４じよう

　　００６-００３５・北海道札幌市手稲区稲穂五条・いなほ５じよう

　　００６-００４１・北海道札幌市手稲区金山一条・かなやま１じよう

　　００６-００４２・北海道札幌市手稲区金山二条・かなやま２じよう

　　００６-００４３・北海道札幌市手稲区金山三条・かなやま３じよう

　　００６-０８０１・北海道札幌市手稲区新発寒一条・しんはつさむ１じよう

　　００６-０８０２・北海道札幌市手稲区新発寒二条・しんはつさむ２じよう

　　００６-０８０３・北海道札幌市手稲区新発寒三条・しんはつさむ３じよう

　　００６-０８０４・北海道札幌市手稲区新発寒四条・しんはつさむ４じよう

　　００６-０８０５・北海道札幌市手稲区新発寒五条・しんはつさむ５じよう

　　００６-０８０６・北海道札幌市手稲区新発寒六条・しんはつさむ６じよう

　　００６-０８０７・北海道札幌市手稲区新発寒七条・しんはつさむ７じよう

　　００６-００３９・北海道札幌市手稲区手稲稲穂・ていねいなほ

　　００６-００４９・北海道札幌市手稲区手稲金山・ていねかなやま

　　００６-００１９・北海道札幌市手稲区手稲富丘・ていねとみおか

　　００６-０８５９・北海道札幌市手稲区手稲星置・ていねほしおき

　　００６-０８２９・北海道札幌市手稲区手稲前田・ていねまえだ

　　００６-０８６０・北海道札幌市手稲区手稲山口・ていねやまぐち

　　００６-００２９・北海道札幌市手稲区手稲本町・ていねほんちよう

　　００６-００２１・北海道札幌市手稲区手稲本町一条・ていねほんちよう１じよう

　　００６-００２２・北海道札幌市手稲区手稲本町二条・ていねほんちよう２じよう

　　００６-００２３・北海道札幌市手稲区手稲本町三条・ていねほんちよう３じよう

　　００６-００２４・北海道札幌市手稲区手稲本町四条・ていねほんちよう４じよう

　　００６-００２５・北海道札幌市手稲区手稲本町五条・ていねほんちよう５じよう

　　００６-００２６・北海道札幌市手稲区手稲本町六条・ていねほんちよう６じよう

　　００６-００１１・北海道札幌市手稲区富丘一条・とみおか１じよう

　　００６-００１２・北海道札幌市手稲区富丘二条・とみおか２じよう

　　００６-００１３・北海道札幌市手稲区富丘三条・とみおか３じよう

　　００６-００１４・北海道札幌市手稲区富丘四条・とみおか４じよう

　　００６-００１５・北海道札幌市手稲区富丘五条・とみおか５じよう

　　００６-００１６・北海道札幌市手稲区富丘六条・とみおか６じよう

　　００６-０００９・北海道札幌市手稲区西宮の沢・にしみやのさわ

　　００６-０００１・北海道札幌市手稲区西宮の沢一条・にしみやのさわ１じよう

　　００６-０００２・北海道札幌市手稲区西宮の沢二条・にしみやのさわ２じよう

　　００６-０００３・北海道札幌市手稲区西宮の沢三条・にしみやのさわ３じよう

　　００６-０００４・北海道札幌市手稲区西宮の沢四条・にしみやのさわ４じよう

　　００６-０００５・北海道札幌市手稲区西宮の沢五条・にしみやのさわ５じよう

　　００６-０００６・北海道札幌市手稲区西宮の沢六条・にしみやのさわ６じよう

　　００６-０８５１・北海道札幌市手稲区星置一条・ほしおき１じよう

　　００６-０８５２・北海道札幌市手稲区星置二条・ほしおき２じよう

　　００６-０８５３・北海道札幌市手稲区星置三条・ほしおき３じよう

　　００６-００５０・北海道札幌市手稲区星置南・ほしおきみなみ

　　００６-０８１１・北海道札幌市手稲区前田一条・まえだ１じよう

　　００６-０８１２・北海道札幌市手稲区前田二条・まえだ２じよう



　　００６-０８１３・北海道札幌市手稲区前田三条・まえだ３じよう

　　００６-０８１４・北海道札幌市手稲区前田四条・まえだ４じよう

　　００６-０８１５・北海道札幌市手稲区前田五条・まえだ５じよう

　　００６-０８１６・北海道札幌市手稲区前田六条・まえだ６じよう

　　００６-０８１７・北海道札幌市手稲区前田七条・まえだ７じよう

　　００６-０８１８・北海道札幌市手稲区前田八条・まえだ８じよう

　　００６-０８１９・北海道札幌市手稲区前田九条・まえだ９じよう

　　００６-０８２０・北海道札幌市手稲区前田十条・まえだ１０じよう

　　００６-０８２１・北海道札幌市手稲区前田十一条・まえだ１１じよう

　　００６-０８２２・北海道札幌市手稲区前田十二条・まえだ１２じよう

　　００６-０８２３・北海道札幌市手稲区前田十三条・まえだ１３じよう

　　００４-００００・北海道札幌市清田区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　００４-０８２１・北海道札幌市清田区有明・ありあけ

　　００４-０８１１・北海道札幌市清田区美しが丘一条・うつくしがおか１じよう

　　００４-０８１２・北海道札幌市清田区美しが丘二条・うつくしがおか２じよう

　　００４-０８１３・北海道札幌市清田区美しが丘三条・うつくしがおか３じよう

　　００４-０８１４・北海道札幌市清田区美しが丘四条・うつくしがおか４じよう

　　００４-０８１５・北海道札幌市清田区美しが丘五条・うつくしがおか５じよう

　　００４-０８６１・北海道札幌市清田区北野一条・きたの１じよう

　　００４-０８６２・北海道札幌市清田区北野二条・きたの２じよう

　　００４-０８６３・北海道札幌市清田区北野三条・きたの３じよう

　　００４-０８６４・北海道札幌市清田区北野四条・きたの４じよう

　　００４-０８６５・北海道札幌市清田区北野五条・きたの５じよう

　　００４-０８６６・北海道札幌市清田区北野六条・きたの６じよう

　　００４-０８６７・北海道札幌市清田区北野七条・きたの７じよう

　　００４-０８５９・北海道札幌市清田区清田・きよた

　　００４-０８４１・北海道札幌市清田区清田一条・きよた１じよう

　　００４-０８４２・北海道札幌市清田区清田二条・きよた２じよう

　　００４-０８４３・北海道札幌市清田区清田三条・きよた３じよう

　　００４-０８４４・北海道札幌市清田区清田四条・きよた４じよう

　　００４-０８４５・北海道札幌市清田区清田五条・きよた５じよう

　　００４-０８４６・北海道札幌市清田区清田六条・きよた６じよう

　　００４-０８４７・北海道札幌市清田区清田七条・きよた７じよう

　　００４-０８４８・北海道札幌市清田区清田八条・きよた８じよう

　　００４-０８４９・北海道札幌市清田区清田九条・きよた９じよう

　　００４-０８４０・北海道札幌市清田区清田十条・きよた１０じよう

　　００４-０８０９・北海道札幌市清田区里塚・さとつﾞか

　　００４-０８０１・北海道札幌市清田区里塚一条・さとつﾞか１じよう

　　００４-０８０２・北海道札幌市清田区里塚二条・さとつﾞか２じよう

　　００４-０８０３・北海道札幌市清田区里塚三条・さとつﾞか３じよう

　　００４-０８０４・北海道札幌市清田区里塚四条・さとつﾞか４じよう

　　００４-０８０５・北海道札幌市清田区里塚緑ケ丘・さとつﾞかみどりがおか

　　００４-０８３９・北海道札幌市清田区真栄・しんえい

　　００４-０８３１・北海道札幌市清田区真栄一条・しんえい１じよう

　　００４-０８３２・北海道札幌市清田区真栄二条・しんえい２じよう

　　００４-０８３３・北海道札幌市清田区真栄三条・しんえい３じよう

　　００４-０８３４・北海道札幌市清田区真栄四条・しんえい４じよう

　　００４-０８３５・北海道札幌市清田区真栄五条・しんえい５じよう

　　００４-０８３６・北海道札幌市清田区真栄六条・しんえい６じよう

　　００４-０８８９・北海道札幌市清田区平岡・ひらおか

　　００４-０８７１・北海道札幌市清田区平岡一条・ひらおか１じよう

　　００４-０８７２・北海道札幌市清田区平岡二条・ひらおか２じよう

　　００４-０８７３・北海道札幌市清田区平岡三条・ひらおか３じよう

　　００４-０８７４・北海道札幌市清田区平岡四条・ひらおか４じよう

　　００４-０８７５・北海道札幌市清田区平岡五条・ひらおか５じよう

　　００４-０８７６・北海道札幌市清田区平岡六条・ひらおか６じよう

　　００４-０８７７・北海道札幌市清田区平岡七条・ひらおか７じよう

　　００４-０８７８・北海道札幌市清田区平岡八条・ひらおか８じよう

　　００４-０８７９・北海道札幌市清田区平岡九条・ひらおか９じよう

　　００４-０８８０・北海道札幌市清田区平岡十条・ひらおか１０じよう

　　００４-０８８１・北海道札幌市清田区平岡公園・ひらおかこうえん

　　００４-０８８２・北海道札幌市清田区平岡公園東・ひらおかこうえんひがじ

　　０４０-００００・北海道函館市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４０-００４４・北海道函館市青柳町・あおやぎちよう

　　０４１-０８０５・北海道函館市赤川・あかがわ

　　０４１-０８０４・北海道函館市赤川町・あかがわちよう

　　０４２-０９１３・北海道函館市赤坂町・あかさかちよう

　　０４０-００７６・北海道函館市浅野町・あさのちよう

　　０４２-０９１６・北海道函館市旭岡町・あさひおかちよう

　　０４０-００３７・北海道函館市旭町・あさひちよう



　　０４２-０９０４・北海道函館市庵原町・いおはらちよう

　　０４１-０８０２・北海道函館市石川町・いしかわちよう

　　０４２-０９１１・北海道函館市石倉町・いしくらちよう

　　０４１-０２６１・北海道函館市石崎町・いしざきちよう

　　０４０-００５７・北海道函館市入舟町・いりふねちよう

　　０４１-１６２４・北海道函館市岩戸町・いわとちよう

　　０４２-０９５４・北海道函館市上野町・うえのちよう

　　０４０-００２３・北海道函館市宇賀浦町・うがうらちよう

　　０４１-１６１３・北海道函館市臼尻町・うすじりちよう

　　０４１-０６１３・北海道函館市絵紙山町・えがみやまちよう

　　０４１-０５２２・北海道函館市恵山町・えさんちよう

　　０４１-０６０５・北海道函館市恵山岬町・えさんみさきちよう

　　０４２-０９３１・北海道函館市榎本町・えのもとちよう

　　０４０-００７１・北海道函館市追分町・おいわけちよう

　　０４０-００８４・北海道函館市大川町・おおかわちよう

　　０４０-００６４・北海道函館市大手町・おおてまち

　　０４０-００６２・北海道函館市大縄町・おおなわちよう

　　０４１-１６２２・北海道函館市大船町・おおふねちよう

　　０４０-００５２・北海道函館市大町・おおまち

　　０４１-０４０３・北海道函館市大澗町・おおまちよう

　　０４０-００３４・北海道函館市大森町・おおもりちよう

　　０４１-１６０３・北海道函館市尾札部町・おさつべちよう

　　０４１-０２５１・北海道函館市小安町・おやすちよう

　　０４１-０２５３・北海道函館市小安山町・おやすやまちよう

　　０４０-００６１・北海道函館市海岸町・かいがんちよう

　　０４２-０９４２・北海道函館市柏木町・かしわぎちよう

　　０４１-０５２３・北海道函館市柏野町・かしわのちよう

　　０４１-０８５２・北海道函館市鍛治・かじ

　　０４１-１６１１・北海道函館市川汲町・かつくみちよう

　　０４２-０９４４・北海道函館市金堀町・かなほりちよう

　　０４２-０９０１・北海道函館市蛾眉野町・がびのちよう

　　０４１-０２５２・北海道函館市釜谷町・かまやちよう

　　０４０-００３１・北海道函館市上新川町・かみしんかわちよう

　　０４１-０８３２・北海道函館市神山・かみやま

　　０４１-０８３１・北海道函館市神山町・かみやまちよう

　　０４２-０９１４・北海道函館市上湯川町・かみゆのかわちよう

　　０４２-０９１７・北海道函館市亀尾町・かめおちよう

　　０４１-０８０３・北海道函館市亀田中野町・かめだなかのちよう

　　０４１-０８１３・北海道函館市亀田本町・かめだほんちよう

　　０４１-０８２２・北海道函館市亀田港町・かめだみなとちよう

　　０４０-００７２・北海道函館市亀田町・かめだまち

　　０４１-０４０５・北海道函館市川上町・かわかみちよう

　　０４１-０８４４・北海道函館市川原町・かわはらちよう

　　０４１-０８０８・北海道函館市桔梗・ききよう

　　０４１-０８０１・北海道函館市桔梗町・ききようちよう

　　０４０-００７８・北海道函館市北浜町・きたはまちよう

　　０４１-０８０７・北海道函館市北美原・きたみはら

　　０４１-０４０８・北海道函館市吉畑町・きちはたちよう

　　０４１-１６０２・北海道函館市木直町・きなおしちよう

　　０４１-０５２４・北海道函館市古武井町・こぶいちよう

　　０４２-０９３５・北海道函館市駒場町・こまはﾞちよう

　　０４０-０００１・北海道函館市五稜郭町・ごりようかくちよう

　　０４０-００４１・北海道函館市栄町・さかえちよう

　　０４１-０３０１・北海道函館市汐首町・しおくびちよう

　　０４０-００３６・北海道函館市東雲町・しののめちよう

　　０４２-０９２３・北海道函館市志海苔町・しのりちよう

　　０４１-０６０２・北海道函館市島泊町・しまどまりちよう

　　０４１-０８１２・北海道函館市昭和・しようわ

　　０４１-０８２３・北海道函館市昭和町・しようわちよう

　　０４０-００８２・北海道函館市白鳥町・しらとりちよう

　　０４１-０２６５・北海道函館市白石町・しろいしちよう

　　０４１-０６０６・北海道函館市新恵山町・しんえさんちよう

　　０４０-００３２・北海道函館市新川町・しんかわちよう

　　０４１-０８３７・北海道函館市陣川・じんかわ

　　０４１-０８３３・北海道函館市陣川町・じんかわちよう

　　０４１-０６０１・北海道函館市新八幡町・しんはちまんちよう

　　０４１-０６１１・北海道函館市新浜町・しんはまちよう

　　０４１-０３１２・北海道函館市新二見町・しんふたみちよう

　　０４２-０９２１・北海道函館市新湊町・しんみなとちよう

　　０４０-００５３・北海道函館市末広町・すえひろちよう



　　０４０-０００４・北海道函館市杉並町・すぎなみちよう

　　０４２-０９５８・北海道函館市鈴蘭丘町・すずらんおかちよう

　　０４０-００４５・北海道函館市住吉町・すみよしちよう

　　０４１-０３０２・北海道函館市瀬田来町・せたらいちよう

　　０４２-０９５１・北海道函館市瀬戸川町・せとがわちよう

　　０４２-０９２２・北海道函館市銭亀町・ぜにかめちよう

　　０４２-０９５５・北海道函館市高丘町・たかおかちよう

　　０４１-０５２６・北海道函館市高岱町・たかだいちよう

　　０４２-０９５２・北海道函館市高松町・たかまつちよう

　　０４０-００２４・北海道函館市高盛町・たかもりちよう

　　０４２-０９５７・北海道函館市滝沢町・たきさわちよう

　　０４１-０３０５・北海道函館市館町・たてまち

　　０４０-００８１・北海道函館市田家町・たやちよう

　　０４０-００３３・北海道函館市千歳町・ちとせちよう

　　０４１-０６１２・北海道函館市銚子町・ちようしちよう

　　０４０-００１３・北海道函館市千代台町・ちよがだいちよう

　　０４１-０２６４・北海道函館市鶴野町・つるのちよう

　　０４２-０９０２・北海道函館市鉄山町・てつざんちよう

　　０４２-０９０８・北海道函館市銅山町・どうざんちよう

　　０４０-００１２・北海道函館市時任町・ときとうちよう

　　０４２-０９５３・北海道函館市戸倉町・とくらちよう

　　０４１-０３０４・北海道函館市泊町・とまりまち

　　０４１-０６０３・北海道函館市富浦町・とみうらちよう

　　０４１-０８１１・北海道函館市富岡町・とみおかちよう

　　０４１-０４０２・北海道函館市豊浦町・とようらちよう

　　０４０-００６５・北海道函館市豊川町・とよかわちよう

　　０４１-１６２１・北海道函館市豊崎町・とよさきちよう

　　０４１-０２６３・北海道函館市豊原町・とよはらちよう

　　０４０-００１４・北海道函館市中島町・なかじまちよう

　　０４２-０９１２・北海道函館市中野町・なかのちよう

　　０４１-０４０４・北海道函館市中浜町・なかはまちよう

　　０４１-０８５３・北海道函館市中道・なかみち

　　０４２-０９１５・北海道函館市西旭岡町・にしあさひおかちよう

　　０４１-０８２４・北海道函館市西桔梗町・にしききようちよう

　　０４２-０９２４・北海道函館市根崎町・ねさきちよう

　　０４２-０９４３・北海道函館市乃木町・のぎまち

　　０４０-００８３・北海道函館市八幡町・はちまんちよう

　　０４１-０８４３・北海道函館市花園町・はなぞのちよう

　　０４１-０３１１・北海道函館市浜町・はまちよう

　　０４１-０３１３・北海道函館市原木町・はらきちよう

　　０４０-００７５・北海道函館市万代町・はﾞんだいちよう

　　０４１-０４０１・北海道函館市日浦町・ひうらちよう

　　０４０-００４２・北海道函館市東川町・ひがしかわちよう

　　０４２-０９０３・北海道函館市東畑町・ひがしはたちよう

　　０４１-０８３５・北海道函館市東山・ひがしやま

　　０４１-０８３４・北海道函館市東山町・ひがしやまちよう

　　０４０-０００５・北海道函館市人見町・ひとみちよう

　　０４０-００２２・北海道函館市日乃出町・ひのでちよう

　　０４１-０５２５・北海道函館市日ノ浜町・ひのはまちよう

　　０４１-０８４１・北海道函館市日吉町・ひよしちよう

　　０４１-０４０７・北海道函館市日和山町・ひよりやまちよう

　　０４２-０９３４・北海道函館市広野町・ひろのちよう

　　０４２-０９４１・北海道函館市深堀町・ふかほﾞりちよう

　　０４１-１６２３・北海道函館市双見町・ふたみちよう

　　０４０-００５５・北海道函館市船見町・ふなみちよう

　　０４１-０２６２・北海道函館市古川町・ふるかわちよう

　　０４１-１６０１・北海道函館市古部町・ふるべちよう

　　０４１-０３０３・北海道函館市弁才町・べんざいちよう

　　０４０-００５１・北海道函館市弁天町・べんてんちよう

　　０４０-００４３・北海道函館市宝来町・ほうらいちよう

　　０４０-００２５・北海道函館市堀川町・ほりかわちよう

　　０４０-００１１・北海道函館市本町・ほんちよう

　　０４１-０８５１・北海道函館市本通・ほんどおり

　　０４２-０９１８・北海道函館市米原町・まいはらちよう

　　０４２-０９０７・北海道函館市鱒川町・ますかわちよう

　　０４０-０００３・北海道函館市松陰町・まつかげちよう

　　０４０-００３５・北海道函館市松風町・まつかぜちよう

　　０４０-００７４・北海道函館市松川町・まつかわちよう

　　０４０-００２１・北海道函館市的場町・まとはﾞちよう

　　０４１-０３０６・北海道函館市丸山町・まるやまちよう



　　０４１-０５２１・北海道函館市御崎町・みさきちよう

　　０４２-０９０６・北海道函館市三森町・みつもりちよう

　　０４１-０８２１・北海道函館市港町・みなとちよう

　　０４１-０８０６・北海道函館市美原・みはら

　　０４２-０９５６・北海道函館市見晴町・みはらしちよう

　　０４０-００７３・北海道函館市宮前町・みやまえちよう

　　０４１-０４０６・北海道函館市女那川町・めながわちよう

　　０４０-００５４・北海道函館市元町・もとまち

　　０４１-０６０４・北海道函館市元村町・もとむらちよう

　　０４２-０９０５・北海道函館市紅葉山町・もみじやまちよう

　　０４１-１６１２・北海道函館市安浦町・やすうらちよう

　　０４０-００４６・北海道函館市谷地頭町・やちがしらちよう

　　０４０-００１５・北海道函館市梁川町・やながわちよう

　　０４０-０００２・北海道函館市柳町・やなぎまち

　　０４１-０８３６・北海道函館市山の手・やまのて

　　０４０-００５６・北海道函館市弥生町・やよいちよう

　　０４２-０９３２・北海道函館市湯川町・ゆのかわちよう

　　０４２-０９３３・北海道函館市湯浜町・ゆのはまちよう

　　０４０-００７７・北海道函館市吉川町・よしかわちよう

　　０４０-００６３・北海道函館市若松町・わかまつちよう

　　０４７-００００・北海道小樽市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４７-００２８・北海道小樽市相生町・あいおいちよう

　　０４７-００４６・北海道小樽市赤岩・あかいわ

　　０４７-００３５・北海道小樽市旭町・あさひまち

　　０４７-０１５１・北海道小樽市朝里・あさり

　　０４７-０１５４・北海道小樽市朝里川温泉・あさりがわおんせん

　　０４７-０００６・北海道小樽市有幌町・ありほろちよう

　　０４７-００３８・北海道小樽市石山町・いしやまちよう

　　０４７-００３２・北海道小樽市稲穂・いなほ

　　０４７-００２１・北海道小樽市入船・いりふね

　　０４７-００３１・北海道小樽市色内・いろない

　　０４７-００４４・北海道小樽市梅ケ枝町・うめがえちよう

　　０４７-００１３・北海道小樽市奥沢・おくさわ

　　０４８-２５６１・北海道小樽市忍路・おしよろ

　　０４８-２６７１・北海道小樽市オタモイ・おたもい

　　０４７-０００５・北海道小樽市勝納町・かつないちよう

　　０４７-０２６４・北海道小樽市桂岡町・かつらおかちよう

　　０４７-００３７・北海道小樽市幸・さいわい

　　０４７-００２７・北海道小樽市堺町・さかいまち

　　０４７-０１５６・北海道小樽市桜・さくら

　　０４７-０００２・北海道小樽市潮見台・しおみだい

　　０４８-２６７２・北海道小樽市塩谷・しおや

　　０４７-００２６・北海道小樽市東雲町・しののめちよう

　　０４７-００４５・北海道小樽市清水町・しみずちよう

　　０４７-００４７・北海道小樽市祝津・しゆくつ

　　０４７-０１５２・北海道小樽市新光・しんこう

　　０４７-０１５３・北海道小樽市新光町・しんこうちよう

　　０４７-０００４・北海道小樽市新富町・しんとみちよう

　　０４７-００４２・北海道小樽市末広町・すえひろちよう

　　０４７-００１４・北海道小樽市住ノ江・すみのえ

　　０４７-００１５・北海道小樽市住吉町・すみよしちよう

　　０４７-０２６１・北海道小樽市銭函（１～３丁目）・ぜにはﾞこ

　　０６１-３２７１・北海道小樽市銭函（４～５丁目）・ぜにはﾞこ

　　０４７-００４８・北海道小樽市高島・たかしま

　　０４７-０００８・北海道小樽市築港・ちつこう

　　０４７-００４１・北海道小樽市手宮・てみや

　　０４７-００１２・北海道小樽市天狗山・てんぐやま

　　０４７-００１１・北海道小樽市天神・てんじん

　　０４７-００３３・北海道小樽市富岡・とみおか

　　０４７-００４３・北海道小樽市豊川町・とよかわちよう

　　０４７-００３６・北海道小樽市長橋・ながはじ

　　０４７-００３９・北海道小樽市錦町・にしきまち

　　０４７-００１６・北海道小樽市信香町・のぶかちよう

　　０４７-００２４・北海道小樽市花園・はなぞの

　　０４７-０２６６・北海道小樽市張碓町・はりうすちよう

　　０４７-０２６５・北海道小樽市春香町・はるかちよう

　　０４７-０１５７・北海道小樽市船浜町・ふなはまちよう

　　０４７-０１５５・北海道小樽市望洋台・ほﾞうようだい

　　０４７-０２６２・北海道小樽市星野町・ほしのちよう

　　０４７-０００３・北海道小樽市真栄・まさかえ



　　０４７-００２２・北海道小樽市松ケ枝・まつがえ

　　０４７-００３４・北海道小樽市緑・みどり

　　０４７-０００７・北海道小樽市港町・みなとまち

　　０４７-０２６３・北海道小樽市見晴町・みはらしちよう

　　０４７-００２３・北海道小樽市最上・もがみ

　　０４８-２６７３・北海道小樽市桃内・ももない

　　０４７-００２５・北海道小樽市山田町・やまだまち

　　０４８-２５６２・北海道小樽市蘭島・らんしま

　　０４７-０００１・北海道小樽市若竹町・わかたけちよう

　　０４７-００１７・北海道小樽市若松・わかまつ

　　０７０-００００・北海道旭川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７９-８４０１・北海道旭川市秋月１条・あきつき１じよう

　　０７９-８４０２・北海道旭川市秋月２条・あきつき２じよう

　　０７９-８４０３・北海道旭川市秋月３条・あきつき３じよう

　　０７０-００７２・北海道旭川市曙北２条・あけほﾞのきた２じよう

　　０７０-００７３・北海道旭川市曙北３条・あけほﾞのきた３じよう

　　０７０-００６１・北海道旭川市曙１条・あけほﾞの１じよう

　　０７０-００６２・北海道旭川市曙２条・あけほﾞの２じよう

　　０７０-００６３・北海道旭川市曙３条・あけほﾞの３じよう

　　０７０-０８２２・北海道旭川市旭岡・あさひがおか

　　０７０-０８３１・北海道旭川市旭町１条・あさひまち１じよう

　　０７０-０８３２・北海道旭川市旭町２条・あさひまち２じよう

　　０７０-８０５１・北海道旭川市江丹別町嵐山・えたんべつちようあらしやま

　　０７０-８０５２・北海道旭川市江丹別町春日・えたんべつちようかすが

　　０７０-８０５３・北海道旭川市江丹別町共和・えたんべつちようきようわ

　　０７１-１１７１・北海道旭川市江丹別町清水・えたんべつちようしみず

　　０７１-１１７２・北海道旭川市江丹別町拓北・えたんべつちようたくほく

　　０７１-１１７３・北海道旭川市江丹別町中央・えたんべつちようちゆうおう

　　０７１-１１７４・北海道旭川市江丹別町富原・えたんべつちようとみはら

　　０７１-１１７５・北海道旭川市江丹別町中園・えたんべつちようなかぞの

　　０７１-１１７６・北海道旭川市江丹別町西里・えたんべつちようにしさと

　　０７１-１１７７・北海道旭川市江丹別町芳野・えたんべつちようよしの

　　０７０-０８４１・北海道旭川市大町１条・おおまち１じよう

　　０７０-０８４２・北海道旭川市大町２条・おおまち２じよう

　　０７０-０８４３・北海道旭川市大町３条・おおまち３じよう

　　０７８-８３１１・北海道旭川市神楽岡１条・かぐらおか１じよう

　　０７８-８３１２・北海道旭川市神楽岡２条・かぐらおか２じよう

　　０７８-８３１３・北海道旭川市神楽岡３条・かぐらおか３じよう

　　０７８-８３１４・北海道旭川市神楽岡４条・かぐらおか４じよう

　　０７８-８３１５・北海道旭川市神楽岡５条・かぐらおか５じよう

　　０７８-８３１６・北海道旭川市神楽岡６条・かぐらおか６じよう

　　０７８-８３１７・北海道旭川市神楽岡７条・かぐらおか７じよう

　　０７８-８３１８・北海道旭川市神楽岡８条・かぐらおか８じよう

　　０７８-８３１９・北海道旭川市神楽岡９条・かぐらおか９じよう

　　０７８-８３２０・北海道旭川市神楽岡１０条・かぐらおか１０じよう

　　０７８-８３２１・北海道旭川市神楽岡１１条・かぐらおか１１じよう

　　０７８-８３２２・北海道旭川市神楽岡１２条・かぐらおか１２じよう

　　０７８-８３２３・北海道旭川市神楽岡１３条・かぐらおか１３じよう

　　０７８-８３２４・北海道旭川市神楽岡１４条・かぐらおか１４じよう

　　０７８-８３２５・北海道旭川市神楽岡１５条・かぐらおか１５じよう

　　０７８-８３２６・北海道旭川市神楽岡１６条・かぐらおか１６じよう

　　０７８-８３２７・北海道旭川市神楽岡公園・かぐらおかこうえん

　　０７０-８００１・北海道旭川市神楽１条・かぐら１じよう

　　０７０-８００２・北海道旭川市神楽２条・かぐら２じよう

　　０７０-８００３・北海道旭川市神楽３条・かぐら３じよう

　　０７０-８００４・北海道旭川市神楽４条・かぐら４じよう

　　０７０-８００５・北海道旭川市神楽５条・かぐら５じよう

　　０７０-８００６・北海道旭川市神楽６条・かぐら６じよう

　　０７０-８００７・北海道旭川市神楽７条・かぐら７じよう

　　０７０-００４１・北海道旭川市上常盤町・かみときわちよう

　　０７０-８０１１・北海道旭川市神居１条・かむい１じよう

　　０７０-８０１２・北海道旭川市神居２条・かむい２じよう

　　０７０-８０１３・北海道旭川市神居３条・かむい３じよう

　　０７０-８０１４・北海道旭川市神居４条・かむい４じよう

　　０７０-８０１５・北海道旭川市神居５条・かむい５じよう

　　０７０-８０１６・北海道旭川市神居６条・かむい６じよう

　　０７０-８０１７・北海道旭川市神居７条・かむい７じよう

　　０７０-８０１８・北海道旭川市神居８条・かむい８じよう

　　０７０-８０１９・北海道旭川市神居９条・かむい９じよう

　　０７０-８０３３・北海道旭川市神居町雨紛・かむいちよううぶん



　　０７０-８０３４・北海道旭川市神居町上雨紛・かむいちようかみうぶん

　　０７０-８０２６・北海道旭川市神居町神岡・かむいちようかみおか

　　０７８-０１８５・北海道旭川市神居町神居古潭・かむいちようかむいこたん

　　０７０-８０３２・北海道旭川市神居町共栄・かむいちようきようえい

　　０７０-８０３１・北海道旭川市神居町神華・かむいちようしんか

　　０７０-８０２２・北海道旭川市神居町台場・かむいちようだいはﾞ

　　０７０-８０２１・北海道旭川市神居町忠和・かむいちようちゆうわ

　　０７０-８０２５・北海道旭川市神居町富岡・かむいちようとみおか

　　０７０-８０２４・北海道旭川市神居町富沢・かむいちようとみさわ

　　０７４-１１８２・北海道旭川市神居町豊里・かむいちようとよさと

　　０７０-８０２３・北海道旭川市神居町春志内・かむいちようはるしない

　　０７８-０１８６・北海道旭川市神居町西丘・ かむいちようにしおか・（８～２２)

　　０７４-１１８１・北海道旭川市神居町西丘（その他）・かむいちようにしおか(そのた)

　　０７０-００８１・北海道旭川市亀吉１条・かめきち１じよう

　　０７０-００８２・北海道旭川市亀吉２条・かめきち２じよう

　　０７０-００８３・北海道旭川市亀吉３条・かめきち３じよう

　　０７０-０８１１・北海道旭川市川端町１条・かわはﾞたちよう１じよう

　　０７０-０８１２・北海道旭川市川端町２条・かわはﾞたちよう２じよう

　　０７０-０８１３・北海道旭川市川端町３条・かわはﾞたちよう３じよう

　　０７０-０８１４・北海道旭川市川端町４条・かわはﾞたちよう４じよう

　　０７０-０８１５・北海道旭川市川端町５条・かわはﾞたちよう５じよう

　　０７０-０８１６・北海道旭川市川端町６条・かわはﾞたちよう６じよう

　　０７０-０８１７・北海道旭川市川端町７条・かわはﾞたちよう７じよう

　　０７８-８３７１・北海道旭川市旭神１条・きよくしん１じよう

　　０７８-８３７２・北海道旭川市旭神２条・きよくしん２じよう

　　０７８-８３７３・北海道旭川市旭神３条・きよくしん３じよう

　　０７８-８３０８・北海道旭川市旭神町・きよくしんちよう

　　０７０-００２９・北海道旭川市金星町・きんせいちよう

　　０７８-８２７１・北海道旭川市工業団地１条・こうぎようだんち１じよう

　　０７８-８２７２・北海道旭川市工業団地２条・こうぎようだんち２じよう

　　０７８-８２７３・北海道旭川市工業団地３条・こうぎようだんち３じよう

　　０７８-８２７４・北海道旭川市工業団地４条・こうぎようだんち４じよう

　　０７８-８２７５・北海道旭川市工業団地５条・こうぎようだんち５じよう

　　０７０-０８７１・北海道旭川市春光１条・しゆんこう１じよう

　　０７０-０８７２・北海道旭川市春光２条・しゆんこう２じよう

　　０７０-０８７３・北海道旭川市春光３条・しゆんこう３じよう

　　０７０-０８７４・北海道旭川市春光４条・しゆんこう４じよう

　　０７０-０８７５・北海道旭川市春光５条・しゆんこう５じよう

　　０７０-０８７６・北海道旭川市春光６条・しゆんこう６じよう

　　０７０-０８７７・北海道旭川市春光７条・しゆんこう７じよう

　　０７１-８１４１・北海道旭川市春光台１条・しゆんこうだい１じよう

　　０７１-８１４２・北海道旭川市春光台２条・しゆんこうだい２じよう

　　０７１-８１４３・北海道旭川市春光台３条・しゆんこうだい３じよう

　　０７１-８１４４・北海道旭川市春光台４条・しゆんこうだい４じよう

　　０７１-８１４５・北海道旭川市春光台５条・しゆんこうだい５じよう

　　０７０-０９０２・北海道旭川市春光町・しゆんこうちよう

　　０７０-００１４・北海道旭川市新星町・しんせいちよう

　　０７０-０００１・北海道旭川市新富１条・しんとみ１じよう

　　０７０-０００２・北海道旭川市新富２条・しんとみ２じよう

　　０７０-０００３・北海道旭川市新富３条・しんとみ３じよう

　　０７１-８１３１・北海道旭川市末広１条・すえひろ１じよう

　　０７１-８１３２・北海道旭川市末広２条・すえひろ２じよう

　　０７１-８１３３・北海道旭川市末広３条・すえひろ３じよう

　　０７１-８１３４・北海道旭川市末広４条・すえひろ４じよう

　　０７１-８１３５・北海道旭川市末広５条・すえひろ５じよう

　　０７１-８１３６・北海道旭川市末広６条・すえひろ６じよう

　　０７１-８１３７・北海道旭川市末広７条・すえひろ７じよう

　　０７１-８１３８・北海道旭川市末広８条・すえひろ８じよう

　　０７１-８１２１・北海道旭川市末広東１条・すえひろひがし１じよう

　　０７１-８１２２・北海道旭川市末広東２条・すえひろひがし２じよう

　　０７１-８１２３・北海道旭川市末広東３条・すえひろひがし３じよう

　　０７０-０８６４・北海道旭川市住吉４条・すみよし４じよう

　　０７０-０８６５・北海道旭川市住吉５条・すみよし５じよう

　　０７０-０８６６・北海道旭川市住吉６条・すみよし６じよう

　　０７０-０８６７・北海道旭川市住吉７条・すみよし７じよう

　　０７０-００１０・北海道旭川市大雪通・たいせつどおり

　　０７０-８０７１・北海道旭川市台場１条・だいはﾞ１じよう

　　０７０-８０７２・北海道旭川市台場２条・だいはﾞ２じよう

　　０７０-８０７３・北海道旭川市台場３条・だいはﾞ３じよう

　　０７０-８０７４・北海道旭川市台場４条・だいはﾞ４じよう



　　０７０-８０２７・北海道旭川市台場東・だいはﾞひがじ

　　０７０-８０６１・北海道旭川市高砂台・たかさごだい

　　０７０-０８２１・北海道旭川市近文町・ちかぶみちよう

　　０７０-８０４１・北海道旭川市忠和１条・ちゆうわ１じよう

　　０７０-８０４２・北海道旭川市忠和２条・ちゆうわ２じよう

　　０７０-８０４３・北海道旭川市忠和３条・ちゆうわ３じよう

　　０７０-８０４４・北海道旭川市忠和４条・ちゆうわ４じよう

　　０７０-８０４５・北海道旭川市忠和５条・ちゆうわ５じよう

　　０７０-８０４６・北海道旭川市忠和６条・ちゆうわ６じよう

　　０７０-８０４７・北海道旭川市忠和７条・ちゆうわ７じよう

　　０７０-８０４８・北海道旭川市忠和８条・ちゆうわ８じよう

　　０７０-８０４９・北海道旭川市忠和９条・ちゆうわ９じよう

　　０７８-８３４１・北海道旭川市東光１条・とうこう１じよう

　　０７８-８３４２・北海道旭川市東光２条・とうこう２じよう

　　０７８-８３４３・北海道旭川市東光３条・とうこう３じよう

　　０７８-８３４４・北海道旭川市東光４条・とうこう４じよう

　　０７８-８３４５・北海道旭川市東光５条・とうこう５じよう

　　０７８-８３４６・北海道旭川市東光６条・とうこう６じよう

　　０７８-８３４７・北海道旭川市東光７条・とうこう７じよう

　　０７８-８３４８・北海道旭川市東光８条・とうこう８じよう

　　０７８-８３４９・北海道旭川市東光９条・とうこう９じよう

　　０７８-８３５０・北海道旭川市東光１０条・とうこう１０じよう

　　０７８-８３５１・北海道旭川市東光１１条・とうこう１１じよう

　　０７８-８３５２・北海道旭川市東光１２条・とうこう１２じよう

　　０７８-８３５３・北海道旭川市東光１３条・とうこう１３じよう

　　０７８-８３５４・北海道旭川市東光１４条・とうこう１４じよう

　　０７８-８３５５・北海道旭川市東光１５条・とうこう１５じよう

　　０７８-８３５６・北海道旭川市東光１６条・とうこう１６じよう

　　０７８-８３５７・北海道旭川市東光１７条・とうこう１７じよう

　　０７８-８３５８・北海道旭川市東光１８条・とうこう１８じよう

　　０７８-８３５９・北海道旭川市東光１９条・とうこう１９じよう

　　０７８-８３６０・北海道旭川市東光２０条・とうこう２０じよう

　　０７８-８３６１・北海道旭川市東光２１条・とうこう２１じよう

　　０７８-８３６２・北海道旭川市東光２２条・とうこう２２じよう

　　０７８-８３６３・北海道旭川市東光２３条・とうこう２３じよう

　　０７８-８３６４・北海道旭川市東光２４条・とうこう２４じよう

　　０７８-８３６５・北海道旭川市東光２５条・とうこう２５じよう

　　０７８-８３６６・北海道旭川市東光２６条・とうこう２６じよう

　　０７８-８３６７・北海道旭川市東光２７条・とうこう２７じよう

　　０７０-００４４・北海道旭川市常磐公園・ときわこうえん

　　０７０-００４３・北海道旭川市常盤通・ときわどおり

　　０７８-８２３１・北海道旭川市豊岡１条・とよおか１じよう

　　０７８-８２３２・北海道旭川市豊岡２条・とよおか２じよう

　　０７８-８２３３・北海道旭川市豊岡３条・とよおか３じよう

　　０７８-８２３４・北海道旭川市豊岡４条・とよおか４じよう

　　０７８-８２３５・北海道旭川市豊岡５条・とよおか５じよう

　　０７８-８２３６・北海道旭川市豊岡６条・とよおか６じよう

　　０７８-８２３７・北海道旭川市豊岡７条・とよおか７じよう

　　０７８-８２３８・北海道旭川市豊岡８条・とよおか８じよう

　　０７８-８２３９・北海道旭川市豊岡９条・とよおか９じよう

　　０７８-８２４０・北海道旭川市豊岡１０条・とよおか１０じよう

　　０７８-８２４１・北海道旭川市豊岡１１条・とよおか１１じよう

　　０７８-８２４２・北海道旭川市豊岡１２条・とよおか１２じよう

　　０７８-８２４３・北海道旭川市豊岡１３条・とよおか１３じよう

　　０７８-８２４４・北海道旭川市豊岡１４条・とよおか１４じよう

　　０７８-８２４５・北海道旭川市豊岡１５条・とよおか１５じよう

　　０７８-８２４６・北海道旭川市豊岡１６条・とよおか１６じよう

　　０７０-００４２・北海道旭川市中常盤町・なかときわちよう

　　０７９-８４１１・北海道旭川市永山１条・ながやま１じよう

　　０７９-８４１２・北海道旭川市永山２条・ながやま２じよう

　　０７９-８４１３・北海道旭川市永山３条・ながやま３じよう

　　０７９-８４１４・北海道旭川市永山４条・ながやま４じよう

　　０７９-８４１５・北海道旭川市永山５条・ながやま５じよう

　　０７９-８４１６・北海道旭川市永山６条・ながやま６じよう

　　０７９-８４１７・北海道旭川市永山７条・ながやま７じよう

　　０７９-８４１８・北海道旭川市永山８条・ながやま８じよう

　　０７９-８４１９・北海道旭川市永山９条・ながやま９じよう

　　０７９-８４２０・北海道旭川市永山１０条・ながやま１０じよう

　　０７９-８４２１・北海道旭川市永山１１条・ながやま１１じよう

　　０７９-８４２２・北海道旭川市永山１２条・ながやま１２じよう



　　０７９-８４２３・北海道旭川市永山１３条・ながやま１３じよう

　　０７９-８４２４・北海道旭川市永山１４条・ながやま１４じよう

　　０７９-８４５１・北海道旭川市永山北１条・ながやまきた１じよう

　　０７９-８４５２・北海道旭川市永山北２条・ながやまきた２じよう

　　０７９-８４５３・北海道旭川市永山北３条・ながやまきた３じよう

　　０７９-８４５４・北海道旭川市永山北４条・ながやまきた４じよう

　　０７９-８４３１・北海道旭川市永山町・ながやまちよう

　　０７１-０１７３・北海道旭川市西神楽北１条・にしかぐらきた１じよう

　　０７１-０１７４・北海道旭川市西神楽北２条・にしかぐらきた２じよう

　　０７１-０１７１・北海道旭川市西神楽南１条・にしかぐらみなみ１じよう

　　０７１-０１７２・北海道旭川市西神楽南２条・にしかぐらみなみ２じよう

　　０７１-０１８６・北海道旭川市西神楽南・にしかぐらみなみ

　　０７８-８３８１・北海道旭川市西神楽１線・にしかぐら１せん

　　０７８-８３８２・北海道旭川市西神楽２線・にしかぐら２せん

　　０７８-８３８３・北海道旭川市西神楽３線・にしかぐら３せん

　　０７１-０１８４・北海道旭川市西神楽４線・にしかぐら４せん

　　０７１-０１８５・北海道旭川市西神楽５線・にしかぐら５せん

　　０７０-０８２４・北海道旭川市錦町・にしきまち

　　０７８-８８２１・北海道旭川市西御料１条・にしごりよう１じよう

　　０７８-８８２２・北海道旭川市西御料２条・にしごりよう２じよう

　　０７８-８８２３・北海道旭川市西御料３条・にしごりよう３じよう

　　０７８-８８２４・北海道旭川市西御料４条・にしごりよう４じよう

　　０７８-８８２５・北海道旭川市西御料５条・にしごりよう５じよう

　　０７０-０９０１・北海道旭川市花咲町・はなさきちよう

　　０７０-００１３・北海道旭川市パルプ町・はﾟるふﾟちよう

　　０７０-００１１・北海道旭川市パルプ町１条・はﾟるふﾟちよう１じよう

　　０７０-００１２・北海道旭川市パルプ町２条・はﾟるふﾟちよう２じよう

　　０７８-８２５１・北海道旭川市東旭川北１条・ひがしあさひかわきた１じよう

　　０７８-８２５２・北海道旭川市東旭川北２条・ひがしあさひかわきた２じよう

　　０７８-８２５３・北海道旭川市東旭川北３条・ひがしあさひかわきた３じよう

　　０７８-８２０７・北海道旭川市東旭川町上兵村・ひがしあさひかわちようかみへいそん

　　０７８-８２０８・北海道旭川市東旭川町下兵村・ひがしあさひかわちようしもへいそん

　　０７８-８３４０・北海道旭川市東旭川町共栄・ひがしあさひかわちようきようえい

　　０７８-８３６８・北海道旭川市東旭川町旭正・ひがしあさひかわちようきよくせい

　　０７８-８２０５・北海道旭川市東旭川町倉沼・ひがしあさひかわちようくらぬま

　　０７８-８２０４・北海道旭川市東旭川町桜岡・ひがしあさひかわちようさくらおか

　　０７８-８２０６・北海道旭川市東旭川町忠別・ひがしあさひかわちようちゆうべつ

　　０７８-８２０２・北海道旭川市東旭川町豊田（１～９)・ひがしあさひかわちようとよた

　　０７８-１２７２・北海道旭川市東旭川町豊田（その他）・とよた(そのた)

　　０７８-８２０１・北海道旭川市東旭川町東桜岡（３０～４９９)・ひがしさくらおか

　　０７８-１２７１・北海道旭川市東旭川町東桜岡（その他）・ひがしさくらおか(そのた)

　　０７８-８２０３・北海道旭川市東旭川町日ノ出・ひがしあさひかわちようひので

　　０７８-１２７４・北海道旭川市東旭川町瑞穂・ひがしあさひかわちようみずほ

　　０７８-１２７３・北海道旭川市東旭川町米原・ひがしあさひかわちようよねはら

　　０７８-８２６１・北海道旭川市東旭川南１条・ひがしあさひかわみなみ１じよう

　　０７８-８２６２・北海道旭川市東旭川南２条・ひがしあさひかわみなみ２じよう

　　０７１-８１０１・北海道旭川市東鷹栖１条・ひがしたかす１じよう

　　０７１-８１０２・北海道旭川市東鷹栖２条・ひがしたかす２じよう

　　０７１-８１０３・北海道旭川市東鷹栖３条・ひがしたかす３じよう

　　０７１-８１０４・北海道旭川市東鷹栖４条・ひがしたかす４じよう

　　０７１-８１５１・北海道旭川市東鷹栖１線・ひがしたかす１せん

　　０７１-８１５２・北海道旭川市東鷹栖２線・ひがしたかす２せん

　　０７１-８１５３・北海道旭川市東鷹栖３線・ひがしたかす３せん

　　０７１-８１５４・北海道旭川市東鷹栖４線・ひがしたかす４せん

　　０７１-８１５５・北海道旭川市東鷹栖５線・ひがしたかす５せん

　　０７１-８１５６・北海道旭川市東鷹栖６線・ひがしたかす６せん

　　０７１-８１５７・北海道旭川市東鷹栖７線・ひがしたかす７せん

　　０７１-８１５８・北海道旭川市東鷹栖８線・ひがしたかす８せん

　　０７１-８１５９・北海道旭川市東鷹栖９線・ひがしたかす９せん

　　０７１-８１６０・北海道旭川市東鷹栖１０線・ひがしたかす１０せん

　　０７１-８１６１・北海道旭川市東鷹栖１１線・ひがしたかす１１せん

　　０７１-８１６２・北海道旭川市東鷹栖１２線・ひがしたかす１２せん

　　０７１-８１６３・北海道旭川市東鷹栖１３線・ひがしたかす１３せん

　　０７１-８１６４・北海道旭川市東鷹栖１４線・ひがしたかす１４せん

　　０７１-８１６５・北海道旭川市東鷹栖１５線・ひがしたかす１５せん

　　０７１-８１１１・北海道旭川市東鷹栖東１条・ひがしたかすひがし１じよう

　　０７１-８１１２・北海道旭川市東鷹栖東２条・ひがしたかすひがし２じよう

　　０７１-８１１３・北海道旭川市東鷹栖東３条・ひがしたかすひがし３じよう

　　０７１-８１１４・北海道旭川市東鷹栖東１線・ひがしたかすひがし１せん

　　０７１-８１７１・北海道旭川市東山・ひがしやま



　　０７０-００２１・北海道旭川市東１条・ひがし１じよう

　　０７０-００２２・北海道旭川市東２条・ひがし２じよう

　　０７０-００２３・北海道旭川市東３条・ひがし３じよう

　　０７０-００２４・北海道旭川市東４条・ひがし４じよう

　　０７０-００２５・北海道旭川市東５条・ひがし５じよう

　　０７０-００２６・北海道旭川市東６条・ひがし６じよう

　　０７０-００２７・北海道旭川市東７条・ひがし７じよう

　　０７０-００２８・北海道旭川市東８条・ひがし８じよう

　　０７０-０８２５・北海道旭川市北門町・ほくもんちよう

　　０７８-８３０１・北海道旭川市緑が丘１条・みどりがおか１じよう

　　０７８-８３０２・北海道旭川市緑が丘２条・みどりがおか２じよう

　　０７８-８３０３・北海道旭川市緑が丘３条・みどりがおか３じよう

　　０７８-８３０４・北海道旭川市緑が丘４条・みどりがおか４じよう

　　０７８-８３０５・北海道旭川市緑が丘５条・みどりがおか５じよう

　　０７８-８８０１・北海道旭川市緑が丘東１条・みどりがおかひがし１じよう

　　０７８-８８０２・北海道旭川市緑が丘東２条・みどりがおかひがし２じよう

　　０７８-８８０３・北海道旭川市緑が丘東３条・みどりがおかひがし３じよう

　　０７８-８８０４・北海道旭川市緑が丘東４条・みどりがおかひがし４じよう

　　０７８-８８０５・北海道旭川市緑が丘東５条・みどりがおかひがし５じよう

　　０７８-８８１１・北海道旭川市緑が丘南１条・みどりがおかみなみ１じよう

　　０７８-８８１２・北海道旭川市緑が丘南２条・みどりがおかみなみ２じよう

　　０７８-８８１３・北海道旭川市緑が丘南３条・みどりがおかみなみ３じよう

　　０７８-８８１４・北海道旭川市緑が丘南４条・みどりがおかみなみ４じよう

　　０７８-８８１５・北海道旭川市緑が丘南５条・みどりがおかみなみ５じよう

　　０７１-８１６６・北海道旭川市緑台・みどりだい

　　０７０-０８２３・北海道旭川市緑町・みどりまち

　　０７８-８３３１・北海道旭川市南１条通・みなみ１じようどおり

　　０７８-８３３２・北海道旭川市南２条通・みなみ２じようどおり

　　０７８-８３３３・北海道旭川市南３条通・みなみ３じようどおり

　　０７８-８３３４・北海道旭川市南４条通・みなみ４じようどおり

　　０７８-８３３５・北海道旭川市南５条通・みなみ５じようどおり

　　０７８-８３３６・北海道旭川市南６条通・みなみ６じようどおり

　　０７８-８３３７・北海道旭川市南７条通・みなみ７じようどおり

　　０７８-８３３８・北海道旭川市南８条通・みなみ８じようどおり

　　０７８-８３３９・北海道旭川市南９条通・みなみ９じようどおり

　　０７０-８０２８・北海道旭川市南が丘・みなみがおか

　　０７０-００３０・北海道旭川市宮下通（１～１７丁目）・みやしたどおり

　　０７８-８３３０・北海道旭川市宮下通（１８～２６丁目）・みやしたどおり

　　０７８-８３９１・北海道旭川市宮前１条・みやまえ１じよう

　　０７８-８３９２・北海道旭川市宮前２条・みやまえ２じよう

　　０７０-０８１０・北海道旭川市本町・もとまち

　　０７０-０９７１・北海道旭川市４区１条・４く１じよう

　　０７０-０９７２・北海道旭川市４区２条・４く２じよう

　　０７０-０９７３・北海道旭川市４区３条・４く３じよう

　　０７９-８４４１・北海道旭川市流通団地１条・りゆうつうだんち１じよう

　　０７９-８４４２・北海道旭川市流通団地２条・りゆうつうだんち２じよう

　　０７９-８４４３・北海道旭川市流通団地３条・りゆうつうだんち３じよう

　　０７９-８４４４・北海道旭川市流通団地４条・りゆうつうだんち４じよう

　　０７０-００３１・北海道旭川市１条通（１～１７丁目）・１じようどおり

　　０７８-８２１１・北海道旭川市１条通（１８～２５丁目）・１じようどおり

　　０７０-００３２・北海道旭川市２条通（１～１７丁目）・２じようどおり

　　０７８-８２１２・北海道旭川市２条通（１８～２５丁目）・２じようどおり

　　０７０-００５２・北海道旭川市２条西・２じようにじ

　　０７０-００３３・北海道旭川市３条通（１～１７丁目）・３じようどおり

　　０７８-８２１３・北海道旭川市３条通（１８～２５丁目）・３じようどおり

　　０７０-００５３・北海道旭川市３条西・３じようにじ

　　０７０-００３４・北海道旭川市４条通（１～１７丁目）・４じようどおり

　　０７８-８２１４・北海道旭川市４条通（１８～２５丁目）・４じようどおり

　　０７０-００５４・北海道旭川市４条西・４じようにじ

　　０７０-００３５・北海道旭川市５条通（１～１７丁目）・５じようどおり

　　０７８-８２１５・北海道旭川市５条通（１８～２５丁目）・５じようどおり

　　０７０-００５５・北海道旭川市５条西・５じようにじ

　　０７０-００３６・北海道旭川市６条通（１～１７丁目）・６じようどおり

　　０７８-８２１６・北海道旭川市６条通（１８～２５丁目）・６じようどおり

　　０７０-００５６・北海道旭川市６条西・６じようにじ

　　０７０-００３７・北海道旭川市７条通（１～１７丁目）・７じようどおり

　　０７８-８２１７・北海道旭川市７条通（１８～２５丁目）・７じようどおり

　　０７０-００５７・北海道旭川市７条西・７じようにじ

　　０７０-００３８・北海道旭川市８条通（１～１７丁目）・８じようどおり

　　０７８-８２１８・北海道旭川市８条通（１８～２５丁目）・８じようどおり



　　０７０-００５８・北海道旭川市８条西・８じようにじ

　　０７０-００３９・北海道旭川市９条通（１～１７丁目）・９じようどおり

　　０７８-８２１９・北海道旭川市９条通（１８～２５丁目）・９じようどおり

　　０７０-００５９・北海道旭川市９条西・９じようにじ

　　０７０-００４０・北海道旭川市１０条通（８～１７丁目）・１０じようどおり

　　０７８-８２２０・北海道旭川市１０条通（１８～２５丁目）・１０じようどおり

　　０７８-８２２１・北海道旭川市１１条通・１１じようどおり

　　０５０-００００・北海道室蘭市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５０-００５１・北海道室蘭市石川町・いしかわちよう

　　０５１-００２３・北海道室蘭市入江町・いりえちよう

　　０５１-００３５・北海道室蘭市絵鞆町・えともちよう

　　０５０-００８６・北海道室蘭市大沢町・おおさわちよう

　　０５１-００３３・北海道室蘭市小橋内町・おはしないちよう

　　０５１-００２２・北海道室蘭市海岸町・かいがんちよう

　　０５０-００５２・北海道室蘭市香川町・かがわちよう

　　０５０-００６４・北海道室蘭市柏木町・かしわぎちよう

　　０５０-００５３・北海道室蘭市神代町・かみしろちよう

　　０５１-００３２・北海道室蘭市港南町・こうなんちよう

　　０５０-００６３・北海道室蘭市港北町・こうほくちよう

　　０５１-０００２・北海道室蘭市御前水町・ごぜんすいちよう

　　０５０-００８２・北海道室蘭市寿町・ことぶきちよう

　　０５１-００１６・北海道室蘭市幸町・さいわいちよう

　　０５１-００１４・北海道室蘭市栄町・さかえちよう

　　０５０-００５５・北海道室蘭市崎守町・さきもりちよう

　　０５１-００２７・北海道室蘭市沢町・さわちよう

　　０５１-００２６・北海道室蘭市清水町・しみずちよう

　　０５１-００３６・北海道室蘭市祝津町・しゆくつﾞちよう

　　０５１-０００５・北海道室蘭市新富町・しんとみちよう

　　０５０-００６７・北海道室蘭市陣屋町・じんやまち

　　０５０-００７２・北海道室蘭市高砂町・たかさごちよう

　　０５０-００６２・北海道室蘭市高平町・たかひらちよう

　　０５１-０００６・北海道室蘭市茶津町・ちやつちよう

　　０５１-００１１・北海道室蘭市中央町・ちゆうおうちよう

　　０５０-００７６・北海道室蘭市知利別町・ちりべつちよう

　　０５１-００３１・北海道室蘭市築地町・つきじちよう

　　０５０-００７７・北海道室蘭市天神町・てんじんちよう

　　０５１-００２５・北海道室蘭市常盤町・ときわちよう

　　０５０-００７４・北海道室蘭市中島町・なかじまちよう

　　０５０-００７５・北海道室蘭市中島本町・なかじまほんちよう

　　０５０-００８７・北海道室蘭市仲町・なかまち

　　０５１-００２８・北海道室蘭市西小路町・にしこうじちよう

　　０５０-００５４・北海道室蘭市白鳥台・はくちようだい

　　０５０-００６１・北海道室蘭市八丁平・はつちようだいら

　　０５０-００８３・北海道室蘭市東町・ひがしまち

　　０５０-００８１・北海道室蘭市日の出町・ひのでちよう

　　０５１-００１３・北海道室蘭市舟見町・ふなみちよう

　　０５１-０００３・北海道室蘭市母恋南町・ほﾞこいみなみまち

　　０５１-０００４・北海道室蘭市母恋北町・ほﾞこいきたまち

　　０５０-００６６・北海道室蘭市幌萌町・ほろもえちよう

　　０５１-００１５・北海道室蘭市本町・ほんちよう

　　０５１-００２４・北海道室蘭市幕西町・まくにしちよう

　　０５１-００３４・北海道室蘭市増市町・ますいちちよう

　　０５１-０００１・北海道室蘭市御崎町・みさきちよう

　　０５０-００７１・北海道室蘭市水元町・みずもとちよう

　　０５１-００２１・北海道室蘭市緑町・みどりちよう

　　０５０-００７３・北海道室蘭市宮の森町・みやのもりちよう

　　０５０-００８４・北海道室蘭市みゆき町・みゆきちよう

　　０５０-００６５・北海道室蘭市本輪西町・もとわにしちよう

　　０５１-００１２・北海道室蘭市山手町・やまてちよう

　　０５０-００８５・北海道室蘭市輪西町・わにしちよう

　　０８５-００００・北海道釧路市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８５-００６２・北海道釧路市愛国・あいこく

　　０８５-００５８・北海道釧路市愛国東・あいこくひがじ

　　０８５-００５７・北海道釧路市愛国西・あいこくにじ

　　０８５-０２５２・北海道釧路市青山・あおやま

　　０８５-００５４・北海道釧路市暁町・あかつきちよう

　　０８５-０４６７・北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉（１～６丁目）・あかんこおんせん

　　０８５-０２３８・北海道釧路市阿寒町飽別・あかんちようあくべつ

　　０８５-０２１２・北海道釧路市阿寒町旭町・あかんちようあさひまち

　　０８５-０４６８・北海道釧路市阿寒町オクルシュベ・あかんちようおくるしゆべ



　　０８５-０２４５・北海道釧路市阿寒町上阿寒・あかんちようかみあかん

　　０８５-０２２１・北海道釧路市阿寒町上舌辛・あかんちようかみしたから

　　０８５-０２３５・北海道釧路市阿寒町上徹別・あかんちようかみてしべつ

　　０８５-０２０２・北海道釧路市阿寒町上仁々志別・あかんちようかみににしべつ

　　０８５-０２１６・北海道釧路市阿寒町北新町・あかんちようきたしんまち

　　０８５-０２１７・北海道釧路市阿寒町北町・あかんちようきたまち

　　０８５-０２４４・北海道釧路市阿寒町紀ノ丘・あかんちようきのおか

　　０８５-０２０６・北海道釧路市阿寒町共和・あかんちようきようわ

　　０８５-０２２０・北海道釧路市阿寒町舌辛・あかんちようしたから

　　０８５-０２１１・北海道釧路市阿寒町下舌辛・あかんちようしもしたから

　　０８５-０２３１・北海道釧路市阿寒町下徹別・あかんちようしもてしべつ

　　０８５-０２０４・北海道釧路市阿寒町下仁々志別・あかんちようしもににしべつ

　　０８５-０２２３・北海道釧路市阿寒町下布伏内・あかんちようしもふぶしない

　　０８５-０２１８・北海道釧路市阿寒町新町・あかんちようしんまち

　　０８５-０２３４・北海道釧路市阿寒町蘇牛・あかんちようそうじ

　　０８５-０２３２・北海道釧路市阿寒町大正・あかんちようたいしよう

　　０８５-０２２５・北海道釧路市阿寒町知茶布・あかんちようちちやつふﾟ

　　０８５-０２１５・北海道釧路市阿寒町中央・あかんちようちゆうおう

　　０８５-０２３７・北海道釧路市阿寒町徹別中央・あかんちようてしべつちゆうおう

　　０８５-０２０５・北海道釧路市阿寒町東栄・あかんちようとうえい

　　０８５-０２４１・北海道釧路市阿寒町中阿寒・あかんちようなかあかん

　　０８５-０２３６・北海道釧路市阿寒町中徹別・あかんちようなかてしべつ

　　０８５-０２０３・北海道釧路市阿寒町中仁々志別・あかんちようなかににしべつ

　　０８５-０２１３・北海道釧路市阿寒町仲町・あかんちようなかまち

　　０８５-０２４３・北海道釧路市阿寒町西阿寒・あかんちようにしあかん

　　０８５-０２３３・北海道釧路市阿寒町西徹別・あかんちようにしてしべつ

　　０８５-０２０１・北海道釧路市阿寒町仁々志別・あかんちようににしべつ

　　０８５-０２４２・北海道釧路市阿寒町東舌辛・あかんちようひがししたから

　　０８５-０２１４・北海道釧路市阿寒町富士見・あかんちようふじみ

　　０８５-０２２２・北海道釧路市阿寒町布伏内・あかんちようふぶしない

　　０８５-０２２４・北海道釧路市阿寒町雄別横山・あかんちようゆうべつよこやま

　　０８５-００１１・北海道釧路市旭町・あさひまち

　　０８５-００６１・北海道釧路市芦野・あしの

　　０８５-０００８・北海道釧路市入江町・いりえちよう

　　０８５-０８４６・北海道釧路市入舟・いりふね

　　０８５-０８３５・北海道釧路市浦見・うらみ

　　０８５-０８３７・北海道釧路市大川町・おおかわちよう

　　０８５-０８４７・北海道釧路市大町・おおまち

　　０８５-０８１１・北海道釧路市興津・おこつ

　　０８４-０９１７・北海道釧路市大楽毛・おたのしけ

　　０８４-０９１８・北海道釧路市大楽毛北・おたのしけきた

　　０８４-０９１６・北海道釧路市大楽毛西・おたのしけにじ

　　０８４-０９１５・北海道釧路市大楽毛南・おたのしけみなみ

　　０８８-０１２２・北海道釧路市音別町あけぼの・おんべつちようあけほﾞの

　　０８８-０１１７・北海道釧路市音別町朝日・おんべつちようあさひ

　　０８８-０１０４・北海道釧路市音別町音別原野基線（二俣）・(ふたまた)

　　０８８-０１０８・北海道釧路市音別町音別原野基線（二俣川向）・(ふたまたかわむかい)

　　０８８-０１２６・北海道釧路市音別町音別原野西（川西）・(かわにし)

　　０８８-０１０９・北海道釧路市音別町音別原野東・おんべつちようおんべつげんやひがじ

　　０８８-０１１４・北海道釧路市音別町海光・おんべつちようかいこう

　　０８８-０１２３・北海道釧路市音別町川東・おんべつちようかわひがじ

　　０８８-０１３４・北海道釧路市音別町キナシ別・おんべつちようきなしべつ

　　０８８-０１２５・北海道釧路市音別町共栄・おんべつちようきようえい

　　０８８-０１３３・北海道釧路市音別町尺別・おんべつちようしやくべつ

　　０８８-０１３２・北海道釧路市音別町尺別（岐線）・おんべつちようしやくべつ(きせん)

　　０８８-０１０７・北海道釧路市音別町チヤンベツ・おんべつちようちやんべつ

　　０８８-０１３５・北海道釧路市音別町直別・おんべつちようちよくべつ

　　０８８-０１０２・北海道釧路市音別町中音別（光和）・おんべつちようなかおんべつ(こうわ)

　　０８８-０１１２・北海道釧路市音別町中音別（チノミ台）・(ちのみだい)

　　０８８-０１０３・北海道釧路市音別町中音別（北栄）・おんべつちようなかおんべつ(ほくえい)

　　０８８-０１１８・北海道釧路市音別町中音別（その他）・おんべつちようなかおんべつ(そのた)

　　０８８-０１１６・北海道釧路市音別町中園・おんべつちようなかぞの

　　０８８-０１０６・北海道釧路市音別町ヌプキベツ・おんべつちようぬふﾟきべつ

　　０８８-０１３１・北海道釧路市音別町ノトロ・おんべつちようのとろ

　　０８８-０１０１・北海道釧路市音別町馬主来・おんべつちようはﾟしくる

　　０８８-０１１１・北海道釧路市音別町パシクル湖畔・おんべつちようはﾟしくるこはん

　　０８８-０１１３・北海道釧路市音別町風連・おんべつちようふうれん

　　０８８-０１２４・北海道釧路市音別町緑町・おんべつちようみどりまち

　　０８８-０１０５・北海道釧路市音別町ムリ・おんべつちようむり

　　０８８-０１１５・北海道釧路市音別町本町・おんべつちようもとまち



　　０８８-０１２１・北海道釧路市音別町若草・おんべつちようわかくさ

　　０８５-００２３・北海道釧路市海運・かいうん

　　０８５-０８１６・北海道釧路市貝塚・かいつﾞか

　　０８５-０８２４・北海道釧路市柏木町・かしわぎちよう

　　０８５-００４１・北海道釧路市春日町・かすがちよう

　　０８５-０８０２・北海道釧路市桂恋・かつらこい

　　０８５-００１２・北海道釧路市川上町・かわかみちよう

　　０８５-０００３・北海道釧路市川北町・かわきたちよう

　　０８５-００４４・北海道釧路市川端町・かわはﾞたちよう

　　０８５-００１５・北海道釧路市北大通・きたおおどおり

　　０８４-０９０８・北海道釧路市北園・きたぞの

　　０８５-００４３・北海道釧路市喜多町・きたちよう

　　０８５-００３５・北海道釧路市共栄大通・きようえいおおどおり

　　０８５-００１８・北海道釧路市黒金町・くろがねちよう

　　０８５-００５１・北海道釧路市光陽町・こうようちよう

　　０８５-００２６・北海道釧路市寿・ことぶき

　　０８５-００４８・北海道釧路市駒場町・こまはﾞちよう

　　０８４-０９２７・北海道釧路市駒牧・こままき

　　０８５-０８１５・北海道釧路市材木町・ざいもくちよう

　　０８５-００１７・北海道釧路市幸町・さいわいちよう

　　０８５-００１３・北海道釧路市栄町・さかえまち

　　０８５-０８０５・北海道釧路市桜ケ岡・さくらがおか

　　０８５-０２５１・北海道釧路市桜田・さくらだ

　　０８５-０８１２・北海道釧路市紫雲台・しうんだい

　　０８５-００５５・北海道釧路市治水町・じすいちよう

　　０８５-０８２２・北海道釧路市春湖台・しゆんこだい

　　０８４-０９０２・北海道釧路市昭和・しようわ

　　０８４-０９０１・北海道釧路市昭和北・しようわきた

　　０８４-０９１０・北海道釧路市昭和中央・しようわちゆうおう

　　０８４-０９０３・北海道釧路市昭和町・しようわちよう

　　０８４-０９０９・北海道釧路市昭和南・しようわみなみ

　　０８５-０８０４・北海道釧路市白樺台・しらかはﾞだい

　　０８５-０８４４・北海道釧路市知人町・しりとちよう

　　０８５-００３４・北海道釧路市白金町・しろがねちよう

　　０８５-０８２６・北海道釧路市城山・しろやま

　　０８５-００３２・北海道釧路市新栄町・しんえいちよう

　　０８５-００４７・北海道釧路市新川町・しんかわちよう

　　０８５-０００２・北海道釧路市新釧路町・しんくしろちよう

　　０８５-０００４・北海道釧路市新富町・しんとみちよう

　　０８５-００４６・北海道釧路市新橋大通・しんはﾞしおおどおり

　　０８４-０９０４・北海道釧路市新富士町・しんふじちよう

　　０８５-００１４・北海道釧路市末広町・すえひろちよう

　　０８５-００４５・北海道釧路市住之江町・すみのえちよう

　　０８５-０８３１・北海道釧路市住吉・すみよじ

　　０８５-０８０７・北海道釧路市高山・たかやま

　　０８５-００２５・北海道釧路市宝町・たからまち

　　０８５-０８２５・北海道釧路市千歳町・ちとせちよう

　　０８５-０８２３・北海道釧路市千代ノ浦・ちよのうら

　　０８４-０９２６・北海道釧路市鶴丘・つるおか

　　０８５-０８２１・北海道釧路市鶴ケ岱・つるがだい

　　０８４-０９２４・北海道釧路市鶴野・つるの

　　０８４-０９２３・北海道釧路市鶴野東・つるのひがじ

　　０８４-０９０６・北海道釧路市鳥取大通・とつとりおおどおり

　　０８４-０９０７・北海道釧路市鳥取北・とつとりきた

　　０８４-０９０５・北海道釧路市鳥取南・とつとりみなみ

　　０８５-００５３・北海道釧路市豊川町・とよかわちよう

　　０８５-００３１・北海道釧路市中島町・なかじまちよう

　　０８５-００５２・北海道釧路市中園町・なかぞのちよう

　　０８４-０９２９・北海道釧路市中鶴野・なかつるの

　　０８５-００２７・北海道釧路市仲浜町・なかはまちよう

　　０８５-００２１・北海道釧路市浪花町・なにわちよう

　　０８４-０９２５・北海道釧路市新野・にいの

　　０８５-００１６・北海道釧路市錦町・にしきちよう

　　０８４-０９１４・北海道釧路市西港・にしこう

　　０８５-０８３６・北海道釧路市幣舞町・ぬさまいちよう

　　０８５-００３８・北海道釧路市花園町・はなぞのちよう

　　０８５-００２４・北海道釧路市浜町・はまちよう

　　０８５-０８１３・北海道釧路市春採・はるとり

　　０８５-００５６・北海道釧路市東川町・ひがしかわちよう

　　０８５-００６４・北海道釧路市広里・ひろさと



　　０８５-０８３２・北海道釧路市富士見・ふじみ

　　０８５-０００６・北海道釧路市双葉町・ふたはﾞちよう

　　０８５-００６３・北海道釧路市文苑・ふみぞの

　　０８５-０００１・北海道釧路市古川町・ふるかわちよう

　　０８５-０８４３・北海道釧路市弁天ケ浜・べんてんがはま

　　０８４-０９２２・北海道釧路市北斗・ほくと

　　０８４-０９１２・北海道釧路市星が浦大通・ほしがうらおおどおり

　　０８４-０９１１・北海道釧路市星が浦北・ほしがうらきた

　　０８４-０９１３・北海道釧路市星が浦南・ほしがうらみなみ

　　０８５-０００７・北海道釧路市堀川町・ほりかわちよう

　　０８５-０８０３・北海道釧路市益浦・ますうら

　　０８５-０００５・北海道釧路市松浦町・まつうらちよう

　　０８５-０８０１・北海道釧路市三津浦・みつうら

　　０８５-０８１４・北海道釧路市緑ケ岡・みどりがおか

　　０８５-０８４５・北海道釧路市港町・みなとまち

　　０８５-０８４１・北海道釧路市南大通・みなみおおどおり

　　０８５-００２２・北海道釧路市南浜町・みなみはまちよう

　　０８４-０９２１・北海道釧路市美濃・みのう

　　０８５-００６５・北海道釧路市美原・みはら

　　０８５-０８３３・北海道釧路市宮本・みやもと

　　０８５-０８０６・北海道釧路市武佐・むさ

　　０８５-００３７・北海道釧路市柳町・やなぎまち

　　０８４-０９２８・北海道釧路市山花・やまはな

　　０８５-０８３４・北海道釧路市弥生・やよい

　　０８５-０８４２・北海道釧路市米町・よねまち

　　０８５-００４２・北海道釧路市若草町・わかくさちよう

　　０８５-００３６・北海道釧路市若竹町・わかたけちよう

　　０８５-００３３・北海道釧路市若松町・わかまつちよう

　　０８０-００００・北海道帯広市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-１１８１・北海道帯広市愛国町・あいこくちよう

　　０８９-１２４５・北海道帯広市泉町・いずみちよう

　　０８９-１２４４・北海道帯広市以平町・いたいらちよう

　　０８０-０８３５・北海道帯広市稲田町・いなだちよう

　　０８０-０８３３・北海道帯広市稲田町基線・いなだちようきせん

　　０８０-０８３４・北海道帯広市稲田町西・いなだちようにじ

　　０８０-０８３２・北海道帯広市稲田町東・いなだちようひがじ

　　０８０-０８３１・北海道帯広市稲田町南・いなだちようみなみ

　　０８０-２１２１・北海道帯広市岩内町・いわないちよう

　　０８０-２１２２・北海道帯広市岩内町第１基線・いわないちようだい１きせん

　　０８０-２１２３・北海道帯広市岩内町西・いわないちようにじ

　　０８０-２１２４・北海道帯広市岩内町東・いわないちようひがじ

　　０８０-０８１６・北海道帯広市大川町・おおかわちよう

　　０８０-０８３８・北海道帯広市大空町・おおぞらちよう

　　０８０-００３０・北海道帯広市大通北・おおどおりきた

　　０８０-００１０・北海道帯広市大通南・おおどおりみなみ

　　０８０-２３３４・北海道帯広市上帯広町・かみおびひろちよう

　　０８０-２１１１・北海道帯広市上清川町・かみきよかわちよう

　　０８０-２１１２・北海道帯広市上清川町基線・かみきよかわちようきせん

　　０８０-２１１３・北海道帯広市上清川町西・かみきよかわちようにじ

　　０８０-２１１４・北海道帯広市上清川町東・かみきよかわちようひがじ

　　０８９-１１８２・北海道帯広市川西町・かわにしちよう

　　０８０-２１０１・北海道帯広市清川町・きよかわちよう

　　０８０-２１０２・北海道帯広市清川町基線・きよかわちようきせん

　　０８０-２１１５・北海道帯広市清川町仲通・きよかわちようなかどおり

　　０８０-２１０３・北海道帯広市清川町西・きよかわちようにじ

　　０８０-２１０４・北海道帯広市清川町東・きよかわちようひがじ

　　０８０-２１１６・北海道帯広市清川町本通・きよかわちようほんどおり

　　０８０-０８３６・北海道帯広市空港南町・くうこうみなみまち

　　０８０-０８３７・北海道帯広市空港南町南・くうこうみなみまちみなみ

　　０８０-０８４７・北海道帯広市公園東町・こうえんひがしまち

　　０８９-１２４６・北海道帯広市幸福町・こうふくちよう

　　０８９-１２４３・北海道帯広市桜木町・さくらぎちよう

　　０８０-０８４８・北海道帯広市自由が丘（１丁目）・じゆうがおか

　　０８０-０８４８・北海道帯広市自由が丘（２丁目）・じゆうがおか

　　０８０-２４７６・北海道帯広市自由が丘（３～７丁目）・じゆうがおか

　　０８９-１２４７・北海道帯広市昭和町・しようわちよう

　　０８０-００５１・北海道帯広市白樺十六条西・しらかはﾞ１６じようにじ

　　０８０-００５０・北海道帯広市白樺十六条東・しらかはﾞ１６じようひがじ

　　０８０-００５３・北海道帯広市新町西・しんまちにじ

　　０８０-００５２・北海道帯広市新町東・しんまちひがじ



　　０８０-０８７２・北海道帯広市清流西・せいりゆうにじ

　　０８０-０８７１・北海道帯広市清流東・せいりゆうひがじ

　　０８９-１２４２・北海道帯広市大正町・たいしようちよう

　　０８９-１２４１・北海道帯広市大正本町・たいしようほんちよう

　　０８０-２１０５・北海道帯広市太平町・たいへいちよう

　　０８０-２１１７・北海道帯広市太平町西・たいへいちようにじ

　　０８０-２３３７・北海道帯広市拓成町・たくせいちよう

　　０８９-１１８３・北海道帯広市豊西町・とよにしちよう

　　０８９-１２５２・北海道帯広市中島町・なかじまちよう

　　０８０-００３１・北海道帯広市西一条北・にし１じようきた

　　０８０-００１１・北海道帯広市西一条南・にし１じようみなみ

　　０８０-００３２・北海道帯広市西二条北・にし２じようきた

　　０８０-００１２・北海道帯広市西二条南・にし２じようみなみ

　　０８０-００３３・北海道帯広市西三条北・にし３じようきた

　　０８０-００１３・北海道帯広市西三条南・にし３じようみなみ

　　０８０-００３４・北海道帯広市西四条北・にし４じようきた

　　０８０-００１４・北海道帯広市西四条南・にし４じようみなみ

　　０８０-００３５・北海道帯広市西五条北・にし５じようきた

　　０８０-００１５・北海道帯広市西五条南・にし５じようみなみ

　　０８０-００３６・北海道帯広市西六条北・にし６じようきた

　　０８０-００１６・北海道帯広市西六条南・にし６じようみなみ

　　０８０-００３７・北海道帯広市西七条北・にし７じようきた

　　０８０-００１７・北海道帯広市西七条南・にし７じようみなみ

　　０８０-００３８・北海道帯広市西八条北・にし８じようきた

　　０８０-００１８・北海道帯広市西八条南・にし８じようみなみ

　　０８０-００３９・北海道帯広市西九条北・にし９じようきた

　　０８０-００１９・北海道帯広市西九条南・にし９じようみなみ

　　０８０-００４０・北海道帯広市西十条北・にし１０じようきた

　　０８０-００２０・北海道帯広市西十条南・にし１０じようみなみ

　　０８０-００４１・北海道帯広市西十一条北・にし１１じようきた

　　０８０-００２１・北海道帯広市西十一条南・にし１１じようみなみ

　　０８０-００４２・北海道帯広市西十二条北・にし１２じようきた

　　０８０-００２２・北海道帯広市西十二条南・にし１２じようみなみ

　　０８０-００４３・北海道帯広市西十三条北・にし１３じようきた

　　０８０-００２３・北海道帯広市西十三条南・にし１３じようみなみ

　　０８０-００４４・北海道帯広市西十四条北・にし１４じようきた

　　０８０-００２４・北海道帯広市西十四条南・にし１４じようみなみ

　　０８０-００４５・北海道帯広市西十五条北・にし１５じようきた

　　０８０-００２５・北海道帯広市西十五条南・にし１５じようみなみ

　　０８０-００４６・北海道帯広市西十六条北・にし１６じようきた

　　０８０-００２６・北海道帯広市西十六条南・にし１６じようみなみ

　　０８０-００４７・北海道帯広市西十七条北・にし１７じようきた

　　０８０-００２７・北海道帯広市西十七条南・にし１７じようみなみ

　　０８０-００４８・北海道帯広市西十八条北・にし１８じようきた

　　０８０-００２８・北海道帯広市西十八条南・にし１８じようみなみ

　　０８０-２４５９・北海道帯広市西十九条北・にし１９じようきた

　　０８０-２４６９・北海道帯広市西十九条南（１～５丁目）・にし１９じようみなみ

　　０８０-００２９・北海道帯広市西十九条南（３５～３８）・にし１９じようみなみ

　　０８０-００２９・北海道帯広市西十九条南（４１）・にし１９じようみなみ

　　０８０-００２９・北海道帯広市西十九条南（３５～３８丁目）・にし１９じようみなみ

　　０８０-００２９・北海道帯広市西十九条南（４１丁目）・にし１９じようみなみ

　　０８０-００２９・北海道帯広市西十九条南（４２丁目）・にし１９じようみなみ

　　０８０-２４６０・北海道帯広市西二十条北・にし２０じようきた

　　０８０-２４７０・北海道帯広市西二十条南・にし２０じようみなみ

　　０８０-２４６１・北海道帯広市西二十一条北・にし２１じようきた

　　０８０-２４７１・北海道帯広市西二十一条南・にし２１じようみなみ

　　０８０-２４６２・北海道帯広市西二十二条北・にし２２じようきた

　　０８０-２４７２・北海道帯広市西二十二条南・にし２２じようみなみ

　　０８０-２４６３・北海道帯広市西二十三条北・にし２３じようきた

　　０８０-２４７３・北海道帯広市西二十三条南・にし２３じようみなみ

　　０８０-２４６４・北海道帯広市西二十四条北・にし２４じようきた

　　０８０-２４７４・北海道帯広市西二十四条南・にし２４じようみなみ

　　０８０-２４６５・北海道帯広市西二十五条北・にし２５じようきた

　　０８０-２４７５・北海道帯広市西二十五条南・にし２５じようみなみ

　　０８０-００５４・北海道帯広市柏林台北町・はくりんだいきたまち

　　０８０-００５７・北海道帯広市柏林台中町・はくりんだいなかまち

　　０８０-００５８・北海道帯広市柏林台西町・はくりんだいにしまち

　　０８０-００５５・北海道帯広市柏林台東町・はくりんだいひがしまち

　　０８０-００５６・北海道帯広市柏林台南町・はくりんだいみなみまち

　　０８０-２３３３・北海道帯広市美栄町（西５～８線７９～１１０)・びえいちよう



　　０８０-２１０６・北海道帯広市美栄町（その他）・びえいちよう(そのた)

　　０８０-０８２１・北海道帯広市東一条北・ひがし１じようきた

　　０８０-０８０１・北海道帯広市東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０８０-０８２２・北海道帯広市東二条北・ひがし２じようきた

　　０８０-０８０２・北海道帯広市東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０８０-０８２３・北海道帯広市東三条北・ひがし３じようきた

　　０８０-０８０３・北海道帯広市東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０８０-０８２４・北海道帯広市東四条北・ひがし４じようきた

　　０８０-０８０４・北海道帯広市東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０８０-０８０５・北海道帯広市東五条南・ひがし５じようみなみ

　　０８０-０８０６・北海道帯広市東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０８０-０８０７・北海道帯広市東七条南・ひがし７じようみなみ

　　０８０-０８０８・北海道帯広市東八条南・ひがし８じようみなみ

　　０８０-０８０９・北海道帯広市東九条南・ひがし９じようみなみ

　　０８０-０８１０・北海道帯広市東十条南・ひがし１０じようみなみ

　　０８０-０８１１・北海道帯広市東十一条南・ひがし１１じようみなみ

　　０８０-０８１２・北海道帯広市東十二条南・ひがし１２じようみなみ

　　０８０-０８１３・北海道帯広市東十三条南・ひがし１３じようみなみ

　　０８０-０８１４・北海道帯広市東十四条南・ひがし１４じようみなみ

　　０８０-０８１５・北海道帯広市東十五条南・ひがし１５じようみなみ

　　０８０-２３３５・北海道帯広市広野町・ひろのちよう

　　０８０-２３３２・北海道帯広市富士町（西４～８線４９～７８)・ふじちよう

　　０８９-１２５１・北海道帯広市富士町（その他）・ふじちよう(そのた)

　　０８９-１１８４・北海道帯広市別府町・べつふﾟちよう

　　０８０-０８４６・北海道帯広市緑ケ丘・みどりがおか

　　０８０-０８４１・北海道帯広市緑ケ丘一条通・みどりがおか１じようどおり

　　０８０-０８４２・北海道帯広市緑ケ丘二条通・みどりがおか２じようどおり

　　０８０-０８４３・北海道帯広市緑ケ丘三条通・みどりがおか３じようどおり

　　０８０-０８４５・北海道帯広市緑ケ丘東通西・みどりがおかひがしどおりにじ

　　０８０-０８４４・北海道帯広市緑ケ丘東通東・みどりがおかひがしどおりひがじ

　　０８０-０８６２・北海道帯広市南の森西・みなみのもりにじ

　　０８０-０８６１・北海道帯広市南の森東・みなみのもりひがじ

　　０８０-０８５７・北海道帯広市南町・みなみまち

　　０８０-０８５６・北海道帯広市南町南・みなみまちみなみ

　　０８０-２３３１・北海道帯広市基松町・もといまつちよう

　　０８０-２３３６・北海道帯広市八千代町・やちよちよう

　　０８０-０８１７・北海道帯広市依田町・よだちよう

　　０９０-００００・北海道北見市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-０８７１・北海道北見市相内町・あいのないちよう

　　０９０-００１８・北海道北見市青葉町・あおはﾞちよう

　　０９０-００１１・北海道北見市曙町・あけほﾞのちよう

　　０９０-０８０３・北海道北見市朝日町・あさひまち

　　０９０-０８１１・北海道北見市泉町・いずみちよう

　　０９０-００２０・北海道北見市大通東・おおどおりひがじ

　　０９０-００４０・北海道北見市大通西・おおどおりにじ

　　０９０-００１６・北海道北見市大町・おおまち

　　０９０-００５６・北海道北見市卸町・おろしまち

　　０９９-１５８２・北海道北見市開成・かいせい

　　０９０-００６６・北海道北見市花月町・かげつちよう

　　０９９-０８７７・北海道北見市柏木・かしわぎ

　　０９０-００５３・北海道北見市桂町・かつらまち

　　０９９-１５８５・北海道北見市上ところ・かみところ

　　０９０-０００６・北海道北見市上仁頃・かみにころ

　　０９０-０８２１・北海道北見市川沿町・かわぞえちよう

　　０９０-０８０７・北海道北見市川東・かわひがじ

　　０９９-１５８３・北海道北見市北上・きたがみ

　　０９０-００２１・北海道北見市北一条東・きた１じようひがじ

　　０９０-００４１・北海道北見市北一条西・きた１じようにじ

　　０９０-００２２・北海道北見市北二条東・きた２じようひがじ

　　０９０-００４２・北海道北見市北二条西・きた２じようにじ

　　０９０-００２３・北海道北見市北三条東・きた３じようひがじ

　　０９０-００４３・北海道北見市北三条西・きた３じようにじ

　　０９０-００２４・北海道北見市北四条東・きた４じようひがじ

　　０９０-００４４・北海道北見市北四条西・きた４じようにじ

　　０９０-００２５・北海道北見市北五条東・きた５じようひがじ

　　０９０-００４５・北海道北見市北五条西・きた５じようにじ

　　０９０-００２６・北海道北見市北六条東・きた６じようひがじ

　　０９０-００４６・北海道北見市北六条西・きた６じようにじ

　　０９０-００２７・北海道北見市北七条東・きた７じようひがじ

　　０９０-００４７・北海道北見市北七条西・きた７じようにじ



　　０９０-００２８・北海道北見市北八条東・きた８じようひがじ

　　０９０-００４８・北海道北見市北八条西・きた８じようにじ

　　０９０-００２９・北海道北見市北九条東・きた９じようひがじ

　　０９０-００３０・北海道北見市北十条東・きた１０じようひがじ

　　０９０-００３１・北海道北見市北十一条東・きた１１じようひがじ

　　０９０-００６３・北海道北見市清見町・きよみちよう

　　０９０-０００１・北海道北見市小泉・こいずみ

　　０９０-００５１・北海道北見市高栄東町・こうえいひがしまち

　　０９０-００５８・北海道北見市高栄西町・こうえいにしまち

　　０９０-００１５・北海道北見市公園町・こうえんちよう

　　０９０-０８３５・北海道北見市光西町・こうせいちよう

　　０９０-０８２３・北海道北見市広明町・こうめいちよう

　　０９０-０８１４・北海道北見市光葉町・こうようちよう

　　０９０-００６５・北海道北見市寿町・ことぶきちよう

　　０９０-００３６・北海道北見市幸町・さいわいちよう

　　０９０-０８３２・北海道北見市栄町・さかえまち

　　０９０-０８０４・北海道北見市桜町・さくらまち

　　０９０-００１９・北海道北見市三楽町・さんらくちよう

　　０９０-０８０１・北海道北見市春光町・しゆんこうちよう

　　０９０-０００２・北海道北見市昭和・しようわ

　　０９０-０８１５・北海道北見市新生町・しんせいちよう

　　０９０-０８２６・北海道北見市末広町・すえひろちよう

　　０９９-０８７４・北海道北見市住吉・すみよじ

　　０９０-０８０５・北海道北見市清月町・せいげつちよう

　　０９０-０００８・北海道北見市大正・たいしよう

　　０９０-００１７・北海道北見市高砂町・たかさごちよう

　　０９０-０８０２・北海道北見市田端町・たはﾞたちよう

　　０９９-２１０１・北海道北見市端野町一区・たんのちよう１く

　　０９９-２１０２・北海道北見市端野町二区・たんのちよう２く

　　０９９-２１０３・北海道北見市端野町三区・たんのちよう３く

　　０９９-２１０７・北海道北見市端野町川向・たんのちようかわむかい

　　０９９-２１０６・北海道北見市端野町協和・たんのちようきようわ

　　０９９-２１０４・北海道北見市端野町端野・たんのちようたんの

　　０９９-２１０５・北海道北見市端野町忠志・たんのちようちゆうじ

　　０９９-２１１２・北海道北見市端野町豊実・たんのちようとよみ

　　０９９-２２３１・北海道北見市端野町緋牛内・たんのちようひうしない

　　０９９-２１１１・北海道北見市端野町北登・たんのちようほくと

　　０９０-００３４・北海道北見市中央町・ちゆうおうちよう

　　０９０-０８３７・北海道北見市中央三輪・ちゆうおうみわ

　　０９９-１５８４・北海道北見市常川・つねかわ

　　０９０-００６１・北海道北見市東陵町・とうりようちよう

　　０９０-０８１７・北海道北見市常盤町・ときわちよう

　　０９３-０２１５・北海道北見市常呂町岐阜・ところちようぎふ

　　０９３-０２１４・北海道北見市常呂町共立・ところちようきようりつ

　　０９３-０２１６・北海道北見市常呂町栄浦・ところちようさかえうら

　　０９３-０２１０・北海道北見市常呂町常呂・ところちようところ

　　０９３-０２１３・北海道北見市常呂町土佐・ところちようとさ

　　０９３-０３３２・北海道北見市常呂町富丘・ところちようとみおか

　　０９３-０３３１・北海道北見市常呂町豊川・ところちようとよかわ

　　０９３-０３３６・北海道北見市常呂町登・ところちようのほﾞり

　　０９３-０２０２・北海道北見市常呂町東浜・ところちようひがしはま

　　０９３-０３３４・北海道北見市常呂町日吉・ところちようひよじ

　　０９３-０３３３・北海道北見市常呂町福山・ところちようふくやま

　　０９３-０３３５・北海道北見市常呂町吉野・ところちようよしの

　　０９９-０８７６・北海道北見市富里・とみさと

　　０９９-０８７２・北海道北見市豊田・とよた

　　０９０-０８３３・北海道北見市とん田東町・とんでんひがしまち

　　０９０-０８３４・北海道北見市とん田西町・とんでんにしまち

　　０９０-０８１３・北海道北見市中ノ島町・なかのしまちよう

　　０９０-００１２・北海道北見市並木町・なみきちよう

　　０９０-０００３・北海道北見市仁頃町・にころちよう

　　０９９-０８７３・北海道北見市西相内・にしあいのない

　　０９０-０８２７・北海道北見市錦町・にしきちよう

　　０９０-０８３１・北海道北見市西富町・にしとみちよう

　　０９０-０８３８・北海道北見市西三輪・にしみわ

　　０９０-００１３・北海道北見市柏陽町・はくようちよう

　　０９０-０８１６・北海道北見市花園町・はなぞのちよう

　　０９０-００３３・北海道北見市番場町・はﾞんはﾞちよう

　　０９９-０８７８・北海道北見市東相内町・ひがしあいのないちよう

　　０９０-０８３６・北海道北見市東三輪・ひがしみわ



　　０９０-０８１０・北海道北見市ひかり野・ひかりの

　　０９９-１５８６・北海道北見市広郷・ひろさと

　　０９０-００５４・北海道北見市双葉町・ふたはﾞちよう

　　０９０-００１４・北海道北見市文京町・ぶんきようちよう

　　０９９-１５８７・北海道北見市豊地・ほうちﾞ

　　０９０-０８２２・北海道北見市北央町・ほくおうちよう

　　０９０-００５２・北海道北見市北進町・ほくしんちよう

　　０９０-００３５・北海道北見市北斗町・ほくとちよう

　　０９０-０００４・北海道北見市北陽・ほくよう

　　０９０-０８２４・北海道北見市北光・ほつこう

　　０９９-０８７５・北海道北見市本沢・ほんざわ

　　０９０-０００７・北海道北見市美里・みさと

　　０９０-００３２・北海道北見市三住町・みすみちよう

　　０９９-０８７９・北海道北見市美園・みその

　　０９０-００６７・北海道北見市緑ケ丘・みどりがおか

　　０９０-００５５・北海道北見市緑町・みどりまち

　　０９９-１５８１・北海道北見市南丘・みなみおか

　　０９０-０８１２・北海道北見市南仲町・みなみなかまち

　　０９０-０８０６・北海道北見市南町・みなみまち

　　０９０-００７０・北海道北見市美山町西・みやまちようにじ

　　０９０-００６９・北海道北見市美山町東・みやまちようひがじ

　　０９０-００６８・北海道北見市美山町南・みやまちようみなみ

　　０９０-００６４・北海道北見市美芳町・みよしちよう

　　０９０-０８２５・北海道北見市無加川町・むかがわちよう

　　０９０-０８１８・北海道北見市本町・もとまち

　　０９０-００３７・北海道北見市山下町・やましたちよう

　　０９０-０００５・北海道北見市大和・やまと

　　０９１-００２９・北海道北見市留辺蘂町旭１区・るべしべちようあさひ１く

　　０９１-００２８・北海道北見市留辺蘂町旭３区・るべしべちようあさひ３く

　　０９１-００２５・北海道北見市留辺蘂町旭北・るべしべちようあさひきた

　　０９１-００２６・北海道北見市留辺蘂町旭公園・るべしべちようあさひこうえん

　　０９１-００２３・北海道北見市留辺蘂町旭中央・るべしべちようあさひちゆうおう

　　０９１-００２７・北海道北見市留辺蘂町旭西・るべしべちようあさひにじ

　　０９１-００２２・北海道北見市留辺蘂町旭東・るべしべちようあさひひがじ

　　０９１-００２４・北海道北見市留辺蘂町旭南・るべしべちようあさひみなみ

　　０９１-０００２・北海道北見市留辺蘂町東町・るべしべちようあずままち

　　０９１-００１１・北海道北見市留辺蘂町泉・るべしべちよういずみ

　　０９１-００３１・北海道北見市留辺蘂町大富・るべしべちようおおとみ

　　０９１-０１７０・北海道北見市留辺蘂町温根湯温泉・るべしべちようおんねゆおんせん

　　０９１-００２１・北海道北見市留辺蘂町金華・るべしべちようかねはな

　　０９１-０００４・北海道北見市留辺蘂町上町・るべしべちようかみまち

　　０９１-０１５６・北海道北見市留辺蘂町川北・るべしべちようかわきた

　　０９１-０１６１・北海道北見市留辺蘂町厚和・るべしべちようこうわ

　　０９１-００３３・北海道北見市留辺蘂町栄町・るべしべちようさかえまち

　　０９１-０１５１・北海道北見市留辺蘂町昭栄・るべしべちようしようえい

　　０９１-０１６３・北海道北見市留辺蘂町滝の湯・るべしべちようたきのゆ

　　０９１-０００７・北海道北見市留辺蘂町富岡・るべしべちようとみおか

　　０９１-００３２・北海道北見市留辺蘂町豊金・るべしべちようとよがね

　　０９１-０００３・北海道北見市留辺蘂町仲町・るべしべちようなかまち

　　０９１-０１５７・北海道北見市留辺蘂町花丘・るべしべちようはなおか

　　０９１-００１８・北海道北見市留辺蘂町花園・るべしべちようはなぞの

　　０９１-０１５４・北海道北見市留辺蘂町平里・るべしべちようひらさと

　　０９１-０１６２・北海道北見市留辺蘂町富士見・るべしべちようふじみ

　　０９１-０１５３・北海道北見市留辺蘂町松山・るべしべちようまつやま

　　０９１-００１６・北海道北見市留辺蘂町丸山・るべしべちようまるやま

　　０９１-００１７・北海道北見市留辺蘂町瑞穂・るべしべちようみずほ

　　０９１-０００８・北海道北見市留辺蘂町宮下町・るべしべちようみやしたちよう

　　０９１-０００１・北海道北見市留辺蘂町元町・るべしべちようもとまち

　　０９１-０１５５・北海道北見市留辺蘂町大和・るべしべちようやまと

　　０９０-００５７・北海道北見市若葉・わかはﾞ

　　０９０-０８０８・北海道北見市若松・わかまつ

　　０６８-０４００・北海道夕張市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６８-０４０５・北海道夕張市旭町・あさひまち

　　０６８-０７５４・北海道夕張市楓・かえで

　　０６８-０６６２・北海道夕張市鹿島明石町・かしまあかしちよう

　　０６８-０６７３・北海道夕張市鹿島栄町・かしまさかえちよう

　　０６８-０６６１・北海道夕張市鹿島白金・かしましろがね

　　０６８-０６６５・北海道夕張市鹿島宝町・かしまたからちよう

　　０６８-０６６３・北海道夕張市鹿島千年町・かしまちとせちよう

　　０６８-０６６４・北海道夕張市鹿島錦町・かしまにしきちよう



　　０６８-０６７２・北海道夕張市鹿島富士見町・かしまふじみちよう

　　０６８-０６７５・北海道夕張市鹿島北栄町・かしまほくえいちよう

　　０６８-０６７１・北海道夕張市鹿島緑町・かしまみどりちよう

　　０６８-０６７４・北海道夕張市鹿島代々木町・かしまよよぎちよう

　　０６８-０４１３・北海道夕張市鹿の谷・しかのたに

　　０６８-０４１２・北海道夕張市鹿の谷東丘町・しかのたにひがしおかちよう

　　０６８-０４１４・北海道夕張市鹿の谷山手町・しかのたにやまてちよう

　　０６８-０５３１・北海道夕張市清水沢・しみずさわ

　　０６８-０５３２・北海道夕張市清水沢清栄町・しみずさわせいえいちよう

　　０６８-０５３３・北海道夕張市清水沢清湖町・しみずさわせいこちよう

　　０６８-０５３５・北海道夕張市清水沢清陵町・しみずさわせいりようちよう

　　０６８-０５３４・北海道夕張市清水沢宮前町・しみずさわみやまえちよう

　　０６８-０４０２・北海道夕張市社光・しやこう

　　０６８-０４０４・北海道夕張市昭和・しようわ

　　０６８-０４１１・北海道夕張市末広・すえひろ

　　０６８-０４０６・北海道夕張市住初・すみぞめ

　　０６８-０４０１・北海道夕張市高松・たかまつ

　　０６８-０７５６・北海道夕張市滝ノ上・たきのうえ

　　０６８-０４２４・北海道夕張市千代田・ちよだ

　　０６８-０４０９・北海道夕張市丁未・ていみ

　　０６８-０４２１・北海道夕張市常盤・ときわ

　　０６８-０４０８・北海道夕張市富岡・とみおか

　　０６８-０４２６・北海道夕張市富野・とみの

　　０６８-０５４６・北海道夕張市南部青葉町・なんぶあおはﾞちよう

　　０６８-０５４５・北海道夕張市南部東町・なんぶあずまちよう

　　０６８-０５４１・北海道夕張市南部遠幌町・なんぶえんほろちよう

　　０６８-０５４４・北海道夕張市南部大宮町・なんぶおおみやちよう

　　０６８-０５４６・北海道夕張市南部菊水町・なんぶきくすいちよう

　　０６８-０５４８・北海道夕張市南部幌南町・なんぶこうなんちよう

　　０６８-０５４７・北海道夕張市南部新光町・なんぶしんこうちよう

　　０６８-０５４０・北海道夕張市南部住の江町・なんぶすみのえちよう

　　０６８-０５４９・北海道夕張市南部岳見町・なんぶたけみちよう

　　０６８-０５４２・北海道夕張市南部夕南町・なんぶゆうなんちよう

　　０６８-０５４３・北海道夕張市南部若美町・なんぶわかみちよう

　　０６８-０７５１・北海道夕張市沼ノ沢・ぬまのさわ

　　０６８-０７５３・北海道夕張市登川・のほﾞりかわ

　　０６８-０４２２・北海道夕張市日吉・ひよじ

　　０６８-０４０７・北海道夕張市福住・ふくずみ

　　０６８-０４２３・北海道夕張市平和・へいわ

　　０６８-０４０３・北海道夕張市本町・ほんちよう

　　０６８-０７５２・北海道夕張市真谷地・まやち

　　０６８-０５３６・北海道夕張市南清水沢・みなみしみずさわ

　　０６８-０７５５・北海道夕張市紅葉山・もみじやま

　　０６８-０４２５・北海道夕張市若菜・わかな

　　０６８-００００・北海道岩見沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６８-３１８５・北海道岩見沢市朝日町・あさひちよう

　　０６８-００３５・北海道岩見沢市有明町中央・ありあけちようちゆうおう

　　０６８-００３４・北海道岩見沢市有明町南・ありあけちようみなみ

　　０７９-０１８３・北海道岩見沢市大願町・おおねがいちよう

　　０７９-０１８１・北海道岩見沢市岡山町・おかやまちよう

　　０６９-０３８４・北海道岩見沢市御茶の水町・おちやのみずちよう

　　０６８-０８２９・北海道岩見沢市かえで町・かえでちよう

　　０６８-０８２７・北海道岩見沢市春日町・かすがちよう

　　０６８-０８４７・北海道岩見沢市金子町・かねこちよう

　　０６８-０８３６・北海道岩見沢市上志文町・かみしぶんちよう

　　０６９-０３６１・北海道岩見沢市上幌向北一条・かみほろむいきた１じよう

　　０６９-０３６２・北海道岩見沢市上幌向南一条・かみほろむいみなみ１じよう

　　０６９-０３６３・北海道岩見沢市上幌向南二条・かみほろむいみなみ２じよう

　　０６９-０３６４・北海道岩見沢市上幌向南三条・かみほろむいみなみ３じよう

　　０６９-０３６５・北海道岩見沢市上幌向町・かみほろむいちよう

　　０６８-００５７・北海道岩見沢市北本町東・きたほんちようひがじ

　　０６８-００５３・北海道岩見沢市北本町西・きたほんちようにじ

　　０６８-００４１・北海道岩見沢市北一条西・きた１じようにじ

　　０６８-００４２・北海道岩見沢市北二条西・きた２じようにじ

　　０６８-００４３・北海道岩見沢市北三条西・きた３じようにじ

　　０６８-００４４・北海道岩見沢市北四条西・きた４じようにじ

　　０６８-００４５・北海道岩見沢市北五条西・きた５じようにじ

　　０６８-００６１・北海道岩見沢市北六条西・きた６じようにじ

　　０６８-１２１３・北海道岩見沢市北村赤川・きたむらあかがわ

　　０６８-１２０３・北海道岩見沢市北村大願・きたむらおおねがい



　　０６８-１２０４・北海道岩見沢市北村栄町・きたむらさかえまち

　　０６９-０３５１・北海道岩見沢市北村砂浜・きたむらすなはま

　　０６８-１２１２・北海道岩見沢市北村中央・きたむらちゆうおう

　　０６８-１２０５・北海道岩見沢市北村豊里・きたむらとよさと

　　０６８-１２０２・北海道岩見沢市北村中小屋・きたむらなかごや

　　０６８-１２１４・北海道岩見沢市北村美唄達布・きたむらびはﾞいたつふﾟ

　　０６８-１２０１・北海道岩見沢市北村豊正・きたむらほうせい

　　０６８-１１６１・北海道岩見沢市北村北都（新中島）・きたむらほくと(しんなかじま)

　　０６８-１２１１・北海道岩見沢市北村北都（その他）・きたむらほくと(そのた)

　　０６８-１２１５・北海道岩見沢市北村幌達布・きたむらほろたつふﾟ

　　０６８-０１０６・北海道岩見沢市栗沢町越前・くりさわちようえちぜん

　　０６８-０１１２・北海道岩見沢市栗沢町上幌・くりさわちようかみほろ

　　０６８-０１３３・北海道岩見沢市栗沢町加茂川・くりさわちようかもがわ

　　０６８-０１２２・北海道岩見沢市栗沢町北幸穂・くりさわちようきたさちほ

　　０６８-０１２１・北海道岩見沢市栗沢町北本町・くりさわちようきたほんちよう

　　０６８-０１３５・北海道岩見沢市栗沢町岐阜・くりさわちようぎふ

　　０６８-０１３４・北海道岩見沢市栗沢町栗丘・くりさわちようくりおか

　　０６８-０１０２・北海道岩見沢市栗沢町栗部・くりさわちようくりべ

　　０６８-０１０４・北海道岩見沢市栗沢町耕成・くりさわちようこうせい

　　０６８-０１３１・北海道岩見沢市栗沢町小西・くりさわちようこにじ

　　０６８-０１２４・北海道岩見沢市栗沢町幸穂町・くりさわちようさちほちよう

　　０６８-０１０５・北海道岩見沢市栗沢町自協・くりさわちようじきよう

　　０６８-０１０３・北海道岩見沢市栗沢町砺波・くりさわちようとなみ

　　０６８-０１２６・北海道岩見沢市栗沢町西本町・くりさわちようにしほんちよう

　　０６８-３１６５・北海道岩見沢市栗沢町西万字・くりさわちようにしまんじ

　　０６８-０１２３・北海道岩見沢市栗沢町東本町・くりさわちようひがしほんちよう

　　０６８-０１３６・北海道岩見沢市栗沢町必成・くりさわちようひつせい

　　０６８-０１０１・北海道岩見沢市栗沢町北斗・くりさわちようほくと

　　０６８-０１２７・北海道岩見沢市栗沢町本町・くりさわちようほんちよう

　　０６８-３１５４・北海道岩見沢市栗沢町万字曙町・くりさわちようまんじあけほﾞのまち

　　０６８-３１６２・北海道岩見沢市栗沢町万字旭町・くりさわちようまんじあさひまち

　　０６８-３１５１・北海道岩見沢市栗沢町万字大平・くりさわちようまんじおおたいら

　　０６８-３１５５・北海道岩見沢市栗沢町万字寿町・くりさわちようまんじことぶきちよう

　　０６８-３１５２・北海道岩見沢市栗沢町万字幸町・くりさわちようまんじさいわいちよう

　　０６８-３１５８・北海道岩見沢市栗沢町万字巴町・くりさわちようまんじともえちよう

　　０６８-３１５３・北海道岩見沢市栗沢町万字仲町・くりさわちようまんじなかまち

　　０６８-３１６４・北海道岩見沢市栗沢町万字錦町・くりさわちようまんじにしきまち

　　０６８-３１６３・北海道岩見沢市栗沢町万字西原町・くりさわちようまんじにしはらまち

　　０６８-３１５６・北海道岩見沢市栗沢町万字英町・くりさわちようまんじはなぶさちよう

　　０６８-３１５９・北海道岩見沢市栗沢町万字二見町・くりさわちようまんじふたみちよう

　　０６８-３１５７・北海道岩見沢市栗沢町万字睦町・くりさわちようまんじむつみちよう

　　０６８-０１３２・北海道岩見沢市栗沢町南幸穂・くりさわちようみなみさちほ

　　０６８-０１２５・北海道岩見沢市栗沢町南本町・くりさわちようみなみほんちよう

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（２４８)・くりさわちようみやむら

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（３３９)・くりさわちようみやむら

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（７２６)・くりさわちようみやむら

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（７８０)・くりさわちようみやむら

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（８００)・くりさわちようみやむら

　　０６８-３１６１・北海道岩見沢市栗沢町宮村（８０６)・くりさわちようみやむら

　　０６８-０１１３・北海道岩見沢市栗沢町宮村（その他）・くりさわちようみやむら(そのた)

　　０６８-３１８３・北海道岩見沢市栗沢町美流渡楓町・くりさわちようみるとかえでちよう

　　０６８-３１７２・北海道岩見沢市栗沢町美流渡栄町・くりさわちようみるとさかえちよう

　　０６８-３１７９・北海道岩見沢市栗沢町美流渡桜町・くりさわちようみるとさくらまち

　　０６８-３１７７・北海道岩見沢市栗沢町美流渡末広町・くりさわちようみるとすえひろちよう

　　０６８-３１７６・北海道岩見沢市栗沢町美流渡東栄町・くりさわちようみるととうえいちよう

　　０６８-３１７８・北海道岩見沢市栗沢町美流渡錦町・くりさわちようみるとにしきちよう

　　０６８-３１７５・北海道岩見沢市栗沢町美流渡西町・くりさわちようみるとにしまち

　　０６８-３１８０・北海道岩見沢市栗沢町美流渡東町・くりさわちようみるとひがしまち

　　０６８-３１７１・北海道岩見沢市栗沢町美流渡本町・くりさわちようみるとほんちよう

　　０６８-３１８２・北海道岩見沢市栗沢町美流渡緑町・くりさわちようみるとみどりまち

　　０６８-３１８１・北海道岩見沢市栗沢町美流渡南町・くりさわちようみるとみなみまち

　　０６８-３１７４・北海道岩見沢市栗沢町美流渡吉野町・くりさわちようみるとよしのちよう

　　０６８-３１７３・北海道岩見沢市栗沢町美流渡若葉町・くりさわちようみるとわかはﾞちよう

　　０６８-０１１５・北海道岩見沢市栗沢町最上・くりさわちようもがみ

　　０６８-０１１４・北海道岩見沢市栗沢町茂世丑・くりさわちようもせうじ

　　０６８-０１１１・北海道岩見沢市栗沢町由良・くりさわちようゆら

　　０６８-０８３４・北海道岩見沢市駒園・こまぞの

　　０６８-０８２１・北海道岩見沢市栄町・さかえまち

　　０６８-００５８・北海道岩見沢市桜木一条・さくらぎ１じよう

　　０６８-０８３３・北海道岩見沢市志文町・しぶんちよう



　　０６８-０８４１・北海道岩見沢市志文本町一条・しぶんほんちよう１じよう

　　０６８-０８４２・北海道岩見沢市志文本町二条・しぶんほんちよう２じよう

　　０６８-０８４３・北海道岩見沢市志文本町三条・しぶんほんちよう３じよう

　　０６８-０８４４・北海道岩見沢市志文本町四条・しぶんほんちよう４じよう

　　０６８-０８４５・北海道岩見沢市志文本町五条・しぶんほんちよう５じよう

　　０６８-３１８６・北海道岩見沢市清水町・しみずちよう

　　０６８-０８４６・北海道岩見沢市下志文町・しもしぶんちよう

　　０６９-０３７６・北海道岩見沢市中幌向町・なかほろむいちよう

　　０６８-０８１８・北海道岩見沢市並木町・なみきちよう

　　０６８-３１８７・北海道岩見沢市奈良町・ならちよう

　　０６８-００４８・北海道岩見沢市西川町・にしかわちよう

　　０６８-０８２８・北海道岩見沢市鳩が丘・はとがおか

　　０６８-００１５・北海道岩見沢市東町・ひがしまち

　　０６８-００１３・北海道岩見沢市東町一条・ひがしまち１じよう

　　０６８-００１４・北海道岩見沢市東町二条・ひがしまち２じよう

　　０６８-０８２０・北海道岩見沢市東山・ひがしやま

　　０６８-０８２６・北海道岩見沢市東山町・ひがしやまちよう

　　０６８-０８２３・北海道岩見沢市日の出南・ひのでみなみ

　　０６８-０８２４・北海道岩見沢市日の出北・ひのできた

　　０６８-０８２２・北海道岩見沢市日の出台・ひのでだい

　　０６８-０８２５・北海道岩見沢市日の出町・ひのでちよう

　　０６８-０８３１・北海道岩見沢市ふじ町一条・ふじちよう１じよう

　　０６８-０８３２・北海道岩見沢市ふじ町二条・ふじちよう２じよう

　　０６９-０３６６・北海道岩見沢市双葉町・ふたはﾞちよう

　　０６８-０８３７・北海道岩見沢市宝水町・ほうすいちよう

　　０６９-０３８１・北海道岩見沢市幌向北一条・ほろむいきた１じよう

　　０６９-０３８２・北海道岩見沢市幌向北二条・ほろむいきた２じよう

　　０６９-０３７１・北海道岩見沢市幌向南一条・ほろむいみなみ１じよう

　　０６９-０３７２・北海道岩見沢市幌向南二条・ほろむいみなみ２じよう

　　０６９-０３７３・北海道岩見沢市幌向南三条・ほろむいみなみ３じよう

　　０６９-０３７４・北海道岩見沢市幌向南四条・ほろむいみなみ４じよう

　　０６９-０３７５・北海道岩見沢市幌向南五条・ほろむいみなみ５じよう

　　０６９-０３８３・北海道岩見沢市幌向町・ほろむいちよう

　　０６８-０８１１・北海道岩見沢市美園一条・みその１じよう

　　０６８-０８１２・北海道岩見沢市美園二条・みその２じよう

　　０６８-０８１３・北海道岩見沢市美園三条・みその３じよう

　　０６８-０８１４・北海道岩見沢市美園四条・みその４じよう

　　０６８-０８１５・北海道岩見沢市美園五条・みその５じよう

　　０６８-０８１６・北海道岩見沢市美園六条・みその６じよう

　　０６８-０８１７・北海道岩見沢市美園七条・みその７じよう

　　０６８-０８３５・北海道岩見沢市緑が丘・みどりがおか

　　０６８-００４６・北海道岩見沢市緑町・みどりちよう

　　０６８-０８１０・北海道岩見沢市南町・みなみまち

　　０６８-０８０１・北海道岩見沢市南町一条・みなみまち１じよう

　　０６８-０８０２・北海道岩見沢市南町二条・みなみまち２じよう

　　０６８-０８０３・北海道岩見沢市南町三条・みなみまち３じよう

　　０６８-０８０４・北海道岩見沢市南町四条・みなみまち４じよう

　　０６８-０８０５・北海道岩見沢市南町五条・みなみまち５じよう

　　０６８-０８０６・北海道岩見沢市南町六条・みなみまち６じよう

　　０６８-０８０７・北海道岩見沢市南町七条・みなみまち７じよう

　　０６８-０８０８・北海道岩見沢市南町八条・みなみまち８じよう

　　０６８-０８０９・北海道岩見沢市南町九条・みなみまち９じよう

　　０７９-０１８２・北海道岩見沢市峰延町・みねのぶちよう

　　０６８-００１６・北海道岩見沢市稔町・みのりちよう

　　０６８-３１８８・北海道岩見沢市毛陽町・もうようちよう

　　０６８-００５４・北海道岩見沢市元町一条東・もとまち１じようひがじ

　　０６８-００５１・北海道岩見沢市元町一条西・もとまち１じようにじ

　　０６８-００５５・北海道岩見沢市元町二条東・もとまち２じようひがじ

　　０６８-００５２・北海道岩見沢市元町二条西・もとまち２じようにじ

　　０６８-００５６・北海道岩見沢市元町三条東・もとまち３じようひがじ

　　０６８-０８５１・北海道岩見沢市大和一条・やまと１じよう

　　０６８-０８５２・北海道岩見沢市大和二条・やまと２じよう

　　０６８-０８５３・北海道岩見沢市大和三条・やまと３じよう

　　０６８-０８５４・北海道岩見沢市大和四条・やまと４じよう

　　０６８-０８５５・北海道岩見沢市大和町・やまとちよう

　　０６８-０８３０・北海道岩見沢市若駒・わかこま

　　０６８-００４７・北海道岩見沢市若松町・わかまつちよう

　　０６８-０００１・北海道岩見沢市一条東・１じようひがじ

　　０６８-００２１・北海道岩見沢市一条西・１じようにじ

　　０６８-０００２・北海道岩見沢市二条東・２じようひがじ



　　０６８-００２２・北海道岩見沢市二条西・２じようにじ

　　０６８-０００３・北海道岩見沢市三条東・３じようひがじ

　　０６８-００２３・北海道岩見沢市三条西・３じようにじ

　　０６８-０００４・北海道岩見沢市四条東・４じようひがじ

　　０６８-００２４・北海道岩見沢市四条西・４じようにじ

　　０６８-０００５・北海道岩見沢市五条東・５じようひがじ

　　０６８-００２５・北海道岩見沢市五条西・５じようにじ

　　０６８-０００６・北海道岩見沢市六条東・６じようひがじ

　　０６８-００２６・北海道岩見沢市六条西・６じようにじ

　　０６８-０００７・北海道岩見沢市七条東・７じようひがじ

　　０６８-００２７・北海道岩見沢市七条西・７じようにじ

　　０６８-０００８・北海道岩見沢市八条東・８じようひがじ

　　０６８-００２８・北海道岩見沢市八条西・８じようにじ

　　０６８-０００９・北海道岩見沢市九条東・９じようひがじ

　　０６８-００２９・北海道岩見沢市九条西・９じようにじ

　　０６８-００１０・北海道岩見沢市十条東・１０じようひがじ

　　０６８-００３０・北海道岩見沢市十条西・１０じようにじ

　　０６８-００１１・北海道岩見沢市十一条東・１１じようひがじ

　　０６８-００３１・北海道岩見沢市十一条西・１１じようにじ

　　０６８-００１２・北海道岩見沢市十二条東・１２じようひがじ

　　０６８-００３２・北海道岩見沢市十二条西・１２じようにじ

　　０６８-００３３・北海道岩見沢市十三条西・１３じようにじ

　　０９３-００００・北海道網走市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-３１１５・北海道網走市稲富・いなとみ

　　０９３-０１３５・北海道網走市卯原内・うはﾞらない

　　０９９-３５０２・北海道網走市浦士別・うらしべつ

　　０９３-００４５・北海道網走市大曲・おおまがり

　　０９９-３５０１・北海道網走市音根内・おんねない

　　０９３-００８３・北海道網走市海岸町・かいがんちよう

　　０９３-０１３３・北海道網走市嘉多山・かたやま

　　０９３-００４１・北海道網走市桂町・かつらまち

　　０９９-３１１２・北海道網走市北浜・きたはま

　　０９３-００５１・北海道網走市北一条東・きた１じようひがじ

　　０９３-００７１・北海道網走市北一条西・きた１じようにじ

　　０９３-００５２・北海道網走市北二条東・きた２じようひがじ

　　０９３-００７２・北海道網走市北二条西・きた２じようにじ

　　０９３-００５３・北海道網走市北三条東・きた３じようひがじ

　　０９３-００７３・北海道網走市北三条西・きた３じようにじ

　　０９３-００５４・北海道網走市北四条東・きた４じようひがじ

　　０９３-００７４・北海道網走市北四条西・きた４じようにじ

　　０９３-００５５・北海道網走市北五条東・きた５じようひがじ

　　０９３-００７５・北海道網走市北五条西・きた５じようにじ

　　０９３-００５６・北海道網走市北六条東・きた６じようひがじ

　　０９３-００７６・北海道網走市北六条西・きた６じようにじ

　　０９３-００５７・北海道網走市北七条東・きた７じようひがじ

　　０９３-００７７・北海道網走市北七条西・きた７じようにじ

　　０９３-００５８・北海道網走市北八条東・きた８じようひがじ

　　０９３-００７８・北海道網走市北八条西・きた８じようにじ

　　０９３-００５９・北海道網走市北九条東・きた９じようひがじ

　　０９３-００７９・北海道網走市北九条西・きた９じようにじ

　　０９３-００６０・北海道網走市北十条東・きた１０じようひがじ

　　０９３-００８０・北海道網走市北十条西・きた１０じようにじ

　　０９３-００６１・北海道網走市北十一条東・きた１１じようひがじ

　　０９３-００８１・北海道網走市北十一条西・きた１１じようにじ

　　０９３-００６２・北海道網走市北十二条東・きた１２じようひがじ

　　０９３-００８２・北海道網走市北十二条西・きた１２じようにじ

　　０９９-３５０４・北海道網走市清浦・きようら

　　０９３-００８４・北海道網走市向陽ケ丘・こうようがおか

　　０９３-０１３４・北海道網走市越歳・こしとじ

　　０９３-００３５・北海道網走市駒場南・こまはﾞみなみ

　　０９３-００３３・北海道網走市駒場北・こまはﾞきた

　　０９９-３５０３・北海道網走市栄・さかえ

　　０９３-００８８・北海道網走市三眺・さんちよう

　　０９３-００４２・北海道網走市潮見・しおみ

　　０９９-３１１７・北海道網走市昭和・しようわ

　　０９３-００４６・北海道網走市新町・しんまち

　　０９３-００３１・北海道網走市台町・だいまち

　　０９３-００３４・北海道網走市つくしケ丘・つくしがおか

　　０９３-００４４・北海道網走市天都山・てんとざん

　　０９９-３１１８・北海道網走市豊郷・とよさと



　　０９９-２４２４・北海道網走市中園・なかぞの

　　０９３-００４３・北海道網走市錦町・にしきまち

　　０９３-０２４１・北海道網走市能取・のとり

　　０９３-０１３１・北海道網走市能取港町・のとろみなとまち

　　０９９-２４２３・北海道網走市東網走・ひがしあはﾞしり

　　０９３-００８６・北海道網走市二ツ岩・ふたついわ

　　０９３-０１３２・北海道網走市二見ケ岡・ふたみがおか

　　０９３-００９０・北海道網走市文化・ぶんか

　　０９３-０１３６・北海道網走市平和・へいわ

　　０９９-３１１９・北海道網走市鱒浦・ますうら

　　０９９-３１１４・北海道網走市丸万・まるまん

　　０９３-００８７・北海道網走市美岬・みさき

　　０９９-３１１３・北海道網走市実豊・みとよ

　　０９３-００８９・北海道網走市緑町・みどりまち

　　０９３-００３２・北海道網走市港町・みなとまち

　　０９３-０００１・北海道網走市南一条東・みなみ１じようひがじ

　　０９３-００１１・北海道網走市南一条西・みなみ１じようにじ

　　０９３-０００２・北海道網走市南二条東・みなみ２じようひがじ

　　０９３-００１２・北海道網走市南二条西・みなみ２じようにじ

　　０９３-０００３・北海道網走市南三条東・みなみ３じようひがじ

　　０９３-００１３・北海道網走市南三条西・みなみ３じようにじ

　　０９３-０００４・北海道網走市南四条東・みなみ４じようひがじ

　　０９３-００１４・北海道網走市南四条西・みなみ４じようにじ

　　０９３-０００５・北海道網走市南五条東・みなみ５じようひがじ

　　０９３-００１５・北海道網走市南五条西・みなみ５じようにじ

　　０９３-０００６・北海道網走市南六条東・みなみ６じようひがじ

　　０９３-００１６・北海道網走市南六条西・みなみ６じようにじ

　　０９３-０００７・北海道網走市南七条東・みなみ７じようひがじ

　　０９３-００１７・北海道網走市南七条西・みなみ７じようにじ

　　０９３-０００８・北海道網走市南八条東・みなみ８じようひがじ

　　０９３-００１８・北海道網走市南八条西・みなみ８じようにじ

　　０９３-０００９・北海道網走市南九条東・みなみ９じようひがじ

　　０９３-００１９・北海道網走市南九条西・みなみ９じようにじ

　　０９３-００１０・北海道網走市南十条東・みなみ１０じようひがじ

　　０９３-００２０・北海道網走市南十条西・みなみ１０じようにじ

　　０９３-００２１・北海道網走市南十一条西・みなみ１１じようにじ

　　０９３-００２２・北海道網走市南十二条西・みなみ１２じようにじ

　　０９３-００２３・北海道網走市南十三条西・みなみ１３じようにじ

　　０９３-００２４・北海道網走市南十四条西・みなみ１４じようにじ

　　０９３-００８５・北海道網走市明治・めいじ

　　０９９-３１１１・北海道網走市藻琴・もこと

　　０９９-２４２２・北海道網走市八坂・やさか

　　０９９-３１１６・北海道網走市山里・やまさと

　　０９９-２４２１・北海道網走市呼人・よびと

　　０７７-００００・北海道留萌市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７７-００４１・北海道留萌市明元町・あけもとちよう

　　０７７-００４３・北海道留萌市旭町・あさひまち

　　０７７-００２３・北海道留萌市五十嵐町・いがらしちよう

　　０７７-００２６・北海道留萌市泉町・いずみちよう

　　０７７-００４８・北海道留萌市大町・おおまち

　　０７７-００１２・北海道留萌市大和田・おおわだ

　　０７７-００３７・北海道留萌市沖見町・おきみちよう

　　０７７-００４２・北海道留萌市開運町・かいうんちよう

　　０７７-０００３・北海道留萌市春日町・かすがちよう

　　０７７-００３８・北海道留萌市寿町・ことぶきちよう

　　０７７-００３１・北海道留萌市幸町・さいわいちよう

　　０７７-０００７・北海道留萌市栄町・さかえまち

　　０７７-０００１・北海道留萌市三泊町・さんどまりちよう

　　０７７-０００２・北海道留萌市塩見町・しおみちよう

　　０７７-００１１・北海道留萌市東雲町・しののめちよう

　　０７７-０００６・北海道留萌市末広町・すえひろちよう

　　０７７-００２７・北海道留萌市住之江町・すみのえちよう

　　０７７-００４７・北海道留萌市瀬越町・せごしちよう

　　０７７-００２１・北海道留萌市高砂町・たかさごちよう

　　０７８-３１６７・北海道留萌市樽真布町・たるまつふﾟちよう

　　０７７-００２４・北海道留萌市千鳥町・ちどりちよう

　　０７７-００１３・北海道留萌市潮静・ちようせい

　　０７８-３１６６・北海道留萌市中幌町・なかほろちよう

　　０７７-００４４・北海道留萌市錦町・にしきまち

　　０７７-００２５・北海道留萌市野本町・のもとちよう



　　０７７-００２８・北海道留萌市花園町・はなぞのちよう

　　０７７-００３６・北海道留萌市浜中町・はまなかちよう

　　０７８-３１６２・北海道留萌市東幌町・ひがしほろちよう

　　０７８-３１６５・北海道留萌市藤山町・ふじやまちよう

　　０７７-０００５・北海道留萌市船場町・ふなはﾞちよう

　　０７７-００３４・北海道留萌市平和台・へいわだい

　　０７７-００２２・北海道留萌市堀川町・ほりかわちよう

　　０７８-３１６８・北海道留萌市幌糠町・ほろぬかちよう

　　０７７-００４５・北海道留萌市本町・ほんちよう

　　０７７-００１５・北海道留萌市緑ケ丘町・みどりがおかちよう

　　０７７-００４６・北海道留萌市港町・みなとまち

　　０７８-３１６３・北海道留萌市南幌町・みなみほろちよう

　　０７７-００１４・北海道留萌市南町・みなみまち

　　０７７-００３３・北海道留萌市見晴町・みはらしちよう

　　０７７-００３２・北海道留萌市宮園町・みやぞのちよう

　　０７７-００１６・北海道留萌市元川町・もとかわちよう

　　０７７-０００４・北海道留萌市元町・もとまち

　　０７８-３１６１・北海道留萌市留萌村（峠下）・るもいむら(とうげした)

　　０７８-３１６４・北海道留萌市留萌村（幌糠）・るもいむら(ほろぬか)

　　０７７-００１３・・ るもいげんや・ 北海道留萌市留萌原野（１～１２線）

　　０７８-３１６５・北海道留萌市留萌原野（その他）・るもいげんや(そのた)

　　０７７-００３５・北海道留萌市礼受町・れうけちよう

　　０５３-００００・北海道苫小牧市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５３-０８０７・北海道苫小牧市青葉町・あおはﾞちよう

　　０５３-００５４・北海道苫小牧市明野新町・あけのしんまち

　　０５３-００５１・北海道苫小牧市明野元町・あけのもとまち

　　０５９-１３６６・北海道苫小牧市あけぼの町（１丁目）・あけほﾞのちよう

　　０５９-１３６６・北海道苫小牧市あけぼの町（２丁目）・あけほﾞのちよう

　　０５３-００５６・北海道苫小牧市あけぼの町（３～５丁目）・あけほﾞのちよう

　　０５３-００１８・北海道苫小牧市旭町・あさひまち

　　０５３-０８１２・北海道苫小牧市有明町・ありあけちよう

　　０５３-００４７・北海道苫小牧市泉町・いずみちよう

　　０５９-１３７５・北海道苫小牧市一本松町（１～５)・いつほﾟんまつちよう

　　０５３-０００１・北海道苫小牧市一本松町（６～１５)・いつほﾟんまつちよう

　　０５３-０８１４・北海道苫小牧市糸井・いとい

　　０５３-０００３・北海道苫小牧市入船町・いりふねちよう

　　０５９-１３６５・北海道苫小牧市植苗・うえなえ

　　０５３-０８４２・北海道苫小牧市有珠の沢町・うすのさわちよう

　　０５９-１３０６・北海道苫小牧市ウトナイ北・うとないきた

　　０５９-１３０７・北海道苫小牧市ウトナイ南・うとないみなみ

　　０５３-０８１５・北海道苫小牧市永福町・えいふくちよう

　　０５３-００２７・北海道苫小牧市王子町・おうじまち

　　０５３-００２４・北海道苫小牧市大町・おおまち

　　０５３-００４４・北海道苫小牧市音羽町・おとわちよう

　　０５３-００２２・北海道苫小牧市表町・おもてまち

　　０５３-０８２３・北海道苫小牧市柏木町・かしわぎちよう

　　０５９-１３６２・北海道苫小牧市柏原・かしわはﾞら

　　０５３-００３１・北海道苫小牧市春日町・かすがちよう

　　０５３-０８２２・北海道苫小牧市川沿町・かわぞえちよう

　　０５３-００３３・北海道苫小牧市木場町・きはﾞちよう

　　０５９-１２６６・北海道苫小牧市錦西町・きんせいちよう

　　０５３-０８５４・北海道苫小牧市啓北町・けいほくちよう

　　０５３-０８１３・北海道苫小牧市小糸井町・こいといちよう

　　０５３-０８１１・北海道苫小牧市光洋町・こうようちよう

　　０５３-００１６・北海道苫小牧市寿町・ことぶきちよう

　　０５３-００２６・北海道苫小牧市幸町・さいわいちよう

　　０５３-００１７・北海道苫小牧市栄町・さかえまち

　　０５３-０８３２・北海道苫小牧市桜木町・さくらぎちよう

　　０５３-０８４３・北海道苫小牧市桜坂町・さくらざかちよう

　　０５３-００４２・北海道苫小牧市三光町・さんこうちよう

　　０５３-００１２・北海道苫小牧市汐見町・しおみちよう

　　０５９-１３６３・北海道苫小牧市静川・しずかわ

　　０５３-００３４・北海道苫小牧市清水町・しみずちよう

　　０５３-０８２１・北海道苫小牧市しらかば町・しらかはﾞちよう

　　０５３-０８０１・北海道苫小牧市白金町・しろがねちよう

　　０５３-００５２・北海道苫小牧市新開町・しんかいちよう

　　０５３-０８０５・北海道苫小牧市新富町・しんとみちよう

　　０５３-０００６・北海道苫小牧市新中野町・しんなかのちよう

　　０５３-００５５・北海道苫小牧市新明町・しんめいちよう

　　０５３-００１１・北海道苫小牧市末広町・すえひろちよう



　　０５９-１２７１・北海道苫小牧市澄川町・すみかわちよう

　　０５３-００４６・北海道苫小牧市住吉町・すみよしちよう

　　０５９-１２６３・北海道苫小牧市青雲町・せいうんちよう

　　０５３-０８０６・北海道苫小牧市大成町・たいせいちよう

　　０５３-００３５・北海道苫小牧市高丘・たかおか

　　０５３-００１３・北海道苫小牧市高砂町・たかさごちよう

　　０５９-１３０２・北海道苫小牧市拓勇西町・たくゆうにしまち

　　０５９-１３０３・北海道苫小牧市拓勇東町・たくゆうひがしまち

　　０５９-１２６５・北海道苫小牧市樽前・たるまえ

　　０５９-１３０１・北海道苫小牧市東開町・とうかいちよう

　　０５９-１２６１・北海道苫小牧市ときわ町・ときわちよう

　　０５３-０８３１・北海道苫小牧市豊川町・とよかわちよう

　　０５９-１２７５・北海道苫小牧市錦岡・にしきおか

　　０５３-００２３・北海道苫小牧市錦町・にしきまち

　　０５３-０８３３・北海道苫小牧市日新町・につしんちよう

　　０５９-１３６４・北海道苫小牧市沼ノ端・ぬまのはた

　　０５９-１３０５・北海道苫小牧市沼ノ端中央・ぬまのはたちゆうおう

　　０５９-１２７２・北海道苫小牧市のぞみ町・のぞみちよう

　　０５３-０８５３・北海道苫小牧市花園町・はなぞのちよう

　　０５３-００１４・北海道苫小牧市浜町・はまちよう

　　０５３-０８４５・北海道苫小牧市はまなす町（１丁目）・はまなすちよう

　　０５９-１２７６・北海道苫小牧市はまなす町（２丁目）・はまなすちよう

　　０５９-１３７４・北海道苫小牧市晴海町（１～４２)・はるみちよう

　　０５３-０００２・北海道苫小牧市晴海町（４３)・はるみちよう

　　０５３-００４３・北海道苫小牧市日の出町・ひのでちよう

　　０５３-０８１６・北海道苫小牧市日吉町・ひよしちよう

　　０５３-００４５・北海道苫小牧市双葉町・ふたはﾞちよう

　　０５３-０００７・北海道苫小牧市船見町・ふなみちよう

　　０５９-１３７１・北海道苫小牧市弁天・べんてん

　　０５９-１３０４・北海道苫小牧市北栄町・ほくえいちよう

　　０５９-１２７７・北海道苫小牧市北星町・ほくせいちよう

　　０５３-０８５２・北海道苫小牧市北光町・ほつこうちよう

　　０５３-００１５・北海道苫小牧市本幸町・ほんこうちよう

　　０５３-００２５・北海道苫小牧市本町・ほんちよう

　　０５９-１３７３・北海道苫小牧市真砂町・まさごちよう

　　０５３-０８４１・北海道苫小牧市松風町・まつかぜちよう

　　０６６-０２７１・北海道苫小牧市丸山・まるやま

　　０５９-１３６１・北海道苫小牧市美沢・みさわ

　　０５３-００４１・北海道苫小牧市美園町・みそのちよう

　　０５３-００３２・北海道苫小牧市緑町・みどりまち

　　０５３-０００４・北海道苫小牧市港町・みなとまち

　　０５９-１２６２・北海道苫小牧市美原町・みはらまち

　　０５３-０８４４・北海道苫小牧市宮の森町・みやのもりちよう

　　０５９-１２６４・北海道苫小牧市宮前町・みやまえちよう

　　０５３-０８５５・北海道苫小牧市見山町・みやまちよう

　　０５９-１２７３・北海道苫小牧市明徳町・めいとくちよう

　　０５９-１２７４・北海道苫小牧市もえぎ町・もえぎちよう

　　０５３-０００５・北海道苫小牧市元中野町・もとなかのちよう

　　０５３-０８０４・北海道苫小牧市元町・もとまち

　　０５３-０８０３・北海道苫小牧市矢代町・やしろちよう

　　０５３-００５３・北海道苫小牧市柳町・やなぎまち

　　０５３-０８５１・北海道苫小牧市山手町・やまてちよう

　　０５３-０８０２・北海道苫小牧市弥生町・やよいちよう

　　０５９-１３７２・北海道苫小牧市勇払・ゆうふつ

　　０５３-００２１・北海道苫小牧市若草町・わかくさちよう

　　０９７-００００・北海道稚内市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９７-００１５・北海道稚内市朝日・あさひ

　　０９７-００２５・北海道稚内市恵比須・えびす

　　０９７-００２３・北海道稚内市開運・かいうん

　　０９８-６６４２・北海道稚内市声問（１～５丁目）・こえとい(１-５)

　　０９８-６５６５・北海道稚内市声問村（曙）・こえといむら(あけほﾞの)

　　０９８-６５７２・北海道稚内市声問村（開進）・こえといむら(かいしん)

　　０９８-６５６１・北海道稚内市声問村（樺岡）・こえといむら(かはﾞおか)

　　０９８-６５６２・北海道稚内市声問村（上声問）・こえといむら(かみこえとい)

　　０９８-６５７４・北海道稚内市声問村（上豊別）・こえといむら(かみとよべつ)

　　０９８-６５６４・北海道稚内市声問村（川西）・こえといむら(かわにし)

　　０９８-６５７６・北海道稚内市声問村（川南）・こえといむら(かわみなみ)

　　０９８-６６４５・北海道稚内市声問村（恵北）・こえといむら(けいほく)

　　０９８-６６４２・北海道稚内市声問村（声問）・こえといむら(こえとい)

　　０９８-４５８２・北海道稚内市声問村（更喜苫内）・こえといむら(さらきとまない)



　　０９８-６５７３・北海道稚内市声問村（下豊別）・こえといむら(しもとよべつ)

　　０９８-６５７５・北海道稚内市声問村（天興）・こえといむら(てんこう)

　　０９８-６５６３・北海道稚内市声問村（沼川）・こえといむら(ぬまかわ)

　　０９８-６５７１・北海道稚内市声問村（曲渕）・こえといむら(まがりふち)

　　０９８-６６４３・北海道稚内市声問村（メクマ）・こえといむら(めくま)

　　０９７-０００３・北海道稚内市こまどり・こまどり

　　０９７-００１７・北海道稚内市栄・さかえ

　　０９７-０００２・北海道稚内市潮見・しおみ

　　０９７-００１４・北海道稚内市新光町・しんこうちよう

　　０９７-０００７・北海道稚内市新末広・しんすえひろ

　　０９７-０００６・北海道稚内市新港町・しんみなとちよう

　　０９７-０００１・北海道稚内市末広・すえひろ

　　０９８-６７５８・北海道稚内市宗谷岬・そうやみさき

　　０９８-６７５４・北海道稚内市宗谷村（清浜）・そうやむら(きよはま)

　　０９８-６７５５・北海道稚内市宗谷村（宗谷）・そうやむら(そうや)

　　０９８-６７５６・北海道稚内市宗谷村（富磯）・そうやむら(とみいそ)

　　０９８-６７５１・北海道稚内市宗谷村（豊岩）・そうやむら(とよいわ)

　　０９８-６３８５・北海道稚内市宗谷村（東浦）・そうやむら(ひがしうら)

　　０９８-６６４４・北海道稚内市宗谷村（増幌）・そうやむら(ますほろ)

　　０９８-６７５７・北海道稚内市宗谷村（増幌浜）・そうやむら(ますほろはま)

　　０９８-６３８４・北海道稚内市宗谷村（峰岡）・そうやむら(みねおか)

　　０９７-０００５・北海道稚内市大黒・だいこく

　　０９７-００２２・北海道稚内市中央・ちゆうおう

　　０９７-００１２・北海道稚内市富岡・とみおか

　　０９７-００３７・北海道稚内市西浜・にしはま

　　０９７-００２６・北海道稚内市ノシャップ・のしやつふﾟ

　　０９７-００１６・北海道稚内市萩見・はぎみ

　　０９８-４５８１・北海道稚内市抜海村（上勇知)・はﾞつかいむら(かみゆうち)

　　０９８-４５８１・北海道稚内市抜海村（下勇知)・(はﾞつかいむら(しもゆうち)

　　０９８-４５８１・北海道稚内市抜海村（夕来)・(はﾞつかいむら(かみゆうち(ゆうくる)

　　０９８-４５８１・北海道稚内市抜海村（オネトマナイ）・はﾞつかいむら

　　０９７-００３６・北海道稚内市抜海村（クトネベツ）・はﾞつかいむら

　　０９７-００３５・北海道稚内市抜海村（バッカイ）・はﾞつかいむら

　　０９７-００１１・北海道稚内市はまなす・はまなす

　　０９７-００２７・北海道稚内市富士見・ふじみ

　　０９７-００２４・北海道稚内市宝来・ほうらい

　　０９７-０００４・北海道稚内市緑・みどり

　　０９７-００２１・北海道稚内市港・みなと

　　０９７-００１３・北海道稚内市若葉台・わかはﾞだい

　　０７２-００００・北海道美唄市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７２-００４４・北海道美唄市一心町・いつしんちよう

　　０７２-００２３・北海道美唄市大通西一条南・おおどおりにし１じようみなみ

　　０７２-００２１・北海道美唄市大通西一条北・おおどおりにし１じようきた

　　０７２-００１１・北海道美唄市大通東一条南・おおどおりひがし１じようみなみ

　　０７２-０００１・北海道美唄市大通東一条北・おおどおりひがし１じようきた

　　０７２-０８３５・北海道美唄市落合町入初・おちあいちよういりそめ

　　０７２-０８３１・北海道美唄市落合町栄町・おちあいちようさかえまち

　　０７２-０８３４・北海道美唄市落合町住吉・おちあいちようすみよじ

　　０７２-０８３２・北海道美唄市落合町本町・おちあいちようほんちよう

　　０７２-０８３３・北海道美唄市落合町緑が丘・おちあいちようみどりがおか

　　０７２-００４７・北海道美唄市開発町親和・かいはつちようしんわ

　　０７２-００４５・北海道美唄市開発町南・かいはつちようみなみ

　　０７２-００４６・北海道美唄市開発町北・かいはつちようきた

　　０７２-００５１・北海道美唄市上美唄町・かみびはﾞいちよう

　　０７９-０１７７・北海道美唄市上美唄町（協和)・かみびはﾞいちよう(きようわ)

　　０７９-０１７７・北海道美唄市上美唄町（南）・かみびはﾞいちよう(みなみ)

　　０７２-００５３・北海道美唄市上美唄町中央・かみびはﾞいちようちゆうおう

　　０７２-００５４・北海道美唄市上美唄町沼の端・かみびはﾞいちようぬまのはた

　　０７２-００５２・北海道美唄市上美唄町東・かみびはﾞいちようひがじ

　　０７２-０８５７・北海道美唄市我路町菊水・がろちようきくすい

　　０７２-０８５５・北海道美唄市我路町公園通り・がろちようこうえんどおり

　　０７２-０８５６・北海道美唄市我路町新町・がろちようしんまち

　　０７２-０８５１・北海道美唄市我路町一条・がろちよう１じよう

　　０７２-０８５２・北海道美唄市我路町二条・がろちよう２じよう

　　０７２-０８５３・北海道美唄市我路町三条・がろちよう３じよう

　　０７２-０８５４・北海道美唄市我路町四条・がろちよう４じよう

　　０７２-０００９・北海道美唄市癸巳町・きしちよう

　　０７２-０００８・北海道美唄市癸巳町奔美唄・きしちようほﾟんびはﾞい

　　０７９-０２７４・北海道美唄市北美唄町・きたびはﾞいちよう

　　０７２-０８１９・北海道美唄市共練町東・きようれんちようひがじ



　　０７２-０８１９・北海道美唄市共練町西・きようれんちようにじ

　　０７９-０１６５・北海道美唄市光珠内上中の沢・こうしうないかみなかのさわ

　　０７９-０１６４・北海道美唄市光珠内下中の沢・こうしうないしもなかのさわ

　　０７９-０１６２・北海道美唄市光珠内北・こうしゆないきた

　　０７９-０１６１・北海道美唄市光珠内拓北・こうしゆないたくほく

　　０７９-０１７１・北海道美唄市光珠内中央・こうしゆないちゆうおう

　　０７９-０１６６・北海道美唄市光珠内東山・こうしゆないひがしやま

　　０６８-２１８１・北海道美唄市光珠内町南（２７９４－１２)・みなみ

　　０７９-０１６７・北海道美唄市光珠内町南（その他）・みなみ(そのた)

　　０７２-００４２・北海道美唄市進徳町・しんとくちよう

　　０７２-００４１・北海道美唄市進徳町東・しんとくちようひがじ

　　０７２-００４３・北海道美唄市進徳町西・しんとくちようにじ

　　０７９-０２６１・北海道美唄市茶志内町・ちやしないちよう

　　０７９-０２６７・北海道美唄市茶志内町協和・ちやしないちようきようわ

　　０７９-０２６６・北海道美唄市茶志内町本町・ちやしないちようほんちよう

　　０７２-０８０８・北海道美唄市東明町・とうめいちよう

　　０７２-０８０３・北海道美唄市東明一条・とうめい１じよう

　　０７２-０８０４・北海道美唄市東明二条・とうめい２じよう

　　０７２-０８０５・北海道美唄市東明三条・とうめい３じよう

　　０７２-０８０６・北海道美唄市東明四条・とうめい４じよう

　　０７２-０８０７・北海道美唄市東明五条・とうめい５じよう

　　０７９-０１７６・北海道美唄市豊葦町・とよあしちよう

　　０７９-０２７２・北海道美唄市中村町中央・なかむらちようちゆうおう

　　０７９-０２７１・北海道美唄市中村町南・なかむらちようみなみ

　　０７９-０２７３・北海道美唄市中村町北・なかむらちようきた

　　０７２-００５７・北海道美唄市西美唄町大曲・にしびはﾞいちようおおまがり

　　０７２-００５８・北海道美唄市西美唄町富樫・にしびはﾞいちようとがじ

　　０７２-００５５・北海道美唄市西美唄町元村・にしびはﾞいちようもとむら

　　０７２-００５９・北海道美唄市西美唄町元村美富・にしびはﾞいちようもとむらみとみ

　　０７２-００５６・北海道美唄市西美唄町山形・にしびはﾞいちようやまがた

　　０７２-００２４・北海道美唄市西一条南・にし１じようみなみ

　　０７２-００２２・北海道美唄市西一条北・にし１じようきた

　　０７２-００２５・北海道美唄市西二条南・にし２じようみなみ

　　０７２-００３１・北海道美唄市西二条北・にし２じようきた

　　０７２-００２６・北海道美唄市西三条南・にし３じようみなみ

　　０７２-００３２・北海道美唄市西三条北・にし３じようきた

　　０７２-００２７・北海道美唄市西四条南・にし４じようみなみ

　　０７２-００３３・北海道美唄市西四条北・にし４じようきた

　　０７２-００２８・北海道美唄市西五条南・にし５じようみなみ

　　０７２-００３４・北海道美唄市西五条北・にし５じようきた

　　０７９-０２６２・北海道美唄市日東町栄町・につとうちようさかえまち

　　０７９-０２６３・北海道美唄市日東町住吉・につとうちようすみよじ

　　０７９-０２６５・北海道美唄市日東町富の郷・につとうちようとみのごう

　　０７９-０２６４・北海道美唄市日東町本町・につとうちようほんちよう

　　０７２-００３７・北海道美唄市沼の内町北・ぬまのうちちようきた

　　０７２-００３５・北海道美唄市沼の内町中央・ぬまのうちちようちゆうおう

　　０７２-００３８・北海道美唄市沼の内町西・ぬまのうちちようにじ

　　０７２-００３６・北海道美唄市沼の内町南・ぬまのうちちようみなみ

　　０７２-０８４４・北海道美唄市盤の沢町桜が丘・はﾞんのさわちようさくらがおか

　　０７２-０８４３・北海道美唄市盤の沢町高台・はﾞんのさわちようたかだい

　　０７２-０８４１・北海道美唄市盤の沢町滝の上・はﾞんのさわちようたきのうえ

　　０７２-０８４２・北海道美唄市盤の沢町本町・はﾞんのさわちようほんちよう

　　０７２-００１２・北海道美唄市東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０７２-０００２・北海道美唄市東一条北・ひがし１じようきた

　　０７２-００１３・北海道美唄市東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０７２-０００３・北海道美唄市東二条北・ひがし２じようきた

　　０７２-００１４・北海道美唄市東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０７２-０００４・北海道美唄市東三条北・ひがし３じようきた

　　０７２-００１５・北海道美唄市東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０７２-０００５・北海道美唄市東四条北・ひがし４じようきた

　　０７２-００１６・北海道美唄市東五条南・ひがし５じようみなみ

　　０７２-０００６・北海道美唄市東五条北・ひがし５じようきた

　　０７２-００１７・北海道美唄市東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０７２-０００７・北海道美唄市東六条北・ひがし６じようきた

　　０７２-０８１１・北海道美唄市東七条南・ひがし７じようみなみ

　　０７２-０８０１・北海道美唄市東七条北・ひがし７じようきた

　　０７２-０８１２・北海道美唄市東八条南・ひがし８じようみなみ

　　０７２-０８０２・北海道美唄市東八条北・ひがし８じようきた

　　０７２-０８１３・北海道美唄市南美唄町旭町・みなみびはﾞいちようあさひまち

　　０７２-０８２２・北海道美唄市南美唄町大通り・みなみびはﾞいちようおおどおり



　　０７２-０８２１・北海道美唄市南美唄町上・みなみびはﾞいちようかみ

　　０７２-０８１７・北海道美唄市南美唄町北町・みなみびはﾞいちようきたまち

　　０７２-０８２６・北海道美唄市南美唄町栄町南・みなみびはﾞいちようさかえまちみなみ

　　０７２-０８２７・北海道美唄市南美唄町栄町北・みなみびはﾞいちようさかえまちきた

　　０７２-０８２５・北海道美唄市南美唄町桜井町・みなみびはﾞいちようさくらいちよう

　　０７２-０８２３・北海道美唄市南美唄町下・みなみびはﾞいちようしも

　　０７２-０８２４・北海道美唄市南美唄町新富町・みなみびはﾞいちようしんとみちよう

　　０７２-０８１８・北海道美唄市南美唄町中央通り・みなみびはﾞいちようちゆうおうどおり

　　０７２-０８１６・北海道美唄市南美唄町仲町・みなみびはﾞいちようなかまち

　　０７２-０８２８・北海道美唄市南美唄町西町・みなみびはﾞいちようにしまち

　　０７２-０８１５・北海道美唄市南美唄町南町・みなみびはﾞいちようみなみまち

　　０７２-０８１４・北海道美唄市南美唄町山の手・みなみびはﾞいちようやまのて

　　０７９-０１７３・北海道美唄市峰延町公園・みねのぶちようこうえん

　　０７９-０１７２・北海道美唄市峰延町東・みねのぶちようひがじ

　　０７９-０１７４・北海道美唄市峰延町本町・みねのぶちようほんちよう

　　０７９-０１７５・北海道美唄市峰延町峰樺・みねのぶちようみねかはﾞ

　　０７５-００００・北海道芦別市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７５-０１６５・北海道芦別市青木沢・あおきさわ

　　０７５-００３６・北海道芦別市旭町・あさひちよう

　　０７５-００３５・北海道芦別市旭町油谷・あさひまちゆや

　　０７６-００８１・北海道芦別市泉・いずみ

　　０７９-１３７１・北海道芦別市上芦別町・かみあしべつちよう

　　０７５-０１６６・北海道芦別市川岸・かわぎじ

　　０７５-００１１・北海道芦別市北一条東・きた１じようひがじ

　　０７５-０００１・北海道芦別市北一条西・きた１じようにじ

　　０７５-００１２・北海道芦別市北二条東・きた２じようひがじ

　　０７５-０００２・北海道芦別市北二条西・きた２じようにじ

　　０７５-００１３・北海道芦別市北三条東・きた３じようひがじ

　　０７５-０００３・北海道芦別市北三条西・きた３じようにじ

　　０７５-００１４・北海道芦別市北四条東・きた４じようひがじ

　　０７５-０００４・北海道芦別市北四条西・きた４じようにじ

　　０７５-００１５・北海道芦別市北五条東・きた５じようひがじ

　　０７５-０００５・北海道芦別市北五条西・きた５じようにじ

　　０７５-００１６・北海道芦別市北六条東・きた６じようひがじ

　　０７５-０００６・北海道芦別市北六条西・きた６じようにじ

　　０７５-０００７・北海道芦別市北七条西・きた７じようにじ

　　０７５-０２５２・北海道芦別市黄金町・こがねちよう

　　０７５-０２５１・北海道芦別市新城町・しんじようちよう

　　０７５-００１９・北海道芦別市高根町・たかねちよう

　　０７５-００１８・北海道芦別市常磐町・ときわちよう

　　０７５-０２５４・北海道芦別市豊岡・とよおか

　　０７５-０２５３・北海道芦別市豊岡町・とよおかちよう

　　０７５-０１６７・北海道芦別市中の丘町・なかのおかちよう

　　０７５-０１６１・北海道芦別市西芦別町・にしあしべつちよう

　　０７９-１３７２・北海道芦別市野花南町・のかなんちよう

　　０７５-０１６２・北海道芦別市東頼城町・ひがしらいじようちよう

　　０７５-００１７・北海道芦別市福住町・ふくずみちよう

　　０７５-００３４・北海道芦別市幌内・ほろない

　　０７５-００４１・北海道芦別市本町・ほんちよう

　　０７５-００３１・北海道芦別市南一条東・みなみ１じようひがじ

　　０７５-００２１・北海道芦別市南一条西・みなみ１じようにじ

　　０７５-００３２・北海道芦別市南二条東・みなみ２じようひがじ

　　０７５-００３３・北海道芦別市南三条東・みなみ３じようひがじ

　　０７５-０１６４・北海道芦別市頼城町・らいじようちよう

　　０７５-０１６３・北海道芦別市緑泉町・ろくせんちよう

　　０６７-００００・北海道江別市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６７-００１１・北海道江別市１条・１じよう

　　０６７-００１２・北海道江別市２条・２じよう

　　０６７-００１３・北海道江別市３条・３じよう

　　０６７-００１４・北海道江別市４条・４じよう

　　０６７-００１５・北海道江別市５条・５じよう

　　０６７-００１６・北海道江別市６条・６じよう

　　０６７-００１７・北海道江別市７条・７じよう

　　０６７-００１８・北海道江別市８条・８じよう

　　０６７-００２５・北海道江別市あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　０６９-０８２６・北海道江別市あさひが丘・あさひがおか

　　０６７-００２４・北海道江別市朝日町・あさひちよう

　　０６７-００３４・北海道江別市いずみ野・いずみの

　　０６７-００７２・北海道江別市一番町・いちはﾞんちよう

　　０６７-００２２・北海道江別市江別太・えべつぶと



　　０６７-０００１・北海道江別市王子・おうじ

　　０６９-０８４５・北海道江別市大麻・おおあさ

　　０６９-０８６４・北海道江別市大麻泉町・おおあさいずみちよう

　　０６９-０８４３・北海道江別市大麻扇町・おおあさおうぎまち

　　０６９-０８６１・北海道江別市大麻北町・おおあさきたまち

　　０６９-０８６２・北海道江別市大麻栄町・おおあささかえまち

　　０６９-０８４６・北海道江別市大麻桜木町・おおあささくらぎちよう

　　０６９-０８４２・北海道江別市大麻沢町・おおあささわまち

　　０６９-０８６３・北海道江別市大麻新町・おおあさしんまち

　　０６９-０８５１・北海道江別市大麻園町・おおあさそのまち

　　０６９-０８５３・北海道江別市大麻高町・おおあさたかまち

　　０６９-０８５４・北海道江別市大麻中町・おおあさなかまち

　　０６９-０８４４・北海道江別市大麻西町・おおあさにしまち

　　０６９-０８６６・北海道江別市大麻晴美町・おおあさはるみちよう

　　０６９-０８５２・北海道江別市大麻東町・おおあさひがしまち

　　０６９-０８４７・北海道江別市大麻ひかり町・おおあさひかりまち

　　０６９-０８６５・北海道江別市大麻南樹町・おおあさみなきちよう

　　０６９-０８５５・北海道江別市大麻宮町・おおあさみやまち

　　０６９-０８４１・北海道江別市大麻元町・おおあさもとまち

　　０６７-００５２・北海道江別市角山・かくやま

　　０６７-００６４・北海道江別市上江別・かみえべつ

　　０６７-００６３・北海道江別市上江別西町・かみえべつにしまち

　　０６７-００６１・北海道江別市上江別東町・かみえべつひがしまち

　　０６７-００６２・北海道江別市上江別南町・かみえべつみなみまち

　　０６７-００５１・北海道江別市工栄町・こうえいちよう

　　０６９-０８１２・北海道江別市幸町・さいわいちよう

　　０６７-００５５・北海道江別市篠津・しのつ

　　０６９-０８０６・北海道江別市新栄台・しんえいだい

　　０６７-００７４・北海道江別市高砂町・たかさごちよう

　　０６９-０８０１・北海道江別市中央町・ちゆうおうちよう

　　０６７-００３３・北海道江別市対雁・ついしかり

　　０６７-００２３・北海道江別市東光町・とうこうちよう

　　０６７-００２１・北海道江別市豊幌・とよほろ

　　０６７-００２６・北海道江別市豊幌花園町・とよほろはなぞのちよう

　　０６７-００２８・北海道江別市豊幌はみんぐ町・とよほろはみんぐちよう

　　０６７-００２７・北海道江別市豊幌美咲町・とよほろみさきちよう

　　０６７-００５３・北海道江別市中島・なかじま

　　０６９-０８１１・北海道江別市錦町・にしきちよう

　　０６９-０８３２・北海道江別市西野幌・にしのつほﾟろ

　　０６９-０８０２・北海道江別市野幌寿町・のつほﾟろことぶきちよう

　　０６９-０８１５・北海道江別市野幌末広町・のつほﾟろすえひろちよう

　　０６９-０８１６・北海道江別市野幌住吉町・のつほﾟろすみよしちよう

　　０６９-０８０３・北海道江別市野幌屯田町・のつほﾟろとんでんちよう

　　０６９-０８２５・北海道江別市野幌東町・のつほﾟろひがしまち

　　０６９-０８１４・北海道江別市野幌松並町・のつほﾟろまつなみちよう

　　０６９-０８０４・北海道江別市野幌美幸町・のつほﾟろみゆきちよう

　　０６９-０８１７・北海道江別市野幌代々木町・のつほﾟろよよぎちよう

　　０６９-０８３１・北海道江別市野幌若葉町・のつほﾟろわかはﾞちよう

　　０６９-０８１３・北海道江別市野幌町・のつほﾟろちよう

　　０６７-００７１・北海道江別市萩ケ岡・はぎがおか

　　０６９-０８２２・北海道江別市東野幌・ひがしのつほﾟろ

　　０６９-０８２１・北海道江別市東野幌町・ひがしのつほﾟろちよう

　　０６９-０８２４・北海道江別市東野幌本町・ひがしのつほﾟろほんちよう

　　０６９-０８３３・北海道江別市文京台・ぶんきようだい

　　０６９-０８３４・北海道江別市文京台東町・ぶんきようだいひがしまち

　　０６９-０８３６・北海道江別市文京台緑町・ぶんきようだいみどりまち

　　０６９-０８３５・北海道江別市文京台南町・ぶんきようだいみなみまち

　　０６７-０００５・北海道江別市牧場町・まきはﾞちよう

　　０６９-０８２３・北海道江別市緑ケ丘・みどりがおか

　　０６７-０００２・北海道江別市緑町西・みどりまちにじ

　　０６７-０００３・北海道江別市緑町東・みどりまちひがじ

　　０６７-００５６・北海道江別市美原・みはら

　　０６７-００４２・北海道江別市見晴台・みはらしだい

　　０６７-００７５・北海道江別市向ケ丘・むこうがおか

　　０６７-００５８・北海道江別市萌えぎ野中央・もえぎのちゆうおう

　　０６７-００５９・北海道江別市萌えぎ野西・もえぎのにじ

　　０６７-００５７・北海道江別市萌えぎ野東・もえぎのひがじ

　　０６７-００３２・北海道江別市元江別・もとえべつ

　　０６７-００４１・北海道江別市元江別本町・もとえべつほんちよう

　　０６９-０８６７・北海道江別市元野幌（１～４４０)・もとのつほﾟろ



　　０６９-０８０５・北海道江別市元野幌（その他）・もとのつほﾟろ(そのた)

　　０６７-００３１・北海道江別市元町・もとまち

　　０６７-００５４・北海道江別市八幡・やはた

　　０６７-００７３・北海道江別市弥生町・やよいちよう

　　０６７-００６５・北海道江別市ゆめみ野東町・ゆめみのひがしまち

　　０６７-００６６・北海道江別市ゆめみ野南町・ゆめみのみなみまち

　　０６７-０００４・北海道江別市若草町・わかくさちよう

　　０７９-１１００・北海道赤平市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７９-１１４３・北海道赤平市赤平・あかびら

　　０７９-１１３４・北海道赤平市泉町・いずみまち

　　０７９-１２７４・北海道赤平市エルム町・えるむちよう

　　０７９-１１４１・北海道赤平市大町・おおまち

　　０７９-１１２１・北海道赤平市北文京町・きたぶんきようちよう

　　０７９-１１０１・北海道赤平市共和町・きようわちよう

　　０７９-１１５４・北海道赤平市幸町・さいわいちよう

　　０７９-１１５２・北海道赤平市桜木町・さくらぎちよう

　　０７９-１１５５・北海道赤平市昭和町・しようわちよう

　　０７９-１１５６・北海道赤平市住吉町・すみよしちよう

　　０７９-１１２４・北海道赤平市豊丘町・とよおかちよう

　　０７９-１１３３・北海道赤平市豊里・とよさと

　　０７９-１１３５・北海道赤平市錦町・にしきまち

　　０７９-１１３１・北海道赤平市西豊里町・にしとよさとちよう

　　０７９-１１２２・北海道赤平市西文京町・にしぶんきようちよう

　　０７９-１１４２・北海道赤平市東大町・ひがしおおまち

　　０７９-１１３２・北海道赤平市東豊里町・ひがしとよさとちよう

　　０７９-１１２３・北海道赤平市東文京町・ひがしぶんきようちよう

　　０７９-１２７２・北海道赤平市百戸町東・ひやつこちようひがじ

　　０７９-１２７３・北海道赤平市百戸町西・ひやつこちようにじ

　　０７９-１２７１・北海道赤平市百戸町北・ひやつこちようきた

　　０７９-１２８７・北海道赤平市平岸桂町・ひらぎしかつらちよう

　　０７９-１２８１・北海道赤平市平岸新光町・ひらぎししんこうちよう

　　０７９-１２８２・北海道赤平市平岸仲町・ひらぎしなかまち

　　０７９-１２８３・北海道赤平市平岸東町・ひらぎしひがしまち

　　０７９-１２８６・北海道赤平市平岸西町・ひらぎしにしまち

　　０７９-１２８４・北海道赤平市平岸南町・ひらぎしみなみまち

　　０７９-１２８５・北海道赤平市平岸曙町・ひらぎしあけほﾞのちよう

　　０７９-１１５３・北海道赤平市豊栄町・ほうえいちよう

　　０７９-１１０２・北海道赤平市幌岡町・ほろおかちよう

　　０７９-１１３６・北海道赤平市本町・ほんちよう

　　０７９-１１４４・北海道赤平市美園町・みそのちよう

　　０７９-１１５１・北海道赤平市宮下町・みやしたちよう

　　０７９-１２６６・北海道赤平市茂尻・もじり

　　０７９-１２６４・北海道赤平市茂尻旭町・もじりあさひまち

　　０７９-１２６２・北海道赤平市茂尻春日町・もじりかすがちよう

　　０７９-１２６６・北海道赤平市茂尻栄町・もじりさかえまち

　　０７９-１２６２・北海道赤平市茂尻新春日町・もじりしんかすがちよう

　　０７９-１２６５・北海道赤平市茂尻新町・もじりしんまち

　　０７９-１２６１・北海道赤平市茂尻中央町南・もじりちゆうおうちようみなみ

　　０７９-１２６１・北海道赤平市茂尻中央町北・もじりちゆうおうちようきた

　　０７９-１２６３・北海道赤平市茂尻本町・もじりほんちよう

　　０７９-１２６４・北海道赤平市茂尻宮下町・もじりみやしたちよう

　　０７９-１２６７・北海道赤平市茂尻元町南・もじりもとまちみなみ

　　０７９-１２６８・北海道赤平市茂尻元町北・もじりもとまちきた

　　０７９-１１１３・北海道赤平市若木町東・わかきちようひがじ

　　０７９-１１１２・北海道赤平市若木町西・わかきちようにじ

　　０７９-１１１４・北海道赤平市若木町南・わかきちようみなみ

　　０７９-１１１１・北海道赤平市若木町北・わかきちようきた

　　０９４-００００・北海道紋別市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-６１３１・北海道紋別市一本松・いつほﾟんまつ

　　０９４-００２１・北海道紋別市大山町・おおやまちよう

　　０９４-０００７・北海道紋別市落石町・おちいしちよう

　　０９４-００３１・北海道紋別市海洋公園・かいようこうえん

　　０９４-００２７・北海道紋別市上鴻之舞・かみこうのまい

　　０９９-５３５４・北海道紋別市上渚滑町・かみしよこつちよう

　　０９９-５３６４・北海道紋別市上渚滑町上古丹・かみしよこつちよううえこたん

　　０９９-５３６２・北海道紋別市上渚滑町奥東・かみしよこつちようおくとう

　　０９９-５３５５・北海道紋別市上渚滑町更生・かみしよこつちようこうせい

　　０９９-５３５１・北海道紋別市上渚滑町下渚滑・かみしよこつちようしもしよこつ

　　０９９-５３６３・北海道紋別市上渚滑町下立牛・かみしよこつちようしもたつうじ

　　０９９-５３５３・北海道紋別市上渚滑町上東・かみしよこつちようじようとう



　　０９９-５３５２・北海道紋別市上渚滑町中渚滑・かみしよこつちようなかしよこつ

　　０９９-５３６５・北海道紋別市上渚滑町中立牛・かみしよこつちようなかたつうじ

　　０９９-５３６１・北海道紋別市上渚滑町和訓辺・かみしよこつちようわくんべ

　　０９４-００２５・北海道紋別市上藻別・かみもべつ

　　０９４-０００１・北海道紋別市北浜町・きたはまちよう

　　０９９-６１３３・北海道紋別市弘道・こうどう

　　０９４-００２６・北海道紋別市鴻之舞・こうのまい

　　０９９-６１３２・北海道紋別市小向・こむかい

　　０９４-０００５・北海道紋別市幸町・さいわいちよう

　　０９４-０００６・北海道紋別市潮見町・しおみちよう

　　０９９-６２４２・北海道紋別市志文・しぶん

　　０９９-５１７１・北海道紋別市渚滑町・しよこつちよう

　　０９９-５１７４・北海道紋別市渚滑町宇津々・しよこつちよううつつ

　　０９９-５１７５・北海道紋別市渚滑町川向・しよこつちようかわむかい

　　０９９-５１７２・北海道紋別市渚滑町元新・しよこつちようもとしん

　　０９９-５１７３・北海道紋別市渚滑町元西・しよこつちようもとにじ

　　０９４-００１２・北海道紋別市新港町・しんこうちよう

　　０９４-００２２・北海道紋別市新生・しんせい

　　０９９-６２４１・北海道紋別市沼の上・ぬまのうえ

　　０９４-００１５・北海道紋別市花園町・はなぞのちよう

　　０９４-０００３・北海道紋別市弁天町・べんてんちよう

　　０９４-０００４・北海道紋別市本町・ほんちよう

　　０９４-０００２・北海道紋別市真砂町・まさごちよう

　　０９４-００１４・北海道紋別市緑町・みどりちよう

　　０９４-００１１・北海道紋別市港町・みなとちよう

　　０９４-００１３・北海道紋別市南が丘町・みなみがおかちよう

　　０９４-００２３・北海道紋別市元紋別・もともんべつ

　　０９４-００２４・北海道紋別市藻別・もべつ

　　０９９-６１３１・北海道紋別市八十士・やそじ

　　０９５-００００・北海道士別市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９５-０４０３・北海道士別市朝日町岩尾内・あさひちよういわおない

　　０９５-０４０５・北海道士別市朝日町三栄・あさひちようさんえい

　　０９５-０４０１・北海道士別市朝日町中央・あさひちようちゆうおう

　　０９５-０４０２・北海道士別市朝日町登和里・あさひちようとわり

　　０９５-０４０６・北海道士別市朝日町南朝日・あさひちようみなみあさひ

　　０９５-０４０４・北海道士別市朝日町茂志利・あさひちようもしり

　　０９５-００１９・北海道士別市大通東・おおどおりひがじ

　　０９５-００２９・北海道士別市大通西・おおどおりにじ

　　０９５-００３９・北海道士別市大通北・おおどおりきた

　　０９５-０１８１・北海道士別市温根別町・おんねべつちよう

　　０９５-０１８２・北海道士別市温根別町伊文・おんねべつちよういぶん

　　０９５-０１８３・北海道士別市温根別町北静川・おんねべつちようきたしずかわ

　　０９５-００５２・北海道士別市学田・がくでん

　　０９５-０３７１・北海道士別市上士別町・かみしべつちよう

　　０９５-００６４・北海道士別市川西町・かわにしちよう

　　０９５-００５１・北海道士別市北町・きたまち

　　０９５-００６１・北海道士別市下士別町・しもしべつちよう

　　０９５-００５３・北海道士別市新学田・しんがくでん

　　０９８-０４７５・北海道士別市多寄町・たよろちよう

　　０９５-００４３・北海道士別市九十九町・つくもちよう

　　０９５-００６３・北海道士別市中士別町・なかしべつちよう

　　０９５-００５６・北海道士別市西士別町・にししべつちよう

　　０９５-００２１・北海道士別市西一条・にし１じよう

　　０９５-００２２・北海道士別市西二条・にし２じよう

　　０９５-００２３・北海道士別市西三条・にし３じよう

　　０９５-００２４・北海道士別市西四条・にし４じよう

　　０９５-００２５・北海道士別市西五条・にし５じよう

　　０９５-００３１・北海道士別市西一条北・にし１じようきた

　　０９５-００３２・北海道士別市西二条北・にし２じようきた

　　０９５-００３３・北海道士別市西三条北・にし３じようきた

　　０９５-００３４・北海道士別市西四条北・にし４じようきた

　　０９５-００３５・北海道士別市西五条北・にし５じようきた

　　０９５-００４５・北海道士別市東丘・ひがしおか

　　０９５-００４４・北海道士別市東山町・ひがしやまちよう

　　０９５-００１１・北海道士別市東一条・ひがし１じよう

　　０９５-００１２・北海道士別市東二条・ひがし２じよう

　　０９５-００１３・北海道士別市東三条・ひがし３じよう

　　０９５-００１４・北海道士別市東四条・ひがし４じよう

　　０９５-００１５・北海道士別市東五条・ひがし５じよう

　　０９５-００１６・北海道士別市東六条・ひがし６じよう



　　０９５-００１７・北海道士別市東七条・ひがし７じよう

　　０９５-００１８・北海道士別市東八条・ひがし８じよう

　　０９５-００４１・北海道士別市東九条・ひがし９じよう

　　０９５-００４２・北海道士別市東十条・ひがし１０じよう

　　０９５-００４８・北海道士別市東十一条・ひがし１１じよう

　　０９５-０００１・北海道士別市東一条北・ひがし１じようきた

　　０９５-０００２・北海道士別市東二条北・ひがし２じようきた

　　０９５-０００３・北海道士別市東三条北・ひがし３じようきた

　　０９５-０００４・北海道士別市東四条北・ひがし４じようきた

　　０９５-０００５・北海道士別市東五条北・ひがし５じようきた

　　０９５-０００６・北海道士別市東六条北・ひがし６じようきた

　　０９５-０００７・北海道士別市東七条北・ひがし７じようきた

　　０９５-０００８・北海道士別市東八条北・ひがし８じようきた

　　０９５-００５４・北海道士別市不動町・ふどうまち

　　０９５-００６２・北海道士別市武徳町・ぶとくちよう

　　０９５-００５５・北海道士別市南士別町・みなみしべつちよう

　　０９５-００４６・北海道士別市南町東・みなみまちひがじ

　　０９５-００４７・北海道士別市南町西・みなみまちにじ

　　０９６-００００・北海道名寄市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９６-００７５・北海道名寄市曙・あけほﾞの

　　０９６-００６１・北海道名寄市朝日・あさひ

　　０９６-００１０・北海道名寄市大通南・おおどおりみなみ

　　０９６-００３０・北海道名寄市大通北・おおどおりきた

　　０９６-００６５・北海道名寄市大橋・おおはじ

　　０９６-００７３・北海道名寄市共和・きようわ

　　０９６-００６４・北海道名寄市旭東・きよくとう

　　０９８-２１８１・北海道名寄市智恵文・ちえぶん

　　０９６-００７１・北海道名寄市徳田・とくだ

　　０９６-００７６・北海道名寄市砺波・となみ

　　０９６-００７８・北海道名寄市内淵・ないぶち

　　０９６-００１１・北海道名寄市西一条南・にし１じようみなみ

　　０９６-００３１・北海道名寄市西一条北・にし１じようきた

　　０９６-００１２・北海道名寄市西二条南・にし２じようみなみ

　　０９６-００３２・北海道名寄市西二条北・にし２じようきた

　　０９６-００１３・北海道名寄市西三条南・にし３じようみなみ

　　０９６-００３３・北海道名寄市西三条北・にし３じようきた

　　０９６-００１４・北海道名寄市西四条南・にし４じようみなみ

　　０９６-００３４・北海道名寄市西四条北・にし４じようきた

　　０９６-００１５・北海道名寄市西五条南・にし５じようみなみ

　　０９６-００３５・北海道名寄市西五条北・にし５じようきた

　　０９６-００１６・北海道名寄市西六条南・にし６じようみなみ

　　０９６-００３６・北海道名寄市西六条北・にし６じようきた

　　０９６-００１７・北海道名寄市西七条南・にし７じようみなみ

　　０９６-００３７・北海道名寄市西七条北・にし７じようきた

　　０９６-００１８・北海道名寄市西八条南・にし８じようみなみ

　　０９６-００３８・北海道名寄市西八条北・にし８じようきた

　　０９６-００１９・北海道名寄市西九条南・にし９じようみなみ

　　０９６-００３９・北海道名寄市西九条北・にし９じようきた

　　０９６-００２０・北海道名寄市西十条南・にし１０じようみなみ

　　０９６-００４０・北海道名寄市西十条北・にし１０じようきた

　　０９６-００２１・北海道名寄市西十一条南・にし１１じようみなみ

　　０９６-００４１・北海道名寄市西十一条北・にし１１じようきた

　　０９６-００２２・北海道名寄市西十二条南・にし１２じようみなみ

　　０９６-００４２・北海道名寄市西十二条北・にし１２じようきた

　　０９６-００２３・北海道名寄市西十三条南・にし１３じようみなみ

　　０９６-００４３・北海道名寄市西十三条北・にし１３じようきた

　　０９６-００２４・北海道名寄市西十四条南・にし１４じようみなみ

　　０９６-００２５・北海道名寄市西十五条南・にし１５じようみなみ

　　０９６-００６２・北海道名寄市日彰・につしよう

　　０９６-００６６・北海道名寄市日進・につしん

　　０９６-０００１・北海道名寄市東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０９６-００５１・北海道名寄市東一条北・ひがし１じようきた

　　０９６-０００２・北海道名寄市東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０９６-００５２・北海道名寄市東二条北・ひがし２じようきた

　　０９６-０００３・北海道名寄市東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０９６-００５３・北海道名寄市東三条北・ひがし３じようきた

　　０９６-０００４・北海道名寄市東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０９６-００５４・北海道名寄市東四条北・ひがし４じようきた

　　０９６-０００５・北海道名寄市東五条南・ひがし５じようみなみ

　　０９６-００５５・北海道名寄市東五条北・ひがし５じようきた



　　０９６-０００６・北海道名寄市東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０９６-００５６・北海道名寄市東六条北・ひがし６じようきた

　　０９６-０００７・北海道名寄市東七条南・ひがし７じようみなみ

　　０９６-０００８・北海道名寄市東八条南・ひがし８じようみなみ

　　０９６-０００９・北海道名寄市東九条南・ひがし９じようみなみ

　　０９８-０５１４・北海道名寄市風連町旭・ふうれんちようあさひ

　　０９８-０５１３・北海道名寄市風連町池の上・ふうれんちよういけのうえ

　　０９８-０５０３・北海道名寄市風連町大町・ふうれんちようおおまち

　　０９８-０５１１・北海道名寄市風連町新生町・ふうれんちようしんせいちよう

　　０９８-０５０８・北海道名寄市風連町瑞生・ふうれんちようずいしよう

　　０９８-０５１５・北海道名寄市風連町中央・ふうれんちようちゆうおう

　　０９８-０６３２・北海道名寄市風連町東生・ふうれんちようとうせい

　　０９８-０５０１・北海道名寄市風連町豊里・ふうれんちようとよさと

　　０９８-０５０６・北海道名寄市風連町仲町・ふうれんちようなかまち

　　０９８-０５０９・北海道名寄市風連町西風連・ふうれんちようにしふうれん

　　０９８-０５０７・北海道名寄市風連町西町・ふうれんちようにしまち

　　０９８-０６３１・北海道名寄市風連町日進・ふうれんちようにつしん

　　０９８-０５１２・北海道名寄市風連町東風連・ふうれんちようひがしふうれん

　　０９８-０５０２・北海道名寄市風連町北栄町・ふうれんちようほくえいちよう

　　０９８-０５１６・北海道名寄市風連町緑町・ふうれんちようみどりまち

　　０９８-０５０５・北海道名寄市風連町南町・ふうれんちようみなみまち

　　０９８-０５０４・北海道名寄市風連町本町・ふうれんちようもとまち

　　０９６-００７２・北海道名寄市豊栄・ほうえい

　　０９６-００７７・北海道名寄市瑞穂・みずほ

　　０９６-００６３・北海道名寄市緑丘・みどりおか

　　０９６-００７４・北海道名寄市弥生・やよい

　　０６８-２１００・北海道三笠市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６８-２１５１・北海道三笠市有明町・ありあけちよう

　　０６８-２１１２・北海道三笠市幾春別川向町・いくしゆんべつかわむかいちよう

　　０６８-２１１４・北海道三笠市幾春別栗丘町・いくしゆんべつくりおかちよう

　　０６８-２１１８・北海道三笠市幾春別千住町・いくしゆんべつせんじゆうちよう

　　０６８-２１１５・北海道三笠市幾春別滝見町・いくしゆんべつたきみちよう

　　０６８-２１１７・北海道三笠市幾春別中島町・いくしゆんべつなかじまちよう

　　０６８-２１１１・北海道三笠市幾春別錦町・いくしゆんべつにしきちよう

　　０６８-２１１３・北海道三笠市幾春別山手町・いくしゆんべつやまてちよう

　　０６８-２１１６・北海道三笠市幾春別町・いくしゆんべつちよう

　　０６８-２１６４・北海道三笠市いちきしり・いちきしり

　　０６８-２１６７・北海道三笠市大里・おおさと

　　０６８-２１６５・北海道三笠市岡山・おかやま

　　０６８-２１０８・北海道三笠市柏町・かしわちよう

　　０６８-２１０１・北海道三笠市桂沢・かつらざわ

　　０６８-２１６６・北海道三笠市萱野・かやの

　　０６８-２１６２・北海道三笠市川内・かわない

　　０６８-２１０５・北海道三笠市清住町・きよずみちよう

　　０６８-２１５３・北海道三笠市幸町・さいわいちよう

　　０６８-２１５５・北海道三笠市榊町・さかきちよう

　　０６８-２１５４・北海道三笠市高美町・たかみちよう

　　０６８-２１５２・北海道三笠市多賀町・たがちよう

　　０６８-２１６３・北海道三笠市達布・たつふﾟ

　　０６８-２１５８・北海道三笠市堤町・つつみちよう

　　０６８-２１３７・北海道三笠市唐松青山町・とうまつあおやまちよう

　　０６８-２１３６・北海道三笠市唐松栄町・とうまつさかえちよう

　　０６８-２１３１・北海道三笠市唐松春光町・とうまつしゆんこうちよう

　　０６８-２１３４・北海道三笠市唐松千代田町・とうまつちよだちよう

　　０６８-２１３３・北海道三笠市唐松常盤町・とうまつときわちよう

　　０６８-２１３２・北海道三笠市唐松緑町・とうまつみどりちよう

　　０６８-２１３５・北海道三笠市唐松町・とうまつちよう

　　０６８-２１０２・北海道三笠市西桂沢・にしかつらざわ

　　０６８-２１０４・北海道三笠市東清住町・ひがしきよずみちよう

　　０６８-２１４６・北海道三笠市幌内春日町・ほろないかすがちよう

　　０６８-２１４４・北海道三笠市幌内金谷町・ほろないかなやちよう

　　０６８-２１４７・北海道三笠市幌内新栄町・ほろないしんえいちよう

　　０６８-２１４２・北海道三笠市幌内住吉町・ほろないすみよしちよう

　　０６８-２１４８・北海道三笠市幌内初音町・ほろないはつねちよう

　　０６８-２１４３・北海道三笠市幌内北星町・ほろないほくせいちよう

　　０６８-２１４５・北海道三笠市幌内町・ほろないちよう

　　０６８-２１６１・北海道三笠市本郷町・ほんごうちよう

　　０６８-２１４１・北海道三笠市本町・ほんちよう

　　０６８-２１０３・北海道三笠市奔別新町・ほﾟんべつしんまち

　　０６８-２１０６・北海道三笠市美園町・みそのちよう



　　０６８-２１５６・北海道三笠市宮本町・みやもとちよう

　　０６８-２１６８・北海道三笠市美和・みわ

　　０６８-２１２１・北海道三笠市弥生桜木町・やよいさくらぎちよう

　　０６８-２１２５・北海道三笠市弥生橘町・やよいたちはﾞなちよう

　　０６８-２１２２・北海道三笠市弥生並木町・やよいなみきちよう

　　０６８-２１２４・北海道三笠市弥生花園町・やよいはなぞのちよう

　　０６８-２１２８・北海道三笠市弥生藤枝町・やよいふじえちよう

　　０６８-２１２３・北海道三笠市弥生桃山町・やよいももやまちよう

　　０６８-２１２７・北海道三笠市弥生柳町・やよいやなぎちよう

　　０６８-２１２６・北海道三笠市弥生町・やよいちよう

　　０６８-２１０７・北海道三笠市若草町・わかくさちよう

　　０６８-２１５７・北海道三笠市若松町・わかまつちよう

　　０８７-００００・北海道根室市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８６-００６１・北海道根室市明郷・あけさと

　　０８７-０００６・北海道根室市曙町・あけほﾞのちよう

　　０８７-００１４・北海道根室市朝日町・あさひちよう

　　０８６-００６４・北海道根室市厚床・あつとこ

　　０８７-０００８・北海道根室市有磯町・ありいそちよう

　　０８７-００５２・北海道根室市梅ケ枝町・うめがえちよう

　　０８８-１７８２・北海道根室市落石東・おちいしひがじ

　　０８８-１７８１・北海道根室市落石西・おちいしにじ

　　０８７-００３５・北海道根室市温根沼・おんねとう

　　０８７-０１６６・北海道根室市温根元・おんねもと

　　０８７-００５４・北海道根室市海岸町・かいがんちよう

　　０８７-００２３・北海道根室市桂木・かつらぎ

　　０８６-００７２・北海道根室市川口・かわぐち

　　０８７-０００１・北海道根室市北浜町・きたはまちよう

　　０８７-００４２・北海道根室市清隆町・きよたかちよう

　　０８７-０００４・北海道根室市光洋町・こうようちよう

　　０８７-００２７・北海道根室市光和町・こうわちよう

　　０８７-００５５・北海道根室市琴平町・ことひらちよう

　　０８６-００６２・北海道根室市湖南・こなん

　　０８７-００１２・北海道根室市駒場町・こまはﾞちよう

　　０８７-０１６４・北海道根室市珸瑤瑁・ごようまい

　　０８８-１７８４・北海道根室市昆布盛・こんぶもり

　　０８７-００２１・北海道根室市幸町・さいわいちよう

　　０８７-００１０・北海道根室市栄町・さかえちよう

　　０８７-００４７・北海道根室市定基町・さだもとちよう

　　０８７-００１９・北海道根室市汐見町・しおみちよう

　　０８７-００２６・北海道根室市敷島町・しきしまちよう

　　０８７-００２２・北海道根室市昭和町・しようわちよう

　　０８７-００２８・北海道根室市大正町・たいしようちよう

　　０８７-０００５・北海道根室市宝町・たからちよう

　　０８７-００１８・北海道根室市千島町・ちしまちよう

　　０８８-１７８５・北海道根室市長節・ちようぶじ

　　０８７-００３１・北海道根室市月岡町・つきおかちよう

　　０８７-０００７・北海道根室市月見町・つきみちよう

　　０８６-００７４・北海道根室市東梅・とうはﾞい

　　０８７-００４１・北海道根室市常盤町・ときわちよう

　　０８７-０１６１・北海道根室市友知・ともしり

　　０８７-０１６７・北海道根室市豊里・とよさと

　　０８７-００１７・北海道根室市鳴海町・なるみちよう

　　０８６-００６５・北海道根室市西厚床・にしあつとこ

　　０８７-００２５・北海道根室市西浜町・にしはまちよう

　　０８７-００３３・北海道根室市西和田・にしわだ

　　０８７-０１６５・北海道根室市納沙布・のさつふﾟ

　　０８６-００７６・北海道根室市初田牛・はつたうじ

　　０８７-００１５・北海道根室市花咲町・はなさきちよう

　　０８７-００３２・北海道根室市花咲港・はなさきみなと

　　０８７-００４５・北海道根室市花園町・はなぞのちよう

　　０８７-０１６３・北海道根室市歯舞・はほﾞまい

　　０８８-１７８３・北海道根室市浜松・はままつ

　　０８６-００６３・北海道根室市東厚床・ひがしあつとこ

　　０８７-００３４・北海道根室市東和田・ひがしわだ

　　０８７-０１６２・北海道根室市双沖・ふたおき

　　０８７-００４８・北海道根室市平内町・へいないちよう

　　０８６-００７５・北海道根室市別当賀・べつとうが

　　０８７-００１１・北海道根室市弁天町・べんてんちよう

　　０８７-００２４・北海道根室市宝林町・ほうりんちよう

　　０８７-００４３・北海道根室市北斗町・ほくとちよう



　　０８７-００３７・北海道根室市穂香・ほにおい

　　０８７-００３６・北海道根室市幌茂尻・ほろもしり

　　０８７-００５３・北海道根室市本町・ほんちよう

　　０８７-０００２・北海道根室市牧の内・まきのうち

　　０８７-００１６・北海道根室市松ケ枝町・まつがえちよう

　　０８７-００４４・北海道根室市松本町・まつもとちよう

　　０８７-００４６・北海道根室市岬町・みさきちよう

　　０８７-００５１・北海道根室市緑町・みどりちよう

　　０８７-０００３・北海道根室市明治町・めいじちよう

　　０８７-０００９・北海道根室市弥栄町・やさかえちよう

　　０８７-００４９・北海道根室市弥生町・やよいちよう

　　０８６-００７１・北海道根室市槍昔・やりむかじ

　　０８６-００７３・北海道根室市酪陽・らくよう

　　０６６-００００・北海道千歳市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６６-００１５・北海道千歳市青葉・あおはﾞ

　　０６６-００１４・北海道千歳市青葉丘・あおはﾞおか

　　０６６-００１８・北海道千歳市旭ケ丘・あさひがおか

　　０６６-００４３・北海道千歳市朝日町・あさひちよう

　　０６６-００７６・北海道千歳市あずさ・あずさ

　　０６６-０００４・北海道千歳市泉郷・いずみさと

　　０６６-００５１・北海道千歳市泉沢・いずみさわ

　　０６６-００２９・北海道千歳市稲穂・いなほ

　　０６６-００２５・北海道千歳市梅ケ丘・うめがおか

　　０６６-０２８６・北海道千歳市奥潭・おこたん

　　０６６-０００１・北海道千歳市長都・おさつ

　　０６６-００３１・北海道千歳市長都駅前・おさつえきまえ

　　０６６-００１３・北海道千歳市柏台・かしわだい

　　０６６-０００９・北海道千歳市柏台南・かしわだいみなみ

　　０６６-００６５・北海道千歳市春日町・かすがちよう

　　０６６-００６７・北海道千歳市桂木・かつらぎ

　　０６６-０００２・北海道千歳市釜加・かまか

　　０６６-００７７・北海道千歳市上長都・かみおさつ

　　０６６-００７５・北海道千歳市北信濃・きたしなの

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（８８－２)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（２７１－１０)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（３４３－２)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（４０４－１)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（４２７－５)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（４３１－１２)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（４４３－６)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（６０８－２)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（６４１－８)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（８１４)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（８４２－３)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（１１３７－３)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（１３９２)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（１６５７)・きようわ

　　０６６-０００５・北海道千歳市協和（１７５２)・きようわ

　　０６９-１１８２・北海道千歳市協和（その他）・きようわ(そのた)

　　０６６-００８２・北海道千歳市幸福・こうふく

　　０６６-００２３・北海道千歳市寿・ことぶき

　　０６６-００１１・北海道千歳市駒里・こまさと

　　０６６-００６３・北海道千歳市幸町・さいわいちよう

　　０６６-００６１・北海道千歳市栄町・さかえちよう

　　０６６-００７１・北海道千歳市桜木・さくらぎ

　　０６６-００５５・北海道千歳市里美・さとみ

　　０６６-０２８１・北海道千歳市支笏湖温泉・しこつこおんせん

　　０６６-０２８４・北海道千歳市支寒内・ししやもない

　　０６６-００３８・北海道千歳市信濃・しなの

　　０６６-００４２・北海道千歳市東雲町・しののめちよう

　　０６６-００４１・北海道千歳市清水町・しみずちよう

　　０６６-００７２・北海道千歳市自由ケ丘・じゆうがおか

　　０６６-０００６・北海道千歳市祝梅・しゆくはﾞい

　　０６６-００５６・北海道千歳市白樺・しらかはﾞ

　　０６６-００６９・北海道千歳市新星・しんせい

　　０６６-００４６・北海道千歳市真町・しんちよう

　　０６６-００３７・北海道千歳市新富・しんとみ

　　０６６-０２８２・北海道千歳市水明郷・すいめいきよう

　　０６６-００２７・北海道千歳市末広・すえひろ

　　０６６-００２６・北海道千歳市住吉・すみよじ



　　０６６-００８１・北海道千歳市清流・せいりゆう

　　０６６-００３５・北海道千歳市高台・たかだい

　　０６６-０００７・北海道千歳市中央・ちゆうおう

　　０６６-００６２・北海道千歳市千代田町・ちよだちよう

　　０６６-００２１・北海道千歳市東郊・とうこう

　　０６６-００３４・北海道千歳市富丘・とみおか

　　０６６-００２２・北海道千歳市豊里・とよさと

　　０６９-１１８４・北海道千歳市新川・にいかわ

　　０６６-００６４・北海道千歳市錦町・にしきちよう

　　０６６-０００８・北海道千歳市根志越・ねしこじ

　　０６６-００５４・北海道千歳市柏陽・はくよう

　　０６６-００２８・北海道千歳市花園・はなぞの

　　０６９-１１８１・北海道千歳市東丘・ひがしおか

　　０６６-００１７・北海道千歳市日の出・ひので

　　０６６-００１６・北海道千歳市日の出丘・ひのでおか

　　０６６-００１２・北海道千歳市美々・びび

　　０６６-０２８５・北海道千歳市美笛・びふえ

　　０６６-００５３・北海道千歳市福住・ふくずみ

　　０６６-００３９・北海道千歳市富士・ふじ

　　０６６-００５２・北海道千歳市文京・ぶんきよう

　　０６６-００４４・北海道千歳市平和・へいわ

　　０６６-００３６・北海道千歳市北栄・ほくえい

　　０６６-００７３・北海道千歳市北斗・ほくと

　　０６６-００３２・北海道千歳市北陽・ほくよう

　　０６６-００３３・北海道千歳市北光・ほつこう

　　０６９-１１８３・北海道千歳市幌加・ほろか

　　０６６-０２８７・北海道千歳市幌美内・ほﾟろひﾟない

　　０６６-００４７・北海道千歳市本町・ほんちよう

　　０６６-００４５・北海道千歳市真々地・ままち

　　０６６-００８３・北海道千歳市みどり台北・みどりだいきた

　　０６６-００８４・北海道千歳市みどり台南・みどりだいみなみ

　　０６６-００７４・北海道千歳市緑町・みどりちよう

　　０６６-０００３・北海道千歳市都・みやこ

　　０６６-０２８３・北海道千歳市モラップ・もらつふﾟ

　　０６６-００６６・北海道千歳市大和・やまと

　　０６６-００２４・北海道千歳市弥生・やよい

　　０６６-００７８・北海道千歳市勇舞・ゆうまい

　　０６６-００６８・北海道千歳市蘭越・らんこじ

　　０６６-００１９・北海道千歳市流通・りゆうつう

　　０６６-００５７・北海道千歳市若草・わかくさ

　　０７３-００００・北海道滝川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７３-００１５・北海道滝川市朝日町東・あさひまちひがじ

　　０７３-００１８・北海道滝川市朝日町西・あさひまちにじ

　　０７３-００４５・北海道滝川市有明町・ありあけちよう

　　０７３-００４２・北海道滝川市泉町・いずみまち

　　０７３-００１６・北海道滝川市一の坂町東・いちのさかちようひがじ

　　０７３-００１７・北海道滝川市一の坂町西・いちのさかちようにじ

　　０７９-０４６１・北海道滝川市江部乙町・えべおつちよう

　　０７９-０４６３・北海道滝川市江部乙町東・えべおつちようひがじ

　　０７９-０４６２・北海道滝川市江部乙町西・えべおつちようにじ

　　０７３-００４６・北海道滝川市扇町・おうぎまち

　　０７３-００２２・北海道滝川市大町・おおまち

　　０７３-００３６・北海道滝川市花月町・かげつちよう

　　０７３-０００１・北海道滝川市北滝の川・きたたきのかわ

　　０７３-００１２・北海道滝川市黄金町東・こがねまちひがじ

　　０７３-００１１・北海道滝川市黄金町西・こがねまちにじ

　　０７３-００４３・北海道滝川市幸町・さいわいちよう

　　０７３-００３１・北海道滝川市栄町・さかえまち

　　０７３-００３３・北海道滝川市新町・しんまち

　　０７３-００３４・北海道滝川市空知町・そらちちよう

　　０７３-０００４・北海道滝川市滝の川町東・たきのかわちようひがじ

　　０７３-０００３・北海道滝川市滝の川町西・たきのかわちようにじ

　　０７３-０００２・北海道滝川市屯田町西・とんでんちようにじ

　　０７３-００３５・北海道滝川市中島町・なかじまちよう

　　０７３-００４１・北海道滝川市西滝川・にしたきかわ

　　０７３-００４４・北海道滝川市西町・にしまち

　　０７３-０００５・北海道滝川市二の坂町東・にのさかちようひがじ

　　０７３-０００６・北海道滝川市二の坂町西・にのさかちようにじ

　　０７３-００２６・北海道滝川市東滝川・ひがしたきかわ

　　０７３-００２７・北海道滝川市東滝川町・ひがしたきかわちよう



　　０７３-００２４・北海道滝川市東町・ひがしまち

　　０７３-００１４・北海道滝川市文京町・ぶんきようちよう

　　０７３-００２１・北海道滝川市本町・ほんまち

　　０７３-００２３・北海道滝川市緑町・みどりまち

　　０７３-００１３・北海道滝川市南滝の川・みなみたきのかわ

　　０７３-００３２・北海道滝川市明神町・みようじんちよう

　　０７３-００２５・北海道滝川市流通団地・りゆうつうだんち

　　０７３-０１００・北海道砂川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７３-０１０７・北海道砂川市一の沢・いちのさわ

　　０７３-０１１６・北海道砂川市鶉・うずら

　　０７３-０１１８・北海道砂川市北吉野町・きたよしのちよう

　　０７３-０１７７・北海道砂川市空知太（１～３４９)・そらちぶと

　　０７３-０１０６・北海道砂川市空知太（その他）・そらちぶと(そのた)

　　０７３-０１７１・北海道砂川市空知太西一条・そらちぶとにし１じよう

　　０７３-０１７２・北海道砂川市空知太西二条・そらちぶとにし２じよう

　　０７３-０１７３・北海道砂川市空知太西三条・そらちぶとにし３じよう

　　０７３-０１７４・北海道砂川市空知太西四条・そらちぶとにし４じよう

　　０７３-０１７５・北海道砂川市空知太西五条・そらちぶとにし５じよう

　　０７３-０１７６・北海道砂川市空知太西六条・そらちぶとにし６じよう

　　０７３-０１０１・北海道砂川市空知太東一条・そらちぶとひがし１じよう

　　０７３-０１０２・北海道砂川市空知太東二条・そらちぶとひがし２じよう

　　０７３-０１０３・北海道砂川市空知太東三条・そらちぶとひがし３じよう

　　０７３-０１０４・北海道砂川市空知太東四条・そらちぶとひがし４じよう

　　０７３-０１０５・北海道砂川市空知太東五条・そらちぶとひがし５じよう

　　０７９-１１８１・北海道砂川市富平（３３１)・とみひら

　　０７９-１１８１・北海道砂川市富平（４５９－４)・とみひら

　　０７９-１１８１・北海道砂川市富平（５４３)・とみひら

　　０７３-００８５・北海道砂川市富平（その他）・とみひら(そのた)

　　０７３-０１３８・北海道砂川市豊沼町・とよぬまちよう

　　０７３-０１４８・北海道砂川市西豊沼・にしとよぬま

　　０７３-０１４１・北海道砂川市西一条南・にし１じようみなみ

　　０７３-０１６１・北海道砂川市西一条北・にし１じようきた

　　０７３-０１４２・北海道砂川市西二条南・にし２じようみなみ

　　０７３-０１６２・北海道砂川市西二条北・にし２じようきた

　　０７３-０１４３・北海道砂川市西三条南・にし３じようみなみ

　　０７３-０１６３・北海道砂川市西三条北・にし３じようきた

　　０７３-０１４４・北海道砂川市西四条南・にし４じようみなみ

　　０７３-０１６４・北海道砂川市西四条北・にし４じようきた

　　０７３-０１４５・北海道砂川市西五条南・にし５じようみなみ

　　０７３-０１６５・北海道砂川市西五条北・にし５じようきた

　　０７３-０１４６・北海道砂川市西六条南・にし６じようみなみ

　　０７３-０１６６・北海道砂川市西六条北・にし６じようきた

　　０７３-０１４７・北海道砂川市西七条南・にし７じようみなみ

　　０７３-０１６７・北海道砂川市西七条北・にし７じようきた

　　０７３-０１６８・北海道砂川市西八条北・にし８じようきた

　　０７３-０１１１・北海道砂川市晴見一条北・はるみ１じようきた

　　０７３-０１１２・北海道砂川市晴見二条北・はるみ２じようきた

　　０７３-０１１３・北海道砂川市晴見三条北・はるみ３じようきた

　　０７３-０１１４・北海道砂川市晴見四条北・はるみ４じようきた

　　０７３-０１２６・北海道砂川市東豊沼・ひがしとよぬま

　　０７３-０１３１・北海道砂川市東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０７３-０１５１・北海道砂川市東一条北・ひがし１じようきた

　　０７３-０１３２・北海道砂川市東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０７３-０１５２・北海道砂川市東二条北・ひがし２じようきた

　　０７３-０１５３・北海道砂川市東三条北・ひがし３じようきた

　　０７３-０１３３・北海道砂川市東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０７３-０１３４・北海道砂川市東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０７３-０１５４・北海道砂川市東四条北・ひがし４じようきた

　　０７３-０１３５・北海道砂川市東五条南・ひがし５じようみなみ

　　０７３-０１５５・北海道砂川市東五条北・ひがし５じようきた

　　０７３-０１３６・北海道砂川市東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０７３-０１５６・北海道砂川市東六条北・ひがし６じようきた

　　０７３-０１３７・北海道砂川市東七条南・ひがし７じようみなみ

　　０７３-０１２７・北海道砂川市日の出一条南・ひので１じようみなみ

　　０７３-０１７８・北海道砂川市袋地・ふくろち

　　０７３-０１０８・北海道砂川市北光・ほつこう

　　０７３-０１５７・北海道砂川市三砂町・みさごちよう

　　０７３-０１１７・北海道砂川市南吉野町・みなみよしのちよう

　　０７３-０１２５・北海道砂川市宮城の沢・みやぎのさわ

　　０７３-０１１５・北海道砂川市焼山・やけやま



　　０７３-０１２１・北海道砂川市吉野一条南・よしの１じようみなみ

　　０７３-０１５８・北海道砂川市吉野一条北・よしの１じようきた

　　０７３-０１２２・北海道砂川市吉野二条南・よしの２じようみなみ

　　０７３-０１５９・北海道砂川市吉野二条北・よしの２じようきた

　　０７３-０１２３・北海道砂川市吉野三条南・よしの３じようみなみ

　　０７３-０１２４・北海道砂川市吉野四条南・よしの４じようみなみ

　　０７３-０４００・北海道歌志内市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７３-０４０４・北海道歌志内市歌神・かしん

　　０７３-０４０１・北海道歌志内市上歌・かみうた

　　０７３-０４０５・北海道歌志内市神威・かもい

　　０７３-０４０２・北海道歌志内市東光・とうこう

　　０７３-０４０６・北海道歌志内市中村・なかむら

　　０７３-０４０３・北海道歌志内市本町・ほんちよう

　　０７３-０４０７・北海道歌志内市文珠・もんじゆ

　　０７４-００００・北海道深川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７４-０００１・北海道深川市一条・１じよう

　　０７４-０００２・北海道深川市二条・２じよう

　　０７４-０００３・北海道深川市三条・３じよう

　　０７４-０００４・北海道深川市四条・４じよう

　　０７４-０００５・北海道深川市五条・５じよう

　　０７４-０００６・北海道深川市六条・６じよう

　　０７４-０００７・北海道深川市七条・７じよう

　　０７４-０００８・北海道深川市八条・８じよう

　　０７４-０００９・北海道深川市九条・９じよう

　　０７４-００３１・北海道深川市あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　０７４-００２８・北海道深川市一已町・いちやんちよう

　　０７４-００２１・北海道深川市稲穂町・いなほちよう

　　０７４-０１４３・北海道深川市ウッカ・うつか

　　０７４-０１４２・北海道深川市宇摩・うま

　　０７８-０１５１・北海道深川市納内町・おさむないちよう

　　０７８-０１５３・北海道深川市納内町北・おさむないちようきた

　　０７８-０１５４・北海道深川市納内町グリーンタウン・おさむないちよう

　　０７４-１２７３・北海道深川市音江町（１～２丁目）・おとえちよう(１-２)

　　０７４-１２７６・北海道深川市音江町（稲田）・おとえちよう(いなだ)

　　０７８-０１５２・北海道深川市音江町（内園）・おとえちよう(うちぞの)

　　０７４-１２７３・北海道深川市音江町（音江）・おとえちよう(おとえ)

　　０７４-１１６２・北海道深川市音江町（菊丘）・おとえちよう(きくおか)

　　０７４-１１６４・北海道深川市音江町（国見２３～２９８)・おとえちよう(くにみ

　　０７４-１２７２・北海道深川市音江町（国見その他）・おとえちよう(くにみそのた)

　　０７４-１１６１・北海道深川市音江町（更進）・おとえちよう(こうしん)

　　０７４-１２７５・北海道深川市音江町（向陽）・おとえちよう(こうよう)

　　０７４-１２７４・北海道深川市音江町（豊泉）・おとえちよう(とよいずみ)

　　０７４-１２７１・北海道深川市音江町（広里）・おとえちよう(ひろさと)

　　０７４-１１６３・北海道深川市音江町（吉住）・おとえちよう(よしずみ)

　　０７４-００１４・北海道深川市開西町・かいせいちよう

　　０７４-００２４・北海道深川市新光町・しんこうちよう

　　０７４-００２３・北海道深川市太子町・たいしまち

　　０７４-０１４４・北海道深川市鷹泊・たかどまり

　　０７４-０１４１・北海道深川市多度志・たどじ

　　０７４-０１４７・北海道深川市多度志南・たどしみなみ

　　０７４-００２５・北海道深川市錦町・にしきまち

　　０７４-００２７・北海道深川市錦町北・にしきまちきた

　　０７４-００２６・北海道深川市錦町西・にしきまちにじ

　　０７４-００１２・北海道深川市西町・にしまち

　　０７４-１２７１・北海道深川市広里町（１～５丁目）・ひろさとちよう

　　０７４-００１６・北海道深川市深川町オーホ・ふかがわちようおｰほ

　　０７４-００１５・北海道深川市深川町メム・ふかがわちようめむ

　　０７４-００１３・北海道深川市文光町・ぶんこうちよう

　　０７４-００２２・北海道深川市北光町・ほつこうちよう

　　０７４-０１４５・北海道深川市幌内・ほろない

　　０７４-００１１・北海道深川市緑町・みどりまち

　　０７４-０１４６・北海道深川市湯内・ゆない

　　０７６-００００・北海道富良野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７６-００２６・北海道富良野市朝日町・あさひまち

　　０７６-０００８・北海道富良野市扇町・おうぎまち

　　０７６-００３５・北海道富良野市学田三区・がくでんさんく

　　０７６-００５４・北海道富良野市春日町・かすがちよう

　　０７６-００３８・北海道富良野市桂木町・かつらぎちよう

　　０７６-００１４・北海道富良野市上五区・かみごく

　　０７６-００１５・北海道富良野市上御料・かみごりよう



　　０７６-００５９・北海道富良野市北麻町・きたあさまち

　　０７６-０００１・北海道富良野市北扇山・きたおうぎやま

　　０７６-００４４・北海道富良野市北大沼・きたおおぬま

　　０７６-００３４・北海道富良野市北の峰町・きたのみねちよう

　　０７６-０１７５・北海道富良野市北布礼別・きたふれべつ

　　０７６-０１６５・北海道富良野市北麓郷・きたろくごう

　　０７６-００２４・北海道富良野市幸町・さいわいちよう

　　０７６-００２３・北海道富良野市栄町・さかえまち

　　０７６-００３９・北海道富良野市信濃沢・しなのさわ

　　０７６-００５０・北海道富良野市東雲町・しののめちよう

　　０７６-００３６・北海道富良野市島ノ下・しまのした

　　０７６-００４８・北海道富良野市清水山・しみずやま

　　０７６-００１２・北海道富良野市下五区・しもごく

　　０７６-００１７・北海道富良野市下御料・しもごりよう

　　０７６-００５８・北海道富良野市新光町・しんこうちよう

　　０７６-００３３・北海道富良野市新富町・しんとみちよう

　　０７６-００１１・北海道富良野市末広町・すえひろちよう

　　０７６-００５７・北海道富良野市住吉町・すみよしちよう

　　０７６-０２０４・北海道富良野市平沢・たいらざわ

　　０７６-０１８３・北海道富良野市富丘更生・とみおかこうせい

　　０７６-００１３・北海道富良野市中五区・なかごく

　　０７６-００１６・北海道富良野市中御料・なかごりよう

　　０７６-０１７６・北海道富良野市中布礼別・なかふれべつ

　　０７６-００５５・北海道富良野市西麻町・にしあさまち

　　０７６-０００６・北海道富良野市西扇山・にしおうぎやま

　　０７６-００４７・北海道富良野市西学田二区・にしがくでんにく

　　０７６-００２８・北海道富良野市錦町・にしきまち

　　０７６-０２０１・北海道富良野市西達布・にしたつふﾟ

　　０７６-０１８２・北海道富良野市西富丘・にしとみおか

　　０７６-００４２・北海道富良野市西鳥沼・にしとりぬま

　　０７６-０１７３・北海道富良野市西布礼別・にしふれべつ

　　０７６-００３７・北海道富良野市西町・にしまち

　　０７６-０１６３・北海道富良野市西麓郷・にしろくごう

　　０７６-０００３・北海道富良野市布部石綿・ぬのべいしわた

　　０７６-０００４・北海道富良野市布部市街地・ぬのべしがいち

　　０７６-０００５・北海道富良野市布部一・ぬのべいち

　　０７６-００２７・北海道富良野市花園町・はなぞのちよう

　　０７６-００５１・北海道富良野市東麻町・ひがしあさまち

　　０７６-００４５・北海道富良野市東学田二区・ひがしがくでんにく

　　０７６-０１８１・北海道富良野市東富丘・ひがしとみおか

　　０７６-００４１・北海道富良野市東鳥沼・ひがしとりぬま

　　０７６-０１７２・北海道富良野市東布礼別・ひがしふれべつ

　　０７６-００５３・北海道富良野市東町・ひがしまち

　　０７９-２１３３・北海道富良野市東山（１７１０)・ひがしやま

　　０７６-０２０２・北海道富良野市東山（その他）・ひがしやま(そのた)

　　０７６-０１６２・北海道富良野市東麓郷・ひがしろくごう

　　０７６-００２５・北海道富良野市日の出町・ひのでまち

　　０７６-０１７１・北海道富良野市布礼別市街地・ふれべつしがいち

　　０７６-００４６・北海道富良野市北斗町・ほくとちよう

　　０７６-００５６・北海道富良野市瑞穂町・みずほちよう

　　０７６-００２１・北海道富良野市緑町・みどりまち

　　０７６-００５２・北海道富良野市南麻町・みなみあさまち

　　０７６-０００２・北海道富良野市南扇山・みなみおうぎやま

　　０７６-００４３・北海道富良野市南大沼・みなみおおぬま

　　０７６-０１７４・北海道富良野市南布礼別・みなみふれべつ

　　０７６-０００７・北海道富良野市南町・みなみまち

　　０７６-０１６４・北海道富良野市南麓郷・みなみろくごう

　　０７６-００３１・北海道富良野市本町・もとまち

　　０７６-０１８４・北海道富良野市八幡丘・やはたおか

　　０７９-１５６２・北海道富良野市山部北町・やまべきたまち

　　０７９-１５６４・北海道富良野市山部中町・やまべなかまち

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１２線・やまべにし１２せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１３線・やまべにし１３せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１４線・やまべにし１４せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１５線・やまべにし１５せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１６線・やまべにし１６せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１７線・やまべにし１７せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１８線・やまべにし１８せん

　　０７９-１５７１・北海道富良野市山部西１９線・やまべにし１９せん

　　０７９-１５７２・北海道富良野市山部西２０線・やまべにし２０せん



　　０７９-１５７２・北海道富良野市山部西２１線・やまべにし２１せん

　　０７９-１５７２・北海道富良野市山部西２２線・やまべにし２２せん

　　０７９-１５７２・北海道富良野市山部西２３線・やまべにし２３せん

　　０７９-１５７２・北海道富良野市山部西２４線・やまべにし２４せん

　　０７９-１５７３・北海道富良野市山部西２５線・やまべにし２５せん

　　０７９-１５７３・北海道富良野市山部西２６線・やまべにし２６せん

　　０７９-１５７３・北海道富良野市山部西２７線・やまべにし２７せん

　　０７９-１５７３・北海道富良野市山部西２８線・やまべにし２８せん

　　０７９-１５６６・北海道富良野市山部西町・やまべにしまち

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１２線・やまべひがし１２せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１３線・やまべひがし１３せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１４線・やまべひがし１４せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１５線・やまべひがし１５せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１６線・やまべひがし１６せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１７線・やまべひがし１７せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１８線・やまべひがし１８せん

　　０７９-１５８１・北海道富良野市山部東１９線・やまべひがし１９せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２０線・やまべひがし２０せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２１線・やまべひがし２１せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２２線・やまべひがし２２せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２３線・やまべひがし２３せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２４線・やまべひがし２４せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２５線・やまべひがし２５せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２６線・やまべひがし２６せん

　　０７９-１５８２・北海道富良野市山部東２７線・やまべひがし２７せん

　　０７９-１５６３・北海道富良野市山部東町・やまべひがしまち

　　０７９-１５６５・北海道富良野市山部南町・やまべみなみまち

　　０７６-００１８・北海道富良野市弥生町・やよいちよう

　　０７６-０２０３・北海道富良野市老節布・ろうせつふﾟ

　　０７６-０１６１・北海道富良野市麓郷市街地・ろくごうしがいち

　　０７６-００２２・北海道富良野市若葉町・わかはﾞちよう

　　０７６-００３２・北海道富良野市若松町・わかまつちよう

　　０５９-００００・北海道登別市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-００２７・北海道登別市青葉町・あおはﾞちよう

　　０５９-００１７・北海道登別市柏木町・かしわぎちよう

　　０５９-００１６・北海道登別市片倉町・かたくらちよう

　　０５９-０５５２・北海道登別市上登別町・かみのほﾞりべつちよう

　　０５９-００３１・北海道登別市上鷲別町・かみわしべつちよう

　　０５９-０５５３・北海道登別市カルルス町・かるるすちよう

　　０５９-００２２・北海道登別市川上町・かわかみちよう

　　０５９-００２１・北海道登別市鉱山町・こうざんちよう

　　０５９-０００２・北海道登別市幸町・さいわいちよう

　　０５９-００３３・北海道登別市栄町・さかえちよう

　　０５９-００２３・北海道登別市桜木町・さくらぎちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（５)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（９)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（１１－１２・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（３６)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（４２－２)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（６２)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（８０)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町（９５)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町(１８４)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町(２３１)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町(３８９－２)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町(５００)・さつないちよう

　　０５９-０００５・北海道登別市札内町(５００)・さつないちよう

　　０５９-０４６１・北海道登別市札内町（その他）・さつないちよう(そのた)

　　０５９-０００１・北海道登別市新栄町・しんえいちよう

　　０５９-００１５・北海道登別市新川町・しんかわちよう

　　０５９-００３２・北海道登別市新生町・しんせいちよう

　　０５９-０００３・北海道登別市千歳町・ちとせちよう

　　０５９-００１２・北海道登別市中央町・ちゆうおうちよう

　　０５９-００１１・北海道登別市常盤町・ときわちよう

　　０５９-０４６２・北海道登別市富浦町・とみうらちよう

　　０５９-００２８・北海道登別市富岸町・とんけしちよう

　　０５９-０４６３・北海道登別市中登別町・なかのほﾞりべつちよう

　　０５９-０５５１・北海道登別市登別温泉町・のほﾞりべつおんせんちよう

　　０５９-０４６４・北海道登別市登別東町・のほﾞりべつひがしちよう

　　０５９-０４６５・北海道登別市登別本町・のほﾞりべつほんちよう



　　０５９-０４６６・北海道登別市登別港町・のほﾞりべつみなとちよう

　　０５９-００１４・北海道登別市富士町・ふじちよう

　　０５９-００１３・北海道登別市幌別町・ほろべつちよう

　　０５９-００３６・北海道登別市美園町・みそのちよう

　　０５９-００２４・北海道登別市緑町・みどりちよう

　　０５９-００２５・北海道登別市大和町・やまとちよう

　　０５９-０００４・北海道登別市来馬町・らいはﾞちよう

　　０５９-００３５・北海道登別市若草町・わかくさちよう

　　０５９-００２６・北海道登別市若山町・わかやまちよう

　　０５９-００３４・北海道登別市鷲別町・わしべつちよう

　　０６１-１４００・北海道恵庭市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６１-１４４８・北海道恵庭市相生町・あいおいまち

　　０６１-１４３１・北海道恵庭市有明町・ありあけちよう

　　０６１-１４０１・北海道恵庭市漁太・いざりぶと

　　０６１-１４１４・北海道恵庭市漁町・いざりまち

　　０６１-１４１５・北海道恵庭市泉町・いずみまち

　　０６１-１４１１・北海道恵庭市恵南・えなみ

　　０６１-１４２４・北海道恵庭市大町・おおまち

　　０６１-１４２３・北海道恵庭市柏木町・かしわぎちよう

　　０６１-１４０２・北海道恵庭市春日・かすが

　　０６１-１４０４・北海道恵庭市上山口・かみやまぐち

　　０６１-１４３３・北海道恵庭市北柏木町・きたかしわぎちよう

　　０６１-１３６６・北海道恵庭市北島・きたじま

　　０６１-１４４４・北海道恵庭市京町・きようまち

　　０６１-１４３２・北海道恵庭市恵央町・けいおうちよう

　　０６１-１４４９・北海道恵庭市黄金中央・こがねちゆうおう

　　０６１-１４０７・北海道恵庭市黄金北・こがねきた

　　０６１-１４０９・北海道恵庭市黄金南・こがねみなみ

　　０６１-１４１７・北海道恵庭市駒場町・こまはﾞちよう

　　０６１-１４２６・北海道恵庭市幸町・さいわいちよう

　　０６１-１４４３・北海道恵庭市栄恵町・さかえまち

　　０６１-１４１６・北海道恵庭市桜町・さくらまち

　　０６１-１３６３・北海道恵庭市桜森・さくらもり

　　０６１-１３５４・北海道恵庭市島松旭町・しままつあさひまち

　　０６１-１３５５・北海道恵庭市島松寿町・しままつことぶきちよう

　　０６１-１３５２・北海道恵庭市島松仲町・しままつなかまち

　　０６１-１３５１・北海道恵庭市島松東町・しままつひがしまち

　　０６１-１３５３・北海道恵庭市島松本町・しままつほんまち

　　０６１-１３６３・北海道恵庭市島松沢・しままつざわ

　　０６１-１３６４・北海道恵庭市下島松・しもしままつ

　　０６１-１４１２・北海道恵庭市白樺町・しらかはﾞちよう

　　０６１-１４４５・北海道恵庭市新町・しんまち

　　０６１-１４４６・北海道恵庭市末広町・すえひろまち

　　０６１-１４４１・北海道恵庭市住吉町・すみよしちよう

　　０６１-１４０３・北海道恵庭市中央・ちゆうおう

　　０６１-１４０５・北海道恵庭市戸磯・といそ

　　０６１-１３６２・北海道恵庭市中島松・なかしままつ

　　０６１-１４３５・北海道恵庭市中島町・なかじまちよう

　　０６１-１３５６・北海道恵庭市西島松・にししままつ

　　０６１-１４３４・北海道恵庭市柏陽町・はくようちよう

　　０６１-１３６１・北海道恵庭市林田・はやしだ

　　０６１-１４２２・北海道恵庭市盤尻・はﾞんじり

　　０６１-１４４７・北海道恵庭市福住町・ふくずみちよう

　　０６１-１４２５・北海道恵庭市文京町・ぶんきようちよう

　　０６１-１３６５・北海道恵庭市穂栄・ほえい

　　０６１-１４２１・北海道恵庭市牧場・まきはﾞ

　　０６１-１４２７・北海道恵庭市美咲野・みさきの

　　０６１-１４４２・北海道恵庭市緑町・みどりまち

　　０６１-１３７５・北海道恵庭市南島松・みなみしままつ

　　０６１-１３７１・北海道恵庭市恵み野東・めぐみのひがじ

　　０６１-１３７３・北海道恵庭市恵み野西・めぐみのにじ

　　０６１-１３７２・北海道恵庭市恵み野南・めぐみのみなみ

　　０６１-１３７４・北海道恵庭市恵み野北・めぐみのきた

　　０６１-１３７６・北海道恵庭市恵み野里美・めぐみのさとみ

　　０６１-１４１３・北海道恵庭市本町・もとまち

　　０６１-１４０６・北海道恵庭市和光町・わこうちよう

　　０５２-００００・北海道伊達市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５２-００１５・北海道伊達市旭町・あさひちよう

　　０５２-００２５・北海道伊達市網代町・あじろちよう

　　０５２-０００２・北海道伊達市乾町・いぬいちよう



　　０５９-０１５１・北海道伊達市有珠町・うすちよう

　　０５２-００２２・北海道伊達市梅本町・うめもとちよう

　　０５９-０１５３・北海道伊達市大平町・おおだいらちよう

　　０４４-０４４１・北海道伊達市大滝区愛地町・おおたきくあいちちよう

　　０５２-０３１２・北海道伊達市大滝区上野町・おおたきくうえのちよう

　　０５２-０３１６・北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町・きたゆざわおんせんちよう

　　０４４-０４４３・北海道伊達市大滝区清原町・おおたきくきよはらちよう

　　０５２-０３０３・北海道伊達市大滝区三階滝町・おおたきくさんがいたきちよう

　　０５２-０３１５・北海道伊達市大滝区昭園町・おおたきくしようえんちよう

　　０５２-０３０２・北海道伊達市大滝区清陵町・おおたきくせいりようちよう

　　０５２-０３１３・北海道伊達市大滝区大成町・おおたきくたいせいちよう

　　０４４-０４４４・北海道伊達市大滝区豊里町・おおたきくとよさとちよう

　　０５２-０３１１・北海道伊達市大滝区本郷町・おおたきくほんごうちよう

　　０５２-０３０１・北海道伊達市大滝区本町・おおたきくほんちよう

　　０５２-０３１４・北海道伊達市大滝区円山町・おおたきくまるやまちよう

　　０４４-０４４２・北海道伊達市大滝区宮城町・おおたきくみやぎちよう

　　０５２-０３１７・北海道伊達市大滝区優徳町・おおたきくゆうとくちよう

　　０５２-００２７・北海道伊達市大町・おおまち

　　０５２-００２４・北海道伊達市鹿島町・かしまちよう

　　０５２-０００８・北海道伊達市上館山町・かみたてやまちよう

　　０５２-００３６・北海道伊達市上長和町・かみながわちよう

　　０５９-０１５２・北海道伊達市北有珠町・きたうすちよう

　　０５９-０２７２・北海道伊達市北黄金町・きたこがねちよう

　　０５９-０２７５・北海道伊達市北稀府町・きたまれふちよう

　　０５２-０００１・北海道伊達市喜門別町・きもんべつちよう

　　０５２-０００５・北海道伊達市清住町・きよずみちよう

　　０５２-０００１・北海道伊達市志門気町・しもんけちよう

　　０５２-００２１・北海道伊達市末永町・すえながちよう

　　０５２-００１１・北海道伊達市竹原町・たけはらちよう

　　０５２-００３４・北海道伊達市館山下町・たてやましたちよう

　　０５２-００３１・北海道伊達市館山町・たてやまちよう

　　０５９-０２７４・北海道伊達市中稀府町・なかまれふちよう

　　０５２-００３５・北海道伊達市長和町・ながわちよう

　　０５２-００２６・北海道伊達市錦町・にしきちよう

　　０５２-０００７・北海道伊達市西関内町・にしせきないちよう

　　０５２-００３３・北海道伊達市西浜町・にしはまちよう

　　０５２-０００４・北海道伊達市萩原町・はぎわらちよう

　　０５９-０１５４・北海道伊達市東有珠町・ひがしうすちよう

　　０５２-０００６・北海道伊達市東関内町・ひがしせきないちよう

　　０５２-００１６・北海道伊達市東浜町・ひがしはまちよう

　　０５２-００１４・北海道伊達市舟岡町・ふなおかちよう

　　０５２-０００３・北海道伊達市幌美内町・ほろびないちよう

　　０５２-００１２・北海道伊達市松ケ枝町・まつがえちよう

　　０５９-０１５６・北海道伊達市南有珠町・みなみうすちよう

　　０５９-０２７１・北海道伊達市南黄金町・みなみこがねちよう

　　０５９-０２７３・北海道伊達市南稀府町・みなみまれふちよう

　　０５９-０１５７・北海道伊達市向有珠町・むかいうすちよう

　　０５２-００２３・北海道伊達市元町・もとまち

　　０５２-００３２・北海道伊達市山下町・やましたちよう

　　０５２-００１３・北海道伊達市弄月町・ろうげつちよう

　　０５９-０１５５・北海道伊達市若生町・わつかおいちよう

　　０６１-１１００・北海道北広島市・以下に不掲載・ れいかにふけいさい

　　０６１-１１４１・北海道北広島市青葉町・れあおはﾞちよう

　　０６１-１１２３・北海道北広島市朝日町・れあさひちよう

　　０６１-１１４５・北海道北広島市泉町・れいずみちよう

　　０６１-１１２５・北海道北広島市稲穂町東・れいなほちようひがじ

　　０６１-１１２４・北海道北広島市稲穂町西・れいなほちようにじ

　　０６１-１２７０・北海道北広島市大曲・れおおまがり

　　０６１-１２７４・北海道北広島市大曲工業団地・れおおまがりこうぎようだんち

　　０６１-１２７８・北海道北広島市大曲幸町・れおおまがりさいわいちよう

　　０６１-１２７２・北海道北広島市大曲末広・れおおまがりすえひろ

　　０６１-１２７１・北海道北広島市大曲中央・れおおまがりちゆうおう

　　０６１-１２７９・北海道北広島市大曲並木・れおおまがりなみき

　　０６１-１２７３・北海道北広島市大曲柏葉・れおおまがりはくよう

　　０６１-１２７７・北海道北広島市大曲光・れおおまがりひかり

　　０６１-１２７６・北海道北広島市大曲緑ケ丘・れおおまがりみどりがおか

　　０６１-１２７５・北海道北広島市大曲南ケ丘・れおおまがりみなみがおか

　　０６１-１１１１・北海道北広島市北の里・れきたのさと

　　０６１-１２６１・北海道北広島市希望ケ丘・れきほﾞうがおか

　　０６１-１１１２・北海道北広島市共栄・れきようえい



　　０６１-１１１３・北海道北広島市共栄町・れきようえいちよう

　　０６１-１１３４・北海道北広島市広葉町・れこうようちよう

　　０６１-１１３３・北海道北広島市栄町・れさかえちよう

　　０６１-１１４７・北海道北広島市里見町・れさとみちよう

　　０６１-１２６５・北海道北広島市島松・れしままつ

　　０６１-１１４４・北海道北広島市白樺町・れしらかはﾞちよう

　　０６１-１１２６・北海道北広島市新富町東・れしんとみちようひがじ

　　０６１-１１２７・北海道北広島市新富町西・れしんとみちようにじ

　　０６１-１１４６・北海道北広島市高台町・れたかだいちよう

　　０６１-１１２１・北海道北広島市中央・れちゆうおう

　　０６１-１１３５・北海道北広島市輝美町・れてるみちよう

　　０６１-１１５３・北海道北広島市富ケ岡・れとみがおか

　　０６１-１１５２・北海道北広島市中の沢（５５７～７３６)・れなかのさわ

　　０６１-１１０１・北海道北広島市中の沢（その他）・れなかのさわ(そのた)

　　０６１-１１０３・北海道北広島市虹ケ丘・れにじがおか

　　０６１-１１０２・北海道北広島市西の里・れにしのさと

　　０６１-１１０５・北海道北広島市西の里東・れにしのさとひがじ

　　０６１-１１０６・北海道北広島市西の里南・れにしのさとみなみ

　　０６１-１１０４・北海道北広島市西の里北・れにしのさときた

　　０６１-１２６７・北海道北広島市仁別・れにべつ

　　０６１-１１１４・北海道北広島市東共栄・れひがしきようえい

　　０６１-１１５１・北海道北広島市東の里・れひがしのさと

　　０６１-１１２２・北海道北広島市広島・れひろしま

　　０６１-１１３２・北海道北広島市北進町・れほくしんちよう

　　０６１-１１３６・北海道北広島市松葉町・れまつはﾞちよう

　　０６１-１１１５・北海道北広島市美咲き野・れみさきの

　　０６１-１１３１・北海道北広島市美沢・れみさわ

　　０６１-１２６６・北海道北広島市三島・れみしま

　　０６１-１１４３・北海道北広島市南町・れみなみちよう

　　０６１-１１５４・北海道北広島市南の里・れみなみのさと

　　０６１-１１４８・北海道北広島市山手町・れやまてちよう

　　０６１-１１３７・北海道北広島市緑陽町・れりよくようちよう

　　０６１-１２６４・北海道北広島市輪厚・れわつつ

　　０６１-１２８１・北海道北広島市輪厚工業団地・れわつつこうぎようだんち

　　０６１-１２６８・北海道北広島市輪厚中央・れわつつちゆうおう

　　０６１-１２６９・北海道北広島市輪厚元町・れわつつもとまち

　　０６１-１１４２・北海道北広島市若葉町・れわかはﾞちよう

　　０６１-３２００・北海道石狩市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６１-３６０１・北海道石狩市厚田区厚田・あつたくあつた

　　０６１-３６０２・北海道石狩市厚田区押琴・あつたくおしこと

　　０６１-３１５１・北海道石狩市厚田区濃昼・あつたくごきびる

　　０６１-３６０３・北海道石狩市厚田区小谷・あつたくこたに

　　０６１-３５２１・北海道石狩市厚田区古潭・あつたくこたん

　　０６１-３３３１・北海道石狩市厚田区聚富（中央）・しつふﾟ(ちゆうおう)

　　０６１-３３３１・北海道石狩市厚田区聚富（中央）・しつふﾟ(しらつかり)

　　０６１-３４４１・北海道石狩市厚田区聚富（その他）・あつたくしつふﾟ(そのた)

　　０６１-３３３２・北海道石狩市厚田区虹が原・あつたくにじがはら

　　０６１-３６０５・北海道石狩市厚田区別狩・あつたくべつかり

　　０６１-３５２２・北海道石狩市厚田区嶺泊・あつたくみねとまり

　　０６１-３５２３・北海道石狩市厚田区望来・あつたくもうらい

　　０６１-３６０６・北海道石狩市厚田区安瀬・あつたくやそすけ

　　０６１-３３７７・北海道石狩市親船町・おやふねちよう

　　０６１-３３６５・北海道石狩市親船東一条・おやふねひがし１じよう

　　０６１-３３６６・北海道石狩市親船東二条・おやふねひがし２じよう

　　０６１-３３６７・北海道石狩市親船東三条・おやふねひがし３じよう

　　０６１-３２４５・北海道石狩市生振・おやふる

　　０６１-３３６２・北海道石狩市北生振・きたおやふる

　　０６１-３２２０・北海道石狩市志美・しび

　　０６１-３３７３・北海道石狩市新町・しんまち

　　０６１-３２４２・北海道石狩市新港中央・しんこうちゆうおう

　　０６１-３２４３・北海道石狩市新港東・しんこうひがじ

　　０６１-３２４１・北海道石狩市新港西・しんこうにじ

　　０６１-３２４４・北海道石狩市新港南・しんこうみなみ

　　０６１-３２５３・北海道石狩市樽川三条・たるかわ３じよう

　　０６１-３２５４・北海道石狩市樽川四条・たるかわ４じよう

　　０６１-３２５５・北海道石狩市樽川五条・たるかわ５じよう

　　０６１-３２５６・北海道石狩市樽川六条・たるかわ６じよう

　　０６１-３２５７・北海道石狩市樽川七条・たるかわ７じよう

　　０６１-３２５８・北海道石狩市樽川八条・たるかわ８じよう

　　０６１-３２５９・北海道石狩市樽川九条・たるかわ９じよう



　　０６１-３２５１・北海道石狩市樽川（その他）・たるかわ(そのた)

　　０６１-３３７４・北海道石狩市仲町・なかまち

　　０６１-３４８４・北海道石狩市八幡（５丁目１)・はちまん(５ちようめ１)

　　０６１-３３６１・北海道石狩市八幡（その他）・はちまん(そのた)

　　０６１-３４８０・北海道石狩市八幡町（五の沢）・はちまんちよう(ごのさわ)

　　０６１-３４８１・北海道石狩市八幡町（高岡）・はちまんちよう(たかおか)

　　０６１-３４８２・北海道石狩市八幡町（その他）・はちまんちよう(そのた)

　　０６１-３２１９・北海道石狩市花川・はなかわ

　　０６１-３２１１・北海道石狩市花川北一条・はなかわきた１じよう

　　０６１-３２１２・北海道石狩市花川北二条・はなかわきた２じよう

　　０６１-３２１３・北海道石狩市花川北三条・はなかわきた３じよう

　　０６１-３２１４・北海道石狩市花川北四条・はなかわきた４じよう

　　０６１-３２１５・北海道石狩市花川北五条・はなかわきた５じよう

　　０６１-３２１６・北海道石狩市花川北六条・はなかわきた６じよう

　　０６１-３２１７・北海道石狩市花川北七条・はなかわきた７じよう

　　０６１-３２４８・北海道石狩市花川東・はなかわひがじ

　　０６１-３２６１・北海道石狩市花川東一条・はなかわひがし１じよう

　　０６１-３２６２・北海道石狩市花川東二条・はなかわひがし２じよう

　　０６１-３２１０・北海道石狩市花川南十条・はなかわみなみ１０じよう

　　０６１-３２０１・北海道石狩市花川南一条・はなかわみなみ１じよう

　　０６１-３２０２・北海道石狩市花川南二条・はなかわみなみ２じよう

　　０６１-３２０３・北海道石狩市花川南三条・はなかわみなみ３じよう

　　０６１-３２０４・北海道石狩市花川南四条・はなかわみなみ４じよう

　　０６１-３２０５・北海道石狩市花川南五条・はなかわみなみ５じよう

　　０６１-３２０６・北海道石狩市花川南六条・はなかわみなみ６じよう

　　０６１-３２０７・北海道石狩市花川南七条・はなかわみなみ７じよう

　　０６１-３２０８・北海道石狩市花川南八条・はなかわみなみ８じよう

　　０６１-３２０９・北海道石狩市花川南九条・はなかわみなみ９じよう

　　０６１-３１１２・北海道石狩市浜益区送毛・はまますくおくりげ

　　０７７-０３５１・北海道石狩市浜益区雄冬・はまますくおふゆ

　　０６１-３１０７・北海道石狩市浜益区柏木・はまますくかしわぎ

　　０６１-３１０６・北海道石狩市浜益区川下・はまますくかわしも

　　０６１-３１０２・北海道石狩市浜益区群別・はまますくくんべつ

　　０６１-３１１３・北海道石狩市浜益区濃昼・はまますくごきびる

　　０６１-３１０９・北海道石狩市浜益区御料地・はまますくごりようち

　　０６１-３１０５・北海道石狩市浜益区千代志別・はまますくちよしべつ

　　０６１-３１０４・北海道石狩市浜益区床丹・はまますくとこたん

　　０６１-３１０１・北海道石狩市浜益区浜益・はまますくはまます

　　０６１-３１１１・北海道石狩市浜益区毘砂別・はまますくびしやべつ

　　０６１-３１０３・北海道石狩市浜益区幌・はまますくほろ

　　０６１-３１０８・北海道石狩市浜益区実田・はまますくみた

　　０６１-３３７１・北海道石狩市浜町・はままち

　　０６１-３２８１・北海道石狩市花畔一条・はﾞんなぐろ１じよう

　　０６１-３２８２・北海道石狩市花畔二条・はﾞんなぐろ２じよう

　　０６１-３２８３・北海道石狩市花畔三条・はﾞんなぐろ３じよう

　　０６１-３２８４・北海道石狩市花畔四条・はﾞんなぐろ４じよう

　　０６１-３２１８・北海道石狩市花畔（その他）・はﾞんなぐろ(そのた)

　　０６１-３３６８・北海道石狩市美登位・びとい

　　０６１-３３７８・北海道石狩市船場町・ふなはﾞちよう

　　０６１-３３７２・北海道石狩市弁天町・べんてんちよう

　　０６１-３３７５・北海道石狩市本町・ほんちよう

　　０６１-３４８３・北海道石狩市緑ケ原・みどりがはら

　　０６１-３３７６・北海道石狩市横町・よこまち

　　０６１-３２３０・北海道石狩市緑苑台中央・りよくえんだいちゆうおう

　　０６１-３２３１・北海道石狩市緑苑台西一条・りよくえんだいにし１じよう

　　０６１-３２３２・北海道石狩市緑苑台西二条・りよくえんだいにし２じよう

　　０６１-３２２１・北海道石狩市緑苑台東一条・りよくえんだいひがし１じよう

　　０６１-３２２２・北海道石狩市緑苑台東二条・りよくえんだいひがし２じよう

　　０６１-３２２３・北海道石狩市緑苑台東三条・りよくえんだいひがし３じよう

　　０６１-３３６３・北海道石狩市若生町・わかおいちよう

　　０４９-０１００・"いかにふけいさい, 北海道北斗市・以下に不掲載"・ほくとじ

　　０４１-１２４２・"いちのわたり, 北海道北斗市市渡・ほくとじ

　　０４１-１２２３・"いつほﾟんぎ, 北海道北斗市一本木"・ほくとじ

　　０４１-１２４１・"いなさと, 北海道北斗市稲里"・ほくとじ

　　０４９-０１６１・"いなり, 北海道北斗市飯生"・ほくとじ

　　０４９-０１０１・"おいわけ, 北海道北斗市追分"・ほくとじ

　　０４９-０１５２・"おしあげ, 北海道北斗市押上"・ほくとじ

　　０４１-１２１３・"かいはつ, 北海道北斗市開発"・ほくとじ

　　０４９-０１３６・"がろう, 北海道北斗市峨朗"・ほくとじ

　　０４９-０１５７・"きよかわ, 北海道北斗市清川"・ほくとじ



　　０４９-０１２１・"くねべつ, 北海道北斗市久根別"・ほくとじ

　　０４９-０１４３・"こうえんどおり, 北海道北斗市公園通"・ほくとじ

　　０４９-０１５１・"さくらたい, 北海道北斗市桜岱"・ほくとじ

　　０４１-１２２１・"しみずかわ, 北海道北斗市清水川"・ほくとじ

　　０４９-０１４２・"しようわ, 北海道北斗市昭和"・ほくとじ

　　０４１-１２１１・"しらかわ, 北海道北斗市白川"・ほくとじ

　　０４９-０１５４・"そえやま, 北海道北斗市添山"・ほくとじ

　　０４９-０１５３・"だいくがわ, 北海道北斗市大工川"・ほくとじ

　　０４９-０１３２・"だての, 北海道北斗市館野"・ほくとじ

　　０４９-０１４１・"たによじ,北海道北斗市谷好・ほくとじ

　　０４９-０１６２・"ちゆうおう, 北海道北斗市中央"・ほくとじ

　　０４１-１２２２・"ちよだ, 北海道北斗市千代田"・ほくとじ

　　０４９-０２８２・"とうべつ, 北海道北斗市当別"・ほくとじ

　　０４９-０１７１・"ときわ, 北海道北斗市常盤"・ほくとじ

　　０４９-０１３１・"とみがわ, 北海道北斗市富川"・ほくとじ

　　０４９-０１５５・"なかの, 北海道北斗市中野"・ほくとじ

　　０４９-０１５６・"なかのどおり, 北海道北斗市中野通"・ほくとじ

　　０４１-１２４３・"なかやま, 北海道北斗市中山"・ほくとじ

　　０４９-０１１１・"ななえはま, 北海道北斗市七重浜"・ほくとじ

　　０４９-０１５８・"のざき, 北海道北斗市野崎"・ほくとじ

　　０４１-１２１５・"はぎの, 北海道北斗市萩野"・ほくとじ

　　０４９-０１２２・"ひがしはま, 北海道北斗市東浜"・ほくとじ

　　０４１-１２１４・"ひがしまえ, 北海道北斗市東前"・ほくとじ

　　０４１-１２２５・"ふみつﾞき, 北海道北斗市文月"・ほくとじ

　　０４１-１２１２・"ほそいれ, 北海道北斗市細入"・ほくとじ

　　０４１-１２５１・"ほんごう, 北海道北斗市本郷"・ほくとじ

　　０４１-１２０１・"ほんちよう, 北海道北斗市本町"・ほくとじ

　　０４９-０１３５・"みずなじ,北海道北斗市水無・ほくとじ

　　０４９-０２８３・"みついじ,北海道北斗市三ツ石・ほくとじ

　　０４１-１２２４・"みなみおおの, 北海道北斗市南大野"・ほくとじ

　　０４９-０１３４・"みよじ,北海道北斗市三好・ほくとじ

　　０４１-１２３１・"むかいの, 北海道北斗市向野"・ほくとじ

　　０４１-１２２６・"むらうち, 北海道北斗市村内"・ほくとじ

　　０４１-１２４４・"むらやま, 北海道北斗市村山"・ほくとじ

　　０４９-０２８１・"もへじ, 北海道北斗市茂辺地"・ほくとじ

　　０４９-０２８５・"もへじいちのわたり, 北海道北斗市茂辺地市ノ渡"・ほくとじ

　　０４９-０１３３・"やなぎさわ, 北海道北斗市柳沢"・ほくとじ

　　０４９-０２８６・"やふらい, 北海道北斗市矢不来"・ほくとじ

　　０４９-０２８４・"ゆのさわ, 北海道北斗市湯ノ沢"・ほくとじ

　　０６１-０２００・北海道石狩郡当別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６１-０２０１・北海道石狩郡当別町青山・あおやま

　　０６１-０２５３・北海道石狩郡当別町青山奥二番川・あおやまおく２はﾞんがわ

　　０６１-０２５２・北海道石狩郡当別町青山奥三番川・あおやまおく３はﾞんがわ

　　０６１-０２５１・北海道石狩郡当別町青山奥四番川・あおやまおく４はﾞんがわ

　　０６１-０２５４・北海道石狩郡当別町青山中央（青山奥）・ゆうおう(あおやまおく)

　　０６１-０２３２・北海道石狩郡当別町春日町・かすがちよう

　　０６１-０２１２・北海道石狩郡当別町金沢・かなざわ

　　０６１-０２１８・北海道石狩郡当別町樺戸町・かはﾞとちよう

　　０６１-０２０７・北海道石狩郡当別町上当別・かみとうべつ

　　０６１-３７７４・北海道石狩郡当別町川下（７８２－１３)・(かわしも)

　　０６１-３７７４・北海道石狩郡当別町川下（５３６３－７～８)・(かわしも)

　　０６１-３７７４・北海道石狩郡当別町川下（５３８２－３)・(かわしも)

　　０６１-３７７４・北海道石狩郡当別町川下（５４０５－４)・(かわしも)

　　０６１-３７７４・北海道石狩郡当別町川下（５４４５～５４４６－４)

　　０６１-０２０６・北海道石狩郡当別町川下（その他）・かわしも(そのた)

　　０６１-０２１７・北海道石狩郡当別町幸町・さいわいちよう

　　０６１-０２１６・北海道石狩郡当別町栄町・さかえまち

　　０６１-３７７２・北海道石狩郡当別町獅子内・ししない

　　０６１-０２０５・北海道石狩郡当別町下川町・しもかわちよう

　　０６１-０２３３・北海道石狩郡当別町白樺町・しらかはﾞちよう

　　０６１-３７７７・北海道石狩郡当別町スウェーデンヒルズ・すうえｰでんひるず

　　０６１-０２２４・北海道石狩郡当別町末広・すえひろ

　　０６１-０２２７・北海道石狩郡当別町園生・そのお

　　０６１-３７７１・北海道石狩郡当別町高岡・たかおか

　　０６１-０２１５・北海道石狩郡当別町対雁・ついしかり

　　０６１-３７７３・北海道石狩郡当別町当別太・とうべつぶと

　　０６１-０２１１・北海道石狩郡当別町中小屋・なかごや

　　０６１-０２２６・北海道石狩郡当別町錦町・にしきまち

　　０６１-０２３４・北海道石狩郡当別町西町・にしまち

　　０６１-０２１３・北海道石狩郡当別町東裏・ひがしうら



　　０６１-０２２１・北海道石狩郡当別町東町・ひがしまち

　　００２-８０８９・北海道石狩郡当別町ビトエ（中島）・びとえ(なかじま)

　　０６１-３７７５・北海道石狩郡当別町ビトエ（その他）・びとえ(そのた)

　　０６１-３７７９・北海道石狩郡当別町太美スターライト・ふとみすたｰらいと

　　０６１-３７７６・北海道石狩郡当別町太美町・ふとみちよう

　　０６１-３７７８・北海道石狩郡当別町太美南・ふとみみなみ

　　０６１-０２０８・北海道石狩郡当別町弁華別・べんけべつ

　　０６１-０２３５・北海道石狩郡当別町北栄町・ほくえいちよう

　　０６１-０２２５・北海道石狩郡当別町美里・みさと

　　０６１-０２０３・北海道石狩郡当別町みどり野・みどりの

　　０６１-０２２８・北海道石狩郡当別町緑町・みどりまち

　　０６１-０２２２・北海道石狩郡当別町元町・もとまち

　　０６１-０２０２・北海道石狩郡当別町茂平沢・もへいざわ

　　０６１-０２２３・北海道石狩郡当別町弥生・やよい

　　０６１-０２３１・北海道石狩郡当別町六軒町・ろつけんちよう

　　０６１-０２０４・北海道石狩郡当別町若葉・わかはﾞ

　　０６１-０２１４・北海道石狩郡当別町蕨岱・わらびたい

　　０６８-１１００・北海道石狩郡新篠津村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６８-１１１２・北海道石狩郡新篠津村あけぼの・ あけほﾞの

　　０６８-１１０２・北海道石狩郡新篠津村いなほ・ いなほ

　　０６８-１１０４・北海道石狩郡新篠津村かつら・ かつら

　　０６８-１１２５・北海道石狩郡新篠津村上篠津・ かみしのつ

　　０６８-１１１６・北海道石狩郡新篠津村上達布・ かみたつふﾟ

　　０６８-１１２３・北海道石狩郡新篠津村川上・ かわかみ

　　０６８-１１５２・北海道石狩郡新篠津村川下・ かわしも

　　０６８-１１３１・北海道石狩郡新篠津村基線・ きせん

　　０６８-１１３４・北海道石狩郡新篠津村宍粟・ しそう

　　０６８-１１３６・北海道石狩郡新篠津村下達布・ しもたつふﾟ

　　０６８-１１４２・北海道石狩郡新篠津村新樺・ しんかはﾞ

　　０６８-１１４６・北海道石狩郡新篠津村新高倉・ しんたかくら

　　０６８-１１３８・北海道石狩郡新篠津村新西篠津・ しんにししのつ

　　０６８-１１２１・北海道石狩郡新篠津村新湧・ しんゆう

　　０６８-１１２４・北海道石狩郡新篠津村高倉・ たかくら

　　０６８-１１４４・北海道石狩郡新篠津村拓新・ たくしん

　　０６８-１１４３・北海道石狩郡新篠津村武田・ たけだ

　　０６８-１１１１・北海道石狩郡新篠津村東明・ とうめい

　　０６８-１１２６・北海道石狩郡新篠津村豊ケ丘・ とよがおか

　　０６８-１１３２・北海道石狩郡新篠津村豊野・ とよの

　　０６８-１１３７・北海道石狩郡新篠津村中篠津・ なかしのつ

　　０６８-１１５３・北海道石狩郡新篠津村中原・ なかはら

　　０６８-１１４１・北海道石狩郡新篠津村西篠津・ にししのつ

　　０６８-１１４５・北海道石狩郡新篠津村西高倉・ にしたかくら

　　０６８-１１０３・北海道石狩郡新篠津村西の里・ にしのさと

　　０６８-１１５１・北海道石狩郡新篠津村西原・ にしはら

　　０６８-１１２７・北海道石狩郡新篠津村沼之端・ ぬまのはた

　　０６８-１１３５・北海道石狩郡新篠津村袋達布・ ふくろたつふﾟ

　　０６８-１１１３・北海道石狩郡新篠津村ふらわ・ ふらわ

　　０６８-１１３３・北海道石狩郡新篠津村平安・ へいあん

　　０６８-１１２２・北海道石狩郡新篠津村北新・ ほくしん

　　０６８-１１１５・北海道石狩郡新篠津村みずほ・ みずほ

　　０６８-１１１４・北海道石狩郡新篠津村南ケ丘・ みなみがおか

　　０６８-１１０５・北海道石狩郡新篠津村みのり・ みのり

　　０６８-１１０１・北海道石狩郡新篠津村萌出・ もえで

　　０４９-１５００・北海道松前郡松前町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-１６４３・北海道松前郡松前町赤神・あかがみ

　　０４９-１５１７・北海道松前郡松前町朝日・あさひ

　　０４９-１５０４・北海道松前郡松前町愛宕・あたご

　　０４９-１５２３・北海道松前郡松前町荒谷・あらや

　　０４９-１７７１・北海道松前郡松前町江良・えら

　　０４９-１５０３・北海道松前郡松前町大磯・おおいそ

　　０４９-１５２２・北海道松前郡松前町大沢・おおさわ

　　０４９-１７８１・北海道松前郡松前町大津・おおつ

　　０４９-１５２１・北海道松前郡松前町上川・かみかわ

　　０４９-１７６１・北海道松前郡松前町神山・かみやま

　　０４９-１５０６・北海道松前郡松前町唐津・からつ

　　０４９-１７８３・北海道松前郡松前町清部・きよべ

　　０４９-１７８４・北海道松前郡松前町小浜・こはま

　　０４９-１６４２・北海道松前郡松前町札前・さつまえ

　　０４９-１６４４・北海道松前郡松前町静浦・しずうら

　　０４９-１５２４・北海道松前郡松前町白神・しらかみ



　　０４９-１７６３・北海道松前郡松前町白坂・しらさか

　　０４９-１５１３・北海道松前郡松前町神明・しんめい

　　０４９-１７８２・北海道松前郡松前町高野・たかの

　　０４９-１５０１・北海道松前郡松前町建石・たていじ

　　０４９-１６４１・北海道松前郡松前町館浜・たてはま

　　０４９-１５１５・北海道松前郡松前町月島・つきしま

　　０４９-１５１４・北海道松前郡松前町豊岡・とよおか

　　０４９-１５０７・北海道松前郡松前町西館・にしだて

　　０４９-１５０５・北海道松前郡松前町博多・はかた

　　０４９-１７６２・北海道松前郡松前町原口・はらぐち

　　０４９-１５１６・北海道松前郡松前町東山・ひがしやま

　　０４９-１５１２・北海道松前郡松前町福山・ふくやま

　　０４９-１７６４・北海道松前郡松前町二越・ふたごえ

　　０４９-１５０２・北海道松前郡松前町弁天・べんてん

　　０４９-１５１１・北海道松前郡松前町松城・まつしろ

　　０４９-１６４５・北海道松前郡松前町茂草・もぐさ

　　０４９-１３００・北海道松前郡福島町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-１３２５・北海道松前郡福島町岩部・いわべ

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町上町・うえまち

　　０４９-１３２３・北海道松前郡福島町浦和・うらわ

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町川原町・かわらまち

　　０４９-１３２２・北海道松前郡福島町塩釜・しおがま

　　０４９-１３０１・北海道松前郡福島町白符・しらふ

　　０４９-１３３１・北海道松前郡福島町新栄町・しんえいちよう

　　０４９-１３３２・北海道松前郡福島町千軒・せんげん

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町館古・たてこ

　　０４９-１４５４・北海道松前郡福島町館崎・たてさき

　　０４９-１３２１・北海道松前郡福島町月崎・つきさき

　　０４９-１４５２・北海道松前郡福島町豊浜・とよはま

　　０４９-１３１１・北海道松前郡福島町桧倉・ひくら

　　０４９-１３２４・北海道松前郡福島町日の出・ひので

　　０４９-１３０２・北海道松前郡福島町日向・ひゆうが

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町福島・ふくしま

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町本町・ほんちよう

　　０４９-１４５６・北海道松前郡福島町松浦・まつうら

　　０４９-１３２１・北海道松前郡福島町丸山団地・まるやまだんち

　　０４９-１３３１・北海道松前郡福島町三岳・みたけ

　　０４９-１３２１・北海道松前郡福島町緑町・みどりちよう

　　０４９-１４５１・北海道松前郡福島町宮歌・みやうた

　　０４９-１４５３・北海道松前郡福島町美山・みやま

　　０４９-１４５３・北海道松前郡福島町吉岡・よしおか

　　０４９-１３１２・北海道松前郡福島町吉田町・よしだまち

　　０４９-１４５５・北海道松前郡福島町吉野・よしの

　　０４９-１１００・北海道上磯郡知内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-１１０３・北海道上磯郡知内町重内・おもない

　　０４９-１１０５・北海道上磯郡知内町小谷石・こたにいじ

　　０４９-１１０７・北海道上磯郡知内町上雷・じようらい

　　０４９-１１０１・北海道上磯郡知内町中ノ川・なかのかわ

　　０４９-１１０６・北海道上磯郡知内町元町・もとまち

　　０４９-１１０２・北海道上磯郡知内町森越・もりこじ

　　０４９-１２２１・北海道上磯郡知内町湯ノ里・ゆのさと

　　０４９-１１０４・北海道上磯郡知内町涌元・わきもと

　　０４９-０４００・北海道上磯郡木古内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-０４０５・北海道上磯郡木古内町泉沢・いずみさわ

　　０４９-０４５４・北海道上磯郡木古内町瓜谷・うりや

　　０４９-０４０１・北海道上磯郡木古内町大釜谷・おおかまや

　　０４９-０４５３・北海道上磯郡木古内町大川・おおかわ

　　０４９-０４１２・北海道上磯郡木古内町大平・おおひら

　　０４９-０４０２・北海道上磯郡木古内町御宮野・おみやの

　　０４９-０４０３・北海道上磯郡木古内町釜谷・かまや

　　０４９-０４０４・北海道上磯郡木古内町亀川・かめかわ

　　０４９-０４３１・北海道上磯郡木古内町木古内・きこない

　　０４９-０４０８・北海道上磯郡木古内町幸連・こうれん

　　０４９-０４１１・北海道上磯郡木古内町札苅・さつかり

　　０４９-０４５１・北海道上磯郡木古内町新道・しんみち

　　０４９-０４５２・北海道上磯郡木古内町建川・たてかわ

　　０４９-０４５５・北海道上磯郡木古内町鶴岡・つるおか

　　０４９-０４４１・北海道上磯郡木古内町中野・なかの

　　０４９-０４０６・北海道上磯郡木古内町二乃岱・にのたい

　　０４９-０４０７・北海道上磯郡木古内町橋呉・はしくれ



　　０４９-０４２２・北海道上磯郡木古内町本町・ほんちよう

　　０４９-０４２１・北海道上磯郡木古内町前浜・まえはま

　　０４１-１１００・北海道亀田郡七飯町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４１-１１３６・北海道亀田郡七飯町飯田町・いいだちよう

　　０４１-１３５２・北海道亀田郡七飯町軍川・いくさがわ

　　０４１-１１２２・北海道亀田郡七飯町大川・おおかわ

　　０４１-１１２１・北海道亀田郡七飯町大中山・おおなかやま

　　０４１-１３５４・北海道亀田郡七飯町大沼町・おおぬまちよう

　　０４１-１３５３・北海道亀田郡七飯町上軍川・かみいくさがわ

　　０４１-１１０４・北海道亀田郡七飯町上藤城・かみふじしろ

　　０４１-１１０５・北海道亀田郡七飯町桜町・さくらちよう

　　０４１-１１３４・北海道亀田郡七飯町鶴野・つるの

　　０４１-１１０２・北海道亀田郡七飯町峠下・とうげした

　　０４１-１１３２・北海道亀田郡七飯町豊田・とよだ

　　０４１-１１３３・北海道亀田郡七飯町中島・なかじま

　　０４１-１１３１・北海道亀田郡七飯町中野・なかの

　　０４１-１１１２・北海道亀田郡七飯町鳴川・なるかわ

　　０４１-１１１２・北海道亀田郡七飯町鳴川町・なるかわちよう

　　０４１-１３５５・北海道亀田郡七飯町西大沼・にしおおぬま

　　０４１-１１０１・北海道亀田郡七飯町仁山・にやま

　　０４１-１３５１・北海道亀田郡七飯町東大沼・ひがしおおぬま

　　０４１-１１０３・北海道亀田郡七飯町藤城・ふじしろ

　　０４１-１１１１・北海道亀田郡七飯町本町・ほんちよう

　　０４１-１１３５・北海道亀田郡七飯町緑町・みどりちよう

　　０４１-１４００・北海道茅部郡鹿部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４１-１４０１・北海道茅部郡鹿部町大岩・おおいわ

　　０４１-１４０５・北海道茅部郡鹿部町駒見・こまみ

　　０４１-１４０２・北海道茅部郡鹿部町鹿部・しかべ

　　０４１-１４０４・北海道茅部郡鹿部町本別・ほんべつ

　　０４１-１４０３・北海道茅部郡鹿部町宮浜・みやはま

　　０４９-２３００・北海道茅部郡森町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-２１４２・北海道茅部郡森町赤井川・あかいがわ

　　０４９-２４６３・北海道茅部郡森町石倉町・いしくらちよう

　　０４９-２３１１・北海道茅部郡森町上台町・うわだいちよう

　　０４９-２４６５・北海道茅部郡森町蛯谷町・えびやちよう

　　０４９-２３０１・北海道茅部郡森町尾白内町・おしろないちよう

　　０４９-２３１２・北海道茅部郡森町霞台・かすみだい

　　０４９-２３２７・北海道茅部郡森町清澄町・きよずみちよう

　　０４９-２３２４・北海道茅部郡森町栗ケ丘・くりがおか

　　０４９-２１４１・北海道茅部郡森町駒ケ岳・こまがたけ

　　０４９-２３０８・北海道茅部郡森町栄町・さかえまち

　　０４９-２２２２・北海道茅部郡森町砂原・さわら

　　０４９-２２２１・北海道茅部郡森町砂原西・さわらにじ

　　０４９-２２２３・北海道茅部郡森町砂原東・さわらひがじ

　　０４９-２４６１・北海道茅部郡森町三岱・さんたい

　　０４９-２３０７・北海道茅部郡森町白川・しらかわ

　　０４９-２３０４・北海道茅部郡森町新川町・しんかわちよう

　　０４９-２３０５・北海道茅部郡森町常盤町・ときわちよう

　　０４９-２３２３・北海道茅部郡森町鳥崎町・とりざきちよう

　　０４９-２４６２・北海道茅部郡森町濁川・にごりかわ

　　０４９-２３０３・北海道茅部郡森町東森町・ひがしもりちよう

　　０４９-２３０６・北海道茅部郡森町姫川・ひめかわ

　　０４９-２３２２・北海道茅部郡森町富士見町・ふじみちよう

　　０４９-２４６４・北海道茅部郡森町本茅部町・ほんかやべちよう

　　０４９-２３２５・北海道茅部郡森町本町・ほんちよう

　　０４９-２３０２・北海道茅部郡森町港町・みなとまち

　　０４９-２３２６・北海道茅部郡森町御幸町・みゆきちよう

　　０４９-２３１３・北海道茅部郡森町森川町・もりかわちよう

　　０４９-２３２１・北海道茅部郡森町鷲ノ木町・わしのきちよう

　　０４９-３１００・北海道二海郡八雲町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-３１１３・北海道二海郡八雲町相生町・あいおいちよう

　　０４９-２５６１・北海道二海郡八雲町旭丘・あさひおか

　　０４９-３１２５・北海道二海郡八雲町熱田・あつた

　　０４９-３１１５・北海道二海郡八雲町出雲町・いずもちよう

　　０４９-２５６４・北海道二海郡八雲町入沢・いりさわ

　　０４９-３１０４・北海道二海郡八雲町内浦町・うちうらちよう

　　０４９-３１２６・北海道二海郡八雲町大新・おおしん

　　０４９-２５６２・北海道二海郡八雲町落部・おとしべ

　　０４９-３１２７・北海道二海郡八雲町春日・かすが

　　０４９-２５６６・北海道二海郡八雲町上の湯・かみのゆ



　　０４９-３１２１・北海道二海郡八雲町上八雲・かみやくも

　　０４３-０３３２・北海道二海郡八雲町熊石相沼町・くまいしあいぬまちよう

　　０４３-０４０２・北海道二海郡八雲町熊石鮎川町・くまいしあゆかわちよう

　　０４３-０４１６・北海道二海郡八雲町熊石雲石町・くまいしうんせきちよう

　　０４３-０４０５・北海道二海郡八雲町熊石大谷町・くまいしおおたにちよう

　　０４３-０３３１・北海道二海郡八雲町熊石折戸町・くまいしおりとちよう

　　０４３-０３３５・北海道二海郡八雲町熊石黒岩町・くまいしくろいわちよう

　　０４３-０４０１・北海道二海郡八雲町熊石見日町・くまいしけんにちちよう

　　０４３-０４１８・北海道二海郡八雲町熊石関内町・くまいしせきないちよう

　　０４３-０４０３・北海道二海郡八雲町熊石平町・くまいしたいらちよう

　　０４３-０４０４・北海道二海郡八雲町熊石畳岩町・くまいしたたみいわちよう

　　０４３-０３３３・北海道二海郡八雲町熊石館平町・くまいしたてひらちよう

　　０４３-０３３４・北海道二海郡八雲町熊石泊川町・くまいしとまりかわちよう

　　０４３-０４１７・北海道二海郡八雲町熊石鳴神町・くまいしなるかみちよう

　　０４３-０４１９・北海道二海郡八雲町熊石西浜町・くまいしにしはまちよう

　　０４３-０４１５・北海道二海郡八雲町熊石根崎町・くまいしねさきちよう

　　０４９-３３４１・北海道二海郡八雲町黒岩・くろいわ

　　０４９-３１１７・北海道二海郡八雲町栄町・さかえちよう

　　０４９-２５６３・北海道二海郡八雲町栄浜・さかえはま

　　０４９-２６７５・北海道二海郡八雲町桜野・さくらの

　　０４９-３１０５・北海道二海郡八雲町東雲町・しののめちよう

　　０４９-２５６５・北海道二海郡八雲町下の湯・しものゆ

　　０４９-３１１２・北海道二海郡八雲町末広町・すえひろちよう

　　０４９-３１１１・北海道二海郡八雲町住初町・すみぞめちよう

　　０４９-３１２３・北海道二海郡八雲町立岩・たていわ

　　０４９-３１２１・北海道二海郡八雲町富咲・とみさき

　　０４９-３１０３・北海道二海郡八雲町豊河町・とよかわちよう

　　０４９-３１２８・北海道二海郡八雲町鉛川・なまりかわ

　　０４９-２６７２・北海道二海郡八雲町野田生・のだおい

　　０４９-３１２２・北海道二海郡八雲町花浦・はなうら

　　０４９-３１２４・北海道二海郡八雲町浜松・はままつ

　　０４９-３１０２・北海道二海郡八雲町東町・ひがしちよう

　　０４９-２６７３・北海道二海郡八雲町東野・ひがしの

　　０４９-３１０６・北海道二海郡八雲町富士見町・ふじみちよう

　　０４９-３１０７・北海道二海郡八雲町本町・ほんちよう

　　０４９-３１１４・北海道二海郡八雲町三杉町・みすぎちよう

　　０４９-３１１８・北海道二海郡八雲町緑町・みどりちよう

　　０４９-３１１６・北海道二海郡八雲町宮園町・みやぞのちよう

　　０４９-３１０１・北海道二海郡八雲町元町・もとまち

　　０４９-２６７１・北海道二海郡八雲町山越・やまこじ

　　０４９-３３４２・北海道二海郡八雲町山崎・やまざき

　　０４９-２６７４・北海道二海郡八雲町わらび野・わらびの

　　０４９-３５００・北海道山越郡長万部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町曙町・あけほﾞのちよう

　　０４９-３５１９・北海道山越郡長万部町旭浜・あさひはま

　　０４９-３５１１・北海道山越郡長万部町大浜・おおはま

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町大町・おおまち

　　０４９-３５０１・北海道山越郡長万部町大峰・おおみね

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町長万部・おしやまんべ

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町温泉町・おんせんまち

　　０４９-３５１７・北海道山越郡長万部町共立・きようりつ

　　０４９-３５１５・北海道山越郡長万部町栗岡・くりおか

　　０４９-３４６２・北海道山越郡長万部町国縫・くんぬい

　　０４９-３５１６・北海道山越郡長万部町栄原・さかえはら

　　０４９-３５１８・北海道山越郡長万部町静狩（３－１)・しずかり)

　　０４９-５１４１・北海道山越郡長万部町静狩（その他）・しずかり(そのた)

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町新開町・しんかいちよう

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町陣屋町・じんやまち

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町住吉町・すみよしちよう

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町高砂町・たかさごちよう

　　０４９-３４６５・北海道山越郡長万部町茶屋川・ちややがわ

　　０４９-３５０２・北海道山越郡長万部町知来・ちらい

　　０４９-３５１４・北海道山越郡長万部町富野・とみの

　　０４９-３４６４・北海道山越郡長万部町豊津・とよつ

　　０４９-３４６３・北海道山越郡長万部町豊野・とよの

　　０４９-３５１２・北海道山越郡長万部町中の沢・なかのさわ

　　０４９-３４６１・北海道山越郡長万部町花岡・はなおか

　　０４９-３５０４・北海道山越郡長万部町美畑・びはた

　　０４９-３５１３・北海道山越郡長万部町平里・ひらさと

　　０４９-３５０１・北海道山越郡長万部町双葉・ふたはﾞ



　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町本町・ほんちよう

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町南栄町・みなみさかえちよう

　　０４９-３５２１・北海道山越郡長万部町元町・もとまち

　　０４９-３５０３・北海道山越郡長万部町蕨岱・わらびたい

　　０４３-００００・北海道檜山郡江差町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４３-００１３・北海道檜山郡江差町朝日町・あさひちよう

　　０４３-００３１・北海道檜山郡江差町愛宕町・あたごちよう

　　０４３-００４２・北海道檜山郡江差町上野町・うえのちよう

　　０４３-００１２・北海道檜山郡江差町鰔川町・うぐいかわちよう

　　０４３-００４１・北海道檜山郡江差町姥神町・うはﾞがみちよう

　　０４３-００４６・北海道檜山郡江差町江差港北埠頭・えさしこうきたふとう

　　０４３-００１６・北海道檜山郡江差町越前町・えちぜんまち

　　０４３-００２６・北海道檜山郡江差町大澗町・おおまちよう

　　０４３-００１４・北海道檜山郡江差町小黒部町・おぐろつへﾟちよう

　　０４３-００２４・北海道檜山郡江差町尾山町・おやまちよう

　　０４３-００５７・北海道檜山郡江差町海岸町・かいがんちよう

　　０４３-００６４・北海道檜山郡江差町柏町・かしわちよう

　　０４３-００４５・北海道檜山郡江差町鴎島・かもめじま

　　０４３-００１１・北海道檜山郡江差町五厘沢町・ごりんざわちよう

　　０４３-００３２・北海道檜山郡江差町新栄町・しんえいちよう

　　０４３-００５３・北海道檜山郡江差町新地町・しんちちよう

　　０４３-００５６・北海道檜山郡江差町陣屋町・じんやちよう

　　０４３-００６５・北海道檜山郡江差町砂川・すながわ

　　０４３-００２３・北海道檜山郡江差町田沢町・たざわちよう

　　０４３-００５１・北海道檜山郡江差町津花町・つはﾞなちよう

　　０４３-００６６・北海道檜山郡江差町とど川町・とどがわちよう

　　０４３-００２５・北海道檜山郡江差町泊町・とまりちよう

　　０４３-００３３・北海道檜山郡江差町豊川町・とよかわちよう

　　０４３-００１５・北海道檜山郡江差町中網町・なかあみちよう

　　０４３-００３４・北海道檜山郡江差町中歌町・なかうたちよう

　　０４３-００６２・北海道檜山郡江差町萩の岱・はぎのたい

　　０４３-００４４・北海道檜山郡江差町橋本町・はしもとちよう

　　０４３-００３６・北海道檜山郡江差町東山・ひがしやま

　　０４３-００３５・北海道檜山郡江差町桧岱・ひのきたい

　　０４３-００２２・北海道檜山郡江差町伏木戸町・ふしきどちよう

　　０４３-００４３・北海道檜山郡江差町本町・ほんちよう

　　０４３-００５５・北海道檜山郡江差町円山・まるやま

　　０４３-００１７・北海道檜山郡江差町水堀町・みずほりちよう

　　０４３-００５４・北海道檜山郡江差町緑丘・みどりがおか

　　０４３-００６１・北海道檜山郡江差町南が丘・みなみがおか

　　０４３-００６３・北海道檜山郡江差町南浜町・みなみはまちよう

　　０４３-００５２・北海道檜山郡江差町茂尻町・もしりちよう

　　０４３-００２１・北海道檜山郡江差町柳崎町・やなぎざきちよう

　　０４９-０６００・北海道檜山郡上ノ国町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-０７４１・北海道檜山郡上ノ国町石崎・いしざき

　　０４９-０６２１・北海道檜山郡上ノ国町内郷・うちごう

　　０４９-０６０７・北海道檜山郡上ノ国町扇石・おうぎいじ

　　０４９-０６０４・北海道檜山郡上ノ国町大安在・おおあんざい

　　０４９-０６０３・北海道檜山郡上ノ国町大崎・おおさき

　　０４９-０６１１・北海道檜山郡上ノ国町大留・おおどめ

　　０４９-０６０１・北海道檜山郡上ノ国町勝山・かつやま

　　０４９-０６２６・北海道檜山郡上ノ国町桂岡・かつらおか

　　０４９-０６１２・北海道檜山郡上ノ国町上ノ国・かみのくに

　　０４９-０６２２・北海道檜山郡上ノ国町北村・きたむら

　　０４９-０６０６・北海道檜山郡上ノ国町木ノ子・きのこ

　　０４９-０６０５・北海道檜山郡上ノ国町小安在・こあんざい

　　０４９-０６２７・北海道檜山郡上ノ国町小森・こもり

　　０４９-０６０８・北海道檜山郡上ノ国町汐吹・しおふき

　　０４９-０６２３・北海道檜山郡上ノ国町新村・しんむら

　　０４９-０５６１・北海道檜山郡上ノ国町神明・しんめい

　　０４９-０７４２・北海道檜山郡上ノ国町館野・たての

　　０４９-０７４３・北海道檜山郡上ノ国町小砂子・ちいさご

　　０４９-０６２５・北海道檜山郡上ノ国町豊田・とよた

　　０４９-０６２４・北海道檜山郡上ノ国町中須田・なかすだ

　　０４９-０７４４・北海道檜山郡上ノ国町早川・はやかわ

　　０４９-０５６４・北海道檜山郡上ノ国町早瀬・はやせ

　　０４９-０６０２・北海道檜山郡上ノ国町原歌・はらうた

　　０４９-０５６３・北海道檜山郡上ノ国町宮越・みやこじ

　　０４９-０６１３・北海道檜山郡上ノ国町向浜・むかいはま

　　０４９-０５６２・北海道檜山郡上ノ国町湯ノ岱・ゆのたい



　　０４３-１１００・北海道檜山郡厚沢部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４３-１２３２・北海道檜山郡厚沢部町相生・あいおい

　　０４３-１１１１・北海道檜山郡厚沢部町赤沼町・あかぬままち

　　０４３-１２３３・北海道檜山郡厚沢部町旭丘・あさひおか

　　０４３-１１０２・北海道檜山郡厚沢部町稲見・いなみ

　　０４３-１２３８・北海道檜山郡厚沢部町鶉・うずら

　　０４３-１２３７・北海道檜山郡厚沢部町鶉町・うずらまち

　　０４３-１１０４・北海道檜山郡厚沢部町上里・かみさと

　　０４３-１１１６・北海道檜山郡厚沢部町上の山・かみのやま

　　０４３-１２３４・北海道檜山郡厚沢部町木間内・きまない

　　０４３-１２３１・北海道檜山郡厚沢部町共和・きようわ

　　０４３-１１０１・北海道檜山郡厚沢部町清水・しみず

　　０４３-１３６１・北海道檜山郡厚沢部町社の山（中の沢）・(なかのさわ)

　　０４３-１２３６・北海道檜山郡厚沢部町社の山（その他）・ま(そのた)

　　０４３-１３６４・北海道檜山郡厚沢部町城丘・しろおか

　　０４３-１３６７・北海道檜山郡厚沢部町新栄・しんえい

　　０４３-１１１３・北海道檜山郡厚沢部町新町・しんまち

　　０４３-１３６２・北海道檜山郡厚沢部町須賀・すが

　　０４３-１１０３・北海道檜山郡厚沢部町滝野・たきの

　　０４３-１３５１・北海道檜山郡厚沢部町館町・たてまち

　　０４３-１２３５・北海道檜山郡厚沢部町峠下・とうげした

　　０４３-１３６６・北海道檜山郡厚沢部町当路・とうろ

　　０４３-１１１８・北海道檜山郡厚沢部町富栄・とみえい

　　０４３-１３６３・北海道檜山郡厚沢部町富里・とみさと

　　０４３-１３６８・北海道檜山郡厚沢部町中館・なかたて

　　０４３-１１１４・北海道檜山郡厚沢部町本町・ほんちよう

　　０４３-１１１５・北海道檜山郡厚沢部町松園町・まつぞのまち

　　０４３-１１１２・北海道檜山郡厚沢部町緑町・みどりまち

　　０４３-１３６５・北海道檜山郡厚沢部町南館町・みなみたてまち

　　０４３-１１１７・北海道檜山郡厚沢部町美和・みわ

　　０４３-０１００・北海道爾志郡乙部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４３-０１１６・北海道爾志郡乙部町旭岱・あさひたい

　　０４３-０１１４・北海道爾志郡乙部町元和・げんな

　　０４３-０１１２・北海道爾志郡乙部町栄野・さかえの

　　０４３-０１１３・北海道爾志郡乙部町栄浜・さかえはま

　　０４３-０２３３・北海道爾志郡乙部町潮見・しおみ

　　０４３-０１０１・北海道爾志郡乙部町滝瀬・たきせ

　　０４３-０１０４・北海道爾志郡乙部町館浦・たてうら

　　０４３-０１１５・北海道爾志郡乙部町富岡・とみおか

　　０４３-０２３１・北海道爾志郡乙部町豊浜・とよはま

　　０４３-０１１１・北海道爾志郡乙部町鳥山・とりやま

　　０４３-０２３２・北海道爾志郡乙部町花磯・はないそ

　　０４３-０１１７・北海道爾志郡乙部町姫川・ひめかわ

　　０４３-０２３４・北海道爾志郡乙部町三ツ谷・みつや

　　０４３-０１０３・北海道爾志郡乙部町緑町・みどりまち

　　０４３-０１０２・北海道爾志郡乙部町元町・もとまち

　　０４３-１４００・北海道奥尻郡奥尻町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４３-１５２１・北海道奥尻郡奥尻町青苗・あおなえ

　　０４３-１４０２・北海道奥尻郡奥尻町赤石・あかいじ

　　０４３-１４０５・北海道奥尻郡奥尻町稲穂・いなほ

　　０４３-１４０１・北海道奥尻郡奥尻町奥尻・おくしり

　　０４３-１４０３・北海道奥尻郡奥尻町球浦・たまうら

　　０４３-１５２２・北海道奥尻郡奥尻町富里・とみさと

　　０４３-１５２３・北海道奥尻郡奥尻町松江・まつえ

　　０４３-１４０４・北海道奥尻郡奥尻町宮津・みやつ

　　０４３-１５２５・北海道奥尻郡奥尻町湯浜（神威脇）・ゆのはま(かむいわき)

　　０４３-１５２５・北海道奥尻郡奥尻町湯浜（幌内）・(ほろない)

　　０４３-１４０６・北海道奥尻郡奥尻町湯浜（その他）・ゆのはま(そのた)

　　０４３-１５２４・北海道奥尻郡奥尻町米岡・よねおか

　　０４９-４３００・北海道瀬棚郡今金町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-４３０３・北海道瀬棚郡今金町曙町・あけほﾞのちよう

　　０４９-４３１２・北海道瀬棚郡今金町旭町・あさひちよう

　　０４９-４３０１・北海道瀬棚郡今金町東町・あずまちよう

　　０４９-４３２５・北海道瀬棚郡今金町稲穂・いなほ

　　０４９-４３０８・北海道瀬棚郡今金町今金・いまかね

　　０４９-４１５５・北海道瀬棚郡今金町奥沢・おくさわ

　　０４９-４３２７・北海道瀬棚郡今金町神丘・かみおか

　　０４９-４１５７・北海道瀬棚郡今金町上種川・かみたねがわ

　　０４９-４３０４・北海道瀬棚郡今金町寒昇・かんのほﾞり

　　０４９-４３３５・北海道瀬棚郡今金町金原・きんはﾞら



　　０４９-４３１１・北海道瀬棚郡今金町栄町・さかえちよう

　　０４９-４３２６・北海道瀬棚郡今金町商工団地・しようこうだんち

　　０４９-４３１４・北海道瀬棚郡今金町昭和町・しようわちよう

　　０４９-４３３２・北海道瀬棚郡今金町白石・しらいじ

　　０４９-４３１５・北海道瀬棚郡今金町末広町・すえひろちよう

　　０４９-４３２１・北海道瀬棚郡今金町鈴岡・すずおか

　　０４９-４３３６・北海道瀬棚郡今金町鈴金・すずかね

　　０４９-４１５６・北海道瀬棚郡今金町住吉・すみよじ

　　０４９-４３０６・北海道瀬棚郡今金町高美町・たかみちよう

　　０４９-４３３１・北海道瀬棚郡今金町田代・たしろ

　　０４９-４３２４・北海道瀬棚郡今金町種川・たねかわ

　　０４９-４３３７・北海道瀬棚郡今金町豊田・とよた

　　０４９-４１５４・北海道瀬棚郡今金町中里・なかさと

　　０４９-４３０５・北海道瀬棚郡今金町南栄町・なんえいちよう

　　０４９-４３３３・北海道瀬棚郡今金町日進・につしん

　　０４９-４３０７・北海道瀬棚郡今金町八幡町・はちまんちよう

　　０４９-４１５３・北海道瀬棚郡今金町花石・はないじ

　　０４９-４３２３・北海道瀬棚郡今金町光台・ひかりだい

　　０４９-４３０２・北海道瀬棚郡今金町日の出町・ひのでちよう

　　０４９-４１５１・北海道瀬棚郡今金町美利河・ひﾟりか

　　０４９-４３１３・北海道瀬棚郡今金町本町・ほんちよう

　　０４９-４３２２・北海道瀬棚郡今金町御影・みかげ

　　０４９-４３１７・北海道瀬棚郡今金町緑町・みどりちよう

　　０４９-４３１６・北海道瀬棚郡今金町南町・みなみちよう

　　０４９-４１５２・北海道瀬棚郡今金町宮島・みやじま

　　０４９-４３３４・北海道瀬棚郡今金町八束・やつか

　　０４９-４３１８・北海道瀬棚郡今金町大和町・やまとちよう

　　０４９-４５００・北海道久遠郡せたな町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-４５１３・北海道久遠郡せたな町北檜山区愛知・きたひやまくあいち

　　０４９-４４３１・北海道久遠郡せたな町北檜山区小倉山・きたひやまくおぐらやま

　　０４９-４５１５・北海道久遠郡せたな町北檜山区兜野・きたひやまくかぶとの

　　０４９-４５０１・北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山・きたひやまくきたひやま

　　０４９-４５１６・北海道久遠郡せたな町北檜山区共和・きたひやまくきようわ

　　０４９-４７５３・北海道久遠郡せたな町北檜山区小川・きたひやまくこがわ

　　０４９-４７５１・北海道久遠郡せたな町北檜山区栄・きたひやまくさかえ

　　０４９-４５１８・北海道久遠郡せたな町北檜山区新成・きたひやまくしんせい

　　０４９-４５１２・北海道久遠郡せたな町北檜山区徳島・きたひやまくとくしま

　　０４９-４７５５・北海道久遠郡せたな町北檜山区富里・きたひやまくとみさと

　　０４９-４５１４・北海道久遠郡せたな町北檜山区豊岡・きたひやまくとよおか

　　０４９-４４３４・北海道久遠郡せたな町北檜山区西丹羽・きたひやまくにしにわ

　　０４９-４４３３・北海道久遠郡せたな町北檜山区丹羽・きたひやまくにわ

　　０４９-４４３２・北海道久遠郡せたな町北檜山区東丹羽・きたひやまくひがしにわ

　　０４９-４７５４・北海道久遠郡せたな町北檜山区二俣・きたひやまくふたまた

　　０４９-４５１７・北海道久遠郡せたな町北檜山区太櫓・きたひやまくふとろ

　　０４９-４５１１・北海道久遠郡せたな町北檜山区松岡・きたひやまくまつおか

　　０４９-４７５２・北海道久遠郡せたな町北檜山区若松・きたひやまくわかまつ

　　０４９-４８２４・北海道久遠郡せたな町瀬棚区北島歌・せたなくきたしまうた

　　０４９-４８２７・北海道久遠郡せたな町瀬棚区共和・せたなくきようわ

　　０４９-４８２１・北海道久遠郡せたな町瀬棚区三本杉・せたなくさんほﾞんすぎ

　　０４９-４８２３・北海道久遠郡せたな町瀬棚区島歌・せたなくしまうた

　　０４９-４８２５・北海道久遠郡せたな町瀬棚区西大里・せたなくにしおおさと

　　０４９-４８２６・北海道久遠郡せたな町瀬棚区東大里・せたなくひがしおおさと

　　０４９-４８１６・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町・せたなくほんちよう

　　０４９-４８０１・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（１区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８０２・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（２区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８０３・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（３区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８０４・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（４区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８０５・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（５区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８１１・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（６区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８１２・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（７区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８１３・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（８区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８１４・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（９区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８１５・北海道久遠郡せたな町瀬棚区本町（１０区）・せたなくほんちよう

　　０４９-４８２８・北海道久遠郡せたな町瀬棚区南川・せたなくみなみかわ

　　０４９-４８２２・北海道久遠郡せたな町瀬棚区元浦・せたなくもとうら

　　０４３-０５０１・北海道久遠郡せたな町大成区太田・たいせいくおおた

　　０４３-０５１５・北海道久遠郡せたな町大成区貝取澗・たいせいくかいとりま

　　０４３-０５０３・北海道久遠郡せたな町大成区上浦・たいせいくかみうら

　　０４３-０５１１・北海道久遠郡せたな町大成区久遠・たいせいくくどお

　　０４３-０５０２・北海道久遠郡せたな町大成区富磯・たいせいくとみいそ



　　０４３-０４２１・北海道久遠郡せたな町大成区長磯・たいせいくながいそ

　　０４３-０５１２・北海道久遠郡せたな町大成区花歌・たいせいくはなうた

　　０４３-０５１４・北海道久遠郡せたな町大成区平浜・たいせいくひらはま

　　０４３-０５０５・北海道久遠郡せたな町大成区本陣・たいせいくほんじん

　　０４３-０５０４・北海道久遠郡せたな町大成区都・たいせいくみやこ

　　０４３-０５１３・北海道久遠郡せたな町大成区宮野・たいせいくみやの

　　０４８-０６００・北海道島牧郡島牧村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-０６０２・北海道島牧郡島牧村歌島・ うたしま

　　０４８-０６２３・北海道島牧郡島牧村江の島・ えのしま

　　０４８-０６１３・北海道島牧郡島牧村大平・ おおびら

　　０４８-０６１１・北海道島牧郡島牧村栄磯・ さかえいそ

　　０４８-０６３４・北海道島牧郡島牧村栄浜・ さかえはま

　　０４８-０６３１・北海道島牧郡島牧村千走・ ちわせ

　　０４８-０６２１・北海道島牧郡島牧村泊・ とまり

　　０４８-０６０１・北海道島牧郡島牧村富浦・ とみうら

　　０４８-０６１２・北海道島牧郡島牧村豊浜・ とよはま

　　０４８-０６２２・北海道島牧郡島牧村豊平・ とよひら

　　０４８-０６１４・北海道島牧郡島牧村永豊町・ ながとよまち

　　０４８-０６３３・北海道島牧郡島牧村原歌町・ はらうたまち

　　０４８-０６０３・北海道島牧郡島牧村本目・ ほんめ

　　０４８-０６０４・北海道島牧郡島牧村港・ みなと

　　０４８-０６３２・北海道島牧郡島牧村元町・ もとまち

　　０４８-０４００・北海道寿都郡寿都町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-０３５１・北海道寿都郡寿都町磯谷町・いそやちよう

　　０４８-０４１２・北海道寿都郡寿都町岩崎町・いわさきちよう

　　０４８-０４１５・北海道寿都郡寿都町歌棄町・うたすつちよう

　　０４８-０４０４・北海道寿都郡寿都町大磯町・おおいそちよう

　　０４８-０４０５・北海道寿都郡寿都町開進町・かいしんちよう

　　０４８-０４０１・北海道寿都郡寿都町新栄町・しんえいちよう

　　０４８-０４１３・北海道寿都郡寿都町樽岸町・たるきしちよう

　　０４８-０４０６・北海道寿都郡寿都町渡島町・としまちよう

　　０４８-０４０３・北海道寿都郡寿都町政泊町・まさどまりちよう

　　０４８-０４０２・北海道寿都郡寿都町矢追町・やおいちよう

　　０４８-０４１４・北海道寿都郡寿都町湯別町・ゆべつちよう

　　０４８-０４１１・北海道寿都郡寿都町六条町・ろくじようちよう

　　０４８-０１００・北海道寿都郡黒松内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-０１３６・北海道寿都郡黒松内町赤井川・あかいかわ

　　０４８-０１１６・北海道寿都郡黒松内町旭野・あさひの

　　０４８-０１２４・北海道寿都郡黒松内町五十嵐・いがらじ

　　０４８-０１１４・北海道寿都郡黒松内町歌才・うたさい

　　０４８-０１３３・北海道寿都郡黒松内町大谷地・おおやち

　　０４８-０１１２・北海道寿都郡黒松内町貝殻・かいから

　　０４８-０１３５・北海道寿都郡黒松内町角十・かくじゆう

　　０４８-０１４５・北海道寿都郡黒松内町上大成・かみたいせい

　　０４８-０１４１・北海道寿都郡黒松内町上豊幌・かみとよほろ

　　０４８-０１２６・北海道寿都郡黒松内町北作開・きたさつかい

　　０４８-０１０１・北海道寿都郡黒松内町黒松内・くろまつない

　　０４８-０１３４・北海道寿都郡黒松内町白井川・しろいかわ

　　０４８-０１２２・北海道寿都郡黒松内町白炭・しろずみ

　　０４８-０１１７・北海道寿都郡黒松内町添別・そいべつ

　　０４８-０１４３・北海道寿都郡黒松内町大成・たいせい

　　０４８-０１３２・北海道寿都郡黒松内町チョポシナイ・ちよほﾟしない

　　０４８-０１４２・北海道寿都郡黒松内町東栄・とうえい

　　０４８-０１１３・北海道寿都郡黒松内町豊幌・とよほろ

　　０４８-０１１１・北海道寿都郡黒松内町中里・なかさと

　　０４８-０１２３・北海道寿都郡黒松内町中ノ川・なかのかわ

　　０４８-０１３１・北海道寿都郡黒松内町西熱郛原野・にしねつふﾟげんや

　　０４８-０１１５・北海道寿都郡黒松内町西沢・にしのさわ

　　０４８-０１２１・北海道寿都郡黒松内町熱郛・ねつふﾟ

　　０４８-０１３７・北海道寿都郡黒松内町婆沢・はﾞはﾞさわ

　　０４８-０１４４・北海道寿都郡黒松内町東川・ひがしかわ

　　０４８-０１２７・北海道寿都郡黒松内町南作開・みなみさつかい

　　０４８-０１２５・北海道寿都郡黒松内町目名・めな

　　０４８-１３００・北海道磯谷郡蘭越町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-１２５１・北海道磯谷郡蘭越町相生・あいおい

　　０４８-１２６５・北海道磯谷郡蘭越町鮎川・あゆかわ

　　０４８-１３０５・北海道磯谷郡蘭越町大谷・おおたに

　　０４８-１３１６・北海道磯谷郡蘭越町大曲・おおまがり

　　０４８-１３１４・北海道磯谷郡蘭越町御成・おなり

　　０４８-１２６２・北海道磯谷郡蘭越町貝川・かいかわ



　　０４８-１３１３・北海道磯谷郡蘭越町上里・かみさと

　　０４８-１２５４・北海道磯谷郡蘭越町上目名・かみめな

　　０４８-１３１５・北海道磯谷郡蘭越町共栄・きようえい

　　０４８-１３２３・北海道磯谷郡蘭越町黄金・こがね

　　０４８-１３２１・北海道磯谷郡蘭越町昆布温泉・こんぶおんせん

　　０４８-１３０２・北海道磯谷郡蘭越町昆布町・こんぶまち

　　０４８-１３２５・北海道磯谷郡蘭越町栄・さかえ

　　０４８-１２５２・北海道磯谷郡蘭越町讃岐・さぬき

　　０４８-１２６４・北海道磯谷郡蘭越町清水・しみず

　　０４８-１２５３・北海道磯谷郡蘭越町田下・たしも

　　０４８-１３０３・北海道磯谷郡蘭越町立川・たちかわ

　　０４８-１３２６・北海道磯谷郡蘭越町富岡・とみおか

　　０４８-１３２４・北海道磯谷郡蘭越町豊国・とよくに

　　０４８-１３０７・北海道磯谷郡蘭越町トンカラ・とんから

　　０４８-１３０７・北海道磯谷郡蘭越町名駒町・なこままち

　　０４８-１３２７・北海道磯谷郡蘭越町新見・にいみ

　　０４８-１３１６・北海道磯谷郡蘭越町初田・はつた

　　０４８-１３２２・北海道磯谷郡蘭越町日出・ひので

　　０４８-１３１２・北海道磯谷郡蘭越町冷水・ひやみず

　　０４８-１２６３・北海道磯谷郡蘭越町三笠・みかさ

　　０４８-１３０４・北海道磯谷郡蘭越町水上・みずかみ

　　０４８-１３１２・北海道磯谷郡蘭越町三和・みつわ

　　０４８-１３４１・北海道磯谷郡蘭越町港町・みなとまち

　　０４８-１２６１・北海道磯谷郡蘭越町目名町・めなまち

　　０４８-１３２１・北海道磯谷郡蘭越町湯里・ゆのさと

　　０４８-１３１１・北海道磯谷郡蘭越町吉国・よしくに

　　０４８-１３０６・北海道磯谷郡蘭越町淀川・よどがわ

　　０４８-１３０１・北海道磯谷郡蘭越町蘭越町・らんこしまち

　　０４８-１５００・北海道虻田郡ニセコ町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-１５３１・北海道虻田郡ニセコ町有島・ありしま

　　０４８-１５６２・北海道虻田郡ニセコ町桂台・かつらだい

　　０４８-１５５３・北海道虻田郡ニセコ町黒川・くろかわ

　　０４８-１５４２・北海道虻田郡ニセコ町近藤・こんどう

　　０４８-１５５１・北海道虻田郡ニセコ町里見・さとみ

　　０４８-１５２２・北海道虻田郡ニセコ町曽我・そが

　　０４８-１５１２・北海道虻田郡ニセコ町中央通・ちゆうおうどおり

　　０４８-１５５４・北海道虻田郡ニセコ町富川・とみかわ

　　０４８-１５４３・北海道虻田郡ニセコ町豊里・とよさと

　　０４８-１５６３・北海道虻田郡ニセコ町西富・にしとみ

　　０４８-１５１１・北海道虻田郡ニセコ町ニセコ・にせこ

　　０４８-１５２１・北海道虻田郡ニセコ町東山・ひがしやま

　　０４８-１５６１・北海道虻田郡ニセコ町福井・ふくい

　　０４８-１５０１・北海道虻田郡ニセコ町富士見・ふじみ

　　０４８-１５０２・北海道虻田郡ニセコ町本通・ほんどおり

　　０４８-１５５２・北海道虻田郡ニセコ町宮田・みやた

　　０４８-１５４４・北海道虻田郡ニセコ町元町・もとまち

　　０４８-１５４１・北海道虻田郡ニセコ町羊蹄・ようてい

　　０４８-１６００・北海道虻田郡真狩村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-１６０２・北海道虻田郡真狩村泉・ いずみ

　　０４８-１６２２・北海道虻田郡真狩村加野・ かの

　　０４８-１６２４・北海道虻田郡真狩村神里・ かみさと

　　０４８-１６２３・北海道虻田郡真狩村川崎・ かわさき

　　０４８-１６０３・北海道虻田郡真狩村共明・ きようめい

　　０４８-１６１４・北海道虻田郡真狩村桜川・ さくらがわ

　　０４８-１６０４・北海道虻田郡真狩村富里・ とみさと

　　０４８-１６２１・北海道虻田郡真狩村豊川・ とよかわ

　　０４８-１６１３・北海道虻田郡真狩村南部・ なんぶ

　　０４８-１６１１・北海道虻田郡真狩村光・ ひかり

　　０４８-１６３１・北海道虻田郡真狩村真狩・ まつかり

　　０４８-１６１５・北海道虻田郡真狩村緑岡・ みどりおか

　　０４８-１６０１・北海道虻田郡真狩村美原・ みはら

　　０４８-１６１２・"北海道虻田郡真狩村, 見晴"・みはらじ

　　０４８-１６０５・北海道虻田郡真狩村社・ やしろ

　　０４８-１７００・北海道虻田郡留寿都村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-１７５２・北海道虻田郡留寿都村旭野・ あさひの

　　０４８-１７１１・北海道虻田郡留寿都村泉川・ いずみかわ

　　０４８-１７２２・北海道虻田郡留寿都村黒田・ くろだ

　　０４８-１７２３・北海道虻田郡留寿都村三ノ原・ さんのはら

　　０４８-１７１２・北海道虻田郡留寿都村豊岡・ とよおか

　　０４８-１７４１・北海道虻田郡留寿都村西ノ原・ にしのはら



　　０４８-１７５１・北海道虻田郡留寿都村登・ のほﾞり

　　０４８-１７２４・北海道虻田郡留寿都村三豊・ みとよ

　　０４８-１７２１・北海道虻田郡留寿都村向丘・ むかいおか

　　０４８-１７３１・北海道虻田郡留寿都村留寿都・ るすつ

　　０４４-０２００・北海道虻田郡喜茂別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４４-０２１５・北海道虻田郡喜茂別町相川・あいかわ

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町旭町・あさひちよう

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町大町・おおまち

　　０４４-０４５４・北海道虻田郡喜茂別町金山・かなやま

　　０４４-０４５１・北海道虻田郡喜茂別町上尻別・かみしりべつ

　　０４４-０２２３・北海道虻田郡喜茂別町川上・かわかみ

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町喜茂別・きもべつ

　　０４４-０４５３・北海道虻田郡喜茂別町共栄・きようさかえ

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町幸町・さいわいちよう

　　０４４-０２２２・北海道虻田郡喜茂別町栄・さかえ

　　０４４-０２１４・北海道虻田郡喜茂別町尻別・しりべつ

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町末広町・すえひろちよう

　　０４４-０４５１・北海道虻田郡喜茂別町鈴川・すずかわ

　　０４４-０２２４・北海道虻田郡喜茂別町知来別・ちらいべつ

　　０４４-０４６１・北海道虻田郡喜茂別町中里・なかさと

　　０４４-０４６２・北海道虻田郡喜茂別町花丘・はなおか

　　０４４-０２１３・北海道虻田郡喜茂別町比羅岡・ひらおか

　　０４４-０４５２・北海道虻田郡喜茂別町福丘・ふくおか

　　０４４-０４６１・北海道虻田郡喜茂別町福里・ふくさと

　　０４４-０２２５・北海道虻田郡喜茂別町福島・ふくしま

　　０４４-０２２１・北海道虻田郡喜茂別町伏見・ふしみ

　　０４４-０２１１・北海道虻田郡喜茂別町富士見台・ふじみだい

　　０４４-０４６３・北海道虻田郡喜茂別町双葉・ふたはﾞ

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町本町・ほんちよう

　　０４４-０４５３・北海道虻田郡喜茂別町御園・みその

　　０４４-０２０１・北海道虻田郡喜茂別町緑町・みどりちよう

　　０４４-０２１２・北海道虻田郡喜茂別町留産・るさん

　　０４４-０１００・北海道虻田郡京極町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４４-０１２２・北海道虻田郡京極町大富・おおとみ

　　０４４-０１１２・北海道虻田郡京極町春日・かすが

　　０４４-０１３１・北海道虻田郡京極町川西・かわにじ

　　０４４-０１１１・北海道虻田郡京極町北岡・きたおか

　　０４４-０１０１・北海道虻田郡京極町京極・きようごく

　　０４４-０１３２・北海道虻田郡京極町更進・こうしん

　　０４４-０１２５・北海道虻田郡京極町東花・とうか

　　０４４-０１２４・北海道虻田郡京極町錦・にしき

　　０４４-０１１３・北海道虻田郡京極町松川・まつかわ

　　０４４-０１２１・北海道虻田郡京極町三崎・みさき

　　０４４-０１２３・北海道虻田郡京極町脇方・わきかた

　　０４４-００００・北海道虻田郡倶知安町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４４-００８３・北海道虻田郡倶知安町旭・あさひ

　　０４４-００６４・北海道虻田郡倶知安町出雲・いずも

　　０４４-００８２・北海道虻田郡倶知安町岩尾別・いわおべつ

　　０４４-００７８・北海道虻田郡倶知安町樺山・かはﾞやま

　　０４４-００７１・北海道虻田郡倶知安町寒別・かんべつ

　　０４４-０００１・北海道虻田郡倶知安町北一条東・きた１じようひがじ

　　０４４-００５１・北海道虻田郡倶知安町北一条西・きた１じようにじ

　　０４４-０００２・北海道虻田郡倶知安町北二条東・きた２じようひがじ

　　０４４-００５２・北海道虻田郡倶知安町北二条西・きた２じようにじ

　　０４４-０００３・北海道虻田郡倶知安町北三条東・きた３じようひがじ

　　０４４-００５３・北海道虻田郡倶知安町北三条西・きた３じようにじ

　　０４４-０００４・北海道虻田郡倶知安町北四条東・きた４じようひがじ

　　０４４-００５４・北海道虻田郡倶知安町北四条西・きた４じようにじ

　　０４４-０００５・北海道虻田郡倶知安町北五条東・きた５じようひがじ

　　０４４-００５５・北海道虻田郡倶知安町北五条西・きた５じようにじ

　　０４４-０００６・北海道虻田郡倶知安町北六条東・きた６じようひがじ

　　０４４-００５６・北海道虻田郡倶知安町北六条西・きた６じようにじ

　　０４４-０００７・北海道虻田郡倶知安町北七条東・きた７じようひがじ

　　０４４-００５７・北海道虻田郡倶知安町北七条西・きた７じようにじ

　　０４４-００６６・北海道虻田郡倶知安町琴平・ことひら

　　０４４-００６３・北海道虻田郡倶知安町末広・すえひろ

　　０４４-００７６・北海道虻田郡倶知安町高砂・たかさご

　　０４４-００６５・北海道虻田郡倶知安町高見・たかみ

　　０４４-００７４・北海道虻田郡倶知安町巽・たつみ

　　０４４-００８５・北海道虻田郡倶知安町峠下・とうげした



　　０４４-００７３・北海道虻田郡倶知安町豊岡・とよおか

　　０４４-００８４・北海道虻田郡倶知安町花園・はなぞの

　　０４４-００７７・北海道虻田郡倶知安町比羅夫・ひらふ

　　０４４-００７５・北海道虻田郡倶知安町富士見・ふじみ

　　０４４-００６２・北海道虻田郡倶知安町扶桑・ふそう

　　０４４-００６７・北海道虻田郡倶知安町瑞穂・みずほ

　　０４４-００６８・北海道虻田郡倶知安町緑・みどり

　　０４４-００１１・北海道虻田郡倶知安町南一条東・みなみ１じようひがじ

　　０４４-００３１・北海道虻田郡倶知安町南一条西・みなみ１じようにじ

　　０４４-００１２・北海道虻田郡倶知安町南二条東・みなみ２じようひがじ

　　０４４-００３２・北海道虻田郡倶知安町南二条西・みなみ２じようにじ

　　０４４-００１３・北海道虻田郡倶知安町南三条東・みなみ３じようひがじ

　　０４４-００３３・北海道虻田郡倶知安町南三条西・みなみ３じようにじ

　　０４４-００１４・北海道虻田郡倶知安町南四条東・みなみ４じようひがじ

　　０４４-００３４・北海道虻田郡倶知安町南四条西・みなみ４じようにじ

　　０４４-００１５・北海道虻田郡倶知安町南五条東・みなみ５じようひがじ

　　０４４-００３５・北海道虻田郡倶知安町南五条西・みなみ５じようにじ

　　０４４-００１６・北海道虻田郡倶知安町南六条東・みなみ６じようひがじ

　　０４４-００３６・北海道虻田郡倶知安町南六条西・みなみ６じようにじ

　　０４４-００２１・北海道虻田郡倶知安町南七条東・みなみ７じようひがじ

　　０４４-００４１・北海道虻田郡倶知安町南七条西・みなみ７じようにじ

　　０４４-００２２・北海道虻田郡倶知安町南八条東・みなみ８じようひがじ

　　０４４-００４２・北海道虻田郡倶知安町南八条西・みなみ８じようにじ

　　０４４-００２３・北海道虻田郡倶知安町南九条東・みなみ９じようひがじ

　　０４４-００４３・北海道虻田郡倶知安町南九条西・みなみ９じようにじ

　　０４４-００２４・北海道虻田郡倶知安町南十条東・みなみ１０じようひがじ

　　０４４-００４４・北海道虻田郡倶知安町南十条西・みなみ１０じようにじ

　　０４４-００２５・北海道虻田郡倶知安町南十一条東・みなみ１１じようひがじ

　　０４４-００４５・北海道虻田郡倶知安町南十一条西・みなみ１１じようにじ

　　０４４-００７２・北海道虻田郡倶知安町八幡・やはた

　　０４４-００８１・北海道虻田郡倶知安町山田・やまだ

　　０４４-００６１・北海道虻田郡倶知安町大和・やまと

　　０４８-２２００・北海道岩内郡共和町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４５-００３２・北海道岩内郡共和町老古美・おいこみ

　　０４８-２１４３・北海道岩内郡共和町国富・くにとみ

　　０４８-２１４２・北海道岩内郡共和町小沢・こざわ

　　０４５-０１２２・北海道岩内郡共和町発足・はつたり

　　０４５-０１２１・北海道岩内郡共和町幌似・ほろに

　　０４８-２２０１・北海道岩内郡共和町前田・まえだ

　　０４８-２２０２・北海道岩内郡共和町南幌似・みなみほろに

　　０４５-０１２３・北海道岩内郡共和町宮丘・みやおか

　　０４５-００３１・北海道岩内郡共和町梨野舞納・りやむない

　　０４８-２１４１・北海道岩内郡共和町ワイス・わいす

　　０４５-００００・北海道岩内郡岩内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４５-００２３・北海道岩内郡岩内町相生・あいおい

　　０４５-０００１・北海道岩内郡岩内町大浜・おおはま

　　０４５-００２２・北海道岩内郡岩内町清住・きよずみ

　　０４５-００１１・北海道岩内郡岩内町栄・さかえ

　　０４５-００２５・北海道岩内郡岩内町敷島内・しきしまない

　　０４５-００１３・北海道岩内郡岩内町高台・たかだい

　　０４５-００２４・北海道岩内郡岩内町野束・のつﾞか

　　０４５-０００２・北海道岩内郡岩内町東山・ひがしやま

　　０４５-０００３・北海道岩内郡岩内町万代・まんだい

　　０４５-００２６・北海道岩内郡岩内町御崎・みさき

　　０４５-００１２・北海道岩内郡岩内町宮園・みやぞの

　　０４５-００２１・北海道岩内郡岩内町大和・やまと

　　０４５-０２００・北海道古宇郡泊村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４５-０２０５・北海道古宇郡泊村興志内村・ おきしないむら

　　０４５-０２０２・北海道古宇郡泊村茅沼村・ かやぬまむら

　　０４５-０２０４・北海道古宇郡泊村盃村・ さかずきむら

　　０４５-０２０３・北海道古宇郡泊村泊村・ とまりむら

　　０４５-０２０１・北海道古宇郡泊村堀株村・ ほりかつふﾟむら

　　０４５-０３００・北海道古宇郡神恵内村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４５-０３０２・北海道古宇郡神恵内村赤石村・ あかいしむら

　　０４５-０３０１・北海道古宇郡神恵内村神恵内村・ かもえないむら

　　０４５-０３０３・北海道古宇郡神恵内村珊内村・ さんないむら

　　０４６-０２００・北海道積丹郡積丹町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４６-０３２７・北海道積丹郡積丹町入舸町・いりかちよう

　　０４６-０３２１・北海道積丹郡積丹町神岬町・こうざきちよう

　　０４６-０３２４・北海道積丹郡積丹町西河町・にしかわちよう



　　０４６-０３２５・北海道積丹郡積丹町野塚町・のつﾞかちよう

　　０４６-０２０１・北海道積丹郡積丹町美国町・びくにちよう

　　０４６-０３２６・北海道積丹郡積丹町日司町・ひつﾞかちよう

　　０４６-０２０２・北海道積丹郡積丹町婦美町・ふみちよう

　　０４６-０３２８・北海道積丹郡積丹町幌武意町・ほろむいちよう

　　０４６-０３２２・北海道積丹郡積丹町余別町・よべつちよう

　　０４６-０３２３・北海道積丹郡積丹町来岸町・らいきしちよう

　　０４６-０１００・北海道古平郡古平町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４６-０１０４・北海道古平郡古平町入船町・いりふねちよう

　　０４６-０１３２・北海道古平郡古平町歌棄町・うたすつちよう

　　０４６-０１３３・北海道古平郡古平町沖町・おきちよう

　　０４６-０１１１・北海道古平郡古平町群来町・くきちよう

　　０４６-０１３１・北海道古平郡古平町沢江町・さわえちよう

　　０４６-０１１２・北海道古平郡古平町新地町・しんちちよう

　　０４６-０１２１・北海道古平郡古平町浜町・はまちよう

　　０４６-０１０３・北海道古平郡古平町本町・ほんちよう

　　０４６-０１０２・北海道古平郡古平町丸山町・まるやまちよう

　　０４６-０１０１・北海道古平郡古平町御崎町・みさきちよう

　　０４６-０１１３・北海道古平郡古平町港町・みなとまち

　　０４８-２４００・北海道余市郡仁木町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４８-２４０１・北海道余市郡仁木町旭台・あさひだい

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、２丁目「６５１番地」以外、

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、２丁目「６６２番地」以外、

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、２丁目「６６８番地」以外、

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（３丁目５、・おおえ１

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（３丁目１、・おおえ１

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、３－４)・おおえ

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、２０)・おおえ

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、６７８)・おおえ

　　０４８-２４０２・北海道余市郡仁木町大江（１丁目、６８７)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目、６５１番地、

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（３丁目１０３・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（３丁目１１８、・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目６６２番地・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目６６８番地・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目２１０)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目２５４)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目２６７)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目３７２)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目４４４)・おおえ

　　０４８-２３３１・北海道余市郡仁木町大江（２丁目４６９)・おおえ

　　０４８-２３３４・北海道余市郡仁木町尾根内・おねない

　　０４８-２４０５・北海道余市郡仁木町北町・きたまち

　　０４８-２３３５・北海道余市郡仁木町銀山・ぎんざん

　　０４８-２４０３・北海道余市郡仁木町然別・しかりべつ

　　０４８-２４０４・北海道余市郡仁木町砥の川・とのかわ

　　０４８-２３３２・北海道余市郡仁木町長沢西・ながさわにじ

　　０４８-２３３３・北海道余市郡仁木町長沢南・ながさわみなみ

　　０４８-２４０６・北海道余市郡仁木町西町・にしまち

　　０４８-２４１１・北海道余市郡仁木町東町・ひがしまち

　　０４８-２４１２・北海道余市郡仁木町東町緑ケ丘・ひがしまちみどりがおか

　　０４８-２４１３・北海道余市郡仁木町南町・みなみまち

　　０４６-００００・北海道余市郡余市町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４６-００１５・北海道余市郡余市町朝日町・あさひちよう

　　０４６-００１１・北海道余市郡余市町入舟町・いりふねちよう

　　０４６-００２３・北海道余市郡余市町梅川町・うめかわちよう

　　０４６-０００４・北海道余市郡余市町大川町・おおかわちよう

　　０４６-０００３・北海道余市郡余市町黒川町・くろかわちよう

　　０４６-０００１・北海道余市郡余市町栄町・さかえまち

　　０４６-００２２・北海道余市郡余市町沢町・さわまち

　　０４６-００３３・北海道余市郡余市町潮見町・しおみちよう

　　０４６-００３１・北海道余市郡余市町白岩町・しろいわちよう

　　０４６-００２５・北海道余市郡余市町富沢町・とみさわちよう

　　０４６-００１３・北海道余市郡余市町豊丘町・とよおかちよう

　　０４６-００３２・北海道余市郡余市町豊浜町・とよはまちよう

　　０４６-０００２・北海道余市郡余市町登町・のほﾞりちよう

　　０４６-００２１・北海道余市郡余市町浜中町・はまなかちよう

　　０４６-００１４・北海道余市郡余市町美園町・みそのちよう

　　０４６-００２４・北海道余市郡余市町港町・みなとまち

　　０４６-００１２・北海道余市郡余市町山田町・やまだちよう



　　０４６-０５００・北海道余市郡赤井川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４６-０５０１・北海道余市郡赤井川村赤井川・ あかいがわ

　　０４６-０５３１・北海道余市郡赤井川村旭丘・ あさひおか

　　０４６-０５２１・北海道余市郡赤井川村池田・ いけだ

　　０４６-０５６１・北海道余市郡赤井川村落合・ おちあい

　　０４６-０５７１・北海道余市郡赤井川村常盤・ ときわ

　　０４６-０５５１・北海道余市郡赤井川村轟・ とどろき

　　０４６-０５３２・北海道余市郡赤井川村富田・ とみた

　　０４６-０５１１・北海道余市郡赤井川村日ノ出・ ひので

　　０４６-０５４２・北海道余市郡赤井川村曲川・ まがりかわ

　　０４６-０５４１・北海道余市郡赤井川村都・ みやこ

　　０４６-０５５２・北海道余市郡赤井川村明治・ めいじ

　　０４６-０５１２・"北海道余市郡赤井川村, 山梨"・やまなじ

　　０６９-０２００・北海道空知郡南幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６９-０２３９・北海道空知郡南幌町稲穂・いなほ

　　０６９-０２３１・北海道空知郡南幌町北町・きたまち

　　０６９-０２３７・北海道空知郡南幌町栄町・さかえまち

　　０６９-０２３５・北海道空知郡南幌町中央・ちゆうおう

　　０６９-０２３６・北海道空知郡南幌町西町・にしまち

　　０６９-０２３３・北海道空知郡南幌町東町・ひがしまち

　　０６９-０２３４・北海道空知郡南幌町美園・みその

　　０６９-０２３２・北海道空知郡南幌町緑町・みどりまち

　　０６９-０２０７・北海道空知郡南幌町南７線西・みなみ７せんにじ

　　０６９-０２０８・北海道空知郡南幌町南８線西・みなみ８せんにじ

　　０６９-０２０９・北海道空知郡南幌町南９線西・みなみ９せんにじ

　　０６９-０２１０・北海道空知郡南幌町南１０線西・みなみ１０せんにじ

　　０６９-０２１１・北海道空知郡南幌町南１１線西・みなみ１１せんにじ

　　０６９-０２１２・北海道空知郡南幌町南１２線西・みなみ１２せんにじ

　　０６９-０２１３・北海道空知郡南幌町南１３線西・みなみ１３せんにじ

　　０６９-０２１４・北海道空知郡南幌町南１４線西・みなみ１４せんにじ

　　０６９-０２１５・北海道空知郡南幌町南１５線西・みなみ１５せんにじ

　　０６９-０２１６・北海道空知郡南幌町南１６線西・みなみ１６せんにじ

　　０６９-０２１７・北海道空知郡南幌町南１７線西・みなみ１７せんにじ

　　０６９-０２１８・北海道空知郡南幌町南１８線西・みなみ１８せんにじ

　　０６９-０２１９・北海道空知郡南幌町南１９線西・みなみ１９せんにじ

　　０６９-０２２０・北海道空知郡南幌町南２０線西・みなみ２０せんにじ

　　０６９-０２２１・北海道空知郡南幌町南２１線西・みなみ２１せんにじ

　　０６９-０２３８・北海道空知郡南幌町元町・もとまち

　　０７９-０３００・北海道空知郡奈井江町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７９-０３０１・北海道空知郡奈井江町厳島・いつくしま

　　０７９-０３１２・北海道空知郡奈井江町北町・きたまち

　　０７９-０３１６・北海道空知郡奈井江町キナウスナイ・きなうすない

　　０７９-０３１５・北海道空知郡奈井江町高島・たかしま

　　０７９-０３０５・北海道空知郡奈井江町茶志内・ちやしない

　　０７９-０３０２・北海道空知郡奈井江町白山・はくさん

　　０７９-０３０６・北海道空知郡奈井江町東町・ひがしまち

　　０７９-０３１３・北海道空知郡奈井江町本町・ほんまち

　　０７９-０３１７・北海道空知郡奈井江町瑞穂・みずほ

　　０７９-０３１４・北海道空知郡奈井江町南町・みなみまち

　　０７９-０３０４・北海道空知郡奈井江町宮村・みやむら

　　０７９-０３０３・北海道空知郡奈井江町向ケ丘・むこうがおか

　　０７９-０３１１・北海道空知郡奈井江町大和・やまと

　　０７３-０２００・北海道空知郡上砂川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７３-０２０５・北海道空知郡上砂川町朝駒・あさこま

　　０７３-０２１２・北海道空知郡上砂川町鶉・うずら

　　０７３-０２２１・北海道空知郡上砂川町鶉本町・うずらほんちよう

　　０７３-０２２２・北海道空知郡上砂川町下鶉・しもうずら

　　０７３-０２０１・北海道空知郡上砂川町中央・ちゆうおう

　　０７３-０２０３・北海道空知郡上砂川町中町・なかまち

　　０７３-０２１１・北海道空知郡上砂川町東鶉・ひがしうずら

　　０７３-０２０２・北海道空知郡上砂川町東町・ひがしまち

　　０７３-０２０６・北海道空知郡上砂川町東山・ひがしやま

　　０７３-０２０４・北海道空知郡上砂川町本町・ほんまち

　　０７３-０２１３・北海道空知郡上砂川町緑が丘・みどりがおか

　　０６９-１２００・北海道夕張郡由仁町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６９-１２１１・北海道夕張郡由仁町岩内・いわない

　　０６９-１２０７・北海道夕張郡由仁町馬追・うまおい

　　０６９-１１４１・北海道夕張郡由仁町川端・かわはﾞた

　　０６９-１２１５・北海道夕張郡由仁町熊本（１０)

　　０６９-１２１５・北海道夕張郡由仁町熊本（３８番地



　　０６９-１２１５・北海道夕張郡由仁町熊本（３１４番地

　　０６９-１２１５・北海道夕張郡由仁町熊本（６２３番地

　　０６９-１２１５・北海道夕張郡由仁町熊本（６２６番地

　　０６９-１１３６・北海道夕張郡由仁町熊本（その他）・くまもと(そのた)

　　０６９-１２１７・北海道夕張郡由仁町光栄・こうえい

　　０６９-１２０４・北海道夕張郡由仁町新光・しんこう

　　０６９-１２０５・北海道夕張郡由仁町中央・ちゆうおう

　　０６９-１２０３・北海道夕張郡由仁町東栄・とうえい

　　０６９-１２１９・北海道夕張郡由仁町東光・とうこう

　　０６９-１１４３・北海道夕張郡由仁町中三川・なかみかわ

　　０６９-１２１４・北海道夕張郡由仁町西三川（１)・にしみかわ

　　０６９-１２１４・北海道夕張郡由仁町西三川（１７)・にしみかわ

　　０６９-１１３５・北海道夕張郡由仁町西三川（その他）・にしみかわ(そのた)

　　０６９-１１４２・北海道夕張郡由仁町東三川・ひがしみかわ

　　０６９-１２１８・北海道夕張郡由仁町伏見・ふしみ

　　０６９-１２０２・北海道夕張郡由仁町古川・ふるかわ

　　０６９-１２１６・北海道夕張郡由仁町古山・ふるさん

　　０６９-１２０１・北海道夕張郡由仁町北栄・ほくえい

　　０６９-１２０６・北海道夕張郡由仁町本町・ほんまち

　　０６９-１１３３・北海道夕張郡由仁町三川旭町・みかわあさひまち

　　０６９-１１３１・北海道夕張郡由仁町三川泉町・みかわいずみまち

　　０６９-１１３２・北海道夕張郡由仁町三川錦町・みかわにしきまち

　　０６９-１１３４・北海道夕張郡由仁町三川緑町・みかわみどりまち

　　０６９-１２１３・北海道夕張郡由仁町本三川（８９)・もとみかわ

　　０６９-１２１３・北海道夕張郡由仁町本三川（２１０)・もとみかわ

　　０６９-１２１３・北海道夕張郡由仁町本三川（２１２)・もとみかわ

　　０６９-１１４４・北海道夕張郡由仁町本三川（その他）・もとみかわ(そのた)

　　０６９-１２０８・北海道夕張郡由仁町山形・やまがた

　　０６９-１２１２・北海道夕張郡由仁町山桝・やまます

　　０６９-１３００・北海道夕張郡長沼町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６９-１３３５・北海道夕張郡長沼町あかね・あかね

　　０６９-１３４４・北海道夕張郡長沼町曙町・あけほﾞのちよう

　　０６９-１３４３・北海道夕張郡長沼町旭町・あさひまち

　　０６９-１３２１・北海道夕張郡長沼町馬追・うまおい

　　０６９-１３２２・北海道夕張郡長沼町馬追原野・うまおいげんや

　　０６９-１３１６・北海道夕張郡長沼町加賀団体・かがだんたい

　　０６９-１３３６・北海道夕張郡長沼町川沿・かわぞい

　　０６９-１３０４・北海道夕張郡長沼町北市区・きたいちく

　　０６９-１３４７・北海道夕張郡長沼町北町・きたまち

　　０６９-１３２９・北海道夕張郡長沼町木詰・きつﾞまり

　　０６９-１３３１・北海道夕張郡長沼町銀座・ぎんざ

　　０６９-１３３６・北海道夕張郡長沼町栄町・さかえまち

　　０６９-１３２０・北海道夕張郡長沼町市街地・しがいち

　　０６９-１３４５・北海道夕張郡長沼町しらかば・しらかはﾞ

　　０６９-１３３２・北海道夕張郡長沼町中央・ちゆうおう

　　０６９-１３３４・北海道夕張郡長沼町錦町北・にしきまちきた

　　０６９-１３３４・北海道夕張郡長沼町錦町南・にしきまちみなみ

　　０６９-１３４６・北海道夕張郡長沼町西町・にしまち

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西１線北・にし１せんきた

　　０６９-１４７１・北海道夕張郡長沼町西１線南・にし１せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西２線北・にし２せんきた

　　０６９-１４７２・北海道夕張郡長沼町西２線南・にし２せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西３線北・にし３せんきた

　　０６９-１４７３・北海道夕張郡長沼町西３線南・にし３せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西４線北・にし４せんきた

　　０６９-１４７４・北海道夕張郡長沼町西４線南・にし４せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西５線北・にし５せんきた

　　０６９-１４７５・北海道夕張郡長沼町西５線南・にし５せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西６線北・にし６せんきた

　　０６９-１４７６・北海道夕張郡長沼町西６線南・にし６せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西７線北・にし７せんきた

　　０６９-１４７７・北海道夕張郡長沼町西７線南・にし７せんみなみ

　　０６９-１３１８・北海道夕張郡長沼町西８線北・にし８せんきた

　　０６９-１４７８・北海道夕張郡長沼町西８線南・にし８せんみなみ

　　０６９-１４７９・北海道夕張郡長沼町西９線南・にし９せんみなみ

　　０６９-１４８０・北海道夕張郡長沼町西１０線南・にし１０せんみなみ

　　０６９-１４８１・北海道夕張郡長沼町西１１線南・にし１１せんみなみ

　　０６９-１４８２・北海道夕張郡長沼町西１２線南・にし１２せんみなみ

　　０６９-１４８３・北海道夕張郡長沼町西１３線南・にし１３せんみなみ

　　０６９-１４８４・北海道夕張郡長沼町西１４線南・にし１４せんみなみ



　　０６９-１３４２・北海道夕張郡長沼町東町・ひがしまち

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東１線北・ひがし１せんきた

　　０６９-１４５１・北海道夕張郡長沼町東１線南・ひがし１せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東２線北・ひがし２せんきた

　　０６９-１４５２・北海道夕張郡長沼町東２線南・ひがし２せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東３線北・ひがし３せんきた

　　０６９-１４５３・北海道夕張郡長沼町東３線南・ひがし３せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東４線北・ひがし４せんきた

　　０６９-１４５４・北海道夕張郡長沼町東４線南・ひがし４せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東５線北・ひがし５せんきた

　　０６９-１４５５・北海道夕張郡長沼町東５線南・ひがし５せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東６線北・ひがし６せんきた

　　０６９-１４５６・北海道夕張郡長沼町東６線南・ひがし６せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東７線北・ひがし７せんきた

　　０６９-１４５７・北海道夕張郡長沼町東７線南・ひがし７せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東８線北・ひがし８せんきた

　　０６９-１４５８・北海道夕張郡長沼町東８線南・ひがし８せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東９線北・ひがし９せんきた

　　０６９-１４５９・北海道夕張郡長沼町東９線南・ひがし９せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東１０線北・ひがし１０せんきた

　　０６９-１４６０・北海道夕張郡長沼町東１０線南・ひがし１０せんみなみ

　　０６９-１３１７・北海道夕張郡長沼町東１１線北・ひがし１１せんきた

　　０６９-１４６１・北海道夕張郡長沼町東１１線南・ひがし１１せんみなみ

　　０６９-１４６２・北海道夕張郡長沼町東１２線南・ひがし１２せんみなみ

　　０６９-１４６３・北海道夕張郡長沼町東１３線南・ひがし１３せんみなみ

　　０６９-１３１１・北海道夕張郡長沼町フシコ・ふしこ

　　０６９-１４６４・北海道夕張郡長沼町幌内・ほろない

　　０６９-１３２９・北海道夕張郡長沼町幌向原野・ほろむいげんや

　　０６９-１３３３・北海道夕張郡長沼町本町・ほんちよう

　　０６９-１３１５・北海道夕張郡長沼町南町・みなみまち

　　０６９-１３４１・北海道夕張郡長沼町宮下・みやした

　　０６９-１３０１・北海道夕張郡長沼町１区・１く

　　０６９-１３０２・北海道夕張郡長沼町２区・２く

　　０６９-１３０３・北海道夕張郡長沼町３区・３く

　　０６９-１３０４・北海道夕張郡長沼町４区・４く

　　０６９-１３０５・北海道夕張郡長沼町５区・５く

　　０６９-１３０６・北海道夕張郡長沼町６区・６く

　　０６９-１３０７・北海道夕張郡長沼町７区・７く

　　０６９-１３０８・北海道夕張郡長沼町８区・８く

　　０６９-１３０９・北海道夕張郡長沼町９区・９く

　　０６９-１３１０・北海道夕張郡長沼町１０区・１０く

　　０６９-１３１１・北海道夕張郡長沼町１１区・１１く

　　０６９-１３１２・北海道夕張郡長沼町１２区・１２く

　　０６９-１３１３・北海道夕張郡長沼町１３区・１３く

　　０６９-１３１４・北海道夕張郡長沼町１４区・１４く

　　０６９-１３１５・北海道夕張郡長沼町１５区・１５く

　　０６９-１３１６・北海道夕張郡長沼町１６区・１６く

　　０６９-１３２９・北海道夕張郡長沼町２９区・２９く

　　０６９-１４８５・北海道夕張郡長沼町３０区・３０く

　　０６９-１５００・北海道夕張郡栗山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６９-１５１３・北海道夕張郡栗山町朝日・あさひ

　　０６９-１５０７・北海道夕張郡栗山町旭台・あさひだい

　　０６８-０３５１・北海道夕張郡栗山町阿野呂・あのろ

　　０６９-１５０３・北海道夕張郡栗山町雨煙別・うえんべつ

　　０６８-０３５２・北海道夕張郡栗山町大井分・おおいわけ

　　０６９-１５２４・北海道夕張郡栗山町角田・かくた

　　０６９-１５０４・北海道夕張郡栗山町北学田・きたがくでん

　　０６９-１５０６・北海道夕張郡栗山町杵臼・きなうす

　　０６９-１５２３・北海道夕張郡栗山町共和・きようわ

　　０６９-１５０１・北海道夕張郡栗山町桜丘・さくらおか

　　０６８-０３５８・北海道夕張郡栗山町桜山（２００)・さくらやま

　　０６８-０３５８・北海道夕張郡栗山町桜山（２６９)・さくらやま

　　０６９-１５０５・北海道夕張郡栗山町桜山（その他）・さくらやま(そのた)

　　０６８-０３６１・北海道夕張郡栗山町滝下・たきした

　　０６９-１５１１・北海道夕張郡栗山町中央・ちゆうおう

　　０６８-０３５３・北海道夕張郡栗山町継立・つぎたて

　　０６９-１５２２・北海道夕張郡栗山町中里・なかさと

　　０６９-１５２１・北海道夕張郡栗山町錦・にしき

　　０６９-１５０２・北海道夕張郡栗山町鳩山・はとやま

　　０６８-０３５４・北海道夕張郡栗山町日出・ひので



　　０６９-１５２６・北海道夕張郡栗山町富士・ふじ

　　０６９-１５０５・北海道夕張郡栗山町本沢・ほんさわ

　　０６９-１５１２・北海道夕張郡栗山町松風・まつかぜ

　　０６８-０３６２・北海道夕張郡栗山町円山・まるやま

　　０６８-０３６３・北海道夕張郡栗山町円山東山・まるやまひがしやま

　　０６９-１５２５・北海道夕張郡栗山町三日月・みかつﾞき

　　０６８-０３５５・北海道夕張郡栗山町御園・みその

　　０６９-１５０３・北海道夕張郡栗山町緑丘・みどりおか

　　０６８-０３５６・北海道夕張郡栗山町南角田・みなみかくた

　　０６８-０３５７・北海道夕張郡栗山町南学田・みなみがくでん

　　０６９-１５０２・北海道夕張郡栗山町森・もり

　　０６９-１５０８・北海道夕張郡栗山町湯地・ゆち

　　０６１-０５００・北海道樺戸郡月形町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６１-０５１８・北海道樺戸郡月形町赤川・あかがわ

　　０６１-０５１４・北海道樺戸郡月形町麻生・あざぶ

　　０６８-１２３１・北海道樺戸郡月形町雁里・かりさと

　　０６１-０５１７・北海道樺戸郡月形町北郷・きたごう

　　０６１-０５０２・北海道樺戸郡月形町北農場・きたのうじよう

　　０６１-０５２７・北海道樺戸郡月形町共和・きようわ

　　０６１-０５０８・北海道樺戸郡月形町厚栄・こうえい

　　０６１-０５１５・北海道樺戸郡月形町五耕地山・ごこうちやま

　　０６１-０５０５・北海道樺戸郡月形町札比内・さつひﾟない

　　０６１-０５１２・北海道樺戸郡月形町市南・しなん

　　０６１-０５１１・北海道樺戸郡月形町市北・しほく

　　０６１-０５２３・北海道樺戸郡月形町昭栄・しようえい

　　０６１-０５２５・北海道樺戸郡月形町新栄・しんえい

　　０６１-０５０６・北海道樺戸郡月形町新宮・しんぐう

　　０６１-０５０１・北海道樺戸郡月形町新生・しんせい

　　０６１-０５２６・北海道樺戸郡月形町新田・しんでん

　　０６１-０５０４・北海道樺戸郡月形町新富・しんとみ

　　０６１-０５１６・北海道樺戸郡月形町知来乙・ちらいおつ

　　０６１-０５２８・北海道樺戸郡月形町月ケ岡・つきがおか

　　０６１-０５２９・北海道樺戸郡月形町月ヶ杜・つきがもり

　　０６１-０５２２・北海道樺戸郡月形町月浜・つきはま

　　０６１-０５０３・北海道樺戸郡月形町豊ケ丘・とよがおか

　　０６１-０５１３・北海道樺戸郡月形町農事会・のうじかい

　　０６１-０５２１・北海道樺戸郡月形町南耕地・みなみこうち

　　０６１-０５０７・北海道樺戸郡月形町南札比内・みなみさつひﾟない

　　０６１-０５２４・北海道樺戸郡月形町南新田・みなみしんでん

　　０６１-０６００・北海道樺戸郡浦臼町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０６１-０６１１・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第１・うらうすだい１

　　０６１-０６１２・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第２・うらうすだい２

　　０６１-０６１３・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第３・うらうすだい３

　　０６１-０６１４・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第４・うらうすだい４

　　０６１-０６１５・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第５・うらうすだい５

　　０６１-０６１６・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第６・うらうすだい６

　　０６１-０６１７・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第７・うらうすだい７

　　０６１-０６１８・北海道樺戸郡浦臼町浦臼第８・うらうすだい８

　　０６１-０６２１・北海道樺戸郡浦臼町晩生内第１・おそきないだい１

　　０６１-０６２２・北海道樺戸郡浦臼町晩生内第２・おそきないだい２

　　０６１-０６２３・北海道樺戸郡浦臼町晩生内第３・おそきないだい３

　　０６１-０６０１・北海道樺戸郡浦臼町鶴沼第１・つるぬまだい１

　　０６１-０６０２・北海道樺戸郡浦臼町鶴沼第２・つるぬまだい２

　　０６１-０６０３・北海道樺戸郡浦臼町鶴沼第３・つるぬまだい３

　　０７３-１１００・北海道樺戸郡新十津川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７３-１３２１・北海道樺戸郡新十津川町学園・がくえん

　　０７３-１１０５・北海道樺戸郡新十津川町花月・かげつ

　　０７３-１１０１・北海道樺戸郡新十津川町士寸・しすん

　　０７３-１１０６・北海道樺戸郡新十津川町総進・そうしん

　　０７３-１１０３・北海道樺戸郡新十津川町中央・ちゆうおう

　　０７３-１１０７・北海道樺戸郡新十津川町トップ・とつふﾟ

　　０７３-１３２３・北海道樺戸郡新十津川町幌加・ほろか

　　０７８-２６５１・北海道樺戸郡新十津川町美沢・みさわ

　　０７３-１１０２・北海道樺戸郡新十津川町大和・やまと

　　０７３-０１８１・北海道樺戸郡新十津川町弥生（堤防用地）・(ていほﾞうようち)

　　０７３-１１０４・北海道樺戸郡新十津川町弥生（その他）・(そのた)

　　０７３-１３２２・北海道樺戸郡新十津川町吉野・よしの

　　０７９-０５００・北海道雨竜郡妹背牛町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７９-０５０１・北海道雨竜郡妹背牛町１区・１く

　　０７９-０５０２・北海道雨竜郡妹背牛町２区・２く



　　０７９-０５０３・北海道雨竜郡妹背牛町３区・３く

　　０７９-０５０４・北海道雨竜郡妹背牛町４区・４く

　　０７９-０５０５・北海道雨竜郡妹背牛町５区・５く

　　０７９-０５０６・北海道雨竜郡妹背牛町６区・６く

　　０７９-０５０７・北海道雨竜郡妹背牛町７区・７く

　　０７９-０５０８・北海道雨竜郡妹背牛町８区・８く

　　０７９-０５０９・北海道雨竜郡妹背牛町９区・９く

　　０７９-０５１０・北海道雨竜郡妹背牛町１０区・１０く

　　０７９-０５１１・北海道雨竜郡妹背牛町１１区・１１く

　　０７８-２１００・北海道雨竜郡秩父別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-２１２１・北海道雨竜郡秩父別町滝の上・たきのかみ

　　０７８-２１２２・北海道雨竜郡秩父別町中山・なかやま

　　０７８-２１２３・北海道雨竜郡秩父別町東山・ひがしやま

　　０７８-２１２４・北海道雨竜郡秩父別町南山・みなみやま

　　０７８-２１１１・北海道雨竜郡秩父別町南１条・みなみ１じよう

　　０７８-２１１２・北海道雨竜郡秩父別町南２条・みなみ２じよう

　　０７８-２１０１・北海道雨竜郡秩父別町１条・１じよう

　　０７８-２１０２・北海道雨竜郡秩父別町２条・２じよう

　　０７８-２１０３・北海道雨竜郡秩父別町３条・３じよう

　　０７８-２１０４・北海道雨竜郡秩父別町４条・４じよう

　　０７８-２１０５・北海道雨竜郡秩父別町５条・５じよう

　　０７８-２１０６・北海道雨竜郡秩父別町６条・６じよう

　　０７８-２１０７・北海道雨竜郡秩父別町７条・７じよう

　　０７８-２１０８・北海道雨竜郡秩父別町８条・８じよう

　　０７８-２１０９・北海道雨竜郡秩父別町９条・９じよう

　　０７８-２６００・北海道雨竜郡雨竜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-２６３１・北海道雨竜郡雨竜町第１町内・だい１ちようない

　　０７８-２６３２・北海道雨竜郡雨竜町第２町内・だい２ちようない

　　０７８-２６３３・北海道雨竜郡雨竜町第３町内・だい３ちようない

　　０７８-２６３４・北海道雨竜郡雨竜町第４町内・だい４ちようない

　　０７８-２５３１・北海道雨竜郡雨竜町第５町内（３）・だい５ちようない

　　０７８-２６３５・北海道雨竜郡雨竜町第５町内（その他）・(そのた)

　　０７８-２６３６・北海道雨竜郡雨竜町第６町内・だい６ちようない

　　０７８-２６３７・北海道雨竜郡雨竜町第７町内・だい７ちようない

　　０７８-２６３８・北海道雨竜郡雨竜町第８町内・だい８ちようない

　　０７８-２６３９・北海道雨竜郡雨竜町第９町内・だい９ちようない

　　０７８-２６４１・北海道雨竜郡雨竜町第１０町内・だい１０ちようない

　　０７８-２６４２・北海道雨竜郡雨竜町第１１町内・だい１１ちようない

　　０７８-２５００・北海道雨竜郡北竜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-２５１１・北海道雨竜郡北竜町板谷・いたや

　　０７８-２５０２・北海道雨竜郡北竜町岩村・いわむら

　　０７８-２５１４・北海道雨竜郡北竜町恵岱別・えたいべつ

　　０７８-２５１６・北海道雨竜郡北竜町西川・にしかわ

　　０７８-２５０１・北海道雨竜郡北竜町美葉牛・びはﾞうじ

　　０７８-２５０３・北海道雨竜郡北竜町碧水・へきすい

　　０７８-２５１３・北海道雨竜郡北竜町三谷・みたに

　　０７８-２５１２・北海道雨竜郡北竜町和・やわら

　　０７８-２５１５・北海道雨竜郡北竜町竜西・りゆうさい

　　０７８-２２００・北海道雨竜郡沼田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-２２０１・北海道雨竜郡沼田町旭町・あさひまち

　　０７８-２２２４・北海道雨竜郡沼田町恵比島・えびしま

　　０７８-２２０５・北海道雨竜郡沼田町北一条・きた１じよう

　　０７８-２２１３・北海道雨竜郡沼田町共成・きようせい

　　０７８-２２１１・北海道雨竜郡沼田町更新・こうしん

　　０７８-２２１４・北海道雨竜郡沼田町高穂・たかほ

　　０７８-２２１２・北海道雨竜郡沼田町東予・とうよ

　　０７８-２２０４・北海道雨竜郡沼田町西町・にしまち

　　０７８-２２２２・北海道雨竜郡沼田町沼田・ぬまた

　　０７８-２２２３・北海道雨竜郡沼田町北竜・ほくりゆう

　　０７８-２２２５・北海道雨竜郡沼田町幌新・ほろしん

　　０７８-２２０３・北海道雨竜郡沼田町本通・ほんどおり

　　０７８-２２２１・北海道雨竜郡沼田町真布・まつふﾟ

　　０７８-２２０６・北海道雨竜郡沼田町緑町・みどりまち

　　０７８-２２０２・北海道雨竜郡沼田町南一条・みなみ１じよう

　　０７１-１２００・北海道上川郡鷹栖町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-１２３１・北海道上川郡鷹栖町北野西一条・きたのにし１じよう

　　０７１-１２３２・北海道上川郡鷹栖町北野西二条・きたのにし２じよう

　　０７１-１２３３・北海道上川郡鷹栖町北野西三条・きたのにし３じよう

　　０７１-１２３４・北海道上川郡鷹栖町北野西四条・きたのにし４じよう

　　０７１-１２３５・北海道上川郡鷹栖町北野西五条・きたのにし５じよう



　　０７１-１２２１・北海道上川郡鷹栖町北野東一条・きたのひがし１じよう

　　０７１-１２２２・北海道上川郡鷹栖町北野東二条・きたのひがし２じよう

　　０７１-１２２３・北海道上川郡鷹栖町北野東三条・きたのひがし３じよう

　　０７１-１２２４・北海道上川郡鷹栖町北野東四条・きたのひがし４じよう

　　０７１-１２２５・北海道上川郡鷹栖町北野東五条・きたのひがし５じよう

　　０７１-１２１１・北海道上川郡鷹栖町北一条・きた１じよう

　　０７１-１２０１・北海道上川郡鷹栖町南一条・みなみ１じよう

　　０７１-１２０２・北海道上川郡鷹栖町南二条・みなみ２じよう

　　０７１-１２４７・北海道上川郡鷹栖町７線・７せん

　　０７１-１２４８・北海道上川郡鷹栖町８線・８せん

　　０７１-１２４９・北海道上川郡鷹栖町９線・９せん

　　０７１-１２５０・北海道上川郡鷹栖町１０線・１０せん

　　０７１-１２５１・北海道上川郡鷹栖町１１線・１１せん

　　０７１-１２５２・北海道上川郡鷹栖町１２線・１２せん

　　０７１-１２５３・北海道上川郡鷹栖町１３線・１３せん

　　０７１-１２５４・北海道上川郡鷹栖町１４線・１４せん

　　０７１-１２５５・北海道上川郡鷹栖町１５線・１５せん

　　０７１-１２５６・北海道上川郡鷹栖町１６線・１６せん

　　０７１-１２５７・北海道上川郡鷹栖町１７線・１７せん

　　０７１-１２５８・北海道上川郡鷹栖町１８線・１８せん

　　０７１-１２５９・北海道上川郡鷹栖町１９線・１９せん

　　０７１-１２６０・北海道上川郡鷹栖町２０線・２０せん

　　０７１-１２６１・北海道上川郡鷹栖町２１線・２１せん

　　０７１-１２６２・北海道上川郡鷹栖町２２線・２２せん

　　０７１-１２６３・北海道上川郡鷹栖町２３線・２３せん

　　０７１-１２６４・北海道上川郡鷹栖町２４線・２４せん

　　０７１-１２６５・北海道上川郡鷹栖町２５線・２５せん

　　０７１-１２６６・北海道上川郡鷹栖町２６線・２６せん

　　０７１-１２６７・北海道上川郡鷹栖町２７線・２７せん

　　０７１-１５００・北海道上川郡東神楽町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-１５６０・北海道上川郡東神楽町基線・きせん

　　０７１-１５１２・北海道上川郡東神楽町北一条東・きた１じようひがじ

　　０７１-１５１１・北海道上川郡東神楽町北一条西・きた１じようにじ

　　０７１-１５１４・北海道上川郡東神楽町北二条東・きた２じようひがじ

　　０７１-１５１３・北海道上川郡東神楽町北二条西・きた２じようにじ

　　０７１-１５１５・北海道上川郡東神楽町北三条東・きた３じようひがじ

　　０７１-１５８１・北海道上川郡東神楽町栄岡・さかえおか

　　０７１-１５８２・北海道上川郡東神楽町志比内・しびない

　　０７１-１５６１・北海道上川郡東神楽町東一線・ひがし１せん

　　０７１-１５６２・北海道上川郡東神楽町東二線・ひがし２せん

　　０７１-１５６３・北海道上川郡東神楽町東三線・ひがし３せん

　　０７１-１５６４・北海道上川郡東神楽町東四線・ひがし４せん

　　０７１-１５６５・北海道上川郡東神楽町東五線・ひがし５せん

　　０７１-１５２１・北海道上川郡東神楽町ひじり野北一条・ひじりのきた１じよう

　　０７１-１５２２・北海道上川郡東神楽町ひじり野北二条・ひじりのきた２じよう

　　０７１-１５２３・北海道上川郡東神楽町ひじり野南一条・ひじりのみなみ１じよう

　　０７１-１５２４・北海道上川郡東神楽町ひじり野南二条・ひじりのみなみ２じよう

　　０７１-１５２５・北海道上川郡東神楽町ひじり野南三条・ひじりのみなみ３じよう

　　０７１-１５７２・北海道上川郡東神楽町南２線・みなみ２せん

　　０７１-１５７３・北海道上川郡東神楽町南３線・みなみ３せん

　　０７１-１５７４・北海道上川郡東神楽町南４線・みなみ４せん

　　０７１-１５７５・北海道上川郡東神楽町南５線・みなみ５せん

　　０７１-１５０２・北海道上川郡東神楽町南一条東・みなみ１じようひがじ

　　０７１-１５０１・北海道上川郡東神楽町南一条西・みなみ１じようにじ

　　０７１-１５７１・北海道上川郡東神楽町南１番通・みなみ１はﾞんどおり

　　０７１-１５０４・北海道上川郡東神楽町南二条東・みなみ２じようひがじ

　　０７１-１５０３・北海道上川郡東神楽町南二条西・みなみ２じようにじ

　　０７１-１５０５・北海道上川郡東神楽町南三条東・みなみ３じようひがじ

　　０７１-１５７０・北海道上川郡東神楽町南１３号・みなみ１３ごう

　　０７１-１５７７・北海道上川郡東神楽町八千代ケ岡・やちよがおか

　　０７１-１５３３・北海道上川郡東神楽町３号・３ごう

　　０７１-１５３４・北海道上川郡東神楽町４号・４ごう

　　０７１-１５３５・北海道上川郡東神楽町５号・５ごう

　　０７１-１５３６・北海道上川郡東神楽町６号・６ごう

　　０７１-１５３７・北海道上川郡東神楽町７号・７ごう

　　０７１-１５３８・北海道上川郡東神楽町８号・８ごう

　　０７１-１５３９・北海道上川郡東神楽町９号・９ごう

　　０７１-１５４０・北海道上川郡東神楽町１０号・１０ごう

　　０７１-１５４１・北海道上川郡東神楽町１１号・１１ごう

　　０７１-１５４２・北海道上川郡東神楽町１２号・１２ごう



　　０７１-１５４３・北海道上川郡東神楽町１３号・１３ごう

　　０７１-１５４４・北海道上川郡東神楽町１４号・１４ごう

　　０７１-１５４５・北海道上川郡東神楽町１５号・１５ごう

　　０７１-１５４６・北海道上川郡東神楽町１６号・１６ごう

　　０７１-１５４７・北海道上川郡東神楽町１７号・１７ごう

　　０７１-１５４８・北海道上川郡東神楽町１８号・１８ごう

　　０７１-１５４９・北海道上川郡東神楽町１９号・１９ごう

　　０７１-１５５０・北海道上川郡東神楽町２０号・２０ごう

　　０７１-１５５１・北海道上川郡東神楽町２１号・２１ごう

　　０７１-１５５２・北海道上川郡東神楽町２２号・２２ごう

　　０７１-１５５３・北海道上川郡東神楽町２３号・２３ごう

　　０７１-１５５４・北海道上川郡東神楽町２４号・２４ごう

　　０７１-１５５５・北海道上川郡東神楽町２５号・２５ごう

　　０７１-１５５６・北海道上川郡東神楽町２６号・２６ごう

　　０７１-１５５７・北海道上川郡東神楽町２７号・２７ごう

　　０７８-１３００・北海道上川郡当麻町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-１３３３・北海道上川郡当麻町伊香牛・いかうじ

　　０７８-１３３２・北海道上川郡当麻町宇園別・うえんべつ

　　０７８-１３４１・北海道上川郡当麻町開明・かいめい

　　０７８-１３３１・北海道上川郡当麻町中央・ちゆうおう

　　０７８-１３３７・北海道上川郡当麻町東・ひがじ

　　０７８-１３３４・北海道上川郡当麻町北星・ほくせい

　　０７８-１３３５・北海道上川郡当麻町緑郷・ろくごう

　　０７８-１３１３・北海道上川郡当麻町三条東・３じようひがじ

　　０７８-１３０３・北海道上川郡当麻町三条西・３じようにじ

　　０７８-１３１４・北海道上川郡当麻町四条東・４じようひがじ

　　０７８-１３０４・北海道上川郡当麻町四条西・４じようにじ

　　０７８-１３２４・北海道上川郡当麻町四条南・４じようみなみ

　　０７８-１３１５・北海道上川郡当麻町五条東・５じようひがじ

　　０７８-１３０５・北海道上川郡当麻町五条西・５じようにじ

　　０７８-１３１６・北海道上川郡当麻町六条東・６じようひがじ

　　０７８-１３０６・北海道上川郡当麻町六条西・６じようにじ

　　０７８-０３００・北海道上川郡比布町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-０３１０・北海道上川郡比布町基線・きせん

　　０７８-０３４８・北海道上川郡比布町北町・きたまち

　　０７８-０３２１・北海道上川郡比布町北１線・きた１せん

　　０７８-０３２２・北海道上川郡比布町北２線・きた２せん

　　０７８-０３２３・北海道上川郡比布町北３線・きた３せん

　　０７８-０３２４・北海道上川郡比布町北４線・きた４せん

　　０７８-０３２５・北海道上川郡比布町北５線・きた５せん

　　０７８-０３２６・北海道上川郡比布町北６線・きた６せん

　　０７８-０３２７・北海道上川郡比布町北７線・きた７せん

　　０７８-０３２８・北海道上川郡比布町北８線・きた８せん

　　０７８-０３２９・北海道上川郡比布町北９線・きた９せん

　　０７８-０３３０・北海道上川郡比布町北１０線・きた１０せん

　　０７８-０３３１・北海道上川郡比布町北１１線・きた１１せん

　　０７８-０３３２・北海道上川郡比布町北１２線・きた１２せん

　　０７８-０３３３・北海道上川郡比布町北１３線・きた１３せん

　　０７８-０３３４・北海道上川郡比布町北１４線・きた１４せん

　　０７８-０３３５・北海道上川郡比布町北１５線・きた１５せん

　　０７８-０３４９・北海道上川郡比布町寿町・ことぶきまち

　　０７８-０３４１・北海道上川郡比布町市街地・しがいち

　　０７８-０３４６・北海道上川郡比布町新町・しんまち

　　０７８-０３４３・北海道上川郡比布町中町・なかまち

　　０７８-０３４２・北海道上川郡比布町西町・にしまち

　　０７８-０３４７・北海道上川郡比布町東町・ひがしまち

　　０７８-０３４４・北海道上川郡比布町緑町・みどりまち

　　０７８-０３１１・北海道上川郡比布町南１線・みなみ１せん

　　０７８-０３４５・北海道上川郡比布町南町・みなみまち

　　０７８-１４００・北海道上川郡愛別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-１６５３・北海道上川郡愛別町愛山・あいざん

　　０７８-１６５４・北海道上川郡愛別町愛山町・あいざんちよう

　　０７８-１４０１・北海道上川郡愛別町愛別・あいべつ

　　０７８-１４１１・北海道上川郡愛別町金富・かなとみ

　　０７８-１４０４・北海道上川郡愛別町北町・きたまち

　　０７８-１４１４・北海道上川郡愛別町協和・きようわ

　　０７８-１４１２・北海道上川郡愛別町厚生・こうせい

　　０７８-１６５２・北海道上川郡愛別町中央・ちゆうおう

　　０７８-１４１５・北海道上川郡愛別町徳星・とくせい

　　０７８-１６５１・北海道上川郡愛別町豊里・とよさと



　　０７８-１４０２・北海道上川郡愛別町東町・ひがしまち

　　０７８-１４１３・北海道上川郡愛別町伏古・ふしこ

　　０７８-１４０５・北海道上川郡愛別町本町・ほんちよう

　　０７８-１４０３・北海道上川郡愛別町南町・みなみまち

　　０７８-１７００・北海道上川郡上川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-１７６１・北海道上川郡上川町旭町・あさひまち

　　０７８-１７５２・北海道上川郡上川町川端町・かわはﾞたちよう

　　０７８-１７２１・北海道上川郡上川町菊水・きくすい

　　０７８-１７４４・北海道上川郡上川町北町・きたまち

　　０７８-１７３２・北海道上川郡上川町共進・きようしん

　　０７８-１７１１・北海道上川郡上川町清川・きよかわ

　　０７８-１７７５・北海道上川郡上川町越路・こしじ

　　０７８-１７３３・北海道上川郡上川町栄町・さかえまち

　　０７８-１７１２・北海道上川郡上川町白川・しらかわ

　　０７８-１７２２・北海道上川郡上川町新光町・しんこうちよう

　　０７８-１７６２・北海道上川郡上川町新町・しんまち

　　０７８-１７０１・北海道上川郡上川町層雲峡・そううんきよう

　　０７８-１７４１・北海道上川郡上川町中央町・ちゆうおうちよう

　　０７８-１７７２・北海道上川郡上川町天幕・てんまく

　　０７８-１７３１・北海道上川郡上川町東雲・とううん

　　０７８-１７７４・北海道上川郡上川町豊原・とよはら

　　０７８-１７７１・北海道上川郡上川町中越・なかこじ

　　０７８-１７４２・北海道上川郡上川町西町・にしまち

　　０７８-１７７３・北海道上川郡上川町日東・につとう

　　０７８-１７４３・北海道上川郡上川町花園町・はなぞのちよう

　　０７８-１７６３・北海道上川郡上川町東町・ひがしまち

　　０７８-１７５１・北海道上川郡上川町本町・ほんちよう

　　０７８-１７５３・北海道上川郡上川町南町・みなみまち

　　０７１-１４００・北海道上川郡東川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-１４２６・北海道上川郡東川町北町・きたまち

　　０７１-１４６５・北海道上川郡東川町北５線・きた５せん

　　０７１-１４６６・北海道上川郡東川町北７線・きた７せん

　　０７１-１４６２・北海道上川郡東川町北２線東・きた２せんひがじ

　　０７１-１４６３・北海道上川郡東川町北３線東・きた３せんひがじ

　　０７１-１４６７・北海道上川郡東川町北７線東・きた７せんひがじ

　　０７１-１４１９・北海道上川郡東川町キトウシ西・きとうしにじ

　　０７１-１４１８・北海道上川郡東川町キトウシ南・きとうしみなみ

　　０７１-１４１６・北海道上川郡東川町新栄北・しんえいきた

　　０７１-１４１５・北海道上川郡東川町新栄西・しんえいにじ

　　０７１-１４１３・北海道上川郡東川町新栄東・しんえいひがじ

　　０７１-１４１４・北海道上川郡東川町新栄南・しんえいみなみ

　　０７１-１４６４・北海道上川郡東川町進化台・しんかだい

　　０７１-１４２５・北海道上川郡東川町西町・にしまち

　　０７１-１４２２・北海道上川郡東川町西２号南・にし２ごうみなみ

　　０７１-１４０２・北海道上川郡東川町西２号北・にし２ごうきた

　　０７１-１４０３・北海道上川郡東川町西３号北・にし３ごうきた

　　０７１-１４０４・北海道上川郡東川町西４号北・にし４ごうきた

　　０７１-１４０５・北海道上川郡東川町西５号北・にし５ごうきた

　　０７１-１４０６・北海道上川郡東川町西６号北・にし６ごうきた

　　０７１-１４０７・北海道上川郡東川町西７号北・にし７ごうきた

　　０７１-１４０８・北海道上川郡東川町西８号北・にし８ごうきた

　　０７１-１４０９・北海道上川郡東川町西９号北・にし９ごうきた

　　０７１-１４１０・北海道上川郡東川町西１０号北・にし１０ごうきた

　　０７１-１４１１・北海道上川郡東川町西１１号北・にし１１ごうきた

　　０７１-１４１２・北海道上川郡東川町西１２号北・にし１２ごうきた

　　０７１-１４７１・北海道上川郡東川町ノカナン・のかなん

　　０７１-１４２３・北海道上川郡東川町東町・ひがしまち

　　０７１-１４５２・北海道上川郡東川町東２号南・ひがし２ごうみなみ

　　０７１-１４３２・北海道上川郡東川町東２号北・ひがし２ごうきた

　　０７１-１４５３・北海道上川郡東川町東３号南・ひがし３ごうみなみ

　　０７１-１４３３・北海道上川郡東川町東３号北・ひがし３ごうきた

　　０７１-１４５４・北海道上川郡東川町東４号南・ひがし４ごうみなみ

　　０７１-１４３４・北海道上川郡東川町東４号北・ひがし４ごうきた

　　０７１-１４５５・北海道上川郡東川町東５号南・ひがし５ごうみなみ

　　０７１-１４３５・北海道上川郡東川町東５号北・ひがし５ごうきた

　　０７１-１４５６・北海道上川郡東川町東６号南・ひがし６ごうみなみ

　　０７１-１４３６・北海道上川郡東川町東６号北・ひがし６ごうきた

　　０７１-１４５７・北海道上川郡東川町東７号南・ひがし７ごうみなみ

　　０７１-１４３７・北海道上川郡東川町東７号北・ひがし７ごうきた

　　０７１-１４５８・北海道上川郡東川町東８号南・ひがし８ごうみなみ



　　０７１-１４３８・北海道上川郡東川町東８号北・ひがし８ごうきた

　　０７１-１４５９・北海道上川郡東川町東９号南・ひがし９ごうみなみ

　　０７１-１４３９・北海道上川郡東川町東９号北・ひがし９ごうきた

　　０７１-１４６０・北海道上川郡東川町東１０号南・ひがし１０ごうみなみ

　　０７１-１４４０・北海道上川郡東川町東１０号北・ひがし１０ごうきた

　　０７１-１４６１・北海道上川郡東川町東１１号南・ひがし１１ごうみなみ

　　０７１-１４４１・北海道上川郡東川町東１１号北・ひがし１１ごうきた

　　０７１-１４４２・北海道上川郡東川町東１２号北・ひがし１２ごうきた

　　０７１-１４７３・北海道上川郡東川町松山温泉・まつやまおんせん

　　０７１-１４２４・北海道上川郡東川町南町・みなみまち

　　０７１-１４７２・北海道上川郡東川町勇駒別・ゆこまんべつ

　　０７１-１４５１・北海道上川郡東川町１号南・１ごうみなみ

　　０７１-１４３１・北海道上川郡東川町１号北・１ごうきた

　　０７１-０２００・北海道上川郡美瑛町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-０２６１・北海道上川郡美瑛町旭・あさひ

　　０７１-０２１２・北海道上川郡美瑛町旭町・あさひまち

　　０７１-０２５１・北海道上川郡美瑛町憩が丘・いこいがおか

　　０７１-０２４９・北海道上川郡美瑛町憩町・いこいちよう

　　０７１-０２１５・北海道上川郡美瑛町扇町・おうぎまち

　　０７１-０２０４・北海道上川郡美瑛町大町・おおまち

　　０７１-０２１７・北海道上川郡美瑛町大村（石山）・おおむら(いしやま)

　　０７１-０２１６・北海道上川郡美瑛町大村（大久保）・おおむら(おおくほﾞ)

　　０７１-０２１９・北海道上川郡美瑛町大村（中本）・おおむら(なかもと)

　　０７１-０２１８・北海道上川郡美瑛町大村（村山）・おおむら(むらやま)

　　０７１-０２３４・北海道上川郡美瑛町置杵牛・おききねうじ

　　０７１-０２２９・北海道上川郡美瑛町上宇莫別・かみうはﾞくべつ

　　０７１-０２０６・北海道上川郡美瑛町北町・きたまち

　　０７１-０２０９・北海道上川郡美瑛町寿町・ことぶきちよう

　　０７１-０２２３・北海道上川郡美瑛町五稜・ごりよう

　　０７１-０２１４・北海道上川郡美瑛町幸町・さいわいちよう

　　０７１-０２０５・北海道上川郡美瑛町栄町・さかえまち

　　０７１-０２４７・北海道上川郡美瑛町三愛（大曲）・さんあい(おおまがり)

　　０７１-０２４０・北海道上川郡美瑛町三愛（緑）・さんあい(みどり)

　　０７１-０２２６・北海道上川郡美瑛町下宇莫別・しもうはﾞくべつ

　　０７１-０２３５・北海道上川郡美瑛町白金・しろがね

　　０７１-０２３３・北海道上川郡美瑛町新区画・しんくかく

　　０７１-０４７３・北海道上川郡美瑛町新星・しんせい

　　０７１-０４７４・北海道上川郡美瑛町拓進・たくしん

　　０７１-０３５３・北海道上川郡美瑛町俵真布・たわらまつふﾟ

　　０７１-１４７４・北海道上川郡美瑛町忠別・ちゆうべつ

　　０７１-０３５５・北海道上川郡美瑛町天人峡・てんにんきよう

　　０７１-０４７５・北海道上川郡美瑛町常盤・ときわ

　　０７１-０２２８・北海道上川郡美瑛町中宇莫別・なかうはﾞくべつ

　　０７１-０２２７・北海道上川郡美瑛町中宇莫別（赤羽）・(あかはﾞね)

　　０７１-０２０７・北海道上川郡美瑛町中町・なかまち

　　０７１-０２１１・北海道上川郡美瑛町錦町・にしきまち

　　０７１-０２０３・北海道上川郡美瑛町西町・にしまち

　　０７１-０２４８・北海道上川郡美瑛町花園・はなぞの

　　０７１-０２３９・北海道上川郡美瑛町美瑛原野（原野）・びえいげんや(げんや)

　　０７１-０２１３・北海道上川郡美瑛町東町・ひがしまち

　　０７１-０４７１・北海道上川郡美瑛町美馬牛・びはﾞうじ

　　０７１-０４６１・北海道上川郡美瑛町美馬牛北・びはﾞうしきた

　　０７１-０４７２・北海道上川郡美瑛町美馬牛市街地・びはﾞうししがいち

　　０７１-０４６２・北海道上川郡美瑛町美馬牛南・びはﾞうしみなみ

　　０７１-０２４５・北海道上川郡美瑛町福富（福富瑛進）・(ふくとみえいしん)

　　０７１-０２４６・北海道上川郡美瑛町福富（福富憩）・(ふくとみいこい)

　　０７１-０２４４・北海道上川郡美瑛町福富（福美沢）・ふくとみ(ふくみざわ)

　　０７１-０２３７・北海道上川郡美瑛町福富（豊栄）・ふくとみ(ほうえい)

　　０７１-０２４３・北海道上川郡美瑛町福富（間宮）・ふくとみ(まみや)

　　０７１-０２３８・北海道上川郡美瑛町藤野・ふじの

　　０７１-０４７７・北海道上川郡美瑛町二股・ふたまた

　　０７１-０２２４・北海道上川郡美瑛町北瑛・ほくえい

　　０７１-０２０１・北海道上川郡美瑛町丸山・まるやま

　　０７１-０２３６・北海道上川郡美瑛町美沢・みさわ

　　０７１-０２４２・北海道上川郡美瑛町水沢・みずさわ

　　０７１-０２４１・北海道上川郡美瑛町水沢（水上）・みずさわ(みずかみ)

　　０７１-０４７９・北海道上川郡美瑛町美園・みその

　　０７１-０２２２・北海道上川郡美瑛町美田・みた

　　０７１-０２２１・北海道上川郡美瑛町美田（夕張）・みた(ゆうはﾞり)

　　０７１-０２０２・北海道上川郡美瑛町南町・みなみまち



　　０７１-０４７６・北海道上川郡美瑛町御牧・みまき

　　０７１-０２３１・北海道上川郡美瑛町明治・めいじ

　　０７１-０２２５・北海道上川郡美瑛町明治（大三）・めいじ(だいさん)

　　０７１-０２３２・北海道上川郡美瑛町明治（沼崎）・めいじ(ぬまざき)

　　０７１-０２０８・北海道上川郡美瑛町本町・もとまち

　　０７１-０３５１・北海道上川郡美瑛町横牛・よこうじ

　　０７１-０４７８・北海道上川郡美瑛町瑠辺蘂・るべしべ

　　０７１-０３５２・北海道上川郡美瑛町朗根内・ろうねない

　　０７１-０５００・北海道空知郡上富良野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-０５５３・北海道空知郡上富良野町旭町・あさひまち

　　０７１-０５７１・北海道空知郡上富良野町新井牧場・あらいほﾞくじよう

　　０７１-０５４７・北海道空知郡上富良野町泉町・いずみまち

　　０７１-０５４８・北海道空知郡上富良野町扇町・おうぎまち

　　０７１-０５６１・北海道空知郡上富良野町大町・おおまち

　　０７１-０５６５・北海道空知郡上富良野町丘町・おかまち

　　０７１-０５２０・北海道空知郡上富良野町基線北・きせんきた

　　０７１-０５４９・北海道空知郡上富良野町北町・きたまち

　　０７１-０５４４・北海道空知郡上富良野町栄町・さかえまち

　　０７１-０５６４・北海道空知郡上富良野町桜町・さくらまち

　　０７１-０５７６・北海道空知郡上富良野町十人牧場・じゆうにんほﾞくじよう

　　０７１-０５５４・北海道空知郡上富良野町新町・しんまち

　　０７１-０５７４・北海道空知郡上富良野町第１安井牧場・だい１やすいほﾞくじよう

　　０７１-０５７５・北海道空知郡上富良野町第２安井牧場・だい２やすいほﾞくじよう

　　０７１-０５８３・北海道空知郡上富良野町津郷農場・つごうのうじよう

　　０７１-０５４１・北海道空知郡上富良野町富町・とみまち

　　０７１-０５７７・北海道空知郡上富良野町中の沢・なかのさわ

　　０７１-０５４３・北海道空知郡上富良野町中町・なかまち

　　０７１-０５４２・北海道空知郡上富良野町錦町・にしきまち

　　０７１-０５３４・北海道空知郡上富良野町西谷牧場・にしたにほﾞくじよう

　　０７１-０５４６・北海道空知郡上富良野町西町・にしまち

　　０７１-０５０１・北海道空知郡上富良野町西１線北・にし１せんきた

　　０７１-０５０２・北海道空知郡上富良野町西２線北・にし２せんきた

　　０７１-０５０３・北海道空知郡上富良野町西３線北・にし３せんきた

　　０７１-０５０４・北海道空知郡上富良野町西４線北・にし４せんきた

　　０７１-０５０５・北海道空知郡上富良野町西５線北・にし５せんきた

　　０７１-０５０６・北海道空知郡上富良野町西６線北・にし６せんきた

　　０７１-０５０７・北海道空知郡上富良野町西７線北・にし７せんきた

　　０７１-０５０８・北海道空知郡上富良野町西８線北・にし８せんきた

　　０７１-０５０９・北海道空知郡上富良野町西９線北・にし９せんきた

　　０７１-０５１０・北海道空知郡上富良野町西１０線北・にし１０せんきた

　　０７１-０５１１・北海道空知郡上富良野町西１１線北・にし１１せんきた

　　０７１-０５１２・北海道空知郡上富良野町西１２線北・にし１２せんきた

　　０７１-０５１３・北海道空知郡上富良野町西１３線北・にし１３せんきた

　　０７１-０５１４・北海道空知郡上富良野町西１４線北・にし１４せんきた

　　０７１-０５１５・北海道空知郡上富良野町西１５線北・にし１５せんきた

　　０７１-０５１６・北海道空知郡上富良野町西１６線北・にし１６せんきた

　　０７１-０５１７・北海道空知郡上富良野町沼崎農場・ぬまざきのうじよう

　　０７１-０５３３・北海道空知郡上富良野町倍本農場・はﾞいほんのうじよう

　　０７１-０５４５・北海道空知郡上富良野町光町・ひかりまち

　　０７１-０５５５・北海道空知郡上富良野町東町・ひがしまち

　　０７１-０５２１・北海道空知郡上富良野町東１線北・ひがし１せんきた

　　０７１-０５２２・北海道空知郡上富良野町東２線北・ひがし２せんきた

　　０７１-０５２３・北海道空知郡上富良野町東３線北・ひがし３せんきた

　　０７１-０５２４・北海道空知郡上富良野町東４線北・ひがし４せんきた

　　０７１-０５２５・北海道空知郡上富良野町東５線北・ひがし５せんきた

　　０７１-０５２６・北海道空知郡上富良野町東６線北・ひがし６せんきた

　　０７１-０５２７・北海道空知郡上富良野町東７線北・ひがし７せんきた

　　０７１-０５２８・北海道空知郡上富良野町東８線北・ひがし８せんきた

　　０７１-０５２９・北海道空知郡上富良野町東９線北・ひがし９せんきた

　　０７１-０５３０・北海道空知郡上富良野町東１０線北・ひがし１０せんきた

　　０７１-０５３１・北海道空知郡上富良野町東１１線北・ひがし１１せんきた

　　０７１-０５３２・北海道空知郡上富良野町東１２線北・ひがし１２せんきた

　　０７１-０５７９・北海道空知郡上富良野町吹上・ふきあげ

　　０７１-０５７２・北海道空知郡上富良野町細野農場・ほそののうじよう

　　０７１-０５７３・北海道空知郡上富良野町松井牧場・まついほﾞくじよう

　　０７１-０５６３・北海道空知郡上富良野町緑町・みどりまち

　　０７１-０５６２・北海道空知郡上富良野町南町・みなみまち

　　０７１-０５５２・北海道空知郡上富良野町宮町・みやまち

　　０７１-０５６６・北海道空知郡上富良野町向町・むかいまち

　　０７１-０５５１・北海道空知郡上富良野町本町・もとまち



　　０７１-０５７８・北海道空知郡上富良野町山加農場・やまかのうじよう

　　０７１-０７００・北海道空知郡中富良野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７１-０７７０・北海道空知郡中富良野町暁町・あかつきまち

　　０７１-０７５５・北海道空知郡中富良野町旭町・あさひまち

　　０７１-０７３３・北海道空知郡中富良野町伊藤農場（渋毛牛）・いとうのうじよう(しぶけうし)

　　０７１-０７６２・北海道空知郡中富良野町丘町・おかまち

　　０７１-０７０４・北海道空知郡中富良野町基線北・きせんきた

　　０７１-０７５１・北海道空知郡中富良野町北町・きたまち

　　０７１-０７３４・北海道空知郡中富良野町鹿討農場（鹿討）・しかうちのうじよう

　　０７１-０７３１・北海道空知郡中富良野町新田中農場・しんたなかのうじよう

　　０７１-０７５４・北海道空知郡中富良野町新町・しんまち

　　０７１-０７３２・北海道空知郡中富良野町田中農場（鈴和）・たなかのうじよう(れいか)

　　０７１-０７３２・北海道空知郡中富良野町田中農場（山仁農場）・やまにのうじよう)

　　０７１-０７３２・北海道空知郡中富良野町田中農場（山仁牧場）・やまにほﾞくじよう)

　　０７１-０７３７・北海道空知郡中富良野町奈江・なえ

　　０７１-０７０５・北海道空知郡中富良野町西１線北・にし１せんきた

　　０７１-０７０６・北海道空知郡中富良野町西２線北・にし２せんきた

　　０７１-０７０７・北海道空知郡中富良野町西３線北・にし３せんきた

　　０７１-０７６１・北海道空知郡中富良野町西町・にしまち

　　０７１-０７３５・北海道空知郡中富良野町日進・につしん

　　０７１-０７７１・北海道空知郡中富良野町東１線北・ひがし１せんきた

　　０７１-０７７２・北海道空知郡中富良野町東２線北・ひがし２せんきた

　　０７１-０７７３・北海道空知郡中富良野町東３線北・ひがし３せんきた

　　０７１-０７７４・北海道空知郡中富良野町東４線北・ひがし４せんきた

　　０７１-０７７５・北海道空知郡中富良野町東５線北・ひがし５せんきた

　　０７１-０７７６・北海道空知郡中富良野町東６線北・ひがし６せんきた

　　０７１-０７７７・北海道空知郡中富良野町東７線北・ひがし７せんきた

　　０７１-０７７８・北海道空知郡中富良野町東８線北・ひがし８せんきた

　　０７１-０７７９・北海道空知郡中富良野町東９線北・ひがし９せんきた

　　０７１-０７８０・北海道空知郡中富良野町東１０線北・ひがし１０せんきた

　　０７１-０７８１・北海道空知郡中富良野町東１１線北・ひがし１１せんきた

　　０７１-０７２６・北海道空知郡中富良野町東町・ひがしまち

　　０７１-０７４２・北海道空知郡中富良野町福原農場（福原）・ふくはらのうじよう

　　０７１-０７１１・北海道空知郡中富良野町ベベルイ（本幸）・べべるい(ほんこう)

　　０７１-０７１１・北海道空知郡中富良野町ベベルイ（本北１３号沢）・べべるい(きた１３)

　　０７１-０７５３・北海道空知郡中富良野町南町・みなみまち

　　０７１-０７１４・北海道空知郡中富良野町宮町・みやまち

　　０７１-０７５２・北海道空知郡中富良野町本町・もとまち

　　０７１-０７３６・北海道空知郡中富良野町吉井農場（吉井）・よしいのうじよう(よしい)

　　０７９-２４００・北海道空知郡南富良野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７９-２４０３・北海道空知郡南富良野町幾寅（浅野）・いくとら(あさの)

　　０７９-２４０４・北海道空知郡南富良野町幾寅（朝日町）・いくとら(あさひまち)

　　０７９-２４０３・北海道空知郡南富良野町幾寅（岐阜）・いくとら(ぎふ)

　　０７９-２４０３・北海道空知郡南富良野町幾寅（久住）・いくとら(くすみ)

　　０７９-２４０１・北海道空知郡南富良野町幾寅（栄町）・いくとら(さかえまち)

　　０７９-２４０１・北海道空知郡南富良野町幾寅（住吉町）・いくとら(すみよしちよう)

　　０７９-２４０４・北海道空知郡南富良野町幾寅（千木町）・いくとら(せんほﾞくちよう)

　　０７９-２４０１・北海道空知郡南富良野町幾寅（内藤）・いくとら(ないとう)

　　０７９-２４０１・北海道空知郡南富良野町幾寅（仲町）・いくとら(なかまち)

　　０７９-２４０４・北海道空知郡南富良野町幾寅（東町）・いくとら(ひがしまち)

　　０７９-２４０２・北海道空知郡南富良野町幾寅（西町）・いくとら(にしまち)

　　０７９-２４０３・北海道空知郡南富良野町幾寅（松井）・いくとら(まつい)

　　０７９-２４０３・北海道空知郡南富良野町幾寅（山畔）・いくとら(やまくろ)

　　０７９-２５５１・北海道空知郡南富良野町落合・おちあい

　　０７９-２１３１・北海道空知郡南富良野町金山・かなやま

　　０７９-２５５２・北海道空知郡南富良野町北落合・きたおちあい

　　０７９-２１３２・北海道空知郡南富良野町下金山・しもかなやま

　　０７９-２４１２・北海道空知郡南富良野町東幾寅・ひがしいくとら

　　０７９-２４１１・北海道空知郡南富良野町東鹿越・ひがししかごえ

　　０７９-２２００・北海道勇払郡占冠村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７９-２２０５・北海道勇払郡占冠村上トマム・ かみとまむ

　　０７９-２２０２・北海道勇払郡占冠村占冠・ しむかつふﾟ

　　０７９-２２０３・北海道勇払郡占冠村下トマム・ しもとまむ

　　０７９-２２０６・北海道勇払郡占冠村双珠別・ そうしゆべつ

　　０７９-２２０１・北海道勇払郡占冠村中央・ ちゆうおう

　　０７９-２２０４・北海道勇払郡占冠村中トマム・ なかとまむ

　　０７９-２２０７・北海道勇払郡占冠村ニニウ・ ににう

　　０９８-０１００・北海道上川郡和寒町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-０１２６・北海道上川郡和寒町朝日・あさひ

　　０９８-０１２１・北海道上川郡和寒町川西・かわにじ



　　０９８-０１１３・北海道上川郡和寒町菊野・きくの

　　０９８-０１０３・北海道上川郡和寒町北原・きたはら

　　０９８-０１３３・北海道上川郡和寒町北町・きたまち

　　０９８-０１１２・北海道上川郡和寒町三和・さんわ

　　０９８-０１２５・北海道上川郡和寒町塩狩・しおかり

　　０９８-０１１４・北海道上川郡和寒町西和・せいわ

　　０９８-０１０２・北海道上川郡和寒町大成・たいせい

　　０９８-０１２２・北海道上川郡和寒町中和・ちゆうわ

　　０９８-０１３５・北海道上川郡和寒町東和・とうわ

　　０９８-０１３２・北海道上川郡和寒町西町・にしまち

　　０９８-０１２３・北海道上川郡和寒町東丘・ひがしおか

　　０９８-０１３４・北海道上川郡和寒町東町・ひがしまち

　　０９８-０１０１・北海道上川郡和寒町日ノ出・ひので

　　０９８-０１１５・北海道上川郡和寒町福原・ふくはら

　　０９８-０１０４・北海道上川郡和寒町松岡・まつおか

　　０９８-０１１１・北海道上川郡和寒町三笠・みかさ

　　０９８-０１２４・北海道上川郡和寒町南丘・みなみおか

　　０９８-０１３１・北海道上川郡和寒町南町・みなみまち

　　０９８-０３００・北海道上川郡剣淵町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-０３３６・北海道上川郡剣淵町旭町・あさひまち

　　０９８-０３３４・北海道上川郡剣淵町屯田町・とんでんまち

　　０９８-０３３８・北海道上川郡剣淵町仲町・なかまち

　　０９８-０３３５・北海道上川郡剣淵町南桜町・なんおうまち

　　０９８-０３３７・北海道上川郡剣淵町西岡町・にしおかまち

　　０９８-０３３９・北海道上川郡剣淵町西原町・にしはらまち

　　０９８-０３３１・北海道上川郡剣淵町西町・にしまち

　　０９８-０３４１・北海道上川郡剣淵町東町・ひがしまち

　　０９８-０３４２・北海道上川郡剣淵町藤本町・ふじもとまち

　　０９８-０３３２・北海道上川郡剣淵町緑町・みどりまち

　　０９８-０３３３・北海道上川郡剣淵町元町・もとまち

　　０９８-１２００・北海道上川郡下川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-１２０１・北海道上川郡下川町旭町・あさひまち

　　０９８-１３３１・北海道上川郡下川町一の橋・いちのはじ

　　０９８-１２１６・北海道上川郡下川町上名寄・かみなよろ

　　０９８-１２１２・北海道上川郡下川町北町・きたまち

　　０９８-１２０３・北海道上川郡下川町共栄町・きようえいまち

　　０９８-１２１４・北海道上川郡下川町渓和・けいわ

　　０９８-１２０６・北海道上川郡下川町幸町・さいわいまち

　　０９８-１２１３・北海道上川郡下川町三の橋・さんのはじ

　　０９８-１２１１・北海道上川郡下川町珊瑠・さんる

　　０９８-１２０７・北海道上川郡下川町錦町・にしきまち

　　０９８-１２０５・北海道上川郡下川町西町・にしまち

　　０９８-１３３２・北海道上川郡下川町二の橋・にのはじ

　　０９８-１２１５・北海道上川郡下川町班渓・はﾟんけ

　　０９８-１２０２・北海道上川郡下川町緑町・みどりまち

　　０９８-１２０４・北海道上川郡下川町南町・みなみまち

　　０９８-２２００・北海道中川郡美深町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-２２０１・北海道中川郡美深町泉・いずみ

　　０９８-２３６２・北海道中川郡美深町大手・おおて

　　０９８-２２３０・北海道中川郡美深町大通南・おおどおりみなみ

　　０９８-２２２０・北海道中川郡美深町大通北・おおどおりきた

　　０９８-２３６３・北海道中川郡美深町小車・おぐるま

　　０９８-２３６１・北海道中川郡美深町恩根内・おんねない

　　０９８-２２３８・北海道中川郡美深町開運町・かいうんちよう

　　０９８-２２０４・北海道中川郡美深町川西・かわにじ

　　０９８-２２０６・北海道中川郡美深町菊丘・きくおか

　　０９８-２２２７・北海道中川郡美深町北町・きたまち

　　０９８-２３６７・北海道中川郡美深町楠・くすのき

　　０９８-２２１４・北海道中川郡美深町敷島・しきしま

　　０９８-２３６８・北海道中川郡美深町清水・しみず

　　０９８-２２０２・北海道中川郡美深町玉川・たまかわ

　　０９８-２２１１・北海道中川郡美深町富岡・とみおか

　　０９８-２２０８・北海道中川郡美深町仁宇布・にうふﾟ

　　０９８-２３６５・北海道中川郡美深町西里・にしさと

　　０９８-２２５２・北海道中川郡美深町西町・にしまち

　　０９８-２２４１・北海道中川郡美深町西一条南・にし１じようみなみ

　　０９８-２２５１・北海道中川郡美深町西一条北・にし１じようきた

　　０９８-２２４２・北海道中川郡美深町西二条南・にし２じようみなみ

　　０９８-２２４３・北海道中川郡美深町西三条南・にし３じようみなみ

　　０９８-２２５３・北海道中川郡美深町西三条北・にし３じようきた



　　０９８-２２１２・北海道中川郡美深町班渓・はﾟんけ

　　０９８-２２３１・北海道中川郡美深町東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０９８-２２２１・北海道中川郡美深町東一条北・ひがし１じようきた

　　０９８-２２３２・北海道中川郡美深町東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０９８-２２２２・北海道中川郡美深町東二条北・ひがし２じようきた

　　０９８-２２３３・北海道中川郡美深町東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０９８-２２２３・北海道中川郡美深町東三条北・ひがし３じようきた

　　０９８-２２３４・北海道中川郡美深町東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０９８-２２２４・北海道中川郡美深町東四条北・ひがし４じようきた

　　０９８-２２２５・北海道中川郡美深町東五条北・ひがし５じようきた

　　０９８-２２３６・北海道中川郡美深町東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０９８-２２２６・北海道中川郡美深町東六条北・ひがし６じようきた

　　０９８-２２０５・北海道中川郡美深町美深・びふか

　　０９８-２２０７・北海道中川郡美深町辺渓・へﾟんけ

　　０９８-２３６４・北海道中川郡美深町報徳・ほうとく

　　０９８-２２３５・北海道中川郡美深町南町・みなみまち

　　０９８-２３６６・北海道中川郡美深町紋穂内・もんほﾟない

　　０９８-２２１３・北海道中川郡美深町吉野・よしの

　　０９８-２２０３・北海道中川郡美深町六郷・ろくごう

　　０９８-２２３７・北海道中川郡美深町若松町・わかまつちよう

　　０９８-２５００・北海道中川郡音威子府村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-２５０１・北海道中川郡音威子府村音威子府・ おといねつふﾟ

　　０９８-２５０２・北海道中川郡音威子府村咲来・ さつくる

　　０９８-２８００・北海道中川郡中川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-２８０１・北海道中川郡中川町歌内・うたない

　　０９８-２８０４・北海道中川郡中川町大富・おおとみ

　　０９８-２６２１・北海道中川郡中川町共和・きようわ

　　０９８-２８０６・北海道中川郡中川町国府・こくふ

　　０９８-２８０３・北海道中川郡中川町琴平・ことひら

　　０９８-２６２２・北海道中川郡中川町佐久・さく

　　０９８-２６２３・北海道中川郡中川町富和・とみわ

　　０９８-２６２４・北海道中川郡中川町豊里・とよさと

　　０９８-２８０２・北海道中川郡中川町中川・なかがわ

　　０９８-２８０５・北海道中川郡中川町誉・ほまれ

　　０９８-２６２５・北海道中川郡中川町安川・やすかわ

　　０９８-２６２６・北海道中川郡中川町安川（３）・やすかわ

　　０７４-０４００・北海道雨竜郡幌加内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７４-０４１３・北海道雨竜郡幌加内町雨煙内・うえんない

　　０７４-０４２４・北海道雨竜郡幌加内町雨煙別・うえんべつ

　　０７４-０７４４・北海道雨竜郡幌加内町大曲・おおまがり

　　０７４-０４１５・北海道雨竜郡幌加内町長留内・おさるない

　　０７４-０４２３・北海道雨竜郡幌加内町上幌加内・かみほろかない

　　０７４-０７４３・北海道雨竜郡幌加内町共栄・きようえい

　　０７４-０４０３・北海道雨竜郡幌加内町下幌加内・しもほろかない

　　０７４-０７４２・北海道雨竜郡幌加内町朱鞠内・しゆまりない

　　０７４-０４２２・北海道雨竜郡幌加内町振興・しんこう

　　０７４-０７４７・北海道雨竜郡幌加内町新富・しんとみ

　　０７４-０４０２・北海道雨竜郡幌加内町新成生・しんなりう

　　０７４-０４１２・北海道雨竜郡幌加内町親和・しんわ

　　０７４-０４１４・北海道雨竜郡幌加内町清月・せいげつ

　　０７４-０４２５・北海道雨竜郡幌加内町政和第一・せいわだい１

　　０７４-０４２６・北海道雨竜郡幌加内町政和第二・せいわだい２

　　０７４-０４２７・北海道雨竜郡幌加内町政和第三・せいわだい３

　　０７４-０７４６・北海道雨竜郡幌加内町添牛内・そえうしない

　　０７４-０４２１・北海道雨竜郡幌加内町東栄・とうえい

　　０７４-０４０４・北海道雨竜郡幌加内町沼牛・ぬまうじ

　　０７４-０４０１・北海道雨竜郡幌加内町平和・へいわ

　　０７４-０７４５・北海道雨竜郡幌加内町北星・ほくせい

　　０７４-０４１１・北海道雨竜郡幌加内町幌加内・ほろかない

　　０７４-０７４１・北海道雨竜郡幌加内町母子里・もしり

　　０７４-０４０５・北海道雨竜郡幌加内町弥運内・やうんない

　　０７７-０２００・北海道増毛郡増毛町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７７-０１３１・北海道増毛郡増毛町阿分・あふん

　　０７７-０２０３・北海道増毛郡増毛町稲葉海岸町・いなはﾞかいがんちよう

　　０７７-０２０４・北海道増毛郡増毛町稲葉町・いなはﾞちよう

　　０７７-０３４５・北海道増毛郡増毛町岩尾・いわお

　　０７７-０３４４・北海道増毛郡増毛町岩老・いわおい

　　０７７-０２０１・北海道増毛郡増毛町永寿町・えいじゆちよう

　　０７７-０３４１・北海道増毛郡増毛町雄冬・おふゆ

　　０７７-０１３４・北海道増毛郡増毛町御料・ごりよう



　　０７７-０２１８・北海道増毛郡増毛町栄町・さかえまち

　　０７７-０２１２・北海道増毛郡増毛町七源町・しちげんちよう

　　０７７-０２０９・北海道増毛郡増毛町舎熊（９１７)・しやくま

　　０７７-０１３２・北海道増毛郡増毛町舎熊（その他）・しやくま(そのた)

　　０７７-０２１１・北海道増毛郡増毛町暑寒海岸町・しよかんかいがんちよう

　　０７７-０２１６・北海道増毛郡増毛町暑寒沢・しよかんざわ

　　０７７-０２１５・北海道増毛郡増毛町暑寒町・しよかんちよう

　　０７７-０２０６・北海道増毛郡増毛町中歌・なかうた

　　０７７-０２０２・北海道増毛郡増毛町野塚町・のつﾞかちよう

　　０７７-０１３３・北海道増毛郡増毛町信砂・のぶしや

　　０７７-０２０７・北海道増毛郡増毛町箸別・はしべつ

　　０７７-０２１３・北海道増毛郡増毛町畠中北町・はたなかきたまち

　　０７７-０２１４・北海道増毛郡増毛町畠中町・はたなかちよう

　　０７７-０２１７・北海道増毛郡増毛町別苅・べつかり

　　０７７-０２０５・北海道増毛郡増毛町弁天町・べんてんちよう

　　０７７-０２２１・北海道増毛郡増毛町港町・みなとまち

　　０７７-０２２３・北海道増毛郡増毛町南永寿町・みなみえいじゆちよう

　　０７７-０２２５・北海道増毛郡増毛町南暑寒町・みなみしよかんちよう

　　０７７-０２２４・北海道増毛郡増毛町南畠中町・みなみはたなかちよう

　　０７７-０２２２・北海道増毛郡増毛町見晴町・みはらしちよう

　　０７７-０２０８・北海道増毛郡増毛町湯の沢・ゆのさわ

　　０７８-３３００・北海道留萌郡小平町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-３３０２・北海道留萌郡小平町臼谷・うすや

　　０７８-３４５７・北海道留萌郡小平町大椴・おおとど

　　０７８-３３０９・北海道留萌郡小平町沖内・おきない

　　０７８-３４５２・北海道留萌郡小平町鬼鹿千松・おにしかせんまつ

　　０７８-３４４２・北海道留萌郡小平町鬼鹿田代・おにしかたしろ

　　０７８-３４５６・北海道留萌郡小平町鬼鹿富岡・おにしかとみおか

　　０７８-３４５１・北海道留萌郡小平町鬼鹿豊浜・おにしかとよはま

　　０７８-３４５５・北海道留萌郡小平町鬼鹿秀浦・おにしかひでうら

　　０７８-３４５４・北海道留萌郡小平町鬼鹿広富・おにしかひろとみ

　　０７８-３４４１・北海道留萌郡小平町鬼鹿港町・おにしかみなとまち

　　０７８-３４５３・北海道留萌郡小平町鬼鹿元浜・おにしかもとはま

　　０７８-３３０１・北海道留萌郡小平町小平町・おびらちよう

　　０７７-０４６１・北海道留萌郡小平町川上・かわかみ

　　０７８-３３０６・北海道留萌郡小平町菊岡・きくおか

　　０７８-３３０８・北海道留萌郡小平町岐富・きふ

　　０７７-０４６４・北海道留萌郡小平町住吉・すみよじ

　　０７８-３３０５・北海道留萌郡小平町桑園・そうえん

　　０７７-０４６２・北海道留萌郡小平町滝下・たきした

　　０７７-０４６３・北海道留萌郡小平町達布・たつふﾟ

　　０７８-３３１２・北海道留萌郡小平町富里・とみさと

　　０７８-３３０７・北海道留萌郡小平町豊岡・とよおか

　　０７８-３３０３・北海道留萌郡小平町豊平・とよひら

　　０７７-０４６５・北海道留萌郡小平町寧楽・ねいらく

　　０７８-３３１１・北海道留萌郡小平町花岡・はなおか

　　０７８-３３１３・北海道留萌郡小平町平和（１区）・へいわ

　　０７７-０４６６・北海道留萌郡小平町平和（２区）・へいわ

　　０７８-３３０４・北海道留萌郡小平町本郷・ほんごう

　　０７８-３７００・北海道苫前郡苫前町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-３７１１・北海道苫前郡苫前町旭・あさひ

　　０７８-３６３４・北海道苫前郡苫前町岩見・いわみ

　　０７８-３７１２・北海道苫前郡苫前町上平・うえひら

　　０７８-３７１３・北海道苫前郡苫前町興津・おこつ

　　０７８-３６３１・北海道苫前郡苫前町香川（３３８～８４９)・かがわ

　　０７８-３７１４・北海道苫前郡苫前町香川（その他）・かがわ(そのた)

　　０７８-３６３６・北海道苫前郡苫前町霧立・きりたち

　　０７８-３６３３・北海道苫前郡苫前町小川・こがわ

　　０７８-３６３７・北海道苫前郡苫前町九重・ここのえ

　　０７８-３６２１・北海道苫前郡苫前町古丹別・こたんべつ

　　０７８-３７０２・北海道苫前郡苫前町栄浜・さかえはま

　　０７８-３６３８・北海道苫前郡苫前町三渓・さんけい

　　０７８-３７１５・北海道苫前郡苫前町昭和・しようわ

　　０７８-３７０１・北海道苫前郡苫前町苫前・とままえ

　　０７８-３７１６・北海道苫前郡苫前町豊浦・とようら

　　０７８-３６３２・北海道苫前郡苫前町長島・ながしま

　　０７８-３６３５・北海道苫前郡苫前町東川・ひがしかわ

　　０７８-３７１７・北海道苫前郡苫前町三豊・みとよ

　　０７８-３５４１・北海道苫前郡苫前町力昼・りきびる

　　０７８-４１００・北海道苫前郡羽幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０７８-４１４４・北海道苫前郡羽幌町曙・あけほﾞの

　　０７８-４１１７・北海道苫前郡羽幌町朝日・あさひ

　　０７８-４１４２・北海道苫前郡羽幌町上築・かみちく

　　０７８-４１３４・北海道苫前郡羽幌町上羽幌・かみはほﾞろ

　　０７８-４１１０・北海道苫前郡羽幌町北大通・きたおおどおり

　　０７８-４１１９・北海道苫前郡羽幌町北町・きたまち

　　０７８-４１１１・北海道苫前郡羽幌町北一条・きた１じよう

　　０７８-４１１２・北海道苫前郡羽幌町北二条・きた２じよう

　　０７８-４１１３・北海道苫前郡羽幌町北三条・きた３じよう

　　０７８-４１１４・北海道苫前郡羽幌町北四条・きた４じよう

　　０７８-４１１５・北海道苫前郡羽幌町北五条・きた５じよう

　　０７８-４１１６・北海道苫前郡羽幌町北六条・きた６じよう

　　０７８-４１３１・北海道苫前郡羽幌町寿町・ことぶきちよう

　　０７８-４１２１・北海道苫前郡羽幌町幸町・さいわいちよう

　　０７８-４１２３・北海道苫前郡羽幌町栄町・さかえまち

　　０７８-４１４０・北海道苫前郡羽幌町汐見・しおみ

　　０７８-４１３３・北海道苫前郡羽幌町平・たいら

　　０７８-４１４３・北海道苫前郡羽幌町高台・たかだい

　　０７８-４１４１・北海道苫前郡羽幌町築別・ちくべつ

　　０７８-４１４５・北海道苫前郡羽幌町築別炭砿・ちくべつたんこう

　　０７８-４１３２・北海道苫前郡羽幌町中央・ちゆうおう

　　０７８-３９５１・北海道苫前郡羽幌町天売（相影）・てうり(あいかげ)

　　０７８-３９５３・北海道苫前郡羽幌町天売（和浦）・てうり(かずうら)

　　０７８-３９５２・北海道苫前郡羽幌町天売（富磯）・てうり(とみいそ)

　　０７８-３９５５・北海道苫前郡羽幌町天売（弁天）・てうり(べんてん)

　　０７８-３９５４・北海道苫前郡羽幌町天売（前浜）・てうり(まえはま)

　　０７８-４１１８・北海道苫前郡羽幌町浜町・はままち

　　０７８-４１３０・北海道苫前郡羽幌町緑町・みどりまち

　　０７８-４１２０・北海道苫前郡羽幌町港町・みなとまち

　　０７８-４１０８・北海道苫前郡羽幌町南大通・みなみおおどおり

　　０７８-４１２２・北海道苫前郡羽幌町南町・みなみまち

　　０７８-４１０１・北海道苫前郡羽幌町南一条・みなみ１じよう

　　０７８-４１０２・北海道苫前郡羽幌町南二条・みなみ２じよう

　　０７８-４１０３・北海道苫前郡羽幌町南三条・みなみ３じよう

　　０７８-４１０４・北海道苫前郡羽幌町南四条・みなみ４じよう

　　０７８-４１０５・北海道苫前郡羽幌町南五条・みなみ５じよう

　　０７８-４１０６・北海道苫前郡羽幌町南六条・みなみ６じよう

　　０７８-４１０７・北海道苫前郡羽幌町南七条・みなみ７じよう

　　０７８-３８７１・北海道苫前郡羽幌町焼尻・やぎしり

　　０７８-４４００・北海道苫前郡初山別村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０７８-４４３２・北海道苫前郡初山別村明里・ あけさと

　　０７８-４４１１・北海道苫前郡初山別村有明・ ありあけ

　　０７８-４４３３・北海道苫前郡初山別村共成・ きようせい

　　０７８-４４１２・北海道苫前郡初山別村栄・ さかえ

　　０７８-４４２１・北海道苫前郡初山別村初山別・ しよさんべつ

　　０７８-４４２２・北海道苫前郡初山別村千代田・ ちよだ

　　０７８-４４３１・北海道苫前郡初山別村豊岬・ とよさき

　　０９８-３５００・北海道天塩郡遠別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-３５３１・北海道天塩郡遠別町旭・あさひ

　　０９８-３５３２・北海道天塩郡遠別町歌越・うたこじ

　　０９８-３５３３・北海道天塩郡遠別町金浦・かなうら

　　０９８-３３６１・北海道天塩郡遠別町北里（１５号の沢）・きたさと(ごうのさわ)

　　０９８-３５０１・北海道天塩郡遠別町北里（その他）・きたさと(そのた)

　　０９８-３５４１・北海道天塩郡遠別町北浜・きたはま

　　０９８-３５１１・北海道天塩郡遠別町久光・きゆうこう

　　０９８-３５２１・北海道天塩郡遠別町共栄・きようえい

　　０９８-３５０２・北海道天塩郡遠別町清川・きよかわ

　　０９８-３５０３・北海道天塩郡遠別町啓明・けいめい

　　０９８-３５４２・北海道天塩郡遠別町幸和・こうわ

　　０９８-３５２２・北海道天塩郡遠別町大成・たいせい

　　０９８-３５１２・北海道天塩郡遠別町中央・ちゆうおう

　　０９８-３５２３・北海道天塩郡遠別町東野・ひがしの

　　０９８-３５３４・北海道天塩郡遠別町富士見・ふじみ

　　０９８-３５４３・北海道天塩郡遠別町本町・ほんちよう

　　０９８-３５０４・北海道天塩郡遠別町丸松・まるまつ

　　０９８-３３００・北海道天塩郡天塩町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-３３１１・北海道天塩郡天塩町産士・うぶじ

　　０９８-３１３３・北海道天塩郡天塩町オヌプナイ・おぬふﾟない

　　０９８-３１３３・北海道天塩郡天塩町雄信内・おのぶない

　　０９８-３３０６・北海道天塩郡天塩町海岸通・かいがんどおり



　　０９８-３３１２・北海道天塩郡天塩町川口・かわぐち

　　０９８-３３１３・北海道天塩郡天塩町作返・さくかえじ

　　０９８-３３１４・北海道天塩郡天塩町更岸・さらきじ

　　０９８-３１３６・北海道天塩郡天塩町下コクネップ・しもこくねつふﾟ

　　０９８-３３０３・北海道天塩郡天塩町新栄通・しんえいどおり

　　０９８-３３０５・北海道天塩郡天塩町新開通・しんかいどおり

　　０９８-３１４２・北海道天塩郡天塩町新成・しんせい

　　０９８-３３０４・北海道天塩郡天塩町新地通・しんちどおり

　　０９８-３１４３・北海道天塩郡天塩町泉源・せんげん

　　０９８-３１３１・北海道天塩郡天塩町タツネウシ・たつねうじ

　　０９８-３１４４・北海道天塩郡天塩町男能富・だんのつふﾟ

　　０９８-３３１５・北海道天塩郡天塩町天塩・てしお

　　０９８-３１４１・北海道天塩郡天塩町西雄信内・にしおのぶない

　　０９８-３１３５・北海道天塩郡天塩町東産士・ひがしうぶじ

　　０９８-３１３２・北海道天塩郡天塩町東雄信内・ひがしおのぶない

　　０９８-３３１６・北海道天塩郡天塩町振老・ふらおい

　　０９８-３１３４・北海道天塩郡天塩町円山・まるやま

　　０９８-３３０２・北海道天塩郡天塩町山手裏通・やまてうらどおり

　　０９８-３３０１・北海道天塩郡天塩町山手通・やまてどおり

　　０９８-６２００・北海道宗谷郡猿払村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-６１０１・北海道宗谷郡猿払村浅茅野・ あさちの

　　０９８-６１０２・北海道宗谷郡猿払村浅茅野台地・ あさちのだいち

　　０９８-６２２５・北海道宗谷郡猿払村芦野・ あしの

　　０９８-６２３４・北海道宗谷郡猿払村鬼志別北町・ おにしべつきたまち

　　０９８-６２３２・北海道宗谷郡猿払村鬼志別西町・ おにしべつにしまち

　　０９８-６２３１・北海道宗谷郡猿払村鬼志別東町・ おにしべつひがしまち

　　０９８-６２３３・北海道宗谷郡猿払村鬼志別南町・ おにしべつみなみまち

　　０９８-６１０６・北海道宗谷郡猿払村上猿払・ かみさるふつ

　　０９８-６１０３・北海道宗谷郡猿払村狩別・ かりべつ

　　０９８-６２２８・"北海道宗谷郡猿払村, 小石"・こいじ

　　０９８-６１０４・北海道宗谷郡猿払村猿払・ さるふつ

　　０９８-６３４１・北海道宗谷郡猿払村知来別・ ちらいべつ

　　０９８-６２２６・北海道宗谷郡猿払村豊里・ とよさと

　　０９８-６２２２・北海道宗谷郡猿払村浜鬼志別・ はまおにしべつ

　　０９８-６１０５・北海道宗谷郡猿払村浜猿払・ はまさるふつ

　　０９８-５７００・北海道枝幸郡浜頓別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-５７４１・北海道枝幸郡浜頓別町旭ケ丘・あさひがおか

　　０９８-５７４４・北海道枝幸郡浜頓別町宇曽丹・うそたん

　　０９８-５７５４・北海道枝幸郡浜頓別町宇津内・うつない

　　０９８-５７０１・北海道枝幸郡浜頓別町栄和・えいわ

　　０９８-５７２５・北海道枝幸郡浜頓別町大通・おおどおり

　　０９８-５７４３・北海道枝幸郡浜頓別町楓・かえで

　　０９８-５７５１・北海道枝幸郡浜頓別町金ヶ丘・かねがおか

　　０９８-５７１１・北海道枝幸郡浜頓別町北１条・きた１じよう

　　０９８-５７１２・北海道枝幸郡浜頓別町北２条・きた２じよう

　　０９８-５７１３・北海道枝幸郡浜頓別町北３条・きた３じよう

　　０９８-５７１４・北海道枝幸郡浜頓別町北４条・きた４じよう

　　０９８-５７６５・北海道枝幸郡浜頓別町共和・きようわ

　　０９８-５７３９・北海道枝幸郡浜頓別町クッチャロ湖畔・くつちやろこはん

　　０９８-５７５２・北海道枝幸郡浜頓別町下頓別・しもとんべつ

　　０９８-５７０３・北海道枝幸郡浜頓別町斜内・しやない

　　０９８-５７５３・北海道枝幸郡浜頓別町高砂・たかさご

　　０９８-５７６１・北海道枝幸郡浜頓別町智福・ちふく

　　０９８-５７０５・北海道枝幸郡浜頓別町中央南・ちゆうおうみなみ

　　０９８-５７０４・北海道枝幸郡浜頓別町中央北・ちゆうおうきた

　　０９８-５７４２・北海道枝幸郡浜頓別町戸出・といで

　　０９８-５７４５・北海道枝幸郡浜頓別町常盤・ときわ

　　０９８-５７０２・北海道枝幸郡浜頓別町豊牛・とようじ

　　０９８-５７０２・北海道枝幸郡浜頓別町豊寒別・とよかんべつ

　　０９８-５７０３・北海道枝幸郡浜頓別町豊浜・とよはま

　　０９８-５７０１・北海道枝幸郡浜頓別町頓別・とんべつ

　　０９８-５７６３・北海道枝幸郡浜頓別町仁達内・にたちない

　　０９８-５７１７・北海道枝幸郡浜頓別町浜頓別・はまとんべつ

　　０９８-５７３４・北海道枝幸郡浜頓別町日の出・ひので

　　０９８-５７６２・北海道枝幸郡浜頓別町ポン仁達内・ほﾟんにたちない

　　０９８-５７３８・北海道枝幸郡浜頓別町緑ケ丘・みどりがおか

　　０９８-５７２１・北海道枝幸郡浜頓別町南１条・みなみ１じよう

　　０９８-５７２２・北海道枝幸郡浜頓別町南２条・みなみ２じよう

　　０９８-５７２３・北海道枝幸郡浜頓別町南３条・みなみ３じよう

　　０９８-５７５５・北海道枝幸郡浜頓別町茂宇津内・もうつない



　　０９８-５７６４・北海道枝幸郡浜頓別町安別・やすべつ

　　０９８-５７６１・北海道枝幸郡浜頓別町山軽・やまがる

　　０９８-５５００・北海道枝幸郡中頓別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-５１０３・北海道枝幸郡中頓別町秋田・あきた

　　０９８-５５５４・北海道枝幸郡中頓別町旭台・あさひだい

　　０９８-５１０１・北海道枝幸郡中頓別町岩手・いわて

　　０９８-５５６４・北海道枝幸郡中頓別町上駒・かみこま

　　０９８-５１１１・北海道枝幸郡中頓別町上頓別・かみとんべつ

　　０９８-５５６２・北海道枝幸郡中頓別町神崎・かんざき

　　０９８-５５５２・北海道枝幸郡中頓別町寿・ことぶき

　　０９８-５１０２・北海道枝幸郡中頓別町小頓別・しようとんべつ

　　０９８-５５５５・北海道枝幸郡中頓別町豊泉・とよいずみ

　　０９８-５１１２・北海道枝幸郡中頓別町豊平・とよひら

　　０９８-５５５１・北海道枝幸郡中頓別町中頓別・なかとんべつ

　　０９８-５１１３・北海道枝幸郡中頓別町敏音知・ひﾟんねしり

　　０９８-５５６３・北海道枝幸郡中頓別町藤井・ふじい

　　０９８-５５６１・北海道枝幸郡中頓別町兵安・へいあん

　　０９８-５５６５・北海道枝幸郡中頓別町松音知・まつねしり

　　０９８-５５５３・北海道枝幸郡中頓別町弥生・やよい

　　０９８-５８００・北海道枝幸郡枝幸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-５８２７・北海道枝幸郡枝幸町宇遠内・うえんない

　　０９８-５４４５・北海道枝幸郡枝幸町歌登大曲・うたのほﾞりおおまがり

　　０９８-５４４４・北海道枝幸郡枝幸町歌登大奮・うたのほﾞりおふん

　　０９８-５４４３・北海道枝幸郡枝幸町歌登上徳志別・うたのほﾞりかみとくしべつ

　　０９８-５２２１・北海道枝幸郡枝幸町歌登毛登別・うたのほﾞりけとべつ

　　０９８-５４４１・北海道枝幸郡枝幸町歌登志美宇丹・うたのほﾞりしびうたん

　　０９８-５２１２・北海道枝幸郡枝幸町歌登中央・うたのほﾞりちゆうおう

　　０９８-５２１１・北海道枝幸郡枝幸町歌登西歌登・うたのほﾞりにしうたのほﾞり

　　０９８-５２０６・北海道枝幸郡枝幸町歌登西町・うたのほﾞりにしまち

　　０９８-５２０１・北海道枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ・うたのほﾞりはﾟんけない

　　０９８-５２０５・北海道枝幸郡枝幸町歌登桧垣町・うたのほﾞりひがきまち

　　０９８-５２０２・北海道枝幸郡枝幸町歌登東歌登・うたのほﾞりひがしうたのほﾞり

　　０９８-５２０７・北海道枝幸郡枝幸町歌登東町・うたのほﾞりひがしまち

　　０９８-５２０３・北海道枝幸郡枝幸町歌登辺毛内・うたのほﾞりへﾟんけない

　　０９８-５４４２・北海道枝幸郡枝幸町歌登豊沃・うたのほﾞりほうよく

　　０９８-５２１３・北海道枝幸郡枝幸町歌登本幌別・うたのほﾞりほんほろべつ

　　０９８-５２０４・北海道枝幸郡枝幸町歌登南町・うたのほﾞりみなみまち

　　０９８-５８０６・北海道枝幸郡枝幸町梅ケ枝町・うめがえちよう

　　０９８-５８０２・北海道枝幸郡枝幸町岡島・おかしま

　　０９８-５９５２・北海道枝幸郡枝幸町乙忠部・おつちゆうべ

　　０９８-５９５５・北海道枝幸郡枝幸町音標・おとしべ

　　０９８-５９５４・北海道枝幸郡枝幸町上音標・かみおとしべ

　　０９８-５８２６・北海道枝幸郡枝幸町北浜町・きたはまちよう

　　０９８-５８０５・北海道枝幸郡枝幸町幸町・さいわいちよう

　　０９８-５８２１・北海道枝幸郡枝幸町栄町・さかえまち

　　０９８-５８０３・北海道枝幸郡枝幸町下幌別・しもほろべつ

　　０９８-５８０８・北海道枝幸郡枝幸町新港町・しんこうちよう

　　０９８-５８２５・北海道枝幸郡枝幸町新栄町・しんさかえまち

　　０９８-５８１５・北海道枝幸郡枝幸町問牧・といまき

　　０９８-５８０１・北海道枝幸郡枝幸町徳志別・とくしべつ

　　０９８-５９５３・北海道枝幸郡枝幸町風烈布・ふうれつふﾟ

　　０９８-５８２４・北海道枝幸郡枝幸町北栄町・ほくえいちよう

　　０９８-５８２２・北海道枝幸郡枝幸町北幸町・ほつこうちよう

　　０９８-５８０７・北海道枝幸郡枝幸町本町・ほんちよう

　　０９８-５８２３・北海道枝幸郡枝幸町三笠町・みかさちよう

　　０９８-５８１４・北海道枝幸郡枝幸町岬町・みさきちよう

　　０９８-５８０４・北海道枝幸郡枝幸町南浜町・みなみはまちよう

　　０９８-５８１６・北海道枝幸郡枝幸町目梨泊・めなしどまり

　　０９８-５９５１・北海道枝幸郡枝幸町山臼・やまうす

　　０９８-４１００・北海道天塩郡豊富町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-４４６２・北海道天塩郡豊富町阿沙流・あさる

　　０９８-４４５５・北海道天塩郡豊富町芦川・あしかわ

　　０９８-４１０３・北海道天塩郡豊富町有明・ありあけ

　　０９８-４１３８・北海道天塩郡豊富町駅前通・えきまえどおり

　　０９８-４１１０・北海道天塩郡豊富町大通り・おおどおり

　　０９８-４４６８・北海道天塩郡豊富町落合（４４６８)・おちあい

　　０９８-４１１７・北海道天塩郡豊富町落合（その他）・おちあい(そのた)

　　０９８-４１３２・北海道天塩郡豊富町温泉・おんせん

　　０９８-４４５６・北海道天塩郡豊富町開源・かいげん

　　０９８-４４５１・北海道天塩郡豊富町兜沼・かぶとぬま



　　０９８-４１４１・北海道天塩郡豊富町三条通り・さんじようどおり

　　０９８-４１０４・北海道天塩郡豊富町修徳・しゆうとく

　　０９８-４１３６・北海道天塩郡豊富町新生・しんせい

　　０９８-４４６６・北海道天塩郡豊富町清明・せいめい

　　０９８-４１４０・北海道天塩郡豊富町停車場通・ていしやはﾞどおり

　　０９８-４１３７・北海道天塩郡豊富町徳満・とくみつ

　　０９８-４１３５・北海道天塩郡豊富町豊川・とよかわ

　　０９８-４４６７・北海道天塩郡豊富町豊里・とよさと

　　０９８-４１３４・北海道天塩郡豊富町豊幌・とよほろ

　　０９８-４１３９・北海道天塩郡豊富町仲通り・なかどおり

　　０９８-４１１６・北海道天塩郡豊富町西豊富・にしとよとみ

　　０９８-４１１１・北海道天塩郡豊富町西一条・にし１じよう

　　０９８-４１１２・北海道天塩郡豊富町西二条・にし２じよう

　　０９８-４１１３・北海道天塩郡豊富町西三条・にし３じよう

　　０９８-４１１４・北海道天塩郡豊富町西四条・にし４じよう

　　０９８-４１１５・北海道天塩郡豊富町西五条・にし５じよう

　　０９８-４４５７・北海道天塩郡豊富町沼向・ぬまむかい

　　０９８-４１３１・北海道天塩郡豊富町東豊富・ひがしとよとみ

　　０９８-４１２１・北海道天塩郡豊富町東一条・ひがし１じよう

　　０９８-４１２２・北海道天塩郡豊富町東二条・ひがし２じよう

　　０９８-４１２３・北海道天塩郡豊富町東三条・ひがし３じよう

　　０９８-４１２４・北海道天塩郡豊富町東四条・ひがし４じよう

　　０９８-４１２５・北海道天塩郡豊富町東五条・ひがし５じよう

　　０９８-４１２６・北海道天塩郡豊富町東六条・ひがし６じよう

　　０９８-４１０１・北海道天塩郡豊富町福永・ふくなが

　　０９８-４４６４・北海道天塩郡豊富町豊栄・ほうえい

　　０９８-４４６５・北海道天塩郡豊富町豊田・ほうでん

　　０９８-４１０６・北海道天塩郡豊富町豊徳・ほうとく

　　０９８-４１０５・北海道天塩郡豊富町幌加・ほろか

　　０９８-４１３３・北海道天塩郡豊富町本流・ほんりゆう

　　０９８-４４６１・北海道天塩郡豊富町瑞穂東・みずほひがじ

　　０９８-４４６３・北海道天塩郡豊富町瑞穂南・みずほみなみ

　　０９８-４１０２・北海道天塩郡豊富町目梨別・めなしべつ

　　０９８-４１０７・北海道天塩郡豊富町稚咲内・わかさかない

　　０９７-１２００・北海道礼文郡礼文町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９７-１２０１・北海道礼文郡礼文町香深村・かふかむら

　　０９７-１２０２・北海道礼文郡礼文町船泊村（ウヱンナイ）・(うえんない)

　　０９７-１１１１・北海道礼文郡礼文町船泊村（その他）・ふなどまりむら(そのた)

　　０９７-０４００・北海道利尻郡利尻町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９７-０４０１・北海道利尻郡利尻町沓形・くつがた

　　０９７-０３１１・北海道利尻郡利尻町仙法志・せんほﾟうじ

　　０９７-０１００・北海道利尻郡利尻富士町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９７-０１０１・北海道利尻郡利尻富士町鴛泊・おしどまり

　　０９７-０２１１・北海道利尻郡利尻富士町鬼脇・おにわき

　　０９８-３２００・北海道天塩郡幌延町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-３２２６・北海道天塩郡幌延町開進・かいしん

　　０９８-２９４１・北海道天塩郡幌延町上問寒・かみといかん

　　０９８-３２２５・北海道天塩郡幌延町上幌延・かみほろのべ

　　０９８-３２２１・北海道天塩郡幌延町栄町・さかえまち

　　０９８-３２２８・北海道天塩郡幌延町下沼・しもぬま

　　０９８-２９４３・北海道天塩郡幌延町問寒別・といかんべつ

　　０９８-２９４２・北海道天塩郡幌延町中問寒・なかといかん

　　０９８-３２２７・北海道天塩郡幌延町浜里・はまさと

　　０９８-３２２２・北海道天塩郡幌延町東町・ひがしまち

　　０９８-３２２４・北海道天塩郡幌延町北進・ほくしん

　　０９８-３２２３・北海道天塩郡幌延町幌延・ほろのべ

　　０９８-３２０７・北海道天塩郡幌延町宮園町・みやぞのまち

　　０９８-３２１７・北海道天塩郡幌延町元町・もとまち

　　０９８-３２５１・北海道天塩郡幌延町雄興・ゆうこう

　　０９８-３２１１・北海道天塩郡幌延町一条南・１じようみなみ

　　０９８-３２０１・北海道天塩郡幌延町一条北・１じようきた

　　０９８-３２１２・北海道天塩郡幌延町二条南・２じようみなみ

　　０９８-３２０２・北海道天塩郡幌延町二条北・２じようきた

　　０９８-３２１３・北海道天塩郡幌延町三条南・３じようみなみ

　　０９８-３２０３・北海道天塩郡幌延町三条北・３じようきた

　　０９８-３２１４・北海道天塩郡幌延町四条南・４じようみなみ

　　０９８-３２０４・北海道天塩郡幌延町四条北・４じようきた

　　０９８-３２１５・北海道天塩郡幌延町五条南・５じようみなみ

　　０９８-３２０５・北海道天塩郡幌延町五条北・５じようきた

　　０９８-３２１６・北海道天塩郡幌延町六条南・６じようみなみ



　　０９８-３２０６・北海道天塩郡幌延町六条北・６じようきた

　　０９２-００００・北海道網走郡美幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９２-００６４・北海道網走郡美幌町青葉・あおはﾞ

　　０９２-００６５・北海道網走郡美幌町青山南・あおやまみなみ

　　０９２-００６６・北海道網走郡美幌町青山北・あおやまきた

　　０９２-０００６・北海道網走郡美幌町昭野・あきの

　　０９２-００２７・北海道網走郡美幌町稲美・いなみ

　　０９２-００３１・北海道網走郡美幌町大通南・おおどおりみなみ

　　０９２-００５０・北海道網走郡美幌町大通北・おおどおりきた

　　０９２-０１８１・北海道網走郡美幌町上町・かみまち

　　０９２-０１７５・北海道網走郡美幌町駒生（２６８)・こまおい

　　０９２-００２５・北海道網走郡美幌町駒生（その他）・こまおい(そのた)

　　０９２-００１２・北海道網走郡美幌町栄町・さかえまち

　　０９２-０１７４・北海道網走郡美幌町栄森・さかえもり

　　０９２-００１５・北海道網走郡美幌町新町・しんまち

　　０９２-０００１・北海道網走郡美幌町高野・たかの

　　０９２-００１８・北海道網走郡美幌町田中・たなか

　　０９２-０１８４・北海道網走郡美幌町登栄・といえ

　　０９２-０００７・北海道網走郡美幌町豊岡・とよおか

　　０９２-００２３・北海道網走郡美幌町豊富・とよとみ

　　０９２-０１８３・北海道網走郡美幌町豊幌・とよほろ

　　０９２-０００３・北海道網走郡美幌町鳥里・とりさと

　　０９２-０００４・北海道網走郡美幌町仲町・なかまち

　　０９２-００３２・北海道網走郡美幌町西一条南・にし１じようみなみ

　　０９２-００６１・北海道網走郡美幌町西一条北・にし１じようきた

　　０９２-００３３・北海道網走郡美幌町西二条南・にし２じようみなみ

　　０９２-００６２・北海道網走郡美幌町西二条北・にし２じようきた

　　０９２-０１７６・北海道網走郡美幌町野崎（１０３)・のざき

　　０９２-０１７６・北海道網走郡美幌町野崎（１２２)・のざき

　　０９２-０００５・北海道網走郡美幌町野崎（その他）・のざき(そのた)

　　０９２-００１１・北海道網走郡美幌町東町・ひがしまち

　　０９２-００４１・北海道網走郡美幌町東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０９２-００５１・北海道網走郡美幌町東一条北・ひがし１じようきた

　　０９２-００４２・北海道網走郡美幌町東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０９２-００５２・北海道網走郡美幌町東二条北・ひがし２じようきた

　　０９２-００４３・北海道網走郡美幌町東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０９２-００５３・北海道網走郡美幌町東三条北・ひがし３じようきた

　　０９２-００４４・北海道網走郡美幌町東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０９２-００２１・北海道網走郡美幌町日並・ひなみ

　　０９２-００６９・北海道網走郡美幌町日の出・ひので

　　０９２-０１７３・北海道網走郡美幌町美和・びわ

　　０９２-００２４・北海道網走郡美幌町福住・ふくずみ

　　０９２-００２２・北海道網走郡美幌町古梅・ふるうめ

　　０９２-００１７・北海道網走郡美幌町報徳・ほうとく

　　０９２-００１４・北海道網走郡美幌町美里・みさと

　　０９２-００１６・北海道網走郡美幌町瑞治・みずはる

　　０９２-００６７・北海道網走郡美幌町三橋南・みつはしみなみ

　　０９２-００６８・北海道網走郡美幌町三橋町・みつはしちよう

　　０９２-０１７１・北海道網走郡美幌町美富（１２７～１５１)・みとみ

　　０９２-０１７１・北海道網走郡美幌町美富（１８３～５７９)・みとみ

　　０９２-００３０・北海道網走郡美幌町美富（その他）・みとみ(そのた)

　　０９２-０００２・北海道網走郡美幌町美禽・みどり

　　０９２-００２６・北海道網走郡美幌町都橋・みやこはﾞじ

　　０９２-００１３・北海道網走郡美幌町美芳・みよじ

　　０９２-００６３・北海道網走郡美幌町元町・もとまち

　　０９２-０２００・北海道網走郡津別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９２-０３６１・北海道網走郡津別町相生・あいおい

　　０９２-０２３４・北海道網走郡津別町旭町・あさひまち

　　０９２-０２０５・北海道網走郡津別町岩富・いわとみ

　　０９２-０２３１・北海道網走郡津別町大通・おおどおり

　　０９２-０３５５・北海道網走郡津別町恩根・おんね

　　０９２-０２３３・北海道網走郡津別町柏町・かしわまち

　　０９２-０２０６・北海道網走郡津別町活汲・かつくみ

　　０９２-０２２２・北海道網走郡津別町上里・かみさと

　　０９２-０３５２・北海道網走郡津別町木樋・きとい

　　０９２-０２２５・北海道網走郡津別町共和・きようわ

　　０９２-０２３５・北海道網走郡津別町幸町・さいわいまち

　　０９２-０３５６・北海道網走郡津別町栄・さかえ

　　０９２-０２３２・北海道網走郡津別町新町・しんまち

　　０９２-０３５７・北海道網走郡津別町大昭・たいしよう



　　０９２-０２２１・北海道網走郡津別町高台・たかだい

　　０９２-０２０３・北海道網走郡津別町達美・たつみ

　　０９２-０２２４・北海道網走郡津別町豊永・とよなが

　　０９２-０２１４・北海道網走郡津別町西二条・にし２じよう

　　０９２-０２１１・北海道網走郡津別町西三条・にし３じよう

　　０９２-０２１３・北海道網走郡津別町西四条・にし４じよう

　　０９２-０３６２・北海道網走郡津別町布川・ぬのかわ

　　０９２-０３５８・北海道網走郡津別町沼沢・ぬまさわ

　　０９２-０２０７・北海道網走郡津別町東岡・ひがしおか

　　０９２-０２１６・北海道網走郡津別町東二条・ひがし２じよう

　　０９２-０２１７・北海道網走郡津別町東三条・ひがし３じよう

　　０９２-０２１８・北海道網走郡津別町東四条・ひがし４じよう

　　０９２-０３５４・北海道網走郡津別町双葉・ふたはﾞ

　　０９２-０３５３・北海道網走郡津別町二又・ふたまた

　　０９２-０３５１・北海道網走郡津別町本岐・ほんき

　　０９２-０２３６・北海道網走郡津別町本町・ほんちよう

　　０９２-０２２３・北海道網走郡津別町美都・みと

　　０９２-０２１２・北海道網走郡津別町緑町・みどりまち

　　０９２-０２０１・北海道網走郡津別町最上・もがみ

　　０９２-０２１５・北海道網走郡津別町一条通・１じようどおり

　　０９９-４１００・北海道斜里郡斜里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-４１１７・北海道斜里郡斜里町青葉町・あおはﾞちよう

　　０９９-４１１４・北海道斜里郡斜里町朝日町・あさひまち

　　０９９-４１２７・北海道斜里郡斜里町以久科南・いくしなみなみ

　　０９９-４１２６・北海道斜里郡斜里町以久科北・いくしなきた

　　０９９-４３５６・北海道斜里郡斜里町岩尾別・いわおべつ

　　０９９-４３５１・北海道斜里郡斜里町ウトロ香川・うとろかがわ

　　０９９-４３５２・北海道斜里郡斜里町ウトロ高原・うとろこうげん

　　０９９-４３５３・北海道斜里郡斜里町ウトロ中島・うとろなかじま

　　０９９-４３５５・北海道斜里郡斜里町ウトロ東・うとろひがじ

　　０９９-４３５４・北海道斜里郡斜里町ウトロ西・うとろにじ

　　０９９-４１４３・北海道斜里郡斜里町川上・かわかみ

　　０９９-４１１５・北海道斜里郡斜里町光陽町・こうようちよう

　　０９９-４１３１・北海道斜里郡斜里町越川・こしかわ

　　０９９-４１２４・北海道斜里郡斜里町朱円・しゆえん

　　０９９-４１２３・北海道斜里郡斜里町朱円東・しゆえんひがじ

　　０９９-４１２５・北海道斜里郡斜里町朱円西・しゆえんにじ

　　０９９-４１１８・北海道斜里郡斜里町新光町・しんこうちよう

　　０９９-４１４４・北海道斜里郡斜里町大栄・たいえい

　　０９９-４１４１・北海道斜里郡斜里町豊倉・とよくら

　　０９９-４１３４・北海道斜里郡斜里町豊里・とよさと

　　０９９-４１４２・北海道斜里郡斜里町中斜里・なかしやり

　　０９９-４１４７・北海道斜里郡斜里町西町・にしまち

　　０９９-４１２１・北海道斜里郡斜里町日の出・ひので

　　０９９-４１３２・北海道斜里郡斜里町富士・ふじ

　　０９９-４１１６・北海道斜里郡斜里町文光町・ぶんこうちよう

　　０９９-４１１３・北海道斜里郡斜里町本町・ほんまち

　　０９９-４１１１・北海道斜里郡斜里町前浜町・まえはままち

　　０９９-４３５７・北海道斜里郡斜里町真鯉・まこい

　　０９９-４１４５・北海道斜里郡斜里町美咲・みさき

　　０９９-４１３３・北海道斜里郡斜里町三井・みつい

　　０９９-４１４６・北海道斜里郡斜里町港西町・みなとにしまち

　　０９９-４１１２・北海道斜里郡斜里町港町・みなとまち

　　０９９-４１２２・北海道斜里郡斜里町峰浜・みねはま

　　０９９-４１３５・北海道斜里郡斜里町来運・らいうん

　　０９９-４４００・北海道斜里郡清里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-４５２４・北海道斜里郡清里町青葉・あおはﾞ

　　０９９-４４０１・北海道斜里郡清里町上斜里・かみしやり

　　０９９-４５２２・北海道斜里郡清里町神威・かもい

　　０９９-４５２３・北海道斜里郡清里町川向・かわむかい

　　０９９-４５２６・北海道斜里郡清里町清泉・きよいずみ

　　０９９-４４０４・北海道斜里郡清里町江南・こうなん

　　０９９-４４０３・北海道斜里郡清里町向陽・こうよう

　　０９９-４５２１・北海道斜里郡清里町札弦町・さつつるまち

　　０９９-４４０２・北海道斜里郡清里町下江鳶・しもえとんび

　　０９９-４４０７・北海道斜里郡清里町新町・しんまち

　　０９９-４４０５・北海道斜里郡清里町羽衣町・はごろもまち

　　０９９-４４０６・北海道斜里郡清里町水元町・みずもとまち

　　０９９-４５２５・北海道斜里郡清里町緑町・みどりまち

　　０９９-３６００・北海道斜里郡小清水町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０９９-３６１６・北海道斜里郡小清水町旭・あさひ

　　０９９-３６０３・北海道斜里郡小清水町泉・いずみ

　　０９９-３６１３・北海道斜里郡小清水町神浦・かみうら

　　０９９-３６１１・北海道斜里郡小清水町上徳・かみとく

　　０９９-３６０１・北海道斜里郡小清水町萱野・かやの

　　０９９-３６１２・北海道斜里郡小清水町共和・きようわ

　　０９９-３４５１・北海道斜里郡小清水町倉栄・そうえい

　　０９９-３６１５・北海道斜里郡小清水町中里・なかさと

　　０９９-３４５２・北海道斜里郡小清水町浜小清水・はまこしみず

　　０９９-３６０２・北海道斜里郡小清水町東野・ひがしの

　　０９９-３４５３・北海道斜里郡小清水町北斗・ほくと

　　０９９-３６０４・北海道斜里郡小清水町水上・みずかみ

　　０９９-３６４２・北海道斜里郡小清水町南町・みなみまち

　　０９９-３６１４・北海道斜里郡小清水町美和・みわ

　　０９９-３６０５・北海道斜里郡小清水町もこと山・もことやま

　　０９９-３６４１・北海道斜里郡小清水町元町・もとまち

　　０９９-３４５４・北海道斜里郡小清水町止別・やんべつ

　　０９９-１４００・北海道常呂郡訓子府町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-１４３２・北海道常呂郡訓子府町旭町・あさひまち

　　０９９-１４１１・北海道常呂郡訓子府町大谷・おおたに

　　０９９-１４３６・北海道常呂郡訓子府町大町・おおまち

　　０９９-１４１４・北海道常呂郡訓子府町開盛・かいせい

　　０９９-１４０４・北海道常呂郡訓子府町柏丘・かしわおか

　　０９９-１４１３・北海道常呂郡訓子府町協成・きようせい

　　０９９-１４２６・北海道常呂郡訓子府町清住・きよずみ

　　０９９-１４２１・北海道常呂郡訓子府町駒里・こまさと

　　０９９-１４３４・北海道常呂郡訓子府町栄町・さかえまち

　　０９９-１４１７・北海道常呂郡訓子府町末広町・すえひろまち

　　０９９-１４０５・北海道常呂郡訓子府町高園・たかぞの

　　０９９-１４１６・北海道常呂郡訓子府町常盤・ときわ

　　０９９-１４２７・北海道常呂郡訓子府町豊坂・とよさか

　　０９９-１４３３・北海道常呂郡訓子府町仲町・なかまち

　　０９９-１４２３・北海道常呂郡訓子府町西幸町・にしさいわいまち

　　０９９-１４２４・北海道常呂郡訓子府町西富・にしとみ

　　０９９-１４０３・北海道常呂郡訓子府町東幸町・ひがしさいわいまち

　　０９９-１４３１・北海道常呂郡訓子府町東町・ひがしまち

　　０９９-１４０１・北海道常呂郡訓子府町日出・ひので

　　０９９-１４０７・北海道常呂郡訓子府町福野・ふくの

　　０９９-１４２２・北海道常呂郡訓子府町北栄・ほくえい

　　０９９-１４０２・北海道常呂郡訓子府町穂波・ほなみ

　　０９９-１４１８・北海道常呂郡訓子府町実郷・みさと

　　０９９-１４１５・北海道常呂郡訓子府町美園・みその

　　０９９-１４１２・北海道常呂郡訓子府町緑丘・みどりおか

　　０９９-１４３７・北海道常呂郡訓子府町元町・もとまち

　　０９９-１４０６・北海道常呂郡訓子府町弥生・やよい

　　０９９-１４３５・北海道常呂郡訓子府町若富町・わかとみまち

　　０９９-１４２５・北海道常呂郡訓子府町若葉町・わかはﾞまち

　　０９９-１１００・北海道常呂郡置戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-１３６４・北海道常呂郡置戸町秋田・あきた

　　０９９-１１１６・北海道常呂郡置戸町朝日・あさひ

　　０９９-１２５１・北海道常呂郡置戸町安住・あずみ

　　０９９-１１３７・北海道常呂郡置戸町大美・おおみ

　　０９９-１３６２・北海道常呂郡置戸町雄勝・おかち

　　０９９-１２５３・北海道常呂郡置戸町春日・かすが

　　０９９-１２５２・北海道常呂郡置戸町勝山・かつやま

　　０９９-１３６６・北海道常呂郡置戸町川南・かわみなみ

　　０９９-１１１４・北海道常呂郡置戸町協生・きようせい

　　０９９-１１３２・北海道常呂郡置戸町協和・きようわ

　　０９９-１１３３・北海道常呂郡置戸町更盛・こうせい

　　０９９-１１３５・北海道常呂郡置戸町国栄・こくえい

　　０９９-１３６１・北海道常呂郡置戸町境野・さかいの

　　０９９-１１０４・北海道常呂郡置戸町栄一・さかえいち

　　０９９-１１０３・北海道常呂郡置戸町栄二・さかえに

　　０９９-１３６３・北海道常呂郡置戸町幸岡・さちおか

　　０９９-１１３４・北海道常呂郡置戸町十全・じゆうぜん

　　０９９-１１１３・北海道常呂郡置戸町新光・しんこう

　　０９９-１１０６・北海道常呂郡置戸町新和・しんわ

　　０９９-１１０５・北海道常呂郡置戸町洗心・せんしん

　　０９９-１１２３・北海道常呂郡置戸町拓殖・たくしよく

　　０９９-１１２４・北海道常呂郡置戸町拓実・たくじつ



　　０９９-１１３１・北海道常呂郡置戸町中央・ちゆうおう

　　０９９-１２５４・北海道常呂郡置戸町常元・つねもと

　　０９９-１３６７・北海道常呂郡置戸町常盤・ときわ

　　０９９-１３６５・北海道常呂郡置戸町豊住・とよずみ

　　０９９-１１３８・北海道常呂郡置戸町中里・なかさと

　　０９９-１１３６・北海道常呂郡置戸町日進・につしん

　　０９９-１１２１・北海道常呂郡置戸町北農・ほくのう

　　０９９-１１０１・北海道常呂郡置戸町北光・ほつこう

　　０９９-１１０２・北海道常呂郡置戸町緑・みどり

　　０９９-１１１７・北海道常呂郡置戸町宮坂・みやさか

　　０９９-１１１５・北海道常呂郡置戸町宮下・みやした

　　０９９-１１２２・北海道常呂郡置戸町林友・りんゆう

　　０９９-１１１８・北海道常呂郡置戸町若木・わかぎ

　　０９９-１１１２・北海道常呂郡置戸町若松・わかまつ

　　０９３-０５００・北海道常呂郡佐呂間町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９１-０５５３・北海道常呂郡佐呂間町朝日・あさひ

　　０９３-０５０２・北海道常呂郡佐呂間町永代町・えいだいちよう

　　０９１-０５５７・北海道常呂郡佐呂間町川西・かわにじ

　　０９３-０５０５・北海道常呂郡佐呂間町北・きた

　　０９１-０４７３・北海道常呂郡佐呂間町共立・きようりつ

　　０９１-０５５６・北海道常呂郡佐呂間町啓生・けいせい

　　０９３-０５０３・北海道常呂郡佐呂間町幸町・さいわいちよう

　　０９１-０４７２・北海道常呂郡佐呂間町栄・さかえ

　　０９１-０４７１・北海道常呂郡佐呂間町大成・たいせい

　　０９３-０５０８・北海道常呂郡佐呂間町知来・ちらい

　　０９１-０５５８・北海道常呂郡佐呂間町栃木・とちぎ

　　０９３-０５０６・北海道常呂郡佐呂間町富武士・とつふﾟじ

　　０９１-０５５２・北海道常呂郡佐呂間町富丘・とみおか

　　０９１-０５５５・北海道常呂郡佐呂間町中園・なかぞの

　　０９３-０４２１・北海道常呂郡佐呂間町浪速・なにわ

　　０９３-０４２４・北海道常呂郡佐呂間町仁倉・にくら

　　０９３-０５０４・北海道常呂郡佐呂間町西富・にしとみ

　　０９３-０４２３・北海道常呂郡佐呂間町浜佐呂間・はまさろま

　　０９３-０５０７・北海道常呂郡佐呂間町東・ひがじ

　　０９１-０５５４・北海道常呂郡佐呂間町武士・ぶじ

　　０９３-０４２２・北海道常呂郡佐呂間町幌岩・ほろいわ

　　０９３-０５０１・北海道常呂郡佐呂間町宮前町・みやまえちよう

　　０９１-０５５１・北海道常呂郡佐呂間町若佐・わかさ

　　０９３-０５３２・北海道常呂郡佐呂間町若里・わかさと

　　０９９-０４００・北海道紋別郡遠軽町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-０７０１・北海道紋別郡遠軽町生田原・いくたはら

　　０９９-０６２３・北海道紋別郡遠軽町生田原旭野・いくたはらあさひの

　　０９９-０７０２・北海道紋別郡遠軽町生田原伊吹・いくたはらいぶき

　　０９９-０７０４・北海道紋別郡遠軽町生田原岩戸・いくたはらいわと

　　０９９-０７０５・北海道紋別郡遠軽町生田原清里・いくたはらきよさと

　　０９９-０６２４・北海道紋別郡遠軽町生田原豊原・いくたはらとよはら

　　０９９-０６２１・北海道紋別郡遠軽町生田原水穂・いくたはらみずほ

　　０９９-０７０３・北海道紋別郡遠軽町生田原八重・いくたはらやえ

　　０９９-０６２２・北海道紋別郡遠軽町生田原安国・いくたはらやすくに

　　０９９-０４１５・北海道紋別郡遠軽町岩見通南・いわみどおりみなみ

　　０９９-０４０５・北海道紋別郡遠軽町岩見通北・いわみどおりきた

　　０９９-０４１６・北海道紋別郡遠軽町大通南・おおどおりみなみ

　　０９９-０４０４・北海道紋別郡遠軽町大通北・おおどおりきた

　　０９９-０１２６・北海道紋別郡遠軽町奥白滝・おくしらたき

　　０９９-０４０１・北海道紋別郡遠軽町学田・がくでん

　　０９９-０３４７・北海道紋別郡遠軽町柏・かしわ

　　０９９-０１２７・北海道紋別郡遠軽町上白滝・かみしらたき

　　０９９-０１０２・北海道紋別郡遠軽町旧白滝・きゆうしらたき

　　０９９-０４２２・北海道紋別郡遠軽町清川・きよかわ

　　０９９-０４１３・北海道紋別郡遠軽町寿町・ことぶきちよう

　　０９９-０３４３・北海道紋別郡遠軽町栄野・さかえの

　　０９９-０１０１・北海道紋別郡遠軽町下白滝・しもしらたき

　　０９９-０４２６・北海道紋別郡遠軽町社名淵・しやなふち

　　０９９-０１１１・北海道紋別郡遠軽町白滝・しらたき

　　０９９-０１２３・北海道紋別郡遠軽町白滝上支湧別・しらたきかみしゆうべつ

　　０９９-０１２１・北海道紋別郡遠軽町白滝北支湧別・しらたききたしゆうべつ

　　０９９-０１２２・北海道紋別郡遠軽町白滝支湧別・しらたきしゆうべつ

　　０９９-０１２５・北海道紋別郡遠軽町白滝天狗平・しらたきてんぐだいら

　　０９９-０３４１・北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬東町・せとせひがしまち

　　０９９-０３４２・北海道紋別郡遠軽町瀬戸瀬西町・せとせにしまち



　　０９９-０４２５・北海道紋別郡遠軽町千代田・ちよだ

　　０９９-０４０８・北海道紋別郡遠軽町留岡・とめおか

　　０９９-０４１２・北海道紋別郡遠軽町豊里・とよさと

　　０９９-０４２８・北海道紋別郡遠軽町西町・にしまち

　　０９９-０３４４・北海道紋別郡遠軽町野上・のがみ

　　０９９-０１２４・北海道紋別郡遠軽町東白滝・ひがししらたき

　　０９９-０４１０・北海道紋別郡遠軽町東町・ひがしまち

　　０９９-０４２１・北海道紋別郡遠軽町福路・ふくろ

　　０９９-０２１１・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布金山・まるせつふﾟかなやま

　　０９９-０２１２・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布上丸・まるせつふﾟかみまる

　　０９９-０２１３・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布上武利・まるせつふﾟかみむりい

　　０９９-０２０１・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布新町・まるせつふﾟしんまち

　　０９９-０２１４・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布大平・まるせつふﾟたいへい

　　０９９-０２０２・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布天神町・まるせつふﾟてんじんまち

　　０９９-０２０３・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布中町・まるせつふﾟなかまち

　　０９９-０２０４・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布西町・まるせつふﾟにしまち

　　０９９-０２０５・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布東町・まるせつふﾟひがしまち

　　０９９-０２０６・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布水谷町・まるせつふﾟみずたにまち

　　０９９-０２１５・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布南丸・まるせつふﾟみなみまる

　　０９９-０２１６・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布武利・まるせつふﾟむりい

　　０９９-０２０７・北海道紋別郡遠軽町丸瀬布元町・まるせつふﾟもとまち

　　０９９-０４０７・北海道紋別郡遠軽町丸大・まるだい

　　０９９-０４１４・北海道紋別郡遠軽町南町・みなみまち

　　０９９-０４２７・北海道紋別郡遠軽町見晴・みはらじ

　　０９９-０４２４・北海道紋別郡遠軽町美山・みやま

　　０９９-０４０６・北海道紋別郡遠軽町宮前町・みやまえちよう

　　０９９-０４１１・北海道紋別郡遠軽町向遠軽・むかいえんがる

　　０９９-０３４５・北海道紋別郡遠軽町湯の里・ゆのさと

　　０９９-０３４６・北海道紋別郡遠軽町若咲内・わかさくない

　　０９９-０４２３・北海道紋別郡遠軽町若松・わかまつ

　　０９９-０４１７・北海道紋別郡遠軽町一条通南・１じようどおりみなみ

　　０９９-０４０３・北海道紋別郡遠軽町一条通北・１じようどおりきた

　　０９９-０４１８・北海道紋別郡遠軽町二条通南・２じようどおりみなみ

　　０９９-０４０２・北海道紋別郡遠軽町二条通北・２じようどおりきた

　　０９９-６４００・北海道紋別郡湧別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-６４０２・北海道紋別郡湧別町曙町・あけほﾞのまち

　　０９９-６３２１・北海道紋別郡湧別町旭・あさひ

　　０９９-６５０３・北海道紋別郡湧別町開盛・かいせい

　　０９３-０７３２・北海道紋別郡湧別町上芭露・かみはﾞろう

　　０９９-６５０４・北海道紋別郡湧別町上富美・かみふみ

　　０９９-６５０１・北海道紋別郡湧別町上湧別屯田市街地・かみゆうべつとんでんしがいち

　　０９９-６４１５・北海道紋別郡湧別町川西・かわにじ

　　０９９-６３２５・北海道紋別郡湧別町北兵村一区・きたへいそんいつく

　　０９９-６３２３・北海道紋別郡湧別町北兵村二区・きたへいそんにく

　　０９９-６３２２・北海道紋別郡湧別町北兵村三区・きたへいそんさんく

　　０９３-０６５１・北海道紋別郡湧別町計呂地・けろち

　　０９９-６４０４・北海道紋別郡湧別町栄町・さかえまち

　　０９９-６５０６・北海道紋別郡湧別町札富美・さつふみ

　　０９３-０６５２・北海道紋別郡湧別町志撫子・しぶじ

　　０９９-６２７１・北海道紋別郡湧別町信部内・しぶない

　　０９９-６４１２・北海道紋別郡湧別町登栄床・とえとこ

　　０９９-６３２６・北海道紋別郡湧別町中湧別北町・なかゆうべつきたまち

　　０９９-６３２９・北海道紋別郡湧別町中湧別中町・なかゆうべつなかまち

　　０９９-６３２７・北海道紋別郡湧別町中湧別東町・なかゆうべつひがしまち

　　０９９-６３２８・北海道紋別郡湧別町中湧別南町・なかゆうべつみなみまち

　　０９９-６４１４・北海道紋別郡湧別町錦町・にしきまち

　　０９３-０７３３・北海道紋別郡湧別町西芭露・にしはﾞろう

　　０９３-０７３１・北海道紋別郡湧別町芭露・はﾞろう

　　０９９-６４１１・北海道紋別郡湧別町東・ひがじ

　　０９３-０７３４・北海道紋別郡湧別町東芭露・ひがしはﾞろう

　　０９３-０７３５・北海道紋別郡湧別町福島（５３６)・ふくしま

　　０９９-６４１３・北海道紋別郡湧別町福島（その他）・ふくしま(そのた)

　　０９９-６５０５・北海道紋別郡湧別町富美・ふみ

　　０９９-６４０３・北海道紋別郡湧別町緑町・みどりまち

　　０９９-６４０１・北海道紋別郡湧別町港町・みなとまち

　　０９９-６５０９・北海道紋別郡湧別町南兵村一区・みなみへいそんいつく

　　０９９-６５０８・北海道紋別郡湧別町南兵村二区・みなみへいそんにく

　　０９９-６５０７・北海道紋別郡湧別町南兵村三区・みなみへいそんさんく

　　０９９-６２７２・北海道紋別郡湧別町緑蔭・りよくいん

　　０９９-５６００・北海道紋別郡滝上町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０９９-５６０１・北海道紋別郡滝上町あけぼの町・あけほﾞのまち

　　０９９-５６０２・北海道紋別郡滝上町旭町・あさひまち

　　０９９-５５４４・北海道紋別郡滝上町雄鎮内・おちんない

　　０９９-５６０６・北海道紋別郡滝上町幸町・さいわいまち

　　０９９-５６０５・北海道紋別郡滝上町栄町・さかえまち

　　０９９-５６１４・北海道紋別郡滝上町札久留・さつくる

　　０９９-５６１２・北海道紋別郡滝上町白鳥・しらとり

　　０９９-５５４３・北海道紋別郡滝上町新町・しんまち

　　０９９-５６１１・北海道紋別郡滝上町第１区・だい１く

　　０９９-５６１２・北海道紋別郡滝上町第２区・だい２く

　　０９９-５６１３・北海道紋別郡滝上町第３区・だい３く

　　０９９-５６１３・北海道紋別郡滝上町第４区・だい４く

　　０９９-５６１３・北海道紋別郡滝上町第５区・だい５く

　　０９９-５５５１・北海道紋別郡滝上町大正・たいしよう

　　０９９-５５５２・北海道紋別郡滝上町滝下・たきした

　　０９９-５６０３・北海道紋別郡滝上町滝美町・たきみまち

　　０９９-５６１３・北海道紋別郡滝上町滝西・たきにじ

　　０９９-５５４１・北海道紋別郡滝上町濁川中央・にごりかわちゆうおう

　　０９９-５５４２・北海道紋別郡滝上町濁川みどり町・にごりかわみどりまち

　　０９９-５６０４・北海道紋別郡滝上町元町・もとまち

　　０９９-５５５３・北海道紋別郡滝上町雄柏・ゆうはく

　　０９８-１６００・北海道紋別郡興部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-１６２１・北海道紋別郡興部町秋里・あきさと

　　０９８-１６２４・北海道紋別郡興部町宇津・うつ

　　０９８-１６０７・北海道紋別郡興部町興部（旭町）・おこつへﾟ(あさひまち)

　　０９８-１６０４・北海道紋別郡興部町興部（春日町）・おこつへﾟ(かすがちよう)

　　０９８-１６１４・北海道紋別郡興部町興部（幸町）・おこつへﾟ(さいわいちよう)

　　０９８-１６０６・北海道紋別郡興部町興部（栄町）・おこつへﾟ(さかえまち)

　　０９８-１６１２・北海道紋別郡興部町興部（新泉町）・おこつへﾟ(しんいずみまち)

　　０９８-１６１３・北海道紋別郡興部町興部（新町）・おこつへﾟ(しんまち)

　　０９８-１６１５・北海道紋別郡興部町興部（仲町）・おこつへﾟ(なかまち)

　　０９８-１６０２・北海道紋別郡興部町興部（浜町）・おこつへﾟ(はまちよう)

　　０９８-１６０３・北海道紋別郡興部町興部（東町）・おこつへﾟ(ひがしまち)

　　０９８-１６１６・北海道紋別郡興部町興部（本町）・おこつへﾟ(ほんちよう)

　　０９８-１６０５・北海道紋別郡興部町興部（緑ケ丘）・おこつへﾟ(みどりがおか)

　　０９８-１６２３・北海道紋別郡興部町興部（宮下町）・おこつへﾟ(みやしたちよう)

　　０９８-１６０１・北海道紋別郡興部町興部（元町）・おこつへﾟ(もとまち)

　　０９８-１６１１・北海道紋別郡興部町興部（泉町）・おこつへﾟ(いずみまち)

　　０９８-１９４１・北海道紋別郡興部町沙留・さるる

　　０９８-１９４３・北海道紋別郡興部町住吉・すみよじ

　　０９８-１９４２・北海道紋別郡興部町富丘・とみおか

　　０９８-１９４４・北海道紋別郡興部町豊野・とよの

　　０９８-１６２２・北海道紋別郡興部町北興・ほつこう

　　０９８-１５００・北海道紋別郡西興部村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-１４２４・北海道紋別郡西興部村奥興部・ おくおこつへﾟ

　　０９８-１５０４・北海道紋別郡西興部村忍路子・ おしよろつこ

　　０９８-１４２１・北海道紋別郡西興部村上興部・ かみおこつへﾟ

　　０９８-１５０５・北海道紋別郡西興部村上藻・ かみも

　　０９８-１４２３・北海道紋別郡西興部村札滑・ さつこつ

　　０９８-１４２２・北海道紋別郡西興部村東興・ とうこう

　　０９８-１５０３・北海道紋別郡西興部村中興部・ なかおこつへﾟ

　　０９８-１５０６・北海道紋別郡西興部村中藻・ なかも

　　０９８-１５０１・北海道紋別郡西興部村西興部・ にしおこつへﾟ

　　０９８-１５０２・北海道紋別郡西興部村六興・ ろつこう

　　０９８-１７００・北海道紋別郡雄武町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９８-１７０２・北海道紋別郡雄武町雄武・おうむ

　　０９８-１７０７・北海道紋別郡雄武町上雄武・かみおうむ

　　０９８-１７０４・北海道紋別郡雄武町上沢木・かみさわき

　　０９８-１７０８・北海道紋別郡雄武町上幌内・かみほろない

　　０９８-１７０１・北海道紋別郡雄武町北雄武・きたおうむ

　　０９８-１８２１・北海道紋別郡雄武町北幌内・きたほろない

　　０９８-１７０３・北海道紋別郡雄武町沢木・さわき

　　０９８-１７０６・北海道紋別郡雄武町中雄武・なかおうむ

　　０９８-１８２１・北海道紋別郡雄武町中幌内・なかほろない

　　０９８-１８２１・北海道紋別郡雄武町幌内・ほろない

　　０９８-１７０５・北海道紋別郡雄武町南雄武・みなみおうむ

　　０９９-２３００・北海道網走郡大空町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０９９-３２２２・北海道網走郡大空町東藻琴新富・ひがしもことしんとみ

　　０９９-３２３２・北海道網走郡大空町東藻琴末広・ひがしもことすえひろ

　　０９９-３２２１・北海道網走郡大空町東藻琴大進・ひがしもことたいしん



　　０９９-３２３１・北海道網走郡大空町東藻琴千草・ひがしもことちくさ

　　０９９-３２０２・北海道網走郡大空町東藻琴西倉・ひがしもことにしくら

　　０９９-３２３４・北海道網走郡大空町東藻琴福富・ひがしもことふくとみ

　　０９９-３２２４・北海道網走郡大空町東藻琴明生・ひがしもことめいせい

　　０９９-３２４３・北海道網走郡大空町東藻琴山園・ひがしもことやまぞの

　　０９９-３２２５・北海道網走郡大空町東藻琴（旭台）・ひがしもこと(あさひだい)

　　０９９-３２３３・北海道網走郡大空町東藻琴（上東）・ひがしもこと(かみひがし)

　　０９９-３２１１・北海道網走郡大空町東藻琴（北１区）・ひがしもこと(きた１く)

　　０９９-３２１２・北海道網走郡大空町東藻琴（北２区）・ひがしもこと(きた２く)

　　０９９-３２１３・北海道網走郡大空町東藻琴（中央区）・ひがしもこと(ちゆうおうく)

　　０９９-３２０１・北海道網走郡大空町東藻琴（西区）・ひがしもこと(にしく)

　　０９９-３２２３・北海道網走郡大空町東藻琴（東区）・ひがしもこと(ひがしく)

　　０９９-３２１４・北海道網走郡大空町東藻琴（南区）・ひがしもこと(みなみく)

　　０９９-３２４４・北海道網走郡大空町東藻琴（その他）・ひがしもこと(そのた)

　　０９９-２３６２・北海道網走郡大空町女満別朝日・めまんべつあさひ

　　０９９-２３８２・北海道網走郡大空町女満別開陽・めまんべつかいよう

　　０９９-２３０４・北海道網走郡大空町女満別公園・めまんべつこうえん

　　０９９-２３５１・北海道網走郡大空町女満別公園通・めまんべつこうえんどおり

　　０９９-２３６１・北海道網走郡大空町女満別湖南・めまんべつこなん

　　０９９-２３０６・北海道網走郡大空町女満別湖畔・めまんべつこはん

　　０９９-２３５６・北海道網走郡大空町女満別昭和・めまんべつしようわ

　　０９９-２３０２・北海道網走郡大空町女満別住吉・めまんべつすみよじ

　　０９９-２３８１・北海道網走郡大空町女満別大成・めまんべつたいせい

　　０９９-２３７２・北海道網走郡大空町女満別大東・めまんべつだいとう

　　０９９-２３７１・北海道網走郡大空町女満別中央・めまんべつちゆうおう

　　０９９-２３５４・北海道網走郡大空町女満別眺湖台・めまんべつちようこだい

　　０９９-２３０５・北海道網走郡大空町女満別東陽・めまんべつとうよう

　　０９９-２３７３・北海道網走郡大空町女満別巴沢・めまんべつともえざわ

　　０９９-２３０３・北海道網走郡大空町女満別豊里・めまんべつとよさと

　　０９９-２３２１・北海道網走郡大空町女満別西一条・めまんべつにし１じよう

　　０９９-２３２２・北海道網走郡大空町女満別西二条・めまんべつにし２じよう

　　０９９-２３２３・北海道網走郡大空町女満別西三条・めまんべつにし３じよう

　　０９９-２３２４・北海道網走郡大空町女満別西四条・めまんべつにし４じよう

　　０９９-２３２５・北海道網走郡大空町女満別西五条・めまんべつにし５じよう

　　０９９-２３２６・北海道網走郡大空町女満別西六条・めまんべつにし６じよう

　　０９９-２３２７・北海道網走郡大空町女満別西七条・めまんべつにし７じよう

　　０９９-２３８３・北海道網走郡大空町女満別日進・めまんべつにつしん

　　０９９-２３１１・北海道網走郡大空町女満別東一条・めまんべつひがし１じよう

　　０９９-２３１２・北海道網走郡大空町女満別東二条・めまんべつひがし２じよう

　　０９９-２３０１・北海道網走郡大空町女満別本郷・めまんべつほんごう

　　０９９-２３１０・北海道網走郡大空町女満別本通・めまんべつほんどおり

　　０９９-２３５５・北海道網走郡大空町女満別夕陽台・めまんべつゆうひだい

　　０４９-５４００・北海道虻田郡豊浦町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-５４１２・北海道虻田郡豊浦町旭町・あさひちよう

　　０４９-５３３２・北海道虻田郡豊浦町大岸・おおきじ

　　０４９-５４１３・北海道虻田郡豊浦町海岸町・かいがんちよう

　　０４９-５４０７・北海道虻田郡豊浦町上泉・かみいずみ

　　０４９-５４１４・北海道虻田郡豊浦町幸町・さいわいちよう

　　０４９-５４０４・北海道虻田郡豊浦町桜・さくら

　　０４９-５４１１・北海道虻田郡豊浦町東雲町・しののめちよう

　　０４９-５４０８・北海道虻田郡豊浦町新富・しんとみ

　　０４９-５４０６・北海道虻田郡豊浦町新山梨・しんやまなじ

　　０４９-５４０５・北海道虻田郡豊浦町高岡・たかおか

　　０４９-５３３１・北海道虻田郡豊浦町豊泉・とよいずみ

　　０４９-５４１５・北海道虻田郡豊浦町浜町・はまちよう

　　０４９-５４１６・北海道虻田郡豊浦町船見町・ふなみちよう

　　０４９-５４０３・北海道虻田郡豊浦町美和・みわ

　　０４９-５４０２・北海道虻田郡豊浦町大和・やまと

　　０４９-５４０１・北海道虻田郡豊浦町山梨・やまなじ

　　０４９-５３３３・北海道虻田郡豊浦町礼文華・れぶんげ

　　０５２-０１００・北海道有珠郡壮瞥町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５２-０１１１・北海道有珠郡壮瞥町上久保内・かみくほﾞない

　　０５２-０１１２・北海道有珠郡壮瞥町久保内・くほﾞない

　　０５２-０１１４・北海道有珠郡壮瞥町幸内・こうない

　　０５２-０１０２・北海道有珠郡壮瞥町昭和新山・しようわしんざん

　　０５２-０１０３・北海道有珠郡壮瞥町壮瞥温泉・そうべつおんせん

　　０５２-０１０１・北海道有珠郡壮瞥町滝之町・たきのまち

　　０５２-０１０６・北海道有珠郡壮瞥町立香・たつか

　　０４９-５７３１・北海道有珠郡壮瞥町洞爺湖温泉（１～７)・とうやこおんせん

　　０５２-０１０７・北海道有珠郡壮瞥町洞爺湖温泉（その他）・とうやこおんせん(そのた)



　　０５２-０１０５・北海道有珠郡壮瞥町仲洞爺・なかとうや

　　０５２-０１１３・北海道有珠郡壮瞥町蟠渓・はﾞんけい

　　０５２-０１０４・北海道有珠郡壮瞥町東湖畔・ひがしこはん

　　０５２-０１１５・北海道有珠郡壮瞥町弁景・べんけい

　　０５２-０１１６・北海道有珠郡壮瞥町南久保内・みなみくほﾞない

　　０５９-０９００・北海道白老郡白老町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-０９２１・北海道白老郡白老町石山・いしやま

　　０５９-０９０５・北海道白老郡白老町大町・おおまち

　　０５９-０９１５・北海道白老郡白老町川沿・かわぞえ

　　０５９-０９２３・北海道白老郡白老町北吉原・きたよしはら

　　０５９-０６４１・北海道白老郡白老町虎杖浜・こじようはま

　　０５９-０９１４・北海道白老郡白老町栄町・さかえまち

　　０５９-０９０１・北海道白老郡白老町社台・しやだい

　　０５９-０９１２・北海道白老郡白老町陣屋町・じんやまち

　　０５９-０９０７・北海道白老郡白老町末広町・すえひろちよう

　　０５９-０９１６・北海道白老郡白老町高砂町・たかさごちよう

　　０５９-０６４２・北海道白老郡白老町竹浦・たけうら

　　０５９-０９２２・北海道白老郡白老町萩野・はぎの

　　０５９-０９０４・北海道白老郡白老町東町・ひがしまち

　　０５９-０９０３・北海道白老郡白老町日の出町・ひのでちよう

　　０５９-０９０６・北海道白老郡白老町本町・ほんちよう

　　０５９-０９０８・北海道白老郡白老町緑丘・みどりがおか

　　０５９-０９１３・北海道白老郡白老町緑町・みどりまち

　　０５９-０９１１・北海道白老郡白老町森野・もりの

　　０５９-０９０２・北海道白老郡白老町若草町・わかくさちよう

　　０５９-１６００・北海道勇払郡厚真町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-１６０６・北海道勇払郡厚真町朝日・あさひ

　　０５９-１７４６・北海道勇払郡厚真町上野・うえの

　　０５９-１６２２・北海道勇払郡厚真町宇隆・うりゆう

　　０５９-１６０２・北海道勇払郡厚真町表町・おもてまち

　　０５９-１７４１・北海道勇払郡厚真町上厚真・かみあつま

　　０５９-１７５２・北海道勇払郡厚真町軽舞・かるまい

　　０５９-１７４４・北海道勇払郡厚真町共栄・きようえい

　　０５９-１６０１・北海道勇払郡厚真町京町・きようまち

　　０５９-１７４３・北海道勇払郡厚真町共和・きようわ

　　０５９-１７４９・北海道勇払郡厚真町清住・きよずみ

　　０５９-１７５１・北海道勇払郡厚真町鯉沼・こいぬま

　　０５９-１７４８・北海道勇払郡厚真町厚和・こうわ

　　０５９-１６１２・北海道勇払郡厚真町桜丘・さくらおか

　　０５９-１７５４・北海道勇払郡厚真町鹿沼・しかぬま

　　０５９-１６２３・北海道勇払郡厚真町新町・しんまち

　　０５９-１６１５・北海道勇払郡厚真町高丘・たかおか

　　０５９-１６２１・北海道勇払郡厚真町東和・とうわ

　　０５９-１６１４・北海道勇払郡厚真町富里・とみさと

　　０５９-１７４７・北海道勇払郡厚真町富野・とみの

　　０５９-１７５３・北海道勇払郡厚真町豊丘・とよおか

　　０５９-１７４５・北海道勇払郡厚真町豊川・とよかわ

　　０５９-１６２４・北海道勇払郡厚真町豊沢・とよさわ

　　０５９-１６０４・北海道勇払郡厚真町錦町・にしきまち

　　０５９-１７４２・北海道勇払郡厚真町浜厚真・はまあつま

　　０５９-１６１１・北海道勇払郡厚真町幌里・ほろさと

　　０５９-１６１６・北海道勇払郡厚真町幌内・ほろない

　　０５９-１６０５・北海道勇払郡厚真町本郷・ほんごう

　　０５９-１６０３・北海道勇払郡厚真町本町・ほんちよう

　　０５９-１６２５・北海道勇払郡厚真町美里・みさと

　　０５９-１６１３・北海道勇払郡厚真町吉野・よしの

　　０４９-５６００・北海道虻田郡洞爺湖町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０４９-５６０１・北海道虻田郡洞爺湖町青葉町・あおはﾞちよう

　　０４９-５８０１・北海道虻田郡洞爺湖町旭浦・あさひうら

　　０４９-５６１１・北海道虻田郡洞爺湖町旭町・あさひちよう

　　０４９-５６０２・北海道虻田郡洞爺湖町泉・いずみ

　　０４９-５６０３・北海道虻田郡洞爺湖町入江・いりえ

　　０４９-５８１１・北海道虻田郡洞爺湖町岩屋・いわや

　　０４９-５６１２・北海道虻田郡洞爺湖町大磯町・おおいそちよう

　　０４９-５８２１・北海道虻田郡洞爺湖町大原・おおはら

　　０４９-５８３１・北海道虻田郡洞爺湖町香川・かがわ

　　０４９-５８１２・北海道虻田郡洞爺湖町川東・かわひがじ

　　０４９-５６０４・北海道虻田郡洞爺湖町栄町・さかえちよう

　　０４９-５７２２・北海道虻田郡洞爺湖町清水（３３６)・しみず(３３６)

　　０４９-５６１３・北海道虻田郡洞爺湖町清水（その他）・しみず(そのた)



　　０４９-５６０５・北海道虻田郡洞爺湖町高砂町・たかさごちよう

　　０４９-５８１３・北海道虻田郡洞爺湖町財田・たからだ

　　０４９-５７２３・北海道虻田郡洞爺湖町月浦・つきうら

　　０４９-５７２１・北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉・とうやこおんせん

　　０４９-５８０２・北海道虻田郡洞爺湖町洞爺町・とうやまち

　　０４９-５８２２・北海道虻田郡洞爺湖町富丘・とみおか

　　０４９-５８３２・北海道虻田郡洞爺湖町成香・なるか

　　０４９-５７２４・北海道虻田郡洞爺湖町花和・はなわ

　　０４９-５６１４・北海道虻田郡洞爺湖町浜町・はまちよう

　　０４９-５８１４・北海道虻田郡洞爺湖町早月・はやつき

　　０４９-５８３３・北海道虻田郡洞爺湖町伏見・ふしみ

　　０４９-５６１５・北海道虻田郡洞爺湖町本町・ほんちよう

　　０４９-５６１６・北海道虻田郡洞爺湖町三豊・みとよ

　　０５９-１５００・北海道勇払郡安平町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-１５１１・北海道勇払郡安平町安平・あびら

　　０５９-１９４１・北海道勇払郡安平町追分青葉・おいわけあおはﾞ

　　０５９-１９８３・北海道勇払郡安平町追分旭・おいわけあさひ

　　０５９-１９２１・北海道勇払郡安平町追分柏が丘・おいわけかしわがおか

　　０５９-１９８５・北海道勇払郡安平町追分春日・おいわけかすが

　　０５９-１９８４・北海道勇払郡安平町追分向陽・おいわけこうよう

　　０５９-１９４２・北海道勇払郡安平町追分白樺・おいわけしらかはﾞ

　　０５９-１９３１・北海道勇払郡安平町追分中央・おいわけちゆうおう

　　０５９-１９６１・北海道勇払郡安平町追分花園・おいわけはなぞの

　　０５９-１９８７・北海道勇払郡安平町追分豊栄・おいわけほうえい

　　０５９-１９１１・北海道勇払郡安平町追分本町・おいわけほんちよう

　　０５９-１９８２・北海道勇払郡安平町追分美園・おいわけみその

　　０５９-１９７１・北海道勇払郡安平町追分緑が丘・おいわけみどりがおか

　　０５９-１９８６・北海道勇払郡安平町追分弥生・おいわけやよい

　　０５９-１９５１・北海道勇払郡安平町追分若草・おいわけわかくさ

　　０５９-１４３３・北海道勇払郡安平町遠浅・とあさ

　　０５９-１５０１・北海道勇払郡安平町早来大町・はやきたおおまち

　　０５９-１５０６・北海道勇払郡安平町早来北町・はやきたきたまち

　　０５９-１４３２・北海道勇払郡安平町早来源武・はやきたげんぶ

　　０５９-１５０５・北海道勇払郡安平町早来栄町・はやきたさかえまち

　　０５９-１４３１・北海道勇払郡安平町早来新栄・はやきたしんえい

　　０５９-１４３４・北海道勇払郡安平町早来富岡・はやきたとみおか

　　０５９-１５０２・北海道勇払郡安平町早来北進・はやきたほくしん

　　０５９-１５１２・北海道勇払郡安平町早来瑞穂・はやきたみずほ

　　０５９-１５１３・北海道勇払郡安平町早来緑丘・はやきたみどりおか

　　０５９-１５０４・北海道勇払郡安平町早来守田・はやきたもりた

　　０５９-１５０３・北海道勇払郡安平町東早来・ひがしはやきた

　　０５４-００００・北海道勇払郡むかわ町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５４-００３１・北海道勇払郡むかわ町青葉・あおはﾞ

　　０５４-０００１・北海道勇払郡むかわ町旭岡・あさひおか

　　０５４-００１１・北海道勇払郡むかわ町有明・ありあけ

　　０５４-００１２・北海道勇払郡むかわ町生田・いくた

　　０５４-００２１・北海道勇払郡むかわ町大原・おおはら

　　０５４-０００２・北海道勇払郡むかわ町春日・かすが

　　０５４-００６３・北海道勇払郡むかわ町駒場・こまはﾞ

　　０５４-００１５・北海道勇払郡むかわ町汐見・しおみ

　　０５４-００２３・北海道勇払郡むかわ町末広・すえひろ

　　０５４-００５２・北海道勇払郡むかわ町大成・たいせい

　　０５４-０００４・北海道勇払郡むかわ町田浦・たうら

　　０５４-０００３・北海道勇払郡むかわ町豊城・とよしろ

　　０５４-０００５・北海道勇払郡むかわ町二宮・にのみや

　　０５４-００１３・北海道勇払郡むかわ町花岡・はなおか

　　０５４-００２２・北海道勇払郡むかわ町花園・はなぞの

　　０５４-００６４・北海道勇払郡むかわ町晴海・はるみ

　　０５４-００３２・北海道勇払郡むかわ町福住・ふくずみ

　　０５４-００５１・北海道勇払郡むかわ町文京・ぶんきよう

　　０５４-０２１１・北海道勇払郡むかわ町穂別・ほべつ

　　０５４-０３６２・北海道勇払郡むかわ町穂別安住・ほべつあずみ

　　０５４-０１４３・北海道勇払郡むかわ町穂別和泉・ほべついずみ

　　０５４-０２０１・北海道勇払郡むかわ町穂別稲里・ほべついなさと

　　０５４-０２０２・北海道勇払郡むかわ町穂別長和・ほべつおさわ

　　０５４-０１４１・北海道勇払郡むかわ町穂別栄・ほべつさかえ

　　０５４-０３６４・北海道勇払郡むかわ町穂別富内・ほべつとみうち

　　０５４-０２０３・北海道勇払郡むかわ町穂別豊田（新興）・ほべつとよた(しんこう)

　　０５４-０１４４・北海道勇払郡むかわ町穂別豊田（その他）・ほべつとよた(そのた)

　　０５４-０１４２・北海道勇払郡むかわ町穂別仁和・ほべつにわ



　　０５４-０２０４・北海道勇払郡むかわ町穂別平丘（川向）・ほべつひらおか(かわむかい)

　　０５４-０３６３・北海道勇払郡むかわ町穂別平丘（その他）・ほべつひらおか(そのた)

　　０５４-０３６１・北海道勇払郡むかわ町穂別福山・ほべつふくやま

　　０５４-００４１・北海道勇払郡むかわ町松風・まつかぜ

　　０５４-００１６・北海道勇払郡むかわ町宮戸・みやと

　　０５４-００４２・北海道勇払郡むかわ町美幸・みゆき

　　０５４-００６１・北海道勇払郡むかわ町洋光・ようこう

　　０５４-００１４・北海道勇払郡むかわ町米原・よねはら

　　０５４-００６２・北海道勇払郡むかわ町若草・わかくさ

　　０５５-００００・北海道沙流郡日高町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-２１２７・北海道沙流郡日高町旭町・あさひちよう

　　０５９-２２４３・北海道沙流郡日高町厚賀町・あつがちよう

　　０５９-２１２３・北海道沙流郡日高町幾千世・いくちせ

　　０５９-２２４４・北海道沙流郡日高町賀張・かはﾞり

　　０５９-２２４５・北海道沙流郡日高町清畠・きよはた

　　０５９-２１２４・北海道沙流郡日高町庫富・くらとみ

　　０５５-２３０３・北海道沙流郡日高町栄町東・さかえまちひがじ

　　０５５-２３０４・北海道沙流郡日高町栄町西・さかえまちにじ

　　０５９-２３３１・北海道沙流郡日高町正和・しようわ

　　０５５-２３０５・北海道沙流郡日高町新町・しんまち

　　０５５-２３１４・北海道沙流郡日高町千栄・ちさか

　　０５５-２３１５・北海道沙流郡日高町富岡・とみおか

　　０５５-０００１・北海道沙流郡日高町富川北・とみかわきた

　　０５５-０００８・北海道沙流郡日高町富川駒丘・とみかわこまおか

　　０５５-０００７・北海道沙流郡日高町富川西・とみかわにじ

　　０５５-０００４・北海道沙流郡日高町富川東・とみかわひがじ

　　０５５-０００６・北海道沙流郡日高町富川南・とみかわみなみ

　　０５５-０００５・北海道沙流郡日高町富浜・とみはま

　　０５９-２１２６・北海道沙流郡日高町豊郷・とよさと

　　０５９-２２４１・北海道沙流郡日高町豊田・とよた

　　０５５-２３１１・北海道沙流郡日高町日高（１区）・ひだか

　　０５５-２３１２・北海道沙流郡日高町日高（２区）・ひだか

　　０５５-２３１３・北海道沙流郡日高町日高（３区）・ひだか

　　０５５-０００２・北海道沙流郡日高町平賀・びらが

　　０５９-２１２５・北海道沙流郡日高町広富・ひろとみ

　　０５５-０００３・北海道沙流郡日高町福満・ふくみつ

　　０５５-２３０１・北海道沙流郡日高町本町東・ほんちようひがじ

　　０５５-２３０２・北海道沙流郡日高町本町西・ほんちようにじ

　　０５５-２３０７・北海道沙流郡日高町松風町・まつかぜちよう

　　０５５-２３１６・北海道沙流郡日高町三岩・みついわ

　　０５９-２１２２・北海道沙流郡日高町緑町・みどりちよう

　　０５９-２２４２・北海道沙流郡日高町美原・みはら

　　０５５-２３０６・北海道沙流郡日高町宮下町・みやしたちよう

　　０５９-２３３２・北海道沙流郡日高町三和・みわ

　　０５９-２１２１・北海道沙流郡日高町門別本町・もんべつほんちよう

　　０５５-２３０８・北海道沙流郡日高町山手町・やまてちよう

　　０５５-２３０９・北海道沙流郡日高町若葉町・わかはﾞちよう

　　０５５-０１００・北海道沙流郡平取町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５５-０３２２・北海道沙流郡平取町旭・あさひ

　　０５５-０４１４・北海道沙流郡平取町岩知志・いわちじ

　　０５５-０３２５・北海道沙流郡平取町長知内・おさちない

　　０５５-０１０３・北海道沙流郡平取町川向・かわむかい

　　０５５-０１０２・北海道沙流郡平取町小平・こびら

　　０５５-０１０５・北海道沙流郡平取町去場・さるはﾞ

　　０５５-０１０４・北海道沙流郡平取町紫雲古津・しうんこつ

　　０５５-０４１５・北海道沙流郡平取町豊糠・とよぬか

　　０５５-０３２４・北海道沙流郡平取町荷負・におい

　　０５５-０４１３・北海道沙流郡平取町仁世宇・にせう

　　０５５-０１０６・北海道沙流郡平取町荷菜・にな

　　０５５-０１０１・北海道沙流郡平取町二風谷・にぶたに

　　０５５-０３２１・北海道沙流郡平取町貫気別・ぬきべつ

　　０５５-０４１１・北海道沙流郡平取町振内町・ふれないちよう

　　０５５-０４１２・北海道沙流郡平取町幌毛志・ほろけじ

　　０５５-０１０７・北海道沙流郡平取町本町・ほんちよう

　　０５５-０３２３・北海道沙流郡平取町芽生・めむ

　　０５９-２４００・北海道新冠郡新冠町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５９-２４１４・北海道新冠郡新冠町朝日・あさひ

　　０５９-２４０４・北海道新冠郡新冠町東町・あずまちよう

　　０５９-２４２３・北海道新冠郡新冠町泉・いずみ

　　０５９-２４２２・北海道新冠郡新冠町岩清水・いわしみず



　　０５９-２２５３・北海道新冠郡新冠町大狩部（４３６)・おおかりべ

　　０５９-２２５３・北海道新冠郡新冠町大狩部（５１６)・おおかりべ

　　０５９-２２５３・北海道新冠郡新冠町大狩部（５６７)・おおかりべ

　　０５９-２４１１・北海道新冠郡新冠町大狩部（その他）・おおかりべ(そのた)

　　０５９-２４２７・北海道新冠郡新冠町大富・おおとみ

　　０５９-２２５１・北海道新冠郡新冠町共栄・きようえい

　　０５９-２４２４・北海道新冠郡新冠町新栄・しんえい

　　０５９-２３４１・北海道新冠郡新冠町新和・しんわ

　　０５９-２４１２・北海道新冠郡新冠町節婦町・せつふﾟちよう

　　０５９-２３４３・北海道新冠郡新冠町太陽・たいよう

　　０５９-２４１３・北海道新冠郡新冠町高江・たかえ

　　０５９-２４０２・北海道新冠郡新冠町中央町・ちゆうおうちよう

　　０５９-２４１８・北海道新冠郡新冠町西泊津・にしはくつ

　　０５９-２４２６・北海道新冠郡新冠町万世・はﾞんせい

　　０５９-２３４４・北海道新冠郡新冠町美宇・びう

　　０５９-２２５２・北海道新冠郡新冠町東川・ひがしかわ

　　０５９-２４１７・北海道新冠郡新冠町東泊津・ひがしはくつ

　　０５９-２４１６・北海道新冠郡新冠町古岸・ふるぎじ

　　０５９-２４０３・北海道新冠郡新冠町北星町・ほくせいちよう

　　０５９-２４０１・北海道新冠郡新冠町本町・ほんちよう

　　０５９-２４１５・北海道新冠郡新冠町緑丘・みどりおか

　　０５９-２４２５・北海道新冠郡新冠町明和・めいわ

　　０５９-２３４２・北海道新冠郡新冠町里平・りびら

　　０５９-２４２１・北海道新冠郡新冠町若園・わかぞの

　　０５７-００００・北海道浦河郡浦河町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５７-００１１・北海道浦河郡浦河町旭町・あさひちよう

　　０５９-３４６３・北海道浦河郡浦河町姉茶・あねちや

　　０５７-００３５・北海道浦河郡浦河町井寒台・いかんたい

　　０５７-００１４・北海道浦河郡浦河町入船町・いりふねちよう

　　０５７-００３６・北海道浦河郡浦河町絵笛・えぶえ

　　０５７-００１３・北海道浦河郡浦河町大通・おおどおり

　　０５９-３４５１・北海道浦河郡浦河町荻伏町・おぎふしちよう

　　０５７-０１７３・北海道浦河郡浦河町上杵臼・かみきねうす

　　０５７-０１７４・北海道浦河郡浦河町上西舎・かみにしちや

　　０５７-００２７・北海道浦河郡浦河町上向別・かみむこうべつ

　　０５７-０１７２・北海道浦河郡浦河町杵臼・きねうす

　　０５７-００３３・北海道浦河郡浦河町堺町東・さかいまちひがじ

　　０５７-００３４・北海道浦河郡浦河町堺町西・さかいまちにじ

　　０５７-００２３・北海道浦河郡浦河町栄丘・さかえおか

　　０５７-００２１・北海道浦河郡浦河町潮見町・しおみちよう

　　０５７-００２２・北海道浦河郡浦河町昌平町・しようへいちよう

　　０５７-０００３・北海道浦河郡浦河町白泉・しろいずみ

　　０５７-０００４・北海道浦河郡浦河町月寒・つきさつふﾟ

　　０５７-００２４・北海道浦河郡浦河町築地・つきじ

　　０５９-３４６１・北海道浦河郡浦河町東栄・とうえい

　　０５７-００１２・北海道浦河郡浦河町常盤町・ときわちよう

　　０５９-３４６２・北海道浦河郡浦河町富里・とみさと

　　０５７-０１７１・北海道浦河郡浦河町西舎・にしちや

　　０５７-０００２・北海道浦河郡浦河町西幌別・にしほろべつ

　　０５９-３４５４・北海道浦河郡浦河町野深・のぶか

　　０５７-００１５・北海道浦河郡浦河町浜町・はまちよう

　　０５７-０００５・北海道浦河郡浦河町東町うしお・ひがしちよううしお

　　０５７-０００６・北海道浦河郡浦河町東町かしわ・ひがしちようかしわ

　　０５７-０００７・北海道浦河郡浦河町東町ちのみ・ひがしちようちのみ

　　０５７-０００１・北海道浦河郡浦河町東幌別（１～１３１)・ひがしほろべつ

　　０５８-００４１・北海道浦河郡浦河町東幌別（その他）・(そのた)

　　０５９-３４５３・北海道浦河郡浦河町瑞穂・みずほ

　　０５７-００２５・北海道浦河郡浦河町緑町・みどりまち

　　０５７-００３１・北海道浦河郡浦河町向が丘東・むこうがおかひがじ

　　０５７-００３２・北海道浦河郡浦河町向が丘西・むこうがおかにじ

　　０５７-００２６・北海道浦河郡浦河町向別・むこうべつ

　　０５８-００００・北海道様似郡様似町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５８-０００１・北海道様似郡様似町旭・あさひ

　　０５８-００１２・北海道様似郡様似町朝日丘・あさひおか

　　０５８-００３３・北海道様似郡様似町鵜苫・うとま

　　０５８-００１４・北海道様似郡様似町大通・おおどおり

　　０５８-００２２・北海道様似郡様似町岡田・おかだ

　　０５８-００２４・北海道様似郡様似町会所町・かいしよまち

　　０５８-００２３・北海道様似郡様似町栄町・さかえまち

　　０５８-００２７・北海道様似郡様似町潮見台・しおみだい



　　０５８-００２１・北海道様似郡様似町新富・しんとみ

　　０５８-００１１・北海道様似郡様似町田代・たしろ

　　０５８-００１５・北海道様似郡様似町錦町・にしきまち

　　０５８-００３１・北海道様似郡様似町西様似・にしさまに

　　０５８-００３２・北海道様似郡様似町西町・にしまち

　　０５８-０００４・北海道様似郡様似町平宇・ひらう

　　０５８-０００３・北海道様似郡様似町冬島・ふゆしま

　　０５８-０００２・北海道様似郡様似町幌満・ほろまん

　　０５８-００２６・北海道様似郡様似町本町・ほんちよう

　　０５８-００１３・北海道様似郡様似町緑町・みどりまち

　　０５８-００２５・北海道様似郡様似町港町・みなとまち

　　０５８-０２００・北海道幌泉郡えりも町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５８-０２０２・北海道幌泉郡えりも町歌別・うたべつ

　　０５８-０３４２・北海道幌泉郡えりも町えりも岬・えりもみさき

　　０５８-０４２１・北海道幌泉郡えりも町庶野・しよや

　　０５８-０２０３・北海道幌泉郡えりも町新浜・しんはま

　　０５８-０２０７・北海道幌泉郡えりも町近浦・ちかうら

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（油駒)・とうよう(ばんち

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（油駒）・とうよう(あぶらこま)

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（南東洋１３２～１５６)・みなみとうよう

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（１５８～３５４)・とうよう

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（１５８～３５４)・とうよう

　　０５８-０３４３・北海道幌泉郡えりも町東洋（３６６、３６７)・とうよう

　　０５８-０２０１・北海道幌泉郡えりも町東洋（歌露）・とうよう

　　０５８-０２０１・北海道幌泉郡えりも町東洋（坂岸）・とうよう

　　０５８-０２０１・北海道幌泉郡えりも町東洋（エンドモ）・とうよう

　　０５８-０２０１・北海道幌泉郡えりも町東洋（エンドマカゲ）・とうよう

　　０５８-０３４１・北海道幌泉郡えりも町苫別・とまべつ

　　０５８-０２０６・北海道幌泉郡えりも町笛舞・ふえまい

　　０５８-０２０４・北海道幌泉郡えりも町本町・ほんちよう

　　０５８-０４２２・北海道幌泉郡えりも町目黒・めぐろ

　　０５８-０２０５・北海道幌泉郡えりも町大和・やまと

　　０５６-００００・北海道日高郡新ひだか町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０５６-００１９・北海道日高郡新ひだか町静内青柳町・しずないあおやぎちよう

　　０５６-０００３・北海道日高郡新ひだか町静内旭町・しずないあさひちよう

　　０５６-００１３・北海道日高郡新ひだか町静内入船町・しずないいりふねちよう

　　０５９-２５６２・北海道日高郡新ひだか町静内浦和・しずないうらわ

　　０５６-００１５・北海道日高郡新ひだか町静内海岸町・しずないかいがんちよう

　　０５６-００２８・北海道日高郡新ひだか町静内柏台・しずないかしわだい

　　０５６-０００２・北海道日高郡新ひだか町静内神森・しずないかみもり

　　０５９-２５６３・北海道日高郡新ひだか町静内川合・しずないかわあい

　　０５６-００２５・北海道日高郡新ひだか町静内木場町・しずないきはﾞちよう

　　０５６-０００５・北海道日高郡新ひだか町静内こうせい町・しずないこうせいちよう

　　０５６-００２７・北海道日高郡新ひだか町静内駒場・しずないこまはﾞ

　　０５６-０００７・北海道日高郡新ひだか町静内清水丘・しずないしみずおか

　　０５６-００２６・北海道日高郡新ひだか町静内末広町・しずないすえひろちよう

　　０５６-００２２・北海道日高郡新ひだか町静内高砂町・しずないたかさごちよう

　　０５６-０１４６・北海道日高郡新ひだか町静内高見・しずないたかみ

　　０５６-０１４４・北海道日高郡新ひだか町静内田原・しずないたはら

　　０５９-２５６６・北海道日高郡新ひだか町静内東別・しずないとうべつ

　　０５６-００２３・北海道日高郡新ひだか町静内ときわ町・しずないときわちよう

　　０５６-０１４３・北海道日高郡新ひだか町静内豊畑・しずないとよはた

　　０５６-０００６・北海道日高郡新ひだか町静内中野町・しずないなかのちよう

　　０５９-２５６４・北海道日高郡新ひだか町静内西川・しずないにしかわ

　　０５６-０１４２・北海道日高郡新ひだか町静内農屋・しずないのや

　　０５６-００２１・北海道日高郡新ひだか町静内花園・しずないはなぞの

　　０５９-２５６５・北海道日高郡新ひだか町静内春立・しずないはるたち

　　０５６-００１４・北海道日高郡新ひだか町静内古川町・しずないふるかわちよう

　　０５６-００１６・北海道日高郡新ひだか町静内本町・しずないほんちよう

　　０５６-００１１・北海道日高郡新ひだか町静内真歌・しずないまうた

　　０５６-０１４１・北海道日高郡新ひだか町静内御園・しずないみその

　　０５６-０００４・北海道日高郡新ひだか町静内緑町・しずないみどりちよう

　　０５６-００１７・北海道日高郡新ひだか町静内御幸町・しずないみゆきちよう

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（１８)・しずないめな

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（１２７)・しずないめな

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（４５３)・しずないめな

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（４６５－２)・しずないめな

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（４６６、４８０)・しずないめな

　　０５６-０１４５・北海道日高郡新ひだか町静内目名（４８０)・しずないめな

　　０５６-０００１・北海道日高郡新ひだか町静内目名（その他）・しずないめな(そのた)



　　０５６-００２４・北海道日高郡新ひだか町静内山手町・しずないやまてちよう

　　０５６-００１８・北海道日高郡新ひだか町静内吉野町・しずないよしのちよう

　　０５９-２５６１・北海道日高郡新ひだか町東静内・ひがししずない

　　０５９-３１０７・北海道日高郡新ひだか町三石旭町・みついしあさひちよう

　　０５９-３３５２・北海道日高郡新ひだか町三石稲見・みついしいなみ

　　０５９-３３５１・北海道日高郡新ひだか町三石歌笛・みついしうたふえ

　　０５９-３３５４・北海道日高郡新ひだか町三石川上・みついしかわかみ

　　０５９-３３５３・北海道日高郡新ひだか町三石清瀬・みついしきよせ

　　０５９-３２３３・北海道日高郡新ひだか町三石鳧舞・みついしけりまい

　　０５９-３１１１・北海道日高郡新ひだか町三石越海町・みついしこしうみちよう

　　０５９-３１０１・北海道日高郡新ひだか町三石富沢・みついしとみさわ

　　０５９-３１０３・北海道日高郡新ひだか町三石豊岡・みついしとよおか

　　０５９-２５７１・北海道日高郡新ひだか町三石西端・みついしにしはた

　　０５９-３１０６・北海道日高郡新ひだか町三石西蓬莱・みついしにしほうらい

　　０５９-３１０５・北海道日高郡新ひだか町三石東蓬莱・みついしひがしほうらい

　　０５９-３１０２・北海道日高郡新ひだか町三石福畑・みついしふくはた

　　０５９-３１０４・北海道日高郡新ひだか町三石蓬栄・みついしほうえい

　　０５９-３２３１・北海道日高郡新ひだか町三石本桐・みついしほんきり

　　０５９-３１０８・北海道日高郡新ひだか町三石本町・みついしほんちよう

　　０５９-３３５５・北海道日高郡新ひだか町三石美河・みついしみかわ

　　０５９-３１１２・北海道日高郡新ひだか町三石港町・みついしみなとちよう

　　０５９-３２３２・北海道日高郡新ひだか町三石美野和・みついしみのわ

　　０８０-０１００・北海道河東郡音更町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８０-０１０１・北海道河東郡音更町大通・おおどおり

　　０８０-０１０２・北海道河東郡音更町大通北・おおどおりきた

　　０８０-０２７１・北海道河東郡音更町長流枝・おさるじ

　　０８０-０２７１・北海道河東郡音更町長流枝幹線・おさるしかんせん

　　０８０-０３４１・北海道河東郡音更町音更・おとふけ

　　０８０-０５７５・北海道河東郡音更町上然別・かみしかりべつ

　　０８０-０３０６・北海道河東郡音更町北鈴蘭南・きたすずらんみなみ

　　０８０-０３０５・北海道河東郡音更町北鈴蘭北・きたすずらんきた

　　０８０-０１１１・北海道河東郡音更町木野大通東・きのおおどおりひがじ

　　０８０-０３０１・北海道河東郡音更町木野大通西・きのおおどおりにじ

　　０８０-０３０３・北海道河東郡音更町木野公園下町・きのこうえんしたまち

　　０８０-０３０４・北海道河東郡音更町木野新町・きのしんまち

　　０８０-０３０２・北海道河東郡音更町木野西通・きのにしどおり

　　０８０-０１１２・北海道河東郡音更町木野東通・きのひがしどおり

　　０８０-０３３５・北海道河東郡音更町希望が丘・きほﾞうがおか

　　０８０-０３１５・北海道河東郡音更町共栄台東・きようえいだいひがじ

　　０８０-０３１４・北海道河東郡音更町共栄台西・きようえいだいにじ

　　０８０-０５７１・北海道河東郡音更町駒場・こまはﾞ

　　０８０-０５６４・北海道河東郡音更町駒場北町・こまはﾞきたまち

　　０８０-０５６４・北海道河東郡音更町駒場北１条通・こまはﾞきた１じようどおり

　　０８０-０５６４・北海道河東郡音更町駒場北２条通・こまはﾞきた２じようどおり

　　０８０-０５７２・北海道河東郡音更町駒場並木・こまはﾞなみき

　　０８０-０５６３・北海道河東郡音更町駒場平和台・こまはﾞへいわだい

　　０８０-０５６５・北海道河東郡音更町駒場本通・こまはﾞほんどおり

　　０８０-０５６６・北海道河東郡音更町駒場南１条通・こまはﾞみなみ１じようどおり

　　０８０-０５６６・北海道河東郡音更町駒場南２条通・こまはﾞみなみ２じようどおり

　　０８０-０５６７・北海道河東郡音更町駒場南３条通・こまはﾞみなみ３じようどおり

　　０８０-０５６７・北海道河東郡音更町駒場南４条通・こまはﾞみなみ４じようどおり

　　０８０-０５６８・北海道河東郡音更町駒場東・こまはﾞひがじ

　　０８０-０５７４・北海道河東郡音更町駒場西・こまはﾞにじ

　　０８０-０５７３・北海道河東郡音更町駒場南・こまはﾞみなみ

　　０８０-０３２１・北海道河東郡音更町桜が丘・さくらがおか

　　０８０-０３２２・北海道河東郡音更町桜が丘西・さくらがおかにじ

　　０８０-０３５１・北海道河東郡音更町然別・しかりべつ

　　０８０-０３４２・北海道河東郡音更町下音更・しもおとふけ

　　０８０-０２７２・北海道河東郡音更町下士幌・しもしほろ

　　０８０-０２７２・北海道河東郡音更町下士幌幹線・しもしほろかんせん

　　０８０-０１０４・北海道河東郡音更町新通・しんどおり

　　０８０-０１０５・北海道河東郡音更町新通北・しんどおりきた

　　０８０-０３１３・北海道河東郡音更町鈴蘭公園・すずらんこうえん

　　０８０-０３６１・北海道河東郡音更町すずらん台北町・すずらんだいきたまち

　　０８０-０３６２・北海道河東郡音更町すずらん台仲町・すずらんだいなかまち

　　０８０-０３６３・北海道河東郡音更町すずらん台南町・すずらんだいみなみまち

　　０８０-０３２３・北海道河東郡音更町住吉台・すみよしだい

　　０８０-０３４５・北海道河東郡音更町高倉・たかくら

　　０８０-０１５１・北海道河東郡音更町東和・とうわ

　　０８０-０２６１・北海道河東郡音更町十勝川温泉・とかちがわおんせん



　　０８０-０２６３・北海道河東郡音更町十勝川温泉南・とかちがわおんせんみなみ

　　０８０-０２６２・北海道河東郡音更町十勝川温泉北・とかちがわおんせんきた

　　０８０-０５６１・北海道河東郡音更町豊田・とよた

　　０８０-０５７８・北海道河東郡音更町中音更・なかおとふけ

　　０８０-０３０９・北海道河東郡音更町中鈴蘭元町・なかすずらんもとまち

　　０８０-０３０８・北海道河東郡音更町中鈴蘭南・なかすずらんみなみ

　　０８０-０３０７・北海道河東郡音更町中鈴蘭北・なかすずらんきた

　　０８０-０５７７・北海道河東郡音更町西中音更・にしなかおとふけ

　　０８０-０３２５・北海道河東郡音更町柏寿台・はくじゆだい

　　０８０-０５６２・北海道河東郡音更町東音更・ひがしおとふけ

　　０８０-０３４３・北海道河東郡音更町東士狩・ひがししかり

　　０８０-０１０６・北海道河東郡音更町東通・ひがしどおり

　　０８０-０１６２・北海道河東郡音更町ひびき野仲町・ひびきのなかまち

　　０８０-０１６１・北海道河東郡音更町ひびき野東町・ひびきのひがしまち

　　０８０-０１６３・北海道河東郡音更町ひびき野西町・ひびきのにしまち

　　０８０-０１３７・北海道河東郡音更町宝来南一条・ほうらいみなみ１じよう

　　０８０-０１３８・北海道河東郡音更町宝来南二条・ほうらいみなみ２じよう

　　０８０-０１４１・北海道河東郡音更町宝来北一条・ほうらいきた１じよう

　　０８０-０１４２・北海道河東郡音更町宝来北二条・ほうらいきた２じよう

　　０８０-０１４３・北海道河東郡音更町宝来北三条・ほうらいきた３じよう

　　０８０-０１４４・北海道河東郡音更町宝来北四条・ほうらいきた４じよう

　　０８０-０１４５・北海道河東郡音更町宝来北五条・ほうらいきた５じよう

　　０８０-０１４６・北海道河東郡音更町宝来北六条・ほうらいきた６じよう

　　０８０-０１３５・北海道河東郡音更町宝来仲町南・ほうらいなかまちみなみ

　　０８０-０１３２・北海道河東郡音更町宝来仲町北・ほうらいなかまちきた

　　０８０-０１３６・北海道河東郡音更町宝来東町南・ほうらいひがしまちみなみ

　　０８０-０１３３・北海道河東郡音更町宝来東町北・ほうらいひがしまちきた

　　０８０-０１３９・北海道河東郡音更町宝来西町北・ほうらいにしまちきた

　　０８０-０１３４・北海道河東郡音更町宝来西町南・ほうらいにしまちみなみ

　　０８０-０１３１・北海道河東郡音更町宝来本通・ほうらいほんどおり

　　０８０-０３２６・北海道河東郡音更町北明台・ほくめいだい

　　０８０-０３２７・北海道河東郡音更町北陽台・ほくようだい

　　０８０-０３４４・北海道河東郡音更町万年・まんねん

　　０８０-０３３４・北海道河東郡音更町緑が丘・みどりがおか

　　０８０-０３１２・北海道河東郡音更町南鈴蘭南・みなみすずらんみなみ

　　０８０-０３１１・北海道河東郡音更町南鈴蘭北・みなみすずらんきた

　　０８０-０３２４・北海道河東郡音更町南住吉台・みなみすみよしだい

　　０８０-０５７６・北海道河東郡音更町南中音更・みなみなかおとふけ

　　０８０-０１０３・北海道河東郡音更町元町・もとまち

　　０８０-０１２１・北海道河東郡音更町柳町北区・やなぎまちきたく

　　０８０-０１２２・北海道河東郡音更町柳町仲区・やなぎまちなかく

　　０８０-０１２３・北海道河東郡音更町柳町南区・やなぎまちみなみく

　　０８０-０３３０・北海道河東郡音更町雄飛が丘・ゆうひがおか

　　０８０-０３３２・北海道河東郡音更町雄飛が丘仲区・ゆうひがおかなかく

　　０８０-０３３３・北海道河東郡音更町雄飛が丘南区・ゆうひがおかみなみく

　　０８０-０３３１・北海道河東郡音更町雄飛が丘北区・ゆうひがおかきたく

　　０８０-０３１７・北海道河東郡音更町緑陽台仲区・りよくようだいなかく

　　０８０-０３１８・北海道河東郡音更町緑陽台南区・りよくようだいみなみく

　　０８０-０３１６・北海道河東郡音更町緑陽台北区・りよくようだいきたく

　　０８０-１２００・北海道河東郡士幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８０-１２６０・北海道河東郡士幌町イショッポ・いしよつほﾟ

　　０８０-１２５８・北海道河東郡士幌町ウリマク・うりまく

　　０８０-１２４９・北海道河東郡士幌町上音更・かみおとふけ

　　０８０-１２０５・北海道河東郡士幌町士幌・しほろ

　　０８０-１２２８・北海道河東郡士幌町士幌幹線・しほろかんせん

　　０８０-１２３０・北海道河東郡士幌町士幌幹西・しほろかんにじ

　　０８０-１２２９・北海道河東郡士幌町士幌幹東・しほろかんひがじ

　　０８０-１２３７・北海道河東郡士幌町士幌基線・しほろきせん

　　０８０-１２０６・北海道河東郡士幌町士幌仲通・しほろなかどおり

　　０８０-１２１８・北海道河東郡士幌町士幌西（１条～３条）・しほろにし(１じよう-３じよう)

　　０８０-１２１９・北海道河東郡士幌町士幌西（１線～３線）・しほろにし(１せん-３せん)

　　０８０-１２０９・北海道河東郡士幌町士幌東（１条～６条）・しほろひがし(１じよう-６じよう)

　　０８０-１２１０・北海道河東郡士幌町士幌東（１線～１９線）・しほろひがし(１せん-１９せん)

　　０８０-１２０７・北海道河東郡士幌町士幌本通西・しほろほんどおりにじ

　　０８０-１２０８・北海道河東郡士幌町士幌本通東・しほろほんどおりひがじ

　　０８０-１２８５・北海道河東郡士幌町下居辺・しもおりべ

　　０８０-１２７３・北海道河東郡士幌町中音更・なかおとふけ

　　０８０-１１８９・北海道河東郡士幌町中士幌・なかしほろ

　　０８０-１２５９・北海道河東郡士幌町ワッカクンネップ・わつかくんねつふﾟ

　　０８０-１４００・北海道河東郡上士幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０８０-１４０６・北海道河東郡上士幌町居辺・おりべ

　　０８０-１４０７・北海道河東郡上士幌町上音更・かみおとふけ

　　０８０-１４０８・北海道河東郡上士幌町上士幌・かみしほろ

　　０８０-１４０４・北海道河東郡上士幌町黒石平・くろいしだいら

　　０８０-１４０５・北海道河東郡上士幌町清水谷・しみずだに

　　０８０-１４０３・北海道河東郡上士幌町ぬかびら源泉郷・ぬかびらげんせんきよう

　　０８０-１４０２・北海道河東郡上士幌町幌加・ほろか

　　０８０-１４０１・北海道河東郡上士幌町三股・みつまた

　　０８１-０２００・北海道河東郡鹿追町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８１-０２１２・北海道河東郡鹿追町泉町・いずみまち

　　０８１-０３４２・北海道河東郡鹿追町瓜幕東・うりまくひがじ

　　０８１-０３４１・北海道河東郡鹿追町瓜幕西・うりまくにじ

　　０８１-０３４３・北海道河東郡鹿追町瓜幕南・うりまくみなみ

　　０８１-０２２５・北海道河東郡鹿追町柏ケ丘・かしわがおか

　　０８１-０２１８・北海道河東郡鹿追町上然別西・かみしかりべつにじ

　　０８１-０２２６・北海道河東郡鹿追町上幌内・かみほろない

　　０８１-０３４４・北海道河東郡鹿追町北瓜幕・きたうりまく

　　０８１-０２１４・北海道河東郡鹿追町北鹿追北・きたしかおいきた

　　０８１-０２０２・北海道河東郡鹿追町北町・きたまち

　　０８１-０２２１・北海道河東郡鹿追町栄町・さかえまち

　　０８１-０２０４・北海道河東郡鹿追町笹川北・ささがわきた

　　０８１-０２１７・北海道河東郡鹿追町鹿追基線・しかおいきせん

　　０８１-０２１５・北海道河東郡鹿追町鹿追南・しかおいみなみ

　　０８１-０２１６・北海道河東郡鹿追町鹿追北・しかおいきた

　　０８１-０２０１・北海道河東郡鹿追町新町・しんまち

　　０８１-０３４５・北海道河東郡鹿追町中瓜幕西・なかうりまくにじ

　　０８１-０２１１・北海道河東郡鹿追町仲町・なかまち

　　０８１-０２０５・北海道河東郡鹿追町西笹川・にしささがわ

　　０８１-０２１３・北海道河東郡鹿追町西町・にしまち

　　０８１-０３４６・北海道河東郡鹿追町東瓜幕西・ひがしうりまくにじ

　　０８１-０２２２・北海道河東郡鹿追町東町・ひがしまち

　　０８１-０２２８・北海道河東郡鹿追町美蔓西・びまんにじ

　　０８１-０２２７・北海道河東郡鹿追町幌内西・ほろないにじ

　　０８１-０２０３・北海道河東郡鹿追町緑町・みどりまち

　　０８１-０２２３・北海道河東郡鹿追町南町・みなみまち

　　０８１-０２２４・北海道河東郡鹿追町元町・もとまち

　　０８１-００００・北海道上川郡新得町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８１-００３５・北海道上川郡新得町上佐幌・かみさほろ

　　０８１-０１５４・北海道上川郡新得町屈足・くつたり

　　０８１-０１５１・北海道上川郡新得町屈足旭町・くつたりあさひまち

　　０８１-０１５２・北海道上川郡新得町屈足旭町東・くつたりあさひまちひがじ

　　０８１-０１６１・北海道上川郡新得町屈足柏町・くつたりかしわまち

　　０８１-０１６２・北海道上川郡新得町屈足柏町東・くつたりかしわまちひがじ

　　０８１-０１５５・北海道上川郡新得町屈足幸町・くつたりさいわいまち

　　０８１-０１５６・北海道上川郡新得町屈足幸町西・くつたりさいわいまちにじ

　　０８１-０１６３・北海道上川郡新得町屈足緑町・くつたりみどりまち

　　０８１-０１６４・北海道上川郡新得町屈足緑町西・くつたりみどりまちにじ

　　０８１-０１５３・北海道上川郡新得町屈足南町・くつたりみなみまち

　　０８１-０００６・北海道上川郡新得町栄町・さかえまち

　　０８１-００３６・北海道上川郡新得町下佐幌・しもさほろ

　　０８１-００３８・北海道上川郡新得町新得・しんとく

　　０８１-００３７・北海道上川郡新得町拓鉄・たくてつ

　　０８１-００３９・北海道上川郡新得町新内・にいない

　　０８１-００３１・北海道上川郡新得町西一条南・にし１じようみなみ

　　０８１-００２１・北海道上川郡新得町西一条北・にし１じようきた

　　０８１-００３２・北海道上川郡新得町西二条南・にし２じようみなみ

　　０８１-００２２・北海道上川郡新得町西二条北・にし２じようきた

　　０８１-００３３・北海道上川郡新得町西三条南・にし３じようみなみ

　　０８１-００２３・北海道上川郡新得町西三条北・にし３じようきた

　　０８１-００３４・北海道上川郡新得町西四条南・にし４じようみなみ

　　０８１-０００８・北海道上川郡新得町本通南・ほんどおりみなみ

　　０８１-０００５・北海道上川郡新得町本通北・ほんどおりきた

　　０８１-０００７・北海道上川郡新得町元町・もとまち

　　０８１-００１１・北海道上川郡新得町一条南・１じようみなみ

　　０８１-０００１・北海道上川郡新得町一条北・１じようきた

　　０８１-００１２・北海道上川郡新得町二条南・２じようみなみ

　　０８１-０００２・北海道上川郡新得町二条北・２じようきた

　　０８１-００１３・北海道上川郡新得町三条南・３じようみなみ

　　０８１-０００３・北海道上川郡新得町三条北・３じようきた

　　０８１-００１４・北海道上川郡新得町四条南・４じようみなみ



　　０８１-００１５・北海道上川郡新得町五条南・５じようみなみ

　　０８９-０１００・北海道上川郡清水町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-０３５５・北海道上川郡清水町旭山・あさひやま

　　０８９-０２４３・北海道上川郡清水町上然別・かみしかりべつ

　　０８９-０１３５・北海道上川郡清水町北一条・きた１じよう

　　０８９-０１３４・北海道上川郡清水町北二条・きた２じよう

　　０８９-０１３３・北海道上川郡清水町北三条・きた３じよう

　　０８９-０１３２・北海道上川郡清水町北四条・きた４じよう

　　０８９-０１３１・北海道上川郡清水町北五条・きた５じよう

　　０８９-０１２４・北海道上川郡清水町北一条西・きた１じようにじ

　　０８９-０１２３・北海道上川郡清水町北二条西・きた２じようにじ

　　０８９-０１２２・北海道上川郡清水町北三条西・きた３じようにじ

　　０８９-０１２１・北海道上川郡清水町北四条西・きた４じようにじ

　　０８９-０２４１・北海道上川郡清水町熊牛・くまうじ

　　０８９-０１０３・北海道上川郡清水町清水・しみず

　　０８９-０１０２・北海道上川郡清水町下佐幌・しもさほろ

　　０８９-０３５６・北海道上川郡清水町羽帯・はおび

　　０８９-０１０１・北海道上川郡清水町人舞・ひとまい

　　０８９-０２４２・北海道上川郡清水町美蔓・びまん

　　０８９-０１３６・北海道上川郡清水町本通・ほんどおり

　　０８９-０１２５・北海道上川郡清水町本通西・ほんどおりにじ

　　０８９-０３５７・北海道上川郡清水町御影・みかげ

　　０８９-０３５１・北海道上川郡清水町御影西一条・みかげにし１じよう

　　０８９-０３５２・北海道上川郡清水町御影西二条・みかげにし２じよう

　　０８９-０３５３・北海道上川郡清水町御影西三条・みかげにし３じよう

　　０８９-０３７１・北海道上川郡清水町御影東一条・みかげひがし１じよう

　　０８９-０３７２・北海道上川郡清水町御影東二条・みかげひがし２じよう

　　０８９-０３７３・北海道上川郡清水町御影東三条・みかげひがし３じよう

　　０８９-０３７４・北海道上川郡清水町御影東四条・みかげひがし４じよう

　　０８９-０３７５・北海道上川郡清水町御影東五条・みかげひがし５じよう

　　０８９-０３７６・北海道上川郡清水町御影東六条・みかげひがし６じよう

　　０８９-０３７７・北海道上川郡清水町御影東七条・みかげひがし７じよう

　　０８９-０３７８・北海道上川郡清水町御影東八条・みかげひがし８じよう

　　０８９-０３６１・北海道上川郡清水町御影東一条南・みかげひがし１じようみなみ

　　０８９-０３６２・北海道上川郡清水町御影東二条南・みかげひがし２じようみなみ

　　０８９-０３６３・北海道上川郡清水町御影東三条南・みかげひがし３じようみなみ

　　０８９-０３５４・北海道上川郡清水町御影本通・みかげほんどおり

　　０８９-０１３７・北海道上川郡清水町南一条・みなみ１じよう

　　０８９-０１３８・北海道上川郡清水町南二条・みなみ２じよう

　　０８９-０１１１・北海道上川郡清水町南三条・みなみ３じよう

　　０８９-０１１２・北海道上川郡清水町南四条・みなみ４じよう

　　０８９-０１１３・北海道上川郡清水町南五条・みなみ５じよう

　　０８９-０１１４・北海道上川郡清水町南六条・みなみ６じよう

　　０８９-０１１５・北海道上川郡清水町南七条・みなみ７じよう

　　０８９-０１１６・北海道上川郡清水町南八条・みなみ８じよう

　　０８９-０１１７・北海道上川郡清水町南九条・みなみ９じよう

　　０８９-０１１８・北海道上川郡清水町南十条・みなみ１０じよう

　　０８９-０１２６・北海道上川郡清水町南一条西・みなみ１じようにじ

　　０８９-０１２７・北海道上川郡清水町南二条西・みなみ２じようにじ

　　０８９-０１０４・北海道上川郡清水町南三条西・みなみ３じようにじ

　　０８９-０１０５・北海道上川郡清水町南四条西・みなみ４じようにじ

　　０８９-０１０６・北海道上川郡清水町南五条西・みなみ５じようにじ

　　０８９-０１０７・北海道上川郡清水町南六条西・みなみ６じようにじ

　　０８２-００００・北海道河西郡芽室町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８２-０３８２・北海道河西郡芽室町雄馬別・おまべつ

　　０８２-０３８４・北海道河西郡芽室町上美生・かみびせい

　　０８２-０３８１・北海道河西郡芽室町上伏古・かみふしこ

　　０８２-００８５・北海道河西郡芽室町上芽室基線・かみめむろきせん

　　０８２-００８４・北海道河西郡芽室町上芽室北・かみめむろきた

　　０８２-００８７・北海道河西郡芽室町上芽室東・かみめむろひがじ

　　０８２-００７７・北海道河西郡芽室町上芽室南・かみめむろみなみ

　　０８２-００８２・北海道河西郡芽室町北伏古東・きたふしこひがじ

　　０８２-００７２・北海道河西郡芽室町北伏古南・きたふしこみなみ

　　０８２-０００７・北海道河西郡芽室町北芽室（芽室太）・きためむろ(めむろぶと)

　　０８２-０００７・北海道河西郡芽室町北芽室（美藁）・きためむろ(びまん)

　　０８２-０００８・北海道河西郡芽室町毛根・けね

　　０８２-００７４・北海道河西郡芽室町栄（柏友）・さかえ(はくゆう)

　　０８２-００７４・北海道河西郡芽室町栄（光栄）・さかえ(こうえい)

　　０８２-００７４・北海道河西郡芽室町栄（豊来）・さかえ(ほうらい)

　　０８２-００７４・北海道河西郡芽室町栄（常盤）・さかえ(ときわ)



　　０８２-００７４・北海道河西郡芽室町栄（丸山）・さかえ(まるやま)

　　０８２-００７５・北海道河西郡芽室町坂の上（博進）・さかのうえ(はくしん)

　　０８２-０３８５・北海道河西郡芽室町渋山（上渋山）・しぶさん(かみしぶさん)

　　０８２-００７８・北海道河西郡芽室町渋山（その他）・しぶさん(そのた)

　　０８２-００１０・北海道河西郡芽室町祥栄北・しようえいきた

　　０８２-０００９・北海道河西郡芽室町祥栄西・しようえいにじ

　　０８２-００７９・北海道河西郡芽室町新朝日・しんあさひ

　　０８２-００７１・北海道河西郡芽室町新生・しんせい

　　０８２-００８１・北海道河西郡芽室町新生南・しんせいみなみ

　　０８２-００８６・北海道河西郡芽室町中美生・ちゆうびせい

　　０８２-００７３・北海道河西郡芽室町中伏古・なかふしこ

　　０８２-００８３・北海道河西郡芽室町中伏古東・なかふしこひがじ

　　０８２-０００３・北海道河西郡芽室町西士狩（国見）・にししかり(くにみ)

　　０８２-００３１・北海道河西郡芽室町西一条・にし１じよう

　　０８２-００３２・北海道河西郡芽室町西二条・にし２じよう

　　０８２-００３３・北海道河西郡芽室町西三条・にし３じよう

　　０８２-００３４・北海道河西郡芽室町西四条・にし４じよう

　　０８２-００３５・北海道河西郡芽室町西五条・にし５じよう

　　０８２-００３６・北海道河西郡芽室町西六条・にし６じよう

　　０８２-００３７・北海道河西郡芽室町西七条・にし７じよう

　　０８２-００３８・北海道河西郡芽室町西八条・にし８じよう

　　０８２-００３９・北海道河西郡芽室町西九条・にし９じよう

　　０８２-００４０・北海道河西郡芽室町西十条・にし１０じよう

　　０８２-００４１・北海道河西郡芽室町西十一条・にし１１じよう

　　０８２-００６１・北海道河西郡芽室町西一条南・にし１じようみなみ

　　０８２-００６２・北海道河西郡芽室町西二条南・にし２じようみなみ

　　０８２-００６３・北海道河西郡芽室町西三条南・にし３じようみなみ

　　０８２-００６４・北海道河西郡芽室町西四条南・にし４じようみなみ

　　０８２-０８０１・北海道河西郡芽室町東めむろ一条北・ひがしめむろ１じようきた

　　０８２-０８１１・北海道河西郡芽室町東めむろ一条南・ひがしめむろ１じようみなみ

　　０８２-０８０２・北海道河西郡芽室町東めむろ二条北・ひがしめむろ２じようきた

　　０８２-０８１２・北海道河西郡芽室町東めむろ二条南・ひがしめむろ２じようみなみ

　　０８２-０８０３・北海道河西郡芽室町東めむろ三条北・ひがしめむろ３じようきた

　　０８２-０８１３・北海道河西郡芽室町東めむろ三条南・ひがしめむろ３じようみなみ

　　０８２-０００５・北海道河西郡芽室町東芽室基線（日甜）・ひがしめむろきせん(につてん)

　　０８２-０００６・北海道河西郡芽室町東芽室南（大成）・ひがしめむろみなみ(たいせい)

　　０８２-０００４・北海道河西郡芽室町東芽室北（下美生）・ひがしめむろきた(しもびせい)

　　０８２-００１１・北海道河西郡芽室町東一条・ひがし１じよう

　　０８２-００１２・北海道河西郡芽室町東二条・ひがし２じよう

　　０８２-００１３・北海道河西郡芽室町東三条・ひがし３じよう

　　０８２-００１４・北海道河西郡芽室町東四条・ひがし４じよう

　　０８２-００１５・北海道河西郡芽室町東五条・ひがし５じよう

　　０８２-００１６・北海道河西郡芽室町東六条・ひがし６じよう

　　０８２-００１７・北海道河西郡芽室町東七条・ひがし７じよう

　　０８２-００１８・北海道河西郡芽室町東八条・ひがし８じよう

　　０８２-００１９・北海道河西郡芽室町東九条・ひがし９じよう

　　０８２-００２０・北海道河西郡芽室町東十条・ひがし１０じよう

　　０８２-００２１・北海道河西郡芽室町東十一条・ひがし１１じよう

　　０８２-００２２・北海道河西郡芽室町東十二条・ひがし１２じよう

　　０８２-００５１・北海道河西郡芽室町東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０８２-００５２・北海道河西郡芽室町東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０８２-００５３・北海道河西郡芽室町東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０８２-００５４・北海道河西郡芽室町東四条南・ひがし４じようみなみ

　　０８２-００５６・北海道河西郡芽室町東六条南・ひがし６じようみなみ

　　０８２-００５７・北海道河西郡芽室町東七条南・ひがし７じようみなみ

　　０８２-００７６・北海道河西郡芽室町美生・びせい

　　０８２-０３８３・北海道河西郡芽室町伏美・ふしみ

　　０８２-０００１・北海道河西郡芽室町平和・へいわ

　　０８２-０００２・北海道河西郡芽室町北明（光勇）・ほくめい(こうゆう)

　　０８２-００３０・北海道河西郡芽室町本通・ほんどおり

　　０８２-００６０・北海道河西郡芽室町本通南・ほんどおりみなみ

　　０８２-００４３・北海道河西郡芽室町芽室基線（元町）・めむろきせん(もとまち)

　　０８２-００４４・北海道河西郡芽室町芽室南（南弥生）・めむろみなみ(みなみやよい)

　　０８２-００４４・北海道河西郡芽室町芽室南（高岩）・めむろみなみ(たかいわ)

　　０８２-００４２・北海道河西郡芽室町芽室北（西芽室）・めむろきた(にしめむろ)

　　０８２-００４２・北海道河西郡芽室町芽室北（中島）・めむろきた(なかじま)

　　０８９-１３００・北海道河西郡中札内村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-１３３０・北海道河西郡中札内村大通南・ おおどおりみなみ

　　０８９-１３１０・北海道河西郡中札内村大通北・ おおどおりきた

　　０８９-１３７１・北海道河西郡中札内村上札内・ かみさつない



　　０８９-１３６４・北海道河西郡中札内村共栄・ きようえい

　　０８９-１３６５・北海道河西郡中札内村協和・ きようわ

　　０８９-１３６３・北海道河西郡中札内村興和・ こうわ

　　０８９-１３６６・北海道河西郡中札内村栄・ さかえ

　　０８９-１３５４・北海道河西郡中札内村新札内・ しんさつない

　　０８９-１３５５・北海道河西郡中札内村新札内南・ しんさつないみなみ

　　０８９-１３６２・北海道河西郡中札内村新生・ しんせい

　　０８９-１３６７・北海道河西郡中札内村常盤基線・ ときわきせん

　　０８９-１３２５・北海道河西郡中札内村中札内基線・ なかさつないきせん

　　０８９-１３１３・"北海道河西郡中札内村, 中札内西"・なかさつないにじ

　　０８９-１３５２・北海道河西郡中札内村中戸蔦・ なかとつた

　　０８９-１３５６・北海道河西郡中札内村西札内・ にしさつない

　　０８９-１３５３・北海道河西郡中札内村西戸蔦・ にしとつた

　　０８９-１３３１・北海道河西郡中札内村西一条南・ にし１じようみなみ

　　０８９-１３１１・北海道河西郡中札内村西一条北・ にし１じようきた

　　０８９-１３３２・北海道河西郡中札内村西二条南・ にし２じようみなみ

　　０８９-１３１２・北海道河西郡中札内村西二条北・ にし２じようきた

　　０８９-１３５１・北海道河西郡中札内村東戸蔦・ ひがしとつた

　　０８９-１３４１・北海道河西郡中札内村東一条南・ ひがし１じようみなみ

　　０８９-１３２１・北海道河西郡中札内村東一条北・ ひがし１じようきた

　　０８９-１３４２・北海道河西郡中札内村東二条南・ ひがし２じようみなみ

　　０８９-１３２２・北海道河西郡中札内村東二条北・ ひがし２じようきた

　　０８９-１３４３・北海道河西郡中札内村東三条南・ ひがし３じようみなみ

　　０８９-１３２３・北海道河西郡中札内村東三条北・ ひがし３じようきた

　　０８９-１３４４・北海道河西郡中札内村東四条南・ ひがし４じようみなみ

　　０８９-１３２４・北海道河西郡中札内村東四条北・ ひがし４じようきた

　　０８９-１３４５・北海道河西郡中札内村東五条南・ ひがし５じようみなみ

　　０８９-１３７４・北海道河西郡中札内村南札内・ みなみさつない

　　０８９-１３６８・北海道河西郡中札内村南常盤・ みなみときわ

　　０８９-１３７２・北海道河西郡中札内村元札内・ もとさつない

　　０８９-１３７３・北海道河西郡中札内村元更別・ もとさらべつ

　　０８９-１３６１・北海道河西郡中札内村元大正・ もとたいしよう

　　０８９-１５００・北海道河西郡更別村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-１５３１・北海道河西郡更別村曙町・ あけほﾞのちよう

　　０８９-１５５１・北海道河西郡更別村旭区・ あさひく

　　０８９-１５７１・北海道河西郡更別村香川区・ かがわく

　　０８９-１５１１・北海道河西郡更別村柏町・ かしわまち

　　０８９-１５８１・北海道河西郡更別村上更別（南区）・ かみさらべつ(みなみく)

　　０８９-１５８３・北海道河西郡更別村上更別（１区）・ かみさらべつ(１く)

　　０８９-１５６１・北海道河西郡更別村北更別区・ きたさらべつく

　　０８９-１５８２・北海道河西郡更別村協和区・ きようわく

　　０８９-１５７２・北海道河西郡更別村更生区・ こうせいく

　　０８９-１５４１・北海道河西郡更別村更南・ こうなん

　　０８９-１５７３・北海道河西郡更別村弘和・ こうわ

　　０８９-１５４２・北海道河西郡更別村更別（区）・ さらべつ(く)

　　０８９-１５６２・北海道河西郡更別村更別（東区）・ さらべつ(ひがしく)

　　０８９-１５４３・北海道河西郡更別村昭和区・ しようわく

　　０８９-１５０１・北海道河西郡更別村新栄町・ しんえいちよう

　　０８９-１５５２・北海道河西郡更別村勢雄・ せお

　　０８９-１５１２・北海道河西郡更別村中央町・ ちゆうおうちよう

　　０８９-１５７３・北海道河西郡更別村東栄・ とうえい

　　０８９-１５２１・北海道河西郡更別村錦町・ にしきまち

　　０８９-１５０２・北海道河西郡更別村花園町・ はなぞのちよう

　　０８９-１５５３・北海道河西郡更別村平和区・ へいわく

　　０８９-１５１３・北海道河西郡更別村本町・ ほんちよう

　　０８９-１５３２・北海道河西郡更別村緑町・ みどりまち

　　０８９-１５６３・北海道河西郡更別村南更別区・ みなみさらべつく

　　０８９-１５２２・北海道河西郡更別村若葉町・ わかはﾞちよう

　　０８９-２１００・北海道広尾郡大樹町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-２２６２・北海道広尾郡大樹町相川・あいかわ

　　０８９-２１４５・北海道広尾郡大樹町暁町・あかつきちよう

　　０８９-２１２１・北海道広尾郡大樹町旭浜・あさひはま

　　０８９-２１２５・北海道広尾郡大樹町石坂・いしざか

　　０８９-２２６１・北海道広尾郡大樹町尾田・おだ

　　０８９-２１２６・北海道広尾郡大樹町開進・かいしん

　　０８９-２１４７・北海道広尾郡大樹町鏡町・かがみちよう

　　０８９-２１３８・北海道広尾郡大樹町柏木町・かしわぎちよう

　　０８９-２１０３・北海道広尾郡大樹町上大樹・かみたいき

　　０８９-２１２３・北海道広尾郡大樹町上中島・かみなかじま

　　０８９-２１１１・北海道広尾郡大樹町上萠和・かみもいわ



　　０８９-２１３７・北海道広尾郡大樹町北通・きたどおり

　　０８９-２１５１・北海道広尾郡大樹町高校通・こうこうどおり

　　０８９-２１１７・北海道広尾郡大樹町更生・こうせい

　　０８９-２２７１・北海道広尾郡大樹町光地園・こうちえん

　　０８９-２２７２・北海道広尾郡大樹町幸徳・こうとく

　　０８９-２１４６・北海道広尾郡大樹町寿通・ことぶきどおり

　　０８９-２１５４・北海道広尾郡大樹町幸町・さいわいちよう

　　０８９-２１４０・北海道広尾郡大樹町栄通・さかえどおり

　　０８９-２１０６・北海道広尾郡大樹町下大樹・しもたいき

　　０８９-２１１４・北海道広尾郡大樹町下芽武・しもめむ

　　０８９-２１３６・北海道広尾郡大樹町新通・しんどおり

　　０８９-２２７２・北海道広尾郡大樹町住吉・すみよじ

　　０８９-１８８１・北海道広尾郡大樹町生花・せいか

　　０８９-２１０５・北海道広尾郡大樹町大樹・たいき

　　０８９-２２７３・北海道広尾郡大樹町大光・たいこう

　　０８９-２２７３・北海道広尾郡大樹町大全・たいぜん

　　０８９-２２６３・北海道広尾郡大樹町拓進・たくしん

　　０８９-２２６１・北海道広尾郡大樹町拓北・たくほく

　　０８９-２１０１・北海道広尾郡大樹町東和・とうわ

　　０８９-２２６１・北海道広尾郡大樹町豊里・とよさと

　　０８９-２１２２・北海道広尾郡大樹町中島・なかじま

　　０８９-２１０４・北海道広尾郡大樹町中大樹・なかたいき

　　０８９-２１３３・北海道広尾郡大樹町仲通・なかどおり

　　０８９-２１５２・北海道広尾郡大樹町西本通・にしほんどおり

　　０８９-２１１６・北海道広尾郡大樹町浜大樹・はまたいき

　　０８９-１８８２・北海道広尾郡大樹町晩成・はﾞんせい

　　０８９-２１３４・北海道広尾郡大樹町東本通・ひがしほんどおり

　　０８９-２１２４・北海道広尾郡大樹町日方・ひかた

　　０８９-２１１５・北海道広尾郡大樹町美成・びせい

　　０８９-２１３２・北海道広尾郡大樹町双葉町・ふたはﾞちよう

　　０８９-２１２７・北海道広尾郡大樹町振別・ふるべつ

　　０８９-２１０７・北海道広尾郡大樹町松山・まつやま

　　０８９-２１３１・北海道広尾郡大樹町松山町・まつやまちよう

　　０８９-２１４８・北海道広尾郡大樹町麻友・まゆう

　　０８９-２１５５・北海道広尾郡大樹町緑町・みどりちよう

　　０８９-２１３５・北海道広尾郡大樹町南通・みなみどおり

　　０８９-２１５３・北海道広尾郡大樹町南町・みなみまち

　　０８９-２１１３・北海道広尾郡大樹町芽武・めむ

　　０８９-２１１２・北海道広尾郡大樹町萠和・もいわ

　　０８９-２１０２・北海道広尾郡大樹町大和・やまと

　　０８９-２１５６・北海道広尾郡大樹町緑苑・ろくえん

　　０８９-２１４１・北海道広尾郡大樹町一条通・１じようどおり

　　０８９-２１４２・北海道広尾郡大樹町二条通・２じようどおり

　　０８９-２１４３・北海道広尾郡大樹町三条通・３じようどおり

　　０８９-２６００・北海道広尾郡広尾町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-２７７１・北海道広尾郡広尾町音調津・おしらべつ

　　０８９-２７７２・北海道広尾郡広尾町音調津区画外・おしらべつくかくがい

　　０８９-２６０４・北海道広尾郡広尾町会所通・かいしよどおり

　　０８９-２６０５・北海道広尾郡広尾町会所前・かいしよまえ

　　０８９-２４４５・北海道広尾郡広尾町カシュウンナイ・かしゆうんない

　　０８９-２４４８・北海道広尾郡広尾町上トヨイ・かみとよい

　　０８９-２４４７・北海道広尾郡広尾町上豊似・かみとよに

　　０８９-２６２２・北海道広尾郡広尾町公園通南・こうえんどおりみなみ

　　０８９-２６２１・北海道広尾郡広尾町公園通北・こうえんどおりきた

　　０８９-２４４７・北海道広尾郡広尾町下トヨイ・しもとよい

　　０８９-２４４７・北海道広尾郡広尾町下豊似・しもとよに

　　０８９-２６３２・北海道広尾郡広尾町白樺通南・しらかはﾞどおりみなみ

　　０８９-２６３１・北海道広尾郡広尾町白樺通北・しらかはﾞどおりきた

　　０８９-２６１６・北海道広尾郡広尾町陣屋・じんや

　　０８９-２７７５・北海道広尾郡広尾町タニイソ・たにいそ

　　０８９-２４４７・北海道広尾郡広尾町トヨイベツ・とよいべつ

　　０８９-２４５５・北海道広尾郡広尾町豊似・とよに

　　０８９-２６２４・北海道広尾郡広尾町並木通東・なみきどおりひがじ

　　０８９-２６２３・北海道広尾郡広尾町並木通西・なみきどおりにじ

　　０８９-２６２６・北海道広尾郡広尾町錦通南・にしきどおりみなみ

　　０８９-２６２５・北海道広尾郡広尾町錦通北・にしきどおりきた

　　０８９-２６１１・北海道広尾郡広尾町西一条・にし１じよう

　　０８９-２６１２・北海道広尾郡広尾町西二条・にし２じよう

　　０８９-２６１３・北海道広尾郡広尾町西三条・にし３じよう

　　０８９-２６１４・北海道広尾郡広尾町西四条・にし４じよう



　　０８９-２５６１・北海道広尾郡広尾町野塚・のつﾞか

　　０８９-２５６３・北海道広尾郡広尾町野塚東通・のつﾞかひがしどおり

　　０８９-２５６２・北海道広尾郡広尾町野塚西通・のつﾞかにしどおり

　　０８９-２５６４・北海道広尾郡広尾町野塚本通・のつﾞかほんどおり

　　０８９-２６０１・北海道広尾郡広尾町東一条・ひがし１じよう

　　０８９-２６０２・北海道広尾郡広尾町東二条・ひがし２じよう

　　０８９-２６０３・北海道広尾郡広尾町東三条・ひがし３じよう

　　０８９-２７７６・北海道広尾郡広尾町ビタタヌンケ・びたたぬんけ

　　０８９-２６３３・北海道広尾郡広尾町美幌・びほろ

　　０８９-２６３４・北海道広尾郡広尾町フンベ・ふんべ

　　０８９-２６１５・北海道広尾郡広尾町本通・ほんどおり

　　０８９-２６２８・北海道広尾郡広尾町丸山通南・まるやまどおりみなみ

　　０８９-２６２７・北海道広尾郡広尾町丸山通北・まるやまどおりきた

　　０８９-２７７３・北海道広尾郡広尾町モエケシ・もえけじ

　　０８９-２６３６・北海道広尾郡広尾町紅葉通南・もみじどおりみなみ

　　０８９-２６３５・北海道広尾郡広尾町紅葉通北・もみじどおりきた

　　０８９-２６３７・北海道広尾郡広尾町茂寄・もより

　　０８９-２６３８・北海道広尾郡広尾町茂寄南・もよりみなみ

　　０８９-２４４６・北海道広尾郡広尾町紋別・もんべつ

　　０８９-２７７４・北海道広尾郡広尾町ルベシベツ・るべしべつ

　　０８９-０６００・北海道中川郡幕別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-０６２１・北海道中川郡幕別町相川・あいかわ

　　０８９-０６１２・北海道中川郡幕別町明野・あけの

　　０８９-０６０２・北海道中川郡幕別町旭町・あさひまち

　　０８９-０６２４・北海道中川郡幕別町軍岡・いくさおか

　　０８９-０５６４・北海道中川郡幕別町稲志別・いなしべつ

　　０８９-０６２２・北海道中川郡幕別町大豊・おおとよ

　　０８９-０５７５・北海道中川郡幕別町上稲志別・かみいなしべつ

　　０８９-０７８１・北海道中川郡幕別町五位・ごい

　　０８９-０７８４・北海道中川郡幕別町弘和・こうわ

　　０８９-０６０５・北海道中川郡幕別町寿町・ことぶきまち

　　０８９-０７８３・北海道中川郡幕別町駒畠・こまはた

　　０８９-０６０１・北海道中川郡幕別町幸町・さいわいまち

　　０８９-０５７７・北海道中川郡幕別町栄・さかえ

　　０８９-０５４１・北海道中川郡幕別町札内青葉町・さつないあおはﾞまち

　　０８９-０５５２・北海道中川郡幕別町札内あかしや町・さつないあかしやまち

　　０８９-０５３１・北海道中川郡幕別町札内暁町・さつないあかつきまち

　　０８９-０５５１・北海道中川郡幕別町札内泉町・さつないいつﾞみまち

　　０８９-０５４２・北海道中川郡幕別町札内春日町・さつないかすがまち

　　０８９-０５４５・北海道中川郡幕別町札内桂町・さつないかつらまち

　　０８９-０５３４・北海道中川郡幕別町札内北町・さつないきたまち

　　０８９-０５３８・北海道中川郡幕別町札内共栄町・さつないきようえいまち

　　０８９-０５３５・北海道中川郡幕別町札内桜町・さつないさくらまち

　　０８９-０５３３・北海道中川郡幕別町札内新北町・さつないしんきたまち

　　０８９-０５４３・北海道中川郡幕別町札内中央町・さつないちゆうおうまち

　　０８９-０５４６・北海道中川郡幕別町札内堤町・さつないつつみまち

　　０８９-０５３６・北海道中川郡幕別町札内西町・さつないにしまち

　　０８９-０５６２・北海道中川郡幕別町札内東町・さつないひがしまち

　　０８９-０５５３・北海道中川郡幕別町札内文京町・さつないぶんきようまち

　　０８９-０５３７・北海道中川郡幕別町札内北栄町・さつないほくえいまち

　　０８９-０５５４・北海道中川郡幕別町札内みずほ町・さつないみずほまち

　　０８９-０５６１・北海道中川郡幕別町札内稔町・さつないみのりまち

　　０８９-０５３２・北海道中川郡幕別町札内豊町・さつないゆたかまち

　　０８９-０５４４・北海道中川郡幕別町札内若草町・さつないわかくさまち

　　０８９-０６２５・北海道中川郡幕別町猿別・さるべつ

　　０８９-０５６６・北海道中川郡幕別町昭和・しようわ

　　０８９-０６１３・北海道中川郡幕別町新川・しんかわ

　　０８９-０５６５・北海道中川郡幕別町新生・しんせい

　　０８９-０６１１・北海道中川郡幕別町新町・しんまち

　　０８９-０７８８・北海道中川郡幕別町新和（新田牧場）・しんわ(につたほﾞくじよう)

　　０８９-０６２７・北海道中川郡幕別町新和（その他）・しんわ(そのた)

　　０８９-０５７２・北海道中川郡幕別町西和・せいわ

　　０８９-０５６３・北海道中川郡幕別町千住・せんじゆう

　　０８９-０６１６・北海道中川郡幕別町宝町・たからまち

　　０８９-１７１７・北海道中川郡幕別町忠類朝日・ちゆうるいあさひ

　　０８９-１７２７・北海道中川郡幕別町忠類共栄・ちゆうるいきようえい

　　０８９-１７２８・北海道中川郡幕別町忠類協徳・ちゆうるいきようとく

　　０８９-１７３１・北海道中川郡幕別町忠類公親・ちゆうるいこうしん

　　０８９-１７０９・北海道中川郡幕別町忠類幸町・ちゆうるいさいわいまち

　　０８９-１７０３・北海道中川郡幕別町忠類栄町・ちゆうるいさかえまち



　　０８９-１７０１・北海道中川郡幕別町忠類白銀町・ちゆうるいしろがねまち

　　０８９-１７１４・北海道中川郡幕別町忠類新生・ちゆうるいしんせい

　　０８９-１７１１・北海道中川郡幕別町忠類東宝・ちゆうるいとうほう

　　０８９-１７２５・北海道中川郡幕別町忠類中当・ちゆうるいなかとう

　　０８９-１７０７・北海道中川郡幕別町忠類錦町・ちゆうるいにしきまち

　　０８９-１７２１・北海道中川郡幕別町忠類西当・ちゆうるいにしとう

　　０８９-１８７１・北海道中川郡幕別町忠類晩成・ちゆうるいはﾞんせい

　　０８９-１７２９・北海道中川郡幕別町忠類日和・ちゆうるいひより

　　０８９-１７２６・北海道中川郡幕別町忠類古里・ちゆうるいふるさと

　　０８９-１７１５・北海道中川郡幕別町忠類幌内・ちゆうるいほろない

　　０８９-１７２４・北海道中川郡幕別町忠類明和・ちゆうるいめいわ

　　０８９-１７１６・北海道中川郡幕別町忠類元忠類・ちゆうるいもとちゆうるい

　　０８９-１７０５・北海道中川郡幕別町忠類本町・ちゆうるいもとまち

　　０８９-０５７３・北海道中川郡幕別町途別・とべつ

　　０８９-０６２８・北海道中川郡幕別町豊岡・とよおか

　　０８９-０５７８・北海道中川郡幕別町中稲志別・なかいなしべつ

　　０８９-０７８２・北海道中川郡幕別町中里・なかさと

　　０８９-０６２３・北海道中川郡幕別町南勢・なんせい

　　０８９-０６０４・北海道中川郡幕別町錦町・にしきまち

　　０８９-０６２６・北海道中川郡幕別町西猿別・にしさるべつ

　　０８９-０５７４・北海道中川郡幕別町日新・につしん

　　０８９-０７８６・北海道中川郡幕別町糠内・ぬかない

　　０８９-０５７６・北海道中川郡幕別町古舞・ふるまい

　　０８９-０７８５・北海道中川郡幕別町美川・みかわ

　　０８９-０６１４・北海道中川郡幕別町緑町・みどりまち

　　０８９-０６１５・北海道中川郡幕別町南町・みなみまち

　　０８９-０５６７・北海道中川郡幕別町明倫（７８)・めいりん

　　０８９-０５６７・北海道中川郡幕別町明倫（２０８)・めいりん

　　０８９-０７８７・北海道中川郡幕別町明倫（その他）・めいりん(そのた)

　　０８９-０６０３・北海道中川郡幕別町本町・もとまち

　　０８９-０５７１・北海道中川郡幕別町依田・よだ

　　０８３-００００・北海道中川郡池田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８３-００４４・北海道中川郡池田町青山・あおやま

　　０８３-０００１・北海道中川郡池田町旭町・あさひまち

　　０８３-００９０・北海道中川郡池田町大通・おおどおり

　　０８３-００２０・北海道中川郡池田町大通南・おおどおりみなみ

　　０８９-３１５１・北海道中川郡池田町大森・おおもり

　　０８３-００４１・北海道中川郡池田町川合・かわい

　　０８３-０００２・北海道中川郡池田町清見・きよみ

　　０８３-０００３・北海道中川郡池田町清見ケ丘・きよみがおか

　　０８３-０００４・北海道中川郡池田町様舞・さままい

　　０８３-００４７・北海道中川郡池田町昭栄・しようえい

　　０８９-３１５２・北海道中川郡池田町高島・たかしま

　　０８９-３１５３・北海道中川郡池田町近牛・ちかうじ

　　０８３-００４２・北海道中川郡池田町千代田・ちよだ

　　０８３-００４６・北海道中川郡池田町東台・とうだい

　　０８９-３１５６・北海道中川郡池田町常盤・ときわ

　　０８３-００３２・北海道中川郡池田町利別東町・としべつひがしまち

　　０８３-００３１・北海道中川郡池田町利別西町・としべつにしまち

　　０８３-００３３・北海道中川郡池田町利別南町・としべつみなみまち

　　０８３-００３４・北海道中川郡池田町利別本町・としべつもとまち

　　０８３-００４５・北海道中川郡池田町富岡・とみおか

　　０８３-００４３・北海道中川郡池田町豊田・とよた

　　０８３-００２１・北海道中川郡池田町西一条・にし１じよう

　　０８３-００２２・北海道中川郡池田町西二条・にし２じよう

　　０８３-００２３・北海道中川郡池田町西三条・にし３じよう

　　０８９-３１５４・北海道中川郡池田町信取・のぶとり

　　０８３-００９１・北海道中川郡池田町東一条・ひがし１じよう

　　０８３-００９２・北海道中川郡池田町東二条・ひがし２じよう

　　０８９-３１５５・北海道中川郡池田町美加登・みかど

　　０８９-５３００・北海道中川郡豊頃町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-５３０６・北海道中川郡豊頃町安骨・あんこつ

　　０８９-５２４１・北海道中川郡豊頃町育素多・いくそた

　　０８９-５３０４・北海道中川郡豊頃町牛首別・うししゆべつ

　　０８９-５４６５・北海道中川郡豊頃町大津・おおつ

　　０８９-５４６３・北海道中川郡豊頃町大津寿町・おおつことぶきまち

　　０８９-５４６２・北海道中川郡豊頃町大津幸町・おおつさいわいちよう

　　０８９-５４６４・北海道中川郡豊頃町大津港町・おおつみなとまち

　　０８９-５４６１・北海道中川郡豊頃町大津元町・おおつもとまち

　　０８９-５３０５・北海道中川郡豊頃町背負・せおい



　　０８９-５３０７・北海道中川郡豊頃町旅来・たびこらい

　　０８９-５２３４・北海道中川郡豊頃町中央新町・ちゆうおうしんまち

　　０８９-５２３５・北海道中川郡豊頃町中央若葉町・ちゆうおうわかはﾞまち

　　０８９-５４６６・北海道中川郡豊頃町長節・ちようぶじ

　　０８９-５３０１・北海道中川郡豊頃町統内・とうない

　　０８９-５２４４・北海道中川郡豊頃町十弗・とおふつ

　　０８９-５２４３・北海道中川郡豊頃町十弗宝町・とおふつたからまち

　　０８９-５２４６・北海道中川郡豊頃町豊頃・とよころ

　　０８９-５２３２・北海道中川郡豊頃町豊頃旭町・とよころあさひまち

　　０８９-５２３１・北海道中川郡豊頃町豊頃佐々田町・とよころささだまち

　　０８９-５２３３・北海道中川郡豊頃町豊頃南町・とよころみなみまち

　　０８９-５３０９・北海道中川郡豊頃町二宮・にのみや

　　０８９-５３０３・北海道中川郡豊頃町農野牛・のやうじ

　　０８９-５２４２・北海道中川郡豊頃町北栄・ほくえい

　　０８９-５２４７・北海道中川郡豊頃町幌岡・ほろおか

　　０８９-５３１５・北海道中川郡豊頃町茂岩・もいわ

　　０８９-５３１３・北海道中川郡豊頃町茂岩栄町・もいわさかえまち

　　０８９-５３１１・北海道中川郡豊頃町茂岩新和町・もいわしんわまち

　　０８９-５３１４・北海道中川郡豊頃町茂岩末広町・もいわすえひろまち

　　０８９-５３１２・北海道中川郡豊頃町茂岩本町・もいわほんまち

　　０８９-５３０８・北海道中川郡豊頃町湧洞・ゆうどう

　　０８９-５３０２・北海道中川郡豊頃町礼作別・れいさくべつ

　　０８９-５２４５・北海道中川郡豊頃町礼文内・れぶんない

　　０８９-３３００・北海道中川郡本別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-３６７６・北海道中川郡本別町明美・あけみ

　　０８９-３３３２・北海道中川郡本別町朝日町・あさひまち

　　０８９-３６７２・北海道中川郡本別町追名牛（６７－４～１１３－７)・おいなうし

　　０８９-３３２７・北海道中川郡本別町追名牛（その他）・おいなうし(そのた)

　　０８９-３６６２・北海道中川郡本別町奥仙美里・おくせんびり

　　０８９-３２８３・北海道中川郡本別町押帯・おしよつふﾟ

　　０８９-３３０７・北海道中川郡本別町負箙・おふいびら

　　０８９-３３１１・北海道中川郡本別町柏木町・かしわぎちよう

　　０８９-３６６６・北海道中川郡本別町上仙美里・かみせんびり

　　０８９-３３２１・北海道中川郡本別町上本別（フラツナイ）・かみほんべつ(ふらつない)

　　０８９-３３３４・北海道中川郡本別町北・きた

　　０８９-３３０５・北海道中川郡本別町共栄・きようえい

　　０８９-３６６５・北海道中川郡本別町清里・きよさと

　　０８９-３３０３・北海道中川郡本別町向陽町・こうようちよう

　　０８９-３３２２・北海道中川郡本別町栄町・さかえまち

　　０８９-３３０４・北海道中川郡本別町坂下町・さかしたまち

　　０８９-３６７４・北海道中川郡本別町下仙美里・しもせんびり

　　０８９-３３２４・北海道中川郡本別町新町・しんまち

　　０８９-３３３４・北海道中川郡本別町清流町・せいりゆうちよう

　　０８９-３６６３・北海道中川郡本別町仙美里・せんびり

　　０８９-３６６４・北海道中川郡本別町仙美里元町・せんびりもとまち

　　０８９-３３０６・北海道中川郡本別町チエトイ・ちえとい

　　０８９-３３３１・北海道中川郡本別町錦町・にしきまち

　　０８９-３６７５・北海道中川郡本別町西仙美里・にしせんびり

　　０８９-３４４３・北海道中川郡本別町西美里別（１１３～７９１）・にしびりべつ

　　０８９-３４４３・北海道中川郡本別町西美里別（西活込）・にしびりべつ(にしかつこみ)

　　０８９-３４４３・北海道中川郡本別町西美里別（西上）・にしびりべつ(にしかみ)

　　０８９-３４４３・北海道中川郡本別町西美里別（西中）・にしびりべつ(にしなか)

　　０８９-３３２５・北海道中川郡本別町西美里別（その他）・にしびりべつ(そのた)

　　０８９-３６７３・北海道中川郡本別町東仙美里・ひがしせんびり

　　０８９-３３０１・北海道中川郡本別町東本別・ひがしほんべつ

　　０８９-３３０２・北海道中川郡本別町東町・ひがしまち

　　０８９-３６６１・北海道中川郡本別町美栄・びえい

　　０８９-３２８４・北海道中川郡本別町美蘭別・びらんべつ

　　０８９-３３２６・北海道中川郡本別町美里別（高東）・びりべつ(こうとう)

　　０８９-３３２３・北海道中川郡本別町美里別（東下）・びりべつ(ひがししも)

　　０８９-３６７７・北海道中川郡本別町美里別（２４６－７)・びりべつ(２４６-７)

　　０８９-３４４２・北海道中川郡本別町美里別（拓農）・びりべつ(たくのう)

　　０８９-３４４２・北海道中川郡本別町美里別（東活込）・びりべつ(たくのう)

　　０８９-３４４２・北海道中川郡本別町美里別（東上）・びりべつ(ひがしかみ)

　　０８９-３４４２・北海道中川郡本別町美里別（東中）・びりべつ(ひがしなか)

　　０８９-３６７１・北海道中川郡本別町木札内・ほﾞくさつない

　　０８９-３３１２・北海道中川郡本別町緑町・みどりまち

　　０８９-３３１４・北海道中川郡本別町南・みなみ

　　０８９-３３１３・北海道中川郡本別町柳町・やなぎまち

　　０８９-３３３３・北海道中川郡本別町山手町・やまてまち



　　０８９-３３０８・北海道中川郡本別町弥生町・やよいまち

　　０８９-３２８２・北海道中川郡本別町勇足・ゆうたり

　　０８９-３２８１・北海道中川郡本別町勇足元町・ゆうたりもとまち

　　０８９-３７００・北海道足寄郡足寄町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-３７０８・北海道足寄郡足寄町愛冠・あいかつふﾟ

　　０８９-３７２１・北海道足寄郡足寄町旭町・あさひまち

　　０８９-３７２４・北海道足寄郡足寄町稲牛・いなうじ

　　０８９-４１４４・北海道足寄郡足寄町大誉地（１０－１)・およち(１０-１)

　　０８９-４２５１・北海道足寄郡足寄町大誉地（その他）・およち(そのた)

　　０８９-４２５２・北海道足寄郡足寄町大誉地本町・およちもとまち

　　０８９-３９６１・北海道足寄郡足寄町上足寄・かみあしよろ

　　０８９-３９６２・北海道足寄郡足寄町上足寄本町・かみあしよろもとまち

　　０８９-４１４２・北海道足寄郡足寄町上利別・かみとしべつ

　　０８９-４１４１・北海道足寄郡足寄町上利別本町・かみとしべつもとまち

　　０８９-３９６３・北海道足寄郡足寄町上螺湾・かみらわん

　　０８９-３７０１・北海道足寄郡足寄町北一条・きた１じよう

　　０８９-３７０２・北海道足寄郡足寄町北二条・きた２じよう

　　０８９-３７０３・北海道足寄郡足寄町北三条・きた３じよう

　　０８９-３７０４・北海道足寄郡足寄町北四条・きた４じよう

　　０８９-３７０５・北海道足寄郡足寄町北五条・きた５じよう

　　０８９-３７０６・北海道足寄郡足寄町北六条・きた６じよう

　　０８９-３８７４・北海道足寄郡足寄町喜登牛・きとうじ

　　０８９-３７２６・北海道足寄郡足寄町共栄町・きようえいまち

　　０８９-３７２７・北海道足寄郡足寄町郊南・こうなん

　　０８９-３７１８・北海道足寄郡足寄町栄町・さかえまち

　　０８９-３７３２・北海道足寄郡足寄町里見が丘・さとみがおか

　　０８９-３７０７・北海道足寄郡足寄町下愛冠・しもあいかつふﾟ

　　０８９-４１４３・北海道足寄郡足寄町白糸・しらいと

　　０８９-３７２２・北海道足寄郡足寄町新町・しんまち

　　０８９-３７３４・北海道足寄郡足寄町常盤・ときわ

　　０８９-３７２３・北海道足寄郡足寄町中足寄・なかあしよろ

　　０８９-３７３１・北海道足寄郡足寄町中矢（７～２８８)・なかや

　　０８９-３８７３・北海道足寄郡足寄町中矢（４２６～７８２)・なかや

　　０８９-３７３３・北海道足寄郡足寄町西町・にしまち

　　０８９-３７３５・北海道足寄郡足寄町美盛・びせい

　　０８９-３７２５・北海道足寄郡足寄町平和・へいわ

　　０８９-３７１１・北海道足寄郡足寄町南一条・みなみ１じよう

　　０８９-３７１２・北海道足寄郡足寄町南二条・みなみ２じよう

　　０８９-３７１３・北海道足寄郡足寄町南三条・みなみ３じよう

　　０８９-３７１４・北海道足寄郡足寄町南四条・みなみ４じよう

　　０８９-３７１５・北海道足寄郡足寄町南五条・みなみ５じよう

　　０８９-３７１６・北海道足寄郡足寄町南六条・みなみ６じよう

　　０８９-３７１７・北海道足寄郡足寄町南七条・みなみ７じよう

　　０８９-３８７２・北海道足寄郡足寄町芽登・めとう

　　０８９-３８７１・北海道足寄郡足寄町芽登本町・めとうもとまち

　　０８９-３９６４・北海道足寄郡足寄町茂足寄・もあしよろ

　　０８９-３７３７・北海道足寄郡足寄町茂喜登牛（１２～６３４)・もきとうし

　　０８９-３８７５・北海道足寄郡足寄町茂喜登牛（７５９～２７８６)・もきとうし

　　０８９-３９６５・北海道足寄郡足寄町螺湾・らわん

　　０８９-３９６６・北海道足寄郡足寄町螺湾本町・らわんもとまち

　　０８９-３７３６・北海道足寄郡足寄町鷲府・わしつふﾟ

　　０８９-４３００・北海道足寄郡陸別町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-４３２４・北海道足寄郡陸別町旭町・あさひまち

　　０８９-４３０１・北海道足寄郡陸別町ウエンベツ・うえんべつ

　　０８９-４３１５・北海道足寄郡陸別町大通・おおどおり

　　０８９-４３２１・北海道足寄郡陸別町恩根内・おんねない

　　０８９-４３４２・北海道足寄郡陸別町上斗満・かみとまむ

　　０８９-４３０８・北海道足寄郡陸別町上陸別・かみりくべつ

　　０８９-４３５３・北海道足寄郡陸別町川上・かわかみ

　　０８９-４３３１・北海道足寄郡陸別町川向・かわむかい

　　０８９-４３４５・北海道足寄郡陸別町北斗満・きたとまむ

　　０８９-４３１３・北海道足寄郡陸別町共栄第一・きようえいだい１

　　０８９-４３１２・北海道足寄郡陸別町共栄第二・きようえいだい２

　　０８９-４３０４・北海道足寄郡陸別町共和・きようわ

　　０８９-４３５１・北海道足寄郡陸別町勲祢別・くんねべつ

　　０８９-４２６２・北海道足寄郡陸別町薫別・くんべつ

　　０８９-４３１６・北海道足寄郡陸別町栄町・さかえまち

　　０８９-４３０７・北海道足寄郡陸別町作集・さくしゆう

　　０８９-４３３７・北海道足寄郡陸別町下斗満・しもとまむ

　　０８９-４３０３・北海道足寄郡陸別町下陸別・しもりくべつ



　　０８９-４３５５・北海道足寄郡陸別町小利別・しようとしべつ

　　０８９-４３３３・北海道足寄郡陸別町殖産・しよくさん

　　０８９-４３２２・北海道足寄郡陸別町新町一区・しんまち１く

　　０８９-４３２３・北海道足寄郡陸別町新町二区・しんまち２く

　　０８９-４３３２・北海道足寄郡陸別町関・せき

　　０８９-４３５７・北海道足寄郡陸別町利上・としかみ

　　０８９-４３４１・北海道足寄郡陸別町苫務・とまむ

　　０８９-４２６１・北海道足寄郡陸別町登良利・とらり

　　０８９-４３０５・北海道足寄郡陸別町中陸別・なかりくべつ

　　０８９-４３３５・北海道足寄郡陸別町中斗満・なかとまむ

　　０８９-４３４４・北海道足寄郡陸別町西斗満・にしとまむ

　　０８９-４３５４・北海道足寄郡陸別町日宗・につしゆう

　　０８９-４３３４・北海道足寄郡陸別町東斗満・ひがしとまむ

　　０８９-４３１４・北海道足寄郡陸別町東一条一区・ひがし１じよう１く

　　０８９-４３１１・北海道足寄郡陸別町東一条二区・ひがし１じよう２く

　　０８９-４３５２・北海道足寄郡陸別町分線・ぶんせん

　　０８９-４３４６・北海道足寄郡陸別町ポントマム・ほﾟんとまむ

　　０８９-４３２６・北海道足寄郡陸別町緑町・みどりまち

　　０８９-４３４３・北海道足寄郡陸別町南斗満・みなみとまむ

　　０８９-４３２５・北海道足寄郡陸別町元町・もとまち

　　０８９-４３０６・北海道足寄郡陸別町止若内・やむわつかない

　　０８９-４３３６・北海道足寄郡陸別町弥生・やよい

　　０８９-４３５６・北海道足寄郡陸別町林内・りんない

　　０８９-４３０２・北海道足寄郡陸別町若葉・わかはﾞ

　　０８９-５６００・北海道十勝郡浦幌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８９-５５５１・北海道十勝郡浦幌町愛牛・あいうじ

　　０８９-３５７６・北海道十勝郡浦幌町相川・あいかわ

　　０８９-５５４６・北海道十勝郡浦幌町朝日・あさひ

　　０８９-５８６５・北海道十勝郡浦幌町厚内（全域）・あつない(ぜんいき)

　　０８９-５６３８・北海道十勝郡浦幌町幾栄・いくえい

　　０８９-５６３８・北海道十勝郡浦幌町幾千世・いくちせ

　　０８９-５６３７・北海道十勝郡浦幌町稲穂・いなほ

　　０８９-５５５３・北海道十勝郡浦幌町打内・うつない

　　０８９-３５８６・北海道十勝郡浦幌町栄穂・えいほ

　　０８９-５８６７・北海道十勝郡浦幌町オコッペ・おこつへﾟ

　　０８９-５６３４・北海道十勝郡浦幌町帯富・おびとみ

　　０８９-３５７１・北海道十勝郡浦幌町恩根内・おんねない

　　０８９-３５７４・北海道十勝郡浦幌町活平・かつひら

　　０８９-５８６６・北海道十勝郡浦幌町上厚内・かみあつない

　　０８９-３５８５・北海道十勝郡浦幌町川上・かわかみ

　　０８９-３５７２・北海道十勝郡浦幌町川流布・かわりゆうふ

　　０８９-５６２１・北海道十勝郡浦幌町北町・きたまち

　　０８９-５５４２・北海道十勝郡浦幌町共栄・きようえい

　　０８９-３５８７・北海道十勝郡浦幌町貴老路・きろろ

　　０８９-５６１７・北海道十勝郡浦幌町光南・こうなん

　　０８９-３５７７・北海道十勝郡浦幌町合流・ごうりゆう

　　０８９-５６１１・北海道十勝郡浦幌町寿町・ことぶきちよう

　　０８９-５８６８・北海道十勝郡浦幌町昆布刈石（３)・こぶかりいし

　　０８９-５５５８・北海道十勝郡浦幌町昆布刈石（３０)・こぶかりいし

　　０８９-５６０７・北海道十勝郡浦幌町材木町・ざいもくちよう

　　０８９-５６１３・北海道十勝郡浦幌町幸町・さいわいちよう

　　０８９-５６０４・北海道十勝郡浦幌町栄町・さかえまち

　　０８９-５６１４・北海道十勝郡浦幌町桜町・さくらまち

　　０８９-５６３５・北海道十勝郡浦幌町静内・しずない

　　０８９-５６１５・北海道十勝郡浦幌町新町・しんまち

　　０８９-５６０２・北海道十勝郡浦幌町末広町・すえひろちよう

　　０８９-５６０６・北海道十勝郡浦幌町住吉町・すみよしちよう

　　０８９-５５４７・北海道十勝郡浦幌町生剛・せいごう

　　０８９-５６３１・北海道十勝郡浦幌町瀬多来・せたらい

　　０８９-５５５４・北海道十勝郡浦幌町大平・たいへい

　　０８９-５６０１・北海道十勝郡浦幌町宝町・たからまち

　　０８９-５６３６・北海道十勝郡浦幌町千歳町・ちとせちよう

　　０８９-５８６９・北海道十勝郡浦幌町チプネオコッペ・ちふﾟねおこつへﾟ

　　０８８-０１８１・北海道十勝郡浦幌町直別・ちよくべつ

　　０８９-５６３３・北海道十勝郡浦幌町常豊・つねとよ

　　０８９-５５５５・北海道十勝郡浦幌町トイトッキ・といとつき

　　０８９-５５４４・北海道十勝郡浦幌町統太・とうふと

　　０８９-５５４８・北海道十勝郡浦幌町十勝太・とかちぶと

　　０８９-５６３４・北海道十勝郡浦幌町時和・ときわ

　　０８９-５６３３・北海道十勝郡浦幌町常室・とこむろ



　　０８９-３５７３・北海道十勝郡浦幌町富川・とみかわ

　　０８９-５５５２・北海道十勝郡浦幌町豊北・とよきた

　　０８９-５６０８・北海道十勝郡浦幌町西町・にしまち

　　０８９-５５５７・北海道十勝郡浦幌町ヌタベット・ぬたべつと

　　０８９-５６１２・北海道十勝郡浦幌町東山町・ひがしやまちよう

　　０８９-５６３３・北海道十勝郡浦幌町福山・ふくやま

　　０８９-５５４３・北海道十勝郡浦幌町平和・へいわ

　　０８９-５５５６・北海道十勝郡浦幌町鼈奴・べつちやろ

　　０８９-３５７８・北海道十勝郡浦幌町宝生・ほうせい

　　０８９-５６２２・北海道十勝郡浦幌町北栄・ほくえい

　　０８９-５６０３・北海道十勝郡浦幌町本町・ほんちよう

　　０８９-５６３３・北海道十勝郡浦幌町円山・まるやま

　　０８９-５６３６・北海道十勝郡浦幌町万年・まんねん

　　０８９-３５７５・北海道十勝郡浦幌町美園・みその

　　０８９-５６０５・北海道十勝郡浦幌町緑町・みどりまち

　　０８９-５６１７・北海道十勝郡浦幌町南町・みなみまち

　　０８９-５５４５・北海道十勝郡浦幌町養老・ようろう

　　０８９-５５４１・北海道十勝郡浦幌町吉野・よしの

　　０８９-５６３２・北海道十勝郡浦幌町留真・るしん

　　０８８-０６００・北海道釧路郡釧路町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-０６１６・北海道釧路郡釧路町曙・あけほﾞの

　　０８５-２２７１・北海道釧路郡釧路町跡永賀村・あとえかむら

　　０８８-２１５４・北海道釧路郡釧路町柏東・かしわひがじ

　　０８８-２１５５・北海道釧路郡釧路町柏西・かしわにじ

　　０８８-０６２６・北海道釧路郡釧路町桂・かつら

　　０８８-０６２１・北海道釧路郡釧路町桂木・かつらぎ

　　０８８-２１４３・北海道釧路郡釧路町河畔・かはん

　　０８８-０６０１・北海道釧路郡釧路町上別保原野・かみべつほﾟげんや

　　０８８-０６１２・北海道釧路郡釧路町雁来・かりき

　　０８８-０６２５・北海道釧路郡釧路町北見団地・きたみだんち

　　０８８-０６２２・北海道釧路郡釧路町木場・きはﾞ

　　０８８-０６０９・北海道釧路郡釧路町共和・きようわ

　　０８８-０６２３・北海道釧路郡釧路町光和・こうわ

　　０８８-０６１４・北海道釧路郡釧路町国誉・こくよ

　　０８５-２２７２・北海道釧路郡釧路町昆布森・こんぶもり

　　０８５-２２７３・北海道釧路郡釧路町昆布森村・こんぶもりむら

　　０８８-０６２４・北海道釧路郡釧路町新開・しんかい

　　０８８-０８３３・北海道釧路郡釧路町仙鳳趾村（老者舞）・せんほﾟうしむら(おしやまつふﾟ)

　　０８８-０８３５・北海道釧路郡釧路町仙鳳趾村（オタクパウシ）・せんほﾟうしむら(おたくはﾟうし)

　　０８８-０８３４・北海道釧路郡釧路町仙鳳趾村（汐見）・せんほﾟうしむら(しおみ)

　　０８８-０８３１・北海道釧路郡釧路町仙鳳趾村（仙鳳趾）・せんほﾟうしむら(せんほﾟうし)

　　０８８-０８３２・北海道釧路郡釧路町仙鳳趾村（知方学）・せんほﾟうしむら(ちつほﾟまない)

　　０８８-０６０８・北海道釧路郡釧路町釧望台・せんほﾞうだい

　　０８８-２１４１・北海道釧路郡釧路町達古武・たつこぶ

　　０８８-０６０６・北海道釧路郡釧路町中央・ちゆうおう

　　０８８-０６２８・北海道釧路郡釧路町東陽大通西,3・ とうようおおどおりにじ

　　０８８-０６２７・北海道釧路郡釧路町東陽西,3・ とうようにじ

　　０８８-２１４２・北海道釧路郡釧路町遠野・とおや

　　０８８-２１４５・北海道釧路郡釧路町遠矢・とおや

　　０８８-２１５６・北海道釧路郡釧路町遠矢南・とおやみなみ

　　０８８-０６０７・北海道釧路郡釧路町床丹・とこたん

　　０８８-０６１８・北海道釧路郡釧路町富原・とみはら

　　０８８-０６１１・北海道釧路郡釧路町豊美・とよみ

　　０８８-２１４４・北海道釧路郡釧路町鳥里・とりさと

　　０８８-２１４８・北海道釧路郡釧路町鳥通・とりとうじ

　　０８８-２１４７・北海道釧路郡釧路町鳥通東・とりとうしひがじ

　　０８８-２１４６・北海道釧路郡釧路町鳥通西・とりとうしにじ

　　０８８-２１５２・北海道釧路郡釧路町南陽台・なんようだい

　　０８８-０６０４・北海道釧路郡釧路町別保・べつほﾟ

　　０８８-０６０５・北海道釧路郡釧路町別保原野・べつほﾟげんや

　　０８８-０６０２・北海道釧路郡釧路町別保東・べつほﾟひがじ

　　０８８-０６０３・北海道釧路郡釧路町別保南・べつほﾟみなみ

　　０８８-０６１７・北海道釧路郡釧路町北都・ほくと

　　０８８-２１４０・北海道釧路郡釧路町細岡・ほそおか

　　０８８-２１５３・北海道釧路郡釧路町緑・みどり

　　０８８-０６１５・北海道釧路郡釧路町睦・むつみ

　　０８８-２１５１・北海道釧路郡釧路町よし野・よしの

　　０８８-０６１３・北海道釧路郡釧路町若葉・わかはﾞ

　　０８８-２１５７・北海道釧路郡釧路町わらび・わらび

　　０８８-１１００・北海道厚岸郡厚岸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０８８-１１１３・北海道厚岸郡厚岸町愛冠・あいかつふﾟ

　　０８８-１１１２・北海道厚岸郡厚岸町有明・ありあけ

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町糸魚沢・いといざわ

　　０８８-１１３１・北海道厚岸郡厚岸町太田・おおた

　　０８８-１１３３・北海道厚岸郡厚岸町太田宏陽・おおたこうよう

　　０８８-１１３２・北海道厚岸郡厚岸町太田東・おおたひがじ

　　０８８-１１３４・北海道厚岸郡厚岸町太田西・おおたにじ

　　０８８-１１３０・北海道厚岸郡厚岸町太田南・おおたみなみ

　　０８８-１１３５・北海道厚岸郡厚岸町太田北・おおたきた

　　０８８-１１４１・北海道厚岸郡厚岸町太田１の通り・おおた１のとおり

　　０８８-１１４２・北海道厚岸郡厚岸町太田２の通り・おおた２のとおり

　　０８８-１１４３・北海道厚岸郡厚岸町太田３の通り・おおた３のとおり

　　０８８-１１４４・北海道厚岸郡厚岸町太田４の通り・おおた４のとおり

　　０８８-１１４５・北海道厚岸郡厚岸町太田５の通り・おおた５のとおり

　　０８８-１１４６・北海道厚岸郡厚岸町太田６の通り・おおた６のとおり

　　０８８-１１４７・北海道厚岸郡厚岸町太田７の通り・おおた７のとおり

　　０８８-１１４８・北海道厚岸郡厚岸町太田８の通り・おおた８のとおり

　　０８８-１１４９・北海道厚岸郡厚岸町太田９の通り・おおた９のとおり

　　０８８-１１３６・北海道厚岸郡厚岸町大別・おおべつ

　　０８８-０８７６・北海道厚岸郡厚岸町沖万別・おきまんべつ

　　０８８-１１１７・北海道厚岸郡厚岸町御供・おそなえ

　　０８８-０８７３・北海道厚岸郡厚岸町乙幌・おつほﾟろ

　　０８８-０８７１・北海道厚岸郡厚岸町尾幌・おほﾞろ

　　０８８-１１３７・北海道厚岸郡厚岸町片無去・かたむさり

　　０８８-０７７１・北海道厚岸郡厚岸町上尾幌・かみおほﾞろ

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町神岩・かむいわ

　　０８８-１１２９・北海道厚岸郡厚岸町光栄・こうえい

　　０８８-１１０３・北海道厚岸郡厚岸町小島・こじま

　　０８８-１１３９・北海道厚岸郡厚岸町サッテベツ・さつてべつ

　　０８８-１１４０・北海道厚岸郡厚岸町サンヌシ・さんぬじ

　　０８８-１１２５・北海道厚岸郡厚岸町白浜・しらはま

　　０８８-１１５１・北海道厚岸郡厚岸町真栄・しんえい

　　０８８-１１１９・北海道厚岸郡厚岸町住の江・すみのえ

　　０８８-１１３８・北海道厚岸郡厚岸町セタニウシ・せたにうじ

　　０８８-１１０４・北海道厚岸郡厚岸町大黒島・だいこくじま

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町チライカリベツ・ちらいかりべつ

　　０８８-１１０８・北海道厚岸郡厚岸町筑紫恋・つくしこい

　　０８８-１１０６・北海道厚岸郡厚岸町東梅・とうはﾞい

　　０８８-１１０２・北海道厚岸郡厚岸町登喜岱・ときたい

　　０８８-１１０７・北海道厚岸郡厚岸町床潭・とこたん

　　０８８-０８７５・北海道厚岸郡厚岸町苫多・とまた

　　０８８-１３８９・北海道厚岸郡厚岸町トライベツ・とらいべつ

　　０８８-１１１５・北海道厚岸郡厚岸町梅香・はﾞいか

　　０８８-０８７７・北海道厚岸郡厚岸町敏内・びんない

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町別寒辺牛・べかんべうじ

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町ホロニタイ・ほろにたい

　　０８８-１１１１・北海道厚岸郡厚岸町奔渡・ほﾟんと

　　０８８-１１１６・北海道厚岸郡厚岸町松葉・まつはﾞ

　　０８８-１１０５・北海道厚岸郡厚岸町末広・まびろ

　　０８８-１１２８・北海道厚岸郡厚岸町港町・みなとまち

　　０８８-１１２４・北海道厚岸郡厚岸町宮園・みやぞの

　　０８８-０８７４・北海道厚岸郡厚岸町門静（４丁目５５～１１４)・もんしず

　　０８８-１１２６・北海道厚岸郡厚岸町門静（その他）・もんしず(そのた)

　　０８８-１１２０・北海道厚岸郡厚岸町山の手・やまのて

　　０８８-０８７２・北海道厚岸郡厚岸町来別・らいべつ

　　０８８-０８７８・北海道厚岸郡厚岸町ルークシュポール・るｰくしゆほﾟｰる

　　０８８-１１１８・北海道厚岸郡厚岸町若竹・わかたけ

　　０８８-１１１８・北海道厚岸郡厚岸町若竹町・わかたけちよう

　　０８８-１１０１・北海道厚岸郡厚岸町若松・わかまつ

　　０８８-１１１４・北海道厚岸郡厚岸町湾月・わんげつ

　　０８８-１５００・北海道厚岸郡浜中町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-１４０６・北海道厚岸郡浜中町赤泊・あかどまり

　　０８８-１４０３・北海道厚岸郡浜中町アザラップ・あざらつふﾟ

　　０８８-１６４６・北海道厚岸郡浜中町姉別（丁目）・あねべつ

　　０８８-１６４１・北海道厚岸郡浜中町姉別基線・あねべつきせん

　　０８８-１６４８・北海道厚岸郡浜中町姉別北・あねべつきた

　　０８８-１６４７・北海道厚岸郡浜中町姉別南・あねべつみなみ

　　０８８-１６４９・北海道厚岸郡浜中町姉別緑栄・あねべつりよくえい

　　０８８-１３０１・北海道厚岸郡浜中町一番沢・いちはﾞんさわ

　　０８８-１４０６・北海道厚岸郡浜中町羨古丹・うらやこたん



　　０８８-１６４４・北海道厚岸郡浜中町恵茶人・えさしと

　　０８８-１３７１・北海道厚岸郡浜中町円朱別西・えんしゆべつにじ

　　０８８-１４０８・北海道厚岸郡浜中町大津屋沢・おおつやざわ

　　０８８-１５６１・北海道厚岸郡浜中町霧多布湿原・きりたつふﾟしつげん

　　０８８-１５５１・北海道厚岸郡浜中町霧多布西一条・きりたつふﾟにし１じよう

　　０８８-１５５２・北海道厚岸郡浜中町霧多布西二条・きりたつふﾟにし２じよう

　　０８８-１５５３・北海道厚岸郡浜中町霧多布西三条・きりたつふﾟにし３じよう

　　０８８-１５５４・北海道厚岸郡浜中町霧多布西四条・きりたつふﾟにし４じよう

　　０８８-１５１１・北海道厚岸郡浜中町霧多布東一条・きりたつふﾟひがし１じよう

　　０８８-１５１２・北海道厚岸郡浜中町霧多布東二条・きりたつふﾟひがし２じよう

　　０８８-１５１３・北海道厚岸郡浜中町霧多布東三条・きりたつふﾟひがし３じよう

　　０８８-１５１４・北海道厚岸郡浜中町霧多布東四条・きりたつふﾟひがし４じよう

　　０８８-１４８６・北海道厚岸郡浜中町熊牛・くまうじ

　　０８６-００８１・北海道厚岸郡浜中町厚陽・こうよう

　　０８８-１４０１・北海道厚岸郡浜中町榊町・さかきまち

　　０８８-１４０７・北海道厚岸郡浜中町榊町西・さかきまちにじ

　　０８８-１３０３・北海道厚岸郡浜中町三番沢・さんはﾞんさわ

　　０８８-１４０２・北海道厚岸郡浜中町後静・しりしず

　　０８８-１４１２・北海道厚岸郡浜中町後静村（熊牛原野）・しりしずむら(くまうしげんや)

　　０８８-１５２６・北海道厚岸郡浜中町新川・しんかわ

　　０８８-１５２８・北海道厚岸郡浜中町新川西・しんかわにじ

　　０８８-１５２７・北海道厚岸郡浜中町新川東・しんかわひがじ

　　０８８-１６４５・北海道厚岸郡浜中町仙鳳趾・せんほﾟうじ

　　０８８-１３６７・北海道厚岸郡浜中町茶内旭・ちやないあさひ

　　０８８-１３６８・北海道厚岸郡浜中町茶内基線・ちやないきせん

　　０８８-１３６６・北海道厚岸郡浜中町茶内橋北西・ちやないきようほくにじ

　　０８８-１３６５・北海道厚岸郡浜中町茶内橋北東・ちやないきようほくひがじ

　　０８８-１３６３・北海道厚岸郡浜中町茶内栄・ちやないさかえ

　　０８８-１３６９・北海道厚岸郡浜中町茶内西・ちやないにじ

　　０８８-１３６８・北海道厚岸郡浜中町茶内東１線・ちやないひがし１せん

　　０８８-１３６８・北海道厚岸郡浜中町茶内東２線・ちやないひがし２せん

　　０８８-１４８７・北海道厚岸郡浜中町茶内東３線・ちやないひがし３せん

　　０８８-１４８７・北海道厚岸郡浜中町茶内東４線・ちやないひがし４せん

　　０８８-１４８７・北海道厚岸郡浜中町茶内東５線・ちやないひがし５せん

　　０８８-１４８７・北海道厚岸郡浜中町茶内東６線・ちやないひがし６せん

　　０８８-１３６１・北海道厚岸郡浜中町茶内緑・ちやないみどり

　　０８８-１３６２・北海道厚岸郡浜中町茶内本町・ちやないもとまち

　　０８８-１３６４・北海道厚岸郡浜中町茶内若葉・ちやないわかはﾞ

　　０８８-１３６０・北海道厚岸郡浜中町散布村（北の沢）・ちりつふﾟむら(きたのさわ)

　　０８８-１５２２・北海道厚岸郡浜中町湯沸・とうふつ

　　０８８-１５７１・北海道厚岸郡浜中町道有林・どうゆうりん

　　０８８-１５３１・北海道厚岸郡浜中町仲の浜・なかのはま

　　０８８-１３７０・北海道厚岸郡浜中町西円朱別西・にしえんしゆべつにじ

　　０８８-１３０２・北海道厚岸郡浜中町二番沢・にはﾞんさわ

　　０８８-１４０９・北海道厚岸郡浜中町走古潭・はしりこたん

　　０８８-１４８５・北海道厚岸郡浜中町浜中・はまなか

　　０８８-１５３６・北海道厚岸郡浜中町火散布・ひちりつふﾟ

　　０８８-１５３２・北海道厚岸郡浜中町琵琶瀬・びわせ

　　０８８-１５２５・北海道厚岸郡浜中町暮帰別西・ほﾞきべつにじ

　　０８８-１５２４・北海道厚岸郡浜中町暮帰別東・ほﾞきべつひがじ

　　０８８-１４０３・北海道厚岸郡浜中町幌戸・ほﾟろと

　　０８８-１４０５・北海道厚岸郡浜中町奔幌戸・ほﾟんほﾟろと

　　０８８-１５３７・北海道厚岸郡浜中町丸山散布・まるやまちりつふﾟ

　　０８８-１４０４・北海道厚岸郡浜中町ムギカラシナイ・むぎからしない

　　０８８-１６４３・北海道厚岸郡浜中町貰人・もうらいと

　　０８８-１５３８・北海道厚岸郡浜中町藻散布・もちりつふﾟ

　　０８８-１５３５・北海道厚岸郡浜中町養老散布・ようろうちりつふﾟ

　　０８８-１４０２・北海道厚岸郡浜中町横浜・よこはま

　　０８８-１３０４・北海道厚岸郡浜中町四番沢・よはﾞんさわ

　　０８８-１３０６・北海道厚岸郡浜中町六番沢・ろくはﾞんさわ

　　０８８-１５３４・北海道厚岸郡浜中町渡散布・わたりちりつふﾟ

　　０８８-２３００・北海道川上郡標茶町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-２３０１・北海道川上郡標茶町旭・あさひ

　　０８８-２３０５・北海道川上郡標茶町麻生・あざぶ

　　０８８-２２７１・北海道川上郡標茶町阿歴内・あれきない

　　０８８-２２７２・北海道川上郡標茶町阿歴内原野・あれきないげんや

　　０８８-３１５７・北海道川上郡標茶町磯分内憩・いそぶんないこい

　　０８８-３１４９・北海道川上郡標茶町磯分内乙西・いそぶんないおつにじ

　　０８８-３１５１・北海道川上郡標茶町磯分内上・いそぶんないかみ

　　０８８-３１５２・北海道川上郡標茶町磯分内協盛・いそぶんないきようせい



　　０８８-３１５３・北海道川上郡標茶町磯分内小林・いそぶんないこはﾞやじ

　　０８８-３１４７・北海道川上郡標茶町磯分内市街・いそぶんないしがい

　　０８８-３１４６・北海道川上郡標茶町磯分内下・いそぶんないしも

　　０８８-３１４３・北海道川上郡標茶町磯分内美幌・いそぶんないびほろ

　　０８８-３１５５・北海道川上郡標茶町磯分内平泉・いそぶんないひらいずみ

　　０８８-３１４８・北海道川上郡標茶町磯分内福島・いそぶんないふくしま

　　０８８-３１５６・北海道川上郡標茶町磯分内平和・いそぶんないへいわ

　　０８８-２２６２・北海道川上郡標茶町ウライヤ・うらいや

　　０８８-２３３１・北海道川上郡標茶町オソツベツ・おそつべつ

　　０８８-２３１１・北海道川上郡標茶町開運・かいうん

　　０８８-３１４２・北海道川上郡標茶町上磯分内・かみいそぶんない

　　０８８-２３３３・北海道川上郡標茶町上オソツベツ・かみおそつべつ

　　０８８-２３３９・北海道川上郡標茶町上多和・かみたわ

　　０８８-２３２１・北海道川上郡標茶町上チャンベツ・かみちやんべつ

　　０８８-２２６６・北海道川上郡標茶町茅沼・かやぬま

　　０８８-２３１２・北海道川上郡標茶町川上・かわかみ

　　０８８-２２７５・北海道川上郡標茶町北片無去・きたかたむさり

　　０８８-２３３７・北海道川上郡標茶町北標茶・きたしべちや

　　０８８-２３８０・北海道川上郡標茶町クチョロ原野・くちよろげんや

　　０８８-３１４５・北海道川上郡標茶町熊牛原野・くまうしげんや

　　０８８-２３３４・北海道川上郡標茶町厚生・こうせい

　　０８８-２３３５・北海道川上郡標茶町五十石・ごじゆうこく

　　０８８-２３８８・北海道川上郡標茶町コッタロ・こつたろ

　　０８８-２２６６・北海道川上郡標茶町コツタロ原野・こつたろげんや

　　０８８-３１５４・北海道川上郡標茶町栄（１４５、１６９)・さかえ

　　０８８-２３３７・北海道川上郡標茶町栄（その他）・さかえ(そのた)

　　０８８-２３０３・北海道川上郡標茶町桜・さくら

　　０８８-２３１４・北海道川上郡標茶町標茶・しべちや

　　０８８-２３３１・北海道川上郡標茶町下オソツベツ・しもおそつべつ

　　０８８-２３２３・北海道川上郡標茶町下チャンベツ・しもちやんべつ

　　０８８-２２６５・北海道川上郡標茶町シラルトロ・しらるとろ

　　０８８-２２７３・北海道川上郡標茶町西和・せいわ

　　０８８-３１４１・北海道川上郡標茶町多和（１２０)・たわ(１２０)

　　０８８-２３３９・北海道川上郡標茶町多和（その他）・たわ(そのた)

　　０８８-２２６５・北海道川上郡標茶町塘路（３２)・とうろ(３２)

　　０８８-２２６１・北海道川上郡標茶町塘路（その他）・とうろ(そのた)

　　０８８-２２６４・北海道川上郡標茶町塘路原野・とうろげんや

　　０８８-２３１３・北海道川上郡標茶町常盤・ときわ

　　０８８-２３３２・北海道川上郡標茶町中オソツベツ・なかおそつべつ

　　０８８-２３８２・北海道川上郡標茶町中久著呂・なかくちよろ

　　０８８-２３８１・北海道川上郡標茶町中久著呂市街・なかくちよろしがい

　　０８８-３１４４・北海道川上郡標茶町中多和・なかたわ

　　０８８-２３２２・北海道川上郡標茶町中チャンベツ・なかちやんべつ

　　０８８-２４６２・北海道川上郡標茶町虹別・にじべつ

　　０８８-２４６３・北海道川上郡標茶町虹別（上虹）・にじべつ(かみにじ)

　　０８８-２４６４・北海道川上郡標茶町虹別（中虹）・にじべつ(なかにじ)

　　０８８-２４６５・北海道川上郡標茶町虹別（萩野）・にじべつ(はぎの)

　　０８８-２４６１・北海道川上郡標茶町虹別市街・にじべつしがい

　　０８８-２３８９・北海道川上郡標茶町ヌマオロ原野・ぬまおろげんや

　　０８８-２２６３・北海道川上郡標茶町沼ノ上・ぬまのかみ

　　０８８-２２７４・北海道川上郡標茶町東阿歴内・ひがしあれきない

　　０８８-２３０２・北海道川上郡標茶町富士・ふじ

　　０８８-２３０４・北海道川上郡標茶町平和・へいわ

　　０８８-２３３８・北海道川上郡標茶町南標茶・みなみしべちや

　　０８８-２３２４・北海道川上郡標茶町雷別・らいべつ

　　０８８-２３３６・北海道川上郡標茶町ルルラン・るるらん

　　０８８-３２００・北海道川上郡弟子屈町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-３２０４・北海道川上郡弟子屈町朝日・あさひ

　　０８８-３４６３・北海道川上郡弟子屈町アトサヌプリ原野・あとさぬふﾟりげんや

　　０８８-３４６１・北海道川上郡弟子屈町跡佐登・あとさのほﾞり

　　０８８-３４６１・北海道川上郡弟子屈町跡佐登原野・あとさのほﾞりげんや

　　０８８-３３５１・北海道川上郡弟子屈町池の湯・いけのゆ

　　０８８-３２１２・北海道川上郡弟子屈町泉・いずみ

　　０８８-３２２６・北海道川上郡弟子屈町奥オソベツ・おくおそべつ

　　０８８-３２２８・北海道川上郡弟子屈町奥春別・おくしゆんべつ

　　０８８-３２２７・北海道川上郡弟子屈町重内・おもない

　　０８８-３４６２・北海道川上郡弟子屈町川湯駅前・かわゆえきまえ

　　０８８-３４６５・北海道川上郡弟子屈町川湯温泉・かわゆおんせん

　　０８８-３３４１・北海道川上郡弟子屈町屈斜路・くつしやろ

　　０８８-３３４１・北海道川上郡弟子屈町屈斜路原野・くつしやろげんや



　　０８８-３３５１・北海道川上郡弟子屈町屈斜路市街地・くつしやろしがいち

　　０８８-３２１４・北海道川上郡弟子屈町高栄・こうえい

　　０８８-３３５１・北海道川上郡弟子屈町古丹・こたん

　　０８８-３２１３・北海道川上郡弟子屈町桜丘・さくらおか

　　０８８-３３３２・北海道川上郡弟子屈町札友内・さつともない

　　０８８-３３３２・北海道川上郡弟子屈町札友内原野・さつともないげんや

　　０８８-３４６４・北海道川上郡弟子屈町サワンチサップ・さわんちさつふﾟ

　　０８８-３２０２・北海道川上郡弟子屈町鈴蘭・すずらん

　　０８８-３３５１・北海道川上郡弟子屈町砂湯・すなゆ

　　０８８-３２１１・北海道川上郡弟子屈町中央・ちゆうおう

　　０８８-３２２２・北海道川上郡弟子屈町弟子屈原野・てしかがげんや

　　０８８-３２２１・北海道川上郡弟子屈町鐺別・とうべつ

　　０８８-３２２１・北海道川上郡弟子屈町鐺別原野・とうべつげんや

　　０８８-３２２３・北海道川上郡弟子屈町仁多・にた

　　０８８-３３３１・北海道川上郡弟子屈町美留和・びるわ

　　０８８-３３３１・北海道川上郡弟子屈町美留和原野・びるわげんや

　　０８８-３２２４・北海道川上郡弟子屈町平和・へいわ

　　０８８-３２０１・北海道川上郡弟子屈町摩周・ましゆう

　　０８８-３２１５・北海道川上郡弟子屈町美里・みさと

　　０８８-３２７１・北海道川上郡弟子屈町南弟子屈・みなみてしかが

　　０８８-３２２５・北海道川上郡弟子屈町最栄利別・もえりべつ

　　０８８-３２０３・北海道川上郡弟子屈町湯の島・ゆのしま

　　０８５-１２００・北海道阿寒郡鶴居村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８５-１１４６・北海道阿寒郡鶴居村アトコシヤラカ・ あとこしやらか

　　０８５-１１４５・北海道阿寒郡鶴居村温根内・ おんねない

　　０８５-１１３２・北海道阿寒郡鶴居村上幌呂・ かみほろろ

　　０８５-１２１２・北海道阿寒郡鶴居村支雪裡・ しせつり

　　０８５-１１３３・北海道阿寒郡鶴居村支幌呂・ しほろろ

　　０８５-１２６２・北海道阿寒郡鶴居村下久著呂・ しもくちよろ

　　０８５-１２１１・北海道阿寒郡鶴居村下雪裡・ しもせつり

　　０８５-１１４４・北海道阿寒郡鶴居村下幌呂・ しもほろろ

　　０８５-１１３１・北海道阿寒郡鶴居村新幌呂・ しんほろろ

　　０８５-１２０６・"北海道阿寒郡鶴居村, 鶴居東"・つるいひがじ

　　０８５-１２０３・"北海道阿寒郡鶴居村, 鶴居西"・つるいにじ

　　０８５-１２０４・北海道阿寒郡鶴居村鶴居南・ つるいみなみ

　　０８５-１２０１・北海道阿寒郡鶴居村鶴居北・ つるいきた

　　０８５-１２６１・北海道阿寒郡鶴居村中久著呂・ なかくちよろ

　　０８５-１２０７・北海道阿寒郡鶴居村中雪裡（東）・ なかせつり(ひがし)

　　０８５-１２０２・北海道阿寒郡鶴居村中雪裡（西）・ なかせつり(にし)

　　０８５-１２０５・北海道阿寒郡鶴居村中雪裡（南）・ なかせつり(みなみ)

　　０８５-１１４３・北海道阿寒郡鶴居村中幌呂・ なかほろろ

　　０８５-１１４７・北海道阿寒郡鶴居村幌呂・ ほろろ

　　０８５-１１４２・"北海道阿寒郡鶴居村, 幌呂東"・ほろろひがじ

　　０８５-１１４１・"北海道阿寒郡鶴居村, 幌呂西"・ほろろにじ

　　０８５-１２１３・北海道阿寒郡鶴居村茂雪裡・ もせつり

　　０８５-１１３４・北海道阿寒郡鶴居村茂幌呂・ もほろろ

　　０８８-０３００・北海道白糠郡白糠町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-０５８５・北海道白糠郡白糠町暁・あかつき

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町大沢・おおさわ

　　０８８-０３４１・北海道白糠郡白糠町大苗・おおなえ

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町大平・おおひら

　　０８８-０５６１・北海道白糠郡白糠町大楽毛・おたのしけ

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町御札部・おさつへﾟ

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町御仁田・おにた

　　０８８-０５８３・北海道白糠郡白糠町上庶路・かみしよろ

　　０８８-０３４３・北海道白糠郡白糠町上茶路・かみちやろ

　　０８８-０３５２・北海道白糠郡白糠町川島・かわしま

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町河原・かわはら

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町川西・かわにじ

　　０８８-０３５１・北海道白糠郡白糠町橋西・きようせい

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町恋隠・こいかくじ

　　０８８-０５６２・北海道白糠郡白糠町コイトイ・こいとい

　　０８８-０５６２・北海道白糠郡白糠町恋問・こいとい

　　０８８-０５６９・北海道白糠郡白糠町工業団地・こうぎようだんち

　　０８８-０３５１・北海道白糠郡白糠町坂の丘・さかのおか

　　０８８-０３０５・北海道白糠郡白糠町刺牛・さしうじ

　　０８８-０３４１・北海道白糠郡白糠町下茶路・しもちやろ

　　０８８-０３５１・北海道白糠郡白糠町下和天別・しもわてんべつ

　　０８８-０５６７・北海道白糠郡白糠町庶路・しよろ

　　０８８-０５６６・北海道白糠郡白糠町庶路（宮下）・しよろ(みやした)



　　０８８-０５６４・北海道白糠郡白糠町庶路（１区）・しよろ(１く)

　　０８８-０５６５・北海道白糠郡白糠町庶路（２区）・しよろ(２く)

　　０８８-０５６３・北海道白糠郡白糠町庶路甲区・しよろこうく

　　０８８-０５６８・北海道白糠郡白糠町庶路乙区・しよろおつく

　　０８８-０５８６・北海道白糠郡白糠町庶路東・しよろひがじ

　　０８８-０５８７・北海道白糠郡白糠町庶路西・しよろにじ

　　０８８-０５６０・北海道白糠郡白糠町庶路宮下・しよろみやした

　　０８８-０３４３・北海道白糠郡白糠町新縫別・しんぬいべつ

　　０８８-０３４１・北海道白糠郡白糠町相互・そうご

　　０８８-０３５２・北海道白糠郡白糠町大秋・たいしゆう

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町高台・たかだい

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町鍛高・たんたか

　　０８８-０５８１・北海道白糠郡白糠町乳呑・ちのみ

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町茶路（共栄）・ちやろ(きようえい)

　　０８８-０５８４・北海道白糠郡白糠町泊別・とまりべつ

　　０８８-０５８２・北海道白糠郡白糠町中庶路・なかしよろ

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町中茶路・なかちやろ

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町中和天別・なかわてんべつ

　　０８８-０５７２・北海道白糠郡白糠町西庶路西一条南・にししよろにし１じようみなみ

　　０８８-０５７１・北海道白糠郡白糠町西庶路西一条北・にししよろにし１じようきた

　　０８８-０５７２・北海道白糠郡白糠町西庶路西二条南・にししよろにし２じようみなみ

　　０８８-０５７１・北海道白糠郡白糠町西庶路西二条北・にししよろにし２じようきた

　　０８８-０５７２・北海道白糠郡白糠町西庶路西三条南・にししよろにし３じようみなみ

　　０８８-０５７１・北海道白糠郡白糠町西庶路西三条北・にししよろにし３じようきた

　　０８８-０５７２・北海道白糠郡白糠町西庶路西四条南・にししよろにし４じようみなみ

　　０８８-０５７２・北海道白糠郡白糠町西庶路西五条南・にししよろにし５じようみなみ

　　０８８-０５７４・北海道白糠郡白糠町西庶路東一条南・にししよろひがし１じようみなみ

　　０８８-０５７３・北海道白糠郡白糠町西庶路東一条北・にししよろひがし１じようきた

　　０８８-０５７４・北海道白糠郡白糠町西庶路東二条南・にししよろひがし２じようみなみ

　　０８８-０５７３・北海道白糠郡白糠町西庶路東二条北・にししよろひがし２じようきた

　　０８８-０５７４・北海道白糠郡白糠町西庶路東三条南・にししよろひがし３じようみなみ

　　０８８-０５７３・北海道白糠郡白糠町西庶路東三条北・にししよろひがし３じようきた

　　０８８-０５７５・北海道白糠郡白糠町西庶路学園通・にししよろがくえんどおり

　　０８８-０３４１・北海道白糠郡白糠町西茶路・にしちやろ

　　０８８-０３１１・北海道白糠郡白糠町西一条南・にし１じようみなみ

　　０８８-０３２１・北海道白糠郡白糠町西一条北・にし１じようきた

　　０８８-０３１２・北海道白糠郡白糠町西二条南・にし２じようみなみ

　　０８８-０３２２・北海道白糠郡白糠町西二条北・にし２じようきた

　　０８８-０３２５・北海道白糠郡白糠町西三条北・にし３じようきた

　　０８８-０３２３・北海道白糠郡白糠町西四条北・にし４じようきた

　　０８８-０３２４・北海道白糠郡白糠町西五条北・にし５じようきた

　　０８８-０３２６・北海道白糠郡白糠町西六条北・にし６じようきた

　　０８８-０３４３・北海道白糠郡白糠町縫別・ぬいべつ

　　０８８-０３５２・北海道白糠郡白糠町馬主来・はﾟしくる

　　０８８-０３４１・北海道白糠郡白糠町東茶路・ひがしちやろ

　　０８８-０３０１・北海道白糠郡白糠町東一条南・ひがし１じようみなみ

　　０８８-０３３１・北海道白糠郡白糠町東一条北・ひがし１じようきた

　　０８８-０３０２・北海道白糠郡白糠町東二条南・ひがし２じようみなみ

　　０８８-０３３２・北海道白糠郡白糠町東二条北・ひがし２じようきた

　　０８８-０３０３・北海道白糠郡白糠町東三条南・ひがし３じようみなみ

　　０８８-０３３３・北海道白糠郡白糠町東三条北・ひがし３じようきた

　　０８８-０３４４・北海道白糠郡白糠町左股・ひだりまた

　　０８８-０３４４・北海道白糠郡白糠町二股・ふたまた

　　０８８-０３５３・北海道白糠郡白糠町本郷・ほんごう

　　０８８-０３４２・北海道白糠郡白糠町松川・まつかわ

　　０８８-０３４４・北海道白糠郡白糠町右股・みぎまた

　　０８８-０３０４・北海道白糠郡白糠町岬・みさき

　　０８８-０３５２・北海道白糠郡白糠町緑・みどり

　　０８８-０３４３・北海道白糠郡白糠町南大曲・みなみおおまがり

　　０８８-０３４３・北海道白糠郡白糠町南上茶路・みなみかみちやろ

　　０８８-０３５１・北海道白糠郡白糠町和天別・わてんべつ

　　０８６-０２００・北海道野付郡別海町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８８-２５７８・北海道野付郡別海町泉川・いずみかわ

　　０８６-０２１３・北海道野付郡別海町奥行・おくゆき

　　０８６-１６４１・北海道野付郡別海町尾岱沼・おだいとう

　　０８６-１６４４・北海道野付郡別海町尾岱沼潮見町・おだいとうしおみちよう

　　０８６-１６４２・北海道野付郡別海町尾岱沼岬町・おだいとうみさきちよう

　　０８６-１６４３・北海道野付郡別海町尾岱沼港町・おだいとうみなとちよう

　　０８８-２７２５・北海道野付郡別海町上春別・かみしゆんべつ

　　０８８-２７２２・北海道野付郡別海町上春別旭町・かみしゆんべつあさひちよう



　　０８８-２７２４・北海道野付郡別海町上春別栄町・かみしゆんべつさかえちよう

　　０８８-２７２１・北海道野付郡別海町上春別緑町・かみしゆんべつみどりちよう

　　０８８-２７２３・北海道野付郡別海町上春別南町・かみしゆんべつみなみちよう

　　０８６-０１３１・北海道野付郡別海町上風連・かみふうれん

　　０８８-２６０１・北海道野付郡別海町大成・たいせい

　　０８６-０６５５・北海道野付郡別海町床丹（１)・とこたん(いち)

　　０８６-０５２１・北海道野付郡別海町床丹（その他）・とこたん(そのた)

　　０８６-０６５７・北海道野付郡別海町豊原・とよはら

　　０８６-０６５４・北海道野付郡別海町中春別・なかしゆんべつ

　　０８６-０６５３・北海道野付郡別海町中春別西町・なかしゆんべつにしちよう

　　０８６-０６５１・北海道野付郡別海町中春別東町・なかしゆんべつひがしちよう

　　０８６-０６５２・北海道野付郡別海町中春別南町・なかしゆんべつみなみちよう

　　０８６-０３４５・北海道野付郡別海町中西別・なかにしべつ

　　０８６-０３４２・北海道野付郡別海町中西別朝日町・なかにしべつあさひちよう

　　０８６-０３４３・北海道野付郡別海町中西別光町・なかにしべつひかりちよう

　　０８６-０３４４・北海道野付郡別海町中西別本町・なかにしべつほんちよう

　　０８６-０３４１・北海道野付郡別海町中西別緑町・なかにしべつみどりちよう

　　０８８-２５７６・北海道野付郡別海町西春別・にししゆんべつ

　　０８８-２５６６・北海道野付郡別海町西春別駅前曙町・にししゆんべつえきまえあけほﾞのちよう

　　０８８-２５６１・北海道野付郡別海町西春別駅前柏町・にししゆんべつえきまえかしわちよう

　　０８８-２５６５・北海道野付郡別海町西春別駅前寿町・にししゆんべつえきまえことぶきちよう

　　０８８-２５６２・北海道野付郡別海町西春別駅前栄町・にししゆんべつえきまえさかえちよう

　　０８８-２５６３・北海道野付郡別海町西春別駅前錦町・にししゆんべつえきまえにしきちよう

　　０８８-２５６４・北海道野付郡別海町西春別駅前西町・にししゆんべつえきまえにしちよう

　　０８８-２５７２・北海道野付郡別海町西春別清川町・にししゆんべつきよかわちよう

　　０８８-２５７１・北海道野付郡別海町西春別幸町・にししゆんべつさいわいちよう

　　０８８-２５７４・北海道野付郡別海町西春別昭栄町・にししゆんべつしようえいちよう

　　０８８-２５７３・北海道野付郡別海町西春別本久町・にししゆんべつほんきゆうちよう

　　０８８-２５７５・北海道野付郡別海町西春別宮園町・にししゆんべつみやぞのちよう

　　０８６-１６４５・北海道野付郡別海町野付・のつけ

　　０８６-０５２３・北海道野付郡別海町走古丹・はしりこたん

　　０８６-０２１６・北海道野付郡別海町別海・べつかい

　　０８６-０２０２・北海道野付郡別海町別海旭町・べつかいあさひちよう

　　０８６-０２１５・北海道野付郡別海町別海川上町・べつかいかわかみちよう

　　０８６-０２１１・北海道野付郡別海町別海寿町・べつかいことぶきちよう

　　０８６-０２０４・北海道野付郡別海町別海新栄町・べつかいしんえいちよう

　　０８６-０２１２・北海道野付郡別海町別海鶴舞町・べつかいつるまいちよう

　　０８６-０２０５・北海道野付郡別海町別海常盤町・べつかいときわちよう

　　０８６-０２０３・北海道野付郡別海町別海西本町・べつかいにしほんちよう

　　０８６-０２１４・北海道野付郡別海町別海緑町・べつかいみどりちよう

　　０８６-０２０１・北海道野付郡別海町別海宮舞町・べつかいみやまいちよう

　　０８８-２６０２・北海道野付郡別海町本別・ほんべつ

　　０８６-０５２２・北海道野付郡別海町本別海・ほんべつかい

　　０８６-０６５６・北海道野付郡別海町美原・みはら

　　０８８-２５７７・北海道野付郡別海町矢臼別（４０の１)・やうすべつ

　　０８８-２５７７・北海道野付郡別海町矢臼別（４１の２)・やうすべつ

　　０８６-０３４６・北海道野付郡別海町矢臼別（その他）・やうすべつ(そのた)

　　０８６-１１００・北海道標津郡中標津町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８６-１１５９・北海道標津郡中標津町青葉台・あおはﾞだい

　　０８６-１１３５・北海道標津郡中標津町旭ケ丘・あさひがおか

　　０８６-１１４２・北海道標津郡中標津町大通南・おおどおりみなみ

　　０８６-１１４１・北海道標津郡中標津町大通北・おおどおりきた

　　０８６-１２７２・北海道標津郡中標津町開陽・かいよう

　　０８８-２６８３・北海道標津郡中標津町上標津・かみしべつ

　　０８６-１１５１・北海道標津郡中標津町川西・かわにじ

　　０８６-１１４５・北海道標津郡中標津町北中・きたなか

　　０８６-１１５２・北海道標津郡中標津町北町・きたまち

　　０８６-１１４７・北海道標津郡中標津町共立・きようりつ

　　０８６-１１３６・北海道標津郡中標津町協和・きようわ

　　０８８-２６８２・北海道標津郡中標津町計根別・けねべつ

　　０８６-１１５３・北海道標津郡中標津町桜ケ丘・さくらがおか

　　０８６-１１３７・北海道標津郡中標津町俵橋・たわらはﾞじ

　　０８８-２６８１・北海道標津郡中標津町当幌・とうほろ

　　０８６-１１４３・北海道標津郡中標津町当幌本通・とうほろほんどおり

　　０８６-１１３９・北海道標津郡中標津町豊岡・とよおか

　　０８６-１１５６・北海道標津郡中標津町並美ケ丘・ならびがおか

　　０８８-２６８５・北海道標津郡中標津町西竹・にしたけ

　　０８６-１１５７・北海道標津郡中標津町西町・にしまち

　　０８６-１１０１・北海道標津郡中標津町西１条南・にし１じようみなみ

　　０８６-１１２１・北海道標津郡中標津町西１条北・にし１じようきた



　　０８６-１１０２・北海道標津郡中標津町西２条南・にし２じようみなみ

　　０８６-１１２２・北海道標津郡中標津町西２条北・にし２じようきた

　　０８６-１１０３・北海道標津郡中標津町西３条南・にし３じようみなみ

　　０８６-１１２３・北海道標津郡中標津町西３条北・にし３じようきた

　　０８６-１１０４・北海道標津郡中標津町西４条南・にし４じようみなみ

　　０８６-１１２４・北海道標津郡中標津町西４条北・にし４じようきた

　　０８６-１１０５・北海道標津郡中標津町西５条南・にし５じようみなみ

　　０８６-１１２５・北海道標津郡中標津町西５条北・にし５じようきた

　　０８６-１１０６・北海道標津郡中標津町西６条南・にし６じようみなみ

　　０８６-１１２６・北海道標津郡中標津町西６条北・にし６じようきた

　　０８６-１１０７・北海道標津郡中標津町西７条南・にし７じようみなみ

　　０８６-１１２７・北海道標津郡中標津町西７条北・にし７じようきた

　　０８６-１１０８・北海道標津郡中標津町西８条南・にし８じようみなみ

　　０８６-１１２８・北海道標津郡中標津町西８条北・にし８じようきた

　　０８６-１１０９・北海道標津郡中標津町西９条南・にし９じようみなみ

　　０８６-１１２９・北海道標津郡中標津町西９条北・にし９じようきた

　　０８６-１１１０・北海道標津郡中標津町西１０条南・にし１０じようみなみ

　　０８６-１１３０・北海道標津郡中標津町西１０条北・にし１０じようきた

　　０８６-１１１１・北海道標津郡中標津町西１１条南・にし１１じようみなみ

　　０８６-１１３１・北海道標津郡中標津町西１１条北・にし１１じようきた

　　０８６-１１１２・北海道標津郡中標津町西１２条南・にし１２じようみなみ

　　０８６-１１３２・北海道標津郡中標津町西１２条北・にし１２じようきた

　　０８６-１１３３・北海道標津郡中標津町西１３条北・にし１３じようきた

　　０８６-１１３４・北海道標津郡中標津町西１４条北・にし１４じようきた

　　０８６-１００１・北海道標津郡中標津町東１条南・ひがし１じようみなみ

　　０８６-１０４１・北海道標津郡中標津町東１条北・ひがし１じようきた

　　０８６-１００２・北海道標津郡中標津町東２条南・ひがし２じようみなみ

　　０８６-１０４２・北海道標津郡中標津町東２条北・ひがし２じようきた

　　０８６-１００３・北海道標津郡中標津町東３条南・ひがし３じようみなみ

　　０８６-１０４３・北海道標津郡中標津町東３条北・ひがし３じようきた

　　０８６-１００４・北海道標津郡中標津町東４条南・ひがし４じようみなみ

　　０８６-１０４４・北海道標津郡中標津町東４条北・ひがし４じようきた

　　０８６-１００５・北海道標津郡中標津町東５条南・ひがし５じようみなみ

　　０８６-１０４５・北海道標津郡中標津町東５条北・ひがし５じようきた

　　０８６-１００６・北海道標津郡中標津町東６条南・ひがし６じようみなみ

　　０８６-１０４６・北海道標津郡中標津町東６条北・ひがし６じようきた

　　０８６-１００７・北海道標津郡中標津町東７条南・ひがし７じようみなみ

　　０８６-１０４７・北海道標津郡中標津町東７条北・ひがし７じようきた

　　０８６-１００８・北海道標津郡中標津町東８条南・ひがし８じようみなみ

　　０８６-１０４８・北海道標津郡中標津町東８条北・ひがし８じようきた

　　０８６-１００９・北海道標津郡中標津町東９条南・ひがし９じようみなみ

　　０８６-１０４９・北海道標津郡中標津町東９条北・ひがし９じようきた

　　０８６-１０１０・北海道標津郡中標津町東１０条南・ひがし１０じようみなみ

　　０８６-１０５０・北海道標津郡中標津町東１０条北・ひがし１０じようきた

　　０８６-１０１１・北海道標津郡中標津町東１１条南・ひがし１１じようみなみ

　　０８６-１０５１・北海道標津郡中標津町東１１条北・ひがし１１じようきた

　　０８６-１０１２・北海道標津郡中標津町東１２条南・ひがし１２じようみなみ

　　０８６-１０５２・北海道標津郡中標津町東１２条北・ひがし１２じようきた

　　０８６-１０１３・北海道標津郡中標津町東１３条南・ひがし１３じようみなみ

　　０８６-１０５３・北海道標津郡中標津町東１３条北・ひがし１３じようきた

　　０８６-１０１４・北海道標津郡中標津町東１４条南・ひがし１４じようみなみ

　　０８６-１０５４・北海道標津郡中標津町東１４条北・ひがし１４じようきた

　　０８６-１０１５・北海道標津郡中標津町東１５条南・ひがし１５じようみなみ

　　０８６-１０５５・北海道標津郡中標津町東１５条北・ひがし１５じようきた

　　０８６-１０１６・北海道標津郡中標津町東１６条南・ひがし１６じようみなみ

　　０８６-１０５６・北海道標津郡中標津町東１６条北・ひがし１６じようきた

　　０８６-１０１７・北海道標津郡中標津町東１７条南・ひがし１７じようみなみ

　　０８６-１０５７・北海道標津郡中標津町東１７条北・ひがし１７じようきた

　　０８６-１０１８・北海道標津郡中標津町東１８条南・ひがし１８じようみなみ

　　０８６-１０５８・北海道標津郡中標津町東１８条北・ひがし１８じようきた

　　０８６-１０１９・北海道標津郡中標津町東１９条南・ひがし１９じようみなみ

　　０８６-１０５９・北海道標津郡中標津町東１９条北・ひがし１９じようきた

　　０８６-１０２０・北海道標津郡中標津町東２０条南・ひがし２０じようみなみ

　　０８６-１０６０・北海道標津郡中標津町東２０条北・ひがし２０じようきた

　　０８６-１０２１・北海道標津郡中標津町東２１条南・ひがし２１じようみなみ

　　０８６-１０６１・北海道標津郡中標津町東２１条北・ひがし２１じようきた

　　０８６-１０２２・北海道標津郡中標津町東２２条南・ひがし２２じようみなみ

　　０８６-１０６２・北海道標津郡中標津町東２２条北・ひがし２２じようきた

　　０８６-１０２３・北海道標津郡中標津町東２３条南・ひがし２３じようみなみ

　　０８６-１０６３・北海道標津郡中標津町東２３条北・ひがし２３じようきた



　　０８６-１０２４・北海道標津郡中標津町東２４条南・ひがし２４じようみなみ

　　０８６-１０６４・北海道標津郡中標津町東２４条北・ひがし２４じようきた

　　０８６-１０２５・北海道標津郡中標津町東２５条南・ひがし２５じようみなみ

　　０８６-１０６５・北海道標津郡中標津町東２５条北・ひがし２５じようきた

　　０８６-１０２６・北海道標津郡中標津町東２６条南・ひがし２６じようみなみ

　　０８６-１０６６・北海道標津郡中標津町東２６条北・ひがし２６じようきた

　　０８６-１０２７・北海道標津郡中標津町東２７条南・ひがし２７じようみなみ

　　０８６-１０６７・北海道標津郡中標津町東２７条北・ひがし２７じようきた

　　０８６-１０２８・北海道標津郡中標津町東２８条南・ひがし２８じようみなみ

　　０８６-１０６８・北海道標津郡中標津町東２８条北・ひがし２８じようきた

　　０８６-１０２９・北海道標津郡中標津町東２９条南・ひがし２９じようみなみ

　　０８６-１０６９・北海道標津郡中標津町東２９条北・ひがし２９じようきた

　　０８６-１０３０・北海道標津郡中標津町東３０条南・ひがし３０じようみなみ

　　０８６-１０７０・北海道標津郡中標津町東３０条北・ひがし３０じようきた

　　０８６-１０３１・北海道標津郡中標津町東３１条南・ひがし３１じようみなみ

　　０８６-１０７１・北海道標津郡中標津町東３１条北・ひがし３１じようきた

　　０８６-１０３２・北海道標津郡中標津町東３２条南・ひがし３２じようみなみ

　　０８６-１０７２・北海道標津郡中標津町東３２条北・ひがし３２じようきた

　　０８６-１０３３・北海道標津郡中標津町東３３条南・ひがし３３じようみなみ

　　０８６-１０７３・北海道標津郡中標津町東３３条北・ひがし３３じようきた

　　０８６-１０３４・北海道標津郡中標津町東３４条南・ひがし３４じようみなみ

　　０８６-１０７４・北海道標津郡中標津町東３４条北・ひがし３４じようきた

　　０８６-１０３５・北海道標津郡中標津町東３５条南・ひがし３５じようみなみ

　　０８６-１０７５・北海道標津郡中標津町東３５条北・ひがし３５じようきた

　　０８６-１０３６・北海道標津郡中標津町東３６条南・ひがし３６じようみなみ

　　０８６-１０７６・北海道標津郡中標津町東３６条北・ひがし３６じようきた

　　０８６-１０３７・北海道標津郡中標津町東３７条南・ひがし３７じようみなみ

　　０８６-１０７７・北海道標津郡中標津町東３７条北・ひがし３７じようきた

　　０８６-１０３８・北海道標津郡中標津町東３８条南・ひがし３８じようみなみ

　　０８６-１０７８・北海道標津郡中標津町東３８条北・ひがし３８じようきた

　　０８６-１０３９・北海道標津郡中標津町東３９条南・ひがし３９じようみなみ

　　０８６-１０７９・北海道標津郡中標津町東３９条北・ひがし３９じようきた

　　０８６-１０８０・北海道標津郡中標津町東４０条南・ひがし４０じようみなみ

　　０８６-１０８０・北海道標津郡中標津町東４０条北・ひがし４０じようきた

　　０８６-１０８１・北海道標津郡中標津町東４１条南・ひがし４１じようみなみ

　　０８６-１０８１・北海道標津郡中標津町東４１条北・ひがし４１じようきた

　　０８６-１０８２・北海道標津郡中標津町東４２条南・ひがし４２じようみなみ

　　０８６-１０８２・北海道標津郡中標津町東４２条北・ひがし４２じようきた

　　０８６-１１４４・北海道標津郡中標津町東当幌・ひがしとうほろ

　　０８６-１０８３・北海道標津郡中標津町東中・ひがしなか

　　０８６-１１６３・北海道標津郡中標津町俵中・ひようちゆう

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１６２９－１・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１６５３－３、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１６８４－５、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１８８６－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１８９３、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１８９６－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１９５１－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（１９９７－３・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２０００－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２０００－８・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２００３、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２０１５－４、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２０２３－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２０３８－２・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２２５３－２、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２２５３－５・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２２５３－２１、・またおち

　　０８８-２６８６・北海道標津郡中標津町俣落（２２５３－６３）・またおち

　　０８６-１２７３・北海道標津郡中標津町俣落（その他）・またおち(そのた)

　　０８６-１１６４・北海道標津郡中標津町丸山・まるやま

　　０８６-１１４８・北海道標津郡中標津町緑ケ丘・みどりがおか

　　０８６-１１６６・北海道標津郡中標津町緑町南・みどりまちみなみ

　　０８６-１１６５・北海道標津郡中標津町緑町北・みどりまちきた

　　０８６-１１５０・北海道標津郡中標津町南中・みなみなか

　　０８６-１１４６・北海道標津郡中標津町南町・みなみまち

　　０８６-１２７１・北海道標津郡中標津町武佐・むさ

　　０８８-２６８４・北海道標津郡中標津町養老牛・ようろううじ

　　０８６-１１６０・北海道標津郡中標津町りんどう町・りんどうちよう

　　０８６-１６００・ 北海道標津郡標津町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０８６-１６０２・北海道標津郡標津町伊茶仁・いちやに

　　０８６-１４５１・北海道標津郡標津町川北・かわきた

　　０８６-１６３１・北海道標津郡標津町北一条・きた１じよう

　　０８６-１６３２・北海道標津郡標津町北二条・きた２じよう

　　０８６-１６３３・北海道標津郡標津町北三条・きた３じよう

　　０８６-１６３４・北海道標津郡標津町北四条・きた４じよう

　　０８６-１６３５・北海道標津郡標津町北五条・きた５じよう

　　０８６-１６３６・北海道標津郡標津町北六条・きた６じよう

　　０８６-１６３７・北海道標津郡標津町北七条・きた７じよう

　　０８６-１６３８・北海道標津郡標津町北八条・きた８じよう

　　０８６-１６３９・北海道標津郡標津町北九条・きた９じよう

　　０８６-１６３０・北海道標津郡標津町北十条・きた１０じよう

　　０８６-１７３２・北海道標津郡標津町薫別・くんべつ

　　０８６-１７３１・北海道標津郡標津町古多糠・こたぬか

　　０８６-１７３３・北海道標津郡標津町崎無異・さきむい

　　０８６-１６２２・北海道標津郡標津町茶志骨・ちやしこつ

　　０８６-１６２５・北海道標津郡標津町茶志骨（住吉町）・ちやしこつ(すみよしちよう)

　　０８６-１６２１・北海道標津郡標津町茶志骨（パイロット）・ちやしこつ(はﾟいろつと)

　　０８６-１６２３・北海道標津郡標津町茶志骨（東茶志骨）・ちやしこつ(ひがしちやしこつ)

　　０８６-１６２６・北海道標津郡標津町茶志骨（東浜町）・ちやしこつ(ひがしはまちよう)

　　０８６-１６０１・北海道標津郡標津町忠類・ちゆうるい

　　０８６-１６５１・北海道標津郡標津町南一条・みなみ１じよう

　　０８６-１６５２・北海道標津郡標津町南二条・みなみ２じよう

　　０８６-１６５３・北海道標津郡標津町南三条・みなみ３じよう

　　０８６-１６５４・北海道標津郡標津町南四条・みなみ４じよう

　　０８６-１６５５・北海道標津郡標津町南五条・みなみ５じよう

　　０８６-１６５６・北海道標津郡標津町南六条・みなみ６じよう

　　０８６-１６５７・北海道標津郡標津町南七条・みなみ７じよう

　　０８６-１６５８・北海道標津郡標津町南八条・みなみ８じよう

　　０８６-１８００・北海道目梨郡羅臼町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０８６-１８０６・北海道目梨郡羅臼町相泊・あいどまり

　　０８６-１８４２・北海道目梨郡羅臼町麻布町・あざぶちよう

　　０８６-１８１５・北海道目梨郡羅臼町海岸町・かいがんちよう

　　０８６-１８４３・北海道目梨郡羅臼町春日町・かすがちよう

　　０８６-１８０４・北海道目梨郡羅臼町化石浜・かせきはま

　　０８６-１８１３・北海道目梨郡羅臼町北浜・きたはま

　　０８６-１８１６・北海道目梨郡羅臼町共栄町・きようえいちよう

　　０８６-１８０５・北海道目梨郡羅臼町崩浜・くずれはま

　　０８６-１８１２・北海道目梨郡羅臼町昆布浜・こんぶはま

　　０８６-１８２３・北海道目梨郡羅臼町栄町・さかえちよう

　　０８６-１８０１・北海道目梨郡羅臼町知床岬・しれとこみさき

　　０８６-１８１１・北海道目梨郡羅臼町瀬石・せせき

　　０８６-１８０２・北海道目梨郡羅臼町滝ノ下・たきのした

　　０８６-１８３６・北海道目梨郡羅臼町知昭町・ちしようちよう

　　０８６-１８３１・北海道目梨郡羅臼町富士見町・ふじみちよう

　　０８６-１８０３・北海道目梨郡羅臼町船泊・ふなどまり

　　０８６-１８３２・北海道目梨郡羅臼町船見町・ふなみちよう

　　０８６-１８４４・北海道目梨郡羅臼町幌萌町（４０－１)・ほろもえちよう

　　０８６-１８４４・北海道目梨郡羅臼町幌萌町（６２３)・ほろもえちよう

　　０８６-１７５２・北海道目梨郡羅臼町幌萌町（その他）・ほろもえちよう(そのた)

　　０８６-１８３３・北海道目梨郡羅臼町本町・ほんちよう

　　０８６-１８３５・北海道目梨郡羅臼町松法町・まつのりちよう

　　０８６-１８１４・北海道目梨郡羅臼町岬町・みさきちよう

　　０８６-１８２１・北海道目梨郡羅臼町緑町・みどりちよう

　　０８６-１７５１・北海道目梨郡羅臼町峯浜町・みねはまちよう

　　０８６-１８４１・北海道目梨郡羅臼町八木浜町・やぎはまちよう

　　０８６-１８２２・北海道目梨郡羅臼町湯ノ沢町・ゆのさわちよう

　　０８６-１８３４・北海道目梨郡羅臼町礼文町・れぶんちよう

　　６５８-００００・兵庫県神戸市東灘区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５８-００８３・兵庫県神戸市東灘区魚崎中町・うおざきなかまち

　　６５８-００２６・兵庫県神戸市東灘区魚崎西町・うおざきにしまち

　　６５８-００２５・兵庫県神戸市東灘区魚崎南町・うおざきみなみまち

　　６５８-００８２・兵庫県神戸市東灘区魚崎北町・うおざききたまち

　　６５８-００２４・兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町・うおざきはままち

　　６５８-００６６・兵庫県神戸市東灘区渦森台・うずもりだい

　　６５８-００２７・兵庫県神戸市東灘区青木・おうぎ

　　６５８-００７２・兵庫県神戸市東灘区岡本・おかもと

　　６５８-００６４・兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原・かもこがはら

　　６５８-００１４・兵庫県神戸市東灘区北青木・きたおうぎ

　　６５８-０００２・兵庫県神戸市東灘区甲南台・こうなんだい



　　６５８-００８４・兵庫県神戸市東灘区甲南町・こうなんちよう

　　６５８-００３２・兵庫県神戸市東灘区向洋町中・こうようちようなか

　　６５８-００３１・兵庫県神戸市東灘区向洋町東・ こうようちようひがじ

　　６５８-００３３・兵庫県神戸市東灘区向洋町西・ こうようちようにじ

　　６５８-００６２・兵庫県神戸市東灘区住吉台・すみよしだい

　　６５８-００４２・兵庫県神戸市東灘区住吉浜町・すみよしはままち

　　６５８-００５１・兵庫県神戸市東灘区住吉本町・すみよしほんまち

　　６５８-００５２・兵庫県神戸市東灘区住吉東町・すみよしひがしまち

　　６５８-００４１・兵庫県神戸市東灘区住吉南町・すみよしみなみまち

　　６５８-００５３・兵庫県神戸市東灘区住吉宮町・すみよしみやまち

　　６５８-００６３・兵庫県神戸市東灘区住吉山手・すみよしやまて

　　６５８-００８１・兵庫県神戸市東灘区田中町・たなかちよう

　　６５８-００７３・兵庫県神戸市東灘区西岡本・にしおかもと

　　６５８-００２３・兵庫県神戸市東灘区深江浜町・ふかえはままち

　　６５８-００２１・兵庫県神戸市東灘区深江本町・ふかえほんまち

　　６５８-００２２・兵庫県神戸市東灘区深江南町・ふかえみなみまち

　　６５８-００１３・兵庫県神戸市東灘区深江北町・ふかえきたまち

　　６５８-００１２・兵庫県神戸市東灘区本庄町・ほんじようちよう

　　６５８-００４７・兵庫県神戸市東灘区御影・みかげ

　　６５８-００４５・兵庫県神戸市東灘区御影石町・みかげいしまち

　　６５８-００４８・兵庫県神戸市東灘区御影郡家・みかげぐんげ

　　６５８-００４４・兵庫県神戸市東灘区御影塚町・みかげつかまち

　　６５８-００５４・兵庫県神戸市東灘区御影中町・みかげなかまち

　　６５８-００４３・兵庫県神戸市東灘区御影浜町・みかげはままち

　　６５８-００４６・兵庫県神戸市東灘区御影本町・みかげほんまち

　　６５８-００６５・兵庫県神戸市東灘区御影山手・みかげやまて

　　６５８-０００３・兵庫県神戸市東灘区本山北町・もとやまきたまち

　　６５８-００７１・兵庫県神戸市東灘区本山町岡本・もとやまちようおかもと

　　６５８-０００５・兵庫県神戸市東灘区本山町北畑・もとやまちようきたはた

　　６５８-００６１・兵庫県神戸市東灘区本山町田中・もとやまちようたなか

　　６５８-０００４・兵庫県神戸市東灘区本山町田辺・もとやまちようたなべ

　　６５７-０１１１・兵庫県神戸市東灘区本山町森（７４８－１)・もとやまちようもり(７４８-１)

　　６５８-００１６・兵庫県神戸市東灘区本山中町・もとやまなかまち

　　６５８-００１５・兵庫県神戸市東灘区本山南町・もとやまみなみまち

　　６５８-０００１・兵庫県神戸市東灘区森北町・もりきたまち

　　６５８-００１１・兵庫県神戸市東灘区森南町・もりみなみまち

　　６５７-００００・兵庫県神戸市灘区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５７-０８０５・兵庫県神戸市灘区青谷町・あおたにちよう

　　６５７-０８２１・兵庫県神戸市灘区赤坂通・あかさかどおり

　　６５７-００６１・兵庫県神戸市灘区赤松町・あかまつちよう

　　６５７-０８２３・兵庫県神戸市灘区天城通・あまぎどおり

　　６５７-０８３４・兵庫県神戸市灘区泉通・いずみどおり

　　６５７-００１２・兵庫県神戸市灘区一王山町・いちのうさんちよう

　　６５７-０８０３・兵庫県神戸市灘区岩屋・いわや

　　６５７-０８４６・兵庫県神戸市灘区岩屋北町・いわやきたまち

　　６５７-０８４５・兵庫県神戸市灘区岩屋中町・いわやなかまち

　　６５７-０８５６・兵庫県神戸市灘区岩屋南町・いわやみなみまち

　　６５７-０１０３・兵庫県神戸市灘区上野（小ヤバ三ノ休原）・うえの(こやはﾞさんのやすみがはら)

　　６５７-０８１７・兵庫県神戸市灘区上野通・うえのどおり

　　６５７-００４２・兵庫県神戸市灘区烏帽子町・えほﾞしちよう

　　６５７-０８３８・兵庫県神戸市灘区王子町・おうじちよう

　　６５７-０８４３・兵庫県神戸市灘区大石北町・おおいしきたまち

　　６５７-００４３・兵庫県神戸市灘区大石東町・おおいしひがしまち

　　６５７-０８５２・兵庫県神戸市灘区大石南町・おおいしみなみまち

　　６５７-０８３３・兵庫県神戸市灘区大内通・おおうちどおり

　　６５７-００１７・兵庫県神戸市灘区大月台・おおつきだい

　　６５７-００１４・兵庫県神戸市灘区大土平町・おおどがひらちよう

　　６５７-００５５・兵庫県神戸市灘区上河原通・かみがわらどおり

　　６５７-００５７・兵庫県神戸市灘区神ノ木通・かみのきどおり

　　６５７-００５２・兵庫県神戸市灘区神前町・かみまえちよう

　　６５７-０８３２・兵庫県神戸市灘区岸地通・きしちどおり

　　６５７-００３４・兵庫県神戸市灘区記田町・きだちよう

　　６５７-００２４・兵庫県神戸市灘区楠丘町・くすがおかちよう

　　６５７-０８１６・兵庫県神戸市灘区国玉通・くにたまどおり

　　６５７-０８２６・兵庫県神戸市灘区倉石通・くらいしどおり

　　６５７-００２５・兵庫県神戸市灘区高徳町・こうとくちよう

　　６５７-０８０１・兵庫県神戸市灘区五毛・ごもう

　　６５７-０８１４・兵庫県神戸市灘区五毛通・ごもうどおり

　　６５７-００２１・兵庫県神戸市灘区桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　６５７-００３６・兵庫県神戸市灘区桜口町・さくらぐちちよう



　　６５７-００４４・兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通・しかのしたどおり

　　６５７-００１５・兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町・しのはらおはﾞのやまちよう

　　６５７-００６８・兵庫県神戸市灘区篠原北町・しのはらきたまち

　　６５７-００１６・兵庫県神戸市灘区篠原台・しのはらだい

　　６５７-００６６・兵庫県神戸市灘区篠原中町・しのはらなかまち

　　６５７-００６７・兵庫県神戸市灘区篠原本町・しのはらほんまち

　　６５７-００５９・兵庫県神戸市灘区篠原南町・しのはらみなみまち

　　６５７-０００２・兵庫県神戸市灘区篠原（その他）・しのはら(そのた)

　　６５７-００４５・兵庫県神戸市灘区下河原通・しもがわらどおり

　　６５７-００５８・兵庫県神戸市灘区将軍通・しようぐんどおり

　　６５７-０８３６・兵庫県神戸市灘区城内通・しろのうちどおり

　　６５７-０８０４・兵庫県神戸市灘区城の下通・しろのしたどおり

　　６５７-０８６４・兵庫県神戸市灘区新在家南町・しんざいけみなみまち

　　６５７-０８６１・兵庫県神戸市灘区新在家北町・しんざいけきたまち

　　６５７-００１８・兵庫県神戸市灘区水車新田・すいしやしんでん

　　６５７-０８３１・兵庫県神戸市灘区水道筋・すいどうすじ

　　６５７-００５６・兵庫県神戸市灘区千旦通・せんたんどおり

　　６５７-００６３・兵庫県神戸市灘区曾和町・そわちよう

　　６５７-０８１３・兵庫県神戸市灘区高尾通・たかおどおり

　　６５７-０００１・兵庫県神戸市灘区高羽・たかは

　　６５７-００２３・兵庫県神戸市灘区高羽町・たかはちよう

　　６５７-００２２・兵庫県神戸市灘区土山町・つちやまちよう

　　６５７-００１１・兵庫県神戸市灘区鶴甲・つるかぶと

　　６５７-００６２・兵庫県神戸市灘区寺口町・てらぐちちよう

　　６５７-００３３・兵庫県神戸市灘区徳井町・とくいちよう

　　６５７-００３５・兵庫県神戸市灘区友田町・ともだちよう

　　６５７-００３２・兵庫県神戸市灘区中郷町・なかごうちよう

　　６５７-０８２５・兵庫県神戸市灘区中原通・なかはらどおり

　　６５７-００２７・兵庫県神戸市灘区永手町・ながてちよう

　　６５７-０８１１・兵庫県神戸市灘区長峰台・ながみねだい

　　６５７-０８３５・兵庫県神戸市灘区灘北通・なだきたどおり

　　６５７-０８５３・兵庫県神戸市灘区灘浜町・なだはまちよう

　　６５７-０８６３・兵庫県神戸市灘区灘浜東町・なだはまひがしちよう

　　６５７-０８４１・兵庫県神戸市灘区灘南通・なだみなみどおり

　　６５７-０１０２・兵庫県神戸市灘区畑原（ノタ山）・はたはら(のたやま)

　　６５７-０８２２・兵庫県神戸市灘区畑原通・はたはらどおり

　　６５７-０８６２・兵庫県神戸市灘区浜田町・はまだちよう

　　６５７-０８０２・兵庫県神戸市灘区原田・はらだ

　　６５７-０８３７・兵庫県神戸市灘区原田通・はらだどおり

　　６５７-００５４・兵庫県神戸市灘区稗原町・ひえはらちよう

　　６５７-００２９・兵庫県神戸市灘区日尾町・ひおちよう

　　６５７-００４１・兵庫県神戸市灘区琵琶町・びわちよう

　　６５７-００３７・兵庫県神戸市灘区備後町・びんごちよう

　　６５７-００３８・兵庫県神戸市灘区深田町・ふかだちよう

　　６５７-０８２４・兵庫県神戸市灘区福住通・ふくずみどおり

　　６５７-０８４２・兵庫県神戸市灘区船寺通・ふなでらどおり

　　６５７-０８５５・兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通・まやかいがんどおり

　　６５７-０１０４・兵庫県神戸市灘区摩耶山・まやさん

　　６５７-０１０５・兵庫県神戸市灘区摩耶山町・まやさんちよう

　　６５７-０８５４・兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭・まやふとう

　　６５７-０８５１・兵庫県神戸市灘区味泥町・みどろちよう

　　６５７-０８１２・兵庫県神戸市灘区箕岡通・みのおかどおり

　　６５７-０８４４・兵庫県神戸市灘区都通・みやこどおり

　　６５７-００６５・兵庫県神戸市灘区宮山町・みややまちよう

　　６５７-００２８・兵庫県神戸市灘区森後町・もりごちよう

　　６５７-０８１５・兵庫県神戸市灘区薬師通・やくしどおり

　　６５７-００５１・兵庫県神戸市灘区八幡町・やはたちよう

　　６５７-００６４・兵庫県神戸市灘区山田町・やまだちよう

　　６５７-００３１・兵庫県神戸市灘区大和町・やまとちよう

　　６５７-００２６・兵庫県神戸市灘区弓木町・ゆみのきちよう

　　６５７-０１０１・兵庫県神戸市灘区六甲山町・ろつこうさんちよう

　　６５７-００１３・兵庫県神戸市灘区六甲台町・ろつこうだいちよう

　　６５７-００５３・兵庫県神戸市灘区六甲町・ろつこうちよう

　　６５２-００００・兵庫県神戸市兵庫区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５２-０８８２・兵庫県神戸市兵庫区芦原通・あしはらどおり

　　６５２-００３２・兵庫県神戸市兵庫区荒田町・あらたちよう

　　６５２-００６１・兵庫県神戸市兵庫区石井町・いしいちよう

　　６５２-０８４２・兵庫県神戸市兵庫区磯之町・いそのちよう

　　６５２-０８５３・兵庫県神戸市兵庫区今出在家町・いまでざいけちよう

　　６５２-０８９４・兵庫県神戸市兵庫区入江通・いりえどおり



　　６５２-０００３・兵庫県神戸市兵庫区梅元町・うめもとちよう

　　６５２-０８１６・兵庫県神戸市兵庫区永沢町・えいざわちよう

　　６５２-０８９８・兵庫県神戸市兵庫区駅前通・えきまえどおり

　　６５２-０８９７・兵庫県神戸市兵庫区駅南通・えきみなみどおり

　　６５２-００４３・兵庫県神戸市兵庫区会下山町・えげやまちよう

　　６５２-００４４・兵庫県神戸市兵庫区大井通・おおいどおり

　　６５２-０８９５・兵庫県神戸市兵庫区小河通・おがわどおり

　　６５２-０８６４・兵庫県神戸市兵庫区笠松通・かさまつどおり

　　６５２-０８３２・兵庫県神戸市兵庫区鍛冶屋町・かじやちよう

　　６５２-０００８・兵庫県神戸市兵庫区上祇園町・かみぎおんちよう

　　６５２-００４６・兵庫県神戸市兵庫区上沢通・かみさわどおり

　　６５２-００１３・兵庫県神戸市兵庫区上三条町・かみさんじようちよう

　　６５２-０８６２・兵庫県神戸市兵庫区上庄通・かみしようどおり

　　６５２-０００１・兵庫県神戸市兵庫区烏原町・からすはらちよう

　　６５２-０００６・兵庫県神戸市兵庫区神田町・かんだちよう

　　６５２-００５８・兵庫県神戸市兵庫区菊水町・きくすいちよう

　　６５２-０８３７・兵庫県神戸市兵庫区北逆瀬川町・きたさかせがわちよう

　　６５２-００５３・兵庫県神戸市兵庫区北山町・きたやまちよう

　　６５２-０８４７・兵庫県神戸市兵庫区切戸町・きれとちよう

　　６５２-０８７３・兵庫県神戸市兵庫区金平町・きんへﾟいちよう

　　６５２-０００４・兵庫県神戸市兵庫区楠谷町・くすだにちよう

　　６５２-００６４・兵庫県神戸市兵庫区熊野町・くまのちよう

　　６５２-０８８５・兵庫県神戸市兵庫区御所通・ごしよどおり

　　６５２-０００７・兵庫県神戸市兵庫区五宮町・ごのみやちよう

　　６５２-０８６５・兵庫県神戸市兵庫区小松通・こまつどおり

　　６５２-００５５・兵庫県神戸市兵庫区小山町・こやまちよう

　　６５２-０８５１・兵庫県神戸市兵庫区材木町・ざいもくちよう

　　６５２-００５１・兵庫県神戸市兵庫区里山町・さとやまちよう

　　６５２-０８２１・兵庫県神戸市兵庫区佐比江町・さびえちよう

　　６５２-００１１・兵庫県神戸市兵庫区山王町・さんのうちよう

　　６５２-０８３１・兵庫県神戸市兵庫区七宮町・しちのみやちよう

　　６５２-０８３３・兵庫県神戸市兵庫区島上町・しまがみちよう

　　６５２-００６５・兵庫県神戸市兵庫区清水町・しみずちよう

　　６５２-００１５・兵庫県神戸市兵庫区下祇園町・しもぎおんちよう

　　６５２-００４７・兵庫県神戸市兵庫区下沢通・しもさわどおり

　　６５２-００１４・兵庫県神戸市兵庫区下三条町・しもさんじようちよう

　　６５２-０８１１・兵庫県神戸市兵庫区新開地・しんかいち

　　６５２-０８３６・兵庫県神戸市兵庫区神明町・しんめいちよう

　　６５２-０８９６・兵庫県神戸市兵庫区須佐野通・すさのどおり

　　６５２-００６２・兵庫県神戸市兵庫区大同町・だいどうちよう

　　６５２-０８７４・兵庫県神戸市兵庫区高松町・たかまつちよう

　　６５２-００５６・兵庫県神戸市兵庫区滝山町・たきやまちよう

　　６５２-０８０３・兵庫県神戸市兵庫区大開通・だいかいどおり

　　６５２-００２２・兵庫県神戸市兵庫区千鳥町・ちどりちよう

　　６５２-０８０４・兵庫県神戸市兵庫区塚本通・つかもとどおり

　　６５２-０８４５・兵庫県神戸市兵庫区築地町・つきじちよう

　　６５２-００２３・兵庫県神戸市兵庫区都由乃町・つゆのちよう

　　６５２-０８４６・兵庫県神戸市兵庫区出在家町・でざいけちよう

　　６５２-００２１・兵庫県神戸市兵庫区天王町・てんのうちよう

　　６５２-０８６６・兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町・とおやはまちよう

　　６５２-０８４４・兵庫県神戸市兵庫区中之島・なかのしま

　　６５２-０８０１・兵庫県神戸市兵庫区中道通・なかみちどおり

　　６５２-００３３・兵庫県神戸市兵庫区西上橘通・にしかみたちはﾞなどおり

　　６５２-００３４・兵庫県神戸市兵庫区西橘通・にしたちはﾞなどおり

　　６５２-００３５・兵庫県神戸市兵庫区西多聞通・にしたもんどおり

　　６５２-０８２２・兵庫県神戸市兵庫区西出町・にしでまち

　　６５２-０８３５・兵庫県神戸市兵庫区西仲町・にしなかまち

　　６５２-０８９１・兵庫県神戸市兵庫区西宮内町・にしみやうちちよう

　　６５２-０８０６・兵庫県神戸市兵庫区西柳原町・にしやなぎわらちよう

　　６５２-０８０５・兵庫県神戸市兵庫区羽坂通・はさかどおり

　　６５２-００１６・兵庫県神戸市兵庫区馬場町・はﾞはﾞちよう

　　６５２-０８０７・兵庫県神戸市兵庫区浜崎通・はまさきどおり

　　６５２-０８７５・兵庫県神戸市兵庫区浜中町・はまなかちよう

　　６５２-０８７１・兵庫県神戸市兵庫区浜山通・はまやまどおり

　　６５２-０８２３・兵庫県神戸市兵庫区東出町・ひがしでまち

　　６５２-０８９２・兵庫県神戸市兵庫区東柳原町・ひがしやなぎわらちよう

　　６５２-００４２・兵庫県神戸市兵庫区東山町・ひがしやまちよう

　　６５２-００５４・兵庫県神戸市兵庫区氷室町・ひむろちよう

　　６５２-０８１３・兵庫県神戸市兵庫区兵庫町・ひようごちよう

　　６５２-００５２・兵庫県神戸市兵庫区鵯越筋・ひよどりごえすじ



　　６５２-００５７・兵庫県神戸市兵庫区鵯越町・ひよどりごえちよう

　　６５２-０００２・兵庫県神戸市兵庫区平野町・ひらのちよう

　　６５２-００３６・兵庫県神戸市兵庫区福原町・ふくわらちよう

　　６５２-０８４３・兵庫県神戸市兵庫区船大工町・ふなだいくちよう

　　６５２-０８３４・兵庫県神戸市兵庫区本町・ほんまち

　　６５２-０８８１・兵庫県神戸市兵庫区松原通・まつはﾞらどおり

　　６５２-００４５・兵庫県神戸市兵庫区松本通・まつもとどおり

　　６５２-０８１５・兵庫県神戸市兵庫区三川口町・みかわぐちちよう

　　６５２-０８５５・兵庫県神戸市兵庫区御崎町・みさきちよう

　　６５２-０８５２・兵庫県神戸市兵庫区御崎本町・みさきほんまち

　　６５２-０８０２・兵庫県神戸市兵庫区水木通・みずきどおり

　　６５２-０８６１・兵庫県神戸市兵庫区三石通・みついしどおり

　　６５２-００４１・兵庫県神戸市兵庫区湊川町・みなとがわちよう

　　６５２-０８１２・兵庫県神戸市兵庫区湊町・みなとちよう

　　６５２-００１２・兵庫県神戸市兵庫区湊山町・みなとやまちよう

　　６５２-０８９３・兵庫県神戸市兵庫区南逆瀬川町・みなみさかせがわちよう

　　６５２-０８４１・兵庫県神戸市兵庫区南仲町・みなみなかまち

　　６５２-０８８３・兵庫県神戸市兵庫区明和通・めいわどおり

　　６５２-０８１４・兵庫県神戸市兵庫区門口町・もんぐちちよう

　　６５２-０００５・兵庫県神戸市兵庫区矢部町・やべちよう

　　６５２-００３１・兵庫県神戸市兵庫区雪御所町・ゆきのごしよちよう

　　６５２-００６３・兵庫県神戸市兵庫区夢野町・ゆめのちよう

　　６５２-０８７２・兵庫県神戸市兵庫区吉田町・よしだちよう

　　６５２-０８５４・兵庫県神戸市兵庫区和田崎町・わださきちよう

　　６５２-０８６３・兵庫県神戸市兵庫区和田宮通・わだみやどおり

　　６５２-０８８４・兵庫県神戸市兵庫区和田山通・わだやまどおり

　　６５３-００００・兵庫県神戸市長田区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５３-０８２４・兵庫県神戸市長田区池田上町・いけだうえまち

　　６５３-０８２３・兵庫県神戸市長田区池田経町・いけだきようまち

　　６５３-０８２６・兵庫県神戸市長田区池田塩町・いけだしおまち

　　６５３-０８２５・兵庫県神戸市長田区池田新町・いけだしんまち

　　６５３-０８６４・兵庫県神戸市長田区池田惣町・いけだそうまち

　　６５３-０８２２・兵庫県神戸市長田区池田寺町・いけだてらまち

　　６５３-０８１４・兵庫県神戸市長田区池田広町・いけだひろまち

　　６５３-０８６５・兵庫県神戸市長田区池田宮町・いけだみやまち

　　６５３-０８２１・兵庫県神戸市長田区池田谷町・いけだたにまち

　　６５３-００１３・兵庫県神戸市長田区一番町・いちはﾞんちよう

　　６５３-０８７８・兵庫県神戸市長田区一里山町・いちりやまちよう

　　６５３-０８７１・兵庫県神戸市長田区鶯町・うぐいすちよう

　　６５３-００３６・兵庫県神戸市長田区腕塚町・うでつﾞかちよう

　　６５３-００２１・兵庫県神戸市長田区梅ケ香町・うめがかちよう

　　６５３-０８３８・兵庫県神戸市長田区大谷町・おおたにちよう

　　６５３-０８１１・兵庫県神戸市長田区大塚町・おおつかちよう

　　６５３-００３７・兵庫県神戸市長田区大橋町・おおはしちよう

　　６５３-０８３３・兵庫県神戸市長田区大道通・おおみちどおり

　　６５３-０８０２・兵庫県神戸市長田区重池町・おもいけちよう

　　６５３-０８４３・兵庫県神戸市長田区御屋敷通・おやしきどおり

　　６５３-００５２・兵庫県神戸市長田区海運町・かいうんちよう

　　６５３-０８３６・兵庫県神戸市長田区神楽町・かぐらちよう

　　６５３-０８０５・兵庫県神戸市長田区片山町・かたやまちよう

　　６５３-０８２７・兵庫県神戸市長田区上池田・かみいけだ

　　６５３-００３３・兵庫県神戸市長田区苅藻島町・かるもじまちよう

　　６５３-００３２・兵庫県神戸市長田区苅藻通・かるもどおり

　　６５３-０８３４・兵庫県神戸市長田区川西通・かわにしどおり

　　６５３-００１６・兵庫県神戸市長田区北町・きたまち

　　６５３-００４１・兵庫県神戸市長田区久保町・くほﾞちよう

　　６５３-０８８８・兵庫県神戸市長田区源平町・げんへﾟいちよう

　　６５３-０８５１・兵庫県神戸市長田区五位ノ池町・ごいのいけちよう

　　６５３-０８６７・兵庫県神戸市長田区高東町・こうとうちよう

　　６５３-０００３・兵庫県神戸市長田区五番町・ごはﾞんちよう

　　６５３-００３４・兵庫県神戸市長田区駒栄町・こまえちよう

　　６５３-００４３・兵庫県神戸市長田区駒ケ林町・こまがはﾞやしちよう

　　６５３-００４５・兵庫県神戸市長田区駒ケ林南町・こまがはﾞやしみなみちよう

　　６５３-００１１・兵庫県神戸市長田区三番町・さんはﾞんちよう

　　６５３-０８７７・兵庫県神戸市長田区鹿松町・しかまつちよう

　　６５３-００３５・兵庫県神戸市長田区庄田町・しようだちよう

　　６５３-０８５３・兵庫県神戸市長田区庄山町・しようやまちよう

　　６５３-００１５・兵庫県神戸市長田区菅原通・すがはらどおり

　　６５３-０８０６・兵庫県神戸市長田区大丸町・だいまるちよう

　　６５３-０８５６・兵庫県神戸市長田区高取山町・たかとりさんちよう



　　６５３-０８８１・兵庫県神戸市長田区滝谷町・たきたにちよう

　　６５３-０８７２・兵庫県神戸市長田区大日丘町・だいにちがおかちよう

　　６５３-０８６６・兵庫県神戸市長田区長者町・ちようじやまち

　　６５３-０８０４・兵庫県神戸市長田区寺池町・てらいけちよう

　　６５３-０８４５・兵庫県神戸市長田区戸崎通・とざきどおり

　　６５３-０８５５・兵庫県神戸市長田区長尾町・ながおちよう

　　６５３-０８１２・兵庫県神戸市長田区長田町・ながたちよう

　　６５３-０８８２・兵庫県神戸市長田区長田天神町・ながたてんじんちよう

　　６５３-００５４・兵庫県神戸市長田区長楽町・ながらちよう

　　６５３-０８８３・兵庫県神戸市長田区名倉町・なぐらちよう

　　６５３-０００１・兵庫県神戸市長田区七番町・ななはﾞんちよう

　　６５３-００５５・兵庫県神戸市長田区浪松町・なみまつちよう

　　６５３-００３１・兵庫県神戸市長田区西尻池町・にししりいけちよう

　　６５３-０８４４・兵庫県神戸市長田区西代通・にしだいどおり

　　６５３-０８７４・兵庫県神戸市長田区西丸山町・にしまるやまちよう

　　６５３-０８６２・兵庫県神戸市長田区西山町・にしやまちよう

　　６５３-００１２・兵庫県神戸市長田区二番町・にはﾞんちよう

　　６５３-００５１・兵庫県神戸市長田区野田町・のだちよう

　　６５３-０８７３・兵庫県神戸市長田区萩乃町・はぎのちよう

　　６５３-０８３７・兵庫県神戸市長田区蓮池町・はすいけちよう

　　６５３-０８３１・兵庫県神戸市長田区蓮宮通・はすみやどおり

　　６５３-０８７６・兵庫県神戸市長田区花山町・はなやまちよう

　　６５３-００２４・兵庫県神戸市長田区浜添通・はまぞえどおり

　　６５３-０８６１・兵庫県神戸市長田区林山町・はやしやまちよう

　　６５３-０８８７・兵庫県神戸市長田区檜川町・ひかわちよう

　　６５３-００２３・兵庫県神戸市長田区東尻池新町・ひがししりいけしんちよう

　　６５３-００２２・兵庫県神戸市長田区東尻池町・ひがししりいけちよう

　　６５３-０８８６・兵庫県神戸市長田区東丸山町・ひがしまるやまちよう

　　６５３-０８７９・兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘・ひはﾞりがおか

　　６５３-００３９・兵庫県神戸市長田区日吉町・ひよしちよう

　　６５３-００４２・兵庫県神戸市長田区二葉町・ふたはﾞちよう

　　６５３-０８５４・兵庫県神戸市長田区平和台町・へいわだいちよう

　　６５３-０８０１・兵庫県神戸市長田区房王寺町・ほﾞうおうじちよう

　　６５３-０８３５・兵庫県神戸市長田区細田町・ほそだちよう

　　６５３-０８８５・兵庫県神戸市長田区堀切町・ほりきりちよう

　　６５３-００５３・兵庫県神戸市長田区本庄町・ほんじようちよう

　　６５３-０８０３・兵庫県神戸市長田区前原町・まえはﾞらちよう

　　６５３-０８４１・兵庫県神戸市長田区松野通・まつのどおり

　　６５３-００２５・兵庫県神戸市長田区真野町・まのちよう

　　６５３-０８７５・兵庫県神戸市長田区丸山町・まるやまちよう

　　６５３-００１４・兵庫県神戸市長田区御蔵通・みくらどおり

　　６５３-０８４２・兵庫県神戸市長田区水笠通・みずかさどおり

　　６５３-００４４・兵庫県神戸市長田区南駒栄町・みなみこまえちよう

　　６５３-０８３２・兵庫県神戸市長田区御船通・みふねどおり

　　６５３-０８６３・兵庫県神戸市長田区宮丘町・みやおかちよう

　　６５３-０８１３・兵庫県神戸市長田区宮川町・みやがわちよう

　　６５３-０８８４・兵庫県神戸市長田区明泉寺町・みようせんじちよう

　　６５３-０８５２・兵庫県神戸市長田区山下町・やましたちよう

　　６５３-０００４・兵庫県神戸市長田区四番町・よんはﾞんちよう

　　６５３-０００２・兵庫県神戸市長田区六番町・ろくはﾞんちよう

　　６５３-００３８・兵庫県神戸市長田区若松町・わかまつちよう

　　６５４-００００・兵庫県神戸市須磨区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５４-００３８・兵庫県神戸市須磨区青葉町・あおはﾞちよう

　　６５４-００４７・兵庫県神戸市須磨区磯馴町・いそなれちよう

　　６５４-０００９・兵庫県神戸市須磨区板宿町・いたやどちよう

　　６５４-００７６・兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町・いちのたにちよう

　　６５４-００４４・兵庫県神戸市須磨区稲葉町・いなはﾞちよう

　　６５４-０００４・兵庫県神戸市須磨区永楽町・えいらくちよう

　　６５４-００２３・兵庫県神戸市須磨区戎町・えびすちよう

　　６５４-００２６・兵庫県神戸市須磨区大池町・おおいけちよう

　　６５４-００２４・兵庫県神戸市須磨区大田町・おおたちよう

　　６５４-００１７・兵庫県神戸市須磨区大手・おおて

　　６５４-００１３・兵庫県神戸市須磨区大手町・おおてちよう

　　６５４-００１５・兵庫県神戸市須磨区奥山畑町・おくやまはたちよう

　　６５４-０１６２・兵庫県神戸市須磨区神の谷・かみのたに

　　６５４-００１６・兵庫県神戸市須磨区上細沢町・かみほそざわちよう

　　６５４-０００５・兵庫県神戸市須磨区川上町・かわかみちよう

　　６５４-０００８・兵庫県神戸市須磨区菊池町・きくいけちよう

　　６５４-０１５１・兵庫県神戸市須磨区北落合・きたおちあい

　　６５４-００６４・兵庫県神戸市須磨区北町・きたまち



　　６５４-００４８・兵庫県神戸市須磨区衣掛町・きぬがけちよう

　　６５４-０１１１・兵庫県神戸市須磨区車・くるま

　　６５４-００４２・兵庫県神戸市須磨区小寺町・こでらちよう

　　６５４-００３１・兵庫県神戸市須磨区権現町・ごんげんちよう

　　６５４-００６６・兵庫県神戸市須磨区桜木町・さくらぎちよう

　　６５４-０１１４・兵庫県神戸市須磨区桜の杜・さくらのもり

　　６５４-００７５・兵庫県神戸市須磨区潮見台町・しおみだいちよう

　　６５４-０１２３・兵庫県神戸市須磨区清水台・しみずだい

　　６５４-０１０１・兵庫県神戸市須磨区白川・しらかわ

　　６５４-０１０３・兵庫県神戸市須磨区白川台・しらかわだい

　　６５４-０００３・兵庫県神戸市須磨区神撫町・じんぶちよう

　　６５４-０１４３・兵庫県神戸市須磨区菅の台・すがのだい

　　６５４-００５５・兵庫県神戸市須磨区須磨浦通・すまうらどおり

　　６５４-００７１・兵庫県神戸市須磨区須磨寺町・すまでらちよう

　　６５４-００５４・兵庫県神戸市須磨区須磨本町・すまほんまち

　　６５４-００７３・兵庫県神戸市須磨区関守町・せきもりちよう

　　６５４-０００１・兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町・ぜんしようじちよう

　　６５４-００４３・兵庫県神戸市須磨区外浜町・そとはまちよう

　　６５４-００２２・兵庫県神戸市須磨区大黒町・だいこくちよう

　　６５４-０１３３・兵庫県神戸市須磨区多井畑・たいのはた

　　６５４-０１３４・兵庫県神戸市須磨区多井畑東町・たいのはたひがしまち

　　６５４-０１３２・兵庫県神戸市須磨区多井畑南町・たいのはたみなみまち

　　６５４-００６１・兵庫県神戸市須磨区高尾台・たかおだい

　　６５４-００８１・兵庫県神戸市須磨区高倉台・たかくらだい

　　６５４-００７４・兵庫県神戸市須磨区高倉町・たかくらちよう

　　６５４-００３９・兵庫県神戸市須磨区鷹取町・たかとりちよう

　　６５４-００２７・兵庫県神戸市須磨区千歳町・ちとせちよう

　　６５４-００７２・兵庫県神戸市須磨区千守町・ちもりちよう

　　６５４-００６３・兵庫県神戸市須磨区月見山町・つきみやまちよう

　　６５４-００５１・兵庫県神戸市須磨区月見山本町・つきみやまほんまち

　　６５４-００２５・兵庫県神戸市須磨区寺田町・てらだちよう

　　６５４-００５３・兵庫県神戸市須磨区天神町・てんじんちよう

　　６５４-０１２２・兵庫県神戸市須磨区道正台・どうしようだい

　　６５４-００２８・兵庫県神戸市須磨区常盤町・ときわちよう

　　６５４-００１２・兵庫県神戸市須磨区飛松町・とびまつちよう

　　６５４-００３４・兵庫県神戸市須磨区戸政町・とまさちよう

　　６５４-０１４２・兵庫県神戸市須磨区友が丘・ともがおか

　　６５４-０１５４・兵庫県神戸市須磨区中落合・なかおちあい

　　６５４-００３５・兵庫県神戸市須磨区中島町・なかじまちよう

　　６５４-０１５５・兵庫県神戸市須磨区西落合・にしおちあい

　　６５４-００６８・兵庫県神戸市須磨区西須磨・にしすま

　　６５４-０１５２・兵庫県神戸市須磨区東落合・ひがしおちあい

　　６５４-０１０２・兵庫県神戸市須磨区東白川台・ひがししらかわだい

　　６５４-００１８・兵庫県神戸市須磨区東須磨・ひがしすま

　　６５４-００３３・兵庫県神戸市須磨区東町・ひがしまち

　　６５４-００２１・兵庫県神戸市須磨区平田町・ひらたちよう

　　６５４-００４１・兵庫県神戸市須磨区古川町・ふるかわちよう

　　６５４-０００７・兵庫県神戸市須磨区宝田町・ほうでんちよう

　　６５４-００３２・兵庫県神戸市須磨区堀池町・ほりいけちよう

　　６５４-００１１・兵庫県神戸市須磨区前池町・まえいけちよう

　　６５４-００４５・兵庫県神戸市須磨区松風町・まつかぜちよう

　　６５４-００６２・兵庫県神戸市須磨区水野町・みずのちよう

　　６５４-０１１３・兵庫県神戸市須磨区緑が丘・みどりがおか

　　６５４-０１６３・兵庫県神戸市須磨区緑台・みどりだい

　　６５４-０１５３・兵庫県神戸市須磨区南落合・みなみおちあい

　　６５４-００３６・兵庫県神戸市須磨区南町・みなみまち

　　６５４-００５２・兵庫県神戸市須磨区行幸町・みゆきちよう

　　６５４-０００２・兵庫県神戸市須磨区明神町・みようじんちよう

　　６５４-０１２１・兵庫県神戸市須磨区妙法寺・みようほうじ

　　６５４-００４６・兵庫県神戸市須磨区村雨町・むらさめちよう

　　６５４-０１６１・兵庫県神戸市須磨区弥栄台・やさかだい

　　６５４-００３７・兵庫県神戸市須磨区行平町・ゆきひらちよう

　　６５４-０００６・兵庫県神戸市須磨区養老町・ようろうちよう

　　６５４-０１３１・兵庫県神戸市須磨区横尾・よこお

　　６５４-００６７・兵庫県神戸市須磨区離宮西町・りきゆうにしちよう

　　６５４-００６５・兵庫県神戸市須磨区離宮前町・りきゆうまえまち

　　６５４-０１４１・兵庫県神戸市須磨区竜が台・りゆうがだい

　　６５４-００１４・兵庫県神戸市須磨区若木町・わかぎちよう

　　６５４-０１１２・兵庫県神戸市須磨区若草町・わかくさちよう

　　６５４-００４９・兵庫県神戸市須磨区若宮町・わかみやちよう



　　６５５-００００・兵庫県神戸市垂水区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５５-０８７３・兵庫県神戸市垂水区青山台・あおやまだい

　　６５５-０８６２・兵庫県神戸市垂水区朝谷町・あさたにちよう

　　６５５-００３３・兵庫県神戸市垂水区旭が丘・あさひがおか

　　６５５-０８８５・兵庫県神戸市垂水区泉が丘・いずみがおか

　　６５５-００３７・兵庫県神戸市垂水区歌敷山・うたしきやま

　　６５５-０８８３・兵庫県神戸市垂水区王居殿・おういでん

　　６５５-００１４・兵庫県神戸市垂水区大町・おおまち

　　６５５-０８８２・兵庫県神戸市垂水区乙木・おとぎ

　　６５５-００３６・兵庫県神戸市垂水区海岸通・かいがんどおり

　　６５５-００３９・兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘・かすみがおか

　　６５５-００１７・兵庫県神戸市垂水区上高丸・かみたかまる

　　６５５-００４９・兵庫県神戸市垂水区狩口台・かりぐちだい

　　６５５-０８９４・兵庫県神戸市垂水区川原・かわはら

　　６５５-００２７・兵庫県神戸市垂水区神田町・かんだちよう

　　６５５-００４５・兵庫県神戸市垂水区北舞子・きたまいこ

　　６５５-００２６・兵庫県神戸市垂水区陸ノ町・くがのちよう

　　６５５-００１２・兵庫県神戸市垂水区向陽・こうよう

　　６５５-０００８・兵庫県神戸市垂水区小束台・こつﾞかだい

　　６５５-００６１・兵庫県神戸市垂水区小束台東・ こつﾞかだいひがじ

　　６５５-０００２・兵庫県神戸市垂水区小束山・こつﾞかやま

　　６５５-０００９・兵庫県神戸市垂水区小束山手・こつﾞかやまて

　　６５５-０００３・兵庫県神戸市垂水区小束山本町・こつﾞかやまほんまち

　　６５５-００３５・兵庫県神戸市垂水区五色山・ごしきやま

　　６５５-００２４・兵庫県神戸市垂水区御霊町・ごりようちよう

　　６５５-０８９５・兵庫県神戸市垂水区坂上・さかがみ

　　６５５-０００５・兵庫県神戸市垂水区潮見が丘・しおみがおか

　　６５５-０８６３・兵庫県神戸市垂水区塩屋北町・しおやきたまち

　　６５５-０８６４・兵庫県神戸市垂水区塩屋台・しおやだい

　　６５５-０８７２・兵庫県神戸市垂水区塩屋町・しおやちよう

　　６５５-００３１・兵庫県神戸市垂水区清水が丘・しみずがおか

　　６５５-００２３・兵庫県神戸市垂水区清水通・しみずどおり

　　６５５-０８６１・兵庫県神戸市垂水区下畑町・しもはたちよう

　　６５５-０８７１・兵庫県神戸市垂水区松風台・しようふうだい

　　６５５-０８８４・兵庫県神戸市垂水区城が山・しろがやま

　　６５５-００４１・兵庫県神戸市垂水区神陵台・しんりようだい

　　６５５-０８５１・兵庫県神戸市垂水区神和台・しんわだい

　　６５５-０８６５・兵庫県神戸市垂水区清玄町・せいげんちよう

　　６５５-００３８・兵庫県神戸市垂水区星陵台・せいりようだい

　　６５５-００１６・兵庫県神戸市垂水区高丸・たかまる

　　６５５-０００７・兵庫県神戸市垂水区多聞台・たもんだい

　　６５５-０００１・兵庫県神戸市垂水区多聞町・たもんちよう

　　６５５-００１１・兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘・ちどりがおか

　　６５５-００１８・兵庫県神戸市垂水区千代が丘・ちよがおか

　　６５５-０８５３・兵庫県神戸市垂水区つつじが丘・つつじがおか

　　６５５-００２９・兵庫県神戸市垂水区天ノ下町・てんのしたちよう

　　６５５-００３４・兵庫県神戸市垂水区仲田・なかた

　　６５５-０８９６・兵庫県神戸市垂水区中道・なかみち

　　６５５-００４８・兵庫県神戸市垂水区西舞子・にしまいこ

　　６５５-００４２・兵庫県神戸市垂水区西脇・にしわき

　　６５５-００１５・兵庫県神戸市垂水区野田通・のだどおり

　　６５５-００２１・兵庫県神戸市垂水区馬場通・はﾞはﾞどおり

　　６５５-０８８６・兵庫県神戸市垂水区東垂水・ひがしたるみ

　　６５５-０８８１・兵庫県神戸市垂水区東垂水町・ひがしたるみちよう

　　６５５-００４７・兵庫県神戸市垂水区東舞子町・ひがしまいこちよう

　　６５５-０８９３・兵庫県神戸市垂水区日向・ひゆうが

　　６５５-０８９２・兵庫県神戸市垂水区平磯・ひらいそ

　　６５５-００１３・兵庫県神戸市垂水区福田・ふくだ

　　６５５-００３２・兵庫県神戸市垂水区星が丘・ほしがおか

　　６５５-０００６・兵庫県神戸市垂水区本多聞・ほんたもん

　　６５５-００４４・兵庫県神戸市垂水区舞子坂・まいこざか

　　６５５-００４６・兵庫県神戸市垂水区舞子台・まいこだい

　　６５５-００５１・兵庫県神戸市垂水区舞多聞西・ まいたもんにじ

　　６５５-００５２・兵庫県神戸市垂水区舞多聞東・ まいたもんひがじ

　　６５５-０００４・兵庫県神戸市垂水区学が丘・まなびがおか

　　６５５-００２５・兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘・みずがおか

　　６５５-００２２・兵庫県神戸市垂水区瑞穂通・みずほどおり

　　６５５-００４３・兵庫県神戸市垂水区南多聞台・みなみたもんだい

　　６５５-０８７４・兵庫県神戸市垂水区美山台・みやまだい

　　６５５-００２８・兵庫県神戸市垂水区宮本町・みやもとちよう



　　６５５-０８５２・兵庫県神戸市垂水区名谷町・みようだにちよう

　　６５５-０８５４・兵庫県神戸市垂水区桃山台・ももやまだい

　　６５５-０８９１・兵庫県神戸市垂水区山手・やまて

　　６５１-１１００・兵庫県神戸市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５１-１２３１・兵庫県神戸市北区青葉台・あおはﾞだい

　　６５１-１５１６・兵庫県神戸市北区赤松台・あかまつだい

　　６５１-１３２１・兵庫県神戸市北区有野台・ありのだい

　　６５１-１３１２・兵庫県神戸市北区有野町有野・ありのちようありの

　　６５１-１３３１・兵庫県神戸市北区有野町唐櫃・ありのちようからと

　　６５１-１３１１・兵庫県神戸市北区有野町二郎・ありのちようにろう

　　６５１-１３１３・兵庫県神戸市北区有野中町・ありのなかまち

　　６５１-１４０１・兵庫県神戸市北区有馬町・ありまちよう

　　６５１-１１４１・兵庫県神戸市北区泉台・いずみだい

　　６５１-１６０３・兵庫県神戸市北区淡河町淡河・おうごちようおうご

　　６５１-１６０４・兵庫県神戸市北区淡河町勝雄・おうごちようかつお

　　６５１-１６０１・兵庫県神戸市北区淡河町北僧尾・おうごちようきたそお

　　６５１-１６１６・兵庫県神戸市北区淡河町北畑・おうごちようきたはた

　　６５１-１６１４・兵庫県神戸市北区淡河町木津・おうごちようきつﾞ

　　６５１-１６１３・兵庫県神戸市北区淡河町行原・おうごちようぎようのはら

　　６５１-１６２２・兵庫県神戸市北区淡河町神田・おうごちようこうだ

　　６５１-１６１１・兵庫県神戸市北区淡河町中山・おうごちようなかやま

　　６５１-１６２３・兵庫県神戸市北区淡河町野瀬・おうごちようのせ

　　６５１-１６１５・兵庫県神戸市北区淡河町萩原・おうごちようはぎわら

　　６５１-１６１２・兵庫県神戸市北区淡河町東畑・おうごちようひがしはﾞた

　　６５１-１６２１・兵庫県神戸市北区淡河町神影・おうごちようみかげ

　　６５１-１６０２・兵庫県神戸市北区淡河町南僧尾・おうごちようみなみそお

　　６５１-１２０６・兵庫県神戸市北区大池見山台・おおいけみやまだい

　　６５１-１５２１・兵庫県神戸市北区大沢町市原・おおぞうちよういちはら

　　６５１-１５２２・兵庫県神戸市北区大沢町上大沢・おおぞうちようかみおおぞう

　　６５１-１５２３・兵庫県神戸市北区大沢町神付・おおぞうちようかんつﾞけ

　　６５１-１５２６・兵庫県神戸市北区大沢町簾・おおぞうちようすだれ

　　６５１-１５２４・兵庫県神戸市北区大沢町中大沢・おおぞうちようなかおおぞう

　　６５１-１５２５・兵庫県神戸市北区大沢町日西原・おおぞうちようひさいはﾞら

　　６５１-１２２２・兵庫県神戸市北区大原・おおはら

　　６５１-１１４４・兵庫県神戸市北区大脇台・おおわきだい

　　６５１-１２１１・兵庫県神戸市北区小倉台・おぐらだい

　　６５１-１２５５・兵庫県神戸市北区柏尾台・かしおだい

　　６５１-１２２３・兵庫県神戸市北区桂木・かつらぎ

　　６５１-１５１４・兵庫県神戸市北区鹿の子台南町・かのこだいみなみまち

　　６５１-１５１３・兵庫県神戸市北区鹿の子台北町・かのこだいきたまち

　　６５１-１３３２・兵庫県神戸市北区唐櫃台・からとだい

　　６５１-１３３４・兵庫県神戸市北区唐櫃六甲台・からとろつこうだい

　　６５１-１１３１・兵庫県神戸市北区北五葉・きたごよう

　　６５１-１１２２・兵庫県神戸市北区君影町・きみかげちよう

　　６５１-１３０４・兵庫県神戸市北区京地・きようじ

　　６５１-１１４２・兵庫県神戸市北区甲栄台・こうえいだい

　　６５１-１５１５・兵庫県神戸市北区上津台・こうつﾞだい

　　６５１-１２０３・兵庫県神戸市北区幸陽町・こうようちよう

　　６５１-１２１３・兵庫県神戸市北区広陵町・こうりようちよう

　　６５１-１２１４・兵庫県神戸市北区桜森町・さくらしんまち

　　６５１-１１０６・兵庫県神戸市北区しあわせの村・しあわせのむら

　　６５１-１３０６・兵庫県神戸市北区菖蒲が丘・しようぶがおか

　　６５１-１１４６・兵庫県神戸市北区杉尾台・すぎおだい

　　６５１-１１１２・兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町・すずらんだいひがしまち

　　６５１-１１１４・兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町・すずらんだいにしまち

　　６５１-１１１３・兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町・すずらんだいみなみまち

　　６５１-１１１１・兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町・すずらんだいきたまち

　　６５１-１１２１・兵庫県神戸市北区星和台・せいわだい

　　６５１-１１４５・兵庫県神戸市北区惣山町・そうやまちよう

　　６５１-１２４５・兵庫県神戸市北区谷上東町・たにがみひがしまち

　　６５１-１２４６・兵庫県神戸市北区谷上西町・たにがみにしまち

　　６５１-１２４４・兵庫県神戸市北区谷上南町・たにがみみなみまち

　　６５１-１２１２・兵庫県神戸市北区筑紫が丘・つくしがおか

　　６５１-１５０５・兵庫県神戸市北区道場町日下部・どうじようちようくさかべ

　　６５１-１５０２・兵庫県神戸市北区道場町塩田・どうじようちようしおた

　　６５１-１５０１・兵庫県神戸市北区道場町道場・どうじようちようどうじよう

　　６５１-１５０４・兵庫県神戸市北区道場町平田・どうじようちようひらた

　　６６９-１１６１・兵庫県神戸市北区道場町生野（１１７２)・どうじようちよういくの(１１７２)

　　６５１-１５０３・兵庫県神戸市北区道場町生野（その他）・どうじようちよういくの(そのた)

　　６５１-１１０３・兵庫県神戸市北区中里町・なかざとちよう



　　６５１-１５１１・兵庫県神戸市北区長尾町宅原・ながおちようえいはﾞら

　　６５１-１５１２・兵庫県神戸市北区長尾町上津・ながおちようこうつﾞ

　　６５１-１１３３・兵庫県神戸市北区鳴子・なるこ

　　６５１-１２０１・兵庫県神戸市北区西大池・にしおおいけ

　　６５１-１３０５・兵庫県神戸市北区西山・にしやま

　　６５１-１３５４・兵庫県神戸市北区八多町上小名田・はたちようかみおなだ

　　６５１-１３５２・兵庫県神戸市北区八多町下小名田・はたちようしもおなだ

　　６５１-１３４３・兵庫県神戸市北区八多町附物・はたちようつくもの

　　６５１-１３５１・兵庫県神戸市北区八多町中・はたちようなか

　　６５１-１３４５・兵庫県神戸市北区八多町西畑・はたちようにしはﾞた

　　６５１-１３４４・兵庫県神戸市北区八多町屏風・はたちようびようぶ

　　６５１-１３４１・兵庫県神戸市北区八多町深谷・はたちようふかたに

　　６５１-１３４２・兵庫県神戸市北区八多町柳谷・はたちようやなぎだに

　　６５１-１３５３・兵庫県神戸市北区八多町吉尾・はたちようよしお

　　６５１-１２０５・兵庫県神戸市北区花山台・はなやまだい

　　６５１-１２０２・兵庫県神戸市北区花山中尾台・はなやまなかおだい

　　６５１-１２０４・兵庫県神戸市北区花山東町・はなやまひがしまち

　　６５１-１３２２・兵庫県神戸市北区東有野台・ひがしありのだい

　　６５１-１３３３・兵庫県神戸市北区東大池・ひがしおおいけ

　　６５１-１２３３・兵庫県神戸市北区日の峰・ひのみね

　　６５１-１１２４・兵庫県神戸市北区ひよどり北町・ひよどりきたまち

　　６５１-１１２３・兵庫県神戸市北区ひよどり台・ひよどりだい

　　６５１-１１２５・兵庫県神戸市北区ひよどり台南町・ひよどりだいみなみまち

　　６５１-１３０１・兵庫県神戸市北区藤原台北町・ふじわらだいきたまち

　　６５１-１３０２・兵庫県神戸市北区藤原台中町・ふじわらだいなかまち

　　６５１-１３０３・兵庫県神戸市北区藤原台南町・ふじわらだいみなみまち

　　６５１-１２３２・兵庫県神戸市北区松が枝町・まつがえちよう

　　６５１-１１４７・兵庫県神戸市北区松宮台・まつみやだい

　　６５１-１２２１・兵庫県神戸市北区緑町・みどりまち

　　６５１-１１３２・兵庫県神戸市北区南五葉・みなみごよう

　　６５１-１１０４・兵庫県神戸市北区山田町藍那・やまだちようあいな

　　６５１-１１０５・兵庫県神戸市北区山田町小河・やまだちようおうご

　　６５１-１１０１・兵庫県神戸市北区山田町小部・やまだちようおうぶ

　　６５１-１２４１・兵庫県神戸市北区山田町大池・やまだちようおおいけ

　　６５１-１２４２・兵庫県神戸市北区山田町上谷上・やまだちようかみたにがみ

　　６５１-１２６１・兵庫県神戸市北区山田町坂本・やまだちようさかもと

　　６５１-１１０２・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（大上谷」、・しもたにがみ(おおかみだに)

　　６５１-１１０２・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（修法ケ原」、・しもたにがみ(しゆうほうがはら)

　　６５１-１１０２・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（中一里山「９番地の４」、・しもたにがみ

　　６５１-１１０２・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（１２番地を除く」、・(１２はﾞんちｦのぞく>､

　　６５１-１１０２・兵庫県神戸市北区長尾山、再度公園）・ながおやま､ふたたびこうえん)

　　６５２-００７１・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（菊水山)・しもたにがみ(きくすいやま)

　　６５２-００７１・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（高座川向)・しもたにがみ(こうざかわむかい)

　　６５２-００７１・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（中一里山９番地の４)・(なかいちりやま<９はﾞん

ちの４)

　　６５２-００７１・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（１２番地)・しもたにがみ(１２はﾞんち)

　　６５２-００７１・兵庫県神戸市北区念仏堂、ひよどり越）・ねんぶつどう､ひよどりごえ)

　　６５１-１２４３・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（その他）・やまだちようしもたにがみ(そのた)

　　６５１-１２６４・兵庫県神戸市北区山田町衝原・やまだちようつくはら

　　６５１-１２５３・兵庫県神戸市北区山田町中・やまだちようなか

　　６５１-１２６３・兵庫県神戸市北区山田町西下・やまだちようにししも

　　６５１-１２５２・兵庫県神戸市北区山田町原野・やまだちようはらの

　　６５１-１２６２・兵庫県神戸市北区山田町東下・やまだちようひがししも

　　６５１-１２５４・兵庫県神戸市北区山田町福地・やまだちようふくち

　　６５１-１２５１・兵庫県神戸市北区山田町与左衛門新田・やまだちようよざえもんしんでん

　　６５１-１１４３・兵庫県神戸市北区若葉台・わかはﾞだい

　　６５０-００００・兵庫県神戸市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５０-００２５・兵庫県神戸市中央区相生町・あいおいちよう

　　６５０-００３７・兵庫県神戸市中央区明石町・あかしまち

　　６５１-００９５・兵庫県神戸市中央区旭通・あさひどおり

　　６５１-００７６・兵庫県神戸市中央区吾妻通・あつﾞまどおり

　　６５１-００９２・兵庫県神戸市中央区生田町・いくたちよう

　　６５１-００８６・兵庫県神戸市中央区磯上通・いそがみどおり

　　６５１-００８４・兵庫県神戸市中央区磯辺通・いそべどおり

　　６５０-００３２・兵庫県神戸市中央区伊藤町・いとうまち

　　６５０-００３３・兵庫県神戸市中央区江戸町・えどまち

　　６５１-００８８・兵庫県神戸市中央区小野柄通・おのえどおり

　　６５１-００８２・兵庫県神戸市中央区小野浜町・おのはまちよう

　　６５０-００２４・兵庫県神戸市中央区海岸通・かいがんどおり

　　６５１-００５３・兵庫県神戸市中央区籠池通・かごいけどおり



　　６５０-０００１・兵庫県神戸市中央区加納町・かのうちよう

　　６５１-００６１・兵庫県神戸市中央区上筒井通・かみつついどおり

　　６５１-００６７・兵庫県神戸市中央区神若通・かみわかどおり

　　６５０-００１２・兵庫県神戸市中央区北長狭通・きたながさどおり

　　６５０-０００２・兵庫県神戸市中央区北野町・きたのちよう

　　６５１-００７５・兵庫県神戸市中央区北本町通・きたほんまちどおり

　　６５０-００３４・兵庫県神戸市中央区京町・きようまち

　　６５０-００１７・兵庫県神戸市中央区楠町・くすのきちよう

　　６５１-００６６・兵庫県神戸市中央区国香通・くにかどおり

　　６５１-００９６・兵庫県神戸市中央区雲井通・くもいどおり

　　６５１-００５６・兵庫県神戸市中央区熊内町・くもちちよう

　　６５１-００５５・兵庫県神戸市中央区熊内橋通・くもちはﾞしどおり

　　６５０-００４８・兵庫県神戸市中央区神戸空港・こうべくうこう

　　６５０-０００７・兵庫県神戸市中央区神戸港地方・こうべこうじかた

　　６５１-００８７・兵庫県神戸市中央区御幸通・ごこうどおり

　　６５１-００９４・兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町・ことのおちよう

　　６５０-００２６・兵庫県神戸市中央区古湊通・こみなとどおり

　　６５０-００２３・兵庫県神戸市中央区栄町通・さかえまちどおり

　　６５１-００６２・兵庫県神戸市中央区坂口通・さかぐちどおり

　　６５０-００２１・兵庫県神戸市中央区三宮町・さんのみやちよう

　　６５１-００７９・兵庫県神戸市中央区東雲通・しののめどおり

　　６５０-００１１・兵庫県神戸市中央区下山手通・しもやまてどおり

　　６５０-００４１・兵庫県神戸市中央区新港町・しんこうちよう

　　６５１-００５１・兵庫県神戸市中央区神仙寺通・しんせんじどおり

　　６５０-０００６・兵庫県神戸市中央区諏訪山町・すわやまちよう

　　６５１-００６４・兵庫県神戸市中央区大日通・だいにちどおり

　　６５０-００１６・兵庫県神戸市中央区橘通・たちはﾞなどおり

　　６５０-００１５・兵庫県神戸市中央区多聞通・たもんどおり

　　６５１-００７１・兵庫県神戸市中央区筒井町・つついちよう

　　６５１-００５７・兵庫県神戸市中央区中尾町・なかおちよう

　　６５１-００５２・兵庫県神戸市中央区中島通・なかじまどおり

　　６５０-００２７・兵庫県神戸市中央区中町通・なかまちどおり

　　６５０-０００４・兵庫県神戸市中央区中山手通・なかやまてどおり

　　６５０-００３５・兵庫県神戸市中央区浪花町・なにわまち

　　６５０-００３８・兵庫県神戸市中央区西町・にしまち

　　６５１-００９３・兵庫県神戸市中央区二宮町・にのみやちよう

　　６５１-００９７・兵庫県神戸市中央区布引町・ぬのびきちよう

　　６５１-００５４・兵庫県神戸市中央区野崎通・のざきどおり

　　６５１-００６８・兵庫県神戸市中央区旗塚通・はたつかどおり

　　６５１-００８５・兵庫県神戸市中央区八幡通・はちまんどおり

　　６５０-００４２・兵庫県神戸市中央区波止場町・はとはﾞちよう

　　６５０-００１３・兵庫県神戸市中央区花隈町・はなくまちよう

　　６５１-００８３・兵庫県神戸市中央区浜辺通・はまべどおり

　　６５０-００３６・兵庫県神戸市中央区播磨町・はりままち

　　６５０-００４４・兵庫県神戸市中央区東川崎町・ひがしかわさきちよう

　　６５０-００３１・兵庫県神戸市中央区東町・ひがしまち

　　６５１-００７７・兵庫県神戸市中央区日暮通・ひぐれどおり

　　６５１-００５８・兵庫県神戸市中央区葺合町・ふきあいちよう

　　６５０-０００５・兵庫県神戸市中央区再度筋町・ふたたびすじちよう

　　６５０-００４３・兵庫県神戸市中央区弁天町・べんてんちよう

　　６５０-００３９・兵庫県神戸市中央区前町・まえまち

　　６５１-００８１・兵庫県神戸市中央区真砂通・まさごどおり

　　６５０-００４５・兵庫県神戸市中央区港島・みなとじま

　　６５０-００４６・兵庫県神戸市中央区港島中町・みなとじまなかまち

　　６５０-００４７・兵庫県神戸市中央区港島南町・みなとじまみなみまち

　　６５１-００７４・兵庫県神戸市中央区南本町通・みなみほんまちどおり

　　６５１-００６３・兵庫県神戸市中央区宮本通・みやもとどおり

　　６５０-００１４・兵庫県神戸市中央区元町高架通・もとまちこうかどおり

　　６５０-００２２・兵庫県神戸市中央区元町通・もとまちどおり

　　６５１-００７８・兵庫県神戸市中央区八雲通・やぐもどおり

　　６５０-０００３・兵庫県神戸市中央区山本通・やまもとどおり

　　６５１-００９１・兵庫県神戸市中央区若菜通・わかなどおり

　　６５１-００７３・兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通・わきのはまかいがんどおり

　　６５１-００７２・兵庫県神戸市中央区脇浜町・わきのはまちよう

　　６５１-００６５・兵庫県神戸市中央区割塚通・わりつﾞかどおり

　　６５０-００００・兵庫県神戸市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５１-２２２４・兵庫県神戸市西区秋葉台・あきはﾞだい

　　６５１-２１３４・兵庫県神戸市西区曙町・あけほﾞのちよう

　　６５１-２１４１・兵庫県神戸市西区天が岡・あまがおか

　　６５１-２１１３・兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬・いかわだにちようありせ



　　６５１-２１０６・兵庫県神戸市西区伊川谷町井吹・いかわだにちよういぶき

　　６５１-２１０５・兵庫県神戸市西区伊川谷町上脇・いかわだにちようかみわき

　　６５１-２１０７・兵庫県神戸市西区伊川谷町小寺・いかわだにちようこでら

　　６５１-２１２４・兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和・いかわだにちようじゆんな

　　６５１-２１０８・兵庫県神戸市西区伊川谷町前開・いかわだにちようぜんかい

　　６５１-２１０４・兵庫県神戸市西区伊川谷町長坂・いかわだにちようながさか

　　６５１-２１０１・兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑・いかわだにちようふせはた

　　６５１-２１１５・兵庫県神戸市西区伊川谷町別府・いかわだにちようべふ

　　６５１-２１１１・兵庫県神戸市西区池上・いけがみ

　　６５１-２２４２・兵庫県神戸市西区井吹台東町・いぶきだいひがしまち

　　６５１-２２４３・兵庫県神戸市西区井吹台西町・いぶきだいにしまち

　　６５１-２２４４・兵庫県神戸市西区井吹台北町・いぶきだいきたまち

　　６５１-２１１４・兵庫県神戸市西区今寺・いまでら

　　６５１-２４０１・兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡・いわおかちよういわおか

　　６５１-２４０２・兵庫県神戸市西区岩岡町印路・いわおかちよういんじ

　　６５１-２４０３・兵庫県神戸市西区岩岡町西脇・いわおかちようにしわき

　　６５１-２４０５・兵庫県神戸市西区岩岡町野中・いわおかちようのなか

　　６５１-２４０４・兵庫県神戸市西区岩岡町古郷・いわおかちようふるさと

　　６５１-２１３３・兵庫県神戸市西区枝吉・ えだよじ

　　６５１-２１３５・兵庫県神戸市西区王塚台・おうつかだい

　　６５１-２４１４・兵庫県神戸市西区大沢・おおさわ

　　６５１-２１１２・兵庫県神戸市西区大津和・おおつわ

　　６５１-２２１２・兵庫県神戸市西区押部谷町押部・おしべだにちようおしべ

　　６５１-２２２２・兵庫県神戸市西区押部谷町木津・おしべだにちようきつﾞ

　　６５１-２２０３・兵庫県神戸市西区押部谷町近江・おしべだにちようきんこう

　　６５１-２２２３・兵庫県神戸市西区押部谷町木見・おしべだにちようこうみ

　　６５１-２２２１・兵庫県神戸市西区押部谷町木幡・おしべだにちようこはﾞた

　　６５１-２２０７・兵庫県神戸市西区押部谷町細田・おしべだにちようさいた

　　６５１-２２１１・兵庫県神戸市西区押部谷町栄・おしべだにちようさかえ

　　６５１-２２０４・兵庫県神戸市西区押部谷町高和・おしべだにちようたかわ

　　６５１-２２０２・兵庫県神戸市西区押部谷町西盛・おしべだにちようにしもり

　　６５１-２２１３・兵庫県神戸市西区押部谷町福住・おしべだにちようふくすみ

　　６５１-２２０５・兵庫県神戸市西区押部谷町養田・おしべだにちようようだ

　　６５１-２２０６・兵庫県神戸市西区押部谷町和田・おしべだにちようわだ

　　６５１-２１０３・兵庫県神戸市西区学園西町・がくえんにしまち

　　６５１-２１０２・兵庫県神戸市西区学園東町・がくえんひがしまち

　　６５１-２２７５・兵庫県神戸市西区樫野台・かしのだい

　　６５１-２２７６・兵庫県神戸市西区春日台・かすがだい

　　６５１-２４１１・兵庫県神戸市西区上新地・かみしんち

　　６５１-２２７２・兵庫県神戸市西区狩場台・かりはﾞだい

　　６５１-２３０３・兵庫県神戸市西区神出町五百蔵・かんでちよういおろい

　　６５１-２３３３・兵庫県神戸市西区神出町池田・かんでちよういけだ

　　６５１-２３０２・兵庫県神戸市西区神出町古神・かんでちようこがみ

　　６５１-２３０４・兵庫県神戸市西区神出町小束野・かんでちようこそくの

　　６５１-２３１３・兵庫県神戸市西区神出町田井・かんでちようたい

　　６５１-２３３１・兵庫県神戸市西区神出町広谷・かんでちようひろたに

　　６５１-２３２１・兵庫県神戸市西区神出町宝勢・かんでちようほうせい

　　６５１-２３３４・兵庫県神戸市西区神出町紫合・かんでちようゆうだ

　　６５１-２３０１・兵庫県神戸市西区神出町勝成・かんでちようよしなり

　　６５１-２３１１・兵庫県神戸市西区神出町東・ かんでちようひがじ

　　６５１-２３１２・兵庫県神戸市西区神出町南・かんでちようみなみ

　　６５１-２３３２・兵庫県神戸市西区神出町北・かんでちようきた

　　６５１-２１１７・兵庫県神戸市西区北別府・きたべふ

　　６５１-２２１５・兵庫県神戸市西区北山台・きたやまだい

　　６５１-２２７３・兵庫県神戸市西区糀台・こうじだい

　　６５１-２１４４・兵庫県神戸市西区小山・こやま

　　６５１-２２２６・兵庫県神戸市西区桜が丘中町・さくらがおかなかまち

　　６５１-２２２５・兵庫県神戸市西区桜が丘東町・さくらがおかひがしまち

　　６５１-２２２７・兵庫県神戸市西区桜が丘西町・さくらがおかにしまち

　　６５１-２１２９・兵庫県神戸市西区白水・しらみず

　　６５１-２１０９・兵庫県神戸市西区前開南町・ぜんかいみなみまち

　　６５１-２２０１・兵庫県神戸市西区高雄台・たかおだい

　　６５１-２２７１・兵庫県神戸市西区高塚台・たかつかだい

　　６５１-２２７４・兵庫県神戸市西区竹の台・たけのだい

　　６５１-２１４５・兵庫県神戸市西区玉津町居住・たまつちよういすみ

　　６５１-２１２８・兵庫県神戸市西区玉津町今津・たまつちよういまつﾞ

　　６５１-２１２６・兵庫県神戸市西区玉津町上池・たまつちようかみいけ

　　６５１-２１２２・兵庫県神戸市西区玉津町高津橋・ たまつちようこうつﾞはﾞじ

　　６５１-２１４４・兵庫県神戸市西区玉津町小山・たまつちようこやま

　　６５１-２１２５・兵庫県神戸市西区玉津町新方・たまつちようしんほﾟう



　　６５１-２１４７・兵庫県神戸市西区玉津町田中・たまつちようたなか

　　６５１-２１３７・兵庫県神戸市西区玉津町出合・たまつちようであい

　　６５１-２１２７・兵庫県神戸市西区玉津町西河原・たまつちようにしがわら

　　６５１-２１４２・兵庫県神戸市西区玉津町二ツ屋・たまつちようふたつや

　　６５１-２１４３・兵庫県神戸市西区玉津町丸塚・たまつちようまるつﾞか

　　６５１-２１２１・兵庫県神戸市西区玉津町水谷・たまつちようみたに

　　６５１-２１３８・兵庫県神戸市西区玉津町吉田・たまつちようよしだ

　　６５１-２２１７・兵庫県神戸市西区月が丘・つきがおか

　　６５１-２１２３・兵庫県神戸市西区天王山・てんのうざん

　　６５１-２１３６・兵庫県神戸市西区中野・なかの

　　６５１-２１４８・兵庫県神戸市西区長畑町・ながはたちよう

　　６５１-２２３４・兵庫県神戸市西区櫨谷町池谷・はせたにちよういけたに

　　６５１-２２３８・兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野・はせたにちようすがの

　　６５１-２２３７・兵庫県神戸市西区櫨谷町谷口・はせたにちようたにぐち

　　６５１-２２３１・兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷・はせたにちようてらたに

　　６５１-２２３６・兵庫県神戸市西区櫨谷町栃木・はせたにちようとちのき

　　６５１-２２３２・兵庫県神戸市西区櫨谷町友清・はせたにちようともきよ

　　６５１-２２３５・兵庫県神戸市西区櫨谷町長谷・はせたにちようはせ

　　６５１-２２３３・兵庫県神戸市西区櫨谷町福谷・はせたにちようふくたに

　　６５１-２２３９・兵庫県神戸市西区櫨谷町松本・はせたにちようまつもと

　　６５１-２２６６・兵庫県神戸市西区平野町印路・ひらのちよういんじ

　　６５１-２２５６・兵庫県神戸市西区平野町大野・ひらのちようおおの

　　６５１-２２６４・兵庫県神戸市西区平野町大畑・ひらのちようおおはた

　　６５１-２２６１・兵庫県神戸市西区平野町堅田・ひらのちようかただ

　　６５１-２２６８・兵庫県神戸市西区平野町黒田・ひらのちようくろだ

　　６５１-２２５５・兵庫県神戸市西区平野町慶明・ひらのちようけいめい

　　６５１-２２６２・兵庫県神戸市西区平野町繁田・ひらのちようしげた

　　６５１-２２５４・兵庫県神戸市西区平野町芝崎・ひらのちようしはﾞさき

　　６５１-２２５１・兵庫県神戸市西区平野町下村・ひらのちようしもむら

　　６５１-２２６３・兵庫県神戸市西区平野町常本・ひらのちようつねもと

　　６５１-２２５７・兵庫県神戸市西区平野町中津・ひらのちようなかつ

　　６５１-２２６７・兵庫県神戸市西区平野町西戸田・ひらのちようにしとだ

　　６５１-２２５２・兵庫県神戸市西区平野町福中・ひらのちようふくなか

　　６５１-２２６５・兵庫県神戸市西区平野町宮前・ひらのちようみやまえ

　　６５１-２２５３・兵庫県神戸市西区平野町向井・ひらのちようむかい

　　６５１-２４１３・兵庫県神戸市西区福吉台・ふくよしだい

　　６５１-２２１４・兵庫県神戸市西区富士見が丘・ふじみがおか

　　６５１-２１４２・兵庫県神戸市西区二ツ屋・ふたつや

　　６５１-２１４３・兵庫県神戸市西区丸塚・まるつﾞか

　　６５１-２２７７・兵庫県神戸市西区美賀多台・みかただい

　　６５１-２１２１・兵庫県神戸市西区水谷・みたに

　　６５１-２２２８・兵庫県神戸市西区見津が丘・みつがおか

　　６５１-２１１６・兵庫県神戸市西区南別府・みなみべふ

　　６５１-２２１６・兵庫県神戸市西区美穂が丘・みほがおか

　　６５１-２１４６・兵庫県神戸市西区宮下・みやした

　　６５１-２２４１・兵庫県神戸市西区室谷・むろたに

　　６５１-２１３１・兵庫県神戸市西区持子・もちこ

　　６５１-２１３２・兵庫県神戸市西区森友・もりとも

　　６５１-２４１２・兵庫県神戸市西区竜が岡・りゆうがおか

　　６５１-２１２０・兵庫県神戸市西区和井取・わいどり

　　６７０-００００・兵庫県姫路市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７１-２２３２・兵庫県姫路市相野・あいの

　　６７１-２２２２・兵庫県姫路市青山・あおやま

　　６７１-２２２４・兵庫県姫路市青山西・ あおやまにじ

　　６７１-２２２３・兵庫県姫路市青山南・あおやまみなみ

　　６７１-２２２１・兵庫県姫路市青山北・あおやまきた

　　６７０-０９３４・兵庫県姫路市朝日町・あさひまち

　　６７０-０９４４・兵庫県姫路市阿保・あほﾞ

　　６７１-１２３６・兵庫県姫路市網干区網干浜・あほﾞしくあほﾞしはま

　　６７１-１２３１・兵庫県姫路市網干区大江島・あほﾞしくおおえじま

　　６７１-１２３２・兵庫県姫路市網干区大江島寺前町・あほﾞしくおおえじまてらまえちよう

　　６７１-１２３３・兵庫県姫路市網干区大江島古川町・あほﾞしくおおえじまふるかわちよう

　　６７１-１２４１・兵庫県姫路市網干区興浜・あほﾞしくおきのはま

　　６７１-１２５３・兵庫県姫路市網干区垣内中町・あほﾞしくかいちなかまち

　　６７１-１２５２・兵庫県姫路市網干区垣内東町・あほﾞしくかいちひがしまち

　　６７１-１２５６・兵庫県姫路市網干区垣内西町・あほﾞしくかいちにしまち

　　６７１-１２５５・兵庫県姫路市網干区垣内南町・あほﾞしくかいちみなみまち

　　６７１-１２５１・兵庫県姫路市網干区垣内北町・あほﾞしくかいちきたまち

　　６７１-１２５７・兵庫県姫路市網干区垣内本町・あほﾞしくかいちほんまち

　　６７１-１２３５・兵庫県姫路市網干区北新在家・あほﾞしくきたしんざいけ



　　６７１-１２２３・兵庫県姫路市網干区坂上・あほﾞしくさかうえ

　　６７１-１２２８・兵庫県姫路市網干区坂出・あほﾞしくさかで

　　６７１-１２３４・兵庫県姫路市網干区新在家・あほﾞしくしんざいけ

　　６７１-１２２１・兵庫県姫路市網干区田井・あほﾞしくたい

　　６７１-１２２６・兵庫県姫路市網干区高田・あほﾞしくたかだ

　　６７１-１２２４・兵庫県姫路市網干区津市場・あほﾞしくついちはﾞ

　　６７１-１２４２・兵庫県姫路市網干区浜田・あほﾞしくはまだ

　　６７１-１２２５・兵庫県姫路市網干区福井・あほﾞしくふくい

　　６７１-１２２２・兵庫県姫路市網干区宮内・あほﾞしくみやうち

　　６７１-１２５４・兵庫県姫路市網干区余子浜・あほﾞしくよこはま

　　６７１-１２２７・兵庫県姫路市網干区和久・あほﾞしくわく

　　６７０-００２９・兵庫県姫路市嵐山町・あらしやまちよう

　　６７０-０９７４・兵庫県姫路市飯田・いいだ

　　６７２-０１０３・兵庫県姫路市家島町坊勢・いえしまちようほﾞうぜ

　　６７２-０１０１・兵庫県姫路市家島町真浦・いえしまちようまうら

　　６７２-０１０２・兵庫県姫路市家島町宮・いえしまちようみや

　　６７０-０００７・兵庫県姫路市生野町・いくのまち

　　６７１-２２３１・兵庫県姫路市石倉・いしくら

　　６７０-０８２２・兵庫県姫路市市川台・いちかわだい

　　６７０-０８２５・兵庫県姫路市市川橋通・いちかわはﾞしどおり

　　６７０-０９４３・兵庫県姫路市市之郷・いちのごう

　　６７０-０９４３・兵庫県姫路市市之郷町・いちのごうちよう

　　６７０-０８７１・兵庫県姫路市伊伝居・いでい

　　６７０-０８１６・兵庫県姫路市威徳寺町・いとくじまち

　　６７０-０９８３・兵庫県姫路市井ノ口・いのぐち

　　６７０-００５２・兵庫県姫路市今宿・いまじゆく

　　６７０-００２８・兵庫県姫路市岩端町・いわはﾞなちよう

　　６７０-０９０５・兵庫県姫路市魚町・うおまち

　　６７１-２２４６・兵庫県姫路市打越・ うちこじ

　　６７０-０８１７・兵庫県姫路市梅ケ枝町・うめがえちよう

　　６７０-０８９４・兵庫県姫路市梅ケ谷町・うめがたにちよう

　　６７０-０９２７・兵庫県姫路市駅前町・えきまえちよう

　　６７１-２２３３・兵庫県姫路市太市中・おおいちなか

　　６７１-０１０１・兵庫県姫路市大塩町・おおしおちよう

　　６７１-０１０２・兵庫県姫路市大塩町汐咲・おおしおちようしおさき

　　６７１-０１０３・兵庫県姫路市大塩町宮前・おおしおちようみやまえ

　　６７１-１１３６・兵庫県姫路市大津区恵美酒町・おおつくえびすまち

　　６７１-１１４６・兵庫県姫路市大津区大津町・おおつくおおつちよう

　　６７１-１１３２・兵庫県姫路市大津区勘兵衛町・おおつくかんべえちよう

　　６７１-１１４２・兵庫県姫路市大津区北天満町・おおつくきたてんまんちよう

　　６７１-１１３３・兵庫県姫路市大津区吉美・おおつくきび

　　６７１-１１３５・兵庫県姫路市大津区新町・おおつくしんまち

　　６７１-１１３１・兵庫県姫路市大津区天神町・おおつくてんじんまち

　　６７１-１１４３・兵庫県姫路市大津区天満・おおつくてんま

　　６７１-１１４４・兵庫県姫路市大津区長松・おおつくながまつ

　　６７１-１１４１・兵庫県姫路市大津区西土井・おおつくにしどい

　　６７１-１１４５・兵庫県姫路市大津区平松・おおつくひらまつ

　　６７１-１１３４・兵庫県姫路市大津区真砂町・おおつくまさごちよう

　　６７０-０８６８・兵庫県姫路市大野町・おおのまち

　　６７０-０９８２・兵庫県姫路市岡田・おかだ

　　６７０-００２６・兵庫県姫路市岡町・おかまち

　　６７２-８００３・兵庫県姫路市奥山・おくやま

　　６７０-００３７・兵庫県姫路市柿山伏・ かきやまぶじ

　　６７０-０００９・兵庫県姫路市鍵町・かぎまち

　　６７０-０００２・兵庫県姫路市鍛冶町・かじまち

　　６７０-００４５・兵庫県姫路市片田町・かただまち

　　６７１-２２４１・兵庫県姫路市刀出・かたなで

　　６７１-１２０４・兵庫県姫路市勝原区朝日谷・かつはらくあさひだに

　　６７１-１２０５・兵庫県姫路市勝原区大谷・かつはらくおおたに

　　６７１-１２１２・兵庫県姫路市勝原区勝原町・かつはらくかつはらちよう

　　６７１-１２０２・兵庫県姫路市勝原区勝山町・かつはらくかつやまちよう

　　６７１-１２１１・兵庫県姫路市勝原区熊見・かつはらくくまみ

　　６７１-１２０１・兵庫県姫路市勝原区下太田・かつはらくしもおおた

　　６７１-１２１３・兵庫県姫路市勝原区宮田・かつはらくみやだ

　　６７１-１２１４・兵庫県姫路市勝原区山戸・かつはらくやまと

　　６７１-１２０３・兵庫県姫路市勝原区丁・かつはらくよろ

　　６７０-０００５・兵庫県姫路市金屋町・かなやまち

　　６７２-８００１・兵庫県姫路市兼田・かねだ

　　６７０-０８９６・兵庫県姫路市上大野・かみおおの

　　６７０-００４１・兵庫県姫路市上片町・かみかたまち



　　６７０-００６５・兵庫県姫路市上手野・かみての

　　６７０-０８３６・兵庫県姫路市神屋町・かみやちよう

　　６７０-０９２５・兵庫県姫路市亀井町・かめいまち

　　６７０-０９７３・兵庫県姫路市亀山・かめやま

　　６７１-２２１３・兵庫県姫路市川西台・かわにしだい

　　６７１-２２１２・兵庫県姫路市川西・ かわにじ

　　６７０-０９９１・兵庫県姫路市神田町・かんだちよう

　　６７０-００５７・兵庫県姫路市北今宿・きたいまじゆく

　　６７０-００９１・兵庫県姫路市北新在家・きたしんざいけ

　　６７２-８００２・兵庫県姫路市北原・きたはら

　　６７０-０８９３・兵庫県姫路市北平野・きたひらの

　　６７０-０８９２・兵庫県姫路市北平野奥垣内・きたひらのおくがいち

　　６７０-０８９５・兵庫県姫路市北平野台町・きたひらのだいちよう

　　６７０-０８８７・兵庫県姫路市北平野南の町・きたひらのみなみのちよう

　　６７０-０８７７・兵庫県姫路市北八代・きたやしろ

　　６７１-２２０２・兵庫県姫路市北夢前台（１丁目１～７７)・きたゆめさきだい

　　６７０-００７５・兵庫県姫路市北夢前台（その他）・きたゆめさきだい(そのた)

　　６７２-８０１６・兵庫県姫路市木場・きはﾞ

　　６７２-８０１７・兵庫県姫路市木場十八反町・きはﾞじゆうはつたんちよう

　　６７２-８０１８・兵庫県姫路市木場前中町・きはﾞまえなかちよう

　　６７２-８０１９・兵庫県姫路市木場前七反町・きはﾞまえななたんちよう

　　６７０-０８５１・兵庫県姫路市京口町・きようぐちまち

　　６７０-０８２４・兵庫県姫路市京町・きようまち

　　６７０-０８２６・兵庫県姫路市楠町・くすのきちよう

　　６７０-０９１６・兵庫県姫路市久保町・くほﾞちよう

　　６７０-０９５４・兵庫県姫路市栗山町・くりやまちよう

　　６７０-００５８・兵庫県姫路市車崎・くるまざき

　　６７０-００２７・兵庫県姫路市景福寺前・けいふくじまえ

　　６７９-２１５４・兵庫県姫路市香寺町相坂・こうでらちようあいさか

　　６７９-２１３１・兵庫県姫路市香寺町犬飼・こうでらちよういぬかい

　　６７９-２１４１・兵庫県姫路市香寺町岩部・こうでらちよういわべ

　　６７９-２１６７・兵庫県姫路市香寺町久畑・こうでらちようくはﾞた

　　６７９-２１５１・兵庫県姫路市香寺町香呂・こうでらちようこうろ

　　６７９-２１３２・兵庫県姫路市香寺町須加院・こうでらちようすかいん

　　６７９-２１５３・兵庫県姫路市香寺町田野・こうでらちようたの

　　６７９-２１６５・兵庫県姫路市香寺町恒屋・こうでらちようつねや

　　６７９-２１６４・兵庫県姫路市香寺町中寺・こうでらちようなかでら

　　６７９-２１４３・兵庫県姫路市香寺町中仁野・こうでらちようなかにの

　　６７９-２１６６・兵庫県姫路市香寺町中村・こうでらちようなかむら

　　６７９-２１４４・兵庫県姫路市香寺町中屋・こうでらちようなかや

　　６７９-２１６２・兵庫県姫路市香寺町野田・こうでらちようのだ

　　６７９-２１６３・兵庫県姫路市香寺町土師・こうでらちようはぜ

　　６７９-２１４２・兵庫県姫路市香寺町広瀬・こうでらちようひろせ

　　６７９-２１６１・兵庫県姫路市香寺町溝口・こうでらちようみぞぐち

　　６７９-２１５５・兵庫県姫路市香寺町矢田部・こうでらちようやたべ

　　６７９-２１５２・兵庫県姫路市香寺町行重・こうでらちようゆきしげ

　　６７０-０８５２・兵庫県姫路市国府寺町・こおでらまち

　　６７０-０８５４・兵庫県姫路市五軒邸・ごけんやしき

　　６７０-００４３・兵庫県姫路市小姓町・こしようまち

　　６７０-００３５・兵庫県姫路市琴岡町・ことおかちよう

　　６７０-０９３６・兵庫県姫路市古二階町・こにかいまち

　　６７０-０００１・兵庫県姫路市河間町・こはﾞさまちよう

　　６７０-０００３・兵庫県姫路市米屋町・こめやまち

　　６７０-００２２・兵庫県姫路市小利木町・こりきまち

　　６７０-０９２４・兵庫県姫路市紺屋町・こんやまち

　　６７０-０９２３・兵庫県姫路市呉服町・ごふくまち

　　６７０-０８５７・兵庫県姫路市五郎右衛門邸・ごろうえもんてい

　　６７０-０９８１・兵庫県姫路市西庄・さいしよう

　　６７０-００２５・兵庫県姫路市材木町・ざいもくまち

　　６７０-０８３５・兵庫県姫路市幸町・さいわいちよう

　　６７０-００１４・兵庫県姫路市堺町・さかいまち

　　６７０-０９３１・兵庫県姫路市坂田町・さかたまち

　　６７０-００１６・兵庫県姫路市坂元町・さかもとまち

　　６７０-０９９４・兵庫県姫路市定元町・さだもとまち

　　６７０-０９４０・兵庫県姫路市三左衛門堀西の町・さんざえもんほﾞりにしのまち

　　６７０-０９４９・兵庫県姫路市三左衛門堀東の町・さんざえもんほﾞりひがしのまち

　　６７０-０９５３・兵庫県姫路市三条町（１丁目）・さんじようちよう(１)

　　６７２-８０４１・兵庫県姫路市三条町（２丁目）・さんじようちよう(２)

　　６７０-０９０４・兵庫県姫路市塩町・しおまち

　　６７２-８０７８・兵庫県姫路市飾磨区英賀・しかまくあが



　　６７２-８０９２・兵庫県姫路市飾磨区英賀春日町・しかまくあがかすがちよう

　　６７２-８０８４・兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町・しかまくあがしみずちよう

　　６７２-８０８７・兵庫県姫路市飾磨区英賀東町・しかまくあがひがしちよう

　　６７２-８０８８・兵庫県姫路市飾磨区英賀西町・しかまくあがにしちよう

　　６７２-８０９１・兵庫県姫路市飾磨区英賀保駅前町・しかまくあがほえきまえちよう

　　６７２-８０８９・兵庫県姫路市飾磨区英賀宮台・しかまくあがみやだい

　　６７２-８０８０・兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町・しかまくあがみやちよう

　　６７２-８０３７・兵庫県姫路市飾磨区阿成・しかまくあなせ

　　６７２-８０３０・兵庫県姫路市飾磨区阿成植木・しかまくあなせうえき

　　６７２-８０３８・兵庫県姫路市飾磨区阿成鹿古・しかまくあなせかこ

　　６７２-８０５９・兵庫県姫路市飾磨区阿成下垣内・しかまくあなせしもかいち

　　６７２-８０５８・兵庫県姫路市飾磨区阿成中垣内・しかまくあなせなかかいち

　　６７２-８０３９・兵庫県姫路市飾磨区阿成渡場・しかまくあなせわたしはﾞ

　　６７２-８０７９・兵庫県姫路市飾磨区今在家・しかまくいまざいけ

　　６７２-８０９０・兵庫県姫路市飾磨区今在家北・しかまくいまざいけきた

　　６７２-８０７６・兵庫県姫路市飾磨区入船町・しかまくいりふねちよう

　　６７２-８０５７・兵庫県姫路市飾磨区恵美酒・しかまくえびす

　　６７２-８０６２・兵庫県姫路市飾磨区大浜・しかまくおおはま

　　６７２-８０７７・兵庫県姫路市飾磨区粕谷新町・しかまくかすやしんまち

　　６７２-８０７１・兵庫県姫路市飾磨区構・しかまくかまえ

　　６７２-８０９４・兵庫県姫路市飾磨区鎌倉町・しかまくかまくらちよう

　　６７２-８０４３・兵庫県姫路市飾磨区上野田・しかまくかみのだ

　　６７２-８０４７・兵庫県姫路市飾磨区亀山・しかまくかめやま

　　６７２-８０７４・兵庫県姫路市飾磨区加茂・しかまくかも

　　６７２-８０７３・兵庫県姫路市飾磨区加茂北・しかまくかもきた

　　６７２-８０７０・兵庫県姫路市飾磨区加茂東・ しかまくかもひがじ

　　６７２-８０６９・兵庫県姫路市飾磨区加茂南・しかまくかもみなみ

　　６７２-８０５６・兵庫県姫路市飾磨区御幸・しかまくごこう

　　６７２-８０５３・兵庫県姫路市飾磨区栄町・しかまくさかえまち

　　６７２-８０３６・兵庫県姫路市飾磨区三和町・しかまくさんわちよう

　　６７２-８０７５・兵庫県姫路市飾磨区思案橋・ しかまくしあんはﾞじ

　　６７２-８０５１・兵庫県姫路市飾磨区清水・しかまくしみず

　　６７２-８０４４・兵庫県姫路市飾磨区下野田・しかまくしものだ

　　６７２-８０８３・兵庫県姫路市飾磨区城南町・しかまくじようなんちよう

　　６７２-８０６３・兵庫県姫路市飾磨区須加・しかまくすか

　　６７２-８０８１・兵庫県姫路市飾磨区高町・しかまくたかまち

　　６７２-８０７２・兵庫県姫路市飾磨区蓼野町・しかまくたでのちよう

　　６７２-８０５２・兵庫県姫路市飾磨区玉地・しかまくたまち

　　６７２-８０８２・兵庫県姫路市飾磨区付城・しかまくつけしろ

　　６７２-８０６１・兵庫県姫路市飾磨区天神・しかまくてんじん

　　６７２-８０４６・兵庫県姫路市飾磨区都倉・しかまくとくら

　　６７２-８０３５・兵庫県姫路市飾磨区中島・しかまくなかしま

　　６７２-８０４５・兵庫県姫路市飾磨区中野田・しかまくなかのだ

　　６７２-８０８５・兵庫県姫路市飾磨区中浜町・しかまくなかはまちよう

　　６７２-８０８６・兵庫県姫路市飾磨区西浜町・しかまくにしはまちよう

　　６７２-８０４０・兵庫県姫路市飾磨区野田町・しかまくのだちよう

　　６７２-８０５４・兵庫県姫路市飾磨区東堀・しかまくひがしほﾞり

　　６７２-８０９８・兵庫県姫路市飾磨区富士見ケ丘町・しかまくふじみがおかちよう

　　６７２-８０６４・兵庫県姫路市飾磨区細江・しかまくほそえ

　　６７２-８０２５・兵庫県姫路市飾磨区堀川町・しかまくほりかわちよう

　　６７２-８０５５・兵庫県姫路市飾磨区宮・しかまくみや

　　６７２-８０４８・兵庫県姫路市飾磨区三宅・しかまくみやけ

　　６７２-８０３１・兵庫県姫路市飾磨区妻鹿・しかまくめが

　　６７２-８０３２・兵庫県姫路市飾磨区妻鹿東海町・しかまくめがとうかいちよう

　　６７２-８０３４・兵庫県姫路市飾磨区妻鹿常盤町・しかまくめがときわちよう

　　６７２-８０３３・兵庫県姫路市飾磨区妻鹿日田町・しかまくめがひだちよう

　　６７２-８０９３・兵庫県姫路市飾磨区矢倉町・しかまくやぐらちよう

　　６７２-８０９７・兵庫県姫路市飾磨区山崎・しかまくやまさき

　　６７２-８０９６・兵庫県姫路市飾磨区山崎台・しかまくやまさきだい

　　６７２-８０９５・兵庫県姫路市飾磨区若宮町・しかまくわかみやちよう

　　６７１-２２１６・兵庫県姫路市飾西・しきさい

　　６７１-２２１５・兵庫県姫路市飾西台・しきさいだい

　　６７１-０２０３・兵庫県姫路市飾東町大釜・しきとうちようおおがま

　　６７１-０２０４・兵庫県姫路市飾東町大釜新・しきとうちようおおがましん

　　６７１-０２０９・兵庫県姫路市飾東町小原・しきとうちようおはら

　　６７１-０２０１・兵庫県姫路市飾東町小原新・しきとうちようおはらしん

　　６７１-０２１４・兵庫県姫路市飾東町唐端新・しきとうちようからはたしん

　　６７１-０２０２・兵庫県姫路市飾東町北野・しきとうちようきたの

　　６７１-０２１２・兵庫県姫路市飾東町北山・しきとうちようきたやま

　　６７１-０２０５・兵庫県姫路市飾東町清住・しきとうちようきよすみ



　　６７１-０２１７・兵庫県姫路市飾東町佐良和・しきとうちようさろお

　　６７１-０２１１・兵庫県姫路市飾東町塩崎・しきとうちようしおざき

　　６７１-０２１６・兵庫県姫路市飾東町志吹・しきとうちようしぶき

　　６７１-０２１８・兵庫県姫路市飾東町庄・しきとうちようしよう

　　６７１-０２１９・兵庫県姫路市飾東町豊国・しきとうちようとよくに

　　６７１-０２０８・兵庫県姫路市飾東町八重畑・しきとうちようやえはﾞた

　　６７１-０２０７・兵庫県姫路市飾東町山崎・しきとうちようやまさき

　　６７１-０２１５・兵庫県姫路市飾東町夕陽ケ丘・しきとうちようゆうひがおか

　　６７１-０２４５・兵庫県姫路市四郷町明田・しごうちようあけだ

　　６７１-０２４１・兵庫県姫路市四郷町上鈴・しごうちようかみすず

　　６７１-０２４６・兵庫県姫路市四郷町坂元・しごうちようさかもと

　　６７１-０２４２・兵庫県姫路市四郷町中鈴・しごうちようなかすず

　　６７１-０２４７・兵庫県姫路市四郷町東阿保・しごうちようひがしあほﾞ

　　６７１-０２４３・兵庫県姫路市四郷町本郷・しごうちようほんごう

　　６７１-０２４４・兵庫県姫路市四郷町見野・しごうちようみの

　　６７１-０２４８・兵庫県姫路市四郷町山脇・しごうちようやまわき

　　６７０-００４４・兵庫県姫路市地内町・じないまち

　　６７０-００４６・兵庫県姫路市東雲町・しののめちよう

　　６７０-０９１７・兵庫県姫路市忍町・しのぶまち

　　６７１-２２４４・兵庫県姫路市実法寺・じほうじ

　　６７０-００６３・兵庫県姫路市下手野・しもての

　　６７０-０９３２・兵庫県姫路市下寺町・しもでらまち

　　６７０-０９１１・兵庫県姫路市十二所前町・じゆうにしよまえちよう

　　６７０-０９５１・兵庫県姫路市庄田・しようだ

　　６７０-０８４１・兵庫県姫路市城東町・じようとうまち

　　６７０-０８４５・兵庫県姫路市城東町京口台・じようとうまちきようぐちだい

　　６７０-０８４９・兵庫県姫路市城東町五軒屋・じようとうまちごけんや

　　６７０-０８４３・兵庫県姫路市城東町清水・じようとうまちしみず

　　６７０-０８４８・兵庫県姫路市城東町竹之門・じようとうまちたけのもん

　　６７０-０８４７・兵庫県姫路市城東町中河原・じようとうまちなかがわら

　　６７０-０８４４・兵庫県姫路市城東町野田・じようとうまちのだ

　　６７０-０８４２・兵庫県姫路市城東町毘沙門・じようとうまちびしやもん

　　６７０-０８８３・兵庫県姫路市城北新町・じようほくしんまち

　　６７０-０８８４・兵庫県姫路市城北本町・じようほくほんちよう

　　６７１-２２０１・兵庫県姫路市書写・しよしや

　　６７１-２２０３・兵庫県姫路市書写台・しよしやだい

　　６７０-０８０８・兵庫県姫路市白国・しらくに

　　６７２-８０２３・兵庫県姫路市白浜町・しらはまちよう

　　６７２-８０２１・兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中・しらはまちよううさざきなか

　　６７２-８０２２・兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南・しらはまちよううさざきみなみ

　　６７２-８０１３・兵庫県姫路市白浜町宇佐崎北・しらはまちよううさざききた

　　６７２-８０１１・兵庫県姫路市白浜町神田・しらはまちようかんだ

　　６７２-８０１２・兵庫県姫路市白浜町寺家・しらはまちようじけ

　　６７２-８０２４・兵庫県姫路市白浜町灘浜・しらはまちようなだはま

　　６７０-０９０２・兵庫県姫路市白銀町・しろがねまち

　　６７０-０８０３・兵庫県姫路市城見台・しろみだい

　　６７０-０８３１・兵庫県姫路市城見町・しろみちよう

　　６７０-００９５・兵庫県姫路市新在家・しんざいけ

　　６７０-００９４・兵庫県姫路市新在家中の町・しんざいけなかのちよう

　　６７０-００９２・兵庫県姫路市新在家本町・しんざいけほんちよう

　　６７０-０８３４・兵庫県姫路市神和町・しんわちよう

　　６７１-２２４３・兵庫県姫路市菅生台・すごうだい

　　６７０-００１５・兵庫県姫路市総社本町・そうしやほんまち

　　６７０-０８５３・兵庫県姫路市大黒壱丁町・だいこくいつちようまち

　　６７０-０８９８・兵庫県姫路市大寿台・だいじゆだい

　　６７０-０８３３・兵庫県姫路市大善町・だいぜんちよう

　　６７１-２２１１・兵庫県姫路市田井台・たいだい

　　６７０-００６２・兵庫県姫路市高岡新町・たかおかしんまち

　　６７０-０９１５・兵庫県姫路市高尾町・たかおちよう

　　６７０-００２４・兵庫県姫路市鷹匠町・たかじようちよう

　　６７０-００１３・兵庫県姫路市竹田町・たけだまち

　　６７０-００３２・兵庫県姫路市龍野町・たつのまち

　　６７０-０９０３・兵庫県姫路市立町・たてまち

　　６７０-００８６・兵庫県姫路市田寺・たでら

　　６７０-００８２・兵庫県姫路市田寺山手町・たでらやまてちよう

　　６７０-００８１・兵庫県姫路市田寺東・ たでらひがじ

　　６７０-０９８５・兵庫県姫路市玉手・たまて

　　６７０-０９７６・兵庫県姫路市中地・ちゆうじ

　　６７０-０９７５・兵庫県姫路市中地南町・ちゆうじみなみのちよう

　　６７１-２２１７・兵庫県姫路市町田・ちようだ



　　６７０-０９８４・兵庫県姫路市町坪・ちようのつほﾞ

　　６７０-０９８９・兵庫県姫路市町坪南町・ちようのつほﾞみなみまち

　　６７０-０９９３・兵庫県姫路市千代田町・ちよだまち

　　６７２-８００４・兵庫県姫路市継・つぎ

　　６７２-８０４９・兵庫県姫路市佃町・つくだちよう

　　６７０-００８３・兵庫県姫路市辻井・つじい

　　６７０-０９９６・兵庫県姫路市土山・つちやま

　　６７０-０９９５・兵庫県姫路市土山東の町・つちやまひがしのちよう

　　６７０-０９７２・兵庫県姫路市手柄・てがら

　　６７０-０８４６・兵庫県姫路市天神町・てんじんまち

　　６７０-０８２１・兵庫県姫路市東郷町・とうごうちよう

　　６７０-０８５６・兵庫県姫路市同心町・どうしんまち

　　６７０-０９１４・兵庫県姫路市豆腐町・とうふまち

　　６７０-０８０２・兵庫県姫路市砥堀・とほり

　　６７０-０９８６・兵庫県姫路市苫編・とまみ

　　６７０-０９８７・兵庫県姫路市苫編南・とまみみなみ

　　６７０-０９６４・兵庫県姫路市豊沢町・とよざわちよう

　　６７９-２１２４・兵庫県姫路市豊富町甲丘・とよとみちようかぶとおか

　　６７９-２１２１・兵庫県姫路市豊富町神谷・とよとみちようこだに

　　６７９-２１２３・兵庫県姫路市豊富町豊富・とよとみちようとよとみ

　　６７９-２１２２・兵庫県姫路市豊富町御蔭・とよとみちようみかげ

　　６７０-００５１・兵庫県姫路市名古山町・なごやまちよう

　　６７０-０９５２・兵庫県姫路市南条・なんじよう

　　６７０-０９２２・兵庫県姫路市二階町・にかいまち

　　６７０-００６１・兵庫県姫路市西今宿・にしいまじゆく

　　６７０-０９１３・兵庫県姫路市西駅前町・にしえきまえちよう

　　６７０-００９６・兵庫県姫路市西新在家・にししんざいけ

　　６７０-００３３・兵庫県姫路市西新町・にししんまち

　　６７０-０８９７・兵庫県姫路市西大寿台・にしだいじゆだい

　　６７０-０８０５・兵庫県姫路市西中島・にしなかじま

　　６７０-０９０１・兵庫県姫路市西二階町・にしにかいまち

　　６７０-０９７１・兵庫県姫路市西延末・にしのぶすえ

　　６７０-０８７６・兵庫県姫路市西八代町・にしやしろちよう

　　６７１-２２１４・兵庫県姫路市西夢前台・にしゆめさきだい

　　６７１-２２３４・兵庫県姫路市西脇・にしわき

　　６７０-０８０１・兵庫県姫路市仁豊野・にぶの

　　６７０-００３８・兵庫県姫路市農人町・のうにんまち

　　６７０-０９６１・兵庫県姫路市南畝町・のうねんちよう

　　６７０-０８１１・兵庫県姫路市野里・のざと

　　６７０-０８１４・兵庫県姫路市野里上野町・のざとうえのちよう

　　６７０-０８１３・兵庫県姫路市野里慶雲寺前町・のざとけいうんじまえちよう

　　６７０-０８６２・兵庫県姫路市野里新町・のざとしんまち

　　６７０-０８１５・兵庫県姫路市野里大和町・のざとやまとちよう

　　６７０-０８６５・兵庫県姫路市野里月丘町・のざとつきおかまち

　　６７０-０８６７・兵庫県姫路市野里寺町・のざとてらまち

　　６７０-０８６４・兵庫県姫路市野里中町・のざとなかまち

　　６７０-０８６３・兵庫県姫路市野里東同心町・のざとひがしどうしんまち

　　６７０-０８６１・兵庫県姫路市野里東町・のざとひがしまち

　　６７０-０８６６・兵庫県姫路市野里堀留町・のざとほりどめまち

　　６７０-０９６６・兵庫県姫路市延末・のぶすえ

　　６７１-２２４５・兵庫県姫路市白鳥台・はくちようだい

　　６７０-０９０６・兵庫県姫路市博労町・はﾞくろうまち

　　６７０-０００８・兵庫県姫路市橋之町・はしのまち

　　６７０-００４７・兵庫県姫路市花影町・はなかげちよう

　　６７１-０２５３・兵庫県姫路市花田町一本松・はなだちよういつほﾟんまつ

　　６７１-０２５５・兵庫県姫路市花田町小川・はなだちようおがわ

　　６７１-０２５２・兵庫県姫路市花田町加納原田・はなだちようかのうはらだ

　　６７１-０２５１・兵庫県姫路市花田町上原田・はなだちようかみはらだ

　　６７１-０２５６・兵庫県姫路市花田町高木・はなだちようたかぎ

　　６７１-０２５４・兵庫県姫路市花田町勅旨・ はなだちようちよくじ

　　６７９-４２３１・兵庫県姫路市林田町大堤・はやしだちようおおつﾞつみ

　　６７９-４２２３・兵庫県姫路市林田町奥佐見・はやしだちようおくさみ

　　６７９-４２３２・兵庫県姫路市林田町上伊勢・はやしだちようかみいせ

　　６７９-４２３３・兵庫県姫路市林田町下伊勢・はやしだちようしもいせ

　　６７９-４２０４・兵庫県姫路市林田町上構・はやしだちようかみかまえ

　　６７９-４２０３・兵庫県姫路市林田町中構・はやしだちようなかかまえ

　　６７９-４２０２・兵庫県姫路市林田町下構・はやしだちようしもかまえ

　　６７９-４２２２・兵庫県姫路市林田町口佐見・はやしだちようくちさみ

　　６７９-４２０１・兵庫県姫路市林田町久保・はやしだちようくほﾞ

　　６７９-４２０５・兵庫県姫路市林田町新町・はやしだちようしんまち



　　６７９-４２１４・兵庫県姫路市林田町中山下・はやしだちようなかやました

　　６７９-４２０６・兵庫県姫路市林田町林田・はやしだちようはやしだ

　　６７９-４２２１・兵庫県姫路市林田町林谷・はやしだちようはやしだに

　　６７９-４２１２・兵庫県姫路市林田町松山・はやしだちようまつやま

　　６７９-４２１１・兵庫県姫路市林田町六九谷・はやしだちようむくだに

　　６７９-４２１５・兵庫県姫路市林田町八幡・はやしだちようやはた

　　６７９-４２１３・兵庫県姫路市林田町山田・はやしだちようやまだ

　　６７０-００５６・兵庫県姫路市東今宿・ひがしいまじゆく

　　６７０-０９２６・兵庫県姫路市東駅前町・ひがしえきまえちよう

　　６７０-００８４・兵庫県姫路市東辻井・ひがしつじい

　　６７０-０９６５・兵庫県姫路市東延末・ひがしのぶすえ

　　６７２-８０１４・兵庫県姫路市東山・ひがしやま

　　６７０-００６４・兵庫県姫路市東夢前台・ひがしゆめさきだい

　　６７０-０９４２・兵庫県姫路市日出町・ひのでちよう

　　６７０-０９３３・兵庫県姫路市平野町・ひらのまち

　　６７１-１１５４・兵庫県姫路市広畑区吾妻町・ひろはたくあつﾞまちよう

　　６７１-１１５５・兵庫県姫路市広畑区大町・ひろはたくおおまち

　　６７１-１１０２・兵庫県姫路市広畑区蒲田・ひろはたくかまだ

　　６７１-１１１１・兵庫県姫路市広畑区北河原町・ひろはたくきたかわらちよう

　　６７１-１１１２・兵庫県姫路市広畑区北野町・ひろはたくきたのちよう

　　６７１-１１０６・兵庫県姫路市広畑区京見町・ひろはたくきようみちよう

　　６７１-１１５６・兵庫県姫路市広畑区小坂・ひろはたくこさか

　　６７１-１１５２・兵庫県姫路市広畑区小松町・ひろはたくこまつちよう

　　６７１-１１０４・兵庫県姫路市広畑区才・ひろはたくさい

　　６７１-１１１３・兵庫県姫路市広畑区清水町・ひろはたくしみずちよう

　　６７１-１１０８・兵庫県姫路市広畑区城山町・ひろはたくしろやまちよう

　　６７１-１１１５・兵庫県姫路市広畑区末広町・ひろはたくすえひろちよう

　　６７１-１１１６・兵庫県姫路市広畑区正門通・ひろはたくせいもんどおり

　　６７１-１１５３・兵庫県姫路市広畑区高浜町・ひろはたくたかはまちよう

　　６７１-１１２４・兵庫県姫路市広畑区鶴町・ひろはたくつるまち

　　６７１-１１２５・兵庫県姫路市広畑区長町・ひろはたくながまち

　　６７１-１１０７・兵庫県姫路市広畑区西蒲田・ひろはたくにしかまだ

　　６７１-１１０５・兵庫県姫路市広畑区則直・ひろはたくのりなお

　　６７１-１１５１・兵庫県姫路市広畑区早瀬町・ひろはたくはやせちよう

　　６７１-１１２１・兵庫県姫路市広畑区東新町・ひろはたくひがししんまち

　　６７１-１１０１・兵庫県姫路市広畑区東夢前台・ひろはたくひがしゆめさきだい

　　６７１-１１０３・兵庫県姫路市広畑区西夢前台・ひろはたくにしゆめさきだい

　　６７１-１１２３・兵庫県姫路市広畑区富士町・ひろはたくふじちよう

　　６７１-１１１４・兵庫県姫路市広畑区本町・ひろはたくほんまち

　　６７１-１１２２・兵庫県姫路市広畑区夢前町・ひろはたくゆめさきちよう

　　６７０-０８８２・兵庫県姫路市広峰・ひろみね

　　６７０-０８９１・兵庫県姫路市広嶺山・ひろみねやま

　　６７０-０８５５・兵庫県姫路市福居町・ふくいまち

　　６７０-０９９２・兵庫県姫路市福沢町・ふくざわちよう

　　６７０-００１７・兵庫県姫路市福中町・ふくなかまち

　　６７０-０００４・兵庫県姫路市福本町・ふくもとまち

　　６７０-００６６・兵庫県姫路市藤ケ台・ふじがだい

　　６７０-０８３２・兵庫県姫路市双葉町・ふたはﾞちよう

　　６７０-００３４・兵庫県姫路市船丘町・ふなおかちよう

　　６７９-２１０１・兵庫県姫路市船津町・ふなつちよう

　　６７０-００４８・兵庫県姫路市船橋町・ふなはしちよう

　　６７１-０２２５・兵庫県姫路市別所町家具町・べつしよちようかぐまち

　　６７１-０２２３・兵庫県姫路市別所町北宿・べつしよちようきたじゆく

　　６７１-０２２２・兵庫県姫路市別所町小林・ べつしよちようこはﾞやじ

　　６７１-０２２４・兵庫県姫路市別所町佐土・べつしよちようさつﾞち

　　６７１-０２２６・兵庫県姫路市別所町佐土新・べつしよちようさつﾞちしん

　　６７１-０２２１・兵庫県姫路市別所町別所・べつしよちようべつしよ

　　６７０-０９４７・兵庫県姫路市北条・ほうじよう

　　６７０-０９４５・兵庫県姫路市北条梅原町・ほうじよううめはらちよう

　　６７０-０９４６・兵庫県姫路市北条永良町・ほうじようながらちよう

　　６７０-０９４８・兵庫県姫路市北条宮の町・ほうじようみやのまち

　　６７０-０９３５・兵庫県姫路市北条口・ほうじようぐち

　　６７０-０８０４・兵庫県姫路市保城・ほうしろ

　　６７０-００１１・兵庫県姫路市坊主町・ほﾞうずまち

　　６７０-０８８１・兵庫県姫路市峰南町・ほうなんちよう

　　６７０-００１２・兵庫県姫路市本町・ほんまち

　　６７０-０８０６・兵庫県姫路市増位新町・ますいしんまち

　　６７０-０８０７・兵庫県姫路市増位本町・ますいほんまち

　　６７１-０１１２・兵庫県姫路市的形町福泊・まとがたちようふくどまり

　　６７１-０１１１・兵庫県姫路市的形町的形・まとがたちようまとがた



　　６７０-０８２７・兵庫県姫路市丸尾町・まるおちよう

　　６７１-０２３４・兵庫県姫路市御国野町国分寺・みくにのちようこくぶんじ

　　６７１-０２３２・兵庫県姫路市御国野町御着・みくにのちようごちやく

　　６７１-０２３３・兵庫県姫路市御国野町西御着・みくにのちようにしごちやく

　　６７１-０２３１・兵庫県姫路市御国野町深志野・みくにのちようふかしの

　　６７０-００５５・兵庫県姫路市神子岡前・みこおかまえ

　　６７０-００７３・兵庫県姫路市御立中・みたちなか

　　６７０-００７２・兵庫県姫路市御立東・ みたちひがじ

　　６７０-００７４・兵庫県姫路市御立西・ みたちにじ

　　６７０-００７１・兵庫県姫路市御立北・みたちきた

　　６７１-２２４７・兵庫県姫路市緑台・みどりだい

　　６７０-００５４・兵庫県姫路市南今宿・みなみいまじゆく

　　６７０-０９６２・兵庫県姫路市南駅前町・みなみえきまえちよう

　　６７０-００５３・兵庫県姫路市南車崎・みなみくるまざき

　　６７０-００９３・兵庫県姫路市南新在家・みなみしんざいけ

　　６７０-０９１２・兵庫県姫路市南町・みなみまち

　　６７０-０８７５・兵庫県姫路市南八代町・みなみやしろちよう

　　６７０-０８２３・兵庫県姫路市宮上町・みやうえちよう

　　６７０-０８３７・兵庫県姫路市宮西町・みやにしちよう

　　６７０-０８１２・兵庫県姫路市睦町・むつみちよう

　　６７０-０９３７・兵庫県姫路市元塩町・もとしおまち

　　６７０-００４９・兵庫県姫路市元町・もとまち

　　６７２-８０１５・兵庫県姫路市八家・やか

　　６７０-０００６・兵庫県姫路市八木町・やぎまち

　　６７０-０８７２・兵庫県姫路市八代・やしろ

　　６７０-０８７３・兵庫県姫路市八代東光寺町・やしろとうこうじちよう

　　６７０-０８７４・兵庫県姫路市八代本町・やしろほんちよう

　　６７０-０８８６・兵庫県姫路市八代緑ケ丘町・やしろみどりがおかちよう

　　６７０-０８８５・兵庫県姫路市八代宮前町・やしろみやまえちよう

　　６７０-０９５５・兵庫県姫路市安田・やすだ

　　６７１-２４０１・兵庫県姫路市安富町安志・やすとみちようあんじ

　　６７１-２４２６・兵庫県姫路市安富町植木野・やすとみちよううえきの

　　６７１-２４２２・兵庫県姫路市安富町塩野・やすとみちようしおの

　　６７１-２４１３・兵庫県姫路市安富町末広・やすとみちようすえひろ

　　６７１-２４２４・兵庫県姫路市安富町瀬川・やすとみちようせがわ

　　６７１-２４１６・兵庫県姫路市安富町関・やすとみちようせき

　　６７１-２４２３・兵庫県姫路市安富町狭戸・やすとみちようせはﾞと

　　６７１-２４１４・兵庫県姫路市安富町杤原・やすとみちようとちはら

　　６７１-２４２１・兵庫県姫路市安富町長野・やすとみちようながの

　　６７１-２４１２・兵庫県姫路市安富町名坂・やすとみちようなさか

　　６７１-２４２５・兵庫県姫路市安富町三坂・やすとみちようみさか

　　６７１-２４１１・兵庫県姫路市安富町三森・やすとみちようみつもり

　　６７１-２４１５・兵庫県姫路市安富町皆河・やすとみちようみなご

　　６７０-００２３・兵庫県姫路市柳町・やなぎまち

　　６７９-２１１１・兵庫県姫路市山田町多田・やまだちようただ

　　６７９-２１１４・兵庫県姫路市山田町牧野・やまだちようまきの

　　６７９-２１１５・兵庫県姫路市山田町西山田・やまだちようにしやまだ

　　６７９-２１１３・兵庫県姫路市山田町南山田・やまだちようみなみやまだ

　　６７９-２１１２・兵庫県姫路市山田町北山田・やまだちようきたやまだ

　　６７０-００２１・兵庫県姫路市山野井町・やまのいちよう

　　６７０-００３６・兵庫県姫路市山畑新田・やまはたしんでん

　　６７０-００８５・兵庫県姫路市山吹・やまぶき

　　６７１-２１３３・兵庫県姫路市夢前町芦田・ゆめさきちようあしだ

　　６７１-２１０６・兵庫県姫路市夢前町莇野・ゆめさきちようあぞの

　　６７１-２１１４・兵庫県姫路市夢前町糸田・ゆめさきちよういとた

　　６７１-２１２２・兵庫県姫路市夢前町置本・ゆめさきちようおきもと

　　６７１-２１１７・兵庫県姫路市夢前町高長・ゆめさきちようこうちよう

　　６７１-２１３６・兵庫県姫路市夢前町護持・ゆめさきちようごじ

　　６７１-２１３２・兵庫県姫路市夢前町古瀬畑・ゆめさきちようこせはﾞた

　　６７１-２１１３・兵庫県姫路市夢前町古知之庄・ゆめさきちようこちのしよう

　　６７１-２１０５・兵庫県姫路市夢前町神種・ゆめさきちようこのくさ

　　６７１-２１１２・兵庫県姫路市夢前町塩田・ゆめさきちようしおた

　　６７１-２１０２・兵庫県姫路市夢前町新庄・ゆめさきちようしんじよう

　　６７１-２１１１・兵庫県姫路市夢前町杉之内・ゆめさきちようすぎのうち

　　６７１-２１３４・兵庫県姫路市夢前町菅生澗・ゆめさきちようすごうだに

　　６７１-２１２４・兵庫県姫路市夢前町玉田・ゆめさきちようたまだ

　　６７１-２１３５・兵庫県姫路市夢前町塚本・ゆめさきちようつかもと

　　６７１-２１１６・兵庫県姫路市夢前町寺・ゆめさきちようてら

　　６７１-２１３１・兵庫県姫路市夢前町戸倉・ゆめさきちようとくら

　　６７１-２１３７・兵庫県姫路市夢前町野畑・ゆめさきちようのはﾞたけ



　　６７１-２１０３・兵庫県姫路市夢前町前之庄・ゆめさきちようまえのしよう

　　６７１-２１１５・兵庫県姫路市夢前町又坂・ゆめさきちようまたさか

　　６７１-２１２１・兵庫県姫路市夢前町宮置・ゆめさきちようみやおき

　　６７１-２１２３・兵庫県姫路市夢前町山冨・ゆめさきちようやまとみ

　　６７１-２１０１・兵庫県姫路市夢前町山之内・ゆめさきちようやまのうち

　　６７０-００３１・兵庫県姫路市吉田町・よしだまち

　　６７０-００４２・兵庫県姫路市米田町・よねだまち

　　６７１-１２６３・兵庫県姫路市余部区上川原・よべくかみがわら

　　６７１-１２６２・兵庫県姫路市余部区上余部・よべくかみよべ

　　６７１-１２６１・兵庫県姫路市余部区下余部・よべくしもよべ

　　６７１-２２４２・兵庫県姫路市六角・ろつかく

　　６７０-０９４１・兵庫県姫路市若菜町・わかなちよう

　　６７０-０９２１・兵庫県姫路市綿町・わたまち

　　６６０-００００・兵庫県尼崎市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６１-０９８１・兵庫県尼崎市猪名寺・いなでら

　　６６０-００６４・兵庫県尼崎市稲葉荘・いなはﾞそう

　　６６０-００５５・兵庫県尼崎市稲葉元町・いなはﾞもとまち

　　６６０-０８１２・兵庫県尼崎市今福・いまふく

　　６６０-００９６・兵庫県尼崎市扇町・おうぎまち

　　６６０-００７６・兵庫県尼崎市大島・おおしま

　　６６０-００７２・兵庫県尼崎市大庄川田町・おおしようかわたちよう

　　６６０-００７５・兵庫県尼崎市大庄中通・おおしようなかどおり

　　６６０-００７７・兵庫県尼崎市大庄西町・おおしようにしまち

　　６６０-００６３・兵庫県尼崎市大庄北・おおしようきた

　　６６０-０８４２・兵庫県尼崎市大高洲町・おおたかすちよう

　　６６１-００２３・兵庫県尼崎市大西町・おおにしちよう

　　６６０-００９５・兵庫県尼崎市大浜町・おおはまちよう

　　６６１-００２２・兵庫県尼崎市尾浜町・おはまちよう

　　６６０-０８６２・兵庫県尼崎市開明町・かいめいちよう

　　６６０-０８２１・兵庫県尼崎市梶ケ島・かじがしま

　　６６１-０９７９・兵庫県尼崎市上坂部・かみさかべ

　　６６１-００１４・兵庫県尼崎市上ノ島町・かみのしまちよう

　　６６１-０９７１・兵庫県尼崎市瓦宮・かわらのみや

　　６６１-０９６４・兵庫県尼崎市神崎町・かんざきちよう

　　６６０-０８８４・兵庫県尼崎市神田中通・かんだなかどおり

　　６６０-０８８５・兵庫県尼崎市神田南通・かんだみなみどおり

　　６６０-０８８３・兵庫県尼崎市神田北通・かんだきたどおり

　　６６０-０８２６・兵庫県尼崎市北城内・きたじようない

　　６６０-０８７８・兵庫県尼崎市北竹谷町・きたたけやちよう

　　６６０-０８０４・兵庫県尼崎市北大物町・きただいもつちよう

　　６６０-０８３４・兵庫県尼崎市北初島町・きたはつしまちよう

　　６６０-０８０６・兵庫県尼崎市金楽寺町・きんらくじちよう

　　６６０-０８１３・兵庫県尼崎市杭瀬寺島・くいせてらじま

　　６６０-０８１４・兵庫県尼崎市杭瀬本町・くいせほんまち

　　６６０-０８２２・兵庫県尼崎市杭瀬南新町・くいせみなみしんまち

　　６６０-０８１５・兵庫県尼崎市杭瀬北新町・くいせきたしんまち

　　６６１-０９７７・兵庫県尼崎市久々知・くくち

　　６６１-０９７８・兵庫県尼崎市久々知西町・くくちにしまち

　　６６１-０９８３・兵庫県尼崎市口田中・くちたなか

　　６６１-００１３・兵庫県尼崎市栗山町・くりやまちよう

　　６６０-０８７３・兵庫県尼崎市玄番南之町・げんはﾞんみなみのちよう

　　６６０-０８７２・兵庫県尼崎市玄番北之町・げんはﾞんきたのちよう

　　６６１-０９８２・兵庫県尼崎市食満・けま

　　６６０-００７４・兵庫県尼崎市琴浦町・ことうらちよう

　　６６１-０９７２・兵庫県尼崎市小中島・こなかじま

　　６６１-００２４・兵庫県尼崎市三反田町・さんたんだちよう

　　６６０-０８０８・兵庫県尼崎市潮江（１丁目１番)・しおえ

　　６６０-０８０８・兵庫県尼崎市潮江（５丁目１)・しおえ

　　６６１-０９７６・兵庫県尼崎市潮江（その他）・しおえ(そのた)

　　６６０-０８６６・兵庫県尼崎市汐町・しおまち

　　６６１-０９５２・兵庫県尼崎市椎堂・しどう

　　６６１-０９７５・兵庫県尼崎市下坂部・しもさかべ

　　６６０-０８１１・兵庫県尼崎市常光寺・じようこうじ

　　６６０-０８８１・兵庫県尼崎市昭和通・しようわどおり

　　６６０-０８８２・兵庫県尼崎市昭和南通・しようわみなみどおり

　　６６０-００８２・兵庫県尼崎市水明町・すいめいちよう

　　６６０-００９４・兵庫県尼崎市末広町・すえひろちよう

　　６６０-００７１・兵庫県尼崎市崇徳院・すとくいん

　　６６１-０９７３・兵庫県尼崎市善法寺町・ぜんほﾟうじちよう

　　６６０-０８２３・兵庫県尼崎市大物町・だいもつちよう



　　６６１-０９６３・兵庫県尼崎市高田町・たかたちよう

　　６６０-０８７６・兵庫県尼崎市竹谷町・たけやちよう

　　６６１-００２５・兵庫県尼崎市立花町・たちはﾞなちよう

　　６６０-０８７１・兵庫県尼崎市建家町・たてやちよう

　　６６１-０９５１・兵庫県尼崎市田能・たのう

　　６６１-０００２・兵庫県尼崎市塚口町・つかぐちちよう

　　６６１-０００１・兵庫県尼崎市塚口本町・つかぐちほんまち

　　６６０-０８５８・兵庫県尼崎市築地・つきじ

　　６６１-０９６５・兵庫県尼崎市次屋・つぎや

　　６６１-００４６・兵庫県尼崎市常松・つねまつ

　　６６１-００４２・兵庫県尼崎市常吉・ つねよじ

　　６６０-００９２・兵庫県尼崎市鶴町・つるまち

　　６６０-０８６７・兵庫県尼崎市寺町・てらまち

　　６６０-００８３・兵庫県尼崎市道意町・どいちよう

　　６６１-０９６１・兵庫県尼崎市戸ノ内町・とのうちちよう

　　６６１-０００３・兵庫県尼崎市富松町・とまつちよう

　　６６０-０８５１・兵庫県尼崎市中在家町・なかざいけちよう

　　６６０-００９１・兵庫県尼崎市中浜町・なかはまちよう

　　６６０-０８０２・兵庫県尼崎市長洲中通・ながすなかどおり

　　６６０-０８０１・兵庫県尼崎市長洲東通・ながすひがしどおり

　　６６０-０８０７・兵庫県尼崎市長洲西通・ながすにしどおり

　　６６０-０８０３・兵庫県尼崎市長洲本通・ながすほんどおり

　　６６０-００７３・兵庫県尼崎市菜切山町・なきりやまちよう

　　６６１-０９７４・兵庫県尼崎市若王寺・なこうじ

　　６６０-００５２・兵庫県尼崎市七松町・ななまつちよう

　　６６０-００９３・兵庫県尼崎市西海岸町・にしかいがんちよう

　　６６１-０９６６・兵庫県尼崎市西川・にしかわ

　　６６１-００４７・兵庫県尼崎市西昆陽・にしこや

　　６６０-０８６５・兵庫県尼崎市西桜木町・にしさくらぎちよう

　　６６０-０８４５・兵庫県尼崎市西高洲町・にしたかすちよう

　　６６０-００５４・兵庫県尼崎市西立花町・にしたちはﾞなちよう

　　６６０-０８２７・兵庫県尼崎市西大物町・にしだいもつちよう

　　６６０-０８０５・兵庫県尼崎市西長洲町・にしながすちよう

　　６６０-０８９３・兵庫県尼崎市西難波町・にしなにわちよう

　　６６０-０８７４・兵庫県尼崎市西本町・にしほんまち

　　６６０-０８６３・兵庫県尼崎市西本町北通・にしほんまちきたどおり

　　６６０-０８３７・兵庫県尼崎市西松島町・にしまつしまちよう

　　６６０-０８６８・兵庫県尼崎市西御園町・にしみそのちよう

　　６６０-０８５７・兵庫県尼崎市西向島町・にしむこうじまちよう

　　６６１-０９６２・兵庫県尼崎市額田町・ぬかたちよう

　　６６１-０９６７・兵庫県尼崎市浜・はま

　　６６０-００６２・兵庫県尼崎市浜田町・はまだちよう

　　６６０-０８４３・兵庫県尼崎市東海岸町・ひがしかいがんちよう

　　６６０-０８６４・兵庫県尼崎市東桜木町・ひがしさくらぎちよう

　　６６１-０９５３・兵庫県尼崎市東園田町・ひがしそのだちよう

　　６６０-０８４１・兵庫県尼崎市東高洲町・ひがしたかすちよう

　　６６０-０８２８・兵庫県尼崎市東大物町・ひがしだいもつちよう

　　６６１-００１１・兵庫県尼崎市東塚口町・ひがしつかぐちちよう

　　６６０-００５１・兵庫県尼崎市東七松町・ひがしななまつちよう

　　６６０-０８９２・兵庫県尼崎市東難波町・ひがしなにわちよう

　　６６０-０８３２・兵庫県尼崎市東初島町・ひがしはつしまちよう

　　６６０-０８４４・兵庫県尼崎市東浜町・ひがしはまちよう

　　６６０-０８２４・兵庫県尼崎市東本町・ひがしほんまち

　　６６０-０８３１・兵庫県尼崎市東松島町・ひがしまつしまちよう

　　６６０-０８３５・兵庫県尼崎市東向島東之町・ひがしむこうじまひがしのちよう

　　６６０-０８５６・兵庫県尼崎市東向島西之町・ひがしむこうじまにしのちよう

　　６６０-０８９１・兵庫県尼崎市扶桑町・ふそうちよう

　　６６０-０８４６・兵庫県尼崎市船出・ふなで

　　６６０-００８７・兵庫県尼崎市平左衛門町・へいざえもんちよう

　　６６０-００８６・兵庫県尼崎市丸島町・まるしまちよう

　　６６１-００２６・兵庫県尼崎市水堂町・みずどうちよう

　　６６１-０９８４・兵庫県尼崎市御園・みその

　　６６０-０８６１・兵庫県尼崎市御園町・みそのちよう

　　６６１-０９８５・兵庫県尼崎市南清水・みなみしみず

　　６６０-０８２５・兵庫県尼崎市南城内・みなみじようない

　　６６０-０８７５・兵庫県尼崎市南竹谷町・みなみたけやちよう

　　６６１-００１２・兵庫県尼崎市南塚口町・みなみつかぐちちよう

　　６６０-００５３・兵庫県尼崎市南七松町・みなみななまつちよう

　　６６０-０８３３・兵庫県尼崎市南初島町・みなみはつしまちよう

　　６６１-００３３・兵庫県尼崎市南武庫之荘・みなみむこのそう



　　６６０-０８７７・兵庫県尼崎市宮内町・みやうちちよう

　　６６０-００８４・兵庫県尼崎市武庫川町・むこがわちよう

　　６６１-００４４・兵庫県尼崎市武庫町・むこちよう

　　６６１-００４１・兵庫県尼崎市武庫の里・むこのさと

　　６６１-００３５・兵庫県尼崎市武庫之荘・むこのそう

　　６６１-００３１・兵庫県尼崎市武庫之荘本町・むこのそうほんまち

　　６６１-００３２・兵庫県尼崎市武庫之荘東・ むこのそうひがじ

　　６６１-００３４・兵庫県尼崎市武庫之荘西・ むこのそうにじ

　　６６１-００４３・兵庫県尼崎市武庫元町・むこもとまち

　　６６１-００４５・兵庫県尼崎市武庫豊町・むこゆたかまち

　　６６１-００２１・兵庫県尼崎市名神町・めいしんちよう

　　６６０-００８５・兵庫県尼崎市元浜町・もとはまちよう

　　６６１-０９７０・兵庫県尼崎市弥生ケ丘町・やよいがおかちよう

　　６６０-００６１・兵庫県尼崎市蓬川荘園・よもがわそうえん

　　６６０-００８１・兵庫県尼崎市蓬川町・よもがわちよう

　　６７３-００００・兵庫県明石市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７３-０８８２・兵庫県明石市相生町・あいおいちよう

　　６７３-０８４７・兵庫県明石市明石公園・あかしこうえん

　　６７３-０８５１・兵庫県明石市朝霧北町・あさぎりきたまち

　　６７３-０８５２・兵庫県明石市朝霧台・あさぎりだい

　　６７３-０８６６・兵庫県明石市朝霧町・あさぎりちよう

　　６７３-０８６０・兵庫県明石市朝霧東町・あさぎりひがしまち

　　６７３-０８７０・兵庫県明石市朝霧南町・あさぎりみなみまち

　　６７３-０８５３・兵庫県明石市朝霧山手町・あさぎりやまてちよう

　　６７３-０００２・兵庫県明石市旭が丘・あさひがおか

　　６７３-０８４６・兵庫県明石市上ノ丸・うえのまる

　　６７４-００７１・兵庫県明石市魚住町金ケ崎・うおずみちようかながさき

　　６７４-００７３・兵庫県明石市魚住町鴨池・うおずみちようかもいけ

　　６７４-００７４・兵庫県明石市魚住町清水・うおずみちようしみず

　　６７４-００８３・兵庫県明石市魚住町住吉・ うおずみちようすみよじ

　　６７４-００７２・兵庫県明石市魚住町長坂寺・うおずみちようちようはんじ

　　６７４-００８２・兵庫県明石市魚住町中尾・うおずみちようなかお

　　６７４-００８４・兵庫県明石市魚住町西岡・うおずみちようにしおか

　　６７４-００８１・兵庫県明石市魚住町錦が丘・うおずみちようにしきがおか

　　６７３-００２２・兵庫県明石市王子・おうじ

　　６７３-０８９１・兵庫県明石市大明石町・おおあかしちよう

　　６７４-００５９・兵庫県明石市大久保町茜・おおくほﾞちようあかね

　　６７４-００６４・兵庫県明石市大久保町江井島・おおくほﾞちようえいがしま

　　６７４-００５８・兵庫県明石市大久保町駅前・おおくほﾞちようえきまえ

　　６７４-００５１・兵庫県明石市大久保町大窪・おおくほﾞちようおおくほﾞ

　　６７４-００６７・兵庫県明石市大久保町大久保町・おおくほﾞちようおおくほﾞまち

　　６７４-００５７・兵庫県明石市大久保町高丘・おおくほﾞちようたかおか

　　６７４-００６２・兵庫県明石市大久保町谷八木・おおくほﾞちようたにやぎ

　　６７４-００６５・兵庫県明石市大久保町西島・おおくほﾞちようにしじま

　　６７４-００５４・兵庫県明石市大久保町西脇・おおくほﾞちようにしわき

　　６７４-００６６・兵庫県明石市大久保町福田・おおくほﾞちようふくだ

　　６７４-００５３・兵庫県明石市大久保町松陰・おおくほﾞちようまつかげ

　　６７４-００５２・兵庫県明石市大久保町松陰新田・おおくほﾞちようまつかげしんでん

　　６７４-００５０・兵庫県明石市大久保町松陰山手・おおくほﾞちようまつかげやまて

　　６７４-００５５・兵庫県明石市大久保町緑が丘・おおくほﾞちようみどりがおか

　　６７４-００６１・兵庫県明石市大久保町森田・おおくほﾞちようもりた

　　６７４-００６３・兵庫県明石市大久保町八木・おおくほﾞちようやぎ

　　６７４-００５６・兵庫県明石市大久保町山手台・おおくほﾞちようやまてだい

　　６７４-００６８・兵庫県明石市大久保町ゆりのき通・おおくほﾞちようゆりのきどおり

　　６７４-００６９・兵庫県明石市大久保町わかば・おおくほﾞちようわかはﾞ

　　６７３-０８７９・兵庫県明石市大蔵海岸通・おおくらかいがんどおり

　　６７３-０８７５・兵庫県明石市大蔵天神町・おおくらてんじんちよう

　　６７３-０８７３・兵庫県明石市大蔵中町・おおくらなかまち

　　６７３-０８７１・兵庫県明石市大蔵八幡町・おおくらはちまんちよう

　　６７３-０８７４・兵庫県明石市大蔵本町・おおくらほんまち

　　６７３-０８６７・兵庫県明石市大蔵谷奥・おおくらだにおく

　　６７３-０８７２・兵庫県明石市大蔵町・おおくらちよう

　　６７３-０８８４・兵庫県明石市鍛治屋町・かじやちよう

　　６７３-００１２・兵庫県明石市和坂・かにがさか

　　６７３-００１４・兵庫県明石市川崎町・かわさきちよう

　　６７３-００３７・兵庫県明石市貴崎・きさき

　　６７３-０８５７・兵庫県明石市北朝霧丘・きたあさぎりおか

　　６７３-００２１・兵庫県明石市北王子町・きたおうじちよう

　　６７３-０００５・兵庫県明石市小久保・こくほﾞ

　　６７３-０８９３・兵庫県明石市材木町・ざいもくちよう



　　６７３-０８４９・兵庫県明石市茶園場町・さえんはﾞちよう

　　６７３-０８８５・兵庫県明石市桜町・さくらちよう

　　６７３-０００８・兵庫県明石市沢野・さわの

　　６７３-００１９・兵庫県明石市沢野南町・さわのみなみまち

　　６７３-００２７・兵庫県明石市新明町・しんめいちよう

　　６７３-００２８・兵庫県明石市硯町・すずりちよう

　　６７３-０８９７・兵庫県明石市大観町・たいかんちよう

　　６７３-０８４５・兵庫県明石市太寺・たいでら

　　６７３-０８４３・兵庫県明石市太寺大野町・たいでらおおのちよう

　　６７３-０８４１・兵庫県明石市太寺天王町・たいでらてんのうちよう

　　６７３-００２９・兵庫県明石市大道町・だいどうちよう

　　６７３-０８４８・兵庫県明石市鷹匠町・たかしようまち

　　６７３-００３２・兵庫県明石市立石・ たていじ

　　６７３-００２５・兵庫県明石市田町・たまち

　　６７３-０８９８・兵庫県明石市樽屋町・たるやまち

　　６７３-０８８１・兵庫県明石市天文町・てんもんちよう

　　６７３-０００３・兵庫県明石市鳥羽・とはﾞ

　　６７３-０００７・兵庫県明石市鳥羽西鳥羽・とはﾞにしとはﾞ

　　６７３-０００６・兵庫県明石市鳥羽二本松・とはﾞにほんまつ

　　６７３-０００４・兵庫県明石市鳥羽弁財天・とはﾞべんざいてん

　　６７３-０８５５・兵庫県明石市中朝霧丘・なかあさぎりおか

　　６７３-０８８３・兵庫県明石市中崎・なかさき

　　６７３-０００９・兵庫県明石市西明石東町・にしあかしひがしまち

　　６７３-００４９・兵庫県明石市西明石西町・にしあかしにしまち

　　６７３-００４１・兵庫県明石市西明石南町・にしあかしみなみちよう

　　６７３-００１８・兵庫県明石市西明石北町・にしあかしきたまち

　　６７３-００１１・兵庫県明石市西明石町・にしあかしちよう

　　６７３-０８５６・兵庫県明石市西朝霧丘・にしあさぎりおか

　　６７３-００２３・兵庫県明石市西新町・にししんまち

　　６７３-０８４２・兵庫県明石市荷山町・にやまちよう

　　６７３-００１７・兵庫県明石市野々上・ののうえ

　　６７３-００１５・兵庫県明石市花園町・はなぞのちよう

　　６７３-００３４・兵庫県明石市林・ はやじ

　　６７３-００３３・兵庫県明石市林崎町・はやしさきちよう

　　６７３-０８５４・兵庫県明石市東朝霧丘・ひがしあさぎりおか

　　６７３-０８８６・兵庫県明石市東仲ノ町・ひがしなかのちよう

　　６７３-０８４４・兵庫県明石市東野町・ひがしのちよう

　　６７３-０８７６・兵庫県明石市東人丸町・ひがしひとまるちよう

　　６７３-００４２・兵庫県明石市東藤江・ひがしふじえ

　　６７３-０８６８・兵庫県明石市東山町・ひがしやまちよう

　　６７３-０８７７・兵庫県明石市人丸町・ひとまるちよう

　　６７３-０８９６・兵庫県明石市日富美町・ひふみちよう

　　６７３-００４４・兵庫県明石市藤江・ふじえ

　　６７３-００４３・兵庫県明石市藤江（川添）・ふじえ(かわぞえ)

　　６７３-００４７・兵庫県明石市藤江（中谷町）・ふじえ(なかたにちよう)

　　６７３-００４８・兵庫県明石市藤江（中谷山）・ふじえ(なかたにやま)

　　６７３-００４５・兵庫県明石市藤江（若林）・ふじえ(わかはﾞやし)

　　６７３-００４６・兵庫県明石市藤が丘・ふじがおか

　　６７４-００９２・兵庫県明石市二見町東二見・ふたみちようひがしふたみ

　　６７４-００９４・兵庫県明石市二見町西二見・ふたみちようにしふたみ

　　６７４-００９５・兵庫県明石市二見町西二見駅前・ふたみちようにしふたみえきまえ

　　６７４-００９３・兵庫県明石市二見町南二見・ふたみちようみなみふたみ

　　６７４-００９１・兵庫県明石市二見町福里・ふたみちようふくさと

　　６７３-００２６・兵庫県明石市船上町・ふなげちよう

　　６７３-００３８・兵庫県明石市別所町・べつしよちよう

　　６７３-０８９２・兵庫県明石市本町・ほんまち

　　６７３-００３６・兵庫県明石市松江・まつえ

　　６７３-０８６２・兵庫県明石市松が丘・まつがおか

　　６７３-０８６１・兵庫県明石市松が丘北町・まつがおかきたまち

　　６７３-００１６・兵庫県明石市松の内・まつのうち

　　６７３-０８９５・兵庫県明石市岬町・みさきちよう

　　６７３-０８９４・兵庫県明石市港町・みなとちよう

　　６７３-００２４・兵庫県明石市南王子町・みなみおうじちよう

　　６７３-００３５・兵庫県明石市南貴崎町・みなみきさきちよう

　　６７３-００３１・兵庫県明石市宮の上・みやのうえ

　　６７３-０００１・兵庫県明石市明南町・めいなんちよう

　　６７３-０８７８・兵庫県明石市山下町・やましたちよう

　　６７３-００１２・兵庫県明石市和坂・わさか

　　６７３-００１３・兵庫県明石市和坂稲荷町・わさかいなりちよう

　　６６２-００００・兵庫県西宮市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　６６２-００６３・兵庫県西宮市相生町・あいおいちよう

　　６６２-０８６２・兵庫県西宮市青木町・あおきちよう

　　６６９-１１２２・兵庫県西宮市青葉台・あおはﾞだい

　　６６３-８１８６・兵庫県西宮市上鳴尾町・あげなるおちよう

　　６６２-０９２５・兵庫県西宮市朝凪町・あさなぎちよう

　　６６２-０８４２・兵庫県西宮市芦原町・あしはらちよう

　　６６２-０８７１・兵庫県西宮市愛宕山・あたごやま

　　６６２-０９４６・兵庫県西宮市荒戎町・あらえびすちよう

　　６６３-８０２５・兵庫県西宮市荒木町・あらきちよう

　　６６２-０９１１・兵庫県西宮市池田町・いけだちよう

　　６６３-８１３７・兵庫県西宮市池開町・いけびらきちよう

　　６６２-０９２８・兵庫県西宮市石在町・いしざいちよう

　　６６２-００７４・兵庫県西宮市石刎町・いしはﾞねちよう

　　６６２-０９３２・兵庫県西宮市泉町・いずみちよう

　　６６２-０８７３・兵庫県西宮市一ケ谷町・いちがやちよう

　　６６２-０９７５・兵庫県西宮市市庭町・いちにわちよう

　　６６３-８００２・兵庫県西宮市一里山町・いちりやまちよう

　　６６２-０９７２・兵庫県西宮市今在家町・いまざいけちよう

　　６６３-８２１４・兵庫県西宮市今津曙町・いまつﾞあけほﾞのちよう

　　６６３-８２１３・兵庫県西宮市今津上野町・いまつﾞうえのちよう

　　６６３-８２２１・兵庫県西宮市今津大東町・いまつﾞおおひがしちよう

　　６６３-８２２２・兵庫県西宮市今津久寿川町・いまつﾞくすがわちよう

　　６６３-８２２９・兵庫県西宮市今津社前町・いまつﾞしやぜんちよう

　　６６３-８２２３・兵庫県西宮市今津巽町・いまつﾞたつみちよう

　　６６３-８２２７・兵庫県西宮市今津出在家町・いまつﾞでざいけちよう

　　６６３-８２２５・兵庫県西宮市今津西浜町・いまつﾞにしはまちよう

　　６６３-８２１２・兵庫県西宮市今津野田町・いまつﾞのだちよう

　　６６３-８２２８・兵庫県西宮市今津二葉町・いまつﾞふたはﾞちよう

　　６６３-８２２４・兵庫県西宮市今津真砂町・いまつﾞまさごちよう

　　６６３-８２１５・兵庫県西宮市今津水波町・いまつﾞみずなみちよう

　　６６３-８２２６・兵庫県西宮市今津港町・いまつﾞみなとちよう

　　６６３-８２１１・兵庫県西宮市今津山中町・いまつﾞやまなかちよう

　　６６２-０８８６・兵庫県西宮市上ケ原山田町・うえがはらやまだちよう

　　６６２-０８８５・兵庫県西宮市上ケ原山手町・うえがはらやまてちよう

　　６６２-０８９１・兵庫県西宮市上ケ原一番町・うえがはら１はﾞんちよう

　　６６２-０８９２・兵庫県西宮市上ケ原二番町・うえがはら２はﾞんちよう

　　６６２-０８９３・兵庫県西宮市上ケ原三番町・うえがはら３はﾞんちよう

　　６６２-０８９４・兵庫県西宮市上ケ原四番町・うえがはら４はﾞんちよう

　　６６２-０８９５・兵庫県西宮市上ケ原五番町・うえがはら５はﾞんちよう

　　６６２-０８９６・兵庫県西宮市上ケ原六番町・うえがはら６はﾞんちよう

　　６６２-０８８１・兵庫県西宮市上ケ原七番町・うえがはら７はﾞんちよう

　　６６２-０８８２・兵庫県西宮市上ケ原八番町・うえがはら８はﾞんちよう

　　６６２-０８８３・兵庫県西宮市上ケ原九番町・うえがはら９はﾞんちよう

　　６６２-０８８４・兵庫県西宮市上ケ原十番町・うえがはら１０はﾞんちよう

　　６６３-８１３４・兵庫県西宮市上田中町・うえだなかまち

　　６６３-８１３３・兵庫県西宮市上田東町・うえだひがしまち

　　６６３-８１３５・兵庫県西宮市上田西町・うえだにしまち

　　６６２-０８５５・兵庫県西宮市江上町・えがみちよう

　　６６３-８１４３・兵庫県西宮市枝川町・えだがわちよう

　　６６２-００８５・兵庫県西宮市老松町・おいまつちよう

　　６６２-００３６・兵庫県西宮市大井手町・おおいでちよう

　　６６３-８０１７・兵庫県西宮市大島町・おおしまちよう

　　６６２-００５４・兵庫県西宮市大谷町・おおたにちよう

　　６６２-０８３６・兵庫県西宮市大畑町・おおはたちよう

　　６６２-０９５７・兵庫県西宮市大浜町・おおはまちよう

　　６６３-８０２３・兵庫県西宮市大森町・おおもりちよう

　　６６３-８１０６・兵庫県西宮市大屋町・おおやちよう

　　６６２-０８２７・兵庫県西宮市岡田山・おかだやま

　　６６２-００２２・兵庫県西宮市奥畑・おくはた

　　６６２-０９６１・兵庫県西宮市御茶家所町・おちややしよちよう

　　６６３-８１８２・兵庫県西宮市学文殿町・がくぶんでんちよう

　　６６２-０９７７・兵庫県西宮市神楽町・かぐらちよう

　　６６３-８１３６・兵庫県西宮市笠屋町・かさやちよう

　　６６２-００５２・兵庫県西宮市霞町・かすみちよう

　　６６２-０００１・兵庫県西宮市甲山町・かぶとやまちよう

　　６６３-８００３・兵庫県西宮市上大市・かみおおいち

　　６６２-０８６５・兵庫県西宮市神垣町・かみがきちよう

　　６６３-８１１４・兵庫県西宮市上甲子園・かみこうしえん

　　６６２-０８１３・兵庫県西宮市上甲東園・かみこうとうえん

　　６６２-００２７・兵庫県西宮市神園町・かみぞのちよう



　　６６３-８０２１・兵庫県西宮市上之町・かみのちよう

　　６６２-０９５４・兵庫県西宮市上葭原町・かみよしはらちよう

　　６６２-００９７・兵庫県西宮市柏堂町・かやんどうちよう

　　６６２-００９８・兵庫県西宮市柏堂西町・かやんどうにしまち

　　６６２-０９４４・兵庫県西宮市川添町・かわぞえちよう

　　６６２-０９５１・兵庫県西宮市川西町・かわにしちよう

　　６６２-０８６１・兵庫県西宮市河原町・かわはらちよう

　　６６２-０９４５・兵庫県西宮市川東町・かわひがしちよう

　　６６３-８１０７・兵庫県西宮市瓦林町・かわらはﾞやしちよう

　　６６２-０８２３・兵庫県西宮市神呪町・かんのうちよう

　　６６２-００２１・兵庫県西宮市神原・かんはﾞら

　　６６２-００７８・兵庫県西宮市菊谷町・きくたにちよう

　　６６２-００６２・兵庫県西宮市木津山町・きずやまちよう

　　６６３-８０３５・兵庫県西宮市北口町・きたぐちちよう

　　６６２-０８３３・兵庫県西宮市北昭和町・きたしようわちよう

　　６６２-００２５・兵庫県西宮市北名次町・きたなつぎちよう

　　６６２-００９１・兵庫県西宮市北山町・きたやまちよう

　　６５１-１４１３・兵庫県西宮市北六甲台・きたろつこうだい

　　６６９-１１３１・兵庫県西宮市清瀬台・きよせだい

　　６６２-００７７・兵庫県西宮市久出ケ谷町・くでがやちよう

　　６６９-１１３５・兵庫県西宮市国見台・くにみだい

　　６６２-０９２７・兵庫県西宮市久保町・くほﾞちよう

　　６６３-８１０３・兵庫県西宮市熊野町・くまのちよう

　　６６２-００６４・兵庫県西宮市雲井町・くもいちよう

　　６６２-０９２６・兵庫県西宮市鞍掛町・くらかけちよう

　　６６２-００８３・兵庫県西宮市苦楽園一番町・くらくえん１はﾞんちよう

　　６６２-００８２・兵庫県西宮市苦楽園二番町・くらくえん２はﾞんちよう

　　６６２-００８１・兵庫県西宮市苦楽園三番町・くらくえん３はﾞんちよう

　　６６２-００８８・兵庫県西宮市苦楽園四番町・くらくえん４はﾞんちよう

　　６６２-００８７・兵庫県西宮市苦楽園五番町・くらくえん５はﾞんちよう

　　６６２-００８６・兵庫県西宮市苦楽園六番町・くらくえん６はﾞんちよう

　　６６２-００３７・兵庫県西宮市結善町・けつぜんちよう

　　６６２-００９９・兵庫県西宮市剣谷町・けんだにちよう

　　６６３-８１５６・兵庫県西宮市甲子園網引町・こうしえんあびきちよう

　　６６３-８１６５・兵庫県西宮市甲子園浦風町・こうしえんうらかぜちよう

　　６６３-８１５１・兵庫県西宮市甲子園洲鳥町・こうしえんすどりちよう

　　６６３-８１６２・兵庫県西宮市甲子園砂田町・こうしえんすなだちよう

　　６６３-８１６６・兵庫県西宮市甲子園高潮町・こうしえんたかしおちよう

　　６６３-８１６７・兵庫県西宮市甲子園浜田町・こうしえんはまだちよう

　　６６３-８１６１・兵庫県西宮市甲子園春風町・こうしえんはるかぜちよう

　　６６３-８１６３・兵庫県西宮市甲子園三保町・こうしえんみほちよう

　　６６３-８１６４・兵庫県西宮市甲子園六石町・こうしえんろつこくちよう

　　６６３-８１７１・兵庫県西宮市甲子園一番町・こうしえん１はﾞんちよう

　　６６３-８１７２・兵庫県西宮市甲子園二番町・こうしえん２はﾞんちよう

　　６６３-８１７３・兵庫県西宮市甲子園三番町・こうしえん３はﾞんちよう

　　６６３-８１７４・兵庫県西宮市甲子園四番町・こうしえん４はﾞんちよう

　　６６３-８１７５・兵庫県西宮市甲子園五番町・こうしえん５はﾞんちよう

　　６６３-８１７６・兵庫県西宮市甲子園六番町・こうしえん６はﾞんちよう

　　６６３-８１７７・兵庫県西宮市甲子園七番町・こうしえん７はﾞんちよう

　　６６３-８１７８・兵庫県西宮市甲子園八番町・こうしえん８はﾞんちよう

　　６６３-８１７９・兵庫県西宮市甲子園九番町・こうしえん９はﾞんちよう

　　６６３-８１１３・兵庫県西宮市甲子園口・こうしえんぐち

　　６６３-８１１２・兵庫県西宮市甲子園口北町・こうしえんぐちきたまち

　　６６３-８１５２・兵庫県西宮市甲子園町・こうしえんちよう

　　６６３-８１５５・兵庫県西宮市甲子園浜・こうしえんはま

　　６６２-０８１２・兵庫県西宮市甲東園・こうとうえん

　　６６２-０８３２・兵庫県西宮市甲風園・こうふうえん

　　６６２-０９６５・兵庫県西宮市郷免町・ごうめんちよう

　　６６２-００１８・兵庫県西宮市甲陽園山王町・こうようえんさんのうちよう

　　６６２-００１２・兵庫県西宮市甲陽園東山町・こうようえんひがしやまちよう

　　６６２-００１７・兵庫県西宮市甲陽園西山町・こうようえんにしやまちよう

　　６６２-００１４・兵庫県西宮市甲陽園日之出町・こうようえんひのでちよう

　　６６２-００１５・兵庫県西宮市甲陽園本庄町・こうようえんほんじようちよう

　　６６２-００１１・兵庫県西宮市甲陽園目神山町・こうようえんめがみやまちよう

　　６６２-００１６・兵庫県西宮市甲陽園若江町・こうようえんわかえちよう

　　６６２-００９２・兵庫県西宮市甑岩町・こしきいわちよう

　　６６２-０００６・兵庫県西宮市越水社家郷山・こしみずしやけごうやま

　　６６２-０８６４・兵庫県西宮市越水町・こしみずちよう

　　６６３-８１２２・兵庫県西宮市小曽根町・こそねちよう

　　６６２-００４７・兵庫県西宮市寿町・ことぶきちよう



　　６６３-８１２３・兵庫県西宮市小松東町・こまつひがしまち

　　６６３-８１２５・兵庫県西宮市小松西町・こまつにしまち

　　６６３-８１２４・兵庫県西宮市小松南町・こまつみなみまち

　　６６３-８１２６・兵庫県西宮市小松北町・こまつきたまち

　　６６３-８１２７・兵庫県西宮市小松町・こまつちよう

　　６６２-０８４４・兵庫県西宮市西福町・さいふくちよう

　　６６２-００３２・兵庫県西宮市桜谷町・さくらだにちよう

　　６６２-００７１・兵庫県西宮市桜町・さくらまち

　　６６２-０８７５・兵庫県西宮市五月ケ丘・さつきがおか

　　６６３-８１８３・兵庫県西宮市里中町・さとなかちよう

　　６６２-０９７８・兵庫県西宮市産所町・さんしよちよう

　　６６９-１１０１・兵庫県西宮市塩瀬町生瀬・しおせちようなまぜ

　　６６９-１２５１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（４２０５－１)・しおせちようなじお

　　６６９-１２５１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（５２０５)・しおせちようなじお

　　６６９-１２５１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（５３１３－２０)・しおせちようなじお

　　６６９-１２５１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（５３１３－３３)・しおせちようなじお

　　６６９-１２５１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（５３１３－３５)・しおせちようなじお

　　６６９-１１４１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（その他）・しおせちようなじお(そのた)

　　６６２-００２６・兵庫県西宮市獅子ケ口町・ししがぐちちよう

　　６６２-００３３・兵庫県西宮市清水町・しみずちよう

　　６６３-８００４・兵庫県西宮市下大市東町・しもおおいちひがしまち

　　６６３-８００５・兵庫県西宮市下大市西町・しもおおいちにしまち

　　６６２-０９５６・兵庫県西宮市下葭原町・しもよしはらちよう

　　６６２-０９７４・兵庫県西宮市社家町・しやけちよう

　　６６２-０００４・兵庫県西宮市鷲林寺・じゆうりんじ

　　６６２-０００３・兵庫県西宮市鷲林寺町・じゆうりんじちよう

　　６６２-０００２・兵庫県西宮市鷲林寺南町・じゆうりんじみなみまち

　　６６２-０８５６・兵庫県西宮市城ケ堀町・じようがほﾞりちよう

　　６６２-０８２２・兵庫県西宮市松籟荘・しようらいそう

　　６６２-００２３・兵庫県西宮市城山・しろやま

　　６６２-０８４３・兵庫県西宮市神祇官町・じんぎかんちよう

　　６６２-００１３・兵庫県西宮市新甲陽町・しんこうようちよう

　　６６２-０８４５・兵庫県西宮市神明町・しんめいちよう

　　６６２-００４１・兵庫県西宮市末広町・すえひろちよう

　　６６２-００９６・兵庫県西宮市角石町・すみいしちよう

　　６５１-１４３２・兵庫県西宮市すみれ台・すみれだい

　　６６２-０９１３・兵庫県西宮市染殿町・そめどのちよう

　　６６２-０８６７・兵庫県西宮市大社町・たいしやちよう

　　６６３-８０３３・兵庫県西宮市高木東町・たかぎひがしまち

　　６６３-８０３２・兵庫県西宮市高木西町・たかぎにしまち

　　６６２-０８７２・兵庫県西宮市高座町・たかくらちよう

　　６６３-８１４１・兵庫県西宮市高須町・たかすちよう

　　６６２-００６６・兵庫県西宮市高塚町・たかつかちよう

　　６６３-８２０２・兵庫県西宮市高畑町・たかはたちよう

　　６６３-８２０４・兵庫県西宮市高松町・たかまつちよう

　　６６３-８２０１・兵庫県西宮市田代町・たしろちよう

　　６６３-８００１・兵庫県西宮市田近野町・たじかのちよう

　　６６２-０９４３・兵庫県西宮市建石町・たていしちよう

　　６６２-０９７３・兵庫県西宮市田中町・たなかちよう

　　６６３-８００６・兵庫県西宮市段上町・だんじようちよう

　　６６２-００４６・兵庫県西宮市千歳町・ちとせちよう

　　６６２-０８５３・兵庫県西宮市津田町・つだちよう

　　６６３-８０１２・兵庫県西宮市堤町・つつみちよう

　　６６３-８２４４・兵庫県西宮市津門綾羽町・つとあやはちよう

　　６６３-８２４２・兵庫県西宮市津門飯田町・つといいでんちよう

　　６６３-８２４７・兵庫県西宮市津門稲荷町・つといなりちよう

　　６６３-８２４３・兵庫県西宮市津門大箇町・つとおおごちよう

　　６６３-８２４１・兵庫県西宮市津門大塚町・つとおおつかちよう

　　６６３-８２４５・兵庫県西宮市津門呉羽町・つとくれはちよう

　　６６３-８２３４・兵庫県西宮市津門住江町・つとすみえちよう

　　６６３-８２３１・兵庫県西宮市津門西口町・つとにしぐちちよう

　　６６３-８２４６・兵庫県西宮市津門仁辺町・つとにべちよう

　　６６３-８２３２・兵庫県西宮市津門宝津町・つとほうずちよう

　　６６３-８２３３・兵庫県西宮市津門川町・つとがわちよう

　　６６３-８１０４・兵庫県西宮市天道町・てんどうちよう

　　６６２-００４３・兵庫県西宮市常磐町・ときわちよう

　　６６３-８１２１・兵庫県西宮市戸崎町・とざきちよう

　　６６２-０９１６・兵庫県西宮市戸田町・とだちよう

　　６６２-００６５・兵庫県西宮市殿山町・とのやまちよう

　　６６３-８１０５・兵庫県西宮市中島町・なかじまちよう



　　６６２-０８５１・兵庫県西宮市中須佐町・なかすさちよう

　　６６２-０８５２・兵庫県西宮市中殿町・なかどのちよう

　　６６２-０９５２・兵庫県西宮市中浜町・なかはまちよう

　　６６２-０８５７・兵庫県西宮市中前田町・なかまえだちよう

　　６６２-０８６８・兵庫県西宮市中屋町・なかやちよう

　　６６２-０９５５・兵庫県西宮市中葭原町・なかよしはらちよう

　　６６３-８０３４・兵庫県西宮市長田町・ながたちよう

　　６６９-１１４７・兵庫県西宮市名塩・なじお

　　６６９-１１４９・兵庫県西宮市名塩赤坂・なじおあかさか

　　６６９-１１４３・兵庫県西宮市名塩ガーデン・なじおがｰでん

　　６６９-１１３６・兵庫県西宮市名塩木之元・なじおこのもと

　　６６９-１１４６・兵庫県西宮市名塩さくら台・なじおさくらだい

　　６６９-１１４２・兵庫県西宮市名塩山荘・なじおさんそう

　　６６９-１１４４・兵庫県西宮市名塩茶園町・なじおちやえんちよう

　　６６９-１１４８・兵庫県西宮市名塩東久保・なじおとうくほﾞ

　　６６９-１１４５・兵庫県西宮市名塩平成台・なじおへいせいだい

　　６６９-１１３２・兵庫県西宮市名塩南台・なじおみなみだい

　　６６９-１１６２・兵庫県西宮市名塩美山・なじおみやま

　　６６９-１１３４・兵庫県西宮市名塩新町・なじおしんまち

　　６６２-００２４・兵庫県西宮市名次町・なつぎちよう

　　６６９-１１０３・兵庫県西宮市生瀬東町・なまぜひがしまち

　　６６９-１１１１・兵庫県西宮市生瀬高台・なまぜたかだい

　　６６９-１１０２・兵庫県西宮市生瀬町・なまぜちよう

　　６６９-１１０４・兵庫県西宮市生瀬武庫川町・なませむこがわちよう

　　６６３-８１８４・兵庫県西宮市鳴尾町・なるおちよう

　　６６３-８１４２・兵庫県西宮市鳴尾浜・なるおはま

　　６６２-００３８・兵庫県西宮市南郷町・なんごうちよう

　　６６２-０８１４・兵庫県西宮市仁川五ケ山町・にがわごかやまちよう

　　６６２-０８１５・兵庫県西宮市仁川百合野町・にがわゆりのちよう

　　６６２-０８１１・兵庫県西宮市仁川町・にがわちよう

　　６６２-００３４・兵庫県西宮市西田町・にしだちよう

　　６６２-０９３４・兵庫県西宮市西宮浜・にしのみやはま

　　６６２-０９３３・兵庫県西宮市西波止町・にしはとちよう

　　６６２-００９３・兵庫県西宮市西平町・にしひらちよう

　　６６２-０８３８・兵庫県西宮市能登町・のとちよう

　　６６３-８０１５・兵庫県西宮市野間町・のまちよう

　　６６２-００５１・兵庫県西宮市羽衣町・はごろもちよう

　　６６２-０８５４・兵庫県西宮市櫨塚町・はぜつかちよう

　　６６３-８１８７・兵庫県西宮市花園町・はなぞのちよう

　　６６９-１１２１・兵庫県西宮市花の峯・はなのみね

　　６６２-０９１５・兵庫県西宮市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　６６３-８１５４・兵庫県西宮市浜甲子園・はまこうしえん

　　６６２-０９４２・兵庫県西宮市浜町・はまちよう

　　６６２-０９２３・兵庫県西宮市浜松原町・はままつはﾞらちよう

　　６６２-０９４１・兵庫県西宮市浜脇町・はまわきちよう

　　６６３-８０１４・兵庫県西宮市林田町・はやしだちよう

　　６６３-８１３２・兵庫県西宮市東鳴尾町・ひがしなるおちよう

　　６６２-０９２４・兵庫県西宮市東浜町・ひがしはまちよう

　　６６２-０９２２・兵庫県西宮市東町・ひがしまち

　　６６９-１１３３・兵庫県西宮市東山台・ひがしやまだい

　　６６２-００９４・兵庫県西宮市毘沙門町・びしやもんちよう

　　６６２-００８４・兵庫県西宮市樋之池町・ひのいけちよう

　　６６３-８０１１・兵庫県西宮市樋ノ口町・ひのくちちよう

　　６６３-８０２２・兵庫県西宮市日野町・ひのちよう

　　６６２-０８３５・兵庫県西宮市平木町・ひらきちよう

　　６６２-００４４・兵庫県西宮市平松町・ひらまつちよう

　　６６２-０８３７・兵庫県西宮市広田町・ひろたちよう

　　６６３-８２０３・兵庫県西宮市深津町・ふかずちよう

　　６６２-００６７・兵庫県西宮市深谷町・ふかたにちよう

　　６６３-８０３１・兵庫県西宮市伏原町・ふしはらちよう

　　６６３-８１１１・兵庫県西宮市二見町・ふたみちよう

　　６６３-８１８５・兵庫県西宮市古川町・ふるかわちよう

　　６６２-００４２・兵庫県西宮市分銅町・ぶんどうちよう

　　６６９-１１１２・兵庫県西宮市宝生ケ丘・ほうしようがおか

　　６６２-００７２・兵庫県西宮市豊楽町・ほうらくちよう

　　６６２-０９５３・兵庫県西宮市堀切町・ほりきりちよう

　　６６２-０９１４・兵庫県西宮市本町・ほんまち

　　６６２-０９３１・兵庫県西宮市前浜町・まえはまちよう

　　６６２-００７６・兵庫県西宮市松生町・まつおいちよう

　　６６２-００７３・兵庫県西宮市松風町・まつかぜちよう



　　６６２-００６１・兵庫県西宮市松ケ丘町・まつがおかちよう

　　６６２-０９６２・兵庫県西宮市松下町・まつしたちよう

　　６６２-００５３・兵庫県西宮市松園町・まつぞのちよう

　　６６３-８１０２・兵庫県西宮市松並町・まつなみちよう

　　６６２-０９１２・兵庫県西宮市松原町・まつはﾞらちよう

　　６６３-８１０１・兵庫県西宮市松山町・まつやまちよう

　　６６２-０８３１・兵庫県西宮市丸橋町・まるはしちよう

　　６６２-００３１・兵庫県西宮市満池谷町・まんちだにちよう

　　６６２-００９５・兵庫県西宮市美作町・みさくちよう

　　６６３-８１５３・兵庫県西宮市南甲子園・みなみこうしえん

　　６６２-００７５・兵庫県西宮市南越木岩町・みなみこしきいわちよう

　　６６２-０８３４・兵庫県西宮市南昭和町・みなみしようわちよう

　　６６２-０９７６・兵庫県西宮市宮西町・みやにしちよう

　　６６２-０９４７・兵庫県西宮市宮前町・みやまえちよう

　　６６３-８１３１・兵庫県西宮市武庫川町・むこがわちよう

　　６６２-０８６３・兵庫県西宮市室川町・むろかわちよう

　　６６２-０８４６・兵庫県西宮市森下町・もりしたちよう

　　６６３-８０１３・兵庫県西宮市門前町・もんぜんちよう

　　６６２-０８２６・兵庫県西宮市門戸岡田町・もんどおかだちよう

　　６６２-０８２４・兵庫県西宮市門戸東町・もんどひがしまち

　　６６２-０８２８・兵庫県西宮市門戸西町・もんどにしまち

　　６６２-０８２５・兵庫県西宮市門戸荘・もんどそう

　　６６３-８０２４・兵庫県西宮市薬師町・やくしちよう

　　６６２-０９６３・兵庫県西宮市屋敷町・やしきちよう

　　６６２-００４５・兵庫県西宮市安井町・やすいちよう

　　６６２-０８６６・兵庫県西宮市柳本町・やなぎもとちよう

　　６５１-１４２１・兵庫県西宮市山口町上山口・やまぐちちようかみやまぐち

　　６５１-１４２２・兵庫県西宮市山口町金仙寺・やまぐちちようきんせんじ

　　６５１-１４２４・兵庫県西宮市山口町香花園・やまぐちちようこうかえん

　　６５１-１４１２・兵庫県西宮市山口町下山口・やまぐちちようしもやまぐち

　　６５１-１４３３・兵庫県西宮市山口町中野・やまぐちちようなかの

　　６５１-１４１１・兵庫県西宮市山口町名来・やまぐちちようならい

　　６５１-１４３１・兵庫県西宮市山口町阪神流通センター・やまぐちちようはんしんりゆうつうせんた

ｰ

　　６５１-１４２３・兵庫県西宮市山口町船坂・やまぐちちようふなさか

　　６６２-０００５・兵庫県西宮市湯元町・ゆのもとちよう

　　６６２-０９６４・兵庫県西宮市弓場町・ゆはﾞちよう

　　６６２-０９２１・兵庫県西宮市用海町・ようがいちよう

　　６６２-０９１７・兵庫県西宮市与古道町・よこみちちよう

　　６６２-０８４１・兵庫県西宮市両度町・りようどちよう

　　６６２-０９１８・兵庫県西宮市六湛寺町・ろくたんじちよう

　　６６２-０８７４・兵庫県西宮市六軒町・ろつけんちよう

　　６６３-８１８１・兵庫県西宮市若草町・わかくさちよう

　　６６２-００３５・兵庫県西宮市若松町・わかまつちよう

　　６６３-８０１６・兵庫県西宮市若山町・わかやまちよう

　　６６２-０９７１・兵庫県西宮市和上町・わじようちよう

　　６５６-００００・兵庫県洲本市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５６-２５３１・兵庫県洲本市相川組・あいかわぐみ

　　６５６-２１２４・兵庫県洲本市安乎町北谷・あいがちようきただに

　　６５６-２１２２・兵庫県洲本市安乎町中田・あいがちようなかだ

　　６５６-２１２３・兵庫県洲本市安乎町古宮・あいがちようふるみや

　　６５６-２１２１・兵庫県洲本市安乎町平安浦・あいがちようへいあんうら

　　６５６-２１２６・兵庫県洲本市安乎町宮野原・あいがちようみやのはら

　　６５６-２１２５・兵庫県洲本市安乎町山田原・あいがちようやまだはら

　　６５６-０１１１・兵庫県洲本市鮎屋・あいや

　　６５６-００４３・兵庫県洲本市池田・いけだ

　　６５６-００４２・兵庫県洲本市池内・いけのうち

　　６５６-００５４・兵庫県洲本市宇原・うはら

　　６５６-００１２・兵庫県洲本市宇山・うやま

　　６５６-００５５・兵庫県洲本市大野・おおの

　　６５６-００１８・兵庫県洲本市奥畑・おくはた

　　６５６-０１０１・兵庫県洲本市納・おさめ

　　６５６-００２３・兵庫県洲本市小路谷・おろだに

　　６５６-００２２・兵庫県洲本市海岸通・かいがんどおり

　　６５６-００４６・兵庫県洲本市金屋・かなや

　　６５６-００１５・兵庫県洲本市上加茂・かみがも

　　６５６-００１７・兵庫県洲本市上内膳・かみないぜん

　　６５６-００５３・兵庫県洲本市上物部・かみものべ

　　６５６-００４５・兵庫県洲本市木戸・きど

　　６５６-００１４・兵庫県洲本市桑間・くわま



　　６５６-１３１４・兵庫県洲本市五色町鮎原鮎の郷・ごしきちようあいはらあゆのさと

　　６５６-１３１５・兵庫県洲本市五色町鮎原宇谷・ごしきちようあいはらうだに

　　６５６-１３２２・兵庫県洲本市五色町鮎原上・ごしきちようあいはらかみ

　　６５６-１３１６・兵庫県洲本市五色町鮎原栢野・ごしきちようあいはらかやの

　　６５６-１３１７・兵庫県洲本市五色町鮎原小山田・ごしきちようあいはらこやまだ

　　６５６-１３２６・兵庫県洲本市五色町鮎原下・ごしきちようあいはらしも

　　６５６-１３１８・兵庫県洲本市五色町鮎原神陽・ごしきちようあいはらしんよう

　　６５６-１３２７・兵庫県洲本市五色町鮎原田処・ごしきちようあいはらたどころ

　　６５６-１３１１・兵庫県洲本市五色町鮎原葛尾・ごしきちようあいはらつつﾞらお

　　６５６-１３２３・兵庫県洲本市五色町鮎原塔下・ごしきちようあいはらとうげ

　　６５６-１３２１・兵庫県洲本市五色町鮎原中邑・ごしきちようあいはらなかむら

　　６５６-１３１３・兵庫県洲本市五色町鮎原西・ ごしきちようあいはらにじ

　　６５６-１３２５・兵庫県洲本市五色町鮎原南谷・ごしきちようあいはらみなみだに

　　６５６-１３２４・兵庫県洲本市五色町鮎原三野畑・ごしきちようあいはらみのはた

　　６５６-１３１２・兵庫県洲本市五色町鮎原吉田・ごしきちようあいはらよしだ

　　６５６-１３３６・兵庫県洲本市五色町上堺・ごしきちようかみさかい

　　６５６-１３３７・兵庫県洲本市五色町下堺・ごしきちようしもさかい

　　６５６-１３０１・兵庫県洲本市五色町都志・ ごしきちようつじ

　　６５６-１３０３・兵庫県洲本市五色町都志大宮・ごしきちようつしおおみや

　　６５６-１３０２・兵庫県洲本市五色町都志米山・ごしきちようつしこめやま

　　６５６-１３３１・兵庫県洲本市五色町都志大日・ごしきちようつしだいにち

　　６５６-１３４１・兵庫県洲本市五色町都志角川・ごしきちようつしつのかわ

　　６５６-１３０４・兵庫県洲本市五色町都志万歳・ごしきちようつしまんざい

　　６５６-１３４４・兵庫県洲本市五色町鳥飼浦・ごしきちようとりかいうら

　　６５６-１３４２・兵庫県洲本市五色町鳥飼上・ごしきちようとりかいかみ

　　６５６-１３４３・兵庫県洲本市五色町鳥飼中・ごしきちようとりかいなか

　　６５６-１３３３・兵庫県洲本市五色町広石上・ごしきちようひろいしかみ

　　６５６-１３３２・兵庫県洲本市五色町広石北・ごしきちようひろいしきた

　　６５６-１３３５・兵庫県洲本市五色町広石下・ごしきちようひろいししも

　　６５６-１３３４・兵庫県洲本市五色町広石中・ごしきちようひろいしなか

　　６５６-００２６・兵庫県洲本市栄町・さかえまち

　　６５６-００２１・兵庫県洲本市塩屋・しおや

　　６５６-００１３・兵庫県洲本市下加茂・しもがも

　　６５６-００１６・兵庫県洲本市下内膳・しもないぜん

　　６５６-００４１・兵庫県洲本市新村・しんむら

　　６５６-００１１・兵庫県洲本市炬口・たけのくち

　　６５６-００３１・兵庫県洲本市千草・ちくさ

　　６５６-００５２・兵庫県洲本市津田・つだ

　　６５６-０００１・兵庫県洲本市中川原町厚浜・なかがわらちようあつはま

　　６５６-０００５・兵庫県洲本市中川原町市原・なかがわらちよういちはﾞら

　　６５６-０００２・兵庫県洲本市中川原町中川原・なかがわらちようなかがわら

　　６５６-０００６・兵庫県洲本市中川原町二ツ石・ なかがわらちようふたついじ

　　６５６-０００３・兵庫県洲本市中川原町三木田・なかがわらちようみきだ

　　６５６-０００４・兵庫県洲本市中川原町安坂・なかがわらちようやすさか

　　６５６-２５３２・兵庫県洲本市中津川組・なかつがわぐみ

　　６５６-２５３３・兵庫県洲本市畑田組・はただぐみ

　　６５６-００２５・兵庫県洲本市本町・ほんまち

　　６５６-００４４・兵庫県洲本市前平・まえひら

　　６５６-００２７・兵庫県洲本市港・みなと

　　６５６-００５１・兵庫県洲本市物部・ものべ

　　６５６-００２４・兵庫県洲本市山手・やまて

　　６５６-２５４１・兵庫県洲本市由良・ゆら

　　６５６-２５４２・兵庫県洲本市由良町内田・ゆらちよううちだ

　　６５６-２５４３・兵庫県洲本市由良町由良・ゆらちようゆら

　　６５９-００００・兵庫県芦屋市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５９-００１２・兵庫県芦屋市朝日ケ丘町・あさひがおかちよう

　　６５９-００５２・兵庫県芦屋市伊勢町・いせちよう

　　６５９-００１３・兵庫県芦屋市岩園町・いわぞのちよう

　　６５９-００２８・兵庫県芦屋市打出小槌町・うちでこつﾞちちよう

　　６５９-００２２・兵庫県芦屋市打出町・うちでちよう

　　６５９-００９２・兵庫県芦屋市大原町・おおはらちよう

　　６５９-００６６・兵庫県芦屋市大桝町・おおますちよう

　　６５９-０００３・兵庫県芦屋市奥池町・おくいけちよう

　　６５９-０００４・兵庫県芦屋市奥池南町・おくいけみなみちよう

　　６５９-０００２・兵庫県芦屋市奥山・おくやま

　　６５９-００３５・兵庫県芦屋市海洋町・かいようちよう

　　６５９-００２１・兵庫県芦屋市春日町・かすがちよう

　　６５９-００６１・兵庫県芦屋市上宮川町・かみみやがわちよう

　　６５９-００７２・兵庫県芦屋市川西町・かわにしちよう

　　６５９-００６５・兵庫県芦屋市公光町・きんみつちよう



　　６５９-００１５・兵庫県芦屋市楠町・くすのきちよう

　　６５９-００５１・兵庫県芦屋市呉川町・くれかわちよう

　　６５９-０００１・兵庫県芦屋市剣谷・けんたに

　　６５９-００８７・兵庫県芦屋市三条町・さんじようちよう

　　６５９-００８６・兵庫県芦屋市三条南町・さんじようみなみちよう

　　６５９-００４３・兵庫県芦屋市潮見町・しおみちよう

　　６５９-００７６・兵庫県芦屋市清水町・しみずちよう

　　６５９-００８１・兵庫県芦屋市城山・しろやま

　　６５９-００１６・兵庫県芦屋市親王塚町・しんのうつﾞかちよう

　　６５９-００３６・兵庫県芦屋市涼風町・すずかぜちよう

　　６５９-００６４・兵庫県芦屋市精道町・せいどうちよう

　　６５９-００２３・兵庫県芦屋市大東町・だいとうちよう

　　６５９-００３３・兵庫県芦屋市高浜町・たかはまちよう

　　６５９-００５５・兵庫県芦屋市竹園町・たけぞのちよう

　　６５９-００６７・兵庫県芦屋市茶屋之町・ちややのちよう

　　６５９-００８４・兵庫県芦屋市月若町・つきわかちよう

　　６５９-００７５・兵庫県芦屋市津知町・つちちよう

　　６５９-００６８・兵庫県芦屋市業平町・なりひらちよう

　　６５９-００２４・兵庫県芦屋市南宮町・なんぐうちよう

　　６５９-００３１・兵庫県芦屋市新浜町・にいはまちよう

　　６５９-００８５・兵庫県芦屋市西芦屋町・にしあしやちよう

　　６５９-００２６・兵庫県芦屋市西蔵町・にしくらちよう

　　６５９-００８３・兵庫県芦屋市西山町・にしやまちよう

　　６５９-００５４・兵庫県芦屋市浜芦屋町・はまあしやちよう

　　６５９-００３２・兵庫県芦屋市浜風町・はまかぜちよう

　　６５９-００２５・兵庫県芦屋市浜町・はまちよう

　　６５９-００９５・兵庫県芦屋市東芦屋町・ひがしあしやちよう

　　６５９-００９１・兵庫県芦屋市東山町・ひがしやまちよう

　　６５９-００７３・兵庫県芦屋市平田北町・ひらたきたちよう

　　６５９-００７４・兵庫県芦屋市平田町・ひらたちよう

　　６５９-００９３・兵庫県芦屋市船戸町・ふなどちよう

　　６５９-００７１・兵庫県芦屋市前田町・まえだちよう

　　６５９-００９４・兵庫県芦屋市松ノ内町・まつのうちちよう

　　６５９-００５３・兵庫県芦屋市松浜町・まつはまちよう

　　６５９-００１４・兵庫県芦屋市翠ケ丘町・みどりがおかちよう

　　６５９-００４２・兵庫県芦屋市緑町・みどりちよう

　　６５９-００３７・兵庫県芦屋市南浜町・みなみはまちよう

　　６５９-００６３・兵庫県芦屋市宮川町・みやがわちよう

　　６５９-００６２・兵庫県芦屋市宮塚町・みやつﾞかちよう

　　６５９-００８２・兵庫県芦屋市山芦屋町・やまあしやちよう

　　６５９-００９６・兵庫県芦屋市山手町・やまてちよう

　　６５９-００３４・兵庫県芦屋市陽光町・ようこうちよう

　　６５９-００１１・兵庫県芦屋市六麓荘町・ろくろくそうちよう

　　６５９-００４１・兵庫県芦屋市若葉町・わかはﾞちよう

　　６５９-００２７・兵庫県芦屋市若宮町・わかみやちよう

　　６６４-００００・兵庫県伊丹市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６４-０００１・兵庫県伊丹市荒牧・あらまき

　　６６４-０００８・兵庫県伊丹市荒牧南・あらまきみなみ

　　６６４-０８６４・兵庫県伊丹市安堂寺町・あんどうじちよう

　　６６４-００２７・兵庫県伊丹市池尻・いけじり

　　６６４-０８４６・兵庫県伊丹市伊丹・いたみ

　　６６４-０８６１・兵庫県伊丹市稲野町・いなのちよう

　　６６４-００１１・兵庫県伊丹市鋳物師・いもじ

　　６６４-０８４３・兵庫県伊丹市岩屋・いわや

　　６６４-０８５６・兵庫県伊丹市梅ノ木・うめのき

　　６６４-０８９９・兵庫県伊丹市大鹿・おおじか

　　６６４-０００３・兵庫県伊丹市大野・おおの

　　６６４-０００２・兵庫県伊丹市荻野・おぎの

　　６６４-００３１・兵庫県伊丹市荻野西・ おぎのにじ

　　６６４-００２５・兵庫県伊丹市奥畑・おくはた

　　５６３-０８０１・兵庫県伊丹市小阪田（食田）・おさかでん(くいた)

　　６６４-０８３３・兵庫県伊丹市小阪田（都賀元）・おさかでん(とがもと)

　　６６４-０８６３・兵庫県伊丹市柏木町・かしわぎちよう

　　６６４-０８９３・兵庫県伊丹市春日丘・かすがおか

　　６６４-０８３１・兵庫県伊丹市北伊丹・きたいたみ

　　６６４-０８３７・兵庫県伊丹市北河原・きたがわら

　　６６４-０８９１・兵庫県伊丹市北園・きたぞの

　　６６４-０００７・兵庫県伊丹市北野・きたの

　　６６４-０８３６・兵庫県伊丹市北本町・きたほんまち

　　６６４-０８５７・兵庫県伊丹市行基町・ぎようぎちよう



　　６６４-０８４４・兵庫県伊丹市口酒井・くちさかい

　　６６４-０８７２・兵庫県伊丹市車塚・くるまつﾞか

　　６６４-０８３９・兵庫県伊丹市桑津・くわつﾞ

　　６６４-０００６・兵庫県伊丹市鴻池・こうのいけ

　　６６４-０８５５・兵庫県伊丹市御願塚・ごがつﾞか

　　６６４-０８８１・兵庫県伊丹市昆陽・こや

　　６６４-００１５・兵庫県伊丹市昆陽池・こやいけ

　　６６４-０８８５・兵庫県伊丹市昆陽泉町・こやいずみちよう

　　６６４-００１６・兵庫県伊丹市昆陽北・こやきた

　　６６４-０８８６・兵庫県伊丹市昆陽東・ こやひがじ

　　６６４-０８８８・兵庫県伊丹市昆陽南・こやみなみ

　　６６４-０８９７・兵庫県伊丹市桜ケ丘・さくらがおか

　　６６４-０８９４・兵庫県伊丹市清水・しみず

　　６６４-０８３２・兵庫県伊丹市下河原・しもがわら

　　６６４-０８８２・兵庫県伊丹市鈴原町・すずはらちよう

　　６６４-０８９８・兵庫県伊丹市千僧・せんぞ

　　６６４-０８９２・兵庫県伊丹市高台・たかだい

　　６６４-０８５１・兵庫県伊丹市中央・ちゆうおう

　　６６４-００２６・兵庫県伊丹市寺本・てらもと

　　６６４-００２０・兵庫県伊丹市寺本東・ てらもとひがじ

　　６６４-００２２・兵庫県伊丹市中野東・ なかのひがじ

　　６６４-００２３・兵庫県伊丹市中野西・ なかのにじ

　　６６４-００２９・兵庫県伊丹市中野北・なかのきた

　　６６４-０８３８・兵庫県伊丹市中村・なかむら

　　６６４-０８３４・兵庫県伊丹市西桑津・にしくわつﾞ

　　６６４-０８５８・兵庫県伊丹市西台・にしだい

　　６６４-００２８・兵庫県伊丹市西野・にしの

　　６６４-０８７３・兵庫県伊丹市野間・のま

　　６６４-０８７５・兵庫県伊丹市野間北・のまきた

　　６６４-０８４５・兵庫県伊丹市東有岡・ひがしありおか

　　６６４-０８３５・兵庫県伊丹市東桑津・ひがしくわつﾞ

　　６６４-０００４・兵庫県伊丹市東野・ひがしの

　　６６４-０８５３・兵庫県伊丹市平松・ひらまつ

　　６６４-００１４・兵庫県伊丹市広畑・ひろはた

　　６６４-０８４７・兵庫県伊丹市藤ノ木・ふじのき

　　６６４-０８９６・兵庫県伊丹市船原・ふなはら

　　６６４-０８７１・兵庫県伊丹市堀池・ほりいけ

　　６６４-００２４・兵庫県伊丹市松ケ丘・まつがおか

　　６６４-０８８４・兵庫県伊丹市美鈴町・みすずちよう

　　６６４-００１７・兵庫県伊丹市瑞ケ丘・みずがおか

　　６６４-０００５・兵庫県伊丹市瑞原・みずはら

　　６６４-００１３・兵庫県伊丹市瑞穂町・みずほちよう

　　６６４-００１２・兵庫県伊丹市緑ケ丘・みどりがおか

　　６６４-０８８３・兵庫県伊丹市南鈴原・みなみすずはら

　　６６４-０８５４・兵庫県伊丹市南町・みなみちよう

　　６６４-０８６５・兵庫県伊丹市南野・みなみの

　　６６４-０８８７・兵庫県伊丹市南野北・みなみのきた

　　６６４-０８５２・兵庫県伊丹市南本町・みなみほんまち

　　６６４-０８９５・兵庫県伊丹市宮ノ前・みやのまえ

　　６６４-０８４２・兵庫県伊丹市森本・もりもと

　　６６４-０８７４・兵庫県伊丹市山田・やまだ

　　６６４-０８６２・兵庫県伊丹市若菱町・わかびしちよう

　　６７８-００００・兵庫県相生市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７８-０１４１・兵庫県相生市相生（５１３３番地２～５１８７番地）・あいおい

　　６７８-０１４１・兵庫県相生市相生（５３１６番地１～５３１６番地１６７）・あいおい

　　６７８-００４１・兵庫県相生市相生（その他）・あいおい(そのた)

　　６７８-００６４・兵庫県相生市青葉台・あおはﾞだい

　　６７８-００２１・兵庫県相生市赤坂・あかさか

　　６７８-００３１・兵庫県相生市旭・あさひ

　　６７８-０００４・兵庫県相生市池之内・いけのうち

　　６７８-０００５・兵庫県相生市大石町・おおいしちよう

　　６７８-００５２・兵庫県相生市大島町・おおしまちよう

　　６７８-００４３・兵庫県相生市大谷町・おおたにちよう

　　６７８-００２２・兵庫県相生市垣内町・かきうちちよう

　　６７８-００４２・兵庫県相生市川原町・かわはらちよう

　　６７８-０００３・兵庫県相生市陸・くが

　　６７８-０００７・兵庫県相生市陸本町・くがほんまち

　　６７８-００２３・兵庫県相生市向陽台・こうようだい

　　６７８-０００８・兵庫県相生市栄町・さかえまち



　　６７８-００６３・兵庫県相生市佐方・さがた

　　６７８-００６１・兵庫県相生市桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　６７８-０００２・兵庫県相生市汐見台・しおみだい

　　６７８-００７３・兵庫県相生市菅原町・すがはらちよう

　　６７８-００６２・兵庫県相生市千尋町・ちひろちよう

　　６７８-００６７・兵庫県相生市那波・なはﾞ

　　６７８-００５１・兵庫県相生市那波大浜町・なはﾞおおはまちよう

　　６７８-００５６・兵庫県相生市那波東本町・なはﾞひがしほんまち

　　６７８-００５４・兵庫県相生市那波西本町・なはﾞにしほんまち

　　６７８-００５３・兵庫県相生市那波南本町・なはﾞみなみほんまち

　　６７８-００５５・兵庫県相生市那波本町・なはﾞほんまち

　　６７８-００１１・兵庫県相生市那波野・なはﾞの

　　６７８-００６５・兵庫県相生市西谷町・にしたにちよう

　　６７８-００４４・兵庫県相生市野瀬・のせ

　　６７８-００７４・兵庫県相生市ひかりが丘・ひかりがおか

　　６７８-００２４・兵庫県相生市双葉・ふたはﾞ

　　６７８-００１２・兵庫県相生市古池・ふるいけ

　　６７８-００２５・兵庫県相生市古池本町・ふるいけほんまち

　　６７８-０００６・兵庫県相生市本郷町・ほんごうちよう

　　６７８-００７１・兵庫県相生市緑ケ丘・みどりがおか

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町瓜生・やのちよううりゆう

　　６７８-００９２・兵庫県相生市矢野町小河・やのちようおうご

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町金坂・やのちようかねさか

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町釜出・やのちようかまで

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町上・やのちようかみ

　　６７８-００９２・兵庫県相生市矢野町上土井・やのちようかみどい

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町榊・やのちようさかき

　　６７８-００９２・兵庫県相生市矢野町下田・やのちようしもだ

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町菅谷・やのちようすがたに

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町中野・やのちようなかの

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町能下・やのちようのうげ

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町二木・やのちようふたつぎ

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町真広・やのちようまひろ

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町森・やのちようもり

　　６７８-００６６・兵庫県相生市山崎町・やまさきちよう

　　６７８-０００１・兵庫県相生市山手・やまて

　　６７８-００７２・兵庫県相生市竜泉町・りゆうせんちよう

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町雨内・わかさのちようあまうち

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町入野・わかさのちよういりの

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町上松・わかさのちよううえまつ

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町下土井・わかさのちようしもどい

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町寺田・わかさのちようてらだ

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町出・わかさのちようで

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町野々・わかさのちようのの

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町八洞・わかさのちようはつとう

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町東後明・わかさのちようひがしごみよう

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町西後明・わかさのちようにしごみよう

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町福井・わかさのちようふくい

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町若狭野・わかさのちようわかさの

　　６６８-００００・兵庫県豊岡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６８-０８０１・兵庫県豊岡市赤石・ あかいじ

　　６６８-０００１・兵庫県豊岡市伊賀谷・いがだに

　　６６８-０２６１・兵庫県豊岡市出石町荒木・いずしちようあらき

　　６６８-０２１３・兵庫県豊岡市出石町伊木・いずしちよういぎ

　　６６８-０２０７・兵庫県豊岡市出石町伊豆・いずしちよういず

　　６６８-０２１８・兵庫県豊岡市出石町入佐・いずしちよういるさ

　　６６８-０２４４・兵庫県豊岡市出石町上野・いずしちよううえの

　　６６８-０２１５・兵庫県豊岡市出石町魚屋・いずしちよううおや

　　６６８-０２１４・兵庫県豊岡市出石町内町・いずしちよううちまち

　　６６８-０２７１・兵庫県豊岡市出石町大谷・いずしちようおおたに

　　６６８-０２０１・兵庫県豊岡市出石町奥小野・いずしちようおくおの

　　６６８-０２５１・兵庫県豊岡市出石町奥山・いずしちようおくやま

　　６６８-０２３５・兵庫県豊岡市出石町鍛冶屋・いずしちようかじや

　　６６８-０２７９・兵庫県豊岡市出石町片間・いずしちようかたま

　　６６８-０２５５・兵庫県豊岡市出石町上村・いずしちようかみむら

　　６６８-０２３１・兵庫県豊岡市出石町川原・いずしちようかわら

　　６６８-０２４２・兵庫県豊岡市出石町桐野・いずしちようきりの

　　６６８-０２０２・兵庫県豊岡市出石町口小野・いずしちようくちおの

　　６６８-０２６４・兵庫県豊岡市出石町暮坂・いずしちようくれさか

　　６６８-０２５６・兵庫県豊岡市出石町小人・いずしちようこびと



　　６６８-０２１６・兵庫県豊岡市出石町材木・いずしちようざいもく

　　６６８-０２０５・兵庫県豊岡市出石町嶋・いずしちようしま

　　６６８-０２１１・兵庫県豊岡市出石町下谷・いずしちようしもたに

　　６６８-０２３３・兵庫県豊岡市出石町田結庄・いずしちようたいのしよう

　　６６８-０２０９・兵庫県豊岡市出石町田多地・いずしちようただち

　　６６８-０２１２・兵庫県豊岡市出石町谷山・いずしちようたにやま

　　６６８-０２７３・兵庫県豊岡市出石町坪井・いずしちようつほﾞい

　　６６８-０２５７・兵庫県豊岡市出石町坪口・いずしちようつほﾞぐち

　　６６８-０２２３・兵庫県豊岡市出石町鉄砲・いずしちようてつほﾟう

　　６６８-０２４１・兵庫県豊岡市出石町寺坂・いずしちようてらさか

　　６６８-０２２２・兵庫県豊岡市出石町寺町・いずしちようてらまち

　　６６８-０２１７・兵庫県豊岡市出石町東條・いずしちようとうじよう

　　６６８-０２７２・兵庫県豊岡市出石町鳥居・いずしちようとりい

　　６６８-０２７５・兵庫県豊岡市出石町長砂・いずしちようながすな

　　６６８-０２４３・兵庫県豊岡市出石町中野・いずしちようなかの

　　６６８-０２５４・兵庫県豊岡市出石町中村・いずしちようなかむら

　　６６８-０２０３・兵庫県豊岡市出石町袴狭・いずしちようはかざ

　　６６８-０２３７・兵庫県豊岡市出石町馬場・いずしちようはﾞはﾞ

　　６６８-０２４６・兵庫県豊岡市出石町日野辺・いずしちようひのべ

　　６６８-０２６６・兵庫県豊岡市出石町平田・いずしちようひらた

　　６６８-０２３８・兵庫県豊岡市出石町弘原・いずしちようひろはら

　　６６８-０２０６・兵庫県豊岡市出石町福居・いずしちようふくい

　　６６８-０２６３・兵庫県豊岡市出石町福住・いずしちようふくすみ

　　６６８-０２６５・兵庫県豊岡市出石町福見・いずしちようふくみ

　　６６８-０２６２・兵庫県豊岡市出石町細見・いずしちようほそみ

　　６６８-０２２４・兵庫県豊岡市出石町本町・いずしちようほんまち

　　６６８-０２２１・兵庫県豊岡市出石町町分・いずしちようまちぶん

　　６６８-０２３６・兵庫県豊岡市出石町松枝・いずしちようまつがえ

　　６６８-０２７７・兵庫県豊岡市出石町丸中・いずしちようまるなか

　　６６８-０２７８・兵庫県豊岡市出石町三木・いずしちようみつき

　　６６８-０２０４・兵庫県豊岡市出石町宮内・いずしちようみやうち

　　６６８-０２７４・兵庫県豊岡市出石町水上・いずしちようむながい

　　６６８-０２７６・兵庫県豊岡市出石町森井・いずしちようもりい

　　６６８-０２２５・兵庫県豊岡市出石町八木・いずしちようやぎ

　　６６８-０２０８・兵庫県豊岡市出石町安良・いずしちようやすら

　　６６８-０２３４・兵庫県豊岡市出石町柳・いずしちようやなぎ

　　６６８-０２４５・兵庫県豊岡市出石町百合・いずしちようゆり

　　６６８-０２３２・兵庫県豊岡市出石町宵田・いずしちようよいだ

　　６６８-０２５３・兵庫県豊岡市出石町榎見・いずしちようよのみ

　　６６８-０２５２・兵庫県豊岡市出石町和屋・いずしちようわや

　　６６８-００２１・兵庫県豊岡市泉町・いずみちよう

　　６６８-０８２１・兵庫県豊岡市市場・いちはﾞ

　　６６８-０８５１・兵庫県豊岡市今森・いまもり

　　６６８-００８１・兵庫県豊岡市岩井・いわい

　　６６８-０００２・兵庫県豊岡市岩熊・いわくま

　　６６８-００７１・兵庫県豊岡市内町・うちまち

　　６６８-０８５２・兵庫県豊岡市江本・えもと

　　６６８-００４１・兵庫県豊岡市大磯町・おおいそちよう

　　６６８-０８６１・兵庫県豊岡市大篠岡・おおしのか

　　６６８-００７２・兵庫県豊岡市大谷・おおたに

　　６６８-００３１・兵庫県豊岡市大手町・おおてまち

　　６６８-０８２２・兵庫県豊岡市奥野・おくの

　　６６９-６１２３・兵庫県豊岡市小島・おしま

　　６６８-００２２・兵庫県豊岡市小田井町・おだいちよう

　　６６８-０８７１・兵庫県豊岡市梶原・かじわら

　　６６８-０８６２・兵庫県豊岡市香住・かすみ

　　６６８-００２３・兵庫県豊岡市加広町・かひろちよう

　　６６８-０８１１・兵庫県豊岡市鎌田・かまた

　　６６８-００１１・兵庫県豊岡市上陰・かみかげ

　　６６８-００６１・兵庫県豊岡市上佐野・かみさの

　　６６８-０８６３・兵庫県豊岡市上鉢山・かみはちやま

　　６６８-０８３１・兵庫県豊岡市神美台・かみよしだい

　　６６８-０８４１・兵庫県豊岡市加陽・かや

　　６６８-０８６４・兵庫県豊岡市木内・ きなじ

　　６６９-６１０３・兵庫県豊岡市城崎町今津・きのさきちよういまつﾞ

　　６６９-６１１６・兵庫県豊岡市城崎町上山・きのさきちよううやま

　　６６９-６１１５・兵庫県豊岡市城崎町来日・きのさきちようくるひ

　　６６９-６１１１・兵庫県豊岡市城崎町楽々浦・きのさきちようささうら

　　６６９-６１１４・兵庫県豊岡市城崎町戸島・きのさきちようとしま

　　６６９-６１１２・兵庫県豊岡市城崎町飯谷・きのさきちようはんだに



　　６６９-６１１３・兵庫県豊岡市城崎町結・きのさきちようむすぶ

　　６６９-６１０２・兵庫県豊岡市城崎町桃島・きのさきちようももしま

　　６６９-６１０１・兵庫県豊岡市城崎町湯島・きのさきちようゆしま

　　６６８-００４２・兵庫県豊岡市京町・きようまち

　　６６８-０８３２・兵庫県豊岡市倉見・くらみ

　　６６９-６１２４・兵庫県豊岡市気比・けひ

　　６６８-０８７２・兵庫県豊岡市河谷・こうだに

　　６６８-０００３・兵庫県豊岡市江野・ごうの

　　６６８-００５１・兵庫県豊岡市九日市上町・ここのかいちかみのちよう

　　６６８-００５３・兵庫県豊岡市九日市中町・ここのかいちなかのちよう

　　６６８-００５２・兵庫県豊岡市九日市下町・ここのかいちしものちよう

　　６６８-００２４・兵庫県豊岡市寿町・ことぶきちよう

　　６６８-０８０２・兵庫県豊岡市金剛寺・こんごうじ

　　６６８-００２５・兵庫県豊岡市幸町・さいわいちよう

　　６６８-０８１２・兵庫県豊岡市栄町・さかえまち

　　６６８-００４３・兵庫県豊岡市桜町・さくらまち

　　６６８-００６２・兵庫県豊岡市佐野・さの

　　６６８-００４４・兵庫県豊岡市山王町・さんのうちよう

　　６６８-００５４・兵庫県豊岡市塩津町・しおつちよう

　　６６８-００１２・兵庫県豊岡市下陰・しもかげ

　　６６８-０８０３・兵庫県豊岡市下鶴井・しもつるい

　　６６８-０８１３・兵庫県豊岡市下宮・しものみや

　　６６８-０８６５・兵庫県豊岡市下鉢山・しもはちやま

　　６６８-００８２・兵庫県豊岡市庄・しよう

　　６６８-０８１４・兵庫県豊岡市祥雲寺・しよううんじ

　　６６８-０８７３・兵庫県豊岡市庄境・しようざかい

　　６６８-００４５・兵庫県豊岡市城南町・じようなんちよう

　　６６８-００６３・兵庫県豊岡市正法寺・しようほﾞうじ

　　６６８-０８５３・兵庫県豊岡市清冷寺・しようれんじ

　　６６８-００５５・兵庫県豊岡市昭和町・しようわちよう

　　６６８-０００４・兵庫県豊岡市新堂・しんどう

　　６６９-６１２２・兵庫県豊岡市瀬戸・せと

　　６６９-６１２５・兵庫県豊岡市田結・たい

　　６６８-００６４・兵庫県豊岡市高屋・たかや

　　６６８-０００５・兵庫県豊岡市滝・たき

　　６６９-６２１４・兵庫県豊岡市竹野町阿金谷・たけのちようあこんだに

　　６６９-６２２３・兵庫県豊岡市竹野町芦谷・たけのちようあしだに

　　６６９-６２０２・兵庫県豊岡市竹野町宇日・たけのちよううひ

　　６６９-６３５２・兵庫県豊岡市竹野町大森・たけのちようおおもり

　　６６９-６２１８・兵庫県豊岡市竹野町奥須井・たけのちようおくすい

　　６６９-６２２４・兵庫県豊岡市竹野町鬼神谷・たけのちようおじんだに

　　６６９-６３３３・兵庫県豊岡市竹野町御又・たけのちようおんまた

　　６６９-６３５４・兵庫県豊岡市竹野町川南谷・たけのちようかなんだに

　　６６９-６３３４・兵庫県豊岡市竹野町河内・たけのちようかわち

　　６６９-６２１６・兵庫県豊岡市竹野町切浜・たけのちようきりはま

　　６６９-６２２９・兵庫県豊岡市竹野町金原・たけのちようきんはﾞら

　　６６９-６２１５・兵庫県豊岡市竹野町草飼・たけのちようくさかい

　　６６９-６３５３・兵庫県豊岡市竹野町桑野本・たけのちようくわのもと

　　６６９-６３４１・兵庫県豊岡市竹野町小城・たけのちようこじよう

　　６６９-６２２２・兵庫県豊岡市竹野町小丸・たけのちようこまる

　　６６９-６２２６・兵庫県豊岡市竹野町下塚・たけのちようしもつﾞか

　　６６９-６２２１・兵庫県豊岡市竹野町須谷・たけのちようすだに

　　６６９-６３５１・兵庫県豊岡市竹野町須野谷・たけのちようすのたに

　　６６９-６２０３・兵庫県豊岡市竹野町田久日・たけのちようたくひ

　　６６９-６２０１・兵庫県豊岡市竹野町竹野・たけのちようたけの

　　６６９-６３４３・兵庫県豊岡市竹野町段・たけのちようだん

　　６６９-６２２５・兵庫県豊岡市竹野町轟・たけのちようとどろき

　　６６９-６３４２・兵庫県豊岡市竹野町二連原・たけのちようにれんはﾞら

　　６６９-６３４４・兵庫県豊岡市竹野町椒・たけのちようはじかみ

　　６６９-６２１３・兵庫県豊岡市竹野町羽入・たけのちようはにゆう

　　６６９-６２１７・兵庫県豊岡市竹野町浜須井・たけのちようはますい

　　６６９-６２２７・兵庫県豊岡市竹野町林・ たけのちようはやじ

　　６６９-６２２８・兵庫県豊岡市竹野町東大谷・たけのちようひがしおおたに

　　６６９-６３３１・兵庫県豊岡市竹野町坊岡・たけのちようほﾞうおか

　　６６９-６２１２・兵庫県豊岡市竹野町松本・たけのちようまつもと

　　６６９-６３５５・兵庫県豊岡市竹野町三原・たけのちようみはら

　　６６９-６３３２・兵庫県豊岡市竹野町森本・たけのちようもりもと

　　６６９-６３３５・兵庫県豊岡市竹野町門谷・たけのちようもんだに

　　６６９-６２１１・兵庫県豊岡市竹野町和田・たけのちようわだ

　　６６８-０８６６・兵庫県豊岡市駄坂・ださか



　　６６８-００４６・兵庫県豊岡市立野町・たちのちよう

　　６６８-０８３３・兵庫県豊岡市立石・ たていじ

　　６６８-０３２４・兵庫県豊岡市但東町相田・たんとうちようあいだ

　　６６８-０３５２・兵庫県豊岡市但東町赤花・たんとうちようあかはﾞな

　　６６８-０３１６・兵庫県豊岡市但東町天谷・たんとうちようあまだに

　　６６８-０３７４・兵庫県豊岡市但東町後・たんとうちよううしろ

　　６６８-０３７２・兵庫県豊岡市但東町大河内・たんとうちようおおごうち

　　６６８-０３３５・兵庫県豊岡市但東町太田・たんとうちようおおた

　　６６８-０３５３・兵庫県豊岡市但東町奥赤・たんとうちようおくあか

　　６６８-０３４３・兵庫県豊岡市但東町奥藤・たんとうちようおくふじ

　　６６８-０３０１・兵庫県豊岡市但東町奥矢根・たんとうちようおくやね

　　６６８-０３２３・兵庫県豊岡市但東町小谷・たんとうちようおだに

　　６６８-０３２１・兵庫県豊岡市但東町唐川・たんとうちようからかわ

　　６６８-０３３１・兵庫県豊岡市但東町木村・たんとうちようきむら

　　６６８-０３４１・兵庫県豊岡市但東町口藤・たんとうちようくちふじ

　　６６８-０３７３・兵庫県豊岡市但東町久畑・たんとうちようくはﾞた

　　６６８-０３６３・兵庫県豊岡市但東町栗尾・たんとうちようくりお

　　６６８-０３１５・兵庫県豊岡市但東町河本・たんとうちようこうもと

　　６６８-０３３３・兵庫県豊岡市但東町高龍寺・たんとうちようこうりゆうじ

　　６６８-０３７６・兵庫県豊岡市但東町小坂・たんとうちようこざこ

　　６６８-０３５４・兵庫県豊岡市但東町坂津・たんとうちようさかつﾞ

　　６６８-０３３４・兵庫県豊岡市但東町坂野・たんとうちようさかの

　　６６８-０３２５・兵庫県豊岡市但東町佐々木・たんとうちようささき

　　６６８-０３６４・兵庫県豊岡市但東町佐田・たんとうちようさだ

　　６６８-０３６１・兵庫県豊岡市但東町正法寺・たんとうちようしようほﾞうじ

　　６６８-０３１１・兵庫県豊岡市但東町出合・たんとうちようであい

　　６６８-０３１３・兵庫県豊岡市但東町出合市場・たんとうちようであいいちはﾞ

　　６６８-０３３７・兵庫県豊岡市但東町東里・たんとうちようとうり

　　６６８-０３４２・兵庫県豊岡市但東町中藤・たんとうちようなかふじ

　　６６８-０３４５・兵庫県豊岡市但東町中山・たんとうちようなかやま

　　６６８-０３１７・兵庫県豊岡市但東町西谷・たんとうちようにしだに

　　６６８-０３３２・兵庫県豊岡市但東町西野々・たんとうちようにしのの

　　６６８-０３０３・兵庫県豊岡市但東町畑・たんとうちようはた

　　６６８-０３５１・兵庫県豊岡市但東町畑山・たんとうちようはたやま

　　６６８-０３７５・兵庫県豊岡市但東町東中・たんとうちようひがしなか

　　６６８-０３１４・兵庫県豊岡市但東町日殿・たんとうちようひどの

　　６６８-０３３６・兵庫県豊岡市但東町日向・たんとうちようひなだ

　　６６８-０３６２・兵庫県豊岡市但東町平田・たんとうちようひらた

　　６６８-０３０４・兵庫県豊岡市但東町水石・ たんとうちようみずじ

　　６６８-０３１２・兵庫県豊岡市但東町南尾・たんとうちようみのお

　　６６８-０３２２・兵庫県豊岡市但東町三原・たんとうちようみはら

　　６６８-０３４４・兵庫県豊岡市但東町虫生・たんとうちようむしゆう

　　６６８-０３７１・兵庫県豊岡市但東町薬王寺・たんとうちようやくおうじ

　　６６８-０３０２・兵庫県豊岡市但東町矢根・たんとうちようやね

　　６６８-００３３・兵庫県豊岡市中央町・ちゆうおうまち

　　６６８-００３２・兵庫県豊岡市千代田町・ちよだちよう

　　６６９-６１２１・兵庫県豊岡市津居山・ついやま

　　６６８-００７３・兵庫県豊岡市辻・つじ

　　６６８-００８３・兵庫県豊岡市栃江・とちえ

　　６６８-００６５・兵庫県豊岡市戸牧・とべら

　　６６８-００１３・兵庫県豊岡市中陰・なかかげ

　　６６８-０８４２・兵庫県豊岡市中郷・なかのごう

　　６６８-０８７４・兵庫県豊岡市中谷・なかのたに

　　６６８-０８３４・兵庫県豊岡市長谷・ながたに

　　６６８-００７４・兵庫県豊岡市野垣・のがき

　　６６８-０８０４・兵庫県豊岡市野上・のじよう

　　６６８-００１４・兵庫県豊岡市野田・のだ

　　６６８-０８５４・兵庫県豊岡市八社宮・はさみ

　　６６９-６１２７・兵庫県豊岡市畑上・はたがみ

　　６６８-０８４３・兵庫県豊岡市引野・ひきの

　　６６８-０８４４・兵庫県豊岡市土渕・ひじうち

　　６６９-５３１４・兵庫県豊岡市日高町赤崎・ひだかちようあかさき

　　６６９-５３３１・兵庫県豊岡市日高町上石・ ひだかちようあげじ

　　６６９-５３１５・兵庫県豊岡市日高町浅倉・ひだかちようあさくら

　　６６９-５３５６・兵庫県豊岡市日高町荒川・ひだかちようあらかわ

　　６６９-５３２６・兵庫県豊岡市日高町池上・ひだかちよういけがみ

　　６６９-５３６７・兵庫県豊岡市日高町石井・ひだかちよういしい

　　６６９-５３７５・兵庫県豊岡市日高町稲葉・ひだかちよういなんはﾞ

　　６６９-５３５７・兵庫県豊岡市日高町猪子垣・ひだかちよういのこがき

　　６６９-５３３８・兵庫県豊岡市日高町猪爪・ひだかちよういのつめ



　　６６９-５３４６・兵庫県豊岡市日高町伊府・ひだかちよういぶ

　　６６９-５３０２・兵庫県豊岡市日高町岩中・ひだかちよういわなか

　　６６９-５３０１・兵庫県豊岡市日高町江原・ひだかちようえはﾞら

　　６６９-５３３９・兵庫県豊岡市日高町大岡・ひだかちようおおおか

　　６６９-５３２４・兵庫県豊岡市日高町上郷・ひだかちようかみのごう

　　６６９-５３３９・兵庫県豊岡市日高町河江・ひだかちようかわえ

　　６６９-５３５４・兵庫県豊岡市日高町観音寺・ひだかちようかんのんじ

　　６６９-５３４５・兵庫県豊岡市日高町久田谷・ひだかちようくただに

　　６６９-５３４２・兵庫県豊岡市日高町久斗・ひだかちようくと

　　６６９-５３７２・兵庫県豊岡市日高町栗栖野・ひだかちようくりすの

　　６６９-５３６１・兵庫県豊岡市日高町栗山・ひだかちようくりやま

　　６６９-５３３９・兵庫県豊岡市日高町小河江・ひだかちようこがわえ

　　６６９-５３４１・兵庫県豊岡市日高町国分寺・ひだかちようこくぶんじ

　　６６９-５３６６・兵庫県豊岡市日高町頃垣・ひだかちようころがき

　　６６９-５３５１・兵庫県豊岡市日高町佐田・ひだかちようさた

　　６６９-５３５５・兵庫県豊岡市日高町篠垣・ひだかちようしのがき

　　６６９-５３６２・兵庫県豊岡市日高町芝・ひだかちようしはﾞ

　　６６９-５３６５・兵庫県豊岡市日高町十戸・ひだかちようじゆうご

　　６６９-５３６４・兵庫県豊岡市日高町庄境・ひだかちようしようざかえ

　　６６９-５３３２・兵庫県豊岡市日高町竹貫・ひだかちようたかぬき

　　６６９-５３７１・兵庫県豊岡市日高町太田・ひだかちようただ

　　６６９-５３３６・兵庫県豊岡市日高町谷・ひだかちようたに

　　６６９-５３５７・兵庫県豊岡市日高町田ノ口・ひだかちようたのくち

　　６６９-５３５２・兵庫県豊岡市日高町知見・ひだかちようちみ

　　６６９-５３１３・兵庫県豊岡市日高町鶴岡・ひだかちようつるおか

　　６６９-５３２１・兵庫県豊岡市日高町土居・ひだかちようどい

　　６６９-５３４３・兵庫県豊岡市日高町道場・ひだかちようどうじよう

　　６６９-５３６９・兵庫県豊岡市日高町栃本・ひだかちようとちもと

　　６６９-５３５８・兵庫県豊岡市日高町殿・ひだかちようとの

　　６６９-５３３７・兵庫県豊岡市日高町中・ひだかちようなか

　　６６９-５３３５・兵庫県豊岡市日高町奈佐路・ひだかちようなさじ

　　６６９-５３７９・兵庫県豊岡市日高町名色・ひだかちようなしき

　　６６９-５３４４・兵庫県豊岡市日高町夏栗・ひだかちようなつくり

　　６６９-５３２８・兵庫県豊岡市日高町西芝・ひだかちようにししはﾞ

　　６６９-５３０５・兵庫県豊岡市日高町祢布・ひだかちようによう

　　６６９-５３６３・兵庫県豊岡市日高町野・ひだかちようの

　　６６９-５３２７・兵庫県豊岡市日高町野々庄・ひだかちようののしよう

　　６６９-５３５９・兵庫県豊岡市日高町羽尻・ひだかちようはじり

　　６６９-５３１１・兵庫県豊岡市日高町日置・ひだかちようひおき

　　６６９-５３０３・兵庫県豊岡市日高町東構・ひだかちようひがしがまえ

　　６６９-５３７３・兵庫県豊岡市日高町東河内・ひだかちようひがしごうち

　　６６９-５３２８・兵庫県豊岡市日高町東芝・ひだかちようひがししはﾞ

　　６６９-５３１２・兵庫県豊岡市日高町日高・ひだかちようひだか

　　６６９-５３５８・兵庫県豊岡市日高町広井・ひだかちようひろい

　　６６９-５３２２・兵庫県豊岡市日高町府市場・ひだかちようふいちはﾞ

　　６６９-５３３３・兵庫県豊岡市日高町藤井・ひだかちようふじい

　　６６９-５３２３・兵庫県豊岡市日高町府中新・ひだかちようふちゆうしん

　　６６９-５３２５・兵庫県豊岡市日高町堀・ひだかちようほり

　　６６９-５３０７・兵庫県豊岡市日高町松岡・ひだかちようまつおか

　　６６９-５３７６・兵庫県豊岡市日高町万劫・ひだかちようまんごう

　　６６９-５３７８・兵庫県豊岡市日高町万場・ひだかちようまんはﾞ

　　６６９-５３０６・兵庫県豊岡市日高町水上・ひだかちようみのかみ

　　６６９-５３７４・兵庫県豊岡市日高町水口・ひだかちようみのくち

　　６６９-５３５３・兵庫県豊岡市日高町森山・ひだかちようもりやま

　　６６９-５３３９・兵庫県豊岡市日高町八代・ひだかちようやしろ

　　６６９-５３７７・兵庫県豊岡市日高町山田・ひだかちようやまた

　　６６９-５３６８・兵庫県豊岡市日高町山宮・ひだかちようやまのみや

　　６６９-５３３４・兵庫県豊岡市日高町山本・ひだかちようやまもと

　　６６９-５３０４・兵庫県豊岡市日高町宵田・ひだかちようよいだ

　　６６８-００１５・兵庫県豊岡市一日市・ひといち

　　６６８-０８１５・兵庫県豊岡市日撫・ひなど

　　６６８-００７５・兵庫県豊岡市福成寺・ふくじようじ

　　６６８-００８４・兵庫県豊岡市福田・ふくだ

　　６６８-０８５５・兵庫県豊岡市伏・ ふじ

　　６６８-００７６・兵庫県豊岡市船谷・ふなだに

　　６６８-０８０５・兵庫県豊岡市船町・ふなまち

　　６６８-０８１６・兵庫県豊岡市法花寺・ほつけいじ

　　６６８-００４７・兵庫県豊岡市三坂町・みさかちよう

　　６６９-６１２６・兵庫県豊岡市三原・みはら

　　６６８-００８５・兵庫県豊岡市宮井・みやい



　　６６８-０８２３・兵庫県豊岡市三宅・みやけ

　　６６８-００１６・兵庫県豊岡市宮島・みやじま

　　６６８-００５６・兵庫県豊岡市妙楽寺・みようらくじ

　　６６８-００７７・兵庫県豊岡市目坂・めさか

　　６６８-００２６・兵庫県豊岡市元町・もとまち

　　６６８-０８０６・兵庫県豊岡市森・もり

　　６６８-０８２４・兵庫県豊岡市森尾・もりお

　　６６８-０００６・兵庫県豊岡市森津・もりつﾞ

　　６６８-００５７・兵庫県豊岡市弥栄町・やさかちよう

　　６６８-０８０７・兵庫県豊岡市山本・やまもと

　　６６８-０８７５・兵庫県豊岡市百合地・ゆるじ

　　６６８-００７８・兵庫県豊岡市吉井・よしい

　　６６８-０８１７・兵庫県豊岡市六地蔵・ろくじぞう

　　６６８-００２７・兵庫県豊岡市若松町・わかまつちよう

　　６７５-００００・兵庫県加古川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７５-００２６・兵庫県加古川市尾上町旭・おのえちようあさひ

　　６７５-００２３・兵庫県加古川市尾上町池田・おのえちよういけだ

　　６７５-００２７・兵庫県加古川市尾上町今福・おのえちよういまふく

　　６７５-００２２・兵庫県加古川市尾上町口里・おのえちようくちり

　　６７５-００２４・兵庫県加古川市尾上町長田・おのえちようながた

　　６７５-００２１・兵庫県加古川市尾上町安田・おのえちようやすた

　　６７５-００２５・兵庫県加古川市尾上町養田・おのえちようようた

　　６７５-００３９・兵庫県加古川市加古川町粟津・かこがわちようあわつﾞ

　　６７５-００３４・兵庫県加古川市加古川町稲屋・かこがわちよういなや

　　６７５-００６１・兵庫県加古川市加古川町大野・かこがわちようおおの

　　６７５-００６７・兵庫県加古川市加古川町河原・かこがわちようかわら

　　６７５-００３１・兵庫県加古川市加古川町北在家・かこがわちようきたざいけ

　　６７５-００３８・兵庫県加古川市加古川町木村・かこがわちようきむら

　　６７５-００６５・兵庫県加古川市加古川町篠原町・かこがわちようしのはらちよう

　　６７５-００６６・兵庫県加古川市加古川町寺家町・かこがわちようじけまち

　　６７５-００３５・兵庫県加古川市加古川町友沢・かこがわちようともさわ

　　６７５-００６８・兵庫県加古川市加古川町中津・かこがわちようなかつ

　　６７５-００３６・兵庫県加古川市加古川町西河原・かこがわちようにしがわら

　　６７５-００６３・兵庫県加古川市加古川町平野・かこがわちようひらの

　　６７５-００３２・兵庫県加古川市加古川町備後・かこがわちようびんご

　　６７５-００３７・兵庫県加古川市加古川町本町・かこがわちようほんまち

　　６７５-００６４・兵庫県加古川市加古川町溝之口・かこがわちようみぞのくち

　　６７５-００３３・兵庫県加古川市加古川町南備後・かこがわちようみなみびんご

　　６７５-００６２・兵庫県加古川市加古川町美乃利・かこがわちようみのり

　　６７５-０１３７・兵庫県加古川市金沢町・かなざわちよう

　　６７５-１２１２・兵庫県加古川市上荘町井ノ口・かみそうちよういのくち

　　６７５-１２１８・兵庫県加古川市上荘町小野・かみそうちようおの

　　６７５-１２１７・兵庫県加古川市上荘町薬栗・かみそうちようくすくり

　　６７５-１２１３・兵庫県加古川市上荘町国包・かみそうちようくにかね

　　６７５-１２１１・兵庫県加古川市上荘町白沢・かみそうちようしらさわ

　　６７５-１２１６・兵庫県加古川市上荘町都染・かみそうちようつぞめ

　　６７５-１２１４・兵庫県加古川市上荘町見土呂・かみそうちようみどろ

　　６７５-１２１５・兵庫県加古川市上荘町都台・かみそうちようみやこだい

　　６７５-０００５・兵庫県加古川市神野町石守・かんのちよういしもり

　　６７５-０００３・兵庫県加古川市神野町神野・かんのちようかんの

　　６７５-０００９・兵庫県加古川市神野町西条・かんのちようさいじよう

　　６７５-０００７・兵庫県加古川市神野町西之山・かんのちようにしのやま

　　６７５-０００６・兵庫県加古川市神野町日岡苑・かんのちようひおかえん

　　６７５-０００４・兵庫県加古川市神野町福留・かんのちようふくどめ

　　６７５-０００１・兵庫県加古川市西条山手・さいじようやまて

　　６７５-０３０１・兵庫県加古川市志方町大澤・しかたちようおおざわ

　　６７５-０３０５・兵庫県加古川市志方町大宗・しかたちようおおむね

　　６７５-０３１１・兵庫県加古川市志方町岡・しかたちようおか

　　６７５-０３１４・兵庫県加古川市志方町上冨木・しかたちようかみとみき

　　６７５-０３０３・兵庫県加古川市志方町細工所・しかたちようさいくじよ

　　６７５-０３２１・兵庫県加古川市志方町志方町・しかたちようしかたまち

　　６７５-０３４２・兵庫県加古川市志方町雑郷・しかたちようぞうごう

　　６７５-０３０４・兵庫県加古川市志方町高畑・しかたちようたかはた

　　６７５-０３４７・兵庫県加古川市志方町永室・しかたちようながむろ

　　６７５-０３３４・兵庫県加古川市志方町成井・しかたちようなるい

　　６７５-０３４５・兵庫県加古川市志方町西飯坂・しかたちようにしいいざか

　　６７５-０３４６・兵庫県加古川市志方町西中・しかたちようにしなか

　　６７５-０３３１・兵庫県加古川市志方町西牧・しかたちようにしまき

　　６７５-０３３３・兵庫県加古川市志方町西山・しかたちようにしやま

　　６７５-０３１３・兵庫県加古川市志方町投松・しかたちようねじまつ



　　６７５-０３０２・兵庫県加古川市志方町野尻・しかたちようのじり

　　６７５-０３４１・兵庫県加古川市志方町畑・しかたちようはた

　　６７５-０３３５・兵庫県加古川市志方町原・しかたちようはら

　　６７５-０３４４・兵庫県加古川市志方町東飯坂・しかたちようひがしいいざか

　　６７５-０３０６・兵庫県加古川市志方町東中・しかたちようひがしなか

　　６７５-０３１２・兵庫県加古川市志方町広尾・しかたちようひろお

　　６７５-０３３６・兵庫県加古川市志方町山中・しかたちようやまなか

　　６７５-０３４３・兵庫県加古川市志方町行常・しかたちようゆきつね

　　６７５-０３３２・兵庫県加古川市志方町横大路・しかたちようよこおおじ

　　６７５-０００８・兵庫県加古川市新神野・しんかんの

　　６７５-００４４・兵庫県加古川市西神吉町大国・にしかんきちようおおぐに

　　６７５-００４７・兵庫県加古川市西神吉町鼎・にしかんきちようかなえ

　　６７５-００４５・兵庫県加古川市西神吉町岸・ にしかんきちようきじ

　　６７５-００４６・兵庫県加古川市西神吉町辻・にしかんきちようつじ

　　６７５-００４３・兵庫県加古川市西神吉町中西・ にしかんきちようなかにじ

　　６７５-００４２・兵庫県加古川市西神吉町西村・にしかんきちようにしむら

　　６７５-００４１・兵庫県加古川市西神吉町宮前・にしかんきちようみやまえ

　　６７５-００１１・兵庫県加古川市野口町北野・のぐちちようきたの

　　６７５-００１５・兵庫県加古川市野口町坂井・のぐちちようさかい

　　６７５-００１８・兵庫県加古川市野口町坂元・のぐちちようさかもと

　　６７５-００１０・兵庫県加古川市野口町坂元北・のぐちちようさかもときた

　　６７５-００１６・兵庫県加古川市野口町長砂・のぐちちようながすな

　　６７５-００１２・兵庫県加古川市野口町野口・のぐちちようのぐち

　　６７５-００１３・兵庫県加古川市野口町二屋・のぐちちようふたや

　　６７５-００１４・兵庫県加古川市野口町古大内・のぐちちようふるおうち

　　６７５-００１９・兵庫県加古川市野口町水足・ のぐちちようみずあじ

　　６７５-００１７・兵庫県加古川市野口町良野・のぐちちようよしの

　　６７５-００５８・兵庫県加古川市東神吉町天下原・ひがしかんきちようあまがはら

　　６７５-００５６・兵庫県加古川市東神吉町砂部・ひがしかんきちよういさべ

　　６７５-００５７・兵庫県加古川市東神吉町神吉・ひがしかんきちようかんき

　　６７５-００５２・兵庫県加古川市東神吉町出河原・ひがしかんきちようでがはら

　　６７５-００５５・兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口・ひがしかんきちようにしいのくち

　　６７５-００５１・兵庫県加古川市東神吉町升田・ひがしかんきちようますだ

　　６７５-０１１５・兵庫県加古川市平岡町一色・ひらおかちよういしき

　　６７５-０１１６・兵庫県加古川市平岡町一色東・ ひらおかちよういしきひがじ

　　６７５-０１１７・兵庫県加古川市平岡町一色西・ ひらおかちよういしきにじ

　　６７５-０１０１・兵庫県加古川市平岡町新在家・ひらおかちようしんざいけ

　　６７５-０１０３・兵庫県加古川市平岡町高畑・ひらおかちようたかはた

　　６７５-０１０４・兵庫県加古川市平岡町土山・ひらおかちようつちやま

　　６７５-０１０５・兵庫県加古川市平岡町つつじ野・ひらおかちようつつじの

　　６７５-０１１３・兵庫県加古川市平岡町中野・ひらおかちようなかの

　　６７５-０１０２・兵庫県加古川市平岡町西谷・ひらおかちようにしたに

　　６７５-０１１４・兵庫県加古川市平岡町八反田・ひらおかちようはつたんだ

　　６７５-０１１１・兵庫県加古川市平岡町二俣・ひらおかちようふたまた

　　６７５-０１１２・兵庫県加古川市平岡町山之上・ひらおかちようやまのうえ

　　６７５-１２３３・兵庫県加古川市平荘町池尻・へいそうちよういけじり

　　６７５-１２３６・兵庫県加古川市平荘町一本松・へいそうちよういつほﾟんまつ

　　６７５-１２２６・兵庫県加古川市平荘町磐・へいそうちよういわお

　　６７５-１２２４・兵庫県加古川市平荘町上原・へいそうちようかみはら

　　６７５-１２２２・兵庫県加古川市平荘町神木・へいそうちようこうぎ

　　６７５-１２３５・兵庫県加古川市平荘町小畑・へいそうちようこはﾞた

　　６７５-１２３２・兵庫県加古川市平荘町里・へいそうちようさと

　　６７５-１２２３・兵庫県加古川市平荘町新中山・へいそうちようしんなかやま

　　６７５-１２２５・兵庫県加古川市平荘町中山・へいそうちようなかやま

　　６７５-１２３４・兵庫県加古川市平荘町西山・へいそうちようにしやま

　　６７５-１２２１・兵庫県加古川市平荘町山角・へいそうちようやまかど

　　６７５-１２３１・兵庫県加古川市平荘町養老・へいそうちようようろう

　　６７５-０１２３・兵庫県加古川市別府町朝日町・べふちようあさひまち

　　６７５-０１２７・兵庫県加古川市別府町石町・べふちよういしまち

　　６７５-０１３１・兵庫県加古川市別府町新野辺・べふちようしのべ

　　６７５-０１２１・兵庫県加古川市別府町新野辺北町・べふちようしのべきたまち

　　６７５-０１２８・兵庫県加古川市別府町中島町・べふちようなかしままち

　　６７５-０１３３・兵庫県加古川市別府町西町・べふちようにしまち

　　６７５-０１２５・兵庫県加古川市別府町西脇・べふちようにしわき

　　６７５-０１３５・兵庫県加古川市別府町東町・べふちようひがしまち

　　６７５-０１２２・兵庫県加古川市別府町別府・べふちようべふ

　　６７５-０１２６・兵庫県加古川市別府町本町・べふちようほんまち

　　６７５-０１２４・兵庫県加古川市別府町緑町・べふちようみどりまち

　　６７５-０１３６・兵庫県加古川市別府町港町・べふちようみなとまち

　　６７５-０１３２・兵庫県加古川市別府町宮田町・べふちようみやでんまち



　　６７５-０１３４・兵庫県加古川市別府町元町・べふちようもとまち

　　６７５-１２０４・兵庫県加古川市八幡町上西条・やはたちようかみさいじよう

　　６７５-１２０３・兵庫県加古川市八幡町下村・やはたちようしもむら

　　６７５-１２０１・兵庫県加古川市八幡町宗佐・やはたちようそうさ

　　６７５-１２０５・兵庫県加古川市八幡町中西条・やはたちようなかさいじよう

　　６７５-１２０２・兵庫県加古川市八幡町野村・やはたちようのむら

　　６７５-１２０６・兵庫県加古川市八幡町船町・やはたちようふなまち

　　６７５-０００２・兵庫県加古川市山手・やまて

　　６７５-００５３・兵庫県加古川市米田町船頭・よねだちようせんどう

　　６７５-００５４・兵庫県加古川市米田町平津・よねだちようひらつ

　　６７８-０２００・兵庫県赤穂市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７８-０２１４・兵庫県赤穂市朝日町・あさひちよう

　　６７８-０２５０・兵庫県赤穂市磯浜町・いそはまちよう

　　６７８-０２４８・兵庫県赤穂市板屋町・いたやちよう

　　６７８-１１８１・兵庫県赤穂市有年楢原・うねならはﾞら

　　６７８-１１８２・兵庫県赤穂市有年原・うねはら

　　６７８-１１８３・兵庫県赤穂市有年牟礼・うねむれ

　　６７８-１１８４・兵庫県赤穂市有年横尾・うねよこお

　　６７８-０２５２・兵庫県赤穂市大津・おおつ

　　６７８-０２２９・兵庫県赤穂市大橋町・おおはしちよう

　　６７８-０２０５・兵庫県赤穂市大町・おおまち

　　６７８-０２２１・兵庫県赤穂市尾崎・おさき

　　６７８-０２５４・兵庫県赤穂市折方・おりかた

　　６７８-０２２５・兵庫県赤穂市海浜町・かいひんちよう

　　６７８-０２４９・兵庫県赤穂市片浜町・かたはまちよう

　　６７８-０２３５・兵庫県赤穂市上仮屋・かみかりや

　　６７８-０２３６・兵庫県赤穂市上仮屋南・かみかりやみなみ

　　６７８-０２３７・兵庫県赤穂市上仮屋北・かみかりやきた

　　６７８-０２３９・兵庫県赤穂市加里屋・かりや

　　６７８-０２３３・兵庫県赤穂市加里屋中洲・かりやなかす

　　６７８-０２３４・兵庫県赤穂市加里屋南・かりやみなみ

　　６７８-０１７５・兵庫県赤穂市北野中・きたのなか

　　６７８-０１６５・兵庫県赤穂市木津・きつﾞ

　　６７８-０２５３・兵庫県赤穂市木生谷・きゆうのたに

　　６７８-０２５９・兵庫県赤穂市黒崎町・くろさきちよう

　　６７８-０２２３・兵庫県赤穂市元禄橋町・げんろくはﾞしちよう

　　６７８-０１７１・兵庫県赤穂市高野・こうの

　　６７８-０２０４・兵庫県赤穂市寿町・ことぶきちよう

　　６７８-０２５８・兵庫県赤穂市古浜町・こはまちよう

　　６７８-０１７２・兵庫県赤穂市坂越・ さこじ

　　６７８-０２２６・兵庫県赤穂市さつき町・さつきちよう

　　６７８-０２０１・兵庫県赤穂市塩屋・しおや

　　６７８-０２１２・兵庫県赤穂市清水町・しみずちよう

　　６７８-０２４４・兵庫県赤穂市城西町・じようさいちよう

　　６７８-０２１６・兵庫県赤穂市正保橋町・しようほはﾞしちよう

　　６７８-０２５５・兵庫県赤穂市新田・しんでん

　　６７８-０１６２・兵庫県赤穂市周世・すせ

　　６７８-０２４１・兵庫県赤穂市惣門町・そうもんちよう

　　６７８-０１６３・兵庫県赤穂市高雄・たかお

　　６７８-０２５６・兵庫県赤穂市鷆和・てんわ

　　６７８-０２２７・兵庫県赤穂市中浜町・なかはまちよう

　　６７８-０２３２・兵庫県赤穂市中広・なかひろ

　　６７８-０１６１・兵庫県赤穂市中山・なかやま

　　６７８-０２４２・兵庫県赤穂市長池町・ながいけちよう

　　６７８-０２１１・兵庫県赤穂市南宮町・なんぐうちよう

　　６７８-０２５１・兵庫県赤穂市西有年（湯の内）・にしうね(ゆのうち)

　　６７８-１１８６・兵庫県赤穂市西有年（その他）・にしうね(そのた)

　　６７８-０２０７・兵庫県赤穂市西浜北町・にしはまきたまち

　　６７８-０２０８・兵庫県赤穂市西浜町・にしはまちよう

　　６７８-０２３８・兵庫県赤穂市農神町・のうじんちよう

　　６７８-０１７３・兵庫県赤穂市浜市・はまいち

　　６７８-１１８５・兵庫県赤穂市東有年・ひがしうね

　　６７８-０２２２・兵庫県赤穂市東浜町・ひがしはまちよう

　　６７８-０２５７・兵庫県赤穂市福浦・ふくうら

　　６７８-０２４７・兵庫県赤穂市平成町・へいせいちよう

　　６７８-０２３１・兵庫県赤穂市細野町・ほそのちよう

　　６７８-０２１７・兵庫県赤穂市本水尾町・ほんみおちよう

　　６７８-０２２８・兵庫県赤穂市松原町・まつはﾞらちよう

　　６７８-０１６６・兵庫県赤穂市真殿・まとの

　　６７８-０１７４・兵庫県赤穂市砂子・まなご



　　６７８-０２１５・兵庫県赤穂市御崎・みさき

　　６７８-０２４５・兵庫県赤穂市三樋町・みつひちよう

　　６７８-０１７６・兵庫県赤穂市南野中・みなみのなか

　　６７８-０２０６・兵庫県赤穂市宮前町・みやまえちよう

　　６７８-０１６４・兵庫県赤穂市目坂・めさか

　　６７８-０２２４・兵庫県赤穂市元沖町・もとおきちよう

　　６７８-０２１３・兵庫県赤穂市元塩町・もとしおちよう

　　６７８-０２０３・兵庫県赤穂市元町・もとまち

　　６７８-０２０２・兵庫県赤穂市山手町・やまてちよう

　　６７８-０２４６・兵庫県赤穂市六百目町・ろつひﾟやくめちよう

　　６７８-０２４３・兵庫県赤穂市若草町・わかくさちよう

　　６７７-００００・兵庫県西脇市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７７-００６１・兵庫県西脇市合山町・あやまちよう

　　６７７-００５６・兵庫県西脇市板波町・いたはﾞちよう

　　６７７-０００４・兵庫県西脇市市原町・いちはらちよう

　　６７７-００４４・兵庫県西脇市上野・うえの

　　６７７-００３８・兵庫県西脇市大垣内・おおがち

　　６７７-０００１・兵庫県西脇市大木町・おおぎちよう

　　６７７-００２５・兵庫県西脇市大野・おおの

　　６７７-００６５・兵庫県西脇市岡崎町・おかざきちよう

　　６７７-００６８・兵庫県西脇市落方町・おちかたちよう

　　６７７-００６９・兵庫県西脇市上王子町・かみおうじちよう

　　６７７-００３５・兵庫県西脇市上戸田・かみとだ

　　６７７-００３９・兵庫県西脇市上比延町・かみひえちよう

　　６７９-０３２２・兵庫県西脇市黒田庄町石原・くろだしようちよういしはら

　　６７９-０３２４・兵庫県西脇市黒田庄町大伏・ くろだしようちようおおふじ

　　６７９-０３１３・兵庫県西脇市黒田庄町岡・くろだしようちようおか

　　６７９-０３１１・兵庫県西脇市黒田庄町喜多・くろだしようちようきた

　　６７９-０３０２・兵庫県西脇市黒田庄町黒田・くろだしようちようくろだ

　　６７９-０３０１・兵庫県西脇市黒田庄町小苗・くろだしようちようこなえ

　　６７９-０３１６・兵庫県西脇市黒田庄町大門・くろだしようちようだいもん

　　６７９-０３２１・兵庫県西脇市黒田庄町田高・くろだしようちようたこう

　　６７９-０３１５・兵庫県西脇市黒田庄町津万井・くろだしようちようつまい

　　６７９-０３２３・兵庫県西脇市黒田庄町西澤・くろだしようちようにしざわ

　　６７９-０３１４・兵庫県西脇市黒田庄町福地・くろだしようちようふくじ

　　６７９-０３０４・兵庫県西脇市黒田庄町船町・くろだしようちようふなまち

　　６７９-０３０３・兵庫県西脇市黒田庄町前坂・くろだしようちようまえさか

　　６７９-０３１２・兵庫県西脇市黒田庄町門柳・くろだしようちようもんりゆう

　　６７７-００１６・兵庫県西脇市高田井町・こうだいちよう

　　６７７-００１７・兵庫県西脇市小坂町・こさかちよう

　　６７７-００１４・兵庫県西脇市郷瀬町・ごのせちよう

　　６７７-００２１・兵庫県西脇市蒲江・こもえ

　　６７７-００２６・兵庫県西脇市坂本・さかもと

　　６７７-００３３・兵庫県西脇市鹿野町・しかのちよう

　　６７７-００２４・兵庫県西脇市嶋・しま

　　６７７-００４３・兵庫県西脇市下戸田・しもとだ

　　６７７-００３１・兵庫県西脇市住吉町・すみよしちよう

　　６７７-００４１・兵庫県西脇市高嶋町・たかしまちよう

　　６７７-００５５・兵庫県西脇市高松町・たかまつちよう

　　６７７-００５１・兵庫県西脇市谷町・たにちよう

　　６７７-００３４・兵庫県西脇市塚口町・つかぐちちよう

　　６７７-００３６・兵庫県西脇市津万・つま

　　６７７-００６２・兵庫県西脇市出会町・であいちよう

　　６７７-００２２・兵庫県西脇市寺内・てらうち

　　６７７-００１８・兵庫県西脇市富田町・とみたちよう

　　６７７-００１１・兵庫県西脇市富吉上町・とみよしかみまち

　　６７７-００１２・兵庫県西脇市富吉南町・とみよしみなみちよう

　　６７７-００３２・兵庫県西脇市中畑町・なかはたちよう

　　６７７-００２３・兵庫県西脇市西嶋・にしじま

　　６７７-０００３・兵庫県西脇市西田町・にしだちよう

　　６７７-００１５・兵庫県西脇市西脇・にしわき

　　６７７-０００５・兵庫県西脇市野中町・のなかちよう

　　６７７-００５４・兵庫県西脇市野村町・のむらちよう

　　６７７-００５７・兵庫県西脇市野村町茜が丘・のむらちようあかねがおか

　　６７７-０００６・兵庫県西脇市羽安町・はやすちよう

　　６７７-００３７・兵庫県西脇市比延町・ひえちよう

　　６７７-００１３・兵庫県西脇市日野町・ひのちよう

　　６７７-００６３・兵庫県西脇市平野町・ひらのちよう

　　６７７-００４２・兵庫県西脇市堀町・ほりちよう

　　６７７-０００２・兵庫県西脇市前島町・まえじまちよう



　　６７７-００６６・兵庫県西脇市水尾町・みずおちよう

　　６７７-００６７・兵庫県西脇市明楽寺町・みようらくじちよう

　　６７７-００６４・兵庫県西脇市八坂町・やさかちよう

　　６７７-００５２・兵庫県西脇市和田町・わだちよう

　　６７７-００５３・兵庫県西脇市和布町・わぶちよう

　　６６５-００００・兵庫県宝塚市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６５-００１４・兵庫県宝塚市青葉台・あおはﾞだい

　　６６５-０８２２・兵庫県宝塚市安倉中・あくらなか

　　６６５-０８２５・兵庫県宝塚市安倉西・ あくらにじ

　　６６５-０８２３・兵庫県宝塚市安倉南・あくらみなみ

　　６６５-０８２１・兵庫県宝塚市安倉北・あくらきた

　　６６５-０８３５・兵庫県宝塚市旭町・あさひまち

　　６６５-０８５１・兵庫県宝塚市泉ガ丘・いずみがおか

　　６６５-０８６４・兵庫県宝塚市泉町・いずみちよう

　　６６５-００３３・兵庫県宝塚市伊孑志・ いそじ

　　６６５-０００７・兵庫県宝塚市伊孑志（武庫山）・いそし(むこやま)

　　６６５-０８６２・兵庫県宝塚市今里町・いまざとちよう

　　６６５-０００４・兵庫県宝塚市梅野町・うめのちよう

　　６６９-１２１１・兵庫県宝塚市大原野・おおはらの

　　６６５-００５７・兵庫県宝塚市大吹町・おおぶきちよう

　　６６５-００３４・兵庫県宝塚市小林・ おはﾞやじ

　　６６５-００１７・兵庫県宝塚市小林西山・おはﾞやしにしやま

　　６６５-００５４・兵庫県宝塚市鹿塩・かしお

　　６６５-０８２４・兵庫県宝塚市金井町・かないちよう

　　６６９-１２０２・兵庫県宝塚市上佐曽利・かみさそり

　　６６５-００４７・兵庫県宝塚市亀井町・かめいちよう

　　６６５-０８４２・兵庫県宝塚市川面・かわも

　　６６５-０８４８・兵庫県宝塚市川面（長尾山）・かわも(ながおやま)

　　６６５-０８３６・兵庫県宝塚市清荒神・きよしこうじん

　　６６９-１２４１・兵庫県宝塚市切畑（長尾山１９－６４）・きりはた(ながおさん)

　　６６６-０１６１・兵庫県宝塚市切畑（長尾山１９－１４）・きりはた(ながおさん)

　　６６５-０８０８・兵庫県宝塚市切畑（長尾山「その他」）・(ながおさん<そのた>)

　　６６９-１２４１・兵庫県宝塚市切畑（その他）・きりはた(そのた)

　　６６５-０８１２・兵庫県宝塚市口谷東・ くちたにひがじ

　　６６５-０８１３・兵庫県宝塚市口谷西・ くちたににじ

　　６６５-００２３・兵庫県宝塚市蔵人・くらんど

　　６６５-０８３２・兵庫県宝塚市向月町・こうげつちよう

　　６６９-１２０１・兵庫県宝塚市香合新田・こうはﾞこしんでん

　　６６５-００４５・兵庫県宝塚市光明町・こうみようちよう

　　６６５-００４１・兵庫県宝塚市御所の前町・ごしよのまえちよう

　　６６５-０８４１・兵庫県宝塚市御殿山・ごてんやま

　　６６５-０８６５・兵庫県宝塚市寿町・ことぶきちよう

　　６６５-０８２７・兵庫県宝塚市小浜・こはま

　　６６５-００５３・兵庫県宝塚市駒の町・こまのちよう

　　６６９-１２２２・兵庫県宝塚市境野・さかいの

　　６６５-０８４５・兵庫県宝塚市栄町・さかえまち

　　６６５-００３５・兵庫県宝塚市逆瀬川・さかせがわ

　　６６５-００２４・兵庫県宝塚市逆瀬台・さかせだい

　　６６５-０８４６・兵庫県宝塚市桜ガ丘・さくらがおか

　　６６９-１２０５・兵庫県宝塚市芝辻新田・しはﾞつじしんでん

　　６６９-１２０３・兵庫県宝塚市下佐曽利・しもさそり

　　６６５-００１２・兵庫県宝塚市寿楽荘・じゆらくそう

　　６６５-００５２・兵庫県宝塚市新明和町・しんめいわちよう

　　６６５-００４４・兵庫県宝塚市末成町・すえなりちよう

　　６６５-００３１・兵庫県宝塚市末広町・すえひろちよう

　　６６５-０８４７・兵庫県宝塚市すみれガ丘・すみれがおか

　　６６５-００５５・兵庫県宝塚市大成町・たいせいちよう

　　６６５-００５１・兵庫県宝塚市高司・たかつかさ

　　６６５-００４３・兵庫県宝塚市高松町・たかまつちよう

　　６６５-００７６・兵庫県宝塚市谷口町・たにぐちちよう

　　６６９-１２３１・兵庫県宝塚市玉瀬・たませ

　　６６５-００７２・兵庫県宝塚市千種・ちぐさ

　　６６５-０００１・兵庫県宝塚市長寿ガ丘・ちようじゆがおか

　　６６５-０００２・兵庫県宝塚市月見山・つきみやま

　　６６５-０８３３・兵庫県宝塚市鶴の荘・つるのそう

　　６６５-００７３・兵庫県宝塚市塔の町・とうのちよう

　　６６５-００３２・兵庫県宝塚市東洋町・とうようちよう

　　６６５-００２１・兵庫県宝塚市中州・なかす

　　６６５-０８７４・兵庫県宝塚市中筋・なかすじ

　　６６５-０８７２・兵庫県宝塚市中筋（平井）・なかすじ(ひらい)



　　６６５-０８７５・兵庫県宝塚市中筋山手・なかすじやまて

　　６６５-００５６・兵庫県宝塚市中野町・なかのちよう

　　６６５-０８７７・兵庫県宝塚市中山桜台・なかやまさくらだい

　　６６５-０８７１・兵庫県宝塚市中山五月台・なかやまさつきだい

　　６６５-０８６８・兵庫県宝塚市中山荘園・なかやまそうえん

　　６６５-０８７６・兵庫県宝塚市中山台・なかやまだい

　　６６５-０８６１・兵庫県宝塚市中山寺・なかやまでら

　　６６５-０８０７・兵庫県宝塚市長尾台・ながおだい

　　６６５-０８７３・兵庫県宝塚市長尾町・ながおちよう

　　６６９-１２０４・兵庫県宝塚市長谷・ながたに

　　６６５-００６５・兵庫県宝塚市仁川旭ガ丘・にがわあさひがおか

　　６６５-００６４・兵庫県宝塚市仁川うぐいす台・にがわうぐいすだい

　　６６５-００６８・兵庫県宝塚市仁川清風台・にがわせいふうだい

　　６６５-００６２・兵庫県宝塚市仁川高台・にがわたかだい

　　６６５-００６３・兵庫県宝塚市仁川高丸・にがわたかまる

　　６６５-００６６・兵庫県宝塚市仁川団地・にがわだんち

　　６６５-００６７・兵庫県宝塚市仁川月見ガ丘・にがわつきみがおか

　　６６５-００７５・兵庫県宝塚市仁川宮西町・にがわみやにしちよう

　　６６５-００６１・兵庫県宝塚市仁川北・にがわきた

　　６６５-００７４・兵庫県宝塚市仁川台・にがわだい

　　６６５-００２２・兵庫県宝塚市野上・のがみ

　　６６９-１２２１・兵庫県宝塚市波豆・はず

　　６６５-０８０２・兵庫県宝塚市花屋敷荘園・はなやしきそうえん

　　６６５-０８０３・兵庫県宝塚市花屋敷つつじガ丘・はなやしきつつじがおか

　　６６５-０８０１・兵庫県宝塚市花屋敷松ガ丘・はなやしきまつがおか

　　６６６-０１６２・兵庫県宝塚市花屋敷緑ガ丘・はなやしきみどりがおか

　　６６５-００１５・兵庫県宝塚市光ガ丘・ひかりがおか

　　６６５-０８０５・兵庫県宝塚市雲雀丘・ひはﾞりがおか

　　６６５-０８０４・兵庫県宝塚市雲雀丘山手・ひはﾞりがおかやまて

　　６６５-０８１６・兵庫県宝塚市平井・ひらい

　　６６５-０８１７・兵庫県宝塚市平井山荘・ひらいさんそう

　　６６５-００４６・兵庫県宝塚市福井町・ふくいちよう

　　６６５-０８０６・兵庫県宝塚市ふじガ丘・ふじがおか

　　６６５-００１６・兵庫県宝塚市宝松苑・ほうしようえん

　　６６５-００１３・兵庫県宝塚市宝梅・ほうはﾞい

　　６６５-０８６６・兵庫県宝塚市星の荘・ほしのそう

　　６６５-０８３１・兵庫県宝塚市米谷・まいたに

　　６６５-０８３７・兵庫県宝塚市米谷清・ まいたにきよじ

　　６６５-０８６３・兵庫県宝塚市三笠町・みかさちよう

　　６６５-０８３４・兵庫県宝塚市美座・みざ

　　６６５-００１１・兵庫県宝塚市南口・みなみぐち

　　６６５-０８１１・兵庫県宝塚市南ひばりガ丘・みなみひはﾞりがおか

　　６６５-０８４３・兵庫県宝塚市宮の町・みやのちよう

　　６６５-００４２・兵庫県宝塚市美幸町・みゆきちよう

　　６６５-０８４４・兵庫県宝塚市武庫川町・むこがわちよう

　　６６５-０００５・兵庫県宝塚市武庫山・むこやま

　　６６５-０８５２・兵庫県宝塚市売布・めふ

　　６６５-０８５５・兵庫県宝塚市売布きよしガ丘・めふきよしがおか

　　６６５-０８５６・兵庫県宝塚市売布自由ガ丘・めふじゆうがおか

　　６６５-０８６７・兵庫県宝塚市売布東の町・めふひがしのちよう

　　６６５-０８５４・兵庫県宝塚市売布山手町・めふやまてちよう

　　６６５-０８５３・兵庫県宝塚市売布ガ丘・めふがおか

　　６６５-０００６・兵庫県宝塚市紅葉ガ丘・もみじがおか

　　６６５-００７１・兵庫県宝塚市社町・やしろちよう

　　６６５-０８８７・兵庫県宝塚市山手台東・ やまてだいひがじ

　　６６５-０８８６・兵庫県宝塚市山手台西・ やまてだいにじ

　　６６５-０８８３・兵庫県宝塚市山本中・やまもとなか

　　６６５-０８１４・兵庫県宝塚市山本野里・やまもとのざと

　　６６５-０８１５・兵庫県宝塚市山本丸橋・ やまもとまるはじ

　　６６５-０８８１・兵庫県宝塚市山本東・ やまもとひがじ

　　６６５-０８８４・兵庫県宝塚市山本西・ やまもとにじ

　　６６５-０８８２・兵庫県宝塚市山本南・やまもとみなみ

　　６６５-０８８５・兵庫県宝塚市山本台・やまもとだい

　　６６５-０８２６・兵庫県宝塚市弥生町・やよいちよう

　　６６５-００２５・兵庫県宝塚市ゆずり葉台・ゆずりはだい

　　６６５-０００３・兵庫県宝塚市湯本町・ゆもとちよう

　　６７３-０４００・兵庫県三木市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７３-０４０１・兵庫県三木市跡部・あとべ

　　６７３-０４１２・兵庫県三木市岩宮・いわみや

　　６７３-０４３２・兵庫県三木市上の丸町・うえのまるちよう



　　６７３-０４１３・兵庫県三木市大塚・おおつか

　　６７３-０４０４・兵庫県三木市大村・おおむら

　　６７３-０４０２・兵庫県三木市加佐・かさ

　　６７３-０７２３・兵庫県三木市加佐草荷野・かさそうかの

　　６７３-０４２５・兵庫県三木市君が峰町・きみがみねちよう

　　６７３-０７５５・兵庫県三木市口吉川町大島・くちよかわちようおおしま

　　６７３-０７５２・兵庫県三木市口吉川町吉祥寺・くちよかわちようきつしようじ

　　６７３-０７４３・兵庫県三木市口吉川町桾原・くちよかわちようくぬぎはら

　　６７３-０７５７・兵庫県三木市口吉川町笹原・くちよかわちようささはら

　　６７３-０７５１・兵庫県三木市口吉川町里脇・くちよかわちようさとわき

　　６７３-０７５４・兵庫県三木市口吉川町善祥寺・くちよかわちようぜんしようじ

　　６７３-０７４１・兵庫県三木市口吉川町殿畑・くちよかわちようとのはた

　　６７３-０７３５・兵庫県三木市口吉川町西中・くちよかわちようにしなか

　　６７３-０７３２・兵庫県三木市口吉川町馬場・くちよかわちようはﾞはﾞ

　　６７３-０７３１・兵庫県三木市口吉川町東中・くちよかわちようひがしなか

　　６７３-０７５８・兵庫県三木市口吉川町久次・くちよかわちようひさつぐ

　　６７３-０７４２・兵庫県三木市口吉川町保木・くちよかわちようほき

　　６７３-０７５３・兵庫県三木市口吉川町槇・くちよかわちようまき

　　６７３-０７５６・兵庫県三木市口吉川町南畑・くちよかわちようみなみはﾞた

　　６７３-０７３６・兵庫県三木市口吉川町桃坂・くちよかわちようももざか

　　６７３-０７３４・兵庫県三木市口吉川町蓮花寺・くちよかわちようれんげじ

　　６７３-０７３３・兵庫県三木市口吉川町東・ くちよかわちようひがじ

　　６７３-０４１１・兵庫県三木市久留美・くるみ

　　６７３-０４３６・兵庫県三木市さつき台・さつきだい

　　６７３-０５２１・兵庫県三木市志染町青山・しじみちようあおやま

　　６７３-０５０２・兵庫県三木市志染町安福田・しじみちようあぶた

　　６７３-０５１２・兵庫県三木市志染町井上・しじみちよういのうえ

　　６７３-０５０３・兵庫県三木市志染町窟屋・しじみちよういわや

　　６７３-０５１３・兵庫県三木市志染町大谷・しじみちようおおたに

　　６７３-０５０４・兵庫県三木市志染町高男寺・しじみちようこうなんじ

　　６７３-０５０６・兵庫県三木市志染町四合谷・しじみちようしごうだに

　　６７３-０５１１・兵庫県三木市志染町志染中・しじみちようしじみなか

　　６７３-０５１４・兵庫県三木市志染町戸田・しじみちようとだ

　　６７３-０５５２・兵庫県三木市志染町中自由が丘・しじみちようなかじゆうがおか

　　６７３-０５５３・兵庫県三木市志染町東自由が丘・しじみちようひがしじゆうがおか

　　６７３-０５５１・兵庫県三木市志染町西自由が丘・しじみちようにしじゆうがおか

　　６７３-０５４１・兵庫県三木市志染町広野・しじみちようひろの

　　６７３-０５０５・兵庫県三木市志染町細目・しじみちようほそめ

　　６７３-０５１６・兵庫県三木市志染町御坂・しじみちようみさか

　　６７３-０５１５・兵庫県三木市志染町三津田・しじみちようみつだ

　　６７３-０５０１・兵庫県三木市志染町吉田・しじみちようよしだ

　　６７３-０４１４・兵庫県三木市芝町・しはﾞまち

　　６７３-０４２４・兵庫県三木市自由が丘本町・じゆうがおかほんまち

　　６７３-０４２３・兵庫県三木市宿原・しゆくはら

　　６７３-０４０３・兵庫県三木市末広・すえひろ

　　６７３-０４５６・兵庫県三木市鳥町・とりまち

　　６７３-０４２１・兵庫県三木市平井・ひらい

　　６７３-０４０５・兵庫県三木市平田・ひらた

　　６７３-０４３３・兵庫県三木市福井・ふくい

　　６７３-０４１５・兵庫県三木市府内・ふない

　　６７３-０４１６・兵庫県三木市府内町・ふないちよう

　　６７３-０４４１・兵庫県三木市別所町朝日ケ丘・べつしよちようあさひがおか

　　６７３-０４５２・兵庫県三木市別所町石野・べつしよちよういしの

　　６７３-０４４２・兵庫県三木市別所町興治・べつしよちようおきはる

　　６７３-０４３４・兵庫県三木市別所町小林・ べつしよちようこはﾞやじ

　　６７３-０４５１・兵庫県三木市別所町近藤・べつしよちようこんどう

　　６７３-０４５３・兵庫県三木市別所町下石野・べつしよちようしもいしの

　　６７３-０４５４・兵庫県三木市別所町正法寺・べつしよちようしようほﾞうじ

　　６７３-０４３５・兵庫県三木市別所町高木・べつしよちようたかぎ

　　６７３-０４４３・兵庫県三木市別所町巴・べつしよちようともえ

　　６７３-０４４６・兵庫県三木市別所町花尻・べつしよちようはなじり

　　６７３-０４４４・兵庫県三木市別所町東這田・べつしよちようひがしほうだ

　　６７３-０４４５・兵庫県三木市別所町西這田・べつしよちようにしほうだ

　　６７３-０４５５・兵庫県三木市別所町和田・べつしよちようわだ

　　６７３-０７１１・兵庫県三木市細川町金屋・ほそかわちようかなや

　　６７３-０７２１・兵庫県三木市細川町高篠・ほそかわちようたかしの

　　６７３-０７２４・兵庫県三木市細川町高畑・ほそかわちようたかはた

　　６７３-０７０３・兵庫県三木市細川町垂穂・ほそかわちようたるほ

　　６７３-０７１３・兵庫県三木市細川町豊地・ほそかわちようとよち

　　６７３-０７０２・兵庫県三木市細川町中里・ほそかわちようなかざと



　　６７３-０７１４・兵庫県三木市細川町細川中・ほそかわちようほそかわなか

　　６７３-０７０４・兵庫県三木市細川町増田・ほそかわちようますだ

　　６７３-０７０１・兵庫県三木市細川町瑞穂・ほそかわちようみずほ

　　６７３-０７１２・兵庫県三木市細川町桃津・ほそかわちようももつﾞ

　　６７３-０７２２・兵庫県三木市細川町脇川・ほそかわちようわきがわ

　　６７３-０７１５・兵庫県三木市細川町西・ ほそかわちようにじ

　　６７３-０４３１・兵庫県三木市本町・ほんまち

　　６７３-０５３２・兵庫県三木市緑が丘町中・みどりがおかちようなか

　　６７３-０５３４・兵庫県三木市緑が丘町本町・みどりがおかちようほんまち

　　６７３-０５３３・兵庫県三木市緑が丘町東・ みどりがおかちようひがじ

　　６７３-０５３１・兵庫県三木市緑が丘町西・ みどりがおかちようにじ

　　６７３-１１０７・兵庫県三木市吉川町有安・よかわちようありやす

　　６７３-１２３５・兵庫県三木市吉川町市野瀬・よかわちよういちのせ

　　６７３-１２３１・兵庫県三木市吉川町稲田・よかわちよういなだ

　　６７３-１１２６・兵庫県三木市吉川町上松・よかわちよううえまつ

　　６７３-１１１５・兵庫県三木市吉川町大沢・よかわちようおおそ

　　６７３-１１１６・兵庫県三木市吉川町大畑・よかわちようおおはた

　　６７３-１２４２・兵庫県三木市吉川町奥谷・よかわちようおくだに

　　６７３-１１１８・兵庫県三木市吉川町貸潮・よかわちようかしお

　　６７３-１１１９・兵庫県三木市吉川町鍛治屋・よかわちようかじや

　　６７３-１１１１・兵庫県三木市吉川町上荒川・よかわちようかみあらかわ

　　６７３-１１０４・兵庫県三木市吉川町上中・よかわちようかみなか

　　６７３-１１１４・兵庫県三木市吉川町吉安・よかわちようきちやす

　　６７３-１２３２・兵庫県三木市吉川町金会・よかわちようきんかい

　　６７３-１２４１・兵庫県三木市吉川町楠原・よかわちようくすはら

　　６７３-１１０６・兵庫県三木市吉川町実楽・よかわちようじつらく

　　６７３-１１２５・兵庫県三木市吉川町田谷・よかわちようたや

　　６７３-１１０２・兵庫県三木市吉川町冨岡・よかわちようとみおか

　　６７３-１２４３・兵庫県三木市吉川町豊岡・よかわちようとよおか

　　６７３-１１２７・兵庫県三木市吉川町長谷・よかわちようながたに

　　６７３-１１２２・兵庫県三木市吉川町西奥・よかわちようにしおく

　　６７３-１１０１・兵庫県三木市吉川町新田・よかわちようにつた

　　６７３-１１１２・兵庫県三木市吉川町畑枝・よかわちようはたえだ

　　６７３-１２３６・兵庫県三木市吉川町東田・よかわちようひがしだ

　　６７３-１２３３・兵庫県三木市吉川町毘沙門・よかわちようびしやもん

　　６７３-１１１３・兵庫県三木市吉川町福井・よかわちようふくい

　　６７３-１２３４・兵庫県三木市吉川町福吉・ よかわちようふくよじ

　　６７３-１１０８・兵庫県三木市吉川町古市・よかわちようふるいち

　　６７３-１１０５・兵庫県三木市吉川町古川・よかわちようふるかわ

　　６７３-１１２４・兵庫県三木市吉川町法光寺・よかわちようほうこうじ

　　６７３-１１０３・兵庫県三木市吉川町前田・よかわちようまえだ

　　６７３-１２４４・兵庫県三木市吉川町水上・よかわちようみずかみ

　　６７３-１１１７・兵庫県三木市吉川町みなぎ台・よかわちようみなぎだい

　　６７３-１１２８・兵庫県三木市吉川町山上・よかわちようやまのうえ

　　６７３-１１２３・兵庫県三木市吉川町湯谷・よかわちようゆだに

　　６７３-１１２１・兵庫県三木市吉川町米田・よかわちようよねだ

　　６７３-１１２９・兵庫県三木市吉川町渡瀬・よかわちようわたせ

　　６７３-０４２２・兵庫県三木市与呂木・よろき

　　６７６-００００・兵庫県高砂市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７６-０８１５・兵庫県高砂市阿弥陀（丁目）・あみだ

　　６７６-０８２７・兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀（)・あみだちようあみだ

　　６７６-０８２２・兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋・ あみだちよううおはじ

　　６７６-０８２３・兵庫県高砂市阿弥陀町生石・あみだちようおおしこ

　　６７６-０８２５・兵庫県高砂市阿弥陀町北池・あみだちようきたいけ

　　６７６-０８２６・兵庫県高砂市阿弥陀町北山・あみだちようきたやま

　　６７６-０８２８・兵庫県高砂市阿弥陀町地徳・あみだちようじとく

　　６７６-０８２１・兵庫県高砂市阿弥陀町長尾・あみだちようながお

　　６７６-０８２４・兵庫県高砂市阿弥陀町南池・あみだちようみなみいけ

　　６７６-００１６・兵庫県高砂市荒井町扇町・あらいちようおおぎまち

　　６７６-０００５・兵庫県高砂市荒井町御旅・あらいちようおたび

　　６７６-００１５・兵庫県高砂市荒井町紙町・あらいちようかみまち

　　６７６-００１１・兵庫県高砂市荒井町小松原・あらいちようこまつはﾞら

　　６７６-０００８・兵庫県高砂市荒井町新浜・あらいちようしんはま

　　６７６-０００４・兵庫県高砂市荒井町千鳥・あらいちようちどり

　　６７６-００１２・兵庫県高砂市荒井町中新町・あらいちようなかしんまち

　　６７６-０００７・兵庫県高砂市荒井町中町・あらいちようなかまち

　　６７６-００１３・兵庫県高砂市荒井町蓮池・あらいちようはすいけ

　　６７６-００１７・兵庫県高砂市荒井町東本町・あらいちようひがしほんまち

　　６７６-００１４・兵庫県高砂市荒井町日之出町・あらいちようひのでちよう

　　６７６-０００６・兵庫県高砂市荒井町南栄町・あらいちようみなみさかえまち



　　６７６-００１８・兵庫県高砂市荒井町若宮町・あらいちようわかみやまち

　　６７６-００７８・兵庫県高砂市伊保・いほ

　　６７６-００７２・兵庫県高砂市伊保港町・いほみなとまち

　　６７６-００７１・兵庫県高砂市伊保東・ いほひがじ

　　６７６-００７６・兵庫県高砂市伊保崎・いほざき

　　６７６-００７５・兵庫県高砂市伊保崎南・いほざきみなみ

　　６７６-００８１・兵庫県高砂市伊保町中筋・いほちようなかすじ

　　６７６-０００３・兵庫県高砂市今市・いまいち

　　６７６-００７４・兵庫県高砂市梅井・うめい

　　６７６-０８１４・兵庫県高砂市春日野町・かすがのちよう

　　６７６-０８０８・兵庫県高砂市神爪・かつﾞめ

　　６７６-０８１６・兵庫県高砂市金ケ田町・かなけだちよう

　　６７１-０１２１・兵庫県高砂市北浜町牛谷・きたはまちよううしたに

　　６７１-０１２２・兵庫県高砂市北浜町北脇・きたはまちようきたわき

　　６７１-０１２３・兵庫県高砂市北浜町西浜・きたはまちようにしはま

　　６７６-０８１３・兵庫県高砂市時光寺町・じこうじちよう

　　６７６-００７７・兵庫県高砂市松陽・しようよう

　　６７６-０００２・兵庫県高砂市末広町・すえひろちよう

　　６７６-００８２・兵庫県高砂市曽根町・そねちよう

　　６７６-００２８・兵庫県高砂市高砂町相生町・たかさごちようあいおいちよう

　　６７６-００３７・兵庫県高砂市高砂町藍屋町・たかさごちようあいやまち

　　６７６-００２１・兵庫県高砂市高砂町朝日町・たかさごちようあさひまち

　　６７６-００４１・兵庫県高砂市高砂町今津町・たかさごちよういまつﾞまち

　　６７６-００５３・兵庫県高砂市高砂町魚町・たかさごちよううおまち

　　６７６-００４５・兵庫県高砂市高砂町戎町・たかさごちようえびすまち

　　６７６-００２６・兵庫県高砂市高砂町沖浜町・たかさごちようおきはまちよう

　　６７６-００６６・兵庫県高砂市高砂町鍵町・たかさごちようかぎまち

　　６７６-００６８・兵庫県高砂市高砂町鍛冶屋町・たかさごちようかじやまち

　　６７６-００５４・兵庫県高砂市高砂町狩網町・たかさごちようかりあみまち

　　６７６-００２４・兵庫県高砂市高砂町木曽町・たかさごちようきそまち

　　６７６-００６２・兵庫県高砂市高砂町北渡海町・たかさごちようきたとかいまち

　　６７６-００６４・兵庫県高砂市高砂町北本町・たかさごちようきたほんまち

　　６７６-００６５・兵庫県高砂市高砂町細工町・たかさごちようさいくまち

　　６７６-００３８・兵庫県高砂市高砂町栄町・たかさごちようさかえまち

　　６７６-００３３・兵庫県高砂市高砂町材木町・たかさごちようざいもくまち

　　６７６-００３５・兵庫県高砂市高砂町清水町・たかさごちようしみずまち

　　６７６-００６３・兵庫県高砂市高砂町次郎助町・たかさごちようじろすけまち

　　６７６-００３４・兵庫県高砂市高砂町船頭町・たかさごちようせんどうまち

　　６７６-００３６・兵庫県高砂市高砂町高瀬町・たかさごちようたかせまち

　　６７６-００４９・兵庫県高砂市高砂町田町・たかさごちようたまち

　　６７６-００５６・兵庫県高砂市高砂町大工町・たかさごちようだいくまち

　　６７６-００５５・兵庫県高砂市高砂町釣船町・たかさごちようつりふねまち

　　６７６-００４６・兵庫県高砂市高砂町西宮町・たかさごちようにしみやまち

　　６７６-００６１・兵庫県高砂市高砂町農人町・たかさごちようのうにんまち

　　６７６-００２２・兵庫県高砂市高砂町浜田町・たかさごちようはまだまち

　　６７６-００６７・兵庫県高砂市高砂町東農人町・たかさごちようひがしのうにんまち

　　６７６-００３２・兵庫県高砂市高砂町東浜町・たかさごちようひがしはままち

　　６７６-００４３・兵庫県高砂市高砂町東宮町・たかさごちようひがしみやまち

　　６７６-００２３・兵庫県高砂市高砂町松波町・たかさごちようまつなみちよう

　　６７６-００４４・兵庫県高砂市高砂町南材木町・たかさごちようみなみざいもくまち

　　６７６-００５２・兵庫県高砂市高砂町南渡海町・たかさごちようみなみとかいまち

　　６７６-００４２・兵庫県高砂市高砂町南浜町・たかさごちようみなみはままち

　　６７６-００４７・兵庫県高砂市高砂町南本町・たかさごちようみなみほんまち

　　６７６-００２７・兵庫県高砂市高砂町宮前町・たかさごちようみやまえちよう

　　６７６-００３１・兵庫県高砂市高砂町向島町・たかさごちようむこうじまちよう

　　６７６-００５１・兵庫県高砂市高砂町横町・たかさごちようよこまち

　　６７６-００４８・兵庫県高砂市高砂町猟師町・たかさごちようりようしまち

　　６７６-００７３・兵庫県高砂市高須・たかす

　　６７６-０８１１・兵庫県高砂市竜山・たつやま

　　６７６-０００１・兵庫県高砂市中島・なかしま

　　６７６-０８１２・兵庫県高砂市中筋・なかすじ

　　６７６-００２５・兵庫県高砂市西畑・にしはた

　　６７６-００１９・兵庫県高砂市緑丘・みどりがおか

　　６７６-０８０４・兵庫県高砂市美保里・みほのさと

　　６７６-０８０３・兵庫県高砂市百合丘・ゆりがおか

　　６７６-０８０９・兵庫県高砂市米田団地・よねだだんち

　　６７６-０８０２・兵庫県高砂市米田町古新・よねだちようこしん

　　６７６-０８０６・兵庫県高砂市米田町塩市・よねだちようしおいち

　　６７６-０８０７・兵庫県高砂市米田町島・よねだちようしま

　　６７６-０８０５・兵庫県高砂市米田町米田・よねだちようよねだ



　　６７６-０８０１・兵庫県高砂市米田町米田新・よねだちようよねだしん

　　６６６-００００・兵庫県川西市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６６-０１４８・兵庫県川西市赤松・あかまつ

　　６６６-０１５６・兵庫県川西市石道・いしみち

　　６６６-０１４６・兵庫県川西市芋生・いもお

　　６６６-０００７・兵庫県川西市鴬が丘・うぐいすがおか

　　６６６-０１３３・兵庫県川西市鴬台・うぐいすだい

　　６６６-０００１・兵庫県川西市鴬の森町・うぐいすのもりちよう

　　６６６-００１４・兵庫県川西市小戸・おおべ

　　６６６-００１５・兵庫県川西市小花・おはﾞな

　　６６６-００３１・兵庫県川西市霞ケ丘・かすみがおか

　　６６６-００２５・兵庫県川西市加茂・かも

　　６６６-００１２・兵庫県川西市絹延町・きぬのべちよう

　　６６６-０１３５・兵庫県川西市錦松台・きんしようだい

　　６６６-００２４・兵庫県川西市久代・くしろ

　　６６６-０１０３・兵庫県川西市国崎・くにさき

　　６６６-０１０１・兵庫県川西市黒川・くろかわ

　　６６６-０１０７・兵庫県川西市下財町・げざいちよう

　　６６６-０１４５・兵庫県川西市けやき坂・けやきざか

　　６６６-０１１５・兵庫県川西市向陽台・こうようだい

　　６６６-００３３・兵庫県川西市栄町・さかえまち

　　６６６-００２１・兵庫県川西市栄根・さかね

　　６６６-０１０４・兵庫県川西市笹部・ささべ

　　６６６-００２２・兵庫県川西市下加茂・したかも

　　６６６-０１２５・兵庫県川西市新田・しんでん

　　６６６-０１１６・兵庫県川西市水明台・すいめいだい

　　６６６-０１５８・兵庫県川西市清流台・せいりゆうだい

　　６６６-０１４２・兵庫県川西市清和台東・ せいわだいひがじ

　　６６６-０１４３・兵庫県川西市清和台西・ せいわだいにじ

　　６６６-０１１１・兵庫県川西市大和東・ だいわひがじ

　　６６６-０１１２・兵庫県川西市大和西・ だいわにじ

　　６６６-０００２・兵庫県川西市滝山町・たきやまちよう

　　６６６-０１２６・兵庫県川西市多田院・ただいん

　　６６６-０１２７・兵庫県川西市多田院多田所町・ただいんただどころちよう

　　６６６-０１２８・兵庫県川西市多田院西・ ただいんにじ

　　６６６-０１２４・兵庫県川西市多田桜木・たださくらぎ

　　６６６-００１６・兵庫県川西市中央町・ちゆうおうちよう

　　６６６-０１２３・兵庫県川西市鼓が滝・つつみがたき

　　６６６-００１１・兵庫県川西市出在家町・でざいけちよう

　　６６６-００３４・兵庫県川西市寺畑・てらはた

　　６６６-０１１３・兵庫県川西市長尾町・ながおちよう

　　６６６-０１５５・兵庫県川西市西畦野・にしうねの

　　６６６-０１３８・兵庫県川西市西多田・にしただ

　　６６６-０００４・兵庫県川西市萩原・はぎはら

　　６６６-０００５・兵庫県川西市萩原台東・ はぎはらだいひがじ

　　６６６-０００６・兵庫県川西市萩原台西（１丁目)・はぎはらだいにし

　　６６６-０００６・兵庫県川西市萩原台西（２丁目)・はぎはらだいにし

　　６６６-０００６・兵庫県川西市萩原台西（３丁目１番～２８２)・はぎはらだいにし

　　６６６-０１３４・兵庫県川西市萩原台西（３丁目２８３番以上）・はぎはらだいにし

　　６６６-００３５・兵庫県川西市花屋敷・はなやしき

　　６６６-００３６・兵庫県川西市花屋敷山手町・はなやしきやまてちよう

　　６６６-００１７・兵庫県川西市火打・ひうち

　　６６６-０１１７・兵庫県川西市東畦野・ひがしうねの

　　６６６-０１１４・兵庫県川西市東畦野山手・ひがしうねのやまて

　　６６６-００２３・兵庫県川西市東久代・ひがしくしろ

　　６６６-０１２２・兵庫県川西市東多田・ひがしただ

　　６６６-００３２・兵庫県川西市日高町・ひだかちよう

　　６６６-０１５３・兵庫県川西市一庫・ひとくら

　　６６６-０１２１・兵庫県川西市平野・ひらの

　　６６６-００３７・兵庫県川西市松が丘町・まつがおかちよう

　　６６６-０００３・兵庫県川西市丸の内町・まるのうちちよう

　　６６６-０１５２・兵庫県川西市丸山台・まるやまだい

　　６６５-０８９１・兵庫県川西市満願寺町・まんがんじちよう

　　６６６-００１３・兵庫県川西市美園町・みそのちよう

　　６６６-０１５７・兵庫県川西市緑が丘・みどりがおか

　　６６６-０１２９・兵庫県川西市緑台・みどりだい

　　６６６-０１３６・兵庫県川西市南野坂・みなみのさか

　　６６６-００２６・兵庫県川西市南花屋敷・みなみはなやしき

　　６６６-０１０５・兵庫県川西市見野・みの

　　６６６-０１５１・兵庫県川西市美山台・みやまだい



　　６６６-０１４１・兵庫県川西市虫生・むしゆう

　　６６６-０１３１・兵庫県川西市矢問・やとう

　　６６６-０１３２・兵庫県川西市矢問東町・やとうひがしまち

　　６６６-０１４４・兵庫県川西市柳谷・やなぎたに

　　６６６-０１０６・兵庫県川西市山下町・やましたちよう

　　６６６-０１５４・兵庫県川西市山原・やまはら

　　６６６-０１３７・兵庫県川西市湯山台・ゆやまだい

　　６６６-０１０２・兵庫県川西市横路・よこじ

　　６６６-０１４７・兵庫県川西市若宮・わかみや

　　６７５-１３００・兵庫県小野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７５-１３５８・兵庫県小野市粟生町・あおちよう

　　６７５-１３５２・兵庫県小野市青野ケ原町・あおのがはらちよう

　　６７５-１３４２・兵庫県小野市阿形町・あがたちよう

　　６７５-１３５６・兵庫県小野市旭町・あさひちよう

　　６７５-１３２４・兵庫県小野市育ケ丘町・いくがおかちよう

　　６７５-１３２６・兵庫県小野市池尻町・いけじりちよう

　　６７５-１３０３・兵庫県小野市池田町・いけだちよう

　　６７５-１３２７・兵庫県小野市市場町・いちはﾞちよう

　　６７５-１３７８・兵庫県小野市王子町・おうじちよう

　　６７５-１３３４・兵庫県小野市大島町・おおしまちよう

　　６７５-１３０１・兵庫県小野市小田町・おだちよう

　　６７５-１３２５・兵庫県小野市樫山町・かしやまちよう

　　６７５-１３３５・兵庫県小野市片山町・かたやまちよう

　　６７５-１３６４・兵庫県小野市鹿野町・かのちよう

　　６７５-１３７８・兵庫県小野市上新町・かみしんまち

　　６７５-１３７９・兵庫県小野市上本町・かみほんまち

　　６７５-１３５３・兵庫県小野市河合中町・かわいなかちよう

　　６７５-１３５４・兵庫県小野市河合西町・かわいにしちよう

　　６７５-１３４３・兵庫県小野市来住町・きしちよう

　　６７５-１３１８・兵庫県小野市北丘町・きたおかちよう

　　６７５-１３６０・兵庫県小野市喜多町・きたちよう

　　６７５-１３４５・兵庫県小野市黍田町・きびたちよう

　　６７５-１３１７・兵庫県小野市浄谷町・きよたにちよう

　　６７５-１３６２・兵庫県小野市久保木町・くほﾞきちよう

　　６７５-１３３７・兵庫県小野市久茂町・くもちよう

　　６７５-１３７１・兵庫県小野市黒川町・くろかわちよう

　　６７５-１３６５・兵庫県小野市広渡町・こうどちよう

　　６７５-１３１２・兵庫県小野市栄町・さかえちよう

　　６７５-１３２３・兵庫県小野市榊町・さがきちよう

　　６７５-１３５１・兵庫県小野市桜台・さくらだい

　　６７５-１３６７・兵庫県小野市敷地町・しきじちよう

　　６７５-１３３６・兵庫県小野市下大部町・しもおおべちよう

　　６７５-１３４４・兵庫県小野市下来住町・しもきしちよう

　　６７５-１３５９・兵庫県小野市昭和町・しようわちよう

　　６７５-１３５５・兵庫県小野市新部町・しんべちよう

　　６７５-１３３１・兵庫県小野市神明町・しんめいちよう

　　６７５-１３０７・兵庫県小野市菅田町・すがたちよう

　　６７５-１３６８・兵庫県小野市住永町・すみながちよう

　　６７５-１３６１・兵庫県小野市住吉町・すみよしちよう

　　６７５-１３０２・兵庫県小野市曽根町・そねちよう

　　６７５-１３１３・兵庫県小野市大開町・だいかいちよう

　　６７５-１３６９・兵庫県小野市高田町・たかたちよう

　　６７５-１３６２・兵庫県小野市高山町・たかやまちよう

　　６７５-１３２２・兵庫県小野市匠台・たくみだい

　　６７５-１３３３・兵庫県小野市垂井町・たるいちよう

　　６７５-１３３８・兵庫県小野市田園町・でんえんちよう

　　６７５-１３１６・兵庫県小野市天神町・てんじんちよう

　　６７５-１３６６・兵庫県小野市中島町・なかしまちよう

　　６７５-１３０４・兵庫県小野市中谷町・なかたにちよう

　　６７５-１３３２・兵庫県小野市中町・なかちよう

　　６７５-１３０８・兵庫県小野市中番町・なかはﾞんちよう

　　６７５-１３１４・兵庫県小野市長尾町・ながおちよう

　　６７５-１３７５・兵庫県小野市西本町・にしほんまち

　　６７５-１３５２・兵庫県小野市西山町・にしやまちよう

　　６７５-１３４１・兵庫県小野市西脇町・にしわきちよう

　　６７５-１３７７・兵庫県小野市葉多町・はたちよう

　　６７５-１３７３・兵庫県小野市東本町・ひがしほんまち

　　６７５-１３１５・兵庫県小野市日吉町・ひよしちよう

　　６７５-１３５２・兵庫県小野市復井町・ふくいちよう

　　６７５-１３０９・兵庫県小野市福住町・ふくずみちよう



　　６７５-１３４６・兵庫県小野市福甸町・ふくでんちよう

　　６７５-１３２８・兵庫県小野市二葉町・ふたはﾞちよう

　　６７５-１３０６・兵庫県小野市船木町・ふなきちよう

　　６７５-１３６３・兵庫県小野市古川町・ふるかわちよう

　　６７５-１３７４・兵庫県小野市本町（１丁目）・ほんまち(１)

　　６７５-１３７２・兵庫県小野市本町（その他）・ほんまち(そのた)

　　６７５-１３７６・兵庫県小野市丸山町・まるやまちよう

　　６７５-１３１１・兵庫県小野市万勝寺町・まんしようじちよう

　　６７５-１３５０・兵庫県小野市南青野町・みなみあおのちよう

　　６７５-１３５７・兵庫県小野市三和町・みわちよう

　　６７５-１３２１・兵庫県小野市山田町・やまだちよう

　　６７５-１３０５・兵庫県小野市脇本町・わきもとちよう

　　６６９-１３００・兵庫県三田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６９-１５３６・兵庫県三田市三田市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　６６９-１５２６・兵庫県三田市相生町・あいおいちよう

　　６６９-１３５８・兵庫県三田市藍本・あいもと

　　６６９-１３２３・兵庫県三田市あかしあ台・あかしあだい

　　６６９-１５４８・兵庫県三田市池尻・いけじり

　　６６９-１４１４・兵庫県三田市市之瀬・いちのせ

　　６６９-１３５６・兵庫県三田市井ノ草・いのくさ

　　６６９-１３３６・兵庫県三田市馬渡・うまわたり

　　６６９-１５０２・兵庫県三田市永沢寺・えいたくじ

　　６６９-１５２８・兵庫県三田市駅前町・えきまえちよう

　　６６９-１３４９・兵庫県三田市大川瀬・おおかわせ

　　６６９-１３５４・兵庫県三田市大畑・おおはた

　　６６９-１５１５・兵庫県三田市大原・おおはら

　　６６９-１５０３・兵庫県三田市乙原・おちはﾞら

　　６６９-１５０４・兵庫県三田市小野・おの

　　６６９-１３３７・兵庫県三田市学園・がくえん

　　６６９-１５０７・兵庫県三田市香下・かした

　　６６９-１３４６・兵庫県三田市上相野・かみあいの

　　６６９-１３０１・兵庫県三田市上青野・かみあおの

　　６６９-１３１６・兵庫県三田市上井沢・かみいさわ

　　６６９-１３３８・兵庫県三田市上内神・かみうちがみ

　　６６９-１４１５・兵庫県三田市上槻瀬・かみつﾞきせ

　　６６９-１５４２・兵庫県三田市上深田・かみふかた

　　６６９-１３５１・兵庫県三田市上本庄・かみほんじよう

　　６６９-１３１１・兵庫県三田市加茂・かも

　　６６９-１５１４・兵庫県三田市川除・かわよけ

　　６６９-１４０３・兵庫県三田市川原・かわら

　　６６９-１５４１・兵庫県三田市貴志・ きじ

　　６６９-１３０４・兵庫県三田市北浦・きたうら

　　６６９-１５２１・兵庫県三田市桑原・くわはﾞら

　　６６９-１３２１・兵庫県三田市けやき台・けやきだい

　　６６９-１４１２・兵庫県三田市木器・こうつﾞき

　　６６９-１４０１・兵庫県三田市小柿・こがき

　　６６９-１４０５・兵庫県三田市酒井・さかい

　　６６９-１３２５・兵庫県三田市さくら坂・さくらざか

　　６６９-１３３５・兵庫県三田市沢谷・さわだに

　　６６９-１５３３・兵庫県三田市三田町・さんだちよう

　　６６９-１５０６・兵庫県三田市志手原・しではら

　　６６９-１３４５・兵庫県三田市下相野・しもあいの

　　６６９-１３０２・兵庫県三田市下青野・しもあおの

　　６６９-１３１５・兵庫県三田市下井沢・しもいさわ

　　６６９-１３３３・兵庫県三田市下内神・しもうちがみ

　　６６９-１４１６・兵庫県三田市下里・しもざと

　　６６９-１５２２・兵庫県三田市下田中・しもたなか

　　６６９-１４１３・兵庫県三田市下槻瀬・しもつﾞきせ

　　６６９-１５４３・兵庫県三田市下深田・しもふかた

　　６６９-１３０３・兵庫県三田市末・すえ

　　６６９-１４０２・兵庫県三田市末吉・ すえよじ

　　６６９-１４１７・兵庫県三田市鈴鹿・すずか

　　６６９-１３２２・兵庫県三田市すずかけ台・すずかけだい

　　６６９-１３５２・兵庫県三田市須磨田・すまだ

　　６６９-１５２５・兵庫県三田市対中町・たいなかちよう

　　６６９-１５１２・兵庫県三田市高次・たかすぎ

　　６６９-１４０６・兵庫県三田市田中・たなか

　　６６９-１５２９・兵庫県三田市中央町・ちゆうおうちよう

　　６６９-１３４７・兵庫県三田市つつじが丘南・つつじがおかみなみ

　　６６９-１３４８・兵庫県三田市つつじが丘北・つつじがおかきた



　　６６９-１３３９・兵庫県三田市テクノパーク・てくのはﾟｰく

　　６６９-１５２３・兵庫県三田市寺村町・てらむらちよう

　　６６９-１５３１・兵庫県三田市天神・てんじん

　　６６９-１４０４・兵庫県三田市十倉・とくら

　　６６９-１５１６・兵庫県三田市友が丘・ともがおか

　　６６９-１３３４・兵庫県三田市中内神・なかうちがみ

　　６６９-１５２７・兵庫県三田市中町・なかまち

　　６６９-１３５５・兵庫県三田市長坂・ながさか

　　６６９-１５１７・兵庫県三田市成谷・なるたに

　　６６９-１３４１・兵庫県三田市西相野・にしあいの

　　６６９-１３１４・兵庫県三田市西野上・にしのがみ

　　６６９-１５３７・兵庫県三田市西山・にしやま

　　６６９-１５０５・兵庫県三田市尼寺・にんじ

　　６６９-１５４５・兵庫県三田市狭間が丘・はさまがおか

　　６６９-１４１１・兵庫県三田市波豆川・はずかわ

　　６６９-１５２４・兵庫県三田市八景町・はつけいちよう

　　６６９-１３１２・兵庫県三田市東野上・ひがしのがみ

　　６６９-１３５７・兵庫県三田市東本庄・ひがしほんじよう

　　６６９-１３５３・兵庫県三田市東山・ひがしやま

　　６６９-１３３２・兵庫県三田市広沢・ひろさわ

　　６６９-１３３１・兵庫県三田市広野・ひろの

　　６６９-１４０７・兵庫県三田市布木・ふき

　　６６９-１３１３・兵庫県三田市福島・ふくしま

　　６６９-１５４７・兵庫県三田市富士が丘・ふじがおか

　　６６９-１３４３・兵庫県三田市洞・ほら

　　６６９-１３４４・兵庫県三田市溝口・みぞぐち

　　６６９-１５３５・兵庫県三田市南が丘・みなみがおか

　　６６９-１３１７・兵庫県三田市宮脇・みやわき

　　６６９-１５１３・兵庫県三田市三輪・みわ

　　６６９-１５４４・兵庫県三田市武庫が丘・むこがおか

　　６６９-１５０１・兵庫県三田市母子・ もうじ

　　６６９-１５３２・兵庫県三田市屋敷町・やしきまち

　　６６９-１５１１・兵庫県三田市山田・やまた

　　６６９-１５４６・兵庫県三田市弥生が丘・やよいがおか

　　６６９-１３２４・兵庫県三田市ゆりのき台・ゆりのきだい

　　６６９-１５３４・兵庫県三田市横山町・よこやまちよう

　　６６９-１３４２・兵庫県三田市四ツ辻・よつつじ

　　６７５-００００・兵庫県加西市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７５-２４１３・兵庫県加西市青野町・あおのちよう

　　６７９-０１０２・兵庫県加西市青野原町・あおのはらちよう

　　６７９-０１０５・兵庫県加西市朝妻町・あさつﾞまちよう

　　６７５-２１１３・兵庫県加西市網引町・あびきちよう

　　６７５-２４２５・兵庫県加西市池上町・いけがみちよう

　　６７５-２４２３・兵庫県加西市和泉町・いずみちよう

　　６７５-２３３７・兵庫県加西市市村町・いちむらちよう

　　６７５-２４３４・兵庫県加西市上野町・うえのちよう

　　６７５-２２０３・兵庫県加西市牛居町・うしいちよう

　　６７５-２１０３・兵庫県加西市鶉野町・うずらのちよう

　　６７５-２４４１・兵庫県加西市越水町・うてみちよう

　　６７５-２２３１・兵庫県加西市王子町・おうじちよう

　　６７５-２４５５・兵庫県加西市大内町・おおちちよう

　　６７５-２２３４・兵庫県加西市大村町・おおむらちよう

　　６７５-２２４２・兵庫県加西市尾崎町・おさきちよう

　　６７５-２３４４・兵庫県加西市大柳町・おやなぎちよう

　　６７５-２４１２・兵庫県加西市鍛治屋町・かじやちよう

　　６７５-２４６５・兵庫県加西市上芥田町・かみげたちよう

　　６７５-２４５１・兵庫県加西市上万願寺町・かみまんがんじちよう

　　６７５-２４５３・兵庫県加西市上道山町・かみみちやまちよう

　　６７５-２１０４・兵庫県加西市上宮木町・かみみやきちよう

　　６７５-２４４４・兵庫県加西市鴨谷町・かもだにちよう

　　６７５-２３３３・兵庫県加西市岸呂町・きしろちよう

　　６７５-２４３３・兵庫県加西市北町・きたちよう

　　６７５-２４０１・兵庫県加西市国正町・くにまさちよう

　　６７５-２３６４・兵庫県加西市窪田町・くほﾞたちよう

　　６７５-２２２１・兵庫県加西市倉谷町・くらたにちよう

　　６７５-２１１１・兵庫県加西市桑原田町・くわはらだちよう

　　６７５-２４０３・兵庫県加西市小印南町・こいなみちよう

　　６７５-２４２１・兵庫県加西市河内町・こうちちよう

　　６７５-２１１２・兵庫県加西市栄町・さかえちよう

　　６７５-２２２２・兵庫県加西市坂本町・さかもとちよう



　　６７５-２３３６・兵庫県加西市坂元町・さかもとちよう

　　６７５-２４４３・兵庫県加西市笹倉町・ささくらちよう

　　６７５-２４６１・兵庫県加西市佐谷町・さたにちよう

　　６７５-２４３１・兵庫県加西市島町・しまちよう

　　６７５-２４６４・兵庫県加西市下芥田町・しもげたちよう

　　６７５-２４５２・兵庫県加西市下万願寺町・しもまんがんじちよう

　　６７５-２４５４・兵庫県加西市下道山町・しもみちやまちよう

　　６７５-２１０５・兵庫県加西市下宮木町・しもみやきちよう

　　６７５-２２０４・兵庫県加西市新生町・しんじようちよう

　　６７５-２３６３・兵庫県加西市吸谷町・すいだにちよう

　　６７５-２４１１・兵庫県加西市大工町・だいくちよう

　　６７５-２３５２・兵庫県加西市谷口町・たにぐちちよう

　　６７５-２３６１・兵庫県加西市谷町・たにちよう

　　６７５-２１１４・兵庫県加西市田原町・たはらちよう

　　６７９-０１０９・兵庫県加西市玉丘町・たまおかちよう

　　６７９-０１０７・兵庫県加西市玉野町・たまのちよう

　　６７５-２４０２・兵庫県加西市田谷町・たやちよう

　　６７５-２２４１・兵庫県加西市段下町・だんげちよう

　　６７９-０１０１・兵庫県加西市都染町・つそめちよう

　　６７９-０１０４・兵庫県加西市常吉町・つねよしちよう

　　６７５-２３３２・兵庫県加西市鎮岩町・とこなべちよう

　　６７５-２２３２・兵庫県加西市戸田井町・とたいちよう

　　６７５-２４４５・兵庫県加西市殿原町・とのはらちよう

　　６７９-０１０６・兵庫県加西市豊倉町・とよくらちよう

　　６７５-２４４２・兵庫県加西市中富町・なかとみちよう

　　６７５-２２４３・兵庫県加西市中西町・なかにしちよう

　　６７５-２１０２・兵庫県加西市中野町・なかのちよう

　　６７５-２３４３・兵庫県加西市中山町・なかやまちよう

　　６７５-２３６２・兵庫県加西市西上野町・にしうえのちよう

　　６７５-２３４２・兵庫県加西市西長町・にしおさちよう

　　６７５-２２１３・兵庫県加西市西笠原町・にしかさはらちよう

　　６７５-２３４５・兵庫県加西市西剣坂町・にしけんざかちよう

　　６７５-２３６６・兵庫県加西市西谷町・にしたにちよう

　　６７５-２４２６・兵庫県加西市西野々町・にしののちよう

　　６７５-２３３５・兵庫県加西市西横田町・にしよこたちよう

　　６７５-２２０２・兵庫県加西市野条町・のうじようちよう

　　６７５-２４２４・兵庫県加西市野上町・のがみちよう

　　６７５-２２１１・兵庫県加西市野田町・のだちよう

　　６７５-２３６５・兵庫県加西市畑町・はたちよう

　　６７５-２１０１・兵庫県加西市繁昌町・はんじようちよう

　　６７５-２３４１・兵庫県加西市東長町・ひがしおさちよう

　　６７５-２２１２・兵庫県加西市東笠原町・ひがしかさはらちよう

　　６７５-２３４６・兵庫県加西市東剣坂町・ひがしけんざかちよう

　　６７５-２３３１・兵庫県加西市東横田町・ひがしよこたちよう

　　６７５-２４６３・兵庫県加西市広原町・ひろはらちよう

　　６７５-２２０１・兵庫県加西市琵琶甲町・びわこうちよう

　　６７５-２３５１・兵庫県加西市福居町・ふくいちよう

　　６７５-２３３４・兵庫県加西市福住町・ふくずみちよう

　　６７５-２４６２・兵庫県加西市別所町・べつしよちよう

　　６７９-０１０３・兵庫県加西市別府町・べふちよう

　　６７５-２３０２・兵庫県加西市北条町栗田・ほうじようちようくりだ

　　６７５-２３１３・兵庫県加西市北条町黒駒・ほうじようちようくろこま

　　６７５-２３０１・兵庫県加西市北条町小谷・ほうじようちようこだに

　　６７５-２３２１・兵庫県加西市北条町東高室・ほうじようちようひがしたかむろ

　　６７５-２３２２・兵庫県加西市北条町西高室・ほうじようちようにしたかむろ

　　６７５-２３２４・兵庫県加西市北条町東南・ほうじようちようひがしなん

　　６７５-２３２３・兵庫県加西市北条町西南・ほうじようちようにしなん

　　６７５-２３０３・兵庫県加西市北条町古坂・ほうじようちようふるさか

　　６７５-２３１２・兵庫県加西市北条町北条・ほうじようちようほうじよう

　　６７５-２３１１・兵庫県加西市北条町横尾・ほうじようちようよこお

　　６７５-２４３２・兵庫県加西市満久町・まくちよう

　　６７５-２２２３・兵庫県加西市三口町・みくちちよう

　　６７５-２４１４・兵庫県加西市馬渡谷町・もおたにちよう

　　６７９-０１０８・兵庫県加西市山枝町・やまえだちよう

　　６７５-２３５４・兵庫県加西市山下町・やましたちよう

　　６７５-２４２２・兵庫県加西市山田町・やまだちよう

　　６７５-２４０４・兵庫県加西市油谷町・ゆだにちよう

　　６７５-２３５３・兵庫県加西市吉野町・よしのちよう

　　６７５-２４５６・兵庫県加西市若井町・わかいちよう

　　６７５-２２３３・兵庫県加西市両月町・わちちよう



　　６６９-２３００・兵庫県丹波篠山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６９-２２０５・兵庫県丹波篠山市網掛・あがけ

　　６６９-２４０２・兵庫県丹波篠山市県守・あがたもり

　　６６９-２８２２・兵庫県丹波篠山市明野・あけの

　　６６９-２２２３・兵庫県丹波篠山市味間奥・あじまおく

　　６６９-２２２４・兵庫県丹波篠山市味間北・あじまきた

　　６６９-２２１４・兵庫県丹波篠山市味間新・あじましん

　　６６９-２２２２・兵庫県丹波篠山市味間南・あじまみなみ

　　６６９-２１１４・兵庫県丹波篠山市油井・あぶらい

　　６６９-２８０４・兵庫県丹波篠山市荒子新田・あらこしんでん

　　６６９-２３５４・兵庫県丹波篠山市有居・ありい

　　６６９-２５４１・兵庫県丹波篠山市井串・ いくじ

　　６６９-２４３６・兵庫県丹波篠山市池上・いけがみ

　　６６９-２８１１・兵庫県丹波篠山市石住・いしずみ

　　６６９-２４０６・兵庫県丹波篠山市泉・いずみ

　　６６９-２８１３・兵庫県丹波篠山市一印谷・いちいんだに

　　６６９-２６１３・兵庫県丹波篠山市市野々・いちのの

　　６６９-２７１８・兵庫県丹波篠山市市山・いちやま

　　６６９-２３３５・兵庫県丹波篠山市乾新町・いぬいしんまち

　　６６９-２１０５・兵庫県丹波篠山市犬飼・いぬかい

　　６６９-２４１６・兵庫県丹波篠山市井ノ上・いのうえ

　　６６９-２３０４・兵庫県丹波篠山市今谷・いまだに

　　６６９-２３５７・兵庫県丹波篠山市今福・いまふく

　　６６９-２４５４・兵庫県丹波篠山市岩崎・いわざき

　　６６９-２３３６・兵庫県丹波篠山市魚屋町・うおやまち

　　６６９-２１０６・兵庫県丹波篠山市牛ケ瀬・うしがせ

　　６６９-２７１５・兵庫県丹波篠山市打坂・うちさか

　　６６９-２４５５・兵庫県丹波篠山市宇土・うど

　　６６９-２８０１・兵庫県丹波篠山市追入・おいれ

　　６６９-２３０６・兵庫県丹波篠山市大上・おおがみ

　　６６９-２３１８・兵庫県丹波篠山市大熊・おおくま

　　６６９-２２１２・兵庫県丹波篠山市大沢・おおざわ

　　６６９-２２１１・兵庫県丹波篠山市大沢新・おおざわしん

　　６６９-２３６３・兵庫県丹波篠山市大谷・おおたに

　　６６９-２３５５・兵庫県丹波篠山市大野・おおの

　　６６９-２６１１・兵庫県丹波篠山市大藤・おおふじ

　　６６９-２３０９・兵庫県丹波篠山市大渕・おおぶち

　　６６９-２８０３・兵庫県丹波篠山市大山上・おおやまかみ

　　６６９-２８２３・兵庫県丹波篠山市大山下・おおやましも

　　６６９-２８２７・兵庫県丹波篠山市大山新・おおやましん

　　６６９-２８０２・兵庫県丹波篠山市大山宮・おおやまみや

　　６６９-２３２６・兵庫県丹波篠山市小川町・おがわまち

　　６６９-２４０１・兵庫県丹波篠山市奥県守・おくあがたもり

　　６６９-２３０２・兵庫県丹波篠山市奥畑・おくはた

　　６６９-２５０１・兵庫県丹波篠山市奥原山・おくはらやま

　　６６９-２６１６・兵庫県丹波篠山市奥山・おくやま

　　６６９-２６１４・兵庫県丹波篠山市小倉・おぐら

　　６６９-２７３１・兵庫県丹波篠山市小坂・おさか

　　６６９-２４３５・兵庫県丹波篠山市小多田・おただ

　　６６９-２５３２・兵庫県丹波篠山市小立・おだち

　　６６９-２７０４・兵庫県丹波篠山市遠方・おちかた

　　６６９-２５２２・兵庫県丹波篠山市小野奥谷・おのおくだに

　　６６９-２５２３・兵庫県丹波篠山市小野新・おのしん

　　６６９-２６０４・兵庫県丹波篠山市小原・おはﾞら

　　６６９-２５５４・兵庫県丹波篠山市貝田・かいた

　　６６９-２７１４・兵庫県丹波篠山市垣屋・かきや

　　６６９-２４０８・兵庫県丹波篠山市春日江・かすがえ

　　６６９-２７３２・兵庫県丹波篠山市上板井・かみいたい

　　６６９-２５３４・兵庫県丹波篠山市上筱見・かみささみ

　　６６９-２４１５・兵庫県丹波篠山市上宿・かみじゆく

　　６６９-２７２２・兵庫県丹波篠山市河内台・こうちだい

　　６６９-２７２４・兵庫県丹波篠山市川北・かわぎた

　　６６９-２７２５・兵庫県丹波篠山市川北新田・かわぎたしんでん

　　６６９-２７０１・兵庫県丹波篠山市川阪・かわさか

　　６６９-２７３５・兵庫県丹波篠山市川西・ かわにじ

　　６６９-２５１２・兵庫県丹波篠山市川原・かわら

　　６６９-２３２５・兵庫県丹波篠山市河原町・かわらまち

　　６６９-２４５１・兵庫県丹波篠山市北・きた

　　６６９-２３１７・兵庫県丹波篠山市北沢田・きたさわだ

　　６６９-２４１７・兵庫県丹波篠山市北島・きたじま



　　６６９-２３３２・兵庫県丹波篠山市北新町・きたしんまち

　　６６９-２８２４・兵庫県丹波篠山市北野・きたの

　　６６９-２８２５・兵庫県丹波篠山市北野新田・きたのしんでん

　　６６９-２４３８・兵庫県丹波篠山市京町・きようまち

　　６６９-２１１３・兵庫県丹波篠山市草野・くさの

　　６６９-２５４４・兵庫県丹波篠山市草ノ上・くさのかみ

　　６６９-２７２３・兵庫県丹波篠山市口阪本・くちさかもと

　　６６９-２３６７・兵庫県丹波篠山市熊谷・くまだに

　　６６９-２４０７・兵庫県丹波篠山市倉谷・くらたに

　　６６９-２７１３・兵庫県丹波篠山市倉本・くらもと

　　６６９-２７１１・兵庫県丹波篠山市栗柄・くりから

　　６６９-２４６５・兵庫県丹波篠山市栗栖野・くりすの

　　６６９-２３２１・兵庫県丹波篠山市黒岡・くろおか

　　６６９-２７２６・兵庫県丹波篠山市黒田・くろだ

　　６６９-２７０３・兵庫県丹波篠山市桑原・くわはﾞら

　　６６９-２３４１・兵庫県丹波篠山市郡家・ぐんげ

　　６６９-２１１２・兵庫県丹波篠山市古森・こうもり

　　６６９-２５４５・兵庫県丹波篠山市小田中・こだなか

　　６６９-２４１２・兵庫県丹波篠山市小中・こなか

　　６６９-２１２４・兵庫県丹波篠山市不来坂・このさか

　　６６９-２３２２・兵庫県丹波篠山市呉服町・ごふくまち

　　６６９-２４６１・兵庫県丹波篠山市小枕・こまくら

　　６６９-２１４４・兵庫県丹波篠山市今田町間新田・こんだちようあいしんでん

　　６６９-２１５５・兵庫県丹波篠山市今田町芦原新田・こんだちようあしはらしんでん

　　６６９-２１５４・兵庫県丹波篠山市今田町市原・こんだちよういちはら

　　６６９-２１５２・兵庫県丹波篠山市今田町荻野分・こんだちようおぎのぶん

　　６６９-２１４３・兵庫県丹波篠山市今田町釜屋・こんだちようかまや

　　６６９-２１３２・兵庫県丹波篠山市今田町上小野原・こんだちようかみおのはﾞら

　　６６９-２１３５・兵庫県丹波篠山市今田町上立杭・こんだちようかみたちくい

　　６６９-２１６２・兵庫県丹波篠山市今田町黒石・ こんだちようくろいじ

　　６６９-２１４５・兵庫県丹波篠山市今田町木津・こんだちようこつ

　　６６９-２１５１・兵庫県丹波篠山市今田町今田・こんだちようこんだ

　　６６９-２１５３・兵庫県丹波篠山市今田町今田新田・こんだちようこんだしんでん

　　６６９-２１５６・兵庫県丹波篠山市今田町佐曽良新田・こんだちようさそらしんでん

　　６６９-２１６１・兵庫県丹波篠山市今田町四斗谷・こんだちようしとだに

　　６６９-２１３３・兵庫県丹波篠山市今田町下小野原・こんだちようしもおのはﾞら

　　６６９-２１４１・兵庫県丹波篠山市今田町下立杭・こんだちようしもたちくい

　　６６９-２１３１・兵庫県丹波篠山市今田町辰巳・こんだちようたつみ

　　６６９-２１４２・兵庫県丹波篠山市今田町東庄・こんだちようひがししよう

　　６６９-２１６３・兵庫県丹波篠山市今田町本荘・こんだちようほんじよう

　　６６９-２１３４・兵庫県丹波篠山市今田町休場・こんだちようやすんはﾞ

　　６６９-２５４２・兵庫県丹波篠山市細工所・さいくじよ

　　６６９-２７１２・兵庫県丹波篠山市坂本・さかもと

　　６６９-２３６５・兵庫県丹波篠山市佐倉・さくら

　　６６９-２４０５・兵庫県丹波篠山市佐貫谷・さぬきだに

　　６６９-２４２５・兵庫県丹波篠山市後川奥・しつかわおく

　　６６９-２４２２・兵庫県丹波篠山市後川上・しつかわかみ

　　６６９-２４２４・兵庫県丹波篠山市後川下・しつかわしも

　　６６９-２４２１・兵庫県丹波篠山市後川新田・しつかわしんでん

　　６６９-２４２３・兵庫県丹波篠山市後川中・しつかわなか

　　６６９-２４３９・兵庫県丹波篠山市渋谷・しぶたに

　　６６９-２７３３・兵庫県丹波篠山市下板井・しもいたい

　　６６９-２５３５・兵庫県丹波篠山市下筱見・しもささみ

　　６６９-２５０３・兵庫県丹波篠山市下原山・しもはらやま

　　６６９-２５４３・兵庫県丹波篠山市塩岡・しようか

　　６６９-２３１１・兵庫県丹波篠山市新荘・しんじよう

　　６６９-２２０４・兵庫県丹波篠山市杉・すぎ

　　６６９-２３１２・兵庫県丹波篠山市菅・すげ

　　６６９-２３１５・兵庫県丹波篠山市筋山・すじやま

　　６６９-２１２５・兵庫県丹波篠山市住山・すみやま

　　６６９-２２３１・兵庫県丹波篠山市住吉台・すみよしだい

　　６６９-２３０３・兵庫県丹波篠山市瀬利・せり

　　６６９-２４４４・兵庫県丹波篠山市曽地奥・そうじおく

　　６６９-２４４２・兵庫県丹波篠山市曽地口・そうじくち

　　６６９-２４４３・兵庫県丹波篠山市曽地中・そうじなか

　　６６９-２８０５・兵庫県丹波篠山市園田分・そのだぶん

　　６６９-２８１２・兵庫県丹波篠山市高倉・たかくら

　　６６９-２７１７・兵庫県丹波篠山市高坂・たかさか

　　６６９-２７２７・兵庫県丹波篠山市高屋・たかや

　　６６９-２６１２・兵庫県丹波篠山市立金・たつがね



　　６６９-２３２３・兵庫県丹波篠山市立町・たつまち

　　６６９-２４５３・兵庫県丹波篠山市谷山・たにやま

　　６６９-２５３１・兵庫県丹波篠山市垂水・たるみ

　　６６９-２３６２・兵庫県丹波篠山市知足・ちそく

　　６６９-２８１４・兵庫県丹波篠山市長安寺・ちようあんじ

　　６６９-２８１５・兵庫県丹波篠山市町ノ田・ちようのた

　　６６９-２４１１・兵庫県丹波篠山市辻・つじ

　　６６９-２３６６・兵庫県丹波篠山市寺内・てらうち

　　６６９-２８２１・兵庫県丹波篠山市東河地・とうこうち

　　６６９-２１１１・兵庫県丹波篠山市当野・とうの

　　６６９-２８２６・兵庫県丹波篠山市徳永・とくなが

　　６６９-２５２５・兵庫県丹波篠山市栃梨・ とちなじ

　　６６９-２４３４・兵庫県丹波篠山市殿町・とのまち

　　６６９-２６０１・兵庫県丹波篠山市中・なか

　　６６９-２２１３・兵庫県丹波篠山市中野・なかの

　　６６９-２５０２・兵庫県丹波篠山市中原山・なかはらやま

　　６６９-２３３１・兵庫県丹波篠山市二階町・にかいまち

　　６６９-２３４６・兵庫県丹波篠山市西岡屋・にしおかや

　　６６９-２７３６・兵庫県丹波篠山市西木之部・にしきのべ

　　６６９-２２２１・兵庫県丹波篠山市西古佐・にしこさ

　　６６９-２７２８・兵庫県丹波篠山市西阪本・にしさかもと

　　６６９-２４４７・兵庫県丹波篠山市西荘・にしじよう

　　６６９-２３３４・兵庫県丹波篠山市西新町・にししんまち

　　６６９-２７２１・兵庫県丹波篠山市西谷・にしたに

　　６６９-２５０４・兵庫県丹波篠山市西野々・にしのの

　　６６９-２３５２・兵庫県丹波篠山市西浜谷・にしはまだに

　　６６９-２２０６・兵庫県丹波篠山市西吹・にしぶき

　　６６９-２４０４・兵庫県丹波篠山市西本荘・にしほんじよう

　　６６９-２３４２・兵庫県丹波篠山市西町・にしまち

　　６６９-２４３３・兵庫県丹波篠山市西八上・にしやかみ

　　６６９-２５２１・兵庫県丹波篠山市二之坪・にのつほﾞ

　　６６９-２３５３・兵庫県丹波篠山市野尻・のじり

　　６６９-２４５２・兵庫県丹波篠山市野中・のなか

　　６６９-２４４５・兵庫県丹波篠山市野々垣・ののがき

　　６６９-２３１３・兵庫県丹波篠山市野間・のま

　　６６９-２７１６・兵庫県丹波篠山市乗竹・のりたけ

　　６６９-２１０３・兵庫県丹波篠山市波賀野・はがの

　　６６９-２１２２・兵庫県丹波篠山市波賀野新田・はがのしんでん

　　６６９-２５２４・兵庫県丹波篠山市箱谷・はこだに

　　６６９-２４１８・兵庫県丹波篠山市畑井・はたい

　　６６９-２４１３・兵庫県丹波篠山市畑市・はたいち

　　６６９-２５０５・兵庫県丹波篠山市安口・はだかす

　　６６９-２５５３・兵庫県丹波篠山市幡路・はだち

　　６６９-２３０５・兵庫県丹波篠山市畑宮・はたみや

　　６６９-２１０１・兵庫県丹波篠山市初田・はつだ

　　６６９-２３０７・兵庫県丹波篠山市般若寺・はんにやじ

　　６６９-２３０１・兵庫県丹波篠山市火打岩・ひうちわん

　　６６９-２４４１・兵庫県丹波篠山市日置・ひおき

　　６６９-２３４５・兵庫県丹波篠山市東岡屋・ひがしおかや

　　６６９-２７３７・兵庫県丹波篠山市東木之部・ひがしきのべ

　　６６９-２２０１・兵庫県丹波篠山市東古佐・ひがしこさ

　　６６９-２３１４・兵庫県丹波篠山市東沢田・ひがしさわだ

　　６６９-２３２４・兵庫県丹波篠山市東新町・ひがししんまち

　　６６９-２３５１・兵庫県丹波篠山市東浜谷・ひがしはまだに

　　６６９-２２０２・兵庫県丹波篠山市東吹・ひがしぶき

　　６６９-２４０３・兵庫県丹波篠山市東本荘・ひがしほんじよう

　　６６９-２３４３・兵庫県丹波篠山市風深・ふうか

　　６６９-２３４４・兵庫県丹波篠山市吹上・ふきがみ

　　６６９-２２０３・兵庫県丹波篠山市吹新・ふきしん

　　６６９-２６０３・兵庫県丹波篠山市福井・ふくい

　　６６９-２５１３・兵庫県丹波篠山市福住・ふくすみ

　　６６９-２３６９・兵庫県丹波篠山市藤岡奥・ふじおかおく

　　６６９-２３６８・兵庫県丹波篠山市藤岡口・ふじおかくち

　　６６９-２６０５・兵庫県丹波篠山市藤坂・ふじさか

　　６６９-２５５２・兵庫県丹波篠山市藤之木・ふじのき

　　６６９-２１２３・兵庫県丹波篠山市古市・ふるいち

　　６６９-２７０２・兵庫県丹波篠山市本郷・ほんごう

　　６６９-２５１１・兵庫県丹波篠山市本明谷・ほんみようだに

　　６６９-２３１６・兵庫県丹波篠山市前沢田・まえさわだ

　　６６９-２５２７・兵庫県丹波篠山市松ケ鼻・まつがはな



　　６６９-２４６２・兵庫県丹波篠山市真南条上・まなんじようかみ

　　６６９-２４６４・兵庫県丹波篠山市真南条下・まなんじようしも

　　６６９-２４６３・兵庫県丹波篠山市真南条中・まなんじようなか

　　６６９-２３６１・兵庫県丹波篠山市丸山・まるやま

　　６６９-２１２１・兵庫県丹波篠山市見内・みうち

　　６６９-２６０２・兵庫県丹波篠山市三熊・みくま

　　６６９-２３３３・兵庫県丹波篠山市南新町・みなみしんまち

　　６６９-２１０２・兵庫県丹波篠山市南矢代・みなみやしろ

　　６６９-２６１５・兵庫県丹波篠山市宮代・みやしろ

　　６６９-２７３４・兵庫県丹波篠山市宮田・みやだ

　　６６９-２４１４・兵庫県丹波篠山市宮ノ前・みやのまえ

　　６６９-２５２６・兵庫県丹波篠山市向井・むかい

　　６６９-２４３７・兵庫県丹波篠山市糯ケ坪・もちがつほﾞ

　　６６９-２４３２・兵庫県丹波篠山市八上内・やかみうち

　　６６９-２４４６・兵庫県丹波篠山市八上上・やかみかみ

　　６６９-２４３１・兵庫県丹波篠山市八上下・やかみしも

　　６６９-２３５６・兵庫県丹波篠山市矢代・やしろ

　　６６９-２１０４・兵庫県丹波篠山市矢代新・やしろしん

　　６６９-２５５１・兵庫県丹波篠山市安田・やすだ

　　６６９-２３３７・兵庫県丹波篠山市山内町・やまうちちよう

　　６６９-２５３３・兵庫県丹波篠山市山田・やまだ

　　６６９-２３６４・兵庫県丹波篠山市鷲尾・わしお

　　６６９-２３０８・兵庫県丹波篠山市和田・わだ

　　６６７-００００・兵庫県養父市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６７-０１１５・兵庫県養父市上箇・あげ

　　６６７-０１０３・兵庫県養父市浅野・あざの

　　６６７-０１０４・兵庫県養父市伊豆・いず

　　６６７-０１３２・兵庫県養父市稲津・いなつﾞ

　　６６７-０１３１・兵庫県養父市上野・うえの

　　６６７-１１１９・兵庫県養父市鵜縄・うなわ

　　６６７-１１２７・兵庫県養父市大久保・おおくほﾞ

　　６６７-１１０２・兵庫県養父市大谷・おおたに

　　６６７-０１２５・兵庫県養父市大塚・おおつか

　　６６７-０１３４・兵庫県養父市大坪・おおつほﾞ

　　６６７-０４３６・兵庫県養父市大屋町明延・おおやちようあけのべ

　　６６７-０３２２・兵庫県養父市大屋町筏・おおやちよういかだ

　　６６７-０４３１・兵庫県養父市大屋町糸原・おおやちよういとわら

　　６６７-０３０１・兵庫県養父市大屋町上山・おおやちよううやま

　　６６７-０３０３・兵庫県養父市大屋町おうみ・おおやちようおうみ

　　６６７-０３１４・兵庫県養父市大屋町大杉・おおやちようおおすぎ

　　６６７-０３１１・兵庫県養父市大屋町大屋市場・おおやちようおおやいちはﾞ

　　６６７-０３１３・兵庫県養父市大屋町笠谷・おおやちようかさだに

　　６６７-０４３３・兵庫県養父市大屋町門野・おおやちようかどの

　　６６７-０３１５・兵庫県養父市大屋町加保・おおやちようかほﾞ

　　６６７-０３２１・兵庫県養父市大屋町蔵垣・おおやちようくらがき

　　６６７-０３２５・兵庫県養父市大屋町栗ノ下・おおやちようくりのした

　　６６７-０４３４・兵庫県養父市大屋町須西・おおやちようすさい

　　６６７-０３０２・兵庫県養父市大屋町樽見・おおやちようたるみ

　　６６７-０３０４・兵庫県養父市大屋町中・おおやちようなか

　　６６７-０３２５・兵庫県養父市大屋町中間・おおやちようなかま

　　６６７-０３０５・兵庫県養父市大屋町夏梅・おおやちようなつめ

　　６６７-０３０６・兵庫県養父市大屋町宮垣・おおやちようみやがき

　　６６７-０４３２・兵庫県養父市大屋町宮本・おおやちようみやもと

　　６６７-０３１２・兵庫県養父市大屋町山路・おおやちようやまじ

　　６６７-０３０４・兵庫県養父市大屋町由良・おおやちようゆら

　　６６７-０３２４・兵庫県養父市大屋町横行・おおやちようよこいき

　　６６７-０３２３・兵庫県養父市大屋町若杉・おおやちようわかす

　　６６７-０４３５・兵庫県養父市大屋町和田・おおやちようわだ

　　６６７-０１１１・兵庫県養父市大薮・おおやぶ

　　６６７-０１２１・兵庫県養父市奥米地・おくめいじ

　　６６７-１１０４・兵庫県養父市尾崎・おさき

　　６６７-１１１４・兵庫県養父市小路頃・おじころ

　　６６７-１１１５・兵庫県養父市葛畑・かずらはた

　　６６７-０１２３・兵庫県養父市鉄屋米地・かなやめいじ

　　６６７-１１１３・兵庫県養父市川原場・かわらはﾞ

　　６６７-１１２２・兵庫県養父市草出・くさいで

　　６６７-０１２４・兵庫県養父市口米地・くちめいじ

　　６６７-０１１４・兵庫県養父市小城・こじよう

　　６６７-０１０５・兵庫県養父市左近山・さこやま

　　６６７-０１０２・兵庫県養父市十二所・じゆうにしよ



　　６６７-０１０７・兵庫県養父市新津・しんつﾞ

　　６６７-１１０５・兵庫県養父市関宮・せきのみや

　　６６７-０１４２・兵庫県養父市建屋・たきのや

　　６６７-０１０６・兵庫県養父市玉見・たまみ

　　６６７-１１２４・兵庫県養父市丹戸・たんど

　　６６７-１１１２・兵庫県養父市出合・であい

　　６６７-１１１７・兵庫県養父市轟・とどろき

　　６６７-１１２１・兵庫県養父市外野・との

　　６６７-１１１６・兵庫県養父市中瀬・なかぜ

　　６６７-０１４５・兵庫県養父市長野・ながの

　　６６７-０１２２・兵庫県養父市中米地・なかめいじ

　　６６７-１１２３・兵庫県養父市梨ケ原・なしがはら

　　６６７-１１２５・兵庫県養父市奈良尾・ならお

　　６６７-０１４３・兵庫県養父市能座・のうざ

　　６６７-０１３３・兵庫県養父市畑・はた

　　６６７-０１０１・兵庫県養父市広谷・ひろたに

　　６６７-１１２６・兵庫県養父市福定・ふくさだ

　　６６７-０１３５・兵庫県養父市船谷・ふねだに

　　６６７-１１２８・兵庫県養父市別宮・べつくう

　　６６７-０１２６・兵庫県養父市堀畑・ほりはた

　　６６７-１１０３・兵庫県養父市万久里・まくり

　　６６７-０１３６・兵庫県養父市三谷・みたに

　　６６７-１１０１・兵庫県養父市三宅・みやけ

　　６６７-０１４４・兵庫県養父市餅耕地・もちごうち

　　６６７-０１４１・兵庫県養父市森・もり

　　６６７-１１１８・兵庫県養父市安井・やすい

　　６６７-０１１２・兵庫県養父市養父市場・やぶいちはﾞ

　　６６７-０１１３・兵庫県養父市薮崎・やぶさき

　　６６７-０００１・兵庫県養父市八鹿町青山・ようかちようあおやま

　　６６７-００２４・兵庫県養父市八鹿町朝倉・ようかちようあさくら

　　６６７-００１１・兵庫県養父市八鹿町浅間・ようかちようあさま

　　６６７-００１２・兵庫県養父市八鹿町伊佐・ようかちよういざ

　　６６７-００５１・兵庫県養父市八鹿町石原・ようかちよういしはら

　　６６７-００１４・兵庫県養父市八鹿町岩崎・ようかちよういわさい

　　６６７-００１５・兵庫県養父市八鹿町大江・ようかちようおおえ

　　６６７-００５３・兵庫県養父市八鹿町小佐・ようかちようおさ

　　６６７-０００４・兵庫県養父市八鹿町上小田・ようかちようかみおだ

　　６６７-００２３・兵庫県養父市八鹿町上網場・ようかちようかみなんはﾞ

　　６６７-００４４・兵庫県養父市八鹿町国木・ようかちようくぬぎ

　　６６７-００３１・兵庫県養父市八鹿町九鹿・ようかちようくろく

　　６６７-００３２・兵庫県養父市八鹿町小山・ようかちようこやま

　　６６７-００４２・兵庫県養父市八鹿町今滝寺・ようかちようこんりゆうじ

　　６６７-００１３・兵庫県養父市八鹿町坂本・ようかちようさかもと

　　６６７-０００５・兵庫県養父市八鹿町下小田・ようかちようしもおだ

　　６６７-００２２・兵庫県養父市八鹿町下網場・ようかちようしもなんはﾞ

　　６６７-０００３・兵庫県養父市八鹿町宿南・ようかちようしゆくなみ

　　６６７-００４３・兵庫県養父市八鹿町高柳・ようかちようたかやなぎ

　　６６７-００５２・兵庫県養父市八鹿町日畑・ようかちようひはﾞた

　　６６７-００１６・兵庫県養父市八鹿町舞狂・ようかちようぶきよう

　　６６７-０００２・兵庫県養父市八鹿町三谷・ようかちようみたに

　　６６７-００４５・兵庫県養父市八鹿町米里・ようかちようめいり

　　６６７-００４１・兵庫県養父市八鹿町八木・ようかちようやぎ

　　６６７-００２１・兵庫県養父市八鹿町八鹿・ようかちようようか

　　６６７-１１１１・兵庫県養父市吉井・よしい

　　６６９-３３００・兵庫県丹波市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６９-３８３１・兵庫県丹波市青垣町市原・あおがきちよういちはﾞら

　　６６９-３８２７・兵庫県丹波市青垣町稲土・あおがきちよういなつﾞち

　　６６９-３８４３・兵庫県丹波市青垣町奥塩久・あおがきちようおくしおく

　　６６９-３８１２・兵庫県丹波市青垣町小倉・あおがきちようおぐら

　　６６９-３８２２・兵庫県丹波市青垣町大名草・あおがきちようおなざ

　　６６９-３８２３・兵庫県丹波市青垣町大稗・あおがきちようおびえ

　　６６９-３８４１・兵庫県丹波市青垣町口塩久・あおがきちようくちしおく

　　６６９-３８０２・兵庫県丹波市青垣町栗住野・あおがきちようくりすの

　　６６９-３８２４・兵庫県丹波市青垣町小稗・あおがきちようこびえ

　　６６９-３８１１・兵庫県丹波市青垣町佐治・あおがきちようさじ

　　６６９-３８４２・兵庫県丹波市青垣町沢野・あおがきちようさわの

　　６６９-３８２５・兵庫県丹波市青垣町惣持・あおがきちようそうじ

　　６６９-３８０４・兵庫県丹波市青垣町田井縄・あおがきちようたいなわ

　　６６９-３８３２・兵庫県丹波市青垣町遠阪・あおがきちようとおざか

　　６６９-３８３４・兵庫県丹波市青垣町中佐治・あおがきちようなかさじ



　　６６９-３８０３・兵庫県丹波市青垣町西芦田・あおがきちようにしあしだ

　　６６９-３８０１・兵庫県丹波市青垣町東芦田・あおがきちようひがしあしだ

　　６６９-３８２１・兵庫県丹波市青垣町桧倉・あおがきちようひのくら

　　６６９-３８２６・兵庫県丹波市青垣町文室・あおがきちようふむろ

　　６６９-３８３３・兵庫県丹波市青垣町山垣・あおがきちようやまがい

　　６６９-４３２４・兵庫県丹波市市島町市島・いちじまちよういちじま

　　６６９-４３１６・兵庫県丹波市市島町岩戸・いちじまちよういわと

　　６６９-４３２１・兵庫県丹波市市島町上垣・いちじまちよううえがい

　　６６９-４３１７・兵庫県丹波市市島町上牧・いちじまちよううえまき

　　６６９-４３３６・兵庫県丹波市市島町乙河内・いちじまちようおとがわち

　　６６９-４３２３・兵庫県丹波市市島町梶原・いちじまちようかじわら

　　６６９-４３４４・兵庫県丹波市市島町上鴨阪・いちじまちようかみかもさか

　　６６９-４３２２・兵庫県丹波市市島町上田・いちじまちようかみだ

　　６６９-４３４１・兵庫県丹波市市島町上竹田・いちじまちようかみたけだ

　　６６９-４３１５・兵庫県丹波市市島町喜多・いちじまちようきた

　　６６９-４３２５・兵庫県丹波市市島町北岡本・いちじまちようきたおかもと

　　６６９-４３１２・兵庫県丹波市市島町北奥・いちじまちようきたおく

　　６６９-４３３７・兵庫県丹波市市島町酒梨・いちじまちようさなせ

　　６６９-４３４３・兵庫県丹波市市島町下鴨阪・いちじまちようしもかもさか

　　６６９-４３０１・兵庫県丹波市市島町下竹田・いちじまちようしもたけだ

　　６６９-４３１３・兵庫県丹波市市島町多利・いちじまちようたり

　　６６９-４３３２・兵庫県丹波市市島町勅使・ いちじまちようちよくじ

　　６６９-４３４５・兵庫県丹波市市島町徳尾・いちじまちようとくお

　　６６９-４３３３・兵庫県丹波市市島町戸坂・いちじまちようとさか

　　６６９-４３１１・兵庫県丹波市市島町戸平・いちじまちようとべら

　　６６９-４３０２・兵庫県丹波市市島町中竹田・いちじまちようなかたけだ

　　６６９-４３３１・兵庫県丹波市市島町東勅使・ いちじまちようひがしちよくじ

　　６６９-４３３４・兵庫県丹波市市島町白毫寺・いちじまちようびやくごうじ

　　６６９-４３１４・兵庫県丹波市市島町南・いちじまちようみなみ

　　６６９-４３４２・兵庫県丹波市市島町矢代・いちじまちようやしろ

　　６６９-４３３５・兵庫県丹波市市島町与戸・いちじまちようよと

　　６６９-３３１４・兵庫県丹波市柏原町挙田・かいはﾞらちようあぐた

　　６６９-３３０７・兵庫県丹波市柏原町石戸・かいはﾞらちよういしど

　　６６９-３３１５・兵庫県丹波市柏原町大新屋・かいはﾞらちようおおにや

　　６６９-３３０９・兵庫県丹波市柏原町柏原・かいはﾞらちようかいはﾞら

　　６６９-３３０４・兵庫県丹波市柏原町上小倉・かいはﾞらちようかみおぐら

　　６６９-３３１６・兵庫県丹波市柏原町鴨野・かいはﾞらちようかもの

　　６６９-３３０６・兵庫県丹波市柏原町北中・かいはﾞらちようきたなか

　　６６９-３３１３・兵庫県丹波市柏原町北山・かいはﾞらちようきたやま

　　６６９-３３０８・兵庫県丹波市柏原町小南・かいはﾞらちようこみなみ

　　６６９-３３０５・兵庫県丹波市柏原町下小倉・かいはﾞらちようしもおぐら

　　６６９-３３１２・兵庫県丹波市柏原町田路・かいはﾞらちようたじ

　　６６９-３３０２・兵庫県丹波市柏原町東奥・かいはﾞらちようひがしおく

　　６６９-３３１１・兵庫県丹波市柏原町母坪・かいはﾞらちようほつほﾞ

　　６６９-３３０３・兵庫県丹波市柏原町見長・かいはﾞらちようみなが

　　６６９-３３０１・兵庫県丹波市柏原町南多田・かいはﾞらちようみなみただ

　　６６９-３４１１・兵庫県丹波市春日町朝日・かすがちようあさひ

　　６６９-４１２１・兵庫県丹波市春日町池尾・かすがちよういけお

　　６６９-３４１３・兵庫県丹波市春日町石才・かすがちよういしざい

　　６６９-４１３５・兵庫県丹波市春日町稲塚・かすがちよういなつﾞか

　　６６９-３４０４・兵庫県丹波市春日町牛河内・かすがちよううしがわち

　　６６９-３４１４・兵庫県丹波市春日町歌道谷・かすがちよううとうだに

　　６６９-４２５１・兵庫県丹波市春日町上三井庄・かすがちようかみみのしよう

　　６６９-４２６２・兵庫県丹波市春日町栢野・かすがちようかやの

　　６６９-４２５３・兵庫県丹波市春日町鹿場・かすがちようかんはﾞ

　　６６９-４１４１・兵庫県丹波市春日町黒井・かすがちようくろい

　　６６９-４２７３・兵庫県丹波市春日町国領・かすがちようこくりよう

　　６６９-４１２２・兵庫県丹波市春日町小多利・かすがちようこだり

　　６６９-３４１５・兵庫県丹波市春日町坂・かすがちようさか

　　６６９-４２５２・兵庫県丹波市春日町下三井庄・かすがちようしもみのしよう

　　６６９-３４０２・兵庫県丹波市春日町新才・かすがちようしんさい

　　６６９-３４１２・兵庫県丹波市春日町園部・かすがちようそのべ

　　６６９-４１２５・兵庫県丹波市春日町多田・かすがちようただ

　　６６９-４２７４・兵庫県丹波市春日町棚原・かすがちようたなはﾞら

　　６６９-４１２３・兵庫県丹波市春日町多利・かすがちようたり

　　６６９-３４０３・兵庫県丹波市春日町長王・かすがちようながおう

　　６６９-４２６５・兵庫県丹波市春日町中山・かすがちようなかやま

　　６６９-４１３１・兵庫県丹波市春日町七日市・かすがちようなぬかいち

　　６６９-４１２４・兵庫県丹波市春日町野上野・かすがちようのこの

　　６６９-４２６１・兵庫県丹波市春日町野瀬・かすがちようのせ



　　６６９-４１３２・兵庫県丹波市春日町野村・かすがちようのむら

　　６６９-３４１６・兵庫県丹波市春日町野山・かすがちようのやま

　　６６９-４２７２・兵庫県丹波市春日町東中・かすがちようひがしなか

　　６６９-４１３３・兵庫県丹波市春日町平松・かすがちようひらまつ

　　６６９-４２６３・兵庫県丹波市春日町広瀬・かすがちようひろせ

　　６６９-４１３４・兵庫県丹波市春日町古河・かすがちようふるかわ

　　６６９-４２６４・兵庫県丹波市春日町松森・かすがちようまつもり

　　６６９-３４０１・兵庫県丹波市春日町山田・かすがちようやまだ

　　６６９-４２７１・兵庫県丹波市春日町柚津・かすがちようゆつﾞ

　　６６９-３１１２・兵庫県丹波市山南町青田・さんなんちようあおだ

　　６６９-３１１１・兵庫県丹波市山南町阿草・さんなんちようあくさ

　　６６９-３１２５・兵庫県丹波市山南町池谷・さんなんちよういけだに

　　６６９-３１４３・兵庫県丹波市山南町井原・さんなんちよういはﾞら

　　６６９-３１４１・兵庫県丹波市山南町岩屋・さんなんちよういわや

　　６６９-３１５８・兵庫県丹波市山南町応地・さんなんちようおうち

　　６６９-３１２３・兵庫県丹波市山南町大河・さんなんちようおおか

　　６６９-３１１３・兵庫県丹波市山南町太田・さんなんちようおおだ

　　６６９-３１２４・兵庫県丹波市山南町大谷・さんなんちようおおたに

　　６６９-３１２７・兵庫県丹波市山南町岡本・さんなんちようおかもと

　　６６９-３１４４・兵庫県丹波市山南町奥・さんなんちようおく

　　６６９-３１２１・兵庫県丹波市山南町奥野々・さんなんちようおくのの

　　６６９-３１６６・兵庫県丹波市山南町小野尻・さんなんちようおのじり

　　６６９-３１６７・兵庫県丹波市山南町小畑・さんなんちようおはﾞたけ

　　６６９-３１５４・兵庫県丹波市山南町梶・さんなんちようかじ

　　６６９-３１５６・兵庫県丹波市山南町金倉・さんなんちようかなくら

　　６６９-３１２８・兵庫県丹波市山南町金屋・さんなんちようかなや

　　６６９-３１０１・兵庫県丹波市山南町上滝・さんなんちようかみたき

　　６６９-３１０５・兵庫県丹波市山南町北太田・さんなんちようきたおおだ

　　６６９-３１５２・兵庫県丹波市山南町北和田・さんなんちようきたわだ

　　６６９-３１４８・兵庫県丹波市山南町きらら通・さんなんちようきららどおり

　　６６９-３１５１・兵庫県丹波市山南町草部・さんなんちようくさべ

　　６６９-３１６１・兵庫県丹波市山南町五ケ野・さんなんちようごがの

　　６６９-３１５５・兵庫県丹波市山南町小新屋・さんなんちようこにや

　　６６９-３１６２・兵庫県丹波市山南町坂尻・さんなんちようさかじり

　　６６９-３１０３・兵庫県丹波市山南町篠場・さんなんちようささはﾞ

　　６６９-３１４７・兵庫県丹波市山南町子茂田・さんなんちようしもだ

　　６６９-３１０２・兵庫県丹波市山南町下滝・さんなんちようしもたき

　　６６９-３１３１・兵庫県丹波市山南町谷川・さんなんちようたにがわ

　　６６９-３１２２・兵庫県丹波市山南町玉巻・さんなんちようたまき

　　６６９-３１６５・兵庫県丹波市山南町富田・さんなんちようとみた

　　６６９-３１２６・兵庫県丹波市山南町長野・さんなんちようながの

　　６６９-３１６８・兵庫県丹波市山南町西谷・さんなんちようにしたに

　　６６９-３１４５・兵庫県丹波市山南町野坂・さんなんちようのさか

　　６６９-３１０４・兵庫県丹波市山南町畑内・さんなんちようはたうち

　　６６９-３１５３・兵庫県丹波市山南町前川・さんなんちようまえがわ

　　６６９-３１４６・兵庫県丹波市山南町南中・さんなんちようみなみなか

　　６６９-３１５９・兵庫県丹波市山南町美和・さんなんちようみわ

　　６６９-３１４２・兵庫県丹波市山南町村森・さんなんちようむらもり

　　６６９-３１３２・兵庫県丹波市山南町山崎・さんなんちようやまさき

　　６６９-３１６３・兵庫県丹波市山南町山本・さんなんちようやまもと

　　６６９-３１６４・兵庫県丹波市山南町若林・ さんなんちようわかはﾞやじ

　　６６９-３１５７・兵庫県丹波市山南町和田・さんなんちようわだ

　　６６９-３６０６・兵庫県丹波市氷上町上成松・ひかみちようあげなりまつ

　　６６９-３５７４・兵庫県丹波市氷上町朝阪・ひかみちようあさか

　　６６９-３６４３・兵庫県丹波市氷上町伊佐口・ひかみちよういさくち

　　６６９-３４６４・兵庫県丹波市氷上町石生・ひかみちよういそう

　　６６９-３４６１・兵庫県丹波市氷上町市辺・ひかみちよういちべ

　　６６９-３６３２・兵庫県丹波市氷上町井中・ひかみちよういなか

　　６６９-３４６６・兵庫県丹波市氷上町稲継・ひかみちよういなつぎ

　　６６９-３５８１・兵庫県丹波市氷上町稲畑・ひかみちよういなはた

　　６６９-３６０４・兵庫県丹波市氷上町犬岡・ひかみちよういぬおか

　　６６９-３４６２・兵庫県丹波市氷上町大崎・ひかみちようおおさき

　　６６９-３６２１・兵庫県丹波市氷上町大谷・ひかみちようおおたに

　　６６９-３６１２・兵庫県丹波市氷上町長野・ひかみちようおさの

　　６６９-３５７５・兵庫県丹波市氷上町小野・ひかみちようおの

　　６６９-３６１１・兵庫県丹波市氷上町柿柴・ひかみちようかきしはﾞ

　　６６９-３６１３・兵庫県丹波市氷上町上新庄・ひかみちようかみしんじよう

　　６６９-３６３１・兵庫県丹波市氷上町賀茂・ひかみちようかも

　　６６９-３６４５・兵庫県丹波市氷上町鴨内・ひかみちようかもうち

　　６６９-３４６３・兵庫県丹波市氷上町北野・ひかみちようきたの



　　６６９-３６５３・兵庫県丹波市氷上町北油良・ひかみちようきたゆら

　　６６９-３６４１・兵庫県丹波市氷上町絹山・ひかみちようきぬやま

　　６６９-３６２６・兵庫県丹波市氷上町清住・ひかみちようきよずみ

　　６６９-３６０５・兵庫県丹波市氷上町黒田・ひかみちようくろだ

　　６６９-３６４２・兵庫県丹波市氷上町香良・ひかみちようこうら

　　６６９-３６４６・兵庫県丹波市氷上町小谷・ひかみちようこたに

　　６６９-３６３３・兵庫県丹波市氷上町御油・ひかみちようごゆ

　　６６９-３６５２・兵庫県丹波市氷上町桟敷・ひかみちようさじき

　　６６９-３５８２・兵庫県丹波市氷上町佐野・ひかみちようさの

　　６６９-３６１４・兵庫県丹波市氷上町下新庄・ひかみちようしもしんじよう

　　６６９-３６０２・兵庫県丹波市氷上町常楽・ひかみちようじようらく

　　６６９-３５７１・兵庫県丹波市氷上町新郷・ひかみちようしんごう

　　６６９-３５７２・兵庫県丹波市氷上町谷村・ひかみちようたにむら

　　６６９-３６２５・兵庫県丹波市氷上町中・ひかみちようなか

　　６６９-３６２３・兵庫県丹波市氷上町中野・ひかみちようなかの

　　６６９-３６０１・兵庫県丹波市氷上町成松・ひかみちようなりまつ

　　６６９-３６０３・兵庫県丹波市氷上町西中・ひかみちようにしなか

　　６６９-３６３４・兵庫県丹波市氷上町沼・ひかみちようぬま

　　６６９-３６５１・兵庫県丹波市氷上町氷上・ひかみちようひかみ

　　６６９-３６４４・兵庫県丹波市氷上町日比宇・ひかみちようひびう

　　６６９-３５８３・兵庫県丹波市氷上町福田・ひかみちようふくた

　　６６９-３４６７・兵庫県丹波市氷上町本郷・ひかみちようほんごう

　　６６９-３６２４・兵庫県丹波市氷上町三方・ひかみちようみかた

　　６６９-３６５４・兵庫県丹波市氷上町南油良・ひかみちようみなみゆら

　　６６９-３６２２・兵庫県丹波市氷上町三原・ひかみちようみはら

　　６６９-３５７３・兵庫県丹波市氷上町油利・ひかみちようゆり

　　６６９-３４６５・兵庫県丹波市氷上町横田・ひかみちようよこた

　　６５６-０４００・兵庫県南あわじ市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５６-０６６１・兵庫県南あわじ市阿那賀・あなが

　　６５６-０６６２・兵庫県南あわじ市阿那賀志知川・あながしちがわ

　　６５６-０６６３・兵庫県南あわじ市阿那賀西路・あながにしじ

　　６５６-０５４１・兵庫県南あわじ市阿万上町・あまかみまち

　　６５６-０５４３・兵庫県南あわじ市阿万塩屋町・あましおやまち

　　６５６-０５４４・兵庫県南あわじ市阿万下町・あましもまち

　　６５６-０５４５・兵庫県南あわじ市阿万西町・あまにしまち

　　６５６-０５４６・兵庫県南あわじ市阿万東町・あまひがしまち

　　６５６-０５４２・兵庫県南あわじ市阿万吹上町・あまふきあげまち

　　６５６-０６５１・兵庫県南あわじ市伊加利・いかり

　　６５６-０４６２・兵庫県南あわじ市市青木・いちあおき

　　６５６-０４７４・兵庫県南あわじ市市市・いちいち

　　６５６-０４６１・兵庫県南あわじ市市円行寺・いちえんぎようじ

　　６５６-０４７３・兵庫県南あわじ市市小井・いちおい

　　６５６-０４７５・兵庫県南あわじ市市三條・いちさんじよう

　　６５６-０４７１・兵庫県南あわじ市市十一ケ所・いちじゆういつかしよ

　　６５６-０４７６・兵庫県南あわじ市市新・いちしん

　　６５６-０４７２・兵庫県南あわじ市市善光寺・いちぜんこうじ

　　６５６-０４７７・兵庫県南あわじ市市徳長・いちとくなが

　　６５６-０４７８・兵庫県南あわじ市市福永・いちふくなが

　　６５６-０４２６・兵庫県南あわじ市榎列大榎列・えなみおおえなみ

　　６５６-０４２２・兵庫県南あわじ市榎列上幡多・えなみかみはだ

　　６５６-０４２８・兵庫県南あわじ市榎列掃守・えなみかもり

　　６５６-０４２５・兵庫県南あわじ市榎列小榎列・えなみこえなみ

　　６５６-０４２３・兵庫県南あわじ市榎列下幡多・えなみしもはだ

　　６５６-０４２４・兵庫県南あわじ市榎列西川・えなみにしがわ

　　６５６-０４２７・兵庫県南あわじ市榎列松田・えなみまつだ

　　６５６-０４２１・兵庫県南あわじ市榎列山所・えなみやまじよ

　　６５６-０３２８・兵庫県南あわじ市桜花の郷・おうかのさと

　　６５６-０５１８・兵庫県南あわじ市賀集牛内・かしゆううしうち

　　６５６-０５１７・兵庫県南あわじ市賀集内ケ原・かしゆううちがはら

　　６５６-０５１５・兵庫県南あわじ市賀集鍛治屋・かしゆうかじや

　　６５６-０５１７・兵庫県南あわじ市賀集生子・かしゆうせいご

　　６５６-０５１２・兵庫県南あわじ市賀集立川瀬・かしゆうたてがわせ

　　６５６-０５１７・兵庫県南あわじ市賀集長原・かしゆうながはら

　　６５６-０５１３・兵庫県南あわじ市賀集野田・かしゆうのた

　　６５６-０５１６・兵庫県南あわじ市賀集福井・かしゆうふくい

　　６５６-０５１１・兵庫県南あわじ市賀集八幡・かしゆうやはた

　　６５６-０５１４・兵庫県南あわじ市賀集（賀集）・かしゆう(かしゆう)

　　６５６-０５３１・兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野・きたあまいがの

　　６５６-０５３２・兵庫県南あわじ市北阿万稲田南・きたあまいなだみなみ

　　６５６-０５３３・兵庫県南あわじ市北阿万新田（北、中）・きたあましんでん(きた､なか)



　　６５６-０５３４・兵庫県南あわじ市北阿万筒井・きたあまつつい

　　６５６-０５２１・兵庫県南あわじ市潮美台・しおみだい

　　６５６-０３２１・兵庫県南あわじ市志知・しち

　　６５６-０３２５・兵庫県南あわじ市志知奥・しちおく

　　６５６-０３２７・兵庫県南あわじ市志知北・しちきた

　　６５６-０３２４・兵庫県南あわじ市志知口・しちくち

　　６５６-０４８４・兵庫県南あわじ市志知佐礼尾・しちされお

　　６５６-０３２２・兵庫県南あわじ市志知鈩・しちたたら

　　６５６-０４８３・兵庫県南あわじ市志知中島・しちなかしま

　　６５６-０４８２・兵庫県南あわじ市志知難波・しちなんはﾞ

　　６５６-０３２３・兵庫県南あわじ市志知飯山寺・しちはんさんじ

　　６５６-０４８１・兵庫県南あわじ市志知松本・しちまつもと

　　６５６-０３２６・兵庫県南あわじ市志知南・しちみなみ

　　６５６-０１５１・兵庫県南あわじ市倭文安住寺・しとおりあんじゆうじ

　　６５６-０４１２・兵庫県南あわじ市倭文委文・しとおりいぶん

　　６５６-０４１１・兵庫県南あわじ市倭文高・しとおりこう

　　６５６-０１５３・兵庫県南あわじ市倭文庄田・しとおりしようだ

　　６５６-０１５４・兵庫県南あわじ市倭文神道・しとおりじんどう

　　６５６-０１６１・兵庫県南あわじ市倭文土井・しとおりどい

　　６５６-０１５２・兵庫県南あわじ市倭文長田・しとおりながた

　　６５６-０４１３・兵庫県南あわじ市倭文流・しとおりながれ

　　６５６-０４５２・兵庫県南あわじ市神代浦壁・じんだいうらかべ

　　６５６-０４５４・兵庫県南あわじ市神代喜来・じんだいきらい

　　６５６-０４５３・兵庫県南あわじ市神代黒道・じんだいくろみち

　　６５６-０４５５・兵庫県南あわじ市神代國衙・じんだいこくが

　　６５６-０４５６・兵庫県南あわじ市神代地頭方・じんだいじとほう

　　６５６-０４５１・兵庫県南あわじ市神代社家・じんだいしやけ

　　６５６-０４５７・兵庫県南あわじ市神代富田・じんだいとみだ

　　６５６-０１４３・兵庫県南あわじ市中条中筋・ちゆうじようちゆうきん

　　６５６-０１４２・兵庫県南あわじ市中条徳原・ちゆうじようとくはら

　　６５６-０１４１・兵庫県南あわじ市中条広田・ちゆうじようひろた

　　６５６-０３４１・兵庫県南あわじ市津井・つい

　　６５６-０５５１・兵庫県南あわじ市灘・なだ

　　６５６-０９６１・兵庫県南あわじ市沼島・ぬしま

　　６５６-０１３１・兵庫県南あわじ市広田中筋・ひろたなかすじ

　　６５６-０１２２・兵庫県南あわじ市広田広田・ひろたひろた

　　６５６-０５０２・兵庫県南あわじ市福良乙・ふくらおつ

　　６５６-０５０１・兵庫県南あわじ市福良甲・ふくらこう

　　６５６-０５０３・兵庫県南あわじ市福良丙・ふくらへい

　　６５６-０３０７・兵庫県南あわじ市松帆檪田・まつほいちだ

　　６５６-０３０３・兵庫県南あわじ市松帆江尻・まつほえじり

　　６５６-０３１１・兵庫県南あわじ市松帆戒旦寺・まつほかいだんじ

　　６５６-０３０１・兵庫県南あわじ市松帆北方・まつほきたかた

　　６５６-０３０５・兵庫県南あわじ市松帆北浜・まつほきたはま

　　６５６-０３０６・兵庫県南あわじ市松帆慶野・まつほけいの

　　６５６-０３０４・兵庫県南あわじ市松帆古津路・まつほこつろ

　　６５６-０３０２・兵庫県南あわじ市松帆塩浜・まつほしおはま

　　６５６-０３１３・兵庫県南あわじ市松帆志知川・まつほしちがわ

　　６５６-０３１５・兵庫県南あわじ市松帆高屋・まつほたかや

　　６５６-０３１４・兵庫県南あわじ市松帆西路・まつほにしじ

　　６５６-０３０８・兵庫県南あわじ市松帆宝明寺・まつほほうみようじ

　　６５６-０３１２・兵庫県南あわじ市松帆脇田・まつほわきだ

　　６５６-０３３２・兵庫県南あわじ市湊・みなと

　　６５６-０３３１・兵庫県南あわじ市湊里・みなとさと

　　６５６-０４４１・兵庫県南あわじ市八木入田・やぎいりた

　　６５６-０４４５・兵庫県南あわじ市八木馬回・やぎうままわり

　　６５６-０４４４・兵庫県南あわじ市八木大久保・やぎおおくほﾞ

　　６５６-０４３４・兵庫県南あわじ市八木国分・やぎこくぶ

　　６５６-０４４６・兵庫県南あわじ市八木寺内・やぎじない

　　６５６-０４３６・兵庫県南あわじ市八木新庄・やぎしんじよう

　　６５６-０４３５・兵庫県南あわじ市八木立石・ やぎたていじ

　　６５６-０４３２・兵庫県南あわじ市八木徳野・やぎとくの

　　６５６-０４３３・兵庫県南あわじ市八木鳥井・やぎとりい

　　６５６-０４３１・兵庫県南あわじ市八木野原・やぎのはら

　　６５６-０４４３・兵庫県南あわじ市八木養宜上・やぎようぎかみ

　　６５６-０４４２・兵庫県南あわじ市八木養宜中・やぎようぎなか

　　６５６-０１２１・兵庫県南あわじ市山添・やまぞえ

　　６６９-５２００・兵庫県朝来市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-３３２５・兵庫県朝来市生野町猪野々・いくのちよういのの

　　６７９-３３２２・兵庫県朝来市生野町奥銀谷・いくのちようおくがなや



　　６７９-３３３２・兵庫県朝来市生野町川尻・いくのちようかわしり

　　６７９-３３０１・兵庫県朝来市生野町口銀谷・いくのちようくちがなや

　　６７９-３３４１・兵庫県朝来市生野町黒川・いくのちようくろかわ

　　６７９-３３２４・兵庫県朝来市生野町小野・いくのちようこの

　　６７９-３３２６・兵庫県朝来市生野町白口・いくのちようしらくち

　　６７９-３３２１・兵庫県朝来市生野町新町・いくのちようしんまち

　　６７９-３３２３・兵庫県朝来市生野町竹原野・いくのちようたけはらの

　　６７９-３３３１・兵庫県朝来市生野町栃原・いくのちようとちはら

　　６７９-３３１１・兵庫県朝来市生野町真弓・いくのちようまゆみ

　　６７９-３３０２・兵庫県朝来市生野町円山・いくのちようまるやま

　　６７９-３４２２・兵庫県朝来市石田・いしだ

　　６７９-３４２１・兵庫県朝来市伊由市場・いゆういちはﾞ

　　６７９-３４３３・兵庫県朝来市岩津・いわつ

　　６７９-３４５１・兵庫県朝来市上八代・かみやしろ

　　６７９-３４１４・兵庫県朝来市川上・かわかみ

　　６７９-３４０２・兵庫県朝来市桑市・くわいち

　　６７９-３４５３・兵庫県朝来市佐嚢・さのう

　　６７９-３４１１・兵庫県朝来市沢・さわ

　　６６９-５１２５・兵庫県朝来市山東町粟鹿・さんとうちようあわが

　　６６９-５１２３・兵庫県朝来市山東町一品・さんとうちよういつほﾟう

　　６６９-５１１２・兵庫県朝来市山東町大内・さんとうちようおおうち

　　６６９-５１０２・兵庫県朝来市山東町大垣・さんとうちようおおかい

　　６６９-５１５３・兵庫県朝来市山東町大月・さんとうちようおおつき

　　６６９-５１４２・兵庫県朝来市山東町越田・さんとうちようおつた

　　６６９-５１４３・兵庫県朝来市山東町柿坪・さんとうちようかきつほﾞ

　　６６９-５１５２・兵庫県朝来市山東町楽音寺・さんとうちようがくおんじ

　　６６９-５１１５・兵庫県朝来市山東町金浦・さんとうちようかなうら

　　６６９-５１３３・兵庫県朝来市山東町喜多垣・さんとうちようきたがき

　　６６９-５１５１・兵庫県朝来市山東町小谷・さんとうちようこたに

　　６６９-５１１３・兵庫県朝来市山東町塩田・さんとうちようしおた

　　６６９-５１２４・兵庫県朝来市山東町柴・さんとうちようしはﾞ

　　６６９-５１１１・兵庫県朝来市山東町新堂・さんとうちようしんどう

　　６６９-５１０１・兵庫県朝来市山東町滝田・さんとうちようたきた

　　６６９-５１１４・兵庫県朝来市山東町野間・さんとうちようのま

　　６６９-５１３４・兵庫県朝来市山東町迫間・さんとうちようはさま

　　６６９-５１３１・兵庫県朝来市山東町柊木・さんとうちようひいらぎ

　　６６９-５１０４・兵庫県朝来市山東町末歳・さんとうちようまつさい

　　６６９-５１３２・兵庫県朝来市山東町溝黒・さんとうちようみぞくろ

　　６６９-５１４１・兵庫県朝来市山東町三保・さんとうちようみほ

　　６６９-５１３５・兵庫県朝来市山東町森・さんとうちようもり

　　６６９-５１０３・兵庫県朝来市山東町矢名瀬町・さんとうちようやなせまち

　　６６９-５１３６・兵庫県朝来市山東町与布土・さんとうちようよふど

　　６６９-５１２１・兵庫県朝来市山東町和賀・さんとうちようわが

　　６６９-５１２２・兵庫県朝来市山東町早田・さんとうちようわさだ

　　６７９-３４２３・兵庫県朝来市多々良木・たたらぎ

　　６７９-３４０３・兵庫県朝来市立脇・たちわき

　　６７９-３４２４・兵庫県朝来市立野・たての

　　６７９-３４４２・兵庫県朝来市田路・とうじ

　　６７９-３４３１・兵庫県朝来市新井・にい

　　６７９-３４１３・兵庫県朝来市納座・のうざ

　　６７９-３４４１・兵庫県朝来市羽渕・はぶち

　　６７９-３４０１・兵庫県朝来市物部・もののべ

　　６７９-３４５２・兵庫県朝来市八代・やしろ

　　６７９-３４１２・兵庫県朝来市山内・やまうち

　　６７９-３４３２・兵庫県朝来市山口・やまぐち

　　６６９-５２２１・兵庫県朝来市和田山町秋葉台・わだやまちようあきはﾞだい

　　６６９-５２３８・兵庫県朝来市和田山町朝日・わだやまちようあさひ

　　６６９-５２３４・兵庫県朝来市和田山町市場・わだやまちよういちはﾞ

　　６６９-５２６２・兵庫県朝来市和田山町市御堂・わだやまちよういちみどう

　　６６９-５２３６・兵庫県朝来市和田山町内海・わだやまちよううつのみ

　　６６９-５２０４・兵庫県朝来市和田山町駅北・わだやまちようえききた

　　６６９-５２４６・兵庫県朝来市和田山町岡・わだやまちようおか

　　６６９-５２２４・兵庫県朝来市和田山町岡田・わだやまちようおかだ

　　６６９-５２６４・兵庫県朝来市和田山町加都・わだやまちようかつ

　　６６９-５２５３・兵庫県朝来市和田山町久世田・わだやまちようくせだ

　　６６９-５２２８・兵庫県朝来市和田山町久田和・わだやまちようくだわ

　　６６９-５２６３・兵庫県朝来市和田山町久留引・わだやまちようくるぶき

　　６６９-５２１４・兵庫県朝来市和田山町桑原・わだやまちようくわはﾞら

　　６６９-５２５１・兵庫県朝来市和田山町栄町・わだやまちようさかえまち

　　６６９-５２５６・兵庫県朝来市和田山町三波・わだやまちようさんなみ



　　６６９-５２５８・兵庫県朝来市和田山町城南台・わだやまちようじようなんだい

　　６６９-５２２０・兵庫県朝来市和田山町白井・わだやまちようしらい

　　６６９-５２４３・兵庫県朝来市和田山町高田・わだやまちようたかた

　　６６９-５２５２・兵庫県朝来市和田山町竹田・わだやまちようたけだ

　　６６９-５２３７・兵庫県朝来市和田山町竹ノ内・わだやまちようたけのうち

　　６６９-５２３３・兵庫県朝来市和田山町高生田・わだやまちようたこうだ

　　６６９-５２６８・兵庫県朝来市和田山町立ノ原・わだやまちようたつのはら

　　６６９-５２１３・兵庫県朝来市和田山町玉置・わだやまちようたまき

　　６６９-５２６５・兵庫県朝来市和田山町筒江・わだやまちようつつえ

　　６６９-５２３２・兵庫県朝来市和田山町寺内・わだやまちようてらうち

　　６６９-５２０３・兵庫県朝来市和田山町寺谷・わだやまちようてらだに

　　６６９-５２５５・兵庫県朝来市和田山町殿・わだやまちようとの

　　６６９-５２２６・兵庫県朝来市和田山町中・わだやまちようなか

　　６６９-５２２５・兵庫県朝来市和田山町野村・わだやまちようのむら

　　６６９-５２３１・兵庫県朝来市和田山町林垣・わだやまちようはやしがき

　　６６９-５２４１・兵庫県朝来市和田山町土田・わだやまちようはんだ

　　６６９-５２０２・兵庫県朝来市和田山町東谷・わだやまちようひがしだに

　　６６９-５２２７・兵庫県朝来市和田山町東和田・わだやまちようひがしわだ

　　６６９-５２６６・兵庫県朝来市和田山町比治・わだやまちようひじ

　　６６９-５２６１・兵庫県朝来市和田山町枚田・わだやまちようひらた

　　６６９-５２１５・兵庫県朝来市和田山町枚田岡・わだやまちようひらたおか

　　６６９-５２１１・兵庫県朝来市和田山町平野・わだやまちようひらの

　　６６９-５２５７・兵庫県朝来市和田山町藤和・わだやまちようふじわ

　　６６９-５２４５・兵庫県朝来市和田山町法道寺・わだやまちようほうどうじ

　　６６９-５２６７・兵庫県朝来市和田山町法興寺・わだやまちようほつこうじ

　　６６９-５２２２・兵庫県朝来市和田山町万葉台・わだやまちようまんようだい

　　６６９-５２２９・兵庫県朝来市和田山町宮・わだやまちようみや

　　６６９-５２４４・兵庫県朝来市和田山町宮内・わだやまちようみやうち

　　６６９-５２４２・兵庫県朝来市和田山町宮田・わだやまちようみやだ

　　６６９-５２２３・兵庫県朝来市和田山町室尾・わだやまちようむろお

　　６６９-５２５４・兵庫県朝来市和田山町安井・わだやまちようやすい

　　６６９-５２１２・兵庫県朝来市和田山町柳原・わだやまちようやなぎはら

　　６６９-５２１６・兵庫県朝来市和田山町弥生が丘・わだやまちようやよいがおか

　　６６９-５２３５・兵庫県朝来市和田山町和田・わだやまちようわだ

　　６６９-５２０１・兵庫県朝来市和田山町和田山・わだやまちようわだやま

　　６５６-２１００・兵庫県淡路市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５６-１７４２・兵庫県淡路市浅野神田・あさのかんだ

　　６５６-１７４１・兵庫県淡路市浅野南・あさのみなみ

　　６５６-１６０３・兵庫県淡路市生田大坪・いくたおおつほﾞ

　　６５６-１６０５・兵庫県淡路市生田田尻・いくたたじり

　　６５６-１６０４・兵庫県淡路市生田畑・いくたはた

　　６５６-１６０２・兵庫県淡路市育波・いくは

　　６５６-２２２３・兵庫県淡路市生穂・いくほ

　　６５６-２２２５・兵庫県淡路市生穂新島・いくほにいじま

　　６５６-２１６１・兵庫県淡路市池ノ内・いけのうち

　　６５６-１７１２・兵庫県淡路市石田・いしだ

　　６５６-１５２５・兵庫県淡路市井手・いで

　　６５６-１５５２・兵庫県淡路市入野・いりの

　　６５６-２４０１・兵庫県淡路市岩屋・いわや

　　６５６-２３０５・兵庫県淡路市浦・うら

　　６５６-１５３１・兵庫県淡路市江井・えい

　　６５６-２１６２・兵庫県淡路市王子・おうじ

　　６５６-２３０２・兵庫県淡路市大磯・おおいそ

　　６５６-２２２４・兵庫県淡路市大谷・おおたに

　　６５６-２１５５・兵庫県淡路市大町上・おおまちかみ

　　６５６-２１５６・兵庫県淡路市大町下・おおまちしも

　　６５６-２１５１・兵庫県淡路市大町畑・おおまちはた

　　６５６-１７３６・兵庫県淡路市小倉・おぐら

　　６５６-１５０１・兵庫県淡路市尾崎・おさき

　　６５６-１７３２・兵庫県淡路市小田・おだ

　　６５６-２３３４・兵庫県淡路市釜口・かまぐち

　　６５６-１５２３・兵庫県淡路市上河合・かみがわい

　　６５６-２３３１・兵庫県淡路市仮屋・かりや

　　６５６-２１５２・兵庫県淡路市木曽上・きそかみ

　　６５６-２１５３・兵庫県淡路市木曽上畑・きそかみはた

　　６５６-２１５４・兵庫県淡路市木曽下・きそしも

　　６５６-１５１２・兵庫県淡路市北山・きたやま

　　６５６-１５５６・兵庫県淡路市草香・くさか

　　６５６-１５５８・兵庫県淡路市草香北・くさかきた

　　６５６-２３０１・兵庫県淡路市楠本・くすもと



　　６５６-２１４４・兵庫県淡路市下司・ くだじ

　　６５６-１７３５・兵庫県淡路市久野々・くのの

　　６５６-２３１１・兵庫県淡路市久留麻・くるま

　　６５６-１６０１・兵庫県淡路市黒谷・くろだに

　　６５６-１５１１・兵庫県淡路市郡家・ぐんげ

　　６５６-２３０３・兵庫県淡路市小磯・こいそ

　　６５６-２３２３・兵庫県淡路市河内・こうち

　　６５６-２２１１・兵庫県淡路市興隆寺・こうりゆうじ

　　６５６-２１４３・兵庫県淡路市里・さと

　　６５６-２２１２・兵庫県淡路市佐野・さの

　　６５６-２２１３・兵庫県淡路市佐野新島・さのにいじま

　　６５６-２１４１・兵庫県淡路市塩尾・しお

　　６５６-２１４２・兵庫県淡路市塩田新島・しおたにいじま

　　６５６-２１３１・兵庫県淡路市志筑・しつﾞき

　　６５６-２１３２・兵庫県淡路市志筑新島・しつﾞきにいじま

　　６５６-１５２２・兵庫県淡路市下河合・しもがわい

　　６５６-２３３３・兵庫県淡路市下田・しもだ

　　６５６-２３２２・兵庫県淡路市白山・しらやま

　　６５６-１５０２・兵庫県淡路市新村・しんむら

　　６５６-１５２１・兵庫県淡路市多賀・たが

　　６５６-１５５１・兵庫県淡路市高山・たかやま

　　６５６-１５２４・兵庫県淡路市竹谷・たけだに

　　６５６-２３３２・兵庫県淡路市谷・たに

　　６５６-２２１４・兵庫県淡路市津名の郷・つなのさと

　　６５６-１５０３・兵庫県淡路市遠田・とおだ

　　６５６-１７１１・兵庫県淡路市富島・としま

　　６５６-１７４３・兵庫県淡路市斗ノ内・とのうち

　　６５６-２２２１・兵庫県淡路市長沢・ながさわ

　　６５６-２１６３・兵庫県淡路市中田・なかだ

　　６５６-１７３３・兵庫県淡路市長畠・ながはﾞたけ

　　６５６-１５２６・兵庫県淡路市中村・なかむら

　　６５６-２３２１・兵庫県淡路市中持・なかもち

　　６５６-１７３１・兵庫県淡路市仁井・にい

　　６５６-１７２３・兵庫県淡路市野島大川・のじまおおかわ

　　６５６-１７２７・兵庫県淡路市野島貴船・のじまきふね

　　６５６-１７２６・兵庫県淡路市野島常盤・のじまときわ

　　６５６-１７２２・兵庫県淡路市野島轟木・のじまとどろき

　　６５６-１７２１・兵庫県淡路市野島蟇浦・のじまひきのうら

　　６５６-１７２４・兵庫県淡路市野島平林・ のじまひらはﾞやじ

　　６５６-２４５１・兵庫県淡路市野島江崎（１３番地）・のじまえざき

　　６５６-２４５１・兵庫県淡路市野島江崎（１４番地）・のじまえざき

　　６５６-２４５１・兵庫県淡路市野島江崎（１０番地の２）・のじまえざき

　　６５６-２４５１・兵庫県淡路市野島江崎（１０番地の５）・のじまえざき

　　６５６-１７２５・兵庫県淡路市野島江崎（その他）・のじまえざき(そのた)

　　６５６-２２２２・兵庫県淡路市野田尾・のたお

　　６５６-２３０４・兵庫県淡路市浜・はま

　　６５６-１５５４・兵庫県淡路市深草・ふかくさ

　　６５６-１７３４・兵庫県淡路市舟木・ふなき

　　６５６-１５５５・兵庫県淡路市南・みなみ

　　６５６-２３０７・兵庫県淡路市南鵜崎・みなみうざき

　　６５６-１５５７・兵庫県淡路市明神・みようじん

　　６５６-１６０６・兵庫県淡路市室津・むろつ

　　６５６-１５４１・兵庫県淡路市柳沢・やなぎさわ

　　６５６-１５５３・兵庫県淡路市山田・やまだ

　　６５６-２３０６・兵庫県淡路市夢舞台・ゆめぶたい

　　６７１-２５００・兵庫県宍粟市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７１-４１３５・兵庫県宍粟市一宮町安黒・いちのみやちようあぐろ

　　６７１-４１３１・兵庫県宍粟市一宮町安積・いちのみやちようあつﾞみ

　　６７１-４１０４・兵庫県宍粟市一宮町井内・いちのみやちよういうち

　　６７１-４１２３・兵庫県宍粟市一宮町生栖・いちのみやちよういぎす

　　６７１-４１３４・兵庫県宍粟市一宮町伊和・いちのみやちよういわ

　　６７１-４１３７・兵庫県宍粟市一宮町閏賀・いちのみやちよううるか

　　６７１-４１０６・兵庫県宍粟市一宮町百千家満・いちのみやちようおちやま

　　６７１-４１０５・兵庫県宍粟市一宮町上岸田・いちのみやちようかみきしだ

　　６７１-４１４３・兵庫県宍粟市一宮町上野田・いちのみやちようかみのだ

　　６７１-４１１５・兵庫県宍粟市一宮町河原田・いちのみやちようかわはらだ

　　６７１-４１０７・兵庫県宍粟市一宮町草木・いちのみやちようくさぎ

　　６７１-４１１１・兵庫県宍粟市一宮町公文・いちのみやちようくもん

　　６７１-４１０１・兵庫県宍粟市一宮町倉床・いちのみやちようくらとこ

　　６７１-４１０３・兵庫県宍粟市一宮町黒原・いちのみやちようくろはら



　　６７１-４１３６・兵庫県宍粟市一宮町嶋田・いちのみやちようしまだ

　　６７１-４１４４・兵庫県宍粟市一宮町下野田・いちのみやちようしものだ

　　６７１-４１３９・兵庫県宍粟市一宮町杉田・いちのみやちようすぎた

　　６７１-４１３３・兵庫県宍粟市一宮町須行名・いちのみやちようすぎようめ

　　６７１-４１０８・兵庫県宍粟市一宮町千町・いちのみやちようせんちよう

　　６７１-４１３８・兵庫県宍粟市一宮町西安積・いちのみやちようにしあつﾞみ

　　６７１-４１２５・兵庫県宍粟市一宮町西深・いちのみやちようにしぶか

　　６７１-４１３２・兵庫県宍粟市一宮町東市場・いちのみやちようひがしいちはﾞ

　　６７１-４１４１・兵庫県宍粟市一宮町東河内・いちのみやちようひがしごうち

　　６７１-４１２４・兵庫県宍粟市一宮町深河谷・いちのみやちようふかだに

　　６７１-４１２２・兵庫県宍粟市一宮町福知・いちのみやちようふくち

　　６７１-４１２１・兵庫県宍粟市一宮町福中・いちのみやちようふくなか

　　６７１-４１１４・兵庫県宍粟市一宮町福野・いちのみやちようふくの

　　６７１-４１１３・兵庫県宍粟市一宮町三方町・いちのみやちようみかたまち

　　６７１-４１１２・兵庫県宍粟市一宮町森添・いちのみやちようもりそえ

　　６７１-４１４２・兵庫県宍粟市一宮町能倉・いちのみやちようよくら

　　６７１-４１０２・兵庫県宍粟市一宮町横山・いちのみやちようよこやま

　　６７１-３２１１・兵庫県宍粟市千種町岩野辺・ちくさちよういわのべ

　　６７１-３２２２・兵庫県宍粟市千種町奥西山・ちくさちようおくにしやま

　　６７１-３２０２・兵庫県宍粟市千種町黒土・ちくさちようくろつﾞち

　　６７１-３２２５・兵庫県宍粟市千種町下河野・ちくさちようけごの

　　６７１-３２３２・兵庫県宍粟市千種町河内・ちくさちようこうち

　　６７１-３２３１・兵庫県宍粟市千種町河呂・ちくさちようこうろ

　　６７１-３２１２・兵庫県宍粟市千種町鷹巣・ちくさちようたかのす

　　６７１-３２０１・兵庫県宍粟市千種町千草・ちくさちようちくさ

　　６７１-３２３３・兵庫県宍粟市千種町西河内・ちくさちようにしごうち

　　６７１-３２２１・兵庫県宍粟市千種町西山・ちくさちようにしやま

　　６７１-３２２４・兵庫県宍粟市千種町七野・ちくさちようひつの

　　６７１-３２２３・兵庫県宍粟市千種町室・ちくさちようむろ

　　６７１-４２３１・兵庫県宍粟市波賀町有賀・はがちようありが

　　６７１-４２１５・兵庫県宍粟市波賀町飯見・はがちよういいみ

　　６７１-４２４２・兵庫県宍粟市波賀町今市・はがちよういまいち

　　６７１-４２２１・兵庫県宍粟市波賀町上野・はがちよううえの

　　６７１-４２４３・兵庫県宍粟市波賀町小野・はがちようおの

　　６７１-４２１１・兵庫県宍粟市波賀町音水・はがちようおんずい

　　６７１-４２３２・兵庫県宍粟市波賀町斉木・はがちようさいき

　　６７１-４２０３・兵庫県宍粟市波賀町鹿伏・ はがちようしかぶじ

　　６７１-４２４４・兵庫県宍粟市波賀町谷・はがちようたに

　　６７１-４２０２・兵庫県宍粟市波賀町道谷・はがちようどうたに

　　６７１-４２０１・兵庫県宍粟市波賀町戸倉・はがちようとくら

　　６７１-４２１４・兵庫県宍粟市波賀町野尻・はがちようのじり

　　６７１-４２１３・兵庫県宍粟市波賀町原・はがちようはら

　　６７１-４２０４・兵庫県宍粟市波賀町引原・はがちようひきはら

　　６７１-４２１２・兵庫県宍粟市波賀町日ノ原・はがちようひのはら

　　６７１-４２４５・兵庫県宍粟市波賀町日見谷・はがちようひみたに

　　６７１-４２１６・兵庫県宍粟市波賀町皆木・はがちようみなぎ

　　６７１-４２４１・兵庫県宍粟市波賀町安賀・はがちようやすが

　　６７１-２５６４・兵庫県宍粟市山崎町青木・やまさきちようあおき

　　６７１-２５１５・兵庫県宍粟市山崎町五十波・やまさきちよういかはﾞ

　　６７１-２５１７・兵庫県宍粟市山崎町生谷・やまさきちよういぎだに

　　６７１-２５６６・兵庫県宍粟市山崎町市場・やまさきちよういちはﾞ

　　６７１-２５７３・兵庫県宍粟市山崎町今宿・やまさきちよういまじゆく

　　６７１-２５７１・兵庫県宍粟市山崎町上寺・やまさきちよううえでら

　　６７１-２５０６・兵庫県宍粟市山崎町宇野・やまさきちよううの

　　６７１-２５３５・兵庫県宍粟市山崎町宇原・やまさきちよううわら

　　６７１-２５６２・兵庫県宍粟市山崎町大沢・やまさきちようおおさわ

　　６７１-２５０３・兵庫県宍粟市山崎町大谷・やまさきちようおおたに

　　６７１-２５１３・兵庫県宍粟市山崎町梯・ やまさきちようかけはじ

　　６７１-２５７０・兵庫県宍粟市山崎町加生・やまさきちようかしよう

　　６７１-２５６８・兵庫県宍粟市山崎町葛根・やまさきちようかずらね

　　６７１-２５０５・兵庫県宍粟市山崎町片山・やまさきちようかたやま

　　６７１-２５５５・兵庫県宍粟市山崎町金谷・やまさきちようかなや

　　６７１-２５０１・兵庫県宍粟市山崎町上ノ・やまさきちようかみの

　　６７１-２５５８・兵庫県宍粟市山崎町上比地・やまさきちようかみひじ

　　６７１-２５０８・兵庫県宍粟市山崎町上牧谷・やまさきちようかみまきだに

　　６７１-２５３４・兵庫県宍粟市山崎町川戸・やまさきちようかわと

　　６７１-２５２７・兵庫県宍粟市山崎町岸田・やまさきちようきしだ

　　６７１-２５６７・兵庫県宍粟市山崎町木谷・やまさきちようきだに

　　６７１-２５２１・兵庫県宍粟市山崎町木ノ谷・やまさきちようきのたに

　　６７１-２５６５・兵庫県宍粟市山崎町高下・やまさきちようこうげ



　　６７１-２５３２・兵庫県宍粟市山崎町高所・やまさきちようこうぞ

　　６７１-２５２５・兵庫県宍粟市山崎町神谷・やまさきちようこうだに

　　６７１-２５６１・兵庫県宍粟市山崎町小茅野・やまさきちようこがいの

　　６７１-２５５４・兵庫県宍粟市山崎町御名・やまさきちようごみよう

　　６７１-２５６３・兵庫県宍粟市山崎町塩田・やまさきちようしおた

　　６７１-２５６０・兵庫県宍粟市山崎町塩山・やまさきちようしおやま

　　６７１-２５７６・兵庫県宍粟市山崎町鹿沢・やまさきちようしかさわ

　　６７１-２５３６・兵庫県宍粟市山崎町下宇原・やまさきちようしもうわら

　　６７１-２５５６・兵庫県宍粟市山崎町下比地・やまさきちようしもひじ

　　６７１-２５４１・兵庫県宍粟市山崎町下広瀬・やまさきちようしもびろせ

　　６７１-２５０７・兵庫県宍粟市山崎町下牧谷・やまさきちようしもまきだに

　　６７１-２５１９・兵庫県宍粟市山崎町下町・やまさきちようしもまち

　　６７１-２５７２・兵庫県宍粟市山崎町庄能・やまさきちようしようのう

　　６７１-２５３３・兵庫県宍粟市山崎町須賀沢・やまさきちようすかざわ

　　６７１-２５２２・兵庫県宍粟市山崎町杉ケ瀬・やまさきちようすぎがせ

　　６７１-２５１１・兵庫県宍粟市山崎町清野・やまさきちようせいの

　　６７１-２５４４・兵庫県宍粟市山崎町千本屋・やまさきちようせんほﾞんや

　　６７１-２５１４・兵庫県宍粟市山崎町田井・やまさきちようたい

　　６７１-２５５２・兵庫県宍粟市山崎町段・やまさきちようだん

　　６７１-２５５３・兵庫県宍粟市山崎町鶴木・やまさきちようつるぎ

　　６７１-２５３１・兵庫県宍粟市山崎町中・やまさきちようなか

　　６７１-２５４５・兵庫県宍粟市山崎町中井・やまさきちようなかい

　　６７１-２５０２・兵庫県宍粟市山崎町中野・やまさきちようなかの

　　６７１-２５５７・兵庫県宍粟市山崎町中比地・やまさきちようなかひじ

　　６７１-２５７４・兵庫県宍粟市山崎町中広瀬・やまさきちようなかびろせ

　　６７１-２５４３・兵庫県宍粟市山崎町野・やまさきちようの

　　６７１-２５２８・兵庫県宍粟市山崎町野々上・やまさきちようののうえ

　　６７１-２５５１・兵庫県宍粟市山崎町春安・やまさきちようはるやす

　　６７１-２５０４・兵庫県宍粟市山崎町東下野・やまさきちようひがししもの

　　６７１-２５６９・兵庫県宍粟市山崎町土万・やまさきちようひじま

　　６７１-２５４２・兵庫県宍粟市山崎町船元・やまさきちようふなもと

　　６７１-２５２４・兵庫県宍粟市山崎町三谷・やまさきちようみたに

　　６７１-２５１６・兵庫県宍粟市山崎町三津・やまさきちようみつつﾞ

　　６７１-２５２３・兵庫県宍粟市山崎町母栖・やまさきちようもす

　　６７１-２５７８・兵庫県宍粟市山崎町元山崎・やまさきちようもとやまさき

　　６７１-２５７９・兵庫県宍粟市山崎町門前・やまさきちようもんぜん

　　６７１-２５２６・兵庫県宍粟市山崎町矢原・やまさきちようやはﾞら

　　６７１-２５７７・兵庫県宍粟市山崎町山崎・やまさきちようやまさき

　　６７１-２５７５・兵庫県宍粟市山崎町山田・やまさきちようやまだ

　　６７１-２５１２・兵庫県宍粟市山崎町与位・やまさきちようよい

　　６７１-２５１８・兵庫県宍粟市山崎町横須・やまさきちようよこす

　　６７３-１４００・兵庫県加東市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７３-１３０２・兵庫県加東市秋津・あきつ

　　６７３-１３３８・兵庫県加東市厚利・ あつとじ

　　６７３-１４５１・兵庫県加東市家原・いえはら

　　６７３-１４１３・兵庫県加東市池之内・いけのうち

　　６７３-１４４２・兵庫県加東市出水・いずみ

　　６７９-０２０３・兵庫県加東市稲尾・いなお

　　６７３-１３２１・兵庫県加東市岩屋・いわや

　　６７３-１４４６・兵庫県加東市上田・うえだ

　　６７３-１４０４・兵庫県加東市馬瀬・うまぜ

　　６７３-１３１３・兵庫県加東市永福・えいふく

　　６７９-０２０２・兵庫県加東市多井田・おいだ

　　６７３-１３２５・兵庫県加東市大畑・おおはた

　　６７３-１３２３・兵庫県加東市岡本・おかもと

　　６７３-１３３３・兵庫県加東市小沢・おざわ

　　６７３-１４５３・兵庫県加東市貝原・かいはら

　　６７３-１４６３・兵庫県加東市梶原・かじわら

　　６７３-１４０１・兵庫県加東市上鴨川・かみかもがわ

　　６７３-１４１４・兵庫県加東市上久米・かみくめ

　　６７９-０２１１・兵庫県加東市上滝野・かみたきの

　　６７３-１４６４・兵庫県加東市上中・かみなか

　　６７３-１４７２・兵庫県加東市上三草・かみみくさ

　　６７３-１４６５・兵庫県加東市喜田・きた

　　６７９-０２０５・兵庫県加東市北野・きたの

　　６７３-１４６１・兵庫県加東市木梨・ きなじ

　　６７３-１４５６・兵庫県加東市窪田・くほﾞた

　　６７３-１４１６・兵庫県加東市久米・くめ

　　６７３-１３０１・兵庫県加東市黒谷・くろだに

　　６７９-０２２１・兵庫県加東市河高・こうたか



　　６７９-０２１３・兵庫県加東市光明寺・こうみようじ

　　６７３-１３３２・兵庫県加東市栄枝・さかえ

　　６７９-０２２３・兵庫県加東市桜台・さくらだい

　　６７３-１４４７・兵庫県加東市佐保・さほ

　　６７３-１４４４・兵庫県加東市沢部・さわべ

　　６７３-１４０３・兵庫県加東市下鴨川・しもかもがわ

　　６７３-１４１５・兵庫県加東市下久米・しもくめ

　　６７９-０２１２・兵庫県加東市下滝野・しもたきの

　　６７３-１４７３・兵庫県加東市下三草・しもみくさ

　　６７３-１３０３・兵庫県加東市少分谷・しようぶだに

　　６７３-１３２４・兵庫県加東市新定・しんじよう

　　６７９-０２０４・兵庫県加東市新町・しんまち

　　６７９-０２０１・兵庫県加東市曽我・そが

　　６７３-１４４５・兵庫県加東市大門・だいもん

　　６７９-０２２２・兵庫県加東市高岡・たかおか

　　６７９-０２０７・兵庫県加東市滝野団地・たきのだんち

　　６７３-１４４１・兵庫県加東市田中・たなか

　　６７３-１３１１・兵庫県加東市天神・てんじん

　　６７３-１４３４・兵庫県加東市東実・とうじつ

　　６７３-１４５２・兵庫県加東市鳥居・とりい

　　６７３-１４２４・兵庫県加東市中古瀬・なかごせ

　　６７３-１３０４・兵庫県加東市長貞・ながさだ

　　６７３-１４２５・兵庫県加東市西古瀬・にしこせ

　　６７３-１４５５・兵庫県加東市西垂水・にしたるみ

　　６７３-１４５４・兵庫県加東市野村・のむら

　　６７３-１３１２・兵庫県加東市掎鹿谷・はしかだに

　　６７３-１４１１・兵庫県加東市畑・はた

　　６７３-１４２３・兵庫県加東市東古瀬・ひがしごせ

　　６７３-１３３６・兵庫県加東市東垂水・ひがしたるみ

　　６７３-１４０２・兵庫県加東市平木・ひらき

　　６７３-１４３２・兵庫県加東市ひろのが丘・ひろのがおか

　　６７３-１４４３・兵庫県加東市福吉・ ふくよじ

　　６７３-１４６２・兵庫県加東市藤田・ふじた

　　６７９-０２０６・兵庫県加東市穂積・ほつﾞみ

　　６７３-１４７４・兵庫県加東市牧野・まきの

　　６７３-１４３３・兵庫県加東市松尾・まつお

　　６７３-１３３７・兵庫県加東市松沢・まつざわ

　　６７３-１４１２・兵庫県加東市廻渕・まわりぶち

　　６７３-１３４１・兵庫県加東市南山・みなみやま

　　６７３-１３２２・兵庫県加東市森・もり

　　６７３-１３３１・兵庫県加東市森尾・もりお

　　６７３-１４３１・兵庫県加東市社・やしろ

　　６７３-１４２２・兵庫県加東市屋度・やど

　　６７３-１３３５・兵庫県加東市藪・やぶ

　　６７３-１４７１・兵庫県加東市山口・やまぐち

　　６７３-１４２１・兵庫県加東市山国・やまくに

　　６７３-１３１４・兵庫県加東市横谷・よこだに

　　６７３-１３３４・兵庫県加東市吉井・よしい

　　６７３-１４７５・兵庫県加東市吉馬・よしま

　　６７９-４１００・兵庫県たつの市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-４００８・兵庫県たつの市揖西町芦原台・いつさいちようあしはらだい

　　６７９-４００３・兵庫県たつの市揖西町小神・いつさいちようおがみ

　　６７９-４０２４・兵庫県たつの市揖西町尾崎・いつさいちようおさき

　　６７９-４０２５・兵庫県たつの市揖西町小畑・いつさいちようおはﾞたけ

　　６７９-４００７・兵庫県たつの市揖西町構・いつさいちようかまえ

　　６７９-４０２２・兵庫県たつの市揖西町北沢・いつさいちようきたさわ

　　６７９-４０１３・兵庫県たつの市揖西町北山・いつさいちようきたやま

　　６７９-４０２１・兵庫県たつの市揖西町小犬丸・いつさいちようこいぬまる

　　６７９-４０１１・兵庫県たつの市揖西町佐江・いつさいちようさえ

　　６７９-４００５・兵庫県たつの市揖西町清水・いつさいちようしみず

　　６７９-４００４・兵庫県たつの市揖西町清水新・いつさいちようしみずしん

　　６７９-４００１・兵庫県たつの市揖西町新宮・いつさいちようしんぐう

　　６７９-４０２３・兵庫県たつの市揖西町住吉・ いつさいちようすみよじ

　　６７９-４００６・兵庫県たつの市揖西町田井・いつさいちようたい

　　６７９-４０２６・兵庫県たつの市揖西町竹原・いつさいちようたけはら

　　６７９-４０１４・兵庫県たつの市揖西町竹万・いつさいちようちくま

　　６７９-４０２７・兵庫県たつの市揖西町長尾・いつさいちようながお

　　６７９-４００２・兵庫県たつの市揖西町中垣内・いつさいちようなかがいち

　　６７９-４０１７・兵庫県たつの市揖西町土師・いつさいちようはぜ

　　６７９-４０１２・兵庫県たつの市揖西町前地・いつさいちようまえじ



　　６７９-４０１６・兵庫県たつの市揖西町南山・いつさいちようみなみやま

　　６７９-４０１５・兵庫県たつの市揖西町龍子・いつさいちようりゆうこ

　　６７１-１６６２・兵庫県たつの市揖保川町市場・いほﾞがわちよういちはﾞ

　　６７１-１６６５・兵庫県たつの市揖保川町馬場・いほﾞがわちよううまはﾞ

　　６７１-１６６３・兵庫県たつの市揖保川町浦部・いほﾞがわちよううらべ

　　６７１-１６５１・兵庫県たつの市揖保川町片島・いほﾞがわちようかたしま

　　６７１-１６４３・兵庫県たつの市揖保川町神戸北山・いほﾞがわちようかんべきたやま

　　６７１-１６３２・兵庫県たつの市揖保川町黍田・いほﾞがわちようきびた

　　６７１-１６６４・兵庫県たつの市揖保川町金剛山・いほﾞがわちようこんごうさん

　　６７１-１６２１・兵庫県たつの市揖保川町正條・いほﾞがわちようしようじよう

　　６７１-１６１１・兵庫県たつの市揖保川町新在家・いほﾞがわちようしんざいけ

　　６７１-１６４２・兵庫県たつの市揖保川町大門・いほﾞがわちようだいもん

　　６７１-１６０２・兵庫県たつの市揖保川町野田・いほﾞがわちようのだ

　　６７１-１６４１・兵庫県たつの市揖保川町原・いほﾞがわちようはら

　　６７１-１６０１・兵庫県たつの市揖保川町半田・いほﾞがわちようはんだ

　　６７１-１６６１・兵庫県たつの市揖保川町袋尻・いほﾞがわちようふくろじり

　　６７１-１６１３・兵庫県たつの市揖保川町二塚・いほﾞがわちようふたつか

　　６７１-１６１２・兵庫県たつの市揖保川町本條・いほﾞがわちようほんじよう

　　６７１-１６０３・兵庫県たつの市揖保川町養久・いほﾞがわちようやく

　　６７１-１６３１・兵庫県たつの市揖保川町山津屋・いほﾞがわちようやまつや

　　６７９-４１５６・兵庫県たつの市揖保町揖保上・いほﾞちよういほﾞかみ

　　６７９-４１５５・兵庫県たつの市揖保町揖保中・いほﾞちよういほﾞなか

　　６７９-４１４６・兵庫県たつの市揖保町今市・いほﾞちよういまいち

　　６７９-４１４１・兵庫県たつの市揖保町栄・いほﾞちようさかえ

　　６７９-４１４３・兵庫県たつの市揖保町東用・いほﾞちようとうよう

　　６７９-４１５２・兵庫県たつの市揖保町中臣・いほﾞちようなかじん

　　６７９-４１５４・兵庫県たつの市揖保町西構・いほﾞちようにしがまえ

　　６７９-４１４５・兵庫県たつの市揖保町萩原・いほﾞちようはいはﾞら

　　６７９-４１４４・兵庫県たつの市揖保町真砂・いほﾞちようまさご

　　６７９-４１４２・兵庫県たつの市揖保町松原・いほﾞちようまつはﾞら

　　６７９-４１５３・兵庫県たつの市揖保町門前・いほﾞちようもんぜん

　　６７９-４１５１・兵庫県たつの市揖保町山下・いほﾞちようやました

　　６７９-４１１５・兵庫県たつの市神岡町入野・かみおかちよういりの

　　６７９-４１１２・兵庫県たつの市神岡町追分・かみおかちようおいわけ

　　６７９-４１０１・兵庫県たつの市神岡町奥村・かみおかちようおくむら

　　６７９-４１０３・兵庫県たつの市神岡町上横内・かみおかちようかみよこうち

　　６７９-４１０２・兵庫県たつの市神岡町北横内・かみおかちようきたよこうち

　　６７９-４１１６・兵庫県たつの市神岡町沢田・かみおかちようさわだ

　　６７９-４１０８・兵庫県たつの市神岡町大住寺・かみおかちようだいじゆうじ

　　６７９-４１１３・兵庫県たつの市神岡町田中・かみおかちようたなか

　　６７９-４１０４・兵庫県たつの市神岡町筒井・かみおかちようつつい

　　６７９-４１０５・兵庫県たつの市神岡町西鳥井・かみおかちようにしとりい

　　６７９-４１０７・兵庫県たつの市神岡町西横内・かみおかちようにしよこうち

　　６７９-４１１１・兵庫県たつの市神岡町野部・かみおかちようのべ

　　６７９-４１０９・兵庫県たつの市神岡町東觜崎・かみおかちようひがしはしさき

　　６７９-４１０６・兵庫県たつの市神岡町横内・かみおかちようよこうち

　　６７９-４１１４・兵庫県たつの市神岡町寄井・かみおかちようよりい

　　６７９-４３３１・兵庫県たつの市新宮町市野保・しんぐうちよういちのほ

　　６７９-４３１５・兵庫県たつの市新宮町井野原・しんぐうちよういのはら

　　６７９-４３３２・兵庫県たつの市新宮町馬立・しんぐうちよううまたて

　　６７９-４３４３・兵庫県たつの市新宮町大屋・しんぐうちようおおや

　　６７９-５１５１・兵庫県たつの市新宮町奥小屋・しんぐうちようおくごや

　　６７９-５１５４・兵庫県たつの市新宮町鍛冶屋・しんぐうちようかじや

　　６７９-５１６２・兵庫県たつの市新宮町上莇原・しんぐうちようかみあざわら

　　６７９-４３０３・兵庫県たつの市新宮町上笹・しんぐうちようかみささ

　　６７９-４３２３・兵庫県たつの市新宮町北村・しんぐうちようきたむら

　　６７９-５１５５・兵庫県たつの市新宮町栗町・しんぐうちようくりまち

　　６７９-５１６５・兵庫県たつの市新宮町光都・しんぐうちようこうと

　　６７９-４３０２・兵庫県たつの市新宮町香山・しんぐうちようこうやま

　　６７９-４３１６・兵庫県たつの市新宮町芝田・しんぐうちようこげた

　　６７９-４３２５・兵庫県たつの市新宮町佐野・しんぐうちようさの

　　６７９-４３０１・兵庫県たつの市新宮町篠首・しんぐうちようしのくび

　　６７９-５１６１・兵庫県たつの市新宮町下莇原・しんぐうちようしもあざわら

　　６７９-４３０４・兵庫県たつの市新宮町下笹・しんぐうちようしもささ

　　６７９-４３１２・兵庫県たつの市新宮町下野・しんぐうちようしもの

　　６７９-４３３３・兵庫県たつの市新宮町下野田・しんぐうちようしものだ

　　６７９-４３１３・兵庫県たつの市新宮町新宮・しんぐうちようしんぐう

　　６７９-４３４４・兵庫県たつの市新宮町善定・しんぐうちようぜんじよ

　　６７９-４３２２・兵庫県たつの市新宮町仙正・しんぐうちようせんしよう

　　６７９-４３４６・兵庫県たつの市新宮町千本・しんぐうちようせんほﾞん



　　６７９-４３１４・兵庫県たつの市新宮町曽我井・しんぐうちようそがい

　　６７９-４３２１・兵庫県たつの市新宮町段之上・しんぐうちようだんのうえ

　　６７９-５１６３・兵庫県たつの市新宮町角亀・しんぐうちようつのがめ

　　６７９-５１５３・兵庫県たつの市新宮町時重・しんぐうちようときしげ

　　６７９-４３２７・兵庫県たつの市新宮町中野庄・しんぐうちようなかのしよう

　　６７９-４３４１・兵庫県たつの市新宮町能地・しんぐうちようのうじ

　　６７９-４３２４・兵庫県たつの市新宮町觜崎・しんぐうちようはしさき

　　６７９-４３４２・兵庫県たつの市新宮町平野・しんぐうちようひらの

　　６７９-４３４５・兵庫県たつの市新宮町福栖・しんぐうちようふくす

　　６７９-５１６４・兵庫県たつの市新宮町二柏野・しんぐうちようふたつがいの

　　６７９-４３２６・兵庫県たつの市新宮町船渡・しんぐうちようふなと

　　６７９-５１５２・兵庫県たつの市新宮町牧・しんぐうちようまき

　　６７９-４３１１・兵庫県たつの市新宮町宮内・しんぐうちようみやうち

　　６７９-４３０５・兵庫県たつの市新宮町吉島・しんぐうちようよしま

　　６７９-４１７５・兵庫県たつの市龍野町旭町・たつのちようあさひまち

　　６７９-４１７８・兵庫県たつの市龍野町大手・たつのちようおおて

　　６７９-４１２８・兵庫県たつの市龍野町小宅北・たつのちようおやけきた

　　６７９-４１２３・兵庫県たつの市龍野町片山・たつのちようかたやま

　　６７９-４１７９・兵庫県たつの市龍野町上霞城・たつのちようかみかじよう

　　６７９-４１７２・兵庫県たつの市龍野町上川原・たつのちようかみがわら

　　６７９-４１６６・兵庫県たつの市龍野町川原町・たつのちようかわらちよう

　　６７９-４１７１・兵庫県たつの市龍野町北龍野・たつのちようきたたつの

　　６７９-４１２１・兵庫県たつの市龍野町島田・たつのちようしまだ

　　６７９-４１６２・兵庫県たつの市龍野町下霞城・たつのちようしもかじよう

　　６７９-４１７７・兵庫県たつの市龍野町下川原・たつのちようしもがわら

　　６７９-４１７６・兵庫県たつの市龍野町水神町・たつのちようすいじんちよう

　　６７９-４１２５・兵庫県たつの市龍野町末政・たつのちようすえまさ

　　６７９-４１６９・兵庫県たつの市龍野町大道・たつのちようだいどう

　　６７９-４１６４・兵庫県たつの市龍野町立町・たつのちようたてまち

　　６７９-４１２９・兵庫県たつの市龍野町堂本・たつのちようどうもと

　　６７９-４１６７・兵庫県たつの市龍野町富永・たつのちようとみなが

　　６７９-４１２４・兵庫県たつの市龍野町中井・たつのちようなかい

　　６７９-４１７０・兵庫県たつの市龍野町中霞城・たつのちようなかかじよう

　　６７９-４１２６・兵庫県たつの市龍野町中村・たつのちようなかむら

　　６７９-４１２２・兵庫県たつの市龍野町日飼・たつのちようひがい

　　６７９-４１６１・兵庫県たつの市龍野町日山・たつのちようひやま

　　６７９-４１６３・兵庫県たつの市龍野町福の神・たつのちようふくのかみ

　　６７９-４１６５・兵庫県たつの市龍野町本町・たつのちようほんまち

　　６７９-４１２７・兵庫県たつの市龍野町宮脇・たつのちようみやわき

　　６７９-４１７３・兵庫県たつの市龍野町門の外・たつのちようもんのそと

　　６７９-４１７４・兵庫県たつの市龍野町柳原・たつのちようやなぎはら

　　６７９-４１６８・兵庫県たつの市龍野町四箇・たつのちようよつか

　　６７９-４１３６・兵庫県たつの市誉田町井上・ほんだちよういのかみ

　　６７９-４１３１・兵庫県たつの市誉田町内山・ほんだちよううちやま

　　６７９-４１３７・兵庫県たつの市誉田町片吹・ほんだちようかたぶき

　　６７９-４１３９・兵庫県たつの市誉田町上沖・ほんだちようかみおき

　　６７９-４１３８・兵庫県たつの市誉田町下沖・ほんだちようしもおき

　　６７９-４１３５・兵庫県たつの市誉田町高駄・ほんだちようたかだ

　　６７９-４１３０・兵庫県たつの市誉田町長真・ほんだちようながざね

　　６７９-４１３４・兵庫県たつの市誉田町広山・ほんだちようひろやま

　　６７９-４１３２・兵庫県たつの市誉田町福田・ほんだちようふくだ

　　６７９-４１３３・兵庫県たつの市誉田町誉・ほんだちようほまれ

　　６７１-１３４２・兵庫県たつの市御津町朝臣・みつちようあさとみ

　　６７１-１３１２・兵庫県たつの市御津町碇岩・みつちよういかりいわ

　　６７１-１３３１・兵庫県たつの市御津町岩見・みつちよういわみ

　　６７１-１３４１・兵庫県たつの市御津町釜屋・みつちようかまや

　　６７１-１３２１・兵庫県たつの市御津町苅屋・みつちようかりや

　　６７１-１３０１・兵庫県たつの市御津町黒崎・みつちようくろさき

　　６７１-１３１１・兵庫県たつの市御津町中島・みつちようなかしま

　　６７１-１３３２・兵庫県たつの市御津町室津・みつちようむろつ

　　６６６-０２００・兵庫県川辺郡猪名川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６６-０２１２・兵庫県川辺郡猪名川町旭ケ丘・あさひがおか

　　６６６-０２４６・兵庫県川辺郡猪名川町猪名川台・いながわだい

　　６６６-０２５５・兵庫県川辺郡猪名川町猪渕・いぶち

　　６６６-０２４４・兵庫県川辺郡猪名川町上野・うえの

　　６６６-０２４１・兵庫県川辺郡猪名川町内馬場・うちはﾞはﾞ

　　６６６-０２４３・兵庫県川辺郡猪名川町柏梨田・かしうだ

　　６６６-０２０４・兵庫県川辺郡猪名川町柏原・かしはら

　　６６６-０２０２・兵庫県川辺郡猪名川町鎌倉・かまくら

　　６６６-０２３１・兵庫県川辺郡猪名川町上阿古谷・かみあこたに



　　６６６-０２３６・兵庫県川辺郡猪名川町北田原・きたたはら

　　６６６-０２３４・兵庫県川辺郡猪名川町北野・きたの

　　６６６-０２２５・兵庫県川辺郡猪名川町木津・きつﾞ

　　６６６-０２５４・兵庫県川辺郡猪名川町肝川・きもかわ

　　６６６-０２５６・兵庫県川辺郡猪名川町銀山・ぎんざん

　　６６６-０２２３・兵庫県川辺郡猪名川町木間生・こもお

　　６６６-０２２７・兵庫県川辺郡猪名川町笹尾・ささお

　　６６６-０２５３・兵庫県川辺郡猪名川町差組・さしくみ

　　６６６-０２１５・兵庫県川辺郡猪名川町島・しま

　　６６６-０２１４・兵庫県川辺郡猪名川町清水・しみず

　　６６６-０２１３・兵庫県川辺郡猪名川町清水東・ しみずひがじ

　　６６６-０２３７・兵庫県川辺郡猪名川町下阿古谷・しもあこたに

　　６６６-０２５７・兵庫県川辺郡猪名川町白金・しろがね

　　６６６-０２０１・兵庫県川辺郡猪名川町杉生・すぎお

　　６６６-０２３８・兵庫県川辺郡猪名川町荘苑・そうえん

　　６６６-０２３２・兵庫県川辺郡猪名川町民田・たみだ

　　６６６-０２２２・兵庫県川辺郡猪名川町槻並・つくなみ

　　６６６-０２４５・兵庫県川辺郡猪名川町つつじが丘・つつじがおか

　　６６６-０２２１・兵庫県川辺郡猪名川町杤原・とちはら

　　６６６-０２０３・兵庫県川辺郡猪名川町西畑・にしはた

　　６６６-０２１１・兵庫県川辺郡猪名川町仁頂寺・にじようじ

　　６６６-０２２６・兵庫県川辺郡猪名川町林田・はやした

　　６６６-０２４２・兵庫県川辺郡猪名川町原・はら

　　６６６-０２５２・兵庫県川辺郡猪名川町広根・ひろね

　　６６６-０２６２・兵庫県川辺郡猪名川町伏見台・ふしみだい

　　６６６-０２６１・兵庫県川辺郡猪名川町松尾台・まつおだい

　　６６６-０２２４・兵庫県川辺郡猪名川町万善・まんぜん

　　６６６-０２３５・兵庫県川辺郡猪名川町南田原・みなみたはら

　　６６６-０２３３・兵庫県川辺郡猪名川町紫合・ゆうだ

　　６６６-０２５１・兵庫県川辺郡猪名川町若葉・わかはﾞ

　　６７９-１１００・兵庫県多可郡多可町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-１２０５・兵庫県多可郡多可町加美区岩座神・かみくいさりがみ

　　６７９-１３２７・兵庫県多可郡多可町加美区市原・かみくいちはら

　　６７９-１３３２・兵庫県多可郡多可町加美区大袋・かみくおおぶくろ

　　６７９-１２１５・兵庫県多可郡多可町加美区奥荒田・かみくおくあらた

　　６７９-１３３７・兵庫県多可郡多可町加美区奥豊部・かみくおくとよべ

　　６７９-１３３５・兵庫県多可郡多可町加美区門村・かみくかどむら

　　６７９-１３３８・兵庫県多可郡多可町加美区観音寺・かみくかんのんじ

　　６７９-１３２３・兵庫県多可郡多可町加美区清水・かみくきよみず

　　６７９-１２０２・兵庫県多可郡多可町加美区熊野部・かみくくまのべ

　　６７９-１３３６・兵庫県多可郡多可町加美区杉原・かみくすぎはら

　　６７９-１２０３・兵庫県多可郡多可町加美区多田・かみくただ

　　６７９-１２０４・兵庫県多可郡多可町加美区棚釜・かみくたなかま

　　６７９-１３３１・兵庫県多可郡多可町加美区丹治・かみくたんじ

　　６７９-１２１１・兵庫県多可郡多可町加美区寺内・かみくてらうち

　　６７９-１３２４・兵庫県多可郡多可町加美区轟・かみくとどろき

　　６７９-１２０１・兵庫県多可郡多可町加美区豊部・かみくとよべ

　　６７９-１３２２・兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽・かみくとりま

　　６７９-１３２６・兵庫県多可郡多可町加美区西山・かみくにしやま

　　６７９-１２１２・兵庫県多可郡多可町加美区西脇・かみくにしわき

　　６７９-１３３４・兵庫県多可郡多可町加美区箸荷・かみくはせがい

　　６７９-１２１４・兵庫県多可郡多可町加美区的場・かみくまとはﾞ

　　６７９-１３３３・兵庫県多可郡多可町加美区三谷・かみくみだに

　　６７９-１３２５・兵庫県多可郡多可町加美区山口・かみくやまぐち

　　６７９-１２１３・兵庫県多可郡多可町加美区山野部・かみくやまのべ

　　６７９-１３２１・兵庫県多可郡多可町加美区山寄上・かみくやまよりかみ

　　６７９-１１３５・兵庫県多可郡多可町中区安坂・なかくあさか

　　６７９-１１１５・兵庫県多可郡多可町中区天田・なかくあまだ

　　６７９-１１０２・兵庫県多可郡多可町中区安楽田・なかくあらた

　　６７９-１１０７・兵庫県多可郡多可町中区奥中・なかくおくなか

　　６７９-１１１１・兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋・なかくかじや

　　６７９-１１１４・兵庫県多可郡多可町中区岸上・なかくきしかみ

　　６７９-１１３３・兵庫県多可郡多可町中区糀屋・なかくこうじや

　　６７９-１１３２・兵庫県多可郡多可町中区坂本・なかくさかもと

　　６７９-１１３４・兵庫県多可郡多可町中区茂利・なかくしげり

　　６７９-１１３１・兵庫県多可郡多可町中区曽我井・なかくそがい

　　６７９-１１０６・兵庫県多可郡多可町中区高岸・ なかくたかぎじ

　　６７９-１１０４・兵庫県多可郡多可町中区田野口・なかくたのくち

　　６７９-１１０７・兵庫県多可郡多可町中区徳畑・なかくとくはﾞた

　　６７９-１１１３・兵庫県多可郡多可町中区中村町・なかくなかむらまち



　　６７９-１１２２・兵庫県多可郡多可町中区中安田・なかくなかやすだ

　　６７９-１１２３・兵庫県多可郡多可町中区西安田・なかくにしやすだ

　　６７９-１１２１・兵庫県多可郡多可町中区東安田・なかくひがしやすだ

　　６７９-１１０５・兵庫県多可郡多可町中区東山・なかくひがしやま

　　６７９-１１０３・兵庫県多可郡多可町中区牧野・なかくまきの

　　６７９-１１１２・兵庫県多可郡多可町中区間子・なかくまこう

　　６７９-１１２４・兵庫県多可郡多可町中区森本・なかくもりもと

　　６７９-１１０１・兵庫県多可郡多可町中区門前・なかくもんぜん

　　６７７-０１１２・兵庫県多可郡多可町八千代区赤坂・やちよくあかさか

　　６７７-０１０１・兵庫県多可郡多可町八千代区大屋・やちよくおおや

　　６７７-０１１１・兵庫県多可郡多可町八千代区門田・やちよくかどた

　　６７７-０１０２・兵庫県多可郡多可町八千代区坂本・やちよくさかもと

　　６７７-０１１４・兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原・やちよくしではら

　　６７７-０１２２・兵庫県多可郡多可町八千代区下野間・やちよくしものま

　　６７７-０１３１・兵庫県多可郡多可町八千代区下三原・やちよくしもみはら

　　６７７-０１０５・兵庫県多可郡多可町八千代区下村・やちよくしもむら

　　６７７-０１１３・兵庫県多可郡多可町八千代区俵田・やちよくたわらだ

　　６７７-０１２１・兵庫県多可郡多可町八千代区中野間・やちよくなかのま

　　６７７-０１０３・兵庫県多可郡多可町八千代区中村・やちよくなかむら

　　６７７-０１３２・兵庫県多可郡多可町八千代区大和・やちよくやまと

　　６７７-０１０４・兵庫県多可郡多可町八千代区横屋・やちよくよこや

　　６７５-１１００・兵庫県加古郡稲美町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７５-１１１１・兵庫県加古郡稲美町印南・いんなみ

　　６７５-１１１３・兵庫県加古郡稲美町岡・おか

　　６７５-１１０５・兵庫県加古郡稲美町加古・かこ

　　６７５-１１２１・兵庫県加古郡稲美町北山・きたやま

　　６７５-１１０２・兵庫県加古郡稲美町草谷・くさだに

　　６７５-１１１５・兵庫県加古郡稲美町国岡・くにおか

　　６７５-１１２３・兵庫県加古郡稲美町国北・くにほく

　　６７５-１１１４・兵庫県加古郡稲美町国安・くにやす

　　６７５-１１２６・兵庫県加古郡稲美町幸竹・こうたけ

　　６７５-１１０１・兵庫県加古郡稲美町下草谷・しもくさだに

　　６７５-１１１６・兵庫県加古郡稲美町蛸草・たこくさ

　　６７５-１１２７・兵庫県加古郡稲美町中一色・なかいしき

　　６７５-１１２２・兵庫県加古郡稲美町中村・なかむら

　　６７５-１１０３・兵庫県加古郡稲美町野谷・のだに

　　６７５-１１０４・兵庫県加古郡稲美町野寺・のでら

　　６７５-１１２４・兵庫県加古郡稲美町森安・もりやす

　　６７５-１１１２・兵庫県加古郡稲美町六分一・ろくぶいち

　　６７５-１１２５・兵庫県加古郡稲美町和田・わだ

　　６７５-０１００・兵庫県加古郡播磨町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７５-０１４２・兵庫県加古郡播磨町大中・おおなか

　　６７５-０１５７・兵庫県加古郡播磨町上野添・かみのぞえ

　　６７５-０１５８・兵庫県加古郡播磨町北野添・きたのぞえ

　　６７５-０１４８・兵庫県加古郡播磨町北古田・きたふるた

　　６７５-０１４４・兵庫県加古郡播磨町北本荘・きたほんじよう

　　６７５-０１６３・兵庫県加古郡播磨町古宮・こみや

　　６７５-０１５５・兵庫県加古郡播磨町新島・にいじま

　　６７５-０１６０・兵庫県加古郡播磨町西野添・にしのぞえ

　　６７５-０１５１・兵庫県加古郡播磨町野添・のぞえ

　　６７５-０１４１・兵庫県加古郡播磨町野添城・のぞえじよう

　　６７５-０１６４・兵庫県加古郡播磨町東新島・ひがしにいじま

　　６７５-０１５９・兵庫県加古郡播磨町東野添・ひがしのぞえ

　　６７５-０１５６・兵庫県加古郡播磨町東本荘・ひがしほんじよう

　　６７５-０１６２・兵庫県加古郡播磨町二子・ふたご

　　６７５-０１４６・兵庫県加古郡播磨町古田・ふるた

　　６７５-０１５４・兵庫県加古郡播磨町本荘・ほんじよう

　　６７５-０１４７・兵庫県加古郡播磨町南大中・みなみおおなか

　　６７５-０１５０・兵庫県加古郡播磨町南野添・みなみのぞえ

　　６７５-０１４３・兵庫県加古郡播磨町宮北・みやきた

　　６７５-０１４５・兵庫県加古郡播磨町宮西・ みやにじ

　　６７９-２３００・兵庫県神崎郡市川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-２３１７・兵庫県神崎郡市川町浅野・あさの

　　６７９-２３２３・兵庫県神崎郡市川町甘地・あまじ

　　６７９-２３１１・兵庫県神崎郡市川町上田中・うえだなか

　　６７９-２３２５・兵庫県神崎郡市川町奥・おく

　　６７９-２３１８・兵庫県神崎郡市川町小畑・おはﾞた

　　６７９-２３０１・兵庫県神崎郡市川町上牛尾・かみうしお

　　６７９-２３０３・兵庫県神崎郡市川町上瀬加・かみせか

　　６７９-２３３３・兵庫県神崎郡市川町神崎・かんざき



　　６７９-２３１４・兵庫県神崎郡市川町北田中・きたたなか

　　６７９-２３２２・兵庫県神崎郡市川町小谷・こだに

　　６７９-２３３１・兵庫県神崎郡市川町小室・こむろ

　　６７９-２３２４・兵庫県神崎郡市川町坂戸・さかど

　　６７９-２３３６・兵庫県神崎郡市川町沢・さわ

　　６７９-２３０２・兵庫県神崎郡市川町下牛尾・しもうしお

　　６７９-２３０４・兵庫県神崎郡市川町下瀬加・しもせか

　　６７９-２３３２・兵庫県神崎郡市川町田中・たなか

　　６７９-２３２６・兵庫県神崎郡市川町谷・たに

　　６７９-２３２７・兵庫県神崎郡市川町近平・ちから

　　６７９-２３２１・兵庫県神崎郡市川町千原・ちはら

　　６７９-２３３４・兵庫県神崎郡市川町鶴居・つるい

　　６７９-２３１５・兵庫県神崎郡市川町西川辺・にしかわなべ

　　６７９-２３１３・兵庫県神崎郡市川町西田中・にしたなか

　　６７９-２３１６・兵庫県神崎郡市川町東川辺・ひがしかわなべ

　　６７９-２３１２・兵庫県神崎郡市川町保喜・ほき

　　６７９-２３３５・兵庫県神崎郡市川町美佐・みさ

　　６７９-２３３７・兵庫県神崎郡市川町屋形・やかた

　　６７９-２２００・兵庫県神崎郡福崎町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-２２１３・兵庫県神崎郡福崎町馬田・うまだ

　　６７９-２２０１・兵庫県神崎郡福崎町大貫・おおぬき

　　６７９-２２１５・兵庫県神崎郡福崎町西治・さいじ

　　６７９-２２１７・兵庫県神崎郡福崎町高岡・たかおか

　　６７９-２２１６・兵庫県神崎郡福崎町高橋・ たかはじ

　　６７９-２２１８・兵庫県神崎郡福崎町田口・たぐち

　　６７９-２２０４・兵庫県神崎郡福崎町西田原・にしたわら

　　６７９-２２０５・兵庫県神崎郡福崎町東田原・ひがしたわら

　　６７９-２２１４・兵庫県神崎郡福崎町福崎新・ふくさきしん

　　６７９-２２１２・兵庫県神崎郡福崎町福田・ふくだ

　　６７９-２２０３・兵庫県神崎郡福崎町南田原・みなみたわら

　　６７９-２２０２・兵庫県神崎郡福崎町八千種・やちくさ

　　６７９-２２１１・兵庫県神崎郡福崎町山崎・やまさき

　　６７９-３１００・兵庫県神崎郡神河町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-３１２１・兵庫県神崎郡神河町上岩・あげいわ

　　６７９-２４１４・兵庫県神崎郡神河町粟賀町・あわがまち

　　６７９-２４３１・兵庫県神崎郡神河町猪篠・いざさ

　　６７９-２４０５・兵庫県神崎郡神河町岩屋・いわや

　　６７９-３１１１・兵庫県神崎郡神河町大河・おおかわ

　　６７９-２４０３・兵庫県神崎郡神河町大畑・おおはた

　　６７９-２４３２・兵庫県神崎郡神河町大山・おおやま

　　６７９-２４０４・兵庫県神崎郡神河町越知・おち

　　６７９-２４２２・兵庫県神崎郡神河町貝野・かいの

　　６７９-３１１２・兵庫県神崎郡神河町鍛治・かじ

　　６７９-２４２４・兵庫県神崎郡神河町柏尾・かしお

　　６７９-２４２１・兵庫県神崎郡神河町加納・かのう

　　６７９-３１２５・兵庫県神崎郡神河町上小田・かみおだ

　　６７９-３１０４・兵庫県神崎郡神河町川上・かわかみ

　　６７９-３１０２・兵庫県神崎郡神河町栗・くり

　　６７９-２４０２・兵庫県神崎郡神河町作畑・さくはた

　　６７９-２４０１・兵庫県神崎郡神河町新田・しんでん

　　６７９-２４３３・兵庫県神崎郡神河町杉・すぎ

　　６７９-３１２２・兵庫県神崎郡神河町高朝田・たかちようだ

　　６７９-２４２３・兵庫県神崎郡神河町寺野・てらの

　　６７９-３１１６・兵庫県神崎郡神河町寺前・てらまえ

　　６７９-２４１３・兵庫県神崎郡神河町中村・なかむら

　　６７９-３１１４・兵庫県神崎郡神河町新野・にいの

　　６７９-３１１３・兵庫県神崎郡神河町野村・のむら

　　６７９-３１０３・兵庫県神崎郡神河町長谷・はせ

　　６７９-３１１５・兵庫県神崎郡神河町比延・ひえ

　　６７９-２４２５・兵庫県神崎郡神河町東柏尾・ひがしかしお

　　６７９-２４１５・兵庫県神崎郡神河町福本・ふくもと

　　６７９-３１０１・兵庫県神崎郡神河町渕・ふち

　　６７９-３１２４・兵庫県神崎郡神河町南小田・みなみおだ

　　６７９-３１２３・兵庫県神崎郡神河町宮野・みやの

　　６７９-２４１１・兵庫県神崎郡神河町根宇野・みよの

　　６７９-２４１２・兵庫県神崎郡神河町山田・やまだ

　　６７９-２４３４・兵庫県神崎郡神河町吉冨・よしとみ

　　６７１-１５００・兵庫県揖保郡太子町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７１-１５５７・兵庫県揖保郡太子町阿曽・あそ

　　６７１-１５６１・兵庫県揖保郡太子町鵤・いかるが



　　６７１-１５３２・兵庫県揖保郡太子町糸井・いとい

　　６７１-１５４５・兵庫県揖保郡太子町岩見構・いわみかまえ

　　６７１-１５５３・兵庫県揖保郡太子町老原・おいはﾞら

　　６７１-１５７２・兵庫県揖保郡太子町王子・おうじ

　　６７１-１５１１・兵庫県揖保郡太子町太田・おおた

　　６７１-１５４３・兵庫県揖保郡太子町沖代・おきだい

　　６７１-１５７３・兵庫県揖保郡太子町上太田・かみおおだ

　　６７１-１５０４・兵庫県揖保郡太子町黒岡・くろおか

　　６７１-１５７５・兵庫県揖保郡太子町佐用岡・さよおか

　　６７１-１５５２・兵庫県揖保郡太子町下阿曽・しもあそ

　　６７１-１５５６・兵庫県揖保郡太子町常全・じようぜん

　　６７１-１５３３・兵庫県揖保郡太子町竹広・たけひろ

　　６７１-１５３１・兵庫県揖保郡太子町立岡・たつおか

　　６７１-１５４１・兵庫県揖保郡太子町塚森・つかもり

　　６７１-１５０３・兵庫県揖保郡太子町天満山・てんまやま

　　６７１-１５２１・兵庫県揖保郡太子町東出・とうで

　　６７１-１５２３・兵庫県揖保郡太子町東南・とうなん

　　６７１-１５２４・兵庫県揖保郡太子町東保・とうほﾞ

　　６７１-１５５１・兵庫県揖保郡太子町馬場・はﾞはﾞ

　　６７１-１５０２・兵庫県揖保郡太子町原・はら

　　６７１-１５７１・兵庫県揖保郡太子町広坂・ひろさか

　　６７１-１５３４・兵庫県揖保郡太子町福地・ふくじ

　　６７１-１５５４・兵庫県揖保郡太子町船代・ふなだい

　　６７１-１５７６・兵庫県揖保郡太子町松尾・まつお

　　６７１-１５７４・兵庫県揖保郡太子町松ケ下・まつがした

　　６７１-１５５５・兵庫県揖保郡太子町宮本・みやもと

　　６７１-１５２２・兵庫県揖保郡太子町矢田部・やたべ

　　６７１-１５０１・兵庫県揖保郡太子町山田・やまだ

　　６７１-１５４４・兵庫県揖保郡太子町吉福・よしふく

　　６７１-１５４２・兵庫県揖保郡太子町米田・よねだ

　　６７１-１５３５・兵庫県揖保郡太子町蓮常寺・れんじようじ

　　６７８-１２００・兵庫県赤穂郡上郡町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７８-１２７３・兵庫県赤穂郡上郡町赤松・あかまつ

　　６７８-１２６１・兵庫県赤穂郡上郡町旭日・あさひ

　　６７８-１２５１・兵庫県赤穂郡上郡町井上・いのかみ

　　６７８-１２６２・兵庫県赤穂郡上郡町岩木・いわき

　　６７８-１２１８・兵庫県赤穂郡上郡町宇治山・うじやま

　　６７８-１２１３・兵庫県赤穂郡上郡町宇野山・うのやま

　　６７８-１２３４・兵庫県赤穂郡上郡町駅前・えきまえ

　　６７８-１２７５・兵庫県赤穂郡上郡町大枝・おえだ

　　６７８-１２７６・兵庫県赤穂郡上郡町大枝新・おえだしん

　　６７８-１２０４・兵庫県赤穂郡上郡町大冨・おおとみ

　　６７８-１２１９・兵庫県赤穂郡上郡町奥・おく

　　６７８-１２０３・兵庫県赤穂郡上郡町尾長谷・おながだに

　　６７８-１２１１・兵庫県赤穂郡上郡町小野豆・おのず

　　６７８-１２４３・兵庫県赤穂郡上郡町落地・おろち

　　６７８-１２７４・兵庫県赤穂郡上郡町柏野・かしわの

　　６７８-１２０１・兵庫県赤穂郡上郡町金出地・かなじ

　　６７８-１２２３・兵庫県赤穂郡上郡町釜島・かましま

　　６７８-１２３１・兵庫県赤穂郡上郡町上郡・かみごおり

　　６７８-１２１４・兵庫県赤穂郡上郡町休治・きゆうじ

　　６７８-１２７１・兵庫県赤穂郡上郡町楠・くすのき

　　６７８-１２４２・兵庫県赤穂郡上郡町栗原・くりはﾞら

　　６７８-１２０５・兵庫県赤穂郡上郡町光都・こうと

　　６７８-１２７８・兵庫県赤穂郡上郡町河野原・こうのはら

　　６７８-１２７７・兵庫県赤穂郡上郡町苔縄・こけなわ

　　６７８-１２１２・兵庫県赤穂郡上郡町佐用谷・さよだに

　　６７８-１２２１・兵庫県赤穂郡上郡町神明寺・じみようじ

　　６７８-１２１７・兵庫県赤穂郡上郡町宿・しゆく

　　６７８-１２１５・兵庫県赤穂郡上郡町正福寺・しようふくじ

　　６７８-１２３３・兵庫県赤穂郡上郡町大持・だいもち

　　６７８-１２２６・兵庫県赤穂郡上郡町高田台・たかただい

　　６７８-１２５４・兵庫県赤穂郡上郡町高山・たかやま

　　６７８-１２３２・兵庫県赤穂郡上郡町竹万・ちくま

　　６７８-１２１６・兵庫県赤穂郡上郡町中野・なかの

　　６７８-１２４４・兵庫県赤穂郡上郡町梨ケ原・なしがはら

　　６７８-１２２２・兵庫県赤穂郡上郡町西野山・にしのやま

　　６７８-１２０２・兵庫県赤穂郡上郡町野桑・のくわ

　　６７８-１２５２・兵庫県赤穂郡上郡町船坂・ふなさか

　　６７８-１２５３・兵庫県赤穂郡上郡町別名・べつみよう



　　６７８-１２７２・兵庫県赤穂郡上郡町細野・ほその

　　６７８-１２５６・兵庫県赤穂郡上郡町八保・やほ

　　６７８-１２４１・兵庫県赤穂郡上郡町山野里・やまのさと

　　６７８-１２５５・兵庫県赤穂郡上郡町行頭・ゆくとう

　　６７８-１２２５・兵庫県赤穂郡上郡町與井・よい

　　６７８-１２２４・兵庫県赤穂郡上郡町與井新・よいしん

　　６７９-５３００・兵庫県佐用郡佐用町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-５３３３・兵庫県佐用郡佐用町庵・いおり

　　６７９-５５３１・兵庫県佐用郡佐用町宇根・うね

　　６７９-５２２１・兵庫県佐用郡佐用町漆野・うるしの

　　６７９-５６４２・兵庫県佐用郡佐用町円光寺・えんこうじ

　　６７９-５３０７・兵庫県佐用郡佐用町円応寺・えんのうじ

　　６７９-５５０４・兵庫県佐用郡佐用町大垣内・おおがいち

　　６７９-５３１４・兵庫県佐用郡佐用町大木谷・おおきだに

　　６７９-５１４６・兵庫県佐用郡佐用町大下り・おおさがり

　　６７９-５６５４・兵庫県佐用郡佐用町大酒・おおざけ

　　６７９-５１４５・兵庫県佐用郡佐用町大畑・おおはた

　　６７９-５３１９・兵庫県佐用郡佐用町大畠・おおはﾞたけ

　　６７９-５６４６・兵庫県佐用郡佐用町大日山・おおびやま

　　６７９-５３４５・兵庫県佐用郡佐用町奥金近・おくかねちか

　　６７９-５３４４・兵庫県佐用郡佐用町奥長谷・おくながたに

　　６７９-５３２４・兵庫県佐用郡佐用町奥海・おねみ

　　６７９-５５０５・兵庫県佐用郡佐用町皆田・かいた

　　６７９-５５１３・兵庫県佐用郡佐用町金屋・かなや

　　６７９-５６４４・兵庫県佐用郡佐用町上秋里・かみあきさと

　　６７９-５３２２・兵庫県佐用郡佐用町上石井・かみいしい

　　６７９-５１３１・兵庫県佐用郡佐用町上本郷・かみほんごう

　　６７９-５２２５・兵庫県佐用郡佐用町上三河・かみみかわ

　　６７９-５６４１・兵庫県佐用郡佐用町久崎・くざき

　　６７９-５６５１・兵庫県佐用郡佐用町櫛田・くしだ

　　６７９-５３４６・兵庫県佐用郡佐用町口金近・くちかねちか

　　６７９-５３４３・兵庫県佐用郡佐用町口長谷・くちながたに

　　６７９-５３３４・兵庫県佐用郡佐用町桑野・くわの

　　６７９-５６５２・兵庫県佐用郡佐用町家内・けない

　　６７９-５６５３・兵庫県佐用郡佐用町小赤松・こあかまつ

　　６７９-５２２６・兵庫県佐用郡佐用町河崎・こうざき

　　６７９-５５２３・兵庫県佐用郡佐用町上月・こうつﾞき

　　６７９-５１４８・兵庫県佐用郡佐用町光都・こうと

　　６７９-５５３５・兵庫県佐用郡佐用町小日山・こびやま

　　６７９-５２０４・兵庫県佐用郡佐用町小山・こやま

　　６７９-５５０２・兵庫県佐用郡佐用町才金・さいかね

　　６７９-５５０１・兵庫県佐用郡佐用町桜山・さくらやま

　　６７９-５３０３・兵庫県佐用郡佐用町真盛・さねもり

　　６７９-５１３７・兵庫県佐用郡佐用町真宗・さのむね

　　６７９-５３０１・兵庫県佐用郡佐用町佐用・さよう

　　６７９-５１３６・兵庫県佐用郡佐用町志文・しぶみ

　　６７９-５６４３・兵庫県佐用郡佐用町下秋里・しもあきさと

　　６７９-５３２１・兵庫県佐用郡佐用町下石井・しもいしい

　　６７９-５２１１・兵庫県佐用郡佐用町下徳久・しもとくさ

　　６７９-５１３２・兵庫県佐用郡佐用町下本郷・しもほんごう

　　６７９-５２２３・兵庫県佐用郡佐用町下三河・しもみかわ

　　６７９-５３１７・兵庫県佐用郡佐用町末包・すえかね

　　６７９-５１４７・兵庫県佐用郡佐用町末廣・すえひろ

　　６７９-５５３２・兵庫県佐用郡佐用町須安・すやす

　　６７９-５２０１・兵庫県佐用郡佐用町多賀・たが

　　６７９-５１４２・兵庫県佐用郡佐用町弦谷・つるだに

　　６７９-５２０６・兵庫県佐用郡佐用町土井・どい

　　６７９-５３１６・兵庫県佐用郡佐用町豊福・とよふく

　　６７９-５２０２・兵庫県佐用郡佐用町中島・なかしま

　　６７９-５２２４・兵庫県佐用郡佐用町中三河・なかみかわ

　　６７９-５３０５・兵庫県佐用郡佐用町長尾・ながお

　　６７９-５５２２・兵庫県佐用郡佐用町仁位・にい

　　６７９-５３１２・兵庫県佐用郡佐用町仁方・にがた

　　６７９-５５３４・兵庫県佐用郡佐用町西大畠・にしおおはﾞたけ

　　６７９-５３１３・兵庫県佐用郡佐用町西河内・にしがいち

　　６７９-５２２２・兵庫県佐用郡佐用町西下野・にししもの

　　６７９-５６４５・兵庫県佐用郡佐用町西新宿・にししんじゆく

　　６７９-５２１４・兵庫県佐用郡佐用町西徳久・にしとくさ

　　６７９-５１３４・兵庫県佐用郡佐用町乃井野・のいの

　　６７９-５３３２・兵庫県佐用郡佐用町延吉・ のぶよじ



　　６７９-５２１２・兵庫県佐用郡佐用町林崎・はやしさき

　　６７９-５５２１・兵庫県佐用郡佐用町早瀬・はやせ

　　６７９-５１３５・兵庫県佐用郡佐用町春哉・はるかな

　　６７９-５２１３・兵庫県佐用郡佐用町東徳久・ひがしとくさ

　　６７９-５３１８・兵庫県佐用郡佐用町東中山・ひがしなかやま

　　６７９-５３３１・兵庫県佐用郡佐用町平福・ひらふく

　　６７９-５２１５・兵庫県佐用郡佐用町平松・ひらまつ

　　６７９-５１４１・兵庫県佐用郡佐用町廣山・ひろやま

　　６７９-５３１１・兵庫県佐用郡佐用町福沢・ふくさわ

　　６７９-５５１１・兵庫県佐用郡佐用町福中・ふくなか

　　６７９-５５１４・兵庫県佐用郡佐用町福吉・ ふくよじ

　　６７９-５２２７・兵庫県佐用郡佐用町船越・ ふなこじ

　　６７９-５２０７・兵庫県佐用郡佐用町宝蔵寺・ほうぞうじ

　　６７９-５３０６・兵庫県佐用郡佐用町本位田・ほんいでん

　　６７９-５５０３・兵庫県佐用郡佐用町本郷・ほんごう

　　６７９-５３３５・兵庫県佐用郡佐用町海内・みうち

　　６７９-５１３３・兵庫県佐用郡佐用町三日月・みかつﾞき

　　６７９-５３２５・兵庫県佐用郡佐用町水根・みずね

　　６７９-５１４４・兵庫県佐用郡佐用町三ツ尾・みつお

　　６７９-５５１２・兵庫県佐用郡佐用町南中山・みなみなかやま

　　６７９-５１４３・兵庫県佐用郡佐用町三原・みはら

　　６７９-５３４２・兵庫県佐用郡佐用町宗行・むねゆき

　　６７９-５５２５・兵庫県佐用郡佐用町目高・めたか

　　６７９-５２０５・兵庫県佐用郡佐用町安川・やすかわ

　　６７９-５３０４・兵庫県佐用郡佐用町山田・やまだ

　　６７９-５３０２・兵庫県佐用郡佐用町山脇・やまわき

　　６７９-５３４１・兵庫県佐用郡佐用町横坂・よこさか

　　６７９-５３１５・兵庫県佐用郡佐用町淀・よど

　　６７９-５２０３・兵庫県佐用郡佐用町米田・よねだ

　　６７９-５５２４・兵庫県佐用郡佐用町寄延・よりのぶ

　　６７９-５５３３・兵庫県佐用郡佐用町力万・りきまん

　　６７９-５３２３・兵庫県佐用郡佐用町若州・わかす

　　６６９-６５００・兵庫県美方郡香美町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６７-１５３３・兵庫県美方郡香美町小代区秋岡・おじろくあきおか

　　６６７-１５１２・兵庫県美方郡香美町小代区石寺・おじろくいしでら

　　６６７-１５０３・兵庫県美方郡香美町小代区大谷・おじろくおおたに

　　６６７-１５４２・兵庫県美方郡香美町小代区鍛治屋・おじろくかじや

　　６６７-１５３１・兵庫県美方郡香美町小代区茅野・おじろくかやの

　　６６７-１５１１・兵庫県美方郡香美町小代区神水・おじろくかんずい

　　６６７-１５１４・兵庫県美方郡香美町小代区神場・おじろくかんはﾞ

　　６６７-１５０１・兵庫県美方郡香美町小代区久須部・おじろくくすべ

　　６６７-１５２２・兵庫県美方郡香美町小代区実山・おじろくさねやま

　　６６７-１５４１・兵庫県美方郡香美町小代区佐坊・おじろくさほﾞう

　　６６７-１５０２・兵庫県美方郡香美町小代区城山・おじろくじようやま

　　６６７-１５４３・兵庫県美方郡香美町小代区忠宮・おじろくただのみや

　　６６７-１５３２・兵庫県美方郡香美町小代区新屋・おじろくにいや

　　６６７-１５４４・兵庫県美方郡香美町小代区貫田・おじろくぬきだ

　　６６７-１５２１・兵庫県美方郡香美町小代区野間谷・おじろくのまたに

　　６６７-１５４５・兵庫県美方郡香美町小代区東垣・おじろくひがしがき

　　６６７-１５２３・兵庫県美方郡香美町小代区平野・おじろくひらの

　　６６７-１５１３・兵庫県美方郡香美町小代区広井・おじろくひろい

　　６６７-１５１５・兵庫県美方郡香美町小代区水間・おじろくみずま

　　６６９-６４０４・兵庫県美方郡香美町香住区相谷・かすみくあいだに

　　６６９-６４３２・兵庫県美方郡香美町香住区上計・かすみくあげ

　　６６９-６６７１・兵庫県美方郡香美町香住区余部・かすみくあまるべ

　　６６９-６４３１・兵庫県美方郡香美町香住区浦上・かすみくうらがみ

　　６６９-６４２５・兵庫県美方郡香美町香住区大梶・かすみくおおかじ

　　６６９-６５５４・兵庫県美方郡香美町香住区大谷・かすみくおおだに

　　６６９-６５５５・兵庫県美方郡香美町香住区大野・かすみくおおの

　　６６９-６４３３・兵庫県美方郡香美町香住区沖浦・かすみくおきのうら

　　６６９-６５５２・兵庫県美方郡香美町香住区加鹿野・かすみくかじかの

　　６６９-６５４４・兵庫県美方郡香美町香住区香住・かすみくかすみ

　　６６９-６４１４・兵庫県美方郡香美町香住区上岡・かすみくかみおか

　　６６９-６４１１・兵庫県美方郡香美町香住区九斗・かすみくくと

　　６６９-６４０２・兵庫県美方郡香美町香住区訓谷・かすみくくんだに

　　６６９-６５５９・兵庫県美方郡香美町香住区小原・かすみくこはﾞら

　　６６９-６５４１・兵庫県美方郡香美町香住区境・かすみくさかい

　　６６９-６４１３・兵庫県美方郡香美町香住区下岡・かすみくしもおか

　　６６９-６５６４・兵庫県美方郡香美町香住区下浜・かすみくしものはま

　　６６９-６５５１・兵庫県美方郡香美町香住区守柄・かすみくすから



　　６６９-６５５６・兵庫県美方郡香美町香住区中野・かすみくなかの

　　６６９-６５４６・兵庫県美方郡香美町香住区七日市・かすみくなぬかいち

　　６６９-６４１６・兵庫県美方郡香美町香住区丹生地・かすみくにうじ

　　６６９-６４１５・兵庫県美方郡香美町香住区西下岡・かすみくにししもおか

　　６６９-６４２３・兵庫県美方郡香美町香住区畑・かすみくはた

　　６６９-６４２２・兵庫県美方郡香美町香住区土生・かすみくはぶ

　　６６９-６４２４・兵庫県美方郡香美町香住区隼人・かすみくはやと

　　６６９-６５４２・兵庫県美方郡香美町香住区一日市・かすみくひといち

　　６６９-６５５７・兵庫県美方郡香美町香住区藤・かすみくふじ

　　６６９-６５６１・兵庫県美方郡香美町香住区間室・かすみくまむろ

　　６６９-６４２６・兵庫県美方郡香美町香住区三川・かすみくみかわ

　　６６９-６５５３・兵庫県美方郡香美町香住区三谷・かすみくみたに

　　６６９-６４０１・兵庫県美方郡香美町香住区無南垣・かすみくむながい

　　６６９-６４１２・兵庫県美方郡香美町香住区米地・かすみくめじ

　　６６９-６４２１・兵庫県美方郡香美町香住区本見塚・かすみくもとみつﾞか

　　６６９-６５４５・兵庫県美方郡香美町香住区森・かすみくもり

　　６６９-６４０３・兵庫県美方郡香美町香住区安木・かすみくやすぎ

　　６６９-６５６３・兵庫県美方郡香美町香住区矢田・かすみくやだ

　　６６９-６５５８・兵庫県美方郡香美町香住区八原・かすみくやはら

　　６６９-６５４７・兵庫県美方郡香美町香住区山手・かすみくやまて

　　６６９-６５６２・兵庫県美方郡香美町香住区油良・かすみくゆら

　　６６９-６６７２・兵庫県美方郡香美町香住区鎧・かすみくよろい

　　６６９-６５４３・兵庫県美方郡香美町香住区若松・かすみくわかまつ

　　６６７-１３１２・兵庫県美方郡香美町村岡区相田・むらおかくあいだ

　　６６７-１３４６・兵庫県美方郡香美町村岡区池ケ平・むらおかくいけがなる

　　６６７-１３１５・兵庫県美方郡香美町村岡区板仕野・むらおかくいたしの

　　６６７-１３２４・兵庫県美方郡香美町村岡区市原・むらおかくいちはﾞら

　　６６７-１３６８・兵庫県美方郡香美町村岡区入江・むらおかくいりえ

　　６６７-１３４４・兵庫県美方郡香美町村岡区大笹・むらおかくおおささ

　　６６７-１３２１・兵庫県美方郡香美町村岡区大糠・むらおかくおおぬか

　　６６７-１３３３・兵庫県美方郡香美町村岡区大野・むらおかくおおの

　　６６７-１３２３・兵庫県美方郡香美町村岡区耀山・むらおかくかかやま

　　６６７-１３６６・兵庫県美方郡香美町村岡区川会・むらおかくかわい

　　６６７-１３１３・兵庫県美方郡香美町村岡区神坂・むらおかくかんざか

　　６６７-１３４２・兵庫県美方郡香美町村岡区口大谷・むらおかくくちおおたに

　　６６７-１３５３・兵庫県美方郡香美町村岡区熊波・むらおかくくまなみ

　　６６７-１３３５・兵庫県美方郡香美町村岡区黒田・むらおかくくろだ

　　６６７-１３５４・兵庫県美方郡香美町村岡区柤岡・むらおかくけびおか

　　６６７-１３２６・兵庫県美方郡香美町村岡区光陽・むらおかくこうよう

　　６６７-１３０３・兵庫県美方郡香美町村岡区小城・むらおかくこじよう

　　６６７-１３０１・兵庫県美方郡香美町村岡区境・むらおかくさかい

　　６６７-１３１６・兵庫県美方郡香美町村岡区鹿田・むらおかくしかだ

　　６６７-１３２５・兵庫県美方郡香美町村岡区高井・むらおかくたかい

　　６６７-１３４５・兵庫県美方郡香美町村岡区高坂・むらおかくたかさか

　　６６７-１３６５・兵庫県美方郡香美町村岡区高津・むらおかくたかつﾞ

　　６６７-１３３１・兵庫県美方郡香美町村岡区作山・むらおかくつくりやま

　　６６７-１３２２・兵庫県美方郡香美町村岡区寺河内・むらおかくてらがわうち

　　６６７-１３５２・兵庫県美方郡香美町村岡区長板・むらおかくながいた

　　６６７-１３４３・兵庫県美方郡香美町村岡区中大谷・むらおかくなかおおたに

　　６６７-１３６４・兵庫県美方郡香美町村岡区長須・むらおかくながす

　　６６７-１３６１・兵庫県美方郡香美町村岡区長瀬・むらおかくながせ

　　６６７-１３１４・兵庫県美方郡香美町村岡区萩山・むらおかくはぎやま

　　６６７-１３６２・兵庫県美方郡香美町村岡区原・むらおかくはら

　　６６７-１３３７・兵庫県美方郡香美町村岡区日影・むらおかくひかげ

　　６６７-１３３４・兵庫県美方郡香美町村岡区福岡・むらおかくふくおか

　　６６７-１３５１・兵庫県美方郡香美町村岡区丸味・むらおかくまるみ

　　６６７-１３６３・兵庫県美方郡香美町村岡区味取・むらおかくみどり

　　６６７-１３１１・兵庫県美方郡香美町村岡区村岡・むらおかくむらおか

　　６６７-１３４１・兵庫県美方郡香美町村岡区森脇・むらおかくもりわき

　　６６７-１３３２・兵庫県美方郡香美町村岡区八井谷・むらおかくやいだに

　　６６７-１３３６・兵庫県美方郡香美町村岡区宿・むらおかくやど

　　６６７-１３０２・兵庫県美方郡香美町村岡区山田・むらおかくやまだ

　　６６７-１３１７・兵庫県美方郡香美町村岡区用野・むらおかくようの

　　６６７-１３０４・兵庫県美方郡香美町村岡区和佐父・むらおかくわさぶ

　　６６７-１３６７・兵庫県美方郡香美町村岡区和田・むらおかくわだ

　　６６７-１３４７・兵庫県美方郡香美町村岡区和池・むらおかくわち

　　６６９-６７００・兵庫県美方郡新温泉町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６９-６７１４・兵庫県美方郡新温泉町赤崎・あかさき

　　６６９-６７０１・兵庫県美方郡新温泉町芦屋・あしや

　　６６９-６８３２・兵庫県美方郡新温泉町飯野・いいの



　　６６９-６７５１・兵庫県美方郡新温泉町居組・いぐみ

　　６６９-６９５３・兵庫県美方郡新温泉町石橋・ いしはﾞじ

　　６６９-６８０５・兵庫県美方郡新温泉町伊角・いすみ

　　６６９-６８０１・兵庫県美方郡新温泉町井土・いど

　　６６９-６８０３・兵庫県美方郡新温泉町今岡・いまおか

　　６６９-６８０８・兵庫県美方郡新温泉町歌長・うたおさ

　　６６９-６９４５・兵庫県美方郡新温泉町内山・うちやま

　　６６９-６９５２・兵庫県美方郡新温泉町海上・うみがみ

　　６６９-６８１１・兵庫県美方郡新温泉町多子・おいご

　　６６９-６９４６・兵庫県美方郡新温泉町越坂・おつさか

　　６６９-６８０２・兵庫県美方郡新温泉町金屋・かなや

　　６６９-６９４２・兵庫県美方郡新温泉町鐘尾・かねお

　　６６９-６７５２・兵庫県美方郡新温泉町釜屋・かまや

　　６６９-６９５４・兵庫県美方郡新温泉町岸田・きしだ

　　６６９-６７１１・兵庫県美方郡新温泉町清富・きよとみ

　　６６９-６８１５・兵庫県美方郡新温泉町桐岡・きりおか

　　６６９-６８１２・兵庫県美方郡新温泉町切畑・きりはた

　　６６９-６７２１・兵庫県美方郡新温泉町久谷・くたに

　　６６９-６７２７・兵庫県美方郡新温泉町久斗山・くとやま

　　６６９-６８０４・兵庫県美方郡新温泉町熊谷・くまだに

　　６６９-６７２６・兵庫県美方郡新温泉町境・さかい

　　６６９-６７１２・兵庫県美方郡新温泉町指杭・さしくい

　　６６９-６８３３・兵庫県美方郡新温泉町塩山・しおやま

　　６６９-６７４１・兵庫県美方郡新温泉町七釜・しちかま

　　６６９-６７２３・兵庫県美方郡新温泉町正法庵・しようほﾞうあん

　　６６９-６７４２・兵庫県美方郡新温泉町新市・しんいち

　　６６９-６７１３・兵庫県美方郡新温泉町田井・たい

　　６６９-６７２８・兵庫県美方郡新温泉町対田・たいた

　　６６９-６７２２・兵庫県美方郡新温泉町高末・たかすえ

　　６６９-６７６１・兵庫県美方郡新温泉町竹田（後山）・たけだ(うしろやま)

　　６６９-６７６１・兵庫県美方郡新温泉町竹田（細見谷）・たけだ(ほそみだに)

　　６６９-６８３１・兵庫県美方郡新温泉町竹田（その他）・たけだ(そのた)

　　６６９-６８１３・兵庫県美方郡新温泉町丹土・たんど

　　６６９-６９４３・兵庫県美方郡新温泉町千谷・ちだに

　　６６９-６９４１・兵庫県美方郡新温泉町千原・ちはら

　　６６９-６７４５・兵庫県美方郡新温泉町栃谷・とちだに

　　６６９-６８１４・兵庫県美方郡新温泉町中辻・なかつじ

　　６６９-６７０２・兵庫県美方郡新温泉町浜坂・はまさか

　　６６９-６８０７・兵庫県美方郡新温泉町春来・はるき

　　６６９-６８０６・兵庫県美方郡新温泉町桧尾・ひのきお

　　６６９-６７３２・兵庫県美方郡新温泉町福富・ふくとみ

　　６６９-６７２５・兵庫県美方郡新温泉町藤尾・ふじお

　　６６９-６７３１・兵庫県美方郡新温泉町二日市・ふつかいち

　　６６９-６７４３・兵庫県美方郡新温泉町古市・ふるいち

　　６６９-６７４６・兵庫県美方郡新温泉町戸田・へだ

　　６６９-６７２４・兵庫県美方郡新温泉町辺地・へつち

　　６６９-６８２２・兵庫県美方郡新温泉町細田・ほそだ

　　６６９-６９５１・兵庫県美方郡新温泉町前・まえ

　　６６９-６７１５・兵庫県美方郡新温泉町三尾・みお

　　６６９-６７４７・兵庫県美方郡新温泉町三谷・みたに

　　６６９-６９４４・兵庫県美方郡新温泉町宮脇・みやわき

　　６６９-６７５３・兵庫県美方郡新温泉町諸寄・もろよせ

　　６６９-６８２１・兵庫県美方郡新温泉町湯・ゆ

　　６６９-６７４４・兵庫県美方郡新温泉町用土・ようど

　　６６９-６７１６・兵庫県美方郡新温泉町和田・わだ

　　３１０-００００・茨城県水戸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１０-０００４・茨城県水戸市青柳町・あおやぎちよう

　　３１９-０３１４・茨城県水戸市赤尾関町・あかおせきちよう

　　３１１-４１４１・茨城県水戸市赤塚・あかつか

　　３１１-１１２２・茨城県水戸市秋成町・あきなりちよう

　　３１０-０８２２・茨城県水戸市圷大野・あくつおおの

　　３１０-００４６・茨城県水戸市曙町・あけほﾞのちよう

　　３１０-０８３１・茨城県水戸市朝日町・あさひちよう

　　３１０-００５４・茨城県水戸市愛宕町・あたごちよう

　　３１１-４１６５・茨城県水戸市木葉下町・あほﾞつけちよう

　　３１９-０３０４・茨城県水戸市有賀町・ありがちよう

　　３１１-４１５５・茨城県水戸市飯島町・いいじまちよう

　　３１１-４２０６・茨城県水戸市飯富町・いいとみちよう

　　３１０-０９０５・茨城県水戸市石川・いしかわ

　　３１０-０９０４・茨城県水戸市石川町・いしかわちよう



　　３１０-００２６・茨城県水戸市泉町・いずみちよう

　　３１１-４２０２・茨城県水戸市岩根町・いわねちよう

　　３１９-０３１１・茨城県水戸市牛伏町・うしぶしちよう

　　３１９-０３１７・茨城県水戸市内原・うちはら

　　３１９-０３１５・茨城県水戸市内原町・うちはらちよう

　　３１１-１１１５・茨城県水戸市大串町・おおくしちよう

　　３１９-０３１２・茨城県水戸市大足町・おおだらちよう

　　３１１-４１４３・茨城県水戸市大塚町・おおつかちよう

　　３１１-１１２５・茨城県水戸市大場町・おおはﾞちよう

　　３１０-００６２・茨城県水戸市大町・おおまち

　　３１９-０３０７・茨城県水戸市小原町・おはﾞらちよう

　　３１１-４１６３・茨城県水戸市加倉井町・かくらいちよう

　　３１０-０８５２・茨城県水戸市笠原町・かさはらちよう

　　３１１-４１６２・茨城県水戸市金谷町・かなやちよう

　　３１０-００６６・茨城県水戸市金町・かねまち

　　３１０-０００１・茨城県水戸市上河内町・かみがちちよう

　　３１１-４２０３・茨城県水戸市上国井町・かみくにいちよう

　　３１０-００４１・茨城県水戸市上水戸・かみみと

　　３１１-４１５４・茨城県水戸市萱場町・かやはﾞちよう

　　３１１-１１１２・茨城県水戸市川又町・かわまたちよう

　　３１０-０８１４・茨城県水戸市瓦谷・かわらや

　　３１１-４１５２・茨城県水戸市河和田・かわわだ

　　３１１-４１５３・茨城県水戸市河和田町・かわわだちよう

　　３１０-００６１・茨城県水戸市北見町・きたみちよう

　　３１１-１１３３・茨城県水戸市栗崎町・くりさきちよう

　　３１９-０３０３・茨城県水戸市黒磯町・くろいそちよう

　　３１０-０８４２・茨城県水戸市けやき台・けやきだい

　　３１１-１１１１・茨城県水戸市小泉町・こいずみちよう

　　３１９-０３２３・茨城県水戸市鯉淵町・こいぶちちよう

　　３１０-００６３・茨城県水戸市五軒町・ごけんちよう

　　３１９-０３２５・茨城県水戸市小林町・こはﾞやしちよう

　　３１０-０９１４・茨城県水戸市小吹町・こぶきちよう

　　３１９-０３２４・茨城県水戸市五平町・ごへいちよう

　　３１０-０８１６・茨城県水戸市紺屋町・こんやちよう

　　３１０-００６４・茨城県水戸市栄町・さかえちよう

　　３１０-０８４１・茨城県水戸市酒門町・さかどちよう

　　３１０-０８０２・茨城県水戸市柵町・さくまち

　　３１０-０８０１・茨城県水戸市桜川・さくらがわ

　　３１０-００１１・茨城県水戸市三の丸・さんのまる

　　３１１-１１１４・茨城県水戸市塩崎町・しおがさきちよう

　　３１０-０８２６・茨城県水戸市渋井町・しぶいちよう

　　３１１-１１２１・茨城県水戸市島田町・しまだちよう

　　３１１-１１２３・茨城県水戸市下入野町・しもいりのちよう

　　３１１-１１３１・茨城県水戸市下大野町・しもおおのちよう

　　３１１-４２０５・茨城県水戸市下国井町・しもくにいちよう

　　３１９-０３２２・茨城県水戸市下野町・しものちよう

　　３１０-００２３・茨城県水戸市下梅香・しもはﾞいこう

　　３１０-００４２・茨城県水戸市自由が丘・じゆうがおか

　　３１０-００１２・茨城県水戸市城東・じようとう

　　３１０-０８０３・茨城県水戸市城南・じようなん

　　３１０-０８０４・茨城県水戸市白梅・しらうめ

　　３１０-００３６・茨城県水戸市新荘・しんそう

　　３１０-００４５・茨城県水戸市新原・しんはら

　　３１０-０００５・茨城県水戸市水府町・すいふちよう

　　３１０-００５３・茨城県水戸市末広町・すえひろちよう

　　３１９-０３０６・茨城県水戸市杉崎町・すぎさきちよう

　　３１０-０８４４・茨城県水戸市住吉町・すみよしちよう

　　３１０-０８５１・茨城県水戸市千波町・せんはﾞちよう

　　３１０-００３１・茨城県水戸市大工町・だいくまち

　　３１９-０３２１・茨城県水戸市高田町・たかだちよう

　　３１９-０３０１・茨城県水戸市田島町・たじまちよう

　　３１０-０９０１・茨城県水戸市田野町・たのちよう

　　３１１-４２０４・茨城県水戸市田谷町・たやちよう

　　３１０-００５１・茨城県水戸市ちとせ・ちとせ

　　３１０-０８０５・茨城県水戸市中央・ちゆうおう

　　３１９-０３１３・茨城県水戸市筑地町・ついじちよう

　　３１０-００２５・茨城県水戸市天王町・てんのうちよう

　　３１０-０８４６・茨城県水戸市東野町・とうのちよう

　　３１１-１１３６・茨城県水戸市東前・とうまえ

　　３１１-１１３２・茨城県水戸市東前町・とうまえちよう



　　３１０-００３３・茨城県水戸市常磐町・ときわちよう

　　３１０-０８２１・茨城県水戸市中大野・なかおおの

　　３１０-０００２・茨城県水戸市中河内町・なかがちちよう

　　３１９-０３０５・茨城県水戸市中原町・なかはらちよう

　　３１１-４１４６・茨城県水戸市中丸町・なかまるちよう

　　３１１-４２０７・茨城県水戸市成沢町・なるさわちよう

　　３１０-０８２４・茨城県水戸市西大野・にしおおの

　　３１０-００４４・茨城県水戸市西原・にしはら

　　３１０-００６７・茨城県水戸市根本・ねもと

　　３１０-００６８・茨城県水戸市根本町・ねもとちよう

　　３１０-００２２・茨城県水戸市梅香・はﾞいこう

　　３１０-００５５・茨城県水戸市袴塚・はかまつか

　　３１０-００６５・茨城県水戸市八幡町・はちまんちよう

　　３１０-０８１２・茨城県水戸市浜田・はまだ

　　３１０-０８１３・茨城県水戸市浜田町・はまだちよう

　　３１１-４１４２・茨城県水戸市東赤塚・ひがしあかつか

　　３１０-０８２３・茨城県水戸市東大野・ひがしおおの

　　３１０-０８１１・茨城県水戸市東桜川・ひがしさくらがわ

　　３１０-０８１８・茨城県水戸市東台・ひがしだい

　　３１０-００３５・茨城県水戸市東原・ひがしはら

　　３１０-００２４・茨城県水戸市備前町・びぜんまち

　　３１１-４１５１・茨城県水戸市姫子・ひめご

　　３１１-４１４４・茨城県水戸市開江町・ひらくえちよう

　　３１０-０８５３・茨城県水戸市平須町・ひらすちよう

　　３１１-１１１３・茨城県水戸市平戸町・ひらとちよう

　　３１１-４２０１・茨城県水戸市藤井町・ふじいちよう

　　３１１-４２０８・茨城県水戸市藤が原・ふじがはら

　　３１０-０８３３・茨城県水戸市藤柄町・ふじがらちよう

　　３１１-４１４５・茨城県水戸市双葉台・ふたはﾞだい

　　３１０-００５６・茨城県水戸市文京・ぶんきよう

　　３１０-０９０３・茨城県水戸市堀町・ほりちよう

　　３１０-０８１５・茨城県水戸市本町・ほんちよう

　　３１１-４１６１・茨城県水戸市全隈町・またぐまちよう

　　３１０-００４３・茨城県水戸市松が丘・まつがおか

　　３１０-００５２・茨城県水戸市松本町・まつもとちよう

　　３１０-０９１２・茨城県水戸市見川・みがわ

　　３１０-０９１３・茨城県水戸市見川町・みがわちよう

　　３１０-００３４・茨城県水戸市緑町・みどりちよう

　　３１０-００２１・茨城県水戸市南町・みなみまち

　　３１９-０３０２・茨城県水戸市三野輪町・みのわちよう

　　３１０-０８３４・茨城県水戸市宮内町・みやうちちよう

　　３１０-００１５・茨城県水戸市宮町・みやまち

　　３１９-０３１６・茨城県水戸市三湯町・みゆちよう

　　３１０-０９１１・茨城県水戸市見和・みわ

　　３１０-０８４３・茨城県水戸市元石川町・もといしかわちよう

　　３１０-０８３５・茨城県水戸市元台町・もとだいまち

　　３１０-００３２・茨城県水戸市元山町・もとやまちよう

　　３１０-０８３６・茨城県水戸市元吉田町・もとよしだちよう

　　３１１-１１２４・茨城県水戸市森戸町・もりとちよう

　　３１０-０８２５・茨城県水戸市谷田町・やだちよう

　　３１１-４１６４・茨城県水戸市谷津町・やつちよう

　　３１０-０００３・茨城県水戸市柳河町・やなかわちよう

　　３１０-０８１７・茨城県水戸市柳町・やなぎまち

　　３１１-１１３４・茨城県水戸市百合が丘町・ゆりがおかちよう

　　３１０-０８４５・茨城県水戸市吉沢町・よしざわちよう

　　３１０-０８３２・茨城県水戸市吉田・よしだ

　　３１０-０８２７・茨城県水戸市吉沼町・よしぬまちよう

　　３１０-０８４７・茨城県水戸市米沢町・よねざわちよう

　　３１１-１１３５・茨城県水戸市六反田町・ろくたんだちよう

　　３１０-００１３・茨城県水戸市若宮・わかみや

　　３１０-００１４・茨城県水戸市若宮町・わかみやちよう

　　３１０-０９０２・茨城県水戸市渡里町・わたりちよう

　　３１７-００００・茨城県日立市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１７-００７５・茨城県日立市相賀町・あいがちよう

　　３１９-１４１５・茨城県日立市相田町・あいだちよう

　　３１７-００７４・茨城県日立市旭町・あさひちよう

　　３１６-００３６・茨城県日立市鮎川町・あゆかわちよう

　　３１９-１４１８・茨城県日立市砂沢町・いさござわちよう

　　３１９-１２２５・茨城県日立市石名坂町・いしなざかちよう

　　３１１-０４０２・茨城県日立市入四間町・いりしけんちよう



　　３１７-００７６・茨城県日立市会瀬町・おうせちよう

　　３１６-００１２・茨城県日立市大久保町・おおくほﾞちよう

　　３１６-００２２・茨城県日立市大沼町・おおぬまちよう

　　３１９-１２２１・茨城県日立市大みか町・おおみかちよう

　　３１９-１２３４・茨城県日立市大和田町・おおわだちよう

　　３１９-１４１３・茨城県日立市小木津町・おぎつちよう

　　３１９-１４１２・茨城県日立市折笠町・おりかさちよう

　　３１７-００７１・茨城県日立市鹿島町・かしまちよう

　　３１６-００１５・茨城県日立市金沢町・かねさわちよう

　　３１９-１４１７・茨城県日立市かみあい町・かみあいちよう

　　３１７-００６４・茨城県日立市神峰町・かみねちよう

　　３１９-１４１１・茨城県日立市川尻町・かわじりちよう

　　３１６-０００５・茨城県日立市河原子町・かわらごちよう

　　３１９-１２３３・茨城県日立市神田町・かんだちよう

　　３１９-１２２２・茨城県日立市久慈町・くじちよう

　　３１６-００３５・茨城県日立市国分町・こくぶちよう

　　３１７-００７３・茨城県日立市幸町・さいわいちよう

　　３１６-０００２・茨城県日立市桜川町・さくらがわちよう

　　３１９-１２３２・茨城県日立市下土木内町・しもどぎうちちよう

　　３１１-０４０４・茨城県日立市下深荻町・しもふかおぎちよう

　　３１９-１３０１・茨城県日立市十王町伊師・じゆうおうちよういじ

　　３１９-１３０２・茨城県日立市十王町伊師本郷・じゆうおうちよういしほんごう

　　３１９-１３０６・茨城県日立市十王町黒坂・じゆうおうちようくろさか

　　３１９-１３０８・茨城県日立市十王町城の丘・じゆうおうちようしろのおか

　　３１９-１３０５・茨城県日立市十王町高原・じゆうおうちようたかはら

　　３１９-１３０４・茨城県日立市十王町友部・じゆうおうちようともべ

　　３１９-１３０３・茨城県日立市十王町友部東・じゆうおうちようともべひがじ

　　３１９-１３０７・茨城県日立市十王町山部・じゆうおうちようやまべ

　　３１７-００７７・茨城県日立市城南町・じようなんちよう

　　３１７-００５６・茨城県日立市白銀町・しろがねちよう

　　３１６-０００６・茨城県日立市末広町・すえひろちよう

　　３１７-００６５・茨城県日立市助川町・すけがわちよう

　　３１６-０００１・茨城県日立市諏訪町・すわちよう

　　３１６-００２１・茨城県日立市台原町・だいはらちよう

　　３１７-００６６・茨城県日立市高鈴町・たかすずちよう

　　３１６-０００３・茨城県日立市多賀町・たがちよう

　　３１９-１４１６・茨城県日立市田尻町・たじりちよう

　　３１６-００１３・茨城県日立市千石町・ちこくちよう

　　３１９-１２３１・茨城県日立市留町・とめちよう

　　３１６-００３３・茨城県日立市中成沢町・なかなるさわちよう

　　３１１-０４０１・茨城県日立市中深荻町・なかふかおぎちよう

　　３１６-０００７・茨城県日立市中丸町・なかまるちよう

　　３１７-００５３・茨城県日立市滑川町・なめかわちよう

　　３１７-００５１・茨城県日立市滑川本町・なめかわほんちよう

　　３１６-００３１・茨城県日立市成沢町・なるさわちよう

　　３１６-００３２・茨城県日立市西成沢町・にしなるさわちよう

　　３１６-００１１・茨城県日立市塙山町・はなやまちよう

　　３１６-００２３・茨城県日立市東大沼町・ひがしおおぬまちよう

　　３１６-００１４・茨城県日立市東金沢町・ひがしかねさわちよう

　　３１１-０４０３・茨城県日立市東河内町・ひがしごうどちよう

　　３１６-０００４・茨城県日立市東多賀町・ひがしたがちよう

　　３１７-００６１・茨城県日立市東町・ひがしちよう

　　３１７-００５２・茨城県日立市東滑川町・ひがしなめかわちよう

　　３１６-００３４・茨城県日立市東成沢町・ひがしなるさわちよう

　　３１９-１４１４・茨城県日立市日高町・ひだかちよう

　　３１７-００６２・茨城県日立市平和町・へいわちよう

　　３１７-００７２・茨城県日立市弁天町・べんてんちよう

　　３１６-００２６・茨城県日立市みかの原町・みかのはらちよう

　　３１６-００２４・茨城県日立市水木町・みずきちよう

　　３１９-１２２３・茨城県日立市みなと町・みなとちよう

　　３１９-１２２４・茨城県日立市南高野町・みなみこうやちよう

　　３１７-００５５・茨城県日立市宮田町・みやたちよう

　　３１７-００５４・茨城県日立市本宮町・もとみやちよう

　　３１９-１２３５・茨城県日立市茂宮町・もみやちよう

　　３１６-００２５・茨城県日立市森山町・もりやまちよう

　　３１７-００６３・茨城県日立市若葉町・わかはﾞちよう

　　３００-００００・茨城県土浦市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-０８１８・茨城県土浦市天川・あまかわ

　　３００-０８７３・茨城県土浦市荒川沖・あらかわおき

　　３００-０８７１・茨城県土浦市荒川沖東・あらかわおきひがじ



　　３００-０８７４・茨城県土浦市荒川沖西・あらかわおきにじ

　　３００-０８７７・茨城県土浦市荒川本郷・あらかわほんごう

　　３００-００３５・茨城県土浦市有明町・ありあけちよう

　　３００-０００２・茨城県土浦市粟野町・あわのまち

　　３００-０８０２・茨城県土浦市飯田・いいだ

　　３００-００４７・茨城県土浦市生田町・いくたまち

　　３００-０００７・茨城県土浦市板谷・いたや

　　３００-０００１・茨城県土浦市今泉・いまいずみ

　　３００-０８３５・茨城県土浦市大岩田・おおいわた

　　３００-４１０３・茨城県土浦市大志戸・おおしと

　　３００-００２８・茨城県土浦市おおつ野・おおつの

　　３００-００４４・茨城県土浦市大手町・おおてまち

　　３００-４１１１・茨城県土浦市大畑・おおはﾞたけ

　　３００-００３８・茨城県土浦市大町・おおまち

　　３００-０８７２・茨城県土浦市沖新田・おきしんでん

　　３００-００２３・茨城県土浦市沖宿町・おきじゆくまち

　　３００-４１０６・茨城県土浦市小高・おだか

　　３００-０８４４・茨城県土浦市乙戸・おつと

　　３００-０８４５・茨城県土浦市乙戸南・おつとみなみ

　　３００-４１０８・茨城県土浦市小野・おの

　　３００-０８４６・茨城県土浦市小山田・おやまだ

　　３００-０８４７・茨城県土浦市卸町・おろしまち

　　３００-０００８・茨城県土浦市笠師町・かさしまち

　　３００-０８０４・茨城県土浦市粕毛・かすげ

　　３００-０８２５・茨城県土浦市霞ケ岡町・かすみがおかまち

　　３００-４１１４・茨城県土浦市上坂田・かみさかた

　　３００-０８１１・茨城県土浦市上高津・かみたかつ

　　３００-０８１９・茨城県土浦市上高津新町・かみたかつしんまち

　　３００-０８３６・茨城県土浦市烏山・からすやま

　　３００-００３３・茨城県土浦市川口・かわぐち

　　３００-００１１・茨城県土浦市神立中央・かんだつちゆうおう

　　３００-００１３・茨城県土浦市神立町・かんだつまち

　　３００-００１２・茨城県土浦市神立東・かんだつひがじ

　　３００-０８７６・茨城県土浦市北荒川沖町・きたあらかわおきまち

　　３００-００１５・茨城県土浦市北神立町・きたかんだつまち

　　３００-００２６・茨城県土浦市木田余・きだまり

　　３００-００５６・茨城県土浦市木田余西台・きだまりにしだい

　　３００-００２７・茨城県土浦市木田余東台・きだまりひがしだい

　　３００-０８３１・茨城県土浦市小岩田・こいわた

　　３００-０８３４・茨城県土浦市小岩田東・こいわだひがじ

　　３００-０８３３・茨城県土浦市小岩田西・こいわだにじ

　　３００-０８１４・茨城県土浦市国分町・こくぶちよう

　　３００-００３２・茨城県土浦市湖北・こほく

　　３００-０８２３・茨城県土浦市小松・こまつ

　　３００-０８２６・茨城県土浦市小松ケ丘町・こまつがおかまち

　　３００-０００４・茨城県土浦市小山崎・こやまざき

　　３００-０８３２・茨城県土浦市桜ケ丘町・さくらがおかまち

　　３００-００３７・茨城県土浦市桜町・さくらまち

　　３００-０８０３・茨城県土浦市佐野子・さのこ

　　３００-４１０４・茨城県土浦市沢辺・さわべ

　　３００-０８０５・茨城県土浦市宍塚・ししつか

　　３００-４１１３・茨城県土浦市下坂田・しもさかた

　　３００-０８１２・茨城県土浦市下高津・しもたかつ

　　３００-００４２・茨城県土浦市城北町・じようほくまち

　　３００-００２２・茨城県土浦市白鳥町・しらとりまち

　　３００-００２１・茨城県土浦市菅谷町・すげのやまち

　　３００-００４６・茨城県土浦市千束町・せんぞくちよう

　　３００-４１１７・茨城県土浦市高岡・たかおか

　　３００-０８３９・茨城県土浦市滝田・たきた

　　３００-００４１・茨城県土浦市立田町・たつたまち

　　３００-４１１８・茨城県土浦市田土部・たどべ

　　３００-００４８・茨城県土浦市田中・たなか

　　３００-００４９・茨城県土浦市田中町・たなかまち

　　３００-４１０５・茨城県土浦市田宮・たみや

　　３００-００２４・茨城県土浦市田村町・たむらまち

　　３００-０８２４・茨城県土浦市千鳥ケ丘町・ちどりがおかまち

　　３００-００４３・茨城県土浦市中央・ちゆうおう

　　３００-００６２・茨城県土浦市都和・つわ

　　３００-００２５・茨城県土浦市手野町・てのまち

　　３００-００３１・茨城県土浦市東崎町・とうざきまち



　　３００-４１０７・茨城県土浦市東城寺・とうじようじ

　　３００-００５５・茨城県土浦市殿里・とのさと

　　３００-０８４１・茨城県土浦市中・なか

　　３００-０８７５・茨城県土浦市中荒川沖町・なかあらかわおきまち

　　３００-４１０１・茨城県土浦市永井・ながい

　　３００-００１６・茨城県土浦市中神立町・なかかんだつまち

　　３００-０８１５・茨城県土浦市中高津・なかたかつ

　　３００-０００９・茨城県土浦市中都町・なかつまち

　　３００-０００５・茨城県土浦市中貫・なかぬき

　　３００-０８４９・茨城県土浦市中村西根・なかむらにしね

　　３００-０８５０・茨城県土浦市中村東・なかむらひがじ

　　３００-０８４３・茨城県土浦市中村南・なかむらみなみ

　　３００-０８１７・茨城県土浦市永国・ながくに

　　３００-０８１０・茨城県土浦市永国台・ながくにだい

　　３００-０８１６・茨城県土浦市永国東町・ながくにひがしまち

　　３００-００６１・茨城県土浦市並木・なみき

　　３００-００１４・茨城県土浦市西神立・にしかんだつ

　　３００-００６８・茨城県土浦市西並木町・にしなみきまち

　　３００-０８４８・茨城県土浦市西根西・にしねにじ

　　３００-０８４２・茨城県土浦市西根南・にしねみなみ

　　３００-００５４・茨城県土浦市西真鍋町・にしまなべまち

　　３００-０８２１・茨城県土浦市蓮河原新町・はすかわらしんまち

　　３００-０８２２・茨城県土浦市蓮河原町・はすかわらまち

　　３００-００６７・茨城県土浦市東都和・ひがしつわ

　　３００-０００６・茨城県土浦市東中貫町・ひがしなかぬきまち

　　３００-００６９・茨城県土浦市東並木町・ひがしなみきまち

　　３００-００５２・茨城県土浦市東真鍋町・ひがしまなべまち

　　３００-００６４・茨城県土浦市東若松町・ひがしわかまつまち

　　３００-００６５・茨城県土浦市常名・ひたな

　　３００-０８１３・茨城県土浦市富士崎・ふじさき

　　３００-４１１５・茨城県土浦市藤沢・ふじさわ

　　３００-４１１６・茨城県土浦市藤沢新田・ふじさわしんでん

　　３００-００４５・茨城県土浦市文京町・ぶんきようちよう

　　３００-４１０２・茨城県土浦市本郷・ほんごう

　　３００-００５１・茨城県土浦市真鍋・まなべ

　　３００-００５３・茨城県土浦市真鍋新町・まなべしんまち

　　３００-０８３８・茨城県土浦市摩利山新田・まりやましんでん

　　３００-０８３７・茨城県土浦市右籾・みぎもみ

　　３００-００３４・茨城県土浦市港町・みなとまち

　　３００-００６６・茨城県土浦市虫掛・むしかけ

　　３００-０００３・茨城県土浦市紫ケ丘・むらさきがおか

　　３００-４１１２・茨城県土浦市桃園・ももぞの

　　３００-０８０１・茨城県土浦市矢作・やはぎ

　　３００-００３６・茨城県土浦市大和町・やまとちよう

　　３００-００６３・茨城県土浦市若松町・わかまつちよう

　　３０６-００００・茨城県古河市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０６-００１２・茨城県古河市旭町・あさひちよう

　　３０６-００４４・茨城県古河市新久田・あらくだ

　　３０６-０２２４・茨城県古河市砂井新田・いさごいしんでん

　　３０６-０２２５・茨城県古河市磯部・いそべ

　　３０６-０２０２・茨城県古河市稲宮・いなみや

　　３０６-０１０５・茨城県古河市江口・えぐち

　　３０６-０２３６・茨城県古河市大堤・おおつつみ

　　３０６-００３２・茨城県古河市大手町・おおてまち

　　３０６-００５２・茨城県古河市大山・おおやま

　　３０６-０１１１・茨城県古河市大和田・おおわだ

　　３０６-０２０６・茨城県古河市丘里・おかざと

　　３０６-０１０１・茨城県古河市尾崎・おさき

　　３０６-０２２６・茨城県古河市女沼・おなぬま

　　３０６-０１０４・茨城県古河市恩名・おんな

　　３０６-０２１１・茨城県古河市葛生・かずろう

　　３０６-０２２３・茨城県古河市上砂井・かみいさごい

　　３０６-０２０１・茨城県古河市上大野・かみおおの

　　３０６-０１２８・茨城県古河市上片田・かみかたた

　　３０６-０２３４・茨城県古河市上辺見・かみへみ

　　３０６-０１２２・茨城県古河市上和田・かみわだ

　　３０６-０２１３・茨城県古河市北利根・きたとね

　　３０６-０００５・茨城県古河市北町・きたまち

　　３０６-０１０６・茨城県古河市北間中橋・きたまなかはﾞじ

　　３０６-０１１５・茨城県古河市北山田・きたやまた



　　３０６-０２１２・茨城県古河市久能・くのう

　　３０６-００５５・茨城県古河市けやき平・けやきだいら

　　３０６-００４１・茨城県古河市鴻巣・こうのす

　　３０６-０２１４・茨城県古河市高野・こうや

　　３０６-００１６・茨城県古河市古河・こが

　　３０６-０２３１・茨城県古河市小堤・こつﾞつみ

　　３０６-０１２３・茨城県古河市五部・ごへい

　　３０６-００４５・茨城県古河市駒ケ崎・こまがさき

　　３０６-０１２１・茨城県古河市駒込・こまごめ

　　３０６-０２２１・茨城県古河市駒羽根・こまはね

　　３０６-００２４・茨城県古河市幸町・さいわいちよう

　　３０６-００５６・茨城県古河市坂間・さかま

　　３０６-００３６・茨城県古河市桜町・さくらまち

　　３０６-００４２・茨城県古河市三和・さんわ

　　３０６-０００１・茨城県古河市静町・しずかまち

　　３０６-０２０４・茨城県古河市下大野・しもおおの

　　３０６-０１２７・茨城県古河市下片田・しもかたた

　　３０６-０２３５・茨城県古河市下辺見・しもへみ

　　３０６-００１４・茨城県古河市下山町・しもやまちよう

　　３０６-０２２２・茨城県古河市釈迦・しやか

　　３０６-０１１６・茨城県古河市新和田・しんわだ

　　３０６-０２０５・茨城県古河市関戸・せきど

　　３０６-００４７・茨城県古河市立崎・たつざき

　　３０６-００５１・茨城県古河市茶屋新田・ちややしんでん

　　３０６-００３３・茨城県古河市中央町・ちゆうおうちよう

　　３０６-０１０３・茨城県古河市長左エ門新田・ちようざえもんしんでん

　　３０６-０００７・茨城県古河市常盤町・ときわちよう

　　３０６-００４３・茨城県古河市鳥喰・とりはみ

　　３０６-００５３・茨城県古河市中田・なかだ

　　３０６-００５４・茨城県古河市中田新田・なかだしんでん

　　３０６-０１１０・茨城県古河市名崎・なさき

　　３０６-０２３３・茨城県古河市西牛谷・にしうしがや

　　３０６-００３７・茨城県古河市錦町・にしきちよう

　　３０６-００３８・茨城県古河市西町・にしまち

　　３０６-０１０９・茨城県古河市西間中橋・にしまなかはﾞじ

　　３０６-０１２５・茨城県古河市仁連・にれい

　　３０６-００３５・茨城県古河市長谷・はせ

　　３０６-００３４・茨城県古河市長谷町・はせまち

　　３０６-００２６・茨城県古河市原・はら

　　３０６-００２５・茨城県古河市原町・はらまち

　　３０６-００１１・茨城県古河市東・ひがじ

　　３０６-０２３２・茨城県古河市東牛谷・ひがしうしがや

　　３０６-００１３・茨城県古河市東本町・ひがしほんちよう

　　３０６-０１０７・茨城県古河市東間中橋・ひがしまなかはﾞじ

　　３０６-０１２４・茨城県古河市東諸川・ひがしもろかわ

　　３０６-０１１２・茨城県古河市東山田・ひがしやまた

　　３０６-０００６・茨城県古河市平和町・へいわまち

　　３０６-００２３・茨城県古河市本町・ほんちよう

　　３０６-０２１６・茨城県古河市前林・まえはﾞやじ

　　３０６-００４６・茨城県古河市牧野地・まきのじ

　　３０６-００２１・茨城県古河市松並・まつなみ

　　３０６-０２１５・茨城県古河市水海・みずうみ

　　３０６-０００２・茨城県古河市三杉町・みすぎちよう

　　３０６-０００３・茨城県古河市緑町・みどりちよう

　　３０６-００１５・茨城県古河市南町・みなみちよう

　　３０６-０１０８・茨城県古河市南間中橋・みなみまなかはﾞじ

　　３０６-００３１・茨城県古河市宮前町・みやまえちよう

　　３０６-０１２６・茨城県古河市諸川・もろかわ

　　３０６-０１１３・茨城県古河市谷貝・やがい

　　３０６-０２０３・茨城県古河市柳橋・やぎはじ

　　３０６-０１１４・茨城県古河市山田・やまた

　　３０６-００２２・茨城県古河市横山町・よこやまちよう

　　３０６-０００４・茨城県古河市雷電町・らいでんちよう

　　３１５-００００・茨城県石岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１５-０１４８・茨城県石岡市青田・あおた

　　３１５-００３８・茨城県石岡市旭台・あさひだい

　　３１５-００２１・茨城県石岡市荒金・あらがね

　　３１５-００３０・茨城県石岡市池の台・いけのだい

　　３１５-０００１・茨城県石岡市石岡・いしおか

　　３１５-００４６・茨城県石岡市石川・いしかわ



　　３１５-００２５・茨城県石岡市泉町・いずみちよう

　　３１５-００４７・茨城県石岡市井関・いせき

　　３１５-０１６２・茨城県石岡市宇治会・うじえ

　　３１５-０１１５・茨城県石岡市浦須・うらす

　　３１５-０１５７・茨城県石岡市上曽・うわそ

　　３１５-０００９・茨城県石岡市大砂・おおすな

　　３１５-０１０２・茨城県石岡市太田・おおた

　　３１５-０１０５・茨城県石岡市大塚・おおつか

　　３１５-０１０１・茨城県石岡市大増・おおます

　　３１５-００３６・茨城県石岡市大谷津・おおやつ

　　３１５-０１６５・茨城県石岡市小倉・おぐら

　　３１５-０１４４・茨城県石岡市小野越・おのごえ

　　３１５-０１５５・茨城県石岡市小幡・おはﾞた

　　３１５-０１０４・茨城県石岡市小見・おみ

　　３１５-０１６６・茨城県石岡市小山田・おやまだ

　　３１５-００１５・茨城県石岡市貝地・かいじ

　　３１５-０１１６・茨城県石岡市柿岡・かきおか

　　３１５-０００２・茨城県石岡市柏原・かしわはﾞら

　　３１５-０００４・茨城県石岡市柏原町・かしわはﾞらちよう

　　３１５-０１１３・茨城県石岡市片岡・かたおか

　　３１５-０１３６・茨城県石岡市片野・かたの

　　３１５-０１３７・茨城県石岡市金指・かなさじ

　　３１５-０００５・茨城県石岡市鹿の子・かのこ

　　３１５-０１５４・茨城県石岡市上青柳・かみあおやぎ

　　３１５-０１３８・茨城県石岡市上林・かみはﾞやじ

　　３１５-０１３５・茨城県石岡市加生野・かようの

　　３１５-０１１４・茨城県石岡市嘉良寿理・からすり

　　３１５-０１３４・茨城県石岡市川又・かわまた

　　３１５-０１１１・茨城県石岡市瓦谷・かわらや

　　３１５-００４４・茨城県石岡市北根本・きたねもと

　　３１５-００１２・茨城県石岡市北府中・きたふちゆう

　　３１５-０１６３・茨城県石岡市鯨岡・くじらおか

　　３１５-００１０・茨城県石岡市碁石沢・ごいしざわ

　　３１５-００３２・茨城県石岡市小井戸・こいど

　　３１５-００１４・茨城県石岡市国府・こくふ

　　３１５-０１６１・茨城県石岡市小塙・こはﾞな

　　３１５-０１６４・茨城県石岡市小屋・こや

　　３１５-００１９・茨城県石岡市栄松・さかえまつ

　　３１５-０１１７・茨城県石岡市佐久・さく

　　３１５-０１４３・茨城県石岡市柴内・しはﾞうち

　　３１５-０１２４・茨城県石岡市柴間・しはﾞま

　　３１５-０１５３・茨城県石岡市下青柳・しもあおやぎ

　　３１５-０１３１・茨城県石岡市下林・しもはﾞやじ

　　３１５-００１１・茨城県石岡市正上内・しようじよううち

　　３１５-０１４６・茨城県石岡市菖蒲沢・しようぶざわ

　　３１５-０１５１・茨城県石岡市須釜・すがま

　　３１５-００２７・茨城県石岡市杉並・すぎなみ

　　３１５-００２６・茨城県石岡市杉の井・すぎのい

　　３１５-００１６・茨城県石岡市総社・そうしや

　　３１５-０００７・茨城県石岡市染谷・そめや

　　３１５-００４５・茨城県石岡市高浜・たかはま

　　３１５-００４１・茨城県石岡市田島・たじま

　　３１５-０１４１・茨城県石岡市月岡・つきおか

　　３１５-０１４７・茨城県石岡市辻・つじ

　　３１５-００３３・茨城県石岡市東光台・とうこうだい

　　３１５-００４３・茨城県石岡市中津川・なかつがわ

　　３１５-０１０３・茨城県石岡市中戸・なかど

　　３１５-０００６・茨城県石岡市並木・なみき

　　３１５-００２２・茨城県石岡市行里川・なめりかわ

　　３１５-００２９・茨城県石岡市根当・ねあたり

　　３１５-０１３２・茨城県石岡市根小屋・ねごや

　　３１５-０１１８・茨城県石岡市野田・のだ

　　３１５-００２４・茨城県石岡市八軒台・はちけんだい

　　３１５-００４２・茨城県石岡市茨城・はﾞらき

　　３１５-０１３３・茨城県石岡市半田・はんだ

　　３１５-００２８・茨城県石岡市半ノ木・はんのき

　　３１５-００３７・茨城県石岡市東石岡・ひがしいしおか

　　３１５-００３１・茨城県石岡市東大橋・ひがしおおはじ

　　３１５-００３４・茨城県石岡市東田中・ひがしたなか

　　３１５-０１２２・茨城県石岡市東成井・ひがしなるい



　　３１５-００２３・茨城県石岡市東府中・ひがしふちゆう

　　３１５-００１３・茨城県石岡市府中・ふちゆう

　　３１５-０１４５・茨城県石岡市仏生寺・ぶつしようじ

　　３１５-０１１２・茨城県石岡市部原・へはﾞら

　　３１５-０１５２・茨城県石岡市細谷・ほそや

　　３１５-０１２１・茨城県石岡市真家・まいえ

　　３１５-００３５・茨城県石岡市南台・みなみだい

　　３１５-００４８・茨城県石岡市三村・みむら

　　３１５-０１２３・茨城県石岡市宮ケ崎・みやがさき

　　３１５-０００８・茨城県石岡市村上・むらかみ

　　３１５-０１２５・茨城県石岡市山崎・やまざき

　　３１５-０００３・茨城県石岡市谷向町・やむかいちよう

　　３１５-０１４２・茨城県石岡市弓弦・ゆつﾞり

　　３１５-０１５６・茨城県石岡市吉生・よしう

　　３１５-０１６７・茨城県石岡市龍明・りゆうめい

　　３１５-００１８・茨城県石岡市若松・わかまつ

　　３１５-００１７・茨城県石岡市若宮・わかみや

　　３０７-００００・茨城県結城市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０７-００２８・茨城県結城市今宿・いまじゆく

　　３０７-００４５・茨城県結城市上成・うえなじ

　　３０７-００４１・茨城県結城市江川大町・えがわおおまち

　　３０７-００４２・茨城県結城市江川新宿・えがわしんじゆく

　　３０７-００３１・茨城県結城市大木・おおき

　　３０７-００５５・茨城県結城市大橋町・おおはしちよう

　　３０７-０００２・茨城県結城市大谷瀬・おおやぜ

　　３０７-０００７・茨城県結城市小田林・おだはﾞやじ

　　３０７-００２７・茨城県結城市粕礼・かすれい

　　３０７-００１５・茨城県結城市鹿窪・かなくほﾞ

　　３０７-００２１・茨城県結城市上山川・かみやまかわ

　　３０７-０００５・茨城県結城市川木谷・かわきや

　　３０７-００１２・茨城県結城市久保田・くほﾞた

　　３０７-００５１・茨城県結城市国府町・こくぶちよう

　　３０７-０００６・茨城県結城市五助・ごすけ

　　３０７-００１１・茨城県結城市小森・こもり

　　３０７-０００８・茨城県結城市下り松・さがりまつ

　　３０７-００２３・茨城県結城市山王・さんのう

　　３０７-００３８・茨城県結城市七五三場・しめはﾞ

　　３０７-００５４・茨城県結城市城南町・じようなんまち

　　３０７-００３４・茨城県結城市新宿新田・しんじゆくしんでん

　　３０７-００１６・茨城県結城市新堤仲通り・しんつつみなかどおり

　　３０７-００５３・茨城県結城市新福寺・しんふﾟくじ

　　３０７-００２９・茨城県結城市新矢畑・しんやはﾞた

　　３０７-００３５・茨城県結城市善右ヱ門新田・ぜんえもんしんでん

　　３０７-００４３・茨城県結城市武井・たけい

　　３０７-００４４・茨城県結城市田間・たま

　　３０７-００５２・茨城県結城市中央町・ちゆうおうちよう

　　３０７-００１３・茨城県結城市中・なか

　　３０７-００２６・茨城県結城市芳賀崎・はがさき

　　３０７-００２５・茨城県結城市浜野辺・はまのべ

　　３０７-００１４・茨城県結城市林・はやじ

　　３０７-００３７・茨城県結城市東茂呂・ひがしもろ

　　３０７-０００３・茨城県結城市富士見町・ふじみちよう

　　３０７-００３２・茨城県結城市古宿新田・ふるじゆくしんでん

　　３０７-００３６・茨城県結城市北南茂呂・ほくなんもろ

　　３０７-００２４・茨城県結城市水海道・みつかいどう

　　３０７-０００４・茨城県結城市みどり町・みどりちよう

　　３０７-００２２・茨城県結城市矢畑・やはﾞた

　　３０７-００３３・茨城県結城市山川新宿・やまかわしんじゆく

　　３０７-０００１・茨城県結城市結城・ゆうき

　　３０７-００４６・茨城県結城市結城作・ゆうきさく

　　３０７-００１７・茨城県結城市若宮・わかみや

　　３０７-００１８・茨城県結城市若宮西・わかみやにじ

　　３０１-００００・茨城県龍ケ崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０１-０８２１・茨城県龍ケ崎市東町・あずまちよう

　　３０１-０８３８・茨城県龍ケ崎市愛戸町・あたどまち

　　３０１-０８５７・茨城県龍ケ崎市泉町・いずみまち

　　３０１-０８０１・茨城県龍ケ崎市板橋町・いたはﾞしまち

　　３０１-００４５・茨城県龍ケ崎市稲荷新田町・いなりしんでんまち

　　３０１-００４６・茨城県龍ケ崎市入地町・いれちまち

　　３０１-０８０５・茨城県龍ケ崎市薄倉町・うすぐらまち



　　３０１-０８５１・茨城県龍ケ崎市大塚町・おおつかまち

　　３０１-００２５・茨城県龍ケ崎市大留町・おおどめまち

　　３０１-０８５６・茨城県龍ケ崎市貝原塚町・かいはらつかまち

　　３０１-０００６・茨城県龍ケ崎市門倉新田町・かどくらしんでんまち

　　３０１-０８１７・茨城県龍ケ崎市上大徳新町・かみだいとくしんまち

　　３０１-００１２・茨城県龍ケ崎市上町・かみまち

　　３０１-００４８・茨城県龍ケ崎市川崎町・かわさきまち

　　３０１-０８２５・茨城県龍ケ崎市川余郷・かわよごう

　　３０１-０００５・茨城県龍ケ崎市川原代町・かわらしろまち

　　３０１-００２１・茨城県龍ケ崎市北方町・きたかたまち

　　３０１-０００１・茨城県龍ケ崎市久保台・くほﾞだい

　　３０１-０８０２・茨城県龍ケ崎市高作町・こうさまち

　　３０１-０８２２・茨城県龍ケ崎市光順田・こうじゆんだ

　　３０１-０８５２・茨城県龍ケ崎市向陽台・こうようだい

　　３０１-００４４・茨城県龍ケ崎市小柴・こしはﾞ

　　３０１-０８３４・茨城県龍ケ崎市古城・こじよう

　　３０１-００３４・茨城県龍ケ崎市小通幸谷町・こどおりこうやまち

　　３０１-００１８・茨城県龍ケ崎市米町・こめまち

　　３０１-０８２６・茨城県龍ケ崎市栄町・さかえまち

　　３０１-００３２・茨城県龍ケ崎市佐貫・さぬき

　　３０１-００３３・茨城県龍ケ崎市佐貫町・さぬきまち

　　３０１-０８１２・茨城県龍ケ崎市佐沼町・さぬままち

　　３０１-０８２４・茨城県龍ケ崎市下町・しもまち

　　３０１-０８４７・茨城県龍ケ崎市城ノ内・じようのうち

　　３０１-００３１・茨城県龍ケ崎市庄兵衛新田町・しようべえしんでんまち

　　３０１-０８４１・茨城県龍ケ崎市白羽・しらはね

　　３０１-０８３３・茨城県龍ケ崎市城下・しろした

　　３０１-０８１３・茨城県龍ケ崎市新町・しんまち

　　３０１-０８１５・茨城県龍ケ崎市直鮒・すうぶな

　　３０１-００１４・茨城県龍ケ崎市須藤堀町・すとうほりまち

　　３０１-０８２３・茨城県龍ケ崎市砂町・すなまち

　　３０１-０８１６・茨城県龍ケ崎市大徳町・だいとくまち

　　３０１-０８１４・茨城県龍ケ崎市高砂・たかすな

　　３０１-００２６・茨城県龍ケ崎市高須町・たかすまち

　　３０１-０８３９・茨城県龍ケ崎市出し山町・だしやままち

　　３０１-０８３５・茨城県龍ケ崎市田町・たまち

　　３０１-０８３６・茨城県龍ケ崎市寺後・てらご

　　３０１-００２４・茨城県龍ケ崎市豊田町・とよだまち

　　３０１-０８５４・茨城県龍ケ崎市中里・なかざと

　　３０１-０００２・茨城県龍ケ崎市中根台・なかねだい

　　３０１-００１６・茨城県龍ケ崎市長沖新田町・ながおきしんでんまち

　　３０１-００１５・茨城県龍ケ崎市長沖町・ながおきまち

　　３０１-０８０４・茨城県龍ケ崎市長峰町・ながみねまち

　　３０１-００４２・茨城県龍ケ崎市長山・ながやま

　　３０１-０８４５・茨城県龍ケ崎市奈戸岡・なとおか

　　３０１-０００４・茨城県龍ケ崎市馴馬町・なれうままち

　　３０１-０００７・茨城県龍ケ崎市馴柴町・なれしはﾞまち

　　３０１-０８０３・茨城県龍ケ崎市塗戸町・ぬるとまち

　　３０１-０８３７・茨城県龍ケ崎市根町・ねまち

　　３０１-００２３・茨城県龍ケ崎市羽黒町・はぐろまち

　　３０１-０８４３・茨城県龍ケ崎市羽原町・ははﾞらまち

　　３０１-０８０６・茨城県龍ケ崎市半田町・はんだまち

　　３０１-００３５・茨城県龍ケ崎市稗柄町・ひえがらまち

　　３０１-００１７・茨城県龍ケ崎市姫宮町・ひめみやまち

　　３０１-０００３・茨城県龍ケ崎市平台・ひらだい

　　３０１-０８４４・茨城県龍ケ崎市平畑・ひらはた

　　３０１-０８５５・茨城県龍ケ崎市藤ケ丘・ふじがおか

　　３０１-０８４６・茨城県龍ケ崎市別所町・べつしよまち

　　３０１-０８５３・茨城県龍ケ崎市松ケ丘・まつがおか

　　３０１-００４３・茨城県龍ケ崎市松葉・まつはﾞ

　　３０１-００１３・茨城県龍ケ崎市水門・みずもん

　　３０１-０８３２・茨城県龍ケ崎市緑町・みどりちよう

　　３０１-００２２・茨城県龍ケ崎市南が丘・みなみがおか

　　３０１-００４７・茨城県龍ケ崎市南中島町・みなみなかじままち

　　３０１-０８１１・茨城県龍ケ崎市宮渕町・みやぶちまち

　　３０１-０８４２・茨城県龍ケ崎市八代町・やしろまち

　　３０１-０８３１・茨城県龍ケ崎市野原町・やわらまち

　　３０１-００１１・茨城県龍ケ崎市横町・よこまち

　　３０１-００４１・茨城県龍ケ崎市若柴町・わかしはﾞまち

　　３０４-００００・茨城県下妻市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　３０４-００７４・茨城県下妻市赤須・あかす

　　３０４-０８０３・茨城県下妻市伊古立・いごだつ

　　３０４-００５７・茨城県下妻市石の宮・いしのみや

　　３０４-００５３・茨城県下妻市今泉・いまいずみ

　　３０４-０００２・茨城県下妻市江・え

　　３０４-０００４・茨城県下妻市大木・おおき

　　３０４-００２５・茨城県下妻市大木新田・おおきしんでん

　　３０４-００２３・茨城県下妻市大串・おおくじ

　　３０４-０８０１・茨城県下妻市大園木・おおぞのき

　　３０４-０８０４・茨城県下妻市長萱・おさがや

　　３０４-００５１・茨城県下妻市小島・おじま

　　３０４-００６３・茨城県下妻市小野子町・おのこちよう

　　３０４-００１６・茨城県下妻市数須・かずす

　　３０４-０８１９・茨城県下妻市鎌庭・かまにわ

　　３０４-００５０・茨城県下妻市亀崎・かめざき

　　３０４-００４８・茨城県下妻市加養・かよう

　　３０４-０８０５・茨城県下妻市唐崎・からさき

　　３０４-００２１・茨城県下妻市北大宝・きただいほう

　　３０４-０８１８・茨城県下妻市鬼怒・きぬ

　　３０４-００７３・茨城県下妻市桐ケ瀬・きりがせ

　　３０４-０８０２・茨城県下妻市鯨・くじら

　　３０４-０００７・茨城県下妻市黒駒・くろこま

　　３０４-０８２３・茨城県下妻市五箇・ごか

　　３０４-００３４・茨城県下妻市坂井・さかい

　　３０４-００２４・茨城県下妻市坂本新田・さかもとしんでん

　　３０４-００５５・茨城県下妻市砂沼新田・さぬましんでん

　　３０４-００１３・茨城県下妻市下宮・したみや

　　３０４-００７１・茨城県下妻市尻手・しつて

　　３０４-０００６・茨城県下妻市柴・しはﾞ

　　３０４-００７２・茨城県下妻市渋井・しぶい

　　３０４-０８１５・茨城県下妻市渋田・しぶた

　　３０４-００２８・茨城県下妻市下木戸・しもきど

　　３０４-０８１１・茨城県下妻市下栗・しもぐり

　　３０４-００１５・茨城県下妻市下田・しもだ

　　３０４-００６６・茨城県下妻市下妻甲・しもつまこう

　　３０４-００６７・茨城県下妻市下妻乙・しもつまおつ

　　３０４-００６１・茨城県下妻市下妻丙・しもつまへい

　　３０４-００６８・茨城県下妻市下妻丁・しもつまてい

　　３０４-００６２・茨城県下妻市下妻戊・しもつまほﾞ

　　３０４-００１１・茨城県下妻市神明・しんめい

　　３０４-０００３・茨城県下妻市関本下・せきもとした

　　３０４-０８１４・茨城県下妻市宗道・そうどう

　　３０４-００２２・茨城県下妻市大宝・だいほう

　　３０４-００３１・茨城県下妻市高道祖・たかさい

　　３０４-０８１２・茨城県下妻市田下・たげ

　　３０４-００６９・茨城県下妻市田町・たまち

　　３０４-００１７・茨城県下妻市筑波島・ちくわじま

　　３０４-００５４・茨城県下妻市中居指・なかいざじ

　　３０４-００１４・茨城県下妻市中郷・なかごう

　　３０４-００５６・茨城県下妻市長塚・ながつか

　　３０４-００４９・茨城県下妻市新堀・にいほﾞり

　　３０４-００５２・茨城県下妻市二本紀・にほんぎ

　　３０４-０８１７・茨城県下妻市羽子・はねご

　　３０４-０８１６・茨城県下妻市原・はら

　　３０４-０００５・茨城県下妻市半谷・はんや

　　３０４-００３２・茨城県下妻市比毛・ひけ

　　３０４-００４７・茨城県下妻市肘谷・ひじや

　　３０４-００４６・茨城県下妻市樋橋・ひはﾞじ

　　３０４-０００１・茨城県下妻市平方・ひらかた

　　３０４-００１８・茨城県下妻市平川戸・ひらかわど

　　３０４-００２６・茨城県下妻市平沼・ひらぬま

　　３０４-００２７・茨城県下妻市福田・ふくだ

　　３０４-００４２・茨城県下妻市袋畑・ふくろはた

　　３０４-００４１・茨城県下妻市古沢・ふるさわ

　　３０４-０８２１・茨城県下妻市別府・べつふﾟ

　　３０４-００３３・茨城県下妻市堀篭・ほりごめ

　　３０４-００６５・茨城県下妻市本宿町・ほんじゆくちよう

　　３０４-０８１３・茨城県下妻市本宗道・ほんそうどう

　　３０４-００７６・茨城県下妻市前河原・まえがわら

　　３０４-０８０６・茨城県下妻市見田・みた



　　３０４-０８２２・茨城県下妻市皆葉・みなはﾞ

　　３０４-００７５・茨城県下妻市南原・みなみはら

　　３０４-０８２４・茨城県下妻市村岡・むらおか

　　３０４-００６４・茨城県下妻市本城町・もとしろちよう

　　３０４-００４４・茨城県下妻市柳原・やぎわら

　　３０４-００４３・茨城県下妻市谷田部・やたべ

　　３０４-００４５・茨城県下妻市山尻・やまじり

　　３０４-００３５・茨城県下妻市横根・よこね

　　３０４-００１２・茨城県下妻市若柳・わかやなぎ

　　３０３-００００・茨城県常総市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０３-０００２・茨城県常総市相野谷町・あいのやまち

　　３０３-００１１・茨城県常総市東町・あずまちよう

　　３０３-００１６・茨城県常総市新井木町・あらいぎまち

　　３００-２５２５・茨城県常総市伊左衛門新田町・いざえもんしんでんまち

　　３０３-００４３・茨城県常総市内守谷町・うちもりやまち

　　３０３-００４６・茨城県常総市内守谷町きぬの里・うちもりやまちきぬのさと

　　３０３-００１２・茨城県常総市大崎町・おおさきまち

　　３００-２７２７・茨城県常総市大沢・おおさわ

　　３００-２７４５・茨城県常総市大沢新田・おおさわしんでん

　　３０３-００４５・茨城県常総市大塚戸町・おおつかどまち

　　３００-２５２６・茨城県常総市大生郷新田町・おおのごうしんでんまち

　　３００-２５２１・茨城県常総市大生郷町・おおのごうまち

　　３００-２５１２・茨城県常総市大輪町・おおわまち

　　３００-２７４３・茨城県常総市岡田・おかだ

　　３００-２５０４・茨城県常総市沖新田町・おきしんでんまち

　　３００-２７０３・茨城県常総市小保川・おほﾞかわ

　　３００-２５０３・茨城県常総市川崎町・かわさきまち

　　３００-２７２２・茨城県常総市蔵持・くらもち

　　３００-２７２３・茨城県常総市蔵持新田・くらもちしんでん

　　３００-２７３４・茨城県常総市栗山新田・くりやましんでん

　　３００-２７４６・茨城県常総市鴻野山・こうのやま

　　３００-２７３２・茨城県常総市鴻野山新田・こうのやましんでん

　　３００-２７４１・茨城県常総市国生・こつしよう

　　３０３-０００６・茨城県常総市小山戸町・こやまどまち

　　３００-２５２４・茨城県常総市五郎兵衛新田町・ごろべえしんでんまち

　　３０３-００４２・茨城県常総市坂手町・さかてまち

　　３００-２７４７・茨城県常総市崎房・さきぶさ

　　３００-２５２３・茨城県常総市笹塚新田町・ささつかしんでんちよう

　　３００-２７３５・茨城県常総市左平太新田・さへいたしんでん

　　３００-２７２１・茨城県常総市篠山・しのやま

　　３０３-００１８・茨城県常総市十花町・じゆつかまち

　　３００-２５０２・茨城県常総市上蛇町・じようじやまち

　　３００-２７０６・茨城県常総市新石下・しんいしげ

　　３０３-００４４・茨城県常総市菅生町・すがおまち

　　３００-２７４４・茨城県常総市杉山・すぎやま

　　３００-２７１３・茨城県常総市収納谷・すのうや

　　３００-２７１６・茨城県常総市大房・だいほﾞう

　　３００-２７０４・茨城県常総市舘方・たてがた

　　３０３-００１５・茨城県常総市長助町・ちようすけまち

　　３００-２７１７・茨城県常総市東野原・とうのはら

　　３０３-００４１・茨城県常総市豊岡町・とよおかまち

　　３００-２７０５・茨城県常総市豊田・とよだ

　　３００-２５０５・茨城県常総市中妻町・なかつままち

　　３００-２７２６・茨城県常総市中沼・なかぬま

　　３０３-０００１・茨城県常総市中山町・なかやままち

　　３００-２５１１・茨城県常総市花島町・はなしままち

　　３００-２５１３・茨城県常総市羽生町・はにゆうまち

　　３００-２７４８・茨城県常総市馬場・はﾞはﾞ

　　３００-２７３３・茨城県常総市馬場新田・はﾞはﾞしんでん

　　３００-２７０２・茨城県常総市原宿・はらじゆく

　　３０３-００１４・茨城県常総市兵町・ひようまち

　　３００-２５０１・茨城県常総市福二町・ふくじまち

　　３００-２７２４・茨城県常総市古間木・ふるまぎ

　　３００-２７３１・茨城県常総市古間木新田・ふるまぎしんでん

　　３００-２７２５・茨城県常総市古間木沼新田・ふるまぎぬましんでん

　　３００-２７１４・茨城県常総市平内・へいない

　　３０３-００１７・茨城県常総市平町・へいまち

　　３００-２７１２・茨城県常総市曲田・まがつた

　　３００-２７３６・茨城県常総市孫兵ヱ新田・まごべえしんでん

　　３００-２５０７・茨城県常総市三坂新田町・みさかしんでんまち



　　３００-２５０６・茨城県常総市三坂町・みさかまち

　　３０３-００２５・茨城県常総市水海道亀岡町・みつかいどうかめおかちよう

　　３０３-００３２・茨城県常総市水海道川又町・みつかいどうかわまたちよう

　　３０３-００３３・茨城県常総市水海道高野町・みつかいどうこうやまち

　　３０３-００２４・茨城県常総市水海道栄町・みつかいどうさかえちよう

　　３０３-００２１・茨城県常総市水海道諏訪町・みつかいどうすわまち

　　３０３-００２３・茨城県常総市水海道宝町・みつかいどうたからまち

　　３０３-００３４・茨城県常総市水海道天満町・みつかいどうてんまんちよう

　　３０３-０００３・茨城県常総市水海道橋本町・みつかいどうはしもとちよう

　　３０３-００２２・茨城県常総市水海道淵頭町・みつかいどうふちがしらまち

　　３０３-００２６・茨城県常総市水海道本町・みつかいどうほんちよう

　　３０３-０００４・茨城県常総市水海道元町・みつかいどうもとまち

　　３０３-０００５・茨城県常総市水海道森下町・みつかいどうもりしたまち

　　３０３-００３１・茨城県常総市水海道山田町・みつかいどうやまだまち

　　３０３-００１３・茨城県常総市箕輪町・みのわまち

　　３００-２７４２・茨城県常総市向石下・むこういしげ

　　３００-２７０７・茨城県常総市本石下・もといしげ

　　３００-２７１１・茨城県常総市本豊田・もととよだ

　　３００-２７１５・茨城県常総市山口・やまぐち

　　３００-２５２２・茨城県常総市横曽根新田町・よこぞねしんでんまち

　　３００-２７０１・茨城県常総市若宮戸・わかみやど

　　３１３-００００・茨城県常陸太田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１３-０１０２・茨城県常陸太田市赤土町・あかつﾞちちよう

　　３１３-０１２１・茨城県常陸太田市芦間町・あしまちよう

　　３１３-０１３２・茨城県常陸太田市新地町・あらじちよう

　　３１３-０００７・茨城県常陸太田市新宿町・あらじゆくちよう

　　３１３-００４５・茨城県常陸太田市粟原町・あわはﾞらちよう

　　３１３-００４２・茨城県常陸太田市磯部町・いそべちよう

　　３１３-００４１・茨城県常陸太田市稲木町・いなぎちよう

　　３１３-０１１２・茨城県常陸太田市岩手町・いわてちよう

　　３１３-００３７・茨城県常陸太田市内田町・うちだちよう

　　３１３-００６３・茨城県常陸太田市内堀町・うちほﾞりちよう

　　３１３-０１１６・茨城県常陸太田市大方町・おおかたちよう

　　３１３-０１２５・茨城県常陸太田市大里町・おおさとちよう

　　３１１-０５０８・茨城県常陸太田市大菅町・おおすげちよう

　　３１３-０１２４・茨城県常陸太田市大平町・おおだいらちよう

　　３１１-０５０５・茨城県常陸太田市大中町・おおなかちよう

　　３１３-００２１・茨城県常陸太田市大森町・おおもりちよう

　　３１３-００３１・茨城県常陸太田市岡田町・おかだちよう

　　３１３-００３８・茨城県常陸太田市小沢町・おざわちよう

　　３１３-０１３５・茨城県常陸太田市小島町・おじまちよう

　　３１３-００３６・茨城県常陸太田市落合町・おちあいちよう

　　３１３-００３３・茨城県常陸太田市小目町・おめちよう

　　３１１-０５０６・茨城県常陸太田市折橋町・おりはしちよう

　　３１３-００３５・茨城県常陸太田市堅磐町・かきわちよう

　　３１３-００１６・茨城県常陸太田市金井町・かないちよう

　　３１３-０００１・茨城県常陸太田市上大門町・かみおおかどちよう

　　３１３-００４６・茨城県常陸太田市上河合町・かみかわいちよう

　　３１３-０３５３・茨城県常陸太田市上高倉町・かみたかくらちよう

　　３１３-００３４・茨城県常陸太田市上土木内町・かみどぎうちちよう

　　３１３-０１０４・茨城県常陸太田市上利員町・かみとしかずちよう

　　３１１-０５０９・茨城県常陸太田市上深荻町・かみふかおぎちよう

　　３１３-０１０１・茨城県常陸太田市上宮河内町・かみみやかわうちちよう

　　３１３-００２３・茨城県常陸太田市亀作町・かめざくちよう

　　３１１-０３０１・茨城県常陸太田市河内西町・かわちにしちよう

　　３１３-００１５・茨城県常陸太田市木崎一町・きざきいちちよう

　　３１３-００１４・茨城県常陸太田市木崎二町・きざきにちよう

　　３１３-０１２６・茨城県常陸太田市薬谷町・くすりやちよう

　　３１３-０２２１・茨城県常陸太田市国安町・くにやすちよう

　　３１３-０１２３・茨城県常陸太田市久米町・くめちよう

　　３１３-０３５１・茨城県常陸太田市天下野町・けがのちよう

　　３１１-０５０７・茨城県常陸太田市小菅町・こすげちよう

　　３１１-０５０３・茨城県常陸太田市小妻町・こつﾞまちよう

　　３１３-００６４・茨城県常陸太田市寿町・ことぶきちよう

　　３１１-０５０４・茨城県常陸太田市小中町・こなかちよう

　　３１３-０００５・茨城県常陸太田市栄町・さかえちよう

　　３１１-０５０１・茨城県常陸太田市里川町・さとがわちよう

　　３１１-０３２５・茨城県常陸太田市里野宮町・さとのみやちよう

　　３１３-００３２・茨城県常陸太田市沢目町・さわめちよう

　　３１３-００１２・茨城県常陸太田市三才町・さんざいちよう



　　３１３-００４７・茨城県常陸太田市島町・しまちよう

　　３１３-０００２・茨城県常陸太田市下大門町・しもおおかどちよう

　　３１３-００４４・茨城県常陸太田市下河合町・しもかわいちよう

　　３１３-０３５２・茨城県常陸太田市下高倉町・しもたかくらちよう

　　３１３-０１０６・茨城県常陸太田市下利員町・しもとしかずちよう

　　３１３-０１０３・茨城県常陸太田市下宮河内町・しもみやかわうちちよう

　　３１１-０３２２・茨城県常陸太田市常福地町・じようふくじちよう

　　３１１-０３２４・茨城県常陸太田市白羽町・しらわちよう

　　３１３-０００３・茨城県常陸太田市瑞龍町・ずいりゆうちよう

　　３１３-０１１１・茨城県常陸太田市千寿町・せんずちよう

　　３１３-０１１３・茨城県常陸太田市高柿町・たかがきちよう

　　３１３-００２４・茨城県常陸太田市高貫町・たかぬきちよう

　　３１３-０１１５・茨城県常陸太田市竹合町・たけあいちよう

　　３１３-０２２５・茨城県常陸太田市棚谷町・たなやちよう

　　３１３-０１２２・茨城県常陸太田市玉造町・たまつくりちよう

　　３１３-００２６・茨城県常陸太田市田渡町・たわたりちよう

　　３１１-０３２３・茨城県常陸太田市茅根町・ちのねちよう

　　３１３-００４９・茨城県常陸太田市天神林町・てんじんはﾞやしちよう

　　３１３-０２２４・茨城県常陸太田市東連地町・とうれんじちよう

　　３１１-０５０２・茨城県常陸太田市徳田町・とくだちよう

　　３１３-００６１・茨城県常陸太田市中城町・なかじようちよう

　　３１３-０２１２・茨城県常陸太田市中染町・なかぞめちよう

　　３１３-０１０５・茨城県常陸太田市中利員町・なかとしかずちよう

　　３１３-０１３４・茨城県常陸太田市中野町・なかのちよう

　　３１３-００５６・茨城県常陸太田市西一町・にしいちちよう

　　３１３-００５５・茨城県常陸太田市西二町・にしにちよう

　　３１３-００５４・茨城県常陸太田市西三町・にしさんちよう

　　３１１-０３１４・茨城県常陸太田市西河内上町・にしごうとかみちよう

　　３１１-０３１３・茨城県常陸太田市西河内中町・にしごうとなかちよう

　　３１１-０３１２・茨城県常陸太田市西河内下町・にしごうとしもちよう

　　３１３-０２１５・茨城県常陸太田市西染町・にしぞめちよう

　　３１３-００１１・茨城県常陸太田市西宮町・にしみやちよう

　　３１３-００２７・茨城県常陸太田市長谷町・はせちよう

　　３１３-００２５・茨城県常陸太田市幡町・はたちよう

　　３１３-０１３１・茨城県常陸太田市花房町・はなぶさちよう

　　３１３-００６２・茨城県常陸太田市塙町・はなわちよう

　　３１３-０００４・茨城県常陸太田市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　３１１-０３２１・茨城県常陸太田市春友町・はるともちよう

　　３１３-００５１・茨城県常陸太田市東一町・ひがしいちちよう

　　３１３-００５２・茨城県常陸太田市東二町・ひがしにちよう

　　３１３-００５３・茨城県常陸太田市東三町・ひがしさんちよう

　　３１３-０２１１・茨城県常陸太田市東染町・ひがしぞめちよう

　　３１３-００４８・茨城県常陸太田市藤田町・ふじたちよう

　　３１３-０００８・茨城県常陸太田市増井町・ましいちよう

　　３１３-０２１３・茨城県常陸太田市町田町・まちだちよう

　　３１１-０３１１・茨城県常陸太田市町屋町・まちやちよう

　　３１３-０１３３・茨城県常陸太田市松栄町・まつざかちよう

　　３１３-０２２２・茨城県常陸太田市松平町・まつだいらちよう

　　３１３-００２２・茨城県常陸太田市真弓町・まゆみちよう

　　３１３-０１１４・茨城県常陸太田市箕町・みちよう

　　３１３-０１１７・茨城県常陸太田市宮の郷町・みやのさとちよう

　　３１３-０００６・茨城県常陸太田市宮本町・みやもとちよう

　　３１３-００４３・茨城県常陸太田市谷河原町・やがわらちよう

　　３１３-００１３・茨城県常陸太田市山下町・やましたちよう

　　３１３-０２１４・茨城県常陸太田市和久町・わぐちよう

　　３１３-０２２３・茨城県常陸太田市和田町・わだちよう

　　３１８-００００・茨城県高萩市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１８-０００１・茨城県高萩市赤浜・あかはま

　　３１８-００２４・茨城県高萩市秋山・あきやま

　　３１８-００２１・茨城県高萩市安良川・あらかわ

　　３１８-００１２・茨城県高萩市有明町・ありあけちよう

　　３１８-００２２・茨城県高萩市石滝・いしたき

　　３１８-０１０３・茨城県高萩市大能・おおの

　　３１８-００３１・茨城県高萩市春日町・かすがちよう

　　３１８-０１０５・茨城県高萩市上君田・かみきみだ

　　３１８-０００４・茨城県高萩市上手綱・かみてつﾞな

　　３１８-００２３・茨城県高萩市島名・しまな

　　３１８-０１０６・茨城県高萩市下君田・しもきみだ

　　３１８-０００３・茨城県高萩市下手綱・しもてつﾞな

　　３１８-０００２・茨城県高萩市高戸・たかど



　　３１８-００３４・茨城県高萩市高萩・たかはぎ

　　３１８-００１３・茨城県高萩市高浜町・たかはまちよう

　　３１８-０１０４・茨城県高萩市中戸川・なかどがわ

　　３１８-００１４・茨城県高萩市東本町・ひがしほんちよう

　　３１８-００１１・茨城県高萩市肥前町・ひぜんちよう

　　３１８-００２５・茨城県高萩市福平・ふくだいら

　　３１８-０００５・茨城県高萩市望海・ほﾞうかい

　　３１８-００３３・茨城県高萩市本町・ほんちよう

　　３１８-００３２・茨城県高萩市大和町・やまとちよう

　　３１８-０１０１・茨城県高萩市横川・よこかわ

　　３１８-０１０２・茨城県高萩市若栗・わかぐり

　　３１９-１５００・茨城県北茨城市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１９-１５４１・茨城県北茨城市磯原町磯原・いそはらちよういそはら

　　３１９-１５４７・茨城県北茨城市磯原町内野・いそはらちよううつの

　　３１９-１５４６・茨城県北茨城市磯原町大塚・いそはらちようおおつか

　　３１９-１５４４・茨城県北茨城市磯原町上相田・いそはらちようかみそうだ

　　３１９-１５４５・茨城県北茨城市磯原町木皿・いそはらちようきさら

　　３１９-１５４３・茨城県北茨城市磯原町豊田・いそはらちようとよだ

　　３１９-１５４２・茨城県北茨城市磯原町本町・いそはらちようほんちよう

　　３１９-１７０２・茨城県北茨城市大津町・おおつちよう

　　３１９-１７０３・茨城県北茨城市大津町五浦・おおつちよういつﾞら

　　３１９-１７０４・茨城県北茨城市大津町北町・おおつちようきたちよう

　　３１９-１７１４・茨城県北茨城市関南町神岡上・せきなみちようかみおかかみ

　　３１９-１７１５・茨城県北茨城市関南町神岡下・せきなみちようかみおかしも

　　３１９-１７１２・茨城県北茨城市関南町里根川・せきなみちようさとねがわ

　　３１９-１７１１・茨城県北茨城市関南町関本下・せきなみちようせきもとしも

　　３１９-１７１３・茨城県北茨城市関南町仁井田・せきなみちようにいだ

　　３１９-１７２７・茨城県北茨城市関本町小川・せきもとちようおがわ

　　３１９-１７２６・茨城県北茨城市関本町才丸・せきもとちようさいまる

　　３１９-１７２１・茨城県北茨城市関本町関本上・せきもとちようせきもとかみ

　　３１９-１７２３・茨城県北茨城市関本町関本中・せきもとちようせきもとなか

　　３１９-１７２４・茨城県北茨城市関本町八反・せきもとちようはつたん

　　３１９-１７２２・茨城県北茨城市関本町福田・せきもとちようふくだ

　　３１９-１７２５・茨城県北茨城市関本町富士ケ丘・せきもとちようふじがおか

　　３１９-１５５２・茨城県北茨城市中郷町足洗・なかごうちようあしあらい

　　３１９-１５５４・茨城県北茨城市中郷町粟野・なかごうちようあわの

　　３１９-１５５８・茨城県北茨城市中郷町石岡・なかごうちよういしおか

　　３１９-１５５５・茨城県北茨城市中郷町小野矢指・なかごうちようおのやさじ

　　３１９-１５５９・茨城県北茨城市中郷町上桜井・なかごうちようかみさくらい

　　３１９-１５５３・茨城県北茨城市中郷町汐見ケ丘・なかごうちようしおみがおか

　　３１９-１５５１・茨城県北茨城市中郷町下桜井・なかごうちようしもさくらい

　　３１９-１５５６・茨城県北茨城市中郷町日棚・なかごうちようひたな

　　３１９-１５５７・茨城県北茨城市中郷町松井・なかごうちようまつい

　　３１９-１５３８・茨城県北茨城市華川町小豆畑・はなかわちようあずはた

　　３１９-１５３５・茨城県北茨城市華川町臼場・はなかわちよううすはﾞ

　　３１９-１５３２・茨城県北茨城市華川町上小津田・はなかわちようかみこつだ

　　３１９-１５３３・茨城県北茨城市華川町下小津田・はなかわちようしもこつだ

　　３１９-１５３４・茨城県北茨城市華川町車・はなかわちようくるま

　　３１９-１５３７・茨城県北茨城市華川町下相田・はなかわちようしもそうだ

　　３１９-１５３６・茨城県北茨城市華川町中妻・はなかわちようなかつま

　　３１９-１５３１・茨城県北茨城市華川町花園・はなかわちようはなぞの

　　３１９-１７０１・茨城県北茨城市平潟町・ひらかたちよう

　　３０９-１６００・茨城県笠間市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０９-１６１６・茨城県笠間市赤坂・あかさか

　　３１９-０２０６・茨城県笠間市安居・あご

　　３０９-１７１７・茨城県笠間市旭町・あさひまち

　　３０９-１６３２・茨城県笠間市飯合・いいごう

　　３０９-１６０５・茨城県笠間市飯田・いいだ

　　３０９-１６０２・茨城県笠間市池野辺・いけのべ

　　３０９-１６１３・茨城県笠間市石井・いしい

　　３０９-１６０７・茨城県笠間市石寺・いしでら

　　３１９-０２０９・茨城県笠間市泉・いずみ

　　３１９-０２１１・茨城県笠間市泉市野谷入会地・いずみいちのやいりあいち

　　３１９-０２０８・茨城県笠間市市野谷・いちのや

　　３０９-１６３５・茨城県笠間市稲田・いなだ

　　３０９-１６３６・茨城県笠間市大郷戸・おおごと

　　３０９-１７２４・茨城県笠間市大古山・おおごやま

　　３０９-１７３８・茨城県笠間市大田町・おおたまち

　　３０９-１６０１・茨城県笠間市大橋・おおはじ

　　３０９-１６０４・茨城県笠間市大渕・おおぶち



　　３１９-０２０５・茨城県笠間市押辺・おしのべ

　　３０９-１７０１・茨城県笠間市小原・おはﾞら

　　３０９-１６１１・茨城県笠間市笠間・かさま

　　３０９-１７１３・茨城県笠間市柏井・かしわい

　　３０９-１６３７・茨城県笠間市片庭・かたにわ

　　３０９-１６１５・茨城県笠間市金井・かない

　　３０９-１７３１・茨城県笠間市上市原・かみいちはﾞら

　　３０９-１６２３・茨城県笠間市上加賀田・かみかがだ

　　３１９-０２０１・茨城県笠間市上郷・かみごう

　　３０９-１６２４・茨城県笠間市北吉原・きたよしわら

　　３０９-１６２５・茨城県笠間市来栖・くるす

　　３０９-１７０３・茨城県笠間市鯉淵・こいぶち

　　３０９-１７０６・茨城県笠間市鴻巣・こうのす

　　３０９-１７０２・茨城県笠間市五平・ごへい

　　３０９-１６２６・茨城県笠間市下市毛・しもいちげ

　　３０９-１７３３・茨城県笠間市下市原・しもいちはﾞら

　　３０９-１７２６・茨城県笠間市下加賀田・しもかがた

　　３１９-０２０２・茨城県笠間市下郷・しもごう

　　３０９-１７１６・茨城県笠間市住吉・すみよじ

　　３０９-１７２２・茨城県笠間市平町・たいらまち

　　３０９-１７３７・茨城県笠間市中央・ちゆうおう

　　３０９-１６２１・茨城県笠間市手越・てごじ

　　３０９-１６１４・茨城県笠間市寺崎・てらざき

　　３０９-１７３５・茨城県笠間市友部駅前・ともべえきまえ

　　３０９-１７３２・茨城県笠間市中市原・なかいちはﾞら

　　３０９-１７１２・茨城県笠間市長兎路・ながとろ

　　３０９-１７１１・茨城県笠間市随分附・なむさんつﾞけ

　　３０９-１７１４・茨城県笠間市仁古田・にこだ

　　３０９-１６３１・茨城県笠間市箱田・はこだ

　　３１９-０２０４・茨城県笠間市土師・はじ

　　３０９-１７２１・茨城県笠間市橋爪・はしつﾞめ

　　３０９-１７０５・茨城県笠間市東平・ひがしだいら

　　３０９-１６０６・茨城県笠間市日沢・ひざわ

　　３０９-１６１２・茨城県笠間市日草場・ひくさはﾞ

　　３１９-０２０７・茨城県笠間市福島・ふくしま

　　３０９-１６０３・茨城県笠間市福田・ふくだ

　　３０９-１６３４・茨城県笠間市福原・ふくはら

　　３０９-１７２５・茨城県笠間市南小泉・みなみこいずみ

　　３０９-１７３４・茨城県笠間市南友部・みなみともべ

　　３０９-１６２２・茨城県笠間市南吉原・みなみよしわら

　　３０９-１７０４・茨城県笠間市美原・みはら

　　３０９-１６３３・茨城県笠間市本戸・もとど

　　３０９-１７３６・茨城県笠間市八雲・やくも

　　３０９-１７２３・茨城県笠間市矢野下・やのした

　　３０９-１７１５・茨城県笠間市湯崎・ゆざき

　　３１９-０２０３・茨城県笠間市吉岡・よしおか

　　３０２-００００・茨城県取手市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０２-０００６・茨城県取手市青柳・あおやなぎ

　　３０２-００３７・茨城県取手市市之代・いちのだい

　　３０２-００２６・茨城県取手市稲・いな

　　３０２-００１１・茨城県取手市井野・いの

　　３０２-００１５・茨城県取手市井野台・いのだい

　　３０２-００１２・茨城県取手市井野団地・いのだんち

　　３００-１５２３・茨城県取手市大留・おおどめ

　　３０２-０００３・茨城県取手市小堀・おおほり

　　３００-１５０３・茨城県取手市大曲・おおまがり

　　３００-１５４６・茨城県取手市岡・おか

　　３００-１５２１・茨城県取手市押切・おしきり

　　３０２-０００１・茨城県取手市小文間・おもんま

　　３０２-００３６・茨城県取手市貝塚・かいつﾞか

　　３００-１５４２・茨城県取手市神住・かすみ

　　３００-１５１３・茨城県取手市片町・かたまち

　　３００-１５０６・茨城県取手市上萱場・かみかやはﾞ

　　３０２-００３５・茨城県取手市上高井・かみたかい

　　３００-１５０４・茨城県取手市萱場・かやはﾞ

　　３００-１５２４・茨城県取手市神浦・かんのうら

　　３００-１５１１・茨城県取手市椚木・くぬぎ

　　３０２-００１７・茨城県取手市桑原・くわはﾞら

　　３００-１５３７・茨城県取手市毛有・けあり

　　３００-１５３９・茨城県取手市小泉・こいずみ



　　３００-１５３６・茨城県取手市光風台・こうふうだい

　　３００-１５３１・茨城県取手市小浮気・こぶけ

　　３０２-００２７・茨城県取手市駒場・こまはﾞ

　　３０２-００３３・茨城県取手市米ノ井・こめのい

　　３００-１５２５・茨城県取手市桜が丘・さくらがおか

　　３００-１５４４・茨城県取手市山王・さんのう

　　３００-１５０８・茨城県取手市紫水・しすい

　　３００-１５３４・茨城県取手市渋沼・しぶぬま

　　３００-１５３５・茨城県取手市清水・しみず

　　３００-１５０５・茨城県取手市下萱場・しもかやはﾞ

　　３０２-００３８・茨城県取手市下高井・しもたかい

　　３００-１５０２・茨城県取手市新川・しんかわ

　　３０２-００３１・茨城県取手市新取手・しんとりで

　　３０２-００２４・茨城県取手市新町・しんまち

　　３０２-００１３・茨城県取手市台宿・だいしゆく

　　３００-１５２２・茨城県取手市高須・たかす

　　３０２-００１４・茨城県取手市中央町・ちゆうおうちよう

　　３０２-０００２・茨城県取手市長兵衛新田・ちようべえしんでん

　　３０２-００２１・茨城県取手市寺田・てらだ

　　３０２-００３４・茨城県取手市戸頭・とがしら

　　３０２-０００４・茨城県取手市取手・とりで

　　３００-１５４３・茨城県取手市中内・なかうち

　　３００-１５３３・茨城県取手市中田・なかた

　　３０２-００１６・茨城県取手市中原町・なかはらちよう

　　３０２-００２５・茨城県取手市西・にじ

　　３０２-００３２・茨城県取手市野々井・ののい

　　３００-１５４１・茨城県取手市配松・はいまつ

　　３０２-００２３・茨城県取手市白山・はくさん

　　３００-１５０７・茨城県取手市浜田・はまだ

　　３０２-０００５・茨城県取手市東・ひがじ

　　３００-１５１５・茨城県取手市平野・ひらの

　　３００-１５１２・茨城県取手市藤代・ふじしろ

　　３００-１５１６・茨城県取手市藤代南・ふじしろみなみ

　　３００-１５０１・茨城県取手市双葉・ふたはﾞ

　　３０２-００２２・茨城県取手市本郷・ほんごう

　　３００-１５１４・茨城県取手市宮和田・みやわだ

　　３００-１５３２・茨城県取手市谷中・やなか

　　３０２-００３９・茨城県取手市ゆめみ野・ゆめみの

　　３０２-０００７・茨城県取手市吉田・よしだ

　　３００-１５３８・茨城県取手市米田・よねだ

　　３００-１５４５・茨城県取手市和田・わだ

　　３００-１２００・茨城県牛久市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-１２８２・茨城県牛久市井ノ岡町・いのおかちよう

　　３００-１２２１・茨城県牛久市牛久町・うしくちよう

　　３００-１２０４・茨城県牛久市岡見町・おかみちよう

　　３００-１２８３・茨城県牛久市奥原町・おくはﾞらちよう

　　３００-１２８６・茨城県牛久市小坂町・おさかちよう

　　３００-１２１４・茨城県牛久市女化町・おなはﾞけちよう

　　３００-１２１１・茨城県牛久市柏田町・かしわだちよう

　　３００-１２８１・茨城県牛久市桂町・かつらちよう

　　３００-１２１３・茨城県牛久市上太田町・かみおおたちよう

　　３００-１２３２・茨城県牛久市上柏田・かみかしわだ

　　３００-１２１６・茨城県牛久市神谷・かみや

　　３００-１２３５・茨城県牛久市刈谷町・かりやちよう

　　３００-１２８８・茨城県牛久市久野町・くのちよう

　　３００-１２１２・茨城県牛久市結束町・けつそくちよう

　　３００-１２３３・茨城県牛久市栄町・さかえちよう

　　３００-１２１７・茨城県牛久市さくら台・さくらだい

　　３００-１２３１・茨城県牛久市猪子町・ししこちよう

　　３００-１２８４・茨城県牛久市島田町・しまだちよう

　　３００-１２０３・茨城県牛久市下根町・しもねちよう

　　３００-１２８５・茨城県牛久市正直町・しようじきちよう

　　３００-１２２３・茨城県牛久市城中町・じようちゆうちよう

　　３００-１２２４・茨城県牛久市庄兵衛新田町・しようべえしんでんちよう

　　３００-１２２５・茨城県牛久市新地町・しんちちよう

　　３００-１２３７・茨城県牛久市田宮・たぐう

　　３００-１２３６・茨城県牛久市田宮町・たぐうちよう

　　３００-１２３４・茨城県牛久市中央・ちゆうおう

　　３００-１２１５・茨城県牛久市遠山町・とおやまちよう

　　３００-１２０２・茨城県牛久市中根町・なかねちよう



　　３００-１２０５・茨城県牛久市東大和田町・ひがしおおわだちよう

　　３００-１２０１・茨城県牛久市東猯穴町・ひがしまみあなちよう

　　３００-１２０６・茨城県牛久市ひたち野西・ひたちのにじ

　　３００-１２０７・茨城県牛久市ひたち野東・ひたちのひがじ

　　３００-１２８７・茨城県牛久市福田町・ふくだちよう

　　３００-１２２２・茨城県牛久市南・みなみ

　　３０５-００００・茨城県つくば市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０５-００６２・茨城県つくば市赤塚・あかつか

　　３００-４２０３・茨城県つくば市明石・あけじ

　　３０５-０８０４・茨城県つくば市旭（１）・あさひ(１)

　　３００-２６３２・茨城県つくば市旭（その他）・あさひ(そのた)

　　３００-４２０５・茨城県つくば市安食・あじき

　　３００-１２６１・茨城県つくば市あしび野・あしびの

　　３０５-００３１・茨城県つくば市吾妻・あつﾞま

　　３０５-０００５・茨城県つくば市天久保・あまくほﾞ

　　３００-１２５３・茨城県つくば市天宝喜・あまほﾞうき

　　３０５-０８３５・茨城県つくば市新井・あらい

　　３０５-００７６・茨城県つくば市新牧田・あらまきだ

　　３０５-０８７４・茨城県つくば市飯田・いいだ

　　３００-４２４３・茨城県つくば市池田・いけだ

　　３０５-０９０１・茨城県つくば市池の台（２）・いけのだい(２)

　　３００-１２４０・茨城県つくば市池の台（その他）・いけのだい(そのた)

　　３００-１２６９・茨城県つくば市池向・いけむかい

　　３００-４２３５・茨城県つくば市泉・いずみ

　　３００-４２４８・茨城県つくば市磯部・いそべ

　　３０５-００７３・茨城県つくば市市之台・いちのだい

　　３０５-００７１・茨城県つくば市稲岡・いなおか

　　３００-１２５９・茨城県つくば市稲荷原・いなりはら

　　３０５-００６１・茨城県つくば市稲荷前・いなりまえ

　　３０５-０８５５・茨城県つくば市今泉・いまいずみ

　　３００-２６４１・茨城県つくば市今鹿島・いまかしま

　　３０５-０００２・茨城県つくば市上野・うえの

　　３０５-００２３・茨城県つくば市上ノ室・うえのむろ

　　３００-４２１１・茨城県つくば市臼井・うすい

　　３００-１２７５・茨城県つくば市梅ケ丘・うめがおか

　　３０５-００４５・茨城県つくば市梅園・うめぞの

　　３００-４２１６・茨城県つくば市漆所・うるしじよ

　　３０５-０８５３・茨城県つくば市榎戸・えのきど

　　３０５-００１６・茨城県つくば市大・おお

　　３００-１２４３・茨城県つくば市大井・おおい

　　３００-４２２１・茨城県つくば市大形・おおがた

　　３００-２６１１・茨城県つくば市大久保・おおくほﾞ

　　３０５-０８４５・茨城県つくば市大白硲・おおじらはざま

　　３００-２６１２・茨城県つくば市大砂・おおすな

　　３００-３２５３・茨城県つくば市大曽根・おおぞね

　　３００-４２１８・茨城県つくば市大貫・おおぬき

　　３００-１２６７・茨城県つくば市大舟戸・おおふなと

　　３０５-０８０１・茨城県つくば市大穂（１－１）・おおほ(１-１)

　　３００-３２５６・茨城県つくば市大穂（その他）・おおほ(そのた)

　　３０５-０８５１・茨城県つくば市大わし・おおわじ

　　３０５-００２６・茨城県つくば市岡村新田・おかむらしんでん

　　３００-１２５５・茨城県つくば市小茎・おぐき

　　３００-３２６５・茨城県つくば市長高野・おさごうや

　　３００-４２１５・茨城県つくば市小沢・おざわ

　　３００-４２２３・茨城県つくば市小田・おだ

　　３００-２６５１・茨城県つくば市鬼ケ窪・おにがくほﾞ

　　３０５-００５３・茨城県つくば市小野川・おのがわ

　　３０５-００３４・茨城県つくば市小野崎・おのざき

　　３００-２６５３・茨城県つくば市面野井・おものい

　　３０５-０８１６・茨城県つくば市学園の森・がくえんのもり

　　３０５-０８１８・茨城県つくば市学園南・がくえんみなみ

　　３０５-００６４・茨城県つくば市梶内・かじうち

　　３００-３２５４・茨城県つくば市鹿島台・かしまだい

　　３０５-０８２１・茨城県つくば市春日・かすが

　　３０５-０８７７・茨城県つくば市片田・かただ

　　３０５-０８２４・茨城県つくば市葛城根崎・かつらぎねさき

　　３００-２６５７・茨城県つくば市香取台・かとりだい

　　３００-２６２２・茨城県つくば市要・かなめ

　　３００-１２７４・茨城県つくば市上岩崎・かみいわさき

　　３００-４３５１・茨城県つくば市上大島・かみおおしま



　　３０５-０８７１・茨城県つくば市上萱丸・かみかやまる

　　３００-２６６８・茨城県つくば市かみかわ・かみかわ

　　３００-２６６１・茨城県つくば市上河原崎・かみかわらざき

　　３００-２６４５・茨城県つくば市上郷・かみごう

　　３０５-００１１・茨城県つくば市上境・かみざかい

　　３００-２６１４・茨城県つくば市上里・かみさと

　　３００-４２４６・茨城県つくば市上沢・かみさわ

　　３００-４２４１・茨城県つくば市上菅間・かみすがま

　　３０５-００５５・茨城県つくば市上原・かみはら

　　３０５-００４１・茨城県つくば市上広岡・かみひろおか

　　３０５-０８５４・茨城県つくば市上横場・かみよこはﾞ

　　３０５-０８２２・茨城県つくば市苅間・かりま

　　３００-４２１２・茨城県つくば市神郡・かんごおり

　　３０５-０８５６・茨城県つくば市観音台・かんのんだい

　　３０５-００２２・茨城県つくば市吉瀬・きせ

　　３００-４２３２・茨城県つくば市北太田・きたおおた

　　３０５-０８１１・茨城県つくば市北郷・きたさと

　　３０５-００７２・茨城県つくば市北中島・きたなかじま

　　３０５-００６６・茨城県つくば市北中妻・きたなかつﾞま

　　３００-３２６６・茨城県つくば市北原・きたはら

　　３００-４２３３・茨城県つくば市君島・きみじま

　　３００-１２７２・茨城県つくば市茎崎・くきざき

　　３００-４３５４・茨城県つくば市国松・くにまつ

　　３００-１２６２・茨城県つくば市九万坪・くまんつほﾞ

　　３０５-００２４・茨城県つくば市倉掛・くらかけ

　　３０５-０００１・茨城県つくば市栗原・くりはら

　　３０５-０８１７・茨城県つくば市研究学園・けんきゆうがくえん

　　３００-４２３６・茨城県つくば市小泉・こいずみ

　　３００-２６４２・茨城県つくば市高野・こうや

　　３０５-００７４・茨城県つくば市高野台・こうやだい

　　３００-４２０２・茨城県つくば市高野原新田・こうやはらしんでん

　　３０５-０８４４・茨城県つくば市小白硲・こじらはざま

　　３００-２６１６・茨城県つくば市五人受・ごにんうけ

　　３００-２６４４・茨城県つくば市木俣・このまた

　　３００-１２７７・茨城県つくば市駒込・こまごめ

　　３００-１２７６・茨城県つくば市小山・こやま

　　３００-４２２４・茨城県つくば市小和田・こわだ

　　３０５-００１８・茨城県つくば市金田・こんだ

　　３００-３２５１・茨城県つくば市佐・さ

　　３０５-００２８・茨城県つくば市妻木・さいき

　　３０５-００３６・茨城県つくば市西郷・さいごう

　　３０５-０８６７・茨城県つくば市境田・さかいだ

　　３０５-０８６４・茨城県つくば市境松・さかいまつ

　　３０５-００１３・茨城県つくば市栄・さかえ

　　３０５-０００３・茨城県つくば市桜・さくら

　　３００-１２７１・茨城県つくば市桜が丘・さくらがおか

　　３０５-００１９・茨城県つくば市さくらの森・さくらのもり

　　３００-２６３７・茨城県つくば市酒丸・さけまる

　　３０５-００４３・茨城県つくば市大角豆・ささぎ

　　３００-３２６４・茨城県つくば市篠崎・しのざき

　　３０５-０００４・茨城県つくば市柴崎・しはﾞさき

　　３０５-０８３３・茨城県つくば市島・しま

　　３００-２６５５・茨城県つくば市島名・しまな

　　３００-１２７３・茨城県つくば市下岩崎・しもいわさき

　　３００-４２２２・茨城県つくば市下大島・しもおおしま

　　３０５-０８７２・茨城県つくば市下萱丸・しもかやまる

　　３００-２６６２・茨城県つくば市下河原崎・しもかわらざき

　　３０５-００６３・茨城県つくば市下原・しもはら

　　３０５-０８１３・茨城県つくば市下平塚・しもひらつか

　　３０５-００４２・茨城県つくば市下広岡・しもひろおか

　　３００-２６６６・茨城県つくば市下別府・しもべつふﾟ

　　３０５-００７５・茨城県つくば市下横場・しもよこはﾞ

　　３００-１２６６・茨城県つくば市自由ケ丘・じゆうがおか

　　３０５-００１４・茨城県つくば市松栄・しようえい

　　３００-１２５１・茨城県つくば市城山・しろやま

　　３０５-０８４７・茨城県つくば市陣場・じんはﾞ

　　３００-１２４６・茨城県つくば市菅間・すがま

　　３００-４２１７・茨城県つくば市杉木・すぎのき

　　３００-２６５８・茨城県つくば市諏訪・すわ

　　３０５-００４７・茨城県つくば市千現・せんげん



　　３０５-０８６８・茨城県つくば市台町・だいまち

　　３０５-０８４６・茨城県つくば市平・たいら

　　３００-１２４５・茨城県つくば市高崎・たかさき

　　３００-２６６５・茨城県つくば市高須賀・たかすか

　　３００-２６５２・茨城県つくば市高田・たかた

　　３０５-００７７・茨城県つくば市鷹野原・たかのはら

　　３００-１２５２・茨城県つくば市高見原・たかみはら

　　３００-２６６９・茨城県つくば市高山・たかやま

　　３００-２６６４・茨城県つくば市高良田・たからだ

　　３００-２６１５・茨城県つくば市田倉・たくら

　　３０５-００３２・茨城県つくば市竹園・たけぞの

　　３０５-０８０２・茨城県つくば市立原（１、２、３）・たちはら(１､２､３)

　　３００-３２６３・茨城県つくば市立原（その他）・たちはら(そのた)

　　３０５-００６７・茨城県つくば市館野・たての

　　３００-４２４４・茨城県つくば市田中・たなか

　　３００-３２５５・茨城県つくば市玉取・たまとり

　　３００-４２５１・茨城県つくば市田水山・たみやま

　　３００-４３５２・茨城県つくば市筑波・つくはﾞ

　　３００-３２５７・茨城県つくば市筑穂・つくほ

　　３００-４２０４・茨城県つくば市作谷・つくりや

　　３００-２６３６・茨城県つくば市土田・つちだ

　　３００-２６４７・茨城県つくば市手子生・てごまる

　　３０５-０８３４・茨城県つくば市手代木・てしろぎ

　　３００-４２０１・茨城県つくば市寺具・てらぐ

　　３０５-０００６・茨城県つくば市天王台・てんのうだい

　　３００-２６３５・茨城県つくば市東光台・とうこうだい

　　３００-２６３３・茨城県つくば市遠東・とおひがじ

　　３００-２６４８・茨城県つくば市豊里の杜・とよさとのもり

　　３０５-００６８・茨城県つくば市中内・なかうち

　　３００-４２４２・茨城県つくば市中菅間・なかすがま

　　３０５-００１２・茨城県つくば市中根・なかね

　　３０５-０８７３・茨城県つくば市中野・なかの

　　３００-２６３９・茨城県つくば市中東・なかひがじ

　　３００-２６３４・茨城県つくば市中東原新田・なかひがしはらしんでん

　　３００-２６６７・茨城県つくば市中別府・なかべつふﾟ

　　３０５-００５２・茨城県つくば市長峰・ながみね

　　３００-１２６８・茨城県つくば市中山・なかやま

　　３００-２６６３・茨城県つくば市鍋沼新田・なべぬましんでん

　　３０５-００４４・茨城県つくば市並木・なみき

　　３００-１２６０・茨城県つくば市西大井・にしおおい

　　３０５-００５４・茨城県つくば市西大沼・にしおおぬま

　　３０５-０８３１・茨城県つくば市西大橋・にしおおはじ

　　３０５-０８３２・茨城県つくば市西岡・にしおか

　　３０５-０８７６・茨城県つくば市西栗山・にしくりやま

　　３００-２６１３・茨城県つくば市西高野・にしごうや

　　３００-２６２４・茨城県つくば市西沢・にしざわ

　　３０５-０９０２・茨城県つくば市西の沢（畜産試験場圃場）・にしのさわ

　　３００-１２４７・茨城県つくば市西の沢（その他）・にしのさわ(そのた)

　　３０５-０８１５・茨城県つくば市西原・にしはら

　　３０５-０８１４・茨城県つくば市西平塚・にしひらつか

　　３０５-００５１・茨城県つくば市二の宮・にのみや

　　３００-２６３１・茨城県つくば市沼崎・ぬまざき

　　３００-４３５３・茨城県つくば市沼田・ぬまた

　　３０５-０８６５・茨城県つくば市根崎・ねさき

　　３００-２６４３・茨城県つくば市野畑・のはﾞた

　　３００-３２６２・茨城県つくば市蓮沼・はすぬま

　　３０５-０８４３・茨城県つくば市八幡台・はちまんだい

　　３００-２６３８・茨城県つくば市百家・はつけ

　　３００-１２６４・茨城県つくば市泊崎・はつさき

　　３０５-０８７５・茨城県つくば市花島新田・はなしましんでん

　　３０５-００２９・茨城県つくば市花園・はなぞの

　　３０５-０８０５・茨城県つくば市花畑（１－７－１）・はなはﾞたけ(１-７-１)

　　３００-３２６１・茨城県つくば市花畑（その他）・はなはﾞたけ(そのた)

　　３０５-００２５・茨城県つくば市花室・はなむろ

　　３０５-０８５７・茨城県つくば市羽成・はなれ

　　３０５-０８２３・茨城県つくば市原・はら

　　３０５-０００７・茨城県つくば市春風台・はるかぜだい

　　３００-２６５９・茨城県つくば市万博公園西・はﾞんはﾟくこうえんにじ

　　３０５-００４６・茨城県つくば市東・ひがじ

　　３０５-００３３・茨城県つくば市東新井・ひがしあらい



　　３０５-００２７・茨城県つくば市東岡・ひがしおか

　　３０５-０８１２・茨城県つくば市東平塚・ひがしひらつか

　　３０５-０８６２・茨城県つくば市東丸山・ひがしまるやま

　　３００-１２４２・茨城県つくば市樋の沢・ひのさわ

　　３００-４２１３・茨城県つくば市平沢・ひらさわ

　　３００-１２６３・茨城県つくば市富士見台・ふじみだい

　　３０５-０８５２・茨城県つくば市藤本・ふじもと

　　３０５-００２１・茨城県つくば市古来・ふるく

　　３０５-０８６６・茨城県つくば市古館・ふるだて

　　３００-４２３１・茨城県つくば市北条・ほうじよう

　　３００-１２７８・茨城県つくば市房内・ほﾞうち

　　３００-１２５４・茨城県つくば市宝陽台・ほうようだい

　　３００-１２６５・茨城県つくば市細見・ほそみ

　　３００-４２４９・茨城県つくば市洞下・ほらげ

　　３００-２６２３・茨城県つくば市本沢・ほんざわ

　　３００-３２６７・茨城県つくば市前野・まえの

　　３００-１２４１・茨城県つくば市牧園・まきぞの

　　３００-２６５６・茨城県つくば市真瀬・ませ

　　３０５-００３５・茨城県つくば市松代・まつしろ

　　３０５-００１５・茨城県つくば市松塚・まつつﾞか

　　３０５-００５６・茨城県つくば市松野木・まつのき

　　３０５-０９０３・茨城県つくば市松の里（１）・まつのさと(１)

　　３００-１２４４・茨城県つくば市松の里（その他）・まつのさと(そのた)

　　３００-２６５４・茨城県つくば市水堀・みずほﾞり

　　３０５-０８６３・茨城県つくば市緑が丘・みどりがおか

　　３００-２６４６・茨城県つくば市緑ケ原・みどりがはら

　　３０５-０８８１・茨城県つくば市みどりの・みどりの

　　３０５-０８８２・茨城県つくば市みどりの中央・みどりのちゆうおう

　　３０５-０８８３・茨城県つくば市みどりの東・みどりのひがじ

　　３０５-０８８４・茨城県つくば市みどりの南・みどりのみなみ

　　３０５-００６５・茨城県つくば市南中妻・みなみなかつﾞま

　　３０５-０８０３・茨城県つくば市南原（２）・みなみはら(２)

　　３００-２６２１・茨城県つくば市南原（その他）・みなみはら(そのた)

　　３００-４２４５・茨城県つくば市水守・みもり

　　３０５-０８４１・茨城県つくば市御幸が丘・みゆきがおか

　　３００-１２５７・茨城県つくば市明神・みようじん

　　３００-１２５６・茨城県つくば市森の里・もりのさと

　　３０５-０８４２・茨城県つくば市柳橋・やぎはじ

　　３０５-０８６１・茨城県つくば市谷田部・やたべ

　　３００-４２３４・茨城県つくば市山木・やまき

　　３００-４２１４・茨城県つくば市山口・やまぐち

　　３０５-０８３６・茨城県つくば市山中・やまなか

　　３０５-００１７・茨城県つくば市横町・よこまち

　　３００-２６１７・茨城県つくば市吉沼・よしぬま

　　３０５-０００８・茨城県つくば市流星台・りゆうせいだい

　　３００-１２５８・茨城県つくば市六斗・ろくと

　　３００-１２４８・茨城県つくば市若栗・わかぐり

　　３００-１２４９・茨城県つくば市若葉・わかはﾞ

　　３００-３２５２・茨城県つくば市若森・わかもり

　　３００-４２４７・茨城県つくば市和台・わだい

　　３１２-００００・茨城県ひたちなか市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１２-００５６・茨城県ひたちなか市青葉町・あおはﾞちよう

　　３１１-１２４１・茨城県ひたちなか市赤坂・あかさか

　　３１１-１２６４・茨城県ひたちなか市浅井内・あさいない

　　３１１-１２０１・茨城県ひたちなか市阿字ケ浦町・あじがうらちよう

　　３１１-１２５５・茨城県ひたちなか市雨沢谷津・あめざわやつ

　　３１２-００５７・茨城県ひたちなか市石川町・いしかわちよう

　　３１１-１２０２・茨城県ひたちなか市磯崎町・いそざきちよう

　　３１２-００３３・茨城県ひたちなか市市毛・いちげ

　　３１２-００６１・茨城県ひたちなか市稲田・いなだ

　　３１１-１２１３・茨城県ひたちなか市牛久保・うしくほﾞ

　　３１２-００１４・茨城県ひたちなか市後野・うしろの

　　３１２-００３５・茨城県ひたちなか市枝川・えだかわ

　　３１２-００２３・茨城県ひたちなか市大平・おおだいら

　　３１１-１２６３・茨城県ひたちなか市和尚塚・おしようつか

　　３１２-０００７・茨城県ひたちなか市小貫山・おぬきやま

　　３１２-００４７・茨城県ひたちなか市表町・おもてちよう

　　３１１-１２２２・茨城県ひたちなか市海門町・かいもんちよう

　　３１２-００４８・茨城県ひたちなか市春日町・かすがちよう

　　３１２-００２４・茨城県ひたちなか市勝倉・かつくら



　　３１２-００４６・茨城県ひたちなか市勝田泉町・かつたいずみちよう

　　３１２-００４５・茨城県ひたちなか市勝田中央・かつたちゆうおう

　　３１２-００２７・茨城県ひたちなか市勝田中原町・かつたなかはらちよう

　　３１２-００２６・茨城県ひたちなか市勝田本町・かつたほんちよう

　　３１２-００２２・茨城県ひたちなか市金上・かねあげ

　　３１２-００１３・茨城県ひたちなか市上野・かみの

　　３１１-１２０７・茨城県ひたちなか市烏ケ台・からすがだい

　　３１１-１２４３・茨城県ひたちなか市北神敷台・きたかみしきだい

　　３１２-００４３・茨城県ひたちなか市共栄町・きようえいちよう

　　３１２-０００２・茨城県ひたちなか市高野・こうや

　　３１１-１２３６・茨城県ひたちなか市国神前・こくじんまえ

　　３１２-００１５・茨城県ひたちなか市小砂町・こすなちよう

　　３１２-００３１・茨城県ひたちなか市後台・ごだい

　　３１１-１２５３・茨城県ひたちなか市小谷金・こやがね

　　３１２-００５８・茨城県ひたちなか市西光地・さいこうち

　　３１１-１２２６・茨城県ひたちなか市幸町・さいわいちよう

　　３１１-１２２３・茨城県ひたちなか市栄町・さかえちよう

　　３１２-００１８・茨城県ひたちなか市笹野町・ささのちよう

　　３１２-０００１・茨城県ひたちなか市佐和・さわ

　　３１１-１２１１・茨城県ひたちなか市沢メキ・さわめき

　　３１１-１２４７・茨城県ひたちなか市四十発句・しじゆうほつく

　　３１１-１２２５・茨城県ひたちなか市釈迦町・しやかまち

　　３１１-１２０５・茨城県ひたちなか市十三奉行・じゆうさんぶぎよう

　　３１２-０００５・茨城県ひたちなか市新光町・しんこうちよう

　　３１１-１２３７・茨城県ひたちなか市関戸・せきど

　　３１１-１２４６・茨城県ひたちなか市相金町・そうがねちよう

　　３１２-００５３・茨城県ひたちなか市外野・そとの

　　３１２-００５５・茨城県ひたちなか市大成町・たいせいちよう

　　３１２-００６２・茨城県ひたちなか市高場・たかはﾞ

　　３１２-００２５・茨城県ひたちなか市武田・たけだ

　　３１１-１２４５・茨城県ひたちなか市館山・たてやま

　　３１１-１２３５・茨城県ひたちなか市田中後・たなかうしろ

　　３１２-００６３・茨城県ひたちなか市田彦・たびこ

　　３１１-１２４８・茨城県ひたちなか市田宮原・たみやはら

　　３１２-０００３・茨城県ひたちなか市足崎・たらざき

　　３１２-００３２・茨城県ひたちなか市津田・つだ

　　３１２-００３６・茨城県ひたちなか市津田東・つだひがじ

　　３１１-１２６１・茨城県ひたちなか市鶴代・つるしろ

　　３１１-１２２７・茨城県ひたちなか市洞下町・どうしたちよう

　　３１２-００５１・茨城県ひたちなか市堂端・どうはた

　　３１１-１２６２・茨城県ひたちなか市道メキ・どうめき

　　３１１-１２１２・茨城県ひたちなか市殿山町・とのやまちよう

　　３１２-００１１・茨城県ひたちなか市中根・なかね

　　３１２-０００４・茨城県ひたちなか市長砂・ながすな

　　３１２-００１７・茨城県ひたちなか市長堀町・ながほりちよう

　　３１１-１２５４・茨城県ひたちなか市新堤・にいつﾞつみ

　　３１１-１２４２・茨城県ひたちなか市西赤坂・にしあかさか

　　３１２-００４１・茨城県ひたちなか市西大島・にしおおしま

　　３１１-１２０６・茨城県ひたちなか市西十三奉行・にしじゆうさんぶぎよう

　　３１２-００５４・茨城県ひたちなか市はしかべ・はしかべ

　　３１１-１２２８・茨城県ひたちなか市八幡町・はちまんちよう

　　３１２-００５２・茨城県ひたちなか市東石川・ひがしいしかわ

　　３１２-００４２・茨城県ひたちなか市東大島・ひがしおおしま

　　３１１-１２１５・茨城県ひたちなか市東本町・ひがしほんちよう

　　３１１-１２０３・茨城県ひたちなか市平磯町・ひらいそちよう

　　３１１-１２０４・茨城県ひたちなか市平磯遠原町・ひらいそとおはらちよう

　　３１１-１２１８・茨城県ひたちなか市富士ノ上・ふじのうえ

　　３１１-１２１７・茨城県ひたちなか市富士ノ下・ふじのした

　　３１１-１２６６・茨城県ひたちなか市船窪・ふなくほﾞ

　　３１１-１２５２・茨城県ひたちなか市部田野・へたの

　　３１１-１２３３・茨城県ひたちなか市堀川・ほりかわ

　　３１２-００３４・茨城県ひたちなか市堀口・ほりぐち

　　３１２-０００６・茨城県ひたちなか市前浜・まえはま

　　３１２-００１６・茨城県ひたちなか市松戸町・まつどちよう

　　３１２-００１２・茨城県ひたちなか市馬渡・まわたり

　　３１１-１２６７・茨城県ひたちなか市廻り目・まわりめ

　　３１１-１２３８・茨城県ひたちなか市美田多町・みただちよう

　　３１２-００２１・茨城県ひたちなか市三反田・みたんだ

　　３１１-１２１６・茨城県ひたちなか市湊泉町・みなといずみちよう

　　３１１-１２２９・茨城県ひたちなか市湊中央・みなとちゆうおう



　　３１１-１２６８・茨城県ひたちなか市湊中原・みなとなかはら

　　３１１-１２２１・茨城県ひたちなか市湊本町・みなとほんちよう

　　３１１-１２４４・茨城県ひたちなか市南神敷台・みなみかみしきだい

　　３１１-１２３４・茨城県ひたちなか市峰後・みねうしろ

　　３１１-１２６５・茨城県ひたちなか市狢谷津・むじなやつ

　　３１２-００４４・茨城県ひたちなか市元町・もとまち

　　３１１-１２３２・茨城県ひたちなか市柳が丘・やなぎがおか

　　３１１-１２３１・茨城県ひたちなか市柳沢・やなぎさわ

　　３１１-１２５１・茨城県ひたちなか市山崎・やまざき

　　３１１-１２２４・茨城県ひたちなか市山ノ上町・やまのうえちよう

　　３１１-１２１４・茨城県ひたちなか市和田町・わだちよう

　　３１４-００００・茨城県鹿嶋市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１４-００２１・茨城県鹿嶋市粟生・あおう

　　３１１-２２１１・茨城県鹿嶋市青塚・あおつか

　　３１４-０００２・茨城県鹿嶋市明石・あかじ

　　３１４-００１７・茨城県鹿嶋市旭ケ丘・あさひがおか

　　３１１-２２０４・茨城県鹿嶋市荒井・あらい

　　３１４-００１５・茨城県鹿嶋市泉川・いずみがわ

　　３１４-００３６・茨城県鹿嶋市大船津・おおふなつ

　　３１４-０００４・茨城県鹿嶋市下津・おりつ

　　３１１-２２１５・茨城県鹿嶋市和・かず

　　３１４-００３７・茨城県鹿嶋市神野・かの

　　３１４-００２８・茨城県鹿嶋市木滝・きたき

　　３１４-００２６・茨城県鹿嶋市木滝佐田谷原入会・きたきさだやわらいりあい

　　３１４-００３１・茨城県鹿嶋市宮中・きゆうちゆう

　　３１４-００１６・茨城県鹿嶋市国末・くにすえ

　　３１４-００３０・茨城県鹿嶋市厨・くりや

　　３１１-２２２１・茨城県鹿嶋市荒野・こうや

　　３１４-０００３・茨城県鹿嶋市小宮作・こみやさく

　　３１１-２２２２・茨城県鹿嶋市小山・こやま

　　３１４-００２７・茨城県鹿嶋市佐田・さだ

　　３１４-００４４・茨城県鹿嶋市猿田・さるた

　　３１１-２２０７・茨城県鹿嶋市志崎・しざき

　　３１４-０００１・茨城県鹿嶋市清水・しみず

　　３１４-００２５・茨城県鹿嶋市下塙・しもはなわ

　　３１４-００３８・茨城県鹿嶋市城山・しろやま

　　３１４-０００７・茨城県鹿嶋市神向寺・じんこうじ

　　３１４-００１３・茨城県鹿嶋市新浜・しんはま

　　３１４-００４７・茨城県鹿嶋市須賀・すか

　　３１１-２２０１・茨城県鹿嶋市大小志崎・だいしようしざき

　　３１４-０００５・茨城県鹿嶋市高天原・たかまがはら

　　３１１-２２０６・茨城県鹿嶋市武井・たけい

　　３１１-２２０２・茨城県鹿嶋市武井釜・たけいがま

　　３１１-２２１４・茨城県鹿嶋市棚木・たなぎ

　　３１４-００４２・茨城県鹿嶋市田野辺・たのべ

　　３１４-００４３・茨城県鹿嶋市田谷・たや

　　３１４-００４８・茨城県鹿嶋市田谷沼・たやぬま

　　３１１-２２０５・茨城県鹿嶋市津賀・つが

　　３１１-２２１２・茨城県鹿嶋市角折・つのおれ

　　３１４-００４６・茨城県鹿嶋市爪木・つまぎ

　　３１１-２２１３・茨城県鹿嶋市中・なか

　　３１４-００２２・茨城県鹿嶋市長栖・ながす

　　３１１-２２２４・茨城県鹿嶋市奈良毛・ならげ

　　３１４-００４１・茨城県鹿嶋市沼尾・ぬまお

　　３１４-００３５・茨城県鹿嶋市根三田・ねさんだ

　　３１４-００３４・茨城県鹿嶋市鉢形・はちがた

　　３１４-００３３・茨城県鹿嶋市鉢形台・はちがただい

　　３１１-２２０３・茨城県鹿嶋市浜津賀・はまつが

　　３１１-２２２３・茨城県鹿嶋市林・はやじ

　　３１４-００１４・茨城県鹿嶋市光・ひかり

　　３１４-００１２・茨城県鹿嶋市平井・ひらい

　　３１４-００３９・茨城県鹿嶋市緑ヶ丘・みどりがおか

　　３１４-００１１・茨城県鹿嶋市港ケ丘・みなとがおか

　　３１４-００３２・茨城県鹿嶋市宮下・みやした

　　３１４-０００６・茨城県鹿嶋市宮津台・みやつだい

　　３１４-００４５・茨城県鹿嶋市山之上・やまのうえ

　　３１４-００２３・茨城県鹿嶋市谷原・やわら

　　３１４-００２４・茨城県鹿嶋市鰐川・わにがわ

　　３１１-２４００・茨城県潮来市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-２４２５・茨城県潮来市あやめ・あやめ



　　３１１-２４２４・茨城県潮来市潮来・いたこ

　　３１１-２４３６・茨城県潮来市牛堀・うしほﾞり

　　３１１-２４３５・茨城県潮来市上戸・うわと

　　３１１-２４０２・茨城県潮来市大生・おおう

　　３１１-２４０１・茨城県潮来市大賀・おおが

　　３１１-２４２２・茨城県潮来市大洲・おおす

　　３１１-２４２６・茨城県潮来市大塚野・おおつかの

　　３１１-２４４１・茨城県潮来市大山・おおやま

　　３１１-２４０３・茨城県潮来市釜谷・かまや

　　３１１-２４４０・茨城県潮来市川尾・かわお

　　３１１-２４３１・茨城県潮来市清水・きよみず

　　３１１-２４４２・茨城県潮来市小泉・こいずみ

　　３１１-２４４４・茨城県潮来市小泉南・こいずみみなみ

　　３１１-２４０７・茨城県潮来市下田・しただ

　　３１１-２４３４・茨城県潮来市島須・します

　　３１１-２４０６・茨城県潮来市新宮・しんぐう

　　３１１-２４４３・茨城県潮来市新宮南・しんぐうみなみ

　　３１１-２４４８・茨城県潮来市須賀・すか

　　３１１-２４４６・茨城県潮来市須賀南・すかみなみ

　　３１１-２４０８・茨城県潮来市洲崎・すさき

　　３１１-２４０５・茨城県潮来市築地・ついじ

　　３１１-２４２１・茨城県潮来市辻・つじ

　　３１１-２４１８・茨城県潮来市徳島・とくしま

　　３１１-２４３７・茨城県潮来市永山・ながやま

　　３１１-２４１５・茨城県潮来市延方・のぶかた

　　３１１-２４０９・茨城県潮来市延方東・のぶかたひがじ

　　３１１-２４１０・茨城県潮来市延方西・のぶかたにじ

　　３１１-２４２３・茨城県潮来市日の出・ひので

　　３１１-２４１９・茨城県潮来市福島・ふくしま

　　３１１-２４４９・茨城県潮来市古高・ふつたか

　　３１１-２４３３・茨城県潮来市堀之内・ほりのうち

　　３１１-２４１６・茨城県潮来市前川・まえかわ

　　３１１-２４４７・茨城県潮来市曲松・まがりまつ

　　３１１-２４４５・茨城県潮来市曲松南・まがりまつみなみ

　　３１１-２４０４・茨城県潮来市水原・みずはら

　　３１１-２４１２・茨城県潮来市宮前・みやまえ

　　３１１-２４３２・茨城県潮来市茂木・もとぎ

　　３１１-２４１７・茨城県潮来市米島・よねじま

　　３０２-０１００・茨城県守谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０２-０１１１・茨城県守谷市赤法花・あかほﾞつけ

　　３０２-０１０１・茨城県守谷市板戸井・いたとい

　　３０２-０１１６・茨城県守谷市大柏・おおがしわ

　　３０２-０１０７・茨城県守谷市大木・おおき

　　３０２-０１０３・茨城県守谷市大山新田・おおやましんでん

　　３０２-０１２３・茨城県守谷市乙子・おとご

　　３０２-０１０４・茨城県守谷市久保ケ丘・くほﾞがおか

　　３０２-０１２８・茨城県守谷市けやき台・けやきだい

　　３０２-０１２５・茨城県守谷市高野・こうや

　　３０２-０１１９・茨城県守谷市御所ケ丘・ごしよがおか

　　３０２-０１２２・茨城県守谷市小山・こやま

　　３０２-０１２６・茨城県守谷市鈴塚・すずつか

　　３０２-０１１８・茨城県守谷市立沢・たつざわ

　　３０２-０１１５・茨城県守谷市中央・ちゆうおう

　　３０２-０１１２・茨城県守谷市同地・どうち

　　３０２-０１１７・茨城県守谷市野木崎・のぎさき

　　３０２-０１３１・茨城県守谷市ひがし野・ひがしの

　　３０２-０１０９・茨城県守谷市本町・ほんちよう

　　３０２-０１２７・茨城県守谷市松ケ丘・まつがおか

　　３０２-０１０８・茨城県守谷市松並・まつなみ

　　３０２-０１３２・茨城県守谷市松並青葉・まつなみあおはﾞ

　　３０２-０１０２・茨城県守谷市松前台・まつまえだい

　　３０２-０１２１・茨城県守谷市みずき野・みずきの

　　３０２-０１２４・茨城県守谷市美園・みその

　　３０２-０１０６・茨城県守谷市緑・みどり

　　３０２-０１０５・茨城県守谷市薬師台・やくしだい

　　３０２-０１１０・茨城県守谷市百合ケ丘・ゆりがおか

　　３１９-２２００・茨城県常陸大宮市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-４６１１・茨城県常陸大宮市秋田・あきた

　　３１９-２１３５・茨城県常陸大宮市石沢・いしざわ

　　３１９-２１４４・茨城県常陸大宮市泉・いずみ



　　３１９-２４１５・茨城県常陸大宮市入本郷・いりほんごう

　　３１９-２２１１・茨城県常陸大宮市岩崎・いわざき

　　３１９-２２５１・茨城県常陸大宮市姥賀町・うはﾞがちよう

　　３１９-２１４５・茨城県常陸大宮市宇留野・うるの

　　３１９-２４１８・茨城県常陸大宮市大岩・おおいわ

　　３１９-２２０３・茨城県常陸大宮市小倉・おぐら

　　３１９-３１１６・茨城県常陸大宮市長田・おさだ

　　３１９-２４１２・茨城県常陸大宮市小瀬沢・おせざわ

　　３１９-２６０２・茨城県常陸大宮市小田野・おたの

　　３１９-２４０５・茨城県常陸大宮市小玉・おだま

　　３１９-３１１２・茨城県常陸大宮市小貫・おぬき

　　３１９-２１３３・茨城県常陸大宮市小野・おの

　　３１９-２１３２・茨城県常陸大宮市小場・おはﾞ

　　３１１-４５０１・茨城県常陸大宮市門井・かどい

　　３１１-４６１４・茨城県常陸大宮市金井・かない

　　３１１-４６１７・茨城県常陸大宮市上伊勢畑・かみいせはた

　　３１９-２１４２・茨城県常陸大宮市上岩瀬・かみいわせ

　　３１９-２２１２・茨城県常陸大宮市上大賀・かみおおが

　　３１９-２４０１・茨城県常陸大宮市上小瀬・かみおせ

　　３１９-２２６１・茨城県常陸大宮市上町・かみちよう

　　３１９-２５１１・茨城県常陸大宮市上檜沢・かみひざわ

　　３１９-２１３６・茨城県常陸大宮市上村田・かみむらた

　　３１９-２２２６・茨城県常陸大宮市北塩子・きたしおご

　　３１９-２２５４・茨城県常陸大宮市北町・きたちよう

　　３１９-３１０４・茨城県常陸大宮市北富田・きたとみだ

　　３１９-２４０４・茨城県常陸大宮市国長・くにおさ

　　３１９-３１０１・茨城県常陸大宮市久隆・くりゆう

　　３１９-２２１３・茨城県常陸大宮市小祝・こいわい

　　３１９-２１３４・茨城県常陸大宮市工業団地・こうぎようだんち

　　３１９-２４１１・茨城県常陸大宮市小舟・こぶね

　　３１９-２２６４・茨城県常陸大宮市栄町・さかえちよう

　　３１９-２２０２・茨城県常陸大宮市塩原・しおはﾞら

　　３１１-４６１５・茨城県常陸大宮市下伊勢畑・しもいせはた

　　３１９-２１４１・茨城県常陸大宮市下岩瀬・しもいわせ

　　３１９-２４０２・茨城県常陸大宮市下小瀬・しもおせ

　　３１９-２２６２・茨城県常陸大宮市下町・しもちよう

　　３１９-２５１２・茨城県常陸大宮市下檜沢・しもひざわ

　　３１９-２１３１・茨城県常陸大宮市下村田・しもむらた

　　３１９-２４１６・茨城県常陸大宮市千田・せんだ

　　３１９-２２１４・茨城県常陸大宮市鷹巣・たかす

　　３１９-２６０１・茨城県常陸大宮市高部・たかぶ

　　３１９-２２５３・茨城県常陸大宮市高渡町・たかわたりちよう

　　３１９-２２５６・茨城県常陸大宮市田子内町・たごうちちよう

　　３１９-２２０１・茨城県常陸大宮市辰ノ口・たつのくち

　　３１９-２２２７・茨城県常陸大宮市照田（９１７～１４９０)・てるだ(９１７-１４９０)

　　３１９-３１１５・茨城県常陸大宮市照田（その他）・てるだ(そのた)

　　３１９-３１１３・茨城県常陸大宮市照山・てるやま

　　３１９-２２２４・茨城県常陸大宮市東野・とうの

　　３１９-２２０４・茨城県常陸大宮市富岡・とみおか

　　３１９-２６０３・茨城県常陸大宮市鷲子・とりのこ

　　３１９-２４０３・茨城県常陸大宮市那賀・なか

　　３１１-４６１２・茨城県常陸大宮市中居・なかい

　　３１１-４６１３・茨城県常陸大宮市長倉・ながくら

　　３１９-３１１７・茨城県常陸大宮市長沢・ながさわ

　　３１９-２２６５・茨城県常陸大宮市中富町・なかとみちよう

　　３１９-２２２５・茨城県常陸大宮市西塩子・にししおご

　　３１９-３１０６・茨城県常陸大宮市西野内・にしのうち

　　３１９-２１４３・茨城県常陸大宮市根本・ねもと

　　３１９-３１１４・茨城県常陸大宮市野上・のがみ

　　３１１-４５０３・茨城県常陸大宮市野口・のぐち

　　３１１-４５０２・茨城県常陸大宮市野口平・のぐちだいら

　　３１１-４６１８・茨城県常陸大宮市野田・のだ

　　３１９-２２５５・茨城県常陸大宮市野中町・のなかちよう

　　３１９-２２２１・茨城県常陸大宮市八田・はつた

　　３１９-２２５２・茨城県常陸大宮市東富町・ひがしとみちよう

　　３１９-２５１３・茨城県常陸大宮市氷之沢・ひのさわ

　　３１１-４６１６・茨城県常陸大宮市桧山・ひやま

　　３１９-３１０７・茨城県常陸大宮市舟生・ふにゆう

　　３１９-２４１３・茨城県常陸大宮市松之草・まつのくさ

　　３１９-２２６３・茨城県常陸大宮市南町・みなみちよう



　　３１９-２２０５・茨城県常陸大宮市宮の郷・みやのさと

　　３１９-２２２３・茨城県常陸大宮市三美・みよじ

　　３１９-３１０２・茨城県常陸大宮市盛金・もりがね

　　３１９-３１０５・茨城県常陸大宮市諸沢・もろざわ

　　３１９-３１１１・茨城県常陸大宮市山方・やまがた

　　３１９-３１０３・茨城県常陸大宮市家和楽・やわら

　　３１９-２２６６・茨城県常陸大宮市抽ケ台町・ゆがだいちよう

　　３１９-２４１７・茨城県常陸大宮市油河内・ゆごうと

　　３１９-２４１４・茨城県常陸大宮市吉丸・よしまる

　　３１９-２２２２・茨城県常陸大宮市若林・わかはﾞやじ

　　３１１-０１００・茨城県那珂市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-０１３４・茨城県那珂市飯田・いいだ

　　３１９-２１０２・茨城県那珂市瓜連・うりつﾞら

　　３１１-０１２５・茨城県那珂市大内・おおうち

　　３１１-０１３５・茨城県那珂市鹿島・かしま

　　３１１-０１３６・茨城県那珂市門部・かどべ

　　３１１-０１１６・茨城県那珂市上河内・かみがち

　　３１１-０１２３・茨城県那珂市上国井・かみくにい

　　３１１-０１３１・茨城県那珂市北酒出・きたさかいで

　　３１１-０１３３・茨城県那珂市鴻巣・こうのす

　　３１１-０１１１・茨城県那珂市後台・ごだい

　　３１９-２１０５・茨城県那珂市古徳・ことく

　　３１９-２１０６・茨城県那珂市静・しず

　　３１１-０１２６・茨城県那珂市下江戸・しもえど

　　３１９-２１０７・茨城県那珂市下大賀・しもおおが

　　３１１-０１０５・茨城県那珂市菅谷・すがや

　　３１１-０１０６・茨城県那珂市杉・すぎ

　　３１１-０１１０・茨城県那珂市竹ノ内・たけのうち

　　３１１-０１２４・茨城県那珂市田崎・たさき

　　３１１-０１１２・茨城県那珂市津田・つだ

　　３１１-０１０４・茨城県那珂市堤・つつみ

　　３１１-０１２２・茨城県那珂市戸・と

　　３１１-０１２１・茨城県那珂市戸崎・とざき

　　３１１-０１１７・茨城県那珂市豊喰・とよはﾞみ

　　３１９-２１０３・茨城県那珂市中里・なかざと

　　３１１-０１１３・茨城県那珂市中台・なかだい

　　３１１-０１１５・茨城県那珂市西木倉・にしきのくら

　　３１１-０１０８・茨城県那珂市額田北郷・ぬかだきたごう

　　３１１-０１０９・茨城県那珂市額田東郷・ぬかだひがしごう

　　３１１-０１０７・茨城県那珂市額田南郷・ぬかだみなみごう

　　３１１-０１１４・茨城県那珂市東木倉・ひがしきのくら

　　３１９-２１０４・茨城県那珂市平野・ひらの

　　３１１-０１１８・茨城県那珂市福田・ふくだ

　　３１１-０１３２・茨城県那珂市南酒出・みなみさかいで

　　３１１-０１０２・茨城県那珂市向山・むこうやま

　　３１１-０１０１・茨城県那珂市本米崎・もとこめざき

　　３１１-０１０３・茨城県那珂市横堀・よこほﾞり

　　３０８-００００・茨城県筑西市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-４５２３・茨城県筑西市赤浜・あかはま

　　３０８-０８３６・茨城県筑西市旭ケ丘・あさひがおか

　　３００-４５１６・茨城県筑西市新井新田・あらいしんでん

　　３００-４５１２・茨城県筑西市有田・ありた

　　３０８-００６４・茨城県筑西市飯島・いいじま

　　３０８-０８３５・茨城県筑西市飯田・いいだ

　　３０８-０８５３・茨城県筑西市伊讃美・いさみ

　　３０８-０８５６・茨城県筑西市伊佐山・いさやま

　　３０８-００７５・茨城県筑西市石塔・いしとう

　　３０８-００５５・茨城県筑西市石原田・いしはらだ

　　３０８-００７６・茨城県筑西市泉・いずみ

　　３０８-０１１６・茨城県筑西市板橋・いたはﾞじ

　　３０８-０８２７・茨城県筑西市市野辺・いちのべ

　　３０８-０８４２・茨城県筑西市一本松・いつほﾟんまつ

　　３０９-１１０８・茨城県筑西市井出蛯沢・いでえびさわ

　　３０８-０８０５・茨城県筑西市稲野辺・いなのべ

　　３０８-０１０６・茨城県筑西市稲荷・いなり

　　３０８-０１１７・茨城県筑西市犬塚・いぬつﾞか

　　３０８-０１０１・茨城県筑西市井上・いのうえ

　　３０８-０１２９・茨城県筑西市上野・うえの

　　３００-４５０７・茨城県筑西市内淀・うちよど

　　３０８-０１２８・茨城県筑西市江・え



　　３００-４５３８・茨城県筑西市海老江・えびえ

　　３００-４５１７・茨城県筑西市海老ケ島・えびがしま

　　３０９-１１２５・茨城県筑西市大島・おおしま

　　３０８-００１５・茨城県筑西市大関・おおぜき

　　３０８-０８１３・茨城県筑西市大塚・おおつか

　　３００-４５３７・茨城県筑西市大林・おおはﾞやじ

　　３０８-０８５２・茨城県筑西市大谷・おおや

　　３０８-００５１・茨城県筑西市岡芹・おかぜり

　　３０８-０８５７・茨城県筑西市小川・おがわ

　　３０８-００１２・茨城県筑西市奥田・おくだ

　　３０９-１１０１・茨城県筑西市小栗・おぐり

　　３０８-０８５４・茨城県筑西市女方・おざかた

　　３００-４５１１・茨城県筑西市押尾・おしび

　　３０８-０００２・茨城県筑西市落合・おちあい

　　３０８-００４１・茨城県筑西市乙・おつ

　　３０８-０８０６・茨城県筑西市小林・おはﾞやじ

　　３０８-０００７・茨城県筑西市折本・おりもと

　　３０８-０８３７・茨城県筑西市嘉家佐和・かげさわ

　　３０８-０１０７・茨城県筑西市梶内・かじうち

　　３０９-１１０７・茨城県筑西市門井・かどい

　　３０８-０８０４・茨城県筑西市金丸・かなまる

　　３０８-０８１５・茨城県筑西市上川中子・かみかわなご

　　３０８-００１７・茨城県筑西市上中山・かみなかやま

　　３００-４５０２・茨城県筑西市上西郷谷・かみにしごや

　　３０８-００６７・茨城県筑西市上平塚・かみひらつか

　　３０９-１１１１・茨城県筑西市上星谷・かみほしや

　　３０８-００６３・茨城県筑西市神分・かみわけ

　　３０８-０８０１・茨城県筑西市川澄・かわすみ

　　３０８-０８１４・茨城県筑西市川連・かわつﾞれ

　　３０８-０１０４・茨城県筑西市木戸・きど

　　３０９-１１０３・茨城県筑西市久地楽・くじら

　　３０８-００７１・茨城県筑西市口戸・くちど

　　３００-４５１５・茨城県筑西市倉持・くらもち

　　３０８-００６１・茨城県筑西市栗島・くりしま

　　３０８-０１０２・茨城県筑西市黒子・くろご

　　３０９-１１２７・茨城県筑西市桑山・くわやま

　　３０８-００２１・茨城県筑西市甲・こう

　　３０８-０００４・茨城県筑西市国府田・こうだ

　　３０８-００７７・茨城県筑西市子思儀・こしぎ

　　３０８-０８６６・茨城県筑西市五所宮・ごしよみや

　　３０８-０８６２・茨城県筑西市小塙・こはﾞな

　　３０８-０８４８・茨城県筑西市幸町・さいわいちよう

　　３００-４５３２・茨城県筑西市鷺島・さぎしま

　　３０８-００６５・茨城県筑西市笹塚・ささつﾞか

　　３００-４５１４・茨城県筑西市山王堂・さんおうどう

　　３０９-１１０５・茨城県筑西市三郷・さんごう

　　３０８-００７２・茨城県筑西市柴山・しはﾞやま

　　３０８-０８２３・茨城県筑西市島・しま

　　３０９-１１２６・茨城県筑西市清水・しみず

　　３０８-０８５１・茨城県筑西市下江連・しもえつﾞれ

　　３０８-０８２６・茨城県筑西市下岡崎・しもおかざき

　　３０８-０８５５・茨城県筑西市下川島・しもかわしま

　　３００-４５４５・茨城県筑西市下川中子・しもかわなご

　　３０９-１１２３・茨城県筑西市下郷谷・しもごうや

　　３０８-００１１・茨城県筑西市下高田・しもたかだ

　　３０８-０８２５・茨城県筑西市下中山・しもなかやま

　　３０８-０８４４・茨城県筑西市下野殿・しものどの

　　３０８-００６６・茨城県筑西市下平塚・しもひらつか

　　３０９-１１２２・茨城県筑西市下星谷・しもほしや

　　３０８-００５２・茨城県筑西市菅谷・すがや

　　３０８-０１１３・茨城県筑西市関舘・せきたて

　　３０８-０１２４・茨城県筑西市関本肥土・せきもとあくと

　　３０８-０１２２・茨城県筑西市関本上・せきもとかみ

　　３０８-０１２３・茨城県筑西市関本上中・せきもとかみなか

　　３０８-０１２７・茨城県筑西市関本下・せきもとしも

　　３０８-０１２６・茨城県筑西市関本中・せきもとなか

　　３０８-０１２５・茨城県筑西市関本分中・せきもとわけなか

　　３０８-０８６４・茨城県筑西市掉ケ島・そうかじま

　　３０８-０８０７・茨城県筑西市高島・たかしま

　　３００-４５３４・茨城県筑西市高津・たかつ



　　３００-４５４３・茨城県筑西市竹垣・たけがき

　　３００-４５０５・茨城県筑西市田宿・たじゆく

　　３０８-０８４７・茨城県筑西市玉戸・たまど

　　３０９-１１２４・茨城県筑西市知行・ちぎよう

　　３０８-００７４・茨城県筑西市筑瀬・ちくぜ

　　３００-４５３１・茨城県筑西市築地・ついじ

　　３０８-０８２２・茨城県筑西市塚原・つかはら

　　３０８-０１０３・茨城県筑西市辻・つじ

　　３００-４５２５・茨城県筑西市寺上野・てらうえの

　　３０８-０８１６・茨城県筑西市徳持・とくもち

　　３０８-００５３・茨城県筑西市外塚・とのつﾞか

　　３０８-０８０３・茨城県筑西市直井・なおい

　　３００-４５２４・茨城県筑西市中上野・なかうえの

　　３０８-０００５・茨城県筑西市中舘・なかだて

　　３００-４５１３・茨城県筑西市中根・なかね

　　３０８-０１０８・茨城県筑西市中村新田・なかむらしんでん

　　３００-４５０６・茨城県筑西市鍋山・なべやま

　　３０８-０８２１・茨城県筑西市成田・なりた

　　３００-４５３３・茨城県筑西市成井・なるい

　　３０９-１１０６・茨城県筑西市新治・にいはり

　　３０８-０８４１・茨城県筑西市二木成・にぎなり

　　３０８-０８３４・茨城県筑西市西石田・にしいしだ

　　３０８-００６２・茨城県筑西市西大島・にしおおしま

　　３０８-０８４５・茨城県筑西市西方・にしほう

　　３０８-０１０５・茨城県筑西市西保末・にしほずえ

　　３０８-００５４・茨城県筑西市西谷貝・にしやがい

　　３０８-０８６７・茨城県筑西市西山田・にしやまだ

　　３０８-０８３２・茨城県筑西市西榎生・にしよのう

　　３０８-０８４６・茨城県筑西市布川・ぬのがわ

　　３００-４５０１・茨城県筑西市猫島・ねこしま

　　３０８-００１６・茨城県筑西市野・の

　　３０８-０８３３・茨城県筑西市野田・のだ

　　３０８-０８４３・茨城県筑西市野殿・のどの

　　３０８-０８６３・茨城県筑西市灰塚・はいつか

　　３０８-００１４・茨城県筑西市羽方・はがた

　　３０９-１１１５・茨城県筑西市蓮沼・はすぬま

　　３０８-００１３・茨城県筑西市八田・はつた

　　３０８-０００８・茨城県筑西市八丁台・はつちようだい

　　３０８-０１１４・茨城県筑西市花田・はなだ

　　３０８-０１１５・茨城県筑西市花橋・はなはﾞじ

　　３０８-００７３・茨城県筑西市林・はやじ

　　３００-４５２１・茨城県筑西市東石田・ひがしいした

　　３００-４５３６・茨城県筑西市東保末・ひがしほずえ

　　３０８-０８３１・茨城県筑西市東榎生・ひがしよのう

　　３０８-０００１・茨城県筑西市樋口・ひぐち

　　３０８-０８１２・茨城県筑西市深見・ふかみ

　　３０８-０１１２・茨城県筑西市藤ケ谷・ふじがや

　　３０８-０１２１・茨城県筑西市船玉・ふなだま

　　３０８-０１１１・茨城県筑西市舟生・ふにゆう

　　３００-４５４４・茨城県筑西市古内・ふるうち

　　３０９-１１０４・茨城県筑西市古郡・ふるごおり

　　３０８-００３１・茨城県筑西市丙・へい

　　３０９-１１１４・茨城県筑西市細田・ほそだ

　　３０８-０００３・茨城県筑西市蒔田・まくだ

　　３００-４５４１・茨城県筑西市松原・まつはﾞら

　　３０８-００４２・茨城県筑西市みどり町・みどりまち

　　３００-４５０３・茨城県筑西市宮後・みやご

　　３００-４５０４・茨城県筑西市宮山・みややま

　　３００-４５２２・茨城県筑西市向上野・むこううえの

　　３０９-１１１７・茨城県筑西市向川澄・むこうかわすみ

　　３００-４５４６・茨城県筑西市村田・むらた

　　３０８-０８１１・茨城県筑西市茂田・もだ

　　３０８-０８６１・茨城県筑西市森添島・もりそえじま

　　３０８-００５６・茨城県筑西市谷中・やなか

　　３０９-１１２１・茨城県筑西市谷永島・やながしま

　　３０９-１１１３・茨城県筑西市柳・やなぎ

　　３０９-１１１２・茨城県筑西市八幡・やはた

　　３０８-０００６・茨城県筑西市谷部・やべ

　　３０８-０８６５・茨城県筑西市山崎・やまざき

　　３００-４５３５・茨城県筑西市谷原・やわら



　　３０８-０８０２・茨城県筑西市横島・よこしま

　　３０９-１１１６・茨城県筑西市横塚・よこつか

　　３００-４５４２・茨城県筑西市吉田・よしだ

　　３０８-０８３８・茨城県筑西市榎生・よのう

　　３０９-１１０２・茨城県筑西市蓬田・よもぎた

　　３０８-０８２４・茨城県筑西市蕨・わらび

　　３０６-０６００・茨城県坂東市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０６-０６３１・茨城県坂東市岩井・いわい

　　３０６-０５１４・茨城県坂東市内野山・うちのやま

　　３０６-０５０４・茨城県坂東市生子・おいご

　　３０６-０５０３・茨城県坂東市生子新田・おいごしんでん

　　３０６-０６１５・茨城県坂東市大口・おおぐち

　　３０６-０６１３・茨城県坂東市大口新田・おおぐちしんでん

　　３０６-０６２２・茨城県坂東市大崎・おおさき

　　３０６-０６０１・茨城県坂東市大馬新田・おおましんでん

　　３０６-０６２１・茨城県坂東市大谷口・おおやぐち

　　３０６-０６２６・茨城県坂東市小山・おやま

　　３０６-０６１７・茨城県坂東市神田山・かどやま

　　３０６-０６１１・茨城県坂東市神田山新田・かどやましんでん

　　３０６-０６５４・茨城県坂東市上出島・かみいずしま

　　３０６-０６５７・茨城県坂東市借宿・かりやど

　　３０６-０６０３・茨城県坂東市勘助新田・かんすけしんでん

　　３０６-０６４３・茨城県坂東市木間ケ瀬・きまがせ

　　３０６-０６３６・茨城県坂東市桐木・きりのき

　　３０６-０６４１・茨城県坂東市鵠戸・くぐいど

　　３０６-０５１５・茨城県坂東市沓掛・くつかけ

　　３０６-０５１３・茨城県坂東市栗山新田・くりやましんでん

　　３０６-０６３５・茨城県坂東市小泉・こいずみ

　　３０６-０６０８・茨城県坂東市幸神平・こうしんだいら

　　３０６-０６０６・茨城県坂東市幸田・こうだ

　　３０６-０６０４・茨城県坂東市幸田新田・こうだしんでん

　　３０６-０６４４・茨城県坂東市古布内・こぶうち

　　３０６-０６５３・茨城県坂東市駒跿・こまはね

　　３０６-０５０１・茨城県坂東市逆井・さかさい

　　３０６-０５１２・茨城県坂東市左平太新田・さへいたしんでん

　　３０６-０６３３・茨城県坂東市下出島・しもいずしま

　　３０６-０６１４・茨城県坂東市庄右衛門新田・しようえもんしんでん

　　３０６-０５０５・茨城県坂東市菅谷・すがや

　　３０６-０６５６・茨城県坂東市寺久・てらく

　　３０６-０６５２・茨城県坂東市冨田・とみた

　　３０６-０６３４・茨城県坂東市中里・なかざと

　　３０６-０６４５・茨城県坂東市長須・ながす

　　３０６-０６４２・茨城県坂東市長谷・ながや

　　３０６-０６１６・茨城県坂東市猫実・ねこざね

　　３０６-０６１２・茨城県坂東市猫実新田・ねこざねしんでん

　　３０６-０６５１・茨城県坂東市半谷・はんや

　　３０６-０６０２・茨城県坂東市平八新田・へいはちしんでん

　　３０６-０６３２・茨城県坂東市辺田・へた

　　３０６-０６２３・茨城県坂東市法師戸・ほうしと

　　３０６-０５１１・茨城県坂東市孫兵エ新田・まごべえしんでん

　　３０６-０６０５・茨城県坂東市馬立・またて

　　３０６-０６３７・茨城県坂東市みどり町・みどりちよう

　　３０６-０６５８・茨城県坂東市緑の里・みどりのさと

　　３０６-０６５５・茨城県坂東市みむら・みむら

　　３０６-０６２５・茨城県坂東市莚打・むしろうち

　　３０６-０６２４・茨城県坂東市矢作・やはぎ

　　３０６-０５０２・茨城県坂東市山・やま

　　３０６-０６０７・茨城県坂東市弓田・ゆだ

　　３００-０５００・茨城県稲敷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-０６２１・茨城県稲敷市阿波・あはﾞ

　　３００-０６０２・茨城県稲敷市阿波崎・あはﾞさき

　　３００-０６２６・茨城県稲敷市甘田・あまだ

　　３００-０７２７・茨城県稲敷市飯島・いいじま

　　３００-０６３２・茨城県稲敷市飯出・いいで

　　３００-１４１３・茨城県稲敷市伊崎・いさき

　　３００-１４１１・茨城県稲敷市伊佐津・いさつ

　　３００-０６０３・茨城県稲敷市伊佐部・いさぶ

　　３００-０６１２・茨城県稲敷市市崎・いちざき

　　３００-０５０３・茨城県稲敷市稲波・いなみ

　　３００-０５０７・茨城県稲敷市犬塚・いぬつﾞか



　　３００-１４１４・茨城県稲敷市戌渡・いぬわたり

　　３００-０６４１・茨城県稲敷市浮島・うきしま

　　３００-０５０９・茨城県稲敷市江戸崎乙・えどさきおつ

　　３００-０５０４・茨城県稲敷市江戸崎甲・えどさきこう

　　３００-０５２９・茨城県稲敷市江戸崎みらい・えどさきみらい

　　３００-０７２１・茨城県稲敷市大島・おおしま

　　３００-１４２３・茨城県稲敷市太田・おおた

　　３００-０６３３・茨城県稲敷市岡飯出・おかいいで

　　３００-０７４４・茨城県稲敷市押砂・おしずな

　　３００-１４２５・茨城県稲敷市小野・おの

　　３００-０６３４・茨城県稲敷市柏木・かしわぎ

　　３００-０６３７・茨城県稲敷市柏木古渡・かしわぎふつと

　　３００-０６０４・茨城県稲敷市釜井・かまい

　　３００-０５２２・茨城県稲敷市蒲ケ山・かまがやま

　　３００-０５２８・茨城県稲敷市上君山・かみきみやま

　　３００-０７３７・茨城県稲敷市上須田・かみすだ

　　３０１-０９０２・茨城県稲敷市上根本・かみねもと

　　３００-０７３２・茨城県稲敷市上之島・かみのしま

　　３００-０６４３・茨城県稲敷市上馬渡・かみまわたじ

　　３００-０５１３・茨城県稲敷市桑山・くわやま

　　３００-０７３４・茨城県稲敷市結佐・けつさ

　　３００-０７４６・茨城県稲敷市神崎本宿・こうざきほんじゆく

　　３００-０６０５・茨城県稲敷市幸田・こうだ

　　３００-０７３３・茨城県稲敷市石納・こくのう

　　３００-０５２４・茨城県稲敷市小羽賀・こはが

　　３００-０５１４・茨城県稲敷市駒塚・こまつか

　　３００-０７２３・茨城県稲敷市境島・さかいじま

　　３００-０５０８・茨城県稲敷市佐倉・さくら

　　３００-０７４９・茨城県稲敷市佐原組新田・さわらぐみしんでん

　　３００-０７２５・茨城県稲敷市佐原下手・さわらしたて

　　３００-０５１２・茨城県稲敷市椎塚・しいつﾞか

　　３００-０６２３・茨城県稲敷市四箇・しか

　　３００-０５０２・茨城県稲敷市信太古渡・しだふつと

　　３００-１４１２・茨城県稲敷市柴崎・しはﾞさき

　　３００-０６１４・茨城県稲敷市清水・しみず

　　３００-１４２４・茨城県稲敷市下太田・しもおおた

　　３００-０５２７・茨城県稲敷市下君山・しもきみやま

　　３００-０６０１・茨城県稲敷市下須田・しもすだ

　　３０１-０９０１・茨城県稲敷市下根本・しもねもと

　　３００-０６４２・茨城県稲敷市下馬渡・しもまわたじ

　　３００-０６２２・茨城県稲敷市神宮寺・じんぐうじ

　　３００-０６１３・茨城県稲敷市新橋・しんはﾞじ

　　３００-０６２５・茨城県稲敷市須賀津・すかつﾞ

　　３００-０５２１・茨城県稲敷市月出里・すだち

　　３００-１４１６・茨城県稲敷市角崎・すみざき

　　３００-０７４８・茨城県稲敷市清久島・せいきゆうじま

　　３００-０５１１・茨城県稲敷市高田・たかだ

　　３００-０７４１・茨城県稲敷市手賀組新田・てがくみしんでん

　　３００-１４２６・茨城県稲敷市寺内・てらうち

　　３００-０５２３・茨城県稲敷市時崎・ときざき

　　３００-０６１１・茨城県稲敷市中島・なかじま

　　３００-１４１５・茨城県稲敷市中山・なかやま

　　３００-０７２６・茨城県稲敷市西代・にししろ

　　３００-０５０６・茨城県稲敷市沼田・ぬまた

　　３００-０５２５・茨城県稲敷市羽賀・はが

　　３００-１４２７・茨城県稲敷市羽賀浦・はがうら

　　３００-０７４５・茨城県稲敷市橋向・はしむこう

　　３００-０７３６・茨城県稲敷市八千石・はつせんごく

　　３００-０５０１・茨城県稲敷市鳩崎・はとざき

　　３００-０６３６・茨城県稲敷市羽生・はにゆう

　　３００-０６１６・茨城県稲敷市東大沼・ひがしおおぬま

　　３００-０６１７・茨城県稲敷市福田・ふくだ

　　３００-０６３８・茨城県稲敷市古渡・ふつと

　　３００-１４２１・茨城県稲敷市堀川・ほりかわ

　　３００-０６３５・茨城県稲敷市堀之内・ほりのうち

　　３００-０７４３・茨城県稲敷市曲渕・まがぶち

　　３００-０６１５・茨城県稲敷市町田・まちだ

　　３００-０５２６・茨城県稲敷市松山・まつやま

　　３００-１４１７・茨城県稲敷市狸穴・まみあな

　　３００-０７２２・茨城県稲敷市三島・みしま



　　３００-０６３１・茨城県稲敷市三次・みつぎ

　　３００-０６０７・茨城県稲敷市光葉・みつはﾞ

　　３００-１４２２・茨城県稲敷市南太田・みなみおおた

　　３００-０５１５・茨城県稲敷市南ケ丘・みなみがおか

　　３００-０６２４・茨城県稲敷市南山来・みなみやまく

　　３００-０５０５・茨城県稲敷市村田・むらた

　　３００-０７３１・茨城県稲敷市本新・もとしん

　　３００-０７２４・茨城県稲敷市八筋川・やすじかわ

　　３００-０７４７・茨城県稲敷市余津谷・よつや

　　３００-０７４２・茨城県稲敷市四ッ谷・よつや

　　３００-０７３５・茨城県稲敷市六角・ろつかく

　　３００-０６０６・茨城県稲敷市脇川・わきがわ

　　３１５-００００・茨城県かすみがうら市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-０２１２・茨城県かすみがうら市有河・あるが

　　３１５-００７８・茨城県かすみがうら市粟田・あわだ

　　３００-０２０５・茨城県かすみがうら市安食・あんじき

　　３１５-００６３・茨城県かすみがうら市飯田・いいだ

　　３１５-００７１・茨城県かすみがうら市市川・いちかわ

　　３１５-００５４・茨城県かすみがうら市稲吉・いなよじ

　　３１５-００５３・茨城県かすみがうら市稲吉東・いなよしひがじ

　　３１５-００５５・茨城県かすみがうら市稲吉南・いなよしみなみ

　　３００-０２０３・茨城県かすみがうら市岩坪・いわつほﾞ

　　３００-０２１３・茨城県かすみがうら市牛渡・うしわた

　　３１５-００６４・茨城県かすみがうら市大峰・おおみね

　　３００-０１２４・茨城県かすみがうら市大和田・おおわだ

　　３００-０１３２・茨城県かすみがうら市男神・おがみ

　　３００-０２０１・茨城県かすみがうら市柏崎・かしわざき

　　３１５-００５６・茨城県かすみがうら市上稲吉・かみいなよじ

　　３００-０１２７・茨城県かすみがうら市上大堤・かみおおつﾞつみ

　　３００-０１２３・茨城県かすみがうら市上軽部・かみかるべ

　　３１５-００６５・茨城県かすみがうら市上佐谷・かみさや

　　３１５-００７６・茨城県かすみがうら市上志筑・かみしつﾞく

　　３１５-００５７・茨城県かすみがうら市上土田・かみつちだ

　　３００-０１３５・茨城県かすみがうら市加茂・かも

　　３１５-００６１・茨城県かすみがうら市五反田・ごたんだ

　　３００-０２１４・茨城県かすみがうら市坂・さか

　　３００-０１２１・茨城県かすみがうら市宍倉・ししくら

　　３００-０２１１・茨城県かすみがうら市志戸崎・しとざき

　　３１５-００５２・茨城県かすみがうら市下稲吉・しもいなよじ

　　３００-０１３１・茨城県かすみがうら市下大堤・しもおおつﾞつみ

　　３００-０２０４・茨城県かすみがうら市下軽部・しもかるべ

　　３１５-００６７・茨城県かすみがうら市下佐谷・しもさや

　　３１５-００７４・茨城県かすみがうら市下志筑・しもしつﾞく

　　３１５-００５８・茨城県かすみがうら市下土田・しもつちだ

　　３１５-００７７・茨城県かすみがうら市高倉・たかくら

　　３００-０２０２・茨城県かすみがうら市田伏・たぶせ

　　３００-０１３６・茨城県かすみがうら市戸崎・とざき

　　３１５-００６６・茨城県かすみがうら市中佐谷・なかさや

　　３１５-００７５・茨城県かすみがうら市中志筑・なかしつﾞく

　　３００-０１３３・茨城県かすみがうら市中台・なかだい

　　３１５-００５１・茨城県かすみがうら市新治・にいはり

　　３００-０１２２・茨城県かすみがうら市西成井・にしなるい

　　３１５-００７３・茨城県かすみがうら市西野寺・にしのでら

　　３１５-００７２・茨城県かすみがうら市東野寺・ひがしのでら

　　３００-０１３４・茨城県かすみがうら市深谷・ふかや

　　３００-０１２５・茨城県かすみがうら市三ツ木・みつぎ

　　３００-０１２６・茨城県かすみがうら市南根本・みなみねもと

　　３１５-００６８・茨城県かすみがうら市山本・やまもと

　　３１５-００６９・茨城県かすみがうら市雪入・ゆきいり

　　３１５-００６２・茨城県かすみがうら市横堀・よこほﾞり

　　３０９-１２００・茨城県桜川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０９-１２４１・茨城県桜川市青木・あおき

　　３０９-１４５６・茨城県桜川市青柳・あおやぎ

　　３０９-１２１６・茨城県桜川市明日香・あすか

　　３０９-１２３４・茨城県桜川市阿部田・あべた

　　３０９-１２０２・茨城県桜川市飯淵・いいぶち

　　３０９-１３３２・茨城県桜川市池亀・いけがめ

　　３０９-１４５７・茨城県桜川市磯部・いそべ

　　３０９-１４５８・茨城県桜川市稲・いな

　　３０９-１２１７・茨城県桜川市犬田・いぬた



　　３０９-１４６４・茨城県桜川市今泉・いまいずみ

　　３０９-１３４５・茨城県桜川市入野・いりの

　　３０９-１２１１・茨城県桜川市岩瀬・いわせ

　　３０９-１２２６・茨城県桜川市上野原地新田・うえのはらちしんでん

　　３０９-１２０１・茨城県桜川市大泉・おおいずみ

　　３０９-１２４４・茨城県桜川市大国玉・おおくにたま

　　３０９-１２３２・茨城県桜川市大曽根・おおぞね

　　３０９-１３３５・茨城県桜川市大月・おおつき

　　３０９-１２２２・茨城県桜川市長方・おさかた

　　３０９-１３４１・茨城県桜川市門毛・かどけ

　　３０９-１２４５・茨城県桜川市金敷・かなしき

　　３０９-１４５４・茨城県桜川市上城・かみしろ

　　３０９-１３４３・茨城県桜川市亀岡・かめおか

　　３０９-１４５２・茨城県桜川市加茂部・かもべ

　　３０９-１４６５・茨城県桜川市木植・きうえ

　　３０９-１２０４・茨城県桜川市久原・くはﾞら

　　３０９-１２２３・茨城県桜川市鍬田・くわだ

　　３０９-１３３６・茨城県桜川市小塩・こしお

　　３０９-１２１５・茨城県桜川市御領・ごりよう

　　３０９-１３３４・茨城県桜川市坂本・さかもと

　　３０９-１４６６・茨城県桜川市猿田・さるだ

　　３０９-１２２５・茨城県桜川市下泉・しもいずみ

　　３０９-１４６２・茨城県桜川市曽根・そね

　　３０９-１２４３・茨城県桜川市高久・たかく

　　３０９-１４６３・茨城県桜川市高幡・たかはた

　　３０９-１２４６・茨城県桜川市高森・たかもり

　　３０９-１２０５・茨城県桜川市堤上・つつみのうえ

　　３０９-１２０３・茨城県桜川市富岡・とみおか

　　３０９-１３４７・茨城県桜川市富谷・とみや

　　３０９-１４５３・茨城県桜川市友部・ともべ

　　３０９-１２２４・茨城県桜川市中泉・なかいずみ

　　３０９-１３４６・茨城県桜川市中里・なかざと

　　３０９-１２２１・茨城県桜川市西飯岡・にしいいおか

　　３０９-１４５１・茨城県桜川市西小塙・にしこはﾞなわ

　　３０９-１２１３・茨城県桜川市西桜川・にしさくらがわ

　　３０９-１２４２・茨城県桜川市羽田・はねた

　　３０９-１２３３・茨城県桜川市東飯田・ひがしいいだ

　　３０９-１２１４・茨城県桜川市東桜川・ひがしさくらがわ

　　３０９-１３３１・茨城県桜川市平澤・ひらさわ

　　３０９-１３３７・茨城県桜川市福崎・ふくざき

　　３０９-１２１２・茨城県桜川市富士見台・ふじみだい

　　３０９-１２２７・茨城県桜川市本郷・ほんごう

　　３００-４４１７・茨城県桜川市真壁町飯塚・まかべちよういいつか

　　３００-４４１６・茨城県桜川市真壁町伊佐々・まかべちよういさざ

　　３００-４４２８・茨城県桜川市真壁町大塚新田・まかべちようおおつかしんでん

　　３００-４４０１・茨城県桜川市真壁町上小幡・まかべちようかみこはﾞた

　　３００-４４２７・茨城県桜川市真壁町上谷貝・まかべちようかみやがい

　　３００-４４２２・茨城県桜川市真壁町亀熊・まかべちようかめくま

　　３００-４４２４・茨城県桜川市真壁町源法寺・まかべちようげんほﾞうじ

　　３００-４４１３・茨城県桜川市真壁町酒寄・まかべちようさかより

　　３００-４４０５・茨城県桜川市真壁町桜井・まかべちようさくらい

　　３００-４４１４・茨城県桜川市真壁町椎尾・まかべちようしいお

　　３００-４４０２・茨城県桜川市真壁町下小幡・まかべちようしもこはﾞた

　　３００-４４２６・茨城県桜川市真壁町下谷貝・まかべちようしもやがい

　　３００-４４０４・茨城県桜川市真壁町白井・まかべちようしらい

　　３００-４４１１・茨城県桜川市真壁町田・まかべちようた

　　３００-４４０３・茨城県桜川市真壁町長岡・まかべちようながおか

　　３００-４４１２・茨城県桜川市真壁町羽鳥・まかべちようはどり

　　３００-４４２３・茨城県桜川市真壁町塙世・まかべちようはなわぜ

　　３００-４４２１・茨城県桜川市真壁町原方・まかべちようはらがた

　　３００-４４２９・茨城県桜川市真壁町東矢貝・まかべちようひがしやがい

　　３００-４４１５・茨城県桜川市真壁町東山田・まかべちようひがしやまだ

　　３００-４４０７・茨城県桜川市真壁町古城・まかべちようふるしろ

　　３００-４４２５・茨城県桜川市真壁町細芝・まかべちようほそしはﾞ

　　３００-４４０８・茨城県桜川市真壁町真壁・まかべちようまかべ

　　３００-４４０６・茨城県桜川市真壁町山尾・まかべちようやまお

　　３０９-１４６１・茨城県桜川市松田・まつだ

　　３０９-１３４２・茨城県桜川市間中・まなか

　　３０９-１４５５・茨城県桜川市水戸・みと

　　３０９-１３４４・茨城県桜川市南飯田・みなみいいだ



　　３０９-１２３１・茨城県桜川市本木・もとぎ

　　３０９-１３３３・茨城県桜川市山口・やまぐち

　　３１４-０１００・茨城県神栖市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１４-０１３３・茨城県神栖市息栖・いきす

　　３１４-００５２・茨城県神栖市居切（１９０１）・いぎり

　　３１４-００５２・茨城県神栖市居切（１９０９－１６）・いぎり

　　３１４-００５２・茨城県神栖市居切（１９０９－２０）・いぎり

　　３１４-０１４１・茨城県神栖市居切（その他）・いぎり(そのた)

　　３１４-０１２４・茨城県神栖市石神・いしがみ

　　３１４-０２５４・茨城県神栖市太田・おおた

　　３１４-０２５７・茨城県神栖市太田新町・おおたしんまち

　　３１４-０１４４・茨城県神栖市大野原・おおのはら

　　３１４-０１２８・茨城県神栖市大野原中央・おおのはらちゆうおう

　　３１４-０１１６・茨城県神栖市奥野谷・おくのや

　　３１４-０１３４・茨城県神栖市賀・が

　　３１４-０１４３・茨城県神栖市神栖・かみす

　　３１４-０１２７・茨城県神栖市木崎・きさき

　　３１４-０１０１・茨城県神栖市北浜・きたはま

　　３１４-０１１５・茨城県神栖市知手・しつて

　　３１４-０１１２・茨城県神栖市知手中央・しつてちゆうおう

　　３１４-０１２３・茨城県神栖市芝崎・しはﾞさき

　　３１４-０１３１・茨城県神栖市下幡木・しもはたき

　　３１４-０２５３・茨城県神栖市須田・すだ

　　３１４-０２５５・茨城県神栖市砂山・すなやま

　　３１４-０１２５・茨城県神栖市高浜・たかはま

　　３１４-０１２６・茨城県神栖市田畑・たはﾞた

　　３１４-０１３２・茨城県神栖市筒井・つつい

　　３１４-０３４２・茨城県神栖市土合北・どあいきた

　　３１４-０３４７・茨城県神栖市土合中央・どあいちゆうおう

　　３１４-０３４６・茨城県神栖市土合西・どあいにじ

　　３１４-０３４４・茨城県神栖市土合東・どあいひがじ

　　３１４-０３４３・茨城県神栖市土合本町・どあいほんちよう

　　３１４-０３４５・茨城県神栖市土合南・どあいみなみ

　　３１４-０１０２・茨城県神栖市東和田・とうわだ

　　３１４-０１１４・茨城県神栖市日川・につかわ

　　３１４-０１２２・茨城県神栖市萩原・はぎわら

　　３１４-０４０８・茨城県神栖市波崎・はさき

　　３１４-０４０７・茨城県神栖市波崎新港・はさきしんこう

　　３１４-０１０３・茨城県神栖市東深芝・ひがしふかしはﾞ

　　３１４-００５１・茨城県神栖市光・ひかり

　　３１４-０１４６・茨城県神栖市平泉・ひらいずみ

　　３１４-０１４５・茨城県神栖市平泉外１２入会・ひらいずみそと１２いりあい

　　３１４-０１４５・茨城県神栖市平泉東・ひらいずみひがじ

　　３１４-０１４８・茨城県神栖市深芝・ふかしはﾞ

　　３１４-０１４２・茨城県神栖市深芝南・ふかしはﾞみなみ

　　３１４-０１３５・茨城県神栖市堀割・ほりわり

　　３１４-０１２１・茨城県神栖市溝口・みぞぐち

　　３１４-０１１１・茨城県神栖市南浜・みなみはま

　　３１４-０３４１・茨城県神栖市矢田部・やたべ

　　３１４-０２５２・茨城県神栖市柳川・やながわ

　　３１４-０２５８・茨城県神栖市柳川中央・やながわちゆうおう

　　３１４-０１１３・茨城県神栖市横瀬・よこせ

　　３１４-０２５６・茨城県神栖市若松中央・わかまつちゆうおう

　　３１４-０１４７・茨城県神栖市鰐川・わにがわ

　　３１１-３８００・茨城県行方市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-３８３１・茨城県行方市青沼・あおぬま

　　３１１-３８３２・茨城県行方市麻生・あそう

　　３１１-３８１４・茨城県行方市天掛・あまがけ

　　３１１-３５１８・茨城県行方市荒宿・あらじゆく

　　３１１-３８０３・茨城県行方市井貝・いがい

　　３１１-３８２７・茨城県行方市石神・いしがみ

　　３１１-３８１７・茨城県行方市板峰・いたのみね

　　３１１-３５１５・茨城県行方市井上・いのうえ

　　３１１-３５１６・茨城県行方市井上藤井・いのうえふじい

　　３１１-３８２４・茨城県行方市宇崎・うざき

　　３１１-１７０５・茨城県行方市内宿・うちじゆく

　　３１１-３８２２・茨城県行方市岡・おか

　　３１１-３５０８・茨城県行方市沖洲・おきす

　　３１１-３８０２・茨城県行方市於下・おした

　　３１１-３８０４・茨城県行方市小高・おだか



　　３１１-１７２４・茨城県行方市小貫・おぬき

　　３１１-１７１５・茨城県行方市小幡・おはﾞた

　　３１１-１７１６・茨城県行方市北高岡・きたたかおか

　　３１１-３８２１・茨城県行方市蔵川・くらかわ

　　３１１-３８０７・茨城県行方市五町田・ごちようだ

　　３１１-３８１６・茨城県行方市小牧・こまき

　　３１１-３８１３・茨城県行方市籠田・こもた

　　３１１-３５１４・茨城県行方市西蓮寺・さいれんじ

　　３１１-３８３５・茨城県行方市島並・しまなみ

　　３１１-３８２３・茨城県行方市白浜・しらはま

　　３１１-３８１１・茨城県行方市四鹿・しろく

　　３１１-３８１５・茨城県行方市新宮・しんぐう

　　３１１-３８１２・茨城県行方市杉平・すぎだいら

　　３１１-３５０１・茨城県行方市芹沢・せりざわ

　　３１１-３５１１・茨城県行方市玉造乙・たまつくりおつ

　　３１１-３５１２・茨城県行方市玉造甲・たまつくりこう

　　３１１-３５１３・茨城県行方市手賀・てが

　　３１１-３８３３・茨城県行方市富田・とみた

　　３１１-１７１３・茨城県行方市中根・なかね

　　３１１-１７０１・茨城県行方市長野江・ながのえ

　　３１１-１７２２・茨城県行方市次木・なみき

　　３１１-３８０１・茨城県行方市行方・なめかた

　　３１１-１７０３・茨城県行方市成田・なりた

　　３１１-３８２５・茨城県行方市根小屋・ねごや

　　３１１-３５０３・茨城県行方市捻木・ねじき

　　３１１-３８０５・茨城県行方市橋門・はしかど

　　３１１-３５０７・茨城県行方市羽生・はにゆう

　　３１１-３５０５・茨城県行方市浜・はま

　　３１１-１７１２・茨城県行方市繁昌・はんじよう

　　３１１-３５１７・茨城県行方市藤井・ふじい

　　３１１-３８０６・茨城県行方市船子・ふなこ

　　３１１-３８３４・茨城県行方市粗毛・ほほﾞけ

　　３１１-３８３６・茨城県行方市南・みなみ

　　３１１-１７１４・茨城県行方市南高岡・みなみたかおか

　　３１１-１７０２・茨城県行方市三和・みわ

　　３１１-３５０６・茨城県行方市八木蒔・やきまき

　　３１１-３５０４・茨城県行方市谷島・やじま

　　３１１-３８２６・茨城県行方市矢幡・やはﾞた

　　３１１-１７０４・茨城県行方市山田・やまだ

　　３１１-１７２３・茨城県行方市行戸・ゆくど

　　３１１-１７１１・茨城県行方市吉川・よしかわ

　　３１１-１７２１・茨城県行方市両宿・りようしゆく

　　３１１-３５０２・茨城県行方市若海・わかうみ

　　３１１-１５００・茨城県鉾田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-１５３５・茨城県鉾田市青柳・あおやぎ

　　３１１-２１０１・茨城県鉾田市青山・あおやま

　　３１１-１５０６・茨城県鉾田市秋山・あきやま

　　３１１-２１１８・茨城県鉾田市阿玉・あだま

　　３１１-１４１１・茨城県鉾田市荒地・あらじ

　　３１１-１５０４・茨城県鉾田市安房・あんほﾞう

　　３１１-２１１２・茨城県鉾田市飯島・いいじま

　　３１１-１５２１・茨城県鉾田市飯名・いいな

　　３１１-２１１４・茨城県鉾田市江川・えがわ

　　３１１-２１１７・茨城県鉾田市大蔵・おおくら

　　３１１-１５１３・茨城県鉾田市大竹・おおたけ

　　３１１-１５０２・茨城県鉾田市大戸・おおど

　　３１１-１５３６・茨城県鉾田市大和田・おおわだ

　　３１１-２１０４・茨城県鉾田市梶山・かじやま

　　３１１-１５１１・茨城県鉾田市柏熊・かしわくま

　　３１１-１４２４・茨城県鉾田市柏熊新田・かしわくましんでん

　　３１１-１４２２・茨城県鉾田市勝下・かつおり

　　３１１-１４２１・茨城県鉾田市勝下新田・かつおりしんでん

　　３１１-１５１５・茨城県鉾田市烟田・かまた

　　３１１-１４０５・茨城県鉾田市上太田・かみおおた

　　３１１-１４０３・茨城県鉾田市上釜・かみがま

　　３１１-２１１１・茨城県鉾田市上沢・かみざわ

　　３１１-１５３２・茨城県鉾田市上冨田・かみとみた

　　３１１-２１１３・茨城県鉾田市上幡木・かみはたき

　　３１１-１５２７・茨城県鉾田市借宿・かりやど

　　３１１-１５２３・茨城県鉾田市串挽・くしひき



　　３１１-２１０３・茨城県鉾田市汲上・くみあげ

　　３１１-１４１４・茨城県鉾田市子生・こなじ

　　３１１-１５０５・茨城県鉾田市駒木根・こまぎね

　　３１１-１４０４・茨城県鉾田市沢尻・さわじり

　　３１１-１４１６・茨城県鉾田市鹿田・しかだ

　　３１１-１４０２・茨城県鉾田市下太田・しもおおた

　　３１１-１５３３・茨城県鉾田市下冨田・しもとみた

　　３１１-１５１２・茨城県鉾田市白塚・しらつか

　　３１１-１５１６・茨城県鉾田市新鉾田・しんほこた

　　３１１-１５１８・茨城県鉾田市新鉾田西・しんほこたにじ

　　３１１-１５３１・茨城県鉾田市菅野谷・すげのや

　　３１１-２１０２・茨城県鉾田市台濁沢・だいにごりさわ

　　３１１-１５２４・茨城県鉾田市高田・たかだ

　　３１１-１４２３・茨城県鉾田市滝浜・たきはま

　　３１１-１４０６・茨城県鉾田市田崎・たさき

　　３１１-１４１２・茨城県鉾田市玉田・たまだ

　　３１１-１４１５・茨城県鉾田市造谷・つくりや

　　３１１-１５２２・茨城県鉾田市塔ケ崎・とうがさき

　　３１１-１５２８・茨城県鉾田市当間・とうま

　　３１１-１４２７・茨城県鉾田市常磐・ときわ

　　３１１-１５０３・茨城県鉾田市徳宿・とくしゆく

　　３１１-１５３４・茨城県鉾田市鳥栖・とりのす

　　３１１-２１１５・茨城県鉾田市中居・なかい

　　３１１-１５２５・茨城県鉾田市野友・のとも

　　３１１-１５２６・茨城県鉾田市半原・ははﾞら

　　３１１-１４１３・茨城県鉾田市冷水・ひやみず

　　３１１-２１１６・茨城県鉾田市札・ふだ

　　３１１-２１０５・茨城県鉾田市二重作・ふたえさく

　　３１１-１５０１・茨城県鉾田市舟木・ふなき

　　３１１-１５１７・茨城県鉾田市鉾田・ほこた

　　３１１-１４０１・茨城県鉾田市箕輪・みのわ

　　３１１-１５３７・茨城県鉾田市紅葉・もみじ

　　３１１-１４２６・茨城県鉾田市樅山・もみやま

　　３１１-１５１４・茨城県鉾田市安塚・やすつﾞか

　　３１１-１４２５・茨城県鉾田市湯坪・ゆつほﾞ

　　３００-２３００・茨城県つくばみらい市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-２３４６・茨城県つくばみらい市青木・あおき

　　３００-２３４８・茨城県つくばみらい市青古新田・あおこしんでん

　　３００-２３１５・茨城県つくばみらい市足高・あだか

　　３００-２３５４・茨城県つくばみらい市新戸・あらと

　　３００-２３０７・茨城県つくばみらい市板橋・いたはﾞじ

　　３００-２３２３・茨城県つくばみらい市伊丹・いたみ

　　３００-２３５５・茨城県つくばみらい市市野深・いちのふか

　　３００-２３０８・茨城県つくばみらい市伊奈東・いなひがじ

　　３００-２３４２・茨城県つくばみらい市弥柳・いよやなぎ

　　３００-２３０３・茨城県つくばみらい市大和田・おおわだ

　　３００-２４１１・茨城県つくばみらい市押砂・おしずな

　　３００-２３５２・茨城県つくばみらい市小島新田・おじましんでん

　　３００-２４３２・茨城県つくばみらい市鬼長・おにおさ

　　３００-２３５３・茨城県つくばみらい市小張・おはﾞり

　　３００-２３３１・茨城県つくばみらい市神住新田・かすみしんでん

　　３００-２４２４・茨城県つくばみらい市加藤・かとう

　　３００-２４３１・茨城県つくばみらい市上小目・かみおめ

　　３００-２３２６・茨城県つくばみらい市上島・かみじま

　　３００-２４５３・茨城県つくばみらい市上長沼・かみながぬま

　　３００-２３３５・茨城県つくばみらい市上平柳・かみひらやなぎ

　　３００-２４２５・茨城県つくばみらい市川崎・かわさき

　　３００-２３１２・茨城県つくばみらい市神生・かんのう

　　３００-２４５６・茨城県つくばみらい市北袋・きたぶくろ

　　３００-２４０７・茨城県つくばみらい市北山・きたやま

　　３００-２４３６・茨城県つくばみらい市絹の台・きぬのだい

　　３００-２４４５・茨城県つくばみらい市小絹・こきぬ

　　３００-２４０２・茨城県つくばみらい市坂野新田・さかのしんでん

　　３００-２３３２・茨城県つくばみらい市山王新田・さんのうしんでん

　　３００-２３３６・茨城県つくばみらい市山谷・さんや

　　３００-２３５９・茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘・しほうがおか

　　３００-２４３３・茨城県つくばみらい市下小目・しもおめ

　　３００-２３２４・茨城県つくばみらい市下島・しもじま

　　３００-２４５４・茨城県つくばみらい市下長沼・しもながぬま

　　３００-２３３３・茨城県つくばみらい市下平柳・しもひらやなぎ



　　３００-２３０５・茨城県つくばみらい市重右衛門新田・じゆうえもんしんでん

　　３００-２４５５・茨城県つくばみらい市十和・じゆうわ

　　３００-２３１４・茨城県つくばみらい市城中・じようちゆう

　　３００-２４４４・茨城県つくばみらい市杉下・すぎした

　　３００-２３５１・茨城県つくばみらい市善助新田・ぜんすけしんでん

　　３００-２４０１・茨城県つくばみらい市台・だい

　　３００-２３０１・茨城県つくばみらい市高岡・たかおか

　　３００-２４１３・茨城県つくばみらい市田村・たむら

　　３００-２４５２・茨城県つくばみらい市樛木・つきぬき

　　３００-２４３５・茨城県つくばみらい市筒戸・つつど

　　３００-２４４１・茨城県つくばみらい市寺畑・てらはた

　　３００-２３２２・茨城県つくばみらい市戸崎・とさき

　　３００-２３２１・茨城県つくばみらい市戸茂・とも

　　３００-２３２５・茨城県つくばみらい市中島・なかじま

　　３００-２３４５・茨城県つくばみらい市長渡呂・ながとろ

　　３００-２３４４・茨城県つくばみらい市長渡呂新田・ながとろしんでん

　　３００-２４０３・茨城県つくばみらい市中原・なかはら

　　３００-２３３４・茨城県つくばみらい市中平柳・なかひらやなぎ

　　３００-２４２３・茨城県つくばみらい市成瀬・なるせ

　　３００-２４０５・茨城県つくばみらい市仁左衛門新田・にざえもんしんでん

　　３００-２４１５・茨城県つくばみらい市西楢戸・にしならど

　　３００-２４４２・茨城県つくばみらい市西ノ台・にしのだい

　　３００-２４４３・茨城県つくばみらい市西ノ台南・にしのだいみなみ

　　３００-２４２１・茨城県つくばみらい市西丸山・にしまるやま

　　３００-２４１２・茨城県つくばみらい市日川・につかわ

　　３００-２３１１・茨城県つくばみらい市野堀・のほﾞり

　　３００-２３１３・茨城県つくばみらい市東栗山・ひがしくりやま

　　３００-２４１６・茨城県つくばみらい市東楢戸・ひがしならど

　　３００-２３５６・茨城県つくばみらい市奉社・びしや

　　３００-２４３４・茨城県つくばみらい市平沼・ひらぬま

　　３００-２４０６・茨城県つくばみらい市福岡・ふくおか

　　３００-２４０８・茨城県つくばみらい市福岡工業団地・ふくおかこうぎようだんち

　　３００-２３４１・茨城県つくばみらい市福田・ふくだ

　　３００-２３２７・茨城県つくばみらい市福原・ふくわら

　　３００-２４１７・茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘・ふじみがおか

　　３００-２３４７・茨城県つくばみらい市豊体・ぶたい

　　３００-２３０４・茨城県つくばみらい市武兵衛新田・ぶへえしんでん

　　３００-２４２２・茨城県つくばみらい市古川・ふるかわ

　　３００-２４４６・茨城県つくばみらい市細代・ほそしろ

　　３００-２４１４・茨城県つくばみらい市真木・まぎ

　　３００-２３０２・茨城県つくばみらい市狸穴・まみあな

　　３００-２４０４・茨城県つくばみらい市南・みなみ

　　３００-２３０６・茨城県つくばみらい市南太田・みなみおおた

　　３００-２４５１・茨城県つくばみらい市箕輪・みのわ

　　３００-２４２６・茨城県つくばみらい市宮戸・みやど

　　３００-２３４３・茨城県つくばみらい市狸渕・むじなぶち

　　３００-２３３７・茨城県つくばみらい市谷井田・やいた

　　３００-２３５７・茨城県つくばみらい市谷口・やぐち

　　３００-２３５８・茨城県つくばみらい市陽光台・ようこうだい

　　３１９-０１００・茨城県小美玉市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-３４０４・茨城県小美玉市飯前・いいさき

　　３１９-０１２２・茨城県小美玉市江戸・えど

　　３１９-０１３７・茨城県小美玉市大笹・おおざさ

　　３１９-０１２６・茨城県小美玉市大谷・おおや

　　３１１-３４２３・茨城県小美玉市小川・おがわ

　　３１９-０１２５・茨城県小美玉市小曽納・おそのう

　　３１９-０１０６・茨城県小美玉市堅倉・かたくら

　　３１１-３４０５・茨城県小美玉市上合・かみあい

　　３１１-３４３６・茨城県小美玉市上玉里・かみたまり

　　３１９-０１１５・茨城県小美玉市上馬場・かみはﾞはﾞ

　　３１１-３４０３・茨城県小美玉市上吉影・かみよしかげ

　　３１１-３４１２・茨城県小美玉市川戸・かわど

　　３１１-３４３１・茨城県小美玉市川中子・かわなご

　　３１１-３４１７・茨城県小美玉市倉数・くらかず

　　３１１-３４３４・茨城県小美玉市栗又四ケ・くりまたしか

　　３１９-０１０７・茨城県小美玉市小岩戸・こいわと

　　３１１-３４２５・茨城県小美玉市小塙・こはﾞなわ

　　３１９-０１０２・茨城県小美玉市西郷地・さいごうち

　　３１１-３４０２・茨城県小美玉市佐才・さざい

　　３１９-０１０４・茨城県小美玉市三箇・さんが



　　３１９-０１０３・茨城県小美玉市柴高・しはﾞたか

　　３１１-３４３２・茨城県小美玉市下玉里・しもたまり

　　３１１-３４２６・茨城県小美玉市下馬場・しもはﾞはﾞ

　　３１１-３４０６・茨城県小美玉市下吉影・しもよしかげ

　　３１１-３４０１・茨城県小美玉市世楽・せらく

　　３１１-３４３３・茨城県小美玉市高崎・たかさき

　　３１９-０１３５・茨城県小美玉市高田・たかだ

　　３１１-３４３５・茨城県小美玉市田木谷・たぎや

　　３１９-０１１３・茨城県小美玉市竹原・たけはら

　　３１９-０１１２・茨城県小美玉市竹原下郷・たけはらしもごう

　　３１９-０１１４・茨城県小美玉市竹原中郷・たけはらなかごう

　　３１９-０１０５・茨城県小美玉市鶴田・つるた

　　３１９-０１３６・茨城県小美玉市手堤・てつつﾞみ

　　３１９-０１３１・茨城県小美玉市寺崎・てらざき

　　３１１-３４１４・茨城県小美玉市外之内・とのうち

　　３１９-０１１６・茨城県小美玉市中台・なかだい

　　３１１-３４２２・茨城県小美玉市中延・なかのべ

　　３１９-０１１１・茨城県小美玉市中野谷・なかのや

　　３１９-０１３４・茨城県小美玉市納場・のうはﾞ

　　３１１-３４１１・茨城県小美玉市野田・のだ

　　３１９-０１２１・茨城県小美玉市羽刈・はかり

　　３１９-０１０１・茨城県小美玉市橋場美・はしはﾞみ

　　３１１-３４２４・茨城県小美玉市幡谷・はたや

　　３１９-０１２３・茨城県小美玉市羽鳥・はとり

　　３１９-０１２４・茨城県小美玉市花野井・はなのい

　　３１９-０１３３・茨城県小美玉市張星・はりほじ

　　３１１-３４３７・茨城県小美玉市東田中・ひがしたなか

　　３１１-３４１５・茨城県小美玉市百里・ひやくり

　　３１９-０１３２・茨城県小美玉市部室・へむろ

　　３１９-０１０８・茨城県小美玉市先後・まつのち

　　３１１-３４２１・茨城県小美玉市宮田・みやた

　　３１１-３４１３・茨城県小美玉市山野・やまの

　　３１１-３４１６・茨城県小美玉市与沢・よざわ

　　３１１-３１００・茨城県東茨城郡茨城町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-３１３７・茨城県東茨城郡茨城町網掛・あがけ

　　３１１-３１４７・茨城県東茨城郡茨城町秋葉・あきはﾞ

　　３１１-３１５２・茨城県東茨城郡茨城町飯沼・いいぬま

　　３１１-３１１１・茨城県東茨城郡茨城町馬渡・うまわたり

　　３１１-３１３５・茨城県東茨城郡茨城町海老沢・えびさわ

　　３１１-３１１４・茨城県東茨城郡茨城町大戸・おおど

　　３１１-３１５６・茨城県東茨城郡茨城町奥谷・おくのや

　　３１１-３１３１・茨城県東茨城郡茨城町小堤・おつﾞつみ

　　３１１-３１５７・茨城県東茨城郡茨城町小幡・おはﾞた

　　３１１-３１４５・茨城県東茨城郡茨城町上雨ケ谷・かみあまがい

　　３１１-３１５３・茨城県東茨城郡茨城町上飯沼・かみいいぬま

　　３１１-３１２２・茨城県東茨城郡茨城町上石崎・かみいしざき

　　３１１-３１３４・茨城県東茨城郡茨城町神宿・かみやど

　　３１１-３１４１・茨城県東茨城郡茨城町神谷・かんや

　　３１１-３１５１・茨城県東茨城郡茨城町木部・きべ

　　３１１-３１４６・茨城県東茨城郡茨城町下座・げざ

　　３１１-３１０７・茨城県東茨城郡茨城町小鶴・こつﾞる

　　３１１-３１３２・茨城県東茨城郡茨城町駒場・こまはﾞ

　　３１１-３１０４・茨城県東茨城郡茨城町駒渡・こまわたり

　　３１１-３１０６・茨城県東茨城郡茨城町越安・こやす

　　３１１-３１１３・茨城県東茨城郡茨城町近藤・こんどう

　　３１１-３１１７・茨城県東茨城郡茨城町桜の郷・さくらのさと

　　３１１-３１４４・茨城県東茨城郡茨城町下雨ケ谷・しもあまがい

　　３１１-３１５４・茨城県東茨城郡茨城町下飯沼・しもいいぬま

　　３１１-３１２５・茨城県東茨城郡茨城町下石崎・しもいしざき

　　３１１-３１５５・茨城県東茨城郡茨城町下土師・しもはじ

　　３１１-３１３８・茨城県東茨城郡茨城町城之内・じようのうち

　　３１１-３１０５・茨城県東茨城郡茨城町蕎麦原・そはﾞはら

　　３１１-３１０８・茨城県東茨城郡茨城町中央工業団地・ちゆうおうこうぎようだんち

　　３１１-３１１２・茨城県東茨城郡茨城町常井・とこい

　　３１１-３１４２・茨城県東茨城郡茨城町鳥羽田・とりはた

　　３１１-３１２４・茨城県東茨城郡茨城町中石崎・なかいしざき

　　３１１-３１１６・茨城県東茨城郡茨城町長岡・ながおか

　　３１１-３１４３・茨城県東茨城郡茨城町生井沢・なまいざわ

　　３１１-３１０３・茨城県東茨城郡茨城町野曽・のそ

　　３１１-３１１５・茨城県東茨城郡茨城町前田・まえだ



　　３１１-３１０１・茨城県東茨城郡茨城町南川又・みなみかわまた

　　３１１-３１０２・茨城県東茨城郡茨城町南栗崎・みなみくりざき

　　３１１-３１３３・茨城県東茨城郡茨城町南島田・みなみしまだ

　　３１１-３１３６・茨城県東茨城郡茨城町宮ケ崎・みやがさき

　　３１１-３１２１・茨城県東茨城郡茨城町谷田部・やたべ

　　３１１-３１２３・茨城県東茨城郡茨城町若宮・わかみや

　　３１１-１３００・茨城県東茨城郡大洗町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-１３０１・茨城県東茨城郡大洗町磯浜町・いそはまちよう

　　３１１-１３０２・茨城県東茨城郡大洗町磯道・いそみち

　　３１１-１３１１・茨城県東茨城郡大洗町大貫町・おおぬきちよう

　　３１１-１３１２・茨城県東茨城郡大洗町神山町・かみやまちよう

　　３１１-１３０６・茨城県東茨城郡大洗町五反田・ごたんだ

　　３１１-１３０７・茨城県東茨城郡大洗町桜道・さくらみち

　　３１１-１３０３・茨城県東茨城郡大洗町東光台・とうこうだい

　　３１１-１３１３・茨城県東茨城郡大洗町成田町・なりたちよう

　　３１１-１３０５・茨城県東茨城郡大洗町港中央・みなとちゆうおう

　　３１１-１３０４・茨城県東茨城郡大洗町和銅・わどう

　　３１１-４３００・茨城県東茨城郡城里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１１-４３２１・茨城県東茨城郡城里町粟・あわ

　　３１１-４３４４・茨城県東茨城郡城里町阿波山・あわやま

　　３１１-４３０３・茨城県東茨城郡城里町石塚・いしつか

　　３１１-４３１２・茨城県東茨城郡城里町磯野・いその

　　３１１-４３３１・茨城県東茨城郡城里町岩船・いわふね

　　３１１-４４０３・茨城県東茨城郡城里町大網・おおあみ

　　３１１-４４０２・茨城県東茨城郡城里町小勝・おがち

　　３１１-４３１６・茨城県東茨城郡城里町小坂・おさか

　　３１１-４３１７・茨城県東茨城郡城里町勝見沢・かつみざわ

　　３１１-４３０５・茨城県東茨城郡城里町上青山・かみあおやま

　　３１１-４４０５・茨城県東茨城郡城里町上赤沢・かみあかさわ

　　３１１-４３２３・茨城県東茨城郡城里町上圷・かみあくつ

　　３１１-４３４２・茨城県東茨城郡城里町上阿野沢・かみあのさわ

　　３１１-４３０１・茨城県東茨城郡城里町上泉・かみいずみ

　　３１１-４３１３・茨城県東茨城郡城里町上入野・かみいりの

　　３１１-４３１５・茨城県東茨城郡城里町上古内・かみふるうち

　　３１１-４３２５・茨城県東茨城郡城里町北方・きたかた

　　３１１-４３４１・茨城県東茨城郡城里町御前山・ごぜんやま

　　３１１-４４０４・茨城県東茨城郡城里町真端・さなはﾞた

　　３１１-４４０１・茨城県東茨城郡城里町塩子・しおご

　　３１１-４３０４・茨城県東茨城郡城里町下青山・しもあおやま

　　３１１-４４０６・茨城県東茨城郡城里町下赤沢・しもあかさわ

　　３１１-４３２２・茨城県東茨城郡城里町下圷・しもあくつ

　　３１１-４３４３・茨城県東茨城郡城里町下阿野沢・しもあのさわ

　　３１１-４３１４・茨城県東茨城郡城里町下古内・しもふるうち

　　３１１-４３３５・茨城県東茨城郡城里町錫高野・すずこうや

　　３１１-４３２４・茨城県東茨城郡城里町高久・たかく

　　３１１-４３３３・茨城県東茨城郡城里町高根・たかね

　　３１１-４３３２・茨城県東茨城郡城里町高根台・たかねだい

　　３１１-４４０７・茨城県東茨城郡城里町徳蔵・とくら

　　３１１-４３０２・茨城県東茨城郡城里町那珂西・なかさい

　　３１１-４３０６・茨城県東茨城郡城里町春園・はるその

　　３１１-４３３４・茨城県東茨城郡城里町孫根・まごね

　　３１１-４３１１・茨城県東茨城郡城里町増井・ましい

　　３１９-１１００・茨城県那珂郡東海村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１９-１１０２・茨城県那珂郡東海村石神内宿・ いしがみうちじゆく

　　３１９-１１０１・茨城県那珂郡東海村石神外宿・ いしがみとじゆく

　　３１９-１１１９・茨城県那珂郡東海村大山台・ おおやまだい

　　３１９-１１０４・茨城県那珂郡東海村亀下・ かめした

　　３１９-１１０６・茨城県那珂郡東海村白方・ しらかた

　　３１９-１１０９・茨城県那珂郡東海村白方中央・ しらかたちゆうおう

　　３１９-１１１４・茨城県那珂郡東海村須和間・ すわま

　　３１９-１１０３・茨城県那珂郡東海村竹瓦・ たけがわら

　　３１９-１１１３・茨城県那珂郡東海村照沼・ てるぬま

　　３１９-１１１７・茨城県那珂郡東海村東海・ とうかい

　　３１９-１１０５・茨城県那珂郡東海村豊岡・ とよおか

　　３１９-１１０７・茨城県那珂郡東海村豊白・ とよしろ

　　３１９-１１１１・茨城県那珂郡東海村舟石川・ ふないしかわ

　　３１９-１１１６・"茨城県那珂郡東海村, 舟石川駅西"・ふないしかわえきにじ

　　３１９-１１１８・"茨城県那珂郡東海村, 舟石川駅東"・ふないしかわえきひがじ

　　３１９-１１１５・茨城県那珂郡東海村船場・ ふなはﾞ

　　３１９-１１１２・茨城県那珂郡東海村村松・ むらまつ



　　３１９-１１０８・茨城県那珂郡東海村村松北・ むらまつきた

　　３１９-３５００・茨城県久慈郡大子町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３１９-３５３４・茨城県久慈郡大子町相川・あいかわ

　　３１９-３５４１・茨城県久慈郡大子町浅川・あさかわ

　　３１９-３５３８・茨城県久慈郡大子町芦野倉・あしのくら

　　３１９-３５５１・茨城県久慈郡大子町池田・いけだ

　　３１９-３５１５・茨城県久慈郡大子町内大野・うちおおの

　　３１９-３５３１・茨城県久慈郡大子町上岡・うわおか

　　３１９-３３６６・茨城県久慈郡大子町大沢・おおさわ

　　３１９-３５１３・茨城県久慈郡大子町大生瀬・おおなませ

　　３１９-３５３５・茨城県久慈郡大子町上金沢・かみかねさわ

　　３１９-３７０３・茨城県久慈郡大子町上郷・かみごう

　　３１９-３７０４・茨城県久慈郡大子町上野宮・かみのみや

　　３１９-３５５６・茨城県久慈郡大子町川山・かわやま

　　３１９-３５２１・茨城県久慈郡大子町北田気・きたたげ

　　３１９-３３６３・茨城県久慈郡大子町北富田・きたとみた

　　３１９-３７０１・茨城県久慈郡大子町北吉沢・きたよしざわ

　　３１９-３５２２・茨城県久慈郡大子町久野瀬・くのせ

　　３１９-３５１２・茨城県久慈郡大子町小生瀬・こなませ

　　３１９-３３６１・茨城県久慈郡大子町頃藤・ころふじ

　　３１９-３３６２・茨城県久慈郡大子町西金・さいがね

　　３１９-３５４３・茨城県久慈郡大子町左貫・さぬき

　　３１９-３５３３・茨城県久慈郡大子町下金沢・しもかねさわ

　　３１９-３５２４・茨城県久慈郡大子町下津原・しもつはら

　　３１９-３５５５・茨城県久慈郡大子町下野宮・しものみや

　　３１９-３５１４・茨城県久慈郡大子町外大野・そとおおの

　　３１９-３５２６・茨城県久慈郡大子町大子・だいご

　　３１９-３５１１・茨城県久慈郡大子町高柴・たかしはﾞ

　　３１９-３５５４・茨城県久慈郡大子町高田・たかだ

　　３１９-３５３６・茨城県久慈郡大子町田野沢・たのさわ

　　３１９-３３６５・茨城県久慈郡大子町栃原・とちはら

　　３１９-３７０５・茨城県久慈郡大子町中郷・なかごう

　　３１９-３５４２・茨城県久慈郡大子町初原・はつはﾞら

　　３１９-３５３７・茨城県久慈郡大子町塙・はなわ

　　３１９-３５２３・茨城県久慈郡大子町袋田・ふくろだ

　　３１９-３５４４・茨城県久慈郡大子町槇野地・まぎのち

　　３１９-３７０２・茨城県久慈郡大子町町付・まちつき

　　３１９-３５２５・茨城県久慈郡大子町南田気・みなみたげ

　　３１９-３５５３・茨城県久慈郡大子町冥賀・みようが

　　３１９-３３６４・茨城県久慈郡大子町盛金・もりがね

　　３１９-３５５２・茨城県久慈郡大子町矢田・やだ

　　３１９-３５３２・茨城県久慈郡大子町山田・やまだ

　　３００-０４００・茨城県稲敷郡美浦村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-０４２４・茨城県稲敷郡美浦村受領・ うけりよう

　　３００-０４０９・茨城県稲敷郡美浦村牛込・ うしごめ

　　３００-０４２２・茨城県稲敷郡美浦村大須賀津・ おおすかつﾞ

　　３００-０４１１・茨城県稲敷郡美浦村太田・ おおた

　　３００-０４１６・茨城県稲敷郡美浦村大塚・ おおつか

　　３００-０４１３・茨城県稲敷郡美浦村大谷・ おおや

　　３００-０４０２・茨城県稲敷郡美浦村大山・ おおやま

　　３００-０４２５・茨城県稲敷郡美浦村興津・ おきつ

　　３００-０４３３・茨城県稲敷郡美浦村木・ き

　　３００-０４２１・茨城県稲敷郡美浦村木原・ きはら

　　３００-０４２０・茨城県稲敷郡美浦村郷中・ ごうなか

　　３００-０４１９・茨城県稲敷郡美浦村山王・ さんのう

　　３００-０４１４・茨城県稲敷郡美浦村信太・ しだ

　　３００-０４３２・茨城県稲敷郡美浦村定光・ じようこう

　　３００-０４０４・茨城県稲敷郡美浦村土浦・ つちうら

　　３００-０４２６・茨城県稲敷郡美浦村土屋・ つちや

　　３００-０４３５・茨城県稲敷郡美浦村中野内・ なかのうち

　　３００-０４０８・茨城県稲敷郡美浦村根火・ ねび

　　３００-０４３６・茨城県稲敷郡美浦村根本・ ねもと

　　３００-０４１８・茨城県稲敷郡美浦村花見塚・ はなみつﾞか

　　３００-０４２７・茨城県稲敷郡美浦村布佐・ ふさ

　　３００-０４２８・茨城県稲敷郡美浦村舟子・ ふなこ

　　３００-０４３４・茨城県稲敷郡美浦村堀田・ ほつた

　　３００-０４０１・茨城県稲敷郡美浦村馬掛・ まがき

　　３００-０４０５・茨城県稲敷郡美浦村間野・ まの

　　３００-０４０３・茨城県稲敷郡美浦村馬見山・ まみやま

　　３００-０４１５・茨城県稲敷郡美浦村美駒・ みこま



　　３００-０４１０・茨城県稲敷郡美浦村みどり台・ みどりだい

　　３００-０４３７・茨城県稲敷郡美浦村見晴・ みはる

　　３００-０４１２・茨城県稲敷郡美浦村宮地・ みやじ

　　３００-０４３１・"茨城県稲敷郡美浦村, 本橋"・もとはじ

　　３００-０４２３・茨城県稲敷郡美浦村茂呂・ もろ

　　３００-０４０７・茨城県稲敷郡美浦村八井田・ やいた

　　３００-０４１７・茨城県稲敷郡美浦村谷中・ やなか

　　３００-０４０６・茨城県稲敷郡美浦村山内・ やまうち

　　３００-０３００・茨城県稲敷郡阿見町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-０３０１・茨城県稲敷郡阿見町青宿・あおやど

　　３００-０３０６・茨城県稲敷郡阿見町曙・あけほﾞの

　　３００-０３３１・茨城県稲敷郡阿見町阿見・あみ

　　３００-１１５１・茨城県稲敷郡阿見町荒川沖・あらかわおき

　　３００-１１５２・茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷・あらかわほんごう

　　３００-０３２４・茨城県稲敷郡阿見町飯倉・いいぐら

　　３００-０３１３・茨城県稲敷郡阿見町石川・いしかわ

　　３００-０３４１・茨城県稲敷郡阿見町うずら野・うずらの

　　３００-０３２３・茨城県稲敷郡阿見町大形・おおがた

　　３００-０３０３・茨城県稲敷郡阿見町大室・おおむろ

　　３００-０３３５・茨城県稲敷郡阿見町岡崎・おかざき

　　３００-０３１４・茨城県稲敷郡阿見町追原・おつはﾟら

　　３００-０３０４・茨城県稲敷郡阿見町掛馬・かけうま

　　３００-０３１５・茨城県稲敷郡阿見町香澄の里・かすみのさと

　　３００-１１５４・茨城県稲敷郡阿見町上長・かみなが

　　３００-０３２２・茨城県稲敷郡阿見町君島・きみじま

　　３００-１１５７・茨城県稲敷郡阿見町小池・こいけ

　　３００-０３１１・茨城県稲敷郡阿見町島津・しまつﾞ

　　３００-１１５３・茨城県稲敷郡阿見町実穀・じつこく

　　３００-０３２５・茨城県稲敷郡阿見町上条・じようじよう

　　３００-０３３４・茨城県稲敷郡阿見町鈴木・すずき

　　３００-１１５８・茨城県稲敷郡阿見町住吉・すみよじ

　　３００-０３０５・茨城県稲敷郡阿見町竹来・たかく

　　３００-０３３２・茨城県稲敷郡阿見町中央・ちゆうおう

　　３００-０３３７・茨城県稲敷郡阿見町中郷・なかごう

　　３００-０３１２・茨城県稲敷郡阿見町南平台・なんへﾟいだい

　　３００-０３３６・茨城県稲敷郡阿見町西郷・にしごう

　　３００-０３０２・茨城県稲敷郡阿見町廻戸・はさまど

　　３００-０３２１・茨城県稲敷郡阿見町塙・はなわ

　　３００-１１５６・茨城県稲敷郡阿見町福田・ふくだ

　　３００-０３２６・茨城県稲敷郡阿見町星の里・ほしのさと

　　３００-１１５９・茨城県稲敷郡阿見町本郷・ほんごう

　　３００-１１５５・茨城県稲敷郡阿見町吉原・よしわら

　　３００-１１６１・茨城県稲敷郡阿見町よしわら・よしわら

　　３００-０３３３・茨城県稲敷郡阿見町若栗・わかぐり

　　３００-１３００・茨城県稲敷郡河内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-１４０４・茨城県稲敷郡河内町片巻・かたまき

　　３００-１４０３・茨城県稲敷郡河内町金江津・かなえつ

　　３００-１３２４・茨城県稲敷郡河内町源清田・げんせいだ

　　３００-１３３２・茨城県稲敷郡河内町幸谷・こうや

　　３００-１３２２・茨城県稲敷郡河内町古河林・こがはﾞやじ

　　３００-１３３４・茨城県稲敷郡河内町小林町歩・こはﾞやしちようぶ

　　３００-１３２７・茨城県稲敷郡河内町猿島・さしま

　　３００-１４０６・茨城県稲敷郡河内町下加納・しもかのう

　　３００-１３１４・茨城県稲敷郡河内町下町歩・しもちようぶ

　　３００-１４０１・茨城県稲敷郡河内町十三間戸・じゆうさんまど

　　３００-１３１５・茨城県稲敷郡河内町十里・じゆうり

　　３００-１３１１・茨城県稲敷郡河内町庄布川・しようぶかわ

　　３００-１３３３・茨城県稲敷郡河内町角崎町歩・すみざきちようぶ

　　３００-１３３６・茨城県稲敷郡河内町大徳鍋子新田・だいとくなべこしんでん

　　３００-１３１３・茨城県稲敷郡河内町田川（４９０５－１）・たがわ(４９０５-１)

　　３００-１４０５・茨城県稲敷郡河内町田川（その他）・たがわ(そのた)

　　３００-１３２３・茨城県稲敷郡河内町手栗・てぐり

　　３００-１３１２・茨城県稲敷郡河内町長竿・ながさお

　　３００-１３２１・茨城県稲敷郡河内町羽子騎・はねき

　　３００-１４０２・茨城県稲敷郡河内町平川・ひらかわ

　　３００-１３１６・茨城県稲敷郡河内町布鎌・ふかま

　　３００-１３２５・茨城県稲敷郡河内町平三郎・へいざぶろう

　　３００-１３３１・茨城県稲敷郡河内町生板・まないた

　　３００-１３３５・茨城県稲敷郡河内町生板鍋子新田・まないたなべこしんでん

　　３００-１３２６・茨城県稲敷郡河内町宮淵・みやぶち



　　３００-１３３７・茨城県稲敷郡河内町竜ケ崎町歩・りゆうがさきちようぶ

　　３００-３５００・茨城県結城郡八千代町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-３５５５・茨城県結城郡八千代町芦ケ谷・あしがや

　　３００-３５５６・茨城県結城郡八千代町芦ケ谷新田・あしがやしんでん

　　３００-３５１９・茨城県結城郡八千代町新井・あらい

　　３００-３５３５・茨城県結城郡八千代町粟野・あわの

　　３００-３５６２・茨城県結城郡八千代町磯・いそ

　　３００-３５３１・茨城県結城郡八千代町今里・いまざと

　　３００-３５１４・茨城県結城郡八千代町大里・おおさと

　　３００-３５３４・茨城県結城郡八千代町太田・おおた

　　３００-３５７１・茨城県結城郡八千代町大戸新田・おおどしんでん

　　３００-３５５２・茨城県結城郡八千代町大間木・おおまぎ

　　３００-３５１５・茨城県結城郡八千代町大渡戸・おおわだど

　　３００-３５５４・茨城県結城郡八千代町尾崎・おさき

　　３００-３５２６・茨城県結城郡八千代町貝谷・かいや

　　３００-３５０３・茨城県結城郡八千代町粕礼・かすれい

　　３００-３５３３・茨城県結城郡八千代町片角・かたかく

　　３００-３５３７・茨城県結城郡八千代町苅橋・かりはじ

　　３００-３５２１・茨城県結城郡八千代町川尻・かわじり

　　３００-３５１３・茨城県結城郡八千代町久下田・くげた

　　３００-３５５１・茨城県結城郡八千代町栗山・くりやま

　　３００-３５１２・茨城県結城郡八千代町小屋・こや

　　３００-３５０５・茨城県結城郡八千代町佐野・さの

　　３００-３５０１・茨城県結城郡八千代町塩本・しおもと

　　３００-３５０２・茨城県結城郡八千代町下山川・しもやまかわ

　　３００-３５４１・茨城県結城郡八千代町新地・しんち

　　３００-３５４３・茨城県結城郡八千代町新地新田・しんちしんでん

　　３００-３５７２・茨城県結城郡八千代町菅谷・すげのや

　　３００-３５１１・茨城県結城郡八千代町瀬戸井・せとい

　　３００-３５１６・茨城県結城郡八千代町高崎・たかさき

　　３００-３５１７・茨城県結城郡八千代町坪井・つほﾞい

　　３００-３５３６・茨城県結城郡八千代町中野・なかの

　　３００-３５０６・茨城県結城郡八千代町成田・なりた

　　３００-３５３９・茨城県結城郡八千代町仁江戸・にえど

　　３００-３５０４・茨城県結城郡八千代町西大山・にしおおやま

　　３００-３５２５・茨城県結城郡八千代町沼森・ぬまもり

　　３００-３５１８・茨城県結城郡八千代町野爪・のつめ

　　３００-３５２３・茨城県結城郡八千代町八町・はつちよう

　　３００-３５３８・茨城県結城郡八千代町東大山・ひがしおおやま

　　３００-３５２７・茨城県結城郡八千代町東原・ひがしはら

　　３００-３５４５・茨城県結城郡八千代町東蕗田・ひがしふきだ

　　３００-３５２４・茨城県結城郡八千代町兵庫・ひようご

　　３００-３５６１・茨城県結城郡八千代町平塚・ひらつか

　　３００-３５５３・茨城県結城郡八千代町蕗田・ふきだ

　　３００-３５４２・茨城県結城郡八千代町福岡・ふくおか

　　３００-３５２２・茨城県結城郡八千代町袋・ふくろ

　　３００-３５３２・茨城県結城郡八千代町本郷・ほんごう

　　３００-３５６５・茨城県結城郡八千代町松本・まつもと

　　３００-３５６４・茨城県結城郡八千代町水口・みのくち

　　３００-３５６３・茨城県結城郡八千代町村貫・むらぬき

　　３００-３５４４・茨城県結城郡八千代町若・わか

　　３０６-０３００・茨城県猿島郡五霞町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０６-０３０３・茨城県猿島郡五霞町江川・えがわ

　　３０６-０３１１・茨城県猿島郡五霞町大福田・おおふくだ

　　３０６-０３１４・茨城県猿島郡五霞町川妻・かわつま

　　３０６-０３０４・茨城県猿島郡五霞町幸主・こうしゆ

　　３０６-０３０８・茨城県猿島郡五霞町ごかみらい・ごかみらい

　　３０６-０３１５・茨城県猿島郡五霞町小手指・こてさじ

　　３０６-０３０７・茨城県猿島郡五霞町小福田・こふくだ

　　３０６-０３０２・茨城県猿島郡五霞町山王・さんのう

　　３０６-０３０１・茨城県猿島郡五霞町山王山・さんのうやま

　　３０６-０３１６・茨城県猿島郡五霞町釈迦・しやか

　　３０６-０３１２・茨城県猿島郡五霞町新幸谷・しんこうや

　　３０６-０３０６・茨城県猿島郡五霞町原宿台・はらじゆくだい

　　３０６-０３０５・茨城県猿島郡五霞町冬木・ふゆぎ

　　３０６-０３１７・茨城県猿島郡五霞町前林・まえはﾞやじ

　　３０６-０３１３・茨城県猿島郡五霞町元栗橋・もとくりはじ

　　３０６-０４００・茨城県猿島郡境町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３０６-０４３３・茨城県猿島郡境町境町の次に番地がくる場合・さかいまち

　　３０６-０４２２・茨城県猿島郡境町一ノ谷・いちのや



　　３０６-０４０７・茨城県猿島郡境町稲尾・いなお

　　３０６-０４１４・茨城県猿島郡境町内門・うちかど

　　３０６-０４２７・茨城県猿島郡境町浦向・うらむこう

　　３０６-０４２６・茨城県猿島郡境町金岡・かねおか

　　３０６-０４３４・茨城県猿島郡境町上小橋・かみこはﾞじ

　　３０６-０４２４・茨城県猿島郡境町桐ケ作・きりがさく

　　３０６-０４１２・茨城県猿島郡境町栗山・くりやま

　　３０６-０４０２・茨城県猿島郡境町猿山・さるやま

　　３０６-０４０１・茨城県猿島郡境町志鳥・しとり

　　３０６-０４１１・茨城県猿島郡境町下砂井・しもいさごい

　　３０６-０４３２・茨城県猿島郡境町下小橋・しもこはﾞじ

　　３０６-０４０３・茨城県猿島郡境町蛇池・じやいけ

　　３０６-０４２１・茨城県猿島郡境町染谷・そめや

　　３０６-０４０５・茨城県猿島郡境町塚崎・つかざき

　　３０６-０４０４・茨城県猿島郡境町長井戸・ながいど

　　３０６-０４３１・茨城県猿島郡境町西泉田・にしいずみだ

　　３０６-０４２５・茨城県猿島郡境町新田戸・につたど

　　３０６-０４１６・茨城県猿島郡境町伏木・ふせぎ

　　３０６-０４２３・茨城県猿島郡境町百戸・もど

　　３０６-０４１３・茨城県猿島郡境町山崎・やまざき

　　３０６-０４３５・茨城県猿島郡境町陽光台・ようこうだい

　　３０６-０４０６・茨城県猿島郡境町横塚・よこつか

　　３０６-０４１７・茨城県猿島郡境町若林・わかはﾞやじ

　　３０６-０４１５・茨城県猿島郡境町大歩・わご

　　３００-１６００・茨城県北相馬郡利根町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３００-１６０３・茨城県北相馬郡利根町奥山・おくやま

　　３００-１６３４・茨城県北相馬郡利根町押付新田・おしつけしんでん

　　３００-１６０２・茨城県北相馬郡利根町押戸・おしど

　　３００-１６１２・茨城県北相馬郡利根町加納新田・かのうしんでん

　　３００-１６３５・茨城県北相馬郡利根町上曽根・かみぞね

　　３００-１６２６・茨城県北相馬郡利根町四季の丘・しきのおか

　　３００-１６３３・茨城県北相馬郡利根町下井・しもい

　　３００-１６３２・茨城県北相馬郡利根町下曽根・しもぞね

　　３００-１６１１・茨城県北相馬郡利根町惣新田・そうしんでん

　　３００-１６０５・茨城県北相馬郡利根町大平・だいへい

　　３００-１６０１・茨城県北相馬郡利根町大房・だいほﾞう

　　３００-１６１６・茨城県北相馬郡利根町立木・たつぎ

　　３００-１６１４・茨城県北相馬郡利根町立崎・たつざき

　　３００-１６２４・茨城県北相馬郡利根町中田切・なかたぎり

　　３００-１６１５・茨城県北相馬郡利根町中谷・なかや

　　３００-１６２３・茨城県北相馬郡利根町八幡台・はちまんだい

　　３００-１６２５・茨城県北相馬郡利根町羽中・はなか

　　３００-１６３６・茨城県北相馬郡利根町羽根野・はねの

　　３００-１６３１・茨城県北相馬郡利根町早尾・はやお

　　３００-１６１３・茨城県北相馬郡利根町東奥山新田・ひがしおくやましんでん

　　３００-１６２２・茨城県北相馬郡利根町布川・ふかわ

　　３００-１６２１・茨城県北相馬郡利根町福木・ふくのき

　　３００-１６０６・茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台・もえぎのだい

　　３００-１６０４・茨城県北相馬郡利根町横須賀・よこすか

　　９２０-００００・石川県金沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２０-０９０７・石川県金沢市青草町・あおくさまち

　　９２０-１３２２・石川県金沢市相合谷町・あおだにまち

　　９２０-０９２６・石川県金沢市暁町・あかつきまち

　　９２０-０３５３・石川県金沢市赤土町・あかつちまち

　　９２０-０１１１・石川県金沢市浅丘町・あさおかまち

　　９２０-１１３２・石川県金沢市朝加屋町・あさかやまち

　　９２０-１１４５・石川県金沢市浅川町・あさかわまち

　　９２０-１１５８・石川県金沢市朝霧台・あさぎりだい

　　９２０-０８４１・石川県金沢市浅野本町・あさのほんまち

　　９２０-０１２６・石川県金沢市朝日牧町・あさひまきまち

　　９２０-０９４１・石川県金沢市旭町・あさひまち

　　９２０-１１０７・石川県金沢市小豆沢町・あずきざわまち

　　９２０-０９９６・石川県金沢市油車・あぶらぐるま

　　９２０-１３３１・石川県金沢市天池町・あまいけまち

　　９２０-３１２４・石川県金沢市荒屋・あらや

　　９２０-３１２５・石川県金沢市荒屋町・あらやまち

　　９２０-１１０１・石川県金沢市荒山町・あらやままち

　　９２１-８１６１・石川県金沢市有松・ありまつ

　　９２０-０２２６・石川県金沢市粟崎町・あわがさきまち

　　９２０-０２２７・石川県金沢市粟崎浜町・あわがさきはままち



　　９２０-０９８３・石川県金沢市池田町一番丁・いけだまち１はﾞんちよう

　　９２０-０９８４・石川県金沢市池田町二番丁・いけだまち２はﾞんちよう

　　９２０-０９８５・石川県金沢市池田町三番丁・いけだまち３はﾞんちよう

　　９２０-０９８６・石川県金沢市池田町四番丁・いけだまち４はﾞんちよう

　　９２０-０９８７・石川県金沢市池田町立丁・いけだまちたてちよう

　　９２０-１１１５・石川県金沢市石黒町・いしぐろまち

　　９２０-０９３５・石川県金沢市石引・いしびき

　　９２１-８０４１・石川県金沢市泉・いずみ

　　９２１-８０３５・石川県金沢市泉が丘・いずみがおか

　　９２１-８１１６・石川県金沢市泉野出町・いずみのでまち

　　９２１-８０３４・石川県金沢市泉野町・いずみのまち

　　９２１-８０４２・石川県金沢市泉本町・いずみほんまち

　　９２０-００５６・石川県金沢市出雲町・いずもまち

　　９２０-００１２・石川県金沢市磯部町・いそべまち

　　９２０-１１１６・石川県金沢市板ケ谷町・いたがやまち

　　９２０-０１４５・石川県金沢市市瀬町・いちのせまち

　　９２１-８０１４・石川県金沢市糸田・いとだ

　　９２１-８０２６・石川県金沢市糸田新町・いとだしんまち

　　９２０-０３７８・石川県金沢市いなほ・いなほ

　　９２０-０９９４・石川県金沢市茨木町・いはﾞらぎちよう

　　９２０-０１２５・石川県金沢市今泉町・いまいずみまち

　　９２０-０００８・石川県金沢市今昭町・いましようまち

　　９２０-０１０６・石川県金沢市今町・いままち

　　９２１-８０１１・石川県金沢市入江・いりえ

　　９２０-０１７１・石川県金沢市岩出町・いわでまち

　　９２０-０９４３・石川県金沢市上野本町・うえのほんまち

　　９２０-１１１３・石川県金沢市上山町・うえやままち

　　９２０-１１１１・石川県金沢市魚帰町・うおがえりまち

　　９２０-０８３７・石川県金沢市鶯町・うぐいすまち

　　９２０-０８３２・石川県金沢市卯辰町・うたつまち

　　９２０-１１４９・石川県金沢市打尾町・うちおまち

　　９２０-０３７７・石川県金沢市打木町・うつぎまち

　　９２０-０３４３・石川県金沢市畝田中・うねだなか

　　９２０-０３４２・石川県金沢市畝田町・うねだまち

　　９２０-０３４４・石川県金沢市畝田東・うねだひがじ

　　９２０-０３４２・石川県金沢市畝田西・うねだにじ

　　９２０-３１１１・石川県金沢市梅田町・うめだまち

　　９２０-０９７１・石川県金沢市鱗町・うろこまち

　　９２０-０１２２・石川県金沢市上平町・うわだいらまち

　　９２０-１３０１・石川県金沢市永安町・えいあんちよう

　　９２０-００２７・石川県金沢市駅西新町・えきにししんまち

　　９２０-００２５・石川県金沢市駅西本町・えきにしほんまち

　　９２０-０９７３・石川県金沢市枝町・えだまち

　　９２０-０１１２・石川県金沢市榎尾町・えのきおまち

　　９２１-８１７３・石川県金沢市円光寺・えんこうじ

　　９２１-８１７６・石川県金沢市円光寺本町・えんこうじほんまち

　　９２０-０１６２・石川県金沢市小池町・おいけまち

　　９２０-０９２７・石川県金沢市扇町・おうぎまち

　　９２０-０２０５・石川県金沢市大浦町・おおうらまち

　　９２１-８０４５・石川県金沢市大桑・おおくわ

　　９２０-０９４５・石川県金沢市大桑新町・おおくわしんまち

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ア)、・おおくわまち(あ)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（イ)・おおくわまち(い)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ヰ)・おおくわまち(い)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ウ)・おおくわまち(う)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（上野)・おおくわまちうえの)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ヲ)・おおくわまち(お)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（オ乙)・おおくわまち(おおつ)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（鐘搗山)・おおくわまち(かねつきやま)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（上川原)・おおくわまち(かみかわら)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（上猫下)、・おおくわまち(かみねこした)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ク)・(く)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ケ)・(け)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（御所谷)・(ごしよがだに)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（小寺山)・(こでらやま)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（シ)・(し)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（下上野)・(しもうえの)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（下西欠)・(しもにしがけ)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（平)・(だいら)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（チ)・(ち)



　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ツ乙)・(つおつ)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ツ丙)・(つへい)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（テ)・(て)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ト)・(と)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（中上野)・(なかうえの)､

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（中尾山)・(なかおやま)､

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（中平)・(なかだいら)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（中ノ大平)・(なかのおおひら)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（西ノ山)・(にしのやま)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（猫シタイ)・(､ねこのしたい)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ノ)・(の)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ハ)・(は)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（開)・(ひらき)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（法師山)、・(ほうしやま)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（坊山)、・(ほﾞうやま)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（マ)、・(ま)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（鱒川淵)、・(ますかわぶち)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ム)、・(む)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（元末)、・(もとすえ)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（元涌波庚)、・(もとわくなみこう)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ヤ)、・(や)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（リ)、・(り)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ル)、・(ル)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（レ乙)、・(れおつ)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（レ甲）・(れこう)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ロ乙）・(ろおつ､)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（ロ甲）・(ろこう)

　　９２１-８０４６・石川県金沢市大桑町（和）・(わ)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（カ)・おおくわまち(か)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（コ)・おおくわまち(こ)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（サ乙)・おおくわまち(さおつ)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（サ甲)・おおくわまち(さこう)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（ソ)・おおくわまち(そ)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（タ)・おおくわまち(た)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（ツ甲)・おおくわまち(つこう)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（ナ)・おおくわまち(な)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（メ)・おおくわまち(ゆ)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（ユ)・おおくわまち(め)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（ヨ)・おおくわまち(よ)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（ラ）・(ら)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（ワ）・(わ)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（穴欠）・(あながけ)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（穴淵欠）・(あなぶちがけ)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（子）・(ね)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（庚）・(こう)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（葭島）・(よしじま)

　　９２０-０９４６・石川県金沢市大桑町（下葭島欠）・(しもよしじまがけ)

　　９２０-０９１２・石川県金沢市大手町・おおてまち

　　９２０-８２０５・石川県金沢市大友・おおとも

　　９２０-８２２２・石川県金沢市大友町・おおともまち

　　９２１-８１４７・石川県金沢市大額・おおぬか

　　９２１-８１４３・石川県金沢市大額町・おおぬかまち

　　９２０-０２３１・石川県金沢市大野町（ソ）・おおのまち(そ)

　　９２０-０２３１・石川県金沢市大野町（タ）・おおのまち(た)

　　９２０-０２３１・石川県金沢市大野町（ヌ）・おおのまち(ぬ)

　　９２０-０２３１・石川県金沢市大野町（ヨ）・おおのまち(よ)

　　９２０-０２３１・石川県金沢市大野町（レ）・おおのまち(れ)

　　９２０-０３３１・石川県金沢市大野町（その他）・おおのまち(そのた)

　　９２０-０２２５・石川県金沢市大野町新町・おおのまちしんまち

　　９２０-３１２１・石川県金沢市大場町・おおはﾞまち

　　９２０-０８１８・石川県金沢市大樋町・おおひまち

　　９２０-１３３５・石川県金沢市大平沢町・おおひらそうまち

　　９２０-００１３・石川県金沢市沖町・おきまち

　　９２０-１１０１・石川県金沢市奥新保町・おくしんほﾞまち

　　９２０-０２１０・石川県金沢市大河端西・おこはﾞたにじ

　　９２０-０２１３・石川県金沢市大河端町・おこはﾞたまち

　　９２１-８０５６・石川県金沢市押野・おしの

　　９２０-１３２４・石川県金沢市鴛原町・おしはらまち

　　９２０-０８０７・石川県金沢市乙丸町・おとまるまち

　　９２０-１３４３・石川県金沢市小原町・おはらまち



　　９２０-１１１１・石川県金沢市大菱池町・おびしけまち

　　９２０-０９１８・石川県金沢市尾山町・おやままち

　　９２０-１１１２・石川県金沢市折谷町・おりたにまち

　　９２０-０９０２・石川県金沢市尾張町・おわりちよう

　　９２０-０１１４・石川県金沢市加賀朝日町・かがあさひまち

　　９２０-０２０８・石川県金沢市蚊爪町・かがつめまち

　　９２０-０９９９・石川県金沢市柿木畠・かきのきはﾞたけ

　　９２０-１１６３・石川県金沢市角間新町・かくましんまち

　　９２０-１１６４・石川県金沢市角間町・かくままち

　　９２０-０８５１・石川県金沢市笠市町・かさいちまち

　　９２０-０９６５・石川県金沢市笠舞・かさまい

　　９２０-０９４７・石川県金沢市笠舞本町・かさまいほんまち

　　９２０-１３３２・石川県金沢市樫見町・かしみまち

　　９２０-０９０８・石川県金沢市主計町・かずえまち

　　９２０-０８１７・石川県金沢市春日町・かすがまち

　　９２０-０１６４・石川県金沢市堅田町・かたたまち

　　９２０-０２１９・石川県金沢市かたつ・かたつ

　　９２０-０９８１・石川県金沢市片町・かたまち

　　９２０-０３３４・石川県金沢市桂町・かつらまち

　　９２０-３１３４・石川県金沢市金市町・かないちまち

　　９２０-０３１０・石川県金沢市金石相生町・かないわあいおいちよう

　　９２０-０３２２・石川県金沢市金石今町・かないわいままち

　　９２０-０３１４・石川県金沢市金石御船町・かないわおふねまち

　　９２０-０３２１・石川県金沢市金石海禅寺町・かないわかいぜんじまち

　　９２０-０３１９・石川県金沢市金石上越前町・かないわかみえちぜんまち

　　９２０-０３１１・石川県金沢市金石上浜町・かないわかみはままち

　　９２０-０３３８・石川県金沢市金石北・かないわきた

　　９２０-０３１５・石川県金沢市金石下寺町・かないわしもでらまち

　　９２０-０３１７・石川県金沢市金石下本町・かないわしもほんまち

　　９２０-０３３０・石川県金沢市金石新町・かないわしんちよう

　　９２０-０３１６・石川県金沢市金石通町・かないわとおりまち

　　９２０-０３３７・石川県金沢市金石西・かないわにじ

　　９２０-０３１３・石川県金沢市金石浜町・かないわはままち

　　９２０-０３３５・石川県金沢市金石東・かないわひがじ

　　９２０-０３３６・石川県金沢市金石本町・かないわほんまち

　　９２０-０３１２・石川県金沢市金石松前町・かないわまつまえまち

　　９２０-０３１８・石川県金沢市金石味噌屋町・かないわみそやちよう

　　９２０-１１４８・石川県金沢市金川町・かながわまち

　　９２１-８０６５・石川県金沢市上荒屋・かみあらや

　　９２０-０９０５・石川県金沢市上近江町・かみおうみちよう

　　９２０-０９９２・石川県金沢市上柿木畠・かみかきのきはﾞたけ

　　９２０-１３０４・石川県金沢市上辰巳町・かみたつみまち

　　９２０-０８６９・石川県金沢市上堤町・かみつつみちよう

　　９２０-１１４６・石川県金沢市上中町・かみなかまち

　　９２０-０３６８・石川県金沢市神野・かみの

　　９２０-０３６５・石川県金沢市神野町・かみのまち

　　９２０-０３７０・石川県金沢市上安原・かみやすはら

　　９２０-０３７４・石川県金沢市上安原町・かみやすはらまち

　　９２０-０３７４・石川県金沢市上安原南・かみやすはらみなみ

　　９２０-０８０１・石川県金沢市神谷内町・かみやちまち

　　９２０-１１６６・石川県金沢市上若松町・かみわかまつまち

　　９２０-０１７５・石川県金沢市上涌波町・かみわくなみまち

　　９２０-０９７４・石川県金沢市川岸町・かわぎしまち

　　９２０-０１７２・石川県金沢市河原市町・かわらいちまち

　　９２１-８０２７・石川県金沢市神田・かんだ

　　９２０-０３５２・石川県金沢市観音堂町・かんのんどうまち

　　９２０-０８３８・石川県金沢市観音町・かんのんまち

　　９２０-１１２５・石川県金沢市上原町・かんはﾞらまち

　　９２０-３１１２・石川県金沢市観法寺町・かんほﾟうじまち

　　９２０-０９６７・石川県金沢市菊川・きくがわ

　　９２０-０９８８・石川県金沢市木倉町・きぐらまち

　　９２０-０２０２・石川県金沢市木越・きごじ

　　９２０-０２０１・石川県金沢市木越町（瑞樹団地）・きごしまち(みずきだんち)

　　９２０-０２０３・石川県金沢市木越町（その他）・きごしまち(そのた)

　　９２０-０１０２・石川県金沢市岸川町・きしがわまち

　　９２０-０１４３・石川県金沢市北方町・きたがたまち

　　９２０-０１２８・石川県金沢市北千石町・きたせんごくまち

　　９２０-０３６７・石川県金沢市北塚町・きたつﾞかまち

　　９２０-０２０６・石川県金沢市北寺町・きたでらまち

　　９２０-１１３５・石川県金沢市北袋町・きたぶくろまち



　　９２０-００５５・石川県金沢市北町・きたまち

　　９２０-０２１２・石川県金沢市北間町・きたままち

　　９２０-３１１７・石川県金沢市北森本町・きたもりもとまち

　　９２０-００２２・石川県金沢市北安江・きたやすえ

　　９２０-００２３・石川県金沢市北安江町・きたやすえちよう

　　９２０-０８５８・石川県金沢市木ノ新保町・きのしんほﾞまち

　　９２０-０３３９・石川県金沢市木曳野・きびきの

　　９２０-０８４８・石川県金沢市京町・きようまち

　　９２１-８０３２・石川県金沢市清川町・きよかわまち

　　９２１-８１２２・石川県金沢市清瀬町・きよせまち

　　９２０-０１６３・石川県金沢市桐山町・きりやままち

　　９２０-１３３３・石川県金沢市国見町・くにみちよう

　　９２１-８１５１・石川県金沢市窪・くほﾞ

　　９２０-１３２６・石川県金沢市熊走町・くまはﾞしりまち

　　９２１-８１２４・石川県金沢市倉ケ嶽・くらがたけ

　　９２０-８２０３・石川県金沢市鞍月・くらつき

　　９２０-８２０１・石川県金沢市鞍月東・くらつきひがじ

　　９２０-０１５７・石川県金沢市車町・くるままち

　　９２１-８０５１・石川県金沢市黒田・くろだ

　　９２０-０９３６・石川県金沢市兼六町・けんろくまち

　　９２０-０９３１・石川県金沢市兼六元町・けんろくもとまち

　　９２０-０９６１・石川県金沢市香林坊・こうりんほﾞう

　　９２０-０８０５・石川県金沢市小金町・こがねまち

　　９２０-１１１４・石川県金沢市古郷町・こきようまち

　　９２０-８２２１・石川県金沢市御供田町・ごくでんまち

　　９２０-０８１１・石川県金沢市小坂町・こさかまち

　　９２０-０９３２・石川県金沢市小将町・こしようまち

　　９２０-０８１３・石川県金沢市御所町・ごしよまち

　　９２０-０９４２・石川県金沢市小立野・こだつの

　　９２０-０１２９・石川県金沢市琴坂町・ことさかまち

　　９２０-０１２１・石川県金沢市琴町・ことまち

　　９２０-３１０７・石川県金沢市湖南町・こなんまち

　　９２０-０８５２・石川県金沢市此花町・このはなまち

　　９２０-０１６８・石川県金沢市小野町・このまち

　　９２０-０８４４・石川県金沢市小橋町・こはﾞしまち

　　９２０-１１１１・石川県金沢市小菱池町・こびしけまち

　　９２０-０８２６・石川県金沢市小二又町・こふたまたまち

　　９２０-０３６２・石川県金沢市古府・こぶ

　　９２０-０３６２・石川県金沢市古府町・こぶまち

　　９２０-０３６２・石川県金沢市古府町（西）・こぶまち(にし)

　　９２０-０３６３・石川県金沢市古府町（南）・こぶまち(みなみ)

　　９２０-１３１３・石川県金沢市駒帰町・こまがえりまち

　　９２０-０１４４・石川県金沢市小嶺町・こみねまち

　　９２０-３１０３・石川県金沢市湖陽・こよう

　　９２０-０８３６・石川県金沢市子来町・こらいまち

　　９２０-０２２４・石川県金沢市五郎島町・ごろじままち

　　９２０-３１０１・石川県金沢市才田町・さいだまち

　　９２０-００２４・石川県金沢市西念・さいねん

　　９２０-００２６・石川県金沢市西念町・さいねんまち

　　９２０-０９２１・石川県金沢市材木町・ざいもくちよう

　　９２０-０９６８・石川県金沢市幸町・さいわいまち

　　９２０-０３５７・石川県金沢市佐奇森町・さきもりまち

　　９２０-００５７・石川県金沢市桜田町・さくらだまち

　　９２０-０９２３・石川県金沢市桜町・さくらまち

　　９２０-０９９８・石川県金沢市里見町・さとみちよう

　　９２０-００３４・石川県金沢市醒ケ井町・さめがいちよう

　　９２０-０８６１・石川県金沢市三社町・さんじやまち

　　９２１-８１３１・石川県金沢市三十苅町・さんじゆうがりまち

　　９２０-０８２１・石川県金沢市山王町・さんのうまち

　　９２０-０１６６・石川県金沢市四王寺町・しおうじまち

　　９２１-８１３５・石川県金沢市四十万・しじま

　　９２１-８１３２・石川県金沢市しじま台・しじまだい

　　９２１-８１３３・石川県金沢市四十万町・しじままち

　　９２０-０１１６・石川県金沢市地代町・じだいまち

　　９２０-０３４１・石川県金沢市寺中町・じちゆうまち

　　９２０-０９０６・石川県金沢市十間町・じつけんまち

　　９２０-１１２９・石川県金沢市芝原町・しはﾞはらまち

　　９２０-０１０４・石川県金沢市四坊高坂町・しほﾞうたかさかまち

　　９２０-０１０４・石川県金沢市四坊町・しほﾞうまち

　　９２０-０１３２・石川県金沢市清水谷町・しみずだにまち



　　９２０-１１０４・石川県金沢市清水町・しみずまち

　　９２０-００５８・石川県金沢市示野中町・しめのなかまち

　　９２０-００５９・石川県金沢市示野町・しめのまち

　　９２０-０９３９・石川県金沢市下石引町・しもいしびきまち

　　９２０-０９０４・石川県金沢市下近江町・しもおうみちよう

　　９２０-１３２３・石川県金沢市下鴛原町・しもおしはらまち

　　９２０-０９９１・石川県金沢市下柿木畠・しもかきのきはﾞたけ

　　９２０-０９１０・石川県金沢市下新町・しもしんちよう

　　９２０-１１２７・石川県金沢市下谷町・しもだにまち

　　９２０-０９１７・石川県金沢市下堤町・しもつつみちよう

　　９２０-０９９３・石川県金沢市下本多町・しもほんだまち

　　９２０-０９１６・石川県金沢市下松原町・しもまつはﾞらちよう

　　９２０-０３７１・石川県金沢市下安原町・しもやすはらまち

　　９２０-０１７６・石川県金沢市下涌波町・しもわくなみまち

　　９２１-８１０６・石川県金沢市十一屋町・じゆういちやまち

　　９２０-０９７６・石川県金沢市十三間町・じゆうさんげんまち

　　９２０-０９７７・石川県金沢市十三間町中丁・じゆうさんげんまちなかちよう

　　９２０-０８４６・石川県金沢市昌永町・しようえいまち

　　９２０-０９６６・石川県金沢市城南・じようなん

　　９２０-０１５４・石川県金沢市正部町・しようぶまち

　　９２０-１３２５・石川県金沢市城力町・じようりきまち

　　９２０-０８５６・石川県金沢市昭和町・しようわまち

　　９２１-８０２４・石川県金沢市白菊町・しらぎくちよう

　　９２０-１１２６・石川県金沢市白見町・しろみまち

　　９２１-８０１３・石川県金沢市新神田・しんかんだ

　　９２０-０８０６・石川県金沢市神宮寺・じんぐうじ

　　９２０-０８０３・石川県金沢市神宮寺町・じんぐうじまち

　　９２０-０９９５・石川県金沢市新竪町・しんたてまち

　　９２１-８０６２・石川県金沢市新保本・しんほﾞほん

　　９２０-１３４５・石川県金沢市新保町・しんほﾞまち

　　９２１-８００６・石川県金沢市進和町・しんわまち

　　９２０-０８３３・石川県金沢市末広町・すえひろまち

　　９２０-１３０２・石川県金沢市末町・すえまち

　　９２０-１３１１・石川県金沢市菅池町・すがいけまち

　　９２０-０９７２・石川県金沢市杉浦町・すぎうらまち

　　９２０-０２０７・石川県金沢市須崎町・すざきまち

　　９２０-０８５７・石川県金沢市折違町・すじかいまち

　　９２０-１１６１・石川県金沢市鈴見台・すずみだい

　　９２０-１１６２・石川県金沢市鈴見町・すずみまち

　　９２０-１１０１・石川県金沢市砂子坂町・すなござかまち

　　９２０-１３４４・石川県金沢市住吉町・すみよしまち

　　９２０-８２０２・石川県金沢市西都・せいと

　　９２０-０００２・石川県金沢市千木・せぎ

　　９２０-０００１・石川県金沢市千木町・せぎまち

　　９２０-１３１２・石川県金沢市瀬領町・せりようまち

　　９２０-０３５６・石川県金沢市専光寺町・せんこうじまち

　　９２０-０２０４・石川県金沢市千田町・せんだまち

　　９２１-８０２３・石川県金沢市千日町・せんにちまち

　　９２０-０１１５・石川県金沢市千杉町・せんのすぎまち

　　９２０-０９８２・石川県金沢市大工町・だいくまち

　　９２０-０９２４・石川県金沢市田井町・たいまち

　　９２０-１１５４・石川県金沢市太陽が丘・たいようがおか

　　９２０-１１４１・石川県金沢市平等本町・だいらほんまち

　　９２０-１３３４・石川県金沢市平町・たいらまち

　　９２０-００４６・石川県金沢市大和町・だいわまち

　　９２０-１１４３・石川県金沢市高池町・たかいけまち

　　９２１-８１５２・石川県金沢市高尾・たかお

　　９２０-０８６４・石川県金沢市高岡町・たかおかまち

　　９２１-８１５５・石川県金沢市高尾台・たかおだい

　　９２１-８１５３・石川県金沢市高尾町・たかおまち

　　９２１-８１５４・石川県金沢市高尾南・たかおみなみ

　　９２０-０１５５・石川県金沢市高坂町・たかさかまち

　　９２１-８００１・石川県金沢市高畠・たかはﾞたけ

　　９２０-０００５・石川県金沢市高柳町・たかやなぎまち

　　９２０-０９３４・石川県金沢市宝町・たからまち

　　９２０-１１５２・石川県金沢市田上・たがみ

　　９２０-１１５７・石川県金沢市田上さくら・たがみさくら

　　９２０-１１５３・石川県金沢市田上新町・たがみしんまち

　　９２０-１１５６・石川県金沢市田上の里・たがみのさと

　　９２０-１１５５・石川県金沢市田上本町・たがみほんまち



　　９２０-１１５１・石川県金沢市田上町・たがみまち

　　９２０-０１２３・石川県金沢市滝下町・たきしたまち

　　９２０-０１３７・石川県金沢市竹又町・たけまたまち

　　９２０-３１０２・石川県金沢市忠縄町・ただなわまち

　　９２０-０９５７・石川県金沢市舘町・たちまち

　　９２０-０９５６・石川県金沢市舘山町・たちやままち

　　９２０-１３０３・石川県金沢市辰巳町・たつみまち

　　９２０-０９９７・石川県金沢市竪町・たてまち

　　９２０-０００７・石川県金沢市田中町・たなかまち

　　９２０-１１０３・石川県金沢市田島町・たのしままち

　　９２０-０８６３・石川県金沢市玉川町・たまがわちよう

　　９２１-８００２・石川県金沢市玉鉾・たまほﾞこ

　　９２１-８００３・石川県金沢市玉鉾町・たまほﾞこまち

　　９２０-０１１３・石川県金沢市俵原町・たらわらまち

　　９２０-１１０８・石川県金沢市俵町・たわらまち

　　９２０-８２１７・石川県金沢市近岡町・ちかおかまち

　　９２０-１１３８・石川県金沢市茅原町・ちはらまち

　　９２０-０８６６・石川県金沢市中央通町・ちゆうおうどおりまち

　　９２０-１１４７・石川県金沢市銚子町・ちようしまち

　　９２０-３１１３・石川県金沢市塚崎町・つかざきまち

　　９２０-０１７８・石川県金沢市月浦町・つきうらまち

　　９２０-０１０５・石川県金沢市月影町・つきかげまち

　　９２０-０１３５・石川県金沢市土子原町・つちこはらまち

　　９２０-０９５５・石川県金沢市土清水・つちしみず

　　９２１-８１０３・石川県金沢市つつじが丘・つつじがおか

　　９２０-０１６１・石川県金沢市鞁筒町・つつﾞみどうまち

　　９２１-８１２３・石川県金沢市坪野町・つほﾞのまち

　　９２０-０８２５・石川県金沢市釣部町・つるべまち

　　９２１-８１７８・石川県金沢市寺地・てらじ

　　９２０-１３１５・石川県金沢市寺津町・てらつﾞまち

　　９２１-８０３３・石川県金沢市寺町・てらまち

　　９２０-０９２５・石川県金沢市天神町・てんじんまち

　　９２０-０９６３・石川県金沢市出羽町・でわまち

　　９２０-０８２４・石川県金沢市伝燈寺町・でんどうじまち

　　９２０-００６８・石川県金沢市戸板・といた

　　９２０-００６９・石川県金沢市戸板西・といたにじ

　　９２０-００６１・石川県金沢市問屋町・といやまち

　　９２１-８０１５・石川県金沢市東力・とうりき

　　９２１-８０１６・石川県金沢市東力町・とうりきまち

　　９２０-１１３３・石川県金沢市藤六町・とうろくまち

　　９２１-８１７１・石川県金沢市富樫・とがじ

　　９２０-０８３４・石川県金沢市常盤町・ときわまち

　　９２０-０１０１・石川県金沢市利屋町・とぎやまち

　　９２０-０９３８・石川県金沢市飛梅町・とびうめちよう

　　９２０-８２０４・石川県金沢市戸水・とみず

　　９２０-０２２３・石川県金沢市戸水町・とみずまち

　　９２０-１１０５・石川県金沢市戸室新保・とむろしんほﾞ

　　９２０-１１０６・石川県金沢市戸室別所・とむろべつしよ

　　９２０-０３７２・石川県金沢市豊穂町・とよほまち

　　９２０-８２１８・石川県金沢市直江北・なおえきた

　　９２０-８２１５・石川県金沢市直江西・なおえにじ

　　９２０-０１４１・石川県金沢市直江野町・なおえのまち

　　９２０-８２１３・石川県金沢市直江東・なおえひがじ

　　９２０-８２１６・石川県金沢市直江町・なおえまち

　　９２０-８２１４・石川県金沢市直江南・なおえみなみ

　　９２０-０１２４・石川県金沢市中尾町・なかおまち

　　９２０-０９７５・石川県金沢市中川除町・なかかわよけまち

　　９２０-１３３６・石川県金沢市中戸町・なかとまち

　　９２０-００３５・石川県金沢市中橋町・なかはﾞしまち

　　９２１-８０２２・石川県金沢市中村町・なかむらまち

　　９２０-０３８１・石川県金沢市中屋・なかや

　　９２０-０３７５・石川県金沢市中屋町・なかやまち

　　９２０-１１０９・石川県金沢市中山町・なかやままち

　　９２０-０３７９・石川県金沢市中屋南・なかやみなみ

　　９２１-８１１２・石川県金沢市長坂・ながさか

　　９２１-８１１５・石川県金沢市長坂台・ながさかだい

　　９２１-８１１４・石川県金沢市長坂町・ながさかまち

　　９２０-００４３・石川県金沢市長田・ながた

　　９２０-００４１・石川県金沢市長田本町・ながたほんまち

　　９２０-００４２・石川県金沢市長田町・ながたまち



　　９２０-０８６７・石川県金沢市長土塀・ながどへ

　　９２０-０８６５・石川県金沢市長町・ながまち

　　９２０-０１５１・石川県金沢市梨木町・なしのきまち

　　９２０-００２１・石川県金沢市七ツ屋町・ななつやまち

　　９２０-１１３７・石川県金沢市七曲町・ななまがりまち

　　９２０-０９２８・石川県金沢市並木町・なみきまち

　　９２０-０１５２・石川県金沢市鳴瀬元町・ならせもとまち

　　９２０-０８０４・石川県金沢市鳴和・なるわ

　　９２０-０８１５・石川県金沢市鳴和台・なるわだい

　　９２０-０８１４・石川県金沢市鳴和町・なるわまち

　　９２１-８０４３・石川県金沢市西泉・にしいずみ

　　９２０-１１３６・石川県金沢市西市瀬町・にしいちのせまち

　　９２１-８１０２・石川県金沢市西大桑町・にしおおくわまち

　　９２１-８０５４・石川県金沢市西金沢・にしかなざわ

　　９２１-８０５５・石川県金沢市西金沢新町・にしかなざわしんまち

　　９２０-０９５２・石川県金沢市錦町・にしきまち

　　９２０-０９１３・石川県金沢市西町三番丁・にしちよう３はﾞんちよう

　　９２０-０９１４・石川県金沢市西町四番丁・にしちよう４はﾞんちよう

　　９２０-０９１５・石川県金沢市西町藪ノ内通・にしちようやぶのうちどおり

　　９２０-００６７・石川県金沢市二宮町・にのみやまち

　　９２１-８１４６・石川県金沢市額乙丸町・ぬかおとまるまち

　　９２１-８１４８・石川県金沢市額新保・ぬかしんほﾞ

　　９２１-８１４９・石川県金沢市額新町・ぬかしんまち

　　９２１-８１４５・石川県金沢市額谷・ぬかだに

　　９２１-８１４４・石川県金沢市額谷町・ぬかだにまち

　　９２０-０１４２・石川県金沢市納年町・のうねんまち

　　９２１-８１０７・石川県金沢市野田・のだ

　　９２１-８１０４・石川県金沢市野田町・のだまち

　　９２１-８０３１・石川県金沢市野町・のまち

　　９２０-０９０３・石川県金沢市博労町・はﾞくろまち

　　９２０-０９１１・石川県金沢市橋場町・はしはﾞちよう

　　９２０-３１０６・石川県金沢市八田町・はつたまち

　　９２０-３１０４・石川県金沢市八田町東・はつたまちひがじ

　　９２０-３１０５・石川県金沢市八田町西・はつたまちにじ

　　９２０-０９５１・石川県金沢市花里町・はなざとまち

　　９２０-０１０３・石川県金沢市花園八幡町・はなぞのやわたまち

　　９２０-１１２８・石川県金沢市羽場町・ははﾞまち

　　９２１-８１４２・石川県金沢市光が丘・ひかりがおか

　　９２０-１１３１・石川県金沢市東荒屋町・ひがしあらやまち

　　９２０-１１３４・石川県金沢市東市瀬町・ひがしいちのせまち

　　９２０-０２０９・石川県金沢市東蚊爪町・ひがしかがつめまち

　　９２０-０９３３・石川県金沢市東兼六町・ひがしけんろくまち

　　９２０-０８２２・石川県金沢市東長江町・ひがしながえまち

　　９２０-０１３１・石川県金沢市東原町・ひがしはらまち

　　９２０-１１２１・石川県金沢市東町・ひがしまち

　　９２０-０８３５・石川県金沢市東御影町・ひがしみかげまち

　　９２０-０８３１・石川県金沢市東山・ひがしやま

　　９２０-０００３・石川県金沢市疋田・ひきだ

　　９２０-０００４・石川県金沢市疋田町・ひきだまち

　　９２０-０９０１・石川県金沢市彦三町・ひこそまち

　　９２１-８１６４・石川県金沢市久安・ひさやす

　　９２０-１１１１・石川県金沢市菱池小原町・ひしいけおはらまち

　　９２０-０８４５・石川県金沢市瓢箪町・ひようたんまち

　　９２０-００３３・石川県金沢市日吉町・ひよしまち

　　９２１-８１２１・石川県金沢市平栗・ひらぐり

　　９２０-００３１・石川県金沢市広岡・ひろおか

　　９２０-００３２・石川県金沢市広岡町・ひろおかまち

　　９２０-０９６２・石川県金沢市広坂・ひろさか

　　９２０-０１６５・石川県金沢市深谷町・ふかたにまち

　　９２０-０１６７・石川県金沢市福畠町・ふくはﾞたけまち

　　９２０-３１２６・石川県金沢市福久・ふくひさ

　　９２０-３１２２・石川県金沢市福久町・ふくひさまち

　　９２０-３１２３・石川県金沢市福久東・ふくひさひがじ

　　９２０-０３７６・石川県金沢市福増町・ふくますまち

　　９２０-１１４４・石川県金沢市袋板屋町・ふくろいたやまち

　　９２０-０３６１・石川県金沢市袋畠町・ふくろはﾞたけまち

　　９２０-０９０９・石川県金沢市袋町・ふくろまち

　　９２１-８１７２・石川県金沢市伏見新町・ふしみしんまち

　　９２１-８１７７・石川県金沢市伏見台・ふしみだい

　　９２０-０３５１・石川県金沢市普正寺町・ふしようじまち



　　９２０-０３４６・石川県金沢市藤江南・ふじえみなみ

　　９２０-０３４５・石川県金沢市藤江北・ふじえきた

　　９２０-００５１・石川県金沢市二口町・ふたくちまち

　　９２０-０３５４・石川県金沢市二ツ寺町・ふたつでらまち

　　９２０-００６５・石川県金沢市二ツ屋町・ふたつやまち

　　９２０-１３１６・石川県金沢市二又新町・ふたまたしんまち

　　９２０-１１０２・石川県金沢市二俣町・ふたまたまち

　　９２０-０１０７・石川県金沢市二日市町・ふつかいちまち

　　９２０-０１７３・石川県金沢市不動寺町・ふどうじまち

　　９２０-０１４７・石川県金沢市不室町・ふむろまち

　　９２０-０１５６・石川県金沢市古屋谷町・ふるやだにまち

　　９２１-８１０５・石川県金沢市平和町・へいわまち

　　９２０-１３４１・石川県金沢市別所町・べつしよまち

　　９２０-３１３２・石川県金沢市法光寺町・ほうこうじまち

　　９２０-０８６２・石川県金沢市芳斉・ほうさい

　　９２１-８１０１・石川県金沢市法島町・ほうしままち

　　９２０-０１７７・石川県金沢市北陽台・ほくようだい

　　９２１-８０５２・石川県金沢市保古・ほご

　　９２１-８０５３・石川県金沢市保古町・ほごまち

　　９２０-０８４９・石川県金沢市堀川新町・ほりかわしんまち

　　９２０-０８４７・石川県金沢市堀川町・ほりかわまち

　　９２０-０１３３・石川県金沢市堀切町・ほりきりまち

　　９２０-０９６４・石川県金沢市本多町・ほんだまち

　　９２０-０８５３・石川県金沢市本町・ほんまち

　　９２１-８１４１・石川県金沢市馬替・まがえ

　　９２０-０８２７・石川県金沢市牧町・まきまち

　　９２０-０１４８・石川県金沢市牧山町・まきやままち

　　９２１-８００５・石川県金沢市間明町・まぎらまち

　　９２０-０１３４・石川県金沢市曲子原町・まげしはらまち

　　９２１-８０２５・石川県金沢市増泉・ますいずみ

　　９２０-０３６４・石川県金沢市松島・まつしま

　　９２０-０３６４・石川県金沢市松島町・まつしままち

　　９２０-００１１・石川県金沢市松寺町・まつでらまち

　　９２０-０１３６・石川県金沢市松根町・まつねまち

　　９２０-０３４８・石川県金沢市松村・まつむら

　　９２０-０３４７・石川県金沢市松村町・まつむらまち

　　９２１-８０４７・石川県金沢市大豆田本町（ハ）・まめだほんまち(は)

　　９２１-８０４７・石川県金沢市大豆田本町（ロ）・まめだほんまち(ろ)

　　９２０-００４７・石川県金沢市大豆田本町（その他）・まめだほんまち(そのた)

　　９２０-０９３７・石川県金沢市丸の内・まるのうち

　　９２０-０８０９・石川県金沢市三池栄町・みいけさかえまち

　　９２０-０８０８・石川県金沢市三池新町・みいけしんまち

　　９２０-０８０２・石川県金沢市三池町・みいけまち

　　９２０-００６３・石川県金沢市三浦町・みうらまち

　　９２１-８０２１・石川県金沢市御影町・みかげまち

　　９２０-０２０１・石川県金沢市みずき・みずき

　　９２０-０９７８・石川県金沢市水溜町・みずためまち

　　９２０-１３２１・石川県金沢市水淵町・みずぶちまち

　　９２０-０９４４・石川県金沢市三口新町・みつくちしんまち

　　９２０-００１８・石川県金沢市三口町・みつくちまち

　　９２０-１３４６・石川県金沢市三小牛町・みつこうじまち

　　９２１-８０４６・石川県金沢市三小牛町（ヘ）・みつこうじまち(へ)

　　９２０-０２１４・石川県金沢市三ツ屋町・みつやまち

　　９２０-０３７３・石川県金沢市みどり・みどり

　　９２１-８１１７・石川県金沢市緑が丘・みどりがおか

　　９２０-０２１１・石川県金沢市湊・みなと

　　９２０-０８１２・石川県金沢市南御所町・みなみごしよまち

　　９２１-８１３４・石川県金沢市南四十万・みなみしじま

　　９２０-００６４・石川県金沢市南新保町・みなみしんほﾞまち

　　９２０-０１２７・石川県金沢市南千谷町・みなみせんごくまち

　　９２０-０９１９・石川県金沢市南町・みなみちよう

　　９２０-０３６６・石川県金沢市南塚町・みなみつﾞかまち

　　９２０-００４４・石川県金沢市南広岡町・みなみひろおかまち

　　９２０-３１１６・石川県金沢市南森本町・みなみもりもとまち

　　９２０-０１５３・石川県金沢市宮野町・みやのまち

　　９２０-０００６・石川県金沢市宮保町・みやほﾞまち

　　９２０-３１１５・石川県金沢市弥勒町・みろくまち

　　９２１-８１６２・石川県金沢市三馬・みんま

　　９２０-００４５・石川県金沢市向中町・むこうなかまち

　　９２０-０８５５・石川県金沢市武蔵町・むさしまち



　　９２０-０３３３・石川県金沢市無量寺・むりようじ

　　９２０-０３３２・石川県金沢市無量寺町・むりようじまち

　　９２０-１３１４・石川県金沢市娚杉町・めおとすぎまち

　　９２１-８０１２・石川県金沢市本江町・もとえちよう

　　９２０-００３６・石川県金沢市元菊町・もとぎくちよう

　　９２０-０８４２・石川県金沢市元町・もとまち

　　９２０-３１３１・石川県金沢市百坂町・ももさかまち

　　９２１-８０６１・石川県金沢市森戸・もりと

　　９２０-１１６７・石川県金沢市もりの里・もりのさと

　　９２０-０８４３・石川県金沢市森山・もりやま

　　９２０-００１４・石川県金沢市諸江町・もろえまち

　　９２０-００１５・石川県金沢市諸江町（上丁）・もろえまち(かみちよう)

　　９２０-００１６・石川県金沢市諸江町（中丁）・もろえまち(なかちよう)

　　９２０-００１７・石川県金沢市諸江町（下丁）・もろえまち(しもちよう)

　　９２１-８０６６・石川県金沢市矢木・やぎ

　　９２０-００５２・石川県金沢市薬師堂町・やくしどうまち

　　９２０-０１７４・石川県金沢市薬師町・やくしまち

　　９２０-０８５４・石川県金沢市安江町・やすえちよう

　　９２０-３１３３・石川県金沢市柳橋町・やなぎはﾞしまち

　　９２０-１３３７・石川県金沢市山川町・やまごまち

　　９２１-８１７５・石川県金沢市山科・やましな

　　９２１-８１７４・石川県金沢市山科町・やましなまち

　　９２０-０８１６・石川県金沢市山の上町・やまのうえまち

　　９２１-８０３６・石川県金沢市弥生・やよい

　　９２０-０８２３・石川県金沢市夕日寺町・ゆうひでらまち

　　９２０-０１４６・石川県金沢市柚木町・ゆのきまち

　　９２０-０２１５・石川県金沢市弓取町・ゆみとりまち

　　９２０-１１０６・石川県金沢市湯谷原町・ゆやがはらまち

　　９２０-１１２２・石川県金沢市湯涌荒屋町・ゆわくあらやまち

　　９２０-１１１８・石川県金沢市湯涌河内町・ゆわくかわちまち

　　９２０-１１２４・石川県金沢市湯涌田子島町・ゆわくたごじままち

　　９２０-１１１９・石川県金沢市湯涌曲町・ゆわくまがりまち

　　９２０-１１２３・石川県金沢市湯涌町・ゆわくまち

　　９２１-８０６４・石川県金沢市八日市・ようかいち

　　９２１-８０６３・石川県金沢市八日市出町・ようかいちでまち

　　９２１-８１６３・石川県金沢市横川・よこがわ

　　９２０-１１１７・石川県金沢市横谷町・よこたにまち

　　９２０-３１３５・石川県金沢市横枕町・よこまくらまち

　　９２０-０９２２・石川県金沢市横山町・よこやままち

　　９２０-３１１４・石川県金沢市吉原町・よしわらまち

　　９２１-８０４４・石川県金沢市米泉町・よないずみまち

　　９２１-８００４・石川県金沢市米丸町・よねまるまち

　　９２０-１３４２・石川県金沢市蓮花町・れんげまち

　　９２０-１１４２・石川県金沢市蓮如町・れんによまち

　　９２０-０８６８・石川県金沢市六枚町・ろくまいまち

　　９２１-８１１１・石川県金沢市若草町・わかくさまち

　　９２０-０３５５・石川県金沢市稚日野町・わかひのまち

　　９２０-１１６５・石川県金沢市若松町・わかまつまち

　　９２０-００５４・石川県金沢市若宮・わかみや

　　９２０-００５３・石川県金沢市若宮町・わかみやまち

　　９２０-０９５３・石川県金沢市涌波・わくなみ

　　９２０-０９５４・石川県金沢市涌波町・わくなみまち

　　９２０-００６２・石川県金沢市割出町・わりだしまち

　　９２６-００００・石川県七尾市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２６-００４４・石川県七尾市相生町・あいおいちよう

　　９２６-０８２３・石川県七尾市青葉台町・あおはﾞだいまち

　　９２６-０８３１・石川県七尾市青山町・あおやままち

　　９２６-０８４３・石川県七尾市赤浦町・あかうらまち

　　９２６-０８３３・石川県七尾市旭町・あさひまち

　　９２６-０３７２・石川県七尾市麻生町・あそうまち

　　９２６-０８０７・石川県七尾市阿良町・あらまち

　　９２９-２１０５・石川県七尾市新屋町・あらやまち

　　９２６-０３６６・石川県七尾市庵町・いおりまち

　　９２６-０３６４・石川県七尾市庵町（白鳥町）・いおりまち(しらとりまち)

　　９２６-０３６５・石川県七尾市庵町（百海町）・いおりまち(どうみまち)

　　９２６-０３６７・石川県七尾市庵町（虫崎町）・いおりまち(むしさきまち)

　　９２６-０８２６・石川県七尾市飯川町・いがわまち

　　９２９-２１１４・石川県七尾市伊久留町・いくろまち

　　９２６-０８３１・石川県七尾市池崎町・いけざきまち

　　９２６-０８０４・石川県七尾市生駒町・いこまちよう



　　９２６-０１７１・石川県七尾市石崎町・いしざきまち

　　９２６-０１７８・石川県七尾市石崎町（香島）・いしざきまち(かしま)

　　９２６-０１７３・石川県七尾市石崎町（西）・いしざきまち(にし)

　　９２６-０１７２・石川県七尾市石崎町（東）・いしざきまち(ひがし)

　　９２６-０８０６・石川県七尾市一本杉町・いつほﾟんすぎまち

　　９２６-００５５・石川県七尾市今町・いままち

　　９２６-０８１６・石川県七尾市岩屋町・いわやまち

　　９２６-０８６４・石川県七尾市魚町・うおまち

　　９２６-００２７・石川県七尾市後畠町・うしろはﾞたけまち

　　９２６-０００１・石川県七尾市鵜浦町・うのうらまち

　　９２６-０８１８・石川県七尾市馬出町・うまだしまち

　　９２９-２１２２・石川県七尾市上野ケ丘町・うわのがおかまち

　　９２６-０８２５・石川県七尾市江曽町・えそまち

　　９２６-０３６３・石川県七尾市江泊町・えのとまりまち

　　９２６-０３６４・石川県七尾市江泊町（白鳥町）・えのとまりまち(しらとまりまち)

　　９２６-０３６１・石川県七尾市江泊町（日室町）・えのとまりまち(ひむろまち)

　　９２６-０００６・石川県七尾市大田新町・おおたしんまち

　　９２６-０００６・石川県七尾市大田町・おおたまち

　　９２９-２１２６・石川県七尾市大津町・おおつまち

　　９２６-００４７・石川県七尾市大手町・おおてまち

　　９２６-０３８４・石川県七尾市大泊町・おおとまりまち

　　９２６-０３６２・石川県七尾市大野木町・おおのぎまち

　　９２６-０００５・石川県七尾市岡町・おかまち

　　９２６-０１７４・石川県七尾市奥原町・おくはらまち

　　９２６-０３７３・石川県七尾市小栗町・おぐりまち

　　９２９-２１０４・石川県七尾市垣吉町・かきよしまち

　　９２６-００５７・石川県七尾市鍛冶町・かじまち

　　９２６-００５３・石川県七尾市上府中町・かみふちゆうまち

　　９２６-０８０５・石川県七尾市亀山町・かめやまちよう

　　９２９-２１０１・石川県七尾市川尻町・かわしりまち

　　９２６-００５４・石川県七尾市川原町・かわらまち

　　９２６-０８１２・石川県七尾市北藤橋町・きたふじはしまち

　　９２６-０８０８・石川県七尾市木町・きまち

　　９２６-０３８７・石川県七尾市熊淵町・くまぶちまち

　　９２６-０３８９・石川県七尾市熊淵町（滝の尻町）・くまぶちまち(たきのしりまち)

　　９２６-０３８８・石川県七尾市熊淵町（水上町）・くまぶちまち(みずかみまち)

　　９２６-０３８１・石川県七尾市黒崎町・くろさきまち

　　９２６-００２６・石川県七尾市小池川原町・こいけがわらまち

　　９２６-０３７５・石川県七尾市柑子町・こうじまち

　　９２６-０１７７・石川県七尾市光陽台・こうようだい

　　９２６-００５１・石川県七尾市郡町・こおりまち

　　９２６-００３７・石川県七尾市国下町・こくがまち

　　９２６-０８２１・石川県七尾市国分町・こくぶまち

　　９２６-０８５２・石川県七尾市小島町・こじままち

　　９２６-０８６１・石川県七尾市寿町・ことぶきちよう

　　９２６-０８５５・石川県七尾市小丸山台・こまるやまだい

　　９２６-０８０３・石川県七尾市米町・こめまち

　　９２６-０８１５・石川県七尾市栄町・さかえまち

　　９２６-００４２・石川県七尾市作事町・さくじまち

　　９２６-０８６７・石川県七尾市桜町・さくらまち

　　９２６-０３７１・石川県七尾市佐々波町・さざなみまち

　　９２６-００１３・石川県七尾市佐野町・さのまち

　　９２６-００１１・石川県七尾市佐味町・さみまち

　　９２６-０００３・石川県七尾市沢野町・さわのまち

　　９２６-００５２・石川県七尾市山王町・さんのうまち

　　９２９-２１１５・石川県七尾市七原町・しつはらまち

　　９２６-０３７４・石川県七尾市清水平町・しみずだいらまち

　　９２６-０８２４・石川県七尾市下町・しもまち

　　９２６-０８０１・石川県七尾市昭和町・しようわまち

　　９２９-２１２４・石川県七尾市白浜町・しらはままち

　　９２６-０８２８・石川県七尾市白馬町・しろうままち

　　９２６-０８６３・石川県七尾市白銀町・しろがねちよう

　　９２６-０８４５・石川県七尾市新保町・しんほﾞまち

　　９２６-００４６・石川県七尾市神明町・しんめいちよう

　　９２９-２１１２・石川県七尾市杉森町・すぎもりまち

　　９２６-０１７９・石川県七尾市泉南台・せんなんだい

　　９２６-００４５・石川県七尾市袖ケ江町・そでがえちよう

　　９２６-０３７６・石川県七尾市外林町・そとはﾞやしまち

　　９２６-０８４６・石川県七尾市祖浜町・そはままち

　　９２９-２１１１・石川県七尾市高田町・たかたまち



　　９２６-００２３・石川県七尾市竹町・たけまち

　　９２６-０８４４・石川県七尾市直津町・ただつまち

　　９２６-００４３・石川県七尾市橘町・たちはﾞなちよう

　　９２９-２１２１・石川県七尾市田鶴浜町・たつるはままち

　　９２６-００３４・石川県七尾市多根町・たねまち

　　９２６-００３３・石川県七尾市千野町・ちのまち

　　９２６-０８５１・石川県七尾市つつじが浜・つつじがはま

　　９２６-０８５３・石川県七尾市津向町・つむぎまち

　　９２６-００２２・石川県七尾市天神川原町・てんじんかわらまち

　　９２６-０３８３・石川県七尾市東浜町・とうのはままち

　　９２６-０８６２・石川県七尾市常盤町・ときわまち

　　９２６-０８２９・石川県七尾市徳田新町・とくだしんまち

　　９２６-０８２４・石川県七尾市徳田町・とくだまち

　　９２６-０８１４・石川県七尾市所口町・ところぐちまち

　　９２６-０００４・石川県七尾市殿町・とのまち

　　９２６-０８６６・石川県七尾市富岡町・とみおかちよう

　　９２６-００２１・石川県七尾市巴町・ともえまち

　　９２９-２２０４・石川県七尾市中島町上畠・なかじままちうわはﾞたけ

　　９２９-２２０７・石川県七尾市中島町大平・なかじままちおおだいら

　　９２９-２２３１・石川県七尾市中島町奥吉田・なかじままちおくよした

　　９２９-２２１４・石川県七尾市中島町小牧・なかじままちおまき

　　９２９-２２３３・石川県七尾市中島町笠師・なかじままちかさじ

　　９２９-２２１７・石川県七尾市中島町鹿島台・なかじままちかしまだい

　　９２９-２２４３・石川県七尾市中島町河崎・なかじままちかわざき

　　９２９-２２０１・石川県七尾市中島町河内・なかじままちかわち

　　９２９-２２２３・石川県七尾市中島町上町・なかじままちかんまち

　　９２９-２２０３・石川県七尾市中島町北免田・なかじままちきためんでん

　　９２９-２２４２・石川県七尾市中島町崎山・なかじままちさきやま

　　９２９-２２３４・石川県七尾市中島町塩津・なかじままちしおつ

　　９２９-２２１８・石川県七尾市中島町瀬嵐・なかじままちせあらじ

　　９２９-２２１３・石川県七尾市中島町外・なかじままちそで

　　９２９-２２４７・石川県七尾市中島町外原・なかじままちそどはら

　　９２９-２２１２・石川県七尾市中島町田岸・なかじままちたぎじ

　　９２９-２２４６・石川県七尾市中島町土川・なかじままちつちかわ

　　９２９-２２４５・石川県七尾市中島町豊田・なかじままちとよた

　　９２９-２２４４・石川県七尾市中島町豊田町・なかじままちとよたまち

　　９２９-２２０６・石川県七尾市中島町鳥越・なかじままちとりごえ

　　９２９-２２１６・石川県七尾市中島町長浦・なかじままちながうら

　　９２９-２２２２・石川県七尾市中島町中島・なかじままちなかじま

　　９２９-２２０９・石川県七尾市中島町西谷内・なかじままちにしやち

　　９２９-２２４１・石川県七尾市中島町浜田・なかじままちはまだ

　　９２９-２２１５・石川県七尾市中島町深浦・なかじままちふかうら

　　９２９-２２２７・石川県七尾市中島町藤瀬・なかじままちふじのせ

　　９２９-２２３２・石川県七尾市中島町筆染・なかじままちふでそめ

　　９２９-２２０８・石川県七尾市中島町古江・なかじままちふるえ

　　９２９-２２０２・石川県七尾市中島町別所・なかじままちべつしよ

　　９２９-２２０５・石川県七尾市中島町町屋・なかじままちまちや

　　９２９-２２２５・石川県七尾市中島町宮前・なかじままちみやのまえ

　　９２９-２２２１・石川県七尾市中島町谷内・なかじままちやち

　　９２９-２２２４・石川県七尾市中島町山戸田・なかじままちやまとだ

　　９２９-２２２６・石川県七尾市中島町横田・なかじままちよこた

　　９２９-２２１１・石川県七尾市中島町横見・なかじままちよこみ

　　９２６-００３６・石川県七尾市中挾町・なかはﾞさみまち

　　９２６-０８５４・石川県七尾市なぎの浦・なぎのうら

　　９２９-２１１３・石川県七尾市西下町・にししもまち

　　９２６-０８１７・石川県七尾市西藤橋町・にしふじはしまち

　　９２６-０８３５・石川県七尾市西三階町・にしみかいまち

　　９２６-０８３７・石川県七尾市温井町・ぬくいまち

　　９２６-００５６・石川県七尾市塗師町・ぬしまち

　　９２６-０２０３・石川県七尾市能登島えの目町・のとじまえのめまち

　　９２６-０２０８・石川県七尾市能登島小浦町・のとじまおうらまち

　　９２６-０２２７・石川県七尾市能登島久木町・のとじまくきまち

　　９２６-０２１１・石川県七尾市能登島向田町・のとじまこうだまち

　　９２６-０２１２・石川県七尾市能登島佐波町・のとじまさなみまち

　　９２６-０２１３・石川県七尾市能登島須曽町・のとじますそまち

　　９２６-０２２６・石川県七尾市能登島田尻町・のとじまたじりまち

　　９２６-０２２５・石川県七尾市能登島通町・のとじまとおりまち

　　９２６-０２０４・石川県七尾市能登島長崎町・のとじまながさきまち

　　９２６-０２２２・石川県七尾市能登島閨町・のとじまねやまち

　　９２６-０２０５・石川県七尾市能登島野崎町・のとじまのざきまち



　　９２６-０２０１・石川県七尾市能登島祖母ケ浦町・のとじまはﾞがうらまち

　　９２６-０２０２・石川県七尾市能登島八ケ崎町・のとじまはちがさきまち

　　９２６-０２２３・石川県七尾市能登島半浦町・のとじまはんのうらまち

　　９２６-０２０６・石川県七尾市能登島日出ケ島町・のとじまひでがしままち

　　９２６-０２２４・石川県七尾市能登島百万石町・のとじまひやくまんごくまち

　　９２６-０２０７・石川県七尾市能登島二穴町・のとじまふたあなまち

　　９２６-０２１４・石川県七尾市能登島別所町・のとじまべつしよまち

　　９２６-０２１６・石川県七尾市能登島曲町・のとじままがりまち

　　９２６-０２１５・石川県七尾市能登島南町・のとじまみなみまち

　　９２６-０２２１・石川県七尾市能登島無関町・のとじまむせきまち

　　９２６-００３５・石川県七尾市八田町・はつたまち

　　９２６-０３８２・石川県七尾市花園町・はなぞのまち

　　９２６-０８３２・石川県七尾市盤若野町・はんにやのまち

　　９２６-０８３４・石川県七尾市東三階町・ひがしみかいまち

　　９２９-２１０３・石川県七尾市東山町・ひがしやままち

　　９２６-００４８・石川県七尾市桧物町・ひものまち

　　９２９-２１２５・石川県七尾市深見町・ふかみまち

　　９２６-００２８・石川県七尾市藤野町・ふじのまち

　　９２６-０８１６・石川県七尾市藤橋町・ふじはしまち

　　９２６-００４１・石川県七尾市府中町・ふちゆうまち

　　９２９-２１０２・石川県七尾市舟尾町・ふのおまち

　　９２６-００３１・石川県七尾市古府町・ふるこまち

　　９２６-００２５・石川県七尾市古城町・ふるしろまち

　　９２６-００２４・石川県七尾市古屋敷町・ふるやしきまち

　　９２６-００１２・石川県七尾市報国町・ほうこくまち

　　９２６-０８２２・石川県七尾市細口町・ほそぐちまち

　　９２６-０８３６・石川県七尾市町屋町・まちやまち

　　９２６-０８４２・石川県七尾市松百新町・まつとうしんまち

　　９２６-０８４１・石川県七尾市松百町・まつとうまち

　　９２６-０８６５・石川県七尾市松本町・まつもとちよう

　　９２６-０８３８・石川県七尾市満仁町・まにまち

　　９２６-００１７・石川県七尾市万行・まんぎよう

　　９２６-００１２・石川県七尾市万行町・まんぎようまち

　　９２６-０８０２・石川県七尾市三島町・みしまちよう

　　９２６-０８１１・石川県七尾市御祓町・みそぎちよう

　　９２６-００１４・石川県七尾市緑ケ丘町・みどりがおかちよう

　　９２６-００５８・石川県七尾市湊町・みなとちよう

　　９２６-００３２・石川県七尾市南ケ丘町・みなみがおかまち

　　９２６-０８１３・石川県七尾市南藤橋町・みなみふじはしまち

　　９２９-２１２３・石川県七尾市三引町・みびきまち

　　９２６-０００７・石川県七尾市三室町・みむろまち

　　９２６-００２１・石川県七尾市本府中町・もとふちゆうまち

　　９２６-００１５・石川県七尾市矢田新町・やたしんまち

　　９２６-００１４・石川県七尾市矢田町・やたまち

　　９２６-０３８５・石川県七尾市山崎町・やまざきまち

　　９２６-０３８６・石川県七尾市山崎町（小川内町）・やまざきまち(こうちまち)

　　９２６-００１６・石川県七尾市大和町・やまとまち

　　９２６-００３８・石川県七尾市八幡町・やわたまち

　　９２６-０００２・石川県七尾市湯川町・ゆがわまち

　　９２９-２１１６・石川県七尾市吉田町・よしたまち

　　９２６-０８２７・石川県七尾市若林町・わかはﾞやしまち

　　９２６-０１７５・石川県七尾市和倉町・わくらまち

　　９２６-０１７６・石川県七尾市和倉町ひばり・わくらまちひはﾞり

　　９２３-００００・石川県小松市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２３-０９４６・石川県小松市相生町・あいおいまち

　　９２３-０９６７・石川県小松市青路町・あおじちよう

　　９２３-０１８５・石川県小松市赤瀬町・あかぜまち

　　９２３-０１８７・石川県小松市上リ江町・あがりえまち

　　９２３-００３５・石川県小松市あけぼの町・あけほﾞのまち

　　９２３-０９５３・石川県小松市旭町・あさひまち

　　９２３-０９３８・石川県小松市芦田町・あしだまち

　　９２３-０９９５・石川県小松市安宅新町・あたかしんまち

　　９２３-０００３・石川県小松市安宅町・あたかまち

　　９２３-０９２２・石川県小松市飴屋町・あめやまち

　　９２３-０８２３・石川県小松市荒木田町・あらきだまち

　　９２３-００７８・石川県小松市嵐町・あらしまち

　　９２３-００３２・石川県小松市荒屋町・あらやまち

　　９２３-０８６４・石川県小松市有明町・ありあけまち

　　９２３-０３２６・石川県小松市粟津温泉・あわつﾞおんせん

　　９２３-０３２６・石川県小松市粟津町・あわつﾞまち



　　９２３-０９４３・石川県小松市育成町・いくせいまち

　　９２３-０１６１・石川県小松市池城町・いけのじようまち

　　９２３-０９０１・石川県小松市泉町・いずみまち

　　９２３-０８１３・石川県小松市糸町・いとまち

　　９２３-００１５・石川県小松市犬丸町・いぬまるまち

　　９２３-０３１６・石川県小松市井口町・いのくちまち

　　９２３-０９６４・石川県小松市今江町・いまえまち

　　９２３-０１７７・石川県小松市岩上町・いわがみまち

　　９２３-００７３・石川県小松市岩渕町・いわぶちまち

　　９２３-００６３・石川県小松市鵜川町・うがわまち

　　９２３-０９０８・石川県小松市浮城町・うきしろまち

　　９２３-０９９３・石川県小松市浮柳町・うきやなぎまち

　　９２３-０８３１・石川県小松市打越町・うちこしまち

　　９２３-０１８４・石川県小松市打木町・うつぎまち

　　９２３-００２３・石川県小松市梅田町・うめだまち

　　９２３-０８１２・石川県小松市漆町・うるしまち

　　９２３-０１５５・石川県小松市江指町・えさしまち

　　９２３-０８５３・石川県小松市扇町・おうぎまち

　　９２３-０９７３・石川県小松市扇原町・おうぎはらまち

　　９２３-０９１１・石川県小松市大川町・おおかわまち

　　９２３-０００１・石川県小松市大島町・おおしままち

　　９２３-０１８６・石川県小松市大杉町・おおすぎまち

　　９２３-０１５６・石川県小松市大野町・おおのまち

　　９２３-０８６１・石川県小松市沖町・おきまち

　　９２３-０１７２・石川県小松市尾小屋町・おごやまち

　　９２３-００１６・石川県小松市御館町・おたちまち

　　９２３-００５４・石川県小松市小野町・おのまち

　　９２３-０３１４・石川県小松市おびし町・おびしまち

　　９２３-０８０５・石川県小松市御宮町・おみやまち

　　９２３-００２８・石川県小松市梯町・かけはしまち

　　９２３-０３４１・石川県小松市春日町・かすがちよう

　　９２３-００７４・石川県小松市桂町・かつらまち

　　９２３-０１７１・石川県小松市観音下町・かながそまち

　　９２３-０１５４・石川県小松市金野町・かねのまち

　　９２３-０１５３・石川県小松市金平町・かなひらまち

　　９２３-０８１２・石川県小松市金屋町・かなやまち

　　９２３-０３３１・石川県小松市上荒屋町・かみあらやまち

　　９２３-０８０２・石川県小松市上小松町・かみこまつまち

　　９２３-０９３５・石川県小松市上寺町・かみでらまち

　　９２３-００２７・石川県小松市上牧町・かみまきまち

　　９２３-００７７・石川県小松市上麦口町・かみむぎくちまち

　　９２３-０９５５・石川県小松市上本折町・かみもとおりまち

　　９２３-００５１・石川県小松市上八里町・かみやさとまち

　　９２３-０８２４・石川県小松市軽海町・かるみまち

　　９２３-００４４・石川県小松市川辺町・かわべまち

　　９２３-０９９１・石川県小松市木曽町・きそまち

　　９２３-０８５１・石川県小松市北浅井町・きたあさいまち

　　９２３-０３１２・石川県小松市木場台・きはﾞだい

　　９２３-０３１１・石川県小松市木場町・きはﾞまち

　　９２３-０８２６・石川県小松市希望丘・きほﾞうがおか

　　９２３-０９１８・石川県小松市京町・きようまち

　　９２３-０９９６・石川県小松市草野町・くさのまち

　　９２３-０９６６・石川県小松市串茶屋町・くしちややまち

　　９２３-０９６５・石川県小松市串町・くしまち

　　９２３-０９９４・石川県小松市工業団地・こうぎようだんち

　　９２３-００５３・石川県小松市河田町・こうだまち

　　９２３-０８２２・石川県小松市光陽町・こうようまち

　　９２３-００６１・石川県小松市国府台・こくふだい

　　９２３-０１５２・石川県小松市五国寺町・ごこうじまち

　　９２３-０００２・石川県小松市小島町・こじままち

　　９２３-０９０２・石川県小松市古城町・こじようまち

　　９２３-０８０６・石川県小松市小寺町・こでらまち

　　９２３-００５５・石川県小松市古府町・こふまち

　　９２３-０８６９・石川県小松市こまつの杜・こまつのもり

　　９２３-０３１５・石川県小松市小山田町・こやまだまち

　　９２３-０９０４・石川県小松市小馬出町・こんまでまち

　　９２３-０９１５・石川県小松市細工町・さいくちよう

　　９２３-０９１６・石川県小松市材木町・ざいもくちよう

　　９２３-０８６７・石川県小松市幸町・さいわいちよう

　　９２３-０９３４・石川県小松市栄町・さかえまち



　　９２３-０９４２・石川県小松市桜木町・さくらぎちよう

　　９２３-０８２１・石川県小松市佐々木町・ささきまち

　　９２３-００６２・石川県小松市里川町・さとかわまち

　　９２３-０９８４・石川県小松市佐美町・さみまち

　　９２３-０１６５・石川県小松市沢町・さわまち

　　９２３-０８４４・石川県小松市三谷町・さんだにまち

　　９２３-０１６３・石川県小松市塩原町・しおはらまち

　　９２３-０８３６・石川県小松市鹿町・しかまち

　　９２３-０９０５・石川県小松市地子町・じしまち

　　９２３-０９７１・石川県小松市四丁町・しちようまち

　　９２３-００２１・石川県小松市島田町・しまだまち

　　９２３-０３０３・石川県小松市島町・しままち

　　９２３-０９５８・石川県小松市清水町・しみずまち

　　９２３-０３０４・石川県小松市下粟津町・しもあわつﾞまち

　　９２３-００２６・石川県小松市下牧町・しもまきまち

　　９２３-００５２・石川県小松市下八里町・しもやさとまち

　　９２３-０９４１・石川県小松市城南町・じようなんまち

　　９２３-００１３・石川県小松市城北町・じようほくまち

　　９２３-０１５１・石川県小松市正蓮寺町・しようれんじまち

　　９２３-０８１１・石川県小松市白江町・しらえまち

　　９２３-０８６６・石川県小松市白嶺町・しらねまち

　　９２３-０８１４・石川県小松市白松町・しらまつまち

　　９２３-０３２１・石川県小松市白山田町・しらやまだまち

　　９２３-０９１４・石川県小松市新鍛冶町・しんかじまち

　　９２３-０９０６・石川県小松市新大工町・しんだいくちよう

　　９２３-０１７５・石川県小松市新保町・しんほﾞまち

　　９２３-０９１２・石川県小松市新町・しんまち

　　９２３-０９６３・石川県小松市須天町・すあままち

　　９２３-０９４５・石川県小松市末広町・すえひろまち

　　９２３-０１８３・石川県小松市瀬領町・せいりよまち

　　９２３-０８６２・石川県小松市清六町・せいろくまち

　　９２３-０８３４・石川県小松市千木野町・せぎのまち

　　９２３-００４１・石川県小松市千代町・せんだいまち

　　９２３-０８０１・石川県小松市園町・そのまち

　　９２３-０９３１・石川県小松市大文字町・だいもんじちよう

　　９２３-０９６２・石川県小松市大領中町・だいりようなかまち

　　９２３-０８５４・石川県小松市大領町・だいりようまち

　　９２３-０９０５・石川県小松市鷹匠町・たかじようまち

　　９２３-０８０３・石川県小松市宝町・たからまち

　　９２３-００３１・石川県小松市高堂町・たかんどうまち

　　９２３-０３３５・石川県小松市滝ケ原町・たきがはらまち

　　９２３-０９８１・石川県小松市拓栄町・たくえいまち

　　９２３-００２４・石川県小松市茶屋町・ちややまち

　　９２３-０９７２・石川県小松市月津町・つきつﾞまち

　　９２３-０９７４・石川県小松市月美丘・つきみがおか

　　９２３-０３１３・石川県小松市津波倉町・つはﾞくらまち

　　９２３-０９９２・石川県小松市鶴ケ島町・つるがしままち

　　９２３-０９３２・石川県小松市寺町・てらまち

　　９２３-００２５・石川県小松市天神町・てんじんまち

　　９２３-０９２１・石川県小松市土居原町・どいはらまち

　　９２３-０３２７・石川県小松市戸津町・とつﾞまち

　　９２３-０９１９・石川県小松市殿町・とのまち

　　９２３-００３７・石川県小松市問屋町・とんやまち

　　９２３-００７１・石川県小松市中海町・なかうみまち

　　９２３-００７８・石川県小松市中ノ峠町・なかのとうげまち

　　９２３-０９１７・石川県小松市中町・なかまち

　　９２３-０００４・石川県小松市長崎町・ながさきまち

　　９２３-０１８１・石川県小松市長谷町・ながたにまち

　　９２３-００３４・石川県小松市長田町・ながだまち

　　９２３-０３３６・石川県小松市那谷町・なたまち

　　９２３-０３２８・石川県小松市南陽町・なんようまち

　　９２３-０３２３・石川県小松市西荒谷町・にしあらたにまち

　　９２３-０８２５・石川県小松市西軽海町・にしかるみまち

　　９２３-０９４８・石川県小松市錦町・にしきまち

　　９２３-０９２７・石川県小松市西町・にしちよう

　　９２３-０３２５・石川県小松市西原町・にしはらまち

　　９２３-０１７６・石川県小松市西俣町・にしまたまち

　　９２３-０９５６・石川県小松市西本折町・にしもとおりまち

　　９２３-０９７７・石川県小松市額見町・ぬかみまち

　　９２３-０１６４・石川県小松市布橋町・ぬのはしまち



　　９２３-０９６５・石川県小松市野立町・のだちまち

　　９２３-００３３・石川県小松市野田町・のだまち

　　９２３-００４２・石川県小松市能美町・のみまち

　　９２３-０９５１・石川県小松市白山町・はくさんまち

　　９２３-０１８２・石川県小松市波佐谷町・はさだにまち

　　９２３-０１６２・石川県小松市波佐羅町・はさらまち

　　９２３-０１５７・石川県小松市花坂町・はなさかまち

　　９２３-０１７４・石川県小松市花立町・はなたてまち

　　９２３-００６６・石川県小松市埴田町・はねだまち

　　９２３-０９９７・石川県小松市浜佐美本町・はまさみほんまち

　　９２３-０９８５・石川県小松市浜佐美町・はまさみまち

　　９２３-０９０７・石川県小松市浜田町・はまだまち

　　９２３-０３４４・石川県小松市林町・はやしまち

　　９２３-００７５・石川県小松市原町・はらまち

　　９２３-０３３３・石川県小松市馬場町・はﾞんはﾞまち

　　９２３-０８０４・石川県小松市光町・ひかりまち

　　９２３-００１２・石川県小松市東蛭川町・ひがしひるがわまち

　　９２３-０９２３・石川県小松市東町・ひがしちよう

　　９２３-０８４２・石川県小松市東山町・ひがしやままち

　　９２３-０９８３・石川県小松市日末町・ひずえまち

　　９２３-００４３・石川県小松市一針町・ひとつはりまち

　　９２３-０８６８・石川県小松市日の出町・ひのでまち

　　９２３-０３２４・石川県小松市日用町・ひようまち

　　９２３-０９４７・石川県小松市日吉町・ひよしまち

　　９２３-００３６・石川県小松市平面町・ひらおもてまち

　　９２３-００１１・石川県小松市蛭川町・びるがわまち

　　９２３-０８６５・石川県小松市福乃宮町・ふくのみやまち

　　９２３-０３４５・石川県小松市二ツ梨町・ふたつなしまち

　　９２３-０３０２・石川県小松市符津町・ふつまち

　　９２３-０８６３・石川県小松市不動島町・ふどうじままち

　　９２３-０９４４・石川県小松市古河町・ふるかわまち

　　９２３-０００５・石川県小松市坊丸町・ほﾞうまるまち

　　９２３-０３３４・石川県小松市菩提町・ほﾞだいまち

　　９２３-０９３３・石川県小松市本鍛冶町・ほんかじまち

　　９２３-０８４１・石川県小松市本江町・ほんごうまち

　　９２３-０９３６・石川県小松市本大工町・ほんだいくちよう

　　９２３-０９３７・石川県小松市本町・ほんまち

　　９２３-０３２２・石川県小松市牧口町・まきぐちまち

　　９２３-０３０６・石川県小松市松生町・まつおいちよう

　　９２３-０１６６・石川県小松市松岡町・まつおかまち

　　９２３-０９８２・石川県小松市松崎町・まつざきまち

　　９２３-０９１３・石川県小松市松任町・まつとうまち

　　９２３-００１４・石川県小松市松梨町・まつなしまち

　　９２３-０９０３・石川県小松市丸の内公園町・まるのうちこうえんまち

　　９２３-０９０３・石川県小松市丸の内町・まるのうちまち

　　９２３-０９０３・石川県小松市丸内町・まるのうちまち

　　９２３-０１７３・石川県小松市丸山町・まるやままち

　　９２３-０８６２・石川県小松市三田町・みたまち

　　９２３-０９２４・石川県小松市三日市町・みつかいちまち

　　９２３-００７２・石川県小松市みどり町・みどりまち

　　９２３-０８５２・石川県小松市南浅井町・みなみあさいまち

　　９２３-０３０５・石川県小松市蓑輪町・みのわまち

　　９２３-００２２・石川県小松市美原町・みはらまち

　　９２３-０９６１・石川県小松市向本折町・むかいもとおりまち

　　９２３-００７６・石川県小松市麦口町・むぎくちまち

　　９２３-０９６８・石川県小松市村松町・むらまつまち

　　９２３-０９５７・石川県小松市本折町・もとおりまち

　　９２３-０３０１・石川県小松市矢崎町・やざきまち

　　９２３-００５６・石川県小松市八里台・やさとだい

　　９２３-０３４３・石川県小松市矢沢町・やざわまち

　　９２３-０９７６・石川県小松市矢田新町・やたしんまち

　　９２３-０３４２・石川県小松市矢田野町・やたのまち

　　９２３-０９７５・石川県小松市矢田町・やたまち

　　９２３-０９５２・石川県小松市大和町・やまとまち

　　９２３-０８３３・石川県小松市八幡（加賀八幡）・やわた(かがやわた)

　　９２３-０９５４・石川県小松市八幡町・やわたまち

　　９２３-００６４・石川県小松市遊泉寺町・ゆうせんじまち

　　９２３-０３３２・石川県小松市湯上町・ゆのかみまち

　　９２３-０９２５・石川県小松市八日市町・ようかいちまち

　　９２３-０８６８・石川県小松市八日市町地方・ようかいちまちじがた



　　９２３-０８３５・石川県小松市吉竹町・よしたけまち

　　９２３-０９９８・石川県小松市義仲町・よしなかちよう

　　９２３-０９２６・石川県小松市龍助町・りゆうすけちよう

　　９２３-００６５・石川県小松市立明寺町・りゆうみようじまち

　　９２３-０８４３・石川県小松市蓮代寺町・れんだいじまち

　　９２３-０８３２・石川県小松市若杉町・わかすぎまち

　　９２８-００００・石川県輪島市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２８-００５３・石川県輪島市赤崎町・あかさきまち

　　９２８-００７２・石川県輪島市海士町・あままち

　　９２８-００７２・石川県輪島市海士町（舳倉島）・あままち(へぐらじま)

　　９２８-００１３・石川県輪島市石休場町・いしやすみはﾞまち

　　９２８-００１５・石川県輪島市市ノ瀬町・いちのせまち

　　９２８-０００４・石川県輪島市稲舟町・いなぶねまち

　　９２８-００２８・石川県輪島市打越町・うちこしまち

　　９２８-００６５・石川県輪島市鵜入町・うにゆうまち

　　９２８-００５１・石川県輪島市小池町・おいけまち

　　９２８-００３２・石川県輪島市小伊勢町・おいせまち

　　９２８-００５４・石川県輪島市大沢町・おおざわまち

　　９２８-０００５・石川県輪島市大野町・おおのまち

　　９２８-０２５１・石川県輪島市小田屋町・おだやまち

　　９２８-００６４・石川県輪島市釜屋谷町・かまやだにまち

　　９２８-００５５・石川県輪島市上大沢町・かみおおざわまち

　　９２８-００４５・石川県輪島市上黒川町・かみくろがわまち

　　９２８-００５７・石川県輪島市上山町・かみやままち

　　９２８-０００１・石川県輪島市河井町・かわいまち

　　９２８-００２７・石川県輪島市北谷町・きただにまち

　　９２８-００１６・石川県輪島市熊野町・くまのまち

　　９２８-００２３・石川県輪島市気勝平町・けかちだいらまち

　　９２８-０２４６・石川県輪島市里町・さとまち

　　９２８-０２５２・石川県輪島市忍町・しのぶまち

　　９２８-０２４１・石川県輪島市渋田町・しぶたまち

　　９２８-００４４・石川県輪島市下黒川町・しもくろがわまち

　　９２８-００５２・石川県輪島市下山町・しもやままち

　　９２８-０２５６・石川県輪島市白米町・しろよねまち

　　９２８-００６１・石川県輪島市新橋通・しんはﾞしどおり

　　９２８-００１１・石川県輪島市杉平町・すぎひらまち

　　９２８-０００６・石川県輪島市惣領町・そうりようまち

　　９２８-００３７・石川県輪島市空熊町・そらくままち

　　９２８-０２５３・石川県輪島市尊利地町・そりじまち

　　９２８-００３６・石川県輪島市滝又町・たきまたまち

　　９２８-００２２・石川県輪島市宅田町・たくだまち

　　９２８-００４１・石川県輪島市中段町・ちゆうだまち

　　９２８-０００３・石川県輪島市塚田町・つかだまち

　　９２８-００３３・石川県輪島市稲屋町・とうやまち

　　９２８-００３４・石川県輪島市長井町・ながいまち

　　９２８-０２５４・石川県輪島市名舟町・なふねまち

　　９２８-００４７・石川県輪島市繩又町・なわまたまち

　　９２８-０２４４・石川県輪島市西院内町・にしいんないまち

　　９２８-００５６・石川県輪島市西二又町・にしふたまたまち

　　９２８-０２４３・石川県輪島市西山町・にしやままち

　　９２８-００２６・石川県輪島市西脇町・にしわきまち

　　９２８-０２５５・石川県輪島市野田町・のだまち

　　９２８-００６７・石川県輪島市光浦町・ひかりうらまち

　　９２８-０２４２・石川県輪島市東印内町・ひがしいんないまち

　　９２８-００２５・石川県輪島市東中尾町・ひがしなかおまち

　　９２８-０２４５・石川県輪島市東山町・ひがしやままち

　　９２８-０００７・石川県輪島市深見町・ふかみまち

　　９２８-００７３・石川県輪島市鳳至町・ふげしまち

　　９２８-００７６・石川県輪島市鳳至町（石浦町）・ふげしまち(いしうらまち)

　　９２８-００７８・石川県輪島市鳳至町（稲荷町）・ふげしまち(いなりまち)

　　９２８-００７７・石川県輪島市鳳至町（上町）・ふげしまち(かみまち)

　　９２８-００７５・石川県輪島市鳳至町（下町）・ふげしまち(しもまち)

　　９２８-００７３・石川県輪島市鳳至町（袖ケ浜）・ふげしまち(そでがはま)

　　９２８-００７７・石川県輪島市鳳至町（堂金田）・ふげしまち(どうきんだ)

　　９２８-００７９・石川県輪島市鳳至町（畠田）・ふげしまち(はたけだ)

　　９２８-００７４・石川県輪島市鳳至町（鳳至丁）・ふげしまち(ほうしちよう)

　　９２８-００４３・石川県輪島市房田町・ふさだまち

　　９２８-００３１・石川県輪島市二勢町・ふたせまち

　　９２８-００２１・石川県輪島市二ツ屋町・ふたつやまち

　　９２８-００４６・石川県輪島市二俣町・ふたまたまち



　　９２８-０００２・石川県輪島市久手川町・ふてがわまち

　　９２８-００６８・石川県輪島市平成町・へいせいまち

　　９２８-００３５・石川県輪島市別所谷町・べつしよだにまち

　　９２８-００６２・石川県輪島市堀町・ほりまち

　　９２８-０２１５・石川県輪島市町野町粟蔵・まちのまちあわぐら

　　９２８-０２１７・石川県輪島市町野町井面・まちのまちいのもて

　　９２８-０２１１・石川県輪島市町野町牛尾・まちのまちうしお

　　９２８-０２３１・石川県輪島市町野町大川・まちのまちおおかわ

　　９２８-０２１６・石川県輪島市町野町桶戸・まちのまちおけど

　　９２８-０２３６・石川県輪島市町野町金蔵・まちのまちかなくら

　　９２８-０２３５・石川県輪島市町野町川西・まちのまちかわにじ

　　９２８-０２２３・石川県輪島市町野町北円山・まちのまちきたまるやま

　　９２８-０２１４・石川県輪島市町野町佐野・まちのまちさの

　　９２８-０２２１・石川県輪島市町野町真久・まちのまちさんさ

　　９２８-０２０３・石川県輪島市町野町敷戸・まちのまちしきど

　　９２８-０２１８・石川県輪島市町野町鈴屋・まちのまちすずや

　　９２８-０２０６・石川県輪島市町野町曽々木・まちのまちそそぎ

　　９２８-０２０２・石川県輪島市町野町寺地・まちのまちてらじ

　　９２８-０２１２・石川県輪島市町野町寺山・まちのまちてらやま

　　９２８-０２２６・石川県輪島市町野町徳成・まちのまちとくなり

　　９２８-０２２５・石川県輪島市町野町徳成谷内・まちのまちとくなりやち

　　９２８-０２０５・石川県輪島市町野町西時国・まちのまちにしときくに

　　９２８-０２２２・石川県輪島市町野町東・まちのまちひがじ

　　９２８-０２３３・石川県輪島市町野町東大野・まちのまちひがしおおの

　　９２８-０２０１・石川県輪島市町野町広江・まちのまちひろえ

　　９２８-０２３２・石川県輪島市町野町伏戸・まちのまちふせど

　　９２８-０２１３・石川県輪島市町野町舞谷・まちのまちまいだに

　　９２８-０２３４・石川県輪島市町野町真喜野・まちのまちまきの

　　９２８-０２０４・石川県輪島市町野町南時国・まちのまちみなみときくに

　　９２８-０２２４・石川県輪島市町野町麦生野・まちのまちむぎゆうの

　　９２８-０００８・石川県輪島市マリンタウン・まりんたうん

　　９２９-２３７３・石川県輪島市三井町市ノ坂・みいまちいちのさか

　　９２９-２３７４・石川県輪島市三井町内屋・みいまちうちや

　　９２９-２３７７・石川県輪島市三井町漆原・みいまちうるしはら

　　９２９-２３７８・石川県輪島市三井町小泉・みいまちこいずみ

　　９２９-２３６３・石川県輪島市三井町興徳寺・みいまちこうとくじ

　　９２９-２３７６・石川県輪島市三井町新保・みいまちしんほﾞ

　　９２９-２３７２・石川県輪島市三井町洲衛・みいまちすえ

　　９２９-２３６５・石川県輪島市三井町渡合・みいまちどあい

　　９２９-２３６２・石川県輪島市三井町中・みいまちなか

　　９２９-２３７９・石川県輪島市三井町長沢・みいまちながさわ

　　９２９-２３６７・石川県輪島市三井町仁行・みいまちにぎよう

　　９２９-２３７５・石川県輪島市三井町細屋・みいまちほそや

　　９２９-２３６６・石川県輪島市三井町本江・みいまちほんこう

　　９２９-２３７１・石川県輪島市三井町三洲穂・みいまちみずほ

　　９２９-２３６１・石川県輪島市三井町与呂見・みいまちよろみ

　　９２８-００６６・石川県輪島市美谷町・みたにまち

　　９２８-００６３・石川県輪島市水守町・みともりまち

　　９２８-００６２・石川県輪島市南町・みなみちよう

　　９２７-２３４５・石川県輪島市門前町赤神・もんぜんまちあかかみ

　　９２７-２１０６・石川県輪島市門前町浅生田・もんぜんまちあそだ

　　９２７-２１２３・石川県輪島市門前町荒屋・もんぜんまちあらや

　　９２７-２１０７・石川県輪島市門前町安代原・もんぜんまちあんだいはら

　　９２７-２３１４・石川県輪島市門前町飯川谷・もんぜんまちいがわだに

　　９２７-２２８６・石川県輪島市門前町五十洲・もんぜんまちいぎす

　　９２７-２３５４・石川県輪島市門前町池田・もんぜんまちいけだ

　　９２７-２２７４・石川県輪島市門前町井守上坂・もんぜんまちいもりあげさか

　　９２７-２３３６・石川県輪島市門前町入山・もんぜんまちいりやま

　　９２７-２１３７・石川県輪島市門前町内保・もんぜんまちうちほﾞ

　　９２７-２３２２・石川県輪島市門前町窕・もんぜんまちうつろ

　　９２７-２２８１・石川県輪島市門前町鵜山・もんぜんまちうやま

　　９２７-２１０２・石川県輪島市門前町浦上・もんぜんまちうらかみ

　　９２７-２３３４・石川県輪島市門前町上代・もんぜんまちうわだい

　　９２７-２３０３・石川県輪島市門前町江崎・もんぜんまちえさき

　　９２７-２１４１・石川県輪島市門前町小石・もんぜんまちおいじ

　　９２７-２３４１・石川県輪島市門前町大釜・もんぜんまちおおがま

　　９２７-２３０５・石川県輪島市門前町大切・もんぜんまちおおぎり

　　９２７-２２８２・石川県輪島市門前町大滝・もんぜんまちおおたき

　　９２７-２３４３・石川県輪島市門前町大泊・もんぜんまちおおどまり

　　９２７-２１４７・石川県輪島市門前町鬼屋・もんぜんまちおにや



　　９２７-２１６３・石川県輪島市門前町大生・もんぜんまちおはえ

　　９２７-２１６６・石川県輪島市門前町鹿磯・もんぜんまちかいそ

　　９２７-２１２１・石川県輪島市門前町貝吹・もんぜんまちかいふき

　　９２７-２１４３・石川県輪島市門前町風原・もんぜんまちかざはら

　　９２７-２３６４・石川県輪島市門前町鍛治屋・もんぜんまちかじや

　　９２７-２１６２・石川県輪島市門前町勝田・もんぜんまちかつた

　　９２７-２１４２・石川県輪島市門前町上河内・もんぜんまちかみがわち

　　９２７-２３５２・石川県輪島市門前町北川・もんぜんまちきたがわ

　　９２７-２３３２・石川県輪島市門前町木原月・もんぜんまちきはらつﾞき

　　９２７-２３２１・石川県輪島市門前町久川・もんぜんまちきゆうかわ

　　９２７-２３１１・石川県輪島市門前町切狭・もんぜんまちきりはﾞさみ

　　９２７-２２７３・石川県輪島市門前町暮坂・もんぜんまちくれさか

　　９２７-２３３５・石川県輪島市門前町黒岩・もんぜんまちくろいわ

　　９２７-２１６５・石川県輪島市門前町黒島町・もんぜんまちくろしままち

　　９２７-２３４４・石川県輪島市門前町腰細・もんぜんまちこしほﾞそ

　　９２７-２１４５・石川県輪島市門前町小滝・もんぜんまちこだき

　　９２７-２３６１・石川県輪島市門前町小山・もんぜんまちこやま

　　９２７-２３５３・石川県輪島市門前町是清・もんぜんまちこれきよ

　　９２７-２１３３・石川県輪島市門前町定広・もんぜんまちさだひろ

　　９２７-２１４４・石川県輪島市門前町猿橋・もんぜんまちさるはじ

　　９２７-２１１２・石川県輪島市門前町四位・もんぜんまちしい

　　９２７-２３６２・石川県輪島市門前町椎木・もんぜんまちしいのき

　　９２７-２１７５・石川県輪島市門前町清水・もんぜんまちしみず

　　９２７-２３２３・石川県輪島市門前町神明原・もんぜんまちしめはら

　　９２７-２３０４・石川県輪島市門前町白禿・もんぜんまちしらはげ

　　９２７-２３６３・石川県輪島市門前町新町分・もんぜんまちしんまちぶん

　　９２７-２２７５・石川県輪島市門前町薄野・もんぜんまちすすきの

　　９２７-２３１３・石川県輪島市門前町清沢・もんぜんまちせいざわ

　　９２７-２３５１・石川県輪島市門前町千代・もんぜんまちせんだい

　　９２７-２１３１・石川県輪島市門前町平・もんぜんまちたいら

　　９２７-２１７２・石川県輪島市門前町高根尾・もんぜんまちたかねお

　　９２７-２１１１・石川県輪島市門前町滝上・もんぜんまちたきのうえ

　　９２７-２３２５・石川県輪島市門前町滝町・もんぜんまちたきまち

　　９２７-２１７３・石川県輪島市門前町舘・もんぜんまちたち

　　９２７-２３３３・石川県輪島市門前町館分・もんぜんまちたちぶん

　　９２７-２１１４・石川県輪島市門前町谷口・もんぜんまちたにぐち

　　９２７-２１０５・石川県輪島市門前町田村・もんぜんまちたむら

　　９２７-２２７２・石川県輪島市門前町樽見・もんぜんまちたるみ

　　９２７-２１３４・石川県輪島市門前町地原・もんぜんまちちはら

　　９２７-２３４２・石川県輪島市門前町剱地・もんぜんまちつるぎちﾞ

　　９２７-２１６４・石川県輪島市門前町道下・もんぜんまちとうげ

　　９２７-２１３５・石川県輪島市門前町百成・もんぜんまちどうみき

　　９２７-２２７６・石川県輪島市門前町百成大角間・もんぜんまちどうみきおおかくま

　　９２７-２１１３・石川県輪島市門前町俊兼・もんぜんまちとしかね

　　９２７-２１５４・石川県輪島市門前町栃木・もんぜんまちとちのき

　　９２７-２１３２・石川県輪島市門前町長井坂・もんぜんまちながいざか

　　９２７-２３６６・石川県輪島市門前町中田・もんぜんまちなかた

　　９２７-２１０８・石川県輪島市門前町中野屋・もんぜんまちなかのや

　　９２７-２２８３・石川県輪島市門前町中谷内・もんぜんまちなかやち

　　９２７-２１４６・石川県輪島市門前町西中尾・もんぜんまちにしなかお

　　９２７-２３１２・石川県輪島市門前町西中谷・もんぜんまちにしなかたに

　　９２７-２１０１・石川県輪島市門前町西円山・もんぜんまちにしまるやま

　　９２７-２１２６・石川県輪島市門前町能納屋・もんぜんまちのうのや

　　９２７-２１５１・石川県輪島市門前町走出・もんぜんまちはしりで

　　９２７-２１２２・石川県輪島市門前町原・もんぜんまちはら

　　９２７-２３３３・石川県輪島市門前町馬場・もんぜんまちはﾞんはﾞ

　　９２７-２１２４・石川県輪島市門前町東大町・もんぜんまちひがしおおまち

　　９２７-２１５５・石川県輪島市門前町日野尾・もんぜんまちひのお

　　９２７-２１７４・石川県輪島市門前町広岡・もんぜんまちひろおか

　　９２７-２１５２・石川県輪島市門前町広瀬・もんぜんまちひろせ

　　９２７-２１５３・石川県輪島市門前町深田・もんぜんまちふかだ

　　９２７-２１６７・石川県輪島市門前町深見・もんぜんまちふかみ

　　９２７-２３５５・石川県輪島市門前町藤浜・もんぜんまちふじのはま

　　９２７-２３０１・石川県輪島市門前町二又・もんぜんまちふたまた

　　９２７-２１２７・石川県輪島市門前町二又川・もんぜんまちふたまたがわ

　　９２７-２１２５・石川県輪島市門前町別所・もんぜんまちべつしよ

　　９２７-２１３８・石川県輪島市門前町堀腰・もんぜんまちほりこじ

　　９２７-２３２４・石川県輪島市門前町馬渡・もんぜんまちまわたり

　　９２７-２２７１・石川県輪島市門前町皆月・もんぜんまちみなつﾞき

　　９２７-２３６５・石川県輪島市門前町南・もんぜんまちみなみ



　　９２７-２１１３・石川県輪島市門前町嶺・もんぜんまちみね

　　９２７-２１０３・石川県輪島市門前町宮古場・もんぜんまちみやこはﾞ

　　９２７-２２７７・石川県輪島市門前町餅田・もんぜんまちもちだ

　　９２７-２１７１・石川県輪島市門前町本市・もんぜんまちもといち

　　９２７-２１１５・石川県輪島市門前町本内・もんぜんまちもとうち

　　９２７-２１５６・石川県輪島市門前町門前・もんぜんまちもんぜん

　　９２７-２２８４・石川県輪島市門前町矢徳・もんぜんまちやとく

　　９２７-２３０２・石川県輪島市門前町山是清・もんぜんまちやまこれきよ

　　９２７-２１０４・石川県輪島市門前町山辺・もんぜんまちやまべ

　　９２７-２１３６・石川県輪島市門前町鑓川・もんぜんまちやりかわ

　　９２７-２１０２・石川県輪島市門前町八幡・もんぜんまちやわた

　　９２７-２２８５・石川県輪島市門前町吉浦・もんぜんまちよしうら

　　９２７-２１６１・石川県輪島市門前町六郎木・もんぜんまちろくろぎ

　　９２７-２１７６・石川県輪島市門前町和田・もんぜんまちわだ

　　９２７-２３３１・石川県輪島市門前町渡瀬・もんぜんまちわたせ

　　９２８-００２４・石川県輪島市山岸町・やまぎしまち

　　９２９-２３６４・石川県輪島市大和町・やまとまち

　　９２８-００１４・石川県輪島市山ノ上町・やまのうえまち

　　９２８-００４２・石川県輪島市山本町・やまもとまち

　　９２８-００１２・石川県輪島市横地町・よこじまち

　　９２８-００７１・石川県輪島市輪島崎町・わじまざきまち

　　９２７-１２００・石川県珠洲市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２７-１２１４・石川県珠洲市飯田町・いいだまち

　　９２７-１３０３・石川県珠洲市石神町・いしがみまち

　　９２７-１２１１・石川県珠洲市岩坂町・いわさかまち

　　９２７-１２１６・石川県珠洲市上戸町寺社・うえどまちじしや

　　９２７-１２１７・石川県珠洲市上戸町南方・うえどまちみなみがた

　　９２７-１２１５・石川県珠洲市上戸町北方・うえどまちきたがた

　　９２７-１３２１・石川県珠洲市大谷町・おおたにまち

　　９２７-１４４６・石川県珠洲市折戸町・おりとまち

　　９２７-１３２３・石川県珠洲市片岩町・かたいわまち

　　９２７-１４４５・石川県珠洲市唐笠町・からかさまち

　　９２７-１４４４・石川県珠洲市唐笠町八ケ山・からかさまちはつかやま

　　９２７-１４４７・石川県珠洲市川浦町・かわうらまち

　　９２７-１２１２・石川県珠洲市熊谷町・くまんたにまち

　　９２７-１３０２・石川県珠洲市笹波町・ささなみまち

　　９２７-１３２４・石川県珠洲市清水町・しみずまち

　　９２７-１２０２・石川県珠洲市正院町飯塚・しよういんまちいいつﾞか

　　９２７-１２０１・石川県珠洲市正院町岡田・しよういんまちおかた

　　９２７-１２０５・石川県珠洲市正院町川尻・しよういんまちかわしり

　　９２７-１２０７・石川県珠洲市正院町小路・しよういんまちこうじ

　　９２７-１２０６・石川県珠洲市正院町正院・しよういんまちしよういん

　　９２７-１２０３・石川県珠洲市正院町平床・しよういんまちひらとこ

　　９２７-１３０１・石川県珠洲市高屋町・たかやまち

　　９２７-１２０４・石川県珠洲市蛸島町・たこじままち

　　９２７-１３２２・石川県珠洲市長橋町・ながはしまち

　　９２７-１３２５・石川県珠洲市仁江町・にえまち

　　９２７-１２１３・石川県珠洲市野々江町・ののえまち

　　９２７-１４４２・石川県珠洲市狼煙新町・のろししんまち

　　９２７-１４４１・石川県珠洲市狼煙町・のろしまち

　　９２７-１４４３・石川県珠洲市東山中町・ひがしやまなかまち

　　９２７-１２２２・石川県珠洲市宝立町鵜飼・ほうりゆうまちうかい

　　９２７-１２２３・石川県珠洲市宝立町鵜島・ほうりゆうまちうしま

　　９２７-１２２７・石川県珠洲市宝立町大町泥木・ほうりゆうまちおおまちどろのき

　　９２７-１２２８・石川県珠洲市宝立町柏原・ほうりゆうまちかしはら

　　９２７-１２２１・石川県珠洲市宝立町春日野・ほうりゆうまちかすがの

　　９２７-１２２８・石川県珠洲市宝立町黒峰・ほうりゆうまちくろみね

　　９２７-１２２１・石川県珠洲市宝立町金峰寺・ほうりゆうまちこんほﾟうじ

　　９２７-１２２５・石川県珠洲市宝立町宗玄・ほうりゆうまちそうげん

　　９２７-１２２６・石川県珠洲市宝立町馬渡・ほうりゆうまちまわたり

　　９２７-１２２４・石川県珠洲市宝立町南黒丸・ほうりゆうまちみなみくろまる

　　９２７-１２２７・石川県珠洲市宝立町二艘丹・ほうりゆうまちにそうふね

　　９２７-１３２６・石川県珠洲市真浦町・まうらまち

　　９２７-１３０４・石川県珠洲市馬緤町・まつなぎまち

　　９２７-１４５２・石川県珠洲市三崎町粟津・みさきまちあわつﾞ

　　９２７-１４５４・石川県珠洲市三崎町宇治・みさきまちうじ

　　９２７-１４５７・石川県珠洲市三崎町大屋・みさきまちおおや

　　９２７-１４５６・石川県珠洲市三崎町高波・みさきまちこうなみ

　　９２７-１４６２・石川県珠洲市三崎町小泊・みさきまちこどまり

　　９２７-１４５１・石川県珠洲市三崎町寺家・みさきまちじけ



　　９２７-１４６６・石川県珠洲市三崎町杉山・みさきまちすぎやま

　　９２７-１４６８・石川県珠洲市三崎町内方・みさきまちないほう

　　９２７-１４６５・石川県珠洲市三崎町二本松・みさきまちにほんまつ

　　９２７-１４５５・石川県珠洲市三崎町引砂・みさきまちひきすな

　　９２７-１４６１・石川県珠洲市三崎町伏見・みさきまちふしみ

　　９２７-１４６４・石川県珠洲市三崎町細屋・みさきまちほそや

　　９２７-１４６７・石川県珠洲市三崎町本・みさきまちほん

　　９２７-１４６３・石川県珠洲市三崎町雲津・みさきまちもつﾞ

　　９２７-１４５３・石川県珠洲市三崎町森腰・みさきまちもりこじ

　　９２７-１２３７・石川県珠洲市若山町宇都山・わかやままちうつやま

　　９２７-１３１４・石川県珠洲市若山町上黒丸・わかやままちかみくろまる

　　９２７-１３１１・石川県珠洲市若山町上正力・わかやままちかみしようりき

　　９２７-１３１７・石川県珠洲市若山町上山・わかやままちかみやま

　　９２７-１３１８・石川県珠洲市若山町北山・わかやままちきたやま

　　９２７-１２３４・石川県珠洲市若山町経念・わかやままちきようねん

　　９２７-１３１５・石川県珠洲市若山町白滝・わかやままちしらたき

　　９２７-１２３１・石川県珠洲市若山町鈴内・わかやままちすずない

　　９２７-１２３３・石川県珠洲市若山町出田・わかやままちすつた

　　９２７-１３１６・石川県珠洲市若山町洲巻・わかやままちすまき

　　９２７-１２３７・石川県珠洲市若山町大坊・わかやままちだいほﾞう

　　９２７-１２３６・石川県珠洲市若山町中・わかやままちなか

　　９２７-１２３５・石川県珠洲市若山町中田・わかやままちなかだ

　　９２７-１２３８・石川県珠洲市若山町延武・わかやままちのぶたけ

　　９２７-１２３８・石川県珠洲市若山町火宮・わかやままちひみや

　　９２７-１２３２・石川県珠洲市若山町広栗・わかやままちひろぐり

　　９２７-１３１２・石川県珠洲市若山町二子・わかやままちふたご

　　９２７-１２３９・石川県珠洲市若山町古蔵・わかやままちふるくら

　　９２７-１３１５・石川県珠洲市若山町南山・わかやままちみなみやま

　　９２７-１２３５・石川県珠洲市若山町向・わかやままちむかい

　　９２７-１３１３・石川県珠洲市若山町宗末・わかやままちむねすえ

　　９２７-１３１９・石川県珠洲市若山町吉ケ池・わかやままちよしがいけ

　　９２２-００００・石川県加賀市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２２-０３３７・石川県加賀市合河町・あいかわまち

　　９２２-０２７８・石川県加賀市荒木町・あらきまち

　　９２２-０４０６・石川県加賀市伊切町・いきりまち

　　９２２-０４０３・石川県加賀市一白町・いつはﾟくまち

　　９２２-０３３１・石川県加賀市動橋町・いぶりはしまち

　　９２２-０４１１・石川県加賀市潮津町・うしおつﾞまち

　　９２２-０３１２・石川県加賀市宇谷町・うだにまち

　　９２２-０３０２・石川県加賀市打越町・うちこしまち

　　９２２-０２２２・石川県加賀市上野町（丸山）・うわのまち(まるやま)

　　９２２-０３２２・石川県加賀市上野町（その他）・うわのまち(そのた)

　　９２２-０４２５・石川県加賀市大菅波町・おおすがなみまち

　　９２２-０８５６・石川県加賀市奥谷町・おくのやまち

　　９２２-０４４５・石川県加賀市小塩辻町・おしおつじまち

　　９２２-０５５３・石川県加賀市小塩町・おしおまち

　　９２２-０４２８・石川県加賀市尾中町・おちゆうまち

　　９２２-０２７１・石川県加賀市尾俣町・おまたまち

　　９２２-０２６２・石川県加賀市柏野町・かしわのまち

　　９２２-０３０５・石川県加賀市梶井町・かじいまち

　　９２２-０５６４・石川県加賀市片野町・かたのまち

　　９２２-０４１２・石川県加賀市片山津温泉・かたやまつﾞおんせん

　　９２２-０４１４・石川県加賀市片山津町・かたやまつﾞまち

　　９２２-０２７３・石川県加賀市桂谷町・かつらたにまち

　　９２２-００１３・石川県加賀市上河崎町・かみかわさきまち

　　９２２-０２４１・石川県加賀市加茂町・かもまち

　　９２２-０２７７・石川県加賀市河南町・かわみなみまち

　　９２２-０２７６・石川県加賀市河南町（淀町）・かわみなみまち(よどまち)

　　９２２-０３１４・石川県加賀市河原町・かわらまち

　　９２２-０３０７・石川県加賀市干拓町・かんたくちよう

　　９２２-０４３４・石川県加賀市北山田町・きたやまだまち

　　９２２-０４３５・石川県加賀市希望が丘・きほﾞうがおか

　　９２２-０８４２・石川県加賀市熊坂町・くまさかまち

　　９２２-０５６５・石川県加賀市黒崎町・くろさきまち

　　９２２-０８２３・石川県加賀市黒瀬町・くろせまち

　　９２２-０３２６・石川県加賀市桑原町・くわはﾞらまち

　　９２２-０４０４・石川県加賀市源平町・げんへﾟいまち

　　９２２-０２６６・石川県加賀市小坂町・こさかまち

　　９２２-０４１３・石川県加賀市湖城町・こじようまち

　　９２２-０４２４・石川県加賀市小菅波町・こすがなみまち



　　９２２-０８３１・石川県加賀市幸町・さいわいまち

　　９２２-０３１１・石川県加賀市栄谷町・さかえだにまち

　　９２２-０４２３・石川県加賀市作見町・さくみまち

　　９２２-０４４６・石川県加賀市塩浜町・しおはままち

　　９２２-０６７３・石川県加賀市塩屋町・しおやまち

　　９２２-０４４１・石川県加賀市篠原新町・しのはらしんまち

　　９２２-０４４２・石川県加賀市篠原町・しのはらまち

　　９２２-０４０２・石川県加賀市柴山町・しはﾞやままち

　　９２２-０３１５・石川県加賀市清水町・しみずまち

　　９２２-００１２・石川県加賀市下河崎町・しもかわさきまち

　　９２２-０３３２・石川県加賀市庄町・しようまち

　　９２２-０８３６・石川県加賀市白鳥町・しらとりまち

　　９２２-０４０１・石川県加賀市新保町・しんほﾞまち

　　９２２-０８２２・石川県加賀市吸坂町・すいさかまち

　　９２２-０２６４・石川県加賀市須谷町・すだにまち

　　９２２-０８３３・石川県加賀市曾宇町・そうまち

　　９２２-０８２５・石川県加賀市直下町・そそりまち

　　９２２-００６１・石川県加賀市大聖寺相生町・だいしようじあいおいちよう

　　９２２-００２２・石川県加賀市大聖寺曙町・だいしようじあけほﾞのちよう

　　９２２-００２８・石川県加賀市大聖寺麻畠町・だいしようじあさはﾞたけまち

　　９２２-０００４・石川県加賀市大聖寺朝日町・だいしようじあさひまち

　　９２２-００３４・石川県加賀市大聖寺荒町・だいしようじあらまち

　　９２２-００３６・石川県加賀市大聖寺一本橋町・だいしようじいつほﾟんはﾞしまち

　　９２２-０８６３・石川県加賀市大聖寺今出町・だいしようじいまでまち

　　９２２-００４２・石川県加賀市大聖寺魚町・だいしようじうおまち

　　９２２-０００１・石川県加賀市大聖寺上木町・だいしようじうわぎまち

　　９２２-０８０２・石川県加賀市大聖寺越前町・だいしようじえちぜんまち

　　９２２-０８０３・石川県加賀市大聖寺越前三ツ屋町・だいしようじえちぜんみつやまち

　　９２２-０８０６・石川県加賀市大聖寺大新道・だいしようじおおしんみち

　　９２２-０００５・石川県加賀市大聖寺岡町・だいしようじおかまち

　　９２２-０００３・石川県加賀市大聖寺荻生町・だいしようじおぎゆうまち

　　９２２-００３７・石川県加賀市大聖寺鍛冶町・だいしようじかじまち

　　９２２-００１１・石川県加賀市大聖寺春日町・だいしようじかすがちよう

　　９２２-００５６・石川県加賀市大聖寺片原町・だいしようじかたはらまち

　　９２２-００３２・石川県加賀市大聖寺金子町・だいしようじかねこまち

　　９２２-０００４・石川県加賀市大聖寺上福田町・だいしようじかみふくだまち

　　９２２-００４６・石川県加賀市大聖寺観音町・だいしようじかんのんまち

　　９２２-００２６・石川県加賀市大聖寺亀町・だいしようじがめちよう

　　９２２-００６４・石川県加賀市大聖寺北片原町・だいしようじきたかたはらまち

　　９２２-００５５・石川県加賀市大聖寺京町・だいしようじきようまち

　　９２２-０８５１・石川県加賀市大聖寺錦城ケ丘・だいしようじきんじようがおか

　　９２２-００３１・石川県加賀市大聖寺木呂場町・だいしようじころはﾞまち

　　９２２-００４３・石川県加賀市大聖寺五軒町・だいしようじごけんちよう

　　９２２-００１１・石川県加賀市大聖寺敷地・だいしようじしきじ

　　９２２-０８４１・石川県加賀市大聖寺下屋敷町・だいしようじしたやしきまち

　　９２２-０００２・石川県加賀市大聖寺下福田町・だいしようじしもふくだまち

　　９２２-０００４・石川県加賀市大聖寺新川町・だいしようじしんかわまち

　　９２２-００６５・石川県加賀市大聖寺新旗陽町・だいしようじしんきようまち

　　９２２-００６８・石川県加賀市大聖寺新組町・だいしようじしんくみちよう

　　９２２-００２１・石川県加賀市大聖寺新栄町・だいしようじしんさかえまち

　　９２２-００６３・石川県加賀市大聖寺新町・だいしようじしんちよう

　　９２２-０８０７・石川県加賀市大聖寺神明町・だいしようじしんめいちよう

　　９２２-０８０５・石川県加賀市大聖寺新屋敷町・だいしようじしんやしきまち

　　９２２-０８６１・石川県加賀市大聖寺地方町・だいしようじじかたまち

　　９２２-００４５・石川県加賀市大聖寺十一町・だいしようじじゆういちまち

　　９２２-０８１５・石川県加賀市大聖寺菅生・だいしようじすごう

　　９２２-０８１４・石川県加賀市大聖寺菅生町・だいしようじすごうまち

　　９２２-０８０１・石川県加賀市大聖寺関町・だいしようじせきまち

　　９２２-０６７１・石川県加賀市大聖寺瀬越町・だいしようじせごえまち

　　９２２-００５３・石川県加賀市大聖寺鷹匠町・だいしようじたかじようまち

　　９２２-０８１２・石川県加賀市大聖寺田原町・だいしようじたわらまち

　　９２２-００２３・石川県加賀市大聖寺大名竹町・だいしようじだいみようだけまち

　　９２２-００３５・石川県加賀市大聖寺鉄砲町・だいしようじてつほﾟうまち

　　９２２-００５４・石川県加賀市大聖寺寺町・だいしようじてらまち

　　９２２-０００７・石川県加賀市大聖寺天神下町・だいしようじてんじんしたまち

　　９２２-００６６・石川県加賀市大聖寺殿町・だいしようじとのまち

　　９２２-０８０４・石川県加賀市大聖寺中新道・だいしようじなかしんみち

　　９２２-００５１・石川県加賀市大聖寺仲町・だいしようじなかちよう

　　９２２-００４７・石川県加賀市大聖寺中町・だいしようじなかまち

　　９２２-００２４・石川県加賀市大聖寺永町・だいしようじながまち



　　９２２-０８６２・石川県加賀市大聖寺錦町・だいしようじにしきちよう

　　９２２-０８６４・石川県加賀市大聖寺西栄町・だいしようじにしさかえまち

　　９２２-０８６５・石川県加賀市大聖寺西町・だいしようじにしちよう

　　９２２-０００４・石川県加賀市大聖寺畑町・だいしようじはたまち

　　９２２-０００４・石川県加賀市大聖寺畑山町・だいしようじはたやままち

　　９２２-００５７・石川県加賀市大聖寺八間道・だいしようじはちけんみち

　　９２２-００４８・石川県加賀市大聖寺馬場町・だいしようじはﾞはﾞまち

　　９２２-００６７・石川県加賀市大聖寺番場町・だいしようじはﾞんはﾞちよう

　　９２２-００１１・石川県加賀市大聖寺東敷地町・だいしようじひがししきじまち

　　９２２-０８１６・石川県加賀市大聖寺東町・だいしようじひがしちよう

　　９２２-００４４・石川県加賀市大聖寺東横町・だいしようじひがしよこまち

　　９２２-００１１・石川県加賀市大聖寺平床・だいしようじひらとこ

　　９２２-００５２・石川県加賀市大聖寺福田町・だいしようじふくだまち

　　９２２-０００６・石川県加賀市大聖寺藤ノ木町・だいしようじふじのきまち

　　９２２-００３３・石川県加賀市大聖寺法華坊町・だいしようじほつけほﾞうまち

　　９２２-００４１・石川県加賀市大聖寺本町・だいしようじほんまち

　　９２２-００６２・石川県加賀市大聖寺松ケ根町・だいしようじまつがねちよう

　　９２２-０００４・石川県加賀市大聖寺松島町・だいしようじまつしままち

　　９２２-０８５３・石川県加賀市大聖寺三ツ町・だいしようじみつまち

　　９２２-０８０３・石川県加賀市大聖寺三ツ屋町・だいしようじみつやまち

　　９２２-０８５２・石川県加賀市大聖寺緑ケ丘・だいしようじみどりがおか

　　９２２-０８１１・石川県加賀市大聖寺南町・だいしようじみなみちよう

　　９２２-００２５・石川県加賀市大聖寺耳聞山仲町・だいしようじみみきやまなかちよう

　　９２２-００２７・石川県加賀市大聖寺耳聞山町・だいしようじみみきやままち

　　９２２-００３８・石川県加賀市大聖寺山田町・だいしようじやまだまち

　　９２２-０８１３・石川県加賀市大聖寺弓町・だいしようじゆみちよう

　　９２２-０８４３・石川県加賀市大同町・だいどうまち

　　９２２-０５６２・石川県加賀市高尾町・たかおまち

　　９２２-０３０１・石川県加賀市高塚町・たかつかまち

　　９２２-０５５２・石川県加賀市田尻町・たじりまち

　　９２２-０８５５・石川県加賀市橘町・たちはﾞなまち

　　９２２-０３１３・石川県加賀市勅使町・ちよくしまち

　　９２２-０３３３・石川県加賀市津波倉町・つはﾞくらまち

　　９２２-０４０５・石川県加賀市手塚町・てつﾞかまち

　　９２２-０４２６・石川県加賀市天日町・てんにちまち

　　９２２-０４２７・石川県加賀市ときわ台・ときわだい

　　９２２-０８３２・石川県加賀市百々町・どどまち

　　９２２-０２６３・石川県加賀市塔尾町・とのおまち

　　９２２-０４２１・石川県加賀市冨塚町・とみつかまち

　　９２２-０３０６・石川県加賀市中島町・なかじままち

　　９２２-００１４・石川県加賀市中代町・なかだいまち

　　９２２-０８５７・石川県加賀市永井町・ながいまち

　　９２２-０３２４・石川県加賀市七日市新町・なんかいちしんまち

　　９２２-０３３５・石川県加賀市七日市町・なんかいちまち

　　９２２-０８２１・石川県加賀市南郷町・なんごうまち

　　９２２-０３３４・石川県加賀市西島町・にしじままち

　　９２２-０４３３・石川県加賀市西山田町・にしやまだまち

　　９２２-０４４３・石川県加賀市野田町・のだまち

　　９２２-０４３７・石川県加賀市白山台・はくさんだい

　　９２２-０８４４・石川県加賀市白望台町・はくほﾞうだいまち

　　９２２-０３０３・石川県加賀市箱宮町・はこみやまち

　　９２２-０５５４・石川県加賀市橋立町・はしたてまち

　　９２２-０４３２・石川県加賀市東山田町・ひがしやまだまち

　　９２２-０８２４・石川県加賀市日谷町・ひのやまち

　　９２２-０５６６・石川県加賀市深田町・ふかたまち

　　９２２-０３２５・石川県加賀市二子塚町・ふたごつﾞかまち

　　９２２-０２６７・石川県加賀市二ツ屋町・ふたつやまち

　　９２２-０３０４・石川県加賀市分校町・ぶんぎようまち

　　９２２-０２７４・石川県加賀市別所町・べつしよまち

　　９２２-０２７５・石川県加賀市別所町（富士見ケ丘）・べつしよまち(ふじみがおか)

　　９２２-００１５・石川県加賀市保賀町・ほうがまち

　　９２２-０８３５・石川県加賀市細坪町・ほそつほﾞまち

　　９２２-０４３６・石川県加賀市松が丘・まつがおか

　　９２２-０３１６・石川県加賀市松山町・まつやままち

　　９２２-０２２１・石川県加賀市丸山町・まるやままち

　　９２２-０８５４・石川県加賀市三木町・みきまち

　　９２２-０５５１・石川県加賀市美岬町・みさきまち

　　９２２-０２６５・石川県加賀市水田丸町・みずたまるまち

　　９２２-０８３４・石川県加賀市美谷が丘・みたにがおか

　　９２２-０４４４・石川県加賀市宮地町・みやじまち



　　９２２-０５６１・石川県加賀市宮町・みやまち

　　９２２-０３２１・石川県加賀市森町・もりまち

　　９２２-０２４２・石川県加賀市山代温泉・やましろおんせん

　　９２２-０２４７・石川県加賀市山代温泉（上宮）・やましろおんせん(うわみや)

　　９２２-０２５４・石川県加賀市山代温泉（温泉通り）・やましろおんせん(おんせんどおり)

　　９２２-０２５７・石川県加賀市山代温泉（桔梗丘）・やましろおんせん(ききようがおか)

　　９２２-０２５２・石川県加賀市山代温泉（九谷町）・やましろおんせん(くたにまち)

　　９２２-０２５５・石川県加賀市山代温泉（幸町）・やましろおんせん(さいわいちよう)

　　９２２-０２４４・石川県加賀市山代温泉（神明町）・やましろおんせん(しんめいちよう)

　　９２２-０２４６・石川県加賀市山代温泉（八幡）・やましろおんせん(はちまん)

　　９２２-０２５６・石川県加賀市山代温泉（万松園通）・やましろおんせん(はﾞんしようえんどおり)

　　９２２-０２５３・石川県加賀市山代温泉（東山町）・やましろおんせん(ひがしやままち)

　　９２２-０２４３・石川県加賀市山代温泉（北部）・やましろおんせん(ほくぶ)

　　９２２-０２５８・石川県加賀市山代温泉（南町）・やましろおんせん(みなみちよう)

　　９２２-０２４５・石川県加賀市山代温泉（山背台）・やましろおんせん(やませだい)

　　９２２-０２５１・石川県加賀市山代温泉（大和町）・やましろおんせん(やまとまち)

　　９２２-０２５０・石川県加賀市山代温泉桜町・やましろおんせんさくらまち

　　９２２-０４３１・石川県加賀市山田町・やまだまち

　　９２２-０１０４・石川県加賀市山中温泉旭町・やまなかおんせんあさひまち

　　９２２-０１３４・石川県加賀市山中温泉荒谷町・やまなかおんせんあらたにまち

　　９２２-０１０５・石川県加賀市山中温泉泉町・やまなかおんせんいずみまち

　　９２２-０１３５・石川県加賀市山中温泉今立町・やまなかおんせんいまだちまち

　　９２２-０１１７・石川県加賀市山中温泉上野町（緑ケ丘）・やまなかおんせんうえのまち(みどりが

おか)

　　９２２-０１１７・石川県加賀市山中温泉上野町（その他）・やまなかおんせんうえのまち(そのた)

　　９２２-０１０７・石川県加賀市山中温泉上原町（漆器団地）・やまなかおんせんうわはﾞらまち(しつ

きだんち)

　　９２２-０１０８・石川県加賀市山中温泉上原町（しらさぎ団地）・やまなかおんせんうわはﾞらまち(

しらさぎだんち)

　　９２２-０１０６・石川県加賀市山中温泉上原町（その他）・やまなかおんせんうわはﾞらまち(その

た)

　　９２２-０１３５・石川県加賀市山中温泉大土町・やまなかおんせんおおつﾞちまち

　　９２２-０１２６・石川県加賀市山中温泉河鹿町・やまなかおんせんかじかまち

　　９２２-０１３７・石川県加賀市山中温泉風谷町・やまなかおんせんかぜたにまち

　　９２２-０１１８・石川県加賀市山中温泉加美谷台・やまなかおんせんかみやだい

　　９２２-０１３８・石川県加賀市山中温泉栢野町・やまなかおんせんかやのまち

　　９２２-０１３６・石川県加賀市山中温泉枯淵町・やまなかおんせんかれぶちまち

　　９２２-０１３６・石川県加賀市山中温泉九谷町・やまなかおんせんくたにまち

　　９２２-０１２８・石川県加賀市山中温泉こおろぎ町・やまなかおんせんこおろぎまち

　　９２２-０１２５・石川県加賀市山中温泉栄町・やまなかおんせんさかえまち

　　９２２-０１３６・石川県加賀市山中温泉坂下町・やまなかおんせんさかのしもまち

　　９２２-０１３１・石川県加賀市山中温泉四十九院町・やまなかおんせんしじゆうくいんまち

　　９２２-０１２７・石川県加賀市山中温泉下谷町・やまなかおんせんしもたにまち

　　９２２-０１３９・石川県加賀市山中温泉菅谷町・やまなかおんせんすがたにまち

　　９２２-０１３６・石川県加賀市山中温泉杉水町・やまなかおんせんすぎのみずまち

　　９２２-０１３４・石川県加賀市山中温泉菅生谷町・やまなかおんせんすごうだにまち

　　９２２-０１３３・石川県加賀市山中温泉滝町・やまなかおんせんたきまち

　　９２２-０１１１・石川県加賀市山中温泉塚谷町・やまなかおんせんつかたにまち

　　９２２-０１０１・石川県加賀市山中温泉中田町・やまなかおんせんなかだまち

　　９２２-０１３２・石川県加賀市山中温泉中津原町・やまなかおんせんなかつはらまち

　　９２２-０１１２・石川県加賀市山中温泉西桂木町・やまなかおんせんにしかつらぎまち

　　９２２-０１０１・石川県加賀市山中温泉二天町・やまなかおんせんにてんまち

　　９２２-０１１６・石川県加賀市山中温泉白山町・やまなかおんせんはくさんまち

　　９２２-０１０２・石川県加賀市山中温泉長谷田町（日の出団地）・やまなかおんせんはせだまち(ひ

のでだんち)

　　９２２-０１０３・石川県加賀市山中温泉長谷田町（その他）・やまなかおんせんはせだまち(そのた)

　　９２２-０１１３・石川県加賀市山中温泉東桂木町・やまなかおんせんひがしかつらぎまち

　　９２２-０１１４・石川県加賀市山中温泉東町・やまなかおんせんひがしまち

　　９２２-０１２１・石川県加賀市山中温泉富士見町・やまなかおんせんふじみまち

　　９２２-０１３６・石川県加賀市山中温泉片谷町・やまなかおんせんへきたにまち

　　９２２-０１１５・石川県加賀市山中温泉本町・やまなかおんせんほんまち

　　９２２-０１３６・石川県加賀市山中温泉真砂町・やまなかおんせんまなごまち

　　９２２-０１２９・石川県加賀市山中温泉南町・やまなかおんせんみなみまち

　　９２２-０１０９・石川県加賀市山中温泉宮の杜・やまなかおんせんみやのもり

　　９２２-０１２３・石川県加賀市山中温泉薬師町・やまなかおんせんやくしまち

　　９２２-０１２４・石川県加賀市山中温泉湯の出町・やまなかおんせんゆのでまち

　　９２２-０１２２・石川県加賀市山中温泉湯の本町・やまなかおんせんゆのほんまち

　　９２２-０１３７・石川県加賀市山中温泉我谷町・やまなかおんせんわがたにまち

　　９２２-０５６３・石川県加賀市豊町・ゆたかまち

　　９２２-０００４・石川県加賀市豊町（ハ）・ゆたかまち(は)



　　９２２-０４２２・石川県加賀市弓波町・ゆみなみまち

　　９２２-０３３６・石川県加賀市八日市町・ようかいちまち

　　９２２-０２６１・石川県加賀市横北町・よこぎたまち

　　９２２-０６７２・石川県加賀市吉崎町・よしざきまち

　　９２２-０３２３・石川県加賀市若葉台・わかはﾞだい

　　９２５-００００・石川県羽咋市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２５-００４５・石川県羽咋市粟生町・あおまち

　　９２５-００３４・石川県羽咋市旭町・あさひまち

　　９２５-００４３・石川県羽咋市粟原町・あわらまち

　　９２５-００２６・石川県羽咋市石野町・いしのまち

　　９２５-０００４・石川県羽咋市一ノ宮町・いちのみやまち

　　９２５-０６１３・石川県羽咋市飯山町・いのやままち

　　９２５-０６０５・石川県羽咋市宇土野町・うどのまち

　　９２５-０６１１・石川県羽咋市上江町・うわえまち

　　９２５-００１５・石川県羽咋市大川町・おおかわまち

　　９２５-００２５・石川県羽咋市太田町・おおたまち

　　９２５-００７２・石川県羽咋市大町・おおまち

　　９２５-０６２５・石川県羽咋市尾長町・おながまち

　　９２５-０６１２・石川県羽咋市垣内田町・かくつたまち

　　９２５-００７６・石川県羽咋市鹿島路町・かしまじまち

　　９２５-００７５・石川県羽咋市金丸出町・かねまるでまち

　　９２５-００１４・石川県羽咋市釜屋町・かまやまち

　　９２５-０６０７・石川県羽咋市上白瀬町・かみしろせまち

　　９２５-００１１・石川県羽咋市上中山町・かみなかやままち

　　９２５-００３３・石川県羽咋市川原町・かわらまち

　　９２５-００４７・石川県羽咋市御坊山町・ごほﾞうやままち

　　９２５-００７４・石川県羽咋市酒井町・さかいまち

　　９２５-０００３・石川県羽咋市寺家町・じけまち

　　９２５-０６２４・石川県羽咋市志々見町・しじみまち

　　９２５-０６１６・石川県羽咋市四町・しちよう

　　９２５-０００１・石川県羽咋市柴垣町・しはﾞがきまち

　　９２５-００５１・石川県羽咋市島出町・しまでまち

　　９２５-００７１・石川県羽咋市下曽祢町・しもそねまち

　　９２５-０６０４・石川県羽咋市白石町・しろいしまち

　　９２５-０６０６・石川県羽咋市白瀬町・しろせまち

　　９２５-００４４・石川県羽咋市新保町・しんほﾞまち

　　９２５-０６０１・石川県羽咋市菅池町・すがいけまち

　　９２５-００２８・石川県羽咋市次場町・すはﾞまち

　　９２５-０６０２・石川県羽咋市千石町・せんごくまち

　　９２５-０６２６・石川県羽咋市千田町・せんだまち

　　９２５-０００２・石川県羽咋市滝谷町・たきだにまち

　　９２５-０００５・石川県羽咋市滝町・たきまち

　　９２５-００１２・石川県羽咋市千路町・ちじまち

　　９２５-００５２・石川県羽咋市中央町・ちゆうおうまち

　　９２５-０６１５・石川県羽咋市千代町・ちよまち

　　９２５-００５４・石川県羽咋市千里浜町・ちりはままち

　　９２５-００４２・石川県羽咋市土橋町・つちはしまち

　　９２５-０６１７・石川県羽咋市円井町・つむらいまち

　　９２５-００２７・石川県羽咋市鶴多町・つるたまち

　　９２５-０６１４・石川県羽咋市中川町・なかがわまち

　　９２５-００１７・石川県羽咋市西釜屋町・にしかまやまち

　　９２５-００１６・石川県羽咋市羽咋町・はくいまち

　　９２５-００７７・石川県羽咋市東潟町・ひがしかたまち

　　９２５-００１３・石川県羽咋市東釜屋町・ひがしかまやまち

　　９２５-００３２・石川県羽咋市東川原町・ひがしかわらまち

　　９２５-００３１・石川県羽咋市東的場町・ひがしまとはﾞまち

　　９２５-０６２１・石川県羽咋市菱分町・ひしわけまち

　　９２５-００４６・石川県羽咋市兵庫町・ひようごまち

　　９２５-００２２・石川県羽咋市深江町・ふかえまち

　　９２５-０６０３・石川県羽咋市福水町・ふくみずまち

　　９２５-０６２２・石川県羽咋市堀替新町・ほりかえしんまち

　　９２５-０６２３・石川県羽咋市本江町・ほんごうまち

　　９２５-００３５・石川県羽咋市本町・ほんまち

　　９２５-００４８・石川県羽咋市松ケ下町・まつがしたまち

　　９２５-００３６・石川県羽咋市的場町・まとはﾞまち

　　９２５-０６０８・石川県羽咋市神子原町・みこはらまち

　　９２５-００２４・石川県羽咋市三ツ屋町・みつやまち

　　９２５-００５３・石川県羽咋市南中央町・みなみちゆうおうまち

　　９２５-００１８・石川県羽咋市柳田町・やないだまち

　　９２５-００４９・石川県羽咋市柳橋町・やなぎはﾞしまち



　　９２５-００２１・石川県羽咋市吉崎町・よしさきまち

　　９２５-００７３・石川県羽咋市四柳町・よつやなぎまち

　　９２５-００４１・石川県羽咋市立開町・りゆうがいまち

　　９２５-００２３・石川県羽咋市若草町・わかくさまち

　　９２９-１１００・石川県かほく市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２９-１１７５・石川県かほく市秋浜・あきはま

　　９２９-１１２１・石川県かほく市宇気・うけ

　　９２９-１２１４・石川県かほく市内高松・うちたかまつ

　　９２９-１１２６・石川県かほく市内日角・うちひすみ

　　９２９-１１２５・石川県かほく市宇野気・うのけ

　　９２９-１１０２・石川県かほく市上田名・うわだな

　　９２９-１１２７・石川県かほく市大崎・おおさき

　　９２９-１２１０・石川県かほく市学園台・がくえんだい

　　９２９-１１０４・石川県かほく市笠島・かさしま

　　９２９-１１１５・石川県かほく市上山田・かみやまだ

　　９２９-１１１４・石川県かほく市狩鹿野・かるがの

　　９２９-１２０６・石川県かほく市元女・がんによ

　　９２９-１１７１・石川県かほく市木津・きつﾞ

　　９２９-１１１１・石川県かほく市気屋・きや

　　９２９-１２０３・石川県かほく市黒川・くろがわ

　　９２９-１１１３・石川県かほく市指江・さしえ

　　９２９-１１１６・石川県かほく市下山田・しもやまだ

　　９２９-１１７７・石川県かほく市白尾・しろお

　　９２９-１２０８・石川県かほく市瀬戸町・せとまち

　　９２９-１１７６・石川県かほく市外日角・そとひすみ

　　９２９-１２１５・石川県かほく市高松・たかまつ

　　９２９-１１１２・石川県かほく市多田・ただ

　　９２９-１１０３・石川県かほく市谷・たに

　　９２９-１１７３・石川県かほく市遠塚・とおつﾞか

　　９２９-１２１２・石川県かほく市中沼・なかぬま

　　９２９-１２１３・石川県かほく市長柄町・ながらまち

　　９２９-１２０７・石川県かほく市夏栗・なつぐり

　　９２９-１１２２・石川県かほく市七窪・ななくほﾞ

　　９２９-１２０１・石川県かほく市野寺・のでら

　　９２９-１２０２・石川県かほく市八野・はちの

　　９２９-１１１７・石川県かほく市鉢伏・はちぶせ

　　９２９-１１７４・石川県かほく市浜北・はまきた

　　９２９-１２１１・石川県かほく市二ツ屋・ふたつや

　　９２９-１１７２・石川県かほく市松浜・まつはま

　　９２９-１２０４・石川県かほく市箕打・みうち

　　９２９-１１２３・石川県かほく市森・もり

　　９２９-１１０５・石川県かほく市横山・よこやま

　　９２９-１１０１・石川県かほく市余地・よち

　　９２９-１２０５・石川県かほく市若緑・わかみどり

　　９２４-００００・石川県白山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２０-２３６７・石川県白山市相滝町・あいたきまち

　　９２４-００８１・石川県白山市相木・あいのき

　　９２４-００２２・石川県白山市相木町・あいのきまち

　　９２４-０８１９・石川県白山市青葉台・あおはﾞだい

　　９２０-２１３２・石川県白山市明島町・あからじままち

　　９２４-０００４・石川県白山市旭丘・あさひがおか

　　９２４-００１９・石川県白山市あさひ荘苑・あさひそうえん

　　９２４-０８８８・石川県白山市旭町・あさひまち

　　９２０-２３５６・石川県白山市阿手町・あてまち

　　９２４-００５６・石川県白山市阿弥陀島町・あみだじままち

　　９２０-２３３２・石川県白山市荒谷・あらたに

　　９２４-００３７・石川県白山市荒屋柏野町・あらやかしわのまち

　　９２０-２１５１・石川県白山市荒屋町・あらやまち

　　９２０-２１４８・石川県白山市行町・あるきまち

　　９２０-２１４１・石川県白山市安養寺町・あんようじまち

　　９２４-００５８・石川県白山市石立町・いしたてまち

　　９２４-０８０６・石川県白山市石同新町・いしどうしんまち

　　９２４-０８０７・石川県白山市石同町・いしどうまち

　　９２９-０２１１・石川県白山市井関町・いせきまち

　　９２４-０００５・石川県白山市一塚町・いちつﾞかまち

　　９２０-２３２７・石川県白山市市原・いちはら

　　９２４-０８０３・石川県白山市乾町・いぬいまち

　　９２０-２１５４・石川県白山市井口町・いのくちまち

　　９２４-０８２７・石川県白山市今平町・いまひらまち

　　９２４-０８４７・石川県白山市内方新保町・うちかたしんほﾞまち



　　９２４-０８３５・石川県白山市漆島町・うるしじままち

　　９２０-２１４４・石川県白山市大竹町・おおだけまち

　　９２４-００６７・石川県白山市小川町・おがわまち

　　９２０-２３３３・石川県白山市尾添・おぞう

　　９２４-０８２６・石川県白山市乙丸町・おとまるまち

　　９２０-２３３５・石川県白山市女原・おなはﾞら

　　９２０-２１０３・石川県白山市小柳町・おやなぎまち

　　９２４-００６２・石川県白山市笠間新・かさましん

　　９２４-００６３・石川県白山市笠間町・かさままち

　　９２９-０２０６・石川県白山市鹿島平・かしまだいら

　　９２４-０８７６・石川県白山市鍛治町・かじまち

　　９２９-０２０１・石川県白山市鹿島町・かしままち

　　９２４-００４３・石川県白山市柏町・かしわまち

　　９２０-２３５５・石川県白山市数瀬町・かずせまち

　　９２０-２３４１・石川県白山市釜清水町・かましみずまち

　　９２０-２３３８・石川県白山市釜谷・かまだに

　　９２４-００６６・石川県白山市上小川町・かみおがわまち

　　９２４-００３５・石川県白山市上柏野町・かみかしわのまち

　　９２４-０８４６・石川県白山市上島田町・かみしまだまち

　　９２０-２３７５・石川県白山市上野町・かみのまち

　　９２４-０８２８・石川県白山市上二口町・かみふたくちまち

　　９２４-０８５３・石川県白山市上安田町・かみやすたまち

　　９２０-２３４４・石川県白山市上吉谷町・かみよしたにまち

　　９２０-２３７３・石川県白山市河合町・かわいまち

　　９２０-２３１５・石川県白山市河内町板尾・かわちまちいたお

　　９２０-２３１８・石川県白山市河内町内尾・かわちまちうつお

　　９２０-２３１２・石川県白山市河内町奥池・かわちまちおくいけ

　　９２０-２３０４・石川県白山市河内町きりの里・かわちまちきりのさと

　　９２０-２３１６・石川県白山市河内町金間・かわちまちきんま

　　９２０-２３０１・石川県白山市河内町口直海・かわちまちくちのみ

　　９２０-２３１３・石川県白山市河内町久保・かわちまちくほﾞ

　　９２０-２３０５・石川県白山市河内町江津・かわちまちごうつﾞ

　　９２０-２３１７・石川県白山市河内町下折・かわちまちそそり

　　９２０-２３１１・石川県白山市河内町中直海・かわちまちなかのみ

　　９２０-２３１４・石川県白山市河内町吹上・かわちまちふきあげ

　　９２０-２３０３・石川県白山市河内町福岡・かわちまちふくおか

　　９２０-２３０２・石川県白山市河内町ふじが丘・かわちまちふじがおか

　　９２０-２３０６・石川県白山市河内町吉岡・かわちまちよしおか

　　９２０-２３４６・石川県白山市河原山町・かわはらやままち

　　９２４-００５５・石川県白山市北島町・きたじままち

　　９２４-００３０・石川県白山市北成町・きたなりまち

　　９２４-００３９・石川県白山市北安田西・きたやすたにじ

　　９２４-００２４・石川県白山市北安田町・きたやすたまち

　　９２０-２３２６・石川県白山市木滑・きなめり

　　９２０-２３２５・石川県白山市木滑新・きなめりしん

　　９２４-０００７・石川県白山市倉部町・くらべまち

　　９２４-０８６５・石川県白山市倉光・くらみつ

　　９２４-０８６６・石川県白山市倉光西・くらみつにじ

　　９２４-００６４・石川県白山市黒瀬町・くろせまち

　　９２０-２５０２・石川県白山市桑島・くわじま

　　９２４-０８４２・石川県白山市剣崎町・けんざきまち

　　９２４-００５２・石川県白山市源兵島町・げんへﾟいじままち

　　９２４-０８２１・石川県白山市木津町・こうつﾞまち

　　９２４-０８１７・石川県白山市幸明町・こうみようまち

　　９２４-０８５１・石川県白山市御影堂町・ごえどうまち

　　９２４-００３４・石川県白山市小上町・こがみまち

　　９２０-２３５７・石川県白山市五十谷町・ごじゆうだにまち

　　９２４-００１４・石川県白山市五歩市町・ごほﾞいちまち

　　９２０-２３３７・石川県白山市五味島・ごみじま

　　９２０-２１０２・石川県白山市坂尻町・さかじりまち

　　９２０-２３２２・石川県白山市佐良・さら

　　９２０-２１１４・石川県白山市三宮町・さんのみやまち

　　９２０-２１４３・石川県白山市七原町・しちはらまち

　　９２４-００６５・石川県白山市七郎町・しちろうまち

　　９２０-２１６４・石川県白山市柴木（２丁目）・しはﾞき(２)

　　９２０-２１６３・石川県白山市柴木町・しはﾞきまち

　　９２４-０８４５・石川県白山市島田町・しまだまち

　　９２４-００３８・石川県白山市下柏野町・しもかしわのまち

　　９２０-２５０３・石川県白山市下田原・しもたわら

　　９２０-２３７４・石川県白山市下野町・しものまち



　　９２０-２３４２・石川県白山市下吉谷町・しもよしたにまち

　　９２０-２５０１・石川県白山市白峰・しらみね

　　９２０-２１１５・石川県白山市白山町・しらやままち

　　９２４-００１５・石川県白山市新田町・しんでんまち

　　９２４-００２０・石川県白山市新成・しんなり

　　９２４-０８７８・石川県白山市末広・すえひろ

　　９２９-０２１３・石川県白山市末正町・すえまさまち

　　９２４-０８２５・石川県白山市菅波町・すがなみまち

　　９２０-２３６４・石川県白山市杉森町・すぎもりまち

　　９２０-２３７２・石川県白山市瀬木野町・せぎのまち

　　９２０-２３３１・石川県白山市瀬戸・せと

　　９２０-２３２３・石川県白山市瀬波・せなみ

　　９２４-０８０２・石川県白山市専福寺町・せんふﾟくじまち

　　９２４-００２８・石川県白山市相川新町・そうごしんまち

　　９２４-００２７・石川県白山市相川町・そうごまち

　　９２０-２１０１・石川県白山市曽谷町・そだにまち

　　９２４-００２１・石川県白山市竹松町・たけまつまち

　　９２４-０８２４・石川県白山市田地町・たちまち

　　９２４-０８７５・石川県白山市辰巳町・たつみちよう

　　９２４-０８０１・石川県白山市田中町・たなかまち

　　９２０-２１５５・石川県白山市知気寺町・ちきじまち

　　９２４-０８６７・石川県白山市茶屋・ちやや

　　９２０-２３２４・石川県白山市中宮・ちゆうぐう

　　９２９-０２１４・石川県白山市長屋町・ちようやまち

　　９２４-００７２・石川県白山市千代野西・ちよのにじ

　　９２４-００７３・石川県白山市千代野東・ちよのひがじ

　　９２４-００７４・石川県白山市千代野南・ちよのみなみ

　　９２０-２１０４・石川県白山市月橋町・つきはしまち

　　９２０-２１１１・石川県白山市鶴来朝日町・つるぎあさひまち

　　９２０-２１２５・石川県白山市鶴来今町・つるぎいままち

　　９２０-２１３３・石川県白山市鶴来大国町・つるぎおおくにまち

　　９２０-２１２７・石川県白山市鶴来上東町・つるぎかみひがしまち

　　９２０-２１６６・石川県白山市鶴来桑島町・つるぎくわじままち

　　９２０-２１２８・石川県白山市鶴来下東町・つるぎしもひがしまち

　　９２０-２１２６・石川県白山市鶴来新町・つるぎしんまち

　　９２０-２１２４・石川県白山市鶴来清沢町・つるぎせいさわまち

　　９２０-２１２２・石川県白山市鶴来知守町・つるぎちもりちよう

　　９２０-２１２３・石川県白山市鶴来日詰町・つるぎひつﾞめちよう

　　９２０-２１１２・石川県白山市鶴来日吉町・つるぎひよしまち

　　９２０-２１２９・石川県白山市鶴来古町・つるぎふるまち

　　９２０-２１２１・石川県白山市鶴来本町（１～４丁目）・つるぎほんまち

　　９２０-２１３４・石川県白山市鶴来水戸町（２～４丁目）・つるぎみとまち(２-４)

　　９２４-０８５４・石川県白山市出合島町・であいじままち

　　９２０-２３６８・石川県白山市出合町・であいまち

　　９２９-０２１２・石川県白山市手取町・てどりまち

　　９２０-２１６２・石川県白山市道法寺町・どうほうじまち

　　９２４-０８０４・石川県白山市徳丸町・とくまるまち

　　９２４-００７１・石川県白山市徳光町・とくみつまち

　　９２４-０８８５・石川県白山市殿町・とのまち

　　９２０-２１６５・石川県白山市富光寺町・とみこうじまち

　　９２４-０８１８・石川県白山市中奥町・なかおくまち

　　９２４-００３６・石川県白山市中柏野町・なかかしわのまち

　　９２０-２１１６・石川県白山市中島町・なかじままち

　　９２４-０８４８・石川県白山市長島町・ながしままち

　　９２４-０００３・石川県白山市中新保町・なかしんほﾞまち

　　９２４-０８１１・石川県白山市長竹町・ながたけまち

　　９２０-２３３９・石川県白山市鴇ケ谷・とがたに

　　９２４-００２９・石川県白山市中成・なかなり

　　９２０-２１４７・石川県白山市中ノ郷町・なかのごうまち

　　９２４-０８７７・石川県白山市中町・なかまち

　　９２４-０８１０・石川県白山市菜の花・なのはな

　　９２４-００２３・石川県白山市成町・なりまち

　　９２４-００４５・石川県白山市西柏・にしかしわ

　　９２４-００４４・石川県白山市西柏町・にしかしわまち

　　９２０-２３４３・石川県白山市西佐良町・にしさらまち

　　９２４-０８７１・石川県白山市西新町・にししんまち

　　９２４-００４６・石川県白山市西美沢野・にしみさわの

　　９２４-００４７・石川県白山市西美沢野町・にしみさわのまち

　　９２９-０２０２・石川県白山市西米光町・にしよねみつまち

　　９２４-０８０８・石川県白山市布市・ぬのいち



　　９２０-２１６１・石川県白山市熱野町・ねつのまち

　　９２０-２３５２・石川県白山市野地町・のうちﾞまち

　　９２４-０８６３・石川県白山市博労・はﾞくろ

　　９２４-０８１４・石川県白山市橋爪新町・はしつﾞめしんまち

　　９２４-０８１２・石川県白山市橋爪町・はしつﾞめまち

　　９２９-０２０５・石川県白山市蓮池町・はすいけまち

　　９２４-０００２・石川県白山市八田中町・はつたなかまち

　　９２４-０００１・石川県白山市八田町・はつたまち

　　９２４-０８６４・石川県白山市馬場・はﾞはﾞ

　　９２４-００１３・石川県白山市番匠町・はﾞんじようまち

　　９２４-０８５６・石川県白山市番田町・はﾞんだまち

　　９２４-０８８３・石川県白山市東一番町・ひがしいちはﾞんちよう

　　９２４-００４２・石川県白山市東柏町・ひがしかしわまち

　　９２４-０８８７・石川県白山市東三番町・ひがしさんはﾞんちよう

　　９２４-０８８４・石川県白山市東新町・ひがししんまち

　　９２４-０８８６・石川県白山市東二番町・ひがしにはﾞんちよう

　　９２０-２３３６・石川県白山市東二口・ひがしふたくち

　　９２４-００４１・石川県白山市東美沢野町・ひがしみさわのまち

　　９２０-２３５３・石川県白山市左礫町・ひだりつぶてまち

　　９２０-２１５３・石川県白山市日御子町・ひのみこまち

　　９２０-２１６８・石川県白山市陽羽里・ひはﾞり

　　９２０-２１４６・石川県白山市日向町・ひゆうがまち

　　９２９-０２０４・石川県白山市平加町・ひらかまち

　　９２４-００２６・石川県白山市平木町・ひらぎまち

　　９２４-０８４１・石川県白山市平松町・ひらまつまち

　　９２０-２３７１・石川県白山市広瀬町・ひろせまち

　　９２０-２３３４・石川県白山市深瀬・ふかぜ

　　９２０-２１４２・石川県白山市深瀬新町・ふかぜしんまち

　　９２４-０８１３・石川県白山市福正寺町・ふくしようじまち

　　９２４-０８５８・石川県白山市福新町・ふくしんまち

　　９２４-００５１・石川県白山市福留町・ふくどめまち

　　９２４-００５９・石川県白山市福留南・ふくどめみなみ

　　９２４-０８５７・石川県白山市福永町・ふくながまち

　　９２４-００１２・石川県白山市福増町・ふくますまち

　　９２０-２３４７・石川県白山市仏師ケ野町・ぶしがのまち

　　９２４-０８３１・石川県白山市藤波・ふじなみ

　　９２４-０８３２・石川県白山市藤木町・ふじのきまち

　　９２４-００２５・石川県白山市蕪城・ぶじよう

　　９２０-２１６７・石川県白山市部入道町・ぶにゆうどうまち

　　９２４-０８７２・石川県白山市古城町・ふるしろまち

　　９２０-２３６３・石川県白山市別宮出町・べつくでまち

　　９２０-２３６２・石川県白山市別宮町・べつくまち

　　９２４-００７６・石川県白山市法仏町・ほうぶつまち

　　９２４-０８２３・石川県白山市坊丸町・ほﾞうまるまち

　　９２４-００５７・石川県白山市松本町・まつもとまち

　　９２４-０８１５・石川県白山市三浦町・みうらまち

　　９２９-０２２１・石川県白山市美川今町・みかわいままち

　　９２９-０２３５・石川県白山市美川永代町・みかわえいたいまち

　　９２９-０２２３・石川県白山市美川北町・みかわきたまち

　　９２９-０２３４・石川県白山市美川神幸町・みかわじんこうまち

　　９２９-０２２２・石川県白山市美川新町・みかわしんまち

　　９２９-０２３２・石川県白山市美川末広町・みかわすえひろまち

　　９２９-０２２４・石川県白山市美川中町・みかわなかまち

　　９２９-０２３３・石川県白山市美川浜町・みかわはままち

　　９２９-０２１５・石川県白山市美川南町・みかわみなみまち

　　９２９-０２１６・石川県白山市美川本吉町・みかわもとよしまち

　　９２９-０２３１・石川県白山市美川和波町・みかわわなみまち

　　９２０-２３６５・石川県白山市神子清水町・みこしみずまち

　　９２０-２３６１・石川県白山市三坂町・みさかまち

　　９２４-０８２０・石川県白山市美里町・みさとまち

　　９２４-００４８・石川県白山市美沢野町・みさわのまち

　　９２４-０８５５・石川県白山市水島町・みずしままち

　　９２４-０８２２・石川県白山市みずほ・みずほ

　　９２４-００５３・石川県白山市水澄町・みすみまち

　　９２０-２３５４・石川県白山市三ツ瀬町・みつせまち

　　９２０-２３４５・石川県白山市三ツ屋野町・みつやのまち

　　９２９-０２１７・石川県白山市湊町・みなとまち

　　９２４-００１６・石川県白山市宮永市町・みやながいちまち

　　９２４-００１８・石川県白山市宮永新町・みやながしんまち

　　９２４-００１７・石川県白山市宮永町・みやながまち



　　９２４-００６９・石川県白山市宮原町・みやはらまち

　　９２４-００６８・石川県白山市宮保新町・みやほﾞしんちよう

　　９２４-００６１・石川県白山市宮保町・みやほﾞまち

　　９２４-００３３・石川県白山市宮丸町・みやまるまち

　　９２４-０８１６・石川県白山市三幸町・みゆきまち

　　９２０-２１４５・石川県白山市明法島町・みようほうじままち

　　９２４-０８３３・石川県白山市向島町・むかいじままち

　　９２４-０００６・石川県白山市村井新町・むらいしんまち

　　９２４-００３１・石川県白山市村井東・むらいひがじ

　　９２４-００３２・石川県白山市村井町・むらいまち

　　９２０-２１５２・石川県白山市明光（１～４丁目）・めいこう

　　９２０-２１３１・石川県白山市森島町・もりじままち

　　９２４-０８３４・石川県白山市矢頃島町・やごろじままち

　　９２４-０８６２・石川県白山市安田町・やすたまち

　　９２４-０８４３・石川県白山市安吉町・やすよしまち

　　９２４-０８３８・石川県白山市八束穂・やつかほ

　　９２４-０８８１・石川県白山市八ツ矢新町・やつやしんちよう

　　９２４-０８８２・石川県白山市八ツ矢町・やつやまち

　　９２０-２３５１・石川県白山市柳原町・やなぎはらまち

　　９２４-０８３６・石川県白山市山島台・やまじまだい

　　９２０-２１１３・石川県白山市八幡町・やわたまち

　　９２４-０８７３・石川県白山市八日市町・ようかいちまち

　　９２４-００１１・石川県白山市横江町・よこえまち

　　９２４-０８６１・石川県白山市横町・よこまち

　　９２４-０８３７・石川県白山市吉田町・よしだまち

　　９２０-２３２１・石川県白山市吉野・よしの

　　９２４-０８７４・石川県白山市四日市町・よつかいちまち

　　９２４-０８５２・石川県白山市四ツ屋町・よつやまち

　　９２４-００７５・石川県白山市米永町・よねながまち

　　９２４-００５４・石川県白山市米光町・よねみつまち

　　９２４-０８４４・石川県白山市寄新保町・よりしんほﾞまち

　　９２９-０２０３・石川県白山市若草町・わかくさまち

　　９２０-２３７６・石川県白山市若原町・わかはﾞらまち

　　９２４-０８０５・石川県白山市若宮・わかみや

　　９２０-２３６６・石川県白山市渡津町・わたつﾞまち

　　９２３-１１００・石川県能美市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２３-１１０１・石川県能美市粟生町・あおまち

　　９２９-０１０１・石川県能美市赤井町・あかいまち

　　９２３-１１０３・石川県能美市秋常町・あきつねまち

　　９２３-１２１１・石川県能美市旭台・あさひだい

　　９２３-１２０２・石川県能美市莇生町・あぞうまち

　　９２３-１２３３・石川県能美市荒屋町・あらやまち

　　９２３-１１０５・石川県能美市石子町・いしこまち

　　９２３-１１１１・石川県能美市泉台町・いずみだいまち

　　９２３-１２０１・石川県能美市岩内町・いわうちまち

　　９２３-１２０７・石川県能美市岩本町・いわもとまち

　　９２３-１１１３・石川県能美市牛島町・うしじままち

　　９２３-１２１２・石川県能美市大口町・おおくちまち

　　９２３-１１１５・石川県能美市大長野町・おおながのまち

　　９２９-０１２２・石川県能美市大浜町・おおはままち

　　９２３-１２３１・石川県能美市上開発町・かみかいはつまち

　　９２３-１２３７・石川県能美市上清水町・かみしみずまち

　　９２３-１２３６・石川県能美市北市町・きたいちまち

　　９２３-１２４６・石川県能美市倉重町・くらしげまち

　　９２３-１２３４・石川県能美市高座町・こうざまち

　　９２９-０１０３・石川県能美市五間堂町・ごけんどうまち

　　９２３-１１１４・石川県能美市小杉町・こすぎまち

　　９２３-１１１６・石川県能美市小長野町・こながのまち

　　９２３-１２１４・石川県能美市金剛寺町・こんごうじまち

　　９２３-１１１２・石川県能美市佐野町・さのまち

　　９２３-１１２４・石川県能美市三道山町・さんどうやままち

　　９２３-１２３２・石川県能美市下開発町・しもかいはつまち

　　９２３-１２３８・石川県能美市下清水町・しもしみずまち

　　９２９-０１１５・石川県能美市下ノ江町・しものごうまち

　　９２３-１１０２・石川県能美市新保町・しんほﾞまち

　　９２３-１１１７・石川県能美市末信町・すえのぶまち

　　９２９-０１１３・石川県能美市大成町・たいせいまち

　　９２９-０１１６・石川県能美市高坂町・たかさかまち

　　９２３-１２１５・石川県能美市舘町・たちまち

　　９２３-１２４５・石川県能美市辰口町・たつのくちまち



　　９２３-１２１３・石川県能美市坪野町・つほﾞのまち

　　９２３-１２４７・石川県能美市出口町・でぐちまち

　　９２３-１１２１・石川県能美市寺井町・てらいまち

　　９２３-１２２３・石川県能美市寺畠町・てらはﾞたけまち

　　９２９-０１２５・石川県能美市道林町・どうりんまち

　　９２３-１２２２・石川県能美市徳山町・とくさんまち

　　９２３-１２３５・石川県能美市徳久町・とくひさまち

　　９２３-１２０６・石川県能美市灯台笹町・とだしのまち

　　９２３-１２０４・石川県能美市長滝町・ながたきまち

　　９２９-０１０５・石川県能美市中ノ江町・なかのごうまち

　　９２９-０１０４・石川県能美市中庄町・なかのしようまち

　　９２９-０１２３・石川県能美市中町・なかまち

　　９２３-１２１６・石川県能美市鍋谷町・なべたにまち

　　９２９-０１０２・石川県能美市西任田町・にしとうだまち

　　９２９-０１０６・石川県能美市西二口町・にしふたくちまち

　　９２９-０１１６・石川県能美市根上町・ねあがりまち

　　９２９-０１０８・石川県能美市能美・のみ

　　９２９-０１１４・石川県能美市浜開発町・はまかいはつまち

　　９２９-０１２４・石川県能美市浜町・はままち

　　９２３-１１２２・石川県能美市東任田町・ひがしとうだまち

　　９２３-１２４２・石川県能美市火釜町・ひがままち

　　９２９-０１０７・石川県能美市福岡町・ふくおかまち

　　９２９-０１１２・石川県能美市福島町・ふくしままち

　　９２３-１２１７・石川県能美市仏大寺町・ぶつたいじまち

　　９２３-１２２５・石川県能美市松が岡・まつがおか

　　９２３-１１０７・石川県能美市末寺町・まつじまち

　　９２３-１２０３・石川県能美市三ツ口町・みつくちまち

　　９２３-１２４３・石川県能美市三ツ屋町・みつやまち

　　９２３-１２２６・石川県能美市緑が丘・みどりがおか

　　９２３-１２０５・石川県能美市宮竹町・みやたけまち

　　９２９-０１２６・石川県能美市山口町・やまぐちまち

　　９２３-１２４１・石川県能美市山田町・やまだまち

　　９２３-１１０４・石川県能美市湯谷町・ゆのたにまち

　　９２３-１２２１・石川県能美市湯屋町・ゆのやまち

　　９２９-０１２１・石川県能美市吉原釜屋町・よしはらがまやまち

　　９２９-０１１１・石川県能美市吉原町・よしはらまち

　　９２３-１１２３・石川県能美市吉光町・よしみつまち

　　９２３-１２４４・石川県能美市来丸町・らいまるまち

　　９２３-１２２４・石川県能美市和気町・わけまち

　　９２３-１２２７・石川県能美市和光台・わこうだい

　　９２３-１２０８・石川県能美市和佐谷町・わさだにまち

　　９２３-１１０６・石川県能美市和田町・わだまち

　　９２１-００００・石川県野々市市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２１-８８２３・石川県野々市市粟田・あわだ

　　９２１-８８０５・石川県野々市市稲荷・いなり

　　９２１-８８１２・石川県野々市市扇が丘・おうぎがおか

　　９２１-８８０１・石川県野々市市御経塚・おきようつﾞか

　　９２１-８８０３・石川県野々市市押越・おしこじ

　　９２１-８８０２・石川県野々市市押野・おしの

　　９２１-８８３５・石川県野々市市上林・かんはﾞやじ

　　９２１-８８３７・石川県野々市市清金・きよかね

　　９２１-８８４６・石川県野々市市位川・くらいがわ

　　９２１-８８４９・石川県野々市市郷・ごう

　　９２１-８８４１・石川県野々市市郷町・ごうまち

　　９２１-８８２５・石川県野々市市三納・さんの

　　９２１-８８３１・石川県野々市市下林・しもはﾞやじ

　　９２１-８８２４・石川県野々市市新庄・しんじよう

　　９２１-８８３６・石川県野々市市末松・すえまつ

　　９２１-８８１４・石川県野々市市菅原町・すがはらまち

　　９２１-８８１３・石川県野々市市住吉町・すみよしまち

　　９２１-８８１１・石川県野々市市高橋町・たかはしまち

　　９２１-８８４３・石川県野々市市田尻町・たのしりまち

　　９２１-８８４５・石川県野々市市太平寺・たへいじ

　　９２１-８８４２・石川県野々市市徳用・とくもと

　　９２１-８８３２・石川県野々市市藤平田・とへいだ

　　９２１-８８３４・石川県野々市市中林・なかはﾞやじ

　　９２１-８８０８・石川県野々市市長池・ながいけ

　　９２１-８８０４・石川県野々市市野代・のしろ

　　９２１-８８２１・石川県野々市市白山町・はくさんまち

　　９２１-８８３３・石川県野々市市藤平・ふじひら



　　９２１-８８０９・石川県野々市市二日市・ふつかいち

　　９２１-８８０７・石川県野々市市二日市町・ふつかいちまち

　　９２１-８８４４・石川県野々市市堀内・ほりうち

　　９２１-８８１５・石川県野々市市本町・ほんまち

　　９２１-８８０６・石川県野々市市三日市・みつかいち

　　９２１-８８４８・石川県野々市市柳町・やなぎまち

　　９２１-８８２２・石川県野々市市矢作・やはぎ

　　９２１-８８１７・石川県野々市市横宮町・よこみやまち

　　９２１-８８４７・石川県野々市市蓮花寺町・れんげじまち

　　９２１-８８１６・石川県野々市市若松町・わかまつまち

　　９２３-１２００・石川県能美郡川北町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２３-１２７８・石川県能美郡川北町朝日・あさひ

　　９２３-１２６５・石川県能美郡川北町上先出・かみせんでん

　　９２３-１２６９・石川県能美郡川北町上田子島・かみだごじま

　　９２３-１２６２・石川県能美郡川北町草深・くさぶか

　　９２３-１２７４・石川県能美郡川北町木呂場・ころはﾞ

　　９２３-１２７５・石川県能美郡川北町木呂場新・ころはﾞしん

　　９２３-１２５４・石川県能美郡川北町サンコーポラス・さんこｰほﾟらす

　　９２３-１２５３・石川県能美郡川北町三反田・さんたんだ

　　９２３-１２７２・石川県能美郡川北町下田子島・しもたごじま

　　９２３-１２６３・石川県能美郡川北町下土室・しもつちむろ

　　９２３-１２６６・石川県能美郡川北町下先出・しもせんでん

　　９２３-１２７１・石川県能美郡川北町田子島・だごじま

　　９２３-１２７６・石川県能美郡川北町橘・たちはﾞな

　　９２３-１２７７・石川県能美郡川北町橘新・たちはﾞなしん

　　９２３-１２６１・石川県能美郡川北町土室・つちむろ

　　９２３-１２５１・石川県能美郡川北町藤蔵・とうぞう

　　９２３-１２５２・石川県能美郡川北町中島・なかじま

　　９２３-１２６７・石川県能美郡川北町壱ツ屋・ひとつや

　　９２３-１２７３・石川県能美郡川北町舟場島・ふなはﾞじま

　　９２３-１２６４・石川県能美郡川北町山田先出・やまだせんでん

　　９２３-１２６８・石川県能美郡川北町与九郎島・よくろうじま

　　９２９-０３００・石川県河北郡津幡町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２９-０４３７・石川県河北郡津幡町相窪・あいくほﾞ

　　９２９-０３２４・石川県河北郡津幡町浅田・あさだ

　　９２９-０４３６・石川県河北郡津幡町朝日畑・あさひはﾞた

　　９２９-０４４７・石川県河北郡津幡町旭山・あさひやま

　　９２９-０３４４・石川県河北郡津幡町浅谷・あさんたに

　　９２９-０４０３・石川県河北郡津幡町莇谷・あざみだに

　　９２９-０３１１・石川県河北郡津幡町池ケ原・いけがはら

　　９２９-０４６２・石川県河北郡津幡町市谷・いちのたに

　　９２９-０３３５・石川県河北郡津幡町井上の荘・いのうえのしよう

　　９２９-０４４５・石川県河北郡津幡町井野河内・いのかわち

　　９２９-０４５３・石川県河北郡津幡町岩崎・いわさき

　　９２９-０３０３・石川県河北郡津幡町牛首・うしくび

　　９２９-０３０１・石川県河北郡津幡町瓜生・うりゆう

　　９２９-０４０５・石川県河北郡津幡町上野・うわの

　　９２９-０４１５・石川県河北郡津幡町越中坂・えつちゆうざか

　　９２９-０４３１・石川県河北郡津幡町大窪・おおくほﾞ

　　９２９-０３４５・石川県河北郡津幡町太田・おおた

　　９２９-０４４２・石川県河北郡津幡町大坪・おおつほﾞ

　　９２９-０４０４・石川県河北郡津幡町大畠・おおはﾞたけ

　　９２９-０４６７・石川県河北郡津幡町大熊・おんま

　　９２９-０３２５・石川県河北郡津幡町加賀爪・かがつめ

　　９２９-０４０２・石川県河北郡津幡町笠池ケ原・かさいけがはら

　　９２９-０３４６・石川県河北郡津幡町潟端・かたはﾞた

　　９２９-０３０９・石川県河北郡津幡町上大田・かみおおた

　　９２９-０３０４・石川県河北郡津幡町上河合・かみかわい

　　９２９-０４２２・石川県河北郡津幡町上藤又・かみふじまた

　　９２９-０３１４・石川県河北郡津幡町上矢田・かみやた

　　９２９-０３２１・石川県河北郡津幡町加茂・かも

　　９２９-０４１６・石川県河北郡津幡町刈安・かりやす

　　９２９-０３３４・石川県河北郡津幡町川尻・かわしり

　　９２９-０４１１・石川県河北郡津幡町河内・かわち

　　９２９-０３４２・石川県河北郡津幡町北中条・きたちゆうじよう

　　９２９-０４３２・石川県河北郡津幡町北横根・きたよこね

　　９２９-０３０２・石川県河北郡津幡町木ノ窪・きのくほﾞ

　　９２９-０３０６・石川県河北郡津幡町興津・きようつﾞ

　　９２９-０４５５・石川県河北郡津幡町倉見・くらみ

　　９２９-０４１３・石川県河北郡津幡町倶利伽羅・くりから



　　９２９-０４４４・石川県河北郡津幡町仮生・けしよう

　　９２９-０３３３・石川県河北郡津幡町五反田・ごたんだ

　　９２９-０３２８・石川県河北郡津幡町湖東・ことう

　　９２９-０４０６・石川県河北郡津幡町籠月・こもつき

　　９２９-０３１２・石川県河北郡津幡町小熊・こんま

　　９２９-０４３５・石川県河北郡津幡町材木・ざいもく

　　９２９-０４１７・石川県河北郡津幡町坂戸・さかど

　　９２９-０４５６・石川県河北郡津幡町七黒・しちくろ

　　９２９-０４２５・石川県河北郡津幡町七野・しちの

　　９２９-０３２６・石川県河北郡津幡町清水・しみず

　　９２９-０３０５・石川県河北郡津幡町下河合・しもかわい

　　９２９-０４２３・石川県河北郡津幡町下中・しもなか

　　９２９-０４２４・石川県河北郡津幡町下藤又・しもふじまた

　　９２９-０３１５・石川県河北郡津幡町下矢田・しもやた

　　９２９-０３２７・石川県河北郡津幡町庄・しよう

　　９２９-０４３４・石川県河北郡津幡町常徳・じようとく

　　９２９-０４５４・石川県河北郡津幡町杉瀬・すぎのせ

　　９２９-０４２６・石川県河北郡津幡町竹橋・たけのはじ

　　９２９-０３０７・石川県河北郡津幡町種・たね

　　９２９-０４５２・石川県河北郡津幡町田屋・たや

　　９２９-０４１２・石川県河北郡津幡町九折・つつﾞらおり

　　９２９-０３２３・石川県河北郡津幡町津幡・つはﾞた

　　９２９-０４２７・石川県河北郡津幡町富田・とみた

　　９２９-０４６５・石川県河北郡津幡町鳥越・とりごえ

　　９２９-０４０７・石川県河北郡津幡町鳥屋尾・とりやお

　　９２９-０３３２・石川県河北郡津幡町中須加・なかすか

　　９２９-０３３１・石川県河北郡津幡町中橋・なかはﾞじ

　　９２９-０３１３・石川県河北郡津幡町中山・なかやま

　　９２９-０３１９・石川県河北郡津幡町能瀬・のせ

　　９２９-０４６１・石川県河北郡津幡町八ノ谷・はちのたに

　　９２９-０４２１・石川県河北郡津幡町原・はら

　　９２９-０４４１・石川県河北郡津幡町東荒屋・ひがしあらや

　　９２９-０４０１・石川県河北郡津幡町彦太郎畠・ひこたろうはﾞたけ

　　９２９-０３０７・石川県河北郡津幡町平野・ひらの

　　９２９-０４３４・石川県河北郡津幡町舟尾・ふなお

　　９２９-０３２８・石川県河北郡津幡町舟橋・ふなはﾞじ

　　９２９-０４４３・石川県河北郡津幡町別所・べつしよ

　　９２９-０３０８・石川県河北郡津幡町菩提寺・ほﾞだいじ

　　９２９-０３１６・石川県河北郡津幡町御門・みかど

　　９２９-０３２２・石川県河北郡津幡町緑が丘・みどりがおか

　　９２９-０３４３・石川県河北郡津幡町南中条・みなみちゆうじよう

　　９２９-０４３３・石川県河北郡津幡町南横根・みなみよこね

　　９２９-０４５１・石川県河北郡津幡町宮田・みやだ

　　９２９-０４４６・石川県河北郡津幡町明神・みようじん

　　９２９-０３１７・石川県河北郡津幡町谷内・やち

　　９２９-０４１４・石川県河北郡津幡町山森・やまもり

　　９２９-０４６４・石川県河北郡津幡町山北・やまきた

　　９２９-０３４１・石川県河北郡津幡町横浜・よこはま

　　９２９-０４６６・石川県河北郡津幡町吉倉・よしくら

　　９２９-０３１８・石川県河北郡津幡町領家・りようけ

　　９２９-０４６３・石川県河北郡津幡町蓮花寺・れんげじ

　　９２０-０２００・石川県河北郡内灘町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２０-０２７３・石川県河北郡内灘町アカシア・あかしあ

　　９２０-０２７５・石川県河北郡内灘町旭ケ丘・あさひがおか

　　９２０-０２６６・石川県河北郡内灘町大根布・おおねぶ

　　９２０-０２７２・石川県河北郡内灘町向陽台・こうようだい

　　９２０-０２６３・石川県河北郡内灘町湖西・こせい

　　９２０-０２６９・石川県河北郡内灘町白帆台・しらほだい

　　９２０-０２６５・石川県河北郡内灘町大学・だいがく

　　９２０-０２６７・石川県河北郡内灘町大清台・たいせいだい

　　９２０-０２７７・石川県河北郡内灘町千鳥台・ちどりだい

　　９２０-０２７１・石川県河北郡内灘町鶴ケ丘・つるがおか

　　９２０-０２６２・石川県河北郡内灘町西荒屋・にしあらや

　　９２０-０２６８・石川県河北郡内灘町ハマナス・はまなす

　　９２０-０２７６・石川県河北郡内灘町緑台・みどりだい

　　９２０-０２６４・石川県河北郡内灘町宮坂・みやさか

　　９２０-０２７４・石川県河北郡内灘町向粟崎・むかいあわがさき

　　９２０-０２６１・石川県河北郡内灘町室・むろ

　　９２５-０１００・石川県羽咋郡志賀町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２５-０４５４・石川県羽咋郡志賀町相神・あいかみ



　　９２５-０５７４・石川県羽咋郡志賀町赤崎・あかさき

　　９２５-０１６１・石川県羽咋郡志賀町赤住・あかすみ

　　９２５-０４２６・石川県羽咋郡志賀町阿川・あこう

　　９２５-０１２１・石川県羽咋郡志賀町安津見・あつﾞみ

　　９２５-０１３２・石川県羽咋郡志賀町穴口・あなぐち

　　９２５-０１６６・石川県羽咋郡志賀町安部屋・あぶや

　　９２５-０１４６・石川県羽咋郡志賀町甘田・あまだ

　　９２５-０３０７・石川県羽咋郡志賀町荒屋・あらや

　　９２５-０２１５・石川県羽咋郡志賀町出雲・いずも

　　９２５-０５６３・石川県羽咋郡志賀町稲敷・いなしき

　　９２５-０４３２・石川県羽咋郡志賀町今田・いまだ

　　９２５-０４２４・石川県羽咋郡志賀町入釜・いりがま

　　９２５-０１４５・石川県羽咋郡志賀町岩田・いわた

　　９２５-０２０１・石川県羽咋郡志賀町印内・いんない

　　９２５-０３８５・石川県羽咋郡志賀町牛ケ首・うしがくび

　　９２５-０４２３・石川県羽咋郡志賀町鵜野屋・うのや

　　９２５-０１３４・石川県羽咋郡志賀町上棚・うわだな

　　９２５-０１６５・石川県羽咋郡志賀町上野・うわの

　　９２５-０４３５・石川県羽咋郡志賀町江添・えぞえ

　　９２５-０１６３・石川県羽咋郡志賀町小浦・おうら

　　９２５-０１３３・石川県羽咋郡志賀町大坂・おおさか

　　９２５-０３８３・石川県羽咋郡志賀町大笹・おおざさ

　　９２５-０１６４・石川県羽咋郡志賀町大津・おおつﾞ

　　９２５-０４３４・石川県羽咋郡志賀町大西・おおにじ

　　９２５-０５７５・石川県羽咋郡志賀町小窪・おくほﾞ

　　９２５-０１４７・石川県羽咋郡志賀町大島・おしま

　　９２５-０４３６・石川県羽咋郡志賀町貝田・かいだ

　　９２５-０５６２・石川県羽咋郡志賀町栢木・かいのき

　　９２５-０１５５・石川県羽咋郡志賀町神代・かくみ

　　９２５-０５６５・石川県羽咋郡志賀町香能・かのう

　　９２５-０１６８・石川県羽咋郡志賀町川尻・かわしり

　　９２５-０１５２・石川県羽咋郡志賀町北吉田・きたよしだ

　　９２５-０４５７・石川県羽咋郡志賀町給分・きゆうぶん

　　９２５-０４２１・石川県羽咋郡志賀町切留・きりどめ

　　９２５-０３０６・石川県羽咋郡志賀町草木・くさぎ

　　９２５-０１２２・石川県羽咋郡志賀町倉垣・くらかき

　　９２５-０２０７・石川県羽咋郡志賀町栗山・くりやま

　　９２５-０３７３・石川県羽咋郡志賀町小室・こもろ

　　９２５-０３８４・石川県羽咋郡志賀町五里峠・ごりとうげ

　　９２５-０３８２・石川県羽咋郡志賀町米町・こんまち

　　９２５-０５７１・石川県羽咋郡志賀町西海風無・さいかいかざなじ

　　９２５-０５７２・石川県羽咋郡志賀町西海千ノ浦・さいかいちのうら

　　９２５-０５７３・石川県羽咋郡志賀町西海久喜・さいかいひさき

　　９２５-０５６６・石川県羽咋郡志賀町西海風戸・さいかいふと

　　９２５-０５６４・石川県羽咋郡志賀町酒見・さかみ

　　９２５-０５７７・石川県羽咋郡志賀町笹波・ささなみ

　　９２５-０４５３・石川県羽咋郡志賀町里本江・さとほんご

　　９２５-０３１３・石川県羽咋郡志賀町三明・さんみよう

　　９２５-０５７６・石川県羽咋郡志賀町鹿頭・ししず

　　９２５-０２０２・石川県羽咋郡志賀町代田・しなんた

　　９２５-０４２２・石川県羽咋郡志賀町地保・じほ

　　９２５-０１５３・石川県羽咋郡志賀町清水今江・しみずいまえ

　　９２５-０３７１・石川県羽咋郡志賀町釈迦堂・しやかどう

　　９２５-０２０３・石川県羽咋郡志賀町新林・しんはﾞやじ

　　９２５-０１５４・石川県羽咋郡志賀町末吉・すえよじ

　　９２５-０４５６・石川県羽咋郡志賀町草江・そうご

　　９２５-０４２７・石川県羽咋郡志賀町楚和・そわ

　　９２５-０４３１・石川県羽咋郡志賀町尊保・そんほﾞ

　　９２５-０５６１・石川県羽咋郡志賀町大福寺・だいふくじ

　　９２５-０１４１・石川県羽咋郡志賀町高浜町・たかはまちよう

　　９２５-０１３６・石川県羽咋郡志賀町舘・たち

　　９２５-０２１３・石川県羽咋郡志賀町舘開・たちひらき

　　９２５-０４３７・石川県羽咋郡志賀町田中・たなか

　　９２５-０２０６・石川県羽咋郡志賀町谷屋・たにや

　　９２５-０３８１・石川県羽咋郡志賀町田原・たわら

　　９２５-０１４４・石川県羽咋郡志賀町坪野・つほﾞの

　　９２５-０３４５・石川県羽咋郡志賀町富来牛下（巌門）・とぎうしおろし(がんもん)

　　９２５-０４４５・石川県羽咋郡志賀町富来牛下（その他）・とぎうしおろし(そのた)

　　９２５-０４４４・石川県羽咋郡志賀町富来生神・とぎうるかみ

　　９２５-０４４３・石川県羽咋郡志賀町富来七海・とぎしつみ



　　９２５-０４４６・石川県羽咋郡志賀町富来地頭町・とぎじとうまち

　　９２５-０４４８・石川県羽咋郡志賀町富来高田・とぎたかた

　　９２５-０４４７・石川県羽咋郡志賀町富来領家町・とぎりようけまち

　　９２５-０２１２・石川県羽咋郡志賀町徳田・とくだ

　　９２５-０４２５・石川県羽咋郡志賀町灯・とほﾞじ

　　９２５-０４５２・石川県羽咋郡志賀町中泉・なかいずみ

　　９２５-０１４８・石川県羽咋郡志賀町長沢・ながさわ

　　９２５-０３７６・石川県羽咋郡志賀町長田・ながた

　　９２５-０３１４・石川県羽咋郡志賀町中畠・なかはﾞた

　　９２５-０４５５・石川県羽咋郡志賀町中浜・なかはま

　　９２５-０３０４・石川県羽咋郡志賀町中山・なかやま

　　９２５-０１５１・石川県羽咋郡志賀町梨谷小山・なしたにこやま

　　９２５-０１２４・石川県羽咋郡志賀町西山・にしやま

　　９２５-０１２５・石川県羽咋郡志賀町西山台・にしやまだい

　　９２５-０１３５・石川県羽咋郡志賀町二所宮・にしよのみや

　　９２５-０３７２・石川県羽咋郡志賀町直海・のうみ

　　９２５-０２１４・石川県羽咋郡志賀町火打谷・ひうちだに

　　９２５-０４４２・石川県羽咋郡志賀町東小室・ひがしおもろ

　　９２５-０３０３・石川県羽咋郡志賀町日下田・ひげた

　　９２５-０３０１・石川県羽咋郡志賀町日用・ひよう

　　９２５-０４４１・石川県羽咋郡志賀町広地・ひろちﾞ

　　９２５-０１３７・石川県羽咋郡志賀町福井・ふくい

　　９２５-０１４２・石川県羽咋郡志賀町福野・ふくの

　　９２５-０３１５・石川県羽咋郡志賀町福浦港・ふくらこう

　　９２５-０３０５・石川県羽咋郡志賀町豊後名・ぶんごめ

　　９２５-０２０５・石川県羽咋郡志賀町仏木・ほとぎり

　　９２５-０１５７・石川県羽咋郡志賀町堀松・ほりまつ

　　９２５-０５７８・石川県羽咋郡志賀町前浜・まえはま

　　９２５-０２０４・石川県羽咋郡志賀町牧山・まきやま

　　９２５-０１６７・石川県羽咋郡志賀町町・まち

　　９２５-０３０２・石川県羽咋郡志賀町町居・まちい

　　９２５-０３７４・石川県羽咋郡志賀町松木・まつのき

　　９２５-０３１２・石川県羽咋郡志賀町六実・むつみ

　　９２５-０１６２・石川県羽咋郡志賀町百浦・ももうら

　　９２５-０１５６・石川県羽咋郡志賀町矢蔵谷・やぐらだに

　　９２５-０２１１・石川県羽咋郡志賀町矢田・やた

　　９２５-０１２３・石川県羽咋郡志賀町矢駄・やだ

　　９２５-０３１１・石川県羽咋郡志賀町谷神・やちかみ

　　９２５-０４３８・石川県羽咋郡志賀町八千代・やちよ

　　９２５-０１４３・石川県羽咋郡志賀町宿女・やどめ

　　９２５-０４５１・石川県羽咋郡志賀町八幡・やわた

　　９２５-０４５２・石川県羽咋郡志賀町八幡座主・やわたざす

　　９２５-０１３１・石川県羽咋郡志賀町米浜・よねはま

　　９２５-０３７５・石川県羽咋郡志賀町若葉台・わかはﾞだい

　　９２５-０４３３・石川県羽咋郡志賀町和田・わだ

　　９２９-１３００・石川県羽咋郡宝達志水町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２９-１３１３・石川県羽咋郡宝達志水町東間・あずま

　　９２９-１４０６・石川県羽咋郡宝達志水町石坂・いしさか

　　９２９-１３４４・石川県羽咋郡宝達志水町今浜・いまはま

　　９２９-１３４５・石川県羽咋郡宝達志水町今浜新・いまはましん

　　９２９-１３１２・石川県羽咋郡宝達志水町上田・うわだ

　　９２９-１３２１・石川県羽咋郡宝達志水町上田出・うわだで

　　９２９-１４０５・石川県羽咋郡宝達志水町海老坂・えびさか

　　９２９-１３４３・石川県羽咋郡宝達志水町小川・おがわ

　　９２９-１４２６・石川県羽咋郡宝達志水町荻市・おぎち

　　９２９-１４１２・石川県羽咋郡宝達志水町荻島・おぎのしま

　　９２９-１４１３・石川県羽咋郡宝達志水町荻谷・おぎのやち

　　９２９-１３２３・石川県羽咋郡宝達志水町御舘・おたち

　　９２９-１３０３・石川県羽咋郡宝達志水町河原・かわら

　　９２９-１３３２・石川県羽咋郡宝達志水町北川尻・きたかわしり

　　９２９-１３３１・石川県羽咋郡宝達志水町米出・こめだじ

　　９２９-１３１４・石川県羽咋郡宝達志水町紺屋町・こんやまち

　　９２９-１４０６・石川県羽咋郡宝達志水町下石・さがりじ

　　９２９-１４０６・石川県羽咋郡宝達志水町散田・さんでん

　　９２９-１４２５・石川県羽咋郡宝達志水町子浦・しお

　　９２９-１４１４・石川県羽咋郡宝達志水町敷波・しきなみ

　　９２９-１４１５・石川県羽咋郡宝達志水町敷浪・しきなみ

　　９２９-１４０２・石川県羽咋郡宝達志水町清水原・しみずはﾞら

　　９２９-１３４１・石川県羽咋郡宝達志水町宿・しゆく

　　９２９-１４０３・石川県羽咋郡宝達志水町所司原・しよしはら



　　９２９-１４０４・石川県羽咋郡宝達志水町新宮・しんぐう

　　９２９-１４２３・石川県羽咋郡宝達志水町菅原・すがはら

　　９２９-１４２２・石川県羽咋郡宝達志水町杉野屋・すぎのや

　　９３９-０１７１・石川県羽咋郡宝達志水町沢川・そうごう

　　９２９-１３０５・石川県羽咋郡宝達志水町竹生野・たこの

　　９２９-１３２５・石川県羽咋郡宝達志水町坪山・つほﾞやま

　　９２９-１４１６・石川県羽咋郡宝達志水町出浜・ではま

　　９２９-１４０４・石川県羽咋郡宝達志水町当熊・とうのくま

　　９２９-１３１６・石川県羽咋郡宝達志水町中野・なかの

　　９２９-１４０２・石川県羽咋郡宝達志水町走入・はしり

　　９２９-１４０４・石川県羽咋郡宝達志水町原・はら

　　９２９-１４０５・石川県羽咋郡宝達志水町針山・はりやま

　　９２９-１３１５・石川県羽咋郡宝達志水町東野・ひがしの

　　９２９-１４０５・石川県羽咋郡宝達志水町聖川・ひじりかわ

　　９２９-１４０５・石川県羽咋郡宝達志水町平床・ひらとこ

　　９２９-１４２１・石川県羽咋郡宝達志水町二口・ふたくち

　　９２９-１３２６・石川県羽咋郡宝達志水町冬野・ふゆの

　　９２９-１３０１・石川県羽咋郡宝達志水町宝達・ほうだつ

　　９２９-１３２４・石川県羽咋郡宝達志水町正友・まさとも

　　９２９-１４０２・石川県羽咋郡宝達志水町見砂・みさご

　　９２９-１３２２・石川県羽咋郡宝達志水町三日町・みつかまち

　　９２９-１３０４・石川県羽咋郡宝達志水町南吉田・みなみよした

　　９２９-１３４２・石川県羽咋郡宝達志水町麦生・むぎう

　　９２９-１４０１・石川県羽咋郡宝達志水町向瀬・むこせ

　　９２９-１３３３・石川県羽咋郡宝達志水町免田・めんでん

　　９２９-１３２７・石川県羽咋郡宝達志水町森本・もりもと

　　９２９-１３１１・石川県羽咋郡宝達志水町門前・もんぜん

　　９２９-１４１１・石川県羽咋郡宝達志水町柳瀬・やなせ

　　９２９-１３０２・石川県羽咋郡宝達志水町山崎・やまざき

　　９２９-１４２４・石川県羽咋郡宝達志水町吉野屋・よしのや

　　９２９-１７００・石川県鹿島郡中能登町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２９-１８１６・石川県鹿島郡中能登町浅井・あさい

　　９２９-１８１３・石川県鹿島郡中能登町蟻ケ原・ありがはら

　　９２９-１８０４・石川県鹿島郡中能登町在江・あるえ

　　９２９-１７２１・石川県鹿島郡中能登町井田・いだ

　　９２９-１７１３・石川県鹿島郡中能登町今羽坂・いまはざか

　　９２９-１７０２・石川県鹿島郡中能登町大槻・おおつﾞき

　　９２９-１７２４・石川県鹿島郡中能登町尾崎・おさき

　　９２９-１７２２・石川県鹿島郡中能登町小竹・おだけ

　　９２９-１６２１・石川県鹿島郡中能登町金丸・かねまる

　　９２９-１６０６・石川県鹿島郡中能登町上後山・かみうしろやま

　　９２９-１７０１・石川県鹿島郡中能登町川田・かわだ

　　９２９-１６３１・石川県鹿島郡中能登町久江・くえ

　　９２９-１８０１・石川県鹿島郡中能登町久乃木・くのぎ

　　９２９-１７１６・石川県鹿島郡中能登町黒氏・くろじ

　　９２９-１６３６・石川県鹿島郡中能登町小金森・こがねもり

　　９２９-１６３２・石川県鹿島郡中能登町小田中・こだなか

　　９２９-１７２６・石川県鹿島郡中能登町最勝講・さいすこ

　　９２９-１６０５・石川県鹿島郡中能登町下後山・しもうしろやま

　　９２９-１７１２・石川県鹿島郡中能登町新庄・しんじよう

　　９２９-１７０４・石川県鹿島郡中能登町末坂・すえざか

　　９２９-１８１２・石川県鹿島郡中能登町石動山・せきどうさん

　　９２９-１７０６・石川県鹿島郡中能登町瀬戸・せと

　　９２９-１８１５・石川県鹿島郡中能登町芹川・せりかわ

　　９２９-１６３７・石川県鹿島郡中能登町曽祢・そね

　　９２９-１６３５・石川県鹿島郡中能登町高畠・たかはﾞたけ

　　９２９-１８０２・石川県鹿島郡中能登町武部・たけべ

　　９２９-１８０５・石川県鹿島郡中能登町坪川・つほﾞかわ

　　９２９-１８１７・石川県鹿島郡中能登町徳前・とくぜん

　　９２９-１６０３・石川県鹿島郡中能登町徳丸・とくまる

　　９２９-１８０３・石川県鹿島郡中能登町西・にじ

　　９２９-１６０１・石川県鹿島郡中能登町西馬場・にしはﾞはﾞ

　　９２９-１８１１・石川県鹿島郡中能登町二宮・にのみや

　　９２９-１８１８・石川県鹿島郡中能登町二宮あおば台・にのみやあおはﾞだい

　　９２９-１６０２・石川県鹿島郡中能登町能登部上・のとべかみ

　　９２９-１６０４・石川県鹿島郡中能登町能登部下・のとべしも

　　９２９-１７１４・石川県鹿島郡中能登町羽坂・はざか

　　９２９-１７０５・石川県鹿島郡中能登町花見月・はなみつき

　　９２９-１８１４・石川県鹿島郡中能登町原山・はらやま

　　９２９-１７０３・石川県鹿島郡中能登町春木・はるき



　　９２９-１７２５・石川県鹿島郡中能登町東馬場・ひがしはﾞはﾞ

　　９２９-１７１１・石川県鹿島郡中能登町廿九日・ひずめ

　　９２９-１７１５・石川県鹿島郡中能登町一青・ひとと

　　９２９-１６３４・石川県鹿島郡中能登町福田・ふくだ

　　９２９-１６３３・石川県鹿島郡中能登町藤井・ふじい

　　９２９-１７２３・石川県鹿島郡中能登町水白・みじろ

　　９２９-１７１７・石川県鹿島郡中能登町良川・よしかわ

　　９２７-００００・石川県鳳珠郡穴水町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２７-０００６・石川県鳳珠郡穴水町旭ケ丘・あさひがおか

　　９２７-０００３・石川県鳳珠郡穴水町伊久留・いくろ

　　９２７-０２３５・石川県鳳珠郡穴水町市ノ坂・いちのさか

　　９２７-０００７・石川県鳳珠郡穴水町岩車・いわぐるま

　　９２７-０２０５・石川県鳳珠郡穴水町宇加川・うかがわ

　　９２７-００３１・石川県鳳珠郡穴水町鵜島・うじま

　　９２７-００２５・石川県鳳珠郡穴水町内浦・うちうら

　　９２７-００４２・石川県鳳珠郡穴水町宇留地・うるち

　　９２７-００５４・石川県鳳珠郡穴水町上野・うわの

　　９２７-００４８・石川県鳳珠郡穴水町大角間・おおかくま

　　９２７-０２１５・石川県鳳珠郡穴水町大甲・おおかぶと

　　９２７-００２６・石川県鳳珠郡穴水町大町・おおまち

　　９２７-０２０７・石川県鳳珠郡穴水町沖波・おきなみ

　　９２７-００３２・石川県鳳珠郡穴水町乙ケ崎・おとがさき

　　９２７-００５１・石川県鳳珠郡穴水町小又・おまた

　　９２７-００３８・石川県鳳珠郡穴水町鹿島・かしま

　　９２７-００１４・石川県鳳珠郡穴水町梶・かじ

　　９２７-００４９・石川県鳳珠郡穴水町桂谷・かつらだに

　　９２７-０２２３・石川県鳳珠郡穴水町鹿波・かなみ

　　９２７-０２１１・石川県鳳珠郡穴水町甲・かぶと

　　９２７-００５６・石川県鳳珠郡穴水町上唐川・かみからかわ

　　９２７-００４７・石川県鳳珠郡穴水町上中・かみなか

　　９２７-０００８・石川県鳳珠郡穴水町川尻・かわしり

　　９２７-００２７・石川県鳳珠郡穴水町川島・かわじま

　　９２７-００４５・石川県鳳珠郡穴水町河内・かわち

　　９２７-００２２・石川県鳳珠郡穴水町北七海・きたしつみ

　　９２７-００１１・石川県鳳珠郡穴水町木原・きはら

　　９２７-００５３・石川県鳳珠郡穴水町此木・くのぎ

　　９２７-０００１・石川県鳳珠郡穴水町樟谷・くのぎたに

　　９２７-０２１２・石川県鳳珠郡穴水町黒崎・くろさき

　　９２７-００４６・石川県鳳珠郡穴水町越渡・こえと

　　９２７-０２１４・石川県鳳珠郡穴水町小甲・こかぶと

　　９２７-０２３４・石川県鳳珠郡穴水町小又（山中）・こまた(やまなか)

　　９２７-００４３・石川県鳳珠郡穴水町越の原・こしのはら

　　９２７-０２２４・石川県鳳珠郡穴水町鹿上・しかがみ

　　９２７-００３５・石川県鳳珠郡穴水町志ケ浦・しがうら

　　９２７-０２１３・石川県鳳珠郡穴水町至誠・しせい

　　９２７-００５５・石川県鳳珠郡穴水町地蔵坊・じぞうほﾞう

　　９２７-００２１・石川県鳳珠郡穴水町七海・しつみ

　　９２７-００５７・石川県鳳珠郡穴水町下唐川・しもからかわ

　　９２７-００４６・石川県鳳珠郡穴水町汁谷・しるたに

　　９２７-００１３・石川県鳳珠郡穴水町瑞鳳・ずいほう

　　９２７-０００２・石川県鳳珠郡穴水町菅谷・すげんたに

　　９２７-００３９・石川県鳳珠郡穴水町曽福・そぶく

　　９２７-０００４・石川県鳳珠郡穴水町曽山・そやま

　　９２７-０２２１・石川県鳳珠郡穴水町曽良・そら

　　９２７-０２２２・石川県鳳珠郡穴水町大郷・だいごう

　　９２７-０２０１・石川県鳳珠郡穴水町竹太・たけだ

　　９２７-００４１・石川県鳳珠郡穴水町天神谷・てんじんだに

　　９２７-００１５・石川県鳳珠郡穴水町中居・なかい

　　９２７-００１６・石川県鳳珠郡穴水町中居南・なかいみなみ

　　９２７-００３４・石川県鳳珠郡穴水町新崎・にんざき

　　９２７-００３７・石川県鳳珠郡穴水町根木・ねき

　　９２７-０２２５・石川県鳳珠郡穴水町野並・のなみ

　　９２７-００５８・石川県鳳珠郡穴水町挾石・はさみじ

　　９２７-００１７・石川県鳳珠郡穴水町波志借・はじかじ

　　９２７-０２０３・石川県鳳珠郡穴水町花園・はなぞの

　　９２７-０００５・石川県鳳珠郡穴水町東中谷・ひがしなかんたに

　　９２７-０２３２・石川県鳳珠郡穴水町東山・ひがしやま

　　９２７-０００９・石川県鳳珠郡穴水町比良・びら

　　９２７-００５２・石川県鳳珠郡穴水町平野・ひらの

　　９２７-００１２・石川県鳳珠郡穴水町藤巻・ふじまき



　　９２７-０２０２・石川県鳳珠郡穴水町古君・ふるきみ

　　９２７-００３６・石川県鳳珠郡穴水町望洋台・ほﾞうようだい

　　９２７-０２０６・石川県鳳珠郡穴水町前波・まえなみ

　　９２７-００３３・石川県鳳珠郡穴水町緑ケ丘・みどりがおか

　　９２７-０２０４・石川県鳳珠郡穴水町明千寺・みようせんじ

　　９２７-００２３・石川県鳳珠郡穴水町麦ケ浦・むきがうら

　　９２７-０２３３・石川県鳳珠郡穴水町女良川・めらがわ

　　９２７-０２３１・石川県鳳珠郡穴水町山中・やまなか

　　９２７-００２４・石川県鳳珠郡穴水町由比ケ丘・ゆいがおか

　　９２７-００４４・石川県鳳珠郡穴水町鹿路・ろくろ

　　９２７-０４００・石川県鳳珠郡能登町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９２７-０６１２・石川県鳳珠郡能登町秋吉・あきよじ

　　９２７-０５５１・石川県鳳珠郡能登町明野・あけの

　　９２８-０３３２・石川県鳳珠郡能登町五十里・いかり

　　９２８-０３０６・石川県鳳珠郡能登町石井・いしい

　　９２７-０６２６・石川県鳳珠郡能登町泉・いずみ

　　９２７-０５５４・石川県鳳珠郡能登町市之瀬・いちのせ

　　９２７-０４４４・石川県鳳珠郡能登町猪平・いのひら

　　９２７-０４５２・石川県鳳珠郡能登町宇加塚・うかつﾞか

　　９２７-０３０２・石川県鳳珠郡能登町鵜川・うかわ

　　９２７-０４３３・石川県鳳珠郡能登町宇出津・うしつ

　　９２７-０４３２・石川県鳳珠郡能登町宇出津新・うしつしん

　　９２７-０４３５・石川県鳳珠郡能登町宇出津新港・うしつしんこう

　　９２７-０４３１・石川県鳳珠郡能登町宇出津山分・うしつやまぶん

　　９２７-０６０８・石川県鳳珠郡能登町内浦長尾・うちうらなご

　　９２７-０５６４・石川県鳳珠郡能登町小浦・おうら

　　９２７-０３２５・石川県鳳珠郡能登町太田原・おおだわら

　　９２８-０３３５・石川県鳳珠郡能登町大箱・おおはﾞこ

　　９２７-０３０３・石川県鳳珠郡能登町小垣・おがき

　　９２７-０５５３・石川県鳳珠郡能登町小木・おぎ

　　９２７-０５５２・石川県鳳珠郡能登町越坂・おつさか

　　９２８-０３０２・石川県鳳珠郡能登町小間生・おもう

　　９２７-０６１３・石川県鳳珠郡能登町河ケ谷・かがたに

　　９２７-０３０４・石川県鳳珠郡能登町柿生・かきお

　　９２７-０３２４・石川県鳳珠郡能登町柏木・かしわぎ

　　９２７-０６２１・石川県鳳珠郡能登町上・かみ

　　９２８-０３０１・石川県鳳珠郡能登町上長尾・かみながお

　　９２８-０３２５・石川県鳳珠郡能登町神和住・かみわすみ

　　９２８-０３０８・石川県鳳珠郡能登町鴨川・かもがわ

　　９２８-０３１２・石川県鳳珠郡能登町上町・かんまち

　　９２７-０３１３・石川県鳳珠郡能登町木住・きずみ

　　９２８-０３３６・石川県鳳珠郡能登町北河内・きたかわち

　　９２８-０３０５・石川県鳳珠郡能登町久田・きゆうでん

　　９２７-０６１１・石川県鳳珠郡能登町清真・きよざね

　　９２８-０３０３・石川県鳳珠郡能登町桐畑・きりはた

　　９２７-０６２５・石川県鳳珠郡能登町国重・くにしげ

　　９２８-０３０７・石川県鳳珠郡能登町国光・くにみつ

　　９２７-０６０４・石川県鳳珠郡能登町九里川尻・くりかわしり

　　９２８-０３３３・石川県鳳珠郡能登町黒川・くろかわ

　　９２７-０６０１・石川県鳳珠郡能登町恋路・こいじ

　　９２８-０３１１・石川県鳳珠郡能登町合鹿・ごうろく

　　９２７-０６２６・石川県鳳珠郡能登町駒渡・こまわたり

　　９２８-０３２３・石川県鳳珠郡能登町五郎左エ門分・ごろざえもんぶん

　　９２８-０３２６・石川県鳳珠郡能登町斉和・さいわ

　　９２７-０４３４・石川県鳳珠郡能登町崎山・さきやま

　　９２７-０３２３・石川県鳳珠郡能登町鮭尾・さけお

　　９２８-０３１４・石川県鳳珠郡能登町笹川・ささがわ

　　９２７-０３０１・石川県鳳珠郡能登町七見・しちみ

　　９２８-０３２１・石川県鳳珠郡能登町十郎原・じゆうろはﾞら

　　９２７-０６０７・石川県鳳珠郡能登町白丸・しろまる

　　９２７-０６０９・石川県鳳珠郡能登町新保・しんほﾞ

　　９２８-０３０４・石川県鳳珠郡能登町鈴ケ嶺・すずがみね

　　９２７-０４５４・石川県鳳珠郡能登町曽又・そまた

　　９２７-０６２７・石川県鳳珠郡能登町滝之坊・たきのほﾞ

　　９２７-０６２６・石川県鳳珠郡能登町田代・たしろ

　　９２７-０６０５・石川県鳳珠郡能登町立壁・たてかべ

　　９２７-０４５３・石川県鳳珠郡能登町鶴町・つるまち

　　９２８-０３２２・石川県鳳珠郡能登町寺分・てらぶん

　　９２８-０３１３・石川県鳳珠郡能登町天坂・てんざか

　　９２８-０３３４・石川県鳳珠郡能登町当目・とうめ



　　９２７-０６２４・石川県鳳珠郡能登町時長・ときなが

　　９２７-０３１５・石川県鳳珠郡能登町豊ケ丘・とよがおか

　　９２８-０３２４・石川県鳳珠郡能登町中斉・なかさい

　　９２７-０６０３・石川県鳳珠郡能登町布浦・ぬのうら

　　９２７-０４４２・石川県鳳珠郡能登町波並・はなみ

　　９２７-０５６１・石川県鳳珠郡能登町羽生（い）・はにゆう(い)

　　９２７-０５５５・石川県鳳珠郡能登町羽生（ろ）・はにゆう(ろ)

　　９２７-０５６５・石川県鳳珠郡能登町羽根・はね

　　９２７-０５６３・石川県鳳珠郡能登町姫・ひめ

　　９２７-０６２７・石川県鳳珠郡能登町福光・ふくみつ

　　９２７-０４４１・石川県鳳珠郡能登町藤波・ふじなみ

　　９２７-０４５１・石川県鳳珠郡能登町藤ノ瀬・ふじのせ

　　９２７-０６２２・石川県鳳珠郡能登町不動寺・ふどうじ

　　９２７-０３１２・石川県鳳珠郡能登町本木・ほんき

　　９２７-０６０２・石川県鳳珠郡能登町松波・まつなみ

　　９２７-０３２１・石川県鳳珠郡能登町爼倉・まないたぐら

　　９２７-０５６２・石川県鳳珠郡能登町真脇・まわき

　　９２７-０６１４・石川県鳳珠郡能登町満泉寺・まんせんじ

　　９２７-０３１１・石川県鳳珠郡能登町瑞穂・みずほ

　　９２７-０６１５・石川県鳳珠郡能登町宮犬・みやいぬ

　　９２７-０３２２・石川県鳳珠郡能登町宮地・みやち

　　９２７-０６０２・石川県鳳珠郡能登町明生・みようじよう

　　９２７-０３０５・石川県鳳珠郡能登町武連・むれ

　　９２８-０３３１・石川県鳳珠郡能登町柳田・やなぎだ

　　９２７-０４４３・石川県鳳珠郡能登町矢波・やなみ

　　９２７-０３１４・石川県鳳珠郡能登町山田・やまだ

　　９２７-０６１４・石川県鳳珠郡能登町山中・やまなか

　　９２７-０６２３・石川県鳳珠郡能登町行延・ゆきのべ

　　９２７-０６０６・石川県鳳珠郡能登町四方山・よもやま

　　０２０-００００・岩手県盛岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２０-０１３３・岩手県盛岡市青山・あおやま

　　０２０-０８０１・岩手県盛岡市浅岸・あさぎじ

　　０２０-００１４・岩手県盛岡市愛宕下・あたごした

　　０２０-００１３・岩手県盛岡市愛宕町・あたごちよう

　　０２０-０１２６・岩手県盛岡市安倍館町・あべたてちよう

　　０２０-０８５２・岩手県盛岡市飯岡新田・いいおかしんでん

　　０２０-０３１２・岩手県盛岡市砂子沢・いさござわ

　　０２０-００５４・岩手県盛岡市猪去・いさり

　　０２０-０１４２・岩手県盛岡市稲荷町・いなりちよう

　　０２８-４１３１・岩手県盛岡市芋田・いもだ

　　０２０-００１２・岩手県盛岡市岩清水・いわしみず

　　０２０-０１０１・岩手県盛岡市岩脇町・いわわきちよう

　　０２０-００６６・岩手県盛岡市上田（１～４丁目・うえだ(１-４ちようめ)

　　０２０-００６６・岩手県盛岡市上田（北山）・うえだ(きたやま)

　　０２０-０２０４・岩手県盛岡市上田（糠森）・うえだ(ぬかもり)

　　０２０-０２０４・岩手県盛岡市上田（小野松）・うえだ(おのまつ)

　　０２０-０１０２・岩手県盛岡市上田（その他）・うえだ(そのた)

　　０２０-０１１３・岩手県盛岡市上田堤・うえだつつみ

　　０２０-００２３・岩手県盛岡市内丸・うちまる

　　０２０-０４０４・岩手県盛岡市大ケ生・おおがゆう

　　０２０-００２５・岩手県盛岡市大沢川原・おおさわかわら

　　０２０-０１４７・岩手県盛岡市大館町・おおだてちよう

　　０２０-００２２・岩手県盛岡市大通・おおどおり

　　０２０-０４０３・岩手県盛岡市乙部・おとべ

　　０２０-００２６・岩手県盛岡市開運橋通・かいうんはﾞしどおり

　　０２０-０８０７・岩手県盛岡市加賀野・かがの

　　０２０-０８２３・岩手県盛岡市門・かど

　　０２０-０８５４・岩手県盛岡市上飯岡・かみいいおか

　　０２０-００５３・岩手県盛岡市上太田・かみおおた

　　０２０-０８５５・岩手県盛岡市上鹿妻・かみかつﾞま

　　０２０-０１４３・岩手県盛岡市上厨川・かみくりやがわ

　　０２０-０１２５・岩手県盛岡市上堂・かみどう

　　０２０-０８８７・岩手県盛岡市上ノ橋町・かみのはしちよう

　　０２０-０００１・岩手県盛岡市上米内・かみよない

　　０２８-４１３５・岩手県盛岡市川崎・かわさき

　　０２０-０２０３・岩手県盛岡市川又・かわまた

　　０２０-０８１２・岩手県盛岡市川目・かわめ

　　０２０-０８１１・岩手県盛岡市川目町・かわめちよう

　　０２０-０８５７・岩手県盛岡市北飯岡・きたいいおか

　　０２０-０１３６・岩手県盛岡市北天昌寺町・きたてんしようじちよう



　　０２０-０１０５・岩手県盛岡市北松園・きたまつぞの

　　０２０-００６１・岩手県盛岡市北山・きたやま

　　０２０-００３１・岩手県盛岡市北夕顔瀬町・きたゆうがおせちよう

　　０２０-０１２４・岩手県盛岡市厨川・くりやがわ

　　０２０-０１１１・岩手県盛岡市黒石野・くろいしの

　　０２０-０４０２・岩手県盛岡市黒川・くろかわ

　　０２８-４１２５・岩手県盛岡市好摩・こうま

　　０２０-０８１５・岩手県盛岡市小杉山・こすぎやま

　　０２０-０１０４・岩手県盛岡市小鳥沢・ことりざわ

　　０２０-０８８５・岩手県盛岡市紺屋町・こんやちよう

　　０２０-００２４・岩手県盛岡市菜園・さいえん

　　０２０-００６３・岩手県盛岡市材木町・ざいもくちよう

　　０２０-００４１・岩手県盛岡市境田町・さかいだちよう

　　０２０-０８７８・岩手県盛岡市肴町・さかなちよう

　　０２０-０００２・岩手県盛岡市桜台・さくらだい

　　０２０-０８２１・岩手県盛岡市山王町・さんのうちよう

　　０２０-０８３１・岩手県盛岡市三本柳・さんほﾞんやなぎ

　　０２０-０８８３・岩手県盛岡市志家町・しけちよう

　　０２８-４１３２・岩手県盛岡市渋民・しぶたみ

　　０２０-０８７５・岩手県盛岡市清水町・しみずちよう

　　０２０-０８５３・岩手県盛岡市下飯岡・しもいいおか

　　０２８-４１３４・岩手県盛岡市下田・しもだ

　　０２０-０８７７・岩手県盛岡市下ノ橋町・しものはしちよう

　　０２０-００５１・岩手県盛岡市下太田・しもおおた

　　０２０-０８５６・岩手県盛岡市下鹿妻・しもかつﾞま

　　０２０-０１２３・岩手県盛岡市下厨川・しもくりやがわ

　　０２０-０００３・岩手県盛岡市下米内・しもよない

　　０２０-００４４・岩手県盛岡市城西町・じようせいちよう

　　０２０-０８０３・岩手県盛岡市新庄・しんじよう

　　０２０-０８０６・岩手県盛岡市新庄町・しんじようちよう

　　０２０-００４２・岩手県盛岡市新田町・しんでんちよう

　　０２０-０８８４・岩手県盛岡市神明町・しんめいちよう

　　０２０-０８８２・岩手県盛岡市住吉町・すみよしちよう

　　０２０-０１２７・岩手県盛岡市前九年・ぜんくねん

　　０２０-０８６１・岩手県盛岡市仙北・せんほﾞく

　　０２０-０８６５・岩手県盛岡市仙北町・せんほﾞくちよう

　　０２０-０８２８・岩手県盛岡市大慈寺町・だいじじちよう

　　０２０-０１３５・岩手県盛岡市大新町・だいしんちよう

　　０２０-０８２５・岩手県盛岡市高崩・たかくずれ

　　０２０-０１１４・岩手県盛岡市高松・たかまつ

　　０２０-０１１５・岩手県盛岡市館向町・たてむかいちよう

　　０２０-０２０２・岩手県盛岡市玉山・たまやま

　　０２８-４１２１・岩手県盛岡市玉山永井・たまやまながい

　　０２８-４１２４・岩手県盛岡市玉山馬場・たまやまはﾞはﾞ

　　０２０-０８２２・岩手県盛岡市茶畑・ちやはﾞたけ

　　０２０-００２１・岩手県盛岡市中央通・ちゆうおうどおり

　　０２０-０１２１・岩手県盛岡市月が丘・つきがおか

　　０２０-０８３５・岩手県盛岡市津志田・つしだ

　　０２０-０８３８・岩手県盛岡市津志田中央・つしだちゆうおう

　　０２０-０８３６・岩手県盛岡市津志田西・つしだにじ

　　０２０-０８３７・岩手県盛岡市津志田町・つしだちよう

　　０２０-０８３９・岩手県盛岡市津志田南・つしだみなみ

　　０２０-０１４４・岩手県盛岡市土淵・つちぶち

　　０２０-０８０２・岩手県盛岡市つつじが丘・つつじがおか

　　０２０-００５５・岩手県盛岡市繋・つなぎ

　　０２０-０４０１・岩手県盛岡市手代森・てしろもり

　　０２８-４１２２・岩手県盛岡市寺林・てらはﾞやじ

　　０２０-０１３７・岩手県盛岡市天昌寺町・てんしようじちよう

　　０２０-０８８１・岩手県盛岡市天神町・てんじんちよう

　　０２０-００５２・岩手県盛岡市中太田・なかおおた

　　０２０-００４３・岩手県盛岡市中川町・なかがわちよう

　　０２０-０１３１・岩手県盛岡市中堤町・なかつつみちよう

　　０２０-０８１６・岩手県盛岡市中野・なかの

　　０２０-０８７１・岩手県盛岡市中ノ橋通・なかのはしどおり

　　０２０-０１４１・岩手県盛岡市中屋敷町・なかやしきちよう

　　０２０-０８３４・岩手県盛岡市永井・ながい

　　０２０-００６２・岩手県盛岡市長田町・ながたちよう

　　０２０-０１４６・岩手県盛岡市長橋町・ながはしちよう

　　０２０-００６４・岩手県盛岡市梨木町・なしのきちよう

　　０２０-００１６・岩手県盛岡市名須川町・なすかわちよう



　　０２０-０８２７・岩手県盛岡市鉈屋町・なたやちよう

　　０２０-０１３２・岩手県盛岡市西青山・にしあおやま

　　０２０-００６５・岩手県盛岡市西下台町・にししただいちよう

　　０２０-０８６４・岩手県盛岡市西仙北・にしせんほﾞく

　　０２０-０１０３・岩手県盛岡市西松園・にしまつぞの

　　０２０-０８３３・岩手県盛岡市西見前・にしみるまえ

　　０２０-０３１３・岩手県盛岡市根田茂・ねだも

　　０２０-０１１６・岩手県盛岡市箱清水・はこしみず

　　０２０-０８７２・岩手県盛岡市八幡町・はちまんちよう

　　０２０-０８４１・岩手県盛岡市羽場・ははﾞ

　　０２０-０８７６・岩手県盛岡市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　０２０-０８２４・岩手県盛岡市東安庭・ひがしあにわ

　　０２０-０１０８・岩手県盛岡市東黒石野・ひがしくろいしの

　　０２０-０８０４・岩手県盛岡市東桜山・ひがしさくらやま

　　０２０-０８０５・岩手県盛岡市東新庄・ひがししんじよう

　　０２０-０８６２・岩手県盛岡市東仙北・ひがしせんほﾞく

　　０２０-０８１７・岩手県盛岡市東中野・ひがしなかの

　　０２０-０８１４・岩手県盛岡市東中野町・ひがしなかのちよう

　　０２０-０１０６・岩手県盛岡市東松園・ひがしまつぞの

　　０２０-０１１２・岩手県盛岡市東緑が丘・ひがしみどりがおか

　　０２０-０８３２・岩手県盛岡市東見前・ひがしみるまえ

　　０２０-０８１３・岩手県盛岡市東山・ひがしやま

　　０２０-０２０１・岩手県盛岡市日戸・ひのと

　　０２０-０１４５・岩手県盛岡市平賀新田・ひらかしんでん

　　０２０-００１５・岩手県盛岡市本町通・ほんちようどおり

　　０２０-０１４８・岩手県盛岡市前潟・まえがた

　　０２８-４１２３・岩手県盛岡市巻堀・まきほﾞり

　　０２０-０８７３・岩手県盛岡市松尾町・まつおちよう

　　０２０-０１０７・岩手県盛岡市松園・まつぞの

　　０２８-４１３６・岩手県盛岡市松内・まつない

　　０２０-０８２６・岩手県盛岡市神子田町・みこだちよう

　　０２０-０１２２・岩手県盛岡市みたけ・みたけ

　　０２０-００１１・岩手県盛岡市三ツ割・みつわり

　　０２０-０１１７・岩手県盛岡市緑が丘・みどりがおか

　　０２０-０１３４・岩手県盛岡市南青山町・みなみあおやまちよう

　　０２０-０８７４・岩手県盛岡市南大通・みなみおおどおり

　　０２０-０８６３・岩手県盛岡市南仙北・みなみせんほﾞく

　　０２０-０８５１・岩手県盛岡市向中野・むかいなかの

　　０２０-０８６６・岩手県盛岡市本宮・もとみや

　　０２０-０００５・岩手県盛岡市紅葉が丘・もみじがおか

　　０２０-００４５・岩手県盛岡市盛岡駅西通・もりおかえきにしとおり

　　０２０-００３３・岩手県盛岡市盛岡駅前北通・もりおかえきまえきたどおり

　　０２０-００３４・岩手県盛岡市盛岡駅前通・もりおかえきまえどおり

　　０２８-４１３３・岩手県盛岡市門前寺・もんぜんじ

　　０２０-０３１１・岩手県盛岡市簗川・やながわ

　　０２８-２７１１・岩手県盛岡市薮川・やぶかわ

　　０２０-０００４・岩手県盛岡市山岸・やまぎじ

　　０２０-００３２・岩手県盛岡市夕顔瀬町・ゆうがおせちよう

　　０２０-０８４２・岩手県盛岡市湯沢・ゆざわ

　　０２０-０８４４・岩手県盛岡市湯沢東・ゆざわひがじ

　　０２０-０８４３・岩手県盛岡市湯沢西・ゆざわにじ

　　０２０-０８４５・岩手県盛岡市湯沢南・ゆざわみなみ

　　０２０-０８４６・岩手県盛岡市流通センター北・りゆうつうせんたｰきた

　　０２０-０８８６・岩手県盛岡市若園町・わかそのちよう

　　０２７-００００・岩手県宮古市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２７-０２０２・岩手県宮古市赤前・あかまえ

　　０２７-００９２・岩手県宮古市愛宕・あたご

　　０２７-００８６・岩手県宮古市新町・あらまち

　　０２７-００６２・岩手県宮古市泉町・いずみちよう

　　０２７-００４８・岩手県宮古市板屋・いたや

　　０２８-２４２１・岩手県宮古市江繋・えつなぎ

　　０２７-００５４・岩手県宮古市太田・おおた

　　０２７-００８３・岩手県宮古市大通・おおどおり

　　０２８-２４２２・岩手県宮古市小国・おぐに

　　０２７-０１１２・岩手県宮古市音部・おとべ

　　０２７-０１１１・岩手県宮古市重茂・おもえ

　　０２８-２３０３・岩手県宮古市片巣・かたす

　　０２８-２６３２・岩手県宮古市門馬・かどま

　　０２７-００３３・岩手県宮古市金浜・かねはま

　　０２７-００３９・岩手県宮古市河南・かなん



　　０２７-００７８・岩手県宮古市鴨崎町・かもざきちよう

　　０２８-２１０４・岩手県宮古市刈屋・かりや

　　０２８-２４０２・岩手県宮古市川井（第９地割～第１１地割）・かわい

　　０２８-２３０２・岩手県宮古市川井（その他）・かわい(そのた)

　　０２８-２５１３・岩手県宮古市川内・かわうち

　　０２７-００４２・岩手県宮古市神田沢町・かんだざわちよう

　　０２７-００４４・岩手県宮古市上鼻・かんはﾟな

　　０２７-００２８・岩手県宮古市神林・かんはﾞやじ

　　０２８-２６３１・岩手県宮古市区界・くざかい

　　０２７-０００８・岩手県宮古市熊野町・くまのちよう

　　０２７-００８５・岩手県宮古市黒田町・くろたまち

　　０２７-００６５・岩手県宮古市黒森町・くろもりちよう

　　０２７-０００６・岩手県宮古市鍬ケ崎・くわがさき

　　０２７-００４６・岩手県宮古市花原市・けはﾞらいち

　　０２７-０００５・岩手県宮古市光岸地・こうがんじ

　　０２７-００７１・岩手県宮古市小沢・こざわ

　　０２７-００３８・岩手県宮古市小山田・こやまだ

　　０２７-００７６・岩手県宮古市栄町・さかえちよう

　　０２７-００９６・岩手県宮古市崎鍬ケ崎・さきくわがさき

　　０２７-００９７・岩手県宮古市崎山・さきやま

　　０２７-００７２・岩手県宮古市五月町・さつきちよう

　　０２７-００９５・岩手県宮古市佐原・さはﾞら

　　０２７-００８８・岩手県宮古市沢田・さわだ

　　０２７-０２０１・岩手県宮古市白浜・しらはま

　　０２７-００８１・岩手県宮古市新川町・しんかわちよう

　　０２７-００８４・岩手県宮古市末広町・すえひろちよう

　　０２８-２５１２・岩手県宮古市鈴久名・すずくな

　　０２７-００５８・岩手県宮古市千徳・せんとく

　　０２７-００４３・岩手県宮古市千徳町・せんとくまち

　　０２７-００２４・岩手県宮古市磯鶏・そけい

　　０２７-００２２・岩手県宮古市磯鶏石崎・そけいいしざき

　　０２７-００２３・岩手県宮古市磯鶏沖・そけいおき

　　０２７-００２７・岩手県宮古市磯鶏西・そけいにじ

　　０２７-００３２・岩手県宮古市高浜・たかはま

　　０２７-００３６・岩手県宮古市田鎖・たくさり

　　０２７-０００９・岩手県宮古市蛸の浜町・たこのはまちよう

　　０２７-００６７・岩手県宮古市田代・たしろ

　　０２７-００７７・岩手県宮古市舘合町・たてあいちよう

　　０２７-００６６・岩手県宮古市田の神・たのかみ

　　０２７-０３０７・岩手県宮古市田老・たろう

　　０２７-０３５９・岩手県宮古市田老青倉・たろうあおくら

　　０２７-０３２２・岩手県宮古市田老青砂里・たろうあおざり

　　０２７-０３７５・岩手県宮古市田老青野滝・たろうあおのたき

　　０２７-０３７４・岩手県宮古市田老青野滝北・たろうあおのたききた

　　０２７-０３７６・岩手県宮古市田老青野滝南・たろうあおのたきみなみ

　　０２７-０３０５・岩手県宮古市田老荒谷・たろうありや

　　０２７-０３２１・岩手県宮古市田老乙部・たろうおとべ

　　０２７-０３７９・岩手県宮古市田老乙部野・たろうおとべの

　　０２７-０３７８・岩手県宮古市田老重津部・たろうおもつべ

　　０２７-０３７７・岩手県宮古市田老重津部北・たろうおもつべきた

　　０２７-０３３２・岩手県宮古市田老樫内・たろうかしない

　　０２７-０３８２・岩手県宮古市田老片巻・たろうかたまき

　　０２７-０３８８・岩手県宮古市田老上沖・たろうかみおき

　　０２７-０３４３・岩手県宮古市田老上小田代・たろうかみこだしろ

　　０２７-０３８３・岩手県宮古市田老上摂待・たろうかみせつたい

　　０２７-０３０６・岩手県宮古市田老川向・たろうかわむかい

　　０２７-０３８６・岩手県宮古市田老胡桃畑・たろうくるみはた

　　０２７-０３０４・岩手県宮古市田老ケラス・たろうけらす

　　０２７-０３１２・岩手県宮古市田老越田・たろうこしだ

　　０２７-０３４２・岩手県宮古市田老小田代・たろうこだしろ

　　０２７-０３５１・岩手県宮古市田老小林・たろうこはﾞやじ

　　０２７-０３６１・岩手県宮古市田老小堀内・たろうこほﾞりない

　　０２７-０３６２・岩手県宮古市田老小堀内南・たろうこほﾞりないみなみ

　　０２７-０３４７・岩手県宮古市田老笹見平・たろうささみたいら

　　０２７-０３２５・岩手県宮古市田老三王・たろうさんのう

　　０２７-０３４５・岩手県宮古市田老篠倉・たろうしのくら

　　０２７-０３８５・岩手県宮古市田老下摂待・たろうしもせつたい

　　０２７-０３１３・岩手県宮古市田老駿達・たろうしゆんだつ

　　０２７-０３６４・岩手県宮古市田老新田・たろうしんでん

　　０２７-０３５５・岩手県宮古市田老末前・たろうすえまえ



　　０２７-０３６７・岩手県宮古市田老鈴子沢・たろうすずこさわ

　　０２７-０３８４・岩手県宮古市田老摂待・たろうせつたい

　　０２７-０３６５・岩手県宮古市田老滝の沢・たろうたきのさわ

　　０２７-０３４４・岩手県宮古市田老辰の口・たろうたつのくち

　　０２７-０３０１・岩手県宮古市田老館が森・たろうたてがもり

　　０２７-０３５８・岩手県宮古市田老立腰・たろうたてこじ

　　０２７-０３０２・岩手県宮古市田老田中・たろうたなか

　　０２７-０３０３・岩手県宮古市田老田の沢・たろうたのさわ

　　０２７-０３６３・岩手県宮古市田老長畑・たろうながはﾞたけ

　　０２７-０３４６・岩手県宮古市田老七滝・たろうななたき

　　０２７-０３３１・岩手県宮古市田老西向山・たろうにしむかいやま

　　０２７-０３６６・岩手県宮古市田老新田平・たろうにつただいら

　　０２７-０３２３・岩手県宮古市田老野原・たろうのはら

　　０２７-０３８７・岩手県宮古市田老畑・たろうはた

　　０２７-０３３３・岩手県宮古市田老古田・たろうふるた

　　０２７-０３８１・岩手県宮古市田老星山・たろうほしやま

　　０２７-０３７１・岩手県宮古市田老水沢・たろうみずさわ

　　０２７-０３７２・岩手県宮古市田老水沢南・たろうみずさわみなみ

　　０２７-０３５７・岩手県宮古市田老向桑畑・たろうむかいくわはた

　　０２７-０３７３・岩手県宮古市田老向新田・たろうむかいしんでん

　　０２７-０３２４・岩手県宮古市田老向山・たろうむかいやま

　　０２７-０３５４・岩手県宮古市田老森崎・たろうもりさき

　　０２７-０３５２・岩手県宮古市田老八幡水神・たろうやはたすいじん

　　０２７-０３４１・岩手県宮古市田老養呂地・たろうようろち

　　０２７-０３１１・岩手県宮古市田老和野・たろうわの

　　０２７-０３５３・岩手県宮古市田老和蒔・たろうわまき

　　０２７-０３５６・岩手県宮古市田老和山・たろうわやま

　　０２７-００５６・岩手県宮古市近内・ちかない

　　０２７-０２０３・岩手県宮古市津軽石・つがるいじ

　　０２７-００９１・岩手県宮古市築地・つきじ

　　０２７-００９３・岩手県宮古市中里団地・なかさとだんち

　　０２７-００３４・岩手県宮古市長沢・ながさわ

　　０２７-００５５・岩手県宮古市長根・ながね

　　０２７-００５３・岩手県宮古市長町・ながまち

　　０２８-２５１１・岩手県宮古市夏屋・なつや

　　０２７-００４１・岩手県宮古市西ケ丘・にしがおか

　　０２７-００６１・岩手県宮古市西町・にしまち

　　０２７-００４７・岩手県宮古市根市・ねいち

　　０２８-２５０４・岩手県宮古市箱石（第２地割「７０～１３６」）

　　０２８-２５０４・岩手県宮古市箱石（第４地割「３～１１」）

　　０２８-２３０４・岩手県宮古市箱石（その他）・はこいし(そのた)

　　０２７-００３５・岩手県宮古市花輪・はなわ

　　０２８-２１０３・岩手県宮古市腹帯・はらたい

　　０２７-０００７・岩手県宮古市日影町・ひかげちよう

　　０２８-２１０２・岩手県宮古市蟇目・ひきめ

　　０２７-０００１・岩手県宮古市日立浜町・ひたちはまちよう

　　０２７-００９４・岩手県宮古市日の出町・ひのでちよう

　　０２８-２６３３・岩手県宮古市平津戸・ひらつと

　　０２７-００２９・岩手県宮古市藤の川・ふじのかわ

　　０２７-００２１・岩手県宮古市藤原・ふじわら

　　０２７-００２１・岩手県宮古市藤原上町・ふじわらかみまち

　　０２８-２３０１・岩手県宮古市古田・ふつた

　　０２７-００７４・岩手県宮古市保久田・ほくだ

　　０２７-００３７・岩手県宮古市松山・まつやま

　　０２７-００２５・岩手県宮古市実田・みた

　　０２７-００７３・岩手県宮古市緑ケ丘・みどりがおか

　　０２７-０００３・岩手県宮古市港町・みなとまち

　　０２７-００５１・岩手県宮古市南町・みなみまち

　　０２７-００６４・岩手県宮古市宮園・みやぞの

　　０２７-００５２・岩手県宮古市宮町・みやまち

　　０２７-００８２・岩手県宮古市向町・むかいまち

　　０２８-２１０１・岩手県宮古市茂市・もいち

　　０２７-００８９・岩手県宮古市本町・もとまち

　　０２７-００３１・岩手県宮古市八木沢・やぎさわ

　　０２７-００６３・岩手県宮古市山口・やまぐち

　　０２７-０００２・岩手県宮古市山根町・やまねちよう

　　０２７-００８７・岩手県宮古市横町・よこまち

　　０２７-０００４・岩手県宮古市臨港通・りんこうどおり

　　０２７-００４５・岩手県宮古市老木・ろうき

　　０２８-２１０５・岩手県宮古市和井内・わいない



　　０２７-００７５・岩手県宮古市和見町・わみまち

　　０２７-００２６・岩手県宮古市上村・わむら

　　０２２-００００・岩手県大船渡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２２-０００７・岩手県大船渡市赤崎町・あかさきちよう

　　０２２-０００４・岩手県大船渡市猪川町・いかわちよう

　　０２２-０００２・岩手県大船渡市大船渡町・おおふなとちよう

　　０２２-０００３・岩手県大船渡市盛町・さかりちよう

　　０２２-０１０１・岩手県大船渡市三陸町越喜来・さんりくちようおきらい

　　０２２-０１０２・岩手県大船渡市三陸町吉浜・さんりくちようよしはま

　　０２２-０２１１・岩手県大船渡市三陸町綾里・さんりくちようりようり

　　０２２-０００６・岩手県大船渡市立根町・たつこんちよう

　　０２２-０００５・岩手県大船渡市日頃市町・ひころいちちよう

　　０２２-０００１・岩手県大船渡市末崎町・まつさきちよう

　　０２５-００００・岩手県花巻市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２５-００６７・岩手県花巻市浅沢・あさざわ

　　０２５-００８８・岩手県花巻市東町・あずまちよう

　　０２５-００７１・岩手県花巻市愛宕町・あたごちよう

　　０２５-００９５・岩手県花巻市石神町・いしがみちよう

　　０２８-３１３１・岩手県花巻市石鳥谷町猪鼻・いしどりやちよういのはな

　　０２８-３１５１・岩手県花巻市石鳥谷町江曽・えそ

　　０２８-３１８５・岩手県花巻市石鳥谷町大瀬川・おおせがわ

　　０２８-３１０２・岩手県花巻市石鳥谷町上口・かみぐち

　　０２８-３１７２・岩手県花巻市石鳥谷町北寺林・きたてらはﾞやじ

　　０２８-３１６１・岩手県花巻市石鳥谷町黒沼・くろぬま

　　０２８-３１０１・岩手県花巻市石鳥谷町好地・こうち

　　０２８-３１４１・岩手県花巻市石鳥谷町五大堂・ごだいどう

　　０２８-３１５３・岩手県花巻市石鳥谷町小森林・こもりはﾞやじ

　　０２８-３１８２・岩手県花巻市石鳥谷町松林寺・しようりんじ

　　０２８-３１３３・岩手県花巻市石鳥谷町関口・せきぐち

　　０２８-３１８１・岩手県花巻市石鳥谷町大興寺・だいこうじ

　　０２８-３１２２・岩手県花巻市石鳥谷町滝田・たきた

　　０２８-３１２１・岩手県花巻市石鳥谷町戸塚・とつﾞか

　　０２８-３１８４・岩手県花巻市石鳥谷町富沢・とみさわ

　　０２８-３１７１・岩手県花巻市石鳥谷町中寺林・なかてらはﾞやじ

　　０２８-３１１１・岩手県花巻市石鳥谷町新堀・にいほﾞり

　　０２８-３１６２・岩手県花巻市石鳥谷町西中島・にしなかじま

　　０２８-３１８３・岩手県花巻市石鳥谷町長谷堂・はせどう

　　０２８-３１６３・岩手県花巻市石鳥谷町八幡・はちまん

　　０２８-３１３２・岩手県花巻市石鳥谷町東中島・ひがしなかしま

　　０２８-３１５２・岩手県花巻市石鳥谷町南寺林・みなみてらはﾞやじ

　　０２８-３１４２・岩手県花巻市石鳥谷町八重畑・やえはた

　　０２５-００５８・岩手県花巻市一本杉・いつほﾟんすぎ

　　０２５-００４２・岩手県花巻市円万寺・えんまんじ

　　０２５-０３２２・岩手県花巻市狼沢・おおかみざわ

　　０２５-００３７・岩手県花巻市太田・おおた

　　０２５-００９２・岩手県花巻市大通り・おおどおり

　　０２８-３２０１・岩手県花巻市大迫町内川目・おおはさままちうちかわめ

　　０２８-３２０３・岩手県花巻市大迫町大迫・おおはさままちおおはさま

　　０２８-３２０４・岩手県花巻市大迫町亀ケ森・おおはさままちかめがもり

　　０２８-３２０２・岩手県花巻市大迫町外川目・おおはさままちそとかわめ

　　０２５-０３０３・岩手県花巻市大畑・おおはた

　　０２５-００２６・岩手県花巻市大谷地・おおやち

　　０２５-００８２・岩手県花巻市御田屋町・おたやちよう

　　０２５-０３１１・岩手県花巻市卸町・おろしまち

　　０２５-００８６・岩手県花巻市鍛治町・かじまち

　　０２５-００７５・岩手県花巻市花城町・かじようまち

　　０２５-０３２１・岩手県花巻市金矢・かなや

　　０２５-００５６・岩手県花巻市上北万丁目・かみきたまんちようめ

　　０２５-００６２・岩手県花巻市上小舟渡・かみこぶなと

　　０２５-００３２・岩手県花巻市上諏訪・かみすわ

　　０２５-００８７・岩手県花巻市上町・かみちよう

　　０２５-０００７・岩手県花巻市上似内・かみにたない

　　０２５-００４３・岩手県花巻市上根子・かみねこ

　　０２５-０１３２・岩手県花巻市北笹間・きたささま

　　０２５-０３０１・岩手県花巻市北湯口・きたゆぐち

　　０２５-０００８・岩手県花巻市空港南・くうこうみなみ

　　０２５-０００４・岩手県花巻市葛・くず

　　０２５-０２５３・岩手県花巻市下シ沢・くたしざわ

　　０２５-０３２３・岩手県花巻市椚ノ目・くぬぎのめ

　　０２５-００１３・岩手県花巻市幸田・こうだ



　　０２５-００１２・岩手県花巻市胡四王・こしおう

　　０２５-０３２４・岩手県花巻市小瀬川・こせがわ

　　０２５-００９８・岩手県花巻市材木町・ざいもくちよう

　　０２５-００７４・岩手県花巻市坂本町・さかもとちよう

　　０２５-００９４・岩手県花巻市桜木町・さくらぎちよう

　　０２５-００６４・岩手県花巻市桜台・さくらだい

　　０２５-００８４・岩手県花巻市桜町・さくらまち

　　０２５-００８１・岩手県花巻市里川口町・さとかわぐちまち

　　０２５-００６８・岩手県花巻市下幅・したははﾞ

　　０２５-００３５・岩手県花巻市実相寺・じつそうじ

　　０２５-００５４・岩手県花巻市下北万丁目・しもきたまんちようめ

　　０２５-００６３・岩手県花巻市下小舟渡・しもこぶなと

　　０２５-０００６・岩手県花巻市下似内・しもにたない

　　０２５-００２５・岩手県花巻市下根子・しもねこ

　　０２５-００２２・岩手県花巻市十二丁目・じゆうにちようめ

　　０２５-００７６・岩手県花巻市城内・じようない

　　０２５-０１３７・岩手県花巻市尻平川・しりたいらがわ

　　０２５-００５７・岩手県花巻市新田・しんでん

　　０２５-００７９・岩手県花巻市末広町・すえひろちよう

　　０２５-００３３・岩手県花巻市諏訪・すわ

　　０２５-００３９・岩手県花巻市諏訪町・すわちよう

　　０２５-０３０５・岩手県花巻市台・だい

　　０２５-００１６・岩手県花巻市高木・たかき

　　０２５-００８３・岩手県花巻市高田・たかだ

　　０２５-００１４・岩手県花巻市高松・たかまつ

　　０２５-０００５・岩手県花巻市田力・たちから

　　０２５-０００１・岩手県花巻市天下田・てんかだ

　　０２８-０１１５・岩手県花巻市東和町安俵・とうわちようあひよう

　　０２８-０１３４・岩手県花巻市東和町砂子・いさご

　　０２８-０１０３・岩手県花巻市東和町石鳩岡・いしはとおか

　　０２８-０１５４・岩手県花巻市東和町石持・いしもち

　　０２８-０１５１・岩手県花巻市東和町落合・おちあい

　　０２８-０１２１・岩手県花巻市東和町小友・おとも

　　０２８-０１３６・岩手県花巻市東和町小原・おはﾞら

　　０２８-０１４３・岩手県花巻市東和町上浮田・かみうきた

　　０２８-０１０７・岩手県花巻市東和町北小山田・きたおやまだ

　　０２８-０１０２・岩手県花巻市東和町北川目・きたかわめ

　　０２８-０１１６・岩手県花巻市東和町北成島・きたなるしま

　　０２８-０１０１・岩手県花巻市東和町北前田・きたまえだ

　　０２８-０１３５・岩手県花巻市東和町倉沢・くらざわ

　　０２８-０１５６・岩手県花巻市東和町小通・こがよう

　　０２８-０１４２・岩手県花巻市東和町駒籠・こまごめ

　　０２８-０１４１・岩手県花巻市東和町下浮田・しもうきた

　　０２８-０１１２・岩手県花巻市東和町新地・しんじ

　　０２８-０１０６・岩手県花巻市東和町外谷地・そとやち

　　０２８-０１３３・岩手県花巻市東和町鷹巣堂・たかすどう

　　０２８-０１２３・岩手県花巻市東和町田瀬・たせ

　　０２８-０１３２・岩手県花巻市東和町舘迫・たてはさま

　　０２８-０１２２・岩手県花巻市東和町谷内・たにない

　　０２８-０１１４・岩手県花巻市東和町土沢・つちざわ

　　０２８-０１５２・岩手県花巻市東和町毒沢・どくさわ

　　０２８-０１５３・岩手県花巻市東和町中内・なかない

　　０２８-０１１３・岩手県花巻市東和町東晴山・ひがしはるやま

　　０２８-０１０５・岩手県花巻市東和町前田・まえだ

　　０２８-０１３１・岩手県花巻市東和町町井・まちい

　　０２８-０１０４・岩手県花巻市東和町南川目・みなみかわめ

　　０２８-０１５５・岩手県花巻市東和町南成島・みなみなるしま

　　０２８-０１４４・岩手県花巻市東和町宮田・みやだ

　　０２８-０１１１・岩手県花巻市東和町百ノ沢・もものさわ

　　０２５-０１３５・岩手県花巻市栃内・とちない

　　０２５-０１３１・岩手県花巻市轟木・とどろき

　　０２５-０２５１・岩手県花巻市豊沢・とよさわ

　　０２５-００８９・岩手県花巻市豊沢町・とよさわちよう

　　０２５-００５３・岩手県花巻市中北万丁目・なかきたまんちようめ

　　０２５-０１３３・岩手県花巻市中笹間・なかささま

　　０２５-００３６・岩手県花巻市中根子・なかねこ

　　０２５-００７７・岩手県花巻市仲町・なかまち

　　０２５-００４６・岩手県花巻市鍋倉・なべくら

　　０２５-０２５２・岩手県花巻市鉛・なまり

　　０２５-００２３・岩手県花巻市成田・なりた



　　０２５-００２１・岩手県花巻市南城・なんじよう

　　０２５-００９１・岩手県花巻市西大通り・にしおおどおり

　　０２５-００４５・岩手県花巻市西晴山・にしはれやま

　　０２５-０００２・岩手県花巻市西宮野目・にしみやのめ

　　０２５-０３１２・岩手県花巻市二枚橋・にまいはﾞじ

　　０２５-０３１４・岩手県花巻市二枚橋町大通り・まちおおどおり

　　０２５-０３１５・岩手県花巻市二枚橋町南・にまいはﾞしまちみなみ

　　０２５-０３１３・岩手県花巻市二枚橋町北・にまいはﾞしまちきた

　　０２５-０３０２・岩手県花巻市糠塚・ぬかつﾞか

　　０２５-００５２・岩手県花巻市野田・のだ

　　０２５-００１５・岩手県花巻市東十二丁目・ひがしじゆうにちようめ

　　０２５-０００３・岩手県花巻市東宮野目・ひがしみやのめ

　　０２５-００４１・岩手県花巻市膝立・ひざたて

　　０２５-００７３・岩手県花巻市一日市・ひといち

　　０２５-００９６・岩手県花巻市藤沢町・ふじさわちよう

　　０２５-００８５・岩手県花巻市双葉町・ふたはﾞちよう

　　０２５-００７８・岩手県花巻市吹張町・ふつはﾟりちよう

　　０２５-００３１・岩手県花巻市不動・ふどう

　　０２５-００３８・岩手県花巻市不動町・ふどうちよう

　　０２５-００６５・岩手県花巻市星が丘・ほしがおか

　　０２５-００６６・岩手県花巻市松園町・まつぞのちよう

　　０２５-００９３・岩手県花巻市南川原町・みなみかわらちよう

　　０２５-０１３４・岩手県花巻市南笹間・みなみささま

　　０２５-００５１・岩手県花巻市南新田・みなみしんでん

　　０２５-００３４・岩手県花巻市南諏訪町・みなみすわちよう

　　０２５-００５５・岩手県花巻市南万丁目・みなみまんちようめ

　　０２５-００６１・岩手県花巻市本館・もとだて

　　０２５-００１１・岩手県花巻市矢沢・やさわ

　　０２５-００２４・岩手県花巻市山の神・やまのかみ

　　０２５-００４４・岩手県花巻市湯口（石川原）・ゆぐち(いしかわら)

　　０２５-００４４・岩手県花巻市湯口（田屋）・ゆぐち(たや)

　　０２５-００４４・岩手県花巻市湯口（二ツ堰）・ゆぐち(ふたつぜき)

　　０２５-００４４・岩手県花巻市湯口（的場）・ゆぐち(まとはﾞ)

　　０２５-０２４４・岩手県花巻市湯口（その他）・ゆぐち(そのた)

　　０２５-０３０４・岩手県花巻市湯本・ゆもと

　　０２５-０１３６・岩手県花巻市横志田・よこしだ

　　０２５-００７２・岩手県花巻市四日町・よつかまち

　　０２５-００９７・岩手県花巻市若葉町・わかはﾞちよう

　　０２４-００００・岩手県北上市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２４-００５１・岩手県北上市相去町・あいさりちよう

　　０２４-００３１・岩手県北上市青柳町・あおやぎちよう

　　０２４-００８１・岩手県北上市有田町・ありたちよう

　　０２４-０００１・岩手県北上市飯豊・いいとよ

　　０２４-００４１・岩手県北上市稲瀬町・いなせちよう

　　０２４-００２１・岩手県北上市上野町・うえのちよう

　　０２４-００５４・岩手県北上市大堤東・おおつつみひがじ

　　０２４-００５３・岩手県北上市大堤西・おおつつみにじ

　　０２４-００５５・岩手県北上市大堤南・おおつつみみなみ

　　０２４-００５２・岩手県北上市大堤北・おおつつみきた

　　０２４-００６１・岩手県北上市大通り・おおどおり

　　０２４-００９１・岩手県北上市大曲町・おおまがりちよう

　　０２４-００５６・岩手県北上市鬼柳町・おにやなぎちよう

　　０２４-００６２・岩手県北上市鍛冶町・かじまち

　　０２４-００７１・岩手県北上市上江釣子・かみえつﾞりこ

　　０２４-００５７・岩手県北上市上鬼柳・かみおにやなぎ

　　０２４-００３２・岩手県北上市川岸・かわぎじ

　　０２４-００７２・岩手県北上市北鬼柳・きたおにやなぎ

　　０２４-０１０２・岩手県北上市北工業団地（３)・こうぎようだんち

　　０２４-０１０２・岩手県北上市北工業団地（５)・こうぎようだんち

　　０２４-０００２・岩手県北上市北工業団地（その他）・(そのた)

　　０２４-０２１１・岩手県北上市口内町・くちないちよう

　　０２４-００６３・岩手県北上市九年橋・くねんはﾞじ

　　０２４-００４２・岩手県北上市黒岩・くろいわ

　　０２４-００２２・岩手県北上市黒沢尻・くろさわじり

　　０２４-０１０５・岩手県北上市小鳥崎・ことりざき

　　０２４-００３３・岩手県北上市幸町・さいわいちよう

　　０２４-００８４・岩手県北上市さくら通り・さくらどおり

　　０２４-００２３・岩手県北上市里分・さとぶん

　　０２４-０１０３・岩手県北上市更木・さらき

　　０２４-００７３・岩手県北上市下江釣子・しもえつﾞりこ



　　０２４-００５８・岩手県北上市下鬼柳・しもおにやなぎ

　　０２４-００９２・岩手県北上市新穀町・しんこくちよう

　　０２４-００３４・岩手県北上市諏訪町・すわちよう

　　０２４-００４３・岩手県北上市立花・たちはﾞな

　　０２４-００１１・岩手県北上市堤ケ丘・つつみがおか

　　０２４-００１２・岩手県北上市常盤台・ときわだい

　　０２４-００２４・岩手県北上市中野町・なかのちよう

　　０２４-００７４・岩手県北上市滑田・なめしだ

　　０２４-０００３・岩手県北上市成田・なりた

　　０２４-００７５・岩手県北上市新平・につへﾟい

　　０２４-００７６・岩手県北上市鳩岡崎・はとおかざき

　　０２４-００３５・岩手県北上市花園町・はなぞのちよう

　　０２４-００４４・岩手県北上市平沢・ひらさわ

　　０２４-０１０１・岩手県北上市臥牛・ふしうじ

　　０２４-００１３・岩手県北上市藤沢・ふじさわ

　　０２４-０１０４・岩手県北上市二子町・ふたごちよう

　　０２４-００９３・岩手県北上市本石町・ほんごくちよう

　　０２４-００９４・岩手県北上市本通り・ほんどおり

　　０２４-００２５・岩手県北上市孫屋敷・まごやしき

　　０２４-００８２・岩手県北上市町分・まちぶん

　　０２４-０００４・岩手県北上市村崎野・むらさきの

　　０２４-００８３・岩手県北上市柳原町・やなぎはらちよう

　　０２４-００４５・岩手県北上市湯沢・ゆざわ

　　０２４-００９５・岩手県北上市芳町・よしちよう

　　０２４-００１４・岩手県北上市流通センター・りゆうつうせんたｰ

　　０２４-００６４・岩手県北上市若宮町・わかみやちよう

　　０２４-０３２１・岩手県北上市和賀町岩崎・わがちよういわさき

　　０２４-０３２２・岩手県北上市和賀町岩崎新田・いわさきしんでん

　　０２４-０３２５・岩手県北上市和賀町岩沢・いわさわ

　　０２４-０３３５・岩手県北上市和賀町後藤・ごとう

　　０２４-０３２３・岩手県北上市和賀町煤孫・すすまご

　　０２４-０３２６・岩手県北上市和賀町仙人・せんにん

　　０２４-０３３２・岩手県北上市和賀町竪川目・たてかわめ

　　０２４-０３３３・岩手県北上市和賀町長沼・ながぬま

　　０２４-０３３４・岩手県北上市和賀町藤根・ふじね

　　０２４-０３２４・岩手県北上市和賀町山口・やまぐち

　　０２４-０３３１・岩手県北上市和賀町横川目・よこかわめ

　　０２８-００００・岩手県久慈市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-００１４・岩手県久慈市旭町・あさひちよう

　　０２８-００６３・岩手県久慈市荒町・あらまち

　　０２８-８１１１・岩手県久慈市宇部町・うべちよう

　　０２８-００３４・岩手県久慈市枝成沢・えだなりさわ

　　０２８-００９１・岩手県久慈市大川目町・おおかわめちよう

　　０２８-００８３・岩手県久慈市大沢・おおさわ

　　０２８-００４１・岩手県久慈市長内町・おさないちよう

　　０２８-００５４・岩手県久慈市柏崎・かしわざき

　　０２８-００５１・岩手県久慈市川崎町・かわさきちよう

　　０２８-００８２・岩手県久慈市川貫・かわぬき

　　０２８-００１３・岩手県久慈市京の森・きようのもり

　　０２８-００１５・岩手県久慈市源道・げんどう

　　０２８-００７１・岩手県久慈市小久慈町・こくじちよう

　　０２８-００２４・岩手県久慈市栄町・さかえちよう

　　０２８-７８０１・岩手県久慈市侍浜町・さむらいはまちよう

　　０２８-００３５・岩手県久慈市沢里・さわさと

　　０２８-００６５・岩手県久慈市十八日町・じゆうはちにちまち

　　０２８-００２３・岩手県久慈市新中の橋・しんなかのはじ

　　０２８-００５３・岩手県久慈市田高・たこう

　　０２８-００５５・岩手県久慈市巽町・たつみちよう

　　０２８-００２２・岩手県久慈市田屋町・たやちよう

　　０２８-００６１・岩手県久慈市中央・ちゆうおう

　　０２８-００３２・岩手県久慈市寺里・てらさと

　　０２８-００３１・岩手県久慈市天神堂・てんじんどう

　　０２８-００６６・岩手県久慈市中の橋・なかのはじ

　　０２８-００５６・岩手県久慈市中町・なかまち

　　０２８-０００１・岩手県久慈市夏井町・なついちよう

　　０２８-００１２・岩手県久慈市新井田・にいだ

　　０２８-００８１・岩手県久慈市西の沢・にしのさわ

　　０２８-００６２・岩手県久慈市二十八日町・にじゆうはちにちまち

　　０２８-００３３・岩手県久慈市畑田・はたけだ

　　０２８-００５２・岩手県久慈市本町・ほんちよう



　　０２８-００１１・岩手県久慈市湊町・みなとちよう

　　０２８-００２１・岩手県久慈市門前・もんぜん

　　０２８-８７１２・岩手県久慈市山形町小国・やまがたちようおぐに

　　０２８-８６０２・岩手県久慈市山形町川井・やまがたちようかわい

　　０２８-８７１３・岩手県久慈市山形町霜畑・やまがたちようしもはた

　　０２８-８７１１・岩手県久慈市山形町繋・やまがたちようつなぎ

　　０２８-８６０３・岩手県久慈市山形町荷軽部・やまがたちようにかるべ

　　０２８-８６０４・岩手県久慈市山形町日野沢・やまがたちようひのさわ

　　０２８-８６０１・岩手県久慈市山形町戸呂町・やまがたちようへろまち

　　０２８-８６０５・岩手県久慈市山形町来内・やまがたちようらいない

　　０２８-８５２１・岩手県久慈市山根町・やまねちよう

　　０２８-００６４・岩手県久慈市八日町・ようかちよう

　　０２８-０５００・岩手県遠野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-０５０３・岩手県遠野市青笹町青笹・あおざさちようあおざさ

　　０２８-０５０２・岩手県遠野市青笹町中沢・あおざさちようなかざわ

　　０２８-０５０１・岩手県遠野市青笹町糠前・あおざさちようぬかまえ

　　０２８-０５３３・岩手県遠野市綾織町上綾織・あやおりちようかみあやおり

　　０２８-０５３２・岩手県遠野市綾織町下綾織・あやおりちようしもあやおり

　　０２８-０５３１・岩手県遠野市綾織町新里・あやおりちようにつさと

　　０２８-０５３４・岩手県遠野市綾織町みさ崎・あやおりちようみさざき

　　０２８-０５１１・岩手県遠野市鶯崎町・うぐいすざきちよう

　　０２８-０４８１・岩手県遠野市小友町・おともちよう

　　０２８-０５１７・岩手県遠野市上組町・かみくみちよう

　　０２８-０７７６・岩手県遠野市上郷町板沢・かみごうちよういたざわ

　　０２８-０７７１・岩手県遠野市上郷町佐比内・かみごうちようさひない

　　０２８-０７７５・岩手県遠野市上郷町平倉・かみごうちようひらくら

　　０２８-０７７３・岩手県遠野市上郷町平野原・かみごうちようひらのはら

　　０２８-０７７２・岩手県遠野市上郷町細越・かみごうちようほそごえ

　　０２８-０７７４・岩手県遠野市上郷町来内・かみごうちようらいない

　　０２８-０５１６・岩手県遠野市穀町・こくちよう

　　０２８-０５２１・岩手県遠野市材木町・ざいもくちよう

　　０２８-０５２６・岩手県遠野市下組町・しもくみちよう

　　０２８-０５２２・岩手県遠野市新穀町・しんこくちよう

　　０２８-０５２４・岩手県遠野市新町・しんまち

　　０２８-０５２７・岩手県遠野市大工町・だいくちよう

　　０２８-０５２３・岩手県遠野市中央通り・ちゆうおうどおり

　　０２８-０６６２・岩手県遠野市附馬牛町安居台・つきもうしちようあおだい

　　０２８-０６６１・岩手県遠野市附馬牛町上附馬牛・かみつきもうじ

　　０２８-０６６３・岩手県遠野市附馬牛町下附馬牛・しもつきもうじ

　　０２８-０６６４・岩手県遠野市附馬牛町東禅寺・とうぜんじ

　　０２８-０５５４・岩手県遠野市土淵町飯豊・つちぶちちよういいとよ

　　０２８-０５５３・岩手県遠野市土淵町柏崎・かしわざき

　　０２８-０５５５・岩手県遠野市土淵町土淵・つちぶちちようつちぶち

　　０２８-０５５１・岩手県遠野市土淵町栃内・つちぶちちようとちない

　　０２８-０５５２・岩手県遠野市土淵町山口・つちぶちちようやまぐち

　　０２８-０５１４・岩手県遠野市遠野町・とおのちよう

　　０２８-０５４２・岩手県遠野市早瀬町・はやせちよう

　　０２８-０５１２・岩手県遠野市東上組町・ひがしかみくみちよう

　　０２８-０５１３・岩手県遠野市東穀町・ひがしこくちよう

　　０２８-０５１５・岩手県遠野市東舘町・ひがしだてちよう

　　０２８-０５４３・岩手県遠野市松崎町光興寺・まつざきちようこうこうじ

　　０２８-０５４５・岩手県遠野市松崎町駒木・まつざきちようこまぎ

　　０２８-０５４１・岩手県遠野市松崎町白岩・まつざきちようしらいわ

　　０２８-０５４４・岩手県遠野市松崎町松崎・まつざきちようまつざき

　　０２８-０３０２・岩手県遠野市宮守町上鱒沢・みやもりちようかみますざわ

　　０２８-０３０１・岩手県遠野市宮守町上宮守・みやもりちようかみみやもり

　　０２８-０３０３・岩手県遠野市宮守町下鱒沢・みやもりちようしもますざわ

　　０２８-０３０４・岩手県遠野市宮守町下宮守・みやもりちようしもみやもり

　　０２８-０３０５・岩手県遠野市宮守町達曽部・みやもりちようたつそべ

　　０２８-０５２５・岩手県遠野市六日町・むいかまち

　　０２１-００００・岩手県一関市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２１-０８５３・岩手県一関市相去・あいさり

　　０２１-００３１・岩手県一関市青葉・あおはﾞ

　　０２１-００４１・岩手県一関市赤荻・あこおぎ

　　０２１-０８６４・岩手県一関市旭町・あさひちよう

　　０２１-０００８・岩手県一関市石畑・いしはﾞたけ

　　０２１-０８９４・岩手県一関市磐井町・いわいちよう

　　０２１-０８３４・岩手県一関市宇南・うなん

　　０２１-０８６７・岩手県一関市駅前・えきまえ

　　０２１-０８８４・岩手県一関市大手町・おおてまち



　　０２１-０８８１・岩手県一関市大町・おおまち

　　０２１-０８８２・岩手県一関市上大槻街・かみおおつきこうじ

　　０２１-０００７・岩手県一関市上日照・かみひでり

　　０２１-０８３３・岩手県一関市柄貝・からかい

　　０２９-０２０２・岩手県一関市川崎町薄衣・かわさきちよううすぎぬ

　　０２９-０２０１・岩手県一関市川崎町門崎・かわさきちようかんざき

　　０２１-０８０２・岩手県一関市北十軒街・きたじゆつけんこうじ

　　０２１-０８１４・岩手県一関市北ほうりょう・きたほうりよう

　　０２１-０８１１・岩手県一関市久保・くほﾞ

　　０２１-０１０１・岩手県一関市厳美町・げんびちよう

　　０２１-０８０４・岩手県一関市五十人町・ごじゆうにんまち

　　０２９-０１３１・岩手県一関市狐禅寺・こぜんじ

　　０２１-００２２・岩手県一関市五代町・ごだいちよう

　　０２１-００５２・岩手県一関市寿町・ことぶきちよう

　　０２１-００２４・岩手県一関市幸町・さいわいちよう

　　０２１-０８９１・岩手県一関市桜木町・さくらぎちよう

　　０２１-０８０１・岩手県一関市桜街・さくらこうじ

　　０２１-０８５２・岩手県一関市沢・さわ

　　０２１-０８３２・岩手県一関市散田・さんた

　　０２１-０８２１・岩手県一関市三関・さんのせき

　　０２１-０８９３・岩手県一関市地主町・じしゆまち

　　０２１-０８０６・岩手県一関市下大槻街・しもおおつきこうじ

　　０２１-０８７７・岩手県一関市城内・じようない

　　０２１-０００６・岩手県一関市上坊・じようほﾞう

　　０２１-０８８３・岩手県一関市新大町・しんおおまち

　　０２１-０００１・岩手県一関市新町・しんまち

　　０２１-０８４１・岩手県一関市吸川街・すいかわこうじ

　　０２１-００３２・岩手県一関市末広・すえひろ

　　０２１-０８５１・岩手県一関市関が丘・せきがおか

　　０２９-０８０４・岩手県一関市千厩町磐清水・せんまやちよういわしみず

　　０２９-１１１１・岩手県一関市千厩町奥玉・おくたま

　　０２９-０８０１・岩手県一関市千厩町清田・きよた

　　０２９-０８０２・岩手県一関市千厩町小梨・こなじ

　　０２９-０８０３・岩手県一関市千厩町千厩・せんまや

　　０２９-０７１１・岩手県一関市大東町大原・だいとうちようおおはら

　　０２９-０６０３・岩手県一関市大東町沖田・だいとうちようおきた

　　０２９-０４３１・岩手県一関市大東町猿沢・だいとうちようさるさわ

　　０２９-０５２１・岩手県一関市大東町渋民・だいとうちようしぶたみ

　　０２９-０５２３・岩手県一関市大東町摺沢・だいとうちようすりさわ

　　０２９-０５２２・岩手県一関市大東町曽慶・だいとうちようそげい

　　０２９-０６０２・岩手県一関市大東町鳥海・だいとうちようとりうみ

　　０２９-０６０１・岩手県一関市大東町中川・だいとうちようなかがわ

　　０２１-０８７３・岩手県一関市台町・だいまち

　　０２１-０８７５・岩手県一関市高崎町・たかさきちよう

　　０２９-０１３２・岩手県一関市滝沢・たきざわ

　　０２１-００２７・岩手県一関市竹山町・たけやまちよう

　　０２１-０８８５・岩手県一関市田村町・たむらちよう

　　０２１-０８４４・岩手県一関市反町・たんまち

　　０２１-００２１・岩手県一関市中央町・ちゆうおうちよう

　　０２１-０８６２・岩手県一関市千代田町・ちよだちよう

　　０２１-０８７４・岩手県一関市釣山・つりやま

　　０２１-００２３・岩手県一関市銅谷町・どうやちよう

　　０２１-０００５・岩手県一関市中里（沢田）・なかさと(さわだ)

　　０２１-０００２・岩手県一関市中里（その他）・なかさと(そのた)

　　０２１-０８３６・岩手県一関市鳴神・なるがみ

　　０２１-０８６５・岩手県一関市新山・にいやま

　　０２１-０８５４・岩手県一関市西沢・にしざわ

　　０２１-０８３５・岩手県一関市二本木・にほんぎ

　　０２１-０８３１・岩手県一関市沼田・ぬまた

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（赤猪子、・はぎしよう(あかいのこ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（芦ノ口・はぎしよう(あしのくち)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（甘蕨、・はぎしよう(あまわらび)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（老流、・はぎしよう(おいながれ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（大沢、、・はぎしよう(おおさわ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（上宇津野、・はぎしよう(かみうつの)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（上本郷、・はぎしよう(かみほんごう)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（上要害、・はぎしよう(かみようがい)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（化粧坂、・はぎしよう(けしようさか)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（三月田・はぎしよう(さんがつだ､)､

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（下宇津野・しもうつの)､



　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（下本郷・しもほんごう)､

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（外山・そでやま)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（堂の沢・どうのさわ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（栃倉・とちくら)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（栃倉南、・とちくらみなみ)､

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（長倉・ながくら)､

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（中沢、・なかざわ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（八幡）・やはた)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（山ノ沢）・やまのさわ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（八森・(はちもり)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（馬場・(はﾞは)､

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（広面・(ひろおもて)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（平場・(ひらは9

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（古釜場・(ふるかまはﾞ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（曲淵、・(まがりふち)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（松原、・(まつはﾞら)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（南沢・(みなみざわ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（谷起・(やぎ)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（焼切・(やつきり)

　　０２１-０１０２・岩手県一関市萩荘（八瀬、・(やせ､)

　　０２１-０９０２・岩手県一関市萩荘（その他）・はぎしよう(そのた)

　　０２１-０８６１・岩手県一関市機織山・はたおりやま

　　０２１-０８７１・岩手県一関市八幡町・はちまんちよう

　　０２９-３１０３・岩手県一関市花泉町老松・はないずみちようおいまつ

　　０２９-３１０２・岩手県一関市花泉町金沢・はないずみちようかざわ

　　０２９-３２０６・岩手県一関市花泉町永井・はないずみちようながい

　　０２９-３１０１・岩手県一関市花泉町花泉・はないずみちようはないずみ

　　０２９-３１０４・岩手県一関市花泉町日形・はないずみちようひかた

　　０２９-３２０７・岩手県一関市花泉町油島・はないずみちようゆしま

　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（一ノ町）・わくつ(いちのまち)

　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（二ノ町）・わくつ(にのまち)

　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（上原）・わくつ(かみはら)

　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（境）・わくつ(さかい)

　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（古川）・わくつ(ふるかわ)

　　０２９-３１０５・岩手県一関市花泉町涌津（道下）・わくつ(みちした)

　　０２９-３２０５・岩手県一関市花泉町涌津（その他）・わくつ(そのた)

　　０２１-０８０７・岩手県一関市東花王町・ひがしかおうちよう

　　０２１-０００３・岩手県一関市東五代・ひがしごだい

　　０２１-０８９２・岩手県一関市東地主町・ひがしじしゆまち

　　０２１-０８２２・岩手県一関市東台・ひがしだい

　　０２９-０３０１・岩手県一関市東山町田河津・ひがしやまちようたこうつﾞ

　　０２９-０３０２・岩手県一関市東山町長坂・ひがしやまちようながさか

　　０２９-０３０３・岩手県一関市東山町松川・ひがしやまちようまつかわ

　　０２１-０８７６・岩手県一関市広街・ひろこうじ

　　０２１-０８１２・岩手県一関市樋渡・ひわたじ

　　０２１-０８４３・岩手県一関市深町・ふかまち

　　０２９-３５２２・岩手県一関市藤沢町大籠・ふじさわちようおおかご

　　０２９-３３１１・岩手県一関市藤沢町黄海・ふじさわちようきのみ

　　０２９-３４０３・岩手県一関市藤沢町砂子田・ふじさわちようすなごた

　　０２９-３４０４・岩手県一関市藤沢町徳田・ふじさわちようとくだ

　　０２９-３４０２・岩手県一関市藤沢町新沼・ふじさわちようにいぬま

　　０２９-３４０６・岩手県一関市藤沢町西口・ふじさわちようにしぐち

　　０２９-３４０５・岩手県一関市藤沢町藤沢・ふじさわちようふじさわ

　　０２９-３５２１・岩手県一関市藤沢町保呂羽・ふじさわちようほろわ

　　０２９-３４０１・岩手県一関市藤沢町増沢・ふじさわちようますざわ

　　０２１-０２２１・岩手県一関市舞川・まいかわ

　　０２１-０９０１・岩手県一関市真柴・ましはﾞ

　　０２１-０００４・岩手県一関市町浦・まちうら

　　０２１-０８０３・岩手県一関市南十軒街・みなみじゆつけんこうじ

　　０２１-０８６６・岩手県一関市南新町・みなみしんまち

　　０２１-０８１３・岩手県一関市南ほうりょう・みなみほうりよう

　　０２１-０８６３・岩手県一関市南町・みなみまち

　　０２１-０８７２・岩手県一関市宮坂町・みやさかちよう

　　０２１-００１３・岩手県一関市宮下町・みやしたちよう

　　０２１-００１２・岩手県一関市宮前町・みやまえちよう

　　０２９-１２０１・岩手県一関市室根町折壁・むろねちようおりかべ

　　０２９-１２１１・岩手県一関市室根町津谷川・むろねちようつやがわ

　　０２９-１２０２・岩手県一関市室根町矢越・むろねちようやごじ

　　０２９-０２１１・岩手県一関市弥栄・やさかえ

　　０２１-０８４２・岩手県一関市柳町・やなぎまち



　　０２１-００６３・岩手県一関市山目（大槻）・やまのめ(おおつき)

　　０２１-００３５・岩手県一関市山目（才天）・やまのめ(さいてん)

　　０２１-００５４・岩手県一関市山目（境）・やまのめ(さかい)

　　０２１-００３３・岩手県一関市山目（里前）・やまのめ(さとまえ)

　　０２１-００６４・岩手県一関市山目（沢内）・やまのめ(さわうち)

　　０２１-００５１・岩手県一関市山目（三反田）・やまのめ(さんたんだ)

　　０２１-００３６・岩手県一関市山目（十二神）・やまのめ(じゆうにじん)

　　０２１-００３４・岩手県一関市山目（立沢）・やまのめ(たちざわ)

　　０２１-００６１・岩手県一関市山目（館）・やまのめ(たて)

　　０２１-００６２・岩手県一関市山目（寺前）・やまのめ(てらまえ)

　　０２１-００５５・岩手県一関市山目（泥田）・やまのめ(どろた)

　　０２１-００５６・岩手県一関市山目（泥田山下）・やまのめ(どろたやました)

　　０２１-００５３・岩手県一関市山目（中野）・やまのめ(なかの)

　　０２１-００２６・岩手県一関市山目（前田）・やまのめ(まえだ)

　　０２１-００２５・岩手県一関市山目（向野）・やまのめ(むかいの)

　　０２１-００１１・岩手県一関市山目町・やまのめまち

　　０２１-０８０５・岩手県一関市豊町・ゆたかまち

　　０２１-０８１５・岩手県一関市要害・ようがい

　　０２１-００１４・岩手県一関市蘭梅町・らんはﾞいちよう

　　０２９-２２００・岩手県陸前高田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２９-２２０７・岩手県陸前高田市小友町・おともちよう

　　０２９-２２０４・岩手県陸前高田市気仙町・けせんちよう

　　０２９-２２０５・岩手県陸前高田市高田町・たかたちよう

　　０２９-２２０３・岩手県陸前高田市竹駒町・たけこまちよう

　　０２９-２２０８・岩手県陸前高田市広田町・ひろたちよう

　　０２９-２２０１・岩手県陸前高田市矢作町・やはぎちよう

　　０２９-２２０２・岩手県陸前高田市横田町・よこたちよう

　　０２９-２２０６・岩手県陸前高田市米崎町・よねさきちよう

　　０２６-００００・岩手県釜石市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２６-００１２・岩手県釜石市魚河岸・うおがじ

　　０２６-０３０１・岩手県釜石市鵜住居町・うのすまいちよう

　　０２６-０００３・岩手県釜石市嬉石町・うれいしちよう

　　０２６-００２２・岩手県釜石市大只越町・おおただこえちよう

　　０２６-０００２・岩手県釜石市大平町・おおだいらちよう

　　０２６-００２４・岩手県釜石市大町・おおまち

　　０２６-００２５・岩手県釜石市大渡町・おおわたりちよう

　　０２６-０３０２・岩手県釜石市片岸町・かたぎしちよう

　　０２６-００５５・岩手県釜石市甲子町・かつしちよう

　　０２６-００２６・岩手県釜石市釜石・かまいじ

　　０２６-００４１・岩手県釜石市上中島町・かみなかしまちよう

　　０２６-０４１２・岩手県釜石市栗林町・くりはﾞやしちよう

　　０２６-００４２・岩手県釜石市源太沢町・げんたさわちよう

　　０２６-００４５・岩手県釜石市小川町・こがわちよう

　　０２６-００５２・岩手県釜石市小佐野町・こさのちよう

　　０２６-００３３・岩手県釜石市駒木町・こまぎちよう

　　０２６-００４６・岩手県釜石市桜木町・さくらぎちよう

　　０２６-００５３・岩手県釜石市定内町・さだないちよう

　　０２６-００１５・岩手県釜石市新浜町・しんはまちよう

　　０２６-００４３・岩手県釜石市新町・しんまち

　　０２６-００３１・岩手県釜石市鈴子町・すずこちよう

　　０２６-００４４・岩手県釜石市住吉町・すみよしちよう

　　０２６-００２１・岩手県釜石市只越町・ただこえちよう

　　０２６-００３２・岩手県釜石市千鳥町・ちどりちよう

　　０２６-００２３・岩手県釜石市天神町・てんじんちよう

　　０２６-００６１・岩手県釜石市唐丹町（鍋倉）・とうにちよう(なべくら)

　　０２６-０１２１・岩手県釜石市唐丹町（その他）・とうにちよう(そのた)

　　０２６-００３４・岩手県釜石市中妻町・なかつﾞまちよう

　　０２６-００５４・岩手県釜石市野田町・のだちよう

　　０２６-０３０３・岩手県釜石市箱崎町・はこざきちよう

　　０２６-０４１１・岩手県釜石市橋野町・はしのちよう

　　０２６-００１３・岩手県釜石市浜町・はまちよう

　　０２６-００１４・岩手県釜石市東前町・ひがしまえちよう

　　０２６-０００１・岩手県釜石市平田・へいた

　　０２６-０００５・岩手県釜石市平田町・へいたちよう

　　０２６-０００４・岩手県釜石市松原町・まつはﾞらちよう

　　０２６-００１１・岩手県釜石市港町・みなとまち

　　０２６-００３５・岩手県釜石市八雲町・やぐもちよう

　　０２６-０３０４・岩手県釜石市両石町・りよういしちよう

　　０２６-００５１・岩手県釜石市礼ケ口町・れいがぐちちよう

　　０２８-６１００・岩手県二戸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　０２８-６７２３・岩手県二戸市安比・あつひﾟ

　　０２８-６１０３・岩手県二戸市石切所・いしきりどころ

　　０２８-５７１３・岩手県二戸市釜沢・かまざわ

　　０２８-６１０８・岩手県二戸市上斗米・かみとまい

　　０２８-５７１１・岩手県二戸市金田一・きんたいち

　　０２８-５７０２・岩手県二戸市下斗米（外芹沢）・しもとまい(そとせりさわ)

　　０２８-５７０２・岩手県二戸市下斗米（月折）・しもとまい(つきおり)

　　０２８-５７０２・岩手県二戸市下斗米（土橋）・しもとまい(つちはﾞし)

　　０２８-６１０２・岩手県二戸市下斗米（その他）・しもとまい(そのた)

　　０２８-６８５７・岩手県二戸市浄法寺町合名沢・じようほうじまちあいなざわ

　　０２８-６９４４・岩手県二戸市浄法寺町飛鳥・あすか

　　０２８-６９４５・岩手県二戸市浄法寺町飛鳥谷地・あすかやち

　　０２８-６９４６・岩手県二戸市浄法寺町安比内・あつひﾟない

　　０２８-６９４７・岩手県二戸市浄法寺町安比内沢・あつひﾟないざわ

　　０２８-６８８３・岩手県二戸市浄法寺町荒谷・あらや

　　０２８-６８３７・岩手県二戸市浄法寺町荒屋敷・あらやしき

　　０２８-６８６６・岩手県二戸市浄法寺町飯近・いいつﾞか

　　０２８-６９２４・岩手県二戸市浄法寺町家ノ上・いえのうえ

　　０２８-６８７７・岩手県二戸市浄法寺町伊崎沢・いさきざわ

　　０２８-６８７４・岩手県二戸市浄法寺町一反田・いつたんだ

　　０２８-６８４７・岩手県二戸市浄法寺町岩渕・いわぶち

　　０２８-６９４３・岩手県二戸市浄法寺町後久保・うしろくほﾞ

　　０２８-６８４８・岩手県二戸市浄法寺町ウト坂・うとざか

　　０２８-６８１９・岩手県二戸市浄法寺町馬洗場・うまあらいはﾞ

　　０２８-６８７９・岩手県二戸市浄法寺町梅ノ木・うめのき

　　０２８-６８３３・岩手県二戸市浄法寺町漆沢・うるしざわ

　　０２８-６８１７・岩手県二戸市浄法寺町漆沢大久保・うるしざわおおくほﾞ

　　０２８-６８３２・岩手県二戸市浄法寺町漆沢上平・うるしざわかみたいら

　　０２８-６８４５・岩手県二戸市浄法寺町漆沢上前田・うるしざわかみまえた

　　０２８-６８３１・岩手県二戸市浄法寺町漆沢下平・うるしざわしもたいら

　　０２８-６８３５・岩手県二戸市浄法寺町漆沢下モ前田・うるしざわしもまえた

　　０２８-６８２２・岩手県二戸市浄法寺町漆沢舘・うるしざわたて

　　０２８-６８４２・岩手県二戸市浄法寺町漆沢中前田・うるしざわなかまえた

　　０２８-６９８５・岩手県二戸市浄法寺町漆畑・うるしはﾞた

　　０２８-６８７８・岩手県二戸市浄法寺町漆原・うるしはﾞら

　　０２８-６８６１・岩手県二戸市浄法寺町上野・うわの

　　０２８-６８７３・岩手県二戸市浄法寺町大志田・おおした

　　０２８-６９１９・岩手県二戸市浄法寺町大清水荒屋・おおしみずあらや

　　０２８-６９１６・岩手県二戸市浄法寺町大清水下モ平・おおしみずしもたいら

　　０２８-６９２９・岩手県二戸市浄法寺町大清水空久保・おおしみずそらくほﾞ

　　０２８-６９１７・岩手県二戸市浄法寺町大清水前田・おおしみずまえた

　　０２８-６８１３・岩手県二戸市浄法寺町大平・おおだいら

　　０２８-６９５８・岩手県二戸市浄法寺町大手・おおて

　　０２８-６９３７・岩手県二戸市浄法寺町大畑・おおはた

　　０２８-６８４９・岩手県二戸市浄法寺町岡本・おかもと

　　０２８-６８４４・岩手県二戸市浄法寺町岡本前田・おかもとまえた

　　０２８-６９３９・岩手県二戸市浄法寺町長流部・おさるべ

　　０２８-６９４２・岩手県二戸市浄法寺町御山久保・おやまくほﾞ

　　０２８-６９３８・岩手県二戸市浄法寺町御山上平・おんやまうわだい

　　０２８-６９３３・岩手県二戸市浄法寺町御山上野・おんやまうわの

　　０２８-６９５２・岩手県二戸市浄法寺町御山大久保・おんやまおおくほﾞ

　　０２８-６９３５・岩手県二戸市浄法寺町御山下前田・おんやましもまえた

　　０２８-６９４８・岩手県二戸市浄法寺町御山舘・おんやまたて

　　０２８-６９４１・岩手県二戸市浄法寺町御山中前田・おんやまなかまえた

　　０２８-６９４９・岩手県二戸市浄法寺町御山前田・おんやままえた

　　０２８-６９６６・岩手県二戸市浄法寺町海上・かいしよう

　　０２８-６９５７・岩手県二戸市浄法寺町海上田・かいしようだ

　　０２８-６９６８・岩手県二戸市浄法寺町海上前田・かいしようまえた

　　０２８-６８１８・岩手県二戸市浄法寺町鏡田・かがみた

　　０２８-６９８４・岩手県二戸市浄法寺町柿ノ木平・かきのきたいら

　　０２８-６９５５・岩手県二戸市浄法寺町桂平・かつらだい

　　０２８-６９０６・岩手県二戸市浄法寺町上杉沢・かみすぎさわ

　　０２８-６８５６・岩手県二戸市浄法寺町上外野・かみそとの

　　０２８-６９１１・岩手県二戸市浄法寺町上前田・かみまえた

　　０２８-６８１６・岩手県二戸市浄法寺町上谷地・かみやち

　　０２８-６８２６・岩手県二戸市浄法寺町川又・かわまた

　　０２８-６９２６・岩手県二戸市浄法寺町門崎・かんざき

　　０２８-６９５３・岩手県二戸市浄法寺町木沢畑向・きさわはﾞたむかい

　　０２８-６８１４・岩手県二戸市浄法寺町北村・きたむら

　　０２８-６９８１・岩手県二戸市浄法寺町五庵・ごあん



　　０２８-６８５１・岩手県二戸市浄法寺町小池・こいけ

　　０２８-６９２１・岩手県二戸市浄法寺町小泉・こいずみ

　　０２８-６８２１・岩手県二戸市浄法寺町小平・こだいら

　　０２８-６９７７・岩手県二戸市浄法寺町駒ケ嶺・こまがみね

　　０２８-６９７３・岩手県二戸市浄法寺町駒ケ嶺舘・こまがみねたて

　　０２８-６９７９・岩手県二戸市浄法寺町駒ケ嶺野田・こまがみねのだ

　　０２８-６９７８・岩手県二戸市浄法寺町駒ケ嶺前田・こまがみねまえた

　　０２８-６９６３・岩手県二戸市浄法寺町小又・こまた

　　０２８-６８５３・岩手県二戸市浄法寺町サイカツ田・さいかつた

　　０２８-６９１８・岩手県二戸市浄法寺町サイカツ平・さいかつたいら

　　０２８-６９０３・岩手県二戸市浄法寺町坂本・さかもと

　　０２８-６９７２・岩手県二戸市浄法寺町桜田・さくらだ

　　０２８-６８７２・岩手県二戸市浄法寺町里川目・さとかわめ

　　０２８-６９０４・岩手県二戸市浄法寺町里代・さとしろ

　　０２８-６９３４・岩手県二戸市浄法寺町沢田・さわだ

　　０２８-６９２８・岩手県二戸市浄法寺町山内・さんない

　　０２８-６８４６・岩手県二戸市浄法寺町下タ前田・したまえた

　　０２８-６９２３・岩手県二戸市浄法寺町下村・したむら

　　０２８-６９３１・岩手県二戸市浄法寺町尻平・しつへﾟい

　　０２８-６９５１・岩手県二戸市浄法寺町清水尻・しみずじり

　　０２８-６９０７・岩手県二戸市浄法寺町季ケ平・しもがたいら

　　０２８-６８１２・岩手県二戸市浄法寺町下沢・しもさわ

　　０２８-６９１３・岩手県二戸市浄法寺町下ノ沢・しものさわ

　　０２８-６９８３・岩手県二戸市浄法寺町下藤・しもふじ

　　０２８-６８５４・岩手県二戸市浄法寺町下前田・しもまえた

　　０２８-６９１５・岩手県二戸市浄法寺町霜屋敷・しもやしき

　　０２８-６９２２・岩手県二戸市浄法寺町下谷地・しもやち

　　０２８-６８５５・岩手県二戸市浄法寺町浄法寺・じようほうじ

　　０２８-６８８４・岩手県二戸市浄法寺町新山・しんざん

　　０２８-６８３６・岩手県二戸市浄法寺町関田・せきた

　　０２８-６９６７・岩手県二戸市浄法寺町惣川原田・そうがわらだ

　　０２８-６９０５・岩手県二戸市浄法寺町空久保・そらくほﾞ

　　０２８-６９５６・岩手県二戸市浄法寺町大坊・だいほﾞう

　　０２８-６９６１・岩手県二戸市浄法寺町滝見橋・たきみはﾞじ

　　０２８-６８７６・岩手県二戸市浄法寺町田子内沢・たこないざわ

　　０２８-６８７５・岩手県二戸市浄法寺町舘・たて

　　０２８-６９７５・岩手県二戸市浄法寺町田余内・たよない

　　０２８-６８６８・岩手県二戸市浄法寺町長者花・ちようじやはﾞな

　　０２８-６８４３・岩手県二戸市浄法寺町堤口・つつみぐち

　　０２８-６８１１・岩手県二戸市浄法寺町手倉森・てぐらもり

　　０２８-６８６２・岩手県二戸市浄法寺町寺ノ上・てらのうえ

　　０２８-６９７６・岩手県二戸市浄法寺町樋口・といぐち

　　０２８-６８５２・岩手県二戸市浄法寺町樋田・といだ

　　０２８-６８２５・岩手県二戸市浄法寺町長坂・ながさか

　　０２８-６９３６・岩手県二戸市浄法寺町長渡路・ながどろ

　　０２８-６９７４・岩手県二戸市浄法寺町中畑・なかはた

　　０２８-６９１２・岩手県二戸市浄法寺町中前田・なかまえた

　　０２８-６８２４・岩手県二戸市浄法寺町西ノ沢・にしのさわ

　　０２８-６９６４・岩手県二戸市浄法寺町沼久保・ぬまくほﾞ

　　０２８-６９０８・岩手県二戸市浄法寺町野黒沢・のぐろさわ

　　０２８-６８６５・岩手県二戸市浄法寺町野田・のだ

　　０２８-６９２５・岩手県二戸市浄法寺町梅田・はﾞいた

　　０２８-６８６３・岩手県二戸市浄法寺町八幡舘・はちまんだて

　　０２８-６８１５・岩手県二戸市浄法寺町八方口・はつほﾟうぐち

　　０２８-６９６２・岩手県二戸市浄法寺町馬場向・はﾞはﾞむかい

　　０２８-６９６９・岩手県二戸市浄法寺町端保口・はほぐち

　　０２８-６９５４・岩手県二戸市浄法寺町早坂・はやさか

　　０２８-６８８２・岩手県二戸市浄法寺町羽余内・はよない

　　０２８-６９０１・岩手県二戸市浄法寺町深堀・ふかほﾞり

　　０２８-６８３４・岩手県二戸市浄法寺町細田・ほそだ

　　０２８-６８４１・岩手県二戸市浄法寺町松岡・まつおか

　　０２８-６９３２・岩手県二戸市浄法寺町松畑・まつはた

　　０２８-６８２３・岩手県二戸市浄法寺町宮沢・みやざわ

　　０２８-６９０２・岩手県二戸市浄法寺町明神沢・みようじんざわ

　　０２８-６９７１・岩手県二戸市浄法寺町向川原・むかいがわら

　　０２８-６８３８・岩手県二戸市浄法寺町向田・むかいだ

　　０２８-６８８５・岩手県二戸市浄法寺町森越・もりこじ

　　０２８-６８６４・岩手県二戸市浄法寺町門前向・もんぜんむかい

　　０２８-６８６７・岩手県二戸市浄法寺町焼場・やきはﾞ

　　０２８-６８７１・岩手県二戸市浄法寺町安戸・やすど



　　０２８-６９６５・岩手県二戸市浄法寺町谷地屋敷・やちやしき

　　０２８-６９８２・岩手県二戸市浄法寺町焼切・やつきり

　　０２８-６９２７・岩手県二戸市浄法寺町湯沢・ゆざわ

　　０２８-６９１４・岩手県二戸市浄法寺町和泉田・わいずみた

　　０２８-６８８１・岩手県二戸市浄法寺町渡ノ羽・わたのは

　　０２８-６１０７・岩手県二戸市白鳥・しらとり

　　０２８-６７２４・岩手県二戸市足沢・たるさわ

　　０２８-６１０６・岩手県二戸市仁左平・にさたい

　　０２８-６７２１・岩手県二戸市似鳥・にたどり

　　０２８-５７１２・岩手県二戸市野々上・ののうえ

　　０２８-６１０１・岩手県二戸市福岡・ふくおか

　　０２８-６７２２・岩手県二戸市福田・ふくだ

　　０２８-６１０５・岩手県二戸市堀野・ほりの

　　０２８-６１０４・岩手県二戸市米沢・まいさわ

　　０２８-７１００・岩手県八幡平市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-７６１９・岩手県八幡平市相沢・あいざわ

　　０２８-７６３５・岩手県八幡平市愛の山・あいのやま

　　０２８-７５２６・岩手県八幡平市赤子平・あかこたい

　　０２８-７５５４・岩手県八幡平市赤坂田・あかさかた

　　０２８-７６７９・岩手県八幡平市足深・あしぶか

　　０２８-７５０６・岩手県八幡平市安代寺田・あしろてらだ

　　０２８-７５５２・岩手県八幡平市安代寄木・あしろよりき

　　０２８-７３０６・岩手県八幡平市安比高原・あつひﾟこうげん

　　０２８-７６２１・岩手県八幡平市兄川・あにかわ

　　０２８-７６２２・岩手県八幡平市兄畑中川原・あにはたなかかわら

　　０２８-７４０６・岩手県八幡平市荒木田・あらきだ

　　０２８-７５３４・岩手県八幡平市荒屋新町・あらやしんまち

　　０２８-７６７４・岩手県八幡平市家ノ裏・いえのうら

　　０２８-７５２１・岩手県八幡平市石神・いしがみ

　　０２８-７６１５・岩手県八幡平市石名坂・いしなざか

　　０２８-７６１４・岩手県八幡平市石名坂下タ・いしなざかした

　　０２８-７６６３・岩手県八幡平市石森・いしもり

　　０２８-７５６２・岩手県八幡平市五日市・いつかいち

　　０２８-７５０１・岩手県八幡平市岩木向・いわきむかい

　　０２８-７５０５・岩手県八幡平市岩屋・いわや

　　０２８-７５３１・岩手県八幡平市上の山・うえのやま

　　０２８-７６０２・岩手県八幡平市丑山・うしやま

　　０２８-７６０４・岩手県八幡平市丑山口・うしやまぐち

　　０２８-７５３６・岩手県八幡平市打田内・うつたない

　　０２８-７６０５・岩手県八幡平市鵜谷地・うのどりやち

　　０２８-７６０６・岩手県八幡平市姥子石・うはﾞこいじ

　　０２８-７６５５・岩手県八幡平市馬揚沢・うまあげさわ

　　０２８-７４０３・岩手県八幡平市上関・うわせき

　　０２８-７５５３・岩手県八幡平市扇畑・おうぎはた

　　０２８-７６６１・岩手県八幡平市大沢・おおさわ

　　０２８-７６６４・岩手県八幡平市大沢田・おおさわだ

　　０２８-７６０７・岩手県八幡平市大面平・おおつらたいら

　　０２８-７１１１・岩手県八幡平市大更・おおぶけ

　　０２８-７６２４・岩手県八幡平市大又沢口・おおまたさわぐち

　　０２８-７６１１・岩手県八幡平市沖田表・おきたおもて

　　０２８-７６２５・岩手県八幡平市沖ノ平・おきのたいら

　　０２８-７６１７・岩手県八幡平市折壁・おりかべ

　　０２８-７６１２・岩手県八幡平市欠田・かけた

　　０２８-７３０３・岩手県八幡平市柏台・かしわだい

　　０２８-７４０２・岩手県八幡平市帷子・かたびら

　　０２８-７５３３・岩手県八幡平市叺田・かますだ

　　０２８-７５０２・岩手県八幡平市上岩木・かみいわき

　　０２８-７５２７・岩手県八幡平市川原・かわら

　　０２８-７６４３・岩手県八幡平市切通・きりとおじ

　　０２８-７６５７・岩手県八幡平市栗木田・くりきだ

　　０２８-７５５５・岩手県八幡平市黒沢・くろさわ

　　０２８-７６２８・岩手県八幡平市小岩井・こいわい

　　０２８-７６５４・岩手県八幡平市小峠・ことうげ

　　０２８-７６３２・岩手県八幡平市小原道ノ上・こはらみちのうえ

　　０２８-７６３８・岩手県八幡平市小原道ノ下・こはらみちのした

　　０２８-７６７８・岩手県八幡平市小森・こもり

　　０２８-７５３２・岩手県八幡平市小柳田・こやなぎだ

　　０２８-７５４３・岩手県八幡平市小屋畑・こやのはた

　　０２８-７６２１・岩手県八幡平市作平・さくひら

　　０２８-７６５６・岩手県八幡平市左妻・さつﾞま



　　０２８-７６２７・岩手県八幡平市佐比内・さひない

　　０２８-７６７６・岩手県八幡平市沢口・さわぐち

　　０２８-７６４５・岩手県八幡平市下タ川原・したかわら

　　０２８-７５６１・岩手県八幡平市下町・したまち

　　０２８-７５３５・岩手県八幡平市清水・しみず

　　０２８-７６７５・岩手県八幡平市下モ川原・しもかわら

　　０２８-７５１１・岩手県八幡平市下の田・しものた

　　０２８-７６１８・岩手県八幡平市蛇石・じやいじ

　　０２８-７６４２・岩手県八幡平市勝善川原・しようぜんかわら

　　０２８-７６２９・岩手県八幡平市白沢口・しらさわぐち

　　０２８-７５５１・岩手県八幡平市新田・しんでん

　　０２８-７６６２・岩手県八幡平市杉沢・すぎさわ

　　０２８-７６４４・岩手県八幡平市雀長根・すずめながね

　　０２８-７５１６・岩手県八幡平市関沢口・せきさわぐち

　　０２８-７６３１・岩手県八幡平市瀬ノ沢・せのさわ

　　０２８-７４０５・岩手県八幡平市平舘・たいらだて

　　０２８-７５４２・岩手県八幡平市高畑・たかはた

　　０２８-７５６６・岩手県八幡平市滝沢・たきざわ

　　０２８-７６０１・岩手県八幡平市田沢・たざわ

　　０２８-７６２３・岩手県八幡平市舘市・たていち

　　０２８-７６７２・岩手県八幡平市田中下タ・たなかした

　　０２８-７５６３・岩手県八幡平市田の沢・たのさわ

　　０２８-７６７７・岩手県八幡平市田山・たやま

　　０２８-７６５１・岩手県八幡平市長者前・ちようじやまえ

　　０２８-７５１３・岩手県八幡平市土沢・つちざわ

　　０２８-７５２３・岩手県八幡平市繋沢・つなぎさわ

　　０２８-７５４１・岩手県八幡平市寺志田・てらしだ

　　０２８-７１１２・岩手県八幡平市田頭・でんどう

　　０２８-７３０３・岩手県八幡平市藤七温泉・とうしちおんせん

　　０２８-７６２６・岩手県八幡平市戸鎖・とくさり

　　０２８-７５６７・岩手県八幡平市戸沢・とざわ

　　０２８-７６７３・岩手県八幡平市殿坂下タ・とのさかした

　　０２８-７５１４・岩手県八幡平市中佐井・なかさい

　　０２８-７５０３・岩手県八幡平市中田・なかだ

　　０２８-７４０１・岩手県八幡平市西根寺田・にしねてらだ

　　０２８-７６５２・岩手県八幡平市根石・ねいじ

　　０２８-７３０１・岩手県八幡平市野駄・のだ

　　０２８-７３０２・岩手県八幡平温泉郷・はちまんたいおんせんきよう

　　０２８-７６７１・岩手県八幡平市馬場下・はﾞはﾞした

　　０２８-７５２５・岩手県八幡平市日影・ひかげ

　　０２８-７６３３・岩手県八幡平市日泥道ノ上・ひどろみちのうえ

　　０２８-７６３７・岩手県八幡平市日泥道ノ下・ひどろみちのした

　　０２８-７１１３・岩手県八幡平市平笠・ひらかさ

　　０２８-７６５３・岩手県八幡平市平又・ひらまた

　　０２８-７６４１・岩手県八幡平市比路平・ひろびら

　　０２８-７６１６・岩手県八幡平市二タ子・ふたご

　　０２８-７５１５・岩手県八幡平市古屋敷・ふるやしき

　　０２８-７５５６・岩手県八幡平市星沢・ほしざわ

　　０２８-７５５７・岩手県八幡平市細野・ほその

　　０２８-７５４４・岩手県八幡平市保戸坂・ほとざか

　　０２８-７４０４・岩手県八幡平市堀切・ほりきり

　　０２８-７５０４・岩手県八幡平市前田・まえだ

　　０２８-７５３７・岩手県八幡平市曲田・まがた

　　０２８-７６１３・岩手県八幡平市亦戸川原・またとかわら

　　０２８-７３０５・岩手県八幡平市松尾・まつお

　　０２８-７３０２・岩手県八幡平市松尾寄木・まつおよりき

　　０２８-７３０２・岩手県八幡平市松川温泉・まつかわおんせん

　　０２８-７５４５・岩手県八幡平市松木田・まつきだ

　　０２８-７３０４・岩手県八幡平市緑ガ丘・みどりがおか

　　０２８-７５６５・岩手県八幡平市目名市・めないち

　　０２８-７６０３・岩手県八幡平市矢神・やがみ

　　０２８-７５６４・岩手県八幡平市谷地田・やちた

　　０２８-７６０８・岩手県八幡平市谷地中・やちなか

　　０２８-７５１２・岩手県八幡平市山岸・やまぎじ

　　０２８-７５２２・岩手県八幡平市山口・やまぐち

　　０２８-７５２４・岩手県八幡平市湯の沢・ゆのさわ

　　０２８-７６３４・岩手県八幡平市和屋敷道ノ上・わやしきみちのうえ

　　０２８-７６３６・岩手県八幡平市和屋敷道ノ下・わやしきみちのした

　　０２３-００００・岩手県奥州市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２３-０４０２・岩手県奥州市胆沢小山・いさわおやま



　　０２３-０４０１・岩手県奥州市胆沢南都田・いさわなつた

　　０２３-０４０３・岩手県奥州市胆沢若柳・いさわわかやなぎ

　　０２３-１７６１・岩手県奥州市江刺伊手・えさしいで

　　０２３-１１３２・岩手県奥州市江刺稲瀬・えさしいなせ

　　０２３-１１０１・岩手県奥州市江刺岩谷堂・えさしいわやどう

　　０２３-１１１１・岩手県奥州市江刺大通り・えさしおおどおり

　　０２３-１１３１・岩手県奥州市江刺愛宕・えさしおだき

　　０２３-１１２１・岩手県奥州市江刺男石・えさしおとこいじ

　　０２３-１１１４・岩手県奥州市江刺川原町・えさしかわらまち

　　０２３-１１１８・岩手県奥州市江刺栄町・えさしさかえちよう

　　０２３-１１０５・岩手県奥州市江刺杉ノ町・えさしすぎのまち

　　０２３-１１２５・岩手県奥州市江刺銭町・えさしぜにまち

　　０２３-１１２２・岩手県奥州市江刺館山・えさしたてやま

　　０２３-１１３４・岩手県奥州市江刺玉里・えさしたまさと

　　０２３-０１７１・岩手県奥州市江刺田原・えさしたわら

　　０２３-１１１６・岩手県奥州市江刺重染寺・えさしちようぜんじ

　　０２３-１１０４・岩手県奥州市江刺豊田町・えさしとよたちよう

　　０２３-１１１３・岩手県奥州市江刺中町・えさしなかまち

　　０２３-１１０３・岩手県奥州市江刺西大通り・えさしにしおおどおり

　　０２３-１１３３・岩手県奥州市江刺広瀬・えさしひろせ

　　０２３-１７６２・岩手県奥州市江刺藤里・えさしふじさと

　　０２３-１１１５・岩手県奥州市江刺本町・えさしほんちよう

　　０２３-１１２３・岩手県奥州市江刺前田町・えさしまえだちよう

　　０２３-１１１２・岩手県奥州市江刺南大通り・えさしみなみおおどおり

　　０２３-１１１７・岩手県奥州市江刺南町・えさしみなみまち

　　０２３-１１２４・岩手県奥州市江刺六日町・えさしむいかまち

　　０２３-１３４１・岩手県奥州市江刺梁川・えさしやながわ

　　０２３-１１０２・岩手県奥州市江刺八日町・えさしようかまち

　　０２３-１５５１・岩手県奥州市江刺米里・えさしよねさと

　　０２９-４４２６・岩手県奥州市衣川愛宕下・ころもがわあたごした

　　０２９-４３１５・岩手県奥州市衣川天田・ころもがわあまだ

　　０２９-４３６５・岩手県奥州市衣川天土・ころもがわあまつち

　　０２９-４３０７・岩手県奥州市衣川有浦・ころもがわありうら

　　０２９-４４３４・岩手県奥州市衣川池田・ころもがわいけだ

　　０２９-４４３３・岩手県奥州市衣川池田西・ころもがわいけだにじ

　　０２９-４３８１・岩手県奥州市衣川石ヶ沢・ころもがわいしがさわ

　　０２９-４３８４・岩手県奥州市衣川石神・ころもがわいしがみ

　　０２９-４３１３・岩手県奥州市衣川石生・ころもがわいしゆう

　　０２９-４３２２・岩手県奥州市衣川板倉・ころもがわいたくら

　　０２９-４３５２・岩手県奥州市衣川岩の上・ころもがわいわのうえ

　　０２９-４４６５・岩手県奥州市衣川後滝の沢・ころもがわうしろたきのさわ

　　０２９-４３７７・岩手県奥州市衣川後山・ころもがわうしろやま

　　０２９-４４８２・岩手県奥州市衣川畦畑・ころもがわうねはた

　　０２９-４４８１・岩手県奥州市衣川畦畑山・ころもがわうねはたやま

　　０２９-４４２５・岩手県奥州市衣川采女沢・ころもがわうねめざわ

　　０２９-４４４２・岩手県奥州市衣川上野・ころもがわうわの

　　０２９-４３２１・岩手県奥州市衣川雲南田・ころもがわうんなんだ

　　０２９-４４３６・岩手県奥州市衣川大石ヶ沢・ころもがわおおいしがさわ

　　０２９-４４０６・岩手県奥州市衣川大坂・ころもがわおおざか

　　０２９-４３０８・岩手県奥州市衣川大平・ころもがわおおだいら

　　０２９-４４１９・岩手県奥州市衣川大面・ころもがわおおつら

　　０２９-４３４７・岩手県奥州市衣川大西・ころもがわおおにじ

　　０２９-４４８８・岩手県奥州市衣川大原・ころもがわおおはら

　　０２９-４４８７・岩手県奥州市衣川大原山・ころもがわおおはらやま

　　０２９-４３８３・岩手県奥州市衣川沖の野・ころもがわおきのの

　　０２９-４４３５・岩手県奥州市衣川押切・ころもがわおしきり

　　０２９-４４５４・岩手県奥州市衣川表・ころもがわおもて

　　０２９-４３８６・岩手県奥州市衣川女石・ころもがわおんないじ

　　０２９-４３２６・岩手県奥州市衣川懸田・ころもがわかけだ

　　０２９-４４５２・岩手県奥州市衣川月山・ころもがわがつさん

　　０２９-４３８８・岩手県奥州市衣川上大森・ころもがわかみおおもり

　　０２９-４４７４・岩手県奥州市衣川上河内・ころもがわかみかわうち

　　０２９-４４１１・岩手県奥州市衣川上小路・ころもがわかみこうじ

　　０２９-４４９１・岩手県奥州市衣川上立沢・ころもがわかみたちさわ

　　０２９-４３２９・岩手県奥州市衣川上寺田・ころもがわかみてらだ

　　０２９-４４３７・岩手県奥州市衣川唐金・ころもがわからかね

　　０２９-４４４６・岩手県奥州市衣川川端・ころもがわかわはた

　　０２９-４４０７・岩手県奥州市衣川金成・ころもがわかんなり

　　０２９-４３０３・岩手県奥州市衣川衣原・ころもがわきぬはら

　　０２９-４３５３・岩手県奥州市衣川旧殿・ころもがわきゆうでん



　　０２９-４３７５・岩手県奥州市衣川鞍掛・ころもがわくらかけ

　　０２９-４４２４・岩手県奥州市衣川九輪堂・ころもがわくりんどう

　　０２９-４４０５・岩手県奥州市衣川桑木谷地・ころもがわくわのきやち

　　０２９-４３１７・岩手県奥州市衣川桑畑・ころもがわくわはた

　　０２９-４３２３・岩手県奥州市衣川小安代・ころもがわこあんしろ

　　０２９-４３０６・岩手県奥州市衣川小田・ころもがわこだ

　　０２９-４４３２・岩手県奥州市衣川小林・ころもがわこはﾞやじ

　　０２９-４３６２・岩手県奥州市衣川小林山・ころもがわこはﾞやしやま

　　０２９-４３２５・岩手県奥州市衣川小正板・ころもがわこまさいた

　　０２９-４３３３・岩手県奥州市衣川駒場・ころもがわこまはﾞ

　　０２９-４３４４・岩手県奥州市衣川沢田・ころもがわさわだ

　　０２９-４４４４・岩手県奥州市衣川清水の上・ころもがわしみずのうえ

　　０２９-４３８７・岩手県奥州市衣川下大森・ころもがわしもおおもり

　　０２９-４４７１・岩手県奥州市衣川下河内・ころもがわしもかわうち

　　０２９-４４９２・岩手県奥州市衣川下立沢・ころもがわしもたちさわ

　　０２９-４３２８・岩手県奥州市衣川下寺田・ころもがわしもてらだ

　　０２９-４３７８・岩手県奥州市衣川菖蒲平・ころもがわしようぶだいら

　　０２９-４４２７・岩手県奥州市衣川陣場下・ころもがわじんはﾞした

　　０２９-４３４８・岩手県奥州市衣川杉野・ころもがわすぎの

　　０２９-４４１８・岩手県奥州市衣川杉林・ころもがわすぎはﾞやじ

　　０２９-４４１３・岩手県奥州市衣川堰下・ころもがわせきした

　　０２９-４３８２・岩手県奥州市衣川関袋・ころもがわせきぶくろ

　　０２９-４４２２・岩手県奥州市衣川瀬原・ころもがわせわら

　　０２９-４４２３・岩手県奥州市衣川瀬原西浦・ころもがわせわらにしうら

　　０２９-４４８４・岩手県奥州市衣川噌味・ころもがわそうみ

　　０２９-４３０４・岩手県奥州市衣川外の沢・ころもがわそとのさわ

　　０２９-４４８６・岩手県奥州市衣川鷹の巣・ころもがわたかのす

　　０２９-４３４２・岩手県奥州市衣川高保呂・ころもがわたかほろ

　　０２９-４３４５・岩手県奥州市衣川館城・ころもがわたてしろ

　　０２９-４４３１・岩手県奥州市衣川田中・ころもがわたなか

　　０２９-４４３９・岩手県奥州市衣川田中西・ころもがわたなかにじ

　　０２９-４４０８・岩手県奥州市衣川土屋・ころもがわつちや

　　０２９-４４０４・岩手県奥州市衣川寺袋・ころもがわてらぶくろ

　　０２９-４３８５・岩手県奥州市衣川富沢・ころもがわとみさわ

　　０２９-４４１２・岩手県奥州市衣川富田・ころもがわとみた

　　０２９-４４１７・岩手県奥州市衣川富田前・ころもがわとみたまえ

　　０２９-４３４６・岩手県奥州市衣川豊巻・ころもがわとよまき

　　０２９-４３８９・岩手県奥州市衣川長板沢・ころもがわながいたさわ

　　０２９-４４７２・岩手県奥州市衣川中河内・ころもがわなかかわうち

　　０２９-４３０５・岩手県奥州市衣川長袋・ころもがわながふくろ

　　０２９-４３６１・岩手県奥州市衣川長嚢・ころもがわながふくろ

　　０２９-４３１４・岩手県奥州市衣川中屋敷・ころもがわなかやしき

　　０２９-４４７５・岩手県奥州市衣川中山・ころもがわなかやま

　　０２９-４３５１・岩手県奥州市衣川夏秋・ころもがわなつあき

　　０２９-４３６３・岩手県奥州市衣川夏梨・ころもがわなつなじ

　　０２９-４４４５・岩手県奥州市衣川七日市場・ころもがわなのかいちはﾞ

　　０２９-４４４１・岩手県奥州市衣川並木前・ころもがわなみきまえ

　　０２９-４４９５・岩手県奥州市衣川楢原・ころもがわならはら

　　０２９-４４９４・岩手県奥州市衣川楢原山・ころもがわならはらやま

　　０２９-４３６４・岩手県奥州市衣川西風山・ころもがわなれやま

　　０２９-４３１６・岩手県奥州市衣川苗代沢・ころもがわなわしろさわ

　　０２９-４４５６・岩手県奥州市衣川西裏・ころもがわにしうら

　　０２９-４３１２・岩手県奥州市衣川西窪・ころもがわにしくほﾞ

　　０２９-４４８３・岩手県奥州市衣川沼野・ころもがわぬまの

　　０２９-４４９３・岩手県奥州市衣川野崎・ころもがわのざき

　　０２９-４３５４・岩手県奥州市衣川除・ころもがわのぞき

　　０２９-４４１４・岩手県奥州市衣川野田・ころもがわのだ

　　０２９-４３４３・岩手県奥州市衣川能登屋敷・ころもがわのとやしき

　　０２９-４４６２・岩手県奥州市衣川八千・ころもがわはつせん

　　０２９-４４０１・岩手県奥州市衣川張山・ころもがわはりやま

　　０２９-４４５１・岩手県奥州市衣川東裏・ころもがわひがしうら

　　０２９-４４２１・岩手県奥州市衣川日向・ころもがわひなた

　　０２９-４３７１・岩手県奥州市衣川桧山沢・ころもがわひやまさわ

　　０２９-４３７４・岩手県奥州市衣川桧山沢山・ころもがわひやまさわやま

　　０２９-４４６１・岩手県奥州市衣川平・ころもがわひら

　　０２９-４３３１・岩手県奥州市衣川深沢・ころもがわふかさわ

　　０２９-４３１１・岩手県奥州市衣川古館・ころもがわふるだて

　　０２９-４３３２・岩手県奥州市衣川古戸・ころもがわふるど

　　０２９-４４８５・岩手県奥州市衣川宝塔谷地・ころもがわほうとうやち

　　０２９-４４０２・岩手県奥州市衣川星屋・ころもがわほしや



　　０２９-４４０３・岩手県奥州市衣川本田原・ころもがわほんだわら

　　０２９-４４９６・岩手県奥州市衣川真打・ころもがわまうち

　　０２９-４４６４・岩手県奥州市衣川前滝の沢・ころもがわまえたきのさわ

　　０２９-４３２７・岩手県奥州市衣川馬懸・ころもがわまがけ

　　０２９-４３２４・岩手県奥州市衣川正板・ころもがわまさいた

　　０２９-４３７２・岩手県奥州市衣川松林・ころもがわまつはﾞやじ

　　０２９-４４４３・岩手県奥州市衣川六日市場・ころもがわむいかいちはﾞ

　　０２９-４４７３・岩手県奥州市衣川向・ころもがわむかい

　　０２９-４４１６・岩手県奥州市衣川向館・ころもがわむかいだて

　　０２９-４４１５・岩手県奥州市衣川向館谷起・ころもがわむかいだてやぎ

　　０２９-４４３８・岩手県奥州市衣川室の木・ころもがわむろのき

　　０２９-４３３４・岩手県奥州市衣川百ヶ袋・ころもがわもがふくろ

　　０２９-４４９７・岩手県奥州市衣川餅転・ころもがわもちころはﾞじ

　　０２９-４３７６・岩手県奥州市衣川本巻・ころもがわもとまき

　　０２９-４３５５・岩手県奥州市衣川山岸・ころもがわやまぎじ

　　０２９-４４５３・岩手県奥州市衣川山口・ころもがわやまぐち

　　０２９-４３７３・岩手県奥州市衣川山田・ころもがわやまだ

　　０２９-４４５５・岩手県奥州市衣川横道下・ころもがわよこみちした

　　０２９-４４６３・岩手県奥州市衣川葭ヶ沢・ころもがわよしがさわ

　　０２９-４３４１・岩手県奥州市衣川六道・ころもがわろくどう

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢合ノ沢・まえさわあいのさわ

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢赤坂・まえさわあかさか

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢赤面・まえさわあかつら

　　０２９-４２０９・岩手県奥州市前沢あすか通・まえさわあすかどおり

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢安寺沢・まえさわあてらさわ

　　０２９-４２０１・岩手県奥州市前沢阿部舘・まえさわあべたて

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢粟ケ島・まえさわあわがしま

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢石田・まえさわいしだ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢一ノ沢・まえさわいちのさわ

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢一本杉・まえさわいつほﾟんすぎ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢鵜ノ木・まえさわうのき

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢鵜ノ木田・まえさわうのきだ

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢裏新田・まえさわうらしんでん

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢うるし野・まえさわうるしの

　　０２９-４２１１・岩手県奥州市前沢駅東・まえさわえきひがじ

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢大桜・まえさわおおざくら

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢大袋・まえさわおおぶくろ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢沖田・まえさわおきた

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢小沢口・まえさわおさわぐち

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢河ノ畑・まえさわかのはた

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢株樹・まえさわかぶき

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢川内・まえさわかわうち

　　０２９-４２０３・岩手県奥州市前沢北久保・まえさわきたくほﾞ

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢狐石・まえさわきつねいじ

　　０２９-４２０３・岩手県奥州市前沢狐堂・まえさわきつねどう

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢衣関・まえさわきぬとめ

　　０２９-４２０１・岩手県奥州市前沢久田・まえさわきゆうでん

　　０２９-４２０１・岩手県奥州市前沢源氏ケ崎・まえさわげんじがさき

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢五合田・まえさわごごうた

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢五十人町・まえさわごじゆうにんまち

　　０２９-４２０１・岩手県奥州市前沢古城・まえさわこじよう

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢駒水・まえさわこますい

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢里・まえさわさと

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢下谷起・まえさわしたやぎ

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢島・まえさわしま

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢清水・まえさわしみず

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢下小路・まえさわしもこうじ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢蛇ノ鼻・まえさわじやのはな

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢宿・まえさわしゆく

　　０２９-４２０２・岩手県奥州市前沢白山・まえさわしらやま

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢白鳥舘・まえさわしろとりだて

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢新城・まえさわしんじよう

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢陣場・まえさわじんはﾞ

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢新町・まえさわしんまち

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢新町裏・まえさわしんまちうら

　　０２９-４２０３・岩手県奥州市前沢生母・まえさわせいほﾞ

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢平小路・まえさわたいらこうじ

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢平前・まえさわたいらまえ

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢大林寺下・まえさわだいりんじした

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢高畑・まえさわたかはたけ



　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢竹沢・まえさわたけざわ

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢立石・まえさわたていじ

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢田中・まえさわたなか

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢田畠・まえさわたはﾞた

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢太郎ケ沢・まえさわたろうがさわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢堤田・まえさわつつみだ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢照井舘・まえさわてるいだて

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢塔ケ崎・まえさわとうがさき

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢道場・まえさわどうはﾞ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢徳沢・まえさわとくさわ

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢泊ケ崎・まえさわとまりがさき

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢鳥待小屋・まえさわとりまちごや

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢中久保・まえさわなかくほﾞ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢永沢・まえさわながさわ

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢中田・まえさわなかだ

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢長檀・まえさわながだん

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢長根・まえさわながね

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢中村・まえさわなかむら

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢中屋敷・まえさわなかやしき

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢七日町・まえさわなのかまち

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢七日町裏・まえさわなのかまちうら

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢浪洗・まえさわなみあらい

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢二十人町・まえさわにじゆうにんまち

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢二十人町裏・まえさわにじゆうにんまちうら

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢二ノ沢・まえさわにのさわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢沼尻・まえさわぬまじり

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢沼ノ沢・まえさわぬまのさわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢日向・まえさわひなた

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢日除松・まえさわひよけまつ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢福養・まえさわふくよう

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢古川・まえさわふるかわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢干場・まえさわほしはﾞ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢前野・まえさわまえの

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢簾森・まえさわみすもり

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢三日町・まえさわみつかまち

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢三日町浦・まえさわみつかまちうら

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢三日町新裏・まえさわみつかまちしんうら

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢南陣場・まえさわみなみじんはﾞ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢南塔ケ崎・まえさわみなみとうがさき

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢南中島・まえさわみなみなかじま

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢南前沢・まえさわみなみまえさわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢箕輪・まえさわみのわ

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢向田・まえさわむかいだ

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢本杉・まえさわもとすぎ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢両手沢・まえさわもろてざわ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢谷記・まえさわやぎ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢谷起・まえさわやぎ

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢谷記田・まえさわやぎた

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢谷起田・まえさわやぎた

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢櫓前・まえさわやぐらまえ

　　０２９-４２０７・岩手県奥州市前沢屋敷・まえさわやしき

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢谷地・まえさわやち

　　０２９-４２０８・岩手県奥州市前沢山下・まえさわやました

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢八幡・まえさわやわた

　　０２９-４２０４・岩手県奥州市前沢八幡前・まえさわやわたまえ

　　０２９-４２０６・岩手県奥州市前沢養ケ森・まえさわようがもり

　　０２９-４２０５・岩手県奥州市前沢六本松・まえさわろつほﾟんまつ

　　０２３-００３５・岩手県奥州市水沢赤土田・みずさわあかつちだ

　　０２３-００４１・岩手県奥州市水沢秋葉町・みずさわあきはﾞちよう

　　０２３-０８２３・岩手県奥州市水沢朝日町・みずさわあさひちよう

　　０２３-０８１８・岩手県奥州市水沢東町・みずさわあずまちよう

　　０２３-０８３１・岩手県奥州市水沢姉体町・みずさわあねたいちよう

　　０２３-０８２４・岩手県奥州市水沢泉町・みずさわいずみちよう

　　０２３-００１３・岩手県奥州市水沢一本柳・みずさわいつほﾟんやなぎ

　　０２３-００１１・岩手県奥州市水沢稲荷田・みずさわいなりだ

　　０２３-０８９８・岩手県奥州市水沢後田・みずさわうしろだ

　　０２３-００５７・岩手県奥州市水沢上町・みずさわうわまち

　　０２３-０８５４・岩手県奥州市水沢大鐘町・みずさわおおがねちよう

　　０２３-００８４・岩手県奥州市水沢大上・みずさわおおがみ

　　０２３-００５３・岩手県奥州市水沢大手町・みずさわおおてまち



　　０２３-０８６７・岩手県奥州市水沢大橋・みずさわおおはじ

　　０２３-０８０２・岩手県奥州市水沢大畑小路・みずさわおおはﾞたけこうじ

　　０２３-００４５・岩手県奥州市水沢大町・みずさわおおまち

　　０２３-００８５・岩手県奥州市水沢踊子・みずさわおどりこ

　　０２３-０００１・岩手県奥州市水沢卸町・みずさわおろしまち

　　０２３-００２１・岩手県奥州市水沢欠ノ下・みずさわかけのした

　　０２３-００５１・岩手県奥州市水沢勝手町・みずさわかつてちよう

　　０２３-０８９２・岩手県奥州市水沢釜田・みずさわかまた

　　０２３-０８３３・岩手県奥州市水沢上姉体・みずさわかみあねたい

　　０２３-００５２・岩手県奥州市水沢搦手丁・みずさわからめてちよう

　　０２３-００３４・岩手県奥州市水沢川口町・みずさわかわぐちまち

　　０２３-０８６３・岩手県奥州市水沢川端・みずさわかわはﾞた

　　０２３-００４６・岩手県奥州市水沢川原小路・みずさわかわらこうじ

　　０２３-００３１・岩手県奥州市水沢北丑沢・みずさわきたうしざわ

　　０２３-００３６・岩手県奥州市水沢北栗林・みずさわきたくりはﾞやじ

　　０２３-０８８１・岩手県奥州市水沢北田・みずさわきただ

　　０２３-００９２・岩手県奥州市水沢北半郷・みずさわきたはんごう

　　０２３-００５４・岩手県奥州市水沢吉小路・みずさわきちこうじ

　　０２３-００５６・岩手県奥州市水沢久田・みずさわきゆうでん

　　０２３-０１０１・岩手県奥州市水沢黒石町・みずさわくろいしちよう

　　０２３-００７１・岩手県奥州市水沢黒子・みずさわくろこ

　　０２３-００７７・岩手県奥州市水沢桑畑・みずさわくわはﾞた

　　０２３-００６２・岩手県奥州市水沢小石田・みずさわこいしだ

　　０２３-００２５・岩手県奥州市水沢高網・みずさわこうあみ

　　０２３-０００２・岩手県奥州市水沢工業団地・みずさわこうぎようだんち

　　０２３-００８７・岩手県奥州市水沢高谷宿・みずさわこうやしゆく

　　０２３-００５５・岩手県奥州市水沢虚空蔵小路・みずさわこくぞうこうじ

　　０２３-００７４・岩手県奥州市水沢極楽・みずさわごくらく

　　０２３-００１５・岩手県奥州市水沢五千刈・みずさわごせんがり

　　０２３-００１８・岩手県奥州市水沢小中・みずさわこなか

　　０２３-００９４・岩手県奥州市水沢五輪・みずさわごりん

　　０２３-００１２・岩手県奥州市水沢斉勝田・みずさわさいかつだ

　　０２３-０８０５・岩手県奥州市水沢斉の神・みずさわさいのかみ

　　０２３-０８９７・岩手県奥州市水沢桜川・みずさわさくらかわ

　　０２３-０００３・岩手県奥州市水沢佐倉河・みずさわさくらかわ

　　０２３-０８６５・岩手県奥州市水沢桜屋敷・みずさわさくらやしき

　　０２３-０８７２・岩手県奥州市水沢桜屋敷西・みずさわさくらやしきにじ

　　０２３-０８７３・岩手県奥州市水沢笹森谷地・みずさわささもりやち

　　０２３-００２６・岩手県奥州市水沢里鎗・みずさわさとやり

　　０２３-００４４・岩手県奥州市水沢三本木・みずさわさんほﾞんぎ

　　０２３-００１４・岩手県奥州市水沢地蔵田・みずさわじぞうでん

　　０２３-００１７・岩手県奥州市水沢渋田・みずさわしぶた

　　０２３-００６３・岩手県奥州市水沢聖天・みずさわしようてん

　　０２３-００７３・岩手県奥州市水沢寺領・みずさわじりよう

　　０２３-０８０７・岩手県奥州市水沢新小路・みずさわしんこうじ

　　０２３-０８４１・岩手県奥州市水沢真城・みずさわしんじよう

　　０２３-０８４２・岩手県奥州市水沢真城が丘・みずさわしんじようがおか

　　０２３-０８２１・岩手県奥州市水沢神明町・みずさわしんめいちよう

　　０２３-００９５・岩手県奥州市水沢雀田・みずさわすずめだ

　　０２３-０８６６・岩手県奥州市水沢堰合・みずさわせきあい

　　０２３-００８３・岩手県奥州市水沢前郷・みずさわぜんごう

　　０２３-０８７７・岩手県奥州市水沢袖谷地・みずさわそでやち

　　０２３-０８７１・岩手県奥州市水沢外谷地・みずさわそとやち

　　０２３-００８１・岩手県奥州市水沢橇町・みずさわそりまち

　　０２３-０８２７・岩手県奥州市水沢太日通り・みずさわたいにちどおり

　　０２３-０８２５・岩手県奥州市水沢台町・みずさわだいまち

　　０２３-０８９４・岩手県奥州市水沢大明神・みずさわだいみようじん

　　０２３-００３２・岩手県奥州市水沢多賀・みずさわたが

　　０２３-０８８９・岩手県奥州市水沢高屋敷・みずさわたかやしき

　　０２３-００９１・岩手県奥州市水沢高山・みずさわたかやま

　　０２３-０８９１・岩手県奥州市水沢内匠田・みずさわたくみだ

　　０２３-０８０３・岩手県奥州市水沢田小路・みずさわたこうじ

　　０２３-００４７・岩手県奥州市水沢立町・みずさわたちまち

　　０２３-０８９５・岩手県奥州市水沢足袋針・みずさわたびはり

　　０２３-００１９・岩手県奥州市水沢築舘・みずさわつきだて

　　０２３-００７６・岩手県奥州市水沢造道・みずさわつくりみち

　　０２３-０８７６・岩手県奥州市水沢鶴淵・みずさわつるぶち

　　０２３-０８１１・岩手県奥州市水沢寺小路・みずさわてらこうじ

　　０２３-０８１２・岩手県奥州市水沢寺脇・みずさわてらわき

　　０２３-０８１５・岩手県奥州市水沢天文台通り・みずさわてんもんだいどおり



　　０２３-００６４・岩手県奥州市水沢土器田・みずさわどきた

　　０２３-０８５７・岩手県奥州市水沢中上野町・みずさわなかうわのちよう

　　０２３-００２２・岩手県奥州市水沢中城・みずさわなかしろ

　　０２３-０８２６・岩手県奥州市水沢中田町・みずさわなかだちよう

　　０２３-０８１３・岩手県奥州市水沢中町・みずさわなかまち

　　０２３-００６１・岩手県奥州市水沢長町・みずさわながまち

　　０２３-００２４・岩手県奥州市水沢名残・みずさわなごり

　　０２３-０８５６・岩手県奥州市水沢西上野町・みずさわにしうわのちよう

　　０２３-０８９６・岩手県奥州市水沢西光田・みずさわにしこうでん

　　０２３-０８８５・岩手県奥州市水沢西田・みずさわにしだ

　　０２３-０８１６・岩手県奥州市水沢西町・みずさわにしまち

　　０２３-００６７・岩手県奥州市水沢二反田・みずさわにたんだ

　　０２３-０１０２・岩手県奥州市水沢羽田町駅東・えきひがじ

　　０２３-０１０４・岩手県奥州市水沢羽田町駅前・えきまえ

　　０２３-０１０３・岩手県奥州市水沢羽田町駅南・えきみなみ

　　０２３-０１０６・岩手県奥州市水沢羽田町久保・くほﾞ

　　０２３-０１０５・岩手県奥州市水沢羽田町宝生・ほうしよう

　　０２３-０１０７・岩手県奥州市水沢羽田町宝柳木・ほうりゆうぎ

　　０２３-０１０８・岩手県奥州市水沢羽田町向畑・むかいはた

　　０２３-０８３２・岩手県奥州市水沢羽田町（草井沼）・(くさいぬま)

　　０２３-０８３２・岩手県奥州市水沢羽田町（下沼）・(しもぬま)

　　０２３-０８３２・岩手県奥州市水沢羽田町（谷木）・(やぎ)

　　０２３-０８３２・岩手県奥州市水沢羽田町（元谷木）・(もとやぎ)

　　０２３-０１３２・岩手県奥州市水沢羽田町（その他）・(そのた)

　　０２３-０８８８・岩手県奥州市水沢八反田・みずさわはつたんだ

　　０２３-００２３・岩手県奥州市水沢八反町・みずさわはつたんまち

　　０２３-０８２９・岩手県奥州市水沢花園町・みずさわはなぞのちよう

　　０２３-００２７・岩手県奥州市水沢幅下・みずさわははﾞした

　　０２３-０８５３・岩手県奥州市水沢東上野町・みずさわひがしうわのちよう

　　０２３-０８２８・岩手県奥州市水沢東大通り・みずさわひがしおおどおり

　　０２３-０８２２・岩手県奥州市水沢東中通り・みずさわひがしなかどおり

　　０２３-００８２・岩手県奥州市水沢東半郷・みずさわひがしはんごう

　　０２３-０８０８・岩手県奥州市水沢日高小路・みずさわひたかこうじ

　　０２３-０８０６・岩手県奥州市水沢日高西・みずさわひたかにじ

　　０２３-００１６・岩手県奥州市水沢平沢・みずさわひらさわ

　　０２３-００７２・岩手県奥州市水沢樋渡・みずさわひわたじ

　　０２３-０８６２・岩手県奥州市水沢福吉町・みずさわふくよしちよう

　　０２３-０８１４・岩手県奥州市水沢袋町・みずさわふくろまち

　　０２３-０８８２・岩手県奥州市水沢福原・みずさわふくわら

　　０２３-００３３・岩手県奥州市水沢不断町・みずさわふだんちよう

　　０２３-０８６１・岩手県奥州市水沢星ガ丘町・みずさわほしがおかちよう

　　０２３-００５８・岩手県奥州市水沢堀ノ内・みずさわほりのうち

　　０２３-００６６・岩手県奥州市水沢前田袋・みずさわまえたぶくろ

　　０２３-０８８４・岩手県奥州市水沢前谷地・みずさわまえやち

　　０２３-０８８３・岩手県奥州市水沢町裏・みずさわまちうら

　　０２３-００９３・岩手県奥州市水沢水神・みずさわみずがみ

　　０２３-００６５・岩手県奥州市水沢水山・みずさわみずやま

　　０２３-００４３・岩手県奥州市水沢道合・みずさわみちあい

　　０２３-００３７・岩手県奥州市水沢南丑沢・みずさわみなみうしざわ

　　０２３-０８５５・岩手県奥州市水沢南大鐘・みずさわみなみおおがね

　　０２３-０８５１・岩手県奥州市水沢南町・みずさわみなみまち

　　０２３-０８８６・岩手県奥州市水沢南矢中・みずさわみなみやなか

　　０２３-００７５・岩手県奥州市水沢水ノ口・みずさわみのくち

　　０２３-０８１７・岩手県奥州市水沢宮下町・みずさわみやしたちよう

　　０２３-０８７４・岩手県奥州市水沢見分森・みずさわみわけもり

　　０２３-００９６・岩手県奥州市水沢向田・みずさわむかいだ

　　０２３-０８７５・岩手県奥州市水沢森下・みずさわもりした

　　０２３-００８６・岩手県奥州市水沢谷地中・みずさわやちなか

　　０２３-０８０４・岩手県奥州市水沢谷地明円・みずさわやちみようえん

　　０２３-０８８７・岩手県奥州市水沢矢中・みずさわやなか

　　０２３-００４２・岩手県奥州市水沢柳町・みずさわやなぎまち

　　０２３-０８５２・岩手県奥州市水沢山崎町・みずさわやまざきちよう

　　０２３-０８０１・岩手県奥州市水沢横町・みずさわよこまち

　　０２３-０８９３・岩手県奥州市水沢蓬田・みずさわよもぎだ

　　０２３-０８６４・岩手県奥州市水沢龍ヶ馬場・みずさわりゆうがはﾞはﾞ

　　０２０-０６００・岩手県滝沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２０-０６３３・岩手県滝沢市穴口・あなぐち

　　０２０-０６０４・岩手県滝沢市一本木・いつほﾟんぎ

　　０２０-０６１８・岩手県滝沢市岩手山・いわてさん

　　０２０-０６８５・岩手県滝沢市鵜飼安達・うかいあだち



　　０２０-０６７３・岩手県滝沢市鵜飼石留・うかいいしどめ

　　０２０-０６８１・岩手県滝沢市鵜飼姥屋敷・うかいうはﾞやしき

　　０２０-０６６２・岩手県滝沢市鵜飼大緩・うかいおおだるみ

　　０２０-０６８６・岩手県滝沢市鵜飼鬼越・うかいおにこじ

　　０２０-０６５５・岩手県滝沢市鵜飼御庭田・うかいおにわだ

　　０２０-０６５７・岩手県滝沢市鵜飼鰍森・うかいかじかもり

　　０２０-０６７１・岩手県滝沢市鵜飼上高柳・うかいかみたかやなぎ

　　０２０-０６５６・岩手県滝沢市鵜飼上山・うかいかみのやま

　　０２０-０６８８・岩手県滝沢市鵜飼上前田・うかいかみまえだ

　　０２０-０６６８・岩手県滝沢市鵜飼狐洞・うかいきつねほら

　　０２０-０６６４・岩手県滝沢市鵜飼笹森・うかいささもり

　　０２０-０６５８・岩手県滝沢市鵜飼清水沢・うかいしみずさわ

　　０２０-０６７２・岩手県滝沢市鵜飼下高柳・うかいしもたかやなぎ

　　０２０-０６６１・岩手県滝沢市鵜飼白石・うかいしろいじ

　　０２０-０６６６・岩手県滝沢市鵜飼先古川・うかいせんこがわ

　　０２０-０６５９・岩手県滝沢市鵜飼外久保・うかいそとくほﾞ

　　０２０-０６７４・岩手県滝沢市鵜飼高柳・うかいたかやなぎ

　　０２０-０６７５・岩手県滝沢市鵜飼滝向・うかいたきむかい

　　０２０-０６７７・岩手県滝沢市鵜飼樋の口・うかいといのくち

　　０２０-０６５２・岩手県滝沢市鵜飼洞畑・うかいどうはた

　　０２０-０６７８・岩手県滝沢市鵜飼年毛・うかいとしもう

　　０２０-０６８４・岩手県滝沢市鵜飼沼森・うかいぬまもり

　　０２０-０６５３・岩手県滝沢市鵜飼迫・うかいはさま

　　０２０-０６７６・岩手県滝沢市鵜飼八人打・うかいはちにんうち

　　０２０-０６８３・岩手県滝沢市鵜飼花平・うかいはなだいら

　　０２０-０６５１・岩手県滝沢市鵜飼細谷地・うかいほそやち

　　０２０-０６６７・岩手県滝沢市鵜飼向新田・うかいむかいしんでん

　　０２０-０６６３・岩手県滝沢市鵜飼諸葛川・うかいもろくずがわ

　　０２０-０６８２・岩手県滝沢市鵜飼臨安・うかいりんあん

　　０２０-０６０１・岩手県滝沢市後・うしろ

　　０２０-０６１５・岩手県滝沢市卯遠坂・うとうざか

　　０２０-０６２７・岩手県滝沢市狼久保・おいのくほﾞ

　　０２０-０６１３・岩手県滝沢市大石渡・おおいしわたり

　　０２０-０７６９・岩手県滝沢市大釜荒屋敷・おおがまあらやしき

　　０２０-０７５４・岩手県滝沢市大釜上釜・おおがまうわがま

　　０２０-０７５８・岩手県滝沢市大釜大清水・おおがまおおしみず

　　０２０-０７６３・岩手県滝沢市大釜大畑・おおがまおおはﾞたけ

　　０２０-０７７６・岩手県滝沢市大釜鬼が滝・おおがまおにがたき

　　０２０-０７５７・岩手県滝沢市大釜風林・おおがまかざはﾞやじ

　　０２０-０７５５・岩手県滝沢市大釜釜口・おおがまかまくち

　　０２０-０７７３・岩手県滝沢市大釜上竹鼻・おおがまかみたけはな

　　０２０-０７６５・岩手県滝沢市大釜小屋敷・おおがまこやしき

　　０２０-０７７４・岩手県滝沢市大釜塩の森・おおがましおのもり

　　０２０-０７５２・岩手県滝沢市大釜白山・おおがましろやま

　　０２０-０７５１・岩手県滝沢市大釜千が窪・おおがませんがくほﾞ

　　０２０-０７５６・岩手県滝沢市大釜高森・おおがまたかもり

　　０２０-０７７１・岩手県滝沢市大釜竹鼻・おおがまたけはな

　　０２０-０７６１・岩手県滝沢市大釜田の尻・おおがまたのしり

　　０２０-０７６４・岩手県滝沢市大釜土井尻・おおがまどいじり

　　０２０-０７６２・岩手県滝沢市大釜外館・おおがまとだて

　　０２０-０７７２・岩手県滝沢市大釜中瀬・おおがまなかせ

　　０２０-０７６７・岩手県滝沢市大釜中道・おおがまなかみち

　　０２０-０７７７・岩手県滝沢市大釜仁沢瀬・おおがまにさわせ

　　０２０-０７７５・岩手県滝沢市大釜沼袋・おおがまぬまぶくろ

　　０２０-０７６６・岩手県滝沢市大釜八幡前・おおがまはちまんまえ

　　０２０-０７５３・岩手県滝沢市大釜細屋・おおがまほそや

　　０２０-０７７８・岩手県滝沢市大釜吉水・おおがまよしみず

　　０２０-０７７９・岩手県滝沢市大釜吉清水・おおがまよしみず

　　０２０-０７６８・岩手県滝沢市大釜和田・おおがまわだ

　　０２０-０６３６・岩手県滝沢市大久保・おおくほﾞ

　　０２０-０６２１・岩手県滝沢市大崎・おおさき

　　０２０-０７０１・岩手県滝沢市大沢籠屋敷・おおさわかごやしき

　　０２０-０７０２・岩手県滝沢市大沢上鶴子・おおさわかみつるこ

　　０２０-０７１８・岩手県滝沢市大沢小谷地・おおさわこやち

　　０２０-０７１５・岩手県滝沢市大沢下屋敷・おおさわしもやしき

　　０２０-０７１３・岩手県滝沢市大沢新道・おおさわしんみち

　　０２０-０７０３・岩手県滝沢市大沢堰合・おおさわせきあい

　　０２０-０７０７・岩手県滝沢市大沢館・おおさわたて

　　０２０-０７１９・岩手県滝沢市大沢鶴子・おおさわつるこ

　　０２０-０７０９・岩手県滝沢市大沢外山野・おおさわとやまの



　　０２０-０７１２・岩手県滝沢市大沢長坪・おおさわながつほﾞ

　　０２０-０７０８・岩手県滝沢市大沢箸木平・おおさわはしぎだいら

　　０２０-０７０５・岩手県滝沢市大沢二タ又・おおさわふたまた

　　０２０-０７１４・岩手県滝沢市大沢舛村・おおさわますむら

　　０２０-０７１０・岩手県滝沢市大沢弥作畑・おおさわやさくはた

　　０２０-０７１１・岩手県滝沢市大沢谷地上・おおさわやちがみ

　　０２０-０７０４・岩手県滝沢市大沢谷地中・おおさわやちなか

　　０２０-０７１７・岩手県滝沢市大沢四つ家・おおさわよつや

　　０２０-０７１６・岩手県滝沢市大沢米倉・おおさわよねくら

　　０２０-０７０６・岩手県滝沢市大沢割田・おおさわわつた

　　０２０-０６０２・岩手県滝沢市大森平・おおもりだいら

　　０２０-０６０６・岩手県滝沢市加賀内・かがない

　　０２０-０６１９・岩手県滝沢市上岩手山・かみいわてさん

　　０２０-０６８７・岩手県滝沢市上鵜飼・かみうかい

　　０２０-０６１４・岩手県滝沢市上中村・かみなかむら

　　０２０-０６４６・岩手県滝沢市黒沢・くろさわ

　　０２０-０６２４・岩手県滝沢市妻の神・さいのかみ

　　０２０-０７２３・岩手県滝沢市篠木綾織・しのぎあやおり

　　０２０-０７２６・岩手県滝沢市篠木荒屋・しのぎあらや

　　０２０-０７４５・岩手県滝沢市篠木大寺沢・しのぎおおてらさわ

　　０２０-０７４２・岩手県滝沢市篠木苧桶沢・しのぎおほﾞけざわ

　　０２０-０７２２・岩手県滝沢市篠木上綾織・しのぎかみあやおり

　　０２０-０７３４・岩手県滝沢市篠木上黒畑・しのぎかみくろはた

　　０２０-０７２８・岩手県滝沢市篠木上篠木・しのぎかみしのぎ

　　０２０-０７３５・岩手県滝沢市篠木黒畑・しのぎくろはた

　　０２０-０７２４・岩手県滝沢市篠木小谷地・しのぎこやち

　　０２０-０７３６・岩手県滝沢市篠木参郷・しのぎさんごう

　　０２０-０７３８・岩手県滝沢市篠木参郷の森・しのぎさんごうのもり

　　０２０-０７４３・岩手県滝沢市篠木外山・しのぎそとやま

　　０２０-０７４４・岩手県滝沢市篠木館が沢・しのぎたてがさわ

　　０２０-０７３７・岩手県滝沢市篠木堤・しのぎつつみ

　　０２０-０７３２・岩手県滝沢市篠木樋の口・しのぎといのくち

　　０２０-０７２７・岩手県滝沢市篠木鳥谷平・しのぎとやひら

　　０２０-０７２１・岩手県滝沢市篠木中村・しのぎなかむら

　　０２０-０７２５・岩手県滝沢市篠木中屋敷・しのぎなかやしき

　　０２０-０７４６・岩手県滝沢市篠木仁沢瀬・しのぎにさわせ

　　０２０-０７３３・岩手県滝沢市篠木待場・しのぎまちはﾞ

　　０２０-０７３１・岩手県滝沢市篠木明法・しのぎみようほう

　　０２０-０７４１・岩手県滝沢市篠木矢取森・しのぎやとりもり

　　０２０-０６６５・岩手県滝沢市下鵜飼・しもうかい

　　０２０-０６１１・岩手県滝沢市巣子・すご

　　０２０-０６０５・岩手県滝沢市砂込・すなこみ

　　０２０-０６４３・岩手県滝沢市外山・そとやま

　　０２０-０６４５・岩手県滝沢市高屋敷・たかやしき

　　０２０-０６３７・岩手県滝沢市高屋敷平・たかやしきだいら

　　０２０-０６０８・岩手県滝沢市長太郎林・ちようたろうはﾞやじ

　　０２０-０６３８・岩手県滝沢市土沢・つちざわ

　　０２０-０６１６・岩手県滝沢市木賊川・とくさがわ

　　０２０-０６０３・岩手県滝沢市留が森・とめがもり

　　０２０-０６５４・岩手県滝沢市中鵜飼・なかうかい

　　０２０-０６４２・岩手県滝沢市中村・なかむら

　　０２０-０６２３・岩手県滝沢市楢の木沢・ならのきさわ

　　０２０-０６４１・岩手県滝沢市祢宜屋敷・ねぎやしき

　　０２０-０６３１・岩手県滝沢市根堀坂・ねほりざか

　　０２０-０６２２・岩手県滝沢市野沢・のざわ

　　０２０-０６２５・岩手県滝沢市葉の木沢山・はのきさわやま

　　０２０-０６４４・岩手県滝沢市平蔵沢・へいぞうさわ

　　０２０-０６３２・岩手県滝沢市牧野林・まきのはﾞやじ

　　０２０-０６３５・岩手県滝沢市耳取山・みみとりやま

　　０２０-０６２６・岩手県滝沢市明神平・みようじんだいら

　　０２０-０６３４・岩手県滝沢市室小路・むろこうじ

　　０２０-０６１２・岩手県滝沢市柳沢・やなぎさわ

　　０２０-０６０９・岩手県滝沢市柳原・やなぎはら

　　０２０-０６０７・岩手県滝沢市弥兵エ林・やへいはﾞやじ

　　０２０-０６１７・岩手県滝沢市湯舟沢・ゆぶねざわ

　　０２０-０５００・岩手県岩手郡雫石町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２０-０５０２・岩手県岩手郡雫石町板橋・いたはﾞじ

　　０２０-０５４６・岩手県岩手郡雫石町稲荷下・いなりした

　　０２０-０５８３・岩手県岩手郡雫石町上野・うわの

　　０２０-０５７４・岩手県岩手郡雫石町鴬宿・おうしゆく



　　０２０-０５８１・岩手県岩手郡雫石町御明神・おみようじん

　　０２０-０５４４・岩手県岩手郡雫石町柿木・かきき

　　０２０-０５５９・岩手県岩手郡雫石町上笹森・かみささもり

　　０２０-０５５５・岩手県岩手郡雫石町上曽根田・かみそねだ

　　０２０-０５５７・岩手県岩手郡雫石町上平・かみだいら

　　０２０-０５３８・岩手県岩手郡雫石町上町北・かみまちきた

　　０２０-０５３７・岩手県岩手郡雫石町上町西・かみまちにじ

　　０２０-０５３９・岩手県岩手郡雫石町上町東・かみまちひがじ

　　０２０-０５３０・岩手県岩手郡雫石町上町南・かみまちみなみ

　　０２０-０５３４・岩手県岩手郡雫石町川原・かわはら

　　０２０-０５１７・岩手県岩手郡雫石町黒沢川・くろさわがわ

　　０２０-０５２５・岩手県岩手郡雫石町源大堂・げんだいどう

　　０２０-０５３５・岩手県岩手郡雫石町小日谷地・こびやち

　　０２０-０５５１・岩手県岩手郡雫石町笹森・ささもり

　　０２０-０５１２・岩手県岩手郡雫石町塩ケ森・しおがもり

　　０２０-０５１３・岩手県岩手郡雫石町下兎野・しもうさぎの

　　０２０-０５２２・岩手県岩手郡雫石町下久保・しもくほﾞ

　　０２０-０５５８・岩手県岩手郡雫石町下笹森・しもささもり

　　０２０-０５５３・岩手県岩手郡雫石町下曽根田・しもそねだ

　　０２０-０５５２・岩手県岩手郡雫石町下平・しもだいら

　　０２０-０５１５・岩手県岩手郡雫石町下長根・しもながね

　　０２０-０５２８・岩手県岩手郡雫石町下町・しもまち

　　０２０-０５２９・岩手県岩手郡雫石町下町西・しもまちにじ

　　０２０-０５２０・岩手県岩手郡雫石町下町東・しもまちひがじ

　　０２０-０５４１・岩手県岩手郡雫石町千刈田・せんがりだ

　　０２０-０５２１・岩手県岩手郡雫石町麁津田・そつだ

　　０２０-０５４３・岩手県岩手郡雫石町高前田・たかまえだ

　　０２０-０５７１・岩手県岩手郡雫石町繋・つなぎ

　　０２０-０５２４・岩手県岩手郡雫石町寺の下・てらのした

　　０２０-０５０５・岩手県岩手郡雫石町中黒沢川・なかくろさわがわ

　　０２０-０５０４・岩手県岩手郡雫石町中沼・なかぬま

　　０２０-０５２７・岩手県岩手郡雫石町中町・なかまち

　　０２０-０５１１・岩手県岩手郡雫石町長畑・ながはた

　　０２０-０５８５・岩手県岩手郡雫石町長山・ながやま

　　０２０-０５５６・岩手県岩手郡雫石町名子・なご

　　０２０-０５０３・岩手県岩手郡雫石町七ツ森・ななつもり

　　０２０-０５０１・岩手県岩手郡雫石町仁佐瀬・にさせ

　　０２０-０５７２・岩手県岩手郡雫石町西安庭・にしあにわ

　　０２０-０５８４・岩手県岩手郡雫石町西根・にしね

　　０２０-０５０６・岩手県岩手郡雫石町沼返・ぬまがえじ

　　０２０-０５２３・岩手県岩手郡雫石町根堀・ねほり

　　０２０-０５１４・岩手県岩手郡雫石町野中・のなか

　　０２０-０５８２・岩手県岩手郡雫石町橋場・はしはﾞ

　　０２０-０５３６・岩手県岩手郡雫石町八卦・はつけ

　　０２０-０５３３・岩手県岩手郡雫石町林・はやじ

　　０２０-０５３２・岩手県岩手郡雫石町払川・はらいがわ

　　０２０-０５４７・岩手県岩手郡雫石町晴山・はれやま

　　０２０-０５５４・岩手県岩手郡雫石町町裏・まちうら

　　０２０-０５３１・岩手県岩手郡雫石町麻見田・まみだ

　　０２０-０５０７・岩手県岩手郡雫石町丸谷地・まるやち

　　０２０-０５４２・岩手県岩手郡雫石町万田渡・まんだわたり

　　０２０-０５７３・岩手県岩手郡雫石町南畑・みなみはた

　　０２０-０５４５・岩手県岩手郡雫石町谷地・やち

　　０２８-５４００・岩手県岩手郡葛巻町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-５４０３・岩手県岩手郡葛巻町江刈・えかり

　　０２８-５１０２・岩手県岩手郡葛巻町葛巻（第４０地割

　　０２８-５１０２・「５７番地１２５・くずまき

　　０２８-５１０２・岩手県岩手郡葛巻町葛巻（第４０地割「５７番地

　　０２８-５１０２・岩手県葛巻（第４０地割「５７１２５・くずまき

　　０２８-５１０２・岩手県葛巻（１７６を除く」～第４５地割）・くずまき

　　０２８-５４０２・岩手県岩手郡葛巻町葛巻（その他）・くずまき(そのた)

　　０２８-５４０１・岩手県岩手郡葛巻町田部・たべ

　　０２８-４３００・岩手県岩手郡岩手町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-４３０７・岩手県岩手郡岩手町五日市・いつかいち

　　０２８-４４２１・岩手県岩手郡岩手町一方井・いつかたい

　　０２８-４３０３・岩手県岩手郡岩手町江刈内・えかりない

　　０２８-４２１１・岩手県岩手郡岩手町川口・かわぐち

　　０２８-４３０５・岩手県岩手郡岩手町久保・くほﾞ

　　０２８-４４２４・岩手県岩手郡岩手町黒石・くろいじ

　　０２８-４４２６・岩手県岩手郡岩手町黒内・くろない



　　０２８-４３０４・岩手県岩手郡岩手町子抱・こだき

　　０２８-４３０２・岩手県岩手郡岩手町大坊・だいほﾞう

　　０２８-４４２３・岩手県岩手郡岩手町土川・つちかわ

　　０２８-４３０１・岩手県岩手郡岩手町沼宮内・ぬまくない

　　０２８-４４２５・岩手県岩手郡岩手町葉木田・はきた

　　０２８-４４２２・岩手県岩手郡岩手町坊・ほﾞう

　　０２８-４３０６・岩手県岩手郡岩手町御堂・みどう

　　０２８-３３００・岩手県紫波郡紫波町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-３５３３・岩手県紫波郡紫波町赤沢・あかざわ

　　０２８-３４５１・岩手県紫波郡紫波町稲藤・いなふじ

　　０２８-３３１１・岩手県紫波郡紫波町犬渕・いぬぶち

　　０２８-３３１２・岩手県紫波郡紫波町犬吠森・いぬほえもり

　　０２８-３３２１・岩手県紫波郡紫波町江柄・えがら

　　０２８-３３１４・岩手県紫波郡紫波町大巻・おおまき

　　０２８-３４５２・岩手県紫波郡紫波町片寄・かたよせ

　　０２８-３４４１・岩手県紫波郡紫波町上平沢・かみひらさわ

　　０２８-３４４３・岩手県紫波郡紫波町上松本・かみまつもと

　　０２８-３３２３・岩手県紫波郡紫波町北沢・きたざわ

　　０２８-３５３６・岩手県紫波郡紫波町北田・きただ

　　０２８-３３０９・岩手県紫波郡紫波町北日詰・きたひつﾞめ

　　０２８-３３２５・岩手県紫波郡紫波町草刈・くさかり

　　０２８-３３０３・岩手県紫波郡紫波町高水寺・こうすいじ

　　０２８-３４４４・岩手県紫波郡紫波町小屋敷・こやしき

　　０２８-３３０７・岩手県紫波郡紫波町桜町・さくらまち

　　０２８-３３１６・岩手県紫波郡紫波町佐比内・さひない

　　０２８-３４４６・岩手県紫波郡紫波町下松本・しもまつもと

　　０２８-３３１８・岩手県紫波紫波中央駅前・しわちゆうおうえきまえ

　　０２８-３３０２・岩手県紫波郡紫波町陣ケ岡・じんがおか

　　０２８-３４５３・岩手県紫波郡紫波町土舘・つちだて

　　０２８-３５３５・岩手県紫波郡紫波町遠山・とおやま

　　０２８-３３２２・岩手県紫波郡紫波町栃内・とちない

　　０２８-３３０１・岩手県紫波郡紫波町中島・なかじま

　　０２８-３３２６・岩手県紫波郡紫波町西長岡・にしながおか

　　０２８-３３２４・岩手県紫波郡紫波町東長岡・ひがしながおか

　　０２８-３３１５・岩手県紫波郡紫波町彦部・ひこべ

　　０２８-３３０５・岩手県紫波郡紫波町日詰・ひつﾞめ

　　０２８-３３１０・岩手県紫波郡紫波町日詰駅前・ひつﾞめえきまえ

　　０２８-３３０６・岩手県紫波郡紫波町日詰西・ひつﾞめにじ

　　０２８-３３０８・岩手県紫波郡紫波町平沢・ひらさわ

　　０２８-３３０４・岩手県紫波郡紫波町二日町・ふつかまち

　　０２８-３５３２・岩手県紫波郡紫波町船久保・ふなくほﾞ

　　０２８-３３１３・岩手県紫波郡紫波町星山・ほしやま

　　０２８-３４４２・岩手県紫波郡紫波町升沢・ますざわ

　　０２８-３４４５・岩手県紫波郡紫波町南伝法寺・みなみでんほﾞうじ

　　０２８-３３１７・岩手県紫波郡紫波町南日詰・みなみひつﾞめ

　　０２８-３４４７・岩手県紫波郡紫波町宮手・みやで

　　０２８-３５３４・岩手県紫波郡紫波町紫野・むらさきの

　　０２８-３５３１・岩手県紫波郡紫波町山屋・やまや

　　０２８-３４４８・岩手県紫波郡紫波町吉水・よしみず

　　０２８-３６００・岩手県紫波郡矢巾町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-３６０５・岩手県紫波郡矢巾町間野々・あいのの

　　０２８-３６１１・岩手県紫波郡矢巾町赤林・あかはﾞやじ

　　０２８-３６０９・岩手県紫波郡矢巾町医大通・いだいどおり

　　０２８-３６２６・岩手県紫波郡矢巾町岩清水・いわしみず

　　０２８-３６１８・岩手県紫波郡矢巾町駅東・えきひがじ

　　０２８-３６１７・岩手県紫波郡矢巾町太田・おおた

　　０２８-３６２２・岩手県紫波郡矢巾町上矢次・かみやつぎ

　　０２８-３６０８・岩手県紫波郡矢巾町北郡山・きたこおりやま

　　０２８-３６２４・岩手県紫波郡矢巾町北伝法寺・きたでんほﾟうじ

　　０２８-３６１３・岩手県紫波郡矢巾町北矢幅・きたやははﾞ

　　０２８-３６２３・岩手県紫波郡矢巾町煙山・けむやま

　　０２８-３６０７・岩手県紫波郡矢巾町高水寺・こうすいじ

　　０２８-３６１２・岩手県紫波郡矢巾町下矢次・しもやつぎ

　　０２８-３６１６・岩手県紫波郡矢巾町白沢・しらさわ

　　０２８-３６０１・岩手県紫波郡矢巾町高田・たかた

　　０２８-３６０６・岩手県紫波郡矢巾町土橋・つちはじ

　　０２８-３６０３・岩手県紫波郡矢巾町西徳田・にしとくた

　　０２８-３６０４・岩手県紫波郡矢巾町東徳田・ひがしとくた

　　０２８-３６２１・岩手県紫波郡矢巾町広宮沢・ひろみやさわ

　　０２８-３６０２・岩手県紫波郡矢巾町藤沢・ふじさわ



　　０２８-３６１４・岩手県紫波郡矢巾町又兵エ新田・またべえしんでん

　　０２８-３６１５・岩手県紫波郡矢巾町南矢幅・みなみやははﾞ

　　０２８-３６２５・岩手県紫波郡矢巾町室岡・むろおか

　　０２０-０８９１・岩手県紫波郡流通センター南・りゆうつうせんたｰみなみ

　　０２８-３６２７・岩手県紫波郡矢巾町和味・わみ

　　０２９-５５００・岩手県和賀郡西和賀町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２９-５５０３・岩手県和賀郡西和賀町穴明２２地割、穴明２３地割・あなあけ

　　０２９-５５１１・岩手県和賀郡西和賀町上野々３９地割・うえのの３９ちわり

　　０２９-５５２３・越中畑６４地割～越中畑６６地割・えつちゆうはた

　　０２９-５５０７・岩手県和賀郡西和賀町大沓３６地割・おおくつ３６ちわり

　　０２９-５５２１・岩手県和賀郡西和賀町大渡５７地割・おおわたり５７ちわり

　　０２９-５５１３・岩手県和賀郡西和賀町甲子５１地割・かつち５１ちわり

　　０２９-５５２３・桂子沢７５地割、桂子沢７６地割・かつらござわ

　　０２９-５５０２・岩手県和賀郡西和賀町樺沢１６地割、樺沢１７地割・かはﾞさわ

　　０２９-５５１２・岩手県和賀郡西和賀町川尻４０地割、川尻４１地割・かわしり

　　０２９-５５１３・岩手県草井沢４７地割・くさいざわ４７ちわり

　　０２９-５５２１・小繋沢５４地割～小繋沢５６地割・こつなぎざわ

　　０２９-５５０１・左草１地割～左草６地割・さそう１ちわり-さそう６ちわり

　　０２９-５６１６・岩手県和賀郡西和賀町沢内泉沢・さわうちいずみざわ

　　０２９-５６１４・岩手県和賀郡西和賀町沢内太田・さわうちおおた

　　０２９-５６１２・岩手県和賀郡西和賀町沢内大野・さわうちおおの

　　０２９-５７０３・岩手県和賀郡西和賀町沢内貝沢・さわうちかいざわ

　　０２９-５７０１・岩手県和賀郡西和賀町沢内川舟・さわうちかわふね

　　０２９-５６２１・岩手県和賀郡西和賀町沢内鍵飯・さわうちけんはﾟん

　　０２９-５６１５・岩手県和賀郡西和賀町沢内猿橋・さわうちさるはじ

　　０２９-５６１１・岩手県和賀郡西和賀町沢内新町・さわうちしんまち

　　０２９-５６１７・岩手県和賀郡西和賀町沢内長瀬野・さわうちながせの

　　０２９-５６１９・岩手県和賀郡西和賀町沢内弁天・さわうちべんてん

　　０２９-５６１３・岩手県和賀郡西和賀町沢内前郷・さわうちまえごう

　　０２９-５６１８・岩手県和賀郡西和賀町沢内両沢・さわうちりようざわ

　　０２９-５７０２・岩手県和賀郡西和賀町沢内若畑・さわうちわかはた

　　０２９-５５２３・岩手県和賀郡西和賀町沢中７３地割、沢中７４地割・さわなか

　　０２９-５５０２・岩手県和賀郡西和賀町下前７地割～下前１４地割・したまえ

　　０２９-５５０３・岩手県和賀郡西和賀町清水ケ野１８地割・しみずがの１８ちわり

　　０２９-５５０１・岩手県和賀郡町下左草７７地割～下左草８０地割・しもさそう

　　０２９-５５２３・岩手県和賀郡西和賀町白木野６７地割・しろきの６７ちわり

　　０２４-０３４１・岩手県杉名畑４４地割（湯田ダム管理事務所）・すぎなはた

　　０２４-０３４１・岩手県杉名畑４４地割（後口山）・すぎなはたうしろぐちやま)

　　０２４-０３４１・岩手県杉名畑４４地割（当楽）・すぎなはた４４ちわり(あてらく)

　　０２９-５５１３・岩手県杉名畑４４地割（その他）・すぎなはた４４ちわり(そのた)

　　０２９-５５２２・岩手県和賀郡西和賀町巣郷６３地割・すごう６３ちわり

　　０２９-５５０４・岩手県和賀郡西和賀町槻沢２５地割～槻沢２８地割・つきざわ

　　０２９-５５０２・岩手県和賀郡西和賀町寅沢１５地割・とらさわ１５ちわり

　　０２９-５５２２・岩手県和賀郡西和賀町中村５８地割、中村５９地割・なかむら

　　０２９-５５２２・岩手県和賀郡西野々宿６０地割～野々宿６２地割・ののしゆく

　　０２９-５５２３・岩手県和賀郡西和賀町細内６８地割、細内６９地割・ほそない

　　０２９-５５１３・岩手県和賀郡西和賀町本内４６地割・ほんない４６ちわり

　　０２９-５５０３・岩手県和賀郡西和賀町間木野２４地割・まぎの２４ちわり

　　０２９-５５１３・岩手県和賀郡西和賀町耳取４９地割・みみどり４９ちわり

　　０２９-５５１３・岩手県和賀郡西和賀町本屋敷４８地割・もとやしき４８ちわり

　　０２９-５５２３・岩手県和賀郡西和賀町柳沢７０地割、柳沢７１地割・やなぎざわ

　　０２９-５５１４・岩手県和賀郡西和賀町湯川５２地割、湯川５３地割・ゆがわ

　　０２９-５５０３・岩手県和賀郡西和賀町湯田１９地割～湯田２１地割・ゆだ

　　０２９-５５０６・岩手県和賀郡湯之沢３１地割～湯之沢３５地割・ゆのさわ

　　０２９-５５０５・岩手県和賀郡西和賀町湯本２９地割、湯本３０地割・ゆもと

　　０２９-５５２３・岩手県和賀郡西和賀町芦ケ沢７２地割・よしがさわ７２ちわり

　　０２９-５５１３・岩手県和賀郡西和賀町鷲之巣５０地割・わしのす５０ちわり

　　０２９-４５００・岩手県胆沢郡金ケ崎町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２９-４５０５・岩手県胆沢郡金ケ崎町永栄・ながさかえ

　　０２９-４５０４・岩手県胆沢郡金ケ崎町永沢・ながさわ

　　０２９-４５０３・岩手県胆沢郡金ケ崎町西根・にしね

　　０２９-４５０２・岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻・みかじり

　　０２９-４５０１・岩手県胆沢郡金ケ崎町六原・ろくはら

　　０２９-４１００・岩手県西磐井郡平泉町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２９-４１０１・岩手県西磐井郡平泉町長島・ながしま

　　０２９-４１０２・岩手県西磐井郡平泉町平泉・ひらいずみ

　　０２９-２３００・岩手県気仙郡住田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２９-２５０１・岩手県気仙郡住田町上有住・かみありす

　　０２９-２５０２・岩手県気仙郡住田町下有住・しもありす

　　０２９-２３１１・岩手県気仙郡住田町世田米・せたまい



　　０２８-１１００・岩手県上閉伊郡大槌町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-１１０２・岩手県上閉伊郡大槌町赤浜・あかはま

　　０２８-１１０５・岩手県上閉伊郡大槌町安渡・あんど

　　０２８-１１３１・岩手県上閉伊郡大槌町大槌・おおつち

　　０２８-１１１２・岩手県上閉伊郡大槌町大町・おおまち

　　０２８-１１３２・岩手県上閉伊郡大槌町大ケ口・おがくち

　　０２８-１１３３・岩手県上閉伊郡大槌町金沢・かねざわ

　　０２８-１１１５・岩手県上閉伊郡大槌町上町・かみちよう

　　０２８-１１０１・岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里・きりきり

　　０２８-１１２１・岩手県上閉伊郡大槌町小鎚・こつﾞち

　　０２８-１１１４・岩手県上閉伊郡大槌町栄町・さかえちよう

　　０２８-１１２２・岩手県上閉伊郡大槌町桜木町・さくらぎちよう

　　０２８-１１１１・岩手県上閉伊郡大槌町新町・しんちよう

　　０２８-１１０４・岩手県上閉伊郡大槌町新港町・しんみなとまち

　　０２８-１１１７・岩手県上閉伊郡大槌町末広町・すえひろちよう

　　０２８-１１１３・岩手県上閉伊郡大槌町須賀町・すかちよう

　　０２８-１１１６・岩手県上閉伊郡大槌町本町・ほんちよう

　　０２８-１１０３・岩手県上閉伊郡大槌町港町・みなとまち

　　０２８-１３００・岩手県下閉伊郡山田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-１３０３・岩手県下閉伊郡山田町荒川・あらかわ

　　０２８-１３５２・岩手県下閉伊郡山田町飯岡・いいおか

　　０２８-１３０１・岩手県下閉伊郡山田町石峠・いしとうげ

　　０２８-１３１１・岩手県下閉伊郡山田町大沢・おおさわ

　　０２８-１３６１・岩手県下閉伊郡山田町織笠・おりかさ

　　０２８-１３４２・岩手県下閉伊郡山田町川向町・かわむかいちよう

　　０２８-１３３１・岩手県下閉伊郡山田町北浜町・きたはまちよう

　　０２８-１３３３・岩手県下閉伊郡山田町後楽町・こうらくちよう

　　０２８-１３４３・岩手県下閉伊郡山田町境田町・さかいだちよう

　　０２８-１３３２・岩手県下閉伊郡山田町中央町・ちゆうおうちよう

　　０２８-１３０２・岩手県下閉伊郡山田町豊間根・とよまね

　　０２８-１３５１・岩手県下閉伊郡山田町長崎・ながさき

　　０２８-１３４１・岩手県下閉伊郡山田町八幡町・はちまんちよう

　　０２８-１３７１・岩手県下閉伊郡山田町船越・ふなこじ

　　０２８-１３２１・岩手県下閉伊郡山田町山田・やまだ

　　０２７-０５００・岩手県下閉伊郡岩泉町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-２２３１・岩手県下閉伊郡岩泉町浅内・あさない

　　０２７-０６１１・岩手県下閉伊郡岩泉町安家・あつか

　　０２８-５６４２・岩手県下閉伊郡岩泉町穴沢・あなざわ

　　０２７-０５０８・岩手県下閉伊郡岩泉町尼額・あまひたい

　　０２７-０５０１・岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉・いわいずみ

　　０２８-２２３２・岩手県下閉伊郡岩泉町大川・おおかわ

　　０２７-０５０２・岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂・おとも

　　０２７-０４２１・岩手県下閉伊郡岩泉町小本・おもと

　　０２８-５６４１・岩手県下閉伊郡岩泉町門・かど

　　０２８-５６３３・岩手県下閉伊郡釜津田（上栗宿）・かまつた(かみくりやど)

　　０２８-５６３３・岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田（栗宿）・かまつた(くりやど)

　　０２８-５６３３・岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田（権現）・かまつた(ごんげん)

　　０２８-２２３３・岩手県下閉伊郡岩泉町釜津田（その他）・かまつた(そのた)

　　０２７-０５０５・岩手県下閉伊郡岩泉町上有芸・かみうげい

　　０２７-０５０３・岩手県下閉伊郡岩泉町猿沢・さるさわ

　　０２７-０５０４・岩手県下閉伊郡岩泉町下有芸・しもうげい

　　０２７-０５０６・岩手県下閉伊郡岩泉町鼠入・そいり

　　０２７-０４２３・岩手県下閉伊郡岩泉町中里・なかさと

　　０２７-０４２２・岩手県下閉伊郡岩泉町中島・なかしま

　　０２７-０５０７・岩手県下閉伊郡岩泉町二升石・にしよういじ

　　０２７-０４２４・岩手県下閉伊郡岩泉町袰野・ほろの

　　０２８-５６４３・岩手県下閉伊郡岩泉町袰綿・ほろわた

　　０２８-８４００・岩手県下閉伊郡田野畑村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-８４０２・岩手県下閉伊郡田野畑村明戸・ あけと

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村一の渡・ いちのわたり

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村蝦夷森・ えぞもり

　　０２８-８４０５・岩手県下閉伊郡田野畑村, 大芦"・おおあじ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村大森・ おおもり

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村尾肝要・ おかんよう

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村奥地・ おくち

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村奥地向・ おくちむかい

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村茅刈沢・ かやかりさわ

　　０２８-８４０７・岩手県下閉伊郡田野畑村川平・ かわだい

　　０２８-８４０２・岩手県下閉伊郡田野畑村北山・ きたやま

　　０２８-８４０５・岩手県下閉伊郡田野畑村, 切牛"・きりうじ



　　０２８-８４０６・岩手県下閉伊郡田野畑村猿山・ さるやま

　　０２８-８４０４・岩手県下閉伊郡田野畑村, 島越"・しまのこじ

　　０２８-８４０７・岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪・ すげのくほﾞ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村巣合・ すごう

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村千丈・ せんじよう

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村千足・ せんぞく

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村滝ノ沢・ たきのさわ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村田代・ たしろ

　　０２８-８４０７・岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑・ たのはた

　　０２８-８４０２・岩手県下閉伊郡田野畑村机・ つくえ

　　０２８-８４０６・岩手県下閉伊郡田野畑村年呂部・ としろべ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村長根・ ながね

　　０２８-８４０６・岩手県下閉伊郡田野畑村七滝・ ななたき

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村沼袋・ ぬまぶくろ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村子木地・ ねぎち

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村子木屋敷・ ねぎやしき

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村萩牛・ はぎゆう

　　０２８-８４０５・岩手県下閉伊郡田野畑村浜岩泉・ はまいわいずみ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村日蔭・ ひかげ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村姫松・ ひめまつ

　　０２８-８４０５・岩手県下閉伊郡田野畑村真木沢・ まぎさわ

　　０２８-８４０４・岩手県下閉伊郡田野畑村松前沢・ まつまえさわ

　　０２８-８４０１・岩手県下閉伊郡田野畑村三沢・ みさわ

　　０２８-８４０５・岩手県下閉伊郡田野畑村, 南大芦"・みなみおおあじ

　　０２８-８４０６・岩手県下閉伊郡田野畑村室場・ むろはﾞ

　　０２８-８４０６・岩手県下閉伊郡田野畑村目名・ めな

　　０２８-８４０３・岩手県下閉伊郡田野畑村羅賀・ らが

　　０２８-８４０７・岩手県下閉伊郡田野畑村和野・ わの

　　０２８-８３００・岩手県下閉伊郡普代村・ 以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-８３６６・岩手県下閉伊郡普代村芦生・ あしおい

　　０２８-８３６５・岩手県下閉伊郡普代村芦渡・ あしわたり

　　０２８-８３４３・岩手県下閉伊郡普代村上の山・ うえのやま

　　０２８-８３６２・岩手県下閉伊郡普代村卯子酉・ うねどり

　　０２８-８３３１・岩手県下閉伊郡普代村宇留部・ うるべ

　　０２８-８３４５・岩手県下閉伊郡普代村太田名部・ おおたなべ

　　０２８-８３６８・岩手県下閉伊郡普代村柏木平・ かしわぎだいら

　　０２８-８３５２・岩手県下閉伊郡普代村上村・ かみむら

　　０２８-８３６１・岩手県下閉伊郡普代村北ノ股・ きたのまた

　　０２８-８３５３・岩手県下閉伊郡普代村黒崎・ くろさき

　　０２８-８３１２・岩手県下閉伊郡普代村小谷地・ こやち

　　０２８-８３０３・岩手県下閉伊郡普代村沢向・ さわむかい

　　０２８-８３５１・岩手県下閉伊郡普代村下村・ しもむら

　　０２８-８３１１・岩手県下閉伊郡普代村白井・ しらい

　　０２８-８３１３・岩手県下閉伊郡普代村土取場・ つちとりはﾞ

　　０２８-８３３６・岩手県下閉伊郡普代村堤・ つつみ

　　０２８-８３２２・岩手県下閉伊郡普代村天拝坂・ てんはﾞいざか

　　０２８-８３３２・岩手県下閉伊郡普代村銅屋・ どうや

　　０２８-８３２３・岩手県下閉伊郡普代村鳥居・ とりい

　　０２８-８３３４・岩手県下閉伊郡普代村中村・ なかむら

　　０２８-８３４４・岩手県下閉伊郡普代村中山・ なかやま

　　０２８-８３２１・岩手県下閉伊郡普代村野胡桃・ のぐるみ

　　０２８-８３６７・岩手県下閉伊郡普代村萩牛・ はぎゆう

　　０２８-８３０１・岩手県下閉伊郡普代村馬場野・ はﾞはﾞの

　　０２８-８３３５・岩手県下閉伊郡普代村普代・ ふだい

　　０２８-８３０２・岩手県下閉伊郡普代村堀内・ ほりない

　　０２８-８３６４・岩手県下閉伊郡普代村南股・ みなみのまた

　　０２８-８３４１・岩手県下閉伊郡普代村明神・ みようじん

　　０２８-８３６３・岩手県下閉伊郡普代村茂市・ もいち

　　０２８-８３３３・岩手県下閉伊郡普代村羅賀・ らが

　　０２８-８３４２・岩手県下閉伊郡普代村和野山・ わのやま

　　０２８-６３００・岩手県九戸郡軽米町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-６２２３・岩手県九戸郡軽米町狄塚・えつﾞか

　　０２８-６３０１・岩手県九戸郡軽米町上舘・かみだて

　　０２８-６３０２・岩手県九戸郡軽米町軽米・かるまい

　　０２８-６３０３・岩手県九戸郡軽米町高家・こうけ

　　０２８-６４１１・岩手県九戸郡軽米町小軽米・こかるまい

　　０２８-６２２２・岩手県九戸郡軽米町山内・さんない

　　０２８-６３０４・岩手県九戸郡軽米町長倉・ながくら

　　０２８-６２２１・岩手県九戸郡軽米町晴山・はれやま

　　０２８-６４１２・岩手県九戸郡軽米町蛇口・へびくち



　　０２８-６４１３・岩手県九戸郡軽米町円子・まるこ

　　０２８-８２００・岩手県九戸郡野田村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-８２０２・岩手県九戸郡野田村玉川・ たまがわ

　　０２８-８２０１・岩手県九戸郡野田村野田・ のだ

　　０２８-６５００・岩手県九戸郡九戸村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-６５０１・岩手県九戸郡九戸村荒谷・ あらや

　　０２８-６５０２・岩手県九戸郡九戸村伊保内・ いほﾞない

　　０２８-６５０５・岩手県九戸郡九戸村江刺家・ えさしか

　　０２８-６５０３・岩手県九戸郡九戸村小倉・ こぐら

　　０２８-６６１１・岩手県九戸郡九戸村山根・ さんね

　　０２８-６５０４・岩手県九戸郡九戸村長興寺・ ちようこうじ

　　０２８-６６１２・岩手県九戸郡九戸村戸田・ とだ

　　０２８-６５０６・岩手県九戸郡九戸村山屋・ やまや

　　０２８-６５０７・岩手県九戸郡九戸村雪屋・ ゆきや

　　０２８-７９００・岩手県九戸郡洋野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-８８０３・岩手県九戸郡洋野町阿子木・あこぎ

　　０２８-７９０５・岩手県九戸郡洋野町有家・うげ

　　０２８-８８０２・岩手県九戸郡洋野町大野・おおの

　　０２８-７９０４・岩手県九戸郡洋野町小子内・おこない

　　０２８-８８０１・岩手県九戸郡洋野町上館・かみだて

　　０２８-８８０４・岩手県九戸郡洋野町帯島・たいしま

　　０２８-７９１５・岩手県種市第１５地割～２１（鹿糠）・(かぬか)

　　０２８-７９１５・岩手県種市第１５地割～２１（小路合）・(しようじあい)

　　０２８-７９１５・岩手県種市第１５地割～２１（緑町）・(みどりちよう)

　　０２８-７９１５・岩手県種市第１５地割～２１（大久保）・(おおくほﾞ)

　　０２８-７９１５・岩手県種市第１５地割～２１（高取）・(たかとり)

　　０２８-７９０３・岩手県種市第１地割～第３（八木南町）・(やぎみなみまち)

　　０２８-７９０３・岩手県種市第１地割～第３（八木北町）・(やぎきたまち)

　　０２８-７９１４・岩手県種市第２２地割～第２３地割（一区）・たねいち(１く､)

　　０２８-７９１４・岩手県九戸郡種市第２２地割～第２３地割（二区）・(２く)

　　０２８-７９１４・岩手県九戸郡種市第２２地割～第２３地割（三区）・(３く)

　　０２８-７９１４・岩手県洋野町種市第２２地割～第２３地割（四区）・(４く)

　　０２８-７９１４・岩手県洋野町種市第２２地割～第２３地割（大町）・(おおまち)

　　０２８-７９１４・岩手県九戸郡洋野町種市第２２地割～第２３地割（小橋）・(こはﾞし)

　　０２８-７９１４・種市第２２地割～第２３地割（住吉町）・(すみよしちよう)

　　０２８-７９１３・種市第２４地割～第２５地割（緑ケ丘町）・(みどりがおかちよう)

　　０２８-７９１３・洋野町種市第２４地割～第２５地割（横手）・(よこて)

　　０２８-７９１２・岩手県種市第２６地割～第３８地割（川尻）・(かわしり)

　　０２８-７９１２・岩手県種市第２６地割～第３８地割（平内）・(ひらない)

　　０２８-７９１１・岩手県種市第３９地割～第４５地割（角浜）・(かどのはま)

　　０２８-７９１１・岩手県種市第３９地割～第４５地割（伝吉）・(でんきち)

　　０２８-７９１８・岩手県種市第４６地割～第４９地割（麦沢）・(むぎさわ)

　　０２８-７９０２・岩手県九戸郡種市第４地割～第７地割（宿戸）・(しゆくのへ)

　　０２８-７９１７・岩手県種市第５０地割～第７０地割（大沢）・(おおさわ)

　　０２８-７９１７・岩手県九戸郡種市第５０地割～第７０地割（城内）・(じようない)

　　０２８-７９１７・岩手県九戸郡種市第５０地割～第７０地割（滝沢）・(たきさわ)

　　０２８-７９１６・岩手県九戸郡種市第７１地割～第７４地割（大谷）・(おおや)

　　０２８-７９１６・岩手県九戸郡種市第７１地割～第７４地割（和座）・(わざ)

　　０２８-７９０１・岩手県九戸郡種市第８地割～第１４地割（玉川）・(たまがわ)

　　０２８-７９０１・岩手県九戸郡種市第８地割～第１４地割（戸類家）・(へるけ)

　　０２８-７９０６・岩手県九戸郡洋野町中野・なかの

　　０２８-８８０５・岩手県九戸郡洋野町水沢・みずさわ

　　０２８-５３００・岩手県二戸郡一戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　０２８-５２２２・岩手県二戸郡一戸町姉帯・あねたい

　　０２８-５３０４・岩手県二戸郡一戸町出ル町・いずるまち

　　０２８-５３１２・岩手県二戸郡一戸町一戸・いちのへ

　　０２８-５３１６・岩手県二戸郡一戸町岩舘・いわだて

　　０２８-５１３１・岩手県二戸郡一戸町宇別・うべつ

　　０２８-５１３４・岩手県二戸郡一戸町奥中山・おくなかやま

　　０２８-５３０３・岩手県二戸郡一戸町小友・おとも

　　０２８-５２２３・岩手県二戸郡一戸町面岸・おもぎじ

　　０２８-５３１１・岩手県二戸郡一戸町高善寺・こうぜんじ

　　０２８-５２２１・岩手県二戸郡一戸町小鳥谷・こずや

　　０２８-５１３２・岩手県二戸郡一戸町小繋・こつなぎ

　　０２８-５３０１・岩手県二戸郡一戸町西法寺・さいほうじ

　　０２８-５３０５・岩手県二戸郡一戸町月舘・つきだて

　　０２８-５３１３・岩手県二戸郡一戸町鳥越・とりごえ

　　０２８-５３０６・岩手県二戸郡一戸町中里・なかさと

　　０２８-５２３３・岩手県二戸郡一戸町中山（新田１７－２）・なかやま(しんでん

　　０２８-５２３３・岩手県二戸郡一戸町中山（新田３７)・３７はﾞんち)



　　０２８-５２３３・岩手県二戸郡一戸町中山（新田東火行１)・(､ひがしひぎよう１)

　　０２８-５１３３・岩手県二戸郡一戸町中山（その他）・なかやま(そのた)

　　０２８-５３１４・岩手県二戸郡一戸町楢山・ならやま

　　０２８-５３１５・岩手県二戸郡一戸町根反・ねそり

　　０２８-５２２４・岩手県二戸郡一戸町平糠・ひらぬか

　　０２８-５３０２・岩手県二戸郡一戸町女鹿・めが

　　７６０-００００・香川県高松市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６０-０００２・香川県高松市茜町・あかねちよう

　　７６０-００６４・香川県高松市朝日新町・あさひしんまち

　　７６０-００６５・香川県高松市朝日町・あさひまち

　　７６１-０１３０・香川県高松市庵治町・あじちよう

　　７６１-８０３３・香川県高松市飯田町・いいだちよう

　　７６１-８００２・香川県高松市生島町・いくしまちよう

　　７６０-００３８・香川県高松市井口町・いぐちまち

　　７６１-０４４４・香川県高松市池田町・いけだちよう

　　７６１-８０８４・香川県高松市一宮町・いちのみやちよう

　　７６０-００７８・香川県高松市今里町・いまざとちよう

　　７６０-００４３・香川県高松市今新町・いまじんまち

　　７６１-８００５・香川県高松市植松町・うえまつちよう

　　７６０-００３４・香川県高松市内町・うちまち

　　７６１-８０４４・香川県高松市円座町・えんざちよう

　　７６０-００１３・香川県高松市扇町・おうぎまち

　　７６１-８０７４・香川県高松市太田上町・おおたかみまち

　　７６１-８０７３・香川県高松市太田下町・おおたしもまち

　　７６１-８０４７・香川県高松市岡本町・おかもとちよう

　　７６０-００９１・香川県高松市男木町・おぎちよう

　　７６１-０４３１・香川県高松市小村町・おもれちよう

　　７６１-１７０３・香川県高松市香川町浅野・かがわちようあさの

　　７６１-１７０１・香川県高松市香川町大野・かがわちようおおの

　　７６１-１７０４・香川県高松市香川町川内原・かがわちようかわないはら

　　７６１-１７０６・香川県高松市香川町川東上・かがわちようかわひがしかみ

　　７６１-１７０５・香川県高松市香川町川東下・かがわちようかわひがししも

　　７６１-１７０２・香川県高松市香川町寺井・かがわちようてらい

　　７６１-１７０７・香川県高松市香川町東谷・かがわちようひがしたに

　　７６１-１７０８・香川県高松市香川町安原下・かがわちようやすはらしも

　　７６０-００２８・香川県高松市鍛冶屋町・かじやまち

　　７６１-０１０１・香川県高松市春日町・かすがちよう

　　７６０-００４０・香川県高松市片原町・かたはらまち

　　７６１-８０８２・香川県高松市鹿角町・かのつのちよう

　　７６１-８０５６・香川県高松市上天神町・かみてんじんちよう

　　７６１-８０６４・香川県高松市上之町・かみのちよう

　　７６１-０３０２・香川県高松市上林町・かみはやしちよう

　　７６０-００７７・香川県高松市上福岡町・かみふくおかちよう

　　７６１-８０５５・香川県高松市紙町・かみまち

　　７６０-００５０・香川県高松市亀井町・かめいちよう

　　７６０-０００６・香川県高松市亀岡町・かめおかちよう

　　７６１-０３２３・香川県高松市亀田町・かめだちよう

　　７６１-０４３２・香川県高松市亀田南町・かめだみなみまち

　　７６１-０４４３・香川県高松市川島東町・かわしまひがしまち

　　７６１-０４４２・香川県高松市川島本町・かわしまほんまち

　　７６１-８０４６・香川県高松市川部町・かわなべちよう

　　７６０-００５２・香川県高松市瓦町・かわらまち

　　７６０-００７６・香川県高松市観光町・かんこうちよう

　　７６０-００５５・香川県高松市観光通・かんこうどおり

　　７６０-００８０・香川県高松市木太町・きたちよう

　　７６０-００３１・香川県高松市北浜町・きたはまちよう

　　７６１-８０２６・香川県高松市鬼無町鬼無・ きなしちようきなじ

　　７６１-８０２１・香川県高松市鬼無町是竹・きなしちようこれたけ

　　７６１-８０２３・香川県高松市鬼無町佐藤・きなしちようさとう

　　７６１-８０２２・香川県高松市鬼無町佐料・きなしちようさりよう

　　７６１-８０２４・香川県高松市鬼無町藤井・きなしちようふじい

　　７６１-８０２５・香川県高松市鬼無町山口・きなしちようやまぐち

　　７６０-００７５・香川県高松市楠上町・くすがみちよう

　　７６１-８０１３・香川県高松市香西東町・こうざいひがしまち

　　７６１-８０１５・香川県高松市香西西町・こうざいにしまち

　　７６１-８０１４・香川県高松市香西南町・こうざいみなみまち

　　７６１-８０１１・香川県高松市香西北町・こうざいきたまち

　　７６１-８０１２・香川県高松市香西本町・こうざいほんまち

　　７６１-８０３１・香川県高松市郷東町・ごうとうちよう

　　７６１-１４０５・香川県高松市香南町池内・こうなんちよういけのうち



　　７６１-１４０１・香川県高松市香南町岡・こうなんちようおか

　　７６１-１４０６・香川県高松市香南町西庄・こうなんちようにしのしよう

　　７６１-１４０２・香川県高松市香南町由佐・こうなんちようゆさ

　　７６１-１４０４・香川県高松市香南町横井・こうなんちようよこい

　　７６１-１４０３・香川県高松市香南町吉光・こうなんちようよしみつ

　　７６９-０１０５・香川県高松市国分寺町柏原・こくぶんじちようかしはら

　　７６９-０１０２・香川県高松市国分寺町国分・こくぶんじちようこくぶ

　　７６９-０１０４・香川県高松市国分寺町新名・こくぶんじちようしんみよう

　　７６９-０１０１・香川県高松市国分寺町新居・こくぶんじちようにい

　　７６９-０１０３・香川県高松市国分寺町福家・こくぶんじちようふけ

　　７６０-００２３・香川県高松市寿町・ことぶきちよう

　　７６０-００４４・香川県高松市御坊町・ごほﾞうまち

　　７６０-００２７・香川県高松市紺屋町・こんやまち

　　７６０-０００４・香川県高松市西宝町・さいほうちよう

　　７６０-００１６・香川県高松市幸町・さいわいちよう

　　７６０-００７４・香川県高松市桜町・さくらまち

　　７６１-８０７２・香川県高松市三条町・さんじようちよう

　　７６０-００１９・香川県高松市サンポート・さんほﾟｰと

　　７６１-８０８３・香川県高松市三名町・さんみようちよう

　　７６０-００１５・香川県高松市紫雲町・しうんちよう

　　７６０-００６２・香川県高松市塩上町・しおがみちよう

　　７６１-１６１４・香川県高松市塩江町上西乙・しおのえちようかみにしおつ

　　７６１-１６１３・香川県高松市塩江町上西甲・しおのえちようかみにしこう

　　７６１-１６１１・香川県高松市塩江町安原上・しおのえちようやすはらかみ

　　７６１-１６１２・香川県高松市塩江町安原上東・ しおのえちようやすはらかみひがじ

　　７６１-１６１５・香川県高松市塩江町安原下（上小田）・しおのえちようやすはらしも(かみこた)

　　７６１-１６１５・香川県高松市塩江町安原下（炭谷）・しおのえちようやすはらしも(すみや)

　　７６１-１５０１・香川県高松市塩江町安原下（第１号）・しおのえちようやすはらしも(だい１ごう)

　　７６１-１５０２・香川県高松市塩江町安原下（第２号）・しおのえちようやすはらしも(だい２ごう)

　　７６１-１５０３・香川県高松市塩江町安原下（第３号）・しおのえちようやすはらしも(だい３ごう)

　　７６１-１５０４・香川県高松市塩江町安原下（その他）・しおのえちようやすはらしも(そのた)

　　７６０-００４７・香川県高松市塩屋町・しおやまち

　　７６１-０３１３・香川県高松市下田井町・しもたいちよう

　　７６１-８０７７・香川県高松市出作町・しゆつさくちよう

　　７６０-００３６・香川県高松市城東町・じようとうちよう

　　７６０-００１４・香川県高松市昭和町・しようわちよう

　　７６０-０００１・香川県高松市新北町・しんきたまち

　　７６１-８００３・香川県高松市神在川窪町・しんざいかわくほﾞちよう

　　７６１-０１０２・香川県高松市新田町甲・しんでんちようこう

　　７６１-０１０３・香川県高松市新田町乙・しんでんちようおつ

　　７６０-００６０・香川県高松市末広町・すえひろちよう

　　７６１-１６１６・香川県高松市菅沢町・すげざわちよう

　　７６０-００１２・香川県高松市瀬戸内町・せとうちちよう

　　７６１-０４３４・香川県高松市十川東町・そがわひがしまち

　　７６１-０４３３・香川県高松市十川西町・そがわにしまち

　　７６１-０１０４・香川県高松市高松町・たかまつちよう

　　７６０-００６３・香川県高松市多賀町・たがちよう

　　７６１-８０７６・香川県高松市多肥上町・たひかみまち

　　７６１-８０７５・香川県高松市多肥下町・たひしもまち

　　７６０-００５３・香川県高松市田町・たまち

　　７６０-００３０・香川県高松市玉藻町・たまもちよう

　　７６１-８０５７・香川県高松市田村町・たむらちよう

　　７６１-８００１・香川県高松市亀水町・たるみちよう

　　７６０-００４２・香川県高松市大工町・だいくまち

　　７６１-８０４１・香川県高松市檀紙町・だんしちよう

　　７６０-０００７・香川県高松市中央町・ちゆうおうちよう

　　７６１-８０５８・香川県高松市勅使町・ちよくしちよう

　　７６０-００６１・香川県高松市築地町・つきじちよう

　　７６０-００９３・香川県高松市鶴市町（台山）・つるいちちよう(だいやま)

　　７６１-８０３２・香川県高松市鶴市町（その他）・つるいちちよう(そのた)

　　７６０-００３５・香川県高松市鶴屋町・つるやまち

　　７６１-８０８５・香川県高松市寺井町・てらいちよう

　　７６０-００１８・香川県高松市天神前・てんじんまえ

　　７６０-００４６・香川県高松市通町・とおりまち

　　７６０-００５４・香川県高松市常磐町・ときわちよう

　　７６０-００２６・香川県高松市磨屋町・とぎやまち

　　７６０-００５６・香川県高松市中新町・なかじんちよう

　　７６１-８０４３・香川県高松市中間町・なかつまちよう

　　７６０-０００８・香川県高松市中野町・なかのちよう

　　７６１-８００４・香川県高松市中山町・なかやまちよう



　　７６１-８０８１・香川県高松市成合町・なりあいちよう

　　７６１-０４４５・香川県高松市西植田町・にしうえたちよう

　　７６０-００２２・香川県高松市西内町・にしうちまち

　　７６１-８０５１・香川県高松市西春日町・にしかすがちよう

　　７６０-００２０・香川県高松市錦町・にしきまち

　　７６０-００２１・香川県高松市西の丸町・にしのまるちよう

　　７６１-８０５３・香川県高松市西ハゼ町・にしはぜまち

　　７６０-０００３・香川県高松市西町・にしまち

　　７６１-８０４５・香川県高松市西山崎町・にしやまさきちよう

　　７６０-００５７・香川県高松市旅籠町・はたごまち

　　７６０-００７２・香川県高松市花園町・はなぞのちよう

　　７６１-８０６３・香川県高松市花ノ宮町・はなのみやちよう

　　７６０-００１１・香川県高松市浜ノ町・はまのちよう

　　７６１-０３０１・香川県高松市林町・はやしちよう

　　７６０-００１７・香川県高松市番町・はﾞんちよう

　　７６１-０４４６・香川県高松市東植田町・ひがしうえたちよう

　　７６０-００５８・香川県高松市東田町・ひがしたまち

　　７６１-８０５４・香川県高松市東ハゼ町・ひがしはぜまち

　　７６０-００３７・香川県高松市東浜町・ひがしはまちよう

　　７６１-０３１２・香川県高松市東山崎町・ひがしやまさきちよう

　　７６０-００４１・香川県高松市百間町・ひやつけんまち

　　７６０-００２４・香川県高松市兵庫町・ひようごまち

　　７６０-００６６・香川県高松市福岡町・ふくおかちよう

　　７６０-００４８・香川県高松市福田町・ふくだまち

　　７６０-００７１・香川県高松市藤塚町・ふじつﾞかちよう

　　７６１-８０７１・香川県高松市伏石町・ふせいしちよう

　　７６０-００２５・香川県高松市古新町・ふるじんまち

　　７６０-００４５・香川県高松市古馬場町・ふるはﾞはﾞちよう

　　７６１-８０７８・香川県高松市仏生山町甲・ぶつしようざんちようこう

　　７６１-８０７９・香川県高松市仏生山町乙・ぶつしようざんちようおつ

　　７６０-００３２・香川県高松市本町・ほんまち

　　７６１-０３２２・香川県高松市前田東町・まえだひがしまち

　　７６１-０３２１・香川県高松市前田西町・まえだにしまち

　　７６０-００６８・香川県高松市松島町・まつしまちよう

　　７６１-８０５２・香川県高松市松並町・まつなみちよう

　　７６０-００７９・香川県高松市松縄町・まつなわちよう

　　７６０-００６７・香川県高松市松福町・まつふくちよう

　　７６０-００２９・香川県高松市丸亀町・まるがめまち

　　７６０-００３３・香川県高松市丸の内・まるのうち

　　７６１-０４５０・香川県高松市三谷町・みたにちよう

　　７６０-００５１・香川県高松市南新町・みなみしんまち

　　７６０-０００９・香川県高松市峰山町・みねやまちよう

　　７６１-８０４２・香川県高松市御厩町・みまやちよう

　　７６０-０００５・香川県高松市宮脇町・みやわきちよう

　　７６１-０１２２・香川県高松市牟礼町大町・むれちようおおまち

　　７６１-０１２３・香川県高松市牟礼町原・むれちようはら

　　７６１-０１２１・香川県高松市牟礼町牟礼・むれちようむれ

　　７６１-８０６２・香川県高松市室新町・むろしんまち

　　７６１-８０６１・香川県高松市室町・むろまち

　　７６０-００９２・香川県高松市女木町・めぎちよう

　　７６１-０３１１・香川県高松市元山町・もとやまちよう

　　７６０-００４９・香川県高松市八坂町・やさかまち

　　７６１-０１１２・香川県高松市屋島中町・やしまなかまち

　　７６１-０１１１・香川県高松市屋島東町・やしまひがしまち

　　７６１-０１１３・香川県高松市屋島西町・やしまにしまち

　　７６１-０４４１・香川県高松市由良町・ゆらちよう

　　７６０-００７３・香川県高松市栗林町・りつりんちよう

　　７６１-０３０３・香川県高松市六条町・ろくじようちよう

　　７６３-００００・香川県丸亀市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６１-２４０１・香川県丸亀市綾歌町岡田上・あやうたちようおかだかみ

　　７６１-２４０２・香川県丸亀市綾歌町岡田下・あやうたちようおかだしも

　　７６１-２４０４・香川県丸亀市綾歌町岡田東・ あやうたちようおかだひがじ

　　７６１-２４０３・香川県丸亀市綾歌町岡田西・ あやうたちようおかだにじ

　　７６１-２４０６・香川県丸亀市綾歌町栗熊東・ あやうたちようくりくまひがじ

　　７６１-２４０５・香川県丸亀市綾歌町栗熊西・ あやうたちようくりくまにじ

　　７６１-２４０８・香川県丸亀市綾歌町富熊（富士見坂）・あやうたちようとみくま(ふじみさか)

　　７６１-２４０７・香川県丸亀市綾歌町富熊（その他）・あやうたちようとみくま(そのた)

　　７６３-００８４・香川県丸亀市飯野町東二・いいのちようひがしふた

　　７６３-００８５・香川県丸亀市飯野町東分・いいのちようひがしぶん

　　７６３-００８６・香川県丸亀市飯野町西分・いいのちようにしぶん



　　７６３-００２５・香川県丸亀市一番丁・いちはﾞんちよう

　　７６３-００５１・香川県丸亀市今津町・いまつﾞちよう

　　７６３-０００６・香川県丸亀市魚屋町・うおやまち

　　７６３-０２３１・香川県丸亀市牛島・うしじま

　　７６３-００３４・香川県丸亀市大手町・おおてちよう

　　７６３-００５３・香川県丸亀市金倉町・かなくらちよう

　　７６３-０００３・香川県丸亀市葭町・かやまち

　　７６３-００９２・香川県丸亀市川西町南・かわにしちようみなみ

　　７６３-００９１・香川県丸亀市川西町北・かわにしちようきた

　　７６３-０００２・香川県丸亀市瓦町・かわらまち

　　７６３-００１５・香川県丸亀市北平山町・きたひらやまちよう

　　７６３-００７３・香川県丸亀市柞原町・くはﾞらちよう

　　７６３-００２９・香川県丸亀市九番丁・くはﾞんちよう

　　７６３-００９３・香川県丸亀市郡家町・ぐんげちよう

　　７６３-００１４・香川県丸亀市御供所町・ごぶしよちよう

　　７６３-０００４・香川県丸亀市米屋町・こめやちよう

　　７６３-００４８・香川県丸亀市幸町・さいわいちよう

　　７６３-００９４・香川県丸亀市三条町・さんじようちよう

　　７６３-００６５・香川県丸亀市塩屋町・しおやちよう

　　７６３-００２７・香川県丸亀市七番丁・しちはﾞんちよう

　　７６３-００３０・香川県丸亀市十番丁・じゆうはﾞんちよう

　　７６３-００１３・香川県丸亀市城東町・じようとうちよう

　　７６３-００３１・香川県丸亀市城南町・じようなんちよう

　　７６３-００３２・香川県丸亀市城西町・じようせいちよう

　　７６３-００６１・香川県丸亀市昭和町・しようわちよう

　　７６３-００２４・香川県丸亀市塩飽町・しわくまち

　　７６３-００５５・香川県丸亀市新田町・しんでんちよう

　　７６３-００６３・香川県丸亀市新浜町・しんはまちよう

　　７６３-００４５・香川県丸亀市新町・しんまち

　　７６３-０００７・香川県丸亀市宗古町・そうこまち

　　７６３-００７１・香川県丸亀市田村町・たむらちよう

　　７６３-００９５・香川県丸亀市垂水町・たるみちよう

　　７６３-００５２・香川県丸亀市津森町・つのもりちよう

　　７６３-０１１１・香川県丸亀市手島町・てしまちよう

　　７６３-００６６・香川県丸亀市天満町・てんまちよう

　　７６３-００４３・香川県丸亀市通町・とおりちよう

　　７６３-００２１・香川県丸亀市富屋町・とみやまち

　　７６３-００１２・香川県丸亀市土居町・どいちよう

　　７６３-００８２・香川県丸亀市土器町東・ どきちようひがじ

　　７６３-００８１・香川県丸亀市土器町西・ どきちようにじ

　　７６３-００８３・香川県丸亀市土器町北・どきちようきた

　　７６３-００５４・香川県丸亀市中津町・なかつﾞちよう

　　７６３-００３３・香川県丸亀市中府町・なかぶちよう

　　７６３-００４６・香川県丸亀市南条町・なんじようまち

　　７６３-００４１・香川県丸亀市西平山町・にしひらやまちよう

　　７６３-００４７・香川県丸亀市西本町・にしほんまち

　　７６３-００２８・香川県丸亀市八番丁・はちはﾞんちよう

　　７６３-００２２・香川県丸亀市浜町・はままち

　　７６３-００７５・香川県丸亀市原田団地・はらだだんち

　　７６３-００７４・香川県丸亀市原田町・はらだちよう

　　７６２-００８４・香川県丸亀市飯山町上法軍寺・はんざんちようかみほうぐんじ

　　７６２-００８２・香川県丸亀市飯山町川原・はんざんちようかわはら

　　７６２-００８６・香川県丸亀市飯山町真時・はんざんちようさんとき

　　７６２-００８３・香川県丸亀市飯山町下法軍寺・はんざんちようしもほうぐんじ

　　７６２-００８７・香川県丸亀市飯山町西坂元・はんざんちようにしさかもと

　　７６２-００８５・香川県丸亀市飯山町東小川・はんざんちようひがしおがわ

　　７６２-００８１・香川県丸亀市飯山町東坂元・はんざんちようひがしさかもと

　　７６３-０１０５・香川県丸亀市広島町青木・ひろしまちようあおき

　　７６３-０１０６・香川県丸亀市広島町市井・ひろしまちよういちい

　　７６３-０１０２・香川県丸亀市広島町江の浦・ひろしまちようえのうら

　　７６３-０１０８・香川県丸亀市広島町小手島・ひろしまちようおてしま

　　７６３-０１０３・香川県丸亀市広島町釜の越・ ひろしまちようかまのこじ

　　７６３-０１０４・香川県丸亀市広島町甲路・ひろしまちようこうろ

　　７６３-０１０１・香川県丸亀市広島町立石・ ひろしまちようたていじ

　　７６３-０１０７・香川県丸亀市広島町茂浦・ひろしまちようもうら

　　７６３-００４４・香川県丸亀市福島町・ふくしまちよう

　　７６３-００１１・香川県丸亀市富士見町・ふじみちよう

　　７６３-０００１・香川県丸亀市風袋町・ふるたいまち

　　７６３-００６２・香川県丸亀市蓬莱町・ほうらいちよう

　　７６３-０２２５・香川県丸亀市本島町生ノ浜・ほんじまちよういくのはま



　　７６３-０２２８・香川県丸亀市本島町大浦・ほんじまちようおおうら

　　７６３-０２２１・香川県丸亀市本島町笠島・ほんじまちようかさしま

　　７６３-０２２２・香川県丸亀市本島町甲生・ほんじまちようこうしよう

　　７６３-０２２４・香川県丸亀市本島町小阪・ほんじまちようこさか

　　７６３-０２２６・香川県丸亀市本島町尻浜・ほんじまちようしりはま

　　７６３-０２２３・香川県丸亀市本島町泊・ほんじまちようとまり

　　７６３-０２２７・香川県丸亀市本島町福田・ほんじまちようふくだ

　　７６３-００２３・香川県丸亀市本町・ほんまち

　　７６３-００６４・香川県丸亀市前塩屋町・まえじおやちよう

　　７６３-０００５・香川県丸亀市松屋町・まつやちよう

　　７６３-００４２・香川県丸亀市港町・みなとまち

　　７６３-００７２・香川県丸亀市山北町・やまのきたちよう

　　７６３-００２６・香川県丸亀市六番丁・ろくはﾞんちよう

　　７６２-００００・香川県坂出市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６２-００３７・香川県坂出市青葉町・あおはﾞちよう

　　７６２-０００６・香川県坂出市旭町・あさひちよう

　　７６２-００３５・香川県坂出市池園町・いけぞのちよう

　　７６２-０００２・香川県坂出市入船町・いりふねちよう

　　７６２-００７２・香川県坂出市岩黒・いわくろ

　　７６２-００１１・香川県坂出市江尻町・えじりちよう

　　７６２-００１４・香川県坂出市王越町木沢・おうごしちようきさわ

　　７６２-００１３・香川県坂出市王越町乃生・おうごしちようのう

　　７６２-００１６・香川県坂出市青海町・おうみちよう

　　７６２-００２７・香川県坂出市大池町・おおいけちよう

　　７６２-００１５・香川県坂出市大屋冨町・おおやぶちよう

　　７６２-００５２・香川県坂出市沖の浜・おきのはま

　　７６２-００３８・香川県坂出市笠指町・かざしちよう

　　７６２-００２２・香川県坂出市加茂町甲（氏部）・かもちようこう(うじべ)

　　７６２-００２３・香川県坂出市加茂町（その他）・かもちよう(そのた)

　　７６２-００６２・香川県坂出市川崎町・かわさきちよう

　　７６２-００２５・香川県坂出市川津町・かわつちよう

　　７６２-００１８・香川県坂出市神谷町・かんだにちよう

　　７６２-０００１・香川県坂出市京町・きようまち

　　７６２-０００３・香川県坂出市久米町・くめちよう

　　７６２-００４３・香川県坂出市寿町・ことぶきちよう

　　７６２-００５１・香川県坂出市御供所町・ごぶしよちよう

　　７６２-００３２・香川県坂出市駒止町・こまどめちよう

　　７６２-００２６・香川県坂出市小山町・こやまちよう

　　７６２-００６１・香川県坂出市坂出町・さかいでちよう

　　７６２-００６６・香川県坂出市沙弥島・しやみじま

　　７６２-０００４・香川県坂出市昭和町・しようわちよう

　　７６２-００４２・香川県坂出市白金町・しろがねちよう

　　７６２-００４７・香川県坂出市新浜町・しんはまちよう

　　７６２-００６７・香川県坂出市瀬居町・せいちよう

　　７６２-００１７・香川県坂出市高屋町・たかやちよう

　　７６２-００３３・香川県坂出市谷町・たにまち

　　７６２-００５５・香川県坂出市築港町・ちつこうちよう

　　７６２-００５６・香川県坂出市中央町・ちゆうおうちよう

　　７６２-００５８・香川県坂出市常盤町・ときわちよう

　　７６２-００５４・香川県坂出市西大浜南・にしおおはまみなみ

　　７６２-００５３・香川県坂出市西大浜北・にしおおはまきた

　　７６２-００２１・香川県坂出市西庄町・にしのしようちよう

　　７６２-００４１・香川県坂出市八幡町・はちまんちよう

　　７６２-００３６・香川県坂出市花町・はなまち

　　７６２-００１２・香川県坂出市林田町・はやしだちよう

　　７６２-００６３・香川県坂出市番の州公園・はﾞんのすこうえん

　　７６２-００６４・香川県坂出市番の州町・はﾞんのすちよう

　　７６２-００６５・香川県坂出市番の州緑町・はﾞんのすみどりちよう

　　７６２-００７３・香川県坂出市櫃石・ ひついじ

　　７６２-００３４・香川県坂出市福江町・ふくえちよう

　　７６２-００４６・香川県坂出市富士見町・ふじみちよう

　　７６２-００２４・香川県坂出市府中町・ふちゆうちよう

　　７６２-００３１・香川県坂出市文京町・ぶんきようちよう

　　７６２-００４４・香川県坂出市本町・ほんまち

　　７６２-００５７・香川県坂出市宮下町・みやしたちよう

　　７６２-０００７・香川県坂出市室町・むろまち

　　７６２-００４５・香川県坂出市元町・もとまち

　　７６２-０００５・香川県坂出市横津町・よこつﾞちよう

　　７６２-００７１・香川県坂出市与島町・よしまちよう

　　７６５-００００・香川県善通寺市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　７６５-００５３・香川県善通寺市生野町・いかのちよう

　　７６５-００１４・香川県善通寺市生野本町・いかのほんまち

　　７６５-００２２・香川県善通寺市稲木町・いなぎちよう

　　７６５-００５２・香川県善通寺市大麻町・おおさちよう

　　７６５-００１１・香川県善通寺市上吉田町（丁目）・かみよしだちよう

　　７６５-００１２・香川県善通寺市上吉田町（その他）・かみよしだちよう(そのた)

　　７６５-００３３・香川県善通寺市木徳町・きとくちよう

　　７６５-００５１・香川県善通寺市櫛梨町・くしなしちよう

　　７６５-００３１・香川県善通寺市金蔵寺町・こんぞうじちよう

　　７６５-００２１・香川県善通寺市下吉田町・しもよしだちよう

　　７６５-０００３・香川県善通寺市善通寺町（丁目）・ぜんつうじちよう

　　７６５-０００４・香川県善通寺市善通寺町（その他）・ぜんつうじちよう(そのた)

　　７６５-０００１・香川県善通寺市仙遊町・せんゆうちよう

　　７６５-００７２・香川県善通寺市中村町（丁目）・なかむらちよう

　　７６５-００７３・香川県善通寺市中村町（その他）・なかむらちよう(そのた)

　　７６５-００３２・香川県善通寺市原田町・はらだちよう

　　７６５-００６２・香川県善通寺市碑殿町・ひどのちよう

　　７６５-００７１・香川県善通寺市弘田町・ひろたちよう

　　７６５-００１３・香川県善通寺市文京町・ぶんきようちよう

　　７６５-０００２・香川県善通寺市南町・みなみまち

　　７６５-００４０・香川県善通寺市与北町・よぎたちよう

　　７６５-００６１・香川県善通寺市吉原町・よしわらちよう

　　７６８-００００・香川県観音寺市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６８-００６２・香川県観音寺市有明町・ありあけちよう

　　７６８-００５２・香川県観音寺市粟井町・あわいちよう

　　７６８-００３１・香川県観音寺市池之尻町・いけのしりちよう

　　７６８-００７１・香川県観音寺市伊吹町・いぶきちよう

　　７６８-００１２・香川県観音寺市植田町・うえだちよう

　　７６９-１６１７・香川県観音寺市大野原町青岡・おおのはらちようあおおか

　　７６９-１６２４・香川県観音寺市大野原町有木・おおのはらちようありき

　　７６９-１６２１・香川県観音寺市大野原町井関・おおのはらちよういせき

　　７６９-１６２２・香川県観音寺市大野原町内野々・おおのはらちよううちのの

　　７６９-１６２５・香川県観音寺市大野原町海老済・おおのはらちようえびすくい

　　７６９-１６１１・香川県観音寺市大野原町大野原・おおのはらちようおおのはら

　　７６９-１６２３・香川県観音寺市大野原町田野々・おおのはらちようたのの

　　７６９-１６１２・香川県観音寺市大野原町中姫・おおのはらちようなかひめ

　　７６９-１６１４・香川県観音寺市大野原町萩原・おおのはらちようはぎわら

　　７６９-１６１３・香川県観音寺市大野原町花稲・おおのはらちようはないな

　　７６９-１６１６・香川県観音寺市大野原町福田原・おおのはらちようふくだはら

　　７６９-１６１５・香川県観音寺市大野原町丸井・おおのはらちようまるい

　　７６８-００６０・香川県観音寺市観音寺町・かんおんじちよう

　　７６８-００５１・香川県観音寺市木之郷町・きのごうちよう

　　７６８-００４０・香川県観音寺市柞田町・くにたちよう

　　７６８-００６４・香川県観音寺市琴浪町・ことなみちよう

　　７６８-００７４・香川県観音寺市幸町・さいわいちよう

　　７６８-００７２・香川県観音寺市栄町・さかえまち

　　７６８-００６７・香川県観音寺市坂本町・さかもとちよう

　　７６８-００６３・香川県観音寺市三本松町・さんほﾞんまつちよう

　　７６８-００６９・香川県観音寺市茂木町・しげきちよう

　　７６８-００７３・香川県観音寺市茂西町・しげにしちよう

　　７６８-００１１・香川県観音寺市出作町・しゆつさくちよう

　　７６８-００６６・香川県観音寺市昭和町・しようわちよう

　　７６８-００３３・香川県観音寺市新田町・しんでんちよう

　　７６８-００６５・香川県観音寺市瀬戸町・せとちよう

　　７６８-０００２・香川県観音寺市高屋町・たかやちよう

　　７６８-００６８・香川県観音寺市天神町・てんじんちよう

　　７６９-１６０１・香川県観音寺市豊浜町姫浜・とよはまちようひめはま

　　７６９-１６０４・香川県観音寺市豊浜町箕浦・とよはまちようみのうら

　　７６９-１６０３・香川県観音寺市豊浜町和田・とよはまちようわだ

　　７６９-１６０２・香川県観音寺市豊浜町和田浜・とよはまちようわだはま

　　７６８-００２４・香川県観音寺市中田井町・なかだいちよう

　　７６８-００１４・香川県観音寺市流岡町・ながれおかちよう

　　７６８-００７７・香川県観音寺市凪瀬町・なぎせちよう

　　７６８-００７５・香川県観音寺市西本町・にしほんまち

　　７６８-００３２・香川県観音寺市原町・はらちよう

　　７６８-００２３・香川県観音寺市古川町・ふるかわちよう

　　７６８-００７６・香川県観音寺市港町・みなとまち

　　７６８-００７０・香川県観音寺市南町・みなみまち

　　７６８-００１３・香川県観音寺市村黒町・むらぐろちよう

　　７６８-０００１・香川県観音寺市室本町・むろもとちよう



　　７６８-００２２・香川県観音寺市本大町・もとだいちよう

　　７６８-００６１・香川県観音寺市八幡町・やはたちよう

　　７６８-００２１・香川県観音寺市吉岡町・よしおかちよう

　　７６９-２３００・香川県さぬき市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６１-０９０４・香川県さぬき市大川町田面・おおかわまちたつﾞら

　　７６１-０９０２・香川県さぬき市大川町富田中・おおかわまちとみだなか

　　７６１-０９０１・香川県さぬき市大川町富田西・ おおかわまちとみだにじ

　　７６１-０９０３・香川県さぬき市大川町富田東・ おおかわまちとみだひがじ

　　７６１-０９０５・香川県さぬき市大川町南川・おおかわまちみなみがわ

　　７６９-２１０３・香川県さぬき市小田・おだ

　　７６９-２１０４・香川県さぬき市鴨部・かべ

　　７６９-２１０２・香川県さぬき市鴨庄・かもしよう

　　７６９-２３２２・香川県さぬき市寒川町石田西・ さんがわまちいしだにじ

　　７６９-２３２１・香川県さぬき市寒川町石田東・ さんがわまちいしだひがじ

　　７６９-２３２３・香川県さぬき市寒川町神前・さんがわまちかんざき

　　７６９-２１０１・香川県さぬき市志度・しど

　　７６９-２３０４・香川県さぬき市昭和・しようわ

　　７６９-２１０５・香川県さぬき市末・すえ

　　７６９-２３１５・香川県さぬき市造田（オレンジタウン）・ぞうた(おれんじたうん)

　　７６９-２３１４・香川県さぬき市造田乙井・ぞうたおとい

　　７６９-２３１２・香川県さぬき市造田是弘・ぞうたこれひろ

　　７６９-２３１３・香川県さぬき市造田野間田・ぞうたのまだ

　　７６９-２３１１・香川県さぬき市造田宮西・ ぞうたみやにじ

　　７６９-２３０６・香川県さぬき市多和・たわ

　　７６９-２４０１・香川県さぬき市津田町津田・つだまちつだ

　　７６９-２４０２・香川県さぬき市津田町鶴羽・つだまちつるわ

　　７６９-２３０２・香川県さぬき市長尾西・ ながおにじ

　　７６９-２３０１・香川県さぬき市長尾東・ ながおひがじ

　　７６９-２３０３・香川県さぬき市長尾名・ながおみよう

　　７６９-２３０５・香川県さぬき市前山・まえやま

　　７６９-２７００・香川県東かがわ市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６９-２７０３・香川県東かがわ市伊座・いざ

　　７６９-２５２０・香川県東かがわ市馬篠・うましの

　　７６９-２９０２・香川県東かがわ市馬宿・うまやど

　　７６９-２９０８・香川県東かがわ市小海・おうみ

　　７６９-２５１３・香川県東かがわ市大谷・おおたに

　　７６９-２５２１・香川県東かがわ市大内・おおち

　　７６９-２５１２・香川県東かがわ市落合・おちあい

　　７６９-２６０２・香川県東かがわ市川東・ かわひがじ

　　７６９-２９０６・香川県東かがわ市川股・かわまた

　　７６９-２７０４・香川県東かがわ市帰来・きらい

　　７６９-２９０５・香川県東かがわ市黒羽・くれは

　　７６９-２５１１・香川県東かがわ市小磯・こいそ

　　７６９-２５１９・香川県東かがわ市小砂・こざれ

　　７６９-２７１５・香川県東かがわ市五名・ごみよう

　　７６９-２９０４・香川県東かがわ市坂元・さかもと

　　７６９-２６０１・香川県東かがわ市三本松・さんほﾞんまつ

　　７６９-２７０５・香川県東かがわ市白鳥・しろとり

　　７６９-２５１６・香川県東かがわ市土居・どい

　　７６９-２６０５・香川県東かがわ市中筋・なかすじ

　　７６９-２５１８・香川県東かがわ市中山・なかやま

　　７６９-２６０４・香川県東かがわ市西村・にしむら

　　７６９-２７１２・香川県東かがわ市西山・にしやま

　　７６９-２７１４・香川県東かがわ市入野山・にゆうのやま

　　７６９-２７１１・香川県東かがわ市東山・ひがしやま

　　７６９-２９０１・香川県東かがわ市引田・ひけた

　　７６９-２５１５・香川県東かがわ市町田・まちだ

　　７６９-２５１４・香川県東かがわ市松崎・まつさき

　　７６９-２７０２・香川県東かがわ市松原・まつはﾞら

　　７６９-２６０６・香川県東かがわ市水主・ みずじ

　　７６９-２５１７・香川県東かがわ市三殿・みどの

　　７６９-２７０１・香川県東かがわ市湊・みなと

　　７６９-２９０３・香川県東かがわ市南野・みなみの

　　７６９-２６０３・香川県東かがわ市横内・よこうち

　　７６９-２９０７・香川県東かがわ市吉田・よしだ

　　７６９-２７１３・香川県東かがわ市与田山・よだやま

　　７６７-００００・香川県三豊市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６９-０４０１・香川県三豊市財田町財田上・さいたちようさいたかみ

　　７６９-０４０２・香川県三豊市財田町財田中・さいたちようさいたなか

　　７６７-００１４・香川県三豊市高瀬町上麻・たかせちようかみあさ



　　７６７-００１２・香川県三豊市高瀬町上勝間・たかせちようかみかつま

　　７６７-０００１・香川県三豊市高瀬町上高瀬・たかせちようかみたかせ

　　７６７-００２１・香川県三豊市高瀬町佐股・たかせちようさまた

　　７６７-００１３・香川県三豊市高瀬町下麻・たかせちようしもあさ

　　７６７-００１１・香川県三豊市高瀬町下勝間・たかせちようしもかつま

　　７６７-０００２・香川県三豊市高瀬町新名・たかせちようしんみよう

　　７６７-００２２・香川県三豊市高瀬町羽方・たかせちようはがた

　　７６７-０００４・香川県三豊市高瀬町比地・たかせちようひじ

　　７６７-０００３・香川県三豊市高瀬町比地中・たかせちようひじなか

　　７６９-１１０８・香川県三豊市詫間町粟島・たくまちようあわしま

　　７６９-１１０４・香川県三豊市詫間町大浜・たくまちようおおはま

　　７６９-１１０３・香川県三豊市詫間町香田・たくまちようこうだ

　　７６９-１１０９・香川県三豊市詫間町志々島・たくまちようししじま

　　７６９-１１０１・香川県三豊市詫間町詫間・たくまちようたくま

　　７６９-１１０５・香川県三豊市詫間町積・たくまちようつむ

　　７６９-１１０７・香川県三豊市詫間町生里・たくまちようなまり

　　７６９-１１０６・香川県三豊市詫間町箱・たくまちようはこ

　　７６９-１１０２・香川県三豊市詫間町松崎・たくまちようまつさき

　　７６９-１５０７・香川県三豊市豊中町岡本・とよなかちようおかもと

　　７６９-１５０２・香川県三豊市豊中町笠田笠岡・とよなかちようかさだかさおか

　　７６９-１５０３・香川県三豊市豊中町笠田竹田・とよなかちようかさだたけだ

　　７６９-１５０４・香川県三豊市豊中町上高野・とよなかちようかみだかの

　　７６９-１５０８・香川県三豊市豊中町下高野・とよなかちようしもだかの

　　７６９-１５０１・香川県三豊市豊中町比地大・とよなかちようひじだい

　　７６９-１５０５・香川県三豊市豊中町本山乙・とよなかちようもとやまおつ

　　７６９-１５０６・香川県三豊市豊中町本山甲・とよなかちようもとやまこう

　　７６９-１４１０・香川県三豊市仁尾町家の浦・におちよういえのうら

　　７６９-１４０４・香川県三豊市仁尾町仁尾乙・におちようにおおつ

　　７６９-１４０１・香川県三豊市仁尾町仁尾己・におちようにおき

　　７６９-１４０８・香川県三豊市仁尾町仁尾甲・におちようにおこう

　　７６９-１４０５・香川県三豊市仁尾町仁尾庚・におちようにおこう

　　７６９-１４０６・香川県三豊市仁尾町仁尾辛・におちようにおしん

　　７６９-１４０７・香川県三豊市仁尾町仁尾丁・におちようにおてい

　　７６９-１４０３・香川県三豊市仁尾町仁尾丙・におちようにおへい

　　７６９-１４０２・香川県三豊市仁尾町仁尾戊・におちようにおほﾞ

　　７６７-００３１・香川県三豊市三野町大見・みのちようおおみ

　　７６７-００３２・香川県三豊市三野町下高瀬・みのちようしもたかせ

　　７６７-００３３・香川県三豊市三野町吉津・みのちようよしつﾞ

　　７６８-０１０２・香川県三豊市山本町大野・やまもとちようおおの

　　７６８-０１０４・香川県三豊市山本町神田・やまもとちようこうだ

　　７６８-０１０５・香川県三豊市山本町河内・やまもとちようこうち

　　７６８-０１０３・香川県三豊市山本町財田西・ やまもとちようさいたにじ

　　７６８-０１０１・香川県三豊市山本町辻・やまもとちようつじ

　　７６１-４１００・香川県小豆郡土庄町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６１-４６６４・香川県小豆郡土庄町伊喜末（小豊島）・いぎすえ(おでしま)

　　７６１-４１３１・香川県小豆郡土庄町伊喜末（その他）・いぎすえ(そのた)

　　７６１-４１４１・香川県小豆郡土庄町馬越・うまごえ

　　７６１-４１３２・香川県小豆郡土庄町小江・おえ

　　７６１-４１４５・香川県小豆郡土庄町大部・おおべ

　　７６１-４１４４・香川県小豆郡土庄町小海・おみ

　　７６１-４１５４・香川県小豆郡土庄町笠滝・かさがだき

　　７６１-４１２２・香川県小豆郡土庄町上庄・かみしよう

　　７６１-４１５２・香川県小豆郡土庄町黒岩・くろいわ

　　７６１-４１５３・香川県小豆郡土庄町小馬越・こうまごえ

　　７６１-４１４６・香川県小豆郡土庄町小部・こべ

　　７６１-４１３４・香川県小豆郡土庄町滝宮・たきのみや

　　７６１-４６６１・香川県小豆郡土庄町豊島家浦・てしまいえうら

　　７６１-４６６２・香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃・てしまからと

　　７６１-４６６３・香川県小豆郡土庄町豊島甲生・てしまこう

　　７６１-４１３３・香川県小豆郡土庄町長浜・ながはま

　　７６１-４１５１・香川県小豆郡土庄町肥土山・ひとやま

　　７６１-４１２１・香川県小豆郡土庄町渕崎・ふちざき

　　７６１-４１４３・香川県小豆郡土庄町見目・みめ

　　７６１-４１４２・香川県小豆郡土庄町屋形崎・やかたざき

　　７６１-４１０３・香川県小豆郡土庄町甲、乙（大木戸）・こう､おつ(おおきど)

　　７６１-４１１２・香川県小豆郡土庄町甲、乙（鹿島）・こう､おつ(かしま)

　　７６１-４１１５・香川県小豆郡土庄町甲、乙（小瀬）・こう､おつ(こせ)

　　７６１-４１１４・香川県小豆郡土庄町甲、乙（千軒）・こう､おつ(せんけん)

　　７６１-４１０５・香川県小豆郡土庄町甲、乙（西本町）・こう､おつ(にしほんちよう)

　　７６１-４１１１・香川県小豆郡土庄町甲、乙（東港）・こう､おつ(ひがしみなと)



　　７６１-４１０６・香川県小豆郡土庄町甲、乙（本町）・こう､おつ(ほんちよう)

　　７６１-４１０２・香川県小豆郡土庄町甲、乙（港新町）・こう､おつ(みなとしんまち)

　　７６１-４１１３・香川県小豆郡土庄町甲、乙（柳）・こう､おつ(やなぎ)

　　７６１-４１０４・香川県小豆郡土庄町甲、乙（吉ケ浦）・こう､おつ(よしがうら)

　　７６１-４１０１・香川県小豆郡土庄町甲、乙（その他）・こう､おつ(そのた)

　　７６１-４３００・香川県小豆郡小豆島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６１-４４０３・香川県小豆郡小豆島町当浜・あてはま

　　７６１-４３０１・香川県小豆郡小豆島町池田・いけだ

　　７６１-４４０４・香川県小豆郡小豆島町岩谷・いわがたに

　　７６１-４４２６・香川県小豆郡小豆島町馬木・うまき

　　７６１-４４３１・香川県小豆郡小豆島町片城・かたじよう

　　７６１-４３０７・香川県小豆郡小豆島町蒲野・かまの

　　７６１-４３０２・香川県小豆郡小豆島町蒲生・かもう

　　７６１-４４３３・香川県小豆郡小豆島町神懸通・かんかけどおり

　　７６１-４４１２・香川県小豆郡小豆島町木庄・きのしよう

　　７６１-４４３２・香川県小豆郡小豆島町草壁本町・くさかべほんまち

　　７６１-４３０８・香川県小豆郡小豆島町神浦・こうのうら

　　７６１-４４２５・香川県小豆郡小豆島町坂手・さかて

　　７６１-４４０５・香川県小豆郡小豆島町橘・たちはﾞな

　　７６１-４４２４・香川県小豆郡小豆島町田浦・たのうら

　　７６１-４１５５・香川県小豆郡小豆島町中山（美しの原高原）・なかやま

　　７６１-４１５５・香川県小豆郡小豆島町中山（蛙子鳴滝）・なかやま

　　７６１-４３０３・香川県小豆郡小豆島町中山（その他）・なかやま(そのた)

　　７６１-４４３４・香川県小豆郡小豆島町西村・にしむら

　　７６１-４４２１・香川県小豆郡小豆島町苗羽・のうま

　　７６１-４４０２・香川県小豆郡小豆島町福田・ふくだ

　　７６１-４３０５・香川県小豆郡小豆島町二面・ふたおもて

　　７６１-４４２２・香川県小豆郡小豆島町古江・ふるえ

　　７６１-４４２３・香川県小豆郡小豆島町堀越・ ほりこじ

　　７６１-４３０４・香川県小豆郡小豆島町室生・むろう

　　７６１-４４１１・香川県小豆郡小豆島町安田・やすだ

　　７６１-４４０１・香川県小豆郡小豆島町吉田・よしだ

　　７６１-４３０６・香川県小豆郡小豆島町吉野・よしの

　　７６１-０７００・香川県木田郡三木町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６１-０６１４・香川県木田郡三木町朝倉・あさくら

　　７６１-０７０１・香川県木田郡三木町池戸・いけのべ

　　７６１-０８２３・香川県木田郡三木町井戸・いど

　　７６１-０７０５・香川県木田郡三木町井上・いのうえ

　　７６１-０８２２・香川県木田郡三木町奥山・おくやま

　　７６１-０８２１・香川県木田郡三木町鹿庭・かにわ

　　７６１-０６１３・香川県木田郡三木町上高岡・かみたかおか

　　７６１-０６１５・香川県木田郡三木町小蓑・こみの

　　７６１-０７０３・香川県木田郡三木町鹿伏・ししぶせ

　　７６１-０７０４・香川県木田郡三木町下高岡・しもたかおか

　　７６１-０６１１・香川県木田郡三木町田中・たなか

　　７６１-０６１２・香川県木田郡三木町氷上・ひかみ

　　７６１-０７０２・香川県木田郡三木町平木・ひらぎ

　　７６１-３１１０・香川県香川郡直島町直島町一円・なおしまちよういちえん

　　７６９-０２００・香川県綾歌郡宇多津町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６９-０２１０・香川県綾歌郡宇多津町宇多津町の次に番地・つぎにはﾞんち

　　７６９-０２２７・香川県綾歌郡宇多津町岩屋・いわや

　　７６９-０２２２・香川県綾歌郡宇多津町大橋・ おおはじ

　　７６９-０２２６・香川県綾歌郡宇多津町坂下・さかした

　　７６９-０２２３・香川県綾歌郡宇多津町新開・しんがい

　　７６９-０２２５・香川県綾歌郡宇多津町新町・しんまち

　　７６９-０２１１・香川県綾歌郡宇多津町十楽寺・じゆうらくじ

　　７６９-０２１２・香川県綾歌郡宇多津町沼ノ池・ぬまのいけ

　　７６９-０２０１・香川県綾歌郡宇多津町浜一番丁・はま１はﾞんちよう

　　７６９-０２０２・香川県綾歌郡宇多津町浜二番丁・はま２はﾞんちよう

　　７６９-０２０３・香川県綾歌郡宇多津町浜三番丁・はま３はﾞんちよう

　　７６９-０２０４・香川県綾歌郡宇多津町浜四番丁・はま４はﾞんちよう

　　７６９-０２０５・香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁・はま５はﾞんちよう

　　７６９-０２０６・香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁・はま６はﾞんちよう

　　７６９-０２０７・香川県綾歌郡宇多津町浜七番丁・はま７はﾞんちよう

　　７６９-０２０８・香川県綾歌郡宇多津町浜八番丁・はま８はﾞんちよう

　　７６９-０２０９・香川県綾歌郡宇多津町浜九番丁・はま９はﾞんちよう

　　７６９-０２１３・香川県綾歌郡宇多津町東分・ひがしぶん

　　７６９-０２２４・香川県綾歌郡宇多津町平山・ひらやま

　　７６９-０２２８・香川県綾歌郡宇多津町向山・むかうやま

　　７６９-０２２１・香川県綾歌郡宇多津町吉田・よしだ



　　７６１-２３００・香川県綾歌郡綾川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６１-２２０８・香川県綾歌郡綾川町牛川・うしかわ

　　７６１-２３０７・香川県綾歌郡綾川町小野・おの

　　７６１-２３０４・香川県綾歌郡綾川町萱原・かやはら

　　７６１-２３０６・香川県綾歌郡綾川町北・きた

　　７６１-２１０３・香川県綾歌郡綾川町陶・すえ

　　７６１-２１０２・香川県綾歌郡綾川町千疋・せんびき

　　７６１-２２０２・香川県綾歌郡綾川町枌所西・ そぎしよにじ

　　７６１-２２０１・香川県綾歌郡綾川町枌所東・ そぎしよひがじ

　　７６１-２３０５・香川県綾歌郡綾川町滝宮・たきのみや

　　７６１-２２０６・香川県綾歌郡綾川町西分・にしぶん

　　７６１-２１０１・香川県綾歌郡綾川町畑田・はただ

　　７６１-２２０７・香川県綾歌郡綾川町羽床上・はゆかかみ

　　７６１-２３０８・香川県綾歌郡綾川町羽床下・はゆかしも

　　７６１-２２０５・香川県綾歌郡綾川町東分・ひがしぶん

　　７６１-２２０３・香川県綾歌郡綾川町山田上・やまだかみ

　　７６１-２２０４・香川県綾歌郡綾川町山田下・やまだしも

　　７６６-００００・香川県仲多度郡琴平町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６６-０００４・香川県仲多度郡琴平町榎井・えない

　　７６６-０００６・香川県仲多度郡琴平町上櫛梨・ かみくしなじ

　　７６６-０００２・香川県仲多度郡琴平町琴平町の次に１～４２６番地がくる場合（川東）

　　７６６-０００１・香川県仲多度郡琴平町琴平町の次に４２７番地以降がくる場合（川西）

　　７６６-０００３・香川県仲多度郡琴平町五條・ごじよう

　　７６６-０００７・香川県仲多度郡琴平町下櫛梨・ しもくしなじ

　　７６６-０００５・香川県仲多度郡琴平町苗田・のうだ

　　７６４-００００・香川県仲多度郡多度津町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６４-００３３・香川県仲多度郡多度津町青木・おおぎ

　　７６４-０００５・香川県仲多度郡多度津町大通り・おおどおり

　　７６４-００３５・香川県仲多度郡多度津町奥白方・おくしらかた

　　７６４-００２８・香川県仲多度郡多度津町葛原・かずはら

　　７６４-０００２・香川県仲多度郡多度津町家中・かちゆう

　　７６４-００２２・香川県仲多度郡多度津町北鴨・きたがも

　　７６４-００１３・香川県仲多度郡多度津町京町・きようまち

　　７６４-００２５・香川県仲多度郡多度津町寿町・ことぶきちよう

　　７６４-００２４・香川県仲多度郡多度津町幸町・さいわいちよう

　　７６４-００１１・香川県仲多度郡多度津町栄町・さかえまち

　　７６４-００１２・香川県仲多度郡多度津町桜川・さくらがわ

　　７６４-００４０・香川県仲多度郡多度津町佐柳・さなぎ

　　７６４-００３１・香川県仲多度郡多度津町庄・しよう

　　７６４-００５０・香川県仲多度郡多度津町高見・たかみ

　　７６４-００２７・香川県仲多度郡多度津町道福寺・どうふくじ

　　７６４-０００４・香川県仲多度郡多度津町仲ノ町・なかのちよう

　　７６４-００３７・香川県仲多度郡多度津町西白方・にししらかた

　　７６４-００１５・香川県仲多度郡多度津町西浜・にしはま

　　７６４-００１７・香川県仲多度郡多度津町西港町・にしみなとまち

　　７６４-００３８・香川県仲多度郡多度津町東白方・ひがししらかた

　　７６４-０００１・香川県仲多度郡多度津町東新町・ひがししんまち

　　７６４-００１６・香川県仲多度郡多度津町東浜・ひがしはま

　　７６４-００１８・香川県仲多度郡多度津町東港町・ひがしみなとまち

　　７６４-０００６・香川県仲多度郡多度津町日の出町・ひのでちよう

　　７６４-００２１・香川県仲多度郡多度津町堀江・ほりえ

　　７６４-００１４・香川県仲多度郡多度津町本通・ほんどおり

　　７６４-００３２・香川県仲多度郡多度津町三井・みい

　　７６４-００３６・香川県仲多度郡多度津町見立・みたち

　　７６４-００２６・香川県仲多度郡多度津町南鴨・みなみがも

　　７６４-０００３・香川県仲多度郡多度津町元町・もとまち

　　７６４-００３４・香川県仲多度郡多度津町山階・やましな

　　７６４-００２３・香川県仲多度郡多度津町若葉町・わかはﾞちよう

　　７６６-００００・香川県仲多度郡まんのう町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７６９-０３１３・香川県仲多度郡まんのう町生間・いかま

　　７６９-０３１５・香川県仲多度郡まんのう町後山・うしろやま

　　７６９-０３１９・香川県仲多度郡まんのう町追上・おいあげ

　　７６９-０３１６・香川県仲多度郡まんのう町大口・おおくち

　　７６９-０３１１・香川県仲多度郡まんのう町買田・かいた

　　７６６-０２０４・香川県仲多度郡まんのう町勝浦・かつうら

　　７６６-０２０３・香川県仲多度郡まんのう町川東・ かわひがじ

　　７６６-００２４・香川県仲多度郡まんのう町神野・かんの

　　７６６-００２６・香川県仲多度郡まんのう町岸上・きしのうえ

　　７６６-００１１・香川県仲多度郡まんのう町公文・くもん

　　７６６-００２７・香川県仲多度郡まんのう町五條・ごじよう



　　７６９-０３０１・香川県仲多度郡まんのう町佐文・さぶみ

　　７６９-０３０２・香川県仲多度郡まんのう町塩入・しおいり

　　７６６-００２１・香川県仲多度郡まんのう町四條・しじよう

　　７６９-０３０３・香川県仲多度郡まんのう町七箇・しちか

　　７６９-０３１７・香川県仲多度郡まんのう町新目・しんめ

　　７６６-００１７・香川県仲多度郡まんのう町炭所西・ すみしよにじ

　　７６６-００１６・香川県仲多度郡まんのう町炭所東・ すみしよひがじ

　　７６６-０２０１・香川県仲多度郡まんのう町造田・そうだ

　　７６６-００１５・香川県仲多度郡まんのう町長尾・ながお

　　７６６-０２０２・香川県仲多度郡まんのう町中通・なかと

　　７６６-００１２・香川県仲多度郡まんのう町西高篠・にしたかしの

　　７６６-００１４・香川県仲多度郡まんのう町羽間・はざま

　　７６６-００１３・香川県仲多度郡まんのう町東高篠・ひがしたかしの

　　７６９-０３１４・香川県仲多度郡まんのう町帆山・ほのやま

　　７６６-００２５・香川県仲多度郡まんのう町真野・まの

　　７６９-０３１２・香川県仲多度郡まんのう町宮田・みやだ

　　７６９-０３１８・香川県仲多度郡まんのう町山脇・やまわき

　　７６６-００２３・香川県仲多度郡まんのう町吉野・よしの

　　７６６-００２２・香川県仲多度郡まんのう町吉野下・よしのしも

　　８９０-００００・鹿児島県鹿児島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９０-００５４・鹿児島県鹿児島市荒田・あらた

　　８９１-１５４５・鹿児島県鹿児島市有村町・ありむらちよう

　　８９１-１１０７・鹿児島県鹿児島市有屋田町・ありやだちよう

　　８９２-０８０６・鹿児島県鹿児島市池之上町・いけのうえちよう

　　８９０-０００８・鹿児島県鹿児島市伊敷・いしき

　　８９０-０００７・鹿児島県鹿児島市伊敷台・いしきだい

　　８９１-１２０３・鹿児島県鹿児島市伊敷町（４７１０～４７４１)・いしきちよう

　　８９１-１２０３・鹿児島県鹿児島市伊敷町（４７４７～４７６１－３)・いしきちよう

　　８９０-０００３・鹿児島県鹿児島市伊敷町（その他）・いしきちよう(そのた)

　　８９９-２７０１・鹿児島県鹿児島市石谷町・いしだにちよう

　　８９２-０８２２・鹿児島県鹿児島市泉町・いずみちよう

　　８９２-０８０１・鹿児島県鹿児島市稲荷町・いなりちよう

　　８９１-１２０５・鹿児島県鹿児島市犬迫町・いぬざこちよう

　　８９９-３２０６・鹿児島県鹿児島市入佐町（１７３８)・いりさちよう

　　８９９-３２０６・鹿児島県鹿児島市入佐町（１７３９)・いりさちよう

　　８９９-２７０６・鹿児島県鹿児島市入佐町（その他）・いりさちよう(そのた)

　　８９０-００５５・鹿児島県鹿児島市上荒田町・うえあらたちよう

　　８９０-００５２・鹿児島県鹿児島市上之園町・うえのそのちよう

　　８９１-０１１２・鹿児島県鹿児島市魚見町・うおみちよう

　　８９０-００７３・鹿児島県鹿児島市宇宿・うすき

　　８９０-００７４・鹿児島県鹿児島市宇宿町・うすきちよう

　　８９２-０８７６・鹿児島県鹿児島市岡之原町（８３２の２・４）・(８３２の２･４)

　　８９２-０８７６・鹿児島県鹿児島市岡之原町（８５２の３）・(８５２の３)

　　８９１-１２０１・鹿児島県鹿児島市岡之原町（その他）・おかのはらちよう(そのた)

　　８９２-０８１７・鹿児島県鹿児島市小川町・おがわちよう

　　８９０-００２１・鹿児島県鹿児島市小野・おの

　　８９１-１２２２・鹿児島県鹿児島市小野町（４７８４～５１１８)・おのちよう

　　８９０-００２２・鹿児島県鹿児島市小野町（その他）・おのちよう(そのた)

　　８９１-０１１１・鹿児島県鹿児島市小原町・おはﾞらちよう

　　８９１-０１２３・鹿児島県鹿児島市卸本町・おろしほんまち

　　８９２-０８４６・鹿児島県鹿児島市加治屋町・かじやちよう

　　８９２-０８０４・鹿児島県鹿児島市春日町・かすがちよう

　　８９２-０８５１・鹿児島県鹿児島市上竜尾町・かみたつおちよう

　　８９９-２７０３・鹿児島県鹿児島市上谷口町・かみたにぐちちよう

　　８９１-０１１６・鹿児島県鹿児島市上福元町・かみふくもとちよう

　　８９２-０８１８・鹿児島県鹿児島市上本町・かみほんまち

　　８９０-００６３・鹿児島県鹿児島市鴨池・かもいけ

　　８９０-００６４・鹿児島県鹿児島市鴨池新町・かもいけしんまち

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６４９)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６６１)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６６７)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６６９－４)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６７１)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６７２)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３６７４)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３７０１)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３７０４)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（３７２３－３)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４１２８)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４１３２)、・かわかみちよう



　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４１３３)、・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４１３８)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２０３)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２０９)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２１５)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２３６－１)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２３８)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２４１)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２４２)・かわかみちよう

　　８９１-１２７５・鹿児島県鹿児島市川上町（４２４４)・かわかみちよう

　　８９２-０８７５・鹿児島県鹿児島市川上町（その他）・かわかみちよう(そのた)

　　８９１-１１０３・鹿児島県鹿児島市川田町・かわだちよう

　　８９１-０２０１・鹿児島県鹿児島市喜入瀬々串町・きいれせせくしちよう

　　８９１-０２０２・鹿児島県鹿児島市喜入中名町・きいれなかみようちよう

　　８９１-０２０６・鹿児島県鹿児島市喜入生見町・きいれぬくみちよう

　　８９１-０２０４・鹿児島県鹿児島市喜入一倉町・きいれひとくらちよう

　　８９１-０２０５・鹿児島県鹿児島市喜入前之浜町・きいれまえのはまちよう

　　８９１-０２０３・鹿児島県鹿児島市喜入町・きいれちよう

　　８９１-０１０７・鹿児島県鹿児島市希望ケ丘町・きほﾞうがおかちよう

　　８９１-０１４５・鹿児島県鹿児島市錦江台・きんこうだい

　　８９２-０８３６・鹿児島県鹿児島市錦江町・きんこうちよう

　　８９２-０８２８・鹿児島県鹿児島市金生町・きんせいちよう

　　８９２-０８０３・鹿児島県鹿児島市祇園之洲町・ぎおんのすちよう

　　８９１-１５０１・鹿児島県鹿児島市黒神町（枦ノ木ケ谷）・(はぜのきがだに)

　　８９１-１４０１・鹿児島県鹿児島市黒神町（その他）・くろかみちよう(そのた)

　　８９１-１２０４・鹿児島県鹿児島市花野光ケ丘・けのひかりがおか

　　８９２-０８３７・鹿児島県鹿児島市甲突町・こうつきちよう

　　８９１-０１０３・鹿児島県鹿児島市皇徳寺台・こうとくじだい

　　８９１-１４０２・鹿児島県鹿児島市高免町・こうめんちよう

　　８９０-００３８・鹿児島県鹿児島市向陽・こうよう

　　８９０-００５１・鹿児島県鹿児島市高麗町・こうらいちよう

　　８９０-００６５・鹿児島県鹿児島市郡元・こおりもと

　　８９０-００８４・鹿児島県鹿児島市郡元町・こおりもとちよう

　　８９１-１１０８・鹿児島県鹿児島市郡山岳町・こおりやまたけまち

　　８９１-１１０５・鹿児島県鹿児島市郡山町・こおりやまちよう

　　８９１-０１０１・鹿児島県鹿児島市五ケ別府町・ごかべつふﾟちよう

　　８９２-０８２６・鹿児島県鹿児島市呉服町・ごふくまち

　　８９１-０１１４・鹿児島県鹿児島市小松原・こまつはﾞら

　　８９９-２５３１・鹿児島県鹿児島市小山田町（５１９９)・こやまだちよう

　　８９９-２５３１・鹿児島県鹿児島市小山田町（５２００)・こやまだちよう

　　８９９-２５３１・鹿児島県鹿児島市小山田町（５２０５)・こやまだちよう

　　８９１-１２３１・鹿児島県鹿児島市小山田町（その他）・こやまだちよう(そのた)

　　８９１-０１５０・鹿児島県鹿児島市坂之上・さかのうえ

　　８９２-０８６２・鹿児島県鹿児島市坂元町・さかもとちよう

　　８９１-０１７５・鹿児島県鹿児島市桜ケ丘（１～６丁目）・さくらがおか(１-６)

　　８９０-００７５・鹿児島県鹿児島市桜ケ丘（７、８丁目）・さくらがおか(７､８)

　　８９１-１４２０・鹿児島県鹿児島市桜島赤水町・さくらじまあかみずちよう

　　８９１-１４１７・鹿児島県鹿児島市桜島赤生原町・さくらじまあこうはﾞるちよう

　　８９１-１４１８・鹿児島県鹿児島市桜島小池町・さくらじまこいけちよう

　　８９１-１４１４・鹿児島県鹿児島市桜島西道町・さくらじまさいどうちよう

　　８９１-１４１１・鹿児島県鹿児島市桜島白浜町・さくらじましらはまちよう

　　８９１-１４１６・鹿児島県鹿児島市桜島武町・さくらじまたけちよう

　　８９１-１４１５・鹿児島県鹿児島市桜島藤野町・さくらじまふじのちよう

　　８９１-１４１２・鹿児島県鹿児島市桜島二俣町・さくらじまふたまたちよう

　　８９１-１４１３・鹿児島県鹿児島市桜島松浦町・さくらじままつうらちよう

　　８９１-１４１９・鹿児島県鹿児島市桜島横山町・さくらじまよこやまちよう

　　８９０-００７１・鹿児島県鹿児島市三和町・さんわちよう

　　８９１-０１４６・鹿児島県鹿児島市慈眼寺町・じげんじちよう

　　８９２-０８０２・鹿児島県鹿児島市清水町・しみずちよう

　　８９０-００５６・鹿児島県鹿児島市下荒田・しもあらた

　　８９０-０００５・鹿児島県鹿児島市下伊敷・しもいしき

　　８９０-０００４・鹿児島県鹿児島市下伊敷町・しもいしきちよう

　　８９２-０８７３・鹿児島県鹿児島市下田町・しもたちよう

　　８９２-０８５２・鹿児島県鹿児島市下竜尾町・しもたつおちよう

　　８９１-０１４４・鹿児島県鹿児島市下福元町・しもふくもとちよう

　　８９１-０１０６・鹿児島県鹿児島市自由ケ丘・じゆうがおか

　　８９０-００４１・鹿児島県鹿児島市城西・じようせい

　　８９２-０８３５・鹿児島県鹿児島市城南町・じようなんちよう

　　８９９-２７０７・鹿児島県鹿児島市松陽台町・しようようだいちよう

　　８９０-００１３・鹿児島県鹿児島市城山（１丁目）・しろやま(１)



　　８９２-０８１３・鹿児島県鹿児島市城山（２丁目）・しろやま(２)

　　８９２-０８５３・鹿児島県鹿児島市城山町・しろやまちよう

　　８９０-００７２・鹿児島県鹿児島市新栄町・しんえいちよう

　　８９１-１４０３・鹿児島県鹿児島市新島町・しんじまちよう

　　８９０-００１６・鹿児島県鹿児島市新照院町・しんしよういんちよう

　　８９２-０８３２・鹿児島県鹿児島市新町・しんまち

　　８９２-０８３８・鹿児島県鹿児島市新屋敷町・しんやしきちよう

　　８９２-０８２３・鹿児島県鹿児島市住吉町・すみよしちよう

　　８９０-００３２・鹿児島県鹿児島市西陵・せいりよう

　　８９１-０１０９・鹿児島県鹿児島市清和・せいわ

　　８９２-０８４３・鹿児島県鹿児島市千日町・せんにちちよう

　　８９０-０００１・鹿児島県鹿児島市千年・せんねん

　　８９０-００１４・鹿児島県鹿児島市草牟田・そうむた

　　８９０-００１５・鹿児島県鹿児島市草牟田町・そうむたちよう

　　８９２-０８２５・鹿児島県鹿児島市大黒町・だいこくちよう

　　８９２-０８７２・鹿児島県鹿児島市大明丘・だいみようがおか

　　８９２-０８０５・鹿児島県鹿児島市大竜町・だいりゆうちよう

　　８９０-００４３・鹿児島県鹿児島市鷹師・ たかじ

　　８９０-００３４・鹿児島県鹿児島市田上・たがみ

　　８９０-００３６・鹿児島県鹿児島市田上台・たがみだい

　　８９０-００３５・鹿児島県鹿児島市田上町・たがみちよう

　　８９０-００４５・鹿児島県鹿児島市武・たけ

　　８９０-００３１・鹿児島県鹿児島市武岡・たけおか

　　８９１-０１３１・鹿児島県鹿児島市谷山港・たにやまこう

　　８９１-０１４１・鹿児島県鹿児島市谷山中央・たにやまちゆうおう

　　８９０-００１１・鹿児島県鹿児島市玉里団地（１丁目）・たまざとだんち(１)

　　８９２-０８１１・鹿児島県鹿児島市玉里団地（２、３丁目）・たまざとだんち(２､３)

　　８９０-００１２・鹿児島県鹿児島市玉里町・たまざとちよう

　　８９０-００７６・鹿児島県鹿児島市中央港新町・ちゆうおうこうしんまち

　　８９０-００５３・鹿児島県鹿児島市中央町・ちゆうおうちよう

　　８９１-０１０８・鹿児島県鹿児島市中山・ちゆうざん

　　８９１-０１０５・鹿児島県鹿児島市中山町・ちゆうざんちよう

　　８９２-０８０７・鹿児島県鹿児島市皷川町・つつﾞみがわちよう

　　８９２-０８４５・鹿児島県鹿児島市樋之口町・てのくちちよう

　　８９２-０８４１・鹿児島県鹿児島市照国町・てるくにちよう

　　８９０-００６１・鹿児島県鹿児島市天保山町・てんほﾟざんちよう

　　８９１-０１１５・鹿児島県鹿児島市東開町・とうかいちよう

　　８９０-００４７・鹿児島県鹿児島市常盤・ときわ

　　８９０-００４４・鹿児島県鹿児島市常盤町・ときわちよう

　　８９０-００８１・鹿児島県鹿児島市唐湊・とそ

　　８９９-２７０５・鹿児島県鹿児島市直木町・なおきちよう

　　８９２-０８２７・鹿児島県鹿児島市中町・なかまち

　　８９２-０８５４・鹿児島県鹿児島市長田町・ながたちよう

　　８９０-００２３・鹿児島県鹿児島市永吉・ ながよじ

　　８９１-０１３２・鹿児島県鹿児島市七ツ島・ななつじま

　　８９１-０１２２・鹿児島県鹿児島市南栄・なんえい

　　８９２-０８３４・鹿児島県鹿児島市南林寺町・なんりんじちよう

　　８９０-０００２・鹿児島県鹿児島市西伊敷（１～４丁目）・にしいしき

　　８９１-１２０２・鹿児島県鹿児島市西伊敷（５～７丁目）・にしいしき(５-７)

　　８９２-０８６３・鹿児島県鹿児島市西坂元町・にしさかもとちよう

　　８９１-１３０１・鹿児島県鹿児島市西佐多町・にしさたちよう

　　８９２-０８４７・鹿児島県鹿児島市西千石町・にしせんごくちよう

　　８９０-００４６・鹿児島県鹿児島市西田・にしだ

　　８９１-０１１７・鹿児島県鹿児島市西谷山・にしたにやま

　　８９０-００３３・鹿児島県鹿児島市西別府町・にしべつふﾟちよう

　　８９１-１１０６・鹿児島県鹿児島市西俣町・にしまたちよう

　　８９０-００８３・鹿児島県鹿児島市西紫原町・にしむらさきはﾞるちよう

　　８９１-１５４１・鹿児島県鹿児島市野尻町・のじりちよう

　　８９１-１１０１・鹿児島県鹿児島市花尾町・はなおまち

　　８９２-０８１２・鹿児島県鹿児島市浜町・はままち

　　８９０-００２６・鹿児島県鹿児島市原良・はらら

　　８９０-００２５・鹿児島県鹿児島市原良町・はららちよう

　　８９９-２７０４・鹿児島県鹿児島市春山町・はるやまちよう

　　８９０-００６８・鹿児島県鹿児島市東郡元町・ひがしこおりもとちよう

　　８９２-０８６１・鹿児島県鹿児島市東坂元・ひがしさかもと

　　８９１-１５４３・鹿児島県鹿児島市東桜島町・ひがしさくらじまちよう

　　８９１-１３０２・鹿児島県鹿児島市東佐多町・ひがしさたちよう

　　８９２-０８４２・鹿児島県鹿児島市東千石町・ひがしせんごくちよう

　　８９１-０１１３・鹿児島県鹿児島市東谷山・ひがしたにやま

　　８９１-１１０２・鹿児島県鹿児島市東俣町・ひがしまたちよう



　　８９１-０１５１・鹿児島県鹿児島市光山・ひかりやま

　　８９０-００８６・鹿児島県鹿児島市日之出町・ひのでちよう

　　８９２-０８５５・鹿児島県鹿児島市冷水町・ひやみずちよう

　　８９１-０１３３・鹿児島県鹿児島市平川町・ひらかわちよう

　　８９９-２７０９・鹿児島県鹿児島市平田町・ひらたちよう

　　８９２-０８４８・鹿児島県鹿児島市平之町・ひらのちよう

　　８９０-００３７・鹿児島県鹿児島市広木・ひろき

　　８９９-２７０２・鹿児島県鹿児島市福山町・ふくやまちよう

　　８９２-０８３１・鹿児島県鹿児島市船津町・ふなつちよう

　　８９１-１５４４・鹿児島県鹿児島市古里町・ふるさとちよう

　　８９１-０１０２・鹿児島県鹿児島市星ケ峯・ほしがみね

　　８９２-０８２４・鹿児島県鹿児島市堀江町・ほりえちよう

　　８９２-０８１４・鹿児島県鹿児島市本港新町・ほんこうしんまち

　　８９１-１３０３・鹿児島県鹿児島市本城町・ほんじようちよう

　　８９１-１３０４・鹿児島県鹿児島市本名町・ほんみようちよう

　　８９０-００６６・鹿児島県鹿児島市真砂町・まさごちよう

　　８９０-００６７・鹿児島県鹿児島市真砂本町・まさごほんまち

　　８９２-０８３３・鹿児島県鹿児島市松原町・まつはﾞらちよう

　　８９２-０８７４・鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町（１～３４)・みどりがおかちよう

　　８９１-１２７４・鹿児島県鹿児島市緑ヶ丘町（３５番以降）・(３５はﾞんいこう)

　　８９０-００６９・鹿児島県鹿児島市南郡元町・みなみこおりもとちよう

　　８９０-００８５・鹿児島県鹿児島市南新町・みなみしんまち

　　８９１-１２０６・鹿児島県鹿児島市皆与志町・みなよしちよう

　　８９１-１３０５・鹿児島県鹿児島市宮之浦町・みやのうらちよう

　　８９０-００８２・鹿児島県鹿児島市紫原・むらさきはﾞる

　　８９１-１３０６・鹿児島県鹿児島市牟礼岡・むれがおか

　　８９２-０８２１・鹿児島県鹿児島市名山町・めいざんちよう

　　８９０-００２４・鹿児島県鹿児島市明和・めいわ

　　８９１-１５４２・鹿児島県鹿児島市持木町・もちきちよう

　　８９０-００４２・鹿児島県鹿児島市薬師・ やくじ

　　８９２-０８１５・鹿児島県鹿児島市易居町・やすいちよう

　　８９２-０８１９・鹿児島県鹿児島市柳町・やなぎまち

　　８９２-０８１６・鹿児島県鹿児島市山下町・やましたちよう

　　８９１-０１０４・鹿児島県鹿児島市山田町・やまだちよう

　　８９２-０８４４・鹿児島県鹿児島市山之口町・やまのくちちよう

　　８９１-１１０４・鹿児島県鹿児島市油須木町・ゆすきちよう

　　８９２-０８７７・鹿児島県鹿児島市吉野・よしの

　　８９２-０８７１・鹿児島県鹿児島市吉野町・よしのちよう

　　８９０-００６２・鹿児島県鹿児島市与次郎・よじろう

　　８９９-２７０８・鹿児島県鹿児島市四元町・よつもとちよう

　　８９０-０００６・鹿児島県鹿児島市若葉町・わかはﾞちよう

　　８９１-０１４３・鹿児島県鹿児島市和田・わだ

　　８９３-００００・鹿児島県鹿屋市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９３-１１０１・鹿児島県鹿屋市吾平町上名・あいらちようかみみよう

　　８９３-１１０２・鹿児島県鹿屋市吾平町下名・あいらちようしもみよう

　　８９３-１１０３・鹿児島県鹿屋市吾平町麓・あいらちようふもと

　　８９３-００２２・鹿児島県鹿屋市旭原町・あさひはﾞるちよう

　　８９３-０００４・鹿児島県鹿屋市朝日町・あさひまち

　　８９１-２３０１・鹿児島県鹿屋市有武町・ありたけちよう

　　８９３-００３５・鹿児島県鹿屋市飯隈町・いいくまちよう

　　８９３-００４２・鹿児島県鹿屋市池園町・いけぞのちよう

　　８９３-００５７・鹿児島県鹿屋市今坂町・いまさかちよう

　　８９３-００５６・鹿児島県鹿屋市上野町・うえのちよう

　　８９３-００１１・鹿児島県鹿屋市打馬・うつま

　　８９３-００１２・鹿児島県鹿屋市王子町・おうじちよう

　　８９３-００５１・鹿児島県鹿屋市大姶良町・おおあいらちよう

　　８９３-００６７・鹿児島県鹿屋市大浦町・おおうらちよう

　　８９３-０００９・鹿児島県鹿屋市大手町・おおてまち

　　８９１-２３０２・鹿児島県鹿屋市小薄町・おすきちよう

　　８９１-２３１２・鹿児島県鹿屋市小野原町・おのはﾞるちよう

　　８９１-２３０３・鹿児島県鹿屋市海道町・かいどうちよう

　　８９３-００２３・鹿児島県鹿屋市笠之原町・かさのはらちよう

　　８９３-０１３１・鹿児島県鹿屋市上高隈町・かみたかくまちよう

　　８９３-００６１・鹿児島県鹿屋市上谷町・かみだにちよう

　　８９３-００２７・鹿児島県鹿屋市上祓川町・かみはらいがわちよう

　　８９３-００３２・鹿児島県鹿屋市川西町・かわにしちよう

　　８９３-００３１・鹿児島県鹿屋市川東町・かわひがしちよう

　　８９３-０００７・鹿児島県鹿屋市北田町・きただちよう

　　８９９-８５１１・鹿児島県鹿屋市輝北町市成・きほくちよういちなり

　　８９３-０２０１・鹿児島県鹿屋市輝北町上百引・きほくちようかみもびき



　　８９３-０２０２・鹿児島県鹿屋市輝北町下百引・きほくちようしももびき

　　８９９-８５１２・鹿児島県鹿屋市輝北町諏訪原・きほくちようすわはﾞら

　　８９３-０２０３・鹿児島県鹿屋市輝北町平房・きほくちようひらほﾞう

　　８９３-０００５・鹿児島県鹿屋市共栄町・きようえいちよう

　　８９３-１６０２・鹿児島県鹿屋市串良町有里・くしらちようありさと

　　８９３-１６０３・鹿児島県鹿屋市串良町岡崎・くしらちようおかさき

　　８９３-１６０５・鹿児島県鹿屋市串良町上小原・くしらちようかみおはﾞる

　　８９３-１６０４・鹿児島県鹿屋市串良町下小原・くしらちようしもおはﾞる

　　８９３-１６０１・鹿児島県鹿屋市串良町細山田・くしらちようほそやまだ

　　８９３-００６５・鹿児島県鹿屋市郷之原町・ごうのはらちよう

　　８９３-０００１・鹿児島県鹿屋市古前城町・こせんじようちよう

　　８９３-００１４・鹿児島県鹿屋市寿・ことぶき

　　８９３-００４４・鹿児島県鹿屋市獅子目町・ししめちよう

　　８９３-０１３２・鹿児島県鹿屋市下高隈町・しもたかくまちよう

　　８９３-００２４・鹿児島県鹿屋市下祓川町・しもはらいがわちよう

　　８９３-００４７・鹿児島県鹿屋市下堀町・しもほりちよう

　　８９３-００１６・鹿児島県鹿屋市白崎町・しらさきちよう

　　８９１-２３１１・鹿児島県鹿屋市白水町・しろみずちよう

　　８９３-００６３・鹿児島県鹿屋市新栄町・しんえいちよう

　　８９３-００１５・鹿児島県鹿屋市新川町・しんかわちよう

　　８９３-００６２・鹿児島県鹿屋市新生町・しんせいちよう

　　８９３-０００３・鹿児島県鹿屋市曽田町・そだちよう

　　８９３-００５４・鹿児島県鹿屋市高須町・たかすちよう

　　８９３-００６６・鹿児島県鹿屋市高牧町・たかまきちよう

　　８９３-００３７・鹿児島県鹿屋市田崎町・たさきちよう

　　８９３-００４５・鹿児島県鹿屋市田淵町・たぶちちよう

　　８９１-２３１３・鹿児島県鹿屋市天神町・てんじんちよう

　　８９３-００５２・鹿児島県鹿屋市永小原町・ながおはﾞるちよう

　　８９３-００３３・鹿児島県鹿屋市永野田町・ながのだちよう

　　８９３-００３４・鹿児島県鹿屋市名貫町・なぬきちよう

　　８９３-０００８・鹿児島県鹿屋市西大手町・にしおおてまち

　　８９３-００６４・鹿児島県鹿屋市西原・にしはら

　　８９３-００２５・鹿児島県鹿屋市西祓川町・にしはらいがわちよう

　　８９１-２３０５・鹿児島県鹿屋市根木原町・ねぎはﾞるちよう

　　８９３-００５５・鹿児島県鹿屋市野里町・のざとちよう

　　８９３-００３６・鹿児島県鹿屋市萩塚町・はぎつかちよう

　　８９１-２３０４・鹿児島県鹿屋市花岡町・はなおかちよう

　　８９１-２３０６・鹿児島県鹿屋市花里町・はなざとちよう

　　８９３-００５３・鹿児島県鹿屋市浜田町・はまだちよう

　　８９３-００２６・鹿児島県鹿屋市祓川町・はらいがわちよう

　　８９３-００２１・鹿児島県鹿屋市東原町・ひがしはﾞるちよう

　　８９３-００１３・鹿児島県鹿屋市札元・ふだもと

　　８９１-２３１４・鹿児島県鹿屋市船間町・ふなまちよう

　　８９１-２３２１・鹿児島県鹿屋市古江町・ふるえちよう

　　８９１-２３２２・鹿児島県鹿屋市古里町・ふるさとちよう

　　８９３-００４１・鹿児島県鹿屋市星塚町・ほしつﾞかちよう

　　８９３-０００２・鹿児島県鹿屋市本町・ほんまち

　　８９３-００４３・鹿児島県鹿屋市南町・みなみちよう

　　８９３-０００６・鹿児島県鹿屋市向江町・むかえちよう

　　８９３-００４６・鹿児島県鹿屋市横山町・よこやまちよう

　　８９８-００００・鹿児島県枕崎市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９８-００８０・鹿児島県枕崎市あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　８９８-０００８・鹿児島県枕崎市旭町・あさひまち

　　８９８-０００６・鹿児島県枕崎市泉町・いずみまち

　　８９８-００８４・鹿児島県枕崎市板敷西町・いたしきにしまち

　　８９８-００８２・鹿児島県枕崎市板敷本町・いたしきほんまち

　　８９８-００８３・鹿児島県枕崎市板敷南町・いたしきみなみまち

　　８９８-００５２・鹿児島県枕崎市岩崎町・いわさきちよう

　　８９８-００５８・鹿児島県枕崎市岩戸町・いわどちよう

　　８９８-０００９・鹿児島県枕崎市恵比須町・えびすちよう

　　８９８-００２６・鹿児島県枕崎市大塚北町・おおつかきたまち

　　８９８-００２８・鹿児島県枕崎市大塚中町・おおつかなかまち

　　８９８-００２７・鹿児島県枕崎市大塚西町・おおつかにしまち

　　８９８-００２９・鹿児島県枕崎市大塚南町・おおつかみなみまち

　　８９８-０００３・鹿児島県枕崎市折口町・おりぐちちよう

　　８９８-００５４・鹿児島県枕崎市鹿篭麓町・かごふもとまち

　　８９８-００４４・鹿児島県枕崎市春日町・かすがちよう

　　８９８-００９８・鹿児島県枕崎市茅野町・かやのちよう

　　８９８-００５７・鹿児島県枕崎市木原町・きはらちよう

　　８９８-００６６・鹿児島県枕崎市清水町・きよみずまち



　　８９８-００７６・鹿児島県枕崎市金山町・きんざんちよう

　　８９８-００７４・鹿児島県枕崎市金山西町・きんざんにしまち

　　８９８-００８８・鹿児島県枕崎市国見町・くにみちよう

　　８９８-００９９・鹿児島県枕崎市小塚町・こつかちよう

　　８９８-００６２・鹿児島県枕崎市寿町・ことぶきちよう

　　８９８-００５３・鹿児島県枕崎市木場町・こはﾞちよう

　　８９８-００９４・鹿児島県枕崎市駒水町・こまみずちよう

　　８９８-００３８・鹿児島県枕崎市栄中町・さかえなかまち

　　８９８-００３７・鹿児島県枕崎市栄本町・さかえほんまち

　　８９８-００１８・鹿児島県枕崎市桜木町・さくらぎちよう

　　８９８-００７３・鹿児島県枕崎市桜山上町・さくらやまかみまち

　　８９８-００６１・鹿児島県枕崎市桜山町・さくらやまちよう

　　８９８-００５５・鹿児島県枕崎市桜山西町・さくらやまにしまち

　　８９８-００６５・鹿児島県枕崎市桜山東町・さくらやまひがしまち

　　８９８-００６４・鹿児島県枕崎市桜山本町・さくらやまほんまち

　　８９８-００９７・鹿児島県枕崎市里町・さとまち

　　８９８-０００２・鹿児島県枕崎市汐見町・しおみちよう

　　８９８-００４１・鹿児島県枕崎市塩屋北町・しおやきたまち

　　８９８-００４２・鹿児島県枕崎市塩屋南町・しおやみなみまち

　　８９８-００９５・鹿児島県枕崎市下松町・しもまつちよう

　　８９８-００８９・鹿児島県枕崎市白沢北町・しらさわきたまち

　　８９８-００９２・鹿児島県枕崎市白沢西町・しらさわにしまち

　　８９８-００９１・鹿児島県枕崎市白沢東町・しらさわひがしまち

　　８９８-０００７・鹿児島県枕崎市新町・しんまち

　　８９８-００１７・鹿児島県枕崎市住吉町・すみよしちよう

　　８９８-００８７・鹿児島県枕崎市瀬戸町・せとちよう

　　８９８-００４７・鹿児島県枕崎市園見西町・そのみにしまち

　　８９８-００４６・鹿児島県枕崎市園見本町・そのみほんまち

　　８９８-００１６・鹿児島県枕崎市高見町・たかみちよう

　　８９８-００４５・鹿児島県枕崎市立神北町・たてがみきたまち

　　８９８-００２５・鹿児島県枕崎市立神本町・たてがみほんまち

　　８９８-００７５・鹿児島県枕崎市田布川町・たぶがわちよう

　　８９８-００５１・鹿児島県枕崎市中央町・ちゆうおうちよう

　　８９８-００１２・鹿児島県枕崎市千代田町・ちよだちよう

　　８９８-００８１・鹿児島県枕崎市豊留町・とよとめまち

　　８９８-０００５・鹿児島県枕崎市中町・なかまち

　　８９８-００２４・鹿児島県枕崎市西鹿篭・にしかご

　　８９８-００１５・鹿児島県枕崎市西本町・にしほんまち

　　８９８-００９３・鹿児島県枕崎市仁田浦町・にたうらちよう

　　８９８-００２１・鹿児島県枕崎市東鹿篭・ひがしかご

　　８９８-００１４・鹿児島県枕崎市東本町・ひがしほんまち

　　８９８-００４３・鹿児島県枕崎市火之神北町・ひのかみきたまち

　　８９８-００４８・鹿児島県枕崎市火之神町・ひのかみちよう

　　８９８-００４９・鹿児島県枕崎市火之神岬町・ひのかみみさきちよう

　　８９８-００３４・鹿児島県枕崎市日之出町・ひのでちよう

　　８９８-００３５・鹿児島県枕崎市平田町・ひらたまち

　　８９８-００３２・鹿児島県枕崎市別府・べつふﾟ

　　８９８-００８６・鹿児島県枕崎市別府西町・べつふﾟにしまち

　　８９８-００８５・鹿児島県枕崎市別府東町・べつふﾟひがしまち

　　８９８-００９６・鹿児島県枕崎市まかや町・まかやまち

　　８９８-００３１・鹿児島県枕崎市枕崎・まくらざき

　　８９８-０００１・鹿児島県枕崎市松之尾町・まつのおちよう

　　８９８-００７２・鹿児島県枕崎市道野町・みちのちよう

　　８９８-００１１・鹿児島県枕崎市緑町・みどりまち

　　８９８-０００４・鹿児島県枕崎市港町・みなとまち

　　８９８-００５６・鹿児島県枕崎市美原町・みはらまち

　　８９８-００２２・鹿児島県枕崎市宮田町・みやたちよう

　　８９８-００３３・鹿児島県枕崎市宮前町・みやまえちよう

　　８９８-００７１・鹿児島県枕崎市美山町・みやまちよう

　　８９８-００６３・鹿児島県枕崎市妙見町・みようけんまち

　　８９８-００３６・鹿児島県枕崎市明和町・めいわちよう

　　８９８-００１３・鹿児島県枕崎市山手町・やまてちよう

　　８９８-００２３・鹿児島県枕崎市若葉町・わかはﾞちよう

　　８９９-１６００・鹿児島県阿久根市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-１６１１・鹿児島県阿久根市赤瀬川・あかせがわ

　　８９９-１７４１・鹿児島県阿久根市大川・おおかわ

　　８９９-１６２４・鹿児島県阿久根市大丸町・おおまるちよう

　　８９９-１６０１・鹿児島県阿久根市折口・おりぐち

　　８９９-１６１５・鹿児島県阿久根市琴平町・ことひらちよう

　　８９９-１６１６・鹿児島県阿久根市栄町・さかえまち



　　８９９-１６２８・鹿児島県阿久根市塩鶴町・しおつるちよう

　　８９９-１６２９・鹿児島県阿久根市塩浜町・しおはまちよう

　　８９９-１６１３・鹿児島県阿久根市新町・しんまち

　　８９９-１６２２・鹿児島県阿久根市高松町・たかまつちよう

　　８９９-１６０２・鹿児島県阿久根市多田・ただ

　　８９９-１６０３・鹿児島県阿久根市鶴川内・つるがわうち

　　８９９-１６２６・鹿児島県阿久根市鶴見町・つるみちよう

　　８９９-１６２７・鹿児島県阿久根市西目・にしめ

　　８９９-１６１７・鹿児島県阿久根市浜町・はままち

　　８９９-１６２５・鹿児島県阿久根市波留・はる

　　８９９-１６１４・鹿児島県阿久根市晴海町・はるみちよう

　　８９９-１６２１・鹿児島県阿久根市本町・ほんまち

　　８９９-１６１２・鹿児島県阿久根市丸尾町・まるおちよう

　　８９９-１６２３・鹿児島県阿久根市港町・みなとまち

　　８９９-１６０４・鹿児島県阿久根市山下・やました

　　８９９-１１３１・鹿児島県阿久根市脇本・わきもと

　　８９９-０２００・鹿児島県出水市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-０１３７・鹿児島県出水市今釜町・いまがまちよう

　　８９９-０１３４・鹿児島県出水市浦田町・うらたちよう

　　８９９-０２１６・鹿児島県出水市大野原町・おおのはらちよう

　　８９９-０３４１・鹿児島県出水市上大川内・かみおおかわうち

　　８９９-０２０３・鹿児島県出水市上鯖渕・かみさはﾞぶち

　　８９９-０２１２・鹿児島県出水市上知識町・かみちしきちよう

　　８９９-０１２５・鹿児島県出水市黄金町・こがねまち

　　８９９-０２１４・鹿児島県出水市五万石町・ごまんごくちよう

　　８９９-０１２１・鹿児島県出水市米ノ津町・こめのつまち

　　８９９-０１２２・鹿児島県出水市境町・さかいちよう

　　８９９-０１３６・鹿児島県出水市汐見町・しおみちよう

　　８９９-０３４２・鹿児島県出水市下大川内・しもおおかわうち

　　８９９-０１２３・鹿児島県出水市下鯖町・しもさはﾞちよう

　　８９９-０１３２・鹿児島県出水市下知識町・しもちしきちよう

　　８９９-０４３５・鹿児島県出水市荘・しよう

　　８９９-０２０２・鹿児島県出水市昭和町・しようわまち

　　８９９-０１３８・鹿児島県出水市住吉町・すみよしちよう

　　８９９-０４０７・鹿児島県出水市高尾野町江内・たかおのまちえうち

　　８９９-０４０１・鹿児島県出水市高尾野町大久保・たかおのまちおおくほﾞ

　　８９９-０４０６・鹿児島県出水市高尾野町上水流・たかおのまちかみずる

　　８９９-０４０３・鹿児島県出水市高尾野町唐笠木・たかおのまちからがさき

　　８９９-０４０２・鹿児島県出水市高尾野町柴引・たかおのまちしはﾞひき

　　８９９-０４０５・鹿児島県出水市高尾野町下水流・たかおのまちしもずる

　　８９９-０４０４・鹿児島県出水市高尾野町下高尾野・たかおのまちしもたかおの

　　８９９-０２１５・鹿児島県出水市武本・たけもと

　　８９９-０２１１・鹿児島県出水市知識町・ちしきちよう

　　８９９-０２０７・鹿児島県出水市中央町・ちゆうおうちよう

　　８９９-０２１３・鹿児島県出水市西出水町・にしいずみちよう

　　８９９-０５０１・鹿児島県出水市野田町上名・のだちようかみみよう

　　８９９-０５０２・鹿児島県出水市野田町下名・のだちようしもみよう

　　８９９-０１３３・鹿児島県出水市福ノ江町・ふくのえちよう

　　８９９-０２０４・鹿児島県出水市麓町・ふもとちよう

　　８９９-０２０８・鹿児島県出水市文化町・ぶんかちよう

　　８９９-０２１７・鹿児島県出水市平和町・へいわちよう

　　８９９-０２０５・鹿児島県出水市本町・ほんまち

　　８９９-０２０１・鹿児島県出水市緑町・みどりまち

　　８９９-０１２４・鹿児島県出水市美原町・みはらちよう

　　８９９-０１３１・鹿児島県出水市明神町・みようじんちよう

　　８９９-０２０６・鹿児島県出水市向江町・むかえまち

　　８９９-０１２６・鹿児島県出水市六月田町・ろくがつだまち

　　８９１-０４００・鹿児島県指宿市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-０３１２・鹿児島県指宿市池田・いけだ

　　８９１-０３１５・鹿児島県指宿市岩本・いわもと

　　８９１-０４０１・鹿児島県指宿市大牟礼・おおむれ

　　８９１-０６０１・鹿児島県指宿市開聞上野・かいもんうえの

　　８９１-０６０２・鹿児島県指宿市開聞川尻・かいもんかわしり

　　８９１-０６０３・鹿児島県指宿市開聞十町・かいもんじゆつちよう

　　８９１-０６０４・鹿児島県指宿市開聞仙田・かいもんせんた

　　８９１-０３１４・鹿児島県指宿市小牧・こまき

　　８９１-０４０３・鹿児島県指宿市十二町・じゆうにちよう

　　８９１-０４０２・鹿児島県指宿市十町・じゆつちよう

　　８９１-０３１３・鹿児島県指宿市新西方・しんにしかた

　　８９１-０３１１・鹿児島県指宿市西方・にしかた



　　８９１-０３０４・鹿児島県指宿市東方（６００～５９７４）・ひがしかた

　　８９１-０３０４・鹿児島県指宿市東方（５９７６～７８１６）・ひがしかた

　　８９１-０３０４・鹿児島県指宿市東方（７８３３）・ひがしかた

　　８９１-０３０４・鹿児島県指宿市東方（７８３４）・ひがしかた

　　８９１-０３０４・鹿児島県指宿市東方（１０６０３～１１０１５）・ひがしかた

　　８９１-０４０４・鹿児島県指宿市東方（その他）・ひがしかた(そのた)

　　８９１-０４０５・鹿児島県指宿市湊・みなと

　　８９１-０５０２・鹿児島県指宿市山川朝日町・やまがわあさひちよう

　　８９１-０５０７・鹿児島県指宿市山川入船町・やまがわいりふねちよう

　　８９１-０６１４・鹿児島県指宿市山川大山（１４００～１７１７)・やまがわおおやま

　　８９１-０５１４・鹿児島県指宿市山川大山（その他）・やまがわおおやま(そのた)

　　８９１-０５１３・鹿児島県指宿市山川岡児ケ水・やまがわおかちよがみず

　　８９１-０５１５・鹿児島県指宿市山川小川・やまがわおがわ

　　８９１-０５０６・鹿児島県指宿市山川金生町・やまがわきんせいちよう

　　８９１-０５０３・鹿児島県指宿市山川潮見町・やまがわしおみちよう

　　８９１-０５０１・鹿児島県指宿市山川新栄町・やまがわしんえいちよう

　　８９１-０５０４・鹿児島県指宿市山川新生町・やまがわしんせいちよう

　　８９１-０６２１・鹿児島県指宿市山川利永・やまがわとしなが

　　８９１-０５１６・鹿児島県指宿市山川成川・やまがわなりかわ

　　８９１-０５１２・鹿児島県指宿市山川浜児ケ水・やまがわはまちよがみず

　　８９１-０５１１・鹿児島県指宿市山川福元・やまがわふくもと

　　８９１-０５０５・鹿児島県指宿市山川山下町・やまがわやましたちよう

　　８９１-０４０６・鹿児島県指宿市湯の浜・ゆのはま

　　８９１-３１００・鹿児島県西之表市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-３４３２・鹿児島県西之表市安城・あんじよう

　　８９１-３１０２・鹿児島県西之表市安納（１～３０４８)・あんのう

　　８９１-３１０２・鹿児島県西之表市安納（４９０１～４９３０)・あんのう

　　８９１-３２０２・鹿児島県西之表市安納（その他）・あんのう(そのた)

　　８９１-３１１４・鹿児島県西之表市池田・いけだ

　　８９１-３２２１・鹿児島県西之表市伊関・いせき

　　８９１-３１１６・鹿児島県西之表市鴨女町・かもめちよう

　　８９１-３２２２・鹿児島県西之表市国上・くにがみ

　　８９１-３１０３・鹿児島県西之表市現和・げんな

　　８９１-３１１２・鹿児島県西之表市栄町・さかえまち

　　８９１-３１１７・鹿児島県西之表市桜が丘・さくらがおか

　　８９１-３１０４・鹿児島県西之表市住吉・ すみよじ

　　８９１-３１１５・鹿児島県西之表市天神町・てんじんちよう

　　８９１-３１０１・鹿児島県西之表市西之表・にしのおもて

　　８９１-３１１１・鹿児島県西之表市西町・にしまち

　　８９１-３１１３・鹿児島県西之表市東町・ひがしまち

　　８９１-３４３１・鹿児島県西之表市古田・ふるた

　　８９１-３１１８・鹿児島県西之表市馬毛島・まげしま

　　８９１-２１００・鹿児島県垂水市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-２１２５・鹿児島県垂水市旭町・あさひまち

　　８９１-２１０３・鹿児島県垂水市市木・いちき

　　８９９-４６３１・鹿児島県垂水市牛根境・うしねさかい

　　８９９-４６３２・鹿児島県垂水市牛根麓・うしねふもと

　　８９１-２１０１・鹿児島県垂水市海潟・かいがた

　　８９１-２１２２・鹿児島県垂水市上町・かんまち

　　８９１-２１２４・鹿児島県垂水市錦江町・きんこうちよう

　　８９１-２１１６・鹿児島県垂水市柊原・くぬぎはﾞる

　　８９１-２１２１・鹿児島県垂水市栄町・さかえまち

　　８９１-２１１７・鹿児島県垂水市潮彩町・しおさいちよう

　　８９１-２１２７・鹿児島県垂水市下宮町・しもみやちよう

　　８９１-２１１４・鹿児島県垂水市新城・しんじよう

　　８９１-２１１１・鹿児島県垂水市新御堂・しんみどう

　　８９１-２１１３・鹿児島県垂水市高城・たかじよう

　　８９１-２１０４・鹿児島県垂水市田神・たがみ

　　８９１-２１０６・鹿児島県垂水市中央町・ちゆうおうちよう

　　８９１-２１０２・鹿児島県垂水市中俣・なかまた

　　８９１-２１１５・鹿児島県垂水市浜平・はまびら

　　８９９-４６３３・鹿児島県垂水市二川・ふたがわ

　　８９１-２１１２・鹿児島県垂水市本城・ほんじよう

　　８９１-２１２３・鹿児島県垂水市本町・ほんまち

　　８９１-２１０５・鹿児島県垂水市松原町・まつはﾞらちよう

　　８９１-２１２６・鹿児島県垂水市南松原町・みなみまつはﾞらちよう

　　８９５-００００・鹿児島県薩摩川内市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９５-００４４・鹿児島県薩摩川内市青山町・あおやまちよう

　　８９５-００１１・鹿児島県薩摩川内市天辰町・あまたつちよう

　　８９５-１４０２・鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名・いりきちよううらのみよう



　　８９５-１４０１・鹿児島県薩摩川内市入来町副田・いりきちようそえだ

　　８９５-０２１４・鹿児島県薩摩川内市運動公園町（３０３０)・うんどうこうえんちよう(３０３０)

　　８９５-００７７・鹿児島県薩摩川内市運動公園町（その他）・うんどうこうえんちよう(そのた)

　　８９９-１９２５・鹿児島県薩摩川内市網津町・おうつﾞちよう

　　８９５-００７６・鹿児島県薩摩川内市大小路町・おおしようじちよう

　　８９５-００３５・鹿児島県薩摩川内市尾白江町・おじろえちよう

　　８９６-１３０１・鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田・かしまちよういむた

　　８９５-００３１・鹿児島県薩摩川内市勝目町・かちめちよう

　　８９６-１２０３・鹿児島県薩摩川内市上甑町江石・ かみこしきちようえいじ

　　８９６-１２０４・鹿児島県薩摩川内市上甑町小島・かみこしきちようおしま

　　８９６-１２０６・鹿児島県薩摩川内市上甑町桑之浦・かみこしきちようくわのうら

　　８９６-１２０５・鹿児島県薩摩川内市上甑町瀬上・かみこしきちようせがみ

　　８９６-１２８１・鹿児島県薩摩川内市上甑町平良・かみこしきちようたいら

　　８９６-１２０１・鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑・かみこしきちようなかこしき

　　８９６-１２０２・鹿児島県薩摩川内市上甑町中野・かみこしきちようなかの

　　８９５-００６７・鹿児島県薩摩川内市上川内町・かみせんだいちよう

　　８９５-００３３・鹿児島県薩摩川内市川永野町・かわながのちよう

　　８９５-００５２・鹿児島県薩摩川内市神田町・かんだちよう

　　８９５-０００４・鹿児島県薩摩川内市久住町・くじゆうちよう

　　８９５-０００２・鹿児島県薩摩川内市楠元町・くすもとちよう

　　８９５-００４１・鹿児島県薩摩川内市隈之城町・くまのじようちよう

　　８９５-０１３２・鹿児島県薩摩川内市久見崎町・ぐみさきちよう

　　８９５-１５０２・鹿児島県薩摩川内市祁答院町藺牟田・けどういんちよういむた

　　８９５-１５０３・鹿児島県薩摩川内市祁答院町上手・けどういんちようかみで

　　８９５-１５０４・鹿児島県薩摩川内市祁答院町黒木・けどういんちようくろき

　　８９５-１５０１・鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手・けどういんちようしもで

　　８９５-００７３・鹿児島県薩摩川内市国分寺町・こくぶんじちよう

　　８９９-１９２２・鹿児島県薩摩川内市小倉町・こくらちよう

　　８９５-００６６・鹿児島県薩摩川内市五代町・ごだいちよう

　　８９５-００３４・鹿児島県薩摩川内市木場茶屋町・こはﾞんちややちよう

　　８９５-００６１・鹿児島県薩摩川内市御陵下町・ごりようしたちよう

　　８９６-１１０１・鹿児島県薩摩川内市里町里・さとちようさと

　　８９６-１５２１・鹿児島県薩摩川内市下甑町青瀬・しもこしきちようあおせ

　　８９６-１６０２・鹿児島県薩摩川内市下甑町片野浦・しもこしきちようかたのうら

　　８９６-１４１２・鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦（１７００～）・せせのうら

　　８９６-１４１２・鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦（内川内）・せせのうら(うちかわうち)

　　８９６-１５１２・鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦（その他）・せせのうら(そのた)

　　８９６-１６０１・鹿児島県薩摩川内市下甑町手打・しもこしきちようてうち

　　８９６-１４１１・鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜・しもこしきちようながはま

　　８９５-０２１３・鹿児島県薩摩川内市城上町・じようかみちよう

　　８９５-０００１・鹿児島県薩摩川内市白浜町・しらはまちよう

　　８９５-００２２・鹿児島県薩摩川内市白和町・しらわちよう

　　８９５-００６２・鹿児島県薩摩川内市大王町・だいおうちよう

　　８９５-００７１・鹿児島県薩摩川内市田海町・たうみちよう

　　８９５-０１３１・鹿児島県薩摩川内市高江町・たかえちよう

　　８９５-０２１１・鹿児島県薩摩川内市高城町・たきちよう

　　８９５-０００６・鹿児島県薩摩川内市田崎町・たさきちよう

　　８９５-００７２・鹿児島県薩摩川内市中郷・ちゆうごう

　　８９５-００７２・鹿児島県薩摩川内市中郷町・ちゆうごうちよう

　　８９５-１１０６・鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕・とうごうちようおのぶち

　　８９５-１１０１・鹿児島県薩摩川内市東郷町宍野・とうごうちようししの

　　８９５-１１０３・鹿児島県薩摩川内市東郷町鳥丸・とうごうちようとりまる

　　８９５-１１０５・鹿児島県薩摩川内市東郷町南瀬・とうごうちようのうぜ

　　８９５-１１０２・鹿児島県薩摩川内市東郷町藤川・とうごうちようふじかわ

　　８９５-１１０４・鹿児島県薩摩川内市東郷町山田・とうごうちようやまだ

　　８９５-００２４・鹿児島県薩摩川内市鳥追町・とりおいちよう

　　８９５-０００５・鹿児島県薩摩川内市永利町・ながとしちよう

　　８９５-００４２・鹿児島県薩摩川内市中福良町・なかふくらちよう

　　８９５-０００３・鹿児島県薩摩川内市中村町・なかむらちよう

　　８９５-００５５・鹿児島県薩摩川内市西開聞町・にしかいもんちよう

　　８９９-１８０１・鹿児島県薩摩川内市西方町・にしかたちよう

　　８９５-００２７・鹿児島県薩摩川内市西向田町・にしむこうだちよう

　　８９５-００６４・鹿児島県薩摩川内市花木町・はなきちよう

　　８９５-００７４・鹿児島県薩摩川内市原田町・はらだちよう

　　８９５-００７５・鹿児島県薩摩川内市東大小路町・ひがしおおしようじちよう

　　８９５-００５１・鹿児島県薩摩川内市東開聞町・ひがしかいもんちよう

　　８９５-００２６・鹿児島県薩摩川内市東向田町・ひがしむこうだちよう

　　８９５-００５３・鹿児島県薩摩川内市冷水町・ひやみずちよう

　　８９５-００１２・鹿児島県薩摩川内市平佐・ひらさ

　　８９５-００１２・鹿児島県薩摩川内市平佐町・ひらさちよう



　　８９５-１２０３・鹿児島県薩摩川内市樋脇町市比野・ひわきちよういちひの

　　８９５-１２０１・鹿児島県薩摩川内市樋脇町倉野・ひわきちようくらの

　　８９５-１２０２・鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原・ひわきちようとうのはら

　　８９９-１９２１・鹿児島県薩摩川内市水引町・みずひきちよう

　　８９９-１９２４・鹿児島県薩摩川内市港町・みなとちよう

　　８９５-００６５・鹿児島県薩摩川内市宮内町・みやうちちよう

　　８９５-００４３・鹿児島県薩摩川内市都町・みやこちよう

　　８９５-００１３・鹿児島県薩摩川内市宮崎町・みやざきちよう

　　８９５-００５６・鹿児島県薩摩川内市宮里町・みやざとちよう

　　８９５-００２５・鹿児島県薩摩川内市向田町・むこうだちよう

　　８９５-００２１・鹿児島県薩摩川内市向田本町・むこうだほんまち

　　８９５-０００７・鹿児島県薩摩川内市百次町・ももつぎちよう

　　８９５-００３６・鹿児島県薩摩川内市矢倉町・やぐらちよう

　　８９５-００３２・鹿児島県薩摩川内市山之口町・やまのくちちよう

　　８９９-１９２３・鹿児島県薩摩川内市湯島町・ゆしまちよう

　　８９９-１８０２・鹿児島県薩摩川内市湯田町・ゆだちよう

　　８９５-０２１２・鹿児島県薩摩川内市陽成町・ようぜいちよう

　　８９５-００２３・鹿児島県薩摩川内市横馬場町・よこはﾞはﾞちよう

　　８９５-０１３３・鹿児島県薩摩川内市寄田町・よりたちよう

　　８９５-００６３・鹿児島県薩摩川内市若葉町・わかはﾞちよう

　　８９５-００５４・鹿児島県薩摩川内市若松町・わかまつちよう

　　８９９-２５００・鹿児島県日置市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-２５２２・鹿児島県日置市伊集院町飯牟礼・いじゆういんちよういいむれ

　　８９９-２５０５・鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉・いじゆういんちよういがくら

　　８９９-３１２１・鹿児島県日置市伊集院町大田（久木野々石塚）・おおた(くきののいしつﾞか)

　　８９９-２５２１・鹿児島県日置市伊集院町大田（その他）・いじゆういんちようおおた(そのた)

　　８９９-２５１２・鹿児島県日置市伊集院町上神殿・いじゆういんちようかみこうどの

　　８９９-２５０６・鹿児島県日置市伊集院町清藤・いじゆういんちようきよふじ

　　８９９-２４４１・鹿児島県日置市伊集院町桑畑・いじゆういんちようくわはﾞた

　　８９９-２５２４・鹿児島県日置市伊集院町恋之原・いじゆういんちようこいのはら

　　８９９-２５０４・鹿児島県日置市伊集院町郡・いじゆういんちようこおり

　　８９９-２５１１・鹿児島県日置市伊集院町下神殿・いじゆういんちようしもこうどの

　　８９９-２５０１・鹿児島県日置市伊集院町下谷口・いじゆういんちようしもたにぐち

　　８９９-２５１５・鹿児島県日置市伊集院町竹之山・いじゆういんちようたけのやま

　　８９９-２５１６・鹿児島県日置市伊集院町土橋・ いじゆういんちようつちはﾞじ

　　８９９-２４４３・鹿児島県日置市伊集院町寺脇・いじゆういんちようてらわき

　　８９９-２５０２・鹿児島県日置市伊集院町徳重・いじゆういんちようとくしげ

　　８９９-２５１４・鹿児島県日置市伊集院町中川・いじゆういんちようなかがわ

　　８９９-２４４２・鹿児島県日置市伊集院町野田・いじゆういんちようのだ

　　８９９-２５２３・鹿児島県日置市伊集院町古城・いじゆういんちようふるじよう

　　８９９-２５０３・鹿児島県日置市伊集院町妙円寺・いじゆういんちようみようえんじ

　　８９９-２５１３・鹿児島県日置市伊集院町麦生田・いじゆういんちようむぎうだ

　　８９９-２２０３・鹿児島県日置市東市来町伊作田・ひがしいちきちよういざくだ

　　８９９-２２０４・鹿児島県日置市東市来町神之川・ひがしいちきちようかみのかわ

　　８９９-２４３２・鹿児島県日置市東市来町寺脇・ひがしいちきちようてらわき

　　８９９-２２０２・鹿児島県日置市東市来町長里・ひがしいちきちようながさと

　　８９９-２４３４・鹿児島県日置市東市来町南神之川・ひがしいちきちようみなみかみのかわ

　　８９９-２４３３・鹿児島県日置市東市来町宮田・ひがしいちきちようみやた

　　８９９-２４３１・鹿児島県日置市東市来町美山・ひがしいちきちようみやま

　　８９９-２２０１・鹿児島県日置市東市来町湯田・ひがしいちきちようゆだ

　　８９９-２３１１・鹿児島県日置市東市来町養母・ひがしいちきちようようほﾞ

　　８９９-２４２１・鹿児島県日置市日吉町神之川・ひよしちようかみのかわ

　　８９９-３１０１・鹿児島県日置市日吉町日置・ひよしちようひおき

　　８９９-３１０２・鹿児島県日置市日吉町山田・ひよしちようやまだ

　　８９９-３１０３・鹿児島県日置市日吉町吉利（５６１４)・ひよしちようよしとし

　　８９９-３１０３・鹿児島県日置市日吉町吉利（５６１９)・ひよしちようよしとし

　　８９９-３１０３・鹿児島県日置市日吉町吉利（５６４７)・ひよしちようよしとし

　　８９９-３１０３・鹿児島県日置市日吉町吉利（５６５３)・ひよしちようよしとし

　　８９９-３２０３・鹿児島県日置市日吉町吉利（その他）・ひよしちようよしとし(そのた)

　　８９９-３３０５・鹿児島県日置市吹上町今田・ふきあげちよういまだ

　　８９９-３３０４・鹿児島県日置市吹上町入来・ふきあげちよういりき

　　８９９-３３０６・鹿児島県日置市吹上町小野・ふきあげちようおの

　　８９９-３３０７・鹿児島県日置市吹上町花熟里・ふきあげちようけじゆくり

　　８９９-３３０８・鹿児島県日置市吹上町田尻・ふきあげちようたじり

　　８９９-３３０２・鹿児島県日置市吹上町中之里・ふきあげちようなかのさと

　　８９９-３３０１・鹿児島県日置市吹上町中原・ふきあげちようなかはら

　　８９９-３２２１・鹿児島県日置市吹上町永吉・ ふきあげちようながよじ

　　８９９-３３０３・鹿児島県日置市吹上町湯之浦・ふきあげちようゆのうら

　　８９９-３３０９・鹿児島県日置市吹上町与倉・ふきあげちようよくら

　　８９９-３３１１・鹿児島県日置市吹上町和田・ふきあげちようわだ



　　８９９-８６００・鹿児島県曽於市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-８２１１・鹿児島県曽於市大隅町荒谷（荒谷）・おおすみちようあらたに(あらたに)

　　８９９-８２１１・鹿児島県曽於市大隅町荒谷（大迫）・おおすみちようあらたに(おおさこ)

　　８９９-８２１１・鹿児島県曽於市大隅町荒谷（中大迫）・おおすみちようあらたに(なかおおさこ)

　　８９９-８３１１・鹿児島県曽於市大隅町荒谷（その他）・おおすみちようあらたに(そのた)

　　８９９-８１０２・鹿児島県曽於市大隅町岩川・おおすみちよういわがわ

　　８９９-８４２１・鹿児島県曽於市大隅町大谷・おおすみちようおおたに

　　８９９-８２１３・鹿児島県曽於市大隅町境木町・おおすみちようさかいぎまち

　　８９９-８４２２・鹿児島県曽於市大隅町坂元・おおすみちようさかもと

　　８９９-８１０６・鹿児島県曽於市大隅町下窪町・おおすみちようしもくほﾞまち

　　８９９-８４２３・鹿児島県曽於市大隅町須田木・おおすみちようすだき

　　８９９-８１０５・鹿児島県曽於市大隅町段中町・おおすみちようだんなかまち

　　８９９-８２１２・鹿児島県曽於市大隅町月野・おおすみちようつきの

　　８９９-８４２４・鹿児島県曽於市大隅町恒吉・ おおすみちようつねよじ

　　８９９-８１０３・鹿児島県曽於市大隅町中之内・おおすみちようなかのうち

　　８９９-８１０４・鹿児島県曽於市大隅町鳴神町・おおすみちようなるがみまち

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（池原）・すえよしちよういわさき(いけはら)

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（岩之上）・すえよしちよういわさき(いわのうえ)

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（岩南）・すえよしちよういわさき(いわみなみ)

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（前田）・すえよしちよういわさき(まえだ)

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（牧原）・すえよしちよういわさき(まきはら)

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（道添）・すえよしちよういわさき(みちぞい)

　　８９９-８１０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（宮原）・すえよしちよういわさき(みやはﾞる)

　　８９９-８６０１・鹿児島県曽於市末吉町岩崎（その他）・すえよしちよういわさき(そのた)

　　８９９-８６０９・鹿児島県曽於市末吉町上町・すえよしちようかみまち

　　８９９-８６０２・鹿児島県曽於市末吉町栄町・すえよしちようさかえまち

　　８９９-８６０３・鹿児島県曽於市末吉町新町・すえよしちようしんまち

　　８９９-８６０４・鹿児島県曽於市末吉町諏訪方・すえよしちようすわかた

　　８９９-８６０５・鹿児島県曽於市末吉町二之方・すえよしちようにのかた

　　８９９-８６０６・鹿児島県曽於市末吉町深川・すえよしちようふかがわ

　　８９９-８６０７・鹿児島県曽於市末吉町本町・すえよしちようほんまち

　　８９９-８６０８・鹿児島県曽於市末吉町南之郷・すえよしちようみなみのごう

　　８９９-４１０２・鹿児島県曽於市財部町北俣・たからべちようきたまた

　　８９９-４１０３・鹿児島県曽於市財部町下財部・たからべちようしもたからべ

　　８９９-４１０１・鹿児島県曽於市財部町南俣・たからべちようみなみまた

　　８９９-４３００・鹿児島県霧島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-４２０３・鹿児島県霧島市霧島大窪・きりしまおおくほﾞ

　　８９９-４２０４・鹿児島県霧島市霧島川北・きりしまかわきた

　　８９９-４２０１・鹿児島県霧島市霧島田口・きりしまたぐち

　　８９９-４２０２・鹿児島県霧島市霧島永水・きりしまながみず

　　８９９-４４６１・鹿児島県霧島市国分上之段・こくぶうえのだん

　　８９９-４３１８・鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森・こくぶうえのはらじようもんのもり

　　８９９-４３１７・鹿児島県霧島市国分上野原テクノパーク・こくぶうえのはらてくのはﾟｰく

　　８９９-４３１３・鹿児島県霧島市国分上井・こくぶうわい

　　８９９-４３１６・鹿児島県霧島市国分上小川・こくぶかみこがわ

　　８９９-４３１４・鹿児島県霧島市国分川内・こくぶかわうち

　　８９９-４３０３・鹿児島県霧島市国分川原・こくぶかわはら

　　８９９-４３０４・鹿児島県霧島市国分清水・こくぶきよみず

　　８９９-４３５５・鹿児島県霧島市国分剣之宇都町・こくぶけんのうとちよう

　　８９９-４３０５・鹿児島県霧島市国分郡田・こくぶこおりだ

　　８９９-４４６２・鹿児島県霧島市国分敷根・こくぶしきね

　　８９９-４３０１・鹿児島県霧島市国分重久・こくぶしげひさ

　　８９９-４４６３・鹿児島県霧島市国分下井・こくぶしたい

　　８９９-４３３１・鹿児島県霧島市国分城山町・こくぶしろやまちよう

　　８９９-４３５１・鹿児島県霧島市国分新町・こくぶしんまち

　　８９９-４３０２・鹿児島県霧島市国分台明寺・こくぶだいみようじ

　　８９９-４３３２・鹿児島県霧島市国分中央・こくぶちゆうおう

　　８９９-４３１１・鹿児島県霧島市国分名波町・こくぶなはﾞちよう

　　８９９-４３４４・鹿児島県霧島市国分野口北・こくぶのぐちきた

　　８９９-４３４２・鹿児島県霧島市国分野口町・こくぶのぐちちよう

　　８９９-４３４３・鹿児島県霧島市国分野口西・ こくぶのぐちにじ

　　８９９-４３４１・鹿児島県霧島市国分野口東・ こくぶのぐちひがじ

　　８９９-４３５４・鹿児島県霧島市国分姫城・こくぶひめぎ

　　８９９-４３５６・鹿児島県霧島市国分姫城南・こくぶひめぎみなみ

　　８９９-４３２１・鹿児島県霧島市国分広瀬・こくぶひろせ

　　８９９-４３２２・鹿児島県霧島市国分福島・こくぶふくしま

　　８９９-４３４５・鹿児島県霧島市国分府中・こくぶふちゆう

　　８９９-４３４６・鹿児島県霧島市国分府中町・こくぶふちゆうちよう

　　８９９-４３２３・鹿児島県霧島市国分松木・こくぶまつき

　　８９９-４３２５・鹿児島県霧島市国分松木町・こくぶまつきちよう



　　８９９-４３２４・鹿児島県霧島市国分松木東・ こくぶまつきひがじ

　　８９９-４３１５・鹿児島県霧島市国分湊・こくぶみなと

　　８９９-４３５２・鹿児島県霧島市国分向花・こくぶむけ

　　８９９-４３５３・鹿児島県霧島市国分向花町・こくぶむけちよう

　　８９９-４３１２・鹿児島県霧島市国分山下町・こくぶやましたちよう

　　８９９-５１１８・鹿児島県霧島市隼人町朝日・はやとちようあさひ

　　８９９-５１１６・鹿児島県霧島市隼人町内・はやとちよううち

　　８９９-５１０６・鹿児島県霧島市隼人町内山田・はやとちよううちやまだ

　　８９９-５１０５・鹿児島県霧島市隼人町小田・はやとちようおだ

　　８９９-５１０３・鹿児島県霧島市隼人町小浜・はやとちようおはま

　　８９９-５１１３・鹿児島県霧島市隼人町嘉例川・はやとちようかれいがわ

　　８９９-５１１４・鹿児島県霧島市隼人町西光寺・はやとちようさいこうじ

　　８９９-５１２１・鹿児島県霧島市隼人町神宮・はやとちようじんぐう

　　８９９-５１０２・鹿児島県霧島市隼人町真孝・はやとちようしんこう

　　８９９-５１０１・鹿児島県霧島市隼人町住吉・ はやとちようすみよじ

　　８９９-５１１５・鹿児島県霧島市隼人町東郷・はやとちようとうごう

　　８９９-５１０４・鹿児島県霧島市隼人町野久美田・はやとちようのくみだ

　　８９９-５１１１・鹿児島県霧島市隼人町姫城・はやとちようひめぎ

　　８９９-５１１２・鹿児島県霧島市隼人町松永・はやとちようまつなが

　　８９９-５１１７・鹿児島県霧島市隼人町見次・はやとちようみつぎ

　　８９９-４５０４・鹿児島県霧島市福山町佳例川・ふくやまちようかれいがわ

　　８９９-４５０３・鹿児島県霧島市福山町福沢・ふくやまちようふくざわ

　　８９９-４５０２・鹿児島県霧島市福山町福地・ふくやまちようふくち

　　８９９-４５０１・鹿児島県霧島市福山町福山・ふくやまちようふくやま

　　８９９-６６０４・鹿児島県霧島市牧園町上中津川（１８９６～２０７２)・かみなかつがわ

　　８９９-６５０４・鹿児島県霧島市牧園町上中津川（その他）・かみなかつがわ(そのた)

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８２４－２)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８２４－９)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８２４－４１)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８３５－８１)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８３５－１０８)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８３５－１０９)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（８３５－２２８)・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８３５－２３８）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（１８３５－２５３）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２００３－５）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２００３－９）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２００３－１４）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２００３－１７）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２００３－１８）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（２０５７－８）・さんたいどう

　　８９９-６６０２・鹿児島県霧島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-６５０２・鹿児島県霧島市牧園町三体堂（その他）・まきぞのちようさんたいどう(そのた)

　　８９９-６５０６・鹿児島県霧島市牧園町下中津川・まきぞのちようしもなかつがわ

　　８９９-６５０７・鹿児島県霧島市牧園町宿窪田・まきぞのちようしゆくくほﾞた

　　８９９-６５０３・鹿児島県霧島市牧園町高千穂（３０１２～３２４０)・まきぞのちようたかちほ

　　８９９-６６０３・鹿児島県霧島市牧園町高千穂（その他）・まきぞのちようたかちほ(そのた)

　　８９９-６６０１・鹿児島県霧島市牧園町万膳（１４００～１４７７)・まきぞのちようまんぜん

　　８９９-６５０１・鹿児島県霧島市牧園町万膳（その他）・まきぞのちようまんぜん(そのた)

　　８９９-６５０５・鹿児島県霧島市牧園町持松・まきぞのちようもちまつ

　　８９９-６４０１・鹿児島県霧島市溝辺町有川・みぞべちようありかわ

　　８９９-６４０５・鹿児島県霧島市溝辺町崎森・みぞべちようさきもり

　　８９９-６４０２・鹿児島県霧島市溝辺町竹子・みぞべちようたかぜ

　　８９９-６４０４・鹿児島県霧島市溝辺町麓・みぞべちようふもと

　　８９９-６４０３・鹿児島県霧島市溝辺町三縄・みぞべちようみなわ

　　８９９-６３０１・鹿児島県霧島市横川町上ノ・よこがわちようかみの

　　８９９-６３０２・鹿児島県霧島市横川町下ノ・よこがわちようしもの

　　８９９-６３０３・鹿児島県霧島市横川町中ノ・よこがわちようなかの

　　８９６-００００・鹿児島県いちき串木野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９６-００６１・鹿児島県いちき串木野市愛木町・あいぎちよう

　　８９６-０００１・鹿児島県いちき串木野市曙町・あけほﾞのちよう

　　８９６-００１５・鹿児島県いちき串木野市旭町・あさひまち

　　８９６-００６５・鹿児島県いちき串木野市荒川・あらかわ

　　８９６-００３６・鹿児島県いちき串木野市浦和町・うらわちよう

　　８９６-００２７・鹿児島県いちき串木野市恵比須町・えびすちよう

　　８９９-２１０３・鹿児島県いちき串木野市大里・おおざと

　　８９６-００１１・鹿児島県いちき串木野市大原町・おおはるまち

　　８９６-００２５・鹿児島県いちき串木野市御倉町・おくらちよう

　　８９６-００５７・鹿児島県いちき串木野市海瀬・かいぜ

　　８９６-０００２・鹿児島県いちき串木野市春日町・かすがちよう



　　８９６-００７９・鹿児島県いちき串木野市河内・かわうち

　　８９９-２１０２・鹿児島県いちき串木野市川上・かわかみ

　　８９６-００５２・鹿児島県いちき串木野市上名・かんみよう

　　８９６-００５１・鹿児島県いちき串木野市冠嶽・かんむりだけ

　　８９６-００４１・鹿児島県いちき串木野市北浜町・きたはまちよう

　　８９６-０００３・鹿児島県いちき串木野市京町・きようまち

　　８９６-００７５・鹿児島県いちき串木野市金山・きんざん

　　８９６-００７４・鹿児島県いちき串木野市金山下・きんざんしも

　　８９６-００６３・鹿児島県いちき串木野市口之町・くちのまち

　　８９６-００３４・鹿児島県いちき串木野市小瀬町・こぜちよう

　　８９６-００１３・鹿児島県いちき串木野市栄町・さかえまち

　　８９６-００１６・鹿児島県いちき串木野市桜町・さくらまち

　　８９６-００７２・鹿児島県いちき串木野市薩摩山・さつまやま

　　８９６-０００４・鹿児島県いちき串木野市汐見町・しおみちよう

　　８９６-００２３・鹿児島県いちき串木野市塩屋町・しおやちよう

　　８９６-００２６・鹿児島県いちき串木野市昭和通・しようわどおり

　　８９６-００３５・鹿児島県いちき串木野市新生町・しんせいちよう

　　８９６-００２１・鹿児島県いちき串木野市住吉町・すみよしちよう

　　８９６-００４６・鹿児島県いちき串木野市西薩町・せいさつちよう

　　８９６-００７８・鹿児島県いちき串木野市生福・せいふく

　　８９６-００７６・鹿児島県いちき串木野市芹ケ野・せりがの

　　８９６-００１７・鹿児島県いちき串木野市高見町・たかみちよう

　　８９６-００５５・鹿児島県いちき串木野市照島・てるしま

　　８９６-００１２・鹿児島県いちき串木野市中尾町・なかおちよう

　　８９６-００３３・鹿児島県いちき串木野市長崎町・ながさきちよう

　　８９６-０００５・鹿児島県いちき串木野市西塩田町・にしえんでんちよう

　　８９６-００３２・鹿児島県いちき串木野市西島平町・にししまびらちよう

　　８９６-００４４・鹿児島県いちき串木野市西浜町・にしはまちよう

　　８９６-００７３・鹿児島県いちき串木野市野下・のした

　　８９６-００６６・鹿児島県いちき串木野市野元・のもと

　　８９６-００５８・鹿児島県いちき串木野市袴田・はかまだ

　　８９６-００６４・鹿児島県いちき串木野市羽島・はしま

　　８９６-００６９・鹿児島県いちき串木野市浜ケ城・はまがじよう

　　８９６-００６２・鹿児島県いちき串木野市浜田町・はまだちよう

　　８９６-０００６・鹿児島県いちき串木野市東塩田町・ひがしえんでんちよう

　　８９６-００３１・鹿児島県いちき串木野市東島平町・ひがししまびらちよう

　　８９６-００５４・鹿児島県いちき串木野市日出町・ひのでちよう

　　８９６-００２８・鹿児島県いちき串木野市ひばりが丘・ひはﾞりがおか

　　８９６-００６７・鹿児島県いちき串木野市平江・ひらえ

　　８９６-００７１・鹿児島県いちき串木野市深田上・ふかたかみ

　　８９６-００７７・鹿児島県いちき串木野市深田下・ふかたしも

　　８９６-００３７・鹿児島県いちき串木野市別府・べつふﾟ

　　８９６-００４５・鹿児島県いちき串木野市まぐろ本町・まぐろほんまち

　　８９６-００２４・鹿児島県いちき串木野市美住町・みすみちよう

　　８９６-００６８・鹿児島県いちき串木野市三井・みつい

　　８９６-００２２・鹿児島県いちき串木野市緑町・みどりまち

　　８９６-００４３・鹿児島県いちき串木野市港町・みなとまち

　　８９９-２１０１・鹿児島県いちき串木野市湊町・みなとまち

　　８９６-００４２・鹿児島県いちき串木野市本浜町・もとはまちよう

　　８９６-００１４・鹿児島県いちき串木野市元町・もとまち

　　８９６-００５６・鹿児島県いちき串木野市八房・やふさ

　　８９７-００００・鹿児島県南さつま市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９８-０２２１・鹿児島県南さつま市大浦町（４７１３～５２７７)・おおうらちよう

　　８９７-１２０１・鹿児島県南さつま市大浦町（その他）・おおうらちよう(そのた)

　　８９７-１３０２・鹿児島県南さつま市笠沙町赤生木・かささちようあこうぎ

　　８９７-１３０１・鹿児島県南さつま市笠沙町片浦・かささちようかたうら

　　８９７-０００４・鹿児島県南さつま市加世田内山田・かせだうちやまだ

　　８９７-０００３・鹿児島県南さつま市加世田川畑・かせだかわはﾞた

　　８９７-１１２２・鹿児島県南さつま市加世田小湊・かせだこみなと

　　８９７-０００８・鹿児島県南さつま市加世田地頭所・かせだじとうしよ

　　８９７-０００７・鹿児島県南さつま市加世田白亀・かせだしらかめ

　　８９７-１１２３・鹿児島県南さつま市加世田高橋・ かせだたかはじ

　　８９７-０００２・鹿児島県南さつま市加世田武田・かせだたけだ

　　８９９-３６１１・鹿児島県南さつま市加世田津貫・かせだつぬき

　　８９７-１１２１・鹿児島県南さつま市加世田唐仁原・かせだとうじんはﾞら

　　８９７-０００９・鹿児島県南さつま市加世田ハーモニー・かせだはｰもにｰ

　　８９７-００３１・鹿児島県南さつま市加世田東本町・かせだひがしほんちよう

　　８９７-０００５・鹿児島県南さつま市加世田麓町・かせだふもとちよう

　　８９７-０００６・鹿児島県南さつま市加世田本町・かせだほんちよう

　　８９７-１１２５・鹿児島県南さつま市加世田益山・かせだますやま



　　８９７-１１２４・鹿児島県南さつま市加世田宮原・かせだみやはﾞら

　　８９７-０００１・鹿児島県南さつま市加世田村原・かせだむらはら

　　８９９-３４０５・鹿児島県南さつま市金峰町池辺・きんほﾟうちよういけべ

　　８９９-３５１６・鹿児島県南さつま市金峰町浦之名・きんほﾟうちよううらのみよう

　　８９９-３４０１・鹿児島県南さつま市金峰町大野・きんほﾟうちようおおの

　　８９９-３４０３・鹿児島県南さつま市金峰町尾下・きんほﾟうちようおくだり

　　８９９-３５１３・鹿児島県南さつま市金峰町白川・きんほﾟうちようしらかわ

　　８９９-３４０２・鹿児島県南さつま市金峰町大坂・きんほﾟうちようだいざか

　　８９９-３４０４・鹿児島県南さつま市金峰町高橋・ きんほﾟうちようたかはじ

　　８９９-３５１５・鹿児島県南さつま市金峰町中津野・きんほﾟうちようなかつの

　　８９９-３５１４・鹿児島県南さつま市金峰町新山・きんほﾟうちようにいやま

　　８９９-３５１２・鹿児島県南さつま市金峰町花瀬・きんほﾟうちようはなぜ

　　８９９-３５１１・鹿児島県南さつま市金峰町宮崎・きんほﾟうちようみやざき

　　８９８-０２１２・鹿児島県南さつま市坊津町秋目・ほﾞうのつちようあきめ

　　８９８-０２１１・鹿児島県南さつま市坊津町久志・ ほﾞうのつちようくじ

　　８９８-０１０２・鹿児島県南さつま市坊津町泊・ほﾞうのつちようとまり

　　８９８-０１０１・鹿児島県南さつま市坊津町坊・ほﾞうのつちようほﾞう

　　８９９-７１００・鹿児島県志布志市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-７４０１・鹿児島県志布志市有明町伊崎田・ありあけちよういさきだ

　　８９９-７４０２・鹿児島県志布志市有明町野井倉・ありあけちようのいくら

　　８９９-８３１２・鹿児島県志布志市有明町野神（抜谷）・のがみ(ぬきだに)

　　８９９-８３１２・鹿児島県志布志市有明町野神（塗木）・のがみ(ぬるき)

　　８９９-８３１２・鹿児島県志布志市有明町野神（本地）・のがみ(ほんじ)

　　８９９-８３１２・鹿児島県志布志市有明町野神（曲）・のがみ(まがり)

　　８９９-８３１２・鹿児島県志布志市有明町野神（水ノ谷）・のがみ(みずのたに)

　　８９９-７５１２・鹿児島県志布志市有明町野神（その他）・ありあけちようのがみ(そのた)

　　８９９-７５１１・鹿児島県志布志市有明町原田・ありあけちようはらだ

　　８９９-７４０３・鹿児島県志布志市有明町蓬原（春日）・ありあけちようふつはら(かすが)

　　８９９-７５０３・鹿児島県志布志市有明町蓬原（その他）・ありあけちようふつはら(そのた)

　　８９９-７５１３・鹿児島県志布志市有明町山重・ありあけちようやましげ

　　８９９-７１０４・鹿児島県志布志市志布志町安楽・しぶしちようあんらく

　　８９９-７２１１・鹿児島県志布志市志布志町内之倉・しぶしちよううちのくら

　　８９９-７１０３・鹿児島県志布志市志布志町志布志・ しぶしちようしぶじ

　　８９９-７２１２・鹿児島県志布志市志布志町田之浦・しぶしちようたのうら

　　８９９-７１０２・鹿児島県志布志市志布志町帖・しぶしちようちよう

　　８９９-７１０１・鹿児島県志布志市志布志町夏井・しぶしちようなつい

　　８９９-７６０３・鹿児島県志布志市松山町尾野見・まつやまちようおのみ

　　８９９-７６０１・鹿児島県志布志市松山町新橋・ まつやまちようしんはﾞじ

　　８９９-７６０２・鹿児島県志布志市松山町泰野・まつやまちようたいの

　　８９４-００００・鹿児島県奄美市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９４-０５０１・鹿児島県奄美市笠利町宇宿・かさりちよううしゆく

　　８９４-０６２２・鹿児島県奄美市笠利町笠利・かさりちようかさり

　　８９４-０６２５・鹿児島県奄美市笠利町川上・かさりちようかわかみ

　　８９４-０５０７・鹿児島県奄美市笠利町喜瀬・かさりちようきせ

　　８９４-０５１１・鹿児島県奄美市笠利町里・かさりちようさと

　　８９４-０６２７・鹿児島県奄美市笠利町佐仁・かさりちようさに

　　８９４-０６２４・鹿児島県奄美市笠利町須野・かさりちようすの

　　８９４-０５０４・鹿児島県奄美市笠利町節田,5・かさりちようせつた

　　８９４-０５１３・鹿児島県奄美市笠利町外金久・かさりちようそとがねく

　　８９４-０５０５・鹿児島県奄美市笠利町平・かさりちようたいら

　　８９４-０５０６・鹿児島県奄美市笠利町手花部・かさりちようてけぶ

　　８９４-０５１２・鹿児島県奄美市笠利町中金久・かさりちようなかがねく

　　８９４-０６２３・鹿児島県奄美市笠利町辺留・かさりちようべる

　　８９４-０５０２・鹿児島県奄美市笠利町万屋・かさりちようまんや

　　８９４-０６２６・鹿児島県奄美市笠利町屋仁・かさりちようやに

　　８９４-０６２１・鹿児島県奄美市笠利町用・かさりちようよう

　　８９４-０５０８・鹿児島県奄美市笠利町用安・かさりちようようあん

　　８９４-０５０３・鹿児島県奄美市笠利町和野・かさりちようわの

　　８９４-１２０１・鹿児島県奄美市住用町石原・すみようちよういしはら

　　８９４-１３２１・鹿児島県奄美市住用町市・すみようちよういち

　　８９４-１２０３・鹿児島県奄美市住用町神屋・すみようちようかみや

　　８９４-１１１５・鹿児島県奄美市住用町川内・すみようちようかわうち

　　８９４-１１１１・鹿児島県奄美市住用町城・すみようちようぐすく

　　８９４-１１１６・鹿児島県奄美市住用町摺勝・すみようちようすりがち

　　８９４-１２０２・鹿児島県奄美市住用町西仲間・すみようちようにしなかま

　　８９４-１１１４・鹿児島県奄美市住用町東仲間・すみようちようひがしなかま

　　８９４-１１１３・鹿児島県奄美市住用町見里・すみようちようみざと

　　８９４-１２０５・鹿児島県奄美市住用町役勝・すみようちようやくがち

　　８９４-１３０４・鹿児島県奄美市住用町山間（４９３～５９２）・すみようちようやんま(とだま)

　　８９４-１３０４・鹿児島県奄美市住用町山間（戸玉）・すみようちようやんま(とだま)



　　８９４-１２０４・鹿児島県奄美市住用町山間（その他）・すみようちようやんま(そのた)

　　８９４-１１１２・鹿児島県奄美市住用町和瀬・すみようちようわせ

　　８９４-０７７３・鹿児島県奄美市名瀬朝戸・なぜあさと

　　８９４-００４３・鹿児島県奄美市名瀬朝仁・なぜあさに

　　８９４-００４１・鹿児島県奄美市名瀬朝仁新町・なぜあさにしんまち

　　８９４-００４２・鹿児島県奄美市名瀬朝仁町・なぜあさにちよう

　　８９４-００６１・鹿児島県奄美市名瀬朝日町・なぜあさひちよう

　　８９４-０３５１・鹿児島県奄美市名瀬芦花部・なぜあしけぶ

　　８９４-０００２・鹿児島県奄美市名瀬有屋・なぜありや

　　８９４-００６２・鹿児島県奄美市名瀬有屋町・なぜありやちよう

　　８９４-０３５２・鹿児島県奄美市名瀬有良・なぜありら

　　８９４-００１１・鹿児島県奄美市名瀬安勝町・なぜあんがちちよう

　　８９４-００１７・鹿児島県奄美市名瀬石橋町・なぜいしはﾞしちよう

　　８９４-０７７４・鹿児島県奄美市名瀬伊津部勝・なぜいつぶがち

　　８９４-００２１・鹿児島県奄美市名瀬伊津部町・なぜいつぶちよう

　　８９４-００２４・鹿児島県奄美市名瀬井根町・なぜいねちよう

　　８９４-００３４・鹿児島県奄美市名瀬入舟町・なぜいりふねちよう

　　８９４-０１０８・鹿児島県奄美市名瀬浦上（小又）・なぜうらがみ(こまた)

　　８９４-０００８・鹿児島県奄美市名瀬浦上（その他）・なぜうらがみ(そのた)

　　８９４-００６８・鹿児島県奄美市名瀬浦上町・なぜうらがみちよう

　　８９４-００１３・鹿児島県奄美市名瀬春日町・なぜかすがちよう

　　８９４-００３１・鹿児島県奄美市名瀬金久町・なぜかねくちよう

　　８９４-００２２・鹿児島県奄美市名瀬久里町・なぜくさとちよう

　　８９４-００４６・鹿児島県奄美市名瀬小宿・なぜこしゆく

　　８９４-０００６・鹿児島県奄美市名瀬小浜町・なぜこはまちよう

　　８９４-００１２・鹿児島県奄美市名瀬小俣町・なぜこまたちよう

　　８９４-０７７１・鹿児島県奄美市名瀬小湊・なぜこみなと

　　８９４-００２５・鹿児島県奄美市名瀬幸町・なぜさいわいちよう

　　８９４-０７７６・鹿児島県奄美市名瀬崎原・なぜさきはﾞる

　　８９４-０００５・鹿児島県奄美市名瀬佐大熊町・なぜさだいくまちよう

　　８９４-００３５・鹿児島県奄美市名瀬塩浜町・なぜしおはまちよう

　　８９４-００２７・鹿児島県奄美市名瀬末広町・なぜすえひろちよう

　　８９４-０００１・鹿児島県奄美市名瀬大熊・なぜだいくま

　　８９４-０００９・鹿児島県奄美市名瀬大熊町・なぜだいくまちよう

　　８９４-００４７・鹿児島県奄美市名瀬知名瀬・なぜちなせ

　　８９４-０００３・鹿児島県奄美市名瀬仲勝・なぜなかがち

　　８９４-００６３・鹿児島県奄美市名瀬仲勝町・なぜなかがちちよう

　　８９４-００２３・鹿児島県奄美市名瀬永田町・なぜながたちよう

　　８９４-００３６・鹿児島県奄美市名瀬長浜町・なぜながはまちよう

　　８９４-０７７５・鹿児島県奄美市名瀬名瀬勝・なぜなぜがち

　　８９４-０７７２・鹿児島県奄美市名瀬西仲勝・なぜにしなかがち

　　８９４-００４８・鹿児島県奄美市名瀬根瀬部・なぜねせぶ

　　８９４-０００４・鹿児島県奄美市名瀬鳩浜町・なぜはとはまちよう

　　８９４-００４４・鹿児島県奄美市名瀬浜里町・なぜはまさとちよう

　　８９４-００１４・鹿児島県奄美市名瀬平田町・なぜひらたちよう

　　８９４-００４５・鹿児島県奄美市名瀬平松町・なぜひらまつちよう

　　８９４-００１６・鹿児島県奄美市名瀬古田町・なぜふるたちよう

　　８９４-００１５・鹿児島県奄美市名瀬真名津町・なぜまなつﾞちよう

　　８９４-００２６・鹿児島県奄美市名瀬港町・なぜみなとまち

　　８９４-００３２・鹿児島県奄美市名瀬柳町・なぜやなぎまち

　　８９４-００３３・鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町・なぜやのわきちよう

　　８９４-０００７・鹿児島県奄美市名瀬和光町・なぜわこうちよう

　　８９７-０２００・鹿児島県南九州市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-０７０５・鹿児島県南九州市頴娃町上別府・えいちようかみべつふﾟ

　　８９１-０７０１・鹿児島県南九州市頴娃町郡・えいちようこおり

　　８９１-０７０３・鹿児島県南九州市頴娃町御領・えいちようごりよう

　　８９１-０７０４・鹿児島県南九州市頴娃町別府・えいちようべつふﾟ

　　８９１-０７０２・鹿児島県南九州市頴娃町牧之内・えいちようまきのうち

　　８９７-０２１２・鹿児島県南九州市川辺町今田・かわなべちよういまだ

　　８９７-０２１３・鹿児島県南九州市川辺町小野・かわなべちようおの

　　８９７-０１３１・鹿児島県南九州市川辺町上山田・かわなべちようかみやまだ

　　８９７-０２０２・鹿児島県南九州市川辺町清水・かわなべちようきよみず

　　８９７-０２０１・鹿児島県南九州市川辺町神殿・かわなべちようこうどの

　　８９７-０１３３・鹿児島県南九州市川辺町下山田・かわなべちようしもやまだ

　　８９７-０２２３・鹿児島県南九州市川辺町高田・かわなべちようたかた

　　８９７-０２２１・鹿児島県南九州市川辺町田部田・かわなべちようたべた

　　８９７-０２２２・鹿児島県南九州市川辺町永田・かわなべちようながた

　　８９７-０１３２・鹿児島県南九州市川辺町中山田・かわなべちようなかやまだ

　　８９７-０２０３・鹿児島県南九州市川辺町野崎・かわなべちようのさき

　　８９７-０２０５・鹿児島県南九州市川辺町野間・かわなべちようのま



　　８９７-０２１５・鹿児島県南九州市川辺町平山・かわなべちようひらやま

　　８９７-０２０４・鹿児島県南九州市川辺町古殿・かわなべちようふるとの

　　８９７-０２１４・鹿児島県南九州市川辺町宮・かわなべちようみや

　　８９７-０２２４・鹿児島県南九州市川辺町本別府・かわなべちようもとべつふﾟ

　　８９７-０２１１・鹿児島県南九州市川辺町両添・かわなべちようりようぞえ

　　８９７-０３０１・鹿児島県南九州市知覧町厚地・ちらんちようあつち

　　８９７-０３０２・鹿児島県南九州市知覧町郡・ちらんちようこおり

　　８９１-０９１１・鹿児島県南九州市知覧町塩屋・ちらんちようしおや

　　８９７-０３０５・鹿児島県南九州市知覧町瀬世・ちらんちようせせ

　　８９７-０３０３・鹿児島県南九州市知覧町永里・ちらんちようながさと

　　８９７-０３０６・鹿児島県南九州市知覧町西元・ちらんちようにしもと

　　８９７-０３０４・鹿児島県南九州市知覧町東別府・ちらんちようひがしべつふﾟ

　　８９１-０９１２・鹿児島県南九州市知覧町南別府・ちらんちようみなみべつふﾟ

　　８９５-２５００・鹿児島県伊佐市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９５-２５０４・鹿児島県伊佐市大口青木・おおくちあおき

　　８９５-２５０１・鹿児島県伊佐市大口牛尾・おおくちうしお

　　８９５-２５２２・鹿児島県伊佐市大口大島・おおくちおおしま

　　８９５-２５０７・鹿児島県伊佐市大口大田・おおくちおおた

　　８９５-２５２３・鹿児島県伊佐市大口金波田・おおくちかなはだ

　　８９５-２５１３・鹿児島県伊佐市大口上町・おおくちかみまち

　　８９５-２５２８・鹿児島県伊佐市大口川岩瀬・おおくちかわいわぜ

　　８９５-２５０２・鹿児島県伊佐市大口木ノ氏・おおくちきのうじ

　　８９５-２６３４・鹿児島県伊佐市大口小川内・おおくちこがわうち

　　８９５-２６３１・鹿児島県伊佐市大口小木原・おおくちこぎはら

　　８９５-２５１１・鹿児島県伊佐市大口里・おおくちさと

　　８９５-２５０３・鹿児島県伊佐市大口篠原・おおくちしのはら

　　８９５-２５２５・鹿児島県伊佐市大口下殿・おおくちしもとの

　　８９５-２５２９・鹿児島県伊佐市大口白木・おおくちしらき

　　８９５-２４４１・鹿児島県伊佐市大口曽木・おおくちそぎ

　　８９５-２５２７・鹿児島県伊佐市大口田代・おおくちたしろ

　　８９５-２５２４・鹿児島県伊佐市大口堂崎・おおくちどうざき

　　８９５-２５２１・鹿児島県伊佐市大口鳥巣・おおくちとりす

　　８９５-２５０６・鹿児島県伊佐市大口原田・おおくちはらだ

　　８９５-２４４２・鹿児島県伊佐市大口針持・おおくちはりもち

　　８９５-２６３３・鹿児島県伊佐市大口平出水・おおくちひらいずみ

　　８９５-２６３２・鹿児島県伊佐市大口渕辺・おおくちふちべ

　　８９５-２５２６・鹿児島県伊佐市大口宮人・おおくちみやひと

　　８９５-２５０５・鹿児島県伊佐市大口目丸・おおくちめまる

　　８９５-２５１２・鹿児島県伊佐市大口元町・おおくちもとまち

　　８９５-２６３５・鹿児島県伊佐市大口山野・おおくちやまの

　　８９５-２８１１・鹿児島県伊佐市菱刈荒田・ひしかりあらた

　　８９５-２７０４・鹿児島県伊佐市菱刈市山・ひしかりいちやま

　　８９５-２７０８・鹿児島県伊佐市菱刈川北・ひしかりかわきた

　　８９５-２８１２・鹿児島県伊佐市菱刈川南・ひしかりかわみなみ

　　８９５-２７０５・鹿児島県伊佐市菱刈重留・ひしかりしげとめ

　　８９５-２７０２・鹿児島県伊佐市菱刈下手・ひしかりしもで

　　８９５-２７０６・鹿児島県伊佐市菱刈田中・ひしかりたなか

　　８９５-２７０７・鹿児島県伊佐市菱刈徳辺・ひしかりとくべ

　　８９５-２７０３・鹿児島県伊佐市菱刈花北・ひしかりはなきた

　　８９５-２７０１・鹿児島県伊佐市菱刈前目・ひしかりまえめ

　　８９５-２８１３・鹿児島県伊佐市菱刈南浦・ひしかりみなみうら

　　８９９-５４００・鹿児島県姶良市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-５６５３・鹿児島県姶良市池島町・いけじままち

　　８９９-５５４４・鹿児島県姶良市大山・おおやま

　　８９９-５２１３・鹿児島県姶良市加治木町朝日町・かじきちようあさひまち

　　８９９-５２１４・鹿児島県姶良市加治木町仮屋町・かじきちようかりやまち

　　８９９-５２４１・鹿児島県姶良市加治木町木田・かじきちようきだ

　　８９９-５２２２・鹿児島県姶良市加治木町錦江町・かじきちようきんこうまち

　　８９９-５２０３・鹿児島県姶良市加治木町小山田・かじきちようこやまだ

　　８９９-５２２３・鹿児島県姶良市加治木町新生町・かじきちようしんせいまち

　　８９９-５２１１・鹿児島県姶良市加治木町新富町・かじきちようしんとみまち

　　８９９-５２１２・鹿児島県姶良市加治木町諏訪町・かじきちようすわまち

　　８９９-５２３１・鹿児島県姶良市加治木町反土・かじきちようたんど

　　８９９-５２０１・鹿児島県姶良市加治木町西別府・かじきちようにしべつふﾟ

　　８９９-５２０４・鹿児島県姶良市加治木町日木山・かじきちようひきやま

　　８９９-５２０２・鹿児島県姶良市加治木町辺川・かじきちようへがわ

　　８９９-５２２１・鹿児島県姶良市加治木町港町・かじきちようみなとまち

　　８９９-５２１５・鹿児島県姶良市加治木町本町・かじきちようもとまち

　　８９９-５５４２・鹿児島県姶良市上名・かみみよう

　　８９９-５３０１・鹿児島県姶良市蒲生町漆・ かもうちよううるじ



　　８９９-５３０２・鹿児島県姶良市蒲生町上久徳・かもうちようかみぎゆうとく

　　８９９-５３０３・鹿児島県姶良市蒲生町北・かもうちようきた

　　８９９-５３０４・鹿児島県姶良市蒲生町下久徳・かもうちようしもぎゆうとく

　　８９９-５３０５・鹿児島県姶良市蒲生町白男・かもうちようしらお

　　８９９-５３０６・鹿児島県姶良市蒲生町西浦・かもうちようにしうら

　　８９９-５３０７・鹿児島県姶良市蒲生町久末・かもうちようひさすえ

　　８９９-５３０８・鹿児島県姶良市蒲生町米丸・かもうちようよねまる

　　８９９-５５４１・鹿児島県姶良市北山・きたやま

　　８９９-５５４５・鹿児島県姶良市木津志・ きつﾞじ

　　８９９-５４１２・鹿児島県姶良市三拾町・さんじゆつちよう

　　８９９-５５４３・鹿児島県姶良市下名・しもみよう

　　８９９-５４０５・鹿児島県姶良市住吉・ すみよじ

　　８９９-５４０１・鹿児島県姶良市寺師・ てらじ

　　８９９-５４１３・鹿児島県姶良市豊留・とよどめ

　　８９９-５６５４・鹿児島県姶良市永池町・ながいけまち

　　８９９-５４０４・鹿児島県姶良市永瀬・ながせ

　　８９９-５４０２・鹿児島県姶良市中津野・なかつの

　　８９９-５４１１・鹿児島県姶良市鍋倉・なべくら

　　８９９-５６５６・鹿児島県姶良市西姶良・にしあいら

　　８９９-５４３３・鹿児島県姶良市西宮島町・にしみやじままち

　　８９９-５４３１・鹿児島県姶良市西餠田・にしもちだ

　　８９９-５４２１・鹿児島県姶良市東餠田・ひがしもちだ

　　８９９-５６５２・鹿児島県姶良市平松・ひらまつ

　　８９９-５４１４・鹿児島県姶良市深水・ふかみず

　　８９９-５６５５・鹿児島県姶良市船津・ふなつ

　　８９９-５４０３・鹿児島県姶良市増田・ますだ

　　８９９-５４２２・鹿児島県姶良市松原町・まつはﾞらまち

　　８９９-５４３２・鹿児島県姶良市宮島町・みやじままち

　　８９９-５６５１・鹿児島県姶良市脇元・わきもと

　　８９０-００００・鹿児島県鹿児島郡三島村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９０-０９０１・鹿児島県鹿児島郡三島村硫黄島・いおうじま

　　８９０-０９０２・鹿児島県鹿児島郡三島村黒島・くろしま

　　８９０-０９０３・鹿児島県鹿児島郡三島村竹島・たけしま

　　８９１-５２００・鹿児島県鹿児島郡十島村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-５２０４・鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島・あくせきじま

　　８９１-５１０１・鹿児島県鹿児島郡十島村口之島・くちのしま

　　８９１-５２０５・鹿児島県鹿児島郡十島村小宝島・こだからじま

　　８９１-５２０３・鹿児島県鹿児島郡十島村諏訪之瀬島・すわのせじま

　　８９１-５２０２・鹿児島県鹿児島郡十島村平島・たいらじま

　　８９１-５３０１・鹿児島県鹿児島郡十島村宝島・たからじま

　　８９１-５２０１・鹿児島県鹿児島郡十島村中之島・なかのしま

　　８９５-１８００・鹿児島県薩摩郡さつま町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９５-１８１４・鹿児島県薩摩郡さつま町旭町・あさひまち

　　８９５-２１０４・鹿児島県薩摩郡さつま町柏原・かしわはﾞる

　　８９５-２１３１・鹿児島県薩摩郡さつま町柊野・くきの

　　８９５-１７２２・鹿児島県薩摩郡さつま町久富木・くぶき

　　８９５-２２０１・鹿児島県薩摩郡さつま町求名・ぐみよう

　　８９５-２１０２・鹿児島県薩摩郡さつま町神子・ こうじ

　　８９５-２１０３・鹿児島県薩摩郡さつま町紫尾・しび

　　８９５-１８０５・鹿児島県薩摩郡さつま町白男川・しらおがわ

　　８９５-１８０２・鹿児島県薩摩郡さつま町田原・たはﾞる

　　８９５-２１０１・鹿児島県薩摩郡さつま町鶴田・つるだ

　　８９５-１８１６・鹿児島県薩摩郡さつま町時吉・ ときよじ

　　８９５-１８１３・鹿児島県薩摩郡さつま町轟町・とどろまち

　　８９５-１８０６・鹿児島県薩摩郡さつま町泊野・とまりの

　　８９５-１８１１・鹿児島県薩摩郡さつま町虎居・とらい

　　８９５-１８１２・鹿児島県薩摩郡さつま町虎居町・とらいまち

　　８９５-２２０２・鹿児島県薩摩郡さつま町中津川・なかつがわ

　　８９５-２２０３・鹿児島県薩摩郡さつま町永野・ながの

　　８９５-１８１５・鹿児島県薩摩郡さつま町西新町・にししんまち

　　８９５-１８０７・鹿児島県薩摩郡さつま町平川・ひらかわ

　　８９５-１８０１・鹿児島県薩摩郡さつま町広瀬・ひろせ

　　８９５-１７２３・鹿児島県薩摩郡さつま町二渡・ふたわたり

　　８９５-１８０４・鹿児島県薩摩郡さつま町船木・ふなき

　　８９５-１８０３・鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地・みやのじようやち

　　８９５-１７２１・鹿児島県薩摩郡さつま町山崎・やまさき

　　８９５-１８１７・鹿児島県薩摩郡さつま町湯田・ゆだ

　　８９９-１４００・鹿児島県出水郡長島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-１４０２・鹿児島県出水郡長島町浦底・うらそこ

　　８９９-１２１２・鹿児島県出水郡長島町川床・かわとこ



　　８９９-１３０１・鹿児島県出水郡長島町蔵之元・くらのもと

　　８９９-１３０３・鹿児島県出水郡長島町指江・さすえ

　　８９９-１５０１・鹿児島県出水郡長島町獅子島・ししじま

　　８９９-１３２１・鹿児島県出水郡長島町下山門野・しもやまどの

　　８９９-１３０４・鹿児島県出水郡長島町城川内・じようかわうち

　　８９９-１４０３・鹿児島県出水郡長島町諸浦・しようら

　　８９９-１４０１・鹿児島県出水郡長島町鷹巣・たかのす

　　８９９-１３０２・鹿児島県出水郡長島町平尾・ひらお

　　８９９-１２１１・鹿児島県出水郡長島町山門野・やまどの

　　８９９-６２００・鹿児島県姶良郡湧水町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-６２０４・鹿児島県姶良郡湧水町稲葉崎・いなはﾞさき

　　８９９-６１０３・鹿児島県姶良郡湧水町川添・かわそえ

　　８９９-６１０４・鹿児島県姶良郡湧水町川西・ かわにじ

　　８９９-６２０２・鹿児島県姶良郡湧水町北方・きたかた

　　８９９-６２０５・鹿児島県姶良郡湧水町幸田・こうだ

　　８９９-６２０１・鹿児島県姶良郡湧水町木場・こはﾞ

　　８９９-６２０３・鹿児島県姶良郡湧水町田尾原・たおはﾞる

　　８９９-６２０６・鹿児島県姶良郡湧水町恒次・つねつぐ

　　８９９-６１０１・鹿児島県姶良郡湧水町鶴丸・つるまる

　　８９９-６１０２・鹿児島県姶良郡湧水町中津川・なかつがわ

　　８９９-６１０５・鹿児島県姶良郡湧水町般若寺・はんにやじ

　　８９９-６２０７・鹿児島県姶良郡湧水町米永・よねなが

　　８９９-７３００・鹿児島県曽於郡大崎町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９９-７３０９・鹿児島県曽於郡大崎町井俣・いまた

　　８９９-７３０８・鹿児島県曽於郡大崎町岡別府・おかべつふﾟ

　　８９９-７３０５・鹿児島県曽於郡大崎町假宿・かりじゆく

　　８９９-７３０２・鹿児島県曽於郡大崎町神領・じんりよう

　　８９９-７３０６・鹿児島県曽於郡大崎町永吉・ ながよじ

　　８９９-８３１３・鹿児島県曽於郡大崎町野方・のがた

　　８９９-７３０１・鹿児島県曽於郡大崎町菱田・ひしだ

　　８９９-７３０３・鹿児島県曽於郡大崎町益丸・ますまる

　　８９９-７３０７・鹿児島県曽於郡大崎町持留・もちどめ

　　８９９-７３０４・鹿児島県曽於郡大崎町横瀬・よこせ

　　８９３-１６００・鹿児島県肝属郡東串良町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９３-１６１２・鹿児島県肝属郡東串良町池之原・いけのはら

　　８９３-１６１１・鹿児島県肝属郡東串良町岩弘・いわひろ

　　８９３-１６１５・鹿児島県肝属郡東串良町川東・ かわひがじ

　　８９３-１６１３・鹿児島県肝属郡東串良町川西・ かわにじ

　　８９３-１６１４・鹿児島県肝属郡東串良町新川西・ しんかわにじ

　　８９３-２３００・鹿児島県肝属郡錦江町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９３-２３０１・鹿児島県肝属郡錦江町神川・かみかわ

　　８９３-２３０２・鹿児島県肝属郡錦江町城元・しろもと

　　８９３-２４０２・鹿児島県肝属郡錦江町田代川原・たしろかわはら

　　８９３-２４０１・鹿児島県肝属郡錦江町田代麓・たしろふもと

　　８９３-２３０３・鹿児島県肝属郡錦江町馬場・はﾞはﾞ

　　８９３-２５００・鹿児島県肝属郡南大隅町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９３-２６０１・鹿児島県肝属郡南大隅町佐多伊座敷・さたいざしき

　　８９３-２６０３・鹿児島県肝属郡南大隅町佐多郡・さたこおり

　　８９３-２６０２・鹿児島県肝属郡南大隅町佐多辺塚・さたへつか

　　８９３-２６０４・鹿児島県肝属郡南大隅町佐多馬籠・さたまごめ

　　８９３-２５０１・鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北・ねじめかわきた

　　８９３-２５０２・鹿児島県肝属郡南大隅町根占川南・ねじめかわみなみ

　　８９３-２５０５・鹿児島県肝属郡南大隅町根占辺田・ねじめへた

　　８９３-２５０４・鹿児島県肝属郡南大隅町根占山本・ねじめやまもと

　　８９３-２５０３・鹿児島県肝属郡南大隅町根占横別府・ねじめよこべつふﾟ

　　８９３-１２００・鹿児島県肝属郡肝付町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９３-１２０３・鹿児島県肝属郡肝付町後田・うしろだ

　　８９３-１５１１・鹿児島県肝属郡肝付町岸良・きしら

　　８９３-１４０１・鹿児島県肝属郡肝付町北方・きたかた

　　８９３-１２０４・鹿児島県肝属郡肝付町富山・とみやま

　　８９３-１２０７・鹿児島県肝属郡肝付町新富・にいとみ

　　８９３-１２０１・鹿児島県肝属郡肝付町野崎・のさき

　　８９３-１２０２・鹿児島県肝属郡肝付町波見・はみ

　　８９３-１２０６・鹿児島県肝属郡肝付町前田・まえだ

　　８９３-１４０２・鹿児島県肝属郡肝付町南方・みなみかた

　　８９３-１２０５・鹿児島県肝属郡肝付町宮下・みやげ

　　８９１-３６００・鹿児島県熊毛郡中種子町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-３６０６・鹿児島県熊毛郡中種子町坂井・さかい

　　８９１-３６０７・鹿児島県熊毛郡中種子町田島・たしま

　　８９１-３６０１・鹿児島県熊毛郡中種子町納官・のうかん



　　８９１-３６０４・鹿児島県熊毛郡中種子町野間・のま

　　８９１-３６０２・鹿児島県熊毛郡中種子町牧川・まきがわ

　　８９１-３６０３・鹿児島県熊毛郡中種子町増田・ますだ

　　８９１-３６０５・鹿児島県熊毛郡中種子町油久・ゆく

　　８９１-３７００・鹿児島県熊毛郡南種子町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-３７０３・鹿児島県熊毛郡南種子町茎永・くきなが

　　８９１-３７０６・鹿児島県熊毛郡南種子町島間・しまま

　　８９１-３７０１・鹿児島県熊毛郡南種子町中之上・なかのかみ

　　８９１-３７０４・鹿児島県熊毛郡南種子町中之下・なかのしも

　　８９１-３７０５・鹿児島県熊毛郡南種子町西之・にしの

　　８９１-３７０２・鹿児島県熊毛郡南種子町平山・ひらやま

　　８９１-４２００・鹿児島県熊毛郡屋久島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-４３１１・鹿児島県熊毛郡屋久島町安房・あんほﾞう

　　８９１-４２０３・鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊・いつそう

　　８９１-４４０４・鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間・おのあいだ

　　８９１-４２０６・鹿児島県熊毛郡屋久島町楠川・くすがわ

　　８９１-４２０８・鹿児島県熊毛郡屋久島町口永良部島・くちえらぶじま

　　８９１-４４０９・鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生・くりお

　　８９１-４４０５・鹿児島県熊毛郡屋久島町小島・こしま

　　８９１-４２０７・鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田・こせだ

　　８９１-４２０４・鹿児島県熊毛郡屋久島町志戸子・しとご

　　８９１-４２０１・鹿児島県熊毛郡屋久島町永田・ながた

　　８９１-４４０８・鹿児島県熊毛郡屋久島町中間・なかま

　　８９１-４４０３・鹿児島県熊毛郡屋久島町原・はら

　　８９１-４４０６・鹿児島県熊毛郡屋久島町平内・ひらうち

　　８９１-４３１２・鹿児島県熊毛郡屋久島町船行・ふなゆき

　　８９１-４２０５・鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦・みやのうら

　　８９１-４４０１・鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生（高平）・むぎお(たかびら)

　　８９１-４４０２・鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生（その他）・むぎお(そのた)

　　８９１-４４０７・鹿児島県熊毛郡屋久島町湯泊・ゆどまり

　　８９１-４２０２・鹿児島県熊毛郡屋久島町吉田・よしだ

　　８９４-３１００・鹿児島県大島郡大和村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９４-３２１４・鹿児島県大島郡大和村今里・いまざと

　　８９４-３１０７・鹿児島県大島郡大和村大金久・おおがねく

　　８９４-３１０６・鹿児島県大島郡大和村大棚・おおだな

　　８９４-３１０４・鹿児島県大島郡大和村思勝・おんがち

　　８９４-３１０１・鹿児島県大島郡大和村国直・くになお

　　８９４-３２１３・鹿児島県大島郡大和村志戸勘・しどかん

　　８９４-３１０３・鹿児島県大島郡大和村津名久・つなぐ

　　８９４-３２１１・鹿児島県大島郡大和村戸円・とえん

　　８９４-３２１２・鹿児島県大島郡大和村名音・なおん

　　８９４-３１０５・鹿児島県大島郡大和村大和浜・やまとはま

　　８９４-３１０２・鹿児島県大島郡大和村湯湾釜・ゆわんがま

　　８９４-３３００・鹿児島県大島郡宇検村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９４-３３０２・鹿児島県大島郡宇検村芦検・あしけん

　　８９４-３６３２・鹿児島県大島郡宇検村阿室・あむろ

　　８９４-３４１３・鹿児島県大島郡宇検村生勝・いけがち

　　８９４-３３０５・鹿児島県大島郡宇検村石良・いしら

　　８９４-３４１１・鹿児島県大島郡宇検村宇検・うけん

　　８９４-３４１２・鹿児島県大島郡宇検村, 久志"・ くじ

　　８９４-３５２２・鹿児島県大島郡宇検村佐念・さねん

　　８９４-３３０４・鹿児島県大島郡宇検村須古・すこ

　　８９４-３３０３・鹿児島県大島郡宇検村田検・たけん

　　８９４-３５２１・鹿児島県大島郡宇検村名柄・ながら

　　８９４-３５２３・鹿児島県大島郡宇検村部連・ぶれん

　　８９４-３６３１・鹿児島県大島郡宇検村平田・へだ

　　８９４-３６３３・鹿児島県大島郡宇検村屋鈍・やどん

　　８９４-３３０１・鹿児島県大島郡宇検村湯湾・ゆわん

　　８９４-１５００・鹿児島県大島郡瀬戸内町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９４-２２３４・鹿児島県大島郡瀬戸内町秋徳・あきとく

　　８９４-１５１１・鹿児島県大島郡瀬戸内町阿木名・あぎな

　　８９４-２４１１・鹿児島県大島郡瀬戸内町阿多地・あだち

　　８９４-１７４４・鹿児島県大島郡瀬戸内町阿鉄・あてつ

　　８９４-１５１３・鹿児島県大島郡瀬戸内町網野子・あみのこ

　　８９４-１７４２・鹿児島県大島郡瀬戸内町阿室釜・あむろがま

　　８９４-２５０１・鹿児島県大島郡瀬戸内町池地・いけじ

　　８９４-２１４２・鹿児島県大島郡瀬戸内町生間・いけんま

　　８９４-２２３６・鹿児島県大島郡瀬戸内町伊子茂・いこも

　　８９４-１５２４・鹿児島県大島郡瀬戸内町伊須・いす

　　８９４-２５０２・鹿児島県大島郡瀬戸内町請阿室・うけあむろ



　　８９４-２２３５・鹿児島県大島郡瀬戸内町於斉・おさい

　　８９４-２２３１・鹿児島県大島郡瀬戸内町押角・おしかく

　　８９４-１５１２・鹿児島県大島郡瀬戸内町勝浦・かちうら

　　８９４-２２３２・鹿児島県大島郡瀬戸内町勝能・かちゆき

　　８９４-１５２２・鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉鉄・かてつ

　　８９４-１５１５・鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳・かとく

　　８９４-２４１３・鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉入・かにゆう

　　８９４-２４１７・鹿児島県大島郡瀬戸内町木慈・きじ

　　８９４-１８５１・鹿児島県大島郡瀬戸内町久慈・くじ

　　８９４-１８５４・鹿児島県大島郡瀬戸内町管鈍・くだどん

　　８９４-１７４６・鹿児島県大島郡瀬戸内町久根津・くねつ

　　８９４-１８５３・鹿児島県大島郡瀬戸内町花天・けてん

　　８９４-２２３７・鹿児島県大島郡瀬戸内町花富・けどみ

　　８９４-１８５２・鹿児島県大島郡瀬戸内町古志・ こじ

　　８９４-１７４３・鹿児島県大島郡瀬戸内町小名瀬・こなせ

　　８９４-１５０８・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋・こにや

　　８９４-１５０３・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（大湊）・こにや(おおみなと)

　　８９４-１５０４・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（春日）・こにや(かすが)

　　８９４-１５０７・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（瀬久井）・こにや(せくい)

　　８９４-１５０１・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（高丘）・こにや(たかおか)

　　８９４-１５０６・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（船津）・こにや(ふなつ)

　　８９４-１５０５・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（松江）・こにや(まつえ)

　　８９４-１５０２・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（宮前）・こにや(みやまえ)

　　８９４-１５１０・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西・ こにやせくいにじ

　　８９４-１５０９・鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井東・ こにやせくいひがじ

　　８９４-２４０２・鹿児島県大島郡瀬戸内町薩川・さつかわ

　　８９４-２４０３・鹿児島県大島郡瀬戸内町実久・さねく

　　８９４-１７４１・鹿児島県大島郡瀬戸内町篠川・しのかわ

　　８９４-２４０４・鹿児島県大島郡瀬戸内町芝・しはﾞ

　　８９４-２１４４・鹿児島県大島郡瀬戸内町諸数・しよかず

　　８９４-２１４１・鹿児島県大島郡瀬戸内町諸鈍・しよどん

　　８９４-２４１２・鹿児島県大島郡瀬戸内町須子茂・すこも

　　８９４-１５２１・鹿児島県大島郡瀬戸内町清水・せいすい

　　８９４-２３２２・鹿児島県大島郡瀬戸内町瀬相・せそう

　　８９４-２４０１・鹿児島県大島郡瀬戸内町瀬武・せたけ

　　８９４-１５１４・鹿児島県大島郡瀬戸内町節子・せつこ

　　８９４-１５２３・鹿児島県大島郡瀬戸内町蘇刈・そかる

　　８９４-２４１６・鹿児島県大島郡瀬戸内町武名・たけな

　　８９４-２４１５・鹿児島県大島郡瀬戸内町知之浦・ちのうら

　　８９４-１５３１・鹿児島県大島郡瀬戸内町手安・てあん

　　８９４-２１４３・鹿児島県大島郡瀬戸内町渡連・どれん

　　８９４-２３２１・鹿児島県大島郡瀬戸内町西阿室・にしあむろ

　　８９４-１８５５・鹿児島県大島郡瀬戸内町西古見・にしこみ

　　８９４-２２３３・鹿児島県大島郡瀬戸内町野見山・のみやま

　　８９４-２３２３・鹿児島県大島郡瀬戸内町俵・ひよう

　　８９４-２４１４・鹿児島県大島郡瀬戸内町三浦・みうら

　　８９４-１７４５・鹿児島県大島郡瀬戸内町油井・ゆい

　　８９４-２６０１・鹿児島県大島郡瀬戸内町与路・よろ

　　８９４-０１００・鹿児島県大島郡龍郷町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９４-０４１１・鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木・あかおぎ

　　８９４-０３３３・鹿児島県大島郡龍郷町秋名・あきな

　　８９４-０４１２・鹿児島県大島郡龍郷町芦徳・あしとく

　　８９４-０３２３・鹿児島県大島郡龍郷町安木屋場・あんきやはﾞ

　　８９４-０３３２・鹿児島県大島郡龍郷町幾里・いくさと

　　８９４-０１０４・鹿児島県大島郡龍郷町浦・うら

　　８９４-０３２４・鹿児島県大島郡龍郷町円・えん

　　８９４-０１０５・鹿児島県大島郡龍郷町大勝・おおがち

　　８９４-０３３１・鹿児島県大島郡龍郷町嘉渡・かど

　　８９４-０３２２・鹿児島県大島郡龍郷町久場・くはﾞ

　　８９４-０１０２・鹿児島県大島郡龍郷町瀬留・せどめ

　　８９４-０３２１・鹿児島県大島郡龍郷町龍郷・たつごう

　　８９４-０１０３・鹿児島県大島郡龍郷町玉里・たまざと

　　８９４-０１０７・鹿児島県大島郡龍郷町戸口・とぐち

　　８９４-０１０６・鹿児島県大島郡龍郷町中勝・なかがち

　　８９４-０１０１・鹿児島県大島郡龍郷町屋入・やにゆう

　　８９１-６２００・鹿児島県大島郡喜界町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-６２０１・鹿児島県大島郡喜界町赤連・あかれん

　　８９１-６１６２・鹿児島県大島郡喜界町阿伝・あでん

　　８９１-６２３１・鹿児島県大島郡喜界町荒木・あらき

　　８９１-６２２１・鹿児島県大島郡喜界町池治・いけじ



　　８９１-６２１７・鹿児島県大島郡喜界町伊砂・いさご

　　８９１-６１４１・鹿児島県大島郡喜界町伊実久・いさねく

　　８９１-６２２８・鹿児島県大島郡喜界町浦原・うらはら

　　８９１-６２１３・鹿児島県大島郡喜界町大朝戸・おおあさと

　　８９１-６１４２・鹿児島県大島郡喜界町小野津・おのつ

　　８９１-６１６１・鹿児島県大島郡喜界町嘉鈍・かどん

　　８９１-６２３３・鹿児島県大島郡喜界町上嘉鉄・かみかてつ

　　８９１-６２２７・鹿児島県大島郡喜界町川嶺・かわみね

　　８９１-６２２４・鹿児島県大島郡喜界町城久・ぐすく

　　８９１-６１６４・鹿児島県大島郡喜界町花良治・けらじ

　　８９１-６１６３・鹿児島県大島郡喜界町花良治（蒲生）・けらじ(がもう)

　　８９１-６２１６・鹿児島県大島郡喜界町坂嶺・さかみね

　　８９１-６２２９・鹿児島県大島郡喜界町先山・さきやま

　　８９１-６１４４・鹿児島県大島郡喜界町佐手久・さでく

　　８９１-６１５１・鹿児島県大島郡喜界町塩道・しおみち

　　８９１-６１４３・鹿児島県大島郡喜界町志戸桶・しとおけ

　　８９１-６２２２・鹿児島県大島郡喜界町島中・しまなか

　　８９１-６１５４・鹿児島県大島郡喜界町白水・しらみず

　　８９１-６１５２・鹿児島県大島郡喜界町早町・そうまち

　　８９１-６２２３・鹿児島県大島郡喜界町滝川・たきがわ

　　８９１-６２３２・鹿児島県大島郡喜界町手久津久・てくつﾞく

　　８９１-６２１５・鹿児島県大島郡喜界町中熊・なかぐま

　　８９１-６２１２・鹿児島県大島郡喜界町中熊（先内）・なかぐま(さきない)

　　８９１-６２０３・鹿児島県大島郡喜界町中里・なかさと

　　８９１-６２１１・鹿児島県大島郡喜界町中間・なかま

　　８９１-６１５３・鹿児島県大島郡喜界町長嶺・ながみね

　　８９１-６２１４・鹿児島県大島郡喜界町西目・にしめ

　　８９１-６２２６・鹿児島県大島郡喜界町羽里・はさと

　　８９１-６２２５・鹿児島県大島郡喜界町山田・やまだ

　　８９１-６２０２・鹿児島県大島郡喜界町湾・わん

　　８９１-７１００・鹿児島県大島郡徳之島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-７１１６・鹿児島県大島郡徳之島町旭ケ丘・あさひがおか

　　８９１-７１１４・鹿児島県大島郡徳之島町井之川・いのかわ

　　８９１-７１０４・鹿児島県大島郡徳之島町尾母・おも

　　８９１-７４２２・鹿児島県大島郡徳之島町金見・かなみ

　　８９１-７１１３・鹿児島県大島郡徳之島町神之嶺・かみのみね

　　８９１-７１０１・鹿児島県大島郡徳之島町亀津・かめつ

　　８９１-７１０２・鹿児島県大島郡徳之島町亀徳・かめとく

　　８９１-７４２５・鹿児島県大島郡徳之島町花徳・けどく

　　８９１-７４２３・鹿児島県大島郡徳之島町山・さん

　　８９１-７１１５・鹿児島県大島郡徳之島町下久志・ しもくじ

　　８９１-７１１２・鹿児島県大島郡徳之島町諸田・しよだ

　　８９１-７１０５・鹿児島県大島郡徳之島町白井・しらい

　　８９１-７４２１・鹿児島県大島郡徳之島町手々・てて

　　８９１-７１１１・鹿児島県大島郡徳之島町徳和瀬・とくわせ

　　８９１-７４２４・鹿児島県大島郡徳之島町轟木・とどろき

　　８９１-７４２６・鹿児島県大島郡徳之島町母間・ほﾞま

　　８９１-７１０３・鹿児島県大島郡徳之島町南原・みなみはら

　　８９１-７６００・鹿児島県大島郡天城町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-７６０５・鹿児島県大島郡天城町浅間・あさま

　　８９１-７６１１・鹿児島県大島郡天城町天城・あまぎ

　　８９１-７６２２・鹿児島県大島郡天城町大津川・おおつかわ

　　８９１-７６０３・鹿児島県大島郡天城町岡前・おかぜん

　　８９１-７６２１・鹿児島県大島郡天城町兼久・かねく

　　８９１-７６２３・鹿児島県大島郡天城町瀬滝・せたき

　　８９１-７６２４・鹿児島県大島郡天城町当部・とうべ

　　８９１-７７３１・鹿児島県大島郡天城町西阿木名・にしあぎな

　　８９１-７６１２・鹿児島県大島郡天城町平土野・へとの

　　８９１-７６０４・鹿児島県大島郡天城町前野・まえの

　　８９１-７６０２・鹿児島県大島郡天城町松原・まつはﾞら

　　８９１-７６０１・鹿児島県大島郡天城町与名間・よなま

　　８９１-８３００・鹿児島県大島郡伊仙町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-８３２２・鹿児島県大島郡伊仙町阿権・あごん

　　８９１-８２２１・鹿児島県大島郡伊仙町阿三（７９９の１～８６７)・あさん

　　８９１-８３２１・鹿児島県大島郡伊仙町阿三（その他）・あさん(そのた)

　　８９１-８２０１・鹿児島県大島郡伊仙町伊仙・いせん

　　８９１-８３２４・鹿児島県大島郡伊仙町糸木名・いときな

　　８９１-８３２７・鹿児島県大島郡伊仙町犬田布・いぬたぶ

　　８９１-８１１４・鹿児島県大島郡伊仙町面縄・おもなわ

　　８９１-８１１１・鹿児島県大島郡伊仙町喜念・きねん



　　８９１-８３２３・鹿児島県大島郡伊仙町木之香・きのこ

　　８９１-８２１６・鹿児島県大島郡伊仙町検福（４１６～５１６)・けんぶく

　　８９１-８１１６・鹿児島県大島郡伊仙町検福（その他）・けんぶく(そのた)

　　８９１-８３２９・鹿児島県大島郡伊仙町小島・こじま

　　８９１-８３２８・鹿児島県大島郡伊仙町崎原・さきはﾞる

　　８９１-８１１２・鹿児島県大島郡伊仙町佐弁・さべん

　　８９１-８１１７・鹿児島県大島郡伊仙町中山・なかやま

　　８９１-８３２６・鹿児島県大島郡伊仙町馬根・はﾞね

　　８９１-８１１５・鹿児島県大島郡伊仙町古里・ふるさと

　　８９１-８１１３・鹿児島県大島郡伊仙町目手久・めてぐ

　　８９１-８３２５・鹿児島県大島郡伊仙町八重竿・やえざお

　　８９１-９１００・鹿児島県大島郡和泊町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-９１１４・鹿児島県大島郡和泊町畦布・あぜふ

　　８９１-９１１５・鹿児島県大島郡和泊町伊延・いのべ

　　８９１-９１１６・鹿児島県大島郡和泊町上手々知名・うえててちな

　　８９１-９１３１・鹿児島県大島郡和泊町内城・うちじろ

　　８９１-９１２５・鹿児島県大島郡和泊町大城・おおじろ

　　８９１-９１０２・鹿児島県大島郡和泊町喜美留・きびる

　　８９１-９１０１・鹿児島県大島郡和泊町国頭・くにがみ

　　８９１-９１３２・鹿児島県大島郡和泊町後蘭・ごらん

　　８９１-９１３６・鹿児島県大島郡和泊町瀬名・せな

　　８９１-９１３３・鹿児島県大島郡和泊町谷山・たにやま

　　８９１-９１２２・鹿児島県大島郡和泊町玉城・たまじろ

　　８９１-９１０３・鹿児島県大島郡和泊町出花・でぎ

　　８９１-９１１１・鹿児島県大島郡和泊町手々知名・てでちな

　　８９１-９１３５・鹿児島県大島郡和泊町永嶺・ながみね

　　８９１-９１３４・鹿児島県大島郡和泊町仁志・ にじ

　　８９１-９１０４・鹿児島県大島郡和泊町西原・にしはﾞる

　　８９１-９１２１・鹿児島県大島郡和泊町根折・ねおり

　　８９１-９１２４・鹿児島県大島郡和泊町古里・ふるさと

　　８９１-９１２３・鹿児島県大島郡和泊町皆川・みなかわ

　　８９１-９１１３・鹿児島県大島郡和泊町和・わ

　　８９１-９１１２・鹿児島県大島郡和泊町和泊・わどまり

　　８９１-９２００・鹿児島県大島郡知名町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-９２０６・鹿児島県大島郡知名町赤嶺・あかみね

　　８９１-９２１１・鹿児島県大島郡知名町芦清良・あしきようら

　　８９１-９２０１・鹿児島県大島郡知名町余多・あまた

　　８９１-９２２１・鹿児島県大島郡知名町大津勘・おおつかん

　　８９１-９２３４・鹿児島県大島郡知名町上城・かみしろ

　　８９１-９２０４・鹿児島県大島郡知名町上平川・かみひらかわ

　　８９１-９２０５・鹿児島県大島郡知名町久志検・ぐしけん

　　８９１-９２１２・鹿児島県大島郡知名町黒貫・くろぬき

　　８９１-９２０７・鹿児島県大島郡知名町竿津・さおつﾞ

　　８９１-９２３３・鹿児島県大島郡知名町下城・しもじろ

　　８９１-９２０３・鹿児島県大島郡知名町下平川・しもひらかわ

　　８９１-９２３２・鹿児島県大島郡知名町新城・しんじよう

　　８９１-９２２３・鹿児島県大島郡知名町住吉・ すみよじ

　　８９１-９２１３・鹿児島県大島郡知名町瀬利覚・せりかく

　　８９１-９２３１・鹿児島県大島郡知名町田皆・たみな

　　８９１-９２１４・鹿児島県大島郡知名町知名・ちな

　　８９１-９２２２・鹿児島県大島郡知名町徳時・とくどき

　　８９１-９２２４・鹿児島県大島郡知名町正名・まさな

　　８９１-９２１５・鹿児島県大島郡知名町屋子母・やこも

　　８９１-９２０２・鹿児島県大島郡知名町屋者・やじや

　　８９１-９３００・鹿児島県大島郡与論町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８９１-９３０４・鹿児島県大島郡与論町朝戸・あさと

　　８９１-９３０９・鹿児島県大島郡与論町叶・かのう

　　８９１-９３０３・鹿児島県大島郡与論町城・ぐすく

　　８９１-９３０１・鹿児島県大島郡与論町茶花・ちやはﾞな

　　８９１-９３０８・鹿児島県大島郡与論町那間・なま

　　８９１-９３０５・鹿児島県大島郡与論町西区・にしく

　　８９１-９３０６・鹿児島県大島郡与論町東区・ひがしく

　　８９１-９３０７・鹿児島県大島郡与論町古里・ふるさと

　　８９１-９３０２・鹿児島県大島郡与論町立長・りつちよう

　　２３０-００００・神奈川県横浜市鶴見区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２３０-００３３・神奈川県横浜市鶴見区朝日町・あさひちよう

　　２３０-００３５・神奈川県横浜市鶴見区安善町・あんぜんちよう

　　２３０-００２１・神奈川県横浜市鶴見区市場上町・いちはﾞかみちよう

　　２３０-００２４・神奈川県横浜市鶴見区市場下町・いちはﾞしもちよう

　　２３０-００２２・神奈川県横浜市鶴見区市場東中町・いちはﾞひがしなかちよう



　　２３０-００２３・神奈川県横浜市鶴見区市場西中町・いちはﾞにしなかちよう

　　２３０-００２６・神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町・いちはﾞふじみちよう

　　２３０-００２５・神奈川県横浜市鶴見区市場大和町・いちはﾞやまとちよう

　　２３０-００４１・神奈川県横浜市鶴見区潮田町・うしおだちよう

　　２３０-０００２・神奈川県横浜市鶴見区江ケ崎町・えがさきちよう

　　２３０-００５５・神奈川県横浜市鶴見区扇島・おうぎしま

　　２３０-００４６・神奈川県横浜市鶴見区小野町・おのちよう

　　２３０-００７２・神奈川県横浜市鶴見区梶山・かじやま

　　２３０-００１１・神奈川県横浜市鶴見区上末吉・かみすえよじ

　　２３０-００７５・神奈川県横浜市鶴見区上の宮・かみのみや

　　２３０-００３４・神奈川県横浜市鶴見区寛政町・かんせいちよう

　　２３０-００７８・神奈川県横浜市鶴見区岸谷・きしや

　　２３０-００７４・神奈川県横浜市鶴見区北寺尾・きたてらお

　　２３０-００７１・神奈川県横浜市鶴見区駒岡・こまおか

　　２３０-００３８・神奈川県横浜市鶴見区栄町通・さかえちようどおり

　　２３０-００４３・神奈川県横浜市鶴見区汐入町・しおいりちよう

　　２３０-００７３・神奈川県横浜市鶴見区獅子ケ谷・ししがや

　　２３０-００４７・神奈川県横浜市鶴見区下野谷町・したのやちよう

　　２３０-０００３・神奈川県横浜市鶴見区尻手・しつて

　　２３０-００１２・神奈川県横浜市鶴見区下末吉・しもすえよじ

　　２３０-００４５・神奈川県横浜市鶴見区末広町・すえひろちよう

　　２３０-００２７・神奈川県横浜市鶴見区菅沢町・すがさわちよう

　　２３０-００１４・神奈川県横浜市鶴見区諏訪坂・すわざか

　　２３０-００５３・神奈川県横浜市鶴見区大黒町・だいこくちよう

　　２３０-００５４・神奈川県横浜市鶴見区大黒ふ頭・だいこくふとう

　　２３０-００３２・神奈川県横浜市鶴見区大東町・だいとうちよう

　　２３０-００６１・神奈川県横浜市鶴見区佃野町・つくのちよう

　　２３０-００６３・神奈川県横浜市鶴見区鶴見・つるみ

　　２３０-００５１・神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央・つるみちゆうおう

　　２３０-００１５・神奈川県横浜市鶴見区寺谷・てらや

　　２３０-００６２・神奈川県横浜市鶴見区豊岡町・とよおかちよう

　　２３０-００４２・神奈川県横浜市鶴見区仲通・なかどおり

　　２３０-００５２・神奈川県横浜市鶴見区生麦・なまむぎ

　　２３０-００７６・神奈川県横浜市鶴見区馬場・はﾞはﾞ

　　２３０-００３６・神奈川県横浜市鶴見区浜町・はまちよう

　　２３０-００７７・神奈川県横浜市鶴見区東寺尾・ひがしてらお

　　２３０-００１７・神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台・ひがしてらおなかだい

　　２３０-００１８・神奈川県横浜市鶴見区東寺尾東台・ひがしてらおひがしだい

　　２３０-００１６・神奈川県横浜市鶴見区東寺尾北台・ひがしてらおきただい

　　２３０-００３１・神奈川県横浜市鶴見区平安町・へいあんちよう

　　２３０-００４４・神奈川県横浜市鶴見区弁天町・べんてんちよう

　　２３０-００４８・神奈川県横浜市鶴見区本町通・ほんちようどおり

　　２３０-００１３・神奈川県横浜市鶴見区三ツ池公園・みついけこうえん

　　２３０-００３７・神奈川県横浜市鶴見区向井町・むかいちよう

　　２３０-０００４・神奈川県横浜市鶴見区元宮・もとみや

　　２３０-０００１・神奈川県横浜市鶴見区矢向・やこう

　　２２１-００００・神奈川県横浜市神奈川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２２１-００５７・神奈川県横浜市神奈川区青木町・あおきちよう

　　２２１-０８１４・神奈川県横浜市神奈川区旭ケ丘・あさひがおか

　　２２１-００３２・神奈川県横浜市神奈川区出田町・いずたちよう

　　２２１-０８４２・神奈川県横浜市神奈川区泉町・いずみちよう

　　２２１-００１４・神奈川県横浜市神奈川区入江・いりえ

　　２２１-００６２・神奈川県横浜市神奈川区浦島丘・うらしまおか

　　２２１-００４２・神奈川県横浜市神奈川区浦島町・うらしまちよう

　　２２１-００２４・神奈川県横浜市神奈川区恵比須町・えびすちよう

　　２２１-０００２・神奈川県横浜市神奈川区大口通・おおぐちどおり

　　２２１-０００３・神奈川県横浜市神奈川区大口仲町・おおぐちなかまち

　　２２１-００５５・神奈川県横浜市神奈川区大野町・おおのちよう

　　２２１-０８６５・神奈川県横浜市神奈川区片倉・かたくら

　　２２１-００４５・神奈川県横浜市神奈川区神奈川・かながわ

　　２２１-００４６・神奈川県横浜市神奈川区神奈川本町・かながわほんちよう

　　２２１-０８３１・神奈川県横浜市神奈川区上反町・かみたんまち

　　２２１-００１１・神奈川県横浜市神奈川区神之木台・かみのきだい

　　２２１-００１５・神奈川県横浜市神奈川区神之木町・かみのきちよう

　　２２１-００４１・神奈川県横浜市神奈川区亀住町・かめずみちよう

　　２２１-０８０１・神奈川県横浜市神奈川区神大寺・かんだいじ

　　２２１-０８３２・神奈川県横浜市神奈川区桐畑・きりはﾞたけ

　　２２１-００５６・神奈川県横浜市神奈川区金港町・きんこうちよう

　　２２１-０８０４・神奈川県横浜市神奈川区栗田谷・くりたや

　　２２１-００５１・神奈川県横浜市神奈川区幸ケ谷・こうがや



　　２２１-００１２・神奈川県横浜市神奈川区子安台・こやすだい

　　２２１-００２１・神奈川県横浜市神奈川区子安通・こやすどおり

　　２２１-０８１１・神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町・さいとうぶんちよう

　　２２１-００５２・神奈川県横浜市神奈川区栄町・さかえちよう

　　２２１-０８４４・神奈川県横浜市神奈川区沢渡・さわたり

　　２２１-０８６２・神奈川県横浜市神奈川区三枚町・さんまいちよう

　　２２１-００７５・神奈川県横浜市神奈川区白幡上町・しらはたかみちよう

　　２２１-００７１・神奈川県横浜市神奈川区白幡仲町・しらはたなかちよう

　　２２１-００７２・神奈川県横浜市神奈川区白幡東町・しらはたひがしちよう

　　２２１-００７４・神奈川県横浜市神奈川区白幡西町・しらはたにしちよう

　　２２１-００７３・神奈川県横浜市神奈川区白幡南町・しらはたみなみちよう

　　２２１-００７７・神奈川県横浜市神奈川区白幡向町・しらはたむかいちよう

　　２２１-００７６・神奈川県横浜市神奈川区白幡町・しらはたちよう

　　２２１-００３１・神奈川県横浜市神奈川区新浦島町・しんうらしまちよう

　　２２１-００１３・神奈川県横浜市神奈川区新子安・しんこやす

　　２２１-００４３・神奈川県横浜市神奈川区新町・しんまち

　　２２１-０８６４・神奈川県横浜市神奈川区菅田町・すげたちよう

　　２２１-００３３・神奈川県横浜市神奈川区鈴繁町・すずしげちよう

　　２２１-０８３４・神奈川県横浜市神奈川区台町・だいまち

　　２２１-０８３３・神奈川県横浜市神奈川区高島台・たかしまだい

　　２２１-００２３・神奈川県横浜市神奈川区宝町・たからちよう

　　２２１-００６３・神奈川県横浜市神奈川区立町・たてまち

　　２２１-０８２５・神奈川県横浜市神奈川区反町・たんまち

　　２２１-００３６・神奈川県横浜市神奈川区千若町・ちわかちよう

　　２２１-０８３５・神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町・つるやちよう

　　２２１-０８２１・神奈川県横浜市神奈川区富家町・とみやちよう

　　２２１-００６４・神奈川県横浜市神奈川区鳥越・とりごえ

　　２２１-０８０３・神奈川県横浜市神奈川区中丸・なかまる

　　２２１-００６１・神奈川県横浜市神奈川区七島町・ななしまちよう

　　２２１-０００４・神奈川県横浜市神奈川区西大口・にしおおぐち

　　２２１-０８２２・神奈川県横浜市神奈川区西神奈川・にしかながわ

　　２２１-０００１・神奈川県横浜市神奈川区西寺尾・にしてらお

　　２２１-０８１３・神奈川県横浜市神奈川区二本榎・にほんえのき

　　２２１-００６５・神奈川県横浜市神奈川区白楽・はくらく

　　２２１-０８６３・神奈川県横浜市神奈川区羽沢町・はざわちよう

　　２２１-０８６６・神奈川県横浜市神奈川区羽沢南・はざわみなみ

　　２２１-００５３・神奈川県横浜市神奈川区橋本町・はしもとちよう

　　２２１-００４４・神奈川県横浜市神奈川区東神奈川・ひがしかながわ

　　２２１-０８１２・神奈川県横浜市神奈川区平川町・ひらかわちよう

　　２２１-０８２４・神奈川県横浜市神奈川区広台太田町・ひろだいおおたまち

　　２２１-０８２３・神奈川県横浜市神奈川区二ツ谷町・ふたつやちよう

　　２２１-００３５・神奈川県横浜市神奈川区星野町・ほしのちよう

　　２２１-０８４３・神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘・まつがおか

　　２２１-０００５・神奈川県横浜市神奈川区松見町・まつみちよう

　　２２１-０８４１・神奈川県横浜市神奈川区松本町・まつもとちよう

　　２２１-００３４・神奈川県横浜市神奈川区瑞穂町・みずほちよう

　　２２１-０８５６・神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町・みつざわかみまち

　　２２１-０８５１・神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町・みつざわなかまち

　　２２１-０８５２・神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町・みつざわしもまち

　　２２１-０８５３・神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢東町・みつざわひがしまち

　　２２１-０８５５・神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町・みつざわにしまち

　　２２１-０８５４・神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町・みつざわみなみまち

　　２２１-００２２・神奈川県横浜市神奈川区守屋町・もりやちよう

　　２２１-００５４・神奈川県横浜市神奈川区山内町・やまのうちちよう

　　２２１-０８０２・神奈川県横浜市神奈川区六角橋・ろつかくはﾞじ

　　２２０-００００・神奈川県横浜市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２２０-００３４・神奈川県横浜市西区赤門町・あかもんちよう

　　２２０-００３３・神奈川県横浜市西区東ケ丘・あずまがおか

　　２２０-００４５・神奈川県横浜市西区伊勢町・いせちよう

　　２２０-００３２・神奈川県横浜市西区老松町・おいまつちよう

　　２２０-００７３・神奈川県横浜市西区岡野・おかの

　　２２０-００３５・神奈川県横浜市西区霞ケ丘・かすみがおか

　　２２０-０００１・神奈川県横浜市西区北軽井沢・きたかるいざわ

　　２２０-０００４・神奈川県横浜市西区北幸・きたさいわい

　　２２０-０００３・神奈川県横浜市西区楠町・くすのきちよう

　　２２０-００６１・神奈川県横浜市西区久保町・くほﾞちよう

　　２２０-００４３・神奈川県横浜市西区御所山町・ごしよやまちよう

　　２２０-００５４・神奈川県横浜市西区境之谷・さかいのたに

　　２２０-００２１・神奈川県横浜市西区桜木町（４～７丁目）・さくらぎちよう(４-７)

　　２２０-００７１・神奈川県横浜市西区浅間台・せんげんだい



　　２２０-００７２・神奈川県横浜市西区浅間町・せんげんちよう

　　２２０-００１１・神奈川県横浜市西区高島・たかしま

　　２２０-００５１・神奈川県横浜市西区中央・ちゆうおう

　　２２０-００４２・神奈川県横浜市西区戸部町・とべちよう

　　２２０-００４１・神奈川県横浜市西区戸部本町・とべほんちよう

　　２２０-００４６・神奈川県横浜市西区西戸部町・にしとべちよう

　　２２０-００２４・神奈川県横浜市西区西平沼町・にしひらぬまちよう

　　２２０-００５２・神奈川県横浜市西区西前町・にしまえちよう

　　２２０-００２２・神奈川県横浜市西区花咲町（４～７丁目）・はなさきちよう

　　２２０-００５５・神奈川県横浜市西区浜松町・はままつちよう

　　２２０-００６２・神奈川県横浜市西区東久保町・ひがしくほﾞちよう

　　２２０-００２３・神奈川県横浜市西区平沼・ひらぬま

　　２２０-００５３・神奈川県横浜市西区藤棚町・ふじだなちよう

　　２２０-００１３・神奈川県横浜市西区緑町・みどりちよう

　　２２０-００１２・神奈川県横浜市西区みなとみらい・みなとみらい

　　２２０-６０９０・神奈川県みなとみらいクイーンズタワーＡ

　　２２０-６１９０・神奈川県みなとみらいクイーンズタワーＢ

　　２２０-６２９０・神奈川県みなとみらいクイーンズタワーＣ)

　　２２０-８１９０・神奈川県横浜市西区みなとみらいランドマークタワー

　　２２０-０００２・神奈川県横浜市西区南軽井沢・みなみかるいざわ

　　２２０-０００５・神奈川県横浜市西区南幸・みなみさいわい

　　２２０-００７４・神奈川県横浜市西区南浅間町・みなみせんげんちよう

　　２２０-０００６・神奈川県横浜市西区宮ケ谷・みやがや

　　２２０-００３１・神奈川県横浜市西区宮崎町・みやざきちよう

　　２２０-００６３・神奈川県横浜市西区元久保町・もとくほﾞちよう

　　２２０-００４４・神奈川県横浜市西区紅葉ケ丘・もみじがおか

　　２３１-００００・神奈川県横浜市中区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２３１-００１２・神奈川県横浜市中区相生町・あいおいちよう

　　２３１-００５１・神奈川県横浜市中区赤門町・あかもんちよう

　　２３１-００５７・神奈川県横浜市中区曙町・あけほﾞのちよう

　　２３１-０８３４・神奈川県横浜市中区池袋・いけぶくろ

　　２３１-０８６８・神奈川県横浜市中区石川町・いしかわちよう

　　２３１-００４５・神奈川県横浜市中区伊勢佐木町・いせざきちよう

　　２３１-０８４２・神奈川県横浜市中区上野町・うえのちよう

　　２３１-０８６７・神奈川県横浜市中区打越・うちこじ

　　２３１-００６１・神奈川県横浜市中区内田町・うちだちよう

　　２３１-００２７・神奈川県横浜市中区扇町・おうぎちよう

　　２３１-０８５８・神奈川県横浜市中区大芝台・おおしはﾞだい

　　２３１-００１１・神奈川県横浜市中区太田町・おおたまち

　　２３１-０８５９・神奈川県横浜市中区大平町・おおひらちよう

　　２３１-００２８・神奈川県横浜市中区翁町・おきなちよう

　　２３１-００１５・神奈川県横浜市中区尾上町・おのえちよう

　　２３１-０００２・神奈川県横浜市中区海岸通・かいがんどおり

　　２３１-０８６６・神奈川県横浜市中区柏葉・かしわはﾞ

　　２３１-０８１３・神奈川県横浜市中区かもめ町・かもめちよう

　　２３１-０８６５・神奈川県横浜市中区北方町・きたがたちよう

　　２３１-０００３・神奈川県横浜市中区北仲通・きたなかどおり

　　２３１-００５４・神奈川県横浜市中区黄金町・こがねちよう

　　２３１-００２６・神奈川県横浜市中区寿町・ことぶきちよう

　　２３１-０８０２・神奈川県横浜市中区小港町・こみなとちよう

　　２３１-０８４８・神奈川県横浜市中区鷺山・さぎやま

　　２３１-００６２・神奈川県横浜市中区桜木町・さくらぎちよう

　　２３１-０００１・神奈川県横浜市中区新港・しんこう

　　２３１-０８０１・神奈川県横浜市中区新山下・しんやました

　　２３１-００４６・神奈川県横浜市中区末広町・すえひろちよう

　　２３１-００５５・神奈川県横浜市中区末吉町・すえよしちよう

　　２３１-００１３・神奈川県横浜市中区住吉町・すみよしちよう

　　２３１-０８６３・神奈川県横浜市中区諏訪町・すわちよう

　　２３１-０８３７・神奈川県横浜市中区滝之上・たきのうえ

　　２３１-０８４７・神奈川県横浜市中区竹之丸・たけのまる

　　２３１-０８４５・神奈川県横浜市中区立野・たての

　　２３１-００３５・神奈川県横浜市中区千歳町・ちとせちよう

　　２３１-０８１５・神奈川県横浜市中区千鳥町・ちどりちよう

　　２３１-００３３・神奈川県横浜市中区長者町・ちようじやまち

　　２３１-０８６４・神奈川県横浜市中区千代崎町・ちよざきちよう

　　２３１-０８５７・神奈川県横浜市中区塚越・つかごじ

　　２３１-０８５５・神奈川県横浜市中区寺久保・てらくほﾞ

　　２３１-００１４・神奈川県横浜市中区常盤町・ときわちよう

　　２３１-０８１４・神奈川県横浜市中区豊浦町・とようらちよう

　　２３１-０８３９・神奈川県横浜市中区仲尾台・なかおだい



　　２３１-０８１２・神奈川県横浜市中区錦町・にしきちよう

　　２３１-０８５２・神奈川県横浜市中区西竹之丸・にしたけのまる

　　２３１-０８４４・神奈川県横浜市中区西之谷町・にしのやちよう

　　２３１-００２１・神奈川県横浜市中区日本大通・にほんおおどおり

　　２３１-０８５４・神奈川県横浜市中区根岸旭台・ねぎしあさひだい

　　２３１-０８３５・神奈川県横浜市中区根岸加曽台・ねぎしかぞうだい

　　２３１-０８５３・神奈川県横浜市中区根岸台・ねぎしだい

　　２３１-０８３６・神奈川県横浜市中区根岸町・ねぎしちよう

　　２３１-００６４・神奈川県横浜市中区野毛町・のげちよう

　　２３１-００４７・神奈川県横浜市中区羽衣町・はごろもちよう

　　２３１-００５３・神奈川県横浜市中区初音町・はつねちよう

　　２３１-００６３・神奈川県横浜市中区花咲町・はなさきちよう

　　２３１-００５２・神奈川県横浜市中区英町・はなぶさちよう

　　２３１-００３１・神奈川県横浜市中区万代町・はﾞんだいちよう

　　２３１-００６６・神奈川県横浜市中区日ノ出町・ひのでちよう

　　２３１-００４３・神奈川県横浜市中区福富町仲通・ふくとみちようなかどおり

　　２３１-００４４・神奈川県横浜市中区福富町東通・ふくとみちようひがしどおり

　　２３１-００４２・神奈川県横浜市中区福富町西通・ふくとみちようにしどおり

　　２３１-００３７・神奈川県横浜市中区富士見町・ふじみちよう

　　２３１-００３２・神奈川県横浜市中区不老町・ふろうちよう

　　２３１-０００７・神奈川県横浜市中区弁天通・べんてんどおり

　　２３１-００４８・神奈川県横浜市中区蓬莱町・ほうらいちよう

　　２３１-０８４３・神奈川県横浜市中区本郷町・ほんごうちよう

　　２３１-０００５・神奈川県横浜市中区本町・ほんちよう

　　２３１-０８２６・神奈川県横浜市中区本牧荒井・ほんもくあらい

　　２３１-０８２３・神奈川県横浜市中区本牧大里町・ほんもくおおさとちよう

　　２３１-０８２４・神奈川県横浜市中区本牧三之谷・ほんもくさんのたに

　　２３１-０８０３・神奈川県横浜市中区本牧十二天・ほんもくじゆうにてん

　　２３１-０８２１・神奈川県横浜市中区本牧原・ほんもくはら

　　２３１-０８１１・神奈川県横浜市中区本牧ふ頭・ほんもくふとう

　　２３１-０８２５・神奈川県横浜市中区本牧間門・ほんもくまかど

　　２３１-０８３３・神奈川県横浜市中区本牧満坂・ほんもくまんざか

　　２３１-０８３２・神奈川県横浜市中区本牧緑ケ丘・ほんもくみどりがおか

　　２３１-０８０４・神奈川県横浜市中区本牧宮原・ほんもくみやはﾞら

　　２３１-０８２２・神奈川県横浜市中区本牧元町・ほんもくもとまち

　　２３１-０８２７・神奈川県横浜市中区本牧和田・ほんもくわだ

　　２３１-０８０６・神奈川県横浜市中区本牧町・ほんもくちよう

　　２３１-００１６・神奈川県横浜市中区真砂町・まさごちよう

　　２３１-００２５・神奈川県横浜市中区松影町・まつかげちよう

　　２３１-０８３８・神奈川県横浜市中区豆口台・まめぐちだい

　　２３１-００１７・神奈川県横浜市中区港町・みなとちよう

　　２３１-０００６・神奈川県横浜市中区南仲通・みなみなかどおり

　　２３１-０８１６・神奈川県横浜市中区南本牧・みなみほんもく

　　２３１-０８５６・神奈川県横浜市中区簑沢・みのさわ

　　２３１-００６５・神奈川県横浜市中区宮川町・みやがわちよう

　　２３１-０８４１・神奈川県横浜市中区妙香寺台・みようこうじだい

　　２３１-００３４・神奈川県横浜市中区三吉町・みよしちよう

　　２３１-０８４９・神奈川県横浜市中区麦田町・むぎたちよう

　　２３１-０００４・神奈川県横浜市中区元浜町・もとはまちよう

　　２３１-０８６１・神奈川県横浜市中区元町・もとまち

　　２３１-０８３１・神奈川県横浜市中区矢口台・やぐちだい

　　２３１-００２３・神奈川県横浜市中区山下町・やましたちよう

　　２３１-００３６・神奈川県横浜市中区山田町・やまだちよう

　　２３１-０８６２・神奈川県横浜市中区山手町・やまてちよう

　　２３１-０８４６・神奈川県横浜市中区大和町・やまとちよう

　　２３１-００３８・神奈川県横浜市中区山吹町・やまぶきちよう

　　２３１-０８５１・神奈川県横浜市中区山元町・やまもとちよう

　　２３１-００５８・神奈川県横浜市中区弥生町・やよいちよう

　　２３１-００２２・神奈川県横浜市中区横浜公園・よこはまこうえん

　　２３１-００４１・神奈川県横浜市中区吉田町・よしだまち

　　２３１-００２４・神奈川県横浜市中区吉浜町・よしはまちよう

　　２３１-００５６・神奈川県横浜市中区若葉町・わかはﾞちよう

　　２３１-０８０５・神奈川県横浜市中区和田山・わだやま

　　２３２-００００・神奈川県横浜市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２３２-００５１・神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町・いどがやかみまち

　　２３２-００５２・神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町・いどがやなかまち

　　２３２-００５３・神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町・いどがやしもまち

　　２３２-００２４・神奈川県横浜市南区浦舟町・うらふねちよう

　　２３２-００３１・神奈川県横浜市南区永楽町・えいらくちよう

　　２３２-００４４・神奈川県横浜市南区榎町・えのきちよう



　　２３２-００６１・神奈川県横浜市南区大岡・おおおか

　　２３２-００５４・神奈川県横浜市南区大橋町・おおはしちよう

　　２３２-０００８・神奈川県横浜市南区庚台・かのえだい

　　２３２-００３４・神奈川県横浜市南区唐沢・からさわ

　　２３２-００１５・神奈川県横浜市南区共進町・きようしんちよう

　　２３２-００６７・神奈川県横浜市南区弘明寺町・ぐみようじちよう

　　２３２-００１３・神奈川県横浜市南区山王町・さんのうちよう

　　２３２-００３６・神奈川県横浜市南区山谷・さんや

　　２３２-０００７・神奈川県横浜市南区清水ケ丘・しみずがおか

　　２３２-００１７・神奈川県横浜市南区宿町・しゆくちよう

　　２３２-０００５・神奈川県横浜市南区白金町・しろがねちよう

　　２３２-００２３・神奈川県横浜市南区白妙町・しろたえちよう

　　２３２-００２７・神奈川県横浜市南区新川町・しんかわちよう

　　２３２-００２５・神奈川県横浜市南区高砂町・たかさごちよう

　　２３２-００２２・神奈川県横浜市南区高根町・たかねちよう

　　２３２-００５６・神奈川県横浜市南区通町・とおりちよう

　　２３２-００６３・神奈川県横浜市南区中里・なかざと

　　２３２-００６２・神奈川県横浜市南区中里町・なかざとちよう

　　２３２-００５５・神奈川県横浜市南区中島町・なかじまちよう

　　２３２-００３３・神奈川県横浜市南区中村町・なかむらちよう

　　２３２-００７４・神奈川県横浜市南区永田山王台・ながたさんのうだい

　　２３２-００７６・神奈川県横浜市南区永田台・ながただい

　　２３２-００７５・神奈川県横浜市南区永田みなみ台・ながたみなみだい

　　２３２-００７２・神奈川県横浜市南区永田東・ながたひがじ

　　２３２-００７３・神奈川県横浜市南区永田南・ながたみなみ

　　２３２-００７１・神奈川県横浜市南区永田北・ながたきた

　　２３２-０００３・神奈川県横浜市南区西中町・にしなかちよう

　　２３２-００３７・神奈川県横浜市南区八幡町・はちまんちよう

　　２３２-００１８・神奈川県横浜市南区花之木町・はなのきちよう

　　２３２-００１１・神奈川県横浜市南区日枝町・ひえちよう

　　２３２-００４５・神奈川県横浜市南区東蒔田町・ひがしまいたまち

　　２３２-０００１・神奈川県横浜市南区伏見町・ふしみちよう

　　２３２-００２６・神奈川県横浜市南区二葉町・ふたはﾞちよう

　　２３２-００３５・神奈川県横浜市南区平楽・へいらく

　　２３２-００６４・神奈川県横浜市南区別所・べつしよ

　　２３２-００６５・神奈川県横浜市南区別所中里台・べつしよなかざとだい

　　２３２-００４２・神奈川県横浜市南区堀ノ内町・ほりのうちちよう

　　２３２-００４３・神奈川県横浜市南区蒔田町・まいたちよう

　　２３２-０００４・神奈川県横浜市南区前里町・まえさとちよう

　　２３２-００２１・神奈川県横浜市南区真金町・まがねちよう

　　２３２-００３２・神奈川県横浜市南区万世町・まんせいちよう

　　２３２-０００６・神奈川県横浜市南区南太田・みなみおおた

　　２３２-００１２・神奈川県横浜市南区南吉田町・みなみよしだちよう

　　２３２-０００２・神奈川県横浜市南区三春台・みはるだい

　　２３２-００１６・神奈川県横浜市南区宮元町・みやもとちよう

　　２３２-００６６・神奈川県横浜市南区六ツ川・むつかわ

　　２３２-００４１・神奈川県横浜市南区睦町・むつみちよう

　　２３２-００１４・神奈川県横浜市南区吉野町・よしのちよう

　　２３２-００５７・神奈川県横浜市南区若宮町・わかみやちよう

　　２４０-００００・神奈川県横浜市保土ケ谷区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２４０-００５３・神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町・あらいちよう

　　２４０-００３５・神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町・いまいちよう

　　２４０-００２３・神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町・いわいちよう

　　２４０-００１５・神奈川県横浜市保土ケ谷区岩崎町・いわさきちよう

　　２４０-０００４・神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町・いわまちよう

　　２４０-００６２・神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町・おかざわちよう

　　２４０-００１４・神奈川県横浜市保土ケ谷区霞台・かすみだい

　　２４０-００１３・神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町・かたびらちよう

　　２４０-００６６・神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町・かまだいちよう

　　２４０-００６３・神奈川県横浜市保土ケ谷区鎌谷町・かまやちよう

　　２４０-００５１・神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町・かみすげだちよう

　　２４０-００４２・神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川・かみほしかわ

　　２４０-００２５・神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町・かりはﾞちよう

　　２４０-００４５・神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町・かわしまちよう

　　２４０-０００１・神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町・かわべちよう

　　２４０-０００５・神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町・ごうどちよう

　　２４０-００２６・神奈川県横浜市保土ケ谷区権太坂・ごんたざか

　　２４０-００３４・神奈川県横浜市保土ケ谷区境木町・さかいぎちよう

　　２４０-００３３・神奈川県横浜市保土ケ谷区境木本町・さかいぎほんちよう

　　２４０-００４３・神奈川県横浜市保土ケ谷区坂本町・さかもとちよう



　　２４０-００１１・神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘・さくらがおか

　　２４０-００３６・神奈川県横浜市保土ケ谷区新桜ケ丘・しんさくらがおか

　　２４０-００２４・神奈川県横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町・せとがやちよう

　　２４０-００１２・神奈川県横浜市保土ケ谷区月見台・つきみだい

　　２４０-０００３・神奈川県横浜市保土ケ谷区天王町・てんのうちよう

　　２４０-００６７・神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台・ときわだい

　　２４０-００２２・神奈川県横浜市保土ケ谷区西久保町・にしくほﾞちよう

　　２４０-００５４・神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷・にしや

　　２４０-００５２・神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町・にしやまち

　　２４０-００１６・神奈川県横浜市保土ケ谷区初音ケ丘・はつねがおか

　　２４０-００１７・神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台・はなみだい

　　２４０-００４１・神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町・ひがしかわしまちよう

　　２４０-００３１・神奈川県横浜市保土ケ谷区藤塚町・ふじつかちよう

　　２４０-００４４・神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町・ぶつこうちよう

　　２４０-００４６・神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西・ぶつこうにじ

　　２４０-００３２・神奈川県横浜市保土ケ谷区法泉・ほうせん

　　２４０-０００６・神奈川県横浜市保土ケ谷区星川・ほしかわ

　　２４０-００２１・神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町・ほどがやちよう

　　２４０-００６４・神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町・みねおかちよう

　　２４０-００６１・神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町・みねざわちよう

　　２４０-０００２・神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町・みやたちよう

　　２４０-０００７・神奈川県横浜市保土ケ谷区明神台・みようじんだい

　　２４０-００６５・神奈川県横浜市保土ケ谷区和田・わだ

　　２３５-００００・神奈川県横浜市磯子区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２３５-００１６・神奈川県横浜市磯子区磯子・いそご

　　２３５-００１９・神奈川県横浜市磯子区磯子台・いそごだい

　　２３５-０００６・神奈川県横浜市磯子区鳳町・おおとりちよう

　　２３５-００２１・神奈川県横浜市磯子区岡村・おかむら

　　２３５-０００１・神奈川県横浜市磯子区上町・かみちよう

　　２３５-００４２・神奈川県横浜市磯子区上中里町・かみなかざとちよう

　　２３５-００４１・神奈川県横浜市磯子区栗木・くりき

　　２３５-０００３・神奈川県横浜市磯子区坂下町・さかしたちよう

　　２３５-００２２・神奈川県横浜市磯子区汐見台・しおみだい

　　２３５-０００４・神奈川県横浜市磯子区下町・しもちよう

　　２３５-００１７・神奈川県横浜市磯子区新磯子町・しんいそごちよう

　　２３５-００３２・神奈川県横浜市磯子区新杉田町・しんすぎたちよう

　　２３５-００３１・神奈川県横浜市磯子区新中原町・しんなかはらちよう

　　２３５-００１８・神奈川県横浜市磯子区新森町・しんもりちよう

　　２３５-００３３・神奈川県横浜市磯子区杉田・すぎた

　　２３５-００３４・神奈川県横浜市磯子区杉田坪呑・すぎたつほﾞのみ

　　２３５-００１２・神奈川県横浜市磯子区滝頭・たきがしら

　　２３５-００３５・神奈川県横浜市磯子区田中・たなか

　　２３５-００１４・神奈川県横浜市磯子区中浜町・なかはまちよう

　　２３５-００３６・神奈川県横浜市磯子区中原・なかはら

　　２３５-０００７・神奈川県横浜市磯子区西町・にしちよう

　　２３５-０００２・神奈川県横浜市磯子区馬場町・はﾞはﾞちよう

　　２３５-０００８・神奈川県横浜市磯子区原町・はらまち

　　２３５-０００５・神奈川県横浜市磯子区東町・ひがしちよう

　　２３５-００１５・神奈川県横浜市磯子区久木町・ひさきちよう

　　２３５-００４３・神奈川県横浜市磯子区氷取沢町・ひとりざわちよう

　　２３５-００１３・神奈川県横浜市磯子区広地町・ひろちちよう

　　２３５-００１１・神奈川県横浜市磯子区丸山・まるやま

　　２３５-００４４・神奈川県横浜市磯子区峰町・みねちよう

　　２３５-００２３・神奈川県横浜市磯子区森・もり

　　２３５-００２４・神奈川県横浜市磯子区森が丘・もりがおか

　　２３５-００４５・神奈川県横浜市磯子区洋光台・ようこうだい

　　２３６-００００・神奈川県横浜市金沢区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２３６-００３４・神奈川県横浜市金沢区朝比奈町・あさひなちよう

　　２３６-００１３・神奈川県横浜市金沢区海の公園・うみのこうえん

　　２３６-００４３・神奈川県横浜市金沢区大川・おおかわ

　　２３６-００２４・神奈川県横浜市金沢区乙舳町・おつともちよう

　　２３６-００５５・神奈川県横浜市金沢区片吹・かたぶき

　　２３６-００１５・神奈川県横浜市金沢区金沢町・かなざわちよう

　　２３６-００４１・神奈川県横浜市金沢区釜利谷町・かまりやちよう

　　２３６-００４２・神奈川県横浜市金沢区釜利谷東・かまりやひがじ

　　２３６-００４６・神奈川県横浜市金沢区釜利谷西・かまりやにじ

　　２３６-００４５・神奈川県横浜市金沢区釜利谷南・かまりやみなみ

　　２３６-０００３・神奈川県横浜市金沢区幸浦・さちうら

　　２３６-００１２・神奈川県横浜市金沢区柴町・しはﾞちよう

　　２３６-０００１・神奈川県横浜市金沢区昭和町・しようわまち



　　２３６-０００７・神奈川県横浜市金沢区白帆・しらほ

　　２３６-００２８・神奈川県横浜市金沢区洲崎町・すさきちよう

　　２３６-００２７・神奈川県横浜市金沢区瀬戸・せと

　　２３６-００３５・神奈川県横浜市金沢区大道・だいどう

　　２３６-００４４・神奈川県横浜市金沢区高舟台・たかふねだい

　　２３６-００２１・神奈川県横浜市金沢区泥亀・でいき

　　２３６-００１４・神奈川県横浜市金沢区寺前・てらまえ

　　２３６-００５１・神奈川県横浜市金沢区富岡東・とみおかひがじ

　　２３６-００５２・神奈川県横浜市金沢区富岡西・とみおかにじ

　　２３６-０００２・神奈川県横浜市金沢区鳥浜町・とりはまちよう

　　２３６-００１１・神奈川県横浜市金沢区長浜・ながはま

　　２３６-０００５・神奈川県横浜市金沢区並木・なみき

　　２３６-００１７・神奈川県横浜市金沢区西柴・にししはﾞ

　　２３６-００５７・神奈川県横浜市金沢区能見台・のうけんだい

　　２３６-００５３・神奈川県横浜市金沢区能見台通・のうけんだいどおり

　　２３６-００５８・神奈川県横浜市金沢区能見台東・のうけんだいひがじ

　　２３６-００５６・神奈川県横浜市金沢区能見台森・のうけんだいもり

　　２３６-００２５・神奈川県横浜市金沢区野島町・のじまちよう

　　２３６-０００６・神奈川県横浜市金沢区八景島・はつけいじま

　　２３６-００３３・神奈川県横浜市金沢区東朝比奈・ひがしあさひな

　　２３６-００２３・神奈川県横浜市金沢区平潟町・ひらかたちよう

　　２３６-０００４・神奈川県横浜市金沢区福浦・ふくうら

　　２３６-００５４・神奈川県横浜市金沢区堀口・ほりぐち

　　２３６-００２２・神奈川県横浜市金沢区町屋町・まちやちよう

　　２３６-００３６・神奈川県横浜市金沢区みず木町・みずきちよう

　　２３６-００３１・神奈川県横浜市金沢区六浦・むつうら

　　２３６-００３２・神奈川県横浜市金沢区六浦町・むつうらちよう

　　２３６-００３７・神奈川県横浜市金沢区六浦東・むつうらひがじ

　　２３６-００３８・神奈川県横浜市金沢区六浦南・むつうらみなみ

　　２３６-００１６・神奈川県横浜市金沢区谷津町・やつちよう

　　２３６-００２６・神奈川県横浜市金沢区柳町・やなぎちよう

　　２２２-００００・神奈川県横浜市港北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２２２-００３７・神奈川県横浜市港北区大倉山・おおくらやま

　　２２２-０００３・神奈川県横浜市港北区大曽根・おおそね

　　２２２-０００４・神奈川県横浜市港北区大曽根台・おおそねだい

　　２２２-００１１・神奈川県横浜市港北区菊名・きくな

　　２２２-００３４・神奈川県横浜市港北区岸根町・きしねちよう

　　２２３-００５９・神奈川県横浜市港北区北新横浜・きたしんよこはま

　　２２２-００３６・神奈川県横浜市港北区小机町・こつﾞくえちよう

　　２２２-００２４・神奈川県横浜市港北区篠原台町・しのはらだいまち

　　２２２-００２６・神奈川県横浜市港北区篠原町・しのはらちよう

　　２２２-００２５・神奈川県横浜市港北区篠原西町・しのはらにしちよう

　　２２２-００２２・神奈川県横浜市港北区篠原東・しのはらひがじ

　　２２２-００２１・神奈川県横浜市港北区篠原北・しのはらきた

　　２２３-００６４・神奈川県横浜市港北区下田町・しもだちよう

　　２２２-００３３・神奈川県横浜市港北区新横浜・しんよこはま

　　２２３-００５６・神奈川県横浜市港北区新吉田町・しんよしだちよう

　　２２３-００５８・神奈川県横浜市港北区新吉田東・しんよしだひがじ

　　２２３-００６３・神奈川県横浜市港北区高田町・たかたちよう

　　２２３-００６６・神奈川県横浜市港北区高田西・たかたにじ

　　２２３-００６５・神奈川県横浜市港北区高田東・たかたひがじ

　　２２２-０００１・神奈川県横浜市港北区樽町・たるまち

　　２２３-００５５・神奈川県横浜市港北区綱島上町・つなしまかみちよう

　　２２３-００５４・神奈川県横浜市港北区綱島台・つなしまだい

　　２２３-００５２・神奈川県横浜市港北区綱島東・つなしまひがじ

　　２２３-００５３・神奈川県横浜市港北区綱島西・つなしまにじ

　　２２２-００３５・神奈川県横浜市港北区鳥山町・とりやまちよう

　　２２２-００２３・神奈川県横浜市港北区仲手原・なかてはら

　　２２２-００１３・神奈川県横浜市港北区錦が丘・にしきがおか

　　２２３-００５７・神奈川県横浜市港北区新羽町・につはﾟちよう

　　２２３-００６１・神奈川県横浜市港北区日吉・ひよじ

　　２２３-００６２・神奈川県横浜市港北区日吉本町・ひよしほんちよう

　　２２２-００１２・神奈川県横浜市港北区富士塚・ふじつﾞか

　　２２２-００３２・神奈川県横浜市港北区大豆戸町・まめどちよう

　　２２３-００５１・神奈川県横浜市港北区箕輪町・みのわちよう

　　２２２-０００２・神奈川県横浜市港北区師岡町・もろおかちよう

　　２４４-００００・神奈川県横浜市戸塚区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２４５-００５２・神奈川県横浜市戸塚区秋葉町・あきはﾞちよう

　　２４５-００６４・神奈川県横浜市戸塚区影取町・かげとりちよう

　　２４４-０８１２・神奈川県横浜市戸塚区柏尾町・かしおちよう



　　２４４-０８１１・神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町・かみかしおちよう

　　２４４-０８１６・神奈川県横浜市戸塚区上倉田町・かみくらたちよう

　　２４４-０８０６・神奈川県横浜市戸塚区上品濃・かみしなの

　　２４５-００５３・神奈川県横浜市戸塚区上矢部町・かみやべちよう

　　２４４-０８０５・神奈川県横浜市戸塚区川上町・かわかみちよう

　　２４５-００６１・神奈川県横浜市戸塚区汲沢・ぐみざわ

　　２４５-００６２・神奈川県横浜市戸塚区汲沢町・ぐみざわちよう

　　２４４-０００４・神奈川県横浜市戸塚区小雀町・こすずめちよう

　　２４４-０８０１・神奈川県横浜市戸塚区品濃町・しなのちよう

　　２４４-０８１５・神奈川県横浜市戸塚区下倉田町・しもくらたちよう

　　２４４-０００３・神奈川県横浜市戸塚区戸塚町・とつかちよう

　　２４４-０００１・神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘・とりがおか

　　２４５-００５１・神奈川県横浜市戸塚区名瀬町・なせちよう

　　２４５-００６３・神奈川県横浜市戸塚区原宿・はらじゆく

　　２４５-００６５・神奈川県横浜市戸塚区東俣野町・ひがしまたのちよう

　　２４４-０８０２・神奈川県横浜市戸塚区平戸・ひらど

　　２４４-０８０３・神奈川県横浜市戸塚区平戸町・ひらどちよう

　　２４５-００６７・神奈川県横浜市戸塚区深谷町・ふかやちよう

　　２４４-０８１３・神奈川県横浜市戸塚区舞岡町・まいおかちよう

　　２４４-０８０４・神奈川県横浜市戸塚区前田町・まえだちよう

　　２４５-００６６・神奈川県横浜市戸塚区俣野町・またのちよう

　　２４４-０８１４・神奈川県横浜市戸塚区南舞岡・みなみまいおか

　　２４４-０００２・神奈川県横浜市戸塚区矢部町・やべちよう

　　２４４-０８１７・神奈川県横浜市戸塚区吉田町・よしだちよう

　　２３３-００００・神奈川県横浜市港南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２３３-０００７・神奈川県横浜市港南区大久保・おおくほﾞ

　　２３３-０００１・神奈川県横浜市港南区上大岡東・かみおおおかひがじ

　　２３３-０００２・神奈川県横浜市港南区上大岡西・かみおおおかにじ

　　２３３-００１２・神奈川県横浜市港南区上永谷・かみながや

　　２３３-００１４・神奈川県横浜市港南区上永谷町・かみながやちよう

　　２３３-０００３・神奈川県横浜市港南区港南・こうなん

　　２３４-００５４・神奈川県横浜市港南区港南台・こうなんだい

　　２３３-０００４・神奈川県横浜市港南区港南中央通・こうなんちゆうおうどおり

　　２３３-０００８・神奈川県横浜市港南区最戸・さいど

　　２３４-００５２・神奈川県横浜市港南区笹下・ささげ

　　２３３-００１６・神奈川県横浜市港南区下永谷・しもながや

　　２３３-０００６・神奈川県横浜市港南区芹が谷・せりがや

　　２３４-００５６・神奈川県横浜市港南区野庭町・のはﾞちよう

　　２３３-０００５・神奈川県横浜市港南区東芹が谷・ひがしせりがや

　　２３３-００１１・神奈川県横浜市港南区東永谷・ひがしながや

　　２３３-００１５・神奈川県横浜市港南区日限山・ひぎりやま

　　２３４-００５１・神奈川県横浜市港南区日野・ひの

　　２３４-００５３・神奈川県横浜市港南区日野中央・ひのちゆうおう

　　２３４-００５５・神奈川県横浜市港南区日野南・ひのみなみ

　　２３３-００１３・神奈川県横浜市港南区丸山台・まるやまだい

　　２４１-００００・神奈川県横浜市旭区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２４１-００１４・神奈川県横浜市旭区市沢町・いちざわちよう

　　２４１-００３３・神奈川県横浜市旭区今川町・いまがわちよう

　　２４１-０８１７・神奈川県横浜市旭区今宿・いまじゆく

　　２４１-００３２・神奈川県横浜市旭区今宿東町・いまじゆくひがしちよう

　　２４１-００３１・神奈川県横浜市旭区今宿西町・いまじゆくにしちよう

　　２４１-００３４・神奈川県横浜市旭区今宿南町・いまじゆくみなみちよう

　　２４１-０８１３・神奈川県横浜市旭区今宿町・いまじゆくちよう

　　２４１-０８３４・神奈川県横浜市旭区大池町・おおいけちよう

　　２４１-００１５・神奈川県横浜市旭区小高町・おたかちよう

　　２４１-０８３５・神奈川県横浜市旭区柏町・かしわちよう

　　２４１-０８１２・神奈川県横浜市旭区金が谷・かねがや

　　２４１-０８０２・神奈川県横浜市旭区上川井町・かみかわいちよう

　　２４１-０００２・神奈川県横浜市旭区上白根・かみしらね

　　２４１-０００１・神奈川県横浜市旭区上白根町・かみしらねちよう

　　２４１-０８０４・神奈川県横浜市旭区川井宿町・かわいしゆくちよう

　　２４１-０８０３・神奈川県横浜市旭区川井本町・かわいほんちよう

　　２４１-００１１・神奈川県横浜市旭区川島町・かわしまちよう

　　２４１-０８３２・神奈川県横浜市旭区桐が作・きりがさく

　　２４１-０８３１・神奈川県横浜市旭区左近山・さこんやま

　　２４１-０８１６・神奈川県横浜市旭区笹野台・ささのだい

　　２４１-０８２２・神奈川県横浜市旭区さちが丘・さちがおか

　　２４１-００１３・神奈川県横浜市旭区三反田町・さんたんだちよう

　　２４１-００２５・神奈川県横浜市旭区四季美台・しきみだい

　　２４１-０８０６・神奈川県横浜市旭区下川井町・しもかわいちよう



　　２４１-０００５・神奈川県横浜市旭区白根・しらね

　　２４１-０００３・神奈川県横浜市旭区白根町・しらねちよう

　　２４１-０８２３・神奈川県横浜市旭区善部町・ぜんぶちよう

　　２４１-０８０５・神奈川県横浜市旭区都岡町・つおかちよう

　　２４１-００２２・神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰・つるがみね

　　２４１-００２１・神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町・つるがみねほんちよう

　　２４１-０８１５・神奈川県横浜市旭区中尾・なかお

　　２４１-０８２５・神奈川県横浜市旭区中希望が丘・なかきほﾞうがおか

　　２４１-０８１４・神奈川県横浜市旭区中沢・なかざわ

　　２４１-０００４・神奈川県横浜市旭区中白根・なかしらね

　　２４１-００１２・神奈川県横浜市旭区西川島町・にしかわしまちよう

　　２４１-０８２６・神奈川県横浜市旭区東希望が丘・ひがしきほﾞうがおか

　　２４１-０８２１・神奈川県横浜市旭区二俣川・ふたまたがわ

　　２４１-００２３・神奈川県横浜市旭区本宿町・ほんじゆくちよう

　　２４１-００２４・神奈川県横浜市旭区本村町・ほんむらちよう

　　２４１-０８３６・神奈川県横浜市旭区万騎が原・まきがはら

　　２４１-０８２４・神奈川県横浜市旭区南希望が丘・みなみきほﾞうがおか

　　２４１-０８３３・神奈川県横浜市旭区南本宿町・みなみほんじゆくちよう

　　２４１-０８１１・神奈川県横浜市旭区矢指町・やさしちよう

　　２４１-０８０１・神奈川県横浜市旭区若葉台・わかはﾞだい

　　２２６-００００・神奈川県横浜市緑区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２２６-００２２・神奈川県横浜市緑区青砥町・あおとちよう

　　２２６-００２８・神奈川県横浜市緑区いぶき野・いぶきの

　　２２６-００１２・神奈川県横浜市緑区上山・かみやま

　　２２６-０００３・神奈川県横浜市緑区鴨居・かもい

　　２２６-０００４・神奈川県横浜市緑区鴨居町・かもいちよう

　　２２６-００２１・神奈川県横浜市緑区北八朔町・きたはつさくちよう

　　２２６-００１６・神奈川県横浜市緑区霧が丘・きりがおか

　　２２６-００２３・神奈川県横浜市緑区小山町・こやまちよう

　　２２６-００１４・神奈川県横浜市緑区台村町・だいむらちよう

　　２２６-０００５・神奈川県横浜市緑区竹山・たけやま

　　２２６-００１３・神奈川県横浜市緑区寺山町・てらやまちよう

　　２２６-００２５・神奈川県横浜市緑区十日市場町・とおかいちはﾞちよう

　　２２６-００１９・神奈川県横浜市緑区中山・なかやま

　　２２６-００２７・神奈川県横浜市緑区長津田・ながつた

　　２２６-００２６・神奈川県横浜市緑区長津田町・ながつたちよう

　　２２６-００１８・神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台・ながつたみなみだい

　　２２６-００１７・神奈川県横浜市緑区新治町・にいはるちよう

　　２２６-００２４・神奈川県横浜市緑区西八朔町・にしはつさくちよう

　　２２６-０００６・神奈川県横浜市緑区白山・はくさん

　　２２６-０００２・神奈川県横浜市緑区東本郷・ひがしほんごう

　　２２６-０００１・神奈川県横浜市緑区東本郷町・ひがしほんごうちよう

　　２２６-００１５・神奈川県横浜市緑区三保町・みほちよう

　　２２６-００２９・神奈川県横浜市緑区森の台・もりのだい

　　２４６-００００・神奈川県横浜市瀬谷区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２４６-００１３・神奈川県横浜市瀬谷区相沢・あいざわ

　　２４６-００２３・神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東・あくわひがじ

　　２４６-００２５・神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西・あくわにじ

　　２４６-００２６・神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南・あくわみなみ

　　２４６-００１２・神奈川県横浜市瀬谷区東野・あずまの

　　２４６-００１１・神奈川県横浜市瀬谷区東野台・あずまのだい

　　２４６-０００１・神奈川県横浜市瀬谷区卸本町・おろしほんちよう

　　２４６-０００６・神奈川県横浜市瀬谷区上瀬谷町・かみせやちよう

　　２４６-００３６・神奈川県横浜市瀬谷区北新・きたしん

　　２４６-０００２・神奈川県横浜市瀬谷区北町・きたまち

　　２４６-０００８・神奈川県横浜市瀬谷区五貫目町・ごかんめちよう

　　２４６-００３５・神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷・しもせや

　　２４６-００３１・神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷・せや

　　２４６-０００３・神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷町・せやちよう

　　２４６-０００５・神奈川県横浜市瀬谷区竹村町・たけむらちよう

　　２４６-００１４・神奈川県横浜市瀬谷区中央・ちゆうおう

　　２４６-０００４・神奈川県横浜市瀬谷区中屋敷・なかやしき

　　２４６-００３７・神奈川県横浜市瀬谷区橋戸・はしど

　　２４６-００２１・神奈川県横浜市瀬谷区二ツ橋町・ふたつはﾞしちよう

　　２４６-００１５・神奈川県横浜市瀬谷区本郷・ほんごう

　　２４６-００２２・神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境・みつきよう

　　２４６-００３４・神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷・みなみせや

　　２４６-００３２・神奈川県横浜市瀬谷区南台・みなみだい

　　２４６-００３８・神奈川県横浜市瀬谷区宮沢・みやざわ

　　２４６-０００７・神奈川県横浜市瀬谷区目黒町・めぐろちよう



　　２４７-００００・神奈川県横浜市栄区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２４４-０８４２・神奈川県横浜市栄区飯島町・いいじまちよう

　　２４７-００２６・神奈川県横浜市栄区犬山町・いのやまちよう

　　２４７-００２７・神奈川県横浜市栄区尾月・おつﾞき

　　２４７-０００６・神奈川県横浜市栄区笠間・かさま

　　２４７-０００９・神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷・かじがや

　　２４７-０００３・神奈川県横浜市栄区鍛冶ケ谷町・かじがやちよう

　　２４７-００３１・神奈川県横浜市栄区桂台北・かつらだいきた

　　２４７-００３４・神奈川県横浜市栄区桂台中・かつらだいなか

　　２４７-００３５・神奈川県横浜市栄区桂台西・かつらだいにじ

　　２４７-００３２・神奈川県横浜市栄区桂台東・かつらだいひがじ

　　２４７-００３３・神奈川県横浜市栄区桂台南・かつらだいみなみ

　　２４７-０００５・神奈川県横浜市栄区桂町・かつらちよう

　　２４４-０８４５・神奈川県横浜市栄区金井町・かないちよう

　　２４７-００１３・神奈川県横浜市栄区上郷町・かみごうちよう

　　２４７-００２５・神奈川県横浜市栄区上之町・かみのちよう

　　２４７-００２８・神奈川県横浜市栄区亀井町・かめいちよう

　　２４７-００１４・神奈川県横浜市栄区公田町・くでんちよう

　　２４７-０００７・神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷・こすがや

　　２４７-０００１・神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷町・こすがやちよう

　　２４７-０００２・神奈川県横浜市栄区小山台・こやまだい

　　２４７-００２２・神奈川県横浜市栄区庄戸・しようど

　　２４４-０８４４・神奈川県横浜市栄区田谷町・たやちよう

　　２４７-００１５・神奈川県横浜市栄区中野町・なかのちよう

　　２４４-０８４３・神奈川県横浜市栄区長尾台町・ながおだいちよう

　　２４７-００２３・神奈川県横浜市栄区長倉町・ながくらちよう

　　２４４-０８４１・神奈川県横浜市栄区長沼町・ながぬまちよう

　　２４７-００２４・神奈川県横浜市栄区野七里・のしちり

　　２４７-０００４・神奈川県横浜市栄区柏陽・はくよう

　　２４７-００２１・神奈川県横浜市栄区東上郷町・ひがしかみごうちよう

　　２４７-０００８・神奈川県横浜市栄区本郷台・ほんごうだい

　　２４７-００１１・神奈川県横浜市栄区元大橋・もとおおはじ

　　２４７-００１２・神奈川県横浜市栄区若竹町・わかたけちよう

　　２４５-００００・神奈川県横浜市泉区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２４５-０００１・神奈川県横浜市泉区池の谷・いけのたに

　　２４５-００２２・神奈川県横浜市泉区和泉が丘・いずみがおか

　　２４５-００２４・神奈川県横浜市泉区和泉中央北・いずみちゆうおうきた

　　２４５-００２３・神奈川県横浜市泉区和泉中央南・いずみちゆうおうみなみ

　　２４５-００１６・神奈川県横浜市泉区和泉町・いずみちよう

　　２４５-０００３・神奈川県横浜市泉区岡津町・おかつﾞちよう

　　２４５-０００７・神奈川県横浜市泉区桂坂・かつらざか

　　２４５-００１８・神奈川県横浜市泉区上飯田町・かみいいだちよう

　　２４５-００１７・神奈川県横浜市泉区下飯田町・しもいいだちよう

　　２４５-００２１・神奈川県横浜市泉区下和泉・しもいずみ

　　２４５-０００５・神奈川県横浜市泉区白百合・しらゆり

　　２４５-０００９・神奈川県横浜市泉区新橋町・しんはﾞしちよう

　　２４５-００１１・神奈川県横浜市泉区中田町・なかたちよう

　　２４５-００１３・神奈川県横浜市泉区中田東・なかたひがじ

　　２４５-００１５・神奈川県横浜市泉区中田西・なかたにじ

　　２４５-００１４・神奈川県横浜市泉区中田南・なかたみなみ

　　２４５-００１２・神奈川県横浜市泉区中田北・なかたきた

　　２４５-０００６・神奈川県横浜市泉区西が岡・にしがおか

　　２４５-０００８・神奈川県横浜市泉区弥生台・やよいだい

　　２４５-０００４・神奈川県横浜市泉区領家・りようけ

　　２４５-０００２・神奈川県横浜市泉区緑園・りよくえん

　　２２７-００００・神奈川県横浜市青葉区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２２７-００６２・神奈川県横浜市青葉区青葉台・あおはﾞだい

　　２２７-００６６・神奈川県横浜市青葉区あかね台・あかねだい

　　２２５-００１１・神奈川県横浜市青葉区あざみ野・あざみの

　　２２５-００１２・神奈川県横浜市青葉区あざみ野南・あざみのみなみ

　　２２５-００２４・神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町・いちがおちよう

　　２２５-０００２・神奈川県横浜市青葉区美しが丘・うつくしがおか

　　２２５-０００１・神奈川県横浜市青葉区美しが丘西・うつくしがおかにじ

　　２２７-００５２・神奈川県横浜市青葉区梅が丘・うめがおか

　　２２５-０００５・神奈川県横浜市青葉区荏子田・えこだ

　　２２５-００１３・神奈川県横浜市青葉区荏田町・えだちよう

　　２２５-００１４・神奈川県横浜市青葉区荏田西・えだにじ

　　２２５-００１５・神奈川県横浜市青葉区荏田北・えだきた

　　２２７-００６３・神奈川県横浜市青葉区榎が丘・えのきがおか

　　２２５-００２３・神奈川県横浜市青葉区大場町・おおはﾞちよう



　　２２７-００６５・神奈川県横浜市青葉区恩田町・おんだちよう

　　２２７-００４８・神奈川県横浜市青葉区柿の木台・かきのきだい

　　２２７-００３４・神奈川県横浜市青葉区桂台・かつらだい

　　２２７-００４１・神奈川県横浜市青葉区上谷本町・かみやもとちよう

　　２２７-００３３・神奈川県横浜市青葉区鴨志田町・かもしだちよう

　　２２５-００２５・神奈川県横浜市青葉区鉄町・くろがねちよう

　　２２５-００２２・神奈川県横浜市青葉区黒須田・くろすだ

　　２２７-００６１・神奈川県横浜市青葉区桜台・さくらだい

　　２２７-００５３・神奈川県横浜市青葉区さつきが丘・さつきがおか

　　２２７-００３１・神奈川県横浜市青葉区寺家町・じけちよう

　　２２７-００４２・神奈川県横浜市青葉区下谷本町・しもやもとちよう

　　２２７-００５４・神奈川県横浜市青葉区しらとり台・しらとりだい

　　２２５-０００３・神奈川県横浜市青葉区新石川・しんいしかわ

　　２２５-００２１・神奈川県横浜市青葉区すすき野・すすきの

　　２２７-００３５・神奈川県横浜市青葉区すみよし台・すみよしだい

　　２２７-００４６・神奈川県横浜市青葉区たちばな台・たちはﾞなだい

　　２２７-００６４・神奈川県横浜市青葉区田奈町・たなちよう

　　２２７-００５１・神奈川県横浜市青葉区千草台・ちぐさだい

　　２２７-００５５・神奈川県横浜市青葉区つつじが丘・つつじがおか

　　２２７-００３８・神奈川県横浜市青葉区奈良・なら

　　２２７-００３６・神奈川県横浜市青葉区奈良町・ならちよう

　　２２７-００３２・神奈川県横浜市青葉区成合町・なりあいちよう

　　２２７-００４３・神奈川県横浜市青葉区藤が丘・ふじがおか

　　２２７-００６７・神奈川県横浜市青葉区松風台・まつかぜだい

　　２２５-００１６・神奈川県横浜市青葉区みすずが丘・みすずがおか

　　２２７-００４７・神奈川県横浜市青葉区みたけ台・みたけだい

　　２２７-００３７・神奈川県横浜市青葉区緑山・みどりやま

　　２２７-００４４・神奈川県横浜市青葉区もえぎ野・もえぎの

　　２２５-０００４・神奈川県横浜市青葉区元石川町・もといしかわちよう

　　２２５-００２６・神奈川県横浜市青葉区もみの木台・もみのきだい

　　２２７-００４５・神奈川県横浜市青葉区若草台・わかくさだい

　　２２４-００００・神奈川県横浜市都筑区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２２４-００１６・神奈川県横浜市都筑区あゆみが丘・あゆみがおか

　　２２４-００５３・神奈川県横浜市都筑区池辺町・いこのべちよう

　　２２４-００１２・神奈川県横浜市都筑区牛久保・うしくほﾞ

　　２２４-００１１・神奈川県横浜市都筑区牛久保町・うしくほﾞちよう

　　２２４-００１４・神奈川県横浜市都筑区牛久保東・うしくほﾞひがじ

　　２２４-００１５・神奈川県横浜市都筑区牛久保西・うしくほﾞにじ

　　２２４-０００４・神奈川県横浜市都筑区荏田東町・えだひがしちよう

　　２２４-０００８・神奈川県横浜市都筑区荏田南町・えだみなみちよう

　　２２４-０００６・神奈川県横浜市都筑区荏田東・えだひがじ

　　２２４-０００７・神奈川県横浜市都筑区荏田南・えだみなみ

　　２２４-００４２・神奈川県横浜市都筑区大熊町・おおくまちよう

　　２２４-００２８・神奈川県横浜市都筑区大棚西・おおだなにじ

　　２２４-００２７・神奈川県横浜市都筑区大棚町・おおだなちよう

　　２２４-００６１・神奈川県横浜市都筑区大丸・おおまる

　　２２４-００４３・神奈川県横浜市都筑区折本町・おりもとちよう

　　２２４-００５５・神奈川県横浜市都筑区加賀原・かがはら

　　２２４-００３４・神奈川県横浜市都筑区勝田町・かちだちよう

　　２２４-００３６・神奈川県横浜市都筑区勝田南・かちだみなみ

　　２２４-００４４・神奈川県横浜市都筑区川向町・かわむこうちよう

　　２２４-００５６・神奈川県横浜市都筑区川和台・かわわだい

　　２２４-００５７・神奈川県横浜市都筑区川和町・かわわちよう

　　２２４-００２１・神奈川県横浜市都筑区北山田・きたやまた

　　２２４-００６２・神奈川県横浜市都筑区葛が谷・くずがや

　　２２４-００５４・神奈川県横浜市都筑区佐江戸町・さえどちよう

　　２２４-００４６・神奈川県横浜市都筑区桜並木・さくらなみき

　　２２４-００３５・神奈川県横浜市都筑区新栄町・しんえいちよう

　　２２４-００１３・神奈川県横浜市都筑区すみれが丘・すみれがおか

　　２２４-００６５・神奈川県横浜市都筑区高山・たかやま

　　２２４-００３２・神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央・ちがさきちゆうおう

　　２２４-００３１・神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎町・ちがさきちよう

　　２２４-００３３・神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東・ちがさきひがじ

　　２２４-００３７・神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南・ちがさきみなみ

　　２２４-０００１・神奈川県横浜市都筑区中川・なかがわ

　　２２４-０００３・神奈川県横浜市都筑区中川中央・なかがわちゆうおう

　　２２４-００４１・神奈川県横浜市都筑区仲町台・なかまちだい

　　２２４-００６３・神奈川県横浜市都筑区長坂・ながさか

　　２２４-００５２・神奈川県横浜市都筑区二の丸・にのまる

　　２２４-００２５・神奈川県横浜市都筑区早渕・はやぶち



　　２２４-００４５・神奈川県横浜市都筑区東方町・ひがしかたちよう

　　２２４-００２３・神奈川県横浜市都筑区東山田・ひがしやまた

　　２２４-００２４・神奈川県横浜市都筑区東山田町・ひがしやまたちよう

　　２２４-００６４・神奈川県横浜市都筑区平台・ひらだい

　　２２４-００５１・神奈川県横浜市都筑区富士見が丘・ふじみがおか

　　２２４-００２９・神奈川県横浜市都筑区南山田・みなみやまた

　　２２４-００２６・神奈川県横浜市都筑区南山田町・みなみやまたちよう

　　２２４-００６６・神奈川県横浜市都筑区見花山・みはなやま

　　２１０-００００・神奈川県川崎市川崎区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２１０-０８４７・神奈川県川崎市川崎区浅田・あさだ

　　２１０-０８５４・神奈川県川崎市川崎区浅野町・あさのちよう

　　２１０-０８０８・神奈川県川崎市川崎区旭町・あさひちよう

　　２１０-０８３２・神奈川県川崎市川崎区池上新町・いけがみしんちよう

　　２１０-０８６４・神奈川県川崎市川崎区池上町・いけがみちよう

　　２１０-００２２・神奈川県川崎市川崎区池田・いけだ

　　２１０-０００６・神奈川県川崎市川崎区砂子・いさご

　　２１０-０８０５・神奈川県川崎市川崎区伊勢町・いせちよう

　　２１０-０８６２・神奈川県川崎市川崎区浮島町・うきしまちよう

　　２１０-０８２３・神奈川県川崎市川崎区江川・えがわ

　　２１０-０００７・神奈川県川崎市川崎区駅前本町・えきまえほんちよう

　　２１０-０００２・神奈川県川崎市川崎区榎町・えのきちよう

　　２１０-０８３５・神奈川県川崎市川崎区追分町・おいわけちよう

　　２１０-０８６７・神奈川県川崎市川崎区扇町・おうぎまち

　　２１０-０８５８・神奈川県川崎市川崎区大川町・おおかわちよう

　　２１０-０８６８・神奈川県川崎市川崎区扇島・おおぎしま

　　２１０-０８３４・神奈川県川崎市川崎区大島・おおしま

　　２１０-０８３６・神奈川県川崎市川崎区大島上町・おおしまかみちよう

　　２１０-００２３・神奈川県川崎市川崎区小川町・おがわちよう

　　２１０-０８４６・神奈川県川崎市川崎区小田・おだ

　　２１０-０８４３・神奈川県川崎市川崎区小田栄・おださかえ

　　２１０-００１４・神奈川県川崎市川崎区貝塚・かいつﾞか

　　２１０-０８０３・神奈川県川崎市川崎区川中島・かわなかじま

　　２１０-０８３１・神奈川県川崎市川崎区観音・かんのん

　　２１０-０８４８・神奈川県川崎市川崎区京町・きようまち

　　２１０-０８５２・神奈川県川崎市川崎区鋼管通・こうかんどおり

　　２１０-０８６１・神奈川県川崎市川崎区小島町・こじまちよう

　　２１０-０８３８・神奈川県川崎市川崎区境町・さかいちよう

　　２１０-０８３３・神奈川県川崎市川崎区桜本・さくらもと

　　２１０-０８２６・神奈川県川崎市川崎区塩浜・しおはま

　　２１０-００２５・神奈川県川崎市川崎区下並木・しもなみき

　　２１０-０８１３・神奈川県川崎市川崎区昭和・しようわ

　　２１０-０８５７・神奈川県川崎市川崎区白石町・しらいしちよう

　　２１０-００１３・神奈川県川崎市川崎区新川通・しんかわどおり

　　２１０-０８０１・神奈川県川崎市川崎区鈴木町・すずきちよう

　　２１０-０８１４・神奈川県川崎市川崎区台町・だいまち

　　２１０-０８５３・神奈川県川崎市川崎区田島町・たじまちよう

　　２１０-０８５６・神奈川県川崎市川崎区田辺新田・たなべしんでん

　　２１０-０８２２・神奈川県川崎市川崎区田町・たまち

　　２１０-０８０２・神奈川県川崎市川崎区大師駅前・だいしえきまえ

　　２１０-０８１１・神奈川県川崎市川崎区大師河原・だいしがわら

　　２１０-０８１５・神奈川県川崎市川崎区大師公園・だいしこうえん

　　２１０-０８１７・神奈川県川崎市川崎区大師本町・だいしほんちよう

　　２１０-０８１６・神奈川県川崎市川崎区大師町・だいしまち

　　２１０-０８６５・神奈川県川崎市川崎区千鳥町・ちどりちよう

　　２１０-００２６・神奈川県川崎市川崎区堤根・つつみね

　　２１０-０８２５・神奈川県川崎市川崎区出来野・できの

　　２１０-０８２１・神奈川県川崎市川崎区殿町・とのまち

　　２１０-０８０６・神奈川県川崎市川崎区中島・なかじま

　　２１０-０８１８・神奈川県川崎市川崎区中瀬・なかぜ

　　２１０-００２４・神奈川県川崎市川崎区日進町・につしんちよう

　　２１０-０８５１・神奈川県川崎市川崎区浜町・はまちよう

　　２１０-０８６９・神奈川県川崎市川崎区東扇島・ひがしおおぎしま

　　２１０-０００５・神奈川県川崎市川崎区東田町・ひがしだちよう

　　２１０-０８１２・神奈川県川崎市川崎区東門前・ひがしもんぜん

　　２１０-０８２４・神奈川県川崎市川崎区日ノ出・ひので

　　２１０-０８０４・神奈川県川崎市川崎区藤崎・ふじさき

　　２１０-００１１・神奈川県川崎市川崎区富士見・ふじみ

　　２１０-０００３・神奈川県川崎市川崎区堀之内町・ほりのうちちよう

　　２１０-０００１・神奈川県川崎市川崎区本町・ほんちよう

　　２１０-０８６６・神奈川県川崎市川崎区水江町・みずえちよう



　　２１０-０８０７・神奈川県川崎市川崎区港町・みなとちよう

　　２１０-００１５・神奈川県川崎市川崎区南町・みなみまち

　　２１０-０８５５・神奈川県川崎市川崎区南渡田町・みなみわたりだちよう

　　２１０-００１２・神奈川県川崎市川崎区宮前町・みやまえちよう

　　２１０-０００４・神奈川県川崎市川崎区宮本町・みやもとちよう

　　２１０-００２１・神奈川県川崎市川崎区元木・もとぎ

　　２１０-０８６３・神奈川県川崎市川崎区夜光・やこう

　　２１０-０８２８・神奈川県川崎市川崎区四谷上町・よつやかみちよう

　　２１０-０８２７・神奈川県川崎市川崎区四谷下町・よつやしもちよう

　　２１０-０８３７・神奈川県川崎市川崎区渡田・わたりだ

　　２１０-０８４５・神奈川県川崎市川崎区渡田山王町・わたりださんのうちよう

　　２１０-０８４４・神奈川県川崎市川崎区渡田新町・わたりだしんちよう

　　２１０-０８４２・神奈川県川崎市川崎区渡田東町・わたりだひがしちよう

　　２１０-０８４１・神奈川県川崎市川崎区渡田向町・わたりだむかいちよう

　　２１２-００００・神奈川県川崎市幸区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２１２-０００６・神奈川県川崎市幸区遠藤町・えんどうまち

　　２１２-００１４・神奈川県川崎市幸区大宮町・おおみやちよう

　　２１２-００５４・神奈川県川崎市幸区小倉・おぐら

　　２１２-００５８・神奈川県川崎市幸区鹿島田・かしまだ

　　２１２-０００７・神奈川県川崎市幸区河原町・かわらまち

　　２１２-００５７・神奈川県川崎市幸区北加瀬・きたかせ

　　２１２-０００１・神奈川県川崎市幸区小向東芝町・こむかいとうしはﾞちよう

　　２１２-０００２・神奈川県川崎市幸区小向仲野町・こむかいなかのちよう

　　２１２-０００４・神奈川県川崎市幸区小向西町・こむかいにしまち

　　２１２-０００３・神奈川県川崎市幸区小向町・こむかいちよう

　　２１２-００２６・神奈川県川崎市幸区紺屋町・こんやまち

　　２１２-００１１・神奈川県川崎市幸区幸町・さいわいちよう

　　２１２-００５３・神奈川県川崎市幸区下平間・しもひらま

　　２１２-００３１・神奈川県川崎市幸区新小倉・しんおぐら

　　２１２-００３２・神奈川県川崎市幸区新川崎・しんかわさき

　　２１２-００２７・神奈川県川崎市幸区新塚越・しんつかごじ

　　２１２-００２２・神奈川県川崎市幸区神明町・しんめいちよう

　　２１２-００２４・神奈川県川崎市幸区塚越・つかごじ

　　２１２-０００５・神奈川県川崎市幸区戸手・とて

　　２１２-００２３・神奈川県川崎市幸区戸手本町・とてほんまち

　　２１２-００１２・神奈川県川崎市幸区中幸町・なかさいわいちよう

　　２１２-００３３・神奈川県川崎市幸区東小倉・ひがしおぐら

　　２１２-００５１・神奈川県川崎市幸区東古市場・ひがしふるいちはﾞ

　　２１２-００５２・神奈川県川崎市幸区古市場・ふるいちはﾞ

　　２１２-００２５・神奈川県川崎市幸区古川町・ふるかわまち

　　２１２-００１３・神奈川県川崎市幸区堀川町・ほりかわちよう

　　２１２-００５５・神奈川県川崎市幸区南加瀬・みなみかせ

　　２１２-００１６・神奈川県川崎市幸区南幸町・みなみさいわいちよう

　　２１２-００２１・神奈川県川崎市幸区都町・みやこちよう

　　２１２-００５６・神奈川県川崎市幸区矢上・やがみ

　　２１２-００１５・神奈川県川崎市幸区柳町・やなぎちよう

　　２１１-００００・神奈川県川崎市中原区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２１１-００３５・神奈川県川崎市中原区井田・いだ

　　２１１-００３７・神奈川県川崎市中原区井田三舞町・いださんまいちよう

　　２１１-００３６・神奈川県川崎市中原区井田杉山町・いだすぎやまちよう

　　２１１-００３４・神奈川県川崎市中原区井田中ノ町・いだなかのちよう

　　２１１-００１６・神奈川県川崎市中原区市ノ坪・いちのつほﾞ

　　２１１-００６７・神奈川県川崎市中原区今井上町・いまいかみちよう

　　２１１-００６５・神奈川県川崎市中原区今井仲町・いまいなかまち

　　２１１-００６６・神奈川県川崎市中原区今井西町・いまいにしまち

　　２１１-００６４・神奈川県川崎市中原区今井南町・いまいみなみちよう

　　２１１-００２３・神奈川県川崎市中原区大倉町・おおくらちよう

　　２１１-００５３・神奈川県川崎市中原区上小田中・かみこだなか

　　２１１-００４５・神奈川県川崎市中原区上新城・かみしんじよう

　　２１１-００１３・神奈川県川崎市中原区上平間・かみひらま

　　２１１-０００３・神奈川県川崎市中原区上丸子・かみまるこ

　　２１１-０００２・神奈川県川崎市中原区上丸子山王町・かみまるこさんのうちよう

　　２１１-０００７・神奈川県川崎市中原区上丸子天神町・かみまるこてんじんちよう

　　２１１-０００１・神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町・かみまるこはちまんちよう

　　２１１-００２２・神奈川県川崎市中原区苅宿・かりやど

　　２１１-００１５・神奈川県川崎市中原区北谷町・きたやちよう

　　２１１-００２５・神奈川県川崎市中原区木月・きつﾞき

　　２１１-００３２・神奈川県川崎市中原区木月伊勢町・きつﾞきいせちよう

　　２１１-００３３・神奈川県川崎市中原区木月祗園町・きつﾞきぎおんちよう

　　２１１-００２１・神奈川県川崎市中原区木月住吉町・きつﾞきすみよしちよう



　　２１１-００３１・神奈川県川崎市中原区木月大町・きつﾞきおおまち

　　２１１-００６１・神奈川県川崎市中原区小杉・こすぎ

　　２１１-００６８・神奈川県川崎市中原区小杉御殿町・こすぎごてんちよう

　　２１１-００６２・神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町・こすぎじんやちよう

　　２１１-００６３・神奈川県川崎市中原区小杉町・こすぎまち

　　２１１-００４１・神奈川県川崎市中原区下小田中・しもこだなか

　　２１１-００４２・神奈川県川崎市中原区下新城・しもしんじよう

　　２１１-００１１・神奈川県川崎市中原区下沼部・しもぬまべ

　　２１１-００４４・神奈川県川崎市中原区新城・しんじよう

　　２１１-００４３・神奈川県川崎市中原区新城中町・しんじようなかちよう

　　２１１-０００５・神奈川県川崎市中原区新丸子町・しんまるこまち

　　２１１-０００４・神奈川県川崎市中原区新丸子東・しんまるこひがじ

　　２１１-００１４・神奈川県川崎市中原区田尻町・たじりちよう

　　２１１-００５２・神奈川県川崎市中原区等々力・とどろき

　　２１１-００１２・神奈川県川崎市中原区中丸子・なかまるこ

　　２１１-００２４・神奈川県川崎市中原区西加瀬・にしかせ

　　２１１-０００６・神奈川県川崎市中原区丸子通・まるこどおり

　　２１１-００５１・神奈川県川崎市中原区宮内・みやうち

　　２１３-００００・神奈川県川崎市高津区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２１３-００２４・神奈川県川崎市高津区明津・あくつ

　　２１３-００３１・神奈川県川崎市高津区宇奈根・うなね

　　２１３-００１５・神奈川県川崎市高津区梶ケ谷・かじがや

　　２１３-００２５・神奈川県川崎市高津区蟹ケ谷・かにがや

　　２１３-００３４・神奈川県川崎市高津区上作延・かみさくのべ

　　２１３-００２８・神奈川県川崎市高津区北野川・きたのがわ

　　２１３-０００５・神奈川県川崎市高津区北見方・きたみがた

　　２１３-００３２・神奈川県川崎市高津区久地・くじ

　　２１３-００１２・神奈川県川崎市高津区坂戸・さかど

　　２１３-００２３・神奈川県川崎市高津区子母口・しほﾞくち

　　２１３-００３３・神奈川県川崎市高津区下作延・しもさくのべ

　　２１３-０００６・神奈川県川崎市高津区下野毛・しものげ

　　２１３-００１４・神奈川県川崎市高津区新作・しんさく

　　２１３-００１３・神奈川県川崎市高津区末長・すえなが

　　２１３-０００４・神奈川県川崎市高津区諏訪・すわ

　　２１３-０００３・神奈川県川崎市高津区瀬田・せた

　　２１３-００２２・神奈川県川崎市高津区千年・ちとせ

　　２１３-００２１・神奈川県川崎市高津区千年新町・ちとせしんちよう

　　２１３-００２９・神奈川県川崎市高津区東野川・ひがしのがわ

　　２１３-００２６・神奈川県川崎市高津区久末・ひさすえ

　　２１３-００１１・神奈川県川崎市高津区久本・ひさもと

　　２１３-０００２・神奈川県川崎市高津区二子・ふたご

　　２１３-０００１・神奈川県川崎市高津区溝口・みぞのくち

　　２１３-００３５・神奈川県川崎市高津区向ケ丘・むかいがおか

　　２１４-００００・神奈川県川崎市多摩区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２１４-００３８・神奈川県川崎市多摩区生田・いくた

　　２１４-００３９・神奈川県川崎市多摩区栗谷・くりや

　　２１４-００２１・神奈川県川崎市多摩区宿河原・しゆくがわら

　　２１４-０００１・神奈川県川崎市多摩区菅・すげ

　　２１４-０００３・神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤・すげいなだつﾞつみ

　　２１４-０００８・神奈川県川崎市多摩区菅北浦・すげきたうら

　　２１４-０００７・神奈川県川崎市多摩区菅城下・すげしろした

　　２１４-０００６・神奈川県川崎市多摩区菅仙谷・すげせんごく

　　２１４-０００２・神奈川県川崎市多摩区菅野戸呂・すげのとろ

　　２１４-０００４・神奈川県川崎市多摩区菅馬場・すげはﾞんはﾞ

　　２１４-００２２・神奈川県川崎市多摩区堰・せき

　　２１４-０００５・神奈川県川崎市多摩区寺尾台・てらおだい

　　２１４-００１２・神奈川県川崎市多摩区中野島・なかのしま

　　２１４-００２３・神奈川県川崎市多摩区長尾・ながお

　　２１４-００３５・神奈川県川崎市多摩区長沢・ながさわ

　　２１４-００３７・神奈川県川崎市多摩区西生田・にしいくた

　　２１４-００１４・神奈川県川崎市多摩区登戸・のほﾞりと

　　２１４-００１３・神奈川県川崎市多摩区登戸新町・のほﾞりとしんまち

　　２１４-００３１・神奈川県川崎市多摩区東生田・ひがしいくた

　　２１４-００３３・神奈川県川崎市多摩区東三田・ひがしみた

　　２１４-００１１・神奈川県川崎市多摩区布田・ふだ

　　２１４-００３２・神奈川県川崎市多摩区枡形・ますがた

　　２１４-００３４・神奈川県川崎市多摩区三田・みた

　　２１４-００３６・神奈川県川崎市多摩区南生田・みなみいくた

　　２１６-００００・神奈川県川崎市宮前区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２１６-０００３・神奈川県川崎市宮前区有馬・ありま



　　２１６-００１１・神奈川県川崎市宮前区犬蔵・いぬくら

　　２１６-００３４・神奈川県川崎市宮前区梶ケ谷・かじがや

　　２１６-００２３・神奈川県川崎市宮前区けやき平・けやきだいら

　　２１６-００２１・神奈川県川崎市宮前区五所塚・ごしよつﾞか

　　２１６-０００７・神奈川県川崎市宮前区小台・こだい

　　２１６-０００４・神奈川県川崎市宮前区鷺沼・さぎぬま

　　２１６-００１３・神奈川県川崎市宮前区潮見台・しおみだい

　　２１６-００３２・神奈川県川崎市宮前区神木・しほﾞく

　　２１６-００３１・神奈川県川崎市宮前区神木本町・しほﾞくほんちよう

　　２１６-００２５・神奈川県川崎市宮前区白幡台・しらはただい

　　２１６-００１５・神奈川県川崎市宮前区菅生・すがお

　　２１６-００１４・神奈川県川崎市宮前区菅生ケ丘・すがおがおか

　　２１６-００２２・神奈川県川崎市宮前区平・たいら

　　２１６-０００５・神奈川県川崎市宮前区土橋・つちはじ

　　２１６-００２４・神奈川県川崎市宮前区南平台・なんへﾟいだい

　　２１６-００４４・神奈川県川崎市宮前区西野川・にしのがわ

　　２１６-００４３・神奈川県川崎市宮前区野川台・のがわだい

　　２１６-００４１・神奈川県川崎市宮前区野川本町・のがわほんちよう

　　２１６-００２６・神奈川県川崎市宮前区初山・はつやま

　　２１６-０００２・神奈川県川崎市宮前区東有馬・ひがしありま

　　２１６-００３５・神奈川県川崎市宮前区馬絹・まぎぬ

　　２１６-００１２・神奈川県川崎市宮前区水沢・みずさわ

　　２１６-００４２・神奈川県川崎市宮前区南野川・みなみのがわ

　　２１６-００３３・神奈川県川崎市宮前区宮崎・みやざき

　　２１６-０００６・神奈川県川崎市宮前区宮前平・みやまえだいら

　　２１５-００００・神奈川県川崎市麻生区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２１５-００１３・神奈川県川崎市麻生区王禅寺・おうぜんじ

　　２１５-００１７・神奈川県川崎市麻生区王禅寺西・おうぜんじにじ

　　２１５-００１８・神奈川県川崎市麻生区王禅寺東・おうぜんじひがじ

　　２１５-００２７・神奈川県川崎市麻生区岡上・おかがみ

　　２１５-００２３・神奈川県川崎市麻生区片平・かたひら

　　２１５-０００６・神奈川県川崎市麻生区金程・かなほど

　　２１５-００２１・神奈川県川崎市麻生区上麻生・かみあさお

　　２１５-００３３・神奈川県川崎市麻生区栗木・くりぎ

　　２１５-００３２・神奈川県川崎市麻生区栗木台・くりぎだい

　　２１５-００３１・神奈川県川崎市麻生区栗平・くりひら

　　２１５-００３５・神奈川県川崎市麻生区黒川・くろかわ

　　２１５-００２５・神奈川県川崎市麻生区五力田・ごりきだ

　　２１５-００２２・神奈川県川崎市麻生区下麻生・しもあさお

　　２１５-００２４・神奈川県川崎市麻生区白鳥・しらとり

　　２１５-０００３・神奈川県川崎市麻生区高石・たかいじ

　　２１５-０００２・神奈川県川崎市麻生区多摩美・たまみ

　　２１５-０００５・神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘・ちよがおか

　　２１５-００１５・神奈川県川崎市麻生区虹ケ丘・にじがおか

　　２１５-００１４・神奈川県川崎市麻生区白山・はくさん

　　２１５-００１６・神奈川県川崎市麻生区早野・はやの

　　２１５-００３６・神奈川県川崎市麻生区はるひ野・はるひの

　　２１５-００１２・神奈川県川崎市麻生区東百合丘・ひがしゆりがおか

　　２１５-００２６・神奈川県川崎市麻生区古沢・ふるさわ

　　２１５-０００１・神奈川県川崎市麻生区細山・ほそやま

　　２１５-０００４・神奈川県川崎市麻生区万福寺・まんふﾟくじ

　　２１５-００３４・神奈川県川崎市麻生区南黒川・みなみくろかわ

　　２１５-０００７・神奈川県川崎市麻生区向原・むかいはﾞら

　　２１５-００１１・神奈川県川崎市麻生区百合丘・ゆりがおか

　　２５２-０１００・神奈川県相模原市緑区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２５２-０１４１・神奈川県相模原市緑区相原・あいはら

　　２５２-０１６２・神奈川県相模原市緑区青根・あおね

　　２５２-０１６１・神奈川県相模原市緑区青野原・あおのはら

　　２５２-０１５６・神奈川県相模原市緑区青山・あおやま

　　２５２-０１５２・神奈川県相模原市緑区太井・おおい

　　２５２-０１３５・神奈川県相模原市緑区大島・おおしま

　　２５２-０１４６・神奈川県相模原市緑区大山町・おおやまちよう

　　２５２-０１１５・神奈川県相模原市緑区小倉・おぐら

　　２５２-０１７３・神奈川県相模原市緑区小原・おはﾞら

　　２５２-０１８４・神奈川県相模原市緑区小渕・おぶち

　　２５２-０１３６・神奈川県相模原市緑区上九沢・かみくざわ

　　２５２-０１１１・神奈川県相模原市緑区川尻・かわしり

　　２５２-０１０５・神奈川県相模原市緑区久保沢・くほﾞさわ

　　２５２-０１８１・神奈川県相模原市緑区佐野川・さのがわ

　　２５２-０１８２・神奈川県相模原市緑区澤井・さわい



　　２５２-０１３４・神奈川県相模原市緑区下九沢・しもくざわ

　　２５２-０１１６・神奈川県相模原市緑区城山・しろやま

　　２５２-０１８８・神奈川県相模原市緑区寸沢嵐（新戸）・すわらし(しんど)

　　２５２-０１７６・神奈川県相模原市緑区寸沢嵐（その他）・すわらし(そのた)

　　２５２-０１２４・神奈川県相模原市緑区田名・たな

　　２５２-０１１３・神奈川県相模原市緑区谷ヶ原・たにがはら

　　２５２-０１７４・神奈川県相模原市緑区千木良・ちぎら

　　２５２-０１５５・神奈川県相模原市緑区鳥屋・とや

　　２５２-０１１７・神奈川県相模原市緑区中沢・なかざわ

　　２５２-０１５４・神奈川県相模原市緑区長竹・ながたけ

　　２５２-０１５７・神奈川県相模原市緑区中野・なかの

　　２５２-０１８７・神奈川県相模原市緑区名倉・なぐら

　　２５２-０１３１・神奈川県相模原市緑区西橋本・にしはしもと

　　２５２-０１３７・神奈川県相模原市緑区二本松・にほんまつ

　　２５２-０１５３・神奈川県相模原市緑区根小屋・ねごや

　　２５２-０１４３・神奈川県相模原市緑区橋本・はしもと

　　２５２-０１３２・神奈川県相模原市緑区橋本台・はしもとだい

　　２５２-０１１４・神奈川県相模原市緑区葉山島・はやまじま

　　２５２-０１０２・神奈川県相模原市緑区原宿・はらじゆく

　　２５２-０１０３・神奈川県相模原市緑区原宿南・はらじゆくみなみ

　　２５２-０１４４・神奈川県相模原市緑区東橋本・ひがしはしもと

　　２５２-０１８５・神奈川県相模原市緑区日連・ひつﾞれ

　　２５２-０１０６・神奈川県相模原市緑区広田・ひろた

　　２５２-０１８６・神奈川県相模原市緑区牧野・まぎの

　　２５２-０１５８・神奈川県相模原市緑区又野・またの

　　２５２-０１０１・神奈川県相模原市緑区町屋・まちや

　　２５２-０１５１・神奈川県相模原市緑区三井・みい

　　２５２-０１５９・神奈川県相模原市緑区三ケ木・みかげ

　　２５２-０１０４・神奈川県相模原市緑区向原・むかいはら

　　２５２-０１４２・神奈川県相模原市緑区元橋本町・もとはしもとちよう

　　２５２-０１８３・神奈川県相模原市緑区吉野・よしの

　　２５２-０１７１・神奈川県相模原市緑区与瀬・よせ

　　２５２-０１７２・神奈川県相模原市緑区与瀬本町・よせほんちよう

　　２５２-０１１２・神奈川県相模原市緑区若葉台・わかはﾞだい

　　２５２-０１７５・神奈川県相模原市緑区若柳・わかやなぎ

　　２５２-０２００・神奈川県相模原市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２５２-０２３５・神奈川県相模原市中央区相生・あいおい

　　２５２-０２２４・神奈川県相模原市中央区青葉・あおはﾞ

　　２５２-０２５１・神奈川県相模原市中央区大野台・おおのだい

　　２５２-０２０５・神奈川県相模原市中央区小山・おやま

　　２５２-０２３３・神奈川県相模原市中央区鹿沼台・かぬまだい

　　２５２-０２４３・神奈川県相模原市中央区上溝・かみみぞ

　　２５２-０２０１・神奈川県相模原市中央区上矢部・かみやべ

　　２５２-０２３４・神奈川県相模原市中央区共和・きようわ

　　２５２-０２１４・神奈川県相模原市中央区向陽町・こうようちよう

　　２５２-０２１７・神奈川県相模原市中央区小町通・こまちどおり

　　２５２-０２３１・神奈川県相模原市中央区相模原・さがみはら

　　２５２-０２５４・神奈川県相模原市中央区下九沢・しもくざわ

　　２５２-０２４６・神奈川県相模原市中央区水郷田名・すいごうたな

　　２５２-０２１３・神奈川県相模原市中央区すすきの町・すすきのちよう

　　２５２-０２１６・神奈川県相模原市中央区清新・せいしん

　　２５２-０２２１・神奈川県相模原市中央区高根・たかね

　　２５２-０２４４・神奈川県相模原市中央区田名・たな

　　２５２-０２４５・神奈川県相模原市中央区田名塩田・たなしおだ

　　２５２-０２３９・神奈川県相模原市中央区中央・ちゆうおう

　　２５２-０２３７・神奈川県相模原市中央区千代田・ちよだ

　　２５２-０２２８・神奈川県相模原市中央区並木・なみき

　　２５２-０２０３・神奈川県相模原市中央区東淵野辺・ひがしふちのべ

　　２５２-０２２７・神奈川県相模原市中央区光が丘・ひかりがおか

　　２５２-０２１５・神奈川県相模原市中央区氷川町・ひかわちよう

　　２５２-０２３６・神奈川県相模原市中央区富士見・ふじみ

　　２５２-０２０６・神奈川県相模原市中央区淵野辺・ふちのべ

　　２５２-０２０２・神奈川県相模原市中央区淵野辺本町・ふちのべほんちよう

　　２５２-０２３８・神奈川県相模原市中央区星が丘・ほしがおか

　　２５２-０２２３・神奈川県相模原市中央区松が丘・まつがおか

　　２５２-０２２５・神奈川県相模原市中央区緑が丘・みどりがおか

　　２５２-０２５３・神奈川県相模原市中央区南橋本・みなみはしもと

　　２５２-０２１２・神奈川県相模原市中央区宮下・みやしも

　　２５２-０２１１・神奈川県相模原市中央区宮下本町・みやしもほんちよう

　　２５２-０２２９・神奈川県相模原市中央区弥栄・やえい



　　２５２-０２３２・神奈川県相模原市中央区矢部・やべ

　　２５２-０２０７・神奈川県相模原市中央区矢部新町・やべしんちよう

　　２５２-０２０８・神奈川県相模原市中央区矢部新田・やべしんでん

　　２５２-０２２６・神奈川県相模原市中央区陽光台・ようこうだい

　　２５２-０２４２・神奈川県相模原市中央区横山・よこやま

　　２５２-０２４１・神奈川県相模原市中央区横山台・よこやまだい

　　２５２-０２２２・神奈川県相模原市中央区由野台・よしのだい

　　２５２-０３００・神奈川県相模原市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２５２-０３０４・神奈川県相模原市南区旭町・あさひちよう

　　２５２-０３２８・神奈川県相模原市南区麻溝台・あさみぞだい

　　２５２-０３２５・神奈川県相模原市南区新磯野・あらいその

　　２５２-０３２７・神奈川県相模原市南区磯部・いそべ

　　２５２-０３０１・神奈川県相模原市南区鵜野森・うのもり

　　２５２-０３３１・神奈川県相模原市南区大野台・おおのだい

　　２５２-０３０２・神奈川県相模原市南区上鶴間・かみつるま

　　２５２-０３１８・神奈川県相模原市南区上鶴間本町・かみつるまほんちよう

　　２５２-０３２９・神奈川県相模原市南区北里・きたざと

　　２５２-０３４４・神奈川県相模原市南区古淵・こぶち

　　２５２-０３０６・神奈川県相模原市南区栄町・さかえちよう

　　２５２-０３０３・神奈川県相模原市南区相模大野・さがみおおの

　　２５２-０３２１・神奈川県相模原市南区相模台・さがみだい

　　２５２-０３２２・神奈川県相模原市南区相模台団地・さがみだいだんち

　　２５２-０３１５・神奈川県相模原市南区桜台・さくらだい

　　２５２-０３３５・神奈川県相模原市南区下溝・しもみぞ

　　２５２-０３２６・神奈川県相模原市南区新戸・しんど

　　２５２-０３１２・神奈川県相模原市南区相南・そうなん

　　２５２-０３２４・神奈川県相模原市南区相武台・そうぶだい

　　２５２-０３２３・神奈川県相模原市南区相武台団地・そうぶだいだんち

　　２５２-０３３６・神奈川県相模原市南区当麻・たいま

　　２５２-０３３２・神奈川県相模原市南区西大沼・にしおおぬま

　　２５２-０３３３・神奈川県相模原市南区東大沼・ひがしおおぬま

　　２５２-０３１１・神奈川県相模原市南区東林間・ひがしりんかん

　　２５２-０３１６・神奈川県相模原市南区双葉・ふたはﾞ

　　２５２-０３０７・神奈川県相模原市南区文京・ぶんきよう

　　２５２-０３１３・神奈川県相模原市南区松が枝町・まつがえちよう

　　２５２-０３１７・神奈川県相模原市南区御園・みその

　　２５２-０３１４・神奈川県相模原市南区南台・みなみだい

　　２５２-０３０５・神奈川県相模原市南区豊町・ゆたかちよう

　　２５２-０３３４・神奈川県相模原市南区若松・わかまつ

　　２３８-００００・神奈川県横須賀市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２４０-０１０５・神奈川県横須賀市秋谷・あきや

　　２４０-０１０４・神奈川県横須賀市芦名・あしな

　　２３８-００３３・神奈川県横須賀市阿部倉・あべくら

　　２３９-０８４５・神奈川県横須賀市粟田・あわた

　　２３８-００４８・神奈川県横須賀市安針台・あんじんだい

　　２３８-００３５・神奈川県横須賀市池上・いけがみ

　　２３９-０８０６・神奈川県横須賀市池田町・いけだちよう

　　２３８-０００３・神奈川県横須賀市稲岡町・いなおかちよう

　　２３８-００５１・神奈川県横須賀市不入斗町・いりやまずちよう

　　２３９-０８４４・神奈川県横須賀市岩戸・いわと

　　２３９-０８３６・神奈川県横須賀市内川・うちかわ

　　２３９-０８３７・神奈川県横須賀市内川新田・うちかわしんでん

　　２３９-０８２２・神奈川県横須賀市浦賀・うらが

　　２３９-０８２３・神奈川県横須賀市浦賀丘・うらがおか

　　２３９-０８１５・神奈川県横須賀市浦上台・うらがみだい

　　２３７-００６２・神奈川県横須賀市浦郷町・うらごうちよう

　　２３８-００１７・神奈川県横須賀市上町・うわまち

　　２３８-０３１１・神奈川県横須賀市太田和・おおたわ

　　２３８-０００８・神奈川県横須賀市大滝町・おおだきちよう

　　２３９-０８０８・神奈川県横須賀市大津町・おおつちよう

　　２３８-００２４・神奈川県横須賀市大矢部・おおやべ

　　２３８-０００４・神奈川県横須賀市小川町・おがわちよう

　　２４０-０１０２・神奈川県横須賀市荻野・おぎの

　　２３７-００６３・神奈川県横須賀市追浜東町・おつはﾟまひがしちよう

　　２３７-００６５・神奈川県横須賀市追浜南町・おつはﾟまみなみちよう

　　２３７-００６８・神奈川県横須賀市追浜本町・おつはﾟまほんちよう

　　２３７-００６４・神奈川県横須賀市追浜町・おつはﾟまちよう

　　２３９-０８１２・神奈川県横須賀市小原台・おはﾞらだい

　　２３８-００３４・神奈川県横須賀市金谷・かねや

　　２３９-０８１３・神奈川県横須賀市鴨居・かもい



　　２３８-００３１・神奈川県横須賀市衣笠栄町・きぬかささかえちよう

　　２３８-００２５・神奈川県横須賀市衣笠町・きぬかさちよう

　　２３８-００２２・神奈川県横須賀市公郷町・くごうちよう

　　２３８-０００２・神奈川県横須賀市楠ケ浦町・くすがうらちよう

　　２３９-０８２８・神奈川県横須賀市久比里・くびり

　　２３９-０８３４・神奈川県横須賀市久村・くむら

　　２３９-０８３１・神奈川県横須賀市久里浜・くりはま

　　２３９-０８２７・神奈川県横須賀市久里浜台・くりはまだい

　　２３９-０８４６・神奈川県横須賀市グリーンハイツ・ぐりｰんはいつ

　　２３９-０８２０・神奈川県横須賀市光風台・こうふうだい

　　２４０-０１０６・神奈川県横須賀市子安・こやす

　　２３８-００２６・神奈川県横須賀市小矢部・こやべ

　　２３８-００４３・神奈川県横須賀市坂本町・さかもとちよう

　　２３９-０８０３・神奈川県横須賀市桜が丘・さくらがおか

　　２４０-０１０３・神奈川県横須賀市佐島・さじま

　　２４０-０１０８・神奈川県横須賀市佐島の丘・さじまのおか

　　２３８-００５２・神奈川県横須賀市佐野町・さのちよう

　　２３９-０８３５・神奈川県横須賀市佐原・さはら

　　２３８-００１９・神奈川県横須賀市猿島・さるしま

　　２３８-００４２・神奈川県横須賀市汐入町・しおいりちよう

　　２３８-００５４・神奈川県横須賀市汐見台・しおみだい

　　２４０-０１０７・神奈川県横須賀市湘南国際村・しようなんこくさいむら

　　２３７-００６６・神奈川県横須賀市湘南鷹取・しようなんたかとり

　　２３８-０００５・神奈川県横須賀市新港町・しんこうちよう

　　２３９-０８３２・神奈川県横須賀市神明町・しんめいちよう

　　２３８-０３１４・神奈川県横須賀市須軽谷・すがるや

　　２３７-００７３・神奈川県横須賀市田浦泉町・たうらいずみちよう

　　２３７-００７４・神奈川県横須賀市田浦大作町・たうらおおさくちよう

　　２３７-００７１・神奈川県横須賀市田浦港町・たうらみなとちよう

　　２３７-００７５・神奈川県横須賀市田浦町・たうらちよう

　　２３７-００６７・神奈川県横須賀市鷹取・たかとり

　　２３８-０３１３・神奈川県横須賀市武・たけ

　　２３８-００１５・神奈川県横須賀市田戸台・たどだい

　　２３９-０８４３・神奈川県横須賀市津久井・つくい

　　２３８-００５６・神奈川県横須賀市鶴が丘・つるがおか

　　２３８-０００１・神奈川県横須賀市泊町・とまりちよう

　　２３８-０３１６・神奈川県横須賀市長井・ながい

　　２３７-００７２・神奈川県横須賀市長浦町・ながうらちよう

　　２４０-０１０１・神奈川県横須賀市長坂・ながさか

　　２３９-０８４２・神奈川県横須賀市長沢・ながさわ

　　２３９-０８２６・神奈川県横須賀市長瀬・ながせ

　　２３７-００６１・神奈川県横須賀市夏島町・なつしまちよう

　　２３９-０８２４・神奈川県横須賀市西浦賀・にしうらが

　　２３８-００４６・神奈川県横須賀市西逸見町・にしへみちよう

　　２３９-０８０７・神奈川県横須賀市根岸町・ねぎしちよう

　　２３９-０８４１・神奈川県横須賀市野比・のび

　　２３９-０８３３・神奈川県横須賀市ハイランド・はいらんど

　　２３７-００７８・神奈川県横須賀市箱崎町・はこざきちよう

　　２３９-０８１１・神奈川県横須賀市走水・はしりみず

　　２３７-００７７・神奈川県横須賀市浜見台・はまみだい

　　２３８-０３１５・神奈川県横須賀市林・はやじ

　　２３９-０８２１・神奈川県横須賀市東浦賀・ひがしうらが

　　２３８-００４５・神奈川県横須賀市東逸見町・ひがしへみちよう

　　２３９-０８４７・神奈川県横須賀市光の丘・ひかりのおか

　　２３８-０００６・神奈川県横須賀市日の出町・ひのでちよう

　　２３８-００３２・神奈川県横須賀市平作・ひらさく

　　２３８-００１６・神奈川県横須賀市深田台・ふかだだい

　　２３８-００２１・神奈川県横須賀市富士見町・ふじみちよう

　　２３９-０８１４・神奈川県横須賀市二葉・ふたはﾞ

　　２３９-０８０５・神奈川県横須賀市舟倉・ふなぐら

　　２３７-００７６・神奈川県横須賀市船越町・ふなこしちよう

　　２３８-００１３・神奈川県横須賀市平成町・へいせいちよう

　　２３８-００５５・神奈川県横須賀市平和台・へいわだい

　　２３８-００４４・神奈川県横須賀市逸見が丘・へみがおか

　　２３８-００５３・神奈川県横須賀市望洋台・ほﾞうようだい

　　２３８-００４１・神奈川県横須賀市本町・ほんちよう

　　２３９-０８０１・神奈川県横須賀市馬堀海岸・まほﾞりかいがん

　　２３９-０８０２・神奈川県横須賀市馬堀町・まほﾞりちよう

　　２３８-００１８・神奈川県横須賀市緑が丘・みどりがおか

　　２３７-００７９・神奈川県横須賀市港が丘・みなとがおか



　　２３９-０８２５・神奈川県横須賀市南浦賀・みなみうらが

　　２３８-００１４・神奈川県横須賀市三春町・みはるちよう

　　２３８-０３１７・神奈川県横須賀市御幸浜・みゆきはま

　　２３８-００２３・神奈川県横須賀市森崎・もりさき

　　２３８-００１２・神奈川県横須賀市安浦町・やすうらちよう

　　２３８-０３１２・神奈川県横須賀市山科台・やましなだい

　　２３８-００３６・神奈川県横須賀市山中町・やまなかちよう

　　２３９-０８０４・神奈川県横須賀市吉井・よしい

　　２３８-００４７・神奈川県横須賀市吉倉町・よしくらちよう

　　２３８-００１１・神奈川県横須賀市米が浜通・よねがはまどおり

　　２３８-０００７・神奈川県横須賀市若松町・わかまつちよう

　　２３９-０８２９・神奈川県横須賀市若宮台・わかみやだい

　　２５４-００００・神奈川県平塚市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５４-００４２・神奈川県平塚市明石町・あかしちよう

　　２５４-００３１・神奈川県平塚市天沼・あまぬま

　　２５９-１２１４・神奈川県平塚市飯島・いいじま

　　２５４-０９１５・神奈川県平塚市出縄・いでなわ

　　２５９-１２１６・神奈川県平塚市入野・いの

　　２５９-１２１８・神奈川県平塚市入部・いりぶ

　　２５４-００２５・神奈川県平塚市榎木町・えのきちよう

　　２５４-００３３・神奈川県平塚市老松町・おいまつちよう

　　２５４-００４７・神奈川県平塚市追分・おいわけ

　　２５４-００１２・神奈川県平塚市大神・おおかみ

　　２５４-０００１・神奈川県平塚市大島・おおしま

　　２５４-００７４・神奈川県平塚市大原・おおはら

　　２５９-１２１２・神奈川県平塚市岡崎・おかざき

　　２５９-１２１３・神奈川県平塚市片岡・かたおか

　　２５９-１２０４・神奈川県平塚市上吉沢・かみきちさわ

　　２５４-００５５・神奈川県平塚市上平塚・かみひらつか

　　２５９-１２０７・神奈川県平塚市北金目・きたかなめ

　　２５４-００８８・神奈川県平塚市北豊田・きたとよだ

　　２５４-０００５・神奈川県平塚市城所・きどころ

　　２５４-０９０６・神奈川県平塚市公所・ぐぞ

　　２５４-０８０１・神奈川県平塚市久領堤・くりようつﾞつみ

　　２５４-０８２１・神奈川県平塚市黒部丘・くろべおか

　　２５４-０９０３・神奈川県平塚市河内・こうち

　　２５４-００６１・神奈川県平塚市御殿・ごてん

　　２５４-０００４・神奈川県平塚市小鍋島・こなべしま

　　２５４-０８０４・神奈川県平塚市幸町・さいわいちよう

　　２５４-００５３・神奈川県平塚市桜ケ丘・さくらがおか

　　２５９-１２０６・神奈川県平塚市真田・さなだ

　　２５４-００１４・神奈川県平塚市四之宮・しのみや

　　２５９-１２０３・神奈川県平塚市下吉沢・しもきちさわ

　　２５４-０００３・神奈川県平塚市下島・しもじま

　　２５４-００７６・神奈川県平塚市新町・しんまち

　　２５４-００２２・神奈川県平塚市須賀・すか

　　２５４-０８２２・神奈川県平塚市菫平・すみれだいら

　　２５４-００６３・神奈川県平塚市諏訪町・すわちよう

　　２５４-００４１・神奈川県平塚市浅間町・せんげんちよう

　　２５４-０８０３・神奈川県平塚市千石河岸・せんごくかじ

　　２５９-１２０２・神奈川県平塚市千須谷・せんずや

　　２５４-０８１３・神奈川県平塚市袖ケ浜・そでがはま

　　２５４-０８０７・神奈川県平塚市代官町・だいかんちよう

　　２５４-０９１２・神奈川県平塚市高根・たかね

　　２５４-０８０５・神奈川県平塚市高浜台・たかはまだい

　　２５４-０９１４・神奈川県平塚市高村・たかむら

　　２５４-００３４・神奈川県平塚市宝町・たからちよう

　　２５４-００４６・神奈川県平塚市立野町・たつのちよう

　　２５４-００１３・神奈川県平塚市田村・たむら

　　２５４-００６４・神奈川県平塚市達上ケ丘・たんじようがおか

　　２５９-１２０５・神奈川県平塚市土屋・つちや

　　２５４-００２７・神奈川県平塚市堤町・つつみちよう

　　２５９-１２１５・神奈川県平塚市寺田縄・てらだなわ

　　２５４-０８２６・神奈川県平塚市唐ケ原・とうがはら

　　２５４-０９０２・神奈川県平塚市徳延・とくのぶ

　　２５４-００８１・神奈川県平塚市豊田打間木・とよだうちまぎ

　　２５４-００８３・神奈川県平塚市豊田小嶺・とよだこみね

　　２５４-００８６・神奈川県平塚市豊田平等寺・とよだびようどうじ

　　２５４-００８７・神奈川県平塚市豊田本郷・とよだほんごう

　　２５４-００８５・神奈川県平塚市豊田宮下・とよだみやした



　　２５４-００５１・神奈川県平塚市豊原町・とよはらちよう

　　２５４-００５４・神奈川県平塚市中里・なかざと

　　２５４-００２６・神奈川県平塚市中堂・なかどう

　　２５４-００７５・神奈川県平塚市中原・なかはら

　　２５４-００７１・神奈川県平塚市中原上宿・なかはらかみじゆく

　　２５４-００７２・神奈川県平塚市中原下宿・なかはらしもじゆく

　　２５４-００２１・神奈川県平塚市長瀞・ながとろ

　　２５９-１２１７・神奈川県平塚市長持・ながもち

　　２５４-０８２５・神奈川県平塚市撫子原・なでしこはら

　　２５４-００４４・神奈川県平塚市錦町・にしきちよう

　　２５４-００１９・神奈川県平塚市西真土・にししんど

　　２５４-００７３・神奈川県平塚市西八幡・にしやわた

　　２５４-０８２３・神奈川県平塚市虹ケ浜・にじがはま

　　２５４-０９０４・神奈川県平塚市根坂間・ねざかま

　　２５４-０８２４・神奈川県平塚市花水台・はなみずだい

　　２５４-００２３・神奈川県平塚市馬入・はﾞにゆう

　　２５４-００２４・神奈川県平塚市馬入本町・はﾞにゆうほんちよう

　　２５４-００１８・神奈川県平塚市東真土・ひがししんど

　　２５４-００８２・神奈川県平塚市東豊田・ひがしとよだ

　　２５４-００７７・神奈川県平塚市東中原・ひがしなかはら

　　２５４-００１６・神奈川県平塚市東八幡・ひがしやわた

　　２５４-０９０５・神奈川県平塚市日向岡・ひなたおか

　　２５４-００５２・神奈川県平塚市平塚・ひらつか

　　２５９-１２１９・神奈川県平塚市広川・ひろかわ

　　２５４-００６２・神奈川県平塚市富士見町・ふじみちよう

　　２５９-１２１１・神奈川県平塚市ふじみ野・ふじみの

　　２５４-０８０２・神奈川県平塚市札場町・ふだはﾞちよう

　　２５４-００４３・神奈川県平塚市紅谷町・べにやちよう

　　２５４-０８１２・神奈川県平塚市松風町・まつかぜちよう

　　２５４-０９０１・神奈川県平塚市纒・まとい

　　２５４-０９１３・神奈川県平塚市万田・まんだ

　　２５４-００４５・神奈川県平塚市見附町・みつけちよう

　　２５９-１２０１・神奈川県平塚市南金目・みなみかなめ

　　２５４-００８４・神奈川県平塚市南豊田・みなみとよだ

　　２５４-００６５・神奈川県平塚市南原・みなみはら

　　２５４-００３５・神奈川県平塚市宮の前・みやのまえ

　　２５４-００３６・神奈川県平塚市宮松町・みやまつちよう

　　２５９-１２２０・神奈川県平塚市めぐみが丘・めぐみがおか

　　２５４-０８１５・神奈川県平塚市桃浜町・ももはまちよう

　　２５４-０８１１・神奈川県平塚市八重咲町・やえざきちよう

　　２５４-００３２・神奈川県平塚市八千代町・やちよちよう

　　２５４-０９１１・神奈川県平塚市山下・やました

　　２５４-００１５・神奈川県平塚市八幡・やわた

　　２５４-０８０６・神奈川県平塚市夕陽ケ丘・ゆうひがおか

　　２５４-０００２・神奈川県平塚市横内・よこうち

　　２５４-００１１・神奈川県平塚市吉際・よしぎわ

　　２５４-０８１４・神奈川県平塚市龍城ケ丘・りゆうじようがおか

　　２４８-００００・神奈川県鎌倉市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２４８-００２４・神奈川県鎌倉市稲村ガ崎・いなむらがさき

　　２４７-００５２・神奈川県鎌倉市今泉・いまいずみ

　　２４７-００５３・神奈川県鎌倉市今泉台・いまいずみだい

　　２４７-００５１・神奈川県鎌倉市岩瀬・いわせ

　　２４７-００７３・神奈川県鎌倉市植木・うえき

　　２４８-００１１・神奈川県鎌倉市扇ガ谷・おうぎがやつ

　　２４７-００５６・神奈川県鎌倉市大船・おおふな

　　２４８-０００７・神奈川県鎌倉市大町・おおまち

　　２４７-００７２・神奈川県鎌倉市岡本・おかもと

　　２４８-００１２・神奈川県鎌倉市御成町・おなりまち

　　２４７-００６３・神奈川県鎌倉市梶原・かじわら

　　２４８-００３１・神奈川県鎌倉市鎌倉山・かまくらやま

　　２４７-００６５・神奈川県鎌倉市上町屋・かみまちや

　　２４８-００２３・神奈川県鎌倉市極楽寺・ごくらくじ

　　２４８-００３３・神奈川県鎌倉市腰越・こしごえ

　　２４７-００５５・神奈川県鎌倉市小袋谷・こぶくろや

　　２４８-０００６・神奈川県鎌倉市小町・こまち

　　２４８-００１３・神奈川県鎌倉市材木座・ざいもくざ

　　２４８-００２１・神奈川県鎌倉市坂ノ下・さかのした

　　２４８-００１５・神奈川県鎌倉市笹目町・ささめまち

　　２４８-００１７・神奈川県鎌倉市佐助・さすけ

　　２４８-００２６・神奈川県鎌倉市七里ガ浜・しちりがはま



　　２４８-００２５・神奈川県鎌倉市七里ガ浜東・しちりがはまひがじ

　　２４８-０００１・神奈川県鎌倉市十二所・じゆうにそ

　　２４８-０００３・神奈川県鎌倉市浄明寺・じようみようじ

　　２４７-００７４・神奈川県鎌倉市城廻・しろめぐり

　　２４７-００７５・神奈川県鎌倉市関谷・せきや

　　２４７-００６１・神奈川県鎌倉市台・だい

　　２４７-００５４・神奈川県鎌倉市高野・たかの

　　２４７-００７１・神奈川県鎌倉市玉縄・たまなわ

　　２４８-００３２・神奈川県鎌倉市津・つ

　　２４８-００３４・神奈川県鎌倉市津西・つにじ

　　２４８-００３６・神奈川県鎌倉市手広・てびろ

　　２４７-００６４・神奈川県鎌倉市寺分・てらぶん

　　２４８-００２２・神奈川県鎌倉市常盤・ときわ

　　２４８-０００２・神奈川県鎌倉市二階堂・にかいどう

　　２４８-００３５・神奈川県鎌倉市西鎌倉・にしかまくら

　　２４８-０００４・神奈川県鎌倉市西御門・にしみかど

　　２４８-００１６・神奈川県鎌倉市長谷・はせ

　　２４８-００２７・神奈川県鎌倉市笛田・ふえだ

　　２４７-００６６・神奈川県鎌倉市山崎・やまさき

　　２４７-００６２・神奈川県鎌倉市山ノ内・やまのうち

　　２４８-００１４・神奈川県鎌倉市由比ガ浜・ゆいがはま

　　２４８-０００５・神奈川県鎌倉市雪ノ下・ゆきのした

　　２５１-００００・神奈川県藤沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５１-００５４・神奈川県藤沢市朝日町・あさひちよう

　　２５２-０８１５・神奈川県藤沢市石川・いしかわ

　　２５１-０８６２・神奈川県藤沢市稲荷・いなり

　　２５２-０８０３・神奈川県藤沢市今田・いまだ

　　２５２-０８２４・神奈川県藤沢市打戻・うちもどり

　　２５１-００３６・神奈川県藤沢市江の島・えのしま

　　２５２-０８０５・神奈川県藤沢市円行・えんぎよう

　　２５２-０８１６・神奈川県藤沢市遠藤・えんどう

　　２５１-０８６１・神奈川県藤沢市大庭・おおはﾞ

　　２５２-０８２５・神奈川県藤沢市獺郷・おそごう

　　２５１-００３２・神奈川県藤沢市片瀬・かたせ

　　２５１-００３５・神奈川県藤沢市片瀬海岸・かたせかいがん

　　２５１-００３４・神奈川県藤沢市片瀬目白山・かたせめじろやま

　　２５１-００３３・神奈川県藤沢市片瀬山・かたせやま

　　２５２-０８１３・神奈川県藤沢市亀井野・かめいの

　　２５１-０００３・神奈川県藤沢市柄沢・からさわ

　　２５１-００１５・神奈川県藤沢市川名・かわな

　　２５２-０８１１・神奈川県藤沢市桐原町・きりはらちよう

　　２５１-００２２・神奈川県藤沢市鵠沼・くげぬま

　　２５１-００２５・神奈川県藤沢市鵠沼石上・くげぬまいしがみ

　　２５１-００３７・神奈川県藤沢市鵠沼海岸・くげぬまかいがん

　　２５１-００２７・神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡・くげぬまさくらがおか

　　２５１-００２１・神奈川県藤沢市鵠沼神明・くげぬましんめい

　　２５１-００２４・神奈川県藤沢市鵠沼橘・くげぬまたちはﾞな

　　２５１-００２３・神奈川県藤沢市鵠沼花沢町・くげぬまはなざわちよう

　　２５１-００３１・神奈川県藤沢市鵠沼藤が谷・くげぬまふじがや

　　２５１-００３８・神奈川県藤沢市鵠沼松が岡・くげぬままつがおか

　　２５１-００２６・神奈川県藤沢市鵠沼東・くげぬまひがじ

　　２５２-０８２２・神奈川県藤沢市葛原・くずはら

　　２５１-００１３・神奈川県藤沢市小塚・こつか

　　２５２-０８０７・神奈川県藤沢市下土棚・しもつちだな

　　２５１-００５７・神奈川県藤沢市城南・じようなん

　　２５２-０８０４・神奈川県藤沢市湘南台・しようなんだい

　　２５２-０８２３・神奈川県藤沢市菖蒲沢・しようぶさわ

　　２５１-００５１・神奈川県藤沢市白旗・しらはた

　　２５１-０８７１・神奈川県藤沢市善行・ぜんぎよう

　　２５１-０８７６・神奈川県藤沢市善行坂・ぜんぎようざか

　　２５１-０８７７・神奈川県藤沢市善行団地・ぜんぎようだんち

　　２５１-０００２・神奈川県藤沢市大鋸・だいぎり

　　２５２-０８０２・神奈川県藤沢市高倉・たかくら

　　２５１-００１７・神奈川県藤沢市高谷・たかや

　　２５１-０８７２・神奈川県藤沢市立石・たていじ

　　２５２-０８０１・神奈川県藤沢市長後・ちようご

　　２５１-００４７・神奈川県藤沢市辻堂・つじどう

　　２５１-００４１・神奈川県藤沢市辻堂神台・つじどうかんだい

　　２５１-００４２・神奈川県藤沢市辻堂新町・つじどうしんまち

　　２５１-００４４・神奈川県藤沢市辻堂太平台・つじどうたいへいだい



　　２５１-００４５・神奈川県藤沢市辻堂東海岸・つじどうひがしかいがん

　　２５１-００４６・神奈川県藤沢市辻堂西海岸・つじどうにしかいがん

　　２５１-００４３・神奈川県藤沢市辻堂元町・つじどうもとまち

　　２５２-０８０６・神奈川県藤沢市土棚・つちだな

　　２５２-０８１４・神奈川県藤沢市天神町・てんじんちよう

　　２５１-０００５・神奈川県藤沢市並木台・なみきだい

　　２５１-０００１・神奈川県藤沢市西富・にしとみ

　　２５２-０８１２・神奈川県藤沢市西俣野・にしまたの

　　２５１-００５６・神奈川県藤沢市羽鳥・はとり

　　２５１-０８７４・神奈川県藤沢市花の木・はなのき

　　２５１-０００４・神奈川県藤沢市藤が岡・ふじがおか

　　２５１-００５２・神奈川県藤沢市藤沢・ふじさわ

　　２５１-００２８・神奈川県藤沢市本鵠沼・ほんくげぬま

　　２５１-００５３・神奈川県藤沢市本町・ほんちよう

　　２５１-０８７５・神奈川県藤沢市本藤沢・ほんふじさわ

　　２５１-０８７３・神奈川県藤沢市みその台・みそのだい

　　２５１-００５５・神奈川県藤沢市南藤沢・みなみふじさわ

　　２５２-０８２６・神奈川県藤沢市宮原・みやはﾞら

　　２５１-００１４・神奈川県藤沢市宮前・みやまえ

　　２５１-００１６・神奈川県藤沢市弥勒寺・みろくじ

　　２５１-００１２・神奈川県藤沢市村岡東・むらおかひがじ

　　２５２-０８２１・神奈川県藤沢市用田・ようだ

　　２５１-００１１・神奈川県藤沢市渡内・わたうち

　　２５０-００００・神奈川県小田原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５０-００５３・神奈川県小田原市穴部・あなべ

　　２５０-０８６４・神奈川県小田原市穴部新田・あなべしんでん

　　２５０-０８５６・神奈川県小田原市新屋・あらや

　　２５０-０８６３・神奈川県小田原市飯泉・いいずみ

　　２５０-０８５４・神奈川県小田原市飯田岡・いいだおか

　　２５０-００４１・神奈川県小田原市池上・いけがみ

　　２５０-００５６・神奈川県小田原市井細田・いさいだ

　　２５０-００２２・神奈川県小田原市石橋・いしはﾞじ

　　２５０-００３４・神奈川県小田原市板橋・いたはﾞじ

　　２５０-００３１・神奈川県小田原市入生田・いりゆうだ

　　２５０-００２５・神奈川県小田原市江之浦・えのうら

　　２５０-０００１・神奈川県小田原市扇町・おうぎちよう

　　２５０-００４２・神奈川県小田原市荻窪・おぎくほﾞ

　　２５６-０８０２・神奈川県小田原市小竹・おだけ

　　２５０-０２１１・神奈川県小田原市鬼柳・おにやなぎ

　　２５６-０８０６・神奈川県小田原市小船・おぶね

　　２５０-００３２・神奈川県小田原市風祭・かざまつり

　　２５６-０８０５・神奈川県小田原市上町・かのまち

　　２５０-０８７７・神奈川県小田原市上新田・かみしんでん

　　２５０-０２０２・神奈川県小田原市上曽我・かみそが

　　２５０-０８７４・神奈川県小田原市鴨宮・かものみや

　　２５０-０８５２・神奈川県小田原市栢山・かやま

　　２５６-０８１４・神奈川県小田原市川匂・かわわ

　　２５０-００５１・神奈川県小田原市北ノ窪・きたのくほﾞ

　　２５０-００５５・神奈川県小田原市久野・くの

　　２５０-０８６１・神奈川県小田原市桑原・くわはら

　　２５６-０８１２・神奈川県小田原市国府津・こうつﾞ

　　２５０-０８５８・神奈川県小田原市小台・こだい

　　２５０-０００２・神奈川県小田原市寿町・ことぶきちよう

　　２５０-００２３・神奈川県小田原市米神・こめかみ

　　２５６-０８１５・神奈川県小田原市小八幡・こやわた

　　２５０-００１１・神奈川県小田原市栄町・さかえちよう

　　２５６-０８１６・神奈川県小田原市酒匂・さかわ

　　２５０-０８５５・神奈川県小田原市清水新田・しみずしんでん

　　２５０-０２０８・神奈川県小田原市下大井・しもおおい

　　２５０-０８７８・神奈川県小田原市下新田・しもしんでん

　　２５０-０８７１・神奈川県小田原市下堀・しもほﾞり

　　２５０-００４６・神奈川県小田原市十字・じゆうじ

　　２５０-００１４・神奈川県小田原市城内・じようない

　　２５０-００４５・神奈川県小田原市城山・しろやま

　　２５０-０２０１・神奈川県小田原市曽我大沢・そがおおさわ

　　２５０-０２０３・神奈川県小田原市曽我岸・そがきじ

　　２５０-０２０７・神奈川県小田原市曽我光海・そがこうみ

　　２５０-０２０５・神奈川県小田原市曽我別所・そがべつしよ

　　２５０-０２０４・神奈川県小田原市曽我谷津・そがやつ

　　２５０-０２０６・神奈川県小田原市曽我原・そがはら



　　２５０-０８５１・神奈川県小田原市曽比・そび

　　２５０-０２１６・神奈川県小田原市高田・たかた

　　２５０-００５４・神奈川県小田原市多古・たこ

　　２５６-０８１１・神奈川県小田原市田島・たじま

　　２５０-０２１５・神奈川県小田原市千代・ちよ

　　２５０-０８７２・神奈川県小田原市中里・なかざと

　　２５０-０８７６・神奈川県小田原市中新田・なかしんでん

　　２５０-０８６６・神奈川県小田原市中曽根・なかぞね

　　２５０-０００５・神奈川県小田原市中町・なかちよう

　　２５６-０８０３・神奈川県小田原市中村原・なかむらはら

　　２５０-０２１４・神奈川県小田原市永塚・ながつか

　　２５０-０８６２・神奈川県小田原市成田・なるだ

　　２５０-０２１２・神奈川県小田原市西大友・にしおおども

　　２５６-０８１７・神奈川県小田原市西酒匂・にしさかわ

　　２５６-０８０１・神奈川県小田原市沼代・ぬましろ

　　２５０-００２４・神奈川県小田原市根府川・ねぶかわ

　　２５０-０２１８・神奈川県小田原市延清・のぶきよ

　　２５６-０８０４・神奈川県小田原市羽根尾・はねお

　　２５０-０００４・神奈川県小田原市浜町・はまちよう

　　２５０-００２１・神奈川県小田原市早川・はやかわ

　　２５０-０２１３・神奈川県小田原市東大友・ひがしおおども

　　２５６-０８０８・神奈川県小田原市東ヶ丘・ひがしがおか

　　２５０-０００３・神奈川県小田原市東町・ひがしちよう

　　２５０-００５２・神奈川県小田原市府川・ふかわ

　　２５０-０２１７・神奈川県小田原市別堀・べつほﾟり

　　２５０-０８５３・神奈川県小田原市堀之内・ほりのうち

　　２５０-００１２・神奈川県小田原市本町・ほんちよう

　　２５６-０８１３・神奈川県小田原市前川・まえかわ

　　２５０-００３３・神奈川県小田原市水之尾・みずのお

　　２５０-００４４・神奈川県小田原市緑・みどり

　　２５０-００３５・神奈川県小田原市南板橋・みなみいたはﾞじ

　　２５０-０８７５・神奈川県小田原市南鴨宮・みなみかものみや

　　２５０-００１３・神奈川県小田原市南町・みなみちよう

　　２５０-００４３・神奈川県小田原市谷津・やつ

　　２５０-０８５７・神奈川県小田原市柳新田・やなぎしんでん

　　２５０-０８７３・神奈川県小田原市矢作・やはぎ

　　２５６-０８０７・神奈川県小田原市山西・やまにじ

　　２５０-０８６５・神奈川県小田原市蓮正寺・れんしようじ

　　２５３-００００・神奈川県茅ヶ崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５３-０００１・神奈川県茅ヶ崎市赤羽根・あかはﾞね

　　２５３-００１３・神奈川県茅ヶ崎市赤松町・あかまつちよう

　　２５３-００２６・神奈川県茅ヶ崎市旭が丘・あさひがおか

　　２５３-０００４・神奈川県茅ヶ崎市甘沼・あまぬま

　　２５３-００７２・神奈川県茅ヶ崎市今宿・いまじゆく

　　２５３-００８４・神奈川県茅ヶ崎市円蔵・えんぞう

　　２５３-００８２・神奈川県茅ヶ崎市香川・かがわ

　　２５３-００１６・神奈川県茅ヶ崎市小桜町・こざくらちよう

　　２５３-００１２・神奈川県茅ヶ崎市小和田・こわだ

　　２５３-００５２・神奈川県茅ヶ崎市幸町・さいわいちよう

　　２５３-００３３・神奈川県茅ヶ崎市汐見台・しおみだい

　　２５３-００８１・神奈川県茅ヶ崎市下寺尾・しもてらお

　　２５３-００８７・神奈川県茅ヶ崎市下町屋・しもまちや

　　２５３-００４５・神奈川県茅ヶ崎市十間坂・じゆつけんざか

　　２５３-００１７・神奈川県茅ヶ崎市松林・しようりん

　　２５３-００３６・神奈川県茅ヶ崎市白浜町・しらはまちよう

　　２５３-００４４・神奈川県茅ヶ崎市新栄町・しんえいちよう

　　２５３-０００８・神奈川県茅ヶ崎市芹沢・せりざわ

　　２５３-００１５・神奈川県茅ヶ崎市代官町・だいかんちよう

　　２５３-０００２・神奈川県茅ヶ崎市高田・たかた

　　２５３-００４１・神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎・ちがさき

　　２５３-０００６・神奈川県茅ヶ崎市堤・つつみ

　　２５３-０００３・神奈川県茅ヶ崎市鶴が台・つるがだい

　　２５３-００２８・神奈川県茅ヶ崎市出口町・でぐちちよう

　　２５３-００３２・神奈川県茅ヶ崎市常盤町・ときわちよう

　　２５３-００５６・神奈川県茅ヶ崎市共恵・ともえ

　　２５３-００５５・神奈川県茅ヶ崎市中海岸・なかかいがん

　　２５３-００７３・神奈川県茅ヶ崎市中島・なかじま

　　２５３-０００７・神奈川県茅ヶ崎市行谷・なめがや

　　２５３-００６１・神奈川県茅ヶ崎市南湖・なんご

　　２５３-００８３・神奈川県茅ヶ崎市西久保・にしくほﾞ



　　２５３-００７１・神奈川県茅ヶ崎市萩園・はぎその

　　２５３-００３５・神奈川県茅ヶ崎市浜須賀・はますか

　　２５３-００２１・神奈川県茅ヶ崎市浜竹・はまたけ

　　２５３-００８６・神奈川県茅ヶ崎市浜之郷・はまのごう

　　２５３-００６２・神奈川県茅ヶ崎市浜見平・はまみだいら

　　２５３-００５４・神奈川県茅ヶ崎市東海岸南・ひがしかいがんみなみ

　　２５３-００５３・神奈川県茅ヶ崎市東海岸北・ひがしかいがんきた

　　２５３-００１１・神奈川県茅ヶ崎市菱沼・ひしぬま

　　２５３-００３７・神奈川県茅ヶ崎市菱沼海岸・ひしぬまかいがん

　　２５３-００２７・神奈川県茅ヶ崎市ひばりが丘・ひはﾞりがおか

　　２５３-００３１・神奈川県茅ヶ崎市富士見町・ふじみちよう

　　２５３-００７４・神奈川県茅ヶ崎市平太夫新田・へいだゆうしんでん

　　２５３-００２４・神奈川県茅ヶ崎市平和町・へいわちよう

　　２５３-００１４・神奈川県茅ヶ崎市本宿町・ほんじゆくちよう

　　２５３-００４２・神奈川県茅ヶ崎市本村・ほんそん

　　２５３-００６５・神奈川県茅ヶ崎市松尾・まつお

　　２５３-０００５・神奈川県茅ヶ崎市松風台・まつかぜだい

　　２５３-００２５・神奈川県茅ヶ崎市松が丘・まつがおか

　　２５３-００２２・神奈川県茅ヶ崎市松浪・まつなみ

　　２５３-００８８・神奈川県茅ヶ崎市みずき・みずき

　　２５３-００２３・神奈川県茅ヶ崎市美住町・みすみちよう

　　２５３-００３４・神奈川県茅ヶ崎市緑が浜・みどりがはま

　　２５３-００１８・神奈川県茅ヶ崎市室田・むろた

　　２５３-００４３・神奈川県茅ヶ崎市元町・もとまち

　　２５３-００６４・神奈川県茅ヶ崎市柳島・やなぎしま

　　２５３-００６３・神奈川県茅ヶ崎市柳島海岸・やなぎしまかいがん

　　２５３-００８５・神奈川県茅ヶ崎市矢畑・やはﾞた

　　２５３-００５１・神奈川県茅ヶ崎市若松町・わかまつちよう

　　２４９-００００・神奈川県逗子市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２４９-０００３・神奈川県逗子市池子・いけご

　　２４９-０００８・神奈川県逗子市小坪・こつほﾞ

　　２４９-０００５・神奈川県逗子市桜山・さくらやま

　　２４９-０００７・神奈川県逗子市新宿・しんじゆく

　　２４９-０００６・神奈川県逗子市逗子・ずじ

　　２４９-０００４・神奈川県逗子市沼間・ぬまま

　　２４９-０００１・神奈川県逗子市久木・ひさぎ

　　２４９-０００２・神奈川県逗子市山の根・やまのね

　　２３８-０２００・神奈川県三浦市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２３８-０２４６・神奈川県三浦市尾上町・おがみちよう

　　２３８-０２４５・神奈川県三浦市海外町・かいとちよう

　　２３８-０２２２・神奈川県三浦市岬陽町・こうようちよう

　　２３８-０２３６・神奈川県三浦市栄町・さかえちよう

　　２３８-０２４４・神奈川県三浦市白石町・しらいしちよう

　　２３８-０２３５・神奈川県三浦市城山町・しろやまちよう

　　２３８-０２３４・神奈川県三浦市諏訪町・すわちよう

　　２３８-０２４１・神奈川県三浦市天神町・てんじんちよう

　　２３８-０１１３・神奈川県三浦市初声町入江・はつせまちいりえ

　　２３８-０１１５・神奈川県三浦市初声町高円坊・はつせまちこうえんほﾞう

　　２３８-０１１１・神奈川県三浦市初声町下宮田・はつせまちしもみやだ

　　２３８-０１１２・神奈川県三浦市初声町三戸・はつせまちみと

　　２３８-０１１４・神奈川県三浦市初声町和田・はつせまちわだ

　　２３８-０２２３・神奈川県三浦市原町・はらちよう

　　２３８-０２３２・神奈川県三浦市晴海町・はるみちよう

　　２３８-０２４２・神奈川県三浦市東岡町・ひがしおかちよう

　　２３８-０２４３・神奈川県三浦市三崎・みさき

　　２３８-０２２５・神奈川県三浦市三崎町小網代・みさきまちこあじろ

　　２３８-０２３７・神奈川県三浦市三崎町城ケ島・みさきまちじようがしま

　　２３８-０２２１・神奈川県三浦市三崎町六合・みさきまちむつあい

　　２３８-０２２４・神奈川県三浦市三崎町諸磯・みさきまちもろいそ

　　２３８-０１０３・神奈川県三浦市南下浦町金田・みなみしたうらまちかねだ

　　２３８-０１０１・神奈川県三浦市南下浦町上宮田・みなみしたうらまちかみみやだ

　　２３８-０１０２・神奈川県三浦市南下浦町菊名・みなみしたうらまちきくな

　　２３８-０１０５・神奈川県三浦市南下浦町毘沙門・みなみしたうらまちびしやもん

　　２３８-０１０４・神奈川県三浦市南下浦町松輪・みなみしたうらまちまつわ

　　２３８-０２３１・神奈川県三浦市宮川町・みやがわちよう

　　２３８-０２３３・神奈川県三浦市向ケ崎町・むこうがさきちよう

　　２５７-００００・神奈川県秦野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５７-００１４・神奈川県秦野市今泉・いまいずみ

　　２５７-００１８・神奈川県秦野市今泉台・いまいずみだい

　　２５７-００５１・神奈川県秦野市今川町・いまがわちよう



　　２５７-００４１・神奈川県秦野市入船町・いりふねちよう

　　２５７-００１１・神奈川県秦野市尾尻・おじり

　　２５７-００２５・神奈川県秦野市落合・おちあい

　　２５９-１３１２・神奈川県秦野市春日町・かすがちよう

　　２５７-００５２・神奈川県秦野市上今川町・かみいまがわちよう

　　２５７-０００５・神奈川県秦野市上大槻・かみおおつﾞき

　　２５７-００３２・神奈川県秦野市河原町・かわらまち

　　２５７-０００６・神奈川県秦野市北矢名・きたやな

　　２５７-００４２・神奈川県秦野市寿町・ことぶきちよう

　　２５７-００２２・神奈川県秦野市小蓑毛・こみのげ

　　２５７-００４８・神奈川県秦野市幸町・さいわいちよう

　　２５７-００４３・神奈川県秦野市栄町・さかえちよう

　　２５７-００４５・神奈川県秦野市桜町・さくらちよう

　　２５９-１３０３・神奈川県秦野市三屋・さんや

　　２５９-１３２２・神奈川県秦野市渋沢・しぶさわ

　　２５９-１３２６・神奈川県秦野市渋沢上・しぶさわかみ

　　２５７-００５３・神奈川県秦野市清水町・しみずちよう

　　２５７-０００４・神奈川県秦野市下大槻・しもおおつﾞき

　　２５７-００２６・神奈川県秦野市下落合・しもおちあい

　　２５９-１３３２・神奈川県秦野市菖蒲・しようぶ

　　２５７-００５６・神奈川県秦野市新町・しんちよう

　　２５７-００４７・神奈川県秦野市水神町・すいじんちよう

　　２５７-００３７・神奈川県秦野市末広町・すえひろちよう

　　２５７-００５５・神奈川県秦野市鈴張町・すずはりちよう

　　２５７-００３１・神奈川県秦野市曽屋・そや

　　２５７-００３４・神奈川県秦野市大秦町・たいしんちよう

　　２５７-００１７・神奈川県秦野市立野台・たてのだい

　　２５９-１３２４・神奈川県秦野市千村・ちむら

　　２５７-０００７・神奈川県秦野市鶴巻・つるまき

　　２５７-０００２・神奈川県秦野市鶴巻南・つるまきみなみ

　　２５７-０００１・神奈川県秦野市鶴巻北・つるまききた

　　２５７-００２３・神奈川県秦野市寺山・てらやま

　　２５９-１３０６・神奈川県秦野市戸川・とかわ

　　２５７-００１６・神奈川県秦野市栃窪（６００～６０３)・とちくほﾞ(６００-６０３)

　　２５９-１３２３・神奈川県秦野市栃窪（その他）・とちくほﾞ(そのた)

　　２５７-００２４・神奈川県秦野市名古木・ながぬき

　　２５９-１３１７・神奈川県秦野市並木町・なみきちよう

　　２５７-００１２・神奈川県秦野市西大竹・にしおおだけ

　　２５７-００２７・神奈川県秦野市西田原・にしたわら

　　２５９-１３１６・神奈川県秦野市沼代新町・ぬましろしんちよう

　　２５９-１３２５・神奈川県秦野市萩が丘・はぎがおか

　　２５９-１３３３・神奈川県秦野市八沢・はつさわ

　　２５９-１３０１・神奈川県秦野市羽根・はね

　　２５７-００２８・神奈川県秦野市東田原・ひがしたわら

　　２５７-００４６・神奈川県秦野市ひばりケ丘・ひはﾞりがおか

　　２５７-００１５・神奈川県秦野市平沢・ひらさわ

　　２５７-００５７・神奈川県秦野市富士見町・ふじみちよう

　　２５７-００４４・神奈川県秦野市文京町・ぶんきようちよう

　　２５９-１３０２・神奈川県秦野市菩提・ほﾞだい

　　２５９-１３０５・神奈川県秦野市堀川・ほりかわ

　　２５９-１３０４・神奈川県秦野市堀山下・ほりやました

　　２５９-１３３１・神奈川県秦野市堀西・ほりにじ

　　２５７-００３５・神奈川県秦野市本町・ほんちよう

　　２５９-１３２１・神奈川県秦野市曲松・まがりまつ

　　２５９-１３１３・神奈川県秦野市松原町・まつはﾞらちよう

　　２５９-１３３５・神奈川県秦野市三廻部・みくるべ

　　２５７-００５４・神奈川県秦野市緑町・みどりちよう

　　２５７-００１３・神奈川県秦野市南が丘・みなみがおか

　　２５７-０００３・神奈川県秦野市南矢名・みなみやな

　　２５７-００２１・神奈川県秦野市蓑毛・みのげ

　　２５７-００３３・神奈川県秦野市室町・むろまち

　　２５７-００３６・神奈川県秦野市元町・もとまち

　　２５９-１３３４・神奈川県秦野市柳川・やながわ

　　２５９-１３１５・神奈川県秦野市柳町・やなぎちよう

　　２５９-１３１１・神奈川県秦野市弥生町・やよいちよう

　　２５９-１３０７・神奈川県秦野市横野・よこの

　　２５９-１３１４・神奈川県秦野市若松町・わかまつちよう

　　２４３-００００・神奈川県厚木市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２４３-００３５・神奈川県厚木市愛甲・あいこう

　　２４３-００２８・神奈川県厚木市愛甲西・あいこうにじ



　　２４３-００２７・神奈川県厚木市愛甲東・あいこうひがじ

　　２４３-００３８・神奈川県厚木市愛名・あいな

　　２４３-００１４・神奈川県厚木市旭町・あさひちよう

　　２４３-０００７・神奈川県厚木市厚木・あつぎ

　　２４３-００１１・神奈川県厚木市厚木町・あつぎちよう

　　２４３-０００６・神奈川県厚木市吾妻町・あつﾞまちよう

　　２４３-０２１３・神奈川県厚木市飯山・いいやま

　　２４３-００１３・神奈川県厚木市泉町・いずみちよう

　　２４３-０２１２・神奈川県厚木市及川・おいがわ

　　２４３-０８１７・神奈川県厚木市王子・おうじ

　　２４３-００２１・神奈川県厚木市岡田・おかた

　　２４３-０１２６・神奈川県厚木市岡津古久・おかつこく

　　２４３-０１２５・神奈川県厚木市小野・おの

　　２４３-００３２・神奈川県厚木市恩名・おんな

　　２４３-０８０７・神奈川県厚木市金田・かねだ

　　２４３-０８０１・神奈川県厚木市上依知・かみえち

　　２４３-０２０１・神奈川県厚木市上荻野・かみおぎの

　　２４３-００２５・神奈川県厚木市上落合・かみおちあい

　　２４３-０２１５・神奈川県厚木市上古沢・かみふるさわ

　　２４３-０００３・神奈川県厚木市寿町・ことぶきちよう

　　２４３-００１２・神奈川県厚木市幸町・さいわいちよう

　　２４３-００２２・神奈川県厚木市酒井・さかい

　　２４３-００１７・神奈川県厚木市栄町・さかえちよう

　　２４３-０８０２・神奈川県厚木市猿ケ島・さるがしま

　　２４３-０２１１・神奈川県厚木市三田・さんだ

　　２４３-０２１７・神奈川県厚木市三田南・さんだみなみ

　　２４３-０８０６・神奈川県厚木市下依知・しもえち

　　２４３-０２０３・神奈川県厚木市下荻野・しもおぎの

　　２４３-０２０６・神奈川県厚木市下川入・しもかわいり

　　２４３-００２６・神奈川県厚木市下津古久・しもつこく

　　２４３-０２１４・神奈川県厚木市下古沢・しもふるさわ

　　２４３-０８０４・神奈川県厚木市関口・せきぐち

　　２４３-０２０５・神奈川県厚木市棚沢・たなざわ

　　２４３-００１６・神奈川県厚木市田村町・たむらちよう

　　２４３-０８１１・神奈川県厚木市妻田・つまだ

　　２４３-０８１３・神奈川県厚木市妻田東・つまだひがじ

　　２４３-０８１５・神奈川県厚木市妻田西・つまだにじ

　　２４３-０８１４・神奈川県厚木市妻田南・つまだみなみ

　　２４３-０８１２・神奈川県厚木市妻田北・つまだきた

　　２４３-００２３・神奈川県厚木市戸田・とだ

　　２４３-０２０４・神奈川県厚木市鳶尾・とびお

　　２４３-００３１・神奈川県厚木市戸室・とむろ

　　２４３-０８０５・神奈川県厚木市中依知・なかえち

　　２４３-０２０２・神奈川県厚木市中荻野・なかおぎの

　　２４３-００１８・神奈川県厚木市中町・なかちよう

　　２４３-００２４・神奈川県厚木市長沼・ながぬま

　　２４３-０１２１・神奈川県厚木市七沢・ななさわ

　　２４３-００３３・神奈川県厚木市温水・ぬるみず

　　２４３-００３９・神奈川県厚木市温水西・ぬるみずにじ

　　２４３-００３６・神奈川県厚木市長谷・はせ

　　２４３-０８１６・神奈川県厚木市林・はやじ

　　２４３-０００１・神奈川県厚木市東町・ひがしちよう

　　２４３-００３４・神奈川県厚木市船子・ふなこ

　　２４３-０００５・神奈川県厚木市松枝・まつえ

　　２４３-０２０７・神奈川県厚木市まつかげ台・まつかげだい

　　２４３-０００４・神奈川県厚木市水引・みずひき

　　２４３-００４１・神奈川県厚木市緑ケ丘・みどりがおか

　　２４３-００１５・神奈川県厚木市南町・みなみちよう

　　２４３-０２０８・神奈川県厚木市みはる野・みはるの

　　２４３-０２１６・神奈川県厚木市宮の里・みやのさと

　　２４３-００３７・神奈川県厚木市毛利台・もうりだい

　　２４３-０００２・神奈川県厚木市元町・もとちよう

　　２４３-０１２２・神奈川県厚木市森の里・もりのさと

　　２４３-０１２３・神奈川県厚木市森の里青山・もりのさとあおやま

　　２４３-０１２４・神奈川県厚木市森の里若宮・もりのさとわかみや

　　２４３-０８０３・神奈川県厚木市山際・やまぎわ

　　２４２-００００・神奈川県大和市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２４２-００２９・神奈川県大和市上草柳・かみそうやぎ

　　２４２-００１４・神奈川県大和市上和田・かみわだ

　　２４２-００２８・神奈川県大和市桜森・さくらもり



　　２４２-００２３・神奈川県大和市渋谷・しぶや

　　２４２-００２７・神奈川県大和市下草柳・しもそうやぎ

　　２４２-０００１・神奈川県大和市下鶴間・しもつるま

　　２４２-００１５・神奈川県大和市下和田・しもわだ

　　２４２-００２６・神奈川県大和市草柳・そうやぎ

　　２４２-００２５・神奈川県大和市代官・だいかん

　　２４２-００２１・神奈川県大和市中央・ちゆうおう

　　２４２-０００７・神奈川県大和市中央林間・ちゆうおうりんかん

　　２４２-０００８・神奈川県大和市中央林間西・ちゆうおうりんかんにじ

　　２４２-０００２・神奈川県大和市つきみ野・つきみの

　　２４２-０００４・神奈川県大和市鶴間・つるま

　　２４２-０００５・神奈川県大和市西鶴間・にしつるま

　　２４２-００１１・神奈川県大和市深見・ふかみ

　　２４２-００１３・神奈川県大和市深見台・ふかみだい

　　２４２-００１２・神奈川県大和市深見東・ふかみひがじ

　　２４２-００１８・神奈川県大和市深見西・ふかみにじ

　　２４２-００２４・神奈川県大和市福田・ふくだ

　　２４２-０００６・神奈川県大和市南林間・みなみりんかん

　　２４２-００２２・神奈川県大和市柳橋・やなぎはﾞじ

　　２４２-００１７・神奈川県大和市大和東・やまとひがじ

　　２４２-００１６・神奈川県大和市大和南・やまとみなみ

　　２４２-０００３・神奈川県大和市林間・りんかん

　　２５９-１１００・神奈川県伊勢原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５９-１１１３・神奈川県伊勢原市粟窪・あわくほﾞ

　　２５９-１１４４・神奈川県伊勢原市池端・いけはﾞた

　　２５９-１１１６・神奈川県伊勢原市石田・いしだ

　　２５９-１１３１・神奈川県伊勢原市伊勢原・いせはら

　　２５９-１１４５・神奈川県伊勢原市板戸・いたど

　　２５９-１１２８・神奈川県伊勢原市歌川・うたがわ

　　２５９-１１０５・神奈川県伊勢原市大住台・おおすみだい

　　２５９-１１０７・神奈川県伊勢原市大山・おおやま

　　２５９-１１３５・神奈川県伊勢原市岡崎・おかざき

　　２５９-１１３７・神奈川県伊勢原市笠窪・かさくほﾞ

　　２５９-１１４１・神奈川県伊勢原市上粕屋・かみかすや

　　２５９-１１２４・神奈川県伊勢原市上平間・かみひらま

　　２５９-１１２７・神奈川県伊勢原市上谷・かみや

　　２５９-１１３６・神奈川県伊勢原市串橋・くしはじ

　　２５９-１１２２・神奈川県伊勢原市小稲葉・こいなはﾞ

　　２５９-１１３８・神奈川県伊勢原市神戸・ごうど

　　２５９-１１０２・神奈川県伊勢原市子易・こやす

　　２５９-１１３２・神奈川県伊勢原市桜台・さくらだい

　　２５９-１１０３・神奈川県伊勢原市三ノ宮・さんのみや

　　２５９-１１２１・神奈川県伊勢原市下落合・しもおちあい

　　２５９-１１４３・神奈川県伊勢原市下糟屋・しもかすや

　　２５９-１１４８・神奈川県伊勢原市下糟屋東,3・ しもかすやひがじ

　　２５９-１１２５・神奈川県伊勢原市下平間・しもひらま

　　２５９-１１２３・神奈川県伊勢原市下谷・しもや

　　２５９-１１４７・神奈川県伊勢原市白根・しらね

　　２５９-１１４６・神奈川県伊勢原市鈴川・すずかわ

　　２５９-１１０６・神奈川県伊勢原市善波・ぜんはﾞ

　　２５９-１１１４・神奈川県伊勢原市高森・たかもり

　　２５９-１１１５・神奈川県伊勢原市高森台・たかもりだい

　　２５９-１１４２・神奈川県伊勢原市田中・たなか

　　２５９-１１０４・神奈川県伊勢原市坪ノ内・つほﾞのうち

　　２５９-１１１１・神奈川県伊勢原市西富岡・にしとみおか

　　２５９-１１２６・神奈川県伊勢原市沼目・ぬまめ

　　２５９-１１３４・神奈川県伊勢原市八幡台・はちまんだい

　　２５９-１１３３・神奈川県伊勢原市東大竹・ひがしおおだけ

　　２５９-１１１２・神奈川県伊勢原市東富岡・ひがしとみおか

　　２５９-１１１７・神奈川県伊勢原市東成瀬・ひがしなるせ

　　２５９-１１０１・神奈川県伊勢原市日向・ひなた

　　２５９-１１１８・神奈川県伊勢原市見附島・みつけじま

　　２４３-０４００・神奈川県海老名市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２４３-０４３７・神奈川県海老名市泉・いずみ

　　２４３-０４２３・神奈川県海老名市今里・いまざと

　　２４３-０４３６・神奈川県海老名市扇町・おうぎちよう

　　２４３-０４１１・神奈川県海老名市大谷・おおや

　　２４３-０４１９・神奈川県海老名市大谷北・おおやきた

　　２４３-０４１８・神奈川県海老名市大谷南・おおやみなみ

　　２４３-０４０２・神奈川県海老名市柏ケ谷・かしわがや



　　２４３-０４０４・神奈川県海老名市勝瀬・かつせ

　　２４３-０４２６・神奈川県海老名市門沢橋・かどさわはﾞじ

　　２４３-０４３１・神奈川県海老名市上今泉・かみいまいずみ

　　２４３-０４３４・神奈川県海老名市上郷・かみごう

　　２４３-０４１５・神奈川県海老名市上河内・かみごうち

　　２４３-０４３３・神奈川県海老名市河原口・かわらぐち

　　２４３-０４１３・神奈川県海老名市国分寺台・こくぶんじだい

　　２４３-０４０５・神奈川県海老名市国分南・こくぶみなみ

　　２４３-０４０６・神奈川県海老名市国分北・こくぶきた

　　２４３-０４２１・神奈川県海老名市さつき町・さつきちよう

　　２４３-０４３５・神奈川県海老名市下今泉・しもいまいずみ

　　２４３-０４２４・神奈川県海老名市社家・しやけ

　　２４３-０４１４・神奈川県海老名市杉久保・すぎくほﾞ

　　２４３-０４１０・神奈川県海老名市杉久保北・すぎくほﾞきた

　　２４３-０４２７・神奈川県海老名市杉久保南・すぎくほﾞみなみ

　　２４３-０４３２・神奈川県海老名市中央・ちゆうおう

　　２４３-０４１６・神奈川県海老名市中河内・なかごうち

　　２４３-０４２２・神奈川県海老名市中新田・なかしんでん

　　２４３-０４２５・神奈川県海老名市中野・なかの

　　２４３-０４１２・神奈川県海老名市浜田町・はまだちよう

　　２４３-０４０１・神奈川県海老名市東柏ケ谷・ひがしかしわがや

　　２４３-０４１７・神奈川県海老名市本郷・ほんごう

　　２４３-０４３８・神奈川県海老名市めぐみ町・めぐみちよう

　　２４３-０４０３・神奈川県海老名市望地・もうち

　　２５２-００００・神奈川県座間市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５２-００２９・神奈川県座間市入谷西・いりやにじ

　　２５２-００２８・神奈川県座間市入谷東・いりやひがじ

　　２５２-００１３・神奈川県座間市栗原・くりはら

　　２５２-００１４・神奈川県座間市栗原中央・くりはらちゆうおう

　　２５２-０００２・神奈川県座間市小松原・こまつはﾞら

　　２５２-０００１・神奈川県座間市相模が丘・さがみがおか

　　２５２-０００５・神奈川県座間市さがみ野・さがみの

　　２５２-００２７・神奈川県座間市座間・ざま

　　２５２-００２６・神奈川県座間市新田宿・しんでんじゆく

　　２５２-００１１・神奈川県座間市相武台・そうぶだい

　　２５２-００２３・神奈川県座間市立野台・たつのだい

　　２５２-００１６・神奈川県座間市西栗原・にしくりはら

　　２５２-０００４・神奈川県座間市東原・ひがしはら

　　２５２-０００３・神奈川県座間市ひばりが丘・ひはﾞりがおか

　　２５２-００１２・神奈川県座間市広野台・ひろのだい

　　２５２-００２１・神奈川県座間市緑ケ丘・みどりがおか

　　２５２-００１５・神奈川県座間市南栗原・みなみくりはら

　　２５２-００２２・神奈川県座間市明王・みようおう

　　２５２-００２５・神奈川県座間市四ツ谷・よつや

　　２５０-０１００・神奈川県南足柄市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５０-０１３４・神奈川県南足柄市雨坪・あまつほﾞ

　　２５０-０１２２・神奈川県南足柄市飯沢・いいざわ

　　２５０-０１２４・神奈川県南足柄市生駒・いこま

　　２５０-０１１３・神奈川県南足柄市岩原・いわはら

　　２５０-０１３１・神奈川県南足柄市内山・うちやま

　　２５０-０１２６・神奈川県南足柄市狩野・かの

　　２５０-０１３５・神奈川県南足柄市苅野・かりの

　　２５０-０１１４・神奈川県南足柄市北窪・きたくほﾞ

　　２５０-０１０７・神奈川県南足柄市小市・こいち

　　２５０-０１３２・神奈川県南足柄市弘西寺・こうさいじ

　　２５０-０１２５・神奈川県南足柄市駒形新宿・こまがたしんしゆく

　　２５０-０１０５・神奈川県南足柄市関本・せきもと

　　２５０-０１０２・神奈川県南足柄市千津島・せんつﾞしま

　　２５０-０１２７・神奈川県南足柄市大雄町・だいゆうちよう

　　２５０-０１１１・神奈川県南足柄市竹松・たけまつ

　　２５０-０１１７・神奈川県南足柄市塚原・つかはら

　　２５０-０１２３・神奈川県南足柄市中沼・なかぬま

　　２５０-０１０６・神奈川県南足柄市怒田・ぬだ

　　２５０-０１１５・神奈川県南足柄市沼田・ぬまた

　　２５０-０１２１・神奈川県南足柄市広町・ひろまち

　　２５０-０１３３・神奈川県南足柄市福泉・ふくせん

　　２５０-０１０１・神奈川県南足柄市班目・まだらめ

　　２５０-０１０３・神奈川県南足柄市壗下・まました

　　２５０-０１１６・神奈川県南足柄市三竹・みたけ

　　２５０-０１０４・神奈川県南足柄市向田・むかいだ



　　２５０-０１３６・神奈川県南足柄市矢倉沢・やぐらざわ

　　２５０-０１１２・神奈川県南足柄市和田河原・わだがはら

　　２５２-１１００・神奈川県綾瀬市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５２-１１０１・神奈川県綾瀬市厚木航空基地・あつぎこうくうきち

　　２５２-１１０４・神奈川県綾瀬市大上・おおがみ

　　２５２-１１１５・神奈川県綾瀬市落合南・おちあいみなみ

　　２５２-１１１６・神奈川県綾瀬市落合北・おちあいきた

　　２５２-１１１２・神奈川県綾瀬市上土棚・かみつちだな

　　２５２-１１１３・神奈川県綾瀬市上土棚中・かみつちだななか

　　２５２-１１１４・神奈川県綾瀬市上土棚南・かみつちだなみなみ

　　２５２-１１１１・神奈川県綾瀬市上土棚北・かみつちだなきた

　　２５２-１１２１・神奈川県綾瀬市小園・こぞの

　　２５２-１１２２・神奈川県綾瀬市小園南・こぞのみなみ

　　２５２-１１０５・神奈川県綾瀬市蓼川・たてかわ

　　２５２-１１３５・神奈川県綾瀬市寺尾釜田・てらおかまた

　　２５２-１１３２・神奈川県綾瀬市寺尾中・てらおなか

　　２５２-１１３６・神奈川県綾瀬市寺尾西・てらおにじ

　　２５２-１１３４・神奈川県綾瀬市寺尾南・てらおみなみ

　　２５２-１１３１・神奈川県綾瀬市寺尾北・てらおきた

　　２５２-１１３７・神奈川県綾瀬市寺尾台・てらおだい

　　２５２-１１３３・神奈川県綾瀬市寺尾本町・てらおほんちよう

　　２５２-１１２３・神奈川県綾瀬市早川・はやかわ

　　２５２-１１２７・神奈川県綾瀬市早川城山・はやかわしろやま

　　２５２-１１０３・神奈川県綾瀬市深谷・ふかや

　　２５２-１１０８・神奈川県綾瀬市深谷上・ふかやかみ

　　２５２-１１０７・神奈川県綾瀬市深谷中・ふかやなか

　　２５２-１１０６・神奈川県綾瀬市深谷南・ふかやみなみ

　　２５２-１１０２・神奈川県綾瀬市本蓼川・ほんたてかわ

　　２５２-１１２４・神奈川県綾瀬市吉岡・よしおか

　　２５２-１１２５・神奈川県綾瀬市吉岡東・よしおかひがじ

　　２５２-１１２６・神奈川県綾瀬市綾西・りようせい

　　２４０-０１００・神奈川県三浦郡葉山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２４０-０１１１・神奈川県三浦郡葉山町一色・いつしき

　　２４０-０１１５・神奈川県三浦郡葉山町上山口・かみやまぐち

　　２４０-０１１４・神奈川県三浦郡葉山町木古庭・きこはﾞ

　　２４０-０１１６・神奈川県三浦郡葉山町下山口・しもやまぐち

　　２４０-０１１３・神奈川県三浦郡葉山町長柄・ながえ

　　２４０-０１１２・神奈川県三浦郡葉山町堀内・ほりうち

　　２５３-０１００・神奈川県高座郡寒川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５３-０１１１・神奈川県高座郡寒川町一之宮・いちのみや

　　２５３-０１０４・神奈川県高座郡寒川町大蔵・おおぞう

　　２５３-０１１３・神奈川県高座郡寒川町大曲・おおまがり

　　２５３-０１０５・神奈川県高座郡寒川町岡田・おかだ

　　２５３-０１０１・神奈川県高座郡寒川町倉見・くらみ

　　２５３-０１０３・神奈川県高座郡寒川町小谷・こやと

　　２５３-０１０２・神奈川県高座郡寒川町小動・こゆるぎ

　　２５３-０１１４・神奈川県高座郡寒川町田端・たはﾞた

　　２５３-０１１２・神奈川県高座郡寒川町中瀬・なかぜ

　　２５３-０１０６・神奈川県高座郡寒川町宮山・みややま

　　２５５-００００・神奈川県中郡大磯町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５９-０１０２・神奈川県中郡大磯町生沢・いくさわ

　　２５９-０１１３・神奈川県中郡大磯町石神台・いしがみだい

　　２５５-０００３・神奈川県中郡大磯町大磯・おおいそ

　　２５９-０１１４・神奈川県中郡大磯町月京・がつきよう

　　２５９-０１０５・神奈川県中郡大磯町黒岩・くろいわ

　　２５９-０１１２・神奈川県中郡大磯町国府新宿・こくふしんしゆく

　　２５９-０１１１・神奈川県中郡大磯町国府本郷・こくふほんごう

　　２５５-０００１・神奈川県中郡大磯町高麗・こま

　　２５９-０１０１・神奈川県中郡大磯町寺坂・てらさか

　　２５９-０１０４・神奈川県中郡大磯町西久保・にしくほﾞ

　　２５５-０００５・神奈川県中郡大磯町西小磯・にしこいそ

　　２５５-０００４・神奈川県中郡大磯町東小磯・ひがしこいそ

　　２５５-０００２・神奈川県中郡大磯町東町・ひがしちよう

　　２５９-０１０３・神奈川県中郡大磯町虫窪・むしくほﾞ

　　２５９-０１００・神奈川県中郡二宮町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５９-０１３４・神奈川県中郡二宮町一色・いしき

　　２５９-０１２５・神奈川県中郡二宮町川匂・かわわ

　　２５９-０１３１・神奈川県中郡二宮町中里・なかざと

　　２５９-０１２３・神奈川県中郡二宮町二宮・にのみや

　　２５９-０１２２・神奈川県中郡二宮町富士見が丘・ふじみがおか



　　２５９-０１２１・神奈川県中郡二宮町松根・まつね

　　２５９-０１３２・神奈川県中郡二宮町緑が丘・みどりがおか

　　２５９-０１２４・神奈川県中郡二宮町山西・やまにじ

　　２５９-０１３３・神奈川県中郡二宮町百合が丘・ゆりがおか

　　２５９-０１００・神奈川県足柄上郡中井町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５９-０１５１・神奈川県足柄上郡中井町井ノ口・いのくち

　　２５９-０１５４・神奈川県足柄上郡中井町岩倉・いわくら

　　２５９-０１４１・神奈川県足柄上郡中井町遠藤・えんどう

　　２５９-０１４７・神奈川県足柄上郡中井町鴨沢・かもざわ

　　２５９-０１４３・神奈川県足柄上郡中井町北田・きただ

　　２５９-０１４２・神奈川県足柄上郡中井町久所・ぐぞ

　　２５９-０１４６・神奈川県足柄上郡中井町古怒田・こぬた

　　２５９-０１５７・神奈川県足柄上郡中井町境・さかい

　　２５９-０１５６・神奈川県足柄上郡中井町境別所・さかいべつしよ

　　２５９-０１４８・神奈川県足柄上郡中井町雑色・ぞうしき

　　２５９-０１４５・神奈川県足柄上郡中井町田中・たなか

　　２５９-０１４４・神奈川県足柄上郡中井町半分形・はぶがた

　　２５９-０１５３・神奈川県足柄上郡中井町比奈窪・ひなくほﾞ

　　２５９-０１５２・神奈川県足柄上郡中井町藤沢・ふじさわ

　　２５９-０１５５・神奈川県足柄上郡中井町松本・まつもと

　　２５８-００００・神奈川県足柄上郡大井町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５８-００１４・神奈川県足柄上郡大井町赤田・あかだ

　　２５８-００１０・神奈川県足柄上郡大井町大井中央・おおいちゆうおう

　　２５８-００１８・神奈川県足柄上郡大井町金手・かなで

　　２５８-００１９・神奈川県足柄上郡大井町金子・かねこ

　　２５８-００１６・神奈川県足柄上郡大井町上大井・かみおおい

　　２５８-００１１・神奈川県足柄上郡大井町篠窪・しのくほﾞ

　　２５８-００１３・神奈川県足柄上郡大井町高尾・たかお

　　２５８-００１７・神奈川県足柄上郡大井町西大井・にしおおい

　　２５８-００１２・神奈川県足柄上郡大井町柳・やなぎ

　　２５８-００１５・神奈川県足柄上郡大井町山田・やまだ

　　２５８-００００・神奈川県足柄上郡松田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５８-０００２・神奈川県足柄上郡松田町神山・こうやま

　　２５８-０００３・神奈川県足柄上郡松田町松田惣領・まつだそうりよう

　　２５８-０００４・神奈川県足柄上郡松田町松田庶子・まつだそじ

　　２５８-０００１・神奈川県足柄上郡松田町寄・やどりき

　　２５８-０１００・神奈川県足柄上郡山北町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５８-０２０３・神奈川県足柄上郡山北町神尾田・かみおだ

　　２５８-０１２６・神奈川県足柄上郡山北町神縄・かみなわ

　　２５８-０１２４・神奈川県足柄上郡山北町川西・かわにじ

　　２５８-０１１２・神奈川県足柄上郡山北町岸・きじ

　　２５８-０２０２・神奈川県足柄上郡山北町玄倉・くろくら

　　２５８-０１２２・神奈川県足柄上郡山北町都夫良野・つぶらの

　　２５８-０２０１・神奈川県足柄上郡山北町中川・なかがわ

　　２５８-０１１４・神奈川県足柄上郡山北町平山・ひらやま

　　２５８-０１２１・神奈川県足柄上郡山北町皆瀬川・みなせがわ

　　２５８-０１１１・神奈川県足柄上郡山北町向原・むこうはら

　　２５８-０１１５・神奈川県足柄上郡山北町谷ケ・やが

　　２５８-０１２５・神奈川県足柄上郡山北町山市場・やまいちはﾞ

　　２５８-０１１３・神奈川県足柄上郡山北町山北・やまきた

　　２５８-０１２３・神奈川県足柄上郡山北町湯触・ゆぶれ

　　２５８-０２０４・神奈川県足柄上郡山北町世附・よつﾞく

　　２５８-００００・神奈川県足柄上郡開成町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５８-００２２・神奈川県足柄上郡開成町牛島・うしじま

　　２５８-００２５・神奈川県足柄上郡開成町円通寺・えんつうじ

　　２５８-００２７・神奈川県足柄上郡開成町岡野・おかの

　　２５８-００２８・神奈川県足柄上郡開成町金井島・かないしま

　　２５８-００２４・神奈川県足柄上郡開成町中之名・なかのみよう

　　２５８-００２６・神奈川県足柄上郡開成町延沢・のぶさわ

　　２５８-００２９・神奈川県足柄上郡開成町みなみ・みなみ

　　２５８-００２３・神奈川県足柄上郡開成町宮台・みやのだい

　　２５８-００２１・神奈川県足柄上郡開成町吉田島・よしだじま

　　２５０-０５００・神奈川県足柄下郡箱根町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５０-０５２３・神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯・あしのゆ

　　２５０-０４０５・神奈川県足柄下郡箱根町大平台・おおひらだい

　　２５０-０４０２・神奈川県足柄下郡箱根町木賀・きが

　　２５０-０４０６・神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷・こわくだに

　　２５０-０４０８・神奈川県足柄下郡箱根町強羅・ごうら

　　２５０-０３１３・神奈川県足柄下郡箱根町須雲川・すくもがわ

　　２５０-０６３１・神奈川県足柄下郡箱根町仙石原・せんごくはら



　　２５０-０４０３・神奈川県足柄下郡箱根町底倉・そこくら

　　２５０-０３１５・神奈川県足柄下郡箱根町塔之澤・とうのさわ

　　２５０-０４０７・神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平・にのたいら

　　２５０-０５２１・神奈川県足柄下郡箱根町箱根・はこね

　　２５０-０３１４・神奈川県足柄下郡箱根町畑宿・はたじゆく

　　２５０-０４０１・神奈川県足柄下郡箱根町宮城野・みやぎの

　　２５０-０４０４・神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下・みやのした

　　２５０-０５２２・神奈川県足柄下郡箱根町元箱根・もとはこね

　　２５０-０３１１・神奈川県足柄下郡箱根町湯本・ゆもと

　　２５０-０３１２・神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋・ゆもとちやや

　　２５９-０２００・神奈川県足柄下郡真鶴町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５９-０２０２・神奈川県足柄下郡真鶴町岩・いわ

　　２５９-０２０１・神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴・まなつる

　　２５９-０３００・神奈川県足柄下郡湯河原町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５９-０３１３・神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋・かじや

　　２５９-０３０５・神奈川県足柄下郡湯河原町城堀・しろほり

　　２５９-０３０１・神奈川県足柄下郡湯河原町中央・ちゆうおう

　　２５９-０３０３・神奈川県足柄下郡湯河原町土肥・どい

　　２５９-０３１１・神奈川県足柄下郡湯河原町福浦・ふくうら

　　２５９-０３１７・神奈川県足柄下郡湯河原町福浦鍛冶屋・ふくうらかじや

　　２５９-０３１６・神奈川県足柄下郡湯河原町福浦吉浜・ふくうらよしはま

　　２５９-０３１４・神奈川県足柄下郡湯河原町宮上・みやかみ

　　２５９-０３０４・神奈川県足柄下郡湯河原町宮下・みやした

　　２５９-０３０２・神奈川県足柄下郡湯河原町門川・もんがわ

　　２５９-０３１２・神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜・よしはま

　　２５９-０３１８・神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜福浦・よしはまふくうら

　　２４３-０３００・神奈川県愛甲郡愛川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２４３-０３０２・神奈川県愛甲郡愛川町春日台・かすがだい

　　２４３-０３０１・神奈川県愛甲郡愛川町角田・すみだ

　　２４３-０３０６・神奈川県愛甲郡愛川町田代・たしろ

　　２４３-０３０４・神奈川県愛甲郡愛川町棚沢・たなざわ

　　２４３-０３０３・神奈川県愛甲郡愛川町中津・なかつ

　　２４３-０３０５・神奈川県愛甲郡愛川町八菅山・はすげさん

　　２４３-０３０７・神奈川県愛甲郡愛川町半原・はんはﾞら

　　２４３-０３０８・神奈川県愛甲郡愛川町三増・みませ

　　２４３-０１００・神奈川県愛甲郡清川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２５７-００６１・神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷丹沢山札掛・(たんざわやまふだかけ)

　　２４３-０１１２・神奈川県愛甲郡清川村煤ケ谷（その他）・ すすがや(そのた)

　　２４３-０１１１・神奈川県愛甲郡清川村宮ケ瀬・ みや

　　７８０-００００・高知県高知市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８０-００５４・高知県高知市相生町・あいおいちよう

　　７８１-０８１３・高知県高知市青柳町・あおやぎちよう

　　７８０-０９３６・高知県高知市赤石町・あかいしちよう

　　７８０-８０７２・高知県高知市曙町・あけほﾞのちよう

　　７８０-８０６１・高知県高知市朝倉甲・あさくらこう

　　７８０-８０６２・高知県高知市朝倉乙・あさくらおつ

　　７８０-８０６３・高知県高知市朝倉丙・あさくらへい

　　７８０-８０６４・高知県高知市朝倉丁・あさくらてい

　　７８０-８０６５・高知県高知市朝倉戊・あさくらほﾞ

　　７８０-８０６６・高知県高知市朝倉己・あさくらき

　　７８０-８０７７・高知県高知市朝倉西町・あさくらにしまち

　　７８０-８０７６・高知県高知市朝倉東町・あさくらひがしまち

　　７８０-８０７５・高知県高知市朝倉南町・あさくらみなみまち

　　７８０-８０７４・高知県高知市朝倉横町・あさくらよこまち

　　７８０-８０７３・高知県高知市朝倉本町・あさくらほんまち

　　７８０-０９３８・高知県高知市旭駅前町・あさひえきまえちよう

　　７８０-０９４３・高知県高知市旭上町・あさひかみまち

　　７８０-０９５５・高知県高知市旭天神町・あさひてんじんちよう

　　７８０-０９３５・高知県高知市旭町・あさひまち

　　７８１-００１０・高知県高知市薊野・あぞうの

　　７８１-００１３・高知県高知市薊野中町・あぞうのなかまち

　　７８１-００１２・高知県高知市薊野東町・あぞうのひがしまち

　　７８１-００１５・高知県高知市薊野西町・あぞうのにしまち

　　７８１-００１４・高知県高知市薊野南町・あぞうのみなみまち

　　７８１-００１１・高知県高知市薊野北町・あぞうのきたまち

　　７８０-００５１・高知県高知市愛宕町・あたごまち

　　７８０-００２５・高知県高知市愛宕山・あたごやま

　　７８０-００２７・高知県高知市愛宕山南町・あたごやまみなみまち

　　７８０-０９２１・高知県高知市井口町・いぐちちよう

　　７８１-０１１１・高知県高知市池・いけ



　　７８０-８０３８・高知県高知市石立町・いしたてちよう

　　７８０-００６４・高知県高知市和泉町・いずみちよう

　　７８０-００４６・高知県高知市伊勢崎町・いせざきちよう

　　７８１-８１３０・高知県高知市一宮・いつく

　　７８１-８１３１・高知県高知市一宮しなね・いつくしなね

　　７８１-８１３３・高知県高知市一宮徳谷・いつくとくだに

　　７８１-８１３４・高知県高知市一宮中町・いつくなかまち

　　７８１-８１３６・高知県高知市一宮西町・いつくにしまち

　　７８１-８１３２・高知県高知市一宮東町・いつくひがしまち

　　７８１-８１３５・高知県高知市一宮南町・いつくみなみまち

　　７８１-０８１４・高知県高知市稲荷町・いなりちよう

　　７８０-００４１・高知県高知市入明町・いりあけちよう

　　７８０-０９４８・高知県高知市岩ケ淵・いわがぶち

　　７８０-８０８３・高知県高知市鵜来巣・うぐるす

　　７８１-８００８・高知県高知市潮新町・うしおしんまち

　　７８０-００３１・高知県高知市宇津野・うつの

　　７８０-８０１１・高知県高知市梅ノ辻・うめのつじ

　　７８１-０２６２・高知県高知市浦戸・うらど

　　７８０-０８４４・高知県高知市永国寺町・えいこくじちよう

　　７８０-００５３・高知県高知市駅前町・えきまえちよう

　　７８０-０９２８・高知県高知市越前町・えちぜんまち

　　７８１-００８６・高知県高知市海老ノ丸・えびのまる

　　７８０-０９７４・高知県高知市円行寺・えんぎようじ

　　７８０-０８４２・高知県高知市追手筋・おうてすじ

　　７８０-００５２・高知県高知市大川筋・おおかわすじ

　　７８０-０９４７・高知県高知市大谷・おおたに

　　７８０-８０８５・高知県高知市大谷公園町・おおたにこうえんちよう

　　７８１-５１０２・高知県高知市大津甲・おおつこう

　　７８１-５１０３・高知県高知市大津乙・おおつおつ

　　７８０-８０３１・高知県高知市大原町・おおはらちよう

　　７８１-０８０１・高知県高知市小倉町・おくらちよう

　　７８０-０９１５・高知県高知市小津町・おつﾞちよう

　　７８０-０８４１・高知県高知市帯屋町・おびやまち

　　７８０-００３２・高知県高知市加賀野井・かがのい

　　７８１-３１０４・高知県高知市鏡今井・かがみいまい

　　７８１-３１２４・高知県高知市鏡梅ノ木・かがみうめのき

　　７８１-３１０１・高知県高知市鏡大河内・かがみおおがち

　　７８１-３１０３・高知県高知市鏡大利・かがみおおり

　　７８１-３１１５・高知県高知市鏡柿ノ又・かがみかきのまた

　　７８１-３１２３・高知県高知市鏡葛山・かがみかずらやま

　　７８１-３１０７・高知県高知市鏡狩山・かがみかりやま

　　７８１-３１０５・高知県高知市鏡草峰・かがみくさみね

　　７８１-３１０２・高知県高知市鏡小浜・かがみこはま

　　７８１-３１２５・高知県高知市鏡小山・かがみこやま

　　７８１-３１１２・高知県高知市鏡去坂・かがみさるさか

　　７８１-３１１４・高知県高知市鏡敷ノ山・かがみしきのやま

　　７８１-３１０６・高知県高知市鏡白岩・かがみしろいわ

　　７８１-３１１３・高知県高知市鏡竹奈路・かがみたけなろ

　　７８１-３１２２・高知県高知市鏡増原・かがみますはら

　　７８１-３１１１・高知県高知市鏡的渕・かがみまとぶち

　　７８１-３１２１・高知県高知市鏡横矢・かがみよこや

　　７８１-３１０８・高知県高知市鏡吉原・かがみよしはら

　　７８０-０９３３・高知県高知市鏡川町・かがみがわちよう

　　７８１-８１２１・高知県高知市葛島・かつﾞらしま

　　７８０-０９４６・高知県高知市上本宮町・かみほんぐうちよう

　　７８０-０９０１・高知県高知市上町・かみまち

　　７８０-８０５２・高知県高知市鴨部（丁目）・かもべ

　　７８０-８０５０・高知県高知市鴨部（その他）・かもべ(そのた)

　　７８０-８０５１・高知県高知市鴨部上町・かもべかみまち

　　７８０-８０７１・高知県高知市鴨部高町・かもべたかまち

　　７８０-０９９４・高知県高知市唐岩・からいわ

　　７８１-００７３・高知県高知市北金田・きたかなだ

　　７８１-００８１・高知県高知市北川添・きたかわぞえ

　　７８１-００８８・高知県高知市北久保・きたくほﾞ

　　７８１-００８３・高知県高知市北御座・きたござ

　　７８１-８００３・高知県高知市北新田町・きたしんたちよう

　　７８０-００２２・高知県高知市北秦泉寺・きたじんぜんじ

　　７８０-８０２８・高知県高知市北高見町・きたたかみちよう

　　７８０-８０１９・高知県高知市北竹島町・きたたけしまちよう

　　７８０-８０２６・高知県高知市北中山・きたなかやま



　　７８０-０９１３・高知県高知市北八反町・きたはつたんちよう

　　７８０-０９５６・高知県高知市北端町・きたはﾞたちよう

　　７８０-００５６・高知県高知市北本町・きたほんまち

　　７８１-８１２６・高知県高知市吸江・ぎゆうこう

　　７８１-０８３２・高知県高知市九反田・くたんだ

　　７８０-０９６３・高知県高知市口細山・くちほそやま

　　７８０-０００１・高知県高知市久礼野・くれの

　　７８１-５１０５・高知県高知市介良甲・けらこう

　　７８１-５１０６・高知県高知市介良乙・けらおつ

　　７８１-５１０７・高知県高知市介良丙・けらへい

　　７８１-５１０４・高知県高知市介良（その他）・けら(そのた)

　　７８０-８０３２・高知県高知市小石木町・こいしぎちよう

　　７８１-０８１１・高知県高知市弘化台・こうかだい

　　７８０-８０３３・高知県高知市幸崎・こうざき

　　７８０-８０４０・高知県高知市神田・こうだ

　　７８０-８０３５・高知県高知市河ノ瀬町・ごうのせちよう

　　７８０-００５５・高知県高知市江陽町・こうようちよう

　　７８１-８１２５・高知県高知市五台山・ごだいさん

　　７８０-００４３・高知県高知市寿町・ことぶきちよう

　　７８０-００４５・高知県高知市幸町・さいわいちよう

　　７８０-０８２３・高知県高知市菜園場町・さえんはﾞちよう

　　７８０-０８３４・高知県高知市堺町・さかいまち

　　７８０-００６１・高知県高知市栄田町・さかえだちよう

　　７８０-００４７・高知県高知市相模町・さがみちよう

　　７８０-０８２１・高知県高知市桜井町・さくらいちよう

　　７８０-０９２９・高知県高知市桜馬場・さくらはﾞはﾞ

　　７８０-０９５４・高知県高知市佐々木町・ささきちよう

　　７８０-０９２３・高知県高知市三ノ丸・さんのまる

　　７８１-８０１０・高知県高知市桟橋通・さんはﾞしどおり

　　７８０-００６５・高知県高知市塩田町・しおたちよう

　　７８１-５１０８・高知県高知市潮見台・しおみだい

　　７８０-８０１４・高知県高知市塩屋崎町・しおやざきまち

　　７８０-０００２・高知県高知市重倉・しげくら

　　７８１-０８０５・高知県高知市東雲町・しののめちよう

　　７８０-０９７５・高知県高知市柴巻・しはﾞまき

　　７８０-０９３４・高知県高知市下島町・しもじまちよう

　　７８０-０９１６・高知県高知市城北町・じようほくちよう

　　７８０-８０３７・高知県高知市城山町・じようやまちよう

　　７８０-０９９６・高知県高知市上里・じようり

　　７８０-００６３・高知県高知市昭和町・しようわまち

　　７８０-０８２４・高知県高知市城見町・しろみちよう

　　７８１-８００４・高知県高知市新田町・しんたちよう

　　７８０-００６２・高知県高知市新本町・しんほんまち

　　７８０-０９１１・高知県高知市新屋敷・しんやしき

　　７８０-０９４４・高知県高知市水源町・すいげんちよう

　　７８０-０９０３・高知県高知市水通町・すいどうちよう

　　７８０-００７２・高知県高知市杉井流・すぎいる

　　７８１-０２５０・高知県高知市瀬戸・せと

　　７８１-０２５２・高知県高知市瀬戸東町・せとひがしまち

　　７８１-０２５１・高知県高知市瀬戸西町・せとにしまち

　　７８１-０２５３・高知県高知市瀬戸南町・せとみなみまち

　　７８０-０９９１・高知県高知市宗安寺・そうあんじ

　　７８０-０９２６・高知県高知市大膳町・だいぜんちよう

　　７８０-０８６２・高知県高知市鷹匠町・たかじようまち

　　７８１-８１２３・高知県高知市高須・たかす

　　７８１-８１０４・高知県高知市高須（丁目）・たかす

　　７８１-８１１１・高知県高知市高須大島・たかすおおしま

　　７８１-８１１２・高知県高知市高須大谷・たかすおおたに

　　７８１-８１０３・高知県高知市高須新木・たかすしんぎ

　　７８１-８１２２・高知県高知市高須新町・たかすしんまち

　　７８１-８１０１・高知県高知市高須砂地・たかすすなちﾞ

　　７８１-８１１３・高知県高知市高須絶海・たかすたるみ

　　７８１-８１１４・高知県高知市高須西町・たかすにしまち

　　７８１-８１０５・高知県高知市高須東町・たかすひがしまち

　　７８１-８１０２・高知県高知市高須本町・たかすほんまち

　　７８０-００７１・高知県高知市高そね・たかそね

　　７８０-８０２７・高知県高知市高見町・たかみちよう

　　７８０-０９１４・高知県高知市宝町・たからまち

　　７８０-８０１８・高知県高知市竹島町・たけしまちよう

　　７８１-０１１３・高知県高知市種崎・たねざき



　　７８０-０９３１・高知県高知市玉水町・たまみずちよう

　　７８１-０８０６・高知県高知市知寄町・ちよりちよう

　　７８０-０９５２・高知県高知市塚ノ原・つかのはら

　　７８０-８０１２・高知県高知市天神町・てんじんちよう

　　７８１-８００１・高知県高知市土居町・どいまち

　　７８０-０８６４・高知県高知市唐人町・とうじんまち

　　７８１-０１１４・高知県高知市十津・とおつﾞ

　　７８０-０９０４・高知県高知市通町・とおりちよう

　　７８１-３２０１・高知県高知市土佐山・とさやま

　　７８１-３２１２・高知県高知市土佐山梶谷・とさやまかじたに

　　７８１-３２２１・高知県高知市土佐山桑尾・とさやまくわお

　　７８１-３２１４・高知県高知市土佐山菖蒲・とさやましようぶ

　　７８１-３２１１・高知県高知市土佐山高川・とさやまたかかわ

　　７８１-３２０２・高知県高知市土佐山都網・とさやまつあみ

　　７８１-３２２３・高知県高知市土佐山中切・とさやまなかぎり

　　７８１-３２１３・高知県高知市土佐山西川・とさやまにしがわ

　　７８１-３２２２・高知県高知市土佐山東川・とさやまひがしかわ

　　７８１-３２０３・高知県高知市土佐山弘瀬・とさやまひろせ

　　７８０-０９４９・高知県高知市鳥越・とりごえ

　　７８０-０９８３・高知県高知市中久万・なかくま

　　７８０-００２１・高知県高知市中秦泉寺・なかじんぜんじ

　　７８０-００４４・高知県高知市中水道・なかすいどう

　　７８０-０９３７・高知県高知市中須賀町・なかすかちよう

　　７８１-８００７・高知県高知市仲田町・なかたちよう

　　７８１-０８３１・高知県高知市中の島・なかのしま

　　７８０-０８１７・高知県高知市中宝永町・なかほうえいちよう

　　７８０-０９７２・高知県高知市中万々・なかまま

　　７８０-０９５３・高知県高知市長尾山町・ながおやまちよう

　　７８１-０２７０・高知県高知市長浜・ながはま

　　７８１-０２４５・高知県高知市長浜蒔絵台・ながはままきえだい

　　７８１-０２７１・高知県高知市長浜宮田・ながはまみやた

　　７８０-０００３・高知県高知市七ツ淵・ななつぶち

　　７８０-０９９２・高知県高知市行川・なめがわ

　　７８０-０９３２・高知県高知市縄手町・なわてちよう

　　７８１-０１１２・高知県高知市仁井田・にいだ

　　７８０-０９８４・高知県高知市西久万・にしくま

　　７８０-００３３・高知県高知市西秦泉寺・にしじんぜんじ

　　７８０-０９５１・高知県高知市西塚ノ原・にしつかのはら

　　７８０-０９２５・高知県高知市西町・にしまち

　　７８０-０８４３・高知県高知市廿代町・にじゆうだいまち

　　７８１-５１０１・高知県高知市布師田・ぬのしだ

　　７８０-０８２５・高知県高知市農人町・のうにんまち

　　７８１-８００６・高知県高知市萩町・はぎまち

　　７８０-００２６・高知県高知市秦南町・はだみなみまち

　　７８０-０９１２・高知県高知市八反町・はつたんちよう

　　７８０-８０２１・高知県高知市孕東町・はらみひがしまち

　　７８０-８０２２・高知県高知市孕西町・はらみにしまち

　　７８０-８０８７・高知県高知市針木北・はりぎきた

　　７８０-８０９０・高知県高知市針木西・ はりぎにじ

　　７８０-８０８６・高知県高知市針木東町・はりぎひがしまち

　　７８０-８０８８・高知県高知市針木本町・はりぎほんまち

　　７８０-８０８９・高知県高知市針木南・はりぎみなみ

　　７８０-０９９３・高知県高知市針原・はりはら

　　７８０-０８２２・高知県高知市はりまや町・はりまやちよう

　　７８１-０３２１・高知県高知市春野町秋山・はるのちようあきやま

　　７８１-０３１３・高知県高知市春野町内ノ谷・はるのちよううちのたに

　　７８１-０３２２・高知県高知市春野町甲殿・はるのちようこうどの

　　７８１-０３２４・高知県高知市春野町西畑・はるのちようさいはﾞた

　　７８１-０３０４・高知県高知市春野町西分・はるのちようにしぶん

　　７８１-０３１６・高知県高知市春野町西諸木・はるのちようにしもろぎ

　　７８１-０３２３・高知県高知市春野町仁ノ・はるのちようにの

　　７８１-０３１５・高知県高知市春野町東諸木・はるのちようひがしもろぎ

　　７８１-０３０１・高知県高知市春野町弘岡上・はるのちようひろおかかみ

　　７８１-０３０３・高知県高知市春野町弘岡下・はるのちようひろおかしも

　　７８１-０３０２・高知県高知市春野町弘岡中・はるのちようひろおかなか

　　７８１-０３１２・高知県高知市春野町平和・はるのちようへいわ

　　７８１-０３１４・高知県高知市春野町南ケ丘・はるのちようみなみがおか

　　７８１-０３２５・高知県高知市春野町森山・はるのちようもりやま

　　７８１-０３１１・高知県高知市春野町芳原・はるのちようよしはら

　　７８０-８０３９・高知県高知市東石立町・ひがしいしたてちよう



　　７８０-０９８２・高知県高知市東久万・ひがしくま

　　７８０-８０３６・高知県高知市東城山町・ひがしじようやまちよう

　　７８０-００２３・高知県高知市東秦泉寺・ひがしじんぜんじ

　　７８０-０９６２・高知県高知市尾立・ひじ

　　７８０-００６６・高知県高知市比島町・ひじまちよう

　　７８０-８０１３・高知県高知市筆山町・ひつざんちよう

　　７８０-０９８１・高知県高知市一ツ橋町・ひとつはﾞしちよう

　　７８１-０８０４・高知県高知市日の出町・ひのでちよう

　　７８０-８０１５・高知県高知市百石町・ひやつこくちよう

　　７８０-８０２４・高知県高知市深谷町・ふかだにちよう

　　７８０-０９６６・高知県高知市福井扇町・ふくいおうぎまち

　　７８０-０９６５・高知県高知市福井町・ふくいちよう

　　７８０-０９６７・高知県高知市福井東町・ふくいひがしまち

　　７８１-００８５・高知県高知市札場・ふだはﾞ

　　７８１-０８１５・高知県高知市二葉町・ふたはﾞちよう

　　７８０-０９２２・高知県高知市平和町・へいわちよう

　　７８０-０８１８・高知県高知市宝永町・ほうえいちよう

　　７８０-００４２・高知県高知市洞ケ島町・ほらがじまちよう

　　７８０-０９４５・高知県高知市本宮町・ほんぐうちよう

　　７８０-０９０２・高知県高知市本丁筋・ほんちようすじ

　　７８０-０８７０・高知県高知市本町・ほんまち

　　７８０-００２４・高知県高知市前里・まえざと

　　７８０-８０８４・高知県高知市槇山町・まきやまちよう

　　７８０-０８６１・高知県高知市升形・ますがた

　　７８０-０９７３・高知県高知市万々・まま

　　７８１-０８０２・高知県高知市丸池町・まるいけちよう

　　７８０-０８５０・高知県高知市丸ノ内・まるのうち

　　７８０-００３４・高知県高知市三園町・みそのちよう

　　７８０-０００４・高知県高知市三谷・みたに

　　７８０-０９７６・高知県高知市みづき・みつﾞき

　　７８０-０９７７・高知県高知市みづき山・みつﾞきやま

　　７８１-００７４・高知県高知市南金田・みなみかなだ

　　７８１-００８２・高知県高知市南川添・みなみかわぞえ

　　７８１-００８７・高知県高知市南久保・みなみくほﾞ

　　７８０-０９８５・高知県高知市南久万・みなみくま

　　７８０-８０３４・高知県高知市南河ノ瀬町・みなみごうのせちよう

　　７８１-００８４・高知県高知市南御座・みなみござ

　　７８１-８００５・高知県高知市南新田町・みなみしんたちよう

　　７８０-８０１７・高知県高知市南竹島町・みなみたけしまちよう

　　７８０-８０２５・高知県高知市南中山・みなみなかやま

　　７８１-８０１６・高知県高知市南ノ丸町・みなみのまるちよう

　　７８０-０８３３・高知県高知市南はりまや町・みなみはりまやちよう

　　７８０-０８１６・高知県高知市南宝永町・みなみほうえいちよう

　　７８０-０９７１・高知県高知市南万々・みなみまま

　　７８０-０９４２・高知県高知市南元町・みなみもとまち

　　７８１-０２６１・高知県高知市御畳瀬・みませ

　　７８０-０９２４・高知県高知市宮前町・みやまえちよう

　　７８０-０９４１・高知県高知市元町・もとまち

　　７８１-８１２４・高知県高知市屋頭・やがしら

　　７８１-８００２・高知県高知市役知町・やくちちよう

　　７８０-０９５７・高知県高知市山手町・やまてちよう

　　７８０-０９２７・高知県高知市山ノ端町・やまのはなちよう

　　７８１-０８０３・高知県高知市弥生町・やよいちよう

　　７８０-０９６４・高知県高知市横内・よこうち

　　７８１-０２４０・高知県高知市横浜・よこはま

　　７８１-０２４１・高知県高知市横浜新町・よこはましんまち

　　７８１-０２４２・高知県高知市横浜西町・よこはまにしまち

　　７８１-０２４３・高知県高知市横浜東町・よこはまひがしまち

　　７８１-０２４４・高知県高知市横浜南町・よこはまみなみまち

　　７８０-００４８・高知県高知市吉田町・よしだちよう

　　７８０-０８６３・高知県高知市与力町・よりきまち

　　７８０-０９９５・高知県高知市領家・りようけ

　　７８０-０９６１・高知県高知市蓮台・れんだい

　　７８０-８０２３・高知県高知市六泉寺町・ろくせんじちよう

　　７８０-８０８１・高知県高知市若草町・わかくさちよう

　　７８０-８０８２・高知県高知市若草南町・わかくさみなみまち

　　７８１-０８１２・高知県高知市若松町・わかまつちよう

　　７８１-７１００・高知県室戸市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-７１０３・高知県室戸市浮津・うきつ

　　７８１-７１０４・高知県室戸市浮津一番町・うきつ１はﾞんちよう



　　７８１-７１０５・高知県室戸市浮津二番町・うきつ２はﾞんちよう

　　７８１-７１０６・高知県室戸市浮津三番町・うきつ３はﾞんちよう

　　７８１-６８３２・高知県室戸市吉良川町甲・きらがわちようこう

　　７８１-６８３１・高知県室戸市吉良川町乙・きらがわちようおつ

　　７８１-６８３３・高知県室戸市吉良川町丙・きらがわちようへい

　　７８１-７２２０・高知県室戸市佐喜浜町・さきはまちよう

　　７８１-６７４１・高知県室戸市羽根町甲・はねちようこう

　　７８１-６７４２・高知県室戸市羽根町乙・はねちようおつ

　　７８１-７１０２・高知県室戸市室津・むろつ

　　７８１-７１０１・高知県室戸市室戸岬町・むろとみさきちよう

　　７８１-７１０７・高知県室戸市元甲・もとこう

　　７８１-７１０８・高知県室戸市元乙・もとおつ

　　７８１-７１０９・高知県室戸市領家・りようけ

　　７８４-００００・高知県安芸市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８４-００３３・高知県安芸市赤野甲・あかのこう

　　７８４-００３４・高知県安芸市赤野乙・あかのおつ

　　７８４-００５７・高知県安芸市安芸ノ川甲・あきのかわこう

　　７８４-００５８・高知県安芸市安芸ノ川乙・あきのかわおつ

　　７８４-００３１・高知県安芸市穴内甲・あなないこう

　　７８４-００３２・高知県安芸市穴内乙・あなないおつ

　　７８４-００４５・高知県安芸市伊尾木・いおき

　　７８４-００５１・高知県安芸市井ノ口甲・いのくちこう

　　７８４-００５２・高知県安芸市井ノ口乙・いのくちおつ

　　７８４-００２９・高知県安芸市植野・うえの

　　７８４-０２７４・高知県安芸市大井甲・おおいこう

　　７８４-０２７５・高知県安芸市大井乙・おおいおつ

　　７８４-００５５・高知県安芸市尾川甲・おがわこう

　　７８４-００５６・高知県安芸市尾川乙・おがわおつ

　　７８４-００５３・高知県安芸市小谷・おだに

　　７８４-００４３・高知県安芸市川北甲・かわきたこう

　　７８４-００４４・高知県安芸市川北乙・かわきたおつ

　　７８４-０００３・高知県安芸市久世町・くせちよう

　　７８４-０２７３・高知県安芸市黒瀬・くろせ

　　７８４-００２８・高知県安芸市黒鳥・くろどり

　　７８４-０２７６・高知県安芸市古井・こい

　　７８４-０００７・高知県安芸市寿町・ことぶきちよう

　　７８４-００２１・高知県安芸市幸町・さいわいちよう

　　７８４-００２６・高知県安芸市桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　７８４-０２７７・高知県安芸市島・しま

　　７８４-００４６・高知県安芸市下山・しもやま

　　７８４-００２２・高知県安芸市庄之芝町・しようのしはﾞちよう

　　７８４-０００８・高知県安芸市清和町・せいわちよう

　　７８４-００４１・高知県安芸市僧津・そうつﾞ

　　７８４-００２３・高知県安芸市染井町・そめいちよう

　　７８４-００２４・高知県安芸市千歳町・ちとせちよう

　　７８４-００２５・高知県安芸市津久茂町・つくもちよう

　　７８４-００４２・高知県安芸市土居・どい

　　７８４-００５４・高知県安芸市栃ノ木・とちのき

　　７８４-０２７１・高知県安芸市奈比賀・なびか

　　７８４-００２０・高知県安芸市西浜・にしはま

　　７８４-０２７２・高知県安芸市入河内・にゆうがうち

　　７８４-００６１・高知県安芸市畑山甲・はたやまこう

　　７８４-００６２・高知県安芸市畑山乙・はたやまおつ

　　７８４-００６３・高知県安芸市畑山丙・はたやまへい

　　７８４-０００２・高知県安芸市花園町・はなぞのちよう

　　７８４-００１０・高知県安芸市東浜・ひがしはま

　　７８４-０００６・高知県安芸市日ノ出町・ひのでちよう

　　７８４-０２７８・高知県安芸市別役・べつちやく

　　７８４-００２７・高知県安芸市宝永町・ほうえいちよう

　　７８４-０００４・高知県安芸市本町・ほんまち

　　７８４-００６４・高知県安芸市舞川・まいかわ

　　７８４-０００５・高知県安芸市港町・みなとまち

　　７８４-０００１・高知県安芸市矢ノ丸・やのまる

　　７８３-００００・高知県南国市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８３-００７４・高知県南国市上倉・あげくら

　　７８３-０００８・高知県南国市伊達野・いたちの

　　７８３-００８４・高知県南国市稲生・いなぶ

　　７８３-００６３・高知県南国市植田・うえた

　　７８３-００６１・高知県南国市植野・うえの

　　７８３-０００２・高知県南国市駅前町・えきまえちよう



　　７８３-００７７・高知県南国市大改野・おおがいの

　　７８３-０００４・高知県南国市大そね甲・おおそねこう

　　７８３-０００５・高知県南国市大そね乙・おおそねおつ

　　７８３-００４６・高知県南国市岡豊町江村・おこうちようえむら

　　７８３-００５１・高知県南国市岡豊町笠ノ川・おこうちようかさのかわ

　　７８３-００４２・高知県南国市岡豊町蒲原・おこうちようかもはら

　　７８３-００４８・高知県南国市岡豊町小篭・おこうちようこごめ

　　７８３-００４３・高知県南国市岡豊町小蓮・おこうちようこはす

　　７８３-００４７・高知県南国市岡豊町常通寺島・おこうちようじようつうじしま

　　７８３-００４１・高知県南国市岡豊町定林寺・おこうちようじようりんじ

　　７８３-００４０・高知県南国市岡豊町滝本・おこうちようたきもと

　　７８３-００４９・高知県南国市岡豊町中島・おこうちようなかじま

　　７８３-００４４・高知県南国市岡豊町八幡・おこうちようやはた

　　７８３-００４５・高知県南国市岡豊町吉田・おこうちようよしだ

　　７８３-００８１・高知県南国市片山・かたやま

　　７８３-００３５・高知県南国市金地・かなじ

　　７８３-００３３・高知県南国市包末・かのすえ

　　７８３-００２６・高知県南国市上末松・かみすえまつ

　　７８３-００３２・高知県南国市上野田・かみのだ

　　７８３-００７１・高知県南国市亀岩・かめいわ

　　７８３-００６２・高知県南国市久礼田・くれだ

　　７８３-００７６・高知県南国市黒滝・くろたき

　　７８３-００７５・高知県南国市桑ノ川・くわのかわ

　　７８３-００５３・高知県南国市国分・こくぶ

　　７８３-００２２・高知県南国市小籠・こごめ

　　７８３-００１１・高知県南国市後免町・ごめんまち

　　７８３-００６８・高知県南国市才谷・さいだに

　　７８３-００１３・高知県南国市幸町・さいわいちよう

　　７８３-００８２・高知県南国市里改田・さとかいだ

　　７８３-００２７・高知県南国市三畠・さんはﾞく

　　７８３-００６４・高知県南国市宍崎・ししざき

　　７８３-０００６・高知県南国市篠原・しのはら

　　７８３-００９５・高知県南国市下島・しもじま

　　７８３-００２５・高知県南国市下末松・しもすえまつ

　　７８３-００３１・高知県南国市下野田・しものだ

　　７８３-００５８・高知県南国市白木谷・しらきだに

　　７８３-００２８・高知県南国市陣山・じんやま

　　７８３-００５２・高知県南国市左右山・そやま

　　７８３-００３７・高知県南国市蔵福寺島・ぞうふくじじま

　　７８３-００９１・高知県南国市立田・たてだ

　　７８３-００９２・高知県南国市田村・たむら

　　７８３-００６７・高知県南国市天行寺・てんぎようじ

　　７８３-００８５・高知県南国市十市・とおち

　　７８３-００６５・高知県南国市外山・とやま

　　７８３-００７３・高知県南国市中谷・なかだに

　　７８３-００７８・高知県南国市中ノ川・なかのかわ

　　７８３-００６６・高知県南国市成合・なれあい

　　７８３-００７２・高知県南国市奈路・なろ

　　７８３-０００３・高知県南国市西野田町・にしのだちよう

　　７８３-００２９・高知県南国市西山・にしやま

　　７８３-００９７・高知県南国市日章あけぼの・につしようあけほﾞの

　　７８３-００２１・高知県南国市野中・のなか

　　７８３-００２３・高知県南国市廿枝・はたえだ

　　７８３-００８３・高知県南国市浜改田・はまかいだ

　　７８３-００５４・高知県南国市比江・ひえ

　　７８３-００２４・高知県南国市東崎・ひがしざき

　　７８３-００１２・高知県南国市東山町・ひがしやままち

　　７８３-００９６・高知県南国市久枝・ひさえだ

　　７８３-０００１・高知県南国市日吉町・ひよしちよう

　　７８３-００３６・高知県南国市福船・ふくぶね

　　７８３-００５５・高知県南国市双葉台・ふたはﾞだい

　　７８３-００６０・高知県南国市蛍が丘・ほたるがおか

　　７８３-００３４・高知県南国市堀ノ内・ほりのうち

　　７８３-００９４・高知県南国市前浜・まえはま

　　７８３-００８６・高知県南国市緑ケ丘・みどりがおか

　　７８３-０００７・高知県南国市明見・みようけん

　　７８３-００８７・高知県南国市三和琴平・みわことひら

　　７８３-００１４・高知県南国市元町・もとまち

　　７８３-００９３・高知県南国市物部・ものべ

　　７８３-００５７・高知県南国市八京・やきよう



　　７８３-００５６・高知県南国市領石・りようせき

　　７８１-１１００・高知県土佐市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-１１３６・高知県土佐市浅井・あざい

　　７８１-１１３４・高知県土佐市家俊・ いえとじ

　　７８１-１１４２・高知県土佐市出間・いずま

　　７８１-１１３２・高知県土佐市市野々・いちのの

　　７８１-１１４１・高知県土佐市岩戸・いわと

　　７８１-１１６４・高知県土佐市宇佐町井尻・うさちよういのしり

　　７８１-１１６２・高知県土佐市宇佐町渭浜・うさちよういはま

　　７８１-１１６１・高知県土佐市宇佐町宇佐・うさちよううさ

　　７８１-１１６３・高知県土佐市宇佐町福島・うさちようふくしま

　　７８１-１１６５・高知県土佐市宇佐町竜・うさちようりゆう

　　７８１-１１１３・高知県土佐市甲原・かんはﾞら

　　７８１-１１１１・高知県土佐市北地・きたじ

　　７８１-１１２５・高知県土佐市積善寺・しやくぜんじ

　　７８１-１１０１・高知県土佐市高岡町甲・たかおかちようこう

　　７８１-１１０２・高知県土佐市高岡町乙・たかおかちようおつ

　　７８１-１１０３・高知県土佐市高岡町丙・たかおかちようへい

　　７８１-１１０４・高知県土佐市高岡町丁・たかおかちようてい

　　７８１-１１３３・高知県土佐市鷹ノ巣・たかのす

　　７８１-１１３５・高知県土佐市太郎丸・たろうまる

　　７８１-１１５３・高知県土佐市塚地・つかじ

　　７８１-１１５１・高知県土佐市中島・なかじま

　　７８１-１１３１・高知県土佐市永野・ながの

　　７８１-１１５４・高知県土佐市新居・にい

　　７８１-１１２３・高知県土佐市西鴨地・にしかもじ

　　７８１-１１４３・高知県土佐市波介・はげ

　　７８１-１１０５・高知県土佐市蓮池・はすいけ

　　７８１-１１２１・高知県土佐市東鴨地・ひがしかもじ

　　７８１-１１１２・高知県土佐市福田・ふくだ

　　７８１-１１２２・高知県土佐市本村・ほんむら

　　７８１-１１２４・高知県土佐市宮ノ内・みやのうち

　　７８１-１１５２・高知県土佐市用石・ もちいじ

　　７８１-１１１４・高知県土佐市谷地・やつじ

　　７８５-００００・高知県須崎市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８５-００４７・高知県須崎市吾井郷甲・あいのごうこう

　　７８５-００４４・高知県須崎市吾井郷乙・あいのごうおつ

　　７８５-０００４・高知県須崎市青木町・あおきまち

　　７８５-００３７・高知県須崎市赤崎町・あかざきまち

　　７８５-００２４・高知県須崎市安和・あわ

　　７８５-００２１・高知県須崎市池ノ内・いけのうち

　　７８５-００１７・高知県須崎市泉町・いずみまち

　　７８５-０１６５・高知県須崎市浦ノ内出見・うらのうちいずみ

　　７８５-０１７３・高知県須崎市浦ノ内今川内・うらのうちこんがわうち

　　７８５-０１７４・高知県須崎市浦ノ内下中山・うらのうちしもなかやま

　　７８５-０１６６・高知県須崎市浦ノ内塩間・うらのうちしわい

　　７８５-０１７１・高知県須崎市浦ノ内須ノ浦・うらのうちすのうら

　　７８５-０１６４・高知県須崎市浦ノ内立目摺木・うらのうちたちめするぎ

　　７８５-０１６１・高知県須崎市浦ノ内西分・うらのうちにしぶん

　　７８５-０１６７・高知県須崎市浦ノ内灰方・うらのうちはいがた

　　７８５-０１６３・高知県須崎市浦ノ内東分（鳴無・坂内）・うらのうちひがしぶん(おとなし･さかう

ち)

　　７８５-０１６２・高知県須崎市浦ノ内東分（その他）・うらのうちひがしぶん(そのた)

　　７８５-０１７２・高知県須崎市浦ノ内福良・うらのうちふくら

　　７８５-００５５・高知県須崎市大谷・おおたに

　　７８５-００３０・高知県須崎市多ノ郷甲・おおのごうこう

　　７８５-００５４・高知県須崎市多ノ郷乙・おおのごうおつ

　　７８５-００３５・高知県須崎市大間東町・おおまひがしまち

　　７８５-００３３・高知県須崎市大間西町・おおまにしまち

　　７８５-００３４・高知県須崎市大間本町・おおまほんまち

　　７８５-００５２・高知県須崎市押岡・おしおか

　　７８５-００１０・高知県須崎市鍛冶町・かじまち

　　７８５-００２６・高知県須崎市上分甲・かみぶんこう

　　７８５-００２７・高知県須崎市上分乙・かみぶんおつ

　　７８５-００２８・高知県須崎市上分丙・かみぶんへい

　　７８５-００５９・高知県須崎市桐間西・ きりまにじ

　　７８５-００５７・高知県須崎市桐間東・ きりまひがじ

　　７８５-００５８・高知県須崎市桐間南・きりまみなみ

　　７８５-００５３・高知県須崎市久通・くつう

　　７８５-００５１・高知県須崎市神田・こうだ



　　７８５-００１５・高知県須崎市幸町・さいわいまち

　　７８５-００１６・高知県須崎市栄町・さかえまち

　　７８５-００３２・高知県須崎市潮田町・しおたまち

　　７８５-００２５・高知県須崎市下郷・しもごう

　　７８５-００２２・高知県須崎市下分甲・しもぶんこう

　　７８５-００２３・高知県須崎市下分乙・しもぶんおつ

　　７８５-０００３・高知県須崎市新町・しんまち

　　７８５-００１８・高知県須崎市須崎・すさき

　　７８５-００４６・高知県須崎市桑田山甲・そうだやまこう

　　７８５-００４５・高知県須崎市桑田山乙・そうだやまおつ

　　７８５-００４３・高知県須崎市土崎町・つちざきまち

　　７８５-０００８・高知県須崎市中町・なかまち

　　７８５-００４１・高知県須崎市西崎町・にしざきまち

　　７８５-００１２・高知県須崎市西糺町・にしただすまち

　　７８５-００１３・高知県須崎市西古市町・にしふるいちまち

　　７８５-０００９・高知県須崎市西町・にしまち

　　７８５-００５６・高知県須崎市野見・のみ

　　７８５-０００６・高知県須崎市浜町・はままち

　　７８５-０００１・高知県須崎市原町・はらまち

　　７８５-００１１・高知県須崎市東糺町・ひがしただすまち

　　７８５-０００５・高知県須崎市東古市町・ひがしふるいちまち

　　７８５-００３６・高知県須崎市緑町・みどりまち

　　７８５-０００２・高知県須崎市港町・みなとまち

　　７８５-０００７・高知県須崎市南古市町・みなみふるいちまち

　　７８５-００４２・高知県須崎市妙見町・みようけんまち

　　７８５-００３１・高知県須崎市山手町・やまてまち

　　７８５-００１４・高知県須崎市横町・よこまち

　　７８８-００００・高知県宿毛市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８８-００２１・高知県宿毛市池島・いけしま

　　７８８-００２３・高知県宿毛市宇須々木・うすすき

　　７８８-０００９・高知県宿毛市駅東町・えきひがしまち

　　７８８-００１０・高知県宿毛市駅前町・えきまえちよう

　　７８８-００１４・高知県宿毛市大島・おおしま

　　７８８-００３４・高知県宿毛市大深浦・おおぶかうら

　　７８８-０６７９・高知県宿毛市沖の島町鵜来島・おきのしまちよううぐるしま

　　７８８-０６７８・高知県宿毛市沖の島町弘瀬・おきのしまちようひろせ

　　７８８-０６７７・高知県宿毛市沖の島町母島・おきのしまちようもしま

　　７８８-００５１・高知県宿毛市押ノ川・おしのかわ

　　７８８-００３１・高知県宿毛市貝塚・かいつﾞか

　　７８８-００１３・高知県宿毛市片島・かたしま

　　７８８-００２４・高知県宿毛市樺・かはﾞ

　　７８８-００１６・高知県宿毛市希望ヶ丘・きほﾞうがおか

　　７８８-００３５・高知県宿毛市草木薮・くさぎやぶ

　　７８８-００２７・高知県宿毛市港南台・こうなんだい

　　７８８-０２７２・高知県宿毛市小筑紫町石原・こつﾞくしちよういしはら

　　７８８-０２６７・高知県宿毛市小筑紫町伊与野・こつﾞくしちよういよの

　　７８８-０２６６・高知県宿毛市小筑紫町大海・こつﾞくしちようおおみ

　　７８８-０２６２・高知県宿毛市小筑紫町小浦・こつﾞくしちようこうら

　　７８８-０２７１・高知県宿毛市小筑紫町小筑紫・ こつﾞくしちようこつﾞくじ

　　７８８-０２７４・高知県宿毛市小筑紫町栄喜・こつﾞくしちようさかき

　　７８８-０２６１・高知県宿毛市小筑紫町田ノ浦・こつﾞくしちようたのうら

　　７８８-０２６８・高知県宿毛市小筑紫町都賀ノ川・こつﾞくしちようつがのがわ

　　７８８-０２６３・高知県宿毛市小筑紫町内外ノ浦・こつﾞくしちようないがいのうら

　　７８８-０２７３・高知県宿毛市小筑紫町福良・こつﾞくしちようふくら

　　７８８-０２６５・高知県宿毛市小筑紫町湊・こつﾞくしちようみなと

　　７８８-０２６４・高知県宿毛市小筑紫町呼崎・こつﾞくしちようよびさき

　　７８８-００３３・高知県宿毛市小深浦・こぶかうら

　　７８８-０００３・高知県宿毛市幸町・さいわいちよう

　　７８８-００５３・高知県宿毛市坂ノ下・さかのした

　　７８８-００５４・高知県宿毛市さくらが丘・さくらがおか

　　７８８-０００６・高知県宿毛市桜町・さくらまち

　　７８８-００３０・高知県宿毛市四季の丘・しきのおか

　　７８８-００２６・高知県宿毛市自由ケ丘・じゆうがおか

　　７８８-００２８・高知県宿毛市新港・しんこう

　　７８８-００１１・高知県宿毛市新田・しんでん

　　７８８-００１２・高知県宿毛市高砂・たかさご

　　７８８-０００１・高知県宿毛市中央・ちゆうおう

　　７８８-００３９・高知県宿毛市中角・なかつの

　　７８８-０００４・高知県宿毛市長田町・ながたちよう

　　７８８-００１５・高知県宿毛市西片島・にしかたしま



　　７８８-００３２・高知県宿毛市錦・にしき

　　７８８-００２５・高知県宿毛市西町・にしまち

　　７８８-００３８・高知県宿毛市二ノ宮・にのみや

　　７８８-００３６・高知県宿毛市野地・のじ

　　７８８-０００５・高知県宿毛市萩原・はぎわら

　　７８８-００４１・高知県宿毛市橋上町出井・はしかみちよういでい

　　７８８-００４５・高知県宿毛市橋上町奥奈路・はしかみちようおくなろ

　　７８８-００４４・高知県宿毛市橋上町神有・はしかみちようかみあり

　　７８８-００４８・高知県宿毛市橋上町京法・はしかみちようきようほう

　　７８８-００４２・高知県宿毛市橋上町楠山・はしかみちようくすやま

　　７８８-００４９・高知県宿毛市橋上町還住薮・はしかみちようげんじゆやぶ

　　７８８-００４３・高知県宿毛市橋上町坂本・はしかみちようさかもと

　　７８８-００４６・高知県宿毛市橋上町橋上・はしかみちようはしかみ

　　７８８-００４７・高知県宿毛市橋上町平野・はしかみちようひらの

　　７８８-０７８１・高知県宿毛市平田町黒川・ひらたちようくろかわ

　　７８８-０７８２・高知県宿毛市平田町中山・ひらたちようなかやま

　　７８８-０７８６・高知県宿毛市平田町東平・ひらたちようひがしだいら

　　７８８-０７８３・高知県宿毛市平田町戸内・ひらたちようへない

　　７８８-０００７・高知県宿毛市松田町・まつだまち

　　７８８-０００２・高知県宿毛市南沖須賀・みなみおきすが

　　７８８-００２２・高知県宿毛市藻津・むくつﾞ

　　７８８-００３７・高知県宿毛市山北・やまきた

　　７８８-０７８４・高知県宿毛市山奈町山田・やまなちようやまだ

　　７８８-０７８５・高知県宿毛市山奈町芳奈・やまなちようよしな

　　７８８-０００８・高知県宿毛市与市明・よいちみよう

　　７８８-００５２・高知県宿毛市和田・わだ

　　７８７-０３００・高知県土佐清水市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８７-０３０３・高知県土佐清水市旭町・あさひまち

　　７８７-０３１５・高知県土佐清水市足摺岬・あしずりみさき

　　７８７-０５５６・高知県土佐清水市有永・ありなが

　　７８７-０３２７・高知県土佐清水市市場町・いちはﾞちよう

　　７８７-０３０２・高知県土佐清水市以布利・いぶり

　　７８７-０４４７・高知県土佐清水市上野・うえの

　　７８７-０３１０・高知県土佐清水市浦尻・うらじり

　　７８７-０３３１・高知県土佐清水市越前町・えちぜんちよう

　　７８７-０３２８・高知県土佐清水市戎町・えびすちよう

　　７８７-０３０１・高知県土佐清水市大岐・おおき

　　７８７-０３１４・高知県土佐清水市大谷・おおたに

　　７８７-０５６２・高知県土佐清水市大津・おおつ

　　７８７-０３１７・高知県土佐清水市大浜・おおはま

　　７８７-０４４６・高知県土佐清水市斧積・おのずみ

　　７８７-０２４３・高知県土佐清水市鍵掛・かいかけ

　　７８７-０５６１・高知県土佐清水市貝ノ川・かいのかわ

　　７８７-０３３４・高知県土佐清水市加久見入沢町・かぐみいりさわちよう

　　７８７-０３３５・高知県土佐清水市加久見新町・かぐみしんまち

　　７８７-０３３８・高知県土佐清水市加久見（松崎）・かぐみ(まつざき)

　　７８７-０３３６・高知県土佐清水市加久見（その他）・かぐみ(そのた)

　　７８７-０５６０・高知県土佐清水市片粕・かたかす

　　７８７-０３１２・高知県土佐清水市窪津・くほﾞつ

　　７８７-０２４４・高知県土佐清水市久百々・くもも

　　７８７-０３１１・高知県土佐清水市グリーンハイツ・ぐりｰんはいつ

　　７８７-０３０８・高知県土佐清水市厚生町・こうせいちよう

　　７８７-０３２２・高知県土佐清水市小江町・こえちよう

　　７８７-０３２３・高知県土佐清水市寿町・ことぶきちよう

　　７８７-０３０６・高知県土佐清水市幸町・さいわいちよう

　　７８７-０３２５・高知県土佐清水市栄町・さかえまち

　　７８７-０３３２・高知県土佐清水市汐見町・しおみちよう

　　７８７-０３２０・高知県土佐清水市清水・しみず

　　７８７-０３３０・高知県土佐清水市清水ヶ丘・しみずがおか

　　７８７-０５５９・高知県土佐清水市下川口・しもかわぐち

　　７８７-０２４２・高知県土佐清水市下ノ加江・しものかえ

　　７８７-０４４５・高知県土佐清水市下益野・しもましの

　　７８７-０５６３・高知県土佐清水市宗呂甲・そうろこう

　　７８７-０５５７・高知県土佐清水市宗呂乙・そうろおつ

　　７８７-０５５８・高知県土佐清水市宗呂丙・そうろへい

　　７８７-０４５２・高知県土佐清水市竜串・ たつくじ

　　７８７-０２４０・高知県土佐清水市立石・ たていじ

　　７８７-０３２４・高知県土佐清水市中央町・ちゆうおうちよう

　　７８７-０４５３・高知県土佐清水市爪白・つまじろ

　　７８７-０３１３・高知県土佐清水市津呂・つろ



　　７８７-０３０５・高知県土佐清水市天神町・てんじんまち

　　７８７-０３１８・高知県土佐清水市中浜・なかのはま

　　７８７-０３３３・高知県土佐清水市西町・にしまち

　　７８７-０２４１・高知県土佐清水市布・ぬの

　　７８７-０３２１・高知県土佐清水市浜町・はままち

　　７８７-０３２６・高知県土佐清水市本町・ほんまち

　　７８７-０３１６・高知県土佐清水市松尾・まつお

　　７８７-０４５０・高知県土佐清水市三崎・みさき

　　７８７-０４５１・高知県土佐清水市三崎浦・みさきうら

　　７８７-０３０７・高知県土佐清水市緑ケ丘・みどりがおか

　　７８７-０３０４・高知県土佐清水市元町・もとまち

　　７８７-０３３７・高知県土佐清水市養老・ようろう

　　７８７-０３３９・高知県土佐清水市横道・よこみち

　　７８７-００００・高知県四万十市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８７-０００７・高知県四万十市秋田・あいだ

　　７８７-００５２・高知県四万十市赤松町・あかまつちよう

　　７８７-０００６・高知県四万十市麻生・あそう

　　７８７-０６６８・高知県四万十市荒川・あらかわ

　　７８７-０７７１・高知県四万十市有岡・ありおか

　　７８７-１４４１・高知県四万十市伊才原・いさいはﾞら

　　７８７-０１５０・高知県四万十市井沢・いさわ

　　７８７-０７７３・高知県四万十市磯ノ川・いそのかわ

　　７８７-１１０３・高知県四万十市板ノ川・いたのかわ

　　７８７-１１０７・高知県四万十市岩田・いわた

　　７８７-１２２６・高知県四万十市鵜ノ江・うのえ

　　７８７-００１５・高知県四万十市右山・うやま

　　７８７-００１２・高知県四万十市右山五月町・うやまさつきちよう

　　７８７-００１３・高知県四万十市右山天神町・うやまてんじんちよう

　　７８７-００１１・高知県四万十市右山元町・うやまもとまち

　　７８７-００１４・高知県四万十市駅前町・えきまえちよう

　　７８７-０６６９・高知県四万十市江ノ村・えのむら

　　７８７-０７７４・高知県四万十市生ノ川・おいのかわ

　　７８７-１５５７・高知県四万十市大西ノ川・おおにしのかわ

　　７８７-１５５３・高知県四万十市大屋敷・おおやしき

　　７８７-１５５０・高知県四万十市大用・おおゆう

　　７８７-１１０１・高知県四万十市奥鴨川・おくかもがわ

　　７８７-１５５２・高知県四万十市片魚・かたうお

　　７８７-１２２３・高知県四万十市勝間（勝間川）・かつま(かつまがわ)

　　７８７-１２２４・高知県四万十市勝間（その他）・かつま(そのた)

　　７８７-０７７６・高知県四万十市上ノ土居・かみのどい

　　７８７-１２２０・高知県四万十市川登・かわのほﾞり

　　７８７-０７７５・高知県四万十市九樹・くじゆう

　　７８７-１２２７・高知県四万十市楠・くす

　　７８７-０６６６・高知県四万十市楠島・くすしま

　　７８７-１１０２・高知県四万十市口鴨川・くちかもがわ

　　７８７-００１９・高知県四万十市具同・ぐどう

　　７８７-００５１・高知県四万十市具同田黒・ぐどうたぐろ

　　７８７-０６６７・高知県四万十市国見・くにみ

　　７８７-１２２５・高知県四万十市久保川・くほﾞかわ

　　７８７-００１０・高知県四万十市古津賀・こつか

　　７８７-１５５６・高知県四万十市小西ノ川・こにしのかわ

　　７８７-１５５８・高知県四万十市古尾・こび

　　７８７-０００９・高知県四万十市佐岡・さおか

　　７８７-０１５６・高知県四万十市坂本・さかもと

　　７８７-１１０６・高知県四万十市佐田・さだ

　　７８７-０１５８・高知県四万十市実崎・さんざき

　　７８７-１１０８・高知県四万十市敷地・しきじ

　　７８７-０１５５・高知県四万十市下田・しもだ

　　７８７-１５５１・高知県四万十市住次郎・じゆうじろう

　　７８７-１５５４・高知県四万十市常六・じようろく

　　７８７-１２２８・高知県四万十市高瀬・たかせ

　　７８７-０１５１・高知県四万十市竹島・たけしま

　　７８７-１５５９・高知県四万十市竹屋敷・たけやしき

　　７８７-１２２９・高知県四万十市田出ノ川・たでのかわ

　　７８７-１１０９・高知県四万十市田野川・たのかわ

　　７８７-１２２２・高知県四万十市手洗川・たらいがわ

　　７８７-０１６１・高知県四万十市津蔵渕・つくらぶち

　　７８７-００１６・高知県四万十市角崎・つのさき

　　７８７-１１０５・高知県四万十市利岡・としおか

　　７８７-００２６・高知県四万十市中村愛宕町・なかむらあたごまち



　　７８７-００２５・高知県四万十市中村一条通・なかむらいちじようどおり

　　７８７-００３６・高知県四万十市中村岩崎町・なかむらいわさきちよう

　　７８７-００３３・高知県四万十市中村大橋通・なかむらおおはしどおり

　　７８７-００２４・高知県四万十市中村於東町・なかむらおひがしちよう

　　７８７-００３０・高知県四万十市中村上小姓町・なかむらかみこしようまち

　　７８７-００２１・高知県四万十市中村京町・なかむらきようまち

　　７８７-００２９・高知県四万十市中村小姓町・なかむらこしようまち

　　７８７-００３２・高知県四万十市中村栄町・なかむらさかえまち

　　７８７-０００２・高知県四万十市中村桜町・なかむらさくらまち

　　７８７-００３７・高知県四万十市中村四万十町・なかむらしまんとちよう

　　７８７-００２２・高知県四万十市中村新町・なかむらしんまち

　　７８７-００２７・高知県四万十市中村天神橋・ なかむらてんじんはﾞじ

　　７８７-００３８・高知県四万十市中村百笑町・なかむらどうめきちよう

　　７８７-００３５・高知県四万十市中村羽生小路・なかむらはぶしようじ

　　７８７-００３１・高知県四万十市中村東下町・なかむらひがししもまち

　　７８７-００２３・高知県四万十市中村東町・なかむらひがしまち

　　７８７-０００１・高知県四万十市中村本町・なかむらほんまち

　　７８７-０００４・高知県四万十市中村丸の内（丸の内ハイランド）・(まるのうちはいらんど)

　　７８７-０００３・高知県四万十市中村丸の内（その他）・なかむらまるのうち(そのた)

　　７８７-００２８・高知県四万十市中村山手通・なかむらやまてどおり

　　７８７-００３４・高知県四万十市中村弥生町・なかむらやよいちよう

　　７８７-０００５・高知県四万十市中村（桂山団地）・なかむら(かつらやまだんち)

　　７８７-１１０７・高知県四万十市中村（大用寺）・なかむら(だいようじ)

　　７８７-０１６３・高知県四万十市名鹿・ なしじ

　　７８７-０１５２・高知県四万十市鍋島・なべしま

　　７８７-１３２１・高知県四万十市西土佐岩間・にしとさいわま

　　７８７-１６０７・高知県四万十市西土佐江川・にしとさえかわ

　　７８７-１６０１・高知県四万十市西土佐江川崎・にしとさえかわさき

　　７８７-１６１５・高知県四万十市西土佐大宮・にしとさおおみや

　　７８７-１３２６・高知県四万十市西土佐奥屋内・にしとさおくやない

　　７８７-１３２２・高知県四万十市西土佐茅生・にしとさかよう

　　７８７-１３２５・高知県四万十市西土佐玖木・にしとさくき

　　７８７-１３２４・高知県四万十市西土佐口屋内・にしとさくちやない

　　７８７-１６１７・高知県四万十市西土佐下家地・にしとさしもいえじ

　　７８７-１６１６・高知県四万十市西土佐須崎・にしとさすさき

　　７８７-１６１１・高知県四万十市西土佐橘・にしとさたちはﾞな

　　７８７-１６１３・高知県四万十市西土佐津賀・にしとさつが

　　７８７-１６１２・高知県四万十市西土佐津野川・にしとさつのかわ

　　７８７-１６１８・高知県四万十市西土佐中家地・にしとさなかいえじ

　　７８７-１６０５・高知県四万十市西土佐長生・にしとさながおい

　　７８７-１３２３・高知県四万十市西土佐中半・にしとさなかはﾞ

　　７８７-１６０２・高知県四万十市西土佐西ケ方・にしとさにしがほう

　　７８７-１６０６・高知県四万十市西土佐半家・にしとさはげ

　　７８７-１６０４・高知県四万十市西土佐藤ノ川・にしとさふじのかわ

　　７８７-１６０３・高知県四万十市西土佐用井・にしとさもちい

　　７８７-１６１４・高知県四万十市西土佐薮ケ市・にしとさやぶがいち

　　７８７-００２０・高知県四万十市入田・にゆうた

　　７８７-０１６２・高知県四万十市初崎・はつざき

　　７８７-０１５４・高知県四万十市平野・ひらの

　　７８７-０１５９・高知県四万十市深木・ふかき

　　７８７-１４４４・高知県四万十市藤・ふじ

　　７８７-０１５３・高知県四万十市双海・ふたみ

　　７８７-００１７・高知県四万十市不破・ふはﾞ

　　７８７-００１８・高知県四万十市不破上町・ふはﾞかみまち

　　７８７-０１６０・高知県四万十市間崎・まさき

　　７８７-１２２１・高知県四万十市三里・みさと

　　７８７-１５５５・高知県四万十市三ツ又・みつまた

　　７８７-０６６５・高知県四万十市森沢・もりさわ

　　７８７-０００８・高知県四万十市安並・やすなみ

　　７８７-０１５７・高知県四万十市山路・やまち

　　７８７-０７７２・高知県四万十市横瀬・よこぜ

　　７８７-１１０４・高知県四万十市若藤・わかふじ

　　７８７-００５０・高知県四万十市渡川・わたりがわ

　　７８７-１４４３・高知県四万十市蕨岡乙・わらびおかおつ

　　７８７-１４４２・高知県四万十市蕨岡甲・わらびおかこう

　　７８１-５２００・高知県香南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-５３１０・高知県香南市赤岡町・あかおかちよう

　　７８１-５４６７・高知県香南市香我美町奥西川・かがみちようおくにしがわ

　　７８１-５４５１・高知県香南市香我美町上分・かがみちようかみぶん

　　７８１-５３３１・高知県香南市香我美町岸本・かがみちようきしもと



　　７８１-５４５４・高知県香南市香我美町口西川・かがみちようくちにしがわ

　　７８１-５４５２・高知県香南市香我美町下分・かがみちようしもぶん

　　７８１-５４６４・高知県香南市香我美町末清・かがみちようすえきよ

　　７８１-５４６３・高知県香南市香我美町末延・かがみちようすえのぶ

　　７８１-５３３２・高知県香南市香我美町徳王子・かがみちようとくおうじ

　　７８１-５４５５・高知県香南市香我美町中西川・かがみちようなかにしがわ

　　７８１-５４６１・高知県香南市香我美町福万・かがみちようふくまん

　　７８１-５４６６・高知県香南市香我美町別役・かがみちようべつちやく

　　７８１-５４６９・高知県香南市香我美町舞川・かがみちようまいかわ

　　７８１-５４６５・高知県香南市香我美町正延・かがみちようまさのぶ

　　７８１-５４６８・高知県香南市香我美町撫川・かがみちようむがわ

　　７８１-５４６２・高知県香南市香我美町山川・かがみちようやまがわ

　　７８１-５４５３・高知県香南市香我美町山北・かがみちようやまきた

　　７８１-５２０２・高知県香南市野市町兎田・のいちちよううさいだ

　　７８１-５２３３・高知県香南市野市町大谷・のいちちようおおたに

　　７８１-５２３４・高知県香南市野市町上岡・のいちちようかみおか

　　７８１-５２３５・高知県香南市野市町下井・のいちちようしもい

　　７８１-５２０４・高知県香南市野市町新宮・のいちちようしんぐう

　　７８１-５２１２・高知県香南市野市町土居・のいちちようどい

　　７８１-５２１１・高知県香南市野市町中ノ村・のいちちようなかのむら

　　７８１-５２０３・高知県香南市野市町中山田・のいちちようなかやまだ

　　７８１-５２２３・高知県香南市野市町西佐古・のいちちようにしさこ

　　７８１-５２３２・高知県香南市野市町西野・のいちちようにしの

　　７８１-５２２４・高知県香南市野市町東佐古・のいちちようひがしさこ

　　７８１-５２１３・高知県香南市野市町東野・のいちちようひがしの

　　７８１-５２３１・高知県香南市野市町深渕・のいちちようふかぶち

　　７８１-５２２１・高知県香南市野市町父養寺・のいちちようぶようじ

　　７８１-５２２２・高知県香南市野市町母代寺・のいちちようほﾞだいじ

　　７８１-５２０１・高知県香南市野市町本村・のいちちようほんむら

　　７８１-５２０６・高知県香南市野市町みどり野・のいちちようみどりの

　　７８１-５２０５・高知県香南市野市町みどり野東・ のいちちようみどりのひがじ

　　７８１-５６０４・高知県香南市夜須町出口・やすちよういでぐち

　　７８１-５６０６・高知県香南市夜須町上夜須・やすちようかみやす

　　７８１-５６１３・高知県香南市夜須町国光・やすちようくにみつ

　　７８１-５６１５・高知県香南市夜須町沢谷・やすちようさわたに

　　７８１-５６０２・高知県香南市夜須町千切・やすちようちぎれ

　　７８１-５６０１・高知県香南市夜須町坪井・やすちようつほﾞい

　　７８１-５６２１・高知県香南市夜須町手結・やすちようてい

　　７８１-５６２２・高知県香南市夜須町手結山・やすちようていやま

　　７８１-５６０５・高知県香南市夜須町十ノ木・やすちようとおのき

　　７８１-５６１６・高知県香南市夜須町仲木屋・やすちようなかぎや

　　７８１-５６０３・高知県香南市夜須町西山・やすちようにしやま

　　７８１-５６１４・高知県香南市夜須町羽尾・やすちようはお

　　７８１-５６１２・高知県香南市夜須町細川・やすちようほそかわ

　　７８１-５６１１・高知県香南市夜須町夜須川・やすちようやすがわ

　　７８１-５２４２・高知県香南市吉川町古川・よしかわちようふるかわ

　　７８１-５２４１・高知県香南市吉川町吉原・よしかわちようよしはら

　　７８２-００００・高知県香美市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-４２２３・高知県香美市香北町有川・かほくちようあらかわ

　　７８１-４２２４・高知県香美市香北町有瀬・かほくちようあらせ

　　７８１-４２２２・高知県香美市香北町五百蔵・かほくちよういおろい

　　７８１-４２４７・高知県香美市香北町猪野々・かほくちよういのの

　　７８１-４２１５・高知県香美市香北町岩改・かほくちよういわかい

　　７８１-４２４３・高知県香美市香北町梅久保・かほくちよううめのくほﾞ

　　７８１-４２４１・高知県香美市香北町大井平・かほくちようおおいだいら

　　７８１-４２４２・高知県香美市香北町大束・かほくちようおおつか

　　７８１-４２０６・高知県香美市香北町小川・かほくちようおがわ

　　７８１-４２２７・高知県香美市香北町川ノ内・かほくちようかわのうち

　　７８１-４２２６・高知県香美市香北町河野・かほくちようこうの

　　７８１-４２１３・高知県香美市香北町下野尻・かほくちようしものじり

　　７８１-４２０３・高知県香美市香北町白石・ かほくちようしらいじ

　　７８１-４２２１・高知県香美市香北町白川・かほくちようしらかわ

　　７８１-４２４５・高知県香美市香北町清爪・かほくちようせいつﾞめ

　　７８１-４２３２・高知県香美市香北町谷相・かほくちようたにあい

　　７８１-４２１４・高知県香美市香北町太郎丸・かほくちようたろまる

　　７８１-４２０１・高知県香美市香北町永瀬・かほくちようながせ

　　７８１-４２３３・高知県香美市香北町中谷・かほくちようなかたに

　　７８１-４２３６・高知県香美市香北町永野・かほくちようながの

　　７８１-４２０８・高知県香美市香北町西川甲・かほくちようにしがわこう

　　７８１-４２０７・高知県香美市香北町西川乙・かほくちようにしがわおつ



　　７８１-４２２５・高知県香美市香北町西峯・かほくちようにしのみね

　　７８１-４２１１・高知県香美市香北町韮生野・かほくちようにろうの

　　７８１-４２０４・高知県香美市香北町根須・かほくちようねず

　　７８１-４２１６・高知県香美市香北町萩野・かほくちようはぎの

　　７８１-４２１７・高知県香美市香北町橋川野・かほくちようはしかわの

　　７８１-４２４４・高知県香美市香北町日浦込・かほくちようひうらごみ

　　７８１-４２３１・高知県香美市香北町日ノ御子・かほくちようひのみこ

　　７８１-４２４６・高知県香美市香北町日比原・かほくちようひびはら

　　７８１-４２１２・高知県香美市香北町美良布・かほくちようびらふ

　　７８１-４２３５・高知県香美市香北町朴ノ木・かほくちようほうのき

　　７８１-４２３４・高知県香美市香北町横谷・かほくちようよこたに

　　７８１-４２０５・高知県香美市香北町吉野・かほくちようよしの

　　７８１-４２０２・高知県香美市香北町蕨野・かほくちようわらびの

　　７８２-００３３・高知県香美市土佐山田町旭町・とさやまだちようあさひまち

　　７８２-００７２・高知県香美市土佐山田町有谷・とさやまだちようあらたに

　　７８２-０００９・高知県香美市土佐山田町神母ノ木・とさやまだちよういげのき

　　７８２-００５９・高知県香美市土佐山田町入野・とさやまだちよういりの

　　７８２-００１７・高知県香美市土佐山田町岩積・とさやまだちよういわずみ

　　７８２-００２１・高知県香美市土佐山田町岩次・とさやまだちよういわつぎ

　　７８２-００５４・高知県香美市土佐山田町植・とさやまだちよううえ

　　７８２-００７４・高知県香美市土佐山田町大後入・とさやまだちようおおごうにゆう

　　７８２-００７８・高知県香美市土佐山田町大平・とさやまだちようおおひら

　　７８２-００１４・高知県香美市土佐山田町小田島・とさやまだちようおだじま

　　７８９-０５８２・高知県香美市土佐山田町角茂谷・とさやまだちようかくもだに

　　７８２-０００６・高知県香美市土佐山田町影山・とさやまだちようかげやま

　　７８９-０５８６・高知県香美市土佐山田町樫谷・とさやまだちようかしのたに

　　７８９-０５８７・高知県香美市土佐山田町上穴内・とさやまだちようかみあなない

　　７８２-００５６・高知県香美市土佐山田町上改田・とさやまだちようかみかいだ

　　７８２-００１２・高知県香美市土佐山田町加茂・とさやまだちようかも

　　７８９-０５８４・高知県香美市土佐山田町北滝本・とさやまだちようきたたきもと

　　７８２-００２２・高知県香美市土佐山田町京田（立石）・(たていし)

　　７８２-００２３・高知県香美市土佐山田町京田（その他）・(そのた)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（油石）・(あぶらいし)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（前行）・(ぜんぎよう)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（談議所）・(あだんぎしよ)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（中村）・(なかむら)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（平田）・(ひらた)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（伏原）・(ふしはら)

　　７８２-００５１・高知県香美市土佐山田町楠目（予岳）・(よがく)

　　７８２-００３９・高知県香美市土佐山田町栄町・とさやまだちようさかえまち

　　７８２-０００５・高知県香美市土佐山田町逆川・とさやまだちようさかかわ

　　７８２-０００８・高知県香美市土佐山田町佐古薮・とさやまだちようさこやぶ

　　７８２-００７１・高知県香美市土佐山田町佐竹・とさやまだちようさたけ

　　７８２-００７７・高知県香美市土佐山田町佐野（仁井田）・とさやまだちようさの(にいだ)

　　７８２-００７９・高知県香美市土佐山田町佐野（その他）・とさやまだちようさの(そのた)

　　７８９-０５８５・高知県香美市土佐山田町繁藤・とさやまだちようしげとう

　　７８２-００１５・高知県香美市土佐山田町下ノ村・とさやまだちようしものむら

　　７８２-００５８・高知県香美市土佐山田町新改・とさやまだちようしんがい

　　７８２-００３８・高知県香美市土佐山田町秦山町・とさやまだちようじんざんちよう

　　７８２-００２４・高知県香美市土佐山田町神通寺・とさやまだちようじんつうじ

　　７８２-０００１・高知県香美市土佐山田町杉田・とさやまだちようすいた

　　７８２-００５５・高知県香美市土佐山田町須江・とさやまだちようすえ

　　７８２-００６１・高知県香美市土佐山田町曽我部川・とさやまだちようそがべがわ

　　７８２-００６４・高知県香美市土佐山田町大法寺・とさやまだちようだいほうじ

　　７８２-００３４・高知県香美市土佐山田町宝町・とさやまだちようたからまち

　　７８２-００１０・高知県香美市土佐山田町テクノパーク・とさやまだちようてくのはﾟｰく

　　７８２-００１８・高知県香美市土佐山田町戸板島・とさやまだちようといたじま

　　７８２-００７３・高知県香美市土佐山田町中後入・とさやまだちようなかごうにゆう

　　７８２-００１９・高知県香美市土佐山田町中野・とさやまだちようなかの

　　７８２-００７５・高知県香美市土佐山田町西後入・とさやまだちようにしごにゆう

　　７８２-００３２・高知県香美市土佐山田町西本町・とさやまだちようにしほんまち

　　７８９-０５８１・高知県香美市土佐山田町西又・とさやまだちようにしまた

　　７８２-０００４・高知県香美市土佐山田町間・とさやまだちようはざま

　　７８２-０００７・高知県香美市土佐山田町林田・とさやまだちようはやしだ

　　７８２-００６３・高知県香美市土佐山田町東川・とさやまだちようひがしがわ

　　７８２-００３１・高知県香美市土佐山田町東本町・とさやまだちようひがしほんまち

　　７８２-００５７・高知県香美市土佐山田町久次・とさやまだちようひさつぎ

　　７８２-００３５・高知県香美市土佐山田町百石町・とさやまだちようひやつこくちよう

　　７８９-０５８３・高知県香美市土佐山田町平山（岡田丸）・(おかだまる)

　　７８９-０５８３・高知県香美市土佐山田町平山（双子岩）・(ふたごいわ)



　　７８９-０５８３・高知県香美市土佐山田町平山（向田）・(むかいだ)

　　７８２-００６２・高知県香美市土佐山田町平山（その他）・(そのた)

　　７８２-０００２・高知県香美市土佐山田町船谷・とさやまだちようふなだに

　　７８２-００７６・高知県香美市土佐山田町本村・とさやまだちようほんむら

　　７８２-００１３・高知県香美市土佐山田町町田・とさやまだちようまちだ

　　７８２-００２５・高知県香美市土佐山田町松本・とさやまだちようまつもと

　　７８２-０００３・高知県香美市土佐山田町宮ノ口・とさやまだちようみやのくち

　　７８２-００３７・高知県香美市土佐山田町宮前町・とさやまだちようみやまえちよう

　　７８２-００１６・高知県香美市土佐山田町山田（小島）・(こじま)

　　７８２-００１６・高知県香美市土佐山田町山田（八王子）・(はちおうじ)

　　７８２-００１６・高知県香美市土佐山田町山田（原）・(はら)

　　７８２-００１１・高知県香美市土佐山田町山田島・とさやまだちようやまだじま

　　７８２-００４３・高知県香美市土佐山田町（北組西）・(きたぐみにし)

　　７８２-００４１・高知県香美市土佐山田町（北本町）・(きたほんまち)

　　７８２-００４５・高知県香美市土佐山田町（黒土）・(くろつち)

　　７８２-００４４・高知県香美市土佐山田町（中組）・(なかぐみ)

　　７８２-００３６・高知県香美市土佐山田町（古町）・(ふるまち)

　　７８２-００４２・高知県香美市土佐山田町（前山）・(まえやま)

　　７８２-００４６・高知県香美市土佐山田町（南組）・(みなみぐみ)

　　７８２-００４７・高知県香美市土佐山田町（その他）・(そのた)

　　７８１-４６４３・高知県香美市物部町市宇・ものべちよういちう

　　７８１-４４０１・高知県香美市物部町大栃・ものべちようおおどち

　　７８１-４５２８・高知県香美市物部町大西・ ものべちようおおにじ

　　７８１-４６４１・高知県香美市物部町岡ノ内・ものべちようおかのうち

　　７８１-４４０３・高知県香美市物部町押谷・ものべちようおすだに

　　７８１-４５２４・高知県香美市物部町楮佐古・ものべちようかじさこ

　　７８１-４５２３・高知県香美市物部町神池・ものべちようかみいけ

　　７８１-４５３１・高知県香美市物部町久保・ものべちようくほﾞ

　　７８１-４５２２・高知県香美市物部町黒代・ものべちようくろだい

　　７８１-４５２６・高知県香美市物部町五王堂・ものべちようごおどう

　　７８１-４４０４・高知県香美市物部町小浜・ものべちようこはま

　　７８１-４５３０・高知県香美市物部町笹・ものべちようささ

　　７８１-４４１３・高知県香美市物部町庄谷相・ものべちようしようだにあい

　　７８１-４４０６・高知県香美市物部町仙頭・ものべちようせんどう

　　７８１-４４１２・高知県香美市物部町拓・ものべちようつぶせ

　　７８１-４４１４・高知県香美市物部町頓定・ものべちようとんじよう

　　７８１-４５２９・高知県香美市物部町中上・ものべちようなかうえ

　　７８１-４４１１・高知県香美市物部町中谷川・ものべちようなかたにがわ

　　７８４-００６５・高知県香美市物部町中津尾・ものべちようなかつお

　　７８１-４４０５・高知県香美市物部町根木屋・ものべちようねきや

　　７８１-４６４２・高知県香美市物部町別役・ものべちようべつちやく

　　７８１-４６４４・高知県香美市物部町別府・ものべちようべふ

　　７８１-４４１５・高知県香美市物部町舞川・ものべちようまいかわ

　　７８１-４５２７・高知県香美市物部町南池・ものべちようみなみいけ

　　７８１-４５２１・高知県香美市物部町安丸・ものべちようやすまる

　　７８１-４５２５・高知県香美市物部町柳瀬・ものべちようやないせ

　　７８１-４６４５・高知県香美市物部町山崎（桑ノ川）・ものべちようやまさき(くわのかわ)

　　７８１-４４０２・高知県香美市物部町山崎（その他）・ものべちようやまさき(そのた)

　　７８１-７３００・高知県安芸郡東洋町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-７４１４・高知県安芸郡東洋町生見・いくみ

　　７８１-７４１２・高知県安芸郡東洋町河内・かわうち

　　７８１-７４１１・高知県安芸郡東洋町甲浦・かんのうら

　　７８１-７４１３・高知県安芸郡東洋町白浜・しらはま

　　７８１-７３０２・高知県安芸郡東洋町野根甲・のねこう

　　７８１-７３０４・高知県安芸郡東洋町野根乙・のねおつ

　　７８１-７３０１・高知県安芸郡東洋町野根丙・のねへい

　　７８１-７３０３・高知県安芸郡東洋町野根丁・のねてい

　　７８１-６４００・高知県安芸郡奈半利町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-６４０１・高知県安芸郡奈半利町甲・こう

　　７８１-６４０２・高知県安芸郡奈半利町乙・おつ

　　７８１-６４０３・高知県安芸郡奈半利町丙・へい

　　７８１-６４１０・高知県安芸郡田野町田野町一円・たのちよういちえん

　　７８１-６４００・高知県安芸郡安田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-６４３８・高知県安芸郡安田町小川・おがわ

　　７８１-６４３６・高知県安芸郡安田町瀬切・せぎり

　　７８１-６４２４・高知県安芸郡安田町隆見・たかみ

　　７８１-６４２２・高知県安芸郡安田町唐浜・とうのはま

　　７８１-６４２７・高知県安芸郡安田町内京坊・ないきようほﾞう

　　７８１-６４３７・高知県安芸郡安田町中里・なかざと

　　７８１-６４３３・高知県安芸郡安田町中ノ川・なかのかわ



　　７８１-６４２３・高知県安芸郡安田町西島・にしじま

　　７８１-６４３２・高知県安芸郡安田町西ノ川・にしのかわ

　　７８１-６４２５・高知県安芸郡安田町東島・ひがしじま

　　７８１-６４３９・高知県安芸郡安田町日々入・ひびいり

　　７８１-６４３５・高知県安芸郡安田町船倉・ふなくら

　　７８１-６４３１・高知県安芸郡安田町別所・べつしよ

　　７８１-６４２６・高知県安芸郡安田町間下・まげ

　　７８１-６４３０・高知県安芸郡安田町正弘・まさひろ

　　７８１-６４２１・高知県安芸郡安田町安田・やすだ

　　７８１-６４３４・高知県安芸郡安田町与床・よどこ

　　７８１-６４００・高知県安芸郡北川村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-６４５８・高知県安芸郡北川村安倉・あぐら

　　７８１-６４４９・高知県安芸郡北川村柏木・かしわぎ

　　７８１-６４４３・高知県安芸郡北川村加茂・かも

　　７８１-６４５５・高知県安芸郡北川村久江ノ上・くえのうえ

　　７８１-６４５６・高知県安芸郡北川村久木・くき

　　７８１-６４５１・高知県安芸郡北川村小島・こしま

　　７８１-６４４７・高知県安芸郡北川村木積・こつも

　　７８１-６４５４・高知県安芸郡北川村島・しま

　　７８１-６４５９・高知県安芸郡北川村菅ノ上・すげのうえ

　　７８１-６４４８・高知県安芸郡北川村宗ノ上・そうのうえ

　　７８１-６４６０・高知県安芸郡北川村竹屋敷・たけやしき

　　７８１-６４４５・高知県安芸郡北川村長山・ながやま

　　７８１-６４４６・高知県安芸郡北川村西谷・にしだに

　　７８１-６４４４・高知県安芸郡北川村野川・のがわ

　　７８１-６４４１・高知県安芸郡北川村野友甲・のともこう

　　７８１-６４４２・高知県安芸郡北川村野友乙・のともおつ

　　７８１-６４５２・高知県安芸郡北川村平鍋・ひらなべ

　　７８１-６４５７・高知県安芸郡北川村弘瀬・ひろせ

　　７８１-６４５３・高知県安芸郡北川村二タ又・ふたまた

　　７８１-６４５０・高知県安芸郡北川村和田・わだ

　　７８１-６２００・高知県安芸郡馬路村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-６２０１・高知県安芸郡馬路村馬路・うまじ

　　７８１-６２０２・高知県安芸郡馬路村魚梁瀬・やなせ

　　７８１-５７００・高知県安芸郡芸西村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-５７０５・高知県安芸郡芸西村馬ノ上・うまのうえ

　　７８１-５７０８・高知県安芸郡芸西村久重・くえ

　　７８１-５７０７・高知県安芸郡芸西村国光・くにみつ

　　７８１-５７０６・高知県安芸郡芸西村道家・どうけ

　　７８１-５７０３・高知県安芸郡芸西村西分甲・にしぶんこう

　　７８１-５７０４・高知県安芸郡芸西村西分乙・にしぶんおつ

　　７８１-５７０１・高知県安芸郡芸西村和食甲・わじきこう

　　７８１-５７０２・高知県安芸郡芸西村和食乙・わじきおつ

　　７８１-３６００・高知県長岡郡本山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-３６０４・高知県長岡郡本山町井窪・いのくほﾞ

　　７８１-３６２３・高知県長岡郡本山町瓜生野・うりうの

　　７８１-３６０２・高知県長岡郡本山町大石・ おおいじ

　　７８１-３６１１・高知県長岡郡本山町上関甲・かみぜきこう

　　７８１-３６１２・高知県長岡郡本山町上関乙・かみぜきおつ

　　７８１-３６１３・高知県長岡郡本山町北山甲・きたやまこう

　　７８１-３６１４・高知県長岡郡本山町北山乙・きたやまおつ

　　７８１-３６１５・高知県長岡郡本山町北山丙・きたやまへい

　　７８１-３６０８・高知県長岡郡本山町木能津・きのうつﾞ

　　７８１-３６２０・高知県長岡郡本山町坂本・さかもと

　　７８１-３６１７・高知県長岡郡本山町寺家・じけ

　　７８１-３６１０・高知県長岡郡本山町下関・しもぜき

　　７８１-３６０５・高知県長岡郡本山町下津野・しもつの

　　７８１-３６０９・高知県長岡郡本山町助藤・すけとう

　　７８１-３６２２・高知県長岡郡本山町沢ケ内・そうがうち

　　７８１-３６０６・高知県長岡郡本山町高角・たかつの

　　７８１-３６１９・高知県長岡郡本山町立野・たちの

　　７８１-３６２４・高知県長岡郡本山町七戸・ななと

　　７８１-３６０７・高知県長岡郡本山町古田・ふるた

　　７８１-３６０１・高知県長岡郡本山町本山・もとやま

　　７８１-３６２１・高知県長岡郡本山町屋所・やところ

　　７８１-３６１８・高知県長岡郡本山町吉野・よしの

　　７８１-３６０３・高知県長岡郡本山町吉延・よしのぶ

　　７８９-０３００・高知県長岡郡大豊町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８９-０１６７・高知県長岡郡大豊町粟生・あおう

　　７８９-０３０７・高知県長岡郡大豊町穴内・あなない



　　７８９-０２３７・高知県長岡郡大豊町庵谷・いおのたに

　　７８９-０１５７・高知県長岡郡大豊町筏木・いかだぎ

　　７８９-０２３３・高知県長岡郡大豊町磯谷・いそだに

　　７８９-０１５８・高知県長岡郡大豊町岩原・いわはら

　　７８９-０３２３・高知県長岡郡大豊町馬瀬・うまぜ

　　７８９-０３０６・高知県長岡郡大豊町尾生・おう

　　７８９-０２４８・高知県長岡郡大豊町大久保・おおくほﾞ

　　７８９-０２４７・高知県長岡郡大豊町大砂子・おおすなご

　　７８９-０１７３・高知県長岡郡大豊町大平（高原）・おおだいら(たかはら)

　　７８９-０１６９・高知県長岡郡大豊町大平（その他）・おおだいら(そのた)

　　７８９-０１７０・高知県長岡郡大豊町大滝（落合）・おおだき(おちあい)

　　７８９-０１７１・高知県長岡郡大豊町大滝（その他）・おおだき(そのた)

　　７８９-０３１６・高知県長岡郡大豊町小川・おがわ

　　７８９-０２３１・高知県長岡郡大豊町奥大田・おくおおた

　　７８９-０３２１・高知県長岡郡大豊町角茂谷・かくもだに

　　７８９-０２３２・高知県長岡郡大豊町梶ケ内（石堂、佐賀井）・かじがうち(いしどう､さがい)

　　７８９-０４２８・高知県長岡郡大豊町葛原（千野々）・かずらわら(ちのの)

　　７８９-０３０２・高知県長岡郡大豊町葛原（その他）・かずらわら(そのた)

　　７８９-０２５２・高知県長岡郡大豊町上東・ かみひがじ

　　７８９-０１７２・高知県長岡郡大豊町川井・かわい

　　７８９-０３０３・高知県長岡郡大豊町川口・かわぐち

　　７８９-０３１３・高知県長岡郡大豊町川口南・かわぐちみなみ

　　７８９-０２４１・高知県長岡郡大豊町川戸・かわど

　　７８９-０３２５・高知県長岡郡大豊町北川・きたがわ

　　７８９-０３２４・高知県長岡郡大豊町久寿軒・くすのき

　　７８９-０２５０・高知県長岡郡大豊町黒石・ くろいじ

　　７８９-０２５５・高知県長岡郡大豊町佐賀山・さがやま

　　７８９-０３０５・高知県長岡郡大豊町式岩・しきのいわ

　　７８９-０３１１・高知県長岡郡大豊町杉・すぎ

　　７８９-０３１２・高知県長岡郡大豊町高須・たかず

　　７８９-０４２６・高知県長岡郡大豊町立川上名・たじかわかみみよう

　　７８９-０４２７・高知県長岡郡大豊町立川下名・たじかわしもみよう

　　７８９-０１６８・高知県長岡郡大豊町立野・たつの

　　７８９-０３０４・高知県長岡郡大豊町谷・たに

　　７８９-０３０１・高知県長岡郡大豊町津家（桧生）・つげ(ひのきお)

　　７８９-０２４２・高知県長岡郡大豊町連火・つれび

　　７８９-０２３４・高知県長岡郡大豊町寺内（大田口）・てらうち(おおたぐち)

　　７８９-０３２２・高知県長岡郡大豊町戸手野・とでの

　　７８９-０１７４・高知県長岡郡大豊町中内・なかうち

　　７８９-０３１５・高知県長岡郡大豊町中村大王・なかむらだいおう

　　７８９-０２５１・高知県長岡郡大豊町中屋・なかや

　　７８９-０２４５・高知県長岡郡大豊町永淵・ながふち

　　７８９-０１６５・高知県長岡郡大豊町西川・にしがわ

　　７８９-０２４３・高知県長岡郡大豊町西久保・にしくほﾞ

　　７８９-０２５４・高知県長岡郡大豊町西土居・にしどい

　　７８９-０１５９・高知県長岡郡大豊町西峰（三谷）・にしみね(みたに)

　　７８９-０１６０・高知県長岡郡大豊町西峰（その他）・にしみね(そのた)

　　７８９-０１６２・高知県長岡郡大豊町怒田・ぬた

　　７８９-０３１４・高知県長岡郡大豊町日浦・ひうら

　　７８９-０１６６・高知県長岡郡大豊町東土居・ひがしどい

　　７８９-０２３５・高知県長岡郡大豊町船戸・ふなと

　　７８９-０１６３・高知県長岡郡大豊町南大王・みなみだいおう

　　７８９-０２４４・高知県長岡郡大豊町桃原・ももはら

　　７８９-０１５６・高知県長岡郡大豊町八川・やかわ

　　７８９-０２５３・高知県長岡郡大豊町安野々・やすのの

　　７８９-０２４６・高知県長岡郡大豊町柳野・やなぎの

　　７８９-０１６１・高知県長岡郡大豊町柚木・ゆのき

　　７８９-０１６４・高知県長岡郡大豊町八畝・ようね

　　７８９-０２３６・高知県長岡郡大豊町和田（目付）・わだ(めつけ)

　　７８１-３４００・高知県土佐郡土佐町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-３４０８・高知県土佐郡土佐町相川・あいかわ

　　７８１-３３３６・高知県土佐郡土佐町芥川・あくたがわ

　　７８１-３３３５・高知県土佐郡土佐町有間・ありま

　　７８１-３５２４・高知県土佐郡土佐町井尻・いじり

　　７８１-３５２２・高知県土佐郡土佐町大渕・おおぶち

　　７８１-３４０７・高知県土佐郡土佐町樫山・かしやま

　　７８１-３３３２・高知県土佐郡土佐町栗木・くりき

　　７８１-３５２６・高知県土佐郡土佐町上津川・こうつﾞかわ

　　７８１-３５２３・高知県土佐郡土佐町古味・こみ

　　７８１-３４０２・高知県土佐郡土佐町境・さかい



　　７８１-３３３１・高知県土佐郡土佐町地蔵寺・じぞうじ

　　７８１-３５２５・高知県土佐郡土佐町下川・しもかわ

　　７８１-３３３７・高知県土佐郡土佐町瀬戸・せど

　　７８１-３５２１・高知県土佐郡土佐町田井・たい

　　７８１-３４０６・高知県土佐郡土佐町高須・たかす

　　７８１-３４０１・高知県土佐郡土佐町土居・どい

　　７８１-３３３４・高知県土佐郡土佐町西石原・にしいしはら

　　７８１-３４０４・高知県土佐郡土佐町溜井・ぬるい

　　７８１-３３３３・高知県土佐郡土佐町東石原・ひがしいしはら

　　７８１-３４０５・高知県土佐郡土佐町南泉・みないずみ

　　７８１-３７４２・高知県土佐郡土佐町南川・みながわ

　　７８１-３４０３・高知県土佐郡土佐町宮古野・みやこの

　　７８１-３７４１・高知県土佐郡土佐町柚ノ木・ゆのき

　　７８１-３４０９・高知県土佐郡土佐町和田・わだ

　　７８１-３７００・高知県土佐郡大川村・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-３７０４・高知県土佐郡大川村朝谷・あさたに

　　７８１-３７１３・高知県土佐郡大川村井野川・いのかわ

　　７８１-３７０５・高知県土佐郡大川村大北川・おおきたがわ

　　７８１-３７１４・高知県土佐郡大川村大平・おおひら

　　７８１-３７１７・高知県土佐郡大川村大薮・おおやぶ

　　７８１-３７２３・高知県土佐郡大川村上小南川・かみおみながわ

　　７８１-３７１２・高知県土佐郡大川村川崎・かわさき

　　７８１-３７１６・高知県土佐郡大川村小北川・こきたがわ

　　７８１-３７０３・高知県土佐郡大川村小松・こまつ

　　７８１-３７１５・高知県土佐郡大川村小麦畝・こむぎうね

　　７８１-３７２５・高知県土佐郡大川村下切・したぎり

　　７８１-３７２２・高知県土佐郡大川村下小南川・しもおみながわ

　　７８１-３７１１・高知県土佐郡大川村高野・たかの

　　７８１-３７２１・高知県土佐郡大川村中切・なかぎり

　　７８１-３７０２・高知県土佐郡大川村船戸（桃ケ谷）・ふなと(ももがや)

　　７８１-３７０１・高知県土佐郡大川村船戸（その他）・ふなと(そのた)

　　７８１-３７２４・高知県土佐郡大川村南野山・みなみのやま

　　７８１-２１００・高知県吾川郡いの町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-２１１０・高知県吾川郡いの町いの町の次に番地がくる場合・いのちようのつぎにはﾞんち

　　７８１-２１１５・高知県吾川郡いの町旭町・あさひまち

　　７８１-２６１３・高知県吾川郡いの町足谷・あしだに

　　７８１-２１２１・高知県吾川郡いの町池の内・いけのうち

　　７８１-２１１９・高知県吾川郡いの町内野北町・うつのきたまち

　　７８１-２１１７・高知県吾川郡いの町内野東町・うつのひがしまち

　　７８１-２１１８・高知県吾川郡いの町内野南町・うつのみなみまち

　　７８１-２１０８・高知県吾川郡いの町駅東町・えきひがしまち

　　７８１-２１０７・高知県吾川郡いの町駅前町・えきまえちよう

　　７８１-２１０６・高知県吾川郡いの町駅南町・えきみなみまち

　　７８１-２１２０・高知県吾川郡いの町枝川・えだがわ

　　７８１-２６０４・高知県吾川郡いの町越裏門・えりもん

　　７８１-２１２６・高知県吾川郡いの町大内・おおち

　　７８１-２６０３・高知県吾川郡いの町大森・おおもり

　　７８１-２１３６・高知県吾川郡いの町鹿敷・かしき

　　７８１-２６１４・高知県吾川郡いの町葛原・かずらはら

　　７８１-２１３３・高知県吾川郡いの町加田・かだ

　　７８１-２１２７・高知県吾川郡いの町鎌田・かまだ

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（枝川）・かみやかわこう(えだがわ)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（大久保）・かみやかわこう(おおくほ)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（木ノ瀬）・かみやかわこう(きのせ)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（土居）・かみやかわこう(どい)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（西川）・かみやかわこう(にしかわ)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（本郷）・かみやかわこう(ほんごう)

　　７８１-２４０１・高知県吾川郡いの町上八川甲（柚ノ木野）・かみやかわこう(ゆのきの)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（柿薮）・かみやかわへい(かきやぶ)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（小申田）・かみやかわへい(こさるだ)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（津賀谷）・かみやかわへい(つがのたに)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（寺野）・かみやかわへい(てらの)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（古江）・かみやかわへい(ふるえ)

　　７８１-２４０２・高知県吾川郡いの町上八川丙（連行）・かみやかわへい(れんぎよう)

　　７８１-２１１４・高知県吾川郡いの町加茂町・かもまち

　　７８１-２５１１・高知県吾川郡いの町清水上分（伊守川）・きよみずかみぶん(いもりかわ)

　　７８１-２５１１・高知県吾川郡いの町清水上分（川窪）・きよみずかみぶん(かわくほ)

　　７８１-２５１１・高知県吾川郡いの町清水上分（敷槇）・きよみずかみぶん(しきまき)

　　７８１-２５１１・高知県吾川郡いの町清水上分（土居）・きよみずかみぶん(どい)

　　７８１-２５１１・高知県吾川郡いの町清水上分（程野）・きよみずかみぶん(ほどの)



　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（馬路）・きよみずしもぶん(はﾞろう)

　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（大野）・きよみずしもぶん(おおの)

　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（川口）・きよみずしもぶん(かわぐち)

　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（日比原）・きよみずしもぶん(ひびはら)

　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（槇川）・きよみずしもぶん(まきがわ)

　　７８１-２５１２・高知県吾川郡いの町清水下分（松ノ木）・きよみずしもぶん(まつのき)

　　７８１-２１４３・高知県吾川郡いの町楠瀬・くすのせ

　　７８１-２６１５・高知県吾川郡いの町桑瀬・くわぜ

　　７８１-２１０２・高知県吾川郡いの町公園町・こうえんちよう

　　７８１-２１３４・高知県吾川郡いの町神谷・こうのたに

　　７８１-２３２４・高知県吾川郡いの町小川新別・こがわしんべつ

　　７８１-２３２２・高知県吾川郡いの町小川西津賀才・こがわにしつがさい

　　７８１-２３２１・高知県吾川郡いの町小川東津賀才・こがわひがしつがさい

　　７８１-２３２３・高知県吾川郡いの町小川樅ノ木山・こがわもみのきやま

　　７８１-２３２５・高知県吾川郡いの町小川柳野・こがわやなぎの

　　７８１-２１３５・高知県吾川郡いの町小野・この

　　７８１-２１０３・高知県吾川郡いの町幸町・さいわいちよう

　　７８１-２３３２・高知県吾川郡いの町下八川乙・しもやかわおつ

　　７８１-２３３１・高知県吾川郡いの町下八川甲・しもやかわこう

　　７８１-２３３４・高知県吾川郡いの町下八川丁・しもやかわてい

　　７８１-２３３５・高知県吾川郡いの町下八川十田・しもやかわとおだ

　　７８１-２３３３・高知県吾川郡いの町下八川丙・しもやかわへい

　　７８１-２１４１・高知県吾川郡いの町勝賀瀬・しようがせ

　　７８１-２１０５・高知県吾川郡いの町新町・しんまち

　　７８１-２１０１・高知県吾川郡いの町大国町・だいこくちよう

　　７８１-２６１２・高知県吾川郡いの町高薮・たかやぶ

　　７８１-２６０５・高知県吾川郡いの町寺川・てらがわ

　　７８１-２１２２・高知県吾川郡いの町天王北・てんのうきた

　　７８１-２１２３・高知県吾川郡いの町天王南・てんのうみなみ

　　７８１-２６０２・高知県吾川郡いの町戸中・とちゆう

　　７８１-２１４２・高知県吾川郡いの町中追・なかおい

　　７８１-２６０１・高知県吾川郡いの町長沢・ながさわ

　　７８１-２６１６・高知県吾川郡いの町中ノ川・なかのかわ

　　７８１-２１３２・高知県吾川郡いの町成山・なるやま

　　７８１-２１１２・高知県吾川郡いの町西町・にしまち

　　７８１-２１２８・高知県吾川郡いの町波川・はかわ

　　７８１-２１２４・高知県吾川郡いの町八田・はた

　　７８１-２１１１・高知県吾川郡いの町羽根町・はねまち

　　７８１-２１０４・高知県吾川郡いの町藤町・ふじまち

　　７８１-２１３１・高知県吾川郡いの町槇・まき

　　７８１-２１１３・高知県吾川郡いの町元町・もとまち

　　７８１-２１１６・高知県吾川郡いの町柳町・やなぎまち

　　７８１-２１４５・高知県吾川郡いの町柳瀬石見・やなのせいしみ

　　７８１-２１４６・高知県吾川郡いの町柳瀬上分・やなのせかみぶん

　　７８１-２１４４・高知県吾川郡いの町柳瀬本村・やなのせほんむら

　　７８１-２６１１・高知県吾川郡いの町脇ノ山・わきのやま

　　７８１-１５００・高知県吾川郡仁淀川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-１５３２・高知県吾川郡仁淀川町相能・あいのう

　　７８１-１６１２・高知県吾川郡仁淀川町池川大渡・いけがわおおど

　　７８１-１９１４・高知県吾川郡仁淀川町泉・いずみ

　　７８１-１６２１・高知県吾川郡仁淀川町入江谷・いりえだに

　　７８１-１６１５・高知県吾川郡仁淀川町岩柄・いわがら

　　７８１-１５１２・高知県吾川郡仁淀川町岩戸・いわど

　　７８１-１６１１・高知県吾川郡仁淀川町岩丸・いわまる

　　７８１-１５１４・高知県吾川郡仁淀川町大板・おおいた

　　７８１-１９１５・高知県吾川郡仁淀川町大植・おおうえ

　　７８１-１７５６・高知県吾川郡仁淀川町大尾・おおお

　　７８１-１５０１・高知県吾川郡仁淀川町大崎・おおさき

　　７８１-１７５１・高知県吾川郡仁淀川町大渡・おおど

　　７８１-１６１４・高知県吾川郡仁淀川町大西・ おおにじ

　　７８１-１６１７・高知県吾川郡仁淀川町大野・おおの

　　７８１-１６０１・高知県吾川郡仁淀川町大平・おおひら

　　７８１-１６２８・高知県吾川郡仁淀川町大屋・おおや

　　７８１-１５２０・高知県吾川郡仁淀川町大蕨・おおわらび

　　７８１-１５３４・高知県吾川郡仁淀川町遅越・おそごえ

　　７８１-１５１８・高知県吾川郡仁淀川町加枝・かえ

　　７８１-１６０２・高知県吾川郡仁淀川町楮原・かじはら

　　７８１-１７６６・高知県吾川郡仁淀川町上名野川・かみなのかわ

　　７８１-１６０５・高知県吾川郡仁淀川町川内谷・かわうちだに

　　７８１-１５０２・高知県吾川郡仁淀川町川口・かわぐち



　　７８１-１８０４・高知県吾川郡仁淀川町川渡・かわど

　　７８１-１７５４・高知県吾川郡仁淀川町北・きた

　　７８１-１６０７・高知県吾川郡仁淀川町北浦・きたうら

　　７８１-１７４６・高知県吾川郡仁淀川町北川・きたがわ

　　７８１-１５３１・高知県吾川郡仁淀川町久喜・くき

　　７８１-１５１７・高知県吾川郡仁淀川町葛原・くずわら

　　７８１-１６０８・高知県吾川郡仁淀川町坂本・さかもと

　　７８１-１７４３・高知県吾川郡仁淀川町崎ノ山・さきのやま

　　７８１-１５０５・高知県吾川郡仁淀川町桜・さくら

　　７８１-１５０６・高知県吾川郡仁淀川町鹿森・ししもり

　　７８１-１７４５・高知県吾川郡仁淀川町下北川・しもきたがわ

　　７８１-１７６２・高知県吾川郡仁淀川町下名野川・しもなのかわ

　　７８１-１５２３・高知県吾川郡仁淀川町宗津・そうつﾞ

　　７８１-１８０２・高知県吾川郡仁淀川町高瀬・たかせ

　　７８１-１６１０・高知県吾川郡仁淀川町竹ノ谷・たけのたに

　　７８１-１７４２・高知県吾川郡仁淀川町竹屋敷・たけやしき

　　７８１-１７５８・高知県吾川郡仁淀川町橘・たちはﾞな

　　７８１-１５０３・高知県吾川郡仁淀川町橘谷・たちはﾞなだに

　　７８１-１５２２・高知県吾川郡仁淀川町田村・たむら

　　７８１-１９１１・高知県吾川郡仁淀川町長者乙・ちようじやおつ

　　７８１-１９１２・高知県吾川郡仁淀川町長者丁・ちようじやてい

　　７８１-１９１３・高知県吾川郡仁淀川町長者丙・ちようじやへい

　　７８１-１７６５・高知県吾川郡仁淀川町津江・つえ

　　７８１-１７５３・高知県吾川郡仁淀川町潰溜・つえだまり

　　７８１-１６１８・高知県吾川郡仁淀川町椿山・つはﾞやま

　　７８１-１６２６・高知県吾川郡仁淀川町坪井川・つほﾞいがわ

　　７８１-１５１１・高知県吾川郡仁淀川町寺村・てらむら

　　７８１-１６０６・高知県吾川郡仁淀川町土居（甲・乙）・どい(こう･おつ)

　　７８１-１６２４・高知県吾川郡仁淀川町土居（その他）・どい(そのた)

　　７８１-１７５２・高知県吾川郡仁淀川町峠ノ越・とうのこえ

　　７８１-１７６３・高知県吾川郡仁淀川町中・なか

　　７８１-１７６４・高知県吾川郡仁淀川町長坂・ながさか

　　７８１-１５１６・高知県吾川郡仁淀川町中村・なかむら

　　７８１-１５２４・高知県吾川郡仁淀川町長屋・ながや

　　７８１-１７４１・高知県吾川郡仁淀川町名野川・なのかわ

　　７８１-１７４４・高知県吾川郡仁淀川町名野川大平・なのかわおおひら

　　７８１-１６２２・高知県吾川郡仁淀川町成川・なるがわ

　　７８１-１７６１・高知県吾川郡仁淀川町二ノ滝・にのたき

　　７８１-１６０３・高知県吾川郡仁淀川町日浦・ひうら

　　７８１-１５３３・高知県吾川郡仁淀川町引地・ひきち

　　７８１-１５０４・高知県吾川郡仁淀川町藤ノ野・ふじのの

　　７８１-１５３５・高知県吾川郡仁淀川町二子野・ふたごの

　　７８１-１８０３・高知県吾川郡仁淀川町別枝・ べつじ

　　７８１-１５２１・高知県吾川郡仁淀川町本村・ほんむら

　　７８１-１５１３・高知県吾川郡仁淀川町峯岩戸・みねいわど

　　７８１-１６０４・高知県吾川郡仁淀川町見ノ越・ みのこじ

　　７８１-１６２７・高知県吾川郡仁淀川町宮ケ平・みやがひら

　　７８１-１６１３・高知県吾川郡仁淀川町明戸岩・みようといわ

　　７８１-１６２０・高知県吾川郡仁淀川町用居乙（瓜生野）・もちいおつ(うりうの)

　　７８１-１６２０・高知県吾川郡仁淀川町用居乙（折尾）・もちいおつ(おりお)

　　７８１-１６２０・高知県吾川郡仁淀川町用居乙（桧谷）・もちいおつ(ひのきだに)

　　７８１-１６１９・高知県吾川郡仁淀川町用居甲（出丸）・もちいこう(いずまる)

　　７８１-１６１９・高知県吾川郡仁淀川町用居甲（舟形）・もちいこう(ふながた)

　　７８１-１６１９・高知県吾川郡仁淀川町用居甲（用居）・もちいこう(もちい)

　　７８１-１６１６・高知県吾川郡仁淀川町百川内・ももがわうち

　　７８１-１８０１・高知県吾川郡仁淀川町森・もり

　　７８１-１７５５・高知県吾川郡仁淀川町森山・もりやま

　　７８１-１６２５・高知県吾川郡仁淀川町吉ケ成・よしがなる

　　７８１-１６２３・高知県吾川郡仁淀川町余能・よのう

　　７８１-１６０９・高知県吾川郡仁淀川町寄合・よりあい

　　７８１-１７５７・高知県吾川郡仁淀川町鷲ノ巣・わしのす

　　７８１-１５１５・高知県吾川郡仁淀川町蕨谷・わらびだに

　　７８９-１３００・高知県高岡郡中土佐町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８９-１４１３・高知県高岡郡中土佐町大野見荒瀬・おおのみあらせ

　　７８９-１４１４・高知県高岡郡中土佐町大野見神母野・おおのみいげの

　　７８９-１４０５・高知県高岡郡中土佐町大野見伊勢川・おおのみいせがわ

　　７８９-１４１８・高知県高岡郡中土佐町大野見大股・おおのみおおまた

　　７８９-１４１２・高知県高岡郡中土佐町大野見川奥・おおのみかわおく

　　７８９-１４１６・高知県高岡郡中土佐町大野見下ル川・おおのみくだるかわ

　　７８９-１４０３・高知県高岡郡中土佐町大野見久万秋・おおのみくまあき



　　７８９-１４１９・高知県高岡郡中土佐町大野見島ノ川・おおのみしまのがわ

　　７８９-１４０９・高知県高岡郡中土佐町大野見竹原・おおのみたけはら

　　７８９-１４１０・高知県高岡郡中土佐町大野見栂ノ川・おおのみつがのかわ

　　７８９-１４１５・高知県高岡郡中土佐町大野見寺野・おおのみてらの

　　７８９-１４１１・高知県高岡郡中土佐町大野見野老野・おおのみところの

　　７８９-１４０８・高知県高岡郡中土佐町大野見長野・おおのみながの

　　７８９-１４０４・高知県高岡郡中土佐町大野見奈路・おおのみなろ

　　７８９-１４１７・高知県高岡郡中土佐町大野見萩中・おおのみはぎなか

　　７８９-１４０２・高知県高岡郡中土佐町大野見橋谷・おおのみはしだに

　　７８９-１４０６・高知県高岡郡中土佐町大野見槇野々・おおのみまきのの

　　７８９-１４０７・高知県高岡郡中土佐町大野見三ツ又・おおのみみつまた

　　７８９-１４０１・高知県高岡郡中土佐町大野見吉野・おおのみよしの

　　７８９-１３０２・高知県高岡郡中土佐町上ノ加江・かみのかえ

　　７８９-１３０１・高知県高岡郡中土佐町久礼・くれ

　　７８９-１３０４・高知県高岡郡中土佐町矢井賀乙・やいかおつ

　　７８９-１３０３・高知県高岡郡中土佐町矢井賀甲・やいかこう

　　７８９-１２００・高知県高岡郡佐川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８９-１２１７・高知県高岡郡佐川町大田川・おおたかわ

　　７８９-１２０２・高知県高岡郡佐川町乙・おつ

　　７８９-１２０４・高知県高岡郡佐川町加茂・かも

　　７８９-１２３５・高知県高岡郡佐川町川ノ内組・かわのうちぐみ

　　７８９-１２１１・高知県高岡郡佐川町黒原・くろはら

　　７８９-１２０１・高知県高岡郡佐川町甲・こう

　　７８９-１２１６・高知県高岡郡佐川町庄田・しようだ

　　７８９-１２１５・高知県高岡郡佐川町瑞応・ずいおう

　　７８９-１２３３・高知県高岡郡佐川町中組・なかぐみ

　　７８９-１２１４・高知県高岡郡佐川町中野・なかの

　　７８９-１２３１・高知県高岡郡佐川町永野・ながの

　　７８９-１２３４・高知県高岡郡佐川町西組・にしぐみ

　　７８９-１２２２・高知県高岡郡佐川町西山組・にしやまぐみ

　　７８９-１２２３・高知県高岡郡佐川町西山耕・にしやまこう

　　７８９-１２３２・高知県高岡郡佐川町東組・ひがしぐみ

　　７８９-１２１８・高知県高岡郡佐川町平野・ひらの

　　７８９-１２１３・高知県高岡郡佐川町二ツ野・ふたつの

　　７８９-１２２４・高知県高岡郡佐川町古畑耕・ふるはたこう

　　７８９-１２０３・高知県高岡郡佐川町丙・へい

　　７８９-１２２１・高知県高岡郡佐川町本郷耕・ほんごうこう

　　７８９-１２２５・高知県高岡郡佐川町峰耕・みねこう

　　７８９-１２０５・高知県高岡郡佐川町室原・むろはら

　　７８９-１２１２・高知県高岡郡佐川町四ツ白・よつじろ

　　７８１-１３００・高知県高岡郡越知町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-１３２５・高知県高岡郡越知町浅尾・あそお

　　７８１-１３１１・高知県高岡郡越知町今成・いまなり

　　７８１-１３３３・高知県高岡郡越知町大平・おおひら

　　７８１-１３０１・高知県高岡郡越知町越知甲・おちこう

　　７８１-１３０２・高知県高岡郡越知町越知乙・おちおつ

　　７８１-１３０３・高知県高岡郡越知町越知丙・おちへい

　　７８１-１３０４・高知県高岡郡越知町越知丁・おちてい

　　７８１-１３２６・高知県高岡郡越知町片岡・かたおか

　　７８１-１３２２・高知県高岡郡越知町鎌井田桑薮・かまいだくやぶ

　　７８１-１３２４・高知県高岡郡越知町鎌井田清助・かまいだせいすけ

　　７８１-１３２３・高知県高岡郡越知町鎌井田日ノ浦・かまいだひのうら

　　７８１-１３２１・高知県高岡郡越知町鎌井田本村・かまいだほんそん

　　７８１-１３３４・高知県高岡郡越知町桐見川・きりみがわ

　　７８１-１３２７・高知県高岡郡越知町黒瀬・くろせ

　　７８１-１３３１・高知県高岡郡越知町五味・ごみ

　　７８１-１３３７・高知県高岡郡越知町佐之国・さのくに

　　７８１-１３０７・高知県高岡郡越知町柴尾・しほﾞお

　　７８１-１３３５・高知県高岡郡越知町長者・ちようじや

　　７８１-１３０５・高知県高岡郡越知町野老山・ところやま

　　７８１-１３３２・高知県高岡郡越知町中大平・なかおおひら

　　７８１-１３２８・高知県高岡郡越知町南片岡・みなみかたおか

　　７８１-１３３６・高知県高岡郡越知町南ノ川・みなみのかわ

　　７８１-１３３８・高知県高岡郡越知町峰・みね

　　７８１-１３０８・高知県高岡郡越知町宮地・みやじ

　　７８１-１３０６・高知県高岡郡越知町山室・やまむろ

　　７８１-１３１４・高知県高岡郡越知町横畠中・よこはﾞたけなか

　　７８１-１３１３・高知県高岡郡越知町横畠東・ よこはﾞたけひがじ

　　７８１-１３１２・高知県高岡郡越知町横畠南・よこはﾞたけみなみ

　　７８１-１３１５・高知県高岡郡越知町横畠北・よこはﾞたけきた



　　７８５-０６００・高知県高岡郡檮原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８５-０６１１・高知県高岡郡檮原町飯母・いいほﾞ

　　７８５-０６６６・高知県高岡郡檮原町井高・いこう

　　７８５-０６０２・高知県高岡郡檮原町井の谷・いのたに

　　７８５-０６４１・高知県高岡郡檮原町上成・うわなろ

　　７８５-０６０３・高知県高岡郡檮原町太田戸・おおたど

　　７８５-０６２６・高知県高岡郡檮原町大野地・おおのじ

　　７８５-０７７１・高知県高岡郡檮原町大向・おおむかい

　　７８５-０６１３・高知県高岡郡檮原町大蔵谷・おぞうたに

　　７８５-０６５２・高知県高岡郡檮原町本も谷・おもだに

　　７８５-０６２７・高知県高岡郡檮原町影野地・かげのじ

　　７８５-０６２５・高知県高岡郡檮原町上折渡・かみおりわたり

　　７８５-０６５４・高知県高岡郡檮原町上組・かみぐみ

　　７８５-０６４６・高知県高岡郡檮原町上西の川・かみにしのかわ

　　７８５-０６６４・高知県高岡郡檮原町神の山・かみのやま

　　７８５-０６０６・高知県高岡郡檮原町上本村・かみほんむら

　　７８５-０７７６・高知県高岡郡檮原町家籠戸・かろうと

　　７８５-０６３５・高知県高岡郡檮原町川井・かわい

　　７８５-０６３６・高知県高岡郡檮原町川口・かわぐち

　　７８５-０６１２・高知県高岡郡檮原町川西路・かわにしじ

　　７８５-０６２２・高知県高岡郡檮原町神在居・かんざいこ

　　７８５-０７７４・高知県高岡郡檮原町久保谷・くほﾞたに

　　７８５-０６５７・高知県高岡郡檮原町東向・こちむき

　　７８５-０６０８・高知県高岡郡檮原町後別当・ごべつとう

　　７８５-０６６２・高知県高岡郡檮原町坂本川・さかもとがわ

　　７８５-０６３１・高知県高岡郡檮原町佐渡・さわたり

　　７８５-０７７５・高知県高岡郡檮原町島中・しまじゆう

　　７８５-０６２４・高知県高岡郡檮原町下折渡・しもおりわたり

　　７８５-０６５５・高知県高岡郡檮原町下組・しもぐみ

　　７８５-０６４７・高知県高岡郡檮原町下西の川・しもにしのかわ

　　７８５-０６０５・高知県高岡郡檮原町下本村・しもほんむら

　　７８５-０６４５・高知県高岡郡檮原町竹の薮・たけのやぶ

　　７８５-０６０７・高知県高岡郡檮原町田野々・たのの

　　７８５-０６２１・高知県高岡郡檮原町太郎川・たろうがわ

　　７８５-０６５１・高知県高岡郡檮原町茶や谷・ちややだに

　　７８５-０６６５・高知県高岡郡檮原町坪野田・つほﾞのた

　　７８５-０６５８・高知県高岡郡檮原町富永・とみなが

　　７８５-０６３３・高知県高岡郡檮原町豊原・とよはら

　　７８５-０６４８・高知県高岡郡檮原町仲間・なかいだ

　　７８５-０６３４・高知県高岡郡檮原町仲久保・なかくほﾞ

　　７８５-０６２３・高知県高岡郡檮原町仲洞・なかとう

　　７８５-０６５３・高知県高岡郡檮原町中の川・なかのかわ

　　７８５-０７７２・高知県高岡郡檮原町中平・なかひら

　　７８５-０６０１・高知県高岡郡檮原町永野・ながの

　　７８５-０６３２・高知県高岡郡檮原町初瀬本村・はつせほんむら

　　７８５-０６５６・高知県高岡郡檮原町東川・ひがしがわ

　　７８５-０６４４・高知県高岡郡檮原町広野・ひろの

　　７８５-０６６３・高知県高岡郡檮原町文丸・ぶんまる

　　７８５-０６４２・高知県高岡郡檮原町松谷・まつだに

　　７８５-０７７３・高知県高岡郡檮原町松原・まつはﾞら

　　７８５-０６４３・高知県高岡郡檮原町宮野々・みやのの

　　７８５-０６１０・高知県高岡郡檮原町檮原・ゆすはら

　　７８５-０６０４・高知県高岡郡檮原町横貝・よこがい

　　７８５-０６６１・高知県高岡郡檮原町六丁・ろくちよう

　　７８１-２１００・高知県高岡郡日高村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８１-２１５４・高知県高岡郡日高村岩目地・いわめじ

　　７８１-２１６３・高知県高岡郡日高村大花・おおはな

　　７８１-２１５２・高知県高岡郡日高村沖名・おきな

　　７８１-２１６７・高知県高岡郡日高村鴨地・かもじ

　　７８１-２１５５・高知県高岡郡日高村九頭・くず

　　７８１-２１５１・高知県高岡郡日高村下分・しもぶん

　　７８１-２１６６・高知県高岡郡日高村長畑・ながはﾞた

　　７８１-２１６２・高知県高岡郡日高村名越屋・なごや

　　７８１-２１６１・高知県高岡郡日高村柱谷・はしらたに

　　７８１-２１５３・高知県高岡郡日高村本郷・ほんごう

　　７８１-２１６４・高知県高岡郡日高村本村・ほんむら

　　７８１-２１６５・高知県高岡郡日高村宮ノ谷・みやのたに

　　７８５-０２００・高知県高岡郡津野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８５-０２１９・高知県高岡郡津野町赤木・あかぎ

　　７８５-０２１８・高知県高岡郡津野町大野・おおの



　　７８５-０２０３・高知県高岡郡津野町貝ノ川・かいのかわ

　　７８５-０２１０・高知県高岡郡津野町貝ノ川床鍋・かいのかわとこなべ

　　７８５-０２０６・高知県高岡郡津野町樺の川・かはﾞのかわ

　　７８５-０４１３・高知県高岡郡津野町烏出川・からすでがわ

　　７８５-０５０２・高知県高岡郡津野町北川・きたがわ

　　７８５-０２０４・高知県高岡郡津野町久保川・くほﾞかわ

　　７８５-０２１７・高知県高岡郡津野町黒川・くろかわ

　　７８５-０４１２・高知県高岡郡津野町桑ケ市・くわがいち

　　７８５-０２１２・高知県高岡郡津野町白石乙・しらいしおつ

　　７８５-０２１１・高知県高岡郡津野町白石甲・しらいしこう

　　７８５-０２１３・高知県高岡郡津野町白石丙・しらいしへい

　　７８５-０２０７・高知県高岡郡津野町新土居・しんどい

　　７８５-０２１５・高知県高岡郡津野町杉ノ川乙・すぎのかわおつ

　　７８５-０２１４・高知県高岡郡津野町杉ノ川甲・すぎのかわこう

　　７８５-０２１６・高知県高岡郡津野町杉ノ川丙・すぎのかわへい

　　７８５-０５０１・高知県高岡郡津野町力石・ ちからいじ

　　７８５-０２０１・高知県高岡郡津野町永野・ながの

　　７８５-０２０９・高知県高岡郡津野町西谷乙・にしだにおつ

　　７８５-０２０５・高知県高岡郡津野町西谷甲・にしだにこう

　　７８５-０２０２・高知県高岡郡津野町姫野々・ひめのの

　　７８５-０４１１・高知県高岡郡津野町船戸・ふなと

　　７８５-０２０８・高知県高岡郡津野町三間川・みまのかわ

　　７８５-０５０４・高知県高岡郡津野町芳生野乙・よしうのおつ

　　７８５-０５０３・高知県高岡郡津野町芳生野甲・よしうのこう

　　７８５-０５０５・高知県高岡郡津野町芳生野丙・よしうのへい

　　７８６-００００・高知県高岡郡四万十町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８６-０３２７・高知県高岡郡四万十町相去・あいざれ

　　７８６-００７５・高知県高岡郡四万十町秋丸・あきまる

　　７８６-００６４・高知県高岡郡四万十町家地川・いえじがわ

　　７８６-０５３３・高知県高岡郡四万十町井崎・いさき

　　７８６-００８８・高知県高岡郡四万十町市生原・いちうはﾞら

　　７８６-０３２５・高知県高岡郡四万十町市ノ又・いちのまた

　　７８６-００９４・高知県高岡郡四万十町一斗俵・いつとひよう

　　７８６-００３７・高知県高岡郡四万十町魚の川・うおのかわ

　　７８６-０３２２・高知県高岡郡四万十町打井川・うついがわ

　　７８６-０５２３・高知県高岡郡四万十町浦越・ うらごじ

　　７８６-０３０７・高知県高岡郡四万十町江師・ えじ

　　７８６-０５３２・高知県高岡郡四万十町大井川・おおいがわ

　　７８６-００１６・高知県高岡郡四万十町大井野・おおいの

　　７８６-００５８・高知県高岡郡四万十町大鶴津・おおつるつ

　　７８６-００６７・高知県高岡郡四万十町大向・おおむかい

　　７８６-００４５・高知県高岡郡四万十町興津（１～１６９９)・おきつ

　　７８６-００４６・高知県高岡郡四万十町興津（その他）・おきつ(そのた)

　　７８６-０５１７・高知県高岡郡四万十町奥大道・おくおおどう

　　７８６-００３８・高知県高岡郡四万十町奥呉地・おくくれじ

　　７８６-００７１・高知県高岡郡四万十町奥神ノ川・おくごうのかわ

　　７８６-０５３１・高知県高岡郡四万十町小野・おの

　　７８６-００４８・高知県高岡郡四万十町親ケ内・おやがうち

　　７８６-００７８・高知県高岡郡四万十町折合・おれあい

　　７８６-００３４・高知県高岡郡四万十町替坂本・かえざかもと

　　７８６-００１１・高知県高岡郡四万十町香月が丘・かげつがおか

　　７８６-００３２・高知県高岡郡四万十町影野・かげの

　　７８６-００４９・高知県高岡郡四万十町数神・かずこう

　　７８６-００９８・高知県高岡郡四万十町上秋丸・かみあきまる

　　７８６-０３０５・高知県高岡郡四万十町上岡・かみおか

　　７８６-０５２２・高知県高岡郡四万十町茅吹手・かやぶくて

　　７８６-０３２６・高知県高岡郡四万十町烏手・からすで

　　７８６-０５１４・高知県高岡郡四万十町河内・かわうち

　　７８６-００９１・高知県高岡郡四万十町川ノ内・かわのうち

　　７８６-００１２・高知県高岡郡四万十町北琴平町・きたことひらまち

　　７８６-０３０３・高知県高岡郡四万十町希ノ川・きのかわ

　　７８６-０００３・高知県高岡郡四万十町金上野・きんじようの

　　７８６-０５１６・高知県高岡郡四万十町口大道・くちおおどう

　　７８６-００７３・高知県高岡郡四万十町口神ノ川・くちごうのかわ

　　７８６-００１０・高知県高岡郡四万十町窪川・くほﾞかわ

　　７８６-０５１５・高知県高岡郡四万十町久保川・くほﾞかわ

　　７８６-００９６・高知県高岡郡四万十町窪川中津川・くほﾞかわなかつがわ

　　７８６-００４２・高知県高岡郡四万十町黒石・ くろいじ

　　７８６-０３０６・高知県高岡郡四万十町小石・ こいじ

　　７８６-００１７・高知県高岡郡四万十町神ノ西・こうのさい



　　７８６-０５０２・高知県高岡郡四万十町古城・こじよう

　　７８６-００５７・高知県高岡郡四万十町小鶴津・こつﾞるつ

　　７８６-００１３・高知県高岡郡四万十町琴平町・ことひらまち

　　７８６-００２２・高知県高岡郡四万十町小向・こむかい

　　７８６-０３１３・高知県高岡郡四万十町木屋ケ内・こやがうち

　　７８６-００２８・高知県高岡郡四万十町根元原・ごんげんはﾞら

　　７８６-００１５・高知県高岡郡四万十町西原・さいはﾞら

　　７８６-０００８・高知県高岡郡四万十町榊山町・さかきやまちよう

　　７８６-００８７・高知県高岡郡四万十町作屋・さくや

　　７８６-０５２４・高知県高岡郡四万十町里川・さとかわ

　　７８６-０００４・高知県高岡郡四万十町茂串町・しげくしちよう

　　７８６-００１８・高知県高岡郡四万十町仕出原・しではら

　　７８６-０３０４・高知県高岡郡四万十町下岡・しもおか

　　７８６-００３６・高知県高岡郡四万十町下呉地・しもくれじ

　　７８６-０３１５・高知県高岡郡四万十町下津井・しもつい

　　７８６-０３１４・高知県高岡郡四万十町下道・しもどう

　　７８６-００９２・高知県高岡郡四万十町勝賀野・しようがの

　　７８６-０３２３・高知県高岡郡四万十町上宮・じようぐう

　　７８６-０５１３・高知県高岡郡四万十町昭和乙・しようわおつ

　　７８６-０５１２・高知県高岡郡四万十町昭和甲・しようわこう

　　７８６-０５１１・高知県高岡郡四万十町昭和（その他）・しようわ(そのた)

　　７８６-０５０１・高知県高岡郡四万十町地吉・ じよじ

　　７８６-００５６・高知県高岡郡四万十町志和・しわ

　　７８６-００５５・高知県高岡郡四万十町志和峰・しわみね

　　７８６-００１４・高知県高岡郡四万十町新開町・しんがいちよう

　　７８６-０３０２・高知県高岡郡四万十町瀬里・せり

　　７８６-００６６・高知県高岡郡四万十町天の川・そらのかわ

　　７８６-０３０１・高知県高岡郡四万十町大正（葛籠川）・たいしよう(つつﾞらがわ)

　　７８６-０３０１・高知県高岡郡四万十町大正（轟崎を含む）・(とどろきざきｦふくむ)

　　７８６-０３１２・高知県高岡郡四万十町大正大奈路・たいしようおおなろ

　　７８６-０３２１・高知県高岡郡四万十町大正北ノ川・たいしようきたのかわ

　　７８６-０３１６・高知県高岡郡四万十町大正中津川・たいしようなかつかわ

　　７８６-００６３・高知県高岡郡四万十町高野・たかの

　　７８６-０５２１・高知県高岡郡四万十町津賀・つが

　　７８６-００７６・高知県高岡郡四万十町寺野・てらの

　　７８６-００５２・高知県高岡郡四万十町土居・どい

　　７８６-００３３・高知県高岡郡四万十町道徳・どうとく

　　７８６-０５０４・高知県高岡郡四万十町十川・とおかわ

　　７８６-０５３５・高知県高岡郡四万十町十和川口・とおわかわぐち

　　７８６-０５０３・高知県高岡郡四万十町戸川・とがわ

　　７８６-００３１・高知県高岡郡四万十町床鍋・とこなべ

　　７８６-００２５・高知県高岡郡四万十町富岡・とみおか

　　７８６-００７２・高知県高岡郡四万十町中神ノ川・なかごうのかわ

　　７８６-００２３・高知県高岡郡四万十町中ノ越・なかのこえ

　　７８６-００８１・高知県高岡郡四万十町中村・なかむら

　　７８６-００８２・高知県高岡郡四万十町七里・ななさと

　　７８６-００４１・高知県高岡郡四万十町奈路・なろ

　　７８６-００２１・高知県高岡郡四万十町仁井田・にいだ

　　７８６-００８３・高知県高岡郡四万十町西川角・にしかわつﾞの

　　７８６-０３１１・高知県高岡郡四万十町西ノ川・にしのかわ

　　７８６-００８５・高知県高岡郡四万十町根々崎・ねねざき

　　７８６-００６５・高知県高岡郡四万十町野地・のじ

　　７８６-０５２５・高知県高岡郡四万十町野々川・ののがわ

　　７８６-００４７・高知県高岡郡四万十町八千数・はつせんず

　　７８６-００５４・高知県高岡郡四万十町飯ノ川・はんのかわ

　　７８６-００２７・高知県高岡郡四万十町東大奈路・ひがしおおなろ

　　７８６-００８４・高知県高岡郡四万十町東川角・ひがしかわつﾞの

　　７８６-００９３・高知県高岡郡四万十町東北ノ川・ひがしきたのかわ

　　７８６-０００６・高知県高岡郡四万十町東町・ひがしまち

　　７８６-００７７・高知県高岡郡四万十町桧生原・ひさはら

　　７８６-００９７・高知県高岡郡四万十町日野地・ひのじ

　　７８６-００２６・高知県高岡郡四万十町平串・ ひらぐじ

　　７８６-００５１・高知県高岡郡四万十町平野・ひらの

　　７８６-０３２４・高知県高岡郡四万十町弘瀬・ひろせ

　　７８６-０５３４・高知県高岡郡四万十町広瀬・ひろせ

　　７８６-００５３・高知県高岡郡四万十町弘見・ひろみ

　　７８６-０００１・高知県高岡郡四万十町藤ノ川・ふじのがわ

　　７８６-０００７・高知県高岡郡四万十町古市町・ふるいちまち

　　７８６-００４３・高知県高岡郡四万十町本堂・ほんどう

　　７８６-０００５・高知県高岡郡四万十町本町・ほんまち



　　７８６-０００２・高知県高岡郡四万十町見付・みつけ

　　７８６-００７４・高知県高岡郡四万十町南川口・みなみかわぐち

　　７８６-００６１・高知県高岡郡四万十町峰ノ上・みねのうえ

　　７８６-００８６・高知県高岡郡四万十町宮内・みやうち

　　７８６-００２４・高知県高岡郡四万十町向川・むかいがわ

　　７８６-０３０８・高知県高岡郡四万十町芳川・よしかわ

　　７８６-００４４・高知県高岡郡四万十町与津地・よつじ

　　７８６-００９５・高知県高岡郡四万十町米奥・よねおく

　　７８６-００３５・高知県高岡郡四万十町六反地・ろくたんじ

　　７８６-００６８・高知県高岡郡四万十町若井・わかい

　　７８６-００６２・高知県高岡郡四万十町若井川・わかいがわ

　　７８８-０３００・高知県幡多郡大月町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８８-０３３２・高知県幡多郡大月町赤泊・あかどまり

　　７８８-０３５１・高知県幡多郡大月町安満地・あまじ

　　７８８-０３４２・高知県幡多郡大月町一切・いつさい

　　７８８-０３２４・高知県幡多郡大月町大浦・おおうら

　　７８８-０３３４・高知県幡多郡大月町樫ノ浦・かしのうら

　　７８８-０３１４・高知県幡多郡大月町頭集・かしらつどい

　　７８８-０３４３・高知県幡多郡大月町柏島・かしわじま

　　７８８-０３３５・高知県幡多郡大月町唐岩・からいわ

　　７８８-０３３１・高知県幡多郡大月町口目塚・くちめつﾞか

　　７８８-０３２２・高知県幡多郡大月町小才角・こさいつの

　　７８８-０３１５・高知県幡多郡大月町古満目・こまめ

　　７８８-０３２３・高知県幡多郡大月町才角・さいつの

　　７８８-０３１３・高知県幡多郡大月町周防形・すおうがた

　　７８８-０３１２・高知県幡多郡大月町清王・せいおう

　　７８８-０３６３・高知県幡多郡大月町添ノ川・そいのかわ

　　７８８-０３５２・高知県幡多郡大月町橘浦・たちはﾞなうら

　　７８８-０３６１・高知県幡多郡大月町龍ケ迫・たつがさこ

　　７８８-０３２５・高知県幡多郡大月町月ケ丘・つきがおか

　　７８８-０３５３・高知県幡多郡大月町泊浦・とまりうら

　　７８８-０３３３・高知県幡多郡大月町西泊・にしどまり

　　７８８-０３２１・高知県幡多郡大月町春遠・はるどお

　　７８８-０３３１・高知県幡多郡大月町姫ノ井・ひめのい

　　７８８-０３４１・高知県幡多郡大月町平山・ひらやま

　　７８８-０３０２・高知県幡多郡大月町弘見・ひろみ

　　７８８-０３１１・高知県幡多郡大月町鉾土・ほこつち

　　７８８-０３６２・高知県幡多郡大月町芳ノ沢・よしのさわ

　　７８７-０８００・高知県幡多郡三原村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８７-０８０６・高知県幡多郡三原村狼内・おおかみうち

　　７８７-０８０４・高知県幡多郡三原村上下長谷・かみしもながたに

　　７８７-０８０５・高知県幡多郡三原村上長谷・かみながたに

　　７８７-０８１５・高知県幡多郡三原村亀ノ川・かめのかわ

　　７８７-０８０３・高知県幡多郡三原村来栖野・くるすの

　　７８７-０８１６・高知県幡多郡三原村下切・したぎり

　　７８７-０８１２・高知県幡多郡三原村下長谷・しもながたに

　　７８７-０８０７・高知県幡多郡三原村成山・なるやま

　　７８７-０８１４・高知県幡多郡三原村広野・ひろの

　　７８７-０８１３・高知県幡多郡三原村皆尾・みなお

　　７８７-０８０２・高知県幡多郡三原村宮ノ川・みやのかわ

　　７８７-０８０１・高知県幡多郡三原村柚ノ木・ゆのき

　　７８７-０８１１・高知県幡多郡三原村芳井・よしい

　　７８９-１９００・高知県幡多郡黒潮町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７８９-１９０３・高知県幡多郡黒潮町有井川・ありいがわ

　　７８９-１９０４・高知県幡多郡黒潮町伊田・いだ

　　７８９-１７０１・高知県幡多郡黒潮町市野瀬・いちのせ

　　７８９-１７１１・高知県幡多郡黒潮町市野々川・いちののがわ

　　７８９-１９３４・高知県幡多郡黒潮町出口・いでぐち

　　７８９-１７１３・高知県幡多郡黒潮町伊与喜・いよき

　　７８９-１９３１・高知県幡多郡黒潮町入野・いりの

　　７８９-１９１１・高知県幡多郡黒潮町浮鞭・うきぶち

　　７８９-１９２４・高知県幡多郡黒潮町馬荷・うまに

　　７８９-１９２３・高知県幡多郡黒潮町大井川・おおいがわ

　　７８９-１９２５・高知県幡多郡黒潮町大方橘川・おおがたたちはﾞながわ

　　７８９-１９１３・高知県幡多郡黒潮町奥湊川・おくみなとがわ

　　７８９-１９３６・高知県幡多郡黒潮町御坊畑・おんほﾞうはﾞた

　　７８９-１７０５・高知県幡多郡黒潮町荷稲・かいな

　　７８９-１９０１・高知県幡多郡黒潮町上川口・かみかわぐち

　　７８９-１９３５・高知県幡多郡黒潮町上田の口・かみたのくち

　　７８９-１９２１・高知県幡多郡黒潮町加持・かもち



　　７８９-１９２２・高知県幡多郡黒潮町加持川・かもちがわ

　　７８９-１７０４・高知県幡多郡黒潮町川奥・かわおく

　　７８９-１９１２・高知県幡多郡黒潮町口湊川・くちみなとがわ

　　７８９-１７１５・高知県幡多郡黒潮町熊井・くまい

　　７８９-１７１６・高知県幡多郡黒潮町熊野浦・くまのうら

　　７８９-１７０６・高知県幡多郡黒潮町小黒ノ川・こぐろのかわ

　　７８９-１７０３・高知県幡多郡黒潮町拳ノ川・こぶしのかわ

　　７８９-１７２３・高知県幡多郡黒潮町佐賀（馬地）・さが(うまじ)

　　７８９-１７２２・高知県幡多郡黒潮町佐賀（坂折）・さが(さかおり)

　　７８９-１７２１・高知県幡多郡黒潮町佐賀（中角）・さが(なかかど)

　　７８９-１７２４・高知県幡多郡黒潮町佐賀（横浜）・さが(よこはま)

　　７８９-１７２０・高知県幡多郡黒潮町佐賀（その他）・さが(そのた)

　　７８９-１７０２・高知県幡多郡黒潮町佐賀橘川・さがたちはﾞながわ

　　７８９-１９３２・高知県幡多郡黒潮町下田の口・しもたのくち

　　７８９-１７２５・高知県幡多郡黒潮町白浜・しらはま

　　７８９-１７０８・高知県幡多郡黒潮町鈴・すず

　　７８９-１９３３・高知県幡多郡黒潮町田野浦・たのうら

　　７８９-１７０７・高知県幡多郡黒潮町中ノ川・なかのかわ

　　７８９-１９０５・高知県幡多郡黒潮町灘・なだ

　　７８９-１７１４・高知県幡多郡黒潮町藤縄・ふじなわ

　　７８９-１７１２・高知県幡多郡黒潮町不破原・ふはﾞはら

　　７８９-１９０２・高知県幡多郡黒潮町蜷川・みながわ

　　８６１-００００・熊本県熊本市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６０-０８０１・熊本県熊本市中央区安政町・あんせいまち

　　８６０-０８４１・熊本県熊本市中央区井川淵町・いがわぶちまち

　　８６２-０９４１・熊本県熊本市中央区出水・いずみ

　　８６０-００４３・熊本県熊本市中央区板屋町・いたやまち

　　８６０-００３１・熊本県熊本市中央区魚屋町・うおやまち

　　８６０-００７７・熊本県熊本市中央区内坪井町・うちつほﾞいまち

　　８６２-０９４２・熊本県熊本市中央区江津・えつﾞ

　　８６２-０９７１・熊本県熊本市中央区大江・おおえ

　　８６２-０９７３・熊本県熊本市中央区大江本町・おおえほんまち

　　８６２-０９５８・熊本県熊本市中央区岡田町・おかだまち

　　８６２-０９２４・熊本県熊本市中央区帯山・おびやま

　　８６０-００２６・熊本県熊本市中央区鍛冶屋町・かじやまち

　　８６０-００２１・熊本県熊本市中央区上鍛冶屋町・かみかじやまち

　　８６２-０９５３・熊本県熊本市中央区上京塚町・かみきようつﾞかまち

　　８６２-０９５１・熊本県熊本市中央区上水前寺・かみすいぜんじ

　　８６０-０８４５・熊本県熊本市中央区上通町・かみとおりちよう

　　８６０-０８４７・熊本県熊本市中央区上林町・かみはﾞやしまち

　　８６０-０８０４・熊本県熊本市中央区辛島町・からしまちよう

　　８６０-００３９・熊本県熊本市中央区川端町・かわはﾞたまち

　　８６０-００２３・熊本県熊本市中央区河原町・かわらまち

　　８６０-０８５５・熊本県熊本市中央区北千反畑町・きたせんだんはﾞたまち

　　８６０-００７８・熊本県熊本市中央区京町・きようまち

　　８６０-００８１・熊本県熊本市中央区京町本丁・きようまちほんちよう

　　８６０-０８４３・熊本県熊本市中央区草葉町・くさはﾞちよう

　　８６２-０９７６・熊本県熊本市中央区九品寺・くほんじ

　　８６０-０８６２・熊本県熊本市中央区黒髪・くろかみ

　　８６２-０９５４・熊本県熊本市中央区神水・くわみず

　　８６２-０９５５・熊本県熊本市中央区神水本町・くわみずほんまち

　　８６０-００１４・熊本県熊本市中央区慶徳堀町・けいとくほﾞりまち

　　８６０-００３３・熊本県熊本市中央区紺屋阿弥陀寺町・こうやあみだじまち

　　８６０-００１２・熊本県熊本市中央区紺屋今町・こうやいままち

　　８６０-００２５・熊本県熊本市中央区紺屋町・こうやまち

　　８６０-０８５１・熊本県熊本市中央区子飼本町・こかいほんまち

　　８６２-０９４９・熊本県熊本市中央区国府・こくぶ

　　８６２-０９４８・熊本県熊本市中央区国府本町・こくぶほんまち

　　８６０-００４２・熊本県熊本市中央区小沢町・こざわまち

　　８６０-０００３・熊本県熊本市中央区古城町・こじようまち

　　８６０-００７６・熊本県熊本市中央区壺川・こせん

　　８６２-０９０９・熊本県熊本市中央区湖東・ことう

　　８６０-０８１３・熊本県熊本市中央区琴平・ことひら

　　８６０-０８１４・熊本県熊本市中央区琴平本町・ことひらほんまち

　　８６０-００３５・熊本県熊本市中央区呉服町・ごふくまち

　　８６０-００２９・熊本県熊本市中央区米屋町・こめやまち

　　８６０-００４１・熊本県熊本市中央区細工町・さいくまち

　　８６０-０８０５・熊本県熊本市中央区桜町・さくらまち

　　８６２-０９２２・熊本県熊本市中央区三郎・さぶろう

　　８６０-００７３・熊本県熊本市中央区島崎・しまさき



　　８６０-０８０７・熊本県熊本市中央区下通・しもとおり

　　８６０-０８２４・熊本県熊本市中央区十禅寺・じゆうぜんじ

　　８６０-０８４６・熊本県熊本市中央区城東町・じようとうまち

　　８６２-０９７２・熊本県熊本市中央区新大江・しんおおえ

　　８６０-００１１・熊本県熊本市中央区新鍛冶屋町・しんかじやまち

　　８６０-０８０３・熊本県熊本市中央区新市街・しんしがい

　　８６０-０００４・熊本県熊本市中央区新町・しんまち

　　８６２-０９７５・熊本県熊本市中央区新屋敷・しんやしき

　　８６２-０９５０・熊本県熊本市中央区水前寺・すいぜんじ

　　８６２-０９５６・熊本県熊本市中央区水前寺公園・すいぜんじこうえん

　　８６０-０８４４・熊本県熊本市中央区水道町・すいどうちよう

　　８６２-０９５７・熊本県熊本市中央区菅原町・すがわらまち

　　８６０-００１９・熊本県熊本市中央区船場町・せんはﾞまち

　　８６０-００１８・熊本県熊本市中央区船場町下・せんはﾞまちしも

　　８６０-０００６・熊本県熊本市中央区段山本町・だにやまほんまち

　　８６０-０００１・熊本県熊本市中央区千葉城町・ちはﾞじようまち

　　８６０-０８０２・熊本県熊本市中央区中央街・ちゆうおうがい

　　８６０-０８６３・熊本県熊本市中央区坪井・つほﾞい

　　８６０-０８０８・熊本県熊本市中央区手取本町・てとりほんちよう

　　８６０-００１３・熊本県熊本市中央区通町・とおりちよう

　　８６２-０９７０・熊本県熊本市中央区渡鹿・とろく

　　８６０-００２８・熊本県熊本市中央区中唐人町・なかとうじんまち

　　８６０-００３７・熊本県熊本市中央区西阿弥陀寺町・にしあみだじまち

　　８６０-０８５３・熊本県熊本市中央区西子飼町・にしこかいまち

　　８６０-００２７・熊本県熊本市中央区西唐人町・にしとうじんまち

　　８６０-０００８・熊本県熊本市中央区二の丸・にのまる

　　８６０-０８３２・熊本県熊本市中央区萩原町・はぎわらまち

　　８６２-０９５９・熊本県熊本市中央区白山・はくざん

　　８６０-０８３１・熊本県熊本市中央区八王寺町・はちおうじまち

　　８６０-０８０６・熊本県熊本市中央区花畑町・はなはﾞたちよう

　　８６０-０８１５・熊本県熊本市中央区春竹町・はるたけまち

　　８６０-００３４・熊本県熊本市中央区東阿弥陀寺町・ひがしあみだじまち

　　８６２-０９２３・熊本県熊本市中央区東京塚町・ひがしきようつﾞかまち

　　８６０-０８５４・熊本県熊本市中央区東子飼町・ひがしこかいまち

　　８６０-００３８・熊本県熊本市中央区古桶屋町・ふるおけやまち

　　８６０-００１５・熊本県熊本市中央区古川町・ふるかわまち

　　８６０-０００７・熊本県熊本市中央区古京町・ふるきようまち

　　８６０-００３６・熊本県熊本市中央区古大工町・ふるだいくまち

　　８６０-０８３３・熊本県熊本市中央区平成・へいせい

　　８６２-０９２６・熊本県熊本市中央区保田窪・ほたくほﾞ

　　８６０-０８１１・熊本県熊本市中央区本荘・ほんじよう

　　８６０-０８１６・熊本県熊本市中央区本荘町・ほんじようまち

　　８６０-０００２・熊本県熊本市中央区本丸・ほんまる

　　８６０-００２４・熊本県熊本市中央区松原町・まつはﾞらまち

　　８６０-０８１２・熊本県熊本市中央区南熊本・みなみくまもと

　　８６０-０８４２・熊本県熊本市中央区南千反畑町・みなみせんだんはﾞたまち

　　８６０-０８４８・熊本県熊本市中央区南坪井町・みなみつほﾞいまち

　　８６０-０００５・熊本県熊本市中央区宮内・みやうち

　　８６０-０８５６・熊本県熊本市中央区妙体寺町・みようたいじまち

　　８６０-０８１７・熊本県熊本市中央区迎町・むかえまち

　　８６１-８０７２・熊本県熊本市中央区室園町・むろぞのまち

　　８６０-０８２１・熊本県熊本市中央区本山・もとやま

　　８６０-０８２２・熊本県熊本市中央区本山町・もとやままち

　　８６０-０８５２・熊本県熊本市中央区薬園町・やくえんちよう

　　８６０-００１６・熊本県熊本市中央区山崎町・やまさきまち

　　８６０-０８１８・熊本県熊本市中央区弥生町・やよいちよう

　　８６０-００２２・熊本県熊本市中央区横紺屋町・よここうやまち

　　８６０-００４６・熊本県熊本市中央区横手・よこて

　　８６０-０８２７・熊本県熊本市中央区世安・よやす

　　８６０-０８２３・熊本県熊本市中央区世安町・よやすまち

　　８６０-００３２・熊本県熊本市中央区万町・よろずまち

　　８６０-００１７・熊本県熊本市中央区練兵町・れんへﾟいちよう

　　８６１-００００・熊本県熊本市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-２１０４・熊本県熊本市東区秋津・あきつ

　　８６１-２１０７・熊本県熊本市東区秋津新町・あきつしんまち

　　８６１-２１０５・熊本県熊本市東区秋津町秋田・あきつまちあきた

　　８６１-８０４６・熊本県熊本市東区石原・いしわら

　　８６１-８０１４・熊本県熊本市東区石原町・いしわらまち

　　８６２-０９４１・熊本県熊本市東区出水・いずみ

　　８６２-０９６１・熊本県熊本市東区画図東・ えずひがじ



　　８６２-０９４４・熊本県熊本市東区画図町上無田・えずまちかみむた

　　８６２-０９４７・熊本県熊本市東区画図町重富・えずまちしげどみ

　　８６２-０９４３・熊本県熊本市東区画図町下江津・えずまちしもえつﾞ

　　８６２-０９４５・熊本県熊本市東区画図町下無田・えずまちしもむた

　　８６２-０９４６・熊本県熊本市東区画図町所島・えずまちところじま

　　８６２-０９４２・熊本県熊本市東区江津・えつﾞ

　　８６２-０９１７・熊本県熊本市東区榎町・えのきまち

　　８６２-０９１３・熊本県熊本市東区尾ノ上・おのうえ

　　８６２-０９２４・熊本県熊本市東区帯山・おびやま

　　８６２-０９３３・熊本県熊本市東区小峯・おみね

　　８６１-８０４５・熊本県熊本市東区小山・おやま

　　８６１-８０３０・熊本県熊本市東区小山町・おやままち

　　８６１-８０１１・熊本県熊本市東区鹿帰瀬町・かきぜまち

　　８６１-８０１０・熊本県熊本市東区上南部・かみなべ

　　８６１-８０１７・熊本県熊本市東区上南部町・かみなべまち

　　８６２-０９５２・熊本県熊本市東区京塚本町・きようつﾞかほんまち

　　８６２-０９５５・熊本県熊本市東区神水本町・くわみずほんまち

　　８６２-０９１１・熊本県熊本市東区健軍・けんぐん

　　８６２-０９１０・熊本県熊本市東区健軍本町・けんぐんほんまち

　　８６１-８０４４・熊本県熊本市東区神園・こうぞの

　　８６２-０９０９・熊本県熊本市東区湖東・ことう

　　８６１-８０３５・熊本県熊本市東区御領・ごりよう

　　８６２-０９０４・熊本県熊本市東区栄町・さかえまち

　　８６１-２１０１・熊本県熊本市東区桜木・さくらぎ

　　８６２-０９１６・熊本県熊本市東区佐土原・さどわら

　　８６２-０９２２・熊本県熊本市東区三郎・さぶろう

　　８６２-０９６０・熊本県熊本市東区下江津・しもえつﾞ

　　８６１-８０１９・熊本県熊本市東区下南部・しもなべ

　　８６１-２１０８・熊本県熊本市東区昭和町・しようわまち

　　８６２-０９０８・熊本県熊本市東区新生・しんせい

　　８６１-８０２８・熊本県熊本市東区新南部・しんなべ

　　８６２-０９２１・熊本県熊本市東区新外・しんほか

　　８６２-０９０７・熊本県熊本市東区水源・すいげん

　　８６２-０９２０・熊本県熊本市東区月出・つきで

　　８６１-８０４１・熊本県熊本市東区戸島・としま

　　８６１-８０４３・熊本県熊本市東区戸島西・ としまにじ

　　８６１-８０４２・熊本県熊本市東区戸島本町・としまほんまち

　　８６１-８０３１・熊本県熊本市東区戸島町・としままち

　　８６２-０９７０・熊本県熊本市東区渡鹿・とろく

　　８６１-８０１５・熊本県熊本市東区中江町・なかえまち

　　８６１-８０３７・熊本県熊本市東区長嶺西・ ながみねにじ

　　８６１-８０３８・熊本県熊本市東区長嶺東・ ながみねひがじ

　　８６１-８０３９・熊本県熊本市東区長嶺南・ながみねみなみ

　　８６２-０９１２・熊本県熊本市東区錦ケ丘・にしきがおか

　　８６１-８０２９・熊本県熊本市東区西原・にしはﾞる

　　８６１-２１０２・熊本県熊本市東区沼山津・ぬやまつﾞ

　　８６１-８０３４・熊本県熊本市東区八反田・はつたんだ

　　８６１-２１１８・熊本県熊本市東区花立（１～４丁目）・はなたて

　　８６２-０９１８・熊本県熊本市東区花立（５、６丁目）・はなたて(５､６)

　　８６２-０９２３・熊本県熊本市東区東京塚町・ひがしきようつﾞかまち

　　８６１-２１０６・熊本県熊本市東区東野・ひがしの

　　８６２-０９０２・熊本県熊本市東区東本町・ひがしほんまち

　　８６２-０９０１・熊本県熊本市東区東町・ひがしまち

　　８６１-８０１２・熊本県熊本市東区平山町・ひらやままち

　　８６２-０９０６・熊本県熊本市東区広木町・ひろぎまち

　　８６２-０９２６・熊本県熊本市東区保田窪・ほたくほﾞ

　　８６２-０９２５・熊本県熊本市東区保田窪本町・ほたくほﾞほんまち

　　８６２-０９０５・熊本県熊本市東区南町・みなみまち

　　８６２-０９１４・熊本県熊本市東区山ノ内・やまのうち

　　８６２-０９１５・熊本県熊本市東区山ノ神・やまのかみ

　　８６１-８０１３・熊本県熊本市東区弓削町・ゆげまち

　　８６１-８０１６・熊本県熊本市東区吉原町・よしわらまち

　　８６２-０９０３・熊本県熊本市東区若葉（１～３丁目）・わかはﾞ

　　８６１-２１０３・熊本県熊本市東区若葉（４～６丁目）・わかはﾞ(４-６)

　　８６１-００００・熊本県熊本市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６０-００７１・熊本県熊本市西区池亀町・いけがめまち

　　８６０-００８２・熊本県熊本市西区池田・いけだ

　　８６０-００４８・熊本県熊本市西区池上町・いけのうえまち

　　８６１-５２７３・熊本県熊本市西区沖新町・おきしんまち

　　８６１-５２８７・熊本県熊本市西区小島・おしま



　　８６１-５２８５・熊本県熊本市西区小島上町・おしまかみまち

　　８６１-５２８４・熊本県熊本市西区小島下町・おしましもまち

　　８６０-００４７・熊本県熊本市西区春日・かすが

　　８６０-００７９・熊本県熊本市西区上熊本・かみくまもと

　　８６０-００６８・熊本県熊本市西区上代・かみだい

　　８６０-００６１・熊本県熊本市西区上高橋・ かみたかはじ

　　８６１-５２８９・熊本県熊本市西区上松尾町・かみまつおまち

　　８６１-５３４１・熊本県熊本市西区河内町大多尾・かわちまちおおたお

　　８６１-５３４５・熊本県熊本市西区河内町面木・かわちまちおものぎ

　　８６１-５３４６・熊本県熊本市西区河内町河内・かわちまちかわち

　　８６１-５３４８・熊本県熊本市西区河内町白浜・かわちまちしらはま

　　８６１-５３４４・熊本県熊本市西区河内町岳・かわちまちたけ

　　８６１-５３４２・熊本県熊本市西区河内町東門寺・かわちまちとうもんじ

　　８６１-５３４３・熊本県熊本市西区河内町野出・かわちまちのいで

　　８６１-５３４７・熊本県熊本市西区河内町船津・かわちまちふなつ

　　８６０-００８１・熊本県熊本市西区京町本丁・きようまちほんちよう

　　８６０-００７３・熊本県熊本市西区島崎・しまさき

　　８６０-００６７・熊本県熊本市西区城山大塘・じようざんおおども

　　８６０-００６３・熊本県熊本市西区城山上代町・じようざんかみだいまち

　　８６０-００６６・熊本県熊本市西区城山下代・じようざんしもだい

　　８６０-００６４・熊本県熊本市西区城山半田・じようざんはんだ

　　８６０-００６５・熊本県熊本市西区城山薬師・ じようざんやくじ

　　８６０-００５６・熊本県熊本市西区新土河原・しんとがわら

　　８６１-５２７４・熊本県熊本市西区新港・しんみなと

　　８６０-００６２・熊本県熊本市西区高橋町・たかはしまち

　　８６０-００５３・熊本県熊本市西区田崎・たさき

　　８６０-００５２・熊本県熊本市西区田崎本町・たさきほんまち

　　８６０-００５８・熊本県熊本市西区田崎町・たさきまち

　　８６０-００４４・熊本県熊本市西区谷尾崎町・たにおざきまち

　　８６０-００８８・熊本県熊本市西区津浦町・つのうらまち

　　８６０-００７４・熊本県熊本市西区出町・でまち

　　８６０-００４５・熊本県熊本市西区戸坂町・とさかまち

　　８６１-５２７２・熊本県熊本市西区中島町・なかしままち

　　８６１-５２７１・熊本県熊本市西区中原町・なかはらまち

　　８６１-５２８６・熊本県熊本市西区中松尾町・なかまつおまち

　　８６１-５２８８・熊本県熊本市西区西松尾町・にしまつおまち

　　８６０-００５１・熊本県熊本市西区二本木・にほんぎ

　　８６０-００５９・熊本県熊本市西区野中・のなか

　　８６０-００７２・熊本県熊本市西区花園・はなぞの

　　８６０-００７５・熊本県熊本市西区稗田町・ひえだまち

　　８６１-５２８０・熊本県熊本市西区松尾・まつお

　　８６１-５２８１・熊本県熊本市西区松尾町近津・まつおまちちこうつﾞ

　　８６１-５２８２・熊本県熊本市西区松尾町平山・まつおまちひらやま

　　８６０-００５４・熊本県熊本市西区八島・やしま

　　８６０-００５７・熊本県熊本市西区八島町・やしままち

　　８６０-００４６・熊本県熊本市西区横手・よこて

　　８６０-００５５・熊本県熊本市西区蓮台寺・れんだいじ

　　８６１-００００・熊本県熊本市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-４１２１・熊本県熊本市南区会富町・あいどみまち

　　８６１-４１３６・熊本県熊本市南区荒尾・あらお

　　８６１-４１３６・熊本県熊本市南区荒尾町・あらおまち

　　８６２-０９６３・熊本県熊本市南区出仲間・いでなかま

　　８６１-５２５１・熊本県熊本市南区今町・いままち

　　８６１-４１２４・熊本県熊本市南区海路口町・うじぐちまち

　　８６１-４１３１・熊本県熊本市南区薄場・うすはﾞ

　　８６１-４１３１・熊本県熊本市南区薄場町・うすはﾞまち

　　８６１-４１２７・熊本県熊本市南区内田町・うちだまち

　　８６０-０８３４・熊本県熊本市南区江越・えごえ

　　８６１-４１２５・熊本県熊本市南区奥古閑町・おくこがまち

　　８６１-４１３２・熊本県熊本市南区上ノ郷・かみのごう

　　８６１-４１３４・熊本県熊本市南区刈草・かりくさ

　　８６１-４１２３・熊本県熊本市南区川口町・かわぐちまち

　　８６１-４１１５・熊本県熊本市南区川尻・かわしり

　　８６１-４１１１・熊本県熊本市南区合志・ ごうじ

　　８６１-４１０８・熊本県熊本市南区幸田・こうだ

　　８６１-４１１７・熊本県熊本市南区護藤町・ごんどうまち

　　８６１-４１３３・熊本県熊本市南区島町・しままち

　　８６０-０８２４・熊本県熊本市南区十禅寺・じゆうぜんじ

　　８６１-４２３１・熊本県熊本市南区城南町赤見・じようなんまちあかみ

　　８６１-４２２４・熊本県熊本市南区城南町阿高・じようなんまちあだか



　　８６１-４２０５・熊本県熊本市南区城南町碇・じようなんまちいかり

　　８６１-４２１３・熊本県熊本市南区城南町出水・じようなんまちいずみ

　　８６１-４２１１・熊本県熊本市南区城南町今吉野・じようなんまちいまよしの

　　８６１-４２０３・熊本県熊本市南区城南町隈庄・じようなんまちくまのしよう

　　８６１-４２０１・熊本県熊本市南区城南町坂野・じようなんまちさかの

　　８６１-４２０６・熊本県熊本市南区城南町さんさん・じようなんまちさんさん

　　８６１-４２１５・熊本県熊本市南区城南町沈目・じようなんまちしずめ

　　８６１-４２３６・熊本県熊本市南区城南町島田・じようなんまちしまだ

　　８６１-４２０４・熊本県熊本市南区城南町下宮地・じようなんまちしもみやじ

　　８６１-４２２１・熊本県熊本市南区城南町陳内・じようなんまちじんない

　　８６１-４２３２・熊本県熊本市南区城南町高・じようなんまちたか

　　８６１-４２３５・熊本県熊本市南区城南町千町・じようなんまちちまち

　　８６１-４２１２・熊本県熊本市南区城南町築地・じようなんまちついじ

　　８６１-４２２６・熊本県熊本市南区城南町塚原・じようなんまちつかわら

　　８６１-４２３４・熊本県熊本市南区城南町永・じようなんまちなが

　　８６１-４２３３・熊本県熊本市南区城南町丹生宮・じようなんまちにうのみや

　　８６１-４２２５・熊本県熊本市南区城南町東阿高・じようなんまちひがしあだか

　　８６１-４２２３・熊本県熊本市南区城南町藤山・じようなんまちふじやま

　　８６１-４２１４・熊本県熊本市南区城南町舞原・じようなんまちまいのはら

　　８６１-４２０２・熊本県熊本市南区城南町宮地・じようなんまちみやじ

　　８６１-４２３７・熊本県熊本市南区城南町六田・じようなんまちろくた

　　８６１-４２２２・熊本県熊本市南区城南町鰐瀬・じようなんまちわにぜ

　　８６１-４１１２・熊本県熊本市南区白藤・しらふじ

　　８６１-５２６４・熊本県熊本市南区白石町・しろいしまち

　　８６１-５２５５・熊本県熊本市南区砂原町・すなはらまち

　　８６１-４１２６・熊本県熊本市南区銭塘町・ぜんどもまち

　　８６２-０９６５・熊本県熊本市南区田井島・たいのしま

　　８６２-０９６２・熊本県熊本市南区田迎・たむかえ

　　８６２-０９６５・熊本県熊本市南区田迎町田井島・たむかえまちたいのしま

　　８６２-０９６６・熊本県熊本市南区田迎町良町・たむかえまちややまち

　　８６１-４１０１・熊本県熊本市南区近見・ちかみ

　　８６１-５２５２・熊本県熊本市南区土河原町・とがわらまち

　　８６１-４１３５・熊本県熊本市南区鳶町・とびまち

　　８６１-４１４６・熊本県熊本市南区富合町榎津・とみあいまちえのきつﾞ

　　８６１-４１４５・熊本県熊本市南区富合町大町・とみあいまちおおまち

　　８６１-４１４１・熊本県熊本市南区富合町御船手・とみあいまちおふなて

　　８６１-４１６５・熊本県熊本市南区富合町硴江・とみあいまちかきのえ

　　８６１-４１４３・熊本県熊本市南区富合町上杉・とみあいまちかみすぎ

　　８６１-４１５１・熊本県熊本市南区富合町清藤・とみあいまちきよふじ

　　８６１-４１５３・熊本県熊本市南区富合町木原・とみあいまちきわら

　　８６１-４１６１・熊本県熊本市南区富合町小岩瀬・とみあいまちこいわせ

　　８６１-４１６６・熊本県熊本市南区富合町莎崎・とみあいまちこうざき

　　８６１-４１５７・熊本県熊本市南区富合町古閑・とみあいまちこが

　　８６１-４１６２・熊本県熊本市南区富合町国町・とみあいまちこくちよう

　　８６１-４１６７・熊本県熊本市南区富合町菰江・とみあいまちこものえ

　　８６１-４１６３・熊本県熊本市南区富合町志々水・とみあいまちしじみず

　　８６１-４１４４・熊本県熊本市南区富合町釈迦堂・とみあいまちしやかどう

　　８６１-４１５２・熊本県熊本市南区富合町新・とみあいまちしん

　　８６１-４１４２・熊本県熊本市南区富合町杉島・とみあいまちすぎじま

　　８６１-４１５６・熊本県熊本市南区富合町田尻・とみあいまちたのしり

　　８６１-４１６４・熊本県熊本市南区富合町西田尻・とみあいまちにしたのしり

　　８６１-４１５４・熊本県熊本市南区富合町平原・とみあいまちひらはﾞる

　　８６１-４１４７・熊本県熊本市南区富合町廻江・とみあいまちまいのえ

　　８６１-４１５５・熊本県熊本市南区富合町南田尻・とみあいまちみなみたのしり

　　８６１-４１１６・熊本県熊本市南区中無田町・なかむたまち

　　８６１-５２６３・熊本県熊本市南区並建町・なみたてまち

　　８６１-４１３７・熊本県熊本市南区野口・のぐち

　　８６１-４１３７・熊本県熊本市南区野口町・のぐちまち

　　８６１-４１１４・熊本県熊本市南区野田・のだ

　　８６１-５２６５・熊本県熊本市南区畠口町・はたぐちまち

　　８６０-０８３１・熊本県熊本市南区八王寺町・はちおうじまち

　　８６１-５２５３・熊本県熊本市南区八分字町・はふじまち

　　８６１-５２６２・熊本県熊本市南区浜口町・はまぐちまち

　　８６１-４１０９・熊本県熊本市南区日吉・ ひよじ

　　８６０-０８２６・熊本県熊本市南区平田・ひらた

　　８６０-０８３３・熊本県熊本市南区平成・へいせい

　　８６１-５２５４・熊本県熊本市南区孫代町・まごだいまち

　　８６２-０９６８・熊本県熊本市南区馬渡・まわたり

　　８６１-４１２２・熊本県熊本市南区美登里町・みどりまち

　　８６１-４１０６・熊本県熊本市南区南高江・みなみたかえ



　　８６１-４１０４・熊本県熊本市南区御幸木部町・みゆききべまち

　　８６１-４１０２・熊本県熊本市南区御幸西無田町・みゆきにしむたまち

　　８６１-４１０３・熊本県熊本市南区御幸笛田町・みゆきふえだまち

　　８６１-４１７３・熊本県熊本市南区御幸木部・みゆききべ

　　８６１-４１７１・熊本県熊本市南区御幸西・ みゆきにじ

　　８６１-４１７２・熊本県熊本市南区御幸笛田・みゆきふえだ

　　８６１-５２６１・熊本県熊本市南区無田口町・むたぐちまち

　　８６１-４１０５・熊本県熊本市南区元三町・もとみまち

　　８６１-４１１３・熊本県熊本市南区八幡・やはた

　　８６２-０９６９・熊本県熊本市南区良町・ややまち

　　８６２-０９６７・熊本県熊本市南区流通団地・りゆうつうだんち

　　８６１-００００・熊本県熊本市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-８０８１・熊本県熊本市北区麻生田・あそうだ

　　８６１-５５０１・熊本県熊本市北区改寄町・あらきまち

　　８６０-００８２・熊本県熊本市北区池田・いけだ

　　８６１-５５３３・熊本県熊本市北区和泉町・いずみまち

　　８６１-０１４２・熊本県熊本市北区植木町鐙田・うえきまちあぶみだ

　　８６１-０１２３・熊本県熊本市北区植木町有泉・うえきまちありずみ

　　８６１-０１２４・熊本県熊本市北区植木町石川・うえきまちいしかわ

　　８６１-０１１３・熊本県熊本市北区植木町伊知坊・うえきまちいちほﾞう

　　８６１-０１０４・熊本県熊本市北区植木町今藤・うえきまちいまふじ

　　８６１-０１３６・熊本県熊本市北区植木町岩野・うえきまちいわの

　　８６１-０１３２・熊本県熊本市北区植木町植木・うえきまちうえき

　　８６１-０１５２・熊本県熊本市北区植木町上古閑・うえきまちうえこが

　　８６１-０１５６・熊本県熊本市北区植木町後古閑・うえきまちうしろこが

　　８６１-０１０２・熊本県熊本市北区植木町内・うえきまちうち

　　８６１-０１５３・熊本県熊本市北区植木町円台寺・うえきまちえんだいじ

　　８６１-０１２６・熊本県熊本市北区植木町大井・うえきまちおおい

　　８６１-０１４５・熊本県熊本市北区植木町荻迫・うえきまちおぎさこ

　　８６１-０１２５・熊本県熊本市北区植木町小野・うえきまちおの

　　８６１-０１２７・熊本県熊本市北区植木町亀甲・うえきまちかめこう

　　８６１-０１５１・熊本県熊本市北区植木町木留・うえきまちきとめ

　　８６１-０１０３・熊本県熊本市北区植木町清水・うえきまちきよみず

　　８６１-０１６１・熊本県熊本市北区植木町鞍掛・うえきまちくらかけ

　　８６１-０１２２・熊本県熊本市北区植木町古閑・うえきまちこが

　　８６１-０１１６・熊本県熊本市北区植木町色出・うえきまちしきで

　　８６１-０１１７・熊本県熊本市北区植木町正清・うえきまちしようせい

　　８６１-０１６４・熊本県熊本市北区植木町鈴麦・うえきまちすずむぎ

　　８６１-０１４３・熊本県熊本市北区植木町大和・うえきまちだいわ

　　８６１-０１１２・熊本県熊本市北区植木町田底・うえきまちたそこ

　　８６１-０１３３・熊本県熊本市北区植木町滴水・うえきまちたるみず

　　８６１-０１５５・熊本県熊本市北区植木町轟・うえきまちとどろき

　　８６１-０１６２・熊本県熊本市北区植木町富応・うえきまちとみおう

　　８６１-０１６３・熊本県熊本市北区植木町豊岡・うえきまちとよおか

　　８６１-０１０６・熊本県熊本市北区植木町豊田・うえきまちとよだ

　　８６１-０１４１・熊本県熊本市北区植木町投刀塚・うえきまちなたつか

　　８６１-０１５４・熊本県熊本市北区植木町那知・うえきまちなち

　　８６１-０１３５・熊本県熊本市北区植木町一木・うえきまちひとつぎ

　　８６１-０１２１・熊本県熊本市北区植木町平井・うえきまちひらい

　　８６１-０１４４・熊本県熊本市北区植木町平野・うえきまちひらの

　　８６１-０１６５・熊本県熊本市北区植木町平原・うえきまちひらはﾞる

　　８６１-０１３１・熊本県熊本市北区植木町広住・うえきまちひろずみ

　　８６１-０１１４・熊本県熊本市北区植木町舟島・うえきまちふなじま

　　８６１-０１４６・熊本県熊本市北区植木町辺田野・うえきまちへたの

　　８６１-０１０５・熊本県熊本市北区植木町味取・うえきまちみとり

　　８６１-０１１１・熊本県熊本市北区植木町宮原・うえきまちみやはﾞる

　　８６１-０１３４・熊本県熊本市北区植木町舞尾・うえきまちもうの

　　８６１-０１０１・熊本県熊本市北区植木町山本・うえきまちやまもと

　　８６１-０１１５・熊本県熊本市北区植木町米塚・うえきまちよねつか

　　８６１-８０８２・熊本県熊本市北区兎谷・うさぎだに

　　８６０-００８６・熊本県熊本市北区打越町・うちごしまち

　　８６０-００８３・熊本県熊本市北区大窪・おおくほﾞ

　　８６１-５５０２・熊本県熊本市北区大鳥居町・おおとりいまち

　　８６１-５５１２・熊本県熊本市北区梶尾町・かじおまち

　　８６１-５５２１・熊本県熊本市北区鹿子木町・かのこぎまち

　　８６１-５５３４・熊本県熊本市北区釜尾町・かまおまち

　　８６１-５５３１・熊本県熊本市北区北迫町・きたざこまち

　　８６１-８００３・熊本県熊本市北区楠・くすのき

　　８６１-５５１１・熊本県熊本市北区楠野町・くすのまち

　　８６０-０８６２・熊本県熊本市北区黒髪・くろかみ



　　８６０-０８６１・熊本県熊本市北区黒髪町坪井・くろかみまちつほﾞい

　　８６１-５５０４・熊本県熊本市北区小糸山町・こいとやままち

　　８６１-８０８４・熊本県熊本市北区清水岩倉・しみずいわくら

　　８６１-８０６６・熊本県熊本市北区清水亀井町・しみずかめいまち

　　８６１-８０７５・熊本県熊本市北区清水新地・しみずしんち

　　８６１-８０６５・熊本県熊本市北区清水東町・しみずひがしまち

　　８６１-８０７４・熊本県熊本市北区清水本町・しみずほんまち

　　８６１-８０６８・熊本県熊本市北区清水万石・しみずまんごく

　　８６０-００８７・熊本県熊本市北区清水町打越・ しみずまちうちごじ

　　８６１-８０７３・熊本県熊本市北区清水町松崎・しみずまちまつざき

　　８６１-８０７１・熊本県熊本市北区清水町室園・しみずまちむろぞの

　　８６１-５５２６・熊本県熊本市北区下硯川・しもすずりかわ

　　８６１-５５２２・熊本県熊本市北区下硯川町・しもすずりかわまち

　　８６１-５５２４・熊本県熊本市北区硯川町・すずりかわまち

　　８６０-００８５・熊本県熊本市北区高平・たかひら

　　８６１-８００６・熊本県熊本市北区龍田・たつだ

　　８６１-８００５・熊本県熊本市北区龍田陳内・たつだじんない

　　８６１-８００７・熊本県熊本市北区龍田弓削・たつだゆげ

　　８６１-５５３２・熊本県熊本市北区太郎迫町・たろうざこまち

　　８６０-００８８・熊本県熊本市北区津浦町・つのうらまち

　　８６１-５５１７・熊本県熊本市北区鶴羽田・つるはだ

　　８６１-５５１３・熊本県熊本市北区鶴羽田町・つるはだまち

　　８６１-５５２５・熊本県熊本市北区徳王・とくおう

　　８６１-５５２３・熊本県熊本市北区徳王町・とくおうまち

　　８６１-５５１６・熊本県熊本市北区西梶尾町・にしかじおまち

　　８６１-８０８３・熊本県熊本市北区楡木・にれのき

　　８６１-８０６４・熊本県熊本市北区八景水谷・はけのみや

　　８６１-５５１４・熊本県熊本市北区飛田・ひだ

　　８６１-５５３７・熊本県熊本市北区万楽寺町・まんらくじまち

　　８６１-５５３５・熊本県熊本市北区貢町・みつぐまち

　　８６１-８００１・熊本県熊本市北区武蔵ケ丘・むさしがおか

　　８６１-８０７２・熊本県熊本市北区室園町・むろぞのまち

　　８６１-５５０３・熊本県熊本市北区明徳町・めいとくまち

　　８６０-００８４・熊本県熊本市北区山室・やまむろ

　　８６１-８００２・熊本県熊本市北区弓削・ゆげ

　　８６１-５５１５・熊本県熊本市北区四方寄町・よもぎまち

　　８６１-５５３６・熊本県熊本市北区立福寺町・りゆうふくじまち

　　８６６-００００・熊本県八代市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-５１５２・熊本県八代市揚町・あげまち

　　８６６-０８４４・熊本県八代市旭中央通・あさひちゆうおうどおり

　　８６６-０８９３・熊本県八代市海士江町・あまがえまち

　　８６６-００１１・熊本県八代市井揚町・いあげまち

　　８６９-４５０１・熊本県八代市泉町柿迫（８６２８)・かきざこ

　　８６９-４４０１・熊本県八代市泉町柿迫（その他）・かきざこ(そのた)

　　８６９-４４０２・熊本県八代市泉町栗木・いずみまちくりぎ

　　８６９-４５１３・熊本県八代市泉町久連子・いずみまちくれこ

　　８６９-４５１４・熊本県八代市泉町椎原・いずみまちしいはﾞる

　　８６９-４４０３・熊本県八代市泉町下岳・いずみまちしもだけ

　　８６９-４５１５・熊本県八代市泉町仁田尾・いずみまちにたお

　　８６９-４５１１・熊本県八代市泉町葉木・いずみまちはぎ

　　８６９-４５１２・熊本県八代市泉町樅木・いずみまちもみぎ

　　８６６-０８２５・熊本県八代市井上町・いのうえまち

　　８６６-００８１・熊本県八代市植柳上町・うやなぎかみまち

　　８６６-００８３・熊本県八代市植柳下町・うやなぎしもまち

　　８６６-００８４・熊本県八代市植柳新町・うやなぎしんまち

　　８６６-００８５・熊本県八代市植柳元町・うやなぎもとまち

　　８６６-００３５・熊本県八代市大島町・おおしままち

　　８６６-０８５２・熊本県八代市大手町・おおてまち

　　８６６-０８９５・熊本県八代市大村町・おおむらまち

　　８６９-４６１１・熊本県八代市岡町小路・おかまちしようじ

　　８６９-４６１３・熊本県八代市岡町谷川・おかまちたにがわ

　　８６９-４６１２・熊本県八代市岡町中・おかまちなか

　　８６６-００１３・熊本県八代市沖町・おきまち

　　８６９-４２１３・熊本県八代市鏡町有佐・かがみまちありさ

　　８６９-４２０２・熊本県八代市鏡町内田・かがみまちうちだ

　　８６９-４２２３・熊本県八代市鏡町貝洲・かがみまちかいず

　　８６９-４２０３・熊本県八代市鏡町鏡・かがみまちかがみ

　　８６９-４２０１・熊本県八代市鏡町鏡村・かがみまちかがみむら

　　８６９-４２１１・熊本県八代市鏡町上鏡・かがみまちかみかがみ

　　８６９-４２２５・熊本県八代市鏡町北新地・かがみまちきたしんち



　　８６９-４２２４・熊本県八代市鏡町塩浜・かがみまちしおはま

　　８６９-４２０４・熊本県八代市鏡町芝口・かがみまちしはﾞくち

　　８６９-４２１２・熊本県八代市鏡町下有佐・かがみまちしもありさ

　　８６９-４２１５・熊本県八代市鏡町下村・かがみまちしもむら

　　８６９-４２１４・熊本県八代市鏡町中島・かがみまちなかしま

　　８６９-４２０５・熊本県八代市鏡町野崎・かがみまちのざき

　　８６９-４２２１・熊本県八代市鏡町宝出・かがみまちほうで

　　８６９-４２２２・熊本県八代市鏡町両出・かがみまちりようで

　　８６６-０８１３・熊本県八代市上片町・かみかたまち

　　８６６-０８２４・熊本県八代市上日置町・かみひおきまち

　　８６９-４６１５・熊本県八代市川田町東・ かわたまちひがじ

　　８６９-４６１６・熊本県八代市川田町西・ かわたまちにじ

　　８６６-０８６５・熊本県八代市北の丸町・きたのまるまち

　　８６９-５１６２・熊本県八代市北原町・きたはﾞらまち

　　８６９-５１６６・熊本県八代市北平和町・きたへいわまち

　　８６６-００２４・熊本県八代市郡築一番町・ぐんちく１はﾞんちよう

　　８６６-００２３・熊本県八代市郡築二番町・ぐんちく２はﾞんちよう

　　８６６-００２２・熊本県八代市郡築三番町・ぐんちく３はﾞんちよう

　　８６６-００２１・熊本県八代市郡築四番町・ぐんちく４はﾞんちよう

　　８６６-０００８・熊本県八代市郡築五番町・ぐんちく５はﾞんちよう

　　８６６-０００７・熊本県八代市郡築六番町・ぐんちく６はﾞんちよう

　　８６６-０００６・熊本県八代市郡築七番町・ぐんちく７はﾞんちよう

　　８６６-０００５・熊本県八代市郡築八番町・ぐんちく８はﾞんちよう

　　８６６-０００４・熊本県八代市郡築九番町・ぐんちく９はﾞんちよう

　　８６６-０００３・熊本県八代市郡築十番町・ぐんちく１０はﾞんちよう

　　８６６-０００２・熊本県八代市郡築十一番町・ぐんちく１１はﾞんちよう

　　８６６-０００１・熊本県八代市郡築十二番町・ぐんちく１２はﾞんちよう

　　８６６-００７１・熊本県八代市高下東町・こうげひがしまち

　　８６６-００７２・熊本県八代市高下西町・こうげにしまち

　　８６６-０８８１・熊本県八代市興国町・こうこくまち

　　８６６-００１２・熊本県八代市高小原町・こうごはﾞらまち

　　８６６-０８９４・熊本県八代市上野町・こうずけまち

　　８６９-４６１４・熊本県八代市興善寺町・こうぜんじまち

　　８６６-０８９７・熊本県八代市古閑上町・こがかみまち

　　８６６-０８９８・熊本県八代市古閑中町・こがなかまち

　　８６６-０８９２・熊本県八代市古閑下町・こがしもまち

　　８６６-０８９１・熊本県八代市古閑浜町・こがはままち

　　８６６-０８４５・熊本県八代市黄金町・こがねちよう

　　８６９-６１０４・熊本県八代市坂本町鮎帰・さかもとまちあゆがえり

　　８６９-６１１５・熊本県八代市坂本町荒瀬・さかもとまちあらせ

　　８６９-６１１４・熊本県八代市坂本町市ノ俣・さかもとまちいちのまた

　　８６９-６１１２・熊本県八代市坂本町鎌瀬・さかもとまちかませ

　　８６９-５２２１・熊本県八代市坂本町川嶽・さかもとまちかわたけ

　　８６９-５２２５・熊本県八代市坂本町百済来上・さかもとまちくだらぎかみ

　　８６９-５２２４・熊本県八代市坂本町百済来下・さかもとまちくだらぎしも

　　８６９-６１０１・熊本県八代市坂本町西部・さかもとまちさいぶ

　　８６９-６１０５・熊本県八代市坂本町坂本・さかもとまちさかもと

　　８６９-５２２３・熊本県八代市坂本町田上・さかもとまちたがみ

　　８６９-５２２２・熊本県八代市坂本町鶴喰・さかもとまちつるはﾞみ

　　８６９-６１０３・熊本県八代市坂本町中谷・さかもとまちなかたに

　　８６９-６１１３・熊本県八代市坂本町中津道・さかもとまちなかつみち

　　８６９-６１１１・熊本県八代市坂本町葉木・さかもとまちはぎ

　　８６９-６１０２・熊本県八代市坂本町深水・さかもとまちふかみ

　　８６６-００１７・熊本県八代市三楽町・さんらくちよう

　　８６６-０８６４・熊本県八代市塩屋町・しおやまち

　　８６９-５１５１・熊本県八代市敷川内町・しきがわちまち

　　８６６-０８２７・熊本県八代市島田町・しまだまち

　　８６６-０８５３・熊本県八代市清水町・しみずまち

　　８６６-００４２・熊本県八代市蛇籠町・じやかごまち

　　８６６-０８２３・熊本県八代市十条町・じゆうじようまち

　　８６９-４７２３・熊本県八代市昭和同仁町・しようわどうじんまち

　　８６９-４７２１・熊本県八代市昭和日進町・しようわにつしんまち

　　８６９-４７２２・熊本県八代市昭和明徴町・しようわめいちようまち

　　８６６-００３２・熊本県八代市新開町・しんかいまち

　　８６６-００１６・熊本県八代市新地町・しんちまち

　　８６６-００３１・熊本県八代市新浜町・しんはままち

　　８６６-０８５４・熊本県八代市新町・しんまち

　　８６６-００３４・熊本県八代市新港町・しんみなとまち

　　８６６-０８３２・熊本県八代市末広町・すえひろちよう

　　８６６-００５３・熊本県八代市千反町・せんだんまち



　　８６６-００５４・熊本県八代市栴檀町・せんだんまち

　　８６９-４７０１・熊本県八代市千丁町太牟田・せんちようまちおおむた

　　８６９-４７０４・熊本県八代市千丁町古閑出・せんちようまちこがで

　　８６９-４７０３・熊本県八代市千丁町新牟田・せんちようまちしんむた

　　８６９-４７０２・熊本県八代市千丁町吉王丸・せんちようまちよしおうまる

　　８６９-５１６４・熊本県八代市鼠蔵町・そぞうまち

　　８６６-００８２・熊本県八代市大福寺町・だいふくじまち

　　８６９-５１５４・熊本県八代市高植本町・たかうえほんまち

　　８６６-００１４・熊本県八代市高島町・たかしままち

　　８６６-０８６６・熊本県八代市鷹辻町・たかつじまち

　　８６６-０８２６・熊本県八代市竹原町・たけはらまち

　　８６６-００４５・熊本県八代市建馬町・たてうままち

　　８６６-０８７１・熊本県八代市田中東町・たなかひがしまち

　　８６６-０８７６・熊本県八代市田中西町・たなかにしまち

　　８６６-０８７７・熊本県八代市田中北町・たなかきたまち

　　８６６-０８７２・熊本県八代市田中町・たなかまち

　　８６６-００１５・熊本県八代市築添町・つきぞえまち

　　８６６-０８５７・熊本県八代市出町・でまち

　　８６９-４３０３・熊本県八代市東陽町河俣・とうようまちかわまた

　　８６９-４３０２・熊本県八代市東陽町北・とうようまちきた

　　８６９-４３０４・熊本県八代市東陽町小浦・とうようまちこうら

　　８６９-４３０１・熊本県八代市東陽町南・とうようまちみなみ

　　８６６-０８５６・熊本県八代市通町・とおりちよう

　　８６６-０８１２・熊本県八代市中片町・なかかたまち

　　８６６-００４４・熊本県八代市中北町・なかきたまち

　　８６６-０８８５・熊本県八代市永碇町・ながいかりまち

　　８６６-０８１５・熊本県八代市長田町・ながたまち

　　８６６-００６４・熊本県八代市奈良木町・ならぎまち

　　８６６-０８１１・熊本県八代市西片町・にしかたまち

　　８６６-０８３４・熊本県八代市錦町・にしきちよう

　　８６６-０８６３・熊本県八代市西松江城町・にしまつえじようまち

　　８６６-０８０４・熊本県八代市西宮町・にしみやまち

　　８６６-０８３１・熊本県八代市萩原町・はぎわらまち

　　８６６-００４１・熊本県八代市八幡町・はちまんちよう

　　８６６-０８４３・熊本県八代市花園町・はなぞのちよう

　　８６６-０８９６・熊本県八代市日置町・ひおきまち

　　８６６-０８１４・熊本県八代市東片町・ひがしかたまち

　　８６６-０８０１・熊本県八代市東町・ひがしまち

　　８６６-０８５１・熊本県八代市毘舎丸町・びしやまるまち

　　８６９-５１４６・熊本県八代市日奈久大坪町・ひなぐおおつほﾞまち

　　８６９-５１３４・熊本県八代市日奈久上西町・ひなぐかみにしまち

　　８６９-５１３３・熊本県八代市日奈久中西町・ひなぐなかにしまち

　　８６９-５１３２・熊本県八代市日奈久下西町・ひなぐしもにしまち

　　８６９-５１４８・熊本県八代市日奈久栄町・ひなぐさかえまち

　　８６９-５１４１・熊本県八代市日奈久塩南町・ひなぐしおみなみまち

　　８６９-５１４２・熊本県八代市日奈久塩北町・ひなぐしおきたまち

　　８６９-５１４７・熊本県八代市日奈久新開町・ひなぐしんかいまち

　　８６９-５１４５・熊本県八代市日奈久新田町・ひなぐしんでんまち

　　８６９-５１４３・熊本県八代市日奈久竹之内町・ひなぐたけのうちまち

　　８６９-５１３５・熊本県八代市日奈久中町・ひなぐなかまち

　　８６９-５１３７・熊本県八代市日奈久浜町・ひなぐはままち

　　８６９-５１３６・熊本県八代市日奈久東町・ひなぐひがしまち

　　８６９-５１３８・熊本県八代市日奈久平成町・ひなぐへいせいまち

　　８６９-５１３１・熊本県八代市日奈久馬越町・ひなぐまごしまち

　　８６９-５１４４・熊本県八代市日奈久山下町・ひなぐやましたまち

　　８６６-００７４・熊本県八代市平山新町・ひらやましんまち

　　８６６-００６３・熊本県八代市豊原上町・ぶいわらかみまち

　　８６６-００６２・熊本県八代市豊原中町・ぶいわらなかまち

　　８６６-００６５・熊本県八代市豊原下町・ぶいわらしもまち

　　８６６-０８２１・熊本県八代市福正町・ふくしようまち

　　８６６-０８２２・熊本県八代市福正元町・ふくしようもとまち

　　８６６-０８５５・熊本県八代市袋町・ふくろまち

　　８６９-５１７３・熊本県八代市二見赤松町・ふたみあかまつまち

　　８６９-５１７４・熊本県八代市二見下大野町・ふたみしもおおのまち

　　８６９-５１７１・熊本県八代市二見洲口町・ふたみすぐちまち

　　８６９-５１７５・熊本県八代市二見野田崎町・ふたみのたざきまち

　　８６９-５１７２・熊本県八代市二見本町・ふたみほんまち

　　８６６-００４３・熊本県八代市古城町・ふるしろまち

　　８６６-０８０３・熊本県八代市古麓町・ふるふもとまち

　　８６６-００７３・熊本県八代市本野町・ほんのまち



　　８６６-０８６１・熊本県八代市本町・ほんまち

　　８６６-０８６２・熊本県八代市松江城町・まつえじようまち

　　８６６-０８８２・熊本県八代市松江本町・まつえほんまち

　　８６６-０８８３・熊本県八代市松江町・まつえまち

　　８６６-０８８４・熊本県八代市松崎町・まつざきまち

　　８６９-５１５５・熊本県八代市水島町・みずしままち

　　８６９-５１６３・熊本県八代市三江湖町・みつえごまち

　　８６６-０８４１・熊本県八代市緑町・みどりちよう

　　８６６-００３３・熊本県八代市港町・みなとまち

　　８６９-５１６５・熊本県八代市南平和町・みなみへいわまち

　　８６６-０８０５・熊本県八代市宮地町・みやじまち

　　８６６-０８０２・熊本県八代市妙見町・みようけんまち

　　８６６-００５５・熊本県八代市迎町・むかえまち

　　８６６-００５１・熊本県八代市麦島東町・むぎしまひがしまち

　　８６６-００５２・熊本県八代市麦島西町・むぎしまにしまち

　　８６９-５１５３・熊本県八代市催合町・もやいまち

　　８６６-０８４６・熊本県八代市弥生町・やよいちよう

　　８６６-０８３３・熊本県八代市夕葉町・ゆうはﾞちよう

　　８６６-０８７５・熊本県八代市横手新町・よこてしんまち

　　８６６-０８７４・熊本県八代市横手本町・よこてほんまち

　　８６６-０８７３・熊本県八代市横手町・よこてまち

　　８６９-５１６１・熊本県八代市葭牟田町・よしむたまち

　　８６６-０８４２・熊本県八代市若草町・わかくさちよう

　　８６６-００６１・熊本県八代市渡町・わたしまち

　　８６８-００００・熊本県人吉市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０８２５・熊本県人吉市赤池原町・あかいけはらまち

　　８６８-０８２４・熊本県人吉市赤池水無町・あかいけみずなしまち

　　８６８-００３５・熊本県人吉市五日町・いつかまち

　　８６８-００２７・熊本県人吉市井ノ口町・いのくちまち

　　８６８-００４７・熊本県人吉市上原町・うえはらまち

　　８６８-００５３・熊本県人吉市老神町・おいかみまち

　　８６８-０８１２・熊本県人吉市大野町・おおのまち

　　８６８-０８１１・熊本県人吉市大畑麓町・おこはﾞふもとまち

　　８６８-０８０３・熊本県人吉市大畑町・おこはﾞまち

　　８６８-００２１・熊本県人吉市鬼木町・おにきまち

　　８６８-００８４・熊本県人吉市温泉町・おんせんまち

　　８６８-０００１・熊本県人吉市鍛冶屋町・かじやまち

　　８６８-００７８・熊本県人吉市鹿目町・かなめまち

　　８６８-０００５・熊本県人吉市上青井町・かみあおいまち

　　８６８-０８２１・熊本県人吉市上漆田町・かみうるしだまち

　　８６８-００１３・熊本県人吉市上薩摩瀬町・かみさつまぜまち

　　８６８-００３２・熊本県人吉市上新町・かみしんまち

　　８６８-０８０１・熊本県人吉市上田代町・かみたしろまち

　　８６８-００７６・熊本県人吉市上戸越町・かみとごえまち

　　８６８-００７３・熊本県人吉市上永野町・かみながのまち

　　８６８-００８１・熊本県人吉市上林町・かみはﾞやしまち

　　８６８-００８７・熊本県人吉市上原田町・かみはらだまち

　　８６８-００２５・熊本県人吉市瓦屋町・かわらやまち

　　８６８-００２２・熊本県人吉市願成寺町・がんじようじまち

　　８６８-００４２・熊本県人吉市蟹作町・がんつくりまち

　　８６８-００６３・熊本県人吉市木地屋町・きじやまち

　　８６８-００２３・熊本県人吉市北泉田町・きたいずみだまち

　　８６８-００２２・熊本県人吉市北願成寺町・きたがんじようじまち

　　８６８-００２６・熊本県人吉市合ノ原町・ごうのはるまち

　　８６８-０００３・熊本県人吉市紺屋町・こうやまち

　　８６８-０００４・熊本県人吉市九日町・ここのかまち

　　８６８-００６２・熊本県人吉市古仏頂町・こぶつちようまち

　　８６８-０００６・熊本県人吉市駒井田町・こまいだまち

　　８６８-００１２・熊本県人吉市相良町・さがらまち

　　８６８-００４１・熊本県人吉市七地町・しちちまち

　　８６８-０００７・熊本県人吉市下青井町・しもあおいまち

　　８６８-０８２２・熊本県人吉市下漆田町・しもうるしだまち

　　８６８-００１４・熊本県人吉市下薩摩瀬町・しもさつまぜまち

　　８６８-００１５・熊本県人吉市下城本町・しもしろもとまち

　　８６８-００３３・熊本県人吉市下新町・しもしんまち

　　８６８-０８０２・熊本県人吉市下田代町・しもたしろまち

　　８６８-００７７・熊本県人吉市下戸越町・しもとごえまち

　　８６８-００７４・熊本県人吉市下永野町・しもながのまち

　　８６８-００８６・熊本県人吉市下原田町・しもはらだまち

　　８６８-００８３・熊本県人吉市下林町・しもはﾞやしまち



　　８６８-００１６・熊本県人吉市城本町・しろもとまち

　　８６８-００５２・熊本県人吉市新町・しんまち

　　８６８-０００２・熊本県人吉市大工町・だいくまち

　　８６８-００６６・熊本県人吉市田野町・たのまち

　　８６８-００５４・熊本県人吉市田町・たまち

　　８６８-００２４・熊本県人吉市鶴田町・つるだまち

　　８６８-００５６・熊本県人吉市寺町・てらまち

　　８６８-００５７・熊本県人吉市土手町・どてまち

　　８６８-００４８・熊本県人吉市富ケ尾町・とみがおまち

　　８６８-０００８・熊本県人吉市中青井町・なかあおいまち

　　８６８-００８５・熊本県人吉市中神町・なかがみちよう

　　８６８-００８２・熊本県人吉市中林町・なかはﾞやしまち

　　８６８-００３４・熊本県人吉市七日町・なぬかまち

　　８６８-００４５・熊本県人吉市浪床町・なみとこまち

　　８６８-００７１・熊本県人吉市西間上町・にしあいだかみまち

　　８６８-００７２・熊本県人吉市西間下町・にしあいだしもまち

　　８６８-００６５・熊本県人吉市西大塚町・にしおおつかまち

　　８６８-００３６・熊本県人吉市二日町・にのまち

　　８６８-００５８・熊本県人吉市灰久保町・はいくほﾞまち

　　８６８-００４６・熊本県人吉市原城町・はらのじようまち

　　８６８-００４３・熊本県人吉市東間上町・ひがしあいだかみまち

　　８６８-００４４・熊本県人吉市東間下町・ひがしあいだしもまち

　　８６８-０８２３・熊本県人吉市東漆田町・ひがしうるしだまち

　　８６８-００６４・熊本県人吉市東大塚町・ひがしおおつかまち

　　８６８-００５１・熊本県人吉市麓町・ふもとまち

　　８６８-００１１・熊本県人吉市宝来町・ほうらいまち

　　８６８-００３７・熊本県人吉市南泉田町・みなみいずみだまち

　　８６８-００３１・熊本県人吉市南願成寺町・みなみがんじようじちよう

　　８６８-００５５・熊本県人吉市南町・みなみまち

　　８６８-００６１・熊本県人吉市蓑野町・みののまち

　　８６８-００７５・熊本県人吉市矢黒町・やぐろまち

　　８６８-０８１３・熊本県人吉市矢岳町・やたけまち

　　８６４-００００・熊本県荒尾市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６４-００４１・熊本県荒尾市荒尾・あらお

　　８６４-００２１・熊本県荒尾市一部・いちぶ

　　８６４-００２６・熊本県荒尾市牛水・うしのみず

　　８６４-００５７・熊本県荒尾市大島・おおしま

　　８６４-００５１・熊本県荒尾市大島町・おおしままち

　　８６４-０００５・熊本県荒尾市大平町・おおひらまち

　　８６４-０１６２・熊本県荒尾市金山・かなやま

　　８６４-０１６５・熊本県荒尾市樺・かはﾞ

　　８６４-００１３・熊本県荒尾市上井手・かみいで

　　８６４-００１４・熊本県荒尾市上平山・かみひらやま

　　８６４-００３１・熊本県荒尾市川登（１７７３～１９７９）・かわのほﾞり

　　８６４-００３１・熊本県荒尾市川登（１９８１～２０１０）・かわのほﾞり

　　８６４-００３１・熊本県荒尾市川登（２０５０～２１００）・かわのほﾞり

　　８６４-０１３１・熊本県荒尾市川登（その他）・かわのほﾞり(そのた)

　　８６４-０００４・熊本県荒尾市宮内・くない

　　８６４-０００３・熊本県荒尾市宮内出目・くないでめ

　　８６４-００２７・熊本県荒尾市蔵満・くらみつ

　　８６４-０１６１・熊本県荒尾市菰屋・こもや

　　８６４-００２２・熊本県荒尾市桜山町・さくらやままち

　　８６４-００１１・熊本県荒尾市下井手・しもいで

　　８６４-００５６・熊本県荒尾市昭和町・しようわまち

　　８６４-０００６・熊本県荒尾市住吉町・すみよしまち

　　８６４-００５４・熊本県荒尾市大正町・たいしようまち

　　８６４-００２５・熊本県荒尾市高浜・たかはま

　　８６４-００５３・熊本県荒尾市西原町・にしはﾞるまち

　　８６４-０１６３・熊本県荒尾市野原・のはﾞら

　　８６４-０１６４・熊本県荒尾市八幡台・はちまんだい

　　８６４-０００１・熊本県荒尾市原万田・はらまんだ

　　８６４-００４２・熊本県荒尾市東屋形・ひがしやかた

　　８６４-００５５・熊本県荒尾市日の出町・ひのでまち

　　８６４-００１５・熊本県荒尾市平山・ひらやま

　　８６４-０１６６・熊本県荒尾市府本・ふもと

　　８６４-００１２・熊本県荒尾市本井手・ほんいで

　　８６４-００３２・熊本県荒尾市増永・ますなが

　　８６４-０００２・熊本県荒尾市万田・まんだ

　　８６４-００２３・熊本県荒尾市水野・みずの

　　８６４-００３３・熊本県荒尾市緑ケ丘・みどりがおか



　　８６４-００５２・熊本県荒尾市四ツ山町・よつやままち

　　８６７-００００・熊本県水俣市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６７-００４４・熊本県水俣市旭町・あさひまち

　　８６７-００６３・熊本県水俣市洗切町・あらいきりまち

　　８６７-０１７４・熊本県水俣市石坂川・いしざかがわ

　　８６７-０１７２・熊本県水俣市市渡瀬・いちわたせ

　　８６７-００５６・熊本県水俣市梅戸町・うめどちよう

　　８６７-００３６・熊本県水俣市浦上町・うらがみちよう

　　８６７-００３２・熊本県水俣市江添・えぞえ

　　８６７-００２２・熊本県水俣市江南町・えなんちよう

　　８６７-０２８３・熊本県水俣市大川・おおかわ

　　８６７-０００９・熊本県水俣市大迫・おおさこ

　　８６７-００４２・熊本県水俣市大園町・おおぞのちよう

　　８６７-００５７・熊本県水俣市祇園町・ぎおんちよう

　　８６７-０２８１・熊本県水俣市久木野・くぎの

　　８６７-０１７３・熊本県水俣市葛渡・くずわたり

　　８６７-００６６・熊本県水俣市古賀町・こがまち

　　８６７-０２８４・熊本県水俣市越小場・こしこはﾞ

　　８６７-００１２・熊本県水俣市古城・こじよう

　　８６７-０００１・熊本県水俣市小津奈木・こつなぎ

　　８６７-００６４・熊本県水俣市幸町・さいわいまち

　　８６７-００５９・熊本県水俣市栄町・さかえまち

　　８６７-００４５・熊本県水俣市桜井町・さくらいちよう

　　８６７-０００７・熊本県水俣市桜ケ丘・さくらがおか

　　８６７-００６７・熊本県水俣市塩浜町・しおはまちよう

　　８６７-００５４・熊本県水俣市汐見町・しおみちよう

　　８６７-００５１・熊本県水俣市昭和町・しようわまち

　　８６７-０００６・熊本県水俣市白浜町・しらはまちよう

　　８６７-００１１・熊本県水俣市陣内・じんない

　　８６７-００１６・熊本県水俣市薄原（桜野）・すすはﾞる(さくらの)

　　８６７-００１６・熊本県水俣市薄原（桜野上場）・すすはﾞる(さくらのうわは)

　　８６７-００１６・熊本県水俣市薄原（芦刈赤林）・(あしかりあかはﾞやし)

　　８６７-０１１６・熊本県水俣市薄原（その他）・すすはﾞる(そのた)

　　８６７-００４３・熊本県水俣市大黒町・だいこくちよう

　　８６７-００４８・熊本県水俣市多々良町・たたらちよう

　　８６７-００６２・熊本県水俣市築地・つきじ

　　８６７-００３５・熊本県水俣市月浦・つきのうら

　　８６７-００４１・熊本県水俣市天神町・てんじんちよう

　　８６７-００１４・熊本県水俣市中鶴・なかつﾞる

　　８６７-００３３・熊本県水俣市長崎・ながさき

　　８６７-００２４・熊本県水俣市長野・ながの

　　８６７-００１３・熊本県水俣市長野町・ながのちよう

　　８６７-００２３・熊本県水俣市南福寺・なんふﾟくじ

　　８６７-００５３・熊本県水俣市野口町・のぐちちよう

　　８６７-００３１・熊本県水俣市八ノ窪町・はちのくほﾞちよう

　　８６７-００６１・熊本県水俣市八幡町・はちまんちよう

　　８６７-０００２・熊本県水俣市初野・はつの

　　８６７-０００８・熊本県水俣市浜・はま

　　８６７-００６５・熊本県水俣市浜町・はままち

　　８６７-００６８・熊本県水俣市浜松町・はままつちよう

　　８６７-０００３・熊本県水俣市ひばりケ丘・ひはﾞりがおか

　　８６７-００４９・熊本県水俣市百間町・ひやくけんちよう

　　８６７-００２１・熊本県水俣市平町・ひらまち

　　８６７-００１５・熊本県水俣市深川・ふかがわ

　　８６７-００３４・熊本県水俣市袋・ふくろ

　　８６７-０２８２・熊本県水俣市古里・ふるさと

　　８６７-０１７１・熊本県水俣市宝川内・ほうがわち

　　８６７-０００５・熊本県水俣市牧ノ内・まきのうち

　　８６７-００５８・熊本県水俣市丸島町・まるしまちよう

　　８６７-００４７・熊本県水俣市緑ケ丘・みどりがおか

　　８６７-００５２・熊本県水俣市港町・みなとまち

　　８６７-００５５・熊本県水俣市明神町・みようじんちよう

　　８６７-００４６・熊本県水俣市山手町・やまてちよう

　　８６７-００２５・熊本県水俣市湯出・ゆで

　　８６７-０００４・熊本県水俣市わらび野・わらびの

　　８６５-００００・熊本県玉名市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６５-０００４・熊本県玉名市青木・あおき

　　８６５-００３５・熊本県玉名市青野・あおの

　　８６５-００２６・熊本県玉名市秋丸・あきまる

　　８６５-００１４・熊本県玉名市安楽寺・あんらくじ



　　８６５-００４５・熊本県玉名市伊倉南方・いくらみなみかた

　　８６５-００４１・熊本県玉名市伊倉北方・いくらきたかた

　　８６５-０００８・熊本県玉名市石貫・いしぬき

　　８６５-００１６・熊本県玉名市岩崎・いわさき

　　８６５-００２４・熊本県玉名市永徳寺・えいとくじ

　　８６５-００２３・熊本県玉名市大倉・おおくら

　　８６５-００５５・熊本県玉名市大浜町・おおはままち

　　８６５-００５４・熊本県玉名市小島・おしま

　　８６５-００４８・熊本県玉名市小野尻・おのじり

　　８６５-００４４・熊本県玉名市片諏訪・かたすわ

　　８６５-００１１・熊本県玉名市上小田・かみおだ

　　８６５-００１５・熊本県玉名市亀甲・かめのこう

　　８６５-０００７・熊本県玉名市河崎・かわさき

　　８６５-００４７・熊本県玉名市川島・かわしま

　　８６５-００１７・熊本県玉名市川部田・かわべた

　　８６５-００３２・熊本県玉名市北坂門田・きたさかもんた

　　８６５-００４６・熊本県玉名市北牟田・きたむた

　　８６５-００５７・熊本県玉名市小浜・こはﾞま

　　８６５-００１３・熊本県玉名市下・しも

　　８６５-００１８・熊本県玉名市下小田・しもおだ

　　８６５-００５３・熊本県玉名市千田川原・せんだがわら

　　８６９-０２１３・熊本県玉名市岱明町扇崎・たいめいまちおうぎざき

　　８６９-０２２４・熊本県玉名市岱明町大野下・たいめいまちおおのしも

　　８６９-０２３５・熊本県玉名市岱明町古閑（雲雀丘）・こが(ひはﾞりがおか)

　　８６９-０２３３・熊本県玉名市岱明町古閑（その他）・たいめいまちこが(そのた)

　　８６９-０２３５・熊本県玉名市岱明町西照寺（雲雀丘）・さいしようじ(ひはﾞりがおか)

　　８６９-０２３６・熊本県玉名市岱明町西照寺（その他）・さいしようじ(そのた)

　　８６９-０２１２・熊本県玉名市岱明町下沖洲・たいめいまちしもおきのす

　　８６９-０２２１・熊本県玉名市岱明町下前原・たいめいまちしもまえはら

　　８６９-０２３５・熊本県玉名市岱明町上（雲雀丘）・じよう(ひはﾞりがおか)

　　８６９-０２３２・熊本県玉名市岱明町上（その他）・たいめいまちじよう(そのた)

　　８６９-０２３１・熊本県玉名市岱明町庄山・たいめいまちしようやま

　　８６９-０２０２・熊本県玉名市岱明町高道・たいめいまちたかみち

　　８６９-０２２３・熊本県玉名市岱明町中土・たいめいまちなかど

　　８６９-０２１１・熊本県玉名市岱明町鍋・たいめいまちなべ

　　８６９-０２２２・熊本県玉名市岱明町野口・たいめいまちのぐち

　　８６９-０２０３・熊本県玉名市岱明町浜田・たいめいまちはまだ

　　８６９-０２３８・熊本県玉名市岱明町開田・たいめいまちひらきだ

　　８６９-０２３４・熊本県玉名市岱明町三崎・たいめいまちみさき

　　８６９-０２０１・熊本県玉名市岱明町山下・たいめいまちやました

　　８６５-００２５・熊本県玉名市高瀬・たかせ

　　８６５-００３１・熊本県玉名市田崎・たさき

　　８６５-０００５・熊本県玉名市玉名・たまな

　　８６５-００６５・熊本県玉名市築地・ついじ

　　８６５-０００１・熊本県玉名市月田・つきだ

　　８６５-００２１・熊本県玉名市津留・つる

　　８６５-００２２・熊本県玉名市寺田・てらだ

　　８６１-５４０１・熊本県玉名市天水町小天・てんすいまちおあま

　　８６１-５４０６・熊本県玉名市天水町尾田・てんすいまちおた

　　８６１-５４０４・熊本県玉名市天水町竹崎・てんすいまちたけざき

　　８６１-５４０２・熊本県玉名市天水町立花・てんすいまちたちはﾞな

　　８６１-５４０５・熊本県玉名市天水町野部田・てんすいまちのべた

　　８６１-５４０３・熊本県玉名市天水町部田見・てんすいまちへたみ

　　８６５-００６２・熊本県玉名市富尾・とみのお

　　８６５-００６４・熊本県玉名市中・なか

　　８６５-００６３・熊本県玉名市中尾・なかお

　　８６５-００３３・熊本県玉名市中坂門田・なかさかもんた

　　８６５-００５６・熊本県玉名市滑石・ なめいじ

　　８６５-０００２・熊本県玉名市箱谷・はこだに

　　８６５-００５１・熊本県玉名市繁根木・はねぎ

　　８６５-００５２・熊本県玉名市松木・まつき

　　８６５-０００３・熊本県玉名市溝上・みぞのうえ

　　８６５-０００９・熊本県玉名市三ツ川・みつかわ

　　８６５-００３４・熊本県玉名市南坂門田・みなみさかもんた

　　８６５-００４２・熊本県玉名市宮原・みやはﾞら

　　８６５-００２７・熊本県玉名市向津留・むこうつﾞる

　　８６５-００６６・熊本県玉名市山田・やまだ

　　８６５-００１２・熊本県玉名市山部田・やまべた

　　８６５-００７１・熊本県玉名市横島町大園・よこしままちおおぞの

　　８６５-００７３・熊本県玉名市横島町共栄・よこしままちきようえい



　　８６５-００７２・熊本県玉名市横島町横島・よこしままちよこしま

　　８６５-００４３・熊本県玉名市横田・よこた

　　８６５-００６１・熊本県玉名市立願寺・りゆうがんじ

　　８６５-０００６・熊本県玉名市両迫間・りようはざま

　　８６５-００５８・熊本県玉名市六田・ろくた

　　８６１-０５００・熊本県山鹿市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-０５４７・熊本県山鹿市麻生野・あぞの

　　８６１-０５５３・熊本県山鹿市石・ いじ

　　８６１-０５１２・熊本県山鹿市泉町・いずみまち

　　８６１-０５１７・熊本県山鹿市大橋通・おおはしどおり

　　８６１-０５２１・熊本県山鹿市小坂・おさか

　　８６１-０５４３・熊本県山鹿市小原・おはﾞる

　　８６１-０５５５・熊本県山鹿市小群・おむれ

　　８６１-０５６５・熊本県山鹿市鹿央町合里・かおうまちあいざと

　　８６１-０５６１・熊本県山鹿市鹿央町岩原・かおうまちいわはﾞる

　　８６１-０５７４・熊本県山鹿市鹿央町梅木谷・かおうまちうめのきだに

　　８６１-０５７６・熊本県山鹿市鹿央町大浦・かおうまちおおうら

　　８６１-０５７１・熊本県山鹿市鹿央町北谷・かおうまちきただに

　　８６１-０５７３・熊本県山鹿市鹿央町霜野・かおうまちしもの

　　８６１-０５６３・熊本県山鹿市鹿央町千田・かおうまちちだ

　　８６１-０５７５・熊本県山鹿市鹿央町中浦・かおうまちちゆうのうら

　　８６１-０５７２・熊本県山鹿市鹿央町仁王堂・かおうまちにおうどう

　　８６１-０５６４・熊本県山鹿市鹿央町広・かおうまちひろ

　　８６１-０５６２・熊本県山鹿市鹿央町持松・かおうまちもちまつ

　　８６１-０５３２・熊本県山鹿市鹿校通・かこうとおり

　　８６１-０３８２・熊本県山鹿市方保田・かとうだ

　　８６１-０６０２・熊本県山鹿市鹿北町芋生・かほくまちいもう

　　８６１-０６０３・熊本県山鹿市鹿北町岩野・かほくまちいわの

　　８６１-０６０４・熊本県山鹿市鹿北町椎持・かほくまちしいもち

　　８６１-０６０１・熊本県山鹿市鹿北町四丁・かほくまちしちよう

　　８６１-０６０５・熊本県山鹿市鹿北町多久・かほくまちたく

　　８６１-０５２４・熊本県山鹿市上吉田・かみよしだ

　　８６１-０５２３・熊本県山鹿市蒲生・かもう

　　８６１-０３１１・熊本県山鹿市鹿本町石渕・かもとまちいしぶち

　　８６１-０３１５・熊本県山鹿市鹿本町小嶋・かもとまちおしま

　　８６１-０３１２・熊本県山鹿市鹿本町梶屋・かもとまちかじや

　　８６１-０３３１・熊本県山鹿市鹿本町来民・かもとまちくたみ

　　８６１-０３２４・熊本県山鹿市鹿本町小柳・かもとまちこやなぎ

　　８６１-０３１６・熊本県山鹿市鹿本町下高橋・ かもとまちしもたかはじ

　　８６１-０３２３・熊本県山鹿市鹿本町下分田・かもとまちしもぶんだ

　　８６１-０３０１・熊本県山鹿市鹿本町庄・かもとまちしよう

　　８６１-０３０３・熊本県山鹿市鹿本町高橋・ かもとまちたかはじ

　　８６１-０３０２・熊本県山鹿市鹿本町津袋・かもとまちつぶくろ

　　８６１-０３１４・熊本県山鹿市鹿本町中川・かもとまちなかがわ

　　８６１-０３１３・熊本県山鹿市鹿本町中富・かもとまちなかどみ

　　８６１-０３２２・熊本県山鹿市鹿本町中分田・かもとまちなかぶんだ

　　８６１-０３２１・熊本県山鹿市鹿本町分田・かもとまちぶんだ

　　８６１-０３０４・熊本県山鹿市鹿本町御宇田・かもとまちみうた

　　８６１-０５１９・熊本県山鹿市川端町・かわはﾞたまち

　　８６１-０４１２・熊本県山鹿市菊鹿町相良・きくかまちあいら

　　８６１-０４２１・熊本県山鹿市菊鹿町阿佐古・きくかまちあさご

　　８６１-０４２３・熊本県山鹿市菊鹿町池永・きくかまちいけなが

　　８６１-０４０２・熊本県山鹿市菊鹿町太田・きくかまちおおだ

　　８６１-０４１４・熊本県山鹿市菊鹿町上内田・きくかまちかみうちだ

　　８６１-０４０４・熊本県山鹿市菊鹿町上永野・きくかまちかみながの

　　８６１-０４２６・熊本県山鹿市菊鹿町木野・きくかまちきの

　　８６１-０４０３・熊本県山鹿市菊鹿町五郎丸・きくかまちごろうまる

　　８６１-０４０６・熊本県山鹿市菊鹿町下内田・きくかまちしもうちだ

　　８６１-０４０５・熊本県山鹿市菊鹿町下永野・きくかまちしもながの

　　８６１-０４０１・熊本県山鹿市菊鹿町長・きくかまちなが

　　８６１-０４２４・熊本県山鹿市菊鹿町松尾・きくかまちまつお

　　８６１-０４２２・熊本県山鹿市菊鹿町宮原・きくかまちみやのはる

　　８６１-０４１３・熊本県山鹿市菊鹿町矢谷・きくかまちやたに

　　８６１-０４１１・熊本県山鹿市菊鹿町山内・きくかまちやまうち

　　８６１-０４２５・熊本県山鹿市菊鹿町米原・きくかまちよなはﾞる

　　８６１-０５２２・熊本県山鹿市久原・くはﾞる

　　８６１-０５１１・熊本県山鹿市熊入町・くまいりまち

　　８６１-０５３３・熊本県山鹿市古閑・こが

　　８６１-０５４６・熊本県山鹿市坂田・さかだ

　　８６１-０５４２・熊本県山鹿市志々岐・しじき



　　８６１-０５２６・熊本県山鹿市下吉田・しもよしだ

　　８６１-０５５４・熊本県山鹿市城・じよう

　　８６１-０５１５・熊本県山鹿市昭和町・しようわまち

　　８６１-０５１４・熊本県山鹿市新町・しんまち

　　８６１-０５５２・熊本県山鹿市杉・すぎ

　　８６１-０５１６・熊本県山鹿市中央通・ちゆうおうどおり

　　８６１-０５４８・熊本県山鹿市椿井・つはﾞい

　　８６１-０５５１・熊本県山鹿市津留・つる

　　８６１-０５２７・熊本県山鹿市寺島・てらじま

　　８６１-０５３１・熊本県山鹿市中・なか

　　８６１-０５３４・熊本県山鹿市長坂・ながさか

　　８６１-０５２５・熊本県山鹿市名塚・なつﾞか

　　８６１-０５４１・熊本県山鹿市鍋田・なべた

　　８６１-０５４５・熊本県山鹿市西牧・にしまき

　　８６１-０５５６・熊本県山鹿市平山・ひらやま

　　８６１-０３８１・熊本県山鹿市藤井・ふじい

　　８６１-０５４４・熊本県山鹿市保多田・ほだた

　　８６１-０５３５・熊本県山鹿市南島・みなみじま

　　８６１-０５１３・熊本県山鹿市宗方・むなかた

　　８６１-０５１８・熊本県山鹿市宗方通・むなかたどおり

　　８６１-０５０１・熊本県山鹿市山鹿・やまが

　　８６１-１３００・熊本県菊池市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-１３１１・熊本県菊池市赤星・ あかほじ

　　８６１-１６８６・熊本県菊池市市野瀬・いちのせ

　　８６１-１３１３・熊本県菊池市出田・いでた

　　８６１-１３０３・熊本県菊池市今・いま

　　８６１-１６８３・熊本県菊池市大平・おおひら

　　８６１-１６７３・熊本県菊池市小木・おぎ

　　８６１-１３０７・熊本県菊池市片角・かたかく

　　８６１-１３１５・熊本県菊池市木柑子・きこうじ

　　８６１-１３０５・熊本県菊池市北宮・きたみや

　　８６１-１３２６・熊本県菊池市木野・きの

　　８６９-１２０６・熊本県菊池市旭志伊坂・きよくしいさか

　　８６９-１２０８・熊本県菊池市旭志伊萩・きよくしいはぎ

　　８６９-１２０３・熊本県菊池市旭志尾足・きよくしおたる

　　８６９-１２０４・熊本県菊池市旭志小原・きよくしおはﾞる

　　８６９-１２０５・熊本県菊池市旭志川辺・きよくしかわべ

　　８６９-１２０７・熊本県菊池市旭志新明・きよくししんめい

　　８６９-１２０２・熊本県菊池市旭志麓・きよくしふもと

　　８６９-１２０１・熊本県菊池市旭志弁利・きよくしべんり

　　８６１-１３２２・熊本県菊池市玉祥寺・ぎよくしようじ

　　８６１-１３２５・熊本県菊池市袈裟尾・けさお

　　８６１-１３０１・熊本県菊池市木庭・こはﾞ

　　８６１-１６８２・熊本県菊池市重味・しげみ

　　８６１-１２１１・熊本県菊池市泗水町亀尾・しすいまちかめお

　　８６１-１２０３・熊本県菊池市泗水町住吉・ しすいまちすみよじ

　　８６１-１２１４・熊本県菊池市泗水町田島・しすいまちたしま

　　８６１-１２０２・熊本県菊池市泗水町富納・しすいまちとみのう

　　８６１-１２１２・熊本県菊池市泗水町豊水・しすいまちとよみず

　　８６１-１２０４・熊本県菊池市泗水町永・しすいまちなが

　　８６１-１２０５・熊本県菊池市泗水町福本・しすいまちふくもと

　　８６１-１２１３・熊本県菊池市泗水町南田島・しすいまちみなみたしま

　　８６１-１２０１・熊本県菊池市泗水町吉富・しすいまちよしとみ

　　８６１-１３６３・熊本県菊池市七城町荒牧・しちじようまちあらまき

　　８６１-１３６５・熊本県菊池市七城町台・しちじようまちうてな

　　８６１-１３６８・熊本県菊池市七城町岡田・しちじようまちおかだ

　　８６１-１３４５・熊本県菊池市七城町小野崎・しちじようまちおのざき

　　８６１-１３５６・熊本県菊池市七城町加恵・しちじようまちかえ

　　８６１-１３４２・熊本県菊池市七城町亀尾・しちじようまちかめお

　　８６１-１３４１・熊本県菊池市七城町清水・しちじようまちきよみず

　　８６１-１３５３・熊本県菊池市七城町甲佐町・しちじようまちこうさまち

　　８６１-１３５４・熊本県菊池市七城町菰入・しちじようまちこもいり

　　８６１-１３５２・熊本県菊池市七城町新古閑・しちじようまちしんこが

　　８６１-１３５１・熊本県菊池市七城町砂田・しちじようまちすなだ

　　８６１-１３６６・熊本県菊池市七城町瀬戸口・しちじようまちせとぐち

　　８６１-１３４４・熊本県菊池市七城町蘇崎・しちじようまちそさき

　　８６１-１３５５・熊本県菊池市七城町高島・しちじようまちたかじま

　　８６１-１３５７・熊本県菊池市七城町高田・しちじようまちたかた

　　８６１-１３６７・熊本県菊池市七城町流川・しちじようまちながれかわ

　　８６１-１３４６・熊本県菊池市七城町橋田・しちじようまちはした



　　８６１-１３４３・熊本県菊池市七城町林原・しちじようまちはやしはﾞる

　　８６１-１３６４・熊本県菊池市七城町辺田・しちじようまちへた

　　８６１-１３６１・熊本県菊池市七城町水次・しちじようまちみつぎ

　　８６１-１３６２・熊本県菊池市七城町山崎・しちじようまちやまさき

　　８６１-１４４２・熊本県菊池市四町分・しちようぶん

　　８６１-１３０２・熊本県菊池市下河原・しもかわはる

　　８６１-１３０６・熊本県菊池市大琳寺・だいりんじ

　　８６１-１６８４・熊本県菊池市豊間・とよま

　　８６１-１３１６・熊本県菊池市長田・ながた

　　８６１-１３２３・熊本県菊池市西寺・にしでら

　　８６１-１６８５・熊本県菊池市西迫間・にしはざま

　　８６１-１３２４・熊本県菊池市野間口・のまぐち

　　８６１-１４４１・熊本県菊池市原・はる

　　８６１-１６７１・熊本県菊池市班蛇口・はんじやく

　　８６１-１３２１・熊本県菊池市稗方・ひえがた

　　８６１-１３１４・熊本県菊池市広瀬・ひろせ

　　８６１-１３０４・熊本県菊池市深川・ふかがわ

　　８６１-１３０９・熊本県菊池市藤田・ふじた

　　８６１-１３１７・熊本県菊池市村田・むらだ

　　８６１-１３１２・熊本県菊池市森北・もりきた

　　８６１-１６８１・熊本県菊池市雪野・ゆきの

　　８６１-１６７２・熊本県菊池市龍門・りゆうもん

　　８６１-１３３１・熊本県菊池市隈府・わいふ

　　８６１-１３０８・熊本県菊池市亘・わたる

　　８６９-０４００・熊本県宇土市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-３１７５・熊本県宇土市赤瀬町・あかせまち

　　８６９-０４３２・熊本県宇土市旭町・あさひまち

　　８６９-０４６５・熊本県宇土市網引町・あびきまち

　　８６９-０４６１・熊本県宇土市網津町・あみつﾞまち

　　８６９-０４４１・熊本県宇土市石小路町・いしこうじまち

　　８６９-０４５６・熊本県宇土市石橋町・いしはﾞしまち

　　８６９-０４３５・熊本県宇土市一里木町・いちりぎまち

　　８６９-０４２３・熊本県宇土市伊無田町・いむたまち

　　８６９-０４２２・熊本県宇土市入地町・いりちまち

　　８６９-０４１２・熊本県宇土市岩古曽町・いわこそまち

　　８６９-０４０５・熊本県宇土市馬之瀬町・うまのせまち

　　８６９-０４４５・熊本県宇土市浦田町・うらたまち

　　８６９-０４６４・熊本県宇土市恵塚町・えつﾞかまち

　　８６９-３１７２・熊本県宇土市上網田町・かみおうだまち

　　８６９-０４５１・熊本県宇土市北段原町・きただんはﾞらまち

　　８６９-０４２５・熊本県宇土市栗崎町・くりざきまち

　　８６９-０４２６・熊本県宇土市神合町・こうあいまち

　　８６９-０４１５・熊本県宇土市古保里町・こおざとまち

　　８６９-０４５４・熊本県宇土市古城町・こじようまち

　　８６９-０４１７・熊本県宇土市境目町・さかいめまち

　　８６９-０４５３・熊本県宇土市栄町・さかえまち

　　８６９-０４０２・熊本県宇土市笹原町・ささわらまち

　　８６９-０４０６・熊本県宇土市三拾町・さじつちよう

　　８６９-３１７３・熊本県宇土市下網田町・しもおうだまち

　　８６９-０４６２・熊本県宇土市城塚町・じようつかまち

　　８６９-０４４２・熊本県宇土市城之浦町・じようのうらまち

　　８６９-０４３６・熊本県宇土市定府町・じようふまち

　　８６９-０４０３・熊本県宇土市新開町・しんがいまち

　　８６９-０４３３・熊本県宇土市新小路町・しんこうじまち

　　８６９-０４４４・熊本県宇土市新町・しんまち

　　８６９-０４１９・熊本県宇土市新松原町・しんまつわらまち

　　８６９-０４２４・熊本県宇土市神馬町・しんめまち

　　８６９-０４０１・熊本県宇土市住吉町・すみよしまち

　　８６９-０４１８・熊本県宇土市善道寺町・ぜんどうじまち

　　８６９-０４４３・熊本県宇土市船場町・せんはﾞまち

　　８６９-０４５２・熊本県宇土市高柳町・たかやなぎまち

　　８６９-０４１４・熊本県宇土市立岡町・たちおかまち

　　８６９-０４０８・熊本県宇土市築籠町・ついごめまち

　　８６９-０４５５・熊本県宇土市椿原町・つはﾞわらまち

　　８６９-３１７４・熊本県宇土市戸口町・とぐちまち

　　８６９-３１７１・熊本県宇土市長浜町・ながはままち

　　８６９-０４６３・熊本県宇土市野鶴町・のつﾞるまち

　　８６９-０４０４・熊本県宇土市走潟町・はしりがたまち

　　８６９-０４１０・熊本県宇土市花園台町・はなぞのだいまち

　　８６９-０４１３・熊本県宇土市花園町・はなぞのまち



　　８６９-０４３１・熊本県宇土市本町・ほんまち

　　８６９-０４０７・熊本県宇土市松原町・まつわらまち

　　８６９-０４１６・熊本県宇土市松山町・まつやままち

　　８６９-０４１１・熊本県宇土市水町・みずまち

　　８６９-０４２１・熊本県宇土市南段原町・みなみだんはﾞらまち

　　８６９-０４５７・熊本県宇土市宮庄町・みやのしようまち

　　８６９-０４３４・熊本県宇土市門内町・もんないまち

　　８６９-３６００・熊本県上天草市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-３６０４・熊本県上天草市大矢野町維和・おおやのまちいわ

　　８６９-３６０２・熊本県上天草市大矢野町上・おおやのまちかみ

　　８６９-３６０３・熊本県上天草市大矢野町中・おおやのまちなか

　　８６９-３６０１・熊本県上天草市大矢野町登立・おおやのまちのほﾞりたて

　　８６９-３７１１・熊本県上天草市大矢野町湯島・おおやのまちゆしま

　　８６６-０１０１・熊本県上天草市姫戸町姫浦・ひめどまちひめうら

　　８６６-０１０２・熊本県上天草市姫戸町二間戸・ひめどまちふたまど

　　８６１-６１０２・熊本県上天草市松島町合津・まつしままちあいつ

　　８６１-６１０１・熊本県上天草市松島町阿村・まつしままちあむら

　　８６１-６１０３・熊本県上天草市松島町今泉・まつしままちいまいずみ

　　８６１-６１０４・熊本県上天草市松島町内野河内・まつしままちうちのかわうち

　　８６１-６１０５・熊本県上天草市松島町教良木・まつしままちきようらぎ

　　８６６-０２０１・熊本県上天草市龍ケ岳町大道・りゆうがたけまちおおどう

　　８６６-０２０２・熊本県上天草市龍ケ岳町高戸・りゆうがたけまちたかど

　　８６６-０２０３・熊本県上天草市龍ケ岳町樋島・りゆうがたけまちひのしま

　　８６９-０５００・熊本県宇城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-０６２４・熊本県宇城市小川町江頭・おがわまちえがしら

　　８６９-０６２１・熊本県宇城市小川町小川・おがわまちおがわ

　　８６９-０６２３・熊本県宇城市小川町川尻・おがわまちかわじり

　　８６９-０６０１・熊本県宇城市小川町北小野・おがわまちきたおの

　　８６９-０６１６・熊本県宇城市小川町北海東・おがわまちきたかいとう

　　８６９-０６３１・熊本県宇城市小川町北新田・おがわまちきたしんでん

　　８６９-０６０４・熊本県宇城市小川町北部田・おがわまちきたべた

　　８６９-０６０６・熊本県宇城市小川町河江・おがわまちごうのえ

　　８６９-０６３５・熊本県宇城市小川町不知火・おがわまちしらぬい

　　８６９-０６３３・熊本県宇城市小川町新田・おがわまちしんでん

　　８６９-０６３６・熊本県宇城市小川町新田出・おがわまちしんでんで

　　８６９-０６３４・熊本県宇城市小川町住吉・ おがわまちすみよじ

　　８６９-０６０２・熊本県宇城市小川町中小野・おがわまちなかおの

　　８６９-０６１５・熊本県宇城市小川町西海東・おがわまちにしかいとう

　　８６９-０６２２・熊本県宇城市小川町西北小川・おがわまちにしきたおがわ

　　８６９-０６１３・熊本県宇城市小川町東小川・おがわまちひがしおがわ

　　８６９-０６１１・熊本県宇城市小川町東海東・おがわまちひがしかいとう

　　８６９-０６１４・熊本県宇城市小川町南小川・おがわまちみなみおがわ

　　８６９-０６０３・熊本県宇城市小川町南小野・おがわまちみなみおの

　　８６９-０６１２・熊本県宇城市小川町南海東・おがわまちみなみかいとう

　　８６９-０６３２・熊本県宇城市小川町南新田・おがわまちみなみしんでん

　　８６９-０６０５・熊本県宇城市小川町南部田・おがわまちみなみべた

　　８６９-０５６３・熊本県宇城市不知火町浦上・しらぬひまちうらがみ

　　８６９-３４７１・熊本県宇城市不知火町永尾・しらぬひまちえいのお

　　８６９-３４７３・熊本県宇城市不知火町大見・しらぬひまちおおみ

　　８６９-０５５４・熊本県宇城市不知火町柏原・しらぬひまちかしわはら

　　８６９-０５６１・熊本県宇城市不知火町亀松・しらぬひまちかめまつ

　　８６９-０５５２・熊本県宇城市不知火町高良・しらぬひまちこうら

　　８６９-０５５３・熊本県宇城市不知火町小曽部・しらぬひまちこそぶ

　　８６９-０５５１・熊本県宇城市不知火町御領・しらぬひまちごりよう

　　８６９-０５６２・熊本県宇城市不知火町長崎・しらぬひまちながさき

　　８６９-３４７２・熊本県宇城市不知火町松合・しらぬひまちまつあい

　　８６１-４３０１・熊本県宇城市豊野町糸石・ とよのまちいといじ

　　８６１-４３０３・熊本県宇城市豊野町上郷・とよのまちかみごう

　　８６１-４３０４・熊本県宇城市豊野町下郷・とよのまちしもごう

　　８６１-４３０７・熊本県宇城市豊野町巣林・ とよのまちすはﾞやじ

　　８６１-４３０２・熊本県宇城市豊野町中間・とよのまちなかま

　　８６１-４３０６・熊本県宇城市豊野町安見・とよのまちやすみ

　　８６１-４３０５・熊本県宇城市豊野町山崎・とよのまちやまさき

　　８６９-０５４４・熊本県宇城市松橋町浅川・まつはﾞせまちあさかわ

　　８６９-０５２２・熊本県宇城市松橋町内田・まつはﾞせまちうちだ

　　８６９-０５２１・熊本県宇城市松橋町浦川内・まつはﾞせまちうらかわち

　　８６９-０５３１・熊本県宇城市松橋町大野・まつはﾞせまちおおの

　　８６９-０５０３・熊本県宇城市松橋町きらら・まつはﾞせまちきらら

　　８６９-０５３２・熊本県宇城市松橋町久具・まつはﾞせまちくぐ

　　８６９-０５１２・熊本県宇城市松橋町古保山・まつはﾞせまちこおやま



　　８６９-０５４５・熊本県宇城市松橋町砂川・まつはﾞせまちすながわ

　　８６９-０５２３・熊本県宇城市松橋町竹崎・まつはﾞせまちたけざき

　　８６９-０５４２・熊本県宇城市松橋町豊崎・まつはﾞせまちとよざき

　　８６９-０５２４・熊本県宇城市松橋町豊福・まつはﾞせまちとよふく

　　８６９-０５３４・熊本県宇城市松橋町西下郷・まつはﾞせまちにししもごう

　　８６９-０５１３・熊本県宇城市松橋町萩尾・まつはﾞせまちはぎお

　　８６９-０５４１・熊本県宇城市松橋町東松崎・まつはﾞせまちひがしまつざき

　　８６９-０５１１・熊本県宇城市松橋町曲野・まつはﾞせまちまがの

　　８６９-０５０２・熊本県宇城市松橋町松橋・まつはﾞせまちまつはﾞせ

　　８６９-０５０１・熊本県宇城市松橋町松山・まつはﾞせまちまつやま

　　８６９-０５４３・熊本県宇城市松橋町南豊崎・まつはﾞせまちみなみとよざき

　　８６９-０５４６・熊本県宇城市松橋町御船・まつはﾞせまちみふね

　　８６９-０５３３・熊本県宇城市松橋町両仲間・まつはﾞせまちりようなかま

　　８６９-３４１１・熊本県宇城市三角町大口・みすみまちおおくち

　　８６９-３２０１・熊本県宇城市三角町大田尾・みすみまちおおたお

　　８６９-３２０２・熊本県宇城市三角町郡浦・みすみまちこおのうら

　　８６９-３４１３・熊本県宇城市三角町里浦・みすみまちさとのうら

　　８６９-３４１２・熊本県宇城市三角町手場・みすみまちてはﾞ

　　８６９-３２０３・熊本県宇城市三角町戸馳・みすみまちとはﾞせ

　　８６９-３２０４・熊本県宇城市三角町中村・みすみまちなかむら

　　８６９-３２０５・熊本県宇城市三角町波多・みすみまちはた

　　８６９-３２０６・熊本県宇城市三角町前越・ みすみまちまえごじ

　　８６９-３２０７・熊本県宇城市三角町三角浦・みすみまちみすみうら

　　８６９-２６００・熊本県阿蘇市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-２２３２・熊本県阿蘇市赤水・あかみず

　　８６９-２２３６・熊本県阿蘇市跡ケ瀬・あとがせ

　　８６９-２６２１・熊本県阿蘇市一の宮町荻の草・いちのみやまちおぎのくさ

　　８６９-２６０３・熊本県阿蘇市一の宮町北坂梨・ いちのみやまちきたさかなじ

　　８６９-２６１１・熊本県阿蘇市一の宮町坂梨・ いちのみやまちさかなじ

　　８６９-２６０２・熊本県阿蘇市一の宮町三野・いちのみやまちさんの

　　８６９-２６０１・熊本県阿蘇市一の宮町手野・いちのみやまちての

　　８６９-２６０４・熊本県阿蘇市一の宮町中坂梨・ いちのみやまちなかさかなじ

　　８６９-２６１３・熊本県阿蘇市一の宮町中通・いちのみやまちなかどおり

　　８６９-２６１２・熊本県阿蘇市一の宮町宮地・いちのみやまちみやじ

　　８６９-２３１５・熊本県阿蘇市今町・いままち

　　８６９-２３０１・熊本県阿蘇市内牧・うちのまき

　　８６９-２３１２・熊本県阿蘇市小倉・おくら

　　８６９-２３０７・熊本県阿蘇市小里・おざと

　　８６９-２２２６・熊本県阿蘇市乙姫・おとひめ

　　８６９-２３１４・熊本県阿蘇市小野田・おのだ

　　８６９-２２３５・熊本県阿蘇市狩尾・かりお

　　８６９-２２２４・熊本県阿蘇市蔵原・くらはﾞる

　　８６９-２２３４・熊本県阿蘇市車帰・くるまがえり

　　８６９-２２２５・熊本県阿蘇市黒川・くろかわ

　　８６９-２３１６・熊本県阿蘇市黒流町・くろながれまち

　　８６９-２３１１・熊本県阿蘇市小池・こうじ

　　８６９-２２２３・熊本県阿蘇市竹原・たかわら

　　８６９-２２３１・熊本県阿蘇市永草・ながくさ

　　８６９-２８０３・熊本県阿蘇市波野赤仁田・なみのあかにた

　　８６９-２８０２・熊本県阿蘇市波野小園・なみのおぞの

　　８６９-２８０１・熊本県阿蘇市波野小地野・なみのしようちの

　　８６９-２８０７・熊本県阿蘇市波野新波野・なみのしんなみの

　　８６９-２８０４・熊本県阿蘇市波野滝水・なみのたきみず

　　８６９-２８０５・熊本県阿蘇市波野中江・なみのなかえ

　　８６９-２８０６・熊本県阿蘇市波野波野・なみのなみの

　　８６９-２３０３・熊本県阿蘇市西小園・にしこぞの

　　８６９-２２２２・熊本県阿蘇市西町・にしまち

　　８６９-２３０４・熊本県阿蘇市西湯浦・にしゆのうら

　　８６９-２２３７・熊本県阿蘇市的石・ まといじ

　　８６９-２３０２・熊本県阿蘇市三久保・みくほﾞ

　　８６９-２３０６・熊本県阿蘇市南宮原・みなみみやはﾞる

　　８６９-２２３３・熊本県阿蘇市無田・むた

　　８６９-２２２１・熊本県阿蘇市役犬原・やくいんはﾞる

　　８６９-２４１３・熊本県阿蘇市山田（蔵床）・やまだ(くらとこ)

　　８６９-２４１３・熊本県阿蘇市山田（橋台）・やまだ(はしだい)

　　８６９-２４１３・熊本県阿蘇市山田（茗ケ原）・やまだ(みようがはら)

　　８６９-２３１３・熊本県阿蘇市山田（その他）・やまだ(そのた)

　　８６９-２３０５・熊本県阿蘇市湯浦・ゆのうら

　　８６３-００００・熊本県天草市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６３-２１７２・熊本県天草市旭町・あさひまち



　　８６３-２８０１・熊本県天草市天草町大江・あまくさまちおおえ

　　８６３-２８０１・熊本県天草市天草町大江軍浦・あまくさまちおおえいくさがうら

　　８６３-１４０１・熊本県天草市天草町大江向・あまくさまちおおえむこう

　　８６３-２８０３・熊本県天草市天草町下田北・あまくさまちしもだきた

　　８６３-２８０２・熊本県天草市天草町下田南・あまくさまちしもだみなみ

　　８６３-１２０５・熊本県天草市天草町高浜北（４００１－２３）・あまくさまちたかはまきた

　　８６３-１２０５・熊本県天草市天草町高浜北（４１３５)・あまくさまちたかはまきた

　　８６３-２８０５・熊本県天草市天草町高浜北（その他）・あまくさまちたかはまきた(そのた)

　　８６３-２８０４・熊本県天草市天草町高浜南・あまくさまちたかはまみなみ

　　８６３-２８０６・熊本県天草市天草町福連木・あまくさまちふくれぎ

　　８６１-７２０１・熊本県天草市有明町赤崎・ありあけまちあかさき

　　８６１-７２０３・熊本県天草市有明町大浦・ありあけまちおおうら

　　８６１-７３１４・熊本県天草市有明町大島子・ありあけまちおおしまご

　　８６１-７２０４・熊本県天草市有明町楠甫・ありあけまちくすほﾞ

　　８６１-７３１１・熊本県天草市有明町上津浦・ありあけまちこうつうら

　　８６１-７３１３・熊本県天草市有明町小島子・ありあけまちこしまご

　　８６１-７３１２・熊本県天草市有明町下津浦・ありあけまちしもつうら

　　８６１-７２０２・熊本県天草市有明町須子・ありあけまちすじ

　　８６３-２３３１・熊本県天草市五和町鬼池・いつわまちおにいけ

　　８６３-２２０１・熊本県天草市五和町御領・いつわまちごりよう

　　８６３-２１１４・熊本県天草市五和町城河原・いつわまちじようがわら

　　８６３-２４２４・熊本県天草市五和町手野・いつわまちての

　　８６３-２４２１・熊本県天草市五和町二江・いつわまちふたえ

　　８６３-００１３・熊本県天草市今釜新町・いまがましんまち

　　８６３-００１２・熊本県天草市今釜町・いまがままち

　　８６３-１９０１・熊本県天草市牛深町・うしぶかまち

　　８６３-００３２・熊本県天草市太田町・おおたまち

　　８６３-００１５・熊本県天草市大浜町・おおはままち

　　８６３-１７２１・熊本県天草市魚貫町・おにきまち

　　８６３-００４３・熊本県天草市亀場町亀川・かめはﾞまちかめがわ

　　８６３-００４６・熊本県天草市亀場町食場・かめはﾞまちじきはﾞ

　　８６３-１２０１・熊本県天草市河浦町今田・かわうらまちいまだ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９３３）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９３９）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９４５）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９５５－４）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９６０）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９７０）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９７４）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９７６）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９８３）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９８８－３）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（１９９０－５）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（２００３）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１４０３・熊本県天草市河浦町今富（２０５１）・かわうらまちいまとみ

　　８６３-１２０３・熊本県天草市河浦町今富（その他）・かわうらまちいまとみ(そのた)

　　８６３-１２０２・熊本県天草市河浦町河浦・かわうらまちかわうら

　　８６３-１４０４・熊本県天草市河浦町崎津（１６４４）・かわうらまちさきつ

　　８６３-１４０４・熊本県天草市河浦町崎津（１６４７－１）・かわうらまちさきつ

　　８６３-１４０４・熊本県天草市河浦町崎津（１６５９）・かわうらまちさきつ

　　８６３-１２０４・熊本県天草市河浦町崎津（その他）・かわうらまちさきつ(そのた)

　　８６３-１２１５・熊本県天草市河浦町白木河内・かわうらまちしらきかわち

　　８６３-１２１６・熊本県天草市河浦町新合・かわうらまちしんごう

　　８６３-１２１１・熊本県天草市河浦町立原・かわうらまちたちはら

　　８６３-１２１４・熊本県天草市河浦町久留・かわうらまちひさどめ

　　８６３-１２１２・熊本県天草市河浦町宮野河内・かわうらまちみやのかわち

　　８６３-１２１３・熊本県天草市河浦町路木・かわうらまちろぎ

　　８６３-００３６・熊本県天草市川原新町・かわらしんまち

　　８６３-００２４・熊本県天草市川原町・かわらまち

　　８６３-００１１・熊本県天草市北浜町・きたはままち

　　８６３-００４９・熊本県天草市北原町・きたはらまち

　　８６３-００４４・熊本県天草市楠浦町・くすうらまち

　　８６３-１９０２・熊本県天草市久玉町・くたままち

　　８６１-６４０１・熊本県天草市倉岳町浦・くらたけまちうら

　　８６１-６４０２・熊本県天草市倉岳町棚底・くらたけまちたなそこ

　　８６１-６４０３・熊本県天草市倉岳町宮田・くらたけまちみやだ

　　８６６-０３１３・熊本県天草市御所浦町御所浦・ごしようらまちごしようら

　　８６６-０３３４・熊本県天草市御所浦町牧島・ごしようらまちまきしま

　　８６６-０３０３・熊本県天草市御所浦町横浦・ごしようらまちよこうら

　　８６３-００１９・熊本県天草市小松原町・こまつはﾞらまち



　　８６３-２１７１・熊本県天草市佐伊津町・さいつまち

　　８６３-００２２・熊本県天草市栄町・さかえまち

　　８６３-００４１・熊本県天草市志柿町・しかきまち

　　８６１-６５５１・熊本県天草市下浦町・しもうらまち

　　８６３-００１６・熊本県天草市城下町・じようかまち

　　８６３-００３４・熊本県天草市浄南町・じようなんまち

　　８６３-１１１１・熊本県天草市新和町碇石・ しんわまちいかりいじ

　　８６３-０１０２・熊本県天草市新和町大多尾・しんわまちおおたお

　　８６３-０１０３・熊本県天草市新和町大宮地・しんわまちおおみやじ

　　８６３-０１０１・熊本県天草市新和町小宮地・しんわまちこみやじ

　　８６３-１１１２・熊本県天草市新和町中田・しんわまちなかだ

　　８６１-６３０１・熊本県天草市栖本町打田・すもとまちうちだ

　　８６１-６３０２・熊本県天草市栖本町河内・すもとまちかわち

　　８６１-６３０３・熊本県天草市栖本町馬場・すもとまちはﾞはﾞ

　　８６１-６３０４・熊本県天草市栖本町古江・すもとまちふるえ

　　８６１-６３０５・熊本県天草市栖本町湯船原・すもとまちゆふねはら

　　８６３-００３７・熊本県天草市諏訪町・すわまち

　　８６３-００４２・熊本県天草市瀬戸町・せどまち

　　８６３-００２３・熊本県天草市中央新町・ちゆうおうしんまち

　　８６３-００４８・熊本県天草市中村町・なかむらまち

　　８６３-００４５・熊本県天草市枦宇土町・はじうとまち

　　８６３-００４７・熊本県天草市八幡町・はちまんまち

　　８６３-００１８・熊本県天草市浜崎町・はまさきまち

　　８６３-００１４・熊本県天草市東浜町・ひがしはままち

　　８６３-００３３・熊本県天草市東町・ひがしまち

　　８６３-１５１１・熊本県天草市深海町・ふかみまち

　　８６３-１４３２・熊本県天草市二浦町亀浦・ふたうらまちかめうら

　　８６３-１４３１・熊本県天草市二浦町早浦・ふたうらまちはやうら

　　８６３-００１７・熊本県天草市船之尾町・ふねのおまち

　　８６３-００２５・熊本県天草市古川町・ふるかわまち

　　８６３-０００１・熊本県天草市本渡町広瀬・ほんどまちひろせ

　　８６３-０００３・熊本県天草市本渡町本渡・ほんどまちほんど

　　８６３-０００２・熊本県天草市本渡町本戸馬場・ほんどまちほんとはﾞはﾞ

　　８６３-０００４・熊本県天草市本渡町本泉・ほんどまちもといずみ

　　８６３-０００６・熊本県天草市本町下河内・ほんまちしもがわち

　　８６３-０００５・熊本県天草市本町新休・ほんまちしんきゆう

　　８６３-０００７・熊本県天草市本町本・ほんまちほん

　　８６３-００５０・熊本県天草市丸尾町・まるおまち

　　８６３-００２１・熊本県天草市港町・みなとまち

　　８６３-００３１・熊本県天草市南新町・みなみしんまち

　　８６３-００３８・熊本県天草市南町・みなみまち

　　８６３-１１６１・熊本県天草市宮地岳町・みやじだけまち

　　８６３-００３５・熊本県天草市山の手町・やまのてまち

　　８６１-１１００・熊本県合志市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-１１０１・熊本県合志市合生・あいおい

　　８６１-１１１１・熊本県合志市上庄・かみのしよう

　　８６１-１１１２・熊本県合志市幾久富・きくどみ

　　８６１-１１１３・熊本県合志市栄・さかえ

　　８６１-１１０２・熊本県合志市須屋・すや

　　８６１-１１１４・熊本県合志市竹迫・たかはﾞ

　　８６１-１１１５・熊本県合志市豊岡・とよおか

　　８６１-１１０３・熊本県合志市野々島・ののしま

　　８６１-１１１６・熊本県合志市福原・ふくはら

　　８６１-１１０４・熊本県合志市御代志・ みよじ

　　８６１-１１０５・熊本県合志市上生・わぶ

　　８６１-４７００・熊本県下益城郡美里町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-４７１４・熊本県下益城郡美里町安部・あべ

　　８６１-４７１６・熊本県下益城郡美里町石野・いしの

　　８６１-４７３４・熊本県下益城郡美里町今・いま

　　８６１-４４０４・熊本県下益城郡美里町岩下・いわした

　　８６１-４４１３・熊本県下益城郡美里町岩野・いわの

　　８６１-４７０３・熊本県下益城郡美里町畝野・うねの

　　８６１-４７０１・熊本県下益城郡美里町大井早・おおいそう

　　８６１-４７２６・熊本県下益城郡美里町大窪・おおくほﾞ

　　８６１-４４０１・熊本県下益城郡美里町大沢水・おおそうず

　　８６１-４７１２・熊本県下益城郡美里町柏川・かしわがわ

　　８６１-４４０２・熊本県下益城郡美里町堅志田・かたしだ

　　８６１-４４０５・熊本県下益城郡美里町萱野・かやの

　　８６１-４７０７・熊本県下益城郡美里町川越・ かわごじ

　　８６１-４４２５・熊本県下益城郡美里町木早川内・きそがわち



　　８６１-４７１５・熊本県下益城郡美里町清水・きよみず

　　８６１-４７３１・熊本県下益城郡美里町栗崎・くりざき

　　８６１-４４２４・熊本県下益城郡美里町小市野・こいちの

　　８６１-４７０６・熊本県下益城郡美里町甲佐平・こうさびら

　　８６１-４７３７・熊本県下益城郡美里町古閑・こが

　　８６１-４４１１・熊本県下益城郡美里町小筵・こむしろ

　　８６１-４７２３・熊本県下益城郡美里町境・さかい

　　８６１-４７２５・熊本県下益城郡美里町坂貫・さかぬき

　　８６１-４４１５・熊本県下益城郡美里町坂本・さかもと

　　８６１-４４１２・熊本県下益城郡美里町佐俣・さまた

　　８６１-４７３５・熊本県下益城郡美里町三加・さんが

　　８６１-４４２６・熊本県下益城郡美里町白石野・しらいしの

　　８６１-４７２１・熊本県下益城郡美里町土喰・つちはﾞみ

　　８６１-４４１４・熊本県下益城郡美里町椿・つはﾞき

　　８６１-４４２７・熊本県下益城郡美里町津留・つる

　　８６１-４７０２・熊本県下益城郡美里町遠野・とおの

　　８６１-４７０５・熊本県下益城郡美里町豊富・とよとみ

　　８６１-４４１７・熊本県下益城郡美里町中・なか

　　８６１-４４２２・熊本県下益城郡美里町長尾野・ながおの

　　８６１-４４０３・熊本県下益城郡美里町中郡・なかごおり

　　８６１-４４０７・熊本県下益城郡美里町中小路・なかしようじ

　　８６１-４７２２・熊本県下益城郡美里町永富・ながとみ

　　８６１-４７３６・熊本県下益城郡美里町名越谷・なごしだに

　　８６１-４７３３・熊本県下益城郡美里町二和田・にわだ

　　８６１-４４０６・熊本県下益城郡美里町馬場・はﾞはﾞ

　　８６１-４７１３・熊本県下益城郡美里町早楠・はやくす

　　８６１-４４１６・熊本県下益城郡美里町払川・はらいがわ

　　８６１-４４２１・熊本県下益城郡美里町原田・はらだ

　　８６１-４７２７・熊本県下益城郡美里町原町・はらまち

　　８６１-４７１１・熊本県下益城郡美里町洞岳・ほらおか

　　８６１-４４２３・熊本県下益城郡美里町松野原・まつのはら

　　８６１-４７３２・熊本県下益城郡美里町三和・みつわ

　　８６１-４７０４・熊本県下益城郡美里町涌井・ゆい

　　８６９-０３００・熊本県玉名郡玉東町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-０３０１・熊本県玉名郡玉東町稲佐・いなさ

　　８６９-０３０４・熊本県玉名郡玉東町浦田・うらた

　　８６９-０３０５・熊本県玉名郡玉東町上木葉・かみこのは

　　８６９-０３１３・熊本県玉名郡玉東町上白木・かみしらき

　　８６９-０３０３・熊本県玉名郡玉東町木葉・このは

　　８６９-０３２１・熊本県玉名郡玉東町西安寺・さいあんじ

　　８６９-０３１２・熊本県玉名郡玉東町白木・しらき

　　８６９-０３２２・熊本県玉名郡玉東町原倉・はらくら

　　８６９-０３１１・熊本県玉名郡玉東町二俣・ふたまた

　　８６９-０３０２・熊本県玉名郡玉東町山口・やまぐち

　　８６１-０８００・熊本県玉名郡南関町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-０８１２・熊本県玉名郡南関町相谷・あいのたに

　　８６１-０８３２・熊本県玉名郡南関町今・いま

　　８６１-０８２２・熊本県玉名郡南関町上坂下・かみさかした

　　８６１-０８３７・熊本県玉名郡南関町上長田・かみながた

　　８６１-０８３６・熊本県玉名郡南関町久重・くしげ

　　８６１-０８１４・熊本県玉名郡南関町肥猪・こえい

　　８６１-０８１３・熊本県玉名郡南関町肥猪町・こえいまち

　　８６１-０８１１・熊本県玉名郡南関町小原・こはﾞる

　　８６１-０８２１・熊本県玉名郡南関町下坂下・しもさかした

　　８６１-０８０５・熊本県玉名郡南関町関下・せきしも

　　８６１-０８０１・熊本県玉名郡南関町関外目・せきほかめ

　　８６１-０８０３・熊本県玉名郡南関町関町・せきまち

　　８６１-０８０４・熊本県玉名郡南関町関村・せきむら

　　８６１-０８０２・熊本県玉名郡南関町関東・ せきひがじ

　　８６１-０８３３・熊本県玉名郡南関町高久野・たかくの

　　８６１-０８１５・熊本県玉名郡南関町豊永・とよなが

　　８６１-０８３５・熊本県玉名郡南関町長山・ながやま

　　８６１-０８３１・熊本県玉名郡南関町細永・ほそなが

　　８６１-０８３４・熊本県玉名郡南関町宮尾・みやお

　　８６１-０８２３・熊本県玉名郡南関町四ツ原・よつはら

　　８６９-０１００・熊本県玉名郡長洲町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-０１１３・熊本県玉名郡長洲町有明・ありあけ

　　８６９-０１２２・熊本県玉名郡長洲町梅田・うめだ

　　８６９-０１０２・熊本県玉名郡長洲町折崎・おりさき

　　８６９-０１０４・熊本県玉名郡長洲町上沖洲・かみおきのす



　　８６９-０１０５・熊本県玉名郡長洲町清源寺・せいげんじ

　　８６９-０１２１・熊本県玉名郡長洲町高浜・たかはま

　　８６９-０１０６・熊本県玉名郡長洲町永塩・ながしお

　　８６９-０１２３・熊本県玉名郡長洲町長洲・ながす

　　８６９-０１０３・熊本県玉名郡長洲町腹赤・はらか

　　８６９-０１１２・熊本県玉名郡長洲町姫ケ浦・ひめがうら

　　８６９-０１０１・熊本県玉名郡長洲町宮野・みやの

　　８６９-０１１１・熊本県玉名郡長洲町名石浜・めいしはま

　　８６５-０１００・熊本県玉名郡和水町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-０９１３・熊本県玉名郡和水町板楠・いたくす

　　８６１-０９２２・熊本県玉名郡和水町岩・いわ

　　８６５-０１１４・熊本県玉名郡和水町岩尻・いわしり

　　８６５-０１０４・熊本県玉名郡和水町内田・うちだ

　　８６５-０１０１・熊本県玉名郡和水町江栗・えぐり

　　８６５-０１３６・熊本県玉名郡和水町江田・えた

　　８６５-０１２１・熊本県玉名郡和水町榎原・えのきはﾞる

　　８６１-０９２４・熊本県玉名郡和水町大田黒・おおたぐろ

　　８６５-０１１２・熊本県玉名郡和水町大屋・おおや

　　８６５-０１１６・熊本県玉名郡和水町竈門・かまど

　　８６１-０９１４・熊本県玉名郡和水町上板楠・かみいたくす

　　８６１-０９１１・熊本県玉名郡和水町上十町・かみじつちよう

　　８６１-０９０１・熊本県玉名郡和水町上和仁・かみわに

　　８６５-０１１５・熊本県玉名郡和水町久米野・くべの

　　８６５-０１１７・熊本県玉名郡和水町志口永・しぐちなが

　　８６５-０１１１・熊本県玉名郡和水町下津原・しもつわら

　　８６５-０１３５・熊本県玉名郡和水町瀬川・せがわ

　　８６５-０１２２・熊本県玉名郡和水町高野・たかの

　　８６１-０９２１・熊本県玉名郡和水町津田・つだ

　　８６５-０１０３・熊本県玉名郡和水町長小田・ながおだ

　　８６１-０９１２・熊本県玉名郡和水町中十町・なかじつちよう

　　８６１-０９０５・熊本県玉名郡和水町中林・ なかはﾞやじ

　　８６１-０９０２・熊本県玉名郡和水町中和仁・なかわに

　　８６１-０９０６・熊本県玉名郡和水町西吉地・にしよしじ

　　８６１-０９２５・熊本県玉名郡和水町野田・のだ

　　８６５-０１３２・熊本県玉名郡和水町萩原・はぎわら

　　８６５-０１２４・熊本県玉名郡和水町原口・はるぐち

　　８６１-０９０４・熊本県玉名郡和水町東吉地・ひがしよしじ

　　８６５-０１０２・熊本県玉名郡和水町久井原・ひさいはﾞる

　　８６５-０１３４・熊本県玉名郡和水町日平・ひびら

　　８６１-０９２３・熊本県玉名郡和水町平野・ひらの

　　８６５-０１２５・熊本県玉名郡和水町藤田・ふじた

　　８６５-０１３３・熊本県玉名郡和水町蜻浦・へほﾞうら

　　８６５-０１２６・熊本県玉名郡和水町前原・まえはﾞる

　　８６５-０１２３・熊本県玉名郡和水町米渡尾・めどお

　　８６５-０１３１・熊本県玉名郡和水町用木・もてぎ

　　８６５-０１１３・熊本県玉名郡和水町焼米・やいごめ

　　８６１-０９１５・熊本県玉名郡和水町山十町・やまじつちよう

　　８６１-０９０３・熊本県玉名郡和水町和仁・わに

　　８６９-１２００・熊本県菊池郡大津町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-１２２２・熊本県菊池郡大津町岩坂・いわさか

　　８６９-１２３３・熊本県菊池郡大津町大津・おおつﾞ

　　８６９-１２１９・熊本県菊池郡大津町大林・ おおはﾞやじ

　　８６９-１２２５・熊本県菊池郡大津町下町・しもまち

　　８６９-１２２７・熊本県菊池郡大津町新・しん

　　８６９-１２２１・熊本県菊池郡大津町陣内・じんない

　　８６９-１２３６・熊本県菊池郡大津町杉水・すぎみず

　　８６９-１２１４・熊本県菊池郡大津町瀬田・せた

　　８６９-１２３２・熊本県菊池郡大津町高尾野・たかおの

　　８６９-１２２３・熊本県菊池郡大津町中島・なかしま

　　８６９-１２１６・熊本県菊池郡大津町錦野・にしきの

　　８６９-１２２６・熊本県菊池郡大津町灰塚・はいつﾞか

　　８６９-１２３４・熊本県菊池郡大津町引水・ひきのみず

　　８６９-１２３１・熊本県菊池郡大津町平川・ひらかわ

　　８６９-１２１８・熊本県菊池郡大津町吹田・ふけだ

　　８６９-１２１３・熊本県菊池郡大津町古城・ふるじよう

　　８６９-１２１５・熊本県菊池郡大津町外牧・ほかまき

　　８６９-１２１２・熊本県菊池郡大津町真木・まき

　　８６９-１２２４・熊本県菊池郡大津町町・まち

　　８６９-１２３７・熊本県菊池郡大津町美咲野・みさきの

　　８６９-１２３５・熊本県菊池郡大津町室・むろ



　　８６９-１２１７・熊本県菊池郡大津町森・もり

　　８６９-１２１１・熊本県菊池郡大津町矢護川・やごがわ

　　８６９-１１００・熊本県菊池郡菊陽町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-１１１５・熊本県菊池郡菊陽町沖野・おきの

　　８６９-１１０７・熊本県菊池郡菊陽町辛川・からかわ

　　８６９-１１０３・熊本県菊池郡菊陽町久保田・くほﾞた

　　８６９-１１１４・熊本県菊池郡菊陽町向陽台・こうようだい

　　８６９-１１０９・熊本県菊池郡菊陽町新山・しんやま

　　８６９-１１１０・熊本県菊池郡菊陽町杉並台・すぎなみだい

　　８６９-１１０１・熊本県菊池郡菊陽町津久礼・つくれ

　　８６９-１１０４・熊本県菊池郡菊陽町戸次・とつぎ

　　８６９-１１１３・熊本県菊池郡菊陽町花立・はなたて

　　８６９-１１０５・熊本県菊池郡菊陽町馬場楠・はﾞはﾞぐす

　　８６９-１１０２・熊本県菊池郡菊陽町原水・はらみず

　　８６９-１１０８・熊本県菊池郡菊陽町光の森・ひかりのもり

　　８６９-１１０６・熊本県菊池郡菊陽町曲手・まがて

　　８６９-１１１１・熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘・むさしがおか

　　８６９-１１１２・熊本県菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北・むさしがおかきた

　　８６９-２４００・熊本県阿蘇郡南小国町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-２４０１・熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場・あかはﾞはﾞ

　　８６９-２４０３・熊本県阿蘇郡南小国町中原・なかはﾞる

　　８６９-２４０２・熊本県阿蘇郡南小国町満願寺・まんがんじ

　　８６９-２５００・熊本県阿蘇郡小国町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-２５０６・熊本県阿蘇郡小国町上田・かみだ

　　８６９-２５０５・熊本県阿蘇郡小国町北里・きたざと

　　８６９-２５０２・熊本県阿蘇郡小国町黒渕・くろぶち

　　８６９-２５０３・熊本県阿蘇郡小国町下城・しもじよう

　　８６９-２５０４・熊本県阿蘇郡小国町西里・にしざと

　　８６９-２５０１・熊本県阿蘇郡小国町宮原・みやはら

　　８６９-２７００・熊本県阿蘇郡産山村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-２７０５・熊本県阿蘇郡産山村産山・うぶやま

　　８６９-２７０２・熊本県阿蘇郡産山村大利・おおり

　　８６９-２７０１・熊本県阿蘇郡産山村片俣・かたまた

　　８６９-２７０４・熊本県阿蘇郡産山村田尻・たじり

　　８６９-２７０３・熊本県阿蘇郡産山村山鹿・やまが

　　８６９-１６００・熊本県阿蘇郡高森町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-１８２５・熊本県阿蘇郡高森町尾下・おくだり

　　８６９-１６０１・熊本県阿蘇郡高森町上色見・かみしきみ

　　８６９-１８２６・熊本県阿蘇郡高森町河原・かわら

　　８６９-１８１１・熊本県阿蘇郡高森町草部・くさかべ

　　８６９-１６０３・熊本県阿蘇郡高森町色見・しきみ

　　８６９-１８１５・熊本県阿蘇郡高森町下切・したぎり

　　８６９-１８１３・熊本県阿蘇郡高森町菅山・すがやま

　　８６９-１８１２・熊本県阿蘇郡高森町芹口・せりぐち

　　８６９-１６０２・熊本県阿蘇郡高森町高森・たかもり

　　８６９-１８２３・熊本県阿蘇郡高森町津留・つる

　　８６９-１８２１・熊本県阿蘇郡高森町中・なか

　　８６９-１８１４・熊本県阿蘇郡高森町永野原・ながのはる

　　８６９-１８２４・熊本県阿蘇郡高森町野尻・のじり

　　８６９-１８２２・熊本県阿蘇郡高森町矢津田・やつだ

　　８６１-２４００・熊本県阿蘇郡西原村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-２４０４・熊本県阿蘇郡西原村河原・かわはら

　　８６１-２４０２・熊本県阿蘇郡西原村小森・こもり

　　８６１-２４０１・熊本県阿蘇郡西原村鳥子・とりこ

　　８６１-２４０３・熊本県阿蘇郡西原村布田・ふた

　　８６１-２４０５・熊本県阿蘇郡西原村宮山・みややま

　　８６９-１４００・熊本県阿蘇郡南阿蘇村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-１５０４・熊本県阿蘇郡南阿蘇村一関・いちぜき

　　８６９-１４１１・熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰・かいん

　　８６９-１４０４・熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陽・かわよう

　　８６９-１４０２・熊本県阿蘇郡南阿蘇村下野・しもの

　　８６９-１５０２・熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川・しらかわ

　　８６９-１４０１・熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野・たての

　　８６９-１４０３・熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野・ながの

　　８６９-２２０５・熊本県阿蘇郡南阿蘇村中松（古坊中）・なかまつ(ふるほﾞうちゆう)

　　８６９-１５０５・熊本県阿蘇郡南阿蘇村中松（その他）・なかまつ(そのた)

　　８６９-１４１２・熊本県阿蘇郡南阿蘇村, 久石"・ ひさいじ

　　８６９-１５０３・熊本県阿蘇郡南阿蘇村吉田・よしだ

　　８６９-１５０１・熊本県阿蘇郡南阿蘇村両併・りようへい

　　８６１-３２００・熊本県上益城郡御船町・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　８６１-３３２２・熊本県上益城郡御船町上野・うえの

　　８６１-３２０２・熊本県上益城郡御船町小坂・おざか

　　８６１-３２０４・熊本県上益城郡御船町木倉・きのくら

　　８６１-３２０１・熊本県上益城郡御船町陣・じん

　　８６１-３２０３・熊本県上益城郡御船町高木・たかき

　　８６１-３２０８・熊本県上益城郡御船町滝尾・たきお

　　８６１-３２０５・熊本県上益城郡御船町滝川・たきがわ

　　８６１-３３２３・熊本県上益城郡御船町田代・たしろ

　　８６１-３１３１・熊本県上益城郡御船町豊秋・とよあき

　　８６１-３４２１・熊本県上益城郡御船町七滝（松ノ生）・ななたき(まつのはえ)

　　８６１-３３２１・熊本県上益城郡御船町七滝（その他）・ななたき(そのた)

　　８６１-３２０６・熊本県上益城郡御船町辺田見・へたみ

　　８６１-３２１１・熊本県上益城郡御船町水越・ みずこじ

　　８６１-３２０７・熊本県上益城郡御船町御船・みふね

　　８６１-３１００・熊本県上益城郡嘉島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-３１０３・熊本県上益城郡嘉島町井寺・いてら

　　８６１-３１０９・熊本県上益城郡嘉島町犬渕・いぬぶち

　　８６１-３１０６・熊本県上益城郡嘉島町上島・うえじま

　　８６１-３１０７・熊本県上益城郡嘉島町上仲間・かみなかま

　　８６１-３１０５・熊本県上益城郡嘉島町上六嘉・かみろつか

　　８６１-３１０４・熊本県上益城郡嘉島町北甘木・きたあまぎ

　　８６１-３１０８・熊本県上益城郡嘉島町下仲間・しもなかま

　　８６１-３１０２・熊本県上益城郡嘉島町下六嘉・しもろつか

　　８６１-３１０１・熊本県上益城郡嘉島町鯰・なまず

　　８６１-２２００・熊本県上益城郡益城町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-２２２１・熊本県上益城郡益城町赤井・あかい

　　８６１-２２２３・熊本県上益城郡益城町小池・おいけ

　　８６１-２２０４・熊本県上益城郡益城町小谷・おやつ

　　８６１-２２０３・熊本県上益城郡益城町上陳・かみじん

　　８６１-２２４２・熊本県上益城郡益城町木山・きやま

　　８６１-２２３４・熊本県上益城郡益城町古閑・こが

　　８６１-２２０１・熊本県上益城郡益城町寺中・じちゆう

　　８６１-２２２４・熊本県上益城郡益城町島田・しまだ

　　８６１-２２０６・熊本県上益城郡益城町下陳・しもじん

　　８６１-２２０５・熊本県上益城郡益城町杉堂・すぎどう

　　８６１-２２３３・熊本県上益城郡益城町惣領・そうりよう

　　８６１-２２０２・熊本県上益城郡益城町田原・たはﾞる

　　８６１-２２４３・熊本県上益城郡益城町辻の城・つじのしろ

　　８６１-２２４４・熊本県上益城郡益城町寺迫・てらさこ

　　８６１-２２２２・熊本県上益城郡益城町砥川・とがわ

　　８６１-２２１２・熊本県上益城郡益城町平田・ひらた

　　８６１-２２３６・熊本県上益城郡益城町広崎・ひろさき

　　８６１-２２３５・熊本県上益城郡益城町福富・ふくどみ

　　８６１-２２１１・熊本県上益城郡益城町福原・ふくはら

　　８６１-２２３２・熊本県上益城郡益城町馬水・まみず

　　８６１-２２４１・熊本県上益城郡益城町宮園・みやぞの

　　８６１-２２３１・熊本県上益城郡益城町安永・やすなが

　　８６１-４６００・熊本県上益城郡甲佐町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-４６１８・熊本県上益城郡甲佐町麻生原・あそはﾞる

　　８６１-４６０５・熊本県上益城郡甲佐町有安・ありやす

　　８６１-３２４２・熊本県上益城郡甲佐町糸田・いとだ

　　８６１-４６０１・熊本県上益城郡甲佐町岩下・いわした

　　８６１-４６０４・熊本県上益城郡甲佐町大町・おおまち

　　８６１-４６３４・熊本県上益城郡甲佐町小鹿・おが

　　８６１-４６３１・熊本県上益城郡甲佐町上揚・かみあげ

　　８６１-４６２２・熊本県上益城郡甲佐町上早川・かみそうがわ

　　８６１-４６３２・熊本県上益城郡甲佐町坂谷・さかだに

　　８６１-３２４４・熊本県上益城郡甲佐町芝原・しはﾞわら

　　８６１-４６２１・熊本県上益城郡甲佐町下横田・しもよこた

　　８６１-３２４３・熊本県上益城郡甲佐町白旗・しらはた

　　８６１-３２４１・熊本県上益城郡甲佐町早川・そうがわ

　　８６１-４６１６・熊本県上益城郡甲佐町田口・たぐち

　　８６１-４６１７・熊本県上益城郡甲佐町津志田・つしだ

　　８６１-４６０７・熊本県上益城郡甲佐町豊内・とようち

　　８６１-４６１４・熊本県上益城郡甲佐町中山・なかやま

　　８６１-４６２３・熊本県上益城郡甲佐町中横田・なかよこた

　　８６１-４６０９・熊本県上益城郡甲佐町西寒野・にしさまの

　　８６１-４６３３・熊本県上益城郡甲佐町西原・にしはる

　　８６１-４６０３・熊本県上益城郡甲佐町仁田子・にたご

　　８６１-４６０８・熊本県上益城郡甲佐町東寒野・ひがしさまの



　　８６１-４６１１・熊本県上益城郡甲佐町船津・ふなつ

　　８６１-４６１５・熊本県上益城郡甲佐町府領・ふりよう

　　８６１-４６０２・熊本県上益城郡甲佐町緑町・みどりまち

　　８６１-４６１３・熊本県上益城郡甲佐町南三箇・みなみさんが

　　８６１-４６３５・熊本県上益城郡甲佐町安平・やすひら

　　８６１-４６０６・熊本県上益城郡甲佐町横田・よこた

　　８６１-３２４５・熊本県上益城郡甲佐町吉田・よしだ

　　８６１-４６１２・熊本県上益城郡甲佐町世持・よもち

　　８６１-３５００・熊本県上益城郡山都町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６１-３７８１・熊本県上益城郡山都町麻山・あさやま

　　８６１-３５４１・熊本県上益城郡山都町芦屋田・あしやだ

　　８６１-３５２１・熊本県上益城郡山都町荒谷・あらだに

　　８６１-３９３７・熊本県上益城郡山都町伊勢・いせ

　　８６１-３８４２・熊本県上益城郡山都町市野原・いちのはる

　　８６１-３５４２・熊本県上益城郡山都町市原・いちはﾞる

　　８６１-３６６５・熊本県上益城郡山都町犬飼・いぬかい

　　８６１-３９１３・熊本県上益城郡山都町今・いま

　　８６１-３８３２・熊本県上益城郡山都町井無田・いむた

　　８６１-３５１１・熊本県上益城郡山都町入佐・いりさ

　　８６１-３９０５・熊本県上益城郡山都町大野・おおの

　　８６１-３８１１・熊本県上益城郡山都町大平・おおひら

　　８６１-３９２６・熊本県上益城郡山都町大見口・おおみくち

　　８６１-３７８８・熊本県上益城郡山都町小笹・おざさ

　　８６１-３７８９・熊本県上益城郡山都町男成・おとこなり

　　８６１-３８４４・熊本県上益城郡山都町尾野尻・おのじり

　　８６１-３８０１・熊本県上益城郡山都町小峰・おみね

　　８６１-３９２３・熊本県上益城郡山都町柏・かしわ

　　８６１-３４５１・熊本県上益城郡山都町金内・かねうち

　　８６１-３８４３・熊本県上益城郡山都町鎌野・かまの

　　８６１-３７８２・熊本県上益城郡山都町上川井野・かみがわいの

　　８６１-３９２５・熊本県上益城郡山都町上差尾・かみざしお

　　８６１-３９０６・熊本県上益城郡山都町神ノ前・かみのまえ

　　８６１-３８４１・熊本県上益城郡山都町仮屋・かりや

　　８６１-３８１３・熊本県上益城郡山都町川口・かわぐち

　　８６１-３７８４・熊本県上益城郡山都町川野・かわの

　　８６１-３４５５・熊本県上益城郡山都町北中島・きたなかしま

　　８６１-３８０２・熊本県上益城郡山都町木原谷・きはらだに

　　８６１-３５３１・熊本県上益城郡山都町葛原・くずはら

　　８６１-３５０１・熊本県上益城郡山都町黒川・くろかわ

　　８６１-３５１２・熊本県上益城郡山都町下馬尾・げはﾞお

　　８６１-３８３４・熊本県上益城郡山都町高月・こうつﾞき

　　８６１-３８３１・熊本県上益城郡山都町郷野原・ごうのはる

　　８６１-３５０２・熊本県上益城郡山都町御所・ごしよ

　　８６１-３８０３・熊本県上益城郡山都町小中竹・こなかだけ

　　８６１-３５３２・熊本県上益城郡山都町猿渡・さるわたり

　　８６１-３５３３・熊本県上益城郡山都町三ケ・さんが

　　８６１-３９１５・熊本県上益城郡山都町塩出迫・しおいでさこ

　　８６１-３９１６・熊本県上益城郡山都町塩原・しおはﾞる

　　８６１-３４５４・熊本県上益城郡山都町島木・しまき

　　８６１-３５１３・熊本県上益城郡山都町下市・しもいち

　　８６１-３７８６・熊本県上益城郡山都町下川井野・しもがわいの

　　８６１-３５０３・熊本県上益城郡山都町下名連石・ しもなれいじ

　　８６１-３９３２・熊本県上益城郡山都町下山・しもやま

　　８６１-３５４３・熊本県上益城郡山都町上寺・じようてら

　　８６１-３５１４・熊本県上益城郡山都町城原・じようはら

　　８６１-３５１５・熊本県上益城郡山都町城平・じようひら

　　８６１-３９０７・熊本県上益城郡山都町白石・ しらいじ

　　８６１-３５２２・熊本県上益城郡山都町白小野・しらおの

　　８６１-３６６４・熊本県上益城郡山都町白藤・しらふじ

　　８６１-３６６３・熊本県上益城郡山都町新小・しんこ

　　８６１-３５４４・熊本県上益城郡山都町杉木・すぎき

　　８６１-３６７１・熊本県上益城郡山都町菅・すげ

　　８６１-３９１１・熊本県上益城郡山都町菅尾・すげお

　　８６１-３８０５・熊本県上益城郡山都町須原・すはﾞる

　　８６１-３５２３・熊本県上益城郡山都町勢井・ぜい

　　８６１-３５１６・熊本県上益城郡山都町千滝・せんだき

　　８６１-３４５２・熊本県上益城郡山都町田小野・たおの

　　８６１-３９３３・熊本県上益城郡山都町高辻・たかつじ

　　８６１-３９３４・熊本県上益城郡山都町高畑・たかはﾞた

　　８６１-３９０２・熊本県上益城郡山都町滝上・たきがみ



　　８６１-３９３１・熊本県上益城郡山都町橘・たちはﾞな

　　８６１-３７８５・熊本県上益城郡山都町田所・たどころ

　　８６１-３９２７・熊本県上益城郡山都町玉目・たまめ

　　８６１-３６６２・熊本県上益城郡山都町田吉・ たよじ

　　８６１-３６７３・熊本県上益城郡山都町津留・つる

　　８６１-３８１２・熊本県上益城郡山都町鶴ケ田・つるけた

　　８６１-３９０８・熊本県上益城郡山都町長崎・ながさき

　　８６１-３５４５・熊本県上益城郡山都町長田・ながた

　　８６１-３９２８・熊本県上益城郡山都町長谷・ながたに

　　８６１-３６６１・熊本県上益城郡山都町長原・ながはら

　　８６１-３７８３・熊本県上益城郡山都町成君・なりぎみ

　　８６１-３９２２・熊本県上益城郡山都町二瀬本・にせもと

　　８６１-３８０４・熊本県上益城郡山都町貫原・ぬきはる

　　８６１-３７８７・熊本県上益城郡山都町野尻・のじり

　　８６１-３５１７・熊本県上益城郡山都町畑・はた

　　８６１-３９２１・熊本県上益城郡山都町八木・はちほﾞく

　　８６１-３９１４・熊本県上益城郡山都町花上・はながみ

　　８６１-３５１８・熊本県上益城郡山都町浜町・はままち

　　８６１-３４５３・熊本県上益城郡山都町原・はら

　　８６１-３９３５・熊本県上益城郡山都町東竹原・ひがしたけはﾞる

　　８６１-３５２４・熊本県上益城郡山都町藤木・ふじき

　　８６１-３９２４・熊本県上益城郡山都町二津留・ふたつﾞる

　　８６１-３９０４・熊本県上益城郡山都町方ケ野・ほうがの

　　８６１-３８３５・熊本県上益城郡山都町仏原・ほとけはﾞる

　　８６１-３５２５・熊本県上益城郡山都町牧野・まきの

　　８６１-３９０１・熊本県上益城郡山都町馬見原・まみはら

　　８６１-３５２６・熊本県上益城郡山都町万坂・まんざか

　　８６１-３８４５・熊本県上益城郡山都町緑川・みどりかわ

　　８６１-３５４６・熊本県上益城郡山都町南田・みなみだ

　　８６１-３６７２・熊本県上益城郡山都町目丸・めまる

　　８６１-３８３３・熊本県上益城郡山都町安方・やすかた

　　８６１-３９０３・熊本県上益城郡山都町柳井原・やないはﾞる

　　８６１-３９３６・熊本県上益城郡山都町柳・やなぎ

　　８６１-３５４７・熊本県上益城郡山都町山田・やまだ

　　８６１-３５３４・熊本県上益城郡山都町柚木・ゆのき

　　８６１-３８０６・熊本県上益城郡山都町米生・よねお

　　８６１-３９１２・熊本県上益城郡山都町米迫・よねさこ

　　８６９-４６００・熊本県八代郡氷川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-４８１２・熊本県八代郡氷川町網道・あみどう

　　８６９-４６０４・熊本県八代郡氷川町有佐・ありさ

　　８６９-４６０１・熊本県八代郡氷川町今・いま

　　８６９-４８０４・熊本県八代郡氷川町大野・おおの

　　８６９-４６０７・熊本県八代郡氷川町栫・かこい

　　８６９-４８１５・熊本県八代郡氷川町鹿島・かしま

　　８６９-４８１１・熊本県八代郡氷川町鹿野・かの

　　８６９-４８０６・熊本県八代郡氷川町河原・かわはら

　　８６９-４８１４・熊本県八代郡氷川町島地・しまち

　　８６９-４８０１・熊本県八代郡氷川町新田・しんでん

　　８６９-４８０２・熊本県八代郡氷川町高塚・たかつか

　　８６９-４６０３・熊本県八代郡氷川町立神・たてがみ

　　８６９-４６０５・熊本県八代郡氷川町中島・なかしま

　　８６９-４８０５・熊本県八代郡氷川町野津・のつﾞ

　　８６９-４６０６・熊本県八代郡氷川町早尾・はやお

　　８６９-４６０２・熊本県八代郡氷川町宮原・みやはら

　　８６９-４６０８・熊本県八代郡氷川町宮原栄久・みやはらえいきゆう

　　８６９-４８０３・熊本県八代郡氷川町吉本・よしもと

　　８６９-４８１３・熊本県八代郡氷川町若洲・わかす

　　８６９-５４００・熊本県葦北郡芦北町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-５５６１・熊本県葦北郡芦北町芦北（北田）・あしきた(きただ)

　　８６９-５５６１・熊本県葦北郡芦北町芦北（中割）・あしきた(なかわり)

　　８６９-５５６１・熊本県葦北郡芦北町芦北（西割）・あしきた(にしわり)

　　８６９-５５６１・熊本県葦北郡芦北町芦北（松崎）・あしきた(まつざき)

　　８６９-５４６１・熊本県葦北郡芦北町芦北（その他）・あしきた(そのた)

　　８６９-６３０１・熊本県葦北郡芦北町天月・あまつき

　　８６９-６３０６・熊本県葦北郡芦北町市野瀬・いちのせ

　　８６９-５３０７・熊本県葦北郡芦北町井牟田・いむた

　　８６９-５３０４・熊本県葦北郡芦北町海浦・うみのうら

　　８６９-６２１５・熊本県葦北郡芦北町上原・うわはﾞる

　　８６９-６２１１・熊本県葦北郡芦北町箙瀬・えびらせ

　　８６９-６２１３・熊本県葦北郡芦北町大岩・おおいわ



　　８６９-５５７４・熊本県葦北郡芦北町大川内・おおかわち

　　８６９-５４２２・熊本県葦北郡芦北町大尼田・おおにた

　　８６９-６３０５・熊本県葦北郡芦北町大野・おおの

　　８６９-５４３１・熊本県葦北郡芦北町乙千屋・おとじや

　　８６９-６２１６・熊本県葦北郡芦北町海路・かいじ

　　８６９-６３０４・熊本県葦北郡芦北町国見・くにみ

　　８６９-６２１４・熊本県葦北郡芦北町黒岩・くろいわ

　　８６９-５４３４・熊本県葦北郡芦北町桑原・くわはﾞら

　　８６９-５３０３・熊本県葦北郡芦北町小田浦・こだのうら

　　８６９-５４４１・熊本県葦北郡芦北町佐敷・さしき

　　８６９-６３０７・熊本県葦北郡芦北町塩浸・ しおひたじ

　　８６９-６３０２・熊本県葦北郡芦北町白石・ しらいじ

　　８６９-５４５２・熊本県葦北郡芦北町白岩・しらいわ

　　８６９-６３０８・熊本県葦北郡芦北町白木・しらき

　　８６９-５５７６・熊本県葦北郡芦北町高岡・たかおか

　　８６９-５４４３・熊本県葦北郡芦北町田川・たがわ

　　８６９-５４２１・熊本県葦北郡芦北町立川・たちかわ

　　８６９-５３０２・熊本県葦北郡芦北町田浦・たのうら

　　８６９-５３０５・熊本県葦北郡芦北町田浦町・たのうらまち

　　８６９-６３０３・熊本県葦北郡芦北町告・つげ

　　８６９-５４５４・熊本県葦北郡芦北町鶴木山・つるぎやま

　　８６９-５５７１・熊本県葦北郡芦北町豊岡・とよおか

　　８６９-５４５３・熊本県葦北郡芦北町計石・ はかりいじ

　　８６９-５３０６・熊本県葦北郡芦北町波多島・はたとう

　　８６９-５４４２・熊本県葦北郡芦北町花岡・はなおか

　　８６９-５４２４・熊本県葦北郡芦北町伏木氏・ふしき

　　８６９-５５７５・熊本県葦北郡芦北町古石・ ふるいじ

　　８６９-５４２３・熊本県葦北郡芦北町松生・まつはﾞえ

　　８６９-５５７２・熊本県葦北郡芦北町丸山・まるやま

　　８６９-５４５１・熊本県葦北郡芦北町道川内・みちがわち

　　８６９-５５６２・熊本県葦北郡芦北町宮崎・みやざき

　　８６９-５４３２・熊本県葦北郡芦北町宮浦・みやのうら

　　８６９-５５６４・熊本県葦北郡芦北町女島・めしま

　　８６９-５４３３・熊本県葦北郡芦北町八幡・やはた

　　８６９-５５６３・熊本県葦北郡芦北町湯浦・ゆのうら

　　８６９-５３０１・熊本県葦北郡芦北町横居木・よこいぎ

　　８６９-６２１２・熊本県葦北郡芦北町吉尾・よしお

　　８６９-５５７３・熊本県葦北郡芦北町米田・よねだ

　　８６９-５６００・熊本県葦北郡津奈木町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-５６０３・熊本県葦北郡津奈木町岩城・いわき

　　８６９-５６０４・熊本県葦北郡津奈木町小津奈木・こつなぎ

　　８６９-５６０１・熊本県葦北郡津奈木町千代・ちよ

　　８６９-５６０２・熊本県葦北郡津奈木町津奈木・つなぎ

　　８６９-５６０５・熊本県葦北郡津奈木町福浜・ふくはま

　　８６８-０３００・熊本県球磨郡錦町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０３０２・熊本県球磨郡錦町一武・いちぶ

　　８６８-０３０１・熊本県球磨郡錦町木上・きのうえ

　　８６８-０３０３・熊本県球磨郡錦町西・ にじ

　　８６８-０５００・熊本県球磨郡多良木町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０５０４・熊本県球磨郡多良木町奥野・おくの

　　８６８-０５０３・熊本県球磨郡多良木町久米・くめ

　　８６８-０５０２・熊本県球磨郡多良木町黒肥地・くろひじ

　　８６８-０５０１・熊本県球磨郡多良木町多良木・たらぎ

　　８６８-０５０５・熊本県球磨郡多良木町槻木・つきぎ

　　８６８-０６００・熊本県球磨郡湯前町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０６０４・熊本県球磨郡湯前町浅ケ野・あさかの

　　８６８-０６１１・熊本県球磨郡湯前町植木・うえき

　　８６８-０６２５・熊本県球磨郡湯前町上猪・かみい

　　８６８-０６２１・熊本県球磨郡湯前町上里・かみざと

　　８６８-０６２２・熊本県球磨郡湯前町上染田・かみそめだ

　　８６８-０６１２・熊本県球磨郡湯前町上村・かみむら

　　８６８-０６０１・熊本県球磨郡湯前町下城・したじよう

　　８６８-０６０７・熊本県球磨郡湯前町下里・しもざと

　　８６８-０６０５・熊本県球磨郡湯前町下染田・しもそめだ

　　８６８-０６１６・熊本県球磨郡湯前町下村・しもむら

　　８６８-０６１５・熊本県球磨郡湯前町瀬戸口・せどくち

　　８６８-０６１３・熊本県球磨郡湯前町田上・たのえ

　　８６８-０６２４・熊本県球磨郡湯前町中猪・なかい

　　８６８-０６０６・熊本県球磨郡湯前町中里・なかざと

　　８６８-０６２３・熊本県球磨郡湯前町野中田・のなかだ



　　８６８-０６１４・熊本県球磨郡湯前町馬場・はﾞはﾞ

　　８６８-０６０２・熊本県球磨郡湯前町浜川・はまごう

　　８６８-０６０３・熊本県球磨郡湯前町古城・ふるじよう

　　８６８-０７００・熊本県球磨郡水上村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０７０１・熊本県球磨郡水上村岩野・いわの

　　８６８-０７０２・熊本県球磨郡水上村江代・えしろ

　　８６８-０７０３・熊本県球磨郡水上村湯山・ゆやま

　　８６８-００００・熊本県球磨郡相良村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-００９３・熊本県球磨郡相良村川辺・かわべ

　　８６８-００９４・熊本県球磨郡相良村深水・ふかみ

　　８６８-００９５・熊本県球磨郡相良村柳瀬・やなせ

　　８６８-０１０１・熊本県球磨郡相良村四浦・ようら

　　８６８-０２００・熊本県球磨郡五木村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０２０１・熊本県球磨郡五木村甲・こう

　　８６８-０２０２・熊本県球磨郡五木村乙・おつ

　　８６８-０２０３・熊本県球磨郡五木村丙・へい

　　８６８-００００・熊本県球磨郡山江村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-００９１・熊本県球磨郡山江村万江・まえ

　　８６８-００９２・熊本県球磨郡山江村山田・やまだ

　　８６９-６４００・熊本県球磨郡球磨村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６９-６４０３・熊本県球磨郡球磨村一勝地・いつしようち

　　８６９-６４０５・熊本県球磨郡球磨村大瀬（沢見）・おおせ(さわみ)

　　８６９-６２０５・熊本県球磨郡球磨村大瀬（その他）・おおせ(そのた)

　　８６９-６４０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（大槻）・こうのせ(おおつき)

　　８６９-６４０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（蔵谷）・こうのせ(くらたに)

　　８６９-６４０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（坂口）・こうのせ(さかぐち)

　　８６９-６４０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（高沢）・こうのせ(たかざわ)

　　８６９-６４０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（横井）・こうのせ(よこい)

　　８６９-６２０４・熊本県球磨郡球磨村神瀬（その他）・こうのせ(そのた)

　　８６９-６４０２・熊本県球磨郡球磨村三ケ浦・さんがうら

　　８６９-６４０１・熊本県球磨郡球磨村渡・わたり

　　８６８-０４００・熊本県球磨郡あさぎり町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６８-０４２１・熊本県球磨郡あさぎり町上東・ うえひがじ

　　８６８-０４２４・熊本県球磨郡あさぎり町上西・ うえにじ

　　８６８-０４２３・熊本県球磨郡あさぎり町上南・うえみなみ

　　８６８-０４２２・熊本県球磨郡あさぎり町上北・うえきた

　　８６８-０４３２・熊本県球磨郡あさぎり町岡原南・おかはるみなみ

　　８６８-０４３１・熊本県球磨郡あさぎり町岡原北・おかはるきた

　　８６８-０４５１・熊本県球磨郡あさぎり町須恵・すえ

　　８６８-０４４２・熊本県球磨郡あさぎり町深田東・ ふかだひがじ

　　８６８-０４４４・熊本県球磨郡あさぎり町深田西・ ふかだにじ

　　８６８-０４４３・熊本県球磨郡あさぎり町深田南・ふかだみなみ

　　８６８-０４４１・熊本県球磨郡あさぎり町深田北・ふかだきた

　　８６８-０４２５・熊本県球磨郡あさぎり町皆越・みなごえ

　　８６８-０４０８・熊本県球磨郡あさぎり町免田東・ めんだひがじ

　　８６８-０４１５・熊本県球磨郡あさぎり町免田西・ めんだにじ

　　８６３-２５００・熊本県天草郡苓北町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８６３-２５０５・熊本県天草郡苓北町内田・うちだ

　　８６３-２５０２・熊本県天草郡苓北町上津深江・こうつふかえ

　　８６３-２５０１・熊本県天草郡苓北町坂瀬川・さかせがわ

　　８６３-２５０３・熊本県天草郡苓北町志岐・しき

　　８６３-２５０６・熊本県天草郡苓北町白木尾・しらきお

　　８６３-２５０４・熊本県天草郡苓北町年柄・としから

　　８６３-２５０７・熊本県天草郡苓北町富岡・とみおか

　　８６３-２６１１・熊本県天草郡苓北町都呂々・とろろ

　　６０３-００００・京都府京都市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０３-８１３６・京都府京都市北区出雲路神楽町・いずもじかぐらちよう

　　６０３-８１３４・京都府京都市北区出雲路立テ本町・いずもじたてもとちよう

　　６０３-８１３５・京都府京都市北区出雲路俵町・いずもじたわらちよう

　　６０３-８１３３・京都府京都市北区出雲路松ノ下町・いずもじまつのしたちよう

　　６０３-８４８１・京都府京都市北区大北山鏡石町・おおきたやまかがみいしちよう

　　６０３-８４８２・京都府京都市北区大北山天神岡町・おおきたやまてんじんおかちよう

　　６０３-８４８３・京都府京都市北区大北山蓮ケ谷町・おおきたやまはすがだにちよう

　　６０３-８４８８・京都府京都市北区大北山長谷町・おおきたやまはせちよう

　　６０３-８４８７・京都府京都市北区大北山原谷乾町・おおきたやまはらだにいぬいちよう

　　６０３-８４５７・京都府京都市北区大北山不動山町・おおきたやまふどうさんちよう

　　６０３-８４５８・京都府京都市北区大北山鷲峯町・おおきたやまわしみねちよう

　　６０３-８４７７・京都府京都市北区大宮一ノ井町・おおみやいちのいちよう

　　６０３-８４０１・京都府京都市北区大宮上ノ岸町・おおみやかみのきしちよう

　　６０３-８４０８・京都府京都市北区大宮北椿原町・おおみやきたつはﾞきはらちよう



　　６０３-８８３１・京都府京都市北区大宮北ノ岸町・おおみやきたのきしちよう

　　６０３-８４７５・京都府京都市北区大宮北箱ノ井町・おおみやきたはこのいちよう

　　６０３-８４０７・京都府京都市北区大宮北林町・おおみやきたはﾞやしちよう

　　６０３-８４７２・京都府京都市北区大宮北山ノ前町・おおみやきたやまのまえちよう

　　６０３-８４６１・京都府京都市北区大宮玄琢北東町・おおみやげんたくきたひがしちよう

　　６０３-８４６２・京都府京都市北区大宮玄琢北町・おおみやげんたくきたまち

　　６０３-８４６３・京都府京都市北区大宮玄琢南町・おおみやげんたくみなみまち

　　６０３-８４７８・京都府京都市北区大宮釈迦谷・おおみやしやかだに

　　６０３-８８３８・京都府京都市北区大宮田尻町・おおみやたじりちよう

　　６０３-８４４１・京都府京都市北区大宮土居町・おおみやどいちよう

　　６０３-８８３４・京都府京都市北区大宮中総門口町・おおみやなかそうもんぐちちよう

　　６０３-８８３７・京都府京都市北区大宮中ノ社町・おおみやなかのやしろちよう

　　６０３-８４０４・京都府京都市北区大宮中林町・おおみやなかはﾞやしちよう

　　６０３-８４０５・京都府京都市北区大宮西小野堀町・おおみやにしおのほﾞりちよう

　　６０３-８８３５・京都府京都市北区大宮西総門口町・おおみやにしそうもんぐちちよう

　　６０３-８４４４・京都府京都市北区大宮西野山町・おおみやにしのやまちよう

　　６０３-８４７１・京都府京都市北区大宮西山ノ前町・おおみやにしやまのまえちよう

　　６０３-８４３２・京都府京都市北区大宮西脇台町・おおみやにしわきだいちよう

　　６０３-８４０６・京都府京都市北区大宮東小野堀町・おおみやひがしおのほﾞりちよう

　　６０３-８８３３・京都府京都市北区大宮東総門口町・おおみやひがしそうもんぐちちよう

　　６０３-８４３１・京都府京都市北区大宮東脇台町・おおみやひがしわきだいちよう

　　６０３-８４３７・京都府京都市北区大宮開町・おおみやひらきちよう

　　６０３-８８３２・京都府京都市北区大宮南田尻町・おおみやみなみたじりちよう

　　６０３-８４０２・京都府京都市北区大宮南椿原町・おおみやみなみつはﾞきはらちよう

　　６０３-８４７６・京都府京都市北区大宮南箱ノ井町・おおみやみなみはこのいちよう

　　６０３-８４０３・京都府京都市北区大宮南林町・おおみやみなみはﾞやしちよう

　　６０３-８４７３・京都府京都市北区大宮南山ノ前町・おおみやみなみやまのまえちよう

　　６０３-８４７９・京都府京都市北区大宮薬師山西町・おおみややくしやまにしちよう

　　６０３-８４７４・京都府京都市北区大宮薬師山東町・おおみややくしやまひがしちよう

　　６０１-０１４２・京都府京都市北区大森芦堂町・おおもりあしどうちよう

　　６０１-０１４１・京都府京都市北区大森稲荷・おおもりいなり

　　６０１-０１４３・京都府京都市北区大森中町・おおもりなかちよう

　　６０１-０１４４・京都府京都市北区大森西町・おおもりにしちよう

　　６０１-０１４５・京都府京都市北区大森東町・おおもりひがしちよう

　　６０１-０１３４・京都府京都市北区小野岩戸・おのいわと

　　６０１-０１３３・京都府京都市北区小野上ノ町・おのかみのちよう

　　６０１-０１３１・京都府京都市北区小野下ノ町・おのしものちよう

　　６０１-０１３２・京都府京都市北区小野中ノ町・おのなかのちよう

　　６０１-０１３５・京都府京都市北区小野宮ノ上町・おのみやのかみちよう

　　６０３-８０１２・京都府京都市北区上賀茂葵田町・かみがもあおいでんちよう

　　６０３-８０３４・京都府京都市北区上賀茂葵之森町・かみがもあおいのもりちよう

　　６０３-８０１８・京都府京都市北区上賀茂赤尾町・かみがもあかおちよう

　　６０３-８０３５・京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町・かみがもあさつゆがはらちよう

　　６０３-８０４４・京都府京都市北区上賀茂畔勝町・かみがもあぜかちちよう

　　６０３-８０６１・京都府京都市北区上賀茂荒草町・かみがもあらくさちよう

　　６０３-８０６６・京都府京都市北区上賀茂池殿町・かみがもいけどのちよう

　　６０３-８０４３・京都府京都市北区上賀茂池端町・かみがもいけはﾞたちよう

　　６０３-８０５６・京都府京都市北区上賀茂石計町・かみがもいしかずちよう

　　６０３-８０１７・京都府京都市北区上賀茂壱町口町・かみがもいつちようぐちちよう

　　６０３-８０６３・京都府京都市北区上賀茂今井河原町・かみがもいまいがわらちよう

　　６０３-８０５３・京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町・かみがもいわがかきうちちよう

　　６０３-８０３３・京都府京都市北区上賀茂馬ノ目町・かみがもうまのめちよう

　　６０３-８０８７・京都府京都市北区上賀茂梅ケ辻町・かみがもうめがつじちよう

　　６０３-８０７３・京都府京都市北区上賀茂烏帽子ケ垣内町・かみがもえほﾞしがかきうちちよう

　　６０３-８０３７・京都府京都市北区上賀茂大柳町・かみがもおおやなぎちよう

　　６０３-８０８２・京都府京都市北区上賀茂岡本口町・かみがもおかもとぐちちよう

　　６０３-８０８１・京都府京都市北区上賀茂岡本町・かみがもおかもとちよう

　　６０３-８０３８・京都府京都市北区上賀茂音保瀬町・かみがもおとほﾞせちよう

　　６０３-８０１３・京都府京都市北区上賀茂上神原町・かみがもかみじんはﾞらちよう

　　６０３-８０７１・京都府京都市北区上賀茂北大路町・かみがもきたおおじちよう

　　６０３-８００６・京都府京都市北区上賀茂北ノ原町・かみがもきたのはらちよう

　　６０３-８００７・京都府京都市北区上賀茂毛穴井町・かみがもけあないちよう

　　６０３-８０４１・京都府京都市北区上賀茂ケシ山・かみがもけしやま

　　６０３-８００２・京都府京都市北区上賀茂神山・かみがもこうやま

　　６０３-８０５１・京都府京都市北区上賀茂榊田町・かみがもさかきだちよう

　　６０３-８０１６・京都府京都市北区上賀茂坂口町・かみがもさかぐちちよう

　　６０３-８０５４・京都府京都市北区上賀茂桜井町・かみがもさくらいちよう

　　６０３-８０１４・京都府京都市北区上賀茂下神原町・かみがもしもじんはﾞらちよう

　　６０３-８００１・京都府京都市北区上賀茂十三石山・かみがもじゆうさんごくやま

　　６０３-８０６４・京都府京都市北区上賀茂菖蒲園町・かみがもしようぶえんちよう



　　６０３-８０８５・京都府京都市北区上賀茂蝉ケ垣内町・かみがもせみがかきうちちよう

　　６０３-８０５５・京都府京都市北区上賀茂高縄手町・かみがもたかなわてちよう

　　６０３-８０７２・京都府京都市北区上賀茂竹ケ鼻町・かみがもたけがはなちよう

　　６０３-８０８４・京都府京都市北区上賀茂土門町・かみがもつちかどちよう

　　６０３-８０２７・京都府京都市北区上賀茂津ノ国町・かみがもつのくにちよう

　　６０３-８０４５・京都府京都市北区上賀茂豊田町・かみがもとよたちよう

　　６０３-８０７５・京都府京都市北区上賀茂中大路町・かみがもなかおおじちよう

　　６０３-８００８・京都府京都市北区上賀茂中嶋河原町・かみがもなかじまがわらちよう

　　６０３-８０３２・京都府京都市北区上賀茂中ノ河原町・かみがもなかのかわらちよう

　　６０３-８０２４・京都府京都市北区上賀茂中ノ坂町・かみがもなかのさかちよう

　　６０３-８０２６・京都府京都市北区上賀茂中山町・かみがもなかやまちよう

　　６０３-８０１１・京都府京都市北区上賀茂二軒家町・かみがもにけんやちよう

　　６０３-８０２８・京都府京都市北区上賀茂西上之段町・かみがもにしうえのだんちよう

　　６０３-８０３６・京都府京都市北区上賀茂西河原町・かみがもにしがわらちよう

　　６０３-８０２１・京都府京都市北区上賀茂西後藤町・かみがもにしごとうちよう

　　６０３-８０４２・京都府京都市北区上賀茂狭間町・かみがもはざまちよう

　　６０３-８００３・京都府京都市北区上賀茂柊谷町・かみがもひいらぎだにちよう

　　６０３-８０２３・京都府京都市北区上賀茂東上之段町・かみがもひがしうえのだんちよう

　　６０３-８０２２・京都府京都市北区上賀茂東後藤町・かみがもひがしごとうちよう

　　６０３-８０１５・京都府京都市北区上賀茂備後田町・かみがもびんごでんちよう

　　６０３-８０７７・京都府京都市北区上賀茂藤ノ木町・かみがもふじのきちよう

　　６０３-８０２５・京都府京都市北区上賀茂舟着町・かみがもふなつきちよう

　　６０３-８００５・京都府京都市北区上賀茂前田町・かみがもまえだちよう

　　６０３-８０５２・京都府京都市北区上賀茂松本町・かみがもまつもとちよう

　　６０３-８０６５・京都府京都市北区上賀茂御薗口町・かみがもみそのぐちちよう

　　６０３-８０４６・京都府京都市北区上賀茂深泥池町・かみがもみどろいけちよう

　　６０３-８０７４・京都府京都市北区上賀茂南大路町・かみがもみなみおおじちよう

　　６０３-８０８６・京都府京都市北区上賀茂向梅町・かみがもむかいうめちよう

　　６０３-８０８３・京都府京都市北区上賀茂向縄手町・かみがもむかいなわてちよう

　　６０３-８０３１・京都府京都市北区上賀茂女夫岩町・かみがもめおといわちよう

　　６０３-８０４７・京都府京都市北区上賀茂本山・かみがももとやま

　　６０３-８０６２・京都府京都市北区上賀茂薮田町・かみがもやぶたちよう

　　６０３-８０７６・京都府京都市北区上賀茂山本町・かみがもやまもとちよう

　　６０３-８００４・京都府京都市北区上賀茂六段田町・かみがもろくだんだちよう

　　６０３-８１４７・京都府京都市北区上御霊上江町・かみごりようかみえちよう

　　６０３-８１５５・京都府京都市北区上清蔵口町・かみせいぞうぐちちよう

　　６０３-８３２５・京都府京都市北区北野上白梅町・きたのかみはくはﾞいちよう

　　６０３-８３２４・京都府京都市北区北野紅梅町・きたのこうはﾞいちよう

　　６０３-８３２６・京都府京都市北区北野下白梅町・きたのしもはくはﾞいちよう

　　６０３-８３２７・京都府京都市北区北野西白梅町・きたのにしはくはﾞいちよう

　　６０３-８３２３・京都府京都市北区北野東紅梅町・きたのひがしこうはﾞいちよう

　　６０３-８４８６・京都府京都市北区衣笠赤阪町・きぬがさあかさかちよう

　　６０３-８３１５・京都府京都市北区衣笠荒見町・きぬがさあらみちよう

　　６０３-８３５１・京都府京都市北区衣笠大祓町・きぬがさおおはらいちよう

　　６０３-８３７２・京都府京都市北区衣笠街道町・きぬがさがいどうちよう

　　６０３-８４５１・京都府京都市北区衣笠鏡石町・きぬがさかがみいしちよう

　　６０３-８３１６・京都府京都市北区衣笠北荒見町・きぬがさきたあらみちよう

　　６０３-８３７３・京都府京都市北区衣笠北高橋町・きぬがさきたたかはしちよう

　　６０３-８３７６・京都府京都市北区衣笠北天神森町・きぬがさきたてんじんもりちよう

　　６０３-８４８５・京都府京都市北区衣笠衣笠山町・きぬがさきぬがさやまちよう

　　６０３-８３７８・京都府京都市北区衣笠御所ノ内町・きぬがさごしよのうちちよう

　　６０３-８３６３・京都府京都市北区衣笠総門町・きぬがさそうもんちよう

　　６０３-８３７４・京都府京都市北区衣笠高橋町・きぬがさたかはしちよう

　　６０３-８３７５・京都府京都市北区衣笠天神森町・きぬがさてんじんもりちよう

　　６０３-８３７７・京都府京都市北区衣笠西御所ノ内町・きぬがさにしごしよのうちちよう

　　６０３-８４５６・京都府京都市北区衣笠西尊上院町・きぬがさにしそんじよういんちよう

　　６０３-８３６６・京都府京都市北区衣笠西馬場町・きぬがさにしはﾞはﾞちよう

　　６０３-８４５４・京都府京都市北区衣笠西開キ町・きぬがさにしひらきちよう

　　６０３-８３６２・京都府京都市北区衣笠馬場町・きぬがさはﾞはﾞちよう

　　６０３-８３７１・京都府京都市北区衣笠東御所ノ内町・きぬがさひがしごしよのうちちよう

　　６０３-８４５５・京都府京都市北区衣笠東尊上院町・きぬがさひがしそんじよういんちよう

　　６０３-８４５３・京都府京都市北区衣笠東開キ町・きぬがさひがしひらきちよう

　　６０３-８４８４・京都府京都市北区衣笠氷室町・きぬがさひむろちよう

　　６０３-８４５２・京都府京都市北区衣笠開キ町・きぬがさひらきちよう

　　６０３-８３６１・京都府京都市北区金閣寺町・きんかくじちよう

　　６０３-８８６１・京都府京都市北区雲ケ畑出谷町・くもがはたでたにちよう

　　６０３-８８６２・京都府京都市北区雲ケ畑中津川町・くもがはたなかつがわちよう

　　６０３-８８６３・京都府京都市北区雲ケ畑中畑町・くもがはたなかはたちよう

　　６０３-８１３７・京都府京都市北区鞍馬口町・くらまぐちちよう

　　６０３-８３４１・京都府京都市北区小松原北町・こまつはﾞらきたまち



　　６０３-８３４２・京都府京都市北区小松原南町・こまつはﾞらみなみまち

　　６０３-８１２５・京都府京都市北区小山板倉町・こやまいたくらちよう

　　６０３-８１２６・京都府京都市北区小山上板倉町・こやまかみいたくらちよう

　　６０３-８１３１・京都府京都市北区小山上内河原町・こやまかみうちかわらちよう

　　６０３-８１７１・京都府京都市北区小山上初音町・こやまかみはつねちよう

　　６０３-８１２１・京都府京都市北区小山上花ノ木町・こやまかみはなのきちよう

　　６０３-８１４３・京都府京都市北区小山上総町・こやまかみふさちよう

　　６０３-８１６１・京都府京都市北区小山北大野町・こやまきたおおのちよう

　　６０３-８１４２・京都府京都市北区小山北上総町・こやまきたかみふさちよう

　　６０３-８１０３・京都府京都市北区小山北玄以町・こやまきたげんいちよう

　　６０３-８１２４・京都府京都市北区小山下板倉町・こやましもいたくらちよう

　　６０３-８１３２・京都府京都市北区小山下内河原町・こやましもうちかわらちよう

　　６０３-８１７３・京都府京都市北区小山下初音町・こやましもはつねちよう

　　６０３-８１２３・京都府京都市北区小山下花ノ木町・こやましもはなのきちよう

　　６０３-８１５１・京都府京都市北区小山下総町・こやましもふさちよう

　　６０３-８１５６・京都府京都市北区小山中溝町・こやまなかみぞちよう

　　６０３-８１６７・京都府京都市北区小山西大野町・こやまにしおおのちよう

　　６０３-８１４１・京都府京都市北区小山西上総町・こやまにしかみふさちよう

　　６０３-８１０５・京都府京都市北区小山西玄以町・こやまにしげんいちよう

　　６０３-８１４８・京都府京都市北区小山西花池町・こやまにしはないけちよう

　　６０３-８１１３・京都府京都市北区小山西元町・こやまにしもとまち

　　６０３-８１７２・京都府京都市北区小山初音町・こやまはつねちよう

　　６０３-８１２２・京都府京都市北区小山花ノ木町・こやまはなのきちよう

　　６０３-８１６２・京都府京都市北区小山東大野町・こやまひがしおおのちよう

　　６０３-８１０４・京都府京都市北区小山東玄以町・こやまひがしげんいちよう

　　６０３-８１４４・京都府京都市北区小山東花池町・こやまひがしはないけちよう

　　６０３-８１１１・京都府京都市北区小山東元町・こやまひがしもとまち

　　６０３-８１４５・京都府京都市北区小山堀池町・こやまほりいけちよう

　　６０３-８１６３・京都府京都市北区小山南大野町・こやまみなみおおのちよう

　　６０３-８１４９・京都府京都市北区小山南上総町・こやまみなみかみふさちよう

　　６０３-８１１２・京都府京都市北区小山元町・こやまもとまち

　　６０３-８１５２・京都府京都市北区小山町・こやまちよう

　　６０３-８２０７・京都府京都市北区紫竹牛若町・しちくうしわかちよう

　　６０３-８１７９・京都府京都市北区紫竹上梅ノ木町・しちくかみうめのきちよう

　　６０３-８１１７・京都府京都市北区紫竹上高才町・しちくかみこうさいちよう

　　６０３-８４２３・京都府京都市北区紫竹上芝本町・しちくかみしはﾞもとちよう

　　６０３-８４２１・京都府京都市北区紫竹上園生町・しちくかみそのうちよう

　　６０３-８４１１・京都府京都市北区紫竹上竹殿町・しちくかみたけどのちよう

　　６０３-８１０２・京都府京都市北区紫竹上長目町・しちくかみながめちよう

　　６０３-８１０８・京都府京都市北区紫竹上ノ岸町・しちくかみのきしちよう

　　６０３-８１０１・京都府京都市北区紫竹上堀川町・しちくかみほりかわちよう

　　６０３-８１１６・京都府京都市北区紫竹上本町・しちくかみほんまち

　　６０３-８４２７・京都府京都市北区紫竹上緑町・しちくかみみどりちよう

　　６０３-８４３３・京都府京都市北区紫竹北栗栖町・しちくきたくりすちよう

　　６０３-８４１６・京都府京都市北区紫竹北大門町・しちくきただいもんちよう

　　６０３-８４３５・京都府京都市北区紫竹栗栖町・しちくくりすちよう

　　６０３-８１７８・京都府京都市北区紫竹下梅ノ木町・しちくしもうめのきちよう

　　６０３-８１１４・京都府京都市北区紫竹下高才町・しちくしもこうさいちよう

　　６０３-８４２４・京都府京都市北区紫竹下芝本町・しちくしもしはﾞもとちよう

　　６０３-８４２２・京都府京都市北区紫竹下園生町・しちくしもそのうちよう

　　６０３-８４１２・京都府京都市北区紫竹下竹殿町・しちくしもたけどのちよう

　　６０３-８１０６・京都府京都市北区紫竹下長目町・しちくしもながめちよう

　　６０３-８１０７・京都府京都市北区紫竹下ノ岸町・しちくしものきしちよう

　　６０３-８１１５・京都府京都市北区紫竹下本町・しちくしもほんまち

　　６０３-８４２５・京都府京都市北区紫竹下緑町・しちくしもみどりちよう

　　６０３-８２０６・京都府京都市北区紫竹西南町・しちくせいなんちよう

　　６０３-８４２６・京都府京都市北区紫竹西北町・しちくせいほくちよう

　　６０３-８４１４・京都府京都市北区紫竹大門町・しちくだいもんちよう

　　６０３-８２０４・京都府京都市北区紫竹高縄町・しちくたかなわちよう

　　６０３-８４１７・京都府京都市北区紫竹竹殿町・しちくたけどのちよう

　　６０３-８４３６・京都府京都市北区紫竹西栗栖町・しちくにしくりすちよう

　　６０３-８４１５・京都府京都市北区紫竹西大門町・しちくにしだいもんちよう

　　６０３-８２０５・京都府京都市北区紫竹西高縄町・しちくにしたかなわちよう

　　６０３-８４４３・京都府京都市北区紫竹西野山町・しちくにしのやまちよう

　　６０３-８４４２・京都府京都市北区紫竹西野山東町・しちくにしのやまひがしまち

　　６０３-８２０８・京都府京都市北区紫竹西桃ノ本町・しちくにしもものもとちよう

　　６０３-８４３４・京都府京都市北区紫竹東栗栖町・しちくひがしくりすちよう

　　６０３-８４１３・京都府京都市北区紫竹東大門町・しちくひがしだいもんちよう

　　６０３-８２０３・京都府京都市北区紫竹東高縄町・しちくひがしたかなわちよう

　　６０３-８２０２・京都府京都市北区紫竹東桃ノ本町・しちくひがしもものもとちよう



　　６０３-８２０１・京都府京都市北区紫竹桃ノ本町・しちくもものもとちよう

　　６０３-８１３９・京都府京都市北区上善寺門前町・じようぜんじもんぜんちよう

　　６０３-８１４６・京都府京都市北区新御霊口町・しんごりようぐちちよう

　　６０１-０１１１・京都府京都市北区杉阪北尾・すぎさかきたお

　　６０１-０１１３・京都府京都市北区杉阪道風町・すぎさかとうふうちよう

　　６０１-０１１２・京都府京都市北区杉阪都町・すぎさかみやこちよう

　　６０３-８３３６・京都府京都市北区大将軍一条町・たいしようぐんいちじようちよう

　　６０３-８３３２・京都府京都市北区大将軍川端町・たいしようぐんかわはﾞたちよう

　　６０３-８３３５・京都府京都市北区大将軍坂田町・たいしようぐんさかたちよう

　　６０３-８３３４・京都府京都市北区大将軍西鷹司町・たいしようぐんにしたかつかさちよう

　　６０３-８３３１・京都府京都市北区大将軍西町・たいしようぐんにしまち

　　６０３-８３３３・京都府京都市北区大将軍東鷹司町・たいしようぐんひがしたかつかさちよう

　　６０３-８３３７・京都府京都市北区大将軍南一条町・たいしようぐんみなみいちじようちよう

　　６０３-８４９３・京都府京都市北区鷹峯大谷町・たかがみねおおたにちよう

　　６０３-８４４６・京都府京都市北区鷹峯上ノ町・たかがみねかみのちよう

　　６０３-８４６８・京都府京都市北区鷹峯北鷹峯町・たかがみねきたたかがみねちよう

　　６０３-８４４７・京都府京都市北区鷹峯木ノ畑町・たかがみねきのはたちよう

　　６０３-８４４８・京都府京都市北区鷹峯旧土居町・たかがみねきゆうどいちよう

　　６０３-８４６４・京都府京都市北区鷹峯黒門町・たかがみねくろもんちよう

　　６０３-８４６６・京都府京都市北区鷹峯光悦町・たかがみねこうえつちよう

　　６０３-８４６９・京都府京都市北区鷹峯千束町・たかがみねせんぞくちよう

　　６０３-８４６５・京都府京都市北区鷹峯土天井町・たかがみねつちてんじようちよう

　　６０３-８４９２・京都府京都市北区鷹峯堂ノ庭町・たかがみねどうのにわちよう

　　６０３-８４４５・京都府京都市北区鷹峯藤林町・たかがみねふじはﾞやしちよう

　　６０３-８４９１・京都府京都市北区鷹峯仏谷・たかがみねほとけだに

　　６０３-８４９４・京都府京都市北区鷹峯堀越町・たかがみねほりこしちよう

　　６０３-８４６７・京都府京都市北区鷹峯南鷹峯町・たかがみねみなみたかがみねちよう

　　６０３-８１５４・京都府京都市北区長乗西町・ちようじようにしまち

　　６０３-８１５３・京都府京都市北区長乗東町・ちようじようひがしまち

　　６０３-８１３８・京都府京都市北区天寧寺門前町・てんねいじもんぜんちよう

　　６０３-８３４６・京都府京都市北区等持院北町・とうじいんきたまち

　　６０３-８３４７・京都府京都市北区等持院中町・とうじいんなかまち

　　６０３-８３５４・京都府京都市北区等持院西町・とうじいんにしまち

　　６０３-８３４３・京都府京都市北区等持院東町・とうじいんひがしまち

　　６０３-８３４４・京都府京都市北区等持院南町・とうじいんみなみまち

　　６０１-０１２５・京都府京都市北区中川川登・なかがわかわのほﾞり

　　６０１-０１２２・京都府京都市北区中川北山町・なかがわきたやまちよう

　　６０１-０１２４・京都府京都市北区中川中山・なかがわなかやま

　　６０１-０１２３・京都府京都市北区中川西山・なかがわにしやま

　　６０１-０１２１・京都府京都市北区中川東山・なかがわひがしやま

　　６０３-８８０４・京都府京都市北区西賀茂井ノ口町・にしがもいのくちちよう

　　６０３-８８４２・京都府京都市北区西賀茂今原町・にしがもいまはらちよう

　　６０３-８８２８・京都府京都市北区西賀茂大栗町・にしがもおおくりちよう

　　６０３-８８１３・京都府京都市北区西賀茂大道口町・にしがもおおどぐちちよう

　　６０３-８８４４・京都府京都市北区西賀茂大深町・にしがもおおぶけちよう

　　６０３-８８０７・京都府京都市北区西賀茂蛙ケ谷・にしがもかえるがたに

　　６０３-８８２１・京都府京都市北区西賀茂柿ノ木町・にしがもかきのきちよう

　　６０３-８８５２・京都府京都市北区西賀茂笠松・にしがもかさまつ

　　６０３-８８０５・京都府京都市北区西賀茂蟹ケ坂町・にしがもかにがさかちよう

　　６０３-８８２２・京都府京都市北区西賀茂鹿ノ下町・にしがもかのしたちよう

　　６０３-８８０２・京都府京都市北区西賀茂上庄田町・にしがもかみしようだちよう

　　６０３-８８１７・京都府京都市北区西賀茂川上町・にしがもかわかみちよう

　　６０３-８８４１・京都府京都市北区西賀茂北今原町・にしがもきたいまはらちよう

　　６０３-８８１６・京都府京都市北区西賀茂北川上町・にしがもきたかわかみちよう

　　６０３-８８４７・京都府京都市北区西賀茂北鎮守菴町・にしがもきたちんじゆあんちよう

　　６０３-８８１１・京都府京都市北区西賀茂北山ノ森町・にしがもきたやまのもりちよう

　　６０３-８８０１・京都府京都市北区西賀茂下庄田町・にしがもしもしようだちよう

　　６０３-８８５３・京都府京都市北区西賀茂城山・にしがもしろやま

　　６０３-８８３６・京都府京都市北区西賀茂神光院町・にしがもじんこういんちよう

　　６０３-８８４５・京都府京都市北区西賀茂角社町・にしがもすみやしろちよう

　　６０３-８８４６・京都府京都市北区西賀茂鎮守菴町・にしがもちんじゆあんちよう

　　６０３-８８１５・京都府京都市北区西賀茂中川上町・にしがもなかかわかみちよう

　　６０３-８８５４・京都府京都市北区西賀茂西氷室町・にしがもにしひむろちよう

　　６０３-８８２３・京都府京都市北区西賀茂榿ノ木町・にしがもはりのきちよう

　　６０３-８８０３・京都府京都市北区西賀茂樋ノ口町・にしがもひのくちちよう

　　６０３-８８５５・京都府京都市北区西賀茂氷室町・にしがもひむろちよう

　　６０３-８８４８・京都府京都市北区西賀茂船山・にしがもふねやま

　　６０３-８８２６・京都府京都市北区西賀茂坊ノ後町・にしがもほﾞうのうしろちよう

　　６０３-８８５６・京都府京都市北区西賀茂蓬来谷・にしがもほうらいだに

　　６０３-８８２５・京都府京都市北区西賀茂丸川町・にしがもまるかわちよう



　　６０３-８８０６・京都府京都市北区西賀茂円峰・にしがもまるみね

　　６０３-８８２７・京都府京都市北区西賀茂水垣町・にしがもみずがきちよう

　　６０３-８８４３・京都府京都市北区西賀茂南今原町・にしがもみなみいまはらちよう

　　６０３-８８２４・京都府京都市北区西賀茂南大栗町・にしがもみなみおおくりちよう

　　６０３-８８１４・京都府京都市北区西賀茂南川上町・にしがもみなみかわかみちよう

　　６０３-８８１２・京都府京都市北区西賀茂山ノ森町・にしがもやまのもりちよう

　　６０３-８８５１・京都府京都市北区西賀茂鑓磨岩・にしがもやりとぎいわ

　　６０３-８３５３・京都府京都市北区平野上八丁柳町・ひらのかみはつちようやなぎちよう

　　６０３-８３５５・京都府京都市北区平野上柳町・ひらのかみやなぎちよう

　　６０３-８３６４・京都府京都市北区平野桜木町・ひらのさくらぎちよう

　　６０３-８３２１・京都府京都市北区平野鳥居前町・ひらのとりいまえちよう

　　６０３-８３４５・京都府京都市北区平野八丁柳町・ひらのはつちようやなぎちよう

　　６０３-８３５６・京都府京都市北区平野東柳町・ひらのひがしやなぎちよう

　　６０３-８３５２・京都府京都市北区平野宮北町・ひらのみやきたちよう

　　６０３-８３６５・京都府京都市北区平野宮敷町・ひらのみやじきちよう

　　６０３-８３５７・京都府京都市北区平野宮西町・ひらのみやにしちよう

　　６０３-８３２２・京都府京都市北区平野宮本町・ひらのみやもとちよう

　　６０１-０１０２・京都府京都市北区真弓善福・まゆみぜんふﾟく

　　６０１-０１０１・京都府京都市北区真弓八幡町・まゆみはちまんちよう

　　６０３-８２４３・京都府京都市北区紫野今宮町・むらさきのいまみやちよう

　　６０３-８２４２・京都府京都市北区紫野上野町・むらさきのうえのちよう

　　６０３-８２１４・京都府京都市北区紫野雲林院町・むらさきのうんりんいんちよう

　　６０３-８３１１・京都府京都市北区紫野上柏野町・むらさきのかみかしわのちよう

　　６０３-８１６６・京都府京都市北区紫野上御所田町・むらさきのかみごしよでんちよう

　　６０３-８２１１・京都府京都市北区紫野上石龍町・むらさきのかみせきりゆうちよう

　　６０３-８２２１・京都府京都市北区紫野上築山町・むらさきのかみつきやまちよう

　　６０３-８１７６・京都府京都市北区紫野上鳥田町・むらさきのかみとりだちよう

　　６０３-８２３６・京都府京都市北区紫野上御輿町・むらさきのかみみこしちよう

　　６０３-８２１７・京都府京都市北区紫野上門前町・むらさきのかみもんぜんちよう

　　６０３-８１７７・京都府京都市北区紫野上柳町・むらさきのかみやなぎちよう

　　６０３-８２３７・京都府京都市北区紫野上若草町・むらさきのかみわかくさちよう

　　６０３-８３０１・京都府京都市北区紫野北花ノ坊町・むらさきのきたはなのほﾞうちよう

　　６０３-８２２７・京都府京都市北区紫野北舟岡町・むらさきのきたふなおかちよう

　　６０３-８３０４・京都府京都市北区紫野郷ノ上町・むらさきのごうのうえちよう

　　６０３-８３１３・京都府京都市北区紫野下柏野町・むらさきのしもかしわのちよう

　　６０３-８２１３・京都府京都市北区紫野下石龍町・むらさきのしもせきりゆうちよう

　　６０３-８２２２・京都府京都市北区紫野下築山町・むらさきのしもつきやまちよう

　　６０３-８１７５・京都府京都市北区紫野下鳥田町・むらさきのしもとりだちよう

　　６０３-８２３５・京都府京都市北区紫野下御輿町・むらさきのしもみこしちよう

　　６０３-８２１５・京都府京都市北区紫野下門前町・むらさきのしももんぜんちよう

　　６０３-８１７４・京都府京都市北区紫野下柳町・むらさきのしもやなぎちよう

　　６０３-８２３４・京都府京都市北区紫野下若草町・むらさきのしもわかくさちよう

　　６０３-８３０３・京都府京都市北区紫野十二坊町・むらさきのじゆうにほﾞうちよう

　　６０３-８２１２・京都府京都市北区紫野石龍町・むらさきのせきりゆうちよう

　　６０３-８２４７・京都府京都市北区紫野泉堂町・むらさきのせんどうちよう

　　６０３-８２３１・京都府京都市北区紫野大徳寺町・むらさきのだいとくじちよう

　　６０３-８３１２・京都府京都市北区紫野中柏野町・むらさきのなかかしわのちよう

　　６０３-８１６５・京都府京都市北区紫野西御所田町・むらさきのにしごしよでんちよう

　　６０３-８２４６・京都府京都市北区紫野西泉堂町・むらさきのにしせんどうちよう

　　６０３-８３１４・京都府京都市北区紫野西土居町・むらさきのにしどいちよう

　　６０３-８２３３・京都府京都市北区紫野西野町・むらさきのにしのちよう

　　６０３-８２２４・京都府京都市北区紫野西藤ノ森町・むらさきのにしふじのもりちよう

　　６０３-８２２６・京都府京都市北区紫野西舟岡町・むらさきのにしふなおかちよう

　　６０３-８２４５・京都府京都市北区紫野西蓮台野町・むらさきのにしれんだいのちよう

　　６０３-８３０２・京都府京都市北区紫野花ノ坊町・むらさきのはなのほﾞうちよう

　　６０３-８１６４・京都府京都市北区紫野東御所田町・むらさきのひがしごしよでんちよう

　　６０３-８２４１・京都府京都市北区紫野東泉堂町・むらさきのひがしせんどうちよう

　　６０３-８２３２・京都府京都市北区紫野東野町・むらさきのひがしのちよう

　　６０３-８２２３・京都府京都市北区紫野東藤ノ森町・むらさきのひがしふじのもりちよう

　　６０３-８２２８・京都府京都市北区紫野東舟岡町・むらさきのひがしふなおかちよう

　　６０３-８２４４・京都府京都市北区紫野東蓮台野町・むらさきのひがしれんだいのちよう

　　６０３-８３０５・京都府京都市北区紫野南花ノ坊町・むらさきのみなみはなのほﾞうちよう

　　６０３-８２２５・京都府京都市北区紫野南舟岡町・むらさきのみなみふなおかちよう

　　６０３-８１５８・京都府京都市北区紫野宮西町・むらさきのみやにしちよう

　　６０３-８１５７・京都府京都市北区紫野宮東町・むらさきのみやひがしちよう

　　６０３-８２１６・京都府京都市北区紫野門前町・むらさきのもんぜんちよう

　　６０２-００００・京都府京都市上京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０２-０８２７・京都府京都市上京区相生町・あいおいちよう

　　６０２-８２７８・京都府京都市上京区愛染寺町・あいぜんじちよう

　　６０２-００５４・京都府京都市上京区飛鳥井町・あすかいちよう



　　６０２-０９２３・京都府京都市上京区油橋詰町・あぶらはしつﾞめちよう

　　６０２-８１６５・京都府京都市上京区尼ケ崎横町・あまがさきよこちよう

　　６０２-８４２４・京都府京都市上京区阿弥陀寺町・あみだじちよう

　　６０２-０８０３・京都府京都市上京区阿弥陀寺前町・あみだじまえちよう

　　６０２-８０７４・京都府京都市上京区有春町・ありはるちよう

　　６０２-８４７２・京都府京都市上京区有馬町・ありまちよう

　　６０２-００６４・京都府京都市上京区安楽小路町・あんらくこうじちよう

　　６０２-８１２１・京都府京都市上京区家永町・いえながちよう

　　６０２-８４０７・京都府京都市上京区伊佐町・いさちよう

　　６０２-８２２６・京都府京都市上京区石薬師町・いしやくしちよう

　　６０２-８２９７・京都府京都市上京区伊勢殿構町・いせどのかまえちよう

　　６０２-０８７３・京都府京都市上京区伊勢屋町・いせやちよう

　　６０２-８３０２・京都府京都市上京区井田町・いだちよう

　　６０２-８３３５・京都府京都市上京区一観音町・いちかんのんちよう

　　６０２-０９３４・京都府京都市上京区一条殿町・いちじようでんちよう

　　６０２-０９４４・京都府京都市上京区一条横町・いちじようよこちよう

　　６０２-８３４５・京都府京都市上京区一番町・いちはﾞんちよう

　　６０２-０９０５・京都府京都市上京区一松町・いちまつちよう

　　６０２-８４７１・京都府京都市上京区一色町・いつしきちよう

　　６０２-０８２４・京都府京都市上京区一真町・いつしんちよう

　　６０２-８０６４・京都府京都市上京区一町目（上長者町通堀川東入）・いつちようめ

　　６０２-８０６４・京都府京都市上京区一町目（東堀川通上長者町上る）・いつちようめ

　　６０２-８０６４・京都府京都市上京区一町目（上長者町通堀川東入）・いつちようめ

　　６０２-８１３４・京都府京都市上京区一町目（大宮通椹木町下る）・いつちようめ

　　６０２-８１３４・京都府京都市上京区一町目（大宮通丸太町上る）・いつちようめ

　　６０２-８１３４・京都府京都市上京区一町目（椹木町通大宮西入）・いつちようめ

　　６０２-８１３４・京都府京都市上京区一町目（丸太町通大宮東入）・いつちようめ

　　６０２-８１０３・京都府京都市上京区一町目（松屋町通出水下る）・いつちようめ

　　６０２-８１０３・京都府京都市上京区一町目（松屋町通下立売上る）・いつちようめ

　　６０２-８４４６・京都府京都市上京区五辻町・いつつじちよう

　　６０２-８２３８・京都府京都市上京区糸屋町・いとやちよう

　　６０２-８３５２・京都府京都市上京区稲葉町・いなはﾞちよう

　　６０２-８４９７・京都府京都市上京区戌亥町・いぬいちよう

　　６０２-８２４５・京都府京都市上京区猪熊・いのくま

　　６０２-００６６・京都府京都市上京区射場町・いはﾞちよう

　　６０２-８０２５・京都府京都市上京区今薬屋町・いまくすりやちよう

　　６０２-８２９２・京都府京都市上京区今新在家町・いましんざいけちよう

　　６０２-０９０６・京都府京都市上京区今図子町・いまずしちよう

　　６０２-００３３・京都府京都市上京区今出川町（烏丸通今出川上る）・いまでがわちよう

　　６０２-００３３・京都府京都市上京区今出川町（烏丸通今出川下る）・いまでがわちよう

　　６０２-００３３・京都府京都市上京区今出川町（今出川通烏丸西入）・いまでがわちよう

　　６０２-００３３・京都府京都市上京区今出川町（今出川通室町東入）・いまでがわちよう

　　６０２-８４５４・京都府京都市上京区今出川町（元誓願寺通浄福寺西入）・いまでがわちよう

　　６０２-８４５４・京都府京都市上京区今出川町（元誓願寺通浄福寺東入）・いまでがわちよう

　　６０２-８４５４・京都府京都市上京区今出川町（浄福寺通元誓願寺上る）・いまでがわちよう

　　６０２-８４５４・京都府京都市上京区今出川町（浄福寺通元誓願寺下る）・いまでがわちよう

　　６０２-８４５４・京都府京都市上京区・いまでがわちよう

　　６０２-８１０４・京都府京都市上京区浮田町・うきたちよう

　　６０２-００１２・京都府京都市上京区内構町・うちがまえちよう

　　６０２-０９４２・京都府京都市上京区靭屋町・うつほﾞやちよう

　　６０２-８４７７・京都府京都市上京区姥ケ榎木町・うはﾞがえのきちよう

　　６０２-８４８７・京都府京都市上京区姥ケ北町・うはﾞがきたまち

　　６０２-８３０３・京都府京都市上京区姥ケ寺之前町・うはﾞがてらのまえちよう

　　６０２-８４８５・京都府京都市上京区姥ケ東西町・うはﾞがとうざいちよう

　　６０２-８４８６・京都府京都市上京区姥ケ西町・うはﾞがにしちよう

　　６０２-０９０２・京都府京都市上京区梅屋町・うめやちよう

　　６０２-００３１・京都府京都市上京区裏築地町・うらつきじちよう

　　６０２-００２５・京都府京都市上京区裏風呂町・うらふろちよう

　　６０２-８２５１・京都府京都市上京区榎町・えのきちよう

　　６０２-８０３２・京都府京都市上京区夷川町・えびすがわちよう

　　６０２-８４８４・京都府京都市上京区蛭子町（上立売通浄福寺西入）・えびすちよう

　　６０２-８４８４・京都府京都市上京区蛭子町（浄福寺通上立売下る）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（猪熊通出水上る）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（猪熊通下長者町下る）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（下長者町通猪熊西入）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（下長者町通猪熊東入）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（出水通猪熊西入）・えびすちよう

　　６０２-８１１８・京都府京都市上京区蛭子町（出水通猪熊東入）・えびすちよう

　　６０２-８３０７・京都府京都市上京区閻魔前町・えんままえちよう

　　６０２-８３１８・京都府京都市上京区老松町・おいまつちよう



　　６０２-８０１１・京都府京都市上京区桜鶴円町・おうかくえんちよう

　　６０２-０９２１・京都府京都市上京区正親町・おうぎちよう

　　６０２-０８４８・京都府京都市上京区扇町（寺町通今出川下る）・おうぎちよう

　　６０２-０８４８・京都府京都市上京区扇町（寺町通石薬師上る）・おうぎちよう

　　６０２-０８４８・京都府京都市上京区扇町（寺町通石薬師下る）・おうぎちよう

　　６０２-０８４８・京都府京都市上京区扇町（寺町通広小路上る）・おうぎちよう

　　６０２-０８４８・京都府京都市上京区扇町（石薬師通寺町東入）・おうぎちよう

　　６０２-００７１・京都府京都市上京区扇町（堀川通寺之内上る）・おうぎちよう

　　６０２-００７１・京都府京都市上京区扇町（堀川通上御霊前上る）・おうぎちよう

　　６０２-００７１・京都府京都市上京区扇町（上御霊前通堀川東入）・おうぎちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（寺之内通大宮西入）・おおいのくまちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（寺之内通智恵光院西入）・おおいのくまちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（寺之内通智）・おおいのくまちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（恵光院東入）・おおいのくまちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（寺之内通大宮東入）・おおいのくまちよう

　　６０２-８４０５・京都府京都市上京区大猪熊町（智恵光院通寺之内下る）・おおいのくまちよう

　　６０２-０８４９・京都府京都市上京区大猪熊町（中筋通石薬師上る）・おおいのくまちよう

　　６０２-０８４９・京都府京都市上京区大猪熊町（石薬師通河原町西入）・おおいのくまちよう

　　６０２-０８４９・京都府京都市上京区大猪熊町（石薬師通寺町東入）・おおいのくまちよう

　　６０２-０８４９・京都府京都市上京区大猪熊町（石薬師通中筋西入）・おおいのくまちよう

　　６０２-０８４９・京都府京都市上京区大猪熊町（石薬師通中筋東入）・おおいのくまちよう

　　６０２-８３７５・京都府京都市上京区大上之町・おおかみのちよう

　　６０２-８４１３・京都府京都市上京区大北小路東町・おおきたこうじひがしちよう

　　６０２-０８３２・京都府京都市上京区大原口町・おおはらぐちちよう

　　６０２-０８３４・京都府京都市上京区大原口突抜町・おおはらぐちつきぬけちよう

　　６０２-８３７６・京都府京都市上京区大東町・おおひがしちよう

　　６０２-０９３５・京都府京都市上京区大峰図子町・おおみねずしちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（今出川通河原町西入）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（今出川通寺町東入）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（今出川通寺町東入下る）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（河原町通今出川下る）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（河原町通今出川下る西入）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（寺町通今出川下る東入）・おおみやちよう

　　６０２-０８４７・京都府京都市上京区大宮町（中筋通石薬師上る）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区大宮町（上の下立売通御前西入）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区大宮町（上の下立売通御前西入上る）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区大宮町（上の下立売通天神道東入）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区大宮町（下立売通御前西入）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区大宮町（下立売通御前西入上る）・おおみやちよう

　　６０２-８３６３・京都府京都市上京区・おおみやちよう

　　６０２-００３２・京都府京都市上京区岡松町・おかまつちよう

　　６０２-０９２４・京都府京都市上京区小川町・おがわちよう

　　６０２-０８２５・京都府京都市上京区表町・おもてちよう

　　６０２-０９４６・京都府京都市上京区戒光寺町・かいこうじちよう

　　６０２-８０６１・京都府京都市上京区甲斐守町・かいのかみちよう

　　６０２-８２０３・京都府京都市上京区鏡石町・かがみいしちよう

　　６０２-８２８１・京都府京都市上京区加賀屋町・かがやちよう

　　６０２-８０１４・京都府京都市上京区勘解由小路町・かげゆこうじちよう

　　６０２-０８４１・京都府京都市上京区梶井町・かじいちよう

　　６０２-０９５２・京都府京都市上京区頭町（油小路通元誓願寺下る）・かしらちよう

　　６０２-０９５２・京都府京都市上京区頭町（油小元誓願寺通油小路西入）・かしらちよう

　　６０２-８０７３・京都府京都市上京区頭町（上長者町通西洞院西入）・かしらちよう

　　６０２-８０７３・京都府京都市上京区頭町（西洞院通上長者町下る）・かしらちよう

　　６０２-８０７３・京都府京都市上京区頭町（西洞院通下長者町上る）・かしらちよう

　　６０２-８０７３・京都府京都市上京区頭町（西洞院通中長者町上る）・かしらちよう

　　６０２-８０７３・京都府京都市上京区頭町（西洞院通中長者町下る）・かしらちよう

　　６０２-８３１１・京都府京都市上京区柏清盛町・かしわきよもりちよう

　　６０２-８０２３・京都府京都市上京区春日町・かすがちよう

　　６０２-８３１６・京都府京都市上京区片原町・かたはらちよう

　　６０２-０８５５・京都府京都市上京区上生洲町・かみいけすちよう

　　６０２-００５２・京都府京都市上京区上小川町・かみおがわちよう

　　６０２-８０３３・京都府京都市上京区上鍛冶町・かみかじちよう

　　６０２-０８０４・京都府京都市上京区上片原町・かみかたはらちよう

　　６０２-００１７・京都府京都市上京区上木下町・かみきのしたちよう

　　６０２-０８９６・京都府京都市上京区上御霊竪町・かみごりようたてまち

　　６０２-０８９４・京都府京都市上京区上御霊中町・かみごりようなかまち

　　６０２-０８９１・京都府京都市上京区上御霊馬場町・かみごりようはﾞはﾞちよう

　　６０２-０８９５・京都府京都市上京区上御霊前町・かみごりようまえちよう

　　６０２-００２４・京都府京都市上京区上立売町・かみだちうりちよう

　　６０２-００２２・京都府京都市上京区上立売東町・かみだちうりひがしちよう



　　６０２-００８２・京都府京都市上京区上天神町・かみてんじんちよう

　　６０２-０８１５・京都府京都市上京区上塔之段町・かみとうのだんちよう

　　６０２-０８６３・京都府京都市上京区上之町・かみのちよう

　　６０２-８１４１・京都府京都市上京区上堀川町・かみほりかわちよう

　　６０２-０８１３・京都府京都市上京区上神輿町・かみみこしちよう

　　６０２-８３８４・京都府京都市上京区紙屋川町・かみやがわちよう

　　６０２-００１３・京都府京都市上京区上柳原町・かみやなぎはらちよう

　　６０２-８２７２・京都府京都市上京区亀木町・かめきちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（油小路通上長者町下る）・かめやちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（油小路通下長者町上る）・かめやちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（油小路通中長者町上る）・かめやちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（油小路通中長者町下る）・かめやちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（上長者町通油小路西入）・かめやちよう

　　６０２-８０６２・京都府京都市上京区亀屋町（上長者町通油小路東入）・かめやちよう

　　６０２-０８５４・京都府京都市上京区亀屋町（河原町通荒神口東入）・かめやちよう

　　６０２-０８５４・京都府京都市上京区亀屋町（荒神口通河原町東入、）・かめやちよう

　　６０２-８２８４・京都府京都市上京区亀屋町（千本通中立売上る）・かめやちよう

　　６０２-８２８４・京都府京都市上京区亀屋町（千本通中立売下る）・かめやちよう

　　６０２-８２８４・京都府京都市上京区亀屋町（中立売通千本西入）・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（葭屋町通下長者町下る)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（下長者町通堀川西入)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（下長者町通堀川西入)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（下長者町通葭屋町東入)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（下長者町通葭屋町西入)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（出水通葭屋町西入)・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（出水通葭屋町東入）・かめやちよう

　　６０２-８１１９・京都府京都市上京区亀屋町（出水出水通堀川西入）・かめやちよう

　　６０２-８３３２・京都府京都市上京区烏丸町・からすまちよう

　　６０２-８３６９・京都府京都市上京区川瀬町・かわせちよう

　　６０２-０８０８・京都府京都市上京区歓喜寺前町・かんきじまえちよう

　　６０２-８４９２・京都府京都市上京区歓喜町・かんきちよう

　　６０２-０９０３・京都府京都市上京区観三橘町・かんさんたちはﾞなちよう

　　６０２-０００８・京都府京都市上京区岩栖院町・がんすいんちよう

　　６０２-８４４１・京都府京都市上京区観世町・かんぜちよう

　　６０２-８３８５・京都府京都市上京区観音寺門前町・かんのんじもんぜんちよう

　　６０２-８０４７・京都府京都市上京区勘兵衛町・かんべえちよう

　　６０２-８０７６・京都府京都市上京区菊屋町（西洞院通上長者町上る）・きくやちよう

　　６０２-８０７６・京都府京都市上京区菊屋町（西洞院通中立売下る）・きくやちよう

　　６０２-８０７６・京都府京都市上京区菊屋町（上長者町通西洞院西入）・きくやちよう

　　６０２-８０７６・京都府京都市上京区菊屋町（上長者町通西洞院東入）・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（葭屋町通上長者町下る)、・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（葭屋町通下長者町上る)・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（上長者町通葭屋町西入)・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（上長者町通葭屋町東入）・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（下長者町通葭屋町西入）・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（下長者町通葭屋町東入）・きくやちよう

　　６０２-８２４４・京都府京都市上京区菊屋町（下長者町通堀川西入）・きくやちよう

　　６０２-８２９６・京都府京都市上京区北伊勢殿構町・きたいせどのかまえちよう

　　６０２-８１５２・京都府京都市上京区北伊勢屋町・きたいせやちよう

　　６０２-８４３２・京都府京都市上京区北猪熊町・きたいのくまちよう

　　６０２-８１１５・京都府京都市上京区北蟹屋町・きたかにやちよう

　　６０２-００４４・京都府京都市上京区北兼康町・きたかねやすちよう

　　６０２-８３０８・京都府京都市上京区北玄蕃町・きたげんはﾞちよう

　　６０２-８４６１・京都府京都市上京区北小路中之町・きたこうじなかのちよう

　　６０２-０９０１・京都府京都市上京区北小路室町・きたこうじむろまち

　　６０２-８２５２・京都府京都市上京区北小大門町・きたこだいもんちよう

　　６０２-８２０７・京都府京都市上京区北新在家町・きたしんざいけちよう

　　６０２-８２４７・京都府京都市上京区北俵町・きたたわらちよう

　　６０２-００９２・京都府京都市上京区北仲之町・きたなかのちよう

　　６０２-８２１４・京都府京都市上京区北之御門町・きたのごもんちよう

　　６０２-０８５２・京都府京都市上京区北之辺町・きたのべちよう

　　６０２-００５６・京都府京都市上京区北舟橋町・きたふなはしちよう

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（上の下立売通天神道西入上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（上の下立売通御前西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（上の下立売通御前西入上る)、・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（上の下立売通御前西入２丁目)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（上の下立売通御前西入２筋目)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（下長者町通御前西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（天神道上の下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（天神道仁和寺街道下る)・きたまち



　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（天神道下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（天神道妙心寺道上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（天神道妙心寺道上る西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（仁和寺街道天神道西入下る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（仁和寺街道天神道東入下る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通上の下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通上の下立売上る西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通下長者町上る西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通仁和寺街道下る西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通妙心寺道上る西入)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通西裏上の下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３６８・京都府京都市上京区北町（御前通西裏下立売上る)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通五辻上る)きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る１丁目)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る２丁目)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る２丁目西入)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通御前通今出川上る２筋目)・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る西入）・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川上る東入）・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通今出川２丁目上る）・きたまち

　　６０２-８３９２・京都府京都市上京区北町（御前通寺之内下る）・きたまち

　　６０２-０８１８・京都府京都市上京区北横町・きたよこちよう

　　６０２-００２７・京都府京都市上京区木下突抜町・きのしたつきぬけちよう

　　６０２-８１４６・京都府京都市上京区木屋之町・きやのちよう

　　６０２-０８５１・京都府京都市上京区九軒町・きゆうけんちよう

　　６０２-０８８１・京都府京都市上京区京都御苑・きようとぎよえん

　　６０２-８１１６・京都府京都市上京区清元町・きよもとちよう

　　６０２-８４７６・京都府京都市上京区桐木町・きりのきちよう

　　６０２-０８７６・京都府京都市上京区錦砂町・きんしやちよう

　　６０２-８１７３・京都府京都市上京区金馬場町・きんはﾞはﾞちよう

　　６０２-８１２７・京都府京都市上京区櫛笥町・くしげちよう

　　６０２-０９１８・京都府京都市上京区薬屋町・くすりやちよう

　　６０２-８４０６・京都府京都市上京区花開院町・けいかいんちよう

　　６０２-０００２・京都府京都市上京区継孝院町・けいこういんちよう

　　６０２-００１８・京都府京都市上京区玄蕃町・げんはﾞちよう

　　６０２-０８９３・京都府京都市上京区玄武町・げんぶちよう

　　６０２-８４２８・京都府京都市上京区幸在町・こうざいちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（猪熊通下立売上る）・こうじんちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（猪熊通出水下る）・こうじんちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（猪熊通椹木町上る）・こうじんちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（出水通猪熊西入）・こうじんちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（出水通猪熊東入）・こうじんちよう

　　６０２-８１１４・京都府京都市上京区荒神町（出水通葭屋町西入）・こうじんちよう

　　６０２-０８５６・京都府京都市上京区荒神町（河原町通荒神口上る）・こうじんちよう

　　６０２-０８５６・京都府京都市上京区荒神町（荒神口通河原町西入）・こうじんちよう

　　６０２-０８５６・京都府京都市上京区荒神町（荒神口通河東入）・こうじんちよう

　　６０２-０８５６・京都府京都市上京区荒神町（荒神口通寺町東入）・こうじんちよう

　　６０２-０８５６・京都府京都市上京区荒神町（寺町通荒神口上る）・こうじんちよう

　　６０２-８２６７・京都府京都市上京区高台院竪町・こうだいいんたてまち

　　６０２-８２７１・京都府京都市上京区高台院町・こうだいいんちよう

　　６０２-０８３５・京都府京都市上京区革堂内町・こうどううちちよう

　　６０２-８１３２・京都府京都市上京区講堂町・こうどうちよう

　　６０２-０９４３・京都府京都市上京区革堂町（小川通一条上る）・こうどうちよう

　　６０２-０９４３・京都府京都市上京区革堂町（小川通武者小路下る）・こうどうちよう

　　６０２-０９４３・京都府京都市上京区革堂町（武者小路通小川東入）・こうどうちよう

　　６０２-８４６３・京都府京都市上京区革堂町（元誓願寺通浄福寺西入）・こうどうちよう

　　６０２-０９４５・京都府京都市上京区革堂仲之町・こうどうなかのちよう

　　６０２-０９５９・京都府京都市上京区革堂西町・こうどうにしまち

　　６０２-８２９９・京都府京都市上京区革堂之内町・こうどうのうちちよう

　　６０２-８２７５・京都府京都市上京区革堂前之町・こうどうまえのちよう

　　６０２-０８０１・京都府京都市上京区高徳寺町・こうとくじちよう

　　６０２-００５１・京都府京都市上京区御三軒町・ごさんげんちよう

　　６０２-０９０４・京都府京都市上京区小島町・こじまちよう

　　６０２-００２３・京都府京都市上京区御所八幡町・ごしよはちまんちよう

　　６０２-８０４３・京都府京都市上京区五町目・ごちようめ

　　６０２-８０１３・京都府京都市上京区五町目町・ごちようめちよう

　　６０２-８２３４・京都府京都市上京区小寺町・こでらちよう

　　６０２-８１３３・京都府京都市上京区小伝馬町・こでんまちよう



　　６０２-０８２１・京都府京都市上京区後藤町・ごとうちよう

　　６０２-８０４６・京都府京都市上京区近衛町（油小路通下立売上る）・このえちよう

　　６０２-８０４６・京都府京都市上京区近衛町（油小路通出水下る）・このえちよう

　　６０２-８０４６・京都府京都市上京区近衛町（出水通油小路西入）・このえちよう

　　６０２-８０４６・京都府京都市上京区近衛町（出水通油小路東入）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（下長者町通室町西入）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（下長者町通室町東入）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（出水通烏丸西入）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（出水通室町東入）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（室町通下長者町下る）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（室町通出水上る）・このえちよう

　　６０２-８０１９・京都府京都市上京区近衛町（室町通出水上る東入）・このえちよう

　　６０２-００４７・京都府京都市上京区近衛殿表町・このえでんおもてちよう

　　６０２-００４５・京都府京都市上京区近衛殿北口町・このえでんきたぐちちよう

　　６０２-８３４２・京都府京都市上京区五番町・ごはﾞんちよう

　　６０２-０８７２・京都府京都市上京区駒之町・こまのちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（油小路椹木町下る）・こめやちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（油小路通丸太町上る）・こめやちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（椹木町通油小西入）・こめやちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（椹木町通油小路東入）・こめやちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（油丸太町通油小路西入）・こめやちよう

　　６０２-８０３４・京都府京都市上京区米屋町（丸太町通油小路東入）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（今出川通寺町東入）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（今出川通寺町東入下る）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（今出川通河原町西入上る）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（河原町通今出川下る西入）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（寺町通今出川下る）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（寺町通今出川下る東入）・こめやちよう

　　６０２-０８４６・京都府京都市上京区米屋町（中筋通今出川下る）・こめやちよう

　　６０２-８１５７・京都府京都市上京区小山町・こやまちよう

　　６０２-８０１８・京都府京都市上京区御霊町・ごりようちよう

　　６０２-８１７９・京都府京都市上京区坤高町・こんたかちよう

　　６０２-８１５１・京都府京都市上京区西院町・さいいんちよう

　　６０２-８２４２・京都府京都市上京区皀莢町・さいかちちよう

　　６０２-８３５４・京都府京都市上京区西東町・さいとうちよう

　　６０２-０８１４・京都府京都市上京区幸神町・さいのかみちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（石薬師通河原西入)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通石薬師上る)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通石薬師下る)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通今出川下る)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通今出川２筋目下る西)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通今出川下る２丁目)・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通今出川下る２筋目西）・さかえちよう

　　６０２-０８４２・京都府京都市上京区栄町（河原町通今出川下る３丁目）・さかえちよう

　　６０２-８２０２・京都府京都市上京区栄町（大宮通一条上る西入）・さかえちよう

　　６０２-８２０２・京都府京都市上京区栄町（大宮通中立売下る）・さかえちよう

　　６０２-８２０２・京都府京都市上京区栄町（智恵光院通一条上る東入）・さかえちよう

　　６０２-８３０４・京都府京都市上京区作庵町・さくあんちよう

　　６０２-８４４５・京都府京都市上京区桜井町・さくらいちよう

　　６０２-０８０５・京都府京都市上京区桜木町・さくらぎちよう

　　６０２-８４５３・京都府京都市上京区笹屋・ささや

　　６０２-８３１４・京都府京都市上京区佐竹町・さたけちよう

　　６０２-８１４５・京都府京都市上京区左馬松町・さままつちよう

　　６０２-０８２６・京都府京都市上京区三栄町・さんえいちよう

　　６０２-８３４１・京都府京都市上京区三軒町・さんけんちよう

　　６０２-０９２２・京都府京都市上京区讃州寺町・さんしゆうじちよう

　　６０２-８３３３・京都府京都市上京区三条殿町・さんじようでんちよう

　　６０２-８３５６・京都府京都市上京区三助町・さんすけちよう

　　６０２-８１３５・京都府京都市上京区三町目（松屋町通椹木町下る）・さんちようめ

　　６０２-８１３５・京都府京都市上京区三町目（松屋町通丸太町上る）・さんちようめ

　　６０２-８０５６・京都府京都市上京区三町目（出水通東堀川東入）・さんちようめ

　　６０２-８０５６・京都府京都市上京区三町目（出水通堀川東入）・さんちようめ

　　６０２-８０５６・京都府京都市上京区三町目（東堀川通下長者町下る）・さんちようめ

　　６０２-８０５６・京都府京都市上京区三町目（東堀川通出水上る）・さんちようめ

　　６０２-０９１５・京都府京都市上京区三丁町・さんていちよう

　　６０２-８２７４・京都府京都市上京区山王町・さんのうちよう

　　６０２-８３５８・京都府京都市上京区三番町・さんはﾞんちよう

　　６０２-８４３６・京都府京都市上京区慈眼庵町・じげんあんちよう

　　６０２-８３５９・京都府京都市上京区七番町・しちはﾞんちよう

　　６０２-００５９・京都府京都市上京区実相院町・じつそういんちよう



　　６０２-８０７１・京都府京都市上京区仕丁町・していちよう

　　６０２-８２７７・京都府京都市上京区信濃町・しなのちよう

　　６０２-８４３８・京都府京都市上京区芝大宮町・しはﾞおおみやちよう

　　６０２-８４１２・京都府京都市上京区芝之町・しはﾞのちよう

　　６０２-８４２１・京都府京都市上京区芝薬師町・しはﾞやくしちよう

　　６０２-８２２５・京都府京都市上京区下石橋町・しもいしはﾞしちよう

　　６０２-８２３９・京都府京都市上京区下石橋南半町・しもいしはﾞしみなみはんちよう

　　６０２-８０７５・京都府京都市上京区下小川町・しもおがわちよう

　　６０２-８２０４・京都府京都市上京区下鏡石町・しもかがみいしちよう

　　６０２-００１９・京都府京都市上京区下木下町・しもきのしたちよう

　　６０２-０００７・京都府京都市上京区下清蔵口町・しもせいぞうぐちちよう

　　６０２-８３７２・京都府京都市上京区下竪町・しもたてちよう

　　６０２-００７４・京都府京都市上京区下天神町・しもてんじんちよう

　　６０２-０８３７・京都府京都市上京区下塔之段町・しもとうのだんちよう

　　６０２-８３６５・京都府京都市上京区下之町・しものちよう

　　６０２-８１４２・京都府京都市上京区下堀川町・しもほりかわちよう

　　６０２-８１７６・京都府京都市上京区下丸屋町・しもまるやちよう

　　６０２-０８３９・京都府京都市上京区下御輿町・しもみこしちよう

　　６０２-００１４・京都府京都市上京区下柳原北半町・しもやなぎはらきたはんちよう

　　６０２-００１５・京都府京都市上京区下柳原南半町・しもやなぎはらみなみはんちよう

　　６０２-８２６５・京都府京都市上京区下山里町・しもやまざとちよう

　　６０２-８３７３・京都府京都市上京区下横町・しもよこちよう

　　６０２-８３９５・京都府京都市上京区社家長屋町・しやけながやちよう

　　６０２-０８１１・京都府京都市上京区十念寺前町・じゆうねんじまえちよう

　　６０２-８１６４・京都府京都市上京区十四軒町・じゆうよんけんちよう

　　６０２-８０６７・京都府京都市上京区主計町・しゆけいちよう

　　６０２-８１５５・京都府京都市上京区主税町・しゆぜいちよう

　　６０２-８１５６・京都府京都市上京区聚楽町・じゆらくちよう

　　６０２-８０１５・京都府京都市上京区常泉院町・じようせんいんちよう

　　６０２-８４７４・京都府京都市上京区上善寺町・じようぜんじちよう

　　６０２-８４８１・京都府京都市上京区聖天町・しようてんちよう

　　６０２-８０５７・京都府京都市上京区紹巴町・しようはちよう

　　６０２-８３４８・京都府京都市上京区白竹町・しらたけちよう

　　６０２-８１７８・京都府京都市上京区白銀町・しろがねちよう

　　６０２-８４９５・京都府京都市上京区新猪熊町・しんいのくまちよう

　　６０２-８４９４・京都府京都市上京区新猪熊東町・しんいのくまひがしちよう

　　６０２-０８４３・京都府京都市上京区新夷町・しんえびすちよう

　　６０２-０８６１・京都府京都市上京区新烏丸頭町・しんからすまかしらちよう

　　６０２-０８９２・京都府京都市上京区新北小路町・しんきたこうじちよう

　　６０２-８１６１・京都府京都市上京区新御幸町・しんごこうちよう

　　６０２-０８９７・京都府京都市上京区新御霊口町・しんごりようぐちちよう

　　６０２-８３８１・京都府京都市上京区真盛町・しんせいちよう

　　６０２-８３３７・京都府京都市上京区新建町・しんたけちよう

　　６０２-００８３・京都府京都市上京区新ン町・しんちよう

　　６０２-０８６６・京都府京都市上京区真町・しんちよう

　　６０２-０８７５・京都府京都市上京区信富町・しんとみちよう

　　６０２-０８３３・京都府京都市上京区真如堂突抜町・しんによどうつきぬけちよう

　　６０２-０８４５・京都府京都市上京区真如堂前町・しんによどうまえちよう

　　６０２-８２０５・京都府京都市上京区新白水丸町・しんはくすいまるちよう

　　６０２-８２９３・京都府京都市上京区新桝屋町・しんますやちよう

　　６０２-８４０９・京都府京都市上京区新美濃部町・しんみのべちよう

　　６０２-８３９１・京都府京都市上京区神明町（御前通寺之内下る）・しんめいちよう

　　６０２-８３９１・京都府京都市上京区神明町（御前通今出川上る）・しんめいちよう

　　６０２-８３９１・京都府京都市上京区神明町（御前通今出川上る２丁目）・しんめいちよう

　　６０２-８３９１・京都府京都市上京区神明町（御前通今出川上る３丁目）・しんめいちよう

　　６０２-８３９１・京都府京都市上京区神明町（寺之内通御前西入）・しんめいちよう

　　６０２-８２５６・京都府京都市上京区神明町（上長者町通松屋町東入）・しんめいちよう

　　６０２-８２５６・京都府京都市上京区神明町（松屋町通上長者町上る）・しんめいちよう

　　６０２-８２５６・京都府京都市上京区神明町（松屋町通中立売下る）・しんめいちよう

　　６０２-８２５７・京都府京都市上京区新元町・しんもとちよう

　　６０２-８２７９・京都府京都市上京区新柳馬場頭町・しんやなぎのはﾞんはﾞかしらちよう

　　６０２-００８１・京都府京都市上京区瑞光院前町・ずいこういんまえちよう

　　６０２-８３８２・京都府京都市上京区末之口町・すえのくちちよう

　　６０２-８３１２・京都府京都市上京区末広町・すえひろちよう

　　６０２-８２４６・京都府京都市上京区杉本町・すぎもとちよう

　　６０２-８４８３・京都府京都市上京区杉若町・すぎわかちよう

　　６０２-００９１・京都府京都市上京区筋違橋町・すじかいはﾞしちよう

　　６０２-８４３９・京都府京都市上京区硯屋町・すずりやちよう

　　６０２-８２６２・京都府京都市上京区須浜池町・すはまいけちよう

　　６０２-８２６４・京都府京都市上京区須浜町・すはまちよう



　　６０２-８２６３・京都府京都市上京区須浜東町・すはまひがしちよう

　　６０２-８２２２・京都府京都市上京区晴明町・せいめいちよう

　　６０２-０８２２・京都府京都市上京区青龍町・せいりゆうちよう

　　６０２-８００３・京都府京都市上京区清和院町・せいわいんちよう

　　６０２-０００６・京都府京都市上京区禅昌院町・ぜんしよういんちよう

　　６０２-０８９８・京都府京都市上京区相国寺門前町・しようこくじもんぜんちよう

　　６０２-０８４４・京都府京都市上京区染殿町・そめどのちよう

　　６０２-８４８２・京都府京都市上京区大黒町（上立売通浄福寺西入）・だいこくちよう

　　６０２-８４８２・京都府京都市上京区大黒町（上立売通浄福寺東入）・だいこくちよう

　　６０２-８４８２・京都府京都市上京区大黒町（浄福寺通上立売上る）・だいこくちよう

　　６０２-８４８２・京都府京都市上京区大黒町（浄福寺通寺之内下る）・だいこくちよう

　　６０２-８１３７・京都府京都市上京区大黒町（猪熊通椹木町上る）・だいこくちよう

　　６０２-８１３７・京都府京都市上京区大黒町（猪熊通下立売下る）・だいこくちよう

　　６０２-８１３７・京都府京都市上京区大黒町（椹木町通猪熊西入）・だいこくちよう

　　６０２-８０５５・京都府京都市上京区大黒屋町・だいこくやちよう

　　６０２-０００３・京都府京都市上京区大心院町・だいしんいんちよう

　　６０２-８４５５・京都府京都市上京区泰童片原町・たいどうかたはらちよう

　　６０２-８２９８・京都府京都市上京区泰童町・たいどうちよう

　　６０２-８３２３・京都府京都市上京区大文字町・だいもんじちよう

　　６０２-８０２４・京都府京都市上京区大門町・だいもんちよう

　　６０２-０８７８・京都府京都市上京区高島町・たかしまちよう

　　６０２-８０５２・京都府京都市上京区鷹司町（下長者町通小川東入）・たかつかさちよう

　　６０２-８００２・京都府京都市上京区鷹司町（下長者町通鳥丸西入）・たかつかさちよう

　　６０２-８３３６・京都府京都市上京区滝ケ鼻町・たきがはなちよう

　　６０２-０００１・京都府京都市上京区竹園町・たけぞのちよう

　　６０２-００６７・京都府京都市上京区竹屋町・たけやちよう

　　６０２-８２０９・京都府京都市上京区橘町・たちはﾞなちよう

　　６０２-０９１２・京都府京都市上京区龍前町・たつまえちよう

　　６０２-８４６２・京都府京都市上京区竪亀屋町・たてかめやちよう

　　６０２-８２２８・京都府京都市上京区竪神明町・たてしんめいちよう

　　６０２-０９５５・京都府京都市上京区竪富田町・たてとみだちよう

　　６０２-８２１６・京都府京都市上京区竪門前町・たてもんぜんちよう

　　６０２-００９８・京都府京都市上京区竪社北半町・たてやしろきたはんちよう

　　６０２-００９９・京都府京都市上京区竪社南半町・たてやしろみなみはんちよう

　　６０２-８１６３・京都府京都市上京区田中町・たなかちよう

　　６０２-８４０２・京都府京都市上京区田畑町・たはﾞたちよう

　　６０２-８２８６・京都府京都市上京区玉屋町（千本通中立売上る）・たまやちよう

　　６０２-８２８６・京都府京都市上京区玉屋町（中立売通千本東入）・たまやちよう

　　６０２-８３２２・京都府京都市上京区玉屋町（元誓願寺通千本西入）・たまやちよう

　　６０２-８３２２・京都府京都市上京区玉屋町（元誓願寺通六軒町東入）・たまやちよう

　　６０２-８３２２・京都府京都市上京区玉屋町（六軒町通元上る）・たまやちよう

　　６０２-８３２２・京都府京都市上京区玉屋町（六軒町通元誓願寺下る）・たまやちよう

　　６０２-８３２２・京都府京都市上京区玉屋町（葭屋町通元誓願寺下る）・たまやちよう

　　６０２-８２８８・京都府京都市上京区田丸町・たまるちよう

　　６０２-８１７７・京都府京都市上京区田村備前町・たむらびぜんちよう

　　６０２-８２６１・京都府京都市上京区多門町・たもんちよう

　　６０２-０８７１・京都府京都市上京区俵屋町・たわらやちよう

　　６０２-８２２４・京都府京都市上京区弾正町・だんじようちよう

　　６０２-８２８７・京都府京都市上京区丹波屋町・たんはﾞやちよう

　　６０２-８２０８・京都府京都市上京区智恵光院前之町・ちえこういんまえのちよう

　　６０２-８０５３・京都府京都市上京区茶屋町・ちややまち

　　６０２-８１２６・京都府京都市上京区中書町・ちゆうしよちよう

　　６０２-８０５４・京都府京都市上京区丁子風呂町・ちようじぶろちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（今出川通七本松東入）・つきぬけちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（今出川通七本松東入上る）・つきぬけちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（五辻通七本松東入下る）・つきぬけちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（今出川通七本松東入）・つきぬけちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（今出川通七本松東入上る）・つきぬけちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（五辻通七本松東入下る）・つきぬけちよう

　　６０２-８３１５・京都府京都市上京区突抜町（五辻通六軒町西入下る）・つきぬけちよう

　　６０２-８０６５・京都府京都市上京区突抜町（上長者町通堀川東入上る）・つきぬけちよう

　　６０２-８０６５・京都府京都市上京区突抜町（中立売通堀川東入下る）・つきぬけちよう

　　６０２-８０６５・京都府京都市上京区突抜町（油小路堀川の間中立売下る）・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通御前西入)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通御前西入)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通御前西入下る)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通御前西入)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通御前西入下る)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下立売通天神道東入)・つきぬけちよう

　　６０２-８３６４・京都府京都市上京区突抜町（下の下立売通御前西入)・つきぬけちよう



　　６０２-００３８・京都府京都市上京区築山北半町・つきやまきたはんちよう

　　６０２-００３４・京都府京都市上京区築山南半町・つきやまみなみはんちよう

　　６０２-８４２７・京都府京都市上京区土田町・つちだちよう

　　６０２-８０７７・京都府京都市上京区土御門町・つちみかどちよう

　　６０２-０８０２・京都府京都市上京区鶴山町・つるやまちよう

　　６０２-０８６２・京都府京都市上京区出水町・でみずちよう

　　６０２-８２１５・京都府京都市上京区寺今町・てらいまちよう

　　６０２-００７３・京都府京都市上京区寺之内竪町・てらのうちたてちよう

　　６０２-００８７・京都府京都市上京区天神北町・てんじんきたまち

　　６０２-８１０５・京都府京都市上京区天秤町・てんびんちよう

　　６０２-８１７２・京都府京都市上京区天秤丸町・てんびんまるちよう

　　６０２-８３５５・京都府京都市上京区天満屋町・てんまやちよう

　　６０２-８２５４・京都府京都市上京区藤五郎町・とうごろうちよう

　　６０２-８２９４・京都府京都市上京区東西俵屋町・とうざいたわらやちよう

　　６０２-８４１１・京都府京都市上京区東西町・とうざいちよう

　　６０２-０００４・京都府京都市上京区道正町・どうしようちよう

　　６０２-０９３７・京都府京都市上京区常盤井図子町・ときわいずしちよう

　　６０２-０８３６・京都府京都市上京区常盤井殿町・ときわいどのちよう

　　６０２-０９３２・京都府京都市上京区徳大寺殿町・とくだいじでんちよう

　　６０２-８２１３・京都府京都市上京区徳屋町・とくやちよう

　　６０２-００７２・京都府京都市上京区百々町・どどちよう

　　６０２-８２１８・京都府京都市上京区富小路町・とみこうじちよう

　　６０２-８３９３・京都府京都市上京区鳥居前町・とりいまえちよう

　　６０２-００６３・京都府京都市上京区内藤町・ないとうちよう

　　６０２-８１４７・京都府京都市上京区直家町・なおいえちよう

　　６０２-８４９３・京都府京都市上京区中猪熊町・なかいのくまちよう

　　６０２-００５３・京都府京都市上京区中小川町・なかおがわちよう

　　６０２-８１３１・京都府京都市上京区長尾町・ながおちよう

　　６０２-００４１・京都府京都市上京区中御霊図子町・なかごりようずしちよう

　　６０２-８２８３・京都府京都市上京区仲御霊町・なかごりようちよう

　　６０２-０８５７・京都府京都市上京区中御霊町・なかごりようちよう

　　６０２-８１５８・京都府京都市上京区中務町・なかつかさちよう

　　６０２-８０１２・京都府京都市上京区中出水町・なかでみずちよう

　　６０２-８３５３・京都府京都市上京区長門町・ながとちよう

　　６０２-８１４３・京都府京都市上京区中之町（猪熊通竹屋町上る）・なかのちよう

　　６０２-８１４３・京都府京都市上京区中之町（猪熊通丸太町下る）・なかのちよう

　　６０２-８１４３・京都府京都市上京区中之町（西堀川通丸太町下る）・なかのちよう

　　６０２-０８６４・京都府京都市上京区中之町（東三本木通丸太町上る）・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（大宮通上御霊前上る)、・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（大宮通上御霊前下る)、・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（大宮通蘆山寺上る)、・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（大宮通寺之内上る)、上御・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（大宮通寺之内上る２丁目)、上御・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（上御霊前通大宮西入)、上御・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（霊前通大宮東入）・なかのちよう

　　６０２-００９３・京都府京都市上京区仲之町（蘆山寺通大宮西入）・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前通上の下立売上る)、・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前通上の下立売上る東入)、・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前下立売上る２丁目)、・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前通下立売上る)、・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（通上の御前通下立売上る２丁目)・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前通上る２丁目西入)・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（下立売）・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（御前通下立売上る東入）・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（下ノ森通下立売上る）・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（下ノ森通上る西入）・なかのちよう

　　６０２-８３６２・京都府京都市上京区仲之町（上の下立売通御前西入上る）・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（新町通下長者町上る)・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（新町通中長者町下る)・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（中長者町通新西入町)・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（中長者町通西洞院東入）・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（中長者町通西洞院西入）・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（西洞院通中長者町上る）・なかのちよう

　　６０２-８０７２・京都府京都市上京区仲之町（西洞院通上長者町下る）・なかのちよう

　　６０２-０９５８・京都府京都市上京区仲之町（油小路通今出川下る）・なかのちよう

　　６０２-０９５８・京都府京都市上京区仲之町（油小路通元誓願寺上る）・なかのちよう

　　６０２-０９５８・京都府京都市上京区仲之町（元誓願寺通油小路西入）・なかのちよう

　　６０２-０９５８・京都府京都市上京区仲之町（元誓願寺通油小路東入）・なかのちよう

　　６０２-０９５８・京都府京都市上京区仲之町（元誓願寺通堀川東入）・なかのちよう

　　６０２-８０５１・京都府京都市上京区中橋詰町・なかはしつﾞめちよう



　　６０２-８１３６・京都府京都市上京区中御門横町・なかみかどよこちよう

　　６０２-８４６９・京都府京都市上京区中宮町・なかみやちよう

　　６０２-８１７５・京都府京都市上京区中村町・なかむらちよう

　　６０２-８４０３・京都府京都市上京区中社町・なかやしろちよう

　　６０２-８２３７・京都府京都市上京区梨木町・なしのきちよう

　　６０２-００２８・京都府京都市上京区納屋町・なやちよう

　　６０２-８２４３・京都府京都市上京区奈良物町・ならものちよう

　　６０２-８４３７・京都府京都市上京区西石屋町・にしいしやちよう

　　６０２-８３０６・京都府京都市上京区西五辻北町・にしいつつじきたちよう

　　６０２-８４７８・京都府京都市上京区西五辻東町・にしいつつじひがしまち

　　６０２-８３８３・京都府京都市上京区西今小路町・にしいまこうじちよう

　　６０２-０９５７・京都府京都市上京区西今町・にしいまちよう

　　６０２-８３３４・京都府京都市上京区西今出川町・にしいまでがわちよう

　　６０２-８０４２・京都府京都市上京区西裏辻町・にしうらつじちよう

　　６０２-００４６・京都府京都市上京区西大路町（上立売通小川東入）・にしおおじちよう

　　６０２-００４６・京都府京都市上京区西大路町（上立売通新町西入）・にしおおじちよう

　　６０２-００４６・京都府京都市上京区西大路町（上立売通新町東入）・にしおおじちよう

　　６０２-００４６・京都府京都市上京区西大路町（上上立売通新町東入上る）・にしおおじちよう

　　６０２-００４６・京都府京都市上京区西大路町（新町通上立売上る）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（油小路通下立売上る）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（小川通下立売上る）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（小川通下立売下る）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（下立売通油小路東入）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（下立売通小川西入）・にしおおじちよう

　　６０２-８０４８・京都府京都市上京区西大路町（下立売通小川東入）・にしおおじちよう

　　６０２-８３６１・京都府京都市上京区西上之町・にしかみのちよう

　　６０２-８４６７・京都府京都市上京区西亀屋町・にしかめやちよう

　　６０２-０９５４・京都府京都市上京区西川端町・にしかわはﾞたちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（猪熊通上立売上る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（猪熊通寺之内下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（大宮通寺之内下東入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（大宮通寺之内半丁下る東入）・にしきたこうじち

よう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（寺之内通大宮東入下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（寺之内通大宮東入１丁目下る）・にしきたこうじ

ちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（猪熊通上立売上る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（猪熊通寺之内下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（大宮通寺之内下東入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（大宮通寺之内下る東入る１丁目）・にしきたこう

じちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（寺之内通大宮東入下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（寺之内通大宮東入下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区西北小路町（寺之内通大宮東入１丁目下る）・にしきたこうじ

ちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４１４・京都府京都市上京区・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（今出川通浄福寺東入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（今出川通智恵光院西入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（今出川通智恵光院東入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（智恵光院通今出川上る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（智恵光院通今出川下る）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４４４・京都府京都市上京区西北小路町（五辻通浄福寺東入）・にしきたこうじちよう

　　６０２-８４９８・京都府京都市上京区西熊町・にしくまちよう

　　６０２-８３２６・京都府京都市上京区西上善寺町・にしじようぜんじちよう

　　６０２-８１６９・京都府京都市上京区西神明町・にししんめいちよう

　　６０２-８４０４・京都府京都市上京区西千本町・にしせんほﾞんちよう

　　６０２-８００４・京都府京都市上京区西鷹司町・にしたかつかさちよう

　　６０２-８１０７・京都府京都市上京区西辰巳町・にしたつみちよう

　　６０２-８０１７・京都府京都市上京区西出水町・にしでみずちよう

　　６０２-８１０９・京都府京都市上京区西天秤町・にしてんびんちよう

　　６０２-８２８２・京都府京都市上京区西富仲町・にしとみなかちよう

　　６０２-８２８５・京都府京都市上京区西中筋町・にしなかすじちよう

　　６０２-０９２５・京都府京都市上京区西之口町・にしのくちちよう

　　６０２-８１３８・京都府京都市上京区西橋詰町・にしはしつﾞめちよう

　　６０２-０９１６・京都府京都市上京区西日野殿町・にしひのどのちよう

　　６０２-８４３４・京都府京都市上京区西船橋町・にしふなはしちよう

　　６０２-８３７１・京都府京都市上京区西町（一条通御前東入）・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通紙屋川東入)・にしまち



　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通天神道西入)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前３丁目西入)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入上る・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入上る西入)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入２丁目)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入２丁目上る)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入２丁目下る)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入２筋目下る)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入３丁目)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入３丁目上る)・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入３丁目下る)、・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入３筋目)、・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入下る)、・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通御前西入下る３丁目)、・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通紙屋川東入上る)、・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（一条通紙屋川東入下る）・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（天神道一条上る）・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（天神道一条下る）・にしまち

　　６０２-８３７４・京都府京都市上京区西町（天神道仁和寺街道上る）・にしまち

　　６０２-０９５６・京都府京都市上京区西町（東堀川通元誓願寺下る）・にしまち

　　６０２-０９５６・京都府京都市上京区西町（元誓願寺通油小路西入）・にしまち

　　６０２-０９５６・京都府京都市上京区西町（元誓願寺通東堀川東入）・にしまち

　　６０２-８１４８・京都府京都市上京区西丸太町・にしまるたちよう

　　６０２-０９３６・京都府京都市上京区西無車小路町・にしむしやこうじちよう

　　６０２-８４９１・京都府京都市上京区西社町・にしやしろちよう

　　６０２-８３９４・京都府京都市上京区西柳町・にしやなぎちよう

　　６０２-８０３６・京都府京都市上京区西山崎町・にしやまざきちよう

　　６０２-８３０１・京都府京都市上京区西芦山寺町・にしろざんじちよう

　　６０２-００９７・京都府京都市上京区西若宮北半町・にしわかみやきたはんちよう

　　６０２-００９６・京都府京都市上京区西若宮南半町・にしわかみやみなみはんちよう

　　６０２-０８２８・京都府京都市上京区二神町・にしんちよう

　　６０２-８１２８・京都府京都市上京区二町目（松屋町通椹木町上る）・にちようめ

　　６０２-８１２８・京都府京都市上京区二町目（松屋町通下立売下る）・にちようめ

　　６０２-８０５８・京都府京都市上京区二町目（上長者町通東堀川東入）・にちようめ

　　６０２-８０５８・京都府京都市上京区二町目（東堀川通上長者町下る）・にちようめ

　　６０２-８０５８・京都府京都市上京区二町目（東堀川通下長者町上る）・にちようめ

　　６０２-８０５８・京都府京都市上京区二町目（東堀川通上長者町上る）・にちようめ

　　６０２-８３４４・京都府京都市上京区二番町・にはﾞんちよう

　　６０２-８１６７・京都府京都市上京区二本松町・にほんまつちよう

　　６０２-８２３１・京都府京都市上京区如水町・によすいちよう

　　６０２-８１０６・京都府京都市上京区秤口町・はかりぐちちよう

　　６０２-８３８６・京都府京都市上京区馬喰町・はﾞくろちよう

　　６０２-８２１２・京都府京都市上京区橋詰町・はしつﾞめちよう

　　６０２-８１２３・京都府京都市上京区橋西二町目・はしにし２ちようめ

　　６０２-８４３３・京都府京都市上京区橋之上町・はしのうえちよう

　　６０２-８０６３・京都府京都市上京区橋本町・はしもとちよう

　　６０２-８２７３・京都府京都市上京区長谷町・はせちよう

　　６０２-００３５・京都府京都市上京区畠山町・はたけやまちよう

　　６０２-００１６・京都府京都市上京区畠中町・はたなかちよう

　　６０２-８３０５・京都府京都市上京区花車町・はなくるまちよう

　　６０２-０９１４・京都府京都市上京区花立町・はなたてちよう

　　６０２-０９４８・京都府京都市上京区針屋町・はりやちよう

　　６０２-８０２６・京都府京都市上京区春帯町・はるおびちよう

　　６０２-８４７３・京都府京都市上京区般舟院前町・はんしゆういんまえちよう

　　６０２-８２９５・京都府京都市上京区東石橋町・ひがしいしはﾞしちよう

　　６０２-８４３１・京都府京都市上京区東石屋町・ひがしいしやちよう

　　６０２-８３８７・京都府京都市上京区東今小路町・ひがしいまこうじちよう

　　６０２-０９５１・京都府京都市上京区東今町・ひがしいまちよう

　　６０２-８０３８・京都府京都市上京区東魚屋町・ひがしうおやちよう

　　６０２-８０３１・京都府京都市上京区東裏辻町・ひがしうらつじちよう

　　６０２-０８５８・京都府京都市上京区東桜町・ひがしさくらちよう

　　６０２-８４６８・京都府京都市上京区東上善寺町・ひがしじようぜんじちよう

　　６０２-８１６２・京都府京都市上京区東神明町・ひがししんめいちよう

　　６０２-８４１６・京都府京都市上京区東千本町・ひがしせんほﾞんちよう

　　６０２-８０２７・京都府京都市上京区東立売町・ひがしたちうりちよう

　　６０２-８１０１・京都府京都市上京区東辰巳町・ひがしたつみちよう

　　６０２-８３７７・京都府京都市上京区東竪町・ひがしたてちよう

　　６０２-８００７・京都府京都市上京区東長者町・ひがしちようじやちよう

　　６０２-０８７４・京都府京都市上京区東土御門町・ひがしつちみかどちよう

　　６０２-８１０２・京都府京都市上京区東天秤町・ひがしてんびんちよう



　　６０２-８０４４・京都府京都市上京区東橋詰町（下立売通堀川東入）・ひがしはしつﾞめちよう

　　６０２-８０６６・京都府京都市上京区東橋詰町（中立売通堀川東入）・ひがしはしつﾞめちよう

　　６０２-０９１７・京都府京都市上京区東日野殿町・ひがしひのどのちよう

　　６０２-８２５５・京都府京都市上京区東堀町・ひがしほりちよう

　　６０２-０９１３・京都府京都市上京区東町（中立売通烏丸西入）・ひがしまち

　　６０２-０９１３・京都府京都市上京区東町（中立売通室町東入）・ひがしまち

　　６０２-８３４６・京都府京都市上京区東町（一条通下ノ森西入）・ひがしまち

　　６０２-８３４６・京都府京都市上京区東町（一条通下ノ森東入）・ひがしまち

　　６０２-８３４６・京都府京都市上京区東町（一条通七本松西入）・ひがしまち

　　６０２-８３４６・京都府京都市上京区東町（中立売通七本松西入）・ひがしまち

　　６０２-０９４７・京都府京都市上京区東町（元誓願寺通小川西入）・ひがしまち

　　６０２-８４１７・京都府京都市上京区東社町・ひがしやしろちよう

　　６０２-８３１７・京都府京都市上京区東柳町・ひがしやなぎちよう

　　６０２-００８６・京都府京都市上京区東若宮町・ひがしわかみやちよう

　　６０２-００６５・京都府京都市上京区挽木町・ひきぎちよう

　　６０２-８２３６・京都府京都市上京区庇町・ひさしちよう

　　６０２-８２６６・京都府京都市上京区菱丸町・ひしまるちよう

　　６０２-８１２５・京都府京都市上京区菱屋町（大宮通椹木町上る）・ひしやちよう

　　６０２-８１２５・京都府京都市上京区菱屋町（大宮通下立売下る）・ひしやちよう

　　６０２-８１２５・京都府京都市上京区菱屋町（椹木町通大宮西入）・ひしやちよう

　　６０２-８１２５・京都府京都市上京区菱屋町（椹木町通大宮東入）・ひしやちよう

　　６０２-８４５１・京都府京都市上京区菱屋町（中筋通浄福寺東入）・ひしやちよう

　　６０２-８４５１・京都府京都市上京区菱屋町（中筋通智恵光院西入）・ひしやちよう

　　６０２-８２２７・京都府京都市上京区毘沙門町（大宮通一条上る東入）・びしやもんちよう

　　６０２-８２２７・京都府京都市上京区毘沙門町（黒門通一条上る）・びしやもんちよう

　　６０２-８２２７・京都府京都市上京区毘沙門町（黒門通元誓願寺下る）・びしやもんちよう

　　６０２-８２２７・京都府京都市上京区毘沙門町（黒門通元誓願寺下る西入）・びしやもんちよう

　　６０２-８２２７・京都府京都市上京区毘沙門町（黒門通一条上る西入）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（上立売通寺町西入)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（上立売通寺町西入上る)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（上立売通寺町西入下る)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（上立売通寺町西入４筋目下る)、・びしやもんちよ

う

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る１筋目西入)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る２丁目)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る２丁目西入)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る３丁目)・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る３丁目西入）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る４丁目）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川上る４丁目西入）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川２丁目上る西入）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（寺町通今出川２丁目上る西入）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１６・京都府京都市上京区毘沙門町（塔之段寺町通今出川上る）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（今出川通七本松西入）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（今出川通七本松西入上る）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（七本松通今出川上る）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（七本松通今出川下る）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（七本松通元誓願寺上る）・びしやもんちよう

　　６０２-８３２５・京都府京都市上京区毘沙門町（七本松通五辻下る）・びしやもんちよう

　　６０２-０８１７・京都府京都市上京区毘沙門横町・びしやもんよこちよう

　　６０２-８２５９・京都府京都市上京区常陸町・ひたちちよう

　　６０２-８２３５・京都府京都市上京区飛弾殿町・ひだどのちよう

　　６０２-８４２５・京都府京都市上京区樋之口町・ひのくちちよう

　　６０２-８２７６・京都府京都市上京区百万遍町・ひやくまんべんちよう

　　６０２-００３７・京都府京都市上京区瓢箪図子町・ひようたんずしちよう

　　６０２-０９１１・京都府京都市上京区広橋殿町・ひろはしどのちよう

　　６０２-８０２９・京都府京都市上京区武衛陣町・ぶえいじんちよう

　　６０２-８１６６・京都府京都市上京区福島町・ふくしまちよう

　　６０２-８２３３・京都府京都市上京区福大明神町・ふくだいみようじんちよう

　　６０２-０９０７・京都府京都市上京区福長町・ふくながちよう

　　６０２-８２９１・京都府京都市上京区福本町・ふくもとちよう

　　６０２-０８６８・京都府京都市上京区袋町・ふくろちよう

　　６０２-８４２３・京都府京都市上京区藤木町・ふじのきちよう

　　６０２-０８０７・京都府京都市上京区不動前町・ふどうまえちよう

　　６０２-００２６・京都府京都市上京区古木町・ふるきちよう

　　６０２-８４０８・京都府京都市上京区古美濃部町・ふるみのべちよう

　　６０２-８３１３・京都府京都市上京区風呂屋町・ふろやちよう

　　６０２-８１７４・京都府京都市上京区分銅町・ぶんどうちよう

　　６０２-０９３９・京都府京都市上京区弁財天町・べんざいてんちよう

　　６０２-８１６８・京都府京都市上京区弁天町・べんてんちよう



　　６０２-００６２・京都府京都市上京区宝鏡院東町・ほうきよういんひがしまち

　　６０２-８３５７・京都府京都市上京区鳳瑞町・ほうずいちよう

　　６０２-８４９６・京都府京都市上京区木瓜原町・ほﾞけはらちよう

　　６０２-８４７５・京都府京都市上京区牡丹鉾町・ほﾞたんほﾞこちよう

　　６０２-８２２１・京都府京都市上京区堀川上之町・ほりかわかみのちよう

　　６０２-８２３２・京都府京都市上京区堀川下之町・ほりかわしものちよう

　　６０２-８３６７・京都府京都市上京区堀川町・ほりかわちよう

　　６０２-０９３１・京都府京都市上京区堀出シ町・ほりだしちよう

　　６０２-００５７・京都府京都市上京区堀之上町・ほりのうえちよう

　　６０２-８０２１・京都府京都市上京区堀松町・ほりまつちよう

　　６０２-００６１・京都府京都市上京区本法寺前町・ほんほﾟうじまえちよう

　　６０２-０８１２・京都府京都市上京区本満寺前町・ほんまんじまえちよう

　　６０２-８４１５・京都府京都市上京区前之町・まえのちよう

　　６０２-００３６・京都府京都市上京区蒔鳥屋町・まきとりやちよう

　　６０２-８４８８・京都府京都市上京区真倉町・まくらちよう

　　６０２-０８７７・京都府京都市上京区桝屋町（河原町通丸太町上る）・ますやちよう

　　６０２-８２０１・京都府京都市上京区桝屋町（笹屋町通大宮西入）・ますやちよう

　　６０２-８２０１・京都府京都市上京区桝屋町（笹屋町通智恵光院東入）・ますやちよう

　　６０２-８１１１・京都府京都市上京区桝屋町（西堀川通下長者町下る）・ますやちよう)

　　６０２-８１１１・京都府京都市上京区桝屋町（西堀川通出水上る）・ますやちよう)

　　６０２-０８６７・京都府京都市上京区松蔭町・まつかげちよう

　　６０２-８３３８・京都府京都市上京区松永町・まつながちよう

　　６０２-０８１９・京都府京都市上京区松之木町・まつのきちよう

　　６０２-８０６８・京都府京都市上京区松之下町・まつのしたちよう

　　６０２-８４６５・京都府京都市上京区松屋町・まつやちよう

　　６０２-８１３９・京都府京都市上京区丸屋町・まるやちよう

　　６０２-８４２６・京都府京都市上京区曼陀羅町・まんだらちよう

　　６０２-００５８・京都府京都市上京区水落町・みずおちちよう

　　６０２-８３１９・京都府京都市上京区溝前町・みぞまえちよう

　　６０２-８１５３・京都府京都市上京区南伊勢屋町・みなみいせやちよう

　　６０２-８１２２・京都府京都市上京区南蟹屋町・みなみかにやちよう

　　６０２-０９４１・京都府京都市上京区南兼康町・みなみかねやすちよう

　　６０２-８２５３・京都府京都市上京区南小大門町・みなみこだいもんちよう

　　６０２-８３２７・京都府京都市上京区南佐竹町・みなみさたけちよう

　　６０２-８１０８・京都府京都市上京区南清水町・みなみしみずちよう

　　６０２-８３２１・京都府京都市上京区南上善寺町・みなみじようぜんじちよう

　　６０２-８２０６・京都府京都市上京区南新在家町・みなみしんざいけちよう

　　６０２-８２４８・京都府京都市上京区南俵町・みなみたわらちよう

　　６０２-０８６５・京都府京都市上京区南町・みなみちよう

　　６０２-８４６６・京都府京都市上京区南辻町・みなみつじちよう

　　６０２-００５５・京都府京都市上京区南舟橋町・みなみふなはしちよう

　　６０２-８２１７・京都府京都市上京区南門前町・みなみもんぜんちよう

　　６０２-０８５３・京都府京都市上京区宮垣町・みやがきちよう

　　６０２-０００５・京都府京都市上京区妙顕寺前町・みようけんじまえちよう

　　６０２-８４１８・京都府京都市上京区妙蓮寺前町・みようれんじまえちよう

　　６０２-０８２３・京都府京都市上京区三芳町・みよしちよう

　　６０２-０９３３・京都府京都市上京区武者小路町・むしやこうじちよう

　　６０２-８２１１・京都府京都市上京区村雲町・むらくもちよう

　　６０２-００２９・京都府京都市上京区室町頭町・むろまちかしらちよう

　　６０２-８４３５・京都府京都市上京区元伊佐町・もといさちよう

　　６０２-８３２４・京都府京都市上京区元観音町・もとかんのんちよう

　　６０２-８４４８・京都府京都市上京区元北小路町・もときたこうじちよう

　　６０２-８００１・京都府京都市上京区元浄花院町・もとじようかいんちよう

　　６０２-００４２・京都府京都市上京区元新在家町・もとしんざいけちよう

　　６０２-０９２６・京都府京都市上京区元真如堂町・もとしんによどうちよう

　　６０２-０９３８・京都府京都市上京区元図子町・もとずしちよう

　　６０２-８００５・京都府京都市上京区元頂妙寺町・もとちようみようじちよう

　　６０２-８００６・京都府京都市上京区元土御門町・もとつちみかどちよう

　　６０２-８４５２・京都府京都市上京区元中之町・もとなかのちよう

　　６０２-０９５３・京都府京都市上京区元百万遍町・もとひやくまんべんちよう

　　６０２-８１１３・京都府京都市上京区元福大明神町・もとふくだいみようじんちよう

　　６０２-００４３・京都府京都市上京区元本満寺町・もとほんまんじちよう

　　６０２-８４４３・京都府京都市上京区元妙蓮寺町・もとみようれんじちよう

　　６０２-８４６４・京都府京都市上京区元四丁目・もとよんちようめ

　　６０２-８１２４・京都府京都市上京区森中町・もりなかちよう

　　６０２-００１１・京都府京都市上京区森之木町・もりのきちよう

　　６０２-８０２８・京都府京都市上京区門跡町・もんぜきちよう

　　６０２-８４４７・京都府京都市上京区紋屋町・もんやちよう

　　６０２-８４４２・京都府京都市上京区薬師町・やくしちよう

　　６０２-８４０１・京都府京都市上京区薬師前町・やくしまえちよう



　　６０２-８２４１・京都府京都市上京区役人町・やくにんちよう

　　６０２-００９５・京都府京都市上京区社突抜町・やしろつきぬけちよう

　　６０２-００９４・京都府京都市上京区社横町・やしろよこちよう

　　６０２-００２１・京都府京都市上京区柳図子町・やなぎのずしちよう

　　６０２-０８３８・京都府京都市上京区柳風呂町・やなぎふろちよう

　　６０２-８０３７・京都府京都市上京区八幡町・やはたちよう

　　６０２-８０４１・京都府京都市上京区藪之内町・やぶのうちちよう

　　６０２-０８０６・京都府京都市上京区藪之下町・やぶのしたちよう

　　６０２-８２６８・京都府京都市上京区山里町・やまざとちよう

　　６０２-８４２２・京都府京都市上京区山名町・やまなちよう

　　６０２-８１７１・京都府京都市上京区山本町・やまもとちよう

　　６０２-８３６６・京都府京都市上京区行衛町・ゆくえちよう

　　６０２-８０２２・京都府京都市上京区養安町・ようあんちよう

　　６０２-８４４９・京都府京都市上京区横大宮町・よこおおみやちよう

　　６０２-８２２３・京都府京都市上京区横神明町・よこしんめいちよう

　　６０２-８１１７・京都府京都市上京区吉野町・よしのちよう

　　６０２-８１１２・京都府京都市上京区四町目（西堀川通下立売上る）・よんちようめ

　　６０２-８１１２・京都府京都市上京区四町目（西堀川通出水下る）・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通油小路西入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通堀川東入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通堀川東入下る)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通油小路西入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通堀川東入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通堀川東入下る)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（出水通東堀川東入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（下立売通堀川東入)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（下立売通堀川東入上る)・よんちようめ

　　６０２-８０４５・京都府京都市上京区四町目（下立売通堀川東入下る)・よんちようめ

　　６０２-８１５４・京都府京都市上京区四町目（竹屋町通日暮西入）・よんちようめ

　　６０２-８１５４・京都府京都市上京区四町目（日暮通竹屋町上る）・よんちようめ

　　６０２-８１５４・京都府京都市上京区四町目（日暮通丸太町下る）・よんちようめ

　　６０２-８１５４・京都府京都市上京区四町目（日暮通丸太町下る西入）・よんちようめ

　　６０２-８３４７・京都府京都市上京区四番町・よんはﾞんちよう

　　６０２-８３４３・京都府京都市上京区利生町・りせいちよう

　　６０２-０８３１・京都府京都市上京区立本寺前町・りゆうほんじまえちよう

　　６０２-８０１６・京都府京都市上京区両御霊町・りようごりようちよう

　　６０２-８０３５・京都府京都市上京区六町目・ろくちようめ

　　６０２-８３５１・京都府京都市上京区六番町・ろくはﾞんちよう

　　６０２-８３３１・京都府京都市上京区若松町・わかまつちよう

　　６０２-００８５・京都府京都市上京区若宮竪町・わかみやたてちよう

　　６０２-００８４・京都府京都市上京区若宮横町・わかみやよこちよう

　　６０２-８２５８・京都府京都市上京区和水町・わすいちよう

　　６０２-８１４４・京都府京都市上京区藁屋町・わらやちよう

　　６０６-００００・京都府京都市左京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０６-８３７１・京都府京都市左京区秋築町・あきつきちよう

　　６０６-８４３６・京都府京都市左京区粟田口鳥居町・あわたぐちとりいちよう

　　６０６-８４５２・京都府京都市左京区粟田口如意ケ嶽町・あわたぐちによいがたけちよう

　　６０６-８４４３・京都府京都市左京区粟田口山下町・あわたぐちやましたちよう

　　６０６-８３５６・京都府京都市左京区石原町・いしわらちよう

　　６０６-８１２１・京都府京都市左京区一乗寺青城町・いちじようじあおじようちよう

　　６０６-８１８２・京都府京都市左京区一乗寺赤ノ宮町・いちじようじあかのみやちよう

　　６０６-８１６６・京都府京都市左京区一乗寺庵野町・いちじようじいおりのちよう

　　６０６-８１３１・京都府京都市左京区一乗寺稲荷町・いちじようじいなりちよう

　　６０６-８１７３・京都府京都市左京区一乗寺梅ノ木町・いちじようじうめのきちよう

　　６０６-８１５８・京都府京都市左京区一乗寺大谷・いちじようじおおたに

　　６０６-８１８７・京都府京都市左京区一乗寺大原田町・いちじようじおおはらだちよう

　　６０６-８１３３・京都府京都市左京区一乗寺月輪寺町・いちじようじがつりんじちよう

　　６０６-８１７２・京都府京都市左京区一乗寺河原田町・いちじようじかわはらだちよう

　　６０６-８１１４・京都府京都市左京区一乗寺北大丸町・いちじようじきたおおまるちよう

　　６０６-８１６１・京都府京都市左京区一乗寺木ノ本町・いちじようじきのもとちよう

　　６０６-８１６２・京都府京都市左京区一乗寺御祭田町・いちじようじごさいでんちよう

　　６０６-８１４７・京都府京都市左京区一乗寺小谷町・いちじようじこたにちよう

　　６０６-８１５７・京都府京都市左京区一乗寺才形町・いちじようじさいかたちよう

　　６０６-８１５２・京都府京都市左京区一乗寺下リ松町・いちじようじさがりまつちよう

　　６０６-８１１５・京都府京都市左京区一乗寺里ノ西町・いちじようじさとのにしちよう

　　６０６-８１１７・京都府京都市左京区一乗寺里ノ前町・いちじようじさとのまえちよう

　　６０６-８１８１・京都府京都市左京区一乗寺地蔵本町・いちじようじじぞうもとちよう

　　６０６-８１２５・京都府京都市左京区一乗寺清水町・いちじようじしみずちよう

　　６０６-８１４１・京都府京都市左京区一乗寺釈迦堂町・いちじようじしやかどうちよう

　　６０６-８１７４・京都府京都市左京区一乗寺染殿町・いちじようじそめどのちよう



　　６０６-８１８３・京都府京都市左京区一乗寺大新開町・いちじようじだいしんかいちよう

　　６０６-８１８５・京都府京都市左京区一乗寺高槻町・いちじようじたかつきちよう

　　６０６-８１３４・京都府京都市左京区一乗寺竹ノ内町・いちじようじたけのうちちよう

　　６０６-８１５３・京都府京都市左京区一乗寺谷田町・いちじようじたにだちよう

　　６０６-８１７６・京都府京都市左京区一乗寺塚本町・いちじようじつかもとちよう

　　６０６-８１７５・京都府京都市左京区一乗寺築田町・いちじようじつくだちよう

　　６０６-８１６４・京都府京都市左京区一乗寺出口町・いちじようじでぐちちよう

　　６０６-８１４４・京都府京都市左京区一乗寺堂ノ前町・いちじようじどうのまえちよう

　　６０６-８１４２・京都府京都市左京区一乗寺燈籠本町・いちじようじとうろうもとちよう

　　６０６-８１６３・京都府京都市左京区一乗寺中ノ田町・いちじようじなかのだちよう

　　６０６-８１２７・京都府京都市左京区一乗寺西浦畑町・いちじようじにしうらはﾞたちよう

　　６０６-８１１２・京都府京都市左京区一乗寺西杉ノ宮町・いちじようじにしすぎのみやちよう

　　６０６-８１２３・京都府京都市左京区一乗寺西閉川原町・いちじようじにしとじかわらちよう

　　６０６-８１７１・京都府京都市左京区一乗寺西水干町・いちじようじにしみずほﾞしちよう

　　６０６-８１６５・京都府京都市左京区一乗寺野田町・いちじようじのだちよう

　　６０６-８１５１・京都府京都市左京区一乗寺花ノ木町・いちじようじはなのきちよう

　　６０６-８１３２・京都府京都市左京区一乗寺馬場町・いちじようじはﾞはﾞちよう

　　６０６-８１４５・京都府京都市左京区一乗寺葉山町・いちじようじはやまちよう

　　６０６-８１８４・京都府京都市左京区一乗寺払殿町・いちじようじはらいとのちよう

　　６０６-８１３６・京都府京都市左京区一乗寺東浦町・いちじようじひがしうらちよう

　　６０６-８１１３・京都府京都市左京区一乗寺東杉ノ宮町・いちじようじひがしすぎのみやちよう

　　６０６-８１２２・京都府京都市左京区一乗寺東閉川原町・いちじようじひがしとじかわらちよう

　　６０６-８１７７・京都府京都市左京区一乗寺東水干町・いちじようじひがしみずほﾞしちよう

　　６０６-８１６７・京都府京都市左京区一乗寺樋ノ口町・いちじようじひのくちちよう

　　６０６-８１４３・京都府京都市左京区一乗寺堀ノ内町・いちじようじほりのうちちよう

　　６０６-８１２４・京都府京都市左京区一乗寺松田町・いちじようじまつだちよう

　　６０６-８１５６・京都府京都市左京区一乗寺松原町・いちじようじまつはらちよう

　　６０６-８１３５・京都府京都市左京区一乗寺水掛町・いちじようじみずがけちよう

　　６０６-８１８６・京都府京都市左京区一乗寺南大丸町・いちじようじみなみおおまるちよう

　　６０６-８１１６・京都府京都市左京区一乗寺宮ノ東町・いちじようじみやのひがしちよう

　　６０６-８１２６・京都府京都市左京区一乗寺向畑町・いちじようじむかいはﾞたちよう

　　６０６-８１５４・京都府京都市左京区一乗寺門口町・いちじようじもんぐちちよう

　　６０６-８１５５・京都府京都市左京区一乗寺薬師堂町・いちじようじやくしどうちよう

　　６０６-８１４６・京都府京都市左京区一乗寺病ダレ・いちじようじやまいだれ

　　６０１-１１２４・京都府京都市左京区岩倉上蔵町（２６７、２６８)・いわくらあぐらちよう(２６

７､２６８)

　　６０６-００１７・京都府京都市左京区岩倉上蔵町（その他）・いわくらあぐらちよう(そのた)

　　６０６-０００１・京都府京都市左京区岩倉大鷺町・いわくらおおさぎちよう

　　６０６-０００４・京都府京都市左京区岩倉北池田町・いわくらきたいけだちよう

　　６０６-０００９・京都府京都市左京区岩倉北桑原町・いわくらきたくわはらちよう

　　６０６-００２９・京都府京都市左京区岩倉北平岡町・いわくらきたひらおかちよう

　　６０６-００１０・京都府京都市左京区岩倉北四ノ坪町・いわくらきたよんのつほﾞちよう

　　６０１-１１２５・京都府京都市左京区岩倉木野町（２５１)・いわくらきのちよう(２５１)

　　６０６-００１６・京都府京都市左京区岩倉木野町（その他）・いわくらきのちよう(そのた)

　　６０６-００１３・京都府京都市左京区岩倉下在地町・いわくらしもざいじちよう

　　６０６-００２１・京都府京都市左京区岩倉忠在地町・いわくらちゆうざいじちよう

　　６０６-０００２・京都府京都市左京区岩倉中大鷺町・いわくらなかおおさぎちよう

　　６０６-００１８・京都府京都市左京区岩倉中河原町・いわくらなかかわらちよう

　　６０６-００２７・京都府京都市左京区岩倉中在地町・いわくらなかざいじちよう

　　６０６-００２６・京都府京都市左京区岩倉長谷町・いわくらながたにちよう

　　６０６-００２５・京都府京都市左京区岩倉中町・いわくらなかまち

　　６０６-００１４・京都府京都市左京区岩倉西河原町・いわくらにしがわらちよう

　　６０６-０００６・京都府京都市左京区岩倉西五田町・いわくらにしごだちよう

　　６０６-００１１・京都府京都市左京区岩倉西宮田町・いわくらにしみやたちよう

　　６０６-００１５・京都府京都市左京区岩倉幡枝町・いわくらはたえだちよう

　　６０６-００２４・京都府京都市左京区岩倉花園町・いわくらはなぞのちよう

　　６０６-０００７・京都府京都市左京区岩倉東五田町・いわくらひがしごだちよう

　　６０６-００１２・京都府京都市左京区岩倉東宮田町・いわくらひがしみやたちよう

　　６０６-０００８・京都府京都市左京区岩倉三笠町・いわくらみかさちよう

　　６０６-０００５・京都府京都市左京区岩倉南池田町・いわくらみなみいけだちよう

　　６０６-０００３・京都府京都市左京区岩倉南大鷺町・いわくらみなみおおさぎちよう

　　６０６-００１９・京都府京都市左京区岩倉南河原町・いわくらみなみかわらちよう

　　６０６-００２８・京都府京都市左京区岩倉南木野町・いわくらみなみきのちよう

　　６０６-００３１・京都府京都市左京区岩倉南桑原町・いわくらみなみくわはらちよう

　　６０６-００３２・京都府京都市左京区岩倉南平岡町・いわくらみなみひらおかちよう

　　６０６-００２３・京都府京都市左京区岩倉南三宅町・いわくらみなみみやけちよう

　　６０６-００３３・京都府京都市左京区岩倉南四ノ坪町・いわくらみなみよんのつほﾞちよう

　　６０６-００２２・京都府京都市左京区岩倉三宅町・いわくらみやけちよう

　　６０６-００３４・京都府京都市左京区岩倉村松町・いわくらむらまつちよう

　　６０６-８４４５・京都府京都市左京区永観堂町・えいかんどうちよう



　　６０６-８４３３・京都府京都市左京区永観堂西町・えいかんどうにしまち

　　６０６-８３７６・京都府京都市左京区大菊町・おおきくちよう

　　６０１-１２４６・京都府京都市左京区大原井出町・おおはらいでちよう

　　６０１-１２４４・京都府京都市左京区大原上野町・おおはらうえのちよう

　　６０１-１２４３・京都府京都市左京区大原大長瀬町・おおはらおおながせちよう

　　６０１-１２３２・京都府京都市左京区大原大見町・おおはらおおみちよう

　　６０１-１２３１・京都府京都市左京区大原尾越町・おおはらおごせちよう

　　６０１-１２４８・京都府京都市左京区大原草生町・おおはらくさおちよう

　　６０１-１２３５・京都府京都市左京区大原古知平町・おおはらこちひらちよう

　　６０１-１２３４・京都府京都市左京区大原小出石町・おおはらこでいしちよう

　　６０１-１２４１・京都府京都市左京区大原勝林院町・おおはらしようりんいんちよう

　　６０１-１２４５・京都府京都市左京区大原戸寺町・おおはらとでらちよう

　　６０１-１２４７・京都府京都市左京区大原野村町・おおはらのむらちよう

　　６０１-１２３３・京都府京都市左京区大原百井町・おおはらももいちよう

　　６０１-１２４２・京都府京都市左京区大原来迎院町・おおはららいこういんちよう

　　６０６-８３２２・京都府京都市左京区岡崎入江町・おかざきいりえちよう

　　６０６-８３４４・京都府京都市左京区岡崎円勝寺町・おかざきえんしようじちよう

　　６０６-８３３６・京都府京都市左京区岡崎北御所町・おかざききたごしよちよう

　　６０６-８３４２・京都府京都市左京区岡崎最勝寺町・おかざきさいしようじちよう

　　６０６-８４１５・京都府京都市左京区岡崎真如堂前町・おかざきしんによどうまえちよう

　　６０６-８３４３・京都府京都市左京区岡崎成勝寺町・おかざきせいしようじちよう

　　６０６-８３３５・京都府京都市左京区岡崎天王町・おかざきてんのうちよう

　　６０６-８３５１・京都府京都市左京区岡崎徳成町・おかざきとくせいちよう

　　６０６-８３４１・京都府京都市左京区岡崎西天王町・おかざきにしてんのうちよう

　　６０６-８３２６・京都府京都市左京区岡崎西福ノ川町・おかざきにしふくのかわちよう

　　６０６-８３３２・京都府京都市左京区岡崎東天王町・おかざきひがしてんのうちよう

　　６０６-８３２１・京都府京都市左京区岡崎東福ノ川町・おかざきひがしふくのかわちよう

　　６０６-８３３３・京都府京都市左京区岡崎法勝寺町・おかざきほうしようじちよう

　　６０６-８３３４・京都府京都市左京区岡崎南御所町・おかざきみなみごしよちよう

　　６０６-８３５４・京都府京都市左京区頭町・かしらちよう

　　６０６-００５７・京都府京都市左京区上高野池ノ内町・かみたかのいけのうちちよう

　　６０６-００４１・京都府京都市左京区上高野石田町・かみたかのいしだちよう

　　６０６-００５６・京都府京都市左京区上高野市川町・かみたかのいちかわちよう

　　６０６-００８７・京都府京都市左京区上高野稲荷町・かみたかのいなりちよう

　　６０６-００８８・京都府京都市左京区上高野植ノ町・かみたかのうえのちよう

　　６０６-００８９・京都府京都市左京区上高野上畑町・かみたかのうえはたちよう

　　６０６-００９１・京都府京都市左京区上高野大塚町・かみたかのおおつかちよう

　　６０６-００６２・京都府京都市左京区上高野大橋町・かみたかのおおはしちよう

　　６０６-００４８・京都府京都市左京区上高野大湯手町・かみたかのおおゆでちよう

　　６０６-００７７・京都府京都市左京区上高野奥小森町・かみたかのおくこもりちよう

　　６０６-００７５・京都府京都市左京区上高野奥東野町・かみたかのおくひがしのちよう

　　６０６-００５８・京都府京都市左京区上高野小野町・かみたかのおのちよう

　　６０６-００５５・京都府京都市左京区上高野尾保地町・かみたかのおほちちよう

　　６０６-００８４・京都府京都市左京区上高野鐘突町・かみたかのかねつきちよう

　　６０６-００７３・京都府京都市左京区上高野釜土町・かみたかのかまつちちよう

　　６０６-００９３・京都府京都市左京区上高野上荒蒔町・かみたかのかみあらまきちよう

　　６０６-００７２・京都府京都市左京区上高野掃部林町・かみたかのかもんはやしちよう

　　６０６-００６１・京都府京都市左京区上高野川原町・かみたかのかわらちよう

　　６０６-００５９・京都府京都市左京区上高野北川原町・かみたかのきたかわらちよう

　　６０６-００３６・京都府京都市左京区上高野北田町・かみたかのきたたちよう

　　６０６-００８６・京都府京都市左京区上高野木ノ下町・かみたかのきのしたちよう

　　６０６-００７６・京都府京都市左京区上高野口小森町・かみたかのぐちこもりちよう

　　６０６-００５３・京都府京都市左京区上高野車地町・かみたかのくるまじちよう

　　６０６-００６４・京都府京都市左京区上高野西明寺山・かみたかのさいみようじやま

　　６０６-００４２・京都府京都市左京区上高野鷺町・かみたかのさぎまち

　　６０６-００４７・京都府京都市左京区上高野薩田町・かみたかのさつたちよう

　　６０６-００９８・京都府京都市左京区上高野沢渕町・かみたかのさわぶちちよう

　　６０６-００５４・京都府京都市左京区上高野三反田町・かみたかのさんたんだちよう

　　６０６-００９２・京都府京都市左京区上高野下荒蒔町・かみたかのしもあらまきちよう

　　６０６-００７４・京都府京都市左京区上高野下東野町・かみたかのしもひがしのちよう

　　６０６-００６６・京都府京都市左京区上高野水車町・かみたかのすいしやちよう

　　６０６-００６３・京都府京都市左京区上高野大明神町・かみたかのだいみようじんちよう

　　６０６-００５２・京都府京都市左京区上高野鳥脇町・かみたかのとりわきちよう

　　６０６-００４４・京都府京都市左京区上高野仲町・かみたかのなかまち

　　６０６-００３７・京都府京都市左京区上高野流田町・かみたかのながれだちよう

　　６０６-００９５・京都府京都市左京区上高野西氷室町・かみたかのにしひむろちよう

　　６０６-００５１・京都府京都市左京区上高野野上町・かみたかののかみちよう

　　６０６-００８２・京都府京都市左京区上高野畑ケ田町・かみたかのはたがだちよう

　　６０６-００８１・京都府京都市左京区上高野畑町・かみたかのはたまち

　　６０６-００６５・京都府京都市左京区上高野八幡町・かみたかのはちまんちよう



　　６０６-００７８・京都府京都市左京区上高野東田町・かみたかのひがしだちよう

　　６０６-００９４・京都府京都市左京区上高野東氷室町・かみたかのひがしひむろちよう

　　６０６-００４５・京都府京都市左京区上高野深田町・かみたかのふかだちよう

　　６０６-００４３・京都府京都市左京区上高野古川町・かみたかのふるかわちよう

　　６０６-００７１・京都府京都市左京区上高野防山・かみたかのほﾞうやま

　　６０６-００９７・京都府京都市左京区上高野前田町・かみたかのまえだちよう

　　６０６-００８３・京都府京都市左京区上高野松田町・かみたかのまつだちよう

　　６０６-００３５・京都府京都市左京区上高野三宅町・かみたかのみやけちよう

　　６０６-００４６・京都府京都市左京区上高野諸木町・かみたかのもろきちよう

　　６０６-００９６・京都府京都市左京区上高野山ノ橋町・かみたかのやまのはしちよう

　　６０６-００８５・京都府京都市左京区上高野隣好町・かみたかのりんこうちよう

　　６０６-００６７・京都府京都市左京区上高野東山（その他）・かみたかのひがしやま(そのた)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（５５)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（５７－６)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（６４)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（６５)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（７１－１)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（７１－２１)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（７２)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（１８９)

　　６０１-１２５５・京都府京都市左京区上高野東山（１８９－１)

　　６０６-０８２１・京都府京都市左京区賀茂今井町・かもいまいちよう

　　６０６-０８２２・京都府京都市左京区賀茂半木町・かもはんぎちよう

　　６０６-８３６４・京都府京都市左京区菊鉾町・きくほこちよう

　　６０６-８２５６・京都府京都市左京区北白川伊織町・きたしらかわいおりちよう

　　６０６-８２９１・京都府京都市左京区北白川岩坂町・きたしらかわいわさかちよう

　　６０６-８２７１・京都府京都市左京区北白川瓜生山町・きたしらかわうりゆうざんちよう

　　６０６-８２２４・京都府京都市左京区北白川追分町・きたしらかわおいわけちよう

　　６０６-８２６４・京都府京都市左京区北白川小倉町・きたしらかわおぐらちよう

　　６０６-８２９２・京都府京都市左京区北白川重石町・きたしらかわかさねいしちよう

　　６０６-８２８７・京都府京都市左京区北白川上池田町・きたしらかわかみいけだちよう

　　６０６-８２５２・京都府京都市左京区北白川上終町・きたしらかわかみはてちよう

　　６０６-８２７５・京都府京都市左京区北白川上別当町・きたしらかわかみべつとうちよう

　　６０６-８２９５・京都府京都市左京区北白川清沢口町・きたしらかわきよざわぐちちよう

　　６０６-８２６６・京都府京都市左京区北白川久保田町・きたしらかわくほﾞたちよう

　　６０６-８４５５・京都府京都市左京区北白川小亀谷町・きたしらかわこがめだにちよう

　　６０６-８２９４・京都府京都市左京区北白川地蔵谷町・きたしらかわじぞうだにちよう

　　６０６-８２８３・京都府京都市左京区北白川仕伏町・きたしらかわしぶせちよう

　　６０６-８２８４・京都府京都市左京区北白川下池田町・きたしらかわしもいけだちよう

　　６０６-８２８６・京都府京都市左京区北白川下別当町・きたしらかわしもべつとうちよう

　　６０６-８２５３・京都府京都市左京区北白川瀬ノ内町・きたしらかわせのうちちよう

　　６０６-８２７４・京都府京都市左京区北白川大堂町・きたしらかわだいどうちよう

　　６０６-８２６２・京都府京都市左京区北白川蔦町・きたしらかわつたちよう

　　６０６-８２７７・京都府京都市左京区北白川堂ノ前町・きたしらかわどうのまえちよう

　　６０６-８２８２・京都府京都市左京区北白川外山町・きたしらかわとやまちよう

　　６０６-８４５１・京都府京都市左京区北白川中山町・きたしらかわなかやまちよう

　　６０６-８２５７・京都府京都市左京区北白川西伊織町・きたしらかわにしいおりちよう

　　６０６-８２５５・京都府京都市左京区北白川西瀬ノ内町・きたしらかわにしせのうちちよう

　　６０６-８２６１・京都府京都市左京区北白川西蔦町・きたしらかわにしつたちよう

　　６０６-８２４６・京都府京都市左京区北白川西平井町・きたしらかわにしひらいちよう

　　６０６-８２６７・京都府京都市左京区北白川西町・きたしらかわにしまち

　　６０６-８２５１・京都府京都市左京区北白川東伊織町・きたしらかわひがしいおりちよう

　　６０６-８２６５・京都府京都市左京区北白川東小倉町・きたしらかわひがしおぐらちよう

　　６０６-８２８５・京都府京都市左京区北白川東久保田町・きたしらかわひがしくほﾞたちよう

　　６０６-８２５４・京都府京都市左京区北白川東瀬ノ内町・きたしらかわひがしせのうちちよう

　　６０６-８２６３・京都府京都市左京区北白川東蔦町・きたしらかわひがしつたちよう

　　６０６-８２４４・京都府京都市左京区北白川東平井町・きたしらかわひがしひらいちよう

　　６０６-８２４５・京都府京都市左京区北白川平井町・きたしらかわひらいちよう

　　６０６-８２９３・京都府京都市左京区北白川琵琶町・きたしらかわびわちよう

　　６０６-８２７６・京都府京都市左京区北白川別当町・きたしらかわべつとうちよう

　　６０６-８２８１・京都府京都市左京区北白川丸山町・きたしらかわまるやまちよう

　　６０６-８４５３・京都府京都市左京区北白川南ケ原町・きたしらかわみなみがはらちよう

　　６０６-８４５４・京都府京都市左京区北白川向ケ谷町・きたしらかわむこうがだにちよう

　　６０６-８２７２・京都府京都市左京区北白川山田町・きたしらかわやまだちよう

　　６０６-８２７３・京都府京都市左京区北白川山ノ元町・きたしらかわやまのもとちよう

　　６０６-８３５２・京都府京都市左京区北門前町・きたもんぜんちよう

　　６０６-８４０２・京都府京都市左京区銀閣寺町・ぎんかくじちよう

　　６０６-８４０７・京都府京都市左京区銀閣寺前町・ぎんかくじまえちよう

　　５２０-０４６５・京都府京都市左京区久多上の町・くたかみのちよう

　　５２０-０４６４・京都府京都市左京区久多中の町・くたなかのちよう



　　５２０-０４６２・京都府京都市左京区久多下の町・くたしものちよう

　　５２０-０４６１・京都府京都市左京区久多川合町・くたかわいちよう

　　５２０-０４６３・京都府京都市左京区久多宮の町・くたみやのちよう

　　６０１-１１１２・京都府京都市左京区鞍馬貴船町・くらまきぶねちよう

　　６０１-１１１３・京都府京都市左京区鞍馬二ノ瀬町・くらまにのせちよう

　　６０１-１１１１・京都府京都市左京区鞍馬本町・くらまほんまち

　　６０６-８３３１・京都府京都市左京区黒谷町・くろだにちよう

　　６０６-８３６５・京都府京都市左京区讃州寺町・さんしゆうじちよう

　　６０６-８４４７・京都府京都市左京区鹿ケ谷上宮ノ前町・ししがたにかみみやのまえちよう

　　６０６-８４２８・京都府京都市左京区鹿ケ谷栗木谷町・ししがたにくりきたにちよう

　　６０６-８４２２・京都府京都市左京区鹿ケ谷御所ノ段町・ししがたにごしよのだんちよう

　　６０６-８４２３・京都府京都市左京区鹿ケ谷桜谷町・ししがたにさくらだにちよう

　　６０６-８４３１・京都府京都市左京区鹿ケ谷下宮ノ前町・ししがたにしもみやのまえちよう

　　６０６-８４４２・京都府京都市左京区鹿ケ谷大黒谷町・ししがたにだいこくだにちよう

　　６０６-８４３２・京都府京都市左京区鹿ケ谷高岸町・ししがたにたかぎしちよう

　　６０６-８４２６・京都府京都市左京区鹿ケ谷寺ノ前町・ししがたにてらのまえちよう

　　６０６-８４４１・京都府京都市左京区鹿ケ谷徳善谷町・ししがたにとくぜんだにちよう

　　６０６-８４２５・京都府京都市左京区鹿ケ谷西寺ノ前町・ししがたににしてらのまえちよう

　　６０６-８４２１・京都府京都市左京区鹿ケ谷法然院町・ししがたにほうねんいんちよう

　　６０６-８４２７・京都府京都市左京区鹿ケ谷法然院西町・ししがたにほうねんいんにしまち

　　６０６-８４２４・京都府京都市左京区鹿ケ谷宮ノ前町・ししがたにみやのまえちよう

　　６０１-１１２３・京都府京都市左京区静市市原町・しずいちいちはらちよう

　　６０１-１１２１・京都府京都市左京区静市静原町・しずいちしずはらちよう

　　６０１-１１２２・京都府京都市左京区静市野中町・しずいちのなかちよう

　　６０６-０８０７・京都府京都市左京区下鴨泉川町・しもがもいずみがわちよう

　　６０６-０８３４・京都府京都市左京区下鴨狗子田町・しもがもいのこだちよう

　　６０６-０８５１・京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町・しもがもうめのきちよう

　　６０６-０８１５・京都府京都市左京区下鴨膳部町・しもがもかしわべちよう

　　６０６-０８１２・京都府京都市左京区下鴨上川原町・しもがもかみがわらちよう

　　６０６-０８５３・京都府京都市左京区下鴨岸本町・しもがもきしもとちよう

　　６０６-０８４２・京都府京都市左京区下鴨北芝町・しもがもきたしはﾞちよう

　　６０６-０８３１・京都府京都市左京区下鴨北園町・しもがもきたぞのちよう

　　６０６-０８４４・京都府京都市左京区下鴨北茶ノ木町・しもがもきたちやのきちよう

　　６０６-０８４６・京都府京都市左京区下鴨北野々神町・しもがもきたののがみちよう

　　６０６-０８１３・京都府京都市左京区下鴨貴船町・しもがもきぶねちよう

　　６０６-０８３５・京都府京都市左京区下鴨神殿町・しもがもこうどのちよう

　　６０６-０８１４・京都府京都市左京区下鴨芝本町・しもがもしはﾞもとちよう

　　６０６-０８０３・京都府京都市左京区下鴨下川原町・しもがもしもがわらちよう

　　６０６-０８６４・京都府京都市左京区下鴨高木町・しもがもたかぎちよう

　　６０６-０８０６・京都府京都市左京区下鴨蓼倉町・しもがもたでくらちよう

　　６０６-０８５６・京都府京都市左京区下鴨塚本町・しもがもつかもとちよう

　　６０６-０８１１・京都府京都市左京区下鴨中川原町・しもがもなかがわらちよう

　　６０６-０８２５・京都府京都市左京区下鴨西梅ノ木町・しもがもにしうめのきちよう

　　６０６-０８６１・京都府京都市左京区下鴨西高木町・しもがもにしたかぎちよう

　　６０６-０８１７・京都府京都市左京区下鴨西林町・しもがもにしはﾞやしちよう

　　６０６-０８２７・京都府京都市左京区下鴨西半木町・しもがもにしはんぎちよう

　　６０６-０８２６・京都府京都市左京区下鴨西本町・しもがもにしほんまち

　　６０６-０８３２・京都府京都市左京区下鴨萩ケ垣内町・しもがもはぎがかきうちちよう

　　６０６-０８２３・京都府京都市左京区下鴨半木町・しもがもはんぎちよう

　　６０６-０８５２・京都府京都市左京区下鴨東梅ノ木町・しもがもひがしうめのきちよう

　　６０６-０８５４・京都府京都市左京区下鴨東岸本町・しもがもひがしきしもとちよう

　　６０６-０８６５・京都府京都市左京区下鴨東高木町・しもがもひがしたかぎちよう

　　６０６-０８５５・京都府京都市左京区下鴨東塚本町・しもがもひがしつかもとちよう

　　６０６-０８２４・京都府京都市左京区下鴨東半木町・しもがもひがしはんぎちよう

　　６０６-０８６３・京都府京都市左京区下鴨東本町・しもがもひがしほんまち

　　６０６-０８６６・京都府京都市左京区下鴨東森ケ前町・しもがもひがしもりがまえちよう

　　６０６-０８６２・京都府京都市左京区下鴨本町・しもがもほんまち

　　６０６-０８３３・京都府京都市左京区下鴨前萩町・しもがもまえはぎちよう

　　６０６-０８１６・京都府京都市左京区下鴨松ノ木町・しもがもまつのきちよう

　　６０６-０８０４・京都府京都市左京区下鴨松原町・しもがもまつはﾞらちよう

　　６０６-０８４３・京都府京都市左京区下鴨水口町・しもがもみなくちちよう

　　６０６-０８４１・京都府京都市左京区下鴨南芝町・しもがもみなみしはﾞちよう

　　６０６-０８４５・京都府京都市左京区下鴨南茶ノ木町・しもがもみなみちやのきちよう

　　６０６-０８４７・京都府京都市左京区下鴨南野々神町・しもがもみなみののがみちよう

　　６０６-０８０１・京都府京都市左京区下鴨宮河町・しもがもみやかわちよう

　　６０６-０８０２・京都府京都市左京区下鴨宮崎町・しもがもみやざきちよう

　　６０６-０８６７・京都府京都市左京区下鴨森ケ前町・しもがももりがまえちよう

　　６０６-０８０５・京都府京都市左京区下鴨森本町・しもがももりもとちよう

　　６０６-０８３７・京都府京都市左京区下鴨夜光町・しもがもやこうちよう

　　６０６-０８３６・京都府京都市左京区下鴨梁田町・しもがもやなだちよう



　　６０６-８３９６・京都府京都市左京区下堤町・しもつつみちよう

　　６０６-８０４５・京都府京都市左京区修学院安養坊・しゆうがくいんあんようほﾞう

　　６０６-８０７４・京都府京都市左京区修学院石掛町・しゆうがくいんいしかけちよう

　　６０６-８０４２・京都府京都市左京区修学院泉殿町・しゆうがくいんいずみどのちよう

　　６０６-８０８３・京都府京都市左京区修学院犬塚町・しゆうがくいんいぬつﾞかちよう

　　６０６-８０８１・京都府京都市左京区修学院大林町・しゆうがくいんおおはﾞやしちよう

　　６０６-８０２１・京都府京都市左京区修学院沖殿町・しゆうがくいんおきどのちよう

　　６０６-８０３６・京都府京都市左京区修学院開根坊町・しゆうがくいんかいこんほﾞうちよう

　　６０６-８０４３・京都府京都市左京区修学院貝原町・しゆうがくいんかいはﾞらちよう

　　６０６-８０６５・京都府京都市左京区修学院月輪寺町・しゆうがくいんがつりんじちよう

　　６０６-８０８２・京都府京都市左京区修学院鹿ノ下町・しゆうがくいんかのしたちよう

　　６０６-８０４７・京都府京都市左京区修学院烏丸町・しゆうがくいんからすまるちよう

　　６０６-８０２６・京都府京都市左京区修学院川尻町・しゆうがくいんかわじりちよう

　　６０６-８０３２・京都府京都市左京区修学院北沮沢町・しゆうがくいんきたふけちよう

　　６０６-８０６３・京都府京都市左京区修学院後安堂・しゆうがくいんごあんどう

　　６０６-８０８６・京都府京都市左京区修学院十権寺町・しゆうがくいんじゆうごんじちよう

　　６０６-８０３５・京都府京都市左京区修学院守禅庵・しゆうがくいんしゆぜんあん

　　６０６-８０２３・京都府京都市左京区修学院水上田町・しゆうがくいんすいじようでんちよう

　　６０６-８０２４・京都府京都市左京区修学院千万田町・しゆうがくいんせんまんだちよう

　　６０６-８０３７・京都府京都市左京区修学院大道町・しゆうがくいんだいどうちよう

　　６０６-８０５５・京都府京都市左京区修学院高岸町・しゆうがくいんたかぎしちよう

　　６０６-８０２２・京都府京都市左京区修学院高部町・しゆうがくいんたかべちよう

　　６０６-８０７３・京都府京都市左京区修学院茶屋ノ前町・しゆうがくいんちややのまえちよう

　　６０６-８０６４・京都府京都市左京区修学院辻ノ田町・しゆうがくいんつじのだちよう

　　６０６-８０７５・京都府京都市左京区修学院坪江町・しゆうがくいんつほﾞえちよう

　　６０６-８０５１・京都府京都市左京区修学院中新開・しゆうがくいんなかしんかい

　　６０６-８０８５・京都府京都市左京区修学院中林町・しゆうがくいんなかはﾞやしちよう

　　６０６-８０３１・京都府京都市左京区修学院西沮沢町・しゆうがくいんにしふけちよう

　　６０６-８０７２・京都府京都市左京区修学院登リ内町・しゆうがくいんのほﾞりうちちよう

　　６０６-８０７１・京都府京都市左京区修学院狭間町・しゆうがくいんはざまちよう

　　６０６-８０４４・京都府京都市左京区修学院馬場脇町・しゆうがくいんはﾞはﾞわきちよう

　　６０６-８０５７・京都府京都市左京区修学院林ノ脇・しゆうがくいんはやしのわき

　　６０６-８０３４・京都府京都市左京区修学院桧峠町・しゆうがくいんひのきとうげちよう

　　６０６-８０４１・京都府京都市左京区修学院仏者町・しゆうがくいんぶつしやちよう

　　６０６-８０５６・京都府京都市左京区修学院松本町・しゆうがくいんまつもとちよう

　　６０６-８０２７・京都府京都市左京区修学院水川原町・しゆうがくいんみずかわらちよう

　　６０６-８０６２・京都府京都市左京区修学院南代・しゆうがくいんみなみしろ

　　６０６-８０５３・京都府京都市左京区修学院宮ノ前・しゆうがくいんみやのまえ

　　６０６-８０６１・京都府京都市左京区修学院宮ノ脇町・しゆうがくいんみやのわきちよう

　　６０６-８０４６・京都府京都市左京区修学院室町・しゆうがくいんむろまち

　　６０６-８０８４・京都府京都市左京区修学院薬師堂町・しゆうがくいんやくしどうちよう

　　６０６-８０５２・京都府京都市左京区修学院薮添・しゆうがくいんやぶそえ

　　６０６-８０５４・京都府京都市左京区修学院山神町・しゆうがくいんやまかみちよう

　　６０６-８０３３・京都府京都市左京区修学院山添町・しゆうがくいんやまぞえちよう

　　６０６-８０２５・京都府京都市左京区修学院山ノ鼻町・しゆうがくいんやまのはなちよう

　　６０６-８３５３・京都府京都市左京区正往寺町・しようおうじちよう

　　６０６-８３２３・京都府京都市左京区聖護院円頓美町・しようごいんえんとみちよう

　　６０６-８３９７・京都府京都市左京区聖護院川原町・しようごいんかわはらちよう

　　６０６-８３９２・京都府京都市左京区聖護院山王町・しようごいんさんのうちよう

　　６０６-８３２４・京都府京都市左京区聖護院中町・しようごいんなかまち

　　６０６-８３９１・京都府京都市左京区聖護院西町・しようごいんにしまち

　　６０６-８３９４・京都府京都市左京区聖護院東寺領町・しようごいんひがしじりようちよう

　　６０６-８３２５・京都府京都市左京区聖護院東町・しようごいんひがしまち

　　６０６-８３５７・京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町・しようごいんれんげぞうちよう

　　６０６-８４０６・京都府京都市左京区浄土寺石橋町・じようどじいしはﾞしちよう

　　６０６-８４１６・京都府京都市左京区浄土寺上馬場町・じようどじかみはﾞんはﾞちよう

　　６０６-８４０５・京都府京都市左京区浄土寺上南田町・じようどじかみみなみだちよう

　　６０６-８４０１・京都府京都市左京区浄土寺小山町・じようどじこやまちよう

　　６０６-８４１３・京都府京都市左京区浄土寺下馬場町・じようどじしもはﾞんはﾞちよう

　　６０６-８４０４・京都府京都市左京区浄土寺下南田町・じようどじしもみなみだちよう

　　６０６-８４１４・京都府京都市左京区浄土寺真如町・じようどじしんによちよう

　　６０６-８４１７・京都府京都市左京区浄土寺西田町・じようどじにしだちよう

　　６０６-８４１２・京都府京都市左京区浄土寺馬場町・じようどじはﾞんはﾞちよう

　　６０６-８４１１・京都府京都市左京区浄土寺東田町・じようどじひがしだちよう

　　６０６-８４０３・京都府京都市左京区浄土寺南田町・じようどじみなみだちよう

　　６０６-８３８４・京都府京都市左京区新生洲町・しんいけすちよう

　　６０６-８３７５・京都府京都市左京区新車屋町・しんくるまやちよう

　　６０６-８３５５・京都府京都市左京区新東洞院町・しんひがしどういんちよう

　　６０６-８３８３・京都府京都市左京区新先斗町・しんほﾟんとちよう

　　６０６-８３８６・京都府京都市左京区新丸太町・しんまるたちよう



　　６０６-８３７３・京都府京都市左京区杉本町・すぎもとちよう

　　６０６-８３８２・京都府京都市左京区大文字町・だいもんじちよう

　　６０６-８１１１・京都府京都市左京区高野泉町・たかのいずみちよう

　　６０６-８１０５・京都府京都市左京区高野上竹屋町・たかのかみたけやちよう

　　６０６-８１０２・京都府京都市左京区高野清水町・たかのしみずちよう

　　６０６-８１０４・京都府京都市左京区高野竹屋町・たかのたけやちよう

　　６０６-８１０１・京都府京都市左京区高野蓼原町・たかのたではらちよう

　　６０６-８１０６・京都府京都市左京区高野玉岡町・たかのたまおかちよう

　　６０６-８１０３・京都府京都市左京区高野西開町・たかのにしびらきちよう

　　６０６-８１０７・京都府京都市左京区高野東開町・たかのひがしひらきちよう

　　６０６-８２２６・京都府京都市左京区田中飛鳥井町・たなかあすかいちよう

　　６０６-８２０２・京都府京都市左京区田中大堰町・たなかおおいちよう

　　６０６-８２３６・京都府京都市左京区田中大久保町・たなかおおくほﾞちよう

　　６０６-８２３７・京都府京都市左京区田中上大久保町・たなかかみおおくほﾞちよう

　　６０６-８２１５・京都府京都市左京区田中上玄京町・たなかかみげんきようちよう

　　６０６-８２３１・京都府京都市左京区田中上古川町・たなかかみふるかわちよう

　　６０６-８２０５・京都府京都市左京区田中上柳町・たなかかみやなぎちよう

　　６０６-８２３３・京都府京都市左京区田中北春菜町・たなかきたはるなちよう

　　６０６-８２０１・京都府京都市左京区田中玄京町・たなかげんきようちよう

　　６０６-８２１２・京都府京都市左京区田中里ノ内町・たなかさとのうちちよう

　　６０６-８２２７・京都府京都市左京区田中里ノ前町・たなかさとのまえちよう

　　６０６-８２０４・京都府京都市左京区田中下柳町・たなかしもやなぎちよう

　　６０６-８２０３・京都府京都市左京区田中関田町・たなかせきでんちよう

　　６０６-８２４２・京都府京都市左京区田中高原町・たなかたかはらちよう

　　６０６-８２１７・京都府京都市左京区田中西浦町・たなかにしうらちよう

　　６０６-８２１１・京都府京都市左京区田中西大久保町・たなかにしおおくほﾞちよう

　　６０６-８２４１・京都府京都市左京区田中西高原町・たなかにしたかはらちよう

　　６０６-８２３５・京都府京都市左京区田中西春菜町・たなかにしはるなちよう

　　６０６-８２２１・京都府京都市左京区田中西樋ノ口町・たなかにしひのくちちよう

　　６０６-８２１３・京都府京都市左京区田中野神町・たなかのがみちよう

　　６０６-８２０６・京都府京都市左京区田中馬場町・たなかはﾞはﾞちよう

　　６０６-８２３４・京都府京都市左京区田中春菜町・たなかはるなちよう

　　６０６-８２４３・京都府京都市左京区田中東高原町・たなかひがしたかはらちよう

　　６０６-８２４７・京都府京都市左京区田中東春菜町・たなかひがしはるなちよう

　　６０６-８２２３・京都府京都市左京区田中東樋ノ口町・たなかひがしひのくちちよう

　　６０６-８２２２・京都府京都市左京区田中樋ノ口町・たなかひのくちちよう

　　６０６-８２３２・京都府京都市左京区田中古川町・たなかふるかわちよう

　　６０６-８２１４・京都府京都市左京区田中南大久保町・たなかみなみおおくほﾞちよう

　　６０６-８２１６・京都府京都市左京区田中南西浦町・たなかみなみにしうらちよう

　　６０６-８２２５・京都府京都市左京区田中門前町・たなかもんぜんちよう

　　６０６-８３６６・京都府京都市左京区超勝寺門前町・ちようしようじもんぜんちよう

　　６０６-８３８１・京都府京都市左京区中川町・なかがわちよう

　　６０６-８４４６・京都府京都市左京区南禅寺北ノ坊町・なんぜんじきたのほﾞうちよう

　　６０６-８４３７・京都府京都市左京区南禅寺草川町・なんぜんじくさがわちよう

　　６０６-８４３４・京都府京都市左京区南禅寺下河原町・なんぜんじしもかわらちよう

　　６０６-８４３５・京都府京都市左京区南禅寺福地町・なんぜんじふくちちよう

　　６０６-８３７４・京都府京都市左京区難波町・なんはﾞちよう

　　６０６-８４４４・京都府京都市左京区若王子町・にやくおうじちよう

　　６０１-１１０４・京都府京都市左京区花脊大布施町・はなせおおふせちよう

　　６０１-１１０２・京都府京都市左京区花脊原地町・はなせはらちちよう

　　６０１-１１０５・京都府京都市左京区花脊別所町・はなせべつしよちよう

　　６０１-１１０３・京都府京都市左京区花脊八桝町・はなせやますちよう

　　６０６-８３９３・京都府京都市左京区東竹屋町・ひがしたけやちよう

　　６０６-８３９５・京都府京都市左京区東丸太町・ひがしまるたちよう

　　６０６-８３４５・京都府京都市左京区東門前町・ひがしもんぜんちよう

　　６０１-１１０１・京都府京都市左京区広河原（各町）・ひろがわら(かくまち)

　　６０６-８３６１・京都府京都市左京区福本町・ふくもとちよう

　　６０６-８３６２・京都府京都市左京区法皇寺町・ほうおうじちよう

　　６０６-８３８７・京都府京都市左京区法林寺門前町・ほうりんじもんぜんちよう

　　６０６-８３８５・京都府京都市左京区孫橋町・まごはしちよう

　　６０６-０９１１・京都府京都市左京区松ケ崎泉川町・まつがさきいずみがわちよう

　　６０６-０９５４・京都府京都市左京区松ケ崎壱町田町・まつがさきいつちようだちよう

　　６０６-０９３１・京都府京都市左京区松ケ崎井出ケ海道町・まつがさきいでがかいどうちよう

　　６０６-０９４７・京都府京都市左京区松ケ崎井出ケ鼻町・まつがさきいでがはなちよう

　　６０６-０９１４・京都府京都市左京区松ケ崎今海道町・まつがさきいまかいどうちよう

　　６０６-０９３６・京都府京都市左京区松ケ崎榎実ケ芝・まつがさきえのみがしはﾞ

　　６０６-０９５３・京都府京都市左京区松ケ崎海尻町・まつがさきかいじりちよう

　　６０６-０９４１・京都府京都市左京区松ケ崎河原田町・まつがさきかわらだちよう

　　６０６-０９３７・京都府京都市左京区松ケ崎北裏町・まつがさききたうらちよう

　　６０６-０９３４・京都府京都市左京区松ケ崎狐坂・まつがさききつねさか



　　６０６-０９３８・京都府京都市左京区松ケ崎木燈籠町・まつがさききとうろうちよう

　　６０６-０９５２・京都府京都市左京区松ケ崎木ノ本町・まつがさききのもとちよう

　　６０６-０９６１・京都府京都市左京区松ケ崎久土町・まつがさきくどちよう

　　６０６-０９５５・京都府京都市左京区松ケ崎雲路町・まつがさきくもじちよう

　　６０６-０９５６・京都府京都市左京区松ケ崎鞍馬田町・まつがさきくらまだちよう

　　６０６-０９６２・京都府京都市左京区松ケ崎御所海道町・まつがさきごしよかいどうちよう

　　６０６-０９４４・京都府京都市左京区松ケ崎御所ノ内町・まつがさきごしよのうちちよう

　　６０６-０９６７・京都府京都市左京区松ケ崎小竹薮町・まつがさきこたけやぶちよう

　　６０６-０９５７・京都府京都市左京区松ケ崎小脇町・まつがさきこわきちよう

　　６０６-０９０２・京都府京都市左京区松ケ崎桜木町・まつがさきさくらぎちよう

　　６０６-０９１６・京都府京都市左京区松ケ崎三反長町・まつがさきさんだんおさちよう

　　６０６-０９１３・京都府京都市左京区松ケ崎芝本町・まつがさきしはﾞもとちよう

　　６０６-０９６４・京都府京都市左京区松ケ崎修理式町・まつがさきしゆうりしきちよう

　　６０６-０９６６・京都府京都市左京区松ケ崎正田町・まつがさきしようでんちよう

　　６０６-０９０５・京都府京都市左京区松ケ崎杉ケ海道町・まつがさきすぎがかいどうちよう

　　６０６-０９２３・京都府京都市左京区松ケ崎総作町・まつがさきそうさくちよう

　　６０６-０９３５・京都府京都市左京区松ケ崎高山・まつがさきたかやま

　　６０６-０９６３・京都府京都市左京区松ケ崎糺田町・まつがさきただすでんちよう

　　６０６-０９１７・京都府京都市左京区松ケ崎堂ノ上町・まつがさきどうのうえちよう

　　６０６-０９０６・京都府京都市左京区松ケ崎中海道町・まつがさきなかかいどうちよう

　　６０６-０９２６・京都府京都市左京区松ケ崎中町・まつがさきなかまち

　　６０６-０９３２・京都府京都市左京区松ケ崎西池ノ内町・まつがさきにしいけのうちちよう

　　６０６-０９０３・京都府京都市左京区松ケ崎西桜木町・まつがさきにしさくらぎちよう

　　６０６-０９２７・京都府京都市左京区松ケ崎西町・まつがさきにしまち

　　６０６-０９３３・京都府京都市左京区松ケ崎西山・まつがさきにしやま

　　６０６-０９５１・京都府京都市左京区松ケ崎橋上町・まつがさきはしかみちよう

　　６０６-０９２５・京都府京都市左京区松ケ崎林山・まつがさきはやしやま

　　６０６-０９２４・京都府京都市左京区松ケ崎東池ノ内町・まつがさきひがしいけのうちちよう

　　６０６-０９０１・京都府京都市左京区松ケ崎東桜木町・まつがさきひがしさくらぎちよう

　　６０６-０９４３・京都府京都市左京区松ケ崎東町・まつがさきひがしまち

　　６０６-０９４６・京都府京都市左京区松ケ崎東山・まつがさきひがしやま

　　６０６-０９４２・京都府京都市左京区松ケ崎樋ノ上町・まつがさきひのえちよう

　　６０６-０９２１・京都府京都市左京区松ケ崎平田町・まつがさきひらたちよう

　　６０６-０９４５・京都府京都市左京区松ケ崎堀町・まつがさきほりまち

　　６０６-０９２２・京都府京都市左京区松ケ崎南池ノ内町・まつがさきみなみいけのうちちよう

　　６０６-０９０７・京都府京都市左京区松ケ崎村ケ内町・まつがさきむらがうちちよう

　　６０６-０９０４・京都府京都市左京区松ケ崎柳井田町・まつがさきやないだちよう

　　６０６-０９６５・京都府京都市左京区松ケ崎横縄手町・まつがさきよこなわてちよう

　　６０６-０９１２・京都府京都市左京区松ケ崎呼返町・まつがさきよびかえりちよう

　　６０６-０９１５・京都府京都市左京区松ケ崎六ノ坪町・まつがさきろくのつほﾞちよう

　　６０６-８３４６・京都府京都市左京区南門前町・みなみもんぜんちよう

　　６０１-１２５２・京都府京都市左京区八瀬秋元町・やせあきもとちよう

　　６０１-１２５３・京都府京都市左京区八瀬近衛町・やせこのえちよう

　　６０１-１２５１・京都府京都市左京区八瀬花尻町・やせはなじりちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・２７７の２)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・２７９の１)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（３～５)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（２８１の２～９)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（１１～１８)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（２０～２２)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（２４～２６)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（３２)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（２８７)・やせのせちよう

　　６０６-００６８・京都府京都市左京区八瀬野瀬町・（３００)・やせのせちよう

　　６０１-１２５４・京都府京都市左京区八瀬野瀬町（その他）・やせのせちよう(そのた)

　　６０６-８００７・京都府京都市左京区山端壱町田町・やまはﾞないつちようだちよう

　　６０６-８０１３・京都府京都市左京区山端大君町・やまはﾞなおおきみちよう

　　６０６-８０１４・京都府京都市左京区山端大塚町・やまはﾞなおおつかちよう

　　６０６-８００５・京都府京都市左京区山端川岸町・やまはﾞなかわぎしちよう

　　６０６-８００４・京都府京都市左京区山端川端町・やまはﾞなかわはﾞたちよう

　　６０６-８００３・京都府京都市左京区山端川原町・やまはﾞなかわはらちよう

　　６０６-８００２・京都府京都市左京区山端大城田町・やまはﾞなだいじようでんちよう

　　６０６-８０１２・京都府京都市左京区山端滝ケ鼻町・やまはﾞなたきがはなちよう

　　６０６-８００６・京都府京都市左京区山端橋ノ本町・やまはﾞなはしのもとちよう

　　６０６-８０１１・京都府京都市左京区山端森本町・やまはﾞなもりもとちよう

　　６０６-８００１・京都府京都市左京区山端柳ケ坪町・やまはﾞなやながつほﾞちよう

　　６０６-８３０１・京都府京都市左京区吉田泉殿町・よしだいずみどのちよう

　　６０６-８３０２・京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町・よしだうしのみやちよう

　　６０６-８３１１・京都府京都市左京区吉田神楽岡町・よしだかぐらおかちよう

　　６０６-８３０７・京都府京都市左京区吉田上阿達町・よしだかみあだちちよう



　　６０６-８３１２・京都府京都市左京区吉田上大路町・よしだかみおおじちよう

　　６０６-８３０５・京都府京都市左京区吉田河原町・よしだかわらちよう

　　６０６-８３１５・京都府京都市左京区吉田近衛町・よしだこのえちよう

　　６０６-８３０４・京都府京都市左京区吉田下阿達町・よしだしもあだちちよう

　　６０６-８３１４・京都府京都市左京区吉田下大路町・よしだしもおおじちよう

　　６０６-８３０３・京都府京都市左京区吉田橘町・よしだたちはﾞなちよう

　　６０６-８３０６・京都府京都市左京区吉田中阿達町・よしだなかあだちちよう

　　６０６-８３１３・京都府京都市左京区吉田中大路町・よしだなかおおじちよう

　　６０６-８３１６・京都府京都市左京区吉田二本松町・よしだにほんまつちよう

　　６０６-８３１７・京都府京都市左京区吉田本町・よしだほんまち

　　６０６-８３７２・京都府京都市左京区吉永町・よしながちよう

　　６０６-８３６３・京都府京都市左京区和国町・わこくちよう

　　６０４-００００・京都府京都市中京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０４-０００４・京都府京都市中京区相生町・あいおいちよう

　　６０４-０８４７・京都府京都市中京区秋野々町・あきののちよう

　　６０４-８０７４・京都府京都市中京区朝倉町・あさくらちよう

　　６０４-８３２４・京都府京都市中京区姉猪熊町・あねいのくまちよう

　　６０４-８３２６・京都府京都市中京区姉大宮町東側・あねおおみやちようひがしがわ

　　６０４-８３２７・京都府京都市中京区姉大宮町西側・あねおおみやちようにしがわ

　　６０４-８０９２・京都府京都市中京区姉大東町・あねだいとうちよう

　　６０４-８３７２・京都府京都市中京区姉西町・あねにしちよう

　　６０４-８２７３・京都府京都市中京区姉西洞院町・あねにしのとういんちよう

　　６０４-８２６４・京都府京都市中京区姉西堀川町・あねにしほりかわちよう

　　６０４-８２６３・京都府京都市中京区姉東堀川町・あねひがしほりかわちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（蛸薬師通麸屋町西入・あぶらやちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（蛸薬師通富小路東入・あぶらやちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（蛸薬師通富小路西入、・あぶらやちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（蛸薬師通柳馬場東入）・あぶらやちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（富小路通蛸薬師上る）・あぶらやちよう

　　６０４-８０６３・京都府京都市中京区油屋町（富小路通蛸薬師下る）・あぶらやちよう

　　６０４-８１０３・京都府京都市中京区油屋町（柳馬場通姉小路下る・あぶらやちよう

　　６０４-８１０３・京都府京都市中京区油屋町（柳馬場通三条上る）・あぶらやちよう

　　６０４-８１０３・京都府京都市中京区油屋町（姉小路通柳馬場東入）・あぶらやちよう

　　６０４-８１０３・京都府京都市中京区油屋町（姉小路通柳馬場西入）・あぶらやちよう

　　６０４-８１０３・京都府京都市中京区・あぶらやちよう

　　６０４-８２１６・京都府京都市中京区池須町・いけすちよう

　　６０４-８３０２・京都府京都市中京区池元町・いけもとちよう

　　６０４-００４３・京都府京都市中京区石橋町（御池通小川西入、・いしはﾞしちよう

　　６０４-００４３・京都府京都市中京区石橋町（御池通小川東入・いしはﾞしちよう

　　６０４-００４３・京都府京都市中京区石橋町（御池通西洞院西入・いしはﾞしちよう

　　６０４-００４３・京都府京都市中京区石橋町（御池通油小路東入、・いしはﾞしちよう

　　６０４-００４３・京都府京都市中京区石橋町（小川通御池下る）・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通河原町西入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通寺町東入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通新京極西入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通新京極東入、・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通河原町西入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通寺町東入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通新京極西入・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（三条通新京極東入、・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（寺町通三条下る）・いしはﾞしちよう

　　６０４-８０３６・京都府京都市中京区石橋町（寺町通三条上る）・いしはﾞしちよう

　　６０４-０９９６・京都府京都市中京区石屋町（丸太町通寺町西入）・いしやちよう

　　６０４-０９９６・京都府京都市中京区石屋町（丸太町通御幸町東入）・いしやちよう

　　６０４-８００２・京都府京都市中京区石屋町（木屋町通三条下る）・いしやちよう

　　６０４-８００２・京都府京都市中京区石屋町（先斗町通三条下る）・いしやちよう)

　　６０４-８００２・京都府京都市中京区石屋町（木屋町通四条上る）・いしやちよう

　　６０４-００１５・京都府京都市中京区泉町・いずみちよう

　　６０４-８０６６・京都府京都市中京区伊勢屋町・いせやちよう

　　６０４-８３０５・京都府京都市中京区市之町・いちのちよう

　　６０４-０９２４・京都府京都市中京区一之船入町・いちのふないりちよう

　　６０４-８１４６・京都府京都市中京区一蓮社町・いちれんしやちよう

　　６０４-８１１３・京都府京都市中京区井筒屋町・いつﾞつやちよう

　　６０４-８８０３・京都府京都市中京区因幡町・いなはﾞちよう

　　６０４-８８０２・京都府京都市中京区今新在家東町・いましんざいけひがしちよう

　　６０４-８８０１・京都府京都市中京区今新在家西町・いましんざいけにしちよう

　　６０４-８３４１・京都府京都市中京区岩上町・いわがみちよう

　　６０４-０９８４・京都府京都市中京区魚屋町・うおやちよう

　　６０４-８２１３・京都府京都市中京区姥柳町・うはﾞやなぎちよう

　　６０４-８１３６・京都府京都市中京区梅忠町・うめただちよう



　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（新烏丸通竹屋町上る、・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（新烏丸通竹屋町下る・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（新烏丸通夷川上る、・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（夷川通新烏丸東入・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（夷川通新椹木町西入・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（竹屋町通新烏丸東入・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（竹屋町通椹木町西入、・うめのきちよう

　　６０４-０９０５・京都府京都市中京区梅之木町（新烏丸通御霊図子下る）・うめのきちよう

　　６０４-８０１２・京都府京都市中京区梅之木町（先斗町通三条下る）・うめのきちよう

　　６０４-８０１２・京都府京都市中京区梅之木町（先斗町通蛸薬師上る）・うめのきちよう

　　６０４-８０１２・京都府京都市中京区梅之木町（先斗町通蛸薬師下る）・うめのきちよう

　　６０４-８０１２・京都府京都市中京区梅之木町（先斗町通四条上る）・うめのきちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（丸太町通釜座西入）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（丸太町通釜座東入）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（丸太町通新町西入）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（丸太町通西洞院東入）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（釜座通丸太町上る）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（麸屋町通錦小路上る）・うめやちよう

　　６０４-００９１・京都府京都市中京区梅屋町（麸屋町通蛸薬師下る）・うめやちよう

　　６０４-８１８６・京都府京都市中京区梅屋町（御池通烏丸東入）・うめやちよう

　　６０４-８１８６・京都府京都市中京区梅屋町（御池通東洞院西入）・うめやちよう

　　６０４-８１５５・京都府京都市中京区占出山町・うらでやまちよう

　　６０４-８０４１・京都府京都市中京区裏寺町・うらでらちよう

　　６０４-８０７１・京都府京都市中京区永楽町・えいらくちよう

　　６０４-８２５６・京都府京都市中京区越後町・えちごちよう

　　６０４-８２５２・京都府京都市中京区越後突抜町・えちごつきぬけちよう

　　６０４-０９３１・京都府京都市中京区榎木町・えのきちよう

　　６０４-８００５・京都府京都市中京区恵比須町・えびすちよう

　　６０４-０８１３・京都府京都市中京区夷町・えびすちよう

　　６０４-８０７６・京都府京都市中京区海老屋町・えびやちよう

　　６０４-８１６５・京都府京都市中京区烏帽子屋町・えほﾞうしやちよう

　　６０４-８１７４・京都府京都市中京区役行者町・えんのぎようじやちよう

　　６０４-８１７５・京都府京都市中京区円福寺町・えんふﾟくじちよう

　　６０４-８０４５・京都府京都市中京区円福寺前町・えんふﾟくじまえちよう

　　６０４-０９４２・京都府京都市中京区御池大東町・おいけだいとうちよう

　　６０４-００２２・京都府京都市中京区御池之町・おいけのちよう

　　６０４-０８２４・京都府京都市中京区扇屋町・おうぎやちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（新町通丸太町下る）・おおいちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（新町通竹屋町上る）・おおいちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（丸太町通新町西入）・おおいちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（丸太町通新町東入）・おおいちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（竹屋町通新町西入）・おおいちよう

　　６０４-００９２・京都府京都市中京区大炊町（竹屋町通新町東入）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（富小路通竹屋町下る）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（富小路通夷川上る）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（竹屋町通富小路西入）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（竹屋町通富小路東入）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（夷川通富小路西入）・おおいちよう

　　６０４-０９７２・京都府京都市中京区大炊町（夷川通富小路東入）・おおいちよう

　　６０４-０８６１・京都府京都市中京区大倉町・おおくらちよう

　　６０４-８１８２・京都府京都市中京区大阪材木町・おおさかざいもくちよう

　　６０４-０８８５・京都府京都市中京区大津町・おおつちよう

　　６０４-００５２・京都府京都市中京区押油小路町・おしあぶらのこうじちよう

　　６０４-００４２・京都府京都市中京区押西洞院町・おしにしのとういんちよう

　　６０４-００５４・京都府京都市中京区押堀町・おしほﾞりちよう

　　６０４-８１２４・京都府京都市中京区帯屋町・おびやちよう

　　６０４-８３０４・京都府京都市中京区織物屋町・おりものやちよう

　　６０４-０９３４・京都府京都市中京区尾張町・おわりちよう

　　６０４-８３３１・京都府京都市中京区御供町・おんともちよう

　　６０４-８１２６・京都府京都市中京区貝屋町・かいやちよう

　　６０４-０００２・京都府京都市中京区鏡屋町・かがみやちよう

　　６０４-８１７３・京都府京都市中京区柿本町・かきもとちよう

　　６０４-０８０１・京都府京都市中京区鍵屋町（丸太町通堺町東入）・かぎやちよう

　　６０４-０８０１・京都府京都市中京区鍵屋町（丸太町通堺町西入）・かぎやちよう

　　６０４-０８０１・京都府京都市中京区鍵屋町（丸太町通柳馬場東入）・かぎやちよう

　　６０４-０８０１・京都府京都市中京区鍵屋町（丸太町通高倉東入）・かぎやちよう

　　６０４-０８３２・京都府京都市中京区鍵屋町（間之町通二条下る）・かぎやちよう

　　６０４-０８３２・京都府京都市中京区鍵屋町（間之町通押小路上る）・かぎやちよう

　　６０４-８２６７・京都府京都市中京区鍛冶町・かじちよう

　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（富小路通夷川下る）・かじやちよう



　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（富小路通二条上る）・かじやちよう

　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（夷川通富小路西入）・かじやちよう

　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（夷川通富小路東入）・かじやちよう

　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（錦小路通御幸町西入）・かじやちよう

　　６０４-０９６４・京都府京都市中京区鍛冶屋町（錦小路通麸屋町東入）・かじやちよう

　　６０４-８３４５・京都府京都市中京区鍛冶屋町（六角通猪熊西入）・かじやちよう

　　６０４-８３４５・京都府京都市中京区鍛冶屋町（六角通黒門東入）・かじやちよう

　　６０４-８３４５・京都府京都市中京区鍛冶屋町（六角通黒門西入）・かじやちよう

　　６０４-８３４５・京都府京都市中京区鍛冶屋町（六角通大宮東入）・かじやちよう

　　６０４-００３１・京都府京都市中京区頭町・かしらちよう

　　６０４-８０１４・京都府京都市中京区柏屋町・かしわやちよう

　　６０４-８３５２・京都府京都市中京区金屋町・かなやちよう

　　６０４-８１１４・京都府京都市中京区甲屋町・かぶとやちよう

　　６０４-８２４１・京都府京都市中京区釜座町・かまんざちよう

　　６０４-８３２５・京都府京都市中京区上一文字町・かみいちもんじちよう

　　６０４-８００１・京都府京都市中京区上大阪町・かみおおさかちよう

　　６０４-８３７４・京都府京都市中京区上瓦町・かみかわらちよう

　　６０４-８３４３・京都府京都市中京区上黒門町・かみくろもんちよう

　　６０４-０９２３・京都府京都市中京区上樵木町・かみこりきちよう

　　６０４-８３１２・京都府京都市中京区上巴町・かみともえちよう

　　６０４-０９４３・京都府京都市中京区上白山町・かみはくさんちよう

　　６０４-８３２３・京都府京都市中京区上八文字町・かみはちもんじちよう

　　６０４-０９２５・京都府京都市中京区上本能寺前町・かみほんのうじまえちよう

　　６０４-００３５・京都府京都市中京区上松屋町・かみまつやちよう

　　６０４-００２５・京都府京都市中京区上妙覚寺町・かみみようかくじちよう

　　６０４-８０２４・京都府京都市中京区紙屋町・かみやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（釜座通竹屋町下る）・かめやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（釜座通夷川上る）・かめやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通釜座西入）・かめやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通釜座東入）・かめやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通西洞院東入）・かめやちよう

　　６０４-００９４・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通新町西入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通烏丸西入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通両替町東入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通両替町西入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通烏丸西入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通両替町東入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通両替町西入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（竹屋町通室町東入）・かめやちよう

　　６０４-０８６５・京都府京都市中京区亀屋町（両替町通室町下る）・かめやちよう

　　６０４-０８１１・京都府京都市中京区亀屋町（堺町通夷川下る）・かめやちよう

　　６０４-０８１１・京都府京都市中京区亀屋町（堺町通二条上る）・かめやちよう

　　６０４-０８１１・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通堺町西入）・かめやちよう

　　６０４-０８１１・京都府京都市中京区亀屋町（夷川通堺町東入）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御幸町通御池上る）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御幸町通押小路下る）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御幸町通押小路西入）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御幸町通押小路東入）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（押小路通寺町西入）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御池通御幸町西入）・かめやちよう

　　６０４-０９４１・京都府京都市中京区亀屋町（御池通御幸町東入）・かめやちよう

　　６０４-８２５３・京都府京都市中京区亀屋町（蛸薬師通堀川東入）・かめやちよう

　　６０４-８２５３・京都府京都市中京区亀屋町（堀川通蛸薬師下る）・かめやちよう

　　６０４-８２５３・京都府京都市中京区亀屋町（蛸薬師通油小路西入）・かめやちよう

　　６０４-８１１５・京都府京都市中京区雁金町・かりがねちよう

　　６０４-８３７３・京都府京都市中京区瓦師町・かわらしちよう

　　６０４-０８２７・京都府京都市中京区瓦町・かわらちよう

　　６０４-０８３７・京都府京都市中京区瓦之町・かわらのちよう

　　６０４-０８８６・京都府京都市中京区関東屋町・かんとうやちよう

　　６０４-０８２１・京都府京都市中京区観音町・かんのんちよう

　　６０４-８２２２・京都府京都市中京区観音堂町・かんのんどうちよう

　　６０４-０９９４・京都府京都市中京区甘露町・かんろちよう

　　６０４-８１５４・京都府京都市中京区菊水鉾町・きくすいほﾞこちよう

　　６０４-０９７５・京都府京都市中京区菊屋町（竹屋町通富小路西入）・きくやちよう

　　６０４-０９７５・京都府京都市中京区菊屋町（竹屋町通柳馬場東入）・きくやちよう

　　６０４-０９７５・京都府京都市中京区菊屋町（姉小路通富小路西入）・きくやちよう

　　６０４-０９７５・京都府京都市中京区菊屋町（姉小路通柳馬場東入）・きくやちよう

　　６０４-８１２７・京都府京都市中京区菊屋町（堺町通蛸薬師下る）・きくやちよう

　　６０４-８１２７・京都府京都市中京区菊屋町（堺町通錦小路上る）・きくやちよう

　　６０４-８１２７・京都府京都市中京区菊屋町（錦小路通堺町東入）・きくやちよう



　　６０４-８１２７・京都府京都市中京区菊屋町（錦小路通柳馬場西入）・きくやちよう

　　６０４-８１２７・京都府京都市中京区・きくやちよう

　　６０４-８０２１・京都府京都市中京区北車屋町・きたくるまやちよう

　　６０４-０８５６・京都府京都市中京区北小路町・きたこうじちよう

　　６０４-８１０５・京都府京都市中京区亀甲屋町・きつこうやちよう

　　６０４-０８０４・京都府京都市中京区絹屋町・きぬやちよう

　　６０４-８１０４・京都府京都市中京区木之下町・きのしたちよう

　　６０４-０９６１・京都府京都市中京区木屋町・きやちよう

　　６０４-００６５・京都府京都市中京区九町目・きゆうちようめ

　　６０４-０９９１・京都府京都市中京区行願寺門前町・ぎようがんじもんぜんちよう

　　６０４-０８４６・京都府京都市中京区金吹町・きんぶきちよう

　　６０４-８２３２・京都府京都市中京区空也町・くうやちよう

　　６０４-０９９３・京都府京都市中京区久遠院前町・くえんいんまえちよう

　　６０４-０８８３・京都府京都市中京区楠町・くすのきちよう

　　６０４-００６６・京都府京都市中京区薬屋町・くすりやちよう

　　６０４-８３２１・京都府京都市中京区倉本町・くらもとちよう

　　６０４-８１８５・京都府京都市中京区車屋町・くるまやちよう

　　６０４-０９７６・京都府京都市中京区桑原町・くわはﾞらちよう

　　６０４-８１６３・京都府京都市中京区鯉山町・こいやまちよう

　　６０４-０８２５・京都府京都市中京区御所八幡町・ごしよはちまんちよう

　　６０４-０９７３・京都府京都市中京区五丁目・ごちようめ

　　６０４-８２２７・京都府京都市中京区古西町・こにしちよう

　　６０４-８２２３・京都府京都市中京区小結棚町・こむすびだなちよう

　　６０４-８０２６・京都府京都市中京区米屋町・こめやちよう

　　６０４-８２０３・京都府京都市中京区衣棚町・ころものたなちよう

　　６０４-０９８６・京都府京都市中京区昆布屋町・こんぶやちよう

　　６０４-０８６６・京都府京都市中京区西方寺町・さいほうじちよう

　　６０４-８０１７・京都府京都市中京区材木町・ざいもくちよう

　　６０４-８０６５・京都府京都市中京区坂井町・さかいちよう

　　６０４-０８８１・京都府京都市中京区坂本町・さかもとちよう

　　６０４-０８３３・京都府京都市中京区左京町・さきようちよう

　　６０４-８０３５・京都府京都市中京区桜之町・さくらのちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（麩屋町通竹屋町下る）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（麩屋町通夷川上る）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（竹屋町通麩屋町西入）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（竹屋町通麩屋町東入）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（竹屋町通御幸町西入）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（夷川通麩屋町西入）・ささやちよう

　　６０４-０９８３・京都府京都市中京区笹屋町（夷川通麩屋町東入）・ささやちよう

　　６０４-８１８７・京都府京都市中京区笹屋町（御池通東洞院東入）・ささやちよう

　　６０４-８１８７・京都府京都市中京区笹屋町（御池通東洞院西入）・ささやちよう

　　６０４-８１８７・京都府京都市中京区笹屋町（御池通烏丸東入）・ささやちよう

　　６０４-８１８７・京都府京都市中京区笹屋町（東洞院通姉小路上る）・ささやちよう

　　６０４-８１８７・京都府京都市中京区笹屋町（姉小路通東洞院東入）・ささやちよう

　　６０４-０９０３・京都府京都市中京区指物町・さしものちよう

　　６０４-００９５・京都府京都市中京区指物屋町・さしものやちよう

　　６０４-８２５１・京都府京都市中京区三条油小路町・さんじようあぶらのこうじちよう

　　６０４-８３３４・京都府京都市中京区三条猪熊町・さんじよういのくまちよう

　　６０４-８３３６・京都府京都市中京区三条大宮町・さんじようおおみやちよう

　　６０４-８２０５・京都府京都市中京区三条町・さんじようちよう

　　６０４-８３１６・京都府京都市中京区三坊大宮町・さんほﾞうおおみやちよう

　　６０４-８２７７・京都府京都市中京区三坊西洞院町・さんほﾞうにしのとういんちよう

　　６０４-８２６６・京都府京都市中京区三坊堀川町・さんほﾞうほりかわちよう

　　６０４-８３１３・京都府京都市中京区三坊猪熊町北組・さんほﾞういのくまちようきたぐみ

　　６０４-８３１４・京都府京都市中京区三坊猪熊町南組・さんほﾞういのくまちようみなみぐみ

　　６０４-０８７２・京都府京都市中京区三本木五丁目・さんほﾞんぎごちようめ

　　６０４-０８７１・京都府京都市中京区三本木町・さんほﾞんぎちよう

　　６０４-８１３５・京都府京都市中京区三文字町（東洞院通三条下る）・さんもんじちよう

　　６０４-８１３５・京都府京都市中京区三文字町（東洞院通六角上る）・さんもんじちよう

　　６０４-８１３５・京都府京都市中京区三文字町（六角通東洞院西入）・さんもんじちよう

　　６０４-８１３５・京都府京都市中京区三文字町（六角通東洞院東入）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（錦小路通堀川東入）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（錦小路通油小路西入）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（堀川通錦小路下る）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（醒ケ井通錦小路下る）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（醒ケ井通錦小路東入）・さんもんじちよう

　　６０４-８２３６・京都府京都市中京区三文字町（醒ケ井通錦小路西入）・さんもんじちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（河原町通蛸薬師下る）・しおやちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（河原町通四条上る）・しおやちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（蛸薬師通河原町西入）・しおやちよう



　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（三条通西洞院西入）・しおやちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（三条通小川東入）・しおやちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（三条通小川西入）・しおやちよう

　　６０４-８０２７・京都府京都市中京区塩屋町（三条通油小路東入）・しおやちよう

　　６０４-８２６１・京都府京都市中京区式阿弥町・しきあみちよう

　　６０４-８０６１・京都府京都市中京区式部町・しきぶちよう

　　６０４-８１６２・京都府京都市中京区七観音町・しちかんのんちよう

　　６０４-８３６６・京都府京都市中京区七軒町・しちけんちよう

　　６０４-８３５６・京都府京都市中京区四坊大宮町・しほﾞうおおみやちよう

　　６０４-８２５４・京都府京都市中京区四坊堀川町・しほﾞうほりかわちよう

　　６０４-０８７４・京都府京都市中京区清水町（竹屋町通烏丸東入）・しみずちよう

　　６０４-０８７４・京都府京都市中京区清水町（竹屋町通東洞院西入）・しみずちよう

　　６０４-０８７４・京都府京都市中京区清水町（竹屋町通車屋町西入）・しみずちよう

　　６０４-０８７４・京都府京都市中京区清水町（竹屋町通車屋町東入）・しみずちよう

　　６０４-０８７４・京都府京都市中京区清水町（車屋町通竹屋町下る）・しみずちよう

　　６０４-０９１１・京都府京都市中京区清水町（河原町通夷川下る）・しみずちよう

　　６０４-０９１１・京都府京都市中京区清水町（河原町通二条上る）・しみずちよう

　　６０４-０９１１・京都府京都市中京区清水町（夷川通河原町東入）・しみずちよう

　　６０４-０９１１・京都府京都市中京区清水町（夷川通土手町西入）・しみずちよう

　　６０４-０９１１・京都府京都市中京区清水町（夷川通土手町東入）・しみずちよう

　　６０４-８３３５・京都府京都市中京区下一文字町・しもいちもんじちよう

　　６０４-８０２５・京都府京都市中京区下大阪町・しもおおさかちよう

　　６０４-８３５４・京都府京都市中京区下瓦町・しもかわらちよう

　　６０４-８３５５・京都府京都市中京区下黒門町・しもくろもんちよう

　　６０４-８０１６・京都府京都市中京区下樵木町・しもこりきちよう

　　６０４-０９９５・京都府京都市中京区下御霊前町・しもごりようまえちよう

　　６０４-８０８５・京都府京都市中京区下白山町・しもはくさんちよう

　　６０４-８３３３・京都府京都市中京区下八文字町・しもはちもんじちよう

　　６０４-００４４・京都府京都市中京区下古城町・しもふるしろちよう

　　６０４-８０９１・京都府京都市中京区下本能寺前町・しもほんのうじまえちよう

　　６０４-００３４・京都府京都市中京区下松屋町・しもまつやちよう

　　６０４-００８４・京都府京都市中京区下丸屋町（小川通夷川下る）・しもまるやちよう

　　６０４-００８４・京都府京都市中京区下丸屋町（小川通夷川上る）・しもまるやちよう

　　６０４-００８４・京都府京都市中京区下丸屋町（御池通河原町東入）・しもまるやちよう

　　６０４-００８４・京都府京都市中京区下丸屋町（河原町通御池下る）・しもまるやちよう

　　６０４-００８４・京都府京都市中京区下丸屋町（河原町通姉小路上る）・しもまるやちよう

　　６０４-８００６・京都府京都市中京区下丸屋町（御池通木屋町西入）・しもまるやちよう

　　６０４-８００６・京都府京都市中京区下丸屋町（木屋町通御池下る）・しもまるやちよう

　　６０４-８００６・京都府京都市中京区下丸屋町（木屋町通姉小路上る）・しもまるやちよう

　　６０４-００２４・京都府京都市中京区下妙覚寺町・しもみようかくじちよう

　　６０４-０８７５・京都府京都市中京区砂金町・しやきんちよう

　　６０４-８１２１・京都府京都市中京区十文字町・じゆうもんじちよう

　　６０４-８４０３・京都府京都市中京区聚楽廻中町・じゆらくまわりなかまち

　　６０４-８４０４・京都府京都市中京区聚楽廻東町・じゆらくまわりひがしまち

　　６０４-８４０２・京都府京都市中京区聚楽廻西町・じゆらくまわりにしまち

　　６０４-８４１１・京都府京都市中京区聚楽廻南町・じゆらくまわりみなみまち

　　６０４-８４０１・京都府京都市中京区聚楽廻松下町・じゆらくまわりまつしたちよう

　　６０４-００３６・京都府京都市中京区正行寺町・しようぎようじちよう

　　６０４-０８７３・京都府京都市中京区少将井御旅町・しようしよういおたびちよう

　　６０４-０８６２・京都府京都市中京区少将井町・しようしよういちよう

　　６０４-８２４６・京都府京都市中京区猩々町・しようじようちよう

　　６０４-０８６７・京都府京都市中京区常真横町・じようしんよこちよう

　　６０４-０８６４・京都府京都市中京区松竹町・しようちくちよう

　　６０４-８０７５・京都府京都市中京区白壁町・しらかべちよう

　　６０４-８３７１・京都府京都市中京区神泉苑町・しんせんえんちよう

　　６０４-０８５３・京都府京都市中京区真如堂町・しんによどうちよう

　　６０４-８２０７・京都府京都市中京区神明町・しんめいちよう

　　６０４-０９０１・京都府京都市中京区末丸町・すえまるちよう

　　６０４-０８２２・京都府京都市中京区杉屋町・すぎやちよう

　　６０４-０９１３・京都府京都市中京区角倉町・すみくらちよう

　　６０４-８２２４・京都府京都市中京区炭之座町・すみのざちよう

　　６０４-８２７４・京都府京都市中京区西堂町・せいどうちよう

　　６０４-０９５１・京都府京都市中京区晴明町・せいめいちよう

　　６０４-８１２２・京都府京都市中京区瀬戸屋町・せとやちよう

　　６０４-８１４１・京都府京都市中京区泉正寺町・せんしようじちよう

　　６０４-８２６２・京都府京都市中京区宗林町・そうりんちよう

　　６０４-００２６・京都府京都市中京区大恩寺町・だいおんじちよう

　　６０４-００１４・京都府京都市中京区大黒町（釜座通夷川下る）・だいこくちよう

　　６０４-００１４・京都府京都市中京区大黒町（釜座通二条上る）・だいこくちよう

　　６０４-００１４・京都府京都市中京区大黒町（夷川通釜座東入）・だいこくちよう



　　６０４-００１４・京都府京都市中京区大黒町（夷川通釜座西入）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（河原町通三条下る）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（三条通河原町東入）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（三条通河原町西入）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（河原町通六角上る）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（西木屋町通三条下る）・だいこくちよう

　　６０４-８０３１・京都府京都市中京区大黒町（西木屋町通六角上る）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（麩屋町通六角上る）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（麩屋町通六角下る）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（六角通麩屋町西入）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（富小路通六角上る）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（富小路通六角下る）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（六角通富小路西入）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（六角通富小路東入）・だいこくちよう

　　６０４-８０７３・京都府京都市中京区大黒町（六角通柳馬場東入）・だいこくちよう

　　６０４-８０４４・京都府京都市中京区大日町・だいにちちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（丸太町通堀川東入）・だいもんじちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（丸太町通油小路西入）・だいもんじちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（丸太町通油小路東入）・だいもんじちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（丸太町通小川西入）・だいもんじちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（油小路通竹屋町上る）・だいもんじちよう

　　６０４-００７１・京都府京都市中京区大文字町（竹屋町通油小路東入）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（河原町通御霊図子下る））・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（河原町通竹屋町上る））・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（御幸町通御池下る）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（御幸町通姉小路上る）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（御池通御幸町西入）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（御池通御幸町東入）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（姉小路通御幸町西入）・だいもんじちよう

　　６０４-０９０７・京都府京都市中京区大文字町（姉小路通御幸町東入）・だいもんじちよう

　　６０４-８３１５・京都府京都市中京区大文字町（黒門通御池下る）・だいもんじちよう

　　６０４-８３１５・京都府京都市中京区大文字町（黒門通姉小路上る）・だいもんじちよう

　　６０４-８３１５・京都府京都市中京区大文字町（御池通黒門西入）・だいもんじちよう

　　６０４-８３１５・京都府京都市中京区大文字町（御池通黒門東入）・だいもんじちよう

　　６０４-８３１５・京都府京都市中京区大文字町（御池通猪熊西入）・だいもんじちよう

　　６０４-０８３４・京都府京都市中京区高田町・たかだちよう

　　６０４-０８３５・京都府京都市中京区高宮町（御池通高倉西入）・たかみやちよう

　　６０４-０８３５・京都府京都市中京区高宮町（御池通東洞院東入）・たかみやちよう

　　６０４-０８３５・京都府京都市中京区高宮町（御池通間之町東入）・たかみやちよう

　　６０４-０８３５・京都府京都市中京区高宮町（御池通間之町西入）・たかみやちよう

　　６０４-８０５６・京都府京都市中京区高宮町（富小路通錦小路上る）・たかみやちよう

　　６０４-８０５６・京都府京都市中京区高宮町（富小路通蛸薬師下る）・たかみやちよう

　　６０４-８１５３・京都府京都市中京区笋町・たかんなちよう

　　６０４-０８２３・京都府京都市中京区竹屋町・たけやちよう

　　６０４-００２１・京都府京都市中京区蛸薬師町・たこやくしちよう

　　６０４-８０６２・京都府京都市中京区蛸屋町・たこやちよう

　　６０４-８３５１・京都府京都市中京区畳屋町・たたみやちよう

　　６０４-０８０２・京都府京都市中京区橘町（堺町通丸太町下る）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０８０２・京都府京都市中京区橘町（堺町通竹屋町上る）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０８０２・京都府京都市中京区橘町（竹屋町通堺町西入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０８０２・京都府京都市中京区橘町（竹屋町通堺町東入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通御幸町西入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通麩屋町西入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通麩屋町東入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通富小路西入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通富小路東入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９４４・京都府京都市中京区橘町（押小路通柳馬場東入）・たちはﾞなちよう

　　６０４-０９１４・京都府京都市中京区橘柳町・たちはﾞなやなぎちよう

　　６０４-８１７６・京都府京都市中京区龍池町・たついけちよう

　　６０４-００１２・京都府京都市中京区竪大恩寺町・たてだいおんじちよう

　　６０４-００８１・京都府京都市中京区田中町・たなかちよう

　　６０４-０００５・京都府京都市中京区玉植町・たまうえちよう

　　６０４-８２１１・京都府京都市中京区玉蔵町・たまくらちよう

　　６０４-０９６２・京都府京都市中京区達磨町・だるまちよう

　　６０４-８３２２・京都府京都市中京区樽屋町・たるやちよう

　　６０４-０９５２・京都府京都市中京区俵屋町（富小路通二条下る）・たわらやちよう

　　６０４-０９５２・京都府京都市中京区俵屋町（富小路通押小路上る）・たわらやちよう

　　６０４-０９６６・京都府京都市中京区俵屋町（夷川通富小路西入）・たわらやちよう

　　６０４-０９６６・京都府京都市中京区俵屋町（夷川通柳馬場東入）・たわらやちよう

　　６０４-８３１１・京都府京都市中京区俵屋町（御池通猪熊西入）・たわらやちよう



　　６０４-８３１１・京都府京都市中京区俵屋町（御池通黒門東入）・たわらやちよう

　　６０４-８１３３・京都府京都市中京区滕屋町・ちぎりやちよう

　　６０４-０９３５・京都府京都市中京区丁子屋町・ちようじやちよう

　　６０４-８２７１・京都府京都市中京区津軽町・つがるちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（衣棚通姉小路下る）・つきぬけちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（衣棚通三条上る）・つきぬけちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通室町西入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通衣棚西入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通衣棚東入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２０２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通新町東入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（釜座通姉小路下る）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（釜座通三条上る）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通新町西入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通釜座西入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通釜座東入）・つきぬけちよう

　　６０４-８２７２・京都府京都市中京区突抜町（姉小路通西洞院東入）・つきぬけちよう

　　６０４-００５５・京都府京都市中京区土橋町・つちはﾞしちよう

　　６０４-００６１・京都府京都市中京区槌屋町（小川通夷川下る）・つちやちよう

　　６０４-００６１・京都府京都市中京区槌屋町（小川通二条上る）・つちやちよう

　　６０４-８１１２・京都府京都市中京区槌屋町（柳馬場通三条下る）・つちやちよう

　　６０４-８１１２・京都府京都市中京区槌屋町（柳馬場通六角上る）・つちやちよう

　　６０４-８１１２・京都府京都市中京区槌屋町（六角通柳馬場西入）・つちやちよう

　　６０４-８１１２・京都府京都市中京区槌屋町（六角通柳入）・つちやちよう

　　６０４-０８１４・京都府京都市中京区壺屋町（東洞院通夷川下る）・つほﾞやちよう

　　６０４-０８１４・京都府京都市中京区壺屋町（東洞院通二条上る）・つほﾞやちよう

　　６０４-０８１４・京都府京都市中京区壺屋町（夷川通東洞院西入）・つほﾞやちよう

　　６０４-０８１４・京都府京都市中京区壺屋町（夷川通東東入）・つほﾞやちよう

　　６０４-８２５５・京都府京都市中京区壺屋町（堀川通六角下る）・つほﾞやちよう

　　６０４-８２５５・京都府京都市中京区壺屋町（六角通堀川東入）・つほﾞやちよう

　　６０４-８２５５・京都府京都市中京区壺屋町（堀川通蛸薬師上る）・つほﾞやちよう

　　６０４-８２５５・京都府京都市中京区壺屋町（小川通御池下る）・つほﾞやちよう

　　６０４-８２５５・京都府京都市中京区壺屋町（小川通姉小路上る）・つほﾞやちよう

　　６０４-８１５２・京都府京都市中京区手洗水町・てあらいみずちよう

　　６０４-０８１２・京都府京都市中京区天守町・てんしゆちよう

　　６０４-８０８１・京都府京都市中京区天性寺前町・てんしようじまえちよう

　　６０４-８２２１・京都府京都市中京区天神山町・てんじんやまちよう

　　６０４-０９５６・京都府京都市中京区等持寺町・とうじじちよう

　　６０４-０００１・京都府京都市中京区道場町・どうじようちよう

　　６０４-８１３４・京都府京都市中京区堂之前町・どうのまえちよう

　　６０４-８１１８・京都府京都市中京区道祐町・どうゆうちよう

　　６０４-８２２５・京都府京都市中京区蟷螂山町・とうろうやまちよう

　　６０４-０９１５・京都府京都市中京区常盤木町・ときわぎちよう

　　６０４-０８６３・京都府京都市中京区巴町・ともえちよう

　　６０４-０９５５・京都府京都市中京区虎石町・とらいしちよう

　　６０４-８１７１・京都府京都市中京区虎屋町・とらやちよう

　　６０４-８１８４・京都府京都市中京区曇華院前町・どんげいんまえちよう

　　６０４-８１２５・京都府京都市中京区中魚屋町・なかうおやちよう

　　６０４-８００４・京都府京都市中京区中島町・なかじまちよう

　　６０４-８０４７・京都府京都市中京区中筋町・なかすじちよう

　　６０４-００３２・京都府京都市中京区中之町（新町通御池上る）・なかのちよう

　　６０４-００３２・京都府京都市中京区中之町（新町通押小路下る）・なかのちよう

　　６０４-００８６・京都府京都市中京区中之町（小川通丸太町下る）・なかのちよう

　　６０４-００８６・京都府京都市中京区中之町（小川通竹屋町上る）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（寺町通錦小路下る）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（寺町通四条上る）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（新京極通錦小路下る）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（新京極通四条上る）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（錦小路通寺町東入）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（裏寺町通蛸薬師下る）・なかのちよう

　　６０４-８０４２・京都府京都市中京区中之町（裏寺町通四条上る）・なかのちよう

　　６０４-８０８３・京都府京都市中京区中之町（三条通麩屋町西入）・なかのちよう

　　６０４-８０８３・京都府京都市中京区中之町（三条通富小路西入）・なかのちよう

　　６０４-８０８３・京都府京都市中京区中之町（三条通富小路東入）・なかのちよう

　　６０４-８０８３・京都府京都市中京区中之町（三条通柳馬場東入）・なかのちよう

　　６０４-８０８３・京都府京都市中京区中之町（富小路通三条下る）・なかのちよう

　　６０４-８０９４・京都府京都市中京区中白山町・なかはくさんちよう

　　６０４-８２０１・京都府京都市中京区長浜町・ながはまちよう

　　６０４-０８４４・京都府京都市中京区仲保利町・なかほりちよう

　　６０４-００７６・京都府京都市中京区七町目・ななちようめ

　　６０４-８０１５・京都府京都市中京区鍋屋町・なべやちよう



　　６０４-８０３３・京都府京都市中京区奈良屋町・ならやちよう

　　６０４-０８５４・京都府京都市中京区仁王門町・におうもんちよう

　　６０４-０８４１・京都府京都市中京区仁王門突抜町・におうもんつきぬけちよう

　　６０４-０９２１・京都府京都市中京区西生洲町・にしいけすちよう

　　６０４-８１４２・京都府京都市中京区西魚屋町・にしうおやちよう

　　６０４-００７３・京都府京都市中京区西夷川町・にしえびすがわちよう

　　６０４-０８４２・京都府京都市中京区西押小路町・にしおしこうじちよう

　　６０４-８３６３・京都府京都市中京区錦猪熊町・にしきいのくまちよう

　　６０４-８３６５・京都府京都市中京区錦大宮町・にしきおおみやちよう

　　６０４-８２３５・京都府京都市中京区錦堀川町・にしきほりかわちよう

　　６０４-０８５１・京都府京都市中京区西九軒町・にしきゆうけんちよう

　　６０４-０９０４・京都府京都市中京区西革堂町・にしこうどうちよう

　　６０４-８２６５・京都府京都市中京区西三坊堀川町・にしさんほﾞうほりかわちよう

　　６０４-００６３・京都府京都市中京区西大黒町・にしだいこくちよう

　　６０４-８０５４・京都府京都市中京区西大文字町・にしだいもんじちよう

　　６０４-００７５・京都府京都市中京区西竹屋町・にしたけやちよう

　　６０４-８２２６・京都府京都市中京区西錦小路町・にしにしきこうじちよう

　　６０４-８３７５・京都府京都市中京区西ノ京池ノ内町・にしのきよういけのうちちよう

　　６０４-８４１７・京都府京都市中京区西ノ京内畑町・にしのきよううちはたちよう

　　６０４-８４９２・京都府京都市中京区西ノ京右馬寮町・にしのきよううまりようちよう

　　６０４-８４６３・京都府京都市中京区西ノ京円町・にしのきようえんまち

　　６０４-８４６７・京都府京都市中京区西ノ京大炊御門町・にしのきようおおいごもんちよう

　　６０４-８４１４・京都府京都市中京区西ノ京小倉町・にしのきようおぐらちよう

　　６０４-８４８２・京都府京都市中京区西ノ京笠殿町・にしのきようかさどのちよう

　　６０４-８４５３・京都府京都市中京区西ノ京春日町・にしのきようかすがちよう

　　６０４-８４８４・京都府京都市中京区西ノ京上合町・にしのきようかみあいちよう

　　６０４-８４９４・京都府京都市中京区西ノ京上平町・にしのきようかみひらちよう

　　６０４-８４１３・京都府京都市中京区西ノ京勧学院町・にしのきようかんがくいんちよう

　　６０４-８４６２・京都府京都市中京区西ノ京北円町・にしのきようきたえんまち

　　６０４-８４３３・京都府京都市中京区西ノ京北小路町・にしのきようきたこうじちよう

　　６０４-８４７２・京都府京都市中京区西ノ京北壺井町・にしのきようきたつほﾞいちよう

　　６０４-８４０５・京都府京都市中京区西ノ京車坂町・にしのきようくるまざかちよう

　　６０４-８４４２・京都府京都市中京区西ノ京桑原町・にしのきようくわはﾞらちよう

　　６０４-８４５４・京都府京都市中京区西ノ京小堀池町・にしのきようこほﾞりいけちよう

　　６０４-８３８３・京都府京都市中京区西ノ京小堀町・にしのきようこほﾞりちよう

　　６０４-８４９１・京都府京都市中京区西ノ京左馬寮町・にしのきようさまりようちよう

　　６０４-８４３５・京都府京都市中京区西ノ京三条坊町・にしのきようさんじようほﾞうちよう

　　６０４-８４９６・京都府京都市中京区西ノ京鹿垣町・にしのきようしかがきちよう

　　６０４-８３８４・京都府京都市中京区西ノ京式部町・にしのきようしきぶちよう

　　６０４-８４４３・京都府京都市中京区西ノ京島ノ内町・にしのきようしまのうちちよう

　　６０４-８４３６・京都府京都市中京区西ノ京下合町・にしのきようしもあいちよう

　　６０４-８３８１・京都府京都市中京区西ノ京職司町・にしのきようしよくしちよう

　　６０４-８４３４・京都府京都市中京区西ノ京新建町・にしのきようしんだてちよう

　　６０４-８４７４・京都府京都市中京区西ノ京塚本町・にしのきようつかもとちよう

　　６０４-８４４４・京都府京都市中京区西ノ京月輪町・にしのきようつきのわちよう

　　６０４-８４５６・京都府京都市中京区西ノ京壺ノ内町・にしのきようつほﾞのうちちよう

　　６０４-８４２５・京都府京都市中京区西ノ京銅駝町・にしのきようどうだちよう

　　６０４-８４１５・京都府京都市中京区西ノ京栂尾町・にしのきようとがのおちよう

　　６０４-８４４５・京都府京都市中京区西ノ京徳大寺町・にしのきようとくだいじちよう

　　６０４-８４６１・京都府京都市中京区西ノ京中保町・にしのきようなかほちよう

　　６０４-８４７５・京都府京都市中京区西ノ京中御門西町・にしのきようなかみかどにしまち

　　６０４-８４７１・京都府京都市中京区西ノ京中御門東町・にしのきようなかみかどひがしまち

　　６０４-８４２１・京都府京都市中京区西ノ京永本町・にしのきようながもとちよう

　　６０４-８４１２・京都府京都市中京区西ノ京南聖町・にしのきようなんせいちよう

　　６０４-８４６５・京都府京都市中京区西ノ京西円町・にしのきようにしえんまち

　　６０４-８４２３・京都府京都市中京区西ノ京西月光町・にしのきようにしげつこうちよう

　　６０４-８４９５・京都府京都市中京区西ノ京西鹿垣町・にしのきようにししかがきちよう

　　６０４-８４４１・京都府京都市中京区西ノ京西中合町・にしのきようにしなかあいちよう

　　６０４-８４５２・京都府京都市中京区西ノ京伯楽町・にしのきようはくらくちよう

　　６０４-８４５７・京都府京都市中京区西ノ京馬代町・にしのきようはﾞだいちよう

　　６０４-８４３１・京都府京都市中京区西ノ京原町・にしのきようはらまち

　　６０４-８４４６・京都府京都市中京区西ノ京日扇町・にしのきようひおうぎちよう

　　６０４-８４２２・京都府京都市中京区西ノ京東月光町・にしのきようひがしげつこうちよう

　　６０４-８４１８・京都府京都市中京区西ノ京東栂尾町・にしのきようひがしとがのおちよう

　　６０４-８４３７・京都府京都市中京区西ノ京東中合町・にしのきようひがしなかあいちよう

　　６０４-８４２４・京都府京都市中京区西ノ京樋ノ口町・にしのきようひのくちちよう

　　６０４-８４８５・京都府京都市中京区西ノ京平町・にしのきようひらまち

　　６０４-８４５５・京都府京都市中京区西ノ京藤ノ木町・にしのきようふじのきちよう

　　６０４-８４２６・京都府京都市中京区西ノ京船塚町・にしのきようふなつﾞかちよう

　　６０４-８３８２・京都府京都市中京区西ノ京北聖町・にしのきようほくせいちよう



　　６０４-８４１６・京都府京都市中京区西ノ京星池町・にしのきようほしがいけちよう

　　６０４-８４５１・京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町・にしのきようみこしがおかちよう

　　６０４-８４６４・京都府京都市中京区西ノ京南円町・にしのきようみなみえんまち

　　６０４-８４６６・京都府京都市中京区西ノ京南大炊御門町・にしのきようみなみおおいごもんちよう

　　６０４-８４８３・京都府京都市中京区西ノ京南上合町・にしのきようみなみかみあいちよう

　　６０４-８４７３・京都府京都市中京区西ノ京南壺井町・にしのきようみなみつほﾞいちよう

　　６０４-８４３２・京都府京都市中京区西ノ京南原町・にしのきようみなみはらまち

　　６０４-８４９３・京都府京都市中京区西ノ京南両町・にしのきようみなみりようまち

　　６０４-８４９７・京都府京都市中京区西ノ京両町・にしのきようりようまち

　　６０４-８４８１・京都府京都市中京区西ノ京冷泉町・にしのきようれいせんちよう

　　６０４-００５１・京都府京都市中京区二条油小路町・にじようあぶらのこうじちよう

　　６０４-００１３・京都府京都市中京区二条新町・にじようしんちよう

　　６０４-８３０１・京都府京都市中京区二条城町・にじようじようちよう

　　６０４-０８４５・京都府京都市中京区二条殿町・にじようでんちよう

　　６０４-００４１・京都府京都市中京区二条西洞院町・にじようにしのとういんちよう

　　６０４-００２３・京都府京都市中京区西横町・にしよこちよう

　　６０４-８２１７・京都府京都市中京区西六角町・にしろつかくちよう

　　６０４-０８４３・京都府京都市中京区塗師屋町・ぬしやちよう

　　６０４-８２５７・京都府京都市中京区橋浦町・はしうらちよう

　　６０４-８００３・京都府京都市中京区橋下町・はししたちよう

　　６０４-８３３２・京都府京都市中京区橋西町・はしにしちよう

　　６０４-００３３・京都府京都市中京区橋之町・はしのちよう

　　６０４-８２５８・京都府京都市中京区橋東詰町・はしひがしつﾞめちよう

　　６０４-８１５１・京都府京都市中京区橋弁慶町・はしべんけいちよう

　　６０４-００７２・京都府京都市中京区橋本町・はしもとちよう

　　６０４-００７４・京都府京都市中京区八町目・はちちようめ

　　６０４-０００３・京都府京都市中京区花立町・はなたてちよう

　　６０４-８１７２・京都府京都市中京区場之町・はﾞのちよう

　　６０４-８１４３・京都府京都市中京区阪東屋町・はﾞんとうやちよう

　　６０４-０８２６・京都府京都市中京区柊町・ひいらぎちよう

　　６０４-０９２２・京都府京都市中京区東生洲町・ひがしいけすちよう

　　６０４-８０５５・京都府京都市中京区東魚屋町・ひがしうおやちよう

　　６０４-００８３・京都府京都市中京区東夷川町・ひがしえびすがわちよう

　　６０４-８１８３・京都府京都市中京区東片町・ひがしかたまち

　　６０４-８０４６・京都府京都市中京区東側町・ひがしがわちよう

　　６０４-０８５２・京都府京都市中京区東九軒町・ひがしきゆうけんちよう

　　６０４-０９０６・京都府京都市中京区東椹木町・ひがしさわらぎちよう

　　６０４-８０４３・京都府京都市中京区東大文字町・ひがしだいもんじちよう

　　６０４-００８５・京都府京都市中京区東竹屋町・ひがしたけやちよう

　　６０４-０８５５・京都府京都市中京区東玉屋町・ひがしたまやちよう

　　６０４-０９５４・京都府京都市中京区東八幡町・ひがしはちまんちよう

　　６０４-０８７６・京都府京都市中京区光リ堂町・ひかりどうちよう

　　６０４-８１３１・京都府京都市中京区菱屋町・ひしやちよう

　　６０４-００８２・京都府京都市中京区毘沙門町（西洞院通竹屋町下る）・びしやもんちよう

　　６０４-００８２・京都府京都市中京区毘沙門町（西洞院通夷川上る）・びしやもんちよう

　　６０４-００８２・京都府京都市中京区毘沙門町（竹屋町通西洞院西入）・びしやもんちよう

　　６０４-００８２・京都府京都市中京区毘沙門町（竹屋町通西洞院東入）・びしやもんちよう

　　６０４-００８２・京都府京都市中京区毘沙門町（夷川通西洞院東入）・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（御幸町通丸太町下る)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（御幸町通竹屋町上る)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（丸太町通御幸町西入)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（丸太町通御幸町東入)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（竹屋町通御幸町西入)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（竹屋町通御幸町東入)・びしやもんちよう

　　６０４-０９８１・京都府京都市中京区毘沙門町（竹屋町通麩屋町東入）・びしやもんちよう

　　６０４-８０２３・京都府京都市中京区備前島町・びぜんじまちよう

　　６０４-０９１２・京都府京都市中京区樋之口町・ひのくちちよう

　　６０４-８０８４・京都府京都市中京区福長町・ふくながちよう

　　６０４-０８８２・京都府京都市中京区福屋町・ふくやちよう

　　６０４-８３６４・京都府京都市中京区藤岡町・ふじおかちよう

　　６０４-０９９２・京都府京都市中京区藤木町・ふじきちよう

　　６０４-８２３４・京都府京都市中京区藤西町・ふじにしちよう

　　６０４-８２３３・京都府京都市中京区藤本町・ふじもとちよう

　　６０４-８２１５・京都府京都市中京区不動町・ふどうちよう

　　６０４-０９８５・京都府京都市中京区舟屋町・ふなやちよう

　　６０４-０８３６・京都府京都市中京区船屋町（東洞院通押小路下る）・ふなやちよう

　　６０４-０８３６・京都府京都市中京区船屋町（東洞院通御池上る）・ふなやちよう

　　６０４-０８３６・京都府京都市中京区船屋町（押小路通東洞院西入）・ふなやちよう

　　６０４-０８３６・京都府京都市中京区船屋町（押小路通東洞院東入）・ふなやちよう

　　６０４-８０５１・京都府京都市中京区船屋町（御幸町通蛸薬師下る）・ふなやちよう



　　６０４-８０５１・京都府京都市中京区船屋町（御幸町通錦小路上る）・ふなやちよう

　　６０４-８０５１・京都府京都市中京区船屋町（蛸薬師通御幸町東入）・ふなやちよう

　　６０４-８０５１・京都府京都市中京区船屋町（錦小路通御幸町東入）・ふなやちよう

　　６０４-００４５・京都府京都市中京区古城町・ふるしろちよう

　　６０４-０８８４・京都府京都市中京区塀之内町・へいのうちちよう

　　６０４-８０８２・京都府京都市中京区弁慶石町・べんけいいしちよう

　　６０４-００９３・京都府京都市中京区弁財天町・べんざいてんちよう

　　６０４-０９０２・京都府京都市中京区鉾田町・ほこでんちよう

　　６０４-０９６３・京都府京都市中京区布袋屋町・ほていやちよう

　　６０４-８１６４・京都府京都市中京区骨屋町・ほねやちよう

　　６０４-８０６４・京都府京都市中京区骨屋之町・ほねやのちよう

　　６０４-８１１７・京都府京都市中京区堀之上町・ほりのうえちよう

　　６０４-８２４３・京都府京都市中京区本能寺町・ほんのうじちよう

　　６０４-０８５７・京都府京都市中京区蒔絵屋町・まきえやちよう

　　６０４-００９６・京都府京都市中京区桝屋町（釜座通丸太町下る）・ますやちよう

　　６０４-００９６・京都府京都市中京区桝屋町（釜座通竹屋町上る）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（富小路通丸太町下る）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（富小路通竹屋町上る）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（丸太町通富小路東入）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（竹屋町通富小路東入）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（丸太町通富小路西入）・ますやちよう

　　６０４-０９７１・京都府京都市中京区桝屋町（竹屋町通富小路西入）・ますやちよう

　　６０４-８０５３・京都府京都市中京区桝屋町（麩屋町通錦小路下る）・ますやちよう

　　６０４-８０５３・京都府京都市中京区桝屋町（麩屋町通四条上る）・ますやちよう

　　６０４-８０５３・京都府京都市中京区桝屋町（錦小路通麩屋町西入）・ますやちよう

　　６０４-８０５３・京都府京都市中京区桝屋町（錦小路通麩屋町東入）・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（柳馬場通三条上る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（柳馬場通三条下る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（堺町通三条上る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（堺町通三条下る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（高倉通三条上る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（高倉通三条下る)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（三条通柳馬場西入)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（三条通堺町西入)・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（三条通堺町東入）・ますやちよう

　　６０４-８１１１・京都府京都市中京区桝屋町（三条通高倉東入）・ますやちよう

　　６０４-８２０６・京都府京都市中京区町頭町・まちがしらちよう

　　６０４-８３６２・京都府京都市中京区松浦町・まつうらちよう

　　６０４-８０３４・京都府京都市中京区松ケ枝町・まつがえちよう

　　６０４-８０９３・京都府京都市中京区松下町・まつしたちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（御幸町通竹屋町下る）・まつもとちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（御幸町通夷川上る）・まつもとちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（御幸町通竹屋町西入）・まつもとちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（御幸町通竹屋町東入）・まつもとちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（夷川通御幸町西入）・まつもとちよう

　　６０４-０９８２・京都府京都市中京区松本町（夷川通御幸町東入）・まつもとちよう

　　６０４-８０１３・京都府京都市中京区松本町（先斗町通四条上る）・まつもとちよう(

　　６０４-８０１３・京都府京都市中京区松本町（先斗町通三条下る）・まつもとちよう(

　　６０４-０８３１・京都府京都市中京区松屋町・まつやちよう

　　６０４-８１０６・京都府京都市中京区丸木材木町・まるきざいもくちよう

　　６０４-００７７・京都府京都市中京区丸太町・まるたちよう

　　６０４-０９１７・京都府京都市中京区丸屋町（夷川通寺町西入）・まるやちよう

　　６０４-０９１７・京都府京都市中京区丸屋町（夷川通御幸町東入）・まるやちよう

　　６０４-８０８６・京都府京都市中京区丸屋町（御幸町通姉小路下る）・まるやちよう

　　６０４-８０８６・京都府京都市中京区丸屋町（御幸町通三条上る）・まるやちよう

　　６０４-８０８６・京都府京都市中京区丸屋町（姉小路通御幸町西入）・まるやちよう

　　６０４-８０８６・京都府京都市中京区丸屋町（姉小路通御幸町東入）・まるやちよう

　　６０４-８１３２・京都府京都市中京区丸屋町（高倉通三条下る）・まるやちよう

　　６０４-８１３２・京都府京都市中京区丸屋町（高倉通六角上る）・まるやちよう

　　６０４-８１６１・京都府京都市中京区饅頭屋町・まんじゆうやちよう

　　６０４-８１６６・京都府京都市中京区御倉町・みくらちよう

　　６０４-８１４７・京都府京都市中京区御射山町・みさやまちよう

　　６０４-８０２２・京都府京都市中京区南車屋町・みなみくるまやちよう

　　６０４-８８１２・京都府京都市中京区壬生相合町・みぶあいあいちよう

　　６０４-８８７４・京都府京都市中京区壬生天池町・みぶあまがいけちよう

　　６０４-８８５１・京都府京都市中京区壬生上大竹町・みぶかみおおたけちよう

　　６０４-８８１１・京都府京都市中京区壬生賀陽御所町・みぶかようごしよちよう

　　６０４-８８７２・京都府京都市中京区壬生御所ノ内町・みぶごしよのうちちよう

　　６０４-８８３２・京都府京都市中京区壬生下溝町・みぶしもみぞちよう

　　６０４-８８７１・京都府京都市中京区壬生朱雀町・みぶしゆじやくちよう



　　６０４-８８６１・京都府京都市中京区壬生神明町・みぶしんめいちよう

　　６０４-８８５４・京都府京都市中京区壬生仙念町・みぶせんねんちよう

　　６０４-８８２４・京都府京都市中京区壬生高樋町・みぶたかひちよう

　　６０４-８８２２・京都府京都市中京区壬生辻町・みぶつじまち

　　６０４-８８４２・京都府京都市中京区壬生土居ノ内町・みぶどいのうちちよう

　　６０４-８８６３・京都府京都市中京区壬生中川町・みぶなかがわちよう

　　６０４-８８２１・京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町・みぶなぎのみやちよう

　　６０４-８８５６・京都府京都市中京区壬生西大竹町・みぶにしおおたけちよう

　　６０４-８８４７・京都府京都市中京区壬生西土居ノ内町・みぶにしどいのうちちよう

　　６０４-８８４６・京都府京都市中京区壬生西桧町・みぶにしひのきちよう

　　６０４-８８７３・京都府京都市中京区壬生花井町・みぶはないちよう

　　６０４-８８０５・京都府京都市中京区壬生馬場町・みぶはﾞんはﾞちよう

　　６０４-８８５２・京都府京都市中京区壬生東大竹町・みぶひがしおおたけちよう

　　６０４-８８４５・京都府京都市中京区壬生東高田町・みぶひがしたかだちよう

　　６０４-８８４１・京都府京都市中京区壬生東土居ノ内町・みぶひがしどいのうちちよう

　　６０４-８８４３・京都府京都市中京区壬生東桧町・みぶひがしひのきちよう

　　６０４-８８５３・京都府京都市中京区壬生東淵田町・みぶひがしふちだちよう

　　６０４-８８４４・京都府京都市中京区壬生桧町・みぶひのきちよう

　　６０４-８８５５・京都府京都市中京区壬生淵田町・みぶふちだちよう

　　６０４-８８０４・京都府京都市中京区壬生坊城町・みぶほﾞうじようちよう

　　６０４-８８２３・京都府京都市中京区壬生松原町・みぶまつはﾞらちよう

　　６０４-８８３１・京都府京都市中京区壬生森前町・みぶもりまえちよう

　　６０４-８８６２・京都府京都市中京区壬生森町・みぶもりまち

　　６０４-８２７５・京都府京都市中京区宮木町・みやぎちよう

　　６０４-８３５３・京都府京都市中京区宮本町・みやもとちよう

　　６０４-０９３２・京都府京都市中京区妙満寺前町・みようまんじまえちよう

　　６０４-０８０５・京都府京都市中京区百足屋町（夷川通柳馬場西入）・むかでやちよう

　　６０４-０８０５・京都府京都市中京区百足屋町（夷川通堺町東入）・むかでやちよう

　　６０４-０８０５・京都府京都市中京区百足屋町（夷川通堺町西入）・むかでやちよう

　　６０４-０８０５・京都府京都市中京区百足屋町（夷川通高倉東入）・むかでやちよう

　　６０４-８２１４・京都府京都市中京区百足屋町（新町通蛸薬師下る）・むかでやちよう

　　６０４-８２１４・京都府京都市中京区百足屋町（新町通錦小路上る）・むかでやちよう

　　６０４-８２１４・京都府京都市中京区百足屋町（蛸薬師通新町西入）・むかでやちよう

　　６０４-８２１４・京都府京都市中京区百足屋町（錦小路通新町西入）・むかでやちよう

　　６０４-８２１４・京都府京都市中京区百足屋町（錦小路通新町東入）・むかでやちよう

　　６０４-８３０３・京都府京都市中京区最上町・もがみちよう

　　６０４-８１４５・京都府京都市中京区元竹田町・もとたけだちよう

　　６０４-８１４４・京都府京都市中京区元法然寺町・もとほうねんじちよう

　　６０４-８２４４・京都府京都市中京区元本能寺町・もとほんのうじちよう

　　６０４-８２３１・京都府京都市中京区元本能寺南町・もとほんのうじみなみちよう

　　６０４-００５３・京都府京都市中京区森ノ木町・もりのきちよう

　　６０４-０９５３・京都府京都市中京区守山町・もりやまちよう

　　６０４-８３０６・京都府京都市中京区門前町・もんぜんちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（六角通寺町西入）・やおやちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（六角通御幸町東入）・やおやちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（六角通御幸町西入）・やおやちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（六角通麩屋町東入）・やおやちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（御幸町通麩屋町下る）・やおやちよう

　　６０４-８０７２・京都府京都市中京区八百屋町（麩屋町通六角下る）・やおやちよう

　　６０４-８１２３・京都府京都市中京区八百屋町（堺町通錦小路下る）・やおやちよう

　　６０４-８１２３・京都府京都市中京区八百屋町（堺町通四条上る）・やおやちよう

　　６０４-００６２・京都府京都市中京区薬師町・やくしちよう

　　６０４-８１０１・京都府京都市中京区柳八幡町・やなぎはちまんちよう

　　６０４-８０３２・京都府京都市中京区山崎町・やまざきちよう

　　６０４-８２３７・京都府京都市中京区山田町・やまだちよう

　　６０４-０８１５・京都府京都市中京区山中町・やまなかちよう

　　６０４-８１５６・京都府京都市中京区山伏山町・やまぶしやまちよう

　　６０４-０９３３・京都府京都市中京区山本町・やまもとちよう

　　６０４-００６４・京都府京都市中京区矢幡町・やわたちよう

　　６０４-０９１６・京都府京都市中京区要法寺前町・ようほうじまえちよう

　　６０４-００８７・京都府京都市中京区横鍛冶町・よこかじちよう

　　６０４-８３６１・京都府京都市中京区吉野町・よしのちよう

　　６０４-０９７４・京都府京都市中京区四丁目・よんちようめ

　　６０４-８２４２・京都府京都市中京区柳水町・りゆうすいちよう

　　６０４-８２０４・京都府京都市中京区了頓図子町・りようとんずしちよう

　　６０４-００１１・京都府京都市中京区冷泉町・れいせんちよう

　　６０４-０９６５・京都府京都市中京区六丁目・ろくちようめ

　　６０４-８２４５・京都府京都市中京区六角油小路町・ろつかくあぶらのこうじちよう

　　６０４-８３４２・京都府京都市中京区六角猪熊町・ろつかくいのくまちよう

　　６０４-８３４４・京都府京都市中京区六角大宮町・ろつかくおおみやちよう



　　６０４-８２１２・京都府京都市中京区六角町・ろつかくちよう

　　６０４-８０１１・京都府京都市中京区若松町・わかまつちよう

　　６０４-０８０３・京都府京都市中京区和久屋町（竹屋町通柳馬場西入）・わくやちよう

　　６０４-０８０３・京都府京都市中京区和久屋町（竹屋町通堺町東入）・わくやちよう

　　６０４-０８０３・京都府京都市中京区和久屋町（竹屋町通堺町西入）・わくやちよう

　　６０４-０８０３・京都府京都市中京区和久屋町（竹屋町通高倉東入）・わくやちよう

　　６０４-８１１６・京都府京都市中京区和久屋町（高倉通六角下る）・わくやちよう

　　６０４-８１１６・京都府京都市中京区和久屋町（高倉通蛸薬師上る）・わくやちよう

　　６０４-８１８１・京都府京都市中京区綿屋町・わたやちよう

　　６０５-００００・京都府京都市東山区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０５-０８５６・京都府京都市東山区新シ町・あたらしちよう

　　６０５-００５１・京都府京都市東山区粟田口鍛冶町・あわたぐちかじちよう

　　６０５-００５２・京都府京都市東山区粟田口華頂町・あわたぐちかちようちよう

　　６０５-００３５・京都府京都市東山区粟田口三条坊町・あわたぐちさんじようほﾞうちよう

　　６０５-０８４８・京都府京都市東山区池殿町・いけどのちよう

　　６０５-０９１３・京都府京都市東山区石垣町東側・いしがきまちひがしがわ

　　６０５-０９１２・京都府京都市東山区石垣町西側・いしがきまちにしがわ

　　６０５-００６６・京都府京都市東山区石橋町・いしはﾞしちよう

　　６０５-０９９５・京都府京都市東山区一橋野本町・いちのはしのもとちよう

　　６０５-０９９４・京都府京都市東山区一橋宮ノ内町・いちのはしみやのうちちよう

　　６０５-０８０４・京都府京都市東山区井手町・いでちよう

　　６０５-００６８・京都府京都市東山区稲荷町北組・いなりちようきたぐみ

　　６０５-００６７・京都府京都市東山区稲荷町南組・いなりちようみなみぐみ

　　６０５-０９２４・京都府京都市東山区今熊野阿弥陀ケ峰町・いまぐまのあみだがみねちよう

　　６０５-０９６５・京都府京都市東山区今熊野池田町・いまぐまのいけだちよう

　　６０５-０９５６・京都府京都市東山区今熊野梅ケ谷町・いまぐまのうめがたにちよう

　　６０５-０９２６・京都府京都市東山区今熊野北日吉町・いまぐまのきたひよしちよう

　　６０５-０９５４・京都府京都市東山区今熊野小松山町・いまぐまのこまつやまちよう

　　６０５-０９５７・京都府京都市東山区今熊野泉山町・いまぐまのせんざんちよう

　　６０５-０９５５・京都府京都市東山区今熊野総山町・いまぐまのそうざんちよう

　　６０５-０９７２・京都府京都市東山区今熊野剣宮町・いまぐまのつるぎのみやちよう

　　６０５-０９７１・京都府京都市東山区今熊野椥ノ森町・いまぐまのなぎのもりちよう

　　６０５-０９２５・京都府京都市東山区今熊野日吉町・いまぐまのひよしちよう

　　６０５-０９５２・京都府京都市東山区今熊野宝蔵町・いまぐまのほうぞうちよう

　　６０５-０９７８・京都府京都市東山区今熊野本多山町・いまぐまのほんだやまちよう

　　６０５-０９７９・京都府京都市東山区今熊野南谷町・いまぐまのみなみだにちよう

　　６０５-０９５３・京都府京都市東山区今熊野南日吉町・いまぐまのみなみひよしちよう

　　６０５-００２３・京都府京都市東山区今小路町・いまこうじちよう

　　６０５-００４２・京都府京都市東山区今道町・いまみちちよう

　　６０５-０８５２・京都府京都市東山区上田町・うえだちよう

　　６０５-００６１・京都府京都市東山区梅宮町・うめみやちよう

　　６０５-００６４・京都府京都市東山区梅本町・うめもとちよう

　　６０５-００３３・京都府京都市東山区夷町・えびすちよう

　　６０５-０９３６・京都府京都市東山区蛭子町南組・えびすちようみなみぐみ

　　６０５-０９１７・京都府京都市東山区蛭子町北組・えびすちようきたぐみ

　　６０５-００２２・京都府京都市東山区大井手町・おおいでちよう

　　６０５-０９０４・京都府京都市東山区大阪町・おおさかちよう

　　６０５-０００９・京都府京都市東山区大橋町・おおはしちよう

　　６０５-０８３３・京都府京都市東山区音羽町・おとわちよう

　　６０５-０９０９・京都府京都市東山区鍵屋町・かぎやちよう

　　６０５-０８４３・京都府京都市東山区門脇町・かどわきちよう

　　６０５-０８３４・京都府京都市東山区金屋町・かなやちよう

　　６０５-０８７５・京都府京都市東山区鐘鋳町・かねいちよう

　　６０５-０８７７・京都府京都市東山区上新シ町・かみあたらしちよう

　　６０５-０９６８・京都府京都市東山区上池田町・かみいけだちよう

　　６０５-０９２７・京都府京都市東山区上馬町・かみうまちよう

　　６０５-０８７６・京都府京都市東山区上梅屋町・かみうめやちよう

　　６０５-０９１６・京都府京都市東山区上棟梁町・かみとうりようちよう

　　６０５-０８２２・京都府京都市東山区上弁天町・かみべんてんちよう

　　６０５-０９９１・京都府京都市東山区上堀詰町・かみほりつめちよう

　　６０５-０８０７・京都府京都市東山区上柳町・かみやなぎちよう

　　６０５-０８０３・京都府京都市東山区亀井町・かめいちよう

　　６０５-００６９・京都府京都市東山区唐戸鼻町・からとはなちよう

　　６０５-００７６・京都府京都市東山区川端町・かわはﾞたちよう

　　６０５-０９２１・京都府京都市東山区瓦役町・かわらやくちよう

　　６０５-００７４・京都府京都市東山区祇園町南側・ぎおんまちみなみがわ

　　６０５-００７３・京都府京都市東山区祇園町北側・ぎおんまちきたがわ

　　６０５-００１４・京都府京都市東山区北木之元町・きたきのもとちよう

　　６０５-０８１５・京都府京都市東山区北御門町・きたごもんちよう

　　６０５-０９１８・京都府京都市東山区北棟梁町・きたとうりようちよう



　　６０５-０８２１・京都府京都市東山区清井町・きよいちよう

　　６０５-０００２・京都府京都市東山区教業町・きようぎようちよう

　　６０５-０８６２・京都府京都市東山区清水・きよみず

　　６０５-００８４・京都府京都市東山区清本町・きよもとちよう

　　６０５-０８２８・京都府京都市東山区金園町・きんえんちよう

　　６０５-０８５７・京都府京都市東山区興善町・こうぜんちよう

　　６０５-０００７・京都府京都市東山区五軒町（大和大路通三条下る）・ごけんちよう

　　６０５-０００７・京都府京都市東山区五軒町（大和大路通三条下る西入）・ごけんちよう

　　６０５-０００７・京都府京都市東山区五軒町（三条通白川橋東入）・ごけんちよう

　　６０５-０００７・京都府京都市東山区五軒町（三条通白川橋下る東入白川筋三条下る）

　　６０５-０８５８・京都府京都市東山区小島町・こじまちよう

　　６０５-０８４６・京都府京都市東山区五条橋東・ ごじようはしひがじ

　　６０５-０８１１・京都府京都市東山区小松町・こまつちよう

　　６０５-００１２・京都府京都市東山区西海子町・さいかいしちよう

　　６０５-０９０２・京都府京都市東山区鞘町・さやまち

　　６０５-０９４１・京都府京都市東山区三十三間堂廻り町・さんじゆうさんげんどうまわりちよう

　　６０５-０００５・京都府京都市東山区三町目・さんちようめ

　　６０５-００１１・京都府京都市東山区七軒町（三条大橋東４丁目）・しちけんちよう

　　６０５-００１１・京都府京都市東山区七軒町（三条大橋東入４丁目）・しちけんちよう

　　６０５-０９４３・京都府京都市東山区七軒町（大和大路通七条下る３丁目）・しちけんちよう

　　６０５-０９４３・京都府京都市東山区七軒町（塩小路通大和大路西入）・しちけんちよう

　　６０５-０８７１・京都府京都市東山区慈法院庵町・じほういんあんまち

　　６０５-０９１４・京都府京都市東山区下新シ町・しもあたらしちよう

　　６０５-０９６６・京都府京都市東山区下池田町・しもいけだちよう

　　６０５-０８７３・京都府京都市東山区下馬町・しもうまちよう

　　６０５-０９１５・京都府京都市東山区下梅屋町・しもうめやちよう

　　６０５-０８２５・京都府京都市東山区下河原町・しもかわらちよう

　　６０５-０９３７・京都府京都市東山区下棟梁町・しもとうりようちよう

　　６０５-０８２３・京都府京都市東山区下弁天町・しもべんてんちよう

　　６０５-０９９２・京都府京都市東山区下堀詰町・しもほりつめちよう

　　６０５-０８０８・京都府京都市東山区下柳町・しもやなぎちよう

　　６０５-０９０３・京都府京都市東山区上人町・しようにんちよう

　　６０５-００３１・京都府京都市東山区定法寺町・じようほうじちよう

　　６０５-０９０８・京都府京都市東山区正面町・しようめんちよう

　　６０５-０８６５・京都府京都市東山区白糸町・しらいとちよう

　　６０５-０９６２・京都府京都市東山区新瓦町東組・しんかわらちようひがしぐみ

　　６０５-０９６１・京都府京都市東山区新瓦町西組・しんかわらちようにしぐみ

　　６０５-０００６・京都府京都市東山区新五軒町・しんごけんちよう

　　６０５-００１６・京都府京都市東山区進之町・しんのちよう

　　６０５-００８５・京都府京都市東山区末吉町・すえよしちよう

　　６０５-０９０１・京都府京都市東山区朱雀町・すじやくちよう

　　６０５-０９２３・京都府京都市東山区清閑寺池田町・せいかんじいけだちよう

　　６０５-０９２２・京都府京都市東山区清閑寺山ノ内町・せいかんじやまのうちちよう

　　６０５-０８６１・京都府京都市東山区清閑寺霊山町・せいかんじりようざんちよう

　　６０５-００２１・京都府京都市東山区石泉院町・せきせんいんちよう

　　６０５-０９７４・京都府京都市東山区泉涌寺五葉ノ辻町・せんにゆうじごようのつじちよう

　　６０５-０９７５・京都府京都市東山区泉涌寺雀ケ森町・せんにゆうじすずめがもりちよう

　　６０５-０９７６・京都府京都市東山区泉涌寺東林町・せんにゆうじとうりんちよう

　　６０５-０９７３・京都府京都市東山区泉涌寺門前町・せんにゆうじもんぜんちよう

　　６０５-０９７７・京都府京都市東山区泉涌寺山内町・せんにゆうじやまのうちちよう

　　６０５-０００８・京都府京都市東山区大黒町（大和大路三条下る）・だいこくちよう

　　６０５-０８３２・京都府京都市東山区大黒町（大黒町通柿町下る）・だいこくちよう

　　６０５-０８３２・京都府京都市東山区大黒町（大黒町通五条上る）・だいこくちよう

　　６０５-０８３２・京都府京都市東山区大黒町（大黒町通五条上る２丁目）・だいこくちよう

　　６０５-０８３２・京都府京都市東山区大黒町（通松原下る３丁目）・だいこくちよう

　　６０５-００１７・京都府京都市東山区高畑町・たかはﾞたけちよう

　　６０５-０８４５・京都府京都市東山区竹村町・たけむらちよう

　　６０５-００１８・京都府京都市東山区巽町・たつみちよう

　　６０５-０８５５・京都府京都市東山区辰巳町（東大路松原上る）・たつみちよう

　　６０５-０９４５・京都府京都市東山区辰巳町（大和大路通七条下る２丁目）・たつみちよう

　　６０５-０８３５・京都府京都市東山区田中町・たなかちよう

　　６０５-００４５・京都府京都市東山区谷川町・たにがわちよう

　　６０５-０８５１・京都府京都市東山区玉水町・たまみずちよう

　　６０５-０８４４・京都府京都市東山区多門町・たもんちよう

　　６０５-０９３１・京都府京都市東山区茶屋町・ちややちよう

　　６０５-０８５４・京都府京都市東山区月輪町・つきのわちよう

　　６０５-０８２９・京都府京都市東山区月見町・つきみちよう

　　６０５-００２５・京都府京都市東山区堤町・つつみちよう

　　６０５-００２４・京都府京都市東山区土居之内町・どいのうちちよう

　　６０５-００７９・京都府京都市東山区常盤町（大和大路通四条上る）・ときわちよう



　　６０５-００７９・京都府京都市東山区常盤町（川端通四条上る）・ときわちよう

　　６０５-０８７４・京都府京都市東山区常盤町（東大路通渋谷上る）・ときわちよう

　　６０５-０８７４・京都府京都市東山区常盤町（渋谷通東大路東入）・ときわちよう

　　６０５-０８７４・京都府京都市東山区常盤町（渋谷通東大路東入２丁目）・ときわちよう

　　６０５-０８７４・京都府京都市東山区常盤町（東大路五条下る）・ときわちよう

　　６０５-００７８・京都府京都市東山区富永町・とみながちよう

　　６０５-０９０５・京都府京都市東山区豊浦町・とようらちよう

　　６０５-００３４・京都府京都市東山区中之町（三条通神宮道東入２丁目)・なかのちよう

　　６０５-００３４・京都府京都市東山区中之町（三条通白川橋東入４丁)・なかのちよう

　　６０５-００３４・京都府京都市東山区中之町（三条通白川橋東)・なかのちよう

　　６０５-００７５・京都府京都市東山区中之町（四条通大和大路西入）・なかのちよう

　　６０５-００８２・京都府京都市東山区中之町（新門前通大和大路東入）・なかのちよう

　　６０５-００８２・京都府京都市東山区中之町（新門前通大和大路東入２丁目）・なかのちよう

　　６０５-００１９・京都府京都市東山区長光町・ながみつちよう

　　６０５-０８３８・京都府京都市東山区西川原町・にしかわらちよう

　　６０５-００４３・京都府京都市東山区西小物座町・にしこものざちよう

　　６０５-０８１６・京都府京都市東山区西御門町・にしごもんちよう

　　６０５-０９０７・京都府京都市東山区西橘町・にしたちはﾞなちよう

　　６０５-０９３５・京都府京都市東山区西棟梁町・にしとうりようちよう

　　６０５-００８８・京都府京都市東山区西之町・にしのちよう

　　６０５-０９４７・京都府京都市東山区西之門町・にしのもんちよう

　　６０５-００３７・京都府京都市東山区西町・にしまち

　　６０５-００７７・京都府京都市東山区廿一軒町・にじゆういつけんちよう

　　６０５-０００１・京都府京都市東山区二町目・にちようめ

　　６０５-０９３４・京都府京都市東山区塗師屋町・ぬしやちよう

　　６０５-０８６３・京都府京都市東山区梅林町・はﾞいりんちよう

　　６０５-０８０５・京都府京都市東山区博多町・はかたちよう

　　６０５-００８３・京都府京都市東山区橋本町・はしもとちよう

　　６０５-００２７・京都府京都市東山区八軒町・はちけんちよう

　　６０５-００２９・京都府京都市東山区東姉小路町・ひがしあねこうじちよう

　　６０５-０８７２・京都府京都市東山区東音羽町・ひがしおとわちよう

　　６０５-０８３９・京都府京都市東山区東川原町・ひがしかわらちよう

　　６０５-０９５１・京都府京都市東山区東瓦町・ひがしかわらちよう

　　６０５-００４４・京都府京都市東山区東小物座町・ひがしこものざちよう

　　６０５-０９０６・京都府京都市東山区東橘町・ひがしたちはﾞなちよう

　　６０５-００４１・京都府京都市東山区東町・ひがしちよう

　　６０５-０８４７・京都府京都市東山区東橋詰町・ひがしはしつﾞめちよう

　　６０５-００４６・京都府京都市東山区東分木町・ひがしぶんきちよう

　　６０５-０８１２・京都府京都市東山区毘沙門町・びしやもんちよう

　　６０５-０９９３・京都府京都市東山区日吉町・ひよしちよう

　　６０５-０９８５・京都府京都市東山区福稲柿本町・ふくいねかきもとちよう

　　６０５-０９８３・京都府京都市東山区福稲上高松町・ふくいねかみたかまつちよう

　　６０５-０９８８・京都府京都市東山区福稲川原町・ふくいねかわらちよう

　　６０５-０９８６・京都府京都市東山区福稲岸ノ上町・ふくいねきしのかみちよう

　　６０５-０９８７・京都府京都市東山区福稲御所ノ内町・ふくいねごしよのうちちよう

　　６０５-０９８２・京都府京都市東山区福稲下高松町・ふくいねしもたかまつちよう

　　６０５-０９８４・京都府京都市東山区福稲高原町・ふくいねたかはらちよう

　　６０５-０９１１・京都府京都市東山区袋町・ふくろちよう

　　６０５-００２６・京都府京都市東山区古川町・ふるかわちよう

　　６０５-００６５・京都府京都市東山区古西町・ふるにしちよう

　　６０５-００２８・京都府京都市東山区分木町・ぶんきちよう

　　６０５-００８６・京都府京都市東山区弁財天町・べんざいてんちよう

　　６０５-０９４６・京都府京都市東山区北斗町・ほくとちよう

　　６０５-０８５３・京都府京都市東山区星野町・ほしのちよう

　　６０５-００３８・京都府京都市東山区堀池町・ほりいけちよう

　　６０５-０９６７・京都府京都市東山区本池田町・ほんいけだちよう

　　６０５-０９６３・京都府京都市東山区本瓦町・ほんかわらちよう

　　６０５-０９８１・京都府京都市東山区本町・ほんまち

　　６０５-０９８９・京都府京都市東山区本町新・ほんまちしん

　　６０５-０９４２・京都府京都市東山区蒔田町・まきたちよう

　　６０５-０８２６・京都府京都市東山区桝屋町・ますやちよう

　　６０５-００６３・京都府京都市東山区松原町・まつはﾞらちよう

　　６０５-００７１・京都府京都市東山区円山町・まるやまちよう

　　６０５-０８４２・京都府京都市東山区三盛町・みつもりちよう

　　６０５-０９３８・京都府京都市東山区南梅屋町・みなみうめやちよう

　　６０５-０９６４・京都府京都市東山区南瓦町・みなみかわらちよう

　　６０５-００１５・京都府京都市東山区南木之元町・みなみきのもとちよう

　　６０５-００１３・京都府京都市東山区南西海子町・みなみさいかいしちよう

　　６０５-０９４４・京都府京都市東山区南棟梁町・みなみとうりようちよう

　　６０５-０８２４・京都府京都市東山区南町・みなみまち



　　６０５-０８０１・京都府京都市東山区宮川筋・みやがわすじ

　　６０５-０９３２・京都府京都市東山区妙法院前側町・みようほういんまえかわちよう

　　６０５-００８１・京都府京都市東山区三吉町・みよしちよう

　　６０５-００８９・京都府京都市東山区元町・もとまち

　　６０５-００８７・京都府京都市東山区元吉町・

　　６０５-０８３６・京都府京都市東山区森下町・もりしたちよう

　　６０５-０８１４・京都府京都市東山区薬師町・やくしちよう

　　６０５-０８２７・京都府京都市東山区八坂上町・やさかかみまち

　　６０５-０８４１・京都府京都市東山区山崎町・やまざきちよう

　　６０５-０８３１・京都府京都市東山区山城町・やましろちよう

　　６０５-０８３７・京都府京都市東山区山田町・やまだちよう

　　６０５-０９３３・京都府京都市東山区大和大路・やまとおおじ

　　６０５-０８０２・京都府京都市東山区大和町・やまとちよう

　　６０５-０８６４・京都府京都市東山区遊行前町・ゆうぎようまえちよう

　　６０５-００３２・京都府京都市東山区柚之木町・ゆのきちよう

　　６０５-０８１７・京都府京都市東山区弓矢町・ゆみやちよう

　　６０５-０８７８・京都府京都市東山区芳野町・よしのちよう

　　６０５-００６２・京都府京都市東山区林下町・りんかちよう

　　６０５-０８１３・京都府京都市東山区轆轤町・ろくろちよう

　　６０５-０８０６・京都府京都市東山区六軒町・ろつけんちよう

　　６０５-０００３・京都府京都市東山区若竹町・わかたけちよう

　　６０５-０００４・京都府京都市東山区若松町・わかまつちよう

　　６０５-００７２・京都府京都市東山区鷲尾町・わしおちよう

　　６００-００００・京都府京都市下京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６００-８０７１・京都府京都市下京区相之町・あいのちよう

　　６００-８４１０・京都府京都市下京区悪王子町・あくおうじちよう

　　６００-８４０７・京都府京都市下京区朝妻町・あさつﾞまちよう

　　６００-８４７３・京都府京都市下京区芦刈山町・あしかりやまちよう

　　６００-８３０８・京都府京都市下京区新シ町・あたらしちよう

　　６００-８０４０・京都府京都市下京区安土町・あつﾞちちよう

　　６００-８２３１・京都府京都市下京区油小路町・あぶらのこうじちよう

　　６００-８１４８・京都府京都市下京区飴屋町・あめやちよう

　　６００-８３８３・京都府京都市下京区綾大宮町・あやおおみやちよう

　　６００-８０７２・京都府京都市下京区綾材木町・あやざいもくちよう

　　６００-８４７４・京都府京都市下京区綾西洞院町・あやにしのとういんちよう

　　６００-８４８２・京都府京都市下京区綾堀川町・あやほりかわちよう

　　６００-８４９６・京都府京都市下京区石井筒町・いしいつﾞつちよう

　　６００-８０４７・京都府京都市下京区石不動之町・いしふどうのちよう

　　６００-８１８８・京都府京都市下京区和泉町・いずみちよう

　　６００-８０１４・京都府京都市下京区和泉屋町・いずみやちよう

　　６００-８２５４・京都府京都市下京区伊勢松町・いせまつちよう

　　６００-８０１８・京都府京都市下京区市之町・いちのちよう

　　６００-８３１８・京都府京都市下京区井筒町・いつﾞつちよう

　　６００-８４３２・京都府京都市下京区糸屋町・いとやちよう

　　６００-８４１５・京都府京都市下京区因幡堂町・いなはﾞどうちよう

　　６００-８０２２・京都府京都市下京区稲荷町（河原町通四条下る）・いなりちよう

　　６００-８０２２・京都府京都市下京区稲荷町（河原町通四条下る２丁目）・いなりちよう

　　６００-８１３３・京都府京都市下京区稲荷町（七条通加茂川筋西入）・いなりちよう

　　６００-８１３３・京都府京都市下京区稲荷町（七条通木屋町東入）・いなりちよう

　　６００-８０９８・京都府京都市下京区稲荷町（間之町通高辻下る）・いなりちよう

　　６００-８０９８・京都府京都市下京区稲荷町（間之町通松原上る）・いなりちよう

　　６００-８０９８・京都府京都市下京区稲荷町（高辻通間之町西入）・いなりちよう

　　６００-８０９８・京都府京都市下京区稲荷町（高辻通間之町東入）・いなりちよう

　　６００-８０９８・京都府京都市下京区稲荷町（高辻通東洞院東入）・いなりちよう

　　６００-８１６６・京都府京都市下京区乾町・いぬいちよう

　　６００-８３８４・京都府京都市下京区今大黒町・いまだいこくちよう

　　６００-８１１５・京都府京都市下京区岩滝町・いわたきちよう

　　６００-８４４５・京都府京都市下京区岩戸山町・いわとやまちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（河原町通松原下る）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（河原町通万寿寺上る）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（寺町通松原下る）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（寺町通万寿寺上る）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（松原通寺町西入）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（松原通寺町東入）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（万寿寺通河原町西入）・うえまつちよう

　　６００-８０２８・京都府京都市下京区植松町（万寿寺通寺町西入）・うえまつちよう

　　６００-８３４３・京都府京都市下京区植松町（正面通西洞院西入）・うえまつちよう

　　６００-８３４３・京都府京都市下京区植松町（西洞院通正面下る）・うえまつちよう

　　６００-８３０４・京都府京都市下京区艮町・うしとらちよう

　　６００-８１５１・京都府京都市下京区打越町・うちこしちよう



　　６００-８８５５・京都府京都市下京区梅小路石橋町・うめこうじいしはﾞしちよう

　　６００-８８５１・京都府京都市下京区梅小路頭町・うめこうじかしらちよう

　　６００-８８５３・京都府京都市下京区梅小路高畑町・うめこうじたかはたちよう

　　６００-８８５４・京都府京都市下京区梅小路西中町・うめこうじにしなかまち

　　６００-８８５２・京都府京都市下京区梅小路東中町・うめこうじひがしなかまち

　　６００-８８５７・京都府京都市下京区梅小路東町・うめこうじひがしまち

　　６００-８８５６・京都府京都市下京区梅小路本町・うめこうじほんまち

　　６００-８１２７・京都府京都市下京区梅湊町・うめみなとちよう

　　６００-８８２２・京都府京都市下京区裏片町・うらかたちよう

　　６００-８４６３・京都府京都市下京区永養寺町・えいようじちよう

　　６００-８１５４・京都府京都市下京区榎木町・えのきちよう

　　６００-８３０２・京都府京都市下京区蛭子町・えびすちよう

　　６００-８０３３・京都府京都市下京区恵美須之町・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区夷之町（間之町通五条下る３丁目)・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区夷之町（間之町通花屋町上る)・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区夷之町（間之町通六条下る)・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区夷之町（花屋町通間之町西入)・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区花屋町(通間之町東入）・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区花屋町(花屋町通東洞院東入）・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区花屋町(六条通間之町西入）・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区花屋町(六条通間之町東入）・えびすのちよう

　　６００-８１８３・京都府京都市下京区花屋町(六条通東洞院東入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（七条通新町西入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（七条通新町東入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（七条通新町上る東入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（七条通西洞院東入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（新町通七条上る）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（新町通七条下る東入）・えびすのちよう

　　６００-８３１０・京都府京都市下京区夷之町（西洞院通七条上る）・えびすのちよう

　　６００-８８３７・京都府京都市下京区夷馬場町・えびすのはﾞんはﾞちよう

　　６００-８３２８・京都府京都市下京区蛭子水町・えびすみずちよう

　　６００-８０６２・京都府京都市下京区恵美須屋町・えびすやちよう

　　６００-８０９５・京都府京都市下京区扇酒屋町・おうぎさかやちよう

　　６００-８４０２・京都府京都市下京区大江町・おおえちよう

　　６００-８１７７・京都府京都市下京区大坂町・おおさかちよう

　　６００-８１８１・京都府京都市下京区大津町・おおつちよう

　　６００-８４１９・京都府京都市下京区大堀町・おおほﾞりちよう

　　６００-８４１３・京都府京都市下京区大政所町・おおまんどころちよう

　　６００-８３６３・京都府京都市下京区大宮（１～３丁目）・おおみや

　　６００-８１３８・京都府京都市下京区大宮町・おおみやちよう

　　６００-８００２・京都府京都市下京区御旅町・おたびちよう

　　６００-８００３・京都府京都市下京区御旅宮本町・おたびみやもとちよう

　　６００-８４３０・京都府京都市下京区小田原町・おだわらちよう

　　６００-８１４５・京都府京都市下京区皆山町・かいざんちよう

　　６００-８２４６・京都府京都市下京区垣ケ内町・かきがうちちよう

　　６００-８３５７・京都府京都市下京区柿本町・かきもとちよう

　　６００-８０５７・京都府京都市下京区鍵屋町（高辻通麩屋町西入）・かぎやちよう

　　６００-８０５７・京都府京都市下京区鍵屋町（高辻通麩屋町東入）・かぎやちよう

　　６００-８０５７・京都府京都市下京区鍵屋町（麩屋町通高辻下る）・かぎやちよう

　　６００-８０５７・京都府京都市下京区鍵屋町（麩屋町通松原上る）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通木屋町東入）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（加茂川筋正面上る）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通二ノ宮西入）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（木屋町通正面上る）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通二ノ宮東入）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通加茂川筋西入）・かぎやちよう

　　６００-８１２６・京都府京都市下京区鍵屋町（二ノ宮通正面上る）・かぎやちよう

　　６００-８１７８・京都府京都市下京区鍵屋町（鍵屋町通烏丸西入）・かぎやちよう

　　６００-８１７８・京都府京都市下京区鍵屋町（鍵屋町通諏訪町西入）・かぎやちよう

　　６００-８１７８・京都府京都市下京区鍵屋町（鍵屋町通室町東入）・かぎやちよう

　　６００-８１７８・京都府京都市下京区鍵屋町（諏訪町通鍵屋町上る）・かぎやちよう

　　６００-８１７８・京都府京都市下京区鍵屋町（諏訪町通鍵屋町下る）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（北小路通西洞院東入）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（北小路通若宮西入）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通新町西入）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（若宮通正面下る）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（若宮通北小路上る）・かぎやちよう

　　６００-８３１７・京都府京都市下京区鍵屋町（正面通若宮東入）・かぎやちよう

　　６００-８３４１・京都府京都市下京区学林町・がくりんちよう

　　６００-８４７５・京都府京都市下京区風早町・かざはやちよう



　　６００-８４９４・京都府京都市下京区傘鉾町・かさほﾞこちよう

　　６００-８０７９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（堺町通松原下る）・かじやちよう

　　６００-８０７９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（堺町通万寿寺上る）・かじやちよう

　　６００-８０７９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（万寿寺通堺町東入）・かじやちよう

　　６００-８３２９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（北小路通西洞院西入）・かじやちよう

　　６００-８３２９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（北小路通西洞院東入）・かじやちよう

　　６００-８３２９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（西洞院通上る）・かじやちよう

　　６００-８３２９・京都府京都市下京区鍛冶屋町（西洞院通正面下る）・かじやちよう

　　６００-８０６６・京都府京都市下京区柏屋町（万寿寺通柳馬場西入）・かしわやちよう

　　６００-８０６６・京都府京都市下京区柏屋町（柳馬場通五条上る）・かしわやちよう

　　６００-８０６６・京都府京都市下京区柏屋町（柳馬場通万寿寺下る）・かしわやちよう

　　６００-８４９８・京都府京都市下京区柏屋町（四条通油小路西入)・かしわやちよう

　　６００-８４９８・京都府京都市下京区柏屋町（四条通醒ケ井西入)・かしわやちよう

　　６００-８４９８・京都府京都市下京区柏屋町（四条通醒ケ井東入)・かしわやちよう

　　６００-８４９８・京都府京都市下京区堅田町（四条通東堀川東入）・かしわやちよう

　　６００-８４９８・京都府京都市下京区堅田町（四条通堀川東入）・かしわやちよう

　　６００-８０４９・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通御幸町西入）・かただちよう

　　６００-８０５０・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通富小路東入）・かただちよう

　　６００-８０５０・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通麩屋町西入）・かただちよう

　　６００-８０６７・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通堺町東入)・かただちよう

　　６００-８０６７・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通富小路西入)・かただちよう

　　６００-８０６７・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通柳馬場西入・かただちよう

　　６００-８０６７・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通柳馬場東入）・かただちよう

　　６００-８０６７・京都府京都市下京区堅田町（柳馬場通万寿寺上る）・かただちよう

　　６００-８０８９・京都府京都市下京区堅田町（万寿寺通堺町西入）・かただちよう

　　６００-８４９３・京都府京都市下京区郭巨山町・かつきよやまちよう

　　６００-８３２３・京都府京都市下京区金屋町・かなやちよう

　　６００-８２５８・京都府京都市下京区金換町・かねがえちよう

　　６００-８２３９・京都府京都市下京区鎌屋町・かまやちよう

　　６００-８０５８・京都府京都市下京区上鱗形町・かみうろこがたちよう

　　６００-８２４２・京都府京都市下京区上夷町・かみえびすちよう

　　６００-８４５７・京都府京都市下京区上金仏町・かみかなぶつちよう

　　６００-８２５９・京都府京都市下京区上糀屋町・かみこうじやちよう

　　６００-８３７７・京都府京都市下京区上五条町・かみごじようちよう

　　６００-８１３５・京都府京都市下京区上三之宮町・かみさんのみやちよう

　　６００-８１５０・京都府京都市下京区上珠数屋町・かみじゆずやちよう

　　６００-８３１２・京都府京都市下京区上錫屋町・かみすずやちよう

　　６００-８１７０・京都府京都市下京区上諏訪町・かみすわんちよう

　　６００-８３７６・京都府京都市下京区上長福寺町・かみちようふくじちよう

　　６００-８２４８・京都府京都市下京区上中之町・かみなかのちよう

　　６００-８１３１・京都府京都市下京区上二之宮町・かみにのみやちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大宮通木津屋橋上る)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大大宮通七条下る)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大宮通下魚棚下)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大宮通木津屋橋上る)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大宮通七条下る)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（大宮通下魚棚下る)・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（木津屋橋通大宮東入る）・かみのちよう

　　６００-８２６６・京都府京都市下京区上之町（下魚棚通大宮東入）・かみのちよう

　　６００-８２０７・京都府京都市下京区上之町（その他）・かみのちよう(そのた)

　　６００-８１７１・京都府京都市下京区上平野町・かみひらのちよう

　　６００-８０９９・京都府京都市下京区上柳町（仏光寺通烏丸東入)・かみやなぎちよう

　　６００-８０９９・京都府京都市下京区上柳町（仏光寺通烏丸東入上る)・かみやなぎちよう

　　６００-８０９９・京都府京都市下京区上柳町（仏光寺通烏丸東入下る)・かみやなぎちよう

　　６００-８０９９・京都府京都市下京区仏光寺通東洞院西入）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（諏訪町通花屋町上る）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（諏訪町通六条上る）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（諏訪町通六条下る）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（六条通烏丸西入）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（六条通諏訪町西入）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（六条通諏訪町東入）・かみやなぎちよう

　　６００-８１６４・京都府京都市下京区上柳町（六条通室町東入）・かみやなぎちよう

　　６００-８３０１・京都府京都市下京区上柳町（楊梅通新町東入）・かみやなぎちよう

　　６００-８３０１・京都府京都市下京区上柳町（室町新町之間五条下る）・かみやなぎちよう

　　６００-８３０１・京都府京都市下京区上柳町（楊梅通新町東入上る）・かみやなぎちよう

　　６００-８３０１・京都府京都市下京区上柳町（楊梅通室町西入）・かみやなぎちよう

　　６００-８３１３・京都府京都市下京区上若宮町・かみわかみやちよう

　　６００-８１５９・京都府京都市下京区亀町・かめまち

　　６００-８４０６・京都府京都市下京区亀屋町（高倉通五条上る）・かめやちよう

　　６００-８４０６・京都府京都市下京区亀屋町（高倉通万寿寺下る）・かめやちよう



　　６００-８４５１・京都府京都市下京区亀屋町（若宮通松原下る）・かめやちよう

　　６００-８４５１・京都府京都市下京区亀屋町（若宮通万寿寺上る）・かめやちよう

　　６００-８１７５・京都府京都市下京区烏丸（２丁目）・からすま(２)

　　６００-８４９９・京都府京都市下京区唐津屋町・からつやちよう

　　６００-８１９７・京都府京都市下京区唐物町・からものちよう

　　６００-８０５６・京都府京都市下京区雁金町（高辻通富小路東入）・かりがねちよう

　　６００-８０５６・京都府京都市下京区雁金町（高辻通麩屋町西入）・かりがねちよう

　　６００-８０６０・京都府京都市下京区雁金町（高辻通富小路西入）・かりがねちよう

　　６００-８０６０・京都府京都市下京区雁金町（高辻通柳馬場東入）・かりがねちよう

　　６００-８３９３・京都府京都市下京区雁金町（岩上通綾小路下る）・かりがねちよう

　　６００-８３９３・京都府京都市下京区雁金町（岩上通仏光寺上る）・かりがねちよう

　　６００-８２５２・京都府京都市下京区川端町（木津屋橋通堀川西入）・かわはﾞたちよう

　　６００-８２５２・京都府京都市下京区川端町（堀川通木津屋橋上る）・かわはﾞたちよう

　　６００-８２０２・京都府京都市下京区川端町（その他）・かわはﾞたちよう(そのた)

　　６００-８８３５・京都府京都市下京区観喜寺町・かんきじちよう

　　６００-８００９・京都府京都市下京区函谷鉾町・かんこほﾞこちよう

　　６００-８３３６・京都府京都市下京区元日町・がんじつちよう

　　６００-８０８８・京都府京都市下京区官社殿町・かんしやでんちよう

　　６００-８４４４・京都府京都市下京区菅大臣町・かんだいじんちよう

　　６００-８１２１・京都府京都市下京区菊屋町（上ノ口通加茂川筋西入）・きくやちよう

　　６００-８１２１・京都府京都市下京区菊屋町（上ノ口通加茂川筋西入上る）・きくやちよう

　　６００-８１２１・京都府京都市下京区菊屋町（加茂川筋上ノ口下る）・きくやちよう

　　６００-８１２１・京都府京都市下京区菊屋町（上ノ口通二ノ宮西入）・きくやちよう

　　６００-８１２１・京都府京都市下京区菊屋町（二ノ宮通上ノ口下る）・きくやちよう

　　６００-８４６４・京都府京都市下京区菊屋町（高辻通新町西入下る）・きくやちよう

　　６００-８４６４・京都府京都市下京区菊屋町（高辻通西洞院東入下る）・きくやちよう

　　６００-８４６４・京都府京都市下京区菊屋町（若宮通高辻下る）・きくやちよう

　　６００-８４６４・京都府京都市下京区菊屋町（若宮通松原上る）・きくやちよう

　　６００-８２２８・京都府京都市下京区北小路町・きたこうじちよう

　　６００-８２３３・京都府京都市下京区北不動堂町・きたふどんどうちよう

　　６００-８１７６・京都府京都市下京区北町・きたまち

　　６００-８３５６・京都府京都市下京区北門前町・きたもんぜんちよう

　　６００-８０６９・京都府京都市下京区吉文字町（高辻通柳馬場西入）・きちもんじちよう

　　６００-８０６９・京都府京都市下京区吉文字町（高辻通柳馬場東入）・きちもんじちよう

　　６００-８０６９・京都府京都市下京区吉文字町（柳馬場通高辻下る）・きちもんじちよう

　　６００-８０６９・京都府京都市下京区吉文字町（柳馬場通松原上る）・きちもんじちよう

　　６００-８３５２・京都府京都市下京区吉文字町（岩上通松原上る）・きちもんじちよう

　　６００-８３５２・京都府京都市下京区吉文字町（岩上通高辻下る）・きちもんじちよう

　　６００-８２５３・京都府京都市下京区木津屋町・きつﾞやちよう

　　６００-８０３５・京都府京都市下京区京極町・きようごくちよう

　　６００-８４７６・京都府京都市下京区喜吉町・きよしちよう

　　６００-８３３１・京都府京都市下京区金東横町・きんとうよこちよう

　　６００-８４２３・京都府京都市下京区釘隠町・くぎかくしちよう

　　６００-８０８１・京都府京都市下京区小石町・こいしちよう

　　６００-８４８０・京都府京都市下京区小泉町・こいずみちよう

　　６００-８２０８・京都府京都市下京区小稲荷町・こいなりちよう

　　６００-８４６０・京都府京都市下京区荒神町・こうじんちよう

　　６００-８０３４・京都府京都市下京区幸竹町・こうたけちよう

　　６００-８２０９・京都府京都市下京区郷之町・ごうのちよう

　　６００-８４９７・京都府京都市下京区高野堂町・こうやどうちよう

　　６００-８１４９・京都府京都市下京区粉川町・こがわちよう

　　６００-８２６７・京都府京都市下京区御器屋町・ごきやちよう

　　６００-８４２９・京都府京都市下京区御供石町・ごくいしちよう

　　６００-８４８５・京都府京都市下京区五軒町・ごけんちよう

　　６００-８８２１・京都府京都市下京区小坂町・こさかちよう

　　６００-８４２６・京都府京都市下京区小島町・こじまちよう

　　６００-８４１８・京都府京都市下京区五条烏丸町・ごじようからすまちよう

　　６００-８３８５・京都府京都市下京区五坊大宮町・ごほﾞうおおみやちよう

　　６００-８２２９・京都府京都市下京区米屋町・こめやちよう

　　６００-８３２２・京都府京都市下京区小柳町・こやなぎちよう

　　６００-８１３０・京都府京都市下京区紺屋町・こんやちよう

　　６００-８０１２・京都府京都市下京区斎藤町・さいとうちよう

　　６００-８０１６・京都府京都市下京区材木町（木屋町通松原下る）・ざいもくちよう

　　６００-８０１６・京都府京都市下京区材木町（松原通木屋町東入）・ざいもくちよう

　　６００-８０１６・京都府京都市下京区材木町（松原通高瀬川筋東入）・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（間之町通七条下る)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（河原町通七条下る)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（河原町通七条下る)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通間之町西入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通間之町東入)・ざいもくちよう



　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通河原町西入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通高倉東入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通東洞院東入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通土手町西入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七条通東洞院東入)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（七高倉通七条上る)・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（高倉通七条下る）・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（土手町通七条上る）・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（東洞院通七条下る）・ざいもくちよう

　　６００-８１４６・京都府京都市下京区材木町（柳馬場通七条上る）・ざいもくちよう

　　６００-８４４０・京都府京都市下京区材木町（新町通五条上る）・ざいもくちよう

　　６００-８４４０・京都府京都市下京区材木町（新町通万寿寺下る）・ざいもくちよう

　　６００-８４４０・京都府京都市下京区材木町（万寿寺通新町西入）・ざいもくちよう

　　６００-８４４０・京都府京都市下京区材木町（万寿寺通新町東入）・ざいもくちよう

　　６００-８１９１・京都府京都市下京区堺町（五条通高倉西入）・さかいちよう

　　６００-８１９１・京都府京都市下京区堺町（五条通高倉東入）・さかいちよう

　　６００-８１９１・京都府京都市下京区堺町（高倉通五条下る）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（鍵屋町通室町西入）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（鍵屋町通室町東入）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（室町通鍵屋町下る）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（的場通室町西入）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（的場通室町東入）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（室町通五条下る２丁目）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（室町通六条上る）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区堺町（室町通的場上る）・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区・さかいちよう

　　６００-８１６２・京都府京都市下京区・さかいちよう

　　６００-８３４９・京都府京都市下京区堺町（堀川通旧花屋町東入）・さかいちよう

　　６００-８３４９・京都府京都市下京区堺町（堀川通旧花屋町東入下る）・さかいちよう

　　６００-８３４９・京都府京都市下京区堺町（堀川通正面上る）・さかいちよう

　　６００-８１９４・京都府京都市下京区栄町・さかえちよう

　　６００-８３８１・京都府京都市下京区下り松町・さがりまつちよう

　　６００-８２１０・京都府京都市下京区桜木町・さくらぎちよう

　　６００-８１５６・京都府京都市下京区笹屋町・ささやちよう

　　６００-８４８８・京都府京都市下京区篠屋町・ささやちよう

　　６００-８３９１・京都府京都市下京区佐竹町・さたけちよう

　　６００-８３３７・京都府京都市下京区佐女牛井町・さめがいちよう

　　６００-８３９４・京都府京都市下京区晒屋町・さらしやちよう

　　６００-８２５７・京都府京都市下京区三軒替地町・さんげんがえちちよう

　　６００-８０９７・京都府京都市下京区三軒町・さんげんちよう

　　６００-８１３４・京都府京都市下京区山王町（正面通木屋町西入）・さんのうちよう

　　６００-８１３４・京都府京都市下京区山王町（正面通木屋町東入）・さんのうちよう

　　６００-８１３４・京都府京都市下京区山王町（正面通三ノ宮西入）・さんのうちよう

　　６００-８１３４・京都府京都市下京区山王町（正面通三ノ宮東入）・さんのうちよう

　　６００-８１３４・京都府京都市下京区山王町（正面通二ノ宮西入）・さんのうちよう

　　６００-８４２４・京都府京都市下京区山王町（室町通高辻上る）・さんのうちよう

　　６００-８４２４・京都府京都市下京区山王町（室町通仏光寺下る）・さんのうちよう

　　６００-８１０３・京都府京都市下京区塩竈町・しおがまちよう

　　６００-８２１２・京都府京都市下京区塩小路町・しおこうじちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（綾小路通富小路西入）・しおやちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（綾小路通富小路東入）・しおやちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（綾小路通麩屋町西入）・しおやちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（綾小路通柳馬場東入）・しおやちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（富小路通綾小路上る）・しおやちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（富小路通綾小路下る）・しおやちよう

　　６００-８０５２・京都府京都市下京区塩屋町（麩屋町通綾小路下る）・しおやちよう

　　６００-８１４４・京都府京都市下京区塩屋町（河原町通七条上る西入)・しおやちよう

　　６００-８１４４・京都府京都市下京区塩屋町（七条通河原町西入上る）・しおやちよう

　　６００-８１４４・京都府京都市下京区塩屋町（下枳殻馬場通河原町西入下る）・しおやちよう

　　６００-８３８２・京都府京都市下京区塩屋町（黒門通綾小路下る）・しおやちよう

　　６００-８３８２・京都府京都市下京区塩屋町（黒門通仏光寺上る）・しおやちよう

　　６００-８３８９・京都府京都市下京区四条大宮町・しじようおおみやちよう

　　６００-８４８１・京都府京都市下京区四条堀川町・しじようほりかわちよう

　　６００-８４４１・京都府京都市下京区四条町・しじようちよう

　　６００-８８６１・京都府京都市下京区七条御所ノ内北町・しちじようごしよのうちきたまち

　　６００-８８６２・京都府京都市下京区七条御所ノ内中町・しちじようごしよのうちなかまち

　　６００-８８６５・京都府京都市下京区七条御所ノ内西町・しちじようごしよのうちにしまち

　　６００-８８６３・京都府京都市下京区七条御所ノ内本町・しちじようごしよのうちほんまち

　　６００-８８６４・京都府京都市下京区七条御所ノ内南町・しちじようごしよのうちみなみまち

　　６００-８３１６・京都府京都市下京区四本松町・しほんまつちよう



　　６００-８０２５・京都府京都市下京区清水町（河原町通高辻下る）・しみずちよう

　　６００-８０２５・京都府京都市下京区清水町（河原町通松原上る）・しみずちよう

　　６００-８０２５・京都府京都市下京区清水町（西木屋町通高辻下る）・しみずちよう

　　６００-８０２５・京都府京都市下京区清水町（西木屋町通松原上る）・しみずちよう

　　６００-８２５５・京都府京都市下京区清水町（堀川通木津屋橋下る）・しみずちよう

　　６００-８２５５・京都府京都市下京区清水町（堀川通塩小路上る）・しみずちよう

　　６００-８２５５・京都府京都市下京区清水町（西堀川通木津屋橋下る）・しみずちよう

　　６００-８２５５・京都府京都市下京区清水町（堀川通塩小路西入）・しみずちよう

　　６００-８２５５・京都府京都市下京区・しみずちよう

　　６００-８２４１・京都府京都市下京区志水町・しみずちよう

　　６００-８２６３・京都府京都市下京区下魚棚（４丁目）・しもうおのたな(４)

　　６００-８０５９・京都府京都市下京区下鱗形町・しもうろこがたちよう

　　６００-８２４９・京都府京都市下京区下糀屋町・しもこうじやちよう

　　６００-８３７３・京都府京都市下京区下五条町・しもごじようちよう

　　６００-８０１７・京都府京都市下京区下材木町・しもざいもくちよう

　　６００-８１３６・京都府京都市下京区下三之宮町・しもさんのみやちよう

　　６００-８１６３・京都府京都市下京区下諏訪町・しもすわんちよう

　　６００-８３７５・京都府京都市下京区下長福寺町・しもちようふくじちよう

　　６００-８１３２・京都府京都市下京区下二之宮町・しもにのみやちよう

　　６００-８２０６・京都府京都市下京区下之町・しものちよう

　　６００-８１７２・京都府京都市下京区下平野町・しもひらのちよう

　　６００-８１８０・京都府京都市下京区下万寿寺町・しもまんじゆうじちよう

　　６００-８１６５・京都府京都市下京区下柳町・しもやなぎちよう

　　６００-８１３７・京都府京都市下京区十禅師町・じゆうぜんじちよう

　　６００-８３５４・京都府京都市下京区十文字町・じゆうもんじちよう

　　６００-８３４８・京都府京都市下京区珠数屋町・じゆずやちよう

　　６００-８４１７・京都府京都市下京区俊成町・しゆんぜいちよう

　　６００-８０２１・京都府京都市下京区順風町・じゆんふﾟうちよう

　　６００-８１１６・京都府京都市下京区聖真子町・しようしんじちよう

　　６００-８１５８・京都府京都市下京区卓屋町・しよくやちよう

　　６００-８０８４・京都府京都市下京区新開町・しんかいちよう

　　６００-８４７１・京都府京都市下京区新釜座町・しんかまんざちよう

　　６００-８００１・京都府京都市下京区真町・しんちよう

　　６００-８１４１・京都府京都市下京区新日吉町・しんひよしちよう

　　６００-８０９２・京都府京都市下京区神明町・しんめいちよう

　　６００-８４１１・京都府京都市下京区水銀屋町・すいぎんやちよう

　　６００-８３８６・京都府京都市下京区杉蛭子町・すぎえびすちよう

　　６００-８０７８・京都府京都市下京区杉屋町・すぎやちよう

　　６００-８８４３・京都府京都市下京区朱雀内畑町・すじやくうちはたちよう

　　６００-８８４４・京都府京都市下京区朱雀裏畑町・すじやくうらはたちよう

　　６００-８８４５・京都府京都市下京区朱雀北ノ口町・すじやくきたのくちちよう

　　６００-８８４１・京都府京都市下京区朱雀正会町・すじやくしようかいちよう

　　６００-８８４２・京都府京都市下京区朱雀堂ノ口町・すじやくどうのくちちよう

　　６００-８８４７・京都府京都市下京区朱雀分木町・すじやくぶんきちよう

　　６００-８８４６・京都府京都市下京区朱雀宝蔵町・すじやくほうぞうちよう

　　６００-８０６１・京都府京都市下京区筋屋町・すじやちよう

　　６００-８０４８・京都府京都市下京区須浜町・すはﾞまちよう

　　６００-８１４３・京都府京都市下京区住吉町（河原町通七条上る）・すみよしちよう

　　６００-８１４３・京都府京都市下京区住吉町（河原町通下枳殻馬場下る）・すみよしちよう

　　６００-８１４３・京都府京都市下京区住吉町（下枳殻馬場通河原町西入）・すみよしちよう

　　６００-８１４３・京都府京都市下京区住吉町（下珠数屋町通高倉東入）・すみよしちよう

　　６００-８３３５・京都府京都市下京区住吉町（醒ケ井通高辻下る）・すみよしちよう

　　６００-８３３５・京都府京都市下京区住吉町（醒ケ井通松原上る）・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（新花屋町通西中筋東入)・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（西中筋通新花屋町上る)・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（西中筋通新花屋町下る)・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（西中筋通花屋町上る)・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（西中筋通六条下る)・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（新花屋町通堀川東入)・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（堀川通新花屋町上る）・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（堀川通新花屋町上る）・すみよしちよう

　　６００-８４６８・京都府京都市下京区住吉町（堀川通六条下る）・すみよしちよう

　　６００-８８３２・京都府京都市下京区諏訪開町・すわびらきちよう

　　６００-８３９８・京都府京都市下京区瀬戸屋町・せとやちよう

　　６００-８３０３・京都府京都市下京区銭屋町・ぜにやちよう

　　６００-８０７６・京都府京都市下京区泉正寺町・せんしようじちよう

　　６００-８３３８・京都府京都市下京区泉水町・せんすいちよう

　　６００-８４３１・京都府京都市下京区善長寺町・ぜんちようじちよう

　　６００-８０１９・京都府京都市下京区船頭町・せんどうちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（上ノ口通河原町東入)・だいくちよう



　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（上ノ口通土手町西入)・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（上ノ口通土手町東入)・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（上ノ口通西木屋町西入)・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（河原町通上ノ口上る)・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（河原町通上ノ口下る)・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（河原町通六条下る）・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（土手町通上ノ口下る）・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（土手町通正面上る）・だいくちよう

　　６００-８１２８・京都府京都市下京区大工町（上枳殻馬場通河原町東入）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（猪熊通七条上る）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（猪熊通七条下る、猪熊通下魚棚上る）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（猪熊通下魚棚上る）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（七条通猪熊西入）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（七条通大宮東入）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（下魚棚通猪熊西入）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（下魚棚通大宮東入）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（下魚棚通大宮東入下る）・だいくちよう

　　６００-８２６８・京都府京都市下京区大工町（下魚棚通黒門東入）・だいくちよう

　　６００-８０４３・京都府京都市下京区大黒町（仏光寺通御幸町西入）・だいこくちよう

　　６００-８０４３・京都府京都市下京区大黒町（仏光寺通御幸町東入）・だいこくちよう

　　６００-８０４３・京都府京都市下京区大黒町（仏光寺通寺町西入）・だいこくちよう

　　６００-８０４３・京都府京都市下京区大黒町（仏光寺通麩屋町東入）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（鍵屋町通室町西入）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（鍵屋町通室町東入）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（五条通室町東入）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（室町通鍵屋町上る）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（室町通楊梅上る）・だいこくちよう

　　６００-８１６１・京都府京都市下京区大黒町（室町通楊梅下る）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（油小路通七条下る）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（七条通油小路東入）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（七条通西洞院西入）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（下魚棚通油小路東入）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（下魚棚通西洞院西入）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（西洞院通七条下る）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（東中筋通七条下る）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区大黒町（東中筋通下魚棚下る）・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区・だいこくちよう

　　６００-８２２３・京都府京都市下京区・だいこくちよう

　　６００-８１０６・京都府京都市下京区醍醐町・だいごちよう

　　６００-８４６９・京都府京都市下京区太子山町・たいしやまちよう

　　６００-８０３９・京都府京都市下京区大寿町・だいずちよう

　　６００-８２３７・京都府京都市下京区松明町・たいまつちよう

　　６００-８２２１・京都府京都市下京区高雄町・たかおちよう

　　６００-８０８２・京都府京都市下京区高材木町・たかざいもくちよう

　　６００-８４２０・京都府京都市下京区高砂町・たかさごちよう

　　６００-８１７４・京都府京都市下京区高槻町・たかつきちよう

　　６００-８３５３・京都府京都市下京区高辻猪熊町・たかつじいのくまちよう

　　６００-８３８７・京都府京都市下京区高辻大宮町・たかつじおおみやちよう

　　６００-８４６５・京都府京都市下京区高辻西洞院町・たかつじにしのとういんちよう

　　６００-８４８６・京都府京都市下京区高辻堀川町・たかつじほりかわちよう

　　６００-８４３４・京都府京都市下京区高辻町・たかつじちよう

　　６００-８０９６・京都府京都市下京区高橋町・たかはしちよう

　　６００-８１２３・京都府京都市下京区高宮町・たかみやちよう

　　６００-８０９３・京都府京都市下京区竹屋町（高倉通綾小路下る）・たけやちよう

　　６００-８０９３・京都府京都市下京区竹屋町（高倉通仏光寺上る）・たけやちよう

　　６００-８０９３・京都府京都市下京区竹屋町（堺町通綾小路下る西入）・たけやちよう

　　６００-８３１９・京都府京都市下京区竹屋町（若宮通北小路下る）・たけやちよう

　　６００-８３１９・京都府京都市下京区竹屋町（若宮通七条上る）・たけやちよう

　　６００-８０９０・京都府京都市下京区竹屋之町・たけやのちよう

　　６００-８００６・京都府京都市下京区立売中之町・たちうりなかのちよう

　　６００-８００７・京都府京都市下京区立売西町・たちうりにしまち

　　６００-８００５・京都府京都市下京区立売東町・たちうりひがしちよう

　　６００-８０４４・京都府京都市下京区橘町（御幸町通高辻上る）・たちはﾞなちよう

　　６００-８０４４・京都府京都市下京区橘町（御幸町通仏光寺下る）・たちはﾞなちよう

　　６００-８０４４・京都府京都市下京区橘町（高辻通御幸町西入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８０４４・京都府京都市下京区橘町（高辻通御幸町東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８１５７・京都府京都市下京区橘町（下珠数屋町通不明門東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８１５７・京都府京都市下京区橘町（下珠数屋町通烏丸東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８１５７・京都府京都市下京区橘町（下珠数屋町通東洞院西入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（醒ケ井通松原上る）・たちはﾞなちよう



　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（醒ケ井通松原下る）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（松原通油小路西入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（松原通醒ケ井西入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（松原通醒ケ井東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（松原通東堀川東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４８７・京都府京都市下京区橘町（松原通堀川東入）・たちはﾞなちよう

　　６００-８４９０・京都府京都市下京区立中町・たつなかちよう

　　６００-８３０７・京都府京都市下京区辰巳町・たつみちよう

　　６００-８０３８・京都府京都市下京区足袋屋町・たびやちよう

　　６００-８４２７・京都府京都市下京区玉津島町・たまつしまちよう

　　６００-８３４６・京都府京都市下京区玉本町・たまもとちよう

　　６００-８４０９・京都府京都市下京区玉屋町・たまやちよう

　　６００-８１２９・京都府京都市下京区溜池町・ためいけちよう

　　６００-８２６４・京都府京都市下京区樽屋町・たるやちよう

　　６００-８０４２・京都府京都市下京区俵屋町（麩屋町通綾小路下る）・たわらやちよう

　　６００-８０４２・京都府京都市下京区俵屋町（麩屋町通仏光寺上る）・たわらやちよう

　　６００-８０７０・京都府京都市下京区俵屋町（堺町通万寿寺下る）・たわらやちよう

　　６００-８０７０・京都府京都市下京区俵屋町（万寿寺通堺町西入）・たわらやちよう

　　６００-８０７０・京都府京都市下京区俵屋町（万寿寺通堺町東入）・たわらやちよう

　　６００-８０７０・京都府京都市下京区俵屋町（五条通堺町上る）・たわらやちよう

　　６００-８３６５・京都府京都市下京区丹波街道町・たんはﾞかいどうちよう

　　６００-８０３６・京都府京都市下京区茶磨屋町（高辻通御幸町東入）・ちやまやちよう

　　６００-８０３６・京都府京都市下京区茶磨屋町（高辻通寺町西入）・ちやまやちよう

　　６００-８０４５・京都府京都市下京区茶磨屋町（高辻通御幸町西入）・ちやまやちよう

　　６００-８０４５・京都府京都市下京区茶磨屋町（高辻通麩屋町東入）・ちやまやちよう

　　６００-８０６８・京都府京都市下京区忠庵町・ちゆうあんちよう

　　６００-８８１５・京都府京都市下京区中堂寺粟田町・ちゆうどうじあわたちよう

　　６００-８８０５・京都府京都市下京区中堂寺鍵田町・ちゆうどうじかぎたちよう

　　６００-８８１２・京都府京都市下京区中堂寺北町・ちゆうどうじきたまち

　　６００-８８０２・京都府京都市下京区中堂寺櫛笥町・ちゆうどうじくしげちよう

　　６００-８８１４・京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町・ちゆうどうじしようのうちちよう

　　６００-８８０１・京都府京都市下京区中堂寺西寺町・ちゆうどうじにしでらちよう

　　６００-８８１１・京都府京都市下京区中堂寺坊城町・ちゆうどうじほﾞうじようちよう

　　６００-８８０４・京都府京都市下京区中堂寺前田町・ちゆうどうじまえだちよう

　　６００-８３６２・京都府京都市下京区中堂寺前町・ちゆうどうじまえちよう

　　６００-８８１３・京都府京都市下京区中堂寺南町・ちゆうどうじみなみまち

　　６００-８８０６・京都府京都市下京区中堂寺壬生川町・ちゆうどうじみぶがわちよう

　　６００-８８０７・京都府京都市下京区中堂寺命婦町・ちゆうどうじみようぶちよう

　　６００-８８０３・京都府京都市下京区中堂寺薮ノ内町・ちゆうどうじやぶのうちちよう

　　６００-８３６４・京都府京都市下京区突抜（丁目）・つきぬけ

　　６００-８４９２・京都府京都市下京区月鉾町・つきほこちよう

　　６００-８４５３・京都府京都市下京区月見町・つきみちよう

　　６００-８２２６・京都府京都市下京区土橋町・つちはしちよう

　　６００-８３９６・京都府京都市下京区槌屋町・つちやちよう

　　６００-８１５２・京都府京都市下京区筒金町・つつがねちよう

　　６００-８０８５・京都府京都市下京区葛籠屋町・つつﾞらやちよう

　　６００-８０３１・京都府京都市下京区貞安前之町・ていあんまえのちよう

　　６００-８２６５・京都府京都市下京区徹宝町・てつほﾟうちよう

　　６００-８４５６・京都府京都市下京区天使突抜（丁目）・てんしつきぬけ

　　６００-８１８４・京都府京都市下京区天神町・てんじんちよう

　　６００-８４５９・京都府京都市下京区天神前町・てんじんまえちよう

　　６００-８０１３・京都府京都市下京区天王町・てんのうちよう

　　６００-８０２４・京都府京都市下京区天満町・てんまちよう

　　６００-８１１１・京都府京都市下京区都市町・といちちよう

　　６００-８４２１・京都府京都市下京区童侍者町・どうじしやちよう

　　６００-８４０１・京都府京都市下京区燈籠町・とうろうちよう

　　６００-８１６７・京都府京都市下京区常葉町・ときわちよう

　　６００-８４６１・京都府京都市下京区木賊山町・とくさやまちよう

　　６００-８０５１・京都府京都市下京区徳正寺町・とくしようじちよう

　　６００-８４３７・京都府京都市下京区徳万町・とくまんちよう

　　６００-８３９５・京都府京都市下京区徳屋町・とくやちよう

　　６００-８１８６・京都府京都市下京区富田町・とみたちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（河原町通四条下る２丁目）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（河原町通高辻上る）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（河原町通仏光寺下る）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（河原町通松原上る）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（河原町通松原上る２丁目）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（高辻通河原町西入）・とみながちよう

　　６００-８０２３・京都府京都市下京区富永町（仏光寺通河原町西入）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（岩上通高辻上る）・とみながちよう



　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（岩上通高辻下る）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（高辻通猪熊東入）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（高辻通岩上西入）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（高辻通岩上東入）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（高辻通西堀川西入）・とみながちよう

　　６００-８３５１・京都府京都市下京区富永町（高辻通堀川西入）・とみながちよう

　　６００-８４４９・京都府京都市下京区富永町（新町通松原下る)、・とみながちよう

　　６００-８４４９・京都府京都市下京区富永町（新町通万寿寺上る)・とみながちよう

　　６００-８４４９・京都府京都市下京区富永町（万寿寺通新町西入)・とみながちよう

　　６００-８４４９・京都府京都市下京区万寿寺通新町東入）・とみながちよう

　　６００-８１２５・京都府京都市下京区富浜町・とみはまちよう

　　６００-８１２４・京都府京都市下京区富松町・とみまつちよう

　　６００-８１９２・京都府京都市下京区富屋町・とみやちよう

　　６００-８２１９・京都府京都市下京区中居町・なかいちよう

　　６００-８３３２・京都府京都市下京区中金仏町・なかかなぶつちよう

　　６００-８４５２・京都府京都市下京区永倉町・ながくらちよう

　　６００-８０３２・京都府京都市下京区中之町（寺町通綾小路下る）・なかのちよう

　　６００-８０３２・京都府京都市下京区中之町（寺町通仏光寺上る）・なかのちよう

　　６００-８０３２・京都府京都市下京区中之町（仏光寺通寺町西入）・なかのちよう

　　６００-８０３２・京都府京都市下京区中之町（仏光寺通寺町東入）・なかのちよう

　　６００-８４３５・京都府京都市下京区中野之町・なかののちよう

　　６００-８０７３・京都府京都市下京区永原町・ながはらちよう

　　６００-８４３８・京都府京都市下京区長刀切町・なぎなたぎりちよう

　　６００-８００８・京都府京都市下京区長刀鉾町・なぎなたほﾞこちよう

　　６００-８０５５・京都府京都市下京区鍋屋町・なべやちよう

　　６００-８１４２・京都府京都市下京区納屋町・なやちよう

　　６００-８００４・京都府京都市下京区奈良物町・ならものちよう

　　６００-８０２７・京都府京都市下京区難波町・なんはﾞちよう

　　６００-８４１４・京都府京都市下京区匂天神町・においてんじんちよう

　　６００-８２３６・京都府京都市下京区西油小路町・にしあぶらのこうじちよう

　　６００-８４７８・京都府京都市下京区西綾小路西半町・にしあやのこうじにしはんちよう

　　６００-８４７９・京都府京都市下京区西綾小路東半町・にしあやのこうじひがしはんちよう

　　６００-８１６０・京都府京都市下京区西魚屋町・にしうおやちよう

　　６００-８１０８・京都府京都市下京区西錺屋町・にしかざりやちよう

　　６００-８３２５・京都府京都市下京区西側町・にしがわちよう

　　６００-８２１８・京都府京都市下京区西境町・にしさかいちよう

　　６００-８８９９・京都府京都市下京区西七条赤社町・にししちじようあかやしろちよう

　　６００-８８７５・京都府京都市下京区西七条石井町・にししちじよういしいちよう

　　６００-８８９４・京都府京都市下京区西七条市部町・にししちじよういちべちよう

　　６００-８８９７・京都府京都市下京区西七条御前田町・にししちじようおんまえだちよう

　　６００-８８８１・京都府京都市下京区西七条掛越町・にししちじようかけごしちよう

　　６００-８８８３・京都府京都市下京区西七条北衣田町・にししちじようきたきぬたちよう

　　６００-８８８６・京都府京都市下京区西七条北月読町・にししちじようきたつきよみちよう

　　６００-８８７８・京都府京都市下京区西七条北西野町・にししちじようきたにしのちよう

　　６００-８８７１・京都府京都市下京区西七条北東野町・にししちじようきたひがしのちよう

　　６００-８８９３・京都府京都市下京区西七条御領町・にししちじようごりようちよう

　　６００-８８７９・京都府京都市下京区西七条中野町・にししちじようなかのちよう

　　６００-８８８７・京都府京都市下京区西七条名倉町・にししちじようなくらちよう

　　６００-８８９６・京都府京都市下京区西七条西石ケ坪町・にししちじようにしいしがつほﾞちよう

　　６００-８８７４・京都府京都市下京区西七条西久保町・にししちじようにしくほﾞちよう

　　６００-８８９２・京都府京都市下京区西七条西八反田町・にししちじようにしはつたんだちよう

　　６００-８８９５・京都府京都市下京区西七条東石ケ坪町・にししちじようひがしいしがつほﾞちよう

　　６００-８８９８・京都府京都市下京区西七条東御前田町・にししちじようひがしおんまえだちよう

　　６００-８８７３・京都府京都市下京区西七条東久保町・にししちじようひがしくほﾞちよう

　　６００-８８９１・京都府京都市下京区西七条東八反田町・にししちじようひがしはつたんだちよう

　　６００-８８８２・京都府京都市下京区西七条比輪田町・にししちじようひわだちよう

　　６００-８８８４・京都府京都市下京区西七条南衣田町・にししちじようみなみきぬたちよう

　　６００-８８８５・京都府京都市下京区西七条南月読町・にししちじようみなみつきよみちよう

　　６００-８８７６・京都府京都市下京区西七条南中野町・にししちじようみなみなかのちよう

　　６００-８８７７・京都府京都市下京区西七条南西野町・にししちじようみなみにしのちよう

　　６００-８８７２・京都府京都市下京区西七条南東野町・にししちじようみなみひがしのちよう

　　６００-８８８８・京都府京都市下京区西七条八幡町・にししちじようやわたちよう

　　６００-８８２８・京都府京都市下京区西新屋敷揚屋町・にししんやしきあげやちよう

　　６００-８８２６・京都府京都市下京区西新屋敷上之町・にししんやしきかみのちよう

　　６００-８８２９・京都府京都市下京区西新屋敷下之町・にししんやしきしものちよう

　　６００-８８２７・京都府京都市下京区西新屋敷太夫町・にししんやしきたゆうちよう

　　６００-８８１６・京都府京都市下京区西新屋敷中堂寺町・にししんやしきちゆうどうじちよう

　　６００-８８２５・京都府京都市下京区西新屋敷中之町・にししんやしきなかのちよう

　　６００-８８３３・京都府京都市下京区西酢屋町・にしすやちよう

　　６００-８４８４・京都府京都市下京区西高辻町・にしたかつじちよう



　　６００-８３９７・京都府京都市下京区西田町・にしだちよう

　　６００-８１５５・京都府京都市下京区西玉水町・にしたまみずちよう

　　６００-８２０５・京都府京都市下京区西之町・にしのちよう

　　６００-８３２７・京都府京都市下京区西洞院町・にしのとういんちよう

　　６００-８０２９・京都府京都市下京区西橋詰町・にしはしつﾞめちよう

　　６００-８０８３・京都府京都市下京区西前町・にしまえちよう

　　６００-８３２６・京都府京都市下京区西松屋町・にしまつやちよう

　　６００-８３７１・京都府京都市下京区西門前町・にしもんぜんちよう

　　６００-８２６９・京都府京都市下京区西八百屋町・にしやおやちよう

　　６００-８１５３・京都府京都市下京区廿人講町・にじゆうにんこうちよう

　　６００-８４１２・京都府京都市下京区二帖半敷町・にじようはんじきちよう

　　６００-８３３４・京都府京都市下京区西若松町・にしわかまつちよう

　　６００-８８２４・京都府京都市下京区二人司町・ににんつかさちよう

　　６００-８４９１・京都府京都市下京区鶏鉾町・にわとりほﾞこちよう

　　６００-８０５３・京都府京都市下京区塗師屋町（富小路通綾小路下る）・ぬしやちよう

　　６００-８０５３・京都府京都市下京区塗師屋町（富小路通仏光寺上る）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町通五条下る）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町通五条下る２丁目）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町六条上る）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（下坂通間之町西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（下坂通間之町東入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通間之町西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通高倉西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通東洞院東入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町通五条下る）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町通五条下る２丁目）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（間之町六条上る）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（下坂通間之町西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（下坂通間之町東入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通間之町西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通間之町東入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通高倉西入）・ぬしやちよう

　　６００-８１８２・京都府京都市下京区塗師屋町（六条通東洞院東入）・ぬしやちよう

　　６００-８４５４・京都府京都市下京区布屋町・ぬのやちよう

　　６００-８４２２・京都府京都市下京区白楽天町・はくらくてんちよう

　　６００-８４８９・京都府京都市下京区橋橘町・はしたちはﾞなちよう

　　６００-８１８７・京都府京都市下京区橋詰町・はしつﾞめちよう

　　６００-８１１３・京都府京都市下京区波止土濃町・はしどのちよう

　　６００-８０１１・京都府京都市下京区橋本町・はしもとちよう

　　６００-８１３９・京都府京都市下京区八王子町・はちおうじちよう

　　６００-８１９６・京都府京都市下京区八軒町・はちけんちよう

　　６００-８２４７・京都府京都市下京区八条坊門町（塩小路通黒門西入）・はちじようほﾞうもんちよ

う

　　６００-８８３６・京都府京都市下京区八条坊門町（八条通大宮西入）・はちじようほﾞうもんちよう

　　６００-８０４１・京都府京都市下京区八文字町・はちもんじちよう

　　６００-８２６１・京都府京都市下京区花園町・はなぞのちよう

　　６００-８８３１・京都府京都市下京区花畑町・はなはﾞたけちよう

　　６００-８１８５・京都府京都市下京区花屋町（上枳殻馬場通間之町西入)、・はなやちよう

　　６００-８１８５・京都府京都市下京区花屋町（上珠数屋町通間之町西入)・はなやちよう

　　６００-８１８５・京都府京都市下京区屋町（上珠数屋町通東洞院東入）・はなやちよう

　　６００-８１８５・京都府京都市下京区屋町（東洞院通上枳殻馬場下る）・はなやちよう

　　６００-８１８５・京都府京都市下京区屋町（間之町通上珠数屋町下る）・はなやちよう

　　６００-８３４０・京都府京都市下京区花屋町（花屋町通油小路西入）・はなやちよう

　　６００-８１１４・京都府京都市下京区早尾町・はやおちよう

　　６００-８４３３・京都府京都市下京区繁昌町・はんじようちよう

　　６００-８４３９・京都府京都市下京区坂東屋町・はﾞんとうやちよう

　　６００-８２３５・京都府京都市下京区東油小路町・ひがしあぶらのこうじちよう

　　６００-８１６９・京都府京都市下京区東魚屋町・ひがしうおやちよう

　　６００-８１０７・京都府京都市下京区東錺屋町・ひがしかざりやちよう

　　６００-８３２４・京都府京都市下京区東側町・ひがしがわちよう

　　６００-８２１７・京都府京都市下京区東境町・ひがしさかいちよう

　　６００-８２１５・京都府京都市下京区東塩小路釜殿町・ひがししおこうじかまどのちよう

　　６００-８２１４・京都府京都市下京区東塩小路高倉町・ひがししおこうじたかくらちよう

　　６００-８２１３・京都府京都市下京区東塩小路向畑町・ひがししおこうじむかいはたちよう

　　６００-８２１６・京都府京都市下京区東塩小路町・ひがししおこうじちよう

　　６００-８２２５・京都府京都市下京区東大工町・ひがしだいくちよう

　　６００-８１９０・京都府京都市下京区東玉水町・ひがしたまみずちよう

　　６００-８２２４・京都府京都市下京区東町・ひがしちよう

　　６００-８２０４・京都府京都市下京区東之町・ひがしのちよう

　　６００-８０７４・京都府京都市下京区東前町・ひがしまえちよう



　　６００-８３１５・京都府京都市下京区東松屋町・ひがしまつやちよう

　　６００-８３０５・京都府京都市下京区東若松町・ひがしわかまつちよう

　　６００-８４５８・京都府京都市下京区樋口町・ひぐちちよう

　　６００-８２２７・京都府京都市下京区菱屋町・ひしやちよう

　　６００-８３１１・京都府京都市下京区毘沙門町・びしやもんちよう

　　６００-８０８７・京都府京都市下京区樋之下町・ひのしたちよう

　　６００-８１１８・京都府京都市下京区平居町・ひらいちよう

　　６００-８１２２・京都府京都市下京区平岡町・ひらおかちよう

　　６００-８３０６・京都府京都市下京区平野町・ひらのちよう

　　６００-８１０９・京都府京都市下京区平屋町・ひらやちよう

　　６００-８４０８・京都府京都市下京区深草町・ふかくさちよう

　　６００-８１８９・京都府京都市下京区福島町・ふくしまちよう

　　６００-８４０４・京都府京都市下京区福田寺町・ふくでんじちよう

　　６００-８３２０・京都府京都市下京区福本町・ふくもとちよう

　　６００-８４９５・京都府京都市下京区藤本寄町・ふじもとよりちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（不明門通五条下る２丁目)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（不明門通花屋町上る)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（不明門通六条上る)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（不明門通六条下る)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（花屋町通烏丸東入)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（花屋町通不明門西入)・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（花屋町通不明門東入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（六条通不明門西入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（六条通不明門東入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（六条通烏丸東京区入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８１７３・京都府京都市下京区仏具屋町（六条通東洞院西入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８３４７・京都府京都市下京区仏具屋町（油小路通正面上る）・ぶつぐやちよう

　　６００-８３４７・京都府京都市下京区仏具屋町（油小路通花屋町下る）・ぶつぐやちよう

　　６００-８３４７・京都府京都市下京区仏具屋町（正面通油小路東入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８３４７・京都府京都市下京区仏具屋町（花屋町通油小路東入）・ぶつぐやちよう

　　６００-８０９４・京都府京都市下京区仏光寺西町・ぶつこうじにしまち

　　６００-８０５４・京都府京都市下京区仏光寺東町・ぶつこうじひがしまち

　　６００-８４６６・京都府京都市下京区舟屋町・ふなやちよう

　　６００-８４４３・京都府京都市下京区船鉾町・ふねほﾞこちよう

　　６００-８４６７・京都府京都市下京区麓町・ふもとちよう

　　６００-８２４５・京都府京都市下京区古御旅町・ふるおたびちよう

　　６００-８４２８・京都府京都市下京区弁財天町・べんざいてんちよう

　　６００-８３８８・京都府京都市下京区坊門町・ほﾞうもんちよう

　　６００-８２４４・京都府京都市下京区坊門中之町・ほﾞうもんなかのちよう

　　６００-８３３３・京都府京都市下京区卜味金仏町・ほﾞくみかなぶつちよう

　　６００-８１９３・京都府京都市下京区骨屋町（六条通高倉東入）・ほねやちよう

　　６００-８１９３・京都府京都市下京区骨屋町（六条通柳馬場西入）・ほねやちよう

　　６００-８１４７・京都府京都市下京区堀詰町・ほりつﾞめちよう

　　６００-８４４６・京都府京都市下京区堀之内町・ほりのうちちよう

　　６００-８３６１・京都府京都市下京区堀之上町・ほりのがみちよう

　　６００-８１０２・京都府京都市下京区本覚寺前町・ほんがくじまえちよう

　　６００-８０８６・京都府京都市下京区本燈籠町・ほんとうろうちよう

　　６００-８４６２・京都府京都市下京区本柳水町・ほんりゆうすいちよう

　　６００-８２１１・京都府京都市下京区真苧屋町・まおやちよう

　　６００-８０４６・京都府京都市下京区桝屋町・ますやちよう

　　６００-８１９５・京都府京都市下京区升屋町・ますやちよう

　　６００-８０２６・京都府京都市下京区松川町・まつかわちよう

　　６００-８０６３・京都府京都市下京区松原中之町・まつはﾞらなかのちよう

　　６００-８２５６・京都府京都市下京区松本町（岩上通木津屋橋下る）・まつもとちよう

　　６００-８２５６・京都府京都市下京区松本町（岩上通塩小路上る）・まつもとちよう

　　６００-８３９０・京都府京都市下京区松本町（綾小路通猪熊東入）・まつもとちよう

　　６００-８３９０・京都府京都市下京区松本町（猪熊通綾小路上る）・まつもとちよう

　　６００-８３９０・京都府京都市下京区松本町（猪熊通四条下る）・まつもとちよう

　　６００-８１０５・京都府京都市下京区松屋町・まつやちよう

　　６００-８０７５・京都府京都市下京区万里小路町・まりこうじちよう

　　６００-８０３７・京都府京都市下京区丸屋町（御幸町通綾小路下る）・まるやちよう

　　６００-８０３７・京都府京都市下京区丸屋町（御幸町通仏光寺上る）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（綾小路通猪熊西入）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（綾小路通大宮東入る）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（綾小路通黒門西入）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（綾小路通黒門東入）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（猪熊通綾小路上る）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（黒門通綾小路上る）・まるやちよう

　　６００-８３５９・京都府京都市下京区丸屋町（黒門通綾小路下る）・まるやちよう

　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（北小路通西中筋東入）・まるやちよう



　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（西中筋通北小路上る）・まるやちよう

　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（西中筋通正面下る、北小路通堀川東入）・まるやちよ

う

　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（北小路通堀川東入）・まるやちよう

　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（堀川通北小路上る）・まるやちよう

　　６００-８３９９・京都府京都市下京区丸屋町（堀川通正面下る）・まるやちよう

　　６００-８１０４・京都府京都市下京区万寿寺町・まんじゆうじちよう

　　６００-８４０５・京都府京都市下京区万寿寺中之町・まんじゆうじなかのちよう

　　６００-８１０１・京都府京都市下京区御影堂町・みえいどうちよう

　　６００-８４４７・京都府京都市下京区御影町・みかげちよう

　　６００-８０２０・京都府京都市下京区御影堂前町・みかげどうまえちよう

　　６００-８２３８・京都府京都市下京区御方紺屋町・みかたこんやちよう

　　６００-８２４３・京都府京都市下京区南夷町・みなみえびすちよう

　　６００-８１１７・京都府京都市下京区南京極町・みなみきようごくちよう

　　６００-８１１０・京都府京都市下京区南橋詰町・みなみはしつﾞめちよう

　　６００-８２３４・京都府京都市下京区南不動堂町・みなみふどんどうちよう

　　６００-８２３２・京都府京都市下京区南町・みなみまち

　　６００-８３７２・京都府京都市下京区南門前町・みなみもんぜんちよう

　　６００-８２５１・京都府京都市下京区南八百屋町・みなみやおやちよう

　　６００-８０１５・京都府京都市下京区美濃屋町・みのやちよう

　　６００-８４７２・京都府京都市下京区妙伝寺町・みようでんじちよう

　　６００-８３９２・京都府京都市下京区妙満寺町・みようまんじちよう

　　６００-８０９１・京都府京都市下京区元悪王子町・もとあくおうじちよう

　　６００-８０６４・京都府京都市下京区本上神明町・もとかみしんめいちよう

　　６００-８１１９・京都府京都市下京区本塩竈町・もとしおがまちよう

　　６００-８０６５・京都府京都市下京区本神明町・もとしんめいちよう

　　６００-８４３６・京都府京都市下京区元両替町・もとりようがえちよう

　　６００-８３４５・京都府京都市下京区紅葉町・もみじちよう

　　６００-８２２２・京都府京都市下京区文覚町・もんがくちよう

　　６００-８３５８・京都府京都市下京区門前町・もんぜんちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（室町新町ノ間六条下る）・やおやちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（室町通花屋町上る）・やおやちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（室町通六条下る）・やおやちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（六条通新町東入下る）・やおやちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（六条通室町西入）・やおやちよう

　　６００-８１６８・京都府京都市下京区八百屋町（六条通室町西入下る）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（七条通猪熊通東入）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（七条通東堀川西入）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（七条通堀川西入）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（七条通堀川西入下る）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（東堀川通七条下る西入）・やおやちよう

　　６００-８２６２・京都府京都市下京区八百屋町（下魚棚通堀川西入）・やおやちよう

　　６００-８３２１・京都府京都市下京区八百屋町（西洞院通楊梅上る）・やおやちよう

　　６００-８３２１・京都府京都市下京区八百屋町（西洞院通楊梅下る）・やおやちよう

　　６００-８３２１・京都府京都市下京区八百屋町（楊梅通西洞院東入）・やおやちよう

　　６００-８３２１・京都府京都市下京区八百屋町（楊梅通若宮西入）・やおやちよう

　　６００-８３２１・京都府京都市下京区・やおやちよう

　　６００-８２０３・京都府京都市下京区屋形町・やかたちよう

　　６００-８８２３・京都府京都市下京区薬園町・やくえんちよう

　　６００-８４１６・京都府京都市下京区薬師前町・やくしまえちよう

　　６００-８４４２・京都府京都市下京区矢田町・やだちよう

　　６００-８１１２・京都府京都市下京区八ツ柳町・やつやなぎちよう

　　６００-８３４４・京都府京都市下京区柳町・やなぎちよう

　　６００-８４４８・京都府京都市下京区藪下町・やぶしたちよう

　　６００-８３７４・京都府京都市下京区藪之内町・やぶのうちちよう

　　６００-８３４２・京都府京都市下京区山川町・やまかわちよう

　　６００-８４５５・京都府京都市下京区八幡町・やわたちよう

　　６００-８０７７・京都府京都市下京区夕顔町・ゆうがおちよう

　　６００-８４７７・京都府京都市下京区要法寺町・ようほうじちよう

　　６００-８１７９・京都府京都市下京区横諏訪町・よこすわんちよう

　　６００-８４０３・京都府京都市下京区吉水町（不明門通松原下る）・よしみずちよう

　　６００-８４０３・京都府京都市下京区吉水町（不明門通万寿寺上る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（西堀川通高辻上る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（西堀川通仏光寺下る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（東堀川通高辻上る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（東堀川通仏光寺下る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（仏光寺通東堀川東入）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（西堀川通高辻上る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（西堀川通仏光寺下る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（東堀川通高辻上る）・よしみずちよう



　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（東堀川通仏光寺下る）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（仏光寺通東堀川東入）・よしみずちよう

　　６００-８４８３・京都府京都市下京区吉水町（堀川通仏光寺下る）・よしみずちよう

　　６００-８１９９・京都府京都市下京区万屋町・よろずやちよう

　　６００-８３５５・京都府京都市下京区来迎堂町・らいこうどうちよう

　　６００-８１９８・京都府京都市下京区若松町・わかまつちよう

　　６００-８１２０・京都府京都市下京区若宮町（上ノ口通河原町西入）・わかみやちよう

　　６００-８１２０・京都府京都市下京区若宮町（上ノ口通河原町西入下る）・わかみやちよう

　　６００-８１２０・京都府京都市下京区若宮町（河原町通上枳殻馬場上る）・わかみやちよう

　　６００-８１２０・京都府京都市下京区若宮町（河原町通上ノ口下る）・わかみやちよう

　　６００-８１２０・京都府京都市下京区若宮町（河原町通正面上る）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（加茂川筋七条下る）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（木屋町通七条下る）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（木屋町通七条下る東入）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（三ノ宮通七条下る）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（須原通七条下る）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（七条大橋西入）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（七条通加茂川筋西入）・わかみやちよう

　　６００-８２０１・京都府京都市下京区若宮町（七条通加茂川筋西入下る）・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（新花屋町通若宮西入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（新花屋町通若宮東入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（六条通新町西入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（六条通西洞院東入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（六条通若宮西入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（六条通若宮東入)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（若宮通新花屋町上る)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（若宮通新花屋町下る)・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（若宮通花屋町上る）・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（若宮通花屋町下る）・わかみやちよう

　　６００-８３１４・京都府京都市下京区若宮町（若宮通六条下る）・わかみやちよう

　　６００-８８３４・京都府京都市下京区和気町・わきちよう

　　６０１-００００・京都府京都市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０１-８４０６・京都府京都市南区戒光寺町・かいこうじちよう

　　６０１-８１４３・京都府京都市南区上鳥羽麻ノ本・かみとはﾞあさのもと

　　６０１-８１３５・京都府京都市南区上鳥羽石橋町・かみとはﾞいしはﾞしちよう

　　６０１-８１３６・京都府京都市南区上鳥羽岩ノ本町・かみとはﾞいわのもとちよう

　　６０１-８１４１・京都府京都市南区上鳥羽卯ノ花・かみとはﾞうのはな

　　６０１-８１７７・京都府京都市南区上鳥羽馬廻・ かみとはﾞうままわじ

　　６０１-８１３４・京都府京都市南区上鳥羽大溝・かみとはﾞおおみぞ

　　６０１-８１２８・京都府京都市南区上鳥羽大柳町・かみとはﾞおおやなぎちよう

　　６０１-８１７８・京都府京都市南区上鳥羽戒光・かみとはﾞかいこう

　　６０１-８１８５・京都府京都市南区上鳥羽戒光町・かみとはﾞかいこうちよう

　　６０１-８１７５・京都府京都市南区上鳥羽金仏・かみとはﾞかなほﾞとけ

　　６０１-８１０５・京都府京都市南区上鳥羽上調子町・かみとはﾞかみちようしちよう

　　６０１-８１３１・京都府京都市南区上鳥羽鴨田・かみとはﾞかもんでん

　　６０１-８１０８・京都府京都市南区上鳥羽唐戸町・かみとはﾞからとちよう

　　６０１-８１７１・京都府京都市南区上鳥羽川端町・かみとはﾞかわはﾞたちよう

　　６０１-８１１２・京都府京都市南区上鳥羽勧進橋町・かみとはﾞかんじんはﾞしちよう

　　６０１-８１８６・京都府京都市南区上鳥羽北戒光町・かみとはﾞきたかいこうちよう

　　６０１-８１８２・京都府京都市南区上鳥羽北島田町・かみとはﾞきたしまだちよう

　　６０１-８１２２・京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町・かみとはﾞきたとうのもとちよう

　　６０１-８１０６・京都府京都市南区上鳥羽北中ノ坪町・かみとはﾞきたなかのつほﾞちよう

　　６０１-８１２７・京都府京都市南区上鳥羽北花名町・かみとはﾞきたはななちよう

　　６０１-８１８７・京都府京都市南区上鳥羽北村山町・かみとはﾞきたむらやまちよう

　　６０１-８１７４・京都府京都市南区上鳥羽清井町・かみとはﾞきよいちよう

　　６０１-８１１５・京都府京都市南区上鳥羽尻切町・かみとはﾞしりきりちよう

　　６０１-８１３７・京都府京都市南区上鳥羽城ケ前町・かみとはﾞしろがまえちよう

　　６０１-８１０２・京都府京都市南区上鳥羽菅田町・かみとはﾞすがたちよう

　　６０１-８１２１・京都府京都市南区上鳥羽大物町・かみとはﾞだいもつちよう

　　６０１-８１０１・京都府京都市南区上鳥羽高畠町・かみとはﾞたかはたちよう

　　６０１-８１３２・京都府京都市南区上鳥羽町田・かみとはﾞちようだ

　　６０１-８１０４・京都府京都市南区上鳥羽角田町・かみとはﾞつのだちよう

　　６０１-８１２４・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ本・かみとはﾞとうのもと

　　６０１-８１４２・京都府京都市南区上鳥羽中河原・かみとはﾞなかがわら

　　６０１-８１４６・京都府京都市南区上鳥羽奈須野町・かみとはﾞなすのちよう

　　６０１-８１７２・京都府京都市南区上鳥羽鍋ケ渕町・かみとはﾞなべがふちちよう

　　６０１-８１１１・京都府京都市南区上鳥羽苗代町・かみとはﾞなわしろちよう

　　６０１-８１４５・京都府京都市南区上鳥羽西浦町・かみとはﾞにしうらちよう

　　６０１-８１７３・京都府京都市南区上鳥羽八王神町・かみとはﾞはちおうじんちよう

　　６０１-８１２５・京都府京都市南区上鳥羽花名・かみとはﾞはなな



　　６０１-８１４４・京都府京都市南区上鳥羽火打形町・かみとはﾞひうちがたちよう

　　６０１-８１０３・京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町・かみとはﾞぶつげんじちよう

　　６０１-８１１６・京都府京都市南区上鳥羽鉾立町・かみとはﾞほこたてちよう

　　６０１-８１８１・京都府京都市南区上鳥羽堀子町・かみとはﾞほりこちよう

　　６０１-８１０７・京都府京都市南区上鳥羽南唐戸町・かみとはﾞみなみからとちよう

　　６０１-８１８３・京都府京都市南区上鳥羽南島田町・かみとはﾞみなみしまだちよう

　　６０１-８１２３・京都府京都市南区上鳥羽南塔ノ本町・かみとはﾞみなみとうのもとちよう

　　６０１-８１８８・京都府京都市南区上鳥羽南中ノ坪町・かみとはﾞみなみなかのつほﾞちよう

　　６０１-８１１３・京都府京都市南区上鳥羽南苗代町・かみとはﾞみなみなわしろちよう

　　６０１-８１２６・京都府京都市南区上鳥羽南花名町・かみとはﾞみなみはななちよう

　　６０１-８１１４・京都府京都市南区上鳥羽南鉾立町・かみとはﾞみなみほこたてちよう

　　６０１-８１８４・京都府京都市南区上鳥羽南村山町・かみとはﾞみなみむらやまちよう

　　６０１-８１７６・京都府京都市南区上鳥羽山ノ本町・かみとはﾞやまのもとちよう

　　６０１-８１３３・京都府京都市南区上鳥羽藁田・かみとはﾞわらんでん

　　６０１-８１６１・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森梅ノ木・かみとはﾞとうのもりうめのき

　　６０１-８１６３・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森江川町・かみとはﾞとうのもりえがわちよう

　　６０１-８１５５・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森上河原・かみとはﾞとうのもりかみかわら

　　６０１-８１６７・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森上開ノ内・かみとはﾞとうのもりかみひらきのうち

　　６０１-８１６２・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町・かみとはﾞとうのもりしはﾞひがしちよう

　　６０１-８１５３・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森下河原・かみとはﾞとうのもりしもかわら

　　６０１-８１６６・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内・かみとはﾞとうのもりしもひらきのうち

　　６０１-８１５２・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森洲崎町・かみとはﾞとうのもりすざきちよう

　　６０１-８１６５・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森西河原町・かみとはﾞとうのもりにしがわらちよう

　　６０１-８１５１・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森東向町・かみとはﾞとうのもりひがしむこうちよう

　　６０１-８１５４・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森柳原・かみとはﾞとうのもりやなぎはら

　　６０１-８１６４・京都府京都市南区上鳥羽塔ノ森四ツ谷町・かみとはﾞとうのもりよつやちよう

　　６０１-８４６３・京都府京都市南区唐橋赤金町・からはしあかかねちよう

　　６０１-８４５５・京都府京都市南区唐橋芦辺町・からはしあしべちよう

　　６０１-８４６２・京都府京都市南区唐橋井園町・からはしいそのちよう

　　６０１-８４６７・京都府京都市南区唐橋大宮尻町・からはしおおみやじりちよう

　　６０１-８４６１・京都府京都市南区唐橋門脇町・からはしかどわきちよう

　　６０１-８４５１・京都府京都市南区唐橋川久保町・からはしかわくほﾞちよう

　　６０１-８４５４・京都府京都市南区唐橋経田町・からはしけいでんちよう

　　６０１-８４６６・京都府京都市南区唐橋西寺町・からはしさいじちよう

　　６０１-８４６４・京都府京都市南区唐橋高田町・からはしたかだちよう

　　６０１-８４５２・京都府京都市南区唐橋堂ノ前町・からはしどうのまえちよう

　　６０１-８４６８・京都府京都市南区唐橋西平垣町・からはしにしひらがきちよう

　　６０１-８４６５・京都府京都市南区唐橋花園町・からはしはなぞのちよう

　　６０１-８４６９・京都府京都市南区唐橋平垣町・からはしひらがきちよう

　　６０１-８４５７・京都府京都市南区唐橋琵琶町・からはしびわちよう

　　６０１-８４５６・京都府京都市南区唐橋南琵琶町・からはしみなみびわちよう

　　６０１-８４５３・京都府京都市南区唐橋羅城門町・からはしらじようもんちよう

　　６０１-８３４９・京都府京都市南区吉祥院池田町・きつしよういんいけだちよう

　　６０１-８３４６・京都府京都市南区吉祥院池田南町・きつしよういんいけだみなみちよう

　　６０１-８３１６・京都府京都市南区吉祥院池ノ内町・きつしよういんいけのうちちよう

　　６０１-８３６７・京都府京都市南区吉祥院石原町・きつしよういんいしはらちよう

　　６０１-８３４３・京都府京都市南区吉祥院稲葉町・きつしよういんいなはﾞちよう

　　６０１-８３１４・京都府京都市南区吉祥院井ノ口町・きつしよういんいのくちちよう

　　６０１-８３９２・京都府京都市南区吉祥院内河原町・きつしよういんうちがわらちよう

　　６０１-８３２７・京都府京都市南区吉祥院御池町・きつしよういんおいけちよう

　　６０１-８３９１・京都府京都市南区吉祥院大河原町・きつしよういんおおがわらちよう

　　６０１-８３２４・京都府京都市南区吉祥院落合町・きつしよういんおちあいちよう

　　６０１-８３２３・京都府京都市南区吉祥院春日町・きつしよういんかすがちよう

　　６０１-８３４８・京都府京都市南区吉祥院観音堂町・きつしよういんかんのんどうちよう

　　６０１-８３４７・京都府京都市南区吉祥院観音堂南町・きつしよういんかんのんどうみなみちよう

　　６０１-８３２８・京都府京都市南区吉祥院九条町・きつしよういんくじようちよう

　　６０１-８３１５・京都府京都市南区吉祥院車道町・きつしよういんくるまみちちよう

　　６０１-８３２２・京都府京都市南区吉祥院定成町・きつしよういんさだなりちよう

　　６０１-８３３９・京都府京都市南区吉祥院里ノ内町・きつしよういんさとのうちちよう

　　６０１-８３１９・京都府京都市南区吉祥院三ノ宮町・きつしよういんさんのみやちよう

　　６０１-８３１８・京都府京都市南区吉祥院三ノ宮西町・きつしよういんさんのみやにしまち

　　６０１-８３２９・京都府京都市南区吉祥院清水町・きつしよういんしみずちよう

　　６０１-８３３６・京都府京都市南区吉祥院菅原町・きつしよういんすがはらちよう

　　６０１-８３３５・京都府京都市南区吉祥院砂ノ町・きつしよういんすなのちよう

　　６０１-８３３２・京都府京都市南区吉祥院高畑町・きつしよういんたかはたちよう

　　６０１-８３９９・京都府京都市南区吉祥院堤外町・きつしよういんつつみそとちよう

　　６０１-８３１３・京都府京都市南区吉祥院中島町・きつしよういんなかじまちよう

　　６０１-８３６２・京都府京都市南区吉祥院長田町・きつしよういんながたちよう

　　６０１-８３５４・京都府京都市南区吉祥院仁木ノ森町・きつしよういんにきのもりちよう

　　６０１-８３５２・京都府京都市南区吉祥院西浦町・きつしよういんにしうらちよう



　　６０１-８３２１・京都府京都市南区吉祥院西定成町・きつしよういんにしさだなりちよう

　　６０１-８３３８・京都府京都市南区吉祥院西ノ内町・きつしよういんにしのうちちよう

　　６０１-８３８１・京都府京都市南区吉祥院西ノ茶屋町・きつしよういんにしのちややちよう

　　６０１-８３５３・京都府京都市南区吉祥院這登中町・きつしよういんはいのほﾞりなかまち

　　６０１-８３５１・京都府京都市南区吉祥院這登西町・きつしよういんはいのほﾞりにしまち

　　６０１-８３３７・京都府京都市南区吉祥院這登東町・きつしよういんはいのほﾞりひがしまち

　　６０１-８３２５・京都府京都市南区吉祥院八反田町・きつしよういんはつたんだちよう

　　６０１-８３３３・京都府京都市南区吉祥院東浦町・きつしよういんひがしうらちよう

　　６０１-８３３４・京都府京都市南区吉祥院東砂ノ町・きつしよういんひがしすなのちよう

　　６０１-８３４２・京都府京都市南区吉祥院東前田町・きつしよういんひがしまえだちよう

　　６０１-８３３０・京都府京都市南区吉祥院船戸町・きつしよういんふなとちよう

　　６０１-８３０４・京都府京都市南区吉祥院前河原町・きつしよういんまえがわらちよう

　　６０１-８３４１・京都府京都市南区吉祥院前田町・きつしよういんまえだちよう

　　６０１-８３４４・京都府京都市南区吉祥院蒔絵町・きつしよういんまきえちよう

　　６０１-８３４５・京都府京都市南区吉祥院蒔絵南町・きつしよういんまきえみなみちよう

　　６０１-８３３１・京都府京都市南区吉祥院政所町・きつしよういんまんどころちよう

　　６０１-８３２６・京都府京都市南区吉祥院南落合町・きつしよういんみなみおちあいちよう

　　６０１-８３０６・京都府京都市南区吉祥院宮ノ西町・きつしよういんみやのにしちよう

　　６０１-８３０５・京都府京都市南区吉祥院宮ノ東町・きつしよういんみやのひがしちよう

　　６０１-８３０７・京都府京都市南区吉祥院向田西町・きつしよういんむかいだにしちよう

　　６０１-８３０８・京都府京都市南区吉祥院向田東町・きつしよういんむかいだひがしちよう

　　６０１-８３９０・京都府京都市南区吉祥院流作町・きつしよういんりゆうさくちよう

　　６０１-８３８２・京都府京都市南区吉祥院石原上川原町・きつしよういんいしはらかみかわらちよう

　　６０１-８３５６・京都府京都市南区吉祥院石原京道町・きつしよういんいしはらきようみちちよう

　　６０１-８３５５・京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後町・きつしよういんいしはらどうのうしろちよ

う

　　６０１-８３５７・京都府京都市南区吉祥院石原堂ノ後西町・きつしよういんいしはらどうのうしろに

しまち

　　６０１-８３８３・京都府京都市南区吉祥院石原長田町・きつしよういんいしはらながたちよう

　　６０１-８３６６・京都府京都市南区吉祥院石原西町・きつしよういんいしはらにしまち

　　６０１-８３８８・京都府京都市南区吉祥院石原西ノ開町・きつしよういんいしはらにしのひらきちよ

う

　　６０１-８３８４・京都府京都市南区吉祥院石原野上町・きつしよういんいしはらのがみちよう

　　６０１-８３８７・京都府京都市南区吉祥院石原橋裏・きつしよういんいしはらはしうら

　　６０１-８３８９・京都府京都市南区吉祥院石原橋上・きつしよういんいしはらはしかみ

　　６０１-８３６１・京都府京都市南区吉祥院石原東之口・きつしよういんいしはらひがしのくち

　　６０１-８３６５・京都府京都市南区吉祥院石原開町・きつしよういんいしはらひらきまち

　　６０１-８３６４・京都府京都市南区吉祥院石原南町・きつしよういんいしはらみなみちよう

　　６０１-８３８５・京都府京都市南区吉祥院石原葭縁・きつしよういんいしはらよしべり

　　６０１-８３８６・京都府京都市南区吉祥院石原割畑・きつしよういんいしはらわりはた

　　６０１-８３７４・京都府京都市南区吉祥院嶋笠井町・きつしよういんしまかさいちよう

　　６０１-８３７１・京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町・きつしよういんしまかたぎやまちよう

　　６０１-８３７９・京都府京都市南区吉祥院嶋川原田町・きつしよういんしまかわらだちよう

　　６０１-８３７２・京都府京都市南区吉祥院嶋高町・きつしよういんしまたかまち

　　６０１-８３７８・京都府京都市南区吉祥院嶋堤外・きつしよういんしまつつみそと

　　６０１-８３７３・京都府京都市南区吉祥院嶋出在家町・きつしよういんしまでざいけちよう

　　６０１-８３７７・京都府京都市南区吉祥院嶋堂ノ裏・きつしよういんしまどうのうら

　　６０１-８３７６・京都府京都市南区吉祥院嶋中ノ島・きつしよういんしまなかのしま

　　６０１-８３７５・京都府京都市南区吉祥院嶋西浦・きつしよういんしまにしうら

　　６０１-８３６３・京都府京都市南区吉祥院嶋野間詰町・きつしよういんしまのまつﾞめちよう

　　６０１-８３９７・京都府京都市南区吉祥院新田壱ノ段町・きつしよういんしんでんいちのだんちよう

　　６０１-８３９８・京都府京都市南区吉祥院新田参ノ段町・きつしよういんしんでんさんのだんちよう

　　６０１-８３８０・京都府京都市南区吉祥院新田下ノ向町・きつしよういんしんでんしものむかいちよ

う

　　６０１-８３１７・京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町・きつしよういんしんでんにのだんちよう

　　６０１-８３９４・京都府京都市南区吉祥院中河原里北町・きつしよういんなかがわらさときたちよう

　　６０１-８３９３・京都府京都市南区吉祥院中河原里西町・きつしよういんなかがわらさとにしちよう

　　６０１-８３９６・京都府京都市南区吉祥院中河原里南町・きつしよういんなかがわらさとみなみちよ

う

　　６０１-８３９５・京都府京都市南区吉祥院中河原西屋敷町・きつしよういんなかがわらにしやしきち

よう

　　６０１-８３１０・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町・きつしよういんにしのしよういのはﾞ

はﾞちよう

　　６０１-８３０１・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西浦町・きつしよういんにしのしようにしうらちよ

う

　　６０１-８３０３・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄西中町・きつしよういんにしのしようにしなかちよ

う

　　６０１-８３１１・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄東屋敷町・きつしよういんにしのしようひがしやし

きちよう

　　６０１-８３０２・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄淵ノ西町,5・きつしよういんにしのしようふちのに



しちよう

　　６０１-８３０９・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄向田町・きつしよういんにしのしようむかいだちよ

う

　　６０１-８３１２・京都府京都市南区吉祥院西ノ庄門口町・きつしよういんにしのしようもんぐちちよ

う

　　６０１-８４７３・京都府京都市南区九条町・くじようちよう

　　６０１-８２０２・京都府京都市南区久世大築町・くぜおおつきちよう

　　６０１-８２０６・京都府京都市南区久世大薮町・くぜおおやぶちよう

　　６０１-８２１２・京都府京都市南区久世上久世町・くぜかみくぜちよう

　　６０１-８２０１・京都府京都市南区久世川原町・くぜかわはらちよう

　　６０１-８２１１・京都府京都市南区久世高田町・くぜたかだちよう

　　６０１-８２０３・京都府京都市南区久世築山町・くぜつきやまちよう

　　６０１-８２０５・京都府京都市南区久世殿城町・くぜとのしろちよう

　　６０１-８２１３・京都府京都市南区久世中久世町・くぜなかくぜちよう

　　６０１-８２０７・京都府京都市南区久世中久町・くぜなかひさちよう

　　６０１-８２０４・京都府京都市南区久世東土川町・くぜひがしつちかわちよう

　　６０１-８４０１・京都府京都市南区塩屋町・しおやちよう

　　６０１-８４０２・京都府京都市南区大黒町・だいこくちよう

　　６０１-８４７８・京都府京都市南区東寺町・とうじちよう

　　６０１-８４２８・京都府京都市南区東寺東門前町・とうじひがしもんぜんちよう

　　６０１-８４１６・京都府京都市南区西九条池ノ内町・にしくじよういけのうちちよう

　　６０１-８４２６・京都府京都市南区西九条猪熊町・にしくじよういのくまちよう

　　６０１-８４１２・京都府京都市南区西九条院町・にしくじよういんまち

　　６０１-８４４９・京都府京都市南区西九条大国町・にしくじようおおくにちよう

　　６０１-８４３９・京都府京都市南区西九条開ケ町・にしくじようかいがちよう

　　６０１-８４０５・京都府京都市南区西九条戒光寺町・にしくじようかいこうじちよう

　　６０１-８４１３・京都府京都市南区西九条春日町・にしくじようかすがちよう

　　６０１-８４４７・京都府京都市南区西九条唐戸町・にしくじようからとちよう

　　６０１-８４２３・京都府京都市南区西九条唐橋町・にしくじようからはしちよう

　　６０１-８４２４・京都府京都市南区西九条川原城町・にしくじようかわらじようちよう

　　６０１-８４１１・京都府京都市南区西九条北ノ内町・にしくじようきたのうちちよう

　　６０１-８４４２・京都府京都市南区西九条御幸田町・にしくじようごこうでんちよう

　　６０１-８４０４・京都府京都市南区西九条小寺町・にしくじようこでらちよう

　　６０１-８４１４・京都府京都市南区西九条蔵王町・にしくじようざおうちよう

　　６０１-８４３１・京都府京都市南区西九条島町・にしくじようしままち

　　６０１-８４４５・京都府京都市南区西九条菅田町・にしくじようすがたちよう

　　６０１-８４４６・京都府京都市南区西九条高畠町・にしくじようたかはたちよう

　　６０１-８４０７・京都府京都市南区西九条寺ノ前町・にしくじようてらのまえちよう

　　６０１-８４４８・京都府京都市南区西九条豊田町・にしくじようとよだちよう

　　６０１-８４１７・京都府京都市南区西九条鳥居口町・にしくじようとりいぐちちよう

　　６０１-８４４１・京都府京都市南区西九条南田町・にしくじようなんでんちよう

　　６０１-８４１５・京都府京都市南区西九条西蔵王町・にしくじようにしざおうちよう

　　６０１-８４３６・京都府京都市南区西九条西柳ノ内町・にしくじようにしやなぎのうちちよう

　　６０１-８４２２・京都府京都市南区西九条針小路町・にしくじようはりこうじちよう

　　６０１-８４３７・京都府京都市南区西九条比永城町・にしくじようひえいじようちよう

　　６０１-８４４３・京都府京都市南区西九条東御幸田町・にしくじようひがしごこうでんちよう

　　６０１-８４３２・京都府京都市南区西九条東島町・にしくじようひがししままち

　　６０１-８４３８・京都府京都市南区西九条東比永城町・にしくじようひがしひえいじようちよう

　　６０１-８４３３・京都府京都市南区西九条東柳ノ内町・にしくじようひがしやなぎのうちちよう

　　６０１-８４２１・京都府京都市南区西九条藤ノ木町・にしくじようふじのきちよう

　　６０１-８４３４・京都府京都市南区西九条仏現寺町・にしくじようぶつげんじちよう

　　６０１-８４２５・京都府京都市南区西九条南小路町・にしくじようみなみこうじちよう

　　６０１-８４４４・京都府京都市南区西九条森本町・にしくじようもりもとちよう

　　６０１-８４３５・京都府京都市南区西九条柳ノ内町・にしくじようやなぎのうちちよう

　　６０１-８４２７・京都府京都市南区西九条横町・にしくじようよこまち

　　６０１-８４７５・京都府京都市南区八条内田町・はちじよううちだちよう

　　６０１-８４７６・京都府京都市南区八条寺内町・はちじようてらのうちちよう

　　６０１-８４７２・京都府京都市南区八条坊門町・はちじようほﾞうもんちよう

　　６０１-８４７７・京都府京都市南区八条源町・はちじようみなもとちよう

　　６０１-８４７１・京都府京都市南区八条町・はちじようちよう

　　６０１-８０４４・京都府京都市南区東九条明田町・ひがしくじようあけたちよう

　　６０１-８０３２・京都府京都市南区東九条石田町・ひがしくじよういしだちよう

　　６０１-８０２１・京都府京都市南区東九条宇賀辺町・ひがしくじよううかべちよう

　　６０１-８０１５・京都府京都市南区東九条上御霊町・ひがしくじようかみごりようちよう

　　６０１-８００２・京都府京都市南区東九条上殿田町・ひがしくじようかみとのだちよう

　　６０１-８０１６・京都府京都市南区東九条烏丸町・ひがしくじようからすまちよう

　　６０１-８０１４・京都府京都市南区東九条河西町・ひがしくじようかわにしちよう

　　６０１-８０３１・京都府京都市南区東九条河辺町・ひがしくじようかわべちよう

　　６０１-８０１７・京都府京都市南区東九条北烏丸町・ひがしくじようきたからすまちよう

　　６０１-８００７・京都府京都市南区東九条北河原町・ひがしくじようきたかわらまち



　　６０１-８０２２・京都府京都市南区東九条北松ノ木町・ひがしくじようきたまつのきちよう

　　６０１-８０４７・京都府京都市南区東九条下殿田町・ひがしくじようしもとのだちよう

　　６０１-８０２７・京都府京都市南区東九条中御霊町・ひがしくじようなかごりようちよう

　　６０１-８０４８・京都府京都市南区東九条中殿田町・ひがしくじようなかとのだちよう

　　６０１-８０２６・京都府京都市南区東九条中札辻町・ひがしくじようなかふだのつじちよう

　　６０１-８０４５・京都府京都市南区東九条西明田町・ひがしくじようにしあけたちよう

　　６０１-８００５・京都府京都市南区東九条西岩本町・ひがしくじようにしいわもとちよう

　　６０１-８０３７・京都府京都市南区東九条西河辺町・ひがしくじようにしかわべちよう

　　６０１-８０４２・京都府京都市南区東九条西御霊町・ひがしくじようにしごりようちよう

　　６０１-８００３・京都府京都市南区東九条西山王町・ひがしくじようにしさんのうちよう

　　６０１-８０４３・京都府京都市南区東九条西札辻町・ひがしくじようにしふだのつじちよう

　　６０１-８０４６・京都府京都市南区東九条西山町・ひがしくじようにしやまちよう

　　６０１-８００６・京都府京都市南区東九条東岩本町・ひがしくじようひがしいわもとちよう

　　６０１-８０２８・京都府京都市南区東九条東御霊町・ひがしくじようひがしごりようちよう

　　６０１-８００４・京都府京都市南区東九条東山王町・ひがしくじようひがしさんのうちよう

　　６０１-８０２４・京都府京都市南区東九条東札辻町・ひがしくじようひがしふだのつじちよう

　　６０１-８０２９・京都府京都市南区東九条東松ノ木町・ひがしくじようひがしまつのきちよう

　　６０１-８０３６・京都府京都市南区東九条松田町・ひがしくじようまつだちよう

　　６０１-８０３３・京都府京都市南区東九条南石田町・ひがしくじようみなみいしだちよう

　　６０１-８０１２・京都府京都市南区東九条南岩本町・ひがしくじようみなみいわもとちよう

　　６０１-８０４１・京都府京都市南区東九条南烏丸町・ひがしくじようみなみからすまちよう

　　６０１-８０３４・京都府京都市南区東九条南河辺町・ひがしくじようみなみかわべちよう

　　６０１-８０１３・京都府京都市南区東九条南河原町・ひがしくじようみなみかわらまち

　　６０１-８０１１・京都府京都市南区東九条南山王町・ひがしくじようみなみさんのうちよう

　　６０１-８０３５・京都府京都市南区東九条南松田町・ひがしくじようみなみまつだちよう

　　６０１-８０２３・京都府京都市南区東九条南松ノ木町・ひがしくじようみなみまつのきちよう

　　６０１-８００１・京都府京都市南区東九条室町・ひがしくじようむろまち

　　６０１-８０２５・京都府京都市南区東九条柳下町・ひがしくじようやなぎのしたちよう

　　６０１-８４０３・京都府京都市南区古御旅町・ふるおたびちよう

　　６０１-８４７４・京都府京都市南区四ツ塚町・よつつﾞかちよう

　　６１６-００００・京都府京都市右京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１６-８１７１・京都府京都市右京区太秦青木ケ原町・うずまさあおきがはらちよう

　　６１６-８１７２・京都府京都市右京区太秦青木元町・うずまさあおきもとちよう

　　６１６-８１３６・京都府京都市右京区太秦荒木町・うずまさあらきちよう

　　６１６-８１６６・京都府京都市右京区太秦石垣町・うずまさいしがきちよう

　　６１６-８１０１・京都府京都市右京区太秦和泉式部町・うずまさいずみしきぶちよう

　　６１６-８１０７・京都府京都市右京区太秦一ノ井町・うずまさいちのいちよう

　　６１６-８１７５・京都府京都市右京区太秦一町芝町・うずまさいつちようしはﾞちよう

　　６１６-８１２２・京都府京都市右京区太秦井戸ケ尻町・うずまさいどがじりちよう

　　６１６-８１７６・京都府京都市右京区太秦乾町・うずまさいぬいちよう

　　６１６-８１７７・京都府京都市右京区太秦馬塚町・うずまさうまつﾞかちよう

　　６１６-８１２７・京都府京都市右京区太秦奥殿町・うずまさおくどのちよう

　　６１６-８１５３・京都府京都市右京区太秦面影町・うずまさおもかげちよう

　　６１６-８１２３・京都府京都市右京区太秦海正寺町・うずまさかいしようじちよう

　　６１６-８１８５・京都府京都市右京区太秦開日町・うずまさかいにちちよう

　　６１６-８１２１・京都府京都市右京区太秦垣内町・うずまさかきうちちよう

　　６１６-８１５１・京都府京都市右京区太秦帷子ケ辻町・うずまさかたびらのつじちよう

　　６１６-８１６５・京都府京都市右京区太秦桂ケ原町・うずまさかつらがはらちよう

　　６１６-８１６４・京都府京都市右京区太秦桂木町・うずまさかつらぎちよう

　　６１６-８１０３・京都府京都市右京区太秦上刑部町・うずまさかみけいぶちよう

　　６１６-８１７３・京都府京都市右京区太秦上ノ段町・うずまさかみのだんちよう

　　６１６-８１３４・京都府京都市右京区太秦唐渡町・うずまさからとちよう

　　６１６-８１４３・京都府京都市右京区太秦川所町・うずまさかわどころちよう

　　６１６-８１８２・京都府京都市右京区太秦北路町・うずまさきたろちよう

　　６１６-８１１２・京都府京都市右京区太秦木ノ下町・うずまさきのしたちよう

　　６１６-８１８１・京都府京都市右京区太秦京ノ道町・うずまさきようのみちちよう

　　６１６-８１２５・京都府京都市右京区太秦組石町・うずまさくみいしちよう

　　６１６-８１５７・京都府京都市右京区太秦御所ノ内町・うずまさごしよのうちちよう

　　６１６-８１３５・京都府京都市右京区太秦小手角町・うずまさこてすみちよう

　　６１６-８１８７・京都府京都市右京区太秦御領田町・うずまさごりようでんちよう

　　６１６-８１９２・京都府京都市右京区太秦三尾町・うずまささんびちよう

　　６１６-８１１１・京都府京都市右京区太秦下角田町・うずまさしもかくだちよう

　　６１６-８１０４・京都府京都市右京区太秦下刑部町・うずまさしもけいぶちよう

　　６１６-８１２６・京都府京都市右京区太秦椙ケ本町・うずまさすがもとちよう

　　６１６-８１３７・京都府京都市右京区太秦朱雀町・うずまさすじやくちよう

　　６１６-８１３２・京都府京都市右京区太秦滝ケ花町・うずまさたきがはなちよう

　　６１６-８１１４・京都府京都市右京区太秦巽町・うずまさたつみちよう

　　６１６-８１４１・京都府京都市右京区太秦棚森町・うずまさたなもりちよう

　　６１６-８１６７・京都府京都市右京区太秦多薮町・うずまさたやぶちよう

　　６１６-８１７４・京都府京都市右京区太秦垂箕山町・うずまさたるみやまちよう



　　６１６-８１２４・京都府京都市右京区太秦辻ケ本町・うずまさつじがもとちよう

　　６１６-８１４７・京都府京都市右京区太秦土本町・うずまさつちもとちよう

　　６１６-８１８４・京都府京都市右京区太秦中筋町・うずまさなかすじちよう

　　６１６-８１３３・京都府京都市右京区太秦中堤町・うずまさなかつつみちよう

　　６１６-８１９１・京都府京都市右京区太秦中山町・うずまさなかやまちよう

　　６１６-８１５６・京都府京都市右京区太秦西野町・うずまさにしのちよう

　　６１６-８１６３・京都府京都市右京区太秦西蜂岡町・うずまさにしはちおかちよう

　　６１６-８１１３・京都府京都市右京区太秦野元町・うずまさのもとちよう

　　６１６-８１５５・京都府京都市右京区太秦袴田町・うずまさはかまだちよう

　　６１６-８１６２・京都府京都市右京区太秦蜂岡町・うずまさはちおかちよう

　　６１６-８１４５・京都府京都市右京区太秦八反田町・うずまさはつたんだちよう

　　６１６-８１１５・京都府京都市右京区太秦東唐渡町・うずまさひがしからとちよう

　　６１６-８１６１・京都府京都市右京区太秦東蜂岡町・うずまさひがしはちおかちよう

　　６１６-８１４２・京都府京都市右京区太秦樋ノ内町・うずまさひのうちちよう

　　６１６-８１３１・京都府京都市右京区太秦藤ケ森町・うずまさふじがもりちよう

　　６１６-８１８６・京都府京都市右京区太秦堀池町・うずまさほりいけちよう

　　６１６-８１５２・京都府京都市右京区太秦堀ケ内町・うずまさほりがうちちよう

　　６１６-８１４６・京都府京都市右京区太秦前ノ田町・うずまさまえのだちよう

　　６１６-８１１６・京都府京都市右京区太秦松本町・うずまさまつもとちよう

　　６１６-８１５４・京都府京都市右京区太秦皆正寺町・うずまさみなせいじちよう

　　６１６-８１８３・京都府京都市右京区太秦宮ノ前町・うずまさみやのまえちよう

　　６１６-８１０６・京都府京都市右京区太秦森ケ西町・うずまさもりがにしちよう

　　６１６-８１０２・京都府京都市右京区太秦森ケ東町・うずまさもりがひがしちよう

　　６１６-８１０５・京都府京都市右京区太秦森ケ前町・うずまさもりがまえちよう

　　６１６-８１１７・京都府京都市右京区太秦門田町・うずまさもんだちよう

　　６１６-８１４４・京都府京都市右京区太秦百合ケ本町・うずまさゆりがもとちよう

　　６１６-８０８１・京都府京都市右京区太秦安井池田町・うずまさやすいいけだちよう

　　６１６-８０８４・京都府京都市右京区太秦安井一町田町・うずまさやすいいつちようでんちよう

　　６１６-８０７７・京都府京都市右京区太秦安井馬塚町・うずまさやすいうまつﾞかちよう

　　６１６-８０８２・京都府京都市右京区太秦安井奥畑町・うずまさやすいおくはたちよう

　　６１６-８０６２・京都府京都市右京区太秦安井春日町・うずまさやすいかすがちよう

　　６１６-８０６４・京都府京都市右京区太秦安井北御所町・うずまさやすいきたごしよちよう

　　６１６-８０６６・京都府京都市右京区太秦安井車道町・うずまさやすいくるまみちちよう

　　６１６-８０６７・京都府京都市右京区太秦安井小山町・うずまさやすいこやまちよう

　　６１６-８０７２・京都府京都市右京区太秦安井辰巳町・うずまさやすいたつみちよう

　　６１６-８０７６・京都府京都市右京区太秦安井辻ノ内町・うずまさやすいつじのうちちよう

　　６１６-８０６５・京都府京都市右京区太秦安井西裏町・うずまさやすいにしうらちよう

　　６１６-８０８３・京都府京都市右京区太秦安井西沢町・うずまさやすいにしざわちよう

　　６１６-８０７４・京都府京都市右京区太秦安井二条裏町・うずまさやすいにじよううらちよう

　　６１６-８０６３・京都府京都市右京区太秦安井東裏町・うずまさやすいひがしうらちよう

　　６１６-８０７１・京都府京都市右京区太秦安井藤ノ木町・うずまさやすいふじのきちよう

　　６１６-８０８５・京都府京都市右京区太秦安井松本町・うずまさやすいまつもとちよう

　　６１６-８０７３・京都府京都市右京区太秦安井水戸田町・うずまさやすいみとでんちよう

　　６１６-８０７５・京都府京都市右京区太秦安井柳通町・うずまさやすいやなぎどおりちよう

　　６１６-８２０４・京都府京都市右京区宇多野御池町・うたのおいけちよう

　　６１６-８２０５・京都府京都市右京区宇多野御屋敷町・うたのおやしきちよう

　　６１６-８２５２・京都府京都市右京区宇多野上ノ谷町・うたのかみのたにちよう

　　６１６-８２０１・京都府京都市右京区宇多野北ノ院町・うたのきたのいんちよう

　　６１６-８２０３・京都府京都市右京区宇多野柴橋町・うたのしはﾞはしちよう

　　６１６-８２０９・京都府京都市右京区宇多野芝町・うたのしはﾞまち

　　６１６-８２０７・京都府京都市右京区宇多野長尾町・うたのながおちよう

　　６１６-８２０２・京都府京都市右京区宇多野馬場町・うたのはﾞはﾞちよう

　　６１６-８２０８・京都府京都市右京区宇多野福王子町・うたのふくおうじちよう

　　６１６-８２０６・京都府京都市右京区宇多野法安寺町・うたのほうあんじちよう

　　６１６-８２７２・京都府京都市右京区梅ケ畑猪ノ尻町・うめがはたいのしりちよう

　　６１６-８２８２・京都府京都市右京区梅ケ畑上砥町・うめがはたうえとちよう

　　６１６-８２７４・京都府京都市右京区梅ケ畑上ノ町・うめがはたうえのちよう

　　６１６-８２８３・京都府京都市右京区梅ケ畑奥殿町・うめがはたおくとのちよう

　　６１６-８２７５・京都府京都市右京区梅ケ畑篝町・うめがはたかがりちよう

　　６１６-８２９７・京都府京都市右京区梅ケ畑亀石町・うめがはたかめいしちよう

　　６１６-８２９６・京都府京都市右京区梅ケ畑川西町・うめがはたかわにしちよう

　　６１６-８２８１・京都府京都市右京区梅ケ畑久保谷町・うめがはたくほﾞたにちよう

　　６１６-８２８６・京都府京都市右京区梅ケ畑御所ノ口町・うめがはたごしよのぐちちよう

　　６１６-８２８８・京都府京都市右京区梅ケ畑笹江辺町・うめがはたささえべちよう

　　６１６-８２７６・京都府京都市右京区梅ケ畑清水町・うめがはたしみずちよう

　　６１６-８２７８・京都府京都市右京区梅ケ畑菖蒲谷・うめがはたしようぶたに

　　６１６-８２９２・京都府京都市右京区梅ケ畑高雄町・うめがはたたかおちよう

　　６１６-８２６１・京都府京都市右京区梅ケ畑高鼻町・うめがはたたかはなちよう

　　６１６-８２９５・京都府京都市右京区梅ケ畑栂尾町・うめがはたとがのおちよう

　　６１６-８２９３・京都府京都市右京区梅ケ畑殿畑町・うめがはたとのはたちよう



　　６１６-８２８７・京都府京都市右京区梅ケ畑中嶋町・うめがはたなかじまちよう

　　６１６-８２６６・京都府京都市右京区梅ケ畑中田町・うめがはたなかたちよう

　　６１６-８２７３・京都府京都市右京区梅ケ畑中縄手町・うめがはたなかなわてちよう

　　６１６-８２８９・京都府京都市右京区梅ケ畑西ノ畑町・うめがはたにしのはたまち

　　６１６-８２６３・京都府京都市右京区梅ケ畑畑ノ下町・うめがはたはたのしたちよう

　　６１６-８２６５・京都府京都市右京区梅ケ畑畑町・うめがはたはたまち

　　６１６-８２９４・京都府京都市右京区梅ケ畑引地町・うめがはたひきじちよう

　　６１６-８２８５・京都府京都市右京区梅ケ畑檜社町・うめがはたひのきやしろちよう

　　６１６-８２７７・京都府京都市右京区梅ケ畑広芝町・うめがはたひろしはﾞちよう

　　６１６-８２６８・京都府京都市右京区梅ケ畑古田町・うめがはたふるたちよう

　　６１６-８２９１・京都府京都市右京区梅ケ畑槇尾町・うめがはたまきのおちよう

　　６１６-８２８４・京都府京都市右京区梅ケ畑御経坂町・うめがはたみきようさかちよう

　　６１６-８２７１・京都府京都市右京区梅ケ畑宮ノ口町・うめがはたみやのくちちよう

　　６１６-８２６２・京都府京都市右京区梅ケ畑向ノ地町・うめがはたむこうのちちよう

　　６１６-８２６４・京都府京都市右京区梅ケ畑薮ノ下町・うめがはたやぶのしたちよう

　　６１６-８２６７・京都府京都市右京区梅ケ畑山崎町・うめがはたやまさきちよう

　　６１５-０９０５・京都府京都市右京区梅津石灘町・うめつﾞいしなだちよう

　　６１５-０９３２・京都府京都市右京区梅津上田町・うめつﾞうえだちよう

　　６１５-０９２５・京都府京都市右京区梅津大縄場町・うめつﾞおおなわはﾞちよう

　　６１５-０９１２・京都府京都市右京区梅津構口町・うめつﾞかまえぐちちよう

　　６１５-０９０２・京都府京都市右京区梅津神田町・うめつﾞかんだちよう

　　６１５-０９３４・京都府京都市右京区梅津北浦町・うめつﾞきたうらちよう

　　６１５-０９３７・京都府京都市右京区梅津北川町・うめつﾞきたがわちよう

　　６１５-０９１１・京都府京都市右京区梅津北町・うめつﾞきたまち

　　６１５-０９３３・京都府京都市右京区梅津後藤町・うめつﾞごとうちよう

　　６１５-０９３８・京都府京都市右京区梅津坂本町・うめつﾞさかもとちよう

　　６１５-０９２４・京都府京都市右京区梅津尻溝町・うめつﾞしりみぞちよう

　　６１５-０９０６・京都府京都市右京区梅津高畝町・うめつﾞたかぜちよう

　　６１５-０９０７・京都府京都市右京区梅津段町・うめつﾞだんまち

　　６１５-０９０４・京都府京都市右京区梅津堤上町・うめつﾞつつみかみちよう

　　６１５-０９０３・京都府京都市右京区梅津堤下町・うめつﾞつつみしたちよう

　　６１５-０９３５・京都府京都市右京区梅津徳丸町・うめつﾞとくまるちよう

　　６１５-０９２３・京都府京都市右京区梅津中倉町・うめつﾞなかくらちよう

　　６１５-０９１６・京都府京都市右京区梅津中村町・うめつﾞなかむらちよう

　　６１５-０９１７・京都府京都市右京区梅津西浦町・うめつﾞにしうらちよう

　　６１５-０９３６・京都府京都市右京区梅津林口町・うめつﾞはやしくちちよう

　　６１５-０９１４・京都府京都市右京区梅津東構口町・うめつﾞひがしかまえぐちちよう

　　６１５-０９３１・京都府京都市右京区梅津開キ町・うめつﾞひらきちよう

　　６１５-０９２１・京都府京都市右京区梅津フケノ川町・うめつﾞふけのかわちよう

　　６１５-０９２６・京都府京都市右京区梅津罧原町・うめつﾞふしはらちよう

　　６１５-０９２２・京都府京都市右京区梅津前田町・うめつﾞまえだちよう

　　６１５-０９１３・京都府京都市右京区梅津南上田町・うめつﾞみなみうえだちよう

　　６１５-０９０１・京都府京都市右京区梅津南広町・うめつﾞみなみひろちよう

　　６１５-０９１５・京都府京都市右京区梅津南町・うめつﾞみなみまち

　　６１６-８０９２・京都府京都市右京区御室大内・おむろおおうち

　　６１６-８０９６・京都府京都市右京区御室岡ノ裾町・おむろおかのすそちよう

　　６１６-８０９４・京都府京都市右京区御室小松野町・おむろこまつのちよう

　　６１６-８０９５・京都府京都市右京区御室芝橋町・おむろしはﾞはしちよう

　　６１６-８０９１・京都府京都市右京区御室住吉山町・おむろすみよしやまちよう

　　６１６-８０９３・京都府京都市右京区御室竪町・おむろたてまち

　　６１６-８０９７・京都府京都市右京区御室双岡町・おむろならびがおかちよう

　　６１６-８２４５・京都府京都市右京区音戸山山ノ茶屋町・おんどやまやまのちややちよう

　　６１６-８４０７・京都府京都市右京区北嵯峨赤坂町・きたさがあかさかちよう

　　６１６-８４４１・京都府京都市右京区北嵯峨北ノ段町・きたさがきたのだんちよう

　　６１６-８４４２・京都府京都市右京区北嵯峨気比社町・きたさがきびしやちよう

　　６１６-８４０６・京都府京都市右京区北嵯峨山王町・きたさがさんおうちよう

　　６１６-８４０１・京都府京都市右京区北嵯峨長刀坂町・きたさがなぎなたざかちよう

　　６１６-８４０５・京都府京都市右京区北嵯峨名古曽町・きたさがなこそちよう

　　６１６-８４０４・京都府京都市右京区北嵯峨八丈町・きたさがはちじようちよう

　　６１６-８４０３・京都府京都市右京区北嵯峨洞ノ内町・きたさがほらのうちちよう

　　６１６-８４０２・京都府京都市右京区北嵯峨六代芝町・きたさがろくだいしはﾞちよう

　　６０１-０５４１・京都府京都市右京区京北赤石町・けいほくあかいしちよう

　　６０１-０２７３・京都府京都市右京区京北明石町・けいほくあけしちよう

　　６０１-０２７４・京都府京都市右京区京北浅江町・けいほくあざえちよう

　　６０１-０５３５・京都府京都市右京区京北井崎町・けいほくいざきちよう

　　６０１-０３１３・京都府京都市右京区京北井戸町・けいほくいどちよう

　　６０１-０２７５・京都府京都市右京区京北宇野町・けいほくうのちよう

　　６０１-０２７７・京都府京都市右京区京北漆谷町・けいほくうるしたにちよう

　　６０１-０３１４・京都府京都市右京区京北大野町・けいほくおおのちよう

　　６０１-０３１１・京都府京都市右京区京北小塩町・けいほくおしおちよう



　　６０１-０２６１・京都府京都市右京区京北柏原町・けいほくかしわらちよう

　　６０１-０４０１・京都府京都市右京区京北片波町・けいほくかたなみちよう

　　６０１-０４０２・京都府京都市右京区京北上黒田町・けいほくかみくろだちよう

　　６０１-０５３２・京都府京都市右京区京北上中町・けいほくかみなかちよう

　　６０１-０５３１・京都府京都市右京区京北上弓削町・けいほくかみゆげちよう

　　６０１-０２７１・京都府京都市右京区京北熊田町・けいほくくまたちよう

　　６０１-０２５２・京都府京都市右京区京北五本松町・けいほくごほんまつちよう

　　６０１-０５３６・京都府京都市右京区京北塩田町・けいほくしおたちよう

　　６０１-０５４３・京都府京都市右京区京北室谷町・けいほくしつたんちよう

　　６０１-０２６６・京都府京都市右京区京北下宇津町・けいほくしもうつちよう

　　６０１-０２７２・京都府京都市右京区京北下熊田町・けいほくしもくまたちよう

　　６０１-０４０５・京都府京都市右京区京北下黒田町・けいほくしもくろだちよう

　　６０１-０３２４・京都府京都市右京区京北下町・けいほくしもちよう

　　６０１-０５３３・京都府京都市右京区京北下中町・けいほくしもなかちよう

　　６０１-０５３４・京都府京都市右京区京北下弓削町・けいほくしもゆげちよう

　　６０１-０２５１・京都府京都市右京区京北周山町・けいほくしゆうざんちよう

　　６０１-０４０４・京都府京都市右京区京北芹生町・けいほくせりようちよう

　　６０１-０５４２・京都府京都市右京区京北田貫町・けいほくたぬきちよう

　　６０１-０２６５・京都府京都市右京区京北中地町・けいほくちゆうじちよう

　　６０１-０３２２・京都府京都市右京区京北辻町・けいほくつじちよう

　　６０１-０３２１・京都府京都市右京区京北塔町・けいほくとうちよう

　　６０１-０２６４・京都府京都市右京区京北栃本町・けいほくとちもとちよう

　　６０１-０３２３・京都府京都市右京区京北鳥居町・けいほくとりいちよう

　　６０１-０３１５・京都府京都市右京区京北中江町・けいほくなかえちよう

　　６０１-０２７６・京都府京都市右京区京北西町・けいほくにしちよう

　　６０１-０４０３・京都府京都市右京区京北灰屋町・けいほくはいやちよう

　　６０１-０３１２・京都府京都市右京区京北初川町・けいほくはつかわちよう

　　６０１-０３１６・京都府京都市右京区京北比賀江町・けいほくひがえちよう

　　６０１-０２６２・京都府京都市右京区京北細野町・けいほくほそのちよう

　　６０１-０４０６・京都府京都市右京区京北宮町・けいほくみやちよう

　　６０１-０２７８・京都府京都市右京区京北矢代中町・けいほくやしろなかちよう

　　６０１-０２６３・京都府京都市右京区京北弓槻町・けいほくゆつﾞきちよう

　　６１５-００６１・京都府京都市右京区西院乾町・さいいんいぬいちよう

　　６１５-００３５・京都府京都市右京区西院追分町・さいいんおいわけちよう

　　６１５-００３６・京都府京都市右京区西院太田町・さいいんおおたちよう

　　６１５-００５８・京都府京都市右京区西院笠目町・さいいんかさめちよう

　　６１５-００１５・京都府京都市右京区西院春日町・さいいんかすがちよう

　　６１５-０００６・京都府京都市右京区西院金槌町・さいいんかなつﾞちちよう

　　６１５-０００１・京都府京都市右京区西院上今田町・さいいんかみいまだちよう

　　６１５-０００７・京都府京都市右京区西院上花田町・さいいんかみはなだちよう

　　６１５-００６３・京都府京都市右京区西院北井御料町・さいいんきたいごりようちよう

　　６１５-００２６・京都府京都市右京区西院北矢掛町・さいいんきたやかけちよう

　　６１５-００６４・京都府京都市右京区西院久田町・さいいんくでんちよう

　　６１５-００５３・京都府京都市右京区西院久保田町・さいいんくほﾞたちよう

　　６１５-００１２・京都府京都市右京区西院高山寺町・さいいんこうざんじちよう

　　６１５-００６７・京都府京都市右京区西院小米町・さいいんこごめちよう

　　６１５-００３３・京都府京都市右京区西院寿町・さいいんことぶきちよう

　　６１５-００２１・京都府京都市右京区西院三蔵町・さいいんさんぞうちよう

　　６１５-００６６・京都府京都市右京区西院四条畑町・さいいんしじようはﾞたちよう

　　６１５-００５２・京都府京都市右京区西院清水町・さいいんしみずちよう

　　６１５-０００４・京都府京都市右京区西院下花田町・さいいんしもはなだちよう

　　６１５-０００５・京都府京都市右京区西院春栄町・さいいんしゆんえいちよう

　　６１５-００３１・京都府京都市右京区西院高田町・さいいんたかだちよう

　　６１５-００１４・京都府京都市右京区西院巽町・さいいんたつみちよう

　　６１５-００５４・京都府京都市右京区西院月双町・さいいんつきそうちよう

　　６１５-００４３・京都府京都市右京区西院中水町・さいいんなかみずちよう

　　６１５-０００３・京都府京都市右京区西院西今田町・さいいんにしいまだちよう

　　６１５-００５６・京都府京都市右京区西院西貝川町・さいいんにしかいがわちよう

　　６１５-００３４・京都府京都市右京区西院西寿町・さいいんにしことぶきちよう

　　６１５-００２７・京都府京都市右京区西院西三蔵町・さいいんにしさんぞうちよう

　　６１５-００１６・京都府京都市右京区西院西淳和院町・さいいんにしじゆんないんちよう

　　６１５-００３２・京都府京都市右京区西院西高田町・さいいんにしたかだちよう

　　６１５-００５５・京都府京都市右京区西院西田町・さいいんにしだちよう

　　６１５-００４４・京都府京都市右京区西院西中水町・さいいんにしなかみずちよう

　　６１５-００２３・京都府京都市右京区西院西平町・さいいんにしひらまち

　　６１５-００４６・京都府京都市右京区西院西溝崎町・さいいんにしみぞさきちよう

　　６１５-００２５・京都府京都市右京区西院西矢掛町・さいいんにしやかけちよう

　　６１５-０００２・京都府京都市右京区西院東今田町・さいいんひがしいまだちよう

　　６１５-００５７・京都府京都市右京区西院東貝川町・さいいんひがしかいがわちよう

　　６１５-００１１・京都府京都市右京区西院東淳和院町・さいいんひがしじゆんないんちよう



　　６１５-００４２・京都府京都市右京区西院東中水町・さいいんひがしなかみずちよう

　　６１５-００６２・京都府京都市右京区西院坤町・さいいんひつじさるちよう

　　６１５-００６５・京都府京都市右京区西院日照町・さいいんひでりちよう

　　６１５-００２２・京都府京都市右京区西院平町・さいいんひらまち

　　６１５-００１３・京都府京都市右京区西院松井町・さいいんまついちよう

　　６１５-００４５・京都府京都市右京区西院溝崎町・さいいんみぞさきちよう

　　６１５-００３７・京都府京都市右京区西院南井御料町・さいいんみなみいごりようちよう

　　６１５-００４８・京都府京都市右京区西院南寿町・さいいんみなみことぶきちよう

　　６１５-００４１・京都府京都市右京区西院南高田町・さいいんみなみたかだちよう

　　６１５-００２４・京都府京都市右京区西院矢掛町・さいいんやかけちよう

　　６１５-００５１・京都府京都市右京区西院安塚町・さいいんやすつﾞかちよう

　　６１５-００４７・京都府京都市右京区西院六反田町・さいいんろくたんだちよう

　　６１６-８３４３・京都府京都市右京区嵯峨朝日町・さがあさひちよう

　　６１６-８４５８・京都府京都市右京区嵯峨愛宕町・さがあたごちよう

　　６１６-８３３５・京都府京都市右京区嵯峨石ケ坪町・さがいしがつほﾞちよう

　　６１６-８３６５・京都府京都市右京区嵯峨伊勢ノ上町・さがいせのかみちよう

　　６１６-８３５４・京都府京都市右京区嵯峨一本木町・さがいつほﾟんぎちよう

　　６１６-８３４４・京都府京都市右京区嵯峨梅ノ木町・さがうめのきちよう

　　６１６-８４１１・京都府京都市右京区嵯峨大沢町・さがおおさわちよう

　　６１６-８３９５・京都府京都市右京区嵯峨小倉山町・さがおぐらやまちよう

　　６１６-８３４５・京都府京都市右京区嵯峨折戸町・さがおりとちよう

　　６１６-８３４１・京都府京都市右京区嵯峨甲塚町・さがかぶとつﾞかちよう

　　６１６-８３８６・京都府京都市右京区嵯峨亀ノ尾町・さがかめのおちよう

　　６１６-８３８７・京都府京都市右京区嵯峨亀山町・さがかめやまちよう

　　６１６-８３４２・京都府京都市右京区嵯峨苅分町・さがかりわけちよう

　　６１６-８３６７・京都府京都市右京区嵯峨北堀町・さがきたほﾞりちよう

　　６１６-８４５２・京都府京都市右京区嵯峨清滝町・さがきよたきちよう

　　６１６-８３６２・京都府京都市右京区嵯峨五島町・さがごとうちよう

　　６１６-８３５５・京都府京都市右京区嵯峨新宮町・さがしんぐうちよう

　　６１６-８３５１・京都府京都市右京区嵯峨釣殿町・さがつりどのちよう

　　６１６-８３３６・京都府京都市右京区嵯峨蜻蛉尻町・さがとんほﾞじりちよう

　　６１６-８３６１・京都府京都市右京区嵯峨中通町・さがなかどおりちよう

　　６１６-８３８３・京都府京都市右京区嵯峨中之島町・さがなかのしまちよう

　　６１６-８３４７・京都府京都市右京区嵯峨中又町・さがなかまたちよう

　　６１６-８３６４・京都府京都市右京区嵯峨中山町・さがなかやまちよう

　　６１６-８３９３・京都府京都市右京区嵯峨野々宮町・さがののみやちよう

　　６１６-８３０１・京都府京都市右京区嵯峨広沢町・さがひろさわちよう

　　６１６-８３３４・京都府京都市右京区嵯峨罧原町・さがふしはらちよう

　　６１６-８３３７・京都府京都市右京区嵯峨明星町・さがみようじようちよう

　　６１６-８３６３・京都府京都市右京区嵯峨柳田町・さがやなぎだちよう

　　６１６-８３５２・京都府京都市右京区嵯峨大沢落久保町・さがおおさわおちくほﾞちよう

　　６１６-８３５３・京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町・さがおおさわやなぎいでちよう

　　６１６-８３９７・京都府京都市右京区嵯峨小倉山小倉町・さがおぐらやまおぐらちよう

　　６１６-８３９４・京都府京都市右京区嵯峨小倉山田渕山町・さがおぐらやまたぶちやまちよう

　　６１６-８３９２・京都府京都市右京区嵯峨小倉山堂ノ前町・さがおぐらやまどうのまえちよう

　　６１６-８３９１・京都府京都市右京区嵯峨小倉山緋明神町・さがおぐらやまひのみようじんちよう

　　６１６-８３９６・京都府京都市右京区嵯峨小倉山山本町・さがおぐらやまやまもとちよう

　　６１６-８４４５・京都府京都市右京区嵯峨観空寺岡崎町・さがかんくうじおかざきちよう

　　６１６-８４４４・京都府京都市右京区嵯峨観空寺久保殿町・さがかんくうじくほﾞでんちよう

　　６１６-８４４６・京都府京都市右京区嵯峨観空寺谷町・さがかんくうじだにちよう

　　６１６-８４４３・京都府京都市右京区嵯峨観空寺明水町・さがかんくうじみようずいちよう

　　６１６-８４５１・京都府京都市右京区嵯峨清滝一華表町・さがきよたきいつかひようちよう

　　６１６-８４５３・京都府京都市右京区嵯峨清滝大谷町・さがきよたきおおたにちよう

　　６１６-８４５７・京都府京都市右京区嵯峨清滝空也滝町・さがきよたきくうやだきちよう

　　６１６-８４５５・京都府京都市右京区嵯峨清滝田鶴原町・さがきよたきたつﾞはらちよう

　　６１６-８４５６・京都府京都市右京区嵯峨清滝月ノ輪町・さがきよたきつきのわちよう

　　６１６-８４５４・京都府京都市右京区嵯峨清滝深谷町・さがきよたきふかたにちよう

　　６１６-８４９１・京都府京都市右京区嵯峨越畑北ノ町・さがこしはたきたのちよう

　　６１６-８４８２・京都府京都市右京区嵯峨越畑正権条・さがこしはたしようごんじよう

　　６１６-８４９４・京都府京都市右京区嵯峨越畑尻谷・さがこしはたしりたに

　　６１６-８４８４・京都府京都市右京区嵯峨越畑筋違・さがこしはたすじちがい

　　６１６-８４９２・京都府京都市右京区嵯峨越畑天慶・さがこしはたてんけい

　　６１６-８４８７・京都府京都市右京区嵯峨越畑中ノ町・さがこしはたなかのちよう

　　６１６-８４８３・京都府京都市右京区嵯峨越畑鍋浦・さがこしはたなべうら

　　６１６-８４８５・京都府京都市右京区嵯峨越畑兵庫前町・さがこしはたひようごまえちよう

　　６１６-８４８６・京都府京都市右京区嵯峨越畑南ノ町・さがこしはたみなみのちよう

　　６１６-８４８１・京都府京都市右京区嵯峨越畑桃原・さがこしはたももはら

　　６１６-８４９３・京都府京都市右京区嵯峨越畑桃原垣内・さがこしはたももはらがいち

　　６１６-８４７１・京都府京都市右京区嵯峨樒原稲荷元町・さがしきみがはらいなりもとちよう

　　６１６-８４７４・京都府京都市右京区嵯峨樒原清水町・さがしきみがはらしみずちよう



　　６１６-８４７２・京都府京都市右京区嵯峨樒原高見町・さがしきみがはらたかみちよう

　　６１６-８４７５・京都府京都市右京区嵯峨樒原宮ノ上町・さがしきみがはらみやのうえちよう

　　６１６-８４７３・京都府京都市右京区嵯峨樒原若宮下町・さがしきみがはらわかみやしたちよう

　　６１６-８４２２・京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町・さがしやかどうだいもんちよう

　　６１６-８４４７・京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂藤ノ木町・さがしやかどうふじのきちよう

　　６１６-８４２３・京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前裏柳町・さがしやかどうもんぜんうらやなぎち

よう

　　６１６-８４２１・京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町・さがしやかどうもんぜんせとがわち

よう

　　６１６-８４２４・京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前南中院町・さがしやかどうもんぜんみなみちゆ

ういんちよう

　　６１６-８４１６・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前井頭町・さがだいかくじもんぜんいとうちよう

　　６１６-８４１３・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前堂ノ前町・さがだいかくじもんぜんどうのまえ

ちよう

　　６１６-８４１２・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前登り町・さがだいかくじもんぜんのほﾞりちよ

う

　　６１６-８４１４・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前八軒町・さがだいかくじもんぜんはつけんちよ

う

　　６１６-８４１５・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前宮ノ下町・さがだいかくじもんぜんみやのした

ちよう

　　６１６-８４１７・京都府京都市右京区嵯峨大覚寺門前六道町・さがだいかくじもんぜんろくどうちよ

う

　　６１６-８３４６・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺油掛町・さがてんりゆうじあぶらかけちよう

　　６１６-８３６６・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺今堀町・さがてんりゆうじいまほりちよう

　　６１６-８３７４・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町・さがてんりゆうじきたつくりみちちよう

　　６１６-８３７３・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺車道町・さがてんりゆうじくるまみちちよう

　　６１６-８３５７・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺椎野町・さがてんりゆうじしいのちよう

　　６１６-８３８５・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町・さがてんりゆうじすすきのはﾞはﾞちよ

う

　　６１６-８３８２・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺角倉町・さがてんりゆうじすみのくらちよう

　　６１６-８３７６・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺瀬戸川町・さがてんりゆうじせとがわちよう

　　６１６-８３７５・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺立石町・さがてんりゆうじたていしちよう

　　６１６-８３８４・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺造路町・さがてんりゆうじつくりみちちよう

　　６１６-８３５６・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺中島町・さがてんりゆうじなかじまちよう

　　６１６-８３７２・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺広道町・さがてんりゆうじひろみちちよう

　　６１６-８３８１・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町・さがてんりゆうじりゆうもんちよう

　　６１６-８３７１・京都府京都市右京区嵯峨天龍寺若宮町・さがてんりゆうじわかみやちよう

　　６１６-８４３６・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本化野町・さがとりいもとあだしのちよう

　　６１６-８４３１・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本一華表町・さがとりいもといつかひようちよう

　　６１６-８４３２・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本北代町・さがとりいもときただいちよう

　　６１６-８４３５・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町・さがとりいもとこざかちよう

　　６１６-８４３７・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本仙翁町・さがとりいもとせんのうちよう

　　６１６-８４３３・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本中筋町・さがとりいもとなかすじちよう

　　６１６-８４３９・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本深谷町・さがとりいもとふかたにちよう

　　６１６-８４３４・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本仏餉田町・さがとりいもとぶつしようでんちよう

　　６１６-８４３８・京都府京都市右京区嵯峨鳥居本六反町・さがとりいもとろくたんちよう

　　６１６-８４２６・京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前往生院町・さがにそんいんもんぜんおうじよう

いんちよう

　　６１６-８４２８・京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前北中院町・さがにそんいんもんぜんきたちゆう

いんちよう

　　６１６-８４２７・京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前善光寺山町・さがにそんいんもんぜんぜんこう

じやまちよう

　　６１６-８４２５・京都府京都市右京区嵯峨二尊院門前長神町・さがにそんいんもんぜんちようじんち

よう

　　６１６-８３１４・京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町・さがのあきかいどうちよう

　　６１６-８３１６・京都府京都市右京区嵯峨野有栖川町・さがのありすがわちよう

　　６１６-８３３１・京都府京都市右京区嵯峨野内田町・さがのうちだちよう

　　６１６-８３１７・京都府京都市右京区嵯峨野神ノ木町・さがのかみのきちよう

　　６１６-８３３２・京都府京都市右京区嵯峨野北野町・さがのきたのちよう

　　６１６-８３１１・京都府京都市右京区嵯峨野嵯峨ノ段町・さがのさがのだんまち

　　６１６-８３２２・京都府京都市右京区嵯峨野芝野町・さがのしはﾞのちよう

　　６１６-８３１２・京都府京都市右京区嵯峨野清水町・さがのしみずちよう

　　６１６-８３２５・京都府京都市右京区嵯峨野高田町・さがのたかだちよう

　　６１６-８３２１・京都府京都市右京区嵯峨野千代ノ道町・さがのちよのみちちよう

　　６１６-８３２３・京都府京都市右京区嵯峨野投渕町・さがのなげぶちちよう

　　６１６-８３３３・京都府京都市右京区嵯峨野西ノ藤町・さがのにしのふじちよう

　　６１６-８３２６・京都府京都市右京区嵯峨野東田町・さがのひがしだちよう

　　６１６-８３１３・京都府京都市右京区嵯峨野開町・さがのひらきちよう

　　６１６-８３２４・京都府京都市右京区嵯峨野南浦町・さがのみなみうらちよう

　　６１６-８３１５・京都府京都市右京区嵯峨野宮ノ元町・さがのみやのもとちよう



　　６１６-８３２７・京都府京都市右京区嵯峨野六反田町・さがのろくたんだちよう

　　６１６-８３０７・京都府京都市右京区嵯峨広沢池下町・さがひろさわいけしたちよう

　　６１６-８３０２・京都府京都市右京区嵯峨広沢北下馬野町・さがひろさわきたげはﾞのちよう

　　６１６-８３０５・京都府京都市右京区嵯峨広沢御所ノ内町・さがひろさわごしよのうちちよう

　　６１６-８３０６・京都府京都市右京区嵯峨広沢西裏町・さがひろさわにしうらちよう

　　６１６-８３０３・京都府京都市右京区嵯峨広沢南下馬野町・さがひろさわみなみげはﾞのちよう

　　６１６-８３０４・京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町・さがひろさわみなみのちよう

　　６１６-８４６７・京都府京都市右京区嵯峨水尾大岩・さがみずおおおいわ

　　６１６-８４６２・京都府京都市右京区嵯峨水尾岡ノ窪町・さがみずおおかのくほﾞちよう

　　６１６-８４６８・京都府京都市右京区嵯峨水尾北垣内町・さがみずおきたがいちちよう

　　６１６-８４６６・京都府京都市右京区嵯峨水尾清和・さがみずおせいわ

　　６１６-８４６３・京都府京都市右京区嵯峨水尾竹ノ尻町・さがみずおたけのしりちよう

　　６１６-８４６１・京都府京都市右京区嵯峨水尾鳩ケ巣・さがみずおはとがす

　　６１６-８４６５・京都府京都市右京区嵯峨水尾宮ノ脇町・さがみずおみやのわきちよう

　　６１６-８４６４・京都府京都市右京区嵯峨水尾武蔵嶋町・さがみずおむさしじまちよう

　　６１６-８０１４・京都府京都市右京区谷口梅津間町・たにぐちうめつﾞまちよう

　　６１６-８０２２・京都府京都市右京区谷口円成寺町・たにぐちえんじようじちよう

　　６１６-８０１２・京都府京都市右京区谷口垣ノ内町・たにぐちかきのうちちよう

　　６１６-８０１３・京都府京都市右京区谷口唐田ノ内町・たにぐちからたのうちちよう

　　６１６-８０１５・京都府京都市右京区谷口園町・たにぐちそのまち

　　６１６-８２１６・京都府京都市右京区常盤一ノ井町・ときわいちのいちよう

　　６１６-８２２５・京都府京都市右京区常盤馬塚町・ときわうまつﾞかちよう

　　６１６-８２１１・京都府京都市右京区常盤御池町・ときわおいけちよう

　　６１６-８２１３・京都府京都市右京区常盤音戸町・ときわおんとちよう

　　６１６-８２３１・京都府京都市右京区常盤柏ノ木町・ときわかしのきちよう

　　６１６-８２１９・京都府京都市右京区常盤神田町・ときわかんだちよう

　　６１６-８２２９・京都府京都市右京区常盤北裏町・ときわきたうらちよう

　　６１６-８２２７・京都府京都市右京区常盤草木町・ときわくさきちよう

　　６１６-８２２４・京都府京都市右京区常盤窪町・ときわくほﾞまち

　　６１６-８２２８・京都府京都市右京区常盤下田町・ときわしもだちよう

　　６１６-８２２６・京都府京都市右京区常盤段ノ上町・ときわだんのうえちよう

　　６１６-８２１８・京都府京都市右京区常盤出口町・ときわでぐちちよう

　　６１６-８２２２・京都府京都市右京区常盤仲之町・ときわなかのちよう

　　６１６-８２２３・京都府京都市右京区常盤西町・ときわにしまち

　　６１６-８２１７・京都府京都市右京区常盤東ノ町・ときわひがしのちよう

　　６１６-８２１４・京都府京都市右京区常盤古御所町・ときわふるごしよちよう

　　６１６-８２２１・京都府京都市右京区常盤村ノ内町・ときわむらのうちちよう

　　６１６-８２１５・京都府京都市右京区常盤森町・ときわもりまち

　　６１６-８２１２・京都府京都市右京区常盤山下町・ときわやましたちよう

　　６１６-８２５３・京都府京都市右京区鳴滝泉谷町・なるたきいずみたにちよう

　　６１６-８２４１・京都府京都市右京区鳴滝泉殿町・なるたきいずみでんちよう

　　６１６-８２５１・京都府京都市右京区鳴滝宇多野谷・なるたきうだのたに

　　６１６-８２５５・京都府京都市右京区鳴滝音戸山町・なるたきおんどやまちよう

　　６１６-８２４６・京都府京都市右京区鳴滝川西町・なるたきかわにしちよう

　　６１６-８２３８・京都府京都市右京区鳴滝桐ケ淵町・なるたききりがふちちよう

　　６１６-８２３４・京都府京都市右京区鳴滝嵯峨園町・なるたきさがそのちよう

　　６１６-８２５７・京都府京都市右京区鳴滝白砂・なるたきしらすな

　　６１６-８２５４・京都府京都市右京区鳴滝宅間町・なるたきたくまちよう

　　６１６-８２３３・京都府京都市右京区鳴滝中道町・なるたきなかみちちよう

　　６１６-８２３５・京都府京都市右京区鳴滝西嵯峨園町・なるたきにしさがそのちよう

　　６１６-８２４７・京都府京都市右京区鳴滝蓮池町・なるたきはすいけちよう

　　６１６-８２３６・京都府京都市右京区鳴滝春木町・なるたきはるきちよう

　　６１６-８２５８・京都府京都市右京区鳴滝般若寺町・なるたきはんにやじちよう

　　６１６-８２４４・京都府京都市右京区鳴滝藤ノ木町・なるたきふじのきちよう

　　６１６-８２４２・京都府京都市右京区鳴滝本町・なるたきほんまち

　　６１６-８２５６・京都府京都市右京区鳴滝松本町・なるたきまつもとちよう

　　６１６-８２３７・京都府京都市右京区鳴滝瑞穂町・なるたきみずほちよう

　　６１６-８２４３・京都府京都市右京区鳴滝安井殿町・なるたきやすいでんちよう

　　６１６-８２３２・京都府京都市右京区鳴滝蓮花寺町・なるたきれんげじちよう

　　６１５-０８０６・京都府京都市右京区西京極畔勝町・にしきようごくあぜかつちよう

　　６１５-０８８５・京都府京都市右京区西京極午塚町・にしきようごくうまつﾞかちよう

　　６１５-０８８２・京都府京都市右京区西京極葛野町・にしきようごくかどのちよう

　　６１５-０８４３・京都府京都市右京区西京極河原町・にしきようごくかわらちよう

　　６１５-０８３６・京都府京都市右京区西京極河原町裏町・にしきようごくかわらちよううらまち

　　６１５-０８２１・京都府京都市右京区西京極北裏町・にしきようごくきたうらちよう

　　６１５-０８８１・京都府京都市右京区西京極北大入町・にしきようごくきたおおいりちよう

　　６１５-０８７８・京都府京都市右京区西京極北衣手町・にしきようごくきたころもでちよう

　　６１５-０８０２・京都府京都市右京区西京極北庄境町・にしきようごくきたしようざかいちよう

　　６１５-０８１８・京都府京都市右京区西京極三反田町・にしきようごくさんたんだちよう

　　６１５-０８２６・京都府京都市右京区西京極芝ノ下町・にしきようごくしはﾞのしたちよう



　　６１５-０８１４・京都府京都市右京区西京極下沢町・にしきようごくしもざわちよう

　　６１５-０８７４・京都府京都市右京区西京極新田町・にしきようごくしんでんちよう

　　６１５-０８６４・京都府京都市右京区西京極新明町・にしきようごくしんめいちよう

　　６１５-０８４５・京都府京都市右京区西京極末広町・にしきようごくすえひろちよう

　　６１５-０８１２・京都府京都市右京区西京極大門町・にしきようごくだいもんちよう

　　６１５-０８０４・京都府京都市右京区西京極町ノ坪町・にしきようごくちようのつほﾞちよう

　　６１５-０８１３・京都府京都市右京区西京極佃田町・にしきようごくつくだちよう

　　６１５-０８３５・京都府京都市右京区西京極堤下町・にしきようごくつつみしたちよう

　　６１５-０８５４・京都府京都市右京区西京極堤外町・にしきようごくつつみそとちよう

　　６１５-０８６３・京都府京都市右京区西京極堤町・にしきようごくつつみちよう

　　６１５-０８４６・京都府京都市右京区西京極徳大寺団子田町・にしきようごくとくだいじだんごでん

ちよう

　　６１５-０８７５・京都府京都市右京区西京極徳大寺西団子田町・にしきようごくとくだいじにしだん

ごでんちよう

　　６１５-０８３４・京都府京都市右京区西京極殿田町・にしきようごくとのだちよう

　　６１５-０８１５・京都府京都市右京区西京極中沢町・にしきようごくなかざわちよう

　　６１５-０８２２・京都府京都市右京区西京極中町・にしきようごくなかまち

　　６１５-０８３１・京都府京都市右京区西京極長町・にしきようごくながまち

　　６１５-０８１１・京都府京都市右京区西京極中溝町・にしきようごくなかみぞちよう

　　６１５-０８２７・京都府京都市右京区西京極南方町・にしきようごくなんほﾟうちよう

　　６１５-０８５１・京都府京都市右京区西京極西池田町・にしきようごくにしいけだちよう

　　６１５-０８６２・京都府京都市右京区西京極西大丸町・にしきようごくにしおおまるちよう

　　６１５-０８５２・京都府京都市右京区西京極西川町・にしきようごくにしかわちよう

　　６１５-０８７７・京都府京都市右京区西京極西衣手町・にしきようごくにしころもでちよう

　　６１５-０８５５・京都府京都市右京区西京極西団子田町・にしきようごくにしだんごでんちよう

　　６１５-０８３７・京都府京都市右京区西京極西向河原町・にしきようごくにしむこうがわらちよう

　　６１５-０８６１・京都府京都市右京区西京極野田町・にしきようごくのだちよう

　　６１５-０８３２・京都府京都市右京区西京極走上リ町・にしきようごくはしあがりちよう

　　６１５-０８３３・京都府京都市右京区西京極橋詰町・にしきようごくはしつﾞめちよう

　　６１５-０８２４・京都府京都市右京区西京極畑田町・にしきようごくはただちよう

　　６１５-０８７３・京都府京都市右京区西京極浜ノ本町・にしきようごくはまのもとちよう

　　６１５-０８４１・京都府京都市右京区西京極火打畑町・にしきようごくひうちはﾞたちよう

　　６１５-０８０５・京都府京都市右京区西京極東池田町・にしきようごくひがしいけだちよう

　　６１５-０８０７・京都府京都市右京区西京極東大丸町・にしきようごくひがしおおまるちよう

　　６１５-０８４４・京都府京都市右京区西京極東側町・にしきようごくひがしがわちよう

　　６１５-０８７１・京都府京都市右京区西京極東衣手町・にしきようごくひがしころもでちよう

　　６１５-０８１６・京都府京都市右京区西京極東町・にしきようごくひがしちよう

　　６１５-０８２５・京都府京都市右京区西京極東向河原町・にしきようごくひがしむこうがわらちよう

　　６１５-０８５６・京都府京都市右京区西京極古浜町・にしきようごくふるはまちよう

　　６１５-０８２３・京都府京都市右京区西京極前田町・にしきようごくまえだちよう

　　６１５-０８０１・京都府京都市右京区西京極豆田町・にしきようごくまめだちよう

　　６１５-０８８３・京都府京都市右京区西京極南大入町・にしきようごくみなみおおいりちよう

　　６１５-０８７２・京都府京都市右京区西京極南衣手町・にしきようごくみなみころもでちよう

　　６１５-０８０３・京都府京都市右京区西京極南庄境町・にしきようごくみなみしようざかいちよう

　　６１５-０８１７・京都府京都市右京区西京極宮ノ東町・にしきようごくみやのひがしちよう

　　６１５-０８３８・京都府京都市右京区西京極薮ノ下町・にしきようごくやぶのしたちよう

　　６１５-０８４２・京都府京都市右京区西京極薮開町・にしきようごくやぶびらきちよう

　　６１５-０８５７・京都府京都市右京区西京極郡猪馬場町・にしきようごくごおりいのはﾞはﾞちよう

　　６１５-０８５８・京都府京都市右京区西京極郡沢町・にしきようごくごおりさわちよう

　　６１５-０８５３・京都府京都市右京区西京極郡醍醐田町・にしきようごくごおりだいごでんちよう

　　６１５-０８７６・京都府京都市右京区西京極郡附洲町・にしきようごくごおりふずちよう

　　６１５-０８８４・京都府京都市右京区西京極郡町・にしきようごくごおりちよう

　　６１６-８０２４・京都府京都市右京区花園一条田町・はなぞのいちじようでんちよう

　　６１６-８０３７・京都府京都市右京区花園猪ノ毛町・はなぞのいのけちよう

　　６１６-８０４２・京都府京都市右京区花園伊町・はなぞのいまち

　　６１６-８０４５・京都府京都市右京区花園内畑町・はなぞのうちはたちよう

　　６１６-８０２７・京都府京都市右京区花園円成寺町・はなぞのえんじようじちよう

　　６１６-８０４４・京都府京都市右京区花園扇野町・はなぞのおうぎのちよう

　　６１６-８０２３・京都府京都市右京区花園大薮町・はなぞのおおやぶちよう

　　６１６-８０２６・京都府京都市右京区花園岡ノ本町・はなぞのおかのもとちよう

　　６１６-８０６１・京都府京都市右京区花園春日町・はなぞのかすがちよう

　　６１６-８０３４・京都府京都市右京区花園木辻北町・はなぞのきつじきたまち

　　６１６-８０５７・京都府京都市右京区花園木辻南町・はなぞのきつじみなみちよう

　　６１６-８０５５・京都府京都市右京区花園車道町・はなぞのくるまみちちよう

　　６１６-８０５６・京都府京都市右京区花園坤南町・はなぞのこんなんちよう

　　６１６-８０３３・京都府京都市右京区花園艮北町・はなぞのこんほﾞくちよう

　　６１６-８０５１・京都府京都市右京区花園巽南町・はなぞのそんなんちよう

　　６１６-８０３１・京都府京都市右京区花園鷹司町・はなぞのたかつかさちよう

　　６１６-８０４６・京都府京都市右京区花園段ノ岡町・はなぞのだんのおかちよう

　　６１６-８０２５・京都府京都市右京区花園土堂町・はなぞのつちどうちよう



　　６１６-８０４３・京都府京都市右京区花園寺ノ内町・はなぞのてらのうちちよう

　　６１６-８０３６・京都府京都市右京区花園寺ノ中町・はなぞのてらのなかちよう

　　６１６-８０４１・京都府京都市右京区花園寺ノ前町・はなぞのてらのまえちよう

　　６１６-８０２１・京都府京都市右京区花園天授ケ岡町・はなぞのてんじゆがおかちよう

　　６１６-８０５４・京都府京都市右京区花園中御門町・はなぞのなかみかどちよう

　　６１６-８０３２・京都府京都市右京区花園馬代町・はなぞのはﾞだいちよう

　　６１６-８０４７・京都府京都市右京区花園宮ノ上町・はなぞのみやのかみちよう

　　６１６-８０３５・京都府京都市右京区花園妙心寺町・はなぞのみようしんじちよう

　　６１６-８０５３・京都府京都市右京区花園八ツ口町・はなぞのやつくちちよう

　　６１６-８０５２・京都府京都市右京区花園薮ノ下町・はなぞのやぶのしたちよう

　　６１６-８１９７・京都府京都市右京区山越乾町・やまごえいぬいちよう

　　６１６-８１９３・京都府京都市右京区山越巽町・やまごえたつみちよう

　　６１６-８１９５・京都府京都市右京区山越中町・やまごえなかちよう

　　６１６-８１９６・京都府京都市右京区山越西町・やまごえにしちよう

　　６１６-８１９４・京都府京都市右京区山越東町・やまごえひがしちよう

　　６１５-００７３・京都府京都市右京区山ノ内荒木町・やまのうちあらきちよう

　　６１５-００７２・京都府京都市右京区山ノ内池尻町・やまのうちいけじりちよう

　　６１５-００９７・京都府京都市右京区山ノ内大町・やまのうちおおまち

　　６１５-００９４・京都府京都市右京区山ノ内北ノ口町・やまのうちきたのくちちよう

　　６１５-００９６・京都府京都市右京区山ノ内五反田町・やまのうちごたんだちよう

　　６１５-００８２・京都府京都市右京区山ノ内赤山町・やまのうちせきさんちよう

　　６１５-００８３・京都府京都市右京区山ノ内瀬戸畑町・やまのうちせとはたちよう

　　６１５-００７４・京都府京都市右京区山ノ内苗町・やまのうちなえまち

　　６１５-００８５・京都府京都市右京区山ノ内中畑町・やまのうちなかはたちよう

　　６１５-００７１・京都府京都市右京区山ノ内西裏町・やまのうちにしうらちよう

　　６１５-００９５・京都府京都市右京区山ノ内西八反田町・やまのうちにしはつたんだちよう

　　６１５-００９１・京都府京都市右京区山ノ内御堂殿町・やまのうちみどうでんちよう

　　６１５-００９３・京都府京都市右京区山ノ内宮前町・やまのうちみやまえちよう

　　６１５-００９２・京都府京都市右京区山ノ内宮脇町・やまのうちみやわきちよう

　　６１５-００８４・京都府京都市右京区山ノ内山ノ下町・やまのうちやまのしたちよう

　　６１５-００８１・京都府京都市右京区山ノ内養老町・やまのうちようろうちよう

　　６１６-８００３・京都府京都市右京区龍安寺池ノ下町・りようあんじいけのしたちよう

　　６１６-８００２・京都府京都市右京区龍安寺衣笠下町・りようあんじきぬがさしたちよう

　　６１６-８０１７・京都府京都市右京区龍安寺五反田町・りようあんじごたんだちよう

　　６１６-８００１・京都府京都市右京区龍安寺御陵ノ下町・りようあんじごりようのしたちよう

　　６１６-８０１１・京都府京都市右京区龍安寺斎宮町・りようあんじさいぐうちよう

　　６１６-８００６・京都府京都市右京区龍安寺住吉町・りようあんじすみよしちよう

　　６１６-８００４・京都府京都市右京区龍安寺玉津芝町・りようあんじたまつしはﾞちよう

　　６１６-８００５・京都府京都市右京区龍安寺塔ノ下町・りようあんじとうのしたちよう

　　６１６-８０１６・京都府京都市右京区龍安寺西ノ川町・りようあんじにしのかわちよう

　　６１６-８００７・京都府京都市右京区龍安寺山田町・りようあんじやまたちよう

　　６１２-００００・京都府京都市伏見区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１２-８３２４・京都府京都市伏見区小豆屋町・あずきやちよう

　　６１２-８２０３・京都府京都市伏見区阿波橋町・あわはﾞしちよう

　　６０１-１４３２・京都府京都市伏見区石田内里町・いしだうちさとちよう

　　６０１-１４３１・京都府京都市伏見区石田大受町・いしだおおうけちよう

　　６０１-１４３３・京都府京都市伏見区石田大山町・いしだおおやまちよう

　　６０１-１４３８・京都府京都市伏見区石田川向・いしだかわむかい

　　６０１-１４３５・京都府京都市伏見区石田桜木・いしださくらぎ

　　６０１-１４３６・京都府京都市伏見区石田西ノ坪・いしだにしのつほﾞ

　　６０１-１４３７・京都府京都市伏見区石田森西・ いしだもりにじ

　　６０１-１４３９・京都府京都市伏見区石田森東町・いしだもりひがしちよう

　　６０１-１４３４・京都府京都市伏見区石田森南町・いしだもりみなみちよう

　　６１２-８３１９・京都府京都市伏見区石屋町・いしやちよう

　　６１２-０８０４・京都府京都市伏見区稲荷山官有地・いなりやまかんゆうち

　　６１２-８０５１・京都府京都市伏見区今町・いままち

　　６１２-８０４１・京都府京都市伏見区魚屋町・うおやちよう

　　６１２-８３２１・京都府京都市伏見区越前町・えちぜんちよう

　　６１２-８３０４・京都府京都市伏見区榎町・えのきちよう

　　６１２-８２０１・京都府京都市伏見区恵美酒町・えびすちよう

　　６１２-８３３５・京都府京都市伏見区海老屋町・えびやちよう

　　６１２-８０４８・京都府京都市伏見区大阪町・おおさかまち

　　６１２-８３４４・京都府京都市伏見区大津町・おおつまち

　　６１２-８０７８・京都府京都市伏見区大宮町・おおみやちよう

　　６１２-８０６５・京都府京都市伏見区御駕籠町・おかごちよう

　　６０１-１４６４・京都府京都市伏見区小栗栖石川町・おぐりすいしかわちよう

　　６０１-１４４３・京都府京都市伏見区小栗栖岩ケ淵町・おぐりすいわがふちちよう

　　６０１-１４４４・京都府京都市伏見区小栗栖牛ケ淵町・おぐりすうしがふちちよう

　　６０１-１４４６・京都府京都市伏見区小栗栖北後藤町・おぐりすきたごとうちよう

　　６０１-１４４１・京都府京都市伏見区小栗栖北谷町・おぐりすきただにちよう



　　６０１-１４５５・京都府京都市伏見区小栗栖小阪町・おぐりすこさかちよう

　　６０１-１４６３・京都府京都市伏見区小栗栖中山田町・おぐりすなかやまだちよう

　　６０１-１４５３・京都府京都市伏見区小栗栖西谷町・おぐりすにしだにちよう

　　６０１-１４５２・京都府京都市伏見区小栗栖西ノ峯・おぐりすにしのみね

　　６０１-１４５１・京都府京都市伏見区小栗栖鉢伏・おぐりすはちふせ

　　６０１-１４４２・京都府京都市伏見区小栗栖丸山・おぐりすまるやま

　　６０１-１４５６・京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町・おぐりすみなみごとうちよう

　　６０１-１４６１・京都府京都市伏見区小栗栖宮山・おぐりすみややま

　　６０１-１４４５・京都府京都市伏見区小栗栖森ケ淵町・おぐりすもりがふちちよう

　　６０１-１４６２・京都府京都市伏見区小栗栖森本町・おぐりすもりもとちよう

　　６０１-１４５４・京都府京都市伏見区小栗栖山口町・おぐりすやまぐちちよう

　　６１２-８３５７・京都府京都市伏見区帯屋町・おびやちよう

　　６１２-８２１９・京都府京都市伏見区表町・おもてまち

　　６１２-８３０１・京都府京都市伏見区加賀屋町・かがやちよう

　　６１２-８０４２・京都府京都市伏見区柿木浜町・かきのきはまちよう

　　６１２-８３０７・京都府京都市伏見区景勝町・かげかつちよう

　　６１２-８０７１・京都府京都市伏見区鍛冶屋町・かじやまち

　　６１２-８２０２・京都府京都市伏見区過書町・かしよまち

　　６１２-８１０３・京都府京都市伏見区片桐町・かたぎりちよう

　　６１２-８３６１・京都府京都市伏見区片原町・かたはらちよう

　　６１２-８０４７・京都府京都市伏見区上油掛町・かみあぶらかけちよう

　　６１２-８３１６・京都府京都市伏見区上板橋町・かみいたはﾞしちよう

　　６１２-８３１８・京都府京都市伏見区紙子屋町・かみこやちよう

　　６１２-８３０５・京都府京都市伏見区上神泉苑町・かみしんせんえんちよう

　　６１２-８２１７・京都府京都市伏見区上中町・かみなかちよう

　　６１２-８３０２・京都府京都市伏見区雁金町・かりがねちよう

　　６１２-８３７５・京都府京都市伏見区川東町・かわひがしちよう

　　６１２-８３５６・京都府京都市伏見区革屋町・かわやちよう

　　６１２-８１０１・京都府京都市伏見区観音寺町・かんのんじちよう

　　６１２-８３３１・京都府京都市伏見区菊屋町・きくやちよう

　　６１２-８０７７・京都府京都市伏見区北尼崎町・きたあまがさきちよう

　　６１２-８３８８・京都府京都市伏見区北寝小屋町・きたねこやちよう

　　６１２-８３７２・京都府京都市伏見区北端町・きたはたちよう

　　６１２-８２１８・京都府京都市伏見区北浜町・きたはまちよう

　　６１２-８３６６・京都府京都市伏見区京橋町・きようはﾞしちよう

　　６１２-８０８３・京都府京都市伏見区京町・きようまち

　　６１２-８０８７・京都府京都市伏見区京町大黒町・きようまちだいこくちよう

　　６１２-８０８４・京都府京都市伏見区京町８丁目横町・きようまちはつちようめよこまち

　　６１２-８０８５・京都府京都市伏見区京町南・きようまちみなみ

　　６１２-８０８６・京都府京都市伏見区京町北・きようまちきた

　　６１２-８０８９・京都府京都市伏見区銀座町・ぎんざちよう

　　６１２-８３４２・京都府京都市伏見区久米町・くめちよう

　　６１２-８３６５・京都府京都市伏見区車町・くるままち

　　６１２-８３２９・京都府京都市伏見区黒茶屋町・くろちややちよう

　　６１２-８４９４・京都府京都市伏見区久我東町・こがあずまちよう

　　６１２-８４９１・京都府京都市伏見区久我石原町・こがいしはらちよう

　　６１２-８４９３・京都府京都市伏見区久我御旅町・こがおたびちよう

　　６１２-８４９６・京都府京都市伏見区久我西出町・こがにしでちよう

　　６１２-８４９２・京都府京都市伏見区久我本町・こがほんまち

　　６１２-８４９５・京都府京都市伏見区久我森の宮町・こがもりのみやちよう

　　６１２-８０３９・京都府京都市伏見区御香宮門前町・ごこうぐうもんぜんちよう

　　６１２-８０６４・京都府京都市伏見区紺屋町・こんやまち

　　６１２-８０７４・京都府京都市伏見区指物町・さしものちよう

　　６１２-８１０９・京都府京都市伏見区讃岐町・さぬきちよう

　　６１２-８０４６・京都府京都市伏見区塩屋町・しおやまち

　　６１２-８３７４・京都府京都市伏見区治部町・じぶちよう

　　６１２-８３７７・京都府京都市伏見区島津町・しまつﾞちよう

　　６１２-８３２５・京都府京都市伏見区清水町・しみずちよう

　　６１２-８３６４・京都府京都市伏見区下油掛町・しもあぶらかけちよう

　　６１２-８０７３・京都府京都市伏見区下板橋町・しもいたはﾞしちよう

　　６１２-８３０６・京都府京都市伏見区下神泉苑町・しもしんせんえんちよう

　　６１２-８４７１・京都府京都市伏見区下鳥羽長田町・しもとはﾞおさだちよう

　　６１２-８２４８・京都府京都市伏見区下鳥羽上三栖町・しもとはﾞかみみすちよう

　　６１２-８４６８・京都府京都市伏見区下鳥羽上向島町・しもとはﾞかみむかいじまちよう

　　６１２-８４９７・京都府京都市伏見区下鳥羽北円面田町・しもとはﾞきたえんめんでんちよう

　　６１２-８４７６・京都府京都市伏見区下鳥羽北三町・しもとはﾞきたさんちよう

　　６１２-８３９２・京都府京都市伏見区下鳥羽北ノ口町・しもとはﾞきたのくちちよう

　　６１２-８３８５・京都府京都市伏見区下鳥羽小柳町・しもとはﾞこやなぎちよう

　　６１２-８３８４・京都府京都市伏見区下鳥羽浄春ケ前町・しもとはﾞじようしゆんがまえちよう

　　６１２-８４６６・京都府京都市伏見区下鳥羽城ノ越町・しもとはﾞしろのこしちよう



　　６１２-８３９１・京都府京都市伏見区下鳥羽芹川町・しもとはﾞせりかわちよう

　　６１２-８２０８・京都府京都市伏見区下鳥羽但馬町・しもとはﾞたじまちよう

　　６１２-８４９８・京都府京都市伏見区下鳥羽中円面田町・しもとはﾞなかえんめんでんちよう

　　６１２-８４７７・京都府京都市伏見区下鳥羽中三町・しもとはﾞなかさんちよう

　　６１２-８３９４・京都府京都市伏見区下鳥羽西芹川町・しもとはﾞにしせりかわちよう

　　６１２-８４８９・京都府京都市伏見区下鳥羽西柳長町・しもとはﾞにしやなぎおさちよう

　　６１２-８３９５・京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町・しもとはﾞひがしせりかわちよう

　　６１２-８４８８・京都府京都市伏見区下鳥羽東柳長町・しもとはﾞひがしやなぎおさちよう

　　６１２-８３８７・京都府京都市伏見区下鳥羽平塚町・しもとはﾞひらつかちよう

　　６１２-８４７３・京都府京都市伏見区下鳥羽広長町・しもとはﾞひろおさちよう

　　６１２-８４６７・京都府京都市伏見区下鳥羽前田町・しもとはﾞまえだちよう

　　６１２-８４９９・京都府京都市伏見区下鳥羽南円面田町・しもとはﾞみなみえんめんでんちよう

　　６１２-８４７８・京都府京都市伏見区下鳥羽南三町・しもとはﾞみなみさんちよう

　　６１２-８４９０・京都府京都市伏見区下鳥羽南柳長町・しもとはﾞみなみやなぎおさちよう

　　６１２-８２０９・京都府京都市伏見区下鳥羽南六反長町・しもとはﾞみなみろくたんながちよう

　　６１２-８３８１・京都府京都市伏見区下鳥羽葭田町・しもとはﾞよしでんちよう

　　６１２-８３８６・京都府京都市伏見区下鳥羽澱女町・しもとはﾞよどめちよう

　　６１２-８２０６・京都府京都市伏見区下鳥羽六反長町・しもとはﾞろくたんながちよう

　　６１２-８３９３・京都府京都市伏見区下鳥羽渡瀬町・しもとはﾞわたりせちよう

　　６１２-８２１６・京都府京都市伏見区下中町・しもなかちよう

　　６１２-００８５・京都府京都市伏見区撞木町・しゆもくまち

　　６１２-８３４１・京都府京都市伏見区聚楽町（丁目）・じゆらくまち

　　６１２-８３４３・京都府京都市伏見区聚楽町（)・じゆらくまち

　　６１２-８０６７・京都府京都市伏見区城通町・じようどおりちよう

　　６１２-８３３３・京都府京都市伏見区白銀町・しろがねちよう

　　６１２-８２１５・京都府京都市伏見区新中町・しんなかちよう

　　６１２-８０８１・京都府京都市伏見区新町・しんまち

　　６１２-８３６８・京都府京都市伏見区周防町・すおうちよう

　　６１２-８２３１・京都府京都市伏見区杉本町・すぎもとちよう

　　６１２-００５１・京都府京都市伏見区墨染町・すみぞめちよう

　　６１２-８３１４・京都府京都市伏見区住吉町・すみよしちよう

　　６１２-８０５２・京都府京都市伏見区瀬戸物町・せとものちよう

　　６０１-１３４７・京都府京都市伏見区醍醐合場町・だいごあいはﾞちよう

　　６０１-１３２３・京都府京都市伏見区醍醐赤間南裏町・だいごあかまみなみうらちよう

　　６０１-１３６２・京都府京都市伏見区醍醐池田町・だいごいけだちよう

　　６０１-１３５１・京都府京都市伏見区醍醐和泉町・だいごいずみちよう

　　６０１-１３３５・京都府京都市伏見区醍醐一言寺裏町・だいごいちごんじうらちよう

　　６０１-１３８７・京都府京都市伏見区醍醐一ノ切町・だいごいちのきりちよう

　　６０１-１３７１・京都府京都市伏見区醍醐上ノ山町・だいごうえのやまちよう

　　６０１-１３０２・京都府京都市伏見区醍醐内ケ井戸・だいごうちがいど

　　６０１-１３６４・京都府京都市伏見区醍醐江奈志町・だいごえなしちよう

　　６０１-１３６６・京都府京都市伏見区醍醐大構町・だいごおおかまえちよう

　　６０１-１３１１・京都府京都市伏見区醍醐大高町・だいごおおたかちよう

　　６０１-１３０３・京都府京都市伏見区醍醐大畑町・だいごおおはたちよう

　　６０１-１３３８・京都府京都市伏見区醍醐落保町・だいごおちほﾞちよう

　　６０１-１３７６・京都府京都市伏見区醍醐折戸町・だいごおりどちよう

　　６０１-１３６３・京都府京都市伏見区醍醐鍵尾町・だいごかぎおちよう

　　６０１-１３０５・京都府京都市伏見区醍醐柿原町・だいごかきはらちよう

　　６０１-１３３６・京都府京都市伏見区醍醐柏森町・だいごかしわもりちよう

　　６０１-１３１２・京都府京都市伏見区醍醐片山町・だいごかたやまちよう

　　６０１-１３５４・京都府京都市伏見区醍醐構口町・だいごかまえぐちちよう

　　６０１-１３３３・京都府京都市伏見区醍醐上端山町・だいごかみはやまちよう

　　６０１-１３４２・京都府京都市伏見区醍醐上山口町・だいごかみやまぐちちよう

　　６０１-１３０１・京都府京都市伏見区醍醐上山田・だいごかみやまだ

　　６０１-１３１５・京都府京都市伏見区醍醐烏橋町・だいごからすはﾞしちよう

　　６０１-１３２４・京都府京都市伏見区醍醐伽藍町・だいごがらんちよう

　　６０１-１３７８・京都府京都市伏見区醍醐川久保町・だいごかわくほﾞちよう

　　６０１-１３４１・京都府京都市伏見区醍醐岸ノ上町・だいごきしのうえちよう

　　６０１-１３２２・京都府京都市伏見区醍醐北伽藍町・だいごきたがらんちよう

　　６０１-１３８１・京都府京都市伏見区醍醐北谷・だいごきただに

　　６０１-１３７７・京都府京都市伏見区醍醐北西裏町・だいごきたにしうらちよう

　　６０１-１３２１・京都府京都市伏見区醍醐北端山・だいごきたはやま

　　６０１-１３１７・京都府京都市伏見区醍醐京道町・だいごきようみちちよう

　　６０１-１３２７・京都府京都市伏見区醍醐切レ戸町・だいごきれどちよう

　　６０１-１３０８・京都府京都市伏見区醍醐御所ノ内・だいごごしよのうち

　　６０１-１３６１・京都府京都市伏見区醍醐御霊ケ下町・だいごごりようがしたちよう

　　６０１-１３１４・京都府京都市伏見区醍醐御陵西裏町・だいごごりようにしうらちよう

　　６０１-１３１３・京都府京都市伏見区醍醐御陵東裏町・だいごごりようひがしうらちよう

　　６０１-１３８７・京都府京都市伏見区醍醐三ノ切・だいごさんのきり

　　６０１-１３３２・京都府京都市伏見区醍醐下端山町・だいごしもはやまちよう



　　６０１-１３４３・京都府京都市伏見区醍醐下山口町・だいごしもやまぐちちよう

　　６０１-１３３４・京都府京都市伏見区醍醐勝口町・だいごしようくちちよう

　　６０１-１３６５・京都府京都市伏見区醍醐新開・だいごしんかい

　　６０１-１３２６・京都府京都市伏見区醍醐新町裏町・だいごしんまちうらまち

　　６０１-１３４５・京都府京都市伏見区醍醐外山街道町・だいごそとやまかいどうちよう

　　６０１-１３８３・京都府京都市伏見区醍醐醍醐山・だいごだいごやま

　　６０１-１３８４・京都府京都市伏見区醍醐高田・だいごたかだ

　　６０１-１３７５・京都府京都市伏見区醍醐高畑町・だいごたかはたちよう

　　６０１-１３５５・京都府京都市伏見区醍醐多近田町・だいごたこんだちよう

　　６０１-１３４４・京都府京都市伏見区醍醐辰巳町・だいごたつみちよう

　　６０１-１３８６・京都府京都市伏見区醍醐陀羅谷・だいごだらたに

　　６０１-１３５７・京都府京都市伏見区醍醐僧尊坊町・だいごどどんほﾞうちよう

　　６０１-１３７３・京都府京都市伏見区醍醐中山町・だいごなかやまちよう

　　６０１-１３７４・京都府京都市伏見区醍醐西大路町・だいごにしおおじちよう

　　６０１-１３８７・京都府京都市伏見区醍醐二ノ切町・だいごにのきりちよう

　　６０１-１３０７・京都府京都市伏見区醍醐狭間・だいごはざま

　　６０１-１３４６・京都府京都市伏見区醍醐東合場町・だいごひがしあいはﾞちよう

　　６０１-１３２５・京都府京都市伏見区醍醐東大路町・だいごひがしおおじちよう

　　６０１-１３７２・京都府京都市伏見区醍醐平松町・だいごひらまつちよう

　　６０１-１３１６・京都府京都市伏見区醍醐古道町・だいごふるみちちよう

　　６０１-１３３７・京都府京都市伏見区醍醐槇ノ内町・だいごまきのうちちよう

　　６０１-１３１８・京都府京都市伏見区醍醐廻り戸町・だいごまわりどちよう

　　６０１-１３５３・京都府京都市伏見区醍醐御園尾町・だいごみそのおちよう

　　６０１-１３５２・京都府京都市伏見区醍醐南里町・だいごみなみさとちよう

　　６０１-１３８２・京都府京都市伏見区醍醐南谷・だいごみなみだに

　　６０１-１３５６・京都府京都市伏見区醍醐南西裏町・だいごみなみにしうらちよう

　　６０１-１３３１・京都府京都市伏見区醍醐南端山町・だいごみなみはやまちよう

　　６０１-１３８５・京都府京都市伏見区醍醐宮ノ下町・だいごみやのしたちよう

　　６０１-１３０４・京都府京都市伏見区醍醐山ケ鼻・だいごやまがはな

　　６０１-１３０６・京都府京都市伏見区醍醐連蔵・だいごれんぞう

　　６１２-８０６２・京都府京都市伏見区鷹匠町・たかじようちよう

　　６１２-８４２６・京都府京都市伏見区竹田青池町・たけだあおいけちよう

　　６１２-８４２３・京都府京都市伏見区竹田内畑町・たけだうちはたちよう

　　６１２-８４２１・京都府京都市伏見区竹田桶ノ井町・たけだおけのいちよう

　　６１２-８４４２・京都府京都市伏見区竹田狩賀町・たけだかるがちよう

　　６１２-８４１９・京都府京都市伏見区竹田北三ツ杭町・たけだきたみつぐいちよう

　　６１２-８４１１・京都府京都市伏見区竹田久保町・たけだくほﾞちよう

　　６１２-８４４５・京都府京都市伏見区竹田浄菩提院町・たけだじようほﾞだいいんちよう

　　６１２-８４４１・京都府京都市伏見区竹田醍醐田町・たけだだいごでんちよう

　　６１２-８４２５・京都府京都市伏見区竹田田中殿町・たけだたなかでんちよう

　　６１２-８４４４・京都府京都市伏見区竹田田中宮町・たけだたなかみやちよう

　　６１２-８４１４・京都府京都市伏見区竹田段川原町・たけだだんがわらちよう

　　６１２-８４５０・京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町・たけだとはﾞどのちよう

　　６１２-８４４６・京都府京都市伏見区竹田中内畑町・たけだなかうちはたちよう

　　６１２-８４１２・京都府京都市伏見区竹田中川原町・たけだなかがわらちよう

　　６１２-８４１５・京都府京都市伏見区竹田中島町・たけだなかじまちよう

　　６１２-８４２２・京都府京都市伏見区竹田七瀬川町・たけだななせがわちよう

　　６１２-８４４７・京都府京都市伏見区竹田西内畑町・たけだにしうちはたちよう

　　６１２-８４２８・京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町・たけだにしおけのいちよう

　　６１２-８４４９・京都府京都市伏見区竹田西小屋ノ内町・たけだにしこやのうちちよう

　　６１２-８４２９・京都府京都市伏見区竹田西段川原町・たけだにしだんがわらちよう

　　６１２-８４４８・京都府京都市伏見区竹田東小屋ノ内町・たけだひがしこやのうちちよう

　　６１２-８４５４・京都府京都市伏見区竹田泓ノ川町・たけだふけのがわちよう

　　６１２-８３７１・京都府京都市伏見区竹田松林町・たけだまつはﾞやしちよう

　　６１２-８４２７・京都府京都市伏見区竹田真幡木町・たけだまはたぎちよう

　　６１２-８４１３・京都府京都市伏見区竹田三ツ杭町・たけだみつぐいちよう

　　６１２-８４１８・京都府京都市伏見区竹田向代町・たけだむかいしろちよう

　　６１２-８４１７・京都府京都市伏見区竹田向代町川町・たけだむかいしろちようかわまち

　　６１２-８４１６・京都府京都市伏見区竹田流池町・たけだりゆうちちよう

　　６１２-８４４３・京都府京都市伏見区竹田藁屋町・たけだわらやちよう

　　６１２-８０６１・京都府京都市伏見区竹中町・たけなかちよう

　　６１２-８３３２・京都府京都市伏見区樽屋町・たるやちよう

　　６１２-８０４４・京都府京都市伏見区丹後町・たんごちよう

　　６１２-８２２１・京都府京都市伏見区弾正町・だんじようちよう

　　６１２-８０７２・京都府京都市伏見区丹波橋町・たんはﾞはﾞしちよう

　　６１２-８３１２・京都府京都市伏見区津知橋町・つちはﾞしちよう

　　６１２-８３５９・京都府京都市伏見区問屋町・といやまち

　　６１２-８１０２・京都府京都市伏見区道阿弥町・どうあみちよう

　　６１２-８３２８・京都府京都市伏見区等安町・とうあんちよう

　　６１２-８１０７・京都府京都市伏見区桃陵町・とうりようちよう



　　６１２-８０３５・京都府京都市伏見区常盤町・ときわちよう

　　６１２-８３５１・京都府京都市伏見区土橋町・どはﾞしちよう

　　６１２-８３０８・京都府京都市伏見区鳥羽町・とはﾞまち

　　６１２-８０５６・京都府京都市伏見区中油掛町・なかあぶらかけちよう

　　６１２-８４６２・京都府京都市伏見区中島秋ノ山町・なかじまあきのやまちよう

　　６１２-８４６９・京都府京都市伏見区中島河原田町・なかじまかわらでんちよう

　　６１２-８４５１・京都府京都市伏見区中島北ノ口町・なかじまきたのくちちよう

　　６１２-８４６３・京都府京都市伏見区中島御所ノ内町・なかじまごしよのうちちよう

　　６１２-８４５５・京都府京都市伏見区中島外山町・なかじまそとやまちよう

　　６１２-８４５９・京都府京都市伏見区中島鳥羽離宮町・なかじまとはﾞりきゆうちよう

　　６１２-８４５６・京都府京都市伏見区中島中道町・なかじまなかみちちよう

　　６１２-８４６５・京都府京都市伏見区中島樋ノ上町・なかじまひのかみちよう

　　６１２-８４５２・京都府京都市伏見区中島堀端町・なかじまほりはﾞたちよう

　　６１２-８４６４・京都府京都市伏見区中島前山町・なかじままえやまちよう

　　６１２-８４５７・京都府京都市伏見区中島宮ノ前町・なかじまみやのまえちよう

　　６１２-８４６１・京都府京都市伏見区中島流作町・なかじまりゆうさくちよう

　　６１２-８３１５・京都府京都市伏見区中之町・なかのちよう

　　６１２-８０３８・京都府京都市伏見区鍋島町・なべしまちよう

　　６１２-８３６３・京都府京都市伏見区納屋町・なやまち

　　６１２-８３１１・京都府京都市伏見区奈良屋町・ならやちよう

　　６１２-８３４７・京都府京都市伏見区成町・なるまち

　　６１２-８０５９・京都府京都市伏見区南部町・なんぶまち

　　６１２-８３５８・京都府京都市伏見区西尼崎町・にしあまがさきちよう

　　６１２-８３６２・京都府京都市伏見区西大手町・にしおおてちよう

　　６１２-８３１３・京都府京都市伏見区西鍵屋町・にしかぎやちよう

　　６１２-８３４５・京都府京都市伏見区西堺町・にしさかいまち

　　６１２-８３２７・京都府京都市伏見区西朱雀町・にししゆじやくちよう

　　６１２-８３３７・京都府京都市伏見区西大黒町・にしだいこくちよう

　　６１２-８３７６・京都府京都市伏見区西大文字町・にしだいもんじちよう

　　６１２-８２１４・京都府京都市伏見区西浜町・にしはまちよう

　　６１２-８１０４・京都府京都市伏見区西奉行町・にしぶぎようちよう

　　６１２-００８３・京都府京都市伏見区西桝屋町・にしますやちよう

　　６１２-８３５４・京都府京都市伏見区西町・にしまち

　　６１２-８２１２・京都府京都市伏見区西柳町・にしやなぎちよう

　　６１２-８２７３・京都府京都市伏見区納所和泉屋・のうそいずみや

　　６１２-８２６８・京都府京都市伏見区納所大野・のうそおおの

　　６１２-８２７１・京都府京都市伏見区納所岸ノ下・のうそきしのした

　　６１２-８２７９・京都府京都市伏見区納所北城堀・のうそきたしろほﾞり

　　６１２-８２６７・京都府京都市伏見区納所下野・のうそしもの

　　６１２-８２７２・京都府京都市伏見区納所中河原・のうそなかがわら

　　６１２-８２７４・京都府京都市伏見区納所星柳・のうそほしやなぎ

　　６１２-８２７８・京都府京都市伏見区納所南城堀・のうそみなみしろほﾞり

　　６１２-８２７７・京都府京都市伏見区納所妙徳寺・のうそみようとくじ

　　６１２-８２７６・京都府京都市伏見区納所薬師堂・のうそやくしどう

　　６１２-８２７５・京都府京都市伏見区納所町・のうそちよう

　　６１２-８４８４・京都府京都市伏見区羽束師鴨川町・はつﾞかしかもがわちよう

　　６１２-８４８５・京都府京都市伏見区羽束師志水町・はつﾞかししみずちよう

　　６１２-８４８７・京都府京都市伏見区羽束師菱川町・はつﾞかしひしかわちよう

　　６１２-８４８６・京都府京都市伏見区羽束師古川町・はつﾞかしふるかわちよう

　　６１２-８０５３・京都府京都市伏見区東大手町・ひがしおおてちよう

　　６１２-８０６３・京都府京都市伏見区東組町・ひがしくみちよう

　　６１２-８０６６・京都府京都市伏見区東堺町・ひがしさかいまち

　　６１２-８３２６・京都府京都市伏見区東朱雀町・ひがししゆじやくちよう

　　６１２-８３３６・京都府京都市伏見区東大黒町・ひがしだいこくちよう

　　６１２-８３３４・京都府京都市伏見区東大文字町・ひがしだいもんじちよう

　　６１２-８２１３・京都府京都市伏見区東浜南町・ひがしはまみなみちよう

　　６１２-８３５５・京都府京都市伏見区東菱屋町・ひがしひしやちよう

　　６１２-８１０５・京都府京都市伏見区東奉行町・ひがしぶぎようちよう

　　６１２-８３５３・京都府京都市伏見区東町・ひがしまち

　　６１２-８２１１・京都府京都市伏見区東柳町・ひがしやなぎちよう

　　６１２-８３５２・京都府京都市伏見区肥後町・ひごまち

　　６１２-８３０３・京都府京都市伏見区菱屋町・ひしやちよう

　　６０１-１４１６・京都府京都市伏見区日野岡西町・ひのおかにしちよう

　　６０１-１４１４・京都府京都市伏見区日野奥出・ひのおくで

　　６０１-１４０４・京都府京都市伏見区日野北川頬・ひのきたかわつﾞら

　　６０１-１４０１・京都府京都市伏見区日野北山・ひのきたやま

　　６０１-１４１１・京都府京都市伏見区日野慈悲町・ひのじひちよう

　　６０１-１４２４・京都府京都市伏見区日野田頬町・ひのたつﾞらちよう

　　６０１-１４２５・京都府京都市伏見区日野田中町・ひのたなかちよう

　　６０１-１４１３・京都府京都市伏見区日野谷田町・ひのたにだちよう



　　６０１-１４０６・京都府京都市伏見区日野谷寺町・ひのたにでらちよう

　　６０１-１４２６・京都府京都市伏見区日野西川頬・ひのにしかわつﾞら

　　６０１-１４１７・京都府京都市伏見区日野西大道町・ひのにしだいどうちよう

　　６０１-１４２３・京都府京都市伏見区日野西風呂町・ひのにしふろちよう

　　６０１-１４１５・京都府京都市伏見区日野野色町・ひののいろちよう

　　６０１-１４１２・京都府京都市伏見区日野畑出町・ひのはたでちよう

　　６０１-１４０５・京都府京都市伏見区日野林・ ひのはやじ

　　６０１-１４２１・京都府京都市伏見区日野馬場出町・ひのはﾞんはﾞてちよう

　　６０１-１４２２・京都府京都市伏見区日野不動講町・ひのふどうこうちよう

　　６０１-１４０３・京都府京都市伏見区日野船尾・ひのふなお

　　６０１-１４０２・京都府京都市伏見区日野南山・ひのみなみやま

　　６１２-８２２２・京都府京都市伏見区平戸町・ひらどちよう

　　６１２-８０５７・京都府京都市伏見区平野町・ひらのちよう

　　６１２-０００４・京都府京都市伏見区深草相深町・ふかくさあいふかちよう

　　６１２-０８２５・京都府京都市伏見区深草鐙ケ谷町・ふかくさあぶみがたにちよう

　　６１２-００３１・京都府京都市伏見区深草池ノ内町・ふかくさいけのうちちよう

　　６１２-００２８・京都府京都市伏見区深草飯食町・ふかくさいじきちよう

　　６１２-０８１５・京都府京都市伏見区深草飯食山町・ふかくさいじきやまちよう

　　６１２-００４５・京都府京都市伏見区深草石橋町・ふかくさいしはﾞしちよう

　　６１２-００１２・京都府京都市伏見区深草一ノ坪町・ふかくさいちのつほﾞちよう

　　６１２-０８０８・京都府京都市伏見区深草稲荷榎木橋町・ふかくさいなりえのきはﾞしちよう

　　６１２-０８８１・京都府京都市伏見区深草稲荷御前町・ふかくさいなりおんまえちよう

　　６１２-００１４・京都府京都市伏見区深草稲荷鳥居前町・ふかくさいなりとりいまえちよう

　　６１２-０８０７・京都府京都市伏見区深草稲荷中之町・ふかくさいなりなかのちよう

　　６１２-０８３７・京都府京都市伏見区深草稲荷山町・ふかくさいなりやまちよう

　　６１２-００１７・京都府京都市伏見区深草今在家町・ふかくさいまざいけちよう

　　６１２-０８１６・京都府京都市伏見区深草馬谷町・ふかくさうまたにちよう

　　６１２-８４３１・京都府京都市伏見区深草越後屋敷町・ふかくさえちごやしきちよう

　　６１２-００８１・京都府京都市伏見区深草大島屋敷町・ふかくさおおしまやしきちよう

　　６１２-８４０３・京都府京都市伏見区深草ヲカヤ町・ふかくさおかやちよう

　　６１２-０８０５・京都府京都市伏見区深草開土口町・ふかくさかいどぐちちよう

　　６１２-０８０６・京都府京都市伏見区深草開土町・ふかくさかいどちよう

　　６１２-８４３４・京都府京都市伏見区深草加賀屋敷町・ふかくさかがやしきちよう

　　６１２-０８２６・京都府京都市伏見区深草兜山町・ふかくさかぶとやまちよう

　　６１２-０００６・京都府京都市伏見区深草上横縄町・ふかくさかみよこなわちよう

　　６１２-０８７５・京都府京都市伏見区深草枯木町・ふかくさかれきちよう

　　６１２-８４０２・京都府京都市伏見区深草川久保町・ふかくさかわくほﾞちよう

　　６１２-０８７３・京都府京都市伏見区深草瓦町・ふかくさかわらまち

　　６１２-０８０９・京都府京都市伏見区深草願成町・ふかくさがんしようちよう

　　６１２-８４０５・京都府京都市伏見区深草勧進橋町・ふかくさかんじんはﾞしちよう

　　６１２-００４１・京都府京都市伏見区深草北鍵屋町・ふかくさきたかぎやちよう

　　６１２-００４４・京都府京都市伏見区深草北新町・ふかくさきたしんまち

　　６１２-００３５・京都府京都市伏見区深草北蓮池町・ふかくさきたはすいけちよう

　　６１２-００２５・京都府京都市伏見区深草キトロ町・ふかくさきとろちよう

　　６１２-０８２４・京都府京都市伏見区深草霧ケ谷町・ふかくさきりがたにちよう

　　６１２-０８２２・京都府京都市伏見区深草鞍ケ谷・ふかくさくらがたに

　　６１２-０８０３・京都府京都市伏見区深草車阪町・ふかくさくるまざかちよう

　　６１２-００１６・京都府京都市伏見区深草ケナサ町・ふかくさけなさちよう

　　６１２-８４３７・京都府京都市伏見区深草小久保町・ふかくさこくほﾞちよう

　　６１２-０８８６・京都府京都市伏見区深草極楽寺町・ふかくさごくらくじちよう

　　６１２-０８１３・京都府京都市伏見区深草極楽寺山町・ふかくさごくらくじやまちよう

　　６１２-００２７・京都府京都市伏見区深草極楽町・ふかくさごくらくちよう

　　６１２-８４３９・京都府京都市伏見区深草五反田町・ふかくさごたんだちよう

　　６１２-００８７・京都府京都市伏見区深草紺屋町・ふかくさこんやちよう

　　６１２-０８１１・京都府京都市伏見区深草笹山町・ふかくさささやまちよう

　　６１２-００８９・京都府京都市伏見区深草佐野屋敷町・ふかくささのやしきちよう

　　６１２-８４３２・京都府京都市伏見区深草柴田屋敷町・ふかくさしはﾞたやしきちよう

　　６１２-８４０１・京都府京都市伏見区深草下川原町・ふかくさしもがわらちよう

　　６１２-０００１・京都府京都市伏見区深草下高松町・ふかくさしもたかまつちよう

　　６１２-０００７・京都府京都市伏見区深草下横縄町・ふかくさしもよこなわちよう

　　６１２-０８６６・京都府京都市伏見区深草十九軒町・ふかくさじゆうきゆうけんちよう

　　６１２-０８０１・京都府京都市伏見区深草正覚町・ふかくさしようかくちよう

　　６１２-０８７２・京都府京都市伏見区深草真宗院山町・ふかくさしんじゆういんやまちよう

　　６１２-０８３８・京都府京都市伏見区深草神明講谷町・ふかくさしんめいこうだにちよう

　　６１２-８４３６・京都府京都市伏見区深草新門丈町・ふかくさしんもんじようちよう

　　６１２-００１１・京都府京都市伏見区深草鈴塚町・ふかくさすずつかちよう

　　６１２-００１５・京都府京都市伏見区深草ススハキ町・ふかくさすすはきちよう

　　６１２-０８２８・京都府京都市伏見区深草砂子谷町・ふかくさすなこだにちよう

　　６１２-００５２・京都府京都市伏見区深草墨染町・ふかくさすみぞめちよう

　　６１２-０８８３・京都府京都市伏見区深草石峰寺山町・ふかくさせきほうじやまちよう



　　６１２-００３７・京都府京都市伏見区深草関屋敷町・ふかくさせきやしきちよう

　　６１２-００３８・京都府京都市伏見区深草仙石屋敷町・ふかくさせんごくやしきちよう

　　６１２-８４３３・京都府京都市伏見区深草善導寺町・ふかくさぜんどうじちよう

　　６１２-０８７７・京都府京都市伏見区深草僧坊町・ふかくさそうほﾞうちよう

　　６１２-０８１９・京都府京都市伏見区深草僧坊山町・ふかくさそうほﾞうやまちよう

　　６１２-０８８８・京都府京都市伏見区深草大門町・ふかくさだいもんちよう

　　６１２-０８２９・京都府京都市伏見区深草谷口町・ふかくさたにぐちちよう

　　６１２-０８７８・京都府京都市伏見区深草田谷町・ふかくさたやちよう

　　６１２-００２３・京都府京都市伏見区深草町通町・ふかくさちようどおりちよう

　　６１２-００２１・京都府京都市伏見区深草塚本町・ふかくさつかもとちよう

　　６１２-００３３・京都府京都市伏見区深草寺内町・ふかくさてらうちちよう

　　６１２-００８８・京都府京都市伏見区深草出羽屋敷町・ふかくさでわやしきちよう

　　６１２-０８２３・京都府京都市伏見区深草東軸町・ふかくさとうじくちよう

　　６１２-０８１４・京都府京都市伏見区深草砥粉山町・ふかくさとのこやまちよう

　　６１２-０８６４・京都府京都市伏見区深草鳥居崎町・ふかくさとりいざきちよう

　　６１２-０００２・京都府京都市伏見区深草中川原町・ふかくさなかがわらちよう

　　６１２-０８１８・京都府京都市伏見区深草中ノ郷山町・ふかくさなかのごうやまちよう

　　６１２-００４９・京都府京都市伏見区深草中ノ島町・ふかくさなかのしまちよう

　　６１２-００３４・京都府京都市伏見区深草七瀬川町・ふかくさななせがわちよう

　　６１２-０８０２・京都府京都市伏見区深草南明町・ふかくさなんめいちよう

　　６１２-００３２・京都府京都市伏見区深草西飯食町・ふかくさにしいじきちよう

　　６１２-００２９・京都府京都市伏見区深草西浦町・ふかくさにしうらちよう

　　６１２-０００９・京都府京都市伏見区深草西川原町・ふかくさにしがわらちよう

　　６１２-０８７６・京都府京都市伏見区深草西伊達町・ふかくさにしだてちよう

　　６１２-０８７９・京都府京都市伏見区深草西出町・ふかくさにしでちよう

　　６１２-０８８４・京都府京都市伏見区深草西出山町・ふかくさにしでやまちよう

　　６１２-００２４・京都府京都市伏見区深草野田町・ふかくさのだちよう

　　６１２-０８８７・京都府京都市伏見区深草野手町・ふかくさのでちよう

　　６１２-００１３・京都府京都市伏見区深草祓川町・ふかくさはらいがわちよう

　　６１２-０８２１・京都府京都市伏見区深草東瓦町・ふかくさひがしがわらまち

　　６１２-０８７４・京都府京都市伏見区深草東伊達町・ふかくさひがしだてちよう

　　６１２-００１９・京都府京都市伏見区深草平田町・ふかくさひらたちよう

　　６１２-００１８・京都府京都市伏見区深草フケノ内町・ふかくさふけのうちちよう

　　６１２-８４３５・京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町・ふかくさふけのつほﾞちよう

　　６１２-０００３・京都府京都市伏見区深草藤田坪町・ふかくさふじたのつほﾞちよう

　　６１２-０８６５・京都府京都市伏見区深草藤森玄蕃町・ふかくさふじのもりげんはﾞちよう

　　６１２-０８６３・京都府京都市伏見区深草藤森町・ふかくさふじのもりちよう

　　６１２-８４３８・京都府京都市伏見区深草フチ町・ふかくさふちちよう

　　６１２-０８７１・京都府京都市伏見区深草坊町・ふかくさほﾞうちよう

　　６１２-０８８５・京都府京都市伏見区深草宝塔寺山町・ふかくさほうとうじやまちよう

　　６１２-０８１２・京都府京都市伏見区深草坊山町・ふかくさほﾞうやまちよう

　　６１２-００２６・京都府京都市伏見区深草堀田町・ふかくさほつたちよう

　　６１２-０８３９・京都府京都市伏見区深草本寺山町・ふかくさほんじやまちよう

　　６１２-００３６・京都府京都市伏見区深草南蓮池町・ふかくさみなみはすいけちよう

　　６１２-０８２７・京都府京都市伏見区深草宮谷町・ふかくさみやたにちよう

　　６１２-０８１７・京都府京都市伏見区深草向ケ原町・ふかくさむかいがはらちよう

　　６１２-８４０４・京都府京都市伏見区深草向川原町・ふかくさむかいがわらちよう

　　６１２-０８６１・京都府京都市伏見区深草向畑町・ふかくさむかいはたちよう

　　６１２-０００５・京都府京都市伏見区深草森吉町・ふかくさもりよしちよう

　　６１２-０８８２・京都府京都市伏見区深草薮之内町・ふかくさやぶのうちちよう

　　６１２-００８２・京都府京都市伏見区深草山村町・ふかくさやまむらちよう

　　６１２-００４２・京都府京都市伏見区深草芳永町・ふかくさよしながちよう

　　６１２-００４３・京都府京都市伏見区深草芳本町・ふかくさよしもとちよう

　　６１２-０００８・京都府京都市伏見区深草六反田町・ふかくさろくたんだちよう

　　６１２-００２２・京都府京都市伏見区深草綿森町・ふかくさわたもりちよう

　　６１２-０８３６・京都府京都市伏見区深草大亀谷安信町・ふかくさおおかめだにあんしんちよう

　　６１２-０８３３・京都府京都市伏見区深草大亀谷岩山町・ふかくさおおかめだにいわやまちよう

　　６１２-０８４２・京都府京都市伏見区深草大亀谷大谷町・ふかくさおおかめだにおおたにちよう

　　６１２-０８４７・京都府京都市伏見区深草大亀谷大山町・ふかくさおおかめだにおおやまちよう

　　６１２-００４８・京都府京都市伏見区深草大亀谷金森出雲町・ふかくさおおかめだにかなもりいずも

ちよう

　　６１２-０８５２・京都府京都市伏見区深草大亀谷五郎太町・ふかくさおおかめだにごろうたちよう

　　６１２-０８４５・京都府京都市伏見区深草大亀谷敦賀町・ふかくさおおかめだにつるがちよう

　　６１２-００４７・京都府京都市伏見区深草大亀谷内膳町・ふかくさおおかめだにないぜんちよう

　　６１２-０８６２・京都府京都市伏見区深草大亀谷西久宝寺町・ふかくさおおかめだににしきゆうほう

じちよう

　　６１２-０８４９・京都府京都市伏見区深草大亀谷西寺町・ふかくさおおかめだににしでらちよう

　　６１２-０８３２・京都府京都市伏見区深草大亀谷東安信町・ふかくさおおかめだにひがしあんしんち

よう

　　６１２-０８４１・京都府京都市伏見区深草大亀谷東久宝寺町・ふかくさおおかめだにひがしきゆうほ



うじちよう

　　６１２-０８４８・京都府京都市伏見区深草大亀谷東寺町・ふかくさおおかめだにひがしでらちよう

　　６１２-０８４４・京都府京都市伏見区深草大亀谷東古御香町・ふかくさおおかめだにひがしふるごこ

うちよう

　　６１２-０８４３・京都府京都市伏見区深草大亀谷古御香町・ふかくさおおかめだにふるごこうちよう

　　６１２-０８４６・京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町・ふかくさおおかめだにまんじようじきち

よう

　　６１２-００４６・京都府京都市伏見区深草大亀谷八島町・ふかくさおおかめだにやしまちよう

　　６１２-０８５１・京都府京都市伏見区深草大亀谷六躰町・ふかくさおおかめだにろくたいちよう

　　６１２-０８８９・京都府京都市伏見区深草直違橋・ ふかくさすじかいはﾞじ

　　６１２-０８６７・京都府京都市伏見区深草直違橋片町・ふかくさすじかいはﾞしかたまち

　　６１２-０８６８・京都府京都市伏見区深草直違橋南・ふかくさすじかいはﾞしみなみ

　　６１２-０８６９・京都府京都市伏見区深草直違橋北・ふかくさすじかいはﾞしきた

　　６１２-８１０８・京都府京都市伏見区奉行前町・ぶぎようまえちよう

　　６１２-８３３８・京都府京都市伏見区舞台町・ぶたいちよう

　　６１２-８０５８・京都府京都市伏見区風呂屋町・ふろやまち

　　６１２-８１０６・京都府京都市伏見区豊後橋町・ぶんごはﾞしちよう

　　６１２-８０５５・京都府京都市伏見区伯耆町・ほうきちよう

　　６１２-８３１７・京都府京都市伏見区堀詰町・ほりつﾞめちよう

　　６１２-８０７５・京都府京都市伏見区桝形町・ますがたちよう

　　６１２-８３２２・京都府京都市伏見区桝屋町・ますやちよう

　　６１２-８３４６・京都府京都市伏見区松屋町・まつやちよう

　　６１２-８２３３・京都府京都市伏見区三栖町・みすちよう

　　６１２-８２３２・京都府京都市伏見区三栖半町・みすはんちよう

　　６１２-８２２７・京都府京都市伏見区三栖向町・みすむこうちよう

　　６１２-８０５４・京都府京都市伏見区御堂前町・みどうまえちよう

　　６１２-８０７６・京都府京都市伏見区南尼崎町・みなみあまがさきちよう

　　６１２-８２２８・京都府京都市伏見区南新地・みなみしんち

　　６１２-８３７９・京都府京都市伏見区南寝小屋町・みなみねこやちよう

　　６１２-８０４５・京都府京都市伏見区南浜町・みなみはまちよう

　　６１２-８１５８・京都府京都市伏見区向島上五反田・むかいじまかみごたんだ

　　６１２-８１５１・京都府京都市伏見区向島上林町・むかいじまかんはﾞやしちよう

　　６１２-８１２２・京都府京都市伏見区向島庚申町・むかいじまこうしんちよう

　　６１２-８１３４・京都府京都市伏見区向島清水町・むかいじましみずちよう

　　６１３-０９１３・京都府京都市伏見区向島下五反田・むかいじましもごたんだ

　　６１２-８１１４・京都府京都市伏見区向島下之町・むかいじましものちよう

　　６１２-８１５２・京都府京都市伏見区向島新上林・ むかいじましんかんはﾞやじ

　　６１２-８１２４・京都府京都市伏見区向島吹田河原町・むかいじますいたがわらちよう

　　６１２-８１２１・京都府京都市伏見区向島善阿弥町・むかいじまぜんあみちよう

　　６１２-８１５７・京都府京都市伏見区向島大黒・むかいじまだいこく

　　６１２-８１３３・京都府京都市伏見区向島鷹場町・むかいじまたかはﾞちよう

　　６１２-８１２３・京都府京都市伏見区向島立河原町・むかいじまたてがわらちよう

　　６１２-８１５４・京都府京都市伏見区向島津田町・むかいじまつだちよう

　　６１２-８１２５・京都府京都市伏見区向島東泉寺町・むかいじまとうせんじちよう

　　６１２-８１１３・京都府京都市伏見区向島中島町・むかいじまなかじまちよう

　　６１２-８１１５・京都府京都市伏見区向島中之町・むかいじまなかのちよう

　　６１２-８１５６・京都府京都市伏見区向島西定請・むかいじまにしじよううけ

　　６１２-８１１６・京都府京都市伏見区向島西堤町・むかいじまにしつつみちよう

　　６１２-８１４１・京都府京都市伏見区向島二ノ丸町・むかいじまにのまるちよう

　　６１２-８１５３・京都府京都市伏見区向島二本柳・むかいじまにほんやなぎ

　　６１２-８１１１・京都府京都市伏見区向島橋詰町・むかいじまはしつﾞめちよう

　　６１２-８１５５・京都府京都市伏見区向島東定請・むかいじまひがしじよううけ

　　６１２-８１３２・京都府京都市伏見区向島藤ノ木町・むかいじまふじのきちよう

　　６１２-８１１２・京都府京都市伏見区向島本丸町・むかいじまほんまるちよう

　　６１２-８２６６・京都府京都市伏見区向島又兵衛・むかいじままたべえ

　　６１２-８１３１・京都府京都市伏見区向島丸町・むかいじままるまち

　　６１２-８１３６・京都府京都市伏見区向島四ツ谷池・むかいじまよつやいけ

　　６１２-８１３５・京都府京都市伏見区向島渡シ場町・むかいじまわたしはﾞちよう

　　６１２-８３６９・京都府京都市伏見区村上町・むらかみちよう

　　６１２-８３７３・京都府京都市伏見区毛利町・もうりちよう

　　６１２-８０４３・京都府京都市伏見区本材木町・もとざいもくちよう

　　６１２-００７１・京都府京都市伏見区桃山井伊掃部東町・ももやまいいかもんひがしまち

　　６１２-００７４・京都府京都市伏見区桃山井伊掃部西町・ももやまいいかもんにしまち

　　６１２-０８３５・京都府京都市伏見区桃山紅雪町・ももやまこうせつちよう

　　６１２-８０３２・京都府京都市伏見区桃山筑前台町・ももやまちくぜんだいまち

　　６１２-００７２・京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀東町・ももやまつついいがひがしまち

　　６１２-００７３・京都府京都市伏見区桃山筒井伊賀西町・ももやまつついいがにしまち

　　６１２-００５７・京都府京都市伏見区桃山長岡越中東町・ももやまながおかえつちゆうひがしまち

　　６１２-００５８・京都府京都市伏見区桃山長岡越中南町・ももやまながおかえつちゆうみなみまち

　　６１２-００５６・京都府京都市伏見区桃山長岡越中北町・ももやまながおかえつちゆうきたまち



　　６１２-００６６・京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉中町・ももやまはしはﾞちようきちなかまち

　　６１２-００６５・京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉東町・ももやまはしはﾞちようきちひがしまち

　　６１２-００６７・京都府京都市伏見区桃山羽柴長吉西町・ももやまはしはﾞちようきちにしまち

　　６１２-００６８・京都府京都市伏見区桃山福島太夫西町・ももやまふくしまだゆうにしまち

　　６１２-００６２・京都府京都市伏見区桃山福島太夫南町・ももやまふくしまだゆうみなみまち

　　６１２-００６１・京都府京都市伏見区桃山福島太夫北町・ももやまふくしまだゆうきたまち

　　６１２-００５５・京都府京都市伏見区桃山水野左近東町・ももやまみずのさこんひがしまち

　　６１２-００５９・京都府京都市伏見区桃山水野左近西町・ももやまみずのさこんにしまち

　　６１２-８０１７・京都府京都市伏見区桃山南大島町・ももやまみなみおおしまちよう

　　６１２-００６３・京都府京都市伏見区桃山毛利長門東町・ももやまもうりながとひがしまち

　　６１２-００６４・京都府京都市伏見区桃山毛利長門西町・ももやまもうりながとにしまち

　　６１２-００５４・京都府京都市伏見区桃山最上町・ももやまもがみちよう

　　６１２-８０２５・京都府京都市伏見区桃山与五郎町・ももやまよごろうちよう

　　６１２-０８３４・京都府京都市伏見区桃山町安芸山・ももやまちようあきやま

　　６１２-８０２６・京都府京都市伏見区桃山町伊賀・ももやまちよういが

　　６１２-８０１５・京都府京都市伏見区桃山町和泉・ももやまちよういずみ

　　６１２-８０２８・京都府京都市伏見区桃山町板倉周防・ももやまちよういたくらすおう

　　６１２-８００７・京都府京都市伏見区桃山町因幡・ももやまちよういなはﾞ

　　６１２-８０１１・京都府京都市伏見区桃山町伊庭・ももやまちよういはﾞ

　　６１２-０８５３・京都府京都市伏見区桃山町大蔵・ももやまちようおおくら

　　６１２-８００６・京都府京都市伏見区桃山町大島・ももやまちようおおしま

　　６１２-８０１４・京都府京都市伏見区桃山町大津町・ももやまちようおおつまち

　　６１２-８２２６・京都府京都市伏見区桃山町金井戸島・ももやまちようかないどじま

　　６１２-８０８８・京都府京都市伏見区桃山町金森出雲・ももやまちようかなもりいずも

　　６１２-０８３１・京都府京都市伏見区桃山町古城山・ももやまちようこじようざん

　　６１２-０８５４・京都府京都市伏見区桃山町島津・ももやまちようしまつﾞ

　　６１２-８０２１・京都府京都市伏見区桃山町下野・ももやまちようしもずけ

　　６１２-００８６・京都府京都市伏見区桃山町真斉・ももやまちようしんさい

　　６１２-８０１９・京都府京都市伏見区桃山町新町・ももやまちようしんまち

　　６１２-８０２２・京都府京都市伏見区桃山町駿河・ももやまちようするが

　　６１２-８０３４・京都府京都市伏見区桃山町泰長老・ももやまちようたいちようろう

　　６１２-８０３６・京都府京都市伏見区桃山町立売・ももやまちようたちうり

　　６１２-００５３・京都府京都市伏見区桃山町丹下・ももやまちようたんげ

　　６１２-８０１８・京都府京都市伏見区桃山町丹後・ももやまちようたんご

　　６１２-８２２３・京都府京都市伏見区桃山町弾正島・ももやまちようだんじようじま

　　６１２-８０１２・京都府京都市伏見区桃山町遠山・ももやまちようとおやま

　　６１２-０８５５・京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎・ももやまちようながいきゆうたろう

　　６１２-８００５・京都府京都市伏見区桃山町中島町・ももやまちようなかじまちよう

　　６１２-８０３７・京都府京都市伏見区桃山町鍋島・ももやまちようなべしま

　　６１２-８００３・京都府京都市伏見区桃山町西尾・ももやまちようにしお

　　６１２-８０１３・京都府京都市伏見区桃山町西町・ももやまちようにしまち

　　６１２-８０２４・京都府京都市伏見区桃山町根来・ももやまちようねごろ

　　６１２-８００８・京都府京都市伏見区桃山町東町・ももやまちようひがしまち

　　６１２-８００１・京都府京都市伏見区桃山町日向・ももやまちようひゆうが

　　６１２-８０２７・京都府京都市伏見区桃山町本多上野・ももやまちようほんだこうずけ

　　６１２-０８５６・京都府京都市伏見区桃山町正宗・ももやまちようまさむね

　　６１２-８００４・京都府京都市伏見区桃山町町並・ももやまちようまちなみ

　　６１２-８０３１・京都府京都市伏見区桃山町松平筑前・ももやまちようまつだいらちくぜん

　　６１２-８０３３・京都府京都市伏見区桃山町松平武蔵・ ももやまちようまつだいらむさじ

　　６１２-８０２９・京都府京都市伏見区桃山町三河・ももやまちようみかわ

　　６１２-８００９・京都府京都市伏見区桃山町見附町・ももやまちようみつけちよう

　　６１２-８０２３・京都府京都市伏見区桃山町美濃・ももやまちようみの

　　６１２-８００２・京都府京都市伏見区桃山町山ノ下・ももやまちようやまのした

　　６１２-８０１６・京都府京都市伏見区桃山町養斉・ももやまちようようさい

　　６１２-８３６７・京都府京都市伏見区山崎町・やまざきちよう

　　６１２-８３２３・京都府京都市伏見区大和町・やまとちよう

　　６１２-００８４・京都府京都市伏見区鑓屋町・やりやまち

　　６１２-８２０４・京都府京都市伏見区八幡町・やわたちよう

　　６１２-８２５２・京都府京都市伏見区横大路一本木・よこおおじいつほﾟんぎ

　　６１２-８２９６・京都府京都市伏見区横大路柿ノ本町・よこおおじかきのもとちよう

　　６１２-８２８１・京都府京都市伏見区横大路上ノ浜町・よこおおじかみのはまちよう

　　６１２-８２５４・京都府京都市伏見区横大路北ノ口町・よこおおじきたのくちちよう

　　６１２-８２９７・京都府京都市伏見区横大路貴船・よこおおじきふね

　　６１２-８４８３・京都府京都市伏見区横大路草津町・よこおおじくさつちよう

　　６１２-８２８４・京都府京都市伏見区横大路畔ノ内・よこおおじくろのうち

　　６１２-８２９５・京都府京都市伏見区横大路鍬ノ本・よこおおじくわのもと

　　６１２-８２６１・京都府京都市伏見区横大路西海道・よこおおじさいかいどう

　　６１２-８２４６・京都府京都市伏見区横大路芝生・よこおおじしはﾞふ

　　６１２-８２６３・京都府京都市伏見区横大路下ノ坪・よこおおじしものつほﾞ

　　６１２-８２９２・京都府京都市伏見区横大路朱雀・よこおおじしゆじやく



　　６１２-８２６２・京都府京都市伏見区横大路神宮寺・よこおおじじんぐうじ

　　６１２-８２５１・京都府京都市伏見区横大路菅本・よこおおじすがもと

　　６１２-８２４４・京都府京都市伏見区横大路千両松町・よこおおじせんりようまつちよう

　　６１２-８２８５・京都府京都市伏見区横大路龍ケ池・よこおおじたつがいけ

　　６１２-８２９１・京都府京都市伏見区横大路天王後・よこおおじてんのうごう

　　６１２-８２９４・京都府京都市伏見区横大路天王前・よこおおじてんのうまえ

　　６１２-８２５７・京都府京都市伏見区横大路富ノ森町・よこおおじとみのもりちよう

　　６１２-８２８７・京都府京都市伏見区横大路中ノ島町・よこおおじなかのしまちよう

　　６１２-８４８２・京都府京都市伏見区横大路中ノ庄町・よこおおじなかのしようちよう

　　６１２-８２８６・京都府京都市伏見区横大路長畑町・よこおおじながはたちよう

　　６１２-８２４９・京都府京都市伏見区横大路沼・よこおおじぬま

　　６１２-８２９３・京都府京都市伏見区横大路橋本・よこおおじはしもと

　　６１２-８２８２・京都府京都市伏見区横大路畑中町・よこおおじはたなかちよう

　　６１２-８２５３・京都府京都市伏見区横大路八反田・よこおおじはつたんだ

　　６１２-８４８１・京都府京都市伏見区横大路東裏町・よこおおじひがしうらちよう

　　６１２-８２５６・京都府京都市伏見区横大路前川町・よこおおじまえがわちよう

　　６１２-８２６４・京都府京都市伏見区横大路松林・ よこおおじまつはﾞやじ

　　６１２-８２８３・京都府京都市伏見区横大路向ヒ・よこおおじむかい

　　６１２-８２５５・京都府京都市伏見区横大路六反畑・よこおおじろくたんはた

　　６１２-８２４２・京都府京都市伏見区横大路下三栖梶原町・よこおおじしもみすかじわらちよう

　　６１２-８２３６・京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内・よこおおじしもみすさとのうち

　　６１２-８２４３・京都府京都市伏見区横大路下三栖城ノ前町・よこおおじしもみすじようのまえちよ

う

　　６１２-８２４１・京都府京都市伏見区横大路下三栖辻堂町・よこおおじしもみすつじどうちよう

　　６１２-８２４７・京都府京都市伏見区横大路下三栖南郷・よこおおじしもみすなんごう

　　６１２-８２３５・京都府京都市伏見区横大路下三栖東ノ口・よこおおじしもみすひがしのくち

　　６１２-８２４５・京都府京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後・よこおおじしもみすみやのごう

　　６１２-８２３８・京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿・よこおおじしもみすやまでん

　　６１２-８２３７・京都府京都市伏見区横大路三栖池田屋敷町・よこおおじみすいけだやしきちよう

　　６１２-８２３４・京都府京都市伏見区横大路三栖木下屋敷町・よこおおじみすきのしたやしきちよう

　　６１２-８２０５・京都府京都市伏見区横大路三栖大黒町・よこおおじみすだいこくちよう

　　６１２-８２３９・京都府京都市伏見区横大路三栖泥町跡町・よこおおじみすどろまちあとちよう

　　６１２-８２０７・京都府京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町・よこおおじみすやましろやしきちよう

　　６１２-８２２５・京都府京都市伏見区葭島金井戸町・よしじまかないどちよう

　　６１２-８２２４・京都府京都市伏見区葭島矢倉町・よしじまやぐらちよう

　　６１２-８２６５・京都府京都市伏見区葭島渡場島町・よしじまわたしはﾞじまちよう

　　６１３-０９０４・京都府京都市伏見区淀池上町・よどいけがみちよう

　　６１３-０９０７・京都府京都市伏見区淀大下津町・よどおおしもつﾞちよう

　　６１３-０９１２・京都府京都市伏見区淀川顔町・よどかわつﾞらちよう

　　６１３-０９１１・京都府京都市伏見区淀木津町・よどきつﾞちよう

　　６１３-０９１５・京都府京都市伏見区淀際目町・よどさいめちよう

　　６１３-０９０５・京都府京都市伏見区淀下津町・よどしもつﾞちよう

　　６１３-０９０６・京都府京都市伏見区淀新町・よどしんまち

　　６１３-０９１４・京都府京都市伏見区淀生津町・よどなまつﾞちよう

　　６１３-０９０１・京都府京都市伏見区淀樋爪町・よどひつﾞめちよう

　　６１３-０９０３・京都府京都市伏見区淀本町・よどほんまち

　　６１３-０９０２・京都府京都市伏見区淀水垂町・よどみずたれちよう

　　６１３-０９１６・京都府京都市伏見区淀美豆町・よどみつﾞちよう

　　６１２-８０８２・京都府京都市伏見区両替町・りようがえまち

　　６０７-００００・京都府京都市山科区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０７-８００３・京都府京都市山科区安朱稲荷山町・あんしゆいなりやまちよう

　　６０７-８０１８・京都府京都市山科区安朱奥ノ田・あんしゆおくのだ

　　６０７-８０１７・京都府京都市山科区安朱川向町・あんしゆかわむかいちよう

　　６０７-８００９・京都府京都市山科区安朱北屋敷町・あんしゆきたやしきちよう

　　６０７-８０１２・京都府京都市山科区安朱桟敷町・あんしゆさじきちよう

　　６０７-８００５・京都府京都市山科区安朱堂ノ後町・あんしゆどうのうしろちよう

　　６０７-８０１３・京都府京都市山科区安朱中小路町・あんしゆなかこうじちよう

　　６０７-８０１６・京都府京都市山科区安朱中溝町・あんしゆなかみぞちよう

　　６０７-８００７・京都府京都市山科区安朱馬場ノ西町・あんしゆはﾞはﾞのにしちよう

　　６０７-８００６・京都府京都市山科区安朱馬場ノ東町・あんしゆはﾞはﾞのひがしちよう

　　６０７-８００８・京都府京都市山科区安朱東海道町・あんしゆひがしかいどうちよう

　　６０７-８００２・京都府京都市山科区安朱東谷・あんしゆひがしだに

　　６０７-８００１・京都府京都市山科区安朱毘沙門堂町・あんしゆびしやもんどうちよう

　　６０７-８０１１・京都府京都市山科区安朱南屋敷町・あんしゆみなみやしきちよう

　　６０７-８００４・京都府京都市山科区安朱屋敷町・あんしゆやしきちよう

　　６０７-８０１５・京都府京都市山科区安朱山川町・あんしゆやまかわちよう

　　６０７-８０１４・京都府京都市山科区安朱山田・あんしゆやまだ

　　６０７-８４４１・京都府京都市山科区上野御所ノ内町・うえのごしよのうちちよう

　　６０７-８４４３・京都府京都市山科区上野寺井町・うえのてらいちよう

　　６０７-８４４２・京都府京都市山科区上野山田・うえのやまだ



　　６０７-８１２３・京都府京都市山科区大塚大岩・おおつかおおいわ

　　６０７-８１３４・京都府京都市山科区大塚北溝町・おおつかきたみぞちよう

　　６０７-８１２２・京都府京都市山科区大塚高岩・おおつかたかいわ

　　６０７-８１３６・京都府京都市山科区大塚丹田・おおつかたんだ

　　６０７-８１２４・京都府京都市山科区大塚檀ノ浦・おおつかだんのうら

　　６０７-８１３３・京都府京都市山科区大塚中溝・おおつかなかみぞ

　　６０７-８１２５・京都府京都市山科区大塚西浦町・おおつかにしうらちよう

　　６０７-８１３５・京都府京都市山科区大塚野溝町・おおつかのみぞちよう

　　６０７-８１３１・京都府京都市山科区大塚南溝町・おおつかみなみみぞちよう

　　６０７-８１２１・京都府京都市山科区大塚向畑町・おおつかむかいはﾞたちよう

　　６０７-８１２６・京都府京都市山科区大塚元屋敷町・おおつかもとやしきちよう

　　６０７-８１３２・京都府京都市山科区大塚森町・おおつかもりちよう

　　６０７-８１８７・京都府京都市山科区大宅石郡町・おおやけいしごおりちよう

　　６０７-８１７２・京都府京都市山科区大宅岩屋殿・おおやけいわやでん

　　６０７-８１８１・京都府京都市山科区大宅打明町・おおやけうちあけちよう

　　６０７-８１７３・京都府京都市山科区大宅奥山田・おおやけおくやまだ

　　６０７-８１９１・京都府京都市山科区大宅烏田町・おおやけからすだちよう

　　６０７-８１８５・京都府京都市山科区大宅神納町・おおやけかんのうちよう

　　６０７-８１８４・京都府京都市山科区大宅甲ノ辻町・おおやけこうのつじちよう

　　６０７-８１９２・京都府京都市山科区大宅御供田町・おおやけごくでんちよう

　　６０７-８１７９・京都府京都市山科区大宅御所田町・おおやけごしよでんちよう

　　６０７-８１７１・京都府京都市山科区大宅御所山・おおやけごしよやま

　　６０７-８１７８・京都府京都市山科区大宅五反畑町・おおやけごたんはﾞたちよう

　　６０７-８１８２・京都府京都市山科区大宅坂ノ辻町・おおやけさかのつじちよう

　　６０７-８１９４・京都府京都市山科区大宅桟敷・おおやけさじき

　　６０７-８１９３・京都府京都市山科区大宅沢町・おおやけさわちよう

　　６０７-８１８８・京都府京都市山科区大宅関生町・おおやけせきしようちよう

　　６０７-８１８３・京都府京都市山科区大宅辻脇町・おおやけつじわきちよう

　　６０７-８１７４・京都府京都市山科区大宅鳥井脇町・おおやけとりいわきちよう

　　６０７-８１７６・京都府京都市山科区大宅中小路町・おおやけなかこうじちよう

　　６０７-８１７７・京都府京都市山科区大宅古海道町・おおやけふるかいどうちよう

　　６０７-８１８９・京都府京都市山科区大宅細田町・おおやけほそだちよう

　　６０７-８１７０・京都府京都市山科区大宅向山・おおやけむかいやま

　　６０７-８１７５・京都府京都市山科区大宅山田・おおやけやまだ

　　６０７-８１８６・京都府京都市山科区大宅早稲ノ内町・おおやけわせのうちちよう

　　６０７-８０７２・京都府京都市山科区音羽伊勢宿町・おとわいせじゆくちよう

　　６０７-８０６８・京都府京都市山科区音羽稲芝・おとわいなしはﾞ

　　６０７-８０７４・京都府京都市山科区音羽乙出町・おとわおつでちよう

　　６０７-８０６１・京都府京都市山科区音羽草田町・おとわくさだちよう

　　６０７-８０７７・京都府京都市山科区音羽沢町・おとわさわちよう

　　６０７-８０６５・京都府京都市山科区音羽山等地・おとわさんとうじ

　　６０７-８０７１・京都府京都市山科区音羽千本町・おとわせんほﾞんちよう

　　６０７-８０６２・京都府京都市山科区音羽珍事町・おとわちんじちよう

　　６０７-８０６９・京都府京都市山科区音羽中芝町・おとわなかしはﾞちよう

　　６０７-８０７３・京都府京都市山科区音羽西林・ おとわにしはﾞやじ

　　６０７-８０７５・京都府京都市山科区音羽野田町・おとわのだちよう

　　６０７-８０６４・京都府京都市山科区音羽八ノ坪・おとわはちのつほﾞ

　　６０７-８０７８・京都府京都市山科区音羽初田町・おとわはつだちよう

　　６０７-８０６３・京都府京都市山科区音羽平林町・おとわひらはﾞやしちよう

　　６０７-８０６７・京都府京都市山科区音羽前田町・おとわまえだちよう

　　６０７-８０７９・京都府京都市山科区音羽前出町・おとわまえでちよう

　　６０７-８０６６・京都府京都市山科区音羽森廻り町・おとわもりまわりちよう

　　６０７-８０７６・京都府京都市山科区音羽役出町・おとわやくでちよう

　　６０７-８２５１・京都府京都市山科区小野蚊ケ瀬町・おのかがせちよう

　　６０７-８２６１・京都府京都市山科区小野鐘付田町・おのかねつきでんちよう

　　６０７-８２５２・京都府京都市山科区小野河原町・おのかわらちよう

　　６０７-８２５５・京都府京都市山科区小野御所ノ内町・おのごしよのうちちよう

　　６０７-８２５７・京都府京都市山科区小野御霊町・おのごりようちよう

　　６０７-８２５６・京都府京都市山科区小野荘司町・おのしようじちよう

　　６０７-８２５４・京都府京都市山科区小野高芝町・おのたかしはﾞちよう

　　６０７-８２５９・京都府京都市山科区小野葛篭尻町・おのつつﾞらじりちよう

　　６０７-８２５８・京都府京都市山科区小野西浦・おのにしうら

　　６０７-８２５３・京都府京都市山科区小野弓田町・おのゆみでんちよう

　　６０７-８４６１・京都府京都市山科区上花山旭山町・かみかざんあさひやまちよう

　　６０７-８４６４・京都府京都市山科区上花山久保町・かみかざんくほﾞちよう

　　６０７-８４６３・京都府京都市山科区上花山講田町・かみかざんこうだちよう

　　６０７-８４６５・京都府京都市山科区上花山坂尻・かみかざんさかじり

　　６０７-８４６６・京都府京都市山科区上花山桜谷・かみかざんさくらだに

　　６０７-８４６２・京都府京都市山科区上花山花ノ岡町・かみかざんはなのおかちよう

　　６０７-８３２１・京都府京都市山科区川田岩ケ谷・かわたいわがたに



　　６０７-８３２９・京都府京都市山科区川田梅ケ谷町・かわたうめがたにちよう

　　６０７-８３２６・京都府京都市山科区川田御出町・かわたおいでちよう

　　６０７-８３２３・京都府京都市山科区川田岡ノ西・ かわたおかのにじ

　　６０７-８３３４・京都府京都市山科区川田欠ノ上・かわたかけのうえ

　　６０７-８３２２・京都府京都市山科区川田清水焼団地町・かわたきよみずやきだんちちよう

　　６０７-８３２５・京都府京都市山科区川田土仏・かわたつちほﾞとけ

　　６０７-８３２４・京都府京都市山科区川田百々・かわたどど

　　６０７-８３３６・京都府京都市山科区川田中畑町・かわたなかはﾞたちよう

　　６０７-８３３２・京都府京都市山科区川田西浦町・かわたにしうらちよう

　　６０７-８３３７・京都府京都市山科区川田菱尾田・かわたひしおだ

　　６０７-８３３３・京都府京都市山科区川田前畑町・かわたまえはたちよう

　　６０７-８３３１・京都府京都市山科区川田御輿塚町・かわたみこしつﾞかちよう

　　６０７-８３３５・京都府京都市山科区川田南畑町・かわたみなみはﾞたちよう

　　６０７-８３２８・京都府京都市山科区川田南山・かわたみなみやま

　　６０７-８３２７・京都府京都市山科区川田山田・かわたやまだ

　　６０７-８２１７・京都府京都市山科区勧修寺閑林寺・かんしゆうじかんりんじ

　　６０７-８２３８・京都府京都市山科区勧修寺北大日・かんしゆうじきただいにち

　　６０７-８２３７・京都府京都市山科区勧修寺北大日町・かんしゆうじきただいにちちよう

　　６０７-８２１８・京都府京都市山科区勧修寺御所内町・かんしゆうじごしようちちよう

　　６０７-８２３６・京都府京都市山科区勧修寺小松原町・かんしゆうじこまつはﾞらちよう

　　６０７-８２４２・京都府京都市山科区勧修寺柴山・かんしゆうじしはﾞやま

　　６０７-８２２７・京都府京都市山科区勧修寺下ノ茶屋町・かんしゆうじしものちややちよう

　　６０７-８２２３・京都府京都市山科区勧修寺瀬戸河原町・かんしゆうじせとがわらちよう

　　６０７-８２２９・京都府京都市山科区勧修寺泉玉町・かんしゆうじせんぎよくちよう

　　６０７-８２３１・京都府京都市山科区勧修寺堂田・かんしゆうじどうでん

　　６０７-８２１５・京都府京都市山科区勧修寺縄手町・かんしゆうじなわてちよう

　　６０７-８２２６・京都府京都市山科区勧修寺仁王堂町・かんしゆうじにおうどうちよう

　　６０７-８２２１・京都府京都市山科区勧修寺西金ケ崎・かんしゆうじにしかながさき

　　６０７-８２２５・京都府京都市山科区勧修寺西北出町・かんしゆうじにしきたでちよう

　　６０７-８２１２・京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町・かんしゆうじにしくりすのちよう

　　６０７-８２４１・京都府京都市山科区勧修寺冷尻・かんしゆうじひえじり

　　６０７-８２１３・京都府京都市山科区勧修寺東金ケ崎町・かんしゆうじひがしかながさきちよう

　　６０７-８２２４・京都府京都市山科区勧修寺東北出町・かんしゆうじひがしきたでちよう

　　６０７-８２１１・京都府京都市山科区勧修寺東栗栖野町・かんしゆうじひがしくりすのちよう

　　６０７-８２１６・京都府京都市山科区勧修寺東出町・かんしゆうじひがしでちよう

　　６０７-８２２２・京都府京都市山科区勧修寺東堂田町・かんしゆうじひがしどうでんちよう

　　６０７-８２１４・京都府京都市山科区勧修寺平田町・かんしゆうじひらたちよう

　　６０７-８２３２・京都府京都市山科区勧修寺福岡町・かんしゆうじふくおかちよう

　　６０７-８２１９・京都府京都市山科区勧修寺風呂尻町・かんしゆうじふろじりちよう

　　６０７-８２２８・京都府京都市山科区勧修寺本堂山町・かんしゆうじほんどうやまちよう

　　６０７-８２３９・京都府京都市山科区勧修寺丸山町・かんしゆうじまるやまちよう

　　６０７-８２３５・京都府京都市山科区勧修寺南大日・かんしゆうじみなみだいにち

　　６０７-８２３４・京都府京都市山科区勧修寺南大日町・かんしゆうじみなみだいにちちよう

　　６０７-８２３３・京都府京都市山科区勧修寺南谷町・かんしゆうじみなみだにちよう

　　６０７-８４８３・京都府京都市山科区北花山市田町・きたかざんいちだちよう

　　６０７-８４８２・京都府京都市山科区北花山大林町・きたかざんおおはやしちよう

　　６０７-８４７１・京都府京都市山科区北花山大峰町・きたかざんおおみねちよう

　　６０７-８４８５・京都府京都市山科区北花山上稚児ケ池・きたかざんかみちごがいけ

　　６０７-８４７６・京都府京都市山科区北花山河原町・きたかざんかわらちよう

　　６０７-８４７４・京都府京都市山科区北花山寺内町・きたかざんてらうちちよう

　　６０７-８４８１・京都府京都市山科区北花山中道町・きたかざんなかみちちよう

　　６０７-８４８４・京都府京都市山科区北花山西ノ野町・きたかざんにしののちよう

　　６０７-８４７２・京都府京都市山科区北花山山田町・きたかざんやまだちよう

　　６０７-８４７５・京都府京都市山科区北花山横田町・きたかざんよこたちよう

　　６０７-８４７３・京都府京都市山科区北花山六反田町・きたかざんろくたんだちよう

　　６０７-８２０３・京都府京都市山科区栗栖野打越町・くりすのうちこしちよう

　　６０７-８２０１・京都府京都市山科区栗栖野狐塚・くりすのきつねつﾞか

　　６０７-８２０２・京都府京都市山科区栗栖野中臣町・くりすのなかとみちよう

　　６０７-８２０４・京都府京都市山科区栗栖野華ノ木町・くりすのはなのきちよう

　　６０７-８１０３・京都府京都市山科区小山一石畑・こやまいつこくはﾞた

　　６０７-８１０７・京都府京都市山科区小山小川町・こやまおがわちよう

　　６０７-８１０１・京都府京都市山科区小山神無森町・こやまかみなしもりちよう

　　６０７-８１１５・京都府京都市山科区小山北林町・こやまきたはﾞやしちよう

　　６０７-８１１３・京都府京都市山科区小山北溝町・こやまきたみぞちよう

　　６０７-８１０６・京都府京都市山科区小山御坊ノ内町・こやまごほﾞうのうちちよう

　　６０７-８１０２・京都府京都市山科区小山下ノ池・こやましものいけ

　　６０７-８１０４・京都府京都市山科区小山谷田町・こやまたにだちよう

　　６０７-８１１６・京都府京都市山科区小山鎮守町・こやまちんじゆちよう

　　６０７-８１０８・京都府京都市山科区小山中島町・こやまなかじまちよう

　　６０７-８１１２・京都府京都市山科区小山中ノ川町・こやまなかのかわちよう



　　６０７-８１０９・京都府京都市山科区小山西御所町・こやまにしごしよちよう

　　６０７-８１１４・京都府京都市山科区小山姫子町・こやまひめこちよう

　　６０７-８１０５・京都府京都市山科区小山松原畑町・こやままつはらはﾞたちよう

　　６０７-８１１１・京都府京都市山科区小山南溝町・こやまみなみみぞちよう

　　６０７-８０２８・京都府京都市山科区四ノ宮岩久保町・しのみやいわくほﾞちよう

　　６０７-８０４１・京都府京都市山科区四ノ宮垣ノ内町・しのみやかきのうちちよう

　　６０７-８０３１・京都府京都市山科区四ノ宮鎌手町・しのみやかまてちよう

　　６０７-８０２７・京都府京都市山科区四ノ宮川原町・しのみやかわらちよう

　　６０７-８０３５・京都府京都市山科区四ノ宮神田町・しのみやかんだちよう

　　６０７-８０２１・京都府京都市山科区四ノ宮行者谷・しのみやぎようじやだに

　　６０７-８０２４・京都府京都市山科区四ノ宮熊ケ谷・しのみやくまがだに

　　６０７-８０２２・京都府京都市山科区四ノ宮小金塚・しのみやこがねつﾞか

　　６０７-８０３３・京都府京都市山科区四ノ宮芝畑町・しのみやしはﾞはたちよう

　　６０７-８０２３・京都府京都市山科区四ノ宮新開畑・しのみやしんかいはﾞた

　　６０７-８０４４・京都府京都市山科区四ノ宮泉水町・しのみやせんすいちよう

　　６０７-８０２９・京都府京都市山科区四ノ宮大将軍町・しのみやたいしようぐんちよう

　　６０７-８０４３・京都府京都市山科区四ノ宮中在寺町・しのみやちゆうざいじちよう

　　６０７-８０４５・京都府京都市山科区四ノ宮堂ノ後町・しのみやどうのごちよう

　　６０７-８０３２・京都府京都市山科区四ノ宮奈良野町・しのみやならのちよう

　　６０７-８０３４・京都府京都市山科区四ノ宮泓・しのみやふけ

　　６０７-８０４２・京都府京都市山科区四ノ宮南河原町・しのみやみなみがわらちよう

　　６０７-８０２５・京都府京都市山科区四ノ宮柳山町・しのみややなぎやまちよう

　　６０７-８０２６・京都府京都市山科区四ノ宮山田町・しのみややまだちよう

　　６０７-８４５３・京都府京都市山科区厨子奥尾上町・ずしおくおのえちよう

　　６０７-８４５６・京都府京都市山科区厨子奥花鳥町・ずしおくかちようちよう

　　６０７-８４５５・京都府京都市山科区厨子奥長通・ずしおくながみち

　　６０７-８４５４・京都府京都市山科区厨子奥苗代元町・ずしおくなわしろもとちよう

　　６０７-８４５２・京都府京都市山科区厨子奥矢倉町・ずしおくやくらちよう

　　６０７-８４５１・京都府京都市山科区厨子奥若林町・ずしおくわかはﾞやしちよう

　　６０７-８０８２・京都府京都市山科区竹鼻扇町・たけはなおうぎちよう

　　６０７-８０８３・京都府京都市山科区竹鼻木ノ本町・たけはなきのもとちよう

　　６０７-８０８７・京都府京都市山科区竹鼻サイカシ町・たけはなさいかしちよう

　　６０７-８０８８・京都府京都市山科区竹鼻地蔵寺南町・たけはなじぞうじみなみちよう

　　６０７-８０８６・京都府京都市山科区竹鼻四丁野町・たけはなしちようのちよう

　　６０７-８０８１・京都府京都市山科区竹鼻外田町・たけはなそとだちよう

　　６０７-８０８０・京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町・たけはなたけのかいどうちよう

　　６０７-８０８４・京都府京都市山科区竹鼻立原町・たけはなたてはらちよう

　　６０７-８０８５・京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町・たけはなどうのまえちよう

　　６０７-８０８９・京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町・たけはなにしのぐちちよう

　　６０７-８１６８・京都府京都市山科区椥辻池尻町・なぎつじいけじりちよう

　　６０７-８１６２・京都府京都市山科区椥辻草海道町・なぎつじくさかいどうちよう

　　６０７-８１６１・京都府京都市山科区椥辻中在家町・なぎつじちゆうざいけちよう

　　６０７-８１６９・京都府京都市山科区椥辻西浦町・なぎつじにしうらちよう

　　６０７-８１６４・京都府京都市山科区椥辻西潰・ なぎつじにしつぶじ

　　６０７-８１６６・京都府京都市山科区椥辻番所ケ口町・なぎつじはﾞんしようがぐちちよう

　　６０７-８１６０・京都府京都市山科区椥辻東浦町・なぎつじひがしうらちよう

　　６０７-８１６３・京都府京都市山科区椥辻東潰・ なぎつじひがしつぶじ

　　６０７-８１６５・京都府京都市山科区椥辻平田町・なぎつじひらたちよう

　　６０７-８１６７・京都府京都市山科区椥辻封シ川町・なぎつじふうしがわちよう

　　６０７-８３４３・京都府京都市山科区西野阿芸沢町・にしのあげざわちよう

　　６０７-８３４１・京都府京都市山科区西野今屋敷町・にしのいまやしきちよう

　　６０７-８３４４・京都府京都市山科区西野大手先町・にしのおおてさきちよう

　　６０７-８３５５・京都府京都市山科区西野大鳥井町・にしのおおとりいちよう

　　６０７-８３５２・京都府京都市山科区西野岸ノ下町・にしのきしのしたちよう

　　６０７-８３５６・京都府京都市山科区西野後藤・にしのごとう

　　６０７-８３５４・京都府京都市山科区西野小柳町・にしのこやなぎちよう

　　６０７-８３４７・京都府京都市山科区西野左義長町・にしのさぎちようちよう

　　６０７-８３４６・京都府京都市山科区西野山階町・にしのさんかいちよう

　　６０７-８３５３・京都府京都市山科区西野野色町・にしののいろちよう

　　６０７-８３５１・京都府京都市山科区西野八幡田町・にしのはちまんでんちよう

　　６０７-８３５７・京都府京都市山科区西野櫃川町・にしのひつがわちよう

　　６０７-８３４８・京都府京都市山科区西野広見町・にしのひろみちよう

　　６０７-８３５８・京都府京都市山科区西野楳本町・にしのむめもとちよう

　　６０７-８３４２・京都府京都市山科区西野様子見町・にしのようすみちよう

　　６０７-８３４５・京都府京都市山科区西野離宮町・にしのりきゆうちよう

　　６０７-８３０７・京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町・にしのやまいはﾞのうえちよう

　　６０７-８３０９・京都府京都市山科区西野山岩ケ谷町・にしのやまいわがたにちよう

　　６０７-８３０２・京都府京都市山科区西野山欠ノ上町・にしのやまかけのうえちよう

　　６０７-８３０８・京都府京都市山科区西野山桜ノ馬場町・にしのやまさくらのはﾞはﾞちよう

　　６０７-８３０１・京都府京都市山科区西野山百々町・にしのやまどどちよう



　　６０７-８３０５・京都府京都市山科区西野山中臣町・にしのやまなかとみちよう

　　６０７-８３０６・京都府京都市山科区西野山中鳥井町・にしのやまなかとりいちよう

　　６０７-８３０３・京都府京都市山科区西野山中畑町・にしのやまなかはたちよう

　　６０７-８３０４・京都府京都市山科区西野山南畑町・にしのやまみなみはたちよう

　　６０７-８３１１・京都府京都市山科区西野山山田・にしのやまやまだ

　　６０７-８０９１・京都府京都市山科区八軒屋敷町・はちけんやしきちよう

　　６０７-８１４４・京都府京都市山科区東野井ノ上町・ひがしのいのうえちよう

　　６０７-８１５６・京都府京都市山科区東野片下リ町・ひがしのかたさがりちよう

　　６０７-８１４１・京都府京都市山科区東野北井ノ上町・ひがしのきたいのうえちよう

　　６０７-８１５５・京都府京都市山科区東野狐藪町・ひがしのきつねやぶちよう

　　６０７-８１５１・京都府京都市山科区東野竹田・ひがしのたけだ

　　６０７-８１４２・京都府京都市山科区東野中井ノ上町・ひがしのなかいのうえちよう

　　６０７-８１４５・京都府京都市山科区東野八反畑町・ひがしのはつたんはﾞたちよう

　　６０７-８１５３・京都府京都市山科区東野百拍子町・ひがしのひやくびようしちよう

　　６０７-８１４６・京都府京都市山科区東野舞台町・ひがしのぶたいちよう

　　６０７-８１４３・京都府京都市山科区東野南井ノ上町・ひがしのみなみいのうえちよう

　　６０７-８１４７・京都府京都市山科区東野森野町・ひがしのもりのちよう

　　６０７-８１５４・京都府京都市山科区東野門口町・ひがしのもんぐちちよう

　　６０７-８１５２・京都府京都市山科区東野八代・ひがしのやしろ

　　６０７-８０５１・京都府京都市山科区髭茶屋桃燈町・ひげちややちようちんちよう

　　６０７-８０５２・京都府京都市山科区髭茶屋屋敷町・ひげちやややしきちよう

　　６０７-８４９３・京都府京都市山科区日ノ岡朝田町・ひのおかあさだちよう

　　６０７-８４９８・京都府京都市山科区日ノ岡石塚町・ひのおかいしつﾞかちよう

　　６０７-８４９１・京都府京都市山科区日ノ岡一切経谷町・ひのおかいつさいきようだにちよう

　　６０７-８４９２・京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町・ひのおかえびすだにちよう

　　６０７-８４９５・京都府京都市山科区日ノ岡鴨土町・ひのおかかもどちよう

　　６０７-８４９６・京都府京都市山科区日ノ岡坂脇町・ひのおかさかわきちよう

　　６０７-８４９４・京都府京都市山科区日ノ岡堤谷町・ひのおかつつみだにちよう

　　６０７-８４９７・京都府京都市山科区日ノ岡ホッパラ町・ひのおかほつはﾟらちよう

　　６０７-８４２９・京都府京都市山科区御陵荒巻町・みささぎあらまきちよう

　　６０７-８４０７・京都府京都市山科区御陵安祥寺町・みささぎあんしようじちよう

　　６０７-８４３３・京都府京都市山科区御陵池堤町・みささぎいけつつみちよう

　　６０７-８４１８・京都府京都市山科区御陵牛尾町・みささぎうしおちよう

　　６０７-８４０３・京都府京都市山科区御陵大岩・みささぎおおいわ

　　６０７-８４０４・京都府京都市山科区御陵大谷町・みささぎおおたにちよう

　　６０７-８４１１・京都府京都市山科区御陵大津畑町・みささぎおおつはﾞたちよう

　　６０７-８４３１・京都府京都市山科区御陵岡町・みささぎおかちよう

　　６０７-８４２１・京都府京都市山科区御陵岡ノ西町・みささぎおかのにしちよう

　　６０７-８４２５・京都府京都市山科区御陵上御廟野町・みささぎかみごびようのちよう

　　６０７-８４３２・京都府京都市山科区御陵鴨戸町・みささぎかもとちよう

　　６０７-８４２７・京都府京都市山科区御陵久保町・みささぎくほﾞちよう

　　６０７-８４０２・京都府京都市山科区御陵黒岩・みささぎくろいわ

　　６０７-８４０１・京都府京都市山科区御陵沢ノ川町・みささぎさわのかわちよう

　　６０７-８４１３・京都府京都市山科区御陵三蔵町・みささぎさんぞうちよう

　　６０７-８４１２・京都府京都市山科区御陵四丁野町・みささぎしちようのちよう

　　６０７-８４２６・京都府京都市山科区御陵下御廟野町・みささぎしもごびようのちよう

　　６０７-８４１６・京都府京都市山科区御陵進藤町・みささぎしんどうちよう

　　６０７-８４０５・京都府京都市山科区御陵田山町・みささぎたやまちよう

　　６０７-８４１９・京都府京都市山科区御陵檀ノ後・みささぎだんのうしろ

　　６０７-８４２８・京都府京都市山科区御陵血洗町・みささぎちあらいちよう

　　６０７-８４０９・京都府京都市山科区御陵天徳町・みささぎてんとくちよう

　　６０７-８４０８・京都府京都市山科区御陵鳥ノ向町・みささぎとりのむかいちよう

　　６０７-８４１４・京都府京都市山科区御陵中内町・みささぎなかうちちよう

　　６０７-８４１５・京都府京都市山科区御陵中筋町・みささぎなかすじちよう

　　６０７-８４２４・京都府京都市山科区御陵原西町・みささぎはらにしちよう

　　６０７-８４０６・京都府京都市山科区御陵平林町・みささぎひらはﾞやしちよう

　　６０７-８４２２・京都府京都市山科区御陵封ジ山町・みささぎふうじやまちよう

　　６０７-８４１７・京都府京都市山科区御陵別所町・みささぎべつしよちよう

　　６０７-８４２３・京都府京都市山科区御陵山ノ谷・みささぎやまのたに

　　６１０-００００・京都府京都市西京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１６-００２２・京都府京都市西京区嵐山朝月町・あらしやまあさつきちよう

　　６１６-００２７・京都府京都市西京区嵐山内田町・あらしやまうちだちよう

　　６１６-００１６・京都府京都市西京区嵐山上海道町・あらしやまかみかいどうちよう

　　６１６-０００１・京都府京都市西京区嵐山上河原町・あらしやまかみかわらちよう

　　６１６-０００７・京都府京都市西京区嵐山元録山町・あらしやまげんろくざんちよう

　　６１６-０００６・京都府京都市西京区嵐山虚空蔵山町・あらしやまこくぞうやまちよう

　　６１６-００１４・京都府京都市西京区嵐山谷ケ辻子町・あらしやまたにがつじこちよう

　　６１６-００１７・京都府京都市西京区嵐山茶尻町・あらしやまちやじりちよう

　　６１６-０００４・京都府京都市西京区嵐山中尾下町・あらしやまなかおしたちよう

　　６１６-０００３・京都府京都市西京区嵐山西一川町・あらしやまにしいちかわちよう



　　６１６-０００２・京都府京都市西京区嵐山東一川町・あらしやまひがしいちかわちよう

　　６１６-００１２・京都府京都市西京区嵐山東海道町・あらしやまひがしかいどうちよう

　　６１６-００１１・京都府京都市西京区嵐山樋ノ上町・あらしやまひのかみちよう

　　６１６-００１３・京都府京都市西京区嵐山風呂ノ橋町・あらしやまふろのはしちよう

　　６１６-００２５・京都府京都市西京区嵐山宮ノ北町・あらしやまみやのきたちよう

　　６１６-００２３・京都府京都市西京区嵐山宮ノ前町・あらしやまみやのまえちよう

　　６１６-００２４・京都府京都市西京区嵐山宮町・あらしやまみやまち

　　６１６-００２１・京都府京都市西京区嵐山森ノ前町・あらしやまもりのまえちよう

　　６１６-００２６・京都府京都市西京区嵐山薬師下町・あらしやまやくししたちよう

　　６１６-０００５・京都府京都市西京区嵐山山田町・あらしやまやまだちよう

　　６１６-００１５・京都府京都市西京区嵐山山ノ下町・あらしやまやまのしたちよう

　　６１５-８０４１・京都府京都市西京区牛ケ瀬青柳町・うしがせあおやぎちよう

　　６１５-８０３２・京都府京都市西京区牛ケ瀬奥ノ防町・うしがせおくのほﾞうちよう

　　６１５-８０４２・京都府京都市西京区牛ケ瀬川原口町・うしがせかはらぐちちよう

　　６１５-８０４３・京都府京都市西京区牛ケ瀬新田泓町・うしがせしんでんぶけちよう

　　６１５-８０５２・京都府京都市西京区牛ケ瀬堂田町・うしがせどうでんちよう

　　６１５-８０５１・京都府京都市西京区牛ケ瀬西柿町・うしがせにしがきちよう

　　６１５-８０３１・京都府京都市西京区牛ケ瀬林ノ本町・うしがせはやしのもとちよう

　　６１５-８０４５・京都府京都市西京区牛ケ瀬南ノ口町・うしがせみなみのくちちよう

　　６１５-８０４４・京都府京都市西京区牛ケ瀬山柿町・うしがせやまがきちよう

　　６１５-８０４６・京都府京都市西京区牛ケ瀬弥生町・うしがせやよいちよう

　　６１０-１１０１・京都府京都市西京区大枝北沓掛町・おおえきたくつかけちよう

　　６１０-１１１２・京都府京都市西京区大枝北福西町・おおえきたふくにしちよう

　　６１０-１１０６・京都府京都市西京区大枝沓掛町・おおえくつかけちよう

　　６１０-１１０５・京都府京都市西京区大枝塚原町・おおえつかはらちよう

　　６１０-１１０４・京都府京都市西京区大枝中山町・おおえなかやまちよう

　　６１０-１１４１・京都府京都市西京区大枝西新林町・おおえにししんはﾞやしちよう

　　６１０-１１５１・京都府京都市西京区大枝西長町・おおえにしながちよう

　　６１０-１１４２・京都府京都市西京区大枝東新林町・おおえひがししんはﾞやしちよう

　　６１０-１１１１・京都府京都市西京区大枝東長町・おおえひがしながちよう

　　６１０-１１１３・京都府京都市西京区大枝南福西町・おおえみなみふくにしちよう

　　６１０-１１３４・京都府京都市西京区大原野石作町・おおはらのいしつﾞくりちよう

　　６１０-１１３５・京都府京都市西京区大原野出灰町・おおはらのいずりはちよう

　　６１０-１１２８・京都府京都市西京区大原野石見町・おおはらのいわみちよう

　　６１０-１１３１・京都府京都市西京区大原野上羽町・おおはらのうえはﾞちよう

　　６１０-１１３３・京都府京都市西京区大原野小塩町・おおはらのおしおちよう

　　６１０-１１２６・京都府京都市西京区大原野上里男鹿町・おおはらのかみざとおじかちよう

　　６１０-１１２５・京都府京都市西京区大原野上里勝山町・おおはらのかみざとかつやまちよう

　　６１０-１１２１・京都府京都市西京区大原野上里北ノ町・おおはらのかみざときたのちよう

　　６１０-１１２７・京都府京都市西京区大原野上里鳥見町・おおはらのかみざととりみちよう

　　６１０-１１２３・京都府京都市西京区大原野上里南ノ町・おおはらのかみざとみなみのちよう

　　６１０-１１２４・京都府京都市西京区大原野上里紅葉町・おおはらのかみざともみじちよう

　　６１０-１１５２・京都府京都市西京区大原野北春日町・おおはらのきたかすがちよう

　　６１０-１１３６・京都府京都市西京区大原野外畑町・おおはらのとのはたちよう

　　６１０-１１４６・京都府京都市西京区大原野西境谷町・おおはらのにしさかいだにちよう

　　６１０-１１４５・京都府京都市西京区大原野西竹の里町・おおはらのにしたけのさとちよう

　　６１０-１１３２・京都府京都市西京区大原野灰方町・おおはらのはいがたちよう

　　６１０-１１４３・京都府京都市西京区大原野東境谷町・おおはらのひがしさかいだにちよう

　　６１０-１１４４・京都府京都市西京区大原野東竹の里町・おおはらのひがしたけのさとちよう

　　６１０-１１２２・京都府京都市西京区大原野東野町・おおはらのひがしのちよう

　　６１０-１１５３・京都府京都市西京区大原野南春日町・おおはらのみなみかすがちよう

　　６１５-８１４２・京都府京都市西京区樫原畔ノ海道・かたぎはらあぜのかいどう

　　６１５-８１７８・京都府京都市西京区樫原池ノ上町・かたぎはらいけのうえちよう

　　６１５-８１８１・京都府京都市西京区樫原石畑町・かたぎはらいしはﾞたちよう

　　６１５-８１３３・京都府京都市西京区樫原井戸・かたぎはらいど

　　６１５-８１５７・京都府京都市西京区樫原芋峠・かたぎはらいもとうげ

　　６１５-８１８５・京都府京都市西京区樫原宇治井町・かたぎはらうじいちよう

　　６１５-８１７２・京都府京都市西京区樫原宇治井西町・かたぎはらうじいにしちよう

　　６１５-８１５２・京都府京都市西京区樫原内垣外町・かたぎはらうちかいとちよう

　　６１５-８１３５・京都府京都市西京区樫原江ノ本町・かたぎはらえのもとちよう

　　６１５-８１５５・京都府京都市西京区樫原大亀谷・かたぎはらおおかめだに

　　６１５-８１５４・京都府京都市西京区樫原岡南ノ庄・かたぎはらおかみなみのしよう

　　６１５-８１７６・京都府京都市西京区樫原上池田町・かたぎはらかみいけだちよう

　　６１５-８１６２・京都府京都市西京区樫原上ノ町・かたぎはらかみのちよう

　　６１５-８１４４・京都府京都市西京区樫原釘貫・かたぎはらくぎぬき

　　６１５-８１３６・京都府京都市西京区樫原口戸・かたぎはらくちど

　　６１５-８１７１・京都府京都市西京区樫原久保町・かたぎはらくほﾞちよう

　　６１５-８１１６・京都府京都市西京区樫原甲水・かたぎはらこうすい

　　６１５-８１３１・京都府京都市西京区樫原五反田・かたぎはらごたんだ

　　６１５-８１４３・京都府京都市西京区樫原里ノ垣外町・かたぎはらさとのかいとちよう



　　６１５-８１６４・京都府京都市西京区樫原鴫谷・かたぎはらしぎたに

　　６１５-８１７３・京都府京都市西京区樫原下池田町・かたぎはらしもいけだちよう

　　６１５-８１７７・京都府京都市西京区樫原下ノ町・かたぎはらしものちよう

　　６１５-８１５１・京都府京都市西京区樫原杉原町・かたぎはらすぎはらちよう

　　６１５-８１４５・京都府京都市西京区樫原角田町・かたぎはらすみたちよう

　　６１５-８１６１・京都府京都市西京区樫原蛸田町・かたぎはらたこでんちよう

　　６１５-８１４６・京都府京都市西京区樫原田中町・かたぎはらたなかちよう

　　６１５-８１８２・京都府京都市西京区樫原茶ノ木本町・かたぎはらちやのきもとちよう

　　６１５-８１４７・京都府京都市西京区樫原塚ノ本町・かたぎはらつかのもとちよう

　　６１５-８１８６・京都府京都市西京区樫原佃・かたぎはらつくだ

　　６１５-８１５６・京都府京都市西京区樫原百々ケ池・かたぎはらどどがいけ

　　６１５-８１７４・京都府京都市西京区樫原中垣外・かたぎはらなかかいと

　　６１５-８１３２・京都府京都市西京区樫原庭井・かたぎはらにわい

　　６１５-８１７５・京都府京都市西京区樫原硲町・かたぎはらはがまちよう

　　６１５-８１５８・京都府京都市西京区樫原秤谷町・かたぎはらはかりだにちよう

　　６１５-８１２２・京都府京都市西京区樫原八反田・かたぎはらはつたんだ

　　６１５-８１３４・京都府京都市西京区樫原比恵田町・かたぎはらひえだちよう

　　６１５-８１４１・京都府京都市西京区樫原平田町・かたぎはらひらたちよう

　　６１５-８１６５・京都府京都市西京区樫原盆山・かたぎはらほﾞんやま

　　６１５-８１５３・京都府京都市西京区樫原前田町・かたぎはらまえだちよう

　　６１５-８１８４・京都府京都市西京区樫原水築町・かたぎはらみずつきちよう

　　６１５-８１２４・京都府京都市西京区樫原三宅町・かたぎはらみやけちよう

　　６１５-８１２３・京都府京都市西京区樫原山路・かたぎはらやまじ

　　６１５-８１６３・京都府京都市西京区樫原山ノ上町・かたぎはらやまのうえちよう

　　６１５-８１１７・京都府京都市西京区樫原六反田・かたぎはらろくたんだ

　　６１５-８１８３・京都府京都市西京区樫原分田・かたぎはらわけだ

　　６１５-８０２１・京都府京都市西京区桂浅原町・かつらあさはらちよう

　　６１５-８０２７・京都府京都市西京区桂朝日町・かつらあさひちよう

　　６１５-８０８１・京都府京都市西京区桂池尻町・かつらいけじりちよう

　　６１５-８０２６・京都府京都市西京区桂市ノ前町・かつらいちのまえちよう

　　６１５-８０２５・京都府京都市西京区桂稲荷山町・かつらいなりやまちよう

　　６１５-８０８６・京都府京都市西京区桂乾町・かつらいぬいちよう

　　６１５-８０８３・京都府京都市西京区桂艮町・かつらうしとらちよう

　　６１５-８０１１・京都府京都市西京区桂大縄町・かつらおおなわちよう

　　６１５-８０７１・京都府京都市西京区桂春日町・かつらかすがちよう

　　６１５-８０８２・京都府京都市西京区桂上豆田町・かつらかみまめだちよう

　　６１５-８０１７・京都府京都市西京区桂河田町・かつらかわだちよう

　　６１５-８０２２・京都府京都市西京区桂北滝川町・かつらきたたきがわちよう

　　６１５-８０７２・京都府京都市西京区桂木ノ下町・かつらきのしたちよう

　　６１５-８０１２・京都府京都市西京区桂後水町・かつらこうずちよう

　　６１５-８０８７・京都府京都市西京区桂御所町・かつらごしよちよう

　　６１５-８０７７・京都府京都市西京区桂芝ノ下町・かつらしはﾞのしたちよう

　　６１５-８０１３・京都府京都市西京区桂清水町・かつらしみずちよう

　　６１５-８０７６・京都府京都市西京区桂下豆田町・かつらしもまめだちよう

　　６１５-８０７５・京都府京都市西京区桂巽町・かつらたつみちよう

　　６１５-８０８５・京都府京都市西京区桂千代原町・かつらちよはらちよう

　　６１５-８３０１・京都府京都市西京区桂徳大寺北町・かつらとくだいじきたちよう

　　６１５-８０１８・京都府京都市西京区桂徳大寺町・かつらとくだいじちよう

　　６１５-８３０３・京都府京都市西京区桂徳大寺東町・かつらとくだいじひがしちよう

　　６１５-８３０２・京都府京都市西京区桂徳大寺南町・かつらとくだいじみなみちよう

　　６１５-８０２４・京都府京都市西京区桂西滝川町・かつらにしたきがわちよう

　　６１５-８０７３・京都府京都市西京区桂野里町・かつらのざとちよう

　　６１５-８００４・京都府京都市西京区桂畑ケ田町・かつらはたけだちよう

　　６１５-８０１６・京都府京都市西京区桂久方町・かつらひさかたちよう

　　６１５-８０８４・京都府京都市西京区桂坤町・かつらひつじさるちよう

　　６１５-８０１４・京都府京都市西京区桂御園・かつらみその

　　６１５-８０２３・京都府京都市西京区桂南滝川町・かつらみなみたきがわちよう

　　６１５-８０７４・京都府京都市西京区桂南巽町・かつらみなみたつみちよう

　　６１５-８００７・京都府京都市西京区桂上野今井町・かつらかみのいまいちよう

　　６１５-８００８・京都府京都市西京区桂上野川原町・かつらかみのかわらちよう

　　６１５-８００２・京都府京都市西京区桂上野中町・かつらかみのなかちよう

　　６１５-８００３・京都府京都市西京区桂上野東町・かつらかみのひがしちよう

　　６１５-８００６・京都府京都市西京区桂上野西町・かつらかみのにしちよう

　　６１５-８００５・京都府京都市西京区桂上野南町・かつらかみのみなみちよう

　　６１５-８００１・京都府京都市西京区桂上野北町・かつらかみのきたちよう

　　６１５-８２０１・京都府京都市西京区上桂今井町・かみかつらいまいちよう

　　６１５-８２１５・京都府京都市西京区上桂大野町・かみかつらおおのちよう

　　６１５-８２１２・京都府京都市西京区上桂北ノ口町・かみかつらきたのくちちよう

　　６１５-８２１３・京都府京都市西京区上桂北村町・かみかつらきたむらちよう

　　６１５-８２２４・京都府京都市西京区上桂三ノ宮町・かみかつらさんのみやちよう



　　６１５-８２２８・京都府京都市西京区上桂西居町・かみかつらにしいちよう

　　６１５-８２１４・京都府京都市西京区上桂東居町・かみかつらひがしいちよう

　　６１５-８２２１・京都府京都市西京区上桂東ノ口町・かみかつらひがしのくちちよう

　　６１５-８２０８・京都府京都市西京区上桂樋ノ口町・かみかつらひのくちちよう

　　６１５-８２１１・京都府京都市西京区上桂前川町・かみかつらまえがわちよう

　　６１５-８２２３・京都府京都市西京区上桂前田町・かみかつらまえだちよう

　　６１５-８２２２・京都府京都市西京区上桂御正町・かみかつらみしようちよう

　　６１５-８２２７・京都府京都市西京区上桂宮ノ後町・かみかつらみやのごちよう

　　６１５-８２２６・京都府京都市西京区上桂森上町・かみかつらもりかみちよう

　　６１５-８２２５・京都府京都市西京区上桂森下町・かみかつらもりしたちよう

　　６１５-８１９１・京都府京都市西京区川島有栖川町・かわしまありすがわちよう

　　６１５-８１９４・京都府京都市西京区川島粟田町・かわしまあわたちよう

　　６１５-８１１３・京都府京都市西京区川島梅園町・かわしまうめぞのちよう

　　６１５-８１０７・京都府京都市西京区川島北裏町・かわしまきたうらちよう

　　６１５-８１０４・京都府京都市西京区川島五反長町・かわしまごたんおさちよう

　　６１５-８１９５・京都府京都市西京区川島権田町・かわしまごんでんちよう

　　６１５-８１１４・京都府京都市西京区川島桜園町・かわしまさくらぞのちよう

　　６１５-８１１８・京都府京都市西京区川島三重町・かわしまさんじゆうちよう

　　６１５-８１９６・京都府京都市西京区川島尻堀町・かわしましりほﾞりちよう

　　６１５-８１１２・京都府京都市西京区川島竹園町・かわしまたけぞのちよう

　　６１５-８１９３・京都府京都市西京区川島玉頭町・かわしまたまがしらちよう

　　６１５-８１２５・京都府京都市西京区川島調子町・かわしまちようしちよう

　　６１５-８１９２・京都府京都市西京区川島寺田町・かわしまてらでんちよう

　　６１５-８１１５・京都府京都市西京区川島流田町・かわしまながれだちよう

　　６１５-８１０６・京都府京都市西京区川島滑樋町・かわしまなめらひちよう

　　６１５-８１２１・京都府京都市西京区川島野田町・かわしまのだちよう

　　６１５-８１０１・京都府京都市西京区川島東代町・かわしまひがしだいちよう

　　６１５-８１１１・京都府京都市西京区川島松園町・かわしままつぞのちよう

　　６１５-８１０２・京都府京都市西京区川島松ノ木本町・かわしままつのきもとちよう

　　６１５-８１０５・京都府京都市西京区川島莚田町・かわしまむしろでんちよう

　　６１５-８１０３・京都府京都市西京区川島六ノ坪町・かわしまろくのつほﾞちよう

　　６１５-８２４６・京都府京都市西京区京都大学桂・きようとだいがくかつら

　　６１５-８２３３・京都府京都市西京区御陵荒木町・ごりようあらきちよう

　　６１５-８２４４・京都府京都市西京区御陵池ノ谷・ごりよういけのたに

　　６１５-８２３５・京都府京都市西京区御陵内町・ごりよううちまち

　　６１０-１１０２・京都府京都市西京区御陵大枝山町・ごりようおおえやまちよう

　　６１５-８２４５・京都府京都市西京区御陵大原・ごりようおおはら

　　６１５-８２４３・京都府京都市西京区御陵御茶屋山・ごりようおちやややま

　　６１０-１１０７・京都府京都市西京区御陵北大枝山町・ごりようきたおおえやまちよう

　　６１５-８２５２・京都府京都市西京区御陵北山下町・ごりようきたやましたちよう

　　６１５-８２５３・京都府京都市西京区御陵北山町・ごりようきたやまちよう

　　６１５-８２４２・京都府京都市西京区御陵鴫谷・ごりようしぎたに

　　６１５-８２４１・京都府京都市西京区御陵谷町・ごりようたにまち

　　６１５-８２３４・京都府京都市西京区御陵塚ノ越町・ごりようつかのこしちよう

　　６１５-８２５４・京都府京都市西京区御陵細谷・ごりようほそたに

　　６１５-８２３１・京都府京都市西京区御陵溝浦町・ごりようみぞうらちよう

　　６１５-８２３２・京都府京都市西京区御陵南荒木町・ごりようみなみあらきちよう

　　６１０-１１０３・京都府京都市西京区御陵峰ケ堂町・ごりようみねがどうちよう

　　６１５-８０６１・京都府京都市西京区下津林北浦町・しもつはﾞやしきたうらちよう

　　６１５-８０６５・京都府京都市西京区下津林楠町・しもつはﾞやしくすのきちよう

　　６１５-８０３５・京都府京都市西京区下津林芝ノ宮町・しもつはﾞやししはﾞのみやちよう

　　６１５-８０３７・京都府京都市西京区下津林大般若町・しもつはﾞやしだいはんにやちよう

　　６１５-８０５５・京都府京都市西京区下津林佃・しもつはﾞやしつくだ

　　６１５-８０５３・京都府京都市西京区下津林中島町・しもつはﾞやしなかじまちよう

　　６１５-８０５６・京都府京都市西京区下津林番条・しもつはﾞやしはﾞんじよう

　　６１５-８０５７・京都府京都市西京区下津林番条町・しもつはﾞやしはﾞんじようちよう

　　６１５-８０３４・京都府京都市西京区下津林東芝ノ宮町・しもつはﾞやしひがししはﾞのみやちよう

　　６１５-８０３３・京都府京都市西京区下津林東大般若町・しもつはﾞやしひがしだいはんにやちよう

　　６１５-８０６２・京都府京都市西京区下津林前泓町・しもつはﾞやしまえぶけちよう

　　６１５-８０６４・京都府京都市西京区下津林水掛町・しもつはﾞやしみずかけちよう

　　６１５-８０３６・京都府京都市西京区下津林南大般若町・しもつはﾞやしみなみだいはんにやちよう

　　６１５-８０５４・京都府京都市西京区下津林南中島町・しもつはﾞやしみなみなかじまちよう

　　６１５-８０６３・京都府京都市西京区下津林六反田・しもつはﾞやしろくたんだ

　　６１５-８０１５・京都府京都市西京区徳大寺清水町・とくだいじしみずちよう

　　６１５-８２８３・京都府京都市西京区松尾井戸町・まつおいどちよう

　　６１５-８２８４・京都府京都市西京区松尾上ノ山町・まつおうえのやまちよう

　　６１５-８２８１・京都府京都市西京区松尾木ノ曽町・まつおきのそちよう

　　６１５-８２８６・京都府京都市西京区松尾神ケ谷町・まつおじんがたにちよう

　　６１５-８２１６・京都府京都市西京区松尾鈴川町・まつおすずかわちよう

　　６１５-８２８２・京都府京都市西京区松尾大利町・まつおだいりちよう



　　６１５-８２１７・京都府京都市西京区松尾東ノ口町・まつおひがしのくちちよう

　　６１５-８２８７・京都府京都市西京区松尾万石町・まつおまんごくちよう

　　６１５-８２０２・京都府京都市西京区松室吾田神町・まつむろあたがみちよう

　　６１５-８２０３・京都府京都市西京区松室荒堀町・まつむろあらほﾞりちよう

　　６１５-８２０６・京都府京都市西京区松室追上ゲ町・まつむろおいあげちよう

　　６１５-８２９１・京都府京都市西京区松室扇田町・まつむろおうぎだちよう

　　６１５-８２０７・京都府京都市西京区松室河原町・まつむろかわらちよう

　　６１５-８２０４・京都府京都市西京区松室北河原町・まつむろきたかわらちよう

　　６１５-８２９４・京都府京都市西京区松室地家町・まつむろじけちよう

　　６１５-８２９５・京都府京都市西京区松室地家山・まつむろじけやま

　　６１５-８２９３・京都府京都市西京区松室庄田町・まつむろしようだちよう

　　６１５-８２９２・京都府京都市西京区松室田中町・まつむろたなかちよう

　　６１５-８２０５・京都府京都市西京区松室中溝町・まつむろなかみぞちよう

　　６１５-８２９６・京都府京都市西京区松室山添町・まつむろやまぞえちよう

　　６１５-８２７４・京都府京都市西京区山田上ノ町・やまだうえのちよう

　　６１５-８２３６・京都府京都市西京区山田大吉見町・やまだおおよしみちよう

　　６１５-８２６５・京都府京都市西京区山田御道路町・やまだおどろちよう

　　６１５-８２８５・京都府京都市西京区山田北ノ町・やまだきたのちよう

　　６１５-８２６７・京都府京都市西京区山田北山田町・やまだきたやまだちよう

　　６１５-８２３８・京都府京都市西京区山田車塚町・やまだくるまつかちよう

　　６１５-８２６２・京都府京都市西京区山田四ノ坪町・やまだしのつほﾞちよう

　　６１５-８２６１・京都府京都市西京区山田庄田町・やまだしようだちよう

　　６１５-８２７１・京都府京都市西京区山田弦馳町・やまだつるはぜちよう

　　６１５-８２７３・京都府京都市西京区山田出口町・やまだでぐちちよう

　　６１５-８２３７・京都府京都市西京区山田中吉見町・やまだなかよしみちよう

　　６１５-８２５１・京都府京都市西京区山田猫塚町・やまだねこつかちよう

　　６１５-８２５５・京都府京都市西京区山田箱塚町・やまだはこつﾞかちよう

　　６１５-８２７２・京都府京都市西京区山田畑田町・やまだはたけだちよう

　　６１５-８２７７・京都府京都市西京区山田葉室町・やまだはむろちよう

　　６１５-８２６３・京都府京都市西京区山田久田町・やまだひさだちよう

　　６１５-８２５６・京都府京都市西京区山田平尾町・やまだひらおちよう

　　６１５-８２７６・京都府京都市西京区山田開キ町・やまだひらきちよう

　　６１５-８２７５・京都府京都市西京区山田南町・やまだみなみちよう

　　６１５-８２６６・京都府京都市西京区山田南山田町・やまだみなみやまだちよう

　　６１５-８２６４・京都府京都市西京区山田六ノ坪町・やまだろくのつほﾞちよう

　　６２０-００００・京都府福知山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２０-０８６１・京都府福知山市秋津が丘・あきつがおか

　　６２０-０９４７・京都府福知山市旭が丘・あさひがおか

　　６２０-００５８・京都府福知山市厚・あつ

　　６２０-００５６・京都府福知山市厚中町・あつなかまち

　　６２０-００５９・京都府福知山市厚東町・あつひがしまち

　　６２０-０９６４・京都府福知山市甘栗・あまぐり

　　６２０-０２０１・京都府福知山市天座・あまざ

　　６２０-００６３・京都府福知山市荒河新町・あらがしんまち

　　６２０-００６１・京都府福知山市荒河東町・あらがひがしまち

　　６２０-００６７・京都府福知山市荒河ヒルズ・あらがひるず

　　６２０-０８７９・京都府福知山市荒木・あらき

　　６２０-０８２３・京都府福知山市生野・いくの

　　６２０-０８３２・京都府福知山市池田・いけだ

　　６２０-００１３・京都府福知山市池部・いけべ

　　６２０-０８０４・京都府福知山市石原・いさ

　　６２０-００１７・京都府福知山市猪崎・いざき

　　６２０-０９６１・京都府福知山市石場・いしはﾞ

　　６２０-００７４・京都府福知山市石本・いしもと

　　６２０-００７１・京都府福知山市一尾・いちお

　　６２０-０９３９・京都府福知山市市寺・いちでら

　　６２０-０８４８・京都府福知山市市の谷・いちのたに

　　６２０-０９０７・京都府福知山市一ノ宮・いちのみや

　　６２０-０２１２・京都府福知山市行積・いつもり

　　６２０-０９８４・京都府福知山市猪野々・いのの

　　６２０-０９５３・京都府福知山市今安・いまやす

　　６２０-００３１・京都府福知山市鋳物師・いもじ

　　６２０-０９２２・京都府福知山市岩井・いわい

　　６２０-０９２０・京都府福知山市岩井新町・いわいしんまち

　　６２０-００６４・京都府福知山市岩井東町・いわいひがしまち

　　６２０-０８３１・京都府福知山市岩崎・いわさき

　　６２０-０８４７・京都府福知山市岩間・いわま

　　６２０-０００５・京都府福知山市印内・いんない

　　６２０-０８２５・京都府福知山市上野・うえの

　　６２０-０８４５・京都府福知山市上松・うえまつ



　　６２０-０８８１・京都府福知山市内田町・うちだちよう

　　６２０-０９８５・京都府福知山市梅谷・うめだに

　　６２０-００７６・京都府福知山市漆端・うるしがはな

　　６２０-０９４０・京都府福知山市駅南町・えきなんちよう

　　６２０-００４５・京都府福知山市駅前町・えきまえちよう

　　６２０-０９１８・京都府福知山市夷・えびす

　　６２０-０８１６・京都府福知山市大池坂町・おおいけざかちよう

　　６２０-０３２５・京都府福知山市大江町天田内・おおえちようあまだうち

　　６２０-０３５４・京都府福知山市大江町在田・おおえちようありた

　　６２０-０３３４・京都府福知山市大江町市原谷・おおえちよういちわらだに

　　６２０-０３０４・京都府福知山市大江町上野・おおえちよううえの

　　６２０-０３１４・京都府福知山市大江町小原田・おおえちようおわらた

　　６２０-０３０３・京都府福知山市大江町金屋・おおえちようかなや

　　６２０-０３４１・京都府福知山市大江町北有路・おおえちようきたありじ

　　６２０-０３２７・京都府福知山市大江町北原・おおえちようきたはﾞら

　　６２０-０３１２・京都府福知山市大江町公庄・おおえちようぐじよう

　　６２０-０３２２・京都府福知山市大江町毛原・おおえちようけわら

　　６２０-０３０１・京都府福知山市大江町河守・おおえちようこうもり

　　６２０-０３０２・京都府福知山市大江町関・おおえちようせき

　　６２０-０３５１・京都府福知山市大江町千原・おおえちようせんはﾞら

　　６２０-０３３１・京都府福知山市大江町三河・おおえちようそうご

　　６２０-０３３２・京都府福知山市大江町高津江・おおえちようたかつえ

　　６２０-０３１１・京都府福知山市大江町蓼原・おおえちようたでわら

　　６２０-０３５５・京都府福知山市大江町常津・おおえちようつねつﾞ

　　６２０-０３２３・京都府福知山市大江町内宮・おおえちようないく

　　６２０-０３５３・京都府福知山市大江町夏間・おおえちようなつま

　　６２０-０３３３・京都府福知山市大江町二箇・おおえちようにか

　　６２０-０３２６・京都府福知山市大江町橋谷・おおえちようはしだに

　　６２０-０３０５・京都府福知山市大江町波美・おおえちようはび

　　６２０-０３１３・京都府福知山市大江町日藤・おおえちようひとう

　　６２０-０３５６・京都府福知山市大江町尾藤・おおえちようびとう

　　６２０-０３２４・京都府福知山市大江町二俣・おおえちようふたまた

　　６２０-０３２１・京都府福知山市大江町仏性寺・おおえちようぶつしようじ

　　６２０-０３４２・京都府福知山市大江町南有路・おおえちようみなみありじ

　　６２０-０３５２・京都府福知山市大江町南山・おおえちようみなみやま

　　６２０-０８３６・京都府福知山市大内・おおち

　　６２０-０８５８・京都府福知山市大野・おおの

　　６２０-０８５２・京都府福知山市大野上・おおのうえ

　　６２０-０８５１・京都府福知山市大野下・おおのした

　　６２０-０９８８・京都府福知山市大見長祖・おおみながそ

　　６２０-００７７・京都府福知山市大呂・おおろ

　　６２０-０８７２・京都府福知山市岡ノ一町・おかの１まち

　　６２０-０８７１・京都府福知山市岡ノ二町・おかの２まち

　　６２０-０８７３・京都府福知山市岡ノ三町・おかの３まち

　　６２０-０８９１・京都府福知山市岡ノ上町・おかのうえまち

　　６２０-０８０２・京都府福知山市興・おき

　　６２０-０９６３・京都府福知山市奥榎原・おくえはﾞら

　　６２０-０９２８・京都府福知山市奥野部・おくのべ

　　６２０-０８４６・京都府福知山市長田段・おさだだん

　　６２０-０８５３・京都府福知山市長田野町・おさだのちよう

　　６２０-０８４３・京都府福知山市長田南・おさだみなみ

　　６２０-０８４２・京都府福知山市長田北・おさだきた

　　６２０-０９８１・京都府福知山市小田・おだ

　　６２０-０９３８・京都府福知山市小野脇・おのわき

　　６２０-００３４・京都府福知山市鍛冶・かじ

　　６２０-０９２１・京都府福知山市かしの木台・かしのきだい

　　６２０-００６５・京都府福知山市上荒河・かみあらが

　　６２０-０９１１・京都府福知山市上大内・かみおおち

　　６２０-００３３・京都府福知山市上紺屋・かみこや

　　６２０-０９０１・京都府福知山市上佐々木・かみささき

　　６２０-０９２５・京都府福知山市上篠尾・かみさそお

　　６２０-００２８・京都府福知山市上新・かみしん

　　６２０-０２１４・京都府福知山市上野条・かみのうじよう

　　６２０-０９８７・京都府福知山市鴨野町・かものちよう

　　６２０-０９６９・京都府福知山市茅ノ台・かやのだい

　　６２０-０００４・京都府福知山市川北・かわぎた

　　６２０-０８０３・京都府福知山市観音寺・かんのんじ

　　６２０-０８５９・京都府福知山市桔梗が丘・ききようがおか

　　６２０-０００３・京都府福知山市私市・きさいち

　　６２０-０９０２・京都府福知山市喜多・きた



　　６２０-０９４３・京都府福知山市北岡町・きたおかちよう

　　６２０-０８９３・京都府福知山市北小谷ケ丘・きたこたにがおか

　　６２０-００４３・京都府福知山市北栄町・きたさかえまち

　　６２０-０９３１・京都府福知山市北羽合・きたはごう

　　６２０-０８１１・京都府福知山市北平野町・きたひらのちよう

　　６２０-００４１・京都府福知山市北本町一区・きたほんまちいつく

　　６２０-００４２・京都府福知山市北本町二区・きたほんまちにく

　　６２０-０９６８・京都府福知山市北山・きたやま

　　６２０-００２７・京都府福知山市京・きよう

　　６２０-０９６２・京都府福知山市口榎原・くちえはﾞら

　　６２０-０２２１・京都府福知山市雲原・くもはら

　　６２０-０８３５・京都府福知山市後正寺・ごしようじ

　　６２０-００２６・京都府福知山市呉服・ごふく

　　６２０-００７８・京都府福知山市瘤木・こぶのき

　　６２０-０９７２・京都府福知山市小牧・こまき

　　６２０-０８６３・京都府福知山市小松ケ丘・こまつがおか

　　６２０-０８４１・京都府福知山市駒場新町・こまはﾞしんまち

　　６２０-０８２７・京都府福知山市坂室・さかむろ

　　６２０-０９７１・京都府福知山市下戸・さげと

　　６２０-０８３８・京都府福知山市笹場・ささはﾞ

　　６２０-０９２５・京都府福知山市篠尾（上篠尾）・さそお(かみさそお)

　　６２０-０９３１・京都府福知山市篠尾（北羽合）・さそお(きたはごう)

　　６２０-００５５・京都府福知山市篠尾（篠尾新町）・さそお(さそおしんまち)

　　６２０-０９２４・京都府福知山市篠尾（下篠尾）・さそお(しもさそお)

　　６２０-０９３２・京都府福知山市篠尾（西羽合）・さそお(にしはごう)

　　６２０-０９３３・京都府福知山市篠尾（東羽合）・さそお(ひがしはごう)

　　６２０-０９３４・京都府福知山市篠尾（南羽合）・さそお(みなみはごう)

　　６２０-０９４８・京都府福知山市篠尾（夕陽が丘）・さそお(ゆうひがおか)

　　６２０-００５５・京都府福知山市篠尾新町・さそおしんまち

　　６２０-０９５８・京都府福知山市さつきケ丘・さつきがおか

　　６２０-００７２・京都府福知山市下天津・しもあまつﾞ

　　６２０-００６６・京都府福知山市下荒河・しもあらが

　　６２０-００１５・京都府福知山市下猪崎・しもいざき

　　６２０-０９１２・京都府福知山市下大内・しもおおち

　　６２０-０９８２・京都府福知山市下小田・しもおだ

　　６２０-００３２・京都府福知山市下紺屋・しもこや

　　６２０-０９０８・京都府福知山市下佐々木・しもささき

　　６２０-０９２４・京都府福知山市下篠尾・しもさそお

　　６２０-０８３９・京都府福知山市下地・しもじ

　　６２０-００２９・京都府福知山市下新・しもしん

　　６２０-０２１１・京都府福知山市下野条・しものうじよう

　　６２０-００２２・京都府福知山市下柳・しもやなぎ

　　６２０-０８７５・京都府福知山市蛇ケ端・じやがはな

　　６２０-０９１５・京都府福知山市十二・じゆうに

　　６２０-０９０４・京都府福知山市常願寺・じようがんじ

　　６２０-０８２６・京都府福知山市正後寺・しようごじ

　　６２０-０８２８・京都府福知山市正坂・しようさか

　　６２０-０９３６・京都府福知山市正明寺・しようみようじ

　　６２０-００５１・京都府福知山市昭和新町・しようわしんまち

　　６２０-００５２・京都府福知山市昭和町・しようわちよう

　　６２０-００１６・京都府福知山市城山・しろやま

　　６２０-０９０６・京都府福知山市新宮・しんぐう

　　６２０-０９２６・京都府福知山市新庄・しんじよう

　　６２０-００５４・京都府福知山市末広町・すえひろちよう

　　６２０-０９５６・京都府福知山市額塚・すくもつﾞか

　　６２０-０８４９・京都府福知山市砂子町・すなごまち

　　６２０-０９８９・京都府福知山市住所大山・すみんじよおおやま

　　６２０-０８０６・京都府福知山市聖佳町・せいかちよう

　　６２０-０９５２・京都府福知山市大門・だいもん

　　６２０-０８５４・京都府福知山市高畑・たかはﾞたけ

　　６２０-０９１４・京都府福知山市立原・たつわら

　　６２０-０８３７・京都府福知山市田野・たの

　　６２０-０９６５・京都府福知山市樽水・たるみ

　　６２０-０９０５・京都府福知山市田和・たわ

　　６２０-０９７３・京都府福知山市談・だん

　　６２０-００７３・京都府福知山市勅使・ ちよくじ

　　６２０-０９６６・京都府福知山市辻・つじ

　　６２０-０８０８・京都府福知山市土・つち

　　６２０-０９４９・京都府福知山市つつじケ丘・つつじがおか

　　６２０-００２１・京都府福知山市寺・てら



　　６２０-０８４４・京都府福知山市多保市・とおのいち

　　６２０-０８０１・京都府福知山市戸田・とだ

　　６２０-０９５１・京都府福知山市十三丘・とみおか

　　６２０-００５７・京都府福知山市問屋町・とんやまち

　　６２０-００３５・京都府福知山市内記・ないき

　　６２０-００１４・京都府福知山市中・なか

　　６２０-０２１３・京都府福知山市長尾・ながお

　　６２０-０８１７・京都府福知山市中坂町・なかさかちよう

　　６２０-０９０９・京都府福知山市中佐々木・なかささき

　　６２０-０８３４・京都府福知山市中地・なかち

　　６２０-００３６・京都府福知山市中ノ町・なかのまち

　　６２０-０８１５・京都府福知山市長山町・ながやまちよう

　　６２０-０８６５・京都府福知山市西佳屋野町・にしかやのちよう

　　６２０-０８８６・京都府福知山市西小谷ケ丘・にしこたにがおか

　　６２０-００３８・京都府福知山市西中ノ町・にしなかのまち

　　６２０-００２５・京都府福知山市西長町・にしながまち

　　６２０-０９３２・京都府福知山市西羽合・にしはごう

　　６２０-０８１４・京都府福知山市西平野町・にしひらのちよう

　　６２０-００５３・京都府福知山市西本町・にしほんまち

　　６２０-００３９・京都府福知山市西町・にしまち

　　６２０-０８８８・京都府福知山市野家・のけ

　　６２０-０９８３・京都府福知山市野笹・のざさ

　　６２０-０９１７・京都府福知山市野花・のはﾞな

　　６２０-０９５５・京都府福知山市拝師・ はいじ

　　６２０-００７５・京都府福知山市波江・はえ

　　６２０-０８２２・京都府福知山市萩原・はぎわら

　　６２０-００１１・京都府福知山市筈巻・はずまき

　　６２０-０８５７・京都府福知山市土師・はぜ

　　６２０-０８５５・京都府福知山市土師（新町）・はぜ(しんまち)

　　６２０-０８５６・京都府福知山市土師（宮町）・はぜ(みやまち)

　　６２０-０９６７・京都府福知山市畑中・はたけなか

　　６２０-０９５４・京都府福知山市半田・はんだ

　　６２０-０８９２・京都府福知山市東岡町・ひがしおかちよう

　　６２０-０８６２・京都府福知山市東佳屋野町・ひがしかやのちよう

　　６２０-０８８７・京都府福知山市東小谷ケ丘・ひがしこたにがおか

　　６２０-００３７・京都府福知山市東中ノ町・ひがしなかのまち

　　６２０-００２４・京都府福知山市東長町・ひがしながまち

　　６２０-０８０７・京都府福知山市東野町・ひがしのちよう

　　６２０-０９３３・京都府福知山市東羽合・ひがしはごう

　　６２０-０８１２・京都府福知山市東平野町・ひがしひらのちよう

　　６２０-０８８２・京都府福知山市東堀・ひがしほﾞり

　　６２０-００４７・京都府福知山市東本町・ひがしほんまち

　　６２０-００２３・京都府福知山市菱屋・ひしや

　　６２０-０９０３・京都府福知山市日尾・ひのお

　　６２０-０８７８・京都府福知山市日吉ケ丘・ひよしがおか

　　６２０-０９４５・京都府福知山市広峯町・ひろみねちよう

　　６２０-０９７４・京都府福知山市法用・ほうよう

　　６２０-０００２・京都府福知山市報恩寺・ほおじ

　　６２０-０８７４・京都府福知山市堀口・ほりぐち

　　６２０-０８２４・京都府福知山市堀越・ ほりこじ

　　６２０-０９２３・京都府福知山市本庄・ほんしよう

　　６２０-０８８３・京都府福知山市本堀・ほんほﾞり

　　６２０-０８６７・京都府福知山市前田・まえだ

　　６２０-０８６６・京都府福知山市前田新町・まえだしんまち

　　６２０-０９１３・京都府福知山市牧・まき

　　６２０-０８９４・京都府福知山市丸田ケ丘・まるたがおか

　　６２０-０８７６・京都府福知山市水内・みずうち

　　６２０-０８９５・京都府福知山市緑ケ丘町・みどりがおかちよう

　　６２０-０９４６・京都府福知山市南天田町・みなみあまだちよう

　　６２０-０９４４・京都府福知山市南岡町・みなみおかまち

　　６２０-０８６４・京都府福知山市南佳屋野町・みなみかやのちよう

　　６２０-０８８５・京都府福知山市南小谷ケ丘・みなみこたにがおか

　　６２０-００４４・京都府福知山市南栄町・みなみさかえまち

　　６２０-０８０５・京都府福知山市南土野町・みなみつちのちよう

　　６２０-０９３４・京都府福知山市南羽合・みなみはごう

　　６２０-０８１３・京都府福知山市南平野町・みなみひらのちよう

　　６２０-００４６・京都府福知山市南本町・みなみほんまち

　　６２０-０８８４・京都府福知山市南本堀・みなみほんほﾞり

　　６２０-０８２１・京都府福知山市三俣・みまた

　　６２０-０８３３・京都府福知山市宮・みや



　　６２０-０９８６・京都府福知山市宮垣・みやがき

　　６２０-１４４４・京都府福知山市三和町芦渕・みわちようあしぶち

　　６２０-１４２５・京都府福知山市三和町菟原下・みわちよううはﾞらしも

　　６２０-１４２２・京都府福知山市三和町菟原中・みわちよううはﾞらなか

　　６２０-１４４１・京都府福知山市三和町梅原・みわちよううめはら

　　６２０-１３０１・京都府福知山市三和町大原・みわちようおおはﾞら

　　６２０-１４２１・京都府福知山市三和町大身・みわちようおおみ

　　６２０-１３１１・京都府福知山市三和町上川合・みわちようかみがわい

　　６２０-１３１４・京都府福知山市三和町加用・みわちようかよう

　　６２０-１４３５・京都府福知山市三和町草山・みわちようくさやま

　　６２０-１４３４・京都府福知山市三和町西松・みわちようさいまつ

　　６２０-１３１３・京都府福知山市三和町下川合・みわちようしもかわい

　　６２０-１４４２・京都府福知山市三和町千束・みわちようせんぞく

　　６２０-１３０２・京都府福知山市三和町台頭・みわちようだいと

　　６２０-１４２３・京都府福知山市三和町高杉・みわちようたかすぎ

　　６２０-１４３３・京都府福知山市三和町田ノ谷・みわちようたのたに

　　６２０-１４３１・京都府福知山市三和町辻・みわちようつじ

　　６２０-１４４３・京都府福知山市三和町寺尾・みわちようてらお

　　６２０-１４２４・京都府福知山市三和町友渕・みわちようともぶち

　　６２０-１４３２・京都府福知山市三和町中出・みわちようなかで

　　６２０-１４４５・京都府福知山市三和町みわ・みわちようみわ

　　６２０-１３１２・京都府福知山市三和町岼・みわちようゆり

　　６２０-０９３５・京都府福知山市向野・むかいの

　　６２０-０９１６・京都府福知山市六十内・むそち

　　６２０-０９３７・京都府福知山市室・むろ

　　６２０-０８７７・京都府福知山市森垣・もりがい

　　６２９-１３０３・京都府福知山市夜久野町井田・やくのちよういだ

　　６２９-１３２３・京都府福知山市夜久野町板生・やくのちよういとう

　　６２９-１３０２・京都府福知山市夜久野町今西中・やくのちよういまにしなか

　　６２９-１３１４・京都府福知山市夜久野町小倉・やくのちようおぐら

　　６２９-１３１５・京都府福知山市夜久野町大油子・やくのちようおゆご

　　６２９-１３１２・京都府福知山市夜久野町末・やくのちようすえ

　　６２９-１３１３・京都府福知山市夜久野町高内・やくのちようたかうち

　　６２９-１３０５・京都府福知山市夜久野町千原・やくのちようちはら

　　６２９-１３２１・京都府福知山市夜久野町直見・やくのちようなおみ

　　６２９-１３０４・京都府福知山市夜久野町額田・やくのちようぬかた

　　６２９-１３０１・京都府福知山市夜久野町畑・やくのちようはた

　　６２９-１３２２・京都府福知山市夜久野町平野・やくのちようひらの

　　６２９-１３１１・京都府福知山市夜久野町日置・やくのちようへき

　　６２０-００１２・京都府福知山市安井・やすい

　　６２０-０９５７・京都府福知山市山崎・やまざき

　　６２０-０００１・京都府福知山市山野口・やまのくち

　　６２０-０９４８・京都府福知山市夕陽が丘・ゆうひがおか

　　６２０-００６２・京都府福知山市和久市町・わくいちちよう

　　６２０-０９２７・京都府福知山市和久寺・わくでら

　　６２５-００００・京都府舞鶴市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２４-０９４２・京都府舞鶴市青井・あおい

　　６２５-０１５１・京都府舞鶴市赤野・あかの

　　６２４-０８４２・京都府舞鶴市朝代・あさしろ

　　６２５-０００５・京都府舞鶴市朝来中・あせくなか

　　６２５-０００４・京都府舞鶴市朝来西町・あせくにしまち

　　６２５-００３０・京都府舞鶴市愛宕上町・あたごかみまち

　　６２５-００３１・京都府舞鶴市愛宕中町・あたごなかまち

　　６２５-００３２・京都府舞鶴市愛宕下町・あたごしもまち

　　６２５-００３３・京都府舞鶴市愛宕浜町・あたごはままち

　　６２５-００８３・京都府舞鶴市余部上・あまるべかみ

　　６２５-００８７・京都府舞鶴市余部下・あまるべしも

　　６２４-０８１１・京都府舞鶴市池ノ内下・いけのうちしも

　　６２４-０８１６・京都府舞鶴市伊佐津・いさつﾞ

　　６２５-００２５・京都府舞鶴市市場・いちはﾞ

　　６２４-０８１３・京都府舞鶴市今田・いまだ

　　６２４-０８０２・京都府舞鶴市上根・うえね

　　６２４-０９１２・京都府舞鶴市上安・うえやす

　　６２４-０９１１・京都府舞鶴市上安東町・うえやすひがしまち

　　６２４-０９２３・京都府舞鶴市魚屋・うおや

　　６２５-００４３・京都府舞鶴市梅ケ谷・うめがたに

　　６２４-０８５４・京都府舞鶴市円満寺・えんまんじ

　　６２４-０８５２・京都府舞鶴市大内・おおうち

　　６２４-０１０１・京都府舞鶴市大川・おおかわ

　　６２４-０９４４・京都府舞鶴市大君・おおきみ



　　６２４-０８５１・京都府舞鶴市大内野町・おおちのちよう

　　６２５-０１３６・京都府舞鶴市大丹生・おおにゆう

　　６２５-０００６・京都府舞鶴市大波上・おおはﾞかみ

　　６２５-０００７・京都府舞鶴市大波下・おおはﾞしも

　　６２４-０１２３・京都府舞鶴市大俣・おおまた

　　６２５-０１５８・京都府舞鶴市大山・おおやま

　　６２４-０１１７・京都府舞鶴市岡田由里・おかだゆり

　　６２５-００１５・京都府舞鶴市岡安・おかやす

　　６２５-００２０・京都府舞鶴市小倉・おぐら

　　６２５-０１５４・京都府舞鶴市小橋・おはﾞせ

　　６２５-００５３・京都府舞鶴市金屋町・かなやちよう

　　６２５-００１４・京都府舞鶴市鹿原・かはら

　　６２５-００１３・京都府舞鶴市鹿原西町・かはらにしまち

　　６２４-０９６４・京都府舞鶴市蒲江・かまや

　　６２４-０９１３・京都府舞鶴市上安久・かみあぐ

　　６２４-０１１２・京都府舞鶴市上漆原・かみうるしはﾞら

　　６２４-０９６８・京都府舞鶴市上東・ かみひがじ

　　６２４-０９５１・京都府舞鶴市上福井・かみふくい

　　６２５-００７７・京都府舞鶴市亀岩町・かめいわちよう

　　６２５-０１４１・京都府舞鶴市河辺中・かわべなか

　　６２５-０１４６・京都府舞鶴市河辺原・かわべはら

　　６２５-０１４４・京都府舞鶴市河辺由里・かわべゆり

　　６２５-０１４５・京都府舞鶴市観音寺・かんのんじ

　　６２４-０８０４・京都府舞鶴市岸谷・きしだに

　　６２４-０９４５・京都府舞鶴市喜多・きた

　　６２５-００８０・京都府舞鶴市北吸・きたすい

　　６２４-０８５５・京都府舞鶴市北田辺・きたたなべ

　　６２５-００５０・京都府舞鶴市北浜町・きたはまちよう

　　６２５-００１１・京都府舞鶴市吉坂・きちさか

　　６２５-００７３・京都府舞鶴市木ノ下・きのした

　　６２４-０９３５・京都府舞鶴市京口・きようぐち

　　６２５-００７６・京都府舞鶴市京月町・きようげつちよう

　　６２５-００７５・京都府舞鶴市京月東町・きようげつひがしまち

　　６２４-０８２３・京都府舞鶴市京田・きようだ

　　６２４-０８２６・京都府舞鶴市京田新町・きようだしんまち

　　６２４-０９０１・京都府舞鶴市清美が丘・きよみがおか

　　６２４-０９０２・京都府舞鶴市清道・きよみち

　　６２４-０９０８・京都府舞鶴市清道新町・きよみちしんまち

　　６２４-０１０３・京都府舞鶴市久田美・くたみ

　　６２４-０８２１・京都府舞鶴市公文名・くもんな

　　６２４-０９０６・京都府舞鶴市倉谷・くらたに

　　６２５-００５６・京都府舞鶴市倉梯町・くらはしちよう

　　６２５-００５５・京都府舞鶴市倉梯中町・くらはしなかまち

　　６２４-０１２５・京都府舞鶴市桑飼上・くわがいかみ

　　６２４-０１２４・京都府舞鶴市桑飼下・くわがいしも

　　６２４-０１１５・京都府舞鶴市河原・こうら

　　６２４-０９３６・京都府舞鶴市紺屋・こんや

　　６２４-０１１８・京都府舞鶴市西方寺・さいほうじ

　　６２４-０８１５・京都府舞鶴市境谷・さかいだに

　　６２５-０１３４・京都府舞鶴市佐波賀・さはﾞか

　　６２４-０１０２・京都府舞鶴市志高・しだか

　　６２５-００５４・京都府舞鶴市七条中町・しちじようなかまち

　　６２４-０１２２・京都府舞鶴市地頭・じとう

　　６２４-０９２９・京都府舞鶴市寺内・じない

　　６２４-０９１４・京都府舞鶴市下安久・しもあぐ

　　６２４-０１１３・京都府舞鶴市下漆原・しもうるしはﾞら

　　６２４-０９６７・京都府舞鶴市下東・ しもひがじ

　　６２４-０９４６・京都府舞鶴市下福井・しもふくい

　　６２４-０１１４・京都府舞鶴市下見谷・しもみだに

　　６２４-０８３４・京都府舞鶴市城屋・じようや

　　６２４-０９０４・京都府舞鶴市昭和台・しようわだい

　　６２４-０９２４・京都府舞鶴市職人・しよくにん

　　６２４-０９４１・京都府舞鶴市白杉・しらすぎ

　　６２４-０８０３・京都府舞鶴市白滝・しらたき

　　６２５-００８４・京都府舞鶴市白浜台・しらはまだい

　　６２５-００１６・京都府舞鶴市白屋・しろや

　　６２５-００１２・京都府舞鶴市白屋町・しろやちよう

　　６２４-０９３３・京都府舞鶴市新・しん

　　６２５-０００１・京都府舞鶴市杉山・すぎやま

　　６２５-０１３７・京都府舞鶴市瀬崎・せざき



　　６２５-００２６・京都府舞鶴市泉源寺・せんげんじ

　　６２５-０１５７・京都府舞鶴市田井・たい

　　６２５-０１３３・京都府舞鶴市平・たいら

　　６２４-０８３２・京都府舞鶴市高野台・たかのだい

　　６２４-０８３５・京都府舞鶴市高野由里・たかのゆり

　　６２４-０１２１・京都府舞鶴市滝ケ宇呂・たきがうろ

　　６２４-０９２８・京都府舞鶴市竹屋・たけや

　　６２５-００２３・京都府舞鶴市田中・たなか

　　６２５-００２４・京都府舞鶴市田中町・たなかちよう

　　６２５-０１５２・京都府舞鶴市多祢寺・たねじ

　　６２５-００４５・京都府舞鶴市多門院・たもんいん

　　６２４-０９２５・京都府舞鶴市丹波・たんはﾞ

　　６２５-０１３５・京都府舞鶴市千歳・ちとせ

　　６２５-００８２・京都府舞鶴市つつじケ丘・つつじがおか

　　６２５-００７２・京都府舞鶴市常・つね

　　６２５-００７１・京都府舞鶴市常新町・つねしんまち

　　６２４-０８０１・京都府舞鶴市寺田・てらだ

　　６２５-００２７・京都府舞鶴市田園町・でんえんちよう

　　６２４-０９０３・京都府舞鶴市天台・てんだい

　　６２４-０９０９・京都府舞鶴市天台新町・てんだいしんまち

　　６２５-００４４・京都府舞鶴市堂奥・どうのおく

　　６２４-０８２５・京都府舞鶴市十倉・とくら

　　６２５-０１４７・京都府舞鶴市栃尾・とちお

　　６２５-０１３２・京都府舞鶴市中田・なかだ

　　６２５-０１３１・京都府舞鶴市中田町・なかだちよう

　　６２４-０１１１・京都府舞鶴市長谷・ながたに

　　６２５-００８６・京都府舞鶴市長浜・ながはま

　　６２４-０９６６・京都府舞鶴市中山・なかやま

　　６２４-０８２２・京都府舞鶴市七日市・なぬかいち

　　６２５-０１５６・京都府舞鶴市成生・なりう

　　６２４-０９３７・京都府舞鶴市西・ にじ

　　６２４-０９６１・京都府舞鶴市西神崎・にしかんざき

　　６２５-０１４２・京都府舞鶴市西屋・にしや

　　６２４-０９２２・京都府舞鶴市西吉原・にしよしはら

　　６２４-０８３１・京都府舞鶴市女布・によう

　　６２４-０８３６・京都府舞鶴市女布北町・にようきたまち

　　６２４-０８０６・京都府舞鶴市布敷・ぬのしき

　　６２５-０１５５・京都府舞鶴市野原・のはら

　　６２５-０００２・京都府舞鶴市登尾・のほﾞりお

　　６２４-０８３３・京都府舞鶴市野村寺・のむらじ

　　６２４-０９５４・京都府舞鶴市八田・はつた

　　６２５-００７８・京都府舞鶴市八反田南町・はつたんだみなみまち

　　６２５-００７０・京都府舞鶴市八反田北町・はつたんだきたまち

　　６２４-０９５３・京都府舞鶴市八戸地・はとち

　　６２５-００３６・京都府舞鶴市浜・はま

　　６２５-００３７・京都府舞鶴市浜町・はままち

　　６２４-０９６２・京都府舞鶴市東神崎・ひがしかんざき

　　６２４-０９２１・京都府舞鶴市東吉原・ひがしよしはら

　　６２４-０８４１・京都府舞鶴市引土・ひきつち

　　６２４-０８４３・京都府舞鶴市引土新・ひきつちしん

　　６２４-０９２７・京都府舞鶴市平野屋・ひらのや

　　６２４-０９０５・京都府舞鶴市福来・ふき

　　６２４-０９０７・京都府舞鶴市福来問屋町・ふきとんやまち

　　６２４-０１１６・京都府舞鶴市富室・ふむろ

　　６２４-０８０５・京都府舞鶴市別所・べつしよ

　　６２４-０８１２・京都府舞鶴市堀・ほり

　　６２４-０９３４・京都府舞鶴市堀上・ほりかみ

　　６２４-０９２６・京都府舞鶴市本・ほん

　　６２４-０８２４・京都府舞鶴市真倉・まぐら

　　６２５-００１０・京都府舞鶴市松尾・まつお

　　６２４-０９３１・京都府舞鶴市松陰・まつかげ

　　６２４-０９５５・京都府舞鶴市丸田・まるた

　　６２５-００６５・京都府舞鶴市丸山中町・まるやまなかまち

　　６２５-００６４・京都府舞鶴市丸山西町・まるやまにしまち

　　６２５-００６６・京都府舞鶴市丸山口町・まるやまぐちちよう

　　６２５-００６３・京都府舞鶴市丸山町・まるやまちよう

　　６２４-０８１４・京都府舞鶴市万願寺・まんがんじ

　　６２４-０９６５・京都府舞鶴市水間・みずま

　　６２５-００３５・京都府舞鶴市溝尻・みぞしり

　　６２５-００４２・京都府舞鶴市溝尻町・みぞしりちよう



　　６２５-００４１・京都府舞鶴市溝尻中町・みぞしりなかまち

　　６２４-０９５２・京都府舞鶴市三日市・みつかいち

　　６２４-０８５３・京都府舞鶴市南田辺・みなみたなべ

　　６２５-００５７・京都府舞鶴市南浜町・みなみはまちよう

　　６２５-０１５３・京都府舞鶴市三浜・みはま

　　６２５-００８１・京都府舞鶴市三宅・みやけ

　　６２４-０９３２・京都府舞鶴市宮津口・みやつﾞぐち

　　６２５-０１４３・京都府舞鶴市室牛・むろじ

　　６２５-００６０・京都府舞鶴市桃山町・ももやまちよう

　　６２５-００６２・京都府舞鶴市森・もり

　　６２５-００６１・京都府舞鶴市森町・もりちよう

　　６２５-００６７・京都府舞鶴市森本町・もりほんまち

　　６２５-００２１・京都府舞鶴市安岡・やすおか

　　６２５-００２２・京都府舞鶴市安岡町・やすおかちよう

　　６２５-００４０・京都府舞鶴市矢之助町・やのすけちよう

　　６２５-００５２・京都府舞鶴市行永・ゆきなが

　　６２５-００５８・京都府舞鶴市行永桜通り・ゆきながさくらどおり

　　６２５-００５１・京都府舞鶴市行永東町・ゆきながひがしまち

　　６２４-０９６３・京都府舞鶴市油江・ゆご

　　６２４-０９４３・京都府舞鶴市吉田・よしだ

　　６２５-０００３・京都府舞鶴市吉野・よしの

　　６２５-００７４・京都府舞鶴市与保呂・よほろ

　　６２５-００３４・京都府舞鶴市竜宮町・りゆうぐうちよう

　　６２４-０９５６・京都府舞鶴市和江・わえ

　　６２５-００８５・京都府舞鶴市和田・わだ

　　６２３-００００・京都府綾部市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２３-００６２・京都府綾部市相生町・あいおいちよう

　　６２３-００１１・京都府綾部市青野町・あおのちよう

　　６２９-１２６１・京都府綾部市旭町・あさひちよう

　　６２３-００１３・京都府綾部市綾中町・あやなかちよう

　　６２３-０００６・京都府綾部市有岡町・ありおかちよう

　　６２３-０１０４・京都府綾部市安国寺町・あんこくじちよう

　　６２３-１１２４・京都府綾部市五泉町・いいずみちよう

　　６２３-０２２４・京都府綾部市石原町・いしわらちよう

　　６２３-１１２３・京都府綾部市五津合町・いつあいちよう

　　６２３-０２２１・京都府綾部市位田町・いでんちよう

　　６２９-１２４１・京都府綾部市井根町・いねちよう

　　６２３-００５１・京都府綾部市井倉新町・いのくらしんまち

　　６２３-００５４・京都府綾部市井倉町・いのくらちよう

　　６２３-０２３３・京都府綾部市今田町・いまだちよう

　　６２３-０１０２・京都府綾部市上杉町・うえすぎちよう

　　６２３-００３５・京都府綾部市上野町・うえのちよう

　　６２３-０３４１・京都府綾部市内久井町・うちぐいちよう

　　６２３-０１０３・京都府綾部市梅迫町・うめざこちよう

　　６２３-００４３・京都府綾部市上延町・うわのぶちよう

　　６２３-００６６・京都府綾部市駅前通・えきまえどおり

　　６２３-１１３４・京都府綾部市老富町・おいとみちよう

　　６２３-００４６・京都府綾部市大島町・おおしまちよう

　　６２３-０２３１・京都府綾部市大畠町・おおはﾞたけちよう

　　６２３-０２２５・京都府綾部市小貝町・おがいちよう

　　６２３-００４２・京都府綾部市岡町・おかちよう

　　６２３-０１１４・京都府綾部市岡安町・おかやすちよう

　　６２３-０２３６・京都府綾部市小畑町・おはﾞたちよう

　　６２３-０１０１・京都府綾部市於与岐町・およぎちよう

　　６２３-０００１・京都府綾部市小呂町・おろちよう

　　６２３-０２３５・京都府綾部市鍛治屋町・かじやちよう

　　６２３-０３４２・京都府綾部市金河内町・かねごちちよう

　　６２９-１２５４・京都府綾部市釜輪町・かまのわちよう

　　６２３-０１１２・京都府綾部市上八田町・かみやたちよう

　　６２３-００１２・京都府綾部市川糸町・かわいとちよう

　　６２９-１２７１・京都府綾部市上原町・かんはﾞらちよう

　　６２３-０２２６・京都府綾部市私市町・きさいちちよう

　　６２３-０２２２・京都府綾部市栗町・くりちよう

　　６２３-０１０８・京都府綾部市黒谷町・くろたにちよう

　　６２３-０２３４・京都府綾部市小西町・こにしちよう

　　６２３-１１３２・京都府綾部市故屋岡町・こやおかちよう

　　６２３-００５２・京都府綾部市幸通・さいわいどおり

　　６２３-０００８・京都府綾部市桜が丘・さくらがおか

　　６２３-０００５・京都府綾部市里町・さとちよう

　　６２３-０３４３・京都府綾部市志賀郷町・しがさとちよう



　　６２９-１２７２・京都府綾部市下替地町・したのかちちよう

　　６２３-０１１１・京都府綾部市七百石町・しちひやくこくちよう

　　６２３-０３５１・京都府綾部市篠田町・しのだちよう

　　６２９-１２７３・京都府綾部市下原町・しもはﾞらちよう

　　６２３-０１１６・京都府綾部市下八田町・しもやたちよう

　　６２３-０００３・京都府綾部市城山町・しろやまちよう

　　６２３-００２６・京都府綾部市神宮寺町・じんぐうじちよう

　　６２３-００２２・京都府綾部市新宮町・しんぐうちよう

　　６２３-０３６３・京都府綾部市新庄町・しんじようちよう

　　６２３-００２３・京都府綾部市新町・しんまち

　　６２３-０００２・京都府綾部市高倉町・たかくらちよう

　　６２３-０１０６・京都府綾部市高槻町・たかつきちよう

　　６２３-００４５・京都府綾部市高津町・たかつちよう

　　６２９-１２６３・京都府綾部市鷹栖町・たかのすちよう

　　６２９-１２５３・京都府綾部市武吉町・たけよしちよう

　　６２３-０００４・京都府綾部市多田町・ただちよう

　　６２９-１２５１・京都府綾部市忠町・ただちよう

　　６２３-０２３２・京都府綾部市舘町・たちちよう

　　６２３-００３４・京都府綾部市田野町・たのちよう

　　６２３-００２４・京都府綾部市田町・たまち

　　６２３-００２５・京都府綾部市月見町・つきみちよう

　　６２９-１２５２・京都府綾部市佃町・つくだちよう

　　６２３-００３３・京都府綾部市寺町・てらまち

　　６２３-００６１・京都府綾部市天神町・てんじんちよう

　　６２９-１２４５・京都府綾部市十倉志茂町・とくらしもちよう

　　６２９-１２４４・京都府綾部市十倉中町・とくらなかまち

　　６２９-１２４２・京都府綾部市十倉名畑町・とくらなはﾞたけちよう

　　６２９-１２４３・京都府綾部市十倉向町・とくらむかいちよう

　　６２９-１２５５・京都府綾部市戸奈瀬町・となせちよう

　　６２３-０１１７・京都府綾部市とよさか町・とよさかちよう

　　６２３-０２２３・京都府綾部市豊里町・とよさとちよう

　　６２３-０１１３・京都府綾部市中筋町・なかすじちよう

　　６２３-００６４・京都府綾部市中ノ町・なかのちよう

　　６２３-０１０５・京都府綾部市中山町・なかやまちよう

　　６２３-００３７・京都府綾部市並松町・なんまつちよう

　　６２３-０３４４・京都府綾部市西方町・にしがたちよう

　　６２３-０３６４・京都府綾部市西坂町・にしざかちよう

　　６２３-００６５・京都府綾部市西新町・にししんまち

　　６２９-１２６４・京都府綾部市西原町・にしはﾞらちよう

　　６２３-００１６・京都府綾部市西町・にしまち

　　６２３-０３４５・京都府綾部市仁和町・にわちよう

　　６２３-００３２・京都府綾部市野田町・のだちよう

　　６２３-００４１・京都府綾部市延町・のぶちよう

　　６２９-１２５７・京都府綾部市橋上町・はしかみちよう

　　６２３-０３６１・京都府綾部市白道路町・はそうじちよう

　　６２９-１２６２・京都府綾部市東山町・ひがしやまちよう

　　６２３-００６３・京都府綾部市広小路・ひろこうじ

　　６２９-１２５６・京都府綾部市広瀬町・ひろせちよう

　　６２３-０１１５・京都府綾部市渕垣町・ふちがきちよう

　　６２３-０３５３・京都府綾部市別所町・べつしよちよう

　　６２３-０３４６・京都府綾部市坊口町・ほﾞうぐちちよう

　　６２３-０００７・京都府綾部市星原町・ほしはﾞらちよう

　　６２３-００３６・京都府綾部市本宮町・ほんぐうちよう

　　６２３-００２１・京都府綾部市本町・ほんまち

　　６２３-００３１・京都府綾部市味方町・みかたちよう

　　６２３-１１３３・京都府綾部市光野町・みつのちよう

　　６２３-００５３・京都府綾部市宮代町・みやしろちよう

　　６２３-０３５２・京都府綾部市向田町・むこうだちよう

　　６２３-１１２１・京都府綾部市睦合町・むつあいちよう

　　６２３-１１３１・京都府綾部市睦寄町・むつよりちよう

　　６２３-０３６２・京都府綾部市物部町・ものべちよう

　　６２３-０１０７・京都府綾部市八代町・やしろちよう

　　６２３-００４４・京都府綾部市安場町・やすはﾞちよう

　　６２３-１１２２・京都府綾部市八津合町・やつあいちよう

　　６２３-００１４・京都府綾部市若竹町・わかたけちよう

　　６２３-００１５・京都府綾部市若松町・わかまつちよう

　　６２９-１２７４・京都府綾部市和木町・わぎちよう

　　６１１-００００・京都府宇治市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６０１-１３９４・京都府宇治市池尾・いけのお

　　６１１-００４３・京都府宇治市伊勢田町・いせだちよう



　　６１１-００４４・京都府宇治市伊勢田町名木・いせだちようなぎ

　　６１１-００２１・京都府宇治市宇治・うじ

　　６１１-００３３・京都府宇治市大久保町・おおくほﾞちよう

　　６１１-００４２・京都府宇治市小倉町・おぐらちよう

　　６１１-００２３・京都府宇治市折居台・おりいだい

　　６１１-００１１・京都府宇治市五ケ庄・ごかしよう

　　６１１-０００２・京都府宇治市木幡・こはた

　　６１１-００１５・京都府宇治市志津川・しつかわ

　　６１１-００２２・京都府宇治市白川・しらかわ

　　６１１-００２５・京都府宇治市神明・しんめい

　　６０１-１３９５・京都府宇治市炭山・すみやま

　　６１１-００３２・京都府宇治市寺山台・てらやまだい

　　６１１-００２９・京都府宇治市天神台・てんじんだい

　　６０１-１３９６・京都府宇治市莵道東垣内・とどうひがしがいと

　　６１１-００１３・京都府宇治市莵道（その他）・とどう(そのた)

　　６１１-００２８・京都府宇治市南陵町・なんりようちよう

　　６０１-１３９３・京都府宇治市二尾・にお

　　６０１-１３９２・京都府宇治市西笠取・にしかさとり

　　６１１-００１２・京都府宇治市羽戸山・はどやま

　　６１１-００２７・京都府宇治市羽拍子町・はびようしちよう

　　６０１-１３９１・京都府宇治市東笠取・ひがしかさとり

　　６１１-０００３・京都府宇治市平尾台・ひらおだい

　　６１１-００２６・京都府宇治市開町・ひらきちよう

　　６１１-００３１・京都府宇治市広野町・ひろのちよう

　　６１１-００２４・京都府宇治市琵琶台・びわだい

　　６１１-００４１・京都府宇治市槇島町・まきしまちよう

　　６１１-００１４・京都府宇治市明星町・みようじようちよう

　　６１１-００４５・京都府宇治市安田町・やすだちよう

　　６１１-０００１・京都府宇治市六地蔵・ろくじぞう

　　６２６-００００・京都府宮津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２６-００４２・京都府宮津市安智・あんち

　　６２６-０００７・京都府宮津市池ノ谷・いけのたに

　　６２６-００７２・京都府宮津市石浦・いしうら

　　６２６-００３６・京都府宮津市今福・いまふく

　　６２６-０２０３・京都府宮津市岩ケ鼻・いわがはな

　　６２６-００１５・京都府宮津市魚屋・うおや

　　６２９-２２４４・京都府宮津市江尻・えじり

　　６２６-０００６・京都府宮津市蛭子・えびす

　　６２９-２２４２・京都府宮津市大垣・おおがき

　　６２６-００２８・京都府宮津市大久保・おおくほﾞ

　　６２６-０２０２・京都府宮津市大島・おおしま

　　６２６-００２１・京都府宮津市小川・おがわ

　　６２６-０２１３・京都府宮津市奥波見・おくはみ

　　６２６-００３７・京都府宮津市小田・おだ

　　６２６-００５２・京都府宮津市小田宿野・おだしゆくの

　　６２６-００６３・京都府宮津市皆原・かいはﾞら

　　６２６-００５５・京都府宮津市鏡ケ浦・かがみがうら

　　６２６-００２９・京都府宮津市金屋谷・かなやだに

　　６２６-０２２７・京都府宮津市上世屋・かみせや

　　６２６-０００４・京都府宮津市川向・かわむかい

　　６２６-００１４・京都府宮津市河原・かわら

　　６２６-０２２１・京都府宮津市木子・きご

　　６２６-００３５・京都府宮津市喜多・きた

　　６２６-００２５・京都府宮津市木ノ部・きのべ

　　６２６-００２７・京都府宮津市京街道・きようかいどう

　　６２６-００３１・京都府宮津市京口・きようぐち

　　６２６-００２６・京都府宮津市京口町・きようぐちまち

　　６２６-００５４・京都府宮津市銀丘・ぎんがおか

　　６２９-２２３４・京都府宮津市国分・こくぶん

　　６２６-００７５・京都府宮津市小寺・こでら

　　６２９-２２３１・京都府宮津市小松・こまつ

　　６２６-０２１１・京都府宮津市里波見・さとはみ

　　６２６-００６５・京都府宮津市獅子崎・ししざき

　　６２６-００５１・京都府宮津市島陰・しまかげ

　　６２６-００１７・京都府宮津市島崎・しまさき

　　６２６-０２２４・京都府宮津市下世屋・しもせや

　　６２６-００７４・京都府宮津市上司・ じようじ

　　６２６-００１１・京都府宮津市白柏・しらかせ

　　６２６-００７３・京都府宮津市新宮・しんぐう

　　６２６-００１６・京都府宮津市新浜・しんはま



　　６２６-０００２・京都府宮津市杉末・すぎのすえ

　　６２９-２２５１・京都府宮津市須津・すつﾞ

　　６２６-００１３・京都府宮津市住吉・ すみよじ

　　６２６-００４３・京都府宮津市惣・そう

　　６２６-００４７・京都府宮津市外側・そとがわ

　　６２６-００６８・京都府宮津市田井・たい

　　６２６-００３４・京都府宮津市滝馬・たきはﾞ

　　６２６-０２０１・京都府宮津市田原・たわら

　　６２６-００６６・京都府宮津市獅子・ ちじ

　　６２６-００４１・京都府宮津市鶴賀・つるが

　　６２６-０２０５・京都府宮津市外垣・とのがき

　　６２６-０２０４・京都府宮津市長江・ながえ

　　６２６-００５３・京都府宮津市中津・なかつ

　　６２９-２２３２・京都府宮津市中野・なかの

　　６２６-００４６・京都府宮津市中ノ丁・なかのちよう

　　６２６-０２１２・京都府宮津市中波見・なかはみ

　　６２６-００７６・京都府宮津市中村・なかむら

　　６２９-２２４１・京都府宮津市成相寺・なりあいじ

　　６２９-２２４３・京都府宮津市難波野・なんはﾞの

　　６２６-００６１・京都府宮津市波路・はじ

　　６２６-００６４・京都府宮津市波路町・はじまち

　　６２６-０２２６・京都府宮津市畑・はた

　　６２６-００４５・京都府宮津市馬場先・はﾞはﾞさき

　　６２６-００１２・京都府宮津市浜町・はままち

　　６２６-０２２５・京都府宮津市日置・ひおき

　　６２６-０２２２・京都府宮津市東野・ひがしの

　　６２６-０２０６・京都府宮津市日ケ谷・ひがたに

　　６２６-００１８・京都府宮津市本町・ほんまち

　　６２６-０２２３・京都府宮津市松尾・まつお

　　６２６-００３２・京都府宮津市松原・まつはﾞら

　　６２６-０００８・京都府宮津市万年・まんねん

　　６２６-００１９・京都府宮津市万年新地・まんねんしんち

　　６２９-２２３３・京都府宮津市溝尻・みぞしり

　　６２６-０００５・京都府宮津市宮町・みやまち

　　６２６-００３３・京都府宮津市宮村・みやむら

　　６２６-００２３・京都府宮津市宮本・みやもと

　　６２６-０００１・京都府宮津市文珠・もんじゆ

　　６２６-００２４・京都府宮津市柳縄手・やなぎなわて

　　６２６-００６２・京都府宮津市山中・やまなか

　　６２６-００６７・京都府宮津市矢原・やわら

　　６２６-００７１・京都府宮津市由良・ゆら

　　６２６-００４４・京都府宮津市吉原・よしはら

　　６２６-００２２・京都府宮津市万町・よろずまち

　　６２６-０００３・京都府宮津市漁師・ りようじ

　　６２６-００２０・京都府宮津市猟師・ りようじ

　　６２６-００７７・京都府宮津市脇・わき

　　６２１-００００・京都府亀岡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２１-０００１・京都府亀岡市旭町・あさひちよう

　　６２１-０８０６・京都府亀岡市余部町・あまるべちよう

　　６２１-０８５１・京都府亀岡市荒塚町・あらつかちよう

　　６２１-０８６４・京都府亀岡市内丸町・うちまるちよう

　　６２１-０８０１・京都府亀岡市宇津根町・うつねちよう

　　６２１-０００８・京都府亀岡市馬路町・うまじちよう

　　６２１-０８０４・京都府亀岡市追分町・おいわけちよう

　　６２１-００１２・京都府亀岡市大井町かすみケ丘・おおいちようかすみがおか

　　６２１-００１８・京都府亀岡市大井町小金岐・おおいちようこかなげ

　　６２１-００１１・京都府亀岡市大井町土田・おおいちようつちだ

　　６２１-００１３・京都府亀岡市大井町並河・おおいちようなみかわ

　　６２１-００１６・京都府亀岡市大井町南金岐・おおいちようみなみかなげ

　　６２１-００１７・京都府亀岡市大井町北金岐・おおいちようきたかなげ

　　６２１-０８５６・京都府亀岡市上矢田町・かみやだちよう

　　６２１-０００７・京都府亀岡市河原林町河原尻・かわらはﾞやしちようかわらじり

　　６２１-０００６・京都府亀岡市河原林町勝林島・かわらはﾞやしちようしようりんじま

　　６２１-０８０３・京都府亀岡市河原町・かわらまち

　　６２１-０８０２・京都府亀岡市北河原町・きたかわらまち

　　６２１-０８１１・京都府亀岡市北古世町・きたこせちよう

　　６２１-０８６１・京都府亀岡市北町・きたまち

　　６２１-０８１８・京都府亀岡市京町・きようまち

　　６２１-０８１５・京都府亀岡市古世町・こせちよう

　　６２１-０８１９・京都府亀岡市呉服町・ごふくまち



　　６２１-０８５２・京都府亀岡市紺屋町・こんやまち

　　６２１-０８６７・京都府亀岡市塩屋町・しおやまち

　　６２１-０８２３・京都府亀岡市篠町馬堀・しのちよううまほり

　　６２１-０８２８・京都府亀岡市篠町馬堀駅前・しのちよううまほりえきまえ

　　６２１-０８２７・京都府亀岡市篠町王子・しのちようおうじ

　　６２１-０８２１・京都府亀岡市篠町柏原・しのちようかせはﾞら

　　６２１-０８２６・京都府亀岡市篠町篠・しのちようしの

　　６２１-０８３５・京都府亀岡市篠町浄法寺・しのちようじようほﾞうじ

　　６２１-０８２２・京都府亀岡市篠町野条・しのちようのじよう

　　６２１-０８３４・京都府亀岡市篠町広田・しのちようひろた

　　６２１-０８２４・京都府亀岡市篠町見晴・しのちようみはる

　　６２１-０８３１・京都府亀岡市篠町森・しのちようもり

　　６２１-０８２５・京都府亀岡市篠町山本・しのちようやまもと

　　６２１-０８２９・京都府亀岡市篠町夕日ケ丘・しのちようゆうひがおか

　　６２１-０８５４・京都府亀岡市下矢田町・しもやだちよう

　　６２１-０８６５・京都府亀岡市新町・しんまち

　　６２１-００２９・京都府亀岡市曽我部町穴太・そがべちようあなお

　　６２１-００２７・京都府亀岡市曽我部町犬飼・そがべちよういぬかい

　　６２１-００２４・京都府亀岡市曽我部町春日部・そがべちようかすかべ

　　６２１-００２１・京都府亀岡市曽我部町重利・ そがべちようしげとじ

　　６２１-００２３・京都府亀岡市曽我部町寺・そがべちようてら

　　６２１-００２５・京都府亀岡市曽我部町中・そがべちようなか

　　６２１-００２２・京都府亀岡市曽我部町南条・そがべちようなんじよう

　　６２１-００２８・京都府亀岡市曽我部町西条・そがべちようにしじよう

　　６２１-００２６・京都府亀岡市曽我部町法貴・そがべちようほうき

　　６２１-０００３・京都府亀岡市千歳町国分・ちとせちようこくぶ

　　６２１-０００２・京都府亀岡市千歳町千歳・ちとせちようちとせ

　　６２１-０００４・京都府亀岡市千歳町毘沙門・ちとせちようびしやもん

　　６２１-００５１・京都府亀岡市千代川町今津・ちよかわちよういまつﾞ

　　６２１-００４１・京都府亀岡市千代川町小川・ちよかわちようおがわ

　　６２１-００４３・京都府亀岡市千代川町小林・ ちよかわちようおはﾞやじ

　　６２１-００５４・京都府亀岡市千代川町川関・ちよかわちようかわぜき

　　６２１-００４６・京都府亀岡市千代川町北ノ庄・ちよかわちようきたのしよう

　　６２１-００４２・京都府亀岡市千代川町高野林・ ちよかわちようたかのはやじ

　　６２１-００５２・京都府亀岡市千代川町千原・ちよかわちようちはら

　　６２１-００５３・京都府亀岡市千代川町拝田・ちよかわちようはいだ

　　６２１-００４４・京都府亀岡市千代川町日吉台・ちよかわちようひよしだい

　　６２１-００４５・京都府亀岡市千代川町湯井・ちよかわちようゆい

　　６２１-０８１３・京都府亀岡市突抜町・つきぬけちよう

　　６２１-０８５５・京都府亀岡市中矢田町・なかやだちよう

　　６２１-０８６３・京都府亀岡市南郷町・なんごうちよう

　　６２１-０８１７・京都府亀岡市西竪町・にしたつちよう

　　６２１-０８４２・京都府亀岡市西つつじケ丘雲仙台・にしつつじがおかうんぜんだい

　　６２１-０８４４・京都府亀岡市西つつじケ丘霧島台・にしつつじがおかきりしまだい

　　６２１-０８４１・京都府亀岡市西つつじケ丘五月台・にしつつじがおかさつきだい

　　６２１-０８４３・京都府亀岡市西つつじケ丘大山台・にしつつじがおかだいせんだい

　　６２１-０８４５・京都府亀岡市西つつじケ丘美山台・にしつつじがおかみやまだい

　　６２１-０１２６・京都府亀岡市西別院町犬甘野・にしべついんちよういぬかんの

　　６２１-０１２１・京都府亀岡市西別院町大槻並・にしべついんちようおおつくなみ

　　６２１-０１２７・京都府亀岡市西別院町神地・にしべついんちようこうじ

　　６２１-０１２３・京都府亀岡市西別院町寺田・にしべついんちようてらだ

　　６２１-０１２２・京都府亀岡市西別院町万願寺・にしべついんちようまんがんじ

　　６２１-０１２４・京都府亀岡市西別院町柚原・にしべついんちようゆのはら

　　６２１-０１２５・京都府亀岡市西別院町笑路・にしべついんちようわろうじ

　　６２１-０８６２・京都府亀岡市西町・にしまち

　　６２１-０８６６・京都府亀岡市旅籠町・はたごまち

　　６２１-０２６１・京都府亀岡市畑野町千ケ畑・はたのちようせんがはた

　　６２１-０２６３・京都府亀岡市畑野町土ケ畑・はたのちようどんがはた

　　６２１-０２６２・京都府亀岡市畑野町広野・はたのちようひろの

　　６２１-００３４・京都府亀岡市ひえ田野町芦ノ山・ひえだのちようあしのやま

　　６２１-００３１・京都府亀岡市ひえ田野町太田・ひえだのちようおおた

　　６２１-００３５・京都府亀岡市ひえ田野町奥条・ひえだのちようおくじよう

　　６２１-００３６・京都府亀岡市ひえ田野町柿花・ひえだのちようかきはな

　　６２１-００３３・京都府亀岡市ひえ田野町佐伯・ひえだのちようさえき

　　６２１-００３２・京都府亀岡市ひえ田野町天川・ひえだのちようてんがわ

　　６２１-００３７・京都府亀岡市ひえ田野町鹿谷・ひえだのちようろくや

　　６２１-０８１６・京都府亀岡市東竪町・ひがしたつちよう

　　６２１-０８３３・京都府亀岡市東つつじケ丘曙台・ひがしつつじがおかあけほﾞのだい

　　６２１-０８３２・京都府亀岡市東つつじケ丘都台・ひがしつつじがおかみやこだい

　　６２１-０１０４・京都府亀岡市東別院町大野・ひがしべついんちようおおの



　　６２１-０１１５・京都府亀岡市東別院町栢原・ひがしべついんちようかいはﾞら

　　６２１-０１１４・京都府亀岡市東別院町鎌倉・ひがしべついんちようかまくら

　　６２１-０１０２・京都府亀岡市東別院町神原・ひがしべついんちようかみはら

　　６２１-０１１３・京都府亀岡市東別院町倉谷・ひがしべついんちようくらだに

　　６２１-０１０１・京都府亀岡市東別院町小泉・ひがしべついんちようこいずみ

　　６２１-０１０３・京都府亀岡市東別院町東掛・ひがしべついんちようとうげ

　　６２１-０１１１・京都府亀岡市東別院町南掛・ひがしべついんちようなんげ

　　６２１-０１１２・京都府亀岡市東別院町湯谷・ひがしべついんちようゆや

　　６２１-０２３４・京都府亀岡市東本梅町赤熊・ひがしほんめちようあかくま

　　６２１-０２３１・京都府亀岡市東本梅町大内・ひがしほんめちようおおうち

　　６２１-０２３３・京都府亀岡市東本梅町中野・ひがしほんめちようなかの

　　６２１-０２３５・京都府亀岡市東本梅町東大谷・ひがしほんめちようひがしおおたに

　　６２１-０２３２・京都府亀岡市東本梅町松熊・ひがしほんめちようまつくま

　　６２１-０００５・京都府亀岡市保津町・ほつﾞちよう

　　６２１-０８６９・京都府亀岡市本町・ほんまち

　　６２１-０２５３・京都府亀岡市本梅町井手・ほんめちよういで

　　６２１-０２５２・京都府亀岡市本梅町中野・ほんめちようなかの

　　６２１-０２５４・京都府亀岡市本梅町東加舎・ほんめちようひがしかや

　　６２１-０２５５・京都府亀岡市本梅町西加舎・ほんめちようにしかや

　　６２１-０２５１・京都府亀岡市本梅町平松・ほんめちようひらまつ

　　６２１-０８４６・京都府亀岡市南つつじケ丘大葉台・みなみつつじがおかおおはﾞだい

　　６２１-０８４７・京都府亀岡市南つつじケ丘桜台・みなみつつじがおかさくらだい

　　６２１-０８１４・京都府亀岡市三宅町・みやけちよう

　　６２１-０２４１・京都府亀岡市宮前町猪倉・みやざきちよういのくら

　　６２１-０２４２・京都府亀岡市宮前町神前・みやざきちようこうざき

　　６２１-０２４３・京都府亀岡市宮前町宮川・みやざきちようみやがわ

　　６２１-０８０５・京都府亀岡市安町・やすまち

　　６２１-０８５３・京都府亀岡市矢田町・やだまち

　　６２１-０８６８・京都府亀岡市柳町・やなぎまち

　　６２１-０８１２・京都府亀岡市横町・よこちよう

　　６２１-００１４・京都府亀岡市吉川町穴川・よしかわちようあながわ

　　６２１-００１５・京都府亀岡市吉川町吉田・よしかわちようよしだ

　　６１０-０１００・京都府城陽市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１０-０１１４・京都府城陽市市辺・いちのべ

　　６１０-０１１５・京都府城陽市観音堂・かんのんどう

　　６１０-０１０２・京都府城陽市久世・くせ

　　６１０-０１０３・京都府城陽市上津屋・こうつﾞや

　　６１０-０１２１・京都府城陽市寺田・てらだ

　　６１０-０１１１・京都府城陽市富野・との

　　６１０-０１１３・京都府城陽市中・なか

　　６１０-０１１２・京都府城陽市長池・ながいけ

　　６１０-０１１６・京都府城陽市奈島・なしま

　　６１０-０１０１・京都府城陽市平川・ひらかわ

　　６１０-０１１７・京都府城陽市枇杷庄・びわのしよう

　　６１０-０１１８・京都府城陽市水主・ みずじ

　　６１７-００００・京都府向日市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１７-０００４・京都府向日市鶏冠井町・かいでちよう

　　６１７-０００６・京都府向日市上植野町・かみうえのちよう

　　６１７-０００２・京都府向日市寺戸町・てらどちよう

　　６１７-０００５・京都府向日市向日町・むこうちよう

　　６１７-０００１・京都府向日市物集女町・もずめちよう

　　６１７-０００３・京都府向日市森本町・もりもとちよう

　　６１７-００００・京都府長岡京市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１７-０８１１・京都府長岡京市粟生・あお

　　６１７-０８４６・京都府長岡京市泉が丘・いずみがおか

　　６１７-０８２５・京都府長岡京市一文橋・ いちもんはﾞじ

　　６１７-０８３１・京都府長岡京市一里塚・いちりつﾞか

　　６１７-０８１３・京都府長岡京市井ノ内・いのうち

　　６１７-０８１４・京都府長岡京市今里・いまざと

　　６１７-０８１５・京都府長岡京市うぐいす台・うぐいすだい

　　６１７-０８４１・京都府長岡京市梅が丘・うめがおか

　　６１７-０８５３・京都府長岡京市奥海印寺・おくかいいんじ

　　６１７-０８２６・京都府長岡京市開田・かいでん

　　６１７-０８５６・京都府長岡京市金ケ原・かねがはら

　　６１７-０８５２・京都府長岡京市河陽が丘・かようがおか

　　６１７-０８３７・京都府長岡京市久貝・くがい

　　６１７-０８３３・京都府長岡京市神足・こうたり

　　６１７-０８５１・京都府長岡京市光風台・こうふうだい

　　６１７-０８５４・京都府長岡京市こがねが丘・こがねがおか

　　６１７-０８１８・京都府長岡京市柴の里・しはﾞのさと



　　６１７-０８４５・京都府長岡京市下海印寺・しもかいいんじ

　　６１７-０８５５・京都府長岡京市浄土谷・じようどだに

　　６１７-０８３６・京都府長岡京市勝竜寺・しようりゆうじ

　　６１７-０８３５・京都府長岡京市城の里・しろのさと

　　６１７-０８４７・京都府長岡京市高台・たかだい

　　６１７-０８５７・京都府長岡京市高台西・ たかだいにじ

　　６１７-０８１７・京都府長岡京市滝ノ町・たきのちよう

　　６１７-０８２７・京都府長岡京市竹の台・たけのだい

　　６１７-０８４４・京都府長岡京市調子・ ちようじ

　　６１７-０８１２・京都府長岡京市長法寺・ちようほうじ

　　６１７-０８２４・京都府長岡京市天神・てんじん

　　６１７-０８３４・京都府長岡京市東和苑・とうわえん

　　６１７-０８４３・京都府長岡京市友岡・ともおか

　　６１７-０８２３・京都府長岡京市長岡・ながおか

　　６１７-０８１６・京都府長岡京市西の京・にしのきよう

　　６１７-０８２１・京都府長岡京市野添・のぞえ

　　６１７-０８２２・京都府長岡京市八条が丘・はちじようがおか

　　６１７-０８４２・京都府長岡京市花山・はなやま

　　６１７-０８２８・京都府長岡京市馬場・はﾞはﾞ

　　６１７-０８３２・京都府長岡京市東神足・ひがしこうたり

　　６１７-０８３８・京都府長岡京市緑が丘・みどりがおか

　　６１４-００００・京都府八幡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１４-８２５６・京都府八幡市岩田岩ノ前・いわたいわのまえ

　　６１４-８２５８・京都府八幡市岩田加賀ノ辻・いわたかがのつじ

　　６１４-８２６７・京都府八幡市岩田北浅地・いわたきたあさじ

　　６１４-８２５４・京都府八幡市岩田北ノ口・いわたきたのくち

　　６１４-８２５２・京都府八幡市岩田大将軍・いわただいしようぐん

　　６１４-８２６８・京都府八幡市岩田高木・いわたたかぎ

　　６１４-８２５５・京都府八幡市岩田竹綱・いわたたけつﾞな

　　６１４-８２５１・京都府八幡市岩田茶屋ノ前・いわたちややのまえ

　　６１４-８２６１・京都府八幡市岩田辻垣内・いわたつじがいと

　　６１４-８２５３・京都府八幡市岩田西玉造・いわたにしたまつくり

　　６１４-８２５７・京都府八幡市岩田橋溝・いわたはしみぞ

　　６１４-８２６６・京都府八幡市岩田八丁・いわたはつちよう

　　６１４-８２６２・京都府八幡市岩田松原・いわたまつはﾞら

　　６１４-８２６５・京都府八幡市岩田南浅地・いわたみなみあさじ

　　６１４-８２６４・京都府八幡市岩田南野・いわたみなみの

　　６１４-８２６３・京都府八幡市岩田六ノ坪・いわたろくのつほﾞ

　　６１４-８２３５・京都府八幡市内里穴ケ谷・うちざとあながだに

　　６１４-８２３２・京都府八幡市内里荒場・うちざとあれはﾞ

　　６１４-８２３１・京都府八幡市内里安居芝・うちざとあんごしはﾞ

　　６１４-８２２７・京都府八幡市内里内・うちざとうち

　　６１４-８２３９・京都府八幡市内里大谷・うちざとおおたに

　　６１４-８２３４・京都府八幡市内里女谷・うちざとおんなだに

　　６１４-８２３６・京都府八幡市内里柿谷・うちざとかきだに

　　６１４-８２３３・京都府八幡市内里河原・うちざとかわら

　　６１４-８２２９・京都府八幡市内里北ノ口・うちざときたのくち

　　６１４-８２２３・京都府八幡市内里北ノ山・うちざときたのやま

　　６１４-８２２２・京都府八幡市内里極楽橋・ うちざとごくらくはﾞじ

　　６１４-８２４９・京都府八幡市内里五丁・うちざとごちよう

　　６１４-８２２８・京都府八幡市内里菅井・うちざとすがい

　　６１４-８２２５・京都府八幡市内里砂田・うちざとすなだ

　　６１４-８２３８・京都府八幡市内里砂畠・うちざとすなはた

　　６１４-８２４２・京都府八幡市内里巽ノ口・うちざとたつみのくち

　　６１４-８２２１・京都府八幡市内里蜻蛉尻・うちざととんほﾞじり

　　６１４-８２４８・京都府八幡市内里中島・うちざとなかじま

　　６１４-８２３７・京都府八幡市内里西山川・うちざとにしやまかわ

　　６１４-８２２６・京都府八幡市内里東ノ口・うちざとひがしのくち

　　６１４-８２４４・京都府八幡市内里東山川・うちざとひがしやまかわ

　　６１４-８２４７・京都府八幡市内里日向堂・うちざとひゆうがどう

　　６１４-８２３０・京都府八幡市内里平尾・うちざとひらお

　　６１４-８２４５・京都府八幡市内里古溜池・うちざとふるためいけ

　　６１４-８２２４・京都府八幡市内里別所・うちざとべつしよ

　　６１４-８２４３・京都府八幡市内里松ケ外・うちざとまつがそと

　　６１４-８２４６・京都府八幡市内里南ノ口・うちざとみなみのくち

　　６１４-８２４１・京都府八幡市内里宮ノ前・うちざとみやのまえ

　　６１４-８３７４・京都府八幡市男山石城・おとこやまいししろ

　　６１４-８３６６・京都府八幡市男山泉・おとこやまいずみ

　　６１４-８３６５・京都府八幡市男山金振・おとこやまかなぶり

　　６１４-８３７７・京都府八幡市男山香呂・おとこやまこうろ



　　６１４-８３７２・京都府八幡市男山笹谷・おとこやまささたに

　　６１４-８３６１・京都府八幡市男山指月・おとこやましげつ

　　６１４-８３７６・京都府八幡市男山竹園・おとこやまたけぞの

　　６１４-８３６７・京都府八幡市男山長沢・おとこやまながさわ

　　６１４-８３７３・京都府八幡市男山八望・おとこやまはちほﾞう

　　６１４-８３６４・京都府八幡市男山松里・おとこやままつさと

　　６１４-８３６２・京都府八幡市男山美桜・おとこやまみざくら

　　６１４-８３７１・京都府八幡市男山雄徳・おとこやまゆうとく

　　６１４-８３７５・京都府八幡市男山弓岡・おとこやまゆみおか

　　６１４-８３６３・京都府八幡市男山吉井・おとこやまよしい

　　６１４-８１６５・京都府八幡市上奈良池ノ向・かみならいけのむこう

　　６１４-８１５１・京都府八幡市上奈良小端・かみならおはﾞた

　　６１４-８１５８・京都府八幡市上奈良北ノ口・かみならきたのくち

　　６１４-８１５３・京都府八幡市上奈良サグリ前・かみならさぐりまえ

　　６１４-８１５５・京都府八幡市上奈良城垣内・かみならしろがいと

　　６１４-８１５９・京都府八幡市上奈良大門・かみならだいもん

　　６１４-８１６６・京都府八幡市上奈良堂島・かみならどうじま

　　６１４-８１６３・京都府八幡市上奈良長池・かみならながいけ

　　６１４-８１５６・京都府八幡市上奈良奈良里・かみならならざと

　　６１４-８１５７・京都府八幡市上奈良東ノ口・かみならひがしのくち

　　６１４-８１６２・京都府八幡市上奈良日ノ尾・かみならひのお

　　６１４-８１５２・京都府八幡市上奈良御園・かみならみその

　　６１４-８１６４・京都府八幡市上奈良南ノ口・かみならみなみのくち

　　６１４-８１６１・京都府八幡市上奈良宮ノ東・ かみならみやのひがじ

　　６１４-８１５４・京都府八幡市上奈良宮ノ西・ かみならみやのにじ

　　６１４-８１１２・京都府八幡市川口馬屋尻・かわぐちうまやじり

　　６１４-８１１５・京都府八幡市川口扇ノ芝・かわぐちおうぎのしはﾞ

　　６１４-８１０２・京都府八幡市川口北浦・かわぐちきたうら

　　６１４-８１０５・京都府八幡市川口擬宝珠・かわぐちぎほﾞしゆ

　　６１４-８１１１・京都府八幡市川口小西・ かわぐちこにじ

　　６１３-０８５１・京都府八幡市川口高原・かわぐちたかはら

　　６１４-８１０６・京都府八幡市川口天神崎・かわぐちてんじんざき

　　６１４-８１１７・京都府八幡市川口西扇・かわぐちにしおうぎ

　　６１４-８１１３・京都府八幡市川口萩原・かわぐちはぎはら

　　６１４-８１０１・京都府八幡市川口浜・かわぐちはま

　　６１４-８１１６・京都府八幡市川口東扇・かわぐちひがしおうぎ

　　６１４-８１０４・京都府八幡市川口東頭・かわぐちひがしがしら

　　６１４-８１１４・京都府八幡市川口別所・かわぐちべつしよ

　　６１４-８１０３・京都府八幡市川口堀ノ内・かわぐちほりのうち

　　６１４-８２９４・京都府八幡市欽明台北・きんめいだいきた

　　６１４-８２９５・京都府八幡市欽明台中央・きんめいだいちゆうおう

　　６１４-８２９７・京都府八幡市欽明台西・ きんめいだいにじ

　　６１４-８２９６・京都府八幡市欽明台東・ きんめいだいひがじ

　　６１４-８１７１・京都府八幡市上津屋尼ケ池・こうつﾞやあまがいけ

　　６１４-８１７５・京都府八幡市上津屋石ノ塔・こうつﾞやいしのとう

　　６１４-８１７３・京都府八幡市上津屋里垣内・こうつﾞやさとがいと

　　６１４-８１７６・京都府八幡市上津屋中堤・こうつﾞやなかつﾞつみ

　　６１４-８１８３・京都府八幡市上津屋西久保・こうつﾞやにしくほﾞ

　　６１４-８１７４・京都府八幡市上津屋八王子・こうつﾞやはちおうじ

　　６１４-８１８４・京都府八幡市上津屋八丁・こうつﾞやはつちよう

　　６１４-８１８１・京都府八幡市上津屋浜垣内・こうつﾞやはまがいと

　　６１４-８１７２・京都府八幡市上津屋林・ こうつﾞやはやじ

　　６１４-８１８２・京都府八幡市上津屋南村・こうつﾞやみなみむら

　　６１４-８１４８・京都府八幡市下奈良井関・しもならいぜき

　　６１４-８１４３・京都府八幡市下奈良一丁地・しもならいつちようち

　　６１４-８１２２・京都府八幡市下奈良一丁堤・しもならいつちようつﾞつみ

　　６１４-８１４７・京都府八幡市下奈良今里・しもならいまざと

　　６１４-８１２４・京都府八幡市下奈良奥垣内・しもならおくがいと

　　６１４-８１４１・京都府八幡市下奈良上三床・しもならかみさんどこ

　　６１４-８１４６・京都府八幡市下奈良上ノ段・しもならかみのだん

　　６１４-８１２１・京都府八幡市下奈良小宮・しもならこみや

　　６１４-８１３２・京都府八幡市下奈良榊・しもならさかき

　　６１４-８１２６・京都府八幡市下奈良下三床・しもならしもさんどこ

　　６１４-８１３３・京都府八幡市下奈良新下・しもならしんげ

　　６１４-８１２７・京都府八幡市下奈良隅田・しもならすみだ

　　６１４-８１４９・京都府八幡市下奈良竹垣内・しもならたけがいと

　　６１４-８１２５・京都府八幡市下奈良出垣内・しもならでがいと

　　６１４-８１３６・京都府八幡市下奈良蜻蛉尻・しもならとんほﾞじり

　　６１４-８１３５・京都府八幡市下奈良蜻蛉尻筋・しもならとんほﾞじりすじ

　　６１４-８１３４・京都府八幡市下奈良中ノ坪・しもならなかのつほﾞ



　　６１４-８１２３・京都府八幡市下奈良名越・ しもならなごじ

　　６１４-８１４４・京都府八幡市下奈良奈良元・しもならならもと

　　６１４-８１４５・京都府八幡市下奈良二階堂・しもならにかいどう

　　６１４-８１２８・京都府八幡市下奈良野神・しもならのがみ

　　６１４-８１４２・京都府八幡市下奈良南頭・しもならみなみがしら

　　６１４-８１３１・京都府八幡市下奈良宮ノ道・しもならみやのみち

　　６１４-８２０８・京都府八幡市戸津荒堀・とうつﾞあらほり

　　６１４-８２８０・京都府八幡市戸津奥谷・とうつﾞおくたに

　　６１４-８２０７・京都府八幡市戸津北小路・とうつﾞきたしようじ

　　６１４-８２１１・京都府八幡市戸津小中代・とうつﾞこなかだい

　　６１４-８２０６・京都府八幡市戸津正ノ竹・とうつﾞしようのたけ

　　６１４-８２１６・京都府八幡市戸津谷ノ口・とうつﾞたにのくち

　　６１４-８２１５・京都府八幡市戸津堂田・とうつﾞどうでん

　　６１４-８２０４・京都府八幡市戸津蜻蛉尻・とうつﾞとんほﾞじり

　　６１４-８２０３・京都府八幡市戸津中垣内・とうつﾞなかがいと

　　６１４-８２１２・京都府八幡市戸津中代・とうつﾞなかだい

　　６１４-８２０５・京都府八幡市戸津東代・とうつﾞひがしだい

　　６１４-８２０２・京都府八幡市戸津東ノ口・とうつﾞひがしのくち

　　６１４-８２１４・京都府八幡市戸津水戸城・とうつﾞみとしろ

　　６１４-８２０１・京都府八幡市戸津南小路・とうつﾞみなみしようじ

　　６１４-８２１３・京都府八幡市戸津南代・とうつﾞみなみだい

　　６１４-８３５１・京都府八幡市西山足立・にしやまあだち

　　６１４-８３５３・京都府八幡市西山丸尾・にしやままるお

　　６１４-８３５２・京都府八幡市西山和気・にしやまわき

　　６１４-８１９３・京都府八幡市野尻一庵・のじりいちあん

　　６１４-８１９４・京都府八幡市野尻円ノ元・のじりえんのもと

　　６１４-８１９１・京都府八幡市野尻北ノ口・のじりきたのくち

　　６１４-８１９７・京都府八幡市野尻倉掛・のじりくらかけ

　　６１４-８１９５・京都府八幡市野尻城究・のじりじようぎわ

　　６１４-８１９６・京都府八幡市野尻正畑・のじりしようはた

　　６１４-８１９２・京都府八幡市野尻土井ノ内・のじりどいのうち

　　６１４-８３４５・京都府八幡市橋本愛宕山・はしもとあたごやま

　　６１４-８３２６・京都府八幡市橋本石ケ谷・はしもといしがだに

　　６１４-８３３１・京都府八幡市橋本意足・はしもといそく

　　６１４-８３４９・京都府八幡市橋本糸ケ上・はしもといとがうえ

　　６１４-８３１１・京都府八幡市橋本奥ノ町・はしもとおくのちよう

　　６１４-８３２５・京都府八幡市橋本北浄土ケ原・はしもときたじようどがはら

　　６１４-８３１５・京都府八幡市橋本北ノ町・はしもときたのちよう

　　６１４-８３２７・京都府八幡市橋本栗ケ谷・はしもとくりがだに

　　６１４-８３２３・京都府八幡市橋本興正・はしもとこうしよう

　　６１４-８３４２・京都府八幡市橋本小金川・はしもとこがねがわ

　　６１４-８３２１・京都府八幡市橋本米ノ尾・はしもとこめのお

　　６１４-８３４６・京都府八幡市橋本塩釜・はしもとしおがま

　　６１４-８３１２・京都府八幡市橋本尻江・はしもとしりえ

　　６１４-８３３２・京都府八幡市橋本新石・はしもとしんせき

　　６１４-８３４４・京都府八幡市橋本堂ケ原・はしもとどうがはら

　　６１４-８３２２・京都府八幡市橋本狩尾・はしもととがのお

　　６１４-８３３５・京都府八幡市橋本中ノ池尻・はしもとなかのいけじり

　　６１４-８３４１・京都府八幡市橋本中ノ町・はしもとなかのちよう

　　６１４-８３３４・京都府八幡市橋本西刈又・はしもとにしかりまた

　　６１４-８３１４・京都府八幡市橋本西山本・はしもとにしやまもと

　　６１４-８３３３・京都府八幡市橋本東刈又・はしもとひがしかりまた

　　６１４-８３２４・京都府八幡市橋本東浄土ケ原・はしもとひがしじようどがはら

　　６１４-８３４８・京都府八幡市橋本東原・はしもとひがしはら

　　６１４-８３１３・京都府八幡市橋本東山本・はしもとひがしやまもと

　　６１４-８３４７・京都府八幡市橋本平野山・はしもとひらのやま

　　６１４-８３３６・京都府八幡市橋本向山・はしもとむかいやま

　　６１４-８３４３・京都府八幡市橋本焼野・はしもとやけの

　　６１４-８２８９・京都府八幡市美濃山一ノ谷・みのやまいちのたに

　　６１４-８２７３・京都府八幡市美濃山井ノ元・みのやまいのもと

　　６１４-８２８４・京都府八幡市美濃山馬ケ背・みのやまうまがせ

　　６１４-８２８２・京都府八幡市美濃山大塚・みのやまおおつか

　　６１４-８２８１・京都府八幡市美濃山狐谷・みのやまきつねだに

　　６１４-８２７９・京都府八幡市美濃山幸水・みのやまこうすい

　　６１４-８２８６・京都府八幡市美濃山千原谷・みのやまちはらだに

　　６１４-８２８７・京都府八幡市美濃山出口・みのやまでぐち

　　６１４-８２８８・京都府八幡市美濃山出島・みのやまでじま

　　６１４-８２７５・京都府八幡市美濃山中尾・みのやまなかお

　　６１４-８２７８・京都府八幡市美濃山西ノ口・みのやまにしのくち

　　６１４-８２７４・京都府八幡市美濃山野神・みのやまのがみ



　　６１４-８２７１・京都府八幡市美濃山ヒル塚・みのやまひるつﾞか

　　６１４-８２９８・京都府八幡市美濃山古寺・みのやまふるでら

　　６１４-８２８３・京都府八幡市美濃山細谷・みのやまほそだに

　　６１４-８２７７・京都府八幡市美濃山宮ノ背・みのやまみやのせ

　　６１４-８２７６・京都府八幡市美濃山宮道・みのやまみやみち

　　６１４-８２７２・京都府八幡市美濃山御幸・みのやまみゆき

　　６１４-８２８５・京都府八幡市美濃山御幸谷・みのやまみゆきだに

　　６１４-８０５７・京都府八幡市八幡安居塚・やわたあんごつﾞか

　　６１４-８３０１・京都府八幡市八幡池ノ首・やわたいけのくび

　　６１４-８０８８・京都府八幡市八幡石不動・やわたいしふどう

　　６１４-８０４３・京都府八幡市八幡一ノ坪・やわたいちのつほﾞ

　　６１４-８０８４・京都府八幡市八幡今田・やわたいまだ

　　６１４-８０７６・京都府八幡市八幡植松・やわたうえまつ

　　６１４-８０６６・京都府八幡市八幡大芝・やわたおおしはﾞ

　　６１４-８００６・京都府八幡市八幡大谷・やわたおおたに

　　６１４-８０７２・京都府八幡市八幡長田・やわたおさだ

　　６１４-８０７７・京都府八幡市八幡女郎花・ やわたおみなえじ

　　６１４-８０１１・京都府八幡市八幡垣内山・やわたかいとやま

　　６１４-８３０２・京都府八幡市八幡カイトリ・やわたかいとり

　　６１４-８０５５・京都府八幡市八幡柿ケ谷・やわたかきがだに

　　６１４-８０３６・京都府八幡市八幡柿木垣内・やわたかきのきがいと

　　６１４-８０８７・京都府八幡市八幡神原・やわたかみはら

　　６１４-８０８６・京都府八幡市八幡河原崎・やわたかわらざき

　　６１４-８０６３・京都府八幡市八幡岸本・やわたきしもと

　　６１４-８０１４・京都府八幡市八幡北浦・やわたきたうら

　　６１４-８０９５・京都府八幡市八幡沓田・やわたくつでん

　　６１４-８０４５・京都府八幡市八幡久保田・やわたくほﾞた

　　６１４-８０２５・京都府八幡市八幡源氏垣外・やわたげんじがいと

　　６１４-８３０４・京都府八幡市八幡源野・やわたげんの

　　６１４-８０４４・京都府八幡市八幡御幸谷・やわたごこうだに

　　６１４-８０７１・京都府八幡市八幡五反田・やわたごたんだ

　　６１４-８０３１・京都府八幡市八幡小西・ やわたこにじ

　　６１４-８０８１・京都府八幡市八幡御馬所・やわたごはﾞしよ

　　６１４-８０３５・京都府八幡市八幡小松・やわたこまつ

　　６１４-８３０３・京都府八幡市八幡菰池・やわたこもいけ

　　６１４-８３０７・京都府八幡市八幡在応寺・やわたざいおうじ

　　６１４-８０４２・京都府八幡市八幡盛戸・やわたさかんど

　　６１４-８０４６・京都府八幡市八幡砂田・やわたさでん

　　６１４-８３０６・京都府八幡市八幡沢・やわたさわ

　　６１４-８０７５・京都府八幡市八幡三反長・やわたさんだおさ

　　６１４-８０９６・京都府八幡市八幡三ノ甲・やわたさんのこう

　　６１４-８０９３・京都府八幡市八幡三本橋・ やわたさんほﾞんはﾞじ

　　６１４-８０６１・京都府八幡市八幡式部谷・やわたしきぶだに

　　６１４-８０７３・京都府八幡市八幡軸・やわたじく

　　６１４-８００１・京都府八幡市八幡科手・やわたしなで

　　６１４-８０１７・京都府八幡市八幡柴座・やわたしはﾞざ

　　６１４-８０６２・京都府八幡市八幡清水井・やわたしみずい

　　６１４-８０９２・京都府八幡市八幡城ノ内・やわたじようのうち

　　６１４-８０８２・京都府八幡市八幡菖蒲池・やわたしようぶいけ

　　６１４-８０５３・京都府八幡市八幡水珀・やわたすいはく

　　６１４-８０６８・京都府八幡市八幡隅田口・やわたすみだぐち

　　６１４-８００３・京都府八幡市八幡千束・やわたせんぞく

　　６１４-８０２４・京都府八幡市八幡双栗・やわたそぐり

　　６１４-８０３８・京都府八幡市八幡園内・やわたそのうち

　　６１４-８０３７・京都府八幡市八幡高畑・やわたたかはﾞたけ

　　６１４-８００５・京都府八幡市八幡高坊・やわたたかほﾞう

　　６１４-８０１５・京都府八幡市八幡旦所・やわただんじよ

　　６１４-８０４７・京都府八幡市八幡月夜田・やわたつきよだ

　　６１４-８００２・京都府八幡市八幡土井・やわたどい

　　６１４-８０７９・京都府八幡市八幡東林・やわたとうりん

　　６１４-８０３９・京都府八幡市八幡苗田・やわたなえだ

　　６１４-８０５８・京都府八幡市八幡長谷・やわたながたに

　　６１４-８０６７・京都府八幡市八幡中ノ山・やわたなかのやま

　　６１３-０８５３・京都府八幡市八幡長町・やわたながまち

　　６１４-８０２３・京都府八幡市八幡名残・やわたなごり

　　６１４-８０３３・京都府八幡市八幡西島・やわたにしじま

　　６１４-８００７・京都府八幡市八幡西高坊・やわたにしたかほﾞう

　　６１４-８０８５・京都府八幡市八幡馬場・やわたはﾞはﾞ

　　６１４-８０３２・京都府八幡市八幡番賀・やわたはﾞんが

　　６１４-８０２２・京都府八幡市八幡東浦・やわたひがしうら



　　６１４-８０３０・京都府八幡市八幡東島・やわたひがしじま

　　６１４-８０４８・京都府八幡市八幡備前・やわたびぜん

　　６１３-０８５２・京都府八幡市八幡樋ノ口・やわたひのくち

　　６１４-８０９１・京都府八幡市八幡平谷・やわたびようだに

　　６１４-８０９４・京都府八幡市八幡平田・やわたひらた

　　６１４-８００８・京都府八幡市八幡平ノ山・やわたひらのやま

　　６１４-８０７８・京都府八幡市八幡広門・やわたひろかど

　　６１４-８０５６・京都府八幡市八幡福禄谷・やわたふくろくだに

　　６１４-８０３４・京都府八幡市八幡舞台・やわたぶたい

　　６１４-８０６４・京都府八幡市八幡松原・やわたまつはﾞら

　　６１４-８０５４・京都府八幡市八幡南山・やわたみなみやま

　　６１４-８０５２・京都府八幡市八幡武蔵芝・やわたむさししはﾞ

　　６１４-８０２６・京都府八幡市八幡森・やわたもり

　　６１４-８０２１・京都府八幡市八幡森垣内・やわたもりがいと

　　６１４-８３０５・京都府八幡市八幡焼木・やわたやけぎ

　　６１４-８３０８・京都府八幡市八幡八萩・やわたやはぎ

　　６１４-８０１６・京都府八幡市八幡山路・やわたやまじ

　　６１４-８０６５・京都府八幡市八幡山下・やわたやました

　　６１４-８００４・京都府八幡市八幡山柴・やわたやましはﾞ

　　６１４-８０５１・京都府八幡市八幡山田・やわたやまだ

　　６１４-８０８３・京都府八幡市八幡山本・やわたやまもと

　　６１４-８０１２・京都府八幡市八幡吉野・やわたよしの

　　６１４-８０１３・京都府八幡市八幡吉野垣内・やわたよしのがいと

　　６１４-８０４１・京都府八幡市八幡吉原・やわたよしはら

　　６１４-８０７４・京都府八幡市八幡渡ル瀬・やわたわたるせ

　　６１０-０３００・京都府京田辺市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１０-０３１２・京都府京田辺市飯岡・いのおか

　　６１０-０３２４・京都府京田辺市打田・うつた

　　６１０-０３４３・京都府京田辺市大住・おおすみ

　　６１０-０３５１・京都府京田辺市大住ケ丘・おおすみがおか

　　６１０-０３５２・京都府京田辺市花住坂・かすみざか

　　６１０-０３６１・京都府京田辺市河原・かわら

　　６１０-０３３３・京都府京田辺市甘南備台・かんなびだい

　　６１０-０３１１・京都府京田辺市草内・くさうち

　　６１０-０３３２・京都府京田辺市興戸・こうど

　　６１０-０３２５・京都府京田辺市高船・たかふね

　　６１０-０３４１・京都府京田辺市薪・たきぎ

　　６１０-０３２１・京都府京田辺市多々羅・たたら

　　６１０-０３３１・京都府京田辺市田辺・たなべ

　　６１０-０３３４・京都府京田辺市田辺中央・たなべちゆうおう

　　６１０-０３２６・京都府京田辺市天王・てんのう

　　６１０-０３１５・京都府京田辺市同志社山手・どうししややまて

　　６１０-０３６２・京都府京田辺市東・ ひがじ

　　６１０-０３２２・京都府京田辺市普賢寺・ふげんじ

　　６１０-０３４２・京都府京田辺市松井・まつい

　　６１０-０３５３・京都府京田辺市松井ケ丘・まついがおか

　　６１０-０３２３・京都府京田辺市水取・みずとり

　　６１０-０３１４・京都府京田辺市宮津・みやつﾞ

　　６１０-０３１３・京都府京田辺市三山木・みやまき

　　６１０-０３５６・京都府京田辺市山手中央・やまてちゆうおう

　　６１０-０３５７・京都府京田辺市山手東・ やまてひがじ

　　６１０-０３５５・京都府京田辺市山手西・ やまてにじ

　　６１０-０３５４・京都府京田辺市山手南・やまてみなみ

　　６２７-００００・京都府京丹後市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２９-３１０４・京都府京丹後市網野町浅茂川・あみのちようあさもがわ

　　６２９-３１０１・京都府京丹後市網野町網野・あみのちようあみの

　　６２９-３１３４・京都府京丹後市網野町生野内・あみのちよういくのうち

　　６２９-３１０３・京都府京丹後市網野町磯・あみのちよういそ

　　６２９-３１１２・京都府京丹後市網野町掛津・あみのちようかけつﾞ

　　６２９-３２４１・京都府京丹後市網野町木津・あみのちようきつ

　　６２９-３１３５・京都府京丹後市網野町切畑・あみのちようきりはた

　　６２９-３１３２・京都府京丹後市網野町公庄・あみのちようぐじよう

　　６２９-３１３３・京都府京丹後市網野町郷・あみのちようごう

　　６２９-３１１３・京都府京丹後市網野町小浜・あみのちようこはﾞま

　　６２９-３２４６・京都府京丹後市網野町塩江・あみのちようしおえ

　　６２９-３１２１・京都府京丹後市網野町島津・あみのちようしまつﾞ

　　６２９-３１０２・京都府京丹後市網野町下岡・あみのちようしもおか

　　６２９-３１３６・京都府京丹後市網野町新庄・あみのちようしんじよう

　　６２９-３１３１・京都府京丹後市網野町高橋・ あみのちようたかはじ

　　６２９-３２４４・京都府京丹後市網野町俵野・あみのちようたわらの



　　６２９-３１２２・京都府京丹後市網野町仲禅寺・あみのちようちゆうぜんじ

　　６２９-３２４５・京都府京丹後市網野町浜詰・あみのちようはまつﾞめ

　　６２９-３２４２・京都府京丹後市網野町日和田・あみのちようひわだ

　　６２９-３２４３・京都府京丹後市網野町溝野・あみのちようみぞの

　　６２９-３１１１・京都府京丹後市網野町三津・あみのちようみつ

　　６２９-２５１４・京都府京丹後市大宮町明田・おおみやちようあけだ

　　６２９-２５１２・京都府京丹後市大宮町五十河・おおみやちよういかが

　　６２９-２５３１・京都府京丹後市大宮町奥大野・おおみやちようおくおおの

　　６２９-２５３３・京都府京丹後市大宮町上常吉・ おおみやちようかみつねよじ

　　６２９-２５１１・京都府京丹後市大宮町久住・おおみやちようくすみ

　　６２９-２５０１・京都府京丹後市大宮町口大野・おおみやちようくちおおの

　　６２９-２５０２・京都府京丹後市大宮町河辺・おおみやちようこうべ

　　６２９-２５３４・京都府京丹後市大宮町下常吉・ おおみやちようしもつねよじ

　　６２９-２５１５・京都府京丹後市大宮町新宮・おおみやちようしんぐう

　　６２９-２５０３・京都府京丹後市大宮町周枳・おおみやちようすき

　　６２９-２５０４・京都府京丹後市大宮町善王寺・おおみやちようぜんのうじ

　　６２９-２５３２・京都府京丹後市大宮町谷内・おおみやちようたにうち

　　６２９-２５１３・京都府京丹後市大宮町延利・ おおみやちようのぶとじ

　　６２９-２５２２・京都府京丹後市大宮町三重・おおみやちようみえ

　　６２９-２５２３・京都府京丹後市大宮町三坂・おおみやちようみさか

　　６２９-２５２１・京都府京丹後市大宮町森本・おおみやちようもりもと

　　６２９-３４１０・京都府京丹後市久美浜町・くみはまちよう

　　６２９-３４２４・京都府京丹後市久美浜町旭・くみはまちようあさひ

　　６２９-３５７１・京都府京丹後市久美浜町芦原・くみはまちようあしわら

　　６２９-３４４３・京都府京丹後市久美浜町海士・くみはまちようあま

　　６２９-３５６６・京都府京丹後市久美浜町安養寺・くみはまちようあんようじ

　　６２９-３５７３・京都府京丹後市久美浜町出角・くみはまちよういずすみ

　　６２９-３５７６・京都府京丹後市久美浜町市野々・くみはまちよういちのの

　　６２９-３５７４・京都府京丹後市久美浜町市場・くみはまちよういちはﾞ

　　６２９-３４３５・京都府京丹後市久美浜町壱分・くみはまちよういちぶ

　　６２９-３４３８・京都府京丹後市久美浜町浦明・くみはまちよううらけ

　　６２９-３５５５・京都府京丹後市久美浜町円頓寺・くみはまちようえんどんじ

　　６２９-３４３６・京都府京丹後市久美浜町大井・くみはまちようおおい

　　６２９-３４２３・京都府京丹後市久美浜町大向・くみはまちようおおむかい

　　６２９-３４１４・京都府京丹後市久美浜町奥馬地・くみはまちようおくまじ

　　６２９-３４１２・京都府京丹後市久美浜町奥三谷・くみはまちようおくみたに

　　６２９-３４２２・京都府京丹後市久美浜町河内・くみはまちようかつち

　　６２９-３４２１・京都府京丹後市久美浜町葛野・くみはまちようかつﾞらの

　　６２９-３５７５・京都府京丹後市久美浜町金谷・くみはまちようかなや

　　６２９-３４３１・京都府京丹後市久美浜町鹿野・くみはまちようかの

　　６２９-３４２４・京都府京丹後市久美浜町蒲井・くみはまちようかまい

　　６２９-３４４１・京都府京丹後市久美浜町神崎・くみはまちようかんざき

　　６２９-３４１６・京都府京丹後市久美浜町神谷・くみはまちようかんだに

　　６２９-３４１３・京都府京丹後市久美浜町口馬地・くみはまちようくちまじ

　　６２９-３４１２・京都府京丹後市久美浜町口三谷・くみはまちようくちみたに

　　６２９-３５５６・京都府京丹後市久美浜町郷・くみはまちようごう

　　６２９-３４１１・京都府京丹後市久美浜町甲坂・くみはまちようこうさか

　　６２９-３４１５・京都府京丹後市久美浜町河梨・ くみはまちようこうなじ

　　６２９-３４４２・京都府京丹後市久美浜町甲山・くみはまちようこうやま

　　６２９-３５６５・京都府京丹後市久美浜町小桑・くみはまちようこぐわ

　　６２９-３４４８・京都府京丹後市久美浜町坂井・くみはまちようさかい

　　６２９-３４０５・京都府京丹後市久美浜町栄町・くみはまちようさかえまち

　　６２９-３５５４・京都府京丹後市久美浜町坂谷・くみはまちようさかだに

　　６２９-３５６２・京都府京丹後市久美浜町佐野・くみはまちようさの

　　６２９-３４３３・京都府京丹後市久美浜町三分・くみはまちようさんぶ

　　６２９-３４４５・京都府京丹後市久美浜町島・くみはまちようしま

　　６２９-３４０１・京都府京丹後市久美浜町十楽・くみはまちようじゆうらく

　　６２９-３５６４・京都府京丹後市久美浜町尉ケ畑・くみはまちようじようがはた

　　６２９-３５７０・京都府京丹後市久美浜町新庄・くみはまちようしんじよう

　　６２９-３４０７・京都府京丹後市久美浜町新橋・ くみはまちようしんはﾞじ

　　６２９-３４０８・京都府京丹後市久美浜町新町・くみはまちようしんまち

　　６２９-３５７９・京都府京丹後市久美浜町須田・くみはまちようすだ

　　６２９-３４３７・京都府京丹後市久美浜町関・くみはまちようせき

　　６２９-３５５７・京都府京丹後市久美浜町竹藤・くみはまちようたけふじ

　　６２９-３５５９・京都府京丹後市久美浜町谷・くみはまちようたに

　　６２９-３４０４・京都府京丹後市久美浜町土居・くみはまちようどい

　　６２９-３４１１・京都府京丹後市久美浜町栃谷・くみはまちようとちだに

　　６２９-３４４７・京都府京丹後市久美浜町友重・くみはまちようともしげ

　　６２９-３５５１・京都府京丹後市久美浜町永留・くみはまちようながどめ

　　６２９-３５５３・京都府京丹後市久美浜町長野・くみはまちようながの



　　６２９-３４０２・京都府京丹後市久美浜町仲町・くみはまちようなかまち

　　６２９-３４３８・京都府京丹後市久美浜町長柄・くみはまちようながら

　　６２９-３５７２・京都府京丹後市久美浜町新谷・くみはまちようにいだに

　　６２９-３４４４・京都府京丹後市久美浜町西橋爪・くみはまちようにしはしつﾞめ

　　６２９-３４０９・京都府京丹後市久美浜町西本町・くみはまちようにしほんまち

　　６２９-３５５２・京都府京丹後市久美浜町女布・くみはまちようによう

　　６２９-３５６１・京都府京丹後市久美浜町野中・くみはまちようのなか

　　６２９-３４２２・京都府京丹後市久美浜町箱石・ くみはまちようはこいじ

　　６２９-３４４４・京都府京丹後市久美浜町橋爪・くみはまちようはしつﾞめ

　　６２９-３５７８・京都府京丹後市久美浜町畑・くみはまちようはた

　　６２９-３４０６・京都府京丹後市久美浜町東本町・くみはまちようひがしほんまち

　　６２９-３４３２・京都府京丹後市久美浜町平田・くみはまちようひらた

　　６２９-３５６３・京都府京丹後市久美浜町二俣・くみはまちようふたまた

　　６２９-３５７７・京都府京丹後市久美浜町布袋野・くみはまちようほたいの

　　６２９-３４４６・京都府京丹後市久美浜町品田・くみはまちようほんで

　　６２９-３５５８・京都府京丹後市久美浜町丸山・くみはまちようまるやま

　　６２９-３４１２・京都府京丹後市久美浜町三谷・くみはまちようみたに

　　６２９-３４２２・京都府京丹後市久美浜町湊宮・くみはまちようみなとみや

　　６２９-３４３４・京都府京丹後市久美浜町三原・くみはまちようみはら

　　６２９-３４０３・京都府京丹後市久美浜町向町・くみはまちようむこうまち

　　６２９-３４４９・京都府京丹後市久美浜町油池・くみはまちようゆいけ

　　６２７-０２２７・京都府京丹後市丹後町家ノ谷・たんごちよういえのたに

　　６２７-０２４８・京都府京丹後市丹後町碇・たんごちよういかり

　　６２７-０２３７・京都府京丹後市丹後町井谷・たんごちよういだに

　　６２７-０２３５・京都府京丹後市丹後町井上・たんごちよういのうえ

　　６２７-０２２４・京都府京丹後市丹後町岩木・たんごちよういわき

　　６２７-０２４１・京都府京丹後市丹後町上野・たんごちよううえの

　　６２７-０２４７・京都府京丹後市丹後町上山・たんごちよううえやま

　　６２７-０２１１・京都府京丹後市丹後町大山・たんごちようおおやま

　　６２７-０２４４・京都府京丹後市丹後町尾和・たんごちようおわ

　　６２７-０２３９・京都府京丹後市丹後町遠下・たんごちようおんげ

　　６２７-０２２５・京都府京丹後市丹後町願興寺・たんごちようがんごうじ

　　６２７-０２４２・京都府京丹後市丹後町久僧・たんごちようきゆうそ

　　６２７-０２３８・京都府京丹後市丹後町鞍内・たんごちようくらうち

　　６２７-０２３２・京都府京丹後市丹後町此代・たんごちようこのしろ

　　６２７-０２１４・京都府京丹後市丹後町是安・たんごちようこれやす

　　６２７-０２１５・京都府京丹後市丹後町成願寺・たんごちようじようがんじ

　　６２７-０２０２・京都府京丹後市丹後町砂方・たんごちようすながた

　　６２７-０２４５・京都府京丹後市丹後町袖志・ たんごちようそでじ

　　６２７-０２０１・京都府京丹後市丹後町間人・たんごちようたいざ

　　６２７-０２２１・京都府京丹後市丹後町竹野・たんごちようたかの

　　６２７-０２４６・京都府京丹後市丹後町谷内・たんごちようたにうち

　　６２７-０２１６・京都府京丹後市丹後町徳光・たんごちようとくみつ

　　６２７-０２３４・京都府京丹後市丹後町中野・たんごちようなかの

　　６２７-０２４３・京都府京丹後市丹後町中浜・たんごちようなかはま

　　６２７-０２３１・京都府京丹後市丹後町乗原・たんごちようのんはﾞら

　　６２７-０２３６・京都府京丹後市丹後町畑・たんごちようはた

　　６２７-０２２２・京都府京丹後市丹後町筆石・ たんごちようふでじ

　　６２７-０２３３・京都府京丹後市丹後町平・たんごちようへい

　　６２７-０２２６・京都府京丹後市丹後町牧ノ谷・たんごちようまきのたに

　　６２７-０２２８・京都府京丹後市丹後町宮・たんごちようみや

　　６２７-０２１２・京都府京丹後市丹後町三宅・たんごちようみやけ

　　６２７-０２４９・京都府京丹後市丹後町三山・たんごちようみやま

　　６２７-０２２３・京都府京丹後市丹後町矢畑・たんごちようやはﾞた

　　６２７-０２１３・京都府京丹後市丹後町吉永・たんごちようよしなが

　　６２７-０００６・京都府京丹後市峰山町赤坂・みねやまちようあかさか

　　６２７-０００４・京都府京丹後市峰山町荒山・みねやまちようあらやま

　　６２７-０００７・京都府京丹後市峰山町石丸・みねやまちよういしまる

　　６２７-００３４・京都府京丹後市峰山町泉・みねやまちよういずみ

　　６２７-００３６・京都府京丹後市峰山町御旅・みねやまちようおたび

　　６２７-００２３・京都府京丹後市峰山町織元・みねやまちようおりもと

　　６２７-００２２・京都府京丹後市峰山町上・みねやまちようかみ

　　６２７-００３５・京都府京丹後市峰山町光明寺・みねやまちようこうみようじ

　　６２７-００５２・京都府京丹後市峰山町五箇・みねやまちようごか

　　６２７-００４４・京都府京丹後市峰山町小西・ みねやまちようこにじ

　　６２７-００３１・京都府京丹後市峰山町呉服・みねやまちようごふく

　　６２７-００２５・京都府京丹後市峰山町堺・みねやまちようさかい

　　６２７-００１４・京都府京丹後市峰山町四軒・みねやまちようしけん

　　６２７-００３３・京都府京丹後市峰山町白銀・みねやまちようしらがね

　　６２７-０００５・京都府京丹後市峰山町新町・みねやまちようしんまち



　　６２７-００１２・京都府京丹後市峰山町杉谷・みねやまちようすぎたに

　　６２７-００４１・京都府京丹後市峰山町菅・みねやまちようすげ

　　６２７-００１１・京都府京丹後市峰山町丹波・みねやまちようたんはﾞ

　　６２７-００３７・京都府京丹後市峰山町千歳・みねやまちようちとせ

　　６２７-０００３・京都府京丹後市峰山町内記・みねやまちようないき

　　６２７-００４２・京都府京丹後市峰山町長岡・みねやまちようながおか

　　６２７-００３２・京都府京丹後市峰山町浪花・みねやまちようなにわ

　　６２７-００５１・京都府京丹後市峰山町二箇・みねやまちようにか

　　６２７-００４５・京都府京丹後市峰山町西山・みねやまちようにしやま

　　６２７-００４３・京都府京丹後市峰山町新治・みねやまちようにんはﾞり

　　６２７-０００１・京都府京丹後市峰山町橋木・みねやまちようはしぎ

　　６２７-００５４・京都府京丹後市峰山町久次・みねやまちようひさつぎ

　　６２７-００３８・京都府京丹後市峰山町富貴屋・みねやまちようふきや

　　６２７-００１３・京都府京丹後市峰山町不断・みねやまちようふだん

　　６２７-００２６・京都府京丹後市峰山町古殿・みねやまちようふるどの

　　６２７-００５３・京都府京丹後市峰山町鱒留・みねやまちようますどめ

　　６２７-００２４・京都府京丹後市峰山町室・みねやまちようむろ

　　６２７-００２７・京都府京丹後市峰山町安・みねやまちようやす

　　６２７-０００２・京都府京丹後市峰山町矢田・みねやまちようやた

　　６２７-００２１・京都府京丹後市峰山町吉原・みねやまちようよしわら

　　６２７-０１４４・京都府京丹後市弥栄町井辺・やさかちよういのべ

　　６２７-０１２２・京都府京丹後市弥栄町芋野・やさかちよういもの

　　６２７-０１３２・京都府京丹後市弥栄町木橋・ やさかちようきはﾞじ

　　６２７-０１４５・京都府京丹後市弥栄町国久・やさかちようくにひさ

　　６２７-０１４２・京都府京丹後市弥栄町黒部・やさかちようくろべ

　　６２７-０１４１・京都府京丹後市弥栄町小田・やさかちようこだ

　　６２７-０１０２・京都府京丹後市弥栄町須川・やさかちようすがわ

　　６２７-０１２１・京都府京丹後市弥栄町堤・やさかちようつつみ

　　６２７-０１１２・京都府京丹後市弥栄町等楽寺・やさかちようとうらくじ

　　６２７-０１３３・京都府京丹後市弥栄町鳥取・やさかちようとつとり

　　６２７-０１０１・京都府京丹後市弥栄町野中・やさかちようのなか

　　６２７-０１４３・京都府京丹後市弥栄町船木・やさかちようふなき

　　６２７-０１１１・京都府京丹後市弥栄町溝谷・やさかちようみぞたに

　　６２７-０１２３・京都府京丹後市弥栄町吉沢・やさかちようよしさわ

　　６２７-０１３１・京都府京丹後市弥栄町和田野・やさかちようわだの

　　６２２-００００・京都府南丹市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２２-００６３・京都府南丹市園部町天引・そのべちようあまびき

　　６２２-００１２・京都府南丹市園部町内林町・そのべちよううちはﾞやしまち

　　６２２-００２１・京都府南丹市園部町瓜生野・そのべちよううりうの

　　６２２-００６５・京都府南丹市園部町大河内・そのべちようおおかわち

　　６２２-００３３・京都府南丹市園部町大戸・そのべちようおおど

　　６２２-００５４・京都府南丹市園部町大西・ そのべちようおおにじ

　　６２２-００３６・京都府南丹市園部町越方・そのべちようおちかた

　　６２２-００４３・京都府南丹市園部町小山西町・そのべちようおやまにしまち

　　６２２-００４１・京都府南丹市園部町小山東町・そのべちようおやまひがしまち

　　６２２-００１１・京都府南丹市園部町上木崎町・そのべちようかみきざきまち

　　６２２-００１４・京都府南丹市園部町上本町・そのべちようかみほんまち

　　６２２-００１６・京都府南丹市園部町河原町・そのべちようかわらまち

　　６２２-００１５・京都府南丹市園部町木崎町・そのべちようきざきまち

　　６２２-００４６・京都府南丹市園部町口人・そのべちようくちうど

　　６２２-００２２・京都府南丹市園部町熊崎・そのべちようくまざき

　　６２２-００３４・京都府南丹市園部町熊原・そのべちようくまはら

　　６２２-００５２・京都府南丹市園部町黒田・そのべちようくろだ

　　６２２-００４７・京都府南丹市園部町口司・ そのべちようこうじ

　　６２２-０００４・京都府南丹市園部町小桜町・そのべちようこざくらまち

　　６２２-００４２・京都府南丹市園部町栄町・そのべちようさかえまち

　　６２２-００３５・京都府南丹市園部町佐切・そのべちようさぎり

　　６２２-００５５・京都府南丹市園部町宍人・そのべちようししうど

　　６２２-００４４・京都府南丹市園部町城南町・そのべちようじようなんまち

　　６２２-００２３・京都府南丹市園部町新堂・そのべちようしんどう

　　６２２-０００３・京都府南丹市園部町新町・そのべちようしんまち

　　６２２-００２４・京都府南丹市園部町千妻・そのべちようせんつﾞま

　　６２２-００２５・京都府南丹市園部町曽我谷・そのべちようそがだに

　　６２２-００３２・京都府南丹市園部町高屋・そのべちようたかや

　　６２２-００６２・京都府南丹市園部町竹井・そのべちようたけい

　　６２２-００５７・京都府南丹市園部町殿谷・そのべちようとのだに

　　６２２-００６１・京都府南丹市園部町仁江・そのべちようにえ

　　６２２-００５６・京都府南丹市園部町埴生・そのべちようはぶ

　　６２２-００４５・京都府南丹市園部町半田・そのべちようはんだ

　　６２２-００３１・京都府南丹市園部町船岡・そのべちようふなおか



　　６２２-００５３・京都府南丹市園部町船阪・そのべちようふなさか

　　６２２-００６４・京都府南丹市園部町法京・そのべちようほうきよう

　　６２２-００１３・京都府南丹市園部町本町・そのべちようほんまち

　　６２２-０００２・京都府南丹市園部町美園町・そのべちようみそのまち

　　６２２-００５９・京都府南丹市園部町南大谷・そのべちようみなみおおたに

　　６２２-００６６・京都府南丹市園部町南八田・そのべちようみなみはつた

　　６２２-０００１・京都府南丹市園部町宮町・そのべちようみやまち

　　６２２-００５１・京都府南丹市園部町横田・そのべちようよこた

　　６２２-００１７・京都府南丹市園部町若松町・そのべちようわかまつちよう

　　６２２-００５８・京都府南丹市園部町若森・そのべちようわかもり

　　６２９-０３３４・京都府南丹市日吉町天若・ひよしちようあまわか

　　６２９-０３１２・京都府南丹市日吉町上胡麻・ひよしちようかみごま

　　６２９-０３３１・京都府南丹市日吉町生畑・ひよしちようきはた

　　６２９-０３３２・京都府南丹市日吉町木住・ひよしちようこずみ

　　６２９-０３１１・京都府南丹市日吉町胡麻・ひよしちようごま

　　６２９-０３２１・京都府南丹市日吉町佐々江・ひよしちようささえ

　　６２９-０３０２・京都府南丹市日吉町志和賀・ひよしちようしわが

　　６２９-０３２３・京都府南丹市日吉町田原・ひよしちようたわら

　　６２９-０３４１・京都府南丹市日吉町殿田・ひよしちようとのだ

　　６２９-０３３５・京都府南丹市日吉町中・ひよしちようなか

　　６２９-０３３３・京都府南丹市日吉町中世木・ひよしちようなかせき

　　６２９-０３１３・京都府南丹市日吉町畑郷・ひよしちようはたごう

　　６２９-０３０１・京都府南丹市日吉町保野田・ひよしちようほのだ

　　６２９-０３２２・京都府南丹市日吉町四ツ谷・ひよしちようよつや

　　６０１-０７２２・京都府南丹市美山町安掛・みやまちようあがけ

　　６０１-０７０３・京都府南丹市美山町芦生・みやまちようあしう

　　６０１-０７２３・京都府南丹市美山町荒倉・みやまちようあらくら

　　６０１-０７５４・京都府南丹市美山町和泉・みやまちよういずみ

　　６０１-０７４２・京都府南丹市美山町板橋・ みやまちよういたはじ

　　６０１-０７２４・京都府南丹市美山町内久保・みやまちよううちくほﾞ

　　６０１-０７０１・京都府南丹市美山町江和・みやまちようえわ

　　６０１-０７７２・京都府南丹市美山町大野・みやまちようおおの

　　６０１-０７７８・京都府南丹市美山町音海・みやまちようおとみ

　　６０１-０７７５・京都府南丹市美山町小渕・みやまちようおぶち

　　６０１-０７７７・京都府南丹市美山町樫原・みやまちようかしわら

　　６０１-０７２１・京都府南丹市美山町上平屋・みやまちようかみひらや

　　６０１-０７７１・京都府南丹市美山町萱野・みやまちようかやの

　　６０１-０７１４・京都府南丹市美山町河内谷・みやまちようかわうちだに

　　６０１-０７１２・京都府南丹市美山町北・みやまちようきた

　　６０１-０７０５・京都府南丹市美山町佐々里・みやまちようささり

　　６０１-０７５５・京都府南丹市美山町静原・みやまちようしずはら

　　６０１-０７５１・京都府南丹市美山町島・みやまちようしま

　　６０１-０７１５・京都府南丹市美山町下・みやまちようしも

　　６０１-０７３２・京都府南丹市美山町下平屋・みやまちようしもひらや

　　６０１-０７４４・京都府南丹市美山町下吉田・みやまちようしもよしだ

　　６０１-０７５３・京都府南丹市美山町上司・ みやまちようじようじ

　　６０１-０７０４・京都府南丹市美山町白石・ みやまちようしらいじ

　　６０１-０７０２・京都府南丹市美山町田歌・みやまちようたうた

　　６０１-０７６１・京都府南丹市美山町高野・みやまちようたかの

　　６０１-０７１６・京都府南丹市美山町知見・みやまちようちみ

　　６０１-０７６２・京都府南丹市美山町鶴ケ岡・みやまちようつるがおか

　　６０１-０７６３・京都府南丹市美山町豊郷・みやまちようとよさと

　　６０１-０７１３・京都府南丹市美山町中・みやまちようなか

　　６０１-０７３４・京都府南丹市美山町長尾・みやまちようながお

　　６０１-０７５２・京都府南丹市美山町長谷・みやまちようながたに

　　６０１-０７３３・京都府南丹市美山町野添・みやまちようのぞえ

　　６０１-０７４１・京都府南丹市美山町原・みやまちようはら

　　６０１-０７７４・京都府南丹市美山町肱谷・みやまちようひじたに

　　６０１-０７３５・京都府南丹市美山町深見・みやまちようふかみ

　　６０１-０７６５・京都府南丹市美山町福居・みやまちようふくい

　　６０１-０７３１・京都府南丹市美山町又林・ みやまちようまたはﾞやじ

　　６０１-０７７３・京都府南丹市美山町三埜・みやまちようみつの

　　６０１-０７１１・京都府南丹市美山町南・みやまちようみなみ

　　６０１-０７４３・京都府南丹市美山町宮脇・みやまちようみやのわき

　　６０１-０７７６・京都府南丹市美山町向山・みやまちようむかいやま

　　６０１-０７６４・京都府南丹市美山町盛郷・みやまちようもりさと

　　６２９-０１２２・京都府南丹市八木町青戸・やぎちようあおと

　　６２９-０１１２・京都府南丹市八木町池上・やぎちよういけがみ

　　６２９-０１６４・京都府南丹市八木町池ノ内・やぎちよういけのうち

　　６２９-０１５２・京都府南丹市八木町大藪・やぎちようおおやぶ



　　６２９-０１１３・京都府南丹市八木町刑部・やぎちようおさべ

　　６２９-０２７１・京都府南丹市八木町神吉・ やぎちようかみよじ

　　６２９-０１３３・京都府南丹市八木町観音寺・やぎちようかんおんじ

　　６２９-０１１４・京都府南丹市八木町北廣瀬・やぎちようきたひろせ

　　６２９-０１３１・京都府南丹市八木町北屋賀・やぎちようきたやが

　　６２９-０１６５・京都府南丹市八木町木原・やぎちようきわら

　　６２９-０１５４・京都府南丹市八木町柴山・やぎちようしはﾞやま

　　６２９-０１６３・京都府南丹市八木町玉ノ井・やぎちようたまのい

　　６２９-０１６２・京都府南丹市八木町鳥羽・やぎちようとはﾞ

　　６２９-０１３４・京都府南丹市八木町西田・やぎちようにしだ

　　６２９-０１１１・京都府南丹市八木町野条・やぎちようのじよう

　　６２９-０１０４・京都府南丹市八木町日置・やぎちようひおき

　　６２９-０１２１・京都府南丹市八木町氷所・やぎちようひどころ

　　６２９-０１０１・京都府南丹市八木町船枝・やぎちようふなえだ

　　６２９-０１６１・京都府南丹市八木町美里・やぎちようみさと

　　６２９-０１５１・京都府南丹市八木町南廣瀬・やぎちようみなみひろせ

　　６２９-０１６６・京都府南丹市八木町室河原・やぎちようむろがわら

　　６２９-０１０２・京都府南丹市八木町室橋・ やぎちようむろはじ

　　６２９-０１０３・京都府南丹市八木町諸畑・やぎちようもろはた

　　６２９-０１３２・京都府南丹市八木町屋賀・やぎちようやが

　　６２９-０１４１・京都府南丹市八木町八木・やぎちようやぎ

　　６２９-０１５３・京都府南丹市八木町八木嶋・やぎちようやぎのしま

　　６２９-０１１５・京都府南丹市八木町山室・やぎちようやまむろ

　　６１９-０２００・京都府木津川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１９-０２１３・京都府木津川市市坂・いちさか

　　６１９-０２１２・京都府木津川市梅谷・うめだに

　　６１９-０２１５・京都府木津川市梅美台・うめみだい

　　６１９-０２１１・京都府木津川市鹿背山・かせやま

　　６１９-０２２４・京都府木津川市兜台・かぶとだい

　　６１９-１１０２・京都府木津川市加茂町井平尾・かもちよういびらお

　　６１９-１１３３・京都府木津川市加茂町岩船・かもちよういわふね

　　６１９-１１１２・京都府木津川市加茂町兎並・かもちよううなみ

　　６１９-１１５３・京都府木津川市加茂町駅西・ かもちようえきにじ

　　６１９-１１５４・京都府木津川市加茂町駅東・ かもちようえきひがじ

　　６１９-１１４２・京都府木津川市加茂町大野・かもちようおおの

　　６１９-１１３２・京都府木津川市加茂町大畑・かもちようおおはた

　　６１９-１１０３・京都府木津川市加茂町岡崎・かもちようおかざき

　　６１９-１１０７・京都府木津川市加茂町奥畑・かもちようおくはた

　　６１９-１１０４・京都府木津川市加茂町河原・かもちようかわら

　　６１９-１１４３・京都府木津川市加茂町観音寺・かもちようかんおんじ

　　６１９-１１１３・京都府木津川市加茂町北・かもちようきた

　　６１９-１１２１・京都府木津川市加茂町北下手・かもちようきたしもで

　　６１９-１１３６・京都府木津川市加茂町北大門・かもちようきただいもん

　　６１９-１１５２・京都府木津川市加茂町里・かもちようさと

　　６１９-１１２４・京都府木津川市加茂町勝風・かもちようしようぶ

　　６１９-１１２６・京都府木津川市加茂町尻枝・かもちようしりえだ

　　６１９-１１０１・京都府木津川市加茂町銭司・かもちようぜず

　　６１９-１１２５・京都府木津川市加茂町高去・かもちようたかさり

　　６１９-１１４４・京都府木津川市加茂町高田・かもちようたかた

　　６１９-１１３１・京都府木津川市加茂町辻・かもちようつじ

　　６１９-１１０５・京都府木津川市加茂町西・ かもちようにじ

　　６１９-１１３５・京都府木津川市加茂町西小・かもちようにしお

　　６１９-１１３４・京都府木津川市加茂町東小上・かもちようひがしおかみ

　　６１９-１１３４・京都府木津川市加茂町東小下・かもちようひがしおした

　　６１９-１１４１・京都府木津川市加茂町法花寺野・かもちようほつけじの

　　６１９-１１５１・京都府木津川市加茂町美浪・かもちようみなみ

　　６１９-１１２２・京都府木津川市加茂町南下手・かもちようみなみしもで

　　６１９-１１３６・京都府木津川市加茂町南大門・かもちようみなみだいもん

　　６１９-１１２３・京都府木津川市加茂町森・かもちようもり

　　６１９-１１１１・京都府木津川市加茂町山田・かもちようやまだ

　　６１９-１１０６・京都府木津川市加茂町例幣・かもちようれいへい

　　６１９-０２１４・京都府木津川市木津・きつﾞ

　　６１９-０２１４・京都府木津川市木津駅前・きつﾞえきまえ

　　６１９-０２２５・京都府木津川市木津川台・きつﾞがわだい

　　６１９-０２１７・京都府木津川市木津町・きつﾞまち

　　６１９-０２１６・京都府木津川市州見台・くにみだい

　　６１９-０２２２・京都府木津川市相楽・さがなか

　　６１９-０２２３・京都府木津川市相楽台・さがなかだい

　　６１９-０２１８・京都府木津川市城山台・しろやまだい

　　６１９-１１２７・京都府木津川市南加茂台・ながもだい



　　６１９-０２２１・京都府木津川市吐師・はぜ

　　６１９-０２０１・京都府木津川市山城町綺田・やましろちようかはﾞた

　　６１９-０２０４・京都府木津川市山城町上狛・やましろちようかみこま

　　６１９-０２０６・京都府木津川市山城町北河原・やましろちようきたがわら

　　６１９-０２０３・京都府木津川市山城町神童子・やましろちようじんどうじ

　　６１９-０２０５・京都府木津川市山城町椿井・やましろちようつはﾞい

　　６１９-０２０２・京都府木津川市山城町平尾・やましろちようひらお

　　６１８-００００・京都府乙訓郡大山崎町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１８-００９１・京都府乙訓郡大山崎町円明寺・えんみようじ

　　６１８-００７１・京都府乙訓郡大山崎町大山崎・おおやまざき

　　６１８-００８１・京都府乙訓郡大山崎町下植野・しもうえの

　　６１３-００００・京都府久世郡久御山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１３-００２２・京都府久世郡久御山町市田・いちだ

　　６１３-００４６・京都府久世郡久御山町大橋辺・おおはしべり

　　６１３-００２５・京都府久世郡久御山町相島・おじま

　　６１３-００４５・京都府久世郡久御山町北川顔・きたかわつﾞら

　　６１３-００３２・京都府久世郡久御山町栄・さかえ

　　６１３-００３１・京都府久世郡久御山町佐古・さこ

　　６１３-００３４・京都府久世郡久御山町佐山・さやま

　　６１３-００４３・京都府久世郡久御山町島田・しまた

　　６１３-００３５・京都府久世郡久御山町下津屋・しもつや

　　６１３-００３６・京都府久世郡久御山町田井・たい

　　６１３-００４１・京都府久世郡久御山町中島・なかじま

　　６１３-００２６・京都府久世郡久御山町西一口・にしいもあらい

　　６１３-００２３・京都府久世郡久御山町野村・のむら

　　６１３-００３３・京都府久世郡久御山町林・ はやじ

　　６１３-００２１・京都府久世郡久御山町東一口・ひがしいもあらい

　　６１３-００４４・京都府久世郡久御山町藤和田・ふじわだ

　　６１３-００４２・京都府久世郡久御山町坊之池・ほﾞうのいけ

　　６１３-００２４・京都府久世郡久御山町森・もり

　　６１０-０３００・京都府綴喜郡井手町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１０-０３０２・京都府綴喜郡井手町井手・いで

　　６１０-０３０１・京都府綴喜郡井手町多賀・たが

　　６１０-０３０３・京都府綴喜郡井手町田村新田・たむらしんでん

　　６１０-０２００・京都府綴喜郡宇治田原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１０-０２５２・京都府綴喜郡宇治田原町荒木・あらき

　　６１０-０２６１・京都府綴喜郡宇治田原町岩山・いわやま

　　６１０-０２１１・京都府綴喜郡宇治田原町奥山田・おくやまだ

　　６１０-０２５１・京都府綴喜郡宇治田原町高尾・こうの

　　６１０-０２５５・京都府綴喜郡宇治田原町郷之口・ごうのくち

　　６１０-０２０１・京都府綴喜郡宇治田原町禅定寺・ぜんじようじ

　　６１０-０２３１・京都府綴喜郡宇治田原町立川・たちかわ

　　６１０-０２５３・京都府綴喜郡宇治田原町贄田・ねだ

　　６１０-０２４１・京都府綴喜郡宇治田原町南・みなみ

　　６１０-０２５４・京都府綴喜郡宇治田原町銘城台・めいじようだい

　　６１０-０２２１・京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷・ゆやだに

　　６１０-０２０２・京都府綴喜郡宇治田原町緑苑坂・りよくえんざか

　　６１９-１３００・京都府相楽郡笠置町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１９-１３０２・京都府相楽郡笠置町飛鳥路・あすかじ

　　６１９-１３０１・京都府相楽郡笠置町有市・ありいち

　　６１９-１３０３・京都府相楽郡笠置町笠置・かさぎ

　　６１９-１３０４・京都府相楽郡笠置町切山・きりやま

　　６１９-１２００・京都府相楽郡和束町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１９-１２２１・京都府相楽郡和束町石寺・いしてら

　　６１９-１２２５・京都府相楽郡和束町撰原・えりはら

　　６１９-１２１２・京都府相楽郡和束町釜塚・かまつか

　　６１９-１２２４・京都府相楽郡和束町木屋・こや

　　６１９-１２２６・京都府相楽郡和束町下島・しもじま

　　６１９-１２２２・京都府相楽郡和束町白栖・しらす

　　６１９-１２０１・京都府相楽郡和束町園・その

　　６１９-１２２３・京都府相楽郡和束町杣田・そまだ

　　６１９-１２０５・京都府相楽郡和束町中・なか

　　６１９-１２０２・京都府相楽郡和束町原山・はらやま

　　６１９-１２１１・京都府相楽郡和束町別所・べつしよ

　　６１９-１２１３・京都府相楽郡和束町南・みなみ

　　６１９-１２０４・京都府相楽郡和束町門前・もんぜん

　　６１９-１２０３・京都府相楽郡和束町湯船・ゆぶね

　　６１９-０２００・京都府相楽郡精華町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１９-０２３３・京都府相楽郡精華町乾谷・いぬいだに

　　６１９-０２３６・京都府相楽郡精華町植田・うえだ



　　６１９-０２４４・京都府相楽郡精華町北稲八間・きたいなやつﾞま

　　６１９-０２４７・京都府相楽郡精華町狛田・こまだ

　　６１９-０２３２・京都府相楽郡精華町桜が丘・さくらがおか

　　６１９-０２３４・京都府相楽郡精華町柘榴・ざくろ

　　６１９-０２４５・京都府相楽郡精華町下狛・しもこま

　　６１９-０２４２・京都府相楽郡精華町菅井・すがい

　　６１９-０２３８・京都府相楽郡精華町精華台・せいかだい

　　６１９-０２３５・京都府相楽郡精華町東畑・ひがしはﾞた

　　６１９-０２３７・京都府相楽郡精華町光台・ひかりだい

　　６１９-０２４６・京都府相楽郡精華町菱田・ひしだ

　　６１９-０２４１・京都府相楽郡精華町祝園・ほうその

　　６１９-０２４０・京都府相楽郡精華町祝園西・ ほうそのにじ

　　６１９-０２４３・京都府相楽郡精華町南稲八妻・みなみいなやつﾞま

　　６１９-０２３１・京都府相楽郡精華町山田・やまだ

　　６１９-１４００・京都府相楽郡南山城村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１９-１４１１・京都府相楽郡南山城村北大河原・きたおおかわら

　　６１９-１４２２・京都府相楽郡南山城村高尾・たかお

　　６１９-１４２１・京都府相楽郡南山城村田山・たやま

　　６１９-１４０１・京都府相楽郡南山城村童仙房・どうせんほﾞう

　　６１９-１４０２・京都府相楽郡南山城村野殿・のどの

　　６１９-１４１２・京都府相楽郡南山城村南大河原・みなみおおかわら

　　６２２-０２００・京都府船井郡京丹波町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２９-１１４１・京都府船井郡京丹波町安栖里・あせり

　　６２２-０３０１・京都府船井郡京丹波町粟野・あわの

　　６２２-０３２３・京都府船井郡京丹波町井尻・いじり

　　６２９-１１１６・京都府船井郡京丹波町市場・いちはﾞ

　　６２２-０２１２・京都府船井郡京丹波町市森・いちもり

　　６２９-１１４３・京都府船井郡京丹波町出野・いでの

　　６２９-１１４２・京都府船井郡京丹波町稲次・いなつぎ

　　６２２-０３０４・京都府船井郡京丹波町猪鼻・いのはな

　　６２２-０３１２・京都府船井郡京丹波町井脇・いわき

　　６２２-０２３６・京都府船井郡京丹波町院内・いんない

　　６２２-０２１１・京都府船井郡京丹波町上野・うえの

　　６２９-１１１７・京都府船井郡京丹波町大倉・おおくら

　　６２９-１１１１・京都府船井郡京丹波町大迫・おおさこ

　　６２９-１１４５・京都府船井郡京丹波町大簾・おおみす

　　６２９-１１２２・京都府船井郡京丹波町小畑・おはﾞた

　　６２２-０３２２・京都府船井郡京丹波町大朴・おほﾞそ

　　６２９-１１３３・京都府船井郡京丹波町角・かど

　　６２２-０４４５・京都府船井郡京丹波町鎌谷奥・かまだにおく

　　６２２-０４４２・京都府船井郡京丹波町鎌谷下・かまだにしも

　　６２２-０４４４・京都府船井郡京丹波町鎌谷中・かまだになか

　　６２９-１１０８・京都府船井郡京丹波町上粟野・かみあわの

　　６２２-０４５２・京都府船井郡京丹波町上大久保・かみおおくほﾞ

　　６２９-１１０２・京都府船井郡京丹波町上乙見・かみおとみ

　　６２２-０２２３・京都府船井郡京丹波町口八田・くちはつた

　　６２２-０３２５・京都府船井郡京丹波町小野・この

　　６２２-０２１４・京都府船井郡京丹波町蒲生・こも

　　６２９-１１３５・京都府船井郡京丹波町才原・さいはﾞら

　　６２２-０４４１・京都府船井郡京丹波町坂井・さかい

　　６２９-１１３１・京都府船井郡京丹波町坂原・さかはﾞら

　　６２２-０３０３・京都府船井郡京丹波町三ノ宮・さんのみや

　　６２２-０２３４・京都府船井郡京丹波町塩田谷・しおただに

　　６２９-１１１２・京都府船井郡京丹波町塩谷・しおたに

　　６２２-０３１５・京都府船井郡京丹波町質志・ しずじ

　　６２２-０２０２・京都府船井郡京丹波町実勢・じつせ

　　６２２-０３３２・京都府船井郡京丹波町質美・しつみ

　　６２９-１１０４・京都府船井郡京丹波町篠原・しのはら

　　６２９-１１０５・京都府船井郡京丹波町下粟野・しもあわの

　　６２２-０４５１・京都府船井郡京丹波町下大久保・しもおおくほﾞ

　　６２９-１１０３・京都府船井郡京丹波町下乙見・しもおとみ

　　６２２-０２０１・京都府船井郡京丹波町下山・しもやま

　　６２２-０２１３・京都府船井郡京丹波町須知・しゆうち

　　６２２-０２２２・京都府船井郡京丹波町新水戸・しんみと

　　６２２-０２３２・京都府船井郡京丹波町曽根・そね

　　６２２-０２２４・京都府船井郡京丹波町高岡・たかおか

　　６２２-０３３１・京都府船井郡京丹波町中台・ちゆうだい

　　６２２-０３１６・京都府船井郡京丹波町戸津川・とつかわ

　　６２２-０２０３・京都府船井郡京丹波町富田・とみた

　　６２２-０２３１・京都府船井郡京丹波町豊田・とよた



　　６２９-１１３２・京都府船井郡京丹波町中・なか

　　６２９-１１１３・京都府船井郡京丹波町長瀬・ながせ

　　６２９-１１１５・京都府船井郡京丹波町中山・なかやま

　　６２９-１１０７・京都府船井郡京丹波町西河内・にしかわうち

　　６２２-０３２１・京都府船井郡京丹波町橋爪・はしつﾞめ

　　６２２-０３２４・京都府船井郡京丹波町八田・はつた

　　６２２-０４４３・京都府船井郡京丹波町東又・ひがしまた

　　６２９-１１３４・京都府船井郡京丹波町広瀬・ひろせ

　　６２９-１１４４・京都府船井郡京丹波町広野・ひろの

　　６２２-０３１３・京都府船井郡京丹波町保井谷・ほいだに

　　６２９-１１０６・京都府船井郡京丹波町細谷・ほそたに

　　６２９-１１０１・京都府船井郡京丹波町仏主・ほどす

　　６２９-１１２１・京都府船井郡京丹波町本庄・ほんじよう

　　６２９-１１１４・京都府船井郡京丹波町升谷・ますたに

　　６２２-０３１４・京都府船井郡京丹波町水呑・みずのみ

　　６２２-０４５３・京都府船井郡京丹波町水原・みずはら

　　６２２-０２２１・京都府船井郡京丹波町水戸・みと

　　６２２-０３０２・京都府船井郡京丹波町妙楽寺・みようらくじ

　　６２２-０２３３・京都府船井郡京丹波町森・もり

　　６２２-０２３５・京都府船井郡京丹波町安井・やすい

　　６２２-０３１１・京都府船井郡京丹波町和田・わだ

　　６２６-０４００・京都府与謝郡伊根町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２６-０４１５・京都府与謝郡伊根町井室・いむろ

　　６２６-０４２２・京都府与謝郡伊根町大原・おおはら

　　６２６-０４０１・京都府与謝郡伊根町蒲入・かまにゆう

　　６２６-０４２４・京都府与謝郡伊根町亀島・かめしま

　　６２６-０４３１・京都府与謝郡伊根町菅野・すがの

　　６２６-０４０２・京都府与謝郡伊根町長延・ちようえん

　　６２６-０４１２・京都府与謝郡伊根町津母・つも

　　６２６-０４１７・京都府与謝郡伊根町峠・とうげ

　　６２６-０４１３・京都府与謝郡伊根町泊・とまり

　　６２６-０４２１・京都府与謝郡伊根町新井・にい

　　６２６-０４３３・京都府与謝郡伊根町野村・のむら

　　６２６-０４１１・京都府与謝郡伊根町野室・のむろ

　　６２６-０４１６・京都府与謝郡伊根町畑谷・はただに

　　６２６-０４２５・京都府与謝郡伊根町日出・ひで

　　６２６-０４２３・京都府与謝郡伊根町平田・ひらた

　　６２６-０４３２・京都府与謝郡伊根町本坂・ほんざか

　　６２６-０４０５・京都府与謝郡伊根町本庄上・ほんじようあげ

　　６２６-０４０４・京都府与謝郡伊根町本庄宇治・ほんじよううじ

　　６２６-０４０３・京都府与謝郡伊根町本庄浜・ほんじようはま

　　６２６-０４１４・京都府与謝郡伊根町六万部・ろくまんぶ

　　６２９-２２００・京都府与謝郡与謝野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６２９-２４１１・京都府与謝郡与謝野町明石・ あけじ

　　６２９-２４１３・京都府与謝郡与謝野町温江・あつえ

　　６２９-２３１１・京都府与謝郡与謝野町幾地・いくじ

　　６２９-２３０３・京都府与謝郡与謝野町石川・いしかわ

　　６２９-２２６２・京都府与謝郡与謝野町岩滝・いわたき

　　６２９-２３１４・京都府与謝郡与謝野町岩屋・いわや

　　６２９-２４０４・京都府与謝郡与謝野町後野・うしろの

　　６２９-２２６１・京都府与謝郡与謝野町男山・おとこやま

　　６２９-２４１２・京都府与謝郡与謝野町香河・かご

　　６２９-２４２１・京都府与謝郡与謝野町金屋・かなや

　　６２９-２３０１・京都府与謝郡与謝野町上山田・かみやまだ

　　６２９-２４０３・京都府与謝郡与謝野町加悦・かや

　　６２９-２４０１・京都府与謝郡与謝野町加悦奥・かやおく

　　６２９-２４０２・京都府与謝郡与謝野町算所・さんじよ

　　６２９-２３０２・京都府与謝郡与謝野町下山田・しもやまだ

　　６２９-２４２２・京都府与謝郡与謝野町滝・たき

　　６２９-２３１３・京都府与謝郡与謝野町三河内・みごうち

　　６２９-２２６３・京都府与謝郡与謝野町弓木・ゆみき

　　６２９-２４２３・京都府与謝郡与謝野町与謝・よざ

　　６２９-２３１２・京都府与謝郡与謝野町四辻・よつつじ

　　５１４-００００・三重県津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１４-００１７・三重県津市相生町・あいおいちよう

　　５１４-１１３９・三重県津市青葉台・あおはﾞだい

　　５１４-０８１１・三重県津市阿漕町・あこぎまち

　　５１４-００２２・三重県津市愛宕町・あたごちよう

　　５１４-２３０２・三重県津市安濃町安濃・あのうちようあのう

　　５１４-２３２７・三重県津市安濃町安部・あのうちようあべ



　　５１４-２３０１・三重県津市安濃町荒木・あのうちようあらき

　　５１４-２３０３・三重県津市安濃町内多・あのうちよううちだ

　　５１４-２３２４・三重県津市安濃町粟加・あのうちようおうか

　　５１４-２３０４・三重県津市安濃町太田・あのうちようおおた

　　５１４-２３２３・三重県津市安濃町大塚・あのうちようおおつか

　　５１４-２３０８・三重県津市安濃町川西・ あのうちようかわにじ

　　５１４-２３２８・三重県津市安濃町草生・あのうちようくさわ

　　５１４-２３１１・三重県津市安濃町神田・あのうちようこうだ

　　５１４-２３１５・三重県津市安濃町光明寺・あのうちようこうみようじ

　　５１４-２３１３・三重県津市安濃町今徳・あのうちようこんどく

　　５１４-２３０５・三重県津市安濃町清水・あのうちようしみず

　　５１４-２３０７・三重県津市安濃町浄土寺・あのうちようじようどうじ

　　５１４-２３０６・三重県津市安濃町曽根・あのうちようそね

　　５１４-２３２５・三重県津市安濃町田端上野・あのうちようたはﾞたうえの

　　５１４-２３１２・三重県津市安濃町連部・あのうちようつらべ

　　５１４-２３２６・三重県津市安濃町東観音寺・あのうちようとうかんおんじ

　　５１４-２３２２・三重県津市安濃町戸島・あのうちようとしま

　　５１４-２３１８・三重県津市安濃町中川・あのうちようなかがわ

　　５１４-２３２１・三重県津市安濃町野口・あのうちようのぐち

　　５１４-２３１７・三重県津市安濃町前野・あのうちようまえの

　　５１４-２３１６・三重県津市安濃町南神山・あのうちようみなみこやま

　　５１４-２３１４・三重県津市安濃町妙法寺・あのうちようみようほうじ

　　５１４-０１３１・三重県津市あのつ台・あのつだい

　　５１４-００５８・三重県津市安東町・あんとうちよう

　　５１４-０１１３・三重県津市一身田大古曽・いつしんでんおおごそ

　　５１４-００６１・三重県津市一身田上津部田・いつしんでんこうつﾞべた

　　５１４-０１１５・三重県津市一身田豊野・いつしんでんとよの

　　５１４-０１１２・三重県津市一身田中野・いつしんでんなかの

　　５１４-０１１１・三重県津市一身田平野・いつしんでんひらの

　　５１４-０１１４・三重県津市一身田町・いつしんでんちよう

　　５１５-２５２３・三重県津市一志町井生・いちしちよういう

　　５１５-２５２５・三重県津市一志町石橋・ いちしちよういしはﾞじ

　　５１５-２５２１・三重県津市一志町井関・いちしちよういせぎ

　　５１５-２５２４・三重県津市一志町大仰・いちしちようおおのき

　　５１５-２５１４・三重県津市一志町小山（小山台地）・いちしちようおやま(おやまだいち)

　　５１５-２５１４・三重県津市一志町小山（その他）・いちしちようおやま(そのた)

　　５１５-２５１１・三重県津市一志町片野・いちしちようかたの

　　５１５-２５０５・三重県津市一志町小戸木・いちしちようこべき

　　５１５-２５０１・三重県津市一志町庄村・いちしちようしようむら

　　５１５-２５１２・三重県津市一志町新沢田・いちしちようしんさわだ

　　５１５-２５２６・三重県津市一志町其倉・いちしちようそのくら

　　５１５-２５０２・三重県津市一志町其村・いちしちようそのむら

　　５１５-２５０４・三重県津市一志町高野（高野団地）・いちしちようたかの(たかのだんち)

　　５１５-２５０４・三重県津市一志町高野（野田）・いちしちようたかの(のだ)

　　５１５-２５０４・三重県津市一志町高野（その他）・いちしちようたかの(そのた)

　　５１５-２５１６・三重県津市一志町田尻・いちしちようたじり

　　５１５-２５１３・三重県津市一志町虹が丘・いちしちようにじがおか

　　５１５-２５２２・三重県津市一志町波瀬・いちしちようはぜ

　　５１５-２５１５・三重県津市一志町八太（一志団地）・いちしちようはた(いちしだんち)

　　５１５-２５１５・三重県津市一志町八太（その他）・いちしちようはた(そのた)

　　５１５-２５０３・三重県津市一志町日置・いちしちようひおき

　　５１５-２５１７・三重県津市一志町みのりケ丘・いちしちようみのりがおか

　　５１４-００５７・三重県津市一色町・いつしきちよう

　　５１４-１２５２・三重県津市稲葉町・いなはﾞちよう

　　５１４-０８３８・三重県津市岩田・いわた

　　５１４-００７６・三重県津市産品・うぶしな

　　５１４-０００１・三重県津市江戸橋・ えどはﾞじ

　　５１４-０８３４・三重県津市大倉・おおくら

　　５１４-０１２４・三重県津市大里川北町・おおざとかわきたちよう

　　５１４-０１２５・三重県津市大里窪田町・おおざとくほﾞたちよう

　　５１４-０１２３・三重県津市大里小野田町・おおざとこのだちよう

　　５１４-０１２２・三重県津市大里野田町・おおざとのだちよう

　　５１４-０１２６・三重県津市大里睦合町・おおざとむつあいちよう

　　５１４-０１２１・三重県津市大里山室町・おおざとやまむろちよう

　　５１４-００４６・三重県津市大園町・おおぞのちよう

　　５１４-０００７・三重県津市大谷町・おおたにちよう

　　５１４-１２５７・三重県津市大鳥町・おおどりちよう

　　５１４-００３９・三重県津市押加部町・おしかべちよう

　　５１４-００１６・三重県津市乙部・おとべ

　　５１４-００７２・三重県津市小舟・おぶね



　　５１４-００１３・三重県津市海岸町・かいがんちよう

　　５１４-００８２・三重県津市片田井戸町・かただいどちよう

　　５１４-００８５・三重県津市片田久保町・かただくほﾞちよう

　　５１４-００７５・三重県津市片田志袋町・かただしぶくろちよう

　　５１４-００８３・三重県津市片田新町・かただしんまち

　　５１４-００８１・三重県津市片田田中町・かただたなかちよう

　　５１４-００７７・三重県津市片田長谷町・かただはせちよう

　　５１４-００７４・三重県津市片田長谷場町・かただはせはﾞちよう

　　５１４-００８６・三重県津市片田薬王寺町・かただやくおうじちよう

　　５１４-００８４・三重県津市片田町・かただちよう

　　５１４-００５４・三重県津市神納・かのう

　　５１４-００５２・三重県津市神納町・かのうちよう

　　５１４-０００８・三重県津市上浜町・かみはまちよう

　　５１４-０８０６・三重県津市上弁財町・かみべざいちよう

　　５１４-０８０４・三重県津市上弁財町津興・かみべざいまちつおき

　　５１４-０３１１・三重県津市香良洲町（稲葉）・からすちよう(いなはﾞ)

　　５１４-０３２６・三重県津市香良洲町（川原）・からすちよう(かわはら)

　　５１４-０３１２・三重県津市香良洲町（小松）・からすちよう(こまつ)

　　５１４-０３２５・三重県津市香良洲町（桜町）・からすちよう(さくらまち)

　　５１４-０３２４・三重県津市香良洲町（地家）・からすちよう(じけ)

　　５１４-０３２１・三重県津市香良洲町（砂原）・からすちよう(すなはら)

　　５１４-０３１４・三重県津市香良洲町（高砂）・からすちよう(たかさご)

　　５１４-０３２３・三重県津市香良洲町（馬場）・からすちよう(はﾞはﾞ)

　　５１４-０３１３・三重県津市香良洲町（浜浦）・からすちよう(はまうら)

　　５１４-０３１５・三重県津市香良洲町（その他）・からすちよう(そのた)

　　５１４-１１２２・三重県津市川方町・かわかたちよう

　　５１０-０３１３・三重県津市河芸町赤部・かわげちようあかぶ

　　５１０-０３０６・三重県津市河芸町一色・かわげちよういつしき

　　５１０-０３０４・三重県津市河芸町上野・かわげちよううえの

　　５１０-０３０７・三重県津市河芸町影重・かわげちようかげしげ

　　５１０-０３１７・三重県津市河芸町北黒田・かわげちようきたくろだ

　　５１０-０３１２・三重県津市河芸町久知野・かわげちようくちの

　　５１０-０３１５・三重県津市河芸町高佐・かわげちようたかさ

　　５１０-０３０２・三重県津市河芸町千里ケ丘・かわげちようちさとがおか

　　５１０-０３０８・三重県津市河芸町中瀬・かわげちようなかぜ

　　５１０-０３０５・三重県津市河芸町中別保・かわげちようなかべつほﾟ

　　５１０-０３０１・三重県津市河芸町西千里・かわげちようにしちさと

　　５１０-０３１４・三重県津市河芸町浜田・かわげちようはまだ

　　５１０-０３０３・三重県津市河芸町東千里・かわげちようひがしちさと

　　５１０-０３１６・三重県津市河芸町南黒田・かわげちようみなみくろだ

　　５１０-０３１１・三重県津市河芸町三行・かわげちようみゆき

　　５１０-０３１８・三重県津市河芸町杜の街・かわげちようもりのまち

　　５１４-００４４・三重県津市川添町・かわぞえちよう

　　５１４-００６２・三重県津市観音寺町・かんのんじちよう

　　５１４-０８２４・三重県津市神戸・かんべ

　　５１４-００５６・三重県津市北河路町・きたこうじちよう

　　５１４-００２３・三重県津市北町津・きたまちつ

　　５１４-００３１・三重県津市北丸之内・きたまるのうち

　　５１４-０３０２・三重県津市雲出伊倉津町・くもずいぐらつﾞちよう

　　５１４-０３０１・三重県津市雲出鋼管町・くもずこうかんちよう

　　５１４-０３０５・三重県津市雲出島貫町・くもずしまぬきちよう

　　５１４-０３０３・三重県津市雲出長常町・くもずながつねちよう

　　５１４-０３０４・三重県津市雲出本郷町・くもずほんごうちよう

　　５１４-０１０４・三重県津市栗真小川町・くりまこがわちよう

　　５１４-０１０３・三重県津市栗真中山町・くりまなかやまちよう

　　５１４-０１０２・三重県津市栗真町屋町・くりままちやちよう

　　５１５-２６１７・三重県津市グリンタウン榊原・ぐりんたうんさかきはﾞら

　　５１４-２２０４・三重県津市芸濃町雲林院・げいのうちよううじい

　　５１４-２２１２・三重県津市芸濃町岡本・げいのうちようおかもと

　　５１４-２２０８・三重県津市芸濃町忍田・げいのうちようおしだ

　　５１４-２２０６・三重県津市芸濃町小野平・げいのうちようおのひら

　　５１４-２２１３・三重県津市芸濃町北神山・げいのうちようきたこやま

　　５１４-２２０１・三重県津市芸濃町楠原・げいのうちようくすわら

　　５１４-２２０７・三重県津市芸濃町河内・げいのうちようこうち

　　５１４-２２０５・三重県津市芸濃町多門・げいのうちようたもん

　　５１４-２２０３・三重県津市芸濃町中縄・げいのうちようなかなわ

　　５１４-２２１４・三重県津市芸濃町萩野・げいのうちようはぎの

　　５１４-２２０２・三重県津市芸濃町林・ げいのうちようはやじ

　　５１４-２２１１・三重県津市芸濃町椋本・げいのうちようむくもと

　　５１４-００６５・三重県津市河辺町・こうべちよう



　　５１４-０００６・三重県津市広明町・こうめいちよう

　　５１４-１１１５・三重県津市木造町・こつくりちよう

　　５１４-００１５・三重県津市寿町・ことぶきちよう

　　５１４-０８３５・三重県津市幸町・さいわいちよう

　　５１４-０００４・三重県津市栄町・さかえまち

　　５１４-１２５１・三重県津市榊原町・さかきはﾞらちよう

　　５１４-００４７・三重県津市桜田町・さくらだちよう

　　５１４-０００３・三重県津市桜橋・ さくらはﾞじ

　　５１４-００６３・三重県津市渋見町・しぶみちよう

　　５１４-０００２・三重県津市島崎町・しまざきちよう

　　５１４-０８０５・三重県津市下弁財町津興・しもべざいまちつおき

　　５１４-０８３７・三重県津市修成町・しゆうせいちよう

　　５１４-１２５５・三重県津市庄田町・しようだちよう

　　５１４-０１０１・三重県津市白塚町・しらつかちよう

　　５１４-０８１８・三重県津市城山・しろやま

　　５１４-００２４・三重県津市新立町津・しんたてまちつ

　　５１４-００２６・三重県津市新東町塔世・しんひがしまちとうせ

　　５１４-００４２・三重県津市新町・しんまち

　　５１４-００１２・三重県津市末広町・すえひろちよう

　　５１４-１１２４・三重県津市須ケ瀬町・すがぜちよう

　　５１４-００１９・三重県津市住吉町・すみよしちよう

　　５１４-０８０１・三重県津市船頭町津興・せんどうまちつおき

　　５１４-００２７・三重県津市大門・だいもん

　　５１４-００１１・三重県津市高洲町・たかすちよう

　　５１４-０８１９・三重県津市高茶屋・たかちﾞやや

　　５１４-０８１６・三重県津市高茶屋小森上野町・たかちﾞややこもりうえのちよう

　　５１４-０８１７・三重県津市高茶屋小森町・たかちﾞややこもりちよう

　　５１４-２２２１・三重県津市高野尾町・たかのおちよう

　　５１４-０８２１・三重県津市垂水・たるみ

　　５１４-００３２・三重県津市中央・ちゆうおう

　　５１４-０８１２・三重県津市津興・つおき

　　５１４-００７３・三重県津市殿村・とのむら

　　５１４-２２２２・三重県津市豊が丘・とよがおか

　　５１４-０００５・三重県津市鳥居町・とりいちよう

　　５１４-００１８・三重県津市中河原・なかがわら

　　５１４-１２５６・三重県津市中村町・なかむらちよう

　　５１４-００６４・三重県津市長岡町・ながおかちよう

　　５１４-００１０・三重県津市なぎさまち・なぎさまち

　　５１４-０８３３・三重県津市西阿漕町岩田・にしあこぎちよういわた

　　５１４-００３８・三重県津市西古河町・にしふるかわちよう

　　５１４-００３５・三重県津市西丸之内・にしまるのうち

　　５１４-１１１６・三重県津市新家町・にのみちよう

　　５１４-００５１・三重県津市納所町・のうそちよう

　　５１４-０８３６・三重県津市野崎垣内岩田・のざきがいといわた

　　５１４-０８２６・三重県津市野田・のだ

　　５１４-００５３・三重県津市博多町・はかたちよう

　　５１５-２６０５・三重県津市白山台・はくさんだい

　　５１５-２６１４・三重県津市白山町伊勢見・はくさんちよういせみ

　　５１５-２６１６・三重県津市白山町稲垣・はくさんちよういなかけ

　　５１５-３１３７・三重県津市白山町大原・はくさんちようおおはﾞら

　　５１５-２６０４・三重県津市白山町岡・はくさんちようおか

　　５１５-２６２４・三重県津市白山町垣内・はくさんちようかいと

　　５１５-２６２３・三重県津市白山町上ノ村・はくさんちようかみのむら

　　５１５-２６０３・三重県津市白山町川口・はくさんちようかわぐち

　　５１５-３１３２・三重県津市白山町北家城・はくさんちようきたいえき

　　５１５-３１３８・三重県津市白山町小杉・はくさんちようこすぎ

　　５１５-２６２１・三重県津市白山町佐田・はくさんちようさだ

　　５１５-３１３９・三重県津市白山町城立・はくさんちようじようりゆう

　　５１５-２６２２・三重県津市白山町中ノ村・はくさんちようなかのむら

　　５１５-２６０２・三重県津市白山町二本木・はくさんちようにほんぎ

　　５１５-２６１５・三重県津市白山町八対野・はくさんちようはつたいの

　　５１５-３１３６・三重県津市白山町福田山・はくさんちようふくたやま

　　５１５-３１３１・三重県津市白山町藤・はくさんちようふじ

　　５１５-３１３５・三重県津市白山町二俣・はくさんちようふたまた

　　５１５-２６１２・三重県津市白山町古市・はくさんちようふるいち

　　５１５-３１３４・三重県津市白山町真見・はくさんちようまみ

　　５１５-２６０１・三重県津市白山町三ケ野・はくさんちようみつがの

　　５１５-３１３３・三重県津市白山町南家城・はくさんちようみなみいえき

　　５１５-２６１１・三重県津市白山町南出・はくさんちようみなみで

　　５１５-２６１３・三重県津市白山町山田野・はくさんちようやまだの



　　５１４-００４１・三重県津市八町・はつちよう

　　５１４-０００９・三重県津市羽所町・はどころちよう

　　５１４-０８２３・三重県津市半田・はんだ

　　５１４-００３７・三重県津市東古河町・ひがしふるかわちよう

　　５１４-００２５・三重県津市東町津・ひがしまちつ

　　５１４-００２８・三重県津市東丸之内・ひがしまるのうち

　　５１４-１１０３・三重県津市久居相川町・ひさいあいかわちよう

　　５１４-１２５３・三重県津市久居一色町・ひさいいつしきちよう

　　５１４-１１１４・三重県津市久居井戸山町・ひさいいどやまちよう

　　５１４-１１０８・三重県津市久居射場町・ひさいいはﾞちよう

　　５１４-１１０９・三重県津市久居烏木町・ひさいからすぎちよう

　　５１４-１１０５・三重県津市久居北口町・ひさいきたぐちちよう

　　５１４-１１１２・三重県津市久居小野辺町・ひさいこのんべちよう

　　５１４-１１３７・三重県津市久居小戸木町・ひさいこべきちよう

　　５１４-１１１１・三重県津市久居桜が丘町・ひさいさくらがおかちよう

　　５１４-１１３２・三重県津市久居幸町・ひさいさやまち

　　５１４-１１１８・三重県津市久居新町・ひさいしんまち

　　５１４-１１０６・三重県津市久居寺町・ひさいてらまち

　　５１４-１１０７・三重県津市久居中町・ひさいなかまち

　　５１４-１１３１・三重県津市久居西鷹跡町・ひさいにしたかとまち

　　５１４-１１２１・三重県津市久居二ノ町・ひさいにのまち

　　５１４-１１１７・三重県津市久居野口町・ひさいのぐちちよう

　　５１４-１１１３・三重県津市久居野村町・ひさいのむらちよう

　　５１４-１１３４・三重県津市久居旅籠町・ひさいはたごまち

　　５１４-１１３６・三重県津市久居東鷹跡町・ひさいひがしたかとまち

　　５１４-１１０２・三重県津市久居藤ケ丘町・ひさいふじがおかちよう

　　５１４-１１３５・三重県津市久居本町・ひさいほんまち

　　５１４-１２５８・三重県津市久居緑が丘町・ひさいみどりがおかちよう

　　５１４-１１０１・三重県津市久居明神町・ひさいみようじんちよう

　　５１４-１１０４・三重県津市久居持川町・ひさいもちかわちよう

　　５１４-１１２５・三重県津市久居元町・ひさいもとまち

　　５１４-１１３３・三重県津市久居万町・ひさいよろずまち

　　５１４-０８１４・三重県津市藤枝町・ふじえだちよう

　　５１４-０８１５・三重県津市藤方・ふじかた

　　５１４-１１３８・三重県津市戸木町・へきちよう

　　５１４-０８３１・三重県津市本町・ほんまち

　　５１４-１１２３・三重県津市牧町・まきちよう

　　５１４-００３３・三重県津市丸之内・まるのうち

　　５１４-００３６・三重県津市丸之内養正町・まるのうちようせいちよう

　　５１４-０８０２・三重県津市三重町津興・みえちようつおき

　　５１４-００４５・三重県津市美川町・みかわちよう

　　５１４-２１０６・三重県津市美里町足坂・みさとちようあしざか

　　５１４-２１０７・三重県津市美里町穴倉・みさとちようあなくら

　　５１４-２１０４・三重県津市美里町家所・みさとちよういえどころ

　　５１４-２１０５・三重県津市美里町五百野・みさとちよういおの

　　５１４-２１１５・三重県津市美里町桂畑・みさとちようかつらはた

　　５１４-２１１２・三重県津市美里町北長野・みさとちようきたながの

　　５１４-２１０１・三重県津市美里町高座原・みさとちようこうざわら

　　５１４-２１０３・三重県津市美里町日南田・みさとちようひなた

　　５１４-２１１１・三重県津市美里町平木・みさとちようひらぎ

　　５１４-２１０２・三重県津市美里町船山・みさとちようふなやま

　　５１４-２１１３・三重県津市美里町三郷・みさとちようみさと

　　５１４-２１１４・三重県津市美里町南長野・みさとちようみなみながの

　　５１５-３５３３・三重県津市美杉町石名原・みすぎちよういしなはら

　　５１５-３５３１・三重県津市美杉町奥津・みすぎちようおきつ

　　５１５-３３１２・三重県津市美杉町上多気・みすぎちようかみたげ

　　５１５-３５３２・三重県津市美杉町川上・みすぎちようかわかみ

　　５１５-３３１１・三重県津市美杉町下多気・みすぎちようしもたげ

　　５１５-３２０３・三重県津市美杉町下之川・みすぎちようしものがわ

　　５１５-３５３４・三重県津市美杉町杉平・みすぎちようすぎひら

　　５１５-３２０１・三重県津市美杉町竹原・みすぎちようたけはら

　　５１５-３５３６・三重県津市美杉町太郎生・みすぎちようたろお

　　５１５-３３１３・三重県津市美杉町丹生俣・みすぎちようにゆうのまた

　　５１５-３２０２・三重県津市美杉町八手俣・みすぎちようはてまた

　　５１５-３５３５・三重県津市美杉町三多気・みすぎちようみたけ

　　５１５-３４２１・三重県津市美杉町八知・みすぎちようやち

　　５１４-０８２５・三重県津市緑が丘・みどりがおか

　　５１４-００１４・三重県津市港町・みなとまち

　　５１４-０８２２・三重県津市南が丘・みなみがおか

　　５１４-００５５・三重県津市南河路・みなみこうじ



　　５１４-００４３・三重県津市南新町・みなみしんまち

　　５１４-０８３２・三重県津市南中央・みなみちゆうおう

　　５１４-００３４・三重県津市南丸之内・みなみまるのうち

　　５１４-１２５４・三重県津市森町・もりちよう

　　５１４-０８０３・三重県津市柳山津興・やなぎやまつおき

　　５１４-０８１３・三重県津市八幡町・やはたちよう

　　５１４-０１１６・三重県津市夢が丘・ゆめがおか

　　５１４-００２１・三重県津市万町津・よろずまちつ

　　５１４-００７１・三重県津市分部・わけべ

　　５１０-００００・三重県四日市市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１０-００４４・三重県四日市市相生町・あいおいちよう

　　５１０-０８３９・三重県四日市市青葉町・あおはﾞちよう

　　５１２-８０４６・三重県四日市市あかつき台・あかつきだい

　　５１０-０８２６・三重県四日市市赤堀・あかほり

　　５１０-０８２５・三重県四日市市赤堀新町・あかほりしんまち

　　５１０-０８２７・三重県四日市市赤堀南町・あかほりみなみまち

　　５１２-１２０２・三重県四日市市あがたが丘・あがたがおか

　　５１０-０８１０・三重県四日市市阿倉川新町・あくらがわしんまち

　　５１０-０８０３・三重県四日市市阿倉川町・あくらがわちよう

　　５１０-００５３・三重県四日市市曙・あけほﾞの

　　５１０-００５４・三重県四日市市曙町・あけほﾞのちよう

　　５１２-１２０４・三重県四日市市赤水町・あこずちよう

　　５１２-８０５５・三重県四日市市あさけが丘・あさけがおか

　　５１２-８０５４・三重県四日市市朝明町・あさけちよう

　　５１０-００６１・三重県四日市市朝日町・あさひまち

　　５１０-８００１・三重県四日市市天カ須賀・あまがすか

　　５１０-８００２・三重県四日市市天カ須賀新町・あまがすかしんまち

　　５１２-０９１１・三重県四日市市生桑町・いくわちよう

　　５１０-０８３２・三重県四日市市伊倉・いぐら

　　５１２-８０６６・三重県四日市市伊坂台・いさかだい

　　５１２-８０６４・三重県四日市市伊坂町・いさかちよう

　　５１０-０８２８・三重県四日市市石塚町・いしつﾞかちよう

　　５１０-０８４２・三重県四日市市石原町・いしはらちよう

　　５１０-０８６３・三重県四日市市磯津・いそつﾞ

　　５１２-１３０２・三重県四日市市市場町・いちはﾞちよう

　　５１０-００４１・三重県四日市市稲葉町・いなはﾞちよう

　　５１２-０９３１・三重県四日市市浮橋・ うきはじ

　　５１２-１１０１・三重県四日市市内山町・うちやまちよう

　　５１０-０８７２・三重県四日市市内堀町・うつほﾞりちよう

　　５１０-０９５３・三重県四日市市釆女が丘・うねめがおか

　　５１０-０９５４・三重県四日市市釆女町・うねめちよう

　　５１０-００７４・三重県四日市市鵜の森・うのもり

　　５１０-００２３・三重県四日市市午起・ うまおこじ

　　５１２-１２０６・三重県四日市市江村町・えむらちよう

　　５１０-０８８２・三重県四日市市追分・おいわけ

　　５１２-１２１６・三重県四日市市桜花台・おうかだい

　　５１０-０８６６・三重県四日市市大池町・おおいけちよう

　　５１０-０８３５・三重県四日市市大井手・おおいで

　　５１０-０８４６・三重県四日市市大井の川町・おおいのかわちよう

　　５１２-８０５３・三重県四日市市大鐘町・おおがねちよう

　　５１０-０８６３・三重県四日市市大里町・おおざとちよう

　　５１２-０９０１・三重県四日市市大谷台・おおたにだい

　　５１０-０８４７・三重県四日市市大浜町・おおはまちよう

　　５１０-０００３・三重県四日市市大宮町・おおみやちよう

　　５１０-０００４・三重県四日市市大宮西町・おおみやにしまち

　　５１０-８０３９・三重県四日市市大矢知新町・おおやちしんまち

　　５１０-８０３４・三重県四日市市大矢知町・おおやちちよう

　　５１０-００８３・三重県四日市市沖の島町・おきのしまちよう

　　５１０-０９５８・三重県四日市市小古曽・おごそ

　　５１０-０９５２・三重県四日市市小古曽町・おごそちよう

　　５１０-０９５１・三重県四日市市小古曽東・ おごそひがじ

　　５１０-００５９・三重県四日市市尾上町・おのえちよう

　　５１０-０８７５・三重県四日市市大治田・おはﾞた

　　５１２-０９２１・三重県四日市市尾平町・おびらちよう

　　５１２-１１０２・三重県四日市市小山町・おやまちよう

　　５１０-０９５６・三重県四日市市貝家町・かいげちよう

　　５１０-０８７３・三重県四日市市貝塚町・かいつﾞかちよう

　　５１０-００１１・三重県四日市市霞・かすみ

　　５１０-００１４・三重県四日市市金場町・かねはﾞちよう

　　５１２-１２０１・三重県四日市市上海老町・かみえびちよう



　　５１２-８０４５・三重県四日市市萱生町・かようちよう

　　５１０-０８５３・三重県四日市市川合町・かわいちよう

　　５１０-８０３２・三重県四日市市川北町・かわきたちよう

　　５１２-０９３５・三重県四日市市川島新町・かわしましんまち

　　５１２-０９３４・三重県四日市市川島町・かわしまちよう

　　５１０-０８７１・三重県四日市市川尻町・かわじりちよう

　　５１０-０８７４・三重県四日市市河原田町・かわらだちよう

　　５１０-００３３・三重県四日市市川原町・かわらまち

　　５１０-８０３１・三重県四日市市川北・かわきた

　　５１０-０９５５・三重県四日市市北小松町・きたこまつちよう

　　５１０-００９８・三重県四日市市北条町・きたじようまち

　　５１０-００４７・三重県四日市市北納屋町・きたなやちよう

　　５１２-１２０８・三重県四日市市北野町・きたのちよう

　　５１０-００６２・三重県四日市市北浜田町・きたはまだちよう

　　５１０-００９１・三重県四日市市北浜町・きたはまちよう

　　５１０-００８１・三重県四日市市北町・きたまち

　　５１２-８０５１・三重県四日市市北山町・きたやまちよう

　　５１０-００３２・三重県四日市市京町・きようまち

　　５１０-０１０１・三重県四日市市楠町小倉・くすちようおぐら

　　５１０-０１０７・三重県四日市市楠町北一色・くすちようきたいつしき

　　５１０-０１０３・三重県四日市市楠町北五味塚・くすちようきたごみつﾞか

　　５１０-０１０６・三重県四日市市楠町本郷・くすちようほんごう

　　５１０-０１０５・三重県四日市市楠町南川・くすちようみなみがわ

　　５１０-０１０４・三重県四日市市楠町南五味塚・くすちようみなみごみつﾞか

　　５１０-０１０２・三重県四日市市楠町吉崎・くすちようよしざき

　　５１０-００７２・三重県四日市市九の城町・くのしろちよう

　　５１０-０８２１・三重県四日市市久保田・くほﾞた

　　５１０-００４５・三重県四日市市蔵町・くらまち

　　５１２-１２０７・三重県四日市市黒田町・くろだちよう

　　５１２-８０６２・三重県四日市市黄金町・こがねちよう

　　５１２-０９０３・三重県四日市市小杉新町・こすぎしんまち

　　５１２-０９０２・三重県四日市市小杉町・こすぎちよう

　　５１０-００５５・三重県四日市市寿町・ことぶきちよう

　　５１０-０８６５・三重県四日市市小浜町・こはまちよう

　　５１０-０９４６・三重県四日市市小林町・こはﾞやしちよう

　　５１２-１３０３・三重県四日市市小牧町・こまきちよう

　　５１２-０９３２・三重県四日市市小生町・こもちよう

　　５１０-００６９・三重県四日市市幸町・さいわいちよう

　　５１０-００８４・三重県四日市市栄町・さかえまち

　　５１２-０９０５・三重県四日市市坂部が丘・さかべがおか

　　５１２-０９０８・三重県四日市市坂部台・さかべだい

　　５１２-１２１５・三重県四日市市桜新町・さくらしんまち

　　５１２-１２１４・三重県四日市市桜台・さくらだい

　　５１２-１２１３・三重県四日市市桜台本町・さくらだいほんまち

　　５１２-１２１１・三重県四日市市桜町・さくらちよう

　　５１０-０９４４・三重県四日市市笹川・ささがわ

　　５１２-８０５６・三重県四日市市札場町・さつはﾞちよう

　　５１０-００２１・三重県四日市市三郎町・さぶろうまち

　　５１０-００６８・三重県四日市市三栄町・さんえいちよう

　　５１０-０８６３・三重県四日市市塩浜・しおはま

　　５１０-０８６３・三重県四日市市塩浜栄町・しおはまさかえまち

　　５１０-０８５１・三重県四日市市塩浜町・しおはまちよう

　　５１０-０８５４・三重県四日市市塩浜本町・しおはまほんまち

　　５１２-１１１３・三重県四日市市鹿間町・しかまちよう

　　５１０-０８２２・三重県四日市市芝田・しはﾞた

　　５１０-０８１４・三重県四日市市清水町・しみずちよう

　　５１２-１２０３・三重県四日市市下海老町・しもえびちよう

　　５１０-８０３３・三重県四日市市下さざらい町・しもさざらいちよう

　　５１０-８０２８・三重県四日市市下之宮町・しものみやちよう

　　５１０-００５７・三重県四日市市昌栄町・しようえいちよう

　　５１０-０８６７・三重県四日市市松泉町・しようせんちよう

　　５１０-００１８・三重県四日市市白須賀・しらすか

　　５１０-０８２３・三重県四日市市城北町・しろきたちよう

　　５１０-０８２９・三重県四日市市城西町・しろにしちよう

　　５１０-０８２４・三重県四日市市城東町・しろひがしまち

　　５１０-００１５・三重県四日市市城山町・しろやまちよう

　　５１０-００６４・三重県四日市市新正・しんしよう

　　５１０-００９４・三重県四日市市新々町・しんしんまち

　　５１０-００９２・三重県四日市市新町・しんちよう

　　５１０-００２４・三重県四日市市新浜町・しんはまちよう



　　５１０-００６３・三重県四日市市十七軒町・じゆうしちけんちよう

　　５１０-８０２６・三重県四日市市十志町・じゆうしちよう

　　５１２-１１０５・三重県四日市市水沢町・すいざわちよう

　　５１２-０３０１・三重県四日市市水沢野田町・すいざわのだちよう

　　５１０-０８１３・三重県四日市市末永・すえなが

　　５１０-０８０７・三重県四日市市末永町・すえながちよう

　　５１０-００５２・三重県四日市市末広町・すえひろちよう

　　５１２-０９２５・三重県四日市市菅原町・すがはらちよう

　　５１０-８００３・三重県四日市市住吉町・すみよしちよう

　　５１０-００８６・三重県四日市市諏訪栄町・すわさかえまち

　　５１０-００８５・三重県四日市市諏訪町・すわちよう

　　５１２-０９２２・三重県四日市市曽井町・そいちよう

　　５１０-００２２・三重県四日市市大協町・だいきようちよう

　　５１０-８０１７・三重県四日市市平町・たいらまち

　　５１０-０８５７・三重県四日市市高旭町・たかあさひちよう

　　５１０-００４２・三重県四日市市高砂町・たかさごちよう

　　５１２-０９２３・三重県四日市市高角町・たかつのちよう

　　５１０-０９４５・三重県四日市市高花平・たかはなだいら

　　５１０-００２７・三重県四日市市高浜新町・たかはましんまち

　　５１０-００２６・三重県四日市市高浜町・たかはまちよう

　　５１２-１３０１・三重県四日市市高見台・たかみだい

　　５１０-０８４４・三重県四日市市宝町・たからまち

　　５１０-００３４・三重県四日市市滝川町・たきがわちよう

　　５１０-８０３８・三重県四日市市垂坂新町・たるさかしんまち

　　５１０-８０３７・三重県四日市市垂坂町・たるさかちよう

　　５１２-１２１２・三重県四日市市智積町・ちしやくちよう

　　５１０-００５１・三重県四日市市千歳町・ちとせちよう

　　５１０-００８２・三重県四日市市中部・ちゆうぶ

　　５１２-８０６５・三重県四日市市千代田町・ちよだちよう

　　５１２-０９２４・三重県四日市市寺方町・てらがたちよう

　　５１０-００３５・三重県四日市市陶栄町・とうえいちよう

　　５１２-１１１５・三重県四日市市堂ケ山町・どうがやまちよう

　　５１０-００２５・三重県四日市市東新町・とうしんちよう

　　５１０-０８４８・三重県四日市市東邦町・とうほうちよう

　　５１０-０８３４・三重県四日市市ときわ・ときわ

　　５１０-０８８３・三重県四日市市泊小柳町・とまりこやなぎちよう

　　５１０-０８８４・三重県四日市市泊町・とまりちよう

　　５１０-０８９４・三重県四日市市泊村・とまりむら

　　５１０-０８９２・三重県四日市市泊山崎町・とまりやまざきちよう

　　５１０-８０１６・三重県四日市市富州原町・とみすはらちよう

　　５１０-８０１４・三重県四日市市富田・とみだ

　　５１０-８００４・三重県四日市市富田一色町・とみだいつしきちよう

　　５１０-８０２５・三重県四日市市富田栄町・とみださかえまち

　　５１０-８００８・三重県四日市市富田浜町・とみだはまちよう

　　５１０-８００７・三重県四日市市富田浜元町・とみだはまもとちよう

　　５１０-０８３３・三重県四日市市中川原・なかがわら

　　５１０-０８６４・三重県四日市市中里町・なかざとちよう

　　５１０-００４８・三重県四日市市中納屋町・なかなやちよう

　　５１２-１３０４・三重県四日市市中野町・なかのちよう

　　５１０-００６５・三重県四日市市中浜田町・なかはまだちよう

　　５１０-００９６・三重県四日市市中町・なかまち

　　５１２-８０４４・三重県四日市市中村町・なかむらちよう

　　５１０-０８５６・三重県四日市市七つ屋町・ななつやちよう

　　５１０-０８１２・三重県四日市市西阿倉川・にしあくらがわ

　　５１０-０８３１・三重県四日市市西伊倉町・にしいぐらちよう

　　５１０-００７１・三重県四日市市西浦・にしうら

　　５１２-８０５２・三重県四日市市西大鐘町・にしおおがねちよう

　　５１２-０９１３・三重県四日市市西坂部町・にしさかべちよう

　　５１０-００８７・三重県四日市市西新地・にししんち

　　５１０-００５８・三重県四日市市西末広町・にしすえひろちよう

　　５１０-８０２３・三重県四日市市西富田・にしとみだ

　　５１０-８０２４・三重県四日市市西富田町・にしとみだちよう

　　５１０-００７３・三重県四日市市西浜田町・にしはまだちよう

　　５１０-０９４３・三重県四日市市西日野町・にしひのちよう

　　５１０-００８９・三重県四日市市西町・にしまち

　　５１０-０８３７・三重県四日市市西松本町・にしまつもとちよう

　　５１２-１３０５・三重県四日市市西村町・にしむらちよう

　　５１２-１１０３・三重県四日市市西山町・にしやまちよう

　　５１０-０８１５・三重県四日市市野田・のだ

　　５１０-０９６２・三重県四日市市波木が丘町・はぎがおかちよう



　　５１０-０９６１・三重県四日市市波木町・はぎちよう

　　５１０-０９６３・三重県四日市市波木南台・はぎみなみだい

　　５１０-０８６８・三重県四日市市馳出・ はせだじ

　　５１０-０８５５・三重県四日市市馳出町・はせだしちよう

　　５１０-０９４７・三重県四日市市八王子町・はちおうじちよう

　　５１０-００９７・三重県四日市市八幡町・はちまんちよう

　　５１０-０００１・三重県四日市市八田・はつた

　　５１０-００１２・三重県四日市市羽津・はつﾞ

　　５１０-００１７・三重県四日市市羽津町・はつﾞちよう

　　５１０-０００２・三重県四日市市羽津中・はつﾞなか

　　５１０-００１６・三重県四日市市羽津山町・はつﾞやまちよう

　　５１０-０８５２・三重県四日市市浜旭町・はまあさひちよう

　　５１０-００３１・三重県四日市市浜一色町・はまいつしきちよう

　　５１０-８００９・三重県四日市市浜園町・はまぞのちよう

　　５１０-００６７・三重県四日市市浜田町・はまだちよう

　　５１０-００４６・三重県四日市市浜町・はままち

　　５１０-０８０４・三重県四日市市万古町・はﾞんこちよう

　　５１０-０８０５・三重県四日市市東阿倉川・ひがしあくらがわ

　　５１２-０９０７・三重県四日市市東ケ谷・ひがしがたに

　　５１２-０９０４・三重県四日市市東坂部町・ひがしさかべちよう

　　５１０-８０３５・三重県四日市市東垂坂町・ひがしたるさかちよう

　　５１０-８００６・三重県四日市市東富田町・ひがしとみだちよう

　　５１０-０９４１・三重県四日市市東日野・ひがしひの

　　５１０-０９４２・三重県四日市市東日野町・ひがしひのちよう

　　５１０-８０１１・三重県四日市市東茂福町・ひがしもちぶくちよう

　　５１０-０８８５・三重県四日市市日永・ひなが

　　５１０-０８８６・三重県四日市市日永東・ ひながひがじ

　　５１０-０８９１・三重県四日市市日永西・ ひながにじ

　　５１２-１２０５・三重県四日市市平尾町・ひらおちよう

　　５１２-８０６１・三重県四日市市広永町・ひろながちよう

　　５１０-００１３・三重県四日市市富士町・ふじちよう

　　５１０-８００５・三重県四日市市富双・ふそう

　　５１２-８０４３・三重県四日市市平津新町・へいつﾞしんまち

　　５１２-８０４２・三重県四日市市平津町・へいつﾞちよう

　　５１０-０００７・三重県四日市市別名・べつめい

　　５１２-０９３６・三重県四日市市別山・べつやま

　　５１０-００７６・三重県四日市市堀木・ほりき

　　５１０-０８０６・三重県四日市市本郷町・ほんごうちよう

　　５１０-００９３・三重県四日市市本町・ほんまち

　　５１０-０８９３・三重県四日市市前田町・まえだちよう

　　５１０-８０２２・三重県四日市市蒔田・まきた

　　５１２-１３０６・三重県四日市市まきの木台・まきのきだい

　　５１０-８０２１・三重県四日市市松寺・まつてら

　　５１０-８０１５・三重県四日市市松原町・まつはﾞらちよう

　　５１０-０８３６・三重県四日市市松本・まつもと

　　５１２-０９１２・三重県四日市市三重・みえ

　　５１２-１１０４・三重県四日市市美里町・みさとちよう

　　５１０-０８６２・三重県四日市市御薗町・みそのちよう

　　５１２-０９３３・三重県四日市市三滝台・みたきだい

　　５１０-０８４１・三重県四日市市三田町・みたちよう

　　５１０-０８０２・三重県四日市市三ツ谷町・みつやちよう

　　５１０-０８０１・三重県四日市市三ツ谷東町・みつやひがしまち

　　５１０-０００６・三重県四日市市緑丘町・みどりがおかちよう

　　５１０-０００８・三重県四日市市南いかるが町・みなみいかるがちよう

　　５１０-００５６・三重県四日市市南起町・みなみおこしちよう

　　５１０-０９７１・三重県四日市市南小松町・みなみこまつちよう

　　５１２-０９１４・三重県四日市市南坂部町・みなみさかべちよう

　　５１０-８０３６・三重県四日市市南垂坂町・みなみたるさかちよう

　　５１０-８０１３・三重県四日市市南富田町・みなみとみだちよう

　　５１０-００４３・三重県四日市市南納屋町・みなみなやちよう

　　５１０-００６６・三重県四日市市南浜田町・みなみはまだちよう

　　５１０-０８３８・三重県四日市市南松本町・みなみまつもとちよう

　　５１０-０８４３・三重県四日市市宮東町・みやひがしちよう

　　５１０-０８４５・三重県四日市市海山道町・みやまどちよう

　　５１０-０８１１・三重県四日市市みゆきケ丘・みゆきがおか

　　５１０-０９４８・三重県四日市市室山町・むろやまちよう

　　５１０-８０２７・三重県四日市市茂福・もちぶく

　　５１０-８０１２・三重県四日市市茂福町・もちぶくちよう

　　５１０-００９５・三重県四日市市元新町・もとしんまち

　　５１０-００８８・三重県四日市市元町・もとまち



　　５１０-０９５７・三重県四日市市森カ山町・もりがやまちよう

　　５１０-００７５・三重県四日市市安島・やすじま

　　５１２-８０４７・三重県四日市市八千代台・やちよだい

　　５１０-０８６１・三重県四日市市柳町・やなぎまち

　　５１２-８０４１・三重県四日市市山分町・やまけちよう

　　５１２-８０４８・三重県四日市市山城町・やまじようちよう

　　５１２-１１１１・三重県四日市市山田町・やまだちよう

　　５１０-０００５・三重県四日市市山手町・やまてちよう

　　５１２-０９０６・三重県四日市市山之一色町・やまのいつしきちよう

　　５１２-８０６３・三重県四日市市山村町・やまむらちよう

　　５１２-１１１６・三重県四日市市六名町・ろくみようちよう

　　５１０-０８８１・三重県四日市市六呂見・ろくろみ

　　５１２-１１１４・三重県四日市市和無田町・わんだちよう

　　５１６-００００・三重県伊勢市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１６-００４５・三重県伊勢市旭町・あさひちよう

　　５１７-００８１・三重県伊勢市朝熊町（池の浦、箕曲瀬）・あさまちよう(いけのうら､みのせ)

　　５１６-００２１・三重県伊勢市朝熊町（その他）・あさまちよう(そのた)

　　５１５-０５０１・三重県伊勢市有滝町・ありたきちよう

　　５１６-００５４・三重県伊勢市粟野町・あわのちよう

　　５１５-０５０４・三重県伊勢市磯町・いそちよう

　　５１６-００２２・三重県伊勢市一宇田町・いちうだちよう

　　５１６-００７５・三重県伊勢市一志町・いちしちよう

　　５１６-００７１・三重県伊勢市一之木・いちのき

　　５１６-００１１・三重県伊勢市一色町・いつしきちよう

　　５１６-００３７・三重県伊勢市岩渕・いわぶち

　　５１６-００３８・三重県伊勢市岩渕町・いわぶちちよう

　　５１６-００５１・三重県伊勢市上地町・うえじちよう

　　５１６-１１０４・三重県伊勢市上野町・うえのちよう

　　５１５-０５０６・三重県伊勢市植山町・うえやまちよう

　　５１６-００２４・三重県伊勢市宇治今在家町・うじいまざいけちよう

　　５１６-００２３・三重県伊勢市宇治館町・うじたちちよう

　　５１６-００２５・三重県伊勢市宇治中之切町・うじなかのきりちよう

　　５１６-００２６・三重県伊勢市宇治浦田・うじうらた

　　５１６-００６２・三重県伊勢市浦口・うらぐち

　　５１６-００６３・三重県伊勢市浦口町・うらぐちちよう

　　５１６-１１０８・三重県伊勢市円座町・えんざちよう

　　５１６-１１０１・三重県伊勢市大倉町・おおくらちよう

　　５１６-００７９・三重県伊勢市大世古・おおぜこ

　　５１６-０００１・三重県伊勢市大湊町・おおみなとちよう

　　５１６-００３６・三重県伊勢市岡本・おかもと

　　５１６-００３１・三重県伊勢市尾上町・おのえちよう

　　５１９-０５０１・三重県伊勢市小俣町明野・おはﾞたちようあけの

　　５１９-０５０７・三重県伊勢市小俣町新村・おはﾞたちようしむら

　　５１９-０５０２・三重県伊勢市小俣町相合・おはﾞたちようそうごう

　　５１９-０５０５・三重県伊勢市小俣町本町・おはﾞたちようほんまち

　　５１９-０５０４・三重県伊勢市小俣町宮前・おはﾞたちようみやまえ

　　５１９-０５０３・三重県伊勢市小俣町元町・おはﾞたちようもとまち

　　５１９-０５０６・三重県伊勢市小俣町湯田・おはﾞたちようゆた

　　５１５-０５０８・三重県伊勢市柏町・かしわちよう

　　５１５-０５０３・三重県伊勢市樫原町・かしわらちよう

　　５１６-００１３・三重県伊勢市鹿海町・かのみちよう

　　５１６-１１０７・三重県伊勢市神薗町・かみそのちよう

　　５１６-０００４・三重県伊勢市神社港・かみやしろこう

　　５１６-０００９・三重県伊勢市河崎・かわさき

　　５１６-００５２・三重県伊勢市川端町・かわはﾞたちよう

　　５１６-００１４・三重県伊勢市楠部町・くすべちよう

　　５１６-００１５・三重県伊勢市久世戸町・くせどちよう

　　５１６-００１８・三重県伊勢市黒瀬町・くろせちよう

　　５１６-０００７・三重県伊勢市小木町・こうぎちよう

　　５１６-００１６・三重県伊勢市神田久志本町・こうだくしもとちよう

　　５１６-００２７・三重県伊勢市桜木町・さくらぎちよう

　　５１６-０００３・三重県伊勢市下野町・しものちよう

　　５１６-００１７・三重県伊勢市神久・じんきゆう

　　５１６-００３５・三重県伊勢市勢田町・せいたちよう

　　５１６-１１０２・三重県伊勢市佐八町・そうちちよう

　　５１６-００７８・三重県伊勢市曽祢・そね

　　５１６-０００５・三重県伊勢市竹ケ鼻町・たけがはなちよう

　　５１６-０００６・三重県伊勢市田尻町・たじりちよう

　　５１６-００６６・三重県伊勢市辻久留・つじくる

　　５１６-００４６・三重県伊勢市辻久留町・つじくるちよう



　　５１６-１１０３・三重県伊勢市津村町・つむらちよう

　　５１６-００１２・三重県伊勢市通町・とおりちよう

　　５１６-００４１・三重県伊勢市常磐・ときわ

　　５１６-００４７・三重県伊勢市常磐町・ときわちよう

　　５１６-００４２・三重県伊勢市豊川町・とよかわちよう

　　５１６-００６７・三重県伊勢市中島・なかじま

　　５１６-００５３・三重県伊勢市中須町・なかずちよう

　　５１６-００３４・三重県伊勢市中之町・なかのちよう

　　５１６-００２８・三重県伊勢市中村町・なかむらちよう

　　５１５-０５０５・三重県伊勢市西豊浜町・にしとよはまちよう

　　５１５-０５１１・三重県伊勢市野村町・のむらちよう

　　５１５-０５０９・三重県伊勢市東大淀町・ひがしおいずちよう

　　５１５-０５０２・三重県伊勢市東豊浜町・ひがしとよはまちよう

　　５１６-００７３・三重県伊勢市吹上・ふきあげ

　　５１６-００４３・三重県伊勢市藤里町・ふじさとちよう

　　５１６-００６４・三重県伊勢市二俣・ふたまた

　　５１６-００６５・三重県伊勢市二俣町・ふたまたちよう

　　５１９-０６０８・三重県伊勢市二見町今一色・ふたみちよういまいしき

　　５１９-０６０２・三重県伊勢市二見町江・ふたみちようえ

　　５１９-０６０６・三重県伊勢市二見町荘・ふたみちようしよう

　　５１９-０６０９・三重県伊勢市二見町茶屋・ふたみちようちやや

　　５１９-０６０７・三重県伊勢市二見町西・ ふたみちようにじ

　　５１９-０６１１・三重県伊勢市二見町光の街・ふたみちようひかりのまち

　　５１９-０６０１・三重県伊勢市二見町松下・ふたみちようまつした

　　５１９-０６０５・三重県伊勢市二見町溝口・ふたみちようみぞぐち

　　５１９-０６０３・三重県伊勢市二見町三津・ふたみちようみつ

　　５１９-０６０４・三重県伊勢市二見町山田原・ふたみちようやまだはら

　　５１６-０００８・三重県伊勢市船江・ふなえ

　　５１６-００３３・三重県伊勢市古市町・ふるいちちよう

　　５１６-００７４・三重県伊勢市本町・ほんまち

　　５１６-００４４・三重県伊勢市前山町・まえやまちよう

　　５１６-０００２・三重県伊勢市馬瀬町・まぜちよう

　　５１６-０８０３・三重県伊勢市御薗町王中島・みそのちようおうなかじま

　　５１６-０８０１・三重県伊勢市御薗町小林・ みそのちようおはやじ

　　５１５-０５２１・三重県伊勢市御薗町上條（三軒屋）・みそのちようかみじよう(さんげんや)

　　５１６-０８０６・三重県伊勢市御薗町上條（その他）・みそのちようかみじよう(そのた)

　　５１６-０８０２・三重県伊勢市御薗町新開・みそのちようしんがい

　　５１６-０８０５・三重県伊勢市御薗町高向・みそのちようたかぶく

　　５１６-０８０４・三重県伊勢市御薗町長屋・みそのちようながや

　　５１６-００６１・三重県伊勢市宮川・みやがわ

　　５１６-００７２・三重県伊勢市宮後・みやじり

　　５１６-００７７・三重県伊勢市宮町・みやまち

　　５１５-０５０７・三重県伊勢市村松町・むらまつちよう

　　５１６-００３２・三重県伊勢市倭町・やまとまち

　　５１６-１１０５・三重県伊勢市矢持町・やもちちよう

　　５１６-００７６・三重県伊勢市八日市場町・ようかいちはﾞちよう

　　５１６-１１０６・三重県伊勢市横輪町・よこわちよう

　　５１５-００００・三重県松阪市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１５-０８２３・三重県松阪市阿形町・あがたちよう

　　５１５-００２７・三重県松阪市朝田町・あさだちよう

　　５１５-０００４・三重県松阪市朝日町・あさひまち

　　５１５-０００３・三重県松阪市朝日町一区・あさひまち１く

　　５１５-００３７・三重県松阪市愛宕町・あたごまち

　　５１５-０００７・三重県松阪市荒木町・あらきちよう

　　５１９-２１４６・三重県松阪市阿波曽町・あわそちよう

　　５１５-０２０７・三重県松阪市安楽町・あんらくちよう

　　５１５-１５０５・三重県松阪市飯高町赤桶・いいたかちようあこう

　　５１５-１６１３・三重県松阪市飯高町粟野・いいたかちようあわの

　　５１５-１６１７・三重県松阪市飯高町猿山・いいたかちようえてやま

　　５１５-１６１６・三重県松阪市飯高町青田・いいたかちようおおだ

　　５１５-１７３２・三重県松阪市飯高町落方・いいたかちようおちかた

　　５１５-１７２３・三重県松阪市飯高町乙栗子・いいたかちようおとぐるす

　　５１５-１７２２・三重県松阪市飯高町加波・いいたかちようかはﾞ

　　５１５-１７３４・三重県松阪市飯高町木梶・いいたかちようきかじ

　　５１５-１７２４・三重県松阪市飯高町桑原・いいたかちようくわはﾞら

　　５１５-１５０４・三重県松阪市飯高町作滝・いいたかちようさくたき

　　５１５-１５０１・三重県松阪市飯高町下滝野・いいたかちようしもたきの

　　５１５-１７２７・三重県松阪市飯高町草鹿野・いいたかちようそうがの

　　５１５-１５０６・三重県松阪市飯高町田引・いいたかちようたびき

　　５１５-１７２６・三重県松阪市飯高町太良木・いいたかちようたらき



　　５１５-１７２１・三重県松阪市飯高町月出・いいたかちようつきで

　　５１５-１７３３・三重県松阪市飯高町栃谷・いいたかちようとちだに

　　５１５-１６１２・三重県松阪市飯高町富永・いいたかちようとみなが

　　５１５-１６１１・三重県松阪市飯高町七日市・いいたかちようなのかいち

　　５１５-１５０３・三重県松阪市飯高町野々口・いいたかちようののぐち

　　５１５-１７２５・三重県松阪市飯高町波瀬・いいたかちようはぜ

　　５１５-１６１８・三重県松阪市飯高町蓮・いいたかちようはちす

　　５１５-１７３１・三重県松阪市飯高町舟戸・いいたかちようふなと

　　５１５-１５０２・三重県松阪市飯高町宮前・いいたかちようみやまえ

　　５１５-１６１４・三重県松阪市飯高町宮本・いいたかちようみやもと

　　５１５-１６１５・三重県松阪市飯高町森・いいたかちようもり

　　５１５-１４１３・三重県松阪市飯南町有間野・いいなんちようありまの

　　５１５-１３０４・三重県松阪市飯南町上仁柿・いいなんちようかみにがき

　　５１５-１４１１・三重県松阪市飯南町粥見・いいなんちようかゆみ

　　５１５-１３０３・三重県松阪市飯南町下仁柿・いいなんちようしもにがき

　　５１５-１３０１・三重県松阪市飯南町深野・いいなんちようふかの

　　５１５-１４１２・三重県松阪市飯南町向粥見・いいなんちようむこうかゆみ

　　５１５-１３０２・三重県松阪市飯南町横野・いいなんちようよこの

　　５１５-０１２６・三重県松阪市井口中町・いぐちなかちよう

　　５１９-２１４５・三重県松阪市射和町・いざわちよう

　　５１５-０００６・三重県松阪市石津町・いしつﾞちよう

　　５１５-００８６・三重県松阪市五十鈴町・いすずちよう

　　５１５-０１１３・三重県松阪市出間町・いずまちよう

　　５１５-００６６・三重県松阪市泉町・いずみちよう

　　５１５-０８４５・三重県松阪市伊勢寺町・いせでらちよう

　　５１５-０２１３・三重県松阪市伊勢場町・いせはﾞちよう

　　５１５-２１２１・三重県松阪市市場庄町・いちはﾞしようちよう

　　５１５-０２１２・三重県松阪市稲木町・いなぎちよう

　　５１５-２４１２・三重県松阪市飯福田町・いふたちよう

　　５１５-０８１７・三重県松阪市井村町・いむらちよう

　　５１５-００４１・三重県松阪市上川町・うえがわちよう

　　５１５-００８２・三重県松阪市魚町・うおまち

　　５１５-０１２８・三重県松阪市魚見町・うおみちよう

　　５１５-０１１６・三重県松阪市牛草町・うしくさちよう

　　５１５-２４１３・三重県松阪市後山町・うしろやまちよう

　　５１５-００７２・三重県松阪市内五曲町・うちごまがりちよう

　　５１５-２３０５・三重県松阪市嬉野一志町・うれしのいちしちよう

　　５１５-２３５１・三重県松阪市嬉野井之上町・うれしのいのうえちよう

　　５１５-２４０３・三重県松阪市嬉野岩倉町・うれしのいわくらちよう

　　５１５-２３５６・三重県松阪市嬉野上野町・うれしのうえのちよう

　　５１５-２４０５・三重県松阪市嬉野小原町・うれしのおはらちよう

　　５１５-２４０４・三重県松阪市嬉野上小川町・うれしのかみおがわちよう

　　５１５-２３５７・三重県松阪市嬉野神ノ木町・うれしのかみのきちよう

　　５１５-２４０１・三重県松阪市嬉野釜生田町・うれしのかもだちよう

　　５１５-２３１６・三重県松阪市嬉野川北町・うれしのかわぎたちよう

　　５１５-２３１３・三重県松阪市嬉野川原木造町・うれしのかわらこつくりちよう

　　５１５-２３１１・三重県松阪市嬉野黒田町・うれしのくろだちよう

　　５１５-２３３４・三重県松阪市嬉野黒野町・うれしのくろのちよう

　　５１５-２４０６・三重県松阪市嬉野合ケ野町・うれしのごがのちよう

　　５１５-２３１５・三重県松阪市嬉野小村町・うれしのこむらちよう

　　５１５-２３２３・三重県松阪市嬉野権現前町・うれしのごんげんまえちよう

　　５１５-２３３５・三重県松阪市嬉野算所町・うれしのさんじよちよう

　　５１５-２３０１・三重県松阪市嬉野島田町・うれしのしまだちよう

　　５１５-２３５４・三重県松阪市嬉野下之庄町・うれしのしものしようちよう

　　５１５-２３２２・三重県松阪市嬉野須賀町・うれしのすかちよう

　　５１５-２３３１・三重県松阪市嬉野須賀領町・うれしのすかりようちよう

　　５１５-２４０９・三重県松阪市嬉野滝之川町・うれしのたきのがわちよう

　　５１５-２３３３・三重県松阪市嬉野田村町・うれしのたむらちよう

　　５１５-２３３２・三重県松阪市嬉野津屋城町・うれしのつやじようちよう

　　５１５-２３０２・三重県松阪市嬉野天花寺町・うれしのてんげえじちよう

　　５１５-２３２５・三重県松阪市嬉野中川新町・うれしのなかがわしんまち

　　５１５-２３２１・三重県松阪市嬉野中川町・うれしのなかがわちよう

　　５１５-２３１４・三重県松阪市嬉野新屋庄町・うれしのにわのしようちよう

　　５１５-２３１７・三重県松阪市嬉野野田町・うれしののだちよう

　　５１５-２３５２・三重県松阪市嬉野八田町・うれしのはつたちよう

　　５１５-２３０４・三重県松阪市嬉野平生町・うれしのひろちよう

　　５１５-２３５３・三重県松阪市嬉野堀之内町・うれしのほりのうちちよう

　　５１５-２３１２・三重県松阪市嬉野見永町・うれしのみながちよう

　　５１５-２３０３・三重県松阪市嬉野宮古町・うれしのみやこちよう

　　５１５-２４０８・三重県松阪市嬉野宮野町・うれしのみやのちよう



　　５１５-２４０２・三重県松阪市嬉野森本町・うれしのもりもとちよう

　　５１５-２４０７・三重県松阪市嬉野矢下町・うれしのやおろしちよう

　　５１５-２３５５・三重県松阪市嬉野薬王寺町・うれしのやくおうじちよう

　　５１５-２３２４・三重県松阪市嬉野町・うれしのちよう

　　５１５-１２０５・三重県松阪市大石町・おいしちよう

　　５１５-２３４２・三重県松阪市大阿坂町・おおあざかちよう

　　５１５-０１１４・三重県松阪市大垣内町・おおがいとちよう

　　５１５-０００１・三重県松阪市大口町・おおくちちよう

　　５１５-００６３・三重県松阪市大黒田町・おおくろだちよう

　　５１５-０８１３・三重県松阪市大塚町・おおつかちよう

　　５１５-００３１・三重県松阪市大津町・おおつちよう

　　５１５-２３４１・三重県松阪市小野町・おおのちよう

　　５１５-０８０４・三重県松阪市大平尾町・おおびらおちよう

　　５１５-００２４・三重県松阪市大宮田町・おおみやだちよう

　　５１５-１２０４・三重県松阪市小片野町・おかたのちよう

　　５１５-０８３１・三重県松阪市岡本町・おかもとちよう

　　５１５-０８３４・三重県松阪市岡山町・おかやまちよう

　　５１５-１１０５・三重県松阪市大河内町・おかわちちよう

　　５１５-００７６・三重県松阪市白粉町・おしろいまち

　　５１５-２１１４・三重県松阪市小津町・おつﾞちよう

　　５１５-０１１７・三重県松阪市乙部町・おとべちよう

　　５１５-２１０９・三重県松阪市小野江町・おのえちよう

　　５１５-０８２２・三重県松阪市大足町・おわせちよう

　　５１５-０１１８・三重県松阪市垣内田町・かいとだちよう

　　５１５-００３３・三重県松阪市垣鼻町・かいはﾞなちよう

　　５１５-０１１１・三重県松阪市柿木原町・かきのきはらちよう

　　５１５-２１０３・三重県松阪市笠松町・かさまつちよう

　　５１５-００７８・三重県松阪市春日町・かすがちよう

　　５１５-１１０４・三重県松阪市桂瀬町・かつらせちよう

　　５１５-０００５・三重県松阪市鎌田町・かまだちよう

　　５１９-２１４１・三重県松阪市上蛸路町・かみたこじちよう

　　５１５-０２０１・三重県松阪市上七見町・かみななみちよう

　　５１５-２１２３・三重県松阪市上ノ庄町・かみのしようちよう

　　５１５-０８１８・三重県松阪市川井町・かわいまち

　　５１５-０１２２・三重県松阪市川島町・かわしまちよう

　　５１５-０１１９・三重県松阪市神守町・かんもりちよう

　　５１５-２１１３・三重県松阪市喜多村新田町・きたむらしんでんちよう

　　５１５-００８８・三重県松阪市木の郷町・きのさとちよう

　　５１５-００１７・三重県松阪市京町・きようまち

　　５１５-００１８・三重県松阪市京町一区・きようまち１く

　　５１５-０２０４・三重県松阪市櫛田町・くしだちよう

　　５１５-０８１４・三重県松阪市久保田町・くほﾞたちよう

　　５１５-００４４・三重県松阪市久保町・くほﾞちよう

　　５１５-２１２２・三重県松阪市久米町・くめちよう

　　５１５-００６１・三重県松阪市黒田町・くろだまち

　　５１５-２３４３・三重県松阪市小阿坂町・こあざかちよう

　　５１５-００２１・三重県松阪市古井町・こいちよう

　　５１５-００１３・三重県松阪市幸生町・こうせいちよう

　　５１５-００５３・三重県松阪市広陽町・こうようちよう

　　５１５-００６２・三重県松阪市小黒田町・こくろだちよう

　　５１５-０００２・三重県松阪市郷津町・ごうつﾞちよう

　　５１５-００６４・三重県松阪市五反田町・ごたんだちよう

　　５１５-００５７・三重県松阪市御殿山町・ごてんやまちよう

　　５１５-２１０２・三重県松阪市五主町・ごぬしちよう

　　５１５-２１０４・三重県松阪市小舟江町・こぶなえちよう

　　５１５-１１０７・三重県松阪市阪内町・さかないちよう

　　５１５-００２８・三重県松阪市佐久米町・さくめちよう

　　５１５-００７１・三重県松阪市桜町・さくらちよう

　　５１５-１１０３・三重県松阪市笹川町・ささがわちよう

　　５１５-００６５・三重県松阪市五月町・さつきちよう

　　５１５-０２０３・三重県松阪市清水町・しみずちよう

　　５１９-２１４２・三重県松阪市下蛸路町・しもたこじちよう

　　５１５-００２３・三重県松阪市下七見町・しもななみちよう

　　５１５-００４３・三重県松阪市下村町・しもむらちよう

　　５１９-２１４７・三重県松阪市庄町・しようちよう

　　５１５-０１２３・三重県松阪市新開町・しんがいちよう

　　５１５-００７４・三重県松阪市新座町・しんざまち

　　５１５-００７５・三重県松阪市新町・しんまち

　　５１５-０８０１・三重県松阪市新松ケ島町・しんまつがしまちよう

　　５１５-００２２・三重県松阪市新屋敷町・しんやしきちよう



　　５１５-００１６・三重県松阪市末広町・すえひろちよう

　　５１５-０２０２・三重県松阪市菅生町・すぎゆうちよう

　　５１５-００３９・三重県松阪市清生町・せいせいちよう

　　５１５-１１０１・三重県松阪市勢津町・せいつﾞちよう

　　５１５-０８２１・三重県松阪市外五曲町・そとごまがりちよう

　　５１５-２１１２・三重県松阪市曽原町・そはらちよう

　　５１５-０８４２・三重県松阪市田牧町・たいらちよう

　　５１５-０２１１・三重県松阪市高木町・たかきちよう

　　５１５-０１０４・三重県松阪市高須町・たかすちよう

　　５１５-００１１・三重県松阪市高町・たかまち

　　５１５-００５６・三重県松阪市宝塚町・たからつﾞかちよう

　　５１５-００５４・三重県松阪市立野町・たちのちよう

　　５１５-００２６・三重県松阪市立田町・たつたちよう

　　５１５-００５５・三重県松阪市田村町・たむらちよう

　　５１５-００３２・三重県松阪市田原町・たわらちよう

　　５１５-１２０２・三重県松阪市茅原町・ちはらちよう

　　５１５-００７７・三重県松阪市茶与町・ちやよまち

　　５１５-００１９・三重県松阪市中央町・ちゆうおうちよう

　　５１９-２１４３・三重県松阪市中万町・ちゆうまちよう

　　５１５-００３５・三重県松阪市長月町・ちようげつちよう

　　５１５-０８１１・三重県松阪市塚本町・つかもとちよう

　　５１５-１１０６・三重県松阪市辻原町・つじわらちよう

　　５１５-０１１２・三重県松阪市土古路町・ところちよう

　　５１５-００７３・三重県松阪市殿町・とのまち

　　５１５-０８４３・三重県松阪市殿村町・とのむらちよう

　　５１５-０２０５・三重県松阪市豊原町・とよはらちよう

　　５１５-２１２４・三重県松阪市中ノ庄町・なかのしようちよう

　　５１５-２１１１・三重県松阪市中林町・なかはﾞやしちよう

　　５１５-００８３・三重県松阪市中町・なかまち

　　５１５-２１１５・三重県松阪市中道町・なかみちちよう

　　５１５-０１０３・三重県松阪市西黒部町・にしくろべちよう

　　５１５-０８１６・三重県松阪市西之庄町・にしのしようちよう

　　５１５-０８３３・三重県松阪市西野町・にしのちよう

　　５１５-００２９・三重県松阪市西野々町・にしののちよう

　　５１５-２１０６・三重県松阪市西肥留町・にしひるちよう

　　５１５-０８１５・三重県松阪市西町・にしまち

　　５１５-００４２・三重県松阪市虹が丘町・にじがおかちよう

　　５１５-０８３２・三重県松阪市丹生寺町・にゆうでらちよう

　　５１５-０８４８・三重県松阪市野村町・のむらちよう

　　５１５-２１０８・三重県松阪市甚目町・はだめちよう

　　５１９-２１４４・三重県松阪市八太町・はつたちよう

　　５１５-０２１７・三重県松阪市早馬瀬町・はやまぜちよう

　　５１５-０１２５・三重県松阪市腹太町・はらふとちよう

　　５１５-０８３５・三重県松阪市日丘町・ひおかちよう

　　５１５-００５１・三重県松阪市光町・ひかりちよう

　　５１５-０１２１・三重県松阪市東久保町・ひがしくほﾞちよう

　　５１５-０１０１・三重県松阪市東黒部町・ひがしくろべちよう

　　５１５-００１２・三重県松阪市東町・ひがしまち

　　５１５-００３８・三重県松阪市挽木町・ひきぎまち

　　５１５-００８４・三重県松阪市日野町・ひのまち

　　５１５-００３６・三重県松阪市平生町・ひらおまち

　　５１５-２１０５・三重県松阪市肥留町・ひるちよう

　　５１５-１２０１・三重県松阪市広瀬町・ひろせちよう

　　５１５-０８４６・三重県松阪市深長町・ふこさちよう

　　５１５-０８２５・三重県松阪市藤之木町・ふじのきちよう

　　５１５-０８１２・三重県松阪市船江町・ふなえちよう

　　５１５-０８２４・三重県松阪市平成町・へいせいちよう

　　５１５-０２１４・三重県松阪市法田町・ほうだちよう

　　５１５-０１２４・三重県松阪市保津町・ほうつﾞちよう

　　５１５-２１０１・三重県松阪市星合町・ほしあいちよう

　　５１５-００８１・三重県松阪市本町・ほんまち

　　５１５-２１０７・三重県松阪市舞出町・まいでちよう

　　５１５-００４５・三重県松阪市駅部田町・まえのへたちよう

　　５１５-０８４１・三重県松阪市曲町・まがりちよう

　　５１５-０８０３・三重県松阪市町平尾町・まちびらおちよう

　　５１５-２１３３・三重県松阪市松ケ島町・まつがしまちよう

　　５１５-２１３２・三重県松阪市松崎浦町・まつさきうらちよう

　　５１５-０１０２・三重県松阪市松名瀬町・まつなせちよう

　　５１９-２１４８・三重県松阪市御麻生薗町・みおぞのちよう

　　５１５-００８５・三重県松阪市湊町・みなとまち



　　５１５-００４６・三重県松阪市南虹が丘町・みなみにじがおかちよう

　　５１５-００３４・三重県松阪市南町・みなみまち

　　５１５-２３４４・三重県松阪市美濃田町・みのだちよう

　　５１５-００１５・三重県松阪市宮町・みやまち

　　５１５-０２１６・三重県松阪市目田町・めだちよう

　　５１５-００８７・三重県松阪市萌木町・もえぎちよう

　　５１５-０８４４・三重県松阪市八重田町・やえだちよう

　　５１５-１１０２・三重県松阪市矢津町・やつﾞちよう

　　５１５-０２０６・三重県松阪市山下町・やましたちよう

　　５１５-０２０８・三重県松阪市山添町・やまぞえちよう

　　５１５-００５２・三重県松阪市山室町・やまむろちよう

　　５１５-２４１４・三重県松阪市柚原町・ゆのはらちよう

　　５１５-０８４７・三重県松阪市岩内町・ようちちよう

　　５１５-０２１５・三重県松阪市横地町・よこちちよう

　　５１５-２４１１・三重県松阪市与原町・よはらちよう

　　５１５-０８０２・三重県松阪市猟師町・りようしちよう

　　５１５-０１１５・三重県松阪市蓮花寺町・れんげじちよう

　　５１５-１２０３・三重県松阪市六呂木町・ろくろぎちよう

　　５１５-２１３１・三重県松阪市六軒町・ろつけんちよう

　　５１５-０１２７・三重県松阪市六根町・ろつこんちよう

　　５１５-００１４・三重県松阪市若葉町・わかはﾞちよう

　　５１５-００２５・三重県松阪市和屋町・わやちよう

　　５１１-００００・三重県桑名市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１１-００１６・三重県桑名市相生町・あいおいちよう

　　５１１-００５２・三重県桑名市相川町・あいかわちよう

　　５１１-０８１７・三重県桑名市青葉町・あおはﾞちよう

　　５１１-００３３・三重県桑名市赤須賀・あかすか

　　５１１-０９３４・三重県桑名市赤尾・あこお

　　５１１-０９３５・三重県桑名市赤尾台・あこおだい

　　５１１-００８４・三重県桑名市油町・あぶらまち

　　５１１-００３６・三重県桑名市伊賀町・いがまち

　　５１１-０８３８・三重県桑名市和泉・いずみ

　　５１１-００４６・三重県桑名市一色町・いつしきまち

　　５１１-００１７・三重県桑名市今片町・いまかたまち

　　５１１-０００６・三重県桑名市今北町・いまきたまち

　　５１１-０８０１・三重県桑名市今島・いまじま

　　５１１-００１８・三重県桑名市今中町・いまなかまち

　　５１１-００８６・三重県桑名市入江葭町・いりえよしまち

　　５１１-０８２５・三重県桑名市上野・うえの

　　５１１-００３８・三重県桑名市内堀・うちほﾞり

　　５１１-０８２２・三重県桑名市馬道・うまみち

　　５１１-０８１５・三重県桑名市梅園通・うめぞのどおり

　　５１１-００７１・三重県桑名市駅元町・えきもとちよう

　　５１１-００２２・三重県桑名市江戸町・えどまち

　　５１１-０８３６・三重県桑名市江場・えはﾞ

　　５１１-０８４８・三重県桑名市大貝須・おおがいす

　　５１１-０９４７・三重県桑名市大仲新田・おおなかしんでん

　　５１１-０９０３・三重県桑名市大山田・おおやまだ

　　５１１-０８１２・三重県桑名市尾野山・おのやま

　　５１１-０８６１・三重県桑名市蠣塚新田・かきつﾞかしんでん

　　５１１-０８２９・三重県桑名市神楽町・かぐらちよう

　　５１１-００６７・三重県桑名市掛樋・かけひ

　　５１１-００４７・三重県桑名市鍜冶町・かじまち

　　５１１-００１２・三重県桑名市春日町・かすがちよう

　　５１１-０８２７・三重県桑名市霞町・かすみちよう

　　５１１-００８１・三重県桑名市片町・かたまち

　　５１１-０００１・三重県桑名市上之輪新田・かみのわしんでん

　　５１１-０８０９・三重県桑名市上深谷部・かみふかやべ

　　５１１-００４４・三重県桑名市萱町・かやまち

　　５１１-０９４１・三重県桑名市嘉例川・かれがわ

　　５１１-００２１・三重県桑名市川口町・かわぐちちよう

　　５１１-０８０２・三重県桑名市川崎町・かわさきちよう

　　５１１-００２４・三重県桑名市北魚町・きたうおまち

　　５１１-０８０４・三重県桑名市北川原台・きたがわらだい

　　５１１-００７３・三重県桑名市北寺町・きたてらまち

　　５１１-００６６・三重県桑名市北鍋屋町・きたなべやまち

　　５１１-０８１９・三重県桑名市北別所・きたべつしよ

　　５１１-０８５１・三重県桑名市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　５１１-００６３・三重県桑名市京橋町・きようはﾞしちよう

　　５１１-００３９・三重県桑名市京町・きようまち



　　５１１-０８１０・三重県桑名市清竹の丘・きよたけのおか

　　５１１-０００９・三重県桑名市桑名・くわな

　　５１１-０９２３・三重県桑名市桑部・くわべ

　　５１１-０８３７・三重県桑名市小泉・こいずみ

　　５１１-０８４１・三重県桑名市小貝須・こがいす

　　５１１-０９４６・三重県桑名市五反田・ごたんだ

　　５１１-００６１・三重県桑名市寿町・ことぶきちよう

　　５１１-００８５・三重県桑名市紺屋町・こんやまち

　　５１１-０９３９・三重県桑名市坂井・さかい

　　５１１-０８１３・三重県桑名市桜通・さくらどおり

　　５１１-０８６８・三重県桑名市さくらの丘・さくらのおか

　　５１１-０９１３・三重県桑名市里町・さとまち

　　５１１-００７５・三重県桑名市三栄町・さんえいちよう

　　５１１-０００７・三重県桑名市参宮通・さんぐうどおり

　　５１１-００３１・三重県桑名市三之丸・さんのまる

　　５１１-０８１６・三重県桑名市汐見町・しおみちよう

　　５１１-０８２４・三重県桑名市繁松新田・しげまつしんでん

　　５１１-００３４・三重県桑名市地蔵・じぞう

　　５１１-０９３７・三重県桑名市志知・しち

　　５１１-０９３６・三重県桑名市島田・しまだ

　　５１１-００１９・三重県桑名市清水町・しみずちよう

　　５１１-０８０８・三重県桑名市下深谷部・しもふかやべ

　　５１１-０８４６・三重県桑名市城南萱町・じようなんかやまち

　　５１１-００８３・三重県桑名市職人町・しよくにんまち

　　５１１-０９２４・三重県桑名市城山台・しろやまだい

　　５１１-０８５５・三重県桑名市新倉持・しんくらもち

　　５１１-０８６６・三重県桑名市神成町・しんせいちよう

　　５１１-０８３２・三重県桑名市新地・しんち

　　５１１-００６４・三重県桑名市新築町・しんちくちよう

　　５１１-０８６３・三重県桑名市新西方・しんにしかた

　　５１１-００４８・三重県桑名市新町・しんまち

　　５１１-００４３・三重県桑名市新屋敷・しんやしき

　　５１１-００６９・三重県桑名市新矢田・しんやだ

　　５１１-００７７・三重県桑名市末広町・すえひろちよう

　　５１１-０００４・三重県桑名市住吉町・すみよしちよう

　　５１１-００１１・三重県桑名市船馬町・せんはﾞちよう

　　５１１-００７８・三重県桑名市桑栄町・そうえいちよう

　　５１１-００４１・三重県桑名市外堀・そとほﾞり

　　５１１-００６５・三重県桑名市大央町・だいおうちよう

　　５１１-０００５・三重県桑名市太一丸・たいちまる

　　５１１-０８３４・三重県桑名市大福・だいふく

　　５１１-０８４３・三重県桑名市太平町・たいへいちよう

　　５１１-０８１８・三重県桑名市高塚町・たかつかちよう

　　５１１-０８２８・三重県桑名市立花町・たちはﾞなちよう

　　５１１-０８４２・三重県桑名市立田町・たつたちよう

　　５１１-０１２４・三重県桑名市多度町猪飼・たどちよういかい

　　５１１-０１１６・三重県桑名市多度町大鳥居・たどちようおおどりい

　　５１１-０１０５・三重県桑名市多度町小山・たどちようおやま

　　５１１-０１０２・三重県桑名市多度町香取・たどちようかとり

　　５１１-０１１３・三重県桑名市多度町上之郷・たどちようかみのごう

　　５１１-０１２３・三重県桑名市多度町北猪飼・たどちようきたいかい

　　５１１-０１２２・三重県桑名市多度町古野・たどちようこの

　　５１１-０１１７・三重県桑名市多度町下野代・たどちようしものしろ

　　５１１-０１０６・三重県桑名市多度町多度・たどちようたど

　　５１１-０１２５・三重県桑名市多度町力尾・たどちようちからお

　　５１１-０１０３・三重県桑名市多度町戸津・たどちようとつﾞ

　　５１１-０１１４・三重県桑名市多度町中須・たどちようなかず

　　５１１-０１０４・三重県桑名市多度町肱江・たどちようひじえ

　　５１１-０１１１・三重県桑名市多度町平古・たどちようひらこ

　　５１１-０１２１・三重県桑名市多度町美鹿・たどちようびろく

　　５１１-０１１２・三重県桑名市多度町福永・たどちようふくなが

　　５１１-０１１８・三重県桑名市多度町御衣野・たどちようみぞの

　　５１１-０１１５・三重県桑名市多度町南之郷・たどちようみなみのごう

　　５１１-０１０１・三重県桑名市多度町柚井・たどちようゆい

　　５１１-００８９・三重県桑名市田町・たまち

　　５１１-０８２６・三重県桑名市太夫・たゆう

　　５１１-００６８・三重県桑名市中央町・ちゆうおうちよう

　　５１１-００５８・三重県桑名市千代田町・ちよだちよう

　　５１１-０９４５・三重県桑名市筑紫・ つくじ

　　５１１-０９０１・三重県桑名市筒尾・つつお



　　５１１-００７２・三重県桑名市堤原・つつみはら

　　５１１-００４５・三重県桑名市伝馬町・てんまちよう

　　５１１-００６２・三重県桑名市常盤町・ときわちよう

　　５１１-００１５・三重県桑名市殿町・とのまち

　　５１１-０９３８・三重県桑名市友村・ともむら

　　５１１-１１３１・三重県桑名市長島町赤地・ながしまちようあかじ

　　５１１-１１３５・三重県桑名市長島町浦安・ながしまちよううらやす

　　５１１-１１１２・三重県桑名市長島町大倉・ながしまちようおおくら

　　５１１-１１４５・三重県桑名市長島町大島・ながしまちようおおじま

　　５１１-１１１３・三重県桑名市長島町押付・ながしまちようおしつけ

　　５１１-１１２３・三重県桑名市長島町鎌ケ地・ながしまちようかまがんじ

　　５１１-１１０７・三重県桑名市長島町上坂手・ながしまちようかみさかて

　　５１１-１１４８・三重県桑名市長島町北殿名・ながしまちようきたとのめ

　　５１１-１１２５・三重県桑名市長島町源部外面・ながしまちようげんべども

　　５１１-１１０４・三重県桑名市長島町高座・ながしまちようこうざ

　　５１１-１１１１・三重県桑名市長島町小島・ながしまちようこじま

　　５１１-１１４４・三重県桑名市長島町駒江・ながしまちようこまえ

　　５１１-１１０６・三重県桑名市長島町下坂手・ながしまちようしもさかて

　　５１１-１１０１・三重県桑名市長島町新所・ながしまちようしんしよ

　　５１１-１１０８・三重県桑名市長島町杉江・ながしまちようすぎえ

　　５１１-１１０５・三重県桑名市長島町千倉・ながしまちようちくら

　　５１１-１１４２・三重県桑名市長島町出口・ながしまちようでぐち

　　５１１-１１４６・三重県桑名市長島町十日外面・ながしまちようとおかども

　　５１１-１１２７・三重県桑名市長島町殿名・ながしまちようとのめ

　　５１１-１１０３・三重県桑名市長島町中川・ながしまちようなかがわ

　　５１１-１１１６・三重県桑名市長島町長島萱町・ながしまちようながしまかやまち

　　５１１-１１１４・三重県桑名市長島町長島下町・ながしまちようながしましもまち

　　５１１-１１１５・三重県桑名市長島町長島中町・ながしまちようながしまなかまち

　　５１１-１１０２・三重県桑名市長島町西川・ながしまちようにしかわ

　　５１１-１１４３・三重県桑名市長島町西外面・ながしまちようにしども

　　５１１-１１４９・三重県桑名市長島町西外面市街・ながしまちようにしどもしがい

　　５１１-１１３６・三重県桑名市長島町白鶏・ながしまちようはつけ

　　５１１-１１２１・三重県桑名市長島町東殿名・ながしまちようひがしとのめ

　　５１１-１１４７・三重県桑名市長島町平方・ながしまちようひらかた

　　５１１-１１３２・三重県桑名市長島町福豊・ながしまちようふくとよ

　　５１１-１１３７・三重県桑名市長島町福吉・ ながしまちようふくよじ

　　５１１-１１２６・三重県桑名市長島町又木・ながしまちようまたぎ

　　５１１-１１２８・三重県桑名市長島町又木市街・ながしまちようまたぎしがい

　　５１１-１１３４・三重県桑名市長島町松蔭・ながしまちようまつかげ

　　５１１-１１２２・三重県桑名市長島町松ケ島・ながしまちようまつがしま

　　５１１-１１０９・三重県桑名市長島町松之木・ながしまちようまつのき

　　５１１-１１４１・三重県桑名市長島町間々・ながしまちようまま

　　５１１-１１３３・三重県桑名市長島町横満蔵・ながしまちようよこまくら

　　５１１-１１２４・三重県桑名市長島町葭ケ須・ながしまちようよしがす

　　５１１-０９１４・三重県桑名市中山町・なかやまちよう

　　５１１-０８６４・三重県桑名市西方・にしかた

　　５１１-０９２２・三重県桑名市西金井・にしかない

　　５１１-０９３３・三重県桑名市西正和台・にしせいわだい

　　５１１-００５４・三重県桑名市西鍋屋町・にしなべやまち

　　５１１-０８５１・三重県桑名市西別所・にしべつしよ

　　５１１-００５６・三重県桑名市西矢田町・にしやだまち

　　５１１-０８０７・三重県桑名市西汰上・にしゆりあげ

　　５１１-０９１１・三重県桑名市額田・ぬかた

　　５１１-０９０４・三重県桑名市野田・のだ

　　５１１-０９３１・三重県桑名市能部・のんべ

　　５１１-０９４４・三重県桑名市芳ケ崎・はがさき

　　５１１-０００８・三重県桑名市蓮見町・はすみちよう

　　５１１-００７６・三重県桑名市八間通・はちけんどおり

　　５１１-００４９・三重県桑名市八幡町・はちまんちよう

　　５１１-０８６２・三重県桑名市播磨・はりま

　　５１１-０８５２・三重県桑名市稗田・ひえだ

　　５１１-０８１１・三重県桑名市東方・ひがしかた

　　５１１-０９２１・三重県桑名市東金井・ひがしかない

　　５１１-０９３２・三重県桑名市東正和台・ひがしせいわだい

　　５１１-０００３・三重県桑名市東太一丸・ひがしたいちまる

　　５１１-００５３・三重県桑名市東鍋屋町・ひがしなべやまち

　　５１１-００３５・三重県桑名市東野・ひがしの

　　５１１-００５５・三重県桑名市東矢田町・ひがしやだまち

　　５１１-０８０６・三重県桑名市東汰上・ひがしゆりあげ

　　５１１-０８６７・三重県桑名市陽だまりの丘・ひだまりのおか



　　５１１-０９４２・三重県桑名市広見ケ丘・ひろみがおか

　　５１１-０８０３・三重県桑名市枇杷島台・びわじまだい

　　５１１-０８０５・三重県桑名市深谷町・ふかやちよう

　　５１１-０８４７・三重県桑名市福江・ふくえ

　　５１１-０８３３・三重県桑名市福江町・ふくえまち

　　５１１-０８４４・三重県桑名市福岡町・ふくおかちよう

　　５１１-０００２・三重県桑名市福島・ふくじま

　　５１１-００２７・三重県桑名市福島新町・ふくじましんまち

　　５１１-０８４５・三重県桑名市福地・ふくち

　　５１１-０８６５・三重県桑名市藤が丘・ふじがおか

　　５１１-００２５・三重県桑名市風呂町・ふろまち

　　５１１-００１３・三重県桑名市宝殿町・ほうでんまち

　　５１１-０９１２・三重県桑名市星川・ほしかわ

　　５１１-０９１２・三重県桑名市星見ケ丘・ほしみがおか

　　５１１-０８３５・三重県桑名市本願寺・ほんがんじ

　　５１１-００２３・三重県桑名市本町・ほんまち

　　５１１-０８３１・三重県桑名市益生町・ますおちよう

　　５１１-０８５３・三重県桑名市増田・ますだ

　　５１１-０８１４・三重県桑名市松並町・まつなみちよう

　　５１１-０９０２・三重県桑名市松ノ木・まつのき

　　５１１-００１４・三重県桑名市三崎通・みさきどおり

　　５１１-００５７・三重県桑名市三ツ矢橋・ みつやはﾞじ

　　５１１-００８８・三重県桑名市南魚町・みなみうおまち

　　５１１-００７４・三重県桑名市南寺町・みなみてらまち

　　５１１-００８２・三重県桑名市宮通・みやどおり

　　５１１-００２６・三重県桑名市宮町・みやまち

　　５１１-０８２３・三重県桑名市明正町・めいせいちよう

　　５１１-００３７・三重県桑名市元赤須賀・もとあかすか

　　５１１-０９４３・三重県桑名市森忠・もりただ

　　５１１-０８３９・三重県桑名市安永・やすなが

　　５１１-０８２１・三重県桑名市矢田・やだ

　　５１１-００５１・三重県桑名市矢田磧・やだかわら

　　５１１-００４２・三重県桑名市柳原・やなぎはら

　　５１１-００７９・三重県桑名市有楽町・ゆうらくちよう

　　５１１-００３２・三重県桑名市吉之丸・よしのまる

　　５１１-００８７・三重県桑名市吉津屋町・よつやちよう

　　５１１-０８５４・三重県桑名市蓮花寺・れんげじ

　　５１３-００００・三重県鈴鹿市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１０-０２５８・三重県鈴鹿市秋永町・あきながちよう

　　５１３-０８２８・三重県鈴鹿市阿古曽町・あこそちよう

　　５１３-０８０２・三重県鈴鹿市飯野寺家町・いいのじけちよう

　　５１３-００３２・三重県鈴鹿市池田町・いけだちよう

　　５１３-０８５５・三重県鈴鹿市石垣・いしがき

　　５１３-００１２・三重県鈴鹿市石薬師町・いしやくしちよう

　　５１３-０００６・三重県鈴鹿市和泉町・いずみちよう

　　５１０-０２５６・三重県鈴鹿市磯山・いそやま

　　５１０-０２５５・三重県鈴鹿市磯山町・いそやまちよう

　　５１３-００３１・三重県鈴鹿市一ノ宮町・いちのみやちよう

　　５１０-０２０５・三重県鈴鹿市稲生・いのう

　　５１０-０２０６・三重県鈴鹿市稲生こがね園・いのうこがねえん

　　５１０-０２０７・三重県鈴鹿市稲生塩屋・いのうしおや

　　５１０-０２０１・三重県鈴鹿市稲生町・いのうちよう

　　５１０-０２０４・三重県鈴鹿市稲生西・ いのうにじ

　　５１９-０３２３・三重県鈴鹿市伊船町・いふなちよう

　　５１０-０２５２・三重県鈴鹿市五祝町・いわいちよう

　　５１３-００１８・三重県鈴鹿市上田町・うえだちよう

　　５１３-００１７・三重県鈴鹿市上野町・うえのちよう

　　５１３-００１０・三重県鈴鹿市釆女が丘町・うねめがおかちよう

　　５１０-０２３１・三重県鈴鹿市江島台・えじまだい

　　５１０-０２３７・三重県鈴鹿市江島町・えじまちよう

　　５１０-０２３４・三重県鈴鹿市江島本町・えじまほんまち

　　５１９-０３１３・三重県鈴鹿市追分町・おいわけちよう

　　５１０-０２６２・三重県鈴鹿市越知町・おうちちよう

　　５１３-０８２７・三重県鈴鹿市大池・おおいけ

　　５１９-０３１１・三重県鈴鹿市大久保町・おおくほﾞちよう

　　５１３-００２７・三重県鈴鹿市岡田・おかだ

　　５１３-００２８・三重県鈴鹿市岡田町・おかだちよう

　　５１９-０３１６・三重県鈴鹿市小岐須町・おぎすちよう

　　５１３-０００７・三重県鈴鹿市小田町・おだちよう

　　５１３-００２１・三重県鈴鹿市甲斐町・かいちよう



　　５１３-０００４・三重県鈴鹿市加佐登・かさど

　　５１３-０００３・三重県鈴鹿市加佐登町・かさどちよう

　　５１３-００５６・三重県鈴鹿市上箕田・かみみだ

　　５１３-００５５・三重県鈴鹿市上箕田町・かみみだちよう

　　５１３-０８０１・三重県鈴鹿市神戸・かんべ

　　５１３-０８０１・三重県鈴鹿市神戸本多町・かんべほんだまち

　　５１０-０２２６・三重県鈴鹿市岸岡町・きしおかちよう

　　５１３-１１２１・三重県鈴鹿市岸田町・きしたちよう

　　５１０-０２３２・三重県鈴鹿市北江島町・きたえじまちよう

　　５１３-０８１３・三重県鈴鹿市北玉垣町・きたたまがきちよう

　　５１３-００４９・三重県鈴鹿市北長太町・きたなごちよう

　　５１３-００４５・三重県鈴鹿市北堀江・きたほりえ

　　５１３-００４４・三重県鈴鹿市北堀江町・きたほりえちよう

　　５１０-０２２１・三重県鈴鹿市北若松町・きたわかまつちよう

　　５１３-００１５・三重県鈴鹿市木田町・きだちよう

　　５１３-０００５・三重県鈴鹿市汲川原町・くみがわらちよう

　　５１３-００２３・三重県鈴鹿市河田町・こうだちよう

　　５１３-０８３６・三重県鈴鹿市国府町・こうちよう

　　５１０-０２６３・三重県鈴鹿市郡山町・こおりやまちよう

　　５１３-００１３・三重県鈴鹿市国分町・こくぶちよう

　　５１９-０３２４・三重県鈴鹿市小社町・こやしろちよう

　　５１３-０８１７・三重県鈴鹿市桜島町・さくらじまちよう

　　５１３-０８０６・三重県鈴鹿市算所・さんじよ

　　５１３-０８０５・三重県鈴鹿市算所町・さんじよちよう

　　５１０-０２５４・三重県鈴鹿市寺家・じけ

　　５１０-０２５３・三重県鈴鹿市寺家町・じけちよう

　　５１３-０８２１・三重県鈴鹿市地子町・じしまち

　　５１３-１１２３・三重県鈴鹿市下大久保町・しもおおくほﾞちよう

　　５１３-００５２・三重県鈴鹿市下箕田・しもみだ

　　５１３-００５１・三重県鈴鹿市下箕田町・しもみだちよう

　　５１３-１１２４・三重県鈴鹿市自由ヶ丘・じゆうがおか

　　５１３-０８３３・三重県鈴鹿市庄野共進・しようのきようしん

　　５１３-０８３４・三重県鈴鹿市庄野羽山・しようのはやま

　　５１３-０８３２・三重県鈴鹿市庄野東・ しようのひがじ

　　５１３-０８３１・三重県鈴鹿市庄野町・しようのちよう

　　５１０-０２４３・三重県鈴鹿市白子・しろこ

　　５１０-０２４１・三重県鈴鹿市白子駅前・しろこえきまえ

　　５１０-０２４２・三重県鈴鹿市白子本町・しろこほんまち

　　５１０-０２４４・三重県鈴鹿市白子町・しろこちよう

　　５１３-０８５４・三重県鈴鹿市末広北・すえひろきた

　　５１３-０８２２・三重県鈴鹿市末広町・すえひろちよう

　　５１３-０８５２・三重県鈴鹿市末広西・ すえひろにじ

　　５１３-０８５１・三重県鈴鹿市末広東・ すえひろひがじ

　　５１３-０８５３・三重県鈴鹿市末広南・すえひろみなみ

　　５１３-００３４・三重県鈴鹿市須賀・すか

　　５１３-００３３・三重県鈴鹿市須賀町・すかちよう

　　５１０-０２０８・三重県鈴鹿市鈴鹿ハイツ・すずかはいつ

　　５１３-０８２６・三重県鈴鹿市住吉・ すみよじ

　　５１３-０８２５・三重県鈴鹿市住吉町・すみよしちよう

　　５１３-００１９・三重県鈴鹿市高岡台・たかおかだい

　　５１３-００１４・三重県鈴鹿市高岡町・たかおかちよう

　　５１３-００１１・三重県鈴鹿市高塚町・たかつかちよう

　　５１３-００２５・三重県鈴鹿市竹野・たけの

　　５１３-００２６・三重県鈴鹿市竹野町・たけのちよう

　　５１０-０２６６・三重県鈴鹿市長法寺町・ちようほﾞうじちよう

　　５１３-０００２・三重県鈴鹿市津賀町・つがちよう

　　５１９-０３１２・三重県鈴鹿市椿一宮町・つはﾞきいちみやちよう

　　５１３-０８２３・三重県鈴鹿市道伯・どうはく

　　５１３-０８２４・三重県鈴鹿市道伯町・どうはくちよう

　　５１０-０２６４・三重県鈴鹿市徳居町・とくすいちよう

　　５１０-０２５１・三重県鈴鹿市徳田町・とくだちよう

　　５１３-００３７・三重県鈴鹿市十宮・とみや

　　５１３-００３８・三重県鈴鹿市十宮町・とみやちよう

　　５１０-０２１２・三重県鈴鹿市中旭が丘・なかあさひがおか

　　５１０-０２３６・三重県鈴鹿市中江島町・なかえじまちよう

　　５１０-０２５９・三重県鈴鹿市中瀬古町・なかぜこちよう

　　５１３-０００９・三重県鈴鹿市中冨田町・なかとみだちよう

　　５１３-００５４・三重県鈴鹿市中箕田・なかみだ

　　５１３-００５３・三重県鈴鹿市中箕田町・なかみだちよう

　　５１９-０３１４・三重県鈴鹿市長澤町・ながさわちよう



　　５１３-００４２・三重県鈴鹿市長太旭町・なごあさひまち

　　５１３-００４３・三重県鈴鹿市長太栄町・なごさかえまち

　　５１３-００４１・三重県鈴鹿市長太新町・なごしんまち

　　５１９-０２７１・三重県鈴鹿市西庄内町・にししようないちよう

　　５１３-０８０９・三重県鈴鹿市西条・にしじよう

　　５１３-０８０８・三重県鈴鹿市西條町・にしじようちよう

　　５１３-０８１５・三重県鈴鹿市西玉垣町・にしたまがきちよう

　　５１３-０００８・三重県鈴鹿市西冨田町・にしとみだちよう

　　５１０-０２０２・三重県鈴鹿市野町・のまち

　　５１０-０２１６・三重県鈴鹿市野町中・のまちなか

　　５１０-０２１８・三重県鈴鹿市野町西・ のまちにじ

　　５１０-０２１７・三重県鈴鹿市野町東・ のまちひがじ

　　５１０-０２１９・三重県鈴鹿市野町南・のまちみなみ

　　５１０-０２０３・三重県鈴鹿市野村町・のむらちよう

　　５１３-００２４・三重県鈴鹿市野辺・のんべ

　　５１３-００２２・三重県鈴鹿市野辺町・のんべちよう

　　５１３-０８１２・三重県鈴鹿市土師町・はぜちよう

　　５１３-０８３７・三重県鈴鹿市八野町・はちのちよう

　　５１３-１１２２・三重県鈴鹿市花川町・はながわちよう

　　５１３-００５８・三重県鈴鹿市林崎・はやさき

　　５１３-００５９・三重県鈴鹿市林崎町・はやさきちよう

　　５１０-０２１１・三重県鈴鹿市東旭が丘・ひがしあさひがおか

　　５１０-０２５７・三重県鈴鹿市東磯山・ひがしいそやま

　　５１０-０２３３・三重県鈴鹿市東江島町・ひがしえじまちよう

　　５１９-０２７２・三重県鈴鹿市東庄内町・ひがししようないちよう

　　５１３-０８１４・三重県鈴鹿市東玉垣町・ひがしたまがきちよう

　　５１３-０８１９・三重県鈴鹿市肥田町・ひだちよう

　　５１３-０８４４・三重県鈴鹿市平田・ひらた

　　５１３-０８４５・三重県鈴鹿市平田新町・ひらたしんまち

　　５１３-０８４７・三重県鈴鹿市平田町・ひらたちよう

　　５１３-０８４６・三重県鈴鹿市平田中町・ひらたなかまち

　　５１３-０８４３・三重県鈴鹿市平田東町・ひらたひがしまち

　　５１３-０８４８・三重県鈴鹿市平田本町・ひらたほんまち

　　５１３-０８３５・三重県鈴鹿市平野町・ひらのちよう

　　５１３-０００１・三重県鈴鹿市広瀬町・ひろせちよう

　　５１９-０３２１・三重県鈴鹿市深溝町・ふかみぞちよう

　　５１０-０２６１・三重県鈴鹿市御薗町・みそのちよう

　　５１３-０８０７・三重県鈴鹿市三日市・みつかいち

　　５１３-０８０３・三重県鈴鹿市三日市町・みつかいちちよう

　　５１３-０８０４・三重県鈴鹿市三日市南・みつかいちみなみ

　　５１０-０２１３・三重県鈴鹿市南旭が丘・みなみあさひがおか

　　５１０-０２３５・三重県鈴鹿市南江島町・みなみえじまちよう

　　５１３-０８１６・三重県鈴鹿市南玉垣町・みなみたまがきちよう

　　５１３-００４８・三重県鈴鹿市南長太町・みなみなごちよう

　　５１３-００５７・三重県鈴鹿市南林崎町・みなみはやさきちよう

　　５１３-００４６・三重県鈴鹿市南堀江・みなみほりえ

　　５１３-００４７・三重県鈴鹿市南堀江町・みなみほりえちよう

　　５１０-０２２７・三重県鈴鹿市南若松町・みなみわかまつちよう

　　５１９-０３２２・三重県鈴鹿市三畑町・みはたちよう

　　５１０-０２６５・三重県鈴鹿市三宅町・みやけちよう

　　５１３-０８１８・三重県鈴鹿市安塚町・やすつﾞかちよう

　　５１３-０８１１・三重県鈴鹿市柳町・やなぎちよう

　　５１３-００３６・三重県鈴鹿市矢橋・やはﾞせ

　　５１３-００３５・三重県鈴鹿市矢橋町・やはﾞせちよう

　　５１３-００１６・三重県鈴鹿市山辺町・やまべちよう

　　５１９-０３１５・三重県鈴鹿市山本町・やまもとちよう

　　５１３-０８４２・三重県鈴鹿市弓削・ゆげ

　　５１３-０８４１・三重県鈴鹿市弓削町・ゆげちよう

　　５１０-０２２４・三重県鈴鹿市若松中・わかまつなか

　　５１０-０２２５・三重県鈴鹿市若松東・ わかまつひがじ

　　５１０-０２２２・三重県鈴鹿市若松西・ わかまつにじ

　　５１０-０２２３・三重県鈴鹿市若松北・わかまつきた

　　５１８-０４００・三重県名張市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１８-０４６８・三重県名張市赤目町一ノ井・あかめちよういちのい

　　５１８-０４６４・三重県名張市赤目町柏原・あかめちようかしわら

　　５１８-０４６７・三重県名張市赤目町相楽・あかめちようさがら

　　５１８-０４６６・三重県名張市赤目町新川・あかめちようしんかわ

　　５１８-０４６５・三重県名張市赤目町丈六・あかめちようじようろく

　　５１８-０４６１・三重県名張市赤目町すみれが丘・あかめちようすみれがおか

　　５１８-０４６３・三重県名張市赤目町檀・あかめちようだん



　　５１８-０４６９・三重県名張市赤目町長坂・あかめちようながさか

　　５１８-０４６２・三重県名張市赤目町星川・あかめちようほしかわ

　　５１８-０７２１・三重県名張市朝日町・あさひまち

　　５１８-０７３７・三重県名張市安部田・あべた

　　５１８-０６０７・三重県名張市家野・いえの

　　５１８-０７３６・三重県名張市井手・いで

　　５１８-０７１６・三重県名張市上本町・うえほんまち

　　５１８-０７４６・三重県名張市梅が丘北１番町・うめがおかきた１はﾞんちよう

　　５１８-０７４７・三重県名張市梅が丘北２番町・うめがおかきた２はﾞんちよう

　　５１８-０７４８・三重県名張市梅が丘北３番町・うめがおかきた３はﾞんちよう

　　５１８-０７４９・三重県名張市梅が丘北４番町・うめがおかきた４はﾞんちよう

　　５１８-０７４０・三重県名張市梅が丘北５番町・うめがおかきた５はﾞんちよう

　　５１８-０７４１・三重県名張市梅が丘南１番町・うめがおかみなみ１はﾞんちよう

　　５１８-０７４２・三重県名張市梅が丘南２番町・うめがおかみなみ２はﾞんちよう

　　５１８-０７４３・三重県名張市梅が丘南３番町・うめがおかみなみ３はﾞんちよう

　　５１８-０７４４・三重県名張市梅が丘南４番町・うめがおかみなみ４はﾞんちよう

　　５１８-０７４５・三重県名張市梅が丘南５番町・うめがおかみなみ５はﾞんちよう

　　５１８-０６０８・三重県名張市鵜山・うやま

　　５１８-０７３３・三重県名張市大屋戸・おやど

　　５１８-０７１４・三重県名張市鍛冶町・かじまち

　　５１８-０４５３・三重県名張市春日丘１番町・かすがおか１はﾞんちよう

　　５１８-０４５４・三重県名張市春日丘２番町・かすがおか２はﾞんちよう

　　５１８-０４５５・三重県名張市春日丘３番町・かすがおか３はﾞんちよう

　　５１８-０４５６・三重県名張市春日丘４番町・かすがおか４はﾞんちよう

　　５１８-０４５７・三重県名張市春日丘５番町・かすがおか５はﾞんちよう

　　５１８-０４５８・三重県名張市春日丘６番町・かすがおか６はﾞんちよう

　　５１８-０４５９・三重県名張市春日丘７番町・かすがおか７はﾞんちよう

　　５１８-０６１３・三重県名張市上小波田・かみおはﾞた

　　５１８-０５０２・三重県名張市上長瀬・かみながせ

　　５１８-０７１０・三重県名張市上八町・かみはつちよう

　　５１８-０４１２・三重県名張市上比奈知・かみひなち

　　５１８-０７６２・三重県名張市上三谷・かみみたに

　　５１８-０５０４・三重県名張市神屋・かみや

　　５１８-０７７１・三重県名張市希央台１番町・きおうだい１はﾞんちよう

　　５１８-０７７２・三重県名張市希央台２番町・きおうだい２はﾞんちよう

　　５１８-０７７３・三重県名張市希央台３番町・きおうだい３はﾞんちよう

　　５１８-０７７４・三重県名張市希央台４番町・きおうだい４はﾞんちよう

　　５１８-０７７５・三重県名張市希央台５番町・きおうだい５はﾞんちよう

　　５１８-０６２１・三重県名張市桔梗が丘１番町・ききようがおか１はﾞんちよう

　　５１８-０６２２・三重県名張市桔梗が丘２番町・ききようがおか２はﾞんちよう

　　５１８-０６２３・三重県名張市桔梗が丘３番町・ききようがおか３はﾞんちよう

　　５１８-０６２４・三重県名張市桔梗が丘４番町・ききようがおか４はﾞんちよう

　　５１８-０６２５・三重県名張市桔梗が丘５番町・ききようがおか５はﾞんちよう

　　５１８-０６２６・三重県名張市桔梗が丘６番町・ききようがおか６はﾞんちよう

　　５１８-０６２７・三重県名張市桔梗が丘７番町・ききようがおか７はﾞんちよう

　　５１８-０６２８・三重県名張市桔梗が丘８番町・ききようがおか８はﾞんちよう

　　５１８-０６４１・三重県名張市桔梗が丘西１番町・ききようがおかにし１はﾞんちよう

　　５１８-０６４２・三重県名張市桔梗が丘西２番町・ききようがおかにし２はﾞんちよう

　　５１８-０６４３・三重県名張市桔梗が丘西３番町・ききようがおかにし３はﾞんちよう

　　５１８-０６４４・三重県名張市桔梗が丘西４番町・ききようがおかにし４はﾞんちよう

　　５１８-０６４５・三重県名張市桔梗が丘西５番町・ききようがおかにし５はﾞんちよう

　　５１８-０６４６・三重県名張市桔梗が丘西６番町・ききようがおかにし６はﾞんちよう

　　５１８-０６４７・三重県名張市桔梗が丘西７番町・ききようがおかにし７はﾞんちよう

　　５１８-０６３１・三重県名張市桔梗が丘南１番町・ききようがおかみなみ１はﾞんちよう

　　５１８-０６３２・三重県名張市桔梗が丘南２番町・ききようがおかみなみ２はﾞんちよう

　　５１８-０６３３・三重県名張市桔梗が丘南３番町・ききようがおかみなみ３はﾞんちよう

　　５１８-０６３４・三重県名張市桔梗が丘南４番町・ききようがおかみなみ４はﾞんちよう

　　５１８-０７２３・三重県名張市木屋町・きやまち

　　５１８-０６０７・三重県名張市葛尾・くずお

　　５１８-０７５３・三重県名張市蔵持町里・くらもちちようさと

　　５１８-０７５１・三重県名張市蔵持町芝出・くらもちちようしはﾞで

　　５１８-０７５２・三重県名張市蔵持町原出・くらもちちようはらで

　　５１８-０７３４・三重県名張市黒田・くろだ

　　５１８-０７３５・三重県名張市結馬・けちはﾞ

　　５１８-０７０１・三重県名張市鴻之台１番町・こうのだい１はﾞんちよう

　　５１８-０７０２・三重県名張市鴻之台２番町・こうのだい２はﾞんちよう

　　５１８-０７０３・三重県名張市鴻之台３番町・こうのだい３はﾞんちよう

　　５１８-０７０４・三重県名張市鴻之台４番町・こうのだい４はﾞんちよう

　　５１８-０７０５・三重県名張市鴻之台５番町・こうのだい５はﾞんちよう

　　５１８-０６０６・三重県名張市薦生・こもお



　　５１８-０７１９・三重県名張市栄町・さかえまち

　　５１８-０７２４・三重県名張市榊町・さかきまち

　　５１８-０７１２・三重県名張市桜ケ丘・さくらがおか

　　５１８-０６０４・三重県名張市さつき台・さつきだい

　　５１８-０６１２・三重県名張市下小波田・しもおはﾞた

　　５１８-０４１３・三重県名張市下比奈知・しもひなち

　　５１８-０７３９・三重県名張市下三谷・しもみたに

　　５１８-０４４３・三重県名張市青蓮寺・しようれんじ

　　５１８-０６１１・三重県名張市新田・しんでん

　　５１８-０７２７・三重県名張市新町・しんまち

　　５１８-０４０６・三重県名張市すずらん台西１番町・すずらんだいにし１はﾞんちよう

　　５１８-０４０７・三重県名張市すずらん台西２番町・すずらんだいにし２はﾞんちよう

　　５１８-０４０８・三重県名張市すずらん台西３番町・すずらんだいにし３はﾞんちよう

　　５１８-０４０９・三重県名張市すずらん台西４番町・すずらんだいにし４はﾞんちよう

　　５１８-０４０１・三重県名張市すずらん台東１番町・すずらんだいひがし１はﾞんちよう

　　５１８-０４０２・三重県名張市すずらん台東２番町・すずらんだいひがし２はﾞんちよう

　　５１８-０４０３・三重県名張市すずらん台東３番町・すずらんだいひがし３はﾞんちよう

　　５１８-０４０４・三重県名張市すずらん台東４番町・すずらんだいひがし４はﾞんちよう

　　５１８-０４０５・三重県名張市すずらん台東５番町・すずらんだいひがし５はﾞんちよう

　　５１８-０４４５・三重県名張市瀬古口・せこぐち

　　５１８-０４１１・三重県名張市滝之原・たきのはら

　　５１８-０４３１・三重県名張市つつじが丘北１番町・つつじがおかきた１はﾞんちよう

　　５１８-０４３２・三重県名張市つつじが丘北２番町・つつじがおかきた２はﾞんちよう

　　５１８-０４３３・三重県名張市つつじが丘北３番町・つつじがおかきた３はﾞんちよう

　　５１８-０４３４・三重県名張市つつじが丘北４番町・つつじがおかきた４はﾞんちよう

　　５１８-０４３５・三重県名張市つつじが丘北５番町・つつじがおかきた５はﾞんちよう

　　５１８-０４３６・三重県名張市つつじが丘北６番町・つつじがおかきた６はﾞんちよう

　　５１８-０４３７・三重県名張市つつじが丘北７番町・つつじがおかきた７はﾞんちよう

　　５１８-０４３８・三重県名張市つつじが丘北８番町・つつじがおかきた８はﾞんちよう

　　５１８-０４３９・三重県名張市つつじが丘北９番町・つつじがおかきた９はﾞんちよう

　　５１８-０４３０・三重県名張市つつじが丘北１０番町・つつじがおかきた１０はﾞんちよう

　　５１８-０４２１・三重県名張市つつじが丘南１番町・つつじがおかみなみ１はﾞんちよう

　　５１８-０４２２・三重県名張市つつじが丘南２番町・つつじがおかみなみ２はﾞんちよう

　　５１８-０４２３・三重県名張市つつじが丘南３番町・つつじがおかみなみ３はﾞんちよう

　　５１８-０４２４・三重県名張市つつじが丘南４番町・つつじがおかみなみ４はﾞんちよう

　　５１８-０４２５・三重県名張市つつじが丘南５番町・つつじがおかみなみ５はﾞんちよう

　　５１８-０４２６・三重県名張市つつじが丘南６番町・つつじがおかみなみ６はﾞんちよう

　　５１８-０４２７・三重県名張市つつじが丘南７番町・つつじがおかみなみ７はﾞんちよう

　　５１８-０４２８・三重県名張市つつじが丘南８番町・つつじがおかみなみ８はﾞんちよう

　　５１８-０４４２・三重県名張市中知山・なかちやま

　　５１８-０７１７・三重県名張市中町・なかまち

　　５１８-０５０５・三重県名張市奈垣・ながき

　　５１８-０５０１・三重県名張市長瀬・ながせ

　　５１８-０７３１・三重県名張市夏秋・なつあき

　　５１８-０４４１・三重県名張市夏見・なつみ

　　５１８-０６０９・三重県名張市西田原・にしたわら

　　５１８-０６０３・三重県名張市西原町・にしわらちよう

　　５１８-０６０２・三重県名張市東田原・ひがしたわら

　　５１８-０７１１・三重県名張市東町・ひがしまち

　　５１８-０７１３・三重県名張市平尾・ひらお

　　５１８-０４１４・三重県名張市富貴ケ丘１番町・ふきがおか１はﾞんちよう

　　５１８-０４１５・三重県名張市富貴ケ丘２番町・ふきがおか２はﾞんちよう

　　５１８-０４１６・三重県名張市富貴ケ丘３番町・ふきがおか３はﾞんちよう

　　５１８-０４１７・三重県名張市富貴ケ丘４番町・ふきがおか４はﾞんちよう

　　５１８-０４１８・三重県名張市富貴ケ丘５番町・ふきがおか５はﾞんちよう

　　５１８-０４１９・三重県名張市富貴ケ丘６番町・ふきがおか６はﾞんちよう

　　５１８-０５０３・三重県名張市布生・ふのう

　　５１８-０７２８・三重県名張市豊後町・ぶんごまち

　　５１８-０７２６・三重県名張市本町・ほんまち

　　５１８-０７２２・三重県名張市松崎町・まつさきまち

　　５１８-０７３２・三重県名張市松原町・まつはﾞらちよう

　　５１８-０７１８・三重県名張市丸之内・まるのうち

　　５１８-０７３８・三重県名張市短野・みじかの

　　５１８-０７５５・三重県名張市緑が丘中・みどりがおかなか

　　５１８-０７５６・三重県名張市緑が丘東・ みどりがおかひがじ

　　５１８-０７５４・三重県名張市緑が丘西・ みどりがおかにじ

　　５１８-０６０１・三重県名張市南古山・みなみふるやま

　　５１８-０７２９・三重県名張市南町・みなみまち

　　５１８-０４４６・三重県名張市南百合が丘・みなみゆりがおか

　　５１８-０４４４・三重県名張市箕曲中村・みのわなかむら



　　５１８-０６１５・三重県名張市美旗中村・みはたなかむら

　　５１８-０６１４・三重県名張市美旗町池の台東・ みはたちよういけのだいひがじ

　　５１８-０６１４・三重県名張市美旗町池の台西・ みはたちよういけのだいにじ

　　５１８-０６１０・三重県名張市美旗町藤が丘・みはたちようふじがおか

　　５１８-０６１６・三重県名張市美旗町南西原・みはたちようみなみにしはら

　　５１８-０６１７・三重県名張市美旗町中１番・みはたちようなか１はﾞん

　　５１８-０６１８・三重県名張市美旗町中２番・みはたちようなか２はﾞん

　　５１８-０６１９・三重県名張市美旗町中３番・みはたちようなか３はﾞん

　　５１８-０７２５・三重県名張市元町・もとまち

　　５１８-０７６３・三重県名張市矢川・やがわ

　　５１８-０７１５・三重県名張市柳原町・やなぎはらちよう

　　５１８-０６０５・三重県名張市八幡・やはﾞた

　　５１８-０４８１・三重県名張市百合が丘西１番町・ゆりがおかにし１はﾞんちよう

　　５１８-０４８２・三重県名張市百合が丘西２番町・ゆりがおかにし２はﾞんちよう

　　５１８-０４８３・三重県名張市百合が丘西３番町・ゆりがおかにし３はﾞんちよう

　　５１８-０４８４・三重県名張市百合が丘西４番町・ゆりがおかにし４はﾞんちよう

　　５１８-０４８５・三重県名張市百合が丘西５番町・ゆりがおかにし５はﾞんちよう

　　５１８-０４８６・三重県名張市百合が丘西６番町・ゆりがおかにし６はﾞんちよう

　　５１８-０４７１・三重県名張市百合が丘東１番町・ゆりがおかひがし１はﾞんちよう

　　５１８-０４７２・三重県名張市百合が丘東２番町・ゆりがおかひがし２はﾞんちよう

　　５１８-０４７３・三重県名張市百合が丘東３番町・ゆりがおかひがし３はﾞんちよう

　　５１８-０４７４・三重県名張市百合が丘東４番町・ゆりがおかひがし４はﾞんちよう

　　５１８-０４７５・三重県名張市百合が丘東５番町・ゆりがおかひがし５はﾞんちよう

　　５１８-０４７６・三重県名張市百合が丘東６番町・ゆりがおかひがし６はﾞんちよう

　　５１８-０４７７・三重県名張市百合が丘東７番町・ゆりがおかひがし７はﾞんちよう

　　５１８-０４７８・三重県名張市百合が丘東８番町・ゆりがおかひがし８はﾞんちよう

　　５１８-０４７９・三重県名張市百合が丘東９番町・ゆりがおかひがし９はﾞんちよう

　　５１８-０７６１・三重県名張市竜口・りゆうぐち

　　５１９-３６００・三重県尾鷲市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-３６１１・三重県尾鷲市朝日町・あさひまち

　　５１９-３６４６・三重県尾鷲市泉町・いずみちよう

　　５１９-３６５３・三重県尾鷲市上野町・うえのちよう

　　５１９-３６２３・三重県尾鷲市大曽根浦・おおそねうら

　　５１９-３６４２・三重県尾鷲市大滝町・おおたきちよう

　　５１９-３９２３・三重県尾鷲市梶賀町・かじかちよう

　　５１９-３９２１・三重県尾鷲市賀田町・かたちよう

　　５１９-３６４０・三重県尾鷲市桂ケ丘・かつらがおか

　　５１９-３６０６・三重県尾鷲市北浦町・きたうらちよう

　　５１９-３６１０・三重県尾鷲市北浦西町・きたうらにしまち

　　５１９-３６０９・三重県尾鷲市北浦東町・きたうらひがしまち

　　５１９-３７０１・三重県尾鷲市九鬼町・くきちよう

　　５１９-３６２６・三重県尾鷲市国市松泉町・くにししようせんちよう

　　５１９-３６５８・三重県尾鷲市倉ノ谷町・くらのたにちよう

　　５１９-３６４７・三重県尾鷲市小川西町・こがわにしまち

　　５１９-３６４８・三重県尾鷲市小川東町・こがわひがしまち

　　５１９-３６５２・三重県尾鷲市古戸町・こどちよう

　　５１９-３６５９・三重県尾鷲市古戸野町・こどのちよう

　　５１９-３８１３・三重県尾鷲市小脇町・こわきちよう

　　５１９-３６１８・三重県尾鷲市栄町・さかえまち

　　５１９-３６６６・三重県尾鷲市坂場西町・さかはﾞにしまち

　　５１９-３６６４・三重県尾鷲市坂場町・さかはﾞちよう

　　５１９-３６２０・三重県尾鷲市座ノ下町・ざのしたちよう

　　５１９-３６３８・三重県尾鷲市新田町・しんでんちよう

　　５１９-３６５１・三重県尾鷲市末広町・すえひろちよう

　　５１９-３４２１・三重県尾鷲市須賀利町・すがりちよう

　　５１９-３６１３・三重県尾鷲市瀬木山町・せぎやまちよう

　　５１９-３９２４・三重県尾鷲市曽根町・そねちよう

　　５１９-３６１５・三重県尾鷲市中央町・ちゆうおうちよう

　　５１９-３６０２・三重県尾鷲市天満浦・てんまうら

　　５１９-３６６６・三重県尾鷲市中井浦（坂場）・なかいうら(さかはﾞ)

　　５１９-３６０５・三重県尾鷲市中井町・なかいまち

　　５１９-３６３９・三重県尾鷲市中川・なかがわ

　　５１９-３６１６・三重県尾鷲市中村町・なかむらちよう

　　５１９-３８１２・三重県尾鷲市名柄町・ながらちよう

　　５１９-３６１４・三重県尾鷲市南陽町・なんようちよう

　　５１９-３６１７・三重県尾鷲市野地町・のじまち

　　５１９-３７０２・三重県尾鷲市早田町・はいだちよう

　　５１９-３６１２・三重県尾鷲市林町・はやしまち

　　５１９-３６３７・三重県尾鷲市光ケ丘・ひかりがおか

　　５１９-３９２２・三重県尾鷲市古江町・ふるえちよう



　　５１９-３６１９・三重県尾鷲市馬越町・まごせちよう

　　５１９-３８１４・三重県尾鷲市三木浦町・みきうらちよう

　　５１９-３８１１・三重県尾鷲市三木里町・みきさとちよう

　　５１９-３６０４・三重県尾鷲市港町・みなとまち

　　５１９-３６４３・三重県尾鷲市南浦（小原野）・みなみうら(おはﾞらの)

　　５１９-３６６７・三重県尾鷲市南浦（クチスボ）・みなみうら(くちすほﾞ)

　　５１９-３６５６・三重県尾鷲市南浦（倉ノ谷）・みなみうら(くらのたに)

　　５１９-３６０１・三重県尾鷲市南浦（天満）・みなみうら(てんま)

　　５１９-３６１３・三重県尾鷲市南浦（林）・みなみうら(はやし)

　　５１９-３６３４・三重県尾鷲市南浦（矢浜）・みなみうら(やのはま)

　　５１９-３６６３・三重県尾鷲市宮ノ上町・みやのうえちよう

　　５１９-３６２５・三重県尾鷲市向井・むかい

　　５１９-３６７１・三重県尾鷲市矢浜（丁目）・やのはま

　　５１９-３６７３・三重県尾鷲市矢浜大道・やのはまおおみち

　　５１９-３６７２・三重県尾鷲市矢浜岡崎町・やのはまおかざきちよう

　　５１９-３６７４・三重県尾鷲市矢浜真砂・やのはままさご

　　５１９-３６２１・三重県尾鷲市行野浦・ゆくのうら

　　５１９-０１００・三重県亀山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-０１７１・三重県亀山市アイリス町・あいりすちよう

　　５１９-０２２３・三重県亀山市安坂山町・あさかやまちよう

　　５１９-０１４３・三重県亀山市安知本町・あちもとちよう

　　５１９-０１３７・三重県亀山市阿野田町・あのだちよう

　　５１９-０１３１・三重県亀山市井尻町・いじりちよう

　　５１９-０１０１・三重県亀山市井田川町・いだがわちよう

　　５１９-０１５８・三重県亀山市市ケ坂町・いちがさかちよう

　　５１９-０１１２・三重県亀山市上野町・うえのちよう

　　５１９-０１２１・三重県亀山市江ケ室・えがむろ

　　５１９-０１６１・三重県亀山市小川町・おがわちよう

　　５１９-０１６７・三重県亀山市小野町・おのちよう

　　５１９-０１４１・三重県亀山市海本町・かいもとちよう

　　５１９-１１２９・三重県亀山市加太板屋・かぶといたや

　　５１９-１１２２・三重県亀山市加太市場・かぶといちはﾞ

　　５１９-１１２１・三重県亀山市加太梶ケ坂・かぶとかじがさか

　　５１９-１１２８・三重県亀山市加太北在家・かぶときたざいけ

　　５１９-１１２６・三重県亀山市加太神武・かぶとじんむ

　　５１９-１１２７・三重県亀山市加太中在家・かぶとなかざいけ

　　５１９-１１２５・三重県亀山市加太向井・かぶとむかい

　　５１９-０１６３・三重県亀山市亀田町・かめだちよう

　　５１９-０１０３・三重県亀山市川合町・かわいちよう

　　５１９-０２１１・三重県亀山市川崎町・かわさきちよう

　　５１９-０１１５・三重県亀山市北鹿島町・きたかしまちよう

　　５１９-０１５７・三重県亀山市北野町・きたのちよう

　　５１９-０１１８・三重県亀山市北町・きたまち

　　５１９-０１１７・三重県亀山市北山町・きたやまちよう

　　５１９-０１４４・三重県亀山市楠平尾町・くすびらおちよう

　　５１９-０１４８・三重県亀山市木下町・このしたちよう

　　５１９-０１１３・三重県亀山市小下町・こみざちよう

　　５１９-０１１１・三重県亀山市栄町・さかえまち

　　５１９-０１２３・三重県亀山市渋倉町・しぶくらちよう

　　５１９-０１３３・三重県亀山市下庄町・しものしようちよう

　　５１９-０１６９・三重県亀山市白木町・しらきちよう

　　５１９-０１３２・三重県亀山市菅内町・すがうちちよう

　　５１９-０１６２・三重県亀山市住山町・すみやまちよう

　　５１９-１１１９・三重県亀山市関ケ丘・せきがおか

　　５１９-１１１７・三重県亀山市関町泉ケ丘・せきちよういずみがおか

　　５１９-１１０３・三重県亀山市関町市瀬・せきちよういちのせ

　　５１９-１１０６・三重県亀山市関町会下・せきちようえげ

　　５１９-１１２４・三重県亀山市関町越川・せきちようえちがわ

　　５１９-１１０８・三重県亀山市関町小野・せきちようおの

　　５１９-１１２３・三重県亀山市関町金場・せきちようかねはﾞ

　　５１９-１１１６・三重県亀山市関町久我・せきちようくが

　　５１９-１１０２・三重県亀山市関町沓掛・せきちようくつかけ

　　５１９-１１０７・三重県亀山市関町木崎・せきちようこざき

　　５１９-１１０１・三重県亀山市関町坂下・せきちようさかした

　　５１９-１１０４・三重県亀山市関町白木一色・せきちようしらきいつしき

　　５１９-１１１１・三重県亀山市関町新所・せきちようしんじよ

　　５１９-１１１２・三重県亀山市関町中町・せきちようなかまち

　　５１９-１１１４・三重県亀山市関町萩原・せきちようはぎわら

　　５１９-１１１５・三重県亀山市関町福徳・せきちようふくとく

　　５１９-１１１８・三重県亀山市関町富士ハイツ・せきちようふじはいつ



　　５１９-１１１３・三重県亀山市関町古厩・せきちようふるまや

　　５１９-１１０５・三重県亀山市関町鷲山・せきちようわしやま

　　５１９-０１６８・三重県亀山市太岡寺町・たいこうじちよう

　　５１９-０１１９・三重県亀山市高塚町・たかつかちよう

　　５１９-０２１３・三重県亀山市田村町・たむらちよう

　　５１９-０１３６・三重県亀山市田茂町・たもちよう

　　５１９-０２１４・三重県亀山市長明寺町・ちようみようじちよう

　　５１９-０１０４・三重県亀山市椿世町・つはﾞいそちよう

　　５１９-０１４２・三重県亀山市天神・てんじん

　　５１９-０１３４・三重県亀山市中庄町・なかのしようちよう

　　５１９-０１２７・三重県亀山市中屋敷町・なかやしきちよう

　　５１９-０１５３・三重県亀山市西町・にしまち

　　５１９-０１５９・三重県亀山市西丸町・にしまるちよう

　　５１９-０２１２・三重県亀山市能褒野町・のほﾞのちよう

　　５１９-０１６５・三重県亀山市野村・のむら

　　５１９-０１４６・三重県亀山市野村町・のむらちよう

　　５１９-０１６４・三重県亀山市羽若町・はわかちよう

　　５１９-０１２２・三重県亀山市東台町・ひがしだいちよう

　　５１９-０１２５・三重県亀山市東町・ひがしまち

　　５１９-０１２６・三重県亀山市東丸町・ひがしまるちよう

　　５１９-０１２４・三重県亀山市東御幸町・ひがしみゆきちよう

　　５１９-０１６６・三重県亀山市布気町・ふけちよう

　　５１９-０２２２・三重県亀山市両尾町・ふたおちよう

　　５１９-０２１５・三重県亀山市太森町・ふともりちよう

　　５１９-０２２１・三重県亀山市辺法寺町・へんほﾞうじちよう

　　５１９-０１１６・三重県亀山市本町・ほんまち

　　５１９-０１５２・三重県亀山市本丸町・ほんまるちよう

　　５１９-０１８１・三重県亀山市みずきが丘・みずきがおか

　　５１９-０１０５・三重県亀山市みずほ台・みずほだい

　　５１９-０１３５・三重県亀山市三寺町・みつでらちよう

　　５１９-０１０６・三重県亀山市みどり町・みどりちよう

　　５１９-０１１４・三重県亀山市南鹿島町・みなみかしまちよう

　　５１９-０１５４・三重県亀山市南崎町・みなみざきちよう

　　５１９-０１５６・三重県亀山市南野町・みなみのちよう

　　５１９-０１５５・三重県亀山市御幸町・みゆきちよう

　　５１９-０１４７・三重県亀山市山下町・やましたちよう

　　５１９-０１５１・三重県亀山市若山町・わかやまちよう

　　５１９-０１４５・三重県亀山市和賀町・

　　５１９-０１０２・三重県亀山市和田町・わだちよう

　　５１７-００００・三重県鳥羽市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１７-００３３・三重県鳥羽市畔蛸町・あだこちよう

　　５１７-００２１・三重県鳥羽市安楽島町・あらしまちよう

　　５１７-００１２・三重県鳥羽市池上町・いけがみちよう

　　５１７-００２６・三重県鳥羽市石鏡町・いじかちよう

　　５１７-００４１・三重県鳥羽市岩倉町・いわくらちよう

　　５１７-００２５・三重県鳥羽市浦村町・うらむらちよう

　　５１７-００２２・三重県鳥羽市大明東町・おあきひがしまち

　　５１７-００２３・三重県鳥羽市大明西町・おあきにしまち

　　５１７-００３２・三重県鳥羽市相差町・おうさつちよう

　　５１７-００１５・三重県鳥羽市小浜町・おはまちよう

　　５１７-００１４・三重県鳥羽市堅神町・かたかみちよう

　　５１７-００３５・三重県鳥羽市堅子町・かたこちよう

　　５１７-０００１・三重県鳥羽市神島町・かみじまちよう

　　５１７-００３１・三重県鳥羽市国崎町・くざきちよう

　　５１７-００４４・三重県鳥羽市河内町・こうちちよう

　　５１７-０００５・三重県鳥羽市坂手町・さかてちよう

　　５１７-００４６・三重県鳥羽市幸丘・さちがおか

　　５１７-００４３・三重県鳥羽市白木町・しらきちよう

　　５１７-０００４・三重県鳥羽市菅島町・すがしまちよう

　　５１７-００３４・三重県鳥羽市千賀町・せんがちよう

　　５１７-００２４・三重県鳥羽市高丘町・たかおかちよう

　　５１７-０００２・三重県鳥羽市答志町・とうしちよう

　　５１７-００１１・三重県鳥羽市鳥羽・とはﾞ

　　５１７-００４５・三重県鳥羽市船津町・ふなつちよう

　　５１７-００４２・三重県鳥羽市松尾町・まつおちよう

　　５１７-０００３・三重県鳥羽市桃取町・ももとりちよう

　　５１７-００１３・三重県鳥羽市屋内町・やないちよう

　　５１７-００４７・三重県鳥羽市若杉町・わかすぎちよう

　　５１９-４３００・三重県熊野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-４５６１・三重県熊野市飛鳥町大又・あすかちようおおまた



　　５１９-４５６６・三重県熊野市飛鳥町神山・あすかちようこうのやま

　　５１９-４５６３・三重県熊野市飛鳥町小阪・あすかちようこざか

　　５１９-４５６２・三重県熊野市飛鳥町小又・あすかちようこまた

　　５１９-４５６４・三重県熊野市飛鳥町佐渡・あすかちようさわたり

　　５１９-４５６５・三重県熊野市飛鳥町野口・あすかちようのぐち

　　５１９-４２０６・三重県熊野市新鹿町・あたしかちよう

　　５１９-４３２５・三重県熊野市有馬町・ありまちよう

　　５１９-４４４６・三重県熊野市育生町赤倉・いくせいちようあかぐら

　　５１９-４４４８・三重県熊野市育生町大井・いくせいちようおおい

　　５１９-４４４７・三重県熊野市育生町尾川・いくせいちようおがわ

　　５１９-４４４５・三重県熊野市育生町粉所・いくせいちようこどころ

　　５１９-４４４９・三重県熊野市育生町長井・いくせいちようながい

　　５１９-４６７５・三重県熊野市五郷町大井谷・いさとちようおおいだに

　　５１９-４６７３・三重県熊野市五郷町寺谷・いさとちようてらだに

　　５１９-４６７１・三重県熊野市五郷町桃崎・いさとちようももざき

　　５１９-４６７２・三重県熊野市五郷町湯谷・いさとちようゆのたに

　　５１９-４６７４・三重県熊野市五郷町和田・いさとちようわだ

　　５１９-４３２１・三重県熊野市磯崎町・いそざきちよう

　　５１９-４３２４・三重県熊野市井戸町・いどちよう

　　５１９-４３２２・三重県熊野市大泊町・おおどまりちよう

　　５１９-４３２７・三重県熊野市金山町・かなやまちよう

　　５１９-４４４２・三重県熊野市神川町神上・かみかわちようこうのうえ

　　５１９-４４４４・三重県熊野市神川町長原・かみかわちようながはら

　　５１９-４４４１・三重県熊野市神川町花知・かみかわちようはなじり

　　５１９-４４４３・三重県熊野市神川町柳谷・かみかわちようやなぎだに

　　５１９-４３２３・三重県熊野市木本町・きのもとちよう

　　５１９-５４０４・三重県熊野市紀和町赤木・きわちようあかぎ

　　５１９-５４１３・三重県熊野市紀和町板屋・きわちよういたや

　　５１９-５４１２・三重県熊野市紀和町大栗須・きわちようおおぐるす

　　５１９-５４１５・三重県熊野市紀和町大河内・きわちようおこち

　　５１９-５４１１・三重県熊野市紀和町木津呂・きわちようきつﾞろ

　　６４７-１３２１・三重県熊野市紀和町花井・きわちようけい

　　５１９-５４１７・三重県熊野市紀和町小川口・きわちようこがわぐち

　　５１９-５４１４・三重県熊野市紀和町小栗須・きわちようこぐるす

　　６４７-１３２２・三重県熊野市紀和町小船・きわちようこぶね

　　５１９-５４０１・三重県熊野市紀和町小森・きわちようこもり

　　５１９-５４０３・三重県熊野市紀和町長尾・きわちようながお

　　５１９-５４０２・三重県熊野市紀和町平谷・きわちようひらたに

　　５１９-５４０５・三重県熊野市紀和町丸山・きわちようまるやま

　　５１９-５４０６・三重県熊野市紀和町矢ノ川・きわちようやのかわ

　　５１９-５４１６・三重県熊野市紀和町湯ノ口・きわちようゆのくち

　　６４７-１３２５・三重県熊野市紀和町楊枝・きわちようようじ

　　６４７-１３２３・三重県熊野市紀和町楊枝川・きわちようようじがわ

　　６４７-１３２４・三重県熊野市紀和町和気・きわちようわけ

　　５１９-４３２６・三重県熊野市久生屋町・くしやちよう

　　５１９-４２０１・三重県熊野市須野町・すのちよう

　　５１９-４２０３・三重県熊野市二木島里町・にぎしまさとちよう

　　５１９-４２０４・三重県熊野市二木島町・にぎしまちよう

　　５１９-４２０７・三重県熊野市波田須町・はだすちよう

　　５１９-４２０２・三重県熊野市甫母町・ほほﾞちよう

　　５１９-４２０５・三重県熊野市遊木町・ゆきちよう

　　５１１-０２００・三重県いなべ市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１１-０２０４・三重県いなべ市員弁町石仏・いなべちよういしほﾞとけ

　　５１１-０２０１・三重県いなべ市員弁町市之原・いなべちよういちのはら

　　５１１-０２０６・三重県いなべ市員弁町宇野・いなべちよううの

　　５１１-０２２４・三重県いなべ市員弁町大泉・いなべちようおおいずみ

　　５１１-０２１７・三重県いなべ市員弁町大泉新田・いなべちようおおいずみしんでん

　　５１１-０２１４・三重県いなべ市員弁町岡丁田・いなべちようおかちようだ

　　５１１-０２０５・三重県いなべ市員弁町笠田新田・いなべちようかさだしんでん

　　５１１-０２０７・三重県いなべ市員弁町上笠田・いなべちようかみかさだ

　　５１１-０２２３・三重県いなべ市員弁町北金井・いなべちようきたかない

　　５１１-０２１３・三重県いなべ市員弁町暮明・いなべちようくらがり

　　５１１-０２２１・三重県いなべ市員弁町下笠田・いなべちようしもかさだ

　　５１１-０２０２・三重県いなべ市員弁町楚原・いなべちようそはら

　　５１１-０２２５・三重県いなべ市員弁町西方・いなべちようにしがた

　　５１１-０２０３・三重県いなべ市員弁町畑新田・いなべちようはたしんでん

　　５１１-０２０８・三重県いなべ市員弁町坂東新田・いなべちようはﾞんどうしんでん

　　５１１-０２１５・三重県いなべ市員弁町東一色・いなべちようひがしいつしき

　　５１１-０２１２・三重県いなべ市員弁町平古・いなべちようひらこ

　　５１１-０２１１・三重県いなべ市員弁町松名新田・いなべちようまつなしんでん



　　５１１-０２１６・三重県いなべ市員弁町松之木・いなべちようまつのき

　　５１１-０２２２・三重県いなべ市員弁町御薗・いなべちようみその

　　５１１-０２６７・三重県いなべ市大安町石榑北山・だいあんちよういしぐれきたやま

　　５１１-０２７６・三重県いなべ市大安町石榑下・だいあんちよういしぐれしも

　　５１１-０２６４・三重県いなべ市大安町石榑東・ だいあんちよういしぐれひがじ

　　５１１-０２６６・三重県いなべ市大安町石榑南・だいあんちよういしぐれみなみ

　　５１１-０２６５・三重県いなべ市大安町石榑北・だいあんちよういしぐれきた

　　５１１-０２８６・三重県いなべ市大安町宇賀・だいあんちよううが

　　５１１-０２８５・三重県いなべ市大安町宇賀新田・だいあんちよううがしんでん

　　５１１-０２８４・三重県いなべ市大安町梅戸・だいあんちよううめど

　　５１１-０２８２・三重県いなべ市大安町大泉・だいあんちようおおいずみ

　　５１１-０２７４・三重県いなべ市大安町大井田・だいあんちようおおいだ

　　５１１-０２７１・三重県いなべ市大安町片樋・だいあんちようかたひ

　　５１１-０２７２・三重県いなべ市大安町高柳・だいあんちようたかやなぎ

　　５１１-０２８７・三重県いなべ市大安町中央ケ丘・だいあんちようちゆうおうがおか

　　５１１-０２７５・三重県いなべ市大安町鍋坂・だいあんちようなべさか

　　５１１-０２６１・三重県いなべ市大安町丹生川上・だいあんちようにゆうがわかみ

　　５１１-０２６２・三重県いなべ市大安町丹生川中・だいあんちようにゆうがわなか

　　５１１-０２６３・三重県いなべ市大安町丹生川久下・だいあんちようにゆうがわひさか

　　５１１-０２７３・三重県いなべ市大安町平塚・だいあんちようひらつか

　　５１１-０２８３・三重県いなべ市大安町南金井・だいあんちようみなみかない

　　５１１-０２８１・三重県いなべ市大安町門前・だいあんちようもんぜん

　　５１１-０５１４・三重県いなべ市藤原町石川・ふじわらちよういしかわ

　　５１１-０５１１・三重県いなべ市藤原町市場・ふじわらちよういちはﾞ

　　５１１-０５０７・三重県いなべ市藤原町上之山田・ふじわらちよううえのやまだ

　　５１１-０５１７・三重県いなべ市藤原町大貝戸・ふじわらちようおおがいと

　　５１１-０５０１・三重県いなべ市藤原町鼎・ふじわらちようかなえ

　　５１１-０５０２・三重県いなべ市藤原町上相場・ふじわらちようかみあいはﾞ

　　５１１-０５０４・三重県いなべ市藤原町川合・ふじわらちようかわい

　　５１１-０５１８・三重県いなべ市藤原町坂本・ふじわらちようさかもと

　　５１１-０５２２・三重県いなべ市藤原町篠立・ふじわらちようしのだち

　　５１１-０５０３・三重県いなべ市藤原町下相場・ふじわらちようしもあいはﾞ

　　５１１-０５１３・三重県いなべ市藤原町下野尻・ふじわらちようしものじり

　　５１１-０５１２・三重県いなべ市藤原町志礼石新田・ふじわらちようしれいししんでん

　　５１１-０５１５・三重県いなべ市藤原町東禅寺・ふじわらちようとうぜんじ

　　５１１-０５０６・三重県いなべ市藤原町長尾・ふじわらちようながお

　　５１１-０５１６・三重県いなべ市藤原町西野尻・ふじわらちようにしのじり

　　５１１-０５０５・三重県いなべ市藤原町日内・ふじわらちようひない

　　５１１-０５０８・三重県いなべ市藤原町藤ケ丘・ふじわらちようふじがおか

　　５１１-０５２１・三重県いなべ市藤原町古田・ふじわらちようふるた

　　５１１-０５１９・三重県いなべ市藤原町別名・ふじわらちようべつみよう

　　５１１-０５２３・三重県いなべ市藤原町本郷・ふじわらちようほんごう

　　５１１-０５２４・三重県いなべ市藤原町山口・ふじわらちようやまぐち

　　５１１-０４２８・三重県いなべ市北勢町阿下喜・ほくせいちようあげき

　　５１１-０４１６・三重県いなべ市北勢町飯倉・ほくせいちよういぐら

　　５１１-０４２７・三重県いなべ市北勢町麻生田・ほくせいちようおうだ

　　５１１-０４２５・三重県いなべ市北勢町大辻新田・ほくせいちようおおつじしんでん

　　５１１-０４３５・三重県いなべ市北勢町奥村・ほくせいちようおくむら

　　５１１-０４３７・三重県いなべ市北勢町垣内・ほくせいちようかいと

　　５１１-０４０１・三重県いなべ市北勢町川原・ほくせいちようかわはら

　　５１１-０４２２・三重県いなべ市北勢町北中津原・ほくせいちようきたなかつはら

　　５１１-０４１１・三重県いなべ市北勢町京ケ野新田・ほくせいちようきようがのしんでん

　　５１１-０４０４・三重県いなべ市北勢町小原一色・ほくせいちようこはらいつしき

　　５１１-０４０６・三重県いなべ市北勢町塩崎・ほくせいちようしおさき

　　５１１-０４１８・三重県いなべ市北勢町下平・ほくせいちようしもひら

　　５１１-０４３６・三重県いなべ市北勢町新町・ほくせいちようしんまち

　　５１１-０４１７・三重県いなべ市北勢町瀬木・ほくせいちようせぎ

　　５１１-０４０２・三重県いなべ市北勢町千司久連新田・ほくせいちようせんじぐれしんでん

　　５１１-０４２６・三重県いなべ市北勢町其原・ほくせいちようそのはら

　　５１１-０４０５・三重県いなべ市北勢町田辺・ほくせいちようたなべ

　　５１１-０４２１・三重県いなべ市北勢町皷・ほくせいちようつつﾞみ

　　５１１-０４３３・三重県いなべ市北勢町中山・ほくせいちようなかやま

　　５１１-０４１４・三重県いなべ市北勢町西貝野・ほくせいちようにしかいの

　　５１１-０４０３・三重県いなべ市北勢町二之瀬・ほくせいちようにのせ

　　５１１-０４１３・三重県いなべ市北勢町畑毛・ほくせいちようはたけ

　　５１１-０４３８・三重県いなべ市北勢町治田外面・ほくせいちようはつたども

　　５１１-０４１５・三重県いなべ市北勢町東貝野・ほくせいちようひがしかいの

　　５１１-０４３２・三重県いなべ市北勢町東村・ほくせいちようひがしむら

　　５１１-０４２３・三重県いなべ市北勢町平野新田・ほくせいちようひらのしんでん

　　５１１-０４３４・三重県いなべ市北勢町麓村・ほくせいちようふもとむら



　　５１１-０４３１・三重県いなべ市北勢町別名・ほくせいちようべつみよう

　　５１１-０４２４・三重県いなべ市北勢町南中津原・ほくせいちようみなみなかつはら

　　５１１-０４１２・三重県いなべ市北勢町向平・ほくせいちようむこひら

　　５１７-０５００・三重県志摩市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１７-０５０７・三重県志摩市阿児町安乗・あごちようあのり

　　５１７-０５０１・三重県志摩市阿児町鵜方・あごちよううがた

　　５１７-０５０６・三重県志摩市阿児町国府・あごちようこう

　　５１７-０５０５・三重県志摩市阿児町甲賀・あごちようこうか

　　５１７-０５０４・三重県志摩市阿児町志島・あごちようしじま

　　５１７-０５０２・三重県志摩市阿児町神明・あごちようしんめい

　　５１７-０５０３・三重県志摩市阿児町立神・あごちようたてがみ

　　５１７-０２１３・三重県志摩市磯部町穴川・いそべちようあながわ

　　５１７-０２０６・三重県志摩市磯部町飯浜・いそべちよういいはま

　　５１７-０２０９・三重県志摩市磯部町恵利原・いそべちようえりはら

　　５１７-０２０８・三重県志摩市磯部町上之郷・いそべちようかみのごう

　　５１７-０２０２・三重県志摩市磯部町沓掛・いそべちようくつかけ

　　５１７-０２１６・三重県志摩市磯部町栗木広・いそべちようくりきひろ

　　５１７-０２０１・三重県志摩市磯部町五知・いそべちようごち

　　５１７-０２１２・三重県志摩市磯部町坂崎・いそべちようさかざき

　　５１７-０２１１・三重県志摩市磯部町三ケ所・いそべちようさんがしよ

　　５１７-０２０７・三重県志摩市磯部町下之郷・いそべちようしものごう

　　５１７-０２１８・三重県志摩市磯部町築地・いそべちようついじ

　　５１７-０２１４・三重県志摩市磯部町迫間・いそべちようはさま

　　５１７-０２１５・三重県志摩市磯部町檜山・いそべちようひやま

　　５１７-０２０４・三重県志摩市磯部町的矢・いそべちようまとや

　　５１７-０２０３・三重県志摩市磯部町山田・いそべちようやまだ

　　５１７-０２１７・三重県志摩市磯部町山原・いそべちようやまはら

　　５１７-０２０５・三重県志摩市磯部町渡鹿野・いそべちようわたかの

　　５１７-０７０１・三重県志摩市志摩町片田・しまちようかただ

　　５１７-０７０５・三重県志摩市志摩町御座・しまちようござ

　　５１７-０７０４・三重県志摩市志摩町越賀・しまちようこしか

　　５１７-０７０２・三重県志摩市志摩町布施田・しまちようふせだ

　　５１７-０７０３・三重県志摩市志摩町和具・しまちようわぐ

　　５１７-０６０１・三重県志摩市大王町畔名・だいおうちようあぜな

　　５１７-０６０３・三重県志摩市大王町波切・だいおうちようなきり

　　５１７-０６０２・三重県志摩市大王町名田・だいおうちようなた

　　５１７-０６０４・三重県志摩市大王町船越・ だいおうちようふなこじ

　　５１７-０４０２・三重県志摩市浜島町塩屋・はまじまちようしおや

　　５１７-０４０５・三重県志摩市浜島町南張・はまじまちようなんはﾞり

　　５１７-０４０３・三重県志摩市浜島町迫子・はまじまちようはざこ

　　５１７-０４０４・三重県志摩市浜島町浜島・はまじまちようはまじま

　　５１７-０４０１・三重県志摩市浜島町桧山路・はまじまちようひやまじ

　　５１８-００００・三重県伊賀市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-１４１３・三重県伊賀市愛田・あいた

　　５１８-０２２６・三重県伊賀市阿保・あお

　　５１８-０２２７・三重県伊賀市青山羽根・あおやまはね

　　５１８-０１１４・三重県伊賀市朝日ケ丘町・あさひがおかちよう

　　５１８-１３１６・三重県伊賀市阿山ハイツ・あやまはいつ

　　５１８-０８１８・三重県伊賀市荒木・あらき

　　５１８-１３２３・三重県伊賀市石川・いしかわ

　　５１８-０００８・三重県伊賀市印代・いじろ

　　５１８-１４０７・三重県伊賀市出後・いずご

　　５１８-０２０５・三重県伊賀市伊勢路・いせじ

　　５１８-０１２３・三重県伊賀市猪田・いだ

　　５１８-０００３・三重県伊賀市一之宮・いちのみや

　　５１８-０１０２・三重県伊賀市市部・いちべ

　　５１８-０１０１・三重県伊賀市依那具・いなぐ

　　５１８-００２６・三重県伊賀市岩倉・いわくら

　　５１８-０８５９・三重県伊賀市上野相生町・うえのあいおいちよう

　　５１８-０８７１・三重県伊賀市上野赤坂町・うえのあかさかちよう

　　５１８-０８４６・三重県伊賀市上野愛宕町・うえのあたごまち

　　５１８-０８５３・三重県伊賀市上野池町・うえのいけまち

　　５１８-０８５２・三重県伊賀市上野伊予町・うえのいよまち

　　５１８-０８６５・三重県伊賀市上野魚町・うえのうおまち

　　５１８-０８４１・三重県伊賀市上野恵美須町・うえのえびすまち

　　５１８-０８６４・三重県伊賀市上野鍛冶町・うえのかじまち

　　５１８-０８６２・三重県伊賀市上野片原町・うえのかたはらまち

　　５１８-０８３８・三重県伊賀市上野茅町・うえのかやまち

　　５１８-０８３２・三重県伊賀市上野車坂町・うえのくるまざかちよう

　　５１８-０８４２・三重県伊賀市上野桑町・うえのくわまち



　　５１８-０８７２・三重県伊賀市上野玄蕃町・うえのげんはﾞまち

　　５１８-０８７４・三重県伊賀市上野幸坂町・うえのこうさかまち

　　５１８-０８６６・三重県伊賀市上野小玉町・うえのこだまちよう

　　５１８-０８５８・三重県伊賀市上野紺屋町・うえのこんやまち

　　５１８-０８５７・三重県伊賀市上野三之西町・うえのさんのにしまち

　　５１８-０８５４・三重県伊賀市上野忍町・うえのしのびちよう

　　５１８-０８７７・三重県伊賀市上野下幸坂町・うえのしもこうさかまち

　　５１８-０８６３・三重県伊賀市上野新町・うえのしんまち

　　５１８-０８３９・三重県伊賀市上野田端町・うえのたはﾞたちよう

　　５１８-０８４７・三重県伊賀市上野鉄砲町・うえのてつほﾟうまち

　　５１８-０８５１・三重県伊賀市上野寺町・うえのてらまち

　　５１８-０８５６・三重県伊賀市上野徳居町・うえのとくいちよう

　　５１８-０８６９・三重県伊賀市上野中町・うえのなかまち

　　５１８-０８７８・三重県伊賀市上野西大手町・うえのにしおおてちよう

　　５１８-０８４８・三重県伊賀市上野西日南町・うえのにしひなたまち

　　５１８-０８６８・三重県伊賀市上野西町・うえのにしまち

　　５１８-０８３１・三重県伊賀市上野農人町・うえののうにんまち

　　５１８-０８４９・三重県伊賀市上野東日南町・うえのひがしひなたまち

　　５１８-０８６１・三重県伊賀市上野東町・うえのひがしまち

　　５１８-０８６７・三重県伊賀市上野福居町・うえのふくいちよう

　　５１８-０８７３・三重県伊賀市上野丸之内・うえのまるのうち

　　５１８-０８７５・三重県伊賀市上野向島町・うえのむかいじまちよう

　　５１８-０８５５・三重県伊賀市上野万町・うえのよろずまち

　　５１８-０１１２・三重県伊賀市上林・ うえはﾞやじ

　　５１９-１４０３・三重県伊賀市上村・うえむら

　　５１８-１３２１・三重県伊賀市内保・うちほ

　　５１８-１３１４・三重県伊賀市円徳院・えんとくいん

　　５１８-０２１９・三重県伊賀市老川・おいかわ

　　５１８-００３４・三重県伊賀市大内・おおうち

　　５１８-１３１７・三重県伊賀市大江・おおえ

　　５１８-１１５４・三重県伊賀市大滝・おおたき

　　５１８-００１７・三重県伊賀市大谷・おおたに

　　５１８-００３３・三重県伊賀市大野木・おおのぎ

　　５１８-０２２３・三重県伊賀市岡田・おかだ

　　５１８-０１０６・三重県伊賀市岡波・おかなみ

　　５１８-０１０３・三重県伊賀市沖・おき

　　５１８-０２１１・三重県伊賀市奥鹿野・おくがの

　　５１８-１４２７・三重県伊賀市奥馬野・おくはﾞの

　　５１８-０８２５・三重県伊賀市小田町・おたちよう

　　５１８-１３２４・三重県伊賀市音羽・おとわ

　　５１８-０８１５・三重県伊賀市界外・かいげ

　　５１８-０１２２・三重県伊賀市笠部・かさべ

　　５１８-０２２４・三重県伊賀市柏尾・かしお

　　５１８-１４０３・三重県伊賀市炊村・かしきむら

　　５１８-１１４３・三重県伊賀市鍛冶屋・かじや

　　５１９-１４１５・三重県伊賀市柏野・かしわの

　　５１８-０２０３・三重県伊賀市勝地・かちじ

　　５１８-１１５３・三重県伊賀市桂・かつら

　　５１８-１４１２・三重県伊賀市上阿波・かみあわ

　　５１８-０１１６・三重県伊賀市上神戸・かみかんべ

　　５１８-０１２５・三重県伊賀市上郡・かみごおり

　　５１８-１３０３・三重県伊賀市上友田・かみともだ

　　５１８-０８１４・三重県伊賀市上友生・かみともの

　　５１８-０１２１・三重県伊賀市上之庄・かみのしよう

　　５１８-１３１５・三重県伊賀市川合・かわい

　　５１８-１３０７・三重県伊賀市川合（東山タウン）・かわい(ひがしやまたうん)

　　５１８-０２１８・三重県伊賀市川上・かわかみ

　　５１８-１４２５・三重県伊賀市川北・かわきた

　　５１９-１４２５・三重県伊賀市川西・ かわにじ

　　５１９-１４２４・三重県伊賀市川東・ かわひがじ

　　５１８-０８４５・三重県伊賀市木興町・きこちよう

　　５１８-０２０４・三重県伊賀市北山・きたやま

　　５１９-１４２３・三重県伊賀市希望ケ丘西・ きほﾞうがおかにじ

　　５１９-１４２２・三重県伊賀市希望ケ丘東・ きほﾞうがおかひがじ

　　５１８-０２２５・三重県伊賀市桐ケ丘・きりがおか

　　５１８-０２１５・三重県伊賀市霧生・きりゆう

　　５１８-０８４３・三重県伊賀市久米町・くめちよう

　　５１８-１１４７・三重県伊賀市蔵縄手・くらなわて

　　５１８-１４０４・三重県伊賀市甲野・こうの

　　５１８-０２１４・三重県伊賀市腰山・こしやま



　　５１９-１４０６・三重県伊賀市小杉・こすぎ

　　５１８-０８０９・三重県伊賀市西明寺・さいみようじ

　　５１８-０１０８・三重県伊賀市才良・ざいりよう

　　５１８-１４２９・三重県伊賀市坂下・さかげ

　　５１８-００１２・三重県伊賀市坂之下・さかのした

　　５１８-０００１・三重県伊賀市佐那具町・さなぐちよう

　　５１８-０８２３・三重県伊賀市四十九町・しじゆくちよう

　　５１８-００３５・三重県伊賀市七本木・しちほんぎ

　　５１９-１７１１・三重県伊賀市島ケ原・しまがはら

　　５１９-１７０７・三重県伊賀市島ケ原（大道）・しまがはら(おおどう)

　　５１９-１７０６・三重県伊賀市島ケ原（奥村）・しまがはら(おくむら)

　　５１９-１７０１・三重県伊賀市島ケ原（川南）・しまがはら(かわみなみ)

　　５１９-１７０５・三重県伊賀市島ケ原（中村）・しまがはら(なかむら)

　　５１９-１７０８・三重県伊賀市島ケ原（中矢）・しまがはら(なかや)

　　５１９-１７０２・三重県伊賀市島ケ原（不見上）・しまがはら(ふけんじよう)

　　５１９-１７０４・三重県伊賀市島ケ原（町）・しまがはら(まち)

　　５１９-１７０３・三重県伊賀市島ケ原（山菅）・しまがはら(やますげ)

　　５１８-１４１６・三重県伊賀市下阿波・しもあわ

　　５１８-０２０６・三重県伊賀市下川原・しもがわら

　　５１８-０１１１・三重県伊賀市下神戸・しもかんべ

　　５１８-０１２４・三重県伊賀市下郡・しもごおり

　　５１９-１４１２・三重県伊賀市下柘植・しもつげ

　　５１８-１３０５・三重県伊賀市下友田・しもともだ

　　５１８-０８１７・三重県伊賀市下友生・しもともの

　　５１８-１１４１・三重県伊賀市菖蒲池・しようぶいけ

　　５１８-１１５１・三重県伊賀市白樫・ しらかじ

　　５１９-１４１６・三重県伊賀市新堂・しんどう

　　５１８-０１０４・三重県伊賀市摺見・するみ

　　５１８-００２１・三重県伊賀市諏訪・すわ

　　５１８-１３１９・三重県伊賀市千貝・せがい

　　５１８-０００２・三重県伊賀市千歳・せんざい

　　５１８-１４０１・三重県伊賀市千戸・せんど

　　５１８-０２１６・三重県伊賀市高尾・たかお

　　５１８-０００５・三重県伊賀市高畑・たかはた

　　５１８-０８１２・三重県伊賀市高山・たかやま

　　５１８-０２０１・三重県伊賀市瀧・たき

　　５１９-１４１１・三重県伊賀市楯岡・たておか

　　５１８-０２１７・三重県伊賀市種生・たなお

　　５１８-１３１２・三重県伊賀市田中・たなか

　　５１８-１３２２・三重県伊賀市玉滝・たまたき

　　５１８-００３２・三重県伊賀市朝屋・ちようや

　　５１９-１４０２・三重県伊賀市柘植町・つげまち

　　５１８-００１５・三重県伊賀市土橋・ つちはじ

　　５１８-０００４・三重県伊賀市寺田・てらだ

　　５１８-０２２２・三重県伊賀市寺脇・てらわき

　　５１８-１４２４・三重県伊賀市富岡・とみおか

　　５１８-１４１７・三重県伊賀市富永・とみなが

　　５１８-００１１・三重県伊賀市外山・とやま

　　５１８-０８２２・三重県伊賀市問屋町・とんやまち

　　５１８-００３１・三重県伊賀市長田・ながた

　　５１９-１４０４・三重県伊賀市中柘植・なかつげ

　　５１８-１３０４・三重県伊賀市中友田・なかともだ

　　５１８-０８１６・三重県伊賀市中友生・なかともの

　　５１８-１４２８・三重県伊賀市中馬野・なかはﾞの

　　５１８-１４０６・三重県伊賀市中村・なかむら

　　５１８-００１４・三重県伊賀市西条・にしじよう

　　５１８-００２５・三重県伊賀市西高倉・にしたかくら

　　５１９-１４２６・三重県伊賀市西之澤・にしのさわ

　　５１８-００２７・三重県伊賀市西山・にしやま

　　５１８-１３０１・三重県伊賀市西湯舟・にしゆぶね

　　５１８-００２３・三重県伊賀市野間・のま

　　５１９-１４０５・三重県伊賀市野村・のむら

　　５１８-１３１８・三重県伊賀市波敷野・はじきの

　　５１８-０８１３・三重県伊賀市蓮池・はすいけ

　　５１８-１３１１・三重県伊賀市馬田・はﾞた

　　５１８-１４０８・三重県伊賀市畑村・はたむら

　　５１８-１１５５・三重県伊賀市治田・はつた

　　５１８-０００７・三重県伊賀市服部町・はつとりちよう

　　５１８-０００６・三重県伊賀市羽根・はね

　　５１８-１３１３・三重県伊賀市馬場・はﾞはﾞ



　　５１８-００１３・三重県伊賀市東条・ひがしじよう

　　５１８-００２４・三重県伊賀市東高倉・ひがしたかくら

　　５１８-１１４４・三重県伊賀市東谷・ひがしだに

　　５１８-１３０２・三重県伊賀市東湯舟・ひがしゆぶね

　　５１８-０１０５・三重県伊賀市比自岐・ひじき

　　５１８-０１０７・三重県伊賀市枅川・ひじきがわ

　　５１８-０１１５・三重県伊賀市比土・ひど

　　５１９-１４０１・三重県伊賀市一ツ家・ひとつや

　　５１８-１４２２・三重県伊賀市平田・ひらた

　　５１８-０８０７・三重県伊賀市平野上川原・ひらのかみがわら

　　５１８-０８２６・三重県伊賀市平野北谷・ひらのきただに

　　５１８-０８０８・三重県伊賀市平野蔵垣内・ひらのくらがいと

　　５１８-０８２７・三重県伊賀市平野清水・ひらのしようず

　　５１８-０８３０・三重県伊賀市平野城北町・ひらのじようほくちよう

　　５１８-０８２８・三重県伊賀市平野中川原・ひらのなかがわら

　　５１８-０８２０・三重県伊賀市平野西町・ひらのにしまち

　　５１８-０８１０・三重県伊賀市平野東町・ひらのひがしまち

　　５１８-０８０２・三重県伊賀市平野樋之口・ひらのひのくち

　　５１８-０８０１・三重県伊賀市平野見能・ひらのみのう

　　５１８-０８２９・三重県伊賀市平野山之下・ひらのやまのした

　　５１８-０８０４・三重県伊賀市平野六反田・ひらのろくたんだ

　　５１８-１４２６・三重県伊賀市広瀬・ひろせ

　　５１８-０２１２・三重県伊賀市福川・ふくがわ

　　５１８-０１１３・三重県伊賀市古郡・ふるこおり

　　５１８-０８２１・三重県伊賀市生琉里・ふるさと

　　５１８-１１４２・三重県伊賀市古山界外・ふるやまかいげ

　　５１８-０２２１・三重県伊賀市別府・べふ

　　５１８-１４０５・三重県伊賀市鳳凰寺・ほﾞうじ

　　５１８-０８１１・三重県伊賀市喰代・ほうじろ

　　５１８-００３６・三重県伊賀市法花・ほつけ

　　５１８-１３２６・三重県伊賀市槙山・まきやま

　　５１８-１４１４・三重県伊賀市猿野・ましの

　　５１８-１３２５・三重県伊賀市丸柱・まるはﾞしら

　　５１８-００２２・三重県伊賀市三田・みた

　　５１９-１４１４・三重県伊賀市御代・みだい

　　５１８-０８３４・三重県伊賀市緑ケ丘中町・みどりがおかなかまち

　　５１８-０８３７・三重県伊賀市緑ケ丘西町・みどりがおかにしまち

　　５１８-０８３３・三重県伊賀市緑ケ丘東町・みどりがおかひがしまち

　　５１８-０８３６・三重県伊賀市緑ケ丘本町・みどりがおかほんまち

　　５１８-０８３５・三重県伊賀市緑ケ丘南町・みどりがおかみなみまち

　　５１８-１４２１・三重県伊賀市真泥・みどろ

　　５１８-０２０２・三重県伊賀市妙楽地・みようらくじ

　　５１８-０８２４・三重県伊賀市守田町・もりたちよう

　　５１８-０１２６・三重県伊賀市森寺・もりでら

　　５１８-０２１３・三重県伊賀市諸木・もろき

　　５１８-００１６・三重県伊賀市山神・やがみ

　　５１８-１１４５・三重県伊賀市安場・やすはﾞ

　　５１９-１４２１・三重県伊賀市山畑・やはﾞた

　　５１８-０８４４・三重県伊賀市八幡町・やはたちよう

　　５１８-０１２７・三重県伊賀市山出・やまで

　　５１８-１３０６・三重県伊賀市湯舟・ゆぶね

　　５１８-０１３１・三重県伊賀市ゆめが丘・ゆめがおか

　　５１８-１１４６・三重県伊賀市湯屋谷・ゆやだに

　　５１８-０８４０・三重県伊賀市陽光台・ようこうだい

　　５１８-１１５２・三重県伊賀市予野・よの

　　４９８-００００・三重県桑名郡木曽岬町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４９８-０８０３・三重県桑名郡木曽岬町和泉・いずみ

　　４９８-０８０８・三重県桑名郡木曽岬町近江島・おうみじま

　　４９８-０８２３・三重県桑名郡木曽岬町和富・かずとみ

　　４９８-０８０１・三重県桑名郡木曽岬町加路戸・かろと

　　４９８-０８１０・三重県桑名郡木曽岬町川先・かわさき

　　４９８-０８１８・三重県桑名郡木曽岬町雁ケ地・がんがじ

　　４９８-０８０２・三重県桑名郡木曽岬町見入・けんにゆう

　　４９８-０８２２・三重県桑名郡木曽岬町見入流作・けんにゆうりゆうさく

　　４９８-０８１６・三重県桑名郡木曽岬町源緑輪中・げんろくわじゆう

　　４９８-０８０４・三重県桑名郡木曽岬町小和泉・こいずみ

　　４９８-０８０５・三重県桑名郡木曽岬町小林・ こはﾞやじ

　　４９８-０８１１・三重県桑名郡木曽岬町栄・さかえ

　　４９８-０８２１・三重県桑名郡木曽岬町新加路戸・しんかろと

　　４９８-０８２４・三重県桑名郡木曽岬町新輪・しんわ



　　４９８-０８０６・三重県桑名郡木曽岬町外平喜・そとびらき

　　４９８-０８１９・三重県桑名郡木曽岬町田代・たしろ

　　４９８-０８１３・三重県桑名郡木曽岬町富田子・とみたね

　　４９８-０８１２・三重県桑名郡木曽岬町中和泉・なかいずみ

　　４９８-０８０７・三重県桑名郡木曽岬町西対海地・にしたいがんじ

　　４９８-０８１５・三重県桑名郡木曽岬町白鷺・はくろ

　　４９８-０８１７・三重県桑名郡木曽岬町松永・まつなが

　　４９８-０８１４・三重県桑名郡木曽岬町三崎・みさき

　　５１１-０２００・三重県員弁郡東員町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１１-０２４３・三重県員弁郡東員町穴太・あのう

　　５１１-０２４４・三重県員弁郡東員町大木・おおき

　　５１１-０２５７・三重県員弁郡東員町北大社・きたおおやしろ

　　５１１-０２５１・三重県員弁郡東員町北山田・きたやまだ

　　５１１-０２３２・三重県員弁郡東員町笹尾東・ ささおひがじ

　　５１１-０２３１・三重県員弁郡東員町笹尾西・ ささおにじ

　　５１１-０２３３・三重県員弁郡東員町城山・しろやま

　　５１１-０２５２・三重県員弁郡東員町瀬古泉・せこいずみ

　　５１１-０２５３・三重県員弁郡東員町筑紫・ つくじ

　　５１１-０２４１・三重県員弁郡東員町鳥取・とつとり

　　５１１-０２５４・三重県員弁郡東員町中上・なかがみ

　　５１１-０２５５・三重県員弁郡東員町長深・ながふけ

　　５１１-０２４５・三重県員弁郡東員町八幡新田・はちまんしんでん

　　５１１-０２５６・三重県員弁郡東員町南大社・みなみおおやしろ

　　５１１-０２５１・三重県員弁郡東員町山田・やまだ

　　５１１-０２４２・三重県員弁郡東員町六把野新田・ろつはﾟのしんでん

　　５１０-１２００・三重県三重郡菰野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１０-１２２１・三重県三重郡菰野町池底・いけぞこ

　　５１０-１２５３・三重県三重郡菰野町潤田・うるだ

　　５１０-１２２２・三重県三重郡菰野町大強原・おおごはら

　　５１０-１２４６・三重県三重郡菰野町大羽根園青葉町・おおはﾞねえんあおはﾞちよう

　　５１０-１２４３・三重県三重郡菰野町大羽根園呉竹町・おおはﾞねえんくれたけちよう

　　５１０-１２４２・三重県三重郡菰野町大羽根園柴垣町・おおはﾞねえんしはﾞがきちよう

　　５１０-１２４１・三重県三重郡菰野町大羽根園新林町・おおはﾞねえんしんはﾞやしちよう

　　５１０-１２４４・三重県三重郡菰野町大羽根園並木通・おおはﾞねえんなみきどおり

　　５１０-１２４５・三重県三重郡菰野町大羽根園松ケ枝町・おおはﾞねえんまつがえちよう

　　５１０-１３２３・三重県三重郡菰野町小島・おじま

　　５１０-１２５２・三重県三重郡菰野町音羽・おとわ

　　５１０-１２３１・三重県三重郡菰野町神森・かもり

　　５１０-１２２４・三重県三重郡菰野町川北・かわきた

　　５１０-１３２８・三重県三重郡菰野町切畑・きりはた

　　５１０-１２３３・三重県三重郡菰野町菰野・こもの

　　５１０-１３２５・三重県三重郡菰野町榊・さかき

　　５１０-１２２５・三重県三重郡菰野町下村・しもむら

　　５１０-１２３２・三重県三重郡菰野町宿野・しゆくの

　　５１０-１３２６・三重県三重郡菰野町杉谷・すぎたに

　　５１０-１２２３・三重県三重郡菰野町諏訪・すわ

　　５１０-１３２１・三重県三重郡菰野町田口・たぐち

　　５１０-１３２２・三重県三重郡菰野町田口新田・たぐちしんでん

　　５１０-１３１２・三重県三重郡菰野町竹成・たけなり

　　５１０-１３２４・三重県三重郡菰野町田光・たびか

　　５１０-１２５１・三重県三重郡菰野町千草・ちくさ

　　５１０-１３１１・三重県三重郡菰野町永井・ながい

　　５１０-１３２７・三重県三重郡菰野町根の平・ねのひら

　　５１０-１２３６・三重県三重郡菰野町初若の郷・はつわかのさと

　　５１０-１２３４・三重県三重郡菰野町福村・ふくむら

　　５１０-１２３５・三重県三重郡菰野町宝永台・ほうえいだい

　　５１０-１２２６・三重県三重郡菰野町吉沢・よしざわ

　　５１０-００００・三重県三重郡朝日町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１０-８１０４・三重県三重郡朝日町埋縄・うずなわ

　　５１０-８１０２・三重県三重郡朝日町小向・おぶけ

　　５１０-８１０３・三重県三重郡朝日町柿・かき

　　５１０-８１０５・三重県三重郡朝日町向陽台・こうようだい

　　５１０-８１０７・三重県三重郡朝日町白梅の丘西・ しらうめのおかにじ

　　５１０-８１０６・三重県三重郡朝日町白梅の丘東・ しらうめのおかひがじ

　　５１０-８１０１・三重県三重郡朝日町縄生・なお

　　５１０-００００・三重県三重郡川越町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１０-８１１３・三重県三重郡川越町亀尾新田・かめおしんでん

　　５１０-８１１４・三重県三重郡川越町亀崎新田・かめざきしんでん

　　５１０-８１１２・三重県三重郡川越町亀須新田・かめずしんでん

　　５１０-８１２５・三重県三重郡川越町北福崎・きたふくさき



　　５１０-８１２１・三重県三重郡川越町高松・たかまつ

　　５１０-８１１１・三重県三重郡川越町当新田・とうしんでん

　　５１０-８１２２・三重県三重郡川越町豊田・とよだ

　　５１０-８１２３・三重県三重郡川越町豊田一色・とよだいつしき

　　５１０-８１２４・三重県三重郡川越町南福崎・みなみふくさき

　　５１９-２１００・三重県多気郡多気町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-２１５１・三重県多気郡多気町朝長・あさおさ

　　５１９-２２１５・三重県多気郡多気町朝柄・あさがら

　　５１９-２１５８・三重県多気郡多気町荒蒔・あらまき

　　５１９-２１８６・三重県多気郡多気町井内林・ いのうちはﾞやじ

　　５１９-２１５９・三重県多気郡多気町兄国・えくに

　　５１９-２１８１・三重県多気郡多気町相可・おうか

　　５１９-２１６７・三重県多気郡多気町相鹿瀬・おうかせ

　　５１９-２１８２・三重県多気郡多気町相可台・おうかだい

　　５１９-２１５２・三重県多気郡多気町弟国・おうぐに

　　５１９-２１６２・三重県多気郡多気町笠木・かさぎ

　　５１９-２２０３・三重県多気郡多気町片野・かたの

　　５１９-２２０１・三重県多気郡多気町上出江・かみいずえ

　　５１９-２２１４・三重県多気郡多気町車川・くるまがわ

　　５１９-２１８７・三重県多気郡多気町鍬形・くわがた

　　５１９-２１７７・三重県多気郡多気町神坂・こうざか

　　５１９-２１５３・三重県多気郡多気町河田・こうだ

　　５１９-２１７４・三重県多気郡多気町五桂・ごかつら

　　５１９-２１５７・三重県多気郡多気町五佐奈・ごさな

　　５１９-２１８５・三重県多気郡多気町佐伯中・さえきなか

　　５１９-２１８４・三重県多気郡多気町三疋田・さんびきだ

　　５１９-２２１２・三重県多気郡多気町色太・しきふと

　　５１９-２１７２・三重県多気郡多気町四神田・しこうだ

　　５１９-２１８３・三重県多気郡多気町四疋田・しひきだ

　　５１９-２２０２・三重県多気郡多気町下出江・しもいずえ

　　５１９-２１５４・三重県多気郡多気町多気・たき

　　５１９-２１６５・三重県多気郡多気町田中・たなか

　　５１９-２２１３・三重県多気郡多気町土屋・つちや

　　５１９-２１８９・三重県多気郡多気町津留・つる

　　５１９-２１６１・三重県多気郡多気町土羽・とはﾞ

　　５１９-２２１１・三重県多気郡多気町丹生・にう

　　５１９-２１５６・三重県多気郡多気町西池上・にしいけべ

　　５１９-２１７１・三重県多気郡多気町西山・にしやま

　　５１９-２１７９・三重県多気郡多気町仁田・にた

　　５１９-２１６６・三重県多気郡多気町野中・のなか

　　５１９-２１７６・三重県多気郡多気町長谷・はせ

　　５１９-２２０４・三重県多気郡多気町波多瀬・はたせ

　　５１９-２１５５・三重県多気郡多気町東池上・ひがしいけべ

　　５１９-２１７０・三重県多気郡多気町ヴィソン・うﾞいそん

　　５１９-２１７８・三重県多気郡多気町平谷・ひらだに

　　５１９-２２１６・三重県多気郡多気町古江・ふるえ

　　５１９-２１７５・三重県多気郡多気町前村・まえむら

　　５１９-２１８８・三重県多気郡多気町牧・まき

　　５１９-２１６４・三重県多気郡多気町森荘・もりしよう

　　５１９-２１６３・三重県多気郡多気町矢田・やた

　　５１９-２１７３・三重県多気郡多気町油夫・ゆぶ

　　５１５-０３００・三重県多気郡明和町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１５-０３１７・三重県多気郡明和町池村・いけむら

　　５１５-０３１２・三重県多気郡明和町上野・うえの

　　５１５-０３２２・三重県多気郡明和町上村・うえむら

　　５１５-０３１６・三重県多気郡明和町有爾中・うになか

　　５１５-０３３２・三重県多気郡明和町馬之上・うまのうえ

　　５１５-０３０１・三重県多気郡明和町大堀川新田・おおほりかわしんでん

　　５１５-０３０２・三重県多気郡明和町大淀・おおよど

　　５１５-０３４９・三重県多気郡明和町川尻・かわしり

　　５１５-０３４１・三重県多気郡明和町北藤原・きたふじわら

　　５１５-０３２４・三重県多気郡明和町金剛坂・こんごうざか

　　５１５-０３２１・三重県多気郡明和町斎宮・さいくう

　　５１５-０３３３・三重県多気郡明和町坂本・さかもと

　　５１５-０３３１・三重県多気郡明和町佐田・さた

　　５１５-０３４７・三重県多気郡明和町志貴・しき

　　５１５-０３１４・三重県多気郡明和町新茶屋・しんちやや

　　５１５-０３２５・三重県多気郡明和町竹川・たけがわ

　　５１５-０３４５・三重県多気郡明和町田屋・たや

　　５１５-０３４３・三重県多気郡明和町内座・ないざ



　　５１５-０３４８・三重県多気郡明和町中村・なかむら

　　５１５-０３３４・三重県多気郡明和町中海・なこみ

　　５１５-０３５３・三重県多気郡明和町根倉・ねぐら

　　５１５-０３５１・三重県多気郡明和町浜田・はまだ

　　５１５-０３１１・三重県多気郡明和町平尾・ひらお

　　５１５-０３４６・三重県多気郡明和町前野・まえの

　　５１５-０３４２・三重県多気郡明和町南藤原・みなみふじわら

　　５１５-０３１５・三重県多気郡明和町蓑村・みのむら

　　５１５-０３１３・三重県多気郡明和町明星・みようじよう

　　５１５-０３５２・三重県多気郡明和町八木戸・やきど

　　５１５-０３０３・三重県多気郡明和町山大淀・やまおおよど

　　５１５-０３５４・三重県多気郡明和町行部・ゆくべ

　　５１５-０３４４・三重県多気郡明和町養川・ようかわ

　　５１５-０３２３・三重県多気郡明和町岩内・ようち

　　５１９-２４００・三重県多気郡大台町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-２４２８・三重県多気郡大台町粟生・あお

　　５１９-２５０６・三重県多気郡大台町天ケ瀬・あまがせ

　　５１９-２６３１・三重県多気郡大台町岩井・いわい

　　５１９-２５０５・三重県多気郡大台町江馬・えま

　　５１９-２５１８・三重県多気郡大台町大井・おおい

　　５１９-２４１３・三重県多気郡大台町大ケ所・おおがしよ

　　５１９-２６３４・三重県多気郡大台町大杉・おおすぎ

　　５１９-２５２２・三重県多気郡大台町御棟・おむなぎ

　　５１９-２４２７・三重県多気郡大台町上楠・かみくす

　　５１９-２４１１・三重県多気郡大台町上菅・かみすが

　　５１９-２４２５・三重県多気郡大台町神瀬・かみぜ

　　５１９-２５０２・三重県多気郡大台町上真手・かみまて

　　５１９-２４０３・三重県多気郡大台町上三瀬・かみみせ

　　５１９-２５１６・三重県多気郡大台町唐櫃・からと

　　５１９-２４１２・三重県多気郡大台町川合・かわい

　　５１９-２６３２・三重県多気郡大台町桧原・きそはら

　　５１９-２５１２・三重県多気郡大台町清滝・きよたき

　　５１９-２６３３・三重県多気郡大台町久豆・くず

　　５１９-２５１５・三重県多気郡大台町熊内・くもち

　　５１９-２５０７・三重県多気郡大台町栗谷・くりだに

　　５１９-２５２４・三重県多気郡大台町神滝・こうたき

　　５１９-２５０４・三重県多気郡大台町小切畑・こぎりはた

　　５１９-２５２３・三重県多気郡大台町小滝・こたき

　　５１９-２４０４・三重県多気郡大台町佐原・さわら

　　５１９-２４２６・三重県多気郡大台町下楠・しもくす

　　５１９-２４１２・三重県多気郡大台町下菅・しもすが

　　５１９-２５０１・三重県多気郡大台町下真手・しもまて

　　５１９-２４０２・三重県多気郡大台町下三瀬・しもみせ

　　５１９-２４２３・三重県多気郡大台町新田・しんでん

　　５１９-２４１２・三重県多気郡大台町菅合・すがあい

　　５１９-２５１１・三重県多気郡大台町菅木屋・すがごや

　　５１９-２４２１・三重県多気郡大台町千代・せんだい

　　５１９-２５１３・三重県多気郡大台町薗・その

　　５１９-２４２９・三重県多気郡大台町高奈・たかな

　　５１９-２４１２・三重県多気郡大台町滝広・たきひろ

　　５１９-２５２５・三重県多気郡大台町滝谷・たきや

　　５１９-２４２４・三重県多気郡大台町栃原・とちはら

　　５１９-２４０１・三重県多気郡大台町長ケ・なが

　　５１９-２５０３・三重県多気郡大台町本田木屋・ほんだごや

　　５１９-２５１７・三重県多気郡大台町南・みなみ

　　５１９-２５２１・三重県多気郡大台町明豆・みようず

　　５１９-２５１４・三重県多気郡大台町茂原・もはﾞら

　　５１９-２４０５・三重県多気郡大台町弥起井・やきい

　　５１９-２４２２・三重県多気郡大台町柳原・やなぎはら

　　５１９-０４００・三重県度会郡玉城町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-０４０３・三重県度会郡玉城町井倉・いぐら

　　５１９-０４２５・三重県度会郡玉城町岩出・いわで

　　５１９-０４２８・三重県度会郡玉城町岡出・おかで

　　５１９-０４０６・三重県度会郡玉城町岡村・おかむら

　　５１９-０４２２・三重県度会郡玉城町小社曽根・おごそそね

　　５１９-０４３３・三重県度会郡玉城町勝田・かつた

　　５１９-０４３１・三重県度会郡玉城町蚊野・かの

　　５１９-０４１７・三重県度会郡玉城町上田辺・かみたぬい

　　５１９-０４１１・三重県度会郡玉城町久保・くほﾞ

　　５１９-０４０８・三重県度会郡玉城町坂本・さかもと



　　５１９-０４１４・三重県度会郡玉城町佐田・さた

　　５１９-０４１６・三重県度会郡玉城町下田辺・しもたぬい

　　５１９-０４０１・三重県度会郡玉城町世古・せこ

　　５１９-０４０７・三重県度会郡玉城町玉川・たまがわ

　　５１９-０４１５・三重県度会郡玉城町田丸・たまる

　　５１９-０４３４・三重県度会郡玉城町田宮寺・たみやじ

　　５１９-０４１２・三重県度会郡玉城町中楽・ちゆうらく

　　５１９-０４３７・三重県度会郡玉城町積良・つむろ

　　５１９-０４２１・三重県度会郡玉城町冨岡・とみおか

　　５１９-０４２６・三重県度会郡玉城町中角・なかつの

　　５１９-０４０４・三重県度会郡玉城町長更・ながふけ

　　５１９-０４３２・三重県度会郡玉城町野篠・のじの

　　５１９-０４３８・三重県度会郡玉城町原・はら

　　５１９-０４０５・三重県度会郡玉城町日向・ひゆうが

　　５１９-０４２３・三重県度会郡玉城町昼田・ひるだ

　　５１９-０４２７・三重県度会郡玉城町宮古・みやこ

　　５１９-０４１３・三重県度会郡玉城町妙法寺・みようほうじ

　　５１９-０４０２・三重県度会郡玉城町門前・もんぜん

　　５１９-０４３５・三重県度会郡玉城町矢野・やの

　　５１９-０４２４・三重県度会郡玉城町山岡・やまおか

　　５１９-０４３６・三重県度会郡玉城町山神・やまかみ

　　５１６-２１００・三重県度会郡度会町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１６-１２４２・三重県度会郡度会町市場・いちはﾞ

　　５１６-２１０６・三重県度会郡度会町大久保・おおくほﾞ

　　５１６-２１０２・三重県度会郡度会町大野木・おおのき

　　５１６-１２３６・三重県度会郡度会町小川・おがわ

　　５１６-２１１２・三重県度会郡度会町上久具・かみくぐ

　　５１６-１２４５・三重県度会郡度会町川上・かわかみ

　　５１６-１２３１・三重県度会郡度会町川口・かわぐち

　　５１６-２１０１・三重県度会郡度会町葛原・くずわら

　　５１６-１２３２・三重県度会郡度会町栗原・くりはら

　　５１６-１２３７・三重県度会郡度会町五ケ町・ごかのちよう

　　５１６-１２４７・三重県度会郡度会町小萩・こはぎ

　　５１６-１２３５・三重県度会郡度会町駒ケ野・こまがの

　　５１６-２１１６・三重県度会郡度会町坂井・さかい

　　５１６-２１１９・三重県度会郡度会町注連指・しめさす

　　５１６-２１１１・三重県度会郡度会町下久具・しもくぐ

　　５１６-２１１８・三重県度会郡度会町田口・たぐち

　　５１６-２１０７・三重県度会郡度会町立岡・たちおか

　　５１６-２１０３・三重県度会郡度会町棚橋・ たなはじ

　　５１６-２１１３・三重県度会郡度会町田間・たま

　　５１６-２１１４・三重県度会郡度会町当津・とうつﾞ

　　５１６-１２３８・三重県度会郡度会町中之郷・なかのごう

　　５１６-２１１５・三重県度会郡度会町長原・ながわら

　　５１６-２１０８・三重県度会郡度会町鮠川・はいかわ

　　５１６-１２３４・三重県度会郡度会町火打石・ ひうちいじ

　　５１６-１２３３・三重県度会郡度会町日向・ひなた

　　５１６-２１０５・三重県度会郡度会町平生・ひろお

　　５１６-２１１７・三重県度会郡度会町麻加江・まかえ

　　５１６-２１０４・三重県度会郡度会町牧戸・まきど

　　５１６-１２４４・三重県度会郡度会町南中村・みなみなかむら

　　５１６-１２４１・三重県度会郡度会町柳・やなぎ

　　５１６-１２４３・三重県度会郡度会町和井野・わいの

　　５１６-１２４６・三重県度会郡度会町脇出・わきで

　　５１９-２７００・三重県度会郡大紀町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-２７０４・三重県度会郡大紀町阿曽・あそ

　　５１９-２７３６・三重県度会郡大紀町打見・うちみ

　　５１９-２７３４・三重県度会郡大紀町永会・えいかい

　　５１９-３１１１・三重県度会郡大紀町大内山・おおうちやま

　　５１９-２８０１・三重県度会郡大紀町柏野・かしわの

　　５１９-２７３３・三重県度会郡大紀町金輪・かなわ

　　５１９-２７３５・三重県度会郡大紀町神原・このはら

　　５１９-２８０２・三重県度会郡大紀町崎・さき

　　５１９-２７０３・三重県度会郡大紀町滝原・たきはら

　　５１９-２９１１・三重県度会郡大紀町錦・にしき

　　５１９-２７３２・三重県度会郡大紀町野添・のぞえ

　　５１９-２７３１・三重県度会郡大紀町野原・のわら

　　５１９-２７０１・三重県度会郡大紀町船木・ふなき

　　５１９-２７０２・三重県度会郡大紀町三瀬川・みせがわ

　　５１６-０１００・三重県度会郡南伊勢町・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　５１６-１３０５・三重県度会郡南伊勢町阿曽浦・あそうら

　　５１６-０１０３・三重県度会郡南伊勢町泉・いずみ

　　５１６-０１１２・三重県度会郡南伊勢町伊勢路・いせじ

　　５１６-０１１８・三重県度会郡南伊勢町相賀浦・おうかうら

　　５１６-１３０２・三重県度会郡南伊勢町大江・おおえ

　　５１６-１３０４・三重県度会郡南伊勢町大方竈・おおかたがま

　　５１６-１５３２・三重県度会郡南伊勢町小方竈・おがたがま

　　５１６-０１１５・三重県度会郡南伊勢町押渕・おしぶち

　　５１６-１４２２・三重県度会郡南伊勢町神前浦・かみさきうら

　　５１６-０１０６・三重県度会郡南伊勢町木谷・きだに

　　５１６-０１０２・三重県度会郡南伊勢町切原・きりはら

　　５１６-１４２１・三重県度会郡南伊勢町河内・こうち

　　５１６-０１０１・三重県度会郡南伊勢町五ケ所浦・ごかしようら

　　５１６-１５３４・三重県度会郡南伊勢町古和浦・こわうら

　　５１６-０１０４・三重県度会郡南伊勢町神津佐・こんさ

　　５１６-０１１３・三重県度会郡南伊勢町斎田・さいた

　　５１６-０１１７・三重県度会郡南伊勢町礫浦・さざらうら

　　５１６-１５３６・三重県度会郡南伊勢町新桑竈・さらくわがま

　　５１６-０１０５・三重県度会郡南伊勢町下津浦・しもつうら

　　５１６-０２２１・三重県度会郡南伊勢町宿浦・しゆくうら

　　５１６-１３０６・三重県度会郡南伊勢町慥柄浦・たしからうら

　　５１６-０２２２・三重県度会郡南伊勢町田曽浦・たそうら

　　５１６-１５３５・三重県度会郡南伊勢町棚橋竈・たなはしがま

　　５１６-１３０９・三重県度会郡南伊勢町東宮・とうぐう

　　５１６-１５３３・三重県度会郡南伊勢町栃木竈・とちのきがま

　　５１６-０１１１・三重県度会郡南伊勢町内瀬・ないぜ

　　５１６-０１０８・三重県度会郡南伊勢町中津浜浦・なかつはまうら

　　５１６-１３０８・三重県度会郡南伊勢町奈屋浦・なやうら

　　５１６-１３０７・三重県度会郡南伊勢町贄浦・にえうら

　　５１６-０１１６・三重県度会郡南伊勢町迫間浦・はさまうら

　　５１６-０１１４・三重県度会郡南伊勢町始神・はじかみ

　　５１６-０１０７・三重県度会郡南伊勢町飯満・はんま

　　５１６-０１０９・三重県度会郡南伊勢町船越・ ふなこじ

　　５１６-１５３１・三重県度会郡南伊勢町方座浦・ほうざうら

　　５１６-１３０１・三重県度会郡南伊勢町道方・みちかた

　　５１６-１３０３・三重県度会郡南伊勢町道行竈・みちゆくがま

　　５１６-１４２３・三重県度会郡南伊勢町村山・むらやま

　　５１９-３４００・三重県北牟婁郡紀北町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-３４０６・三重県北牟婁郡紀北町相賀・あいが

　　５１９-３４０１・三重県北牟婁郡紀北町馬瀬・うまぜ

　　５１９-３４１４・三重県北牟婁郡紀北町小浦・おうら

　　５１９-３２０２・三重県北牟婁郡紀北町大原・おおはら

　　５１９-３４０７・三重県北牟婁郡紀北町小山浦・おやまうら

　　５１９-３２０６・三重県北牟婁郡紀北町海野・かいの

　　５１９-３４０３・三重県北牟婁郡紀北町上里・かみざと

　　５１９-３４０２・三重県北牟婁郡紀北町河内・こうち

　　５１９-３４１２・三重県北牟婁郡紀北町島勝浦・しまかつうら

　　５１９-３２０３・三重県北牟婁郡紀北町島原・しまはﾞら

　　５１９-３２０１・三重県北牟婁郡紀北町十須・じゆうす

　　５１９-３４１１・三重県北牟婁郡紀北町白浦・しろうら

　　５１９-３２０７・三重県北牟婁郡紀北町道瀬・どうぜ

　　５１９-３４０４・三重県北牟婁郡紀北町中里・なかざと

　　５１９-３２０５・三重県北牟婁郡紀北町長島・ながしま

　　５１９-３２０４・三重県北牟婁郡紀北町東長島・ひがしながしま

　　５１９-３４１３・三重県北牟婁郡紀北町引本浦・ひきもとうら

　　５１９-３４０８・三重県北牟婁郡紀北町便ノ山・びんのやま

　　５１９-３４０５・三重県北牟婁郡紀北町船津・ふなつ

　　５１９-３２０９・三重県北牟婁郡紀北町古里・ふるさと

　　５１９-３２０８・三重県北牟婁郡紀北町三浦・みうら

　　５１９-３４１５・三重県北牟婁郡紀北町矢口浦・やぐちうら

　　５１９-５２００・三重県南牟婁郡御浜町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-５２０４・三重県南牟婁郡御浜町阿田和・あたわ

　　５１９-５２０４・三重県南牟婁郡御浜町阿田和（平見）・あたわ(ひらみ)

　　５１９-５３２２・三重県南牟婁郡御浜町上野・うわの

　　５１９-５２０６・三重県南牟婁郡御浜町柿原・かきはら

　　５１９-５３２５・三重県南牟婁郡御浜町片川・かたかわ

　　５１９-５２１１・三重県南牟婁郡御浜町上市木・かみいちぎ

　　５１９-５３２７・三重県南牟婁郡御浜町川瀬・かわせ

　　５１９-５３２６・三重県南牟婁郡御浜町栗須・くるす

　　５１９-５２０１・三重県南牟婁郡御浜町神木・こうのぎ



　　５１９-５３２１・三重県南牟婁郡御浜町阪本・さかもと

　　５１９-５２０３・三重県南牟婁郡御浜町下市木・しもいちぎ

　　５１９-５２０２・三重県南牟婁郡御浜町志原・しわら

　　５１９-５３２４・三重県南牟婁郡御浜町中立・なかだち

　　５１９-５３２３・三重県南牟婁郡御浜町西原・にしのはら

　　５１９-５２０３・三重県南牟婁郡御浜町萩内・はぎうち

　　５１９-５２０５・三重県南牟婁郡御浜町引作・ひきつくり

　　５１９-５２０４・三重県南牟婁郡御浜町山地・やまちﾞ

　　５１９-５７００・三重県南牟婁郡紀宝町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５１９-５７１８・三重県南牟婁郡紀宝町浅里・あさり

　　５１９-５７１１・三重県南牟婁郡紀宝町井田・いだ

　　５１９-５８３４・三重県南牟婁郡紀宝町井内・いない

　　５１９-５７０１・三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿・うどの

　　５１９-５８３５・三重県南牟婁郡紀宝町大里・おおざと

　　５１９-５７１６・三重県南牟婁郡紀宝町北桧杖・きたひつﾞえ

　　５１９-５８３１・三重県南牟婁郡紀宝町桐原・きりはら

　　５１９-５７１２・三重県南牟婁郡紀宝町神内・こうのうち

　　５１９-５８３２・三重県南牟婁郡紀宝町阪松原・さかまつはﾞら

　　５１９-５７１７・三重県南牟婁郡紀宝町瀬原・せはﾞら

　　５１９-５７１５・三重県南牟婁郡紀宝町高岡・たかおか

　　５１９-５７１３・三重県南牟婁郡紀宝町成川・なるかわ

　　５１９-５８３３・三重県南牟婁郡紀宝町平尾井・ひらおい

　　５１９-５７１４・三重県南牟婁郡紀宝町鮒田・ふなだ

　　９８０-００００・宮城県仙台市青葉区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９８１-０９１６・宮城県仙台市青葉区青葉町・あおはﾞまち

　　９８０-０８５６・宮城県仙台市青葉区青葉山・あおはﾞやま

　　９８９-３２１１・宮城県仙台市青葉区赤坂・あかさか

　　９８１-０９６３・宮城県仙台市青葉区あけぼの町・あけほﾞのまち

　　９８１-０９０４・宮城県仙台市青葉区旭ケ丘・あさひがおか

　　９８９-３１２８・宮城県仙台市青葉区愛子中央・あやしちゆうおう

　　９８９-３１２７・宮城県仙台市青葉区愛子東・あやしひがじ

　　９８１-０９４５・宮城県仙台市青葉区荒巻（西雷神）・あらまき(にしらいじん)

　　９８１-０９４５・宮城県仙台市青葉区荒巻（仁田谷地）・あらまき(にたやち)

　　９８１-０９４５・宮城県仙台市青葉区荒巻（坊主門）・あらまき(ほﾞうずもん)

　　９８０-０８４５・宮城県仙台市青葉区荒巻（その他）・あらまき(そのた)

　　９８１-０９６５・宮城県仙台市青葉区荒巻神明町・あらまきしんめいまち

　　９８１-０９６４・宮城県仙台市青葉区荒巻中央・あらまきちゆうおう

　　９８１-０９６６・宮城県仙台市青葉区荒巻本沢・あらまきほんざわ

　　９８０-０８１１・宮城県仙台市青葉区一番町・いちはﾞんちよう

　　９８０-００２２・宮城県仙台市青葉区五橋（１、２丁目）・いつつはﾞし(１､２)

　　９８９-３２１２・宮城県仙台市青葉区芋沢・いもざわ

　　９８０-０００５・宮城県仙台市青葉区梅田町・うめだまち

　　９８９-３２１３・宮城県仙台市青葉区大倉・おおくら

　　９８０-０８０５・宮城県仙台市青葉区大手町・おおてまち

　　９８０-０８０４・宮城県仙台市青葉区大町・おおまち

　　９８０-０８１４・宮城県仙台市青葉区霊屋下・おたまやした

　　９８０-０００３・宮城県仙台市青葉区小田原（４～８丁目）・おだわ

　　９８９-３１２６・宮城県仙台市青葉区落合・おちあい

　　９８２-０２６１・宮城県仙台市青葉区折立・おりたて

　　９８１-０９４２・宮城県仙台市青葉区貝ケ森・かいがもり

　　９８０-００１３・宮城県仙台市青葉区花京院・かきよういん

　　９８１-０９３３・宮城県仙台市青葉区柏木・かしわぎ

　　９８０-０８２１・宮城県仙台市青葉区春日町・かすがまち

　　９８０-０８１２・宮城県仙台市青葉区片平・かたひら

　　９８０-０８１５・宮城県仙台市青葉区花壇・かだん

　　９８９-３１２４・宮城県仙台市青葉区上愛子・かみあやじ

　　９８０-００１１・宮城県仙台市青葉区上杉・かみすぎ

　　９８０-０８６２・宮城県仙台市青葉区川内・かわうち

　　９８０-０８６３・宮城県仙台市青葉区川内追廻・かわうちおいまわじ

　　９８０-０８６７・宮城県仙台市川内亀岡北裏丁・かわうちかめおかきたうらちよう

　　９８０-０８６５・宮城県仙台市青葉区川内亀岡町・かわうちかめおかちよう

　　９８０-０８５２・宮城県仙台市青葉区川内川前丁・かわうちかわまえちよう

　　９８０-０８６６・宮城県仙台市青葉区川内三十人町・かわうちさんじゆうにんまち

　　９８０-０８５３・宮城県仙台市青葉区川内大工町・かわうちだいくまち

　　９８０-０８５４・宮城県仙台市青葉区川内中ノ瀬町・かわうちなかのせまち

　　９８０-０８５１・宮城県仙台市青葉区川内明神横丁・かわうちみようじんよこちよう

　　９８０-０８６１・宮城県仙台市青葉区川内元支倉・かわうちもとはせくら

　　９８０-０８６４・宮城県仙台市青葉区川内山屋敷・かわうちやまやしき

　　９８０-０８５５・宮城県仙台市青葉区川内澱橋通・かわうちよどみはﾞしどおり

　　９８１-０９５４・宮城県仙台市青葉区川平・かわだいら



　　９８１-０９４１・宮城県仙台市青葉区菊田町・きくたまち

　　９８１-０９０２・宮城県仙台市青葉区北根・きたね

　　９８１-０９０１・宮城県仙台市青葉区北根黒松・きたねくろまつ

　　９８０-００２３・宮城県仙台市青葉区北目町・きためまち

　　９８１-０９３１・宮城県仙台市青葉区北山・きたやま

　　９８１-０９３２・宮城県仙台市青葉区木町・きまち

　　９８０-０８０１・宮城県仙台市青葉区木町通・きまちどおり

　　９８１-０９４３・宮城県仙台市青葉区国見・くにみ

　　９８９-３２０１・宮城県仙台市青葉区国見ケ丘・くにみがおか

　　９８９-３４３２・宮城県仙台市青葉区熊ケ根・くまがね

　　９８９-３１２２・宮城県仙台市青葉区栗生・くりゆう

　　９８０-０８０３・宮城県仙台市青葉区国分町・こくぶんちよう

　　９８１-０９０５・宮城県仙台市青葉区小松島・こまつしま

　　９８１-０９０６・宮城県仙台市青葉区小松島新堤・こまつしましんつつみ

　　９８０-０８１３・宮城県仙台市青葉区米ケ袋・こめがふくろ

　　９８９-３１２１・宮城県仙台市青葉区郷六・ごうろく

　　９８１-０９２２・宮城県仙台市青葉区鷺ケ森・さぎがもり

　　９８９-３４３１・宮城県仙台市青葉区作並・さくなみ

　　９８１-０９６１・宮城県仙台市青葉区桜ケ丘・さくらがおか

　　９８０-０８２３・宮城県仙台市青葉区桜ケ岡公園・さくらがおかこうえん

　　９８１-０９３５・宮城県仙台市青葉区三条町・さんじようまち

　　９８１-０９４４・宮城県仙台市青葉区子平町・しへいまち

　　９８９-３１２５・宮城県仙台市青葉区下愛子・しもあやじ

　　９８１-０９１３・宮城県仙台市青葉区昭和町・しようわまち

　　９８２-０２６２・宮城県仙台市青葉区西花苑・せいかえん

　　９８０-０８７２・宮城県仙台市青葉区星陵町・せいりようまち

　　９８１-０９１１・宮城県仙台市青葉区台原・だいのはら

　　９８１-０９０３・宮城県仙台市青葉区台原森林公園・だいのはらしんりんこうえん

　　９８９-３２１６・宮城県仙台市青葉区高野原・たかのはら

　　９８１-０９０７・宮城県仙台市青葉区高松・たかまつ

　　９８１-０９５１・宮城県仙台市青葉区滝道・たきみち

　　９８０-０８２２・宮城県仙台市青葉区立町・たちまち

　　９８０-００２１・宮城県仙台市青葉区中央・ちゆうおう

　　９８０-６１９０・宮城県仙台市青葉区中央アエル・ちゆうおうあえる

　　９８０-６０９０・宮城県仙台市青葉区中央ＳＳ３０住生仙台中央ビル・ちゆうおう

　　９８１-０９３６・宮城県仙台市青葉区千代田町・ちよだまち

　　９８０-００６５・宮城県仙台市青葉区土樋（１丁目「１１を除く」）・つちとい

　　９８１-０９１４・宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町・つつみどおりあまみやまち

　　９８１-０９１２・宮城県仙台市青葉区堤町・つつみまち

　　９８０-０８７４・宮城県仙台市青葉区角五郎・つのごろう

　　９８１-０９０８・宮城県仙台市青葉区東照宮・とうしようぐう

　　９８１-０９１５・宮城県仙台市青葉区通町・とおりちよう

　　９８０-０００１・宮城県仙台市青葉区中江・なかえ

　　９８１-０９５２・宮城県仙台市青葉区中山・なかやま

　　９８９-３２０２・宮城県仙台市青葉区中山台・なかやまだい

　　９８９-３２０７・宮城県仙台市青葉区中山台西・なかやまだいにじ

　　９８９-３２０３・宮城県仙台市青葉区中山吉成・なかやまよしなり

　　９８１-０９３４・宮城県仙台市青葉区新坂町・にいざかまち

　　９８１-０９５３・宮城県仙台市青葉区西勝山・にしかつやま

　　９８９-３１２３・宮城県仙台市青葉区錦ケ丘・にしきがおか

　　９８０-００１２・宮城県仙台市青葉区錦町・にしきちよう

　　９８９-３４３３・宮城県仙台市青葉区ニツカ・につか

　　９８９-３４３４・宮城県仙台市青葉区新川・につかわ

　　９８０-０８２４・宮城県仙台市青葉区支倉町・はせくらまち

　　９８０-０８７１・宮城県仙台市青葉区八幡・はちまん

　　９８１-０９１７・宮城県仙台市青葉区葉山町・はやままち

　　９８１-０９２３・宮城県仙台市青葉区東勝山・ひがしかつやま

　　９８０-０８７３・宮城県仙台市青葉区広瀬町・ひろせまち

　　９８０-０００２・宮城県仙台市青葉区福沢町・ふくざわまち

　　９８１-０９２１・宮城県仙台市青葉区藤松・ふじまつ

　　９８１-０９２４・宮城県仙台市青葉区双葉ケ丘・ふたはﾞがおか

　　９８０-０８０２・宮城県仙台市青葉区二日町・ふつかまち

　　９８０-００１４・宮城県仙台市青葉区本町・ほんちよう

　　９８１-０９６２・宮城県仙台市青葉区水の森・みずのもり

　　９８９-３２０４・宮城県仙台市青葉区南吉成・みなみよしなり

　　９８９-３２１４・宮城県仙台市青葉区みやぎ台・みやぎだい

　　９８０-０００４・宮城県仙台市青葉区宮町・みやまち

　　９８９-３２１５・宮城県仙台市青葉区向田・むかいだ

　　９８２-０２６３・宮城県仙台市青葉区茂庭・もにわ

　　９８１-０９６７・宮城県仙台市青葉区山手町・やまてまち



　　９８９-３２０５・宮城県仙台市青葉区吉成・よしなり

　　９８９-３２０６・宮城県仙台市青葉区吉成台・よしなりだい

　　９８３-００００・宮城県仙台市宮城野区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９８３-０８３２・宮城県仙台市宮城野区安養寺・あんようじ

　　９８３-００４７・宮城県仙台市宮城野区銀杏町・いちようまち

　　９８３-００１２・宮城県仙台市宮城野区出花・いでか

　　９８３-０８２１・宮城県仙台市宮城野区岩切・いわきり

　　９８３-０８２８・宮城県仙台市宮城野区岩切分台・いわきりぶんだい

　　９８３-００３４・宮城県仙台市宮城野区扇町・おうぎまち

　　９８３-０８３５・宮城県仙台市宮城野区大梶・おおかじ

　　９８３-０００３・宮城県仙台市宮城野区岡田・おかだ

　　９８３-０００４・宮城県仙台市宮城野区岡田西町・おかだにしまち

　　９８３-０８０３・宮城県仙台市宮城野区小田原（１～３丁目）・おだわら

　　９８３-０８１３・宮城県仙台市宮城野区小田原牛小屋丁・うしごやちよう

　　９８３-０８１６・宮城県仙台市宮城野区小田原金剛院丁・こんごういんちよう

　　９８３-０８１１・宮城県仙台市宮城野区小田原清水沼通・しみずぬまどおり

　　９８３-０８１４・宮城県仙台市宮城野区小田原大行院丁・だいぎよういんちよう

　　９８３-０８１５・宮城県仙台市宮城野区小田原広丁・ひろちよう

　　９８３-０８１７・宮城県仙台市宮城野区小田原山本丁・やまもとちよう

　　９８３-０８１２・宮城県仙台市宮城野区小田原弓ノ町・おだわらゆみのまち

　　９８３-０８６６・宮城県仙台市宮城野区花京院通・かきよういんどおり

　　９８３-０８３９・宮城県仙台市宮城野区蟹沢・かにさわ

　　９８３-０００２・宮城県仙台市宮城野区蒲生・がもう

　　９８３-０８６３・宮城県仙台市宮城野区車町・くるままち

　　９８３-００３１・宮城県仙台市宮城野区小鶴・こつﾞる

　　９８３-０８４２・宮城県仙台市宮城野区五輪・ごりん

　　９８３-０８３６・宮城県仙台市宮城野区幸町・さいわいちよう

　　９８３-００１１・宮城県仙台市宮城野区栄・さかえ

　　９８３-０８４５・宮城県仙台市宮城野区清水沼・しみずぬま

　　９８３-０８３１・宮城県仙台市宮城野区自由ケ丘・じゆうがおか

　　９８３-０００６・宮城県仙台市宮城野区白鳥・しらとり

　　９８３-００３８・宮城県仙台市宮城野区新田・しんでん

　　９８３-００３９・宮城県仙台市宮城野区新田東・しんでんひがじ

　　９８３-００３２・宮城県仙台市宮城野区仙石・せんごく

　　９８３-０００７・宮城県仙台市宮城野区仙台港北・せんだいこうきた

　　９８３-００１４・宮城県仙台市宮城野区高砂・たかさご

　　９８３-００２１・宮城県仙台市宮城野区田子・たご

　　９８３-００２６・宮城県仙台市宮城野区田子西・たごにじ

　　９８３-０８５１・宮城県仙台市宮城野区榴ケ岡・つつじがおか

　　９８３-０８５２・宮城県仙台市宮城野区榴岡・つつじがおか

　　９８３-０８２３・宮城県仙台市宮城野区燕沢・つはﾞめさわ

　　９８３-０８２２・宮城県仙台市宮城野区燕沢東・つはﾞめさわひがじ

　　９８３-０８２４・宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷・つるがや

　　９８３-０８２６・宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷東・つるがやひがじ

　　９８３-０８２５・宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷北・つるがやきた

　　９８３-００２４・宮城県仙台市宮城野区鶴巻・つるまき

　　９８３-０８６１・宮城県仙台市宮城野区鉄砲町・てつほﾟうまち

　　９８３-０８６８・宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中・てつほﾟうまちなか

　　９８３-０８６９・宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西・てつほﾟうまちにじ

　　９８３-０８６７・宮城県仙台市宮城野区鉄砲町東・てつほﾟうまちひがじ

　　９８３-０８６４・宮城県仙台市宮城野区名掛丁・なかけちよう

　　９８３-００１３・宮城県仙台市宮城野区中野・なかの

　　９８３-００３６・宮城県仙台市宮城野区苦竹・にがたけ

　　９８３-００４６・宮城県仙台市宮城野区西宮城野・にしみやぎの

　　９８３-０８６２・宮城県仙台市宮城野区二十人町・にじゆうにんまち

　　９８３-０８４３・宮城県仙台市宮城野区二十人町通・にじゆうにんまちどおり

　　９８３-０８３８・宮城県仙台市宮城野区二の森・にのもり

　　９８３-００４３・宮城県仙台市宮城野区萩野町・はぎのまち

　　９８３-０８４１・宮城県仙台市宮城野区原町・はらのまち

　　９８３-００３６・宮城県仙台市宮城野区原町苦竹・はらのまちにがたけ

　　９８３-０８４４・宮城県仙台市宮城野区原町南目・はらのまちみなみのめ

　　９８３-０８３３・宮城県仙台市宮城野区東仙台・ひがしせんだい

　　９８３-００４２・宮城県仙台市宮城野区東宮城野・ひがしみやぎの

　　９８３-０８５３・宮城県仙台市宮城野区東六番丁・ひがし６はﾞんちよう

　　９８３-００３５・宮城県仙台市宮城野区日の出町・ひのでまち

　　９８３-００３３・宮城県仙台市宮城野区福住町・ふくずみまち

　　９８３-００２３・宮城県仙台市宮城野区福田町・ふくだまち

　　９８３-００２５・宮城県仙台市宮城野区福田町南・ふくだまちみなみ

　　９８３-０００５・宮城県仙台市宮城野区福室・ふくむろ

　　９８３-００３７・宮城県仙台市宮城野区平成・へいせい



　　９８３-０８３７・宮城県仙台市宮城野区枡江・ますえ

　　９８３-０８３４・宮城県仙台市宮城野区松岡町・まつおかちよう

　　９８３-０００１・宮城県仙台市宮城野区港（１～４丁目）・みなと

　　９８５-０９０１・宮城県仙台市宮城野区港（５丁目）・みなと(５)

　　９８３-００４１・宮城県仙台市宮城野区南目館・みなみのめたて

　　９８３-００４５・宮城県仙台市宮城野区宮城野・みやぎの

　　９８３-００４４・宮城県仙台市宮城野区宮千代・みやちよ

　　９８３-０８６５・宮城県仙台市宮城野区元寺小路・もとてらこうじ

　　９８４-００００・宮城県仙台市若林区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９８４-００３２・宮城県仙台市若林区荒井・あらい

　　９８４-００３０・宮城県仙台市若林区荒井東・あらいひがじ

　　９８４-００３９・宮城県仙台市若林区荒井南・あらいみなみ

　　９８４-００３３・宮城県仙台市若林区荒浜・あらはま

　　９８４-００３４・宮城県仙台市若林区荒浜新・あらはましん

　　９８４-００７３・宮城県仙台市若林区荒町・あらまち

　　９８４-０８３３・宮城県仙台市若林区飯田・いいだ

　　９８４-００３８・宮城県仙台市若林区伊在・いざい

　　９８４-００６４・宮城県仙台市若林区石垣町・いしがきまち

　　９８４-００６３・宮城県仙台市若林区石名坂・いしなざか

　　９８４-００２２・宮城県仙台市若林区五橋（３丁目）・いつつはﾞし(３)

　　９８４-０８２８・宮城県仙台市若林区一本杉町・いつほﾟんすぎまち

　　９８４-０８４２・宮城県仙台市若林区井土・いど

　　９８４-０８３５・宮城県仙台市若林区今泉・いまいずみ

　　９８４-００５４・宮城県仙台市若林区裏柴田町・うらしはﾞたまち

　　９８４-０８３１・宮城県仙台市若林区沖野・おきの

　　９８４-００５５・宮城県仙台市若林区表柴田町・おもてしはﾞたまち

　　９８４-００１５・宮城県仙台市若林区卸町・おろしまち

　　９８４-０００２・宮城県仙台市若林区卸町東・おろしまちひがじ

　　９８４-０８２２・宮城県仙台市若林区かすみ町・かすみちよう

　　９８４-００３５・宮城県仙台市若林区霞目・かすみのめ

　　９８４-００３７・宮城県仙台市若林区蒲町・かはﾞのまち

　　９８４-００１６・宮城県仙台市若林区蒲町東・かはﾞのまちひがじ

　　９８４-０８３８・宮城県仙台市若林区上飯田・かみいいだ

　　９８４-０８１６・宮城県仙台市若林区河原町・かわらまち

　　９８４-００４７・宮城県仙台市若林区木ノ下・きのした

　　９８４-００４４・宮城県仙台市若林区椌木通・ごうらきどおり

　　９８４-０８０７・宮城県仙台市若林区穀町・こくちよう

　　９８４-０８１２・宮城県仙台市若林区五十人町・ごじゆうにんまち

　　９８４-００５７・宮城県仙台市若林区三百人町・さんびやくにんまち

　　９８４-０８４１・宮城県仙台市若林区三本塚・さんほﾞんつか

　　９８４-００７５・宮城県仙台市若林区清水小路・しみずこうじ

　　９８４-０８３２・宮城県仙台市若林区下飯田・しもいいだ

　　９８４-００４８・宮城県仙台市若林区白萩町・しらはぎまち

　　９８４-０８３６・宮城県仙台市若林区四郎丸・しろうまる

　　９８４-００４１・宮城県仙台市若林区志波町・しわまち

　　９８４-００５１・宮城県仙台市若林区新寺・しんてら

　　９８４-０８０３・宮城県仙台市若林区新弓ノ町・しんゆみのまち

　　９８４-０８０１・宮城県仙台市若林区畳屋丁・たたみやちよう

　　９８４-０８４４・宮城県仙台市若林区種次・たなつぎ

　　９８４-００３６・宮城県仙台市若林区長喜城・ちようきじよう

　　９８４-００６５・宮城県仙台市若林区土樋・つちとい

　　９８４-０００１・宮城県仙台市若林区鶴代町・つるしろまち

　　９８４-０８１７・宮城県仙台市若林区堰場・どうはﾞ

　　９８４-０８２３・宮城県仙台市若林区遠見塚・とおみつﾞか

　　９８４-０８２４・宮城県仙台市若林区遠見塚東・とおみつﾞかひがじ

　　９８４-０８２１・宮城県仙台市若林区中倉・なかくら

　　９８４-００１７・宮城県仙台市若林区なないろの里・なないろのさと

　　９８４-００５６・宮城県仙台市若林区成田町・なりたまち

　　９８４-００４６・宮城県仙台市若林区二軒茶屋・にけんちやや

　　９８４-００４５・宮城県仙台市若林区西新丁・にししんちよう

　　９８４-０８３７・宮城県仙台市若林区日辺・につへﾟ

　　９８４-０８０２・宮城県仙台市若林区八軒小路・はちけんこうじ

　　９８４-００４３・宮城県仙台市若林区東新丁・ひがししんちよう

　　９８４-００７４・宮城県仙台市若林区東七番丁・ひがし７はﾞんちよう

　　９８４-００７２・宮城県仙台市若林区東八番丁・ひがし８はﾞんちよう

　　９８４-００７１・宮城県仙台市若林区東九番丁・ひがし９はﾞんちよう

　　９８４-０８４３・宮城県仙台市若林区藤塚・ふじつか

　　９８４-０８４５・宮城県仙台市若林区二木・ふたき

　　９８４-０８０６・宮城県仙台市若林区舟丁・ふなちよう

　　９８４-０８２５・宮城県仙台市若林区古城・ふるじろ



　　９８４-０８１５・宮城県仙台市若林区文化町・ぶんかまち

　　９８４-０８１１・宮城県仙台市若林区保春院前丁・ほしゆんいんまえちよう

　　９８４-０８０４・宮城県仙台市若林区南石切町・みなみいしきりまち

　　９８４-００６１・宮城県仙台市若林区南鍛冶町・みなみかじまち

　　９８４-０８２７・宮城県仙台市若林区南小泉・みなみこいずみ

　　９８４-０８０５・宮城県仙台市若林区南材木町・みなみざいもくちよう

　　９８４-０８１４・宮城県仙台市若林区南染師町・みなみそめしまち

　　９８４-００５８・宮城県仙台市若林区元茶畑・もとちやはﾞたけ

　　９８４-００４２・宮城県仙台市若林区大和町・やまとまち

　　９８４-００６２・宮城県仙台市若林区弓ノ町・ゆみのまち

　　９８４-００５２・宮城県仙台市若林区連坊・れんほﾞう

　　９８４-００５３・宮城県仙台市若林区連坊小路・れんほﾞうこうじ

　　９８４-０８３４・宮城県仙台市若林区六郷・ろくごう

　　９８４-０８１３・宮城県仙台市若林区六十人町・ろくじゆうにんまち

　　９８４-００３１・宮城県仙台市若林区六丁目・ろくちようのめ

　　９８４-０００４・宮城県仙台市若林区六丁の目東町・ろくちようのめひがしまち

　　９８４-００１１・宮城県仙台市若林区六丁の目西町・ろくちようのめにしまち

　　９８４-００１３・宮城県仙台市若林区六丁の目南町・ろくちようのめみなみまち

　　９８４-０００３・宮城県仙台市若林区六丁の目北町・ろくちようのめきたまち

　　９８４-００１２・宮城県仙台市若林区六丁の目中町・ろくちようのめなかまち

　　９８４-００１４・宮城県仙台市若林区六丁の目元町・ろくちようのめもとまち

　　９８４-０８２６・宮城県仙台市若林区若林・わかはﾞやじ

　　９８２-００００・宮城県仙台市太白区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９８２-０８３４・宮城県仙台市太白区青山・あおやま

　　９８２-０２４２・宮城県仙台市太白区秋保町境野・あきうまちさかいの

　　９８２-０２４３・宮城県仙台市太白区秋保町長袋・あきうまちながふくろ

　　９８２-０２４４・宮城県仙台市太白区秋保町馬場・あきうまちはﾞはﾞ

　　９８２-０２４５・宮城県仙台市太白区秋保町湯向・あきうまちゆむかい

　　９８２-０２４１・宮城県仙台市太白区秋保町湯元・あきうまちゆもと

　　９８２-０８２４・宮城県仙台市太白区芦の口・あしのくち

　　９８２-０００７・宮城県仙台市太白区あすと長町・あすとながまち

　　９８２-０００２・宮城県仙台市太白区飯田・いいだ

　　９８２-００３１・宮城県仙台市太白区泉崎・いずみざき

　　９８２-００２７・宮城県仙台市太白区大塒町・おおとやまち

　　９８２-００１４・宮城県仙台市太白区大野田・おおのだ

　　９８２-００３５・宮城県仙台市太白区大谷地・おおやち

　　９８２-０８０４・宮城県仙台市太白区鈎取・かぎとり

　　９８２-０８０５・宮城県仙台市太白区鈎取本町・かぎとりほんちよう

　　９８２-００２３・宮城県仙台市太白区鹿野・かの

　　９８２-００２２・宮城県仙台市太白区鹿野本町・かのほんちよう

　　９８２-０８１２・宮城県仙台市太白区上野山・かみのやま

　　９８２-０８２３・宮城県仙台市太白区恵和町・けいわまち

　　９８２-０８４２・宮城県仙台市太白区越路・こえじ

　　９８２-０００３・宮城県仙台市太白区郡山・こおりやま

　　９８２-０８０３・宮城県仙台市太白区金剛沢・こんごうさわ

　　９８２-０８３５・宮城県仙台市太白区桜木町・さくらぎまち

　　９８２-０２１１・宮城県仙台市太白区佐保山・さほやま

　　９８１-１１０１・宮城県仙台市太白区四郎丸・しろうまる

　　９８２-００２５・宮城県仙台市太白区砂押町・すなおしまち

　　９８２-００２４・宮城県仙台市太白区砂押南町・すなおしみなみまち

　　９８２-０００５・宮城県仙台市太白区諏訪町・すわまち

　　９８２-００１３・宮城県仙台市太白区太子堂・たいしどう

　　９８２-０２１２・宮城県仙台市太白区太白・たいはく

　　９８２-０２３１・宮城県仙台市太白区坪沼・つほﾞぬま

　　９８２-００２６・宮城県仙台市太白区土手内・どてうち

　　９８２-００３２・宮城県仙台市太白区富沢・とみざわ

　　９８２-００３７・宮城県仙台市太白区富沢西・とみざわにじ

　　９８２-００３６・宮城県仙台市太白区富沢南・とみざわみなみ

　　９８２-００３３・宮城県仙台市太白区富田・とみた

　　９８１-１１０４・宮城県仙台市太白区中田・なかだ

　　９８１-１１０３・宮城県仙台市太白区中田町・なかだまち

　　９８２-００１１・宮城県仙台市太白区長町・ながまち

　　９８２-０８３７・宮城県仙台市太白区長町（越路）・ながまち(こえじ)

　　９８２-００１２・宮城県仙台市太白区長町南・ながまちみなみ

　　９８２-０８４７・宮城県仙台市太白区長嶺・ながみね

　　９８２-００３４・宮城県仙台市太白区西多賀・にしたが

　　９８１-１１０５・宮城県仙台市太白区西中田・にしなかだ

　　９８２-０８２５・宮城県仙台市太白区西の平・にしのだいら

　　９８２-０２２１・宮城県仙台市太白区日本平・にほんだいら

　　９８２-０８４４・宮城県仙台市太白区根岸町・ねぎしまち



　　９８２-０８４８・宮城県仙台市太白区萩ケ丘・はぎがおか

　　９８２-０８１７・宮城県仙台市太白区羽黒台・はぐろだい

　　９８２-０２１５・宮城県仙台市太白区旗立・はたたて

　　９８２-０００１・宮城県仙台市太白区八本松・はちほんまつ

　　９８２-０００４・宮城県仙台市太白区東大野田・ひがしおおのだ

　　９８２-０００６・宮城県仙台市太白区東郡山・ひがしこおりやま

　　９８１-１１０７・宮城県仙台市太白区東中田・ひがしなかだ

　　９８２-０２２２・宮城県仙台市太白区人来田・ひときた

　　９８２-０８１１・宮城県仙台市太白区ひより台・ひよりだい

　　９８１-１１０２・宮城県仙台市太白区袋原・ふくろはﾞら

　　９８２-０８４６・宮城県仙台市太白区二ツ沢・ふたつさわ

　　９８２-０８２１・宮城県仙台市太白区松が丘・まつがおか

　　９８２-０８２６・宮城県仙台市太白区三神峯・みかみね

　　９８２-０８０６・宮城県仙台市太白区御堂平・みどうだいら

　　９８２-００２１・宮城県仙台市太白区緑ケ丘・みどりがおか

　　９８２-００１５・宮城県仙台市太白区南大野田・みなみおおのだ

　　９８２-０８４１・宮城県仙台市太白区向山・むかいやま

　　９８２-０８４３・宮城県仙台市太白区茂ケ崎・もがさき

　　９８２-０２５１・宮城県仙台市太白区茂庭・もにわ

　　９８２-０２５２・宮城県仙台市太白区茂庭台・もにわだい

　　９８２-０８４５・宮城県仙台市太白区門前町・もんぜんまち

　　９８２-０８３１・宮城県仙台市太白区八木山香澄町・やぎやまかすみちよう

　　９８２-０８０１・宮城県仙台市太白区八木山本町・やぎやまほんちよう

　　９８２-０８３６・宮城県仙台市太白区八木山松波町・やぎやままつなみちよう

　　９８２-０８３２・宮城県仙台市太白区八木山緑町・やぎやまみどりちよう

　　９８２-０８３３・宮城県仙台市太白区八木山弥生町・やぎやまやよいちよう

　　９８２-０８０２・宮城県仙台市太白区八木山東・やぎやまひがじ

　　９８２-０８０７・宮城県仙台市太白区八木山南・やぎやまみなみ

　　９８１-１１０６・宮城県仙台市太白区柳生・やなぎう

　　９８２-０２１４・宮城県仙台市太白区山田（山田山２４－２）・やまだ(やまだやま)

　　９８２-０８１４・宮城県仙台市太白区山田（その他）・やまだ(そのた)

　　９８２-０８１５・宮城県仙台市太白区山田上ノ台町・やまだうえのだいちよう

　　９８２-０８１３・宮城県仙台市太白区山田北前町・やまだきたまえちよう

　　９８２-０２１３・宮城県仙台市太白区山田自由ケ丘・やまだじゆうがおか

　　９８２-０８１８・宮城県仙台市太白区山田新町・やまだしんまち

　　９８２-０８１６・宮城県仙台市太白区山田本町・やまだほんちよう

　　９８２-０８２２・宮城県仙台市太白区若葉町・わかはﾞまち

　　９８１-３１００・宮城県仙台市泉区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９８１-３１１５・宮城県仙台市泉区愛隣町・あいりんちよう

　　９８１-３１０１・宮城県仙台市泉区明石南・あかいしみなみ

　　９８１-３２０６・宮城県仙台市泉区明通・あけどおり

　　９８１-８００４・宮城県仙台市泉区旭丘堤・あさひがおかつつみ

　　９８１-３２０１・宮城県仙台市泉区泉ケ丘・いずみがおか

　　９８１-３１３３・宮城県仙台市泉区泉中央・いずみちゆうおう

　　９８１-３１２６・宮城県仙台市泉区泉中央南・いずみちゆうおうみなみ

　　９８１-３１１７・宮城県仙台市泉区市名坂・いちなざか

　　９８１-３１０４・宮城県仙台市泉区永和台・えいわだい

　　９８１-３１３７・宮城県仙台市泉区大沢・おおさわ

　　９８１-３２１６・宮城県仙台市泉区小角・おがく

　　９８１-３１３４・宮城県仙台市泉区桂・かつら

　　９８１-３１２１・宮城県仙台市泉区上谷刈・かみやがり

　　９８１-３１２２・宮城県仙台市泉区加茂・かも

　　９８１-３２０２・宮城県仙台市泉区北高森・きたたかもり

　　９８１-３２１５・宮城県仙台市泉区北中山・きたなかやま

　　９８１-８００６・宮城県仙台市泉区黒松・くろまつ

　　９８１-３１０２・宮城県仙台市泉区向陽台・こうようだい

　　９８１-３２１７・宮城県仙台市泉区実沢・さねざわ

　　９８１-３１３２・宮城県仙台市泉区将監・しようげん

　　９８１-３１３６・宮城県仙台市泉区将監殿・しようげんとの

　　９８１-３１０８・宮城県仙台市泉区松陵・しようりよう

　　９８１-３２２２・宮城県仙台市泉区住吉台東・すみよしだいひがじ

　　９８１-３２２３・宮城県仙台市泉区住吉台西・すみよしだいにじ

　　９８１-３１１６・宮城県仙台市泉区高玉町・たかだまちよう

　　９８１-３２０３・宮城県仙台市泉区高森・たかもり

　　９８１-３２１２・宮城県仙台市泉区長命ケ丘・ちようめいがおか

　　９８１-３２１１・宮城県仙台市泉区長命ケ丘東・ちようめいがおかひがじ

　　９８１-３１０９・宮城県仙台市泉区鶴が丘・つるがおか

　　９８１-３２０４・宮城県仙台市泉区寺岡・てらおか

　　９８１-３１０５・宮城県仙台市泉区天神沢・てんじんざわ

　　９８１-３１３１・宮城県仙台市泉区七北田・ななきた



　　９８１-８００３・宮城県仙台市泉区南光台・なんこうだい

　　９８１-８００１・宮城県仙台市泉区南光台東・なんこうだいひがじ

　　９８１-８００２・宮城県仙台市泉区南光台南・なんこうだいみなみ

　　９８１-３２２４・宮城県仙台市泉区西田中・にしたなか

　　９８１-３２１８・宮城県仙台市泉区西中山・にしなかやま

　　９８１-８００７・宮城県仙台市泉区虹の丘・にじのおか

　　９８１-３２２１・宮城県仙台市泉区根白石・ねのしろいじ

　　９８１-３１２４・宮城県仙台市泉区野村・のむら

　　９８１-８００５・宮城県仙台市泉区東黒松・ひがしくろまつ

　　９８１-３２２５・宮城県仙台市泉区福岡・ふくおか

　　９８１-３１２３・宮城県仙台市泉区古内・ふるうち

　　９８１-３２２６・宮城県仙台市泉区朴沢・ほうざわ

　　９８１-３１０６・宮城県仙台市泉区歩坂町・ほさかちよう

　　９８１-３１０７・宮城県仙台市泉区本田町・ほんだちよう

　　９８１-３１１１・宮城県仙台市泉区松森・まつもり

　　９８１-３１１３・宮城県仙台市泉区真美沢・まみさわ

　　９８１-３１２５・宮城県仙台市泉区みずほ台・みずほだい

　　９８１-３２１３・宮城県仙台市泉区南中山・みなみなかやま

　　９８１-３２０５・宮城県仙台市泉区紫山・むらさきやま

　　９８１-３１１２・宮城県仙台市泉区八乙女・やおとめ

　　９８１-３１３５・宮城県仙台市泉区八乙女中央・やおとめちゆうおう

　　９８１-３２１４・宮城県仙台市泉区館・やかた

　　９８１-３１０３・宮城県仙台市泉区山の寺・やまのてら

　　９８１-３１１４・宮城県仙台市泉区友愛町・ゆうあいちよう

　　９８６-００００・宮城県石巻市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８６-０１０１・宮城県石巻市相野谷・あいのや

　　９８６-０８６６・宮城県石巻市茜平・あかねだいら

　　９８６-０８６２・宮城県石巻市あけぼの・あけほﾞの

　　９８６-０８６９・宮城県石巻市あけぼの北・あけほﾞのきた

　　９８６-０８２８・宮城県石巻市旭町・あさひちよう

　　９８６-２５２６・宮城県石巻市網地浜・あじはま

　　９８６-２５２２・宮城県石巻市鮎川大町・あゆかわおおまち

　　９８６-２５２３・宮城県石巻市鮎川浜・あゆかわはま

　　９８６-２５２４・宮城県石巻市鮎川浜丁・あゆかわはまちよう

　　９８６-０８５０・宮城県石巻市あゆみ野・あゆみの

　　９８６-０１３１・宮城県石巻市飯野・いいの

　　９８６-０８３２・宮城県石巻市泉町・いずみちよう

　　９８６-２１２３・宮城県石巻市伊勢町・いせちよう

　　９８６-０８２６・宮城県石巻市鋳銭場・いせんはﾞ

　　９８６-０００３・宮城県石巻市井内・いない

　　９８６-００４１・宮城県石巻市伊原津・いはﾞらつ

　　９８６-２１１３・宮城県石巻市宇田川町・うだがわちよう

　　９８６-０８８２・宮城県石巻市浦屋敷南・うらやしきみなみ

　　９８６-０８１３・宮城県石巻市駅前北通り・えきまえきたどおり

　　９８６-０００５・宮城県石巻市大瓜・おうり

　　９８６-０８５４・宮城県石巻市大街道北・おおかいどうきた

　　９８６-０８５９・宮城県石巻市大街道西・おおかいどうにじ

　　９８６-０８５５・宮城県石巻市大街道東・おおかいどうひがじ

　　９８６-０８５６・宮城県石巻市大街道南・おおかいどうみなみ

　　９８６-０８３８・宮城県石巻市大手町・おおてまち

　　９８６-０８０５・宮城県石巻市大橋・おおはじ

　　９８６-２４１２・宮城県石巻市大原浜・おおはらはま

　　９８６-２１３２・宮城県石巻市大宮町・おおみやちよう

　　９８６-０１２１・宮城県石巻市大森・おおもり

　　９８６-２４０５・宮城県石巻市大谷川浜・おおやがわはま

　　９８６-１３３４・宮城県石巻市雄勝町伊勢畑・おがつちよういせはた

　　９８６-１３１１・宮城県石巻市雄勝町大須・おがつちようおおす

　　９８６-１３０２・宮城県石巻市雄勝町大浜・おがつちようおおはま

　　９８６-１３３３・宮城県石巻市雄勝町雄勝・おがつちようおがつ

　　９８６-１３３２・宮城県石巻市雄勝町小島・おがつちようおじま

　　９８６-１３３６・宮城県石巻市雄勝町上雄勝・おがつちようかみおがつ

　　９８６-１３１２・宮城県石巻市雄勝町熊沢・おがつちようくまざわ

　　９８６-１３１３・宮城県石巻市雄勝町桑浜・おがつちようくわはま

　　９８６-１３３５・宮城県石巻市雄勝町下雄勝・おがつちようしもおがつ

　　９８６-１３０３・宮城県石巻市雄勝町立浜・おがつちようたちはま

　　９８６-１３０４・宮城県石巻市雄勝町名振・おがつちようなぶり

　　９８６-１３０１・宮城県石巻市雄勝町船越・おがつちようふなこじ

　　９８６-１３２１・宮城県石巻市雄勝町水浜・おがつちようみずはま

　　９８６-１３３１・宮城県石巻市雄勝町明神・おがつちようみようじん

　　９８６-１３２２・宮城県石巻市雄勝町分浜・おがつちようわけはま



　　９８６-２３４１・宮城県石巻市荻浜・おぎのはま

　　９８６-０１１３・宮城県石巻市尾ノ崎・おのさき

　　９８６-２３５５・宮城県石巻市折浜・おりのはま

　　９８６-００３２・宮城県石巻市開成・かいせい

　　９８６-０８０６・宮城県石巻市開北・かいほく

　　９８６-００４３・宮城県石巻市鹿妻北・かつﾞまきた

　　９８６-００１３・宮城県石巻市鹿妻本町・かつﾞまほんちよう

　　９８６-００４２・宮城県石巻市鹿妻南・かつﾞまみなみ

　　９８６-０８５３・宮城県石巻市門脇・かどのわき

　　９８６-０８３４・宮城県石巻市門脇町・かどのわきちよう

　　９８６-１１１１・宮城県石巻市鹿又・かのまた

　　９８６-０１１１・宮城県石巻市釜谷・かまや

　　９８６-００２４・宮城県石巻市川口町・かわぐちちよう

　　９８６-０２０４・宮城県石巻市北上町女川・きたかみちようおながわ

　　９８６-０２０１・宮城県石巻市北上町十三浜・きたかみちようじゆうさんはま

　　９８６-０２０３・宮城県石巻市北上町長尾・きたかみちようながお

　　９８６-０２０２・宮城県石巻市北上町橋浦・きたかみちようはしうら

　　９８６-０１２３・宮城県石巻市北境・きたざかい

　　９８７-１１０３・宮城県石巻市北村・きたむら

　　９８６-２３４５・宮城県石巻市狐崎浜・きつねざきはま

　　９８６-２４１１・宮城県石巻市給分浜・きゆうぶんはま

　　９８６-２５２７・宮城県石巻市十八成浜・くぐなりはま

　　９８６-２４１４・宮城県石巻市小網倉浜・こあみくらはま

　　９８６-０８６３・宮城県石巻市向陽町・こうようちよう

　　９８６-０８２５・宮城県石巻市穀町・こくちよう

　　９８６-２１１２・宮城県石巻市後生橋・ごしようはﾞじ

　　９８６-２１１６・宮城県石巻市小竹浜・こだけはま

　　９８６-２３４２・宮城県石巻市小積浜・こつﾞみはま

　　９８６-２４１５・宮城県石巻市小渕浜・こぶちはま

　　９８６-０１３２・宮城県石巻市小船越・こふなこじ

　　９８６-２１２２・宮城県石巻市幸町・さいわいちよう

　　９８６-００２２・宮城県石巻市魚町・さかなまち

　　９８６-２１３７・宮城県石巻市さくら町・さくらまち

　　９８６-２３５１・宮城県石巻市侍浜・さむらいはま

　　９８６-２４０３・宮城県石巻市鮫浦・さめのうら

　　９８６-０１０４・宮城県石巻市皿貝・さらがい

　　９８６-２１０２・宮城県石巻市沢田・さわだ

　　９８６-２１１４・宮城県石巻市塩富町・しおとみちよう

　　９８６-０８４２・宮城県石巻市潮見町・しおみちよう

　　９８６-０８４４・宮城県石巻市重吉町・しげよしちよう

　　９８６-２４１３・宮城県石巻市清水田浜・しみずだはま

　　９８６-０８７１・宮城県石巻市清水町・しみずちよう

　　９８６-０００４・宮城県石巻市新栄・しんえい

　　９８６-０８６４・宮城県石巻市新境町・しんさかいちよう

　　９８６-２１０５・宮城県石巻市新成・しんせい

　　９８６-０８４８・宮城県石巻市新館・しんたて

　　９８６-０８８３・宮城県石巻市新館南・しんたてみなみ

　　９８６-０８７８・宮城県石巻市新橋・しんはﾞじ

　　９８６-０８０１・宮城県石巻市水明北・すいめいきた

　　９８６-０８０２・宮城県石巻市水明南・すいめいみなみ

　　９８７-１２２１・宮城県石巻市須江・すえ

　　９８６-０８７５・宮城県石巻市末広町・すえひろちよう

　　９８６-２３４４・宮城県石巻市鹿立・すだち

　　９８６-０８２１・宮城県石巻市住吉町・すみよしちよう

　　９８６-０８２７・宮城県石巻市千石町・せんごくちよう

　　９８６-００２６・宮城県石巻市大門町・だいもんちよう

　　９８６-０００６・宮城県石巻市高木・たかき

　　９８６-２３４６・宮城県石巻市竹浜・たけのはま

　　９８６-００２３・宮城県石巻市田代浜・たしろはま

　　９８６-０８２４・宮城県石巻市立町・たちまち

　　９８６-０８７２・宮城県石巻市田道町・たみちちよう

　　９８６-２１０４・宮城県石巻市垂水町・たれみずちよう

　　９８６-０８２２・宮城県石巻市中央・ちゆうおう

　　９８６-２３５２・宮城県石巻市月浦・つきのうら

　　９８６-０８５７・宮城県石巻市築山・つきやま

　　９８６-０８５１・宮城県石巻市貞山・ていざん

　　９８６-２４０１・宮城県石巻市泊浜・とまりはま

　　９８６-０８４７・宮城県石巻市中浦・なかうら

　　９８６-０８１５・宮城県石巻市中里・なかさと

　　９８６-０１０３・宮城県石巻市中島・なかじま



　　９８６-０８４５・宮城県石巻市中島町・なかじまちよう

　　９８６-０８２３・宮城県石巻市中瀬・なかぜ

　　９８６-０１１２・宮城県石巻市長面・ながつら

　　９８６-０１０５・宮城県石巻市中野・なかの

　　９８６-２１３３・宮城県石巻市長浜町・ながはまちよう

　　９８６-０８４９・宮城県石巻市中屋敷・なかやしき

　　９８６-２１０３・宮城県石巻市流留・ながる

　　９８６-０１０２・宮城県石巻市成田・なりた

　　９８６-０８３６・宮城県石巻市南光町・なんこうちよう

　　９８６-２５２１・宮城県石巻市新山浜・にいやまはま

　　９８６-０８７７・宮城県石巻市錦町・にしきちよう

　　９８６-０８４３・宮城県石巻市西浜町・にしはまちよう

　　９８６-０８７６・宮城県石巻市西山町・にしやまちよう

　　９８６-２１０１・宮城県石巻市沼津・ぬまつﾞ

　　９８６-２１３６・宮城県石巻市根岸・ねぎじ

　　９８６-０８６０・宮城県石巻市のぞみ野・のぞみの

　　９８６-０８３１・宮城県石巻市羽黒町・はぐろちよう

　　９８６-００１６・宮城県石巻市八幡町・はちまんちよう

　　９８６-２３５４・宮城県石巻市蛤浜・はまぐりはま

　　９８６-２１３１・宮城県石巻市浜松町・はままつちよう

　　９８６-０１１４・宮城県石巻市針岡・はりおか

　　９８６-０８１２・宮城県石巻市東中里・ひがしなかさと

　　９８６-０１２２・宮城県石巻市東福田・ひがしふくだ

　　９８６-０８４１・宮城県石巻市雲雀野町・ひはﾞりのちよう

　　９８６-０８３３・宮城県石巻市日和が丘・ひよりがおか

　　９８７-１２２２・宮城県石巻市広渕・ひろぶち

　　９８６-０１１５・宮城県石巻市福地・ふくじ

　　９８６-０１３３・宮城県石巻市二子・ふたご

　　９８６-０８７４・宮城県石巻市双葉町・ふたはﾞちよう

　　９８６-２５２５・宮城県石巻市長渡浜・ふたわたしはま

　　９８６-２３４３・宮城県石巻市福貴浦・ふつきうら

　　９８６-００１７・宮城県石巻市不動町・ふどうちよう

　　９８６-０８６１・宮城県石巻市蛇田・へびた

　　９８６-２４０６・宮城県石巻市前網浜・まえあみはま

　　９８７-１１０１・宮城県石巻市前谷地・まえやち

　　９８６-２３４７・宮城県石巻市牧浜・まきのはま

　　９８６-０１０６・宮城県石巻市馬鞍・まぐら

　　９８６-００２８・宮城県石巻市松並・まつなみ

　　９８６-２１３４・宮城県石巻市松原町・まつはﾞらちよう

　　９８６-０００２・宮城県石巻市真野・まの

　　９８６-０８６５・宮城県石巻市丸井戸・まるいど

　　９８６-２１１５・宮城県石巻市万石町・まんごくちよう

　　９８６-０８４６・宮城県石巻市三河町・みかわちよう

　　９８６-０８０３・宮城県石巻市水押・みずおじ

　　９８６-０００１・宮城県石巻市水沼・みずぬま

　　９８６-００３３・宮城県石巻市美園・みその

　　９８６-０８５８・宮城県石巻市三ツ股・みつまた

　　９８６-２１１１・宮城県石巻市三和町・みつわちよう

　　９８６-００２１・宮城県石巻市緑町・みどりちよう

　　９８６-００１１・宮城県石巻市湊・みなと

　　９８６-００２５・宮城県石巻市湊町・みなとちよう

　　９８６-００２９・宮城県石巻市湊西・みなとにじ

　　９８６-００３１・宮城県石巻市南境・みなみざかい

　　９８６-０８１４・宮城県石巻市南中里・みなみなかさと

　　９８６-０８３５・宮城県石巻市南浜町・みなみはまちよう

　　９８６-０８５２・宮城県石巻市南谷地・みなみやち

　　９８６-０１２４・宮城県石巻市三輪田・みのわだ

　　９８６-００２７・宮城県石巻市明神町・みようじんちよう

　　９８６-０８８１・宮城県石巻市明神南・みようじんみなみ

　　９８６-０８６８・宮城県石巻市恵み野・めぐみの

　　９８６-０８１１・宮城県石巻市元倉・もとくら

　　９８６-０３０５・宮城県石巻市桃生町牛田・ものうちよううした

　　９８６-０３１１・宮城県石巻市桃生町太田・ものうちようおおた

　　９８６-０３０４・宮城県石巻市桃生町樫崎・ものうちようかしざき

　　９８６-０３２３・宮城県石巻市桃生町神取・ものうちようかんどり

　　９８６-０３２２・宮城県石巻市桃生町給人町・ものうちようきゆうにんまち

　　９８６-０３０２・宮城県石巻市桃生町倉埣・ものうちようくらぞね

　　９８６-０３１２・宮城県石巻市桃生町城内・ものうちようじようない

　　９８６-０３２１・宮城県石巻市桃生町新田・ものうちようしんでん

　　９８６-０３２４・宮城県石巻市桃生町高須賀・ものうちようたかすか



　　９８６-０３１４・宮城県石巻市桃生町寺崎・ものうちようてらさき

　　９８６-０３０３・宮城県石巻市桃生町永井・ものうちようながい

　　９８６-０３１３・宮城県石巻市桃生町中津山・ものうちようなかつやま

　　９８６-０３０１・宮城県石巻市桃生町脇谷・ものうちようわきや

　　９８６-２３５３・宮城県石巻市桃浦・もものうら

　　９８６-２４０２・宮城県石巻市谷川浜・やがわはま

　　９８６-０８７３・宮城県石巻市山下町・やましたちよう

　　９８６-００１５・宮城県石巻市吉野町・よしのちよう

　　９８６-０８３７・宮城県石巻市宜山町・よしやまちよう

　　９８６-２４０４・宮城県石巻市寄磯浜・よりいそはま

　　９８６-０８６７・宮城県石巻市わかば・わかはﾞ

　　９８６-２１３５・宮城県石巻市渡波・わたのは

　　９８６-２１２１・宮城県石巻市渡波町・わたのはちよう

　　９８７-１１０２・宮城県石巻市和渕・わぶち

　　９８５-００００・宮城県塩竈市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８５-００８２・宮城県塩竈市青葉ケ丘・あおはﾞがおか

　　９８５-００５５・宮城県塩竈市赤坂・あかさか

　　９８５-００２６・宮城県塩竈市旭町・あさひちよう

　　９８５-００１２・宮城県塩竈市芦畔町・あしぐろちよう

　　９８５-００８１・宮城県塩竈市石田・いしだ

　　９８５-００３１・宮城県塩竈市石堂・いしどう

　　９８５-００５６・宮城県塩竈市泉ケ岡・いずみがおか

　　９８５-００６２・宮城県塩竈市泉沢町・いずみさわちよう

　　９８５-００７４・宮城県塩竈市一森山・いちもりやま

　　９８５-００８７・宮城県塩竈市伊保石・いほﾞいじ

　　９８５-００７５・宮城県塩竈市今宮町・いまみやちよう

　　９８５-００７７・宮城県塩竈市梅の宮・うめのみや

　　９８５-０１９１・宮城県塩竈市浦戸石浜・うらといしはま

　　９８５-０１９２・宮城県塩竈市浦戸桂島・うらとかつらしま

　　９８５-０１９４・宮城県塩竈市浦戸寒風沢・うらとさぶさわ

　　９８５-０１９３・宮城県塩竈市浦戸野々島・うらとののしま

　　９８５-０１９５・宮城県塩竈市浦戸朴島・うらとほうじま

　　９８５-００４６・宮城県塩竈市大日向町・おおひなたちよう

　　９８５-００２１・宮城県塩竈市尾島町・おじまちよう

　　９８５-０００２・宮城県塩竈市海岸通・かいがんどおり

　　９８５-００８４・宮城県塩竈市楓町・かえでちよう

　　９８５-００８５・宮城県塩竈市庚塚・かのえつﾞか

　　９８５-０００３・宮城県塩竈市北浜・きたはま

　　９８５-００１３・宮城県塩竈市牛生町・ぎゆうちよう

　　９８５-００５４・宮城県塩竈市香津町・こうつﾞまち

　　９８５-００６７・宮城県塩竈市後楽町・こうらくちよう

　　９８５-００８３・宮城県塩竈市越ノ浦・こしのうら

　　９８５-００７２・宮城県塩竈市小松崎・こまつざき

　　９８５-００６４・宮城県塩竈市権現堂・ごんげんどう

　　９８５-００２５・宮城県塩竈市佐浦町・さうらちよう

　　９８５-００６３・宮城県塩竈市栄町・さかえちよう

　　９８５-００３３・宮城県塩竈市桜ケ丘・さくらがおか

　　９８５-００６１・宮城県塩竈市清水沢・しみずさわ

　　９８５-００７１・宮城県塩竈市松陽台・しようようだい

　　９８５-００４１・宮城県塩竈市白菊町・しらぎくちよう

　　９８５-００３２・宮城県塩竈市白萩町・しらはぎちよう

　　９８５-００２２・宮城県塩竈市新富町・しんとみちよう

　　９８５-０００１・宮城県塩竈市新浜町・しんはまちよう

　　９８５-０００５・宮城県塩竈市杉の入・すぎのいり

　　９８５-０００６・宮城県塩竈市杉の入裏・すぎのいりうら

　　９８５-００４３・宮城県塩竈市袖野田町・そでのだちよう

　　９８５-００４２・宮城県塩竈市玉川・たまがわ

　　９８５-００８６・宮城県塩竈市千賀の台・ちがのだい

　　９８５-００６６・宮城県塩竈市月見ケ丘・つきみがおか

　　９８５-００１１・宮城県塩竈市貞山通・ていざんどおり

　　９８５-００１５・宮城県塩竈市中の島・なかのしま

　　９８５-００８８・宮城県塩竈市長沢・ながさわ

　　９８５-００７６・宮城県塩竈市長沢町・ながさわちよう

　　９８５-００２４・宮城県塩竈市錦町・にしきちよう

　　９８５-００４５・宮城県塩竈市西玉川町・にしたまがわちよう

　　９８５-００５７・宮城県塩竈市西町・にしまち

　　９８５-００３５・宮城県塩竈市野田・のだ

　　９８５-００２３・宮城県塩竈市花立町・はなだてちよう

　　９８５-００４４・宮城県塩竈市母子沢町・ははこざわちよう

　　９８５-００３６・宮城県塩竈市東玉川町・ひがしたまがわちよう



　　９８５-０００４・宮城県塩竈市藤倉・ふじくら

　　９８５-００１４・宮城県塩竈市舟入・ふないり

　　９８５-００１６・宮城県塩竈市港町・みなとまち

　　９８５-００３４・宮城県塩竈市南錦町・みなみにしきちよう

　　９８５-００５３・宮城県塩竈市南町・みなみまち

　　９８５-００７３・宮城県塩竈市みのが丘・みのがおか

　　９８５-００５１・宮城県塩竈市宮町・みやまち

　　９８５-００６５・宮城県塩竈市向ケ丘・むかいがおか

　　９８５-００５２・宮城県塩竈市本町・もとまち

　　９８８-００００・宮城県気仙沼市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８８-０１８２・宮城県気仙沼市赤岩石兜・あかいわいしかぶと

　　９８８-０１０５・宮城県気仙沼市赤岩老松・あかいわおいのまつ

　　９８８-０１７２・宮城県気仙沼市赤岩大石倉・あかいわおおいしくら

　　９８８-０１７４・宮城県気仙沼市赤岩大滝・あかいわおおたき

　　９８８-０１８５・宮城県気仙沼市赤岩小田・あかいわおだ

　　９８８-０１６６・宮城県気仙沼市赤岩上羽田・あかいわかみはだ

　　９８８-０１０４・宮城県気仙沼市赤岩五駄鱈・あかいわごだんたら

　　９８８-０１６４・宮城県気仙沼市赤岩四十二・あかいわしじゆうに

　　９８８-０１８１・宮城県気仙沼市赤岩杉ノ沢・あかいわすぎのさわ

　　９８８-０１６１・宮城県気仙沼市赤岩高前田・あかいわたかまえだ

　　９８８-０１０１・宮城県気仙沼市赤岩舘下・あかいわたてした

　　９８８-０１０２・宮城県気仙沼市赤岩舘森・あかいわたてもり

　　９８８-０１８３・宮城県気仙沼市赤岩泥ノ木・あかいわどろのき

　　９８８-０１７３・宮城県気仙沼市赤岩長柴・あかいわながしはﾞ

　　９８８-０１６７・宮城県気仙沼市赤岩羽田・あかいわはだ

　　９８８-０１８４・宮城県気仙沼市赤岩平貝・あかいわひらがい

　　９８８-０１６２・宮城県気仙沼市赤岩前田・あかいわまえだ

　　９８８-０１７１・宮城県気仙沼市赤岩牧沢・あかいわまきさわ

　　９８８-０１６８・宮城県気仙沼市赤岩水梨子・あかいわみずなじ

　　９８８-０１０３・宮城県気仙沼市赤岩港・あかいわみなと

　　９８８-０１６３・宮城県気仙沼市赤岩迎前田・あかいわむかえまえだ

　　９８８-０１６５・宮城県気仙沼市赤岩物見・あかいわものみ

　　９８８-００７５・宮城県気仙沼市赤坂・あかさか

　　９８８-００６２・宮城県気仙沼市明戸・あけど

　　９８８-０６２３・宮城県気仙沼市浅根・あさね

　　９８８-００３４・宮城県気仙沼市朝日町・あさひちよう

　　９８８-０８４７・宮城県気仙沼市阿霄月・あよいつﾞき

　　９８８-００７１・宮城県気仙沼市新町・あらまち

　　９８８-０６０６・宮城県気仙沼市磯草・いそくさ

　　９８８-０８５４・宮城県気仙沼市磯沢・いそざわ

　　９８８-００３２・宮城県気仙沼市一景島・いつけいじま

　　９８８-００８３・宮城県気仙沼市入沢・いりさわ

　　９８８-００６１・宮城県気仙沼市岩ケ崎・いわがさき

　　９８８-０２０１・宮城県気仙沼市岩月千岩田・いわつきせんがんだ

　　９８８-０２０７・宮城県気仙沼市岩月宝ケ沢・いわつきたからがさわ

　　９８８-０２０２・宮城県気仙沼市岩月台ノ沢・いわつきだいのさわ

　　９８８-０２０６・宮城県気仙沼市岩月寺沢・いわつきてらさわ

　　９８８-０２０４・宮城県気仙沼市岩月長平・いわつきながだいら

　　９８８-０２０５・宮城県気仙沼市岩月箒沢・いわつきほうきさわ

　　９８８-０２０３・宮城県気仙沼市岩月星谷・いわつきほしや

　　９８８-００３７・宮城県気仙沼市魚市場前・うおいちはﾞまえ

　　９８８-０００８・宮城県気仙沼市魚浜町・うおはまちよう

　　９８８-００６５・宮城県気仙沼市後九条・うしろくじよう

　　９８８-０８６６・宮城県気仙沼市内松川・うちまつかわ

　　９８８-０６０５・宮城県気仙沼市浦の浜・うらのはま

　　９８８-０８１２・宮城県気仙沼市大岩井山・おおいわいやま

　　９８８-０８１４・宮城県気仙沼市大浦・おおうら

　　９８８-００８２・宮城県気仙沼市太田・おおた

　　９８８-０８１２・宮城県気仙沼市大峠山・おおとうげやま

　　９８８-０６０２・宮城県気仙沼市大初平・おおはつだいら

　　９８８-０８２１・宮城県気仙沼市大林・おおはﾞやじ

　　９８８-０６１２・宮城県気仙沼市大向・おおむかい

　　９８８-０８４３・宮城県気仙沼市落合・おちあい

　　９８８-０８６２・宮城県気仙沼市角地・かくじ

　　９８８-００１４・宮城県気仙沼市柏崎・かしざき

　　９８８-０８３７・宮城県気仙沼市鹿ノ倉・かのくら

　　９８８-００５６・宮城県気仙沼市上田中・かみたなか

　　９８８-０８０３・宮城県気仙沼市上東側・かみひがしがわ

　　９８８-０８０６・宮城県気仙沼市上西側・かみにしがわ

　　９８８-０８０１・宮城県気仙沼市上東側根・かみひがしがわね



　　９８８-００４４・宮城県気仙沼市神山・かみやま

　　９８８-０６０７・宮城県気仙沼市亀山・かめやま

　　９８８-０５３３・宮城県気仙沼市唐桑町明戸・からくわちようあけど

　　９８８-０５０３・宮城県気仙沼市唐桑町荒谷前・からくわちようあらやまえ

　　９８８-０５３２・宮城県気仙沼市唐桑町石浜・からくわちよういしはま

　　９８８-０５１２・宮城県気仙沼市唐桑町岩井沢・からくわちよういわいさわ

　　９８８-０５８１・宮城県気仙沼市唐桑町浦・からくわちよううら

　　９８８-０５２１・宮城県気仙沼市唐桑町大畑・からくわちようおおはた

　　９８８-０５４４・宮城県気仙沼市唐桑町欠浜・からくわちようかけはま

　　９８８-０５０１・宮城県気仙沼市唐桑町釜石下・からくわちようかまいしした

　　９８８-０５２２・宮城県気仙沼市唐桑町上川原・からくわちようかみかわら

　　９８８-０５６２・宮城県気仙沼市唐桑町上小鯖・からくわちようかみこさはﾞ

　　９８８-０５７２・宮城県気仙沼市唐桑町上鮪立・からくわちようかみしびたち

　　９８８-０５５３・宮城県気仙沼市唐桑町神の倉・からくわちようかんのくら

　　９８８-０５４１・宮城県気仙沼市唐桑町北中・からくわちようきたなか

　　９８８-０５６１・宮城県気仙沼市唐桑町小鯖・からくわちようこさはﾞ

　　９８８-０５１４・宮城県気仙沼市唐桑町小田・からくわちようこだ

　　９８８-０５４３・宮城県気仙沼市唐桑町小長根・からくわちようこながね

　　９８８-０５２３・宮城県気仙沼市唐桑町境・からくわちようさかい

　　９８８-０５５４・宮城県気仙沼市唐桑町崎浜・からくわちようさきはま

　　９８８-０５７１・宮城県気仙沼市唐桑町鮪立・からくわちようしびたち

　　９８８-０５３４・宮城県気仙沼市唐桑町宿浦・からくわちようしゆくうら

　　９８８-０５０２・宮城県気仙沼市唐桑町台の下・からくわちようだいのした

　　９８８-０５３１・宮城県気仙沼市唐桑町高石浜・からくわちようたかいしはま

　　９８８-０５０４・宮城県気仙沼市唐桑町竹の袖・からくわちようたけのそで

　　９８８-０５２４・宮城県気仙沼市唐桑町只越・からくわちようただこじ

　　９８８-０５２６・宮城県気仙沼市唐桑町唯越・からくわちようただこじ

　　９８８-０５１１・宮城県気仙沼市唐桑町舘・からくわちようたて

　　９８８-０５５２・宮城県気仙沼市唐桑町津本・からくわちようつもと

　　９８８-０５０６・宮城県気仙沼市唐桑町出山・からくわちようでやま

　　９８８-０５２５・宮城県気仙沼市唐桑町堂角・からくわちようどうかく

　　９８８-０５４２・宮城県気仙沼市唐桑町中・からくわちようなか

　　９８８-０５６３・宮城県気仙沼市唐桑町中井・からくわちようなかい

　　９８８-０９２７・宮城県気仙沼市唐桑町西舞根（２００番以上）・にしもうね

　　９８８-０５２７・宮城県気仙沼市唐桑町西舞根（その他）・にしもうね(そのた)

　　９８８-０５１３・宮城県気仙沼市唐桑町載鈎・からくわちようのせかぎ

　　９８８-０５３５・宮城県気仙沼市唐桑町馬場・からくわちようはﾞはﾞ

　　９８８-０５８２・宮城県気仙沼市唐桑町東舞根・からくわちようひがしもうね

　　９８８-０５５１・宮城県気仙沼市唐桑町松圃・からくわちようまつはﾞたけ

　　９８８-０５０５・宮城県気仙沼市唐桑町港・からくわちようみなと

　　９８８-０８３４・宮城県気仙沼市川上・かわかみ

　　９８８-００３３・宮城県気仙沼市川口町・かわぐちちよう

　　９８８-０８４６・宮城県気仙沼市川崎尻・かわさきじり

　　９８８-００４１・宮城県気仙沼市川畑・かわはﾞた

　　９８８-０８２４・宮城県気仙沼市川原崎・かわらざき

　　９８８-００２２・宮城県気仙沼市河原田・かわらだ

　　９８８-０８３１・宮城県気仙沼市金成沢・かんなりさわ

　　９８８-０８２２・宮城県気仙沼市切通・きりどおじ

　　９８８-００６４・宮城県気仙沼市九条・くじよう

　　９８８-０８４２・宮城県気仙沼市久保・くほﾞ

　　９８８-００８１・宮城県気仙沼市蔵底・くらそこ

　　９８８-０８６８・宮城県気仙沼市黒石山・くろいしやま

　　９８８-０８６３・宮城県気仙沼市黒沢・くろさわ

　　９８８-００７２・宮城県気仙沼市化粧坂・けしようざか

　　９８８-０８３６・宮城県気仙沼市小芦・こあじ

　　９８８-０８１５・宮城県気仙沼市小々汐・こごしお

　　９８８-０８３２・宮城県気仙沼市瘻槻・こぶつき

　　９８８-０６３３・宮城県気仙沼市駒形・こまがた

　　９８８-００５４・宮城県気仙沼市駒場・こまはﾞ

　　９８８-０２１４・宮城県気仙沼市最知荒沢・さいちあらさわ

　　９８８-０２１１・宮城県気仙沼市最知川原・さいちかわら

　　９８８-０２１５・宮城県気仙沼市最知北最知・さいちきたさいち

　　９８８-０２１３・宮城県気仙沼市最知南最知・さいちみなみさいち

　　９８８-０２１２・宮城県気仙沼市最知森合・さいちもりあい

　　９８８-００２６・宮城県気仙沼市幸町・さいわいちよう

　　９８８-００１２・宮城県気仙沼市栄町・さかえちよう

　　９８８-００１３・宮城県気仙沼市魚町・さかなまち

　　９８８-００７３・宮城県気仙沼市笹が陣・ささがじん

　　９８８-００１６・宮城県気仙沼市沢田・さわだ

　　９８８-０８１８・宮城県気仙沼市三ノ浜・さんのはま



　　９８８-００３１・宮城県気仙沼市潮見町・しおみちよう

　　９８８-００６３・宮城県気仙沼市四反田・したんだ

　　９８８-０８２８・宮城県気仙沼市下新田・しもしんでん

　　９８８-０８５１・宮城県気仙沼市下八瀬・しもやつせ

　　９８８-００５１・宮城県気仙沼市常楽・じようらく

　　９８８-０８０７・宮城県気仙沼市白石・しらいじ

　　９８８-０８６８・宮城県気仙沼市新関根・しんせきね

　　９８８-０８６７・宮城県気仙沼市新台・しんだい

　　９８８-０８２９・宮城県気仙沼市新田・しんでん

　　９８８-０００５・宮城県気仙沼市新浜町・しんはまちよう

　　９８８-００１１・宮城県気仙沼市陣山・じんやま

　　９８８-０８６５・宮城県気仙沼市新早稲谷・しんわせや

　　９８８-０８６８・宮城県気仙沼市関根・せきね

　　９８８-０８４４・宮城県気仙沼市象ケ鼻・ぞうがはな

　　９８８-０６０３・宮城県気仙沼市外畑・そとはﾞたけ

　　９８８-０６０１・宮城県気仙沼市外浜・そとはま

　　９８８-００５５・宮城県気仙沼市反松・そりまつ

　　９８８-０８６７・宮城県気仙沼市台・だい

　　９８８-０６１３・宮城県気仙沼市高井・たかい

　　９８８-０８０２・宮城県気仙沼市高判形山・たかはんぎようやま

　　９８８-００８７・宮城県気仙沼市滝の入・たきのいり

　　９８８-０６１１・宮城県気仙沼市田尻・たじり

　　９８８-０８２５・宮城県気仙沼市田尻沢・たじりざわ

　　９８８-００７６・宮城県気仙沼市舘山・たてやま

　　９８８-００５２・宮城県気仙沼市田中・たなか

　　９８８-００５８・宮城県気仙沼市田中沖・たなかおき

　　９８８-００５３・宮城県気仙沼市田中前・たなかまえ

　　９８８-００４５・宮城県気仙沼市田谷・たや

　　９８８-００４６・宮城県気仙沼市田谷前・たやまえ

　　９８８-０８６４・宮城県気仙沼市塚沢・つかざわ

　　９８８-０８２６・宮城県気仙沼市百目木・どうめき

　　９８８-００５７・宮城県気仙沼市所沢・ところざわ

　　９８８-００２５・宮城県気仙沼市内ノ脇・ないのわき

　　９８８-０２３７・宮城県気仙沼市長磯赤貝・ながいそあかがい

　　９８８-０２２６・宮城県気仙沼市長磯後沢・ながいそうしろざわ

　　９８８-０２２５・宮城県気仙沼市長磯大窪・ながいそおおくほﾞ

　　９８８-０２２１・宮城県気仙沼市長磯七半沢・ながいそしちはんざわ

　　９８８-０２３２・宮城県気仙沼市長磯下原・ながいそしもはﾞら

　　９８８-０２２３・宮城県気仙沼市長磯鳥子沢・ながいそとりこざわ

　　９８８-０２３８・宮城県気仙沼市長磯中原・ながいそなかはら

　　９８８-０２３６・宮城県気仙沼市長磯二本松・ながいそにほんまつ

　　９８８-０２３１・宮城県気仙沼市長磯浜・ながいそはま

　　９８８-０２３３・宮城県気仙沼市長磯原・ながいそはら

　　９８８-０２３４・宮城県気仙沼市長磯原ノ沢・ながいそはらのさわ

　　９８８-０２２２・宮城県気仙沼市長磯船原・ながいそふなはら

　　９８８-０２２４・宮城県気仙沼市長磯前林・ながいそまえはﾞやじ

　　９８８-０２３５・宮城県気仙沼市長磯牧通・ながいそまぎどおり

　　９８８-０２２７・宮城県気仙沼市長磯森・ながいそもり

　　９８８-０８３５・宮城県気仙沼市長岩間・ながいわま

　　９８８-０６２１・宮城県気仙沼市長崎・ながさき

　　９８８-００２４・宮城県気仙沼市仲町・なかまち

　　９８８-０００７・宮城県気仙沼市中みなと町・なかみなとちよう

　　９８８-０６２２・宮城県気仙沼市中山・なかやま

　　９８８-０８５５・宮城県気仙沼市名木沢・なぎさわ

　　９８８-０８１３・宮城県気仙沼市浪板・なみいた

　　９８８-００４３・宮城県気仙沼市南郷・なんごう

　　９８８-０００２・宮城県気仙沼市錦町・にしきちよう

　　９８８-０８０５・宮城県気仙沼市西中才・にしなかさい

　　９８８-０８１７・宮城県気仙沼市西八幡町・にしはちまんちよう

　　９８８-０８１７・宮城県気仙沼市西八幡前・にしはちまんまえ

　　９８８-０００６・宮城県気仙沼市西みなと町・にしみなとちよう

　　９８８-０８１６・宮城県気仙沼市二ノ浜・にのはま

　　９８８-０２４１・宮城県気仙沼市波路上岩井崎・はじかみいわいさき

　　９８８-０２５２・宮城県気仙沼市波路上後原・はじかみうしろはﾞら

　　９８８-０２５１・宮城県気仙沼市波路上内田・はじかみうちだ

　　９８８-０２４７・宮城県気仙沼市波路上内沼・はじかみうちぬま

　　９８８-０２４２・宮城県気仙沼市波路上崎野・はじかみさきの

　　９８８-０２４５・宮城県気仙沼市波路上杉ノ下・はじかみすぎのした

　　９８８-０２４６・宮城県気仙沼市波路上瀬向・はじかみせむかい

　　９８８-０２５４・宮城県気仙沼市波路上野田・はじかみのだ



　　９８８-０２５３・宮城県気仙沼市波路上原・はじかみはら

　　９８８-０２４３・宮城県気仙沼市波路上牧・はじかみまぎ

　　９８８-０２５５・宮城県気仙沼市波路上向田・はじかみむかいだ

　　９８８-０２５６・宮城県気仙沼市波路上向原・はじかみむかいはﾞら

　　９８８-０２４４・宮城県気仙沼市波路上明戸・はじかみあけど

　　９８８-０００４・宮城県気仙沼市浜町・はまちよう

　　９８８-００１５・宮城県気仙沼市浜見山・はまみやま

　　９８８-００６６・宮城県気仙沼市東新城・ひがししんじよう

　　９８８-０８０４・宮城県気仙沼市東中才・ひがしなかさい

　　９８８-０８１１・宮城県気仙沼市東八幡前・ひがしはちまんまえ

　　９８８-０００１・宮城県気仙沼市東みなと町・ひがしみなとちよう

　　９８８-０８０２・宮城県気仙沼市日ノ口・ひのくち

　　９８８-００８６・宮城県気仙沼市福美町・ふくみちよう

　　９８８-００７７・宮城県気仙沼市古町・ふるまち

　　９８８-００３６・宮城県気仙沼市弁天町・べんてんちよう

　　９８８-０８６１・宮城県気仙沼市細尾・ほそお

　　９８８-００４２・宮城県気仙沼市本郷・ほんごう

　　９８８-０８４５・宮城県気仙沼市前木・まえぎ

　　９８８-０８５２・宮城県気仙沼市松川・まつかわ

　　９８８-０８５３・宮城県気仙沼市松川前・まつかわまえ

　　９８８-０１１４・宮城県気仙沼市松崎浦田・まつざきうらだ

　　９８８-０１５５・宮城県気仙沼市松崎大萱・まつざきおおかや

　　９８８-０１３１・宮城県気仙沼市松崎尾崎・まつざきおさき

　　９８８-０１５３・宮城県気仙沼市松崎面瀬・まつざきおもせ

　　９８８-０１１３・宮城県気仙沼市松崎片浜・まつざきかたはま

　　９８８-０１３４・宮城県気仙沼市松崎上赤田・まつざきかみあかだ

　　９８８-０１５７・宮城県気仙沼市松崎上金取・まつざきかみかねとり

　　９８８-０１２１・宮城県気仙沼市松崎萱・まつざきかや

　　９８８-０１１１・宮城県気仙沼市松崎北沢・まつざききたさわ

　　９８８-０１２２・宮城県気仙沼市松崎五駄鱈・まつざきごだんたら

　　９８８-０１４３・宮城県気仙沼市松崎地生・まつざきじしよう

　　９８８-０１３３・宮城県気仙沼市松崎下赤田・まつざきしもあかだ

　　９８８-０１５６・宮城県気仙沼市松崎下金取・まつざきしもかねとり

　　９８８-０１５２・宮城県気仙沼市松崎外ケ沢・まつざきそとがさわ

　　９８８-０１２４・宮城県気仙沼市松崎高谷・まつざきたかや

　　９８８-０１５１・宮城県気仙沼市松崎立石・まつざきたていじ

　　９８８-０１４４・宮城県気仙沼市松崎鶴巻・まつざきつるまき

　　９８８-０１２３・宮城県気仙沼市松崎中瀬・まつざきなかぜ

　　９８８-０１５４・宮城県気仙沼市松崎猫渕・まつざきねこぶち

　　９８８-０１３２・宮城県気仙沼市松崎馬場・まつざきはﾞはﾞ

　　９８８-０１１２・宮城県気仙沼市松崎前浜・まつざきまえはま

　　９８８-０１４２・宮城県気仙沼市松崎丸森・まつざきまるもり

　　９８８-０１４１・宮城県気仙沼市松崎柳沢・まつざきやなぎさわ

　　９８８-０６０４・宮城県気仙沼市廻舘・まわりだて

　　９８８-０６３１・宮城県気仙沼市三作浜・みさくはま

　　９８８-００８５・宮城県気仙沼市三日町・みつかまち

　　９８８-００２１・宮城県気仙沼市港町・みなとまち

　　９８８-００２３・宮城県気仙沼市南が丘・みなみがおか

　　９８８-００１７・宮城県気仙沼市南町・みなみまち

　　９８８-００１８・宮城県気仙沼市南町海岸・みなみまちかいがん

　　９８８-０８２３・宮城県気仙沼市茗荷沢・みようがさわ

　　９８８-０００３・宮城県気仙沼市本浜町・もとはまちよう

　　９８８-００７４・宮城県気仙沼市本町・もとまち

　　９８８-０２８４・宮城県気仙沼市本吉町赤牛・あかうじ

　　９８８-０２７７・宮城県気仙沼市本吉町天ヶ沢・あまがさわ

　　９８８-０２６８・宮城県気仙沼市本吉町石川原・いしかわら

　　９８８-０３３９・宮城県気仙沼市本吉町泉・いずみ

　　９８８-０３３６・宮城県気仙沼市本吉町泉沢・いずみさわ

　　９８８-０３４７・宮城県気仙沼市本吉町猪の鼻・いのはな

　　９８８-０２６１・宮城県気仙沼市本吉町後田・うしろだ

　　９８８-０３２４・宮城県気仙沼市本吉町歌生・うとう

　　９８８-０３１３・宮城県気仙沼市本吉町卯名沢・うなざわ

　　９８８-０３７１・宮城県気仙沼市本吉町漆原・うるしはﾞら

　　９８８-０３０１・宮城県気仙沼市本吉町狼の巣・おいのす

　　９８８-０３０６・宮城県気仙沼市本吉町大椚・おおくぬぎ

　　９８８-０３０４・宮城県気仙沼市本吉町大沢・おおさわ

　　９８８-０３５６・宮城県気仙沼市本吉町大柴・おおしはﾞ

　　９８８-０３５８・宮城県気仙沼市本吉町大東・おおひがじ

　　９８８-０２８７・宮城県気仙沼市本吉町大朴木・おおほﾞうき

　　９８８-０２８３・宮城県気仙沼市本吉町大森・おおもり



　　９８８-０２７２・宮城県気仙沼市本吉町大谷・おおや

　　９８８-０２６２・宮城県気仙沼市本吉町沖の田・おきのだ

　　９８８-０３７２・宮城県気仙沼市本吉町尾田・おでん

　　９８８-０３１１・宮城県気仙沼市本吉町風越・かざこじ

　　９８８-０３５４・宮城県気仙沼市本吉町鹿の子・かのこ

　　９８８-０３８８・宮城県気仙沼市本吉町上川内・かみかわうち

　　９８８-０３７３・宮城県気仙沼市本吉町狩猟・かりよう

　　９８８-０３１７・宮城県気仙沼市本吉町北明戸・きたあけど

　　９８８-０２７５・宮城県気仙沼市本吉町九多丸・くだまる

　　９８８-０２６５・宮城県気仙沼市本吉町窪・くほﾞ

　　９８８-０３２５・宮城県気仙沼市本吉町蔵内・くらうち

　　９８８-０３２３・宮城県気仙沼市本吉町今朝磯・けさいそ

　　９８８-０３０３・宮城県気仙沼市本吉町幸土・こうど

　　９８８-０３５１・宮城県気仙沼市本吉町午王野沢・ごおうのさわ

　　９８８-０２８５・宮城県気仙沼市本吉町小金沢・こがねさわ

　　９８８-０３６４・宮城県気仙沼市本吉町小金山・こがねやま

　　９８８-０３２１・宮城県気仙沼市本吉町小浜・こはﾞま

　　９８８-０３４８・宮城県気仙沼市本吉町小峰崎・こみねざき

　　９８８-０２７９・宮城県気仙沼市本吉町猿内・さるうち

　　９８８-０２６１・宮城県気仙沼市本吉町直伝・じきでん

　　９８８-０３５３・宮城県気仙沼市本吉町信夫・しのぶ

　　９８８-０３８５・宮城県気仙沼市本吉町下川内・しもかわうち

　　９８８-０３３２・宮城県気仙沼市本吉町下宿・しもじゆく

　　９８８-０３６１・宮城県気仙沼市本吉町下要害・しもようがい

　　９８８-０２６９・宮城県気仙沼市本吉町菖蒲沢・しようぶざわ

　　９８８-０３１６・宮城県気仙沼市本吉町新北明戸・しんきたあけど

　　９８８-０３１５・宮城県気仙沼市本吉町新圃の沢・しんはたのさわ

　　９８８-０３３７・宮城県気仙沼市本吉町新南明戸・しんみなみあけど

　　９８８-０３２８・宮城県気仙沼市本吉町菅の沢・すげのさわ

　　９８８-０３３４・宮城県気仙沼市本吉町外尾・そでお

　　９８８-０３５２・宮城県気仙沼市本吉町平椚・たいらくぬぎ

　　９８８-０２８６・宮城県気仙沼市本吉町高・たか

　　９８８-０３８４・宮城県気仙沼市本吉町高岡・たかおか

　　９８８-０２７８・宮城県気仙沼市本吉町高瀬ヶ森・たかせがもり

　　９８８-０３５５・宮城県気仙沼市本吉町滝沢・たきさわ

　　９８８-０２７４・宮城県気仙沼市本吉町滝根・たきね

　　９８８-０３４６・宮城県気仙沼市本吉町岳の下・たけのした

　　９８８-０３４５・宮城県気仙沼市本吉町舘下・たてした

　　９８８-０２７７・宮城県気仙沼市本吉町田の沢・たのさわ

　　９８８-０２６１・宮城県気仙沼市本吉町土樋下・つちどいした

　　９８８-０３７４・宮城県気仙沼市本吉町角柄・つのがら

　　９８８-０３８２・宮城県気仙沼市本吉町津谷明戸・つやあけど

　　９８８-０３４１・宮城県気仙沼市本吉町津谷桜子・つやさくらご

　　９８８-０３８１・宮城県気仙沼市本吉町津谷新明戸・つやしんあけど

　　９８８-０３０７・宮城県気仙沼市本吉町津谷舘岡・つやたておか

　　９８８-０３０５・宮城県気仙沼市本吉町津谷長根・つやながね

　　９８８-０３０９・宮城県気仙沼市本吉町津谷松尾・つやまつお

　　９８８-０３０８・宮城県気仙沼市本吉町津谷松岡・つやまつおか

　　９８８-０２６６・宮城県気仙沼市本吉町寺谷・てらがい

　　９８８-０２６７・宮城県気仙沼市本吉町寺沢・てらさわ

　　９８８-０３６２・宮城県気仙沼市本吉町寺要害・てらようがい

　　９８８-０２６９・宮城県気仙沼市本吉町道貫・どうめき

　　９８８-０３１８・宮城県気仙沼市本吉町登米沢・とよまざわ

　　９８８-０３８７・宮城県気仙沼市本吉町中川内・なかかわうち

　　９８８-０３２７・宮城県気仙沼市本吉町長窪・ながくほﾞ

　　９８８-０３７５・宮城県気仙沼市本吉町中沢・なかざわ

　　９８８-０３３１・宮城県気仙沼市本吉町中島・なかじま

　　９８８-０３５７・宮城県気仙沼市本吉町中平・なかだいら

　　９８８-０２６４・宮城県気仙沼市本吉町長根・ながね

　　９８８-０２６７・宮城県気仙沼市本吉町長畑・ながはたけ

　　９８８-０３８６・宮城県気仙沼市本吉町西川内・にしかわうち

　　９８８-０３２２・宮城県気仙沼市本吉町二十一浜・にじゆういちはま

　　９８８-０３４２・宮城県気仙沼市本吉町幣掛・ぬさかけ

　　９８８-０２７１・宮城県気仙沼市本吉町野々下・ののした

　　９８８-０３１４・宮城県気仙沼市本吉町圃の沢・はたのさわ

　　９８８-０３０２・宮城県気仙沼市本吉町林の沢・はやしのさわ

　　９８８-０３８９・宮城県気仙沼市本吉町東川内・ひがしかわうち

　　９８８-０２７６・宮城県気仙沼市本吉町日門・ひかど

　　９８８-０３３３・宮城県気仙沼市本吉町平貝・ひらがい

　　９８８-０３６３・宮城県気仙沼市本吉町深萩・ふかはぎ



　　９８８-０２８１・宮城県気仙沼市本吉町府中・ふちゆう

　　９８８-０３８３・宮城県気仙沼市本吉町坊の倉・ほﾞうのくら

　　９８８-０２６３・宮城県気仙沼市本吉町洞沢・ほらさわ

　　９８８-０２８２・宮城県気仙沼市本吉町前浜・まえはま

　　９８８-０３６５・宮城県気仙沼市本吉町馬籠町・まごめまち

　　９８８-０３６６・宮城県気仙沼市本吉町馬籠町頭・まごめまちがしら

　　９８８-０３４３・宮城県気仙沼市本吉町松ヶ沢・まつがさわ

　　９８８-０２７３・宮城県気仙沼市本吉町三島・みしま

　　９８８-０３１２・宮城県気仙沼市本吉町道外・みちそと

　　９８８-０３３８・宮城県気仙沼市本吉町南明戸・みなみあけど

　　９８８-０３４４・宮城県気仙沼市本吉町宮内・みやうち

　　９８８-０３６７・宮城県気仙沼市本吉町向畑・むかいはﾞた

　　９８８-０２８３・宮城県気仙沼市本吉町谷地・やち

　　９８８-０３２６・宮城県気仙沼市本吉町柳沢・やなぎさわ

　　９８８-０２７８・宮城県気仙沼市本吉町山谷・やまや

　　９８８-０３５９・宮城県気仙沼市本吉町上野・わの

　　９８８-０３３５・宮城県気仙沼市本吉町蕨野・わらびの

　　９８８-０１６９・宮城県気仙沼市物倉山・ものくらやま

　　９８８-０８４１・宮城県気仙沼市柳沢・やなぎざわ

　　９８８-０６３４・宮城県気仙沼市要害・ようがい

　　９８８-００８４・宮城県気仙沼市八日町・ようかまち

　　９８８-０６３２・宮城県気仙沼市横沼・よこぬま

　　９８８-０８６３・宮城県気仙沼市芳ノ口・よしのくち

　　９８８-０８６５・宮城県気仙沼市早稲谷・わせや

　　９８８-０８３３・宮城県気仙沼市渡戸・わたど

　　９８８-０８２７・宮城県気仙沼市和野・わの

　　９８９-０２００・宮城県白石市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-０２２３・宮城県白石市旭町・あさひちよう

　　９８９-０２２８・宮城県白石市兎作・うさぎさく

　　９８９-０２６７・宮城県白石市延命寺北・えんめいじきた

　　９８９-０２５４・宮城県白石市大川町・おおかわちよう

　　９８９-０２１２・宮城県白石市大鷹沢大町・おおたかさわおおまち

　　９８９-０２１１・宮城県白石市大鷹沢鷹巣・おおたかさわたかのす

　　９８９-０２１３・宮城県白石市大鷹沢三沢・おおたかさわみさわ

　　９８９-０２１４・宮城県白石市大平坂谷・おおだいらさかや

　　９８９-０２１６・宮城県白石市大平中目・おおだいらなかのめ

　　９８９-０２１７・宮城県白石市大平森合・おおだいらもりあい

　　９８９-０２７６・宮城県白石市大手町・おおてまち

　　９８９-０２０８・宮城県白石市大畑・おおはた

　　９８９-０２３３・宮城県白石市小原・おはﾞら

　　９８９-０２４４・宮城県白石市上久保・かみくほﾞ

　　９８９-０２０２・宮城県白石市上堰・かみぜき

　　９８９-０２６２・宮城県白石市北川原・きたがわら

　　９８９-０２２４・宮城県白石市北無双作・きたむそうさく

　　９８９-０２０３・宮城県白石市郡山・こおりやま

　　９８９-０２０１・宮城県白石市小下倉・こしたぐら

　　９８９-０１１３・宮城県白石市越河・こすごう

　　９８９-０１１１・宮城県白石市越河五賀・こすごうごか

　　９８９-０１１２・宮城県白石市越河平・こすごうたいら

　　９８９-０２４１・宮城県白石市寿山・ことぶきやま

　　９８９-０２１５・宮城県白石市斎川・さいかわ

　　９８９-０２６４・宮城県白石市幸・さいわい

　　９８９-０２７８・宮城県白石市沢端・さわはﾞた

　　９８９-０２７７・宮城県白石市沢端町・さわはﾞたちよう

　　９８９-０２４３・宮城県白石市沢目・さわめ

　　９８９-０２７２・宮城県白石市清水小路・しみずこうじ

　　９８９-０２６６・宮城県白石市十王堂前・じゆうおうどうまえ

　　９８９-０２６５・宮城県白石市十王堂北・じゆうおうどうきた

　　９８９-０２４５・宮城県白石市城南・じようなん

　　９８９-０２５５・宮城県白石市城北町・じようほくちよう

　　９８９-１１０３・宮城県白石市白川犬卒都婆・しらかわいぬそとはﾞ

　　９８９-１１０４・宮城県白石市白川内親・しらかわうちおや

　　９８９-１１０１・宮城県白石市白川小奥・しらかわこおく

　　９８９-１１０２・宮城県白石市白川津田・しらかわつだ

　　９８９-０７３４・宮城県白石市白鳥・しらとり

　　９８９-０２２６・宮城県白石市白石沖・しろいしおき

　　９８９-０２４６・宮城県白石市新館町・しんだてちよう

　　９８９-０２７１・宮城県白石市不澄ケ池・すまずがいけ

　　９８９-０２６１・宮城県白石市外川原・そとがわら

　　９８９-０２２２・宮城県白石市鷹巣・たかのす



　　９８９-０２１８・宮城県白石市鷹巣東・たかのすひがじ

　　９８９-０２２０・宮城県白石市鷹巣西・たかのすにじ

　　９８９-０２２７・宮城県白石市田町・たまち

　　９８９-０２２９・宮城県白石市銚子ケ森・ちようしがもり

　　９８９-０２０６・宮城県白石市寺屋敷前・てらやしきまえ

　　９８９-０２０７・宮城県白石市堂場前・どうはﾞまえ

　　９８９-０２７３・宮城県白石市中町・なかまち

　　９８９-０２７４・宮城県白石市長町・ながまち

　　９８９-０２５２・宮城県白石市西益岡町・にしますおかちよう

　　９８９-０２６８・宮城県白石市祢宜内・ねぎうち

　　９８９-０２４７・宮城県白石市八幡町・はちまんちよう

　　９８９-０２５９・宮城県白石市半沢屋敷前・はんざわやしきまえ

　　９８９-０２５８・宮城県白石市半沢屋敷西・はんざわやしきにじ

　　９８９-０２０５・宮城県白石市東大畑・ひがしおおはた

　　９８９-０２５３・宮城県白石市東小路・ひがしこうじ

　　９８９-０２２５・宮城県白石市東町・ひがしちよう

　　９８９-０２３１・宮城県白石市福岡蔵本・ふくおかくらもと

　　９８９-０７３１・宮城県白石市福岡深谷・ふくおかふかや

　　９８９-０７３３・宮城県白石市福岡八宮・ふくおかやつみや

　　９８９-０７３２・宮城県白石市福岡長袋（川寺山）・(かわてらやま)

　　９８９-０７３２・宮城県白石市福岡長袋（芹沢）・(せりざわ)

　　９８９-０２３２・宮城県白石市福岡長袋（その他）・ふくおかながふくろ(そのた)

　　９８９-０２５１・宮城県白石市益岡町・ますおかちよう

　　９８９-０２０４・宮城県白石市松ケ丘・まつがおか

　　９８９-０２２１・宮城県白石市緑が丘・みどりがおか

　　９８９-０２４８・宮城県白石市南町・みなみまち

　　９８９-０２５６・宮城県白石市本鍛冶小路・もとかじこうじ

　　９８９-０２７５・宮城県白石市本町・もとまち

　　９８９-０２６３・宮城県白石市柳川原・やなぎがわら

　　９８９-０２４２・宮城県白石市柳町・やなぎまち

　　９８９-０２５７・宮城県白石市亘理町・わたりまち

　　９８１-１２００・宮城県名取市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８１-１２３０・宮城県名取市愛の杜・あいのもり

　　９８１-１２２５・宮城県名取市飯野坂・いいのざか

　　９８１-１２２６・宮城県名取市植松・うえまつ

　　９８１-１２１５・宮城県名取市牛野・うしの

　　９８１-１２３２・宮城県名取市大手町・おおてまち

　　９８１-１２１６・宮城県名取市大曲・おおまがり

　　９８１-１２３３・宮城県名取市小山・おやま

　　９８１-１２２２・宮城県名取市上余田・かみようでん

　　９８１-１２１２・宮城県名取市小塚原・こつﾞかはら

　　９８９-２４０１・宮城県名取市下増田（南原無番地）・しもますだ

　　９８９-２４０１・宮城県名取市下増田（仙台空港関係施設）・しもますだ

　　９８１-１２０１・宮城県名取市下増田（その他）・しもますだ(そのた)

　　９８１-１２２３・宮城県名取市下余田・しもようでん

　　９８１-１２１４・宮城県名取市杉ケ袋・すぎがふくろ

　　９８１-１２４６・宮城県名取市相互台・そうごだい

　　９８１-１２４８・宮城県名取市相互台東・そうごだいひがじ

　　９８１-１２４３・宮城県名取市高舘川上・たかだてかわかみ

　　９８１-１２４１・宮城県名取市高舘熊野堂・たかだてくまのどう

　　９８１-１２４２・宮城県名取市高舘吉田・たかだてよしだ

　　９８１-１２１１・宮城県名取市高柳・たかやなぎ

　　９８１-１２２１・宮城県名取市田高・たこう

　　９８１-１２３１・宮城県名取市手倉田・てくらだ

　　９８１-１２４４・宮城県名取市那智が丘・なちがおか

　　９８１-１２３５・宮城県名取市名取が丘・なとりがおか

　　９８１-１２３４・宮城県名取市箱塚・はこつﾞか

　　９８９-２４１２・宮城県名取市堀内・ほりうち

　　９８９-２４１１・宮城県名取市本郷・ほんごう

　　９８１-１２２４・宮城県名取市増田・ますだ

　　９８１-１２１７・宮城県名取市美田園・みたぞの

　　９８１-１２１８・宮城県名取市美田園北・みたぞのきた

　　９８１-１２４７・宮城県名取市みどり台・みどりだい

　　９８１-１２３６・宮城県名取市愛島小豆島・めでしまあずきしま

　　９８１-１２３８・宮城県名取市愛島笠島・めでしまかさしま

　　９８１-１２３７・宮城県名取市愛島北目・めでしまきため

　　９８１-１２３９・宮城県名取市愛島塩手・めでしましおて

　　９８１-１２５１・宮城県名取市愛島台・めでしまだい

　　９８１-１２４０・宮城県名取市愛島郷・めでしまのさと

　　９８１-１２２７・宮城県名取市杜せきのした・もりせきのした



　　９８１-１２１３・宮城県名取市閖上・ゆりあげ

　　９８１-１２０３・宮城県名取市閖上中央・ゆりあげちゆうおう

　　９８１-１２０２・宮城県名取市閖上西・ゆりあげにじ

　　９８１-１２０４・宮城県名取市閖上東・ゆりあげひがじ

　　９８１-１２４５・宮城県名取市ゆりが丘・ゆりがおか

　　９８１-１５００・宮城県角田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８１-１５１８・宮城県角田市稲置・いなおき

　　９８１-１５２１・宮城県角田市江尻・えじり

　　９８１-１５０４・宮城県角田市枝野・えだの

　　９８１-１５２４・宮城県角田市岡・おか

　　９８１-１５３２・宮城県角田市小坂・おさか

　　９８１-１５１４・宮城県角田市小田・おだ

　　９８１-１５０２・宮城県角田市尾山・おやま

　　９８１-１５０５・宮城県角田市角田・かくだ

　　９８１-１５１５・宮城県角田市笠島・かさしま

　　９８１-１５２３・宮城県角田市梶賀・かじか

　　９８１-１５２５・宮城県角田市君萱・きみがや

　　９８１-１５１７・宮城県角田市毛萱・けがや

　　９８１-１５３４・宮城県角田市坂津田・さかつた

　　９８１-１５２２・宮城県角田市佐倉・さくら

　　９８１-１５０３・宮城県角田市島田・しまだ

　　９８１-１５２６・宮城県角田市神次郎・じんじろう

　　９８１-１５１６・宮城県角田市高倉・たかくら

　　９８１-１５１３・宮城県角田市豊室・とよむろ

　　９８１-１５３１・宮城県角田市鳩原・はとはﾞら

　　９８１-１５１１・宮城県角田市花島・はなしま

　　９８１-１５３３・宮城県角田市平貫・ひらぬき

　　９８１-１５０１・宮城県角田市藤田・ふじた

　　９８１-１５１２・宮城県角田市横倉・よこくら

　　９８５-００００・宮城県多賀城市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８５-０８６４・宮城県多賀城市市川・いちかわ

　　９８５-０８６１・宮城県多賀城市浮島・うきしま

　　９８５-０８３２・宮城県多賀城市大代・おおしろ

　　９８５-０８３１・宮城県多賀城市笠神・かさがみ

　　９８５-０８３５・宮城県多賀城市下馬・げはﾞ

　　９８５-０８３３・宮城県多賀城市栄・さかえ

　　９８５-０８４２・宮城県多賀城市桜木・さくらぎ

　　９８５-０８５２・宮城県多賀城市山王・さんのう

　　９８５-０８６５・宮城県多賀城市城南・じようなん

　　９８５-０８６２・宮城県多賀城市高崎・たかさき

　　９８５-０８５３・宮城県多賀城市高橋・たかはじ

　　９８５-０８７３・宮城県多賀城市中央・ちゆうおう

　　９８５-０８４１・宮城県多賀城市鶴ケ谷・つるがや

　　９８５-０８７２・宮城県多賀城市伝上山・でんじようやま

　　９８５-０８７１・宮城県多賀城市留ケ谷・とめがや

　　９８５-０８４６・宮城県多賀城市中野・なかの

　　９８５-０８５１・宮城県多賀城市南宮・なんぐう

　　９８５-０８５４・宮城県多賀城市新田・にいだ

　　９８５-０８６３・宮城県多賀城市東田中・ひがしたなか

　　９８５-０８４５・宮城県多賀城市町前・まちまえ

　　９８５-０８３４・宮城県多賀城市丸山・まるやま

　　９８５-０８４４・宮城県多賀城市宮内・みやうち

　　９８５-０８４３・宮城県多賀城市明月・めいげつ

　　９８５-０８７４・宮城県多賀城市八幡・やわた

　　９８９-２４００・宮城県岩沼市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-２４３１・宮城県岩沼市相の原・あいのはら

　　９８９-２４７４・宮城県岩沼市朝日・あさひ

　　９８９-２４７８・宮城県岩沼市あさひ野・あさひの

　　９８９-２４３５・宮城県岩沼市阿武隈・あぶくま

　　９８９-２４６３・宮城県岩沼市荒井・あらい

　　９８９-２４４３・宮城県岩沼市稲荷町・いなりちよう

　　９８９-２４４２・宮城県岩沼市大手町・おおてちよう

　　９８９-２４７１・宮城県岩沼市小川・おがわ

　　９８９-２４２３・宮城県岩沼市押分・おしわけ

　　９８９-２４７２・宮城県岩沼市梶橋・かじはﾞじ

　　９８９-２４５５・宮城県岩沼市北長谷・きたはせ

　　９８９-２４２０・宮城県岩沼市空港西・くうこうにじ

　　９８９-２４２２・宮城県岩沼市空港南・くうこうみなみ

　　９８９-２４４５・宮城県岩沼市桑原・くわはﾞら

　　９８９-２４４７・宮城県岩沼市桑原西・くわはﾞらにじ



　　９８９-２４７３・宮城県岩沼市栄町・さかえちよう

　　９８９-２４３３・宮城県岩沼市桜・さくら

　　９８９-２４２７・宮城県岩沼市里の杜・さとのもり

　　９８９-２４６５・宮城県岩沼市志賀・しが

　　９８９-２４７６・宮城県岩沼市敷島・しきしま

　　９８９-２４２１・宮城県岩沼市下野郷・しものごう

　　９８９-２４２６・宮城県岩沼市末広・すえひろ

　　９８９-２４５３・宮城県岩沼市大昭和・だいしようわ

　　９８９-２４５２・宮城県岩沼市武隈・たけくま

　　９８９-２４５９・宮城県岩沼市たけくま・たけくま

　　９８９-２４５８・宮城県岩沼市竹の里・たけのさと

　　９８９-２４４１・宮城県岩沼市館下・たてした

　　９８９-２４２８・宮城県岩沼市玉浦西・たまうらにじ

　　９８９-２４３２・宮城県岩沼市中央・ちゆうおう

　　９８９-２４２５・宮城県岩沼市寺島・てらしま

　　９８９-２４５１・宮城県岩沼市土ケ崎・どがさき

　　９８９-２４６１・宮城県岩沼市長岡・ながおか

　　９８９-２４４６・宮城県岩沼市西六角・にしろつかく

　　９８９-２４２４・宮城県岩沼市早股・はやまた

　　９８９-２４７７・宮城県岩沼市東谷地・ひがしやち

　　９８９-２４５７・宮城県岩沼市平等・びようどう

　　９８９-２４３６・宮城県岩沼市吹上・ふきあげ

　　９８９-２４３７・宮城県岩沼市吹上西・ふきあげにじ

　　９８９-２４３４・宮城県岩沼市藤浪・ふじなみ

　　９８９-２４４８・宮城県岩沼市二木・ふたき

　　９８９-２４４４・宮城県岩沼市本町・ほんちよう

　　９８９-２４５６・宮城県岩沼市松ケ丘・まつがおか

　　９８９-２４６４・宮城県岩沼市三色吉・みいろよじ

　　９８９-２４５４・宮城県岩沼市南長谷・みなみはせ

　　９８９-２４２９・宮城県岩沼市恵み野・めぐみの

　　９８９-２４６２・宮城県岩沼市山桜・やまざくら

　　９８９-２４７５・宮城県岩沼市大和・やまと

　　９８７-０５００・宮城県登米市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-４７０１・宮城県登米市石越町北郷・いしこしまちきたごう

　　９８９-４７０２・宮城県登米市石越町東郷・いしこしまちひがしごう

　　９８９-４７０３・宮城県登米市石越町南郷・いしこしまちみなみごう

　　９８６-０４０１・宮城県登米市津山町柳津・つやまちようやないつﾞ

　　９８６-０４０２・宮城県登米市津山町横山・つやまちようよこやま

　　９８７-０９０３・宮城県登米市東和町錦織・にしきおり

　　９８７-０９０２・宮城県登米市東和町米谷・まいや

　　９８７-０９０１・宮城県登米市東和町米川・よねかわ

　　９８７-０３５５・宮城県登米市豊里町後沢田・とよさとちよううしろさわだ

　　９８７-０３７７・宮城県登米市豊里町内一番江・とよさとちよううちいちはﾞんえ

　　９８７-０３８５・宮城県登米市豊里町内田・とよさとちよううちた

　　９８７-０３８５・宮城県登米市豊里町内畑・とよさとちよううちはた

　　９８７-０３７３・宮城県登米市豊里町内町浦・とよさとちよううちまちうら

　　９８７-０３６６・宮城県登米市豊里町浦軒・とよさとちよううらけん

　　９８７-０３５４・宮城県登米市豊里町上沼田・とよさとちよううわぬまた

　　９８７-０３５３・宮城県登米市豊里町笑沢・とよさとちようえみさわ

　　９８７-０３５３・宮城県登米市豊里町大椚・とよさとちようおおくぬぎ

　　９８７-０３４１・宮城県登米市豊里町大沢・とよさとちようおおさわ

　　９８７-０３４１・宮城県登米市豊里町大沢沼田・とよさとちようおおさわぬまた

　　９８７-０３４１・宮城県登米市豊里町大沢谷岐・とよさとちようおおさわやぎ

　　９８７-０３７１・宮城県登米市豊里町大曲・とよさとちようおおまがり

　　９８７-０３５８・宮城県登米市豊里町加々巻・とよさとちようかがまき

　　９８７-０３７８・宮城県登米市豊里町鏡形・とよさとちようかがみがた

　　９８７-０３５７・宮城県登米市豊里町蕪木・とよさとちようかぶき

　　９８７-０３６２・宮城県登米市豊里町上町裏・とよさとちようかみまちうら

　　９８７-０３６６・宮城県登米市豊里町上屋浦・とよさとちようかみやうら

　　９８７-０３８２・宮城県登米市豊里町上谷地・とよさとちようかみやち

　　９８７-０３７１・宮城県登米市豊里町唐崎・とよさとちようからさき

　　９８７-０３６７・宮城県登米市豊里町川前・とよさとちようかわまえ

　　９８７-０３７３・宮城県登米市豊里町切津・とよさとちようきつつ

　　９８７-０３５１・宮城県登米市豊里町久寿田・とよさとちようくすだ

　　９８７-０３５１・宮城県登米市豊里町久寿田前・とよさとちようくすだまえ

　　９８７-０３７９・宮城県登米市豊里町剣先・とよさとちようけんざき

　　９８７-０３６２・宮城県登米市豊里町小口前・とよさとちようこぐちまえ

　　９８７-０３６３・宮城県登米市豊里町五反田・とよさとちようごたんだ

　　９８７-０３５８・宮城県登米市豊里町小巻・とよさとちようこまき

　　９８７-０３４３・宮城県登米市豊里町小谷地・とよさとちようこやち



　　９８７-０３４４・宮城県登米市豊里町境沢・とよさとちようさかいざわ

　　９８７-０３４４・宮城県登米市豊里町佐野・とよさとちようさの

　　９８７-０３４３・宮城県登米市豊里町沢尻・とよさとちようさわじり

　　９８７-０３７１・宮城県登米市豊里町十丁田・とよさとちようじつちようだ

　　９８７-０３５６・宮城県登米市豊里町芝下・とよさとちようしはﾞした

　　９８７-０３８５・宮城県登米市豊里町下九・とよさとちようしもぎゆう

　　９８７-０３６４・宮城県登米市豊里町下古屋・とよさとちようしもこや

　　９８７-０３５４・宮城県登米市豊里町下沼田・とよさとちようしもぬまた

　　９８７-０３６６・宮城県登米市豊里町下屋浦・とよさとちようしもやうら

　　９８７-０３８４・宮城県登米市豊里町十五貫・とよさとちようじゆうごかん

　　９８７-０３８４・宮城県登米市豊里町十五貫谷地・とよさとちようじゆうごかんやち

　　９８７-０３４１・宮城県登米市豊里町十二沢・とよさとちようじゆうにさわ

　　９８７-０３５４・宮城県登米市豊里町昭和・とよさとちようしようわ

　　９８７-０３４６・宮城県登米市豊里町白鳥山・とよさとちようしらとりやま

　　９８７-０３４６・宮城県登米市豊里町白鳥・とよさとちようしろとり

　　９８７-０３４６・宮城県登米市豊里町白鳥前・とよさとちようしろとりまえ

　　９８７-０３５８・宮城県登米市豊里町新加々巻・とよさとちようしんかがまき

　　９８７-０３７８・宮城県登米市豊里町新田鏡形・とよさとちようしんでんかがみがた

　　９８７-０３６１・宮城県登米市豊里町新田町・とよさとちようしんでんまち

　　９８７-０３８１・宮城県登米市豊里町新長前・とよさとちようしんながまえ

　　９８７-０３７６・宮城県登米市豊里町新細沼・とよさとちようしんほそぬま

　　９８７-０３６５・宮城県登米市豊里町新町・とよさとちようしんまち

　　９８７-０３５２・宮城県登米市豊里町寿崎・とよさとちようすさき

　　９８７-０３７７・宮城県登米市豊里町外一番江・とよさとちようそといちはﾞんえ

　　９８７-０３８３・宮城県登米市豊里町外五番江・とよさとちようそとごはﾞんえ

　　９８７-０３８３・宮城県登米市豊里町外三番江・とよさとちようそとさんはﾞんえ

　　９８７-０３８３・宮城県登米市豊里町外七番江・とよさとちようそとななはﾞんえ

　　９８７-０３８３・宮城県登米市豊里町外二番江・とよさとちようそとにはﾞんえ

　　９８７-０３８３・宮城県登米市豊里町外八番江・とよさとちようそとはちはﾞんえ

　　９８７-０３８３・宮城県登米市豊里町外四番江・とよさとちようそとよんはﾞんえ

　　９８７-０３８３・宮城県登米市豊里町外六番江・とよさとちようそとろくはﾞんえ

　　９８７-０３４１・宮城県登米市豊里町竹ノ沢・とよさとちようたけのさわ

　　９８７-０３６４・宮城県登米市豊里町土手下・とよさとちようどてした

　　９８７-０３５７・宮城県登米市豊里町鳥越・とよさとちようとりごえ

　　９８７-０３５４・宮城県登米市豊里町中沼田・とよさとちようなかぬまだ

　　９８７-０３５８・宮城県登米市豊里町長根浦・とよさとちようながねうら

　　９８７-０３８１・宮城県登米市豊里町長前・とよさとちようながまえ

　　９８７-０３４５・宮城県登米市豊里町中谷岐・とよさとちようなかやぎ

　　９８７-０３６８・宮城県登米市豊里町七ツ塚・とよさとちようななつつﾞか

　　９８７-０３７２・宮城県登米市豊里町西前田・とよさとちようにしまえだ

　　９８７-０３５４・宮城県登米市豊里町沼田・とよさとちようぬまた

　　９８７-０３４４・宮城県登米市豊里町迫・とよさとちようはさま

　　９８７-０３５９・宮城県登米市豊里町八反・とよさとちようはつたん

　　９８７-０３７４・宮城県登米市豊里町東二ツ屋・とよさとちようひがしふたつや

　　９８７-０３６２・宮城県登米市豊里町東待井下・とよさとちようひがしまちいした

　　９８７-０３５３・宮城県登米市豊里町平林・とよさとちようひらはﾞやじ

　　９８７-０３４５・宮城県登米市豊里町福沢・とよさとちようふくさわ

　　９８７-０３７５・宮城県登米市豊里町二ツ屋・とよさとちようふたつや

　　９８７-０３７６・宮城県登米市豊里町細沼・とよさとちようほそぬま

　　９８７-０３７６・宮城県登米市豊里町細沼田・とよさとちようほそぬまた

　　９８７-０３５５・宮城県登米市豊里町保手・とよさとちようほで

　　９８７-０３６４・宮城県登米市豊里町本地土手下・とよさとちようほんちどてした

　　９８７-０３５９・宮城県登米市豊里町本地八反・とよさとちようほんちはつたん

　　９８７-０３７２・宮城県登米市豊里町前田・とよさとちようまえだ

　　９８７-０３６８・宮城県登米市豊里町町浦・とよさとちようまちうら

　　９８７-０３７３・宮城県登米市豊里町南切津・とよさとちようみなみきつつ

　　９８７-０３６８・宮城県登米市豊里町南町浦・とよさとちようみなみまちうら

　　９８７-０３５６・宮城県登米市豊里町杢沢・とよさとちようもくさわ

　　９８７-０３４２・宮城県登米市豊里町山根・とよさとちようやまね

　　９８７-０３４２・宮城県登米市豊里町山根前・とよさとちようやまねまえ

　　９８７-０３６３・宮城県登米市豊里町横町・とよさとちようよこちよう

　　９８７-０７０１・宮城県登米市登米町小島・とよままちこじま

　　９８７-０７０２・宮城県登米市登米町寺池・とよままちてらいけ

　　９８７-０７０３・宮城県登米市登米町日根牛・とよままちひねうじ

　　９８７-０７０４・宮城県登米市登米町日野渡・とよままちひのと

　　９８７-０６１１・宮城県登米市中田町浅水・なかだちようあさみず

　　９８７-０６０１・宮城県登米市中田町石森・なかだちよういしのもり

　　９８７-０６０２・宮城県登米市中田町上沼・なかだちよううわぬま

　　９８７-０６２１・宮城県登米市中田町宝江黒沼・なかだちようたからえくろぬま

　　９８７-０６２２・宮城県登米市中田町宝江新井田・なかだちようたからえにいだ



　　９８７-０６２３・宮城県登米市中田町宝江森・なかだちようたからえもり

　　９８７-０５１３・宮城県登米市迫町北方・はさまちようきたかた

　　９８７-０５１１・宮城県登米市迫町佐沼・はさまちようさぬま

　　９８９-４６０１・宮城県登米市迫町新田・はさまちようにつた

　　９８７-０５１２・宮城県登米市迫町森・はさまちようもり

　　９８７-０４３２・宮城県登米市南方町青笹・みなみかたまちあおざさ

　　９８７-０４４１・宮城県登米市南方町青島前・みなみかたまちあおしままえ

　　９８７-０４４１・宮城県登米市南方町青島待井・みなみかたまちあおしままちい

　　９８７-０４４１・宮城県登米市南方町青島屋敷・みなみかたまちあおしまやしき

　　９８７-０４１２・宮城県登米市南方町上ケ戸・みなみかたまちあがと

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町尼池・みなみかたまちあまいけ

　　９８７-０４１１・宮城県登米市南方町天沼・みなみかたまちあまぬま

　　９８７-０４１２・宮城県登米市南方町雷・みなみかたまちいかずち

　　９８７-０４４３・宮城県登米市南方町板ケ沢・みなみかたまちいたがさわ

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町板倉・みなみかたまちいたくら

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町板倉後・みなみかたまちいたくらうしろ

　　９８７-０４４３・宮城県登米市南方町一網・みなみかたまちいちあじ

　　９８７-０４３１・宮城県登米市南方町一ノ曲・みなみかたまちいちのまがり

　　９８７-０４４２・宮城県登米市南方町後高石・みなみかたまちうしろたかいじ

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町後屋敷待井・みなみかたまちうしろやしきまちい

　　９８７-０４０３・宮城県登米市南方町内ノ目・みなみかたまちうちのめ

　　９８７-０４１４・宮城県登米市南方町内鰐丸・みなみかたまちうちわにまる

　　９８７-０４３２・宮城県登米市南方町狼掛・みなみかたまちおいのがけ

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町大上・みなみかたまちおおがみ

　　９８７-０４４３・宮城県登米市南方町大坂前・みなみかたまちおおざかまえ

　　９８７-０４３１・宮城県登米市南方町大埣・みなみかたまちおおぞね

　　９８７-０４３１・宮城県登米市南方町太田・みなみかたまちおおた

　　９８７-０４３３・宮城県登米市南方町大平・みなみかたまちおおだいら

　　９８７-０４３３・宮城県登米市南方町大平前・みなみかたまちおおだいらまえ

　　９８７-０４２３・宮城県登米市南方町大嶽・みなみかたまちおおだけ

　　９８７-０４２３・宮城県登米市南方町大嶽前・みなみかたまちおおだけまえ

　　９８７-０４２３・宮城県登米市南方町大嶽山・みなみかたまちおおだけやま

　　９８７-０４０３・宮城県登米市南方町王塚・みなみかたまちおおつか

　　９８７-０４４３・宮城県登米市南方町大西・みなみかたまちおおにじ

　　９８７-０４２１・宮城県登米市南方町大畑・みなみかたまちおおはﾞた

　　９８７-０４２２・宮城県登米市南方町大畠前・みなみかたまちおおはたまえ

　　９８７-０４２６・宮城県登米市南方町大袋・みなみかたまちおおぶくろ

　　９８７-０４２６・宮城県登米市南方町大袋浦・みなみかたまちおおぶくろうら

　　９８７-０４１４・宮城県登米市南方町大村・みなみかたまちおおむら

　　９８７-０４１４・宮城県登米市南方町大村前・みなみかたまちおおむらまえ

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町大森前・みなみかたまちおおもりまえ

　　９８７-０４１２・宮城県登米市南方町大涌戸・みなみかたまちおおわくど

　　９８７-０４４３・宮城県登米市南方町表前・みなみかたまちおもてまえ

　　９８７-０４２４・宮城県登米市南方町風張・みなみかたまちかざはり

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町梶沼・みなみかたまちかじぬま

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町梶沼川前・みなみかたまちかじぬまかわまえ

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町梶沼前・みなみかたまちかじぬままえ

　　９８７-０４３２・宮城県登米市南方町上窪田・みなみかたまちかみくほﾞた

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町上砥落・みなみかたまちかみとおとじ

　　９８７-０４１３・宮城県登米市南方町上原・みなみかたまちかみはら

　　９８７-０４４５・宮城県登米市南方町上平貝・みなみかたまちかみひらがい

　　９８７-０４２３・宮城県登米市南方町烏田・みなみかたまちからすだ

　　９８７-０４０３・宮城県登米市南方町河面・みなみかたまちかわつﾞら

　　９８７-０４２２・宮城県登米市南方町川前・みなみかたまちかわまえ

　　９８７-０４２６・宮城県登米市南方町樟・みなみかたまちくぬぎ

　　９８７-０４２６・宮城県登米市南方町樟土手外・みなみかたまちくぬぎどてそと

　　９８７-０４３２・宮城県登米市南方町窪田・みなみかたまちくほﾞた

　　９８７-０４０３・宮城県登米市南方町鴻ノ木・みなみかたまちこうのき

　　９８７-０４４３・宮城県登米市南方町苔野谷地・みなみかたまちこけのやち

　　９８７-０４０３・宮城県登米市南方町小山・みなみかたまちこやま

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町沢田・みなみかたまちさわだ

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町沢田前・みなみかたまちさわだまえ

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町沢田待井・みなみかたまちさわだまちい

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町沢田屋敷・みなみかたまちさわだやしき

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町三代前・みなみかたまちさんだいまえ

　　９８７-０４２１・宮城県登米市南方町仕込・みなみかたまちしこみ

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町下新山・みなみかたまちしもしんざん

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町下砥落・みなみかたまちしもとおとじ

　　９８７-０４１３・宮城県登米市南方町下原前・みなみかたまちしもはらまえ

　　９８７-０４４５・宮城県登米市南方町下平貝・みなみかたまちしもひらがい



　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町十二山・みなみかたまちじゆうにやま

　　９８７-０４１３・宮城県登米市南方町宿畑・みなみかたまちしゆくはﾞた

　　９８７-０４４１・宮城県登米市南方町新青島前・みなみかたまちしんあおしままえ

　　９８７-０４３１・宮城県登米市南方町新一ノ曲・みなみかたまちしんいちのまがり

　　９８７-０４２２・宮城県登米市南方町新大畑前・みなみかたまちしんおおはﾞたまえ

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町新上砥落・みなみかたまちしんかみとおとじ

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町新沢田・みなみかたまちしんさわだ

　　９８７-０４０４・宮城県登米市南方町新島前・みなみかたまちしんしままえ

　　９８７-０４４６・宮城県登米市南方町新高石浦・みなみかたまちしんたかいしうら

　　９８７-０４０１・宮城県登米市南方町新高石前・みなみかたまちしんたかいしまえ

　　９８７-０４２２・宮城県登米市南方町新田・みなみかたまちしんでん

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町新砥落・みなみかたまちしんとおとじ

　　９８７-０４４７・宮城県登米市南方町新長根下・みなみかたまちしんながねした

　　９８７-０４０５・宮城県登米市南方町新中山・みなみかたまちしんなかやま

　　９８７-０４４３・宮城県登米市南方町新野谷地・みなみかたまちしんのやち

　　９８７-０４３２・宮城県登米市南方町新畑岡下・みなみかたまちしんはたおかした

　　９８７-０４４１・宮城県登米市南方町新鳩峯・みなみかたまちしんはとみね

　　９８７-０４０４・宮城県登米市南方町新丸ノ内・みなみかたまちしんまるのうち

　　９８７-０４１４・宮城県登米市南方町新山成浦・みなみかたまちしんやまなりうら

　　９８７-０４２２・宮城県登米市南方町瀬川・みなみかたまちせがわ

　　９８７-０４４５・宮城県登米市南方町銭金壇・みなみかたまちぜにがねだん

　　９８７-０４１１・宮城県登米市南方町瀬ノ淵・みなみかたまちせのふち

　　９８７-０４２３・宮城県登米市南方町ぜん荷前・みなみかたまちぜんかまえ

　　９８７-０４２３・宮城県登米市南方町ぜん荷山・みなみかたまちぜんかやま

　　９８７-０４４３・宮城県登米市南方町外浦・みなみかたまちそとうら

　　９８７-０４１２・宮城県登米市南方町大門・みなみかたまちだいもん

　　９８７-０４０１・宮城県登米市南方町高石・みなみかたまちたかいじ

　　９８７-０４０１・宮城県登米市南方町高石浦・みなみかたまちたかいしうら

　　９８７-０４２３・宮城県登米市南方町館・みなみかたまちたて

　　９８７-０４２４・宮城県登米市南方町館浦・みなみかたまちたてうら

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町田中浦・みなみかたまちたなかうら

　　９８７-０４４２・宮城県登米市南方町茶臼森・みなみかたまちちやうすもり

　　９８７-０４４２・宮城県登米市南方町茶臼森前・みなみかたまちちやうすもりまえ

　　９８７-０４３３・宮城県登米市南方町長者原・みなみかたまちちようじやはら

　　９８７-０４３２・宮城県登米市南方町堤田・みなみかたまちつつみた

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町角欠前・みなみかたまちつのがけまえ

　　９８７-０４０３・宮城県登米市南方町鶴江・みなみかたまちつるえ

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町鶴代・みなみかたまちつるしろ

　　９８７-０４１１・宮城県登米市南方町寺袋・みなみかたまちてらぶくろ

　　９８７-０４１２・宮城県登米市南方町照井・みなみかたまちてるい

　　９８７-０４２３・宮城県登米市南方町堂地・みなみかたまちどうち

　　９８７-０４２３・宮城県登米市南方町堂地前・みなみかたまちどうちまえ

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町砥落・みなみかたまちとおとじ

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町戸根屋敷・みなみかたまちとねやしき

　　９８７-０４４５・宮城県登米市南方町中須崎・みなみかたまちなかすさき

　　９８７-０４４２・宮城県登米市南方町中高石・みなみかたまちなかたかいじ

　　９８７-０４４２・宮城県登米市南方町中高石浦・みなみかたまちなかたかいしうら

　　９８７-０４４３・宮城県登米市南方町長根・みなみかたまちながね

　　９８７-０４４３・宮城県登米市南方町長根下・みなみかたまちながねした

　　９８７-０４３３・宮城県登米市南方町中ノ口・みなみかたまちなかのくち

　　９８７-０４１３・宮城県登米市南方町中原・みなみかたまちなかはら

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町中山・みなみかたまちなかやま

　　９８７-０４２６・宮城県登米市南方町成田・みなみかたまちなりた

　　９８７-０４２１・宮城県登米市南方町新井宿・みなみかたまちにいじゆく

　　９８７-０４０１・宮城県登米市南方町西山成・みなみかたまちにしやまなり

　　９８７-０４０１・宮城県登米市南方町西山成前・みなみかたまちにしやまなりまえ

　　９８７-０４３３・宮城県登米市南方町沼崎・みなみかたまちぬまさき

　　９８７-０４３３・宮城県登米市南方町沼崎前・みなみかたまちぬまさきまえ

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町沼向・みなみかたまちぬまむかい

　　９８７-０４４３・宮城県登米市南方町野谷地・みなみかたまちのやち

　　９８７-０４３２・宮城県登米市南方町畑岡・みなみかたまちはたおか

　　９８７-０４３２・宮城県登米市南方町畑岡下・みなみかたまちはたおかした

　　９８７-０４０１・宮城県登米市南方町八の森・みなみかたまちはちのもり

　　９８７-０４１３・宮城県登米市南方町原・みなみかたまちはら

　　９８７-０４１３・宮城県登米市南方町原浦・みなみかたまちはらうら

　　９８７-０４１３・宮城県登米市南方町原前・みなみかたまちはらまえ

　　９８７-０４１３・宮城県登米市南方町原屋敷・みなみかたまちはらやしき

　　９８７-０４２２・宮城県登米市南方町東川前・みなみかたまちひがしかわまえ

　　９８７-０４４５・宮城県登米市南方町平貝・みなみかたまちひらがい

　　９８７-０４０３・宮城県登米市南方町二ツ橋・みなみかたまちふたつはﾞじ



　　９８７-０４２２・宮城県登米市南方町蛇沼・みなみかたまちへびぬま

　　９８７-０４２４・宮城県登米市南方町細川・みなみかたまちほそかわ

　　９８７-０４２４・宮城県登米市南方町細川浦・みなみかたまちほそかわうら

　　９８７-０４２４・宮城県登米市南方町細川前・みなみかたまちほそかわまえ

　　９８７-０４２３・宮城県登米市南方町堀切・みなみかたまちほつきり

　　９８７-０４２３・宮城県登米市南方町本郷大嶽・みなみかたまちほんごうおおだけ

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町間内・みなみかたまちまうち

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町間内前・みなみかたまちまうちまえ

　　９８７-０４１５・宮城県登米市南方町真ケ沼・みなみかたまちまがぬま

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町待井・みなみかたまちまちい

　　９８７-０４０２・宮城県登米市南方町松島屋敷・みなみかたまちまつしまやしき

　　９８７-０４１４・宮城県登米市南方町松葉・みなみかたまちまつはﾞ

　　９８７-０４１４・宮城県登米市南方町松葉表・みなみかたまちまつはﾞおもて

　　９８７-０４１４・宮城県登米市南方町松葉前・みなみかたまちまつはﾞまえ

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町実沢・みなみかたまちみさわ

　　９８７-０４２１・宮城県登米市南方町南大畑前・みなみかたまちみなみおおはﾞたまえ

　　９８７-０４２４・宮城県登米市南方町南沢・みなみかたまちみなみざわ

　　９８７-０４２４・宮城県登米市南方町南細川・みなみかたまちみなみほそかわ

　　９８７-０４０３・宮城県登米市南方町峯・みなみかたまちみね

　　９８７-０４１２・宮城県登米市南方町峯前・みなみかたまちみねまえ

　　９８７-０４２２・宮城県登米市南方町室田・みなみかたまちむろた

　　９８７-０４０３・宮城県登米市南方町薬師島屋敷・みなみかたまちやくしじまやしき

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町柳沢・みなみかたまちやなぎさわ

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町柳沢前・みなみかたまちやなぎさわまえ

　　９８７-０４２２・宮城県登米市南方町山崎・みなみかたまちやまざき

　　９８７-０４０１・宮城県登米市南方町山成・みなみかたまちやまなり

　　９８７-０４１４・宮城県登米市南方町山成浦・みなみかたまちやまなりうら

　　９８７-０４０１・宮城県登米市南方町山成前・みなみかたまちやまなりまえ

　　９８７-０４４５・宮城県登米市南方町翌沢・みなみかたまちよくさわ

　　９８７-０４４４・宮城県登米市南方町横代・みなみかたまちよこだい

　　９８７-０４３１・宮城県登米市南方町横前・みなみかたまちよこまえ

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町米袋・みなみかたまちよねぶくろ

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町米袋浦・みなみかたまちよねぶくろうら

　　９８７-０４２５・宮城県登米市南方町米袋前・みなみかたまちよねぶくろまえ

　　９８７-０４２６・宮城県登米市南方町若狭前・みなみかたまちわかさまえ

　　９８７-０４１４・宮城県登米市南方町鰐丸・みなみかたまちわにまる

　　９８７-０３０７・宮城県登米市米山町愛宕下・よねやまちようあたごした

　　９８７-０３０７・宮城県登米市米山町愛宕前・よねやまちようあたごまえ

　　９８７-０３０７・宮城県登米市米山町犬子松・よねやまちよういぬこまつ

　　９８７-０３０４・宮城県登米市米山町内・よねやまちよううち

　　９８７-０３０５・宮城県登米市米山町川前・よねやまちようかわまえ

　　９８７-０３０８・宮城県登米市米山町小待井・よねやまちようこまちい

　　９８７-０３０８・宮城県登米市米山町小待井下・よねやまちようこまちいした

　　９８７-０３１１・宮城県登米市米山町桜岡・よねやまちようさくらおか

　　９８７-０３０７・宮城県登米市米山町猿ケ崎・よねやまちようさるがさき

　　９８７-０３０６・宮城県登米市米山町地蔵川・よねやまちようじぞうがわ

　　９８７-０３０５・宮城県登米市米山町水門・よねやまちようすいもん

　　９８７-０３０１・宮城県登米市米山町善王寺・よねやまちようぜんのうじ

　　９８７-０３０９・宮城県登米市米山町舘下・よねやまちようだてした

　　９８７-０３０９・宮城県登米市米山町舘前・よねやまちようだてまえ

　　９８７-０３０３・宮城県登米市米山町田畑西・よねやまちようたはﾞたにじ

　　９８７-０３０３・宮城県登米市米山町田畑前・よねやまちようたはﾞたまえ

　　９８７-０３０６・宮城県登米市米山町土佐ケ渕・よねやまちようとさがふち

　　９８７-０３３１・宮城県登米市米山町中津山・よねやまちようなかつやま

　　９８７-０３０４・宮城県登米市米山町中道東・よねやまちようなかみちひがじ

　　９８７-０３０４・宮城県登米市米山町中道前・よねやまちようなかみちまえ

　　９８７-０３２１・宮城県登米市米山町西野・よねやまちようにしの

　　９８７-０３０２・宮城県登米市米山町沼田・よねやまちようぬまた

　　９８７-０３０５・宮城県登米市米山町八反・よねやまちようはつたん

　　９８７-０３０８・宮城県登米市米山町待井下・よねやまちようまちいした

　　９８７-０３０２・宮城県登米市米山町櫓場・よねやまちようやぐらはﾞ

　　９８７-０３０２・宮城県登米市米山町櫓場下・よねやまちようやぐらはﾞした

　　９８７-２２００・宮城県栗原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８７-２３７２・宮城県栗原市一迫青木・いちはさまあおき

　　９８７-２３６９・宮城県栗原市一迫荒町・いちはさまあらまち

　　９８７-２３３６・宮城県栗原市一迫荒屋敷・いちはさまあらやしき

　　９８７-２３４３・宮城県栗原市一迫一本杉・いちはさまいつほﾟんすぎ

　　９８７-２３６４・宮城県栗原市一迫岩ケ沢・いちはさまいわがさわ

　　９８７-２３５１・宮城県栗原市一迫宇南田・いちはさまうなんだ

　　９８７-２３０１・宮城県栗原市一迫大川口・いちはさまおおかわぐち



　　９８７-２３６２・宮城県栗原市一迫大栗・いちはさまおおぐり

　　９８７-２３４６・宮城県栗原市一迫大清水・いちはさまおおすず

　　９８７-２３４８・宮城県栗原市一迫大平沢・いちはさまおおひらさわ

　　９８７-２３１４・宮城県栗原市一迫岡田・いちはさまおかだ

　　９８７-２３１３・宮城県栗原市一迫沖・いちはさまおき

　　９８７-２３１２・宮城県栗原市一迫沖浦・いちはさまおきうら

　　９８７-２３５５・宮城県栗原市一迫鍛冶屋敷・いちはさまかじやしき

　　９８７-２３０２・宮城県栗原市一迫片子沢・いちはさまかたござわ

　　９８７-２３６７・宮城県栗原市一迫上大土・いちはさまかみおおど

　　９８７-２３５３・宮城県栗原市一迫上久保・いちはさまかみくほﾞ

　　９８７-２３３９・宮城県栗原市一迫上中島・いちはさまかみなかじま

　　９８７-２３０３・宮城県栗原市一迫川口・いちはさまかわぐち

　　９８７-２３７１・宮城県栗原市一迫川台・いちはさまかわだい

　　９８７-２３０４・宮城県栗原市一迫北沢・いちはさまきたざわ

　　９８７-２３０５・宮城県栗原市一迫狐崎・いちはさまきつねざき

　　９８７-２３１７・宮城県栗原市一迫久保田・いちはさまくほﾞた

　　９８７-２３１５・宮城県栗原市一迫間杭元・いちはさまけんぐいもと

　　９８７-２３１６・宮城県栗原市一迫小坂本・いちはさまこさかもと

　　９８７-２３２５・宮城県栗原市一迫坂下西・いちはさまさかしたにじ

　　９８７-２３６３・宮城県栗原市一迫佐野・いちはさまさの

　　９８７-２３５９・宮城県栗原市一迫佐野原・いちはさまさのはﾞら

　　９８７-２３４２・宮城県栗原市一迫沢田・いちはさまさわだ

　　９８７-２３５２・宮城県栗原市一迫鹿込・いちはさまししごめ

　　９８７-２３０６・宮城県栗原市一迫嶋躰・いちはさましまたい

　　９８７-２３７４・宮城県栗原市一迫清水原・いちはさましみずはﾞら

　　９８７-２３６８・宮城県栗原市一迫下大土・いちはさましもおおど

　　９８７-２３５８・宮城県栗原市一迫下小僧・いちはさましもこぞう

　　９８７-２３３４・宮城県栗原市一迫神山・いちはさましんざん

　　９８７-２３６５・宮城県栗原市一迫新米・いちはさましんまい

　　９８７-２３０７・宮城県栗原市一迫清水目・いちはさますずのめ

　　９８７-２３４９・宮城県栗原市一迫大際・いちはさまだいぎわ

　　９８７-２３３５・宮城県栗原市一迫高田・いちはさまたかだ

　　９８７-２３３２・宮城県栗原市一迫高橋・いちはさまたかはじ

　　９８７-２３２８・宮城県栗原市一迫土川・いちはさまつちかわ

　　９８７-２３２７・宮城県栗原市一迫天神・いちはさまてんじん

　　９８７-２３６１・宮城県栗原市一迫中小僧・いちはさまなかこぞう

　　９８７-２３４１・宮城県栗原市一迫中屋敷浦・いちはさまなかやしきうら

　　９８７-２３５４・宮城県栗原市一迫西風・いちはさまならい

　　９８７-２３５７・宮城県栗原市一迫沼田・いちはさまぬまた

　　９８７-２３３１・宮城県栗原市一迫萩生・いちはさまはぎう

　　９８７-２３３８・宮城県栗原市一迫日向・いちはさまひなた

　　９８７-２３４７・宮城県栗原市一迫平館・いちはさまひらだて

　　９８７-２３７３・宮城県栗原市一迫不動西・いちはさまふどうにじ

　　９８７-２３２９・宮城県栗原市一迫細越・いちはさまほそごえ

　　９８７-２３０８・宮城県栗原市一迫真坂・いちはさままさか

　　９８７-２３１８・宮城県栗原市一迫松の木・いちはさままつのき

　　９８７-２３３７・宮城県栗原市一迫松原沢・いちはさままつはﾞらざわ

　　９８７-２３１１・宮城県栗原市一迫御崎・いちはさまみさき

　　９８７-２３２４・宮城県栗原市一迫三嶋・いちはさまみしま

　　９８７-２３４４・宮城県栗原市一迫宮下・いちはさまみやじた

　　９８７-２３１９・宮城県栗原市一迫宮前・いちはさまみやまえ

　　９８７-２３２３・宮城県栗原市一迫女子町・いちはさまめごまち

　　９８７-２３４５・宮城県栗原市一迫屋敷田・いちはさまやしきだ

　　９８７-２３０９・宮城県栗原市一迫柳目・いちはさまやなぎのめ

　　９８７-２３２６・宮城県栗原市一迫山崎・いちはさまやまざき

　　９８７-２３５６・宮城県栗原市一迫山沢・いちはさまやまさわ

　　９８７-２３３３・宮城県栗原市一迫要害・いちはさまようがい

　　９８７-２３２１・宮城県栗原市一迫横町・いちはさまよこまち

　　９８７-２３２２・宮城県栗原市一迫横町浦・いちはさまよこまちうら

　　９８７-２３６６・宮城県栗原市一迫論田・いちはさまろんでん

　　９８９-５４０３・宮城県栗原市鶯沢北郷・うぐいすざわきたごう

　　９８９-５４０２・宮城県栗原市鶯沢南郷・うぐいすざわなんごう

　　９８９-５４０１・宮城県栗原市鶯沢袋・うぐいすざわふくろ

　　９８９-４８０７・宮城県栗原市金成赤児・かんなりあかちご

　　９８９-５１７２・宮城県栗原市金成姉歯・かんなりあねは

　　９８９-４８０６・宮城県栗原市金成有壁・かんなりありかべ

　　９８９-５１２７・宮城県栗原市金成稲荷前・かんなりいなりまえ

　　９８９-５１４２・宮城県栗原市金成入生田・かんなりいりうだ

　　９８９-５１１８・宮城県栗原市金成入ノ沢・かんなりいりのさわ

　　９８９-５１４６・宮城県栗原市金成祝・かんなりいわい



　　９８９-５１１２・宮城県栗原市金成宇南崎・かんなりうなんざき

　　９８９-５１１９・宮城県栗原市金成狼ノ沢・かんなりおいのざわ

　　９８９-５１６３・宮城県栗原市金成大久保沢・かんなりおおくほﾞさわ

　　９８９-５１１６・宮城県栗原市金成大梨・かんなりおおなじ

　　９８９-５１８５・宮城県栗原市金成大原木・かんなりおおはらぎ

　　９８９-５１２１・宮城県栗原市金成大平・かんなりおおひら

　　９８９-５１３８・宮城県栗原市金成翁沢・かんなりおきなざわ

　　９８９-５１４１・宮城県栗原市金成翁留・かんなりおきなどめ

　　９８９-５１８３・宮城県栗原市金成小堤・かんなりおつつみ

　　９８９-５１８４・宮城県栗原市金成小迫・かんなりおはﾞさま

　　９８９-４８０５・宮城県栗原市金成片馬合・かんなりかたませ

　　９８９-５１２８・宮城県栗原市金成金山沢・かんなりかなやまざわ

　　９８９-５１１５・宮城県栗原市金成上富田・かんなりかみとみだ

　　９８９-５１３７・宮城県栗原市金成髪長・かんなりかみなが

　　９８９-５１５４・宮城県栗原市金成上町・かんなりかみまち

　　９８９-５１５５・宮城県栗原市金成上町西裏・かんなりかみまちにしうら

　　９８９-５１５３・宮城県栗原市金成上町東裏・かんなりかみまちひがしうら

　　９８９-５１６４・宮城県栗原市金成金生・かんなりきんせい

　　９８９-５１３６・宮城県栗原市金成熊ノ下・かんなりくまのした

　　９８９-５１３９・宮城県栗原市金成黄金田・かんなりこがねだ

　　９８９-５１５１・宮城県栗原市金成桜町・かんなりさくらまち

　　９８９-５１７１・宮城県栗原市金成沢辺・かんなりさわべ

　　９８９-５１３０・宮城県栗原市金成清水田・かんなりしみずた

　　９８９-５１１４・宮城県栗原市金成下富田・かんなりしもとみだ

　　９８９-５１３３・宮城県栗原市金成新町・かんなりしんまち

　　９８９-５１３４・宮城県栗原市金成新町裏・かんなりしんまちうら

　　９８９-４８０２・宮城県栗原市金成末野・かんなりすえの

　　９８９-５１３５・宮城県栗原市金成台畑・かんなりだいはた

　　９８９-５１２５・宮城県栗原市金成大林寺沢・かんなりだいりんじざわ

　　９８９-５１６１・宮城県栗原市金成館下・かんなりたてした

　　９８９-５１８１・宮城県栗原市金成津久毛・かんなりつくも

　　９８９-５１２６・宮城県栗原市金成鍔ノ瓦・かんなりつはﾞのかわら

　　９８９-５１６５・宮城県栗原市金成長館・かんなりながたて

　　９８９-５１６２・宮城県栗原市金成長根沢・かんなりながねざわ

　　９８９-５１６６・宮城県栗原市金成長根前・かんなりながねまえ

　　９８９-５１４４・宮城県栗原市金成中町・かんなりなかまち

　　９８９-５１４５・宮城県栗原市金成中町西裏・かんなりなかまちにしうら

　　９８９-５１７３・宮城県栗原市金成梨崎・かんなりなしざき

　　９８９-５１１７・宮城県栗原市金成柧木沢・かんなりはぬきざわ

　　９８９-５１１１・宮城県栗原市金成日向・かんなりひむかい

　　９８９-５１３１・宮城県栗原市金成日向田・かんなりひむかいだ

　　９８９-４８０８・宮城県栗原市金成普賢堂・かんなりふげんどう

　　９８９-４８０３・宮城県栗原市金成藤渡戸・かんなりふじわたと

　　９８９-５１２３・宮城県栗原市金成平治屋敷・かんなりへいじやしき

　　９８９-５１４３・宮城県栗原市金成奉公田・かんなりほうこうだ

　　９８９-５１３２・宮城県栗原市金成干谷沢・かんなりほしやざわ

　　９８９-５１２２・宮城県栗原市金成三沢・かんなりみさわ

　　９８９-５１１３・宮城県栗原市金成宮前・かんなりみやまえ

　　９８９-５１２４・宮城県栗原市金成山中堤下・かんなりやまなかつつみした

　　９８９-５１５２・宮城県栗原市金成四ツ屋敷・かんなりよつやしき

　　９８９-５３３１・宮城県栗原市栗駒泉沢・くりこまいずみざわ

　　９８９-５３４１・宮城県栗原市栗駒稲屋敷・くりこまいなやしき

　　９８９-５３３２・宮城県栗原市栗駒芋埣・くりこまいもぞね

　　９８９-５３０１・宮城県栗原市栗駒岩ケ崎・くりこまいわがさき

　　９８９-５３３３・宮城県栗原市栗駒片子沢・くりこまかたござわ

　　９８９-５３２１・宮城県栗原市栗駒栗原・くりこまくりはﾞら

　　９８９-５３２２・宮城県栗原市栗駒桜田・くりこまさくらだ

　　９８９-５３１２・宮城県栗原市栗駒猿飛来・くりこまさつひﾟらい

　　９８９-５３１１・宮城県栗原市栗駒里谷・くりこまさとや

　　９８９-５３８１・宮城県栗原市栗駒鳥沢・くりこまとりさわ

　　９８９-５３５１・宮城県栗原市栗駒中野・くりこまなかの

　　９８９-５３７１・宮城県栗原市栗駒沼倉・くりこまぬまくら

　　９８９-５３２３・宮城県栗原市栗駒菱沼・くりこまひしぬま

　　９８９-５３８２・宮城県栗原市栗駒深谷・くりこまふかや

　　９８９-５３７２・宮城県栗原市栗駒松倉・くりこままつくら

　　９８９-５３３４・宮城県栗原市栗駒嶺崎・くりこまみねざき

　　９８９-５３６１・宮城県栗原市栗駒文字・くりこまもんじ

　　９８９-５３２４・宮城県栗原市栗駒八幡・くりこまやはた

　　９８９-５３３５・宮城県栗原市栗駒渡丸・くりこまわたまる

　　９８９-５６０８・宮城県栗原市志波姫荒町北・しわひめあらまちきた



　　９８９-５６０６・宮城県栗原市志波姫荒町南・しわひめあらまちみなみ

　　９８９-５６０３・宮城県栗原市志波姫伊豆野・しわひめいずの

　　９８９-５６０１・宮城県栗原市志波姫刈敷・しわひめかりしき

　　９８９-５６０５・宮城県栗原市志波姫北郷・しわひめきたごう

　　９８９-５６２７・宮城県栗原市志波姫北堀口・しわひめきたほりぐち

　　９８９-５６０７・宮城県栗原市志波姫蔵場南・しわひめくらはﾞみなみ

　　９８９-５６２１・宮城県栗原市志波姫下里・しわひめしもさと

　　９８９-５６０２・宮城県栗原市志波姫城内南・しわひめじようないみなみ

　　９８９-５６１６・宮城県栗原市志波姫新上戸・しわひめしんあがと

　　９８９-５６１２・宮城県栗原市志波姫新熊谷・しわひめしんくまや

　　９８９-５６１３・宮城県栗原市志波姫新沼崎・しわひめしんぬまざき

　　９８９-５６１７・宮城県栗原市志波姫新橋本・しわひめしんはしもと

　　９８９-５６１４・宮城県栗原市志波姫新原・しわひめしんはら

　　９８９-５６１８・宮城県栗原市志波姫新八樟・しわひめしんやつくぬぎ

　　９８９-５６０４・宮城県栗原市志波姫大門南・しわひめだいもんみなみ

　　９８９-５６２６・宮城県栗原市志波姫中沖・しわひめなかおき

　　９８９-５６１５・宮城県栗原市志波姫沼崎・しわひめぬまざき

　　９８９-５６０９・宮城県栗原市志波姫花崎西・しわひめはなさきにじ

　　９８９-５６２５・宮城県栗原市志波姫堀口・しわひめほりぐち

　　９８９-５６１１・宮城県栗原市志波姫南郷・しわひめみなみごう

　　９８９-５６２４・宮城県栗原市志波姫南堀口・しわひめみなみほりぐち

　　９８９-５６２３・宮城県栗原市志波姫南八樟・しわひめみなみやつくぬぎ

　　９８９-５６２２・宮城県栗原市志波姫八樟・しわひめやつくぬぎ

　　９８９-５６１０・宮城県栗原市志波姫要害東・しわひめようがいひがじ

　　９８９-５６１９・宮城県栗原市志波姫横峰浦・しわひめよこみねうら

　　９８９-４５３３・宮城県栗原市瀬峰愛宕・せみねあたご

　　９８９-４５４９・宮城県栗原市瀬峰荒町・せみねあらまち

　　９８９-４５３４・宮城県栗原市瀬峰泉谷・せみねいずみや

　　９８９-４５３５・宮城県栗原市瀬峰泉谷南・せみねいずみやみなみ

　　９８９-４５４５・宮城県栗原市瀬峰伊勢堂・せみねいせどう

　　９８９-４５４１・宮城県栗原市瀬峰牛渕・せみねうしぶち

　　９８９-４５４０・宮城県栗原市瀬峰牛渕前・せみねうしぶちまえ

　　９８９-４５８０・宮城県栗原市瀬峰大境前・せみねおおさかいまえ

　　９８９-４５８３・宮城県栗原市瀬峰大境山・せみねおおざかいやま

　　９８９-４５６８・宮城県栗原市瀬峰大屋敷・せみねおおやしき

　　９８９-４５０９・宮城県栗原市瀬峰大鰐谷・せみねおおわにや

　　９８９-４５８８・宮城県栗原市瀬峰蒲盛・せみねかはﾞもり

　　９８９-４５５７・宮城県栗原市瀬峰上沢田・せみねかみさわだ

　　９８９-４５４７・宮城県栗原市瀬峰神田・せみねかみた

　　９８９-４５６３・宮城県栗原市瀬峰上富前・せみねかみとみまえ

　　９８９-４５６６・宮城県栗原市瀬峰上屋敷・せみねかみやしき

　　９８９-４５０５・宮城県栗原市瀬峰刈安沢・せみねかりやすざわ

　　９８９-４５６２・宮城県栗原市瀬峰川ノ畑・せみねかわのはた

　　９８９-４５７４・宮城県栗原市瀬峰北ノ沢・せみねきたのさわ

　　９８９-４５２３・宮城県栗原市瀬峰北谷地・せみねきたやち

　　９８９-４５７７・宮城県栗原市瀬峰薬沢西・せみねくすりざわにじ

　　９８９-４５７８・宮城県栗原市瀬峰薬沢東・せみねくすりざわひがじ

　　９８９-４５１８・宮城県栗原市瀬峰荒神堂・せみねこうじんどう

　　９８９-４５７６・宮城県栗原市瀬峰高土山・せみねこうどさん

　　９８９-４５０４・宮城県栗原市瀬峰小深沢・せみねこぶかさわ

　　９８９-４５８２・宮城県栗原市瀬峰坂ノ下浦・せみねさかのしたうら

　　９８９-４５８５・宮城県栗原市瀬峰坂ノ下前北・せみねさかのしたまえきた

　　９８９-４５５１・宮城県栗原市瀬峰三代・せみねさんだい

　　９８９-４５０８・宮城県栗原市瀬峰柴ノ脇・せみねしはﾞのわき

　　９８９-４５０６・宮城県栗原市瀬峰清水沢・せみねしみずさわ

　　９８９-４５８４・宮城県栗原市瀬峰清水山・せみねしみずやま

　　９８９-４５２１・宮城県栗原市瀬峰下田・せみねしもだ

　　９８９-４５２２・宮城県栗原市瀬峰下の前・せみねしものまえ

　　９８９-４５１２・宮城県栗原市瀬峰下藤沢・せみねしもふじさわ

　　９８９-４５２５・宮城県栗原市瀬峰下谷地・せみねしもやち

　　９８９-４５７３・宮城県栗原市瀬峰十王堂前・せみねじゆうおうどうまえ

　　９８９-４５１０・宮城県栗原市瀬峰新下藤沢・せみねしんしたふじさわ

　　９８９-４５２９・宮城県栗原市瀬峰新下田・せみねしんしもだ

　　９８９-４５６０・宮城県栗原市瀬峰新道東・せみねしんどうひがじ

　　９８９-４５３８・宮城県栗原市瀬峰諏訪原・せみねすわはら

　　９８９-４５８６・宮城県栗原市瀬峰蔵王・せみねぞうおう

　　９８９-４５３６・宮城県栗原市瀬峰壇ノ越・せみねだんのこじ

　　９８９-４５０３・宮城県栗原市瀬峰力石・せみねちからいじ

　　９８９-４５１６・宮城県栗原市瀬峰長者原・せみねちようじやはら

　　９８９-４５７２・宮城県栗原市瀬峰寺浦・せみねてらうら



　　９８９-４５７１・宮城県栗原市瀬峰寺沢・せみねてらさわ

　　９８９-４５６５・宮城県栗原市瀬峰天神下・せみねてんじんした

　　９８９-４５３１・宮城県栗原市瀬峰筒ケ崎・せみねどがさき

　　９８９-４５６９・宮城県栗原市瀬峰筒場・せみねどはﾞ

　　９８９-４５８９・宮城県栗原市瀬峰富要害・せみねとみようがい

　　９８９-４５４８・宮城県栗原市瀬峰長根・せみねながね

　　９８９-４５４２・宮城県栗原市瀬峰新井堀・せみねにいほﾞり

　　９８９-４５４３・宮城県栗原市瀬峰新井屋敷・せみねにいやしき

　　９８９-４５０７・宮城県栗原市瀬峰西原・せみねにしはら

　　９８９-４５６７・宮城県栗原市瀬峰西原前・せみねにしはらまえ

　　９８９-４５１１・宮城県栗原市瀬峰新田沢・せみねにつたざわ

　　９８９-４５１３・宮城県栗原市瀬峰根岸・せみねねぎじ

　　９８９-４５５５・宮城県栗原市瀬峰野沢・せみねのざわ

　　９８９-４５４４・宮城県栗原市瀬峰除・せみねのぞき

　　９８９-４５７９・宮城県栗原市瀬峰橋本浦・せみねはしもとうら

　　９８９-４５５４・宮城県栗原市瀬峰原田・せみねはらた

　　９８９-４５３２・宮城県栗原市瀬峰樋口山・せみねひぐちやま

　　９８９-４５６１・宮城県栗原市瀬峰樋渡・せみねひわたじ

　　９８９-４５５６・宮城県栗原市瀬峰袋沢・せみねふくろさわ

　　９８９-４５１７・宮城県栗原市瀬峰藤沢瀬嶺・せみねふじさわせみね

　　９８９-４５８１・宮城県栗原市瀬峰藤沢要害・せみねふじさわようがい

　　９８９-４５２４・宮城県栗原市瀬峰藤田・せみねふじた

　　９８９-４５３９・宮城県栗原市瀬峰二ツ谷・せみねふたつや

　　９８９-４５５３・宮城県栗原市瀬峰二又・せみねふたまた

　　９８９-４５３７・宮城県栗原市瀬峰船橋・せみねふなはﾞじ

　　９８９-４５７５・宮城県栗原市瀬峰町田・せみねまちだ

　　９８９-４５７０・宮城県栗原市瀬峰町田前・せみねまちだまえ

　　９８９-４５２６・宮城県栗原市瀬峰宮小路原西・せみねみやこうじはらにじ

　　９８９-４５２７・宮城県栗原市瀬峰宮小路原東・せみねみやこうじはらひがじ

　　９８９-４５５２・宮城県栗原市瀬峰宮田・せみねみやた

　　９８９-４５１５・宮城県栗原市瀬峰桃生田・せみねものうた

　　９８９-４５１４・宮城県栗原市瀬峰桃生田前・せみねものうたまえ

　　９８９-４５８７・宮城県栗原市瀬峰薬師堂前・せみねやくしどうまえ

　　９８９-４５６４・宮城県栗原市瀬峰谷地田・せみねやちた

　　９８９-４５２８・宮城県栗原市瀬峰山崎前・せみねやまざきまえ

　　９８９-４５１９・宮城県栗原市瀬峰横森前・せみねよこもりまえ

　　９８９-４５４６・宮城県栗原市瀬峰四ツ壇・せみねよつだん

　　９８７-２０３３・宮城県栗原市高清水浅野・たかしみずあざの

　　９８７-２０３５・宮城県栗原市高清水浅野前・たかしみずあざのまえ

　　９８７-２１８５・宮城県栗原市高清水新町・たかしみずあらまち

　　９８７-２０１７・宮城県栗原市高清水石沢・たかしみずいしざわ

　　９８７-２０１８・宮城県栗原市高清水石沢浦・たかしみずいしざわうら

　　９８７-２１１５・宮城県栗原市高清水一本松・たかしみずいつほﾟんまつ

　　９８７-２００４・宮城県栗原市高清水浦南沢・たかしみずうらみなみさわ

　　９８７-２０１４・宮城県栗原市高清水大沢・たかしみずおおさわ

　　９８７-２０２５・宮城県栗原市高清水大西・たかしみずおおにじ

　　９８７-２０５４・宮城県栗原市高清水沖・たかしみずおき

　　９８７-２１４６・宮城県栗原市高清水乙牧堀・たかしみずおつまきほﾞり

　　９８７-２１８８・宮城県栗原市高清水小山下・たかしみずおやました

　　９８７-２０２４・宮城県栗原市高清水小山田・たかしみずおやまだ

　　９８７-２１１３・宮城県栗原市高清水折木・たかしみずおりき

　　９８７-２１４３・宮城県栗原市高清水覚満寺・たかしみずかくまんじ

　　９８７-２１１１・宮城県栗原市高清水影の沢・たかしみずかげのさわ

　　９８７-２０１３・宮城県栗原市高清水欠屋敷・たかしみずかけやしき

　　９８７-２１７３・宮城県栗原市高清水桂葉・たかしみずかつらは

　　９８７-２００１・宮城県栗原市高清水蟹沢尻・たかしみずかにさわしり

　　９８７-２１１２・宮城県栗原市高清水上折木・たかしみずかみおりき

　　９８７-２１７４・宮城県栗原市高清水上桂葉・たかしみずかみかつらは

　　９８７-２１２１・宮城県栗原市高清水上佐野・たかしみずかみさの

　　９８７-２１４１・宮城県栗原市高清水上外沢田・たかしみずかみそとさわた

　　９８７-２１５８・宮城県栗原市高清水上萩田・たかしみずかみはぎた

　　９８７-２１５５・宮城県栗原市高清水萱刈・たかしみずかやかり

　　９８７-２１４７・宮城県栗原市高清水観音沢・たかしみずかんのんざわ

　　９８７-２１４７・宮城県栗原市高清水観音堂・たかしみずかんのんどう

　　９８７-２０２１・宮城県栗原市高清水神原・たかしみずかんはﾟら

　　９８７-２１４１・宮城県栗原市高清水北甚六原・たかしみずきたじんろくはら

　　９８７-２１５３・宮城県栗原市高清水北原・たかしみずきたはら

　　９８７-２０１１・宮城県栗原市高清水京の沢・たかしみずきようのさわ

　　９８７-２０２６・宮城県栗原市高清水熊野・たかしみずくまの

　　９８７-２０２３・宮城県栗原市高清水熊野堂・たかしみずくまのどう



　　９８７-２１４６・宮城県栗原市高清水甲牧堀・たかしみずこうまきほﾞり

　　９８７-２１７５・宮城県栗原市高清水五輪・たかしみずごりん

　　９８７-２１３３・宮城県栗原市高清水桜丁・たかしみずさくらちよう

　　９８７-２０５５・宮城県栗原市高清水五月田・たかしみずさつきだ

　　９８７-２１２７・宮城県栗原市高清水佐野沢田・たかしみずさのさわだ

　　９８７-２１２８・宮城県栗原市高清水佐野丁・たかしみずさのちよう

　　９８７-２１８９・宮城県栗原市高清水下町・たかしみずしたまち

　　９８７-２１１４・宮城県栗原市高清水下折木・たかしみずしもおりき

　　９８７-２１２４・宮城県栗原市高清水下佐野・たかしみずしもさの

　　９８７-２１２５・宮城県栗原市高清水十二の神・たかしみずじゆうにのかみ

　　９８７-２０４２・宮城県栗原市高清水宿の沢・たかしみずしゆくのさわ

　　９８７-２１６３・宮城県栗原市高清水勝負ケ町・たかしみずしようぶがまち

　　９８７-２１７７・宮城県栗原市高清水新桂葉・たかしみずしんかつらは

　　９８７-２１２３・宮城県栗原市高清水新佐野・たかしみずしんさの

　　９８７-２１６４・宮城県栗原市高清水新神明・たかしみずしんしんめい

　　９８７-２０３１・宮城県栗原市高清水新田・たかしみずしんでん

　　９８７-２１５８・宮城県栗原市高清水新中の茎・たかしみずしんなかのくき

　　９８７-２１６１・宮城県栗原市高清水神明・たかしみずしんめい

　　９８７-２１５６・宮城県栗原市高清水千神・たかしみずせんがみ

　　９８７-２１８４・宮城県栗原市高清水善光寺・たかしみずぜんこうじ

　　９８７-２１８３・宮城県栗原市高清水袖山・たかしみずそでやま

　　９８７-２１４２・宮城県栗原市高清水外沢田・たかしみずそとさわだ

　　９８７-２１２７・宮城県栗原市高清水太子堂・たかしみずたいしどう

　　９８７-２１２６・宮城県栗原市高清水大寺・たかしみずだいてら

　　９８７-２１４４・宮城県栗原市高清水台町・たかしみずだいまち

　　９８７-２１７１・宮城県栗原市高清水長福寺・たかしみずちようふくじ

　　９８７-２０４４・宮城県栗原市高清水堤下・たかしみずつつみした

　　９８７-２１６２・宮城県栗原市高清水丁神明・たかしみずていしんめい

　　９８７-２１４６・宮城県栗原市高清水丁牧堀・たかしみずていまきほﾞり

　　９８７-２０４３・宮城県栗原市高清水手取・たかしみずてどり

　　９８７-２１５２・宮城県栗原市高清水天王沢・たかしみずてんのうさわ

　　９８７-２１８２・宮城県栗原市高清水中里・たかしみずなかざと

　　９８７-２１２２・宮城県栗原市高清水中佐野・たかしみずなかさの

　　９８７-２１５７・宮城県栗原市高清水中の茎・たかしみずなかのくき

　　９８７-２０１２・宮城県栗原市高清水中の沢・たかしみずなかのさわ

　　９８７-２１８６・宮城県栗原市高清水中町・たかしみずなかまち

　　９８７-２１７６・宮城県栗原市高清水西善光寺・たかしみずにしぜんこうじ

　　９８７-２０４５・宮城県栗原市高清水西手取・たかしみずにしてとり

　　９８７-２０１５・宮城県栗原市高清水西中里・たかしみずにしなかざと

　　９８７-２００５・宮城県栗原市高清水忽滑沢・たかしみずぬかりさわ

　　９８７-２０２２・宮城県栗原市高清水原・たかしみずはら

　　９８７-２１５１・宮城県栗原市高清水東浦・たかしみずひがしうら

　　９８７-２１８１・宮城県栗原市高清水東善光寺・たかしみずひがしぜんこうじ

　　９８７-２１３２・宮城県栗原市高清水東館・たかしみずひがしたて

　　９８７-２０２８・宮城県栗原市高清水日向・たかしみずひなた

　　９８７-２００３・宮城県栗原市高清水福塚・たかしみずふくつか

　　９８７-２０５３・宮城県栗原市高清水渕際・たかしみずふちぎわ

　　９８７-２１４６・宮城県栗原市高清水丙牧堀・たかしみずへいまきほﾞり

　　９８７-２１５９・宮城県栗原市高清水松の木沢田・たかしみずまつのきさわだ

　　９８７-２１７２・宮城県栗原市高清水松原・たかしみずまつはﾞら

　　９８７-２１３１・宮城県栗原市高清水水の手・たかしみずみずのて

　　９８７-２０３６・宮城県栗原市高清水南沢・たかしみずみなみさわ

　　９８７-２１５４・宮城県栗原市高清水南原・たかしみずみなみはら

　　９８７-２０５１・宮城県栗原市高清水三森・たかしみずみもり

　　９８７-２０５２・宮城県栗原市高清水宮脇・たかしみずみやのわき

　　９８７-２０３４・宮城県栗原市高清水明官・たかしみずみようかん

　　９８７-２１４５・宮城県栗原市高清水向野・たかしみずむかいの

　　９８７-２１５１・宮城県栗原市高清水仰ケ返り・たかしみずむけがえり

　　９８７-２１８７・宮城県栗原市高清水本町・たかしみずもとまち

　　９８７-２１５８・宮城県栗原市高清水本道・たかしみずもとみち

　　９８７-２０１６・宮城県栗原市高清水茂路具多・たかしみずもろぐた

　　９８７-２００２・宮城県栗原市高清水八重壁・たかしみずやえかべ

　　９８７-２０４１・宮城県栗原市高清水要の森・たかしみずようのもり

　　９８７-２０３２・宮城県栗原市高清水横手・たかしみずよこて

　　９８７-２１１６・宮城県栗原市高清水来光沢・たかしみずらいこうざわ

　　９８７-２０２７・宮城県栗原市高清水若宮・たかしみずわかみや

　　９８７-２２５３・宮城県栗原市築館青野・つきだてあおの

　　９８７-２２３１・宮城県栗原市築館赤坂・つきだてあかさか

　　９８７-２２４５・宮城県栗原市築館荒田沢・つきだてあらたざわ

　　９８７-２２１６・宮城県栗原市築館伊豆・つきだていず



　　９８７-２２７１・宮城県栗原市築館芋埣・つきだていもぞね

　　９８７-２２１４・宮城県栗原市築館内沢・つきだてうちさわ

　　９８７-２２１３・宮城県栗原市築館内南沢・つきだてうちみなみざわ

　　９８７-２２２５・宮城県栗原市築館太田・つきだておおた

　　９８７-２２３６・宮城県栗原市築館蟹沢・つきだてかにさわ

　　９８７-２２４６・宮城県栗原市築館上高森・つきだてかみたかもり

　　９８７-２２７５・宮城県栗原市築館上宮野・つきだてかみみやの

　　９８７-２２６２・宮城県栗原市築館唐竹林・つきだてからたけはﾞやじ

　　９８７-２２２８・宮城県栗原市築館川添・つきだてかわぞえ

　　９８７-２２１２・宮城県栗原市築館木戸・つきだてきど

　　９８７-２２６１・宮城県栗原市築館久伝・つきだてきゆうでん

　　９８７-２２０４・宮城県栗原市築館黒瀬・つきだてくろせ

　　９８７-２２１１・宮城県栗原市築館源光・つきだてげんこう

　　９８７-２２７３・宮城県栗原市築館左足・つきだてこえだて

　　９８７-２２６５・宮城県栗原市築館小淵西・つきだてこぶちにじ

　　９８７-２２６５・宮城県栗原市築館小淵東・つきだてこぶちひがじ

　　９８７-２２６５・宮城県栗原市築館境田・つきだてさかいだ

　　９８７-２２６５・宮城県栗原市築館佐野原・つきだてさのはら

　　９８７-２２３２・宮城県栗原市築館沢入・つきだてさわいり

　　９８７-２２４７・宮城県栗原市築館下高森・つきだてしもたかもり

　　９８７-２２２１・宮城県栗原市築館下待井・つきだてしもまちい

　　９８７-２２０３・宮城県栗原市築館下宮野・つきだてしもみやの

　　９８７-２２０２・宮城県栗原市築館城生野・つきだてじようの

　　９８７-２２６３・宮城県栗原市築館新田・つきだてしんでん

　　９８７-２２７４・宮城県栗原市築館新成田西・つきだてしんなりたにじ

　　９８７-２２３４・宮城県栗原市築館新八ツ沢・つきだてしんやつざわ

　　９８７-２２２２・宮城県栗原市築館外南沢・つきだてそとみなみざわ

　　９８７-２２１５・宮城県栗原市築館高田・つきだてたかだ

　　９８７-２２４２・宮城県栗原市築館館沢・つきだてたてさわ

　　９８７-２２４１・宮城県栗原市築館館下・つきだてたてした

　　９８７-２２３５・宮城県栗原市築館築館・つきだてつきだて

　　９８７-２２３３・宮城県栗原市築館照越・つきだててるこじ

　　９８７-２２０１・宮城県栗原市築館富・つきだてとみ

　　９８７-２２７２・宮城県栗原市築館留場・つきだてとめはﾞ

　　９８７-２２７４・宮城県栗原市築館成田・つきだてなりた

　　９８７-２２４４・宮城県栗原市築館西小山・つきだてにしこやま

　　９８７-２２２３・宮城県栗原市築館萩沢・つきだてはぎさわ

　　９８７-２２４３・宮城県栗原市築館萩沢東・つきだてはぎさわひがじ

　　９８７-２２４３・宮城県栗原市築館萩沢南・つきだてはぎさわみなみ

　　９８７-２２２７・宮城県栗原市築館光屋敷・つきだてひかりやしき

　　９８７-２２５１・宮城県栗原市築館藤木・つきだてふじき

　　９８７-２２２９・宮城県栗原市築館三峰・つきだてみつみね

　　９８７-２２０５・宮城県栗原市築館宮野中央・つきだてみやのちゆうおう

　　９８７-２２５２・宮城県栗原市築館薬師・つきだてやくじ

　　９８７-２２６３・宮城県栗原市築館薬師ケ丘・つきだてやくしがおか

　　９８７-２２６４・宮城県栗原市築館薬師台・つきだてやくしだい

　　９８７-２２２６・宮城県栗原市築館八沢・つきだてやさわ

　　９８７-２２２４・宮城県栗原市築館横須賀・つきだてよこすか

　　９８７-２５１２・宮城県栗原市花山草木沢・はなやまくさきさわ

　　９８９-６７０１・宮城県栗原市花山草木沢上原・はなやまくさきさわうわはら

　　９８７-２５１１・宮城県栗原市花山本沢・はなやまほんさわ

　　９８９-５５０７・宮城県栗原市若柳有賀・わかやなぎありが

　　９８９-５５０６・宮城県栗原市若柳大林・わかやなぎおおはやじ

　　９８９-５５０９・宮城県栗原市若柳大林新寺浦・わかやなぎおおはやししんてらうら

　　９８９-５５０４・宮城県栗原市若柳上畑岡・わかやなぎかみはたおか

　　９８９-５５０１・宮城県栗原市若柳川北・わかやなぎかわきた

　　９８９-５５０２・宮城県栗原市若柳川南・わかやなぎかわみなみ

　　９８９-５５０３・宮城県栗原市若柳下畑岡・わかやなぎしもはたおか

　　９８９-５５０５・宮城県栗原市若柳福岡・わかやなぎふくおか

　　９８９-５５０８・宮城県栗原市若柳武鎗・わかやなぎむやり

　　９８１-０５００・宮城県東松島市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８１-０５０６・宮城県東松島市あおい・あおい

　　９８１-０５０１・宮城県東松島市赤井・あかい

　　９８１-０４１５・宮城県東松島市浅井・あさい

　　９８１-０３０１・宮城県東松島市牛網・うしあみ

　　９８１-０５０５・宮城県東松島市大塩・おおしお

　　９８１-０４１４・宮城県東松島市大塚・おおつか

　　９８１-０５０２・宮城県東松島市大曲・おおまがり

　　９８１-０３０３・宮城県東松島市小野・おの

　　９８１-０３０４・宮城県東松島市川下・かわくだり



　　９８１-０５０４・宮城県東松島市小松・こまつ

　　９８１-０３０５・宮城県東松島市上下堤・じようげつつみ

　　９８１-０４１３・宮城県東松島市新東名・しんとうな

　　９８１-０３０８・宮城県東松島市高松・たかまつ

　　９８１-０３０６・宮城県東松島市西福田・にしふくだ

　　９８１-０３０７・宮城県東松島市新田・につた

　　９８１-０３０９・宮城県東松島市根古・ねこ

　　９８１-０４１１・宮城県東松島市野蒜・のびる

　　９８１-０４１６・宮城県東松島市野蒜ケ丘・のびるがおか

　　９８１-０３０２・宮城県東松島市浜市・はまいち

　　９８１-０５０７・宮城県東松島市みそら・みそら

　　９８１-０４１２・宮城県東松島市宮戸・みやと

　　９８１-０５０３・宮城県東松島市矢本・やもと

　　９８９-６１００・宮城県大崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-６４６３・宮城県大崎市岩出山木通沢・いわでやまあけびざわ

　　９８９-６４０５・宮城県大崎市岩出山池月・いわでやまいけつき

　　９８９-６４３５・宮城県大崎市岩出山浦小路・いわでやまうらこうじ

　　９８９-６４４７・宮城県大崎市岩出山上金沢・いわでやまかみかねざわ

　　９８９-６４３２・宮城県大崎市岩出山上川原北・いわでやまかみかわらきた

　　９８９-６４３３・宮城県大崎市岩出山上川原町・いわでやまかみかわらまち

　　９８９-６４３１・宮城県大崎市岩出山上川原南・いわでやまかみかわらみなみ

　　９８９-６４６５・宮城県大崎市岩出山上東昌寺沢・いわでやまかみとうしようじざわ

　　９８９-６４２１・宮城県大崎市岩出山上中江・いわでやまかみなかえ

　　９８９-６４０３・宮城県大崎市岩出山上野目・いわでやまかみのめ

　　９８９-６４０４・宮城県大崎市岩出山下一栗・いわでやましもいちくり

　　９８９-６４４２・宮城県大崎市岩出山下金沢・いわでやましもかねざわ

　　９８９-６４１４・宮城県大崎市岩出山下川原・いわでやましもかわら

　　９８９-６４３４・宮城県大崎市岩出山下川原町・いわでやましもかわらまち

　　９８９-６４６４・宮城県大崎市岩出山下東昌寺沢・いわでやましもとうしようじさわ

　　９８９-６４１２・宮城県大崎市岩出山下野目・いわでやましものめ

　　９８９-６４２２・宮城県大崎市岩出山重蔵・いわでやまじゆうぞう

　　９８９-６４３７・宮城県大崎市岩出山城山・いわでやましろやま

　　９８９-６４４６・宮城県大崎市岩出山大学町・いわでやまだいがくまち

　　９８９-６４４１・宮城県大崎市岩出山通丁・いわでやまとおりちよう

　　９８９-６４４３・宮城県大崎市岩出山轟・いわでやまとどろき

　　９８９-６４２５・宮城県大崎市岩出山西御名掛・いわでやまにしおなかけ

　　９８９-６４３６・宮城県大崎市岩出山二ノ構・いわでやまにのかまえ

　　９８９-６４２６・宮城県大崎市岩出山東御名掛・いわでやまひがしおなかけ

　　９８９-６４１５・宮城県大崎市岩出山東川原・いわでやまひがしかわら

　　９８９-６４１３・宮城県大崎市岩出山東川原町・いわでやまひがしかわらまち

　　９８９-６４６２・宮城県大崎市岩出山蛭沢・いわでやまひるさわ

　　９８９-６４１１・宮城県大崎市岩出山船場・いわでやまふなはﾞ

　　９８９-６４４４・宮城県大崎市岩出山細峯・いわでやまほそみね

　　９８９-６４６６・宮城県大崎市岩出山保土沢・いわでやまほどさわ

　　９８９-６４２３・宮城県大崎市岩出山前毘沙門・いわでやままえびしやもん

　　９８９-６４６１・宮城県大崎市岩出山松沢・いわでやままつさわ

　　９８９-６４２４・宮城県大崎市岩出山丸山・いわでやままるやま

　　９８９-６４４５・宮城県大崎市岩出山南沢・いわでやまみなみざわ

　　９８９-６４０２・宮城県大崎市岩出山（磯田、下真山）・いわでやま(いそだ､しもまやま)

　　９８９-６４０１・宮城県大崎市岩出山（上真山、葛岡）・いわでやま(かみまやま､くずおか)

　　９８９-６４７１・宮城県大崎市岩出山（その他）・いわでやま(そのた)

　　９８９-４１０６・宮城県大崎市鹿島台大迫・かしまだいおおはﾞさま

　　９８９-４１０２・宮城県大崎市鹿島台木間塚・かしまだいきまつﾞか

　　９８９-４１０３・宮城県大崎市鹿島台平渡・かしまだいひらわた

　　９８９-４１０４・宮城県大崎市鹿島台広長・かしまだいひろなが

　　９８９-４１０５・宮城県大崎市鹿島台深谷・かしまだいふかや

　　９８９-４１０１・宮城県大崎市鹿島台船越・かしまだいふなこじ

　　９８９-６３２１・宮城県大崎市三本木・さんほﾞんぎ

　　９８９-６３０４・宮城県大崎市三本木秋田・さんほﾞんぎあきた

　　９８９-６３１２・宮城県大崎市三本木蟻ケ袋・さんほﾞんぎありがふくろ

　　９８９-６３０５・宮城県大崎市三本木伊賀・さんほﾞんぎいが

　　９８９-６３０３・宮城県大崎市三本木伊場野・さんほﾞんぎいはﾞの

　　９８９-６３１３・宮城県大崎市三本木音無・さんほﾞんぎおとなじ

　　９８９-６３０２・宮城県大崎市三本木上伊場野・さんほﾞんぎかみいはﾞの

　　９８９-６３０１・宮城県大崎市三本木桑折・さんほﾞんぎこおり

　　９８９-６３１４・宮城県大崎市三本木斉田・さんほﾞんぎさいだ

　　９８９-６３１１・宮城県大崎市三本木坂本・さんほﾞんぎさかもと

　　９８９-６３０６・宮城県大崎市三本木新町・さんほﾞんぎしんまち

　　９８９-６３１６・宮城県大崎市三本木高柳・さんほﾞんぎたかやなぎ

　　９８９-６３１５・宮城県大崎市三本木新沼・さんほﾞんぎにいぬま



　　９８９-６３１７・宮城県大崎市三本木蒜袋・さんほﾞんぎひるぶくろ

　　９８９-６３２２・宮城県大崎市三本木南谷地・さんほﾞんぎみなみやち

　　９８９-４４１５・宮城県大崎市田尻・たじり

　　９８９-４３０３・宮城県大崎市田尻大沢・たじりおおさわ

　　９８９-４３０２・宮城県大崎市田尻大貫・たじりおおぬき

　　９８９-４４１２・宮城県大崎市田尻大嶺・たじりおおみね

　　９８９-４３０５・宮城県大崎市田尻小塩・たじりおしお

　　９８９-４３０１・宮城県大崎市田尻蕪栗・たじりかぶくり

　　９８９-４３０４・宮城県大崎市田尻北小牛田・たじりきたこごた

　　９８９-４３０７・宮城県大崎市田尻北高城・たじりきたたかぎ

　　９８９-４４１４・宮城県大崎市田尻北牧目・たじりきたまぎのめ

　　９８９-４４１９・宮城県大崎市田尻小松・たじりこまつ

　　９８９-４３０６・宮城県大崎市田尻桜田高野・たじりさくらだこうや

　　９８９-４４１８・宮城県大崎市田尻諏訪峠・たじりすわとうげ

　　９８９-４４１３・宮城県大崎市田尻通木・たじりとおりき

　　９８９-４４１６・宮城県大崎市田尻中目・たじりなかのめ

　　９８９-４４１７・宮城県大崎市田尻沼木・たじりぬまぎ

　　９８９-４３０８・宮城県大崎市田尻沼部・たじりぬまべ

　　９８９-４４１１・宮城県大崎市田尻八幡・たじりやわた

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉赤這・なるこおんせんあかはﾞい

　　９８９-６８１１・宮城県大崎市鳴子温泉赤湯・なるこおんせんあかゆ

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉石ノ梅・なるこおんせんいしのうめ

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉入沢・なるこおんせんいりさわ

　　９８９-６８０６・宮城県大崎市鳴子温泉岩渕・なるこおんせんいわぶち

　　９８９-６８０５・宮城県大崎市鳴子温泉岩渕前・なるこおんせんいわぶちまえ

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉上ノ原・なるこおんせんうえのはら

　　９８９-６８３８・宮城県大崎市鳴子温泉奥羽岳・なるこおんせんおおうだけ

　　９８９-６８０３・宮城県大崎市鳴子温泉大畑・なるこおんせんおおはﾞたけ

　　９８９-６９４１・宮城県大崎市鳴子温泉鬼首・なるこおんせんおにこうべ

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉小身川原・なるこおんせんおみがわら

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉上川原・なるこおんせんかみがわら

　　９８９-６８２５・宮城県大崎市鳴子温泉上鳴子・なるこおんせんかみなるこ

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉通原・なるこおんせんかよはﾞら

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉川渡・なるこおんせんかわたび

　　９８９-６８３３・宮城県大崎市鳴子温泉川端・なるこおんせんかわはた

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉川袋・なるこおんせんかわぶくろ

　　９８９-６８２４・宮城県大崎市鳴子温泉河原湯・なるこおんせんかわらゆ

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉築沢・なるこおんせんきざわ

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉木戸脇・なるこおんせんきどわき

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉久田・なるこおんせんきゆうでん

　　９８９-６８２１・宮城県大崎市鳴子温泉車湯・なるこおんせんくるまゆ

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉黒崎・なるこおんせんくろさき

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉小室・なるこおんせんこむろ

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉小室山・なるこおんせんこむろやま

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉境松・なるこおんせんさかいまつ

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉坂ノ上・なるこおんせんさかのうえ

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉沢・なるこおんせんさわ

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉沢目木・なるこおんせんさわめき

　　９８９-６８２７・宮城県大崎市鳴子温泉尿前・なるこおんせんしとまえ

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉新小身川原・なるこおんせんしんおみがわら

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉新田・なるこおんせんしんでん

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉新町下・なるこおんせんしんまちした

　　９８９-６８２２・宮城県大崎市鳴子温泉新屋敷・なるこおんせんしんやしき

　　９８９-６８０１・宮城県大崎市鳴子温泉末沢・なるこおんせんすえざわ

　　９８９-６８０２・宮城県大崎市鳴子温泉末沢西・なるこおんせんすえざわにじ

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉関口・なるこおんせんせきぐち

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉大尺・なるこおんせんだいしやく

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉滝岸・なるこおんせんたきぎじ

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉竹原・なるこおんせんたけはら

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉田中・なるこおんせんたなか

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉玉ノ木・なるこおんせんたまのき

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉月山・なるこおんせんつきやま

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉堤下・なるこおんせんつつみした

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉鶴田・なるこおんせんつるた

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉天神・なるこおんせんてんじん

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉中野・なるこおんせんなかの

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉中道・なるこおんせんなかみち

　　９８９-６８０４・宮城県大崎市鳴子温泉中屋敷・なるこおんせんなかやしき

　　９８９-６８３４・宮城県大崎市鳴子温泉西原・なるこおんせんにしはら

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉沼井・なるこおんせんぬまい



　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉野際・なるこおんせんのぎわ

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉畑山・なるこおんせんはたやま

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉馬場・なるこおんせんはﾞはﾞ

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉原・なるこおんせんはら

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉原崎・なるこおんせんはらさき

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉日向山・なるこおんせんひなたやま

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉不動山・なるこおんせんふどうやま

　　９８９-６８２６・宮城県大崎市鳴子温泉古戸前・なるこおんせんふるとまえ

　　９８９-６８３２・宮城県大崎市鳴子温泉星沼・なるこおんせんほしぬま

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉前森・なるこおんせんまえもり

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉前山・なるこおんせんまえやま

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉町・なるこおんせんまち

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉町下・なるこおんせんまちした

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉町西・なるこおんせんまちにじ

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉水沼・なるこおんせんみずぬま

　　９８９-６８０７・宮城県大崎市鳴子温泉見手野原・なるこおんせんみてのはら

　　９８９-６８３５・宮城県大崎市鳴子温泉南原・なるこおんせんみなみはら

　　９８９-６８３７・宮城県大崎市鳴子温泉南星沼・なるこおんせんみなみほしぬま

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉南山・なるこおんせんみなみやま

　　９８９-６８３１・宮城県大崎市鳴子温泉柳木・なるこおんせんやぎ

　　９８９-６８３６・宮城県大崎市鳴子温泉焼石亦・なるこおんせんやきいしまた

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉山際・なるこおんせんやまぎわ

　　９８９-６８２３・宮城県大崎市鳴子温泉湯元・なるこおんせんゆもと

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉要害・なるこおんせんようがい

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉横山・なるこおんせんよこやま

　　９８９-６７１１・宮城県大崎市鳴子温泉蓬田・なるこおんせんよもぎだ

　　９８９-６８１１・宮城県大崎市鳴子温泉鷲ノ巣・なるこおんせんわしのす

　　９８９-６７１２・宮城県大崎市鳴子温泉和田・なるこおんせんわだ

　　９８９-６２２３・宮城県大崎市古川・ふるかわ

　　９８９-６１１７・宮城県大崎市古川旭・ふるかわあさひ

　　９８９-６２４３・宮城県大崎市古川雨生沢・ふるかわあめおざわ

　　９８９-６１６４・宮城県大崎市古川荒川小金町・ふるかわあらかわこがねちよう

　　９８９-６２１２・宮城県大崎市古川荒田目・ふるかわあらたのめ

　　９８９-６２５２・宮城県大崎市古川荒谷・ふるかわあらや

　　９８９-６２０３・宮城県大崎市古川飯川・ふるかわいいがわ

　　９８９-６１２４・宮城県大崎市古川石森・ふるかわいしもり

　　９８９-６１３５・宮城県大崎市古川稲葉・ふるかわいなはﾞ

　　９８９-６１７３・宮城県大崎市古川浦町・ふるかわうらまち

　　９８９-６１０３・宮城県大崎市古川江合寿町・ふるかわえあいことぶきちよう

　　９８９-６１０４・宮城県大崎市古川江合錦町・ふるかわえあいにしきちよう

　　９８９-６１０２・宮城県大崎市古川江合本町・ふるかわえあいほんちよう

　　９８９-６１１５・宮城県大崎市古川駅東・ふるかわえきひがじ

　　９８９-６１６２・宮城県大崎市古川駅前大通・ふるかわえきまえおおどおり

　　９８９-６１６１・宮城県大崎市古川駅南・ふるかわえきみなみ

　　９８９-６２２７・宮城県大崎市古川大崎・ふるかわおおさき

　　９８９-６１１４・宮城県大崎市古川大幡・ふるかわおおはた

　　９８９-６２２１・宮城県大崎市古川大宮・ふるかわおおみや

　　９８９-６２３４・宮城県大崎市古川小林・ふるかわおはﾞやじ

　　９８９-６２１６・宮城県大崎市古川柏崎・ふるかわかしわざき

　　９８９-６１３１・宮城県大崎市古川金五輪・ふるかわかなごりん

　　９８９-６２６４・宮城県大崎市古川上埣・ふるかわかみぞね

　　９８９-６２０２・宮城県大崎市古川上中目・ふるかわかみなかのめ

　　９８９-６２３６・宮城県大崎市古川川熊・ふるかわかわくま

　　９８９-６１６７・宮城県大崎市古川川端・ふるかわかわはた

　　９８９-６１４５・宮城県大崎市古川北稲葉・ふるかわきたいなはﾞ

　　９８９-６１７１・宮城県大崎市古川北町・ふるかわきたまち

　　９８９-６２４２・宮城県大崎市古川北宮沢・ふるかわきたみやざわ

　　９８９-６２５４・宮城県大崎市古川狐塚・ふるかわきつねつﾞか

　　９８９-６２４４・宮城県大崎市古川清滝・ふるかわきよたき

　　９８９-６１２２・宮城県大崎市古川桑針・ふるかわくわはﾞり

　　９８９-６２２４・宮城県大崎市古川小泉・ふるかわこいずみ

　　９８９-６１４４・宮城県大崎市古川小稲葉町・ふるかわこいなはﾞちよう

　　９８９-６２５１・宮城県大崎市古川小野・ふるかわこの

　　９８９-６２１１・宮城県大崎市古川斎下・ふるかわさいげ

　　９８９-６１０６・宮城県大崎市古川幸町・ふるかわさいわいちよう

　　９８９-６１２８・宮城県大崎市古川境野宮・ふるかわさかいのみや

　　９８９-６１５７・宮城県大崎市古川栄町・ふるかわさかえちよう

　　９８９-６２３３・宮城県大崎市古川桜ノ目・ふるかわさくらのめ

　　９８９-６２３２・宮城県大崎市古川沢田・ふるかわさわだ

　　９８９-６２０１・宮城県大崎市古川渋井・ふるかわしぶい



　　９８９-６２２８・宮城県大崎市古川清水・ふるかわしみず

　　９８９-６２４１・宮城県大崎市古川清水沢・ふるかわしみずさわ

　　９８９-６１２３・宮城県大崎市古川下中目・ふるかわしもなかのめ

　　９８９-６２６３・宮城県大崎市古川下谷地・ふるかわしもやち

　　９８９-６１５１・宮城県大崎市古川城西・ふるかわしろにじ

　　９８９-６１１６・宮城県大崎市古川李埣・ふるかわすもぞね

　　９８９-６１７５・宮城県大崎市古川諏訪・ふるかわすわ

　　９８９-６１７４・宮城県大崎市古川千手寺町・ふるかわせんじゆうじちよう

　　９８９-６１６３・宮城県大崎市古川台町・ふるかわだいまち

　　９８９-６１２６・宮城県大崎市古川楡木・ふるかわたまのき

　　９８９-６２２５・宮城県大崎市古川塚目・ふるかわつかのめ

　　９８９-６２０７・宮城県大崎市古川堤根・ふるかわつつみね

　　９８９-６１１１・宮城県大崎市古川鶴ケ埣・ふるかわつるがそね

　　９８９-６１６５・宮城県大崎市古川十日町・ふるかわとおかまち

　　９８９-６２６６・宮城県大崎市古川富長・ふるかわとみなが

　　９８９-６２３１・宮城県大崎市古川長岡・ふるかわながおか

　　９８９-６２６１・宮城県大崎市古川長岡針・ふるかわながおかはり

　　９８９-６１４３・宮城県大崎市古川中里・ふるかわなかざと

　　９８９-６２０６・宮城県大崎市古川中沢・ふるかわなかざわ

　　９８９-６１４２・宮城県大崎市古川中島町・ふるかわなかじまちよう

　　９８９-６１５３・宮城県大崎市古川七日町・ふるかわなのかまち

　　９８９-６２２６・宮城県大崎市古川新田・ふるかわにいだ

　　９８９-６２０５・宮城県大崎市古川新沼・ふるかわにいぬま

　　９８９-６２１４・宮城県大崎市古川新堀・ふるかわにいほﾞり

　　９８９-６１３３・宮城県大崎市古川西荒井・ふるかわにしあらい

　　９８９-６１５６・宮城県大崎市古川西館・ふるかわにしだて

　　９８９-６１５２・宮城県大崎市古川二ノ構・ふるかわにのかまえ

　　９８９-６１６６・宮城県大崎市古川東町・ふるかわひがしまち

　　９８９-６２０８・宮城県大崎市古川引田・ふるかわひきた

　　９８９-６１２１・宮城県大崎市古川深沼・ふるかわふかぬま

　　９８９-６１０１・宮城県大崎市古川福浦・ふるかわふくうら

　　９８９-６１０５・宮城県大崎市古川福沼・ふるかわふくぬま

　　９８９-６２６５・宮城県大崎市古川渕尻・ふるかわふちじり

　　９８９-６１３６・宮城県大崎市古川穂波・ふるかわほなみ

　　９８９-６２１３・宮城県大崎市古川保柳・ふるかわほやなぎ

　　９８９-６１７２・宮城県大崎市古川前田町・ふるかわまえだちよう

　　９８９-６２６２・宮城県大崎市古川馬櫛・ふるかわまぐじ

　　９８９-６２５３・宮城県大崎市古川馬放・ふるかわまはなじ

　　９８９-６１１２・宮城県大崎市古川馬寄・ふるかわまよせ

　　９８９-６１５４・宮城県大崎市古川三日町・ふるかわみつかまち

　　９８９-６２１７・宮城県大崎市古川南沢・ふるかわみなみざわ

　　９８９-６１４１・宮城県大崎市古川南新町・ふるかわみなみしんまち

　　９８９-６１５５・宮城県大崎市古川南町・ふるかわみなみまち

　　９８９-６１１３・宮城県大崎市古川蓑口沼・ふるかわみのくちぬま

　　９８９-６２１５・宮城県大崎市古川耳取・ふるかわみみとり

　　９８９-６１２７・宮城県大崎市古川宮内・ふるかわみやうち

　　９８９-６２３５・宮城県大崎市古川宮沢・ふるかわみやざわ

　　９８９-６１２５・宮城県大崎市古川師山・ふるかわもろやま

　　９８９-６２５５・宮城県大崎市古川休塚・ふるかわやすみつﾞか

　　９８９-６２０４・宮城県大崎市古川矢目・ふるかわやのめ

　　９８９-６１３４・宮城県大崎市古川米倉・ふるかわよねくら

　　９８９-６１３２・宮城県大崎市古川米袋・ふるかわよねぶくろ

　　９８９-６２２２・宮城県大崎市古川若葉町・ふるかわわかはﾞちよう

　　９８７-１３０３・宮城県大崎市松山金谷・まつやまかなや

　　９８７-１３０６・宮城県大崎市松山下伊場野・まつやましもいはﾞの

　　９８７-１３０１・宮城県大崎市松山須摩屋・まつやますまや

　　９８７-１３０４・宮城県大崎市松山千石・まつやませんごく

　　９８７-１３０５・宮城県大崎市松山次橋・まつやまつぎはじ

　　９８７-１３０２・宮城県大崎市松山長尾・まつやまながお

　　９８１-３３００・宮城県富谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８１-３３２６・宮城県富谷市明石・あかいじ

　　９８１-３３３２・宮城県富谷市明石台・あかいしだい

　　９８１-３３６１・宮城県富谷市あけの平・あけのだいら

　　９８１-３３２５・宮城県富谷市石積・いしつﾞもり

　　９８１-３３０５・宮城県富谷市一ノ関・いちのせき

　　９８１-３３２２・宮城県富谷市今泉・いまいずみ

　　９８１-３３２３・宮城県富谷市大亀・おおがめ

　　９８１-３３２９・宮城県富谷市大清水・おおしみず

　　９８１-３３２１・宮城県富谷市大童・おおわら

　　９８１-３３２８・宮城県富谷市上桜木・かみさくらぎ



　　９８１-３３２７・宮城県富谷市穀田・こくだ

　　９８１-３３０２・宮城県富谷市三ノ関・さんのせき

　　９８１-３３０１・宮城県富谷市志戸田・しとだ

　　９８１-３３０３・宮城県富谷市太子堂・たいしどう

　　９８１-３３５１・宮城県富谷市鷹乃杜・たかのもり

　　９８１-３３１３・宮城県富谷市高屋敷・たかやしき

　　９８１-３３１２・宮城県富谷市とちの木・とちのき

　　９８１-３３５２・宮城県富谷市富ケ丘・とみがおか

　　９８１-３３１１・宮城県富谷市富谷・とみや

　　９８１-３３４１・宮城県富谷市成田・なりた

　　９８１-３３２４・宮城県富谷市西成田・にしなりた

　　９８１-３３０６・宮城県富谷市二ノ関・にのせき

　　９８１-３３３１・宮城県富谷市東向陽台・ひがしこうようだい

　　９８１-３３６２・宮城県富谷市日吉台・ひよしだい

　　９８１-３３０４・宮城県富谷市ひより台・ひよりだい

　　９８１-３３６３・宮城県富谷市杜乃橋・もりのはじ

　　９８９-０８００・宮城県刈田郡蔵王町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-０９２１・宮城県刈田郡蔵王町円田（釜沢）・えんだ(かまざわ)

　　９８９-０９２１・宮城県刈田郡蔵王町円田（善舞森）・えんだ(ぜんぶもり)

　　９８９-０９２１・宮城県刈田郡蔵王町円田（土浮谷地）・えんだ(どぶやち)

　　９８９-０９２１・宮城県刈田郡蔵王町円田（土浮山２～５)・えんだ

　　９８９-０８２１・宮城県刈田郡蔵王町円田（その他）・えんだ(そのた)

　　９８９-０８４１・宮城県刈田郡蔵王町小村崎・こむらさき

　　９８９-０８４２・宮城県刈田郡蔵王町塩沢・しおざわ

　　９８９-０９１６・宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉・とおがつたおんせん

　　９８９-０９１４・宮城県刈田郡遠刈田温泉旭町・とおがつたおんせんあさひちよう

　　９８９-０９１５・宮城県刈田郡遠刈田温泉寿町・とおがつたおんせんことぶきちよう

　　９８９-０９１１・宮城県刈田郡遠刈田温泉栄町・とおがつたおんせんさかえちよう

　　９８９-０９１２・宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉仲町・とおがつたおんせんなかまち

　　９８９-０９１３・宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町・とおがつたおんせんもとまち

　　９８９-０８３１・宮城県刈田郡蔵王町平沢・ひらさわ

　　９８９-０８５１・宮城県刈田郡蔵王町曲竹・まがたけ

　　９８９-０７０１・宮城県刈田郡蔵王町宮・みや

　　９８９-０８４３・宮城県刈田郡蔵王町矢附・やつﾞき

　　９８９-０５００・宮城県刈田郡七ヶ宿町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-０６６２・宮城県刈田郡七ヶ宿町赤地・あかち

　　９８９-０５５６・宮城県刈田郡七ヶ宿町愛宕下・あたごした

　　９８９-０５０６・宮城県刈田郡七ヶ宿町油畑・あぶらはた

　　９８９-０６３５・宮城県刈田郡七ヶ宿町板木・いたぎ

　　９８９-０５２２・宮城県刈田郡七ヶ宿町一枚田・いちまいだ

　　９８９-０６４３・宮城県刈田郡七ヶ宿町稲子・いなご

　　９８９-０６４４・宮城県刈田郡七ヶ宿町稲子山・いなごやま

　　９８９-０５３７・宮城県刈田郡七ヶ宿町上野・うわの

　　９８９-０６３１・宮城県刈田郡七ヶ宿町大石川原・おおいしかわら

　　９８９-０５０７・宮城県刈田郡七ヶ宿町大萱・おおがや

　　９８９-０５２９・宮城県刈田郡七ヶ宿町大杉・おおすぎ

　　９８９-０５１６・宮城県刈田郡七ヶ宿町大貫平・おおぬきだいら

　　９８９-０５５３・宮城県刈田郡七ヶ宿町大迎・おおむかえ

　　９８９-０５０１・宮城県刈田郡七ヶ宿町柏木山・かしわぎやま

　　９８９-０５４３・宮城県刈田郡七ヶ宿町蒲木・かはﾞのき

　　９８９-０５２４・宮城県刈田郡七ヶ宿町上烏川・かみからすがわ

　　９８９-０６１３・宮城県刈田郡七ヶ宿町上川原・かみかわら

　　９８９-０５１６・宮城県刈田郡七ヶ宿町上島田原・かみしまだはら

　　９８９-０５０４・宮城県刈田郡七ヶ宿町上ノ平・かみのたいら

　　９８９-０５０５・宮城県刈田郡七ヶ宿町上ノ平山・かみのたいらやま

　　９８９-０６２３・宮城県刈田郡七ヶ宿町上ノ台・かみのだい

　　９８９-０５１７・宮城県刈田郡七ヶ宿町上八合・かみはちごう

　　９８９-０５１９・宮城県刈田郡七ヶ宿町神林山・かみはﾞやしやま

　　９８９-０５１３・宮城県刈田郡七ヶ宿町上町尻・かみまちじり

　　９８９-０５２７・宮城県刈田郡七ヶ宿町烏川岳・からすがわだけ

　　９８９-０６６４・宮城県刈田郡七ヶ宿町行人原道上・ぎようにんはらみちうえ

　　９８９-０５３６・宮城県刈田郡七ヶ宿町切通・きりとおじ

　　９８９-０５６１・宮城県刈田郡七ヶ宿町栗原・くりはら

　　９８９-０６３４・宮城県刈田郡七ヶ宿町小駕籠沢・こかごさわ

　　９８９-０６２８・宮城県刈田郡七ヶ宿町境ノ沢・さかいのさわ

　　９８９-０６６１・宮城県刈田郡七ヶ宿町坂ノ上・さかのうえ

　　９８９-０６２７・宮城県刈田郡七ヶ宿町坂ノ下・さかのした

　　９８９-０５２８・宮城県刈田郡七ヶ宿町沢上山・さわがみやま

　　９８９-０５４１・宮城県刈田郡七ヶ宿町仕切目・しきりめ

　　９８９-０５４２・宮城県刈田郡七ヶ宿町島木野・しまぎの



　　９８９-０５１６・宮城県刈田郡七ヶ宿町下島田原・しもしまだはら

　　９８９-０５１８・宮城県刈田郡七ヶ宿町下八合・しもはちごう

　　９８９-０５１４・宮城県刈田郡七ヶ宿町下町尻・しもまちじり

　　９８９-０５５４・宮城県刈田郡七ヶ宿町陳ノ窪・じんのくほﾞ

　　９８９-０５２１・宮城県刈田郡七ヶ宿町新雷神・しんらいじん

　　９８９-０６１６・宮城県刈田郡七ヶ宿町薄沢口・すすきざわぐち

　　９８９-０５１９・宮城県刈田郡七ヶ宿町諏訪原・すわはﾞら

　　９８９-０５１２・宮城県刈田郡七ヶ宿町関・せき

　　９８９-０５２９・宮城県刈田郡七ヶ宿町瀬見原・せみはら

　　９８９-０６１７・宮城県刈田郡七ヶ宿町滝下・たきした

　　９８９-０５５５・宮城県刈田郡七ヶ宿町滝ノ上・たきのうえ

　　９８９-０５２３・宮城県刈田郡七ヶ宿町館下・たてした

　　９８９-０６３３・宮城県刈田郡七ヶ宿町田中道上・たなかみちうえ

　　９８９-０６３２・宮城県刈田郡七ヶ宿町田中道下・たなかみちした

　　９８９-０６５５・宮城県刈田郡七ヶ宿町壇前・だんのまえ

　　９８９-０５０８・宮城県刈田郡七ヶ宿町長老・ちようろう

　　９８９-０６０２・宮城県刈田郡七ヶ宿町寺跡・てらあと

　　９８９-０６５４・宮城県刈田郡七ヶ宿町寺前・てらまえ

　　９８９-０６２１・宮城県刈田郡七ヶ宿町峠田・とうげた

　　９８９-０６２５・宮城県刈田郡七ヶ宿町峠田愛宕下・とうげたあたごした

　　９８９-０６２２・宮城県刈田郡七ヶ宿町峠田町頭・とうげたまちかしら

　　９８９-０６１４・宮城県刈田郡七ヶ宿町中川原・なかがわはら

　　９８９-０５４７・宮城県刈田郡七ヶ宿町中之沢・なかのさわ

　　９８９-０５４４・宮城県刈田郡七ヶ宿町中ノ沢原道下・なかのさわはらみちした

　　９８９-０５３５・宮城県刈田郡七ヶ宿町夏梨平・なつなしだいら

　　９８９-０５４９・宮城県刈田郡七ヶ宿町滑津・なめつ

　　９８９-０５５２・宮城県刈田郡七ヶ宿町苗代端・なわしろはﾞた

　　９８９-０５１６・宮城県刈田郡七ヶ宿町西島田原・にししまだはら

　　９８９-０５０２・宮城県刈田郡七ヶ宿町西町裏・にしまちうら

　　９８９-０５５７・宮城県刈田郡七ヶ宿町西森下・にしもりした

　　９８９-０６１５・宮城県刈田郡七ヶ宿町沼田・ぬまた

　　９８９-０５３２・宮城県刈田郡七ヶ宿町根添・ねぞえ

　　９８９-０５３５・宮城県刈田郡七ヶ宿町野沢倉山・のざわくらやま

　　９８９-０５３７・宮城県刈田郡七ヶ宿町萩崎・はぎざき

　　９８９-０５４５・宮城県刈田郡七ヶ宿町原道上・はらみちうえ

　　９８９-０５４６・宮城県刈田郡七ヶ宿町原道下・はらみちした

　　９８９-０５４４・宮城県刈田郡七ヶ宿町原谷地際・はらやちぎわ

　　９８９-０６６６・宮城県刈田郡七ヶ宿町干蒲・ひかはﾞ

　　９８９-０６５１・宮城県刈田郡七ヶ宿町東口道上・ひがしぐちみちうえ

　　９８９-０６５２・宮城県刈田郡七ヶ宿町東口道下・ひがしぐちみちした

　　９８９-０６６３・宮城県刈田郡七ヶ宿町東沢・ひがしさわ

　　９８９-０５１６・宮城県刈田郡七ヶ宿町東島田原・ひがししまだはら

　　９８９-０６４１・宮城県刈田郡七ヶ宿町程ヶ沢・ほどがさわ

　　９８９-０６５７・宮城県刈田郡七ヶ宿町町裏・まちうら

　　９８９-０５０７・宮城県刈田郡七ヶ宿町町下・まちした

　　９８９-０５１５・宮城県刈田郡七ヶ宿町町尻・まちじり

　　９８９-０５２４・宮城県刈田郡七ヶ宿町廻館・まわりたて

　　９８９-０５１１・宮城県刈田郡七ヶ宿町松原・まつはﾞら

　　９８９-０６１２・宮城県刈田郡七ヶ宿町侭ノ上・ままのうえ

　　９８９-０６６５・宮城県刈田郡七ヶ宿町侭ノ上地蔵前・ままのうえじぞうまえ

　　９８９-０５５５・宮城県刈田郡七ヶ宿町水上口・みずかみぐち

　　９８９-０６６７・宮城県刈田郡七ヶ宿町水下道上・みずしたみちうえ

　　９８９-０６５８・宮城県刈田郡七ヶ宿町南浦畑・みなみうらはた

　　９８９-０５１５・宮城県刈田郡七ヶ宿町宮前・みやまえ

　　９８９-０６２４・宮城県刈田郡七ヶ宿町明神下・みようじんした

　　９８９-０５２６・宮城県刈田郡七ヶ宿町明神前・みようじんまえ

　　９８９-０６０１・宮城県刈田郡七ヶ宿町茂ヶ沢・もがざわ

　　９８９-０６２６・宮城県刈田郡七ヶ宿町茂庭道・もにわみち

　　９８９-０５３１・宮城県刈田郡七ヶ宿町矢立・やたて

　　９８９-０５３３・宮城県刈田郡七ヶ宿町矢立平・やたてだいら

　　９８９-０５５１・宮城県刈田郡七ヶ宿町八ツ森・やつもり

　　９８９-０５４８・宮城県刈田郡七ヶ宿町八ツ分・やつわけ

　　９８９-０６５６・宮城県刈田郡七ヶ宿町柳沢山国有林・やなぎさわやまこくゆうりん

　　９８９-０６１１・宮城県刈田郡七ヶ宿町山伏坂・やまぶしさか

　　９８９-０６５３・宮城県刈田郡七ヶ宿町湯原・ゆのはら

　　９８９-０５０３・宮城県刈田郡七ヶ宿町横川・よこかわ

　　９８９-０５０２・宮城県刈田郡七ヶ宿町横川原・よこかわはら

　　９８９-０５２５・宮城県刈田郡七ヶ宿町利津保・りつほ

　　９８９-０６３６・宮城県刈田郡七ヶ宿町六本杉・ろつほﾟんすぎ

　　９８９-０５３４・宮城県刈田郡七ヶ宿町若林山・わかはﾞやしやま



　　９８９-０６４２・宮城県刈田郡七ヶ宿町割付・わりつけ

　　９８９-１２００・宮城県柴田郡大河原町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-１２０３・宮城県柴田郡大河原町旭町・あさひちよう

　　９８９-１２３７・宮城県柴田郡大河原町荒町・あらまち

　　９８９-１２０５・宮城県柴田郡大河原町大芝・おおしはﾞ

　　９８９-１２０４・宮城県柴田郡大河原町大竜・おおたつ

　　９８９-１２６１・宮城県柴田郡大河原町大巻・おおまき

　　９８９-１２０１・宮城県柴田郡大河原町大谷・おおや

　　９８９-１２６３・宮城県柴田郡大河原町大谷地・おおやち

　　９８９-１２６７・宮城県柴田郡大河原町小島・おしま

　　９８９-１２５８・宮城県柴田郡大河原町小山田・おやまだ

　　９８９-１２４９・宮城県柴田郡大河原町海道東・かいどうひがじ

　　９８９-１２２４・宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬・かながせ

　　９８９-１２３３・宮城県柴田郡大河原町上川原・かみかわら

　　９８９-１２０７・宮城県柴田郡大河原町川瀬町・かわせちよう

　　９８９-１２１４・宮城県柴田郡大河原町甲子町・きのいねちよう

　　９８９-１２１６・宮城県柴田郡大河原町幸町・さいわいちよう

　　９８９-１２６４・宮城県柴田郡大河原町新青川・しんあおかわ

　　９８９-１２７４・宮城県柴田郡大河原町新桜町・しんさくらちよう

　　９８９-１２３４・宮城県柴田郡大河原町新古川・しんふるかわ

　　９８９-１２４６・宮城県柴田郡大河原町新東・しんひがじ

　　９８９-１２４５・宮城県柴田郡大河原町新南・しんみなみ

　　９８９-１２１３・宮城県柴田郡大河原町住吉町・すみよしちよう

　　９８９-１２６６・宮城県柴田郡大河原町千塚前・せんつかまえ

　　９８９-１２５５・宮城県柴田郡大河原町袖谷地・そでやち

　　９８９-１２０２・宮城県柴田郡大河原町高砂町・たかさごちよう

　　９８９-１２５６・宮城県柴田郡大河原町堤・つつみ

　　９８９-１２４８・宮城県柴田郡大河原町土手崎・どてざき

　　９８９-１２３１・宮城県柴田郡大河原町中川原・なかがわら

　　９８９-１２１５・宮城県柴田郡大河原町中島町・なかじまちよう

　　９８９-１２０６・宮城県柴田郡大河原町中の倉・なかのくら

　　９８９-１２２２・宮城県柴田郡大河原町南平・なんへﾟい

　　９８９-１２５３・宮城県柴田郡大河原町西・にじ

　　９８９-１２４２・宮城県柴田郡大河原町西浦・にしうら

　　９８９-１２１７・宮城県柴田郡大河原町錦町・にしきちよう

　　９８９-１２７３・宮城県柴田郡大河原町西桜町・にしさくらちよう

　　９８９-１２４４・宮城県柴田郡大河原町西町・にしまち

　　９８９-１２５７・宮城県柴田郡大河原町新寺・につてら

　　９８９-１２５４・宮城県柴田郡大河原町沼・ぬま

　　９８９-１２５１・宮城県柴田郡大河原町橋本・はしもと

　　９８９-１２４７・宮城県柴田郡大河原町東・ひがじ

　　９８９-１２７１・宮城県柴田郡大河原町東桜町・ひがしさくらちよう

　　９８９-１２２３・宮城県柴田郡大河原町東新町・ひがししんちよう

　　９８９-１２３６・宮城県柴田郡大河原町東原町・ひがしはらまち

　　９８９-１２２５・宮城県柴田郡大河原町広表・ひろおもて

　　９８９-１２１１・宮城県柴田郡大河原町広瀬町・ひろせちよう

　　９８９-１２５９・宮城県柴田郡大河原町福田・ふくだ

　　９８９-１２４１・宮城県柴田郡大河原町町・まち

　　９８９-１２２１・宮城県柴田郡大河原町緑町・みどりちよう

　　９８９-１２４３・宮城県柴田郡大河原町南・みなみ

　　９８９-１２３２・宮城県柴田郡大河原町南海道下・みなみかいどうした

　　９８９-１２７２・宮城県柴田郡大河原町南桜町・みなみさくらちよう

　　９８９-１２３５・宮城県柴田郡大河原町南原町・みなみはらまち

　　９８９-１２５２・宮城県柴田郡大河原町八乙女・やおとめ

　　９８９-１２１２・宮城県柴田郡大河原町山崎町・やまざきちよう

　　９８９-１３００・宮城県柴田郡村田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-１５１１・宮城県柴田郡村田町足立（北向）・あしたて(きたむき)

　　９８９-１３１１・宮城県柴田郡村田町足立（その他）・あしたて(そのた)

　　９８９-１３０３・宮城県柴田郡村田町薄木・うすぎ

　　９８９-１３０２・宮城県柴田郡村田町小泉・こいずみ

　　９８９-１３０１・宮城県柴田郡村田町菅生・すごう

　　９８９-１３２２・宮城県柴田郡村田町関場・せきはﾞ

　　９８９-１３０４・宮城県柴田郡村田町西ケ丘・にしがおか

　　９８９-１３２３・宮城県柴田郡村田町沼田・ぬまた

　　９８９-１３２１・宮城県柴田郡村田町沼辺・ぬまべ

　　９８９-１３０５・宮城県柴田郡村田町村田・むらた

　　９８９-１６００・宮城県柴田郡柴田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-１７４５・宮城県柴田郡柴田町入間田・いりまだ

　　９８９-１７６２・宮城県柴田郡柴田町海老穴・えびあな

　　９８９-１７４２・宮城県柴田郡柴田町上川名・かみかわな



　　９８９-１６１１・宮城県柴田郡柴田町上名生・かみのみよう

　　９８９-１６２３・宮城県柴田郡柴田町北船岡・きたふなおか

　　９８９-１６０８・宮城県柴田郡柴田町剣崎・けんざき

　　９８９-１７６４・宮城県柴田郡柴田町小成田・こなりた

　　９８９-１６１３・宮城県柴田郡柴田町下名生・しものみよう

　　９８９-１７５６・宮城県柴田郡柴田町槻木・つきのき

　　９８９-１７５８・宮城県柴田郡柴田町槻木駅西・つきのきえきにじ

　　９８９-１７５３・宮城県柴田郡柴田町槻木上町・つきのきかみまち

　　９８９-１７５２・宮城県柴田郡柴田町槻木下町・つきのきしもまち

　　９８９-１７５４・宮城県柴田郡柴田町槻木白幡・つきのきしらはた

　　９８９-１７５１・宮城県柴田郡柴田町槻木新町・つきのきしんまち

　　９８９-１７５５・宮城県柴田郡柴田町槻木西・つきのきにじ

　　９８９-１７５７・宮城県柴田郡柴田町槻木東・つきのきひがじ

　　９８９-１７４１・宮城県柴田郡柴田町富沢・とみざわ

　　９８９-１６１２・宮城県柴田郡柴田町中名生・なかのみよう

　　９８９-１７６５・宮城県柴田郡柴田町成田・なりた

　　９８９-１６２２・宮城県柴田郡柴田町西船迫・にしふなはﾞさま

　　９８９-１７６１・宮城県柴田郡柴田町葉坂・はざか

　　９８９-１７３１・宮城県柴田郡柴田町東船迫（１丁目）・ひがしふなはﾞさま(１)

　　９８９-１６３１・宮城県柴田郡柴田町東船迫（２丁目）・ひがしふなはﾞさま(２)

　　９８９-１６０６・宮城県柴田郡柴田町船岡・ふなおか

　　９８９-１６０７・宮城県柴田郡柴田町船岡新栄・ふなおかしんえい

　　９８９-１６０１・宮城県柴田郡柴田町船岡中央・ふなおかちゆうおう

　　９８９-１６０２・宮城県柴田郡柴田町船岡土手内・ふなおかどてうち

　　９８９-１６０４・宮城県柴田郡柴田町船岡東・ふなおかひがじ

　　９８９-１６０３・宮城県柴田郡柴田町船岡西・ふなおかにじ

　　９８９-１６０５・宮城県柴田郡柴田町船岡南・ふなおかみなみ

　　９８９-１７６３・宮城県柴田郡柴田町船迫・ふなはﾞさま

　　９８９-１６２１・宮城県柴田郡柴田町本船迫・ほんふなはﾞさま

　　９８９-１７４４・宮城県柴田郡柴田町松ケ越・まつがごじ

　　９８９-１７４６・宮城県柴田郡柴田町ゆずが丘・ゆずがおか

　　９８９-１７４３・宮城県柴田郡柴田町四日市場・よつかいちはﾞ

　　９８９-１５００・宮城県柴田郡川崎町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-０９０８・宮城県柴田郡川崎町青根温泉・あおねおんせん

　　９８９-１５０２・宮城県柴田郡川崎町今宿・いましゆく

　　９８９-１５０５・宮城県柴田郡川崎町小野・おの

　　９８９-１５０３・宮城県柴田郡川崎町川内・かわうち

　　９８９-１５０７・宮城県柴田郡川崎町支倉・はせくら

　　９８９-１５０６・宮城県柴田郡川崎町支倉台・はせくらだい

　　９８９-０９０１・宮城県柴田郡川崎町前川（青根）・まえかわ(あおね)

　　９８９-０９０１・宮城県柴田郡川崎町前川（手代塚山）・まえかわ(てしろつかやま､)

　　９８９-０９０１・宮城県柴田郡川崎町前川（沼ノ平山）・まえかわ(あぬまのたいやま)

　　９８９-０９０１・宮城県柴田郡川崎町前川（名号下山）・まえかわ(みようごしたやま)

　　９８９-０９０１・宮城県柴田郡川崎町前川（権現塚）・まえかわ(ごんげんつﾞか)

　　９８９-０９０１・宮城県柴田郡川崎町前川（火の塚山）・まえかわ(ひのつかやま)

　　９８９-０９０１・宮城県柴田郡川崎町前川（峩々）・まえかわ(がが)

　　９８９-１５０１・宮城県柴田郡川崎町前川（その他）・まえかわ(そのた)

　　９８９-１５０４・宮城県柴田郡川崎町本砂金・もといさご

　　９８１-２１００・宮城県伊具郡丸森町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８１-２１１４・宮城県伊具郡丸森町赤堀・あかほﾞり

　　９８１-２１３３・宮城県伊具郡丸森町秋柴・あきしはﾞ

　　９８１-２１７３・宮城県伊具郡丸森町天炉・あまほど

　　９８１-２１２２・宮城県伊具郡丸森町荒田・あらだ

　　９８１-２１８７・宮城県伊具郡丸森町荒屋敷・あらやしき

　　９８１-２１４２・宮城県伊具郡丸森町飯泉・いいせん

　　９８１-２１４２・宮城県伊具郡丸森町飯塚・いいつﾞか

　　９８１-２１４２・宮城県伊具郡丸森町飯塚下・いいつﾞかしも

　　９８１-２１８３・宮城県伊具郡丸森町石釜・いしがま

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町石倉・いしくら

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町石倉前・いしくらまえ

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町石羽・いしはﾟ

　　９８１-２１１２・宮城県伊具郡丸森町石渕・いしぶち

　　９８１-２１１４・宮城県伊具郡丸森町泉・いずみ

　　９８１-２１１４・宮城県伊具郡丸森町泉下・いずみした

　　９８１-２１４１・宮城県伊具郡丸森町板山・いたやま

　　９８１-２１８２・宮城県伊具郡丸森町覆盆子原・いちごはら

　　９８１-２１３１・宮城県伊具郡丸森町銀杏・いちよう

　　９８１-２１１５・宮城県伊具郡丸森町稲場・いなはﾞ

　　９８１-２１１５・宮城県伊具郡丸森町稲場東・いなはﾞひがじ

　　９８１-２１３２・宮城県伊具郡丸森町牛子・うしこ



　　９８１-２１３１・宮城県伊具郡丸森町後屋敷・うしろやしき

　　９８１-２１３２・宮城県伊具郡丸森町薄平・うすだいら

　　９８１-２１２６・宮城県伊具郡丸森町梅木坂・うめきざか

　　９８１-２１４１・宮城県伊具郡丸森町梅木平・うめきだいら

　　９８１-２１５６・宮城県伊具郡丸森町うるし原・うるしはﾞら

　　９８１-２５０１・宮城県伊具郡丸森町大内・おおうち

　　９８１-２１５４・宮城県伊具郡丸森町大川口・おおかわぐち

　　９８１-２１５４・宮城県伊具郡丸森町大川口前・おおかわぐちまえ

　　９８１-２１８２・宮城県伊具郡丸森町大鹿野・おおがの

　　９８１-２１８３・宮城県伊具郡丸森町大高森・おおたかもり

　　９８１-２１０４・宮城県伊具郡丸森町大舘・おおだて

　　９８１-２３０１・宮城県伊具郡丸森町大張大蔵・おおはりおおくら

　　９８１-２３０２・宮城県伊具郡丸森町大張川張・おおはりかわはり

　　９８１-２１４４・宮城県伊具郡丸森町大畑・おおはﾞたけ

　　９８１-２１４４・宮城県伊具郡丸森町大畑前・おおはﾞたけまえ

　　９８１-２１８７・宮城県伊具郡丸森町大巻南・おおまきみなみ

　　９８１-２１８７・宮城県伊具郡丸森町大巻北・おおまききた

　　９８１-２１１４・宮城県伊具郡丸森町大目・おおめ

　　９８１-２１７４・宮城県伊具郡丸森町岡巻・おかまき

　　９８１-２１４６・宮城県伊具郡丸森町欠入上・かけいりかみ

　　９８１-２１４６・宮城県伊具郡丸森町欠入下・かけいりしも

　　９８１-２１４６・宮城県伊具郡丸森町欠入菅・かけいりすげ

　　９８１-２１４６・宮城県伊具郡丸森町欠入前山・かけいりまえやま

　　９８１-２１８４・宮城県伊具郡丸森町笠松・かさまつ

　　９８１-２１８４・宮城県伊具郡丸森町柏木・かしわぎ

　　９８１-２１５５・宮城県伊具郡丸森町片岸・かたぎじ

　　９８１-２１２６・宮城県伊具郡丸森町金ケ作・かねがさく

　　９８１-２１２６・宮城県伊具郡丸森町金ケ作前・かねがさくまえ

　　９８１-２４０２・宮城県伊具郡丸森町金山・かねやま

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町上滝東・かみだきひがじ

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町上滝西・かみだきにじ

　　９８１-２１８３・宮城県伊具郡丸森町萱森・かやもり

　　９８１-２１５３・宮城県伊具郡丸森町雁歌・かりが

　　９８１-２１４５・宮城県伊具郡丸森町川田島・かわだしま

　　９８１-２１４５・宮城県伊具郡丸森町川田島菅・かわだしますげ

　　９８１-２１４５・宮城県伊具郡丸森町川端・かわはﾞた

　　９８１-２１８７・宮城県伊具郡丸森町川原田・かわはらだ

　　９８１-２１８７・宮城県伊具郡丸森町川前・かわまえ

　　９８１-２１７４・宮城県伊具郡丸森町木落・きおとじ

　　９８１-２１４１・宮城県伊具郡丸森町北沢・きたざわ

　　９８１-２１８７・宮城県伊具郡丸森町北原東・きたはらひがじ

　　９８１-２１８７・宮城県伊具郡丸森町北原南・きたはらみなみ

　　９８１-２１１４・宮城県伊具郡丸森町北前・きたまえ

　　９８１-２１０６・宮城県伊具郡丸森町木沼・きぬま

　　９８１-２１２４・宮城県伊具郡丸森町切立・きりたて

　　９８１-２１２４・宮城県伊具郡丸森町椚塚・くぬぎつﾞか

　　９８１-２１８５・宮城県伊具郡丸森町椚林・くぬぎはﾞやじ

　　９８１-２１２３・宮城県伊具郡丸森町原場・げんはﾞ

　　９８１-２３０３・宮城県伊具郡丸森町耕野・こうや

　　９８１-２１１３・宮城県伊具郡丸森町越田・こえだ

　　９８１-２１４３・宮城県伊具郡丸森町虚空蔵上・こくぞうかみ

　　９８１-２１４３・宮城県伊具郡丸森町虚空蔵中・こくぞうなか

　　９８１-２１４３・宮城県伊具郡丸森町虚空蔵下・こくぞうしも

　　９８１-２１７４・宮城県伊具郡丸森町小倉・こぐら

　　９８１-２４０１・宮城県伊具郡丸森町小斎・こさい

　　９８１-２１５６・宮城県伊具郡丸森町小塚・こつﾞか

　　９８１-２１３１・宮城県伊具郡丸森町五福谷・ごふくや

　　９８１-２１８６・宮城県伊具郡丸森町小坊木南・こほﾞうぎみなみ

　　９８１-２１８６・宮城県伊具郡丸森町小坊木北・こほﾞうぎきた

　　９８１-２１４１・宮城県伊具郡丸森町小保田・こほﾞた

　　９８１-２１４５・宮城県伊具郡丸森町五本松・ごほんまつ

　　９８１-２１８１・宮城県伊具郡丸森町子安・こやす

　　９８１-２１８４・宮城県伊具郡丸森町坂下・さかした

　　９８１-２１１２・宮城県伊具郡丸森町作田・さくだ

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町桜渕・さくらぶち

　　９８１-２１１５・宮城県伊具郡丸森町三瓶内・さんべいうち

　　９８１-２１８３・宮城県伊具郡丸森町塩ノ貝・しおのがい

　　９８１-２１８３・宮城県伊具郡丸森町塩ノ貝後・しおのがいうしろ

　　９８１-２１７２・宮城県伊具郡丸森町敷文東・しきぶみひがじ

　　９８１-２１７２・宮城県伊具郡丸森町敷文西・しきぶみにじ



　　９８１-２１３１・宮城県伊具郡丸森町四反田・したんだ

　　９８１-２１７１・宮城県伊具郡丸森町下滝・しもたき

　　９８１-２１７１・宮城県伊具郡丸森町下滝南・しもたきみなみ

　　９８１-２１３１・宮城県伊具郡丸森町上地・じようち

　　９８１-２１１２・宮城県伊具郡丸森町城東・じようとう

　　９８１-２１１７・宮城県伊具郡丸森町上林東・じようりんひがじ

　　９８１-２１１７・宮城県伊具郡丸森町上林西・じようりんにじ

　　９８１-２１１７・宮城県伊具郡丸森町上林南・じようりんみなみ

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町新田向・しんでんむかえ

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町新田東・しんでんひがじ

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町新田西・しんでんにじ

　　９８１-２１１２・宮城県伊具郡丸森町新町・しんまち

　　９８１-２１１１・宮城県伊具郡丸森町神明・しんめい

　　９８１-２１１１・宮城県伊具郡丸森町神明東・しんめいひがじ

　　９８１-２１１１・宮城県伊具郡丸森町神明南・しんめいみなみ

　　９８１-２１７４・宮城県伊具郡丸森町砂ノ入・すなのいり

　　９８１-２１４６・宮城県伊具郡丸森町関場・せきはﾞ

　　９８１-２１５１・宮城県伊具郡丸森町千刈場・せんがりはﾞ

　　９８１-２１８７・宮城県伊具郡丸森町袖五郎・そでごろう

　　９８１-２１８３・宮城県伊具郡丸森町空焼・そらやき

　　９８１-２１１２・宮城県伊具郡丸森町平・たいら

　　９８１-２１６６・宮城県伊具郡丸森町高畑・たかはﾞたけ

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町高松・たかまつ

　　９８１-２１８１・宮城県伊具郡丸森町高見南・たかみみなみ

　　９８１-２１８１・宮城県伊具郡丸森町高見北・たかみきた

　　９８１-２１８５・宮城県伊具郡丸森町滝の上・たきのかみ

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町滝原・たきはﾟら

　　９８１-２１４２・宮城県伊具郡丸森町竹谷・たけや

　　９８１-２１８６・宮城県伊具郡丸森町立沢南・たつざわみなみ

　　９８１-２１８６・宮城県伊具郡丸森町立沢北・たつざわきた

　　９８１-２１０１・宮城県伊具郡丸森町舘矢間木沼・たてやまきぬま

　　９８１-２１０２・宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山・たてやまたてやま

　　９８１-２１０５・宮城県伊具郡丸森町舘矢間松掛・たてやままつかけ

　　９８１-２１０３・宮城県伊具郡丸森町舘矢間山田・たてやまやまだ

　　９８１-２１８４・宮城県伊具郡丸森町田ノ入・たのいり

　　９８１-２１６７・宮城県伊具郡丸森町田町南・たまちみなみ

　　９８１-２１６８・宮城県伊具郡丸森町田町北・たまちきた

　　９８１-２１５６・宮城県伊具郡丸森町玉貫・たまぬき

　　９８１-２１４２・宮城県伊具郡丸森町垂松・たれまつ

　　９８１-２１３１・宮城県伊具郡丸森町塚田・つかだ

　　９８１-２１４４・宮城県伊具郡丸森町土ケ森・つちがもり

　　９８１-２１８３・宮城県伊具郡丸森町角切・つのきり

　　９８１-２１４６・宮城県伊具郡丸森町手掛橋中・てかけはﾞしなか

　　９８１-２１４６・宮城県伊具郡丸森町手掛橋東・てかけはﾞしひがじ

　　９８１-２１４６・宮城県伊具郡丸森町手掛橋西・てかけはﾞしにじ

　　９８１-２１１２・宮城県伊具郡丸森町寺内・てらうち

　　９８１-２１１２・宮城県伊具郡丸森町寺内前・てらうちまえ

　　９８１-２１１４・宮城県伊具郡丸森町天王・てんのう

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠上・とうげかみ

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠革踏石・とうげかわふみいじ

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠小屋下・とうげこやしも

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠境・とうげさかい

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠坂下・とうげさかした

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠下・とうげしも

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠滝沢・とうげたきざわ

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠野上・とうげのじよう

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠橋元・とうげはしもと

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠前・とうげまえ

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠廻戸・とうげまわりど

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠向・とうげむかい

　　９８１-２１３４・宮城県伊具郡丸森町峠横向・とうげよこむき

　　９８１-２１８３・宮城県伊具郡丸森町鳥木・とりき

　　９８１-２１５２・宮城県伊具郡丸森町鳥屋・とりや

　　９８１-２１１７・宮城県伊具郡丸森町中島・なかじま

　　９８１-２１２７・宮城県伊具郡丸森町中ノ内・なかのうち

　　９８１-２１４６・宮城県伊具郡丸森町中道・なかみち

　　９８１-２１１５・宮城県伊具郡丸森町沼・ぬま

　　９８１-２１６３・宮城県伊具郡丸森町除・のぞき

　　９８１-２１６１・宮城県伊具郡丸森町除南・のぞきみなみ

　　９８１-２１６２・宮城県伊具郡丸森町除北・のぞききた



　　９８１-２１１７・宮城県伊具郡丸森町畑中・はたけなか

　　９８１-２１８５・宮城県伊具郡丸森町羽出庭・はでにわ

　　９８１-２１５２・宮城県伊具郡丸森町花田・はなだ

　　９８１-２１１３・宮城県伊具郡丸森町羽入・はにゆう

　　９８１-２１１３・宮城県伊具郡丸森町羽入前・はにゆうまえ

　　９８１-２１８６・宮城県伊具郡丸森町早坂・はやさか

　　９８１-２１１２・宮城県伊具郡丸森町羽山・はやま

　　９８１-２１３１・宮城県伊具郡丸森町坂上・はﾞんじよう

　　９８１-２１８５・宮城県伊具郡丸森町火打石・ひうちいじ

　　９８１-２１５６・宮城県伊具郡丸森町菱川内・ひしかわうち

　　９８１-２２０１・宮城県伊具郡丸森町筆甫・ひつほﾟ

　　９８１-２１８７・宮城県伊具郡丸森町日照田・ひでりだ

　　９８１-２１４２・宮城県伊具郡丸森町日向・ひなた

　　９８１-２１４２・宮城県伊具郡丸森町日向上・ひなたかみ

　　９８１-２１１２・宮城県伊具郡丸森町蛭田・ひるた

　　９８１-２１４６・宮城県伊具郡丸森町広町・ひろまち

　　９８１-２１８４・宮城県伊具郡丸森町深田・ふかだ

　　９８１-２１２５・宮城県伊具郡丸森町深田上・ふかだかみ

　　９８１-２１２５・宮城県伊具郡丸森町深田下・ふかだしも

　　９８１-２１２２・宮城県伊具郡丸森町福沢・ふくざわ

　　９８１-２１２２・宮城県伊具郡丸森町福沢前・ふくざわまえ

　　９８１-２１４４・宮城県伊具郡丸森町武士沢・ぶしざわ

　　９８１-２１１２・宮城県伊具郡丸森町渕ノ上・ふちのうえ

　　９８１-２１１６・宮城県伊具郡丸森町不動・ふどう

　　９８１-２１７３・宮城県伊具郡丸森町船越・ふなこじ

　　９８１-２１７１・宮城県伊具郡丸森町船場・ふなはﾞ

　　９８１-２１１５・宮城県伊具郡丸森町前河原・まえかわら

　　９８１-２１８１・宮城県伊具郡丸森町曲木・まがき

　　９８１-２１６４・宮城県伊具郡丸森町町東・まちひがじ

　　９８１-２１６５・宮城県伊具郡丸森町町西・まちにじ

　　９８１-２１３２・宮城県伊具郡丸森町馬渕・まぶち

　　９８１-２１８１・宮城県伊具郡丸森町廻倉・まわりぐら

　　９８１-２１８７・宮城県伊具郡丸森町水沢・みずさわ

　　９８１-２１１３・宮城県伊具郡丸森町宮脇・みやのわき

　　９８１-２１３２・宮城県伊具郡丸森町向原・むかえはﾟら

　　９８１-２１８４・宮城県伊具郡丸森町森・もり

　　９８１-２１１２・宮城県伊具郡丸森町矢洗・やあらい

　　９８１-２１８３・宮城県伊具郡丸森町屋敷・やしき

　　９８１-２１８３・宮城県伊具郡丸森町屋敷前・やしきまえ

　　９８１-２１２３・宮城県伊具郡丸森町柳田・やなぎだ

　　９８１-２１１５・宮城県伊具郡丸森町山古谷・やまごや

　　９８１-２１５５・宮城県伊具郡丸森町山崎・やまざき

　　９８１-２１５５・宮城県伊具郡丸森町山崎前・やまざきまえ

　　９８１-２１７３・宮城県伊具郡丸森町山田上・やまだかみ

　　９８１-２１７３・宮城県伊具郡丸森町山田下・やまだしも

　　９８１-２１７２・宮城県伊具郡丸森町百合沢・ゆりさわ

　　９８１-２１３３・宮城県伊具郡丸森町四重麦一・よえむぎ１

　　９８１-２１３３・宮城県伊具郡丸森町四重麦二・よえむぎ２

　　９８１-２１３３・宮城県伊具郡丸森町四重麦三・よえむぎ３

　　９８１-２１３３・宮城県伊具郡丸森町四重麦四・よえむぎ４

　　９８１-２１３３・宮城県伊具郡丸森町四重麦五・よえむぎ５

　　９８１-２１３３・宮城県伊具郡丸森町四重麦六・よえむぎ６

　　９８１-２１３３・宮城県伊具郡丸森町四重麦七・よえむぎ７

　　９８１-２１２１・宮城県伊具郡丸森町吉田・よしだ

　　９８１-２１４４・宮城県伊具郡丸森町由縄坂・よなざか

　　９８１-２１１７・宮城県伊具郡丸森町和田東・わだひがじ

　　９８１-２１１７・宮城県伊具郡丸森町和田西・わだにじ

　　９８１-２１３２・宮城県伊具郡丸森町蕨平・わらびだいら

　　９８９-２３００・宮城県亘理郡亘理町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町旭・あさひ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町旭山・あさひやま

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町愛宕前・あたごまえ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町油田・あぶらでん

　　９８９-２３１１・宮城県亘理郡亘理町荒浜・あらはま

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町泉ケ入・いずみがいり

　　９８９-２３３３・宮城県亘理郡亘理町苺里・いちごさと

　　９８９-２３３２・宮城県亘理郡亘理町苺浜・いちごはま

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町五日町・いつかまち

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町祝田・いわいだ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町裏城戸・うらきど



　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町江下・えした

　　９８９-２３８５・宮城県亘理郡亘理町逢隈（郡）・おおくま(こおり)

　　９８９-２３０２・宮城県亘理郡亘理町逢隈牛袋・おおくまうしぶくろ

　　９８９-２３２１・宮城県亘理郡亘理町逢隈榎袋・おおくまえのきぶくろ

　　９８９-２３７１・宮城県亘理郡亘理町逢隈鹿島・おおくまかしま

　　９８９-２３８１・宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡・おおくまかみごおり

　　９８９-２３２４・宮城県亘理郡亘理町逢隈高屋・おおくまこうや

　　９８９-２３８４・宮城県亘理郡亘理町逢隈小山・おおくまこやま

　　９８９-２３２３・宮城県亘理郡亘理町逢隈鷺屋・おおくまさぎや

　　９８９-２３８２・宮城県亘理郡亘理町逢隈下郡・おおくましもごおり

　　９８９-２３０３・宮城県亘理郡亘理町逢隈十文字・おおくまじゆうもんじ

　　９８９-２３７２・宮城県亘理郡亘理町逢隈神宮寺・おおくまじんぐうじ

　　９８９-２３８３・宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢・おおくまたざわ

　　９８９-２３０１・宮城県亘理郡亘理町逢隈中泉・おおくまなかいずみ

　　９８９-２３２２・宮城県亘理郡亘理町逢隈蕨・おおくまわらび

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町上中野地・かみなかやち

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町上浜街道・かみはまかいどう

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町上茨田・かみはﾞらだ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町亀井戸・かめいど

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町上町・かんまち

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町北猿田・きたさるた

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町北新田・きたしんでん

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町北新町・きたしんまち

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町狐塚・きつねつﾞか

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町旧舘・きゆうかん

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町倉庭・くらにわ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町境堤・さかいつつみ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町桜小路・さくらこうじ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町芝西・しはﾞにじ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町下小路・しもこうじ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町下浜街道・しもはまかいどう

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町下茨田・しもはﾞらだ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町新町・しんまち

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町先達前・せんだつまえ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町台田・だいだ

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町舘南・たてみなみ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町道田中・どうだなか

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町道田東・どうだひがじ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町道田西・どうだにじ

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町鳥居前・とりいまえ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町中町・なかまち

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町中町東・なかまちひがじ

　　９８９-２３４１・宮城県亘理郡亘理町長瀞・ながとろ

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町新井町・にいまち

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町西郷・にしごう

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町沼頭・ぬまがしら

　　９８９-２３２５・宮城県亘理郡亘理町花苺・はないちご

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町茨田後・はﾞらだうしろ

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町卑下入・ひがいり

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町東郷・ひがしごう

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町堀の内・ほりのうち

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町見田内・みだうち

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町南町・みなみまち

　　９８９-２３５１・宮城県亘理郡亘理町南町東・みなみまちひがじ

　　９８９-２３５２・宮城県亘理郡亘理町悠里・ゆうり

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町雪穴・ゆきあな

　　９８９-２３３１・宮城県亘理郡亘理町吉田・よしだ

　　９８９-２３６１・宮城県亘理郡亘理町龍円寺前・りゆうえんじまえ

　　９８９-２２００・宮城県亘理郡山元町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８９-２２０３・宮城県亘理郡山元町浅生原・あそうはら

　　９８９-２２０６・宮城県亘理郡山元町大平・おおだいら

　　９８９-２２０５・宮城県亘理郡山元町小平・こだいら

　　９８９-２１１１・宮城県亘理郡山元町坂元・さかもと

　　９８９-２２０２・宮城県亘理郡山元町高瀬・たかせ

　　９８９-２２０８・宮城県亘理郡山元町つばめの杜・つはﾞめのもり

　　９８９-２２０７・宮城県亘理郡山元町八手庭・はでにわ

　　９８９-２１１２・宮城県亘理郡山元町真庭・まにわ

　　９８９-２２０１・宮城県亘理郡山元町山寺・やまでら

　　９８９-２２０４・宮城県亘理郡山元町鷲足・わしあじ

　　９８１-０２００・宮城県宮城郡松島町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　９８１-０２１２・宮城県宮城郡松島町磯崎・いそざき

　　９８１-０２０２・宮城県宮城郡松島町北小泉・きたこいずみ

　　９８１-０２１４・宮城県宮城郡松島町桜渡戸・さくらわたしど

　　９８１-０２１５・宮城県宮城郡松島町高城・たかぎ

　　９８１-０２０１・宮城県宮城郡松島町竹谷・たけや

　　９８１-０２１１・宮城県宮城郡松島町手樽・てたる

　　９８１-０２０３・宮城県宮城郡松島町根廻・ねまわり

　　９８１-０２０５・宮城県宮城郡松島町幡谷・はたや

　　９８１-０２０４・宮城県宮城郡松島町初原・はつはﾞら

　　９８１-０２１３・宮城県宮城郡松島町松島・まつしま

　　９８５-００００・宮城県宮城郡七ヶ浜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８５-０８２４・宮城県宮城郡七ヶ浜町境山・さかいやま

　　９８５-０８０５・宮城県宮城郡七ヶ浜町笹山・ささやま

　　９８５-０８２１・宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台・しおみだい

　　９８５-０８２２・宮城県宮城郡七ヶ浜町汐見台南・しおみだいみなみ

　　９８５-０８１１・宮城県宮城郡七ヶ浜町菖蒲田浜・しようぶたはま

　　９８５-０８０４・宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜・とうぐうはま

　　９８５-０８２３・宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山・とおやま

　　９８５-０８０３・宮城県宮城郡七ヶ浜町花渕浜・はなぶちはま

　　９８５-０８１２・宮城県宮城郡七ヶ浜町松ヶ浜・まつがはま

　　９８５-０８１３・宮城県宮城郡七ヶ浜町湊浜・みなとはま

　　９８５-０８０１・宮城県宮城郡七ヶ浜町代ヶ崎浜・よがさきはま

　　９８５-０８０２・宮城県宮城郡七ヶ浜町吉田浜・よしだはま

　　９８１-０１００・宮城県宮城郡利府町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８１-０１３３・宮城県宮城郡利府町青葉台・あおはﾞだい

　　９８１-０１３１・宮城県宮城郡利府町青山・あおやま

　　９８１-０１０１・宮城県宮城郡利府町赤沼・あかぬま

　　９８１-０１１３・宮城県宮城郡利府町飯土井・いいどい

　　９８１-０１０２・宮城県宮城郡利府町春日・かすが

　　９８１-０１１１・宮城県宮城郡利府町加瀬・かせ

　　９８１-０１２１・宮城県宮城郡利府町神谷沢・かみやさわ

　　９８１-０１２３・宮城県宮城郡利府町沢乙・さわおと

　　９８１-０１２４・宮城県宮城郡利府町沢乙東・さわおとひがじ

　　９８１-０１３４・宮城県宮城郡利府町しらかし台・しらかしだい

　　９８１-０１１４・宮城県宮城郡利府町新中道・しんなかみち

　　９８１-０１２２・宮城県宮城郡利府町菅谷・すがや

　　９８１-０１３５・宮城県宮城郡利府町菅谷台・すがやだい

　　９８１-０１０４・宮城県宮城郡利府町中央・ちゆうおう

　　９８１-０１３２・宮城県宮城郡利府町花園・はなぞの

　　９８１-０１０５・宮城県宮城郡利府町葉山・はやま

　　９８１-０１３６・宮城県宮城郡利府町皆の丘・みなのおか

　　９８１-０１０３・宮城県宮城郡利府町森郷・もりごう

　　９８１-０１１２・宮城県宮城郡利府町利府・りふ

　　９８１-３６００・宮城県黒川郡大和町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８１-３４０４・宮城県黒川郡大和町落合相川・おちあいあいかわ

　　９８１-３４０１・宮城県黒川郡大和町落合三ケ内・おちあいさんがうち

　　９８１-３４０６・宮城県黒川郡大和町落合蒜袋・おちあいひるぶくろ

　　９８１-３４０３・宮城県黒川郡大和町落合檜和田・おちあいひわだ

　　９８１-３４０２・宮城県黒川郡大和町落合報恩寺・おちあいほうおんじ

　　９８１-３４０５・宮城県黒川郡大和町落合舞野・おちあいまいの

　　９８１-３４０７・宮城県黒川郡大和町落合松坂・おちあいまつさか

　　９８１-３６２３・宮城県黒川郡大和町小野・おの

　　９８１-３２７１・宮城県黒川郡大和町学苑・がくえん

　　９８１-３４１４・宮城県黒川郡大和町鶴巣太田・つるすおおた

　　９８１-３４１１・宮城県黒川郡大和町鶴巣大平・つるすおおだいら

　　９８１-３４１５・宮城県黒川郡大和町鶴巣小鶴沢・つるすおつﾞるさわ

　　９８１-３４１７・宮城県黒川郡大和町鶴巣北目大崎・つるすきためおおさき

　　９８１-３４１８・宮城県黒川郡大和町鶴巣下草・つるすしもくさ

　　９８１-３４１２・宮城県黒川郡大和町鶴巣鳥屋・つるすとや

　　９８１-３４１３・宮城県黒川郡大和町鶴巣幕柳・つるすまくやなぎ

　　９８１-３４１６・宮城県黒川郡大和町鶴巣山田・つるすやまだ

　　９８１-３６２９・宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ・てくのひるず

　　９８１-３４１９・宮城県黒川郡大和町まいの・まいの

　　９８１-３４０８・宮城県黒川郡大和町松坂平・まつさかだいら

　　９８１-３６２４・宮城県黒川郡大和町宮床・みやとこ

　　９８１-３６２２・宮城県黒川郡大和町もみじケ丘・もみじがおか

　　９８１-３６２８・宮城県黒川郡大和町杜の丘・もりのおか

　　９８１-３６２１・宮城県黒川郡大和町吉岡・よしおか

　　９８１-３６３１・宮城県黒川郡大和町吉岡天皇寺東・よしおかてんのうじひがじ

　　９８１-３６２７・宮城県黒川郡大和町吉岡東・よしおかひがじ



　　９８１-３６３２・宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば・よしおかまほろはﾞ

　　９８１-３６２６・宮城県黒川郡大和町吉岡南・よしおかみなみ

　　９８１-３６２５・宮城県黒川郡大和町吉田・よしだ

　　９８１-３４０９・宮城県黒川郡大和町流通平・りゆうつうだいら

　　９８１-３５００・宮城県黒川郡大郷町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８１-３５０３・宮城県黒川郡大郷町石原・いしはﾞら

　　９８１-３５２４・宮城県黒川郡大郷町鶉崎・うずらさき

　　９８１-３５０１・宮城県黒川郡大郷町大松沢・おおまつざわ

　　９８１-３５０２・宮城県黒川郡大郷町粕川・かすかわ

　　９８１-３５１４・宮城県黒川郡大郷町川内・かわうち

　　９８１-３５１２・宮城県黒川郡大郷町不来内・こずない

　　９８１-３５２３・宮城県黒川郡大郷町土橋・つちはじ

　　９８１-３５２１・宮城県黒川郡大郷町中村・なかむら

　　９８１-３５１５・宮城県黒川郡大郷町羽生・はにゆう

　　９８１-３５２２・宮城県黒川郡大郷町東成田・ひがしなりた

　　９８１-３５１３・宮城県黒川郡大郷町味明・みあけ

　　９８１-３５１１・宮城県黒川郡大郷町山崎・やまさき

　　９８１-３６００・宮城県黒川郡大衡村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８１-３６０１・宮城県黒川郡大衡村大瓜・ おおうり

　　９８１-３６０２・宮城県黒川郡大衡村大衡・ おおひら

　　９８１-３６０５・宮城県黒川郡大衡村大森・ おおもり

　　９８１-３６０３・宮城県黒川郡大衡村沖の平・ おきのだいら

　　９８１-３６０７・宮城県黒川郡大衡村奥田・ おくだ

　　９８１-３６０６・宮城県黒川郡大衡村桔梗平・ ききようだいら

　　９８１-３６０４・宮城県黒川郡大衡村駒場・ こまはﾞ

　　９８１-３６０９・宮城県黒川郡大衡村中央平・ ちゆうおうだいら

　　９８１-３６１１・宮城県黒川郡大衡村ときわ台・ ときわだい

　　９８１-３６１２・宮城県黒川郡大衡村ときわ台南・ ときわだいみなみ

　　９８１-３６０８・宮城県黒川郡大衡村松の平・ まつのだいら

　　９８１-４１００・宮城県加美郡色麻町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８１-４１２１・宮城県加美郡色麻町一の関・いちのせき

　　９８１-４１４１・宮城県加美郡色麻町王城寺・おうじようじ

　　９８１-４１０１・宮城県加美郡色麻町清水・きよみず

　　９８１-４１１１・宮城県加美郡色麻町黒沢・くろさわ

　　９８１-４１５１・宮城県加美郡色麻町小栗山・こぐりやま

　　９８１-４１２２・宮城県加美郡色麻町四竃・しかま

　　９８１-４１１２・宮城県加美郡色麻町志津・しつﾞ

　　９８１-４１３１・宮城県加美郡色麻町大・だい

　　９８１-４１０２・宮城県加美郡色麻町高城・たかぎ

　　９８１-４１０３・宮城県加美郡色麻町高根・たかね

　　９８１-４１０４・宮城県加美郡色麻町平沢・ひらさわ

　　９８１-４１０５・宮城県加美郡色麻町吉田・よしだ

　　９８１-４２００・宮城県加美郡加美町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８１-４２６４・宮城県加美郡加美町赤塚・あかつか

　　９８１-４３７５・宮城県加美郡加美町味ケ袋・あじがふくろ

　　９８１-４２７５・宮城県加美郡加美町穴畑・あなはた

　　９８１-４３２３・宮城県加美郡加美町石原・いしはら

　　９８１-４３１１・宮城県加美郡加美町板橋・いたはﾞじ

　　９８１-４３２８・宮城県加美郡加美町一里塚・いちりつか

　　９８１-４２６２・宮城県加美郡加美町一本杉・いつほﾟんすぎ

　　９８１-４２７４・宮城県加美郡加美町一本柳・いつほﾟんやなぎ

　　９８１-４２７７・宮城県加美郡加美町一本柳南・いつほﾟんやなぎみなみ

　　９８１-４３５６・宮城県加美郡加美町芋沢・いもざわ

　　９８１-４３２７・宮城県加美郡加美町上野原・うえのはら

　　９８１-４３４３・宮城県加美郡加美町内谷地・うちやじ

　　９８１-４３６８・宮城県加美郡加美町漆沢・うるしざわ

　　９８１-４３８１・宮城県加美郡加美町大谷地・おおやち

　　９８１-４２５５・宮城県加美郡加美町岡町・おかまち

　　９８１-４２２６・宮城県加美郡加美町押登目・おしとめ

　　９８１-４２２８・宮城県加美郡加美町鹿島越・かしまごじ

　　９８１-４３６７・宮城県加美郡加美町門沢・かどさわ

　　９８１-４３５５・宮城県加美郡加美町鹿原・かのはら

　　９８１-４２１１・宮城県加美郡加美町上狼塚・かみおいのつﾞか

　　９８１-４２７３・宮城県加美郡加美町上川原・かみかわら

　　９８１-４２０１・宮城県加美郡加美町上多田川・かみただがわ

　　９８１-４３７４・宮城県加美郡加美町上野目・かみのめ

　　９８１-４２６３・宮城県加美郡加美町雁原・がんはﾞら

　　９８１-４４０２・宮城県加美郡加美町北川内・きたかわうち

　　９８１-４３２２・宮城県加美郡加美町北下原・きたしもはら

　　９８１-４３３１・宮城県加美郡加美町北寺宿・きたてらしゆく



　　９８１-４３２６・宮城県加美郡加美町北ノ口・きたのくち

　　９８１-４３２４・宮城県加美郡加美町北原・きたはら

　　９８１-４２５４・宮城県加美郡加美町北町・きたまち

　　９８１-４２２４・宮城県加美郡加美町木伏・きつふﾟじ

　　９８１-４４１９・宮城県加美郡加美町木舟・きぶね

　　９８１-４４１７・宮城県加美郡加美町君ケ袋・きみがふくろ

　　９８１-４２３４・宮城県加美郡加美町旧舘１番・きゆうかん１はﾞん

　　９８１-４２３５・宮城県加美郡加美町旧舘２番・きゆうかん２はﾞん

　　９８１-４３０４・宮城県加美郡加美町久保・くほﾞ

　　９８１-４３１９・宮城県加美郡加美町久保田・くほﾞた

　　９８１-４４１８・宮城県加美郡加美町小泉・こいずみ

　　９８１-４３６２・宮城県加美郡加美町小瀬・こぜ

　　９８１-４３２５・宮城県加美郡加美町五百刈・ごひやくがり

　　９８１-４４１５・宮城県加美郡加美町米泉・こめいずみ

　　９８１-４３１８・宮城県加美郡加美町清水田・しみずた

　　９８１-４２１２・宮城県加美郡加美町下狼塚・しもおいのつﾞか

　　９８１-４２５６・宮城県加美郡加美町下川原・しもかわら

　　９８１-４３４５・宮城県加美郡加美町下北浦・しもきたうら

　　９８１-４３３６・宮城県加美郡加美町下タ川原・しもたかわはら

　　９８１-４２０２・宮城県加美郡加美町下多田川・しもただがわ

　　９８１-４２２２・宮城県加美郡加美町下新田・しもにいだ

　　９８１-４３０２・宮城県加美郡加美町下野目・しものめ

　　９８１-４３２１・宮城県加美郡加美町下原・しもはら

　　９８１-４３８５・宮城県加美郡加美町下原前・しもはらまえ

　　９８１-４２７２・宮城県加美郡加美町城生・じよう

　　９８１-４３５７・宮城県加美郡加美町城内・じようない

　　９８１-４３８６・宮城県加美郡加美町城野・じようの

　　９８１-４２２７・宮城県加美郡加美町新川原・しんかわら

　　９８１-４３７６・宮城県加美郡加美町新北雷屋敷・しんきたいかずちやしき

　　９８１-４２２５・宮城県加美郡加美町新木伏・しんきつふﾟじ

　　９８１-４３３５・宮城県加美郡加美町新小路・しんこうじ

　　９８１-４３１７・宮城県加美郡加美町神山西・しんざんにじ

　　９８１-４３８３・宮城県加美郡加美町新滝下・しんたきした

　　９８１-４３８４・宮城県加美郡加美町新藤兵衛前・しんとうべいまえ

　　９８１-４３８２・宮城県加美郡加美町新伯治・しんはくじ

　　９８１-４３６９・宮城県加美郡加美町新松田・しんまつた

　　９８１-４３７７・宮城県加美郡加美町新南雷屋敷・しんみなみいかずちやしき

　　９８１-４２２３・宮城県加美郡加美町雑式ノ目・ぞうしきのめ

　　９８１-４２５３・宮城県加美郡加美町大門・だいもん

　　９８１-４３６３・宮城県加美郡加美町滝下・たきした

　　９８１-４３１４・宮城県加美郡加美町田中・たなか

　　９８１-４３７２・宮城県加美郡加美町長清水・ちようしみず

　　９８１-４３１２・宮城県加美郡加美町月崎（皆屋敷）・つきざき(みなやしき)

　　９８１-４３１６・宮城県加美郡加美町月崎（その他）・つきざき(そのた)

　　９８１-４３２９・宮城県加美郡加美町鶴羽美・つるはﾞみ

　　９８１-４３５３・宮城県加美郡加美町照井・てるい

　　９８１-４３０６・宮城県加美郡加美町天王・てんのう

　　９８１-４３０１・宮城県加美郡加美町樋田・といだ

　　９８１-４３６１・宮城県加美郡加美町藤兵衛前・とうべいまえ

　　９８１-４２３１・宮城県加美郡加美町百目木１番・どうめき１はﾞん

　　９８１-４２３２・宮城県加美郡加美町百目木２番・どうめき２はﾞん

　　９８１-４２３３・宮城県加美郡加美町百目木３番・どうめき３はﾞん

　　９８１-４４１２・宮城県加美郡加美町鳥嶋・とりしま

　　９８１-４４１３・宮城県加美郡加美町鳥屋ケ崎・とりやがさき

　　９８１-４３１５・宮城県加美郡加美町中嶋・なかじま

　　９８１-４３３７・宮城県加美郡加美町長檀・ながだん

　　９８１-４３３３・宮城県加美郡加美町中畑・なかはた

　　９８１-４３４１・宮城県加美郡加美町中原・なかはら

　　９８１-４３０８・宮城県加美郡加美町長町・ながまち

　　９８１-４２０３・宮城県加美郡加美町菜切谷・なぎりや

　　９８１-４２５２・宮城県加美郡加美町西田・にしだ

　　９８１-４３５８・宮城県加美郡加美町西八石・にしはつこく

　　９８１-４２５１・宮城県加美郡加美町西町・にしまち

　　９８１-４３１３・宮城県加美郡加美町二ノ坪・にのつほﾞ

　　９８１-４４１６・宮城県加美郡加美町沼ケ袋・ぬまがふくろ

　　９８１-４３６５・宮城県加美郡加美町伯治・はくじ

　　９８１-４３５２・宮城県加美郡加美町八石下・はつこくした

　　９８１-４２７１・宮城県加美郡加美町羽場・ははﾞ

　　９８１-４３７１・宮城県加美郡加美町原・はら

　　９８１-４３４７・宮城県加美郡加美町原高谷地屋敷・はらたかやじやしき



　　９８１-４３４２・宮城県加美郡加美町原中原浦・はらなかはらうら

　　９８１-４３７３・宮城県加美郡加美町原町・はらまち

　　９８１-４３４４・宮城県加美郡加美町原道端屋敷・はらみちはﾞたやしき

　　９８１-４３４６・宮城県加美郡加美町原南江端・はらみなみえはﾞた

　　９８１-４２１３・宮城県加美郡加美町平柳・ひらやなぎ

　　９８１-４３５４・宮城県加美郡加美町麓山・ふもとやま

　　９８１-４３０３・宮城県加美郡加美町前田下・まえだしも

　　９８１-４４１４・宮城県加美郡加美町孫沢・まごさわ

　　９８１-４２６１・宮城県加美郡加美町町裏・まちうら

　　９８１-４２４２・宮城県加美郡加美町町西・まちにじ

　　９８１-４３３４・宮城県加美郡加美町町屋敷・まちやしき

　　９８１-４３６４・宮城県加美郡加美町松田・まつた

　　９８１-４３６６・宮城県加美郡加美町水芋・みずいも

　　９８１-４３５１・宮城県加美郡加美町南小路・みなみこうじ

　　９８１-４３３２・宮城県加美郡加美町南寺宿・みなみてらしゆく

　　９８１-４２４１・宮城県加美郡加美町南町・みなみまち

　　９８１-４４０１・宮城県加美郡加美町宮崎・みやざき

　　９８１-４３０５・宮城県加美郡加美町宮田・みやた

　　９８１-４２７６・宮城県加美郡加美町焼橋・やきはじ

　　９８１-４２２９・宮城県加美郡加美町薬師堂・やくしどう

　　９８１-４２６５・宮城県加美郡加美町矢越・やごじ

　　９８１-４４１１・宮城県加美郡加美町谷地森・やちもり

　　９８１-４４０３・宮城県加美郡加美町柳沢・やなぎさわ

　　９８１-４２２１・宮城県加美郡加美町四日市場・よつかいちはﾞ

　　９８１-４３０９・宮城県加美郡加美町蓬田・よもぎだ

　　９８７-０１００・宮城県遠田郡涌谷町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８７-０１３３・宮城県遠田郡涌谷町赤間屋敷・あかまやしき

　　９８７-０１４５・宮城県遠田郡涌谷町市道・いちみち

　　９８７-０１３６・宮城県遠田郡涌谷町一本柳・いつほﾟんやなぎ

　　９８７-０２８４・宮城県遠田郡涌谷町猪岡短台・いのおかたんだい

　　９８７-０１４５・宮城県遠田郡涌谷町烏鴉・うがらす

　　９８７-０１０３・宮城県遠田郡涌谷町裏桜町・うらさくらちよう

　　９８７-０１４２・宮城県遠田郡涌谷町浦町・うらまち

　　９８７-０１６５・宮城県遠田郡涌谷町追廻町・おいまわしちよう

　　９８７-０２８２・宮城県遠田郡涌谷町太田・おおた

　　９８７-０１４４・宮城県遠田郡涌谷町沖新田・おきしんでん

　　９８７-０１４５・宮城県遠田郡涌谷町尾切・おぎれ

　　９８７-０２８１・宮城県遠田郡涌谷町小里・おさと

　　９８７-０１０２・宮城県遠田郡涌谷町表桜町・おもてさくらちよう

　　９８７-０１７１・宮城県遠田郡涌谷町上郡・かみごおり

　　９８７-０１３３・宮城県遠田郡涌谷町掃部沖名・かもんおきな

　　９８７-０１６４・宮城県遠田郡涌谷町刈萱町・かるかやちよう

　　９８７-０１６１・宮城県遠田郡涌谷町川原町・かわらまち

　　９８７-０１３４・宮城県遠田郡涌谷町北五反田・きたごたんだ

　　９８７-０１３１・宮城県遠田郡涌谷町北田・きただ

　　９８７-０１３４・宮城県遠田郡涌谷町九軒・くけん

　　９８７-０１４５・宮城県遠田郡涌谷町鞍掛・くらがけ

　　９８７-０１３２・宮城県遠田郡涌谷町蔵人沖名・くらんどおきな

　　９８７-０１１２・宮城県遠田郡涌谷町桑木荒・くわのきあら

　　９８７-０１４５・宮城県遠田郡涌谷町花勝山・けかつやま

　　９８７-０１４７・宮城県遠田郡涌谷町下道・げどう

　　９８７-０１３４・宮城県遠田郡涌谷町五反田・ごたんだ

　　９８７-０１５１・宮城県遠田郡涌谷町小塚・こつﾞか

　　９８７-０１３３・宮城県遠田郡涌谷町後藤江・ごとうえ

　　９８７-０１３５・宮城県遠田郡涌谷町小蓋谷地・こぶたやち

　　９８７-０１３２・宮城県遠田郡涌谷町小谷地・こやち

　　９８７-０１４４・宮城県遠田郡涌谷町小山下・こやました

　　９８７-０１３３・宮城県遠田郡涌谷町今左衛門沖名・こんざえもんおきな

　　９８７-０１０１・宮城県遠田郡涌谷町桜町裏・さくらちよううら

　　９８７-０１３４・宮城県遠田郡涌谷町佐山木・さやまぎ

　　９８７-０１４８・宮城県遠田郡涌谷町三軒屋敷・さんげんやしき

　　９８７-０１３５・宮城県遠田郡涌谷町三十軒・さんじゆつけん

　　９８７-０１１３・宮城県遠田郡涌谷町渋江・しぶえ

　　９８７-０１３４・宮城県遠田郡涌谷町地不足道・じぶそくみち

　　９８７-０１７２・宮城県遠田郡涌谷町下郡・しもごおり

　　９８７-０１４４・宮城県遠田郡涌谷町下新田・しもしんでん

　　９８７-０１４０・宮城県遠田郡涌谷町新沖新田・しんおきしんでん

　　９８７-０１４５・宮城県遠田郡涌谷町新尾切・しんおぎれ

　　９８７-０１３０・宮城県遠田郡涌谷町新九軒前・しんくけんまえ

　　９８７-０１４９・宮城県遠田郡涌谷町新後藤江・しんごとうえ



　　９８７-０１３８・宮城県遠田郡涌谷町新境堀下・しんさかいほﾞりした

　　９８７-０１３９・宮城県遠田郡涌谷町新台所橋・しんだいどころはﾞじ

　　９８７-０１３３・宮城県遠田郡涌谷町新田・しんでん

　　９８７-０１３７・宮城県遠田郡涌谷町新中島乙・しんなかじまおつ

　　９８７-０１４５・宮城県遠田郡涌谷町新名鰭・しんなびれ

　　９８７-０１１５・宮城県遠田郡涌谷町新町・しんまち

　　９８７-０１１４・宮城県遠田郡涌谷町新町裏・しんまちうら

　　９８７-０１４４・宮城県遠田郡涌谷町砂田・すなた

　　９８７-０１３３・宮城県遠田郡涌谷町関谷沖名・せきやおきな

　　９８７-０１３３・宮城県遠田郡涌谷町台所橋道下・だいどころはﾞしみちした

　　９８７-０１３３・宮城県遠田郡涌谷町鷹野橋下中瀬・たかのはﾞししもなかぜ

　　９８７-０１６３・宮城県遠田郡涌谷町立町・たつちよう

　　９８７-０１０４・宮城県遠田郡涌谷町田沼町・たぬまちよう

　　９８７-０１４１・宮城県遠田郡涌谷町田町裏・たまちうら

　　９８７-０１４６・宮城県遠田郡涌谷町中下道・なかげどう

　　９８７-０１３７・宮城県遠田郡涌谷町中島・なかじま

　　９８７-０１３７・宮城県遠田郡涌谷町中島乙・なかじまおつ

　　９８７-０１３７・宮城県遠田郡涌谷町中島川前・なかじまかわまえ

　　９８７-０１３７・宮城県遠田郡涌谷町中島甲・なかじまこう

　　９８７-０１４３・宮城県遠田郡涌谷町長柄町・ながえちよう

　　９８７-０１４５・宮城県遠田郡涌谷町名鰭・なびれ

　　９８７-０２８６・宮城県遠田郡涌谷町成沢・なりさわ

　　９８７-０１３４・宮城県遠田郡涌谷町西谷地・にしやち

　　９８７-０１３４・宮城県遠田郡涌谷町二歩・にぶ

　　９８７-０１０５・宮城県遠田郡涌谷町練丑町・ねりうしちよう

　　９８７-０２８５・宮城県遠田郡涌谷町箟岳・ののだけ

　　９８７-０１４４・宮城県遠田郡涌谷町八百刈・はつひﾟやくがり

　　９８７-０１４４・宮城県遠田郡涌谷町薔薇島・はﾞらじま

　　９８７-０１１３・宮城県遠田郡涌谷町古道下二本杉・ふるみちしたにほんすぎ

　　９８７-０１６２・宮城県遠田郡涌谷町本町・もとまち

　　９８７-０１１１・宮城県遠田郡涌谷町柳町・やなぎちよう

　　９８７-０２８３・宮城県遠田郡涌谷町吉住・よしずみ

　　９８７-０１３４・宮城県遠田郡涌谷町蘭場谷地・らんはﾞやち

　　９８７-０１０６・宮城県遠田郡涌谷町六軒町・ろつけんちよう

　　９８７-０１０７・宮城県遠田郡涌谷町六軒町裏・ろつけんちよううら

　　９８７-０１２１・宮城県遠田郡涌谷町涌谷・わくや

　　９８７-００００・宮城県遠田郡美里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８７-００１５・宮城県遠田郡美里町青生・あおう

　　９８７-００５６・宮城県遠田郡美里町一本柳・いつほﾟんやなぎ

　　９８７-０００４・宮城県遠田郡美里町牛飼・うしかい

　　９８７-００４５・宮城県遠田郡美里町内役田・うちやくでん

　　９８７-００３８・宮城県遠田郡美里町駅東・えきひがじ

　　９８９-４２０４・宮城県遠田郡美里町大柳・おおやなぎ

　　９８７-００２２・宮城県遠田郡美里町荻埣・おぎぞね

　　９８７-００３２・宮城県遠田郡美里町学田・がくでん

　　９８７-００６５・宮城県遠田郡美里町勘堂・かんどう

　　９８７-０００５・宮城県遠田郡美里町北浦・きたうら

　　９８７-００６９・宮城県遠田郡美里町北原・きたはら

　　９８７-００５７・宮城県遠田郡美里町狐山・きつねやま

　　９８９-４２０５・宮城県遠田郡美里町木間塚・きまつか

　　９８７-００３４・宮城県遠田郡美里町化粧坂・けしようざか

　　９８７-００６３・宮城県遠田郡美里町小沼・こぬま

　　９８７-００６４・宮城県遠田郡美里町小沼添・こぬまぞい

　　９８７-００３３・宮城県遠田郡美里町小町井・こまちい

　　９８７-００３６・宮城県遠田郡美里町妻の神・さいのかみ

　　９８７-００１１・宮城県遠田郡美里町桜木町・さくらぎちよう

　　９８７-００５８・宮城県遠田郡美里町塩釜・しおがま

　　９８７-００５９・宮城県遠田郡美里町塩釜添・しおがまぞえ

　　９８７-００１４・宮城県遠田郡美里町志賀町・しがちよう

　　９８７-００３５・宮城県遠田郡美里町志賀殿・しがでん

　　９８７-００６１・宮城県遠田郡美里町下境・しもさかい

　　９８７-００５３・宮城県遠田郡美里町叔廼前・しゆくのまえ

　　９８７-００５１・宮城県遠田郡美里町上意江・じよういえ

　　９８７-００５５・宮城県遠田郡美里町新一本柳・しんいつほﾟんやなぎ

　　９８７-００４３・宮城県遠田郡美里町新妻の神・しんさいのかみ

　　９８７-００６８・宮城県遠田郡美里町新大所・しんだいどころ

　　９８９-４２０９・宮城県遠田郡美里町新鳥谷坂・しんとやざか

　　９８７-００３７・宮城県遠田郡美里町新藤ケ崎・しんふじがさき

　　９８７-００５２・宮城県遠田郡美里町砂子田・すなごだ

　　９８７-０００６・宮城県遠田郡美里町関根・せきね



　　９８７-００１３・宮城県遠田郡美里町素山・そやま

　　９８７-００１２・宮城県遠田郡美里町素山町・そやまちよう

　　９８７-００６７・宮城県遠田郡美里町大所・だいどころ

　　９８７-００３１・宮城県遠田郡美里町高田・たかだ

　　９８７-００５４・宮城県遠田郡美里町塔の越・とうのこじ

　　９８９-４２０７・宮城県遠田郡美里町鳥谷坂一・とやざかいち

　　９８９-４２０８・宮城県遠田郡美里町鳥谷坂二・とやざかに

　　９８７-００２４・宮城県遠田郡美里町中埣・なかぞね

　　９８７-００２５・宮城県遠田郡美里町中高城・なかたかぎ

　　９８７-００２４・宮城県遠田郡美里町成田・なりた

　　９８９-４２０６・宮城県遠田郡美里町二郷・にごう

　　９８７-００４４・宮城県遠田郡美里町西舘・にしだて

　　９８９-４２０３・宮城県遠田郡美里町練牛・ねりうじ

　　９８７-００２１・宮城県遠田郡美里町平針・ひらはﾞり

　　９８９-４２０２・宮城県遠田郡美里町福ケ袋・ふくがふくろ

　　９８７-０００１・宮城県遠田郡美里町藤ケ崎・ふじがさき

　　９８７-０００２・宮城県遠田郡美里町藤ケ崎町・ふじがさきちよう

　　９８７-００６６・宮城県遠田郡美里町二ツ檀・ふたつだん

　　９８７-００６２・宮城県遠田郡美里町待井・まちい

　　９８７-０００３・宮城県遠田郡美里町南小牛田・みなみこごた

　　９８７-００２６・宮城県遠田郡美里町南高城・みなみたかぎ

　　９８７-００４１・宮城県遠田郡美里町峯山・みねやま

　　９８７-００４２・宮城県遠田郡美里町峯山浦・みねやまうら

　　９８７-００４６・宮城県遠田郡美里町役田・やくでん

　　９８９-４２０１・宮城県遠田郡美里町和多田沼・わだたぬま

　　９８６-２２００・宮城県牡鹿郡女川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８６-２２５１・宮城県牡鹿郡女川町旭が丘・あさひがおか

　　９８６-２２２２・宮城県牡鹿郡女川町飯子浜・いいごはま

　　９８６-２２８１・宮城県牡鹿郡女川町石浜・いしはま

　　９８６-２２１１・宮城県牡鹿郡女川町出島・いずしま

　　９８６-２２６３・宮城県牡鹿郡女川町伊勢・いせ

　　９８６-２２８３・宮城県牡鹿郡女川町市場通り・いちはﾞどおり

　　９８６-２２４９・宮城県牡鹿郡女川町内山・うちやま

　　９８６-２２３１・宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜・うらしゆくはま

　　９８６-２２１２・宮城県牡鹿郡女川町江島・えのしま

　　９８６-２２０２・宮城県牡鹿郡女川町尾浦・おうら

　　９８６-２２２４・宮城県牡鹿郡女川町大石原浜・おおいしはらはま

　　９８６-２２６６・宮城県牡鹿郡女川町大原・おおはら

　　９８６-２２４０・宮城県牡鹿郡女川町大道・おおみち

　　９８６-２２６５・宮城県牡鹿郡女川町女川・おながわ

　　９８６-２２６１・宮城県牡鹿郡女川町女川浜・おながわはま

　　９８６-２２０５・宮城県牡鹿郡女川町御前浜・おんまえはま

　　９８６-２２６４・宮城県牡鹿郡女川町海岸通り・かいがんどおり

　　９８６-２２０４・宮城県牡鹿郡女川町桐ケ崎・きりがさき

　　９８６-２２４６・宮城県牡鹿郡女川町黄金・こがね

　　９８６-２２４８・宮城県牡鹿郡女川町小乗・このり

　　９８６-２２４２・宮城県牡鹿郡女川町小乗浜・このりはま

　　９８６-２２４４・宮城県牡鹿郡女川町桜ケ丘・さくらがおか

　　９８６-２２０１・宮城県牡鹿郡女川町指ケ浜・さしのはま

　　９８６-２２６２・宮城県牡鹿郡女川町清水・しみず

　　９８６-２２２６・宮城県牡鹿郡女川町高白浜・たかしろはま

　　９８６-２２０３・宮城県牡鹿郡女川町竹浦・たけのうら

　　９８６-２２２１・宮城県牡鹿郡女川町塚浜・つかはま

　　９８６-２２２３・宮城県牡鹿郡女川町野々浜・ののはま

　　９８６-２２３２・宮城県牡鹿郡女川町針浜・はりのはま

　　９８６-２２８２・宮城県牡鹿郡女川町宮ケ崎・みやがさき

　　９８６-２２２５・宮城県牡鹿郡女川町横浦・よこうら

　　９８６-２２４７・宮城県牡鹿郡女川町鷲神・わしのかみ

　　９８６-２２４３・宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜・わしのかみはま

　　９８６-０７００・宮城県本吉郡南三陸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９８６-０７８２・宮城県本吉郡南三陸町入谷・いりや

　　９８８-０４５３・宮城県本吉郡南三陸町歌津伊里前・うたついさとまえ

　　９８８-０４７１・宮城県本吉郡南三陸町歌津石泉・うたついしずみ

　　９８８-０４２６・宮城県本吉郡南三陸町歌津石浜・うたついしはま

　　９８８-０４４６・宮城県本吉郡南三陸町歌津板橋・うたついたはﾞじ

　　９８８-０４３４・宮城県本吉郡南三陸町歌津大磯・うたつおおいそ

　　９８８-０４４８・宮城県本吉郡南三陸町歌津大沼・うたつおおぬま

　　９８８-０４６３・宮城県本吉郡南三陸町歌津大森・うたつおおもり

　　９８８-０４４３・宮城県本吉郡南三陸町歌津尾崎・うたつおさき

　　９８８-０４７６・宮城県本吉郡南三陸町歌津上沢・うたつかみさわ



　　９８８-０４１３・宮城県本吉郡南三陸町歌津上の山・うたつかみのやま

　　９８８-０４２５・宮城県本吉郡南三陸町歌津神山・うたつかみやま

　　９８８-０４５６・宮城県本吉郡南三陸町歌津川内・うたつかわうち

　　９８８-０４２４・宮城県本吉郡南三陸町歌津北の沢・うたつきたのさわ

　　９８８-０４０５・宮城県本吉郡南三陸町歌津草木沢・うたつくさきざわ

　　９８８-０４５１・宮城県本吉郡南三陸町歌津管の浜・うたつくだのはま

　　９８８-０４３６・宮城県本吉郡南三陸町歌津小長柴・うたつこながしはﾞ

　　９８８-０４３５・宮城県本吉郡南三陸町歌津小沼・うたつこぬま

　　９８８-０４６７・宮城県本吉郡南三陸町歌津皿貝・うたつさらがい

　　９８８-０４７５・宮城県本吉郡南三陸町歌津白山・うたつしらやま

　　９８８-０４６２・宮城県本吉郡南三陸町歌津砂浜・うたつすなはま

　　９８８-０４７４・宮城県本吉郡南三陸町歌津田表・うたつたおもて

　　９８８-０４４５・宮城県本吉郡南三陸町歌津館浜・うたつたてはま

　　９８８-０４１５・宮城県本吉郡南三陸町歌津田の浦・うたつたのうら

　　９８８-０４４１・宮城県本吉郡南三陸町歌津田の頭・うたつたのがしら

　　９８８-０４１１・宮城県本吉郡南三陸町歌津田茂川・うたつたもがわ

　　９８８-０４４４・宮城県本吉郡南三陸町歌津泊浜・うたつとまりはま

　　９８８-０４７３・宮城県本吉郡南三陸町歌津中在・うたつなかざい

　　９８８-０４１４・宮城県本吉郡南三陸町歌津長沢・うたつながさわ

　　９８８-０４４７・宮城県本吉郡南三陸町歌津長柴・うたつながしはﾞ

　　９８８-０４０６・宮城県本吉郡南三陸町歌津中野・うたつなかの

　　９８８-０４０３・宮城県本吉郡南三陸町歌津長羽・うたつながは

　　９８８-０４３２・宮城県本吉郡南三陸町歌津中山・うたつなかやま

　　９８８-０４３１・宮城県本吉郡南三陸町歌津名足・うたつなたり

　　９８８-０４０１・宮城県本吉郡南三陸町歌津浪板・うたつなみいた

　　９８８-０４６５・宮城県本吉郡南三陸町歌津韮の浜・うたつにらのはま

　　９８８-０４３３・宮城県本吉郡南三陸町歌津馬場・うたつはﾞはﾞ

　　９８８-０４７７・宮城県本吉郡南三陸町歌津払川・うたつはらいかわ

　　９８８-０４４２・宮城県本吉郡南三陸町歌津番所・うたつはﾞんどころ

　　９８８-０４７８・宮城県本吉郡南三陸町歌津樋の口・うたつひのくち

　　９８８-０４２１・宮城県本吉郡南三陸町歌津平棚・うたつひらだな

　　９８８-０４６６・宮城県本吉郡南三陸町歌津平松・うたつひらまつ

　　９８８-０４０４・宮城県本吉郡南三陸町歌津牧田・うたつまきた

　　９８８-０４２３・宮城県本吉郡南三陸町歌津枡沢・うたつますざわ

　　９８８-０４５２・宮城県本吉郡南三陸町歌津町向・うたつまちむかい

　　９８８-０４２２・宮城県本吉郡南三陸町歌津松の崎・うたつまつのさき

　　９８８-０４０２・宮城県本吉郡南三陸町歌津港・うたつみなと

　　９８８-０４１２・宮城県本吉郡南三陸町歌津南の沢・うたつみなみのさわ

　　９８８-０４５４・宮城県本吉郡南三陸町歌津峰畑・うたつみねはた

　　９８８-０４７２・宮城県本吉郡南三陸町歌津宮方・うたつみやかた

　　９８８-０４６４・宮城県本吉郡南三陸町歌津森畑・うたつもりはた

　　９８８-０４５５・宮城県本吉郡南三陸町歌津吉野沢・うたつよしのさわ

　　９８８-０４６１・宮城県本吉郡南三陸町歌津寄木・うたつよりき

　　９８６-０７７２・宮城県本吉郡南三陸町志津川秋目川・しつﾞがわあきめがわ

　　９８６-０７３３・宮城県本吉郡南三陸町志津川旭ケ浦・しつﾞがわあさひがうら

　　９８６-０７０５・宮城県本吉郡南三陸町志津川阿曽・しつﾞがわあそ

　　９８６-０７０７・宮城県本吉郡南三陸町志津川荒坂・しつﾞがわあらさか

　　９８６-０７２６・宮城県本吉郡南三陸町志津川磯の沢・しつﾞがわいそのさわ

　　９８６-０７５２・宮城県本吉郡南三陸町志津川五日町・しつﾞがわいつかまち

　　９８６-０７０９・宮城県本吉郡南三陸町志津川内井田・しつﾞがわうちいだ

　　９８６-０７６４・宮城県本吉郡南三陸町志津川大久保・しつﾞがわおおくほﾞ

　　９８６-０７７１・宮城県本吉郡南三陸町志津川大沢・しつﾞがわおおさわ

　　９８６-０７１８・宮城県本吉郡南三陸町志津川大畑・しつﾞがわおおはﾞたけ

　　９８６-０７３１・宮城県本吉郡南三陸町志津川大森・しつﾞがわおおもり

　　９８６-０７３２・宮城県本吉郡南三陸町志津川大森町・しつﾞがわおおもりちよう

　　９８６-０７１４・宮城県本吉郡南三陸町志津川蒲の沢・しつﾞがわかはﾞのさわ

　　９８６-０７５１・宮城県本吉郡南三陸町志津川上の山・しつﾞがわかみのやま

　　９８６-０７７７・宮城県本吉郡南三陸町志津川上保呂毛・しつﾞがわかみほろけ

　　９８６-０７１２・宮城県本吉郡南三陸町志津川北の又・しつﾞがわきたのまた

　　９８６-０７７３・宮城県本吉郡南三陸町志津川熊田・しつﾞがわくまだ

　　９８６-０７６６・宮城県本吉郡南三陸町志津川黒崎・しつﾞがわくろさき

　　９８６-０７６８・宮城県本吉郡南三陸町志津川御前下・しつﾞがわごぜんした

　　９８６-０７２１・宮城県本吉郡南三陸町志津川米広・しつﾞがわこめひろ

　　９８６-０７７４・宮城県本吉郡南三陸町志津川小森・しつﾞがわこもり

　　９８６-０７１１・宮城県本吉郡南三陸町志津川権現・しつﾞがわごんげん

　　９８６-０７６２・宮城県本吉郡南三陸町志津川塩入・しつﾞがわしおいり

　　９８６-０７６３・宮城県本吉郡南三陸町志津川汐見町・しつﾞがわしおみちよう

　　９８６-０７０６・宮城県本吉郡南三陸町志津川清水浜・しつﾞがわしずはま

　　９８６-０７７８・宮城県本吉郡南三陸町志津川下保呂毛・しつﾞがわしもほろけ

　　９８６-０７０３・宮城県本吉郡南三陸町志津川蛇王・しつﾞがわじやおう



　　９８６-０７５３・宮城県本吉郡南三陸町志津川城場・しつﾞがわじようはﾞ

　　９８６-０７５４・宮城県本吉郡南三陸町志津川助作・しつﾞがわすけつﾞくり

　　９８６-０７１７・宮城県本吉郡南三陸町志津川袖浜・しつﾞがわそではま

　　９８６-０７２２・宮城県本吉郡南三陸町志津川大上坊・しつﾞがわだいじようほﾞう

　　９８６-０７７６・宮城県本吉郡南三陸町志津川竹川原・しつﾞがわたけがわら

　　９８６-０７７９・宮城県本吉郡南三陸町志津川田尻畑・しつﾞがわたじりはﾞたけ

　　９８６-０７２３・宮城県本吉郡南三陸町志津川立沢・しつﾞがわたつさわ

　　９８６-０７２８・宮城県本吉郡南三陸町志津川天王山・しつﾞがわてんのうさん

　　９８６-０７２９・宮城県本吉郡南三陸町志津川天王前・しつﾞがわてんのうまえ

　　９８６-０７４１・宮城県本吉郡南三陸町志津川十日町・しつﾞがわとおかまち

　　９８６-０７６７・宮城県本吉郡南三陸町志津川中瀬町・しつﾞがわなかせまち

　　９８６-０７２７・宮城県本吉郡南三陸町志津川新井田・しつﾞがわにいだ

　　９８６-０７０１・宮城県本吉郡南三陸町志津川西田・しつﾞがわにしだ

　　９８６-０７２５・宮城県本吉郡南三陸町志津川沼田・しつﾞがわぬまだ

　　９８６-０７６５・宮城県本吉郡南三陸町志津川林・しつﾞがわはやじ

　　９８６-０７１６・宮城県本吉郡南三陸町志津川平磯・しつﾞがわひらいそ

　　９８６-０７２４・宮城県本吉郡南三陸町志津川平井田・しつﾞがわひらいだ

　　９８６-０７１３・宮城県本吉郡南三陸町志津川平貝・しつﾞがわひらがい

　　９８６-０７１５・宮城県本吉郡南三陸町志津川深田・しつﾞがわふかだ

　　９８６-０７０２・宮城県本吉郡南三陸町志津川細浦・しつﾞがわほそうら

　　９８６-０７０８・宮城県本吉郡南三陸町志津川松井田・しつﾞがわまついだ

　　９８６-０７７５・宮城県本吉郡南三陸町志津川廻館・しつﾞがわまわりたて

　　９８６-０７６１・宮城県本吉郡南三陸町志津川廻館前・しつﾞがわまわりたてまえ

　　９８６-０７４３・宮城県本吉郡南三陸町志津川南町・しつﾞがわみなみまち

　　９８６-０７４２・宮城県本吉郡南三陸町志津川本浜町・しつﾞがわもとはまちよう

　　９８６-０７０４・宮城県本吉郡南三陸町志津川森山・しつﾞがわもりやま

　　９８６-０７８１・宮城県本吉郡南三陸町戸倉・とくら

　　８８０-００００・宮崎県宮崎市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-２１６２・宮崎県宮崎市青島・あおしま

　　８８９-２１６３・宮崎県宮崎市青島西・ あおしまにじ

　　８８０-０８４２・宮崎県宮崎市青葉町・あおはﾞちよう

　　８８０-０９１２・宮崎県宮崎市赤江・あかえ

　　８８０-０８０３・宮崎県宮崎市旭・あさひ

　　８８０-０８６４・宮崎県宮崎市吾妻町・あつﾞまちよう

　　８８０-２１０１・宮崎県宮崎市跡江・あとえ

　　８８０-２１０２・宮崎県宮崎市有田・ありた

　　８８０-０８３５・宮崎県宮崎市阿波岐原町・あわきがはらちよう

　　８８０-２１０３・宮崎県宮崎市生目・いきめ

　　８８０-０９４２・宮崎県宮崎市生目台東・ いきめだいひがじ

　　８８０-０９４３・宮崎県宮崎市生目台西・ いきめだいにじ

　　８８０-００４１・宮崎県宮崎市池内町・いけうちちよう

　　８８０-０８５４・宮崎県宮崎市一の宮町・いちのみやちよう

　　８８０-２２３１・宮崎県宮崎市糸原・いとはﾞる

　　８８０-２１０４・宮崎県宮崎市浮田・うきた

　　８８０-０８２１・宮崎県宮崎市浮城町・うきのじようちよう

　　８８９-２３０１・宮崎県宮崎市内海・うちうみ

　　８８０-０３４４・宮崎県宮崎市瓜生野（下畑）・うりゆうの(しもはた)

　　８８０-００４４・宮崎県宮崎市瓜生野（その他）・うりゆうの(そのた)

　　８８０-０８７２・宮崎県宮崎市永楽町・えいらくちよう

　　８８０-０８１４・宮崎県宮崎市江平中町・えひらなかまち

　　８８０-０８１７・宮崎県宮崎市江平東町・えひらひがしまち

　　８８０-０８１６・宮崎県宮崎市江平東・ えひらひがじ

　　８８０-００５１・宮崎県宮崎市江平西・ えひらにじ

　　８８０-０８１５・宮崎県宮崎市江平町・えひらちよう

　　８８０-０８０１・宮崎県宮崎市老松・おいまつ

　　８８０-０８２４・宮崎県宮崎市大島町・おおしまちよう

　　８８０-０３４５・宮崎県宮崎市大瀬町（上畑）・おおせまち(かみはた)

　　８８０-００４５・宮崎県宮崎市大瀬町（その他）・おおせまち(そのた)

　　８８０-０９０３・宮崎県宮崎市太田・おおた

　　８８０-０９５２・宮崎県宮崎市大塚台東・ おおつかだいひがじ

　　８８０-２１０５・宮崎県宮崎市大塚台西・ おおつかだいにじ

　　８８０-０９５１・宮崎県宮崎市大塚町・おおつかちよう

　　８８０-０９３３・宮崎県宮崎市大坪町・おおつほﾞちよう

　　８８０-０９３４・宮崎県宮崎市大坪東・ おおつほﾞひがじ

　　８８０-０９３２・宮崎県宮崎市大坪西・ おおつほﾞにじ

　　８８０-００２２・宮崎県宮崎市大橋・ おおはじ

　　８８０-０９０２・宮崎県宮崎市大淀・おおよど

　　８８０-０８５７・宮崎県宮崎市小戸町・おどちよう

　　８８９-２１６４・宮崎県宮崎市折生迫・おりうざこ

　　８８９-２１６１・宮崎県宮崎市加江田・かえだ



　　８８０-０９４７・宮崎県宮崎市薫る坂・かおるざか

　　８８９-２１５６・宮崎県宮崎市鏡洲・かがみず

　　８８９-２１５４・宮崎県宮崎市学園木花台桜・がくえんきはなだいさくら

　　８８９-２１５５・宮崎県宮崎市学園木花台西・ がくえんきはﾞなだいにじ

　　８８９-２１５３・宮崎県宮崎市学園木花台南・がくえんきはﾞなだいみなみ

　　８８９-２１５２・宮崎県宮崎市学園木花台北・がくえんきはﾞなだいきた

　　８８０-２１１１・宮崎県宮崎市柏原・かしわはﾞる

　　８８０-２２３４・宮崎県宮崎市金崎・かねざき

　　８８０-００４３・宮崎県宮崎市上北方・かみきたかた

　　８８０-００１１・宮崎県宮崎市上野町・かみのまち

　　８８０-０８６６・宮崎県宮崎市川原町・かわらまち

　　８８０-００２４・宮崎県宮崎市祇園・ぎおん

　　８８０-０９４１・宮崎県宮崎市北川内町・きたかわうちちよう

　　８８０-０８２３・宮崎県宮崎市北権現町・きたごんげんちよう

　　８８０-００１７・宮崎県宮崎市北高松町・きたたかまつちよう

　　８８０-０９２３・宮崎県宮崎市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　８８０-０９３７・宮崎県宮崎市京塚・きようつか

　　８８０-０９３８・宮崎県宮崎市京塚町・きようつﾞかちよう

　　８８９-１６０９・宮崎県宮崎市清武町あさひ・きよたけちようあさひ

　　８８９-１６０６・宮崎県宮崎市清武町池田台・きよたけちよういけだだい

　　８８９-１６０８・宮崎県宮崎市清武町池田台北・きよたけちよういけだだいきた

　　８８９-１６０２・宮崎県宮崎市清武町今泉・きよたけちよういまいずみ

　　８８９-１６１２・宮崎県宮崎市清武町岡・きよたけちようおか

　　８８９-１６０７・宮崎県宮崎市清武町加納（丁目）・きよたけちようかのう

　　８８９-１６０５・宮崎県宮崎市清武町加納（)・きよたけちようかのう

　　８８９-１６０１・宮崎県宮崎市清武町木原・きよたけちようきはら

　　８８９-１６０３・宮崎県宮崎市清武町正手・きよたけちようしようで

　　８８９-１６１１・宮崎県宮崎市清武町新町・きよたけちようしんまち

　　８８９-１６１３・宮崎県宮崎市清武町西新町・きよたけちようにししんまち

　　８８９-１６０４・宮崎県宮崎市清武町船引・きよたけちようふなひき

　　８８０-００３２・宮崎県宮崎市霧島・きりしま

　　８８０-０９２４・宮崎県宮崎市郡司分・ぐじぶん

　　８８９-２１５１・宮崎県宮崎市熊野・くまの

　　８８０-０９２７・宮崎県宮崎市源藤町・げんどうちよう

　　８８０-０９４４・宮崎県宮崎市江南・こうなん

　　８８０-２１１２・宮崎県宮崎市小松・こまつ

　　８８０-２１１３・宮崎県宮崎市小松台北町・こまつだいきたまち

　　８８０-０９５４・宮崎県宮崎市小松台西・ こまつだいにじ

　　８８０-０９５３・宮崎県宮崎市小松台東・ こまつだいひがじ

　　８８０-０９５６・宮崎県宮崎市小松台南町・こまつだいみなみまち

　　８８０-０８２２・宮崎県宮崎市権現町・ごんげんちよう

　　８８０-０９５５・宮崎県宮崎市桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　８８０-００５７・宮崎県宮崎市桜町・さくらまち

　　８８０-０２１３・宮崎県宮崎市佐土原町石崎・さどわらちよういしざき

　　８８０-０３０１・宮崎県宮崎市佐土原町上田島・さどわらちようかみたじま

　　８８０-０２１１・宮崎県宮崎市佐土原町下田島・さどわらちようしもたじま

　　８８０-０２０４・宮崎県宮崎市佐土原町下富田・さどわらちようしもとんだ

　　８８０-０２１２・宮崎県宮崎市佐土原町下那珂・さどわらちようしもなか

　　８８０-０３０２・宮崎県宮崎市佐土原町西上那珂・さどわらちようにしかみなか

　　８８０-０３０３・宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂・さどわらちようひがしかみなか

　　８８０-０２１４・宮崎県宮崎市佐土原町松小路・さどわらちようまつこうじ

　　８８０-０１２２・宮崎県宮崎市塩路・しおじ

　　８８０-０８６２・宮崎県宮崎市潮見町・しおみちよう

　　８８０-０１２１・宮崎県宮崎市島之内・しまのうち

　　８８０-００２１・宮崎県宮崎市清水・しみず

　　８８０-００３５・宮崎県宮崎市下北方町・しもきたかたまち

　　８８０-０８４３・宮崎県宮崎市下原町・しもはらちよう

　　８８０-０８３３・宮崎県宮崎市昭栄町・しようえいちよう

　　８８０-０９１７・宮崎県宮崎市城ケ崎・じようがさき

　　８８０-０８７６・宮崎県宮崎市浄土江町・じようどえちよう

　　８８０-０８７４・宮崎県宮崎市昭和町・しようわちよう

　　８８０-０８３１・宮崎県宮崎市新栄町・しんえいちよう

　　８８０-００５３・宮崎県宮崎市神宮・じんぐう

　　８８０-００３３・宮崎県宮崎市神宮西・ じんぐうにじ

　　８８０-００５６・宮崎県宮崎市神宮東・ じんぐうひがじ

　　８８０-００５４・宮崎県宮崎市神宮町・じんぐうちよう

　　８８０-０８４５・宮崎県宮崎市新城町・しんじようちよう

　　８８０-０８３４・宮崎県宮崎市新別府町・しんべつふﾟちよう

　　８８０-００１２・宮崎県宮崎市末広・すえひろ

　　８８０-０８６７・宮崎県宮崎市瀬頭・せがしら



　　８８０-０８６８・宮崎県宮崎市瀬頭町・せがしらちよう

　　８８０-０８７５・宮崎県宮崎市曽師町・そしちよう

　　８８０-０８７１・宮崎県宮崎市大王町・だいおうちよう

　　８８０-００１５・宮崎県宮崎市大工・だいく

　　８８０-２２２４・宮崎県宮崎市高岡町飯田・たかおかちよういいだ

　　８８０-２２２１・宮崎県宮崎市高岡町内山（１～３２１４)・たかおかちよううちやま

　　８８０-２３２１・宮崎県宮崎市高岡町内山（その他）・たかおかちよううちやま(そのた)

　　８８０-２２２３・宮崎県宮崎市高岡町浦之名（２７９３～４３８９)・たかおかちよううらのみよう

　　８８０-２３２３・宮崎県宮崎市高岡町浦之名（その他）・たかおかちよううらのみよう(そのた)

　　８８０-２２１４・宮崎県宮崎市高岡町小山田・たかおかちようおやまだ

　　８８９-１７１３・宮崎県宮崎市高岡町上倉永（１２０６～１２６）・かみくらなが、うちのやえ)

　　８８９-１７１３・宮崎県宮崎市高岡町上倉永（内の八重）・かみくらなが、うちのやえ)

　　８８０-２２１３・宮崎県宮崎市高岡町上倉永（その他）・たかおかちようかみくらなが(そのた)

　　８８０-２３２５・宮崎県宮崎市高岡町紙屋・たかおかちようかみや

　　８８０-２２２２・宮崎県宮崎市高岡町五町（１～３１３７)・たかおかちようごちよう(１-３１３７)

　　８８０-２３２２・宮崎県宮崎市高岡町五町（その他）・たかおかちようごちよう(そのた)

　　８８０-２２１２・宮崎県宮崎市高岡町下倉永・たかおかちようしもくらなが

　　８８０-２２１５・宮崎県宮崎市高岡町高浜・たかおかちようたかはま

　　８８０-２２１１・宮崎県宮崎市高岡町花見・たかおかちようはなみ

　　８８０-０８５２・宮崎県宮崎市高洲町・たかすちよう

　　８８０-０８１２・宮崎県宮崎市高千穂通・たかちほどおり

　　８８０-０００３・宮崎県宮崎市高松町・たかまつちよう

　　８８０-０８５５・宮崎県宮崎市田代町・たしろちよう

　　８８０-０００１・宮崎県宮崎市橘通西・ たちはﾞなどおりにじ

　　８８０-０８０５・宮崎県宮崎市橘通東・ たちはﾞなどおりひがじ

　　８８０-０９０８・宮崎県宮崎市谷川・たにがわ

　　８８０-０９０９・宮崎県宮崎市谷川町・たにがわちよう

　　８８９-１７０３・宮崎県宮崎市田野町あけぼの・たのちようあけほﾞの

　　８８９-１７０２・宮崎県宮崎市田野町乙・たのちようおつ

　　８８９-１７０１・宮崎県宮崎市田野町甲・たのちようこう

　　８８９-１７０４・宮崎県宮崎市田野町南原・たのちようみなみはﾞる

　　８８０-０９１１・宮崎県宮崎市田吉・ たよじ

　　８８０-０００６・宮崎県宮崎市千草町・ちぐさちよう

　　８８０-０００２・宮崎県宮崎市中央通・ちゆうおうどおり

　　８８０-０９２６・宮崎県宮崎市月見ケ丘・つきみがおか

　　８８０-２２３２・宮崎県宮崎市堤内・つつみうち

　　８８０-０９１３・宮崎県宮崎市恒久（丁目）・つねひさ

　　８８０-０９１６・宮崎県宮崎市恒久（)・つねひさ

　　８８０-０９１５・宮崎県宮崎市恒久南・つねひさみなみ

　　８８０-００１４・宮崎県宮崎市鶴島・つるのしま

　　８８０-０８６１・宮崎県宮崎市出来島町・できじまちよう

　　８８０-０９３６・宮崎県宮崎市天満・てんまん

　　８８０-０９３５・宮崎県宮崎市天満町・てんまんちよう

　　８８０-０９２８・宮崎県宮崎市東宮・とうぐう

　　８８０-２１１４・宮崎県宮崎市富吉・ とみよじ

　　８８０-００２５・宮崎県宮崎市中津瀬町・なかつせちよう

　　８８０-０８５３・宮崎県宮崎市中西町・なかにしちよう

　　８８０-０９０４・宮崎県宮崎市中村東・ なかむらひがじ

　　８８０-０９０５・宮崎県宮崎市中村西・ なかむらにじ

　　８８０-２１１５・宮崎県宮崎市長嶺・ながみね

　　８８０-０８２６・宮崎県宮崎市波島・なみしま

　　８８０-０１２４・宮崎県宮崎市新名爪・にいなつﾞめ

　　８８０-００２７・宮崎県宮崎市西池町・にしいけちよう

　　８８０-０８１８・宮崎県宮崎市錦本町・にしきほんまち

　　８８０-０８１１・宮崎県宮崎市錦町・にしきまち

　　８８０-００１６・宮崎県宮崎市西高松町・にしたかまつちよう

　　８８０-００３６・宮崎県宮崎市花ケ島町・はながしまちよう

　　８８０-００２６・宮崎県宮崎市花殿町・はなどのちよう

　　８８０-０９３９・宮崎県宮崎市花山手西・ はなやまてにじ

　　８８０-０９３０・宮崎県宮崎市花山手東・ はなやまてひがじ

　　８８０-０００７・宮崎県宮崎市原町・はらまち

　　８８０-０８３２・宮崎県宮崎市稗原町・ひえはﾞるちよう

　　８８０-０８２５・宮崎県宮崎市東大宮・ひがしおおみや

　　８８０-０９０１・宮崎県宮崎市東大淀・ひがしおおよど

　　８８０-０８５６・宮崎県宮崎市日ノ出町・ひのでちよう

　　８８０-０８０６・宮崎県宮崎市広島・ひろしま

　　８８０-０１２５・宮崎県宮崎市広原・ひろはら

　　８８０-０９４６・宮崎県宮崎市福島町（丁目）・ふくしまちよう

　　８８０-０９４５・宮崎県宮崎市福島町（)・ふくしまちよう

　　８８０-００３１・宮崎県宮崎市船塚・ふなつか



　　８８０-０９３１・宮崎県宮崎市古城町・ふるじようちよう

　　８８０-００４６・宮崎県宮崎市平和が丘北町・へいわがおかきたまち

　　８８０-００４７・宮崎県宮崎市平和が丘西町・へいわがおかにしまち

　　８８０-００４２・宮崎県宮崎市平和が丘東町・へいわがおかひがしまち

　　８８０-０８０２・宮崎県宮崎市別府町・べつふﾟちよう

　　８８０-０１２３・宮崎県宮崎市芳士・ほうじ

　　８８９-１７１６・宮崎県宮崎市細江（平和）・ほそえ(へいわ)

　　８８０-２１１６・宮崎県宮崎市細江（その他）・ほそえ(そのた)

　　８８０-０８７３・宮崎県宮崎市堀川町・ほりかわちよう

　　８８０-０９２２・宮崎県宮崎市本郷・ほんごう

　　８８０-０９２５・宮崎県宮崎市本郷北方・ほんごうきたかた

　　８８０-０９２１・宮崎県宮崎市本郷南方・ほんごうみなみかた

　　８８０-０８６３・宮崎県宮崎市前原町・まえはﾞるちよう

　　８８０-００１３・宮崎県宮崎市松橋・ まつはﾞじ

　　８８０-０８６５・宮崎県宮崎市松山・まつやま

　　８８０-０９２９・宮崎県宮崎市まなび野・まなびの

　　８８０-０８１３・宮崎県宮崎市丸島町・まるしまちよう

　　８８０-００５２・宮崎県宮崎市丸山・まるやま

　　８８０-０８５８・宮崎県宮崎市港・みなと

　　８８０-０８５１・宮崎県宮崎市港東・ みなとひがじ

　　８８０-００３７・宮崎県宮崎市南方町・みなみかたちよう

　　８８０-０００５・宮崎県宮崎市南高松町・みなみたかまつちよう

　　８８０-００５５・宮崎県宮崎市南花ケ島町・みなみはながしまちよう

　　８８０-０９０６・宮崎県宮崎市南町・みなみまち

　　８８０-０８７９・宮崎県宮崎市宮崎駅東・ みやざきえきひがじ

　　８８０-０８０４・宮崎県宮崎市宮田町・みやたちよう

　　８８０-０９１４・宮崎県宮崎市宮の元町・みやのもとまち

　　８８０-０８７７・宮崎県宮崎市宮脇町・みやわきちよう

　　８８０-０８３７・宮崎県宮崎市村角町・むらすみちよう

　　８８０-０００４・宮崎県宮崎市元宮町・もとみやちよう

　　８８０-０８４４・宮崎県宮崎市柳丸町・やなぎまるちよう

　　８８０-００３４・宮崎県宮崎市矢の先町・やのさきちよう

　　８８０-０８３６・宮崎県宮崎市山崎町・やまさきちよう

　　８８０-０８７８・宮崎県宮崎市大和町・やまとちよう

　　８８０-２２３３・宮崎県宮崎市吉野・よしの

　　８８０-０８４１・宮崎県宮崎市吉村町・よしむらちよう

　　８８０-０９０７・宮崎県宮崎市淀川・よどがわ

　　８８０-００２３・宮崎県宮崎市和知川原・わちがわら

　　８８５-００００・宮崎県都城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８５-００３４・宮崎県都城市菖蒲原町・あやめはﾞるちよう

　　８８５-００４１・宮崎県都城市一万城町・いちまんじようちよう

　　８８５-００６４・宮崎県都城市今町・いままち

　　８８５-１１０１・宮崎県都城市岩満町・いわみつちよう

　　８８５-００１９・宮崎県都城市祝吉・ いわよじ

　　８８５-００１４・宮崎県都城市祝吉町・いわよしちよう

　　８８５-００６３・宮崎県都城市梅北町・うめきたちよう

　　８８５-００６２・宮崎県都城市大岩田町・おおいわだちよう

　　８８５-０１１２・宮崎県都城市乙房町・おとほﾞうちよう

　　８８５-００７４・宮崎県都城市甲斐元町・かいもとちよう

　　８８５-０１１１・宮崎県都城市菓子野町・かしのちよう

　　８８５-０００１・宮崎県都城市金田町・かなだちよう

　　８８５-００１２・宮崎県都城市上川東・ かみかわひがじ

　　８８５-１１０３・宮崎県都城市上水流町・かみずるちよう

　　８８５-００４２・宮崎県都城市上長飯町・かみながえちよう

　　８８５-００５３・宮崎県都城市上東町・かみひがしちよう

　　８８５-００７２・宮崎県都城市上町・かんまち

　　８８５-００２４・宮崎県都城市北原町・きたはらちよう

　　８８５-００８６・宮崎県都城市久保原町・くほﾞはﾞるちよう

　　８８５-００５１・宮崎県都城市蔵原町・くらはらちよう

　　８８５-００１８・宮崎県都城市郡元・こおりもと

　　８８５-００１３・宮崎県都城市郡元町・こおりもとちよう

　　８８５-００８４・宮崎県都城市五十町・ごじつちよう

　　８８５-００２２・宮崎県都城市小松原町・こまつはﾞらちよう

　　８８５-００２３・宮崎県都城市栄町・さかえまち

　　８８５-００９３・宮崎県都城市志比田町・しびたちよう

　　８８５-００１１・宮崎県都城市下川東・ しもかわひがじ

　　８８５-１１０２・宮崎県都城市下水流町・しもずるちよう

　　８８５-００６１・宮崎県都城市下長飯町・しもながえちよう

　　８８５-０１１４・宮崎県都城市庄内町・しようないちよう

　　８８５-０００５・宮崎県都城市神之山町・じんのやまちよう



　　８８５-０１１３・宮崎県都城市関之尾町・せきのおちよう

　　８８５-００１５・宮崎県都城市千町・せんちよう

　　８８５-００２６・宮崎県都城市大王町・だいおうちよう

　　８８５-００８１・宮崎県都城市鷹尾・たかお

　　８８５-０００３・宮崎県都城市高木町・たかぎちよう

　　８８９-４５０２・宮崎県都城市高崎町江平・たかざきちようえひら

　　８８９-４５０５・宮崎県都城市高崎町大牟田・たかざきちようおおむた

　　８８９-４５０４・宮崎県都城市高崎町東霧島・たかざきちようつまぎりしま

　　８８９-４５０３・宮崎県都城市高崎町縄瀬・たかざきちようなわぜ

　　８８９-４５０１・宮崎県都城市高崎町笛水・たかざきちようふえみず

　　８８９-４５０６・宮崎県都城市高崎町前田・たかざきちようまえだ

　　８８５-１３１１・宮崎県都城市高城町有水・たかじようちようありみず

　　８８５-１２０５・宮崎県都城市高城町石山・たかじようちよういしやま

　　８８５-１２０３・宮崎県都城市高城町大井手・たかじようちようおおいで

　　８８５-１２０４・宮崎県都城市高城町桜木・たかじようちようさくらぎ

　　８８５-１３１２・宮崎県都城市高城町四家・たかじようちようしか

　　８８５-１２０１・宮崎県都城市高城町高城・たかじようちようたかじよう

　　８８５-１２０２・宮崎県都城市高城町穂満坊・たかじようちようほまんほﾞう

　　８８５-０２２１・宮崎県都城市高野町・たかのちよう

　　８８５-００３５・宮崎県都城市立野町・たてのちよう

　　８８５-０００２・宮崎県都城市太郎坊町・たろほﾞうちよう

　　８８５-００３３・宮崎県都城市妻ケ丘町・つまがおかちよう

　　８８５-００３１・宮崎県都城市天神町・てんじんちよう

　　８８５-００１７・宮崎県都城市年見町・としみちよう

　　８８５-０００４・宮崎県都城市都北町・とほくちよう

　　８８５-００４３・宮崎県都城市豊満町・とよみつちよう

　　８８５-００３２・宮崎県都城市中原町・なかはらちよう

　　８８５-００７１・宮崎県都城市中町・なかまち

　　８８５-０２２５・宮崎県都城市夏尾町・なつおちよう

　　８８５-００７６・宮崎県都城市西町・にしまち

　　８８５-１１０４・宮崎県都城市野々美谷町・ののみたにちよう

　　８８５-００７５・宮崎県都城市八幡町・はちまんちよう

　　８８５-００３７・宮崎県都城市花繰町・はなぐりちよう

　　８８５-００５５・宮崎県都城市早鈴町・はやすずちよう

　　８８５-００１６・宮崎県都城市早水町・はやみずちよう

　　８８５-００５２・宮崎県都城市東町・ひがしまち

　　８８５-００７３・宮崎県都城市姫城町・ひめぎちよう

　　８８５-００２１・宮崎県都城市平江町・ひらえちよう

　　８８５-００８５・宮崎県都城市平塚町・ひらつかちよう

　　８８５-００３６・宮崎県都城市広原町・ひろはらちよう

　　８８５-００２５・宮崎県都城市前田町・まえだちよう

　　８８５-００７７・宮崎県都城市松元町・まつもとちよう

　　８８５-１１０５・宮崎県都城市丸谷町・まるたにちよう

　　８８５-０２２４・宮崎県都城市御池町・みいけちよう

　　８８５-０２２２・宮崎県都城市美川町・みかわちよう

　　８８５-００８２・宮崎県都城市南鷹尾町・みなみたかおちよう

　　８８５-００９２・宮崎県都城市南横市町・みなみよこいちちよう

　　８８５-００９５・宮崎県都城市蓑原町・みのはﾞるちよう

　　８８５-００８３・宮崎県都城市都島町・みやこじまちよう

　　８８５-００９４・宮崎県都城市都原町・みやこはﾞるちよう

　　８８５-００７８・宮崎県都城市宮丸町・みやまるちよう

　　８８５-００７９・宮崎県都城市牟田町・むたちよう

　　８８５-００４４・宮崎県都城市安久町・やすひさちよう

　　８８９-４６０２・宮崎県都城市山田町中霧島・やまだちようなかぎりしま

　　８８９-４６０１・宮崎県都城市山田町山田・やまだちようやまだ

　　８８９-１８０１・宮崎県都城市山之口町富吉・ やまのくちちようとみよじ

　　８８９-１８０２・宮崎県都城市山之口町花木・やまのくちちようはなのき

　　８８０-２３０３・宮崎県都城市山之口町山之口（上平野）・やまのくち(かみひらの)

　　８８０-２３０３・宮崎県都城市山之口町山之口（仲田）・やまのくち(なかた)

　　８８９-１８０３・宮崎県都城市山之口町山之口（その他）・やまのくち(そのた)

　　８８５-００９１・宮崎県都城市横市町・よこいちちよう

　　８８５-０００６・宮崎県都城市吉尾町・よしおちよう

　　８８５-０２２３・宮崎県都城市吉之元町・よしのもとちよう

　　８８５-００５４・宮崎県都城市若葉町・わかはﾞちよう

　　８８２-００００・宮崎県延岡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-０５１７・宮崎県延岡市赤水町・あかみずまち

　　８８２-０８４５・宮崎県延岡市安賀多町・あがたまち

　　８８９-０５０７・宮崎県延岡市旭ケ丘・あさひがおか

　　８８２-０８４７・宮崎県延岡市旭町・あさひまち

　　８８２-０８７２・宮崎県延岡市愛宕町・あたごまち



　　８８２-０８７１・宮崎県延岡市愛宕山・あたごやま

　　８８２-００７１・宮崎県延岡市天下町・あもりまち

　　８８２-００２５・宮崎県延岡市粟野名町・あわのみようまち

　　８８９-０５０３・宮崎県延岡市伊形町・いがだまち

　　８８９-０５０１・宮崎県延岡市石田町・いしだまち

　　８８２-０８３１・宮崎県延岡市出口町・いでぐちまち

　　８８２-０８５６・宮崎県延岡市出北・いできた

　　８８２-０００３・宮崎県延岡市稲葉崎町・いなはﾞざきまち

　　８８２-００９５・宮崎県延岡市浦城町・うらしろまち

　　８８２-００８４・宮崎県延岡市宇和田町・うわだまち

　　８８２-００４６・宮崎県延岡市恵比須町・えびすまち

　　８８２-００１３・宮崎県延岡市追内町・おいうちまち

　　８８２-０００１・宮崎県延岡市大峡町・おおかいまち

　　８８２-００２７・宮崎県延岡市大門町・おおかどまち

　　８８２-０８４１・宮崎県延岡市大瀬町・おおせまち

　　８８２-００２４・宮崎県延岡市大武町・おおだけまち

　　８８２-０８０３・宮崎県延岡市大貫町・おおぬきまち

　　８８２-００８６・宮崎県延岡市大野町・おおのまち

　　８８２-００５６・宮崎県延岡市岡富町・おかとみまち

　　８８２-００５７・宮崎県延岡市岡富山・おかとみやま

　　８８２-００７５・宮崎県延岡市岡元町・おかもとまち

　　８８２-０８７６・宮崎県延岡市沖田町・おきたまち

　　８８２-０００６・宮崎県延岡市尾崎町・おざきまち

　　８８２-０８５５・宮崎県延岡市卸本町・おろしほんまち

　　８８２-００７３・宮崎県延岡市貝の畑町・かいのはたまち

　　８８２-００８５・宮崎県延岡市鹿狩瀬町・かがせまち

　　８８２-０００４・宮崎県延岡市樫山町・かしやままち

　　８８２-００１２・宮崎県延岡市鹿小路・かしようじ

　　８８２-０８４４・宮崎県延岡市春日町・かすがまち

　　８８２-０８７７・宮崎県延岡市片田町・かたたまち

　　８８２-０８６７・宮崎県延岡市構口町・かまえぐちまち

　　８８９-０５０２・宮崎県延岡市上伊形町・かみいがだまち

　　８８２-０８３３・宮崎県延岡市上大瀬町・かみおおせまち

　　８８２-０８８５・宮崎県延岡市上三輪町・かみみわまち

　　８８２-００１７・宮崎県延岡市川島町・かわしままち

　　８８２-００３３・宮崎県延岡市川原崎町・かわらさきまち

　　８８２-００４３・宮崎県延岡市祗園町・ぎおんまち

　　８８９-０３０２・宮崎県延岡市北浦町市振・きたうらまちいちぶり

　　８８９-０３０１・宮崎県延岡市北浦町古江・きたうらまちふるえ

　　８８９-０３０４・宮崎県延岡市北浦町三川内・きたうらまちみかわうち

　　８８９-０３０３・宮崎県延岡市北浦町宮野浦・きたうらまちみやのうら

　　８８２-０１２１・宮崎県延岡市北方町板上・きたかたまちいたかみ

　　８８２-０１２２・宮崎県延岡市北方町板下・きたかたまちいたしも

　　８８２-０１２３・宮崎県延岡市北方町うそ越・きたかたまちうそごえ

　　８８２-０１０６・宮崎県延岡市北方町笠下・きたかたまちかさした

　　８８２-０１２６・宮崎県延岡市北方町上崎・きたかたまちかみざき

　　８８２-０２３１・宮崎県延岡市北方町上鹿川・きたかたまちかみししがわ

　　８８２-０１２５・宮崎県延岡市北方町川水流・きたかたまちかわずる

　　８８２-０１２９・宮崎県延岡市北方町北久保山・きたかたまちきたくほﾞやま

　　８８２-０１２７・宮崎県延岡市北方町蔵田・きたかたまちくらた

　　８８２-０２４１・宮崎県延岡市北方町三ケ村・きたかたまちさんがむら

　　８８２-０２３７・宮崎県延岡市北方町椎畑・きたかたまちしいはﾞた

　　８８２-０２３２・宮崎県延岡市北方町下鹿川・きたかたまちしもししがわ

　　８８２-０２３３・宮崎県延岡市北方町菅原・きたかたまちすげはﾞる

　　８８２-０１２４・宮崎県延岡市北方町曽木・きたかたまちそき

　　８８２-０２３８・宮崎県延岡市北方町滝下・きたかたまちたきした

　　８８２-０１０４・宮崎県延岡市北方町角田・きたかたまちつのだ

　　８８２-０２４５・宮崎県延岡市北方町早上・きたかたまちはやかみ

　　８８２-０２４４・宮崎県延岡市北方町早中・きたかたまちはやなか

　　８８２-０２４３・宮崎県延岡市北方町早日渡・きたかたまちはやひと

　　８８２-０２３６・宮崎県延岡市北方町日平・きたかたまちひびら

　　８８２-０１０７・宮崎県延岡市北方町藤の木・きたかたまちふじのき

　　８８２-０１０１・宮崎県延岡市北方町二股・きたかたまちふたまた

　　８８２-０２３５・宮崎県延岡市北方町槇峰・きたかたまちまきみね

　　８８２-０１２８・宮崎県延岡市北方町南久保山・きたかたまちみなみくほﾞやま

　　８８２-０２３４・宮崎県延岡市北方町美々地・きたかたまちみみち

　　８８２-０２４２・宮崎県延岡市北方町八峡・きたかたまちやかい

　　８８２-００９７・宮崎県延岡市北川町川内名（祝子川）・かわちみよう(ほうりがわ)

　　８８９-０１０１・宮崎県延岡市北川町川内名（その他）・かわちみよう(そのた)

　　８８９-０１０２・宮崎県延岡市北川町長井・きたがわまちながい



　　８８２-００４１・宮崎県延岡市北小路・きたこうじ

　　８８２-０８３４・宮崎県延岡市北新小路・きたしんこうじ

　　８８９-０５０５・宮崎県延岡市北一ケ岡・きたひとつがおか

　　８８２-０８１４・宮崎県延岡市北町・きたまち

　　８８２-０８７３・宮崎県延岡市共栄町・きようえいまち

　　８８９-０５１４・宮崎県延岡市櫛津町・くしつまち

　　８８９-０３２２・宮崎県延岡市熊野江町・くまのえまち

　　８８２-００９１・宮崎県延岡市桑平町・くわひらまち

　　８８２-００９３・宮崎県延岡市神戸町・こうべまち

　　８８２-００７６・宮崎県延岡市小川町・こがわまち

　　８８２-０８８２・宮崎県延岡市小野町・このまち

　　８８２-００６１・宮崎県延岡市小峰町・こみねまち

　　８８２-００４７・宮崎県延岡市紺屋町・こんやまち

　　８８２-０８３２・宮崎県延岡市西小路・さいこうじ

　　８８２-００５３・宮崎県延岡市幸町・さいわいまち

　　８８２-００５４・宮崎県延岡市栄町・さかえまち

　　８８２-０００７・宮崎県延岡市桜ケ丘・さくらがおか

　　８８２-０８１６・宮崎県延岡市桜小路・さくらこうじ

　　８８２-００３６・宮崎県延岡市桜園町・さくらぞのまち

　　８８２-０００２・宮崎県延岡市差木野町・さしきのまち

　　８８２-００８１・宮崎県延岡市佐野町・さのまち

　　８８２-０８６４・宮崎県延岡市塩浜町・しおはままち

　　８８２-００９６・宮崎県延岡市島浦町・しまうらまち

　　８８９-０５０４・宮崎県延岡市下伊形町・しもいがだまち

　　８８２-０８８３・宮崎県延岡市下三輪町・しもみわまち

　　８８２-００３４・宮崎県延岡市昭和町・しようわまち

　　８８２-００１４・宮崎県延岡市白石町・しろいしまち

　　８８２-０８３５・宮崎県延岡市新小路・しんこうじ

　　８８９-０５１２・宮崎県延岡市新浜町・しんはままち

　　８８２-０８２７・宮崎県延岡市新町・しんまち

　　８８２-００１１・宮崎県延岡市須佐町・すさまち

　　８８２-０８２５・宮崎県延岡市須崎町・すざきまち

　　８８９-０３２１・宮崎県延岡市須美江町・すみえまち

　　８８２-００４５・宮崎県延岡市瀬之口町・せのくちまち

　　８８２-０８５７・宮崎県延岡市惣領町・そうりようまち

　　８８９-０５１６・宮崎県延岡市鯛名町・たいなまち

　　８８２-００４２・宮崎県延岡市高千穂通・たかちほどおり

　　８８２-００６４・宮崎県延岡市高野町・たかのまち

　　８８２-０８７４・宮崎県延岡市伊達町・だてまち

　　８８２-０８２４・宮崎県延岡市中央通・ちゆうおうどおり

　　８８２-０８３６・宮崎県延岡市恒富町・つねとみまち

　　８８２-０８６５・宮崎県延岡市鶴ケ丘・つるがおか

　　８８２-０８１１・宮崎県延岡市天神小路・てんじんこうじ

　　８８２-００１６・宮崎県延岡市東海町・とうみまち

　　８８９-０５１３・宮崎県延岡市土々呂町・ととろまち

　　８８２-００５１・宮崎県延岡市富美山町・とみやままち

　　８８２-００３１・宮崎県延岡市中川原町・なかがわらまち

　　８８２-０８４６・宮崎県延岡市中島町・なかしままち

　　８８２-００３２・宮崎県延岡市中の瀬町・なかのせちよう

　　８８２-０８２３・宮崎県延岡市中町・なかまち

　　８８２-０８８４・宮崎県延岡市中三輪町・なかみわまち

　　８８２-０８４３・宮崎県延岡市永池町・ながいけまち

　　８８２-０８５４・宮崎県延岡市長浜町・ながはままち

　　８８２-０００５・宮崎県延岡市夏田町・なつたまち

　　８８２-０８０４・宮崎県延岡市西階町・にししなまち

　　８８２-０８０２・宮崎県延岡市野地町・のじまち

　　８８２-０８０５・宮崎県延岡市野田・のた

　　８８２-０８０１・宮崎県延岡市野田町・のたまち

　　８８２-００５２・宮崎県延岡市萩町・はぎまち

　　８８２-００４４・宮崎県延岡市博労町・はﾞくろうまち

　　８８２-０８５１・宮崎県延岡市浜砂・はまご

　　８８２-０８６２・宮崎県延岡市浜町・はままち

　　８８２-０８５２・宮崎県延岡市東浜砂町・ひがしはまごまち

　　８８２-０８１３・宮崎県延岡市東本小路・ひがしほんこうじ

　　８８２-００３５・宮崎県延岡市日の出町・ひのでまち

　　８８２-０８６１・宮崎県延岡市別府町・びゆうまち

　　８８２-００６５・宮崎県延岡市平田町・ひらたまち

　　８８２-０８６６・宮崎県延岡市平原町・ひらはﾞるまち

　　８８２-００２２・宮崎県延岡市二ツ島町・ふたつしままち

　　８８２-０８２６・宮崎県延岡市船倉町・ふなぐらまち



　　８８２-００６３・宮崎県延岡市古川町・ふるかわまち

　　８８２-０８３７・宮崎県延岡市古城町・ふるしろまち

　　８８２-０８５３・宮崎県延岡市方財町・ほうざいまち

　　８８２-００８２・宮崎県延岡市祝子町・ほうりまち

　　８８２-００７４・宮崎県延岡市細見町・ほそみまち

　　８８２-０８１２・宮崎県延岡市本小路・ほんこうじ

　　８８２-０８２１・宮崎県延岡市本町・ほんまち

　　８８２-００６６・宮崎県延岡市舞野町・まいのまち

　　８８２-００２３・宮崎県延岡市牧町・まきまち

　　８８９-０５１１・宮崎県延岡市松原町・まつはﾞらまち

　　８８２-００６２・宮崎県延岡市松山町・まつやままち

　　８８２-０８８１・宮崎県延岡市三須町・みすまち

　　８８２-００１５・宮崎県延岡市水尻町・みずしりまち

　　８８２-０８４２・宮崎県延岡市三ツ瀬町・みつぜまち

　　８８２-０８６３・宮崎県延岡市緑ケ丘・みどりがおか

　　８８９-０５０６・宮崎県延岡市南一ケ岡・みなみひとつがおか

　　８８２-０８２２・宮崎県延岡市南町・みなみまち

　　８８２-００９２・宮崎県延岡市宮長町・みやながまち

　　８８９-０５１５・宮崎県延岡市妙見町・みようけんまち

　　８８２-００８７・宮崎県延岡市妙町・みようまち

　　８８２-００７７・宮崎県延岡市行縢町・むかはﾞきまち

　　８８２-００２１・宮崎県延岡市無鹿町・むしかまち

　　８８２-００９４・宮崎県延岡市安井町・やすいまち

　　８８２-０８１５・宮崎県延岡市柳沢町・やなざわまち

　　８８２-００５５・宮崎県延岡市山下町・やましたまち

　　８８２-００３７・宮崎県延岡市山月町・やまつきまち

　　８８２-００８３・宮崎県延岡市柚木町・ゆうぎまち

　　８８２-００２６・宮崎県延岡市柚の木田町・ゆのきだまち

　　８８２-００７２・宮崎県延岡市吉野町・よしのまち

　　８８２-０８７５・宮崎県延岡市若葉町・わかはﾞまち

　　８８７-００００・宮崎県日南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８７-００４１・宮崎県日南市吾田東（１～４丁目）・あがたひがし

　　８８９-２５４１・宮崎県日南市吾田東（５～１１丁目）・あがたひがし(５-１１)

　　８８９-２５３６・宮崎県日南市吾田西・ あがたにじ

　　８８７-０００１・宮崎県日南市油津・あぶらつ

　　８８９-２５３２・宮崎県日南市板敷・いたじき

　　８８７-０１１１・宮崎県日南市伊比井・いびい

　　８８９-２５２５・宮崎県日南市今町・いままち

　　８８７-００１４・宮崎県日南市岩崎・いわさき

　　８８７-００１７・宮崎県日南市梅ケ浜・うめがはま

　　８８９-３１５６・宮崎県日南市大窪・おおくほﾞ

　　８８９-３１４１・宮崎県日南市大堂津・おおどうつ

　　８８７-０００７・宮崎県日南市乙姫町・おとひめちよう

　　８８９-２５３５・宮崎県日南市飫肥・おび

　　８８７-０００６・宮崎県日南市春日町・かすがちよう

　　８８７-００３４・宮崎県日南市風田・かぜだ

　　８８９-３１５１・宮崎県日南市上方・かみかた

　　８８７-００２２・宮崎県日南市上平野町・かみひらのちよう

　　８８９-２４０１・宮崎県日南市北郷町大藤・きたごうちようおおふじ

　　８８９-２４０３・宮崎県日南市北郷町北河内・きたごうちようきたがわち

　　８８９-２４０２・宮崎県日南市北郷町郷之原・きたごうちようごうのはら

　　８８７-００１３・宮崎県日南市木山・きやま

　　８８９-２５１４・宮崎県日南市楠原・くすはﾞる

　　８８７-００２３・宮崎県日南市隈谷・くまや

　　８８９-３１５２・宮崎県日南市毛吉田・けよしだ

　　８８７-０００５・宮崎県日南市材木町・ざいもくちよう

　　８８９-２５１２・宮崎県日南市酒谷甲・さかたにこう

　　８８９-２５１１・宮崎県日南市酒谷乙・さかたにおつ

　　８８９-３１４２・宮崎県日南市塩鶴・しおつﾞる

　　８８９-３１４３・宮崎県日南市下方・しもかた

　　８８７-００１１・宮崎県日南市瀬貝・せがい

　　８８７-０００３・宮崎県日南市瀬西・ せにじ

　　８８７-００１２・宮崎県日南市園田・そのだ

　　８８７-００２１・宮崎県日南市中央通・ちゆうおうどおり

　　８８９-３１５４・宮崎県日南市塚田甲・つかだこう

　　８８９-３１５５・宮崎県日南市塚田乙・つかだおつ

　　８８７-０００４・宮崎県日南市天福・てんふﾟく

　　８８９-２５３４・宮崎県日南市時任町・ときとうちよう

　　８８７-００３１・宮崎県日南市戸高・とだか

　　８８９-２５２４・宮崎県日南市殿所・とのところ



　　８８７-００１６・宮崎県日南市中平野・なかひらの

　　８８９-３２１３・宮崎県日南市南郷町潟上・なんごうちようかたがみ

　　８８９-３２０３・宮崎県日南市南郷町谷之口・なんごうちようたにのくち

　　８８９-３２０１・宮崎県日南市南郷町津屋野・なんごうちようつやの

　　８８９-３２０２・宮崎県日南市南郷町中村甲・なんごうちようなかむらこう

　　８８９-３２０４・宮崎県日南市南郷町中村乙・なんごうちようなかむらおつ

　　８８９-３２１１・宮崎県日南市南郷町贄波・なんごうちようにえなみ

　　８８９-３２０５・宮崎県日南市南郷町西町・なんごうちようにしまち

　　８８９-３２０７・宮崎県日南市南郷町東町・なんごうちようひがしまち

　　８８９-３２０６・宮崎県日南市南郷町南町・なんごうちようみなみまち

　　８８９-３２１４・宮崎県日南市南郷町榎原・なんごうちようよわら

　　８８９-３２１５・宮崎県日南市南郷町榎原甲・なんごうちようよわらこう

　　８８９-３２１６・宮崎県日南市南郷町榎原乙・なんごうちようよわらおつ

　　８８９-３２１７・宮崎県日南市南郷町榎原丙・なんごうちようよわらへい

　　８８９-３２１２・宮崎県日南市南郷町脇本・なんごうちようわきもと

　　８８７-００２４・宮崎県日南市西弁分・にしべんぶん

　　８８７-０００２・宮崎県日南市西町・にしまち

　　８８９-３１５３・宮崎県日南市萩之嶺・はぎのみね

　　８８９-２５２１・宮崎県日南市東弁分乙・ひがしべんぶんおつ

　　８８９-２５２２・宮崎県日南市東弁分甲・ひがしべんぶんこう

　　８８７-００１５・宮崎県日南市平野・ひらの

　　８８７-００３３・宮崎県日南市平山・ひらやま

　　８８７-０１０２・宮崎県日南市富土・ふと

　　８８９-２５３３・宮崎県日南市星倉・ほしくら

　　８８９-２５３１・宮崎県日南市本町・ほんまち

　　８８７-００３２・宮崎県日南市益安・ますやす

　　８８９-２５２３・宮崎県日南市松永・まつなが

　　８８７-０１０１・宮崎県日南市宮浦・みやうら

　　８８９-２５１３・宮崎県日南市吉野方・よしのかた

　　８８６-００００・宮崎県小林市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８６-０００９・宮崎県小林市駅南・えきみなみ

　　８８６-０００６・宮崎県小林市北西方・きたにしかた

　　８８６-０１１５・宮崎県小林市須木内山・すきうちやま

　　８８６-０１１２・宮崎県小林市須木下田・すきしもだ

　　８８６-０１１３・宮崎県小林市須木鳥田町・すきとりだまち

　　８８６-０１１１・宮崎県小林市須木中原・すきなかはら

　　８８６-０１１４・宮崎県小林市須木奈佐木・すきなさき

　　８８６-０００３・宮崎県小林市堤・つつみ

　　８８６-０００２・宮崎県小林市水流迫・つるざこ

　　８８６-０２１１・宮崎県小林市野尻町紙屋・のじりちようかみや

　　８８６-０２１２・宮崎県小林市野尻町東麓・のじりちようひがしふもと

　　８８６-０２１３・宮崎県小林市野尻町三ケ野山・のじりちようみかのやま

　　８８６-０１０１・宮崎県小林市東方（５７４１)・ひがしかた

　　８８６-０１０１・宮崎県小林市東方（５８７１)・ひがしかた

　　８８６-０００１・宮崎県小林市東方（その他）・ひがしかた(そのた)

　　８８６-０００４・宮崎県小林市細野・ほその

　　８８６-０００８・宮崎県小林市本町・ほんまち

　　８８６-０００７・宮崎県小林市真方・まがた

　　８８６-０００５・宮崎県小林市南西方・みなみにしかた

　　８８３-００００・宮崎県日向市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８３-０００３・宮崎県日向市伊勢ケ浜・いせがはま

　　８８３-００４４・宮崎県日向市上町・うえまち

　　８８３-００１２・宮崎県日向市江良町・えらちよう

　　８８３-００５３・宮崎県日向市梶木町・かじきちよう

　　８８３-００６６・宮崎県日向市亀崎・かめざき

　　８８３-００６８・宮崎県日向市亀崎西・ かめざきにじ

　　８８３-００６７・宮崎県日向市亀崎東・ かめざきひがじ

　　８８３-００４１・宮崎県日向市北町・きたまち

　　８８３-００３８・宮崎県日向市迎洋園・げいようえん

　　８８３-００２１・宮崎県日向市財光寺・ざいこうじ

　　８８３-００２４・宮崎県日向市財光寺往還町・ざいこうじおうかんちよう

　　８８３-００２３・宮崎県日向市財光寺沖町・ざいこうじおきまち

　　８８９-１１１２・宮崎県日向市幸脇・さいわき

　　８８３-００３３・宮崎県日向市塩見・しおみ

　　８８３-００１３・宮崎県日向市新生町・しんせいちよう

　　８８３-００１１・宮崎県日向市曽根町・そねちよう

　　８８３-００６１・宮崎県日向市大王町・だいおうちよう

　　８８３-００４２・宮崎県日向市高砂町・たかさごちよう

　　８８３-００６３・宮崎県日向市竹島町・たけしまちよう

　　８８３-００５２・宮崎県日向市鶴町・つるまち



　　８８３-０１１１・宮崎県日向市東郷町迫野内・とうごうちようさこのうち

　　８８３-０２１３・宮崎県日向市東郷町下三ケ・とうごうちようしもさんげ

　　８８３-０２１１・宮崎県日向市東郷町坪谷・とうごうちようつほﾞや

　　８８３-０１０８・宮崎県日向市東郷町八重原・とうごうちようはえはﾞる

　　８８３-０１０９・宮崎県日向市東郷町山陰・とうごうちようやまげ

　　８８９-１１０１・宮崎県日向市東郷町山陰乙（鳥川）・やまげおつ(とりかわ)

　　８８３-０１０１・宮崎県日向市東郷町山陰乙（その他）・やまげおつ(そのた)

　　８８３-０１０５・宮崎県日向市東郷町山陰己・とうごうちようやまげき

　　８８９-１１２１・宮崎県日向市東郷町山陰甲・とうごうちようやまげこう

　　８８３-０１０７・宮崎県日向市東郷町山陰庚・とうごうちようやまげこう

　　８８３-０１０６・宮崎県日向市東郷町山陰辛・とうごうちようやまげしん

　　８８３-０１０３・宮崎県日向市東郷町山陰丁・とうごうちようやまげてい

　　８８３-０１０２・宮崎県日向市東郷町山陰丙・とうごうちようやまげへい

　　８８３-０１０４・宮崎県日向市東郷町山陰戊（５１３の１以内）・やまげほﾞ

　　８８３-０２１２・宮崎県日向市東郷町山陰戊（その他）・やまげほﾞ(そのた)

　　８８３-００３４・宮崎県日向市富高・とみたか

　　８８３-０００５・宮崎県日向市中堀町・なかほりちよう

　　８８３-００４６・宮崎県日向市中町・なかまち

　　８８３-００１５・宮崎県日向市永江町・ながえちよう

　　８８３-０００４・宮崎県日向市浜町・はままち

　　８８３-００１４・宮崎県日向市原町・はらまち

　　８８３-００３５・宮崎県日向市春原町・はるはらちよう

　　８８３-００６２・宮崎県日向市日知屋・ひちや

　　８８３-００６４・宮崎県日向市日知屋古田町・ひちやふるたちよう

　　８８３-００２２・宮崎県日向市平岩・ひらいわ

　　８８３-００３１・宮崎県日向市比良町・ひらちよう

　　８８３-０００２・宮崎県日向市平野町・ひらのちよう

　　８８３-００３７・宮崎県日向市不動寺・ふどうじ

　　８８３-００６５・宮崎県日向市船場町・ふなはﾞちよう

　　８８３-０００１・宮崎県日向市細島・ほそしま

　　８８３-００４５・宮崎県日向市本町・ほんまち

　　８８３-００３６・宮崎県日向市南町・みなみまち

　　８８９-１１１１・宮崎県日向市美々津町・みみつちよう

　　８８３-００４３・宮崎県日向市都町・みやこまち

　　８８３-００５１・宮崎県日向市向江町・むかえちよう

　　８８３-００３２・宮崎県日向市山下町・やましたちよう

　　８８３-０００６・宮崎県日向市山手町・やまてちよう

　　８８８-００００・宮崎県串間市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８８-０００６・宮崎県串間市秋山・あきやま

　　８８９-３５３３・宮崎県串間市一氏・いちうじ

　　８８９-３３１１・宮崎県串間市市木・いちき

　　８８８-０２２１・宮崎県串間市大納・おおの

　　８８９-３５３２・宮崎県串間市大平・おおひら

　　８８９-３５３４・宮崎県串間市大矢取・おおやどり

　　８８８-０００５・宮崎県串間市北方・きたかた

　　８８８-０００４・宮崎県串間市串間・くしま

　　８８８-０００９・宮崎県串間市崎田・さきだ

　　８８８-０００２・宮崎県串間市高松・たかまつ

　　８８８-００１１・宮崎県串間市寺里・てらざと

　　８８８-０２２２・宮崎県串間市都井・とい

　　８８９-３５３１・宮崎県串間市奈留・なる

　　８８８-０００１・宮崎県串間市西方・にしかた

　　８８８-００１２・宮崎県串間市西浜・にしはま

　　８８８-０００３・宮崎県串間市奴久見・ぬくみ

　　８８８-００１３・宮崎県串間市東町・ひがしまち

　　８８８-０００８・宮崎県串間市本城・ほんじよう

　　８８８-０００７・宮崎県串間市南方・みなみかた

　　８８１-００００・宮崎県西都市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８１-００３１・宮崎県西都市旭・あさひ

　　８８１-０１１１・宮崎県西都市荒武・あらたけ

　　８８１-００１１・宮崎県西都市有吉町・ありよしちよう

　　８８１-０１０６・宮崎県西都市岩爪・いわつﾞめ

　　８８１-０００１・宮崎県西都市岡富・おかどみ

　　８８１-００１２・宮崎県西都市小野崎・おのざき

　　８８１-００１３・宮崎県西都市小野崎町・おのざきちよう

　　８８１-１１２１・宮崎県西都市尾八重・おはえ

　　８８１-０１０３・宮崎県西都市加勢・かぜ

　　８８１-１１２２・宮崎県西都市片内・かたうち

　　８８１-０１０４・宮崎県西都市鹿野田・かのだ

　　８８１-１２３１・宮崎県西都市上揚・かみあげ



　　８８１-０１１５・宮崎県西都市上三財・かみさんざい

　　８８１-００２１・宮崎県西都市上町・かみまち

　　８８１-０００４・宮崎県西都市清水・きよみず

　　８８１-０００２・宮崎県西都市黒生野・くろうの

　　８８０-０３４１・宮崎県西都市現王島・げんのうじま

　　８８１-００２２・宮崎県西都市桜川町・さくらがわちよう

　　８８１-０１１６・宮崎県西都市寒川・さぶかわ

　　８８１-０１１３・宮崎県西都市下三財・しもさんざい

　　８８１-００１４・宮崎県西都市下妻・しもつﾞま

　　８８１-００３２・宮崎県西都市白馬町・しらうまちよう

　　８８１-１２３２・宮崎県西都市銀鏡・しろみ

　　８８１-０００６・宮崎県西都市新町・しんまち

　　８８１-００１５・宮崎県西都市聖陵町・せいりようちよう

　　８８１-００３７・宮崎県西都市茶臼原・ちやうすはﾞる

　　８８１-００３５・宮崎県西都市中央町・ちゆうおうちよう

　　８８１-００２３・宮崎県西都市調殿・つきどの

　　８８１-００３３・宮崎県西都市妻・つま

　　８８１-００３４・宮崎県西都市妻町・つまちよう

　　８８１-００３６・宮崎県西都市水流崎町・つるさきちよう

　　８８１-００２５・宮崎県西都市童子丸・どうじまる

　　８８１-０１１４・宮崎県西都市藤田・とうだ

　　８８１-０１０５・宮崎県西都市都於郡町・とのこおりまち

　　８８１-１１２３・宮崎県西都市中尾・なかお

　　８８１-００２４・宮崎県西都市中妻・なかつﾞま

　　８８１-１２３３・宮崎県西都市八重・はえ

　　８８１-０１０２・宮崎県西都市平郡・へごおり

　　８８１-００２６・宮崎県西都市穂北・ほきた

　　８８１-０００３・宮崎県西都市右松・みぎまつ

　　８８１-００２７・宮崎県西都市南方・みなみかた

　　８８１-０１０１・宮崎県西都市三納・みのう

　　８８１-００１６・宮崎県西都市御舟町・みふねちよう

　　８８１-０００５・宮崎県西都市三宅・みやけ

　　８８１-０１１２・宮崎県西都市山田・やまだ

　　８８９-４３００・宮崎県えびの市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-４３０３・宮崎県えびの市池島・いけじま

　　８８９-４３０６・宮崎県えびの市今西・ いまにじ

　　８８９-４１６２・宮崎県えびの市内竪・うちたて

　　８８９-４１５３・宮崎県えびの市浦・うら

　　８８９-４３０４・宮崎県えびの市上江・うわえ

　　８８９-４２４３・宮崎県えびの市榎田・えのきだ

　　８８９-４３１４・宮崎県えびの市大河平・おおこうびら

　　８８９-４１６１・宮崎県えびの市岡松・おかまつ

　　８８９-４２２２・宮崎県えびの市小田・おだ

　　８８９-４１５５・宮崎県えびの市亀沢・かめさわ

　　８８９-４２２１・宮崎県えびの市栗下・くりした

　　８８９-４２４１・宮崎県えびの市西郷・さいごう

　　８８９-４３１２・宮崎県えびの市坂元・さかもと

　　８８９-４１５２・宮崎県えびの市島内・しまうち

　　８８９-４１６４・宮崎県えびの市昌明寺・しようみようじ

　　８８９-４３０２・宮崎県えびの市末永・すえなが

　　８８９-４３１３・宮崎県えびの市杉水流・すぎずる

　　８８９-４３１１・宮崎県えびの市大明司・だいみようじ

　　８８９-４１６３・宮崎県えびの市水流・つる

　　８８９-４２３４・宮崎県えびの市永山・ながやま

　　８８９-４１６５・宮崎県えびの市西川北・にしかわきた

　　８８９-４２３２・宮崎県えびの市西長江浦・にしながえうら

　　８８９-４２３３・宮崎県えびの市灰塚・はいつか

　　８８９-４３０１・宮崎県えびの市原田・はらだ

　　８８９-４２４４・宮崎県えびの市東川北・ひがしかわきた

　　８８９-４２３１・宮崎県えびの市東長江浦・ひがしながえうら

　　８８９-４３０５・宮崎県えびの市前田・まえだ

　　８８９-４１５１・宮崎県えびの市向江・むかえ

　　８８９-４１５４・宮崎県えびの市柳水流・やなぎずる

　　８８９-４２４２・宮崎県えびの市湯田・ゆだ

　　８８９-１９００・宮崎県北諸県郡三股町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-１９０５・宮崎県北諸県郡三股町今市・いまいち

　　８８９-１９０１・宮崎県北諸県郡三股町樺山・かはﾞやま

　　８８９-１９０２・宮崎県北諸県郡三股町五本松・ごほんまつ

　　８８９-１９０４・宮崎県北諸県郡三股町新馬場・しんはﾞはﾞ

　　８８９-１９１４・宮崎県北諸県郡三股町蓼池・たでいけ



　　８８９-１９０６・宮崎県北諸県郡三股町中原・なかはﾞる

　　８８９-１９１１・宮崎県北諸県郡三股町長田・ながた

　　８８９-１９０７・宮崎県北諸県郡三股町花見原・はなみはﾞる

　　８８９-１９０３・宮崎県北諸県郡三股町稗田・ひえだ

　　８８９-１９１２・宮崎県北諸県郡三股町宮村・みやむら

　　８８９-１９１３・宮崎県北諸県郡三股町餅原・もちはﾞる

　　８８９-４４００・宮崎県西諸県郡高原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-４４１３・宮崎県西諸県郡高原町後川内・うしろかわち

　　８８９-４４１４・宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田・かまむた

　　８８９-４４１２・宮崎県西諸県郡高原町西麓・にしふもと

　　８８９-４４１１・宮崎県西諸県郡高原町広原・ひろわら

　　８８０-１１００・宮崎県東諸県郡国富町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８０-１１０３・宮崎県東諸県郡国富町嵐田・あらしだ

　　８８０-１１２１・宮崎県東諸県郡国富町伊左生（吹上）・いざお(ふきあげ)

　　８８０-１２２１・宮崎県東諸県郡国富町伊左生（その他）・いざお(そのた)

　　８８０-１１１１・宮崎県東諸県郡国富町岩知野・いわちの

　　８８０-１１１３・宮崎県東諸県郡国富町木脇・きわき

　　８８０-１１１４・宮崎県東諸県郡国富町三名・さんみよう

　　８８０-１１０８・宮崎県東諸県郡国富町須志田・すしだ

　　８８０-１１０７・宮崎県東諸県郡国富町竹田・たけだ

　　８８０-１１０４・宮崎県東諸県郡国富町田尻・たじり

　　８８０-１１１２・宮崎県東諸県郡国富町塚原・つかはﾞる

　　８８０-１２２４・宮崎県東諸県郡国富町深年・ ふかどじ

　　８８０-１１０１・宮崎県東諸県郡国富町本庄・ほんじよう

　　８８０-１１０２・宮崎県東諸県郡国富町宮王丸・みやおうまる

　　８８０-１１０５・宮崎県東諸県郡国富町向高・むこうたか

　　８８０-１１０６・宮崎県東諸県郡国富町森永・もりなが

　　８８０-１２２２・宮崎県東諸県郡国富町八代北俣・やつしろきたまた

　　８８０-１２２３・宮崎県東諸県郡国富町八代南俣・やつしろみなみまた

　　８８０-１３００・宮崎県東諸県郡綾町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８０-１３０１・宮崎県東諸県郡綾町入野・いりの

　　８８０-１３０２・宮崎県東諸県郡綾町北俣・きたまた

　　８８０-１３０３・宮崎県東諸県郡綾町南俣・みなみまた

　　８８４-００００・宮崎県児湯郡高鍋町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８４-０００６・宮崎県児湯郡高鍋町上江・うわえ

　　８８４-０００４・宮崎県児湯郡高鍋町蚊口浦・かぐちうら

　　８８４-０００２・宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋・きたたかなべ

　　８８４-０００１・宮崎県児湯郡高鍋町高鍋町・たかなべまち

　　８８４-０００３・宮崎県児湯郡高鍋町南高鍋・みなみたかなべ

　　８８４-０００５・宮崎県児湯郡高鍋町持田・もちだ

　　８８９-１４００・宮崎県児湯郡新富町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-１４０５・宮崎県児湯郡新富町伊倉・いくら

　　８８９-１４０３・宮崎県児湯郡新富町上富田・かみとんだ

　　８８９-１４０４・宮崎県児湯郡新富町下富田・しもとんだ

　　８８９-１４１１・宮崎県児湯郡新富町富田・とんだ

　　８８９-１４１５・宮崎県児湯郡新富町富田北・とんだきた

　　８８９-１４１２・宮崎県児湯郡新富町富田東・ とんだひがじ

　　８８９-１４１３・宮崎県児湯郡新富町富田西・ とんだにじ

　　８８９-１４１４・宮崎県児湯郡新富町富田南・とんだみなみ

　　８８９-１４０６・宮崎県児湯郡新富町新田・にゆうた

　　８８９-１４０１・宮崎県児湯郡新富町日置・ひおき

　　８８９-１４０２・宮崎県児湯郡新富町三納代・みなしろ

　　８８１-１４００・宮崎県児湯郡西米良村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８１-１４１２・宮崎県児湯郡西米良村板谷・いたや

　　８８１-１３０２・宮崎県児湯郡西米良村小川・おがわ

　　８８１-１４１３・宮崎県児湯郡西米良村上米良・かんめら

　　８８１-１３０１・宮崎県児湯郡西米良村越野尾・こしのお

　　８８１-１４１４・宮崎県児湯郡西米良村竹原・たけわら

　　８８１-１４１１・宮崎県児湯郡西米良村村所・むらしよ

　　８８１-１３０３・宮崎県児湯郡西米良村横野・よこの

　　８８４-０１００・宮崎県児湯郡木城町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８４-０１０４・宮崎県児湯郡木城町石河内・いしかわうち

　　８８４-０１０３・宮崎県児湯郡木城町川原・かわはﾞる

　　８８４-０１０２・宮崎県児湯郡木城町椎木・しいのき

　　８８４-０１０１・宮崎県児湯郡木城町高城・たかじよう

　　８８４-０１０５・宮崎県児湯郡木城町中之又・なかのまた

　　８８９-１３００・宮崎県児湯郡川南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-１３０１・宮崎県児湯郡川南町川南・かわみなみ

　　８８９-１３０２・宮崎県児湯郡川南町平田・へいだ

　　８８９-１２００・宮崎県児湯郡都農町・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　８８９-１２０１・宮崎県児湯郡都農町川北・かわきた

　　８８９-０６００・宮崎県東臼杵郡門川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-０６０２・宮崎県東臼杵郡門川町庵川・いおりがわ

　　８８９-０６０５・宮崎県東臼杵郡門川町庵川西・ いおりがわにじ

　　８８９-０６０３・宮崎県東臼杵郡門川町加草・かくさ

　　８８９-０６１１・宮崎県東臼杵郡門川町門川尾末・かどかわおずえ

　　８８９-０６１４・宮崎県東臼杵郡門川町上町・かみのまち

　　８８９-０６０４・宮崎県東臼杵郡門川町川内・かわち

　　８８９-０６１５・宮崎県東臼杵郡門川町栄ケ丘・さかえがおか

　　８８９-０６２４・宮崎県東臼杵郡門川町城ケ丘・じようがおか

　　８８９-０６０１・宮崎県東臼杵郡門川町須賀崎・すがさき

　　８８９-０６１２・宮崎県東臼杵郡門川町中須・なかす

　　８８９-０６２２・宮崎県東臼杵郡門川町西栄町・にしさかえまち

　　８８９-０６２１・宮崎県東臼杵郡門川町東栄町・ひがしさかえまち

　　８８９-０６２６・宮崎県東臼杵郡門川町平城西・ ひらじようにじ

　　８８９-０６２５・宮崎県東臼杵郡門川町平城東・ ひらじようひがじ

　　８８９-０６１３・宮崎県東臼杵郡門川町本町・ほんまち

　　８８９-０６１７・宮崎県東臼杵郡門川町南ケ丘・みなみがおか

　　８８９-０６１６・宮崎県東臼杵郡門川町南町・みなみまち

　　８８９-０６２３・宮崎県東臼杵郡門川町宮ケ原・みやがはら

　　８８３-１３００・宮崎県東臼杵郡諸塚村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８３-１３０１・宮崎県東臼杵郡諸塚村家代・えしろ

　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（飯干）・ななつやま(いいほﾞし)

　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（小原井）・ななつやま(おはﾞらい)

　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（川内）・ななつやま(かわうち)

　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（立岩）・ななつやま(たていわ)

　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（八重の平）・ななつやま(はえのひら)

　　８８３-１４０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（本村）・ななつやま(ほんむら)

　　８８３-１３０２・宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山（その他）・ななつやま(そのた)

　　８８３-１６００・宮崎県東臼杵郡椎葉村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８３-０４０２・宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内（１～１３０２)・おおかわうち(１-１３０２)

　　８８３-１６０２・宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内（その他）・おおかわうち(そのた)

　　８８３-１６０１・宮崎県東臼杵郡椎葉村下福良・しもふくら

　　８８３-１６０３・宮崎県東臼杵郡椎葉村不土野・ふどの

　　８８３-１６０４・宮崎県東臼杵郡椎葉村松尾・まつお

　　８８３-１１００・宮崎県東臼杵郡美郷町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８９-０９０１・宮崎県東臼杵郡美郷町北郷宇納間・きたごううなま

　　８８９-０９０３・宮崎県東臼杵郡美郷町北郷黒木・きたごうくろぎ

　　８８９-０９０２・宮崎県東臼杵郡美郷町北郷入下・きたごうにゆうした

　　８８３-１２１２・宮崎県東臼杵郡美郷町西郷小原・さいごうおはﾞる

　　８８３-１１０１・宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代・さいごうたしろ

　　８８３-１１０２・宮崎県東臼杵郡美郷町西郷立石・ さいごうたていじ

　　８８３-１２１１・宮崎県東臼杵郡美郷町西郷山三ヶ・さいごうやまさんが

　　８８３-０３０３・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷上渡川・なんごうかみどがわ

　　８８３-０３０４・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷鬼神野・なんごうきじの

　　８８３-０３０２・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷中渡川・なんごうなかどがわ

　　８８３-０３０６・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷神門・なんごうみかど

　　８８３-０３０１・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷水清谷・なんごうみずしだに

　　８８３-０３０５・宮崎県東臼杵郡美郷町南郷山三ヶ・なんごうやまさんが

　　８８２-１１００・宮崎県西臼杵郡高千穂町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８２-１６２１・宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸・いわと

　　８８２-１１０２・宮崎県西臼杵郡高千穂町押方・おしかた

　　８８２-１６２２・宮崎県西臼杵郡高千穂町上岩戸・かみいわと

　　８８２-１４１１・宮崎県西臼杵郡高千穂町上野・かみの

　　８８２-１４１４・宮崎県西臼杵郡高千穂町河内・かわち

　　８８２-１４１５・宮崎県西臼杵郡高千穂町五ケ所・ごかしよ

　　８８２-１４１２・宮崎県西臼杵郡高千穂町下野・しもの

　　８８２-１４１３・宮崎県西臼杵郡高千穂町田原・たはﾞる

　　８８２-１１０１・宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井・みたい

　　８８２-１１０３・宮崎県西臼杵郡高千穂町向山・むこうやま

　　８８２-０４００・宮崎県西臼杵郡日之影町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８２-０３０２・宮崎県西臼杵郡日之影町岩井川（境野）・いわいかわ(さかいの)

　　８８２-０４０２・宮崎県西臼杵郡日之影町岩井川（その他）・いわいかわ(そのた)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（阿下)・ななおり(あげ)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（笠戸)・ななおり(かさど)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（椛木)・ななおり(かはﾞぎ)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（鹿川)・ななおり(ししがわ)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（新町)・ななおり(しんまち)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（滝ノ内)・ななおり(たきのうち)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（中川)・ななおり(なかがわ)



　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（西ノ内）・にしのうち)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（舟ノ尾）・ふねのお)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（八戸）・やと)

　　８８２-０３０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（簗崎）・やなざき)

　　８８２-０４０１・宮崎県西臼杵郡日之影町七折（七折（その他）・ななおり(そのた)

　　８８２-０４０３・宮崎県西臼杵郡日之影町見立・みたて

　　８８２-０３０４・宮崎県西臼杵郡日之影町分城・わけじよう

　　８８２-１２００・宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８８２-１２０１・宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡・くらおか

　　８８２-１２０２・宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町桑野内・くわのうち

　　８８２-１２０３・宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所・さんかしよ

　　３８１-００００・長野県長野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８０-０９１８・長野県長野市アークス・あｰくす

　　３８１-２２４７・長野県長野市青木島・あおきじま

　　３８１-２２４２・長野県長野市青木島町青木島・あおきじままちあおきじま

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

　　３８１-２２０５・長野県長野市青木島町大塚・あおきじままちおおつか

　　３８１-２２０６・長野県長野市青木島町綱島・あおきじままちつなしま

　　３８１-０００１・長野県長野市赤沼・あかぬま

　　３８０-０８３８・長野県長野市県町・あがたまち

　　３８０-０８８８・長野県長野市上ケ屋・あげや

　　３８１-００５４・長野県長野市浅川・あさかわ

　　３８１-００５６・長野県長野市浅川押田・あさかわおしだ

　　３８１-００７２・長野県長野市浅川清水・あさかわきよみず

　　３８１-００５７・長野県長野市浅川西条・あさかわにしじよう

　　３８１-００６６・長野県長野市浅川西平・あさかわにしひら

　　３８１-００７３・長野県長野市浅川畑山・あさかわはたやま

　　３８１-００６４・長野県長野市浅川東条・あさかわひがしじよう

　　３８１-００６２・長野県長野市浅川福岡・あさかわふくおか

　　３８０-０８４６・長野県長野市旭町・あさひまち

　　３８０-０９４１・長野県長野市安茂里・あもり

　　３８０-０９４５・長野県長野市安茂里杏花台・あもりきようかだい

　　３８０-０９６１・長野県長野市安茂里小市・あもりこいち

　　３８０-０９５６・長野県長野市安茂里小路・あもりこうじ

　　３８０-０９４４・長野県長野市安茂里米村・あもりこめむら

　　３８０-０９５３・長野県長野市安茂里犀北・あもりさいほく

　　３８０-０９５４・長野県長野市安茂里犀北団地・あもりさいほくだんち

　　３８０-０９４３・長野県長野市安茂里差出・あもりさしで

　　３８０-０９５７・長野県長野市安茂里大門・あもりだいもん

　　３８０-０９５５・長野県長野市安茂里西河原・あもりにしがわら

　　３８０-０８０４・長野県長野市荒屋・あらや

　　３８１-００１５・長野県長野市石渡・いしわた

　　３８０-０８８３・長野県長野市泉平・いずみだいら

　　３８０-０８５４・長野県長野市伊勢町・いせまち

　　３８０-０９５８・長野県長野市伊勢宮・いせみや

　　３８１-２２０２・長野県長野市市場・いちはﾞ

　　３８１-２２４３・長野県長野市稲里・いなさと

　　３８１-２２１１・長野県長野市稲里町下氷鉋・いなさとまちしもひがの

　　３８１-２２１４・長野県長野市稲里町田牧・いなさとまちたまき

　　３８１-２２１７・長野県長野市稲里町中央・いなさとまちちゆうおう

　　３８１-２２１５・長野県長野市稲里町中氷鉋・いなさとまちなかひがの

　　３８１-００４２・長野県長野市稲田・いなだ

　　３８０-０９１１・長野県長野市稲葉・いなはﾞ

　　３８０-０９１５・長野県長野市稲葉上千田・いなはﾞかみせんだ

　　３８０-０９１６・長野県長野市稲葉中千田・いなはﾞなかせんだ

　　３８０-０９１２・長野県長野市稲葉日詰・いなはﾞひつﾞめ

　　３８０-０９１７・長野県長野市稲葉南俣・いなはﾞみなみまた

　　３８０-０９１４・長野県長野市稲葉母袋・いなはﾞもたい

　　３８０-０９０１・長野県長野市居町・いまち

　　３８０-０８８７・長野県長野市入山・いりやま

　　３８０-０８０２・長野県長野市上松・うえまつ

　　３８１-００８５・長野県長野市上野・うわの

　　３８０-０８６７・長野県長野市往生地・おうしようじ

　　３８１-２７０３・長野県長野市大岡乙・おおおかおつ

　　３８１-２７０４・長野県長野市大岡甲・おおおかこう

　　３８１-２７０１・長野県長野市大岡中牧・おおおかなかまき

　　３８１-２７０５・長野県長野市大岡弘崎・おおおかひろさき

　　３８１-２７０２・長野県長野市大岡丙・おおおかへい

　　３８１-２２０７・長野県長野市大橋南・おおはしみなみ

　　３８１-０００４・長野県長野市大町・おおまち



　　３８０-０９３６・長野県長野市岡田町・おかだまち

　　３８１-２２１２・長野県長野市小島田町・おしまだまち

　　３８１-００５３・長野県長野市神楽橋・かぐらはﾞじ

　　３８１-００２３・長野県長野市風間・かざま

　　３８８-８００８・長野県長野市合戦場・かつせんはﾞ

　　３８０-０８８１・長野県長野市門沢・かどさわ

　　３８１-２２２２・長野県長野市金井田・かないだ

　　３８１-０００７・長野県長野市金箱・かねはﾞこ

　　３８１-００８２・長野県長野市上駒沢・かみこまざわ

　　３８０-０８２１・長野県長野市上千歳町・かみちとせまち

　　３８０-０８５８・長野県長野市上西之門町・かみにしのもんちよう

　　３８０-０９１３・長野県長野市川合新田・かわいしんでん

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

　　３８１-２２２６・長野県長野市川中島町今井・かわなかじままちいまい

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

　　３８１-２２３４・長野県長野市川中島町今里・かわなかじままちいまざと

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

　　３８１-２２２４・長野県長野市川中島町原・かわなかじままちはら

　　３８１-２２２１・長野県長野市川中島町御厨・かわなかじままちみくりや

　　３８１-２２３１・長野県長野市川中島町四ツ屋・かわなかじままちよつや

　　３８０-０８５５・長野県長野市岩石町・がんぜきちよう

　　３８０-０８２６・長野県長野市北石堂町・きたいしどうちよう

　　３８１-００１４・長野県長野市北尾張部・きたおわりべ

　　３８１-００７５・長野県長野市北郷・きたごう

　　３８１-００３５・長野県長野市北条町・きたじようまち

　　３８１-００２５・長野県長野市北長池・きたながいけ

　　３８１-０００５・長野県長野市北堀・きたほり

　　３８０-０８６６・長野県長野市狐池・きつねいけ

　　３８１-４３０１・長野県長野市鬼無里・きなさ

　　３８１-４３０３・長野県長野市鬼無里日下野・きなさくさがの

　　３８１-４３０２・長野県長野市鬼無里日影・きなさひかげ

　　３８１-００４５・長野県長野市桐原・きりはら

　　３８０-０９２１・長野県長野市栗田・くりた

　　３８０-０９２７・長野県長野市栗田北中・くりたきたなか

　　３８０-０９４２・長野県長野市小柴見・こしはﾞみ

　　３８１-００１７・長野県長野市小島・こじま

　　３８０-０８７５・長野県長野市小鍋・こなべ

　　３８０-０８３３・長野県長野市権堂町・ごんどうちよう

　　３８０-０８６３・長野県長野市栄町・さかえちよう

　　３８１-００６１・長野県長野市坂中・さかなか

　　３８０-０８８５・長野県長野市桜・さくら

　　３８０-０８６２・長野県長野市桜枝町・さくらえちよう

　　３８１-００１３・長野県長野市桜新町・さくらしんまち

　　３８０-０９４８・長野県長野市差出南・さしでみなみ

　　３８１-２２２３・長野県長野市里島・さとじま

　　３８０-０８１２・長野県長野市早苗町・さなえちよう

　　３８１-００８１・長野県長野市三才・さんさい

　　３８１-２２４４・長野県長野市三本柳西・さんほﾞんやなぎにじ

　　３８１-２２４５・長野県長野市三本柳東・さんほﾞんやなぎひがじ

　　３８８-８００４・長野県長野市篠ノ井会・しののいあい

　　３８８-８０１５・長野県長野市篠ノ井石川・しののいいしかわ

　　３８８-８０１６・長野県長野市篠ノ井有旅・しののいうたび

　　３８１-２２２５・長野県長野市篠ノ井岡田・しののいおかだ

　　３８８-８００６・長野県長野市篠ノ井御幣川・しののいおんべがわ

　　３８８-８０１９・長野県長野市篠ノ井杵淵・しののいきねぶち

　　３８１-２２３５・長野県長野市篠ノ井小松原・しののいこまつはﾞら

　　３８８-８００３・長野県長野市篠ノ井小森・しののいこもり

　　３８８-８０１４・長野県長野市篠ノ井塩崎・しののいしおざき

　　３８８-８００２・長野県長野市篠ノ井東福寺・しののいとうふくじ

　　３８８-８０１８・長野県長野市篠ノ井西寺尾・しののいにしでらお

　　３８８-８０１１・長野県長野市篠ノ井布施五明・しののいふせごみよう

　　３８８-８００７・長野県長野市篠ノ井布施高田・しののいふせたかだ

　　３８８-８０１２・長野県長野市篠ノ井二ツ柳・しののいふたつやなぎ

　　３８８-８０１７・長野県長野市篠ノ井山布施・しののいやまぶせ

　　３８８-８００５・長野県長野市篠ノ井横田・しののいよこた

　　３８１-０００８・長野県長野市下駒沢・しもこまざわ

　　３８１-２２１６・長野県長野市下氷鉋・しもひがの

　　３８１-００６３・長野県長野市伺去・しやり

　　３８０-０８７７・長野県長野市塩生・しようぶ

　　３８１-００６５・長野県長野市真光寺・しんこうじ



　　３８１-２３５２・長野県長野市信更町赤田・しんこうまちあかだ

　　３８１-２３４４・長野県長野市信更町上尾・しんこうまちあげお

　　３８１-２３５８・長野県長野市信更町今泉・しんこうまちいまいずみ

　　３８１-２３４３・長野県長野市信更町桜井・しんこうまちさくらい

　　３８１-２３５９・長野県長野市信更町三水・しんこうまちさみず

　　３８１-２３４１・長野県長野市信更町下平・しんこうまちしもだいら

　　３８１-２３５５・長野県長野市信更町高野・しんこうまちたかの

　　３８１-２３５４・長野県長野市信更町田沢・しんこうまちたざわ

　　３８１-２３５３・長野県長野市信更町田野口・しんこうまちたのくち

　　３８１-２３５７・長野県長野市信更町灰原・しんこうまちはいはﾞら

　　３８１-２３５１・長野県長野市信更町氷ノ田・しんこうまちひのた

　　３８１-２３４７・長野県長野市信更町古藤・しんこうまちふるふじ

　　３８１-２３４２・長野県長野市信更町宮平・しんこうまちみやだいら

　　３８１-２３４６・長野県長野市信更町安庭・しんこうまちやすにわ

　　３８１-２３５６・長野県長野市信更町吉原・しんこうまちよしわら

　　３８１-２３４５・長野県長野市信更町涌池・しんこうまちわくいけ

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

　　３８１-２４０１・長野県長野市信州新町越道・しんしゆうしんまちこえどう

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

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

　　３８１-２４０５・長野県長野市信州新町新町・しんしゆうしんまちしんまち

　　３８１-２４２４・長野県長野市信州新町左右・しんしゆうしんまちそう

　　３８１-２４１１・長野県長野市信州新町竹房・しんしゆうしんまちたけぶさ

　　３８１-２４１５・長野県長野市信州新町中牧・しんしゆうしんまちなかまき

　　３８１-２４２１・長野県長野市信州新町信級・しんしゆうしんまちのぶしな

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

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

　　３８１-２４１６・長野県長野市信州新町弘崎・しんしゆうしんまちひろさき

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

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

　　３８１-２４０３・長野県長野市信州新町水内・しんしゆうしんまちみのち

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

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

　　３８０-０８７３・長野県長野市新諏訪・しんすわ

　　３８０-０８７３・長野県長野市新諏訪町・しんすわちよう

　　３８０-０８３５・長野県長野市新田町・しんでんちよう

　　３８０-０８５３・長野県長野市新町・しんまち

　　３８８-８０２０・長野県長野市神明・しんめい

　　３８０-０８２５・長野県長野市末広町・すえひろちよう

　　３８０-０８４４・長野県長野市諏訪町・すわちよう

　　３８１-００７１・長野県長野市台ケ窪・だいがくほﾞ

　　３８０-０８４１・長野県長野市大門町・だいもんちよう

　　３８１-００３４・長野県長野市高田・たかだ

　　３８１-００８７・長野県長野市田子・たこ

　　３８０-０８８４・長野県長野市鑪・たたら

　　３８０-０８６４・長野県長野市立町・たつまち

　　３８１-００８６・長野県長野市田中・たなか

　　３８０-０８１５・長野県長野市田町・たまち

　　３８１-２２４６・長野県長野市丹波島・たんはﾞじま

　　３８１-０００２・長野県長野市津野・つの

　　３８０-０８７２・長野県長野市妻科・つましな

　　３８０-０９０７・長野県長野市鶴賀・つるが

　　３８０-０９０１・長野県長野市鶴賀（居町）・つるが(いまち)

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

　　３８０-０８３３・長野県長野市鶴賀（権堂町）・つるが(ごんどうちよう)

　　３８０-０８１２・長野県長野市鶴賀（早苗町）・つるが(さなえちよう)

　　３８０-０８１５・長野県長野市鶴賀（田町）・つるが(たまち)

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

　　３８０-０９０２・長野県長野市鶴賀（中堰）・つるが(なかぜき)

　　３８０-０９０６・長野県長野市鶴賀（七瀬）・つるが(ななせ)

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

　　３８０-０９０５・長野県長野市鶴賀（七瀬南部）・つるが(ななせなんぶ)

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

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

　　３８０-０８１３・長野県長野市鶴賀（緑町）・つるが(みどりちよう)

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

　　３８０-０９０３・長野県長野市鶴賀（峰村）・つるが(みねむら)

　　３８０-０８３４・長野県長野市問御所町・といごしよまち

　　３８１-４１０１・長野県長野市戸隠・とがくじ

　　３８１-４１０３・長野県長野市戸隠祖山・とがくしそやま



　　３８１-４１０４・長野県長野市戸隠栃原・とがくしとちわら

　　３８１-４１０２・長野県長野市戸隠豊岡・とがくしとよおか

　　３８１-００４１・長野県長野市徳間・とくま

　　３８０-０８８２・長野県長野市富田・とみだ

　　３８１-０００６・長野県長野市富竹・とみたけ

　　３８９-１１０４・長野県長野市豊野町浅野・とよのまちあさの

　　３８９-１１０６・長野県長野市豊野町石・とよのまちいじ

　　３８９-１１０２・長野県長野市豊野町大倉・とよのまちおおくら

　　３８９-１１０３・長野県長野市豊野町蟹沢・とよのまちかにさわ

　　３８９-１１０１・長野県長野市豊野町川谷・とよのまちかわたに

　　３８９-１１０５・長野県長野市豊野町豊野・とよのまちとよの

　　３８９-１１０７・長野県長野市豊野町南郷・とよのまちみなみごう

　　３８１-００４４・長野県長野市中越・なかごえ

　　３８０-０９３５・長野県長野市中御所・なかごしよ

　　３８０-０９３４・長野県長野市中御所町・なかごしよまち

　　３８１-３２０３・長野県長野市中条・なかじよう

　　３８１-３２０２・長野県長野市中条日下野・なかじようくさがの

　　３８１-３２０５・長野県長野市中条住良木・なかじようすめらぎ

　　３８１-３２０１・長野県長野市中条日高・なかじようひだか

　　３８１-３２０４・長野県長野市中条御山里・なかじようみやまさ

　　３８１-００７４・長野県長野市中曽根・なかぞね

　　３８０-０８４３・長野県長野市長門町・ながとちよう

　　３８０-０９０６・長野県長野市七瀬・ななせ

　　３８０-０９０４・長野県長野市七瀬中町・ななせなかまち

　　３８０-０９０５・長野県長野市七瀬南部・ななせなんぶ

　　３８１-３１６４・長野県長野市七二会乙・なにあいおつ

　　３８１-３１６３・長野県長野市七二会己・なにあいき

　　３８１-３１６５・長野県長野市七二会甲・なにあいこう

　　３８１-３１６１・長野県長野市七二会丁・なにあいてい

　　３８１-３１６６・長野県長野市七二会丙・なにあいへい

　　３８１-３１６２・長野県長野市七二会戊・なにあいほﾞ

　　３８１-００３１・長野県長野市西尾張部・にしおわりべ

　　３８０-０８４５・長野県長野市西後町・にしごちよう

　　３８１-００８３・長野県長野市西三才・にしさんさい

　　３８０-０８１４・長野県長野市西鶴賀町・にしつるがまち

　　３８０-０８７１・長野県長野市西長野,5・ にしながの

　　３８０-０８５７・長野県長野市西之門町・にしのもんちよう

　　３８０-０８４２・長野県長野市西町・にしまち

　　３８１-００３７・長野県長野市西和田・にしわだ

　　３８０-０８０１・長野県長野市箱清水・はこしみず

　　３８０-０８６５・長野県長野市花咲町・はなさきちよう

　　３８０-０８３２・長野県長野市東後町・ひがしごちよう

　　３８８-８００１・長野県長野市東犀南・ひがしさいなみ

　　３８０-０８１１・長野県長野市東鶴賀町・ひがしつるがまち

　　３８０-０８５２・長野県長野市東之門町・ひがしのもんちよう

　　３８０-０８３１・長野県長野市東町・ひがしまち

　　３８１-００３８・長野県長野市東和田・ひがしわだ

　　３８０-０９４７・長野県長野市平柴・ひらしはﾞ

　　３８０-０９４６・長野県長野市平柴台・ひらしはﾞだい

　　３８１-００３６・長野県長野市平林・ひらはﾞやじ

　　３８０-０８８６・長野県長野市広瀬・ひろせ

　　３８１-２２１３・長野県長野市広田・ひろた

　　３８１-０００３・長野県長野市穂保・ほやす

　　３８１-２２０３・長野県長野市真島町川合・ましままちかわい

　　３８１-２２０４・長野県長野市真島町真島・ましままちましま

　　３８１-００２６・長野県長野市松岡・まつおか

　　３８１-１２２６・長野県長野市松代温泉・まつしろおんせん

　　３８１-１２３４・長野県長野市松代町岩野・まつしろまちいわの

　　３８１-１２１１・長野県長野市松代町大室・まつしろまちおおむろ

　　３８１-１２１３・長野県長野市松代町小島田・まつしろまちおしまだ

　　３８１-１２３３・長野県長野市松代町清野・まつしろまちきよの

　　３８１-１２１４・長野県長野市松代町柴・まつしろまちしはﾞ

　　３８１-１２２４・長野県長野市松代町城東・まつしろまちじようとう

　　３８１-１２３５・長野県長野市松代町城北・まつしろまちじようほく

　　３８１-１２２２・長野県長野市松代町豊栄・まつしろまちとよさか

　　３８１-１２３２・長野県長野市松代町西条・まつしろまちにしじよう

　　３８１-１２１５・長野県長野市松代町西寺尾・まつしろまちにしてらお

　　３８１-１２２１・長野県長野市松代町東条・まつしろまちひがしじよう

　　３８１-１２２５・長野県長野市松代町東寺尾・まつしろまちひがしてらお

　　３８１-１２１２・長野県長野市松代町牧島・まつしろまちまきしま



　　３８１-１２３１・長野県長野市松代町松代・まつしろまちまつしろ

　　３８１-００２２・長野県長野市大豆島・まめじま

　　３８１-００５２・長野県長野市檀田・まゆみだ

　　３８８-８０１３・長野県長野市みこと川・みことがわ

　　３８１-００７６・長野県長野市三ツ出・みつで

　　３８０-０８１３・長野県長野市緑町・みどりちよう

　　３８１-１２２３・長野県長野市皆神台・みなかみだい

　　３８０-０８３６・長野県長野市南県町・みなみあがたまち

　　３８０-０８２４・長野県長野市南石堂町・みなみいしどうちよう

　　３８１-００３３・長野県長野市南高田・みなみたかだ

　　３８０-０８２３・長野県長野市南千歳・みなみちとせ

　　３８０-０８２２・長野県長野市南千歳町・みなみちとせまち

　　３８１-００２４・長野県長野市南長池・みなみながいけ

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

　　３８１-００１６・長野県長野市南堀・みなみほり

　　３８０-０９５２・長野県長野市宮沖・みやおき

　　３８０-０８０３・長野県長野市三輪・みわ

　　３８０-０８１６・長野県長野市三輪田町・みわたまち

　　３８１-００１１・長野県長野市村山・むらやま

　　３８０-０８７４・長野県長野市茂菅・もすげ

　　３８０-０８５１・長野県長野市元善町・

　　３８１-００５５・長野県長野市屋敷田・やしきだ

　　３８１-００２１・長野県長野市屋島・やしま

　　３８１-００１２・長野県長野市柳原・やなぎはら

　　３８０-０８０５・長野県長野市柳町・やなぎまち

　　３８０-０８７６・長野県長野市山田中・やまだなか

　　３８０-０８６１・長野県長野市横沢町・よこさわちよう

　　３８０-０８５６・長野県長野市横町・よこまち

　　３８０-０８０７・長野県長野市横山・よこやま

　　３８１-００８８・長野県長野市吉・よじ

　　３８１-００４３・長野県長野市吉田・よしだ

　　３８０-０８０６・長野県長野市淀ケ橋・よどがはﾞじ

　　３８０-０９２８・長野県長野市若里・わかさと

　　３８１-００８４・長野県長野市若槻東条・わかつきひがしじよう

　　３８１-００５１・長野県長野市若槻団地・わかつきだんち

　　３８１-００８９・長野県長野市若槻西条・わかつきにしじよう

　　３８１-０１０３・長野県長野市若穂川田・わかほかわだ

　　３８１-０１０２・長野県長野市若穂保科・わかほほしな

　　３８１-０１０１・長野県長野市若穂綿内・わかほわたうち

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

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

　　３８０-０８４７・長野県長野市若松町・わかまつちよう

　　３８１-００３２・長野県長野市若宮・わかみや

　　３９９-００００・長野県松本市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-７４０２・長野県松本市会田・あいだ

　　３９０-０８１２・長野県松本市県・あがた

　　３９９-７４１５・長野県松本市赤怒田・あかぬた

　　３９０-０８０２・長野県松本市旭・あさひ

　　３９０-０３０３・長野県松本市浅間温泉・あさまおんせん

　　３９０-１７０２・長野県松本市梓川梓・あずさがわあずさ

　　３９０-１７０３・長野県松本市梓川上野・あずさがわうえの

　　３９０-１７０１・長野県松本市梓川倭・あずさがわやまと

　　３９０-１５０４・長野県松本市安曇（稲核）・あつﾞみ(いねこき)

　　３９０-１５０１・長野県松本市安曇（大野田）・あつﾞみ(おおのた)

　　３９０-１５１６・長野県松本市安曇（上高地）・あつﾞみ(かみこうち)

　　３９０-１５１４・長野県松本市安曇（沢渡）・あつﾞみ(さわんど)

　　３９０-１５０２・長野県松本市安曇（島々）・あつﾞみ(しましま)

　　３９０-１５１５・長野県松本市安曇（白骨）・あつﾞみ(しらほね)

　　３９０-１５１３・長野県松本市安曇（鈴蘭）・あつﾞみ(すずらん)

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

　　３９０-１５１２・長野県松本市安曇（楢ノ木）・あつﾞみ(ならのき)

　　３９０-１５０３・長野県松本市安曇（橋場）・あつﾞみ(はしはﾞ)

　　３９０-１５０６・長野県松本市安曇（番所）・あつﾞみ(はﾞんどころ)

　　３９０-１５０７・長野県松本市安曇（宮の原）・あつﾞみ(みやのはら)

　　３９０-１５２０・長野県松本市安曇（その他）・あつﾞみ(そのた)

　　３９９-７４０３・長野県松本市穴沢・あなざわ

　　３９０-０８６１・長野県松本市蟻ケ崎・ありがさき

　　３９０-０８６７・長野県松本市蟻ケ崎台・ありがさきだい

　　３９０-０８３１・長野県松本市井川城・いがわじよう

　　３９０-０８４５・長野県松本市石芝（１、２丁目）・いししはﾞ(１､２)



　　３９９-０００７・長野県松本市石芝（３、４丁目）・いししはﾞ(３､４)

　　３９９-７４０５・長野県松本市板場・いたはﾞ

　　３９９-０００４・長野県松本市市場・いちはﾞ

　　３９０-０８２７・長野県松本市出川・いでがわ

　　３９０-０８２６・長野県松本市出川町・いでがわまち

　　３９０-１１３１・長野県松本市今井・いまい

　　３９０-０２２２・長野県松本市入山辺・いりやまべ

　　３９０-０８１３・長野県松本市埋橋・うずはじ

　　３９９-００２３・長野県松本市内田・うちだ

　　３９０-０８７４・長野県松本市大手・おおて

　　３９０-０３０４・長野県松本市大村・おおむら

　　３９０-０３１４・長野県松本市岡田伊深・おかだいぶか

　　３９０-０３１３・長野県松本市岡田下岡田・おかだしもおかだ

　　３９０-０３１５・長野県松本市岡田町・おかだまち

　　３９０-０３１２・長野県松本市岡田松岡・おかだまつおか

　　３９０-０８７６・長野県松本市開智・かいち

　　３９９-７４１３・長野県松本市金山町・かなやままち

　　３９０-０８３７・長野県松本市鎌田・かまだ

　　３９９-７４１７・長野県松本市刈谷原町・かりやはらまち

　　３９０-０８２２・長野県松本市神田・かんだ

　　３９０-１２４３・長野県松本市神林・かんはﾞやじ

　　３９０-０８７２・長野県松本市北深志・きたふかじ

　　３９０-０８７１・長野県松本市桐・きり

　　３９０-１１３２・長野県松本市空港東・くうこうひがじ

　　３９９-７４０１・長野県松本市五常・ごじよう

　　３９９-００２４・長野県松本市寿小赤・ことぶきこあか

　　３９９-００１２・長野県松本市寿白瀬渕・ことぶきしらせぶち

　　３９９-００２５・長野県松本市寿台・ことぶきだい

　　３９９-００２１・長野県松本市寿豊丘・ことぶきとよおか

　　３９９-００１１・長野県松本市寿北・ことぶききた

　　３９９-００２６・長野県松本市寿中・ことぶきなか

　　３９９-００２７・長野県松本市寿南・ことぶきみなみ

　　３９９-００３９・長野県松本市小屋北・こやきた

　　３９９-００３８・長野県松本市小屋南・こやみなみ

　　３９９-００３３・長野県松本市笹賀・ささが

　　３９０-０８４７・長野県松本市笹部・ささべ

　　３９０-０２２１・長野県松本市里山辺・さとやまべ

　　３９０-０８７７・長野県松本市沢村・さわむら

　　３９０-０３０１・長野県松本市稲倉・しなぐら

　　３９９-８２５１・長野県松本市島内（９８２０）・しまうち

　　３９９-８２５１・長野県松本市島内（９８２１）・しまうち

　　３９９-８２５１・長野県松本市島内（９８２３～９８３０）・しまうち

　　３９９-８２５１・長野県松本市島内（９８６４番地以上）・しまうち

　　３９０-０８５１・長野県松本市島内（その他）・しまうち(そのた)

　　３９０-０８５２・長野県松本市島立・しまだち

　　３９０-０８０５・長野県松本市清水・しみず

　　３９０-０８７５・長野県松本市城西・じようせい

　　３９０-０８０７・長野県松本市城東・じようとう

　　３９０-０８２８・長野県松本市庄内・しようない

　　３９０-０８６６・長野県松本市城山・じようやま

　　３９０-０８６３・長野県松本市白板・しらいた

　　３９０-０８６５・長野県松本市新橋・しんはﾞじ

　　３９０-０３０５・長野県松本市惣社・そうざ

　　３９０-０８４２・長野県松本市征矢野・そやの

　　３９９-７４１８・長野県松本市反町・そりまち

　　３９０-０８３４・長野県松本市高宮中・たかみやなか

　　３９０-０８３５・長野県松本市高宮東・たかみやひがじ

　　３９０-０８４４・長野県松本市高宮西・たかみやにじ

　　３９０-０８４３・長野県松本市高宮南・たかみやみなみ

　　３９０-０８３６・長野県松本市高宮北・たかみやきた

　　３９０-０８１１・長野県松本市中央・ちゆうおう

　　３９０-０８２１・長野県松本市筑摩・つかま

　　３９９-７４１４・長野県松本市殿野入・とののいり

　　３９９-７４０４・長野県松本市取出・とりいで

　　３９９-７４１１・長野県松本市中川・なかがわ

　　３９０-０８１６・長野県松本市中条・なかじよう

　　３９０-０８２３・長野県松本市中山・なかやま

　　３９０-０８２４・長野県松本市中山台・なかやまだい

　　３９０-１６１１・長野県松本市奈川・ながわ

　　３９０-０８４１・長野県松本市渚・なぎさ



　　３９９-７４１６・長野県松本市七嵐・ななあらじ

　　３９０-０８２５・長野県松本市並柳・なみやなぎ

　　３９０-１２４１・長野県松本市新村・にいむら

　　３９９-０００６・長野県松本市野溝西・のみぞにじ

　　３９９-００３４・長野県松本市野溝東・のみぞひがじ

　　３９９-０００５・長野県松本市野溝木工・のみぞもつこう

　　３９０-１４０１・長野県松本市波田・はた

　　３９０-０８１７・長野県松本市巾上・ははﾞうえ

　　３９０-０３１６・長野県松本市原・はら

　　３９９-００１４・長野県松本市平田東・ひらたひがじ

　　３９９-００１５・長野県松本市平田西・ひらたにじ

　　３９０-０８１５・長野県松本市深志・ふかじ

　　３９０-０８３３・長野県松本市双葉・ふたはﾞ

　　３９９-７４１２・長野県松本市保福寺町・ほふくじまち

　　３９０-０３１７・長野県松本市洞・ほら

　　３９０-０８１４・長野県松本市本庄・ほんじよう

　　３９９-００２２・長野県松本市松原・まつはﾞら

　　３９０-０８７３・長野県松本市丸の内・まるのうち

　　３９０-０３０２・長野県松本市三才山・みさやま

　　３９０-０８０１・長野県松本市美須々・みすず

　　３９０-０３１１・長野県松本市水汲・みずくま

　　３９０-０３０６・長野県松本市南浅間・みなみあさま

　　３９０-０８４６・長野県松本市南原・みなみはら

　　３９０-０８３２・長野県松本市南松本・みなみまつもと

　　３９９-０００１・長野県松本市宮田・みやた

　　３９０-０８６２・長野県松本市宮渕・みやぶち

　　３９０-０８６４・長野県松本市宮渕本村・みやぶちほんむら

　　３９９-００３５・長野県松本市村井町北・むらいまちきた

　　３９９-００３７・長野県松本市村井町西・むらいまちにじ

　　３９９-００３６・長野県松本市村井町南・むらいまちみなみ

　　３９０-０８０６・長野県松本市女鳥羽・めとはﾞ

　　３９０-０８０３・長野県松本市元町・もとまち

　　３９０-０８０４・長野県松本市横田・よこた

　　３９９-０００２・長野県松本市芳野・よしの

　　３９０-０８４８・長野県松本市両島・りようしま

　　３９０-１２４２・長野県松本市和田・わだ

　　３８６-００００・長野県上田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８６-０１５５・長野県上田市蒼久保・あおくほﾞ

　　３８６-００４１・長野県上田市秋和・あきわ

　　３８６-０４１１・長野県上田市生田・いくた

　　３８６-０１５３・長野県上田市岩下・いわした

　　３８６-０００１・長野県上田市上田・うえだ

　　３８６-１１０２・長野県上田市上田原・うえだはら

　　３８６-０００３・長野県上田市上野・うえの

　　３８６-１５４６・長野県上田市浦野・うらの

　　３８６-０００６・長野県上田市漆戸・うるしど

　　３８６-００２４・長野県上田市大手・おおて

　　３８６-０１５２・長野県上田市大屋・おおや

　　３８６-１５４３・長野県上田市岡・おか

　　３８６-０３２３・長野県上田市鹿教湯温泉・かけゆおんせん

　　３８６-１１０３・長野県上田市神畑・かはﾞたけ

　　３８６-１１０８・長野県上田市神畑乙・かはﾞたけおつ

　　３８６-００４２・長野県上田市上塩尻・かみしおじり

　　３８６-０５０８・長野県上田市上武石・かみたけじ

　　３８６-０４０４・長野県上田市上丸子・かみまるこ

　　３８６-１５４１・長野県上田市上室賀・かみむろが

　　３８６-１２１３・長野県上田市古安曽・こあそ

　　３８６-１１０６・長野県上田市小泉・こいずみ

　　３８６-１５４５・長野県上田市越戸・こうど

　　３８６-１３２４・長野県上田市五加・ごか

　　３８６-００１６・長野県上田市国分・こくぶ

　　３８６-０００５・長野県上田市古里・こさと

　　３８６-０４０３・長野県上田市腰越・こしごえ

　　３８６-１３２２・長野県上田市小島・こじま

　　３８６-００３３・長野県上田市御所・ごしよ

　　３８６-００３１・長野県上田市小牧・こまき

　　３８６-００１４・長野県上田市材木町・ざいもくちよう

　　３８６-２２０１・長野県上田市真田町長・さなだまちおさ

　　３８６-２２０３・長野県上田市真田町傍陽・さなだまちそえひ

　　３８６-２２０２・長野県上田市真田町本原・さなだまちもとはら



　　３８６-０４０１・長野県上田市塩川・しおかわ

　　３８６-００４３・長野県上田市下塩尻・しもしおじり

　　３８６-０５０３・長野県上田市下武石・しもたけじ

　　３８６-１２１１・長野県上田市下之郷・しものごう

　　３８６-１２１４・長野県上田市下之郷乙・しものごうおつ

　　３８６-１１０１・長野県上田市下之条・しものじよう

　　３８６-０４０６・長野県上田市下丸子・しもまるこ

　　３８６-１５４２・長野県上田市下室賀・しもむろが

　　３８６-１４３５・長野県上田市十人・じゆうにん

　　３８６-１４３４・長野県上田市新町・しんまち

　　３８６-２２０４・長野県上田市菅平高原・すがだいらこうげん

　　３８６-０００２・長野県上田市住吉・すみよじ

　　３８６-００３２・長野県上田市諏訪形・すわがた

　　３８６-０５０２・長野県上田市武石沖・たけしおき

　　３８６-０５０４・長野県上田市武石小沢根・たけしおざわね

　　３８６-０５０７・長野県上田市武石上本入・たけしかみほんいり

　　３８６-０５０６・長野県上田市武石下本入・たけししもほんいり

　　３８６-０５０１・長野県上田市武石鳥屋・たけしとや

　　３８６-０５０５・長野県上田市武石余里・たけしより

　　３８６-００１２・長野県上田市中央・ちゆうおう

　　３８６-００１３・長野県上田市中央東・ちゆうおうひがじ

　　３８６-００２３・長野県上田市中央西・ちゆうおうにじ

　　３８６-００１１・長野県上田市中央北・ちゆうおうきた

　　３８６-１１０７・長野県上田市築地・ついじ

　　３８６-１４３３・長野県上田市手塚・てつﾞか

　　３８６-００２５・長野県上田市天神・てんじん

　　３８６-００１５・長野県上田市常入・ときいり

　　３８６-００１８・長野県上田市常田・ときだ

　　３８６-００２７・長野県上田市常磐城・ときわぎ

　　３８６-０００４・長野県上田市殿城・とのしろ

　　３８６-０４０７・長野県上田市長瀬・ながせ

　　３８６-１３２５・長野県上田市中野・なかの

　　３８６-００３４・長野県上田市中之条・なかのじよう

　　３８６-０４０５・長野県上田市中丸子・なかまるこ

　　３８６-１５４４・長野県上田市仁古田・にこだ

　　３８６-０３２２・長野県上田市西内・にしうち

　　３８６-００２６・長野県上田市二の丸・にのまる

　　３８６-１４３７・長野県上田市野倉・のぐら

　　３８６-０１５６・長野県上田市林之郷・はやしのごう

　　３８６-０４１３・長野県上田市東内・ひがしうち

　　３８６-０３２１・長野県上田市平井・ひらい

　　３８６-１１０４・長野県上田市福田・ふくた

　　３８６-１２１２・長野県上田市富士山・ふじやま

　　３８６-０４０２・長野県上田市藤原田・ふじわらだ

　　３８６-００１７・長野県上田市踏入・ふみいり

　　３８６-１４３１・長野県上田市別所温泉・べつしよおんせん

　　３８６-１３２１・長野県上田市保野・ほや

　　３８６-１３２３・長野県上田市本郷・ほんごう

　　３８６-１３２６・長野県上田市舞田・まいた

　　３８６-１４３６・長野県上田市前山・まえやま

　　３８６-０４１２・長野県上田市御嶽堂・みたけどう

　　３８６-００２２・長野県上田市緑が丘・みどりがおか

　　３８６-０４０８・長野県上田市本海野・もとうんの

　　３８６-１３２７・長野県上田市八木沢・やぎさわ

　　３８６-１４３２・長野県上田市山田・やまだ

　　３８６-０１５１・長野県上田市芳田・よしだ

　　３８６-１１０５・長野県上田市吉田・よしだ

　　３９４-００００・長野県岡谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

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

　　３９４-０００２・長野県岡谷市赤羽・あかはね

　　３９４-００５３・長野県岡谷市芦ノ沢・あしのさわ

　　３９４-０００１・長野県岡谷市今井・いまい

　　３９４-００５５・長野県岡谷市内山・うちやま

　　３９４-００５１・長野県岡谷市塩嶺・えんれい

　　３９４-００４３・長野県岡谷市御倉町・おくらちよう

　　３９４-００１１・長野県岡谷市長地・おさち

　　３９４-００８９・長野県岡谷市長地出早・おさちいずはや

　　３９４-００８４・長野県岡谷市長地片間町・おさちかたまちよう

　　３９４-００８２・長野県岡谷市長地御所・おさちごしよ

　　３９４-００８５・長野県岡谷市長地小萩・おさちこはぎ



　　３９４-００８１・長野県岡谷市長地権現町・おさちごんげんちよう

　　３９４-００８７・長野県岡谷市長地鎮・おさちしずめ

　　３９４-００８３・長野県岡谷市長地柴宮・おさちしはﾞみや

　　３９４-００８８・長野県岡谷市長地梨久保・おさちなしくほﾞ

　　３９４-００８６・長野県岡谷市長地源・おさちみなもと

　　３９４-０００３・長野県岡谷市加茂町・かもちよう

　　３９４-００４８・長野県岡谷市川岸上・かわぎしかみ

　　３９４-００４７・長野県岡谷市川岸中・かわぎしなか

　　３９４-００４５・長野県岡谷市川岸東・かわぎしひがじ

　　３９４-００４６・長野県岡谷市川岸西・かわぎしにじ

　　３９４-００２２・長野県岡谷市銀座・ぎんざ

　　３９４-００２１・長野県岡谷市郷田・ごうだ

　　３９４-００３４・長野県岡谷市湖畔・こはん

　　３９４-００２９・長野県岡谷市幸町・さいわいちよう

　　３９４-０００４・長野県岡谷市神明町・しんめいちよう

　　３９４-００２５・長野県岡谷市大栄町・だいえいちよう

　　３９４-００３１・長野県岡谷市田中町・たなかちよう

　　３９４-００２７・長野県岡谷市中央町・ちゆうおうちよう

　　３９４-００２６・長野県岡谷市塚間町・つかまちよう

　　３９４-００３５・長野県岡谷市天竜町・てんりゆうちよう

　　３９４-００４２・長野県岡谷市成田町・なるたちよう

　　３９４-００３３・長野県岡谷市南宮・なんぐう

　　３９４-００５２・長野県岡谷市西林・にしはﾞやじ

　　３９４-００５４・長野県岡谷市半ノ木・はんのき

　　３９４-００２３・長野県岡谷市東銀座・ひがしぎんざ

　　３９４-００５６・長野県岡谷市樋沢・ひざわ

　　３９４-００２４・長野県岡谷市堀ノ内・ほりのうち

　　３９４-００２８・長野県岡谷市本町・ほんちよう

　　３９４-００４４・長野県岡谷市湊・みなと

　　３９４-０００５・長野県岡谷市山下町・やましたちよう

　　３９４-００４１・長野県岡谷市山手町・やまてちよう

　　３９４-００５３・長野県岡谷市ヨギトギ沢・よぎとぎさわ

　　３９４-００３２・長野県岡谷市若宮・わかみや

　　３９５-００００・長野県飯田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９５-００７２・長野県飯田市曙町・あけほﾞのちよう

　　３９５-００５５・長野県飯田市旭町・あさひまち

　　３９５-００８５・長野県飯田市吾妻町・あずまちよう

　　３９５-００３６・長野県飯田市愛宕町・あたごちよう

　　３９５-０１５２・長野県飯田市育良町・いくらちよう

　　３９９-２４３４・長野県飯田市伊豆木・いずき

　　３９５-００７１・長野県飯田市今宮町・いまみやちよう

　　３９５-００２３・長野県飯田市江戸浜町・えどはまちよう

　　３９５-００１５・長野県飯田市江戸町・えどまち

　　３９５-００４６・長野県飯田市扇町・おうぎまち

　　３９５-００３４・長野県飯田市追手町・おうてまち

　　３９５-００５３・長野県飯田市大久保町・おおくほﾞちよう

　　３９５-０１５７・長野県飯田市大瀬木・おおせぎ

　　３９５-００５６・長野県飯田市大通・おおどおり

　　３９５-００６８・長野県飯田市大休・おおやすみ

　　３９５-００２８・長野県飯田市長姫町・おさひめちよう

　　３９５-０８０５・長野県飯田市鼎一色・かなえいつしき

　　３９５-０８０８・長野県飯田市鼎上茶屋・かなえかみちやや

　　３９５-０８０２・長野県飯田市鼎下茶屋・かなえしもちやや

　　３９５-０８０６・長野県飯田市鼎上山・かなえかみやま

　　３９５-０８０３・長野県飯田市鼎下山・かなえしもやま

　　３９５-０８０７・長野県飯田市鼎切石・かなえきりいじ

　　３９５-０８０１・長野県飯田市鼎中平・かなえなかだいら

　　３９５-０８０４・長野県飯田市鼎名古熊・かなえなごくま

　　３９５-０８１７・長野県飯田市鼎東鼎・かなえひがしかなえ

　　３９５-００２６・長野県飯田市鼎西鼎・かなえにしかなえ

　　３９９-２５６４・長野県飯田市上川路・かみかわじ

　　３９５-０００２・長野県飯田市上郷飯沼・かみさといいぬま

　　３９５-０００３・長野県飯田市上郷別府・かみさとべつふﾟ

　　３９５-０００４・長野県飯田市上郷黒田・かみさとくろだ

　　３９５-０１５３・長野県飯田市上殿岡・かみとのおか

　　３９９-２６１１・長野県飯田市上久堅・かみひさかた

　　３９９-２６１２・長野県飯田市上久堅戊・かみひさかたほﾞ

　　３９９-１４０３・長野県飯田市上村・かみむら

　　３９９-２４３１・長野県飯田市川路・かわじ

　　３９５-０１５１・長野県飯田市北方・きたがた



　　３９９-２５６５・長野県飯田市桐林・きりはﾞやじ

　　３９５-００３１・長野県飯田市銀座・ぎんざ

　　３９５-０２４１・長野県飯田市久米・くめ

　　３９５-０８１３・長野県飯田市毛賀・けが

　　３９５-００１３・長野県飯田市小伝馬町・こでんまちよう

　　３９５-００１４・長野県飯田市桜町・さくらまち

　　３９５-０００１・長野県飯田市座光寺・ざこうじ

　　３９９-２５６６・長野県飯田市嶋・しま

　　３９９-２４３２・長野県飯田市下瀬・しもぜ

　　３９５-０１５４・長野県飯田市下殿岡・しもとのおか

　　３９９-２６０６・長野県飯田市下久堅稲葉・しもひさかたいなはﾞ

　　３９９-２６０４・長野県飯田市下久堅柿野沢・しもひさかたかきのさわ

　　３９９-２６０５・長野県飯田市下久堅小林・しもひさかたこはﾞやじ

　　３９９-２６０２・長野県飯田市下久堅下虎岩・しもひさかたしもとらいわ

　　３９９-２６０３・長野県飯田市下久堅知久平・しもひさかたちくだいら

　　３９９-２６０７・長野県飯田市下久堅南原・しもひさかたみなはﾞら

　　３９５-００６１・長野県飯田市正永町・しようえいちよう

　　３９５-００８４・長野県飯田市鈴加町・すずかちよう

　　３９５-００６２・長野県飯田市砂払町・すなはらいちよう

　　３９５-００１８・長野県飯田市諏訪町・すわちよう

　　３９５-００１２・長野県飯田市大王路・だいおうじ

　　３９５-００１１・長野県飯田市大門町・だいもんちよう

　　３９５-００５１・長野県飯田市高羽町・たかはちよう

　　３９５-００４８・長野県飯田市滝の沢・たきのさわ

　　３９５-０２４２・長野県飯田市竹佐・たけさ

　　３９９-２５６１・長野県飯田市駄科・だしな

　　３９９-２２２１・長野県飯田市龍江・たつえ

　　３９９-２４３３・長野県飯田市立石・たていじ

　　３９５-００３２・長野県飯田市主税町・ちからまち

　　３９５-００４５・長野県飯田市知久町・ちくまち

　　３９９-２２２３・長野県飯田市千栄・ちはえ

　　３９５-００４１・長野県飯田市中央通り・ちゆうおうどおり

　　３９９-２２２２・長野県飯田市千代・ちよ

　　３９５-００１６・長野県飯田市伝馬町・てんまちよう

　　３９５-００２４・長野県飯田市東栄町・とうえいちよう

　　３９５-００１７・長野県飯田市東新町・とうしんちよう

　　３９５-００８６・長野県飯田市東和町・

　　３９５-００４３・長野県飯田市通り町・とおりまち

　　３９９-２５６３・長野県飯田市時又・ときまた

　　３９５-００３３・長野県飯田市常盤町・ときわまち

　　３９９-２６０１・長野県飯田市虎岩・とらいわ

　　３９５-００２１・長野県飯田市仲ノ町・なかのちよう

　　３９５-０１５６・長野県飯田市中村・なかむら

　　３９９-２５６２・長野県飯田市長野原・ながのはら

　　３９５-００８３・長野県飯田市錦町・にしきちよう

　　３９５-００２９・長野県飯田市二本松・にほんまつ

　　３９５-００７６・長野県飯田市白山町・はくさんちよう

　　３９５-００７５・長野県飯田市白山通り・はくさんどおり

　　３９５-０２４３・長野県飯田市箱川・はこがわ

　　３９５-００６６・長野県飯田市羽場赤坂・ははﾞあかさか

　　３９５-００６５・長野県飯田市羽場上河原・ははﾞかみがわら

　　３９５-００６７・長野県飯田市羽場権現・ははﾞごんげん

　　３９５-００７３・長野県飯田市羽場坂町・ははﾞざかちよう

　　３９５-００６３・長野県飯田市羽場町・ははﾞちよう

　　３９５-００６４・長野県飯田市羽場仲畑・ははﾞなかはた

　　３９５-００２７・長野県飯田市馬場町・はﾞはﾞんちよう

　　３９５-００２２・長野県飯田市浜井町・はまいちよう

　　３９５-００２５・長野県飯田市東中央通り・ひがしちゆうおうどおり

　　３９５-００４４・長野県飯田市本町・ほんまち

　　３９５-０８１１・長野県飯田市松尾上溝・まつおあげみぞ

　　３９５-０８２１・長野県飯田市松尾新井・まつおあらい

　　３９５-０８２４・長野県飯田市松尾清水・まつおしみず

　　３９５-０８１２・長野県飯田市松尾代田・まつおしろだ

　　３９５-０８２５・長野県飯田市松尾城・まつおじよう

　　３９５-０８２２・長野県飯田市松尾寺所・まつおてらどこ

　　３９５-０８１５・長野県飯田市松尾常盤台・まつおときわだい

　　３９５-０８１６・長野県飯田市松尾久井・まつおひさい

　　３９５-００４２・長野県飯田市松尾町・まつおまち

　　３９５-０８２６・長野県飯田市松尾水城・まつおみさじろ

　　３９５-０８２３・長野県飯田市松尾明・まつおみよう



　　３９５-００７４・長野県飯田市松川町・まつかわちよう

　　３９５-００７７・長野県飯田市丸山町・まるやまちよう

　　３９５-００３５・長野県飯田市水の手町・みずのてちよう

　　３９５-０１５５・長野県飯田市三日市場・みつかいちはﾞ

　　３９９-１４０１・長野県飯田市南信濃木沢・みなみしなのきざわ

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

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

　　３９９-１３１２・長野県飯田市南信濃八重河内・みなみしなのやえごうち

　　３９９-１３１１・長野県飯田市南信濃和田・みなみしなのわだ

　　３９５-００３７・長野県飯田市南常盤町・みなみときわまち

　　３９５-００５４・長野県飯田市箕瀬町・みのぜちよう

　　３９５-００８１・長野県飯田市宮ノ上・みやのうえ

　　３９５-００８２・長野県飯田市宮の前・みやのまえ

　　３９５-００５２・長野県飯田市元町・もとまち

　　３９５-０２４４・長野県飯田市山本・やまもと

　　３９５-０２４５・長野県飯田市山本二ツ山団地・やまもとふたつやまだんち

　　３９５-０８１４・長野県飯田市八幡町・やわたまち

　　３９２-００００・長野県諏訪市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９２-００１１・長野県諏訪市赤羽根・あかはね

　　３９２-００２６・長野県諏訪市大手・おおて

　　３９２-０００５・長野県諏訪市岡村・おかむら

　　３９２-００１３・長野県諏訪市沖田町・おきたまち

　　３９２-０００１・長野県諏訪市大和・おわ

　　３９２-００２１・長野県諏訪市上川・かみがわ

　　３９２-０００３・長野県諏訪市上諏訪・かみすわ

　　３９２-０００８・長野県諏訪市霧ケ峰・きりがみね

　　３９２-００２７・長野県諏訪市湖岸通り・こがんどおり

　　３９２-０１３１・長野県諏訪市湖南・こなみ

　　３９２-００２４・長野県諏訪市小和田・こわた

　　３９２-００２３・長野県諏訪市小和田南・こわたみなみ

　　３９２-００１２・長野県諏訪市四賀・しが

　　３９２-００１０・長野県諏訪市渋崎・しぶさき

　　３９２-０００７・長野県諏訪市清水・しみず

　　３９２-００１７・長野県諏訪市城南・じようなん

　　３９２-００２５・長野県諏訪市末広・すえひろ

　　３９２-０００９・長野県諏訪市杉菜池・すぎないけ

　　３９２-０００４・長野県諏訪市諏訪・すわ

　　３９２-００２２・長野県諏訪市高島・たかしま

　　３９２-００１６・長野県諏訪市豊田・とよだ

　　３９２-００１５・長野県諏訪市中洲・なかす

　　３９２-００１４・長野県諏訪市南町・みなみまち

　　３９２-０００６・長野県諏訪市元町・もとまち

　　３９２-０００２・長野県諏訪市湯の脇・ゆのわき

　　３８２-００００・長野県須坂市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８２-００６５・長野県須坂市相之島・あいのしま

　　３８２-０００３・長野県須坂市旭ケ丘・あさひがおか

　　３８２-００４５・長野県須坂市井上・いのうえ

　　３８２-００１７・長野県須坂市相森町・おおもりまち

　　３８２-００１２・長野県須坂市大谷町・おおやまち

　　３８２-００７１・長野県須坂市小河原町・おがわらちよう

　　３８２-００２５・長野県須坂市大日向町・おびなたまち

　　３８２-００８３・長野県須坂市上中町・かみなかまち

　　３８２-００４４・長野県須坂市上八町・かみはつちよう

　　３８２-００３３・長野県須坂市亀倉町・かめくらちよう

　　３８２-００２８・長野県須坂市臥竜・がりゆう

　　３８２-００８４・長野県須坂市上町・かんまち

　　３８２-００６１・長野県須坂市北相之島町・きたあいのしまちよう

　　３８２-０００２・長野県須坂市北旭ケ丘町・きたあさひがおかちよう

　　３８２-００９２・長野県須坂市北原町・きたはらちよう

　　３８２-００７７・長野県須坂市北横町・きたよこまち

　　３８２-００４８・長野県須坂市九反田町・くたんだまち

　　３８２-００４７・長野県須坂市幸高町・こうたかまち

　　３８２-００５３・長野県須坂市五閑町・ごかんまち

　　３８２-００８５・長野県須坂市穀町・こくまち

　　３８２-００６２・長野県須坂市小島町・こじままち

　　３８２-００２６・長野県須坂市坂田町・さかだまち

　　３８２-００５２・長野県須坂市塩川町・しおがわまち

　　３８２-００２４・長野県須坂市塩野町・しおのまち

　　３８２-００４３・長野県須坂市下八町・しもはつちよう

　　３８２-０００５・長野県須坂市新田町・しんでんちよう



　　３８２-００１４・長野県須坂市新町・しんまち

　　３８２-００７５・長野県須坂市須坂ハイランド町・すざかはいらんどまち

　　３８２-００９９・長野県須坂市墨坂・すみさか

　　３８２-００９８・長野県須坂市墨坂南・すみさかみなみ

　　３８２-００１５・長野県須坂市太子町・たいしまち

　　３８２-００５４・長野県須坂市高梨町・たかなしまち

　　３８２-００１６・長野県須坂市高橋町・たかはしまち

　　３８２-０００４・長野県須坂市高畑町・たかはﾞたけまち

　　３８２-００９１・長野県須坂市立町・たつまち

　　３８２-００７３・長野県須坂市田の神町・たのかみまち

　　３８２-００１３・長野県須坂市常盤町・ときわちよう

　　３８２-００２２・長野県須坂市豊丘上町・とよおかかみまち

　　３８２-００２１・長野県須坂市豊丘町・とよおかまち

　　３８２-００６６・長野県須坂市豊島町・とよしままち

　　３８２-００５５・長野県須坂市中島町・なかじままち

　　３８２-００８２・長野県須坂市中町・なかまち

　　３８２-００３２・長野県須坂市夏端町・なつはﾞたちよう

　　３８２-００６３・長野県須坂市西町・にしまち

　　３８２-００４６・長野県須坂市二睦町・にほﾞくまち

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

　　３８２-００３４・長野県須坂市仁礼町（その他）・にれいまち(そのた)

　　３８２-００６４・長野県須坂市沼目町・ぬまめまち

　　３８２-００３７・長野県須坂市野辺町・のべまち

　　３８２-００７６・長野県須坂市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　３８２-００７４・長野県須坂市春木町・はるきまち

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

　　３８２-００８７・長野県須坂市東横町・ひがしよこまち

　　３８２-００５６・長野県須坂市福島町・ふくじままち

　　３８２-００４２・長野県須坂市望岳台・ほﾞうがくだい

　　３８２-００８６・長野県須坂市本上町・ほんかんまち

　　３８２-００１１・長野県須坂市本郷町・ほんごうまち

　　３８２-０００１・長野県須坂市松川町・まつかわまち

　　３８２-００７２・長野県須坂市南小河原町・みなみおがわらまち

　　３８２-００２７・長野県須坂市南原町・みなみはらまち

　　３８２-００９７・長野県須坂市南横町・みなみよこまち

　　３８２-００３６・長野県須坂市明徳町・みようとくまち

　　３８２-００３１・長野県須坂市村石町・むらいしまち

　　３８２-００５７・長野県須坂市村山町・むらやままち

　　３８２-００５１・長野県須坂市八重森町・やえもりまち

　　３８２-００９４・長野県須坂市屋部町・やぶまち

　　３８２-００８１・長野県須坂市横町・よこまち

　　３８２-００２３・長野県須坂市米子町・よなこまち

　　３８２-００４１・長野県須坂市米持町・よなもちまち

　　３８４-００００・長野県小諸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８４-００２５・長野県小諸市相生町・あいおいちよう

　　３８４-００１１・長野県小諸市赤坂・あかさか

　　３８４-００２１・長野県小諸市天池・あまいけ

　　３８４-００６２・長野県小諸市荒堀・あらほり

　　３８４-００１４・長野県小諸市荒町・あらまち

　　３８４-００９６・長野県小諸市池ノ前・いけのまえ

　　３８４-００４７・長野県小諸市井子・いこ

　　３８４-００５４・長野県小諸市石峠・いしとうげ

　　３８４-００８３・長野県小諸市市・いち

　　３８４-００３３・長野県小諸市市町・いちまち

　　３８４-００７５・長野県小諸市上ノ平・うえのだいら

　　３８４-００４２・長野県小諸市後平・うしろだいら

　　３８４-００７７・長野県小諸市大杭・おおくい

　　３８４-００７１・長野県小諸市大久保・おおくほﾞ

　　３８４-００３１・長野県小諸市大手・おおて

　　３８４-００３７・長野県小諸市押出・おしだじ

　　３８４-０８０２・長野県小諸市乙・おつ

　　３８４-０００４・長野県小諸市乙女・おとめ

　　３８４-００５５・長野県小諸市柏木・かしわぎ

　　３８４-００６１・長野県小諸市加増・かます

　　３８４-０００２・長野県小諸市唐松・からまつ

　　３８４-０８０５・長野県小諸市己・き

　　３８４-００７６・長野県小諸市久保・くほﾞ

　　３８４-００２４・長野県小諸市熊ノ堂・くまのどう

　　３８４-０８０１・長野県小諸市甲・こう

　　３８４-００３２・長野県小諸市古城・こじよう



　　３８４-０００１・長野県小諸市小原・こはﾞら

　　３８４-００１５・長野県小諸市紺屋町・こんやまち

　　３８４-００１８・長野県小諸市坂ノ上・さかのうえ

　　３８４-０８０６・長野県小諸市塩野・しおの

　　３８４-０８０９・長野県小諸市滋野甲・しげのこう

　　３８４-００２３・長野県小諸市東雲・しののめ

　　３８４-００４６・長野県小諸市芝生田・しほﾞうた

　　３８４-００３４・長野県小諸市新町・しんまち

　　３８４-００８２・長野県小諸市諏訪山・すわやま

　　３８４-００４５・長野県小諸市滝原・たきはﾞら

　　３８４-００２８・長野県小諸市田町・たまち

　　３８４-０００７・長野県小諸市鶴巻・つるまき

　　３８４-０８０４・長野県小諸市丁・てい

　　３８４-００７２・長野県小諸市鴇久保・ときくほﾞ

　　３８４-００３８・長野県小諸市栃木・とちぎ

　　３８４-００７４・長野県小諸市西浦・にしうら

　　３８４-００４４・長野県小諸市西原・にしはﾞら

　　３８４-００４８・長野県小諸市糠地・ぬかち

　　３８４-００６４・長野県小諸市乗瀬・のりせ

　　３８４-００５１・長野県小諸市八満・はちまん

　　３８４-００１６・長野県小諸市八幡町・はちまんちよう

　　３８４-００５２・長野県小諸市東区・ひがしく

　　３８４-０００８・長野県小諸市東小諸・ひがしこもろ

　　３８４-０００３・長野県小諸市東山・ひがしやま

　　３８４-００４１・長野県小諸市菱平・ひしだいら

　　３８４-００９４・長野県小諸市一ツ谷・ひとつや

　　３８４-００６５・長野県小諸市ひばりケ丘・ひはﾞりがおか

　　３８４-００９２・長野県小諸市平原・ひらはら

　　３８４-００５３・長野県小諸市藤塚・ふじつか

　　３８４-００３６・長野県小諸市富士見平・ふじみだいら

　　３８４-０８０３・長野県小諸市丙・へい

　　３８４-００２６・長野県小諸市本町・ほんまち

　　３８４-００２２・長野県小諸市松井・まつい

　　３８４-００９１・長野県小諸市御影・みかげ

　　３８４-０８０８・長野県小諸市御影新田・みかげしんでん

　　３８４-００１７・長野県小諸市三和・みつわ

　　３８４-００１３・長野県小諸市緑ケ丘・みどりがおか

　　３８４-００６３・長野県小諸市南ケ原・みなみがはら

　　３８４-００１２・長野県小諸市南町・みなみちよう

　　３８４-００８１・長野県小諸市御牧ケ原・みまきがはら

　　３８４-００８４・長野県小諸市耳取・みみとり

　　３８４-００７８・長野県小諸市宮沢・みやざわ

　　３８４-０００５・長野県小諸市御幸町・みゆきちよう

　　３８４-００８５・長野県小諸市森山・もりやま

　　３８４-００４３・長野県小諸市諸・もろ

　　３８４-００９５・長野県小諸市谷地原・やちはら

　　３８４-０８０７・長野県小諸市山浦・やまうら

　　３８４-００５６・長野県小諸市四ツ谷・よつや

　　３８４-０００６・長野県小諸市与良町・よらまち

　　３８４-００３５・長野県小諸市両神・りようじん

　　３８４-００２７・長野県小諸市六供・ろつく

　　３８４-００９３・長野県小諸市和田・わだ

　　３９６-００００・長野県伊那市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９６-００２５・長野県伊那市荒井・あらい

　　３９６-００２８・長野県伊那市荒井内の萱・あらいうちのかや

　　３９６-００２１・長野県伊那市伊那・いな

　　３９６-００１１・長野県伊那市伊那部・いなべ

　　３９６-０００８・長野県伊那市上の原・うえのはら

　　３９６-００３２・長野県伊那市小沢・おざわ

　　３９６-００１２・長野県伊那市上新田・かみしんでん

　　３９６-０００６・長野県伊那市上牧・かみまき

　　３９６-００１４・長野県伊那市狐島・きつねじま

　　３９６-００３３・長野県伊那市小四郎久保・こしろうくほﾞ

　　３９６-００１０・長野県伊那市境・さかい

　　３９６-００２４・長野県伊那市坂下・さかした

　　３９６-００１３・長野県伊那市下新田・しもしんでん

　　３９６-０１１４・長野県伊那市仙美・せんみ

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

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

　　３９６-０２１５・長野県伊那市高遠町小原・たかとおまちおはﾞら



　　３９６-０２１４・長野県伊那市高遠町勝間・たかとおまちかつま

　　３９６-０２１７・長野県伊那市高遠町上山田・たかとおまちかみやまだ

　　３９６-０３０２・長野県伊那市高遠町芝平・たかとおまちしびら

　　３９６-０２１６・長野県伊那市高遠町下山田・たかとおまちしもやまだ

　　３９６-０２１１・長野県伊那市高遠町西高遠・たかとおまちにしたかとお

　　３９６-０３０３・長野県伊那市高遠町荊口・たかとおまちはﾞらぐち

　　３９６-０２１３・長野県伊那市高遠町東高遠・たかとおまちひがしたかとお

　　３９６-０３０１・長野県伊那市高遠町藤沢・たかとおまちふじさわ

　　３９６-０３０４・長野県伊那市高遠町山室・たかとおまちやまむろ

　　３９６-００１５・長野県伊那市中央・ちゆうおう

　　３９６-０００２・長野県伊那市手良沢岡・てらさわおか

　　３９６-０００４・長野県伊那市手良中坪・てらなかつほﾞ

　　３９６-０００３・長野県伊那市手良野口・てらのぐち

　　３９６-０６２１・長野県伊那市富県・とみがた

　　３９６-００３１・長野県伊那市中の原・なかのはら

　　３９９-４４３１・長野県伊那市西春近・にしはるちか

　　３９６-００２６・長野県伊那市西町・にしまち

　　３９９-４５０１・長野県伊那市西箕輪・にしみのわ

　　３９６-０００５・長野県伊那市野底・のそこ

　　３９６-０４０５・長野県伊那市長谷市野瀬・はせいちのせ

　　３９６-０４０７・長野県伊那市長谷浦・はせうら

　　３９６-０４０３・長野県伊那市長谷黒河内・はせくろごうち

　　３９６-０４０６・長野県伊那市長谷杉島・はせすぎしま

　　３９６-０４０４・長野県伊那市長谷中尾・はせなかお

　　３９６-０４０１・長野県伊那市長谷非持・はせひじ

　　３９６-０４０２・長野県伊那市長谷溝口・はせみぞくち

　　３９６-０００９・長野県伊那市日影・ひかげ

　　３９９-４４３２・長野県伊那市東春近・ひがしはるちか

　　３９６-００３０・長野県伊那市平沢・ひらさわ

　　３９６-０００１・長野県伊那市福島・ふくじま

　　３９６-０１１２・長野県伊那市前原・まえはら

　　３９６-００２７・長野県伊那市ますみヶ丘・ますみがおか

　　３９６-０１１１・長野県伊那市美篶・みすず

　　３９６-００２２・長野県伊那市御園・みその

　　３９６-０１１３・長野県伊那市美原・みはら

　　３９６-００２３・長野県伊那市山寺・やまでら

　　３９６-００２９・長野県伊那市横山・よこやま

　　３９６-０００７・長野県伊那市若宮・わかみや

　　３９９-４１００・長野県駒ヶ根市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-４１１３・長野県駒ヶ根市赤須町・あかずまち

　　３９９-４１０５・長野県駒ヶ根市赤須東・あかずひがじ

　　３９９-４１１７・長野県駒ヶ根市赤穂・あかほ

　　３９９-４１０２・長野県駒ヶ根市飯坂・いいざか

　　３９９-４１１５・長野県駒ヶ根市上穂栄町・うわぶさかえまち

　　３９９-４１１４・長野県駒ヶ根市上穂南・うわぶみなみ

　　３９９-４１１６・長野県駒ヶ根市上穂北・うわぶきた

　　３９９-４１１１・長野県駒ヶ根市北町・きたまち

　　３９９-４１０４・長野県駒ヶ根市経塚・きようつﾞか

　　３９９-４１０８・長野県駒ヶ根市下市場・しもいちはﾞ

　　３９９-４２３２・長野県駒ヶ根市下平（２０７０～２１１９)・しもだいら

　　３９９-４２３２・長野県駒ヶ根市下平（２３０９～２３１１)・しもだいら

　　３９９-４２３２・長野県駒ヶ根市下平（２４１９)・しもだいら

　　３９９-４２３２・長野県駒ヶ根市下平（２４２１～２４２６)・しもだいら

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

　　３９９-４１０１・長野県駒ヶ根市下平（その他）・しもだいら(そのた)

　　３９９-４１１２・長野県駒ヶ根市中央・ちゆうおう

　　３９９-４２３１・長野県駒ヶ根市中沢・なかざわ

　　３９９-４１０３・長野県駒ヶ根市梨の木・なしのき

　　３９９-４３２１・長野県駒ヶ根市東伊那・ひがしいな

　　３９９-４１０６・長野県駒ヶ根市東町・ひがしまち

　　３９９-４１０７・長野県駒ヶ根市南田・みなみだ

　　３８３-００００・長野県中野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８３-０００４・長野県中野市赤岩・あかいわ

　　３８３-００６６・長野県中野市厚貝・あつかい

　　３８９-２１０３・長野県中野市穴田・あなだ

　　３８３-００６４・長野県中野市新井・あらい

　　３８３-００５２・長野県中野市安源寺・あんげんじ

　　３８３-００１２・長野県中野市一本木・いつほﾟんぎ

　　３８３-０００１・長野県中野市岩井・いわい

　　３８３-００４１・長野県中野市岩船・いわふね



　　３８３-００５５・長野県中野市牛出・うしいで

　　３８３-００４５・長野県中野市江部・えべ

　　３８３-００５７・長野県中野市大俣・おおまた

　　３８３-００２３・長野県中野市小舘・おたて

　　３８３-００６２・長野県中野市笠原・かさはら

　　３８３-００４６・長野県中野市片塩・かたしお

　　３８３-０００８・長野県中野市金井・かない

　　３８９-２１０２・長野県中野市上今井・かみいまい

　　３８３-００５３・長野県中野市草間・くさま

　　３８３-００５６・長野県中野市栗林・くりはﾞやじ

　　３８３-０００５・長野県中野市越・こじ

　　３８３-００３７・長野県中野市小田中・こだなか

　　３８３-００４４・長野県中野市桜沢・さくらさわ

　　３８３-００３２・長野県中野市更科・さらしな

　　３８３-００３５・長野県中野市篠井・しのい

　　３８３-００３４・長野県中野市新野・しんの

　　３８３-００３６・長野県中野市新保・しんほﾞ

　　３８３-００１４・長野県中野市諏訪町・すわちよう

　　３８９-２３７１・長野県中野市田上（１３００～２５１１)・たがみ

　　３８３-０００２・長野県中野市田上（その他）・たがみ(そのた)

　　３８３-０００７・長野県中野市竹原・たけはら

　　３８３-００５４・長野県中野市立ケ花・たてがはな

　　３８３-００６５・長野県中野市田麦・たむぎ

　　３８３-００２２・長野県中野市中央・ちゆうおう

　　３８９-２１０１・長野県中野市豊津・とよつ

　　３８９-２１０４・長野県中野市永江・ながえ

　　３８３-００１３・長野県中野市中野・なかの

　　３８３-００５１・長野県中野市七瀬・ななせ

　　３８３-００３１・長野県中野市南宮・なんぐう

　　３８３-００２１・長野県中野市西・にじ

　　３８３-００４２・長野県中野市西条・にしじよう

　　３８３-００２４・長野県中野市東山・ひがしやま

　　３８３-０００６・長野県中野市深沢・ふかさわ

　　３８３-００６１・長野県中野市壁田・へきだ

　　３８３-００６３・長野県中野市間長瀬・まながせ

　　３８３-００３３・長野県中野市間山・まやま

　　３８３-００４３・長野県中野市三ツ和・みつわ

　　３８３-００２５・長野県中野市三好町・みよしちよう

　　３８３-０００３・長野県中野市柳沢・やなぎさわ

　　３８３-００１５・長野県中野市吉田・よしだ

　　３８３-００１１・長野県中野市若宮・わかみや

　　３９８-００００・長野県大町市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９８-０００２・長野県大町市大町・おおまち

　　３９８-０００１・長野県大町市平・たいら

　　３９８-０００４・長野県大町市常盤・ときわ

　　３９９-９１０１・長野県大町市美麻・みあさ

　　３９９-７３０１・長野県大町市八坂・やさか

　　３９９-７３０２・長野県大町市八坂菖蒲・やさかしようぶ

　　３９８-０００３・長野県大町市社・やしろ

　　３８９-２２００・長野県飯山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-２２５１・長野県飯山市旭・あさひ

　　３８９-２２５３・長野県飯山市飯山・いいやま

　　３８９-２６０２・長野県飯山市一山・いちやま

　　３８９-２４１５・長野県飯山市大池・おおいけ

　　３８９-２２３４・長野県飯山市木島・きじま

　　３８９-２２５２・長野県飯山市小佐原・こざわら

　　３８９-２４１８・長野県飯山市寿・ことぶき

　　３８９-２２３５・長野県飯山市坂井・さかい

　　３８９-２２５５・長野県飯山市静間・しずま

　　３８９-２２３２・長野県飯山市下木島・しもきじま

　　３８９-２２４２・長野県飯山市其綿・そのわた

　　３８９-２６０１・長野県飯山市照岡・てるおか

　　３８９-２４１３・長野県飯山市照里・てるさと

　　３８９-２２３１・長野県飯山市天神堂・てんしんどう

　　３８９-２４１２・長野県飯山市常郷・ときさと

　　３８９-２４１４・長野県飯山市常盤・ときわ

　　３８９-２２５８・長野県飯山市富倉・とみくら

　　３８９-２４１１・長野県飯山市豊田・とよだ

　　３８９-２４１７・長野県飯山市中曽根・なかそね

　　３８９-２２３３・長野県飯山市野坂田・のさかだ



　　３８９-２２５６・長野県飯山市蓮・はちす

　　３８９-２２５７・長野県飯山市斑尾高原・まだらおこうげん

　　３８９-２３２２・長野県飯山市瑞穂・みずほ

　　３８９-２３２１・長野県飯山市瑞穂豊・みずほとよ

　　３８９-２４１６・長野県飯山市緑・みどり

　　３８９-２２５４・長野県飯山市南町・みなみまち

　　３８９-２２４４・長野県飯山市安田・やすだ

　　３８９-２２４１・長野県飯山市山岸・やまぎじ

　　３８９-２２４３・長野県飯山市吉・よじ

　　３９１-００００・長野県茅野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９１-０２１４・長野県茅野市泉野・いずみの

　　３９１-００１２・長野県茅野市金沢・かなざわ

　　３９１-０２１２・長野県茅野市北山（渋御殿湯）・きたやま(しぶごてんゆ

　　３９１-０２１２・長野県茅野市北山（渋の湯）・きたやま(･しぶのゆ)

　　３９１-０３０１・長野県茅野市北山（その他）・きたやま(そのた)

　　３９１-０２１１・長野県茅野市湖東・こひがじ

　　３９１-０００４・長野県茅野市城山・じようやま

　　３９１-００１１・長野県茅野市玉川・たまがわ

　　３９１-０００１・長野県茅野市ちの・ちの

　　３９１-０００２・長野県茅野市塚原・つかはら

　　３９１-０２１３・長野県茅野市豊平・とよひら

　　３９１-０２１５・長野県茅野市中大塩・なかおおしお

　　３９１-０００５・長野県茅野市仲町・なかまち

　　３９１-０００３・長野県茅野市本町・ほんまち

　　３９１-００１３・長野県茅野市宮川・みやがわ

　　３９１-０２１６・長野県茅野市米沢・よねざわ

　　３９９-０７００・長野県塩尻市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-０７１３・長野県塩尻市大小屋・おおごや

　　３９９-０７２２・長野県塩尻市柿沢・かきざわ

　　３９９-００７１・長野県塩尻市片丘（３６３５)・かたおか

　　３９９-００７１・長野県塩尻市片丘（３６８０)・かたおか

　　３９９-００７１・長野県塩尻市片丘（５７９４)・かたおか

　　３９９-００７１・長野県塩尻市片丘（６１１４)・かたおか

　　３９９-０７１１・長野県塩尻市片丘（その他）・かたおか(そのた)

　　３９９-０７２１・長野県塩尻市金井・かない

　　３９９-０７２４・長野県塩尻市上西条・かみにしじよう

　　３９９-６３０２・長野県塩尻市木曽平沢・きそひらさわ

　　３９９-０６５１・長野県塩尻市北小野・きたおの

　　３９９-０７２３・長野県塩尻市旧塩尻・きゆうしおじり

　　３９９-０７１６・長野県塩尻市桟敷・さじき

　　３９９-０７１２・長野県塩尻市塩尻町・しおじりまち

　　３９９-０７２６・長野県塩尻市下西条・しもにしじよう

　　３９９-６４６２・長野県塩尻市洗馬・せはﾞ

　　３９９-６４６１・長野県塩尻市宗賀・そうが

　　３９９-０７４４・長野県塩尻市大門七区・だいもん７く

　　３９９-０７４２・長野県塩尻市大門泉町・だいもんいずみちよう

　　３９９-０７４５・長野県塩尻市大門桔梗町・だいもんききようちよう

　　３９９-０７４１・長野県塩尻市大門幸町・だいもんさいわいちよう

　　３９９-０７４３・長野県塩尻市大門田川町・だいもんたがわちよう

　　３９９-０７４６・長野県塩尻市大門並木町・だいもんなみきちよう

　　３９９-０７３６・長野県塩尻市大門一番町・だいもん１はﾞんちよう

　　３９９-０７３５・長野県塩尻市大門二番町・だいもん２はﾞんちよう

　　３９９-０７３３・長野県塩尻市大門三番町・だいもん３はﾞんちよう

　　３９９-０７３４・長野県塩尻市大門四番町・だいもん４はﾞんちよう

　　３９９-０７３２・長野県塩尻市大門五番町・だいもん５はﾞんちよう

　　３９９-０７３１・長野県塩尻市大門六番町・だいもん６はﾞんちよう

　　３９９-０７３８・長野県塩尻市大門七番町・だいもん７はﾞんちよう

　　３９９-０７３７・長野県塩尻市大門八番町・だいもん８はﾞんちよう

　　３９９-０７４４・長野県塩尻市大門（)・だいもん

　　３９９-０７２５・長野県塩尻市中西条・なかにしじよう

　　３９９-０７１５・長野県塩尻市長畝・ながうね

　　３９９-６３０３・長野県塩尻市奈良井・ならい

　　３９９-６３０１・長野県塩尻市贄川・にえかわ

　　３９９-０７０５・長野県塩尻市広丘堅石・ひろおかかたいじ

　　３９９-０７０４・長野県塩尻市広丘郷原・ひろおかごうはﾞら

　　３９９-０７０３・長野県塩尻市広丘高出・ひろおかたかいで

　　３９９-０７０２・長野県塩尻市広丘野村・ひろおかのむら

　　３９９-０７０６・長野県塩尻市広丘原新田・ひろおかはらしんでん

　　３９９-０７０１・長野県塩尻市広丘吉田・ひろおかよしだ

　　３９９-０７１４・長野県塩尻市堀ノ内・ほりのうち



　　３９９-０７２７・長野県塩尻市みどり湖・みどりこ

　　３９９-０７２８・長野県塩尻市峰原・みねはら

　　３８５-００００・長野県佐久市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８５-００５４・長野県佐久市跡部・あとべ

　　３８５-０００７・長野県佐久市新子田・あらこだ

　　３８５-００１５・長野県佐久市今井・いまい

　　３８４-０６２１・長野県佐久市入澤・いりさわ

　　３８５-００２２・長野県佐久市岩村田・いわむらだ

　　３８５-００２３・長野県佐久市岩村田北・いわむらだきた

　　３８４-２２０１・長野県佐久市印内・いんない

　　３８４-０３０１・長野県佐久市臼田・うすだ

　　３８５-００３１・長野県佐久市内山・うちやま

　　３８５-００４５・長野県佐久市大沢・おおさわ

　　３８５-００３３・長野県佐久市太田部・おおたべ

　　３８５-０００９・長野県佐久市小田井・おたい

　　３８５-００４１・長野県佐久市鍛冶屋・かじや

　　３８４-２２０５・長野県佐久市春日・かすが

　　３８４-０３０２・長野県佐久市勝間・かつま

　　３８４-０３０６・長野県佐久市上小田切・かみおたぎり

　　３８５-０００２・長野県佐久市上平尾・かみひらお

　　３８４-０３０４・長野県佐久市北川・きたがわ

　　３８４-２２０４・長野県佐久市協和・きようわ

　　３８４-０４１１・長野県佐久市清川・きよかわ

　　３８４-２１０１・長野県佐久市桑山・くわやま

　　３８４-２１０４・長野県佐久市甲・こう

　　３８５-０００５・長野県佐久市香坂・こうさか

　　３８５-００４７・長野県佐久市小宮山・こみやま

　　３８５-００２８・長野県佐久市佐久平駅東・さくだいらえきひがじ

　　３８５-００２９・長野県佐久市佐久平駅南・さくだいらえきみなみ

　　３８５-００２７・長野県佐久市佐久平駅北・さくだいらえききた

　　３８５-００５６・長野県佐久市桜井・さくらい

　　３８５-００１１・長野県佐久市猿久保・さるくほﾞ

　　３８４-２１０２・長野県佐久市塩名田・しおなだ

　　３８５-０００６・長野県佐久市志賀・しが

　　３８４-０３０３・長野県佐久市下小田切・しもおたぎり

　　３８４-０４１４・長野県佐久市下越・しもごえ

　　３８５-０００３・長野県佐久市下平尾・しもひらお

　　３８５-００３５・長野県佐久市瀬戸・せと

　　３８５-００４２・長野県佐久市高柳・たかやぎ

　　３８４-０４１２・長野県佐久市田口・たぐち

　　３８５-００２５・長野県佐久市塚原・つかはﾞら

　　３８５-００２６・長野県佐久市常田・ときだ

　　３８５-００３２・長野県佐久市常和・ときわ

　　３８５-００６１・長野県佐久市伴野・ともの

　　３８５-００４３・長野県佐久市取出町・とりでまち

　　３８４-０３０５・長野県佐久市中小田切・なかおたぎり

　　３８５-００５１・長野県佐久市中込・なかごみ

　　３８５-００２１・長野県佐久市長土呂・ながとろ

　　３８５-００１６・長野県佐久市鳴瀬・なるせ

　　３８５-００６２・長野県佐久市根岸・ねぎじ

　　３８５-００１２・長野県佐久市根々井・ねねい

　　３８５-００５３・長野県佐久市野沢・のざわ

　　３８５-００５２・長野県佐久市原・はら

　　３８５-００６３・長野県佐久市東立科・ひがしたてしな

　　３８５-００３４・長野県佐久市平賀・ひらか

　　３８５-００２４・長野県佐久市平塚・ひらつか

　　３８４-０６２２・長野県佐久市平林・ひらはﾞやじ

　　３８４-２２０３・長野県佐久市布施・ふせ

　　３８５-００４４・長野県佐久市本新町・ほんしんまち

　　３８５-００４６・長野県佐久市前山・まえやま

　　３８５-００１４・長野県佐久市三河田・みかわだ

　　３８５-００５５・長野県佐久市三塚・みちつﾞか

　　３８４-０４１３・長野県佐久市三分・みぶん

　　３８４-２１０３・長野県佐久市御馬寄・みまよせ

　　３８４-２２０６・長野県佐久市茂田井・もたい

　　３８４-２２０２・長野県佐久市望月・もちつﾞき

　　３８４-２１０５・長野県佐久市矢嶋・やしま

　　３８５-０００４・長野県佐久市安原・やすはら

　　３８４-２１０６・長野県佐久市八幡・やわた

　　３８４-０３０７・長野県佐久市湯原・ゆはら



　　３８５-０００１・長野県佐久市横根・よこね

　　３８５-００１３・長野県佐久市横和・よこわ

　　３８４-２１０７・長野県佐久市蓬田・よもぎだ

　　３８７-００００・長野県千曲市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８７-０００１・長野県千曲市雨宮・あめのみや

　　３８９-０８２３・長野県千曲市新山・あらやま

　　３８７-０００６・長野県千曲市粟佐・あわさ

　　３８７-０００３・長野県千曲市生萱・いきがや

　　３８９-０８０６・長野県千曲市磯部・いそべ

　　３８７-００２１・長野県千曲市稲荷山・いなりやま

　　３８７-００１５・長野県千曲市鋳物師屋・いもじや

　　３８９-０８０２・長野県千曲市内川・うちかわ

　　３８７-００１４・長野県千曲市打沢・うつさわ

　　３８７-００１３・長野県千曲市小島・おじま

　　３８９-０８０５・長野県千曲市上徳間・かみとくま

　　３８９-０８２２・長野県千曲市上山田・かみやまだ

　　３８９-０８２１・長野県千曲市上山田温泉・かみやまだおんせん

　　３８７-００１１・長野県千曲市杭瀬下・くいせけ

　　３８７-０００４・長野県千曲市倉科・くらしな

　　３８７-００２４・長野県千曲市桑原・くわはﾞら

　　３８９-０８０１・長野県千曲市小船山・こぶねやま

　　３８７-００１２・長野県千曲市桜堂・さくらどう

　　３８７-００１６・長野県千曲市寂蒔・じやくまく

　　３８７-００１８・長野県千曲市新田・しんでん

　　３８９-０８１１・長野県千曲市須坂・すざか

　　３８９-０８０３・長野県千曲市千本柳・せんほﾞんやなぎ

　　３８９-０８２４・長野県千曲市力石・ちからいじ

　　３８７-０００２・長野県千曲市土口・どぐち

　　３８９-０８０４・長野県千曲市戸倉・とぐら

　　３８９-０８０７・長野県千曲市戸倉温泉・とぐらおんせん

　　３８７-００１７・長野県千曲市中・なか

　　３８７-００２２・長野県千曲市野高場・のたかはﾞ

　　３８９-０８１２・長野県千曲市羽尾・はねお

　　３８７-０００５・長野県千曲市森・もり

　　３８７-０００７・長野県千曲市屋代・やしろ

　　３８７-００２３・長野県千曲市八幡・やわた

　　３８９-０８１３・長野県千曲市若宮・わかみや

　　３８９-０５００・長野県東御市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-０５１７・長野県東御市県・あがた

　　３８９-０５０３・長野県東御市新屋・あらや

　　３８９-０４０４・長野県東御市大日向・おおひなた

　　３８９-０５０４・長野県東御市海善寺・かいぜんじ

　　３８９-０５１４・長野県東御市加沢・かざわ

　　３８９-０５０５・長野県東御市和・かのう

　　３８９-０５０２・長野県東御市鞍掛・くらかけ

　　３８９-０５１９・長野県東御市塩川・しおかわ

　　３８９-０５１３・長野県東御市滋野・しげの

　　３８９-０５１２・長野県東御市滋野（乙）・しげの(おつ)

　　３８９-０５１１・長野県東御市滋野（甲）・しげの(こう)

　　３８９-０４０１・長野県東御市島川原・しまがわら

　　３８９-０４０５・長野県東御市下之城・しものじよう

　　３８９-０５１６・長野県東御市田中・たなか

　　３８９-０５１５・長野県東御市常田・ときだ

　　３８９-０４０２・長野県東御市布下・ぬのした

　　３８９-０５０６・長野県東御市祢津・ねつ

　　３８９-０４０７・長野県東御市羽毛山・はけやま

　　３８９-０５０１・長野県東御市新張・みはり

　　３８９-０４０３・長野県東御市御牧原・みまきはら

　　３８９-０５１８・長野県東御市本海野・もとうんの

　　３８９-０４０６・長野県東御市八重原・やえはら

　　３９９-８２００・長野県安曇野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-７１０２・長野県安曇野市明科中川手・あかしななかがわて

　　３９９-７１０４・長野県安曇野市明科七貴・あかしなななき

　　３９９-７１０１・長野県安曇野市明科東川手・あかしなひがしかわて

　　３９９-７１０３・長野県安曇野市明科光・あかしなひかる

　　３９９-７１０５・長野県安曇野市明科南陸郷・あかしなみなみりくごう

　　３９９-８２０５・長野県安曇野市豊科・とよしな

　　３９９-８２０４・長野県安曇野市豊科高家・とよしなたきべ

　　３９９-８２０３・長野県安曇野市豊科田沢・とよしなたざわ

　　３９９-８２０２・長野県安曇野市豊科光・とよしなひかる



　　３９９-８２０１・長野県安曇野市豊科南穂高・とよしなみなみほたか

　　３９９-８３０３・長野県安曇野市穂高・ほたか

　　３９９-８３０１・長野県安曇野市穂高有明・ほたかありあけ

　　３９９-８３０４・長野県安曇野市穂高柏原・ほたかかしわはﾞら

　　３９９-８３０２・長野県安曇野市穂高北穂高・ほたかきたほたか

　　３９９-８３０５・長野県安曇野市穂高牧・ほたかまき

　　３９９-８２１１・長野県安曇野市堀金烏川・ほりがねからすがわ

　　３９９-８２１２・長野県安曇野市堀金三田・ほりがねみた

　　３９９-８１０３・長野県安曇野市三郷小倉・みさとおぐら

　　３９９-８１０１・長野県安曇野市三郷明盛・みさとめいせい

　　３９９-８１０２・長野県安曇野市三郷温・みさとゆたか

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

　　３８４-１１０４・長野県南佐久郡小海町稲子・いなこ

　　３８４-１１０２・長野県南佐久郡小海町小海・こうみ

　　３８４-１１０５・長野県南佐久郡小海町千代里・ちよさと

　　３８４-１１０３・長野県南佐久郡小海町豊里・とよさと

　　３８４-１１０１・長野県南佐久郡小海町東馬流・ひがしまながじ

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

　　３８４-１４０３・長野県南佐久郡川上村秋山・ あきやま

　　３８４-１４０２・長野県南佐久郡川上村梓山・ あずさやま

　　３８４-１４０４・長野県南佐久郡川上村居倉・ いぐら

　　３８４-１４０５・長野県南佐久郡川上村大深山・ おおみやま

　　３８４-１４０１・長野県南佐久郡川上村川端下・ かわはけ

　　３８４-１４０７・長野県南佐久郡川上村御所平・ ごしよだいら

　　３８４-１４０６・長野県南佐久郡川上村原・ はら

　　３８４-１４０８・長野県南佐久郡川上村樋沢・ ひさわ

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

　　３８４-１３０４・長野県南佐久郡南牧村, 板橋"・いたはﾞじ

　　３８４-１３０１・長野県南佐久郡南牧村海尻・ うみじり

　　３８４-１３０２・長野県南佐久郡南牧村海ノ口・ うみのくち

　　３８４-１３０５・長野県南佐久郡南牧村野辺山・ のべやま

　　３８４-１３０６・長野県南佐久郡南牧村平沢・ ひらさわ

　　３８４-１３０３・長野県南佐久郡南牧村広瀬・ ひろせ

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

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

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

　　３８４-０５０２・長野県南佐久郡佐久穂町大日向・おおひなた

　　３８４-０５０３・長野県南佐久郡佐久穂町海瀬・かいぜ

　　３８４-０６１４・長野県南佐久郡佐久穂町上・かみ

　　３８４-０６１３・長野県南佐久郡佐久穂町高野町・たかのまち

　　３８４-０７０３・長野県南佐久郡佐久穂町千代里・ちよさと

　　３８４-０７０１・長野県南佐久郡佐久穂町畑・はた

　　３８４-０６１１・長野県南佐久郡佐久穂町平林・ひらはﾞやじ

　　３８４-０７０２・長野県南佐久郡佐久穂町穂積・ほつﾞみ

　　３８４-０７０４・長野県南佐久郡佐久穂町八郡・やこおり

　　３８４-０６１２・長野県南佐久郡佐久穂町宿岩・やどいわ

　　３８４-０５０１・長野県南佐久郡佐久穂町余地・よじ

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

　　３８９-０１１５・長野県北佐久郡軽井沢町追分・おいわけ

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

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

　　３８９-０１０４・長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東・かるいざわひがじ

　　３８９-０１０１・長野県北佐久郡軽井沢町峠町・とうげまち

　　３８９-０１１２・長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢・なかかるいざわ

　　３８９-０１１１・長野県北佐久郡軽井沢町長倉・ながくら

　　３８９-０１１３・長野県北佐久郡軽井沢町発地・ほつち

　　３８９-０１１４・長野県北佐久郡軽井沢町茂沢・もざわ

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

　　３８９-０２０５・長野県北佐久郡御代田町面替・おもがえ

　　３８９-０２０２・長野県北佐久郡御代田町草越・くさごえ

　　３８９-０２０１・長野県北佐久郡御代田町塩野・しおの

　　３８９-０２０３・長野県北佐久郡御代田町広戸・ひろと

　　３８９-０２０４・長野県北佐久郡御代田町豊昇・ほうしよう

　　３８９-０２０７・長野県北佐久郡御代田町馬瀬口・ませぐち

　　３８９-０２０６・長野県北佐久郡御代田町御代田・みよた

　　３８９-０２０８・長野県北佐久郡御代田町茂沢・もさわ

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

　　３８４-２３０５・長野県北佐久郡立科町芦田・あしだ

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

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



　　３９１-０３２１・長野県北佐久郡立科町池の平・いけのたいら

　　３８４-２３０８・長野県北佐久郡立科町牛鹿・うしろく

　　３８４-２３０６・長野県北佐久郡立科町宇山・うやま

　　３８４-２３０１・長野県北佐久郡立科町桐原・きりはら

　　３８４-２３０３・長野県北佐久郡立科町塩沢・しおさわ

　　３８４-２３０２・長野県北佐久郡立科町藤沢・ふじさわ

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

い

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

い

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

　　３８４-２３０７・長野県北佐久郡立科町山部・やまべ

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

　　３８６-１６０５・長野県小県郡青木村夫神・ おかみ

　　３８６-１６０６・長野県小県郡青木村沓掛・ くつかけ

　　３８６-１６０１・長野県小県郡青木村田沢・ たざわ

　　３８６-１６０３・長野県小県郡青木村当郷・ とうごう

　　３８６-１６０４・長野県小県郡青木村殿戸・ とのど

　　３８６-１６０７・長野県小県郡青木村奈良本・ ならもと

　　３８６-１６０２・長野県小県郡青木村村松・ むらまつ

　　３８６-０６００・長野県小県郡長和町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８６-０６０１・長野県小県郡長和町大門・だいもん

　　３８６-０６０２・長野県小県郡長和町長久保・ながくほﾞ

　　３８６-０６０３・長野県小県郡長和町古町・ふるまち

　　３８６-０７０１・長野県小県郡長和町和田・わだ

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

　　３９３-００６６・長野県諏訪郡下諏訪町曙町・あけほﾞのちよう

　　３９３-００６８・長野県諏訪郡下諏訪町春日町・かすがちよう

　　３９３-００５２・長野県諏訪郡下諏訪町上久保・かみくほﾞ

　　３９３-００５３・長野県諏訪郡下諏訪町上馬場・かみはﾞつはﾟ

　　３９３-００４２・長野県諏訪郡下諏訪町北四王・きたしおう

　　３９３-００１４・長野県諏訪郡下諏訪町木の下・きのした

　　３９３-００２６・長野県諏訪郡下諏訪町久保海道・くほﾞかいどう

　　３９３-００２４・長野県諏訪郡下諏訪町五官・ごかん

　　３９３-００４４・長野県諏訪郡下諏訪町湖畔町・こはんちよう

　　３９３-００１３・長野県諏訪郡下諏訪町小湯の上・こゆのうえ

　　３９３-００８４・長野県諏訪郡下諏訪町栄町・さかえちよう

　　３９３-００６５・長野県諏訪郡下諏訪町魁町・さきがけちよう

　　３９３-００７２・長野県諏訪郡下諏訪町桜町・さくらまち

　　３９３-００８６・長野県諏訪郡下諏訪町清水町・しみずまち

　　３９３-０００７・長野県諏訪郡下諏訪町下屋敷・しもやしき

　　３９３-００１１・長野県諏訪郡下諏訪町新町上・しんまちうえ

　　３９３-００１８・長野県諏訪郡下諏訪町新町下・しんまちした

　　３９３-００５４・長野県諏訪郡下諏訪町菅野町・すげのまち

　　３９３-００２２・長野県諏訪郡下諏訪町関屋・せきや

　　３９３-００５１・長野県諏訪郡下諏訪町大社通・たいしやどおり

　　３９３-００９２・長野県諏訪郡下諏訪町大門・だいもん

　　３９３-００３３・長野県諏訪郡下諏訪町高木・たかき

　　３９３-００３４・長野県諏訪郡下諏訪町高浜・たかはま

　　３９３-００２１・長野県諏訪郡下諏訪町武居・たけい

　　３９３-００１５・長野県諏訪郡下諏訪町立町・たつまち

　　３９３-００７８・長野県諏訪郡下諏訪町田中町・たなかまち

　　３９３-００７５・長野県諏訪郡下諏訪町中央通・ちゆうおうどおり

　　３９３-００７３・長野県諏訪郡下諏訪町塚田町・つかだまち

　　３９３-００２３・長野県諏訪郡下諏訪町富ケ丘・とみがおか

　　３９３-００５７・長野県諏訪郡下諏訪町友之町・とものまち

　　３９３-０００１・長野県諏訪郡下諏訪町樋橋・とよはじ

　　３９３-００６４・長野県諏訪郡下諏訪町中汐町・なかしおちよう

　　３９３-００７１・長野県諏訪郡下諏訪町仲町・なかまち

　　３９３-００４７・長野県諏訪郡下諏訪町西赤砂・にしあかすな

　　３９３-００４１・長野県諏訪郡下諏訪町西四王・にししおう

　　３９３-００８７・長野県諏訪郡下諏訪町西鷹野町・にしたかのまち

　　３９３-００３２・長野県諏訪郡下諏訪町西浜・にしはま

　　３９３-００８２・長野県諏訪郡下諏訪町西弥生町・にしやよいちよう

　　３９３-００３５・長野県諏訪郡下諏訪町西豊・にしゆたか

　　３９３-０００３・長野県諏訪郡下諏訪町萩倉・はぎくら

　　３９３-００６３・長野県諏訪郡下諏訪町花咲町・はなさきちよう

　　３９３-００４６・長野県諏訪郡下諏訪町東赤砂・ひがしあかすな

　　３９３-００４３・長野県諏訪郡下諏訪町東四王・ひがししおう

　　３９３-００８５・長野県諏訪郡下諏訪町東鷹野町・ひがしたかのまち



　　３９３-０００２・長野県諏訪郡下諏訪町東俣・ひがしまた

　　３９３-０００６・長野県諏訪郡下諏訪町東町上・ひがしまちうえ

　　３９３-０００５・長野県諏訪郡下諏訪町東町中・ひがしまちなか

　　３９３-０００４・長野県諏訪郡下諏訪町東町下・ひがしまちした

　　３９３-００９３・長野県諏訪郡下諏訪町東山田・ひがしやまだ

　　３９３-００８３・長野県諏訪郡下諏訪町東弥生町・ひがしやよいちよう

　　３９３-００３１・長野県諏訪郡下諏訪町東豊・ひがしゆたか

　　３９３-００６２・長野県諏訪郡下諏訪町平沢町・ひらさわちよう

　　３９３-００５６・長野県諏訪郡下諏訪町広瀬町・ひろせちよう

　　３９３-００５５・長野県諏訪郡下諏訪町富士見町・ふじみちよう

　　３９３-００９１・長野県諏訪郡下諏訪町星が丘・ほしがおか

　　３９３-００２５・長野県諏訪郡下諏訪町本郷・ほんごう

　　３９３-０００８・長野県諏訪郡下諏訪町町屋敷・まちやしき

　　３９３-００６１・長野県諏訪郡下諏訪町御田町・みたまち

　　３９３-００７４・長野県諏訪郡下諏訪町緑町・みどりまち

　　３９３-００４５・長野県諏訪郡下諏訪町南四王・みなみしおう

　　３９３-００６７・長野県諏訪郡下諏訪町矢木東・やぎひがじ

　　３９３-００７６・長野県諏訪郡下諏訪町矢木西・やぎにじ

　　３９３-００７７・長野県諏訪郡下諏訪町矢木町・やぎまち

　　３９３-００８１・長野県諏訪郡下諏訪町社東町・やしろひがしまち

　　３９３-００１７・長野県諏訪郡下諏訪町湯田仲町・ゆだなかまち

　　３９３-００１６・長野県諏訪郡下諏訪町湯田町・ゆだまち

　　３９３-００１２・長野県諏訪郡下諏訪町横町・よこまち

　　３９３-００１９・長野県諏訪郡下諏訪町横町木の下・よこまちきのした

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

　　３９９-０１０２・長野県諏訪郡富士見町落合（３０６０)・おちあい

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

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

　　３９９-０２１３・長野県諏訪郡富士見町乙事・おつこと

　　３９９-０１０１・長野県諏訪郡富士見町境・さかい

　　３９９-０２１２・長野県諏訪郡富士見町立沢・たつざわ

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

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

　　３９１-０１００・長野県諏訪郡原村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９１-０１０１・長野県諏訪郡原村大久保・ おおくほﾞ

　　３９１-０１０５・長野県諏訪郡原村柏木・ かしわぎ

　　３９１-０１１１・長野県諏訪郡原村上里・ かみさと

　　３９１-０１０６・長野県諏訪郡原村菖蒲沢・ しようぶざわ

　　３９１-０１０８・長野県諏訪郡原村中新田・ なかしんでん

　　３９１-０１１２・長野県諏訪郡原村農場・ のうじよう

　　３９１-０１０４・長野県諏訪郡原村払沢・ はらいざわ

　　３９１-０１１５・長野県諏訪郡原村原山・ はらやま

　　３９１-０１１６・長野県諏訪郡原村判の木・ はんのき

　　３９１-０１１４・長野県諏訪郡原村ペンション・ へﾟんしよん

　　３９１-０１０９・長野県諏訪郡原村南原・ みなみはら

　　３９１-０１０７・長野県諏訪郡原村室内・ むろうち

　　３９１-０１１３・長野県諏訪郡原村やつがね・ やつがね

　　３９１-０１０３・長野県諏訪郡原村八ツ手・ やつで

　　３９１-０１０２・長野県諏訪郡原村柳沢・ やなぎさわ

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

　　３９９-０４２４・長野県上伊那郡辰野町赤羽・あかはね

　　３９９-０４２８・長野県上伊那郡辰野町伊那富・いなとみ

　　３９９-０６０１・長野県上伊那郡辰野町小野・おの

　　３９９-０５１２・長野県上伊那郡辰野町上島・かみじま

　　３９９-０４２３・長野県上伊那郡辰野町沢底・さわそこ

　　３９９-０４２１・長野県上伊那郡辰野町辰野・たつの

　　３９９-０４２７・長野県上伊那郡辰野町中央・ちゆうおう

　　３９９-０４２５・長野県上伊那郡辰野町樋口・ひぐち

　　３９９-０４２２・長野県上伊那郡辰野町平出・ひらいで

　　３９９-０４２６・長野県上伊那郡辰野町宮木・みやき

　　３９９-０５１１・長野県上伊那郡辰野町横川・よこかわ

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

　　３９９-４６０５・長野県上伊那郡箕輪町中曽根・なかぞね

　　３９９-４６０１・長野県上伊那郡箕輪町中箕輪・なかみのわ

　　３９９-４６０２・長野県上伊那郡箕輪町東箕輪・ひがしみのわ

　　３９９-４６０４・長野県上伊那郡箕輪町福与・ふくよ

　　３９９-４６０３・長野県上伊那郡箕輪町三日町・みつかまち

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

　　３９９-３７０２・長野県上伊那郡飯島町飯島・いいじま

　　３９９-３７０１・長野県上伊那郡飯島町田切・たぎり



　　３９９-３７０５・長野県上伊那郡飯島町七久保・ななくほﾞ

　　３９９-３７０３・長野県上伊那郡飯島町日曽利・ひつそり

　　３９９-３７０４・長野県上伊那郡飯島町本郷・ほんごう

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

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

　　３９９-３８０１・長野県上伊那郡中川村大草・ おおくさ

　　３９９-３８０２・長野県上伊那郡中川村片桐・ かたぎり

　　３９９-３８０３・長野県上伊那郡中川村葛島・ かつらしま

　　３９９-３８０４・長野県上伊那郡中川村四徳・ しとく

　　３９９-４３０１・長野県上伊那郡宮田村宮田村一円・ みやだむらいちえん

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

　　３９９-３３０２・長野県下伊那郡松川町生田・いくた

　　３９９-３３０４・長野県下伊那郡松川町大島・おおじま

　　３９９-３３０１・長野県下伊那郡松川町上片桐・かみかたぎり

　　３９９-３３０３・長野県下伊那郡松川町元大島・もとおおじま

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

　　３９９-３１０７・長野県下伊那郡高森町出原・いずはら

　　３９９-３１０５・長野県下伊那郡高森町牛牧・うしまき

　　３９９-３１０６・長野県下伊那郡高森町大島山・おおじまさん

　　３９９-３１０４・長野県下伊那郡高森町上市田・かみいちだ

　　３９９-３１０３・長野県下伊那郡高森町下市田・しもいちだ

　　３９９-３１０１・長野県下伊那郡高森町山吹・やまぶき

　　３９９-３１０２・長野県下伊那郡高森町吉田・よしだ

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

　　３９９-１５０１・長野県下伊那郡阿南町北條・きたじよう

　　３９９-１５０５・長野県下伊那郡阿南町富草・とみくさ

　　３９９-１６１２・長野県下伊那郡阿南町新野・にいの

　　３９９-１５０４・長野県下伊那郡阿南町西條・にしじよう

　　３９９-１５０２・長野県下伊那郡阿南町東條・ひがしじよう

　　３９９-１５０３・長野県下伊那郡阿南町南條・みなみじよう

　　３９９-１６１１・長野県下伊那郡阿南町和合・わごう

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

　　３９５-０３０１・長野県下伊那郡阿智村春日・ かすが

　　３９５-０３０２・長野県下伊那郡阿智村伍和・ ごか

　　３９５-０３０５・長野県下伊那郡阿智村駒・ こま

　　３９５-０３０３・長野県下伊那郡阿智村駒場・ こまはﾞ

　　３９５-０４０１・長野県下伊那郡阿智村清内路・ せいないじ

　　３９５-０３０４・長野県下伊那郡阿智村智里・ ちさと

　　３９５-０５０１・長野県下伊那郡阿智村浪合・ なみあい

　　３９５-０６０１・長野県下伊那郡平谷村平谷村一円・ ひらやむらいちえん

　　３９５-０７０１・長野県下伊那郡根羽村根羽村一円・ ねはﾞむらいちえん

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

　　３９９-２１０２・長野県下伊那郡下條村陽皐・ ひさわ

　　３９９-２１０１・長野県下伊那郡下條村睦沢・ むつざわ

　　３９９-１６０１・長野県下伊那郡売木村売木村一円・ うるぎむらいちえん

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

　　３９９-１２０２・長野県下伊那郡天龍村神原・ かみはら

　　３９９-１２０３・長野県下伊那郡天龍村長島・ ながしま

　　３９９-１２０１・長野県下伊那郡天龍村平岡・ ひらおか

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

　　３９５-１１００・長野県下伊那郡喬木村・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３９５-１１０１・あじま, 長野県下伊那郡喬木村阿島・

　　３９５-１１０８・長野県下伊那郡喬木村伊久間・いくま, 

　　３９５-１１０４・長野県下伊那郡喬木村氏乗・うじのり,

　　３９５-１１０３・長野県下伊那郡喬木村大島・おおしま,

　　３９５-１１０５・長野県下伊那郡喬木村大和知・おおわち,

　　３９５-１１０７・長野県下伊那郡喬木村小川・おがわ,

　　３９５-１１０２・長野県下伊那郡喬木村加々須・かかす,

　　３９５-１１０６・長野県下伊那郡喬木村富田・とみだ,

　　３９９-３２００・野県下伊那郡豊丘村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

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

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

　　３９９-３２０２・長野県下伊那郡豊丘村神稲, くましろ, 

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

　　３９９-３５０２・長野県下伊那郡大鹿村大河原, おおかわら, 

　　３９９-３５０１・長野県下伊那郡大鹿村鹿塩, かしお, 

　　３９９-５６００・長野県木曽郡上松町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３９９-５６０１・長野県木曽郡上松町上松・あげまつ

　　３９９-５６０９・長野県木曽郡上松町旭町・あさひまち

　　３９９-５６０３・長野県木曽郡上松町駅前通り・えきまえどおり



　　３９９-５６０７・長野県木曽郡上松町小川・おがわ

　　３９９-５６０８・長野県木曽郡上松町荻原・おぎはら

　　３９９-５６０５・長野県木曽郡上松町栄町・さかえまち

　　３９９-５６０４・長野県木曽郡上松町正島町・しようじままち

　　３９９-５６０２・長野県木曽郡上松町本町通り・ほんまちどおり

　　３９９-５６０６・長野県木曽郡上松町緑町・みどりまち

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

　　３９９-５３０２・長野県木曽郡南木曽町吾妻・あつﾞま

　　３９９-５３０３・長野県木曽郡南木曽町田立・ただち

　　３９９-５３０１・長野県木曽郡南木曽町読書・よみかき

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

　　３９９-６２０３・長野県木曽郡木祖村小木曽・ おぎそ

　　３９９-６２０２・長野県木曽郡木祖村菅・ すげ

　　３９９-６２０１・長野県木曽郡木祖村薮原・ やぶはら

　　３９７-０２０１・長野県木曽郡王滝村王滝村一円・ おうたきむらいちえん

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

　　３９９-５５０２・長野県木曽郡大桑村須原・ すはら

　　３９９-５５０１・長野県木曽郡大桑村殿・ との

　　３９９-５５０３・長野県木曽郡大桑村長野・ ながの

　　３９９-５５０４・長野県木曽郡大桑村野尻・ のじり

　　３９７-００００・長野県木曽郡木曽町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

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

　　３９７-０３０２・長野県木曽郡木曽町開田高原西野・かいだこうげんにしの

　　３９７-０００２・長野県木曽郡木曽町新開・しんかい

　　３９７-０００３・長野県木曽郡木曽町新開福・しんかいふく

　　３９９-６１０１・長野県木曽郡木曽町日義・ひよじ

　　３９７-０００１・長野県木曽郡木曽町福島・ふくしま

　　３９７-０１０１・長野県木曽郡木曽町三岳・みたけ

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

　　３９９-７７０１・長野県東筑摩郡麻績村麻・ お

　　３９９-７７０２・長野県東筑摩郡麻績村日・ ひ

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

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

　　３９９-７２０２・長野県東筑摩郡生坂村北陸郷・ きたりくごう

　　３９９-７３１１・長野県東筑摩郡生坂村東広津・ ひがしひろつ

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

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

　　３９０-１１０２・長野県東筑摩郡朝日村小野沢・ おのざわ

　　３９０-１１０４・長野県東筑摩郡朝日村古見・ こみ

　　３９０-１１０１・長野県東筑摩郡朝日村西洗馬・ にしせはﾞ

　　３９０-１１０３・長野県東筑摩郡朝日村針尾・ はりお

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

　　３９９-７５０３・長野県東筑摩郡筑北村大沢新田・ おおさわしんでん

　　３９９-７７１１・長野県東筑摩郡筑北村坂井・ さかい

　　３９９-７６０１・長野県東筑摩郡筑北村坂北・ さかきた

　　３９９-７５０１・長野県東筑摩郡筑北村西条・ にしじよう

　　３９９-７５０２・長野県東筑摩郡筑北村東条・ ひがしじよう

　　３９９-７５０４・長野県東筑摩郡筑北村, 乱橋"・みだれはじ

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

　　３９９-８６０２・長野県北安曇郡池田町会染・あいそめ

　　３９９-８６０１・長野県北安曇郡池田町池田・いけだ

　　３９９-８６０３・長野県北安曇郡池田町中鵜・なかう

　　３９９-８６０４・長野県北安曇郡池田町広津・ひろつ

　　３９９-８６０５・長野県北安曇郡池田町陸郷・りくごう

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

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

　　３９９-９２１１・長野県北安曇郡白馬村神城・ かみしろ

　　３９９-９３０１・長野県北安曇郡白馬村北城・ ほくじよう

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

　　３９９-９６０１・長野県北安曇郡小谷村北小谷・ きたおたり

　　３９９-９４２２・長野県北安曇郡小谷村千国・ ちくに

　　３９９-９４２１・長野県北安曇郡小谷村中小谷・ なかおたり

　　３９９-９５１１・長野県北安曇郡小谷村中土・ なかつち

　　３８９-０６００・長野県埴科郡坂城町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３８９-０６０４・長野県埴科郡坂城町網掛・あみかけ

　　３８９-０６０５・長野県埴科郡坂城町上平・うわだいら

　　３８９-０６０６・長野県埴科郡坂城町上五明・かみごみよう

　　３８９-０６０１・長野県埴科郡坂城町坂城・さかき

　　３８９-０６０２・長野県埴科郡坂城町中之条・なかのじよう

　　３８９-０６０３・長野県埴科郡坂城町南条・みなみじよう



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

　　３８１-０２０４・長野県上高井郡小布施町飯田・いいだ

　　３８１-０２０３・長野県上高井郡小布施町大島・おおじま

　　３８１-０２０７・長野県上高井郡小布施町押羽・おしは

　　３８１-０２０１・長野県上高井郡小布施町小布施・おぶせ

　　３８１-０２１１・長野県上高井郡小布施町雁田・かりだ

　　３８１-０２０６・長野県上高井郡小布施町北岡・きたおか

　　３８１-０２０５・長野県上高井郡小布施町山王島・さんのうじま

　　３８１-０２０８・長野県上高井郡小布施町都住・つすみ

　　３８１-０２０９・長野県上高井郡小布施町中松・なかまつ

　　３８１-０２０２・長野県上高井郡小布施町福原・ふくはら

　　３８１-０２１２・長野県上高井郡小布施町吉島・よしじま

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

　　３８２-０８３２・長野県上高井郡高山村赤和・ あかわ

　　３８２-０８３１・長野県上高井郡高山村荒井原・ あらいはら

　　３８２-０８１５・長野県上高井郡高山村荻久保・ おぎくほﾞ

　　３８２-０８３３・長野県上高井郡高山村久保・ くほﾞ

　　３８２-０８２３・長野県上高井郡高山村黒部・ くろべ

　　３８２-０８０１・長野県上高井郡高山村駒場・ こまはﾞ

　　３８２-０８３６・長野県上高井郡高山村新堀・ しんほﾞり

　　３８２-０８３５・長野県上高井郡高山村千本松・ せんほﾞんまつ

　　３８２-０８１４・長野県上高井郡高山村天神原・ てんじんはﾞら

　　３８２-０８０４・長野県上高井郡高山村中原・ なかはら

　　３８２-０８０６・長野県上高井郡高山村なかひら・ なかひら

　　３８２-０８２２・長野県上高井郡高山村福井原・ ふくいはら

　　３８２-０８２６・長野県　上高井郡高山村, 二ツ石"・ふたついじ

　　３８２-０８３７・長野県上高井郡高山村堀之内・ ほりのうち

　　３８２-０８２１・長野県上高井郡高山村牧・ まき

　　３８２-０８０３・長野県上高井郡高山村桝形・ ますがた

　　３８２-０８２７・長野県上高井郡高山村松南・ まつなみ

　　３８２-０８０２・長野県上高井郡高山村松原・ まつはら

　　３８２-０８０５・長野県上高井郡高山村三郷・ みさと

　　３８２-０８３４・長野県上高井郡高山村水中・ みずなか

　　３８２-０８２４・長野県上高井郡高山村緑ケ丘・ みどりがおか

　　３８２-０８１１・長野県上高井郡高山村宮関・ みやせき

　　３８２-０８２５・長野県上高井郡高山村紫・ むらさき

　　３８２-０８１６・長野県上高井郡高山村山田温泉・ やまだおんせん

　　３８２-０８１７・長野県上高井郡高山村山田牧場・ やまだほﾞくじよう

　　３８２-０８１３・長野県上高井郡高山村蕨平・ わらびたいら

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

　　３８１-０４０２・長野県下高井郡山ノ内町佐野・さの

　　３８１-０４０３・長野県下高井郡山ノ内町寒沢・さむさわ

　　３８１-０４０４・長野県下高井郡山ノ内町戸狩・とがり

　　３８１-０４０１・長野県下高井郡山ノ内町平穏・ひらお

　　３８１-０４０５・長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬・よませ

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

　　３８９-２３０２・長野県下高井郡木島平村往郷・ おうごう

　　３８９-２３０３・長野県下高井郡木島平村上木島・ かみきじま

　　３８９-２３０１・長野県下高井郡木島平村穂高・ ほたか

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

　　３８９-２５０１・長野県下高井郡野沢温泉村坪山・ つほﾞやま

　　３８９-２５０２・長野県下高井郡野沢温泉村豊郷・ とよさと

　　３８９-２６１２・長野県下高井郡野沢温泉村七ケ巻・ なながまき

　　３８９-２６１１・長野県下高井郡野沢温泉村東大滝・ ひがしおおたき

　　３８９-２６１４・長野県　下高井郡野沢温泉村, 平林"・ひらはﾞやじ

　　３８９-２５０３・長野県下高井郡野沢温泉村前坂・ まえざか

　　３８９-２６１３・長野県下高井郡野沢温泉村虫生・ むしう

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

　　３８９-１３１１・長野県上水内郡信濃町荒瀬原・あらせはﾞら

　　３８９-１３１６・長野県上水内郡信濃町大井・おおい

　　３８９-１３０５・長野県上水内郡信濃町柏原・かしわはﾞら

　　３８９-１３０４・長野県上水内郡信濃町神山国際村・かみやまこくさいむら

　　３８９-１３０１・長野県上水内郡信濃町熊坂・くまさか

　　３８９-１３１２・長野県上水内郡信濃町富濃・とみの

　　３８９-１３０３・長野県上水内郡信濃町野尻・のじり

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

　　３８９-１３１５・長野県上水内郡信濃町平岡・ひらおか

　　３８９-１３１３・長野県上水内郡信濃町古間・ふるま

　　３８９-１３０２・長野県上水内郡信濃町古海・ふるみ

　　３８９-１３１４・長野県上水内郡信濃町穂波・ほなみ



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

　　３８１-３３０１・長野県上水内郡小川村稲丘・ いなおか

　　３８１-３３０３・長野県上水内郡小川村小根山・ おねやま

　　３８１-３３０４・長野県上水内郡小川村瀬戸川・ せとがわ

　　３８１-３３０２・長野県上水内郡小川村高府・ たかふ

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

　　３８９-１２０３・長野県上水内郡飯綱町赤塩・あかしお

　　３８９-１２０１・長野県上水内郡飯綱町芋川・いもがわ

　　３８９-１２２６・長野県上水内郡飯綱町川上・かわかみ

　　３８９-１２０５・長野県上水内郡飯綱町川谷・かわたに

　　３８９-１２０４・長野県上水内郡飯綱町倉井・くらい

　　３８９-１２１４・長野県上水内郡飯綱町黒川・くろかわ

　　３８９-１２２７・長野県上水内郡飯綱町高坂・こうさか

　　３８９-１２１５・長野県上水内郡飯綱町小玉・こだま

　　３８９-１２２５・長野県上水内郡飯綱町坂口・さかぐち

　　３８９-１２２４・長野県上水内郡飯綱町地蔵久保・じぞうくほﾞ

　　３８９-１２２３・長野県上水内郡飯綱町袖之山・そでのやま

　　３８９-１２１２・長野県上水内郡飯綱町豊野・とよの

　　３８９-１２０２・長野県上水内郡飯綱町東柏原・ひがしかしわはﾞら

　　３８９-１２１３・長野県上水内郡飯綱町平出・ひらいで

　　３８９-１２０６・長野県上水内郡飯綱町普光寺・ふこうじ

　　３８９-１２２１・長野県上水内郡飯綱町古町・ふるまち

　　３８９-１２１１・長野県上水内郡飯綱町牟礼・むれ

　　３８９-１２２２・長野県上水内郡飯綱町柳里・やなぎさと

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

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

　　３８９-２７０３・長野県下水内郡栄村堺（その他）・ さかい(そのた)

　　３８９-２７０１・長野県下水内郡栄村豊栄・ とよさかえ

　　３８９-２７０２・長野県下水内郡栄村北信・ ほくしん

　　８５０-００００・長崎県長崎市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５０-０９２２・長崎県長崎市相生町・あいおいまち

　　８５１-１１２２・長崎県長崎市相川町・あいがわまち

　　８５２-８０３６・長崎県長崎市青山町・あおやままち

　　８５１-２３２１・長崎県長崎市赤首町・あかくびまち

　　８５２-８１５６・長崎県長崎市赤迫・あかさこ

　　８５０-００６４・長崎県長崎市秋月町・あきつﾞきまち

　　８５０-００６３・長崎県長崎市飽の浦町・あくのうらまち

　　８５２-８００８・長崎県長崎市曙町・あけほﾞのまち

　　８５２-８００３・長崎県長崎市旭町・あさひまち

　　８５１-２２１２・長崎県長崎市畝刈町・あぜかりまち

　　８５２-８１４１・長崎県長崎市畦別当町・あぜべつとうまち

　　８５１-２２０１・長崎県長崎市畦町・あぜまち

　　８５０-０８２２・長崎県長崎市愛宕・あたご

　　８５１-０１２３・長崎県長崎市網場町・あはﾞまち

　　８５２-８０３５・長崎県長崎市油木町・あぶらぎまち

　　８５０-０８３２・長崎県長崎市油屋町・あぶらやまち

　　８５２-８１３６・長崎県長崎市家野町・いえのまち

　　８５１-１２０１・長崎県長崎市伊王島町・いおうじままち

　　８５１-０２５４・長崎県長崎市飯香浦町・いかのうらまち

　　８５１-０５０２・長崎県長崎市以下宿町・いがやどまち

　　８５７-００７１・長崎県長崎市池島町・いけしままち

　　８５２-８１２６・長崎県長崎市石神町・いしがみまち

　　８５２-８１５１・長崎県長崎市泉・いずみ

　　８５２-８１５７・長崎県長崎市泉町・いずみまち

　　８５０-０９２４・長崎県長崎市出雲・いずも

　　８５０-００１８・長崎県長崎市伊勢町・いせまち

　　８５０-０９７１・長崎県長崎市磯道町・いそみちまち

　　８５２-８０１１・長崎県長崎市稲佐町・いなさまち

　　８５０-０９０７・長崎県長崎市稲田町・いなだまち

　　８５０-００２５・長崎県長崎市今博多町・いまはかたまち

　　８５０-０８０２・長崎県長崎市伊良林・ いらはﾞやじ

　　８５０-００６５・長崎県長崎市入船町・いりふねまち

　　８５２-８１０６・長崎県長崎市岩川町・いわかわまち

　　８５０-００７２・長崎県長崎市岩瀬道町・いわせどうまち

　　８５２-８０１７・長崎県長崎市岩見町・いわみまち

　　８５２-８０５２・長崎県長崎市岩屋町・いわやまち

　　８５０-０９２３・長崎県長崎市上田町・うえだまち

　　８５２-８１１３・長崎県長崎市上野町・うえのまち

　　８５０-０８７４・長崎県長崎市魚の町・うおのまち

　　８５１-０１３５・長崎県長崎市現川町・うつつがわまち



　　８５０-００２２・長崎県長崎市馬町・うままち

　　８５０-０９０９・長崎県長崎市梅香崎町・うめがさきまち

　　８５０-００５４・長崎県長崎市上町・うわまち

　　８５０-０９９２・長崎県長崎市江川町・えがわまち

　　８５０-０８６１・長崎県長崎市江戸町・えどまち

　　８５２-８００７・長崎県長崎市江の浦町・えのうらまち

　　８５０-００５６・長崎県長崎市恵美須町・えびすまち

　　８５２-８１０１・長崎県長崎市江平・えびら

　　８５２-８０５４・長崎県長崎市エミネント葉山町・えみねんとはやままち

　　８５２-８０３２・長崎県長崎市江里町・えりまち

　　８５２-８１３２・長崎県長崎市扇町・おうぎまち

　　８５０-００２４・長崎県長崎市大井手町・おおいでまち

　　８５０-０９１６・長崎県長崎市大浦東町・おおうらひがしまち

　　８５０-０９１８・長崎県長崎市大浦町・おおうらまち

　　８５１-０３０２・長崎県長崎市大籠町・おおごもりまち

　　８５１-０２４４・長崎県長崎市大崎町・おおさきまち

　　８５２-８０６２・長崎県長崎市大園町・おおぞのまち

　　８５１-０２５５・長崎県長崎市太田尾町・おおたおまち

　　８５０-００６２・長崎県長崎市大谷町・おおたにまち

　　８５２-８１２７・長崎県長崎市大手・おおて

　　８５２-８００５・長崎県長崎市大鳥町・おおとりまち

　　８５２-８１３４・長崎県長崎市大橋町・おおはﾞしまち

　　８５０-００６６・長崎県長崎市大浜町・おおはままち

　　８５２-８０５６・長崎県長崎市大宮町・おおみやまち

　　８５０-０９６４・長崎県長崎市大山町・おおやままち

　　８５２-８１１５・長崎県長崎市岡町・おかまち

　　８５０-００２７・長崎県長崎市桶屋町・おけやまち

　　８５２-８０４４・長崎県長崎市音無町・おとなしまち

　　８５０-００５８・長崎県長崎市尾上町・おのうえまち

　　８５０-００４２・長崎県長崎市御船蔵町・おふなぐらまち

　　８５１-０１１５・長崎県長崎市かき道・かきどう

　　８５１-１１３４・長崎県長崎市柿泊町・かきどまりまち

　　８５０-０９０５・長崎県長崎市籠町・かごまち

　　８５０-０８０３・長崎県長崎市風頭町・かざがしらまち

　　８５１-２２０２・長崎県長崎市樫山町・かしやままち

　　８５０-０８３１・長崎県長崎市鍛冶屋町・かじやまち

　　８５１-０１２４・長崎県長崎市春日町・かすがまち

　　８５０-０００３・長崎県長崎市片淵・かたふち

　　８５０-００２８・長崎県長崎市勝山町・かつやままち

　　８５２-８０２６・長崎県長崎市金堀町・かなほりまち

　　８５０-００３７・長崎県長崎市金屋町・かなやまち

　　８５０-０９７３・長崎県長崎市鹿尾町・かのおまち

　　８５０-００３４・長崎県長崎市樺島町・かはﾞしままち

　　８５１-１１３１・長崎県長崎市上浦町・かみうらまち

　　８５１-２４２６・長崎県長崎市上大野町・かみおおのまち

　　８５１-２３２４・長崎県長崎市上黒崎町・かみくろさきまち

　　８５０-０８３４・長崎県長崎市上小島・かみこしま

　　８５０-００４８・長崎県長崎市上銭座町・かみぜんざまち

　　８５１-０１１１・長崎県長崎市上戸石町・かみといしまち

　　８５０-０９５３・長崎県長崎市上戸町・かみとまち

　　８５０-０００６・長崎県長崎市上西山町・かみにしやままち

　　８５０-００７８・長崎県長崎市神ノ島町・かみのしままち

　　８５１-０４０１・長崎県長崎市蚊焼町・かやきまち

　　８５１-０１１２・長崎県長崎市川内町・かわちまち

　　８５０-０９４６・長崎県長崎市川上町・かわかみまち

　　８５２-８１０８・長崎県長崎市川口町・かわぐちまち

　　８５２-８１４３・長崎県長崎市川平町・かわひらまち

　　８５１-０４０７・長崎県長崎市川原町・かわらまち

　　８５０-０９０６・長崎県長崎市館内町・かんないまち

　　８５１-０２４２・長崎県長崎市北浦町・きたうらまち

　　８５０-００７６・長崎県長崎市木鉢町・きはﾞちまち

　　８５０-０９７４・長崎県長崎市京太郎町・きようたろうまち

　　８５１-２２１１・長崎県長崎市京泊・きようどまり

　　８５１-３２１４・長崎県長崎市琴海大平町・きんかいおおひらまち

　　８５１-３２１５・長崎県長崎市琴海尾戸町・きんかいおどまち

　　８５１-３２１３・長崎県長崎市琴海形上町・きんかいかたがみまち

　　８５１-３２１１・長崎県長崎市琴海戸根原町・きんかいとねはらまち

　　８５１-３１０３・長崎県長崎市琴海戸根町・きんかいとねまち

　　８５１-３１０２・長崎県長崎市琴海村松町・きんかいむらまつまち

　　８５０-０８５４・長崎県長崎市銀屋町・ぎんやまち



　　８５０-０９８１・長崎県長崎市草住町・くさずみまち

　　８５１-０５０１・長崎県長崎市黒浜町・くろはままち

　　８５０-０９７６・長崎県長崎市毛井首町・けいくびまち

　　８５２-８１４６・長崎県長崎市けやき台町・けやきだいまち

　　８５０-０８７１・長崎県長崎市麹屋町・こうじやまち

　　８５０-００３２・長崎県長崎市興善町・こうぜんまち

　　８５１-２４０３・長崎県長崎市神浦江川町・こうのうらえがわまち

　　８５１-２４１１・長崎県長崎市神浦扇山町・こうのうらおおぎやままち

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

　　８５１-２４２４・長崎県長崎市神浦上道徳町・こうのうらかみどうとくまち

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

　　８５１-２４０１・長崎県長崎市神浦口福町・こうのうらくちぶくまち

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

　　８５１-２４２５・長崎県長崎市神浦下道徳町・こうのうらしもどうとくまち

　　８５１-２４１３・長崎県長崎市神浦夏井町・こうのうらなついまち

　　８５１-２４０４・長崎県長崎市神浦丸尾町・こうのうらまるおまち

　　８５１-２４０５・長崎県長崎市神浦向町・こうのうらむかいまち

　　８５１-０３１０・長崎県長崎市香焼町・こうやぎまち

　　８５０-００６７・長崎県長崎市小浦町・こうらまち

　　８５１-１１３２・長崎県長崎市小江原・こえはﾞる

　　８５１-１１３３・長崎県長崎市小江町・こえまち

　　８５０-０９６１・長崎県長崎市小ケ倉町・こがくらまち

　　８５１-０１０１・長崎県長崎市古賀町・こがまち

　　８５０-０９５１・長崎県長崎市国分町・こくぶまち

　　８５０-０９３４・長崎県長崎市小菅町・こすげまち

　　８５０-００７７・長崎県長崎市小瀬戸町・こせどまち

　　８５０-０９３７・長崎県長崎市小曽根町・こぞねまち

　　８５０-００３６・長崎県長崎市五島町・ごとうまち

　　８５０-０００２・長崎県長崎市木場町・こはﾞまち

　　８５２-８１２５・長崎県長崎市小峰町・こみねまち

　　８５０-０９８３・長崎県長崎市米山町・こめのやままち

　　８５０-００４６・長崎県長崎市幸町・さいわいまち

　　８５０-０９９４・長崎県長崎市竿浦町・さおのうらまち

　　８５１-０１２２・長崎県長崎市界・さかい

　　８５０-０８７５・長崎県長崎市栄町・さかえまち

　　８５２-８１０２・長崎県長崎市坂本・さかもと

　　８５０-０８３５・長崎県長崎市桜木町・さくらぎまち

　　８５１-２２０７・長崎県長崎市さくらの里・さくらのさと

　　８５０-００１５・長崎県長崎市桜馬場・さくらはﾞはﾞ

　　８５０-００３１・長崎県長崎市桜町・さくらまち

　　８５１-２２０６・長崎県長崎市三京町・さんきようまち

　　８５０-０８２４・長崎県長崎市三景台町・さんけいだいまち

　　８５０-０９７５・長崎県長崎市三和町・さんわまち

　　８５０-０９４７・長崎県長崎市椎の木町・しいのきまち

　　８５０-００７１・長崎県長崎市塩浜町・しおはままち

　　８５１-０１２５・長崎県長崎市潮見町・しおみまち

　　８５１-１１３７・長崎県長崎市式見町・しきみまち

　　８５０-０９１７・長崎県長崎市下町・したまち

　　８５２-８０４１・長崎県長崎市清水町・しみずまち

　　８５１-２４２７・長崎県長崎市下大野町・しもおおのまち

　　８５１-２３２６・長崎県長崎市下黒崎町・しもくろさきまち

　　８５０-０００４・長崎県長崎市下西山町・しもにしやままち

　　８５０-０９０８・長崎県長崎市十人町・じゆうにんまち

　　８５１-０１２１・長崎県長崎市宿町・しゆくまち

　　８５２-８０３４・長崎県長崎市城栄町・じようえいまち

　　８５２-８１４５・長崎県長崎市昭和・しようわ

　　８５２-８０４２・長崎県長崎市白鳥町・しらとりまち

　　８５０-０８１２・長崎県長崎市白木町・しろきまち

　　８５２-８０２７・長崎県長崎市城山台・しろやまだい

　　８５２-８０２１・長崎県長崎市城山町・しろやままち

　　８５０-０９６２・長崎県長崎市新小が倉・しんこがくら

　　８５０-００１７・長崎県長崎市新大工町・しんだいくまち

　　８５０-０８４２・長崎県長崎市新地町・しんちまち

　　８５０-０９５４・長崎県長崎市新戸町・しんとまち

　　８５０-００１４・長崎県長崎市新中川町・しんなかがわまち

　　８５１-２３２３・長崎県長崎市新牧野町・しんまきのまち

　　８５０-０９９１・長崎県長崎市末石町・すえいしまち

　　８５１-０１２６・長崎県長崎市芒塚町・すすきつﾞかまち

　　８５２-８１５２・長崎県長崎市住吉台町・すみよしだいまち

　　８５２-８１５４・長崎県長崎市住吉町・すみよしまち



　　８５０-０８７３・長崎県長崎市諏訪町・すわまち

　　８５０-００４７・長崎県長崎市銭座町・ぜんざまち

　　８５１-１１２５・長崎県長崎市園田町・そのだまち

　　８５０-００５７・長崎県長崎市大黒町・だいこくまち

　　８５０-０９６３・長崎県長崎市ダイヤランド・だいやらんど

　　８５１-２２１３・長崎県長崎市多以良町・たいらまち

　　８５０-０９４１・長崎県長崎市高丘・たかおか

　　８５２-８１１１・長崎県長崎市高尾町・たかおまち

　　８５１-１３１５・長崎県長崎市高島町・たかしままち

　　８５１-０１３７・長崎県長崎市高城台・たかしろだい

　　８５１-０５０３・長崎県長崎市高浜町・たかはままち

　　８５０-０８２１・長崎県長崎市高平町・たかひらまち

　　８５０-００４５・長崎県長崎市宝町・たからまち

　　８５１-０２５１・長崎県長崎市田上・たがみ

　　８５２-８０１４・長崎県長崎市竹の久保町・たけのくほﾞまち

　　８５２-８０２５・長崎県長崎市立岩町・たていわまち

　　８５０-０００７・長崎県長崎市立山・たてやま

　　８５１-０２５２・長崎県長崎市田手原町・たでわらまち

　　８５１-０１３４・長崎県長崎市田中町・たなかまち

　　８５０-００５３・長崎県長崎市玉園町・たまぞのまち

　　８５１-０４０５・長崎県長崎市為石町・ためしまち

　　８５０-００５２・長崎県長崎市筑後町・ちくごまち

　　８５１-０２４５・長崎県長崎市千々町・ちちﾞまち

　　８５２-８１３５・長崎県長崎市千歳町・ちとせまち

　　８５０-０８７７・長崎県長崎市築町・つきまち

　　８５２-８１２４・長崎県長崎市辻町・つじまち

　　８５１-０１０２・長崎県長崎市つつじが丘・つつじがおか

　　８５１-０４０６・長崎県長崎市椿が丘町・つはﾞきがおかまち

　　８５１-０１３２・長崎県長崎市鶴の尾町・つるのおまち

　　８５０-０９８４・長崎県長崎市鶴見台・つるみだい

　　８５０-００２３・長崎県長崎市出来大工町・できだいくまち

　　８５１-１１３５・長崎県長崎市手熊町・てぐままち

　　８５０-０８６２・長崎県長崎市出島町・でじままち

　　８５０-０８７２・長崎県長崎市寺町・てらまち

　　８５０-００４４・長崎県長崎市天神町・てんじんまち

　　８５１-０１１３・長崎県長崎市戸石町・といしまち

　　８５０-０９７７・長崎県長崎市土井首町・どいのくびまち

　　８５０-０８４１・長崎県長崎市銅座町・どうざまち

　　８５１-０４０４・長崎県長崎市藤田尾町・とうだおまち

　　８５０-０８４３・長崎県長崎市常盤町・ときわまち

　　８５０-０９５２・長崎県長崎市戸町・とまち

　　８５１-３２１２・長崎県長崎市長浦町・ながうらまち

　　８５０-００１３・長崎県長崎市中川・なかがわ

　　８５０-０８３６・長崎県長崎市中小島・なかこしま

　　８５１-０１０３・長崎県長崎市中里町・なかざとまち

　　８５０-０９１２・長崎県長崎市中新町・なかしんまち

　　８５２-８１５５・長崎県長崎市中園町・なかぞのまち

　　８５１-２３２５・長崎県長崎市永田町・ながたまち

　　８５０-００５５・長崎県長崎市中町・なかまち

　　８５０-０９３６・長崎県長崎市浪の平町・なみのひらまち

　　８５２-８０６１・長崎県長崎市滑石・ なめじ

　　８５０-００１１・長崎県長崎市鳴滝・なるたき

　　８５１-２２１５・長崎県長崎市鳴見台・なるみだい

　　８５１-２２１４・長崎県長崎市鳴見町・なるみまち

　　８５１-０５０４・長崎県長崎市南越町・なんごしまち

　　８５０-０８７６・長崎県長崎市賑町・にぎわいまち

　　８５１-３１０１・長崎県長崎市西海町・にしうみまち

　　８５２-８０５５・長崎県長崎市虹が丘町・にじがおかまち

　　８５２-８０５１・長崎県長崎市西北町・にしきたまち

　　８５２-８０４５・長崎県長崎市錦・にしき

　　８５０-０８３７・長崎県長崎市西小島・にしこしま

　　８５０-０９３３・長崎県長崎市西琴平町・にしことひらまち

　　８５０-００５１・長崎県長崎市西坂町・にしざかまち

　　８５１-２３２２・長崎県長崎市西出津町・にししつまち

　　８５０-００７４・長崎県長崎市西立神町・にしたてがみまち

　　８５０-００７５・長崎県長崎市西泊町・にしどまりまち

　　８５２-８０４３・長崎県長崎市西町・にしまち

　　８５０-０００１・長崎県長崎市西山・にしやま

　　８５２-８１２２・長崎県長崎市西山台・にしやまだい

　　８５０-０００５・長崎県長崎市西山本町・にしやまほんまち



　　８５１-０４０３・長崎県長崎市布巻町・ぬのまきまち

　　８５１-０５０７・長崎県長崎市野母崎樺島町・のもざきかはﾞしままち

　　８５１-０５０５・長崎県長崎市野母町・のもまち

　　８５２-８１１４・長崎県長崎市橋口町・はしぐちまち

　　８５０-０９９３・長崎県長崎市八郎岳町・はちろうだけまち

　　８５０-０９４４・長崎県長崎市八景町・はつけいまち

　　８５２-８１５３・長崎県長崎市花丘町・はなおかまち

　　８５２-８０２４・長崎県長崎市花園町・はなぞのまち

　　８５２-８１０７・長崎県長崎市浜口町・はまぐちまち

　　８５０-００４１・長崎県長崎市浜平・はまひら

　　８５０-０８５３・長崎県長崎市浜町・はままち

　　８５１-０２５３・長崎県長崎市早坂町・はやさかまち

　　８５２-８０５３・長崎県長崎市葉山・はやま

　　８５２-８０１５・長崎県長崎市春木町・はるきまち

　　８５１-０４０２・長崎県長崎市晴海台町・はるみだいまち

　　８５２-８００１・長崎県長崎市光町・ひかりまち

　　８５０-０８３３・長崎県長崎市東小島町・ひがしこしままち

　　８５０-０９３２・長崎県長崎市東琴平・ひがしことひら

　　８５１-２３２７・長崎県長崎市東出津町・ひがししつまち

　　８５０-００７３・長崎県長崎市東立神町・ひがしたてがみまち

　　８５０-０８５５・長崎県長崎市東古川町・ひがしふるかわまち

　　８５１-０１１６・長崎県長崎市東町・ひがしまち

　　８５０-０９１１・長崎県長崎市東山手町・ひがしやまてまち

　　８５０-０９１５・長崎県長崎市東山町・ひがしやままち

　　８５０-０８０４・長崎県長崎市彦見町・ひこみまち

　　８５０-０９１４・長崎県長崎市日の出町・ひのでまち

　　８５０-０９８５・長崎県長崎市平瀬町・ひらせまち

　　８５２-８００６・長崎県長崎市平戸小屋町・ひらどごやまち

　　８５２-８１１７・長崎県長崎市平野町・ひらのまち

　　８５１-０１３６・長崎県長崎市平間町・ひらままち

　　８５０-０９９６・長崎県長崎市平山台・ひらやまだい

　　８５０-０９９５・長崎県長崎市平山町・ひらやままち

　　８５０-００１６・長崎県長崎市夫婦川町・ふうふがわまち

　　８５１-０３０１・長崎県長崎市深堀町・ふかほりまち

　　８５０-００６８・長崎県長崎市福田本町・ふくだほんまち

　　８５２-８０２２・長崎県長崎市富士見町・ふじみまち

　　８５２-８０１２・長崎県長崎市淵町・ふちまち

　　８５１-０１０４・長崎県長崎市船石町・ふないしまち

　　８５０-０９０４・長崎県長崎市船大工町・ふなだいくまち

　　８５０-０８５１・長崎県長崎市古川町・ふるかわまち

　　８５０-０９３５・長崎県長崎市古河町・ふるこまち

　　８５０-００２６・長崎県長崎市古町・ふるまち

　　８５０-０９７２・長崎県長崎市古道町・ふるみちまち

　　８５２-８１３１・長崎県長崎市文教町・ぶんきようまち

　　８５２-８１１６・長崎県長崎市平和町・へいわまち

　　８５２-８００２・長崎県長崎市弁天町・べんてんまち

　　８５２-８０１６・長崎県長崎市宝栄町・ほうえいまち

　　８５１-２２１６・長崎県長崎市豊洋台・ほうようだい

　　８５２-８０６３・長崎県長崎市北栄町・ほくえいまち

　　８５２-８０６４・長崎県長崎市北陽町・ほくようまち

　　８５０-０９４５・長崎県長崎市星取・ほしとり

　　８５０-００１２・長崎県長崎市本河内・ほんごうち

　　８５１-０１１４・長崎県長崎市牧島町・まきしままち

　　８５１-１１２４・長崎県長崎市牧野町・まきのまち

　　８５０-０９２１・長崎県長崎市松が枝町・まつがえまち

　　８５１-２２０５・長崎県長崎市松崎町・まつざきまち

　　８５１-０１３１・長崎県長崎市松原町・まつはﾞらまち

　　８５２-８１１８・長崎県長崎市松山町・まつやままち

　　８５２-８００４・長崎県長崎市丸尾町・まるおまち

　　８５０-０９０２・長崎県長崎市丸山町・まるやままち

　　８５０-００３３・長崎県長崎市万才町・まんざいまち

　　８５１-２２０３・長崎県長崎市三重田町・みえだまち

　　８５１-２２０４・長崎県長崎市三重町・みえまち

　　８５２-８１２１・長崎県長崎市三川町・みかわまち

　　８５１-１１２１・長崎県長崎市見崎町・みさきまち

　　８５０-００６１・長崎県長崎市水の浦町・みずのうらまち

　　８５２-８１４２・長崎県長崎市三ツ山町・みつやままち

　　８５２-８０３３・長崎県長崎市緑が丘町・みどりがおかまち

　　８５２-８１０３・長崎県長崎市緑町・みどりまち

　　８５０-００７９・長崎県長崎市みなと坂・みなとざか



　　８５０-０９４３・長崎県長崎市南が丘町・みなみがおかまち

　　８５０-０９４２・長崎県長崎市南町・みなみまち

　　８５０-０９３１・長崎県長崎市南山手町・みなみやまてまち

　　８５２-８１２３・長崎県長崎市三原・みはら

　　８５１-０４０８・長崎県長崎市宮崎町・みやざきまち

　　８５１-０２４３・長崎県長崎市宮摺町・みやずりまち

　　８５２-８０３１・長崎県長崎市三芳町・みよしまち

　　８５１-１１３６・長崎県長崎市向町・むかえまち

　　８５２-８１０５・長崎県長崎市目覚町・めざめまち

　　８５２-８１４４・長崎県長崎市女の都・めのと

　　８５１-０２４１・長崎県長崎市茂木町・もぎまち

　　８５２-８１１２・長崎県長崎市本尾町・もとおまち

　　８５０-０９０１・長崎県長崎市本石灰町・もとしつくいまち

　　８５２-８１３３・長崎県長崎市本原町・もとはらまち

　　８５０-００３５・長崎県長崎市元船町・もとふなまち

　　８５０-０９１３・長崎県長崎市元町・もとまち

　　８５２-８１０４・長崎県長崎市茂里町・もりまち

　　８５０-００２９・長崎県長崎市八百屋町・やおやまち

　　８５１-０１３３・長崎県長崎市矢上町・やがみまち

　　８５０-００４３・長崎県長崎市八千代町・やちよまち

　　８５０-０８１３・長崎県長崎市八つ尾町・やつおまち

　　８５２-８０１３・長崎県長崎市梁川町・やながわまち

　　８５２-８０４６・長崎県長崎市柳谷町・やなぎだにまち

　　８５０-０９８２・長崎県長崎市柳田町・やなぎだまち

　　８５０-０８１１・長崎県長崎市矢の平・やのひら

　　８５０-０８０１・長崎県長崎市八幡町・やはたまち

　　８５０-０８２３・長崎県長崎市弥生町・やよいまち

　　８５２-８０６５・長崎県長崎市横尾・よこお

　　８５１-１１２３・長崎県長崎市四杖町・よつえまち

　　８５０-０９０３・長崎県長崎市寄合町・よりあいまち

　　８５０-０８５２・長崎県長崎市万屋町・よろずやまち

　　８５０-００２１・長崎県長崎市炉粕町・ろかすまち

　　８５２-８０２３・長崎県長崎市若草町・わかくさまち

　　８５２-８０４７・長崎県長崎市若竹町・わかたけまち

　　８５２-８１３７・長崎県長崎市若葉町・わかはﾞまち

　　８５１-０５０６・長崎県長崎市脇岬町・わきみさきまち

　　８５７-００００・長崎県佐世保市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５７-００４４・長崎県佐世保市相生町・あいおいちよう

　　８５８-０９１８・長崎県佐世保市相浦町・あいのうらちよう

　　８５７-００１３・長崎県佐世保市赤木町・あかぎちよう

　　８５７-００６４・長崎県佐世保市赤崎町・あかさきちよう

　　８５７-０４３１・長崎県佐世保市浅子町・あさごちよう

　　８５８-０９１７・長崎県佐世保市愛宕町・あたごちよう

　　８５９-３２４１・長崎県佐世保市有福町・ありふくちよう

　　８５７-１２３３・長崎県佐世保市庵浦町・いおのうらちよう

　　８５７-００３７・長崎県佐世保市石坂町・いしざかちよう

　　８５７-００５７・長崎県佐世保市泉町・いずみちよう

　　８５７-０８５１・長崎県佐世保市稲荷町・いなりちよう

　　８５７-００６１・長崎県佐世保市今福町・いまぶくちよう

　　８５７-４８１３・長崎県佐世保市宇久町飯良・うくまちいいら

　　８５７-４８１５・長崎県佐世保市宇久町大久保・うくまちおおくほﾞ

　　８５７-４９０３・長崎県佐世保市宇久町太田江・うくまちおおだえ

　　８５７-４８１２・長崎県佐世保市宇久町小浜・うくまちおはﾞま

　　８５７-４８１１・長崎県佐世保市宇久町神浦・うくまちこうのうら

　　８５７-４９０４・長崎県佐世保市宇久町木場・うくまちこはﾞ

　　８５７-４９０１・長崎県佐世保市宇久町平・うくまちたいら

　　８５７-４８１６・長崎県佐世保市宇久町寺島・うくまちてらしま

　　８５７-４９０２・長崎県佐世保市宇久町野方・うくまちのがた

　　８５７-４８１４・長崎県佐世保市宇久町本飯良・うくまちもといいら

　　８５７-００６９・長崎県佐世保市鵜渡越町・うどごえちよう

　　８５７-００１７・長崎県佐世保市梅田町・うめだまち

　　８５９-３２２５・長崎県佐世保市浦川内町・うらがわちちよう

　　８５９-３２０２・長崎県佐世保市上原町・うわはﾞるちよう

　　８５７-００５８・長崎県佐世保市上町・うわまち

　　８５９-３２４４・長崎県佐世保市江上町・えがみちよう

　　８５９-３１６５・長崎県佐世保市江永町・えながちよう

　　８５７-０００１・長崎県佐世保市烏帽子町・えほﾞしちよう

　　８５９-６１３１・長崎県佐世保市江迎町赤坂・えむかえちようあかさか

　　８５９-６１１１・長崎県佐世保市江迎町飯良坂・えむかえちよういいらざか

　　８５９-６１３３・長崎県佐世保市江迎町猪調・えむかえちよういのつき



　　８５９-６１０３・長崎県佐世保市江迎町埋立・えむかえちよううめたて

　　８５９-６１１４・長崎県佐世保市江迎町箙尾・えむかえちようえびらお

　　８５９-６１２１・長崎県佐世保市江迎町奥川内・えむかえちようおくがわち

　　８５９-６１０５・長崎県佐世保市江迎町梶ノ村・えむかえちようかじのむら

　　８５９-６１０２・長崎県佐世保市江迎町上川内・えむかえちようかみがわち

　　８５９-６１０６・長崎県佐世保市江迎町北田・えむかえちようきただ

　　８５９-６１２６・長崎県佐世保市江迎町北平・えむかえちようきたひら

　　８５９-６１１３・長崎県佐世保市江迎町栗越・ えむかえちようくりこじ

　　８５９-６１２３・長崎県佐世保市江迎町小川内・えむかえちようこがわち

　　８５９-６１３２・長崎県佐世保市江迎町志戸氏・えむかえちようしとのうじ

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

　　８５９-６１３４・長崎県佐世保市江迎町田ノ元・えむかえちようたのもと

　　８５９-６１１５・長崎県佐世保市江迎町中尾・えむかえちようなかお

　　８５９-６１０１・長崎県佐世保市江迎町長坂・えむかえちようながさか

　　８５９-６１２２・長崎県佐世保市江迎町七腕・えむかえちようななかい

　　８５９-６１１２・長崎県佐世保市江迎町根引・えむかえちようねびき

　　８５９-６１２５・長崎県佐世保市江迎町三浦・えむかえちようみうら

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

　　８５８-０９２６・長崎県佐世保市大潟町・おおがたちよう

　　８５７-１１６３・長崎県佐世保市大岳台町・おおたけだいまち

　　８５７-０１３１・長崎県佐世保市大野町・おおのちよう

　　８５７-０８４１・長崎県佐世保市大宮町・おおみやちよう

　　８５７-０１４６・長崎県佐世保市小川内町・おがわちちよう

　　８５７-１１７１・長崎県佐世保市沖新町・おきしんまち

　　８５９-３２３３・長崎県佐世保市奥山町・おくやまちよう

　　８５８-０９０２・長崎県佐世保市踊石町・おどりいしちよう

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

　　８５８-０９６５・長崎県佐世保市小野町（その他）・おのちよう(そのた)

　　８５７-００２１・長崎県佐世保市折橋町・おりはしちよう

　　８５７-１１６２・長崎県佐世保市卸本町・おろしほんまち

　　８５７-０１４４・長崎県佐世保市皆瀬町・かいぜちよう

　　８５８-０９２２・長崎県佐世保市鹿子前町・かしまえちよう

　　８５７-００１１・長崎県佐世保市春日町・かすがちよう

　　８５９-３２１６・長崎県佐世保市勝海町・かつうみちよう

　　８５７-０８０３・長崎県佐世保市勝富町・かつとみちよう

　　８５８-０９１５・長崎県佐世保市上相浦町・かみあいのうらちよう

　　８５７-０８７２・長崎県佐世保市上京町・かみきようまち

　　８５７-００６７・長崎県佐世保市神島町・かみしまちよう

　　８５８-０９０３・長崎県佐世保市上本山町・かみもとやまちよう

　　８５７-０１２６・長崎県佐世保市上柚木町・かみゆのきちよう

　　８５８-０９１４・長崎県佐世保市川下町・かわしもちよう

　　８５７-０１２３・長崎県佐世保市川谷町・かわたにちよう

　　８５７-０８０１・長崎県佐世保市祇園町・ぎおんちよう

　　８５７-１１６６・長崎県佐世保市木風町・きかぜちよう

　　８５８-０９１６・長崎県佐世保市木宮町・きのみやちよう

　　８５９-３１６６・長崎県佐世保市木原町・きはらちよう

　　８５７-０８７４・長崎県佐世保市京坪町・きようのつほﾞちよう

　　８５７-０１２１・長崎県佐世保市潜木町・くぐるぎちよう

　　８５７-０１０４・長崎県佐世保市楠木町・くすのきちよう

　　８５９-３１６１・長崎県佐世保市口の尾町・くちのおちよう

　　８５７-００２５・長崎県佐世保市熊野町・くまのちよう

　　８５７-１１５２・長崎県佐世保市黒髪町・くろかみちよう

　　８５７-３２７１・長崎県佐世保市黒島町・くろしまちよう

　　８５９-３１５７・長崎県佐世保市桑木場町・くわこはﾞちよう

　　８５７-０８０５・長崎県佐世保市光月町・こうげつちよう

　　８５７-０８０２・長崎県佐世保市高天町・こうてんちよう

　　８５９-３１６４・長崎県佐世保市心野町・ここんのちよう

　　８５７-０４０３・長崎県佐世保市小佐々町臼ノ浦・こさざちよううすのうら

　　８５７-０４１３・長崎県佐世保市小佐々町楠泊・こさざちようくすどまり

　　８５７-０４０１・長崎県佐世保市小佐々町黒石・ こさざちようくろいじ

　　８５７-０４０２・長崎県佐世保市小佐々町小坂・こさざちようこさか

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

　　８５７-０４０４・長崎県佐世保市小佐々町田原・こさざちようたはﾞる

　　８５７-０４０５・長崎県佐世保市小佐々町葛籠・こさざちようつつﾞら

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

　　８５７-０４０６・長崎県佐世保市小佐々町平原・こさざちようひらはﾞる

　　８５７-０４１４・長崎県佐世保市小佐々町矢岳・こさざちようやだけ

　　８５７-０８１３・長崎県佐世保市小佐世保町・こさせほﾞちよう

　　８５７-００６６・長崎県佐世保市小島町・こじまちよう

　　８５７-００４１・長崎県佐世保市木場田町・こはﾞたちよう



　　８５７-０１１４・長崎県佐世保市小舟町・こふねちよう

　　８５７-０１０６・長崎県佐世保市菰田町・こもだちよう

　　８５９-３２１４・長崎県佐世保市権常寺・ごんじようじ

　　８５９-３２１３・長崎県佐世保市権常寺町・ごんじようじちよう

　　８５７-００６２・長崎県佐世保市金比良町・こんひﾟらちよう

　　８５７-００５４・長崎県佐世保市栄町・さかえまち

　　８５９-３２２６・長崎県佐世保市崎岡町・さきおかちよう

　　８５７-１１７６・長崎県佐世保市崎辺町・さきべちよう

　　８５７-００１２・長崎県佐世保市桜木町・さくらぎちよう

　　８５９-３２４２・長崎県佐世保市指方町・さしかたちよう

　　８５７-０１２２・長崎県佐世保市里美町・さとよしちよう

　　８５９-３２１１・長崎県佐世保市早苗町・さなえちよう

　　８５８-０９２５・長崎県佐世保市椎木町・しいのきちよう

　　８５７-０８７６・長崎県佐世保市塩浜町・しおはまちよう

　　８５９-３１５４・長崎県佐世保市塩浸町・しおひたしちよう

　　８５７-０８３４・長崎県佐世保市潮見町・しおみちよう

　　８５９-６２０１・長崎県佐世保市鹿町町大屋・しかまちちようおおや

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

　　８５９-６２０３・長崎県佐世保市鹿町町口ノ里・しかまちちようくちのさと

　　８５９-６１４４・長崎県佐世保市鹿町町鹿町・しかまちちようしかまち

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

　　８５９-６１４１・長崎県佐世保市鹿町町新深江・しかまちちようしんふかえ

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

　　８５９-６２０５・長崎県佐世保市鹿町町中野・しかまちちようなかの

　　８５９-６２０６・長崎県佐世保市鹿町町長串・ しかまちちようなぐじ

　　８５９-６１４２・長崎県佐世保市鹿町町深江・しかまちちようふかえ

　　８５９-６１４３・長崎県佐世保市鹿町町深江潟・しかまちちようふかえがた

　　８５９-６２０７・長崎県佐世保市鹿町町船ノ村・しかまちちようふねのむら

　　８５９-３２２４・長崎県佐世保市重尾町・しげおちよう

　　８５７-０８０６・長崎県佐世保市島瀬町・しまのせちよう

　　８５７-０８７９・長崎県佐世保市島地町・しまんじちよう

　　８５７-００３６・長崎県佐世保市清水町・しみずちよう

　　８５７-０１１３・長崎県佐世保市下宇戸町・しもうどちよう

　　８５７-０８７５・長崎県佐世保市下京町・しもきようまち

　　８５９-３１５６・長崎県佐世保市下の原町・しものはるちよう

　　８５７-１２３２・長崎県佐世保市下船越町・しもふなこしちよう

　　８５８-０９０５・長崎県佐世保市下本山町・しももとやまちよう

　　８５７-１１７３・長崎県佐世保市十郎新町・じゆうろうしんまち

　　８５９-３２３７・長崎県佐世保市城間町・じようまちよう

　　８５７-０８２１・長崎県佐世保市白木町・しらきちよう

　　８５７-１１６４・長崎県佐世保市白岳町・しらたけちよう

　　８５７-０１０５・長崎県佐世保市白仁田町・しらにたちよう

　　８５７-０８６２・長崎県佐世保市白南風町・しらはえちよう

　　８５７-００３３・長崎県佐世保市城山町・しろやまちよう

　　８５９-３１５８・長崎県佐世保市新替町・しんがえちよう

　　８５９-３１５２・長崎県佐世保市新行江町・しんぎようえちよう

　　８５８-０９１３・長崎県佐世保市新田町・しんでんちよう

　　８５９-３２０３・長崎県佐世保市陣の内町・じんのうちちよう

　　８５７-０８５５・長崎県佐世保市新港町・しんみなとまち

　　８５７-０８１２・長崎県佐世保市須佐町・すさまち

　　８５７-０８３１・長崎県佐世保市須田尾町・すだおちよう

　　８５８-０９２４・長崎県佐世保市星和台町・せいわだいまち

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

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

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

　　８５９-６４０４・長崎県佐世保市世知原町太田・せちはﾞるちようおおた

　　８５９-６４０５・長崎県佐世保市世知原町開作・せちはﾞるちようかいさく

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

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

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

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

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

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

　　８５９-６４１３・長崎県佐世保市世知原町笥瀬・せちはﾞるちようやなぜ

　　８５９-６４１４・長崎県佐世保市世知原町矢櫃・せちはﾞるちようやびつ

　　８５９-６４１５・長崎県佐世保市世知原町槍巻・せちはﾞるちようやりまき

　　８５９-３２３１・長崎県佐世保市瀬道町・せどうちよう

　　８５７-０１３４・長崎県佐世保市瀬戸越・せとごえ

　　８５７-０１３５・長崎県佐世保市瀬戸越町・せとごえちよう

　　８５７-００４５・長崎県佐世保市園田町・そのだまち



　　８５７-０８４３・長崎県佐世保市大黒町・だいこくちよう

　　８５７-１１６１・長崎県佐世保市大塔町・だいとうちよう

　　８５７-００４２・長崎県佐世保市高砂町・たかさごちよう

　　８５８-０９３１・長崎県佐世保市高島町・たかしまちよう

　　８５７-０８１１・長崎県佐世保市高梨町・たかなしちよう

　　８５７-０１２５・長崎県佐世保市高花町・たかはなちよう

　　８５８-０９０１・長崎県佐世保市岳野町・たけのちよう

　　８５８-０９１１・長崎県佐世保市竹辺町・たけべちよう

　　８５７-００１４・長崎県佐世保市田代町・たしろちよう

　　８５７-００６３・長崎県佐世保市立神町・たてがみちよう

　　８５８-０９０７・長崎県佐世保市棚方町・たながたちよう

　　８５７-００２７・長崎県佐世保市谷郷町・たにごうちよう

　　８５９-３２０５・長崎県佐世保市田の浦町・たのうらちよう

　　８５７-０１３６・長崎県佐世保市田原町・たはﾞるちよう

　　８５７-１２３５・長崎県佐世保市俵ケ浦町・たわらがうらちよう

　　８５７-００１６・長崎県佐世保市俵町・たわらまち

　　８５７-０１０１・長崎県佐世保市知見寺町・ちけんじちよう

　　８５７-０１１１・長崎県佐世保市筒井町・つついちよう

　　８５７-１１７４・長崎県佐世保市天神・てんじん

　　８５７-１１７５・長崎県佐世保市天神町・てんじんちよう

　　８５７-００４３・長崎県佐世保市天満町・てんまちよう

　　８５７-０１２４・長崎県佐世保市戸ケ倉町・とがくらちよう

　　８５７-００５３・長崎県佐世保市常盤町・ときわちよう

　　８５７-０８６４・長崎県佐世保市戸尾町・とのおちよう

　　８５７-０１４１・長崎県佐世保市十文野町・ともんのちよう

　　８５７-００４６・長崎県佐世保市長尾町・ながおちよう

　　８５８-０９２１・長崎県佐世保市長坂町・ながさかちよう

　　８５８-０９０４・長崎県佐世保市中里町・なかざとちよう

　　８５７-００３８・長崎県佐世保市中通町・なかどおりちよう

　　８５９-３２３４・長崎県佐世保市長畑町・ながはたちよう

　　８５９-３２２１・長崎県佐世保市中原町・なかはらちよう

　　８５７-００２３・長崎県佐世保市名切町・なきりちよう

　　８５７-００４８・長崎県佐世保市西大久保町・にしおおくほﾞちよう

　　８５７-１２３４・長崎県佐世保市野崎町・のざきちよう

　　８５７-０１４２・長崎県佐世保市野中町・のなかちよう

　　８５９-３２１５・長崎県佐世保市早岐・はいき

　　８５９-３２４３・長崎県佐世保市ハウステンボス町・はうすてんほﾞすまち

　　８５９-３２３６・長崎県佐世保市南風崎町・はえのさきちよう

　　８５９-３２３２・長崎県佐世保市萩坂町・はぎさかちよう

　　８５８-０９０６・長崎県佐世保市八の久保町・はちのくほﾞちよう

　　８５７-００２８・長崎県佐世保市八幡町・はちまんちよう

　　８５７-００２４・長崎県佐世保市花園町・はなぞのちよう

　　８５９-３２１２・長崎県佐世保市花高・はなたか

　　８５７-００５１・長崎県佐世保市浜田町・はまだまち

　　８５９-３４５４・長崎県佐世保市針尾北町・はりおきたまち

　　８５９-３４５２・長崎県佐世保市針尾中町・はりおなかまち

　　８５９-３４５３・長崎県佐世保市針尾西町・はりおにしまち

　　８５９-３４５１・長崎県佐世保市針尾東町・はりおひがしまち

　　８５７-０１０３・長崎県佐世保市原分町・はるぶんちよう

　　８５７-１１５１・長崎県佐世保市日宇町・ひうちよう

　　８５７-１１６７・長崎県佐世保市ひうみ町・ひうみまち

　　８５７-００４９・長崎県佐世保市東大久保町・ひがしおおくほﾞちよう

　　８５７-１１７２・長崎県佐世保市東浜町・ひがしはまちよう

　　８５７-０８４２・長崎県佐世保市東山町・ひがしやまちよう

　　８５８-０９０８・長崎県佐世保市光町・ひかりまち

　　８５７-０８５２・長崎県佐世保市干尽町・ひつﾞくしまち

　　８５８-０９２３・長崎県佐世保市日野町・ひのちよう

　　８５７-００５６・長崎県佐世保市平瀬町・ひらせちよう

　　８５７-００４０・長崎県佐世保市比良町・ひらまち

　　８５９-３２０１・長崎県佐世保市平松町・ひらまつちよう

　　８５９-３２２３・長崎県佐世保市広田・ひろた

　　８５９-３２２２・長崎県佐世保市広田町・ひろだちよう

　　８５７-０８５４・長崎県佐世保市福石町・ふくいしちよう

　　８５７-００３５・長崎県佐世保市福田町・ふくだまち

　　８５７-０８３２・長崎県佐世保市藤原町・ふじわらちよう

　　８５７-１２３１・長崎県佐世保市船越町・ふなこしちよう

　　８５８-０９１２・長崎県佐世保市母ケ浦町・ほうがうらちよう

　　８５７-００３１・長崎県佐世保市保立町・ほたてちよう

　　８５７-０８５３・長崎県佐世保市前畑町・まえはたちよう

　　８５７-０１４５・長崎県佐世保市牧の地町・まきのじちよう



　　８５７-００５２・長崎県佐世保市松浦町・まつうらちよう

　　８５７-０８０４・長崎県佐世保市松川町・まつかわちよう

　　８５７-０１０２・長崎県佐世保市松瀬町・まつせちよう

　　８５７-０１３２・長崎県佐世保市松原町・まつはﾞらちよう

　　８５７-００１５・長崎県佐世保市松山町・まつやまちよう

　　８５７-００３４・長崎県佐世保市万徳町・まんとくちよう

　　８５７-０８６３・長崎県佐世保市三浦町・みうらちよう

　　８５９-３１５３・長崎県佐世保市三川内新町・みかわちしんまち

　　８５９-３１５５・長崎県佐世保市三川内町・みかわちちよう

　　８５９-３１５１・長崎県佐世保市三川内本町・みかわちほんまち

　　８５７-００５５・長崎県佐世保市湊町・みなとまち

　　８５７-０８６１・長崎県佐世保市峰坂町・みねのさかちよう

　　８５７-００６８・長崎県佐世保市御船町・みふねちよう

　　８５７-０８７３・長崎県佐世保市宮崎町・みやざきちよう

　　８５７-００２６・長崎県佐世保市宮地町・みやじちよう

　　８５７-００３２・長崎県佐世保市宮田町・みやだまち

　　８５９-３２３５・長崎県佐世保市宮津町・みやつﾞちよう

　　８５７-０８７１・長崎県佐世保市本島町・もとしまちよう

　　８５７-００５９・長崎県佐世保市元町・もとまち

　　８５７-１１５３・長崎県佐世保市もみじが丘町・もみじがおかまち

　　８５７-００４７・長崎県佐世保市矢岳町・やたけちよう

　　８５７-０８７８・長崎県佐世保市山県町・やまがたちよう

　　８５７-０８２２・長崎県佐世保市山祇町・やまずみちよう

　　８５７-００２２・長崎県佐世保市山手町・やまてちよう

　　８５７-１１６５・長崎県佐世保市大和町・やまとちよう

　　８５７-０１３３・長崎県佐世保市矢峰町・やみねちよう

　　８５７-０１１２・長崎県佐世保市柚木町・ゆのきちよう

　　８５７-０１１５・長崎県佐世保市柚木元町・ゆのきもとまち

　　８５７-００１８・長崎県佐世保市横尾町・よこおちよう

　　８５９-３１６３・長崎県佐世保市横手町・よこてちよう

　　８５９-６３０３・長崎県佐世保市吉井町板樋・よしいちよういたび

　　８５９-６３２５・長崎県佐世保市吉井町大渡・よしいちようおおわたり

　　８５９-６３１６・長崎県佐世保市吉井町乙石尾・よしいちようおついしお

　　８５９-６３２２・長崎県佐世保市吉井町踊瀬・よしいちようおどりぜ

　　８５９-６３０４・長崎県佐世保市吉井町梶木場・よしいちようかじこはﾞ

　　８５９-６３１３・長崎県佐世保市吉井町上吉田・よしいちようかみよしだ

　　８５９-６３１５・長崎県佐世保市吉井町下原・よしいちようしもはﾞる

　　８５９-６３０１・長崎県佐世保市吉井町草ノ尾・よしいちようそうのお

　　８５９-６３１７・長崎県佐世保市吉井町高峰・よしいちようたかみね

　　８５９-６３２６・長崎県佐世保市吉井町立石・ よしいちようたていじ

　　８５９-６３１４・長崎県佐世保市吉井町田原・よしいちようたはﾞる

　　８５９-６３０５・長崎県佐世保市吉井町直谷・よしいちようなおや

　　８５９-６３１１・長崎県佐世保市吉井町橋川内・よしいちようはしかわち

　　８５９-６３１２・長崎県佐世保市吉井町橋口・よしいちようはしぐち

　　８５９-６３２３・長崎県佐世保市吉井町春明・よしいちようはるあけ

　　８５９-６３０２・長崎県佐世保市吉井町福井・よしいちようふくい

　　８５９-６３２１・長崎県佐世保市吉井町前岳・よしいちようまえだけ

　　８５９-６３２４・長崎県佐世保市吉井町吉元・よしいちようよしもと

　　８５７-０１４３・長崎県佐世保市吉岡町・よしおかちよう

　　８５９-３１６２・長崎県佐世保市吉福町・よしふくちよう

　　８５７-０８７７・長崎県佐世保市万津町・よろつﾞちよう

　　８５９-３２０４・長崎県佐世保市若竹台町・わかたけだいまち

　　８５７-０８３３・長崎県佐世保市若葉町・わかはﾞちよう

　　８５５-００００・長崎県島原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

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

　　８５５-０８５５・長崎県島原市青葉町・あおはﾞまち

　　８５５-００２１・長崎県島原市油堀町・あぶらほﾞりまち

　　８５５-０００２・長崎県島原市洗切町・あらいきりまち

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

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

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

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

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

　　８５９-１４０２・長崎県島原市有明町湯江乙・ありあけちようゆえおつ

　　８５９-１４０１・長崎県島原市有明町湯江甲・ありあけちようゆえこう

　　８５９-１４０４・長崎県島原市有明町湯江丁・ありあけちようゆえてい

　　８５９-１４０３・長崎県島原市有明町湯江丙・ありあけちようゆえへい

　　８５５-０８１３・長崎県島原市有馬船津町・ありまふなつまち

　　８５５-００２３・長崎県島原市出の川町・いでのかわまち

　　８５５-００１５・長崎県島原市出平町・いでひらまち



　　８５５-００４６・長崎県島原市今川町・いまがわまち

　　８５５-０８５３・長崎県島原市上の原・うえのはら

　　８５５-００４５・長崎県島原市上の町・うえのまち

　　８５５-００７１・長崎県島原市宇土町・うとまち

　　８５５-０８７２・長崎県島原市梅園町・うめぞのまち

　　８５５-０８１７・長崎県島原市浦田・うらた

　　８５５-００５６・長崎県島原市浦の川・うらのかわ

　　８５５-００６７・長崎県島原市上新丁・うわじんちよう

　　８５５-００５９・長崎県島原市江戸丁・えどちよう

　　８５５-０８１６・長崎県島原市蛭子町・えびすまち

　　８５５-００１７・長崎県島原市江里町・えりまち

　　８５５-０８７８・長崎県島原市大下町・おおじもまち

　　８５５-００１２・長崎県島原市大手原町・おおてはﾞらまち

　　８５５-００１１・長崎県島原市御手水町・おちようずまち

　　８５５-００６６・長崎県島原市柿の木町・かきのきまち

　　８５５-００６４・長崎県島原市柏野町・かしわのまち

　　８５５-００４２・長崎県島原市片町・かたまち

　　８５５-０８８１・長崎県島原市門内町・かどうちまち

　　８５５-０８７４・長崎県島原市鎌田町・かまだまち

　　８５５-００７６・長崎県島原市上折橋町・かみおりはしまち

　　８５５-０８０８・長崎県島原市加美町・かみまち

　　８５５-０００４・長崎県島原市亀の甲町・かめのこうまち

　　８５５-０８７３・長崎県島原市北安徳町・きたあんとくまち

　　８５５-０８８６・長崎県島原市北上木場町・きたかみこはﾞまち

　　８５５-００７８・長崎県島原市北千本木町・きたせんほﾞんぎまち

　　８５５-００５８・長崎県島原市北原町・きたはﾞらまち

　　８５５-００３２・長崎県島原市北門町・きたもんまち

　　８５５-０８４１・長崎県島原市崩山町・くえやままち

　　８５５-００２６・長崎県島原市礫石原町・くれいしはﾞるまち

　　８５５-０８３６・長崎県島原市湖南町・こなんまち

　　８５５-０８５６・長崎県島原市小山町・こやままち

　　８５５-０８３２・長崎県島原市坂上町・さかうえまち

　　８５５-０８４２・長崎県島原市栄町・さかえまち

　　８５５-０８３３・長崎県島原市坂下町・さかしたまち

　　８５５-００３５・長崎県島原市先魁町・さきがけまち

　　８５５-０８０９・長崎県島原市桜町・さくらまち

　　８５５-００５１・長崎県島原市桜門町・さくらもんまち

　　８５５-０００６・長崎県島原市寺中町・じちゆうまち

　　８５５-００５５・長崎県島原市下新丁・したじんちよう

　　８５５-００５２・長崎県島原市下の丁・したのちよう

　　８５５-００７５・長崎県島原市下折橋町・しもおりはしまち

　　８５５-０８６１・長崎県島原市下川尻町・しもかわしりまち

　　８５５-００１４・長崎県島原市下宮町・しもみやまち

　　８５５-００５３・長崎県島原市城西中の丁・じようせいなかのちよう

　　８５５-００３６・長崎県島原市城内・じようない

　　８５５-０８８５・長崎県島原市白谷町・しらたにまち

　　８５５-０８０７・長崎県島原市白土町・しらちまち

　　８５５-０８１１・長崎県島原市白土桃山・しらちももやま

　　８５５-００７４・長崎県島原市城見町・しろみまち

　　８５５-００５７・長崎県島原市新建・しんだち

　　８５５-００４３・長崎県島原市新田町・しんでんまち

　　８５５-００３３・長崎県島原市新馬場町・しんはﾞはﾞまち

　　８５５-０８０３・長崎県島原市新町・しんまち

　　８５５-０８６２・長崎県島原市新湊・しんみなと

　　８５５-０８４３・長崎県島原市新山・しんやま

　　８５５-０８６３・長崎県島原市親和町・しんわまち

　　８５５-００６８・長崎県島原市杉山町・すぎやままち

　　８５５-０８０１・長崎県島原市高島・たかじま

　　８５５-００２５・長崎県島原市立野町・たてのまち

　　８５５-００３４・長崎県島原市田町・たまち

　　８５５-０８６４・長崎県島原市秩父が浦町・ちちぶがうらまち

　　８５５-０００７・長崎県島原市津吹町・つぶきまち

　　８５５-０８１４・長崎県島原市津町・つまち

　　８５５-０８５２・長崎県島原市寺町・てらまち

　　８５５-０８８３・長崎県島原市天神元町・てんじんもとまち

　　８５５-０８７５・長崎県島原市中安徳町・なかあんとくまち

　　８５５-００６１・長崎県島原市中尾町・なかおまち

　　８５５-０８２２・長崎県島原市中組町・なかぐみまち

　　８５５-０００１・長崎県島原市中野町・なかのまち

　　８５５-０００５・長崎県島原市中原町・なかはﾞらまち



　　８５５-０８０６・長崎県島原市中堀町・なかほりまち

　　８５５-００４４・長崎県島原市中町・なかまち

　　８５５-００２２・長崎県島原市長貫町・ながぬきまち

　　８５５-００１８・長崎県島原市西町・にしまち

　　８５５-０８３５・長崎県島原市西八幡町・にしやはたまち

　　８５５-０８８４・長崎県島原市仁田町・にたまち

　　８５５-０８５４・長崎県島原市萩が丘・はぎがおか

　　８５５-０８５１・長崎県島原市萩原・はぎはら

　　８５５-０８２４・長崎県島原市白山町・はくさんまち

　　８５５-０８７７・長崎県島原市浜の町・はまのまち

　　８５５-０００８・長崎県島原市原口町・はらぐちまち

　　８５５-００６３・長崎県島原市原町・はらまち

　　８５５-００１３・長崎県島原市稗田町・ひえだまち

　　８５５-００２４・長崎県島原市広高野町・ひろこうやまち

　　８５５-０８２５・長崎県島原市広馬場町・ひろはﾞはﾞまち

　　８５５-０８８２・長崎県島原市札の元町・ふだのもとまち

　　８５５-０８６５・長崎県島原市船泊町・ふなどまりまち

　　８５５-００５４・長崎県島原市古丁・ふるちよう

　　８５５-０８７９・長崎県島原市平成町・へいせいまち

　　８５５-０８０２・長崎県島原市弁天町・べんてんまち

　　８５５-０８０５・長崎県島原市堀町・ほりまち

　　８５５-００７３・長崎県島原市本光寺町・ほんこうじまち

　　８５５-００６２・長崎県島原市本町・ほんまち

　　８５５-００３１・長崎県島原市前浜町・まえはままち

　　８５５-０００３・長崎県島原市三会町・みえまち

　　８５５-０８６７・長崎県島原市緑町・みどりまち

　　８５５-０８２１・長崎県島原市湊新地町・みなとしんちまち

　　８５５-０８２３・長崎県島原市湊町・みなとまち

　　８５５-０８３１・長崎県島原市湊道・みなとみち

　　８５５-０８７６・長崎県島原市南安徳町・みなみあんとくまち

　　８５５-００６５・長崎県島原市南柏野町・みなみかしわのまち

　　８５５-０８８７・長崎県島原市南上木場町・みなみかみこはﾞまち

　　８５５-０８７１・長崎県島原市南崩山町・みなみくえやままち

　　８５５-０８６６・長崎県島原市南下川尻町・みなみしもかわしりまち

　　８５５-００７７・長崎県島原市南千本木町・みなみせんほﾞんぎまち

　　８５５-００４１・長崎県島原市宮の町・みやのまち

　　８５５-００７２・長崎県島原市六ツ木町・むつぎまち

　　８５５-０８１５・長崎県島原市元船津町・もとふなつまち

　　８５５-０８３４・長崎県島原市八幡町・やはたまち

　　８５５-００１６・長崎県島原市山寺町・やまでらまち

　　８５５-０８０４・長崎県島原市万町・よろずまち

　　８５５-０８１２・長崎県島原市霊南・れいなん

　　８５４-００００・長崎県諫早市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５４-００６８・長崎県諫早市青葉台・あおはﾞだい

　　８５４-００３２・長崎県諫早市赤崎町・あかさきまち

　　８５４-００２７・長崎県諫早市旭町・あさひまち

　　８５９-０３１１・長崎県諫早市小豆崎町・あずきさきまち

　　８５４-１１２５・長崎県諫早市飯盛町池下・いいもりちよういけしも

　　８５４-１１０４・長崎県諫早市飯盛町上原・いいもりちよううえはら

　　８５４-１１０５・長崎県諫早市飯盛町後田・いいもりちよううしろだ

　　８５４-１１２４・長崎県諫早市飯盛町川下・いいもりちようかわしも

　　８５４-１１１４・長崎県諫早市飯盛町久保・いいもりちようくほﾞ

　　８５４-１１２１・長崎県諫早市飯盛町古場・いいもりちようこはﾞ

　　８５４-１１２２・長崎県諫早市飯盛町佐田・いいもりちようさだ

　　８５４-１１２３・長崎県諫早市飯盛町里・いいもりちようさと

　　８５４-１１１３・長崎県諫早市飯盛町下釜・いいもりちようしもがま

　　８５４-１１０３・長崎県諫早市飯盛町中山・いいもりちようなかやま

　　８５４-１１０１・長崎県諫早市飯盛町野中・いいもりちようのなか

　　８５４-１１１２・長崎県諫早市飯盛町開・いいもりちようひらき

　　８５４-１１１１・長崎県諫早市飯盛町平古場・いいもりちようひらこはﾞ

　　８５４-１１０２・長崎県諫早市飯盛町山口・いいもりちようやまぐち

　　８５４-０００３・長崎県諫早市泉町・いずみまち

　　８５４-００４２・長崎県諫早市上野町・うえのまち

　　８５４-０１２１・長崎県諫早市有喜町・うきまち

　　８５４-００６１・長崎県諫早市宇都町・うつﾞまち

　　８５４-００７１・長崎県諫早市永昌東町・えいしようひがしまち

　　８５４-００７２・長崎県諫早市永昌町・えいしようまち

　　８５４-００８１・長崎県諫早市栄田町・えいだまち

　　８５４-００８７・長崎県諫早市大さこ町・おおさこまち

　　８５９-０３１５・長崎県諫早市大場町・おおはﾞまち



　　８５４-００５３・長崎県諫早市小川町・おがわまち

　　８５９-０３１４・長崎県諫早市御手水町・おちようずまち

　　８５４-００３１・長崎県諫早市小野島町・おのじままち

　　８５４-００３４・長崎県諫早市小野町・おのまち

　　８５４-００６２・長崎県諫早市小船越町・おぶなこしまち

　　８５４-００６９・長崎県諫早市貝津ヶ丘・かいつﾞがおか

　　８５４-００６３・長崎県諫早市貝津町・かいつﾞまち

　　８５４-０００４・長崎県諫早市金谷町・かなやまち

　　８５４-００９５・長崎県諫早市上大渡野町・かみおおわたのまち

　　８５４-００２４・長崎県諫早市上町・かみまち

　　８５４-００３７・長崎県諫早市川内町・かわちまち

　　８５４-００５２・長崎県諫早市川床町・かわとこまち

　　８５４-００６７・長崎県諫早市久山台・くやまだい

　　８５４-００６６・長崎県諫早市久山町・くやままち

　　８５４-００５５・長崎県諫早市栗面町・くれもまち

　　８５４-００３３・長崎県諫早市黒崎町・くろさきまち

　　８５４-００２３・長崎県諫早市厚生町・こうせいまち

　　８５９-０３０３・長崎県諫早市高天町・こうてんまち

　　８５４-００５４・長崎県諫早市小ケ倉町・こがくらまち

　　８５９-０１６６・長崎県諫早市小長井町井崎・こながいちよういざき

　　８５９-０１５１・長崎県諫早市小長井町打越・ こながいちよううちこじ

　　８５９-０１５２・長崎県諫早市小長井町大搦・こながいちようおおがらみ

　　８５９-０１５３・長崎県諫早市小長井町大峰・こながいちようおおみね

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

　　８５９-０１５４・長崎県諫早市小長井町川内・こながいちようこうち

　　８５９-０１６１・長崎県諫早市小長井町古場・こながいちようこはﾞ

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

　　８５９-０１６３・長崎県諫早市小長井町田原・こながいちようたはﾞる

　　８５９-０１６７・長崎県諫早市小長井町遠竹・こながいちようとおだけ

　　８５９-０１６４・長崎県諫早市小長井町牧・こながいちようまき

　　８５４-００２２・長崎県諫早市幸町・さいわいまち

　　８５４-００１３・長崎県諫早市栄町・さかえまち

　　８５９-０３０５・長崎県諫早市猿崎町・さるざきまち

　　８５４-００９６・長崎県諫早市下大渡野町・しもおおわたのまち

　　８５９-０３０２・長崎県諫早市正久寺町・しようきゆうじまち

　　８５４-００７７・長崎県諫早市白岩町・しらいわまち

　　８５９-０３０７・長崎県諫早市白木峰町・しらきみねまち

　　８５９-０３０４・長崎県諫早市白浜町・しらはままち

　　８５９-０３０６・長崎県諫早市白原町・しらはらまち

　　８５４-０００５・長崎県諫早市城見町・しろみまち

　　８５４-００４５・長崎県諫早市新道町・しんみちまち

　　８５９-０１２１・長崎県諫早市高来町泉・たかきちよういずみ

　　８５９-０１１１・長崎県諫早市高来町上与・たかきちよううわぐみ

　　８５９-０１７１・長崎県諫早市高来町小江干拓・たかきちようおえかんたく

　　８５９-０１０１・長崎県諫早市高来町大戸・たかきちようおおと

　　８５９-０１０２・長崎県諫早市高来町折山・たかきちようおりやま

　　８５９-０１４６・長崎県諫早市高来町金崎・たかきちようかなさき

　　８５９-０１４１・長崎県諫早市高来町汲水・たかきちようくみず

　　８５９-０１２２・長崎県諫早市高来町黒崎・たかきちようくろさき

　　８５９-０１４２・長崎県諫早市高来町黒新田・たかきちようくろにた

　　８５９-０１３１・長崎県諫早市高来町神津倉・たかきちようこうつﾞくら

　　８５９-０１０３・長崎県諫早市高来町古場・たかきちようこはﾞ

　　８５９-０１１２・長崎県諫早市高来町小船津・たかきちようこぶなつ

　　８５９-０１２３・長崎県諫早市高来町小峰・たかきちようこみね

　　８５９-０１４３・長崎県諫早市高来町坂元・たかきちようさかもと

　　８５９-０１２４・長崎県諫早市高来町里・たかきちようさと

　　８５９-０１３２・長崎県諫早市高来町三部壱・たかきちようさんぶいち

　　８５９-０１１３・長崎県諫早市高来町下与・たかきちようしたぐみ

　　８５９-０１２５・長崎県諫早市高来町善住寺・たかきちようぜんじゆうじ

　　８５９-０１０４・長崎県諫早市高来町建山・たかきちようたちやま

　　８５９-０１１５・長崎県諫早市高来町西尾・たかきちようにしのお

　　８５９-０１１４・長崎県諫早市高来町西平原・たかきちようにしひらはﾞる

　　８５９-０１２６・長崎県諫早市高来町法川・たかきちようのりがわ

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

　　８５９-０１１６・長崎県諫早市高来町平田・たかきちようひらた

　　８５９-０１０６・長崎県諫早市高来町冨地戸・たかきちようふじと

　　８５９-０１０５・長崎県諫早市高来町船津・たかきちようふなつ

　　８５９-０１２７・長崎県諫早市高来町町名・たかきちようまちみよう

　　８５９-０１４７・長崎県諫早市高来町水ノ浦・たかきちようみずのうら

　　８５９-０１４４・長崎県諫早市高来町溝口・たかきちようみぞぐち



　　８５９-０１１７・長崎県諫早市高来町峰・たかきちようみね

　　８５９-０１４５・長崎県諫早市高来町山道・たかきちようやまみち

　　８５４-００１６・長崎県諫早市高城町・たかしろまち

　　８５４-００４３・長崎県諫早市立石町・たていしまち

　　８５９-０４０３・長崎県諫早市多良見町市布・たらみちよういちぬの

　　８５９-０４０２・長崎県諫早市多良見町囲・たらみちようかこい

　　８５９-０４０６・長崎県諫早市多良見町木床・たらみちようきどこ

　　８５９-０４０１・長崎県諫早市多良見町化屋・たらみちようけや

　　８５９-０４１８・長崎県諫早市多良見町佐瀬・たらみちようさせ

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

　　８５９-０４０５・長崎県諫早市多良見町中里・たらみちようなかざと

　　８５９-０４０４・長崎県諫早市多良見町西川内・たらみちようにしかわうち

　　８５９-０４１２・長崎県諫早市多良見町西園・たらみちようにしぞの

　　８５９-０４１６・長崎県諫早市多良見町野川内・たらみちようのがわうち

　　８５９-０４１３・長崎県諫早市多良見町野副・たらみちようのぞえ

　　８５９-０４１１・長崎県諫早市多良見町東園・たらみちようひがしぞの

　　８５９-０４１７・長崎県諫早市多良見町舟津・たらみちようふなつ

　　８５９-０４１４・長崎県諫早市多良見町元釜・たらみちようもとがま

　　８５９-０４１５・長崎県諫早市多良見町山川内・たらみちようやまがわうち

　　８５４-００３８・長崎県諫早市中央干拓・ちゆうおうかんたく

　　８５４-００６５・長崎県諫早市津久葉町・つくはﾞまち

　　８５４-００８３・長崎県諫早市津水町・つみずまち

　　８５４-０１２２・長崎県諫早市鶴田町・つるたまち

　　８５４-０１２３・長崎県諫早市天神町・てんじんまち

　　８５４-０００６・長崎県諫早市天満町・てんまんまち

　　８５４-００７６・長崎県諫早市堂崎町・どうざきまち

　　８５４-００９１・長崎県諫早市富川町・とみがわまち

　　８５４-００２１・長崎県諫早市仲沖町・なかおきまち

　　８５４-００７３・長崎県諫早市中尾町・なかおまち

　　８５９-０３１３・長崎県諫早市中田町・なかだまち

　　８５９-０３０１・長崎県諫早市長田町・ながたまち

　　８５４-０１２４・長崎県諫早市中通町・なかどおりまち

　　８５４-００３６・長崎県諫早市長野町・ながのまち

　　８５４-００８２・長崎県諫早市西栄田町・にしえいだまち

　　８５４-００１５・長崎県諫早市西小路町・にしこうじまち

　　８５４-００４４・長崎県諫早市西郷町・にしごうまち

　　８５９-０３１２・長崎県諫早市西里町・にしざとまち

　　８５４-００４７・長崎県諫早市野中町・のなかまち

　　８５４-００５６・長崎県諫早市土師野尾町・はじのおまち

　　８５４-００１１・長崎県諫早市八天町・はつてんまち

　　８５４-０１２５・長崎県諫早市早見町・はやみまち

　　８５４-００４６・長崎県諫早市原口町・はらぐちまち

　　８５４-００１４・長崎県諫早市東小路町・ひがしこうじまち

　　８５４-００２６・長崎県諫早市東本町・ひがしほんまち

　　８５４-０００２・長崎県諫早市日の出町・ひのでまち

　　８５４-００５７・長崎県諫早市平山町・ひらやままち

　　８５４-０００１・長崎県諫早市福田町・ふくだまち

　　８５４-００４１・長崎県諫早市船越町・ふなこしまち

　　８５４-００８６・長崎県諫早市堀の内町・ほりのうちまち

　　８５４-００１２・長崎県諫早市本町・ほんまち

　　８５４-００９４・長崎県諫早市本明町・ほんみようまち

　　８５４-００８４・長崎県諫早市真崎町・まさきまち

　　８５４-０１２６・長崎県諫早市松里町・まつざとまち

　　８５４-００７５・長崎県諫早市馬渡町・まわたりまち

　　８５４-００３５・長崎県諫早市宗方町・むなかたまち

　　８５４-０００７・長崎県諫早市目代町・めしろまち

　　８５４-００９３・長崎県諫早市本野町・もとのまち

　　８５４-０２０９・長崎県諫早市森山町上井牟田・もりやまちようかみいむた

　　８５４-０２０６・長崎県諫早市森山町唐比北・もりやまちようからこきた

　　８５４-０２０８・長崎県諫早市森山町唐比西・ もりやまちようからこにじ

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

　　８５４-０２０２・長崎県諫早市森山町慶師野・もりやまちようけいしの

　　８５４-０２０１・長崎県諫早市森山町下井牟田・もりやまちようしもいむた

　　８５４-０２０５・長崎県諫早市森山町杉谷・もりやまちようすぎたに

　　８５４-０２０４・長崎県諫早市森山町田尻・もりやまちようたじり

　　８５４-０２０３・長崎県諫早市森山町本村・もりやまちようほんむら

　　８５４-００２５・長崎県諫早市八坂町・やさかまち

　　８５４-００７４・長崎県諫早市山川町・やまかわまち

　　８５４-００９２・長崎県諫早市湯野尾町・ゆのおまち

　　８５４-００６４・長崎県諫早市若葉町・わかはﾞまち



　　８５４-００５１・長崎県諫早市鷲崎町・わしざきまち

　　８５４-００８５・長崎県諫早市破籠井町・わりごいまち

　　８５６-００００・長崎県大村市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５６-００４８・長崎県大村市赤佐古町・あかさこまち

　　８５６-００１７・長崎県大村市荒瀬町・あらせまち

　　８５６-００３３・長崎県大村市荒平町・あらひらまち

　　８５６-００２６・長崎県大村市池田・いけだ

　　８５６-００２９・長崎県大村市池田新町・いけだしんまち

　　８５６-０８２３・長崎県大村市乾馬場町・いぬいはﾞはﾞまち

　　８５６-０８１８・長崎県大村市今津町・いまつﾞまち

　　８５６-００１８・長崎県大村市今富町・いまとみまち

　　８５６-０８４３・長崎県大村市今村町・いまむらまち

　　８５６-００４４・長崎県大村市岩松町・いわまつまち

　　８５６-００２７・長崎県大村市植松・うえまつ

　　８５６-０８０４・長崎県大村市大川田町・おおかわだまち

　　８５６-０８４５・長崎県大村市大里町・おおざとまち

　　８５６-００４３・長崎県大村市小川内町・おがわうちまち

　　８５６-０８０９・長崎県大村市沖田町・おきたまち

　　８５６-００２１・長崎県大村市鬼橋町・おにはﾞしまち

　　８５６-００２０・長崎県大村市小路口本町・おろぐちほんまち

　　８５６-００２５・長崎県大村市小路口町・おろぐちまち

　　８５６-０８０２・長崎県大村市皆同町・かいどうまち

　　８５６-０８４１・長崎県大村市陰平町・かげひらまち

　　８５６-０８２７・長崎県大村市水主町・かこまち

　　８５６-０８３３・長崎県大村市片町・かたまち

　　８５６-００２３・長崎県大村市上諏訪町・かみすわまち

　　８５６-０８２０・長崎県大村市協和町・きようわまち

　　８５６-０８２８・長崎県大村市杭出津・くいでつ

　　８５６-０００７・長崎県大村市草場町・くさはﾞまち

　　８５６-０８３４・長崎県大村市玖島・くしま

　　８５６-０８３５・長崎県大村市久原・くはﾞら

　　８５６-００１２・長崎県大村市黒木町・くろきまち

　　８５６-０８０８・長崎県大村市黒丸町・くろまるまち

　　８５６-０８１７・長崎県大村市古賀島町・こがしままち

　　８５６-００４６・長崎県大村市木場・こはﾞ

　　８５６-０８３６・長崎県大村市幸町・さいわいまち

　　８５６-００２８・長崎県大村市坂口町・さかぐちまち

　　８５６-０８１２・長崎県大村市桜馬場・さくらはﾞはﾞ

　　８５６-００３１・長崎県大村市三城町・さんじようちよう

　　８５６-００１１・長崎県大村市重井田町・しげいだまち

　　８５６-０８０１・長崎県大村市寿古町・すこまち

　　８５６-００４７・長崎県大村市須田ノ木町・すだのきまち

　　８５６-００２４・長崎県大村市諏訪・すわ

　　８５６-０８４７・長崎県大村市西部町・せいぶまち

　　８５６-００３５・長崎県大村市武部町・たけべまち

　　８５６-０８０５・長崎県大村市竹松本町・たけまつほんまち

　　８５６-０８０３・長崎県大村市竹松町・たけまつまち

　　８５６-００１４・長崎県大村市田下町・たじもまち

　　８５６-００４１・長崎県大村市徳泉川内町・とくせんがわちまち

　　８５６-０８０６・長崎県大村市富の原・とみのはら

　　８５６-０８４２・長崎県大村市中里町・なかざとまち

　　８５６-００１３・長崎県大村市中岳町・なかだけまち

　　８５６-０８２１・長崎県大村市西乾馬場町・にしいぬいはﾞはﾞまち

　　８５６-０８１３・長崎県大村市西大村本町・にしおおむらほんまち

　　８５６-０８２５・長崎県大村市西三城町・にしさんじようちよう

　　８５６-０８３７・長崎県大村市西本町・にしほんまち

　　８５６-０００３・長崎県大村市野岳町・のだけまち

　　８５６-００１９・長崎県大村市野田町・のだまち

　　８５６-０８１１・長崎県大村市原口町・はらぐちまち

　　８５６-００１６・長崎県大村市原町・はらまち

　　８５６-００３２・長崎県大村市東大村・ひがしおおむら

　　８５６-０８２６・長崎県大村市東三城町・ひがしさんじようちよう

　　８５６-０００２・長崎県大村市東野岳町・ひがしのだけまち

　　８５６-０８３１・長崎県大村市東本町・ひがしほんまち

　　８５６-０８４６・長崎県大村市日泊町・ひどまるまち

　　８５６-００４２・長崎県大村市平町・ひらまち

　　８５６-０００６・長崎県大村市福重町・ふくしげまち

　　８５６-０８２２・長崎県大村市古町・ふるまち

　　８５６-０８３２・長崎県大村市本町・ほんまち

　　８５６-００２２・長崎県大村市雄ケ原町・ますらがはらまち



　　８５６-０８１４・長崎県大村市松並・まつなみ

　　８５６-０００８・長崎県大村市松原・まつはﾞら

　　８５６-０００９・長崎県大村市松原本町・まつはﾞらほんまち

　　８５６-０８２９・長崎県大村市松山町・まつやままち

　　８５６-０８１６・長崎県大村市箕島町・みしままち

　　８５６-０８２４・長崎県大村市水田町・みずたまち

　　８５６-００３４・長崎県大村市水計町・みずはかりまち

　　８５６-０８４４・長崎県大村市溝陸町・みぞろくまち

　　８５６-０８０７・長崎県大村市宮小路・みやしようじ

　　８５６-００１５・長崎県大村市宮代町・みやだいまち

　　８５６-０００５・長崎県大村市弥勒寺町・みろくじまち

　　８５６-００４５・長崎県大村市向木場町・むかいこはﾞまち

　　８５６-０００１・長崎県大村市武留路町・むるろまち

　　８５６-０８１５・長崎県大村市森園町・もりぞのまち

　　８５６-０００４・長崎県大村市立福寺町・りふくじまち

　　８５９-５１００・長崎県平戸市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５９-５３８４・長崎県平戸市赤松町・あかまつちよう

　　８５９-５１２２・長崎県平戸市明の川内町・あけのかわちちよう

　　８５９-５５１５・長崎県平戸市鮎川町・あゆかわちよう

　　８５９-５３８２・長崎県平戸市飯良町・いいらちよう

　　８５９-５７０１・長崎県平戸市生月町壱部・いきつきちよういちぶ

　　８５９-５７０２・長崎県平戸市生月町壱部浦・いきつきちよういちぶうら

　　８５９-５７０３・長崎県平戸市生月町里免・いきつきちようさとめん

　　８５９-５７０５・長崎県平戸市生月町舘浦・いきつきちようたちうら

　　８５９-５７０７・長崎県平戸市生月町御崎・いきつきちようみさき

　　８５９-５７０６・長崎県平戸市生月町南免・いきつきちようみなみめん

　　８５９-５７０４・長崎県平戸市生月町山田免・いきつきちようやまだめん

　　８５９-５５０２・長崎県平戸市猪渡谷町・いとやちよう

　　８５９-５１２１・長崎県平戸市岩の上町・いわのうえちよう

　　８５９-５１１７・長崎県平戸市魚の棚町・うおのたなちよう

　　８５９-５１１１・長崎県平戸市浦の町・うらのちよう

　　８５９-５３７６・長崎県平戸市大石脇町・おおいしわきちよう

　　８５９-５３８３・長崎県平戸市大川原町・おおかわらちよう

　　８５９-５１０２・長崎県平戸市大久保町・おおくほﾞちよう

　　８５９-５５１６・長崎県平戸市大佐志町・おおさしちよう

　　８５９-５５３２・長崎県平戸市大志々伎町・おおしじきちよう

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

　　８５９-５８０６・長崎県平戸市大島村的山戸田・おおしまむらあつﾞちとだ

　　８５９-５８０４・長崎県平戸市大島村大根坂・おおしまむらおおねざか

　　８５９-５８０１・長崎県平戸市大島村神浦・おおしまむらこうのうら

　　８５９-５８０３・長崎県平戸市大島村西宇戸・おおしまむらにしうど

　　８５９-５８０２・長崎県平戸市大島村前平・おおしまむらまえびら

　　８５９-５１２３・長崎県平戸市大野町・おおのちよう

　　８５９-５１３１・長崎県平戸市大山町・おおやまちよう

　　８５９-５５３４・長崎県平戸市小田町・おだちよう

　　８５９-５１５２・長崎県平戸市鏡川町・かがみがわちよう

　　８５９-５３７３・長崎県平戸市春日町・かすがちよう

　　８５９-５５２４・長崎県平戸市神上町・かみあげちよう

　　８５９-５５０３・長崎県平戸市上中津良町・かみなかつらちよう

　　８５９-５１３２・長崎県平戸市川内町・かわちちよう

　　８５９-５３６２・長崎県平戸市木ケ津町・きがつちよう

　　８５９-５１１３・長崎県平戸市木引田町・きひきだちよう

　　８５９-５３６３・長崎県平戸市草積町・くさつﾞみちよう

　　８５９-５５２２・長崎県平戸市神ノ川町・こうのかわちよう

　　８５９-５１１８・長崎県平戸市紺屋町・こうやまち

　　８５９-５３６５・長崎県平戸市木場町・こはﾞちよう

　　８５９-５１５１・長崎県平戸市木引町・こひきちよう

　　８５９-５１０４・長崎県平戸市崎方町・さきがたちよう

　　８５９-５５０５・長崎県平戸市敷佐町・しきさちよう

　　８５９-５３７１・長崎県平戸市獅子町・ししちよう

　　８５９-５５３３・長崎県平戸市志々伎町・しじきちよう

　　８５９-５５１１・長崎県平戸市神船町・しぶねちよう

　　８５９-５５０４・長崎県平戸市下中津良町・しもなかつらちよう

　　８５９-５１４４・長崎県平戸市下中野町・しもなかのちよう

　　８５９-５１４２・長崎県平戸市主師町・しゆうしちよう

　　８５９-５１１６・長崎県平戸市職人町・しよくにんちよう

　　８５９-５１１５・長崎県平戸市新町・しんまち

　　８５９-５３７２・長崎県平戸市高越町・たかごえちよう

　　８５９-５１０１・長崎県平戸市度島町・たくしまちよう

　　８５９-５５２７・長崎県平戸市田代町・たしろちよう



　　８５９-５１０３・長崎県平戸市田助町・たすけちよう

　　８５９-４８２２・長崎県平戸市田平町一関免・たびらちよういつせきめん

　　８５９-４８１４・長崎県平戸市田平町以善免・たびらちよういよしめん

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

　　８５９-４８２３・長崎県平戸市田平町荻田免・たびらちようおぎためん

　　８５９-４８０４・長崎県平戸市田平町上亀免・たびらちようかみがめめん

　　８５９-４８０３・長崎県平戸市田平町小崎免・たびらちようこざきめん

　　８５９-４８２４・長崎県平戸市田平町小手田免・たびらちようこてだめん

　　８５９-４８０７・長崎県平戸市田平町里免・たびらちようさとめん

　　８５９-４８０６・長崎県平戸市田平町下亀免・たびらちようしもがめめん

　　８５９-４８１５・長崎県平戸市田平町下寺免・たびらちようしもでらめん

　　８５９-４８０１・長崎県平戸市田平町岳崎免・たびらちようたけざきめん

　　８５９-４８１２・長崎県平戸市田平町田代免・たびらちようたしろめん

　　８５９-４８２６・長崎県平戸市田平町野田免・たびらちようのだめん

　　８５９-４８１３・長崎県平戸市田平町深月免・たびらちようふかつきめん

　　８５９-４８０２・長崎県平戸市田平町福崎免・たびらちようふくざきめん

　　８５９-４８１１・長崎県平戸市田平町古梶免・たびらちようふるかじめん

　　８５９-４８０５・長崎県平戸市田平町本山免・たびらちようもとやまめん

　　８５９-４８２５・長崎県平戸市田平町山内免・たびらちようやまうちめん

　　８５９-４８２７・長崎県平戸市田平町横島免・たびらちようよこしまめん

　　８５９-５１１４・長崎県平戸市築地町・つきじちよう

　　８５９-５５１３・長崎県平戸市辻町・つじちよう

　　８５９-５５０１・長崎県平戸市堤町・つつみちよう

　　８５９-５５１２・長崎県平戸市津吉町・つよしちよう

　　８５９-５１５３・長崎県平戸市戸石川町・といしがわちよう

　　８５９-５１３３・長崎県平戸市中野大久保町・なかのおおくほﾞちよう

　　８５９-５５２６・長崎県平戸市西中山町・にしなかやまちよう

　　８５９-５３８１・長崎県平戸市根獅子町・ねしこちよう

　　８５９-５５３５・長崎県平戸市野子町・のこちよう

　　８５９-５５３１・長崎県平戸市早福町・はいふくちよう

　　８５９-５５２５・長崎県平戸市東中山町・ひがしなかやまちよう

　　８５９-５３６１・長崎県平戸市紐差町・ひもさしちよう

　　８５９-５３７４・長崎県平戸市深川町・ふかがわちよう

　　８５９-５５１４・長崎県平戸市無代寺町・ぶだいじちよう

　　８５９-５５２１・長崎県平戸市船木町・ふなぎちよう

　　８５９-５１４５・長崎県平戸市古江町・ふるえちよう

　　８５９-５３７５・長崎県平戸市朶の原町・へごのはらちよう

　　８５９-５１４３・長崎県平戸市坊方町・ほﾞうがたちよう

　　８５９-５３６６・長崎県平戸市宝亀町・ほうきちよう

　　８５９-５５２３・長崎県平戸市前津吉町・まえつよしちよう

　　８５９-５１３４・長崎県平戸市水垂町・みずたりちよう

　　８５９-５１１２・長崎県平戸市宮の町・みやのちよう

　　８５９-５３６４・長崎県平戸市迎紐差町・むかえひもさしちよう

　　８５９-５１４１・長崎県平戸市山中町・やまなかちよう

　　８５９-４５００・長崎県松浦市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５９-４５２８・長崎県松浦市今福町浦免・いまふくちよううらめん

　　８５９-４５２１・長崎県松浦市今福町北免・いまふくちようきためん

　　８５９-４５２４・長崎県松浦市今福町木場免・いまふくちようこはﾞめん

　　８５９-４５２６・長崎県松浦市今福町坂野免・いまふくちようさかのめん

　　８５９-４５２５・長崎県松浦市今福町寺上免・いまふくちようてらげめん

　　８５９-４５２９・長崎県松浦市今福町飛島免・いまふくちようとびしまめん

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

　　８５９-４５２２・長崎県松浦市今福町東免・いまふくちようひがしめん

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

　　８５９-４５１１・長崎県松浦市志佐町赤木免・しさちようあかぎめん

　　８５９-４５１８・長崎県松浦市志佐町池成免・しさちよういけなりめん

　　８５９-４５０１・長崎県松浦市志佐町浦免・しさちよううらめん

　　８５９-４５０４・長崎県松浦市志佐町栢木免・しさちようかやのきめん

　　８５９-４５０２・長崎県松浦市志佐町里免・しさちようさとめん

　　８５９-４５０７・長崎県松浦市志佐町庄野免・しさちようしようのめん

　　８５９-４５０６・長崎県松浦市志佐町白浜免・しさちようしらはまめん

　　８５９-４５０３・長崎県松浦市志佐町高野免・しさちようたかのめん

　　８５９-４５１３・長崎県松浦市志佐町田ノ平免・しさちようたのひらめん

　　８５９-４５１６・長崎県松浦市志佐町長野免・しさちようながのめん

　　８５９-４５０５・長崎県松浦市志佐町西山免・しさちようにしやまめん

　　８５９-４５１５・長崎県松浦市志佐町稗木場免・しさちようひえこはﾞめん

　　８５９-４５１２・長崎県松浦市志佐町笛吹免・しさちようふえふきめん

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

　　８５９-４５１７・長崎県松浦市志佐町横辺田免・しさちようよこべためん

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



　　８５９-４３０２・長崎県松浦市鷹島町阿翁免・たかしまちようあおうめん

　　８５９-４３０９・長崎県松浦市鷹島町黒島免・たかしまちようくろしまめん

　　８５９-４３０３・長崎県松浦市鷹島町神崎免・たかしまちようこうざきめん

　　８５９-４３０４・長崎県松浦市鷹島町里免・たかしまちようさとめん

　　８５９-４３０７・長崎県松浦市鷹島町三里免・たかしまちようさんりめん

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

　　８５９-４３０６・長崎県松浦市鷹島町原免・たかしまちようはるめん

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

　　８５９-４５３３・長崎県松浦市調川町上免・つきのかわちようかみめん

　　８５９-４５３２・長崎県松浦市調川町中免・つきのかわちようなかめん

　　８５９-４５３６・長崎県松浦市調川町下免・つきのかわちようしもめん

　　８５９-４５３４・長崎県松浦市調川町白井免・つきのかわちようしらいめん

　　８５９-４５３１・長崎県松浦市調川町平尾免・つきのかわちようひらおめん

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

　　８４８-０４０４・長崎県松浦市福島町浅谷免・ふくしまちようあさがいめん

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

　　８４８-０４０８・長崎県松浦市福島町里免・ふくしまちようさとめん

　　８４８-０４０３・長崎県松浦市福島町塩浜免・ふくしまちようしおはまめん

　　８４８-０４０５・長崎県松浦市福島町土谷免・ふくしまちようどやめん

　　８４８-０４０７・長崎県松浦市福島町鍋串免・ふくしまちようなべぐしめん

　　８４８-０４０２・長崎県松浦市福島町端免・ふくしまちようはしめん

　　８４８-０４０６・長崎県松浦市福島町原免・ふくしまちようはるめん

　　８５９-４７４５・長崎県松浦市星鹿町青島免・ほしかちようあおしまめん

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

　　８５９-４７４３・長崎県松浦市星鹿町下田免・ほしかちようしもだめん

　　８５９-４７４４・長崎県松浦市星鹿町岳崎免・ほしかちようたけざきめん

　　８５９-４７４２・長崎県松浦市星鹿町牟田免・ほしかちようむためん

　　８５９-４７６１・長崎県松浦市御厨町相坂免・みくりやちようあいさかめん

　　８５９-４７５１・長崎県松浦市御厨町池田免・みくりやちよういけだめん

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

　　８５９-４７５８・長崎県松浦市御厨町大崎免・みくりやちようおおさきめん

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

　　８５９-４７６４・長崎県松浦市御厨町狩原免・みくりやちようかりはらめん

　　８５９-４７６７・長崎県松浦市御厨町川内免・みくりやちようかわちめん

　　８５９-４７５４・長崎県松浦市御厨町北平免・みくりやちようきたびらめん

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

　　８５９-４７７６・長崎県松浦市御厨町木場免・みくりやちようこはﾞめん

　　８５９-４７６２・長崎県松浦市御厨町小船免・みくりやちようこぶねめん

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

　　８５９-４７５２・長崎県松浦市御厨町里免・みくりやちようさとめん

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

　　８５９-４７５７・長崎県松浦市御厨町高野免・みくりやちようたかのめん

　　８５９-４７７８・長崎県松浦市御厨町田代免・みくりやちようたしろめん

　　８５９-４７６１・長崎県松浦市御厨町田原免・みくりやちようたはﾞるめん

　　８５９-４７７４・長崎県松浦市御厨町立木免・みくりやちようたちきめん

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

　　８５９-４７５３・長崎県松浦市御厨町中野免・みくりやちようなかのめん

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

　　８５９-４７６８・長崎県松浦市御厨町西田免・みくりやちようにしだめん

　　８５９-４７６６・長崎県松浦市御厨町普住免・みくりやちようふじゆうめん

　　８５９-４７５６・長崎県松浦市御厨町前田免・みくりやちようまえだめん

　　８５９-４７６３・長崎県松浦市御厨町山根免・みくりやちようやまねめん

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

　　８１７-００００・長崎県対馬市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１７-００３４・長崎県対馬市厳原町安神・いつﾞはらまちあがみ

　　８１７-０１５３・長崎県対馬市厳原町浅藻・いつﾞはらまちあざも

　　８１７-０２４１・長崎県対馬市厳原町阿連・いつﾞはらまちあれ

　　８１７-００２１・長崎県対馬市厳原町今屋敷・いつﾞはらまちいまやしき

　　８１７-０１５７・長崎県対馬市厳原町内山・いつﾞはらまちうちやま

　　８１７-００３３・長崎県対馬市厳原町尾浦・いつﾞはらまちおうら

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

　　８１７-０２４３・長崎県対馬市厳原町樫根・いつﾞはらまちかしね

　　８１７-０００６・長崎県対馬市厳原町北里・いつﾞはらまちきたざと

　　８１７-００３２・長崎県対馬市厳原町久田・いつﾞはらまちくた

　　８１７-００３１・長崎県対馬市厳原町久田道・いつﾞはらまちくたみち

　　８１７-０２４５・長崎県対馬市厳原町久根田舎・いつﾞはらまちくねいなか

　　８１７-０２４４・長崎県対馬市厳原町久根浜・いつﾞはらまちくねはま

　　８１７-００３５・長崎県対馬市厳原町久和・いつﾞはらまちくわ

　　８１７-０２４６・長崎県対馬市厳原町上槻・いつﾞはらまちこうつき

　　８１７-０００１・長崎県対馬市厳原町小浦・いつﾞはらまちこうら



　　８１７-００２２・長崎県対馬市厳原町国分・いつﾞはらまちこくぶ

　　８１７-０２４８・長崎県対馬市厳原町小茂田・いつﾞはらまちこもだ

　　８１７-０００５・長崎県対馬市厳原町桟原・いつﾞはらまちさじきはﾞら

　　８１７-０１５６・長崎県対馬市厳原町佐須瀬・いつﾞはらまちさすせ

　　８１７-０２４７・長崎県対馬市厳原町椎根・いつﾞはらまちしいね

　　８１７-０２４２・長崎県対馬市厳原町下原・いつﾞはらまちしもはﾞる

　　８１７-００２３・長崎県対馬市厳原町田渕・いつﾞはらまちたぶち

　　８１７-０１５４・長崎県対馬市厳原町豆酘・いつﾞはらまちつつ

　　８１７-０１５５・長崎県対馬市厳原町豆酘瀬・いつﾞはらまちつつせ

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

　　８１７-００１４・長崎県対馬市厳原町天道茂・いつﾞはらまちてんどうしげ

　　８１７-００１３・長崎県対馬市厳原町中村・いつﾞはらまちなかむら

　　８１７-０００３・長崎県対馬市厳原町南室・いつﾞはらまちなむろ

　　８１７-００１５・長崎県対馬市厳原町西里・いつﾞはらまちにしざと

　　８１７-００１６・長崎県対馬市厳原町東里・いつﾞはらまちひがしざと

　　８１７-００１２・長崎県対馬市厳原町日吉・ いつﾞはらまちひよじ

　　８１７-０００２・長崎県対馬市厳原町曲・いつﾞはらまちまがり

　　８１７-００１１・長崎県対馬市厳原町宮谷・いつﾞはらまちみやだに

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

　　８１７-１５３２・長崎県対馬市上県町伊奈・かみあがたまちいな

　　８１７-１５２４・長崎県対馬市上県町犬ケ浦・かみあがたまちいぬがうら

　　８１７-１５１３・長崎県対馬市上県町女連・かみあがたまちうなつら

　　８１７-１５２１・長崎県対馬市上県町飼所・かみあがたまちかいどころ

　　８１７-１５２２・長崎県対馬市上県町樫滝・かみあがたまちかしたき

　　８１７-１５１２・長崎県対馬市上県町久原・かみあがたまちくはﾞら

　　８１７-１５３１・長崎県対馬市上県町越高・かみあがたまちこしたか

　　８１７-１６０３・長崎県対馬市上県町佐護・かみあがたまちさご

　　８１７-１６０２・長崎県対馬市上県町佐須奈・かみあがたまちさすな

　　８１７-１５１１・長崎県対馬市上県町鹿見・かみあがたまちししみ

　　８１７-１５３３・長崎県対馬市上県町志多留・かみあがたまちしたる

　　８１７-１５２３・長崎県対馬市上県町瀬田・かみあがたまちせた

　　８１７-１６０１・長崎県対馬市上県町西津屋・かみあがたまちにしつや

　　８１７-１５２５・長崎県対馬市上県町御園・かみあがたまちみそ

　　８１７-２２４３・長崎県対馬市上対馬町芦見・かみつしままちあしみ

　　８１７-１７０４・長崎県対馬市上対馬町網代・かみつしままちあじろ

　　８１７-１７２５・長崎県対馬市上対馬町泉・かみつしままちいずみ

　　８１７-１７２２・長崎県対馬市上対馬町大浦・かみつしままちおおうら

　　８１７-１７１５・長崎県対馬市上対馬町大増・かみつしままちおおます

　　８１７-２２４１・長崎県対馬市上対馬町小鹿・かみつしままちおしか

　　８１７-１７２１・長崎県対馬市上対馬町河内・かみつしままちかわち

　　８１７-２３３１・長崎県対馬市上対馬町琴・かみつしままちきん

　　８１７-１７１４・長崎県対馬市上対馬町玖須・かみつしままちくす

　　８１７-２３３２・長崎県対馬市上対馬町五根緒・かみつしままちごねお

　　８１７-２３３３・長崎県対馬市上対馬町舟志・ かみつしままちしゆうじ

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

　　８１７-１７１１・長崎県対馬市上対馬町冨浦・かみつしままちとみがうら

　　８１７-１７２４・長崎県対馬市上対馬町豊・かみつしままちとよ

　　８１７-１７０３・長崎県対馬市上対馬町西泊・かみつしままちにしどまり

　　８１７-１７１３・長崎県対馬市上対馬町浜久須・かみつしままちはまぐす

　　８１７-１７０１・長崎県対馬市上対馬町比田勝・かみつしままちひたかつ

　　８１７-２２４２・長崎県対馬市上対馬町一重・かみつしままちひとえ

　　８１７-１７０２・長崎県対馬市上対馬町古里・かみつしままちふるさと

　　８１７-１７２３・長崎県対馬市上対馬町鰐浦・かみつしままちわにうら

　　８１７-１２３１・長崎県対馬市豊玉町糸瀬・とよたままちいとせ

　　８１７-１２５３・長崎県対馬市豊玉町卯麦・とよたままちうむぎ

　　８１７-１２５２・長崎県対馬市豊玉町大綱・とよたままちおおつな

　　８１７-１２４１・長崎県対馬市豊玉町貝口・とよたままちかいぐち

　　８１７-１２３３・長崎県対馬市豊玉町貝鮒・とよたままちかいふな

　　８１７-１２４５・長崎県対馬市豊玉町唐洲・とよたままちからす

　　８１７-１２５６・長崎県対馬市豊玉町小綱・とよたままちこつﾞな

　　８１７-１２３２・長崎県対馬市豊玉町嵯峨・とよたままちさが

　　８１７-１２３４・長崎県対馬市豊玉町佐志賀・とよたままちさしか

　　８１７-１２５４・長崎県対馬市豊玉町佐保・とよたままちさほ

　　８１７-１２５５・長崎県対馬市豊玉町志多浦・とよたままちしたのうら

　　８１７-１２１２・長崎県対馬市豊玉町曽・とよたままちそ

　　８１７-１２５１・長崎県対馬市豊玉町田・とよたままちた

　　８１７-１２１３・長崎県対馬市豊玉町千尋藻・とよたままちちろも

　　８１７-１２０１・長崎県対馬市豊玉町仁位・とよたままちにい

　　８１７-１２４６・長崎県対馬市豊玉町廻・とよたままちまわり

　　８１７-１２５７・長崎県対馬市豊玉町銘・とよたままちめい



　　８１７-１２１４・長崎県対馬市豊玉町鑓川・とよたままちやりかわ

　　８１７-１２２３・長崎県対馬市豊玉町横浦・とよたままちよこうら

　　８１７-１２０２・長崎県対馬市豊玉町和板・とよたままちわいた

　　８１７-１１０６・長崎県対馬市美津島町犬吠・みつしままちいぬほﾞえ

　　８１７-０４３２・長崎県対馬市美津島町今里・みつしままちいまざと

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

　　８１７-０３２５・長崎県対馬市美津島町緒方・みつしままちおかた

　　８１７-０４３１・長崎県対馬市美津島町尾崎・みつしままちおさき

　　８１７-１１０５・長崎県対馬市美津島町大山・みつしままちおやま

　　８１７-０４３３・長崎県対馬市美津島町加志・ みつしままちかじ

　　８１７-１１０７・長崎県対馬市美津島町鴨居瀬・みつしままちかもいせ

　　８１７-１１０３・長崎県対馬市美津島町賀谷・みつしままちがや

　　８１７-０３２４・長崎県対馬市美津島町久須保・みつしままちくすほﾞ

　　８１７-０５１２・長崎県対馬市美津島町黒瀬・みつしままちくろせ

　　８１７-０３２２・長崎県対馬市美津島町鶏知・みつしままちけち

　　８１７-１１０１・長崎県対馬市美津島町小船越・ みつしままちこふなこじ

　　８１７-０５１４・長崎県対馬市美津島町島山・みつしままちしまやま

　　８１７-０３２１・長崎県対馬市美津島町洲藻・みつしままちすも

　　８１７-０５１１・長崎県対馬市美津島町竹敷・みつしままちたけしき

　　８１７-０３２６・長崎県対馬市美津島町根緒・みつしままちねお

　　８１７-１１０４・長崎県対馬市美津島町濃部・みつしままちのぶ

　　８１７-０５１３・長崎県対馬市美津島町昼ケ浦・みつしままちひるがうら

　　８１７-０４３４・長崎県対馬市美津島町吹崎・みつしままちふくざき

　　８１７-０４３５・長崎県対馬市美津島町箕形・みつしままちみかた

　　８１７-１１０２・長崎県対馬市美津島町芦浦・みつしままちよしがうら

　　８１７-１３０４・長崎県対馬市峰町青海・みねまちおうみ

　　８１７-１３０７・長崎県対馬市峰町賀佐・みねまちかさ

　　８１７-１３０２・長崎県対馬市峰町狩尾・みねまちかりお

　　８１７-１３０３・長崎県対馬市峰町木坂・みねまちきさか

　　８１７-１４１１・長崎県対馬市峰町櫛・ みねまちくじ

　　８１７-１４１２・長崎県対馬市峰町佐賀・みねまちさか

　　８１７-１４１３・長崎県対馬市峰町志多賀・みねまちしたか

　　８１７-１３０５・長崎県対馬市峰町津柳・みねまちつやなぎ

　　８１７-１３０１・長崎県対馬市峰町三根・みねまちみね

　　８１７-１３０６・長崎県対馬市峰町吉田・みねまちよしだ

　　８１１-５１００・長崎県壱岐市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-５３０１・長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦・あしべちようあしべうら

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

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

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

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

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

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

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

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

　　８１１-５４６１・長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦・あしべちようせとうら

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

　　８１１-５２２３・長崎県壱岐市石田町久喜触・いしだちようくきふれ

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

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

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

　　８１１-５２１２・長崎県壱岐市石田町本村触・いしだちようほんむらふれ

　　８１１-５２１３・長崎県壱岐市石田町南触・いしだちようみなみふれ

　　８１１-５２０１・長崎県壱岐市石田町山崎触・いしだちようやまさきふれ

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

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

　　８１１-５５４３・長崎県壱岐市勝本町上場触・かつもとちよううわはﾞふれ

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

　　８１１-５５２３・長崎県壱岐市勝本町片山触・かつもとちようかたやまふれ

　　８１１-５５０１・長崎県壱岐市勝本町勝本浦・かつもとちようかつもとうら

　　８１１-５５１３・長崎県壱岐市勝本町北触・かつもとちようきたふれ

　　８１１-５５２１・長崎県壱岐市勝本町西戸触・かつもとちようさいどふれ

　　８１１-５５３１・長崎県壱岐市勝本町坂本触・かつもとちようさかもとふれ

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

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

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

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

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

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

　　８１１-５５１１・長崎県壱岐市勝本町仲触・かつもとちようなかふれ

　　８１１-５５１２・長崎県壱岐市勝本町東触・かつもとちようひがしふれ

　　８１１-５５４４・長崎県壱岐市勝本町布気触・かつもとちようふけふれ

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

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

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

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

　　８１１-５５５１・長崎県壱岐市勝本町湯本浦・かつもとちようゆのもとうら

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

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

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

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

　　８１１-５１６１・長崎県壱岐市郷ノ浦町大島・ごうのうらちようおおしま

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

　　８１１-５１１５・長崎県壱岐市郷ノ浦町木田触・ごうのうらちようきだふれ

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

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

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

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

　　８１１-５１０４・長崎県壱岐市郷ノ浦町里触・ごうのうらちようさとふれ

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

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

　　８１１-５１３４・長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触・ごうのうらちようしようふれ

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

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

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

　　８１１-５１４２・長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触・ごうのうらちようつほﾞふれ

　　８１１-５１６２・長崎県壱岐市郷ノ浦町長島・ごうのうらちようながしま

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

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

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

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

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

　　８１１-５１６３・長崎県壱岐市郷ノ浦町原島・ごうのうらちようはるしま

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

　　８１１-５１３２・長崎県壱岐市郷ノ浦町東触・ごうのうらちようひがしふれ

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

　　８５３-００００・長崎県五島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５３-００６２・長崎県五島市赤島町・あかしまちよう

　　８５３-００１８・長崎県五島市池田町・いけだまち

　　８５３-２１７４・長崎県五島市猪之木町・いのきちよう

　　８５３-２４８１・長崎県五島市伊福貴町・いふきちよう

　　８５３-０００６・長崎県五島市江川町・えがわまち

　　８５３-００６１・長崎県五島市黄島町・おうしまちよう

　　８５３-００３２・長崎県五島市大荒町・おおあれちよう

　　８５３-００５３・長崎県五島市奥浦町・おくうらちよう

　　８５３-００２５・長崎県五島市小泊町・おどまりちよう

　　８５３-００１３・長崎県五島市上大津町・かみおおつﾞちよう

　　８５３-００２３・長崎県五島市上崎山町・かみさきやまちよう

　　８５３-０７０２・長崎県五島市岐宿町川原・きしくまちかわら

　　８５３-０７０１・長崎県五島市岐宿町岐宿・きしくまちきしく

　　８５３-０７０３・長崎県五島市岐宿町楠原・きしくまちくすはら

　　８５３-０７０４・長崎県五島市岐宿町河務・きしくまちこうむ

　　８５３-０７０６・長崎県五島市岐宿町唐船ノ浦・きしくまちとうせんのうら

　　８５３-０７０５・長崎県五島市岐宿町戸岐ノ首・きしくまちとぎのくび

　　８５３-０３１２・長崎県五島市岐宿町中嶽・きしくまちなかだけ

　　８５３-０３１１・長崎県五島市岐宿町二本楠・きしくまちにほんぐす

　　８５３-０３１３・長崎県五島市岐宿町松山・きしくまちまつやま

　　８５３-００４３・長崎県五島市高田町・こうだちよう

　　８５３-００３３・長崎県五島市木場町・こはﾞちよう

　　８５３-００４１・長崎県五島市籠淵町・こもりぶちちよう

　　８５３-００１６・長崎県五島市紺屋町・こんやまち

　　８５３-０００４・長崎県五島市幸町・さいわいまち

　　８５３-０００１・長崎県五島市栄町・さかえまち

　　８５３-００６５・長崎県五島市坂の上・さかのうえ

　　８５３-００１１・長崎県五島市下大津町・しもおおつﾞちよう

　　８５３-００２１・長崎県五島市下崎山町・しもさきやまちよう

　　８５３-００６３・長崎県五島市新港町・しんみなとまち

　　８５３-０００５・長崎県五島市末広町・すえひろまち

　　８５３-００６６・長崎県五島市大円寺町・だいえんじちよう

　　８５３-２１７３・長崎県五島市田ノ浦町・たのうらちよう

　　８５３-０５０１・長崎県五島市玉之浦町荒川・たまのうらまちあらかわ

　　８５３-０５０２・長崎県五島市玉之浦町幾久山・たまのうらまちいつくやま

　　８５３-０５０３・長崎県五島市玉之浦町小川・たまのうらまちおがわ

　　８５３-０５０６・長崎県五島市玉之浦町上の平・たまのうらまちかみのひら

　　８５３-０４１３・長崎県五島市玉之浦町大宝・たまのうらまちだいほう

　　８５３-０４１２・長崎県五島市玉之浦町立谷・たまのうらまちたちや

　　８５３-０４１１・長崎県五島市玉之浦町玉之浦・たまのうらまちたまのうら

　　８５３-０５０４・長崎県五島市玉之浦町丹奈・たまのうらまちたんな

　　８５３-０５０７・長崎県五島市玉之浦町頓泊・たまのうらまちとんとまり

　　８５３-０５０５・長崎県五島市玉之浦町中須・たまのうらまちなかす

　　８５３-０５０８・長崎県五島市玉之浦町布浦・たまのうらまちぬのうら

　　８５３-０００２・長崎県五島市中央町・ちゆうおうまち

　　８５３-００４４・長崎県五島市堤町・つつみちよう

　　８５３-００５４・長崎県五島市戸岐町・とぎちよう

　　８５３-０２０５・長崎県五島市富江町狩立・とみえまちかりたて

　　８５３-０２０８・長崎県五島市富江町黒島・とみえまちくろしま

　　８５３-０２１１・長崎県五島市富江町黒瀬・とみえまちくろせ

　　８５３-０２０４・長崎県五島市富江町繁敷・とみえまちしげじき

　　８５３-０２１５・長崎県五島市富江町職人・とみえまちしよくにん

　　８５３-０２０３・長崎県五島市富江町田尾・とみえまちたお

　　８５３-０２１３・長崎県五島市富江町岳・とみえまちたけ

　　８５３-０２１４・長崎県五島市富江町土取・とみえまちつちとり

　　８５３-０２０１・長崎県五島市富江町富江・とみえまちとみえ

　　８５３-０２０７・長崎県五島市富江町長峰・とみえまちながみね

　　８５３-０２０２・長崎県五島市富江町松尾・とみえまちまつお

　　８５３-０２１２・長崎県五島市富江町山下・とみえまちやました

　　８５３-０２０６・長崎県五島市富江町山手・とみえまちやまて

　　８５３-００１２・長崎県五島市長手町・ながてちよう

　　８５３-２２０１・長崎県五島市奈留町浦・なるまちうら

　　８５３-２２０２・長崎県五島市奈留町大串・ なるまちおおくじ



　　８５３-２２０３・長崎県五島市奈留町泊・なるまちとまり

　　８５３-２２０４・長崎県五島市奈留町船廻・なるまちふなまわり

　　８５３-０００３・長崎県五島市錦町・にしきまち

　　８５３-００２４・長崎県五島市野々切町・ののきれちよう

　　８５３-００２６・長崎県五島市浜町・はまちよう

　　８５３-００１５・長崎県五島市東浜町・ひがしはままち

　　８５３-２１７１・長崎県五島市久賀町・ひさかちよう

　　８５３-００５１・長崎県五島市平蔵町・ひらぞうちよう

　　８５３-０００７・長崎県五島市福江町・ふくえちよう

　　８５３-００１７・長崎県五島市武家屋敷・ぶけやしき

　　８５３-００２７・長崎県五島市増田町・ますだちよう

　　８５３-００５２・長崎県五島市松山町・まつやまちよう

　　８５３-０６０６・長崎県五島市三井楽町丑ノ浦・みいらくまちうしのうら

　　８５３-０６０２・長崎県五島市三井楽町大川・みいらくまちおおかわ

　　８５３-０６０４・長崎県五島市三井楽町貝津・みいらくまちかいつ

　　８５３-０６０３・長崎県五島市三井楽町柏・みいらくまちかしわ

　　８５３-０６１１・長崎県五島市三井楽町嵯峨島・みいらくまちさがのしま

　　８５３-０６１３・長崎県五島市三井楽町塩水・みいらくまちしおみず

　　８５３-０６１２・長崎県五島市三井楽町高崎・みいらくまちたかさき

　　８５３-０６０７・長崎県五島市三井楽町嶽・みいらくまちたけ

　　８５３-０６０８・長崎県五島市三井楽町波砂間・みいらくまちはさま

　　８５３-０６０５・長崎県五島市三井楽町濱窄・みいらくまちはまさこ

　　８５３-０６０１・長崎県五島市三井楽町濱ノ畔・みいらくまちはまのくり

　　８５３-０６０９・長崎県五島市三井楽町渕ノ元・みいらくまちふちのもと

　　８５３-００６４・長崎県五島市三尾野・みおの

　　８５３-００１４・長崎県五島市三尾野町・みおのちよう

　　８５３-００２２・長崎県五島市向町・むかえちよう

　　８５３-２４８２・長崎県五島市本窯町・もとがまちよう

　　８５３-００３１・長崎県五島市吉久木町・よしくぎちよう

　　８５３-００４２・長崎県五島市吉田町・よしだちよう

　　８５３-２１７２・長崎県五島市蕨町・わらびちよう

　　８５１-３５００・長崎県西海市・以下に不掲載・いかにふけいさい

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

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

　　８５７-２４２６・長崎県西海市大島町大島・おおしまちようおおじま

　　８５７-２４２２・長崎県西海市大島町太田尾・おおしまちようおおだお

　　８５７-２４０１・長崎県西海市大島町黒瀬・おおしまちようくろせ

　　８５７-２４２４・長崎県西海市大島町塩田・おおしまちようしおだ

　　８５７-２４２５・長崎県西海市大島町田浦・おおしまちようたのうら

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

　　８５７-２４１１・長崎県西海市大島町寺島・おおしまちようてらしま

　　８５７-２４２３・長崎県西海市大島町塔尾・おおしまちようとおのお

　　８５７-２４１８・長崎県西海市大島町徳万・おおしまちようとくまん

　　８５７-２４２１・長崎県西海市大島町中戸・おおしまちようなかと

　　８５７-２４１９・長崎県西海市大島町蛤・おおしまちようはまぐり

　　８５７-２４０３・長崎県西海市大島町馬込・おおしまちようまごめ

　　８５７-２４１２・長崎県西海市大島町真砂・おおしまちようまさご

　　８５７-２４１３・長崎県西海市大島町間瀬・おおしまちようまぜ

　　８５７-２４１７・長崎県西海市大島町百合が丘・おおしまちようゆりがおか

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

　　８５１-３５０８・長崎県西海市西海町面高郷・さいかいちようおもだかごう

　　８５１-３５０２・長崎県西海市西海町川内郷・さいかいちようかわちごう

　　８５１-３５０６・長崎県西海市西海町黒口郷・さいかいちようくろくちごう

　　８５１-３５０４・長崎県西海市西海町木場郷・さいかいちようこはﾞごう

　　８５１-３５０１・長崎県西海市西海町丹納郷・さいかいちようたんのうごう

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

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

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

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

　　８５１-３５０９・長崎県西海市西海町横瀬郷・さいかいちようよこせごう

　　８５７-３１０３・長崎県西海市崎戸町江島・さきとちようえのしま

　　８５７-３１０１・長崎県西海市崎戸町蠣浦郷・さきとちようかきのうらごう

　　８５７-３３１１・長崎県西海市崎戸町平島・さきとちようひらしま

　　８５７-３１０２・長崎県西海市崎戸町本郷・さきとちようほんごう

　　８５１-３４２１・長崎県西海市西彼町伊ノ浦郷・せいひちよういのうらごう

　　８５１-３４２４・長崎県西海市西彼町大串郷・せいひちようおおくしごう

　　８５１-３３１３・長崎県西海市西彼町風早郷・せいひちようかざはやごう

　　８５１-３３０４・長崎県西海市西彼町上岳郷・せいひちようかみだけごう

　　８５１-３３０３・長崎県西海市西彼町亀浦郷・せいひちようかめうらごう

　　８５１-３４２２・長崎県西海市西彼町小迎郷・せいひちようこむかえごう

　　８５１-３３０５・長崎県西海市西彼町喰場郷・せいひちようじきはﾞごう

　　８５１-３３１１・長崎県西海市西彼町下岳郷・せいひちようしもたけごう

　　８５１-３３１４・長崎県西海市西彼町白似田郷・せいひちようしらにたごう

　　８５１-３３１２・長崎県西海市西彼町白崎郷・せいひちようしろさきごう

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

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

　　８５１-３３０２・長崎県西海市西彼町中山郷・せいひちようなかやまごう

　　８５１-３３１５・長崎県西海市西彼町平原郷・せいひちようひらはﾞるごう

　　８５１-３４２５・長崎県西海市西彼町平山郷・せいひちようひらやまごう

　　８５１-３３０１・長崎県西海市西彼町宮浦郷・せいひちようみやうらごう

　　８５１-３４２３・長崎県西海市西彼町八木原郷・せいひちようやきはらごう

　　８５４-０５００・長崎県雲仙市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５４-０３０２・長崎県雲仙市愛野町乙・あいのまちおつ

　　８５４-０３０１・長崎県雲仙市愛野町甲・あいのまちこう

　　８５９-１１１６・長崎県雲仙市吾妻町阿母名・あつﾞまちようあほﾞみよう

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

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

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

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

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

　　８５９-１１０２・長崎県雲仙市吾妻町木場名・あつﾞまちようこはﾞみよう

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

　　８５９-１１１３・長崎県雲仙市吾妻町布江名・あつﾞまちようぬのえみよう

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

　　８５９-１１０３・長崎県雲仙市吾妻町平江名・あつﾞまちようひらえみよう

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

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

　　８５４-０６２１・長崎県雲仙市小浜町雲仙・おはﾞまちよううんぜん

　　８５４-０５０１・長崎県雲仙市小浜町大亀・おはﾞまちようおおかめ

　　８５４-０５０４・長崎県雲仙市小浜町金浜・おはﾞまちようかなはま

　　８５４-０５１２・長崎県雲仙市小浜町北木指・ おはﾞまちようきたきさじ

　　８５４-０５１５・長崎県雲仙市小浜町北野・おはﾞまちようきたの

　　８５４-０５１４・長崎県雲仙市小浜町北本町・おはﾞまちようきたほんまち

　　８５４-０５０５・長崎県雲仙市小浜町木場・おはﾞまちようこはﾞ

　　８５４-０５０３・長崎県雲仙市小浜町飛子・おはﾞまちようとびこ

　　８５４-０５１６・長崎県雲仙市小浜町富津・おはﾞまちようとみつ

　　８５４-０５１７・長崎県雲仙市小浜町マリーナ・おはﾞまちようまりｰな

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

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

　　８５４-０５０２・長崎県雲仙市小浜町山畑・おはﾞまちようやまはた

　　８５９-１３０２・長崎県雲仙市国見町神代乙・くにみちようこうじろおつ

　　８５９-１３０６・長崎県雲仙市国見町神代己・くにみちようこうじろき

　　８５９-１３０１・長崎県雲仙市国見町神代甲・くにみちようこうじろこう

　　８５９-１３０７・長崎県雲仙市国見町神代庚・くにみちようこうじろこう

　　８５９-１３０８・長崎県雲仙市国見町神代辛・くにみちようこうじろしん

　　８５９-１３０４・長崎県雲仙市国見町神代丁・くにみちようこうじろてい

　　８５９-１３０３・長崎県雲仙市国見町神代丙・くにみちようこうじろへい

　　８５９-１３０５・長崎県雲仙市国見町神代戊・くにみちようこうじろほﾞ

　　８５９-１３２２・長崎県雲仙市国見町多比良乙・くにみちようたいらおつ



　　８５９-１３２１・長崎県雲仙市国見町多比良甲・くにみちようたいらこう

　　８５９-１３２４・長崎県雲仙市国見町多比良丁・くにみちようたいらてい

　　８５９-１３２３・長崎県雲仙市国見町多比良丙・くにみちようたいらへい

　　８５９-１３２５・長崎県雲仙市国見町多比良戊・くにみちようたいらほﾞ

　　８５９-１３１２・長崎県雲仙市国見町土黒乙・くにみちようひじくろおつ

　　８５９-１３１６・長崎県雲仙市国見町土黒己・くにみちようひじくろき

　　８５９-１３１１・長崎県雲仙市国見町土黒甲・くにみちようひじくろこう

　　８５９-１３１７・長崎県雲仙市国見町土黒庚・くにみちようひじくろこう

　　８５９-１３１４・長崎県雲仙市国見町土黒丁・くにみちようひじくろてい

　　８５９-１３１３・長崎県雲仙市国見町土黒丙・くにみちようひじくろへい

　　８５９-１３１５・長崎県雲仙市国見町土黒戊・くにみちようひじくろほﾞ

　　８５４-０４０２・長崎県雲仙市千々石町乙・ちちﾞわちようおつ

　　８５４-０４０６・長崎県雲仙市千々石町己・ちちﾞわちようき

　　８５４-０４０１・長崎県雲仙市千々石町甲・ちちﾞわちようこう

　　８５４-０４０７・長崎県雲仙市千々石町庚・ちちﾞわちようこう

　　８５４-０４０４・長崎県雲仙市千々石町丁・ちちﾞわちようてい

　　８５４-０４０３・長崎県雲仙市千々石町丙・ちちﾞわちようへい

　　８５４-０４０５・長崎県雲仙市千々石町戊・ちちﾞわちようほﾞ

　　８５９-１２１４・長崎県雲仙市瑞穂町伊福乙・みずほちよういふくおつ

　　８５９-１２１３・長崎県雲仙市瑞穂町伊福甲・みずほちよういふくこう

　　８５９-１２１６・長崎県雲仙市瑞穂町古部乙・みずほちようこべおつ

　　８５９-１２１５・長崎県雲仙市瑞穂町古部甲・みずほちようこべこう

　　８５９-１２０３・長崎県雲仙市瑞穂町西郷乙・みずほちようさいごうおつ

　　８５９-１２１２・長崎県雲仙市瑞穂町西郷己・みずほちようさいごうき

　　８５９-１２０２・長崎県雲仙市瑞穂町西郷甲・みずほちようさいごうこう

　　８５９-１２０１・長崎県雲仙市瑞穂町西郷庚・みずほちようさいごうこう

　　８５９-１２０６・長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛・みずほちようさいごうしん

　　８５９-１２０５・長崎県雲仙市瑞穂町西郷丁・みずほちようさいごうてい

　　８５９-１２０４・長崎県雲仙市瑞穂町西郷丙・みずほちようさいごうへい

　　８５９-１２１１・長崎県雲仙市瑞穂町西郷戊・みずほちようさいごうほﾞ

　　８５４-０７０２・長崎県雲仙市南串山町乙・みなみくしやまちようおつ

　　８５４-０７０１・長崎県雲仙市南串山町甲・みなみくしやまちようこう

　　８５４-０７０３・長崎県雲仙市南串山町丙・みなみくしやまちようへい

　　８５９-２６００・長崎県南島原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５９-２１２１・長崎県南島原市有家町石田・ありえちよういしだ

　　８５９-２１２２・長崎県南島原市有家町大苑・ありえちようおおぞの

　　８５９-２２０３・長崎県南島原市有家町尾上・ありえちようおのうえ

　　８５９-２２０４・長崎県南島原市有家町蒲河・ありえちようかまが

　　８５９-２２０１・長崎県南島原市有家町久保・ありえちようくほﾞ

　　８５９-２２０５・長崎県南島原市有家町小川・ありえちようこがわ

　　８５９-２２０６・長崎県南島原市有家町中須川・ありえちようなかすかわ

　　８５９-２１２３・長崎県南島原市有家町原尾・ありえちようはらお

　　８５９-２２０２・長崎県南島原市有家町山川・ありえちようやまがわ

　　８５９-２６０５・長崎県南島原市加津佐町乙・かつﾞさちようおつ

　　８５９-２６０１・長崎県南島原市加津佐町己・かつﾞさちようき

　　８５９-２６０６・長崎県南島原市加津佐町甲・かつﾞさちようこう

　　８５９-２６０３・長崎県南島原市加津佐町丁・かつﾞさちようてい

　　８５９-２６０４・長崎県南島原市加津佐町丙・かつﾞさちようへい

　　８５９-２６０２・長崎県南島原市加津佐町戊・かつﾞさちようほﾞ

　　８５９-２３０２・長崎県南島原市北有馬町乙・きたありまちようおつ

　　８５９-２３０６・長崎県南島原市北有馬町己・きたありまちようき

　　８５９-２３０１・長崎県南島原市北有馬町甲・きたありまちようこう

　　８５９-２３０４・長崎県南島原市北有馬町丁・きたありまちようてい

　　８５９-２３０３・長崎県南島原市北有馬町丙・きたありまちようへい

　　８５９-２３０５・長崎県南島原市北有馬町戊・きたありまちようほﾞ

　　８５９-２５０１・長崎県南島原市口之津町乙・くちのつちようおつ

　　８５９-２５０２・長崎県南島原市口之津町甲・くちのつちようこう

　　８５９-２５０３・長崎県南島原市口之津町丁・くちのつちようてい

　　８５９-２５０４・長崎県南島原市口之津町丙・くちのつちようへい

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

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

　　８５９-２２１２・長崎県南島原市西有家町須川・にしありえちようすかわ

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

　　８５９-２２１５・長崎県南島原市西有家町長野・にしありえちようながの

　　８５９-２２１３・長崎県南島原市西有家町見岳・にしありえちようみだけ

　　８５９-１５０２・長崎県南島原市深江町乙・ふかえちようおつ

　　８５９-１５０１・長崎県南島原市深江町甲・ふかえちようこう

　　８５９-１５０４・長崎県南島原市深江町丁・ふかえちようてい

　　８５９-１５０３・長崎県南島原市深江町丙・ふかえちようへい

　　８５９-１５０５・長崎県南島原市深江町戊・ふかえちようほﾞ



　　８５９-２１１２・長崎県南島原市布津町乙・ふつちようおつ

　　８５９-２１１１・長崎県南島原市布津町甲・ふつちようこう

　　８５９-２１１３・長崎県南島原市布津町丙・ふつちようへい

　　８５９-２４１２・長崎県南島原市南有馬町乙・みなみありまちようおつ

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

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

　　８５９-２４１１・長崎県南島原市南有馬町甲・みなみありまちようこう

　　８５９-２４１４・長崎県南島原市南有馬町丁・みなみありまちようてい

　　８５９-２４１３・長崎県南島原市南有馬町丙・みなみありまちようへい

　　８５９-２４１５・長崎県南島原市南有馬町戊・みなみありまちようほﾞ

　　８５１-２１００・長崎県西彼杵郡長与町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５１-２１２８・長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷・うれりごう

　　８５１-２１２１・長崎県西彼杵郡長与町岡郷・おかごう

　　８５１-２１２７・長崎県西彼杵郡長与町高田郷・こうだごう

　　８５１-２１２９・長崎県西彼杵郡長与町斉藤郷・さいとうごう

　　８５１-２１２３・長崎県西彼杵郡長与町平木場郷・ひらこはﾞごう

　　８５１-２１３１・長崎県西彼杵郡長与町北陽台・ほくようだい

　　８５１-２１２２・長崎県西彼杵郡長与町本川内郷・ほんがわちごう

　　８５１-２１３０・長崎県西彼杵郡長与町まなび野・まなびの

　　８５１-２１２４・長崎県西彼杵郡長与町丸田郷・まるたごう

　　８５１-２１２５・長崎県西彼杵郡長与町三根郷・みねごう

　　８５１-２１２６・長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷・よしむたごう

　　８５１-２１００・長崎県西彼杵郡時津町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５１-２１０５・長崎県西彼杵郡時津町浦郷・うらごう

　　８５１-２１０７・長崎県西彼杵郡時津町久留里郷・くるりごう

　　８５１-２１０６・長崎県西彼杵郡時津町左底郷・さそこごう

　　８５１-２１１１・長崎県西彼杵郡時津町子々川郷・ししがわごう

　　８５１-２１０１・長崎県西彼杵郡時津町西時津郷・にしとぎつごう

　　８５１-２１０４・長崎県西彼杵郡時津町野田郷・のだごう

　　８５１-２１０２・長崎県西彼杵郡時津町浜田郷・はまだごう

　　８５１-２１０８・長崎県西彼杵郡時津町日並郷・ひなみごう

　　８５１-２１０３・長崎県西彼杵郡時津町元村郷・もとむらごう

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

　　８５９-３８１１・長崎県東彼杵郡東彼杵町大音琴郷・おおねごとごう

　　８５９-３９２６・長崎県東彼杵郡東彼杵町蕪郷・かぶらごう

　　８５９-３８０５・長崎県東彼杵郡東彼杵町川内郷・かわちごう

　　８５９-３８０９・長崎県東彼杵郡東彼杵町口木田郷・くちきだごう

　　８５９-３８０８・長崎県東彼杵郡東彼杵町蔵本郷・くらもとごう

　　８５９-３８１２・長崎県東彼杵郡東彼杵町小音琴郷・こねごとごう

　　８５９-３９３１・長崎県東彼杵郡東彼杵町木場郷・こはﾞごう

　　８５９-３８０２・長崎県東彼杵郡東彼杵町坂本郷・さかもとごう

　　８５９-３９２９・長崎県東彼杵郡東彼杵町里郷・さとごう

　　８５９-３８０３・長崎県東彼杵郡東彼杵町菅無田郷・すがむたごう

　　８５９-３９２３・長崎県東彼杵郡東彼杵町瀬戸郷・せとごう

　　８５９-３８０７・長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷・そのぎしゆくごう

　　８５９-３９２７・長崎県東彼杵郡東彼杵町駄地郷・だじごう

　　８５９-３９２４・長崎県東彼杵郡東彼杵町太ノ浦郷・たのうらごう

　　８５９-３９２１・長崎県東彼杵郡東彼杵町千綿宿郷・ちわたしゆくごう

　　８５９-３９３２・長崎県東彼杵郡東彼杵町遠目郷・とおめごう

　　８５９-３８０１・長崎県東彼杵郡東彼杵町中尾郷・なかおごう

　　８５９-３９２５・長崎県東彼杵郡東彼杵町中岳郷・なかたけごう

　　８５９-３９２２・長崎県東彼杵郡東彼杵町八反田郷・はちたんだごう

　　８５９-３９３３・長崎県東彼杵郡東彼杵町一ッ石郷・ひとついしごう

　　８５９-３９２８・長崎県東彼杵郡東彼杵町平似田郷・ひらにたごう

　　８５９-３８０４・長崎県東彼杵郡東彼杵町法音寺郷・ほうおんじごう

　　８５９-３８０６・長崎県東彼杵郡東彼杵町三根郷・みねごう

　　８５９-３６００・長崎県東彼杵郡川棚町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５９-３６０４・長崎県東彼杵郡川棚町石木郷・いしきごう

　　８５９-３６０１・長崎県東彼杵郡川棚町猪乗川内郷・いのりごうちごう

　　８５９-３６０３・長崎県東彼杵郡川棚町岩屋郷・いわやごう

　　８５９-３６１８・長崎県東彼杵郡川棚町小串郷・おぐしごう

　　８５９-３６１３・長崎県東彼杵郡川棚町上組郷・かみぐみごう

　　８５９-３６１２・長崎県東彼杵郡川棚町五反田郷・ごたんだごう

　　８５９-３６０６・長崎県東彼杵郡川棚町小音琴郷・こねごとごう

　　８５９-３６０２・長崎県東彼杵郡川棚町木場郷・こはﾞごう

　　８５９-３６０８・長崎県東彼杵郡川棚町栄町・さかえまち

　　８５９-３６１５・長崎県東彼杵郡川棚町下組郷・しもぐみごう

　　８５９-３６１６・長崎県東彼杵郡川棚町白石郷・しろいしごう

　　８５９-３６０７・長崎県東彼杵郡川棚町城山町・しろやまちよう

　　８５９-３６１９・長崎県東彼杵郡川棚町新谷郷・しんがえごう



　　８５９-３６１４・長崎県東彼杵郡川棚町中組郷・なかぐみごう

　　８５９-３６１１・長崎県東彼杵郡川棚町中山郷・なかやまごう

　　８５９-３６１７・長崎県東彼杵郡川棚町三越郷・みつごえごう

　　８５９-３６０５・長崎県東彼杵郡川棚町百津郷・ももつﾞごう

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

　　８５９-３７１１・長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷・いせきごう

　　８５９-３７１３・長崎県東彼杵郡波佐見町鬼木郷・おにぎごう

　　８５９-３７０１・長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷・おりしきせごう

　　８５９-３７１４・長崎県東彼杵郡波佐見町金屋郷・かなやごう

　　８５９-３７２１・長崎県東彼杵郡波佐見町川内郷・かわちごう

　　８５９-３７０４・長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷・こだるごう

　　８５９-３７２７・長崎県東彼杵郡波佐見町皿山郷・さらやまごう

　　８５９-３７２４・長崎県東彼杵郡波佐見町志折郷・しおりごう

　　８５９-３７１５・長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷・しゆくごう

　　８５９-３７２２・長崎県東彼杵郡波佐見町岳辺田郷・たけべたごう

　　８５９-３７１６・長崎県東彼杵郡波佐見町田ノ頭郷・たのかしらごう

　　８５９-３７１２・長崎県東彼杵郡波佐見町中尾郷・なかおごう

　　８５９-３７０５・長崎県東彼杵郡波佐見町永尾郷・ながおごう

　　８５９-３７２５・長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷・ながのごう

　　８５９-３７０３・長崎県東彼杵郡波佐見町野々川郷・ののかわごう

　　８５９-３７２６・長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷・ひえこはﾞごう

　　８５９-３７２３・長崎県東彼杵郡波佐見町平野郷・ひらのごう

　　８５９-３７０６・長崎県東彼杵郡波佐見町三股郷・みつまたごう

　　８５９-３７２８・長崎県東彼杵郡波佐見町村木郷・むらぎごう

　　８５９-３７０２・長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷・ゆむたごう

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

　　８５７-４７０８・長崎県北松浦郡小値賀町大島郷・おおしまごう

　　８５７-４７０６・長崎県北松浦郡小値賀町黒島郷・くろしまごう

　　８５７-４７０３・長崎県北松浦郡小値賀町中村郷・なかむらごう

　　８５７-４７１１・長崎県北松浦郡小値賀町納島郷・のうしまごう

　　８５７-４７０９・長崎県北松浦郡小値賀町野崎郷・のざきごう

　　８５７-４７０５・長崎県北松浦郡小値賀町浜津郷・はまつﾞごう

　　８５７-４７０１・長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷・ふえふきごう

　　８５７-４７０２・長崎県北松浦郡小値賀町前方郷・まえがたごう

　　８５７-４７０７・長崎県北松浦郡小値賀町班島郷・まだらしまごう

　　８５７-４７１２・長崎県北松浦郡小値賀町六島郷・むしまごう

　　８５７-４７０４・長崎県北松浦郡小値賀町柳郷・やなぎごう

　　８５７-０３００・長崎県北松浦郡佐々町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８５７-０３３４・長崎県北松浦郡佐々町石木場免・いしこはﾞめん

　　８５７-０３２１・長崎県北松浦郡佐々町市瀬免・いちのせめん

　　８５７-０３１２・長崎県北松浦郡佐々町市場免・いちはﾞめん

　　８５７-０３２３・長崎県北松浦郡佐々町江里免・えりめん

　　８５７-０３２４・長崎県北松浦郡佐々町大茂免・おおしげめん

　　８５７-０３５３・長崎県北松浦郡佐々町沖田免・おきためん

　　８５７-０３３５・長崎県北松浦郡佐々町皆瀬免・かいぜめん

　　８５７-０３１３・長崎県北松浦郡佐々町鴨川免・かもがわめん

　　８５７-０３５２・長崎県北松浦郡佐々町口石免・くちいしめん

　　８５７-０３３２・長崎県北松浦郡佐々町栗林免・くりはﾞやしめん

　　８５７-０３３６・長崎県北松浦郡佐々町神田免・こうだめん

　　８５７-０３６１・長崎県北松浦郡佐々町小浦免・こうらめん

　　８５７-０３４３・長崎県北松浦郡佐々町木場免・こはﾞめん

　　８５７-０３１５・長崎県北松浦郡佐々町志方免・しかためん

　　８５７-０３５１・長崎県北松浦郡佐々町須崎免・すさきめん

　　８５７-０３３８・長崎県北松浦郡佐々町角山免・つのやまめん

　　８５７-０３３３・長崎県北松浦郡佐々町中川原免・なかがわらめん

　　８５７-０３３１・長崎県北松浦郡佐々町野寄免・のよりめん

　　８５７-０３４１・長崎県北松浦郡佐々町羽須和免・はすわめん

　　８５７-０３４２・長崎県北松浦郡佐々町平野免・ひらのめん

　　８５７-０３１４・長崎県北松浦郡佐々町古川免・ふるかわめん

　　８５７-０３１１・長崎県北松浦郡佐々町本田原免・ほんたはﾞるめん

　　８５７-０３２２・長崎県北松浦郡佐々町松瀬免・まつせめん

　　８５７-０３４４・長崎県北松浦郡佐々町迎木場免・むかえこはﾞめん

　　８５７-０３３７・長崎県北松浦郡佐々町八口免・やくちめん

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

　　８５７-４４１１・長崎県南松浦郡新上五島町相河郷・あいこごう

　　８５７-４４０４・長崎県南松浦郡新上五島町青方郷・あおかたごう

　　８５７-４１０１・長崎県南松浦郡新上五島町赤尾郷・あかおごう

　　８５３-３３２２・長崎県南松浦郡新上五島町阿瀬津郷・あぜつごう

　　８５７-４４０１・長崎県南松浦郡新上五島町網上郷・あみあげごう

　　８５３-２３０４・長崎県南松浦郡新上五島町荒川郷・あらかわごう



　　８５７-４２１１・長崎県南松浦郡新上五島町有川郷・ありかわごう

　　８５３-２３１３・長崎県南松浦郡新上五島町有福郷・ありふくごう

　　８５７-４４１４・長崎県南松浦郡新上五島町飯ノ瀬戸郷・いのせどごう

　　８５７-４４１３・長崎県南松浦郡新上五島町今里郷・いまざとごう

　　８５３-３１０２・長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷・いわせうらごう

　　８５７-４５１１・長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷・うらくわごう

　　８５７-４５１２・長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷・えのきつﾞごう

　　８５７-４１０３・長崎県南松浦郡新上五島町江ノ浜郷・えのはまごう

　　８５７-４２１３・長崎県南松浦郡新上五島町太田郷・おおたごう

　　８５７-４２１２・長崎県南松浦郡新上五島町小河原郷・おがわらごう

　　８５３-２３０２・長崎県南松浦郡新上五島町桐古里郷・きりふるさとごう

　　８５７-４６０１・長崎県南松浦郡新上五島町小串郷・こぐしごう

　　８５３-２３１１・長崎県南松浦郡新上五島町榊ノ浦郷・さかきのうらごう

　　８５３-２３０３・長崎県南松浦郡新上五島町宿ノ浦郷・しゆくのうらごう

　　８５７-４６０２・長崎県南松浦郡新上五島町曽根郷・そねごう

　　８５３-３３２１・長崎県南松浦郡新上五島町鯛ノ浦郷・たいのうらごう

　　８５７-４６０３・長崎県南松浦郡新上五島町立串郷・たてくしごう

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

　　８５７-４６０４・長崎県南松浦郡新上五島町津和崎郷・つわざきごう

　　８５７-４１０２・長崎県南松浦郡新上五島町友住郷・ともすみごう

　　８５７-４２１４・長崎県南松浦郡新上五島町七目郷・ななめごう

　　８５７-４４０２・長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷・なまごう

　　８５３-３１０１・長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷・ならおごう

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

　　８５７-４５１４・長崎県南松浦郡新上五島町似首郷・にたくびごう

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

　　８５３-２３１２・長崎県南松浦郡新上五島町日島郷・ひのしまごう

　　８５７-４４０５・長崎県南松浦郡新上五島町船崎郷・ふなさきごう

　　８５３-２３１５・長崎県南松浦郡新上五島町間伏郷・まぶしごう

　　８５７-４５１３・長崎県南松浦郡新上五島町丸尾郷・まるおごう

　　８５７-４４１２・長崎県南松浦郡新上五島町三日ノ浦郷・みかのうらごう

　　８５７-４４１６・長崎県南松浦郡新上五島町道土井郷・みちどいごう

　　８５３-２３１４・長崎県南松浦郡新上五島町漁生浦郷・りようせうらごう

　　８５３-２３０１・長崎県南松浦郡新上五島町若松郷・わかまつごう

　　６３０-００００・奈良県奈良市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３１-００５３・奈良県奈良市青垣台・あおがきだい

　　６３１-０８４１・奈良県奈良市青野町・あおのちよう

　　６３０-８１０１・奈良県奈良市青山・あおやま

　　６３０-８０３５・奈良県奈良市赤膚町・あかはだちよう

　　６３１-０８１２・奈良県奈良市秋篠早月町・あきしのさつきちよう

　　６３１-０８１４・奈良県奈良市秋篠三和町・あきしのさんわちよう

　　６３１-０８１３・奈良県奈良市秋篠新町・あきしのしんまち

　　６３１-０８１１・奈良県奈良市秋篠町・あきしのちよう

　　６３１-００１４・奈良県奈良市朝日町・あさひちよう

　　６３０-８３４６・奈良県奈良市阿字万字町・あぜまめちよう

　　６３０-８２４６・奈良県奈良市油阪地方町・あぶらさかじかたちよう

　　６３０-８２４７・奈良県奈良市油阪町・あぶらさかちよう

　　６３０-８０２４・奈良県奈良市尼辻中町・あまがつじなかまち

　　６３０-８０２３・奈良県奈良市尼辻西町・あまがつじにしまち

　　６３０-８０２２・奈良県奈良市尼辻南町・あまがつじみなみまち

　　６３０-８０２５・奈良県奈良市尼辻北町・あまがつじきたまち

　　６３０-８０２１・奈良県奈良市尼辻町・あまがつじちよう

　　６３１-００３３・奈良県奈良市あやめ池南・あやめいけみなみ

　　６３１-００３２・奈良県奈良市あやめ池北・あやめいけきた

　　６３２-０２４５・奈良県奈良市藺生町・いうちよう

　　６３０-８４４５・奈良県奈良市池田町・いけだちよう

　　６３０-８３６１・奈良県奈良市池之町・いけのちよう

　　６３１-００５４・奈良県奈良市石木町・いしきちよう

　　６３０-８３１７・奈良県奈良市井上町・いのうえちよう

　　６３０-８４４４・奈良県奈良市今市町・いまいちちよう

　　６３０-８２０７・奈良県奈良市今小路町・いまこうじちよう

　　６３０-８２０５・奈良県奈良市今在家町・いまざいけちよう

　　６３０-８２４３・奈良県奈良市今辻子町・いまつﾞしちよう

　　６３０-８３７４・奈良県奈良市今御門町・いまみかどちよう

　　６３０-８３３８・奈良県奈良市陰陽町・いんようちよう

　　６３１-０８０５・奈良県奈良市右京・うきよう

　　６３１-０８０２・奈良県奈良市歌姫町・うたひめちよう

　　６３２-０１０３・奈良県奈良市荻町・おおぎちよう

　　６３０-１２３３・奈良県奈良市邑地町・おおじちよう

　　６３０-２１６１・奈良県奈良市大野町・おおのちよう



　　６３１-０００５・奈良県奈良市大渕町・おおぶちちよう

　　６３０-１２３６・奈良県奈良市大保町・おおほﾞちよう

　　６３０-８１１５・奈良県奈良市大宮町・おおみやちよう

　　６３０-８１３１・奈良県奈良市大森町・おおもりちよう

　　６３０-８１３２・奈良県奈良市大森西町・おおもりにしまち

　　６３０-１２４２・奈良県奈良市大柳生町・おおやぎゆうちよう

　　６３１-００４２・奈良県奈良市大倭町・おおやまとちよう

　　６３１-００５５・奈良県奈良市大和田町・おおわだちよう

　　６３０-８２３３・奈良県奈良市小川町・おがわちよう

　　６３０-１２３２・奈良県奈良市興ケ原町・おくがはらちよう

　　６３０-８２３５・奈良県奈良市奥子守町・おくこもりちよう

　　６３０-８２５６・奈良県奈良市奥芝町・おくしはﾞちよう

　　６３２-０１１１・奈良県奈良市小倉町・おぐらちよう

　　６３０-８２７３・奈良県奈良市押上町・おしあげちよう

　　６３１-００１１・奈良県奈良市押熊町・おしくまちよう

　　６３０-８２９４・奈良県奈良市押小路町・おしこうじちよう

　　６３０-１２４３・奈良県奈良市大平尾町・おびらおちよう

　　６３０-８１４２・奈良県奈良市肘塚町・かいのつﾞかちよう

　　６３０-８３９１・奈良県奈良市鵲町・かささぎちよう

　　６３０-８０３１・奈良県奈良市柏木町・かしわぎちよう

　　６３０-８２１２・奈良県奈良市春日野町・かすがのちよう

　　６３０-８１４３・奈良県奈良市桂木町・かつらぎちよう

　　６３０-８２２８・奈良県奈良市上三条町・かみさんじようちよう

　　６３２-０１０２・奈良県奈良市上深川町・かみふかわちよう

　　６３０-８４５４・奈良県奈良市杏町・からももちよう

　　６３０-８２０２・奈良県奈良市川上町・かわかみちよう

　　６３０-８２９３・奈良県奈良市川久保町・かわくほﾞちよう

　　６３０-８３１３・奈良県奈良市川之上町・かわのかみちよう

　　６３０-８３１４・奈良県奈良市川之上突抜町・かわのかみつきぬけちよう

　　６３０-８３２６・奈良県奈良市瓦堂町・かわらどうちよう

　　６３０-８２４２・奈良県奈良市漢国町・かんごくちよう

　　６３１-００２７・奈良県奈良市学園赤松町・がくえんあかまつちよう

　　６３１-００１６・奈良県奈良市学園朝日町・がくえんあさひちよう

　　６３１-００１５・奈良県奈良市学園朝日元町・がくえんあさひもとまち

　　６３１-００２５・奈良県奈良市学園新田町・がくえんしんでんちよう

　　６３１-００４１・奈良県奈良市学園大和町・がくえんだいわちよう

　　６３１-００３５・奈良県奈良市学園中・がくえんなか

　　６３１-００２６・奈良県奈良市学園緑ケ丘・がくえんみどりがおか

　　６３１-００３４・奈良県奈良市学園南・がくえんみなみ

　　６３１-００３６・奈良県奈良市学園北・がくえんきた

　　６３０-８３３２・奈良県奈良市元興寺町・がんごうじちよう

　　６３０-８２２１・奈良県奈良市元林院町・がんりいんちよう

　　６３０-８２６１・奈良県奈良市北市町・きたいちちよう

　　６３０-８２８５・奈良県奈良市北魚屋東町・きたうおやひがしまち

　　６３０-８２６３・奈良県奈良市北魚屋西町・きたうおやにしまち

　　６３０-８２９７・奈良県奈良市北川端町・きたかわはﾞたちよう

　　６３０-８３２２・奈良県奈良市北京終町・きたきようはﾞてちよう

　　６３０-８２５２・奈良県奈良市北小路町・きたこうじちよう

　　６３０-８０１１・奈良県奈良市北新町・きたしんまち

　　６３０-８４０５・奈良県奈良市北椿尾町・きたつはﾞおちよう

　　６３１-０００１・奈良県奈良市北登美ケ丘・きたとみがおか

　　６３０-８４４２・奈良県奈良市北永井町・きたながいちよう

　　６３０-８４５１・奈良県奈良市北之庄町・きたのしようちよう

　　６３０-８４５２・奈良県奈良市北之庄西町・きたのしようにしまち

　　６３０-１２３４・奈良県奈良市北野山町・きたのやまちよう

　　６３０-８２７５・奈良県奈良市北半田中町・きたはんだなかまち

　　６３０-８２７４・奈良県奈良市北半田東町・きたはんだひがしまち

　　６３０-８２７６・奈良県奈良市北半田西町・きたはんだにしまち

　　６３０-８２６２・奈良県奈良市北袋町・きたふくろちよう

　　６３０-８３５２・奈良県奈良市北風呂町・きたふろちよう

　　６３０-８２０４・奈良県奈良市北御門町・きたみかどちよう

　　６３０-８２３２・奈良県奈良市北向町・きたむきちよう

　　６３０-１１１３・奈良県奈良市北村町・きたむらちよう

　　６３０-８３６４・奈良県奈良市北室町・きたむろちよう

　　６３０-８３０６・奈良県奈良市紀寺町・きでらちよう

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

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

　　６３０-２１７２・奈良県奈良市沓掛町・くつかけちよう

　　６３０-８３８２・奈良県奈良市公納堂町・くのうどうちよう

　　６３０-８４３１・奈良県奈良市窪之庄町・くほﾞのしようちよう



　　６３０-８１３６・奈良県奈良市恋の窪・こいのくほﾞ

　　６３０-８１３７・奈良県奈良市恋の窪東町・こいのくほﾞひがしまち

　　６３０-８１０３・奈良県奈良市興善院町・こうぜんいんちよう

　　６３０-８３７１・奈良県奈良市光明院町・こうみよういんちよう

　　６３０-８４０３・奈良県奈良市興隆寺町・こうりゆうじちよう

　　６３０-８４１２・奈良県奈良市虚空蔵町・こくぞうちよう

　　６３０-８３４８・奈良県奈良市小太郎町・こたろうまち

　　６３０-８２９６・奈良県奈良市後藤町・ごとうちよう

　　６３０-８４４１・奈良県奈良市神殿町・こどのちよう

　　６３０-８２２６・奈良県奈良市小西町・こにしちよう

　　６３０-２１７７・奈良県奈良市此瀬町・このせちよう

　　６３０-８０３３・奈良県奈良市五条・ごじよう

　　６３０-８０３２・奈良県奈良市五条町・ごじようちよう

　　６３０-８０３６・奈良県奈良市五条畑・ごじようはﾞた

　　６３０-８０３４・奈良県奈良市五条西・ ごじようにじ

　　６３０-８４５３・奈良県奈良市西九条町・さいくじようちよう

　　６３１-０８１８・奈良県奈良市西大寺赤田町・さいだいじあこだちよう

　　６３１-０８２３・奈良県奈良市西大寺国見町・さいだいじくにみちよう

　　６３１-０８２７・奈良県奈良市西大寺小坊町・さいだいじこほﾞうちよう

　　６３１-０８２２・奈良県奈良市西大寺栄町・さいだいじさかえまち

　　６３１-０８２５・奈良県奈良市西大寺芝町・さいだいじしはﾞまち

　　６３１-０８３４・奈良県奈良市西大寺新池町・さいだいじしんいけちよう

　　６３１-０８３２・奈良県奈良市西大寺新田町・さいだいじしんでんちよう

　　６３１-０８１５・奈良県奈良市西大寺新町・さいだいじしんまち

　　６３１-０８３５・奈良県奈良市西大寺高塚町・さいだいじたかつかちよう

　　６３１-０８３１・奈良県奈良市西大寺宝ケ丘・さいだいじたからがおか

　　６３１-０８３３・奈良県奈良市西大寺野神町・さいだいじのがみちよう

　　６３１-０８１６・奈良県奈良市西大寺本町・さいだいじほんまち

　　６３１-０８２１・奈良県奈良市西大寺東町・さいだいじひがしまち

　　６３１-０８２４・奈良県奈良市西大寺南町・さいだいじみなみまち

　　６３１-０８１７・奈良県奈良市西大寺北町・さいだいじきたまち

　　６３１-０８３６・奈良県奈良市西大寺竜王町・さいだいじりゆうおうちよう

　　６３１-０８２６・奈良県奈良市西大寺町・さいだいじちよう

　　６３０-８２５５・奈良県奈良市阪新屋町・さかのしんやちよう

　　６３０-１２４１・奈良県奈良市阪原町・さかはらちよう

　　６３０-１１０３・奈良県奈良市狭川東町・さがわひがしまち

　　６３０-１１０４・奈良県奈良市狭川両町・さがわりようちよう

　　６３０-８００３・奈良県奈良市佐紀町・さきちよう

　　６３１-０８０１・奈良県奈良市左京・さきよう

　　６３０-８１０５・奈良県奈良市佐保台・さほだい

　　６３０-８１０６・奈良県奈良市佐保台西町・さほだいにしまち

　　６３０-８０１３・奈良県奈良市三条大路・さんじようおおじ

　　６３０-８１２３・奈良県奈良市三条大宮町・さんじようおおみやちよう

　　６３０-８１２５・奈良県奈良市三条川西町・さんじようかわにしちよう

　　６３０-８１２６・奈良県奈良市三条栄町・さんじようさかえまち

　　６３０-８１２７・奈良県奈良市三条添川町・さんじようそえがわちよう

　　６３０-８１２４・奈良県奈良市三条桧町・さんじようひのきまち

　　６３０-８１２２・奈良県奈良市三条本町・さんじようほんまち

　　６３０-８１２１・奈良県奈良市三条宮前町・さんじようみやまえちよう

　　６３０-８２４４・奈良県奈良市三条町・さんじようちよう

　　６３１-００３１・奈良県奈良市敷島町・しきしまちよう

　　６３０-８０１４・奈良県奈良市四条大路・しじようおおじ

　　６３０-８０１５・奈良県奈良市四条大路南町・しじようおおじみなみまち

　　６３０-８０５３・奈良県奈良市七条・しちじよう

　　６３０-８０５１・奈良県奈良市七条町・しちじようちよう

　　６３０-８０５２・奈良県奈良市七条東町・しちじようひがしまち

　　６３０-８０５４・奈良県奈良市七条西町・しちじようにしまち

　　６３０-８３８５・奈良県奈良市芝突抜町・しはﾞつきぬけちよう

　　６３０-８１１４・奈良県奈良市芝辻町・しはﾞつじちよう

　　６３０-８３８４・奈良県奈良市芝新屋町・しはﾞのしんやちよう

　　６３０-８４３３・奈良県奈良市柴屋町・しはﾞやちよう

　　６３０-１１０２・奈良県奈良市下狭川町・しもさがわちよう

　　６３０-８２３６・奈良県奈良市下三条町・しもさんじようちよう

　　６３２-０１０１・奈良県奈良市下深川町・しもふかわちよう

　　６３０-８３６５・奈良県奈良市下御門町・しもみかどちよう

　　６３０-８２６５・奈良県奈良市宿院町・しゆくいんちよう

　　６３０-８３６３・奈良県奈良市勝南院町・しようなみちよう

　　６３０-８２５４・奈良県奈良市菖蒲池町・しようぶいけちよう

　　６３１-０００７・奈良県奈良市松陽台・しようようだい

　　６３０-８３１２・奈良県奈良市十輪院町・じゆうりいんちよう



　　６３０-８３１１・奈良県奈良市十輪院畑町・じゆうりいんはたちよう

　　６３１-０８０４・奈良県奈良市神功・じんぐう

　　６３０-８２０８・奈良県奈良市水門町・すいもんちよう

　　６３１-００４３・奈良県奈良市菅野台・すがのだい

　　６３１-０８４２・奈良県奈良市菅原町・すがはらちよう

　　６３１-０８４２・奈良県奈良市菅原東・ すがはらひがじ

　　６３０-１１１１・奈良県奈良市須川町・すがわちよう

　　６３１-０８０６・奈良県奈良市朱雀・すざく

　　６３０-２１７８・奈良県奈良市須山町・すやまちよう

　　６３０-８３５７・奈良県奈良市杉ケ町・するがまち

　　６３０-２１７１・奈良県奈良市誓多林町・せたりんちよう

　　６３０-８２１１・奈良県奈良市雑司町・ぞうしちよう

　　６３０-１１２１・奈良県奈良市園田町・そのだちよう

　　６３０-２１５２・奈良県奈良市杣ノ川町・そまのかわちよう

　　６３０-８１３３・奈良県奈良市大安寺・だいあんじ

　　６３０-８１３５・奈良県奈良市大安寺西・ だいあんじにじ

　　６３０-８１３４・奈良県奈良市大安寺町・だいあんじちよう

　　６３０-１２４５・奈良県奈良市大慈仙町・だいじせんちよう

　　６３０-８３０１・奈良県奈良市高畑町・たかはﾞたけちよう

　　６３０-８４１１・奈良県奈良市高樋町・たかひちよう

　　６３０-８２３８・奈良県奈良市高天市町・たかまいちちよう

　　６３０-８２４１・奈良県奈良市高天町・たかまちよう

　　６３０-８３３６・奈良県奈良市高御門町・たかみかどちよう

　　６３０-８４３２・奈良県奈良市田中町・たなかちよう

　　６３０-８１１２・奈良県奈良市多門町・たもんちよう

　　６３０-８２１８・奈良県奈良市樽井町・たるいちよう

　　６３０-２１６７・奈良県奈良市田原春日野町・たわらかすがのちよう

　　６３０-８３９２・奈良県奈良市中院町・ちゆういんちよう

　　６３１-００４５・奈良県奈良市千代ケ丘・ちよがおか

　　６３０-２３０１・奈良県奈良市月ヶ瀬石打・つきがせいしうち

　　６３０-２３０２・奈良県奈良市月ヶ瀬尾山・つきがせおやま

　　６３０-２３０４・奈良県奈良市月ヶ瀬嵩・つきがせだけ

　　６３０-２３０５・奈良県奈良市月ヶ瀬月瀬・つきがせつきせ

　　６３０-２３０３・奈良県奈良市月ヶ瀬長引・つきがせながひき

　　６３０-２３０６・奈良県奈良市月ヶ瀬桃香野・つきがせももがの

　　６３２-０２４３・奈良県奈良市都祁小山戸町・つげおやまとちよう

　　６３２-０２４７・奈良県奈良市都祁甲岡町・つげこうかちよう

　　６３２-０２３２・奈良県奈良市都祁こぶしが丘・つげこぶしがおか

　　６３２-０２２１・奈良県奈良市都祁白石町・つげしらいしちよう

　　６３２-０２４２・奈良県奈良市都祁相河町・つげそうごちよう

　　６３２-０２４６・奈良県奈良市都祁友田町・つげともだちよう

　　６３２-０１１３・奈良県奈良市都祁馬場町・つげはﾞはﾞちよう

　　６３２-０２３１・奈良県奈良市都祁吐山町・つげはやまちよう

　　６３２-０２４１・奈良県奈良市都祁南之庄町・つげみなみのしようちよう

　　６３０-８３１６・奈良県奈良市築地之内町・つじのうちちよう

　　６３０-８２２３・奈良県奈良市角振新屋町・つのふりしんやちよう

　　６３０-８２２４・奈良県奈良市角振町・つのふりちよう

　　６３０-８３４３・奈良県奈良市椿井町・つはﾞいちよう

　　６３０-８３９３・奈良県奈良市鶴福院町・つるふくいんちよう

　　６３１-００２１・奈良県奈良市鶴舞東町・つるまいひがしまち

　　６３１-００２２・奈良県奈良市鶴舞西町・つるまいにしまち

　　６３０-８２０６・奈良県奈良市手貝町・てがいちよう

　　６３１-００６２・奈良県奈良市帝塚山・てつﾞかやま

　　６３１-００６３・奈良県奈良市帝塚山中町・てつﾞかやまなかまち

　　６３１-００６６・奈良県奈良市帝塚山西・ てつﾞかやまにじ

　　６３１-００６４・奈良県奈良市帝塚山南・てつﾞかやまみなみ

　　６３０-８４２３・奈良県奈良市出屋敷町・でやしきちよう

　　６３０-８２３４・奈良県奈良市寺町・てらまち

　　６３０-８１４４・奈良県奈良市東九条町・とうくじようちよう

　　６３１-００５１・奈良県奈良市富雄泉ケ丘・とみおいずみがおか

　　６３１-００７７・奈良県奈良市富雄川西・ とみおかわにじ

　　６３１-００７８・奈良県奈良市富雄元町・とみおもとまち

　　６３１-００７６・奈良県奈良市富雄北・とみおきた

　　６３１-０００４・奈良県奈良市登美ケ丘・とみがおか

　　６３１-００６５・奈良県奈良市鳥見町・とりみちよう

　　６３０-８２３７・奈良県奈良市中筋町・なかすじちよう

　　６３０-８３１５・奈良県奈良市中辻町・なかつじちよう

　　６３０-２１６２・奈良県奈良市中貫町・なかつﾞらちよう

　　６３１-０００３・奈良県奈良市中登美ケ丘・なかとみがおか

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



　　６３０-１１２４・奈良県奈良市中ノ川町（４０５－３）・なかのかわちよう

　　６３０-１１２４・奈良県奈良市中ノ川町（６３８）・なかのかわちよう

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

　　６３０-２１６３・奈良県奈良市中之庄町・なかのしようちよう

　　６３０-８３３３・奈良県奈良市中新屋町・なかのしんやちよう

　　６３０-８４０１・奈良県奈良市中畑町・なかはたちよう

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１１５～５１４９)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１７１)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１８３)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１８６)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１９２～５１９６)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５１９８～５２１２)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２２７～５２２９)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２３９～５２５７)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２６３)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２６９～５２７１)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７５)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７６－４)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７６－５)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７７～５２８０)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２８４～５３１２)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７６－４)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７６－５)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２７７～５２８０)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５２８４～５３１２)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３１４)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３１６～５３２７)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３４６)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３４９)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３５１～５３５２)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３５５～５３６２)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５３６４～５４２４)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４２６)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４２９～５４３０)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４４５)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４５５)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４６１)・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４６３）・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４７０）・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４７２）・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４７５）・なかまち

　　６３０-８０３７・奈良県奈良市中町（５４８２～５５２９）・なかまち

　　６３１-００５２・奈良県奈良市中町（その他）・なかまち(そのた)

　　６３０-８２９２・奈良県奈良市中御門町・なかみかどちよう

　　６３１-００１２・奈良県奈良市中山町・なかやまちよう

　　６３１-００１３・奈良県奈良市中山町西・ なかやまちようにじ

　　６３０-２１６５・奈良県奈良市長谷町・ながたにちよう

　　６３０-８２５３・奈良県奈良市内侍原町・なしはらちよう

　　６３０-８２６４・奈良県奈良市鍋屋町・なべやちよう

　　６３０-８１０７・奈良県奈良市奈保町・なほちよう

　　６３０-８１０４・奈良県奈良市奈良阪町・ならざかちよう

　　６３０-８３３５・奈良県奈良市鳴川町・なるかわちよう

　　６３０-８２８７・奈良県奈良市西包永町・にしかねながちよう

　　６３０-８３２５・奈良県奈良市西木辻町・にしきつじちよう

　　６３０-８３０７・奈良県奈良市西紀寺町・にしきでらちよう

　　６３０-１１０５・奈良県奈良市西狭川町・にしさがわちよう

　　６３０-８２９１・奈良県奈良市西笹鉾町・にしささほﾞこちよう

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

　　６３０-８２４８・奈良県奈良市西新在家町・にししんざいけちよう

　　６３０-８３４５・奈良県奈良市西城戸町・にしじようどちよう

　　６３１-００４６・奈良県奈良市西千代ケ丘・にしちよがおか

　　６３０-８３７２・奈良県奈良市西寺林町・にしてらはﾞやしちよう

　　６３１-０００６・奈良県奈良市西登美ケ丘・にしとみがおか

　　６３０-８０４２・奈良県奈良市西ノ京町・にしのきようちよう

　　６３０-８２４５・奈良県奈良市西之阪町・にしのさかちよう

　　６３０-８３３４・奈良県奈良市西新屋町・にしのしんやちよう

　　６３０-８２２５・奈良県奈良市西御門町・にしみかどちよう

　　６３０-８０１２・奈良県奈良市二条大路南・にじようおおじみなみ

　　６３０-８００２・奈良県奈良市二条町・にじようちよう

　　６３１-００７２・奈良県奈良市二名・にみよう



　　６３１-００７３・奈良県奈良市二名東町・にみようひがしまち

　　６３１-００７１・奈良県奈良市二名平野・にみようひらの

　　６３１-０００８・奈良県奈良市二名町・にみようちよう

　　６３０-１２３５・奈良県奈良市丹生町・にゆうちよう

　　６３０-１２４４・奈良県奈良市忍辱山町・にんにくせんちよう

　　６３０-８３１８・奈良県奈良市納院町・のういんちよう

　　６３０-８２１３・奈良県奈良市登大路町・のほﾞりおおじちよう

　　６３０-８２１７・奈良県奈良市橋本町・はしもとちよう

　　６３０-８２５７・奈良県奈良市畑中町・はたけなかちよう

　　６３０-８１４５・奈良県奈良市八条・はちじよう

　　６３０-８１４６・奈良県奈良市八条町・はちじようちよう

　　６３０-８４１４・奈良県奈良市鉢伏町・はちぶせちよう

　　６３０-８２６６・奈良県奈良市花芝町・はなしはﾞちよう

　　６３０-８３２８・奈良県奈良市花園町・はなぞのちよう

　　６３０-８３５４・奈良県奈良市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　６３０-８２２７・奈良県奈良市林小路町・はやしこうじちよう

　　６３２-０１１２・奈良県奈良市針ケ別所町・はりがべつしよちよう

　　６３２-０２５１・奈良県奈良市針町・はりちよう

　　６３０-８２９５・奈良県奈良市半田突抜町・はんだつきぬけちよう

　　６３０-８１１１・奈良県奈良市半田開町・はんだびらきちよう

　　６３０-８２８４・奈良県奈良市半田横町・はんだよこまち

　　６３０-８１０２・奈良県奈良市般若寺町・はんにやじちよう

　　６３０-２１７３・奈良県奈良市日笠町・ひがさちよう

　　６３０-８２８６・奈良県奈良市東包永町・ひがしかねながちよう

　　６３０-８３２７・奈良県奈良市東木辻町・ひがしきつじちよう

　　６３０-８３０５・奈良県奈良市東紀寺町・ひがしきでらちよう

　　６３０-８２８８・奈良県奈良市東笹鉾町・ひがしささほﾞこちよう

　　６３０-８２７２・奈良県奈良市東新在家町・ひがししんざいけちよう

　　６３０-８３４４・奈良県奈良市東城戸町・ひがしじようどちよう

　　６３０-８３６２・奈良県奈良市東寺林町・ひがしてらはﾞやしちよう

　　６３１-０００２・奈良県奈良市東登美ケ丘・ひがしとみがおか

　　６３０-１１２５・奈良県奈良市東鳴川町・ひがしなるかわちよう

　　６３０-８２０３・奈良県奈良市東之阪町・ひがしのさかちよう

　　６３０-８２１５・奈良県奈良市東向中町・ひがしむきなかまち

　　６３０-８２１６・奈良県奈良市東向南町・ひがしむきみなみまち

　　６３０-８２１４・奈良県奈良市東向北町・ひがしむききたまち

　　６３１-０８４３・奈良県奈良市疋田町・ひきだちよう

　　６３０-８３８３・奈良県奈良市毘沙門町・びしやもんちよう

　　６３０-８３０２・奈良県奈良市白毫寺町・びやくごうじちよう

　　６３１-００２４・奈良県奈良市百楽園・ひやくらくえん

　　６３０-１１２２・奈良県奈良市平清水町・ひらしみずちよう

　　６３１-０８４６・奈良県奈良市平松・ひらまつ

　　６３０-１１０１・奈良県奈良市広岡町・ひろおかちよう

　　６３０-８３８１・奈良県奈良市福智院町・ふくちいんちよう

　　６３０-８３９４・奈良県奈良市不審ヶ辻子町・ふしがつﾞしちよう

　　６３１-００４４・奈良県奈良市藤ノ木台・ふじのきだい

　　６３０-８４２１・奈良県奈良市藤原町・ふじわらちよう

　　６３０-８２５８・奈良県奈良市船橋町・ふなはしちよう

　　６３０-８４２４・奈良県奈良市古市町・ふるいちちよう

　　６３０-１１２３・奈良県奈良市生琉里町・ふるさとちよう

　　６３０-２１５３・奈良県奈良市別所町・べつしよちよう

　　６３０-１１２６・奈良県奈良市法用町・ほうようちよう

　　６３１-０８４５・奈良県奈良市宝来・ほうらい

　　６３１-０８４４・奈良県奈良市宝来町・ほうらいちよう

　　６３０-８１０８・奈良県奈良市法蓮佐保山・ほうれんさほやま

　　６３０-８１１３・奈良県奈良市法蓮町・ほうれんちよう

　　６３０-８００１・奈良県奈良市法華寺町・ほつけじちよう

　　６３０-８２３１・奈良県奈良市本子守町・ほんこもりちよう

　　６３０-８２７１・奈良県奈良市坊屋敷町・ほﾞうやしきちよう

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

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

　　６３０-８４０２・奈良県奈良市米谷町・まいたにちよう

　　６３０-８２６８・奈良県奈良市大豆山町・まめやまちよう

　　６３０-８２６７・奈良県奈良市大豆山突抜町・まめやまつきぬけちよう

　　６３１-００５６・奈良県奈良市丸山・まるやま

　　６３１-０８０３・奈良県奈良市山陵町・みささぎちよう

　　６３１-００６１・奈良県奈良市三碓・みつがらす

　　６３１-００６１・奈良県奈良市三碓町・みつがらすちよう

　　６３０-８３３１・奈良県奈良市三棟町・みつむねちよう

　　６３０-８３７３・奈良県奈良市南市町・みなみいちちよう



　　６３０-８３５５・奈良県奈良市南魚屋町・みなみうおやちよう

　　６３０-８３０４・奈良県奈良市南肘塚町・みなみかいのつﾞかちよう

　　６３０-８３０３・奈良県奈良市南紀寺町・みなみきでらちよう

　　６３０-８１４１・奈良県奈良市南京終町・みなみきようはﾞてちよう

　　６３０-１１１２・奈良県奈良市南庄町・みなみしようちよう

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

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

　　６３０-８３４１・奈良県奈良市南城戸町・みなみじようどちよう

　　６３０-２１６４・奈良県奈良市南田原町・みなみたわらちよう

　　６３０-８４０４・奈良県奈良市南椿尾町・みなみつはﾞおちよう

　　６３１-００２３・奈良県奈良市南登美ケ丘・みなみとみがおか

　　６３０-８３４７・奈良県奈良市南中町・みなみなかまち

　　６３０-８４４３・奈良県奈良市南永井町・みなみながいちよう

　　６３０-８２８１・奈良県奈良市南半田中町・みなみはんだなかまち

　　６３０-８２７７・奈良県奈良市南半田東町・みなみはんだひがしまち

　　６３０-８２８２・奈良県奈良市南半田西町・みなみはんだにしまち

　　６３０-８３４２・奈良県奈良市南袋町・みなみふくろちよう

　　６３０-８３５１・奈良県奈良市南風呂町・みなみふろちよう

　　６３０-２１５１・奈良県奈良市水間町・みまちよう

　　６３１-００７４・奈良県奈良市三松・みまつ

　　６３１-００７５・奈良県奈良市三松ケ丘・みまつがおか

　　６３０-２１７５・奈良県奈良市茗荷町・みようがちよう

　　６３０-８２２２・奈良県奈良市餅飯殿町・もちいどのちよう

　　６３０-１２３１・奈良県奈良市柳生下町・やぎゆうしもちよう

　　６３０-１２３７・奈良県奈良市柳生町・やぎゆうちよう

　　６３０-８３２１・奈良県奈良市薬師堂町・やくしどうちよう

　　６３０-８４３５・奈良県奈良市八島町・やしまちよう

　　６３０-２１６６・奈良県奈良市矢田原町・やだわらちよう

　　６３０-８３５３・奈良県奈良市柳町・やなぎまち

　　６３０-８４３４・奈良県奈良市山町・やまちよう

　　６３０-８２８３・奈良県奈良市油留木町・ゆるぎちよう

　　６３０-８４２２・奈良県奈良市横井・よこい

　　６３０-８４２２・奈良県奈良市横井町・よこいちよう

　　６３０-２１７４・奈良県奈良市横田町・よこたちよう

　　６３１-０８２８・奈良県奈良市横領町・よこりようちよう

　　６３２-０２４４・奈良県奈良市来迎寺町・らいこうじちよう

　　６３０-８０４３・奈良県奈良市六条・ろくじよう

　　６３０-８０４５・奈良県奈良市六条緑町・ろくじようみどりまち

　　６３０-８０４４・奈良県奈良市六条西・ ろくじようにじ

　　６３０-８０４１・奈良県奈良市六条町・ろくじようちよう

　　６３０-８４２５・奈良県奈良市鹿野園町・ろくやおんちよう

　　６３１-０８３７・奈良県奈良市若葉台・わかはﾞだい

　　６３０-８３３７・奈良県奈良市脇戸町・わきどちよう

　　６３０-２１７６・奈良県奈良市和田町・わだちよう

　　６３５-００００・奈良県大和高田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３５-００５３・奈良県大和高田市秋吉・ あきよじ

　　６３５-００１２・奈良県大和高田市曙町・あけほﾞのちよう

　　６３５-００３５・奈良県大和高田市旭南町・あさひみなみちよう

　　６３５-００３６・奈良県大和高田市旭北町・あさひきたちよう

　　６３５-００７２・奈良県大和高田市有井・ありい

　　６３５-００２１・奈良県大和高田市池尻・いけじり

　　６３５-００７７・奈良県大和高田市池田・いけだ

　　６３５-００９３・奈良県大和高田市礒野・いその

　　６３５-００６３・奈良県大和高田市礒野新町・いそのしんまち

　　６３５-００６１・奈良県大和高田市礒野東町・いそのひがしちよう

　　６３５-００６２・奈良県大和高田市礒野南町・いそのみなみまち

　　６３５-００９４・奈良県大和高田市礒野北町・いそのきたちよう

　　６３５-００９３・奈良県大和高田市礒野町・いそのちよう

　　６３５-００７４・奈良県大和高田市市場・いちはﾞ

　　６３５-００４３・奈良県大和高田市出・いで

　　６３５-００３１・奈良県大和高田市今里・いまざと

　　６３５-００３２・奈良県大和高田市今里川合方・いまざとかわいほう

　　６３５-００３１・奈良県大和高田市今里町・いまざとちよう

　　６３５-００８７・奈良県大和高田市内本町・うちほんまち

　　６３５-００８３・奈良県大和高田市永和町・えいわちよう

　　６３５-００７６・奈良県大和高田市大谷・おおたに

　　６３５-００９５・奈良県大和高田市大中・おおなか

　　６３５-００９１・奈良県大和高田市大中東町・おおなかひがしちよう

　　６３５-００９２・奈良県大和高田市大中南町・おおなかみなみちよう

　　６３５-００１６・奈良県大和高田市大東町・おおひがしちよう



　　６３５-００７３・奈良県大和高田市岡崎・おかざき

　　６３５-００５２・奈良県大和高田市奥田・おくだ

　　６３５-００４２・奈良県大和高田市勝目・かじめ

　　６３５-００６７・奈良県大和高田市春日町・かすがちよう

　　６３５-００８５・奈良県大和高田市片塩町・かたしおちよう

　　６３５-００５６・奈良県大和高田市甘田町・かんだちよう

　　６３５-００８４・奈良県大和高田市北片塩町・きたかたしおちよう

　　６３５-００９７・奈良県大和高田市北本町・きたほんまち

　　６３５-００４４・奈良県大和高田市蔵之宮町・くらのみやちよう

　　６３５-００１１・奈良県大和高田市材木町・ざいもくちよう

　　６３５-００１５・奈良県大和高田市幸町・さいわいちよう

　　６３５-００６４・奈良県大和高田市栄町・さかえまち

　　６３５-００１４・奈良県大和高田市三和町・さんわちよう

　　６３５-００１７・奈良県大和高田市東雲町・しののめちよう

　　６３５-００１３・奈良県大和高田市昭和町・しようわちよう

　　６３５-００２５・奈良県大和高田市神楽（丁目）・じんらく

　　６３５-００２６・奈良県大和高田市神楽（)・じんらく

　　６３５-００５５・奈良県大和高田市曽大根（丁目）・そおね

　　６３５-００５４・奈良県大和高田市曽大根（)・そおね

　　６３５-００４１・奈良県大和高田市田井・たい

　　６３５-００４７・奈良県大和高田市田井新町・たいしんまち

　　６３５-００８１・奈良県大和高田市高砂町・たかさごちよう

　　６３５-００２２・奈良県大和高田市高田・たかだ

　　６３５-００７１・奈良県大和高田市築山・つきやま

　　６３５-０００２・奈良県大和高田市土庫（丁目）・どんご

　　６３５-０００３・奈良県大和高田市土庫（)・どんご

　　６３５-００３７・奈良県大和高田市中今里町・なかいまざとちよう

　　６３５-００４５・奈良県大和高田市中三倉堂・なかみくらどう

　　６３５-００５７・奈良県大和高田市南陽町・なんようちよう

　　６３５-００５８・奈良県大和高田市西坊城・にしほﾞうじよう

　　６３５-００９６・奈良県大和高田市西町・にしまち

　　６３５-００４６・奈良県大和高田市西三倉堂・にしみくらどう

　　６３５-００５１・奈良県大和高田市根成柿・ねなりがき

　　６３５-００７５・奈良県大和高田市野口・のぐち

　　６３５-００６５・奈良県大和高田市東中（丁目）・ひがしなか

　　６３５-００６６・奈良県大和高田市東中（)・ひがしなか

　　６３５-００３４・奈良県大和高田市東三倉堂町・ひがしみくらどうちよう

　　６３５-００２２・奈良県大和高田市日之出町・ひのでちよう

　　６３５-００２３・奈良県大和高田市日之出東本町・ひのでひがしほんまち

　　６３５-００２４・奈良県大和高田市日之出西本町・ひのでにしほんまち

　　６３５-０００４・奈良県大和高田市藤森・ふじのもり

　　６３５-００８２・奈良県大和高田市本郷町・ほんごうちよう

　　６３５-０００１・奈良県大和高田市松塚・まつつﾞか

　　６３５-００３３・奈良県大和高田市南今里町・みなみいまざとちよう

　　６３５-００８６・奈良県大和高田市南本町・みなみほんまち

　　６３５-００５９・奈良県大和高田市吉井・よしい

　　６３９-１１００・奈良県大和郡山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-１０１３・奈良県大和郡山市朝日町・あさひちよう

　　６３９-１０３２・奈良県大和郡山市池沢町・いけざわちよう

　　６３９-１０２７・奈良県大和郡山市池之内町・いけのうちちよう

　　６３９-１１１１・奈良県大和郡山市石川町・いしかわちよう

　　６３９-１１１６・奈良県大和郡山市伊豆七条町・いずしちじようちよう

　　６３９-１０５６・奈良県大和郡山市泉原町・いずみはらちよう

　　６３９-１１１３・奈良県大和郡山市櫟枝町・いちえだちよう

　　６３９-１１０４・奈良県大和郡山市井戸野町・いどのちよう

　　６３９-１１５８・奈良県大和郡山市藺町・いのまち

　　６３９-１１５５・奈良県大和郡山市今井町・いまいまち

　　６３９-１０３１・奈良県大和郡山市今国府町・いまごうちよう

　　６３９-１００５・奈良県大和郡山市植槻町・うえつきちよう

　　６３９-１１６８・奈良県大和郡山市魚町・うおまち

　　６３９-１０１９・奈良県大和郡山市永慶寺町・えいけいじちよう

　　６３９-１１０６・奈良県大和郡山市大江町・おおえちよう

　　６３９-１１３８・奈良県大和郡山市大宮町・おおみやちよう

　　６３９-１０３４・奈良県大和郡山市柏木町・かしわぎちよう

　　６３９-１１０２・奈良県大和郡山市上三橋町・かみみつはしちよう

　　６３９-１０１８・奈良県大和郡山市冠山町・かんざんちよう

　　６３９-１１６１・奈良県大和郡山市観音寺町・かんのんじちよう

　　６３９-１１６５・奈良県大和郡山市北鍛冶町・きたかじまち

　　６３９-１１６０・奈良県大和郡山市北郡山町・きたこおりやまちよう

　　６３９-１１４６・奈良県大和郡山市北大工町・きただいくまち



　　６３９-１０２５・奈良県大和郡山市北西町・きたにしちよう

　　６３９-１００１・奈良県大和郡山市九条町・くじようちよう

　　６３９-１００２・奈良県大和郡山市九条平野町・くじようひらのちよう

　　６３９-１１４７・奈良県大和郡山市車町・くるままち

　　６３９-１０４２・奈良県大和郡山市小泉町・こいずみちよう

　　６３９-１０４４・奈良県大和郡山市小泉町東・ こいずみちようひがじ

　　６３９-１０２６・奈良県大和郡山市小林町・こはﾞやしちよう

　　６３９-１０４５・奈良県大和郡山市小林町西・ こはﾞやしちようにじ

　　６３９-１０２３・奈良県大和郡山市小南町・こみなみちよう

　　６３９-１１４８・奈良県大和郡山市紺屋町・こんやまち

　　６３９-１１５６・奈良県大和郡山市堺町・さかいちよう

　　６３９-１１４１・奈良県大和郡山市材木町・ざいもくまち

　　６３９-１１５０・奈良県大和郡山市雑穀町・ざこくまち

　　６３９-１１６９・奈良県大和郡山市塩町・しおまち

　　６３９-１０３９・奈良県大和郡山市椎木町・しぎちよう

　　６３９-１１０１・奈良県大和郡山市下三橋町・しもみつはしちよう

　　６３９-１０５１・奈良県大和郡山市城町・じようちよう

　　６３９-１０１１・奈良県大和郡山市城内町・じようないちよう

　　６３９-１０１６・奈良県大和郡山市城南町・じようなんちよう

　　６３９-１００４・奈良県大和郡山市城北町・じようほくちよう

　　６３９-１０３３・奈良県大和郡山市昭和町・しようわちよう

　　６３９-１１１２・奈良県大和郡山市白土町・しらつちちよう

　　６３９-１００８・奈良県大和郡山市城の台町・しろのだいちよう

　　６３９-１０１２・奈良県大和郡山市城見町・しろみちよう

　　６３９-１１４３・奈良県大和郡山市新紺屋町・しんこんやまち

　　６３９-１１１４・奈良県大和郡山市新庄町・しんじようちよう

　　６３９-１１５７・奈良県大和郡山市新中町・しんなかまち

　　６３９-１０５４・奈良県大和郡山市新町・しんまち

　　６３９-１１２１・奈良県大和郡山市杉町・すぎちよう

　　６３９-１０５３・奈良県大和郡山市千日町・せんにちちよう

　　６３９-１００３・奈良県大和郡山市代官町・だいかんちよう

　　６３９-１１３３・奈良県大和郡山市高田口町・たかだぐちちよう

　　６３９-１１３２・奈良県大和郡山市高田町・たかだちよう

　　６３９-１０２８・奈良県大和郡山市田中町・たなかちよう

　　６３９-１１２２・奈良県大和郡山市丹後庄町・たんごのしようちよう

　　６３９-１１５２・奈良県大和郡山市茶町・ちやまち

　　６３９-１１２７・奈良県大和郡山市長安寺町・ちようあんじちよう

　　６３９-１１２３・奈良県大和郡山市筒井町・つついちよう

　　６３９-１１３５・奈良県大和郡山市天井町・てんじようちよう

　　６３９-１００６・奈良県大和郡山市天理町・てんりちよう

　　６３９-１１４４・奈良県大和郡山市洞泉寺町・とうせんじちよう

　　６３９-１１４９・奈良県大和郡山市豆腐町・とうふまち

　　６３９-１０５２・奈良県大和郡山市外川町・とがわちよう

　　６３９-１０２２・奈良県大和郡山市豊浦町・とようらちよう

　　６３９-１１６６・奈良県大和郡山市中鍛冶町・なかかじまち

　　６３９-１１１８・奈良県大和郡山市中城町・なかじようちよう

　　６３９-１１５９・奈良県大和郡山市奈良町・ならまち

　　６３９-１０２１・奈良県大和郡山市新木町・にきちよう

　　６３９-１０１４・奈良県大和郡山市西岡町・にしおかちよう

　　６３９-１１６４・奈良県大和郡山市西観音寺町・にしかんのんじちよう

　　６３９-１０４３・奈良県大和郡山市西田中町・にしたなかちよう

　　６３９-１１６３・奈良県大和郡山市西奈良口町・にしならぐちちよう

　　６３９-１１５３・奈良県大和郡山市西野垣内町・にしのがいとちよう

　　６３９-１０３８・奈良県大和郡山市西町・にしまち

　　６３９-１０３６・奈良県大和郡山市額田部寺町・ぬかたべてらまち

　　６３９-１０３５・奈良県大和郡山市額田部南町・ぬかたべみなみちよう

　　６３９-１０３７・奈良県大和郡山市額田部北町・ぬかたべきたまち

　　６３９-１１３１・奈良県大和郡山市野垣内町・のがいとちよう

　　６３９-１１２５・奈良県大和郡山市八条町・はちじようちよう

　　６３９-１１１９・奈良県大和郡山市発志院町・はつしいんちよう

　　６３９-１１０５・奈良県大和郡山市番匠田中町・はﾞんじようたなかちよう

　　６３９-１１１７・奈良県大和郡山市番条町・はﾞんじようちよう

　　６３９-１１０８・奈良県大和郡山市稗田町・ひえだちよう

　　６３９-１１３７・奈良県大和郡山市東岡町・ひがしおかちよう

　　６３９-１１６２・奈良県大和郡山市東奈良口町・ひがしならぐちちよう

　　６３９-１０１７・奈良県大和郡山市藤原町・ふじわらちよう

　　６３９-１１３６・奈良県大和郡山市本庄町・ほんじようちよう

　　６３９-１１５１・奈良県大和郡山市本町・ほんまち

　　６３９-１１２４・奈良県大和郡山市馬司町・まつかさちよう

　　６３９-１０４１・奈良県大和郡山市満願寺町・まんがんじちよう



　　６３９-１０２４・奈良県大和郡山市南井町・みなみいちよう

　　６３９-１１６７・奈良県大和郡山市南鍛冶町・みなみかじまち

　　６３９-１００７・奈良県大和郡山市南郡山町・みなみこおりやまちよう

　　６３９-１１４５・奈良県大和郡山市南大工町・みなみだいくまち

　　６３９-１１０３・奈良県大和郡山市美濃庄町・みのしようちよう

　　６３９-１０１５・奈良県大和郡山市箕山町・みのやまちよう

　　６３９-１１２６・奈良県大和郡山市宮堂町・みやどうちよう

　　６３９-１０５８・奈良県大和郡山市矢田町・やたちよう

　　６３９-１１４２・奈良県大和郡山市矢田町通・やたまちどおり

　　６３９-１０５５・奈良県大和郡山市矢田山町・やたやまちよう

　　６３９-１１３４・奈良県大和郡山市柳（町）・やなぎ(まち)

　　６３９-１０５７・奈良県大和郡山市山田町・やまだちよう

　　６３９-１１１５・奈良県大和郡山市横田町・よこたちよう

　　６３９-１１０７・奈良県大和郡山市若槻町・わかつきちよう

　　６３９-１１５４・奈良県大和郡山市綿町・わたまち

　　６３２-００００・奈良県天理市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３２-００６８・奈良県天理市合場町・あいはﾞちよう

　　６３２-００８２・奈良県天理市荒蒔町・あらまきちよう

　　６３２-００１１・奈良県天理市石上町・いそのかみちよう

　　６３２-０００４・奈良県天理市櫟本町・いちのもとちよう

　　６３２-００８３・奈良県天理市稲葉町・いなはﾞちよう

　　６３２-００７６・奈良県天理市岩室町・いわむろちよう

　　６３２-０００３・奈良県天理市岩屋町・いわやちよう

　　６３２-００３１・奈良県天理市内馬場町・うちはﾞはﾞちよう

　　６３２-００８６・奈良県天理市庵治町・おうじちよう

　　６３２-００４７・奈良県天理市乙木町・おとぎちよう

　　６３２-００６４・奈良県天理市海知町・かいちちよう

　　６３２-００８４・奈良県天理市嘉幡町・かはﾞたちよう

　　６３２-００２４・奈良県天理市上仁興町・かみにごうちよう

　　６３２-００４２・奈良県天理市萱生町・かようちよう

　　６３２-００１６・奈良県天理市川原城町・かわはらじようちよう

　　６３２-００９１・奈良県天理市上総町・かんさちよう

　　６３２-００５６・奈良県天理市岸田町・きしだちよう

　　６３２-００９５・奈良県天理市喜殿町・きどのちよう

　　６３２-００６９・奈良県天理市九条町・くじようちよう

　　６３２-０００６・奈良県天理市蔵之庄町・くらのしようちよう

　　６３２-００３６・奈良県天理市御経野町・ごきようのちよう

　　６３２-００８５・奈良県天理市小島町・こじまちよう

　　６３２-００９２・奈良県天理市小田中町・こだなかちよう

　　６３２-００９３・奈良県天理市指柳町・さしやなぎちよう

　　６３２-００４３・奈良県天理市佐保庄町・さほのしようちよう

　　６３２-００４６・奈良県天理市三昧田町・さんまいでんちよう

　　６３２-００５３・奈良県天理市渋谷町・しぶたにちよう

　　６３２-００２３・奈良県天理市下仁興町・しもにごうちよう

　　６３２-００５８・奈良県天理市成願寺町・じようがんじちよう

　　６３２-００９６・奈良県天理市小路町・しようじちよう

　　６３２-００７８・奈良県天理市杉本町・すぎもとちよう

　　６３２-００９４・奈良県天理市前栽町・せんざいちよう

　　６３２-００４８・奈良県天理市園原町・そのはらちよう

　　６３２-００３２・奈良県天理市杣之内町・そまのうちちよう

　　６３２-００７１・奈良県天理市田井庄町・たいのしようちよう

　　６３２-００２１・奈良県天理市滝本町・たきもとちよう

　　６３２-００４１・奈良県天理市竹之内町・たけのうちちよう

　　６３２-００７３・奈良県天理市田町・たちよう

　　６３２-００１７・奈良県天理市田部町・たべちよう

　　６３２-００３４・奈良県天理市丹波市町・たんはﾞいちちよう

　　６３２-００２２・奈良県天理市苣原町・ちしやわらちよう

　　６３２-００５５・奈良県天理市遠田町・とおだちよう

　　６３２-００７２・奈良県天理市富堂町・とみどうちよう

　　６３２-００１３・奈良県天理市豊井町・とよいちよう

　　６３２-００１２・奈良県天理市豊田町・とよだちよう

　　６３２-００９７・奈良県天理市中町・なかちよう

　　６３２-０００１・奈良県天理市中之庄町・なかのしようちよう

　　６３２-００５１・奈良県天理市中山町・なかやまちよう

　　６３２-０１２３・奈良県天理市長滝町・ながたきちよう

　　６３２-００６１・奈良県天理市永原町・ながはらちよう

　　６３２-００６２・奈良県天理市長柄町・ながらちよう

　　６３２-０００５・奈良県天理市楢町・ならちよう

　　６３２-００５７・奈良県天理市新泉町・にいずみちよう

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



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

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

　　６３２-００７５・奈良県天理市西井戸堂町・にしいどうどうちよう

　　６３２-００６３・奈良県天理市西長柄町・にしながらちよう

　　６３２-００５４・奈良県天理市檜垣町・ひがいちよう

　　６３２-００７４・奈良県天理市東井戸堂町・ひがしいどうどうちよう

　　６３２-００４４・奈良県天理市兵庫町・ひようごちよう

　　６３２-００６６・奈良県天理市備前町・びぜんちよう

　　６３２-００７７・奈良県天理市平等坊町・びようどうほﾞうちよう

　　６３２-０１２２・奈良県天理市福住町・ふくすみちよう

　　６３２-００４５・奈良県天理市福知堂町・ふくちどうちよう

　　６３２-００２５・奈良県天理市藤井町・ふじいちよう

　　６３２-００１４・奈良県天理市布留町・ふるちよう

　　６３２-００１８・奈良県天理市別所町・べつしよちよう

　　６３２-００３３・奈良県天理市勾田町・まがたちよう

　　６３２-００１５・奈良県天理市三島町・みしまちよう

　　６３２-００９８・奈良県天理市南六条町・みなみろくじようちよう

　　６３２-００６５・奈良県天理市武蔵町・むさしちよう

　　６３２-００３５・奈良県天理市守目堂町・もりめどうちよう

　　６３２-０００７・奈良県天理市森本町・もりもとちよう

　　６３２-００５２・奈良県天理市柳本町・やなぎもとちよう

　　６３２-０１２１・奈良県天理市山田町・やまだちよう

　　６３２-００６７・奈良県天理市吉田町・よしだちよう

　　６３２-０００２・奈良県天理市和爾町・わにちよう

　　６３４-００００・奈良県橿原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３４-００４５・奈良県橿原市石川町・いしかわちよう

　　６３４-００１４・奈良県橿原市石原田町・いしはらだちよう

　　６３４-０８１２・奈良県橿原市今井町・いまいちよう

　　６３４-０８３３・奈良県橿原市忌部町・いんべちよう

　　６３４-０８３４・奈良県橿原市雲梯町・うなてちよう

　　６３４-００６５・奈良県橿原市畝傍町・うねびちよう

　　６３４-００４６・奈良県橿原市栄和町・えいわちよう

　　６３４-００７５・奈良県橿原市小房町・おうさちよう

　　６３４-０８４６・奈良県橿原市小槻町・おうつﾞくちよう

　　６３４-０８４１・奈良県橿原市大垣町・おおがきちよう

　　６３４-００４４・奈良県橿原市大軽町・おおがるちよう

　　６３４-００６１・奈良県橿原市大久保町・おおくほﾞちよう

　　６３４-０８１５・奈良県橿原市大谷町・おおたにちよう

　　６３４-０００１・奈良県橿原市太田市町・おだいちちよう

　　６３４-００２３・奈良県橿原市戒外町・かいげちよう

　　６３４-００１２・奈良県橿原市膳夫町・かしわてちよう

　　６３４-０８２４・奈良県橿原市一町・かずちよう

　　６３４-００３１・奈良県橿原市上飛騨町・かみひだちよう

　　６３４-０８２６・奈良県橿原市川西町・かわにしちよう

　　６３４-０８２５・奈良県橿原市観音寺町・かんのんじちよう

　　６３４-０８２３・奈良県橿原市北越智町・きたおちちよう

　　６３４-０８４３・奈良県橿原市北妙法寺町・きたみようほうじちよう

　　６３４-０００５・奈良県橿原市北八木町・きたやぎちよう

　　６３４-００３３・奈良県橿原市城殿町・きどのちよう

　　６３４-００２５・奈良県橿原市木之本町・きのもとちよう

　　６３４-０００４・奈良県橿原市木原町・きはらちよう

　　６３４-０００７・奈良県橿原市葛本町・くずもとちよう

　　６３４-００６３・奈良県橿原市久米町・くめちよう

　　６３４-０８２７・奈良県橿原市光陽町・こうようちよう

　　６３４-０８３２・奈良県橿原市五井町・ごいちよう

　　６３４-００４３・奈良県橿原市五条野町・ごじようのちよう

　　６３４-００６２・奈良県橿原市御坊町・ごほﾞうちよう

　　６３４-０８１３・奈良県橿原市四条町・しじようちよう

　　６３４-００７４・奈良県橿原市四分町・しぶちよう

　　６３４-００２９・奈良県橿原市下八釣町・しもやつりちよう

　　６３４-０８１１・奈良県橿原市小綱町・しようこちよう

　　６３４-００４２・奈良県橿原市菖蒲町・しようぶちよう

　　６３４-０８０３・奈良県橿原市上品寺町・じようほﾞんじちよう

　　６３４-００５１・奈良県橿原市白橿町・しらかしちよう

　　６３４-０００６・奈良県橿原市新賀町・しんがちよう

　　６３４-０８３６・奈良県橿原市新堂町・しんどうちよう

　　６３４-０８０５・奈良県橿原市地黄町・じおちよう

　　６３４-０８１６・奈良県橿原市慈明寺町・じみようじちよう

　　６３４-０８３１・奈良県橿原市曽我町・そがちよう

　　６３４-００７２・奈良県橿原市醍醐町・だいごちよう



　　６３４-００２７・奈良県橿原市高殿町・たかどのちよう

　　６３４-００３２・奈良県橿原市田中町・たなかちよう

　　６３４-０８４４・奈良県橿原市土橋町・つちはしちよう

　　６３４-００１３・奈良県橿原市出合町・であいちよう

　　６３４-００１１・奈良県橿原市出垣内町・でがいとちよう

　　６３４-０８１７・奈良県橿原市寺田町・てらだちよう

　　６３４-０００８・奈良県橿原市十市町・とおいちちよう

　　６３４-０００３・奈良県橿原市常盤町・ときわちよう

　　６３４-０８４２・奈良県橿原市豊田町・とよだちよう

　　６３４-０８２２・奈良県橿原市鳥屋町・とりやちよう

　　６３４-０８０４・奈良県橿原市内膳町・ないぜんちよう

　　６３４-０８４５・奈良県橿原市中曽司町・なかぞしちよう

　　６３４-０００９・奈良県橿原市中町・なかちよう

　　６３４-００７３・奈良県橿原市縄手町・なわてちよう

　　６３４-０８２１・奈良県橿原市西池尻町・にしいけじりちよう

　　６３４-０８０１・奈良県橿原市西新堂町・にししんどうちよう

　　６３４-０８０２・奈良県橿原市新口町・にのくちちよう

　　６３４-００２１・奈良県橿原市東池尻町・ひがしいけじりちよう

　　６３４-０００２・奈良県橿原市東竹田町・ひがしたけだちよう

　　６３４-０８３５・奈良県橿原市東坊城町・ひがしほﾞうじようちよう

　　６３４-０８４７・奈良県橿原市飯高町・ひだかちよう

　　６３４-００３４・奈良県橿原市飛騨町・ひだちよう

　　６３４-００７６・奈良県橿原市兵部町・ひようぶちよう

　　６３４-０８２８・奈良県橿原市古川町・ふるかわちよう

　　６３４-００２６・奈良県橿原市別所町・べつしよちよう

　　６３４-００２８・奈良県橿原市法花寺町・ほつけいじちよう

　　６３４-０８３７・奈良県橿原市曲川町・まがりかわちよう

　　６３４-００６４・奈良県橿原市見瀬町・みせちよう

　　６３４-００２２・奈良県橿原市南浦町・みなみうらちよう

　　６３４-００５２・奈良県橿原市南妙法寺町・みなみみようほうじちよう

　　６３４-００７７・奈良県橿原市南八木町・みなみやぎちよう

　　６３４-００２４・奈良県橿原市南山町・みなみやまちよう

　　６３４-００７８・奈良県橿原市八木町・やぎちよう

　　６３４-００７１・奈良県橿原市山之坊町・やまのほﾞうちよう

　　６３４-０８１４・奈良県橿原市山本町・やまもとちよう

　　６３４-０８２９・奈良県橿原市吉田町・よしだちよう

　　６３４-００４１・奈良県橿原市和田町・わだちよう

　　６３３-００００・奈良県桜井市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３３-０００６・奈良県桜井市赤尾・あかお

　　６３３-０００３・奈良県桜井市朝倉台東・ あさくらだいひがじ

　　６３３-０００４・奈良県桜井市朝倉台西・ あさくらだいにじ

　　６３３-００５２・奈良県桜井市浅古・あさご

　　６３３-００７１・奈良県桜井市穴師・ あなじ

　　６３３-００５４・奈良県桜井市阿部・あべ

　　６３３-００５５・奈良県桜井市安倍木材団地・あべもくざいだんち

　　６３３-００２６・奈良県桜井市飯盛塚・いいもりつﾞか

　　６３３-００４６・奈良県桜井市池之内・いけのうち

　　６３３-０１２２・奈良県桜井市出雲・いずも

　　６３３-００３５・奈良県桜井市今井谷・いまいだに

　　６３３-００１３・奈良県桜井市岩坂・いわさか

　　６３３-００４１・奈良県桜井市上之宮・うえのみや

　　６３３-００８６・奈良県桜井市江包・えつつみ

　　６３３-００７６・奈良県桜井市大泉・おいずみ

　　６３３-００４８・奈良県桜井市生田・おいだ

　　６３３-００８４・奈良県桜井市太田・おおた

　　６３３-００６２・奈良県桜井市粟殿・おおどの

　　６３３-００１４・奈良県桜井市粟原・おおはﾞら

　　６３３-０１０１・奈良県桜井市小夫・おおぶ

　　６３３-０１０３・奈良県桜井市小夫嵩方・おおぶだけほう

　　６３３-００７７・奈良県桜井市大西・ おおにじ

　　６３３-０００５・奈良県桜井市忍阪・おつさか

　　６３３-００３１・奈良県桜井市下居・おりい

　　６３３-００６４・奈良県桜井市戒重・かいじゆう

　　６３３-０１３３・奈良県桜井市笠・かさ

　　６３３-０００２・奈良県桜井市金屋・かなや

　　６３３-００６１・奈良県桜井市上之庄・かみのしよう

　　６３３-０１０６・奈良県桜井市萱森・かやもり

　　６３３-００６３・奈良県桜井市川合・かわい

　　６３３-００５１・奈良県桜井市河西・ かわにじ

　　６３３-００２２・奈良県桜井市北音羽・きたおとわ



　　６３３-００３４・奈良県桜井市北山・きたやま

　　６３３-００６５・奈良県桜井市吉備・きび

　　６３３-００８１・奈良県桜井市草川・くさかわ

　　６３３-００２１・奈良県桜井市倉橋・ くらはじ

　　６３３-００１１・奈良県桜井市黒崎・くろざき

　　６３３-００１２・奈良県桜井市狛・こま

　　６３３-００１５・奈良県桜井市下り尾・さがりお

　　６３３-００９１・奈良県桜井市桜井・さくらい

　　６３３-００１７・奈良県桜井市慈恩寺・じおんじ

　　６３３-００７４・奈良県桜井市芝・しはﾞ

　　６３３-００４２・奈良県桜井市下・しも

　　６３３-０１３１・奈良県桜井市修理枝・しゆりえだ

　　６３３-０１２１・奈良県桜井市白河・しらが

　　６３３-０１０５・奈良県桜井市白木・しらき

　　６３３-００７５・奈良県桜井市新屋敷・しんやしき

　　６３３-０１０４・奈良県桜井市芹井・せりい

　　６３３-００４４・奈良県桜井市高家・たいえ

　　６３３-００６７・奈良県桜井市大福・だいふく

　　６３３-００４３・奈良県桜井市高田・たかた

　　６３３-０１０８・奈良県桜井市滝倉・たきのくら

　　６３３-００５３・奈良県桜井市谷・たに

　　６３３-００７３・奈良県桜井市茅原・ちわら

　　６３３-００８３・奈良県桜井市辻・つじ

　　６３３-００３２・奈良県桜井市多武峰・とうのみね

　　６３３-０００７・奈良県桜井市外山・とび

　　６３３-００７９・奈良県桜井市豊田・とよだ

　　６３３-０１０７・奈良県桜井市中谷・なかたに

　　６３３-００３３・奈良県桜井市西口・にしぐち

　　６３３-００６６・奈良県桜井市西之宮・にしのみや

　　６３３-００７２・奈良県桜井市箸中・はしなか

　　６３３-００４７・奈良県桜井市橋本・はしもと

　　６３３-０１１２・奈良県桜井市初瀬・はせ

　　６３３-００２４・奈良県桜井市針道・はりみち

　　６３３-００６８・奈良県桜井市東新堂・ひがししんどう

　　６３３-００８５・奈良県桜井市東田・ひがしだ

　　６３３-００７８・奈良県桜井市豊前・ぶんぜ

　　６３３-００８２・奈良県桜井市巻野内・まきのうち

　　６３３-００８７・奈良県桜井市大豆越・ まめごじ

　　６３３-０１０２・奈良県桜井市三谷・みたに

　　６３３-００２３・奈良県桜井市南音羽・みなみおとわ

　　６３３-０００１・奈良県桜井市三輪・みわ

　　６３３-００２８・奈良県桜井市百市・もものいち

　　６３３-００２５・奈良県桜井市八井内・やいない

　　６３３-００４５・奈良県桜井市山田・やまだ

　　６３３-００３６・奈良県桜井市横柿・よこがき

　　６３３-０１１１・奈良県桜井市吉隠・よなはﾞり

　　６３３-００１６・奈良県桜井市竜谷・りゆうたに

　　６３３-００２７・奈良県桜井市鹿路・ろくろ

　　６３３-００１８・奈良県桜井市脇本・わきもと

　　６３３-０１３２・奈良県桜井市和田・わだ

　　６３７-００００・奈良県五條市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３７-００７４・奈良県五條市相谷町・あいたにちよう

　　６３７-００１３・奈良県五條市居伝町・いでちよう

　　６３７-００７２・奈良県五條市犬飼町・いぬかいちよう

　　６３７-０００４・奈良県五條市今井・いまい

　　６３７-０００４・奈良県五條市今井町・いまいちよう

　　６３７-０００３・奈良県五條市宇野町・うのちよう

　　６３７-００７７・奈良県五條市大沢町・おおざわちよう

　　６３７-００６０・奈良県五條市大津町・おおつﾞちよう

　　６３７-０４０５・奈良県五條市大塔町宇井・おおとうちよううい

　　６３７-０４１６・奈良県五條市大塔町小代・おおとうちようこだい

　　６３７-０４１７・奈良県五條市大塔町阪本・おおとうちようさかもと

　　６３７-０４１４・奈良県五條市大塔町猿谷・おおとうちようさるたに

　　６３７-０４０１・奈良県五條市大塔町篠原・おおとうちようしのはら

　　６３７-０４０６・奈良県五條市大塔町清水・おおとうちようしみず

　　６３７-０４１９・奈良県五條市大塔町簾・おおとうちようすだれ

　　６３７-０４０２・奈良県五條市大塔町惣谷・おおとうちようそうたに

　　６３７-０４０８・奈良県五條市大塔町辻堂・おおとうちようつじどう

　　６３７-０４１１・奈良県五條市大塔町堂平・おおとうちようどうひら

　　６３７-０４０７・奈良県五條市大塔町閉君・おおとうちようとじきみ



　　６３７-０４０９・奈良県五條市大塔町殿野・おおとうちようとのの

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

　　６３７-０４１５・奈良県五條市大塔町中原・おおとうちようなかはﾞら

　　６３７-０４０４・奈良県五條市大塔町中峯・おおとうちようなかみね

　　６３７-０４１３・奈良県五條市大塔町引土・おおとうちようひきつち

　　６３７-０４１２・奈良県五條市大塔町飛養曽・おおとうちようひよそ

　　６３７-００１５・奈良県五條市大野新田町・おおのしんでんちよう

　　６３７-００６３・奈良県五條市大野町・おおのちよう

　　６３７-００６６・奈良県五條市大深町・おおぶかちよう

　　６３７-０００６・奈良県五條市岡口・おかぐち

　　６３７-００９２・奈良県五條市岡町・おかちよう

　　６３７-００５３・奈良県五條市生子町・おぶすちよう

　　６３７-００１９・奈良県五條市小和町・おわちよう

　　６３７-００５４・奈良県五條市樫辻町・かしつじちよう

　　６３７-００８４・奈良県五條市釜窪町・かまのくほﾞちよう

　　６３７-００８１・奈良県五條市上之町・かみのちよう

　　６３７-００９１・奈良県五條市北山町・きたやまちよう

　　６３７-００７６・奈良県五條市木ノ原町・きのはらちよう

　　６３７-００１８・奈良県五條市久留野町・くるのちよう

　　６３７-００２５・奈良県五條市車谷町・くるまだにちよう

　　６３７-００６２・奈良県五條市黒駒町・くろまちよう

　　６３７-００７３・奈良県五條市上野町・こうつﾞけちよう

　　６３７-００３１・奈良県五條市小島町・こじまちよう

　　６３７-００４２・奈良県五條市五條・ごじよう

　　６３７-００１２・奈良県五條市小山町・こやまちよう

　　６３７-００６５・奈良県五條市阪合部新田町・さかあいべしんでんちよう

　　６３７-０００２・奈良県五條市三在町・さんざいちよう

　　６３７-００２７・奈良県五條市島野町・しまのちよう

　　６３７-００８３・奈良県五條市下之町・しものちよう

　　６３７-００４３・奈良県五條市新町・しんまち

　　６３７-０００５・奈良県五條市須恵・すえ

　　６３７-００１４・奈良県五條市住川町・すがわちよう

　　６３７-００２４・奈良県五條市滝町・たきちよう

　　６３７-００６７・奈良県五條市田殿町・たどのちよう

　　６３７-００５２・奈良県五條市丹原町・たんはﾞらちよう

　　６３７-００１６・奈良県五條市近内町・ちかうちちよう

　　６３７-００１１・奈良県五條市出屋敷町・でやしきちよう

　　６３７-００９３・奈良県五條市田園・でんえん

　　６３７-００６１・奈良県五條市中町・なかちよう

　　６３７-００８２・奈良県五條市中之町・なかのちよう

　　６３７-００７８・奈良県五條市なつみ台・なつみだい

　　６３７-００２０・奈良県五條市西阿田町・にしあだちよう

　　６３７-０００１・奈良県五條市西河内町・にしかわちちよう

　　６３７-００１７・奈良県五條市西久留野町・にしくるのちよう

　　６３８-０６４３・奈良県五條市西吉野町赤松・にしよしのちようあかまつ

　　６３７-０１１７・奈良県五條市西吉野町賀名生・にしよしのちようあのう

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

　　６３７-０２２１・奈良県五條市西吉野町永谷・にしよしのちようえいたに

　　６３７-０１１１・奈良県五條市西吉野町江出・にしよしのちようえずる

　　６３７-０１１２・奈良県五條市西吉野町老野・にしよしのちようおいの

　　６３７-０２３４・奈良県五條市西吉野町大峯・にしよしのちようおおみね

　　６３８-０６６３・奈良県五條市西吉野町奥谷・にしよしのちようおくだに

　　６３７-０１０１・奈良県五條市西吉野町大日川・にしよしのちようおびかわ

　　６３８-０６５５・奈良県五條市西吉野町小古田・にしよしのちようおぶるた

　　６３７-０２３９・奈良県五條市西吉野町陰地・にしよしのちようおんじ

　　６３８-０６５１・奈良県五條市西吉野町唐戸・にしよしのちようからと

　　６３７-０２３１・奈良県五條市西吉野町川岸・ にしよしのちようかわぎじ

　　６３７-０２２５・奈良県五條市西吉野町川股・にしよしのちようかわまた

　　６３７-０１０２・奈良県五條市西吉野町黒淵・にしよしのちようくろぶち

　　６３７-０１１３・奈良県五條市西吉野町神野・にしよしのちようこうの

　　６３７-０２３６・奈良県五條市西吉野町阪巻・にしよしのちようさかまき

　　６３８-０６５６・奈良県五條市西吉野町鹿場・にしよしのちようししはﾞ

　　６３７-０２３０・奈良県五條市西吉野町城戸・にしよしのちようじようど

　　６３７-０２２７・奈良県五條市西吉野町勢井・にしよしのちようせい

　　６３７-０１１４・奈良県五條市西吉野町滝・にしよしのちようたき

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

　　６３７-０２３２・奈良県五條市西吉野町津越・ にしよしのちようつごじ

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

　　６３７-０２２４・奈良県五條市西吉野町茄子原・にしよしのちようなすはら

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



　　６３７-０２３８・奈良県五條市西吉野町西野・にしよしのちようにしの

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

　　６３７-０２３３・奈良県五條市西吉野町桧川迫・にしよしのちようひかわせ

　　６３７-０２３５・奈良県五條市西吉野町平雄・にしよしのちようひらお

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

　　６３７-０１１５・奈良県五條市西吉野町北曽木・にしよしのちようほくそぎ

　　６３８-０６５４・奈良県五條市西吉野町南山・にしよしのちようみなみやま

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

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

　　６３７-０２２３・奈良県五條市西吉野町本谷・にしよしのちようもとだに

　　６３８-０６４１・奈良県五條市西吉野町百谷・にしよしのちようももだに

　　６３８-０６５７・奈良県五條市西吉野町八ツ川・にしよしのちようやつかわ

　　６３７-０１０４・奈良県五條市西吉野町屋那瀬・にしよしのちようやなせ

　　６３８-０６４４・奈良県五條市西吉野町湯川・にしよしのちようゆかわ

　　６３７-０１０５・奈良県五條市西吉野町湯塩・にしよしのちようゆしお

　　６３８-０６６２・奈良県五條市西吉野町夜中・にしよしのちようよなか

　　６３７-０１１６・奈良県五條市西吉野町和田・にしよしのちようわだ

　　６３７-００３４・奈良県五條市野原町・のはらちよう

　　６３７-００３７・奈良県五條市野原中・のはらなか

　　６３７-００３６・奈良県五條市野原西・ のはらにじ

　　６３７-００３８・奈良県五條市野原東・ のはらひがじ

　　６３７-００７５・奈良県五條市畑田町・はたけだちよう

　　６３７-００２２・奈良県五條市八田町・はつたちよう

　　６３７-００２８・奈良県五條市原町・はらちよう

　　６３７-００６８・奈良県五條市火打町・ひうちちよう

　　６３７-００２１・奈良県五條市東阿田町・ひがしあだちよう

　　６３７-００６９・奈良県五條市表野町・ひようのちよう

　　６３７-００７１・奈良県五條市二見・ふたみ

　　６３７-００４１・奈良県五條市本町・ほんまち

　　６３７-００３３・奈良県五條市牧町・まきちよう

　　６３７-００２３・奈良県五條市南阿田町・みなみあだちよう

　　６３７-００５１・奈良県五條市御山町・みやまちよう

　　６３７-００３２・奈良県五條市六倉町・むつくらちよう

　　６３７-００６４・奈良県五條市山陰町・やまかげちよう

　　６３７-００２９・奈良県五條市山田町・やまだちよう

　　６３７-００２６・奈良県五條市湯谷市塚町・ゆたにいちつﾞかちよう

　　６３７-００３５・奈良県五條市霊安寺町・りようあんじちよう

　　６３９-２２００・奈良県御所市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-２３４１・奈良県御所市朝妻・あさつﾞま

　　６３９-２２３９・奈良県御所市旭町・あさひまち

　　６３９-２２５５・奈良県御所市朝町・あさまち

　　６３９-２２６４・奈良県御所市五百家・いうか

　　６３９-２２７３・奈良県御所市池之内・いけのうち

　　６３９-２３２６・奈良県御所市井戸・いど

　　６３９-２２５８・奈良県御所市稲宿・いないど

　　６３９-２２４５・奈良県御所市今住・いまずみ

　　６３９-２２７９・奈良県御所市今出・いまで

　　６３９-２２０７・奈良県御所市今城・いまんじよう

　　６３９-２２６７・奈良県御所市内谷・うちたに

　　６３９-２３２３・奈良県御所市多田・おいだ

　　６３９-２２３８・奈良県御所市大橋通り・おおはしどおり

　　６３９-２３０４・奈良県御所市大広町・おおひろちよう

　　６３９-２２５７・奈良県御所市小殿・おどの

　　６３９-２２３１・奈良県御所市柿ケ坪町・かきがつほﾞちよう

　　６３９-２２４４・奈良県御所市柏原・かしはら

　　６３９-２３４３・奈良県御所市鴨神・かもがみ

　　６３９-２２２９・奈良県御所市鴨口町・かもぐちちよう

　　６３９-２３３４・奈良県御所市北窪・きたくほﾞ

　　６３９-２２０３・奈良県御所市北十三・きたじゆうそ

　　６３９-２３１２・奈良県御所市櫛羅・くじら

　　６３９-２２５６・奈良県御所市栗阪・くりさか

　　６３９-２３３７・奈良県御所市極楽寺・ごくらくじ

　　６３９-２２５４・奈良県御所市古瀬・こせ

　　６３９-２３１１・奈良県御所市小林・ こはﾞやじ

　　６３９-２２２４・奈良県御所市西柏町・さいかしちよう

　　６３９-２３１４・奈良県御所市幸町・さいわいちよう

　　６３９-２２２１・奈良県御所市栄町・さかえまち

　　６３９-２３２５・奈良県御所市佐田・さだ

　　６３９-２２７２・奈良県御所市蛇穴・さらぎ

　　６３９-２２１１・奈良県御所市ＪＲ御所駅前通り・ごせえきまえどおり



　　６３９-２３２４・奈良県御所市下茶屋・しものちやや

　　６３９-２２７６・奈良県御所市條・じよう

　　６３９-２２６１・奈良県御所市城山台・しろやまだい

　　６３９-２２１３・奈良県御所市神宮町・じんぐうちよう

　　６３９-２２１７・奈良県御所市新地町・しんちまち

　　６３９-２２６５・奈良県御所市新田・しんでん

　　６３９-２２３５・奈良県御所市寺内町・じないちよう

　　６３９-２３０３・奈良県御所市末広町・すえひろちよう

　　６３９-２３２８・奈良県御所市関屋・せきや

　　６３９-２３４２・奈良県御所市僧堂・そうどう

　　６３９-２２３６・奈良県御所市代官町・だいかんまち

　　６３９-２３３６・奈良県御所市高天・たかま

　　６３９-２２０６・奈良県御所市竹田・たけだ

　　６３９-２２４７・奈良県御所市玉手・たまで

　　６３９-２２４１・奈良県御所市茅原・ちはら

　　６３９-２２１２・奈良県御所市中央通り・ちゆうおうどおり

　　６３９-２２７５・奈良県御所市出走・ではしり

　　６３９-２２０２・奈良県御所市出屋敷・でやしき

　　６３９-２２５１・奈良県御所市戸毛・とうげ

　　６３９-２２７４・奈良県御所市冨田・とみた

　　６３９-２３１７・奈良県御所市豊田・とよだ

　　６３９-２２６３・奈良県御所市鳥井戸・とりいど

　　６３９-２２２５・奈良県御所市中本町・なかほんまち

　　６３９-２３２１・奈良県御所市名柄・ながら

　　６３９-２３１３・奈良県御所市楢原・ならはﾞら

　　６３９-２３３１・奈良県御所市南郷・なんごう

　　６３９-２３３５・奈良県御所市西北窪・にしきたくほﾞ

　　６３９-２２２８・奈良県御所市西久保本町・にしくほﾞほんまち

　　６３９-２３４５・奈良県御所市西佐味・にしさび

　　６３９-２３１６・奈良県御所市西寺田・にしてらだ

　　６３９-２２１５・奈良県御所市西町・にしまち

　　６３９-２３３２・奈良県御所市西持田・にしもつた

　　６３９-２３３３・奈良県御所市林・ はやじ

　　６３９-２２４６・奈良県御所市原谷・はらだに

　　６３９-２２２７・奈良県御所市東久保町・ひがしくほﾞちよう

　　６３９-２３４４・奈良県御所市東佐味・ひがしさび

　　６３９-２２０５・奈良県御所市東辻・ひがしつじ

　　６３９-２２４３・奈良県御所市東寺田・ひがしてらだ

　　６３９-２３２２・奈良県御所市東名柄・ひがしながら

　　６３９-２３０２・奈良県御所市東松本・ひがしまつもと

　　６３９-２２６２・奈良県御所市東持田・ひがしもつた

　　６３９-２２５２・奈良県御所市樋野・ひの

　　６３９-２３４６・奈良県御所市伏見・ふしみ

　　６３９-２２６８・奈良県御所市船路・ふなじ

　　６３９-２２５３・奈良県御所市奉膳・ぶんぜ

　　６３９-２２６６・奈良県御所市重阪・へいさか

　　６３９-２２３７・奈良県御所市豊年橋通り・ほうねんはﾞしどおり

　　６３９-２２４２・奈良県御所市本馬・ほんま

　　６３９-２２２３・奈良県御所市本町・ほんまち

　　６３９-２３２７・奈良県御所市増・ まじ

　　６３９-２２３２・奈良県御所市御門町・みかどちよう

　　６３９-２２１６・奈良県御所市御国通り・みくにどおり

　　６３９-２２１４・奈良県御所市御堂魚棚町・みどううおんたなちよう

　　６３９-２２７８・奈良県御所市緑ケ丘・みどりがおか

　　６３９-２２４８・奈良県御所市緑町・みどりまち

　　６３９-２２０４・奈良県御所市南十三・みなみじゆうそ

　　６３９-２２２６・奈良県御所市南中町・みなみなかまち

　　６３９-２３０６・奈良県御所市三室・みむろ

　　６３９-２２３３・奈良県御所市都町・みやこまち

　　６３９-２３１５・奈良県御所市宮戸・みやど

　　６３９-２２７１・奈良県御所市宮前町・みやまえまち

　　６３９-２２７７・奈良県御所市室・むろ

　　６３９-２２６２・奈良県御所市持田・もつた

　　６３９-２３０１・奈良県御所市元町・もとまち

　　６３９-２３１８・奈良県御所市森脇・もりわき

　　６３９-２３０５・奈良県御所市柳田町・やなぎだちよう

　　６３９-２２０１・奈良県御所市柳原・やなぎはら

　　６３９-２２３４・奈良県御所市柳町・やなぎまち

　　６３９-２２２２・奈良県御所市六軒町・ろつけんまち

　　６３０-０２００・奈良県生駒市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　６３０-０２３９・奈良県生駒市青山台・あおやまだい

　　６３０-０１３２・奈良県生駒市あすか台・あすかだい

　　６３０-０１３３・奈良県生駒市あすか野南・あすかのみなみ

　　６３０-０１３４・奈良県生駒市あすか野北・あすかのきた

　　６３０-０２３３・奈良県生駒市有里町・ありさとちよう

　　６３０-０２０２・奈良県生駒市生駒台南・いこまだいみなみ

　　６３０-０２０３・奈良県生駒市生駒台北・いこまだいきた

　　６３０-０２２２・奈良県生駒市壱分町・いちぶちよう

　　６３０-０２３２・奈良県生駒市小倉寺町・おぐらじちよう

　　６３０-０２２３・奈良県生駒市小瀬町・おぜちよう

　　６３０-０２２７・奈良県生駒市乙田町・おとだちよう

　　６３０-０２３７・奈良県生駒市鬼取町・おにとりちよう

　　６３０-０１３１・奈良県生駒市上町・かみまち

　　６３０-０１３８・奈良県生駒市上町台・かみまちだい

　　６３０-０２６５・奈良県生駒市軽井沢町・かるいざわちよう

　　６３０-０２４５・奈良県生駒市北新町・きたしんまち

　　６３０-０１４２・奈良県生駒市北田原町・きたたはらちよう

　　６３０-０１２１・奈良県生駒市北大和・きたやまと

　　６３０-０２４８・奈良県生駒市喜里が丘・きりがおか

　　６３０-０２０１・奈良県生駒市小明町・こうみようちよう

　　６３０-０２４７・奈良県生駒市光陽台・こうようだい

　　６３０-０２２６・奈良県生駒市小平尾町・こびらおちよう

　　６３０-０２１１・奈良県生駒市桜ケ丘・さくらがおか

　　６３０-０２２１・奈良県生駒市さつき台・さつきだい

　　６３０-０１１２・奈良県生駒市鹿ノ台東・ しかのだいひがじ

　　６３０-０１１４・奈良県生駒市鹿ノ台西・ しかのだいにじ

　　６３０-０１１３・奈良県生駒市鹿ノ台南・しかのだいみなみ

　　６３０-０１１１・奈良県生駒市鹿ノ台北・しかのだいきた

　　６３０-０１１５・奈良県生駒市鹿畑町・しかはたちよう

　　６３０-０１３６・奈良県生駒市白庭台・しらにわだい

　　６３０-０２５３・奈良県生駒市新旭ケ丘・しんあさひがおか

　　６３０-０２４２・奈良県生駒市新生駒台・しんいこまだい

　　６３０-０２２９・奈良県生駒市翠光台・すいこうだい

　　６３０-０２３８・奈良県生駒市大門町・だいもんちよう

　　６３０-０１０１・奈良県生駒市高山町・たかやまちよう

　　６３０-０２５１・奈良県生駒市谷田町・たにだちよう

　　６３０-０２４３・奈良県生駒市俵口町・たわらぐちちよう

　　６３０-０２１２・奈良県生駒市辻町・つじまち

　　６３０-０２６３・奈良県生駒市中菜畑・なかなはﾞた

　　６３０-０２６７・奈良県生駒市仲之町・なかのちよう

　　６３０-０２３１・奈良県生駒市菜畑町・なはﾞたちよう

　　６３０-０２６１・奈良県生駒市西旭ケ丘・にしあさひがおか

　　６３０-０１３７・奈良県生駒市西白庭台・にししらにわだい

　　６３０-０２６４・奈良県生駒市西菜畑町・にしなはﾞたちよう

　　６３０-０２３６・奈良県生駒市西畑町・にしはたちよう

　　６３０-０２４６・奈良県生駒市西松ケ丘・にしまつがおか

　　６３０-０２２４・奈良県生駒市萩の台・はぎのだい

　　６３０-０２３４・奈良県生駒市萩原町・はぎはらちよう

　　６３０-０１４１・奈良県生駒市ひかりが丘・ひかりがおか

　　６３０-０２５４・奈良県生駒市東旭ケ丘・ひがしあさひがおか

　　６３０-０２１３・奈良県生駒市東生駒・ひがしいこま

　　６３０-０２１４・奈良県生駒市東生駒月見町・ひがしいこまつきみちよう

　　６３０-０２５８・奈良県生駒市東新町・ひがししんまち

　　６３０-０２１５・奈良県生駒市東菜畑・ひがしなはﾞた

　　６３０-０２４４・奈良県生駒市東松ケ丘・ひがしまつがおか

　　６３０-０２２５・奈良県生駒市東山町・ひがしやまちよう

　　６３０-０２３５・奈良県生駒市藤尾町・ふじおちよう

　　６３０-０２５６・奈良県生駒市本町・ほんまち

　　６３０-０２４１・奈良県生駒市松美台・まつみだい

　　６３０-０１２２・奈良県生駒市真弓・まゆみ

　　６３０-０１２３・奈良県生駒市真弓南・まゆみみなみ

　　６３０-０１１６・奈良県生駒市美鹿の台・みかのだい

　　６３０-０２６２・奈良県生駒市緑ケ丘・みどりがおか

　　６３０-０１３５・奈良県生駒市南田原町・みなみたわらちよう

　　６３０-０２２８・奈良県生駒市南山手台・みなみやまてだい

　　６３０-０２５７・奈良県生駒市元町・もとまち

　　６３０-０２６６・奈良県生駒市門前町・もんぜんちよう

　　６３０-０２５５・奈良県生駒市山崎新町・やまさきしんまち

　　６３０-０２５２・奈良県生駒市山崎町・やまさきちよう

　　６３９-０２００・奈良県香芝市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　６３９-０２６６・奈良県香芝市旭ケ丘・あさひがおか

　　６３９-０２５２・奈良県香芝市穴虫・ あなむじ

　　６３９-０２３６・奈良県香芝市磯壁・いそかべ

　　６３９-０２６４・奈良県香芝市今泉・いまいずみ

　　６３９-０２５１・奈良県香芝市逢坂・おうさか

　　６３９-０２２７・奈良県香芝市鎌田・かまだ

　　６３９-０２６５・奈良県香芝市上中・かみなか

　　６３９-０２２５・奈良県香芝市瓦口・かわらぐち

　　６３９-０２４２・奈良県香芝市北今市・きたいまいち

　　６３９-０２３４・奈良県香芝市狐井・きつい

　　６３９-０２２６・奈良県香芝市五位堂・ごいどう

　　６３９-０２２１・奈良県香芝市五ケ所・ごかしよ

　　６３９-０２３３・奈良県香芝市下田・しもだ

　　６３９-０２３２・奈良県香芝市下田東・ しもだひがじ

　　６３９-０２３１・奈良県香芝市下田西・ しもだにじ

　　６３９-０２３７・奈良県香芝市すみれ野・すみれの

　　６３９-０２５５・奈良県香芝市関屋・せきや

　　６３９-０２５４・奈良県香芝市関屋北・せきやきた

　　６３９-０２４１・奈良県香芝市高・たか

　　６３９-０２５６・奈良県香芝市高山台・たかやまだい

　　６３９-０２５３・奈良県香芝市田尻・たじり

　　６３９-０２２２・奈良県香芝市西真美・にしまみ

　　６３９-０２６１・奈良県香芝市尼寺・にんじ

　　６３９-０２６２・奈良県香芝市白鳳台・はくほうだい

　　６３９-０２４５・奈良県香芝市畑・はた

　　６３９-０２６３・奈良県香芝市平野・ひらの

　　６３９-０２４３・奈良県香芝市藤山・ふじやま

　　６３９-０２２４・奈良県香芝市別所・べつしよ

　　６３９-０２４４・奈良県香芝市本町・ほんまち

　　６３９-０２２３・奈良県香芝市真美ケ丘・まみがおか

　　６３９-０２３５・奈良県香芝市良福寺・りようふくじ

　　６３９-２１００・奈良県葛城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-０２７４・奈良県葛城市今在家・いまざいけ

　　６３９-２１３３・奈良県葛城市梅室・うめむろ

　　６３９-２１５３・奈良県葛城市太田・おおた

　　６３９-２１４５・奈良県葛城市大屋・おおや

　　６３９-２１２３・奈良県葛城市忍海・おしみ

　　６３９-２１５２・奈良県葛城市大畑・おはﾞたけ

　　６３９-２１１１・奈良県葛城市柿本・かきのもと

　　６３９-０２７５・奈良県葛城市勝根・かつね

　　６３９-２１４４・奈良県葛城市葛木・かつらぎ

　　６３９-０２７１・奈良県葛城市加守・かもり

　　６３９-２１１３・奈良県葛城市北花内・きたはなうち

　　６３９-２１４２・奈良県葛城市北道穂・きたみつほﾞ

　　６３９-２１６１・奈良県葛城市木戸・きど

　　６３９-２１２１・奈良県葛城市新村・しむら

　　６３９-２１６２・奈良県葛城市尺土・しやくど

　　６３９-０２７２・奈良県葛城市新在家・しんざいけ

　　６３９-２１４７・奈良県葛城市新庄・しんじよう

　　６３９-２１２７・奈良県葛城市新町・しんまち

　　６３９-０２７３・奈良県葛城市染野・そめの

　　６３９-０２７６・奈良県葛城市當麻・たいま

　　６３９-２１５５・奈良県葛城市竹内・たけのうち

　　６３９-２１３５・奈良県葛城市寺口・てらぐち

　　６３９-２１６４・奈良県葛城市長尾・ながお

　　６３９-２１４６・奈良県葛城市中戸・なかと

　　６３９-２１２５・奈良県葛城市西辻・にしつじ

　　６３９-２１０３・奈良県葛城市西室・にしむろ

　　６３９-２１２２・奈良県葛城市薑・はじかみ

　　６３９-２１６３・奈良県葛城市八川・はちがわ

　　６３９-２１３１・奈良県葛城市林堂・はやしどう

　　６３９-２１０２・奈良県葛城市東室・ひがしむろ

　　６３９-２１０１・奈良県葛城市疋田・ひきだ

　　６３９-２１５４・奈良県葛城市兵家・ひようげ

　　６３９-２１３６・奈良県葛城市平岡・ひらおか

　　６３９-２１１２・奈良県葛城市笛堂・ふえどう

　　６３９-２１３２・奈良県葛城市笛吹・ふえふき

　　６３９-２１４１・奈良県葛城市弁之庄・べんのしよう

　　６３９-２１５１・奈良県葛城市南今市・みなみいまいち

　　６３９-２１２３・奈良県葛城市南新町・みなみしんまち



　　６３９-２１２６・奈良県葛城市南花内・みなみはなうち

　　６３９-２１３７・奈良県葛城市南藤井・みなみふじい

　　６３９-２１４３・奈良県葛城市南道穂・みなみみつほﾞ

　　６３９-２１３４・奈良県葛城市山口・やまぐち

　　６３９-２１３８・奈良県葛城市山田・やまだ

　　６３９-２１２４・奈良県葛城市脇田・わきだ

　　６３３-０２００・奈良県宇陀市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３３-２２２５・奈良県宇陀市菟田野稲戸・うたのいなど

　　６３３-２２２７・奈良県宇陀市菟田野岩崎・うたのいわさき

　　６３３-２２１４・奈良県宇陀市菟田野岩端・ うたのいわはじ

　　６３３-２２２３・奈良県宇陀市菟田野宇賀志・ うたのうかじ

　　６３３-２２０２・奈良県宇陀市菟田野大神・うたのおおがみ

　　６３３-２２０４・奈良県宇陀市菟田野大澤・うたのおおさわ

　　６３３-２２１３・奈良県宇陀市菟田野上芳野・うたのかみほうの

　　６３３-２２２２・奈良県宇陀市菟田野駒帰・うたのこまがえり

　　６３３-２２２４・奈良県宇陀市菟田野佐倉・うたのさくら

　　６３３-２２１２・奈良県宇陀市菟田野下芳野・うたのしもほうの

　　６３３-２２１５・奈良県宇陀市菟田野東郷・うたのとうごう

　　６３３-２２１１・奈良県宇陀市菟田野入谷・うたのにゆうだに

　　６３３-２２０１・奈良県宇陀市菟田野平井・うたのひらい

　　６３３-２２２６・奈良県宇陀市菟田野古市場・うたのふるいちはﾞ

　　６３３-２２０５・奈良県宇陀市菟田野別所・うたのべつしよ

　　６３３-２２２１・奈良県宇陀市菟田野松井・うたのまつい

　　６３３-２２０３・奈良県宇陀市菟田野見田・うたのみた

　　６３３-２１０５・奈良県宇陀市大宇陀麻生田・おおうだあそだ

　　６３３-２１０１・奈良県宇陀市大宇陀五津・おおうだいつつ

　　６３３-２１６２・奈良県宇陀市大宇陀出新・おおうだいでしん

　　６３３-２１２６・奈良県宇陀市大宇陀岩清水・おおうだいわしみず

　　６３３-２１１６・奈良県宇陀市大宇陀岩室・おおうだいわむろ

　　６３３-２１１１・奈良県宇陀市大宇陀内原・おおうだうちはら

　　６３３-２１０７・奈良県宇陀市大宇陀嬉河原・おおうだうれしがわら

　　６３３-２１３６・奈良県宇陀市大宇陀大熊・おおうだおおくま

　　６３３-２１１４・奈良県宇陀市大宇陀春日・おおうだかすが

　　６３３-２１７４・奈良県宇陀市大宇陀上・おおうだかみ

　　６３３-２１４１・奈良県宇陀市大宇陀上片岡・おおうだかみかたおか

　　６３３-２１３３・奈良県宇陀市大宇陀上品・おおうだかみしな

　　６３３-２１６１・奈良県宇陀市大宇陀上新・おおうだかみしん

　　６３３-２１７１・奈良県宇陀市大宇陀上茶・おおうだかみちや

　　６３３-２１７３・奈良県宇陀市大宇陀上中・おおうだかみなか

　　６３３-２１７２・奈良県宇陀市大宇陀上本・おおうだかみほん

　　６３３-２１０４・奈良県宇陀市大宇陀口今井・おおうだくちいまい

　　６３３-２１４４・奈良県宇陀市大宇陀栗野・おおうだくりの

　　６３３-２１５５・奈良県宇陀市大宇陀黒木・おおうだくろぎ

　　６３３-２１７６・奈良県宇陀市大宇陀小出口・おおうだこいでぐち

　　６３３-２１１２・奈良県宇陀市大宇陀小附・おおうだこうつけ

　　６３３-２１３４・奈良県宇陀市大宇陀小和田・おおうだこわだ

　　６３３-２１２４・奈良県宇陀市大宇陀才ケ辻・おおうださいがつじ

　　６３３-２１１７・奈良県宇陀市大宇陀芝生・おおうだしほﾞう

　　６３３-２１３７・奈良県宇陀市大宇陀下片岡・おおうだしもかたおか

　　６３３-２１３２・奈良県宇陀市大宇陀下品・おおうだしもしな

　　６３３-２１１３・奈良県宇陀市大宇陀下竹・おおうだしもたけ

　　６３３-２１７０・奈良県宇陀市大宇陀下茶・おおうだしもちや

　　６３３-２１７７・奈良県宇陀市大宇陀下出口・おおうだしもでぐち

　　６３３-２１７８・奈良県宇陀市大宇陀下中・おおうだしもなか

　　６３３-２１７９・奈良県宇陀市大宇陀下本・おおうだしもほん

　　６３３-２１５３・奈良県宇陀市大宇陀下宮奥・おおうだしもみやのおく

　　６３３-２１３８・奈良県宇陀市大宇陀白鳥居・おおうだしらとりい

　　６３３-２１５２・奈良県宇陀市大宇陀関戸・おおうだせきど

　　６３３-２１５１・奈良県宇陀市大宇陀大東・おおうだだいとう

　　６３３-２１４２・奈良県宇陀市大宇陀田原・おおうだたわら

　　６３３-２１２２・奈良県宇陀市大宇陀調子・ おおうだちようじ

　　６３３-２１２１・奈良県宇陀市大宇陀塚脇・おおうだつかわき

　　６３３-２１７５・奈良県宇陀市大宇陀中新・おおうだなかしん

　　６３３-２１６５・奈良県宇陀市大宇陀中庄・おおうだなかのしよう

　　６３３-２１１５・奈良県宇陀市大宇陀西山・おおうだにしやま

　　６３３-２１０３・奈良県宇陀市大宇陀野依・おおうだのより

　　６３３-２１６６・奈良県宇陀市大宇陀迫間・おおうだはさま

　　６３３-２１０８・奈良県宇陀市大宇陀半阪・おおうだはんさか

　　６３３-２１３５・奈良県宇陀市大宇陀東平尾・おおうだひがしひらお

　　６３３-２１０２・奈良県宇陀市大宇陀平尾・おおうだひらお



　　６３３-２１６４・奈良県宇陀市大宇陀拾生・おおうだひろう

　　６３３-２１２３・奈良県宇陀市大宇陀藤井・おおうだふじい

　　６３３-２１５６・奈良県宇陀市大宇陀本郷・おおうだほんごう

　　６３３-２１４３・奈良県宇陀市大宇陀牧・おおうだまき

　　６３３-２１０６・奈良県宇陀市大宇陀馬取柿・おおうだまとりがき

　　６３３-２１６３・奈良県宇陀市大宇陀万六・おおうだまんろく

　　６３３-２１５４・奈良県宇陀市大宇陀宮奥・おおうだみやのおく

　　６３３-２１２５・奈良県宇陀市大宇陀守道・おおうだもち

　　６３３-２１３９・奈良県宇陀市大宇陀山口・おおうだやまぐち

　　６３３-２１３１・奈良県宇陀市大宇陀和田・おおうだわだ

　　６３３-０２０７・奈良県宇陀市榛原赤瀬・はいはﾞらあかぜ

　　６３３-０２５６・奈良県宇陀市榛原あかね台・はいはﾞらあかねだい

　　６３３-０２１３・奈良県宇陀市榛原赤埴・はいはﾞらあかはﾞね

　　６３３-０２３１・奈良県宇陀市榛原足立・はいはﾞらあだち

　　６３３-０２４３・奈良県宇陀市榛原雨師・ はいはﾞらあめじ

　　６３３-０２３２・奈良県宇陀市榛原池上・はいはﾞらいけがみ

　　６３３-０２２３・奈良県宇陀市榛原石田・はいはﾞらいしだ

　　６３３-０２１５・奈良県宇陀市榛原内牧・はいはﾞらうちまき

　　６３３-０２２５・奈良県宇陀市榛原大貝・はいはﾞらおおがい

　　６３３-０２０１・奈良県宇陀市榛原戒場・はいはﾞらかいはﾞ

　　６３３-０２４５・奈良県宇陀市榛原笠間・はいはﾞらかさま

　　６３３-０２２２・奈良県宇陀市榛原上井足・はいはﾞらかみいだに

　　６３３-０２２８・奈良県宇陀市榛原栗谷・はいはﾞらくりだに

　　６３３-０２５２・奈良県宇陀市榛原桜が丘・はいはﾞらさくらがおか

　　６３３-０２４２・奈良県宇陀市榛原篠楽・はいはﾞらささがく

　　６３３-０２２６・奈良県宇陀市榛原澤・はいはﾞらさわ

　　６３３-０２２７・奈良県宇陀市榛原三宮寺・はいはﾞらさんぐうじ

　　６３３-０２１７・奈良県宇陀市榛原自明・はいはﾞらじみよう

　　６３３-０２４１・奈良県宇陀市榛原下井足・はいはﾞらしもいだに

　　６３３-０２１２・奈良県宇陀市榛原高井・はいはﾞらたかい

　　６３３-０２３４・奈良県宇陀市榛原高塚・はいはﾞらたかつか

　　６３３-０２５４・奈良県宇陀市榛原高萩台・はいはﾞらたかはぎだい

　　６３３-０２５５・奈良県宇陀市榛原角柄・はいはﾞらつのがわら

　　６３３-０２０６・奈良県宇陀市榛原天満台西・ はいはﾞらてんまだいにじ

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

　　６３３-０２０３・奈良県宇陀市榛原長峯・はいはﾞらながみね

　　６３３-０２１１・奈良県宇陀市榛原荷阪・はいはﾞらにざか

　　６３３-０２０８・奈良県宇陀市榛原額井・はいはﾞらぬかい

　　６３３-０２２１・奈良県宇陀市榛原萩乃里・はいはﾞらはぎのさと

　　６３３-０２５３・奈良県宇陀市榛原萩原・はいはﾞらはぎはら

　　６３３-０２５７・奈良県宇陀市榛原榛見が丘・はいはﾞらはるみがおか

　　６３３-０２５１・奈良県宇陀市榛原ひのき坂・はいはﾞらひのきざか

　　６３３-０２１８・奈良県宇陀市榛原檜牧・はいはﾞらひのまき

　　６３３-０２３５・奈良県宇陀市榛原比布・はいはﾞらひふ

　　６３３-０２０４・奈良県宇陀市榛原福地・はいはﾞらふくち

　　６３３-０２３３・奈良県宇陀市榛原福西・ はいはﾞらふくにじ

　　６３３-０２３６・奈良県宇陀市榛原母里・はいはﾞらもり

　　６３３-０２１４・奈良県宇陀市榛原諸木野・はいはﾞらもろきの

　　６３３-０２４４・奈良県宇陀市榛原安田・はいはﾞらやすだ

　　６３３-０２１６・奈良県宇陀市榛原八滝・はいはﾞらやたき

　　６３３-０２４６・奈良県宇陀市榛原柳・はいはﾞらやなぎ

　　６３３-０２２４・奈良県宇陀市榛原山路・はいはﾞらやまじ

　　６３３-０２０２・奈良県宇陀市榛原山辺三・はいはﾞらやまべさん

　　６３３-０４２１・奈良県宇陀市室生・むろう

　　６３３-０３１５・奈良県宇陀市室生大野・むろうおおの

　　６３２-０２０４・奈良県宇陀市室生小原・むろうおはら

　　６３２-０２０２・奈良県宇陀市室生上笠間・むろうかみかさま

　　６３３-０４２５・奈良県宇陀市室生黒岩・むろうくろいわ

　　６３３-０３１７・奈良県宇陀市室生三本松・むろうさんほﾞんまつ

　　６３２-０２０１・奈良県宇陀市室生下笠間・むろうしもかさま

　　６３３-０４２２・奈良県宇陀市室生下田口・むろうしもたぐち

　　６３２-０２０５・奈良県宇陀市室生染田・むろうそめだ

　　６３３-０３１３・奈良県宇陀市室生瀧谷・むろうたきだに

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

　　６３３-０４２３・奈良県宇陀市室生田口元角川・むろうたぐちもとつのがわ

　　６３２-０２０６・奈良県宇陀市室生多田・むろうただ

　　６３３-０３１４・奈良県宇陀市室生砥取・むろうととり

　　６３３-０３１２・奈良県宇陀市室生西谷・むろうにしたに

　　６３２-０２０３・奈良県宇陀市室生深野・むろうふかの

　　６３３-０３１６・奈良県宇陀市室生向渕・むろうむこうちﾞ



　　６３２-０２０７・奈良県宇陀市室生無山・むろうむやま

　　６３３-０３１１・奈良県宇陀市室生龍口・むろうりゆうぐち

　　６３０-００００・奈良県山辺郡山添村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３０-２２３２・奈良県山辺郡山添村岩屋・いわや

　　６３０-２３５５・奈良県山辺郡山添村鵜山・うやま

　　６３０-２２１２・奈良県山辺郡山添村大塩・おおしお

　　６３０-２３４４・奈良県山辺郡山添村, 大西"・ おおにじ

　　６３０-２３４１・奈良県山辺郡山添村遅瀬・おそせ

　　６３０-２３４３・奈良県山辺郡山添村春日・かすが

　　６３０-２３５６・奈良県山辺郡山添村片平・かたひら

　　６３０-２２３１・奈良県山辺郡山添村勝原・かつはら

　　６３０-２２１１・奈良県山辺郡山添村北野・きたの

　　６３０-２２３４・奈良県山辺郡山添村切幡・きりはた

　　６３０-２２０５・奈良県山辺郡山添村桐山・きりやま

　　６３０-２３５７・奈良県山辺郡山添村葛尾・くずお

　　６３０-２２３３・奈良県山辺郡山添村毛原・けはら

　　６３０-２３４５・奈良県山辺郡山添村菅生・すごう

　　６３０-２２２４・奈良県山辺郡山添村助命・ぜみよう

　　６３０-２３５１・奈良県山辺郡山添村中峰山・ちゆうむざん

　　６３０-２２２２・奈良県山辺郡山添村堂前・どうまえ

　　６３０-２３５２・奈良県山辺郡山添村中之庄・なかのしよう

　　６３０-２３４６・奈良県山辺郡山添村西波多・にしはた

　　６３０-２３５４・奈良県山辺郡山添村広瀬・ひろせ

　　６３０-２３４２・奈良県山辺郡山添村広代・ひろだい

　　６３０-２２２５・奈良県山辺郡山添村伏拝・ふしおがみ

　　６３０-２２０３・奈良県山辺郡山添村松尾・まつお

　　６３０-２２０２・奈良県山辺郡山添村的野・まとの

　　６３０-２２２３・奈良県山辺郡山添村三ケ谷・みかだに

　　６３０-２２０１・奈良県山辺郡山添村峰寺・みねでら

　　６３０-２２２１・奈良県山辺郡山添村箕輪・みのわ

　　６３０-２２０４・奈良県山辺郡山添村室津・むろつﾞ

　　６３０-２３５３・奈良県山辺郡山添村吉田・よしだ

　　６３６-００００・奈良県生駒郡平群町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０９４４・奈良県生駒郡平群町櫟原・いちはら

　　６３６-０９１５・奈良県生駒郡平群町春日丘・かすがおか

　　６３６-０９０５・奈良県生駒郡平群町上庄・かみしよう

　　６３６-０９０６・奈良県生駒郡平群町菊美台・きくみだい

　　６３６-０９１３・奈良県生駒郡平群町北信貴ケ丘・きたしぎがおか

　　６３６-０９２４・奈良県生駒郡平群町久安寺・きゆうあんじ

　　６３６-０９２５・奈良県生駒郡平群町越木塚・こしきつﾞか

　　６３６-０９２３・奈良県生駒郡平群町信貴山・しぎさん

　　６３６-０９２２・奈良県生駒郡平群町信貴畑・しぎはた

　　６３６-０９０１・奈良県生駒郡平群町椣原・しではら

　　６３６-０９３３・奈良県生駒郡平群町下垣内・しもがいと

　　６３６-０９０２・奈良県生駒郡平群町白石畑・しらいしはﾞた

　　６３６-０９１２・奈良県生駒郡平群町竜田川・たつたがわ

　　６３６-０９１１・奈良県生駒郡平群町椿井・つはﾞい

　　６３６-０９４３・奈良県生駒郡平群町椿台・つはﾞきだい

　　６３６-０９３１・奈良県生駒郡平群町梨本・なしもと

　　６３６-０９４５・奈良県生駒郡平群町鳴川・なるかわ

　　６３６-０９１４・奈良県生駒郡平群町西宮・にしのみや

　　６３６-０９４２・奈良県生駒郡平群町西向・にしむかい

　　６３６-０９３４・奈良県生駒郡平群町初香台・はつかだい

　　６３６-０９３５・奈良県生駒郡平群町光ケ丘・ひかりがおか

　　６３６-０９０３・奈良県生駒郡平群町平等寺・びようどうじ

　　６３６-０９３６・奈良県生駒郡平群町福貴・ふき

　　６３６-０９３７・奈良県生駒郡平群町福貴畑・ふきはた

　　６３６-０９２１・奈良県生駒郡平群町椹原・ふしはら

　　６３６-０９０４・奈良県生駒郡平群町三里・みさと

　　６３６-０９４１・奈良県生駒郡平群町緑ケ丘・みどりがおか

　　６３６-０９３２・奈良県生駒郡平群町吉新・よししん

　　６３６-０９１６・奈良県生駒郡平群町若井・わかい

　　６３６-０９３８・奈良県生駒郡平群町若葉台・わかはﾞだい

　　６３６-００００・奈良県生駒郡三郷町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０８１３・奈良県生駒郡三郷町信貴ケ丘・しぎがおか

　　６３６-０８３１・奈良県生駒郡三郷町信貴山東・ しぎさんひがじ

　　６３６-０８３２・奈良県生駒郡三郷町信貴山西・ しぎさんにじ

　　６３６-０８３３・奈良県生駒郡三郷町信貴南畑・しぎみなみはた

　　６３６-０８２４・奈良県生駒郡三郷町城山台・しろやまだい

　　６３６-０８１４・奈良県生駒郡三郷町勢野・せや



　　６３６-０８１５・奈良県生駒郡三郷町勢野北・せやきた

　　６３６-０８１１・奈良県生駒郡三郷町勢野東・ せやひがじ

　　６３６-０８１２・奈良県生駒郡三郷町勢野西・ せやにじ

　　６３６-０８２３・奈良県生駒郡三郷町立野・たつの

　　６３６-０８２２・奈良県生駒郡三郷町立野南・たつのみなみ

　　６３６-０８２１・奈良県生駒郡三郷町立野北・たつのきた

　　６３６-０８０３・奈良県生駒郡三郷町東信貴ケ丘・ひがししぎがおか

　　６３６-０８３４・奈良県生駒郡三郷町南畑・みなみはた

　　６３６-０８０５・奈良県生駒郡三郷町美松ケ丘東・ みまつがおかひがじ

　　６３６-０８０４・奈良県生駒郡三郷町美松ケ丘西・ みまつがおかにじ

　　６３６-０８０２・奈良県生駒郡三郷町三室・みむろ

　　６３６-０８０１・奈良県生駒郡三郷町夕陽ケ丘・ゆうひがおか

　　６３６-０１００・奈良県生駒郡斑鳩町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０１２２・奈良県生駒郡斑鳩町阿波・あわ

　　６３６-０１２４・奈良県生駒郡斑鳩町五百井・いおい

　　６３６-０１４４・奈良県生駒郡斑鳩町稲葉西・ いなはﾞにじ

　　６３６-０１４１・奈良県生駒郡斑鳩町稲葉車瀬・いなはﾞくるませ

　　６３６-０１０２・奈良県生駒郡斑鳩町岡本・おかもと

　　６３６-０１２３・奈良県生駒郡斑鳩町興留・おきどめ

　　６３６-０１２１・奈良県生駒郡斑鳩町興留東・ おきどめひがじ

　　６３６-０１０３・奈良県生駒郡斑鳩町幸前・こうぜん

　　６３６-０１４２・奈良県生駒郡斑鳩町小吉田・こよしだ

　　６３６-０１４３・奈良県生駒郡斑鳩町神南・じんなん

　　６３６-０１０４・奈良県生駒郡斑鳩町高安・たかやす

　　６３６-０１０６・奈良県生駒郡斑鳩町高安西・ たかやすにじ

　　６３６-０１５２・奈良県生駒郡斑鳩町龍田・たつた

　　６３６-０１５４・奈良県生駒郡斑鳩町龍田西・ たつたにじ

　　６３６-０１５３・奈良県生駒郡斑鳩町龍田南・たつたみなみ

　　６３６-０１５１・奈良県生駒郡斑鳩町龍田北・たつたきた

　　６３６-０１０５・奈良県生駒郡斑鳩町東福寺・とうふくじ

　　６３６-０１３１・奈良県生駒郡斑鳩町服部・はつとり

　　６３６-０１１６・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺・ほうりゆうじ

　　６３６-０１１５・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内・ほうりゆうじさんない

　　６３６-０１１２・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺東・ ほうりゆうじひがじ

　　６３６-０１１４・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺西・ ほうりゆうじにじ

　　６３６-０１１３・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺南・ほうりゆうじみなみ

　　６３６-０１１１・奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北・ほうりゆうじきた

　　６３６-０１０１・奈良県生駒郡斑鳩町三井・みい

　　６３６-０１３２・奈良県生駒郡斑鳩町目安・めやす

　　６３６-０１３３・奈良県生駒郡斑鳩町目安北・めやすきた

　　６３９-１１００・奈良県生駒郡安堵町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-１０６２・奈良県生駒郡安堵町岡崎・おかさき

　　６３９-１０６５・奈良県生駒郡安堵町笠目・かさめ

　　６３９-１０６３・奈良県生駒郡安堵町かしの木台・かしのきだい

　　６３９-１０６４・奈良県生駒郡安堵町窪田・くほﾞた

　　６３９-１０６６・奈良県生駒郡安堵町西安堵・にしあんど

　　６３９-１０６１・奈良県生駒郡安堵町東安堵・ひがしあんど

　　６３６-０３００・奈良県磯城郡川西町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０２０３・奈良県磯城郡川西町梅戸・うめど

　　６３６-０２０１・奈良県磯城郡川西町下永・しもなが

　　６３６-０２０４・奈良県磯城郡川西町唐院・とういん

　　６３６-０２０６・奈良県磯城郡川西町吐田・はんだ

　　６３６-０２０５・奈良県磯城郡川西町保田・ほた

　　６３６-０２０２・奈良県磯城郡川西町結崎・ゆうざき

　　６３６-０３００・奈良県磯城郡三宅町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０２１２・奈良県磯城郡三宅町石見・いわみ

　　６３６-０２１６・奈良県磯城郡三宅町小柳・おやなぎ

　　６３６-０２１５・奈良県磯城郡三宅町上但馬・かみたじま

　　６３６-０２１４・奈良県磯城郡三宅町但馬・たじま

　　６３６-０２１３・奈良県磯城郡三宅町伴堂・ともんどう

　　６３６-０２１７・奈良県磯城郡三宅町屏風・びようぶ

　　６３６-０２１１・奈良県磯城郡三宅町三河・みかわ

　　６３６-０３００・奈良県磯城郡田原本町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０３１３・奈良県磯城郡田原本町旭町・あさひまち

　　６３６-０２４５・奈良県磯城郡田原本町味間・あじま

　　６３６-０３２９・奈良県磯城郡田原本町味間町・あじままち

　　６３６-０３３２・奈良県磯城郡田原本町市町・いちまち

　　６３６-０２２４・奈良県磯城郡田原本町今里・いまざと

　　６３６-０２４３・奈良県磯城郡田原本町伊与戸・いよど

　　６３６-０３３１・奈良県磯城郡田原本町魚町・うおまち



　　６３６-０３１４・奈良県磯城郡田原本町戎通・えびすどおり

　　６３６-０３４５・奈良県磯城郡田原本町多・おお

　　６３６-０３５３・奈良県磯城郡田原本町大網・おおあみ

　　６３６-０２４２・奈良県磯城郡田原本町大木・おおぎ

　　６３６-０２２３・奈良県磯城郡田原本町鍵・かぎ

　　６３６-０３２２・奈良県磯城郡田原本町郭内・かくない

　　６３６-０２４４・奈良県磯城郡田原本町笠形・かさがた

　　６３６-０２３２・奈良県磯城郡田原本町金沢・かなざわ

　　６３６-０２２６・奈良県磯城郡田原本町唐古・からこ

　　６３６-０３３３・奈良県磯城郡田原本町祗園町・ぎおんまち

　　６３６-０２３４・奈良県磯城郡田原本町蔵堂・くらどう

　　６３６-０３０１・奈良県磯城郡田原本町黒田・くろだ

　　６３６-０２３７・奈良県磯城郡田原本町小阪・こさか

　　６３６-０３３９・奈良県磯城郡田原本町小室・こむろ

　　６３６-０３５２・奈良県磯城郡田原本町金剛寺・こんごうじ

　　６３６-０３２８・奈良県磯城郡田原本町材木町・ざいもくまち

　　６３６-０３１５・奈良県磯城郡田原本町幸町・さいわいまち

　　６３６-０３２７・奈良県磯城郡田原本町堺町・さかいまち

　　６３６-０２４７・奈良県磯城郡田原本町阪手・さかて

　　６３６-０３５５・奈良県磯城郡田原本町佐味・さみ

　　６３６-０３０４・奈良県磯城郡田原本町十六面・じゆうろくせん

　　６３６-０３２６・奈良県磯城郡田原本町新地・しんち

　　６３６-０３１２・奈良県磯城郡田原本町新町・しんまち

　　６３６-０２３３・奈良県磯城郡田原本町為川南方・ためがわなんほﾟう

　　６３６-０２３１・奈良県磯城郡田原本町為川北方・ためがわほつほﾟう

　　６３６-０２４８・奈良県磯城郡田原本町大安寺・だいあんじ

　　６３６-０３３６・奈良県磯城郡田原本町大門中・だいもんなか

　　６３６-０３３５・奈良県磯城郡田原本町大門東・ だいもんひがじ

　　６３６-０３３７・奈良県磯城郡田原本町大門西・ だいもんにじ

　　６３６-０２４６・奈良県磯城郡田原本町千代・ちしろ

　　６３６-０３３８・奈良県磯城郡田原本町茶町・ちやまち

　　６３６-０３１７・奈良県磯城郡田原本町殿町・とのまち

　　６３６-０３０７・奈良県磯城郡田原本町富本・とんもと

　　６３６-０３４７・奈良県磯城郡田原本町新木・にき

　　６３６-０２３６・奈良県磯城郡田原本町西井上・にしいね

　　６３６-０３０６・奈良県磯城郡田原本町西竹田・にしたけだ

　　６３６-０２２５・奈良県磯城郡田原本町西代・にしんだい

　　６３６-０３２３・奈良県磯城郡田原本町根太口・ねぶとぐち

　　６３６-０３４３・奈良県磯城郡田原本町秦庄・はたのしよう

　　６３６-０２２１・奈良県磯城郡田原本町八田・はつた

　　６３６-０２３５・奈良県磯城郡田原本町東井上・ひがしいね

　　６３６-０２４１・奈良県磯城郡田原本町平田・ひらた

　　６３６-０３０５・奈良県磯城郡田原本町平野・ひらの

　　６３６-０２２２・奈良県磯城郡田原本町法貴寺・ほうきじ

　　６３６-０３０３・奈良県磯城郡田原本町保津・ほつ

　　６３６-０３３４・奈良県磯城郡田原本町本町・ほんまち

　　６３６-０３５１・奈良県磯城郡田原本町松本・まつもと

　　６３６-０３５４・奈良県磯城郡田原本町満田・まんだ

　　６３６-０３４２・奈良県磯城郡田原本町三笠・みかさ

　　６３６-０３２５・奈良県磯城郡田原本町南町・みなみまち

　　６３６-０３０２・奈良県磯城郡田原本町宮古・みやこ

　　６３６-０３４４・奈良県磯城郡田原本町宮森・みやのもり

　　６３６-０３２４・奈良県磯城郡田原本町三輪町・みわまち

　　６３６-０３１６・奈良県磯城郡田原本町室町・むろまち

　　６３６-０３１１・奈良県磯城郡田原本町八尾・やお

　　６３６-０３４１・奈良県磯城郡田原本町薬王寺・やくおうじ

　　６３６-０３２１・奈良県磯城郡田原本町八幡町・やはたまち

　　６３６-０３４６・奈良県磯城郡田原本町矢部・やべ

　　６３３-１２００・奈良県宇陀郡曽爾村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３３-１２０１・奈良県宇陀郡曽爾村伊賀見・いがみ

　　６３３-１２１２・奈良県宇陀郡曽爾村今井・いまい

　　６３３-１２１５・奈良県宇陀郡曽爾村掛・かけ

　　６３３-１２０３・奈良県宇陀郡曽爾村葛・かずら

　　６３３-１２１３・奈良県宇陀郡曽爾村小長尾・こながお

　　６３３-１２１１・奈良県宇陀郡曽爾村塩井・しおい

　　６３３-１２０２・奈良県宇陀郡曽爾村太良路・たろじ

　　６３３-１２１４・奈良県宇陀郡曽爾村長野・ながの

　　６３３-１２１６・奈良県宇陀郡曽爾村山粕・やまがす

　　６３３-１３００・奈良県宇陀郡御杖村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３３-１３０１・奈良県宇陀郡御杖村神末・こうずえ



　　６３３-１３０２・奈良県宇陀郡御杖村菅野・すがの

　　６３３-１３０３・奈良県宇陀郡御杖村土屋原・つちやはら

　　６３３-１３０４・奈良県宇陀郡御杖村桃俣・もものまた

　　６３５-０１００・奈良県高市郡高取町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３５-０１２３・奈良県高市郡高取町市尾・いちお

　　６３５-０１４４・奈良県高市郡高取町越智・おち

　　６３５-０１０４・奈良県高市郡高取町上子島・かみこしま

　　６３５-０１５２・奈良県高市郡高取町上土佐・かみとさ

　　６３５-０１５４・奈良県高市郡高取町観覚寺・かんがくじ

　　６３５-０１３３・奈良県高市郡高取町吉備・きび

　　６３５-０１４３・奈良県高市郡高取町車木・くるまき

　　６３５-０１３１・奈良県高市郡高取町佐田・さだ

　　６３５-０１３４・奈良県高市郡高取町薩摩・さつま

　　６３５-０１０３・奈良県高市郡高取町清水谷・しみずたに

　　６３５-０１５１・奈良県高市郡高取町下子島・しもこしま

　　６３５-０１５３・奈良県高市郡高取町下土佐・しもとさ

　　６３５-０１３５・奈良県高市郡高取町田井庄・たいのしよう

　　６３５-０１０１・奈良県高市郡高取町高取・たかとり

　　６３５-０１０２・奈良県高市郡高取町壺阪・つほﾞさか

　　６３５-０１４２・奈良県高市郡高取町寺崎・てらさき

　　６３５-０１２１・奈良県高市郡高取町丹生谷・にうだに

　　６３５-０１３６・奈良県高市郡高取町兵庫・ひようご

　　６３５-０１１２・奈良県高市郡高取町藤井・ふじい

　　６３５-０１１３・奈良県高市郡高取町羽内・ほうち

　　６３５-０１１１・奈良県高市郡高取町松山・まつやま

　　６３５-０１３２・奈良県高市郡高取町森・もり

　　６３５-０１２２・奈良県高市郡高取町谷田・やた

　　６３５-０１４１・奈良県高市郡高取町与楽・ようらく

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

　　６３４-０１０３・奈良県高市郡明日香村飛鳥・あすか

　　６３４-０１３４・奈良県高市郡明日香村阿部山・あべやま

　　６３４-０１０８・奈良県高市郡明日香村雷・いかつち

　　６３４-０１２３・奈良県高市郡明日香村稲渕・いなぶち

　　６３４-０１２１・奈良県高市郡明日香村祝戸・いわいど

　　６３４-０１１６・奈良県高市郡明日香村尾曽・おおそ

　　６３４-０１３３・奈良県高市郡明日香村大根田・おおねだ

　　６３４-０１１１・奈良県高市郡明日香村岡・おか

　　６３４-０１０２・奈良県高市郡明日香村奥山・おくやま

　　６３４-０１０６・奈良県高市郡明日香村小原・おおはら

　　６３４-０１１５・奈良県高市郡明日香村上・かむら

　　６３４-０１２４・奈良県高市郡明日香村栢森・かやもり

　　６３４-０１４１・奈良県高市郡明日香村川原・かわはら

　　６３４-０１３２・奈良県高市郡明日香村栗原・くりはら

　　６３４-０１３８・奈良県高市郡明日香村, 越"・ こじ

　　６３４-０１０１・奈良県高市郡明日香村小山・こやま

　　６３４-０１２２・奈良県高市郡明日香村阪田・さかだ

　　６３４-０１３６・奈良県高市郡明日香村地ノ窪・じのくほﾞ

　　６３４-０１１２・奈良県高市郡明日香村島庄・しましよう

　　６３４-０１１３・奈良県高市郡明日香村上居・じようご

　　６３４-０１４２・奈良県高市郡明日香村橘・たちはﾞな

　　６３４-０１４３・奈良県高市郡明日香村立部・たちべ

　　６３４-０１０７・奈良県高市郡明日香村豊浦・とようら

　　６３４-０１２５・奈良県高市郡明日香村入谷・にゆうだに

　　６３４-０１４５・奈良県高市郡明日香村野口・のぐち

　　６３４-０１１８・奈良県高市郡明日香村畑・はた

　　６３４-０１０５・奈良県高市郡明日香村東山・ひがしやま

　　６３４-０１３５・奈良県高市郡明日香村檜前・ひのくま

　　６３４-０１４４・奈良県高市郡明日香村平田・ひらた

　　６３４-０１１７・奈良県高市郡明日香村冬野・ふゆの

　　６３４-０１１４・奈良県高市郡明日香村細川・ほそかわ

　　６３４-０１３７・奈良県高市郡明日香村真弓・まゆみ

　　６３４-０１３１・奈良県高市郡明日香村御園・みその

　　６３４-０１０４・奈良県高市郡明日香村八釣・やつり

　　６３９-０２００・奈良県北葛城郡上牧町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-０２０１・奈良県北葛城郡上牧町片岡台・かたおかだい

　　６３９-０２１５・奈良県北葛城郡上牧町葛城台・かつらぎだい

　　６３９-０２１４・奈良県北葛城郡上牧町上牧・かんまき

　　６３９-０２０２・奈良県北葛城郡上牧町桜ケ丘・さくらがおか

　　６３９-０２１８・奈良県北葛城郡上牧町ささゆり台・ささゆりだい

　　６３９-０２０５・奈良県北葛城郡上牧町下牧・しもまき



　　６３９-０２１６・奈良県北葛城郡上牧町松里園・しようりえん

　　６３９-０２１１・奈良県北葛城郡上牧町滝川台・たきがわだい

　　６３９-０２０３・奈良県北葛城郡上牧町友が丘・ともがおか

　　６３９-０２１７・奈良県北葛城郡上牧町中筋出作・なかすじしゆつさく

　　６３９-０２１２・奈良県北葛城郡上牧町服部台・はつとりだい

　　６３９-０２０４・奈良県北葛城郡上牧町緑ケ丘・みどりがおか

　　６３９-０２０６・奈良県北葛城郡上牧町ゆりが丘・ゆりがおか

　　６３９-０２１３・奈良県北葛城郡上牧町米山台・よねやまだい

　　６３６-００００・奈良県北葛城郡王寺町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-０００２・奈良県北葛城郡王寺町王寺・おうじ

　　６３６-００１１・奈良県北葛城郡王寺町葛下・かつしも

　　６３６-０００３・奈良県北葛城郡王寺町久度・くど

　　６３６-００２３・奈良県北葛城郡王寺町太子・ たいじ

　　６３６-００２１・奈良県北葛城郡王寺町畠田・はたけだ

　　６３６-００１４・奈良県北葛城郡王寺町藤井・ふじい

　　６３６-０００１・奈良県北葛城郡王寺町舟戸・ふなと

　　６３６-００１２・奈良県北葛城郡王寺町本町・ほんまち

　　６３６-００１５・奈良県北葛城郡王寺町南元町・みなみもとまち

　　６３６-００２２・奈良県北葛城郡王寺町明神・みようじん

　　６３６-００１３・奈良県北葛城郡王寺町元町・もとまち

　　６３５-００００・奈良県北葛城郡広陵町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３５-０８２５・奈良県北葛城郡広陵町安部・あべ

　　６３５-０８３１・奈良県北葛城郡広陵町馬見北・うまみきた

　　６３５-０８３２・奈良県北葛城郡広陵町馬見中・うまみなか

　　６３５-０８３３・奈良県北葛城郡広陵町馬見南・うまみみなみ

　　６３５-０８３４・奈良県北葛城郡広陵町大塚・おおつか

　　６３５-０８０３・奈良県北葛城郡広陵町大野・おおの

　　６３５-０８０１・奈良県北葛城郡広陵町大場・おおはﾞ

　　６３５-０８２１・奈良県北葛城郡広陵町笠・かさ

　　６３５-０８０５・奈良県北葛城郡広陵町萱野・かやの

　　６３５-０８１３・奈良県北葛城郡広陵町百済・くだら

　　６３５-０８１５・奈良県北葛城郡広陵町古寺・こでら

　　６３５-０８０４・奈良県北葛城郡広陵町沢・さわ

　　６３５-０８１７・奈良県北葛城郡広陵町寺戸・てらど

　　６３５-０８１６・奈良県北葛城郡広陵町中・なか

　　６３５-０８１４・奈良県北葛城郡広陵町南郷・なんごう

　　６３５-０８２４・奈良県北葛城郡広陵町疋相・ひきそ

　　６３５-０８２２・奈良県北葛城郡広陵町平尾・ひらお

　　６３５-０８１２・奈良県北葛城郡広陵町広瀬・ひろせ

　　６３５-０８１１・奈良県北葛城郡広陵町弁財天・べざいてん

　　６３５-０８０２・奈良県北葛城郡広陵町的場・まとはﾞ

　　６３５-０８３５・奈良県北葛城郡広陵町みささぎ台・みささぎだい

　　６３５-０８２３・奈良県北葛城郡広陵町三吉・ みつよじ

　　６３５-０８１８・奈良県北葛城郡広陵町南・みなみ

　　６３６-００００・奈良県北葛城郡河合町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３６-００５３・奈良県北葛城郡河合町池部・いけべ

　　６３６-００９１・奈良県北葛城郡河合町泉台・いずみだい

　　６３６-００５７・奈良県北葛城郡河合町彩りの杜・いろどりのもり

　　６３６-００９３・奈良県北葛城郡河合町大輪田・おおわだ

　　６３６-００５１・奈良県北葛城郡河合町川合・かわい

　　６３６-００８２・奈良県北葛城郡河合町薬井・くすりい

　　６３６-００６３・奈良県北葛城郡河合町久美ケ丘・くみがおか

　　６３６-００６２・奈良県北葛城郡河合町佐味田・さみた

　　６３６-００９２・奈良県北葛城郡河合町城内・じようない

　　６３６-００８１・奈良県北葛城郡河合町星和台・せいわだい

　　６３６-００７１・奈良県北葛城郡河合町高塚台・たかつかだい

　　６３６-００５２・奈良県北葛城郡河合町長楽・ちようらく

　　６３６-００７２・奈良県北葛城郡河合町中山台・なかやまだい

　　６３６-００５４・奈良県北葛城郡河合町穴闇・なぐら

　　６３６-００５５・奈良県北葛城郡河合町西穴闇・にしなぐら

　　６３６-００５６・奈良県北葛城郡河合町西山台・にしやまだい

　　６３６-００７３・奈良県北葛城郡河合町広瀬台・ひろせだい

　　６３６-００６１・奈良県北葛城郡河合町山坊・やまのほﾞう

　　６３９-３１００・奈良県吉野郡吉野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-３４３３・奈良県吉野郡吉野町新子・ あたらじ

　　６３９-３１１３・奈良県吉野郡吉野町飯貝・いいがい

　　６３９-３３２３・奈良県吉野郡吉野町色生・いろう

　　６３９-３４３６・奈良県吉野郡吉野町樫尾・かしお

　　６３９-３１１１・奈良県吉野郡吉野町上市・かみいち

　　６３９-３１０２・奈良県吉野郡吉野町河原屋・かわはらや



　　６３９-３４４２・奈良県吉野郡吉野町喜佐谷・きさだに

　　６３９-３４３４・奈良県吉野郡吉野町国栖・くず

　　６３９-３４３２・奈良県吉野郡吉野町窪垣内・くほﾞがいと

　　６３９-３３２４・奈良県吉野郡吉野町香束・こうそく

　　６３９-３３２２・奈良県吉野郡吉野町小名・こな

　　６３９-３１０７・奈良県吉野郡吉野町佐々羅・ささら

　　６３９-３１１７・奈良県吉野郡吉野町左曽・さそ

　　６３９-３４３１・奈良県吉野郡吉野町入野・しおの

　　６３９-３１０６・奈良県吉野郡吉野町志賀・しが

　　６３９-３１０６・奈良県吉野郡吉野町滝畑・たきはた

　　６３９-３１１２・奈良県吉野郡吉野町立野・たちの

　　６３９-３１１４・奈良県吉野郡吉野町丹治・たんじ

　　６３９-３１０５・奈良県吉野郡吉野町千股・ちまた

　　６３９-３１０２・奈良県吉野郡吉野町津風呂・つぶろ

　　６３９-３４４６・奈良県吉野郡吉野町菜摘・なつみ

　　６３９-３４４５・奈良県吉野郡吉野町楢井・ならい

　　６３９-３１０８・奈良県吉野郡吉野町西谷・にしたに

　　６３９-３１１８・奈良県吉野郡吉野町橋屋・はしや

　　６３９-３１０３・奈良県吉野郡吉野町平尾・ひらお

　　６３９-３４４４・奈良県吉野郡吉野町御園・みその

　　６３９-３３２１・奈良県吉野郡吉野町三茶屋・みつちやや

　　６３９-３１０８・奈良県吉野郡吉野町三津・みつﾞ

　　６３９-３４３７・奈良県吉野郡吉野町南大野・みなみおおの

　　６３９-３４３５・奈良県吉野郡吉野町南国栖・みなみくず

　　６３９-３１０４・奈良県吉野郡吉野町峰寺・みねでら

　　６３９-３４４３・奈良県吉野郡吉野町宮滝・みやたき

　　６３９-３１１６・奈良県吉野郡吉野町六田・むだ

　　６３９-３４４１・奈良県吉野郡吉野町矢治・やじ

　　６３９-３３２５・奈良県吉野郡吉野町柳・やなぎ

　　６３９-３１０１・奈良県吉野郡吉野町山口・やまぐち

　　６３９-３１１５・奈良県吉野郡吉野町吉野山・よしのやま

　　６３８-００００・奈良県吉野郡大淀町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３８-０８０１・奈良県吉野郡大淀町芦原・あしはら

　　６３８-０８４１・奈良県吉野郡大淀町今木・いまき

　　６３８-０８５１・奈良県吉野郡大淀町岩壺・いわつほﾞ

　　６３８-０８４２・奈良県吉野郡大淀町大岩・おおいわ

　　６３９-３１２５・奈良県吉野郡大淀町北野・きたの

　　６３９-３１２４・奈良県吉野郡大淀町北六田・きたむだ

　　６３８-０８３２・奈良県吉野郡大淀町薬水・くすりみず

　　６３８-０８０３・奈良県吉野郡大淀町越部・こしべ

　　６３８-０８３１・奈良県吉野郡大淀町佐名伝・さなて

　　６３８-０８２１・奈良県吉野郡大淀町下渕・しもぶち

　　６３８-０８１１・奈良県吉野郡大淀町土田・つちだ

　　６３９-３１２２・奈良県吉野郡大淀町中増・ なかまじ

　　６３９-３１２１・奈良県吉野郡大淀町西増・ にしまじ

　　６３９-３１２６・奈良県吉野郡大淀町新野・にの

　　６３９-３１２７・奈良県吉野郡大淀町馬佐・はﾞさ

　　６３８-０８０２・奈良県吉野郡大淀町畑屋・はたや

　　６３８-０８１２・奈良県吉野郡大淀町桧垣本・ひがいもと

　　６３９-３１２８・奈良県吉野郡大淀町比曽・ひそ

　　６３８-０８３３・奈良県吉野郡大淀町福神・ふくがみ

　　６３８-０８４３・奈良県吉野郡大淀町鉾立・ほこたて

　　６３９-３１２３・奈良県吉野郡大淀町増口・ましぐち

　　６３８-０８５２・奈良県吉野郡大淀町持尾・もちお

　　６３８-０８５３・奈良県吉野郡大淀町矢走・やはﾞせ

　　６３８-００００・奈良県吉野郡下市町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３８-００４５・奈良県吉野郡下市町新住・あたらすみ

　　６３８-０００１・奈良県吉野郡下市町阿知賀・あちが

　　６３８-００１２・奈良県吉野郡下市町岩森・いわもり

　　６３８-００４３・奈良県吉野郡下市町大峯・おおみね

　　６３８-００２４・奈良県吉野郡下市町貝原・かいはﾞら

　　６３８-００２３・奈良県吉野郡下市町黒木・くろぎ

　　６３８-００１４・奈良県吉野郡下市町才谷・さいたに

　　６３８-００４２・奈良県吉野郡下市町栄町・さかえちよう

　　６３８-００４１・奈良県吉野郡下市町下市・しもいち

　　６３８-０００２・奈良県吉野郡下市町小路・しようじ

　　６３８-０００３・奈良県吉野郡下市町善城・ぜんぎ

　　６３８-００１３・奈良県吉野郡下市町立石・ たていじ

　　６３８-００４４・奈良県吉野郡下市町田中・たなか

　　６３８-００２５・奈良県吉野郡下市町谷・たに



　　６３８-００３５・奈良県吉野郡下市町栃原・とちはら

　　６３８-００３１・奈良県吉野郡下市町栃本・とちもと

　　６３８-００２１・奈良県吉野郡下市町長谷・ながたに

　　６３８-００３３・奈良県吉野郡下市町梨子堂・なしどう

　　６３８-００２２・奈良県吉野郡下市町丹生・にう

　　６３８-００２６・奈良県吉野郡下市町西山・にしやま

　　６３８-００３２・奈良県吉野郡下市町原谷・はらだに

　　６３８-００１５・奈良県吉野郡下市町広橋・ ひろはじ

　　６３８-００３４・奈良県吉野郡下市町平原・へいはﾞら

　　６３８-００１１・奈良県吉野郡下市町よ邑・よむら

　　６３８-０２００・奈良県吉野郡黒滝村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３８-０２１１・奈良県吉野郡黒滝村赤滝・あかたき

　　６３８-０２４１・奈良県吉野郡黒滝村粟飯谷・あわいだに

　　６３８-０２３１・奈良県吉野郡黒滝村笠木・かさぎ

　　６３８-０２３２・奈良県吉野郡黒滝村桂原・かつらはら

　　６３８-０２５１・奈良県吉野郡黒滝村寺戸・てらど

　　６３８-０２４３・奈良県吉野郡黒滝村堂原・どうはﾞら

　　６３８-０２０３・奈良県吉野郡黒滝村鳥住・とりすみ

　　６３８-０２２１・奈良県吉野郡黒滝村中戸・なかと

　　６３８-０２３３・奈良県吉野郡黒滝村長瀬・ながせ

　　６３８-０２０１・奈良県吉野郡黒滝村槇尾・まきお

　　６３８-０２４２・奈良県吉野郡黒滝村御吉野・みよしの

　　６３８-０２０２・奈良県吉野郡黒滝村脇川・わきがわ

　　６３８-０３００・奈良県吉野郡天川村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３８-０５５２・奈良県吉野郡天川村庵住・いおすみ

　　６３８-０３１１・奈良県吉野郡天川村沖金・おきがね

　　６３８-０３０１・奈良県吉野郡天川村川合・かわあい

　　６３８-０３１３・奈良県吉野郡天川村北小原・きたこはﾞら

　　６３８-０３０３・奈良県吉野郡天川村北角・きとずみ

　　６３８-０３１４・奈良県吉野郡天川村五色・ごしき

　　６３８-０５５１・奈良県吉野郡天川村籠山・こもりやま

　　６３８-０３０５・奈良県吉野郡天川村沢谷・さわたに

　　６３８-０３１５・奈良県吉野郡天川村沢原・さわはﾞら

　　６３８-０５６４・奈良県吉野郡天川村塩谷・しおだに

　　６３８-０５６３・奈良県吉野郡天川村塩野・しおの

　　６３８-０５６２・奈良県吉野郡天川村滝尾・たきお

　　６３８-０５４１・奈良県吉野郡天川村九尾・つつﾞらお

　　６３８-０３２１・奈良県吉野郡天川村坪内・つほﾞのうち

　　６３８-０５４２・奈良県吉野郡天川村栃尾・とちお

　　６３８-０４３１・奈良県吉野郡天川村洞川・どろがわ

　　６３８-０３０２・奈良県吉野郡天川村, 中越"・ なかごじ

　　６３８-０３１２・奈良県吉野郡天川村中谷・なかたに

　　６３８-０５６１・奈良県吉野郡天川村広瀬・ひろせ

　　６３８-０３２２・奈良県吉野郡天川村南日裏・みなみひうら

　　６３８-０３０４・奈良県吉野郡天川村南角・みのずみ

　　６３８-０５５３・奈良県吉野郡天川村, 山西"・ やまにじ

　　６３８-０５４３・奈良県吉野郡天川村和田・わだ

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

　　６４８-０３０１・奈良県吉野郡野迫川村池津川・いけつかわ

　　６３７-０４２１・奈良県吉野郡野迫川村今井・いまい

　　６３７-０４２５・奈良県吉野郡野迫川村上・かみ

　　６４８-０３０７・奈良県吉野郡野迫川村, 北今西"・ きたいまにじ

　　６４８-０３０５・奈良県吉野郡野迫川村北股・きたまた

　　６４８-０３０２・奈良県吉野郡野迫川村紫園・しおん

　　６４８-０３０６・奈良県吉野郡野迫川村平・たいら

　　６４８-０３０４・奈良県吉野郡野迫川村立里・たてり

　　６３７-０４２４・奈良県吉野郡野迫川村中・なか

　　６４８-０３０３・奈良県吉野郡野迫川村中津川・なかつがわ

　　６４８-０３０８・奈良県吉野郡野迫川村桧股・ひのきまた

　　６３７-０４２２・奈良県吉野郡野迫川村平川・ひらかわ

　　６３７-０４２３・奈良県吉野郡野迫川村柞原・ほそはら

　　６４８-０３０９・奈良県吉野郡野迫川村弓手原・ゆみてはら

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

　　６３７-１１０２・奈良県吉野郡十津川村旭・あさひ

　　６３７-１２１５・奈良県吉野郡十津川村池穴・いけあな

　　６３７-１６６４・奈良県吉野郡十津川村, 今西"・ いまにじ

　　６３７-１２２４・奈良県吉野郡十津川村五百瀬・いもぜ

　　６３７-１１０３・奈良県吉野郡十津川村上野地・うえのじ

　　６３７-１１０７・奈良県吉野郡十津川村宇宮原・うぐはら

　　６３７-１２２１・奈良県吉野郡十津川村内野・うちの



　　６３７-１３３１・奈良県吉野郡十津川村大野・おおの

　　６３７-１４４１・奈良県吉野郡十津川村小川・おがわ

　　６３７-１３３３・奈良県吉野郡十津川村小原・おはら

　　６３７-１４４３・奈良県吉野郡十津川村折立・おりたち

　　６３７-１４４６・奈良県吉野郡十津川村樫原・かしわら

　　６３７-１２１７・奈良県吉野郡十津川村風屋・かぜや

　　６４７-１５８４・奈良県吉野郡十津川村上葛川・かみくずがわ

　　６３７-１５５９・奈良県吉野郡十津川村上湯川・かみゆかわ

　　６３７-１２１６・奈良県吉野郡十津川村川津・かわつ

　　６３７-１５５６・奈良県吉野郡十津川村桑畑・くわはた

　　６３７-１３３６・奈良県吉野郡十津川村小井・こい

　　６４７-１５８１・奈良県吉野郡十津川村神下・こうか

　　６３７-１６６７・奈良県吉野郡十津川村小坪瀬・こつほﾞせ

　　６３７-１４４５・奈良県吉野郡十津川村込之上・こみのうえ

　　６３７-１３３４・奈良県吉野郡十津川村小森・こもり

　　６３７-１６６６・奈良県吉野郡十津川村小山手・こやまて

　　６３７-１５５５・奈良県吉野郡十津川村猿飼・さるかい

　　６３７-１６６１・奈良県吉野郡十津川村重里・しげさと

　　６３７-１２２５・奈良県吉野郡十津川村杉清・すぎせ

　　６３７-１６６８・奈良県吉野郡十津川村迫西川・せにしがわ

　　６３７-１４４２・奈良県吉野郡十津川村高滝・たかたき

　　６３７-１２１１・奈良県吉野郡十津川村滝川・たきがわ

　　６４７-１２７１・奈良県吉野郡十津川村竹筒・たけとう

　　６３７-１１０４・奈良県吉野郡十津川村高津・たこうつ

　　６３７-１５５２・奈良県吉野郡十津川村谷垣内・たにがいと

　　６３７-１１０６・奈良県吉野郡十津川村谷瀬・たにぜ

　　６４７-１５８２・奈良県吉野郡十津川村玉置川・たまいがわ

　　６３７-１６６３・奈良県吉野郡十津川村玉垣内・たまがいと

　　６３７-１５５８・奈良県吉野郡十津川村出谷・でたに

　　６３７-１２１２・奈良県吉野郡十津川村内原・ないはﾞら

　　６３７-１６６２・奈良県吉野郡十津川村永井・ながい

　　６３７-１１０８・奈良県吉野郡十津川村長殿・ながとの

　　６３７-１５５１・奈良県吉野郡十津川村那知合・なちあい

　　６３７-１５５７・奈良県吉野郡十津川村七色・なないろ

　　６３７-１６６５・奈良県吉野郡十津川村西中・にしなか

　　６３７-１１０１・奈良県吉野郡十津川村沼田原・ぬたのはら

　　６３７-１２１３・奈良県吉野郡十津川村野尻・のじり

　　６３７-１１０５・奈良県吉野郡十津川村, 林"・ はやじ

　　６４７-１５８３・奈良県吉野郡十津川村東中・ひがしなか

　　６３７-１５５４・奈良県吉野郡十津川村平谷・ひらたに

　　６３７-１２２３・奈良県吉野郡十津川村三浦・みうら

　　６３７-１３３２・奈良県吉野郡十津川村, 武蔵"・ むさじ

　　６３７-１２１４・奈良県吉野郡十津川村山崎・やまさき

　　６３７-１５５３・奈良県吉野郡十津川村山手・やまて

　　６３７-１４４４・奈良県吉野郡十津川村山手谷・やまてだに

　　６３７-１２２２・奈良県吉野郡十津川村山天・やまてん

　　６３７-１３３５・奈良県吉野郡十津川村湯之原・ゆのはら

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

　　６３９-３８０４・奈良県吉野郡下北山村池峰・いけみね

　　６３９-３８０２・奈良県吉野郡下北山村浦向・うらむかい

　　６３９-３８０５・奈良県吉野郡下北山村上池原・かみいけはら

　　６３９-３８０８・奈良県吉野郡下北山村上桑原・かみくわはら

　　６３９-３８０１・奈良県吉野郡下北山村佐田・さだ

　　６３９-３８０６・奈良県吉野郡下北山村下池原・しもいけはら

　　６３９-３８０７・奈良県吉野郡下北山村下桑原・しもくわはら

　　６３９-３８０９・奈良県吉野郡下北山村前鬼・ぜんき

　　６３９-３８０３・奈良県吉野郡下北山村寺垣内・てらがいと

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

　　６３９-３７０１・奈良県吉野郡上北山村河合・かわい

　　６３９-３７０２・奈良県吉野郡上北山村小橡・ことち

　　６３９-３７０３・奈良県吉野郡上北山村白川・しらかわ

　　６３９-３７０４・奈良県吉野郡上北山村西原・にしはら

　　６３９-３７０５・奈良県吉野郡上北山村東ノ川・ひがしのかわ

　　６３９-３５００・奈良県吉野郡川上村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６３９-３６２３・奈良県吉野郡川上村井光・いかり

　　６３９-３６２２・奈良県吉野郡川上村井戸（ネジ畑）・いど(ねじはﾞた)

　　６３９-３５５８・奈良県吉野郡川上村井戸（その他）・いど(そのた)

　　６３９-３５４１・奈良県吉野郡川上村東川・うのがわ

　　６３９-３６１２・奈良県吉野郡川上村大迫・おおさこ

　　６３９-３５４３・奈良県吉野郡川上村大滝・おおたき



　　６３９-３６１３・奈良県吉野郡川上村伯母谷・おはﾞたに

　　６３９-３６０１・奈良県吉野郡川上村柏木・かしわぎ

　　６３９-３５５２・奈良県吉野郡川上村北塩谷・きたしおだに

　　６３９-３６０３・奈良県吉野郡川上村北和田・きたわだ

　　６３９-３６０２・奈良県吉野郡川上村上多古・こうだこ

　　６３９-３６０４・奈良県吉野郡川上村上谷・こうだに

　　６３９-３６３５・奈良県吉野郡川上村神之谷・こうのたに

　　６３９-３５５３・奈良県吉野郡川上村迫・さこ

　　６３９-３６１１・奈良県吉野郡川上村入之波・しおのは

　　６３９-３６２１・奈良県吉野郡川上村下多古・しもたこ

　　６３９-３６３１・奈良県吉野郡川上村白川渡・しらかわど

　　６３９-３５５５・奈良県吉野郡川上村白屋・しらや

　　６３９-３６３４・奈良県吉野郡川上村瀬戸・せと

　　６３９-３６３２・奈良県吉野郡川上村枌尾・そぎお

　　６３９-３５５４・奈良県吉野郡川上村高原・たかはら

　　６３９-３５５６・奈良県吉野郡川上村高原土場・たかはらどはﾞ

　　６３９-３６２２・奈良県吉野郡川上村武木・たきぎ

　　６３９-３５５１・奈良県吉野郡川上村寺尾・てらお

　　６３９-３６３３・奈良県吉野郡川上村中奥・なかおく

　　６３９-３５４２・奈良県吉野郡川上村西河・にしがわ

　　６３９-３５５７・奈良県吉野郡川上村人知・ひとじ

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

　　６３３-２３１２・奈良県吉野郡東吉野村伊豆尾・いずお

　　６３３-２４４４・奈良県吉野郡東吉野村大又・おおまた

　　６３３-２４２１・奈良県吉野郡東吉野村小川・おがわ

　　６３３-２４３１・奈良県吉野郡東吉野村小・おむら

　　６３３-２４２３・奈良県吉野郡東吉野村小栗栖・こぐりす

　　６３３-２３１１・奈良県吉野郡東吉野村木津・こつ

　　６３３-２４３２・奈良県吉野郡東吉野村木津川・こつがわ

　　６３３-２３０４・奈良県吉野郡東吉野村杉谷・すぎたに

　　６３３-２４４１・奈良県吉野郡東吉野村狭戸・せはﾞと

　　６３３-２３０１・奈良県吉野郡東吉野村滝野・たきの

　　６３３-２３０２・奈良県吉野郡東吉野村谷尻・たにじり

　　６３３-２４２４・奈良県吉野郡東吉野村中黒・なかぐろ

　　６３３-２３１４・奈良県吉野郡東吉野村萩原・はぎわら

　　６３３-２３１３・奈良県吉野郡東吉野村日裏・ひうら

　　６３３-２３０３・奈良県吉野郡東吉野村平野・ひらの

　　６３３-２４４２・奈良県吉野郡東吉野村大豆生・まめお

　　６３３-２４３３・奈良県吉野郡東吉野村三尾・みお

　　６３３-２４４３・奈良県吉野郡東吉野村麦谷・むぎたに

　　６３３-２４２２・奈良県吉野郡東吉野村鷲家・わしか

　　９５０-００００・新潟県新潟市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９５０-３３１５・新潟県新潟市北区朝日町・あさひまち

　　９５０-３３７７・新潟県新潟市北区彩野・あやの

　　９５０-３３２７・新潟県新潟市北区石動・いするぎ

　　９５０-３３０６・新潟県新潟市北区内島見・うちしまみ

　　９５０-３３３３・新潟県新潟市北区内沼・うちぬま

　　９５０-３３８１・新潟県新潟市北区内沼沖・うちぬまおき

　　９５０-３３４４・新潟県新潟市北区浦木・うらぎ

　　９５０-３３０５・新潟県新潟市北区浦ノ入・うらのいり

　　９５０-３３６３・新潟県新潟市北区大久保・おおくほﾞ

　　９５０-３３５１・新潟県新潟市北区大瀬柳・おおせやなぎ

　　９５０-３３１３・新潟県新潟市北区太田・おおた

　　９５０-３３３４・新潟県新潟市北区大月・おおつﾞき

　　９５０-３３６４・新潟県新潟市北区大迎・おおむかえ

　　９５０-３３３６・新潟県新潟市北区岡新田・おかしんでん

　　９５０-３３１２・新潟県新潟市北区笠柳・かさやなぎ

　　９５０-３３１７・新潟県新潟市北区かぶとやま・かぶとやま

　　９５０-３３３５・新潟県新潟市北区上大月・かみおおつﾞき

　　９５０-３３４３・新潟県新潟市北区上土地亀・かみどちがめ

　　９５０-３３５５・新潟県新潟市北区上堀田・かみほりだ

　　９５０-３１１６・新潟県新潟市北区神谷内・かみやち

　　９５０-３３２２・新潟県新潟市北区嘉山・かやま

　　９５０-３３４１・新潟県新潟市北区川西・かわにじ

　　９５０-３３０４・新潟県新潟市北区木崎・きざき

　　９５０-３３２１・新潟県新潟市北区葛塚・くずつか

　　９５０-３３６０・新潟県新潟市北区小杉・こすぎ

　　９５０-３３０１・新潟県新潟市北区笹山・ささやま

　　９５０-３３３７・新潟県新潟市北区里飯野・さといいの

　　９５０-３１２４・新潟県新潟市北区三軒屋町・さんげんやちよう



　　９５０-３１０２・新潟県新潟市北区島見町・しまみちよう

　　９５０-３３０８・新潟県新潟市北区下大谷内・しもおおやち

　　９５０-３３４６・新潟県新潟市北区下土地亀・しもどちがめ

　　９５０-３３７１・新潟県新潟市北区下早通・しもはやどおり

　　９５０-３３５４・新潟県新潟市北区十二・じゆうに

　　９５０-３３５９・新潟県新潟市北区十二前・じゆうにまえ

　　９５０-３１０３・新潟県新潟市北区白勢町・しろせちよう

　　９５０-３１０５・新潟県新潟市北区新富町・しんとみちよう

　　９５０-３３３１・新潟県新潟市北区新鼻・しんはﾞな

　　９５０-３３３９・新潟県新潟市北区新鼻乙・しんはﾞなおつ

　　９５０-３３３２・新潟県新潟市北区新鼻甲・しんはﾞなこう

　　９５０-３１２３・新潟県新潟市北区新元島町・しんもとじまちよう

　　９５０-３３７３・新潟県新潟市北区須戸・すど

　　９５０-３１３３・新潟県新潟市北区すみれ野・すみれの

　　９５０-３３６５・新潟県新潟市北区太子堂・たいしどう

　　９５０-３３６７・新潟県新潟市北区高森・たかもり

　　９５０-３３６２・新潟県新潟市北区高森新田・たかもりしんでん

　　９５０-３１１２・新潟県新潟市北区太夫浜・たゆうはま

　　９５０-３１１１・新潟県新潟市北区太夫浜新町・たゆうはましんまち

　　９５０-３１０１・新潟県新潟市北区太郎代・たろうだい

　　９５０-３１３５・新潟県新潟市北区つくし野・つくしの

　　９５０-３３２３・新潟県新潟市北区東栄町・とうえいちよう

　　９５０-３３０７・新潟県新潟市北区樋ノ入・どのいり

　　９５０-３３１６・新潟県新潟市北区鳥屋・とや

　　９５０-３３４５・新潟県新潟市北区長戸・ながと

　　９５０-３３５３・新潟県新潟市北区長戸呂・ながとろ

　　９５０-３３５２・新潟県新潟市北区長戸呂新田・ながとろしんでん

　　９５０-３３３８・新潟県新潟市北区長場・ながはﾞ

　　９５０-３１１４・新潟県新潟市北区名目所・なめところ

　　９５０-３３６１・新潟県新潟市北区新井郷・にいごう

　　９５０-３１３４・新潟県新潟市北区新崎・にいざき

　　９５０-３１３１・新潟県新潟市北区濁川・にごりかわ

　　９５０-３１２２・新潟県新潟市北区西名目所・にしなめところ

　　９５０-３３５８・新潟県新潟市北区灰塚・はいずか

　　９５０-３３２５・新潟県新潟市北区白新町・はくしんちよう

　　９５０-３３０２・新潟県新潟市北区浜浦・はまうら

　　９５０-３３７２・新潟県新潟市北区早通・はやどおり

　　９５０-３３７６・新潟県新潟市北区早通北・はやどおりきた

　　９５０-３３７５・新潟県新潟市北区早通南・はやどおりみなみ

　　９５０-３１０４・新潟県新潟市北区東栄町・ひがしさかえまち

　　９５０-３３５７・新潟県新潟市北区平林・ひらはﾞやじ

　　９５０-３３７４・新潟県新潟市北区仏伝・ぶつでん

　　９５０-３３０９・新潟県新潟市北区北陽・ほくよう

　　９５０-０１０２・新潟県新潟市北区細山・ほそやま

　　９５０-３３２４・新潟県新潟市北区前新田・まえしんでん

　　９５０-３３２８・新潟県新潟市北区前新田沖・まえしんでんおき

　　９５０-３１１３・新潟県新潟市北区松栄町・まつえいちよう

　　９５０-３１３２・新潟県新潟市北区松潟・まつかた

　　９５０-３１２６・新潟県新潟市北区松浜・まつはま

　　９５０-３１１５・新潟県新潟市北区松浜新町・まつはましんまち

　　９５０-３１２１・新潟県新潟市北区松浜町・まつはまちよう

　　９５０-３１２８・新潟県新潟市北区松浜東町・まつはまひがしまち

　　９５０-３１２５・新潟県新潟市北区松浜本町・まつはまほんちよう

　　９５０-３１２７・新潟県新潟市北区松浜みなと・まつはまみなと

　　９５０-３３４２・新潟県新潟市北区美里・みさと

　　９５０-３３６９・新潟県新潟市北区三ツ森川原・みつもりかわら

　　９５０-３３６６・新潟県新潟市北区三ツ屋・みつや

　　９５０-３３１４・新潟県新潟市北区村新田・むらしんでん

　　９５０-３３６８・新潟県新潟市北区森下・もりした

　　９５０-３３２６・新潟県新潟市北区柳原・やなぎはら

　　９５０-３３５６・新潟県新潟市北区山飯野・やまいいの

　　９５０-３３１１・新潟県新潟市北区横井・よこい

　　９５０-３３５０・新潟県新潟市北区横越・よこごじ

　　９５０-３３０３・新潟県新潟市北区横土居・よこどい

　　９５０-００００・新潟県新潟市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９５０-００５４・新潟県新潟市東区秋葉・あきはﾞ

　　９５０-００５２・新潟県新潟市東区秋葉通・あきはﾞどおり

　　９５０-０８４３・新潟県新潟市東区粟山・あわやま

　　９５０-０８５２・新潟県新潟市東区石山・いしやま

　　９５０-０８３４・新潟県新潟市東区石山団地・いしやまだんち



　　９５０-０８０５・新潟県新潟市東区石動・いするぎ

　　９５０-０１０１・新潟県新潟市東区江口・えぐち

　　９５０-０８８４・新潟県新潟市東区榎・えのき

　　９５０-０８８１・新潟県新潟市東区榎町・えのきちよう

　　９５０-０８０６・新潟県新潟市東区海老ケ瀬・えびがせ

　　９５０-０８０８・新潟県新潟市東区海老ケ瀬新町・えびがせしんまち

　　９５０-０８８２・新潟県新潟市東区王瀬新町・おうせしんまち

　　９５０-０８１４・新潟県新潟市東区逢谷内・おうやち

　　９５０-０８１３・新潟県新潟市東区大形本町・おおがたほんちよう

　　９５０-００６７・新潟県新潟市東区大山・おおやま

　　９５０-０８２１・新潟県新潟市東区岡山・おかやま

　　９５０-０８６３・新潟県新潟市東区卸新町・おろししんまち

　　９５０-００６３・新潟県新潟市東区上王瀬町・かみおうせまち

　　９５０-０８９１・新潟県新潟市東区上木戸・かみきど

　　９５０-０１６１・新潟県新潟市東区亀田中島・かめだなかじま

　　９５０-０８８３・新潟県新潟市東区鴎島町・かもめじまちよう

　　９５０-００５５・新潟県新潟市東区北葉町・きたはﾞちよう

　　９５０-０１１６・新潟県新潟市東区北山・きたやま

　　９５０-００３６・新潟県新潟市東区空港西・くうこうにじ

　　９５０-０８３１・新潟県新潟市東区下場・げはﾞ

　　９５０-０８３２・新潟県新潟市東区下場新町・げはﾞしんまち

　　９５０-０８３３・新潟県新潟市東区下場本町・げはﾞほんちよう

　　９５０-００２２・新潟県新潟市東区幸栄・こうえい

　　９５０-００２４・新潟県新潟市東区河渡・こうど

　　９５０-００１５・新潟県新潟市東区河渡庚・こうどかのえ

　　９５０-００３２・新潟県新潟市東区河渡甲・こうどこう

　　９５０-００３３・新潟県新潟市東区河渡新町・こうどしんまち

　　９５０-００１６・新潟県新潟市東区河渡本町・こうどほんちよう

　　９５０-０８５５・新潟県新潟市東区江南・こうなん

　　９５０-００１１・新潟県新潟市東区向陽・こうよう

　　９５０-００２８・新潟県新潟市東区小金台・こがねだい

　　９５０-００２６・新潟県新潟市東区小金町・こがねちよう

　　９５０-０８１１・新潟県新潟市東区材木町・ざいもくちよう

　　９５０-０８３５・新潟県新潟市東区猿ケ馬場・さるがはﾞはﾞ

　　９５０-０００３・新潟県新潟市東区下山・したやま

　　９５０-０８６４・新潟県新潟市東区紫竹・しちく

　　９５０-０８６８・新潟県新潟市東区紫竹卸新町・しちくおろししんまち

　　９５０-０９１４・新潟県新潟市東区紫竹山・しちくやま

　　９５０-０８８５・新潟県新潟市東区下木戸・しもきど

　　９５０-００１３・新潟県新潟市東区白銀・しろがね

　　９５０-０８５１・新潟県新潟市東区新石山・しんいしやま

　　９５０-０８２２・新潟県新潟市東区新岡山・しんおかやま

　　９５０-０００４・新潟県新潟市東区新川町・しんかわちよう

　　９５０-００１７・新潟県新潟市東区新松崎・しんまつさき

　　９５０-００４５・新潟県新潟市東区神明町・しんめいちよう

　　９５０-００７１・新潟県新潟市東区末広町・すえひろちよう

　　９５０-０００５・新潟県新潟市東区太平・たいへい

　　９５０-００５３・新潟県新潟市東区宝町・たからまち

　　９５０-０８６２・新潟県新潟市東区竹尾・たけお

　　９５０-０８６７・新潟県新潟市東区竹尾卸新町・たけおおろししんまち

　　９５０-０８２５・新潟県新潟市東区児池・ちごいけ

　　９５０-００６６・新潟県新潟市東区長者町・ちようじやまち

　　９５０-００６１・新潟県新潟市東区月見町・つきみちよう

　　９５０-０８０１・新潟県新潟市東区津島屋・つしまや

　　９５０-０８９２・新潟県新潟市東区寺山・てらやま

　　９５０-００６５・新潟県新潟市東区東新町・とうしんちよう

　　９５０-０８５３・新潟県新潟市東区東明・とうめい

　　９５０-０８８６・新潟県新潟市東区中木戸・なかきど

　　９５０-０８０３・新潟県新潟市東区中興野・なかごうや

　　９５０-０８２４・新潟県新潟市東区中島・なかじま

　　９５０-０８４１・新潟県新潟市東区中野山・なかのやま

　　９５０-０８６１・新潟県新潟市東区中山・なかやま

　　９５０-００６２・新潟県新潟市東区錦町・にしきまち

　　９５０-０１０６・新潟県新潟市東区西野・にしの

　　９５０-０００２・新潟県新潟市東区根室新町・ねむろしんまち

　　９５０-０８９３・新潟県新潟市東区はなみずき・はなみずき

　　９５０-００４６・新潟県新潟市東区浜町・はまちよう

　　９５０-００３４・新潟県新潟市東区浜谷町・はまやちよう

　　９５０-０８２３・新潟県新潟市東区東中島・ひがしなかじま

　　９５０-０８３６・新潟県新潟市東区東中野山・ひがしなかのやま



　　９５０-００４２・新潟県新潟市東区東臨港町・ひがしりんこうちよう

　　９５０-０８０２・新潟県新潟市東区一日市・ひといち

　　９５０-００２５・新潟県新潟市東区藤見町・ふじみちよう

　　９５０-００３１・新潟県新潟市東区船江町・ふなえちよう

　　９５０-００５６・新潟県新潟市東区古川町・ふるかわちよう

　　９５０-００４４・新潟県新潟市東区古湊町・ふるみなとまち

　　９５０-００３５・新潟県新潟市東区平和町・へいわちよう

　　９５０-０８７２・新潟県新潟市東区牡丹山・ほﾞたんやま

　　９５０-０８０４・新潟県新潟市東区本所・ほんじよ

　　９５０-００１４・新潟県新潟市東区松崎・まつさき

　　９５０-００６４・新潟県新潟市東区松島・まつしま

　　９５０-００２３・新潟県新潟市東区松園・まつぞの

　　９５０-０００１・新潟県新潟市東区松浜町・まつはまちよう

　　９５０-００２７・新潟県新潟市東区松和町・まつわちよう

　　９５０-０８５４・新潟県新潟市東区南紫竹・みなみしちく

　　９５０-０８４２・新潟県新潟市東区もえぎ野・もえぎの

　　９５０-０８０７・新潟県新潟市東区木工新町・もつこうしんまち

　　９５０-００２１・新潟県新潟市東区物見山・ものみやま

　　９５０-００５１・新潟県新潟市東区桃山町・ももやまちよう

　　９５０-０８０９・新潟県新潟市東区柳ケ丘・やなぎがおか

　　９５０-０８７１・新潟県新潟市東区山木戸・やまきど

　　９５０-００５７・新潟県新潟市東区山の下町・やまのしたまち

　　９５０-００１２・新潟県新潟市東区有楽・ゆうらく

　　９５０-０８１２・新潟県新潟市東区豊・ゆたか

　　９５０-００４７・新潟県新潟市東区臨海町・りんかいちよう

　　９５０-００４３・新潟県新潟市東区臨港・りんこう

　　９５０-００４１・新潟県新潟市東区臨港町・りんこうちよう

　　９５０-０８３７・新潟県新潟市東区若葉町・わかはﾞちよう

　　９５０-００００・新潟県新潟市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９５１-８０３７・新潟県新潟市中央区相生町・あいおいちよう

　　９５１-８０２５・新潟県新潟市中央区赤坂町・あかさかちよう

　　９５０-００８４・新潟県新潟市中央区明石・あかじ

　　９５１-８０２１・新潟県新潟市中央区曙町・あけほﾞのちよう

　　９５１-８１２２・新潟県新潟市中央区旭町通・あさひまちどおり

　　９５０-０９４４・新潟県新潟市中央区愛宕・あたご

　　９５０-０９１３・新潟県新潟市中央区鐙・あぶみ

　　９５０-０９１５・新潟県新潟市中央区鐙西・あぶみにじ

　　９５０-０９６４・新潟県新潟市中央区網川原・あみがわら

　　９５１-８１４６・新潟県新潟市中央区有明大橋町・ありあけおおはしちよう

　　９５１-８１４５・新潟県新潟市中央区有明台・ありあけだい

　　９５１-８１２４・新潟県新潟市中央区医学町通・いがくちようどおり

　　９５１-８０５５・新潟県新潟市中央区礎町通・いしずえちようどおり

　　９５１-８０５４・新潟県新潟市中央区礎町通上一ノ町・どおりかみいちのちよう

　　９５１-８１３２・新潟県新潟市中央区一番堀通町・いちはﾞんほﾞりどおりちよう

　　９５１-８０１８・新潟県新潟市中央区稲荷町・いなりまち

　　９５１-８０１１・新潟県新潟市中央区入船町・いりふねちよう

　　９５１-８０７４・新潟県新潟市中央区祝町・いわいまち

　　９５１-８０７２・新潟県新潟市中央区浮洲町・うきすちよう

　　９５０-０１５７・新潟県新潟市中央区鵜ノ子・うのこ

　　９５０-０９２３・新潟県新潟市中央区姥ケ山・うはﾞがやま

　　９５１-８００１・新潟県新潟市中央区海辺町・うみべちよう

　　９５０-１１４８・新潟県新潟市中央区上沼・うわぬま

　　９５１-８１１４・新潟県新潟市中央区営所通・えいしよどおり

　　９５１-８０７７・新潟県新潟市中央区烏帽子町・えほﾞしちよう

　　９５０-０９７１・新潟県新潟市中央区近江・おうみ

　　９５０-０９５３・新潟県新潟市中央区大島・おおじま

　　９５１-８０７６・新潟県新潟市中央区翁町・おきなまち

　　９５０-１１４４・新潟県新潟市中央区祖父興野・おじごや

　　９５０-０９５２・新潟県新潟市中央区親松・おやまつ

　　９５０-００７４・新潟県新潟市中央区鏡が岡・かがみがおか

　　９５０-１１３３・新潟県新潟市中央区嘉木・かぎ

　　９５０-０９０３・新潟県新潟市中央区春日町・かすがちよう

　　９５１-８１２５・新潟県新潟市中央区学校裏町・がつこううらまち

　　９５１-８１２６・新潟県新潟市中央区学校町通・がつこうちようどおり

　　９５０-０９７３・新潟県新潟市中央区上近江・かみおうみ

　　９５１-８０６８・新潟県新潟市中央区上大川前通・かみおおかわまえどおり

　　９５０-０９９４・新潟県新潟市中央区上所・かみところ

　　９５０-０９９２・新潟県新潟市中央区上所上・かみところかみ

　　９５０-０９９３・新潟県新潟市中央区上所中・かみところなか

　　９５０-０１４５・新潟県新潟市中央区亀田早通・かめだはやどおり



　　９５１-８１３３・新潟県新潟市中央区川岸町・かわぎしちよう

　　９５１-８０５３・新潟県新潟市中央区川端町・かわはﾞたちよう

　　９５０-０９８３・新潟県新潟市中央区神道寺・かんどうじ

　　９５０-０９８６・新潟県新潟市中央区神道寺南・かんどうじみなみ

　　９５０-００８３・新潟県新潟市中央区蒲原町・かんはﾞらまち

　　９５１-８１０５・新潟県新潟市中央区北大畑町・きたおおはたちよう

　　９５１-８０４８・新潟県新潟市中央区北多門町・きたたもんちよう

　　９５１-８１１１・新潟県新潟市中央区北浜通・きたはまどおり

　　９５１-８０３１・新潟県新潟市中央区北毘沙門町・きたびしやもんちよう

　　９５１-８０８１・新潟県新潟市中央区寄附町・きふちよう

　　９５０-１１４５・新潟県新潟市中央区久蔵興野・きゆうぞうごや

　　９５１-８００８・新潟県新潟市中央区窪田町・くほﾞたまち

　　９５０-０９２１・新潟県新潟市中央区京王・けいおう

　　９５０-０９２６・新潟県新潟市中央区高志・こうじ

　　９５１-８０７３・新潟県新潟市中央区寿町・ことぶきちよう

　　９５０-１１５１・新潟県新潟市中央区湖南・こなん

　　９５０-０９４２・新潟県新潟市中央区小張木・こはﾞりのき

　　９５０-０９０７・新潟県新潟市中央区幸町・さいわいちよう

　　９５０-０９０８・新潟県新潟市中央区幸西・さいわいにじ

　　９５１-８０７１・新潟県新潟市中央区栄町・さかえまち

　　９５１-８０３４・新潟県新潟市中央区魁町・さきがけちよう

　　９５０-０９４９・新潟県新潟市中央区桜木町・さくらぎちよう

　　９５０-０９１１・新潟県新潟市中央区笹口・ささぐち

　　９５０-００８１・新潟県新潟市中央区三和町・さんわちよう

　　９５１-８１５６・新潟県新潟市中央区汐見台・しおみだい

　　９５０-０８６４・新潟県新潟市中央区紫竹・しちく

　　９５０-０９１４・新潟県新潟市中央区紫竹山・しちくやま

　　９５１-８１５２・新潟県新潟市中央区信濃町・しなのまち

　　９５１-８１２３・新潟県新潟市中央区下旭町・しもあさひまち

　　９５１-８０５２・新潟県新潟市中央区下大川前通・しもおおかわまえどおり

　　９５０-０９９１・新潟県新潟市中央区下所島・しもところじま

　　９５０-１１４１・新潟県新潟市中央区鐘木・しゆもく

　　９５０-０９６５・新潟県新潟市中央区新光町・しんこうちよう

　　９５１-８０５１・新潟県新潟市中央区新島町通・しんしまちようどおり

　　９５０-０９７２・新潟県新潟市中央区新和・しんわ

　　９５１-８１２１・新潟県新潟市中央区水道町・すいどうちよう

　　９５１-８０８８・新潟県新潟市中央区菅根町・すがねちよう

　　９５１-８０４２・新潟県新潟市中央区住吉町・すみよしちよう

　　９５０-０９３３・新潟県新潟市中央区清五郎・せいごろう

　　９５１-８１４１・新潟県新潟市中央区関新・せきしん

　　９５１-８１４４・新潟県新潟市中央区関南町・せきなみちよう

　　９５１-８１３４・新潟県新潟市中央区関屋・せきや

　　９５１-８１４２・新潟県新潟市中央区関屋大川前・せきやおおかわまえ

　　９５１-８１６３・新潟県新潟市中央区関屋御船蔵町・せきやおふなぐらちよう

　　９５１-８１６５・新潟県新潟市中央区関屋金鉢山町・せきやかなはﾞちやまちよう

　　９５１-８１６７・新潟県新潟市中央区関屋金衛町・せきやきんえいちよう

　　９５１-８１２７・新潟県新潟市中央区関屋下川原町・せきやしもかわらちよう

　　９５１-８１６４・新潟県新潟市中央区関屋昭和町・せきやしようわちよう

　　９５１-８１３５・新潟県新潟市中央区関屋新町通・せきやしんまちどおり

　　９５１-８１３６・新潟県新潟市中央区関屋田町・せきやたまち

　　９５１-８１６６・新潟県新潟市中央区関屋浜松町・せきやはままつちよう

　　９５１-８１６２・新潟県新潟市中央区関屋本村町・せきやほんそんちよう

　　９５１-８１６１・新潟県新潟市中央区関屋松波町・せきやまつなみちよう

　　９５１-８１４３・新潟県新潟市中央区関屋恵町・せきやめぐみちよう

　　９５０-１１３６・新潟県新潟市中央区曽川・そがわ

　　９５０-１１４６・新潟県新潟市中央区太右エ門新田・たうえもんしんでん

　　９５０-１１４７・新潟県新潟市中央区高美町・たかみちよう

　　９５１-８１０３・新潟県新潟市中央区田中町・たなかまち

　　９５１-８０１６・新潟県新潟市中央区田町・たまち

　　９５０-１１４３・新潟県新潟市中央区俵柳・たわらやなぎ

　　９５１-８００７・新潟県新潟市中央区忠蔵町・ちゆうぞうまち

　　９５１-８０５７・新潟県新潟市中央区月町・つきちよう

　　９５１-８００６・新潟県新潟市中央区附船町・つけふねちよう

　　９５０-０９６２・新潟県新潟市中央区出来島・できじま

　　９５１-８１１５・新潟県新潟市中央区寺裏通・てらうらどおり

　　９５１-８０８５・新潟県新潟市中央区寺山町・てらやまちよう

　　９５０-０９１７・新潟県新潟市中央区天神・てんじん

　　９５０-０９０５・新潟県新潟市中央区天神尾・てんじんお

　　９５０-００７７・新潟県新潟市中央区天明町・てんめいちよう

　　９５０-０９５１・新潟県新潟市中央区鳥屋野・とやの



　　９５０-０９５０・新潟県新潟市中央区鳥屋野南・とやのみなみ

　　９５１-８０３３・新潟県新潟市中央区豊照町・とよてるちよう

　　９５１-８１０８・新潟県新潟市中央区中大畑町・なかおおはたちよう

　　９５０-０９３２・新潟県新潟市中央区長潟・ながた

　　９５０-００８５・新潟県新潟市中央区長嶺町・ながみねまち

　　９５０-１１３１・新潟県新潟市中央区鍋潟新田・なべがたしんでん

　　９５１-８０４５・新潟県新潟市中央区並木町・なみきちよう

　　９５１-８０８２・新潟県新潟市中央区西受地町・にしうけちまち

　　９５０-０８６６・新潟県新潟市中央区西馬越・にしうまこじ

　　９５１-８０４３・新潟県新潟市中央区西厩島町・にしうまやじまちよう

　　９５１-８１０４・新潟県新潟市中央区西大畑町・にしおおはたちよう

　　９５１-８１１８・新潟県新潟市中央区西中町・にしなかまち

　　９５１-８１０１・新潟県新潟市中央区西船見町・にしふなみちよう

　　９５１-８０６１・新潟県新潟市中央区西堀通・にしほﾞりどおり

　　９５１-８０６２・新潟県新潟市中央区西堀前通・にしほﾞりまえどおり

　　９５１-８０２６・新潟県新潟市中央区西湊町通・にしみなとまちどおり

　　９５０-００７６・新潟県新潟市中央区沼垂西・ぬつたりにじ

　　９５０-００７５・新潟県新潟市中央区沼垂東・ぬつたりひがじ

　　９５１-８１３１・新潟県新潟市中央区白山浦・はくさんうら

　　９５１-８１３７・新潟県新潟市中央区白山浦新町通・はくさんうらしんまちどおり

　　９５１-８０１７・新潟県新潟市中央区艀川岸町・はしけかわぎしちよう

　　９５０-００８６・新潟県新潟市中央区花園・はなぞの

　　９５１-８０５６・新潟県新潟市中央区花町・はなちよう

　　９５１-８１５１・新潟県新潟市中央区浜浦町・はまうらちよう

　　９５１-８０２４・新潟県新潟市中央区早川町・はやかわちよう

　　９５０-００８８・新潟県新潟市中央区万代・はﾞんだい

　　９５０-００７８・新潟県新潟市中央区万代島・はﾞんだいじま

　　９５１-８０１２・新潟県新潟市中央区東入船町・ひがしいりふねちよう

　　９５１-８０８７・新潟県新潟市中央区東受地町・ひがしうけちまち

　　９５１-８０４４・新潟県新潟市中央区東厩島町・ひがしうまやじまちよう

　　９５０-００８７・新潟県新潟市中央区東大通・ひがしおおどおり

　　９５１-８１０６・新潟県新潟市中央区東大畑通・ひがしおおはたどおり

　　９５０-０９０６・新潟県新潟市中央区東幸町・ひがしさいわいちよう

　　９５０-０９６１・新潟県新潟市中央区東出来島・ひがしできじま

　　９５１-８１１６・新潟県新潟市中央区東中通・ひがしなかどおり

　　９５０-００８２・新潟県新潟市中央区東万代町・ひがしはﾞんだいちよう

　　９５１-８０６５・新潟県新潟市中央区東堀通・ひがしほﾞりどおり

　　９５１-８０６６・新潟県新潟市中央区東堀前通・ひがしほﾞりまえどおり

　　９５１-８０２８・新潟県新潟市中央区東湊町通・ひがしみなとまちどおり

　　９５０-００７３・新潟県新潟市中央区日の出・ひので

　　９５１-８００３・新潟県新潟市中央区雲雀町・ひはﾞりちよう

　　９５１-８１０２・新潟県新潟市中央区二葉町・ふたはﾞちよう

　　９５１-８０３５・新潟県新潟市中央区船場町・ふなはﾞちよう

　　９５１-８００２・新潟県新潟市中央区船見町・ふなみちよう

　　９５１-８０６３・新潟県新潟市中央区古町通・ふるまちどおり

　　９５１-８１５３・新潟県新潟市中央区文京町・ぶんきようちよう

　　９５０-０９０１・新潟県新潟市中央区弁天・べんてん

　　９５０-０９２５・新潟県新潟市中央区弁天橋通・べんてんはﾞしどおり

　　９５０-０９８１・新潟県新潟市中央区堀之内・ほりのうち

　　９５０-０９８２・新潟県新潟市中央区堀之内南・ほりのうちみなみ

　　９５１-８１５４・新潟県新潟市中央区堀割町・ほりわりちよう

　　９５１-８０６７・新潟県新潟市中央区本町通・ほんちようどおり

　　９５１-８０４１・新潟県新潟市中央区本間町・ほんまちよう

　　９５１-８０４６・新潟県新潟市中央区秣川岸通・まぐさかわぎしどおり

　　９５１-８０１５・新潟県新潟市中央区松岡町・まつおかちよう

　　９５０-１１３２・新潟県新潟市中央区丸潟新田・まるがたしんでん

　　９５１-８０３２・新潟県新潟市中央区見方町・みかたちよう

　　９５０-０９５４・新潟県新潟市中央区美咲町・みさきちよう

　　９５０-０９０４・新潟県新潟市中央区水島町・みずしまちよう

　　９５１-８０１４・新潟県新潟市中央区緑町・みどりまち

　　９５１-８０２７・新潟県新潟市中央区湊町通・みなとまちどおり

　　９５１-８１０７・新潟県新潟市中央区南大畑町・みなみおおはたちよう

　　９５０-０９１２・新潟県新潟市中央区南笹口・みなみささぐち

　　９５１-８０４７・新潟県新潟市中央区南多門町・みなみたもんちよう

　　９５０-０９６３・新潟県新潟市中央区南出来島・みなみできじま

　　９５０-０９３１・新潟県新潟市中央区南長潟・みなみながた

　　９５１-８１１２・新潟県新潟市中央区南浜通・みなみはまどおり

　　９５０-０９０２・新潟県新潟市中央区南万代町・みなみはﾞんだいちよう

　　９５１-８０３８・新潟県新潟市中央区南毘沙門町・みなみびしやもんちよう

　　９５１-８１１７・新潟県新潟市中央区南横堀町・みなみよこほﾞりちよう



　　９５０-０９２４・新潟県新潟市中央区美の里・みのり

　　９５１-８００５・新潟県新潟市中央区室町・むろまち

　　９５０-０９４１・新潟県新潟市中央区女池・めいけ

　　９５０-０９４５・新潟県新潟市中央区女池上山・めいけかみやま

　　９５０-０９４７・新潟県新潟市中央区女池北・めいけきた

　　９５０-０９４３・新潟県新潟市中央区女池神明・めいけしんめい

　　９５０-０９４６・新潟県新潟市中央区女池西・めいけにじ

　　９５０-０９８４・新潟県新潟市中央区女池東・めいけひがじ

　　９５０-０９４８・新潟県新潟市中央区女池南・めいけみなみ

　　９５１-８０７５・新潟県新潟市中央区元祝町・もといわいまち

　　９５０-０８６５・新潟県新潟市中央区本馬越・もとうまこじ

　　９５１-８０８４・新潟県新潟市中央区元下島町・もとしもしまちよう

　　９５０-０９０９・新潟県新潟市中央区八千代・やちよ

　　９５１-８０１３・新潟県新潟市中央区柳島町・やなぎしまちよう

　　９５０-０８７１・新潟県新潟市中央区山木戸・やまきど

　　９５１-８００４・新潟県新潟市中央区山田町・やまだまち

　　９５０-０９２２・新潟県新潟市中央区山二ツ・やまふたつ

　　９５１-８１４７・新潟県新潟市中央区弥生町・やよいちよう

　　９５１-８０２３・新潟県新潟市中央区夕栄町・ゆうえいちよう

　　９５１-８０５８・新潟県新潟市中央区雪町・ゆきちよう

　　９５１-８０６４・新潟県新潟市中央区横一番町・よこいちはﾞんちよう

　　９５１-８０８３・新潟県新潟市中央区横七番町通・よこしちはﾞんちようどおり

　　９５１-８０２２・新潟県新潟市中央区横六番町・よころくはﾞんちよう

　　９５１-８０３６・新潟県新潟市中央区芳町・よしちよう

　　９５１-８０７８・新潟県新潟市中央区四ツ屋町・よつやちよう

　　９５０-０９１６・新潟県新潟市中央区米山・よねやま

　　９５１-８０８６・新潟県新潟市中央区寄合町・よりあいちよう

　　９５１-８１１３・新潟県新潟市中央区寄居町・よりいちよう

　　９５０-００７２・新潟県新潟市中央区竜が島・りゆうがしま

　　９５０-０９８５・新潟県新潟市中央区和合町・わごうちよう

　　９５０-００００・新潟県新潟市江南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９５０-０２１２・新潟県新潟市江南区茜ケ丘・あかねがおか

　　９５０-０２１７・新潟県新潟市江南区阿賀野・あがの

　　９５０-０１３４・新潟県新潟市江南区曙町・あけほﾞのちよう

　　９５０-０１６６・新潟県新潟市江南区旭・あさひ

　　９５０-１１３４・新潟県新潟市江南区天野・あまの

　　９５０-０８４３・新潟県新潟市江南区粟山・あわやま

　　９５０-０１５５・新潟県新潟市江南区泉町・いずみちよう

　　９５０-０１２２・新潟県新潟市江南区稲葉・いなはﾞ

　　９５０-０２１８・新潟県新潟市江南区いぶき野・いぶきの

　　９５０-０２１４・新潟県新潟市江南区うぐいす・うぐいす

　　９５０-０１５７・新潟県新潟市江南区鵜ノ子・うのこ

　　９５０-０９２３・新潟県新潟市江南区姥ケ山・うはﾞがやま

　　９５０-０１４０・新潟県新潟市江南区梅見台・うめみだい

　　９５０-０１０１・新潟県新潟市江南区江口・えぐち

　　９５０-０１０５・新潟県新潟市江南区大渕・おおぶち

　　９５０-０１５４・新潟県新潟市江南区荻曽根・おぎぞね

　　９５０-１１４４・新潟県新潟市江南区祖父興野・おじごや

　　９５０-１１３３・新潟県新潟市江南区嘉木・かぎ

　　９５０-０３２３・新潟県新潟市江南区嘉瀬・かせ

　　９５０-０３２６・新潟県新潟市江南区上和田・かみわだ

　　９５０-０１２４・新潟県新潟市江南区亀田東町・かめだあつﾞまちよう

　　９５０-０１６２・新潟県新潟市江南区亀田大月・かめだおおつき

　　９５０-０１４１・新潟県新潟市江南区亀田工業団地・かめだこうぎようだんち

　　９５０-０１２１・新潟県新潟市江南区亀田向陽・かめだこうよう

　　９５０-０１２５・新潟県新潟市江南区亀田新明町・かめだしんめいちよう

　　９５０-０１２３・新潟県新潟市江南区亀田水道町・かめだすいどうちよう

　　９５０-０１６１・新潟県新潟市江南区亀田中島・かめだなかじま

　　９５０-０１６９・新潟県新潟市江南区亀田長潟・かめだながた

　　９５０-０１４５・新潟県新潟市江南区亀田早通・かめだはやどおり

　　９５０-０１６４・新潟県新潟市江南区亀田本町・かめだほんちよう

　　９５０-０１５２・新潟県新潟市江南区亀田緑町・かめだみどりちよう

　　９５０-０１５１・新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野・かめだよつごや

　　９５０-０１１６・新潟県新潟市江南区北山・きたやま

　　９５０-０２０６・新潟県新潟市江南区木津・きつ

　　９５０-０２１３・新潟県新潟市江南区木津工業団地・きつこうぎようだんち

　　９５０-１１４５・新潟県新潟市江南区久蔵興野・きゆうぞうごや

　　９５０-０１０３・新潟県新潟市江南区蔵岡・くらおか

　　９５０-０２０３・新潟県新潟市江南区小杉・こすぎ

　　９５０-０２０１・新潟県新潟市江南区駒込・こまごみ



　　９５０-０３２４・新潟県新潟市江南区酒屋町・さかやちよう

　　９５０-０１０４・新潟県新潟市江南区笹山・ささやま

　　９５０-０１６７・新潟県新潟市江南区五月町・さつきちよう

　　９５０-０１５６・新潟県新潟市江南区早苗・さなえ

　　９５０-０１２９・新潟県新潟市江南区三條岡・さんじようおか

　　９５０-０１０７・新潟県新潟市江南区三百地・さんびやくじ

　　９５０-０１４９・新潟県新潟市江南区下早通・しもはやどおり

　　９５０-０１５０・新潟県新潟市江南区下早通柳田・しもはやどおりやなぎだ

　　９５０-１１４１・新潟県新潟市江南区鐘木・しゆもく

　　９５０-０１３６・新潟県新潟市江南区城所・じようしよ

　　９５０-０１３７・新潟県新潟市江南区城山・じようやま

　　９５０-０１３２・新潟県新潟市江南区砂岡・すなおか

　　９５０-０１３３・新潟県新潟市江南区砂崩・すなくずれ

　　９５０-０１３０・新潟県新潟市江南区砂山・すなやま

　　９５０-０１２７・新潟県新潟市江南区諏訪・すわ

　　９５０-０９３３・新潟県新潟市江南区清五郎・せいごろう

　　９５０-０２０５・新潟県新潟市江南区沢海・そうみ

　　９５０-１１３６・新潟県新潟市江南区曽川・そがわ

　　９５０-１１４２・新潟県新潟市江南区楚川・そがわ

　　９５０-１１３５・新潟県新潟市江南区曽野木・そのき

　　９５０-１１４６・新潟県新潟市江南区太右エ門新田・たうえもんしんでん

　　９５０-１１４３・新潟県新潟市江南区俵柳・たわらやなぎ

　　９５０-０１４４・新潟県新潟市江南区茅野山・ちのやま

　　９５０-０１３９・新潟県新潟市江南区手代山・てしろやま

　　９５０-０１３５・新潟県新潟市江南区所島・ところじま

　　９５０-０１４２・新潟県新潟市江南区泥潟・どろがた

　　９５０-０１１１・新潟県新潟市江南区直り山・なおりやま

　　９５０-０１４７・新潟県新潟市江南区長潟（丁目）・ながた

　　９５０-０９３２・新潟県新潟市江南区長潟（)・ながた

　　９５０-０８４１・新潟県新潟市江南区中野山・なかのやま

　　９５０-１１３１・新潟県新潟市江南区鍋潟新田・なべがたしんでん

　　９５０-０１０６・新潟県新潟市江南区西野・にしの

　　９５０-０１６５・新潟県新潟市江南区西町・にしまち

　　９５０-０１１３・新潟県新潟市江南区西山・にしやま

　　９５０-０２０７・新潟県新潟市江南区二本木・にほんぎ

　　９５０-０３２５・新潟県新潟市江南区花ノ牧・はなのまき

　　９５０-０１６８・新潟県新潟市江南区早通・はやどおり

　　９５０-０１４８・新潟県新潟市江南区東早通・ひがしはやどおり

　　９５０-０１６３・新潟県新潟市江南区東船場・ひがしふなはﾞ

　　９５０-０１２６・新潟県新潟市江南区東本町・ひがしほんちよう

　　９５０-０１３８・新潟県新潟市江南区日水・ひみず

　　９５０-０３２９・新潟県新潟市江南区平賀・ひらが

　　９５０-０２１５・新潟県新潟市江南区平山・ひらやま

　　９５０-０１３１・新潟県新潟市江南区袋津・ふくろつﾞ

　　９５０-０２０２・新潟県新潟市江南区藤山・ふじやま

　　９５０-０１５３・新潟県新潟市江南区船戸山・ふなとやま

　　９５０-０１０２・新潟県新潟市江南区細山・ほそやま

　　９５０-０３２８・新潟県新潟市江南区舞潟・まいがた

　　９５０-０１１２・新潟県新潟市江南区松山・まつやま

　　９５０-０１４６・新潟県新潟市江南区丸潟・まるがた

　　９５０-１１３２・新潟県新潟市江南区丸潟新田・まるがたしんでん

　　９５０-０１１５・新潟県新潟市江南区丸山・まるやま

　　９５０-０１１４・新潟県新潟市江南区茗荷谷・みようがだに

　　９５０-０１４３・新潟県新潟市江南区元町・もとまち

　　９５０-０９２２・新潟県新潟市江南区山二ツ・やまふたつ

　　９５０-０２０４・新潟県新潟市江南区横越・よこごじ

　　９５０-０２１０・新潟県新潟市江南区横越上町・よこごしかみちよう

　　９５０-０２１１・新潟県新潟市江南区横越川根町・よこごしかわねちよう

　　９５０-０２０８・新潟県新潟市江南区横越中央・よこごしちゆうおう

　　９５０-０２０９・新潟県新潟市江南区横越東町・よこごしひがしちよう

　　９５０-０３２２・新潟県新潟市江南区両川・りようかわ

　　９５０-０３２７・新潟県新潟市江南区和田・わだ

　　９５０-０３２１・新潟県新潟市江南区割野・わりの

　　９５６-００００・新潟県新潟市秋葉区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９５６-００１７・新潟県新潟市秋葉区あおば通・あおはﾞどおり

　　９５６-０８３２・新潟県新潟市秋葉区秋葉・あきは

　　９５６-０８３５・新潟県新潟市秋葉区朝日・あさひ

　　９５６-０１１４・新潟県新潟市秋葉区天ヶ沢・あまがさわ

　　９５６-０８２４・新潟県新潟市秋葉区市新・いちしん

　　９５６-０００２・新潟県新潟市秋葉区市之瀬・いちのせ



　　９５６-０８５３・新潟県新潟市秋葉区飯柳・いやなぎ

　　９５６-００４３・新潟県新潟市秋葉区梅ノ木・うめのき

　　９５６-００４４・新潟県新潟市秋葉区浦興野・うらごや

　　９５６-００５４・新潟県新潟市秋葉区大秋・おおあき

　　９５６-０００４・新潟県新潟市秋葉区大鹿・おおじか

　　９５６-０８２７・新潟県新潟市秋葉区大関・おおせき

　　９５６-０８２６・新潟県新潟市秋葉区岡田・おかだ

　　９５６-０８０４・新潟県新潟市秋葉区荻島・おぎじま

　　９５６-００１２・新潟県新潟市秋葉区荻野町・おぎのちよう

　　９５６-０００３・新潟県新潟市秋葉区長割・おさわり

　　９５６-０００１・新潟県新潟市秋葉区覚路津・かくろつﾞ

　　９５６-０８５１・新潟県新潟市秋葉区金沢町・かなざわちよう

　　９５６-０８４５・新潟県新潟市秋葉区金津・かなつﾞ

　　９５６-０８２３・新潟県新潟市秋葉区金屋・かなや

　　９５６-０１１５・新潟県新潟市秋葉区鎌倉・かまくら

　　９５６-０８５２・新潟県新潟市秋葉区柄目木・がらめき

　　９５６-０８４６・新潟県新潟市秋葉区蒲ヶ沢・がわがさわ

　　９５６-００１５・新潟県新潟市秋葉区川口・かわぐち

　　９５６-００５５・新潟県新潟市秋葉区川根・かわね

　　９５６-０８２８・新潟県新潟市秋葉区北・きた

　　９５６-００２６・新潟県新潟市秋葉区北潟・きたがた

　　９５６-０８６１・新潟県新潟市秋葉区北上・きたかみ

　　９５６-００２１・新潟県新潟市秋葉区北上新田・きたかみしんでん

　　９５６-０８３３・新潟県新潟市秋葉区草水町・くそうずちよう

　　９５６-０００５・新潟県新潟市秋葉区栗宮・くりみや

　　９５６-００１１・新潟県新潟市秋葉区車場・くるまはﾞ

　　９５６-００１６・新潟県新潟市秋葉区こがね町・こがねちよう

　　９５６-０８３４・新潟県新潟市秋葉区小口・こぐち

　　９５６-０１０１・新潟県新潟市秋葉区小須戸・こすど

　　９５６-００２５・新潟県新潟市秋葉区古田・こだ

　　９５６-０８１７・新潟県新潟市秋葉区古田ノ内大野開・こだのうちおおのびらき

　　９５６-０００６・新潟県新潟市秋葉区小戸上組・こどかみぐみ

　　９５６-０００７・新潟県新潟市秋葉区小戸下組・こどしもぐみ

　　９５６-００４５・新潟県新潟市秋葉区子成場・こなしはﾞ

　　９５６-０１２２・新潟県新潟市秋葉区小向・こむかい

　　９５６-００４１・新潟県新潟市秋葉区小屋場・こやはﾞ

　　９５６-００２２・新潟県新潟市秋葉区さつき野・さつきの

　　９５６-００５１・新潟県新潟市秋葉区三枚潟・さんまいがた

　　９５６-０８４４・新潟県新潟市秋葉区塩谷・しおだに

　　９５６-０８６７・新潟県新潟市秋葉区下興野・しもごや

　　９５６-０８６６・新潟県新潟市秋葉区下興野町・しもごやちよう

　　９５６-０８２５・新潟県新潟市秋葉区下新・しもしん

　　９５６-００３３・新潟県新潟市秋葉区新栄町・しんえいちよう

　　９５６-０８１５・新潟県新潟市秋葉区新金沢町・しんかなざわちよう

　　９５６-０８２２・新潟県新潟市秋葉区新郷屋・しんごや

　　９５６-０１１２・新潟県新潟市秋葉区新保・しんほﾞ

　　９５６-０８６２・新潟県新潟市秋葉区新町・しんまち

　　９５６-０１２３・新潟県新潟市秋葉区水田・すいた

　　９５６-０８６５・新潟県新潟市秋葉区善道町・ぜんどうちよう

　　９５６-０８３６・新潟県新潟市秋葉区田家・たい

　　９５６-０８１３・新潟県新潟市秋葉区大安寺・だいあんじ

　　９５６-０８０１・新潟県新潟市秋葉区大蔵・だいぞう

　　９５６-０８５４・新潟県新潟市秋葉区滝谷町・たきやちよう

　　９５６-０８５５・新潟県新潟市秋葉区滝谷本町・たきやほんちよう

　　９５６-００１３・新潟県新潟市秋葉区田島・たじま

　　９５６-００４６・新潟県新潟市秋葉区出戸・でと

　　９５６-０８３１・新潟県新潟市秋葉区中沢町・なかざわちよう

　　９５６-０８１２・新潟県新潟市秋葉区中新田・なかしんでん

　　９５６-０８０５・新潟県新潟市秋葉区中野・なかの

　　９５６-００３６・新潟県新潟市秋葉区中村・なかむら

　　９５６-０８０２・新潟県新潟市秋葉区七日町・なのかまち

　　９５６-００３１・新潟県新潟市秋葉区新津・にいつ

　　９５６-０８１６・新潟県新潟市秋葉区新津東町・にいつひがしちよう

　　９５６-０８６４・新潟県新潟市秋葉区新津本町・にいつほんちよう

　　９５６-００３４・新潟県新潟市秋葉区新津緑町・にいつみどりちよう

　　９５６-００５７・新潟県新潟市秋葉区新津四ツ興野・にいつよつごや

　　９５６-０８１８・新潟県新潟市秋葉区西金沢・にしかなざわ

　　９５６-０８４２・新潟県新潟市秋葉区西島・にしじま

　　９５６-００３７・新潟県新潟市秋葉区西古津・にしふるつ

　　９５６-０８６３・新潟県新潟市秋葉区日宝町・につほﾟうちよう



　　９５６-００５３・新潟県新潟市秋葉区野方・のがた

　　９５６-０８１４・新潟県新潟市秋葉区東金沢・ひがしかなざわ

　　９５６-０８４１・新潟県新潟市秋葉区東島・ひがしじま

　　９５６-００１４・新潟県新潟市秋葉区福島・ふくじま

　　９５６-０１１６・新潟県新潟市秋葉区舟戸・ふなと

　　９５６-０８４７・新潟県新潟市秋葉区古津・ふるつ

　　９５６-００３５・新潟県新潟市秋葉区程島・ほどじま

　　９５６-０１１７・新潟県新潟市秋葉区松ヶ丘・まつがおか

　　９５６-０８１１・新潟県新潟市秋葉区満願寺・まんがんじ

　　９５６-０８０６・新潟県新潟市秋葉区みそら野・みそらの

　　９５６-００５２・新潟県新潟市秋葉区三津屋・みつや

　　９５６-００３２・新潟県新潟市秋葉区南町・みなみちよう

　　９５６-００２３・新潟県新潟市秋葉区美幸町・みゆきちよう

　　９５６-００２７・新潟県新潟市秋葉区美善・みよじ

　　９５６-０８０３・新潟県新潟市秋葉区結・むすぶ

　　９５６-０１１３・新潟県新潟市秋葉区矢代田・やしろだ

　　９５６-００２４・新潟県新潟市秋葉区山谷町・やまやちよう

　　９５６-０１２１・新潟県新潟市秋葉区横川浜・よこがわはま

　　９５６-０８３７・新潟県新潟市秋葉区吉岡町・よしおかちよう

　　９５６-０１１１・新潟県新潟市秋葉区竜玄・りゆうげん

　　９５６-０８２１・新潟県新潟市秋葉区六郷・ろくごう

　　９５６-００５６・新潟県新潟市秋葉区蕨曽根・わらびそね

　　９５６-０８４３・新潟県新潟市秋葉区割町・わりまち

　　９５０-１２００・新潟県新潟市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９５０-１４１１・新潟県新潟市南区赤渋・あかしぶ

　　９５０-１４１３・新潟県新潟市南区朝捲・あさまくり

　　９５０-１２６１・新潟県新潟市南区味方・あじかた

　　９５０-１２２７・新潟県新潟市南区鰺潟・あじがた

　　９５０-１１３４・新潟県新潟市南区天野・あまの

　　９５０-１４４７・新潟県新潟市南区飯島・いいじま

　　９５０-１２５１・新潟県新潟市南区居宿・いしゆく

　　９５０-１４７１・新潟県新潟市南区和泉・いずみ

　　９５０-１４０３・新潟県新潟市南区犬帰新田・いぬかえりしんでん

　　９５０-１４５６・新潟県新潟市南区茨曽根・いはﾞらそね

　　９５０-１４４２・新潟県新潟市南区鋳物師興野・いものしごうや

　　９５０-１４５３・新潟県新潟市南区兎新田・うさぎしんでん

　　９５０-１４４４・新潟県新潟市南区牛崎・うしざき

　　９５０-１４１２・新潟県新潟市南区臼井・うすい

　　９５０-１４０１・新潟県新潟市南区獺ヶ通・うすがどおり

　　９５０-１４７２・新潟県新潟市南区浦梨・うらなじ

　　９５０-１２５２・新潟県新潟市南区大倉・おおくら

　　９５０-１２５３・新潟県新潟市南区大倉新田・おおくらしんでん

　　９５０-１２０１・新潟県新潟市南区大通・おおどおり

　　９５０-１２０３・新潟県新潟市南区大通黄金・おおどおりこがね

　　９５０-１２０４・新潟県新潟市南区大通西・おおどおりにじ

　　９５０-１２０２・新潟県新潟市南区大通南・おおどおりみなみ

　　９５０-１３０５・新潟県新潟市南区大別當・おおべつとう

　　９５０-１４６６・新潟県新潟市南区沖新保・おきしんほﾞ

　　９５０-１４２８・新潟県新潟市南区上浦・かみうら

　　９５０-１４７４・新潟県新潟市南区上木山・かみきやま

　　９５０-１２４４・新潟県新潟市南区上塩俵・かみしおだわら

　　９５０-１４５４・新潟県新潟市南区上新田・かみしんでん

　　９５０-１４６５・新潟県新潟市南区上道潟・かみどうがた

　　９５０-１４３１・新潟県新潟市南区上八枚・かみはちまい

　　９５０-１３０２・新潟県新潟市南区上曲通・かみまがりどおり

　　９５０-１２２１・新潟県新潟市南区神屋・かみや

　　９５０-１２３７・新潟県新潟市南区北田中・きたたなか

　　９５０-１３１１・新潟県新潟市南区木滑・きなめり

　　９５０-１４３４・新潟県新潟市南区櫛笥・くしげ

　　９５０-１４４１・新潟県新潟市南区蜘手興野・くもでこうや

　　９５０-１２３１・新潟県新潟市南区小坂・こさか

　　９５０-１４１４・新潟県新潟市南区小蔵子・こぞうす

　　９５０-１２５５・新潟県新潟市南区山王・さんのう

　　９５０-１２５６・新潟県新潟市南区山王新田・さんのうしんでん

　　９５０-１２１２・新潟県新潟市南区七軒・しちけん

　　９５０-１２２５・新潟県新潟市南区七軒町・しちけんちよう

　　９５０-１４５７・新潟県新潟市南区清水・しみず

　　９５０-１４７３・新潟県新潟市南区下木山・しもきやま

　　９５０-１２４１・新潟県新潟市南区下塩俵・しもしおだわら

　　９５０-１４６４・新潟県新潟市南区下道潟・しもどうがた



　　９５０-１４２４・新潟県新潟市南区下八枚・しもはちまい

　　９５０-１３０１・新潟県新潟市南区下曲通・しもまがりどおり

　　９５０-１２４６・新潟県新潟市南区下山崎・しもやまざき

　　９５０-１２３２・新潟県新潟市南区十五間・じゆうごけん

　　９５０-１４３２・新潟県新潟市南区十二道島・じゆうにどうしま

　　９５０-１２１４・新潟県新潟市南区上下諏訪木・じようげすわのき

　　９５０-１４４６・新潟県新潟市南区庄瀬・しようぜ

　　９５０-１４３３・新潟県新潟市南区次郎右エ門興野・じろううえもんこうや

　　９５０-１２１７・新潟県新潟市南区白根・しろね

　　９５０-１２２２・新潟県新潟市南区白根東町・しろねあずまちよう

　　９５０-１２１８・新潟県新潟市南区白根魚町・しろねさかなまち

　　９５０-１２２４・新潟県新潟市南区白根水道町・しろねすいどうちよう

　　９５０-１２１６・新潟県新潟市南区白根ノ内七軒・しろねのうちしちけん

　　９５０-１２２３・新潟県新潟市南区白根日の出町・しろねひのでちよう

　　９５０-１２１１・新潟県新潟市南区白根古川・しろねふるかわ

　　９５０-１２２６・新潟県新潟市南区白根四ツ興野・しろねよつごうや

　　９５０-１４２６・新潟県新潟市南区新生町・しんせいちよう

　　９５０-１２４５・新潟県新潟市南区新山崎町・しんやまざきちよう

　　９５０-１２０９・新潟県新潟市南区親和町・しんわちよう

　　９５０-１２０８・新潟県新潟市南区杉菜・すぎな

　　９５０-１２１５・新潟県新潟市南区助次右エ門組・すけじうえもんぐみ

　　９５０-１４６２・新潟県新潟市南区蔵主・ぞうす

　　９５０-１４０４・新潟県新潟市南区大郷・だいごう

　　９５０-１４３６・新潟県新潟市南区田尾・だお

　　９５０-１２３５・新潟県新潟市南区高井興野・たかいこうや

　　９５０-１２３６・新潟県新潟市南区高井東・たかいひがじ

　　９５０-１４７７・新潟県新潟市南区田中・たなか

　　９５０-１３０４・新潟県新潟市南区月潟・つきがた

　　９５０-１３１３・新潟県新潟市南区釣寄・つりよせ

　　９５０-１３１２・新潟県新潟市南区釣寄新・つりよせしん

　　９５０-１４２５・新潟県新潟市南区戸石・といじ

　　９５０-１４７５・新潟県新潟市南区戸頭・とがしら

　　９５０-１４２３・新潟県新潟市南区中小見・なかおみ

　　９５０-１２４２・新潟県新潟市南区中塩俵・なかしおだわら

　　９５０-１４２１・新潟県新潟市南区中山・なかやま

　　９５０-１２５４・新潟県新潟市南区七穂・ななほ

　　９５０-１４３７・新潟県新潟市南区鍋潟・なべがた

　　９５０-１４５５・新潟県新潟市南区新飯田・にいだ

　　９５０-１４１６・新潟県新潟市南区西笠巻・にしかさまき

　　９５０-１４１７・新潟県新潟市南区西笠巻新田・にしかさまきしんでん

　　９５０-１３０３・新潟県新潟市南区西萱場・にしかやはﾞ

　　９５０-１４０２・新潟県新潟市南区西酒屋・にしさかや

　　９５０-１２６２・新潟県新潟市南区西白根・にししろね

　　９５０-１２３４・新潟県新潟市南区根岸・ねぎじ

　　９５０-１２１３・新潟県新潟市南区能登・のと

　　９５０-１４０５・新潟県新潟市南区東笠巻・ひがしかさまき

　　９５０-１４０６・新潟県新潟市南区東笠巻新田・ひがしかさまきしんでん

　　９５０-１４６７・新潟県新潟市南区東萱場・ひがしかやはﾞ

　　９５０-１３１４・新潟県新潟市南区東長嶋・ひがしながしま

　　９５０-１４４３・新潟県新潟市南区菱潟・ひしがた

　　９５０-１４４５・新潟県新潟市南区菱潟新田・ひしがたしんでん

　　９５０-１４１５・新潟県新潟市南区引越・ひつこじ

　　９５０-１４６１・新潟県新潟市南区平潟・ひらかた

　　９５０-１４６３・新潟県新潟市南区平潟新田・ひらかたしんでん

　　９５０-１３４４・新潟県新潟市南区福島・ふくじま

　　９５０-１４５２・新潟県新潟市南区古川新田・ふるかわしんでん

　　９５０-１４７６・新潟県新潟市南区平成町・へいせいちよう

　　９５０-１２３３・新潟県新潟市南区保坂・ほさか

　　９５０-１４２２・新潟県新潟市南区堀掛・ほつかけ

　　９５０-１４５１・新潟県新潟市南区真木・まき

　　９５０-１２４３・新潟県新潟市南区松橋・まつはじ

　　９５０-１４３５・新潟県新潟市南区万年・まんねん

　　９５０-１２４７・新潟県新潟市南区山崎興野・やまざきこうや

　　９５０-１２５８・新潟県新潟市南区吉江・よしえ

　　９５０-１２５７・新潟県新潟市南区吉田新田・よしだしんでん

　　９５０-１４０７・新潟県新潟市南区鷲ノ木新田・わしのきしんでん

　　９５０-００００・新潟県新潟市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９５０-２００２・新潟県新潟市西区青山・あおやま

　　９５０-２００６・新潟県新潟市西区青山新町・あおやましんまち

　　９５０-２００５・新潟県新潟市西区青山水道・あおやますいどう



　　９５０-２２６１・新潟県新潟市西区赤塚・あかつか

　　９５０-２０７３・新潟県新潟市西区有明町・ありあけちよう

　　９５０-２１０１・新潟県新潟市西区五十嵐一の町・いからし１のちよう

　　９５０-２１０２・新潟県新潟市西区五十嵐二の町・いからし２のちよう

　　９５０-２１７１・新潟県新潟市西区五十嵐三の町・いからし３のちよう

　　９５０-２１７６・新潟県新潟市西区五十嵐三の町北・いからし３のちようきた

　　９５０-２１７７・新潟県新潟市西区五十嵐三の町中・いからし３のちようなか

　　９５０-２１７４・新潟県新潟市西区五十嵐三の町西・いからし３のちようにじ

　　９５０-２１７３・新潟県新潟市西区五十嵐三の町東・いからし３のちようひがじ

　　９５０-２１７５・新潟県新潟市西区五十嵐三の町南・いからし３のちようみなみ

　　９５０-２１５５・新潟県新潟市西区五十嵐上崎山・いからしかみさきやま

　　９５０-２１５２・新潟県新潟市西区五十嵐下崎山・いからししもさきやま

　　９５０-２１６２・新潟県新潟市西区五十嵐中島・いからしなかじま

　　９５０-２１６１・新潟県新潟市西区五十嵐西・いからしにじ

　　９５０-２０４５・新潟県新潟市西区五十嵐東・いからしひがじ

　　９５０-１１２１・新潟県新潟市西区板井・いたい

　　９５０-２１４１・新潟県新潟市西区内野潟端・うちのかたはﾞた

　　９５０-２１５４・新潟県新潟市西区内野潟向・うちのかたむかい

　　９５０-２１７２・新潟県新潟市西区内野上新町・うちのかみしんまち

　　９５０-２１５３・新潟県新潟市西区内野崎山・うちのさきやま

　　９５０-２１５６・新潟県新潟市西区内野関場・うちのせきはﾞ

　　９５０-２１４２・新潟県新潟市西区内野戸中才・うちのどなかさい

　　９５０-２１６４・新潟県新潟市西区内野中浜・うちのなかはま

　　９５０-２１５１・新潟県新潟市西区内野西・うちのにじ

　　９５０-２１５７・新潟県新潟市西区内野西が丘・うちのにしがおか

　　９５０-２１４３・新潟県新潟市西区内野早角・うちのはやつの

　　９５０-２１１２・新潟県新潟市西区内野町・うちのまち

　　９５０-２１１３・新潟県新潟市西区内野山手・うちのやまて

　　９５０-２００１・新潟県新潟市西区浦山・うらやま

　　９５０-１１２７・新潟県新潟市西区大潟・おおがた

　　９５０-２１２６・新潟県新潟市西区大友・おおとも

　　９５０-２０３７・新潟県新潟市西区大野・おおの

　　９５０-１１１１・新潟県新潟市西区大野町・おおのまち

　　９５０-１１２４・新潟県新潟市西区緒立流通・おたてりゆうつう

　　９５０-２１３７・新潟県新潟市西区小見郷屋・おみごうや

　　９５０-２１２３・新潟県新潟市西区笠木・かさぎ

　　９５０-１１１２・新潟県新潟市西区金巻・かねまき

　　９５０-２１４６・新潟県新潟市西区金巻新田・かねまきしんでん

　　９５０-２０７６・新潟県新潟市西区上新栄町・かみしんえいちよう

　　９５０-２２５５・新潟県新潟市西区神山・かみやま

　　９５０-２０３３・新潟県新潟市西区亀貝・かめがい

　　９５０-２１３６・新潟県新潟市西区勘助郷屋・かんすけごうや

　　９５０-１１２６・新潟県新潟市西区北場・きたはﾞ

　　９５０-１１２２・新潟県新潟市西区木場・きはﾞ

　　９５０-２２５３・新潟県新潟市西区木山・きやま

　　９５０-１１２３・新潟県新潟市西区黒鳥・くろとり

　　９５０-２０２３・新潟県新潟市西区小新・こしん

　　９５０-２０２７・新潟県新潟市西区小新大通・こしんおおどおり

　　９５０-２０２４・新潟県新潟市西区小新西・こしんにじ

　　９５０-２０２８・新潟県新潟市西区小新南・こしんみなみ

　　９５０-２１３２・新潟県新潟市西区小瀬・こぜ

　　９５０-２０２２・新潟県新潟市西区小針・こはﾞり

　　９５０-２０１３・新潟県新潟市西区小針が丘・こはﾞりがおか

　　９５０-２０１１・新潟県新潟市西区小針上山・こはﾞりかみやま

　　９５０-２０１２・新潟県新潟市西区小針台・こはﾞりだい

　　９５０-２０１４・新潟県新潟市西区小針西・こはﾞりにじ

　　９５０-２０２１・新潟県新潟市西区小針藤山・こはﾞりふじやま

　　９５０-２０２５・新潟県新潟市西区小針南・こはﾞりみなみ

　　９５０-２０２６・新潟県新潟市西区小針南台・こはﾞりみなみだい

　　９５０-１１１４・新潟県新潟市西区小平方・こひらかた

　　９５０-２０４２・新潟県新潟市西区坂井・さかい

　　９５０-２０４４・新潟県新潟市西区坂井砂山・さかいすなやま

　　９５０-２０４１・新潟県新潟市西区坂井東・さかいひがじ

　　９５０-２２６３・新潟県新潟市西区坂田・さかた

　　９５０-２０３４・新潟県新潟市西区新田・しんでん

　　９５０-２０３５・新潟県新潟市西区新通・しんどおり

　　９５０-２０３６・新潟県新潟市西区新通西・しんどおりにじ

　　９５０-２０３８・新潟県新潟市西区新通南・しんどおりみなみ

　　９５０-２１６３・新潟県新潟市西区新中浜・しんなかはま

　　９５０-２０４３・新潟県新潟市西区須賀・すが



　　９５１-８１３４・新潟県新潟市西区関屋・せきや

　　９５１-８１５５・新潟県新潟市西区関屋堀割町・せきやほりわりちよう

　　９５０-１１０２・新潟県新潟市西区善久・ぜんく

　　９５０-２１４４・新潟県新潟市西区曽和・そわ

　　９５０-２１１１・新潟県新潟市西区大学南・だいがくみなみ

　　９５０-２１２４・新潟県新潟市西区田潟・たがた

　　９５０-２１２２・新潟県新潟市西区高山・たかやま

　　９５０-２１４５・新潟県新潟市西区田島・たじま

　　９５０-１１０３・新潟県新潟市西区立仏・たちほﾞとけ

　　９５０-２２５１・新潟県新潟市西区中権寺・ちゆうごんじ

　　９５０-２０５２・新潟県新潟市西区寺尾・てらお

　　９５０-２０５１・新潟県新潟市西区寺尾朝日通・てらおあさひどおり

　　９５０-２０５５・新潟県新潟市西区寺尾上・てらおかみ

　　９５０-２０６１・新潟県新潟市西区寺尾北・てらおきた

　　９５０-２０６３・新潟県新潟市西区寺尾台・てらおだい

　　９５０-２０６２・新潟県新潟市西区寺尾中央公園・てらおちゆうおうこうえん

　　９５０-２０６４・新潟県新潟市西区寺尾西・てらおにじ

　　９５０-２０５４・新潟県新潟市西区寺尾東・てらおひがじ

　　９５０-２０５３・新潟県新潟市西区寺尾前通・てらおまえどおり

　　９５０-１１０４・新潟県新潟市西区寺地・てらじ

　　９５０-２１４７・新潟県新潟市西区道河原・どうがわら

　　９５０-２２６２・新潟県新潟市西区藤蔵新田・とうぞうしんでん

　　９５０-１１０６・新潟県新潟市西区ときめき西・ときめきにじ

　　９５０-１１０５・新潟県新潟市西区ときめき東・ときめきひがじ

　　９５０-１１１５・新潟県新潟市西区鳥原・とつはﾟら

　　９５０-１１１３・新潟県新潟市西区鳥原新田・とつはﾟらしんでん

　　９５０-２１２５・新潟県新潟市西区中野小屋・なかのこや

　　９５０-２０７１・新潟県新潟市西区西有明町・にしありあけちよう

　　９５０-２０１５・新潟県新潟市西区西小針台・にしこはﾞりだい

　　９５０-２１３１・新潟県新潟市西区早潟・はやがた

　　９５０-２００３・新潟県新潟市西区東青山・ひがしあおやま

　　９５０-２２５４・新潟県新潟市西区東山・ひがしやま

　　９５０-２１３８・新潟県新潟市西区藤野木・ふじのき

　　９５０-２００４・新潟県新潟市西区平島・へいじま

　　９５０-２１３４・新潟県新潟市西区保古野木・ほこのき

　　９５０-２１３３・新潟県新潟市西区前野外新田・まえのそとしんでん

　　９５０-２１２１・新潟県新潟市西区槇尾・まきお

　　９５０-２０７４・新潟県新潟市西区真砂・まさご

　　９５０-２０７５・新潟県新潟市西区松海が丘・まつみがおか

　　９５０-２０７２・新潟県新潟市西区松美台・まつみだい

　　９５０-２０３２・新潟県新潟市西区的場流通・まとはﾞりゆうつう

　　９５０-２２６４・新潟県新潟市西区みずき野・みずきの

　　９５０-２１３５・新潟県新潟市西区明田・みようでん

　　９５０-２２５２・新潟県新潟市西区谷内・やち

　　９５０-２２５６・新潟県新潟市西区山崎・やまざき

　　９５０-１１０１・新潟県新潟市西区山田・やまだ

　　９５０-２２０１・新潟県新潟市西区四ツ郷屋・よつごうや

　　９５９-０４０１・新潟県新潟市西区與兵衛野新田・よへえのしんでん

　　９５０-１１２５・新潟県新潟市西区流通・りゆうつう

　　９５０-２０３１・新潟県新潟市西区流通センター・りゆうつうせんたｰ

　　９５０-００００・新潟県新潟市西蒲区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９５３-００４２・新潟県新潟市西蒲区赤鏥・あかさび

　　９５０-１２６１・新潟県新潟市西蒲区味方・あじかた

　　９５３-００６６・新潟県新潟市西蒲区安尻・あじり

　　９５３-０１１１・新潟県新潟市西蒲区油島・あぶらじま

　　９５３-０１１６・新潟県新潟市西蒲区新谷・あらや

　　９５３-０１４１・新潟県新潟市西蒲区石瀬・いしぜ

　　９５９-０５０１・新潟県新潟市西蒲区井随・いずい

　　９５９-０５１３・新潟県新潟市西蒲区茨島・いはﾞらしま

　　９５９-０５１５・新潟県新潟市西蒲区今井・いまい

　　９５３-０１０４・新潟県新潟市西蒲区岩室温泉・いわむろおんせん

　　９５３-０１１７・新潟県新潟市西蒲区植野新田・うえのしんでん

　　９５０-１３４８・新潟県新潟市西蒲区打越・うちこじ

　　９５０-１３４７・新潟県新潟市西蒲区姥島・うはﾞじま

　　９５９-０５０７・新潟県新潟市西蒲区卯八郎受・うはちろううけ

　　９５９-０４１６・新潟県新潟市西蒲区浦村・うらむら

　　９５３-００５４・新潟県新潟市西蒲区漆山・うるしやま

　　９５３-００１２・新潟県新潟市西蒲区越前浜・えちぜんはま

　　９５９-０５０６・新潟県新潟市西蒲区遠藤・えんどう

　　９５９-０４１５・新潟県新潟市西蒲区大潟・おおかた



　　９５９-０４１７・新潟県新潟市西蒲区大関・おおせき

　　９５９-０５１７・新潟県新潟市西蒲区大曽根・おおぞね

　　９５９-０５１１・新潟県新潟市西蒲区大原・おおはら

　　９５９-０４２５・新潟県新潟市西蒲区押付・おしつけ

　　９５９-０４０３・新潟県新潟市西蒲区貝柄・かいがら

　　９５９-０４０４・新潟県新潟市西蒲区貝柄新田・かいがらしんでん

　　９５３-００５５・新潟県新潟市西蒲区柿島・かきじま

　　９５３-００１１・新潟県新潟市西蒲区角田浜・かくだはま

　　９５３-００７７・新潟県新潟市西蒲区角海浜・かくみはま

　　９５０-１３３３・新潟県新潟市西蒲区潟浦新・かたうらしん

　　９５３-００６７・新潟県新潟市西蒲区潟頭・がたがしら

　　９５３-０１１４・新潟県新潟市西蒲区潟上・かたがみ

　　９５３-０１４４・新潟県新潟市西蒲区金池・かないけ

　　９５３-００７３・新潟県新潟市西蒲区上木島・かみきじま

　　９５０-１３３４・新潟県新潟市西蒲区上小吉・かみこよじ

　　９５３-００５１・新潟県新潟市西蒲区河井・かわい

　　９５９-０４３２・新潟県新潟市西蒲区川崎・かわさき

　　９５３-００４５・新潟県新潟市西蒲区桔梗ケ丘・ききようがおか

　　９５３-０１３４・新潟県新潟市西蒲区北野・きたの

　　９５９-０５１６・新潟県新潟市西蒲区国見・くにみ

　　９５３-０１４２・新潟県新潟市西蒲区久保田・くほﾞた

　　９５９-０５０２・新潟県新潟市西蒲区熊谷・くまがい

　　９５９-０４１２・新潟県新潟市西蒲区桑山・くわやま

　　９５０-１３２４・新潟県新潟市西蒲区高野宮・こうのみや

　　９５０-１３４２・新潟県新潟市西蒲区河間・こうま

　　９５３-００７８・新潟県新潟市西蒲区五ケ浜・ごかはま

　　９５９-０５０８・新潟県新潟市西蒲区五之上・ごのかみ

　　９５０-１３２５・新潟県新潟市西蒲区小吉・こよじ

　　９５３-０１０２・新潟県新潟市西蒲区栄・さかえ

　　９５３-００６３・新潟県新潟市西蒲区栄町・さかえちよう

　　９５３-００６４・新潟県新潟市西蒲区桜林・さくらはﾞやじ

　　９５９-０４３５・新潟県新潟市西蒲区真田・さなだ

　　９５３-０１４３・新潟県新潟市西蒲区猿ケ瀬・さるがせ

　　９５９-０４０２・新潟県新潟市西蒲区三角野新田・さんかくのしんでん

　　９５９-０５０５・新潟県新潟市西蒲区三方・さんほﾞう

　　９５３-００７１・新潟県新潟市西蒲区下木島・しもきじま

　　９５９-０４３８・新潟県新潟市西蒲区下山・しもやま

　　９５３-００６５・新潟県新潟市西蒲区下和納・しもわのう

　　９５９-０５１４・新潟県新潟市西蒲区称名・しようみよう

　　９５３-０１３６・新潟県新潟市西蒲区白鳥・しろとり

　　９５３-００１４・新潟県新潟市西蒲区新保・しんほﾞ

　　９５９-０４２１・新潟県新潟市西蒲区鱸・すずき

　　９５９-０４１１・新潟県新潟市西蒲区善光寺・ぜんこうじ

　　９５９-０４０６・新潟県新潟市西蒲区善光寺村受・ぜんこうじむらうけ

　　９５９-０４２２・新潟県新潟市西蒲区曽根・そね

　　９５３-０１２１・新潟県新潟市西蒲区高橋・たかはじ

　　９５３-０１１２・新潟県新潟市西蒲区高畑・たかはﾞたけ

　　９５３-００２３・新潟県新潟市西蒲区竹野町・たけのまち

　　９５３-０１２３・新潟県新潟市西蒲区津雲田・つくもだ

　　９５０-１３１３・新潟県新潟市西蒲区釣寄・つりよせ

　　９５０-１３１２・新潟県新潟市西蒲区釣寄新・つりよせしん

　　９５９-０４３４・新潟県新潟市西蒲区天竺堂・てんじくどう

　　９５３-００２７・新潟県新潟市西蒲区稲島・とうじま

　　９５０-１３４１・新潟県新潟市西蒲区道上・どうじよう

　　９５３-０１２２・新潟県新潟市西蒲区富岡・とみおか

　　９５３-００３３・新潟県新潟市西蒲区中郷屋・なかごうや

　　９５９-０４３７・新潟県新潟市西蒲区中島・なかじま

　　９５０-１３２７・新潟県新潟市西蒲区中之口・なかのくち

　　９５０-１３３２・新潟県新潟市西蒲区長場・ながはﾞ

　　９５３-０１３３・新潟県新潟市西蒲区夏井・なつい

　　９５３-００６２・新潟県新潟市西蒲区並岡・なみおか

　　９５３-００２２・新潟県新潟市西蒲区仁箇・にか

　　９５３-０１３２・新潟県新潟市西蒲区西中・にしなか

　　９５３-０１３１・新潟県新潟市西蒲区西長島・にしながしま

　　９５３-０１１３・新潟県新潟市西蒲区西船越・にしふなこじ

　　９５９-０４３６・新潟県新潟市西蒲区西汰上・にしよりあげ

　　９５３-００２１・新潟県新潟市西蒲区布目・ぬのめ

　　９５３-００３４・新潟県新潟市西蒲区葉萱場・はがやはﾞ

　　９５０-１３４５・新潟県新潟市西蒲区羽黒・はぐろ

　　９５３-０１０３・新潟県新潟市西蒲区橋本・はしもと



　　９５９-０４２３・新潟県新潟市西蒲区旗屋・はたや

　　９５９-０４０７・新潟県新潟市西蒲区旗屋村受・はたやむらうけ

　　９５３-００３１・新潟県新潟市西蒲区羽田・はねだ

　　９５３-０１２４・新潟県新潟市西蒲区原・はら

　　９５０-１３２１・新潟県新潟市西蒲区針ケ曽根・はりがそね

　　９５９-０５１２・新潟県新潟市西蒲区番屋・はﾞんや

　　９５０-１３２３・新潟県新潟市西蒲区東小吉・ひがしこよじ

　　９５０-１３３１・新潟県新潟市西蒲区東中・ひがしなか

　　９５０-１３２６・新潟県新潟市西蒲区東船越・ひがしふなこじ

　　９５３-００３２・新潟県新潟市西蒲区東汰上・ひがしよりあげ

　　９５３-０１０１・新潟県新潟市西蒲区樋曽・ひそ

　　９５９-０４１４・新潟県新潟市西蒲区兵右衛門新田・ひよううえもんしんでん

　　９５３-００２４・新潟県新潟市西蒲区平沢・ひらさわ

　　９５９-０４３１・新潟県新潟市西蒲区平野・ひらの

　　９５３-００７６・新潟県新潟市西蒲区福井・ふくい

　　９５０-１３４４・新潟県新潟市西蒲区福島・ふくじま

　　９５３-００２６・新潟県新潟市西蒲区伏部・ふすべ

　　９５３-００７４・新潟県新潟市西蒲区舟戸・ふなと

　　９５９-０４０５・新潟県新潟市西蒲区堀上新田・ほりあげしんでん

　　９５３-００４３・新潟県新潟市西蒲区堀山新田・ほりやましんでん

　　９５３-００３６・新潟県新潟市西蒲区前田・まえた

　　９５０-１３４６・新潟県新潟市西蒲区真木・まき

　　９５３-００５３・新潟県新潟市西蒲区巻東町・まきあずまちよう

　　９５３-００１３・新潟県新潟市西蒲区巻大原・まきおおはら

　　９５３-００４４・新潟県新潟市西蒲区巻乙・まきおつ

　　９５０-１３４９・新潟県新潟市西蒲区牧ケ島・まきがしま

　　９５３-００４１・新潟県新潟市西蒲区巻甲・まきこう

　　９５９-０４３３・新潟県新潟市西蒲区槇島・まきじま

　　９５９-０４１８・新潟県新潟市西蒲区升岡・ますおか

　　９５９-０４１３・新潟県新潟市西蒲区升潟・ますがた

　　９５３-０１０５・新潟県新潟市西蒲区間瀬・まぜ

　　９５３-００２５・新潟県新潟市西蒲区松郷屋・まつごうや

　　９５９-０４２４・新潟県新潟市西蒲区松崎・まつさき

　　９５３-００１５・新潟県新潟市西蒲区松野尾・まつのお

　　９５３-００１６・新潟県新潟市西蒲区松山・まつやま

　　９５３-００６１・新潟県新潟市西蒲区馬堀・まほﾞり

　　９５９-０５１９・新潟県新潟市西蒲区美里・みさと

　　９５０-１３４３・新潟県新潟市西蒲区三ツ門・みつかど

　　９５９-０５１８・新潟県新潟市西蒲区南・みなみ

　　９５３-０１３５・新潟県新潟市西蒲区南谷内・みなみやち

　　９５３-００７５・新潟県新潟市西蒲区峰岡・みねおか

　　９５０-１３２８・新潟県新潟市西蒲区門田・もんた

　　９５９-０４２６・新潟県新潟市西蒲区矢島・やじま

　　９５９-０５０３・新潟県新潟市西蒲区山口新田・やまくちしんでん

　　９５３-００５２・新潟県新潟市西蒲区山島・やまじま

　　９５３-０１１５・新潟県新潟市西蒲区横曽根・よこぞね

　　９５９-０５０４・新潟県新潟市西蒲区横戸・よこど

　　９５９-０４０１・新潟県新潟市西蒲区與兵衛野新田・よへえのしんでん

　　９５９-０５２１・新潟県新潟市西蒲区鎧潟・よろいがた

　　９５０-１３２２・新潟県新潟市西蒲区六分・ろくぶ

　　９５３-００７２・新潟県新潟市西蒲区鷲ノ木・わしのき

　　９５３-０１２５・新潟県新潟市西蒲区和納・わのう

　　９５３-００３５・新潟県新潟市西蒲区割前・わりまえ

　　９４０-００００・新潟県長岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４０-１１１２・新潟県長岡市青木町・あおきまち

　　９４０-１１４５・新潟県長岡市青島町・あおしままち

　　９４０-２１４５・新潟県長岡市青葉台・あおはﾞだい

　　９４０-１１４９・新潟県長岡市青山新町・あおやましんまち

　　９４０-１１４８・新潟県長岡市青山町・あおやままち

　　９４０-０１４７・新潟県長岡市赤谷・あかたに

　　９５４-０２０２・新潟県長岡市赤沼・あかぬま

　　９４０-０１０５・新潟県長岡市明戸・あけと

　　９４０-０８３２・新潟県長岡市曙・あけほﾞの

　　９４９-５４１２・新潟県長岡市朝日・あさひ

　　９４０-０８４０・新潟県長岡市旭岡・あさひおか

　　９４０-００６３・新潟県長岡市旭町・あさひまち

　　９４０-０２２４・新潟県長岡市東町・あずまちよう

　　９４０-０８０６・新潟県長岡市麻生田町・あそうだまち

　　９４０-００３６・新潟県長岡市愛宕・あたご

　　９４０-２０５５・新潟県長岡市雨池町・あまいけまち



　　９４０-０２３２・新潟県長岡市天下島・あまがしま

　　９４９-４５１３・新潟県長岡市阿弥陀瀬・あみだせ

　　９４９-４５０６・新潟県長岡市荒巻・あらまき

　　９４０-００２３・新潟県長岡市新町・あらまち

　　９４９-５４０１・新潟県長岡市飯島・いいじま

　　９４９-５４１４・新潟県長岡市飯塚・いいつﾞか

　　９５４-０１４３・新潟県長岡市池之島・いけのしま

　　９４０-００２６・新潟県長岡市石内・いしうち

　　９４０-００２５・新潟県長岡市泉・いずみ

　　９４０-２０３２・新潟県長岡市石動町・いするぎまち

　　９４０-２１１７・新潟県長岡市石動南町・いするぎみなみまち

　　９４０-０２４２・新潟県長岡市一之貝・いちのかい

　　９５４-０１７１・新潟県長岡市稲島・いなじま

　　９４０-０８７２・新潟県長岡市稲葉町・いなはﾞまち

　　９４０-０８７７・新潟県長岡市稲保・いなほ

　　９４０-０８７８・新潟県長岡市稲保南・いなほみなみ

　　９４０-１１６６・新潟県長岡市今井・いまい

　　９４０-０１４３・新潟県長岡市入塩川・いりしおがわ

　　９４９-５４１５・新潟県長岡市岩田・いわだ

　　９４０-１１７１・新潟県長岡市岩野（仲島）・いわの(なかじま)

　　９４９-５４０５・新潟県長岡市岩野（その他）・いわの(そのた)

　　９４０-００７４・新潟県長岡市上田町・うえだまち

　　９４０-０２３７・新潟県長岡市上の原町・うえのはらまち

　　９４９-４５１７・新潟県長岡市梅田・うめだ

　　９４０-０１２３・新潟県長岡市梅野俣・うめのまた

　　９４９-５４０６・新潟県長岡市浦・うら

　　９４０-０８０５・新潟県長岡市浦瀬町・うらせまち

　　９４０-２３０３・新潟県長岡市瓜生・うりゆう

　　９５４-０２０７・新潟県長岡市上沼新田・うわぬましんでん

　　９５４-０１６６・新潟県長岡市海老島勇次新田・えびじまゆうじしんでん

　　９４０-２０５６・新潟県長岡市王番田町・おうはﾞでんまち

　　９４０-２０５９・新潟県長岡市大荒戸町・おおあらとまち

　　９４０-０１４８・新潟県長岡市大川戸・おおかわど

　　９４０-１１３７・新潟県長岡市大川原町・おおがわらまち

　　９５４-０１４５・新潟県長岡市大口・おおくち

　　９４０-２１０４・新潟県長岡市大島新町・おおじましんまち

　　９４０-２１１２・新潟県長岡市大島本町・おおじまほんちよう

　　９４０-２１５６・新潟県長岡市大積折渡町・おおつﾞみおりわたりまち

　　９４０-２１５５・新潟県長岡市大積熊上町・おおつﾞみくまがみまち

　　９４０-２１５３・新潟県長岡市大積千本町・おおつﾞみせんほﾞんまち

　　９４０-２１５８・新潟県長岡市大積善間町・おおつﾞみぜんままち

　　９４０-２１５２・新潟県長岡市大積高鳥町・おおつﾞみたかとりまち

　　９４０-２１５４・新潟県長岡市大積田代町・おおつﾞみたしろまち

　　９４０-２１５１・新潟県長岡市大積灰下町・おおつﾞみはいげまち

　　９４０-２１５７・新潟県長岡市大積三島谷町・おおつﾞみみしまだにまち

　　９４０-２１４６・新潟県長岡市大積町・おおつﾞみまち

　　９４０-００６２・新潟県長岡市大手通・おおてどおり

　　９５４-０２０１・新潟県長岡市大沼新田・おおぬましんでん

　　９４０-２３０５・新潟県長岡市大野・おおの

　　９５４-０１３４・新潟県長岡市大曲戸・おおまがと

　　９５４-０１３３・新潟県長岡市大曲戸新田・おおまがとしんでん

　　９４０-０８４４・新潟県長岡市大町・おおまち

　　９４０-１１６７・新潟県長岡市大宮町・おおみやまち

　　９４０-２１１３・新潟県長岡市大山・おおやま

　　９４０-０８５７・新潟県長岡市沖田・おきた

　　９４０-２０１２・新潟県長岡市荻野・おぎの

　　９４９-５２１６・新潟県長岡市小国町相野原・おぐにまちあいのはら

　　９４９-５２１５・新潟県長岡市小国町新町・おぐにまちあらまち

　　９４９-５３４６・新潟県長岡市小国町大貝・おぐにまちおおがい

　　９４９-５３３３・新潟県長岡市小国町小国沢・おぐにまちおぐにさわ

　　９４９-５３３２・新潟県長岡市小国町上岩田・おぐにまちかみいわた

　　９４９-５２１４・新潟県長岡市小国町上谷内新田・おぐにまちかみやうちしんでん

　　９４９-５２１２・新潟県長岡市小国町桐沢・おぐにまちきりさわ

　　９４９-５３４１・新潟県長岡市小国町小栗山・おぐにまちこぐりやま

　　９４９-５３４４・新潟県長岡市小国町苔野島・おぐにまちこけのしま

　　９４９-５３３６・新潟県長岡市小国町諏訪井・おぐにまちすわい

　　９４９-５２２１・新潟県長岡市小国町武石・おぐにまちたけいじ

　　９４９-５３３５・新潟県長岡市小国町太郎丸・おぐにまちたろうまる

　　９４９-５２０１・新潟県長岡市小国町千谷沢・おぐにまちちやざわ

　　９４９-５２１１・新潟県長岡市小国町七日町・おぐにまちなのかまち



　　９４９-５３３１・新潟県長岡市小国町楢沢・おぐにまちならさわ

　　９４９-５２１７・新潟県長岡市小国町二本柳・おぐにまちにほんやなぎ

　　９４９-５２２３・新潟県長岡市小国町八王子・おぐにまちはちおうじ

　　９４９-５３４３・新潟県長岡市小国町原・おぐにまちはら

　　９４９-５２１３・新潟県長岡市小国町法坂・おぐにまちほうざか

　　９４９-５３３４・新潟県長岡市小国町法末・おぐにまちほうすえ

　　９４９-５３４５・新潟県長岡市小国町三桶・おぐにまちみおけ

　　９４９-５３４２・新潟県長岡市小国町森光・おぐにまちもりみつ

　　９４９-５３４７・新潟県長岡市小国町山野田・おぐにまちやまのた

　　９４９-５２２２・新潟県長岡市小国町横沢・おぐにまちよこさわ

　　９５４-０１３８・新潟県長岡市押切川原町・おしきりかわらまち

　　９５４-０１３７・新潟県長岡市押切新田・おしきりしんでん

　　９４９-４５１１・新潟県長岡市小島谷・おじまや

　　９４０-０８１２・新潟県長岡市乙吉町・おとよしまち

　　９５４-０１３６・新潟県長岡市思川新田・おもいがわしんでん

　　９４０-００７１・新潟県長岡市表町・おもてまち

　　９４０-２１３４・新潟県長岡市親沢町・おやざわまち

　　９４０-０８２８・新潟県長岡市御山町・おやまちよう

　　９４０-０８２２・新潟県長岡市柿町・かぎまち

　　９４０-００８８・新潟県長岡市柏町・かしわちよう

　　９４０-００９６・新潟県長岡市春日・かすが

　　９５４-０１４１・新潟県長岡市粕島・かすじま

　　９４０-１１４３・新潟県長岡市片田町・かただまち

　　９４０-００４１・新潟県長岡市学校町・がつこうちよう

　　９４０-０８０３・新潟県長岡市加津保町・かつほﾞまち

　　９４０-０８０２・新潟県長岡市桂町・かつらまち

　　９４０-０１３５・新潟県長岡市金沢・かなざわ

　　９４０-１１５３・新潟県長岡市要町・かなめちよう

　　９４０-００４５・新潟県長岡市金房・かねふさ

　　９４０-０２２１・新潟県長岡市金町・かねまち

　　９４０-１１７２・新潟県長岡市釜ケ島（土手畑・藤場）・かまがしま(どてはﾞたけ･ふじはﾞ)

　　９４９-５４０４・新潟県長岡市釜ケ島（その他）・かまがしま(そのた)

　　９４０-１１１４・新潟県長岡市釜沢町・かまざわまち

　　９４０-２３１４・新潟県長岡市上岩井・かみいわい

　　９４０-０１１６・新潟県長岡市上樫出・かみかしいで

　　９４９-４５０１・新潟県長岡市上桐・かみぎり

　　９４０-０１２８・新潟県長岡市上塩・かみしお

　　９４０-２１３６・新潟県長岡市上富岡・かみとみおか

　　９４０-２１３７・新潟県長岡市上富岡町・かみとみおかまち

　　９４０-２０３３・新潟県長岡市上除町・かみのぞきまち

　　９４０-２０３４・新潟県長岡市上除町西・かみのぞきまちにじ

　　９４０-２００４・新潟県長岡市上野町・かみのまち

　　９４０-１１４０・新潟県長岡市上前島・かみまえじま

　　９４０-１１４４・新潟県長岡市上前島町・かみまえじままち

　　９４９-５４０７・新潟県長岡市神谷・かみや

　　９４０-２４７１・新潟県長岡市上柳町・かみやなぎまち

　　９４０-０８８４・新潟県長岡市亀貝町・かめがいまち

　　９５４-０１７７・新潟県長岡市亀ケ谷新田・かめがやしんでん

　　９４０-０８０１・新潟県長岡市亀崎町・かめざきまち

　　９４０-０２０１・新潟県長岡市鴉ケ島・からすがしま

　　９４０-０２４３・新潟県長岡市軽井沢・かるいざわ

　　９４９-７５０７・新潟県長岡市川口相川・かわぐちあいかわ

　　９４９-７５０８・新潟県長岡市川口荒谷・かわぐちあらや

　　９４９-８７３１・新潟県長岡市川口牛ケ島（鷲巣）・かわぐちうしがしま(わしず)

　　９４９-７５０５・新潟県長岡市川口牛ケ島（その他）・かわぐちうしがしま(そのた)

　　９４９-７５０２・新潟県長岡市川口木沢・かわぐちきざわ

　　９４９-７５１２・新潟県長岡市川口田麦山・かわぐちたむぎやま

　　９４９-７５０１・新潟県長岡市川口峠・かわぐちとうげ

　　９４９-７５０３・新潟県長岡市川口中山・かわぐちなかやま

　　９４９-７５０６・新潟県長岡市川口武道窪・かわぐちぶどうくほﾞ

　　９４９-７５１１・新潟県長岡市川口和南津・かわぐちわなつﾞ

　　９４０-０８６４・新潟県長岡市川崎・かわさき

　　９４０-０８６１・新潟県長岡市川崎町・かわさきまち

　　９４０-０８１３・新潟県長岡市川中・かわなか

　　９４０-２０５８・新潟県長岡市河根川町・かわねがわまち

　　９４０-２４６３・新潟県長岡市川袋町・かわぶくろまち

　　９４０-０００１・新潟県長岡市川辺町・かわべまち

　　９４０-０１５３・新潟県長岡市寒沢・かんざわ

　　９４０-２４７４・新潟県長岡市雁島町・がんじままち

　　９４０-００５２・新潟県長岡市神田町・かんだまち



　　９４０-００６７・新潟県長岡市関東町・かんとうまち

　　９４０-２３２２・新潟県長岡市気比宮・きいのみや

　　９４０-００１４・新潟県長岡市北園町・きたぞのまち

　　９４０-０２４１・新潟県長岡市北荷頃・きたにごろ

　　９４０-２１２１・新潟県長岡市喜多町・きたまち

　　９４０-２１１４・新潟県長岡市北山・きたやま

　　９５４-０１６２・新潟県長岡市狐興野・きつねごうや

　　９４０-２１２４・新潟県長岡市希望が丘・きほﾞうがおか

　　９４０-２１２５・新潟県長岡市希望が丘南・きほﾞうがおかみなみ

　　９４０-０２５４・新潟県長岡市木山沢・きやまざわ

　　９４０-０１２１・新潟県長岡市九川・くかわ

　　９４０-００８５・新潟県長岡市草生津・くそうつﾞ

　　９４０-０１１３・新潟県長岡市熊袋・くまのふくろ

　　９４０-２０４６・新潟県長岡市雲出町・くもいでまち

　　９４０-０１５５・新潟県長岡市栗山沢・くりやまざわ

　　９４９-４５０２・新潟県長岡市黒坂・くろさか

　　９４０-０００７・新潟県長岡市黒津町・くろつﾞまち

　　９４０-００５４・新潟県長岡市稽古町・けいこちよう

　　９４０-００３３・新潟県長岡市今朝白・けさじろ

　　９４０-１１４６・新潟県長岡市下条町・げじようまち

　　９５４-０１３５・新潟県長岡市幸南・こうなん

　　９５４-０１６１・新潟県長岡市興野・こうや

　　９４０-２０１５・新潟県長岡市江陽・こうよう

　　９４０-２１０２・新潟県長岡市小沢町・こざわまち

　　９４９-５４０８・新潟県長岡市越路中沢・こしじなかざわ

　　９４９-５４０３・新潟県長岡市越路中島・こしじなかじま

　　９４０-２１０６・新潟県長岡市古正寺・こしようじ

　　９４０-２１０３・新潟県長岡市古正寺町・こしようじまち

　　９４０-０８８３・新潟県長岡市小曽根町・こぞねまち

　　９４０-２０３６・新潟県長岡市五反田町・ごたんだまち

　　９４０-０２１１・新潟県長岡市小貫・こつなぎ

　　９４０-００３８・新潟県長岡市琴平・ことひら

　　９４０-００１５・新潟県長岡市寿・ことぶき

　　９５４-０２０３・新潟県長岡市小沼新田・こぬましんでん

　　９５４-０１２６・新潟県長岡市五百刈・ごひやつかり

　　９４０-００５６・新潟県長岡市呉服町・ごふくまち

　　９４０-０１４６・新潟県長岡市小向・こむかい

　　９４０-２１３３・新潟県長岡市才津西町・さいつﾞにしまち

　　９４０-２１３１・新潟県長岡市才津東町・さいつﾞひがしまち

　　９４０-２１３２・新潟県長岡市才津南町・さいつﾞみなみまち

　　９４０-００８４・新潟県長岡市幸町・さいわいちよう

　　９４０-００２８・新潟県長岡市蔵王・ざおう

　　９４０-２０２６・新潟県長岡市堺東町・さかいひがしまち

　　９４０-２０２４・新潟県長岡市堺町・さかいまち

　　９４０-０２０５・新潟県長岡市栄町・さかえちよう

　　９４０-２３２１・新潟県長岡市逆谷・さかしだに

　　９４０-００６５・新潟県長岡市坂之上町・さかのうえまち

　　９４０-１１１３・新潟県長岡市鷺巣町・さぎのすまち

　　９４０-１１６１・新潟県長岡市左近・さこん

　　９４０-１１６１・新潟県長岡市左近町・さこんまち

　　９４０-０８３３・新潟県長岡市笹崎・ささざき

　　９４９-５４０２・新潟県長岡市篠花・ささはﾞな

　　９４９-５４１３・新潟県長岡市沢下条・さわげじよう

　　９４０-１１０１・新潟県長岡市沢田・さわだ

　　９４９-４５０４・新潟県長岡市三瀬ケ谷・さんぜがや

　　９４０-２４７２・新潟県長岡市三之宮町・さんのみやまち

　　９４０-１１３６・新潟県長岡市三俵野町・さんびようのまち

　　９４０-１１５１・新潟県長岡市三和・さんわ

　　９４０-１１５２・新潟県長岡市三和町・さんわまち

　　９４０-０１２９・新潟県長岡市塩新町・しおあらまち

　　９４０-０１２２・新潟県長岡市塩中・しおなか

　　９４０-００３１・新潟県長岡市地蔵・じぞう

　　９５４-０２１３・新潟県長岡市下沼新田・したぬましんでん

　　９４０-０８９４・新潟県長岡市七軒町・しちけんまち

　　９４０-００９８・新潟県長岡市信濃・しなの

　　９４０-２０５７・新潟県長岡市寺宝町・じほうまち

　　９４９-４５２５・新潟県長岡市島崎・しまざき

　　９５４-０１５５・新潟県長岡市島田・しまだ

　　９４０-０１１５・新潟県長岡市下樫出・しもかしいで

　　９４０-２３０４・新潟県長岡市下河根川・しもかわねがわ



　　９４０-００１２・新潟県長岡市下々条・しもげじよう

　　９４０-００１１・新潟県長岡市下々条町・しもげじようまち

　　９４０-０１１１・新潟県長岡市下塩・しもじお

　　９４９-４５０７・新潟県長岡市下富岡・しもとみおか

　　９４０-２０１３・新潟県長岡市下柳・しもやなぎ

　　９４０-２１１５・新潟県長岡市下山・しもやま

　　９４０-０００２・新潟県長岡市十二潟町・じゆうにがたまち

　　９４０-００２１・新潟県長岡市城岡・じようおか

　　９４０-０８１４・新潟県長岡市成願寺町・じようがんじまち

　　９４０-０８３１・新潟県長岡市上条町・じようじようまち

　　９４０-００６１・新潟県長岡市城内町・じようないちよう

　　９４９-４５２３・新潟県長岡市城之丘・じようのおか

　　９４０-１１４１・新潟県長岡市定明町・じようみようまち

　　９４０-００９２・新潟県長岡市昭和・しようわ

　　９４０-００４６・新潟県長岡市四郎丸・しろうまる

　　９４０-０８６５・新潟県長岡市四郎丸町・しろうまるまち

　　９４０-２０４１・新潟県長岡市白鳥町・しろとりまち

　　９５４-０１３２・新潟県長岡市新栄・しんえい

　　９４０-２４６４・新潟県長岡市新開町・しんかいまち

　　９４０-０８９７・新潟県長岡市新組町・しんぐみまち

　　９４０-０８９８・新潟県長岡市新組南町・しんぐみみなみまち

　　９４０-０２０４・新潟県長岡市新栄町・しんさかえちよう

　　９４０-２１２７・新潟県長岡市新産・しんさん

　　９４０-２１２８・新潟県長岡市新産東町・しんさんひがしまち

　　９５４-０２２２・新潟県長岡市信条西・しんじようにじ

　　９５４-０２２１・新潟県長岡市信条東・しんじようひがじ

　　９５４-０２１８・新潟県長岡市信条南・しんじようみなみ

　　９４０-２１４７・新潟県長岡市新陽・しんよう

　　９４０-００９３・新潟県長岡市水道町・すいどうちよう

　　９４０-０８３４・新潟県長岡市末広・すえひろ

　　９４０-０１４４・新潟県長岡市菅畑・すがはﾞたけ

　　９５４-０１５１・新潟県長岡市杉之森・すぎのもり

　　９４０-００４４・新潟県長岡市住吉・すみよじ

　　９４０-２４６２・新潟県長岡市李崎町・すもんざきまち

　　９４０-０８２１・新潟県長岡市栖吉町・すよしまち

　　９４０-２０４５・新潟県長岡市西陵町・せいりようまち

　　９５４-０１５４・新潟県長岡市関根・せきね

　　９４０-２０３７・新潟県長岡市関原西町・せきはらにしまち

　　９４０-２０３８・新潟県長岡市関原東町・せきはらひがしまち

　　９４０-２０３５・新潟県長岡市関原町・せきはらまち

　　９４０-２０３９・新潟県長岡市関原南・せきはらみなみ

　　９４０-１１０５・新潟県長岡市摂田屋・せつたや

　　９４０-１１０４・新潟県長岡市摂田屋町・せつたやまち

　　９４０-２４７３・新潟県長岡市芹川町・せりかわまち

　　９４０-００８２・新潟県長岡市千歳・せんざい

　　９４０-００８７・新潟県長岡市千手・せんじゆ

　　９４０-２１０８・新潟県長岡市千秋・せんしゆう

　　９４０-０８９５・新潟県長岡市大黒町・だいこくまち

　　９５４-０１４６・新潟県長岡市大保・だいほﾞ

　　９４０-００４８・新潟県長岡市台町・だいまち

　　９４０-０１３７・新潟県長岡市平・たいら

　　９４０-１１３９・新潟県長岡市高島町・たかしままち

　　９４０-２０２５・新潟県長岡市高瀬町・たかせまち

　　９４０-２１４３・新潟県長岡市高寺町・たかてらまち

　　９４０-２１４４・新潟県長岡市高頭町・たかとうまち

　　９４０-２０５１・新潟県長岡市高野町・たかのまち

　　９４０-０８２５・新潟県長岡市高畑町・たかはﾞたけまち

　　９４０-０８２４・新潟県長岡市高町・たかまち

　　９４０-０００３・新潟県長岡市高見・たかみ

　　９４０-０００４・新潟県長岡市高見町・たかみまち

　　９４０-００１６・新潟県長岡市宝・たから

　　９４０-０１２７・新潟県長岡市滝之口・たきのくち

　　９４０-０２２６・新潟県長岡市滝の下町・たきのしたまち

　　９４０-１１３８・新潟県長岡市滝谷町・たきやまち

　　９４０-１１２３・新潟県長岡市竹之高地町・たけのこうちまち

　　９４０-１１１６・新潟県長岡市竹町・たけまち

　　９４０-０２５１・新潟県長岡市田之口・たのくち

　　９４９-５１２４・新潟県長岡市千谷沢・ちやざわ

　　９４０-２３２４・新潟県長岡市中永・ちゆうえい

　　９４０-０２２２・新潟県長岡市中央公園・ちゆうおうこうえん



　　９５４-０２１４・新潟県長岡市中条新田・ちゆうじようしんでん

　　９４０-０８１９・新潟県長岡市千代栄町・ちよえまち

　　９４９-５１２３・新潟県長岡市塚野山・つかのやま

　　９４０-０２１２・新潟県長岡市土ケ谷・つちがや

　　９４０-２０１４・新潟県長岡市堤町・つつみちよう

　　９５４-０１４４・新潟県長岡市坪根・つほﾞね

　　９５４-０１７２・新潟県長岡市鶴ケ曽根・つるがそね

　　９４０-２０２２・新潟県長岡市鉄工町・てつこうちよう

　　９４０-２１０１・新潟県長岡市寺島町・てらじままち

　　９４０-２５０２・新潟県長岡市寺泊・てらどまり

　　９５９-０１６２・新潟県長岡市寺泊小豆曽根・てらどまりあずきそね

　　９５９-０１５５・新潟県長岡市寺泊有信・てらどまりありのぶ

　　９５９-０１４９・新潟県長岡市寺泊入軽井・てらどまりいりかるい

　　９５９-０１４７・新潟県長岡市寺泊岩方・てらどまりいわかた

　　９４０-２５１１・新潟県長岡市寺泊円上寺・てらどまりえんじようじ

　　９４０-２５０３・新潟県長岡市寺泊大地・てらどまりおおじ

　　９４０-２５２９・新潟県長岡市寺泊大和田・てらどまりおおわだ

　　９４０-２５１７・新潟県長岡市寺泊川崎・てらどまりかわさき

　　９５９-０１５６・新潟県長岡市寺泊木島・てらどまりきじま

　　９５９-０１６５・新潟県長岡市寺泊北曽根・てらどまりきたぞね

　　９４０-２５１２・新潟県長岡市寺泊京ケ入・てらどまりきようがいり

　　９４０-２５２８・新潟県長岡市寺泊郷本・てらどまりごうもと

　　９５９-０１５４・新潟県長岡市寺泊五分一・てらどまりごぶいち

　　９４０-２５２７・新潟県長岡市寺泊志戸橋・てらどまりしとはﾞじ

　　９５９-０１５２・新潟県長岡市寺泊下桐・てらどまりしもぎり

　　９４０-２５１６・新潟県長岡市寺泊下曽根・てらどまりしもぞね

　　９５９-０１６４・新潟県長岡市寺泊下中条・てらどまりしもなかじよう

　　９５９-０１６３・新潟県長岡市寺泊新長・てらどまりしんちよう

　　９５９-０１４３・新潟県長岡市寺泊高内・てらどまりたかうち

　　９４０-２５２３・新潟県長岡市寺泊田頭・てらどまりたがしら

　　９５９-０１６１・新潟県長岡市寺泊竹森・てらどまりたけもり

　　９５９-０１４６・新潟県長岡市寺泊田尻・てらどまりたじり

　　９５９-０１４１・新潟県長岡市寺泊敦ケ曽根・てらどまりつるがそね

　　９４０-２５１３・新潟県長岡市寺泊当新田・てらどまりとうしんでん

　　９４０-２５１８・新潟県長岡市寺泊戸崎・てらどまりとざき

　　９４０-２５２１・新潟県長岡市寺泊年友・てらどまりとしとも

　　９４０-２５１５・新潟県長岡市寺泊中曽根・てらどまりなかぞね

　　９４０-２５２２・新潟県長岡市寺泊夏戸・てらどまりなつど

　　９４０-２５０１・新潟県長岡市寺泊野積・てらどまりのつﾞみ

　　９５９-０１５３・新潟県長岡市寺泊硲田・てらどまりはざまだ

　　９５９-０１４２・新潟県長岡市寺泊万善寺・てらどまりはﾞんぜんじ

　　９４０-２５０８・新潟県長岡市寺泊引岡・てらどまりひきおか

　　９５９-０１４５・新潟県長岡市寺泊平野新村新田・てらどまりひらのしんむらしんでん

　　９４０-２５１４・新潟県長岡市寺泊蛇塚・てらどまりへびつか

　　９４０-２５０４・新潟県長岡市寺泊弁才天・てらどまりべんざいてん

　　９５９-０１４４・新潟県長岡市寺泊町軽井・てらどまりまちかるい

　　９４０-２５２４・新潟県長岡市寺泊松田・てらどまりまつだ

　　９４０-２５２５・新潟県長岡市寺泊明ケ谷・てらどまりみようがだに

　　９４０-２５０５・新潟県長岡市寺泊本弁・てらどまりもとべん

　　９５９-０１５１・新潟県長岡市寺泊求草・てらどまりもとめぐさ

　　９４０-２５０６・新潟県長岡市寺泊本山・てらどまりもとやま

　　９５９-０１４８・新潟県長岡市寺泊矢田・てらどまりやだ

　　９４０-２５２６・新潟県長岡市寺泊山田・てらどまりやまだ

　　９４０-２５０７・新潟県長岡市寺泊吉・てらどまりよじ

　　９５９-０１５７・新潟県長岡市寺泊鰐口・てらどまりわにくち

　　９４０-０００８・新潟県長岡市天神町・てんじんまち

　　９４０-００４３・新潟県長岡市土合・どあい

　　９４０-０８４７・新潟県長岡市土合町・どあいまち

　　９４０-１１３１・新潟県長岡市十日町・とおかまち

　　９４０-０２３１・新潟県長岡市栃尾旭町・とちおあさひちよう

　　９４０-０２１６・新潟県長岡市栃尾新町・とちおあらまち

　　９４０-０２３４・新潟県長岡市栃尾泉・とちおいずみ

　　９４０-０２０２・新潟県長岡市栃尾岩野外新田・とちおいわのそとしんでん

　　９４０-０２３５・新潟県長岡市栃尾大野・とちおおおの

　　９４０-０２３６・新潟県長岡市栃尾大野町・とちおおおのまち

　　９４０-０２１７・新潟県長岡市栃尾大町・とちおおおまち

　　９４０-０２１８・新潟県長岡市栃尾表町・とちおおもてまち

　　９４０-０１４１・新潟県長岡市栃尾島田・とちおしまだ

　　９４０-０１３２・新潟県長岡市栃尾原・とちおはら

　　９４０-０１３４・新潟県長岡市栃尾原町・とちおはらまち



　　９４０-０２２３・新潟県長岡市栃尾本町・とちおほんちよう

　　９４０-０２３３・新潟県長岡市栃尾宮沢・とちおみやざわ

　　９４０-０２１４・新潟県長岡市栃尾山田・とちおやまだ

　　９４０-０２１３・新潟県長岡市栃尾山田町・とちおやまだちよう

　　９４０-０２１５・新潟県長岡市栃尾町・とちおまち

　　９４０-０１４９・新潟県長岡市栃倉・とちくら

　　９４０-０１４５・新潟県長岡市栃堀・とちほﾞり

　　９４０-００６４・新潟県長岡市殿町・とのまち

　　９４０-０８８１・新潟県長岡市富島町・とみじままち

　　９４０-０８３６・新潟県長岡市豊田町・とよだまち

　　９４０-１１４２・新潟県長岡市豊詰町・とよつﾞめまち

　　９４０-２３１６・新潟県長岡市鳥越・とりごえ

　　９４０-０２５３・新潟県長岡市中・なか

　　９４０-１１３５・新潟県長岡市中潟町・なかがたまち

　　９４０-０８２９・新潟県長岡市長倉・ながくら

　　９４０-０８４９・新潟県長岡市長倉西町・ながくらにしまち

　　９４０-０８２６・新潟県長岡市長倉町・ながくらまち

　　９４０-０８４８・新潟県長岡市長倉南町・ながくらみなみまち

　　９５４-０１３１・新潟県長岡市中興野・なかごうや

　　９４０-０２２５・新潟県長岡市仲子町・なかごちよう

　　９５４-０２０４・新潟県長岡市中西・なかさい

　　９４０-０８５３・新潟県長岡市中沢・なかざわ

　　９４０-０８５４・新潟県長岡市中沢町・なかざわまち

　　９４０-００９４・新潟県長岡市中島・なかじま

　　９４０-００１７・新潟県長岡市中瀬・なかせ

　　９４０-０８７４・新潟県長岡市永田・ながた

　　９４０-０８７３・新潟県長岡市永田町・ながたまち

　　９４０-００５３・新潟県長岡市長町・ながちよう

　　９４０-０８５２・新潟県長岡市中貫町・なかぬきまち

　　９５４-０１２４・新潟県長岡市中之島・なかのしま

　　９５４-０１５２・新潟県長岡市中之島高畑・なかのしまたかはﾞたけ

　　９５４-０２１６・新潟県長岡市中之島中条・なかのしまちゆうじよう

　　９５４-０２１２・新潟県長岡市中之島西野・なかのしまにしの

　　９５４-０１５７・新潟県長岡市中之島宮内・なかのしまみやうち

　　９５４-０１７４・新潟県長岡市中野中・なかのなか

　　９５４-０１７５・新潟県長岡市中野西・なかのにじ

　　９５４-０１７３・新潟県長岡市中野東・なかのひがじ

　　９４０-２１４２・新潟県長岡市長峰町・ながみねまち

　　９５４-０１５６・新潟県長岡市長呂・ながろ

　　９４０-２３１５・新潟県長岡市七日市・なのかいち

　　９４０-２１２３・新潟県長岡市七日町・なのかまち

　　９５４-０１６３・新潟県長岡市並木新田・なみきしんでん

　　９４０-２４６５・新潟県長岡市成沢町・なりさわまち

　　９４０-１１６４・新潟県長岡市南陽・なんよう

　　９４０-０８７５・新潟県長岡市新保・にいほﾞ

　　９４０-０８７６・新潟県長岡市新保町・にいほﾞまち

　　９４０-１１２１・新潟県長岡市濁沢町・にごりさわまち

　　９４０-００２４・新潟県長岡市西新町・にしあらまち

　　９４０-０８１７・新潟県長岡市西片貝町・にしかたかいまち

　　９４９-７５１３・新潟県長岡市西川口・にしかわぐち

　　９４０-００５１・新潟県長岡市西神田町・にしかんだまち

　　９４０-０８３５・新潟県長岡市錦・にしき

　　９４０-００２７・新潟県長岡市西蔵王・にしざおう

　　９４０-００８６・新潟県長岡市西千手・にしせんじゆ

　　９５４-０２０５・新潟県長岡市西高山新田・にしたかやましんでん

　　９４９-５１２１・新潟県長岡市西谷・にしだに

　　９４０-２１２６・新潟県長岡市西津町・にしつﾞまち

　　９４０-０２５６・新潟県長岡市西中野俣・にしなかのまた

　　９４９-５４０９・新潟県長岡市西野・にしの

　　９５４-０２１１・新潟県長岡市西野新田・にしのしんでん

　　９４０-０２５２・新潟県長岡市西野俣・にしのまた

　　９４０-１１６２・新潟県長岡市西宮内・にしみやうち

　　９４０-００９５・新潟県長岡市日赤町・につせきちよう

　　９４０-０２０３・新潟県長岡市楡原・にれはﾞら

　　９５４-０１２３・新潟県長岡市猫興野・ねこごうや

　　９４９-４５０５・新潟県長岡市根小屋・ねごや

　　９５４-０１２１・新潟県長岡市野口・のぐち

　　９５４-０１４２・新潟県長岡市灰島新田・はいじましんでん

　　９４０-２０２３・新潟県長岡市蓮潟・はすがた

　　９４０-０８４２・新潟県長岡市鉢伏町・はちぶせまち



　　９４０-２４７５・新潟県長岡市花井町・はないまち

　　９４０-０８４５・新潟県長岡市花園・はなぞの

　　９４０-０８４６・新潟県長岡市花園東・はなぞのひがじ

　　９４０-０８４１・新潟県長岡市花園南・はなぞのみなみ

　　９４０-００１３・新潟県長岡市原町・はらまち

　　９４０-０２５８・新潟県長岡市半蔵金・はんぞうがね

　　９４０-００２２・新潟県長岡市東新町・ひがしあらまち

　　９４０-０８４３・新潟県長岡市東大町・ひがしおおまち

　　９４０-０１３６・新潟県長岡市東が丘・ひがしがおか

　　９４０-０８１６・新潟県長岡市東片貝町・ひがしかたかいまち

　　９４９-７５０４・新潟県長岡市東川口・ひがしかわぐち

　　９４０-００３５・新潟県長岡市東神田・ひがしかんだ

　　９４０-００２９・新潟県長岡市東蔵王・ひがしざおう

　　９４０-００３７・新潟県長岡市東栄・ひがしさかえ

　　９４０-００６６・新潟県長岡市東坂之上町・ひがしさかのうえまち

　　９４０-０００６・新潟県長岡市東高見・ひがしたかみ

　　９４９-５１２２・新潟県長岡市東谷・ひがしだに

　　９４０-０２５５・新潟県長岡市東中野俣・ひがしなかのまた

　　９４９-４５２１・新潟県長岡市東保内・ひがしほない

　　９４０-１１０２・新潟県長岡市東宮内町・ひがしみやうちまち

　　９４０-２１３８・新潟県長岡市日越・ひごじ

　　９４０-０１０２・新潟県長岡市人面・ひとつﾞら

　　９４９-４５１４・新潟県長岡市日野浦・ひのうら

　　９４０-０８９２・新潟県長岡市百束町・ひやくそくまち

　　９４０-０１２４・新潟県長岡市平中野俣・ひらなかのまた

　　９４０-０２４４・新潟県長岡市比礼・ひれい

　　９４０-２１３５・新潟県長岡市深沢町・ふかさわまち

　　９４０-０１５１・新潟県長岡市吹谷・ふきだに

　　９４０-０８９３・新潟県長岡市福井町・ふくいまち

　　９４０-０８９６・新潟県長岡市福島町・ふくしままち

　　９４０-００３４・新潟県長岡市福住・ふくずみ

　　９４０-２０５２・新潟県長岡市福戸町・ふくとまち

　　９５４-０１６５・新潟県長岡市福原・ふくはら

　　９４０-２０５３・新潟県長岡市福道町・ふくみちまち

　　９４０-２１２２・新潟県長岡市福山町・ふくやままち

　　９４０-００５５・新潟県長岡市袋町・ふくろまち

　　９４０-２３０２・新潟県長岡市藤川・ふじかわ

　　９４０-２０１１・新潟県長岡市藤沢・ふじさわ

　　９４０-２１４１・新潟県長岡市藤橋・ふじはじ

　　９５４-０１２５・新潟県長岡市藤山・ふじやま

　　９４０-０１０３・新潟県長岡市二ツ郷屋・ふたつごうや

　　９４０-０１１２・新潟県長岡市二日町・ふつかまち

　　９４９-５４１６・新潟県長岡市不動沢・ふどうさわ

　　９４０-００７３・新潟県長岡市船江町・ふなえちよう

　　９４０-０１０１・新潟県長岡市文納・ぶんのう

　　９４０-１１６３・新潟県長岡市平島・へいじま

　　９４０-１１６３・新潟県長岡市平島町・へいじままち

　　９４０-２０３１・新潟県長岡市宝地町・ほうじまち

　　９４０-０８７１・新潟県長岡市北陽・ほくよう

　　９４０-００３２・新潟県長岡市干場・ほしはﾞ

　　９４０-０８６８・新潟県長岡市堀金・ほりがね

　　９４０-０１４２・新潟県長岡市本所・ほんじよ

　　９４０-００７６・新潟県長岡市本町・ほんちよう

　　９４０-０２４５・新潟県長岡市本津川・ほんつがわ

　　９５４-０１４７・新潟県長岡市品之木・ほﾞんのき

　　９４０-１１４７・新潟県長岡市前島町・まえじままち

　　９４０-００４２・新潟県長岡市前田・まえだ

　　９４０-１１０３・新潟県長岡市曲新町・まがりあらまち

　　９４０-２００１・新潟県長岡市槇下町・まきしたまち

　　９４０-２００５・新潟県長岡市巻島・まきじま

　　９４０-０１３３・新潟県長岡市巻渕・まきふち

　　９４０-２００２・新潟県長岡市槇山町・まきやままち

　　９４０-１１１１・新潟県長岡市町田町・まちだまち

　　９４０-０１５４・新潟県長岡市松尾・まつお

　　９５４-０２１７・新潟県長岡市松ケ崎新田・まつがさきしんでん

　　９４０-００９１・新潟県長岡市松葉・まつはﾞ

　　９５４-０１６４・新潟県長岡市末宝・まつほﾟう

　　９５４-０２１５・新潟県長岡市真野代新田・まのしろしんでん

　　９５４-０１２２・新潟県長岡市真弓・まゆみ

　　９４０-０８５６・新潟県長岡市美沢・みさわ



　　９４０-２３２３・新潟県長岡市三島上条・みしまじようじよう

　　９４０-２３１１・新潟県長岡市三島新保・みしましんほﾞ

　　９４０-２３１２・新潟県長岡市三島中条・みしまなかじよう

　　９４０-０８０４・新潟県長岡市水穴町・みずあなまち

　　９４０-０１０６・新潟県長岡市水沢・みずさわ

　　９４０-１１６５・新潟県長岡市水梨町・みずなしまち

　　９４０-０８６６・新潟県長岡市美園・みその

　　９４０-２１１１・新潟県長岡市三ツ郷屋・みつごうや

　　９４０-２１０５・新潟県長岡市緑町・みどりちよう

　　９４０-２０５４・新潟県長岡市南新保町・みなみしんほﾞまち

　　９４０-２１１６・新潟県長岡市南七日町・みなみなのかまち

　　９４０-００８１・新潟県長岡市南町・みなみまち

　　９４０-１１０６・新潟県長岡市宮内・みやうち

　　９４０-１１５５・新潟県長岡市宮内町・みやうちまち

　　９４０-１１５４・新潟県長岡市宮栄・みやさかえ

　　９４０-２３０１・新潟県長岡市宮沢・みやざわ

　　９４０-０８８２・新潟県長岡市宮下町・みやしたまち

　　９４０-０８１１・新潟県長岡市宮路町・みやじまち

　　９４０-２０２１・新潟県長岡市宮関・みやぜき

　　９４０-００８３・新潟県長岡市宮原・みやはﾞら

　　９４０-２０４３・新潟県長岡市宮本東方町・みやもとひがしかたまち

　　９４０-２０４４・新潟県長岡市宮本堀之内町・みやもとほりのうちまち

　　９４０-２０４２・新潟県長岡市宮本町・みやもとまち

　　９４０-１１３４・新潟県長岡市妙見町・みようけんまち

　　９４０-１１３３・新潟県長岡市六日市町・むいかいちまち

　　９４０-０１２５・新潟県長岡市葎谷・むぐらだに

　　９４９-４５２２・新潟県長岡市村田・むらた

　　９４０-１１１５・新潟県長岡市村松町・むらまつまち

　　９４０-０２５７・新潟県長岡市森上・もりあげ

　　９４０-０２２７・新潟県長岡市谷内・やち

　　９４０-００７２・新潟県長岡市柳原町・やなぎはらまち

　　９４０-０１１４・新潟県長岡市山口・やまぐち

　　９４７-０２０４・新潟県長岡市山古志竹沢・やまこしたけざわ

　　９４７-０２０１・新潟県長岡市山古志種苧原・やまこしたねすはら

　　９４７-０２０２・新潟県長岡市山古志南平・やまこしなんへﾟい

　　９４７-０２０３・新潟県長岡市山古志東竹沢・やまこしひがしたけざわ

　　９４７-０２０５・新潟県長岡市山古志虫亀・やまこしむしがめ

　　９４０-００９７・新潟県長岡市山田・やまだ

　　９４０-０１０４・新潟県長岡市山屋・やまや

　　９４０-０８２７・新潟県長岡市悠久町・ゆうきゆうちよう

　　９４０-０８６７・新潟県長岡市豊・ゆたか

　　９４０-００４７・新潟県長岡市弓町・ゆみちよう

　　９４０-２４０５・新潟県長岡市与板町岩方・よいたまちいわかた

　　９４０-２４０６・新潟県長岡市与板町江西・よいたまちえにじ

　　９４０-２４０７・新潟県長岡市与板町城山・よいたまちしろやま

　　９４０-２４１１・新潟県長岡市与板町蔦都・よいたまちつたいち

　　９４０-２４１４・新潟県長岡市与板町中田・よいたまちなかだ

　　９４０-２４０１・新潟県長岡市与板町東与板・よいたまちひがしよいた

　　９４０-２４１２・新潟県長岡市与板町広野・よいたまちひろの

　　９４０-２４１６・新潟県長岡市与板町槇原・よいたまちまきはら

　　９４０-２４０４・新潟県長岡市与板町馬越・よいたまちまごじ

　　９４０-２４１５・新潟県長岡市与板町南中・よいたまちみなみなか

　　９４０-２４０３・新潟県長岡市与板町本与板・よいたまちもとよいた

　　９４０-２４１７・新潟県長岡市与板町山沢・よいたまちやまざわ

　　９４０-２４０２・新潟県長岡市与板町与板・よいたまちよいた

　　９４０-２４１３・新潟県長岡市与板町吉津・よいたまちよしつﾞ

　　９４０-２１４８・新潟県長岡市陽光台・ようこうだい

　　９５４-０１７６・新潟県長岡市横野・よこの

　　９４０-１１１７・新潟県長岡市横枕町・よこまくらまち

　　９５４-０１５３・新潟県長岡市横山・よこやま

　　９４０-２３１３・新潟県長岡市吉崎・よしざき

　　９４０-０１３１・新潟県長岡市吉水・よしみず

　　９４０-０８９１・新潟県長岡市四ツ屋町・よつやまち

　　９４０-１１２２・新潟県長岡市蓬平町・よもぎひらまち

　　９４９-５４１１・新潟県長岡市来迎寺・らいこうじ

　　９４０-０１５２・新潟県長岡市来伝・らいでん

　　９４９-４５２４・新潟県長岡市両高・りようたか

　　９４０-２３２５・新潟県長岡市蓮花寺・れんげじ

　　９５４-０２０６・新潟県長岡市六所・ろくしよ

　　９４０-０８５１・新潟県長岡市若草町・わかくさまち



　　９４９-４５１２・新潟県長岡市若野浦・わかのうら

　　９５４-０１８１・新潟県長岡市脇川新田町（９７０)・わきがわしんでんまち

　　９４０-２４６１・新潟県長岡市脇川新田町（その他）・(そのた)

　　９４０-２３０６・新潟県長岡市脇野町・わきのまち

　　９４０-０１２６・新潟県長岡市山葵谷・わさびだに

　　９４９-４５０３・新潟県長岡市和島北野・わしまきたの

　　９４９-４５１５・新潟県長岡市和島高畑・わしまたかはﾞたけ

　　９４９-４５１６・新潟県長岡市和島中沢・わしまなかさわ

　　９４０-１１３２・新潟県長岡市渡沢町・わたざわまち

　　９４０-２００３・新潟県長岡市渡場町・わたりはﾞまち

　　９４０-００７５・新潟県長岡市渡里町・わたりまち

　　９５５-００００・新潟県三条市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５５-００６５・新潟県三条市旭町・あさひちよう

　　９５５-００３４・新潟県三条市麻布・あざぶ

　　９５５-０１４１・新潟県三条市荒沢・あらさわ

　　９５５-００８３・新潟県三条市荒町・あらまち

　　９５５-０１１８・新潟県三条市新屋・あらや

　　９５５-０１０７・新潟県三条市飯田・いいだ

　　９５５-００１３・新潟県三条市井栗・いぐり

　　９５５-００８４・新潟県三条市石上・いしがみ

　　９５５-００６６・新潟県三条市居島・いじま

　　９５９-１１４３・新潟県三条市泉新田・いずみしんでん

　　９５５-００４５・新潟県三条市一ノ門・いちのもん

　　９５５-００９６・新潟県三条市井戸場・いどはﾞ

　　９５９-１１５１・新潟県三条市猪子場新田・いのこはﾞしんでん

　　９５９-１１４１・新潟県三条市今井・いまい

　　９５９-１１４２・新潟県三条市今井野新田・いまいのしんでん

　　９５９-１１５４・新潟県三条市岩淵・いわふち

　　９５５-０１１５・新潟県三条市院内・いんない

　　９５５-００２５・新潟県三条市上野原・うえのはら

　　９５５-０１０２・新潟県三条市牛ケ首・うしがくび

　　９５５-００１６・新潟県三条市牛ケ島・うしがしま

　　９５５-０１３３・新潟県三条市牛野尾・うしのお

　　９５５-０１０４・新潟県三条市江口・えぐち

　　９５５-０８１８・新潟県三条市枝郷・えだごう

　　９５５-０１４５・新潟県三条市大沢・おおさわ

　　９５５-００９４・新潟県三条市大島・おおじま

　　９５５-０１５４・新潟県三条市大平・おおだいら

　　９５５-０１２４・新潟県三条市大谷・おおたに

　　９５５-０８３３・新潟県三条市大野畑・おおのはた

　　９５５-００５４・新潟県三条市大宮新田・おおみやしんでん

　　９５９-１１１３・新潟県三条市大面・おおも

　　９５５-０１２２・新潟県三条市大谷地・おおやち

　　９５９-１１４７・新潟県三条市岡野新田・おかのしんでん

　　９５５-００９７・新潟県三条市荻島・おぎじま

　　９５５-０１５１・新潟県三条市荻堀・おぎほﾞり

　　９５９-１１２６・新潟県三条市小古瀬・おごせ

　　９５９-１１４８・新潟県三条市尾崎・おさき

　　９５５-０１３７・新潟県三条市遅場・おそはﾞ

　　９５５-０１０３・新潟県三条市落合・おちあい

　　９５９-１１３５・新潟県三条市鬼木・おにぎ

　　９５９-１１３４・新潟県三条市鬼木新田・おにぎしんでん

　　９５９-１１１７・新潟県三条市帯織・おびおり

　　９５９-１１４４・新潟県三条市貝喰新田・かいはﾞみしんでん

　　９５５-０１１４・新潟県三条市鹿熊・かくま

　　９５５-００３６・新潟県三条市篭場・かごはﾞ

　　９５５-０１２３・新潟県三条市笠堀・かさほﾞり

　　９５５-０８０７・新潟県三条市片口・かたくち

　　９５５-００５６・新潟県三条市嘉坪川・かつほﾞがわ

　　９５５-０１０８・新潟県三条市鹿峠・かとうげ

　　９５５-０８１４・新潟県三条市金子新田・かねこしんでん

　　９５５-０１６６・新潟県三条市上大浦・かみおおうら

　　９５５-００９１・新潟県三条市上須頃・かみすごろ

　　９５５-００２２・新潟県三条市上保内・かみほない

　　９５５-０１１１・新潟県三条市上谷地・かみやち

　　９５９-１１３６・新潟県三条市川通中町・かわどおりなかまち

　　９５５-０１２１・新潟県三条市北五百川・きたいもがわ

　　９５９-１１０８・新潟県三条市北潟・きたがた

　　９５５-０８６１・新潟県三条市北新保・きたしんほﾞ

　　９５５-００４３・新潟県三条市北中・きたなか



　　９５５-００５３・新潟県三条市北入蔵・きたにゆうぐら

　　９５５-００１２・新潟県三条市北野新田・きたのしんでん

　　９５５-０８５３・新潟県三条市北四日町・きたよつかまち

　　９５９-１１２３・新潟県三条市九之曽根・くのそね

　　９５９-１１０９・新潟県三条市蔵内・くらうち

　　９５５-００８５・新潟県三条市栗林・くりはﾞやじ

　　９５５-０１２６・新潟県三条市栗山・くりやま

　　９５５-０１５３・新潟県三条市桑切・くわきり

　　９５９-１１１４・新潟県三条市高安寺・こうあんじ

　　９５５-００４６・新潟県三条市興野・こうや

　　９５９-１１１５・新潟県三条市小滝・こだき

　　９５５-０１４２・新潟県三条市小長沢・こながさわ

　　９５５-０１５６・新潟県三条市駒込・こまごみ

　　９５５-０８２１・新潟県三条市五明・ごみよう

　　９５９-１１２２・新潟県三条市栄荻島・さかえおぎじま

　　９５５-０８４４・新潟県三条市桜木町・さくらぎちよう

　　９５５-０１５２・新潟県三条市笹岡・ささおか

　　９５５-０１４６・新潟県三条市笹巻・ささまき

　　９５５-０００１・新潟県三条市三貫地新田・さんがんじしんでん

　　９５５-００４１・新潟県三条市三竹・さんちく

　　９５９-１１１８・新潟県三条市山王・さんのう

　　９５５-０１２５・新潟県三条市塩野渕・しおのふち

　　９５５-０１６３・新潟県三条市島潟・しまがた

　　９５５-０１０５・新潟県三条市島川原・しまがわら

　　９５５-０８４２・新潟県三条市島田・しまだ

　　９５５-０１６８・新潟県三条市下大浦・しもおおうら

　　９５５-００４２・新潟県三条市下坂井・しもさかい

　　９５５-０８２４・新潟県三条市下新田・しもしんでん

　　９５５-００９３・新潟県三条市下須頃・しもすごろ

　　９５５-００２１・新潟県三条市下保内・しもほない

　　９５５-０８４３・新潟県三条市条南町・じようなんまち

　　９５５-００１１・新潟県三条市白山新田・しらやましんでん

　　９５５-０８０８・新潟県三条市新保・しんほﾞ

　　９５５-００６３・新潟県三条市神明町・しんめいちよう

　　９５５-０８３２・新潟県三条市直江町・すぐえちよう

　　９５５-００９２・新潟県三条市須頃・すごろ

　　９５５-０００４・新潟県三条市須戸新田・すどしんでん

　　９５５-０８０１・新潟県三条市諏訪・すわ

　　９５９-１１３１・新潟県三条市芹山・せりやま

　　９５９-１１２１・新潟県三条市善久寺・ぜんきゆうじ

　　９５９-１１２４・新潟県三条市千把野新田・せんはﾞのしんでん

　　９５５-００９５・新潟県三条市代官島・だいかんじま

　　９５５-０１６１・新潟県三条市高岡・たかおか

　　９５５-０１６５・新潟県三条市高屋敷・たかやしき

　　９５５-０１６４・新潟県三条市滝谷・たきや

　　９５５-００４４・新潟県三条市田島・たじま

　　９５５-０１４３・新潟県三条市棚鱗・たなひれ

　　９５５-０１１７・新潟県三条市田屋・たや

　　９５９-１１１１・新潟県三条市茅原・ちはら

　　９５５-００３５・新潟県三条市中新・ちゆうしん

　　９５５-０１１２・新潟県三条市蝶名林・ちようなはﾞやじ

　　９５５-００５５・新潟県三条市塚野目・つかのめ

　　９５５-０８０３・新潟県三条市月岡・つきおか

　　９５５-００５１・新潟県三条市鶴田・つるだ

　　９５９-１１０４・新潟県三条市東光寺・とうこうじ

　　９５９-１１１９・新潟県三条市戸口・とぐち

　　９５５-０８３１・新潟県三条市土場・どはﾞ

　　９５５-０１１３・新潟県三条市中浦・なかうら

　　９５５-０１５７・新潟県三条市長沢・ながさわ

　　９５９-１１２５・新潟県三条市中島・なかじま

　　９５９-１１３３・新潟県三条市中曽根新田・なかぞねしんでん

　　９５５-０１３２・新潟県三条市長野・ながの

　　９５５-００６２・新潟県三条市仲之町・なかのちよう

　　９５５-０１４７・新潟県三条市中野原・なかのはら

　　９５５-０８０６・新潟県三条市長嶺・ながみね

　　９５５-０１４４・新潟県三条市楢山・ならやま

　　９５９-１１５３・新潟県三条市新堀・にいほﾞり

　　９５５-０１３４・新潟県三条市濁沢・にごりさわ

　　９５５-００８２・新潟県三条市西裏館・にしうらだて

　　９５５-００３３・新潟県三条市西大崎・にしおおさき



　　９５５-００１４・新潟県三条市西潟・にしかた

　　９５５-０８１５・新潟県三条市西鱈田・にしたらだ

　　９５５-０８２２・新潟県三条市西中・にしなか

　　９５５-０８４５・新潟県三条市西本成寺・にしほんじようじ

　　９５５-０８５１・新潟県三条市西四日町・にしよつかまち

　　９５５-００５７・新潟県三条市新光町・につこうちよう

　　９５５-０８１２・新潟県三条市入蔵新田・にゆうぐらしんでん

　　９５５-０８０４・新潟県三条市如法寺・によほうじ

　　９５５-０１３１・新潟県三条市庭月・にわつﾞき

　　９５５-００７３・新潟県三条市八幡町・はちまんちよう

　　９５５-０１４８・新潟県三条市花渕・はなぶち

　　９５５-０１６７・新潟県三条市馬場・はﾞはﾞ

　　９５５-００６１・新潟県三条市林町・はやしちよう

　　９５５-０１３５・新潟県三条市早水・はやみず

　　９５５-０１５８・新潟県三条市原・はら

　　９５９-１１４６・新潟県三条市半ノ木・はんのき

　　９５５-００８１・新潟県三条市東裏館・ひがしうらだて

　　９５５-００３２・新潟県三条市東大崎・ひがしおおさき

　　９５５-００４７・新潟県三条市東三条・ひがしさんじよう

　　９５５-０８６３・新潟県三条市東新保・ひがししんほﾞ

　　９５５-０８１６・新潟県三条市東鱈田・ひがしたらだ

　　９５５-０８２３・新潟県三条市東本成寺・ひがしほんじようじ

　　９５９-１１５２・新潟県三条市一ツ屋敷新田・ひとつやしきしんでん

　　９５５-０１５５・新潟県三条市広手・ひろて

　　９５５-０１６２・新潟県三条市福岡・ふくおか

　　９５９-１１５６・新潟県三条市福島新田・ふくじましんでん

　　９５９-１１０２・新潟県三条市福島新田乙・ふくじましんでんおつ

　　９５９-１１０１・新潟県三条市福島新田甲・ふくじましんでんこう

　　９５９-１１５５・新潟県三条市福島新田丁・ふくじましんでんてい

　　９５９-１１４５・新潟県三条市福島新田丙・ふくじましんでんへい

　　９５９-１１０３・新潟県三条市福島新田戊・ふくじましんでんほﾞ

　　９５５-０８１３・新潟県三条市袋・ふくろ

　　９５５-００７１・新潟県三条市本町・ほんちよう

　　９５９-１１１６・新潟県三条市前谷内・まえやち

　　９５５-０１０１・新潟県三条市曲谷・まがりたに

　　９５５-０８６４・新潟県三条市曲渕・まがりふち

　　９５５-００３１・新潟県三条市松ノ木町・まつのきちよう

　　９５５-００２２・新潟県三条市みずほ・みずほ

　　９５５-００１５・新潟県三条市三柳・みつやなぎ

　　９５５-０８４５・新潟県三条市緑ケ丘・みどりがおか

　　９５５-０１２８・新潟県三条市南五百川・みなみいもがわ

　　９５５-０８６２・新潟県三条市南新保・みなみしんほﾞ

　　９５５-０１０６・新潟県三条市南中・みなみなか

　　９５５-０８１１・新潟県三条市南入蔵・みなみにゆうぐら

　　９５５-０８５２・新潟県三条市南四日町・みなみよつかまち

　　９５５-０１２７・新潟県三条市名下・みようげ

　　９５５-０１３６・新潟県三条市葎谷・もぐらだに

　　９５５-００７２・新潟県三条市元町・もとまち

　　９５５-０１１６・新潟県三条市森町・もりまち

　　９５９-１１１２・新潟県三条市安代・やすしろ

　　９５９-１１０７・新潟県三条市矢田・やだ

　　９５５-０００２・新潟県三条市柳川新田・やながわしんでん

　　９５５-００２４・新潟県三条市柳沢・やなぎさわ

　　９５５-０００３・新潟県三条市柳場新田・やなぎはﾞしんでん

　　９５５-０８４１・新潟県三条市由利・ゆり

　　９５５-００６４・新潟県三条市横町・よこちよう

　　９５５-０８０５・新潟県三条市吉田・よしだ

　　９５９-１１０６・新潟県三条市吉野屋・よしのや

　　９５５-０８５４・新潟県三条市四日町・よつかまち

　　９５９-１１０５・新潟県三条市若宮新田・わかみやしんでん

　　９５９-１１３２・新潟県三条市渡前・わたりまえ

　　９４５-００００・新潟県柏崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４５-００１６・新潟県柏崎市青山町・あおやまちよう

　　９４５-０８４７・新潟県柏崎市赤坂町・あかさかちよう

　　９４９-３６６４・新潟県柏崎市上輪・あげわ

　　９４９-３６６３・新潟県柏崎市上輪新田・あげわしんでん

　　９４５-０８１４・新潟県柏崎市朝日が丘・あさひがおか

　　９４５-０１１２・新潟県柏崎市畔屋・あぜや

　　９４５-００１７・新潟県柏崎市荒浜・あらはま

　　９４５-００７１・新潟県柏崎市安政町・あんせいちよう



　　９４５-０２１９・新潟県柏崎市飯塚・いいつﾞか

　　９４５-０２１２・新潟県柏崎市五十土・いかつﾞち

　　９４５-１４３６・新潟県柏崎市石曽根・いしぞね

　　９４５-１２５１・新潟県柏崎市市野新田・いちのしんでん

　　９４５-１３４１・新潟県柏崎市茨目・いはﾞらめ

　　９４５-１１１４・新潟県柏崎市芋川・いもがわ

　　９４５-０８１１・新潟県柏崎市岩上・いわがみ

　　９４５-００５５・新潟県柏崎市駅前・えきまえ

　　９４５-００４４・新潟県柏崎市扇町・おうぎまち

　　９４９-３６６１・新潟県柏崎市青海川・おうみがわ

　　９４５-０８５１・新潟県柏崎市大久保・おおくほﾞ

　　９４５-１１２６・新潟県柏崎市大河内新田・おおこうちしんでん

　　９４５-１４３８・新潟県柏崎市大沢・おおさわ

　　９４９-３６７４・新潟県柏崎市大清水・おおしみず

　　９４９-３６７２・新潟県柏崎市大平・おおだいら

　　９４９-３７２４・新潟県柏崎市大広田・おおひろた

　　９４５-０４０３・新潟県柏崎市大湊・おおみなと

　　９４５-００７６・新潟県柏崎市小倉町・おくらちよう

　　９４５-１２５２・新潟県柏崎市女谷・おなだに

　　９４５-１２５３・新潟県柏崎市折居・おりい

　　９４５-１１２３・新潟県柏崎市貝渕・かいぶち

　　９４５-００５３・新潟県柏崎市鏡町・かがみちよう

　　９４９-３６６２・新潟県柏崎市笠島・かさしま

　　９４５-００７４・新潟県柏崎市春日・かすが

　　９４５-００６５・新潟県柏崎市学校町・がつこうちよう

　　９４５-１４３１・新潟県柏崎市加納・かのう

　　９４５-１１２１・新潟県柏崎市上方・かみがた

　　９４５-１３５１・新潟県柏崎市上田尻・かみたじり

　　９４５-００２１・新潟県柏崎市上原・かみはら

　　９４５-１３５５・新潟県柏崎市軽井川・かるいがわ

　　９４５-１２４７・新潟県柏崎市木沢・きざわ

　　９４９-３７３２・新潟県柏崎市北条・きたじよう

　　９４５-００７２・新潟県柏崎市北園町・きたぞのちよう

　　９４５-００３５・新潟県柏崎市北半田・きたはんだ

　　９４５-０８１５・新潟県柏崎市希望が丘・きほﾞうがおか

　　９４９-３７２５・新潟県柏崎市旧広田・きゆうひろた

　　９４５-０８５５・新潟県柏崎市鯨波・くじらなみ

　　９４５-１１２４・新潟県柏崎市黒滝・くろたき

　　９４５-１２４３・新潟県柏崎市久米・くんめ

　　９４５-０８３６・新潟県柏崎市剣野・けんの

　　９４５-０８３５・新潟県柏崎市剣野町・けんのちよう

　　９４５-１１０２・新潟県柏崎市向陽町・こうようちよう

　　９４５-００２４・新潟県柏崎市小金町・こがねちよう

　　９４５-０２１１・新潟県柏崎市小黒須・こぐろす

　　９４９-３７３５・新潟県柏崎市小島・こじま

　　９４５-０８５８・新潟県柏崎市小杉・こすぎ

　　９４５-１１２５・新潟県柏崎市小田山新田・こだやましんでん

　　９４５-０８４６・新潟県柏崎市寿町・ことぶきちよう

　　９４５-０８２１・新潟県柏崎市幸町・さいわいちよう

　　９４５-００６１・新潟県柏崎市栄町・さかえちよう

　　９４５-００７３・新潟県柏崎市桜木町・さくらぎちよう

　　９４５-１３５４・新潟県柏崎市佐藤池新田・さとうがいけしんでん

　　９４５-１１１５・新潟県柏崎市佐水・さみず

　　９４５-００３４・新潟県柏崎市三和町・さんわちよう

　　９４５-０４０１・新潟県柏崎市椎谷・しいや

　　９４５-１２４６・新潟県柏崎市清水谷・しみずたに

　　９４５-０１０３・新潟県柏崎市下大新田・しもおおしんでん

　　９４５-１１０４・新潟県柏崎市下方・しもがた

　　９４５-１３４５・新潟県柏崎市下田尻・しもたじり

　　９４５-１１１８・新潟県柏崎市上条・じようじよう

　　９４５-１３４３・新潟県柏崎市城塚・じようつﾞか

　　９４５-０８２５・新潟県柏崎市城東・じようとう

　　９４５-０８４５・新潟県柏崎市新赤坂・しんあかさか

　　９４５-００３１・新潟県柏崎市新田畑・しんでんはた

　　９４５-１１２２・新潟県柏崎市新道・しんどう

　　９４５-００５６・新潟県柏崎市新橋・しんはﾞじ

　　９４５-００６２・新潟県柏崎市新花町・しんはなちよう

　　９４５-００６３・新潟県柏崎市諏訪町・すわちよう

　　９４５-０８３２・新潟県柏崎市関町・せきまち

　　９４５-１４３２・新潟県柏崎市善根・ぜごん



　　９４５-０２１４・新潟県柏崎市曽地・そち

　　９４５-０２１７・新潟県柏崎市曽地新田・そちしんでん

　　９４９-３６７３・新潟県柏崎市高畔・たかぜ

　　９４５-１５１５・新潟県柏崎市高柳町石黒・たかやなぎちよういしぐろ

　　９４５-１５１１・新潟県柏崎市高柳町漆島・たかやなぎちよううるしじま

　　９４５-１５０１・新潟県柏崎市高柳町岡田・たかやなぎちようおかだ

　　９４５-１５０２・新潟県柏崎市高柳町岡野町・たかやなぎちようおかのまち

　　９４５-１５１２・新潟県柏崎市高柳町荻ノ島・たかやなぎちようおぎのしま

　　９４５-１５１３・新潟県柏崎市高柳町門出・たかやなぎちようかどいで

　　９４５-１５０５・新潟県柏崎市高柳町高尾・たかやなぎちようたかお

　　９４５-１５１４・新潟県柏崎市高柳町田代・たかやなぎちようたしろ

　　９４５-１５０４・新潟県柏崎市高柳町栃ケ原・たかやなぎちようとちがはら

　　９４５-１５０３・新潟県柏崎市高柳町山中・たかやなぎちようやまなか

　　９４５-０８１７・新潟県柏崎市宝町・たからまち

　　９４５-００３２・新潟県柏崎市田塚・たつか

　　９４５-０８１６・新潟県柏崎市田中・たなか

　　９４５-１２４８・新潟県柏崎市田屋・たや

　　９４５-０８５７・新潟県柏崎市谷根・たんね

　　９４５-００６４・新潟県柏崎市中央町・ちゆうおうちよう

　　９４５-０１０５・新潟県柏崎市剣・つるぎ

　　９４５-０１０６・新潟県柏崎市土合・どあい

　　９４５-０１０４・新潟県柏崎市土合新田・どあいしんでん

　　９４９-３７３１・新潟県柏崎市東条・とうじよう

　　９４５-０８５４・新潟県柏崎市東の輪町・とうのわちよう

　　９４５-０８３４・新潟県柏崎市常盤台・ときわだい

　　９４５-０１０１・新潟県柏崎市長崎・ながさき

　　９４５-０１０２・新潟県柏崎市長崎新田・ながさきしんでん

　　９４５-０１１３・新潟県柏崎市中田・なかだ

　　９４５-０８５２・新潟県柏崎市中浜・なかはま

　　９４５-００４２・新潟県柏崎市長浜町・ながはまちよう

　　９４５-１１０５・新潟県柏崎市長峰町・ながみねちよう

　　９４５-０２１３・新潟県柏崎市成沢・なりさわ

　　９４５-０８２３・新潟県柏崎市南光町・なんこうちよう

　　９４５-００５２・新潟県柏崎市錦町・にしきちよう

　　９４９-３７２３・新潟県柏崎市西長鳥・にしながとり

　　９４５-００６６・新潟県柏崎市西本町・にしほんちよう

　　９４５-００６７・新潟県柏崎市西港町・にしみなとちよう

　　９４９-４１２３・新潟県柏崎市西山町池浦・にしやまちよういけうら

　　９４９-４２０１・新潟県柏崎市西山町石地・にしやまちよういしじ

　　９４９-４１４９・新潟県柏崎市西山町五日市・にしやまちよういつかいち

　　９４９-４１２８・新潟県柏崎市西山町伊毛・にしやまちよういも

　　９４９-４１３１・新潟県柏崎市西山町後谷・にしやまちよううしろだに

　　９４９-４１４８・新潟県柏崎市西山町内方・にしやまちよううちかた

　　９４９-４２０４・新潟県柏崎市西山町大崎・にしやまちようおおさき

　　９４９-４２０３・新潟県柏崎市西山町大津・にしやまちようおおつﾞ

　　９４９-４１４７・新潟県柏崎市西山町大坪・にしやまちようおおつほﾞ

　　９４９-４１３３・新潟県柏崎市西山町鬼王・にしやまちようおにお

　　９４９-４１１２・新潟県柏崎市西山町尾野内・にしやまちようおのうち

　　９４９-４２０２・新潟県柏崎市西山町尾町・にしやまちようおまち

　　９４９-４１２７・新潟県柏崎市西山町鎌田・にしやまちようかまた

　　９４９-４１１３・新潟県柏崎市西山町上山田・にしやまちようかみやまだ

　　９４９-４１４５・新潟県柏崎市西山町北野・にしやまちようきたの

　　９４９-４１４２・新潟県柏崎市西山町黒部・にしやまちようくろべ

　　９４９-４２０６・新潟県柏崎市西山町甲田・にしやまちようこうだ

　　９４９-４１３５・新潟県柏崎市西山町坂田・にしやまちようさかた

　　９４９-４１２６・新潟県柏崎市西山町下山田・にしやまちようしもやまだ

　　９４９-４１４４・新潟県柏崎市西山町新保・にしやまちようしんほﾞ

　　９４９-４１２１・新潟県柏崎市西山町田沢・にしやまちようたざわ

　　９４９-４１２５・新潟県柏崎市西山町中央台・にしやまちようちゆうおうだい

　　９４９-４１３２・新潟県柏崎市西山町長嶺・にしやまちようながみね

　　９４９-４１４１・新潟県柏崎市西山町西山・にしやまちようにしやま

　　９４９-４１１４・新潟県柏崎市西山町灰爪・にしやまちようはいつﾞめ

　　９４９-４２０５・新潟県柏崎市西山町浜忠・にしやまちようはまつだ

　　９４９-４１２２・新潟県柏崎市西山町藤掛・にしやまちようふじかけ

　　９４９-４１３４・新潟県柏崎市西山町二田・にしやまちようふただ

　　９４９-４１１１・新潟県柏崎市西山町別山・にしやまちようべつやま

　　９４９-４１３６・新潟県柏崎市西山町緑が丘・にしやまちようみどりがおか

　　９４９-４１４６・新潟県柏崎市西山町妙法寺・にしやまちようみようほうじ

　　９４９-４１２４・新潟県柏崎市西山町礼拝・にしやまちようらいはい

　　９４９-４１４３・新潟県柏崎市西山町和田・にしやまちようわだ



　　９４５-００５４・新潟県柏崎市日石町・につせきちよう

　　９４５-１１１２・新潟県柏崎市南下・のうげ

　　９４５-１２４１・新潟県柏崎市野田・のた

　　９４５-００１２・新潟県柏崎市橋場・はしはﾞ

　　９４５-００１４・新潟県柏崎市橋場町・はしはﾞちよう

　　９４５-０２１８・新潟県柏崎市花田・はなだ

　　９４５-００２３・新潟県柏崎市原町・はらまち

　　９４５-０８５３・新潟県柏崎市番神・はﾞんじん

　　９４５-０８１２・新潟県柏崎市半田・はんだ

　　９４９-３７２２・新潟県柏崎市東長鳥・ひがしながとり

　　９４５-００３３・新潟県柏崎市東長浜町・ひがしながはまちよう

　　９４５-００２２・新潟県柏崎市東原町・ひがしはらまち

　　９４５-００５１・新潟県柏崎市東本町・ひがしほんちよう

　　９４５-００６８・新潟県柏崎市東港町・ひがしみなとちよう

　　９４５-００３６・新潟県柏崎市東柳田・ひがしやなぎだ

　　９４５-００４７・新潟県柏崎市比角・ひすみ

　　９４５-００４３・新潟県柏崎市日吉町・ひよしちよう

　　９４５-１３５３・新潟県柏崎市平井・ひらい

　　９４５-０８２４・新潟県柏崎市枇杷島・びわじま

　　９４５-０１１４・新潟県柏崎市藤井・ふじい

　　９４５-１１０３・新潟県柏崎市藤橋・ふじはじ

　　９４５-００２６・新潟県柏崎市藤元町・ふじもとちよう

　　９４５-１１１３・新潟県柏崎市古町・ふるまち

　　９４５-００２７・新潟県柏崎市北斗町・ほくとちよう

　　９４５-１２４２・新潟県柏崎市細越・ほそごえ

　　９４５-０８２２・新潟県柏崎市穂波町・ほなみちよう

　　９４５-１１１１・新潟県柏崎市堀・ほり

　　９４９-３７３３・新潟県柏崎市本条・ほんじよう

　　９４５-００１５・新潟県柏崎市槇原町・まきはらちよう

　　９４５-００１１・新潟県柏崎市松波・まつなみ

　　９４５-００４１・新潟県柏崎市松美・まつみ

　　９４５-０８３７・新潟県柏崎市三島町・みしまちよう

　　９４５-０８３８・新潟県柏崎市三島西・みしまにじ

　　９４５-１２４４・新潟県柏崎市水上・みずかみ

　　９４５-０８４１・新潟県柏崎市緑町・みどりちよう

　　９４９-３７３４・新潟県柏崎市南条・みなみじよう

　　９４５-０８１３・新潟県柏崎市南半田・みなみはんだ

　　９４５-０４０２・新潟県柏崎市宮川・みやがわ

　　９４５-１２４５・新潟県柏崎市宮川新田・みやがわしんでん

　　９４５-１４３４・新潟県柏崎市宮平・みやだいら

　　９４５-１１１７・新潟県柏崎市宮之窪・みやのくほﾞ

　　９４５-０８２７・新潟県柏崎市宮場町・みやはﾞちよう

　　９４５-０８２６・新潟県柏崎市元城町・もとしろちよう

　　９４５-１４３５・新潟県柏崎市森近・もりちか

　　９４５-１３５２・新潟県柏崎市安田・やすだ

　　９４５-０２１５・新潟県柏崎市矢田・やた

　　９４５-００２５・新潟県柏崎市柳田町・やなぎだちよう

　　９４５-０８３１・新潟県柏崎市柳橋町・やなぎはﾞしちよう

　　９４５-１１１６・新潟県柏崎市山口・やまぐち

　　９４９-３７２６・新潟県柏崎市山澗・やまだに

　　９４５-００７５・新潟県柏崎市大和町・やまとちよう

　　９４５-１４３７・新潟県柏崎市山室・やまむろ

　　９４５-００１３・新潟県柏崎市山本・やまもと

　　９４５-００４５・新潟県柏崎市豊町・ゆたかちよう

　　９４５-１１０６・新潟県柏崎市ゆりが丘・ゆりがおか

　　９４５-１４３３・新潟県柏崎市与板・よいた

　　９４５-１１０１・新潟県柏崎市横山・よこやま

　　９４５-０２１６・新潟県柏崎市吉井・よしい

　　９４９-３７２１・新潟県柏崎市吉井黒川・よしいくろかわ

　　９４５-０１１１・新潟県柏崎市与三・よそう

　　９４５-００４６・新潟県柏崎市四谷・よつや

　　９４５-０８４２・新潟県柏崎市米山台・よねやまだい

　　９４５-０８４３・新潟県柏崎市米山台東・よねやまだいひがじ

　　９４５-０８４４・新潟県柏崎市米山台西・よねやまだいにじ

　　９４９-３６７５・新潟県柏崎市米山町・よねやまちよう

　　９４５-１３４４・新潟県柏崎市両田尻・りようたじり

　　９４５-０８３３・新潟県柏崎市若葉町・わかはﾞちよう

　　９４９-３６７１・新潟県柏崎市蕨野・わらびの

　　９５７-００００・新潟県新発田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５９-２３１４・新潟県新発田市赤橋・あかいはﾞじ



　　９５７-００４５・新潟県新発田市荒川・あらかわ

　　９５９-２３１１・新潟県新発田市荒町・あらまち

　　９５９-２４４３・新潟県新発田市新屋敷・あらやしき

　　９５７-００８４・新潟県新発田市飯島甲・いいじまこう

　　９５７-００８５・新潟県新発田市飯島乙・いいじまおつ

　　９５７-００８６・新潟県新発田市飯島新田・いいじましんでん

　　９５９-２３２１・新潟県新発田市池ノ端・いけのはた

　　９５７-０３５３・新潟県新発田市石喜・いしき

　　９５７-００２１・新潟県新発田市五十公野・いじみの

　　９５７-００１３・新潟県新発田市板敷・いたじき

　　９５７-０３４４・新潟県新発田市板山・いたやま

　　９５９-２４０６・新潟県新発田市稲荷・いなり

　　９５７-０２０４・新潟県新発田市稲荷岡・いなりおか

　　９５７-００３５・新潟県新発田市丑首・うしくび

　　９５７-００４２・新潟県新発田市浦・うら

　　９５７-００４１・新潟県新発田市浦新田・うらしんでん

　　９５７-００３７・新潟県新発田市江口・えぐち

　　９５７-００４３・新潟県新発田市大崎・おおさき

　　９５７-００９１・新潟県新発田市太田新田・おおたしんでん

　　９５７-０４６５・新潟県新発田市大槻・おおつき

　　９５７-００５２・新潟県新発田市大手町・おおてまち

　　９５７-０３４７・新潟県新発田市大友・おおども

　　９５７-０２１７・新潟県新発田市大中島・おおなかじま

　　９５９-２４６１・新潟県新発田市大野・おおの

　　９５９-２４６３・新潟県新発田市岡島・おかじま

　　９５７-０３５６・新潟県新発田市岡田・おかだ

　　９５９-２３３３・新潟県新発田市岡屋敷・おかやしき

　　９５７-０２２４・新潟県新発田市小川・おがわ

　　９５９-２４７１・新潟県新発田市小国谷・おぐにだに

　　９５７-００６４・新潟県新発田市奥山新保・おくやましんほﾞ

　　９５９-２４０２・新潟県新発田市小島・おじま

　　９５９-２４３４・新潟県新発田市押廻・おしまわじ

　　９５７-０３４５・新潟県新発田市小戸・おど

　　９５９-２３２３・新潟県新発田市乙次・おとじ

　　９５７-００３１・新潟県新発田市小友・おども

　　９５７-００３４・新潟県新発田市小見・おみ

　　９５９-２４７６・新潟県新発田市貝塚・かいつﾞか

　　９５９-２４７２・新潟県新発田市貝屋・かいや

　　９５９-２３３６・新潟県新発田市加治万代・かじはﾞんだい

　　９５７-０２１２・新潟県新発田市片桐・かたぎり

　　９５９-２４７９・新潟県新発田市金沢・かなざわ

　　９５９-２４４１・新潟県新発田市金津・かなつﾞ

　　９５９-２４６４・新潟県新発田市金塚・かなつﾞか

　　９５７-００１４・新潟県新発田市金谷・かなや

　　９５９-２４７３・新潟県新発田市金山・かなやま

　　９５９-２４３１・新潟県新発田市釜杭・かまぐい

　　９５７-０４６４・新潟県新発田市上赤谷・かみあかたに

　　９５９-２５０１・新潟県新発田市上荒沢・かみあらさわ

　　９５９-２５１４・新潟県新発田市上石川・かみいしかわ

　　９５９-２４２１・新潟県新発田市上今泉・かみいまいずみ

　　９５７-０３３４・新潟県新発田市上楠川・かみくすがわ

　　９５９-２４５５・新潟県新発田市上小松・かみこまつ

　　９５７-０３３１・新潟県新発田市上三光・かみさんこう

　　９５９-２５０４・新潟県新発田市上寺内・かみじない

　　９５７-００２４・新潟県新発田市上新保・かみしんほﾞ

　　９５９-２４５２・新潟県新発田市上館・かみたて

　　９５７-００２５・新潟県新発田市上内竹・かみないだけ

　　９５９-２５２３・新潟県新発田市上中江・かみなかえ

　　９５７-００８１・新潟県新発田市上中沢・かみなかざわ

　　９５７-００４６・新潟県新発田市上中山・かみなかやま

　　９５７-０３４３・新潟県新発田市上羽津・かみはねつﾞ

　　９５９-２４０７・新潟県新発田市川口・かわぐち

　　９５９-２４３５・新潟県新発田市川尻・かわしり

　　９５９-２５２２・新潟県新発田市北中江・きたなかえ

　　９５７-００７４・新潟県新発田市北蓑口・きたみのぐち

　　９５９-２３０３・新潟県新発田市切梅・きりうめ

　　９５９-２５０２・新潟県新発田市熊出・くまいで

　　９５９-２５２１・新潟県新発田市蔵光・くらみつ

　　９５９-２５２７・新潟県新発田市黒岩・くろいわ

　　９５７-０００３・新潟県新発田市桑ノ口・くわのぐち



　　９５９-２５１２・新潟県新発田市小出・こいで

　　９５９-２４３７・新潟県新発田市高山寺・こうさんじ

　　９５９-２３１５・新潟県新発田市小坂・こさか

　　９５７-０２０２・新潟県新発田市古田・こだ

　　９５９-２４０１・新潟県新発田市湖南・こなん

　　９５７-０００７・新潟県新発田市小舟町・こふねちよう

　　９５９-２４７４・新潟県新発田市境・さかい

　　９５７-００８２・新潟県新発田市佐々木・ささき

　　９５９-２５１３・新潟県新発田市繁山・しげやま

　　９５７-００１１・新潟県新発田市島潟・しまがた

　　９５９-２３３１・新潟県新発田市下飯塚・しもいいつﾞか

　　９５９-２５１６・新潟県新発田市下石川・しもいしかわ

　　９５９-２４５７・新潟県新発田市下今泉・しもいまいずみ

　　９５７-０３３５・新潟県新発田市下楠川・しもくすがわ

　　９５７-００８３・新潟県新発田市下興野・しもこうや

　　９５９-２４７７・新潟県新発田市下小中山・しもこなかやま

　　９５９-２４５６・新潟県新発田市下小松・しもこまつ

　　９５９-２４７８・新潟県新発田市下坂町・しもさかまち

　　９５７-０３３６・新潟県新発田市下三光・しもさんこう

　　９５９-２５０５・新潟県新発田市下寺内・しもじない

　　９５９-２４０４・新潟県新発田市下城・しもじよう

　　９５７-００２３・新潟県新発田市下新保・しもしんほﾞ

　　９５７-０３５４・新潟県新発田市下高関・しもたかせき

　　９５７-００２６・新潟県新発田市下内竹・しもないだけ

　　９５９-２４５１・新潟県新発田市下中・しもなか

　　９５９-２５２４・新潟県新発田市下中江・しもなかえ

　　９５７-０２０３・新潟県新発田市下中沢・しもなかざわ

　　９５９-２３２２・新潟県新発田市下中ノ目・しもなかのめ

　　９５９-２５０３・新潟県新発田市下中山・しもなかやま

　　９５９-２４１７・新潟県新発田市下西山・しもにしやま

　　９５７-０３４１・新潟県新発田市下羽津・しもはねつﾞ

　　９５９-２４１４・新潟県新発田市下山田・しもやまだ

　　９５７-００５１・新潟県新発田市城北町・じようほくちよう

　　９５７-００６３・新潟県新発田市新栄町・しんえいちよう

　　９５７-００１７・新潟県新発田市新富町・しんとみちよう

　　９５９-２４４４・新潟県新発田市新保小路・しんほこうじ

　　９５９-２５１１・新潟県新発田市菅谷・すがたに

　　９５７-００８７・新潟県新発田市砂山・すなやま

　　９５９-２４１５・新潟県新発田市住田・すみだ

　　９５７-０２１５・新潟県新発田市住吉・すみよじ

　　９５７-００６１・新潟県新発田市住吉町・すみよしちよう

　　９５７-００５５・新潟県新発田市諏訪町・すわちよう

　　９５７-０２０５・新潟県新発田市関井・せきい

　　９５９-２４２２・新潟県新発田市関妻・せきつﾞま

　　９５９-２４３６・新潟県新発田市草荷・そうか

　　９５９-２４６５・新潟県新発田市相馬・そうま

　　９５７-００７１・新潟県新発田市曽根・そね

　　９５７-００５６・新潟県新発田市大栄町・だいえいちよう

　　９５９-２３０４・新潟県新発田市大伝・だいでん

　　９５７-０３３３・新潟県新発田市田貝・たがい

　　９５７-０２１３・新潟県新発田市高島・たかしま

　　９５９-２４２５・新潟県新発田市高田・たかだ

　　９５９-２５１８・新潟県新発田市滝・たき

　　９５９-２３８１・新潟県新発田市滝沢・たきざわ

　　９５７-０４６２・新潟県新発田市滝谷・たきだに

　　９５９-２３０１・新潟県新発田市竹ケ花・たけがはな

　　９５９-２３３７・新潟県新発田市竹俣万代・たけまたはﾞんだい

　　９５９-２３１２・新潟県新発田市太斎・ださい

　　９５９-２４４５・新潟県新発田市館野小路・たてのこうじ

　　９５７-００５３・新潟県新発田市中央町・ちゆうおうちよう

　　９５７-０２２１・新潟県新発田市長者館・ちようじやだて

　　９５９-２４０３・新潟県新発田市塚田・つかだ

　　９５９-２３３４・新潟県新発田市月岡・つきおか

　　９５９-２３３８・新潟県新発田市月岡温泉・つきおかおんせん

　　９５７-０３５５・新潟県新発田市敦賀・つるが

　　９５９-２４７５・新潟県新発田市寺尾・てらお

　　９５９-２３２５・新潟県新発田市天王・てんのう

　　９５９-２３０５・新潟県新発田市戸板沢・といたざわ

　　９５７-０００１・新潟県新発田市道賀・どうが

　　９５７-００１５・新潟県新発田市東新町・とうしんちよう



　　９５９-２４６２・新潟県新発田市戸野港・とのみなと

　　９５７-０２０７・新潟県新発田市富島・とみじま

　　９５７-００６２・新潟県新発田市富塚町・とみつかちよう

　　９５７-０３３２・新潟県新発田市虎丸・とらまる

　　９５７-００９２・新潟県新発田市鳥穴・とりあな

　　９５９-２５１５・新潟県新発田市中川・なかがわ

　　９５９-２５２５・新潟県新発田市中倉・なかくら

　　９５７-０２１４・新潟県新発田市中島・なかじま

　　９５７-０２２３・新潟県新発田市長島・ながしま

　　９５７-００６７・新潟県新発田市中曽根町・なかそねちよう

　　９５７-０００６・新潟県新発田市中田町・なかたちよう

　　９５９-２４６８・新潟県新発田市中俵・なかたわら

　　９５９-２５２６・新潟県新発田市中妻・なかつﾞま

　　９５７-０４６１・新潟県新発田市中々山・なかなかやま

　　９５７-０２２２・新潟県新発田市中野・なかの

　　９５９-２３２９・新潟県新発田市中ノ目新田・なかのめしんでん

　　９５７-０００５・新潟県新発田市長畑・ながはﾞたけ

　　９５７-０００２・新潟県新発田市中谷内・なかやち

　　９５９-２４１６・新潟県新発田市西浦・にしうら

　　９５７-００５８・新潟県新発田市西園町・にしぞのちよう

　　９５７-０００４・新潟県新発田市西名柄・にしながら

　　９５７-０３５７・新潟県新発田市西姫田・にしひめだ

　　９５７-００７５・新潟県新発田市西蓑口・にしみのぐち

　　９５７-００７６・新潟県新発田市西宮内・にしみやうち

　　９５９-２４３２・新潟県新発田市二本木・にほんぎ

　　９５９-２４０５・新潟県新発田市野中・のなか

　　９５７-００７７・新潟県新発田市則清・のりきよ

　　９５７-００７８・新潟県新発田市則清新田・のりきよしんでん

　　９５９-２３２８・新潟県新発田市乗廻・のりまわじ

　　９５９-２４１３・新潟県新発田市箱岩・はこいわ

　　９５９-２４５４・新潟県新発田市早道場・はやみちはﾞ

　　９５９-２３３２・新潟県新発田市万代・はﾞんだい

　　９５７-０４６３・新潟県新発田市東赤谷・ひがしあかたに

　　９５７-００１２・新潟県新発田市東塚ノ目・ひがしつかのめ

　　９５７-０３５１・新潟県新発田市東姫田・ひがしひめだ

　　９５９-２５２８・新潟県新発田市東宮内・ひがしみやうち

　　９５７-０２３５・新潟県新発田市人橋・ひとはﾞじ

　　９５９-２４１２・新潟県新発田市平山・ひらやま

　　９５７-００７２・新潟県新発田市日渡・ひわたじ

　　９５７-０２０６・新潟県新発田市福岡・ふくおか

　　９５９-２３２７・新潟県新発田市福島・ふくじま

　　９５９-２３１３・新潟県新発田市藤掛・ふじかけ

　　９５７-０２３１・新潟県新発田市藤塚浜・ふじつかはま

　　９５９-２３０２・新潟県新発田市二ツ堂・ふたつどう

　　９５７-０２３４・新潟県新発田市二ツ山・ふたつやま

　　９５７-００６６・新潟県新発田市舟入・ふないり

　　９５７-００６５・新潟県新発田市舟入町・ふねいりちよう

　　９５９-２５１７・新潟県新発田市麓・ふもと

　　９５９-２４３３・新潟県新発田市古川・ふるかわ

　　９５９-２４０９・新潟県新発田市古楯・ふるたて

　　９５７-００２２・新潟県新発田市古寺・ふるてら

　　９５７-００４７・新潟県新発田市法正橋・ほうじようはﾞじ

　　９５９-２３３５・新潟県新発田市本田・ほんだ

　　９５７-００５４・新潟県新発田市本町・ほんちよう

　　９５７-０３４２・新潟県新発田市本間新田・ほんましんでん

　　９５７-００４４・新潟県新発田市松岡・まつおか

　　９５７-０２０１・新潟県新発田市真中・まなか

　　９５７-０２３３・新潟県新発田市真野原・まのはら

　　９５７-０２３２・新潟県新発田市真野原外・まのはらそと

　　９５７-００７３・新潟県新発田市弓越・みこじ

　　９５９-２５０７・新潟県新発田市溝足・みずおじ

　　９５７-００４８・新潟県新発田市瑞波・みずなみ

　　９５９-２４５３・新潟県新発田市三日市・みつかいち

　　９５９-２３２６・新潟県新発田市三ツ椡・みつくぬぎ

　　９５７-００１８・新潟県新発田市緑町・みどりちよう

　　９５７-０３５２・新潟県新発田市南楯・みなみたて

　　９５７-０２１６・新潟県新発田市南成田・みなみなりた

　　９５７-０３４６・新潟県新発田市宮古木・みやこぎ

　　９５７-０２２６・新潟県新発田市宮吉・みやよじ

　　９５７-００５７・新潟県新発田市御幸町・みゆきちよう



　　９５９-２４４２・新潟県新発田市茗荷谷・みようがたに

　　９５７-００２７・新潟県新発田市六日町・むいかまち

　　９５９-２４２６・新潟県新発田市向中条・むかいなかじよう

　　９５７-０２３６・新潟県新発田市元郷・もとごう

　　９５７-０４６６・新潟県新発田市山内・やまうち

　　９５７-００２８・新潟県新発田市山崎・やまざき

　　９５７-００３３・新潟県新発田市八幡・やわた

　　９５７-００３２・新潟県新発田市八幡新田・やわたしんでん

　　９５７-００１６・新潟県新発田市豊町・ゆたかちよう

　　９５９-２４１１・新潟県新発田市横岡・よこおか

　　９５９-２５０６・新潟県新発田市横山・よこやま

　　９５９-２３２４・新潟県新発田市吉浦・よしうら

　　９５９-２４０８・新潟県新発田市吉田・よしだ

　　９５７-００３６・新潟県新発田市米倉・よねくら

　　９５７-０２２５・新潟県新発田市米子・よねこ

　　９４７-００００・新潟県小千谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４７-０００５・新潟県小千谷市旭町・あさひちよう

　　９４９-８７２８・新潟県小千谷市池ケ原・いけがはら

　　９４９-８７２７・新潟県小千谷市池中新田・いけなかしんでん

　　９４７-００２５・新潟県小千谷市稲荷町・いなりまち

　　９４９-８７２４・新潟県小千谷市岩沢・いわさわ

　　９４７-００２６・新潟県小千谷市上ノ山・うえのやま

　　９４７-０００１・新潟県小千谷市浦柄・うらがら

　　９４７-０１０１・新潟県小千谷市片貝町・かたかいまち

　　９４７-０１０３・新潟県小千谷市片貝山屋町・かたかいやまやちよう

　　９４７-００１３・新潟県小千谷市上片貝・かみがたかい

　　９４９-８７２２・新潟県小千谷市川井・かわい

　　９４９-８７２３・新潟県小千谷市川井新田・かわいしんでん

　　９４７-００４５・新潟県小千谷市鴻巣町・こうのすちよう

　　９４７-０２１１・新潟県小千谷市小栗山・こぐりやま

　　９４７-００４１・新潟県小千谷市小粟田・こわだ

　　９４７-００１１・新潟県小千谷市栄町・さかえちよう

　　９４７-００３５・新潟県小千谷市桜町・さくらまち

　　９４７-００５１・新潟県小千谷市三仏生・さんぶしよう

　　９４７-０２１３・新潟県小千谷市塩谷・しおだに

　　９４９-８７２１・新潟県小千谷市塩殿・しおどの

　　９４７-００２８・新潟県小千谷市城内・じようない

　　９４７-０１０２・新潟県小千谷市高梨町・たかなしちよう

　　９４７-００５２・新潟県小千谷市千谷・ちや

　　９４７-００５３・新潟県小千谷市千谷川・ちやがわ

　　９４７-００３１・新潟県小千谷市土川・つちかわ

　　９４７-００４４・新潟県小千谷市坪野・つほﾞの

　　９４７-０００４・新潟県小千谷市東栄・とうえい

　　９４７-００３３・新潟県小千谷市時水・ときみず

　　９４７-００１４・新潟県小千谷市西中・にしなか

　　９４７-００１８・新潟県小千谷市西吉谷・にしよしだに

　　９４７-０００３・新潟県小千谷市ひ生・ひう

　　９４７-００１７・新潟県小千谷市東吉谷・ひがしよしだに

　　９４７-００２３・新潟県小千谷市日吉・ひよじ

　　９４７-００４２・新潟県小千谷市平沢・ひらさわ

　　９４７-００４２・新潟県小千谷市平沢新田・ひらさわしんでん

　　９４７-００２４・新潟県小千谷市船岡・ふなおか

　　９４７-００２７・新潟県小千谷市平成・へいせい

　　９４９-８７２５・新潟県小千谷市豊久新田・ほうきゆうしんでん

　　９４７-００２１・新潟県小千谷市本町・ほんちよう

　　９４９-８７２６・新潟県小千谷市真人町・まつとちよう

　　９４７-０２１２・新潟県小千谷市南荷頃・みなみにごろ

　　９４７-００２２・新潟県小千谷市元町・もとまち

　　９４７-００１５・新潟県小千谷市谷内・やち

　　９４７-００３２・新潟県小千谷市薮川・やぶかわ

　　９４７-００１２・新潟県小千谷市山本・やまもと

　　９４７-００４３・新潟県小千谷市山谷・やまや

　　９４７-０００２・新潟県小千谷市横渡・よこわたじ

　　９４７-００１６・新潟県小千谷市四ツ子・よつこ

　　９４７-００３４・新潟県小千谷市両新田・りようしんでん

　　９４７-００５４・新潟県小千谷市若葉・わかはﾞ

　　９５９-１３００・新潟県加茂市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５９-１３２６・新潟県加茂市青海町・あおみちよう

　　９５９-１３２４・新潟県加茂市赤谷・あかたに

　　９５９-１３５６・新潟県加茂市秋房・あきふさ



　　９５９-１３８３・新潟県加茂市旭町・あさひちよう

　　９５９-１３１２・新潟県加茂市石川・いしかわ

　　９５９-１３０６・新潟県加茂市鵜森・うのもり

　　９５９-１３０３・新潟県加茂市後須田・うらすだ

　　９５９-１３７８・新潟県加茂市駅前・えきまえ

　　９５９-１３７７・新潟県加茂市岡ノ町・おかのまち

　　９５９-１３２２・新潟県加茂市学校町・がつこうちよう

　　９５９-１３４３・新潟県加茂市上大谷・かみおおたに

　　９５９-１３４７・新潟県加茂市上高柳・かみたかやなぎ

　　９５９-１３４２・新潟県加茂市上土倉・かみつちくら

　　９５９-１３５２・新潟県加茂市上町・かみまち

　　９５９-１３１１・新潟県加茂市加茂新田・かもしんでん

　　９５９-１３０１・新潟県加茂市北潟・きたがた

　　９５９-１３２１・新潟県加茂市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　９５９-１３３６・新潟県加茂市黒水・くろみず

　　９５９-１３６１・新潟県加茂市下条・げじよう

　　９５９-１３７１・新潟県加茂市穀町・こくちよう

　　９５９-１３０２・新潟県加茂市五反田・ごたんだ

　　９５９-１３８４・新潟県加茂市寿町・ことぶきちよう

　　９５９-１３７５・新潟県加茂市小橋・こはﾞじ

　　９５９-１３５３・新潟県加茂市五番町・ごはﾞんちよう

　　９５９-１３１３・新潟県加茂市幸町・さいわいちよう

　　９５９-１３８２・新潟県加茂市栄町・さかえちよう

　　９５９-１３５７・新潟県加茂市桜沢・さくらざわ

　　９５９-１３６３・新潟県加茂市芝野・しはﾞの

　　９５９-１３４４・新潟県加茂市下大谷・しもおおたに

　　９５９-１３４６・新潟県加茂市下高柳・しもたかやなぎ

　　９５９-１３４１・新潟県加茂市下土倉・しもつちくら

　　９５９-１３３２・新潟県加茂市上条・じようじよう

　　９５９-１３８１・新潟県加茂市新栄町・しんえいちよう

　　９５９-１３２８・新潟県加茂市陣ケ峰・じんがみね

　　９５９-１３５４・新潟県加茂市新町・しんまち

　　９５９-１３２５・新潟県加茂市神明町・しんめいちよう

　　９５９-１３０５・新潟県加茂市砂押新田・すなおししんでん

　　９５９-１３３４・新潟県加茂市狭口・せはﾞぐち

　　９５９-１３２７・新潟県加茂市千刈・せんがり

　　９５９-１３８５・新潟県加茂市大郷町・だいごうちよう

　　９５９-１３８７・新潟県加茂市高須町・たかすちよう

　　９５９-１３０７・新潟県加茂市田中新田・たなかしんでん

　　９５９-１３１５・新潟県加茂市天神林・てんじんはﾞやじ

　　９５９-１３４５・新潟県加茂市中大谷・なかおおたに

　　９５９-１３３５・新潟県加茂市長谷・ながたに

　　９５９-１３５１・新潟県加茂市仲町・なかまち

　　９５９-１３７６・新潟県加茂市中村・なかむら

　　９５９-１３３７・新潟県加茂市西山・にしやま

　　９５９-１３１４・新潟県加茂市番田・はﾞんでん

　　９５９-１３７２・新潟県加茂市本町・ほんちよう

　　９５９-１３０４・新潟県加茂市前須田・まえすだ

　　９５９-１３７３・新潟県加茂市松坂町・まつさかちよう

　　９５９-１３３１・新潟県加茂市皆川・みながわ

　　９５９-１３２３・新潟県加茂市都ケ丘・みやこがおか

　　９５９-１３４８・新潟県加茂市宮寄上・みやよりかみ

　　９５９-１３７４・新潟県加茂市矢立・やたて

　　９５９-１３８６・新潟県加茂市柳町・やなぎちよう

　　９５９-１３１６・新潟県加茂市山島新田・やまじましんでん

　　９５９-１３３３・新潟県加茂市八幡・やわた

　　９５９-１３６２・新潟県加茂市横江・よこえ

　　９５９-１３５５・新潟県加茂市若宮町・わかみやちよう

　　９４８-００００・新潟県十日町市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４２-１５４３・新潟県十日町市会沢・あいさわ

　　９４８-００４６・新潟県十日町市明石町・あかしちよう

　　９４８-０２１３・新潟県十日町市赤谷・あかたに

　　９４８-００４５・新潟県十日町市麻畑・あさはﾞたけ

　　９４８-００７９・新潟県十日町市旭町・あさひちよう

　　９４２-１５３１・新潟県十日町市莇平・あざみひら

　　９４９-８５４４・新潟県十日町市当間・あてま

　　９４９-８５３１・新潟県十日町市天池・あまいけ

　　９４９-８４４５・新潟県十日町市新里・あらさと

　　９４８-０１２１・新潟県十日町市新町新田・あらまちしんでん

　　９４９-８４１４・新潟県十日町市荒屋・あらや



　　９４９-８５０２・新潟県十日町市新屋敷・あらやしき

　　９４９-８５６２・新潟県十日町市安養寺・あんようじ

　　９４９-８５４１・新潟県十日町市池沢・いけざわ

　　９４２-１５２５・新潟県十日町市池尻・いけじり

　　９４９-８５３２・新潟県十日町市池之尻・いけのしり

　　９４２-１５１５・新潟県十日町市池之畑・いけのはた

　　９４８-００６２・新潟県十日町市泉町・いずみちよう

　　９４８-０１３１・新潟県十日町市伊勢平治・いせへいじ

　　９４９-８４２２・新潟県十日町市市之越・いちのこじ

　　９４８-０１０１・新潟県十日町市稲葉・いなはﾞ

　　９４８-００７３・新潟県十日町市稲荷町（３丁目本通り）・いなりちよう

　　９４８-００７３・新潟県十日町市稲荷町一丁目・いなりちよういつちようめ

　　９４８-００７３・新潟県十日町市稲荷町二丁目・いなりちようにちようめ

　　９４８-００９１・新潟県十日町市稲荷町三丁目・いなりちようさんちようめ

　　９４８-００９２・新潟県十日町市稲荷町三丁目北・いなりちようさんちようめきた

　　９４８-００７３・新潟県十日町市稲荷町三丁目東・いなりちようさんちようめひがじ

　　９４８-００９３・新潟県十日町市稲荷町三丁目南・いなりちようさんちようめみなみ

　　９４８-００７３・新潟県十日町市稲荷町三丁目本通り・さんちようめほんどおり

　　９４８-００７３・新潟県十日町市稲荷町四丁目・いなりちようよんちようめ

　　９４８-００７３・新潟県十日町市稲荷町西・いなりちようにじ

　　９４２-１５０４・新潟県十日町市犬伏・いぬぶじ

　　９４９-８４４１・新潟県十日町市芋川・いもがわ

　　９４９-８４２１・新潟県十日町市芋川新田・いもがわしんでん

　　９４９-８４０５・新潟県十日町市芋沢・いもざわ

　　９４８-０２１２・新潟県十日町市岩瀬・いわせ

　　９４８-０１２２・新潟県十日町市上野・うえの

　　９４２-１３４２・新潟県十日町市浦田・うらだ

　　９４９-８５３３・新潟県十日町市漆島・うるしじま

　　９４９-８４０１・新潟県十日町市上山・うわやま

　　９４８-００８８・新潟県十日町市駅通り・えきどおり

　　９４８-００１４・新潟県十日町市江道・えどう

　　９４８-００１８・新潟県十日町市大池・おおいけ

　　９４９-８５５５・新潟県十日町市大石・おおいじ

　　９４８-０２１１・新潟県十日町市大倉・おおくら

　　９４９-８５２１・新潟県十日町市大黒沢・おおぐろさわ

　　９４８-０３０５・新潟県十日町市大白倉・おおじらくら

　　９４９-８５２４・新潟県十日町市太田島・おおたじま

　　９４８-０１３３・新潟県十日町市沖立・おきだて

　　９４８-０００８・新潟県十日町市尾崎・おさき

　　９４２-１５０５・新潟県十日町市苧島・おのしま

　　９４２-１５１１・新潟県十日町市海老・かいろう

　　９４８-００８６・新潟県十日町市加賀糸屋町・かがいとやちよう

　　９４９-８４３５・新潟県十日町市角間・かくま

　　９４８-００５７・新潟県十日町市春日町・かすがちよう

　　９４２-１５０２・新潟県十日町市片桐山・かたぎりやま

　　９４８-００２２・新潟県十日町市学校町・がつこうちよう

　　９４９-８４０２・新潟県十日町市桂・かつら

　　９４８-０１３４・新潟県十日町市上新井・かみあらい

　　９４８-００２９・新潟県十日町市上川町・かみかわちよう

　　９４９-８６０２・新潟県十日町市上組・かみぐみ

　　９４８-００９４・新潟県十日町市上島・かみじま

　　９４２-１５３４・新潟県十日町市蒲生・かもう

　　９４８-００３８・新潟県十日町市河内町・かわうちちよう

　　９４８-００３６・新潟県十日町市川治・かわじ

　　９４８-００３５・新潟県十日町市川治下町・かわじしもちよう

　　９４８-００１３・新潟県十日町市川原町・かわはらちよう

　　９４８-０３０４・新潟県十日町市木落・きおとじ

　　９４９-８４１９・新潟県十日町市桔梗原・ききようはら

　　９４８-０１０５・新潟県十日町市北鐙坂・きたあぶざか

　　９４８-００４１・新潟県十日町市北新田・きたしんでん

　　９４２-１５３６・新潟県十日町市儀明・ぎみよう

　　９４２-１５４１・新潟県十日町市桐山・きりやま

　　９４２-１３５２・新潟県十日町市木和田原・きわだはら

　　９４９-８４３２・新潟県十日町市倉下・くらした

　　９４９-８４１２・新潟県十日町市倉俣・くらまた

　　９４９-８５４３・新潟県十日町市鍬柄沢・くわがらざわ

　　９４９-８６０３・新潟県十日町市下条・げじよう

　　９４９-８５４２・新潟県十日町市源田・げんた

　　９４２-１５２３・新潟県十日町市小荒戸・こあらと

　　９４２-１５３８・新潟県十日町市小池・こいけ



　　９４８-０１０３・新潟県十日町市小泉・こいずみ

　　９４９-８４３３・新潟県十日町市小出・こいで

　　９４９-８４１６・新潟県十日町市高道山・こうみちやま

　　９４９-８５２７・新潟県十日町市小黒沢・こぐろさわ

　　９４８-０００１・新潟県十日町市五軒新田・ごけんしんでん

　　９４８-０２１９・新潟県十日町市越ケ沢・こしがさわ

　　９４８-０３０６・新潟県十日町市小白倉・こじらくら

　　９４８-００５１・新潟県十日町市寿町・ことぶきちよう

　　９４８-０１２５・新潟県十日町市小根岸・こねぎじ

　　９４９-８４０９・新潟県十日町市小原・こはら

　　９４２-１５１４・新潟県十日町市小屋丸・こやまる

　　９４８-０２１８・新潟県十日町市小脇・こわき

　　９４９-８４３６・新潟県十日町市西方・さいほう

　　９４９-８５２５・新潟県十日町市幸町・さいわいちよう

　　９４８-００６８・新潟県十日町市栄町・さかえちよう

　　９４８-００５８・新潟県十日町市桜木町・さくらぎちよう

　　９４８-０１１２・新潟県十日町市真田乙・さなだおつ

　　９４８-０１１１・新潟県十日町市真田甲・さなだこう

　　９４８-０１１３・新潟県十日町市真田丁・さなだてい

　　９４８-０１１４・新潟県十日町市真田丙・さなだへい

　　９４８-００１５・新潟県十日町市猿倉・さるくら

　　９４８-０１２４・新潟県十日町市三領・さんりよう

　　９４８-０００２・新潟県十日町市三和町・さんわちよう

　　９４８-００３９・新潟県十日町市塩ノ又・しおのまた

　　９４８-００９５・新潟県十日町市下島・したじま

　　９４８-０１２３・新潟県十日町市下平新田・しただいらしんでん

　　９４８-００８４・新潟県十日町市七軒町・しちけんちよう

　　９４２-１５４２・新潟県十日町市清水・しみず

　　９４８-０００４・新潟県十日町市下川原町・しもがわらちよう

　　９４９-８６０４・新潟県十日町市下組・しもぐみ

　　９４８-０１４１・新潟県十日町市霜条・しもじよう

　　９４９-８４４２・新潟県十日町市重地・じゆうじ

　　９４８-００６１・新潟県十日町市昭和町・しようわちよう

　　９４９-８４２７・新潟県十日町市白羽毛・しらはけ

　　９４９-８６１２・新潟県十日町市新座乙・しんざおつ

　　９４８-００１２・新潟県十日町市新座（第１、２）・しんざ(だい１､２)

　　９４８-００１１・新潟県十日町市新座（第３、４）・しんざ(だい３､４)

　　９４９-８５２６・新潟県十日町市新宮・しんみや

　　９４８-００２５・新潟県十日町市神明町・しんめいちよう

　　９４２-１５２１・新潟県十日町市菅刈・すがかり

　　９４９-８５６１・新潟県十日町市姿・すがた

　　９４８-００１７・新潟県十日町市菅沼・すがぬま

　　９４８-００７６・新潟県十日町市住吉町・すみよしちよう

　　９４８-００２４・新潟県十日町市諏訪町・すわちよう

　　９４９-８４４４・新潟県十日町市清田山・せいだやま

　　９４８-００８７・新潟県十日町市関口樋口町・せきぐちひぐちちよう

　　９４８-００３２・新潟県十日町市関根・せきね

　　９４２-１５３２・新潟県十日町市仙納・せんのう

　　９４２-１５２７・新潟県十日町市太平・たいへい

　　９４８-０２１７・新潟県十日町市高倉・たかくら

　　９４８-０１０７・新潟県十日町市高島・たかしま

　　９４８-００５６・新潟県十日町市高田町（６丁目）・たかだちよう(６)

　　９４８-００６３・新潟県十日町市高田町一丁目・たかだちよういつちようめ

　　９４８-００６４・新潟県十日町市高田町二丁目・たかだちようにちようめ

　　９４８-００６５・新潟県十日町市高田町三丁目・たかだちようさんちようめ

　　９４８-００６５・新潟県十日町市高田町三丁目西・たかだちようさんちようめにじ

　　９４８-００６５・新潟県十日町市高田町三丁目南・たかだちようさんちようめみなみ

　　９４８-００５６・新潟県十日町市高田町四丁目・たかだちようよんちようめ

　　９４８-００５６・新潟県十日町市高田町五丁目・たかだちようごちようめ

　　９４８-００５６・新潟県十日町市高田町六丁目・たかだちようろくちようめ

　　９４９-８４２３・新潟県十日町市鷹羽・たかはﾞ

　　９４８-０１３６・新潟県十日町市高原田・たかはらだ

　　９４８-００５５・新潟県十日町市高山・たかやま

　　９４８-００２１・新潟県十日町市田川町・たがわちよう

　　９４２-１５０１・新潟県十日町市滝沢・たきざわ

　　９４２-１３５６・新潟県十日町市竹所・たけところ

　　９４９-８４０３・新潟県十日町市田沢本村・たざわほんそん

　　９４９-８４１３・新潟県十日町市田代・たしろ

　　９４９-８５２２・新潟県十日町市伊達・だて

　　９４８-００４７・新潟県十日町市城之古・たてのこじ



　　９４８-０２１５・新潟県十日町市田戸・たど

　　９４９-８４０７・新潟県十日町市田中・たなか

　　９４８-００２８・新潟県十日町市田中町西・たなかちようにじ

　　９４８-００２８・新潟県十日町市田中町東・たなかちようひがじ

　　９４８-００２８・新潟県十日町市田中町本通り・たなかちようほんどおり

　　９４２-１５３３・新潟県十日町市田野倉・たのくら

　　９４９-８５５６・新潟県十日町市珠川・たまがわ

　　９４８-００４４・新潟県十日町市田麦・たむぎ

　　９４８-０１０４・新潟県十日町市樽沢・たるさわ

　　９４２-１５２４・新潟県十日町市千年・ちとせ

　　９４８-００６７・新潟県十日町市千歳町・ちとせちよう

　　９４８-００７８・新潟県十日町市千代田町・ちよだちよう

　　９４８-００１６・新潟県十日町市津池・ついけ

　　９４８-００５４・新潟県十日町市塚原町・つかはらちよう

　　９４９-８４３１・新潟県十日町市土倉・つちくら

　　９４８-０１４５・新潟県十日町市坪山・つほﾞやま

　　９４８-００３７・新潟県十日町市妻有町・つまりちよう

　　９４８-０１４６・新潟県十日町市鶴吉・つるよじ

　　９４８-０３０３・新潟県十日町市寺ケ崎・てらがさき

　　９４２-１５３７・新潟県十日町市寺田・てらだ

　　９４９-８５２３・新潟県十日町市土市・どいち

　　９４２-１３５１・新潟県十日町市峠・とうげ

　　９４８-０１４２・新潟県十日町市東善寺・とうぜんじ

　　９４８-００１９・新潟県十日町市十日町赤倉・とおかまちあかくら

　　９４９-８４１５・新潟県十日町市通り山・とおりやま

　　９４８-０１３２・新潟県十日町市友重・ともしげ

　　９４２-１５０６・新潟県十日町市中子・なかご

　　９４９-８５５２・新潟県十日町市中在家・なかざいけ

　　９４９-８４４３・新潟県十日町市中里下山・なかさとしもやま

　　９４９-８６１６・新潟県十日町市中条乙・なかじようおつ

　　９４９-８６１３・新潟県十日町市中条庚・なかじようかのえ

　　９４９-８６１７・新潟県十日町市中条己・なかじようき

　　９４９-８６１５・新潟県十日町市中条甲・なかじようこう

　　９４９-８６１１・新潟県十日町市中条丁・なかじようてい

　　９４９-８６１４・新潟県十日町市中条丙・なかじようへい

　　９４９-８６１８・新潟県十日町市中条戊・なかじようほﾞ

　　９４８-０２１４・新潟県十日町市中仙田・なかせんだ

　　９４８-００４２・新潟県十日町市中村・なかむら

　　９４８-０１３５・新潟県十日町市中屋敷・なかやしき

　　９４９-８５５４・新潟県十日町市南雲・なぐも

　　９４２-１５３５・新潟県十日町市名平・なびろう

　　９４２-１３５５・新潟県十日町市奈良立・ならだて

　　９４８-００７４・新潟県十日町市西浦町西・にしうらちようにじ

　　９４８-００７４・新潟県十日町市西浦町東・にしうらちようひがじ

　　９４８-００５３・新潟県十日町市錦町・にしきちよう

　　９４９-８４３７・新潟県十日町市西田尻・にしたじり

　　９４８-００８５・新潟県十日町市西寺町・にしでらちよう

　　９４８-００７２・新潟県十日町市西本町・にしほんちよう

　　９４８-０３０２・新潟県十日町市仁田・にた

　　９４９-８４０４・新潟県十日町市如来寺・によらいじ

　　９４８-０３０１・新潟県十日町市野口・のぐち

　　９４９-８５４５・新潟県十日町市野中・のなか

　　９４８-００７１・新潟県十日町市八幡田町・はちまんだちよう

　　９４８-００３３・新潟県十日町市八箇・はつか

　　９４９-８５５１・新潟県十日町市馬場・はﾞはﾞ

　　９４９-８４４６・新潟県十日町市原町・はらまち

　　９４９-８６０１・新潟県十日町市東下組・ひがししもぐみ

　　９４９-８４２４・新潟県十日町市東田沢・ひがしたざわ

　　９４９-８４２５・新潟県十日町市東田尻・ひがしたじり

　　９４９-８４０８・新潟県十日町市干溝・ひみぞ

　　９４２-１３５４・新潟県十日町市福島・ふくじま

　　９４８-００６６・新潟県十日町市袋町中・ふくろちようなか

　　９４８-００６６・新潟県十日町市袋町西・ふくろちようにじ

　　９４８-００６６・新潟県十日町市袋町東・ふくろちようひがじ

　　９４８-００３４・新潟県十日町市二ツ屋・ふたつや

　　９４８-００４９・新潟県十日町市船坂・ふなざか

　　９４９-８４１７・新潟県十日町市朴木沢・ほきざわ

　　９４９-８５３４・新潟県十日町市細尾・ほそお

　　９４９-８４２６・新潟県十日町市程島・ほとじま

　　９４９-８５０４・新潟県十日町市堀之内・ほりのうち



　　９４８-０００３・新潟県十日町市本町（７丁目）・ほんちよう(７)

　　９４８-００８３・新潟県十日町市本町一丁目上・ほんちよういつちようめかみ

　　９４８-００８３・新潟県十日町市本町一丁目下・ほんちよういつちようめしも

　　９４８-００８２・新潟県十日町市本町二丁目・ほんちようにちようめ

　　９４８-００８２・新潟県十日町市本町三丁目・ほんちようさんちようめ

　　９４８-００８２・新潟県十日町市本町四丁目・ほんちようよんちようめ

　　９４８-００８１・新潟県十日町市本町五丁目・ほんちようごちようめ

　　９４８-０００３・新潟県十日町市本町六の一丁目・ろくのいつちようめ

　　９４８-０００３・新潟県十日町市本町六の二丁目・ろくのにちようめ

　　９４８-０００３・新潟県十日町市本町六の三丁目・ろくのさんちようめ

　　９４８-００８３・新潟県十日町市本町西一丁目・ほんちようにしいつちようめ

　　９４８-００８３・新潟県十日町市本町東一丁目・ひがしいつちようめ

　　９４２-１５２６・新潟県十日町市松代・まつだい

　　９４２-１５１３・新潟県十日町市松代下山・まつだいしもやま

　　９４２-１５２２・新潟県十日町市松代田沢・まつだいたざわ

　　９４２-１５１２・新潟県十日町市松代東山・まつだいひがしやま

　　９４２-１４０６・新潟県十日町市松之山・まつのやま

　　９４２-１４２３・新潟県十日町市松之山赤倉・まつのやまあかくら

　　９４２-１４３５・新潟県十日町市松之山天水越・まつのやまあまみずこじ

　　９４２-１４３４・新潟県十日町市松之山天水島・まつのやまあまみずしま

　　９４２-１４０４・新潟県十日町市松之山新山・まつのやまあらやま

　　９４２-１４２１・新潟県十日町市松之山五十子平・まつのやまいがごだいら

　　９４２-１４１７・新潟県十日町市松之山猪之名・まつのやまいのみよう

　　９４２-１４０３・新潟県十日町市松之山大荒戸・まつのやまおおあらと

　　９４２-１４２６・新潟県十日町市松之山上鰕池・まつのやまかみえびいけ

　　９４２-１４１５・新潟県十日町市松之山観音寺・まつのやまかんのんじ

　　９４２-１３４１・新潟県十日町市松之山黒倉・まつのやまくろくら

　　９４２-１４０２・新潟県十日町市松之山小谷・まつのやまこたに

　　９４２-１４１６・新潟県十日町市松之山坂下・まつのやまさかのした

　　９４２-１４１３・新潟県十日町市松之山沢口・まつのやまさわぐち

　　９４２-１４２５・新潟県十日町市松之山下鰕池・まつのやましもえびいけ

　　９４２-１４２２・新潟県十日町市松之山坪野・まつのやまつほﾞの

　　９４２-１４１８・新潟県十日町市松之山藤内名・まつのやまとないみよう

　　９４２-１４２８・新潟県十日町市松之山中尾・まつのやまなかお

　　９４２-１４１９・新潟県十日町市松之山橋詰・まつのやまはしつﾞめ

　　９４２-１４２７・新潟県十日町市松之山東川・まつのやまひがしかわ

　　９４２-１４２４・新潟県十日町市松之山東山・まつのやまひがしやま

　　９４２-１４０５・新潟県十日町市松之山光間・まつのやまひかるま

　　９４２-１４２９・新潟県十日町市松之山藤倉・まつのやまふじくら

　　９４２-１４１４・新潟県十日町市松之山古戸・まつのやまふると

　　９４２-１４１１・新潟県十日町市松之山松口・まつのやままつぐち

　　９４２-１４１２・新潟県十日町市松之山三桶・まつのやまみおけ

　　９４２-１４０１・新潟県十日町市松之山水梨・まつのやまみずなじ

　　９４２-１４３２・新潟県十日町市松之山湯本・まつのやまゆもと

　　９４２-１４３１・新潟県十日町市松之山湯山・まつのやまゆやま

　　９４８-００７５・新潟県十日町市丸山町・まるやまちよう

　　９４９-８５５８・新潟県十日町市水沢・みずさわ

　　９４９-８５５７・新潟県十日町市水沢市之沢・みずさわいちのさわ

　　９４８-００２６・新潟県十日町市水野町・みずのちよう

　　９４８-０１４４・新潟県十日町市水口沢・みなくちざわ

　　９４８-０１０６・新潟県十日町市南鐙坂・みなみあぶざか

　　９４８-０００５・新潟県十日町市南新田町・みなみしんでんちよう

　　９４９-８４１８・新潟県十日町市宮沢・みやざわ

　　９４８-００２３・新潟県十日町市宮下町西・みやしたちようにじ

　　９４８-００２３・新潟県十日町市宮下町東・みやしたちようひがじ

　　９４９-８５０５・新潟県十日町市宮中・みやなか

　　９４８-００５２・新潟県十日町市美雪町・みゆきちよう

　　９４９-８４３４・新潟県十日町市葎沢・むぐらさわ

　　９４８-０２１６・新潟県十日町市室島・むろじま

　　９４２-１３５３・新潟県十日町市室野・むろの

　　９４２-１５０３・新潟県十日町市孟地・もうち

　　９４９-８５０３・新潟県十日町市本屋敷・もとやしき

　　９４８-００４８・新潟県十日町市谷内丑・やちうじ

　　９４９-８４０６・新潟県十日町市山崎・やまざき

　　９４８-０１４３・新潟県十日町市山野田・やまのた

　　９４８-００３１・新潟県十日町市山本町・やまもとちよう

　　９４８-０１０２・新潟県十日町市山谷・やまや

　　９４８-０００６・新潟県十日町市四日町・よつかまち

　　９４８-０００７・新潟県十日町市四日町新田・よつかまちしんでん

　　９４２-１５４４・新潟県十日町市蓬平・よもぎひら



　　９４８-００４３・新潟県十日町市六箇山谷・ろつかやまや

　　９４８-００２７・新潟県十日町市若宮町・わかみやちよう

　　９５４-００００・新潟県見附市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５４-００７３・新潟県見附市青木町・あおきまち

　　９５４-００６１・新潟県見附市熱田町・あつたまち

　　９５４-００３８・新潟県見附市池之内町・いけのうちまち

　　９５４-００２１・新潟県見附市池之島町・いけのしままち

　　９５４-００１３・新潟県見附市石地町・いしじまち

　　９５４-００８３・新潟県見附市市野坪町・いちのつほﾞまち

　　９５４-０１１１・新潟県見附市今町・いままち

　　９５４-００２５・新潟県見附市牛ケ嶺町・うしがみねまち

　　９５４-０００８・新潟県見附市内町・うちまち

　　９５４-００６３・新潟県見附市漆山町・うるしやままち

　　９５４-００３１・新潟県見附市太田町・おおだまち

　　９５４-００６４・新潟県見附市鹿熊町・かくままち

　　９５４-００８１・新潟県見附市片桐町・かたぎりまち

　　９５４-００５２・新潟県見附市学校町・がつこうちよう

　　９５４-００８４・新潟県見附市加坪川町・かつほﾞがわまち

　　９５４-０１１２・新潟県見附市上新田町・かみしんでんまち

　　９５４-００２４・新潟県見附市河野町・がわのまち

　　９５４-００７２・新潟県見附市北野町・きたのまち

　　９５４-００５８・新潟県見附市葛巻・くずまき

　　９５４-００７７・新潟県見附市葛巻西町・くずまきにしまち

　　９５４-００７８・新潟県見附市葛巻東町・くずまきひがしまち

　　９５４-００６７・新潟県見附市葛巻町・くずまきまち

　　９５４-００７９・新潟県見附市葛巻南町・くずまきみなみまち

　　９５４-０００２・新潟県見附市小栗山町・こぐりやままち

　　９５４-０１０４・新潟県見附市坂井町・さかいまち

　　９５４-０００１・新潟県見附市指出町・さしでまち

　　９５４-０１０１・新潟県見附市三林町・さんはﾞやしまち

　　９５４-００８７・新潟県見附市芝野町・しはﾞのまち

　　９５４-００１２・新潟県見附市島切窪町・しまきりくほﾞまち

　　９５４-００６２・新潟県見附市下新町・しもあらまち

　　９５４-０１０５・新潟県見附市下関町・しもせきまち

　　９５４-０００７・新潟県見附市下鳥町・しもどりまち

　　９５４-０１０２・新潟県見附市釈迦塚町・しやかつﾞかまち

　　９５４-００１７・新潟県見附市庄川平町・しようがわだいらまち

　　９５４-００１６・新潟県見附市庄川町・しようがわまち

　　９５４-００５９・新潟県見附市昭和町・しようわまち

　　９５４-００７６・新潟県見附市新幸町・しんこうちよう

　　９５４-００２６・新潟県見附市神保町・しんほﾞまち

　　９５４-００５７・新潟県見附市新町・しんまち

　　９５４-００２２・新潟県見附市杉澤町・すぎさわまち

　　９５４-００８５・新潟県見附市反田町・そりだまち

　　９５４-００３６・新潟県見附市田井町・たいまち

　　９５４-０１０３・新潟県見附市田之尻町・たのしりまち

　　９５４-００３４・新潟県見附市月見台・つきみだい

　　９５４-００３７・新潟県見附市椿澤町・つはﾞきざわまち

　　９５４-０００５・新潟県見附市戸代新田町・とだいしんでんまち

　　９５４-００４１・新潟県見附市栃栄町・とちさかえまち

　　９５４-００２７・新潟県見附市栃窪町・とちくほﾞまち

　　９５４-００４４・新潟県見附市鳥屋脇町・とやわきまち

　　９５４-００３５・新潟県見附市名木野町・なぎのまち

　　９５４-００８９・新潟県見附市新潟西町・にいがたにしまち

　　９５４-００８８・新潟県見附市新潟東町・にいがたひがしまち

　　９５４-０００６・新潟県見附市新潟町・にいがたまち

　　９５４-００６８・新潟県見附市仁嘉町・にかまち

　　９５４-０１０７・新潟県見附市西今町・にしいままち

　　９５４-００７５・新潟県見附市速水町・はやみずまち

　　９５４-０１０６・新潟県見附市東今町・ひがしいままち

　　９５４-００８６・新潟県見附市福島町・ふくじままち

　　９５４-００４６・新潟県見附市双葉町・ふたはﾞちよう

　　９５４-００７１・新潟県見附市傍所町・ほうじよまち

　　９５４-００５４・新潟県見附市細越・ほそごえ

　　９５４-００１４・新潟県見附市堀溝町・ほりみぞまち

　　９５４-００５１・新潟県見附市本所・ほんじよ

　　９５４-００５３・新潟県見附市本町・ほんまち

　　９５４-００３２・新潟県見附市本明町・ほんみようまち

　　９５４-００９１・新潟県見附市美里町・みさとまち

　　９５４-００４５・新潟県見附市緑町・みどりちよう



　　９５４-００５６・新潟県見附市南本町・みなみほんまち

　　９５４-００５５・新潟県見附市嶺崎・みねざき

　　９５４-００４３・新潟県見附市耳取町・みみとりまち

　　９５４-００２３・新潟県見附市宮之原町・みやのはらまち

　　９５４-００３３・新潟県見附市明晶町・みようしようまち

　　９５４-０００４・新潟県見附市元町・もとまち

　　９５４-００８２・新潟県見附市柳橋町・やなぎはﾞしまち

　　９５４-００１１・新潟県見附市山崎興野町・やまざきごうやまち

　　９５４-００４２・新潟県見附市山崎町・やまざきまち

　　９５４-００７４・新潟県見附市山吉町・やまよしまち

　　９５８-００００・新潟県村上市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５８-０８１６・新潟県村上市赤沢・あかさわ

　　９５８-０２７０・新潟県村上市あけぼの・あけほﾞの

　　９５８-０２２６・新潟県村上市朝日中野・あさひなかの

　　９５９-３６５１・新潟県村上市芦谷・あしだに

　　９５９-３９２３・新潟県村上市荒川・あらかわ

　　９５９-３９２１・新潟県村上市荒川口・あらかわぐち

　　９５９-３１２５・新潟県村上市荒川縁新田・あらかわべりしんでん

　　９５８-０２０３・新潟県村上市荒沢・あらさわ

　　９５９-３１０３・新潟県村上市荒島・あらしま

　　９５８-０８４６・新潟県村上市安良町・あらまち

　　９５９-３１１６・新潟県村上市荒屋・あらや

　　９５８-０２３２・新潟県村上市新屋・あらや

　　９５９-３４１４・新潟県村上市有明・ありあけ

　　９５９-３４２２・新潟県村上市飯岡・いいおか

　　９５８-０８５７・新潟県村上市飯野・いいの

　　９５８-０８５６・新潟県村上市飯野桜ケ丘・いいのさくらがおか

　　９５８-０８５５・新潟県村上市飯野西・いいのにじ

　　９５９-３９１６・新潟県村上市雷・いかつﾞち

　　９５９-３９０１・新潟県村上市伊呉野・いぐれの

　　９５８-０２３５・新潟県村上市石住・いしずみ

　　９５８-０８３２・新潟県村上市石原・いしわら

　　９５８-０８７７・新潟県村上市泉町・いずみまち

　　９５９-３６６３・新潟県村上市板貝・いたがい

　　９５８-０２１４・新潟県村上市板屋越・いたやごじ

　　９５９-３９３７・新潟県村上市板屋沢・いたやさわ

　　９５９-３６６２・新潟県村上市今川・いまがわ

　　９５９-３４１６・新潟県村上市今宿・いまじゆく

　　９５８-０８１３・新潟県村上市鋳物師・いもじ

　　９５８-０００８・新潟県村上市岩ケ崎・いわがさき

　　９５８-０２４１・新潟県村上市岩崩・いわくずれ

　　９５９-３９０３・新潟県村上市岩崎・いわさき

　　９５８-０２５１・新潟県村上市岩沢・いわさわ

　　９５９-３４２６・新潟県村上市岩野沢・いわのさわ

　　９５９-３４４９・新潟県村上市岩船駅前・いわふねえきまえ

　　９５８-００４４・新潟県村上市岩船上大町・いわふねかみおおまち

　　９５８-００４５・新潟県村上市岩船上浜町・いわふねかみはままち

　　９５８-００４７・新潟県村上市岩船岸見寺町・いわふねがんげんじまち

　　９５８-００５１・新潟県村上市岩船上町・いわふねかんまち

　　９５８-００４２・新潟県村上市岩船北浜町・いわふねきたはままち

　　９５８-００４８・新潟県村上市岩船地蔵町・いわふねじぞうまち

　　９５８-００４３・新潟県村上市岩船下大町・いわふねしもおおまち

　　９５８-００４６・新潟県村上市岩船下浜町・いわふねしもはままち

　　９５８-００５４・新潟県村上市岩船新田町・いわふねしんでんまち

　　９５８-００５５・新潟県村上市岩船縦新町・いわふねたてしんまち

　　９５８-００５６・新潟県村上市岩船中新町・いわふねなかしんまち

　　９５８-００４１・新潟県村上市岩船三日市・いわふねみつかいち

　　９５８-００５８・新潟県村上市岩船港町・いわふねみなとまち

　　９５８-００５７・新潟県村上市岩船横新町・いわふねよこしんまち

　　９５８-０２６２・新潟県村上市上野・うえの

　　９５９-３４３６・新潟県村上市牛屋・うしや

　　９５９-３９４７・新潟県村上市鵜泊・うどまり

　　９５８-０２６４・新潟県村上市鵜渡路・うのとろ

　　９５８-００３６・新潟県村上市浦田・うらた

　　９５９-３１１７・新潟県村上市海老江・えびえ

　　９５８-０８６７・新潟県村上市大欠・おおがき

　　９５８-０８１５・新潟県村上市大栗田・おおくりだ

　　９５９-３９２６・新潟県村上市大毎・おおごと

　　９５９-３９２５・新潟県村上市大沢・おおさわ

　　９５８-０２０２・新潟県村上市大須戸・おおすど



　　９５８-０８１２・新潟県村上市大関・おおせき

　　９５９-３９１５・新潟県村上市大代・おおだい

　　９５８-００１２・新潟県村上市大平・おおだいら

　　９５９-３９０６・新潟県村上市大谷沢・おおたにざわ

　　９５９-３１２２・新潟県村上市大津・おおつ

　　９５９-３４１５・新潟県村上市大塚・おおつか

　　９５８-０００７・新潟県村上市大月・おおつﾞき

　　９５８-０２５３・新潟県村上市大場沢・おおはﾞざわ

　　９５８-０８４２・新潟県村上市大町・おおまち

　　９５８-０２６８・新潟県村上市小川・おがわ

　　９５８-０８４８・新潟県村上市小国町・おぐにまち

　　９５９-３９１２・新潟県村上市遅郷・おそのごう

　　９５８-０８０６・新潟県村上市小谷・おだに

　　９５９-３９１４・新潟県村上市小俣・おまた

　　９５９-３１０２・新潟県村上市貝附・かいつけ

　　９５８-０８７５・新潟県村上市加賀町・かがまち

　　９５９-３９３２・新潟県村上市垣之内・かきのうち

　　９５８-０００４・新潟県村上市柏尾・かしお

　　９５８-０８６３・新潟県村上市鍛冶町・かじまち

　　９５９-３４４８・新潟県村上市潟端・かたはﾞた

　　９５８-０８７２・新潟県村上市片町・かたまち

　　９５９-３９４２・新潟県村上市勝木・がつぎ

　　９５８-００３１・新潟県村上市学校町・がつこうちよう

　　９５９-３１２４・新潟県村上市金屋・かなや

　　９５８-０２４５・新潟県村上市釜杭・かまぐい

　　９５８-０８０８・新潟県村上市上相川・かみあいかわ

　　９５９-３９４８・新潟県村上市上大蔵・かみおおくら

　　９５９-３９３４・新潟県村上市上大鳥・かみおおとり

　　９５９-３１０８・新潟県村上市上鍜冶屋・かみかじや

　　９５８-０８７３・新潟県村上市上片町・かみかたまち

　　９５９-３４０３・新潟県村上市上助渕・かみすけぶち

　　９５８-０２３６・新潟県村上市上中島・かみなかじま

　　９５８-００５３・新潟県村上市上の山・かみのやま

　　９５８-０８０５・新潟県村上市上山田・かみやまだ

　　９５９-３４１７・新潟県村上市河内・かわうち

　　９５８-０２６３・新潟県村上市川端・かわはﾞた

　　９５９-３４３３・新潟県村上市川部・かわべ

　　９５９-３６５３・新潟県村上市寒川・かんがわ

　　９５９-３９１３・新潟県村上市岩石・がんじき

　　９５８-０８４３・新潟県村上市上町・かんまち

　　９５９-３９３６・新潟県村上市北赤谷・きたあかたに

　　９５８-０２１２・新潟県村上市北大平・きたおおだいら

　　９５９-３９２４・新潟県村上市北黒川・きたくろかわ

　　９５９-３４４３・新潟県村上市北新保・きたしんほﾞ

　　９５９-３９３５・新潟県村上市北田中・きたたなか

　　９５９-３９２７・新潟県村上市北中・きたなか

　　９５９-３１０６・新潟県村上市切田・きつた

　　９５８-０２４２・新潟県村上市茎太・くきた

　　９５８-０８０７・新潟県村上市日下・くさか

　　９５８-０８７１・新潟県村上市久保多町・くほﾞたまち

　　９５８-０２５５・新潟県村上市熊登・くまと

　　９５８-０２２４・新潟県村上市黒田・くろだ

　　９５９-３６６５・新潟県村上市桑川・くわがわ

　　９５８-００１４・新潟県村上市下渡・げど

　　９５８-０２４４・新潟県村上市小揚・こあげ

　　９５９-３９４１・新潟県村上市碁石・ごいじ

　　９５９-３４１３・新潟県村上市小出・こいで

　　９５９-３４３４・新潟県村上市小岩内・こいわうち

　　９５９-３６５２・新潟県村上市越沢・こえさわ

　　９５９-３４４６・新潟県村上市小口川・こくちがわ

　　９５９-３４２３・新潟県村上市九日市・ここのかいち

　　９５８-０２０４・新潟県村上市小須戸・こすど

　　９５８-０８４１・新潟県村上市小町・こまち

　　９５８-０２２１・新潟県村上市薦川・こもがわ

　　９５８-０８４５・新潟県村上市細工町・さいくまち

　　９５８-０８６５・新潟県村上市幸町・さいわいちよう

　　９５８-０８６４・新潟県村上市肴町・さかなまち

　　９５９-３１３２・新潟県村上市坂町・さかまち

　　９５９-３６６４・新潟県村上市笹川・ささがわ

　　９５９-３１２１・新潟県村上市佐々木・ささき



　　９５８-０２４６・新潟県村上市笹平・ささだいら

　　９５９-３４１２・新潟県村上市指合・さしあわせ

　　９５９-３４０５・新潟県村上市里本庄・さとほんじよう

　　９５８-０８２１・新潟県村上市山辺里・さべり

　　９５８-０２６１・新潟県村上市猿沢・さるさわ

　　９５８-０２２２・新潟県村上市猿田・さるた

　　９５８-０８５３・新潟県村上市山居町・さんきよまち

　　９５８-０８３７・新潟県村上市三之町・さんのちよう

　　９５８-０２０５・新潟県村上市塩野町・しおのまち

　　９５８-０８７６・新潟県村上市塩町・しおまち

　　９５９-３４４１・新潟県村上市塩谷・しおや

　　９５９-３４０２・新潟県村上市志田平・しだのひら

　　９５８-０８０９・新潟県村上市下相川・しもあいかわ

　　９５９-３９４３・新潟県村上市下大蔵・しもおおくら

　　９５９-３９３３・新潟県村上市下大鳥・しもおおとり

　　９５９-３１０７・新潟県村上市下鍜冶屋・しもかじや

　　９５８-０２５２・新潟県村上市下新保・しもしんほﾞ

　　９５９-３４０６・新潟県村上市下助渕・しもすけぶち

　　９５８-０２６５・新潟県村上市下中島・しもなかじま

　　９５８-０８０４・新潟県村上市下山田・しもやまだ

　　９５８-０８７４・新潟県村上市庄内町・しようないまち

　　９５９-３１１５・新潟県村上市新光寺・しんこうじ

　　９５８-０８３４・新潟県村上市新町・しんまち

　　９５８-０８１７・新潟県村上市菅沼・すがぬま

　　９５９-３９１１・新潟県村上市杉平・すぎたいら

　　９５８-０８３１・新潟県村上市杉原・すぎわら

　　９５８-０２２５・新潟県村上市関口・せきぐち

　　９５８-００３７・新潟県村上市瀬波温泉・せなみおんせん

　　９５８-００２３・新潟県村上市瀬波上町・せなみかんまち

　　９５８-００２１・新潟県村上市瀬波新田町・せなみしんでんまち

　　９５８-００２４・新潟県村上市瀬波中町・せなみなかまち

　　９５８-００２６・新潟県村上市瀬波浜町・せなみはままち

　　９５８-００２２・新潟県村上市瀬波横町・せなみよこまち

　　９５８-０２５４・新潟県村上市十川・そがわ

　　９５８-０８４７・新潟県村上市大工町・だいくまち

　　９５８-０８１１・新潟県村上市高平・たかだいら

　　９５８-０２１１・新潟県村上市高根・たかね

　　９５９-３４４７・新潟県村上市高御堂・たかみどう

　　９５８-００１１・新潟県村上市滝の前・たきのまえ

　　９５９-３９４４・新潟県村上市立島・たてしま

　　９５８-０８５４・新潟県村上市田端町・たはﾞたまち

　　９５８-０２４３・新潟県村上市千縄・ちなわ

　　９５８-０８２３・新潟県村上市仲間町・ちゆうげんまち

　　９５９-３４３２・新潟県村上市葛籠山・つつﾞらやま

　　９５８-０８２２・新潟県村上市坪根・つほﾞね

　　９５８-０２６７・新潟県村上市寺尾・てらお

　　９５８-０８４９・新潟県村上市寺町・てらまち

　　９５８-０８０３・新潟県村上市天神岡・てんじんおか

　　９５９-３９１９・新潟県村上市塔下・とうのした

　　９５９-３９３８・新潟県村上市遠矢崎・とおやさき

　　９５９-３４０７・新潟県村上市殿岡・とのおか

　　９５９-３１２６・新潟県村上市鳥屋・とりや

　　９５８-０８４４・新潟県村上市長井町・ながいまち

　　９５８-０８６１・新潟県村上市中川原団地・なかがわらだんち

　　９５９-３１２３・新潟県村上市中倉・なかくら

　　９５９-３９３１・新潟県村上市長坂・ながさか

　　９５８-０２３３・新潟県村上市中新保・なかしんほﾞ

　　９５９-３９１８・新潟県村上市中継・なかつぎ

　　９５９-３９２８・新潟県村上市中津原・なかつはら

　　９５９-３１１２・新潟県村上市中野・なかの

　　９５９-３９０２・新潟県村上市中浜・なかはま

　　９５８-０２２３・新潟県村上市中原・なかはら

　　９５９-３１１１・新潟県村上市長政・ながまさ

　　９５９-３４４２・新潟県村上市長松・ながまつ

　　９５９-３１０５・新潟県村上市梨木・なしのき

　　９５９-３４０１・新潟県村上市七湊・ななみなと

　　９５９-３１１３・新潟県村上市名割・なわり

　　９５９-３４４５・新潟県村上市新飯田・にいだ

　　９５８-０８０１・新潟県村上市西興屋・にしこうや

　　９５８-０８３５・新潟県村上市二之町・にのちよう



　　９５９-３９０４・新潟県村上市温出・ぬくいで

　　９５８-０２３１・新潟県村上市布部・ぬのべ

　　９５９-３９４６・新潟県村上市寝屋・ねや

　　９５８-０００６・新潟県村上市野潟・のがた

　　９５９-３１３４・新潟県村上市羽ヶ榎・はがえ

　　９５８-０８３６・新潟県村上市羽黒口・はぐろぐち

　　９５８-０８５１・新潟県村上市羽黒町・はぐろまち

　　９５８-００１３・新潟県村上市羽下ケ渕・はげがふち

　　９５９-３１０１・新潟県村上市花立・はなだて

　　９５８-００３８・新潟県村上市浜新田・はましんでん

　　９５９-３６６６・新潟県村上市浜新保・はましんほﾞ

　　９５８-０００２・新潟県村上市早川・はやかわ

　　９５９-３１０４・新潟県村上市春木山・はるきやま

　　９５８-０２１５・新潟県村上市檜原・ひはﾞら

　　９５９-３４３１・新潟県村上市平林・ひらはﾞやじ

　　９５９-３４３７・新潟県村上市福田・ふくだ

　　９５８-０８１８・新潟県村上市袋・ふくろ

　　９５９-３１３１・新潟県村上市藤沢・ふじさわ

　　９５８-０２０１・新潟県村上市蒲萄・ぶどう

　　９５９-３９０７・新潟県村上市府屋・ふや

　　９５８-０２６９・新潟県村上市古渡路・ふるとろ

　　９５９-３９２２・新潟県村上市朴平・ほうだいら

　　９５８-０８３３・新潟県村上市堀片・ほりかた

　　９５８-０２３４・新潟県村上市堀野・ほりの

　　９５９-３９０５・新潟県村上市堀ノ内・ほりのうち

　　９５８-０００１・新潟県村上市馬下・まおろじ

　　９５９-３４２４・新潟県村上市牧目・まきのめ

　　９５８-０００５・新潟県村上市間島・まじま

　　９５９-３９４５・新潟県村上市間瀬・まぜ

　　９５８-０２０６・新潟県村上市松岡・まつおか

　　９５９-３４２８・新潟県村上市松喜和・まつきわ

　　９５９-３４２７・新潟県村上市松沢・まつざわ

　　９５８-００２５・新潟県村上市松波町・まつなみちよう

　　９５８-００３２・新潟県村上市松原町・まつはﾞらちよう

　　９５８-００３４・新潟県村上市松山・まつやま

　　９５８-００３５・新潟県村上市三面・みおもて

　　９５８-００３３・新潟県村上市緑町・みどりまち

　　９５９-３４１１・新潟県村上市南大平・みなみおおだいら

　　９５９-３１１４・新潟県村上市南新保・みなみしんほﾞ

　　９５９-３４４４・新潟県村上市南田中・みなみたなか

　　９５８-０８５２・新潟県村上市南町・みなみまち

　　９５８-０２６６・新潟県村上市宮ノ下・みやのした

　　９５８-０８６６・新潟県村上市村上・むらかみ

　　９５８-０８２４・新潟県村上市本町・もとまち

　　９５９-３４２１・新潟県村上市桃川・ももかわ

　　９５８-０８１４・新潟県村上市門前・もんぜん

　　９５９-３４３５・新潟県村上市宿田・やずた

　　９５９-３１３３・新潟県村上市山口・やまぐち

　　９５９-３９１７・新潟県村上市山熊田・やまくまた

　　９５９-３４２５・新潟県村上市山田・やまだ

　　９５９-３４０４・新潟県村上市山屋・やまや

　　９５８-００５２・新潟県村上市八日市・ようかいち

　　９５８-０００３・新潟県村上市吉浦・よしうら

　　９５８-０８０２・新潟県村上市四日市・よつかいち

　　９５８-０８６２・新潟県村上市若葉町・わかはﾞちよう

　　９５９-３６６１・新潟県村上市脇川・わきがわ

　　９５８-０２１３・新潟県村上市早稲田・わせだ

　　９５９-１２００・新潟県燕市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５９-０２２７・新潟県燕市粟生津・あおうつﾞ

　　９５９-１２６１・新潟県燕市秋葉町・あきはﾞちよう

　　９５９-０１３１・新潟県燕市泉新・いずみしん

　　９５９-０１１４・新潟県燕市一ノ山・いちのやま

　　９５９-１２３２・新潟県燕市井土巻・いどまき

　　９５９-０１１３・新潟県燕市笈ケ島・おいがしま

　　９５９-０１２３・新潟県燕市大川津・おおかわつﾞ

　　９５９-１２８７・新潟県燕市大関・おおせき

　　９５９-０１０８・新潟県燕市太田・おおた

　　９５９-０１２２・新潟県燕市大武新田・おおたけしんでん

　　９５９-１２１２・新潟県燕市大船渡・おおふなと

　　９５９-１２６３・新潟県燕市大曲・おおまがり



　　９５９-０２０７・新潟県燕市庚塚・かねつﾞか

　　９５９-０２２５・新潟県燕市上河原・かみがわら

　　９５９-０１８１・新潟県燕市上諏訪・かみすわ

　　９５９-１２２３・新潟県燕市上児木・かみちごのき

　　９５９-１２１７・新潟県燕市勘新・かんしん

　　９５９-０１３６・新潟県燕市国上・くがみ

　　９５９-０１１２・新潟県燕市熊森・くまのもり

　　９５９-１２７１・新潟県燕市蔵関・くらせき

　　９５９-０１３７・新潟県燕市源八新田・げんはﾟちしんでん

　　９５９-１２７６・新潟県燕市小池・こいけ

　　９５９-１２７５・新潟県燕市小池新町・こいけしんまち

　　９５９-１２５６・新潟県燕市穀町・こくちよう

　　９５９-０２０３・新潟県燕市小島・こじま

　　９５９-１２８６・新潟県燕市小関・こせき

　　９５９-０１２４・新潟県燕市五千石・ごせんごく

　　９５９-０１２４・新潟県燕市五千石荒川・ごせんごくあらかわ

　　９５９-１２４１・新潟県燕市小高・こたか

　　９５９-１２５２・新潟県燕市寿町・ことぶきちよう

　　９５９-１２１１・新潟県燕市小中川・こなかがわ

　　９５９-１２１３・新潟県燕市小古津新・こふるつしん

　　９５９-１２２６・新潟県燕市小牧・こまき

　　９５９-１２５４・新潟県燕市幸町・さいわいちよう

　　９５９-１２８１・新潟県燕市桜町・さくらまち

　　９５９-０１１７・新潟県燕市笹曲・ささまがり

　　９５９-０１０１・新潟県燕市佐善・さぜん

　　９５９-０２０２・新潟県燕市佐渡山・さどやま

　　９５９-１２２８・新潟県燕市佐渡・さわたり

　　９５９-１２０７・新潟県燕市三王渕・さんのうふち

　　９５９-０１２１・新潟県燕市地蔵堂・じぞうどう

　　９５９-０１２９・新潟県燕市地蔵堂本町・じぞうどうほんちよう

　　９５９-０２２２・新潟県燕市下粟生津・しもあおうつﾞ

　　９５９-０１８３・新潟県燕市下諏訪・しもすわ

　　９５９-１２２３・新潟県燕市下児木・しもちごのき

　　９５９-１２４６・新潟県燕市新栄町・しんえいちよう

　　９５９-０１１６・新潟県燕市新興野・しんこうや

　　９５９-１２１４・新潟県燕市新生町・しんせいちよう

　　９５９-０１２５・新潟県燕市新長・しんちよう

　　９５９-１２５５・新潟県燕市新町・しんまち

　　９５９-１２６２・新潟県燕市水道町・すいどうちよう

　　９５９-１２７３・新潟県燕市杉名・すぎな

　　９５９-１２７２・新潟県燕市杉柳・すぎやなぎ

　　９５９-０２０５・新潟県燕市雀森・すずめもり

　　９５９-０１０３・新潟県燕市砂子塚・すなこつか

　　９５９-１２０６・新潟県燕市関崎・せきさき

　　９５９-１２８４・新潟県燕市杣木・そまぎ

　　９５９-０２０８・新潟県燕市大保・だいほﾞ

　　９５９-０２２８・新潟県燕市高木・たかき

　　９５９-１２０３・新潟県燕市舘野・たての

　　９５９-０２２３・新潟県燕市田中新・たなかしん

　　９５９-１２４４・新潟県燕市中央通・ちゆうおうどおり

　　９５９-１２０４・新潟県燕市長所・ちようしよ

　　９５９-０１３９・新潟県燕市長辰・ちようしん

　　９５９-１２２２・新潟県燕市次新・つぎしん

　　９５９-１２８８・新潟県燕市燕・つはﾞめ

　　９５９-１２６５・新潟県燕市道金・どうきん

　　９５９-１２３３・新潟県燕市殿島・とのしま

　　９５９-０２１１・新潟県燕市富永・とみなが

　　９５９-０２１２・新潟県燕市富永十兵衛新田・とみながじゆうべえしんでん

　　９５９-１２２５・新潟県燕市中川・なかがわ

　　９５９-０１０５・新潟県燕市中島・なかじま

　　９５９-０１８２・新潟県燕市中諏訪・なかすわ

　　９５９-１２５８・新潟県燕市仲町・なかまち

　　９５９-１２０５・新潟県燕市長渡・ながわたり

　　９５９-０１３３・新潟県燕市新堀・にいほﾞり

　　９５９-１２１６・新潟県燕市二階堂・にかいどう

　　９５９-０２０１・新潟県燕市西槇・にしまぎ

　　９５９-０１２６・新潟県燕市野中才・のなかさい

　　９５９-０２２４・新潟県燕市野本・のもと

　　９５９-１２０１・新潟県燕市灰方・はいがた

　　９５９-１２５１・新潟県燕市白山町・はくさんちよう



　　９５９-１２６４・新潟県燕市八王寺・はちおうじ

　　９５９-１２２１・新潟県燕市花園町・はなぞのちよう

　　９５９-１２８０・新潟県燕市花見・はなみ

　　９５９-１２８９・新潟県燕市東太田・ひがしおおた

　　９５９-１２４２・新潟県燕市日之出町・ひのでちよう

　　９５９-１２７７・新潟県燕市物流センター・ぶつりゆうせんたｰ

　　９５９-０１３２・新潟県燕市分水あけぼの・ぶんすいあけほﾞの

　　９５９-０１０７・新潟県燕市分水旭町・ぶんすいあさひまち

　　９５９-０１１９・新潟県燕市分水大武・ぶんすいおおたけ

　　９５９-０１１５・新潟県燕市分水学校町・ぶんすいがつこうちよう

　　９５９-０１０９・新潟県燕市分水向陽・ぶんすいこうよう

　　９５９-０１２０・新潟県燕市分水栄町・ぶんすいさかえちよう

　　９５９-０１３０・新潟県燕市分水桜町・ぶんすいさくらまち

　　９５９-０１２８・新潟県燕市分水新町・ぶんすいしんまち

　　９５９-０１０６・新潟県燕市分水東学校町・ぶんすいひがしがつこうちよう

　　９５９-０１２７・新潟県燕市分水文京町・ぶんすいぶんきようちよう

　　９５９-０１１８・新潟県燕市分水向山・ぶんすいむこうやま

　　９５９-０１０４・新潟県燕市分水弥生町・ぶんすいやよいちよう

　　９５９-１２５３・新潟県燕市本町・ほんちよう

　　９５９-０１０２・新潟県燕市牧ケ花・まきがはな

　　９５９-０１３４・新潟県燕市真木山・まぎやま

　　９５９-０１３８・新潟県燕市幕島・まくじま

　　９５９-１２１５・新潟県燕市又新・またしん

　　９５９-１２０２・新潟県燕市松橋・まつはじ

　　９５９-０１７２・新潟県燕市溝・みぞ

　　９５９-０１７１・新潟県燕市溝古新・みぞこしん

　　９５９-１２３４・新潟県燕市南・みなみ

　　９５９-１２５７・新潟県燕市宮町・みやちよう

　　９５９-１２７４・新潟県燕市柳山・やなぎやま

　　９５９-０１１１・新潟県燕市横田・よこた

　　９５９-０２６３・新潟県燕市吉田（吉田桃山町）・よしだ(よしだももやまちよう)

　　９５９-０２６４・新潟県燕市吉田（その他）・よしだ(そのた)

　　９５９-０２１７・新潟県燕市吉田曙町・よしだあけほﾞのちよう

　　９５９-０２３５・新潟県燕市吉田旭町・よしだあさひちよう

　　９５９-０２６５・新潟県燕市吉田東町・よしだあつﾞまちよう

　　９５９-０２１６・新潟県燕市吉田春日町・よしだかすがちよう

　　９５９-０２５２・新潟県燕市吉田学校町・よしだがつこうちよう

　　９５９-０２４１・新潟県燕市吉田神田町・よしだかんだちよう

　　９５９-０２４５・新潟県燕市吉田上町・よしだかんまち

　　９５９-０２６１・新潟県燕市吉田鴻巣・よしだこうのす

　　９５９-０２５６・新潟県燕市吉田寿町・よしだことぶきちよう

　　９５９-０２５７・新潟県燕市吉田幸町・よしださいわいちよう

　　９５９-０２３３・新潟県燕市吉田栄町・よしださかえちよう

　　９５９-０２１５・新潟県燕市吉田下中野・よしだしもなかの

　　９５９-０２５３・新潟県燕市吉田下町・よしだしもまち

　　９５９-０２４７・新潟県燕市吉田新田町・よしだしんでんまち

　　９５９-０２４６・新潟県燕市吉田新町・よしだしんまち

　　９５９-０２５４・新潟県燕市吉田神明町・よしだしんめいちよう

　　９５９-０２３４・新潟県燕市吉田水道町・よしだすいどうちよう

　　９５９-０２４２・新潟県燕市吉田大保町・よしだだいほﾞちよう

　　９５９-０２３７・新潟県燕市吉田堤町・よしだつつみちよう

　　９５９-０２４４・新潟県燕市吉田中町・よしだなかまち

　　９５９-０２２１・新潟県燕市吉田西太田・よしだにしおおた

　　９５９-０２４８・新潟県燕市吉田浜首・よしだはまくび

　　９５９-０２４８・新潟県燕市吉田浜首町・よしだはまくびちよう

　　９５９-０２３２・新潟県燕市吉田東栄町・よしだひがしさかえちよう

　　９５９-０２３１・新潟県燕市吉田日之出町・よしだひのでちよう

　　９５９-０２６６・新潟県燕市吉田文京町・よしだぶんきようちよう

　　９５９-０２１４・新潟県燕市吉田法花堂・よしだほつけどう

　　９５９-０２５１・新潟県燕市吉田本所・よしだほんじよ

　　９５９-０２４３・新潟県燕市吉田松岡新田・よしだまつおかしんでん

　　９５９-０２３６・新潟県燕市吉田松岡町・よしだまつおかちよう

　　９５９-０２６７・新潟県燕市吉田宮小路・よしだみやこうじ

　　９５９-０２６８・新潟県燕市吉田本町・よしだもとまち

　　９５９-０２５０・新潟県燕市吉田矢作・よしだやはぎ

　　９５９-０２５５・新潟県燕市吉田弥生町・よしだやよいちよう

　　９５９-０２１３・新潟県燕市吉田吉栄・よしだよしえい

　　９５９-０２６２・新潟県燕市吉田若生町・よしだわこうちよう

　　９５９-１２２４・新潟県燕市四ツ屋・よつや

　　９５９-０２０６・新潟県燕市米納津・よのうつﾞ



　　９５９-０１３５・新潟県燕市渡部・わたべ

　　９４１-００００・新潟県糸魚川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４９-０１１２・新潟県糸魚川市上路・あげろ

　　９４１-０００５・新潟県糸魚川市厚田・あつだ

　　９４１-００２２・新潟県糸魚川市新町・あらまち

　　９４１-００３１・新潟県糸魚川市粟倉・あわくら

　　９４９-１２１１・新潟県糸魚川市五十原・いかはら

　　９４９-０５３４・新潟県糸魚川市和泉・いずみ

　　９４１-００３４・新潟県糸魚川市市野々・いちのの

　　９４１-００５６・新潟県糸魚川市一の宮・いちのみや

　　９４９-０１１１・新潟県糸魚川市市振・いちぶり

　　９４９-０３０２・新潟県糸魚川市今村新田・いまむらしんでん

　　９４１-００７８・新潟県糸魚川市岩木・いわき

　　９４１-００６４・新潟県糸魚川市上刈・うえかり

　　９４９-０５５１・新潟県糸魚川市上野山・うえのやま

　　９４９-０５５３・新潟県糸魚川市上横・うえよこ

　　９４９-１３３６・新潟県糸魚川市鶉石・うずらいじ

　　９４９-０３０７・新潟県糸魚川市歌・うた

　　９４９-０５３２・新潟県糸魚川市上野・うわの

　　９４９-０３０５・新潟県糸魚川市青海・おうみ

　　９４９-０５４５・新潟県糸魚川市大久保・おおくほﾞ

　　９４９-１３３１・新潟県糸魚川市大沢・おおさわ

　　９４９-１２２１・新潟県糸魚川市大平・おおだいら

　　９４９-０４６４・新潟県糸魚川市大所・おおところ

　　９４１-００７１・新潟県糸魚川市大野・おおの

　　９４９-１３０３・新潟県糸魚川市大洞・おおほら

　　９４１-００６１・新潟県糸魚川市大町・おおまち

　　９４１-００７４・新潟県糸魚川市大谷内・おおやち

　　９４１-００５１・新潟県糸魚川市押上・おしあげ

　　９４９-１３４３・新潟県糸魚川市鬼伏・おにぶじ

　　９４９-１３３５・新潟県糸魚川市小見・おみ

　　９４９-１２２５・新潟県糸魚川市角間・かくま

　　９４１-０００４・新潟県糸魚川市梶屋敷・かじやしき

　　９４９-０５４４・新潟県糸魚川市梶山・かじやま

　　９４９-１３３７・新潟県糸魚川市桂・かつら

　　９４９-０５５２・新潟県糸魚川市蒲池・がまいけ

　　９４１-００３６・新潟県糸魚川市釜沢・かまざわ

　　９４１-００１２・新潟県糸魚川市上出・かみいで

　　９４９-０５４１・新潟県糸魚川市上沢・かみざわ

　　９４１-００４２・新潟県糸魚川市川島・かわしま

　　９４９-１３２９・新潟県糸魚川市川詰・かわつﾞめ

　　９４９-１２２６・新潟県糸魚川市北山・きたやま

　　９４９-１３４４・新潟県糸魚川市鬼舞・きぶ

　　９４１-００５４・新潟県糸魚川市京ケ峰・きようがみね

　　９４１-００６３・新潟県糸魚川市清崎・きよさき

　　９４９-１３２５・新潟県糸魚川市崩・くずれ

　　９４９-０５３５・新潟県糸魚川市栗山・くりやま

　　９４１-００３２・新潟県糸魚川市来海沢・くるみざわ

　　９４９-１２０１・新潟県糸魚川市越・こじ

　　９４１-００３３・新潟県糸魚川市御前山・ごぜんやま

　　９４９-０４６２・新潟県糸魚川市小滝・こたき

　　９４９-１３４２・新潟県糸魚川市木浦・このうら

　　９４９-１３５３・新潟県糸魚川市栄・さかえ

　　９４９-１３５４・新潟県糸魚川市桜木・さくらぎ

　　９４９-１３１５・新潟県糸魚川市指塩・さしお

　　９４９-１２０６・新潟県糸魚川市猿倉・さるくら

　　９４９-１３１３・新潟県糸魚川市下倉・したくら

　　９４９-１３３３・新潟県糸魚川市島道・しまみち

　　９４１-００１５・新潟県糸魚川市清水山・しみずやま

　　９４１-００１３・新潟県糸魚川市下出・しもいで

　　９４１-００２３・新潟県糸魚川市上覚・じようかく

　　９４１-００４１・新潟県糸魚川市真光寺・しんこうじ

　　９４１-００６５・新潟県糸魚川市新鉄・しんてつ

　　９４９-１３２７・新潟県糸魚川市須川・すがわ

　　９４９-０５５６・新潟県糸魚川市杉之当・すぎのとう

　　９４９-０３０１・新潟県糸魚川市須沢・すざわ

　　９４９-１２２４・新潟県糸魚川市砂場・すなはﾞ

　　９４９-１３０２・新潟県糸魚川市仙納・せんのう

　　９４９-１３１９・新潟県糸魚川市大王・たいおう

　　９４９-０５３３・新潟県糸魚川市大工屋敷・だいくやしき



　　９４９-０５４２・新潟県糸魚川市大神堂・だいじんどう

　　９４９-１３１７・新潟県糸魚川市大道寺・だいどうじ

　　９４９-１３４１・新潟県糸魚川市大平寺・たいへいじ

　　９４９-１３３４・新潟県糸魚川市平・たいら

　　９４９-１３１１・新潟県糸魚川市高倉・たかくら

　　９４１-００１１・新潟県糸魚川市滝川原・たきかわら

　　９４１-０００６・新潟県糸魚川市竹ケ花・たけがはな

　　９４１-００４３・新潟県糸魚川市田中・たなか

　　９４１-０００８・新潟県糸魚川市田伏・たぶせ

　　９４９-１３２３・新潟県糸魚川市田麦平・たむぎだいら

　　９４１-００２６・新潟県糸魚川市田屋・たや

　　９４９-１２１５・新潟県糸魚川市谷根・たんね

　　９４１-００６２・新潟県糸魚川市中央・ちゆうおう

　　９４９-１２２２・新潟県糸魚川市土倉・つちくら

　　９４９-１２０５・新潟県糸魚川市土塩・つちしお

　　９４９-１３０６・新潟県糸魚川市筒石・つついじ

　　９４９-１２０８・新潟県糸魚川市坪野・つほﾞの

　　９４１-００７７・新潟県糸魚川市頭山・つむりやま

　　９４９-０３０４・新潟県糸魚川市寺地・てらじ

　　９４１-００６６・新潟県糸魚川市寺島・てらじま

　　９４１-００５８・新潟県糸魚川市寺町・てらまち

　　９４９-１３３８・新潟県糸魚川市寺山・てらやま

　　９４９-１３３２・新潟県糸魚川市藤後・とうご

　　９４９-１３０５・新潟県糸魚川市藤崎・とうざき

　　９４１-００３７・新潟県糸魚川市道平・どうたいら

　　９４９-０３０３・新潟県糸魚川市田海・とうみ

　　９４１-００１９・新潟県糸魚川市道明・どうみよう

　　９４９-１３０１・新潟県糸魚川市徳合・とくあい

　　９４９-０３０８・新潟県糸魚川市外波・となみ

　　９４９-１２２３・新潟県糸魚川市中川原新田・なかがわらしんでん

　　９４１-０００３・新潟県糸魚川市中宿・なかしゆく

　　９４９-１２０３・新潟県糸魚川市中野・なかの

　　９４９-１３１４・新潟県糸魚川市中野口・なかのくち

　　９４１-０００２・新潟県糸魚川市中浜・なかはま

　　９４９-１２０４・新潟県糸魚川市中林・なかはﾞやじ

　　９４１-００７５・新潟県糸魚川市中谷内・なかやち

　　９４１-００４５・新潟県糸魚川市成沢・なりさわ

　　９４１-００７３・新潟県糸魚川市西川原・にしがわら

　　９４９-１２１３・新潟県糸魚川市西塚・にしつか

　　９４１-００７６・新潟県糸魚川市西中・にしなか

　　９４９-１３２２・新潟県糸魚川市西飛山・にしひやま

　　９４１-００２４・新潟県糸魚川市西谷内・にしやち

　　９４９-０４６１・新潟県糸魚川市西山（大前）・にしやま(おおまえ)

　　９４９-０５５７・新潟県糸魚川市西山（その他）・にしやま(そのた)

　　９４１-００１４・新潟県糸魚川市日光寺・につこうじ

　　９４９-０５３６・新潟県糸魚川市根小屋・ねごや

　　９４９-１３５２・新潟県糸魚川市能生・のう

　　９４９-１３５１・新潟県糸魚川市能生小泊・のうこどまり

　　９４９-０３０６・新潟県糸魚川市橋立・はしだて

　　９４９-１３１６・新潟県糸魚川市柱道・はしらみち

　　９４１-００４６・新潟県糸魚川市羽生・はにゆう

　　９４１-００２１・新潟県糸魚川市東海・ひがしうみ

　　９４１-００２７・新潟県糸魚川市東川原・ひがしかわら

　　９４９-１３２１・新潟県糸魚川市東谷内・ひがしたにうち

　　９４９-１２１２・新潟県糸魚川市東塚・ひがしつか

　　９４１-００５３・新潟県糸魚川市東寺町・ひがしてらまち

　　９４９-０５３１・新潟県糸魚川市東中・ひがしなか

　　９４１-００４７・新潟県糸魚川市平牛・ひらうじ

　　９４９-１２０７・新潟県糸魚川市吹原・ふきはら

　　９４９-０５５５・新潟県糸魚川市別所・べつしよ

　　９４１-００２５・新潟県糸魚川市堀切・ほりきり

　　９４１-００６８・新潟県糸魚川市本町・ほんちよう

　　９４１-００３５・新潟県糸魚川市真木・まき

　　９４９-１３１２・新潟県糸魚川市槙・まき

　　９４９-１３２４・新潟県糸魚川市柵口・ませぐち

　　９４１-０００１・新潟県糸魚川市間脇・まわき

　　９４１-００４４・新潟県糸魚川市水保・みずほ

　　９４９-１３２８・新潟県糸魚川市溝尾・みぞお

　　９４９-１２１４・新潟県糸魚川市見滝・みたき

　　９４１-００５２・新潟県糸魚川市南押上・みなみおしあげ



　　９４１-００６９・新潟県糸魚川市南寺島・みなみてらじま

　　９４１-００５７・新潟県糸魚川市南寺町・みなみてらまち

　　９４９-１２０２・新潟県糸魚川市宮平・みやだいら

　　９４９-１３２６・新潟県糸魚川市物出・ものいで

　　９４９-１３０４・新潟県糸魚川市百川・ももがわ

　　９４９-０５５４・新潟県糸魚川市山口・やまぐち

　　９４９-０５４３・新潟県糸魚川市山寺・やまでら

　　９４１-０００７・新潟県糸魚川市大和川・やまとがわ

　　９４９-０４６３・新潟県糸魚川市山之坊・やまのほﾞう

　　９４１-００７２・新潟県糸魚川市山本・やまもと

　　９４１-００６７・新潟県糸魚川市横町・よこまち

　　９４９-０５５８・新潟県糸魚川市余所・よしよ

　　９４１-００１６・新潟県糸魚川市四ツ屋・よつや

　　９４１-００５５・新潟県糸魚川市蓮台寺・れんだいじ

　　９４９-１３１８・新潟県糸魚川市鷲尾・わしお

　　９４４-００００・新潟県妙高市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４４-００９１・新潟県妙高市青田・あおた

　　９４９-２１１１・新潟県妙高市赤倉・あかくら

　　９４４-００４３・新潟県妙高市朝日町・あさひちよう

　　９４４-００４１・新潟県妙高市新井・あらい

　　９４４-００５４・新潟県妙高市新井新田・あらいしんでん

　　９４４-００１１・新潟県妙高市石塚町・いしつﾞかちよう

　　９４４-００８４・新潟県妙高市五日市・いつかいち

　　９４４-０００６・新潟県妙高市稲塚・いなつﾞか

　　９４４-００７５・新潟県妙高市猪野山・いのやま

　　９４９-２２０８・新潟県妙高市今府・いまぶ

　　９４４-００３２・新潟県妙高市小出雲・おいずも

　　９４４-０２１５・新潟県妙高市大貝・おおがい

　　９４４-０００６・新潟県妙高市大崎町・おおさきちよう

　　９４４-０３３３・新潟県妙高市大沢新田・おおさわしんでん

　　９４９-２２２１・新潟県妙高市大鹿・おおしか

　　９４４-０２１６・新潟県妙高市大下・おおしも

　　９４９-２２２５・新潟県妙高市大谷・おおたに

　　９４４-０２２４・新潟県妙高市大濁・おおにごり

　　９４４-０３３２・新潟県妙高市大原新田・おおはらしんでん

　　９４４-００９４・新潟県妙高市岡崎新田・おかざきしんでん

　　９４９-２２１２・新潟県妙高市岡新田・おかしんでん

　　９４９-２２２４・新潟県妙高市桶海・おけみ

　　９４４-００８２・新潟県妙高市乙吉・おとよじ

　　９４４-００８１・新潟県妙高市籠町・かごまち

　　９４４-００３７・新潟県妙高市学校町・がつこうちよう

　　９４９-２１０４・新潟県妙高市兼俣・かねまた

　　９４９-２２０５・新潟県妙高市上大塚新田・かみおおつかしんでん

　　９４４-０２２３・新潟県妙高市上小沢・かみこざわ

　　９４４-００２５・新潟県妙高市上新保・かみしんほﾞ

　　９４４-０００１・新潟県妙高市上百々・かみどうどう

　　９４４-００５２・新潟県妙高市上中・かみなか

　　９４９-２２３３・新潟県妙高市上中村新田・かみなかむらしんでん

　　９４４-０２１２・新潟県妙高市上濁川・かみにごりかわ

　　９４４-００８８・新潟県妙高市上八幡新田・かみはちまんしんでん

　　９４４-０２２５・新潟県妙高市上馬場・かみはﾞはﾞ

　　９４４-０３４４・新潟県妙高市上平丸・かみひらまる

　　９４４-０２０５・新潟県妙高市上堀之内・かみほりのうち

　　９４４-００４６・新潟県妙高市上町・かみまち

　　９４４-００８３・新潟県妙高市上四ツ屋・かみよつや

　　９４４-００２６・新潟県妙高市川上・かわかみ

　　９４４-００２１・新潟県妙高市北条・きたじよう

　　９４９-２２０３・新潟県妙高市北田屋新田・きたたやしんでん

　　９４４-００３４・新潟県妙高市経塚町・きようつﾞかちよう

　　９４９-２２０７・新潟県妙高市窪田新田・くほﾞたしんでん

　　９４４-００６１・新潟県妙高市窪松原・くほﾞまつはﾞら

　　９４４-０００７・新潟県妙高市栗原・くりはら

　　９４９-２１０５・新潟県妙高市毛祝坂・けわいざか

　　９４４-００２０・新潟県妙高市工団町・こうだんちよう

　　９４４-０００４・新潟県妙高市国賀・こくか

　　９４４-０２１３・新潟県妙高市小局・こつほﾞね

　　９４４-０２２６・新潟県妙高市木成・こなり

　　９４４-０２２１・新潟県妙高市小濁・こにごり

　　９４４-０３３１・新潟県妙高市小原新田・こはﾞらしんでん

　　９４４-００７２・新潟県妙高市小丸山新田・こまるやましんでん



　　９４４-００８６・新潟県妙高市坂井新田・さかいしんでん

　　９４４-００４４・新潟県妙高市栄町・さかえちよう

　　９４９-２２３４・新潟県妙高市坂口新田・さかぐちしんでん

　　９４９-２２０２・新潟県妙高市坂下新田・さかしたしんでん

　　９４４-０３４１・新潟県妙高市猿橋・さるはじ

　　９４４-００５３・新潟県妙高市三本木新田・さんほﾞんぎしんでん

　　９４４-００５６・新潟県妙高市志・じ

　　９４４-００４２・新潟県妙高市東雲町・しののめちよう

　　９４４-００３５・新潟県妙高市渋江町・しぶえちよう

　　９４４-０２０３・新潟県妙高市下濁川・しもにごりかわ

　　９４４-０３４３・新潟県妙高市下平丸・しもひらまる

　　９４４-００４８・新潟県妙高市下町・しもまち

　　９４４-００９６・新潟県妙高市神宮寺・じんぐうじ

　　９４４-０００５・新潟県妙高市新栄町・しんさかえちよう

　　９４４-００１９・新潟県妙高市新工町・しんこうちよう

　　９４４-００８７・新潟県妙高市新保新田・しんほﾞしんでん

　　９４４-００３６・新潟県妙高市末広町・すえひろちよう

　　９４４-００５７・新潟県妙高市菅沼・すがぬま

　　９４９-２１１３・新潟県妙高市杉野沢・すぎのさわ

　　９４９-２２２６・新潟県妙高市住吉・すみよじ

　　９４４-００１８・新潟県妙高市諏訪町・すわちよう

　　９４９-２１１２・新潟県妙高市関川・せきがわ

　　９４４-００１４・新潟県妙高市関川町・せきがわちよう

　　９４９-２１４１・新潟県妙高市関山（熊堂山）・せきやま(くまどうやま)

　　９４９-２１４１・新潟県妙高市関山（妙高山国有林第２８班）・せきやま

　　９４９-２２３５・新潟県妙高市関山（その他）・せきやま(そのた)

　　９４９-２１０３・新潟県妙高市蔵々・ぞうぞう

　　９４９-２２０９・新潟県妙高市祖父竹・そふたけ

　　９４４-００１３・新潟県妙高市高柳・たかやなぎ

　　９４９-２１０２・新潟県妙高市田切・たぎり

　　９４９-２１０６・新潟県妙高市田口・たぐち

　　９４９-２２１１・新潟県妙高市田中村新田・たなかむらしんでん

　　９４４-００３１・新潟県妙高市田町・たまち

　　３８９-２２６１・新潟県妙高市樽本（１１０１)・たるもと(１１０１)

　　９４９-２２２３・新潟県妙高市樽本（その他）・たるもと(そのた)

　　９４４-００１７・新潟県妙高市中央町・ちゆうおうちよう

　　９４４-０００３・新潟県妙高市月岡・つきおか

　　９４４-０２２２・新潟県妙高市坪山・つほﾞやま

　　９４９-２２０１・新潟県妙高市寺尾・てらお

　　９４４-０００９・新潟県妙高市東陽町・とうようちよう

　　９４４-００９５・新潟県妙高市十日市・とおかいち

　　９４４-００７６・新潟県妙高市土田・どだ

　　９４９-２２２２・新潟県妙高市土路・どろ

　　９４４-０００５・新潟県妙高市中川・なかがわ

　　９４４-０３４５・新潟県妙高市長沢・ながさわ

　　９４４-０３４２・新潟県妙高市長沢原・ながさわら

　　９４４-００２７・新潟県妙高市中宿・なかじく

　　９４９-２２１４・新潟県妙高市中島新田・なかじましんでん

　　９４９-２２０４・新潟県妙高市中原新田・なかはﾞらしんでん

　　９４４-００４５・新潟県妙高市中町・なかまち

　　９４４-００７３・新潟県妙高市長森・ながもり

　　９４４-０２１７・新潟県妙高市中横山・なかよこやま

　　９４４-００７７・新潟県妙高市梨木・なしのき

　　９４４-００５１・新潟県妙高市錦町・にしきちよう

　　９４４-００２３・新潟県妙高市西条・にしじよう

　　９４４-００５８・新潟県妙高市西菅沼新田・にしすがぬましんでん

　　９４９-２２０６・新潟県妙高市西田屋新田・にしたやしんでん

　　９４４-００６４・新潟県妙高市西野谷・にしのや

　　９４４-００６３・新潟県妙高市西野谷新田・にしのやしんでん

　　９４４-０３３４・新潟県妙高市楡島・にれしま

　　９４４-０２０４・新潟県妙高市除戸・のぞきど

　　９４４-００４７・新潟県妙高市白山町・はくさんちよう

　　９４９-２２１５・新潟県妙高市橋本新田・はしもとしんでん

　　９４９-２２１８・新潟県妙高市花房・はなぶさ

　　９４９-２２１９・新潟県妙高市原通・はらどおり

　　９４４-００５５・新潟県妙高市東志・ひがしじ

　　９４４-０２１４・新潟県妙高市東菅沼・ひがしすがぬま

　　９４４-０３３５・新潟県妙高市東関・ひがしせき

　　９４９-２２１３・新潟県妙高市東田屋新田・ひがしたやしんでん

　　９４９-２２１７・新潟県妙高市東福田新田・ひがしふくだしんでん



　　９４９-２２１６・新潟県妙高市東四ツ屋新田・ひがしよつやしんでん

　　９４４-００９２・新潟県妙高市飛田・ひだ

　　９４４-００９３・新潟県妙高市飛田新田・ひだしんでん

　　９４４-００１６・新潟県妙高市美守・ひだのもり

　　９４４-０２０１・新潟県妙高市姫川原（３８３８～３９８５)・ひめかわら

　　９４４-００２８・新潟県妙高市姫川原（その他）・ひめかわら(そのた)

　　９４４-０００２・新潟県妙高市広島・ひろしま

　　９４４-００３３・新潟県妙高市広田町・ひろたちよう

　　９４４-００７１・新潟県妙高市藤塚新田・ふじつﾞかしんでん

　　９４９-２１０１・新潟県妙高市二俣・ふたまた

　　９４４-０２０２・新潟県妙高市巻淵・まきぶち

　　９４４-００７４・新潟県妙高市三ツ俣・みつまた

　　９４４-００９７・新潟県妙高市宮内・みやうち

　　９４９-２２３２・新潟県妙高市葎生・もぐろう

　　９４４-００８５・新潟県妙高市谷内林新田・やちはﾞやししんでん

　　９４４-０００８・新潟県妙高市柳井田町・やないだちよう

　　９４４-００９８・新潟県妙高市雪森・ゆきもり

　　９４４-００２２・新潟県妙高市吉木・よしき

　　９４４-００２４・新潟県妙高市吉木新田・よしきしんでん

　　９４９-２２３１・新潟県妙高市米島新田・よねじましんでん

　　９４４-００６２・新潟県妙高市両善寺・りようぜんじ

　　９４４-０２１１・新潟県妙高市和屋・わや

　　９５９-１６００・新潟県五泉市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５９-１７５５・新潟県五泉市青橋・あおはじ

　　９５９-１６４１・新潟県五泉市赤羽・あかはね

　　９５９-１８３１・新潟県五泉市曙町・あけほﾞのちよう

　　９５９-１８２１・新潟県五泉市赤海・あこうみ

　　９５９-１８６２・新潟県五泉市旭町・あさひちよう

　　９５９-１７６５・新潟県五泉市愛宕・あたご

　　９５９-１７１７・新潟県五泉市阿弥陀瀬・あみだせ

　　９５９-１７３７・新潟県五泉市新屋・あらや

　　９５９-１８６１・新潟県五泉市粟島・あわしま

　　９５９-１８３３・新潟県五泉市五十嵐新田・いがらししんでん

　　９５９-１８５７・新潟県五泉市石倉・いしくら

　　９５９-１７０１・新潟県五泉市石曽根・いしぞね

　　９５９-１８７６・新潟県五泉市泉町・いずみちよう

　　９５９-１８１３・新潟県五泉市伊勢の川・いせのかわ

　　９５９-１６０１・新潟県五泉市一本杉・いつほﾟんすぎ

　　９５９-１８３５・新潟県五泉市今泉・いまいずみ

　　９５９-１７４９・新潟県五泉市上野・うえの

　　９５９-１８２３・新潟県五泉市駅前・えきまえ

　　９５９-１８６７・新潟県五泉市大川前・おおかわまえ

　　９５９-１７３１・新潟県五泉市大口・おおくち

　　９５９-１６３６・新潟県五泉市大蔵・おおくら

　　９５９-１８４５・新潟県五泉市大沢・おおさわ

　　９５９-１６３３・新潟県五泉市大須郷・おおすごう

　　９５９-１８２５・新潟県五泉市太田・おおた

　　９５９-１６２３・新潟県五泉市大谷・おおたに

　　９５９-１７３４・新潟県五泉市大原・おおはら

　　９５９-１８５２・新潟県五泉市荻曽根・おぎそね

　　９５９-１６０３・新潟県五泉市荻野島・おぎのしま

　　９５９-１８５５・新潟県五泉市小熊・おぐま

　　９５９-１６２１・新潟県五泉市尾白・おじろ

　　９５９-１６２４・新潟県五泉市小山田・おやまだ

　　９５９-１８６６・新潟県五泉市学校町・がつこうちよう

　　９５９-１７４４・新潟県五泉市上大蒲原・かみおおかんはﾞら

　　９５９-１７０８・新潟県五泉市上木越・かみきごじ

　　９５９-１７２６・新潟県五泉市上杉川・かみすぎかわ

　　９５９-１７４６・新潟県五泉市上戸倉・かみとぐら

　　９５９-１６３５・新潟県五泉市柄沢・からさわ

　　９５９-１７５６・新潟県五泉市刈羽・かりわ

　　９５９-１８３２・新潟県五泉市川瀬・かわぜ

　　９５９-１７１１・新潟県五泉市川内・かわち

　　９５９-１８３４・新潟県五泉市木越・きごじ

　　９５９-１７０９・新潟県五泉市木越荒屋・きごしあらや

　　９５９-１８１４・新潟県五泉市北五泉駅前・きたごせんえきまえ

　　９５９-１６２５・新潟県五泉市切畑・きりはた

　　９５９-１７１６・新潟県五泉市熊沢・くまさわ

　　９５９-１７６３・新潟県五泉市熊野堂・くまのどう

　　９５９-１７２１・新潟県五泉市暮坪・くれつほﾞ



　　９５９-１８６４・新潟県五泉市郷屋川・こうやがわ

　　９５９-１６１２・新潟県五泉市小搦・こがらみ

　　９５９-１６２２・新潟県五泉市小栗山・こぐりやま

　　９５９-１８５１・新潟県五泉市五泉・ごせん

　　９５９-１７２５・新潟県五泉市小面谷・こつらだに

　　９５９-１６１３・新潟県五泉市小流・こながじ

　　９５９-１７５３・新潟県五泉市笹野町・ささのまち

　　９５９-１６１１・新潟県五泉市笹堀・ささほﾞり

　　９５９-１７２４・新潟県五泉市笹目・ささめ

　　９５９-１６１５・新潟県五泉市佐取・さどり

　　９５９-１８０６・新潟県五泉市猿橋・さるはじ

　　９５９-１６３１・新潟県五泉市猿和田・さるわだ

　　９５９-１８１１・新潟県五泉市三本木・さんほﾞんぎ

　　９５９-１７１８・新潟県五泉市下阿弥陀瀬・しもあみだせ

　　９５９-１７４３・新潟県五泉市下大蒲原・しもおおかんはﾞら

　　９５９-１８０３・新潟県五泉市下条・しもじよう

　　９５９-１８０２・新潟県五泉市下新・しもしん

　　９５９-１７２７・新潟県五泉市下杉川・しもすぎかわ

　　９５９-１７４５・新潟県五泉市下戸倉・しもとぐら

　　９５９-１８４６・新潟県五泉市尻上・しりあがり

　　９５９-１７５８・新潟県五泉市城下・しろした

　　９５９-１７６７・新潟県五泉市新田町・しんでんまち

　　９５９-１６３７・新潟県五泉市菅出・すがいで

　　９５９-１８４７・新潟県五泉市菅沢・すげさわ

　　９５９-１７１４・新潟県五泉市仙見谷・せんみだに

　　９５９-１７４７・新潟県五泉市高松・たかまつ

　　９５９-１６０２・新潟県五泉市高山・たかやま

　　９５９-１８０４・新潟県五泉市田屋・たや

　　９５９-１７５１・新潟県五泉市中名沢・ちゆうなざわ

　　９５９-１７５２・新潟県五泉市千原・ちわら

　　９５９-１８０７・新潟県五泉市次屋・つぎや

　　９５９-１６４３・新潟県五泉市土堀・つちほﾞり

　　９５９-１８３７・新潟県五泉市寺沢・てらざわ

　　９５９-１７４２・新潟県五泉市寺田・てらだ

　　９５９-１８５３・新潟県五泉市土深・どぶけ

　　９５９-１７１２・新潟県五泉市土淵・どふち

　　９５９-１６３２・新潟県五泉市中川新・なかがわしん

　　９５９-１７３２・新潟県五泉市中島・なかじま

　　９５９-１７５４・新潟県五泉市中野橋・なかのはじ

　　９５９-１７５７・新潟県五泉市長橋・ながはじ

　　９５９-１７１５・新潟県五泉市夏針・なつはり

　　９５９-１８７３・新潟県五泉市錦町・にしきちよう

　　９５９-１８４４・新潟県五泉市西四ツ屋・にしよつや

　　９５９-１８４２・新潟県五泉市能代・のうだい

　　９５９-１８０１・新潟県五泉市羽下・はが

　　９５９-１８７１・新潟県五泉市白山・はくさん

　　９５９-１８４８・新潟県五泉市橋田・はした

　　９５９-１８７５・新潟県五泉市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　９５９-１７６６・新潟県五泉市番坂・はﾞんざか

　　９５９-１７６２・新潟県五泉市東石曽根・ひがしいしぞね

　　９５９-１８６３・新潟県五泉市東本町・ひがしほんちよう

　　９５９-１６４４・新潟県五泉市東四ツ屋・ひがしよつや

　　９５９-１７３５・新潟県五泉市蛭野・ひるの

　　９５９-１８４１・新潟県五泉市二ツ柳・ふたつやなぎ

　　９５９-１６３４・新潟県五泉市不動堂・ふどうどう

　　９５９-１８０５・新潟県五泉市船越・ふなこじ

　　９５９-１７３８・新潟県五泉市別所・べつしよ

　　９５９-１８６５・新潟県五泉市本町・ほんちよう

　　９５９-１６１４・新潟県五泉市馬下・まおろじ

　　９５９-１７４８・新潟県五泉市牧・まき

　　９５９-１８４３・新潟県五泉市町屋・まちや

　　９５９-１７２２・新潟県五泉市松野・まつの

　　９５９-１８５４・新潟県五泉市丸田・まるた

　　９５９-１７５９・新潟県五泉市美郷・みさと

　　９５９-１８１２・新潟県五泉市水島町・みずしまちよう

　　９５９-１７１３・新潟県五泉市水戸野・みとの

　　９５９-１８２２・新潟県五泉市緑町・みどりちよう

　　９５９-１７４１・新潟県五泉市南田中・みなみたなか

　　９５９-１８３６・新潟県五泉市南本町・みなみほんちよう

　　９５９-１８７２・新潟県五泉市宮町・みやちよう



　　９５９-１７６４・新潟県五泉市宮野下・みやのした

　　９５９-１７０７・新潟県五泉市村松・むらまつ

　　９５９-１７０５・新潟県五泉市村松乙・むらまつおつ

　　９５９-１７０４・新潟県五泉市村松甲・むらまつこう

　　９５９-１７０６・新潟県五泉市村松丙・むらまつへい

　　９５９-１７３９・新潟県五泉市村松工業団地・むらまつこうぎようだんち

　　９５９-１７６１・新潟県五泉市本田屋・もとだい

　　９５９-１７３３・新潟県五泉市安出・やすいで

　　９５９-１７０３・新潟県五泉市矢津・やつﾞ

　　９５９-１８５６・新潟県五泉市山崎・やまざき

　　９５９-１７３６・新潟県五泉市山谷・やまや

　　９５９-１８７４・新潟県五泉市横町・よこまち

　　９５９-１７２３・新潟県五泉市横渡・よこわたじ

　　９５９-１８２４・新潟県五泉市吉沢・よしざわ

　　９５９-１６４２・新潟県五泉市四ツ屋新・よつやしん

　　９５９-１６０４・新潟県五泉市論瀬・ろんぜ

　　９４３-００００・新潟県上越市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４３-０８７１・新潟県上越市青木・あおき

　　９４２-０２３８・新潟県上越市青野・あおの

　　９４３-０８８６・新潟県上越市朝日・あさひ

　　９４２-０００３・新潟県上越市東町・あずまちよう

　　９４３-０１３９・新潟県上越市天野原新田・あまのはらしんでん

　　９４３-０８６２・新潟県上越市荒町・あらまち

　　９４３-０１８７・新潟県上越市荒屋・あらや

　　９４９-１７０２・新潟県上越市有間川・ありまがわ

　　９４３-０８９６・新潟県上越市飯・いい

　　９４３-０４２２・新潟県上越市飯田・いいだ

　　９４２-００３９・新潟県上越市飯塚・いいつﾞか

　　９４３-０１２８・新潟県上越市池・いけ

　　９４２-０２４２・新潟県上越市石川・いしかわ

　　９４３-０８７２・新潟県上越市石沢・いしざわ

　　９４２-００７４・新潟県上越市石橋・いしはﾞじ

　　９４２-００２３・新潟県上越市石橋新田・いしはﾞししんでん

　　９４４-０１５０・新潟県上越市板倉区青葉・いたくらくあおはﾞ

　　９４４-０１０１・新潟県上越市板倉区稲増・いたくらくいなます

　　９４４-０１１９・新潟県上越市板倉区大野新田・いたくらくおおのしんでん

　　９４４-０１２３・新潟県上越市板倉区釜塚・いたくらくかまつﾞか

　　９４４-０１４７・新潟県上越市板倉区上中島新田・かみなかじましんでん

　　９４４-０１０２・新潟県上越市板倉区上福田新田・いたくらくかみふくだしんでん

　　９４４-０１２４・新潟県上越市板倉区久々野・いたくらくくぐの

　　９４４-０１３９・新潟県上越市板倉区熊川・いたくらくくまがわ

　　９４４-０１３８・新潟県上越市板倉区熊川新田・いたくらくくまがわしんでん

　　９４４-０１１８・新潟県上越市板倉区栗沢・いたくらくくりざわ

　　９４４-０１１５・新潟県上越市板倉区玄藤寺新田・いたくらくげんどうじしんでん

　　９４４-０１４６・新潟県上越市板倉区小石原・いたくらくこいしはら

　　９４４-０１３３・新潟県上越市板倉区国川・いたくらくこくがわ

　　９４４-０１２９・新潟県上越市板倉区菰立・いたくらくこもだて

　　９４４-０１０７・新潟県上越市板倉区坂井・いたくらくさかい

　　９４４-０１２５・新潟県上越市板倉区猿供養寺・いたくらくさるくようじ

　　９４４-０１０６・新潟県上越市板倉区沢田・いたくらくさわだ

　　９４４-０１４９・新潟県上越市板倉区下田屋・いたくらくしもたや

　　９４４-０１４４・新潟県上越市板倉区下米沢・いたくらくしもよねざわ

　　９４４-０１１６・新潟県上越市板倉区関田・いたくらくせきだ

　　９４４-０１４３・新潟県上越市板倉区関根・いたくらくせきね

　　９４４-０１３２・新潟県上越市板倉区曽根田・いたくらくそねだ

　　９４４-０１４１・新潟県上越市板倉区田井・いたくらくたい

　　９４４-０１４２・新潟県上越市板倉区高野・いたくらくたかの

　　９４４-０１１４・新潟県上越市板倉区達野・いたくらくたての

　　９４４-０１０５・新潟県上越市板倉区田屋・いたくらくたや

　　９４４-０１１７・新潟県上越市板倉区筒方・いたくらくどうがた

　　９４４-０１０９・新潟県上越市板倉区戸狩・いたくらくとがり

　　９４４-０１０４・新潟県上越市板倉区長塚・いたくらくながつか

　　９４４-０１２２・新潟県上越市板倉区中之宮・いたくらくなかのみや

　　９４４-０１０８・新潟県上越市板倉区長嶺・いたくらくながみね

　　９４４-０１１２・新潟県上越市板倉区中四ツ屋・いたくらくなかよつや

　　９４４-０１２８・新潟県上越市板倉区機織・いたくらくはたおり

　　９４４-０１３１・新潟県上越市板倉区針・いたくらくはり

　　９４４-０１２６・新潟県上越市板倉区東山寺・いたくらくひがしやまでら

　　９４４-０１３４・新潟県上越市板倉区福王寺・いたくらくふくおうじ

　　９４４-０１２７・新潟県上越市板倉区不動新田・いたくらくふどうしんでん



　　９４４-０１１３・新潟県上越市板倉区別所・いたくらくべつしよ

　　９４４-０１５１・新潟県上越市板倉区緑ケ丘・いたくらくみどりがおか

　　９４４-０１４５・新潟県上越市板倉区南中島・いたくらくみなみなかじま

　　９４４-０１０３・新潟県上越市板倉区南四ツ屋新田・いたくらくみなみよつやしんでん

　　９４４-０１１１・新潟県上越市板倉区宮島・いたくらくみやじま

　　９４４-０１３６・新潟県上越市板倉区山越・いたくらくやまごじ

　　９４４-０１２１・新潟県上越市板倉区山部・いたくらくやまべ

　　９４４-０１４８・新潟県上越市板倉区横町・いたくらくよこちよう

　　９４４-０１３７・新潟県上越市板倉区吉増・いたくらくよします

　　９４４-０１３５・新潟県上越市板倉区米増・いたくらくよねます

　　９４３-０１８６・新潟県上越市市野江・いちのえ

　　９４３-０１１７・新潟県上越市稲・いな

　　９４３-０１５４・新潟県上越市稲田・いなだ

　　９４３-０４２５・新潟県上越市稲谷・いなだに

　　９４３-０８７４・新潟県上越市稲荷・いなり

　　９４３-０１２９・新潟県上越市茨沢・いはﾞらさわ

　　９４３-０１４５・新潟県上越市今池・いまいけ

　　９４３-０８６４・新潟県上越市今泉・いまいずみ

　　９４３-０８１４・新潟県上越市岩木・いわき

　　９４３-０８８９・新潟県上越市後谷・うしろだに

　　９４３-０８１８・新潟県上越市宇津尾・うつお

　　９４２-０３０６・新潟県上越市浦川原区有島・うらがわらくありしま

　　９４２-０３３６・新潟県上越市浦川原区飯室・うらがわらくいいむろ

　　９４２-０３３５・新潟県上越市浦川原区今熊・うらがわらくいまぐま

　　９４２-０３３２・新潟県上越市浦川原区岩室・うらがわらくいわむろ

　　９４２-０３３８・新潟県上越市浦川原区印内・うらがわらくいんない

　　９４２-０３１２・新潟県上越市浦川原区大栃山・うらがわらくおおとちやま

　　９４２-０３０７・新潟県上越市浦川原区釜淵・うらがわらくかまぶち

　　９４２-０３０１・新潟県上越市浦川原区上猪子田・うらがわらくかみいのこだ

　　９４２-０３１８・新潟県上越市浦川原区上岡・うらがわらくかみおか

　　９４２-０３１１・新潟県上越市浦川原区上柿野・うらがわらくかみがきの

　　９４２-０３２１・新潟県上越市浦川原区熊沢・うらがわらくくまざわ

　　９４２-０３１４・新潟県上越市浦川原区顕聖寺・うらがわらくけんしようじ

　　９４２-０３０８・新潟県上越市浦川原区小蒲生田・うらがわらくこがもだ

　　９４２-０３０２・新潟県上越市浦川原区小谷島・うらがわらくこやじま

　　９４２-０３３３・新潟県上越市浦川原区桜島・うらがわらくさくらしま

　　９４２-０３０３・新潟県上越市浦川原区下猪子田・うらがわらくしもいのこだ

　　９４２-０３１３・新潟県上越市浦川原区下柿野・うらがわらくしもがきの

　　９４２-０３２３・新潟県上越市浦川原区真光寺・うらがわらくしんこうじ

　　９４２-０３１７・新潟県上越市浦川原区杉坪・うらがわらくすぎつほﾞ

　　９４２-０３２４・新潟県上越市浦川原区谷・うらがわらくたに

　　９４２-０３２５・新潟県上越市浦川原区坪野・うらがわらくつほﾞの

　　９４２-０３０４・新潟県上越市浦川原区中猪子田・うらがわらくなかいのこだ

　　９４２-０３３１・新潟県上越市浦川原区長走・うらがわらくながはしり

　　９４２-０３１９・新潟県上越市浦川原区東俣・うらがわらくひがしまた

　　９４２-０３２７・新潟県上越市浦川原区菱田・うらがわらくひしだ

　　９４２-０３３９・新潟県上越市浦川原区日向・うらがわらくひなた

　　９４２-０３２６・新潟県上越市浦川原区法定寺・うらがわらくほうじようじ

　　９４２-０３１６・新潟県上越市浦川原区六日町・うらがわらくむいかまち

　　９４２-０３０５・新潟県上越市浦川原区虫川・うらがわらくむしがわ

　　９４２-０３３７・新潟県上越市浦川原区山印内・うらがわらくやまいんない

　　９４２-０３３４・新潟県上越市浦川原区山本・うらがわらくやまもと

　　９４２-０３１５・新潟県上越市浦川原区横川・うらがわらくよこかわ

　　９４２-０３２２・新潟県上越市浦川原区横住・うらがわらくよこずみ

　　９４２-００２５・新潟県上越市夷浜・えびすはま

　　９４９-１７２３・新潟県上越市小池・おいけ

　　９４９-１７２４・新潟県上越市小池新田・おいけしんでん

　　９４９-３１３４・新潟県上越市大潟区和泉新田・おおがたくいずみしんでん

　　９４９-３１２２・新潟県上越市大潟区岩野古新田・おおがたくいわのこしんでん

　　９４９-３１３５・新潟県上越市大潟区内雁子・おおがたくうちがんご

　　９４９-３１３６・新潟県上越市大潟区内雁子新田・おおがたくうちがんごしんでん

　　９４９-３１２１・新潟県上越市大潟区潟田・おおがたくかただ

　　９４９-３１０３・新潟県上越市大潟区潟町・おおがたくかたまち

　　９４２-０１８１・新潟県上越市大潟区潟守新田（５３の１～６０の９)・しんでん)

　　９４９-３１３７・新潟県上越市大潟区潟守新田（その他）・かたもりしんでん(そのた)

　　９４９-３１１４・新潟県上越市大潟区上小船津浜・おおがたくかみこぶなつはま

　　９４９-３１０１・新潟県上越市大潟区雁子浜・おおがたくがんこはま

　　９４９-３１０２・新潟県上越市大潟区九戸浜・おおがたくくどはま

　　９４９-３１１７・新潟県上越市大潟区蜘ケ池・おおがたくくもがいけ

　　９４９-３１１６・新潟県上越市大潟区犀潟・おおがたくさいがた



　　９４９-３１３１・新潟県上越市大潟区里鵜島新田・おおがたくさとうじましんでん

　　９４９-３１１５・新潟県上越市大潟区渋柿浜・おおがたくしぶかきはま

　　９４９-３１１３・新潟県上越市大潟区下小船津浜・おおがたくしもこぶなつはま

　　９４９-３１３３・新潟県上越市大潟区高橋新田・おおがたくたかはししんでん

　　９４９-３１１２・新潟県上越市大潟区土底浜・おおがたくどそこはま

　　９４９-３１２３・新潟県上越市大潟区長崎・おおがたくながさき

　　９４９-３１２５・新潟県上越市大潟区山鵜島新田・おおがたくやまうじましんでん

　　９４９-３１２４・新潟県上越市大潟区吉崎新田・おおがたくよしざきしんでん

　　９４９-３１１１・新潟県上越市大潟区四ツ屋浜・おおがたくよつやはま

　　９４９-３１３２・新潟県上越市大潟区米倉新田・おおがたくよねぐらしんでん

　　９４３-０４１４・新潟県上越市大口・おおくち

　　９４２-１１０７・新潟県上越市大島区板山・おおしまくいたやま

　　９４２-１２１５・新潟県上越市大島区牛ケ鼻・おおしまくうしがはな

　　９４２-１２１１・新潟県上越市大島区大島・おおしまくおおしま

　　９４２-１１０３・新潟県上越市大島区大平・おおしまくおおだいら

　　９４２-１１０６・新潟県上越市大島区岡・おおしまくおか

　　９４２-１１０５・新潟県上越市大島区上達・おおしまくかみたて

　　９４２-１１０４・新潟県上越市大島区下達・おおしまくしもたて

　　９４２-１２１６・新潟県上越市大島区菖蒲・おおしまくしようぶ

　　９４２-１２１３・新潟県上越市大島区棚岡・おおしまくたなおか

　　９４２-１１０２・新潟県上越市大島区田麦・おおしまくたむぎ

　　９４２-１２１２・新潟県上越市大島区中野・おおしまくなかの

　　９４２-１２１４・新潟県上越市大島区仁上・おおしまくにがみ

　　９４２-１１０１・新潟県上越市大島区嶺・おおしまくみね

　　９４３-０８３８・新潟県上越市大手町・おおてまち

　　９４３-０８９３・新潟県上越市大貫・おおぬき

　　９４２-００８９・新潟県上越市大場・おおはﾞ

　　９４９-１７３３・新潟県上越市大渕・おおぶち

　　９４３-０８３３・新潟県上越市大町・おおまち

　　９４２-０２３３・新潟県上越市岡崎新田・おかざきしんでん

　　９４３-０８５８・新潟県上越市岡原・おかはﾞら

　　９４２-００８６・新潟県上越市加賀町・かがちよう

　　９４９-３３６３・新潟県上越市柿崎区旭平・かきざきくあさひだいら

　　９４９-３２３６・新潟県上越市柿崎区阿弥陀瀬・かきざきくあみだせ

　　９４９-３３７４・新潟県上越市柿崎区芋島・かきざきくいものしま

　　９４９-３３７６・新潟県上越市柿崎区岩手・かきざきくいわで

　　９４９-３３７８・新潟県上越市柿崎区岩野・かきざきくいわの

　　９４９-３２５３・新潟県上越市柿崎区江島新田・かきざきくえじましんでん

　　９４９-３２２１・新潟県上越市柿崎区小萱・かきざきくおがや

　　９４９-３２３５・新潟県上越市柿崎区荻谷・かきざきくおぎのたに

　　９４９-３２４６・新潟県上越市柿崎区落合・かきざきくおちあい

　　９４９-３２１６・新潟県上越市柿崎区柿崎・かきざきくかきざき

　　９４９-３２２５・新潟県上越市柿崎区金谷・かきざきくかなや

　　９４９-３２３１・新潟県上越市柿崎区上小野・かきざきくかみおの

　　９４９-３２４３・新潟県上越市柿崎区上金原・かきざきくかみかなはら

　　９４９-３３６６・新潟県上越市柿崎区上中山・かきざきくかみなかやま

　　９４９-３２５２・新潟県上越市柿崎区上直海・かきざきくかみのうみ

　　９４９-３２１３・新潟県上越市柿崎区川井・かきざきくかわい

　　９４９-３２３７・新潟県上越市柿崎区川田・かきざきくかわた

　　９４９-３２２３・新潟県上越市柿崎区雁海・かきざきくがんかい

　　９４９-３２４５・新潟県上越市柿崎区行法・かきざきくぎようほう

　　９４９-３３６２・新潟県上越市柿崎区黒岩・かきざきくくろいわ

　　９４９-３２５１・新潟県上越市柿崎区下条・かきざきくげじよう

　　９４９-３２５４・新潟県上越市柿崎区坂田新田・かきざきくさかたしんでん

　　９４９-３２４２・新潟県上越市柿崎区桜町新田・かきざきくさくらまちしんでん

　　９４９-３３６７・新潟県上越市柿崎区猿毛・かきざきくさるげ

　　９４９-３２３２・新潟県上越市柿崎区下小野・かきざきくしもおの

　　９４９-３２４４・新潟県上越市柿崎区下金原・かきざきくしもかなはら

　　９４９-３２２６・新潟県上越市柿崎区下中山・かきざきくしもなかやま

　　９４９-３３７５・新潟県上越市柿崎区下灰庭新田・かきざきくしもはいにわしんでん

　　９４９-３３７１・新潟県上越市柿崎区下牧・かきざきくしもまき

　　９４９-３２５５・新潟県上越市柿崎区上下浜・かきざきくじようげはま

　　９４９-３３６１・新潟県上越市柿崎区城腰・かきざきくじようのこじ

　　９４９-３２３４・新潟県上越市柿崎区高寺・かきざきくたかてら

　　９４９-３３７７・新潟県上越市柿崎区高畑・かきざきくたかはﾞたけ

　　９４９-３２０１・新潟県上越市柿崎区竹鼻・かきざきくたけがはな

　　９４９-３２４７・新潟県上越市柿崎区角取・かきざきくつのどり

　　９４９-３２２２・新潟県上越市柿崎区栃窪・かきざきくとちくほﾞ

　　９４９-３２１５・新潟県上越市柿崎区直海浜・かきざきくのうみはま

　　９４９-３２１４・新潟県上越市柿崎区馬正面・かきざきくはﾞしようめん



　　９４９-３２２４・新潟県上越市柿崎区東谷内・かきざきくひがしやち

　　９４９-３３６４・新潟県上越市柿崎区東横山・かきざきくひがしよこやま

　　９４９-３３７９・新潟県上越市柿崎区平沢・かきざきくひらさわ

　　９４９-３３７３・新潟県上越市柿崎区米山寺・かきざきくべいさんじ

　　９４９-３２１１・新潟県上越市柿崎区法音寺・かきざきくほうおんじ

　　９４９-３３６５・新潟県上越市柿崎区松留・かきざきくまつどめ

　　９４９-３３７２・新潟県上越市柿崎区水野・かきざきくみずの

　　９４９-３２５６・新潟県上越市柿崎区三ツ屋浜・かきざきくみつやはま

　　９４９-３２４１・新潟県上越市柿崎区百木・かきざきくももき

　　９４９-３２３３・新潟県上越市柿崎区柳ケ崎・かきざきくやながさき

　　９４９-３２１２・新潟県上越市柿崎区山谷・かきざきくやまや

　　９４９-１７１２・新潟県上越市鍛冶免分・かじめんぶん

　　９４３-０８０９・新潟県上越市春日・かすが

　　９４２-００６１・新潟県上越市春日新田・かすがしんでん

　　９４３-０８０３・新潟県上越市春日野・かすがの

　　９４３-０８０７・新潟県上越市春日山町・かすがやままち

　　９４２-００２１・新潟県上越市上荒浜・かみあらはま

　　９４３-０１１３・新潟県上越市上池部・かみいけべ

　　９４３-０１６８・新潟県上越市上稲田・かみいなだ

　　９４２-００５２・新潟県上越市上源入・かみげんにゆう

　　９４２-０２５４・新潟県上越市上五貫野・かみごかんの

　　９４３-０１６５・新潟県上越市上島・かみじま

　　９４３-０８１１・新潟県上越市上正善寺・かみしようぜんじ

　　９４３-０８９４・新潟県上越市上昭和町・かみしようわまち

　　９４３-０１４３・新潟県上越市上新町・かみしんまち

　　９４３-０４２４・新潟県上越市上曾根・かみぞね

　　９４２-００３５・新潟県上越市上千原・かみちはら

　　９４９-１７４１・新潟県上越市上綱子・かみつなご

　　９４３-０１２６・新潟県上越市上富川・かみとみがわ

　　９４３-０８８４・新潟県上越市上中田・かみなかだ

　　９４２-０２５２・新潟県上越市上名柄・かみながら

　　９４３-０１１２・新潟県上越市上野田・かみのた

　　９４３-０８５６・新潟県上越市上箱井・かみはこい

　　９４３-０１０１・新潟県上越市上真砂・かみまなご

　　９４３-０８７６・新潟県上越市上門前・かみもんぜん

　　９４３-０８３９・新潟県上越市上湯谷・かみゆだに

　　９４２-０２４１・新潟県上越市上吉野・かみよしの

　　９４３-０１５３・新潟県上越市鴨島・かもじま

　　９４２-００３８・新潟県上越市川端・かわはﾞた

　　９４２-００６５・新潟県上越市川原町・かわらまち

　　９４３-０８５５・新潟県上越市木島・きじま

　　９４３-０８０５・新潟県上越市木田・きだ

　　９４３-０４１２・新潟県上越市北方・きたがた

　　９４３-０８２４・新潟県上越市北城町・きたしろちよう

　　９４３-０８０６・新潟県上越市木田新田・きだしんでん

　　９４３-０１０９・新潟県上越市北新保・きたしんほﾞ

　　９４３-０１０６・新潟県上越市北田中・きたたなか

　　９４９-１７３６・新潟県上越市北谷・きただに

　　９４３-０１６１・新潟県上越市北田屋新田・きたたやしんでん

　　９４３-０８２８・新潟県上越市北本町・きたほんちよう

　　９４３-０８４８・新潟県上越市儀明・ぎみよう

　　９４３-０８８１・新潟県上越市京田・きようでん

　　９４３-０５３１・新潟県上越市清里区青柳・きよさとくあおやなぎ

　　９４３-０５２７・新潟県上越市清里区赤池・きよさとくあかいけ

　　９４３-０５０２・新潟県上越市清里区荒牧・きよさとくあらまき

　　９４３-０５１３・新潟県上越市清里区今曽根・きよさとくいまぞね

　　９４３-０５３３・新潟県上越市清里区鶯沢・きよさとくうぐいすさわ

　　９４３-０５０１・新潟県上越市清里区岡野町・きよさとくおかのまち

　　９４３-０５０７・新潟県上越市清里区岡嶺新田・きよさとくおかみねしんでん

　　９４３-０５１６・新潟県上越市清里区上稲塚・きよさとくかみいなつﾞか

　　９４３-０５０４・新潟県上越市清里区上田島・きよさとくかみたじま

　　９４３-０５３４・新潟県上越市清里区上中条・きよさとくかみなかじよう

　　９４３-０５０３・新潟県上越市清里区上深沢・きよさとくかみふかさわ

　　９４３-０５２５・新潟県上越市清里区北野・きよさとくきたの

　　９４３-０５１１・新潟県上越市清里区塩曽根・きよさとくしおぞね

　　９４３-０５０６・新潟県上越市清里区菅原・きよさとくすがはら

　　９４３-０５３５・新潟県上越市清里区鈴倉・きよさとくすずくら

　　９４３-０５２３・新潟県上越市清里区棚田・きよさとくたなだ

　　９４３-０５２１・新潟県上越市清里区寺脇・きよさとくてらわき

　　９４３-０５３２・新潟県上越市清里区梨窪・きよさとくなしくほﾞ



　　９４３-０５２６・新潟県上越市清里区梨平・きよさとくなしだいら

　　９４３-０５２２・新潟県上越市清里区東戸野・きよさとくひがしとの

　　９４３-０５０５・新潟県上越市清里区東福島・きよさとくひがしふくしま

　　９４３-０５０８・新潟県上越市清里区平成・きよさとくへいせい

　　９４３-０５１２・新潟県上越市清里区馬屋・きよさとくまや

　　９４３-０５２４・新潟県上越市清里区水草・きよさとくみずくさ

　　９４３-０５１４・新潟県上越市清里区南田中・きよさとくみなみたなか

　　９４３-０５１０・新潟県上越市清里区みらい・きよさとくみらい

　　９４３-０５１５・新潟県上越市清里区武士・きよさとくもののふ

　　９４３-０５０９・新潟県上越市清里区弥生・きよさとくやよい

　　９４３-０１８３・新潟県上越市桐原・きりはら

　　９４２-０１６５・新潟県上越市頸城区青野・くびきくあおの

　　９４２-０２２５・新潟県上越市頸城区天ケ崎・くびきくあまがさき

　　９４２-０１２５・新潟県上越市頸城区飯田・くびきくいいだ

　　９４２-０１３５・新潟県上越市頸城区五十嵐・くびきくいがらじ

　　９４２-０２２１・新潟県上越市頸城区石神・くびきくいしがみ

　　９４２-０１４１・新潟県上越市頸城区市村・くびきくいちむら

　　９４２-０１５２・新潟県上越市頸城区浮島・くびきくうきしま

　　９４２-０１３９・新潟県上越市頸城区美しが丘・くびきくうつくしがおか

　　９４２-０１２１・新潟県上越市頸城区鵜ノ木・くびきくうのき

　　９４２-０１５４・新潟県上越市頸城区榎井・くびきくえのい

　　９４２-０２０１・新潟県上越市頸城区大潟・くびきくおおがた

　　９４２-０２１４・新潟県上越市頸城区大蒲生田・くびきくおおかもだ

　　９４２-０１１６・新潟県上越市頸城区大坂井・くびきくおおさかい

　　９４２-０１６３・新潟県上越市頸城区大谷内・くびきくおおやち

　　９４２-０１０２・新潟県上越市頸城区岡田・くびきくおかだ

　　９４２-０１１４・新潟県上越市頸城区柿野・くびきくかきの

　　９４２-０２０８・新潟県上越市頸城区潟・くびきくかた

　　９４２-０１６４・新潟県上越市頸城区潟口・くびきくかたぐち

　　９４２-０１１１・新潟県上越市頸城区片津・くびきくかたつﾞ

　　９４２-０２０２・新潟県上越市頸城区上池田・くびきくかみいけだ

　　９４２-０１３３・新潟県上越市頸城区上神原・くびきくかみかなはら

　　９４２-０１４２・新潟県上越市頸城区上三分一・くびきくかみさんぶいち

　　９４２-０２０３・新潟県上越市頸城区上増田・くびきくかみますだ

　　９４２-０１０６・新潟県上越市頸城区上柳町・くびきくかみやなぎまち

　　９４２-０１４５・新潟県上越市頸城区上吉・くびきくかみよじ

　　９４２-０１２２・新潟県上越市頸城区川袋・くびきくかわぶくろ

　　９４２-０１７１・新潟県上越市頸城区北方・くびきくきたかた

　　９４２-０１３２・新潟県上越市頸城区北福崎・くびきくきたふくざき

　　９４２-０１５１・新潟県上越市頸城区北四ツ屋・くびきくきたよつや

　　９４２-０２１５・新潟県上越市頸城区玄僧・くびきくげんぞう

　　９４２-０１３６・新潟県上越市頸城区島田・くびきくしまだ

　　９４２-０１０４・新潟県上越市頸城区下池田・くびきくしもいけだ

　　９４２-０１３４・新潟県上越市頸城区下神原・くびきくしもかなはら

　　９４２-０１４３・新潟県上越市頸城区下三分一・くびきくしもさんぶいち

　　９４２-０１３７・新潟県上越市頸城区下千原・くびきくしもちはら

　　９４２-０１５５・新潟県上越市頸城区下中島・くびきくしもなかじま

　　９４２-０１２３・新潟県上越市頸城区下中村・くびきくしもなかむら

　　９４２-０２０６・新潟県上越市頸城区下増田・くびきくしもますだ

　　９４２-０１０８・新潟県上越市頸城区下柳町・くびきくしもやなぎまち

　　９４２-０１４６・新潟県上越市頸城区下吉・くびきくしもよじ

　　９４２-０１５３・新潟県上越市頸城区下米岡・くびきくしもよねおか

　　９４２-０１５７・新潟県上越市頸城区城野腰・くびきくじようのこじ

　　９４２-０１２８・新潟県上越市頸城区諏訪・くびきくすわ

　　９４２-０１２９・新潟県上越市頸城区立崎・くびきくたてさき

　　９４２-０１１５・新潟県上越市頸城区田中・くびきくたなか

　　９４２-０１３１・新潟県上越市頸城区千原・くびきくちはら

　　９４２-０２０７・新潟県上越市頸城区手島・くびきくてしま

　　９４２-０１６１・新潟県上越市頸城区手宮・くびきくてみや

　　９４２-０１０９・新潟県上越市頸城区寺田・くびきくてらだ

　　９４２-０２２６・新潟県上越市頸城区塔ケ崎・くびきくとうがさき

　　９４２-０１０５・新潟県上越市頸城区戸口野・くびきくとぐちの

　　９４２-０１０３・新潟県上越市頸城区富田・くびきくとみた

　　９４２-０２１３・新潟県上越市頸城区中島・くびきくなかじま

　　９４２-０１１３・新潟県上越市頸城区中城・くびきくなかじよう

　　９４２-０２０５・新潟県上越市頸城区中増田・くびきくなかますだ

　　９４２-０１０７・新潟県上越市頸城区中柳町・くびきくなかやなぎまち

　　９４２-００９１・新潟県上越市頸城区西福島（１～２２５)・くびきくにしふくじま

　　９４２-００９１・新潟県上越市頸城区西福島（２２７～２８)・くびきくにしふくじま

　　９４２-００９１・新潟県上越市頸城区西福島（１０６０)・くびきくにしふくじま



　　９４２-０１４７・新潟県上越市頸城区西福島（その他）・くびきくにしふくじま(そのた)

　　９４２-０１１７・新潟県上越市頸城区西湊・くびきくにしみなと

　　９４２-０２２４・新潟県上越市頸城区仁野分・くびきくにのぶ

　　９４２-０１３８・新潟県上越市頸城区望ケ丘・くびきくのぞみがおか

　　９４２-０２１１・新潟県上越市頸城区畑ケ崎・くびきくはたけさき

　　９４２-０２２２・新潟県上越市頸城区花ケ崎・くびきくはながさき

　　９４２-０１１２・新潟県上越市頸城区姥谷内・くびきくはﾞやち

　　９４２-０１２４・新潟県上越市頸城区東俣・くびきくひがしまた

　　９４２-０２１６・新潟県上越市頸城区日根津・くびきくひねつﾞ

　　９４２-０１２７・新潟県上越市頸城区百間町・くびきくひやくけんまち

　　９４２-０１７３・新潟県上越市頸城区舟津・くびきくふなつ

　　９４２-０１５６・新潟県上越市頸城区松橋・くびきくまつはじ

　　９４２-０１５８・新潟県上越市頸城区松橋新田・くびきくまつはししんでん

　　９４２-０１４４・新潟県上越市頸城区松本・くびきくまつもと

　　９４２-０１２６・新潟県上越市頸城区宮原・くびきくみやはら

　　９４２-０１７２・新潟県上越市頸城区宮本・くびきくみやもと

　　９４２-０１６２・新潟県上越市頸城区森下・くびきくもりした

　　９４２-０２２３・新潟県上越市頸城区森本・くびきくもりもと

　　９４２-０２１２・新潟県上越市頸城区矢住・くびきくやずみ

　　９４２-０１０１・新潟県上越市頸城区柳町新田・くびきくやなぎまちしんでん

　　９４２-０２０４・新潟県上越市頸城区両毛・くびきくりようけ

　　９４３-０１２７・新潟県上越市熊塚・くまつﾞか

　　９４２-００１３・新潟県上越市黒井・くろい

　　９４３-０８８５・新潟県上越市黒田・くろだ

　　９４２-０２５１・新潟県上越市小泉・こいずみ

　　９４３-０８２３・新潟県上越市高土町・こうどちよう

　　９４３-０４２１・新潟県上越市高和町・こうわまち

　　９４３-０８４２・新潟県上越市五ケ所新田・ごかしよしんでん

　　９４２-００８２・新潟県上越市国府・こくふ

　　９４２-００５５・新潟県上越市小猿屋・こざるや

　　９４２-００５６・新潟県上越市小猿屋新田・こざるやしんでん

　　９４３-０８７７・新潟県上越市小滝・こたき

　　９４２-００８１・新潟県上越市五智・ごち

　　９４２-００８５・新潟県上越市五智国分・ごちこくぶ

　　９４２-００８４・新潟県上越市五智新町・ごちしんまち

　　９４３-０８９５・新潟県上越市御殿山町・ごてんやまちよう

　　９４２-０２４３・新潟県上越市五野井・ごのい

　　９４２-０２４６・新潟県上越市駒林・こまはﾞやじ

　　９４３-０１４１・新潟県上越市子安・こやす

　　９４３-０１４８・新潟県上越市子安新田・こやすしんでん

　　９４３-０８２６・新潟県上越市幸町・さいわいちよう

　　９４２-００７２・新潟県上越市栄町（１、２丁目）・さかえちよう(１､２)

　　９４３-０８２７・新潟県上越市栄町（その他）・さかえまち(そのた)

　　９４３-０１４４・新潟県上越市桜町・さくらちよう

　　９４２-００３１・新潟県上越市佐内・さない

　　９４２-００３１・新潟県上越市佐内町・さないちよう

　　９４２-００５４・新潟県上越市三田・さんだ

　　９４２-００５３・新潟県上越市三田新田・さんだしんでん

　　９４９-１７１４・新潟県上越市三伝・さんでん

　　９４３-０２２１・新潟県上越市三和区稲原・さんわくいなはら

　　９４３-０３１６・新潟県上越市三和区井ノ口・さんわくいのくち

　　９４３-０３１３・新潟県上越市三和区今保・さんわくいまほﾟ

　　９４３-０３１７・新潟県上越市三和区浮島・さんわくうきしま

　　９４３-０３１４・新潟県上越市三和区大・さんわくおお

　　９４２-０２７５・新潟県上越市三和区岡木・さんわくおかぎ

　　９４３-０３０５・新潟県上越市三和区岡田・さんわくおかだ

　　９４２-０２６７・新潟県上越市三和区沖柳・さんわくおきやなぎ

　　９４２-０２７３・新潟県上越市三和区上広田・さんわくかみひろた

　　９４３-０２３１・新潟県上越市三和区鴨井・さんわくかもい

　　９４３-０２２４・新潟県上越市三和区川浦・さんわくかわうら

　　９４２-０２６５・新潟県上越市三和区神田・さんわくかんだ

　　９４３-０３０１・新潟県上越市三和区北代・さんわくきただい

　　９４３-０２３５・新潟県上越市三和区窪・さんわくくほﾞ

　　９４３-０３０４・新潟県上越市三和区桑曽根・さんわくくわぞね

　　９４２-０２６６・新潟県上越市三和区越柳・さんわくこしやなぎ

　　９４２-０２７６・新潟県上越市三和区米子・さんわくこめこ

　　９４３-０３１１・新潟県上越市三和区島倉・さんわくしまくら

　　９４３-０３０７・新潟県上越市三和区下新保・さんわくしもしんほﾞ

　　９４３-０３１２・新潟県上越市三和区下田島・さんわくしもたじま

　　９４３-０２２２・新潟県上越市三和区下中・さんわくしもなか



　　９４２-０２７４・新潟県上越市三和区下広田・さんわくしもひろた

　　９４３-０３０６・新潟県上越市三和区所山田・さんわくしよやまだ

　　９４３-０２２８・新潟県上越市三和区神明町・さんわくしんめいちよう

　　９４２-０２６２・新潟県上越市三和区末野・さんわくすえの

　　９４２-０２６１・新潟県上越市三和区末野新田・さんわくすえのしんでん

　　９４３-０２２３・新潟県上越市三和区田・さんわくた

　　９４２-０２６４・新潟県上越市三和区塔ノ輪・さんわくとうのわ

　　９４３-０２３６・新潟県上越市三和区中野・さんわくなかの

　　９４２-０２７１・新潟県上越市三和区錦・さんわくにしき

　　９４３-０２２５・新潟県上越市三和区野・さんわくの

　　９４３-０３０２・新潟県上越市三和区払沢・さんわくはらいざわ

　　９４３-０２２７・新潟県上越市三和区番町・さんわくはﾞんまち

　　９４３-０２２６・新潟県上越市三和区日和町・さんわくひよりちよう

　　９４２-０２７７・新潟県上越市三和区広井・さんわくひろい

　　９４３-０２３４・新潟県上越市三和区法花寺・さんわくほつけいじ

　　９４２-０２６８・新潟県上越市三和区本郷・さんわくほんごう

　　９４３-０２３３・新潟県上越市三和区水科・さんわくみずしな

　　９４３-０２３２・新潟県上越市三和区水吉・さんわくみずよじ

　　９４３-０３１５・新潟県上越市三和区三村新田・さんわくみむらしんでん

　　９４３-０３１８・新潟県上越市三和区宮崎新田・さんわくみやざきしんでん

　　９４２-０２７２・新潟県上越市三和区柳林・さんわくやなぎはﾞやじ

　　９４３-０３０３・新潟県上越市三和区山高津・さんわくやまたかつ

　　９４２-０２６３・新潟県上越市三和区山腰新田・さんわくやまのこししんでん

　　９４３-０８４９・新潟県上越市塩荷谷・しおにだに

　　９４２-００６４・新潟県上越市塩屋新田・しおやしんでん

　　９４３-０１５５・新潟県上越市四ケ所・しかしよ

　　９４３-０８６５・新潟県上越市七ケ所新田・しちかしよしんでん

　　９４３-０８７５・新潟県上越市地頭方・じとうがた

　　９４３-０８５３・新潟県上越市島田・しまだ

　　９４３-０８５４・新潟県上越市島田上新田・しまだかみしんでん

　　９４３-０８５２・新潟県上越市島田下新田・しまだしもしんでん

　　９４２-００２２・新潟県上越市下荒浜・しもあらはま

　　９４３-０１１９・新潟県上越市下池部・しもいけべ

　　９４３-０１６７・新潟県上越市下稲田・しもいなだ

　　９４３-０１３４・新潟県上越市下稲塚・しもいなつﾞか

　　９４２-００５１・新潟県上越市下源入・しもげんにゆう

　　９４２-０２５５・新潟県上越市下五貫野・しもごかんの

　　９４３-０８１３・新潟県上越市下正善寺・しもしようぜんじ

　　９４３-０８４３・新潟県上越市下新田・しもしんでん

　　９４３-０１４２・新潟県上越市下新町・しもしんまち

　　９４３-０４２６・新潟県上越市下曾根・しもぞね

　　９４９-１７２１・新潟県上越市下綱子・しもつなご

　　９４２-０２４７・新潟県上越市下百々・しもどうどう

　　９４３-０１２５・新潟県上越市下富川・しもとみがわ

　　９４３-０８９９・新潟県上越市下中田・しもなかだ

　　９４２-０２５３・新潟県上越市下名柄・しもながら

　　９４３-０１１１・新潟県上越市下野田・しものだ

　　９４３-０８５１・新潟県上越市下箱井・しもはこい

　　９４３-０８７８・新潟県上越市下馬場・しもはﾞはﾞ

　　９４２-００３４・新潟県上越市下真砂・しもまなご

　　９４２-００６３・新潟県上越市下門前・しももんぜん

　　９４２-０２３１・新潟県上越市下吉野・しもよしの

　　９４３-０１３５・新潟県上越市下四ツ屋・しもよつや

　　９４３-０４１６・新潟県上越市十二ノ木・じゆうにのき

　　９４３-０１２４・新潟県上越市上雲寺・じよううんじ

　　９４３-０８９１・新潟県上越市昭和町・しようわまち

　　９４３-０８０４・新潟県上越市新光町・しんこうちよう

　　９４３-０１４７・新潟県上越市新南町・しんなんちよう

　　９４３-０１２２・新潟県上越市新保古新田・しんほﾞこしんでん

　　９４３-０８２２・新潟県上越市新町・しんまち

　　９４３-０１０２・新潟県上越市杉野袋・すぎのふくろ

　　９４３-０８２９・新潟県上越市薄袋・すすきぶくろ

　　９４２-０００２・新潟県上越市住吉町・すみよしちよう

　　９４３-０１０７・新潟県上越市諏訪・すわ

　　９４９-１７２６・新潟県上越市諏訪分・すわぶん

　　９４３-０８１０・新潟県上越市大学前・だいがくまえ

　　９４２-００８３・新潟県上越市大豆（１の２)・だいず

　　９４２-００８３・新潟県上越市大豆（３の２～６)・だいず

　　９４２-００８３・新潟県上越市大豆（４の２)・だいず

　　９４３-０８０２・新潟県上越市大豆（その他）・だいず(そのた)



　　９４３-０１７２・新潟県上越市大道福田・だいどうふくだ

　　９４３-０１７５・新潟県上越市大日・だいにち

　　９４２-００１２・新潟県上越市高崎新田・たかさきしんでん

　　９４９-１７１６・新潟県上越市高住・たかすみ

　　９４３-０８４５・新潟県上越市高田新田・たかだしんでん

　　９４３-０４２３・新潟県上越市高津・たかつ

　　９４３-０１８２・新潟県上越市高森・たかもり

　　９４３-０８９７・新潟県上越市滝寺・たきでら

　　９４２-０２３４・新潟県上越市田沢新田・たざわしんでん

　　９４３-０１３２・新潟県上越市辰尾新田・たつおしんでん

　　９４９-１７０３・新潟県上越市丹原・たんはﾞら

　　９４９-１７０６・新潟県上越市茶屋ケ原・ちややがはら

　　９４２-０００１・新潟県上越市中央・ちゆうおう

　　９４３-０１３７・新潟県上越市長者町・ちようじやまち

　　９４３-０８９８・新潟県上越市塚田新田・つかだしんでん

　　９４３-０８２１・新潟県上越市土橋・つちはじ

　　９４３-０１１５・新潟県上越市劔・つるぎ

　　９４３-０１０４・新潟県上越市鶴町・つるまち

　　９４３-０１６６・新潟県上越市寺・てら

　　９４３-０８９２・新潟県上越市寺町（丁目）・てらまち

　　９４３-０８５９・新潟県上越市寺町（)・てらまち

　　９４２-００４６・新潟県上越市田園・でんえん

　　９４３-０８６６・新潟県上越市土合・どあい

　　９４２-００７１・新潟県上越市東雲町・とううんちよう

　　９４９-１７３５・新潟県上越市土口・どぐち

　　９４３-０１７８・新潟県上越市戸野目・とのめ

　　９４３-０１７６・新潟県上越市戸野目古新田・とのめこしんでん

　　９４３-０１７３・新潟県上越市富岡・とみおか

　　９４３-０１４６・新潟県上越市とよば・とよはﾞ

　　９４２-０２４５・新潟県上越市長岡・なおか

　　９４２-０２４４・新潟県上越市長岡新田・なおかしんでん

　　９４３-０１８５・新潟県上越市長面・ながおもて

　　９４９-１７１５・新潟県上越市中桑取・なかくわどり

　　９４９-２３０１・新潟県上越市中郷区板橋・なかごうくいたはﾞじ

　　９４９-２３１７・新潟県上越市中郷区市屋・なかごうくいちや

　　９４９-２３１５・新潟県上越市中郷区稲荷山・なかごうくいなりやま

　　９４９-２３１６・新潟県上越市中郷区江口・なかごうくえぐち

　　９４９-２３１８・新潟県上越市中郷区岡川・なかごうくおかかわ

　　９４９-２３２２・新潟県上越市中郷区岡沢・なかごうくおかざわ

　　９４９-２３１２・新潟県上越市中郷区片貝・なかごうくかたかい

　　９４９-２３０３・新潟県上越市中郷区坂本・なかごうくさかもと

　　９４９-２３０４・新潟県上越市中郷区二本木・なかごうくにほんぎ

　　９４９-２３０６・新潟県上越市中郷区八斗蒔・なかごうくはつとうまき

　　９４９-２３１３・新潟県上越市中郷区福崎・なかごうくふくざき

　　９４９-２３２１・新潟県上越市中郷区福田・なかごうくふくだ

　　９４９-２３０２・新潟県上越市中郷区藤沢・なかごうくふじさわ

　　９４９-２３１１・新潟県上越市中郷区松崎・なかごうくまつざき

　　９４９-２３１４・新潟県上越市中郷区宮野原・なかごうくみやのはら

　　９４９-２３０５・新潟県上越市中郷区四ツ屋・なかごうくよつや

　　９４３-０８１２・新潟県上越市中正善寺・なかしようぜんじ

　　９４３-０１７４・新潟県上越市中田新田・なかだしんでん

　　９４３-０８８２・新潟県上越市中田原・なかだはら

　　９４３-０８８３・新潟県上越市中通町・なかどおりまち

　　９４３-０１６４・新潟県上越市中々村新田・なかなかむらしんでん

　　９４９-１７４２・新潟県上越市中ノ俣・なかのまた

　　９４３-０８５７・新潟県上越市中箱井・なかはこい

　　９４９-１７０１・新潟県上越市長浜・ながはま

　　９４３-０８３１・新潟県上越市仲町・なかまち

　　９４２-００３７・新潟県上越市中真砂・なかまなご

　　９４３-０８０１・新潟県上越市中門前・なかもんぜん

　　９４３-０８１９・新潟県上越市中屋敷・なかやしき

　　９４９-１６０４・新潟県上越市名立区赤野俣・なだちくあかのまた

　　９４９-１６１６・新潟県上越市名立区池田・なだちくいけだ

　　９４９-１６０５・新潟県上越市名立区大菅・なだちくおおすが

　　９４９-１６２２・新潟県上越市名立区小田島・なだちくおだじま

　　９４９-１６１４・新潟県上越市名立区折居・なだちくおりい

　　９４９-１６２１・新潟県上越市名立区折戸・なだちくおりと

　　９４９-１６１８・新潟県上越市名立区桂谷・なだちくかつらだに

　　９４９-１６０７・新潟県上越市名立区車路・なだちくくるまじ

　　９４９-１６１１・新潟県上越市名立区杉野瀬・なだちくすぎのせ



　　９４９-１６２５・新潟県上越市名立区瀬戸・なだちくせと

　　９４９-１６０８・新潟県上越市名立区躰畑・なだちくたいはﾞたけ

　　９４９-１６０６・新潟県上越市名立区谷口・なだちくたにぐち

　　９４９-１６０９・新潟県上越市名立区田野上・なだちくたのうえ

　　９４９-１６０３・新潟県上越市名立区坪山・なだちくつほﾞやま

　　９４９-１６１５・新潟県上越市名立区峠・なだちくとうげ

　　９４９-１６０２・新潟県上越市名立区名立大町・なだちくなだちおおまち

　　９４９-１６０１・新潟県上越市名立区名立小泊・なだちくなだちこどまり

　　９４９-１６１３・新潟県上越市名立区濁沢・なだちくにごりさわ

　　９４９-１６２４・新潟県上越市名立区西蒲生田・なだちくにしかもうだ

　　９４９-１６２３・新潟県上越市名立区東蒲生田・なだちくひがしかもうだ

　　９４９-１６２６・新潟県上越市名立区東飛山・なだちくひがしひやま

　　９４９-１６１９・新潟県上越市名立区平谷・なだちくひらたに

　　９４９-１６１２・新潟県上越市名立区丸田・なだちくまるだ

　　９４９-１６１７・新潟県上越市名立区森・なだちくもり

　　９４９-１７０４・新潟県上越市鍋ケ浦・なべがうら

　　９４３-０１５２・新潟県上越市西市野口・にしいちのくち

　　９４２-００２６・新潟県上越市西ケ窪浜・にしがくほﾞはま

　　９４３-０８３４・新潟県上越市西城町・にししろちよう

　　９４３-０８７３・新潟県上越市西田中・にしたなか

　　９４９-１７１１・新潟県上越市西戸野・にしとの

　　９４９-１７２５・新潟県上越市西鳥越・にしとりごえ

　　９４２-０００４・新潟県上越市西本町・にしほんちよう

　　９４３-０１３６・新潟県上越市西松野木・にしまつのき

　　９４９-１７３７・新潟県上越市西谷内・にしやち

　　９４９-１７２２・新潟県上越市西山寺・にしやまでら

　　９４９-１７２７・新潟県上越市西横山・にしよこやま

　　９４９-１７３１・新潟県上越市西吉尾・にしよしお

　　９４３-０１１６・新潟県上越市野尻・のじり

　　９４３-０８８７・新潟県上越市灰塚・はいつﾞか

　　９４９-１７１３・新潟県上越市花立・はなたて

　　９４３-０１１８・新潟県上越市東市野口・ひがしいちのくち

　　９４３-０１３３・新潟県上越市東稲塚新田・ひがしいなつﾞかしんでん

　　９４３-０４１５・新潟県上越市東京田・ひがしきようでん

　　９４３-０８３６・新潟県上越市東城町・ひがししろちよう

　　９４２-００３６・新潟県上越市東中島・ひがしなかじま

　　９４３-０１０５・新潟県上越市東原・ひがしはら

　　９４３-０８２５・新潟県上越市東本町・ひがしほんちよう

　　９４９-１７３２・新潟県上越市東吉尾・ひがしよしお

　　９４２-００８８・新潟県上越市毘沙門国分寺・びしやもんこくぶんじ

　　９４２-００１４・新潟県上越市日之出町・ひのでちよう

　　９４３-０１６３・新潟県上越市平岡・ひらおか

　　９４２-０２３２・新潟県上越市福岡新田・ふくおかしんでん

　　９４２-００３２・新潟県上越市福田・ふくだ

　　９４２-００３３・新潟県上越市福橋・ふくはじ

　　９４３-０８１６・新潟県上越市藤新田・ふじしんでん

　　９４３-０１２１・新潟県上越市藤塚・ふじつﾞか

　　９４３-０１７１・新潟県上越市藤野新田・ふじのしんでん

　　９４３-０８１７・新潟県上越市藤巻・ふじまき

　　９４３-０１５１・新潟県上越市平成町・へいせいちよう

　　９４３-０１２３・新潟県上越市本新保・ほんしんほﾞ

　　９４３-０８３２・新潟県上越市本町・ほんちよう

　　９４３-０１８４・新潟県上越市本道・ほんどう

　　９４３-０６４２・新潟県上越市牧区荒井・まきくあらい

　　９４３-０６４５・新潟県上越市牧区池舟・まきくいけふね

　　９４３-０６１７・新潟県上越市牧区泉・まきくいずみ

　　９４３-０６１５・新潟県上越市牧区今清水・まきくいましみず

　　９４３-０６３５・新潟県上越市牧区岩神・まきくいわがみ

　　９４３-０６２３・新潟県上越市牧区宇津俣・まきくうつのまた

　　９４３-０６０６・新潟県上越市牧区大月・まきくおおつき

　　９４３-０６４８・新潟県上越市牧区小川・まきくおがわ

　　９４３-０６４６・新潟県上越市牧区落田・まきくおちだ

　　９４３-０６１６・新潟県上越市牧区樫谷・まきくかしだに

　　９４３-０６１１・新潟県上越市牧区片町・まきくかたまち

　　９４３-０６３２・新潟県上越市牧区上昆子・まきくかみびりご

　　９４３-０６２５・新潟県上越市牧区上牧・まきくかみまき

　　９４３-０６０５・新潟県上越市牧区神谷・まきくかみや

　　９４３-０６０７・新潟県上越市牧区川井沢・まきくかわいざわ

　　９４３-０６２６・新潟県上越市牧区倉下・まきくくらした

　　９４３-０６３６・新潟県上越市牧区国川・まきくこくがわ



　　９４３-０６３７・新潟県上越市牧区桜滝・まきくさくらたき

　　９４３-０６３３・新潟県上越市牧区下昆子・まきくしもびりご

　　９４３-０６３１・新潟県上越市牧区下湯谷・まきくしもゆうや

　　９４３-０６１４・新潟県上越市牧区切光・まきくせつこう

　　９４３-０６０３・新潟県上越市牧区平山・まきくたいらやま

　　９４３-０６２１・新潟県上越市牧区高尾・まきくたかお

　　９４３-０６１３・新潟県上越市牧区高谷・まきくたかたに

　　９４３-０６３４・新潟県上越市牧区田島・まきくたじま

　　９４３-０６２８・新潟県上越市牧区棚広・まきくたなひろ

　　９４３-０６２２・新潟県上越市牧区棚広新田・まきくたなひろしんでん

　　９４３-０６０１・新潟県上越市牧区坪山・まきくつほﾞやま

　　９４３-０６０４・新潟県上越市牧区七森・まきくななもり

　　９４３-０６２７・新潟県上越市牧区原・まきくはら

　　９４３-０６４１・新潟県上越市牧区東松ノ木・まきくひがしまつのき

　　９４３-０６０２・新潟県上越市牧区平方・まきくひらかた

　　９４３-０６２４・新潟県上越市牧区府殿・まきくふどの

　　９４３-０６４４・新潟県上越市牧区宮口・まきくみやぐち

　　９４３-０６４７・新潟県上越市牧区柳島・まきくやなぎしま

　　９４３-０６４３・新潟県上越市牧区山口・まきくやまぐち

　　９４３-０６１２・新潟県上越市牧区吉坪・まきくよしつほﾞ

　　９４９-１７３４・新潟県上越市増沢・ますざわ

　　９４２-００６２・新潟県上越市松村新田・まつむらしんでん

　　９４３-０８４４・新潟県上越市丸山新田・まるやましんでん

　　９４２-００４３・新潟県上越市三ツ橋・みつはじ

　　９４２-００４４・新潟県上越市三ツ橋新田・みつはししんでん

　　９４２-００４２・新潟県上越市三ツ屋町・みつやちよう

　　９４９-１７３８・新潟県上越市皆口・みなくち

　　９４２-００１１・新潟県上越市港町・みなとちよう

　　９４３-０４１３・新潟県上越市南方・みなみがた

　　９４３-０８３７・新潟県上越市南城町・みなみしろちよう

　　９４３-０１０８・新潟県上越市南新保・みなみしんほﾞ

　　９４３-０８４７・新潟県上越市南新町・みなみしんまち

　　９４３-０８４６・新潟県上越市南高田町・みなみたかだまち

　　９４３-０１６２・新潟県上越市南田屋新田・みなみたやしんでん

　　９４３-０８４１・新潟県上越市南本町・みなみほんちよう

　　９４３-０８０８・新潟県上越市宮野尾・みやのお

　　９４３-０４１１・新潟県上越市妙油・みようゆ

　　９４３-０８８８・新潟県上越市向橋・むかはﾞじ

　　９４３-０１８１・新潟県上越市虫川・むしかわ

　　９４２-００８７・新潟県上越市虫生岩戸・むしゆういわと

　　９４３-０８３５・新潟県上越市本城町・もとしろちよう

　　９４３-０１３８・新潟県上越市本長者原・もとちようじやはら

　　９４３-０４２７・新潟県上越市元屋敷・もとやしき

　　９４３-０４１７・新潟県上越市森田・もりた

　　９４３-０１７７・新潟県上越市門田新田・もんでんしんでん

　　９４２-００４１・新潟県上越市安江・やすえ

　　９４２-０４０４・新潟県上越市安塚区石橋・やすつﾞかくいしはﾞじ

　　９４２-０４１３・新潟県上越市安塚区板尾・やすつﾞかくいたお

　　９４２-０５３９・新潟県上越市安塚区円平坊・やすつﾞかくえんたいらほﾞう

　　９４２-０５２２・新潟県上越市安塚区大原・やすつﾞかくおおはら

　　９４２-０４０５・新潟県上越市安塚区上方・やすつﾞかくかみがた

　　９４２-０５３３・新潟県上越市安塚区上船倉・やすつﾞかくかみふなくら

　　９４２-０５４２・新潟県上越市安塚区切越・やすつﾞかくきりこじ

　　９４２-０５４１・新潟県上越市安塚区小黒・やすつﾞかくこぐろ

　　９４２-０５３６・新潟県上越市安塚区信濃坂・やすつﾞかくしなのざか

　　９４２-０５３２・新潟県上越市安塚区下船倉・やすつﾞかくしもふなくら

　　９４２-０５４３・新潟県上越市安塚区菅沼・やすつﾞかくすがぬま

　　９４２-０５３４・新潟県上越市安塚区須川・やすつﾞかくすがわ

　　９４２-０５２４・新潟県上越市安塚区芹田・やすつﾞかくせりだ

　　９４２-０４１４・新潟県上越市安塚区袖山・やすつﾞかくそでやま

　　９４２-０５３８・新潟県上越市安塚区高沢・やすつﾞかくたかさわ

　　９４２-０５３１・新潟県上越市安塚区樽田・やすつﾞかくたるだ

　　９４２-０５２３・新潟県上越市安塚区戸沢・やすつﾞかくとざわ

　　９４２-０５３７・新潟県上越市安塚区二本木・やすつﾞかくにほんぎ

　　９４２-０４０２・新潟県上越市安塚区坊金・やすつﾞかくほﾞうがね

　　９４２-０５４４・新潟県上越市安塚区朴ノ木・やすつﾞかくほおのき

　　９４２-０４０１・新潟県上越市安塚区細野・やすつﾞかくほその

　　９４２-０４０３・新潟県上越市安塚区本郷・やすつﾞかくほんごう

　　９４２-０４１２・新潟県上越市安塚区牧野・やすつﾞかくまきの

　　９４２-０４１５・新潟県上越市安塚区松崎・やすつﾞかくまつざき



　　９４２-０５３５・新潟県上越市安塚区真荻平・やすつﾞかくもおぎたいら

　　９４２-０４１１・新潟県上越市安塚区安塚・やすつﾞかくやすつﾞか

　　９４２-０５２１・新潟県上越市安塚区行野・やすつﾞかくゆくの

　　９４２-０５２５・新潟県上越市安塚区和田・やすつﾞかくわだ

　　９４２-００２７・新潟県上越市八千浦・やちほ

　　９４３-０１３１・新潟県上越市薮野・やぶの

　　９４３-０８６１・新潟県上越市大和・やまと

　　９４３-０８１５・新潟県上越市山屋敷町・やまやしきまち

　　９４２-００２４・新潟県上越市遊光寺浜・ゆうこうじはま

　　９４２-００４５・新潟県上越市横曾根・よこぞね

　　９４９-１７３９・新潟県上越市横畑・よこはﾞたけ

　　９４９-１７０５・新潟県上越市吉浦・よしうら

　　９４３-０１１４・新潟県上越市吉岡・よしおか

　　９４９-３４０８・新潟県上越市吉川区赤沢・よしかわくあかさわ

　　９４９-３５５４・新潟県上越市吉川区石谷・よしかわくいしだに

　　９４９-３４０９・新潟県上越市吉川区泉・よしかわくいずみ

　　９４９-３４１２・新潟県上越市吉川区泉谷・よしかわくいずみだに

　　９４９-３４２１・新潟県上越市吉川区入河沢・よしかわくいりこうぞう

　　９４９-３５６４・新潟県上越市吉川区岩沢・よしかわくいわさわ

　　９４９-３５６３・新潟県上越市吉川区大賀・よしかわくおおが

　　９４９-３５５２・新潟県上越市吉川区尾神・よしかわくおかみ

　　９４９-３４４２・新潟県上越市吉川区小苗代・よしかわくおなわしろ

　　９４９-３４０２・新潟県上越市吉川区伯母ケ沢・よしかわくおはﾞがさわ

　　９４９-３４３７・新潟県上越市吉川区梶・よしかわくかじ

　　９４９-３４１８・新潟県上越市吉川区片田・よしかわくかたた

　　９４９-３５５５・新潟県上越市吉川区上名木・よしかわくかみなぎ

　　９４９-３４１１・新潟県上越市吉川区川崎・よしかわくかわさき

　　９４９-３５５３・新潟県上越市吉川区川谷・よしかわくかわだに

　　９４９-３４３８・新潟県上越市吉川区神田町・よしかわくかんだまち

　　９４９-３４２７・新潟県上越市吉川区顕法寺・よしかわくけんほﾟうじ

　　９４９-３４２９・新潟県上越市吉川区河沢・よしかわくこうぞう

　　９４９-３４２２・新潟県上越市吉川区国田・よしかわくこくた

　　９４９-３４０１・新潟県上越市吉川区後生寺・よしかわくごしようじ

　　９４９-３５６５・新潟県上越市吉川区米山・よしかわくこめやま

　　９４９-３４４３・新潟県上越市吉川区下町・よしかわくしたまち

　　９４９-３４２８・新潟県上越市吉川区十町歩・よしかわくじつちようぶ

　　９４９-３４０６・新潟県上越市吉川区下小沢・よしかわくしもおざわ

　　９４９-３４０７・新潟県上越市吉川区下中条・よしかわくしもちゆうじよう

　　９４９-３４３５・新潟県上越市吉川区下八幡・よしかわくしもはちまん

　　９４９-３４１７・新潟県上越市吉川区下深沢・よしかわくしもふかさわ

　　９４９-３４４１・新潟県上越市吉川区代石・よしかわくたいじ

　　９４９-３４４４・新潟県上越市吉川区大乗寺・よしかわくだいじようじ

　　９４９-３５５７・新潟県上越市吉川区高沢入・よしかわくたかさわいり

　　９４９-３４４７・新潟県上越市吉川区竹直・よしかわくたけなお

　　９４９-３４３１・新潟県上越市吉川区田尻・よしかわくたじり

　　９４９-３５５１・新潟県上越市吉川区坪野・よしかわくつほﾞの

　　９４９-３４３６・新潟県上越市吉川区坪野内・よしかわくつほﾞのうち

　　９４９-３４１４・新潟県上越市吉川区天林寺・よしかわくてんりんじ

　　９４９-３４０４・新潟県上越市吉川区東寺・よしかわくとうじ

　　９４９-３４４９・新潟県上越市吉川区杜氏の郷・よしかわくとうじのさと

　　９４９-３４２６・新潟県上越市吉川区道之下・よしかわくどうのした

　　９４９-３４１３・新潟県上越市吉川区土尻・よしかわくどじり

　　９４９-３４２５・新潟県上越市吉川区長坂・よしかわくながさか

　　９４９-３４３９・新潟県上越市吉川区長沢・よしかわくながさわ

　　９４９-３４４８・新潟県上越市吉川区長峰・よしかわくながみね

　　９４９-３４１６・新潟県上越市吉川区中谷内・よしかわくなかやち

　　９４９-３５５６・新潟県上越市吉川区名木山・よしかわくなぎやま

　　９４９-３４３４・新潟県上越市吉川区西野島・よしかわくにしのしま

　　９４９-３４４５・新潟県上越市吉川区原之町・よしかわくはらのまち

　　９４９-３４２３・新潟県上越市吉川区東田中・よしかわくひがしたなか

　　９４９-３４１９・新潟県上越市吉川区東鳥越・よしかわくひがしとりごえ

　　９４９-３４０３・新潟県上越市吉川区平等寺・よしかわくびようどうじ

　　９４９-３４２４・新潟県上越市吉川区福平・よしかわくふくだいら

　　９４９-３４３３・新潟県上越市吉川区町田・よしかわくまちだ

　　９４９-３４４６・新潟県上越市吉川区山方・よしかわくやまがた

　　９４９-３４１５・新潟県上越市吉川区山口・よしかわくやまぐち

　　９４９-３５６１・新潟県上越市吉川区山中・よしかわくやまなか

　　９４９-３５６２・新潟県上越市吉川区山直海・よしかわくやまのうみ

　　９４９-３４０５・新潟県上越市吉川区吉井・よしかわくよしい

　　９４９-３４３２・新潟県上越市吉川区六万部・よしかわくろくまんぶ



　　９４３-０２０１・新潟県上越市四辻町・よつじまち

　　９４３-０１０３・新潟県上越市米岡・よねおか

　　９４３-０２０２・新潟県上越市米町・よねまち

　　９４３-０８６３・新潟県上越市脇野田・わきのだ

　　９５９-２０００・新潟県阿賀野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５９-１９５５・新潟県阿賀野市赤水・あかみず

　　９５９-２０６１・新潟県阿賀野市荒屋・あらや

　　９５９-２００３・新潟県阿賀野市安野町・あんのちよう

　　９５９-２１２２・新潟県阿賀野市飯森杉・いいもりすぎ

　　９５９-１９０２・新潟県阿賀野市飯山新・いいやましん

　　９５９-１９５９・新潟県阿賀野市泉・いずみ

　　９５９-２０６２・新潟県阿賀野市市野山・いちのやま

　　９５９-２０３５・新潟県阿賀野市稲荷町・いなりちよう

　　９５９-１９２７・新潟県阿賀野市今板・いまいた

　　９５９-２１２３・新潟県阿賀野市姥ケ橋・うはﾞがはじ

　　９５９-１９７４・新潟県阿賀野市榎・えのき

　　９５９-１９６８・新潟県阿賀野市榎船渡・えのきふなと

　　９５９-１９３０・新潟県阿賀野市大宮・おおみや

　　９５９-１９３５・新潟県阿賀野市大室・おおむろ

　　９５９-２０４３・新潟県阿賀野市大野地・おおやち

　　９５９-２０２５・新潟県阿賀野市岡山町・おかやまちよう

　　９５９-１９６４・新潟県阿賀野市沖・おき

　　９５９-１９７５・新潟県阿賀野市荻島・おぎしま

　　９５９-２００１・新潟県阿賀野市沖通・おきどおり

　　９５９-１９７７・新潟県阿賀野市沖ノ館・おきのたて

　　９５９-２１２１・新潟県阿賀野市小里・おさと

　　９５９-１９４６・新潟県阿賀野市押切・おしきり

　　９５９-１９２１・新潟県阿賀野市折居・おりい

　　９５９-１９１４・新潟県阿賀野市女堂・おんなどう

　　９５９-１９３８・新潟県阿賀野市貝喰・かいはﾞみ

　　９５９-２２０６・新潟県阿賀野市かがやき・かがやき

　　９５９-２２０２・新潟県阿賀野市籠田・かごた

　　９５９-２１４７・新潟県阿賀野市粕島・かすじま

　　９５９-２１４８・新潟県阿賀野市嘉瀬島・かせじま

　　９５９-２０３２・新潟県阿賀野市学校町・がつこうちよう

　　９５９-１９２３・新潟県阿賀野市勝屋・かつや

　　９５９-２０４４・新潟県阿賀野市金沢・かなざわ

　　９５９-１９４４・新潟県阿賀野市金屋・かなや

　　９５９-２０３１・新潟県阿賀野市金田町・かねだちよう

　　９５９-２１０５・新潟県阿賀野市金渕乙・かねぶちおつ

　　９５９-２１０３・新潟県阿賀野市金渕甲・かねぶちこう

　　９５９-１９７５・新潟県阿賀野市上飯塚・かみいいつﾞか

　　９５９-１９１５・新潟県阿賀野市上一分・かみいちぶ

　　９５９-２０８１・新潟県阿賀野市上江端・かみえはﾞた

　　９５９-１９０８・新潟県阿賀野市上蔵野・かみくらの

　　９５９-２１１６・新潟県阿賀野市上黒瀬・かみくろせ

　　９５９-１９３３・新潟県阿賀野市上小中山・かみこなかやま

　　９５９-１９４２・新潟県阿賀野市上坂町・かみさかまち

　　９５９-１９６２・新潟県阿賀野市上関口・かみせきぐち

　　９５９-１９０９・新潟県阿賀野市上高関・かみたかせき

　　９５９-１９７３・新潟県阿賀野市上高田・かみたかだ

　　９５９-２０４７・新潟県阿賀野市上中・かみなか

　　９５９-２０４８・新潟県阿賀野市上中野目・かみなかのめ

　　９５９-１９０４・新潟県阿賀野市上西野・かみにしの

　　９５９-１９２１・新潟県阿賀野市上西山・かみにしやま

　　９５９-２０７３・新潟県阿賀野市上福岡・かみふくおか

　　９５９-１９３２・新潟県阿賀野市上山田・かみやまだ

　　９５９-１９４５・新潟県阿賀野市上山屋・かみやまや

　　９５９-１９７８・新潟県阿賀野市川岡・かわおか

　　９５９-１９４９・新潟県阿賀野市川崎・かわさき

　　９５９-２１４３・新潟県阿賀野市川前・かわまえ

　　９５９-２０１４・新潟県阿賀野市北園町・きたぞのちよう

　　９５９-２０１５・新潟県阿賀野市北本町・きたほんちよう

　　９５９-２１２５・新潟県阿賀野市京ケ島・きようがしま

　　９５９-２１３６・新潟県阿京ケ瀬工業団地・きようがせこうぎようだんち

　　９５９-２０８２・新潟県阿賀野市切梅新田・きりうめしんでん

　　９５９-２２１４・新潟県阿賀野市草水・くそうず

　　９５９-２２１２・新潟県阿賀野市久保・くほﾞ

　　９５９-２１２６・新潟県阿賀野市窪川原・くほﾞがわら

　　９５９-２０８３・新潟県阿賀野市熊居新田・くまいしんでん



　　９５９-１９０７・新潟県阿賀野市熊堂・くまどう

　　９５９-２００２・新潟県阿賀野市下条・げじよう

　　９５９-２０２６・新潟県阿賀野市下条町・げじようちよう

　　９５９-２２２２・新潟県阿賀野市小浮・こうけ

　　９５９-２１３４・新潟県阿賀野市小河原・こがわら

　　９５９-１９１６・新潟県阿賀野市小栗山・こぐりやま

　　９５９-２０６５・新潟県阿賀野市小境・こざかい

　　９５９-２１４６・新潟県阿賀野市小島・こじま

　　９５９-２０５４・新潟県阿賀野市越御堂・こしみどう

　　９５９-２２１３・新潟県阿賀野市小松・こまつ

　　９５９-２１０１・新潟県阿賀野市駒林・こまはﾞやじ

　　９５９-２１０２・新潟県阿賀野市五郎巻・ごろうまき

　　９５９-２０５３・新潟県阿賀野市境新・さかいしん

　　９５９-２０４２・新潟県阿賀野市境新田・さかいしんでん

　　９５９-２１３５・新潟県阿賀野市下里・さがり

　　９５９-１９１８・新潟県阿賀野市笹岡・ささおか

　　９５９-２０４５・新潟県阿賀野市里・さと

　　９５９-１９１３・新潟県阿賀野市沢口・さわぐち

　　９５９-２２１１・新潟県阿賀野市沢田・さわだ

　　９５９-２２０５・新潟県阿賀野市寺社・じしや

　　９５９-２１４５・新潟県阿賀野市寺社新・じしやしん

　　９５９-２０５１・新潟県阿賀野市七石・しちこく

　　９５９-２２２５・新潟県阿賀野市嶋瀬・しまぜ

　　９５９-１９６５・新潟県阿賀野市島田・しまだ

　　９５９-１９１２・新潟県阿賀野市下一分・しもいちぶ

　　９５９-２１１７・新潟県阿賀野市下黒瀬・しもくろせ

　　９５９-２１２４・新潟県阿賀野市下ノ橋・しものはじ

　　９５９-１９５１・新潟県阿賀野市下福岡・しもふくおか

　　９５９-１９５２・新潟県阿賀野市下山屋・しもやまや

　　９５９-１９３６・新潟県阿賀野市十二神・じゆうにしん

　　９５９-２１１４・新潟県阿賀野市城・じよう

　　９５９-２０４６・新潟県阿賀野市庄ケ宮・しようがみや

　　９５９-１９４３・新潟県阿賀野市次郎丸・じろうまる

　　９５９-１９２５・新潟県阿賀野市真光寺ヴィレッジ・しんこうじ

　　９５９-２０８６・新潟県阿賀野市新座・しんざ

　　９５９-２２１７・新潟県阿賀野市新保・しんほﾞ

　　９５９-２０１３・新潟県阿賀野市水原・すいはﾞら

　　９５９-１９５６・新潟県阿賀野市須走・すはﾞしり

　　９５９-２１４４・新潟県阿賀野市清野・せいの

　　９５９-２１３３・新潟県阿賀野市関屋・せきや

　　９５９-２２２４・新潟県阿賀野市千唐仁・せんとうじ

　　９５９-２１１２・新潟県阿賀野市曽郷・そうごう

　　９５９-１９２９・新潟県阿賀野市大日・だいにち

　　９５９-１９７１・新潟県阿賀野市高田・たかだ

　　９５９-１９０５・新潟県阿賀野市滝沢・たきさわ

　　９５９-２０５２・新潟県阿賀野市田中・たなか

　　９５９-２１１５・新潟県阿賀野市田山・たやま

　　９５９-２０２１・新潟県阿賀野市中央町・ちゆうおうちよう

　　９５９-２０１１・新潟県阿賀野市千原・ちわら

　　９５９-１９６６・新潟県阿賀野市塚田・つかだ

　　９５９-２１３１・新潟県阿賀野市月崎・つきざき

　　９５９-１９１７・新潟県阿賀野市堤・つつみ

　　９５９-１９２６・新潟県阿賀野市出湯・でゆ

　　９５９-２０１２・新潟県阿賀野市天神堂・てんじんどう

　　９５９-２０２２・新潟県阿賀野市外城町・とじようちよう

　　９５９-２０６３・新潟県阿賀野市土橋・どはﾞじ

　　９５９-１９１１・新潟県阿賀野市長起・ながおき

　　９５９-２０６６・新潟県阿賀野市中潟・なかがた

　　９５９-２０２４・新潟県阿賀野市中島・なかじま

　　９５９-２０２４・新潟県阿賀野市中島町・なかじまちよう

　　９５９-１９０１・新潟県阿賀野市中ノ通・なかのとおり

　　９５９-１９３４・新潟県阿賀野市七浦・ななうら

　　９５９-２１４１・新潟県阿賀野市七島・ななしま

　　９５９-２０７２・新潟県阿賀野市西岡・にしおか

　　９５９-２２２３・新潟県阿賀野市布目・ぬのめ

　　９５９-２１１１・新潟県阿賀野市猫山・ねこやま

　　９５９-２２２６・新潟県阿賀野市野田・のだ

　　９５９-１９５８・新潟県阿賀野市野村・のむら

　　９５９-１９４１・新潟県阿賀野市羽黒・はぐろ

　　９５９-２１４２・新潟県阿賀野市箸木免・はしきめん



　　９５９-１９２４・新潟県阿賀野市畑江・はたえ

　　９５９-２２０１・新潟県阿賀野市羽多屋・はたや

　　９５９-２０４１・新潟県阿賀野市原・はら

　　９５９-２０７５・新潟県阿賀野市東町・ひがしまち

　　９５９-２０２３・新潟県阿賀野市日の出町・ひのでちよう

　　９５９-２１０７・新潟県阿賀野市深堀・ふかほり

　　９５９-２０４９・新潟県阿賀野市深町・ふかまち

　　９５９-１９３７・新潟県阿賀野市福井・ふくい

　　９５９-２０６４・新潟県阿賀野市福田・ふくだ

　　９５９-２２０４・新潟県阿賀野市福永・ふくなが

　　９５９-１９０３・新潟県阿賀野市藤屋・ふじや

　　９５９-１９７６・新潟県阿賀野市船居・ふない

　　９５９-２０７４・新潟県阿賀野市分田・ぶんだ

　　９５９-２１０６・新潟県阿賀野市法柳・ほうやぎ

　　９５９-２１０４・新潟県阿賀野市法柳新田・ほうやぎしんでん

　　９５９-１９５３・新潟県阿賀野市発久・ほつきゆう

　　９５９-２０５５・新潟県阿賀野市堀越・ほりこじ

　　９５９-１９６７・新潟県阿賀野市本明・ほんみよう

　　９５９-１９５４・新潟県阿賀野市蒔田・まいた

　　９５９-２１３２・新潟県阿賀野市前山・まえやま

　　９５９-２０５６・新潟県阿賀野市牧島・まきしま

　　９５９-２２０３・新潟県阿賀野市丸山・まるやま

　　９５９-２０７１・新潟県阿賀野市水ケ曽根・みずがそね

　　９５９-２００６・新潟県阿賀野市みそら野町・みそらのちよう

　　９５９-２１１３・新潟県阿賀野市緑岡・みどりおか

　　９５９-２０３４・新潟県阿賀野市緑町・みどりちよう

　　９５９-２００４・新潟県阿賀野市南安野町・みなみあんのちよう

　　９５９-１９６３・新潟県阿賀野市南沖山・みなみおきやま

　　９５９-１９４８・新潟県阿賀野市宮島・みやじま

　　９５９-１９４７・新潟県阿賀野市宮下・みやのした

　　９５９-２１３０・新潟県阿賀野市六日野・むいかの

　　９５９-１９１０・新潟県阿賀野市向中ノ通・むかいなかのとおり

　　９５９-１９０６・新潟県阿賀野市村岡・むらおか

　　９５９-１９２８・新潟県阿賀野市村杉・むらすぎ

　　９５９-２０３７・新潟県阿賀野市百津・ももつﾞ

　　９５９-２０３３・新潟県阿賀野市百津町・ももつﾞちよう

　　９５９-２２２１・新潟県阿賀野市保田・やすだ

　　９５９-２０５７・新潟県阿賀野市野地城・やちじよう

　　９５９-２００７・新潟県阿賀野市山口・やまぐち

　　９５９-２００５・新潟県阿賀野市山口町・やまぐちちよう

　　９５９-１９６１・新潟県阿賀野市山倉・やまくら

　　９５９-１９７２・新潟県阿賀野市山倉新田・やまくらしんでん

　　９５９-１９１９・新潟県阿賀野市山崎・やまざき

　　９５９-１９３１・新潟県阿賀野市山寺・やまでら

　　９５９-２２２７・新潟県阿賀野市大和・やまと

　　９５９-２０８５・新潟県阿賀野市山本新・やまもとしん

　　９５９-１９２２・新潟県阿賀野市湯沢・ゆさわ

　　９５９-１９５７・新潟県阿賀野市横山・よこやま

　　９５９-２２１５・新潟県阿賀野市六野瀬・ろくのせ

　　９５９-２０３６・新潟県阿賀野市若葉町・わかはﾞちよう

　　９５９-２２１６・新潟県阿賀野市渡場・わたりはﾞ

　　９５２-００００・新潟県佐渡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５２-１５３７・新潟県佐渡市相川会津町・あいかわあいつﾞまち

　　９５２-１５３８・新潟県佐渡市相川四十物町・あいかわあいものまち

　　９５２-１５７４・新潟県佐渡市相川海士町・あいかわあままち

　　９５２-１５１７・新潟県佐渡市相川石扣町・あいかわいしはたきまち

　　９５２-１５１２・新潟県佐渡市相川板町・あいかわいたまち

　　９５２-１５６６・新潟県佐渡市相川市町・あいかわいちまち

　　９５２-１５５７・新潟県佐渡市相川一町目・あいかわいつちようめ

　　９５２-１５５２・新潟県佐渡市相川一町目裏町・あいかわいつちようめうらまち

　　９５２-１５５６・新潟県佐渡市相川一町目浜町・あいかわいつちようめはままち

　　９５２-１５６５・新潟県佐渡市相川馬町・あいかわうままち

　　９５２-１５４７・新潟県佐渡市相川江戸沢町・あいかわえどざわまち

　　９５２-１６４６・新潟県佐渡市相川大浦・あいかわおおうら

　　９５２-１５３４・新潟県佐渡市相川大床屋町・あいかわおおとこやまち

　　９５２-１５０８・新潟県佐渡市相川大間町・あいかわおおままち

　　９５２-１５７３・新潟県佐渡市相川下戸炭屋裏町・あいかわおりとすみやうらまち

　　９５２-１５８４・新潟県佐渡市相川下戸炭屋浜町・あいかわおりとすみやはままち

　　９５２-１５８１・新潟県佐渡市相川下戸炭屋町・あいかわおりとすみやまち

　　９５２-１５７１・新潟県佐渡市相川下戸浜町・あいかわおりとはままち



　　９５２-１５７５・新潟県佐渡市相川下戸町・あいかわおりとまち

　　９５２-１５８２・新潟県佐渡市相川下戸村・あいかわおりとむら

　　９５２-１５８３・新潟県佐渡市相川鹿伏・あいかわかぶせ

　　９５２-１５２２・新潟県佐渡市相川上京町・あいかわかみきようまち

　　９５２-１５０７・新潟県佐渡市相川紙屋町・あいかわかみやまち

　　９５２-１５３９・新潟県佐渡市相川北沢町・あいかわきたざわまち

　　９５２-１５３３・新潟県佐渡市相川米屋町・あいかわこめやまち

　　９５２-１５５３・新潟県佐渡市相川五郎左衛門町・あいかわごろうざえもんまち

　　９５２-１５１４・新潟県佐渡市相川小六町・あいかわころくまち

　　９５２-１５１８・新潟県佐渡市相川材木町・あいかわざいもくまち

　　９５２-１５１１・新潟県佐渡市相川栄町・あいかわさかえまち

　　９５２-１５０５・新潟県佐渡市相川坂下町・あいかわさかしたまち

　　９５２-１５２７・新潟県佐渡市相川左門町・あいかわさもんまち

　　９５２-１５６３・新潟県佐渡市相川三町目・あいかわさんちようめ

　　９５２-１５６１・新潟県佐渡市相川三町目新浜町・あいかわさんちようめしんはままち

　　９５２-１５６２・新潟県佐渡市相川三町目浜町・あいかわさんちようめはままち

　　９５２-１５４２・新潟県佐渡市相川塩屋町・あいかわしおやまち

　　９５２-１５０３・新潟県佐渡市相川柴町・あいかわしはﾞまち

　　９５２-１５３６・新潟県佐渡市相川下京町・あいかわしもきようまち

　　９５２-１５５１・新潟県佐渡市相川下寺町・あいかわしもてらまち

　　９５２-１５０４・新潟県佐渡市相川下山之神町・あいかわしもやまのかみまち

　　９５２-１５２３・新潟県佐渡市相川新五郎町・あいかわしんごろうまち

　　９５２-１５４１・新潟県佐渡市相川新材木町・あいかわしんざいもくまち

　　９５２-１５１５・新潟県佐渡市相川新西坂町・あいかわしんにしざかまち

　　９５２-１５６８・新潟県佐渡市相川新浜町・あいかわしんはままち

　　９５２-１５０６・新潟県佐渡市相川炭屋町・あいかわすみやまち

　　９５２-１５２５・新潟県佐渡市相川諏訪町・あいかわすわまち

　　９５２-１５２４・新潟県佐渡市相川大工町・あいかわだいくまち

　　９５２-１５３５・新潟県佐渡市相川中京町・あいかわなかきようまち

　　９５２-１５４３・新潟県佐渡市相川長坂町・あいかわながさかまち

　　９５２-１５２６・新潟県佐渡市相川中寺町・あいかわなかてらまち

　　９５２-１５１３・新潟県佐渡市相川濁川町・あいかわにごりかわまち

　　９５２-１５１６・新潟県佐渡市相川西坂町・あいかわにしざかまち

　　９５２-１５５８・新潟県佐渡市相川二町目・あいかわにちようめ

　　９５２-１５５４・新潟県佐渡市相川二町目新浜町・あいかわにちようめしんはままち

　　９５２-１５５５・新潟県佐渡市相川二町目浜町・あいかわにちようめはままち

　　９５２-１５４８・新潟県佐渡市相川羽田町・あいかわはねだまち

　　９５２-１５７２・新潟県佐渡市相川羽田村・あいかわはねだむら

　　９５２-１５３１・新潟県佐渡市相川広間町・あいかわひろままち

　　９５２-１５０２・新潟県佐渡市相川水金町・あいかわみずかねまち

　　９５２-１５４４・新潟県佐渡市相川味噌屋町・あいかわみそやまち

　　９５２-１５４６・新潟県佐渡市相川南沢町・あいかわみなみざわまち

　　９５２-１５４５・新潟県佐渡市相川八百屋町・あいかわやおやまち

　　９５２-１５３２・新潟県佐渡市相川弥十郎町・あいかわやじゆうろうまち

　　９５２-１５２１・新潟県佐渡市相川夕白町・あいかわゆうはくまち

　　９５２-１５６４・新潟県佐渡市相川四町目・あいかわよんちようめ

　　９５２-１５６７・新潟県佐渡市相川四町目浜町・あいかわよんちようめはままち

　　９５２-１５２８・新潟県佐渡市相川六右衛門町・あいかわろくうえもんまち

　　９５２-１３２６・新潟県佐渡市青野・あおの

　　９５２-３４２１・新潟県佐渡市吾潟・あがた

　　９５２-０８５２・新潟県佐渡市赤玉・あかだま

　　９５２-０７１１・新潟県佐渡市赤泊・あかどまり

　　９５２-００２１・新潟県佐渡市秋津・あきつ

　　９５２-００２２・新潟県佐渡市旭・あさひ

　　９５２-０３０３・新潟県佐渡市阿仏坊・あぶつほﾞう

　　９５２-０８５１・新潟県佐渡市蚫・あわび

　　９５２-１２０１・新潟県佐渡市安養寺・あんようじ

　　９５２-０２１３・新潟県佐渡市飯持・いいもち

　　９５２-２２０２・新潟県佐渡市五十浦・いかうら

　　９５２-２２２４・新潟県佐渡市石花・いしげ

　　９５２-１３２２・新潟県佐渡市石田・いしだ

　　９５２-２２１１・新潟県佐渡市石名・いしな

　　９５２-１２１２・新潟県佐渡市泉・いずみ

　　９５２-１３０２・新潟県佐渡市市野沢・いちのさわ

　　９５２-０６２６・新潟県佐渡市井坪・いつほﾞ

　　９５２-１６４３・新潟県佐渡市稲鯨・いなくじら

　　９５２-０６１４・新潟県佐渡市犬神平・いぬかみだいら

　　９５２-０８５７・新潟県佐渡市岩首・いわくび

　　９５２-２２０１・新潟県佐渡市岩谷口・いわやぐち

　　９５２-２２２３・新潟県佐渡市後尾・うしろお



　　９５２-３１１３・新潟県佐渡市歌見・うたみ

　　９５２-３１１７・新潟県佐渡市馬首・うまくび

　　９５２-０００５・新潟県佐渡市梅津・うめつﾞ

　　９５２-３１１４・新潟県佐渡市浦川・うらがわ

　　９５２-０６２２・新潟県佐渡市江積・えつつみ

　　９５２-０２１４・新潟県佐渡市大久保・おおくほﾞ

　　９５２-２２０５・新潟県佐渡市大倉・おおくら

　　９５２-０４３２・新潟県佐渡市大倉谷・おおくらたに

　　９５２-０３１５・新潟県佐渡市大須・おおず

　　９５２-０７１６・新潟県佐渡市大杉・おおすぎ

　　９５２-０８２２・新潟県佐渡市多田・おおた

　　９５２-２１３６・新潟県佐渡市小川・おがわ

　　９５２-０６０５・新潟県佐渡市小木・おぎ

　　９５２-０６１１・新潟県佐渡市小木金田新田・おぎかねたしんでん

　　９５２-０６０３・新潟県佐渡市小木木野浦・おぎきのうら

　　９５２-０６１３・新潟県佐渡市小木強清水・おぎこわしみず

　　９５２-０６０１・新潟県佐渡市小木堂釜・おぎどうのかま

　　９５２-０６２５・新潟県佐渡市小木大浦・おぎおおうら

　　９５２-０６０４・新潟県佐渡市小木町・おぎまち

　　９５２-０２０５・新潟県佐渡市小倉・おぐら

　　９５２-２２１２・新潟県佐渡市小野見・おのみ

　　９５２-１２０７・新潟県佐渡市貝塚・かいつﾞか

　　９５２-０８５５・新潟県佐渡市柿野浦・かきのうら

　　９５２-１３２３・新潟県佐渡市鍛冶町・かじまち

　　９５２-０００６・新潟県佐渡市春日・かすが

　　９５２-３５４２・新潟県佐渡市片野尾・かたのお

　　９５２-００２３・新潟県佐渡市潟端・かたはﾞた

　　９５２-１２０８・新潟県佐渡市金井新保・かないしんほﾞ

　　９５２-０３０７・新潟県佐渡市金丸・かなまる

　　９５２-０７０２・新潟県佐渡市上川茂・かみかわも

　　９５２-１３０５・新潟県佐渡市上長木・かみながき

　　９５２-０１０８・新潟県佐渡市上新穂・かみにいほﾞ

　　９５２-１３０３・新潟県佐渡市上矢馳・かみやはﾞせ

　　９５２-００２４・新潟県佐渡市上横山・かみよこやま

　　９５２-００２８・新潟県佐渡市加茂歌代・かもうたしろ

　　９５２-３４２５・新潟県佐渡市河崎・かわさき

　　９５２-１３１５・新潟県佐渡市河原田諏訪町・かわはらだすわまち

　　９５２-１３１４・新潟県佐渡市河原田本町・かわはらだほんまち

　　９５２-０００２・新潟県佐渡市北五十里・きたいかり

　　９５２-３２０２・新潟県佐渡市北鵜島・きたうしま

　　９５２-２１３３・新潟県佐渡市北狄・きたえびす

　　９５２-２２２５・新潟県佐渡市北片辺・きたかたべ

　　９５２-２２２２・新潟県佐渡市北川内・きたかわち

　　９５２-３２０７・新潟県佐渡市北小浦・きたこうら

　　９５２-２２２１・新潟県佐渡市北立島・きたたつしま

　　９５２-２２１３・新潟県佐渡市北田野浦・きたたのうら

　　９５２-３１１６・新潟県佐渡市北松ケ崎・きたまつがさき

　　９５２-３４２３・新潟県佐渡市久知河内・くちﾞかわち

　　９５２-１３２５・新潟県佐渡市窪田・くほﾞた

　　９５２-０２０２・新潟県佐渡市栗野江・くりのえ

　　９５２-３１１２・新潟県佐渡市黒姫・くろひめ

　　９５２-０３０４・新潟県佐渡市国分寺・こくぶんじ

　　９５２-２２０６・新潟県佐渡市小田・こだ

　　９５２-０６０６・新潟県佐渡市琴浦・ことうら

　　９５２-０６２４・新潟県佐渡市木流・こながせ

　　９５２-０６０２・新潟県佐渡市小比叡・こびえ

　　９５２-０２１５・新潟県佐渡市猿八・さるはち

　　９５２-０６２１・新潟県佐渡市沢崎・さわさき

　　９５２-１４３２・新潟県佐渡市沢根五十里・さわねいかり

　　９５２-１４３３・新潟県佐渡市沢根篭町・さわねかごまち

　　９５２-１４３１・新潟県佐渡市沢根炭屋町・さわねすみやまち

　　９５２-１４３５・新潟県佐渡市沢根・さわね

　　９５２-１４３４・新潟県佐渡市沢根町・さわねまち

　　９５２-０２１６・新潟県佐渡市三宮・さんぐう

　　９５２-１２０４・新潟県佐渡市三瀬川・さんせがわ

　　９５２-３４３２・新潟県佐渡市椎泊・しいどまり

　　９５２-０３２１・新潟県佐渡市静平・しずだいら

　　９５２-１５０１・新潟県佐渡市下相川・しもあいかわ

　　９５２-０７０１・新潟県佐渡市下川茂・しもかわも

　　９５２-３４２４・新潟県佐渡市下久知・しもくちﾞ



　　９５２-０３２２・新潟県佐渡市下黒山・しもくろやま

　　９５２-１３０４・新潟県佐渡市下長木・しもながき

　　９５２-０１１４・新潟県佐渡市下新穂・しもにいほﾞ

　　９５２-００２５・新潟県佐渡市下横山・しもよこやま

　　９５２-０６１２・新潟県佐渡市宿根木・しゆくねぎ

　　９５２-３４２２・新潟県佐渡市城腰・じようのこじ

　　９５２-０００１・新潟県佐渡市白瀬・しろせ

　　９５２-１３０１・新潟県佐渡市真光寺・しんこうじ

　　９５２-３５４１・新潟県佐渡市水津・すいつﾞ

　　９５２-０７１５・新潟県佐渡市杉野浦・すぎのうら

　　９５２-００１５・新潟県佐渡市住吉・すみよじ

　　９５２-２２０３・新潟県佐渡市関・せき

　　９５２-０３１６・新潟県佐渡市背合・せなごう

　　９５２-０４３１・新潟県佐渡市大小・だいしよう

　　９５２-２２１４・新潟県佐渡市高千・たかち

　　９５２-０４３３・新潟県佐渡市田切須・たぎりす

　　９５２-０３１４・新潟県佐渡市滝脇・たきわき

　　９５２-０３０２・新潟県佐渡市竹田・たけだ

　　９５２-１６４５・新潟県佐渡市高瀬・たこせ

　　９５２-１６４４・新潟県佐渡市橘・たちはﾞな

　　９５２-２１３５・新潟県佐渡市達者・たつしや

　　９５２-０８５３・新潟県佐渡市立間・たつま

　　９５２-００２６・新潟県佐渡市立野・たての

　　９５２-０６２３・新潟県佐渡市田野浦・たのうら

　　９５２-３１１９・新潟県佐渡市玉崎・たまさき

　　９５２-１２０９・新潟県佐渡市千種・ちぐさ

　　９５２-３５４３・新潟県佐渡市月布施・つきふせ

　　９５２-０００３・新潟県佐渡市椿・つはﾞき

　　９５２-０４３５・新潟県佐渡市椿尾・つはﾞきお

　　９５２-０２０７・新潟県佐渡市寺田・てらだ

　　９５２-０７０６・新潟県佐渡市徳和・とくわ

　　９５２-２１３２・新潟県佐渡市戸地・とじ

　　９５２-２１３１・新潟県佐渡市戸中・とちゆう

　　９５２-０７０３・新潟県佐渡市外山・とやま

　　９５２-０８５４・新潟県佐渡市豊岡・とよおか

　　９５２-０３１７・新潟県佐渡市豊田・とよた

　　９５２-０３０５・新潟県佐渡市長石・ながいじ

　　９５２-００２７・新潟県佐渡市長江・ながえ

　　９５２-１２１１・新潟県佐渡市中興・なかおき

　　９５２-１３０６・新潟県佐渡市長木・ながき

　　９５２-１３２４・新潟県佐渡市中原・なかはら

　　９５２-０３１１・新潟県佐渡市名古屋・なごや

　　９５２-０１１６・新潟県佐渡市新穂・にいほﾞ

　　９５２-０１０２・新潟県佐渡市新穂青木・にいほﾞあおき

　　９５２-０１０７・新潟県佐渡市新穂井内・にいほﾞいない

　　９５２-０１０６・新潟県佐渡市新穂瓜生屋・にいほﾞうりゆうや

　　９５２-０１０９・新潟県佐渡市新穂大野・にいほﾞおおの

　　９５２-０１０３・新潟県佐渡市新穂潟上・にいほﾞかたがみ

　　９５２-０１１５・新潟県佐渡市新穂北方・にいほﾞきたがた

　　９５２-０１０５・新潟県佐渡市新穂正明寺・にいほﾞしようみようじ

　　９５２-０１１１・新潟県佐渡市新穂武井・にいほﾞたけい

　　９５２-０１０４・新潟県佐渡市新穂田野沢・にいほﾞたのさわ

　　９５２-０１０１・新潟県佐渡市新穂長畝・にいほﾞながうね

　　９５２-０１１２・新潟県佐渡市新穂舟下・にいほﾞふなしも

　　９５２-０１１３・新潟県佐渡市新穂皆川・にいほﾞみながわ

　　９５２-１３０８・新潟県佐渡市二宮・にくう

　　９５２-０４３４・新潟県佐渡市西三川・にしみかわ

　　９５２-２２１５・新潟県佐渡市入川・にゆうがわ

　　９５２-３２０３・新潟県佐渡市願・ねがい

　　９５２-３５４４・新潟県佐渡市野浦・のうら

　　９５２-０２０４・新潟県佐渡市長谷・はせ

　　９５２-０２０６・新潟県佐渡市畑野・はたの

　　９５２-３４３４・新潟県佐渡市羽二生・はにう

　　９５２-０８２３・新潟県佐渡市浜河内・はまかわち

　　９５２-０００７・新潟県佐渡市浜田・はまだ

　　９５２-０５０３・新潟県佐渡市羽茂飯岡・はもちいいおか

　　９５２-０５１１・新潟県佐渡市羽茂大石・はもちおおいじ

　　９５２-０５０２・新潟県佐渡市羽茂大崎・はもちおおさき

　　９５２-０５１２・新潟県佐渡市羽茂大橋・はもちおおはじ

　　９５２-０５１５・新潟県佐渡市羽茂上山田・はもちかみやまだ



　　９５２-０４２２・新潟県佐渡市羽茂亀脇・はもちかめわき

　　９５２-０４２１・新潟県佐渡市羽茂小泊（１～１６９９)・はもちこどまり

　　９５２-０５１４・新潟県佐渡市羽茂小泊（その他）・はもちこどまり(そのた)

　　９５２-０５０５・新潟県佐渡市羽茂三瀬・はもちさんせ

　　９５２-０５０１・新潟県佐渡市羽茂滝平・はもちたきだいら

　　９５２-０５０４・新潟県佐渡市羽茂本郷・はもちほんごう

　　９５２-０５１３・新潟県佐渡市羽茂村山・はもちむらやま

　　９５２-０００４・新潟県佐渡市羽吉・はよじ

　　９５２-００１６・新潟県佐渡市原黒・はらくろ

　　９５２-０８５６・新潟県佐渡市東鵜島・ひがしうしま

　　９５２-１３０７・新潟県佐渡市東大通・ひがしおおどおり

　　９５２-３５４５・新潟県佐渡市東強清水・ひがしこわしみず

　　９５２-３５４６・新潟県佐渡市東立島・ひがしたつしま

　　９５２-２１３４・新潟県佐渡市姫津・ひめつﾞ

　　９５２-１２１３・新潟県佐渡市平清水・ひらしみず

　　９５２-３１１５・新潟県佐渡市平松・ひらまつ

　　９５２-０６１５・新潟県佐渡市深浦・ふかうら

　　９５２-０２１１・新潟県佐渡市畉田・ふた

　　９５２-１６４１・新潟県佐渡市二見・ふたみ

　　９５２-０２０３・新潟県佐渡市坊ケ浦・ほﾞうがうら

　　９５２-０７１２・新潟県佐渡市真浦・まうら

　　９５２-３４３１・新潟県佐渡市真木・まき

　　９５２-３２０１・新潟県佐渡市真更川・まさらがわ

　　９５２-０８２１・新潟県佐渡市松ケ崎・まつがさき

　　９５２-０３１３・新潟県佐渡市真野・まの

　　９５２-０３０１・新潟県佐渡市真野大川・まのおおかわ

　　９５２-０３１８・新潟県佐渡市真野新町・まのしんまち

　　９５２-０８２４・新潟県佐渡市丸山・まるやま

　　９５２-０７０５・新潟県佐渡市三川・みかわ

　　９５２-３２０６・新潟県佐渡市見立・みたて

　　９５２-１２０５・新潟県佐渡市水渡田・みとだ

　　９５２-２２２６・新潟県佐渡市南片辺・みなみかたべ

　　９５２-０７１４・新潟県佐渡市南新保・みなみしんほﾞ

　　９５２-０２１２・新潟県佐渡市宮川・みやかわ

　　９５２-３１１１・新潟県佐渡市虫崎・むしざき

　　９５２-０７０４・新潟県佐渡市莚場・むしろはﾞ

　　９５２-０２０１・新潟県佐渡市目黒町・めぐろまち

　　９５２-３２０４・新潟県佐渡市藻浦・もうら

　　９５２-３４３３・新潟県佐渡市両尾・もろお

　　９５２-２２０４・新潟県佐渡市矢柄・やがら

　　９５２-０７１３・新潟県佐渡市柳沢・やなぎさわ

　　９５２-１３１１・新潟県佐渡市八幡・やはた

　　９５２-１３１２・新潟県佐渡市八幡新町・やはたしんまち

　　９５２-１３１３・新潟県佐渡市八幡町・やはたまち

　　９５２-１３２１・新潟県佐渡市山田・やまだ

　　９５２-１２０６・新潟県佐渡市大和・やまと

　　９５２-１２０３・新潟県佐渡市吉井・よしい

　　９５２-１２０２・新潟県佐渡市吉井本郷・よしいほんごう

　　９５２-０３１２・新潟県佐渡市吉岡・よしおか

　　９５２-０３０６・新潟県佐渡市四日町・よつかまち

　　９５２-１６４２・新潟県佐渡市米郷・よなごう

　　９５２-００１１・新潟県佐渡市両津夷・りようつえびす

　　９５２-００１２・新潟県佐渡市両津夷新・りようつえびすしん

　　９５２-００１３・新潟県佐渡市両津福浦・りようつふくうら

　　９５２-００１４・新潟県佐渡市両津湊・りようつみなと

　　９５２-３４３５・新潟県佐渡市両津大川・りようつおおがわ

　　９５２-３１１８・新潟県佐渡市和木・わき

　　９５２-３２０５・新潟県佐渡市鷲崎・わしざき

　　９４６-００００・新潟県魚沼市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４６-００４３・新潟県魚沼市青島・あおしま

　　９４６-０２２４・新潟県魚沼市赤土・あかつち

　　９４６-０３０４・新潟県魚沼市穴沢・あなざわ

　　９４６-００６４・新潟県魚沼市池平・いけだいら

　　９４６-００６４・新潟県魚沼市池平新田・いけだいらしんでん

　　９４６-０１１４・新潟県魚沼市泉沢・いずみさわ

　　９４６-００３８・新潟県魚沼市伊勢島・いせじま

　　９４６-００３２・新潟県魚沼市板木・いたぎ

　　９４６-０００２・新潟県魚沼市稲荷町・いなりちよう

　　９４６-００７６・新潟県魚沼市井口新田・いのくちしんでん

　　９４６-００５１・新潟県魚沼市今泉・いまいずみ



　　９４６-０３０２・新潟県魚沼市芋鞘・いもざや

　　９４９-７４２３・新潟県魚沼市魚野地・うおのじ

　　９４６-００８４・新潟県魚沼市宇津野・うつの

　　９４６-００１２・新潟県魚沼市浦町・うらまち

　　９４６-００５２・新潟県魚沼市江口・えぐち

　　９４６-００５２・新潟県魚沼市江口新田・えぐちしんでん

　　９４９-７４１１・新潟県魚沼市大石・おおいじ

　　９４６-０１２４・新潟県魚沼市大芋川・おおいもがわ

　　９４６-００３３・新潟県魚沼市大浦・おおうら

　　９４６-００３４・新潟県魚沼市大浦新田・おおうらしんでん

　　９４６-０２２６・新潟県魚沼市大倉・おおくら

　　９４６-０２２３・新潟県魚沼市大倉沢・おおくらさわ

　　９４６-００７３・新潟県魚沼市大沢・おおさわ

　　９４６-０３０３・新潟県魚沼市大白川・おおしらかわ

　　９４６-０００４・新潟県魚沼市大塚新田・おおつﾞかしんでん

　　９４６-０３０５・新潟県魚沼市大栃山・おおとちやま

　　９４６-０２１５・新潟県魚沼市大原新田・おおはらしんでん

　　９４６-００８８・新潟県魚沼市大湯温泉・おおゆおんせん

　　９４６-００３６・新潟県魚沼市岡新田・おかしんでん

　　９４６-０１０１・新潟県魚沼市小平尾・おびろお

　　９４６-０１０８・新潟県魚沼市親柄・おやがら

　　９４６-００８６・新潟県魚沼市折立又新田・おりたてまたしんでん

　　９４６-０１０５・新潟県魚沼市金ケ沢・かねがさわ

　　９４６-００８７・新潟県魚沼市上折立・かみおりたて

　　９４６-０２１１・新潟県魚沼市上長鳥新田・かみながとりしんでん

　　９４６-００２２・新潟県魚沼市上原・かみはら

　　９４６-０１０７・新潟県魚沼市雁坂下・がんざかした

　　９４６-０１０７・新潟県魚沼市清本・きよもと

　　９４６-０１０４・新潟県魚沼市栗山・くりやま

　　９４６-００１１・新潟県魚沼市小出島・こいでじま

　　９４６-０１２５・新潟県魚沼市越又・こしまた

　　９４６-００２５・新潟県魚沼市古新田・こしんでん

　　９４６-０１２１・新潟県魚沼市小庭名・こてんみよう

　　９４６-０１２１・新潟県魚沼市小庭名新田・こてんみようしんでん

　　９４６-００２１・新潟県魚沼市佐梨・さなじ

　　９４９-７４０１・新潟県魚沼市下倉・したぐら

　　９４６-０２０３・新潟県魚沼市渋川・しぶかわ

　　９４６-００８５・新潟県魚沼市下折立・しもおりたて

　　９４９-７４１６・新潟県魚沼市下島・しもじま

　　９４９-７４１７・新潟県魚沼市下新田・しもしんでん

　　９４６-０１０７・新潟県魚沼市下田・しもだ

　　９４９-７４０５・新潟県魚沼市新道島・しんどうじま

　　９４６-００６１・新潟県魚沼市新保・しんほﾞ

　　９４６-００６１・新潟県魚沼市新保新田・しんほﾞしんでん

　　９４６-０２２１・新潟県魚沼市須川・すがわ

　　９４６-０２１６・新潟県魚沼市須原・すはら

　　９４６-０００３・新潟県魚沼市諏訪町・すわちよう

　　９４６-０１０２・新潟県魚沼市外山・そでやま

　　９４６-０２０１・新潟県魚沼市高倉・たかくら

　　９４９-７４１５・新潟県魚沼市田川・たがわ

　　９４６-０１０３・新潟県魚沼市滝之又・たきのまた

　　９４６-０３０１・新潟県魚沼市田小屋・たごや

　　９４６-０１１２・新潟県魚沼市田尻・たじり

　　９４９-７４０２・新潟県魚沼市田戸・たど

　　９４６-０１０６・新潟県魚沼市田中・たなか

　　９４６-００６３・新潟県魚沼市中家・ちゆうか

　　９４６-００６３・新潟県魚沼市中家新田・ちゆうかしんでん

　　９４６-００６５・新潟県魚沼市中子沢・ちゆうしざわ

　　９４６-００３５・新潟県魚沼市十日町・とおかまち

　　９４９-７４１８・新潟県魚沼市徳田・とくだ

　　９４６-００５７・新潟県魚沼市中島・なかじま

　　９４６-００５８・新潟県魚沼市中島新田・なかじましんでん

　　９４６-０２１２・新潟県魚沼市長鳥・ながとり

　　９４６-０００６・新潟県魚沼市中之島・なかのしま

　　９４６-００２４・新潟県魚沼市中原・なかはら

　　９４６-０１０７・新潟県魚沼市長堀新田・ながほりしんでん

　　９４６-００５３・新潟県魚沼市長松・ながまつ

　　９４６-００７１・新潟県魚沼市七日市・なのかいち

　　９４６-００７２・新潟県魚沼市七日市新田・なのかいちしんでん

　　９４６-０１１１・新潟県魚沼市並柳・なみやなぎ



　　９４６-０２０４・新潟県魚沼市西名・にしみよう

　　９４６-０２０６・新潟県魚沼市西名新田・にしみようしんでん

　　９４９-７４０３・新潟県魚沼市根小屋・ねごや

　　９４９-７４２２・新潟県魚沼市原・はら

　　９４６-００３１・新潟県魚沼市原虫野・はらむしの

　　９４６-０１１３・新潟県魚沼市東中・ひがしなか

　　９４６-０２０２・新潟県魚沼市東野名・ひがしのみよう

　　９４６-００６２・新潟県魚沼市一日市・ひといち

　　９４６-００２３・新潟県魚沼市干溝・ひみぞ

　　９４６-０３０６・新潟県魚沼市平野又・ひらのまた

　　９４６-０００１・新潟県魚沼市日渡新田・ひわたししんでん

　　９４６-０２２２・新潟県魚沼市福田新田・ふくだしんでん

　　９４６-０２０７・新潟県魚沼市福山新田・ふくやましんでん

　　９４６-０２１３・新潟県魚沼市細野・ほその

　　９４９-７４１３・新潟県魚沼市堀之内・ほりのうち

　　９４６-００４１・新潟県魚沼市本町・ほんちよう

　　９４６-０２１４・新潟県魚沼市松川・まつかわ

　　９４６-０１２３・新潟県魚沼市水沢・みずさわ

　　９４６-００６６・新潟県魚沼市三ツ又・みつまた

　　９４６-００８３・新潟県魚沼市蓑和田・みのわだ

　　９４６-０２２５・新潟県魚沼市三渕沢・みふちさわ

　　９４６-０１０５・新潟県魚沼市宮沢新田・みやざわしんでん

　　９４６-０２０５・新潟県魚沼市宮椿新田・みやつはﾞきしんでん

　　９４９-７４２４・新潟県魚沼市明神・みようじん

　　９４６-００８１・新潟県魚沼市葎沢・むぐらざわ

　　９４６-００３７・新潟県魚沼市虫野・むしの

　　９４６-０１２３・新潟県魚沼市茂沢・もさわ

　　９４６-００４２・新潟県魚沼市柳原・やなぎはら

　　９４６-０１１５・新潟県魚沼市山口・やまぐち

　　９４６-００５５・新潟県魚沼市山田・やまだ

　　９４６-００５６・新潟県魚沼市山田下・やまだした

　　９４６-００８２・新潟県魚沼市湯之谷芋川・ゆのたにいもがわ

　　９４６-０１０７・新潟県魚沼市横瀬・よこぜ

　　９４６-０００５・新潟県魚沼市横町・よこちよう

　　９４６-０３０７・新潟県魚沼市横根・よこね

　　９４９-７４１２・新潟県魚沼市与五郎新田・よごろうしんでん

　　９４６-００７５・新潟県魚沼市吉田・よしだ

　　９４６-０１２１・新潟県魚沼市吉平・よしだいら

　　９４９-７４２１・新潟県魚沼市吉水・よしみず

　　９４６-０１２２・新潟県魚沼市吉原・よしわら

　　９４６-０００７・新潟県魚沼市四日町・よつかまち

　　９４６-００５４・新潟県魚沼市米沢・よねざわ

　　９４９-７４０４・新潟県魚沼市竜光・りゆうこう

　　９４６-０１２１・新潟県魚沼市連日・れんにち

　　９４６-０１０９・新潟県魚沼市和田・わだ

　　９４９-７４１４・新潟県魚沼市和長島・わながしま

　　９４９-６６００・新潟県南魚沼市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４９-６６０５・新潟県南魚沼市青木新田（６９５)・あおきしんでん

　　９４９-６６０５・新潟県南魚沼市青木新田（７２９)・あおきしんでん

　　９４９-６６０５・新潟県南魚沼市青木新田（９９２～１０７４)・あおきしんでん

　　９４９-７１４１・新潟県南魚沼市青木新田（その他）・あおきしんでん(そのた)

　　９４９-６７４６・新潟県南魚沼市畔地・あぜち

　　９４９-６７５１・新潟県南魚沼市畔地新田・あぜちしんでん

　　９４９-７２４５・新潟県南魚沼市穴地・あなじ

　　９４９-７２４６・新潟県南魚沼市穴地新田・あなじしんでん

　　９４９-７２５６・新潟県南魚沼市海士ケ島新田・あまがしましんでん

　　９４９-６４３４・新潟県南魚沼市天野沢・あまのさわ

　　９４９-７２３５・新潟県南魚沼市荒金・あらかね

　　９４９-７２３４・新潟県南魚沼市荒山・あらやま

　　９４９-７２２８・新潟県南魚沼市雷土・いかつﾞち

　　９４９-７２２７・新潟県南魚沼市雷土新田・いかつﾞちしんでん

　　９４９-６３７２・新潟県南魚沼市石打・いしうち

　　９４９-７１１４・新潟県南魚沼市泉・いずみ

　　９４９-７１１５・新潟県南魚沼市泉新田・いずみしんでん

　　９４９-７３１８・新潟県南魚沼市市野江乙（後山）・いちのえおつ(うしろやま)

　　９４９-７３１７・新潟県南魚沼市市野江甲・いちのえこう

　　９４９-７３１９・新潟県南魚沼市市野江丙（辻又）・いちのえへい(つじまた)

　　９４９-６５５４・新潟県南魚沼市一之沢・いちのさわ

　　９４９-７１０１・新潟県南魚沼市五日町・いつかまち

　　９４９-７３１３・新潟県南魚沼市今町・いままち



　　９４９-７２５４・新潟県南魚沼市今町新田・いままちしんでん

　　９４９-７２２２・新潟県南魚沼市芋赤・いもあか

　　９４９-６７６５・新潟県南魚沼市岩崎・いわさき

　　９４９-６６０７・新潟県南魚沼市宇津野新田（７１７、７１８)・うつのしんでん

　　９４９-７１４２・新潟県南魚沼市宇津野新田（その他）・うつのしんでん(そのた)

　　９４９-６５５１・新潟県南魚沼市姥沢新田・うはﾞさわしんでん

　　９４９-６４２５・新潟県南魚沼市姥島新田・うはﾞしましんでん

　　９４９-７３０２・新潟県南魚沼市浦佐・うらさ

　　９４９-６３７３・新潟県南魚沼市上野・うわの

　　９４９-６５４２・新潟県南魚沼市雲洞・うんとう

　　９４９-６５４４・新潟県南魚沼市枝吉・えだよじ

　　９４９-６４１６・新潟県南魚沼市大木六・おおきろく

　　９４９-６４３８・新潟県南魚沼市大木六新田・おおきろくしんでん

　　９４９-７２４３・新潟県南魚沼市大倉・おおくら

　　９４９-７２２４・新潟県南魚沼市大桑原・おおくわはﾞら

　　９４９-７２５１・新潟県南魚沼市大崎・おおさき

　　９４９-６４１２・新潟県南魚沼市大里・おおざと

　　９４９-６３６１・新潟県南魚沼市大沢・おおさわ

　　９４９-７１０３・新潟県南魚沼市大杉新田・おおすぎしんでん

　　９４９-６６８２・新潟県南魚沼市大月・おおつﾞき

　　９４９-７１２２・新潟県南魚沼市岡・おか

　　９４９-６７４５・新潟県南魚沼市小川・おがわ

　　９４９-７１０２・新潟県南魚沼市奥・おく

　　９４９-６４０３・新潟県南魚沼市思川・おもいがわ

　　９４９-６６０２・新潟県南魚沼市欠之上・かけのうえ

　　９４９-６４０４・新潟県南魚沼市片田・かたた

　　９４９-６５５２・新潟県南魚沼市蟹沢新田・かにさわしんでん

　　９４９-６４３１・新潟県南魚沼市樺野沢・かはﾞのさわ

　　９４９-６４３２・新潟県南魚沼市樺野沢新田・かはﾞのさわしんでん

　　９４９-７１２６・新潟県南魚沼市上出浦・かみいずな

　　９４９-６４１１・新潟県南魚沼市上十日町・かみとおかまち

　　９４９-７１３７・新潟県南魚沼市上原・かみはら

　　９４９-７１３８・新潟県南魚沼市上原新田・かみはらしんでん

　　９４９-６３６４・新潟県南魚沼市上一日市・かみひといち

　　９４９-７１２４・新潟県南魚沼市上薬師堂・かみやくしどう

　　９４９-６６０３・新潟県南魚沼市川窪・かわくほﾞ

　　９４９-７１４３・新潟県南魚沼市北田中・きたたなか

　　９４９-６６０１・新潟県南魚沼市君帰・きみがえり

　　９４９-６３６６・新潟県南魚沼市君沢・きみざわ

　　９４９-６７５６・新潟県南魚沼市京岡・きようおか

　　９４９-６７５７・新潟県南魚沼市京岡新田・きようおかしんでん

　　９４９-７２３３・新潟県南魚沼市桐沢・きりさわ

　　９４９-７２４２・新潟県南魚沼市黒土・くろつち

　　９４９-７２４１・新潟県南魚沼市黒土新田・くろつちしんでん

　　９４９-７３０１・新潟県南魚沼市五箇・ごか

　　９４９-６４１３・新潟県南魚沼市小木六・こぎろく

　　９４９-７２４８・新潟県南魚沼市国際町・こくさいちよう

　　９４９-６６３６・新潟県南魚沼市小栗山・こぐりやま

　　９４９-７３１２・新潟県南魚沼市九日町・ここのかまち

　　９４９-６４１５・新潟県南魚沼市小杉新田・こすぎしんでん

　　９４９-６５５６・新潟県南魚沼市小松沢・こまつざわ

　　９４９-６４２８・新潟県南魚沼市五郎丸・ごろうまる

　　９４９-６６１１・新潟県南魚沼市坂戸・さかど

　　９４９-６５４１・新潟県南魚沼市三郎丸・さぶろうまる

　　９４９-６４０８・新潟県南魚沼市塩沢・しおざわ

　　９４９-７１４５・新潟県南魚沼市四十日・しとか

　　９４９-６４０７・新潟県南魚沼市島新田・しましんでん

　　９４９-６５５３・新潟県南魚沼市清水・しみず

　　９４９-６７４１・新潟県南魚沼市清水瀬・しみずせ

　　９４９-７１２７・新潟県南魚沼市下出浦・しもいずな

　　９４９-７１１３・新潟県南魚沼市下原・しもはら

　　９４９-７１１６・新潟県南魚沼市下原新田・しもはらしんでん

　　９４９-６３６３・新潟県南魚沼市下一日市・しもひといち

　　９４９-７１２５・新潟県南魚沼市下薬師堂・しもやくしどう

　　９４９-７３１４・新潟県南魚沼市城山新田・じようやましんでん

　　９４９-６３７１・新潟県南魚沼市関・せき

　　９４９-７３１１・新潟県南魚沼市芹田・せりだ

　　９４９-６４１８・新潟県南魚沼市仙石・せんごく

　　９４９-６４３３・新潟県南魚沼市泉盛寺・せんじようじ

　　９４９-６５５７・新潟県南魚沼市台上・だいうえ



　　９４９-６５５５・新潟県南魚沼市滝谷・たきや

　　９４９-６４０５・新潟県南魚沼市竹俣・たけまた

　　９４９-６４０６・新潟県南魚沼市竹俣新田・たけまたしんでん

　　９４９-７１３４・新潟県南魚沼市田崎・たざき

　　９４９-６７７１・新潟県南魚沼市津久野・つくの

　　９４９-６７６６・新潟県南魚沼市津久野上新田・つくのかみしんでん

　　９４９-６７７３・新潟県南魚沼市津久野下新田・つくのしもしんでん

　　９４９-６７４４・新潟県南魚沼市土沢・つちさわ

　　９４９-７１０４・新潟県南魚沼市寺尾・てらお

　　９４９-７２３２・新潟県南魚沼市堂島新田・どうじましんでん

　　９４９-６４２２・新潟県南魚沼市徳田新田・とくだしんでん

　　９４９-６４０１・新潟県南魚沼市栃窪・とちくほﾞ

　　９４９-６４３６・新潟県南魚沼市中・なか

　　９４９-６７６１・新潟県南魚沼市中川・なかがわ

　　９４９-６７６２・新潟県南魚沼市中川新田・なかがわしんでん

　　９４９-６４２７・新潟県南魚沼市中子新田乙・なかごしんでんおつ

　　９４９-６４２１・新潟県南魚沼市中子新田甲・なかごしんでんこう

　　９４９-６５４５・新潟県南魚沼市長崎・ながさき

　　９４９-６４３７・新潟県南魚沼市中野・なかの

　　９４９-６７５４・新潟県南魚沼市永松・ながまつ

　　９４９-７１１２・新潟県南魚沼市長森・ながもり

　　９４９-７１１７・新潟県南魚沼市長森新田・ながもりしんでん

　　９４９-７３１５・新潟県南魚沼市名木沢・なぎさわ

　　９４９-７１３６・新潟県南魚沼市新堀・にいほﾞり

　　９４９-７１３５・新潟県南魚沼市新堀新田・にいほﾞりしんでん

　　９４９-６６１５・新潟県南魚沼市西泉田・にしいずみだ

　　９４９-７１３１・新潟県南魚沼市野際・のぎわ

　　９４９-７１４４・新潟県南魚沼市野田・のだ

　　９４９-６７４２・新潟県南魚沼市野中・のなか

　　９４９-６４１４・新潟県南魚沼市八竜新田・はちりゆうしんでん

　　９４９-６５４３・新潟県南魚沼市早川・はやかわ

　　９４９-６７５５・新潟県南魚沼市原・はら

　　９４９-６６１２・新潟県南魚沼市東泉田・ひがしいずみだ

　　９４９-７３１６・新潟県南魚沼市一村尾・ひとむらお

　　９４９-６７５３・新潟県南魚沼市蛭窪・ひるくほﾞ

　　９４９-６７７４・新潟県南魚沼市深沢・ふかさわ

　　９４９-７１３２・新潟県南魚沼市藤原・ふじはら

　　９４９-６７４３・新潟県南魚沼市舞台・ぶたい

　　９４９-６７７２・新潟県南魚沼市二日町・ふつかまち

　　９４９-７２４４・新潟県南魚沼市船ケ沢新田・ふねがさわしんでん

　　９４９-７１１１・新潟県南魚沼市麓・ふもと

　　９４９-７１３３・新潟県南魚沼市法音寺・ほうおんじ

　　９４９-６４２３・新潟県南魚沼市舞子・まいご

　　９４９-７２２９・新潟県南魚沼市前原町・まえはらちよう

　　９４９-６４２６・新潟県南魚沼市丸池新田・まるいけしんでん

　　９４９-６４２４・新潟県南魚沼市万条新田・まんじようしんでん

　　９４９-６６０８・新潟県南魚沼市美佐島・みさしま

　　９４９-７２５２・新潟県南魚沼市水尾・みずお

　　９４９-７２５３・新潟県南魚沼市水尾新田・みずおしんでん

　　９４９-６３６２・新潟県南魚沼市南田中・みなみたなか

　　９４９-６７７５・新潟県南魚沼市宮・みや

　　９４９-６３６５・新潟県南魚沼市宮野下・みやのした

　　９４９-６７６４・新潟県南魚沼市宮村下新田・みやむらしもしんでん

　　９４９-７１２３・新潟県南魚沼市妙音寺・みようおんじ

　　９４９-７２３１・新潟県南魚沼市茗荷沢・みようがさわ

　　９４９-７２３６・新潟県南魚沼市茗荷沢新田・みようがさわしんでん

　　９４９-６６８０・新潟県南魚沼市六日町・むいかまち

　　９４９-６４３５・新潟県南魚沼市目来田・もくらいでん

　　９４９-７２２３・新潟県南魚沼市門前・もんぜん

　　９４９-７２４７・新潟県南魚沼市八色原・やいろはら

　　９４９-７１２１・新潟県南魚沼市山口・やまぐち

　　９４９-７２２５・新潟県南魚沼市山崎・やまざき

　　９４９-７２２６・新潟県南魚沼市山崎新田・やまざきしんでん

　　９４９-６７６３・新潟県南魚沼市山谷・やまや

　　９４９-６６０９・新潟県南魚沼市八幡・やわた

　　９４９-７２２１・新潟県南魚沼市湯谷・ゆや

　　９４９-６６８１・新潟県南魚沼市余川・よかわ

　　９４９-６４０２・新潟県南魚沼市吉里・よしざと

　　９４９-６４１７・新潟県南魚沼市吉山新田・よしやましんでん

　　９４９-７２５５・新潟県南魚沼市柳古新田・りゆうこしんでん



　　９５９-２６００・新潟県胎内市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５９-２６６１・新潟県胎内市赤川・あかがわ

　　９５９-２６５９・新潟県胎内市あかね町・あかねちよう

　　９５９-２８２３・新潟県胎内市熱田坂・あつたざか

　　９５９-２６０９・新潟県胎内市荒井浜・あらいはま

　　９５９-２６２６・新潟県胎内市飯角・いいずみ

　　９５９-２６５７・新潟県胎内市江上・えがみ

　　９５９-２６０５・新潟県胎内市江尻・えじり

　　９５９-２６２２・新潟県胎内市追分・おいわけ

　　９５９-２８０１・新潟県胎内市近江新・おうみしん

　　９５９-２６０４・新潟県胎内市大出・おおいで

　　９５９-２６４４・新潟県胎内市大川町・おおかわちよう

　　９５９-２６６５・新潟県胎内市大塚・おおつか

　　９５９-２８１３・新潟県胎内市大長谷・おおながたに

　　９５９-２６１２・新潟県胎内市小地谷・おじや

　　９５９-２６３１・新潟県胎内市表町・おもてちよう

　　９５９-２６７６・新潟県胎内市上城塚・かみじようつﾞか

　　９５９-２７２４・新潟県胎内市北成田・きたなりた

　　９５９-２６４７・新潟県胎内市北本町・きたほんちよう

　　９５９-２８０２・新潟県胎内市切田・きつた

　　９５９-２６０２・新潟県胎内市乙・きのと

　　９５９-２６５２・新潟県胎内市協和町・きようわちよう

　　９５９-２６６３・新潟県胎内市草野・くさの

　　９５９-２６５３・新潟県胎内市倉敷町・くらしきちよう

　　９５９-２８２７・新潟県胎内市栗木野新田・くりきのしんでん

　　９５９-２８０７・新潟県胎内市黒川・くろかわ

　　９５９-２８１４・新潟県胎内市黒俣・くろまた

　　９５９-２８１１・新潟県胎内市鍬江・くわえ

　　９５９-２７０５・新潟県胎内市鴻ノ巣・こうのす

　　９５９-２７２１・新潟県胎内市苔実・こけのみ

　　９５９-２８１２・新潟県胎内市小長谷・こながたに

　　９５９-２６７４・新潟県胎内市小舟戸・こぶなと

　　９５９-２６３４・新潟県胎内市小牧台・こまきだい

　　９５９-２８０３・新潟県胎内市蔵王・ざおう

　　９５９-２８２５・新潟県胎内市坂井・さかい

　　９５９-２７０１・新潟県胎内市笹口浜・ささぐちはま

　　９５９-２７０６・新潟県胎内市山王・さんのう

　　９５９-２８０４・新潟県胎内市塩沢・しおざわ

　　９５９-２６６９・新潟県胎内市塩津・しおつﾞ

　　９５９-２６６４・新潟県胎内市柴橋・しはﾞはじ

　　９５９-２８０６・新潟県胎内市下赤谷・しもあかだに

　　９５９-２８１６・新潟県胎内市下荒沢・しもあらさわ

　　９５９-２８０９・新潟県胎内市下江端・しもえはﾞた

　　９５９-２６７７・新潟県胎内市下城塚・しもじようつﾞか

　　９５９-２７０７・新潟県胎内市下高田・しもたかだ

　　９５９-２８０５・新潟県胎内市下館・しもたて

　　９５９-２６０７・新潟県胎内市地本・じもと

　　９５９-２６１９・新潟県胎内市十二天・じゆうにてん

　　９５９-２６３２・新潟県胎内市新栄町・しんえいちよう

　　９５９-２６６６・新潟県胎内市新舘・しんだて

　　９５９-２６４２・新潟県胎内市新和町・しんわちよう

　　９５９-２６０３・新潟県胎内市菅田・すげた

　　９５９-２８１７・新潟県胎内市須巻・すまき

　　９５９-２６４８・新潟県胎内市住吉町・すみよしちよう

　　９５９-２６３３・新潟県胎内市関沢・せきざわ

　　９５９-２６１８・新潟県胎内市高野・たかの

　　９５９-２６６２・新潟県胎内市鷹ノ巣・たかのす

　　９５９-２６１７・新潟県胎内市高野村新田・たかのむらしんでん

　　９５９-２７１５・新潟県胎内市高橋・たかはじ

　　９５９-２７０３・新潟県胎内市高畑・たかはﾞたけ

　　９５９-２７２２・新潟県胎内市竹島・たけしま

　　９５９-２７１２・新潟県胎内市築地・ついじ

　　９５９-２７１３・新潟県胎内市築地新・ついじしん

　　９５９-２６１６・新潟県胎内市土作・つちつﾞくり

　　９５９-２６３５・新潟県胎内市つつじが丘・つつじがおか

　　９５９-２８２６・新潟県胎内市鼓岡・つつﾞみおか

　　９５９-２８２１・新潟県胎内市坪穴・つほﾞあな

　　９５９-２８０８・新潟県胎内市東牧・とうほﾞく

　　９５９-２６０８・新潟県胎内市富岡・とみおか

　　９５９-２６７３・新潟県胎内市寅田・とらだ



　　９５９-２７１６・新潟県胎内市中倉・なかくら

　　９５９-２６２９・新潟県胎内市中条・なかじよう

　　９５９-２６３７・新潟県胎内市長橋・ながはじ

　　９５９-２７０８・新潟県胎内市中村浜・なかむらはま

　　９５９-２８２２・新潟県胎内市夏井・なつい

　　９５９-２６２１・新潟県胎内市並槻・なみつき

　　９５９-２６２３・新潟県胎内市仁谷野・にいだの

　　９５９-２６６７・新潟県胎内市西川内・にしかわうち

　　９５９-２６４６・新潟県胎内市西栄町・にしさかえちよう

　　９５９-２６５８・新潟県胎内市西条・にしじよう

　　９５９-２６５１・新潟県胎内市西条町・にしじようちよう

　　９５９-２６５６・新潟県胎内市西本町・にしほんちよう

　　９５９-２６２７・新潟県胎内市野中・のなか

　　９５９-２６２４・新潟県胎内市羽黒・はぐろ

　　９５９-２６０６・新潟県胎内市八幡・はちまん

　　９５９-２６７２・新潟県胎内市八田・はつた

　　９５９-２６２５・新潟県胎内市半山・はんやま

　　９５９-２６７１・新潟県胎内市東川内・ひがしかわうち

　　９５９-２６４３・新潟県胎内市東本町・ひがしほんちよう

　　９５９-２６１４・新潟県胎内市平木田・ひらきだ

　　９５９-２６１３・新潟県胎内市平木田駅前・ひらきだえきまえ

　　９５９-２７０２・新潟県胎内市平根台・ひらねだい

　　９５９-２６２８・新潟県胎内市二葉町・ふたはﾞちよう

　　９５９-２６７５・新潟県胎内市船戸・ふなと

　　９５９-２６３６・新潟県胎内市星の宮町・ほしのみやちよう

　　９５９-２７１４・新潟県胎内市堀口・ほりぐち

　　９５９-２６５５・新潟県胎内市本郷・ほんごう

　　９５９-２６５４・新潟県胎内市本郷町・ほんごうちよう

　　９５９-２６４５・新潟県胎内市本町・ほんちよう

　　９５９-２６３８・新潟県胎内市水沢町・みずさわちよう

　　９５９-２７２３・新潟県胎内市宮川・みやがわ

　　９５９-２７０４・新潟県胎内市宮瀬・みやぜ

　　９５９-２８２４・新潟県胎内市宮久・みやひさ

　　９５９-２７０９・新潟県胎内市村松浜・むらまつはま

　　９５９-２８１５・新潟県胎内市持倉・もちくら

　　９５９-２６０１・新潟県胎内市桃崎浜・ももざきはま

　　９５９-２６６８・新潟県胎内市弥彦岡・やひこおか

　　９５９-２６１１・新潟県胎内市山屋・やまや

　　９５９-２６１５・新潟県胎内市横道・よこみち

　　９５９-２６４１・新潟県胎内市若松町・わかまつちよう

　　９５７-０１００・新潟県北蒲原郡聖籠町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５７-０１０３・新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜・あじろはま

　　９５７-０１０２・新潟県北蒲原郡聖籠町位守町・いもりちよう

　　９５７-０１１３・新潟県北蒲原郡聖籠町上大谷内・かみおおやち

　　９５７-０１０４・新潟県北蒲原郡聖籠町亀塚・かめつﾞか

　　９５７-０１２２・新潟県北蒲原郡聖籠町三賀・さんが

　　９５７-０１０５・新潟県北蒲原郡聖籠町次第浜・しだいはま

　　９５７-０１１７・新潟県北蒲原郡聖籠町諏訪山・すわやま

　　９５７-０１２１・新潟県北蒲原郡聖籠町大夫・だいぶ

　　９５７-０１２６・新潟県北蒲原郡聖籠町大夫興野・だいぶこうや

　　９５７-０１１２・新潟県北蒲原郡聖籠町道賀新田・どうがしんでん

　　９５７-０１２３・新潟県北蒲原郡聖籠町二本松・にほんまつ

　　９５７-０１０６・新潟県北蒲原郡聖籠町蓮潟・はすがた

　　９５７-０１２４・新潟県北蒲原郡聖籠町蓮野・はすの

　　９５７-０１０１・新潟県北蒲原郡聖籠町東港・ひがしこう

　　９５７-０１２７・新潟県北蒲原郡聖籠町藤寄・ふじよせ

　　９５７-０１２５・新潟県北蒲原郡聖籠町別條・べつじよう

　　９５７-０１１１・新潟県北蒲原郡聖籠町真野・まの

　　９５７-０１１４・新潟県北蒲原郡聖籠町丸潟・まるがた

　　９５７-０１１５・新潟県北蒲原郡聖籠町桃山・ももやま

　　９５７-０１１６・新潟県北蒲原郡聖籠町山倉・やまぐら

　　９５９-０３００・新潟県西蒲原郡弥彦村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５９-０３１１・新潟県西蒲原郡弥彦村井田・ いだ

　　９５９-０３０１・新潟県西蒲原郡弥彦村えび穴・ えびあな

　　９５９-０３０８・新潟県西蒲原郡弥彦村大戸・ おおど

　　９５９-０３０４・新潟県西蒲原郡弥彦村荻野・ おぎの

　　９５９-０３２１・新潟県西蒲原郡弥彦村上泉・ かみいずみ

　　９５９-０３０７・新潟県西蒲原郡弥彦村川崎・ かわさき

　　９５９-０３１９・新潟県西蒲原郡弥彦村観音寺・ かんおんじ

　　９５９-０３１７・新潟県西蒲原郡弥彦村境江・ さかえ



　　９５９-０３０２・新潟県西蒲原郡弥彦村田中新田・ たなかしんでん

　　９５９-０３１２・新潟県西蒲原郡弥彦村中山・ なかやま

　　９５９-０３２２・新潟県西蒲原郡弥彦村走出・ はしりで

　　９５９-０３０６・新潟県西蒲原郡弥彦村浜首・ はまくび

　　９５９-０３０３・新潟県西蒲原郡弥彦村平野・ ひらの

　　９５９-０３１８・新潟県西蒲原郡弥彦村麓・ ふもと

　　９５９-０３１５・新潟県西蒲原郡弥彦村麓村新田・ ふもとむらしんでん

　　９５９-０３０９・新潟県西蒲原郡弥彦村峰見・ みねみ

　　９５９-０３１０・新潟県西蒲原郡弥彦村美山・ みやま

　　９５９-０３１６・新潟県西蒲原郡弥彦村村山・ むらやま

　　９５９-０３０５・新潟県西蒲原郡弥彦村矢作・ やはぎ

　　９５９-０３２３・新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦・ やひこ

　　９５９-０３１４・新潟県西蒲原郡弥彦村, 山岸"・やまぎじ

　　９５９-０３１３・新潟県西蒲原郡弥彦村山崎・ やまざき

　　９５９-１５００・新潟県南蒲原郡田上町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５９-１５２１・新潟県南蒲原郡田上町石田新田・いしだしんでん

　　９５９-１５１３・新潟県南蒲原郡田上町川船河・かわふねがわ

　　９５９-１５１４・新潟県南蒲原郡田上町坂田・さかた

　　９５９-１５２２・新潟県南蒲原郡田上町千苅新田・せんがりしんでん

　　９５９-１５２５・新潟県南蒲原郡田上町曽根新田・そねしんでん

　　９５９-１５０２・新潟県南蒲原郡田上町田上・たがみ

　　９５９-１５１２・新潟県南蒲原郡田上町羽生田・はにゆうだ

　　９５９-１５０３・新潟県南蒲原郡田上町原ケ崎新田・はらがさきしんでん

　　９５９-１５２３・新潟県南蒲原郡田上町保明新田・ほみようしんでん

　　９５９-１５０１・新潟県南蒲原郡田上町湯川・ゆがわ

　　９５９-１５２４・新潟県南蒲原郡田上町横場新田・よこはﾞしんでん

　　９５９-１５１１・新潟県南蒲原郡田上町吉田新田・よしだしんでん

　　９５９-４４００・新潟県東蒲原郡阿賀町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５９-４４０８・新潟県東蒲原郡阿賀町赤岩・あかいわ

　　９５９-４６２１・新潟県東蒲原郡阿賀町あが野北・あがのきた

　　９５９-４６２６・新潟県東蒲原郡阿賀町あが野南・あがのみなみ

　　９５９-４６０３・新潟県東蒲原郡阿賀町新谷・あらや

　　９５９-４６０６・新潟県東蒲原郡阿賀町五十沢・いかざわ

　　９５９-４６１４・新潟県東蒲原郡阿賀町五十島・いがしま

　　９５９-４６３２・新潟県東蒲原郡阿賀町石戸・いしと

　　９５９-４６３６・新潟県東蒲原郡阿賀町石間・いしま

　　９５９-４６２７・新潟県東蒲原郡阿賀町岩谷・いわや

　　９５９-４４０５・新潟県東蒲原郡阿賀町上ノ山・うえのやま

　　９５９-４４１０・新潟県東蒲原郡阿賀町大牧・おおまき

　　９５９-４６１２・新潟県東蒲原郡阿賀町岡沢・おかざわ

　　９５９-４５２５・新潟県東蒲原郡阿賀町小手茂・おても

　　９５９-４３０２・新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬・かのせ

　　９５９-４６１７・新潟県東蒲原郡阿賀町上島・かみしま

　　９５９-４５３４・新潟県東蒲原郡阿賀町神谷乙・かみたにおつ

　　９５９-４５３５・新潟県東蒲原郡阿賀町神谷甲・かみたにこう

　　９５９-４５３３・新潟県東蒲原郡阿賀町神谷丙・かみたにへい

　　９５９-４６１８・新潟県東蒲原郡阿賀町川口・かわぐち

　　９５９-４４０９・新潟県東蒲原郡阿賀町京ノ瀬・きようのせ

　　９５９-４５０１・新潟県東蒲原郡阿賀町九島・くしま

　　９５９-４６３４・新潟県東蒲原郡阿賀町熊渡・くまわたり

　　９５９-４４０６・新潟県東蒲原郡阿賀町雲和田・くもわだ

　　９５９-４４１３・新潟県東蒲原郡阿賀町倉ノ平・くらのたいら

　　９５９-４６２３・新潟県東蒲原郡阿賀町黒岩・くろいわ

　　９５９-４５０２・新潟県東蒲原郡阿賀町小出・こいで

　　９５９-４６０８・新潟県東蒲原郡阿賀町小花地・こはﾞなち

　　９５９-４５２２・新潟県東蒲原郡阿賀町三宝分乙・さんほﾟうぶんおつ

　　９５９-４５２１・新潟県東蒲原郡阿賀町三宝分甲・さんほﾟうぶんこう

　　９５９-４５２３・新潟県東蒲原郡阿賀町三宝分丙・さんほﾟうぶんへい

　　９５９-４６２２・新潟県東蒲原郡阿賀町白崎・しろさき

　　９５９-４５１２・新潟県東蒲原郡阿賀町大倉乙・だいくらおつ

　　９５９-４５１３・新潟県東蒲原郡阿賀町大倉甲・だいくらこう

　　９５９-４４１６・新潟県東蒲原郡阿賀町田沢・たざわ

　　９５９-４４０２・新潟県東蒲原郡阿賀町津川・つがわ

　　９５９-４６０１・新潟県東蒲原郡阿賀町綱木・つなぎ

　　９５９-４４０１・新潟県東蒲原郡阿賀町角島・つのしま

　　９５９-４６３５・新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜・つりはま

　　９５９-４４１１・新潟県東蒲原郡阿賀町天満・てんまん

　　９５９-４５０３・新潟県東蒲原郡阿賀町豊川乙・とよかわおつ

　　９５９-４５０５・新潟県東蒲原郡阿賀町豊川甲・とよかわこう

　　９５９-４５０４・新潟県東蒲原郡阿賀町豊川丙・とよかわへい



　　９５９-４３０４・新潟県東蒲原郡阿賀町豊実・とよみ

　　９５９-４６３１・新潟県東蒲原郡阿賀町取上・とりあげ

　　９５９-４６３３・新潟県東蒲原郡阿賀町長谷・ながたに

　　９５９-４６１１・新潟県東蒲原郡阿賀町中ノ沢・なかのさわ

　　９５９-４５１４・新潟県東蒲原郡阿賀町七名乙・ななめおつ

　　９５９-４５１５・新潟県東蒲原郡阿賀町七名甲・ななめこう

　　９５９-４４０７・新潟県東蒲原郡阿賀町西・にじ

　　９５９-４４１８・新潟県東蒲原郡阿賀町野村・のむら

　　９５９-４４１２・新潟県東蒲原郡阿賀町花立・はなだて

　　９５９-４４４１・新潟県東蒲原郡阿賀町払川・はらいがわ

　　９５９-４５１１・新潟県東蒲原郡阿賀町東山・ひがしやま

　　９５９-４３０３・新潟県東蒲原郡阿賀町日出谷・ひでや

　　９５９-４５３９・新潟県東蒲原郡阿賀町日野川乙・ひのかわおつ

　　９５９-４５３１・新潟県東蒲原郡阿賀町日野川甲・ひのかわこう

　　９５９-４５３８・新潟県東蒲原郡阿賀町日野川丙・ひのかわへい

　　９５９-４４０３・新潟県東蒲原郡阿賀町平堀・ひらほﾞり

　　９５９-４４０４・新潟県東蒲原郡阿賀町広沢・ひろさわ

　　９５９-４５３７・新潟県東蒲原郡阿賀町広谷乙・ひろたにおつ

　　９５９-４５３６・新潟県東蒲原郡阿賀町広谷甲・ひろたにこう

　　９５９-４５３２・新潟県東蒲原郡阿賀町広谷丙・ひろたにへい

　　９５９-４４１４・新潟県東蒲原郡阿賀町福取・ふくとり

　　９５９-４６０２・新潟県東蒲原郡阿賀町古岐・ふるまた

　　９５９-４６０５・新潟県東蒲原郡阿賀町細越・ほそごえ

　　９５９-４５２４・新潟県東蒲原郡阿賀町三方乙・みかたおつ

　　９５９-４５２６・新潟県東蒲原郡阿賀町三方甲・みかたこう

　　９５９-４３０１・新潟県東蒲原郡阿賀町向鹿瀬・むかいかのせ

　　９５９-４４１７・新潟県東蒲原郡阿賀町八木山・やきやま

　　９５９-４６２４・新潟県東蒲原郡阿賀町谷沢・やざわ

　　９５９-４４１５・新潟県東蒲原郡阿賀町八ツ田・やつだ

　　９５９-４６０４・新潟県東蒲原郡阿賀町行地・ゆくじ

　　９５９-４６２５・新潟県東蒲原郡阿賀町吉津・よしつﾞ

　　９５９-４５０６・新潟県東蒲原郡阿賀町両郷乙・りようごうおつ

　　９５９-４５０７・新潟県東蒲原郡阿賀町両郷甲・りようごうこう

　　９４９-４３００・新潟県三島郡出雲崎町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４９-４３２５・新潟県三島郡出雲崎町相田・あいだ

　　９４９-４３０８・新潟県三島郡出雲崎町尼瀬・あまぜ

　　９４９-４３０６・新潟県三島郡出雲崎町石井町・いしいちよう

　　９４９-４３３５・新潟県三島郡出雲崎町市野坪・いちのつほﾞ

　　９４９-４３３１・新潟県三島郡出雲崎町稲川・いながわ

　　９４９-４３０２・新潟県三島郡出雲崎町井鼻・いのはな

　　９４９-４３４６・新潟県三島郡出雲崎町上野山・うえのやま

　　９４９-４３２３・新潟県三島郡出雲崎町大釜谷・おおがまや

　　９４９-４３１２・新潟県三島郡出雲崎町大寺・おおてら

　　９４９-４３３２・新潟県三島郡出雲崎町小木・おぎ

　　９４９-４３１１・新潟県三島郡出雲崎町乙茂・おとも

　　９４９-４３１５・新潟県三島郡出雲崎町柿木・かきのき

　　９４９-４３０９・新潟県三島郡出雲崎町勝見・かつみ

　　９４９-４３２６・新潟県三島郡出雲崎町桂沢・かつらさわ

　　９４９-４３１８・新潟県三島郡出雲崎町神条・かみじよう

　　９４９-４３４１・新潟県三島郡出雲崎町上中条・かみなかじよう

　　９４９-４３５３・新潟県三島郡出雲崎町川西・かわにじ

　　９４９-４３０３・新潟県三島郡出雲崎町木折町・きおりちよう

　　９４９-４３０１・新潟県三島郡出雲崎町久田・くつた

　　９４９-４３２２・新潟県三島郡出雲崎町小釜谷・こがまや

　　９４９-４３４４・新潟県三島郡出雲崎町小竹・こだけ

　　９４９-４３４２・新潟県三島郡出雲崎町米田・こめだ

　　９４９-４３５１・新潟県三島郡出雲崎町沢田・さわだ

　　９４９-４３３３・新潟県三島郡出雲崎町常楽寺・じようらくじ

　　９４９-４３０７・新潟県三島郡出雲崎町住吉町・すみよしちよう

　　９４９-４３５２・新潟県三島郡出雲崎町大門・だいもん

　　９４９-４３１６・新潟県三島郡出雲崎町滝谷・たきや

　　９４９-４３４３・新潟県三島郡出雲崎町立石・たていじ

　　９４９-４３３７・新潟県三島郡出雲崎町田中・たなか

　　９４９-４３３４・新潟県三島郡出雲崎町豊橋・とよはﾞじ

　　９４９-４３４５・新潟県三島郡出雲崎町中山・なかやま

　　９４９-４３０４・新潟県三島郡出雲崎町鳴滝町・なるたきちよう

　　９４９-４３０５・新潟県三島郡出雲崎町羽黒町・はぐろちよう

　　９４９-４３１４・新潟県三島郡出雲崎町藤巻・ふじまき

　　９４９-４３３６・新潟県三島郡出雲崎町船橋・ふなはﾞじ

　　９４９-４３２７・新潟県三島郡出雲崎町別ケ谷・べつがたに



　　９４９-４３１３・新潟県三島郡出雲崎町馬草・まぐさ

　　９４９-４３２１・新潟県三島郡出雲崎町松本・まつもと

　　９４９-４３２８・新潟県三島郡出雲崎町山谷・やまや

　　９４９-４３１７・新潟県三島郡出雲崎町吉川・よしかわ

　　９４９-４３２４・新潟県三島郡出雲崎町吉水・よしみず

　　９４９-６１００・新潟県南魚沼郡湯沢町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４９-６１０２・新潟県南魚沼郡湯沢町神立・かんだつ

　　９４９-６１０３・新潟県南魚沼郡湯沢町土樽・つちだる

　　９４９-６２１２・新潟県南魚沼郡湯沢町三国・みくに

　　９４９-６２１１・新潟県南魚沼郡湯沢町三俣・みつまた

　　９４９-６１０１・新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢・ゆざわ

　　９４９-８２００・新潟県中魚沼郡津南町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４９-８２０３・新潟県中魚沼郡津南町赤沢・あかさわ

　　９４９-８３１３・新潟県中魚沼郡津南町秋成・あきなり

　　９４９-８３１４・新潟県中魚沼郡津南町芦ケ崎（石坂）・あしがさき(いしざか)

　　９４９-８２０２・新潟県中魚沼郡津南町芦ケ崎（その他）・あしがさき(そのた)

　　９４９-８３１７・新潟県中魚沼郡津南町大赤沢・おおあかさわ

　　９４９-８１２２・新潟県中魚沼郡津南町上郷上田甲・かみごううえだこう

　　９４９-８１２１・新潟県中魚沼郡上郷上田乙（３２４４～３７５０)・うえだおつ

　　９４９-８２０５・新潟県中魚沼郡津南町上郷上田乙（その他）・うえだおつ(そのた)

　　９４９-８１２３・新潟県中魚沼郡津南町上郷大井平・かみごうおおいだいら

　　９４９-８１２４・新潟県中魚沼郡津南町上郷子種新田・かみごうこたねしんでん

　　９４９-８１２６・新潟県中魚沼郡津南町上郷寺石・かみごうてらいじ

　　９４９-８１２５・新潟県中魚沼郡津南町上郷宮野原・かみごうみやのはら

　　９４９-８３１５・新潟県中魚沼郡津南町穴藤・けつとう

　　９４９-８３１６・新潟県中魚沼郡津南町結東（逆巻）・けつとう(さかさまき)

　　９４９-８３１６・新潟県中魚沼郡津南町結東（前倉）・けつとう(まえくら)

　　９４９-８３１６・新潟県中魚沼郡津南町結東（結東）・けつとう(けつとう)

　　９４９-８１２７・新潟県中魚沼郡津南町結東（その他）・けつとう(そのた)

　　９４９-８２０７・新潟県中魚沼郡津南町三箇・さんが

　　９４９-８２０１・新潟県中魚沼郡津南町下船渡・しもふなと

　　９４９-８２０６・新潟県中魚沼郡津南町外丸・とまる

　　９４９-８３１１・新潟県中魚沼郡津南町中深見・なかふかみ

　　９４９-８３１２・新潟県中魚沼郡津南町米原・まいはﾞら

　　９４９-８２０４・新潟県中魚沼郡津南町谷内・やち

　　９４５-０３００・新潟県刈羽郡刈羽村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９４５-０３２５・新潟県刈羽郡刈羽村赤田北方・ あかだきたがた

　　９４５-０３２３・新潟県刈羽郡刈羽村赤田町方・ あかだまちがた

　　９４５-０３２１・新潟県刈羽郡刈羽村油田・ あぶらでん

　　９４５-０３１４・新潟県刈羽郡刈羽村新屋敷・ あらやしき

　　９４５-０３１１・新潟県刈羽郡刈羽村井岡・ いのおか

　　９４５-０３０１・新潟県刈羽郡刈羽村入和田・ いりわだ

　　９４５-０３１３・新潟県刈羽郡刈羽村大塚・ おおつか

　　９４５-０３１５・新潟県刈羽郡刈羽村上高町・ かみたかまち

　　９４５-０３０７・新潟県刈羽郡刈羽村刈羽・ かりわ

　　９４５-０３２４・新潟県刈羽郡刈羽村枯木・ かれき

　　９４５-０３２２・新潟県刈羽郡刈羽村黒川・ くろかわ

　　９４５-０３０５・新潟県刈羽郡刈羽村西元寺・ さいげんじ

　　９４５-０３１６・新潟県刈羽郡刈羽村下高町・ しもたかまち

　　９４５-０３１７・新潟県刈羽郡刈羽村正明寺・ しようみようじ

　　９４５-０３０３・新潟県刈羽郡刈羽村滝谷・ たきや

　　９４５-０３０２・新潟県刈羽郡刈羽村滝谷新田・ たきやしんでん

　　９４５-０３０４・新潟県刈羽郡刈羽村寺尾・ てらお

　　９４５-０３０６・新潟県刈羽郡刈羽村十日市・ とおかいち

　　９４５-０３１２・新潟県刈羽郡刈羽村西谷・ にしだに

　　９４５-０３０８・新潟県刈羽郡刈羽村割町新田・ わりまちしんでん

　　９５９-３２００・新潟県岩船郡関川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９５９-３２３５・新潟県岩船郡関川村安角・ あずみ

　　９５９-３２２２・新潟県岩船郡関川村荒川台・ あらかわだい

　　９５９-３２４５・新潟県岩船郡関川村幾地・ いくじ

　　９５９-３２１３・新潟県岩船郡関川村上野・ うえの

　　９５９-３２１４・新潟県岩船郡関川村上野新・ うえのしん

　　９５９-３２１６・新潟県岩船郡関川村上野原・ うえのはら

　　９５９-３２５７・新潟県岩船郡関川村上野山・ うえのやま

　　９５９-３２７２・新潟県岩船郡関川村打上・ うちあげ

　　９５９-３２７５・新潟県岩船郡関川村内須川・ うちすがわ

　　９５９-３２２３・新潟県岩船郡関川村大内淵・ おうちぶち

　　９５９-３２５６・新潟県岩船郡関川村小見・ おうみ

　　９５９-３２５４・新潟県岩船郡関川村小見前新田・ おうみまえしんでん

　　９５９-３２３６・"新潟県岩船郡関川村, 大石"・おおいじ



　　９５９-３２４１・新潟県岩船郡関川村大島・ おおしま

　　９５９-３２３４・新潟県岩船郡関川村鮖谷・ かじかだに

　　９５９-３２２６・新潟県岩船郡関川村片貝・ かたかい

　　９５９-３２５１・新潟県岩船郡関川村桂・ かつら

　　９５９-３２２８・新潟県岩船郡関川村金丸・ かなまる

　　９５９-３２３７・新潟県岩船郡関川村金俣・ かねまた

　　９５９-３２３１・新潟県岩船郡関川村上川口・ かみかわくち

　　９５９-３２０５・新潟県岩船郡関川村上新保・ かみしんほﾞ

　　９５９-３２６４・新潟県岩船郡関川村上関・ かみせき

　　９５９-３２４６・新潟県岩船郡関川村上土沢・ かみつちざわ

　　９５９-３２２４・新潟県岩船郡関川村聞出・ きけいで

　　９５９-３２３３・新潟県岩船郡関川村久保・ くほﾞ

　　９５９-３２４３・新潟県岩船郡関川村鍬江沢・ くわえざわ

　　９５９-３２１１・新潟県岩船郡関川村小和田・ こわだ

　　９５９-３２６２・新潟県岩船郡関川村沢・ さわ

　　９５９-３２２１・新潟県岩船郡関川村下川口・ しもかわぐち

　　９５９-３２６５・新潟県岩船郡関川村下関・ しもせき

　　９５９-３２４２・新潟県岩船郡関川村下土沢・ しもつちざわ

　　９５９-３２０４・新潟県岩船郡関川村蛇喰・ じやはﾞみ

　　９５９-３２７３・新潟県岩船郡関川村勝蔵・ しようぞう

　　９５９-３２３２・新潟県岩船郡関川村蔵田島・ そうだしま

　　９５９-３２６３・新潟県岩船郡関川村高瀬・ たかせ

　　９５９-３２５２・新潟県岩船郡関川村高田・ たかだ

　　９５９-３２５８・新潟県岩船郡関川村滝原・ たきはら

　　９５９-３２７１・新潟県岩船郡関川村辰田新・ たつたしん

　　９５９-３２０８・新潟県岩船郡関川村田麦千刈・ たむぎちがり

　　９５９-３２０６・新潟県岩船郡関川村中束・ なかまるけ

　　９５９-３２２５・新潟県岩船郡関川村沼・ ぬま

　　９５９-３２１５・新潟県岩船郡関川村深沢・ ふかざわ

　　９５９-３２５３・新潟県岩船郡関川村平内新・ へいないしん

　　９５９-３２０１・新潟県岩船郡関川村朴坂・ ほうさか

　　９５９-３２５５・新潟県岩船郡関川村松ケ丘・ まつがおか

　　９５９-３２５９・新潟県岩船郡関川村松平・ まつだいら

　　９５９-３２７４・新潟県岩船郡関川村南赤谷・ みなみあかだに

　　９５９-３２０３・新潟県岩船郡関川村南中・ みなみなか

　　９５９-３２０２・新潟県岩船郡関川村宮前・ みやのまえ

　　９５９-３２２７・新潟県岩船郡関川村八ツ口・ やつくち

　　９５９-３２４４・新潟県岩船郡関川村山本・ やまもと

　　９５９-３２６１・新潟県岩船郡関川村湯沢・ ゆさわ

　　９５９-３２１２・新潟県岩船郡関川村若山・ わかやま

　　９５９-３２０７・新潟県岩船郡関川村蕨野・ わらびの

　　９５８-００６１・新潟県岩船郡粟島浦村粟島浦村一円・ あわしまうらむらいちえん

　　７００-００００・岡山県岡山市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７００-００４５・岡山県岡山市北区葵町・あおいちよう

　　７００-０９４１・岡山県岡山市北区青江・あおえ

　　７００-０８６５・岡山県岡山市北区旭本町・あさひほんまち

　　７００-０８６４・岡山県岡山市北区旭町・あさひまち

　　７０１-１４６３・岡山県岡山市北区足守・あしもり

　　７００-０８３３・岡山県岡山市北区天瀬・あませ

　　７００-０８３４・岡山県岡山市北区天瀬南町・あませみなみまち

　　７０１-１４６１・岡山県岡山市北区粟井・あわい

　　７００-０８１３・岡山県岡山市北区石関町・いしぜきちよう

　　７０１-１５２７・岡山県岡山市北区石妻・いしつﾞま

　　７００-００１７・岡山県岡山市北区伊島北町・いしまきたまち

　　７００-００１６・岡山県岡山市北区伊島町・いしまちよう

　　７００-０８１２・岡山県岡山市北区出石町・いずしちよう

　　７００-００１２・岡山県岡山市北区いずみ町・いずみちよう

　　７０１-１２１１・岡山県岡山市北区一宮・いちのみや

　　７０１-１２０３・岡山県岡山市北区一宮山崎・いちのみややまさき

　　７００-００１３・岡山県岡山市北区伊福町・いふくちよう

　　７００-０９７５・岡山県岡山市北区今・いま

　　７０１-１２０４・岡山県岡山市北区今岡・いまおか

　　７０１-０１４５・岡山県岡山市北区今保・いまほﾞう

　　７００-０９７４・岡山県岡山市北区今村・いまむら

　　７００-００４６・岡山県岡山市北区岩井・いわい

　　７００-００４１・岡山県岡山市北区岩井宮裏・いわいみやうら

　　７００-００２２・岡山県岡山市北区岩田町・いわたちよう

　　７００-０８２４・岡山県岡山市北区内山下・うちさんげ

　　７００-００２３・岡山県岡山市北区駅前町・えきまえちよう

　　７００-００２４・岡山県岡山市北区駅元町・えきもとまち



　　７００-００２８・岡山県岡山市北区絵図町・えずちよう

　　７０１-１４６２・岡山県岡山市北区大井・おおい

　　７０１-０１６５・岡山県岡山市北区大内田・おおうちだ

　　７０１-１２２３・岡山県岡山市北区大窪・おおくほﾞ

　　７０１-１３３６・岡山県岡山市北区大崎・おおざき

　　７００-０９２４・岡山県岡山市北区大元・おおもと

　　７００-０９２３・岡山県岡山市北区大元駅前・おおもとえきまえ

　　７００-０９２５・岡山県岡山市北区大元上町・おおもとかみまち

　　７００-０８６７・岡山県岡山市北区岡町・おかまち

　　７００-０９３３・岡山県岡山市北区奥田・おくだ

　　７００-０９３１・岡山県岡山市北区奥田西町・おくだにしまち

　　７００-０９３２・岡山県岡山市北区奥田本町・おくだほんまち

　　７００-０９３４・岡山県岡山市北区奥田南町・おくだみなみまち

　　７０１-１２１２・岡山県岡山市北区尾上・おのうえ

　　７００-０８４４・岡山県岡山市北区御舟入町・おふないりちよう

　　７００-０８２２・岡山県岡山市北区表町・おもてちよう

　　７０１-１１４４・岡山県岡山市北区栢谷・かいだに

　　７００-００１１・岡山県岡山市北区学南町・がくなんちよう

　　７０１-１６０１・岡山県岡山市北区掛畑・かけはた

　　７００-０９０５・岡山県岡山市北区春日町・かすがちよう

　　７０１-２１５１・岡山県岡山市北区金山寺・かなやまじ

　　７０１-１５２５・岡山県岡山市北区上高田・かみたかだ

　　７０１-１４６５・岡山県岡山市北区上土田・かみつちだ

　　７００-０９７２・岡山県岡山市北区上中野・かみなかの

　　７０１-１３４２・岡山県岡山市北区加茂・かも

　　７０１-１２１４・岡山県岡山市北区辛川市場・からかわいちはﾞ

　　７０１-０１６１・岡山県岡山市北区川入・かわいり

　　７０１-１６０５・岡山県岡山市北区河原・かわはら

　　７００-００４７・岡山県岡山市北区関西町・かんぜいちよう

　　７００-０９３５・岡山県岡山市北区神田町・かんだちよう

　　７０３-８２０７・岡山県岡山市北区祇園・ぎおん

　　７００-０８０３・岡山県岡山市北区北方・きたがた

　　７００-０９６３・岡山県岡山市北区北長瀬・きたながせ

　　７００-０９６２・岡山県岡山市北区北長瀬表町・きたながせおもてまち

　　７００-０９６１・岡山県岡山市北区北長瀬本町・きたながせほんまち

　　７０１-１３４１・岡山県岡山市北区吉備津・きびつ

　　７００-０８３１・岡山県岡山市北区京橋町・きようはﾞしちよう

　　７００-０８３２・岡山県岡山市北区京橋南町・きようはﾞしみなみまち

　　７００-０８３８・岡山県岡山市北区京町・きようまち

　　７００-００１５・岡山県岡山市北区京山・きようやま

　　７０１-０１４４・岡山県岡山市北区久米・くめ

　　７００-０９８４・岡山県岡山市北区桑田町・くわだちよう

　　７００-０９８５・岡山県岡山市北区厚生町・こうせいちよう

　　７００-０８６６・岡山県岡山市北区岡南町・こうなんちよう

　　７０１-１２０１・岡山県岡山市北区首部・こうべ

　　７０１-２１５２・岡山県岡山市北区高野尻・こうやじり

　　７０３-８２５７・岡山県岡山市北区後楽園・こうらくえん

　　７００-００２１・岡山県岡山市北区国体町・こくたいちよう

　　７０１-１６０４・岡山県岡山市北区苔山・こけやま

　　７００-００２５・岡山県岡山市北区寿町・ことぶきちよう

　　７０１-１３５２・岡山県岡山市北区小山・こやま

　　７００-０９０３・岡山県岡山市北区幸町・さいわいちよう

　　７０１-１２０５・岡山県岡山市北区佐山・さやま

　　７００-０９１４・岡山県岡山市北区鹿田町・しかたちよう

　　７００-０９１５・岡山県岡山市北区鹿田本町・しかたほんまち

　　７００-００３３・岡山県岡山市北区島田本町・しまだほんまち

　　７０１-１４６４・岡山県岡山市北区下足守・しもあしもり

　　７００-０９０７・岡山県岡山市北区下石井・しもいしい

　　７００-００５２・岡山県岡山市北区下伊福・しもいふく

　　７００-００５１・岡山県岡山市北区下伊福上町・しもいふくかみまち

　　７００-００５４・岡山県岡山市北区下伊福西町・しもいふくにしまち

　　７００-００５３・岡山県岡山市北区下伊福本町・しもいふくほんまち

　　７００-０８４６・岡山県岡山市北区下内田町・しもうちだちよう

　　７０１-１５２４・岡山県岡山市北区下高田・しもたかだ

　　７０１-１３５６・岡山県岡山市北区下土田・しもつちだ

　　７００-０９７３・岡山県岡山市北区下中野・しもなかの

　　７０１-２１４３・岡山県岡山市北区下牧・しもまき

　　７００-０００１・岡山県岡山市北区宿・しゆく

　　７００-０００２・岡山県岡山市北区宿本町・しゆくほんまち

　　７０１-１６０３・岡山県岡山市北区庄田・しようだ



　　７００-００３２・岡山県岡山市北区昭和町・しようわちよう

　　７０１-０１４３・岡山県岡山市北区白石・ しらいじ

　　７０１-０１４２・岡山県岡山市北区白石西新町・しらいしにししんまち

　　７０１-０１４１・岡山県岡山市北区白石東新町・しらいしひがししんまち

　　７０１-１３４５・岡山県岡山市北区新庄上・しんじようかみ

　　７０１-１３４４・岡山県岡山市北区新庄下・しんじようしも

　　７００-０８６３・岡山県岡山市北区新道・しんみち

　　７００-０９８６・岡山県岡山市北区新屋敷町・しんやしきちよう

　　７０１-１１４１・岡山県岡山市北区菅野・すがの

　　７０１-１５２２・岡山県岡山市北区杉谷・すぎたに

　　７００-０８６１・岡山県岡山市北区清輝橋・ せいきはﾞじ

　　７００-０８６２・岡山県岡山市北区清輝本町・せいきほんまち

　　７００-００２７・岡山県岡山市北区清心町・せいしんちよう

　　７００-０８４２・岡山県岡山市北区船頭町・せんどうちよう

　　７０１-１３４３・岡山県岡山市北区惣爪・そうつﾞめ

　　７００-００６２・岡山県岡山市北区大安寺中町・だいあんじなかまち

　　７００-００６１・岡山県岡山市北区大安寺西町・だいあんじにしまち

　　７００-００６３・岡山県岡山市北区大安寺東町・だいあんじひがしまち

　　７００-００６４・岡山県岡山市北区大安寺南町・だいあんじみなみまち

　　７００-０９０６・岡山県岡山市北区大学町・だいがくちよう

　　７００-０９１３・岡山県岡山市北区大供・だいく

　　７００-０９１２・岡山県岡山市北区大供表町・だいくおもてまち

　　７００-０９１１・岡山県岡山市北区大供本町・だいくほんまち

　　７０１-１３５４・岡山県岡山市北区高塚・たかつか

　　７０１-１１４２・岡山県岡山市北区高野・たかの

　　７０１-１３３５・岡山県岡山市北区高松・たかまつ

　　７０１-１３３１・岡山県岡山市北区高松稲荷・たかまついなり

　　７０１-１３５５・岡山県岡山市北区高松田中・たかまつたなか

　　７０１-１３３４・岡山県岡山市北区高松原古才・たかまつはらこさい

　　７００-００３５・岡山県岡山市北区高柳西町・たかやなぎにしまち

　　７００-００３４・岡山県岡山市北区高柳東町・たかやなぎひがしまち

　　７０９-３１３１・岡山県岡山市北区建部町市場・たけべちよういちはﾞ

　　７０９-３１２１・岡山県岡山市北区建部町大田・たけべちようおおだ

　　７０９-３１２４・岡山県岡山市北区建部町小倉・たけべちようおぐら

　　７０９-３１１２・岡山県岡山市北区建部町川口・たけべちようかわぐち

　　７０９-３１３４・岡山県岡山市北区建部町桜・たけべちようさくら

　　７０９-３１０５・岡山県岡山市北区建部町三明寺・たけべちようさんみようじ

　　７０９-３１４１・岡山県岡山市北区建部町品田・たけべちようしなだ

　　７０９-３１１３・岡山県岡山市北区建部町下神目・たけべちようしもこうめ

　　７０９-３１４２・岡山県岡山市北区建部町建部上・たけべちようたけべかみ

　　７０９-３１４５・岡山県岡山市北区建部町田地子・たけべちようたじこ

　　７０９-３１０１・岡山県岡山市北区建部町鶴田・たけべちようたつﾞた

　　７０９-３１０３・岡山県岡山市北区建部町角石畝・たけべちようついしうね

　　７０９-３１０４・岡山県岡山市北区建部町角石谷・たけべちようついしだに

　　７０９-３１４４・岡山県岡山市北区建部町富沢・たけべちようとみさわ

　　７０９-３１３２・岡山県岡山市北区建部町中田・たけべちようなかだ

　　７０９-３１３３・岡山県岡山市北区建部町西原・たけべちようにしはﾞら

　　７０９-３１２３・岡山県岡山市北区建部町土師方・たけべちようはじかた

　　７０９-３１１１・岡山県岡山市北区建部町福渡・たけべちようふくわたり

　　７０９-３１１４・岡山県岡山市北区建部町豊楽寺・たけべちようぶらくじ

　　７０９-３１４３・岡山県岡山市北区建部町宮地・たけべちようみやじ

　　７０９-３１２２・岡山県岡山市北区建部町吉田・たけべちようよしだ

　　７０９-３１０２・岡山県岡山市北区建部町和田南・たけべちようわだみなみ

　　７０１-１３３３・岡山県岡山市北区立田・たつた

　　７００-０９７６・岡山県岡山市北区辰巳・たつみ

　　７００-０９５１・岡山県岡山市北区田中・たなか

　　７００-００７１・岡山県岡山市北区谷万成・たにまんなり

　　７０１-１１３２・岡山県岡山市北区田原・たはﾞら

　　７０１-２１４２・岡山県岡山市北区玉柏・ たまがじ

　　７０１-１１５４・岡山県岡山市北区田益・たます

　　７００-０８２５・岡山県岡山市北区田町・たまち

　　７００-０８３６・岡山県岡山市北区中央町・ちゆうおうちよう

　　７００-００１４・岡山県岡山市北区津倉町・つくらちよう

　　７００-００８７・岡山県岡山市北区津島京町・つしまきようまち

　　７００-００８４・岡山県岡山市北区津島桑の木町・つしまくわのきちよう

　　７００-００８８・岡山県岡山市北区津島笹が瀬・つしまささがせ

　　７００-００８２・岡山県岡山市北区津島中・つしまなか

　　７００-００８３・岡山県岡山市北区津島新野・つしまにいの

　　７００-００８６・岡山県岡山市北区津島西坂・つしまにしざか

　　７００-００８１・岡山県岡山市北区津島東・ つしまひがじ



　　７００-００８０・岡山県岡山市北区津島福居・つしまふくい

　　７００-００８９・岡山県岡山市北区津島本町・つしまほんまち

　　７００-００８５・岡山県岡山市北区津島南・つしまみなみ

　　７０１-１１５２・岡山県岡山市北区津高・つだか

　　７０１-１１５１・岡山県岡山市北区津高台・つだかだい

　　７０１-１３４６・岡山県岡山市北区津寺・つでら

　　７００-０８１４・岡山県岡山市北区天神町・てんじんちよう

　　７００-０９７７・岡山県岡山市北区問屋町・といやちよう

　　７００-０８５５・岡山県岡山市北区十日市中町・とうかいちなかまち

　　７００-０８５６・岡山県岡山市北区十日市西町・とうかいちにしまち

　　７００-０８５４・岡山県岡山市北区十日市東町・とうかいちひがしまち

　　７００-０８２６・岡山県岡山市北区磨屋町・とぎやちよう

　　７００-０９３６・岡山県岡山市北区富田・とみた

　　７０１-１１５３・岡山県岡山市北区富原・とみはら

　　７００-００３１・岡山県岡山市北区富町・とみまち

　　７０１-１１３３・岡山県岡山市北区富吉・ とみよじ

　　７００-０８１６・岡山県岡山市北区富田町・とんだちよう

　　７００-０８０４・岡山県岡山市北区中井町・なかいちよう

　　７００-０８２１・岡山県岡山市北区中山下・なかさんげ

　　７００-０９８２・岡山県岡山市北区中島田町・なかしまだちよう

　　７００-０９６４・岡山県岡山市北区中仙道・なかせんどう

　　７０１-０１６３・岡山県岡山市北区中撫川・なかなつかわ

　　７０１-１２２４・岡山県岡山市北区長野・ながの

　　７０１-２１５５・岡山県岡山市北区中原・なかはら

　　７０１-２１４４・岡山県岡山市北区中牧・なかまき

　　７０１-０１６４・岡山県岡山市北区撫川・なつかわ

　　７００-０８５１・岡山県岡山市北区七日市西町・なのかいちにしまち

　　７００-０８５２・岡山県岡山市北区七日市東町・なのかいちひがしまち

　　７０１-１２０２・岡山県岡山市北区楢津・ならつﾞ

　　７００-０９５３・岡山県岡山市北区西市・にしいち

　　７０１-１２１３・岡山県岡山市北区西辛川・にしからかわ

　　７００-０９０２・岡山県岡山市北区錦町・にしきまち

　　７００-００５５・岡山県岡山市北区西崎・にしざき

　　７００-００５６・岡山県岡山市北区西崎本町・にしざきほんまち

　　７００-０９８１・岡山県岡山市北区西島田町・にししまだちよう

　　７００-０９６５・岡山県岡山市北区西長瀬・にしながせ

　　７００-０９１６・岡山県岡山市北区西之町・にしのちよう

　　７００-００６７・岡山県岡山市北区西野山町・にしのやまちよう

　　７０１-０１３６・岡山県岡山市北区西花尻・にしはなじり

　　７００-０９２７・岡山県岡山市北区西古松・にしふるまつ

　　７００-０９２６・岡山県岡山市北区西古松西町・にしふるまつにしまち

　　７０１-１６１２・岡山県岡山市北区西山内・にしやまのうち

　　７０１-１１３１・岡山県岡山市北区日応寺・にちおうじ

　　７０１-０１５３・岡山県岡山市北区庭瀬・にわせ

　　７０１-０１６２・岡山県岡山市北区納所・のうそ

　　７００-０９７１・岡山県岡山市北区野田・のだ

　　７００-０８１５・岡山県岡山市北区野田屋町・のだやちよう

　　７００-００６６・岡山県岡山市北区野殿西町・のどのにしまち

　　７００-００６５・岡山県岡山市北区野殿東町・のどのひがしまち

　　７０１-０１５２・岡山県岡山市北区延友・のぶとも

　　７０１-１２２１・岡山県岡山市北区芳賀・はが

　　７０１-２１５３・岡山県岡山市北区畑鮎・はたあゆ

　　７０１-０１３４・岡山県岡山市北区花尻・はなじり

　　７０１-０１３３・岡山県岡山市北区花尻あかね町・はなじりあかねまち

　　７０１-０１３２・岡山県岡山市北区花尻ききょう町・はなじりききようまち

　　７０１-０１３１・岡山県岡山市北区花尻みどり町・はなじりみどりまち

　　７０１-２１５４・岡山県岡山市北区原・はら

　　７００-０８１８・岡山県岡山市北区蕃山町・はﾞんざんちよう

　　７００-０００３・岡山県岡山市北区半田町・はんだちよう

　　７００-０８１１・岡山県岡山市北区番町・はﾞんちよう

　　７００-０９８３・岡山県岡山市北区東島田町・ひがししまだちよう

　　７００-０８３５・岡山県岡山市北区東中央町・ひがしちゆうおうちよう

　　７００-００６８・岡山県岡山市北区東野山町・ひがしのやまちよう

　　７０１-０１３５・岡山県岡山市北区東花尻・ひがしはなじり

　　７００-０９２１・岡山県岡山市北区東古松・ひがしふるまつ

　　７００-０９２２・岡山県岡山市北区東古松南町・ひがしふるまつみなみまち

　　７０１-１６１１・岡山県岡山市北区東山内・ひがしやまのうち

　　７０１-１５２１・岡山県岡山市北区日近・ひじかい

　　７００-０９６６・岡山県岡山市北区日吉町・ひよしちよう

　　７００-０９５２・岡山県岡山市北区平田・ひらた



　　７０１-０１５１・岡山県岡山市北区平野・ひらの

　　７０１-１３３２・岡山県岡山市北区平山・ひらやま

　　７００-０８０６・岡山県岡山市北区広瀬町・ひろせちよう

　　７０１-１３５７・岡山県岡山市北区福崎・ふくざき

　　７０１-１２２５・岡山県岡山市北区福谷・ふくたに

　　７００-０８４３・岡山県岡山市北区二日市町・ふつかいちまち

　　７００-０８４１・岡山県岡山市北区舟橋町・ふなはﾞしちよう

　　７００-０８０５・岡山県岡山市北区兵団・へいだん

　　７００-０８２７・岡山県岡山市北区平和町・へいわちよう

　　７００-０００４・岡山県岡山市北区法界院・ほうかいいん

　　７００-００２６・岡山県岡山市北区奉還町・ほうかんちよう

　　７００-０９０１・岡山県岡山市北区本町・ほんまち

　　７０１-１６１３・岡山県岡山市北区間倉・まぐら

　　７０１-１２２２・岡山県岡山市北区松尾・まつお

　　７０１-１６０２・岡山県岡山市北区真星・ まなほﾞじ

　　７００-０８２３・岡山県岡山市北区丸の内・まるのうち

　　７００-００７３・岡山県岡山市北区万成西町・まんなりにしまち

　　７００-００７２・岡山県岡山市北区万成東町・まんなりひがしまち

　　７００-００４３・岡山県岡山市北区三門中町・みかどなかまち

　　７００-００４４・岡山県岡山市北区三門西町・みかどにしまち

　　７００-００４２・岡山県岡山市北区三門東町・みかどひがしまち

　　７０９-２１０１・岡山県岡山市北区御津石上・みついしかみ

　　７０９-２１０５・岡山県岡山市北区御津伊田・みついた

　　７０９-２１２５・岡山県岡山市北区御津宇甘・みつうかい

　　７０９-２１２１・岡山県岡山市北区御津宇垣・みつうがき

　　７０９-２１３１・岡山県岡山市北区御津鹿瀬・みつかせ

　　７０９-２１２６・岡山県岡山市北区御津勝尾・みつかつお

　　７０９-２１３３・岡山県岡山市北区御津金川・みつかながわ

　　７０９-２１１１・岡山県岡山市北区御津川高・みつかわたか

　　７０９-２１１５・岡山県岡山市北区御津北野・みつきたの

　　７０９-２１３２・岡山県岡山市北区御津草生・みつくそう

　　７０９-２１１２・岡山県岡山市北区御津国ケ原・みつくにがはら

　　７０９-２１２３・岡山県岡山市北区御津河内・みつこうち

　　７０９-２１３７・岡山県岡山市北区御津虎倉・みつこぐら

　　７０９-２１３６・岡山県岡山市北区御津紙工・みつしとり

　　７０９-２１３４・岡山県岡山市北区御津下田・みつしもだ

　　７０９-２１０６・岡山県岡山市北区御津新庄・みつしんじよう

　　７０９-２１２４・岡山県岡山市北区御津高津・みつたかつﾞ

　　７０９-２１３５・岡山県岡山市北区御津中泉・みつなかいずみ

　　７０９-２１０２・岡山県岡山市北区御津中畑・みつなかはた

　　７０９-２１１４・岡山県岡山市北区御津中牧・みつなかまき

　　７０９-２１１６・岡山県岡山市北区御津中山・みつなかやま

　　７０９-２１１７・岡山県岡山市北区御津野々口・みつののくち

　　７０９-２１０４・岡山県岡山市北区御津平岡西・ みつひらおかにじ

　　７０９-２１０３・岡山県岡山市北区御津矢知・みつやち

　　７０９-２１０７・岡山県岡山市北区御津矢原・みつやはﾞら

　　７０９-２１２２・岡山県岡山市北区御津吉尾・みつよしお

　　７０９-２１１３・岡山県岡山市北区御津芳谷・みつよしたに

　　７０１-１３５３・岡山県岡山市北区三手・みて

　　７０１-１１３４・岡山県岡山市北区三和・みと

　　７００-０８０７・岡山県岡山市北区南方・みなみがた

　　７００-０８３７・岡山県岡山市北区南中央町・みなみちゆうおうちよう

　　７００-０８０２・岡山県岡山市北区三野・みの

　　７００-０８０１・岡山県岡山市北区三野本町・みのほんまち

　　７０１-２１４１・岡山県岡山市北区牟佐・むさ

　　７０１-１３５１・岡山県岡山市北区門前・もんぜん

　　７００-００７６・岡山県岡山市北区矢坂西町・やさかにしまち

　　７００-００７４・岡山県岡山市北区矢坂東町・やさかひがしまち

　　７００-００７５・岡山県岡山市北区矢坂本町・やさかほんまち

　　７００-０９０４・岡山県岡山市北区柳町・やなぎまち

　　７００-０８４７・岡山県岡山市北区山科町・やましなちよう

　　７００-０８０８・岡山県岡山市北区大和町・やまとまち

　　７０１-１５２６・岡山県岡山市北区山上・やまのうえ

　　７００-０８１７・岡山県岡山市北区弓之町・ゆみのちよう

　　７０１-１１４５・岡山県岡山市北区横井上・よこいかみ

　　７０１-１２２６・岡山県岡山市北区横尾・よこお

　　７０１-１５２３・岡山県岡山市北区吉・ よじ

　　７０１-１１４３・岡山県岡山市北区吉宗・よしむね

　　７００-０００５・岡山県岡山市北区理大町・りだいちよう

　　７０１-１３３７・岡山県岡山市北区和井元・わいもと



　　７００-００００・岡山県岡山市中区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０３-８２８８・岡山県岡山市中区赤坂本町・あかさかほんまち

　　７０３-８２８３・岡山県岡山市中区赤坂南新町・あかさかみなみしんまち

　　７０３-８２８７・岡山県岡山市中区赤坂台・あかさかだい

　　７０３-８２３１・岡山県岡山市中区赤田・あこだ

　　７０３-８２８４・岡山県岡山市中区網浜・あみのはま

　　７０３-８２０８・岡山県岡山市中区今在家・いまざいけ

　　７０３-８２２６・岡山県岡山市中区今谷・いまだに

　　７０２-８００５・岡山県岡山市中区江崎・えざき

　　７０２-８００４・岡山県岡山市中区江並・えなみ

　　７０２-８００１・岡山県岡山市中区沖元・おきもと

　　７０３-８２７２・岡山県岡山市中区奥市・おくいち

　　７０３-８２２８・岡山県岡山市中区乙多見・おたみ

　　７０３-８２７７・岡山県岡山市中区御成町・おなりちよう

　　７０３-８２０４・岡山県岡山市中区雄町・おまち

　　７０３-８２７３・岡山県岡山市中区門田文化町・かどたぶんかまち

　　７０３-８２７４・岡山県岡山市中区門田本町・かどたほんまち

　　７０３-８２７５・岡山県岡山市中区門田屋敷・かどたやしき

　　７０３-８２７６・岡山県岡山市中区門田屋敷本町・かどたやしきほんまち

　　７０３-８２２７・岡山県岡山市中区兼基・かねもと

　　７０３-８２０７・岡山県岡山市中区祇園・ぎおん

　　７０３-８２８６・岡山県岡山市中区旭東町・きよくとうちよう

　　７０３-８２３６・岡山県岡山市中区国富・くにとみ

　　７０３-８２６５・岡山県岡山市中区倉田・くらた

　　７０３-８２６４・岡山県岡山市中区倉富・くらとみ

　　７０３-８２６３・岡山県岡山市中区倉益・くらます

　　７０２-８００２・岡山県岡山市中区桑野・くわの

　　７０３-８２２５・岡山県岡山市中区神下・こうした

　　７０３-８２０３・岡山県岡山市中区国府市場・こくふいちはﾞ

　　７０３-８２９３・岡山県岡山市中区小橋町・こはﾞしちよう

　　７０３-８２４８・岡山県岡山市中区さい・さい

　　７０３-８２４７・岡山県岡山市中区さい東町・さいひがしまち

　　７０３-８２９６・岡山県岡山市中区さくら住座・さくらじゆうざ

　　７０３-８２８５・岡山県岡山市中区桜橋・ さくらはﾞじ

　　７０３-８２３４・岡山県岡山市中区沢田・さわだ

　　７０３-８２０１・岡山県岡山市中区四御神・しのごぜ

　　７０３-８２４３・岡山県岡山市中区清水・しみず

　　７０３-８２２２・岡山県岡山市中区下・しも

　　７０３-８２０６・岡山県岡山市中区賞田・しようだ

　　７０３-８２９４・岡山県岡山市中区新京橋・ しんきようはﾞじ

　　７０２-８００３・岡山県岡山市中区新築港・しんちつこう

　　７０３-８２３８・岡山県岡山市中区住吉町・すみよしちよう

　　７０３-８２３２・岡山県岡山市中区関・せき

　　７０３-８２４２・岡山県岡山市中区高島・たかしま

　　７０３-８２４１・岡山県岡山市中区高島新屋敷・たかしましんやしき

　　７０３-８２３３・岡山県岡山市中区高屋・たかや

　　７０３-８２５１・岡山県岡山市中区竹田・たけだ

　　７０３-８２９２・岡山県岡山市中区中納言町・ちゆうなごんちよう

　　７０３-８２１７・岡山県岡山市中区土田・つちだ

　　７０３-８２９１・岡山県岡山市中区徳吉町・とくよしちよう

　　７０３-８２０５・岡山県岡山市中区中井・なかい

　　７０３-８２２１・岡山県岡山市中区長岡・ながおか

　　７０３-８２５２・岡山県岡山市中区中島・なかしま

　　７０３-８２２３・岡山県岡山市中区長利・ ながとじ

　　７０３-８２５８・岡山県岡山市中区西川原・にしがわら

　　７０３-８２９８・岡山県岡山市中区西中島町・にしなかじまちよう

　　７０３-８２５６・岡山県岡山市中区浜・はま

　　７０３-８２３５・岡山県岡山市中区原尾島・はらおしま

　　７０３-８２５５・岡山県岡山市中区東川原・ひがしがわら

　　７０３-８２９７・岡山県岡山市中区東中島町・ひがしなかじまちよう

　　７０３-８２８１・岡山県岡山市中区東山・ひがしやま

　　７０３-８２８２・岡山県岡山市中区平井・ひらい

　　７０３-８２６２・岡山県岡山市中区福泊・ふくどまり

　　７０２-８００６・岡山県岡山市中区藤崎・ふじさき

　　７０３-８２４５・岡山県岡山市中区藤原・ふじわら

　　７０３-８２４４・岡山県岡山市中区藤原西町・ふじわらにしまち

　　７０３-８２４６・岡山県岡山市中区藤原光町・ふじわらひかりまち

　　７０３-８２７８・岡山県岡山市中区古京町・ふるぎようちよう

　　７０３-８２７１・岡山県岡山市中区円山・まるやま

　　７０３-８２６６・岡山県岡山市中区湊・みなと



　　７０３-８２９５・岡山県岡山市中区御幸町・みゆきちよう

　　７０３-８２６１・岡山県岡山市中区海吉・ みよじ

　　７０３-８２３７・岡山県岡山市中区森下町・もりしたちよう

　　７０３-８２５４・岡山県岡山市中区八幡・やはた

　　７０３-８２５３・岡山県岡山市中区八幡東町・やはたひがしまち

　　７０３-８２６７・岡山県岡山市中区山崎・やまさき

　　７０３-８２０２・岡山県岡山市中区湯迫・ゆはﾞ

　　７０３-８２２４・岡山県岡山市中区米田・よねだ

　　７００-００００・岡山県岡山市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-０６０５・岡山県岡山市東区浅川・あさかわ

　　７０４-８１８１・岡山県岡山市東区浅越・あさごえ

　　７０４-８１５３・岡山県岡山市東区犬島・いぬじま

　　７０９-０６１２・岡山県岡山市東区内ケ原・うちがはら

　　７０９-０６０７・岡山県岡山市東区浦間・うらま

　　７０４-８１７２・岡山県岡山市東区大多羅町・おおだらちよう

　　７０４-８１３２・岡山県岡山市東区邑久郷・おくのごう

　　７０４-８１３７・岡山県岡山市東区乙子・おとご

　　７０４-８１７３・岡山県岡山市東区可知・かち

　　７０４-８１９３・岡山県岡山市東区金岡西町・かなおかにしまち

　　７０４-８１９４・岡山県岡山市東区金岡東町・かなおかひがしまち

　　７０４-８１９６・岡山県岡山市東区金田・かなだ

　　７０４-８１４２・岡山県岡山市東区上阿知・かみあち

　　７０４-８１３８・岡山県岡山市東区神崎町・かんざきちよう

　　７０４-８１３４・岡山県岡山市東区北幸田・きたこうだ

　　７０４-８１６６・岡山県岡山市東区君津・きみつ

　　７０４-８１５４・岡山県岡山市東区久々井・くぐい

　　７０９-０６３５・岡山県岡山市東区草ケ部・くさかべ

　　７０４-８１６１・岡山県岡山市東区九蟠・くはﾞん

　　７０４-８１０２・岡山県岡山市東区久保・くほﾞ

　　７０３-８２１４・岡山県岡山市東区鉄・くろがね

　　７０４-８１４９・岡山県岡山市東区幸地崎町・こうちざきちよう

　　７０４-８１６４・岡山県岡山市東区光津・こうつ

　　７０４-８１０３・岡山県岡山市東区河本町・こうもとちよう

　　７０３-８２１２・岡山県岡山市東区古都宿・こずしゆく

　　７０３-８２１５・岡山県岡山市東区古都南方・こずみなみがた

　　７０９-０６１５・岡山県岡山市東区才崎・さいざき

　　７０４-８１１３・岡山県岡山市東区西大寺・さいだいじ

　　７０４-８１２１・岡山県岡山市東区西大寺射越・ さいだいじいこじ

　　７０４-８１４４・岡山県岡山市東区西大寺一宮・さいだいじいちのみや

　　７０４-８１９５・岡山県岡山市東区西大寺金岡・さいだいじかなおか

　　７０４-８１１２・岡山県岡山市東区西大寺上・さいだいじかみ

　　７０４-８１２５・岡山県岡山市東区西大寺川口・さいだいじかわぐち

　　７０４-８１１１・岡山県岡山市東区西大寺北・さいだいじきた

　　７０４-８１２４・岡山県岡山市東区西大寺五明・さいだいじごみよう

　　７０４-８１２７・岡山県岡山市東区西大寺新・さいだいじしん

　　７０４-８１２２・岡山県岡山市東区西大寺新地・さいだいじしんち

　　７０４-８１１６・岡山県岡山市東区西大寺中・さいだいじなか

　　７０４-８１９１・岡山県岡山市東区西大寺中野・さいだいじなかの

　　７０４-８１９２・岡山県岡山市東区西大寺中野本町・さいだいじなかのほんまち

　　７０４-８１２６・岡山県岡山市東区西大寺浜・さいだいじはま

　　７０４-８１１４・岡山県岡山市東区西大寺東・ さいだいじひがじ

　　７０４-８１８３・岡山県岡山市東区西大寺松崎・さいだいじまつざき

　　７０４-８１１７・岡山県岡山市東区西大寺南・さいだいじみなみ

　　７０４-８１２３・岡山県岡山市東区西大寺門前・さいだいじもんぜん

　　７０４-８１０１・岡山県岡山市東区西隆寺・さいりゆうじ

　　７０３-８２１６・岡山県岡山市東区宍甘・しじかい

　　７０４-８１４１・岡山県岡山市東区下阿知・しもあち

　　７０４-８１３３・岡山県岡山市東区宿毛・しゆくも

　　７０９-０６２５・岡山県岡山市東区上道北方・じようとうきたがた

　　７０９-０６２４・岡山県岡山市東区城東台西・ じようとうだいにじ

　　７０９-０６２２・岡山県岡山市東区城東台東・ じようとうだいひがじ

　　７０９-０６２３・岡山県岡山市東区城東台南・じようとうだいみなみ

　　７０４-８１４８・岡山県岡山市東区水門町・すいもんちよう

　　７０９-０６３４・岡山県岡山市東区砂場・すなはﾞ

　　７０９-０６０３・岡山県岡山市東区西祖・せいそ

　　７０９-０８５３・岡山県岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘・せとちようあさひがおか

　　７０９-０８５４・岡山県岡山市東区瀬戸町江尻・せとちようえじり

　　７０９-０８５１・岡山県岡山市東区瀬戸町大内・せとちようおおち

　　７０９-０８５５・岡山県岡山市東区瀬戸町沖・せとちようおき

　　７０９-０８４５・岡山県岡山市東区瀬戸町鍛冶屋・せとちようかじや



　　７０９-０８５２・岡山県岡山市東区瀬戸町肩脊・せとちようかたせ

　　７０９-０８６３・岡山県岡山市東区瀬戸町観音寺・せとちようかんおんじ

　　７０９-０８６５・岡山県岡山市東区瀬戸町菊山・せとちようきくやま

　　７０９-０８７６・岡山県岡山市東区瀬戸町光明谷・せとちようこうみようたに

　　７０９-０８７３・岡山県岡山市東区瀬戸町坂根・せとちようさかね

　　７０９-０８６２・岡山県岡山市東区瀬戸町笹岡・せとちようささおか

　　７０９-０８７１・岡山県岡山市東区瀬戸町塩納・せとちようしおのう

　　７０９-０８５６・岡山県岡山市東区瀬戸町下・せとちようしも

　　７０９-０８６４・岡山県岡山市東区瀬戸町宿奥・せとちようしゆくおく

　　７０９-０８６１・岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸・せとちようせと

　　７０９-０８７２・岡山県岡山市東区瀬戸町宗堂・せとちようそうどう

　　７０９-０８４６・岡山県岡山市東区瀬戸町大井・せとちようだいい

　　７０９-０８７５・岡山県岡山市東区瀬戸町寺地・せとちようてらじ

　　７０９-０８４２・岡山県岡山市東区瀬戸町二日市・せとちようふつかいち

　　７０９-０８４１・岡山県岡山市東区瀬戸町万富・せとちようまんとみ

　　７０９-０８４４・岡山県岡山市東区瀬戸町南方・せとちようみなみがた

　　７０９-０８７４・岡山県岡山市東区瀬戸町森末・せとちようもりすえ

　　７０９-０８４３・岡山県岡山市東区瀬戸町弓削・せとちようゆげ

　　７０４-８１４３・岡山県岡山市東区千手・せんじゆ

　　７０９-０６１４・岡山県岡山市東区竹原・たけわら

　　７０９-０６３６・岡山県岡山市東区谷尻・たにしり

　　７０９-０６０４・岡山県岡山市東区寺山・てらやま

　　７０４-８１０４・岡山県岡山市東区富崎・とみさき

　　７０４-８１６２・岡山県岡山市東区豊田・とよた

　　７０９-０６２６・岡山県岡山市東区中尾・なかお

　　７０４-８１７６・岡山県岡山市東区中川町・なかがわちよう

　　７０４-８１３１・岡山県岡山市東区長沼・ながぬま

　　７０９-０６１１・岡山県岡山市東区楢原・ならはﾞら

　　７０４-８１５５・岡山県岡山市東区西片岡・にしかたおか

　　７０４-８１３６・岡山県岡山市東区西幸西・にしこうざい

　　７０４-８１０６・岡山県岡山市東区西庄・にししよう

　　７０９-０６３３・岡山県岡山市東区西平島・にしひらじま

　　７０９-０６２１・岡山県岡山市東区沼・ぬま

　　７０４-８１５１・岡山県岡山市東区東片岡・ひがしかたおか

　　７０４-８１３５・岡山県岡山市東区東幸西・ひがしこうざい

　　７０４-８１４５・岡山県岡山市東区東幸崎・ひがしこうざき

　　７０９-０６３１・岡山県岡山市東区東平島・ひがしひらじま

　　７０９-０６０２・岡山県岡山市東区一日市・ひといち

　　７０４-８１８２・岡山県岡山市東区広谷・ひろたに

　　７０４-８１０７・岡山県岡山市東区福治・ふくじ

　　７０３-８２１３・岡山県岡山市東区藤井・ふじい

　　７０４-８１８４・岡山県岡山市東区富士見町・ふじみちよう

　　７０４-８１５２・岡山県岡山市東区宝伝・ほうでん

　　７０４-８１４７・岡山県岡山市東区正儀・まさき

　　７０４-８１６５・岡山県岡山市東区政津・まさつ

　　７０４-８１６３・岡山県岡山市東区升田・ますだ

　　７０４-８１７５・岡山県岡山市東区益野町・ますのちよう

　　７０４-８１７４・岡山県岡山市東区松新町・まつしんちよう

　　７０９-０６３２・岡山県岡山市東区南古都・みなみこず

　　７０４-８１４６・岡山県岡山市東区南水門町・みなみすいもんちよう

　　７０４-８１１５・岡山県岡山市東区向州・むこうす

　　７０４-８１７１・岡山県岡山市東区目黒町・めぐろちよう

　　７０９-０６１３・岡山県岡山市東区百枝月・ももえつﾞき

　　７０９-０６０６・岡山県岡山市東区矢井・やい

　　７０３-８２１１・岡山県岡山市東区矢津・やつﾞ

　　７０９-０６０１・岡山県岡山市東区吉井・よしい

　　７０４-８１０５・岡山県岡山市東区吉原・よしわら

　　７００-００００・岡山県岡山市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７００-０９４１・岡山県岡山市南区青江・あおえ

　　７０２-８０１３・岡山県岡山市南区飽浦・あくら

　　７０２-８０５７・岡山県岡山市南区あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　７０２-８０１５・岡山県岡山市南区阿津・あつ

　　７００-０９４４・岡山県岡山市南区泉田・いずみだ

　　７１０-０１５１・岡山県岡山市南区植松・うえまつ

　　７０１-０２１２・岡山県岡山市南区内尾・うちお

　　７０２-８０２５・岡山県岡山市南区浦安西町・うらやすにしまち

　　７０２-８０２６・岡山県岡山市南区浦安本町・うらやすほんまち

　　７０２-８０２４・岡山県岡山市南区浦安南町・うらやすみなみまち

　　７０１-０２０４・岡山県岡山市南区大福・おおふく

　　７０９-１２１２・岡山県岡山市南区奥迫川・おくはざかわ



　　７０２-８０４５・岡山県岡山市南区海岸通・かいがんどおり

　　７０９-１２１５・岡山県岡山市南区片岡・かたおか

　　７０９-１２１４・岡山県岡山市南区川張・かわはり

　　７０２-８０１２・岡山県岡山市南区北浦・きたうら

　　７０９-１２０１・岡山県岡山市南区北七区・きたななく

　　７０２-８０１１・岡山県岡山市南区郡・こおり

　　７０２-８０１６・岡山県岡山市南区小串・ こぐじ

　　７０１-０２０３・岡山県岡山市南区古新田・こしんでん

　　７０２-８０５２・岡山県岡山市南区市場・しじよう

　　７００-０９７３・岡山県岡山市南区下中野・しもなかの

　　７００-０９４３・岡山県岡山市南区新福・しんふﾟく

　　７００-０９４５・岡山県岡山市南区新保・しんほﾞう

　　７０２-８０４２・岡山県岡山市南区洲崎・すざき

　　７０１-０２０５・岡山県岡山市南区妹尾・せのお

　　７０１-０２０１・岡山県岡山市南区妹尾崎・せのおざき

　　７０９-１２１６・岡山県岡山市南区宗津・そうつﾞ

　　７０１-０２１４・岡山県岡山市南区曽根・そね

　　７０２-８０４６・岡山県岡山市南区立川町・たちかわちよう

　　７０２-８０５３・岡山県岡山市南区築港栄町・ちつこうさかえまち

　　７０２-８０５６・岡山県岡山市南区築港新町・ちつこうしんまち

　　７０２-８０５４・岡山県岡山市南区築港ひかり町・ちつこうひかりまち

　　７０２-８０５５・岡山県岡山市南区築港緑町・ちつこうみどりまち

　　７０２-８０５１・岡山県岡山市南区築港元町・ちつこうもとまち

　　７０２-８０３７・岡山県岡山市南区千鳥町・ちどりちよう

　　７００-０９５６・岡山県岡山市南区当新田・とうしんでん

　　７０２-８０４１・岡山県岡山市南区富浜町・とみはまちよう

　　７００-０９４２・岡山県岡山市南区豊成・とよなり

　　７００-０８５３・岡山県岡山市南区豊浜町・とよはまちよう

　　７０１-０２１３・岡山県岡山市南区中畦・なかうね

　　７０２-８０５８・岡山県岡山市南区並木町・なみきちよう

　　７０２-８０２３・岡山県岡山市南区南輝・なんき

　　７００-０９５３・岡山県岡山市南区西市・にしいち

　　７０１-０２１５・岡山県岡山市南区西畦・にしうね

　　７０９-１２０３・岡山県岡山市南区西紅陽台・にしこうようだい

　　７０９-１２０４・岡山県岡山市南区西高崎・にしたかさき

　　７０９-１２０２・岡山県岡山市南区西七区・にしななく

　　７０９-１２１１・岡山県岡山市南区迫川・はざかわ

　　７００-０８４５・岡山県岡山市南区浜野・はまの

　　７０１-０２１１・岡山県岡山市南区東畦・ひがしうね

　　７０９-１２１３・岡山県岡山市南区彦崎・ひこさき

　　７０２-８０４３・岡山県岡山市南区平福・ひらふく

　　７０２-８０４４・岡山県岡山市南区福島・ふくしま

　　７０２-８０２１・岡山県岡山市南区福田・ふくだ

　　７０２-８０３２・岡山県岡山市南区福富中・ふくとみなか

　　７０２-８０３１・岡山県岡山市南区福富西・ ふくとみにじ

　　７０２-８０３３・岡山県岡山市南区福富東・ ふくとみひがじ

　　７０２-８０２２・岡山県岡山市南区福成・ふくなり

　　７０２-８０３５・岡山県岡山市南区福浜町・ふくはまちよう

　　７０２-８０３４・岡山県岡山市南区福浜西町・ふくはまにしまち

　　７０２-８０４８・岡山県岡山市南区福吉町・ふくよしちよう

　　７０１-０２２１・岡山県岡山市南区藤田・ふじた

　　７０２-８０２７・岡山県岡山市南区芳泉・ほうせん

　　７０２-８０３８・岡山県岡山市南区松浜町・まつはまちよう

　　７００-０９５５・岡山県岡山市南区万倍・まんはﾞい

　　７０１-０２０６・岡山県岡山市南区箕島・みしま

　　７０２-８０３６・岡山県岡山市南区三浜町・みはまちよう

　　７０２-８０１４・岡山県岡山市南区宮浦・みやうら

　　７０１-０２０２・岡山県岡山市南区山田・やまだ

　　７００-０９５４・岡山県岡山市南区米倉・よねぐら

　　７０２-８０４７・岡山県岡山市南区若葉町・わかはﾞちよう

　　７１０-００００・岡山県倉敷市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１０-００６４・岡山県倉敷市青江・あおえ

　　７１０-０００７・岡山県倉敷市浅原・あさはﾞら

　　７１０-００５５・岡山県倉敷市阿知・あち

　　７１０-０１３１・岡山県倉敷市天城台・あまきだい

　　７１０-００３１・岡山県倉敷市有城・あるき

　　７１０-０００２・岡山県倉敷市生坂・いくさか

　　７１０-００４１・岡山県倉敷市五日市・いつかいち

　　７１０-０８２２・岡山県倉敷市稲荷町・いなりまち

　　７１０-０８１４・岡山県倉敷市石見町・いわみちよう



　　７１２-８０５４・岡山県倉敷市潮通・うしおどおり

　　７１０-０８４３・岡山県倉敷市浦田・うらだ

　　７１０-０８２６・岡山県倉敷市老松町・おいまつちよう

　　７１０-０８１７・岡山県倉敷市大内・おおうち

　　７１０-００４７・岡山県倉敷市大島・おおじま

　　７１１-０９２４・岡山県倉敷市大畠・おおはﾞたけ

　　７１０-０８３６・岡山県倉敷市沖・おき

　　７１０-０８３７・岡山県倉敷市沖新町・おきしんまち

　　７１０-０１４４・岡山県倉敷市尾原・おはﾞら

　　７１０-００２３・岡山県倉敷市帯高・おびたか

　　７１０-００２６・岡山県倉敷市加須山・かすやま

　　７１０-０８０５・岡山県倉敷市片島町・かたしまちよう

　　７１０-０８４６・岡山県倉敷市上富井・かみとみい

　　７１２-８０１３・岡山県倉敷市亀島・かめじま

　　７１０-００２４・岡山県倉敷市亀山・かめやま

　　７１０-０８１１・岡山県倉敷市川入・かわいり

　　７１０-０８２１・岡山県倉敷市川西町・かわにしまち

　　７１２-８０６１・岡山県倉敷市神田・かんだ

　　７１２-８０３２・岡山県倉敷市北畝・きたせ

　　７１０-０８１２・岡山県倉敷市北浜町・きたはまちよう

　　７１０-０１４３・岡山県倉敷市木見・きみ

　　７１０-０１４１・岡山県倉敷市串田・くしだ

　　７１０-００２５・岡山県倉敷市倉敷ハイツ・くらしきはいつ

　　７０１-０１１３・岡山県倉敷市栗坂・くりさか

　　７１０-００３５・岡山県倉敷市黒石・ くろいじ

　　７１０-００１４・岡山県倉敷市黒崎・くろさき

　　７１１-０９３１・岡山県倉敷市児島赤崎・こじまあかさき

　　７１１-０９１３・岡山県倉敷市児島味野・こじまあじの

　　７１１-０９１７・岡山県倉敷市児島味野上・こじまあじのかみ

　　７１１-０９１６・岡山県倉敷市児島味野城山・こじまあじのしろやま

　　７１１-０９１４・岡山県倉敷市児島味野城・こじまあじのじよう

　　７１１-０９１５・岡山県倉敷市児島味野山田町・こじまあじのやまだちよう

　　７１１-０９２３・岡山県倉敷市児島阿津・こじまあつ

　　７１１-０９３５・岡山県倉敷市児島宇野津・こじまうのつ

　　７１１-０９２１・岡山県倉敷市児島駅前・こじまえきまえ

　　７１１-０９１１・岡山県倉敷市児島小川・こじまおがわ

　　７１１-０９１２・岡山県倉敷市児島小川町・こじまおがわちよう

　　７１１-０９０７・岡山県倉敷市児島上の町・こじまかみのちよう

　　７１１-０９０６・岡山県倉敷市児島下の町・こじましものちよう

　　７１１-０９３３・岡山県倉敷市児島通生・こじまかよう

　　７１１-０９０４・岡山県倉敷市児島唐琴・こじまからこと

　　７１１-０９０５・岡山県倉敷市児島唐琴町・こじまからことちよう

　　７１１-０９３４・岡山県倉敷市児島塩生・こじましおなす

　　７１１-０９０２・岡山県倉敷市児島白尾・こじましろお

　　７１１-０９０３・岡山県倉敷市児島田の口・こじまたのくち

　　７１１-０９３７・岡山県倉敷市児島稗田町・こじまひえだちよう

　　７１１-０９２２・岡山県倉敷市児島元浜町・こじまもとはまちよう

　　７１１-０９３６・岡山県倉敷市児島柳田町・こじまやないだちよう

　　７１１-０９０１・岡山県倉敷市児島由加・こじまゆが

　　７１０-０８１３・岡山県倉敷市寿町・ことぶきちよう

　　７１１-０９３２・岡山県倉敷市菰池・こもいけ

　　７１０-００５１・岡山県倉敷市幸町・さいわいちよう

　　７１０-０８０１・岡山県倉敷市酒津・さかつﾞ

　　７１０-０８３４・岡山県倉敷市笹沖・ささおき

　　７１０-０８３５・岡山県倉敷市四十瀬・しじゆうせ

　　７０１-０１１２・岡山県倉敷市下庄・しもしよう

　　７１１-０９２７・岡山県倉敷市下津井・しもつい

　　７１１-０９２５・岡山県倉敷市下津井田之浦・しもついたのうら

　　７１１-０９２６・岡山県倉敷市下津井吹上・しもついふきあげ

　　７０１-０１０２・岡山県倉敷市庄新町・しようしんまち

　　７０１-０１１１・岡山県倉敷市上東・じようとう

　　７１０-００５７・岡山県倉敷市昭和・しようわ

　　７１０-０２５３・岡山県倉敷市新倉敷駅前・しんくらしきえきまえ

　　７１０-００３８・岡山県倉敷市新田・しんでん

　　７１０-０００６・岡山県倉敷市祐安・すけやす

　　７１０-０１４６・岡山県倉敷市曽原・そはﾞら

　　７１０-００２１・岡山県倉敷市高須賀・たかすか

　　７１０-０８３１・岡山県倉敷市田ノ上・たのうえ

　　７１０-０８３２・岡山県倉敷市田ノ上新町・たのうえしんまち

　　７１３-８１０２・岡山県倉敷市玉島・たましま



　　７１３-８１２１・岡山県倉敷市玉島阿賀崎・たましまあがさき

　　７１３-８１０１・岡山県倉敷市玉島上成・たましまうわなり

　　７１３-８１０３・岡山県倉敷市玉島乙島・たましまおとしま

　　７１３-８１２３・岡山県倉敷市玉島柏島・たましまかしわじま

　　７１３-８１２４・岡山県倉敷市玉島柏台・たましまかしわだい

　　７１３-８１２６・岡山県倉敷市玉島黒崎・たましまくろさき

　　７１３-８１２７・岡山県倉敷市玉島黒崎新町・たましまくろさきしんまち

　　７１３-８１１２・岡山県倉敷市玉島陶・たましますえ

　　７１３-８１２２・岡山県倉敷市玉島中央町・たましまちゆうおうちよう

　　７１０-０２５２・岡山県倉敷市玉島爪崎・たましまつまさき

　　７１３-８１１６・岡山県倉敷市玉島富・たましまとみ

　　７１０-０２５１・岡山県倉敷市玉島長尾・たましまながお

　　７１３-８１１１・岡山県倉敷市玉島服部・たましまはつとり

　　７１３-８１１５・岡山県倉敷市玉島道口・たましまみちぐち

　　７１３-８１１４・岡山県倉敷市玉島道越・たましまみちごえ

　　７１３-８１１３・岡山県倉敷市玉島八島・たましまやしま

　　７１３-８１２５・岡山県倉敷市玉島勇崎・たましまゆうざき

　　７１０-１１０１・岡山県倉敷市茶屋町・ちややまち

　　７１０-１１０２・岡山県倉敷市茶屋町早沖・ちややまちはやおき

　　７１０-００４６・岡山県倉敷市中央・ちゆうおう

　　７１０-００３６・岡山県倉敷市粒浦・つぶうら

　　７１０-００３４・岡山県倉敷市粒江・つぶえ

　　７１０-００３３・岡山県倉敷市粒江団地・つぶえだんち

　　７１２-８０１２・岡山県倉敷市連島・つらじま

　　７１２-８０１４・岡山県倉敷市連島中央・つらじまちゆうおう

　　７１２-８００２・岡山県倉敷市連島町亀島新田・つらじまちようかめじましんでん

　　７１２-８０１１・岡山県倉敷市連島町連島・つらじまちようつらじま

　　７１２-８００６・岡山県倉敷市連島町鶴新田・つらじまちようつるしんでん

　　７１２-８００１・岡山県倉敷市連島町西之浦・つらじまちようにしのうら

　　７１２-８０１５・岡山県倉敷市連島町矢柄・つらじまちようやがら

　　７１０-００５６・岡山県倉敷市鶴形・つるがた

　　７１２-８００７・岡山県倉敷市鶴の浦・つるのうら

　　７１０-００１１・岡山県倉敷市徳芳・とくほﾞう

　　７１０-００１２・岡山県倉敷市鳥羽・とはﾞ

　　７１０-００１３・岡山県倉敷市中帯江・なかおびえ

　　７１０-０８０３・岡山県倉敷市中島・なかしま

　　７１０-００１６・岡山県倉敷市中庄・なかしよう

　　７１０-００１５・岡山県倉敷市中庄団地・なかしようだんち

　　７１２-８０５１・岡山県倉敷市中畝・なかせ

　　７１０-０８０７・岡山県倉敷市西阿知町・にしあちちよう

　　７１０-０８０４・岡山県倉敷市西阿知町新田・にしあちちようしんでん

　　７１０-０８０６・岡山県倉敷市西阿知町西原・にしあちちようにしはﾞら

　　７０１-０１０３・岡山県倉敷市西尾・にしお

　　７１０-０００５・岡山県倉敷市西岡・にしおか

　　７１０-０００４・岡山県倉敷市西坂・にしざか

　　７１０-００２７・岡山県倉敷市西田・にしだ

　　７１０-０８４５・岡山県倉敷市西富井・にしとみい

　　７１０-０８３３・岡山県倉敷市西中新田・にしなかしんでん

　　７１０-０８２４・岡山県倉敷市白楽町・はﾞくろちよう

　　７１０-００４３・岡山県倉敷市羽島・はしま

　　７１０-０８１６・岡山県倉敷市八王寺町・はちおうじちよう

　　７１０-００３７・岡山県倉敷市八軒屋・はちけんや

　　７１０-００６１・岡山県倉敷市浜ノ茶屋・はまのちやや

　　７１０-００６２・岡山県倉敷市浜町・はままち

　　７１０-０１４２・岡山県倉敷市林・ はやじ

　　７１０-００２２・岡山県倉敷市早高・はやたか

　　７１０-００３２・岡山県倉敷市東粒浦・ひがしつぶうら

　　７１２-８０４４・岡山県倉敷市東塚・ひがしつﾞか

　　７１０-０８４７・岡山県倉敷市東富井・ひがしとみい

　　７１０-００５３・岡山県倉敷市東町・ひがしまち

　　７１０-００６３・岡山県倉敷市日ノ出町・ひのでちよう

　　７０１-０１０１・岡山県倉敷市日畑・ひはﾞた

　　７１０-０８１５・岡山県倉敷市日吉町・ひよせちよう

　　７１０-０００３・岡山県倉敷市平田・ひらた

　　７１２-８０４３・岡山県倉敷市広江・ひろえ

　　７１０-０８４４・岡山県倉敷市福井・ふくい

　　７１０-０１４５・岡山県倉敷市福江・ふくえ

　　７１０-００４８・岡山県倉敷市福島・ふくしま

　　７１２-８０３１・岡山県倉敷市福田町浦田・ふくだちよううらだ

　　７１２-８０４６・岡山県倉敷市福田町古新田・ふくだちようこしんでん



　　７１２-８０４５・岡山県倉敷市福田町東塚・ふくだちようひがしつﾞか

　　７１２-８０４２・岡山県倉敷市福田町広江・ふくだちようひろえ

　　７１２-８０４１・岡山県倉敷市福田町福田・ふくだちようふくだ

　　７１０-０１３２・岡山県倉敷市藤戸町天城・ふじとちようあまき

　　７１０-０１３３・岡山県倉敷市藤戸町藤戸・ふじとちようふじと

　　７０１-０１１５・岡山県倉敷市二子・ふたご

　　７１０-００４２・岡山県倉敷市二日市・ふつかいち

　　７１０-０２６１・岡山県倉敷市船穂町船穂・ふなおちようふなお

　　７１０-０２６２・岡山県倉敷市船穂町水江・ふなおちようみずえ

　　７１０-０２６３・岡山県倉敷市船穂町柳井原・ふなおちようやないはら

　　７１０-００４５・岡山県倉敷市船倉町・ふなぐらちよう

　　７１０-０８４１・岡山県倉敷市堀南・ほりなん

　　７１０-００５４・岡山県倉敷市本町・ほんまち

　　７１２-８０５２・岡山県倉敷市松江・まつえ

　　７０１-０１１４・岡山県倉敷市松島・まつしま

　　７１０-１３０６・岡山県倉敷市真備町有井・まびちようありい

　　７１０-１３０５・岡山県倉敷市真備町市場・まびちよういちはﾞ

　　７１０-１３１１・岡山県倉敷市真備町岡田・まびちようおかだ

　　７１０-１３０４・岡山県倉敷市真備町尾崎・まびちようおさき

　　７１０-１３１５・岡山県倉敷市真備町上二万・まびちようかみにま

　　７１０-１３１３・岡山県倉敷市真備町川辺・まびちようかわべ

　　７１０-１３１４・岡山県倉敷市真備町下二万・まびちようしもにま

　　７１０-１３０３・岡山県倉敷市真備町妹・まびちようせ

　　７１０-１３１２・岡山県倉敷市真備町辻田・まびちようつじた

　　７１０-１３０２・岡山県倉敷市真備町服部・まびちようはつとり

　　７１０-１３０１・岡山県倉敷市真備町箭田・まびちようやた

　　７１０-０８０２・岡山県倉敷市水江・みずえ

　　７１２-８０３９・岡山県倉敷市水島相生町・みずしまあいおいちよう

　　７１２-８０６４・岡山県倉敷市水島青葉町・みずしまあおはﾞちよう

　　７１２-８０７１・岡山県倉敷市水島海岸通・みずしまかいがんどおり

　　７１２-８０７４・岡山県倉敷市水島川崎通・みずしまかわさきどおり

　　７１２-８０６６・岡山県倉敷市水島高砂町・みずしまたかさごちよう

　　７１２-８０７２・岡山県倉敷市水島中通・みずしまなかどおり

　　７１２-８０７３・岡山県倉敷市水島西通・みずしまにしどおり

　　７１２-８０２１・岡山県倉敷市水島東川町・みずしまひがしがわちよう

　　７１２-８０３７・岡山県倉敷市水島東寿町・みずしまひがしことぶきちよう

　　７１２-８０３８・岡山県倉敷市水島西寿町・みずしまにしことぶきちよう

　　７１２-８０３３・岡山県倉敷市水島東栄町・みずしまひがしさかえまち

　　７１２-８０３４・岡山県倉敷市水島西栄町・みずしまにしさかえまち

　　７１２-８０５７・岡山県倉敷市水島東千鳥町・みずしまひがしちどりちよう

　　７１２-８０６５・岡山県倉敷市水島西千鳥町・みずしまにしちどりちよう

　　７１２-８０５８・岡山県倉敷市水島東常盤町・みずしまひがしときわちよう

　　７１２-８０５９・岡山県倉敷市水島西常盤町・みずしまにしときわちよう

　　７１２-８０３５・岡山県倉敷市水島東弥生町・みずしまひがしやよいちよう

　　７１２-８０３６・岡山県倉敷市水島西弥生町・みずしまにしやよいちよう

　　７１２-８０５６・岡山県倉敷市水島福崎町・みずしまふくさきちよう

　　７１２-８０２５・岡山県倉敷市水島南春日町・みずしまみなみかすがちよう

　　７１２-８０２４・岡山県倉敷市水島北春日町・みずしまきたかすがちよう

　　７１２-８００４・岡山県倉敷市水島南亀島町・みずしまみなみかめじまちよう

　　７１２-８００５・岡山県倉敷市水島北亀島町・みずしまきたかめじまちよう

　　７１２-８０６３・岡山県倉敷市水島南幸町・みずしまみなみさいわいちよう

　　７１２-８０６２・岡山県倉敷市水島北幸町・みずしまきたさいわいちよう

　　７１２-８０２６・岡山県倉敷市水島南瑞穂町・みずしまみなみみずほちよう

　　７１２-８０２７・岡山県倉敷市水島北瑞穂町・みずしまきたみずほちよう

　　７１２-８０２３・岡山県倉敷市水島南緑町・みずしまみなみみどりまち

　　７１２-８０２２・岡山県倉敷市水島北緑町・みずしまきたみどりまち

　　７１２-８００３・岡山県倉敷市水島明神町・みずしまみようじんちよう

　　７１０-０００１・岡山県倉敷市三田・みつだ

　　７１２-８０５５・岡山県倉敷市南畝・みなみせ

　　７１０-０８２３・岡山県倉敷市南町・みなみまち

　　７１０-００６５・岡山県倉敷市宮前・みやまえ

　　７１０-００５２・岡山県倉敷市美和・みわ

　　７１０-００４４・岡山県倉敷市向山・むこうやま

　　７１０-０８２５・岡山県倉敷市安江・やすえ

　　７０１-０１０５・岡山県倉敷市矢部・やべ

　　７０１-０１０４・岡山県倉敷市山地・やまじ

　　７１０-０８４２・岡山県倉敷市吉岡・よしおか

　　７１２-８０５３・岡山県倉敷市呼松・よびまつ

　　７１２-８０５３・岡山県倉敷市呼松町・よびまつちよう

　　７０８-００００・岡山県津山市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　７０９-３９５１・岡山県津山市阿波・あはﾞ

　　７０８-１１０４・岡山県津山市綾部・あやべ

　　７０８-０８５２・岡山県津山市池ケ原・いけがはら

　　７０９-４６１５・岡山県津山市一色・いしき

　　７０８-０８１５・岡山県津山市一宮・いちのみや

　　７０８-１２０６・岡山県津山市市場・いちはﾞ

　　７０８-０８８３・岡山県津山市一方・いつほﾟう

　　７０８-０８８５・岡山県津山市井口・いのくち

　　７０８-００１４・岡山県津山市院庄・いんのしよう

　　７０８-０８３１・岡山県津山市上之町・うえのちよう

　　７０８-０８４４・岡山県津山市瓜生原・うりゆうはﾞら

　　７０８-１２０２・岡山県津山市大岩・おおいわ

　　７０８-０８０２・岡山県津山市大篠・おおささ

　　７０８-０８８２・岡山県津山市大谷・おおたに

　　７０８-０８０６・岡山県津山市大田・おおだ

　　７０８-００２３・岡山県津山市大手町・おおてまち

　　７０８-１２０３・岡山県津山市大吉・ おおよじ

　　７０８-１２０１・岡山県津山市奥津川・おくつがわ

　　７０８-００６６・岡山県津山市桶屋町・おけやまち

　　７０８-０８６３・岡山県津山市小桁・おげた

　　７０８-１１２６・岡山県津山市押入・おしいれ

　　７０８-０８６５・岡山県津山市押渕・おしぶち

　　７０８-０００６・岡山県津山市小田中・おだなか

　　７０８-０００１・岡山県津山市小原・おはﾞら

　　７０８-００７７・岡山県津山市鍛治町・かじまち

　　７０８-０８０４・岡山県津山市勝部・かつべ

　　７０８-０８３５・岡山県津山市勝間田町・かつまだまち

　　７０８-０８５５・岡山県津山市金井・かない

　　７０８-０８６４・岡山県津山市金屋・かなや

　　７０８-０００２・岡山県津山市上河原・かみがわら

　　７０８-００７６・岡山県津山市上紺屋町・かみこうやまち

　　７０８-１１２１・岡山県津山市上高倉・かみたかくら

　　７０８-００１１・岡山県津山市上田邑・かみたのむら

　　７０８-１２１４・岡山県津山市上野田・かみのだ

　　７０８-１２２４・岡山県津山市上村・かみむら

　　７０８-０８０１・岡山県津山市上横野・かみよこの

　　７０９-３９１５・岡山県津山市加茂町青柳・かもちようあおやぎ

　　７０９-３９０７・岡山県津山市加茂町宇野・かもちよううの

　　７０９-３９２４・岡山県津山市加茂町小渕・かもちようおぶち

　　７０９-３９１２・岡山県津山市加茂町河井・かもちようかわい

　　７０９-３９２１・岡山県津山市加茂町公郷・かもちようくごう

　　７０９-３９０１・岡山県津山市加茂町倉見・かもちようくらみ

　　７０９-３９０２・岡山県津山市加茂町黒木・かもちようくろぎ

　　７０９-３９２３・岡山県津山市加茂町桑原・かもちようくわはﾞら

　　７０９-３９０６・岡山県津山市加茂町小中原・かもちようこなかはﾞら

　　７０９-３９０４・岡山県津山市加茂町斉野谷・かもちようさいのたに

　　７０９-３９１３・岡山県津山市加茂町山下・かもちようさんげ

　　７０９-３９２２・岡山県津山市加茂町下津川・かもちようしもつがわ

　　７０８-１２０１・岡山県津山市加茂町下津川（奥津川）・しもつがわ(おくつがわ)

　　７０９-３９０５・岡山県津山市加茂町塔中・かもちようたつちゆう

　　７０９-３９１４・岡山県津山市加茂町知和・かもちようちわ

　　７０９-３９３５・岡山県津山市加茂町百々・かもちようどうどう

　　７０９-３９０３・岡山県津山市加茂町戸賀・かもちようとか

　　７０９-３９３１・岡山県津山市加茂町中原・かもちようなかはﾞら

　　７０９-３９３４・岡山県津山市加茂町楢井・かもちようならい

　　７０９-３９３２・岡山県津山市加茂町成安・かもちようなりやす

　　７０９-３９０８・岡山県津山市加茂町原口・かもちようはらぐち

　　７０９-３９１１・岡山県津山市加茂町物見・かもちようものみ

　　７０９-３９３３・岡山県津山市加茂町行重・かもちようゆきしげ

　　７０８-００４３・岡山県津山市茅町・かやまち

　　７０８-０８４１・岡山県津山市川崎・かわさき

　　７０８-０８４２・岡山県津山市河辺・かわなべ

　　７０８-００３３・岡山県津山市河原町・かわらまち

　　７０８-０００３・岡山県津山市北園町・きたぞのちよう

　　７０８-００２１・岡山県津山市北町・きたまち

　　７０８-００６２・岡山県津山市京町・きようまち

　　７０８-１１１７・岡山県津山市草加部・くさかべ

　　７０９-４６１２・岡山県津山市くめ・くめ

　　７０９-４６１４・岡山県津山市久米川南・くめかわみなみ

　　７０９-４６２４・岡山県津山市桑上・くわかみ



　　７０９-４６２３・岡山県津山市桑下・くわしも

　　７０９-４６２１・岡山県津山市神代・こうじろ

　　７０８-０８６６・岡山県津山市荒神山・こうじんやま

　　７０８-１１１５・岡山県津山市河面・こうも

　　７０８-０８４３・岡山県津山市国分寺・こくぶんじ

　　７０８-００６３・岡山県津山市小性町・こしようまち

　　７０８-００５３・岡山県津山市細工町・さいくのちよう

　　７０８-００３１・岡山県津山市材木町・ざいもくまち

　　７０８-００６４・岡山県津山市堺町・さかいまち

　　７０８-１２２３・岡山県津山市坂上・さかうえ

　　７０９-４６２５・岡山県津山市里公文・さとくもん

　　７０９-４６２６・岡山県津山市里公文上・さとくもんかみ

　　７０８-０８７３・岡山県津山市皿・さら

　　７０８-００２２・岡山県津山市山下・さんげ

　　７０８-０８２５・岡山県津山市志戸部・しとべ

　　７０８-０８０５・岡山県津山市紫保井・しほﾞい

　　７０８-００７１・岡山県津山市下紺屋町・しもこうやまち

　　７０８-１１２２・岡山県津山市下高倉東・ しもたかくらひがじ

　　７０８-１１２３・岡山県津山市下高倉西・ しもたかくらにじ

　　７０８-００１２・岡山県津山市下田邑・しもたのむら

　　７０８-１２１３・岡山県津山市下野田・しものだ

　　７０８-０８０７・岡山県津山市下横野・しもよこの

　　７０８-０００５・岡山県津山市城代町・じようだいまち

　　７０８-０８８６・岡山県津山市昭和町・しようわまち

　　７０８-００６５・岡山県津山市新魚町・しんうおまち

　　７０８-００４２・岡山県津山市新茅町・しんかやまち

　　７０８-００１５・岡山県津山市神戸・じんご

　　７０８-００６７・岡山県津山市新職人町・しんしよくにんまち

　　７０８-１２１５・岡山県津山市杉宮・すぎのみや

　　７０８-００３４・岡山県津山市船頭町・せんどうまち

　　７０８-０００７・岡山県津山市総社・そうじや

　　７０８-０８７６・岡山県津山市高尾・たかお

　　７０８-１１２５・岡山県津山市高野本郷・たかのほんごう

　　７０８-１１２４・岡山県津山市高野山西・ たかのやまにじ

　　７０８-０８７４・岡山県津山市種・たね

　　７０８-１１１３・岡山県津山市田熊・たのくま

　　７０８-００５２・岡山県津山市田町・たまち

　　７０８-１１１２・岡山県津山市近長・ちかなが

　　７０８-００５１・岡山県津山市椿高下・つはﾞきこうげ

　　７０９-４６０５・岡山県津山市坪井上・つほﾞいかみ

　　７０９-４６０４・岡山県津山市坪井下・つほﾞいしも

　　７０８-００７５・岡山県津山市坪井町・つほﾞいまち

　　７０８-０８８４・岡山県津山市津山口・つやまぐち

　　７０８-００４１・岡山県津山市鉄砲町・てつほﾟうまち

　　７０８-０８５３・岡山県津山市堂尾・どうのお

　　７０８-００３７・岡山県津山市戸川町・とがわまち

　　７０８-００１６・岡山県津山市戸島・としま

　　７０９-４６２２・岡山県津山市戸脇・とわき

　　７０９-４６０６・岡山県津山市中北上・なかぎたかみ

　　７０９-４６０３・岡山県津山市中北下・なかぎたしも

　　７０８-０８７１・岡山県津山市中島・なかしま

　　７０８-０８３４・岡山県津山市中之町・なかのちよう

　　７０８-０８５４・岡山県津山市中原・なかはﾞら

　　７０８-１２１６・岡山県津山市中村・なかむら

　　７０８-１１１１・岡山県津山市楢・なら

　　７０８-０８５１・岡山県津山市新田・にいだ

　　７０８-１２０５・岡山県津山市新野東・ にいのひがじ

　　７０８-１２２６・岡山県津山市新野山形・にいのやまがた

　　７０８-００２４・岡山県津山市二階町・にかいまち

　　７０８-００４６・岡山県津山市西今町・にしいままち

　　７０８-１２２１・岡山県津山市西上・にしかみ

　　７０８-１２２５・岡山県津山市西下・にししも

　　７０８-０８３３・岡山県津山市西新町・にししんまち

　　７０８-０８１１・岡山県津山市西田辺・にしたなべ

　　７０８-００４５・岡山県津山市西寺町・にしてらまち

　　７０８-１２２２・岡山県津山市西中・にしなか

　　７０８-０８５６・岡山県津山市西吉田・にしよしだ

　　７０８-００１３・岡山県津山市二宮・にのみや

　　７０８-１２０４・岡山県津山市日本原・にほんはﾞら

　　７０８-０８２４・岡山県津山市沼・ぬま



　　７０８-０８２１・岡山県津山市野介代・のけだ

　　７０８-１１１６・岡山県津山市野村・のむら

　　７０８-０８２２・岡山県津山市林田・はいだ

　　７０８-０８３６・岡山県津山市林田町・はいだまち

　　７０８-０８３７・岡山県津山市橋本町・はしもとまち

　　７０８-１２１１・岡山県津山市原・はら

　　７０８-０８４５・岡山県津山市日上・ひかみ

　　７０８-０８１４・岡山県津山市東一宮・ひがしいちのみや

　　７０８-０８３２・岡山県津山市東新町・ひがししんまち

　　７０８-０８１２・岡山県津山市東田辺・ひがしたなべ

　　７０８-０８７２・岡山県津山市平福・ひらふく

　　７０８-００３５・岡山県津山市吹屋町・ふきやまち

　　７０８-１１１４・岡山県津山市福井・ふくい

　　７０８-０８７５・岡山県津山市福田・ふくだ

　　７０９-４６３１・岡山県津山市福田下・ふくだしも

　　７０８-０８５７・岡山県津山市福力・ふくりき

　　７０８-００７４・岡山県津山市福渡町・ふくわたりまち

　　７０８-００３２・岡山県津山市伏見町・ふしみちよう

　　７０８-１１０３・岡山県津山市堀坂・ほりさか

　　７０８-００７３・岡山県津山市本町・ほんまち

　　７０８-１１０１・岡山県津山市三浦・みうら

　　７０９-４６１６・岡山県津山市南方中・みなみがたなか

　　７０８-００３６・岡山県津山市南新座・みなみしんざ

　　７０８-０８８１・岡山県津山市南町・みなみまち

　　７０８-００７２・岡山県津山市美濃町・みのまち

　　７０９-４６１３・岡山県津山市宮尾・みやお

　　７０９-４６０１・岡山県津山市宮部上・みやべかみ

　　７０９-４６０２・岡山県津山市宮部下・みやべしも

　　７０８-００４７・岡山県津山市宮脇町・みやわきちよう

　　７０８-１１０２・岡山県津山市妙原・みようはﾞら

　　７０８-００６１・岡山県津山市元魚町・もとうおまち

　　７０８-０８０３・岡山県津山市籾保・もみほ

　　７０８-０８６１・岡山県津山市八出・やいで

　　７０９-４６３２・岡山県津山市八社・やさ

　　７０８-１２１２・岡山県津山市安井・やすい

　　７０８-００４４・岡山県津山市安岡町・やすおかまち

　　７０８-０８１３・岡山県津山市山方・やまがた

　　７０８-０００４・岡山県津山市山北・やまきた

　　７０８-０８２３・岡山県津山市弥生町・やよいちよう

　　７０９-４６３３・岡山県津山市油木上・ゆきかみ

　　７０９-４６３５・岡山県津山市油木北・ゆききた

　　７０９-４６３４・岡山県津山市油木下・ゆきしも

　　７０８-０８６２・岡山県津山市横山・よこやま

　　７０８-１１０５・岡山県津山市吉見・よしみ

　　７０９-４６１１・岡山県津山市領家・りようけ

　　７０６-００００・岡山県玉野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０６-０３０６・岡山県玉野市石島・いしま

　　７０６-０１３３・岡山県玉野市宇藤木・うとうぎ

　　７０６-００１１・岡山県玉野市宇野・うの

　　７０６-０３１７・岡山県玉野市大薮・おおやぶ

　　７０６-００１３・岡山県玉野市奥玉・おくたま

　　７０６-００２４・岡山県玉野市御崎・おんざき

　　７０６-０３１１・岡山県玉野市梶岡・かじおか

　　７０６-０３０３・岡山県玉野市上山坂・かみやまさか

　　７０６-０３０１・岡山県玉野市北方・きたがた

　　７０６-０３１５・岡山県玉野市後閑・ごかん

　　７０６-０１４４・岡山県玉野市小島地・こしまじ

　　７０６-００２８・岡山県玉野市渋川・しぶかわ

　　７０６-０３０２・岡山県玉野市下山坂・しもやまさか

　　７０６-０００１・岡山県玉野市田井・たい

　　７０６-０１５３・岡山県玉野市滝・たき

　　７０６-００１２・岡山県玉野市玉・たま

　　７０６-００１４・岡山県玉野市玉原・たまはら

　　７０６-０００２・岡山県玉野市築港・ちつこう

　　７０６-０１４１・岡山県玉野市槌ケ原・つちがはら

　　７０６-０１５２・岡山県玉野市永井・ながい

　　７０６-０１５１・岡山県玉野市長尾・ながお

　　７０６-０３１３・岡山県玉野市西田井地・にしたいじ

　　７０６-０３１６・岡山県玉野市沼・ぬま

　　７０６-０１４２・岡山県玉野市迫間・はざま



　　７０６-０２２４・岡山県玉野市八浜町大崎・はちはまちようおおさき

　　７０６-０２２３・岡山県玉野市八浜町波知・はちはまちようはち

　　７０６-０２２１・岡山県玉野市八浜町八浜・はちはまちようはちはま

　　７０６-０２２２・岡山県玉野市八浜町見石・ はちはまちようみいじ

　　７０６-００２６・岡山県玉野市羽根崎町・はねざきちよう

　　７０６-０３０４・岡山県玉野市番田・はﾞんだ

　　７０６-０１３１・岡山県玉野市東紅陽台・ひがしこうようだい

　　７０６-０３１２・岡山県玉野市東田井地・ひがしたいじ

　　７０６-０１３４・岡山県玉野市東高崎・ひがしたかさき

　　７０６-０２２６・岡山県玉野市東七区・ひがしななく

　　７０６-０３１４・岡山県玉野市東野崎・ひがしのざき

　　７０６-００２７・岡山県玉野市日比・ひび

　　７０６-０１５４・岡山県玉野市広岡・ひろおか

　　７０６-００２３・岡山県玉野市深井町・ふかいちよう

　　７０６-０２２５・岡山県玉野市南七区・みなみななく

　　７０６-００２５・岡山県玉野市明神町・みようじんちよう

　　７０６-００２２・岡山県玉野市向日比・むかいひび

　　７０６-０３０５・岡山県玉野市胸上・むねあげ

　　７０６-０１４３・岡山県玉野市木目・もくめ

　　７０６-０１３２・岡山県玉野市用吉・ もちよじ

　　７０６-０３１４・岡山県玉野市山田・やまだ

　　７０６-００２１・岡山県玉野市和田・わだ

　　７１４-００００・岡山県笠岡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１４-００１４・岡山県笠岡市相生・あいおい

　　７１４-００５６・岡山県笠岡市旭が丘・あさひがおか

　　７１４-００７５・岡山県笠岡市有田・ありだ

　　７１４-００８２・岡山県笠岡市一番町・いちはﾞんちよう

　　７１４-００２２・岡山県笠岡市今立・いまだて

　　７１４-００４１・岡山県笠岡市入江・いりえ

　　７１４-００９１・岡山県笠岡市絵師・ えじ

　　７１４-００５５・岡山県笠岡市生江浜・おえはま

　　７１４-００１３・岡山県笠岡市大井南・おおいみなみ

　　７１４-００６１・岡山県笠岡市大げ・おおげ

　　７１４-００７３・岡山県笠岡市大河・おおこう

　　７１４-００３３・岡山県笠岡市大島中・おおしまなか

　　７１４-０００３・岡山県笠岡市尾坂・おさか

　　７１４-００７６・岡山県笠岡市押撫・おしなで

　　７１４-００１２・岡山県笠岡市小平井・おびらい

　　７１４-００８１・岡山県笠岡市笠岡・かさおか

　　７１４-００２５・岡山県笠岡市春日台・かすがだい

　　７１４-００５７・岡山県笠岡市金浦・かなうら

　　７１４-００５２・岡山県笠岡市カブト中央町・かぶとちゆうおうちよう

　　７１４-００５１・岡山県笠岡市カブト東町・かぶとひがしまち

　　７１４-００５３・岡山県笠岡市カブト西町・かぶとにしまち

　　７１４-００４６・岡山県笠岡市カブト南町・かぶとみなみまち

　　７１４-０３０１・岡山県笠岡市北木島町・きたぎしまちよう

　　７１４-００９６・岡山県笠岡市九番町・きゆうはﾞんちよう

　　７１４-００６３・岡山県笠岡市鋼管町・こうかんちよう

　　７１４-０００２・岡山県笠岡市甲弩・こうの

　　７１４-００４４・岡山県笠岡市神島・こうのしま

　　７１４-００３４・岡山県笠岡市神島外浦・こうのしまそとうら

　　７１４-００８６・岡山県笠岡市五番町・ごはﾞんちよう

　　７１４-００８４・岡山県笠岡市三番町・さんはﾞんちよう

　　７１４-００７７・岡山県笠岡市篠坂・しのさか

　　７１４-００３６・岡山県笠岡市白石島・しらいしじま

　　７１４-００６５・岡山県笠岡市城見台・しろみだい

　　７１４-０００５・岡山県笠岡市新賀・しんが

　　７１４-００９３・岡山県笠岡市新横島・しんよこしま

　　７１４-００９７・岡山県笠岡市十番町・じゆうはﾞんちよう

　　７１４-００９８・岡山県笠岡市十一番町・じゆういちはﾞんちよう

　　７１４-０００４・岡山県笠岡市関戸・せきど

　　７１４-００２１・岡山県笠岡市園井・そのい

　　７１４-００３５・岡山県笠岡市高島・たかしま

　　７１４-００４７・岡山県笠岡市拓海町・たくみちよう

　　７１４-００８８・岡山県笠岡市中央町・ちゆうおうちよう

　　７１４-００９２・岡山県笠岡市富岡・とみおか

　　７１４-００９４・岡山県笠岡市七番町・ななはﾞんちよう

　　７１４-００３２・岡山県笠岡市西大島・にしおおしま

　　７１４-００３１・岡山県笠岡市西大島新田・にしおおしましんでん

　　７１４-００７２・岡山県笠岡市西大戸・にしおおど



　　７１４-００６４・岡山県笠岡市西茂平・にしもびら

　　７１４-００８３・岡山県笠岡市二番町・にはﾞんちよう

　　７１４-００７８・岡山県笠岡市入田・にゆうた

　　７１４-０００１・岡山県笠岡市走出・はしりで

　　７１４-００９５・岡山県笠岡市八番町・はちはﾞんちよう

　　７１４-００７１・岡山県笠岡市東大戸・ひがしおおど

　　７１４-０３０２・岡山県笠岡市飛島・ひしま

　　７１４-００２３・岡山県笠岡市広浜・ひろはま

　　７１４-００５４・岡山県笠岡市平成町・へいせいちよう

　　７１４-００２４・岡山県笠岡市馬飼・まかい

　　７１４-００３７・岡山県笠岡市真鍋島・まなべしま

　　７１４-００４８・岡山県笠岡市緑町・みどりまち

　　７１４-００４５・岡山県笠岡市港町・みなとちよう

　　７１４-０００６・岡山県笠岡市みの越・ みのこじ

　　７１４-００４２・岡山県笠岡市美の浜・みのはま

　　７１４-００３８・岡山県笠岡市六島・むしま

　　７１４-００６６・岡山県笠岡市用之江・もちのえ

　　７１４-００６２・岡山県笠岡市茂平・もびら

　　７１４-０００７・岡山県笠岡市山口・やまぐち

　　７１４-００４３・岡山県笠岡市横島・よこしま

　　７１４-００１１・岡山県笠岡市吉田・よしだ

　　７１４-００７４・岡山県笠岡市吉浜・よしはま

　　７１４-００８５・岡山県笠岡市四番町・よんはﾞんちよう

　　７１４-００８７・岡山県笠岡市六番町・ろくはﾞんちよう

　　７１５-００００・岡山県井原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１５-００１２・岡山県井原市青野町・あおのちよう

　　７１５-００１９・岡山県井原市井原町・いはﾞらちよう

　　７１５-００１６・岡山県井原市岩倉町・いわくらちよう

　　７１５-００２３・岡山県井原市大江町・おおえちよう

　　７１５-００２１・岡山県井原市上出部町・かみいずえちよう

　　７１５-００２６・岡山県井原市上出部町四季が丘・かみいずえちようしきがおか

　　７１５-００１８・岡山県井原市上稲木町・かみいなぎちよう

　　７１５-００１３・岡山県井原市北山町・きたやまちよう

　　７１５-０００４・岡山県井原市木之子町・きのこちよう

　　７１５-０００２・岡山県井原市神代町・こうじろちよう

　　７１５-００２５・岡山県井原市笹賀町・ささかちよう

　　７１５-００２２・岡山県井原市下出部町・しもいずえちよう

　　７１５-００１７・岡山県井原市下稲木町・しもいなぎちよう

　　７１５-００２４・岡山県井原市高屋町・たかやちよう

　　７１５-００１４・岡山県井原市七日市町・なぬかいちちよう

　　７１５-０００６・岡山県井原市西江原町・にしえはﾞらちよう

　　７１５-００１５・岡山県井原市西方町・にしがたちよう

　　７１５-０００１・岡山県井原市野上町・のがみちよう

　　７１５-００１１・岡山県井原市稗原町・ひえはらちよう

　　７１５-０００３・岡山県井原市東江原町・ひがしえはﾞらちよう

　　７１４-１４０５・岡山県井原市美星町宇戸・びせいちよううと

　　７１４-１４０４・岡山県井原市美星町烏頭・びせいちよううとう

　　７１４-１４０２・岡山県井原市美星町宇戸谷・びせいちよううとだに

　　７１４-１４１１・岡山県井原市美星町大倉・びせいちようおおくら

　　７１４-１４０３・岡山県井原市美星町上高末・びせいちようかみこうずえ

　　７１４-１４１４・岡山県井原市美星町黒木・びせいちようくろぎ

　　７１４-１４０７・岡山県井原市美星町黒忠・びせいちようくろただ

　　７１４-１４１３・岡山県井原市美星町西水砂・びせいちようにしみずすな

　　７１４-１４１２・岡山県井原市美星町東水砂・びせいちようひがしみずすな

　　７１４-１４１５・岡山県井原市美星町星田・びせいちようほしだ

　　７１４-１４０６・岡山県井原市美星町三山・びせいちようみやま

　　７１４-１４０１・岡山県井原市美星町明治・びせいちようめいじ

　　７１５-０００５・岡山県井原市門田町・もんでんちよう

　　７１４-２１２５・岡山県井原市芳井町池谷・よしいちよういけだに

　　７１４-２１２４・岡山県井原市芳井町井山・よしいちよういやま

　　７１４-２１０３・岡山県井原市芳井町宇戸川・よしいちよううとがわ

　　７１４-２１０１・岡山県井原市芳井町梶江・よしいちようかじえ

　　７１４-２１２３・岡山県井原市芳井町片塚・よしいちようかたつﾞか

　　７１４-２２３２・岡山県井原市芳井町上鴫・よしいちようかみしぎ

　　７１４-２１１４・岡山県井原市芳井町川相・よしいちようかわい

　　７１４-２１２１・岡山県井原市芳井町佐屋・よしいちようさや

　　７１４-２２３１・岡山県井原市芳井町下鴫・よしいちようしもしぎ

　　７１４-２１２２・岡山県井原市芳井町種・よしいちようたね

　　７１４-２１１３・岡山県井原市芳井町天神山・よしいちようてんじんやま

　　７１４-２２３４・岡山県井原市芳井町西三原・よしいちようにしみはら



　　７１４-２１０４・岡山県井原市芳井町花滝・よしいちようはなだき

　　７１４-２３４１・岡山県井原市芳井町東三原・よしいちようひがしみはら

　　７１４-２１１２・岡山県井原市芳井町簗瀬・よしいちようやなせ

　　７１４-２２３３・岡山県井原市芳井町山村・よしいちようやまむら

　　７１４-２１０２・岡山県井原市芳井町与井・よしいちようよい

　　７１４-２１１１・岡山県井原市芳井町吉井・よしいちようよしい

　　７１９-１１００・岡山県総社市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１９-１１２１・岡山県総社市赤浜・あかはま

　　７１９-１１５４・岡山県総社市井尻野・いじりの

　　７１９-１１０６・岡山県総社市泉・いずみ

　　７１９-１１２５・岡山県総社市井手・いで

　　７１９-１３１５・岡山県総社市宇山・うやま

　　７１９-１１３７・岡山県総社市駅南・えきなん

　　７１９-１１３６・岡山県総社市駅前・えきまえ

　　７１９-１１６２・岡山県総社市岡谷・おかだに

　　７１９-１１０１・岡山県総社市奥坂・おくさか

　　７１９-１１１６・岡山県総社市刑部・おしかべ

　　７１９-１３２２・岡山県総社市影・かげ

　　７１９-１１１４・岡山県総社市金井戸・かないど

　　７１９-１１２３・岡山県総社市上林・ かんはﾞやじ

　　７１９-１１４３・岡山県総社市上原・かんはﾞら

　　７１９-１１１７・岡山県総社市北溝手・きたみぞて

　　７１９-１１７６・岡山県総社市清音柿木・きよねかきのき

　　７１９-１１７５・岡山県総社市清音上中島・きよねかみなかしま

　　７１９-１１７２・岡山県総社市清音軽部・きよねかるべ

　　７１９-１１７３・岡山県総社市清音黒田・きよねくろた

　　７１９-１１７４・岡山県総社市清音古地・きよねこち

　　７１９-１１７１・岡山県総社市清音三因・きよねみより

　　７１０-１２０１・岡山県総社市久代・くしろ

　　７１９-１１１２・岡山県総社市窪木・くほﾞき

　　７１９-１１０４・岡山県総社市久米・くめ

　　７１９-１１０５・岡山県総社市黒尾・くろお

　　７１９-１３１３・岡山県総社市槁・けやき

　　７１９-１１５５・岡山県総社市小寺・こでら

　　７１９-１１５３・岡山県総社市宍粟・しさわ

　　７１９-１３２１・岡山県総社市下倉・したぐら

　　７１９-１１６３・岡山県総社市地頭片山・じとうかたやま

　　７１９-１１２２・岡山県総社市下林・ しもはﾞやじ

　　７１９-１１４５・岡山県総社市下原・しもはﾞら

　　７１９-１１６１・岡山県総社市宿・しゆく

　　７１０-１２０３・岡山県総社市新本・しんほﾟん

　　７１９-１１２６・岡山県総社市総社・そうじや

　　７１９-１３１２・岡山県総社市種井・たねい

　　７１９-１１３１・岡山県総社市中央・ちゆうおう

　　７１９-１１４４・岡山県総社市富原・とんはﾞら

　　７１９-１３２３・岡山県総社市中尾・なかお

　　７１９-１１３３・岡山県総社市中原・なかはﾞら

　　７１９-１１１１・岡山県総社市長良・ながら

　　７１９-１１０３・岡山県総社市西阿曽・にしあぞ

　　７１９-１１６４・岡山県総社市西郡・にしごおり

　　７１９-１１６５・岡山県総社市西坂台・にしさかだい

　　７１９-１３１４・岡山県総社市延原・のぶはら

　　７１９-１１４２・岡山県総社市秦・はだ

　　７１９-１３２４・岡山県総社市原・はら

　　７１９-１１０２・岡山県総社市東阿曽・ひがしあぞ

　　７１９-１３１６・岡山県総社市日羽・ひわ

　　７１９-１１１５・岡山県総社市福井・ふくい

　　７１９-１１４１・岡山県総社市福谷・ふくたに

　　７１９-１１３４・岡山県総社市真壁・まかべ

　　７１９-１１５１・岡山県総社市槇谷・まきだに

　　７１９-１１２４・岡山県総社市三須・みす

　　７１９-１１３５・岡山県総社市溝口・みぞくち

　　７１９-１３１１・岡山県総社市美袋・みなぎ

　　７１９-１１１３・岡山県総社市南溝手・みなみみぞて

　　７１９-１１５２・岡山県総社市見延・みのべ

　　７１９-１１３２・岡山県総社市三輪・みわ

　　７１９-１１５６・岡山県総社市門田・もんで

　　７１９-１１４６・岡山県総社市八代・やしろ

　　７１０-１２０２・岡山県総社市山田・やまだ

　　７１６-００００・岡山県高梁市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　７１６-０００９・岡山県高梁市間之町・あいのまち

　　７１６-００３９・岡山県高梁市旭町・あさひまち

　　７１６-００１８・岡山県高梁市伊賀町・いがまち

　　７１６-００１５・岡山県高梁市石火矢町・いしびやちよう

　　７１６-１３２１・岡山県高梁市有漢町有漢・うかんちよううかん

　　７１６-１３２２・岡山県高梁市有漢町上有漢・うかんちようかみうかん

　　７１９-２２３３・岡山県高梁市宇治町穴田・うじちようあなだ

　　７１９-２２３２・岡山県高梁市宇治町宇治・うじちよううじ

　　７１９-２２３１・岡山県高梁市宇治町遠原・うじちようとおはﾞら

　　７１９-２２３４・岡山県高梁市宇治町本郷・うじちようほんごう

　　７１６-０００４・岡山県高梁市内山下・うちさんげ

　　７１６-０００７・岡山県高梁市奥万田町・おくまんだちよう

　　７１６-００６１・岡山県高梁市落合町阿部・おちあいちようあべ

　　７１６-００６４・岡山県高梁市落合町福地・おちあいちようしろち

　　７１６-００６２・岡山県高梁市落合町近似・おちあいちようちかのり

　　７１６-００６３・岡山県高梁市落合町原田・おちあいちようはらだ

　　７１６-００１７・岡山県高梁市御前町・おんざきちよう

　　７１６-００２８・岡山県高梁市柿木町・かきのきちよう

　　７１６-００２３・岡山県高梁市鍜冶町・かじまち

　　７１６-００１３・岡山県高梁市片原町・かたはらちよう

　　７１６-００４１・岡山県高梁市上谷町・かみだにちよう

　　７１６-０２２２・岡山県高梁市川上町大原・かわかみちようおおはﾞら

　　７１６-０２１１・岡山県高梁市川上町上大竹・かわかみちようかみおおたけ

　　７１６-０２２３・岡山県高梁市川上町高山・かわかみちようこうやま

　　７１６-０２２１・岡山県高梁市川上町高山市・かわかみちようこうやまいち

　　７１６-０２０１・岡山県高梁市川上町地頭・かわかみちようじとう

　　７１６-０２１２・岡山県高梁市川上町下大竹・かわかみちようしもおおたけ

　　７１６-０２０５・岡山県高梁市川上町臘数・かわかみちようしわす

　　７１６-０２０２・岡山県高梁市川上町七地・かわかみちようななち

　　７１６-０２０７・岡山県高梁市川上町仁賀・かわかみちようにか

　　７１６-０２０３・岡山県高梁市川上町三沢・かわかみちようみさわ

　　７１６-０２０６・岡山県高梁市川上町吉木・かわかみちようよしぎ

　　７１６-０２０４・岡山県高梁市川上町領家・かわかみちようりようけ

　　７１６-０００５・岡山県高梁市川端町・かわはﾞたちよう

　　７１９-２１２１・岡山県高梁市川面町・かわもちよう

　　７１６-００２６・岡山県高梁市甲賀町・こうがちよう

　　７１６-００２５・岡山県高梁市荒神町・こうじんちよう

　　７１６-０００６・岡山県高梁市小高下町・ここうげちよう

　　７１６-１３１１・岡山県高梁市巨瀬町・こせちよう

　　７１６-００３５・岡山県高梁市栄町・さかえまち

　　７１６-００４２・岡山県高梁市下谷町・しもだにちよう

　　７１６-００２２・岡山県高梁市下町・しもまち

　　７１６-００１２・岡山県高梁市新町・しんまち

　　７１９-２１２３・岡山県高梁市高倉町飯部・たかくらちよういいべ

　　７１６-０００３・岡山県高梁市高倉町大瀬八長・たかくらちようおおせおなが

　　７１９-２１２２・岡山県高梁市高倉町田井・たかくらちようたい

　　７１６-００５３・岡山県高梁市玉川町下切・たまがわちようしたぎり

　　７１６-００５２・岡山県高梁市玉川町玉・たまがわちようたま

　　７１６-００５４・岡山県高梁市玉川町増原・たまがわちようましはら

　　７１６-００２４・岡山県高梁市大工町・だいくちよう

　　７１６-００４７・岡山県高梁市段町・だんちよう

　　７１６-００２１・岡山県高梁市中間町・ちゆうげんまち

　　７１６-０００２・岡山県高梁市津川町今津・つがわちよういまつﾞ

　　７１６-０００１・岡山県高梁市津川町八川・つがわちようやがわ

　　７１６-００３１・岡山県高梁市鉄砲町・てつほﾟうちよう

　　７１６-００１９・岡山県高梁市寺町・てらまち

　　７１９-２４０１・岡山県高梁市中井町津々・なかいちようつつ

　　７１９-２４０２・岡山県高梁市中井町西方・なかいちようにしがた

　　７１６-００１４・岡山県高梁市中之町・なかのちよう

　　７１６-００４５・岡山県高梁市中原町・なかはﾞらちよう

　　７１６-０３３３・岡山県高梁市成羽町相坂・なりわちようあいさか

　　７１６-０３３４・岡山県高梁市成羽町長地・なりわちようおさじ

　　７１６-０１０２・岡山県高梁市成羽町上日名・なりわちようかみひな

　　７１６-０３３２・岡山県高梁市成羽町小泉・なりわちようこいずみ

　　７１９-２３４３・岡山県高梁市成羽町坂本・なりわちようさかもと

　　７１６-０１１３・岡山県高梁市成羽町佐々木・なりわちようささき

　　７１６-０１１１・岡山県高梁市成羽町下原・なりわちようしもはら

　　７１６-０１０１・岡山県高梁市成羽町下日名・なりわちようしもひな

　　７１９-２３４２・岡山県高梁市成羽町中野・なりわちようなかの

　　７１６-０１２１・岡山県高梁市成羽町成羽・なりわちようなりわ



　　７１６-０３３１・岡山県高梁市成羽町羽根・なりわちようはね

　　７１６-０１２２・岡山県高梁市成羽町羽山・なりわちようはやま

　　７１９-２３４１・岡山県高梁市成羽町吹屋・なりわちようふきや

　　７１６-０３３５・岡山県高梁市成羽町布寄・なりわちようふより

　　７１６-０１１２・岡山県高梁市成羽町星原・なりわちようほしはﾞら

　　７１６-００３８・岡山県高梁市浜町・はまちよう

　　７１６-００４４・岡山県高梁市原田南町・はらだみなみちよう

　　７１６-００４３・岡山県高梁市原田北町・はらだきたちよう

　　７１６-００３４・岡山県高梁市東町・ひがしまち

　　７１６-０３０１・岡山県高梁市備中町志藤用瀬・びつちゆうちようしとうようぜ

　　７１６-０３０３・岡山県高梁市備中町長屋・びつちゆうちようながや

　　７１６-０３２３・岡山県高梁市備中町西山・びつちゆうちようにしやま

　　７１６-０３２２・岡山県高梁市備中町西油野・びつちゆうちようにしゆの

　　７１６-０３２１・岡山県高梁市備中町東油野・びつちゆうちようひがしゆの

　　７１６-０３１１・岡山県高梁市備中町平川・びつちゆうちようひらかわ

　　７１６-０３０４・岡山県高梁市備中町布賀・びつちゆうちようふか

　　７１６-０３０２・岡山県高梁市備中町布瀬・びつちゆうちようふせ

　　７１６-００１１・岡山県高梁市本町・ほんまち

　　７１６-００３７・岡山県高梁市正宗町・まさむねちよう

　　７１６-００６５・岡山県高梁市松原町大津寄・まつはﾞらちようおおつﾞより

　　７１６-００６８・岡山県高梁市松原町神原・まつはﾞらちようこうはﾞら

　　７１６-００６７・岡山県高梁市松原町春木・まつはﾞらちようはるき

　　７１６-００６６・岡山県高梁市松原町松岡・まつはﾞらちようまつおか

　　７１６-００３６・岡山県高梁市松原通・まつはﾞらどおり

　　７１６-００５１・岡山県高梁市松山・まつやま

　　７１６-００３３・岡山県高梁市南町・みなみまち

　　７１６-００２９・岡山県高梁市向町・むこうちよう

　　７１６-００２７・岡山県高梁市八幡町・やはたちよう

　　７１６-００３２・岡山県高梁市弓之町・ゆみのちよう

　　７１６-００４６・岡山県高梁市横町・よこちよう

　　７１６-００１６・岡山県高梁市頼久寺町・らいきゆうじちよう

　　７１６-０００８・岡山県高梁市和田町・わだちよう

　　７１８-００００・岡山県新見市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１８-０００６・岡山県新見市足立・あしだち

　　７１９-２５５１・岡山県新見市井倉・いくら

　　７１８-００１５・岡山県新見市石蟹・いしが

　　７１９-３５０１・岡山県新見市大佐大井野・おおさおおいの

　　７１９-３５０３・岡山県新見市大佐小阪部・おおさおさかべ

　　７１９-３５０２・岡山県新見市大佐上刑部・おおさかみおさかべ

　　７１９-３５０７・岡山県新見市大佐小南・おおさこみなみ

　　７１９-３５０６・岡山県新見市大佐田治部・おおさたじべ

　　７１９-３５０４・岡山県新見市大佐永富・おおさながどみ

　　７１９-３５０５・岡山県新見市大佐布瀬・おおさふせ

　　７１８-００１６・岡山県新見市金谷・かなや

　　７１８-０００５・岡山県新見市上市・かみいち

　　７１８-０００１・岡山県新見市上熊谷・かみくまたに

　　７１８-００１２・岡山県新見市唐松・からまつ

　　７１９-２７３２・岡山県新見市草間（下湯川）・くさま(しもゆかわ)

　　７１９-２７３２・岡山県新見市草間（横畑）・くさま(よこはた)

　　７１９-２６４１・岡山県新見市草間（その他）・くさま(そのた)

　　７１８-０００７・岡山県新見市坂本・さかもと

　　７１８-０００２・岡山県新見市下熊谷・しもくまたに

　　７１８-００１３・岡山県新見市正田・しようでん

　　７１９-２８０１・岡山県新見市神郷釜村・しんごうかまむら

　　７１９-３６１１・岡山県新見市神郷下神代・しんごうしもこうじろ

　　７１９-２８０２・岡山県新見市神郷高瀬・しんごうたかせ

　　７１９-３６１２・岡山県新見市神郷油野・しんごうゆの

　　７１８-０２１１・岡山県新見市菅生・すごう

　　７１８-０００３・岡山県新見市高尾・たかお

　　７１９-２６４２・岡山県新見市足見・たるみ

　　７１８-０１０１・岡山県新見市千屋・ちや

　　７１８-０１０３・岡山県新見市千屋井原・ちやいはら

　　７１８-０１０２・岡山県新見市千屋実・ちやさね

　　７１８-０１０４・岡山県新見市千屋花見・ちやはなみ

　　７１９-２７３１・岡山県新見市土橋（落方、寺内）・つちはし(おちかた､てらうち)

　　７１９-２６４３・岡山県新見市土橋（その他）・つちはし(そのた)

　　７１９-３８１１・岡山県新見市哲西町大竹・てつせいちようおおたけ

　　７１９-３８１４・岡山県新見市哲西町大野部・てつせいちようおおのべ

　　７１９-３７０２・岡山県新見市哲西町上神代・てつせいちようかみこうじろ

　　７１９-３８１２・岡山県新見市哲西町畑木・てつせいちようはたき



　　７１９-３８１３・岡山県新見市哲西町八鳥・てつせいちようはつとり

　　７１９-３７０１・岡山県新見市哲西町矢田・てつせいちようやだ

　　７１８-０３０７・岡山県新見市哲多町老栄・てつたちようおいざこ

　　７１８-０３１３・岡山県新見市哲多町大野・てつたちようおおの

　　７１８-０３０５・岡山県新見市哲多町荻尾・てつたちようおぎよお

　　７１８-０３１１・岡山県新見市哲多町蚊家・てつたちようこうのいえ

　　７１８-０３１２・岡山県新見市哲多町田淵・てつたちようたぶち

　　７１８-０３０４・岡山県新見市哲多町成松・てつたちようなりまつ

　　７１８-０３０２・岡山県新見市哲多町花木・てつたちようはなぎ

　　７１８-０３０３・岡山県新見市哲多町本郷・てつたちようほんごう

　　７１８-０３０１・岡山県新見市哲多町宮河内・てつたちようみやごうち

　　７１８-０３０６・岡山県新見市哲多町矢戸・てつたちようやと

　　７１９-２７２１・岡山県新見市豊永赤馬・とよながあこうま

　　７１９-２７２３・岡山県新見市豊永宇山・とよながうやま

　　７１９-２７２２・岡山県新見市豊永佐伏・ とよながさぶじ

　　７１８-００１４・岡山県新見市長屋・ながや

　　７１８-００１１・岡山県新見市新見・にいみ

　　７１８-００１７・岡山県新見市西方・にしがた

　　７１９-２５５２・岡山県新見市法曽・ほうそ

　　７１８-０００４・岡山県新見市馬塚・まつﾞか

　　７０５-００００・岡山県備前市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０５-００３２・岡山県備前市麻宇那・あそうな

　　７０５-００２３・岡山県備前市伊里中・いりなか

　　７０５-０００１・岡山県備前市伊部・いんべ

　　７０５-０００２・岡山県備前市浦伊部・うらいんべ

　　７０５-０００３・岡山県備前市大内・おおち

　　７０５-００１２・岡山県備前市香登本・かがともと

　　７０５-００１１・岡山県備前市香登西・ かがとにじ

　　７０５-００３５・岡山県備前市木谷・きだに

　　７０５-００２４・岡山県備前市久々井・くぐい

　　７０５-００１６・岡山県備前市坂根・さかね

　　７０５-００２６・岡山県備前市佐山・さやま

　　７０５-００３１・岡山県備前市蕃山・しげやま

　　７０５-００３６・岡山県備前市閑谷・しずたに

　　７０５-００１４・岡山県備前市新庄・しんじよう

　　７０５-００２５・岡山県備前市鶴海・つるみ

　　７０５-００３４・岡山県備前市友延・とものぶ

　　７０５-００２１・岡山県備前市西片上・にしかたかみ

　　７０５-０１３１・岡山県備前市野谷・のだに

　　７０５-００１５・岡山県備前市畠田・はたけだ

　　７０５-００２２・岡山県備前市東片上・ひがしかたかみ

　　７０１-３２０３・岡山県備前市日生町大多府・ひなせちようおおたぶ

　　７０１-３２０２・岡山県備前市日生町寒河・ひなせちようそうご

　　７０１-３２０１・岡山県備前市日生町寺山・ひなせちようてらやま

　　７０１-３２０４・岡山県備前市日生町日生・ひなせちようひなせ

　　７０５-００１３・岡山県備前市福田・ふくだ

　　７０５-００３３・岡山県備前市穂浪・ほなみ

　　７０５-０１３２・岡山県備前市三石・ みついじ

　　７０５-０１３３・岡山県備前市八木山・やきやま

　　７０９-０２１３・岡山県備前市吉永町今崎・よしながちよういまさき

　　７０９-０２２６・岡山県備前市吉永町岩崎・よしながちよういわさき

　　７０９-０３０１・岡山県備前市吉永町加賀美・よしながちようかがみ

　　７０９-０２２１・岡山県備前市吉永町金谷・よしながちようかなだに

　　７０９-０２１２・岡山県備前市吉永町神根本・よしながちようこうねほん

　　７０９-０３０４・岡山県備前市吉永町笹目・よしながちようささめ

　　７０９-０２１１・岡山県備前市吉永町高田・よしながちようたかた

　　７０９-０３０２・岡山県備前市吉永町多麻・よしながちようたま

　　７０９-０３０３・岡山県備前市吉永町都留岐・よしながちようつるぎ

　　７０９-０２２２・岡山県備前市吉永町福満・よしながちようふくみつ

　　７０９-０２２５・岡山県備前市吉永町三股・よしながちようみつまた

　　７０９-０２２３・岡山県備前市吉永町南方・よしながちようみなみがた

　　７０９-０２２４・岡山県備前市吉永町吉永中・よしながちようよしながなか

　　７０９-０２１４・岡山県備前市吉永町和意谷・よしながちようわいだに

　　７０１-４２００・岡山県瀬戸内市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０１-４３０２・岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓・うしまどちよううしまど

　　７０１-４３０３・岡山県瀬戸内市牛窓町鹿忍・うしまどちようかしの

　　７０１-４３０４・岡山県瀬戸内市牛窓町千手・うしまどちようせんず

　　７０１-４３０１・岡山県瀬戸内市牛窓町長浜・うしまどちようながはま

　　７０１-４２３１・岡山県瀬戸内市邑久町大窪・おくちようおおくほﾞ

　　７０１-４２３４・岡山県瀬戸内市邑久町大富・おくちようおおどみ



　　７０１-４２２１・岡山県瀬戸内市邑久町尾張・おくちようおわり

　　７０１-４２５２・岡山県瀬戸内市邑久町上笠加・おくちようかみがさか

　　７０１-４２１５・岡山県瀬戸内市邑久町上山田・おくちようかみやまだ

　　７０１-４２５１・岡山県瀬戸内市邑久町北池・おくちようきたいけ

　　７０１-４２３２・岡山県瀬戸内市邑久町北島・おくちようきたしま

　　７０１-４２４７・岡山県瀬戸内市邑久町下笠加・おくちようしもがさか

　　７０１-４２１６・岡山県瀬戸内市邑久町下山田・おくちようしもやまだ

　　７０１-４２１１・岡山県瀬戸内市邑久町庄田・おくちようしようだ

　　７０１-４２１２・岡山県瀬戸内市邑久町尻海・おくちようしりみ

　　７０１-４２４３・岡山県瀬戸内市邑久町宗三・おくちようそうさん

　　７０１-４２２３・岡山県瀬戸内市邑久町豊原・おくちようとよはら

　　７０１-４２２２・岡山県瀬戸内市邑久町豊安・おくちようとよやす

　　７０１-４２２４・岡山県瀬戸内市邑久町東谷・おくちようひがしだに

　　７０１-４５０２・岡山県瀬戸内市邑久町福谷・おくちようふくたに

　　７０１-４２４４・岡山県瀬戸内市邑久町福中・おくちようふくなか

　　７０１-４２４１・岡山県瀬戸内市邑久町福元・おくちようふくもと

　　７０１-４２４５・岡山県瀬戸内市邑久町福山・おくちようふくやま

　　７０１-４２１４・岡山県瀬戸内市邑久町本庄・おくちようほんじよう

　　７０１-４２５４・岡山県瀬戸内市邑久町豆田・おくちようまめだ

　　７０１-４２５３・岡山県瀬戸内市邑久町箕輪・おくちようみのわ

　　７０１-４２３３・岡山県瀬戸内市邑久町向山・おくちようむこうやま

　　７０１-４５０１・岡山県瀬戸内市邑久町虫明・おくちようむしあげ

　　７０１-４２４８・岡山県瀬戸内市邑久町百田・おくちようももだ

　　７０１-４２４６・岡山県瀬戸内市邑久町山田庄・おくちようやまだのしよう

　　７０１-４２１３・岡山県瀬戸内市邑久町山手・おくちようやまて

　　７０１-４２６１・岡山県瀬戸内市長船町飯井・おさふねちよういい

　　７０１-４２７３・岡山県瀬戸内市長船町磯上・おさふねちよういそかみ

　　７０１-４２７４・岡山県瀬戸内市長船町牛文・おさふねちよううしふみ

　　７０１-４２７１・岡山県瀬戸内市長船町長船・おさふねちようおさふね

　　７０１-４２６３・岡山県瀬戸内市長船町西須恵・おさふねちようにしすえ

　　７０１-４２６４・岡山県瀬戸内市長船町土師・おさふねちようはじ

　　７０１-４２７６・岡山県瀬戸内市長船町服部・おさふねちようはつとり

　　７０１-４２６２・岡山県瀬戸内市長船町東須恵・おさふねちようひがしすえ

　　７０１-４２６５・岡山県瀬戸内市長船町福岡・おさふねちようふくおか

　　７０１-４２７５・岡山県瀬戸内市長船町福里・おさふねちようふくさと

　　７０１-４２７２・岡山県瀬戸内市長船町八日市・おさふねちようようかいち

　　７０９-０８００・岡山県赤磐市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０１-２４４３・岡山県赤磐市合田・あいだ

　　７０１-２５１４・岡山県赤磐市石・ いじ

　　７０１-２４４５・岡山県赤磐市石上・いしかみ

　　７０９-０８３１・岡山県赤磐市五日市・いつかいち

　　７０１-２５１１・岡山県赤磐市稲蒔・いなまき

　　７０１-２２１３・岡山県赤磐市今井・いまい

　　７０９-０８２２・岡山県赤磐市岩田・いわた

　　７０９-０７１１・岡山県赤磐市円光寺・えんこうじ

　　７０１-２２２１・岡山県赤磐市大苅田・おおかんだ

　　７０１-２２０５・岡山県赤磐市大屋・おおや

　　７０９-０７０２・岡山県赤磐市岡・おか

　　７０１-２４４６・岡山県赤磐市小鎌・おがも

　　７０９-０７１３・岡山県赤磐市奥吉原・おくよしはら

　　７０９-０７１７・岡山県赤磐市小瀬木・おせぎ

　　７０９-０８０６・岡山県赤磐市尾谷・おだに

　　７０９-０７３３・岡山県赤磐市可真上・かまかみ

　　７０９-０７３２・岡山県赤磐市可真下・かましも

　　７０９-０８１７・岡山県赤磐市上市・かみいち

　　７０９-０８３７・岡山県赤磐市上仁保・かみにほﾞ

　　７０９-０８３４・岡山県赤磐市鴨前・かもさき

　　７０９-０７１９・岡山県赤磐市河田原・かわたはら

　　７０１-２５０１・岡山県赤磐市河原屋・かわらや

　　７０１-２２１１・岡山県赤磐市北佐古田・きたさこだ

　　７０１-２５０２・岡山県赤磐市草生・くそう

　　７０９-０８３３・岡山県赤磐市熊崎・くまざき

　　７０１-２５１２・岡山県赤磐市暮田・くれだ

　　７０１-２５２２・岡山県赤磐市黒沢・くろさわ

　　７０１-２５２１・岡山県赤磐市黒本・くろもと

　　７０１-２５１５・岡山県赤磐市光木・こうき

　　７０９-０８０１・岡山県赤磐市神田・こうだ

　　７０９-０８２１・岡山県赤磐市河本・こうもと

　　７０１-２２０１・岡山県赤磐市小原・こはﾞら

　　７０１-２５２５・岡山県赤磐市是里・これさと



　　７０９-０８１３・岡山県赤磐市斎富・さいどみ

　　７０１-２２０２・岡山県赤磐市坂辺・さかなべ

　　７０９-０８０２・岡山県赤磐市桜が丘西・ さくらがおかにじ

　　７０９-０７２１・岡山県赤磐市桜が丘東・ さくらがおかひがじ

　　７０９-０７０６・岡山県赤磐市佐古・さこ

　　７０９-０７０４・岡山県赤磐市沢原・さわはら

　　７０９-０８２７・岡山県赤磐市山陽・さんよう

　　７０１-２４３２・岡山県赤磐市塩木・しおぎ

　　７０９-０８１６・岡山県赤磐市下市・しもいち

　　７０９-０８３６・岡山県赤磐市下仁保・しもにほﾞ

　　７０９-０７０１・岡山県赤磐市酌田・しやくだ

　　７０９-０７３１・岡山県赤磐市石蓮寺・しやくれんじ

　　７０９-０８３２・岡山県赤磐市正崎・しようざき

　　７０１-２５０３・岡山県赤磐市周匝・すさい

　　７０９-０７１５・岡山県赤磐市勢力・せいりき

　　７０９-０７１４・岡山県赤磐市千躰・せんだ

　　７０１-２２０３・岡山県赤磐市惣分・そうぶん

　　７０１-２２１６・岡山県赤磐市多賀・たが

　　７０９-０８１１・岡山県赤磐市高屋・たかや

　　７０１-２５２４・岡山県赤磐市滝山・たきやま

　　７０９-０８１５・岡山県赤磐市立川・たつかわ

　　７０９-０８０７・岡山県赤磐市津崎・つざき

　　７０９-０７１８・岡山県赤磐市釣井・つるい

　　７０９-０８３８・岡山県赤磐市斗有・とあり

　　７０９-０７１６・岡山県赤磐市徳富・とくどみ

　　７０１-２４３１・岡山県赤磐市戸津野・とつの

　　７０９-０７０３・岡山県赤磐市殿谷・とのだに

　　７０９-０８２３・岡山県赤磐市長尾・ながお

　　７０９-０８０３・岡山県赤磐市中島・なかしま

　　７０１-２４３７・岡山県赤磐市中勢実・なかせいじつ

　　７０１-２４４４・岡山県赤磐市中畑・なかはた

　　７０１-２５２３・岡山県赤磐市中山・なかやま

　　７０１-２２１５・岡山県赤磐市西軽部・にしかるべ

　　７０１-２２２４・岡山県赤磐市西窪田・にしくほﾞた

　　７０１-２４４１・岡山県赤磐市西勢実・にしせいじつ

　　７０９-０８３５・岡山県赤磐市西中・にしなか

　　７０１-２４３５・岡山県赤磐市仁堀中・にほﾞりなか

　　７０１-２４３６・岡山県赤磐市仁堀西・ にほﾞりにじ

　　７０１-２４３４・岡山県赤磐市仁堀東・ にほﾞりひがじ

　　７０９-０８１２・岡山県赤磐市沼田・ぬた

　　７０９-０７３５・岡山県赤磐市野間・のま

　　７０９-０７３６・岡山県赤磐市稗田・ひえだ

　　７０１-２２１４・岡山県赤磐市東軽部・ひがしかるべ

　　７０１-２２２３・岡山県赤磐市東窪田・ひがしくほﾞた

　　７０９-０８０４・岡山県赤磐市日古木・ひこぎ

　　７０１-２４３３・岡山県赤磐市平山・ひらやま

　　７０１-２４４２・岡山県赤磐市広戸・ひろど

　　７０１-２５０４・岡山県赤磐市福田・ふくだ

　　７０９-０８０５・岡山県赤磐市二井・ふたい

　　７０９-０８２４・岡山県赤磐市穂崎・ほさき

　　７０１-２２２２・岡山県赤磐市町苅田・まちかんだ

　　７０９-０７０５・岡山県赤磐市松木・まつき

　　７０９-０８２５・岡山県赤磐市馬屋・まや

　　７０９-０８１４・岡山県赤磐市南方・みなみがた

　　７０１-２２１２・岡山県赤磐市南佐古田・みなみさこだ

　　７０９-０７３４・岡山県赤磐市弥上・やがみ

　　７０１-２５１３・岡山県赤磐市八島田・やしまだ

　　７０１-２２２５・岡山県赤磐市山口・やまぐち

　　７０１-２２０４・岡山県赤磐市山手・やまて

　　７０１-２２２６・岡山県赤磐市由津里・ゆつﾞり

　　７０９-０７１２・岡山県赤磐市吉原・よしはら

　　７０９-０８２６・岡山県赤磐市和田・わだ

　　７１９-３１００・岡山県真庭市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１９-３１０１・岡山県真庭市赤野・あかの

　　７１６-１４３１・岡山県真庭市阿口・あくち

　　７１７-００２６・岡山県真庭市荒田・あらた

　　７１７-０４２１・岡山県真庭市粟谷・あわだに

　　７１９-３１５１・岡山県真庭市一色・いしき

　　７１７-０４１３・岡山県真庭市禾津・いなつ

　　７１７-０７４５・岡山県真庭市岩井畝・いわいうね



　　７１７-０７４４・岡山県真庭市岩井谷・いわいだに

　　７１９-３１３１・岡山県真庭市上山・うえやま

　　７１７-０７４２・岡山県真庭市後谷・うしろだに

　　７１７-００２５・岡山県真庭市後谷畝・うしろだにうね

　　７１７-００２３・岡山県真庭市江川・えがわ

　　７１９-３１０２・岡山県真庭市大庭・おおはﾞ

　　７１７-００１５・岡山県真庭市岡・おか

　　７１９-３１４４・岡山県真庭市落合垂水・おちあいたるみ

　　７１９-３１１１・岡山県真庭市開田・かいで

　　７１９-３１１２・岡山県真庭市影・かげ

　　７１９-３２１１・岡山県真庭市樫西・ かしにじ

　　７１９-３２２３・岡山県真庭市樫東・ かしひがじ

　　７１９-３１５２・岡山県真庭市鹿田・かつた

　　７１７-００１３・岡山県真庭市勝山・かつやま

　　７１７-０１０１・岡山県真庭市鉄山・かねやま

　　７１７-０７４６・岡山県真庭市上・かみ

　　７１６-１４３２・岡山県真庭市上呰部・かみあざえ

　　７１９-３１４１・岡山県真庭市上市瀬・かみいちぜ

　　７１９-３１２１・岡山県真庭市上河内・かみごうち

　　７１６-１４２２・岡山県真庭市上中津井・かみなかつい

　　７１６-１４１１・岡山県真庭市上水田・かみみずた

　　７１７-０００４・岡山県真庭市神庭・かんはﾞ

　　７１９-３１４２・岡山県真庭市木山・きやま

　　７１７-０４１４・岡山県真庭市釘貫小川・くぎぬきこがわ

　　７１９-３２０５・岡山県真庭市草加部・くさかべ

　　７１９-３２０１・岡山県真庭市久世・くせ

　　７１７-０００６・岡山県真庭市組・くみ

　　７１９-３１５３・岡山県真庭市栗原・くりはら

　　７１７-０４２３・岡山県真庭市黒杭・くろくい

　　７１７-０１０２・岡山県真庭市黒田・くろだ

　　７１９-３２０６・岡山県真庭市神・こう

　　７１７-００２７・岡山県真庭市神代・こうじろ

　　７１９-３２２８・岡山県真庭市五反・ごたん

　　７１９-３１０３・岡山県真庭市古見・こみ

　　７１６-１４０１・岡山県真庭市五名・ごみよう

　　７１７-０７３６・岡山県真庭市古呂々尾中・ころろびなか

　　７１９-３１５４・岡山県真庭市佐引・さびき

　　７１７-００２２・岡山県真庭市三田・さんでん

　　７１７-００１４・岡山県真庭市柴原・しはﾞら

　　７１６-１４３３・岡山県真庭市下呰部・しもあざえ

　　７１９-３１４３・岡山県真庭市下市瀬・しもいちぜ

　　７１７-０７３５・岡山県真庭市下岩・しもいわ

　　７１９-３１５５・岡山県真庭市下方・しもがた

　　７１９-３１２２・岡山県真庭市下河内・しもごうち

　　７１６-１４２１・岡山県真庭市下中津井・しもなかつい

　　７１９-３１２３・岡山県真庭市下見・しもみ

　　７１７-０４０３・岡山県真庭市下湯原・しもゆはﾞら

　　７１７-０００２・岡山県真庭市菅谷・すがたに

　　７１９-３１１３・岡山県真庭市杉山・すぎやま

　　７１７-０７３７・岡山県真庭市清谷・せいたに

　　７１９-３１５６・岡山県真庭市関・せき

　　７１９-３２０４・岡山県真庭市惣・そう

　　７１９-３２２７・岡山県真庭市台金屋・だいかなや

　　７１７-０７３２・岡山県真庭市高田山上・たかたやまうえ

　　７１９-３１１４・岡山県真庭市高屋・たかや

　　７１７-０１０３・岡山県真庭市田口・たぐち

　　７１７-０００３・岡山県真庭市竹原・たけはﾞら

　　７１９-３２１３・岡山県真庭市多田・ただ

　　７１７-０４２４・岡山県真庭市種・たね

　　７１７-０４０１・岡山県真庭市田羽根・たはﾞね

　　７１９-３１０４・岡山県真庭市田原・たはら

　　７１９-３１３２・岡山県真庭市田原山上・たはらさんじよう

　　７１９-３１３３・岡山県真庭市旦土・だんど

　　７１７-００２４・岡山県真庭市月田・つきだ

　　７１７-０７４３・岡山県真庭市月田本・つきだほん

　　７１７-０４１５・岡山県真庭市都喜足・つぎたる

　　７１９-３２０３・岡山県真庭市富尾・とみのお

　　７１７-０４０６・岡山県真庭市豊栄・とよさか

　　７１９-３１１５・岡山県真庭市中・なか

　　７１９-３１２４・岡山県真庭市中河内・なかごうち



　　７１９-３２０２・岡山県真庭市中島・なかしま

　　７１９-３２２５・岡山県真庭市中原・なかはﾞら

　　７１７-０４１６・岡山県真庭市仲間・なかま

　　７１９-３２１４・岡山県真庭市鍋屋・なべや

　　７１９-３１４５・岡山県真庭市西河内・にしごうち

　　７１９-３１０５・岡山県真庭市西原・にしはﾞら

　　７１７-０７３４・岡山県真庭市野・の

　　７１９-３１０６・岡山県真庭市野川・のがわ

　　７１９-３１３４・岡山県真庭市野原・のはら

　　７１７-０１０４・岡山県真庭市延風・のぶかぜ

　　７１７-０４０５・岡山県真庭市久見・ひさみ

　　７１７-０４２５・岡山県真庭市小童谷・ひじや

　　７１９-３１１６・岡山県真庭市日名・ひな

　　７１９-３１４６・岡山県真庭市日野上・ひのうえ

　　７１９-３１０７・岡山県真庭市平松・ひらまつ

　　７１７-０６１２・岡山県真庭市蒜山上徳山・ひるぜんかみとくやま

　　７１７-０５０５・岡山県真庭市蒜山上長田・ひるぜんかみながた

　　７１７-０６０２・岡山県真庭市蒜山上福田・ひるぜんかみふくだ

　　７１７-０５１３・岡山県真庭市蒜山下和・ひるぜんしたお

　　７１７-０６１３・岡山県真庭市蒜山下徳山・ひるぜんしもとくやま

　　７１７-０５０６・岡山県真庭市蒜山下長田・ひるぜんしもながた

　　７１７-０５０４・岡山県真庭市蒜山下福田・ひるぜんしもふくだ

　　７１７-０５０７・岡山県真庭市蒜山下見・ひるぜんしもみ

　　７１７-０５０２・岡山県真庭市蒜山富掛田・ひるぜんとみかけだ

　　７１７-０５０３・岡山県真庭市蒜山富山根・ひるぜんとみやまね

　　７１７-０５０１・岡山県真庭市蒜山中福田・ひるぜんなかふくだ

　　７１７-０６０４・岡山県真庭市蒜山西茅部・ひるぜんにしかやべ

　　７１７-０５１１・岡山県真庭市蒜山初和・ひるぜんはつわ

　　７１７-０６０３・岡山県真庭市蒜山東茅部・ひるぜんひがしかやべ

　　７１７-０５１５・岡山県真庭市蒜山別所・ひるぜんべつしよ

　　７１７-０６１１・岡山県真庭市蒜山本茅部・ひるぜんほんかやべ

　　７１７-０５１２・岡山県真庭市蒜山真加子・ひるぜんまかご

　　７１７-０６０１・岡山県真庭市蒜山湯船・ひるぜんゆぶね

　　７１７-０５１４・岡山県真庭市蒜山吉田・ひるぜんよしだ

　　７１９-３１１７・岡山県真庭市福田・ふくだ

　　７１７-００２１・岡山県真庭市福谷・ふくたに

　　７１７-０４２２・岡山県真庭市藤森・ふじもり

　　７１９-３１５７・岡山県真庭市別所・べつしよ

　　７１９-３１２５・岡山県真庭市法界寺・ほうかいじ

　　７１７-０００１・岡山県真庭市星山・ほしやま

　　７１７-０００７・岡山県真庭市本郷・ほんごう

　　７１７-０４１２・岡山県真庭市本庄・ほんじよう

　　７１９-３１３５・岡山県真庭市舞高・まいたか

　　７１７-００１７・岡山県真庭市真賀・まが

　　７１７-０７３１・岡山県真庭市曲り・まがり

　　７１７-００１６・岡山県真庭市正吉・ まさよじ

　　７１７-０４１１・岡山県真庭市見明戸・みあけど

　　７１７-００１１・岡山県真庭市見尾・みお

　　７１７-０１０５・岡山県真庭市美甘・みかも

　　７１９-３２１２・岡山県真庭市三阪・みさか

　　７１９-３２２６・岡山県真庭市三崎・みさき

　　７１７-０４２６・岡山県真庭市三世七原・みせしちはﾞら

　　７１６-１４０３・岡山県真庭市宮地・みやじ

　　７１９-３１２６・岡山県真庭市向津矢・むかつや

　　７１９-３２２４・岡山県真庭市目木・めき

　　７１７-０４０４・岡山県真庭市社・やしろ

　　７１７-００１２・岡山県真庭市山久世・やまくせ

　　７１６-１４０２・岡山県真庭市山田・やまだ

　　７１７-０４０２・岡山県真庭市湯原温泉・ゆはﾞらおんせん

　　７１７-０００５・岡山県真庭市横部・よこべ

　　７１９-３１３６・岡山県真庭市吉・ よじ

　　７１９-３２２１・岡山県真庭市余野上・よのかみ

　　７１９-３２２２・岡山県真庭市余野下・よのしも

　　７１７-０７４１・岡山県真庭市若代・わかしろ

　　７１７-０７３３・岡山県真庭市若代畝・わかしろうね

　　７０７-００００・岡山県美作市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０１-２６２３・岡山県美作市英田青野・あいだあおの

　　７０７-００６５・岡山県美作市青木・あおき

　　７０７-０４３２・岡山県美作市赤田・あかだ

　　７０９-４２３２・岡山県美作市芦河内・あしごうち



　　７０７-００５３・岡山県美作市安蘇・あそ

　　７０９-４２０５・岡山県美作市粟井中・あわいなか

　　７０７-０４３７・岡山県美作市粟野・あわの

　　７０１-２６０６・岡山県美作市井口・いぐち

　　７０７-００５２・岡山県美作市位田・いでん

　　７０７-００５１・岡山県美作市稲穂・いなほ

　　７０７-００３４・岡山県美作市猪臥・ いぶじ

　　７０７-０４１６・岡山県美作市今岡・いまおか

　　７０９-４２２２・岡山県美作市岩辺・いわなべ

　　７０７-００５４・岡山県美作市岩見田・いわみだ

　　７０１-２６１４・岡山県美作市上山・うえやま

　　７０７-０４０１・岡山県美作市後山・うしろやま

　　７０７-０２０４・岡山県美作市右手・うて

　　７０７-０４１１・岡山県美作市江ノ原・えのはら

　　７０９-４２３４・岡山県美作市江見・えみ

　　７０９-４２２７・岡山県美作市江見吉田・えみよしだ

　　７０７-０００５・岡山県美作市大井が丘・おおいがおか

　　７０９-４２２３・岡山県美作市大内谷・おおうちだに

　　７０７-０４０４・岡山県美作市太田・おおた

　　７０７-００３３・岡山県美作市大原・おおはﾞら

　　７０７-０１２４・岡山県美作市大町・おおまち

　　７０１-２６０５・岡山県美作市奥・おく

　　７０７-００６７・岡山県美作市奥大谷・おくおおたに

　　７０１-２６０１・岡山県美作市尾谷・おたに

　　７０９-４２０３・岡山県美作市小野・おの

　　７０９-４２１５・岡山県美作市小ノ谷・おのたに

　　７０７-０１３２・岡山県美作市小畑・おはﾞた

　　７０７-０４２３・岡山県美作市小原田・おはらだ

　　７０９-４２０１・岡山県美作市小房・おぶさ

　　７０７-００４４・岡山県美作市海田・かいた

　　７０９-４２５３・岡山県美作市柿ケ原・かきがはら

　　７０７-０２０１・岡山県美作市梶並・かじなみ

　　７０９-４２０２・岡山県美作市梶原・かじわら

　　７０７-０４２６・岡山県美作市桂坪・かつらつほﾞ

　　７０７-００５５・岡山県美作市金原・かなはら

　　７０９-４２４６・岡山県美作市上福原・かみふくはら

　　７０７-０００１・岡山県美作市上相・かみや

　　７０７-０４２１・岡山県美作市川上・かわかみ

　　７０９-４２３６・岡山県美作市川北・かわぎた

　　７０７-０４３６・岡山県美作市川戸・かわと

　　７０７-０４０７・岡山県美作市川東・ かわひがじ

　　７０１-２６１１・岡山県美作市北・きた

　　７０７-００６３・岡山県美作市北坂・きたさか

　　７０７-００３６・岡山県美作市北原・きたはﾞら

　　７０７-００１４・岡山県美作市北山・きたやま

　　７０７-０１１１・岡山県美作市久賀・くが

　　７０７-００４２・岡山県美作市朽木・くつぎ

　　７０９-４２５５・岡山県美作市国貞・くにさだ

　　７０７-０２０２・岡山県美作市楮・こうぞ

　　７０７-０１３１・岡山県美作市河内・こうち

　　７０７-００４５・岡山県美作市巨勢・こせ

　　７０９-４２１１・岡山県美作市五名・ごみよう

　　７０７-００２５・岡山県美作市栄町・さかえまち

　　７０９-４２０４・岡山県美作市鷺巣・さぎす

　　７０７-０４２２・岡山県美作市笹岡・ささおか

　　７０７-０４３５・岡山県美作市沢田・さわだ

　　７０７-００６６・岡山県美作市下大谷・しもおおたに

　　７０７-００１６・岡山県美作市下香山・しもかやま

　　７０７-０４２５・岡山県美作市下庄町・しもしようまち

　　７０７-０４１７・岡山県美作市下町・しもまち

　　７０１-２６２１・岡山県美作市下山・しもやま

　　７０１-２６２５・岡山県美作市城田・じようでん

　　７０９-４２５１・岡山県美作市白水・しらみず

　　７０７-０１３３・岡山県美作市杉原・すぎはら

　　７０９-４２５６・岡山県美作市鈴家・すずけ

　　７０９-４２５２・岡山県美作市角南・すなみ

　　７０９-４２２１・岡山県美作市瀬戸・せと

　　７０７-０４３１・岡山県美作市田井・たい

　　７０９-４２１３・岡山県美作市大聖寺・だいしようじ

　　７０７-０４２７・岡山県美作市滝・たき



　　７０１-２６１２・岡山県美作市滝宮・たきみや

　　７０９-４２４５・岡山県美作市竹田・たけだ

　　７０７-０４３３・岡山県美作市立石・ たていじ

　　７０７-００１２・岡山県美作市田殿・たどの

　　７０９-４２５７・岡山県美作市田渕・たぶち

　　７０９-４２４２・岡山県美作市田原・たわら

　　７０９-４２４４・岡山県美作市土居・どい

　　７０７-００６４・岡山県美作市殿所・とのどころ

　　７０７-００３７・岡山県美作市友野・ともの

　　７０７-００１５・岡山県美作市豊国原・とよくにはら

　　７０９-４２２４・岡山県美作市豊野・とよの

　　７０１-２６２２・岡山県美作市鳥渕・とりぶち

　　７０７-００５６・岡山県美作市長内・ながうち

　　７０７-０００２・岡山県美作市中尾・なかお

　　７０１-２６１５・岡山県美作市中川・なかがわ

　　７０１-２６２４・岡山県美作市中河内・なかごうち

　　７０７-０４０２・岡山県美作市中谷・なかだに

　　７０７-０４１３・岡山県美作市中町・なかまち

　　７０７-００６１・岡山県美作市中山・なかやま

　　７０９-４２２６・岡山県美作市鯰・なまず

　　７０７-００２２・岡山県美作市楢原上・ならはらかみ

　　７０７-００２４・岡山県美作市楢原下・ならはらしも

　　７０７-００２１・岡山県美作市楢原中・ならはらなか

　　７０９-４２３１・岡山県美作市南海・なんがい

　　７０７-０４１４・岡山県美作市西町・にしまち

　　７０７-０００４・岡山県美作市入田・にゆうた

　　７０７-０４２４・岡山県美作市野形・のがた

　　７０７-０４０５・岡山県美作市野原・のはら

　　７０７-００５７・岡山県美作市則平・のりひら

　　７０７-０１２１・岡山県美作市長谷内・はせうち

　　７０７-００４１・岡山県美作市林野・はやしの

　　７０９-４２３５・岡山県美作市原・はら

　　７０７-０４０３・岡山県美作市東青野・ひがしあおの

　　７０７-０２０５・岡山県美作市東谷上・ひがしだにかみ

　　７０７-０２０６・岡山県美作市東谷下・ひがしだにしも

　　７０７-０４０６・岡山県美作市東吉田・ひがしよしだ

　　７０９-４２４１・岡山県美作市日指・ ひさじ

　　７０７-００３５・岡山県美作市平田・ひらた

　　７０７-００２３・岡山県美作市平福・ひらふく

　　７０１-２６０４・岡山県美作市福本・ふくもと

　　７０９-４２３３・岡山県美作市藤生・ふじゆう

　　７０７-０４１２・岡山県美作市古町・ふるまち

　　７０７-０１２２・岡山県美作市馬形・まがた

　　７０７-０１１３・岡山県美作市真加部・まかべ

　　７０１-２６０２・岡山県美作市真神・まがみ

　　７０９-４２２５・岡山県美作市松脇・まつわき

　　７０７-０２０３・岡山県美作市真殿・まとの

　　７０９-４２１４・岡山県美作市豆田・まめだ

　　７０９-４２５４・岡山県美作市万善・まんぜん

　　７０７-００４３・岡山県美作市海内・みうち

　　７０７-００４６・岡山県美作市三倉田・みくらだ

　　７０１-２６１６・岡山県美作市南・みなみ

　　７０７-０４３４・岡山県美作市壬生・みぶ

　　７０１-２６０３・岡山県美作市三保原・みほはﾞら

　　７０９-４２１２・岡山県美作市宮原・みやはﾞら

　　７０７-０４１５・岡山県美作市宮本・みやもと

　　７０７-０００３・岡山県美作市明見・みようけん

　　７０７-０１２３・岡山県美作市宗掛・むなかけ

　　７０７-０１３４・岡山県美作市矢田・やた

　　７０７-００３１・岡山県美作市山口・やまぐち

　　７０９-４２４７・岡山県美作市山城・やましろ

　　７０９-４２１６・岡山県美作市山手・やまて

　　７０７-００３２・岡山県美作市山外野・やまとの

　　７０７-００６２・岡山県美作市湯郷・ゆのごう

　　７０１-２６１３・岡山県美作市横尾・よこお

　　７０７-００１３・岡山県美作市吉・ よじ

　　７０７-０１１２・岡山県美作市余野・よの

　　７０９-４２４３・岡山県美作市蓮花寺・れんげじ

　　７０７-００１１・岡山県美作市和田・わだ

　　７１９-０２００・岡山県浅口市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　７１９-０２４３・岡山県浅口市鴨方町鴨方・かもがたちようかもがた

　　７１９-０２３１・岡山県浅口市鴨方町小坂西・ かもがたちようこさかにじ

　　７１９-０２４１・岡山県浅口市鴨方町小坂東・ かもがたちようこさかひがじ

　　７１９-０２３３・岡山県浅口市鴨方町地頭上・かもがたちようちﾞとうかみ

　　７１９-０２５３・岡山県浅口市鴨方町鳩ケ丘・かもがたちようはとがおか

　　７１９-０２４４・岡山県浅口市鴨方町深田・かもがたちようふかだ

　　７１９-０２３２・岡山県浅口市鴨方町本庄・かもがたちようほんじよ

　　７１９-０２３４・岡山県浅口市鴨方町益坂・かもがたちようますさか

　　７１９-０２４２・岡山県浅口市鴨方町みどりケ丘・かもがたちようみどりがおか

　　７１９-０２５２・岡山県浅口市鴨方町六条院中・かもがたちようろくじよういんなか

　　７１９-０２５１・岡山県浅口市鴨方町六条院西・ かもがたちようろくじよういんにじ

　　７１９-０２５４・岡山県浅口市鴨方町六条院東・ かもがたちようろくじよういんひがじ

　　７１９-０１０５・岡山県浅口市金光町占見・こんこうちよううらみ

　　７１９-０１０４・岡山県浅口市金光町占見新田・こんこうちよううらみしんでん

　　７１９-０１１１・岡山県浅口市金光町大谷・こんこうちようおおたに

　　７１９-０２２１・岡山県浅口市金光町上竹（遙照山）・こんこうちようかみだけ(ようしようざん)

　　７１９-０１０１・岡山県浅口市金光町上竹（その他）・こんこうちようかみだけ(そのた)

　　７１９-０１１３・岡山県浅口市金光町佐方・こんこうちようさがた

　　７１９-０１０６・岡山県浅口市金光町地頭下・こんこうちようじとうしも

　　７１９-０１０２・岡山県浅口市金光町下竹・こんこうちようしもだけ

　　７１９-０１１２・岡山県浅口市金光町須恵・こんこうちようすえ

　　７１９-０１０３・岡山県浅口市金光町八重・こんこうちようやえ

　　７１４-０１０１・岡山県浅口市寄島町・よりしまちよう

　　７０９-０４００・岡山県和気郡和気町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-０４１３・岡山県和気郡和気町泉・いずみ

　　７０９-０５１３・岡山県和気郡和気町岩戸・いわと

　　７０９-０５２５・岡山県和気郡和気町宇生・うぶ

　　７０９-０４１４・岡山県和気郡和気町大田原・おおたわら

　　７０９-０４３２・岡山県和気郡和気町大中山・おおなかやま

　　７０９-０５０１・岡山県和気郡和気町奥塩田・おくしおた

　　７０９-０５２２・岡山県和気郡和気町加三方・かみがた

　　７０９-０５０４・岡山県和気郡和気町北山方・きたやまがた

　　７０９-０４４１・岡山県和気郡和気町衣笠・きぬがさ

　　７０９-０４０４・岡山県和気郡和気町木倉・きのくら

　　７０９-０５２３・岡山県和気郡和気町小坂・こざか

　　７０９-０５１４・岡山県和気郡和気町佐伯・さえき

　　７０９-０５０６・岡山県和気郡和気町塩田・しおた

　　７０９-０４３１・岡山県和気郡和気町清水・しみず

　　７０９-０４２２・岡山県和気郡和気町尺所・しやくそ

　　７０９-０５２４・岡山県和気郡和気町田賀・たが

　　７０９-０５１２・岡山県和気郡和気町田土・たど

　　７０９-０４６３・岡山県和気郡和気町田原上・たわらかみ

　　７０９-０４６４・岡山県和気郡和気町田原下・たわらしも

　　７０９-０５２１・岡山県和気郡和気町父井原・ちちいはﾞら

　　７０９-０５１６・岡山県和気郡和気町津瀬・つぜ

　　７０９-０５０５・岡山県和気郡和気町苦木・にがき

　　７０９-０４６１・岡山県和気郡和気町原・はら

　　７０９-０４０２・岡山県和気郡和気町日笠上・ひかさかみ

　　７０９-０４０３・岡山県和気郡和気町日笠下・ひかさしも

　　７０９-０４２１・岡山県和気郡和気町日室・ひむろ

　　７０９-０４４２・岡山県和気郡和気町福富・ふくとみ

　　７０９-０４１２・岡山県和気郡和気町藤野・ふじの

　　７０９-０４０１・岡山県和気郡和気町保曽・ほそう

　　７０９-０４６２・岡山県和気郡和気町本・ほん

　　７０９-０４５２・岡山県和気郡和気町益原・ますはﾞら

　　７０９-０５０２・岡山県和気郡和気町丸山・まるやま

　　７０９-０５０３・岡山県和気郡和気町南山方・みなみやまがた

　　７０９-０５１１・岡山県和気郡和気町矢田・やた

　　７０９-０５２６・岡山県和気郡和気町矢田部・やたべ

　　７０９-０４１１・岡山県和気郡和気町吉田・よしだ

　　７０９-０５１５・岡山県和気郡和気町米澤・よねざわ

　　７０９-０４５１・岡山県和気郡和気町和気・わけ

　　７０１-０３００・岡山県都窪郡早島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０１-０３０４・岡山県都窪郡早島町早島・はやしま

　　７０１-０３０３・岡山県都窪郡早島町前潟・まえがた

　　７０１-０３０１・岡山県都窪郡早島町矢尾・やお

　　７０１-０３０２・岡山県都窪郡早島町若宮・わかみや

　　７１９-０３００・岡山県浅口郡里庄町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１９-０３０１・岡山県浅口郡里庄町里見・さとみ

　　７１９-０３０２・岡山県浅口郡里庄町新庄・しんじよう



　　７１９-０３０４・岡山県浅口郡里庄町新庄グリーンクレスト・しんじようぐりｰんくれすと

　　７１９-０３０３・岡山県浅口郡里庄町浜中・はまなか

　　７１４-１２００・岡山県小田郡矢掛町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７１４-１２２５・岡山県小田郡矢掛町浅海・あすみ

　　７１４-１２０５・岡山県小田郡矢掛町宇角・うずみ

　　７１４-１２０６・岡山県小田郡矢掛町内田・うちだ

　　７１４-１２２１・岡山県小田郡矢掛町宇内・うない

　　７１４-１２２６・岡山県小田郡矢掛町江良・えら

　　７１４-１２２７・岡山県小田郡矢掛町小田・おだ

　　７１４-１２０２・岡山県小田郡矢掛町小林・ おはﾞやじ

　　７１４-１２０３・岡山県小田郡矢掛町上高末・かみこうずえ

　　７１４-１２１３・岡山県小田郡矢掛町里山田・さとやまだ

　　７１４-１２０４・岡山県小田郡矢掛町下高末・しもこうずえ

　　７１４-１２１５・岡山県小田郡矢掛町中・なか

　　７１４-１２２２・岡山県小田郡矢掛町西川面・にしかわも

　　７１４-１２２３・岡山県小田郡矢掛町東川面・ひがしかわも

　　７１４-１２１１・岡山県小田郡矢掛町東三成・ひがしみなり

　　７１４-１２１４・岡山県小田郡矢掛町南山田・みなみやまだ

　　７１４-１２２４・岡山県小田郡矢掛町本堀・もとほり

　　７１４-１２０１・岡山県小田郡矢掛町矢掛・やかげ

　　７１４-１２１２・岡山県小田郡矢掛町横谷・よこだに

　　７１７-０２０１・岡山県真庭郡新庄村新庄村一円・しんじようそんいちえん

　　７０８-０３００・岡山県苫田郡鏡野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０８-０４２１・岡山県苫田郡鏡野町井坂・いざか

　　７０８-０３１５・岡山県苫田郡鏡野町市場・いちはﾞ

　　７０８-０３５１・岡山県苫田郡鏡野町入・いり

　　７０８-０３０２・岡山県苫田郡鏡野町岩屋・いわや

　　７０８-０３２１・岡山県苫田郡鏡野町円宗寺・えんじゆうじ

　　７０８-０７０４・岡山県苫田郡鏡野町大・おお

　　７０８-０３０３・岡山県苫田郡鏡野町大町・おおまち

　　７０８-０３２２・岡山県苫田郡鏡野町沖・おき

　　７０８-０５０３・岡山県苫田郡鏡野町奥津・おくつ

　　７０８-０５０４・岡山県苫田郡鏡野町奥津川西・ おくつかわにじ

　　７０８-０３６３・岡山県苫田郡鏡野町小座・おざ

　　７０８-０４２３・岡山県苫田郡鏡野町女原・おなはﾞら

　　７０８-０３１２・岡山県苫田郡鏡野町香々美・かがみ

　　７０８-０６０１・岡山県苫田郡鏡野町上齋原・かみさいはﾞら

　　７０８-０３６１・岡山県苫田郡鏡野町上森原・かみもりはﾞら

　　７０８-０７０５・岡山県苫田郡鏡野町楠・くす

　　７０８-０４３２・岡山県苫田郡鏡野町久田上原・くたかみのはら

　　７０８-０４３３・岡山県苫田郡鏡野町久田下原・くたしものはら

　　７０８-０３１３・岡山県苫田郡鏡野町公保田・くほうでん

　　７０８-０４３５・岡山県苫田郡鏡野町黒木・くろぎ

　　７０８-０４３１・岡山県苫田郡鏡野町河内・こうち

　　７０８-０３４３・岡山県苫田郡鏡野町河本・こうもと

　　７０８-０３０１・岡山県苫田郡鏡野町越畑・こしわた

　　７０８-０３０４・岡山県苫田郡鏡野町真経・さねつね

　　７０８-０３１４・岡山県苫田郡鏡野町沢田・さわた

　　７０８-０４２７・岡山県苫田郡鏡野町至孝農・しこうの

　　７０８-０５０１・岡山県苫田郡鏡野町下斎原・しもさいはﾞら

　　７０８-０３４１・岡山県苫田郡鏡野町下原・しもはﾞら

　　７０８-０３６４・岡山県苫田郡鏡野町下森原・しももりはﾞら

　　７０８-０４２４・岡山県苫田郡鏡野町杉・すぎ

　　７０８-０３２５・岡山県苫田郡鏡野町瀬戸・せと

　　７０８-０３４５・岡山県苫田郡鏡野町高山・たかやま

　　７０８-０３４２・岡山県苫田郡鏡野町薪森原・たきぎもりはﾞら

　　７０８-０３２４・岡山県苫田郡鏡野町竹田・たけだ

　　７０８-０３６５・岡山県苫田郡鏡野町塚谷・つかだに

　　７０８-０３６２・岡山県苫田郡鏡野町貞永寺・てえじ

　　７０８-０３２３・岡山県苫田郡鏡野町寺元・てらもと

　　７０８-０３１１・岡山県苫田郡鏡野町寺和田・てらわだ

　　７０８-０３１７・岡山県苫田郡鏡野町土居・どい

　　７０８-０７０３・岡山県苫田郡鏡野町富仲間・とみなかま

　　７０８-０７０１・岡山県苫田郡鏡野町富西谷・とみにしだに

　　７０８-０７０２・岡山県苫田郡鏡野町富東谷・とみひがしだに

　　７０８-０３５３・岡山県苫田郡鏡野町中谷・なかだに

　　７０８-０５０２・岡山県苫田郡鏡野町長藤・ながとう

　　７０８-０４２６・岡山県苫田郡鏡野町西屋・にしや

　　７０８-０３３１・岡山県苫田郡鏡野町布原・ぬのはら

　　７０８-０４２５・岡山県苫田郡鏡野町箱・はこ



　　７０８-０５１１・岡山県苫田郡鏡野町羽出・はで

　　７０８-０５１２・岡山県苫田郡鏡野町羽出西谷・はでにしだに

　　７０８-０３６６・岡山県苫田郡鏡野町馬場・はﾞはﾞ

　　７０８-０４３４・岡山県苫田郡鏡野町土生・はぶ

　　７０８-０３４４・岡山県苫田郡鏡野町原・はら

　　７０８-０３３３・岡山県苫田郡鏡野町古川・ふるかわ

　　７０８-０３３５・岡山県苫田郡鏡野町真加部・まかべ

　　７０８-０３３４・岡山県苫田郡鏡野町宗枝・むねだ

　　７０８-０３０５・岡山県苫田郡鏡野町百谷・ももだに

　　７０８-０３５２・岡山県苫田郡鏡野町山城・やましろ

　　７０８-０４２２・岡山県苫田郡鏡野町養野・ようの

　　７０８-０３３２・岡山県苫田郡鏡野町吉原・よしはら

　　７０８-０３１６・岡山県苫田郡鏡野町和田・わだ

　　７０９-４３００・岡山県勝田郡勝央町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-４３０７・岡山県勝田郡勝央町石生・いしゆう

　　７０９-４３３５・岡山県勝田郡勝央町植月中・うえつきなか

　　７０９-４３３２・岡山県勝田郡勝央町植月東・ うえつきひがじ

　　７０９-４３３１・岡山県勝田郡勝央町植月北・うえつききた

　　７０９-４３１１・岡山県勝田郡勝央町岡・おか

　　７０９-４３１３・岡山県勝田郡勝央町小矢田・おやた

　　７０９-４３１６・岡山県勝田郡勝央町勝間田・かつまだ

　　７０９-４３０４・岡山県勝田郡勝央町上香山・かみがやま

　　７０９-４３０２・岡山県勝田郡勝央町河原・かわら

　　７０９-４３２３・岡山県勝田郡勝央町黒坂・くろさか

　　７０９-４３１２・岡山県勝田郡勝央町黒土・くろつち

　　７０９-４３０１・岡山県勝田郡勝央町下町川・しもまちがわ

　　７０９-４３０５・岡山県勝田郡勝央町曽井・そい

　　７０９-４３３３・岡山県勝田郡勝央町田井・たい

　　７０９-４３２１・岡山県勝田郡勝央町太平台・たいへいだい

　　７０９-４３３４・岡山県勝田郡勝央町平・たいら

　　７０９-４３２４・岡山県勝田郡勝央町為本・ためもと

　　７０９-４３０３・岡山県勝田郡勝央町豊久田・とよくだ

　　７０９-４３１５・岡山県勝田郡勝央町畑屋・はたや

　　７０９-４３１４・岡山県勝田郡勝央町東吉田・ひがしよしだ

　　７０９-４３２２・岡山県勝田郡勝央町福吉・ ふくよじ

　　７０９-４３０６・岡山県勝田郡勝央町美野・みの

　　７０８-１３００・岡山県勝田郡奈義町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０８-１３１４・岡山県勝田郡奈義町荒内西・ あらうちにじ

　　７０８-１３０２・岡山県勝田郡奈義町小坂・おさか

　　７０８-１３１２・岡山県勝田郡奈義町柿・かき

　　７０８-１３２６・岡山県勝田郡奈義町上町川・かみまちがわ

　　７０８-１３０５・岡山県勝田郡奈義町行方・ぎようほう

　　７０８-１３０７・岡山県勝田郡奈義町高円・こうえん

　　７０８-１３０４・岡山県勝田郡奈義町関本・せきもと

　　７０８-１３２５・岡山県勝田郡奈義町滝本・たきもと

　　７０８-１３２３・岡山県勝田郡奈義町豊沢・とよさわ

　　７０８-１３１３・岡山県勝田郡奈義町中島東・ なかしまひがじ

　　７０８-１３１５・岡山県勝田郡奈義町中島西・ なかしまにじ

　　７０８-１３２２・岡山県勝田郡奈義町成松・なりまつ

　　７０８-１３０６・岡山県勝田郡奈義町西原・にしはﾞら

　　７０８-１３１１・岡山県勝田郡奈義町久常・ひさつね

　　７０８-１３２４・岡山県勝田郡奈義町広岡・ひろおか

　　７０８-１３０１・岡山県勝田郡奈義町馬桑・まぐわ

　　７０８-１３０３・岡山県勝田郡奈義町皆木・みなぎ

　　７０８-１３２１・岡山県勝田郡奈義町宮内・みやうち

　　７０７-０５００・岡山県英田郡西粟倉村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０７-０５０５・岡山県英田郡西粟倉村筏津・いかだつ

　　７０７-０５０１・岡山県英田郡西粟倉村大茅・おおがや

　　７０７-０５０３・岡山県英田郡西粟倉村, 影石"・ かげいじ

　　７０７-０５０２・岡山県英田郡西粟倉村坂根・さかね

　　７０７-０５０６・岡山県英田郡西粟倉村知社・ちしや

　　７０７-０５０４・岡山県英田郡西粟倉村長尾・ながお

　　７０９-３６００・岡山県久米郡久米南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-３６２６・岡山県久米郡久米南町上神目・かみこうめ

　　７０９-３６１５・岡山県久米郡久米南町上二ケ・かみにか

　　７０９-３６２１・岡山県久米郡久米南町上籾・かみもみ

　　７０９-３６１２・岡山県久米郡久米南町上弓削・かみゆげ

　　７０９-３６０１・岡山県久米郡久米南町北庄・きたしよう

　　７０９-３６３４・岡山県久米郡久米南町京尾・きようのお

　　７０９-３６２７・岡山県久米郡久米南町神目中・こうめなか



　　７０９-３６０２・岡山県久米郡久米南町里方・さとがた

　　７０９-３６０５・岡山県久米郡久米南町塩之内・しおのうち

　　７０９-３６１７・岡山県久米郡久米南町下二ケ・しもにか

　　７０９-３６２４・岡山県久米郡久米南町下籾・しももみ

　　７０９-３６１４・岡山県久米郡久米南町下弓削・しもゆげ

　　７０９-３６３３・岡山県久米郡久米南町峠・とうげ

　　７０９-３６２３・岡山県久米郡久米南町中籾・なかもみ

　　７０９-３６１３・岡山県久米郡久米南町西山寺・にしやまじ

　　７０９-３６０６・岡山県久米郡久米南町羽出木・はでぎ

　　７０９-３６２２・岡山県久米郡久米南町仏教寺・ぶつきようじ

　　７０９-３６２５・岡山県久米郡久米南町別所・べつしよ

　　７０９-３６１６・岡山県久米郡久米南町全間・またま

　　７０９-３６１１・岡山県久米郡久米南町松・まつ

　　７０９-３６０４・岡山県久米郡久米南町南庄・みなみしよう

　　７０９-３６３５・岡山県久米郡久米南町南畑・みなみはた

　　７０９-３６３１・岡山県久米郡久米南町宮地・みやじ

　　７０９-３６３６・岡山県久米郡久米南町安ケ乢・やすがたわ

　　７０９-３６３２・岡山県久米郡久米南町山手・やまて

　　７０９-３６０３・岡山県久米郡久米南町山ノ城・やまのじよう

　　７０９-３７００・岡山県久米郡美咲町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-３４１１・岡山県久米郡美咲町上口・うえくち

　　７０９-３７０５・岡山県久米郡美咲町打穴上・うたのかみ

　　７０９-３７０６・岡山県久米郡美咲町打穴北・うたのきた

　　７０９-３７０４・岡山県久米郡美咲町打穴里・うたのさと

　　７０９-３７０２・岡山県久米郡美咲町打穴下・うたのしも

　　７０９-３７０３・岡山県久米郡美咲町打穴中・うたのなか

　　７０９-３７０７・岡山県久米郡美咲町打穴西・ うたのにじ

　　７０８-１５０６・岡山県久米郡美咲町上間・うわま

　　７０９-３４１５・岡山県久米郡美咲町江与味・えよみ

　　７０８-１５２５・岡山県久米郡美咲町王子・おおじ

　　７０９-３７２６・岡山県久米郡美咲町大垪和西・ おおはがにじ

　　７０９-３７２２・岡山県久米郡美咲町大垪和東・ おおはがひがじ

　　７０９-３７１４・岡山県久米郡美咲町小原・おはﾞら

　　７０８-１５４３・岡山県久米郡美咲町書副・かいぞえ

　　７０９-３７１２・岡山県久米郡美咲町金堀・かなほﾞり

　　７０９-３４０１・岡山県久米郡美咲町北・きた

　　７０８-１５２３・岡山県久米郡美咲町吉ケ原・きちがはら

　　７０８-１５３１・岡山県久米郡美咲町栗子・くりご

　　７０８-１５２６・岡山県久米郡美咲町高下・こうげ

　　７０８-１５３２・岡山県久米郡美咲町小瀬・こせ

　　７０９-３４１２・岡山県久米郡美咲町小山・こやま

　　７０９-３７１１・岡山県久米郡美咲町越尾・こよお

　　７０９-３７１５・岡山県久米郡美咲町西幸・さいこう

　　７０９-３７２３・岡山県久米郡美咲町境・さかい

　　７０８-１５３６・岡山県久米郡美咲町定宗・さだむね

　　７０９-３４０３・岡山県久米郡美咲町里・さと

　　７０８-１５０３・岡山県久米郡美咲町塩気・しおけ

　　７０８-１５０５・岡山県久米郡美咲町重藤・しげとう

　　７０８-１５１５・岡山県久米郡美咲町下谷・しもだに

　　７０９-３７１３・岡山県久米郡美咲町新城・しんじよう

　　７０８-１５４４・岡山県久米郡美咲町周佐・すさ

　　７０８-１５２２・岡山県久米郡美咲町惣田・そうだ

　　７０８-１５４５・岡山県久米郡美咲町大戸上・だいとかみ

　　７０８-１５４６・岡山県久米郡美咲町大戸下・だいとしも

　　７０８-１５３５・岡山県久米郡美咲町高城・たかしろ

　　７０９-３７２４・岡山県久米郡美咲町角石祖母・ついしそほﾞ

　　７０８-１５４１・岡山県久米郡美咲町塚角・つかつの

　　７０８-１５０７・岡山県久米郡美咲町百々・どうどう

　　７０９-３４１３・岡山県久米郡美咲町栃原・とちはﾞら

　　７０９-３４０７・岡山県久米郡美咲町中・なか

　　７０９-３４１７・岡山県久米郡美咲町中垪和・なかはが

　　７０９-３４０５・岡山県久米郡美咲町西・ にじ

　　７０９-３４０４・岡山県久米郡美咲町西川・にしがわ

　　７０９-３４０６・岡山県久米郡美咲町西川上・にしがわかみ

　　７０９-３７０１・岡山県久米郡美咲町錦織・にしこり

　　７０９-３４１４・岡山県久米郡美咲町西垪和・にしはが

　　７０８-１５４７・岡山県久米郡美咲町八神・ねりがみ

　　７０８-１５４２・岡山県久米郡美咲町羽仁・はに

　　７０９-３７１７・岡山県久米郡美咲町原田・はらだ

　　７０９-３４１６・岡山県久米郡美咲町東垪和・ひがしはが



　　７０８-１５３３・岡山県久米郡美咲町久木・ひさぎ

　　７０８-１５１４・岡山県久米郡美咲町藤田上・ふじたかみ

　　７０８-１５１３・岡山県久米郡美咲町藤田下・ふじたしも

　　７０８-１５３４・岡山県久米郡美咲町藤原・ふじわら

　　７０８-１５１２・岡山県久米郡美咲町松尾・まつお

　　７０９-３４０２・岡山県久米郡美咲町南・みなみ

　　７０８-１５０２・岡山県久米郡美咲町宮山・みややま

　　７０８-１５０１・岡山県久米郡美咲町安井・やすい

　　７０８-１５２１・岡山県久米郡美咲町休石・ やすみいじ

　　７０８-１５２７・岡山県久米郡美咲町柵原・やなはら

　　７０８-１５２４・岡山県久米郡美咲町飯岡・ゆうか

　　７０８-１５１１・岡山県久米郡美咲町行信・ゆきのぶ

　　７０８-１５０４・岡山県久米郡美咲町吉留・よしどめ

　　７０９-３７１６・岡山県久米郡美咲町頼元・よりもと

　　７０９-３７２１・岡山県久米郡美咲町両山寺・りようさんじ

　　７０８-１５１６・岡山県久米郡美咲町連石・れんじやく

　　７０９-３７２５・岡山県久米郡美咲町和田北・わだきた

　　７１６-１１００・岡山県加賀郡吉備中央町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７０９-２６７２・岡山県加賀郡吉備中央町粟井谷・あわいたに

　　７０９-２４０３・岡山県加賀郡吉備中央町案田・あんだ

　　７０９-２５５２・岡山県加賀郡吉備中央町井原・いはら

　　７０９-２４１３・岡山県加賀郡吉備中央町上田西・ うえだにじ

　　７０９-２４１１・岡山県加賀郡吉備中央町上田東・ うえだひがじ

　　７０９-２３４４・岡山県加賀郡吉備中央町上野・うえの

　　７０９-２４１２・岡山県加賀郡吉備中央町円城・えんじよう

　　７０９-２６６３・岡山県加賀郡吉備中央町大木・おおぎ

　　７０９-２６７３・岡山県加賀郡吉備中央町尾原・おはﾞら

　　７０９-２３４１・岡山県加賀郡吉備中央町上加茂・かみがも

　　７１６-１１３１・岡山県加賀郡吉備中央町上竹・かみたけ

　　７０９-２３３３・岡山県加賀郡吉備中央町加茂市場・かもいちはﾞ

　　７０９-２４０１・岡山県加賀郡吉備中央町神瀬・かんせ

　　７１６-１５５１・岡山県加賀郡吉備中央町北・きた

　　７１６-１１０２・岡山県加賀郡吉備中央町黒土・くろつち

　　７１６-１２４２・岡山県加賀郡吉備中央町黒山・くろやま

　　７０９-２４０４・岡山県加賀郡吉備中央町小森・こもり

　　７０９-２６７４・岡山県加賀郡吉備中央町笹目・ささめ

　　７０９-２３３１・岡山県加賀郡吉備中央町下加茂・しもがも

　　７０９-２５５１・岡山県加賀郡吉備中央町下土井・しもどい

　　７０９-２６７１・岡山県加賀郡吉備中央町杉谷・すぎたに

　　７１６-１５５２・岡山県加賀郡吉備中央町岨谷・すわたに

　　７０９-２４０２・岡山県加賀郡吉備中央町高富・たかとみ

　　７０９-２３３２・岡山県加賀郡吉備中央町高谷・たかや

　　７１６-１１２２・岡山県加賀郡吉備中央町竹荘・たけしよう

　　７０９-２３４３・岡山県加賀郡吉備中央町竹部・たけべ

　　７１６-１１１１・岡山県加賀郡吉備中央町田土・たど

　　７０９-２５５３・岡山県加賀郡吉備中央町富永・とみなが

　　７０９-２６６４・岡山県加賀郡吉備中央町豊岡上・とよおかかみ

　　７０９-２６６１・岡山県加賀郡吉備中央町豊岡下・とよおかしも

　　７１６-１１０１・岡山県加賀郡吉備中央町豊野・とよの

　　７１６-１５５４・岡山県加賀郡吉備中央町西・ にじ

　　７１６-１１２１・岡山県加賀郡吉備中央町納地・のうち

　　７０９-２３４５・岡山県加賀郡吉備中央町平岡・ひらおか

　　７０９-２３４２・岡山県加賀郡吉備中央町広面・ひろも

　　７０９-２６７５・岡山県加賀郡吉備中央町福沢・ふくざわ

　　７０９-２４２１・岡山県加賀郡吉備中央町細田・ほそだ

　　７０９-２６７６・岡山県加賀郡吉備中央町溝部・みぞべ

　　７０９-２６６２・岡山県加賀郡吉備中央町三谷・みたに

　　７０９-２４２２・岡山県加賀郡吉備中央町三納谷・みのうたに

　　７０９-２３３４・岡山県加賀郡吉備中央町美原・みはら

　　７１６-１５５３・岡山県加賀郡吉備中央町宮地・みやち

　　７１６-１１１２・岡山県加賀郡吉備中央町湯山・ゆやま

　　７１６-１２４１・岡山県加賀郡吉備中央町吉川・よしかわ

　　７０９-２５５４・岡山県加賀郡吉備中央町和

　　９００-００００・沖縄県那覇市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-０１５４・沖縄県那覇市赤嶺・あかみね

　　９００-０００２・沖縄県那覇市曙・あけほﾞの

　　９０２-００６７・沖縄県那覇市安里・あさと

　　９００-００２９・沖縄県那覇市旭町・あさひまち

　　９０１-０１４３・沖縄県那覇市安次嶺・あしみね

　　９００-０００３・沖縄県那覇市安謝・あじや



　　９００-０００５・沖縄県那覇市天久・あめく

　　９００-００２１・沖縄県那覇市泉崎・いずみざき

　　９００-００１１・沖縄県那覇市上之屋・うえのや

　　９０１-０１５３・沖縄県那覇市宇栄原・うえはﾞる

　　９０２-００７３・沖縄県那覇市上間・うえま

　　９００-００２６・沖縄県那覇市奥武山町・おおのやまちよう

　　９０１-０１４８・沖縄県那覇市大嶺・おおみね

　　９００-０００６・沖縄県那覇市おもろまち・おもろまち

　　９０１-０１５２・沖縄県那覇市小禄・おろく

　　９０１-０１４２・沖縄県那覇市鏡水・かがみず

　　９００-００２８・沖縄県那覇市垣花町・かきのはなちよう

　　９０１-０１５５・沖縄県那覇市金城・かなぐすく

　　９０１-０１５１・沖縄県那覇市鏡原町・きようはらちよう

　　９０１-０１４６・沖縄県那覇市具志・ ぐじ

　　９００-００３３・沖縄県那覇市久米・くめ

　　９００-００１５・沖縄県那覇市久茂地・くもじ

　　９０２-００７５・沖縄県那覇市国場・こくはﾞ

　　９００-００２４・沖縄県那覇市古波蔵・こはぐら

　　９０２-００７８・沖縄県那覇市識名・しきな

　　９０３-０８１３・沖縄県那覇市首里赤田町・しゆりあかたちよう

　　９０３-０８１１・沖縄県那覇市首里赤平町・しゆりあかひらちよう

　　９０３-０８２４・沖縄県那覇市首里池端町・しゆりいけはたちよう

　　９０３-０８０４・沖縄県那覇市首里石嶺町・しゆりいしみねちよう

　　９０３-０８２３・沖縄県那覇市首里大中町・しゆりおおなかちよう

　　９０３-０８０２・沖縄県那覇市首里大名町・しゆりおおなちよう

　　９０３-０８１５・沖縄県那覇市首里金城町・しゆりきんじようちよう

　　９０３-０８２１・沖縄県那覇市首里儀保町・しゆりぎほﾞちよう

　　９０３-０８０７・沖縄県那覇市首里久場川町・しゆりくはﾞがわちよう

　　９０３-０８１４・沖縄県那覇市首里崎山町・しゆりさきやまちよう

　　９０３-０８２６・沖縄県那覇市首里寒川町・しゆりさむかわちよう

　　９０３-０８０１・沖縄県那覇市首里末吉町・しゆりすえよしちよう

　　９０３-０８０３・沖縄県那覇市首里平良町・しゆりたいらちよう

　　９０３-０８０６・沖縄県那覇市首里汀良町・しゆりてらちよう

　　９０３-０８１２・沖縄県那覇市首里当蔵町・しゆりとうのくらちよう

　　９０３-０８２２・沖縄県那覇市首里桃原町・しゆりとうはﾞるちよう

　　９０３-０８０５・沖縄県那覇市首里鳥堀町・しゆりとりほりちよう

　　９０３-０８１６・沖縄県那覇市首里真和志町・しゆりまわしちよう

　　９０３-０８２５・沖縄県那覇市首里山川町・しゆりやまがわちよう

　　９０１-０１４１・沖縄県那覇市住吉町・すみよしちよう

　　９００-００２３・沖縄県那覇市楚辺・そべ

　　９０２-００６６・沖縄県那覇市大道・だいどう

　　９０１-０１４５・沖縄県那覇市高良・たから

　　９０１-０１５６・沖縄県那覇市田原・たはﾞる

　　９００-００３７・沖縄県那覇市辻・つじ

　　９００-００２５・沖縄県那覇市壺川・つほﾞがわ

　　９０２-００６５・沖縄県那覇市壺屋・つほﾞや

　　９０１-０１４４・沖縄県那覇市当間・とうま

　　９００-００１２・沖縄県那覇市泊・とまり

　　９００-００３５・沖縄県那覇市通堂町・とんどうちよう

　　９０２-００７４・沖縄県那覇市仲井真・なかいま

　　９０２-００７７・沖縄県那覇市長田・ながた

　　９００-００３６・沖縄県那覇市西・ にじ

　　９０２-００７１・沖縄県那覇市繁多川・はんたがわ

　　９００-００３４・沖縄県那覇市東町・ひがしまち

　　９００-００２２・沖縄県那覇市樋川・ひがわ

　　９０２-００６１・沖縄県那覇市古島・ふるじま

　　９０２-００７２・沖縄県那覇市真地・まあじ

　　９００-００１６・沖縄県那覇市前島・まえじま

　　９０２-００６８・沖縄県那覇市真嘉比・まかび

　　９００-００１３・沖縄県那覇市牧志・ まきじ

　　９００-００１４・沖縄県那覇市松尾・まつお

　　９０２-００６２・沖縄県那覇市松川・まつがわ

　　９０２-００６９・沖縄県那覇市松島・まつしま

　　９００-００３２・沖縄県那覇市松山・まつやま

　　９００-０００１・沖縄県那覇市港町・みなとまち

　　９０２-００６３・沖縄県那覇市三原・みはら

　　９０１-０１４７・沖縄県那覇市宮城・みやぐすく

　　９００-０００４・沖縄県那覇市銘苅・めかる

　　９００-００２７・沖縄県那覇市山下町・やましたちよう

　　９０２-００７６・沖縄県那覇市与儀・よぎ



　　９０２-００６４・沖縄県那覇市寄宮・よりみや

　　９００-００３１・沖縄県那覇市若狭・わかさ

　　９０１-２２００・沖縄県宜野湾市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-２２０６・沖縄県宜野湾市愛知・あいち

　　９０１-２２０５・沖縄県宜野湾市赤道・あかみち

　　９０１-２２０１・沖縄県宜野湾市新城・あらぐすく

　　９０１-２２２１・沖縄県宜野湾市伊佐・いさ

　　９０１-２２０４・沖縄県宜野湾市上原・うえはら

　　９０１-２２２７・沖縄県宜野湾市宇地泊・うちどまり

　　９０１-２２２５・沖縄県宜野湾市大謝名・おおじやな

　　９０１-２２２３・沖縄県宜野湾市大山・おおやま

　　９０１-２２２６・沖縄県宜野湾市嘉数・かかず

　　９０１-２２１４・沖縄県宜野湾市我如古・がねこ

　　９０１-２２０７・沖縄県宜野湾市神山・かみやま

　　９０１-２２１１・沖縄県宜野湾市宜野湾・ぎのわん

　　９０１-２２２２・沖縄県宜野湾市喜友名・きゆうな

　　９０１-２２１６・沖縄県宜野湾市佐真下・さました

　　９０１-２２１３・沖縄県宜野湾市志真志・ しまじ

　　９０１-２２１２・沖縄県宜野湾市長田・ながた

　　９０１-２２０３・沖縄県宜野湾市野嵩・のだけ

　　９０１-２２０２・沖縄県宜野湾市普天間・ふてんま

　　９０１-２２１５・沖縄県宜野湾市真栄原・まえはら

　　９０１-２２２４・沖縄県宜野湾市真志喜・ましき

　　９０７-００００・沖縄県石垣市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０７-００２４・沖縄県石垣市新川・あらかわ

　　９０７-００２３・沖縄県石垣市石垣・いしがき

　　９０７-０３３２・沖縄県石垣市伊原間・いはﾞるま

　　９０７-００２２・沖縄県石垣市大川・おおかわ

　　９０７-０００１・沖縄県石垣市大浜・おおはま

　　９０７-０４５３・沖縄県石垣市川平・かびら

　　９０７-０４５２・沖縄県石垣市崎枝・さきえだ

　　９０７-０２４２・沖縄県石垣市白保・しらほ

　　９０７-００１４・沖縄県石垣市新栄町・しんえいちよう

　　９０７-０２４１・沖縄県石垣市桃里・とうざと

　　９０７-０００４・沖縄県石垣市登野城・とのしろ

　　９０７-００３１・沖縄県石垣市登野城尖閣・とのしろせんかく

　　９０７-００２１・沖縄県石垣市名蔵・なぐら

　　９０７-０３３３・沖縄県石垣市野底・のそこ

　　９０７-００１５・沖縄県石垣市南ぬ浜町・はﾟいぬはまちよう

　　９０７-００１３・沖縄県石垣市浜崎町・はまさきちよう

　　９０７-０００３・沖縄県石垣市平得・ひらえ

　　９０７-０３３１・沖縄県石垣市平久保・ひらくほﾞ

　　９０７-０４５１・沖縄県石垣市桴海・ふかい

　　９０７-０００２・沖縄県石垣市真栄里・まえざと

　　９０７-００１２・沖縄県石垣市美崎町・みさきちよう

　　９０７-０２４３・沖縄県石垣市宮良・みやら

　　９０７-０２４４・沖縄県石垣市盛山・もりやま

　　９０７-００１１・沖縄県石垣市八島町・やしまちよう

　　９０１-２１００・沖縄県浦添市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-２１１４・沖縄県浦添市安波茶・あはちや

　　９０１-２１３２・沖縄県浦添市伊祖・いそ

　　９０１-２１２８・沖縄県浦添市伊奈武瀬・いなんせ

　　９０１-２１２３・沖縄県浦添市西洲・いりじま

　　９０１-２１２１・沖縄県浦添市内間・うちま

　　９０１-２１１３・沖縄県浦添市大平・おおひら

　　９０１-２１１１・沖縄県浦添市経塚・きようつﾞか

　　９０１-２１３３・沖縄県浦添市城間・ぐすくま

　　９０１-２１２４・沖縄県浦添市小湾・こわん

　　９０１-２１２２・沖縄県浦添市勢理客・じつちやく

　　９０１-２１１２・沖縄県浦添市沢岻・ たくじ

　　９０１-２１０４・沖縄県浦添市当山・とうやま

　　９０１-２１０３・沖縄県浦添市仲間・なかま

　　９０１-２１２５・沖縄県浦添市仲西・ なかにじ

　　９０１-２１０１・沖縄県浦添市西原・にしはら

　　９０１-２１０２・沖縄県浦添市前田・まえだ

　　９０１-２１３１・沖縄県浦添市牧港・まきみなと

　　９０１-２１３４・沖縄県浦添市港川・みなとがわ

　　９０１-２１２６・沖縄県浦添市宮城・みやぎ

　　９０１-２１２７・沖縄県浦添市屋富祖・やふそ

　　９０５-００００・沖縄県名護市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　９０５-００２１・沖縄県名護市東江・あがりえ

　　９０５-０００３・沖縄県名護市旭川・あさひかわ

　　９０５-２２６３・沖縄県名護市安部・あぶ

　　９０５-０００１・沖縄県名護市安和・あわ

　　９０５-１１５２・沖縄県名護市伊差川・いさがわ

　　９０５-１１４２・沖縄県名護市稲嶺・いなみね

　　９０５-０００６・沖縄県名護市宇茂佐・うむさ

　　９０５-０００９・沖縄県名護市宇茂佐の森・うむさのもり

　　９０５-１６３４・沖縄県名護市運天原・うんてんはﾞる

　　９０５-２２６７・沖縄県名護市大浦・おおうら

　　９０５-２２６８・沖縄県名護市大川・おおかわ

　　９０５-００１９・沖縄県名護市大北・おおきた

　　９０５-００１７・沖縄県名護市大中・おおなか

　　９０５-００１８・沖縄県名護市大西・ おおにじ

　　９０５-００１６・沖縄県名護市大東・ おおひがじ

　　９０５-００１５・沖縄県名護市大南・おおみなみ

　　９０５-１１４６・沖縄県名護市親川・おやかわ

　　９０５-０００２・沖縄県名護市勝山・かつやま

　　９０５-１６３３・沖縄県名護市我部・がぶ

　　９０５-１１５５・沖縄県名護市我部祖河・がぶそか

　　９０５-２２６２・沖縄県名護市嘉陽・かよう

　　９０５-１１４５・沖縄県名護市川上・かわかみ

　　９０５-００２６・沖縄県名護市喜瀬・きせ

　　９０５-００２４・沖縄県名護市許田・きよだ

　　９０５-２１７３・沖縄県名護市久志・ くじ

　　９０５-００１３・沖縄県名護市城・ぐすく

　　９０５-１１４１・沖縄県名護市源河・げんか

　　９０５-００２５・沖縄県名護市幸喜・こうき

　　９０５-１１５４・沖縄県名護市呉我・ごが

　　９０５-１１５６・沖縄県名護市古我知・こがち

　　９０５-００２３・沖縄県名護市数久田・すくた

　　９０５-１６３５・沖縄県名護市済井出・すむいで

　　９０５-２２６６・沖縄県名護市瀬嵩・せだけ

　　９０５-１１４７・沖縄県名護市田井等・たいら

　　９０５-２２６５・沖縄県名護市汀間・ていま

　　９０５-２２６１・沖縄県名護市天仁屋・てにや

　　９０５-２１７２・沖縄県名護市豊原・とよはら

　　９０５-１１５３・沖縄県名護市仲尾・なかお

　　９０５-１１４４・沖縄県名護市仲尾次・ なかおじ

　　９０５-０００４・沖縄県名護市中山・なかやま

　　９０５-００１２・沖縄県名護市名護・なご

　　９０５-０００５・沖縄県名護市為又・びいまた

　　９０５-２２６９・沖縄県名護市二見・ふたみ

　　９０５-１１５１・沖縄県名護市振慶名・ぶりけな

　　９０５-２１７１・沖縄県名護市辺野古・へのこ

　　９０５-１１４３・沖縄県名護市真喜屋・まきや

　　９０５-００１４・沖縄県名護市港・みなと

　　９０５-２２６４・沖縄県名護市三原・みはら

　　９０５-００１１・沖縄県名護市宮里・みやざと

　　９０５-１６３１・沖縄県名護市屋我・やが

　　９０５-０００７・沖縄県名護市屋部・やぶ

　　９０５-０００８・沖縄県名護市山入端・やまのは

　　９０５-００２２・沖縄県名護市世冨慶・よふけ

　　９０５-１６３２・沖縄県名護市饒平名・よへな

　　９０１-０３００・沖縄県糸満市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-０３０１・沖縄県糸満市阿波根・あはごん

　　９０１-０３２３・沖縄県糸満市新垣・あらかき

　　９０１-０３６３・沖縄県糸満市伊敷・いしき

　　９０１-０３４２・沖縄県糸満市糸洲・いとす

　　９０１-０３６１・沖縄県糸満市糸満・いとまん

　　９０１-０３４４・沖縄県糸満市伊原・いはら

　　９０１-０３３２・沖縄県糸満市宇江城・うえぐすく

　　９０１-０３２５・沖縄県糸満市大里・おおざと

　　９０１-０３３４・沖縄県糸満市大度・おおど

　　９０１-０３１３・沖縄県糸満市賀数・かかず

　　９０１-０３０３・沖縄県糸満市兼城・かねぐすく

　　９０１-０３１２・沖縄県糸満市北波平・きたなみひら

　　９０１-０３５４・沖縄県糸満市喜屋武・きやん

　　９０１-０３２４・沖縄県糸満市国吉・ くによじ

　　９０１-０３４１・沖縄県糸満市小波蔵・こはぐら



　　９０１-０３３５・沖縄県糸満市米須・こめす

　　９０１-０３１４・沖縄県糸満市座波・ざは

　　９０１-０３６４・沖縄県糸満市潮崎町・しおざきちよう

　　９０１-０３０２・沖縄県糸満市潮平・しおひら

　　９０１-０３１１・沖縄県糸満市武富・たけとみ

　　９０１-０３５３・沖縄県糸満市束里・つかざと

　　９０１-０３１５・沖縄県糸満市照屋・てるや

　　９０１-０３２１・沖縄県糸満市豊原・とよはら

　　９０１-０３５１・沖縄県糸満市名城・なしろ

　　９０１-０３０４・沖縄県糸満市西川町・にしかわちよう

　　９０１-０３０５・沖縄県糸満市西崎・にしざき

　　９０１-０３０６・沖縄県糸満市西崎町・にしざきちよう

　　９０１-０３４５・沖縄県糸満市福地・ふくじ

　　９０１-０３６２・沖縄県糸満市真栄里・まえざと

　　９０１-０３３１・沖縄県糸満市真栄平・まえひら

　　９０１-０３３６・沖縄県糸満市真壁・まかべ

　　９０１-０３３３・沖縄県糸満市摩文仁・まぶに

　　９０１-０３４３・沖縄県糸満市南波平・みなみなみひら

　　９０１-０３５２・沖縄県糸満市山城・やまぐすく

　　９０１-０３２２・沖縄県糸満市与座・よざ

　　９０４-００００・沖縄県沖縄市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０４-２１５２・沖縄県沖縄市明道・あけみち

　　９０４-００１２・沖縄県沖縄市安慶田・あげだ

　　９０４-２１７２・沖縄県沖縄市泡瀬・あわせ

　　９０４-２１４１・沖縄県沖縄市池原・いけはら

　　９０４-００３１・沖縄県沖縄市上地・うえち

　　９０４-２１６３・沖縄県沖縄市大里・おおざと

　　９０４-２１６２・沖縄県沖縄市海邦・かいほう

　　９０４-２１６２・沖縄県沖縄市海邦町・かいほうちよう

　　９０４-０００５・沖縄県沖縄市嘉間良・かまら

　　９０４-００２３・沖縄県沖縄市久保田・くほﾞた

　　９０４-２１４５・沖縄県沖縄市倉敷・くらしき

　　９０４-２１６１・沖縄県沖縄市古謝・こじや

　　９０４-２１６６・沖縄県沖縄市古謝津嘉山町・こじやつかざんちよう

　　９０４-０００１・沖縄県沖縄市越来・ごえく

　　９０４-００２１・沖縄県沖縄市胡屋・ごや

　　９０４-２１７５・沖縄県沖縄市潮乃森・しおのもり

　　９０４-２１４４・沖縄県沖縄市白川・しらかわ

　　９０４-０００２・沖縄県沖縄市城前町・しろまえちよう

　　９０４-０００３・沖縄県沖縄市住吉・ すみよじ

　　９０４-００２２・沖縄県沖縄市園田・そのだ

　　９０４-２１７１・沖縄県沖縄市高原・たかはら

　　９０４-２１４３・沖縄県沖縄市知花・ちはﾞな

　　９０４-０００４・沖縄県沖縄市中央・ちゆうおう

　　９０４-００１１・沖縄県沖縄市照屋・てるや

　　９０４-２１６４・沖縄県沖縄市桃原・とうはﾞる

　　９０４-００１４・沖縄県沖縄市仲宗根町・なかそねちよう

　　９０４-２１４２・沖縄県沖縄市登川・のほﾞりかわ

　　９０４-２１５４・沖縄県沖縄市東・ ひがじ

　　９０４-２１７３・沖縄県沖縄市比屋根・ひやごん

　　９０４-２１５１・沖縄県沖縄市松本・まつもと

　　９０４-２１５３・沖縄県沖縄市美里・みさと

　　９０４-２１５６・沖縄県沖縄市美里仲原町・みさとなかはらちよう

　　９０４-００３５・沖縄県沖縄市南桃原・みなみとうはﾞる

　　９０４-２１５５・沖縄県沖縄市美原・みはら

　　９０４-２１６５・沖縄県沖縄市宮里・みやざと

　　９０４-００１３・沖縄県沖縄市室川・むろかわ

　　９０４-００３２・沖縄県沖縄市諸見里・もろみざと

　　９０４-０００６・沖縄県沖縄市八重島・やえしま

　　９０４-００３４・沖縄県沖縄市山内・やまうち

　　９０４-００３３・沖縄県沖縄市山里・やまざと

　　９０４-２１７４・沖縄県沖縄市与儀・よぎ

　　９０１-０２００・沖縄県豊見城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-０２３２・沖縄県豊見城市伊良波・いらは

　　９０１-０２４３・沖縄県豊見城市上田・うえた

　　９０１-０２２３・沖縄県豊見城市翁長・おなが

　　９０１-０２０２・沖縄県豊見城市嘉数・かかず

　　９０１-０２３１・沖縄県豊見城市我那覇・がなは

　　９０１-０２０４・沖縄県豊見城市金良・かねら

　　９０１-０２４４・沖縄県豊見城市宜保・ぎほﾞ



　　９０１-０２２１・沖縄県豊見城市座安・ざやす

　　９０１-０２３３・沖縄県豊見城市瀬長・せなが

　　９０１-０２１２・沖縄県豊見城市平良・たいら

　　９０１-０２１３・沖縄県豊見城市高嶺・たかみね

　　９０１-０２４２・沖縄県豊見城市高安・たかやす

　　９０１-０２３４・沖縄県豊見城市田頭・たがみ

　　９０１-０２１５・沖縄県豊見城市渡嘉敷・とかしき

　　９０１-０２２２・沖縄県豊見城市渡橋名・とはしな

　　９０１-０２４１・沖縄県豊見城市豊見城・とみぐすく

　　９０１-０２２５・沖縄県豊見城市豊崎・とよさき

　　９０１-０２３５・沖縄県豊見城市名嘉地・なかち

　　９０１-０２０３・沖縄県豊見城市長堂・ながどう

　　９０１-０２０５・沖縄県豊見城市根差部・ねさぶ

　　９０１-０２１１・沖縄県豊見城市饒波・のは

　　９０１-０２１４・沖縄県豊見城市保栄茂・びん

　　９０１-０２０１・沖縄県豊見城市真玉橋・ まだんはﾞじ

　　９０１-０２２４・沖縄県豊見城市与根・よね

　　９０４-２２００・沖縄県うるま市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０４-２２１２・沖縄県うるま市赤野・あかの

　　９０４-２２４５・沖縄県うるま市赤道・あかみち

　　９０４-２２１４・沖縄県うるま市安慶名・あげな

　　９０４-１１０６・沖縄県うるま市石川・いしかわ

　　９０４-１１０３・沖縄県うるま市石川赤崎・いしかわあかさき

　　９０４-１１０２・沖縄県うるま市石川東山・いしかわあがりやま

　　９０４-１１０１・沖縄県うるま市石川東山本町・いしかわあがりやまもとまち

　　９０４-１１０７・沖縄県うるま市石川曙・いしかわあけほﾞの

　　９０４-１１０４・沖縄県うるま市石川石崎・いしかわいしざき

　　９０４-１１１５・沖縄県うるま市石川伊波・いしかわいは

　　９０４-１１１４・沖縄県うるま市石川嘉手苅・いしかわかでかる

　　９０４-１１０５・沖縄県うるま市石川白浜・いしかわしらはま

　　９０４-１１１２・沖縄県うるま市石川楚南・いしかわそなん

　　９０４-１１１１・沖縄県うるま市石川東恩納・いしかわひがしおんな

　　９０４-１１０８・沖縄県うるま市石川東恩納崎・いしかわひがしおんなざき

　　９０４-１１１３・沖縄県うるま市石川山城・いしかわやましろ

　　９０４-２２０４・沖縄県うるま市西原・いりはﾞる

　　９０４-２２２２・沖縄県うるま市上江洲・うえず

　　９０４-２２１１・沖縄県うるま市宇堅・うけん

　　９０４-２２４４・沖縄県うるま市江洲・えす

　　９０４-２２０５・沖縄県うるま市栄野比・えのび

　　９０４-２２２４・沖縄県うるま市大田・おおた

　　９０４-２３１３・沖縄県うるま市勝連内間・かつれんうちま

　　９０４-２３１７・沖縄県うるま市勝連津堅・かつれんつけん

　　９０４-２３１１・沖縄県うるま市勝連南風原・かつれんはえはﾞる

　　９０４-２３１５・沖縄県うるま市勝連浜・かつれんはま

　　９０４-２３１６・沖縄県うるま市勝連比嘉・かつれんひが

　　９０４-２３１４・沖縄県うるま市勝連平敷屋・かつれんへしきや

　　９０４-２３１２・沖縄県うるま市勝連平安名・かつれんへんな

　　９０４-２２４１・沖縄県うるま市兼箇段・かねかだん

　　９０４-２２０３・沖縄県うるま市川崎・かわさき

　　９０４-２２３２・沖縄県うるま市川田・かわた

　　９０４-２２３６・沖縄県うるま市喜仲・きなか

　　９０４-２２２５・沖縄県うるま市喜屋武・きやん

　　９０４-２２２３・沖縄県うるま市具志川・ぐしかわ

　　９０４-２２０１・沖縄県うるま市昆布・こんぶ

　　９０４-２２３１・沖縄県うるま市塩屋・しおや

　　９０４-２２３４・沖縄県うるま市州崎・すざき

　　９０４-２２２１・沖縄県うるま市平良川・たいらがわ

　　９０４-２２４２・沖縄県うるま市高江洲・たかえす

　　９０４-２２１３・沖縄県うるま市田場・たはﾞ

　　９０４-２２０２・沖縄県うるま市天願・てんがん

　　９０４-２２３３・沖縄県うるま市豊原・とよはら

　　９０４-２２２６・沖縄県うるま市仲嶺・なかみね

　　９０４-２２３５・沖縄県うるま市前原・まえはら

　　９０４-２２１５・沖縄県うるま市みどり町・みどりまち

　　９０４-２２４３・沖縄県うるま市宮里・みやざと

　　９０４-２３０３・沖縄県うるま市与那城・よなしろ

　　９０４-２３０６・沖縄県うるま市与那城安勢理・よなしろあせり

　　９０４-２４２１・沖縄県うるま市与那城伊計・よなしろいけい

　　９０４-２４２２・沖縄県うるま市与那城池味・よなしろいけみ

　　９０４-２４２４・沖縄県うるま市与那城上原・よなしろうえはら



　　９０４-２３０５・沖縄県うるま市与那城中央・よなしろちゆうおう

　　９０４-２３０１・沖縄県うるま市与那城照間・よなしろてるま

　　９０４-２４２５・沖縄県うるま市与那城桃原・よなしろとうはﾞる

　　９０４-２３０２・沖縄県うるま市与那城西原・よなしろにしはら

　　９０４-２３０７・沖縄県うるま市与那城饒辺・よなしろのへん

　　９０４-２４２８・沖縄県うるま市与那城平宮・よなしろひらみや

　　９０４-２４２６・沖縄県うるま市与那城平安座・よなしろへんざ

　　９０４-２４２３・沖縄県うるま市与那城宮城・よなしろみやぎ

　　９０４-２３０４・沖縄県うるま市与那城屋慶名・よなしろやけな

　　９０４-２４２７・沖縄県うるま市与那城屋平・よなしろやひら

　　９０６-００００・沖縄県宮古島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０６-０５０２・沖縄県宮古島市伊良部池間添・いらぶいけまそえ

　　９０６-０５０３・沖縄県宮古島市伊良部伊良部・いらぶいらぶ

　　９０６-０５０５・沖縄県宮古島市伊良部国仲・いらぶくになか

　　９０６-０５０７・沖縄県宮古島市伊良部佐和田・いらぶさわだ

　　９０６-０５０４・沖縄県宮古島市伊良部仲地・いらぶなかち

　　９０６-０５０６・沖縄県宮古島市伊良部長浜・いらぶながはま

　　９０６-０５０１・沖縄県宮古島市伊良部前里添・いらぶまえさとそえ

　　９０６-０２０４・沖縄県宮古島市上野上野・うえのうえの

　　９０６-０２０２・沖縄県宮古島市上野新里・うえのしんざと

　　９０６-０２０１・沖縄県宮古島市上野野原・うえののはﾞる

　　９０６-０２０３・沖縄県宮古島市上野宮国・うえのみやぐに

　　９０６-０１０２・沖縄県宮古島市城辺新城・ぐすくべあらぐすく

　　９０６-０１０８・沖縄県宮古島市城辺砂川・ぐすくべうるか

　　９０６-０１０９・沖縄県宮古島市城辺下里添・ぐすくべしもざとそえ

　　９０６-０１０７・沖縄県宮古島市城辺友利・ぐすくべともり

　　９０６-０１０５・沖縄県宮古島市城辺長間・ぐすくべながま

　　９０６-０１０６・沖縄県宮古島市城辺西里添・ぐすくべにしざとそえ

　　９０６-０１０４・沖縄県宮古島市城辺比嘉・ぐすくべひが

　　９０６-０１０３・沖縄県宮古島市城辺福里・ぐすくべふくざと

　　９０６-０１０１・沖縄県宮古島市城辺保良・ぐすくべほﾞら

　　９０６-０３０４・沖縄県宮古島市下地上地・しもじうえち

　　９０６-０３０２・沖縄県宮古島市下地嘉手苅・しもじかでかり

　　９０６-０３０１・沖縄県宮古島市下地川満・しもじかわみつ

　　９０６-０３０６・沖縄県宮古島市下地来間・しもじくりま

　　９０６-０３０３・沖縄県宮古島市下地洲鎌・しもじすがま

　　９０６-０３０５・沖縄県宮古島市下地与那覇・しもじよなは

　　９０６-０４２１・沖縄県宮古島市平良池間・ひららいけま

　　９０６-０００４・沖縄県宮古島市平良大浦・ひららおおうら

　　９０６-０００１・沖縄県宮古島市平良大神・ひららおおがみ

　　９０６-０００２・沖縄県宮古島市平良狩俣・ひららかりまた

　　９０６-００１５・沖縄県宮古島市平良久貝・ひららくがい

　　９０６-０００３・沖縄県宮古島市平良島尻・ひららしまじり

　　９０６-００１３・沖縄県宮古島市平良下里・ひららしもざと

　　９０６-０００８・沖縄県宮古島市平良荷川取・ひららにかどり

　　９０６-００１２・沖縄県宮古島市平良西里・ひららにしざと

　　９０６-０００６・沖縄県宮古島市平良西仲宗根・ひららにしなかそね

　　９０６-０００５・沖縄県宮古島市平良西原・ひららにしはら

　　９０６-０００７・沖縄県宮古島市平良東仲宗根・ひららひがしなかそね

　　９０６-００１１・沖縄県宮古島市平良東仲宗根添・ひららひがしなかそねぞえ

　　９０６-０４２２・沖縄県宮古島市平良前里・ひららまえざと

　　９０６-００１４・沖縄県宮古島市平良松原・ひららまつはﾞら

　　９０１-１４００・沖縄県南城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-１２０４・沖縄県南城市大里稲嶺・おおざといなみね

　　９０１-１２０２・沖縄県南城市大里大里・おおざとおおざと

　　９０１-１２０３・沖縄県南城市大里大城・おおざとおおしろ

　　９０１-１２０８・沖縄県南城市大里平良・おおざとたいら

　　９０１-１２０５・沖縄県南城市大里高平・おおざとたかひら

　　９０１-１２０６・沖縄県南城市大里仲間・おおざとなかま

　　９０１-１２０７・沖縄県南城市大里古堅・おおざとふるげん

　　９０１-１２０１・沖縄県南城市大里嶺井・おおざとみねい

　　９０１-１４０１・沖縄県南城市佐敷伊原・さしきいはﾞら

　　９０１-１４１３・沖縄県南城市佐敷小谷・さしきおこく

　　９０１-１４１１・沖縄県南城市佐敷兼久・さしきかねく

　　９０１-１４０３・沖縄県南城市佐敷佐敷・さしきさしき

　　９０１-１４１５・沖縄県南城市佐敷新開・さしきしんかい

　　９０１-１４１２・沖縄県南城市佐敷新里・さしきしんざと

　　９０１-１４１４・沖縄県南城市佐敷津波古・さしきつはこ

　　９０１-１４０２・沖縄県南城市佐敷手登根・さしきてどこん

　　９０１-１４０５・沖縄県南城市佐敷仲伊保・さしきなかいほ



　　９０１-１４０４・沖縄県南城市佐敷冨祖崎・さしきふそざき

　　９０１-１４０６・沖縄県南城市佐敷屋比久・さしきやびく

　　９０１-０６１７・沖縄県南城市玉城愛地・たまぐすくあいち

　　９０１-０６０６・沖縄県南城市玉城糸数・たまぐすくいとかず

　　９０１-０６１４・沖縄県南城市玉城奥武・たまぐすくおう

　　９０１-０６０８・沖縄県南城市玉城親慶原・たまぐすくおやけはﾞる

　　９０１-０６０１・沖縄県南城市玉城垣花・たまぐすくかきのはな

　　９０１-０６０７・沖縄県南城市玉城喜良原・たまぐすくきらはﾞる

　　９０１-０６１３・沖縄県南城市玉城志堅原・たまぐすくしけんはﾞる

　　９０１-０６０４・沖縄県南城市玉城玉城・たまぐすくたまぐすく

　　９０１-０６１２・沖縄県南城市玉城當山・たまぐすくとうやま

　　９０１-０６０５・沖縄県南城市玉城中山・たまぐすくなかやま

　　９０１-０６０２・沖縄県南城市玉城仲村渠・たまぐすくなかんだかり

　　９０１-０６０３・沖縄県南城市玉城百名・たまぐすくひやくな

　　９０１-０６１１・沖縄県南城市玉城富里・たまぐすくふさと

　　９０１-０６１８・沖縄県南城市玉城船越・ たまぐすくふなこじ

　　９０１-０６１５・沖縄県南城市玉城堀川・たまぐすくほりかわ

　　９０１-０６１６・沖縄県南城市玉城前川・たまぐすくまえかわ

　　９０１-０６１９・沖縄県南城市玉城屋嘉部・たまぐすくやかぶ

　　９０１-１５０２・沖縄県南城市知念安座真・ちねんあざま

　　９０１-１５０４・沖縄県南城市知念海野・ちねんうみの

　　９０１-１５１４・沖縄県南城市知念具志堅・ちねんぐしけん

　　９０１-１５０１・沖縄県南城市知念久高・ちねんくだか

　　９０１-１５１１・沖縄県南城市知念久手堅・ちねんくでけん

　　９０１-１５０５・沖縄県南城市知念久原・ちねんくはら

　　９０１-１５１６・沖縄県南城市知念志喜屋・ちねんしきや

　　９０１-１５０３・沖縄県南城市知念知名・ちねんちな

　　９０１-１５１３・沖縄県南城市知念知念・ちねんちねん

　　９０１-１５１５・沖縄県南城市知念山里・ちねんやまざと

　　９０１-１５１２・沖縄県南城市知念吉富・ちねんよしとみ

　　９０１-１４０７・沖縄県南城市つきしろ・つきしろ

　　９０５-１４００・沖縄県国頭郡国頭村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０５-１５０３・沖縄県国頭郡国頭村安田・あだ

　　９０５-１５０４・沖縄県国頭郡国頭村安波・あは

　　９０５-１４２８・沖縄県国頭郡国頭村伊地・いじ

　　９０５-１４２３・沖縄県国頭郡国頭村宇嘉・うか

　　９０５-１４２９・沖縄県国頭郡国頭村宇良・うら

　　９０５-１５０１・沖縄県国頭郡国頭村奥・おく

　　９０５-１４１２・沖縄県国頭郡国頭村奥間・おくま

　　９０５-１４１６・沖縄県国頭郡国頭村鏡地・かがんじ

　　９０５-１４２２・沖縄県国頭郡国頭村宜名真・ぎなま

　　９０５-１４２５・沖縄県国頭郡国頭村佐手・さて

　　９０５-１４２６・沖縄県国頭郡国頭村謝敷・じやしき

　　９０５-１５０２・沖縄県国頭郡国頭村楚洲・そす

　　９０５-１４１７・沖縄県国頭郡国頭村桃原・とうはﾞる

　　９０５-１４１５・沖縄県国頭郡国頭村浜・はま

　　９０５-１４１４・沖縄県国頭郡国頭村半地・はんじ

　　９０５-１４１３・沖縄県国頭郡国頭村比地・ひじ

　　９０５-１４２１・沖縄県国頭郡国頭村辺戸・へど

　　９０５-１４２４・沖縄県国頭郡国頭村辺野喜・べのき

　　９０５-１４１１・沖縄県国頭郡国頭村辺土名・へんとな

　　９０５-１４２７・沖縄県国頭郡国頭村与那・よな

　　９０５-１３００・沖縄県国頭郡大宜味村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０５-１３０８・沖縄県国頭郡大宜味村上原・うえはら

　　９０５-１３１７・沖縄県国頭郡大宜味村江洲・えす

　　９０５-１３０５・沖縄県国頭郡大宜味村大兼久・おおがねく

　　９０５-１３０６・沖縄県国頭郡大宜味村大宜味・おおぎみ

　　９０５-１３１３・沖縄県国頭郡大宜味村押川・おしかわ

　　９０５-１３０３・沖縄県国頭郡大宜味村喜如嘉・きじよか

　　９０５-１３１１・沖縄県国頭郡大宜味村塩屋・しおや

　　９０５-１３０２・沖縄県国頭郡大宜味村謝名城・じやなぐすく

　　９０５-１３１６・沖縄県国頭郡大宜味村白浜・しらはま

　　９０５-１３１５・沖縄県国頭郡大宜味村大保・たいほ

　　９０５-１３０１・沖縄県国頭郡大宜味村田嘉里・たかざと

　　９０５-１３１４・沖縄県国頭郡大宜味村田港・たみなと

　　９０５-１３１８・沖縄県国頭郡大宜味村津波・つは

　　９０５-１３０４・沖縄県国頭郡大宜味村饒波・ぬうは

　　９０５-１３０７・沖縄県国頭郡大宜味村根路銘・ねろめ

　　９０５-１３１９・沖縄県国頭郡大宜味村宮城・みやぎ

　　９０５-１３１２・沖縄県国頭郡大宜味村屋古・やこ



　　９０５-１２００・沖縄県国頭郡東村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０５-１２０６・沖縄県国頭郡東村有銘・あるめ

　　９０５-１２０３・沖縄県国頭郡東村川田・かわた

　　９０５-１２０５・沖縄県国頭郡東村, 慶佐次"・ げさじ

　　９０５-１２０４・沖縄県国頭郡東村平良・たいら

　　９０５-１２０１・沖縄県国頭郡東村高江・たかえ

　　９０５-１２０２・沖縄県国頭郡東村宮城・みやぎ

　　９０５-０４００・沖縄県国頭郡今帰仁村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０５-０４１１・沖縄県国頭郡今帰仁村天底・あめそこ

　　９０５-０４２８・沖縄県国頭郡今帰仁村今泊・いまどまり

　　９０５-０４０３・沖縄県国頭郡今帰仁村運天・うんてん

　　９０５-０４２７・沖縄県国頭郡今帰仁村, 兼次"・ かねじ

　　９０５-０４０４・沖縄県国頭郡今帰仁村上運天・かみうんてん

　　９０５-０４０６・沖縄県国頭郡今帰仁村古宇利・こうり

　　９０５-０４２１・沖縄県国頭郡今帰仁村越地・こえち

　　９０５-０４１３・沖縄県国頭郡今帰仁村呉我山・ごがやま

　　９０５-０４２２・沖縄県国頭郡今帰仁村崎山・さきやま

　　９０５-０４１４・沖縄県国頭郡今帰仁村謝名・じやな

　　９０５-０４２６・沖縄県国頭郡今帰仁村, 諸志"・ しよじ

　　９０５-０４０５・沖縄県国頭郡今帰仁村勢理客・せりきやく

　　９０５-０４１５・沖縄県国頭郡今帰仁村玉城・たましろ

　　９０５-０４０２・沖縄県国頭郡今帰仁村渡喜仁・ときじん

　　９０５-０４２４・沖縄県国頭郡今帰仁村, 仲尾次"・ なかおじ

　　９０５-０４０１・沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根・なかそね

　　９０５-０４２３・沖縄県国頭郡今帰仁村平敷・へしき

　　９０５-０４２５・沖縄県国頭郡今帰仁村与那嶺・よなみね

　　９０５-０４１２・沖縄県国頭郡今帰仁村湧川・わくがわ

　　９０５-０２００・沖縄県国頭郡本部町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０５-０２０６・沖縄県国頭郡本部町石川・いしかわ

　　９０５-０２２１・沖縄県国頭郡本部町伊豆味・いずみ

　　９０５-０２２８・沖縄県国頭郡本部町伊野波・いのは

　　９０５-０２２９・沖縄県国頭郡本部町大堂・うふどう

　　９０５-０２１７・沖縄県国頭郡本部町浦崎・うらさき

　　９０５-０２２３・沖縄県国頭郡本部町大嘉陽・おおかよう

　　９０５-０２１２・沖縄県国頭郡本部町大浜・おおはま

　　９０５-０２０２・沖縄県国頭郡本部町嘉津宇・かつう

　　９０５-０２０９・沖縄県国頭郡本部町北里・きたざと

　　９０５-０２０１・沖縄県国頭郡本部町具志堅・ぐしけん

　　９０５-０２２６・沖縄県国頭郡本部町健堅・けんけん

　　９０５-０２２５・沖縄県国頭郡本部町崎本部・さきもとぶ

　　９０５-０２０３・沖縄県国頭郡本部町謝花・じやはな

　　９０５-０２０８・沖縄県国頭郡本部町新里・しんざと

　　９０５-０２２７・沖縄県国頭郡本部町瀬底・せそこ

　　９０５-０２１３・沖縄県国頭郡本部町谷茶・たんちや

　　９０５-０２１４・沖縄県国頭郡本部町渡久地・とぐち

　　９０５-０２０４・沖縄県国頭郡本部町豊原・とよはら

　　９０５-０２２２・沖縄県国頭郡本部町並里・なみざと

　　９０５-０２１５・沖縄県国頭郡本部町野原・のはﾞる

　　９０５-０２１６・沖縄県国頭郡本部町浜元・はまもと

　　９０５-０２１１・沖縄県国頭郡本部町東・ ひがじ

　　９０５-０２０７・沖縄県国頭郡本部町備瀬・びせ

　　９０５-０２１８・沖縄県国頭郡本部町古島・ふるじま

　　９０５-０２２４・沖縄県国頭郡本部町辺名地・へなじ

　　９０５-０２０５・沖縄県国頭郡本部町山川・やまかわ

　　９０５-０２１９・沖縄県国頭郡本部町山里・やまざと

　　９０４-０４００・沖縄県国頭郡恩納村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０４-０４０２・沖縄県国頭郡恩納村安富祖・あふそ

　　９０４-０４１１・沖縄県国頭郡恩納村恩納・おんな

　　９０４-０４０３・沖縄県国頭郡恩納村喜瀬武原・きせんはﾞる

　　９０４-０４０４・沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣・せらかき

　　９０４-０４１２・沖縄県国頭郡恩納村谷茶・たんちや

　　９０４-０４１５・沖縄県国頭郡恩納村仲泊・なかどまり

　　９０４-０４０１・沖縄県国頭郡恩納村名嘉真・なかま

　　９０４-０４１３・沖縄県国頭郡恩納村冨着・ふちやく

　　９０４-０４１４・沖縄県国頭郡恩納村前兼久・まえがねく

　　９０４-０４１７・沖縄県国頭郡恩納村真栄田・まえだ

　　９０４-０４１６・沖縄県国頭郡恩納村山田・やまだ

　　９０４-１３００・沖縄県国頭郡宜野座村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０４-１３０４・沖縄県国頭郡宜野座村漢那・かんな

　　９０４-１３０２・沖縄県国頭郡宜野座村宜野座・ぎのざ



　　９０４-１３０３・沖縄県国頭郡宜野座村惣慶・そけい

　　９０４-１３０１・沖縄県国頭郡宜野座村松田・まつだ

　　９０４-１２００・沖縄県国頭郡金武町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０４-１２０２・沖縄県国頭郡金武町伊芸・いげい

　　９０４-１２０１・沖縄県国頭郡金武町金武・きん

　　９０４-１２０３・沖縄県国頭郡金武町屋嘉・やか

　　９０５-０５００・沖縄県国頭郡伊江村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０５-０５０３・沖縄県国頭郡伊江村川平・かわひら

　　９０５-０５０５・沖縄県国頭郡伊江村西江上・にしえうえ

　　９０５-０５０４・沖縄県国頭郡伊江村西江前・にしえまえ

　　９０５-０５０１・沖縄県国頭郡伊江村東江上・ひがしえうえ

　　９０５-０５０２・沖縄県国頭郡伊江村東江前・ひがしえまえ

　　９０４-０３００・沖縄県中頭郡読谷村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０４-０３０３・沖縄県中頭郡読谷村伊良皆・いらみな

　　９０４-０３２１・沖縄県中頭郡読谷村上地・うえち

　　９０４-０３２８・沖縄県中頭郡読谷村宇座・うざ

　　９０４-０３１６・沖縄県中頭郡読谷村大木・おおき

　　９０４-０３１３・沖縄県中頭郡読谷村大湾・おおわん

　　９０４-０３０２・沖縄県中頭郡読谷村喜名・きな

　　９０４-０３２７・沖縄県中頭郡読谷村儀間・ぎま

　　９０４-０３０１・沖縄県中頭郡読谷村座喜味・ざきみ

　　９０４-０３２５・沖縄県中頭郡読谷村瀬名波・せなは

　　９０４-０３０４・沖縄県中頭郡読谷村楚辺・そべ

　　９０４-０３２３・沖縄県中頭郡読谷村高志保・たかしほ

　　９０４-０３１５・沖縄県中頭郡読谷村渡具知・とぐち

　　９０４-０３２６・沖縄県中頭郡読谷村, 渡慶次"・ とけじ

　　９０４-０３０５・沖縄県中頭郡読谷村都屋・とや

　　９０４-０３２４・沖縄県中頭郡読谷村長浜・ながはま

　　９０４-０３２２・沖縄県中頭郡読谷村波平・なみひら

　　９０４-０３１１・沖縄県中頭郡読谷村比謝・ひじや

　　９０４-０３１２・沖縄県中頭郡読谷村, 比謝矼"・ ひじやはﾞじ

　　９０４-０３１４・沖縄県中頭郡読谷村古堅・ふるげん

　　９０４-０２００・沖縄県中頭郡嘉手納町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０４-０２０３・沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納・かでな

　　９０４-０２０５・沖縄県中頭郡嘉手納町兼久・かねく

　　９０４-０２０１・沖縄県中頭郡嘉手納町久得・くどく

　　９０４-０２０４・沖縄県中頭郡嘉手納町水釜・みずがま

　　９０４-０２０２・沖縄県中頭郡嘉手納町屋良・やら

　　９０４-０１００・沖縄県中頭郡北谷町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０４-０１０２・沖縄県中頭郡北谷町伊平・いへい

　　９０４-０１０７・沖縄県中頭郡北谷町大村・おおむら

　　９０４-０１０１・沖縄県中頭郡北谷町上勢頭・かみせど

　　９０４-０１１７・沖縄県中頭郡北谷町北前・きたまえ

　　９０４-０１０３・沖縄県中頭郡北谷町桑江・くわえ

　　９０４-０１１１・沖縄県中頭郡北谷町砂辺・すなべ

　　９０４-０１０６・沖縄県中頭郡北谷町玉上・たまがみ

　　９０４-０１１６・沖縄県中頭郡北谷町北谷・ちやたん

　　９０４-０１０４・沖縄県中頭郡北谷町桃原・とうはﾞる

　　９０４-０１１２・沖縄県中頭郡北谷町浜川・はまがわ

　　９０４-０１１４・沖縄県中頭郡北谷町港・みなと

　　９０４-０１１５・沖縄県中頭郡北谷町美浜・みはま

　　９０４-０１１３・沖縄県中頭郡北谷町宮城・みやぎ

　　９０４-０１０５・沖縄県中頭郡北谷町吉原・よしはら

　　９０１-２３００・沖縄県中頭郡北中城村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-２３１６・沖縄県中頭郡北中城村安谷屋・あだにや

　　９０１-２３１３・沖縄県中頭郡北中城村熱田・あつた

　　９０１-２３１４・沖縄県中頭郡北中城村大城・おおぐすく

　　９０１-２３１５・沖縄県中頭郡北中城村荻道・おぎどう

　　９０１-２３１１・沖縄県中頭郡北中城村喜舎場・きしやはﾞ

　　９０１-２３０１・沖縄県中頭郡北中城村島袋・しまぶく

　　９０１-２３１７・沖縄県中頭郡北中城村瑞慶覧・ずけらん

　　９０１-２３０３・沖縄県中頭郡北中城村仲順・ちゆんじゆん

　　９０１-２３０２・沖縄県中頭郡北中城村渡口・とぐち

　　９０１-２３０５・沖縄県中頭郡北中城村比嘉・ひが

　　９０１-２３２１・沖縄県中頭郡北中城村美崎・みさき

　　９０１-２３０４・沖縄県中頭郡北中城村屋宜原・やぎはﾞる

　　９０１-２３０６・沖縄県中頭郡北中城村ライカム・らいかむ

　　９０１-２３１２・沖縄県中頭郡北中城村和仁屋・わにや

　　９０１-２４００・沖縄県中頭郡中城村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-２４０７・沖縄県中頭郡中城村安里・あさと



　　９０１-２４２２・沖縄県中頭郡中城村新垣・あらかき

　　９０１-２４０３・沖縄県中頭郡中城村伊舎堂・いしやどう

　　９０１-２４１７・沖縄県中頭郡中城村伊集・いじゆ

　　９０１-２４１２・沖縄県中頭郡中城村奥間・おくま

　　９０１-２４２３・沖縄県中頭郡中城村北上原・きたうえはﾞる

　　９０１-２４１４・沖縄県中頭郡中城村北浜・きたはま

　　９０１-２４０１・沖縄県中頭郡中城村久場・くはﾞ

　　９０１-２４０４・沖縄県中頭郡中城村, 添石"・ そえじ

　　９０１-２４１３・沖縄県中頭郡中城村津覇・つは

　　９０１-２４０６・沖縄県中頭郡中城村当間・とうま

　　９０１-２４０２・沖縄県中頭郡中城村泊・とまり

　　９０１-２４２１・沖縄県中頭郡中城村登又・のほﾞりまた

　　９０１-２４１１・沖縄県中頭郡中城村浜・はま

　　９０１-２４２４・沖縄県中頭郡中城村南上原・みなみうえはﾞる

　　９０１-２４１５・沖縄県中頭郡中城村南浜・みなみはま

　　９０１-２４０５・沖縄県中頭郡中城村屋宜・やぎ

　　９０１-２４１６・沖縄県中頭郡中城村和宇慶・わうけ

　　９０３-０１００・沖縄県中頭郡西原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０３-０１０５・沖縄県中頭郡西原町東崎・あがりざき

　　９０３-０１１３・沖縄県中頭郡西原町安室・あむろ

　　９０３-０１１５・沖縄県中頭郡西原町池田・いけだ

　　９０３-０１２５・沖縄県中頭郡西原町上原・うえはら

　　９０３-０１２１・沖縄県中頭郡西原町内間・うちま

　　９０３-０１１７・沖縄県中頭郡西原町翁長・おなが

　　９０３-０１０３・沖縄県中頭郡西原町小那覇・おなは

　　９０３-０１０１・沖縄県中頭郡西原町掛保久・かけほﾞく

　　９０３-０１１２・沖縄県中頭郡西原町我謝・がじや

　　９０３-０１０２・沖縄県中頭郡西原町嘉手苅・かでかる

　　９０３-０１０４・沖縄県中頭郡西原町兼久・かねく

　　９０３-０１１６・沖縄県中頭郡西原町幸地・こうち

　　９０３-０１２２・沖縄県中頭郡西原町小橋川・こはﾞしがわ

　　９０３-０１１８・沖縄県中頭郡西原町小波津・こはつ

　　９０３-０１２４・沖縄県中頭郡西原町呉屋・ごや

　　９０３-０１２９・沖縄県中頭郡西原町千原・せんはﾞる

　　９０３-０１２６・沖縄県中頭郡西原町棚原・たなはﾞる

　　９０３-０１２３・沖縄県中頭郡西原町津花波・つはなは

　　９０３-０１１４・沖縄県中頭郡西原町桃原・とうはﾞる

　　９０３-０１２７・沖縄県中頭郡西原町徳佐田・とくさだ

　　９０３-０１２８・沖縄県中頭郡西原町森川・もりかわ

　　９０３-０１１１・沖縄県中頭郡西原町与那城・よなぐすく

　　９０１-１３００・沖縄県島尻郡与那原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-１３０４・沖縄県島尻郡与那原町東浜・あがりはま

　　９０１-１３０１・沖縄県島尻郡与那原町板良敷・いたらしき

　　９０１-１３０２・沖縄県島尻郡与那原町上与那原・うえよなはﾞる

　　９０１-１３０３・沖縄県島尻郡与那原町与那原・よなはﾞる

　　９０１-１１００・沖縄県島尻郡南風原町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-１１０５・沖縄県島尻郡南風原町新川・あらかわ

　　９０１-１１０１・沖縄県島尻郡南風原町大名・おおな

　　９０１-１１１１・沖縄県島尻郡南風原町兼城・かねぐすく

　　９０１-１１１４・沖縄県島尻郡南風原町神里・かみざと

　　９０１-１１１３・沖縄県島尻郡南風原町喜屋武・きやん

　　９０１-１１１７・沖縄県島尻郡南風原町津嘉山・つかざん

　　９０１-１１１６・沖縄県島尻郡南風原町照屋・てるや

　　９０１-１１０２・沖縄県島尻郡南風原町宮城・みやぐすく

　　９０１-１１０４・沖縄県島尻郡南風原町宮平・みやひら

　　９０１-１１１２・沖縄県島尻郡南風原町本部・もとぶ

　　９０１-１１１５・沖縄県島尻郡南風原町山川・やまかわ

　　９０１-１１０３・沖縄県島尻郡南風原町与那覇・よなは

　　９０１-３５００・沖縄県島尻郡渡嘉敷村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-３５０２・沖縄県島尻郡渡嘉敷村阿波連・あはれん

　　９０１-３５０１・沖縄県島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷・とかしき

　　９０１-３４００・沖縄県島尻郡座間味村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-３３１１・沖縄県島尻郡座間味村阿嘉・あか

　　９０１-３４０１・沖縄県島尻郡座間味村阿佐・あさ

　　９０１-３４０３・沖縄県島尻郡座間味村阿真・あま

　　９０１-３３１２・沖縄県島尻郡座間味村慶留間・げるま

　　９０１-３４０２・沖縄県島尻郡座間味村座間味・ざまみ

　　９０１-３７００・沖縄県島尻郡粟国村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-３７０３・沖縄県島尻郡粟国村, 西"・ にじ

　　９０１-３７０１・沖縄県島尻郡粟国村浜・はま



　　９０１-３７０２・沖縄県島尻郡粟国村, 東"・ ひがじ

　　９０１-３６０１・沖縄県島尻郡渡名喜村渡名喜村一円・となきそんいちえん

　　９０１-３８００・沖縄県島尻郡南大東村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-３８０６・沖縄県島尻郡南大東村池之沢・いけのさわ

　　９０１-３８０１・沖縄県島尻郡南大東村北・きた

　　９０１-３８０３・沖縄県島尻郡南大東村旧東・きゆうとう

　　９０１-３８０５・沖縄県島尻郡南大東村在所・ざいしよ

　　９０１-３８０２・沖縄県島尻郡南大東村新東・しんとう

　　９０１-３８０４・沖縄県島尻郡南大東村南・みなみ

　　９０１-３９００・沖縄県島尻郡北大東村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-３９０２・沖縄県島尻郡北大東村中野・なかの

　　９０１-３９０３・沖縄県島尻郡北大東村港・みなと

　　９０１-３９０１・沖縄県島尻郡北大東村南・みなみ

　　９０５-０７００・沖縄県島尻郡伊平屋村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０５-０７０３・沖縄県島尻郡伊平屋村我喜屋・がきや

　　９０５-０７０４・沖縄県島尻郡伊平屋村島尻・しまじり

　　９０５-０７０１・沖縄県島尻郡伊平屋村田名・だな

　　９０５-０７０５・沖縄県島尻郡伊平屋村野甫・のほ

　　９０５-０７０２・沖縄県島尻郡伊平屋村前泊・まえどまり

　　９０５-０６００・沖縄県島尻郡伊是名村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０５-０６０４・沖縄県島尻郡伊是名村伊是名・いぜな

　　９０５-０６０１・沖縄県島尻郡伊是名村内花・うちはな

　　９０５-０６０２・沖縄県島尻郡伊是名村諸見・しよみ

　　９０５-０６０５・沖縄県島尻郡伊是名村勢理客・せりきやく

　　９０５-０６０３・沖縄県島尻郡伊是名村仲田・なかだ

　　９０１-３１００・沖縄県島尻郡久米島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-３１０３・沖縄県島尻郡久米島町阿嘉・あか

　　９０１-３１０１・沖縄県島尻郡久米島町宇江城・うえぐすく

　　９０１-３１３８・沖縄県島尻郡久米島町上江洲・うえず

　　９０１-３１０５・沖縄県島尻郡久米島町宇根・うね

　　９０１-３１０６・沖縄県島尻郡久米島町奥武・おう

　　９０１-３１２３・沖縄県島尻郡久米島町大田・おおた

　　９０１-３１３２・沖縄県島尻郡久米島町大原・おおはら

　　９０１-３１２１・沖縄県島尻郡久米島町嘉手苅・かでかる

　　９０１-３１２２・沖縄県島尻郡久米島町兼城・かねぐすく

　　９０１-３１３３・沖縄県島尻郡久米島町北原・きたはら

　　９０１-３１１５・沖縄県島尻郡久米島町儀間・ぎま

　　９０１-３１３４・沖縄県島尻郡久米島町具志川・ぐしかわ

　　９０１-３１１４・沖縄県島尻郡久米島町島尻・しまじり

　　９０１-３１０７・沖縄県島尻郡久米島町謝名堂・じやなどう

　　９０１-３１１３・沖縄県島尻郡久米島町銭田・ぜんだ

　　９０１-３１２５・沖縄県島尻郡久米島町鳥島・とりしま

　　９０１-３１３６・沖縄県島尻郡久米島町仲地・なかち

　　９０１-３１２４・沖縄県島尻郡久米島町仲泊・なかどまり

　　９０１-３１３５・沖縄県島尻郡久米島町仲村渠・なかんだかり

　　９０１-３１３１・沖縄県島尻郡久米島町西銘・にしめ

　　９０１-３１０８・沖縄県島尻郡久米島町比嘉・ひが

　　９０１-３１０２・沖縄県島尻郡久米島町比屋定・ひやじよう

　　９０１-３１１２・沖縄県島尻郡久米島町真我里・まがり

　　９０１-３１０４・沖縄県島尻郡久米島町真謝・まじや

　　９０１-３１１１・沖縄県島尻郡久米島町山城・やまぐすく

　　９０１-３１３７・沖縄県島尻郡久米島町山里・やまざと

　　９０１-０４００・沖縄県島尻郡八重瀬町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０１-０５１４・沖縄県島尻郡八重瀬町安里・あさと

　　９０１-０５０３・沖縄県島尻郡八重瀬町新城・あらぐすく

　　９０１-０４０５・沖縄県島尻郡八重瀬町伊覇・いは

　　９０１-０４１２・沖縄県島尻郡八重瀬町上田原・うえたはﾞる

　　９０１-０５０２・沖縄県島尻郡八重瀬町大頓・おおとん

　　９０１-０４１６・沖縄県島尻郡八重瀬町宜次・ ぎじ

　　９０１-０５１２・沖縄県島尻郡八重瀬町具志頭・ぐしちやん

　　９０１-０４１５・沖縄県島尻郡八重瀬町小城・こぐすく

　　９０１-０５０４・沖縄県島尻郡八重瀬町後原・こしはら

　　９０１-０４０１・沖縄県島尻郡八重瀬町東風平・こちんだ

　　９０１-０４１３・沖縄県島尻郡八重瀬町志多伯・したはく

　　９０１-０４０４・沖縄県島尻郡八重瀬町高良・たから

　　９０１-０４１４・沖縄県島尻郡八重瀬町当銘・とうめ

　　９０１-０４１１・沖縄県島尻郡八重瀬町友寄・ともよせ

　　９０１-０４０２・沖縄県島尻郡八重瀬町富盛・ともり

　　９０１-０５１６・沖縄県島尻郡八重瀬町仲座・なかざ

　　９０１-０５０１・沖縄県島尻郡八重瀬町長毛・ながもう



　　９０１-０５１３・沖縄県島尻郡八重瀬町玻名城・はなしろ

　　９０１-０４１７・沖縄県島尻郡八重瀬町外間・ほかま

　　９０１-０５１１・沖縄県島尻郡八重瀬町港川・みなとがわ

　　９０１-０４０６・沖縄県島尻郡八重瀬町屋宜原・やぎはﾞる

　　９０１-０５１５・沖縄県島尻郡八重瀬町与座・よざ

　　９０１-０４０３・沖縄県島尻郡八重瀬町世名城・よなぐすく

　　９０６-０６００・沖縄県宮古郡多良間村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０６-０６０１・沖縄県宮古郡多良間村塩川・しおかわ

　　９０６-０６０２・沖縄県宮古郡多良間村仲筋・なかすじ

　　９０６-０６０３・沖縄県宮古郡多良間村水納・みんな

　　９０７-００００・沖縄県八重山郡竹富町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０７-１４３５・沖縄県八重山郡竹富町新城・あらぐすく

　　９０７-１５４２・沖縄県八重山郡竹富町西表・いりおもて

　　９０７-１５４１・沖縄県八重山郡竹富町上原・うえはら

　　９０７-１３１１・沖縄県八重山郡竹富町黒島・くろしま

　　９０７-１２２１・沖縄県八重山郡竹富町小浜・こはま

　　９０７-１４３２・沖縄県八重山郡竹富町古見・こみ

　　９０７-１５４３・沖縄県八重山郡竹富町崎山・さきやま

　　９０７-１４３１・沖縄県八重山郡竹富町高那・たかな

　　９０７-１１０１・沖縄県八重山郡竹富町竹富・たけとみ

　　９０７-１４３４・沖縄県八重山郡竹富町南風見・はいみ

　　９０７-１４３３・沖縄県八重山郡竹富町南風見仲・はいみなか

　　９０７-１７５１・沖縄県八重山郡竹富町波照間・はてるま

　　９０７-１５４４・沖縄県八重山郡竹富町鳩間・はとま

　　９０７-１８００・沖縄県八重山郡与那国町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　９０７-１８０１・沖縄県八重山郡与那国町与那国・よなぐに

　　８７０-０１００・大分県大分市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７０-０２７８・大分県大分市青崎・あおさき

　　８７０-０８７５・大分県大分市青葉台・あおはﾞだい

　　８７０-０９０８・大分県大分市青葉町・あおはﾞまち

　　８７０-０３１７・大分県大分市丹川・あかがわ

　　８７０-０８５７・大分県大分市明磧・あけがわら

　　８７０-０８６０・大分県大分市明磧町・あけがわらまち

　　８７０-０１６２・大分県大分市明野高尾・あけのたかお

　　８７０-０１６１・大分県大分市明野東・ あけのひがじ

　　８７０-０１６４・大分県大分市明野西・ あけのにじ

　　８７０-０１６３・大分県大分市明野南・あけのみなみ

　　８７０-０１６５・大分県大分市明野北・あけのきた

　　８７０-０１６６・大分県大分市明野北町・あけのきたまち

　　８７０-０１６７・大分県大分市明野紅陽台・あけのこうようだい

　　８７０-０１６８・大分県大分市明野ハイツ・あけのはいつ

　　８７０-０２７３・大分県大分市曙台・あけほﾞのだい

　　８７０-０８８４・大分県大分市旭町・あさひまち

　　８７０-００１４・大分県大分市芦崎・あしざき

　　８７０-０８５８・大分県大分市尼が瀬・あまがせ

　　８７９-７５０４・大分県大分市安藤・あんどう

　　８７０-０１１３・大分県大分市家島・いえじま

　　８７０-０００３・大分県大分市生石・ いくじ

　　８７０-０００１・大分県大分市生石港町・いくしみなとまち

　　８７０-００４１・大分県大分市泉町・いずみまち

　　８７０-１１５１・大分県大分市市・いち

　　８７０-０３１６・大分県大分市一木・いちぎ

　　８７０-０３１２・大分県大分市市尾・いちのお

　　８７０-０１１２・大分県大分市一の洲・いちのす

　　８７９-２２０３・大分県大分市一尺屋・いつしやくや

　　８７０-０１３４・大分県大分市猪野・いの

　　８７０-１２２３・大分県大分市今市・いまいち

　　８７０-０９３８・大分県大分市今津留・いまつﾞる

　　８７０-１２０２・大分県大分市入蔵・いりくら

　　８７０-０９３６・大分県大分市岩田町・いわたまち

　　８７０-０８８６・大分県大分市上田町・うえだまち

　　８７０-０８３６・大分県大分市上野南・うえのみなみ

　　８７０-０８３５・大分県大分市上野丘・うえのがおか

　　８７０-０８３３・大分県大分市上野丘東・ うえのがおかひがじ

　　８７０-０８３４・大分県大分市上野丘西・ うえのがおかにじ

　　８７０-０８３２・大分県大分市上野町・うえのまち

　　８７９-７８８５・大分県大分市梅が丘・うめがおか

　　８７０-０９５６・大分県大分市裏川団地・うらかわだんち

　　８７０-０８８９・大分県大分市荏隈・えのくま

　　８７０-０８９１・大分県大分市荏隈町・えのくままち



　　８７０-０３２２・大分県大分市恵比寿町・えびすまち

　　８７０-０８１９・大分県大分市王子新町・おうじしんまち

　　８７０-０００６・大分県大分市王子中町・おうじなかまち

　　８７０-０００４・大分県大分市王子港町・おうじみなとまち

　　８７０-０００８・大分県大分市王子西町・おうじにしまち

　　８７０-０００７・大分県大分市王子南町・おうじみなみまち

　　８７０-０００５・大分県大分市王子北町・おうじきたまち

　　８７０-０８１３・大分県大分市王子山の手町・おうじやまのてまち

　　８７０-０００９・大分県大分市王子町・おうじまち

　　８７０-０３２１・大分県大分市王ノ瀬・おうのせ

　　８７０-０８５１・大分県大分市大石町・おおいしまち

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

　　８７０-０８０６・大分県大分市大久保・おおくほﾞ

　　８７０-０２６６・大分県大分市大在・おおざい

　　８７０-０２４５・大分県大分市大在北・おおざいきた

　　８７０-０２５１・大分県大分市大在中央・おおざいちゆうおう

　　８７０-０２５２・大分県大分市大在浜・おおざいはま

　　８７０-０９０６・大分県大分市大州浜・おおすはま

　　８７０-１１２５・大分県大分市大園団地・おおぞのだんち

　　８７０-１２１４・大分県大分市太田・おおた

　　８７０-０９０７・大分県大分市大津町・おおつまち

　　８７０-０１２３・大分県大分市大津留・おおつる

　　８７０-００２２・大分県大分市大手町・おおてまち

　　８７９-２１１４・大分県大分市大平・おおひら

　　８７０-０８２２・大分県大分市大道町・おおみちまち

　　８７０-０１５８・大分県大分市岡・おか

　　８７０-１１３１・大分県大分市岡川・おかがわ

　　８７０-０１５９・大分県大分市岡新町・おかしんまち

　　８７０-１１６５・大分県大分市雄城台・おぎのだい

　　８７０-１１６４・大分県大分市雄城台中央・おぎのだいちゆうおう

　　８７９-７８８１・大分県大分市奥・おく

　　８７０-１１２１・大分県大分市鴛野・おしの

　　８７０-０１４４・大分県大分市乙津・おとつﾞ

　　８７０-０１４５・大分県大分市乙津町・おとつﾞまち

　　８７０-０１４６・大分県大分市乙津港町・おとつﾞみなとまち

　　８７０-０１１４・大分県大分市小中島・おなかしま

　　８７０-１１７１・大分県大分市鬼崎・おにざき

　　８７０-１１５３・大分県大分市小野鶴・おのつﾞる

　　８７０-１１５６・大分県大分市小野鶴新町・おのつるしんまち

　　８７０-１１５０・大分県大分市小野鶴南・おのつるみなみ

　　８７０-０１０７・大分県大分市海原・かいわら

　　８７０-０８７７・大分県大分市賀来・かく

　　８７０-０８４８・大分県大分市賀来北・かくきた

　　８７０-０８９２・大分県大分市賀来新川・かくしんかわ

　　８７０-０８５０・大分県大分市賀来西・ かくにじ

　　８７０-０８４９・大分県大分市賀来南・かくみなみ

　　８７０-００１１・大分県大分市春日浦・かすがうら

　　８７０-０９４３・大分県大分市片島・かたしま

　　８７０-０９４９・大分県大分市かたしま台・かたしまだい

　　８７０-０１３３・大分県大分市葛木・かつらぎ

　　８７０-００２６・大分県大分市金池町・かないけまち

　　８７０-０８３９・大分県大分市金池南・かないけみなみ

　　８７０-０８３１・大分県大分市要町・かなめまち

　　８７０-０８７９・大分県大分市金谷迫・かなやざこ

　　８７０-０９２６・大分県大分市加納・かのう

　　８７０-０８１７・大分県大分市上春日町・かみかすがまち

　　８７０-０８０５・大分県大分市上白木・かみしらき

　　８７０-１２１５・大分県大分市上詰・かみつめ

　　８７０-１１１１・大分県大分市上判田・かみはんだ

　　８７９-７７６４・大分県大分市上戸次・かみへつぎ

　　８７０-１１５２・大分県大分市上宗方・かみむなかた

　　８７０-１１６７・大分県大分市上宗方南・かみむなかたみなみ

　　８７０-０８０８・大分県大分市上八幡・かみやはた

　　８７９-７５０３・大分県大分市河原内・かわらうち

　　８７９-２１１３・大分県大分市木佐上・きさがみ

　　８７０-０９２７・大分県大分市北下郡・きたしもごおり

　　８７０-０１０２・大分県大分市北鶴崎・きたつるさき

　　８７０-０３１１・大分県大分市木田・きだ

　　８７０-０８０９・大分県大分市机張原・きちようはﾞる

　　８７０-１１６１・大分県大分市木上・きのうえ



　　８７０-１１６９・大分県大分市木上台・きのうえだい

　　８７０-０８７０・大分県大分市季の坂・きのさか

　　８７０-０９５９・大分県大分市希望が丘・きほﾞうがおか

　　８７０-０１２９・大分県大分市京が丘南・きようがおかみなみ

　　８７０-１１６２・大分県大分市口戸・くちど

　　８７０-０３１４・大分県大分市久土・くど

　　８７０-０３０４・大分県大分市久原・くはﾞる

　　８７０-０３２４・大分県大分市久原北・くはﾞるきた

　　８７０-０３２５・大分県大分市久原中央・くはﾞるちゆうおう

　　８７０-０３２６・大分県大分市久原南・くはﾞるみなみ

　　８７０-０１２４・大分県大分市毛井・けい

　　８７９-７７６２・大分県大分市けやき台・けやきだい

　　８７０-００２５・大分県大分市顕徳町・けんとくまち

　　８７０-０１４７・大分県大分市小池原・こいけはﾞる

　　８７０-０１７３・大分県大分市公園通り・こうえんどおり

　　８７０-０１７４・大分県大分市公園通り西・ こうえんどおりにじ

　　８７０-０９３５・大分県大分市古ケ鶴・こがつﾞる

　　８７０-０８６４・大分県大分市国分・こくぶ

　　８７０-０８６９・大分県大分市国分新町・こくぶしんまち

　　８７０-０８６３・大分県大分市国分台・こくぶだい

　　８７０-０８６５・大分県大分市国分団地・こくぶだんち

　　８７０-０３２７・大分県大分市小佐井・こざい

　　８７０-００３６・大分県大分市寿町・ことぶきまち

　　８７０-１１３４・大分県大分市小原団地・こはﾞるだんち

　　８７０-０３０２・大分県大分市坂ノ市・さかのいち

　　８７０-０３０７・大分県大分市坂ノ市中央・さかのいちちゆうおう

　　８７０-０３０９・大分県大分市坂ノ市西・ さかのいちにじ

　　８７０-０３０８・大分県大分市坂ノ市南・さかのいちみなみ

　　８７９-２２０１・大分県大分市佐賀関・さがのせき

　　８７０-０８３８・大分県大分市桜ケ丘・さくらがおか

　　８７０-０２７２・大分県大分市迫・さこ

　　８７０-０３０３・大分県大分市里・さと

　　８７０-０３１５・大分県大分市佐野・さの

　　８７０-１２１２・大分県大分市沢田・さわた

　　８７０-１１２０・大分県大分市サンシャインしきど・さんしやいんしきど

　　８７０-０８２９・大分県大分市椎迫・しいざこ

　　８７０-０２５３・大分県大分市汐見・しおみ

　　８７０-１１２２・大分県大分市敷戸・しきど

　　８７０-１１０７・大分県大分市敷戸駅北町・しきどえききたまち

　　８７０-１１０２・大分県大分市敷戸新町・しきどしんまち

　　８７０-１１０６・大分県大分市敷戸台・しきどだい

　　８７０-１１０４・大分県大分市敷戸東町・しきどひがしまち

　　８７０-１１０３・大分県大分市敷戸西町・しきどにしまち

　　８７０-１１０５・大分県大分市敷戸南町・しきどみなみまち

　　８７０-１１０１・大分県大分市敷戸北町・しきどきたまち

　　８７９-７８８４・大分県大分市志津留・しつる

　　８７０-０８２１・大分県大分市志手・して

　　８７０-０２６１・大分県大分市志村・しむら

　　８７０-０９５２・大分県大分市下郡北・しもごうりきた

　　８７０-０９５４・大分県大分市下郡中央・しもごうりちゆうおう

　　８７０-０９５３・大分県大分市下郡東・ しもごうりひがじ

　　８７０-０９５５・大分県大分市下郡南・しもごうりみなみ

　　８７０-０９６１・大分県大分市下郡山の手・しもごうりやまのて

　　８７０-０９５１・大分県大分市下郡・しもごおり

　　８７０-０９４１・大分県大分市下郡工業団地・しもごおりこうぎようだんち

　　８７０-０８０３・大分県大分市下白木・しもしらき

　　８７０-０１１８・大分県大分市下徳丸・しもとくまる

　　８７０-１２１３・大分県大分市下原・しもはら

　　８７０-１１１２・大分県大分市下判田・しもはんだ

　　８７９-７７６３・大分県大分市下戸次・しもへつぎ

　　８７０-１１４１・大分県大分市下宗方・しもむなかた

　　８７０-０８０７・大分県大分市下八幡・しもやはた

　　８７９-２１１５・大分県大分市志生木・しゆうき

　　８７０-０２４１・大分県大分市庄境・しようざかい

　　８７０-０９２２・大分県大分市城東町（３の２２）・じようとうまち

　　８７０-０９２２・大分県大分市城東町（４の２）・じようとうまち

　　８７０-０９２２・大分県大分市城東町（４の３０）・じようとうまち

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

　　８７０-０８２７・大分県大分市城南北,5・じようなんきた

　　８７０-０８２６・大分県大分市城南西,5・じようなんにじ



　　８７０-０８２４・大分県大分市城南東,5・じようなんひがじ

　　８７０-０８２５・大分県大分市城南南,5・じようなんみなみ

　　８７０-０８２８・大分県大分市城南山手台・じようなんやまてだい

　　８７０-０２６７・大分県大分市城原・じようはる

　　８７０-０８７６・大分県大分市庄の原・しようのはる

　　８７９-２２０２・大分県大分市白木・しらき

　　８７０-００４５・大分県大分市城崎町・しろさきまち

　　８７０-０８１８・大分県大分市新春日町・しんかすがまち

　　８７０-００１５・大分県大分市新川西・ しんかわにじ

　　８７０-００１６・大分県大分市新川町・しんかわまち

　　８７０-０９１１・大分県大分市新貝・しんがい

　　８７０-０９１９・大分県大分市新栄町・しんさかえまち

　　８７０-００２８・大分県大分市新町・しんまち

　　８７０-０１７２・大分県大分市新明治・しんめいじ

　　８７０-００２７・大分県大分市末広町・すえひろまち

　　８７０-０２４４・大分県大分市須賀・すが

　　８７９-７８８２・大分県大分市杉原・すぎはﾞる

　　８７０-００３２・大分県大分市住吉町・すみよしまち

　　８７０-００３１・大分県大分市勢家町・せいけまち

　　８７０-１１１４・大分県大分市星和台・せいわだい

　　８７０-０１１５・大分県大分市関園・せきぞの

　　８７０-００４８・大分県大分市碩田町・せきでんまち

　　８７０-０１３２・大分県大分市千歳・せんざい

　　８７０-１１２３・大分県大分市寒田・そうだ

　　８７０-１１３８・大分県大分市寒田北町・そうだきたまち

　　８７０-１１３９・大分県大分市寒田南町・そうだみなみまち

　　８７０-１１２７・大分県大分市寒田わかば台・そうだわかはﾞだい

　　８７０-０８３７・大分県大分市太平町・たいへいまち

　　８７０-１１１６・大分県大分市高江中央・たかえちゆうおう

　　８７０-１１１７・大分県大分市高江西・ たかえにじ

　　８７０-１１１８・大分県大分市高江南・たかえみなみ

　　８７０-１１１９・大分県大分市高江北・たかえきた

　　８７０-０８７３・大分県大分市高尾台・たかおだい

　　８７０-０８７２・大分県大分市高崎・たかさき

　　８７０-００２９・大分県大分市高砂町・たかさごまち

　　８７０-０１５６・大分県大分市高城新町・たかじようしんまち

　　８７０-０１４８・大分県大分市高城台・たかじようだい

　　８７０-０１４９・大分県大分市高城団地・たかじようだんち

　　８７０-０９２３・大分県大分市高城西町（１～７)・たかじようにしまち

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

　　８７０-０１５７・大分県大分市高城本町・たかじようほんまち

　　８７０-０１５５・大分県大分市高城南町・たかじようみなみまち

　　８７０-１１４２・大分県大分市高瀬・たかせ

　　８７０-１２２２・大分県大分市高原・たかはら

　　８７０-０９１７・大分県大分市高松・たかまつ

　　８７０-０９１６・大分県大分市高松東・ たかまつひがじ

　　８７０-０２６５・大分県大分市竹下・たけした

　　８７９-７５０１・大分県大分市竹中・たけなか

　　８７０-０８８２・大分県大分市竹の上・たけのうえ

　　８７０-１２１１・大分県大分市竹矢・たけや

　　８７０-１１４３・大分県大分市田尻・たじり

　　８７０-１１４０・大分県大分市田尻北・たじりきた

　　８７０-１１３０・大分県大分市田尻中央・たじりちゆうおう

　　８７０-１１４４・大分県大分市田尻西・ たじりにじ

　　８７０-１１４９・大分県大分市田尻東・ たじりひがじ

　　８７０-１１４５・大分県大分市田尻南・たじりみなみ

　　８７０-０８５２・大分県大分市田中町・たなかまち

　　８７０-０２７４・大分県大分市種具・たねぐ

　　８７０-０８０２・大分県大分市田ノ浦・たのうら

　　８７０-１１５４・大分県大分市田原・たはﾞる

　　８７０-１１５５・大分県大分市玉沢・たまざわ

　　８７０-０８１６・大分県大分市田室町・たむろまち

　　８７０-１１２４・大分県大分市旦野原・だんのはる

　　８７０-００３５・大分県大分市中央町・ちゆうおうまち

　　８７０-００３３・大分県大分市千代町・ちよまち

　　８７９-７８７２・大分県大分市月形・つきがた

　　８７９-７８７１・大分県大分市辻・つじ

　　８７０-１２０４・大分県大分市辻原・つじはる

　　８７０-０１１６・大分県大分市常行・つねゆき

　　８７０-０２７１・大分県大分市角子原・つのこはﾞる



　　８７０-０２４２・大分県大分市角子南・つのごみなみ

　　８７０-１１６６・大分県大分市椿が丘・つはﾞきがおか

　　８７０-０９４５・大分県大分市津守・つもり

　　８７０-０９３０・大分県大分市津留・つる

　　８７０-０１０６・大分県大分市鶴崎・つるさき

　　８７０-０１２０・大分県大分市鶴崎コスモス団地・つるさきこすもすだんち

　　８７０-０２７９・大分県大分市つるさき陽光台・つるさきようこうだい

　　８７０-０１２１・大分県大分市鶴瀬・つるせ

　　８７０-０１３７・大分県大分市寺崎町・てらさきまち

　　８７０-１１４８・大分県大分市天領ハイツ・てんりようはいつ

　　８７０-０８６１・大分県大分市東院・とい

　　８７０-０８６７・大分県大分市東野台・とうのだい

　　８７０-０１０９・大分県大分市徳島・とくしま

　　８７０-０９４７・大分県大分市富岡・とみおか

　　８７０-００１８・大分県大分市豊海・とよみ

　　８７０-０８６２・大分県大分市中尾・なかお

　　８７０-００３９・大分県大分市中春日町・なかかすがまち

　　８７０-００４９・大分県大分市中島中央・なかしまちゆうおう

　　８７０-００４３・大分県大分市中島東・ なかしまひがじ

　　８７０-００４７・大分県大分市中島西・ なかしまにじ

　　８７０-０１０１・大分県大分市中鶴崎・なかつるさき

　　８７０-０９３９・大分県大分市中津留・なかつﾞる

　　８７０-０１３５・大分県大分市仲西町・なかにしまち

　　８７０-０１１１・大分県大分市中ノ洲・なかのす

　　８７０-０８５９・大分県大分市中の瀬町・なかのせまち

　　８７０-１１１３・大分県大分市中判田・なかはんだ

　　８７９-７７６１・大分県大分市中戸次・なかへつぎ

　　８７０-０９２９・大分県大分市長谷町・ながたにまち

　　８７０-００２３・大分県大分市長浜町・ながはままち

　　８７０-０８０１・大分県大分市鳴川・なるかわ

　　８７０-００４６・大分県大分市荷揚町・にあげまち

　　８７０-１２２１・大分県大分市荷尾杵・におき

　　８７０-０８２０・大分県大分市西大道・にしおおみち

　　８７０-００３８・大分県大分市西春日町・にしかすがまち

　　８７０-００２４・大分県大分市錦町・にしきまち

　　８７０-０９０１・大分県大分市西新地・にししんち

　　８７０-０１０５・大分県大分市西鶴崎・にしつるさき

　　８７０-０９０２・大分県大分市西ノ洲・にしのす

　　８７０-０９３１・大分県大分市西浜・にしはま

　　８７０-０８７４・大分県大分市にじが丘・にじがおか

　　８７０-０３１８・大分県大分市丹生・にゆう

　　８７０-０２７０・大分県大分市望みが丘・のぞみがおか

　　８７０-０８６８・大分県大分市野田・のだ

　　８７０-１２０３・大分県大分市野津原・のつはる

　　８７９-７８８３・大分県大分市萩尾・はぎお

　　８７０-０９２１・大分県大分市萩原・はぎわら

　　８７０-０８５６・大分県大分市畑中・はたけなか

　　８７９-７５０２・大分県大分市端登・はたのほﾞり

　　８７０-０９４２・大分県大分市羽田・はだ

　　８７０-０２４３・大分県大分市花江川・はなえがわ

　　８７０-０８４６・大分県大分市花園・はなぞの

　　８７０-０９１５・大分県大分市花高松・はなたかまつ

　　８７０-０９３３・大分県大分市花津留・はなつﾞる

　　８７０-１１２８・大分県大分市花の木坂・はなのきざか

　　８７０-０８８０・大分県大分市はなの森・はなのもり

　　８７９-２１１２・大分県大分市馬場・はﾞはﾞ

　　８７０-０３２３・大分県大分市浜中・はまなか

　　８７０-０００２・大分県大分市浜の市・はまのいち

　　８７０-００１３・大分県大分市浜町東・ はままちひがじ

　　８７０-００１２・大分県大分市浜町北・はままちきた

　　８７０-０８５４・大分県大分市羽屋・はや

　　８７０-０８５３・大分県大分市羽屋新町・はやしんまち

　　８７０-０１３８・大分県大分市原川・はるかわ

　　８７０-０９１２・大分県大分市原新町・はるしんまち

　　８７０-１１１０・大分県大分市判田台・はんだだい

　　８７０-１１２６・大分県大分市判田台北・はんだだいきた

　　８７０-１１０８・大分県大分市判田台東・ はんだだいひがじ

　　８７０-１１０９・大分県大分市判田台南・はんだだいみなみ

　　８７０-０９１４・大分県大分市日岡・ひおか

　　８７０-０１５１・大分県大分市東明野・ひがしあけの



　　８７０-０３０６・大分県大分市東上野・ひがしうえの

　　８７０-０８２３・大分県大分市東大道・ひがしおおみち

　　８７０-００３７・大分県大分市東春日町・ひがしかすがまち

　　８７０-０１０３・大分県大分市東鶴崎・ひがしつるさき

　　８７０-０９３４・大分県大分市東津留・ひがしつﾞる

　　８７０-０９３２・大分県大分市東浜・ひがしはま

　　８７０-０１５０・大分県大分市東原・ひがしはﾞる

　　８７０-０８７１・大分県大分市東八幡・ひがしやはた

　　８７０-１１１５・大分県大分市ひばりケ丘・ひはﾞりがおか

　　８７０-０３０１・大分県大分市日吉原・ひよしはﾞる

　　８７０-０９１８・大分県大分市日吉町・ひよしまち

　　８７０-０８６６・大分県大分市平横瀬・ひらよこせ

　　８７０-０２７７・大分県大分市広内・ひろうち

　　８７０-０８４７・大分県大分市広瀬町・ひろせまち

　　８７０-０８８１・大分県大分市深河内・ふかがわうち

　　８７０-１２０５・大分県大分市福宗・ふくむね

　　８７９-７８７４・大分県大分市福良・ふくら

　　８７０-１１４７・大分県大分市ふじが丘・ふじがおか

　　８７０-１１８１・大分県大分市ふじが丘北・ふじがおかきた

　　８７０-１１８５・大分県大分市ふじが丘西・ ふじがおかにじ

　　８７０-１１８２・大分県大分市ふじが丘東・ ふじがおかひがじ

　　８７０-１１８３・大分県大分市ふじが丘南・ふじがおかみなみ

　　８７０-１１８４・大分県大分市ふじが丘山手・ふじがおかやまて

　　８７０-０９５７・大分県大分市藤の台・ふじのだい

　　８７０-１１７６・大分県大分市富士見が丘東・ ふじみがおかひがじ

　　８７０-１１７７・大分県大分市富士見が丘西・ ふじみがおかにじ

　　８７０-０８８７・大分県大分市二又町・ふたまたまち

　　８７０-００２１・大分県大分市府内町・ふないまち

　　８７０-０８５５・大分県大分市豊饒・ぶによう

　　８７０-０８４４・大分県大分市古国府・ふるごう

　　８７０-００１７・大分県大分市弁天・べんてん

　　８７０-０９４８・大分県大分市芳河原台・ほうがわらだい

　　８７０-０１７１・大分県大分市法勝台・ほうしようだい

　　８７０-０３０５・大分県大分市細・ほそ

　　８７９-２１１１・大分県大分市本神崎・ほんこうざき

　　８７０-００４４・大分県大分市舞鶴町・まいつﾞるまち

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６３５)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６３９)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６５０)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６６９)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６７６地）・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６７８)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６８９)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（６９５)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（７１８)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（７３３)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（１４８１)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（１５５５)・まがり

　　８７０-１１４６・大分県大分市曲（１６１８)・まがり

　　８７０-０９４６・大分県大分市曲（その他）・まがり(そのた)

　　８７０-０９２４・大分県大分市牧（１～３丁目）・まき(１-３ちようめ)

　　８７０-０９２４・大分県大分市牧（白滝Ｂ）・まき(しらたきＢ)

　　８７０-０９２４・大分県大分市牧（白滝Ｃ）・まき(しらたきＣ)

　　８７０-０９２４・大分県大分市牧（高見）・まき(たかみ)

　　８７０-０１５２・大分県大分市牧（その他）・まき(そのた)

　　８７０-０９２５・大分県大分市牧上町・まきかみまち

　　８７０-０１２５・大分県大分市松岡・まつおか

　　８７０-１１６８・大分県大分市松が丘・まつがおか

　　８７０-０９１３・大分県大分市松原町・まつはﾞらまち

　　８７０-０２６８・大分県大分市政所・まどころ

　　８７０-０１２２・大分県大分市丸亀・まるがめ

　　８７０-０８８８・大分県大分市三ケ田町・みけたまち

　　８７０-０１０８・大分県大分市三佐・みさ

　　８７０-０１４３・大分県大分市三川上・みつがわかみ

　　８７０-０１４２・大分県大分市三川下・みつがわしも

　　８７０-０１４１・大分県大分市三川新町・みつがわしんまち

　　８７９-７７６５・大分県大分市美園団地・みそのだんち

　　８７０-１１３２・大分県大分市光吉・ みつよじ

　　８７０-１１３５・大分県大分市光吉新町・みつよししんまち

　　８７０-１１３６・大分県大分市光吉台・みつよしだい



　　８７０-１１７２・大分県大分市緑が丘・みどりがおか

　　８７０-０１３１・大分県大分市皆春・みなはる

　　８７０-０１１７・大分県大分市南・みなみ

　　８７０-０８１２・大分県大分市南生石東・ みなみいくしひがじ

　　８７０-０８１１・大分県大分市南生石西・ みなみいくしにじ

　　８７０-０８１５・大分県大分市南春日町・みなみかすがまち

　　８７０-０９２８・大分県大分市南下郡・みなみしもごおり

　　８７０-０８８５・大分県大分市南太平寺・みなみたいへいじ

　　８７０-０１０４・大分県大分市南鶴崎・みなみつるさき

　　８７０-０９３７・大分県大分市南津留・みなみつﾞる

　　８７９-７８７３・大分県大分市宮尾・みやお

　　８７０-０２７６・大分県大分市宮河内・みやかわうち

　　８７０-０２７５・大分県大分市宮河内ハイランド・みやかわうちはいらんど

　　８７０-００３４・大分県大分市都町・みやこまち

　　８７０-１１３３・大分県大分市宮崎・みやざき

　　８７０-１１３７・大分県大分市宮崎台・みやざきだい

　　８７０-０８７８・大分県大分市宮苑・みやぞの

　　８７０-０８０４・大分県大分市御幸町・みゆき

　　８７０-００３０・大分県大分市三芳・ みよじ

　　８７０-０９０３・大分県大分市向原沖・むかいはﾞるおき

　　８７０-０９０４・大分県大分市向原東・ むかいはﾞるひがじ

　　８７０-０９０５・大分県大分市向原西・ むかいはﾞるにじ

　　８７０-１１５９・大分県大分市宗方台北・むなかただいきた

　　８７０-１１５８・大分県大分市宗方台西・ むなかただいにじ

　　８７０-１１５７・大分県大分市宗方台東・ むなかただいひがじ

　　８７０-１１６３・大分県大分市廻栖野（１～６５７)、・めぐすの

　　８７０-１１６３・大分県大分市廻栖野（７７６～８２９)・めぐすの

　　８７０-１１６３・大分県大分市廻栖野（８４２～１３０５)・めぐすの

　　８７０-１１６３・大分県大分市廻栖野（２６９１)・めぐすの

　　８７０-１１６３・大分県大分市２９２５)・２９２５)

　　８７０-１２０１・大分県大分市廻栖野（その他）・めぐすの(そのた)

　　８７０-０９４４・大分県大分市米良・めら

　　８７０-１１７４・大分県大分市萌葱台・もえぎだい

　　８７０-０８４３・大分県大分市元町・もとまち

　　８７０-０１３９・大分県大分市桃園団地・ももぞのだんち

　　８７０-０１２８・大分県大分市森・もり

　　８７０-０１２７・大分県大分市森町・もりまち

　　８７０-０１４０・大分県大分市森町西・ もりまちにじ

　　８７０-０１３６・大分県大分市山津町・やまつﾞまち

　　８７０-０３１３・大分県大分市屋山・ややま

　　８７０-００４２・大分県大分市豊町・ゆたかまち

　　８７０-０９５８・大分県大分市ゆめが丘・ゆめがおか

　　８７０-０１２６・大分県大分市横尾・よこお

　　８７０-０１３０・大分県大分市横尾東町・よこおひがしまち

　　８７０-１１７３・大分県大分市横瀬・よこせ

　　８７０-０２６３・大分県大分市横田・よこた

　　８７０-０２５４・大分県大分市横塚・よこつﾞか

　　８７９-７８７５・大分県大分市吉野原・よしのはる

　　８７０-０８８３・大分県大分市永興・りようご

　　８７０-０８４２・大分県大分市六坊南町・ろくほﾞうみなみまち

　　８７０-０８４１・大分県大分市六坊北町・ろくほﾞうきたまち

　　８７４-００００・大分県別府市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７４-０９０２・大分県別府市青山町・あおやまちよう

　　８７４-０８１９・大分県別府市赤松・あかまつ

　　８７４-０９３７・大分県別府市秋葉町・あきはﾞちよう

　　８７４-０８４６・大分県別府市朝日ケ丘町・あさひがおかちよう

　　８７４-０８１２・大分県別府市朝見・あさみ

　　８７４-０００５・大分県別府市天間・あまま

　　８７４-０９１９・大分県別府市石垣東・ いしがきひがじ

　　８７４-０９１０・大分県別府市石垣西・ いしがきにじ

　　８７４-００４３・大分県別府市井田・いだ

　　８７４-００１１・大分県別府市内竈・うちかまど

　　８７９-５５５１・大分県別府市内成・うちなり

　　８７４-０８１４・大分県別府市浦田・うらた

　　８７４-０９３５・大分県別府市駅前町・えきまえちよう

　　８７４-０９３４・大分県別府市駅前本町・えきまえほんまち

　　８７４-０８０５・大分県別府市枝郷・えだごう

　　８７４-０８４９・大分県別府市扇山・おうぎやま

　　８７４-０８４２・大分県別府市小倉・おぐら

　　８７４-０００１・大分県別府市小坂・おさか



　　８７４-０００３・大分県別府市大所・おところ

　　８７４-０８２１・大分県別府市乙原・おとはﾞる

　　８７４-０８４８・大分県別府市大畑・おはﾞたけ

　　８７４-０９０８・大分県別府市上田の湯町・かみたのゆまち

　　８７４-０９０５・大分県別府市上野口町・かみのぐちちよう

　　８７４-０８２９・大分県別府市上原町・かみはるちよう

　　８７４-００３６・大分県別府市上平田町・かみひらたちよう

　　８７４-００２５・大分県別府市亀川四の湯町・かめがわしのゆまち

　　８７４-００２１・大分県別府市亀川中央町・かめがわちゆうおうまち

　　８７４-００１４・大分県別府市亀川浜田町・かめがわはまだまち

　　８７４-００２２・大分県別府市亀川東町・かめがわひがしまち

　　８７４-０８２２・大分県別府市観海寺・かんかいじ

　　８７４-００４６・大分県別府市鉄輪上・かんなわかみ

　　８７４-００４２・大分県別府市鉄輪東・ かんなわひがじ

　　８７４-０８０２・大分県別府市城島・きじま

　　８７４-００４１・大分県別府市北鉄輪・きたかんなわ

　　８７４-０８４５・大分県別府市北中・きたじゆう

　　８７４-０９２０・大分県別府市北浜・きたはま

　　８７４-０９２８・大分県別府市北的ケ浜町・きたまとがはまちよう

　　８７４-０９２６・大分県別府市京町・きようまち

　　８７４-０９４３・大分県別府市楠町・くすのきまち

　　８７４-００１５・大分県別府市国立・くにたて

　　８７４-０８１６・大分県別府市河内・こうち

　　８７９-５５５２・大分県別府市古賀原・こがのはる

　　８７４-０９０７・大分県別府市幸町・さいわいちよう

　　８７４-０９１５・大分県別府市桜ケ丘・さくらがおか

　　８７４-０９１８・大分県別府市汐見町・しおみちよう

　　８７４-０８３５・大分県別府市実相寺・じつそうじ

　　８７４-００３４・大分県別府市上人仲町・しようにんなかまち

　　８７４-００３２・大分県別府市上人本町・しようにんほんまち

　　８７４-００３５・大分県別府市上人西・ しようにんにじ

　　８７４-００３３・大分県別府市上人南・しようにんみなみ

　　８７４-００２３・大分県別府市上人ケ浜町・しようにんがはまちよう

　　８７４-００３１・大分県別府市照波園町・しようはえんまち

　　８７４-０８３４・大分県別府市新別府・しんべつふﾟ

　　８７４-０９２３・大分県別府市新港町・しんみなとまち

　　８７４-０９３８・大分県別府市末広町・すえひろちよう

　　８７４-００１２・大分県別府市スパランド豊海・すはﾟらんどとよみ

　　８７４-０００２・大分県別府市関の江新町・せきのえしんまち

　　８７４-０８３８・大分県別府市荘園・そうえん

　　８７４-０８３７・大分県別府市荘園北町・そうえんきたまち

　　８７４-００３７・大分県別府市大観山町・だいかんやまちよう

　　８７４-０８４１・大分県別府市竹の内・たけのうち

　　８７４-０９３９・大分県別府市立田町・たつたちよう

　　８７４-０８１５・大分県別府市田の口・たのくち

　　８７４-０９０９・大分県別府市田の湯町・たのゆまち

　　８７４-０９３６・大分県別府市中央町・ちゆうおうまち

　　８７４-０９４２・大分県別府市千代町・ちよまち

　　８７４-０８４０・大分県別府市鶴見（大字、)・つるみ(おおあざ､)

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

　　８７４-０８２６・大分県別府市鶴見園町・つるみえんちよう

　　８７４-０９０６・大分県別府市天満町・てんまんちよう

　　８７４-０８１７・大分県別府市鳥越・とりごえ

　　８７４-０９０１・大分県別府市中島町・なかしまちよう

　　８７４-０９１７・大分県別府市中須賀東町・なかすかひがしまち

　　８７４-０９１６・大分県別府市中須賀本町・なかすかほんまち

　　８７４-０９１４・大分県別府市中須賀元町・なかすかもとまち

　　８７４-０９３１・大分県別府市西野口町・にしのぐちまち

　　８７４-０９３２・大分県別府市野口中町・のぐちなかまち

　　８７４-０９３３・大分県別府市野口元町・のぐちもとまち

　　８７４-０９０３・大分県別府市野口原・のぐちはら

　　８７４-００１６・大分県別府市野田・のだ

　　８７４-０８４７・大分県別府市馬場・はﾞはﾞ

　　８７４-０９４５・大分県別府市浜町・はままち

　　８７４-０９４７・大分県別府市浜脇・はまわき

　　８７４-０８２０・大分県別府市原町・はらまち

　　８７４-０９１３・大分県別府市春木・はるき

　　８７４-０９３０・大分県別府市光町・ひかりまち

　　８７４-０８３６・大分県別府市東荘園・ひがしそうえん

　　８７４-０８０３・大分県別府市東山一区・ひがしやまいつく



　　８７４-０８０４・大分県別府市東山二区・ひがしやまにく

　　８７４-００２４・大分県別府市平田町・ひらたまち

　　８７４-０９２１・大分県別府市富士見町・ふじみちよう

　　８７４-０９２２・大分県別府市船小路町・ふなこうじまち

　　８７４-００１３・大分県別府市古市町・ふるいちまち

　　８７４-００４４・大分県別府市風呂本・ふろもと

　　８７４-０８４４・大分県別府市火売・ほのめ

　　８７４-０８３１・大分県別府市堀田・ほりた

　　８７４-０９４６・大分県別府市松原町・まつはﾞらちよう

　　８７４-０９１１・大分県別府市緑丘町・みどりがおかちよう

　　８７４-０９１２・大分県別府市南須賀・みなみすか

　　８７４-０９０４・大分県別府市南荘園町・みなみそうえんちよう

　　８７４-０８３２・大分県別府市南立石生目町・みなみたていしいきめちよう

　　８７４-０８２４・大分県別府市南立石板地町・みなみたていしいたじちよう

　　８７４-０８３９・大分県別府市南立石一区・みなみたていしいつく

　　８７４-０８２７・大分県別府市南立石二区・みなみたていしにく

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

　　８７４-０８２３・大分県別府市南立石本町・みなみたていしほんまち

　　８７４-０９４１・大分県別府市南町・みなみまち

　　８７４-０９２９・大分県別府市南的ケ浜町・みなみまとがはまちよう

　　８７４-００４５・大分県別府市御幸・みゆき

　　８７４-０８４３・大分県別府市明礬・みようはﾞん

　　８７４-０９２４・大分県別府市餅ケ浜町・もちがはまちよう

　　８７４-０９４４・大分県別府市元町・もとまち

　　８７４-０８１１・大分県別府市柳・やなぎ

　　８７４-０８１８・大分県別府市山家・やまが

　　８７４-０８０１・大分県別府市山の口・やまのくち

　　８７４-０８２８・大分県別府市山の手町・やまのてちよう

　　８７４-０９２７・大分県別府市弓ケ浜町・ゆみがはまちよう

　　８７４-０００４・大分県別府市湯山・ゆやま

　　８７４-０８１３・大分県別府市両郡橋・ りようぐんはﾞじ

　　８７４-０９２５・大分県別府市若草町・わかくさちよう

　　８７１-００００・大分県中津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

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

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－１)、・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－２４)・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－２５)・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－２７)・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－３７)、・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－３８)・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－３９)・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－４３）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－６９）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－７７）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８０３－９１）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８１８）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２８２８）・あいはら､

　　８７１-０１２２・大分県中津市相原（２９２５－７）・あいはら､

　　８７１-００２２・大分県中津市相原（その他）・あいはら(そのた)

　　８７９-０１０６・大分県中津市赤迫・あかさこ

　　８７１-００９８・大分県中津市市場・いちはﾞ

　　８７９-０１１１・大分県中津市伊藤田・いどうだ

　　８７９-０１０５・大分県中津市犬丸・いぬまる

　　８７９-０１０１・大分県中津市今津・いまつﾞ

　　８７９-０１０３・大分県中津市植野・うえの

　　８７１-００１５・大分県中津市牛神・うしがみ

　　８７１-００１６・大分県中津市牛神町・うしがみまち

　　８７１-００９３・大分県中津市浦町・うらまち

　　８７１-００６４・大分県中津市餌指町・えさしまち

　　８７１-００３８・大分県中津市枝町・えだまち

　　８７１-００６５・大分県中津市蛭子町・えびすまち

　　８７１-００４４・大分県中津市江三竹町・えみたけまち

　　８７１-０００５・大分県中津市合馬・おうま

　　８７１-０１５３・大分県中津市大貞・おおさだ

　　８７１-０００１・大分県中津市大新田・おおしんでん

　　８７１-０００８・大分県中津市大塚・おおつか

　　８７１-００２１・大分県中津市沖代町・おきだいまち

　　８７１-００４５・大分県中津市萱津町・かいつﾞまち

　　８７１-０００７・大分県中津市蛎瀬・かきぜ

　　８７１-０１５２・大分県中津市加来・かく



　　８７１-００８２・大分県中津市水主町・かこまち

　　８７１-００５６・大分県中津市片端町・かたはまち

　　８７１-００１３・大分県中津市金手・かなて

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（上ノ丁）・かなや(うえのちよう)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（中ノ丁）・かなや(なかのちよう)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（西ノ丁）・かなや(にしのちよう)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（本町）・かなや(うほんまち)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（南ノ丁）・かなや(みなみのちよう)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（森ノ丁）・かなや(うもりのちよう)

　　８７１-００４６・大分県中津市金谷（山ノ神）・かなや(やまのかみ)

　　８７１-０１６１・大分県中津市上池永・かみいけなが

　　８７１-０００４・大分県中津市上如水・かみじよすい

　　８７１-００４２・大分県中津市上博多町・かみはかたまち

　　８７１-００２７・大分県中津市上宮永・かみみやなが

　　８７１-００６０・大分県中津市北稲堀・きたいなほﾞり

　　８７１-００９４・大分県中津市北浦町・きたうらまち

　　８７１-００９０・大分県中津市北新地・きたしんち

　　８７９-０１１３・大分県中津市北原・きたはﾞる

　　８７１-００８１・大分県中津市北堀川町・きたほりかわまち

　　８７１-００７９・大分県中津市北門通・きたもんどおり

　　８７１-００５４・大分県中津市京町・きようまち

　　８７１-００９１・大分県中津市闇無町・くらなしまち

　　８７１-００７８・大分県中津市小祝（上方町）・こいわい(かみかたまち)

　　８７１-００７８・大分県中津市小祝（中島町）・こいわい(なかしままち)

　　８７１-００７８・大分県中津市小祝（本町）・こいわい(ほんまち)

　　８７１-００７８・大分県中津市小祝（港町）・こいわい(みなとまち)

　　８７１-００８０・大分県中津市小祝新町・こいわいしんまち

　　８７１-０１５４・大分県中津市古城・こじよう

　　８７１-００８４・大分県中津市小堀・こほﾞり

　　８７１-００７６・大分県中津市米町・こめまち

　　８７１-０００３・大分県中津市是則・これのり

　　８７１-００４３・大分県中津市栄町・さかえまち

　　８７１-０１５６・大分県中津市榊原町・さかきはﾞらちよう

　　８７１-００７４・大分県中津市桜町・さくらまち

　　８７９-０１２２・大分県中津市定留・さだのみ

　　８７１-０１０４・大分県中津市三光諫山・さんこういさやま

　　８７１-０１１２・大分県中津市三光臼木・さんこううすぎ

　　８７１-０１１４・大分県中津市三光小袋・さんこうおぶくろ

　　８７９-０２２５・大分県中津市三光上深水・さんこうかみふこうず

　　８７９-０２２１・大分県中津市三光上秣・さんこうかみまくさ

　　８７１-０１１１・大分県中津市三光佐知・さんこうさち

　　８７９-０２２４・大分県中津市三光下深水・さんこうしもふこうず

　　８７９-０２２３・大分県中津市三光下秣・さんこうしもまくさ

　　８７１-０１０３・大分県中津市三光田口・さんこうたぐち

　　８７１-０１１３・大分県中津市三光土田・さんこうつちだ

　　８７１-０１０２・大分県中津市三光成恒・さんこうなりつね

　　８７９-０２２２・大分県中津市三光西秣・さんこうにしまくさ

　　８７１-０１０５・大分県中津市三光原口・さんこうはらぐち

　　８７１-０１０１・大分県中津市三光森山・さんこうもりやま

　　８７１-００５７・大分県中津市三ノ丁・さんのちよう

　　８７１-００７３・大分県中津市塩町・しおまち

　　８７１-００３３・大分県中津市島田・しまた

　　８７１-００３５・大分県中津市島田仲町・しまたなかまち

　　８７１-００３６・大分県中津市島田本町・しまたほんまち

　　８７１-００１１・大分県中津市下池永・しもいけなが

　　８７１-００９７・大分県中津市下正路・しもしようじ

　　８７１-０１６４・大分県中津市下永添・しもながそい

　　８７１-００２９・大分県中津市下宮永・しもみやなが

　　８７９-０１０７・大分県中津市昭和新田・しようわしんでん

　　８７１-００４８・大分県中津市新魚町・しんうおまち

　　８７１-０００９・大分県中津市新大塚町・しんおおつかまち

　　８７１-００３９・大分県中津市新天神町・しんてんじんまち

　　８７１-００４１・大分県中津市新博多町・しんはかたまち

　　８７１-００６９・大分県中津市新堀・しんほﾞり

　　８７１-００８６・大分県中津市船頭町・せんどまち

　　８７１-０００２・大分県中津市全徳・ぜんとく

　　８７１-００８９・大分県中津市船場町・せんはﾞまち

　　８７１-００５９・大分県中津市外馬場・そとはﾞはﾞ

　　８７１-０１５１・大分県中津市大悟法・だいごほﾞう

　　８７１-００６６・大分県中津市鷹匠町・たかじようまち



　　８７１-００２６・大分県中津市高瀬・たかせ

　　８７１-００７１・大分県中津市鷹部屋・たかべや

　　８７９-０１２３・大分県中津市田尻・たじり

　　８７９-０１２４・大分県中津市田尻崎・たじりざき

　　８７１-００２４・大分県中津市中央町・ちゆうおうまち

　　８７１-００６７・大分県中津市仲間町・ちゆうげんまち

　　８７１-００９１・大分県中津市角木・つのぎ

　　８７１-００９５・大分県中津市角木新町・つのぎしんまち

　　８７１-００２８・大分県中津市角木町・つのぎまち

　　８７１-００７５・大分県中津市寺町・てらまち

　　８７１-００３９・大分県中津市天神町・てんじんまち

　　８７１-００５５・大分県中津市殿町・とのまち

　　８７１-００５８・大分県中津市豊田町・とよだまち

　　８７１-００３１・大分県中津市中殿・なかどの

　　８７１-００３０・大分県中津市中殿町・なかどのまち

　　８７１-０１５７・大分県中津市中原・なかはﾞる

　　８７１-０１６２・大分県中津市永添・ながそえ

　　８７９-０１０２・大分県中津市鍋島・なべしま

　　８７１-０１６３・大分県中津市西永添・にしながそい

　　８７１-００４６・大分県中津市西堀端・にしほりはﾞた

　　８７１-００５０・大分県中津市二ノ丁・にのちよう

　　８７９-０１０４・大分県中津市野依・のより

　　８７１-０１５５・大分県中津市八幡町・はちまんちよう

　　８７１-０００６・大分県中津市東浜・ひがしはま

　　８７１-００４６・大分県中津市東堀端・ひがしほりはﾞた

　　８７１-００３２・大分県中津市東本町・ひがしほんまち

　　８７１-００１４・大分県中津市一ツ松・ひとつまつ

　　８７１-００３４・大分県中津市日ノ出町・ひのでまち

　　８７１-００７７・大分県中津市姫路町・ひめじまち

　　８７９-０１１２・大分県中津市福島・ふくしま

　　８７１-００６３・大分県中津市袋町・ふくろまち

　　８７１-００７２・大分県中津市船町・ふなまち

　　８７１-００５３・大分県中津市古魚町・ふるうおまち

　　８７１-００４６・大分県中津市古金谷・ふるかなや

　　８７１-００５１・大分県中津市古博多町・ふるはかたまち

　　８７１-００６８・大分県中津市豊後町・ぶんごまち

　　８７１-０３１１・大分県中津市本耶馬渓町跡田・ほんやはﾞけいまちあとだ

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

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

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

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

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

　　８７１-０２０２・大分県中津市本耶馬渓町曽木・ほんやはﾞけいまちそぎ

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

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

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

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

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

　　８７１-０２０１・大分県中津市本耶馬渓町樋田・ほんやはﾞけいまちひだ

　　８７１-００４７・大分県中津市丸山町・まるやまちよう

　　８７１-００２５・大分県中津市万田・まんだ

　　８７１-００６１・大分県中津市南稲堀・みなみいなほﾞり

　　８７１-００９２・大分県中津市南新地・みなみしんち

　　８７１-００８７・大分県中津市南堀川町・みなみほりかわまち

　　８７１-００３７・大分県中津市宮島町・みやじままち

　　８７１-００１２・大分県中津市宮夫・みやぶ

　　８７９-０１２１・大分県中津市諸田・もろた

　　８７１-００４９・大分県中津市諸町・もろまち

　　８７１-００８３・大分県中津市矢場・やはﾞ

　　８７１-０４３１・大分県中津市耶馬溪町大島・やはﾞけいまちおおしま

　　８７１-０４１３・大分県中津市耶馬溪町大野・やはﾞけいまちおおの

　　８７１-０４０６・大分県中津市耶馬溪町小友田・やはﾞけいまちおともだ

　　８７１-０４０５・大分県中津市耶馬溪町柿坂・やはﾞけいまちかきさか

　　８７１-０４３２・大分県中津市耶馬溪町金吉・ やはﾞけいまちかなよじ

　　８７１-０４０２・大分県中津市耶馬溪町冠石野・やはﾞけいまちかぶしの

　　８７１-０４１４・大分県中津市耶馬溪町川原口・やはﾞけいまちかわらぐち

　　８７１-０４２２・大分県中津市耶馬溪町深耶馬・やはﾞけいまちしんやはﾞ

　　８７１-０４０３・大分県中津市耶馬溪町多志田・やはﾞけいまちたしだ

　　８７１-０４１２・大分県中津市耶馬溪町栃木・やはﾞけいまちとちぎ

　　８７１-０４０４・大分県中津市耶馬溪町戸原・やはﾞけいまちとはﾞる



　　８７１-０４１１・大分県中津市耶馬溪町中畑・やはﾞけいまちなかはた

　　８７１-０４３４・大分県中津市耶馬溪町樋山路・やはﾞけいまちひやまじ

　　８７１-０４０１・大分県中津市耶馬溪町平田・やはﾞけいまちひらた

　　８７１-０４０８・大分県中津市耶馬溪町福土・やはﾞけいまちふくつち

　　８７１-０４０７・大分県中津市耶馬溪町三尾母・やはﾞけいまちみおも

　　８７１-０４３３・大分県中津市耶馬溪町宮園・やはﾞけいまちみやその

　　８７１-０４２１・大分県中津市耶馬溪町山移・やはﾞけいまちやまうつり

　　８７１-０７１５・大分県中津市山国町宇曽・やまくにまちうそ

　　８７１-０７０２・大分県中津市山国町草本・やまくにまちくさもと

　　８７１-０７０３・大分県中津市山国町小屋川・やまくにまちこやがわ

　　８７１-０７０１・大分県中津市山国町槻木・やまくにまちつきのき

　　８７１-０７１４・大分県中津市山国町長尾野・やまくにまちながおの

　　８７１-０７１６・大分県中津市山国町中摩・やまくにまちなかま

　　８７１-０７１１・大分県中津市山国町平小野・やまくにまちひらおの

　　８７１-０７１３・大分県中津市山国町藤野木・やまくにまちふじのき

　　８７１-０７１２・大分県中津市山国町守実・やまくにまちもりざね

　　８７１-０７０４・大分県中津市山国町吉野・やまくにまちよしの

　　８７１-００６２・大分県中津市山下・やました

　　８７１-００８５・大分県中津市弓町・ゆみちよう

　　８７１-００２３・大分県中津市湯屋・ゆや

　　８７１-００９６・大分県中津市竜王町・りゆうおうまち

　　８７１-００８８・大分県中津市留守居町・るすいまち

　　８７７-００００・大分県日田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７７-１２２４・大分県日田市秋原町・あきはﾞるまち

　　８７７-０００１・大分県日田市秋山町・あきやままち

　　８７７-００８４・大分県日田市朝日ケ丘・あさひがおか

　　８７７-００８５・大分県日田市朝日町・あさひまち

　　８７９-４２０２・大分県日田市天瀬町赤岩・あまがせまちあかいわ

　　８７７-０１１１・大分県日田市天瀬町五馬市・あまがせまちいつまいち

　　８７７-０１１４・大分県日田市天瀬町出口・あまがせまちいでぐち

　　８７９-４１２３・大分県日田市天瀬町女子畑・あまがせまちおなごはた

　　８７９-４１２２・大分県日田市天瀬町合田・あまがせまちごうた

　　８７９-４２０１・大分県日田市天瀬町桜竹・あまがせまちさくらだけ

　　８７７-０１１３・大分県日田市天瀬町塚田・あまがせまちつかだ

　　８７７-０１１２・大分県日田市天瀬町本城・あまがせまちほんじよう

　　８７９-４１２１・大分県日田市天瀬町馬原・あまがせまちまはﾞる

　　８７９-４２０３・大分県日田市天瀬町湯山・あまがせまちゆやま

　　８７７-１３６６・大分県日田市あやめ台・あやめだい

　　８７７-１３６１・大分県日田市有田町・ありたまち

　　８７７-１３７５・大分県日田市池辺町・いけべまち

　　８７７-００６１・大分県日田市石井・いしい

　　８７７-１３５２・大分県日田市石松町・いしまつまち

　　８７７-１２２３・大分県日田市市ノ瀬町・いちのせまち

　　８７７-１３８３・大分県日田市岩美町・いわみまち

　　８７７-００６２・大分県日田市上野町・うえのまち

　　８７７-００６８・大分県日田市内河町・うちかわまち

　　８７７-１１０４・大分県日田市大鶴本町・おおつるほんまち

　　８７７-１１０７・大分県日田市大鶴町・おおつるまち

　　８７７-１１０５・大分県日田市大肥町・おおひまち

　　８７７-１１０６・大分県日田市大肥本町・おおひほんまち

　　８７７-００３３・大分県日田市大部町・おおべまち

　　８７７-００５５・大分県日田市大宮町・おおみやまち

　　８７７-０２０１・大分県日田市大山町西大山・おおやままちにしおおやま

　　８７７-０２０２・大分県日田市大山町東大山・おおやままちひがしおおやま

　　８７７-００３２・大分県日田市小ケ瀬町・おがせまち

　　８７７-１２２２・大分県日田市小河内町・おがわちまち

　　８７７-００８８・大分県日田市小迫町・おざこまち

　　８７７-１３６２・大分県日田市尾当町・おとうまち

　　８７７-００６４・大分県日田市小山町・おやままち

　　８７７-００２２・大分県日田市神来町・かみくまち

　　８７７-０００３・大分県日田市上城内町・かみじようないまち

　　８７７-０３１２・大分県日田市上津江町上野田・かみつえまちかみのだ

　　８７７-０３１１・大分県日田市上津江町川原・かみつえまちかわはﾞる

　　８７７-１３７２・大分県日田市上諸留町・かみもろどめまち

　　８７７-００７６・大分県日田市亀川町・かめがわまち

　　８７７-００６６・大分県日田市川下・かわした

　　８７７-００４３・大分県日田市川原町・かわはらまち

　　８７７-００４５・大分県日田市亀山町・きざんまち

　　８７７-００７８・大分県日田市北友田・きたともだ

　　８７７-００８７・大分県日田市君迫町・きみざこまち



　　８７７-００５１・大分県日田市京町・きようまち

　　８７７-００６３・大分県日田市串川町・くしかわまち

　　８７７-００４４・大分県日田市隈・くま

　　８７７-００３１・大分県日田市古金町・こがねまち

　　８７７-００５４・大分県日田市琴平町・ことひらまち

　　８７７-１２３１・大分県日田市財津町・ざいつまち

　　８７７-１３５４・大分県日田市坂井町・さかいまち

　　８７７-１３５１・大分県日田市三ノ宮町・さんのみやまち

　　８７７-００１６・大分県日田市三本松・さんほﾞんまつ

　　８７７-００１７・大分県日田市三本松新町・さんほﾞんまつしんまち

　　８７７-１２３２・大分県日田市清水町・しみずまち

　　８７７-００３８・大分県日田市下井手町・しもいでまち

　　８７７-１１０２・大分県日田市上宮町・じようぐうまち

　　８７７-０００２・大分県日田市城内新町・じようないしんまち

　　８７７-０００４・大分県日田市城町・しろまち

　　８７７-１２４３・大分県日田市鈴連町・すずれまち

　　８７７-００８１・大分県日田市清岸寺町・せいがんじまち

　　８７７-００５６・大分県日田市誠和町・せいわまち

　　８７７-００５２・大分県日田市銭渕町・ぜにぶちまち

　　８７７-００５９・大分県日田市大日町・だいにちまち

　　８７７-００６７・大分県日田市高井町・たかいまち

　　８７７-００５３・大分県日田市高瀬本町・たかせほんまち

　　８７７-００４１・大分県日田市竹田新町・たけだしんまち

　　８７７-００２３・大分県日田市田島（大字）・たしま(おおあざ)

　　８７７-００２５・大分県日田市田島（丁目）・たしま

　　８７７-００２６・大分県日田市田島本町・たしまほんまち

　　８７７-００７１・大分県日田市玉川町・たまがわまち

　　８７７-００１２・大分県日田市淡窓・たんそう

　　８７７-００１５・大分県日田市中央・ちゆうおう

　　８７７-１３７３・大分県日田市月出町・つきでまち

　　８７７-１１０３・大分県日田市鶴河内町・つるがわちまち

　　８７７-１１０１・大分県日田市鶴城町・つるぎまち

　　８７７-１２３４・大分県日田市天神町・てんじんまち

　　８７７-１２４２・大分県日田市殿町・とのまち

　　８７７-１３６３・大分県日田市中尾町・なかおまち

　　８７７-００１１・大分県日田市中城町・なかじようまち

　　８７７-０３０２・大分県日田市中津江村合瀬・なかつえむらごうせ

　　８７７-０３０１・大分県日田市中津江村栃野・なかつえむらとちの

　　８７７-００７５・大分県日田市中釣町・なかつﾞるまち

　　８７７-００７４・大分県日田市中ノ島町・なかのしままち

　　８７７-００４７・大分県日田市中本町・なかほんまち

　　８７７-００５８・大分県日田市南部町・なんぶまち

　　８７７-００７２・大分県日田市新治町・にいはﾞるまち

　　８７７-００８６・大分県日田市二串町・にくしちよう

　　８７７-１３５３・大分県日田市上手町・のほﾞてまち

　　８７７-１３８４・大分県日田市羽田町・はたまち

　　８７７-１３８１・大分県日田市東羽田町・ひがしはたまち

　　８７７-００４２・大分県日田市東町・ひがしまち

　　８７７-００３５・大分県日田市日高町・ひだかまち

　　８７７-００７３・大分県日田市日ノ隈町・ひのくままち

　　８７７-００８２・大分県日田市日ノ出町・ひのでまち

　　８７７-１３８２・大分県日田市日の本町・ひのもとまち

　　８７７-００８３・大分県日田市吹上町・ふきあげまち

　　８７７-１２２１・大分県日田市伏木町・ふしきまち

　　８７７-１２２５・大分県日田市藤山町・ふじやままち

　　８７７-００４６・大分県日田市本庄町・ほんじようまち

　　８７７-００１４・大分県日田市本町・ほんまち

　　８７７-０２１１・大分県日田市前津江町赤石・ まえつえまちあかいじ

　　８７７-０２１２・大分県日田市前津江町大野・まえつえまちおおの

　　８３９-１４２１・大分県日田市前津江町柚木（１～８００)・ゆうぎ

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

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

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

　　８３９-１４２１・大分県日田市前津江町柚木（本村）・ゆうぎ(ほんむら)

　　８７７-０２２１・大分県日田市前津江町柚木（その他）・ゆうぎ(そのた)

　　８７７-１３７４・大分県日田市松野町・まつのまち

　　８７７-０００５・大分県日田市豆田町・まめだまち

　　８７７-０００７・大分県日田市丸の内町・まるのうちまち

　　８７７-０００８・大分県日田市丸山・まるやま

　　８７７-１３６４・大分県日田市三池町・みいけまち



　　８７７-１２４４・大分県日田市三河町・みかわまち

　　８７７-１３６５・大分県日田市水目町・みずめまち

　　８７７-００６５・大分県日田市緑町・みどりまち

　　８７７-０００６・大分県日田市港町・みなとまち

　　８７７-００７７・大分県日田市南友田町・みなみともだまち

　　８７７-００２４・大分県日田市南元町・みなみもとまち

　　８７７-００３６・大分県日田市三芳小渕町・みよしこぶちまち

　　８７７-１２３３・大分県日田市三和団地・みわだんち

　　８７７-００１３・大分県日田市元町・もとまち

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

　　８７７-１１２１・大分県日田市源栄町（皿山）・もとえまち(さらやま)

　　８７７-１２４１・大分県日田市源栄町（その他）・もとえまち(そのた)

　　８７７-００２１・大分県日田市求町・もとめまち

　　８７７-００３４・大分県日田市桃山町・ももやままち

　　８７７-１３７１・大分県日田市諸留町・もろどめまち

　　８７７-００５７・大分県日田市八幡町・やはたまち

　　８７７-００８９・大分県日田市山田町・やまだまち

　　８７７-００３９・大分県日田市刃連町・ゆきいまち

　　８７７-１１１１・大分県日田市夜明上町・よあけかみまち

　　８７７-１１１２・大分県日田市夜明中町・よあけなかまち

　　８７７-１１１３・大分県日田市夜明関町・よあけせきまち

　　８７７-００３７・大分県日田市若宮町・わかみやまち

　　８７６-００００・大分県佐伯市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７６-１５１３・大分県佐伯市青山・あおやま

　　８７６-０００４・大分県佐伯市荒網代浦・あらじろうら

　　８７６-００２５・大分県佐伯市池田・いけだ

　　８７６-０８３３・大分県佐伯市池船町・いけふねまち

　　８７６-０００５・大分県佐伯市石間浦・いしまうら

　　８７６-００４２・大分県佐伯市稲垣・いながき

　　８７６-０８４９・大分県佐伯市臼坪・うすつほﾞ

　　８７６-０８４５・大分県佐伯市内町・うちまち

　　８７９-３２０１・大分県佐伯市宇目大平・うめおおひら

　　８７９-３３０１・大分県佐伯市宇目小野市・うめおのいち

　　８７９-３２０２・大分県佐伯市宇目河内・うめかわち

　　８７９-３４０２・大分県佐伯市宇目木浦内・うめきうらうち

　　８７９-３４０１・大分県佐伯市宇目木浦鉱山・うめきうらこうざん

　　８７９-３２０３・大分県佐伯市宇目塩見園・うめしおみぞの

　　８７９-３２０４・大分県佐伯市宇目重岡・うめしげおか

　　８７９-３２０５・大分県佐伯市宇目千束・うめせんぞく

　　８７９-３３０２・大分県佐伯市宇目南田原・うめみなみたはﾞる

　　８７６-０８０３・大分県佐伯市駅前・えきまえ

　　８７６-００１６・大分県佐伯市王子丸・おうじまる

　　８７６-００３６・大分県佐伯市大越・おおこえ

　　８７６-０８３１・大分県佐伯市大手町・おおてまち

　　８７６-１１０５・大分県佐伯市海崎・かいざき

　　８７６-００４３・大分県佐伯市樫野・かしの

　　８７６-０８０６・大分県佐伯市春日町・かすがまち

　　８７６-１１０４・大分県佐伯市霞ケ浦・かすみがうら

　　８７６-０００８・大分県佐伯市片神浦・かたがみうら

　　８７６-１５１２・大分県佐伯市堅田・かたた

　　８７６-０８０１・大分県佐伯市葛港・かつﾞらみなと

　　８７６-２４０２・大分県佐伯市蒲江猪串浦・かまえいのくしうら

　　８７６-２２０２・大分県佐伯市蒲江尾浦・かまえおうら

　　８７６-２４０６・大分県佐伯市蒲江葛原浦・かまえかずらはらうら

　　８７６-２４０１・大分県佐伯市蒲江蒲江浦・かまえかまえうら

　　８７６-２２０３・大分県佐伯市蒲江楠本浦・かまえくすもとうら

　　８７６-２３０１・大分県佐伯市蒲江竹野浦河内・かまえたけのうらごうち

　　８７６-２３０２・大分県佐伯市蒲江西野浦・かまえにしのうら

　　８７６-２４０３・大分県佐伯市蒲江野々河内浦・かまえののかわちうら

　　８７６-２２０１・大分県佐伯市蒲江畑野浦・かまえはたのうら

　　８７６-２４０７・大分県佐伯市蒲江波当津浦・かまえはとうつﾞうら

　　８７６-２４０５・大分県佐伯市蒲江丸市尾浦・かまえまるいちびうら

　　８７６-２４０４・大分県佐伯市蒲江森崎浦・かまえもりざきうら

　　８７９-２６０１・大分県佐伯市上浦浅海井浦・かみうらあざむいうら

　　８７９-２６０２・大分県佐伯市上浦津井浦・かみうらついうら

　　８７９-２６０３・大分県佐伯市上浦最勝海浦・かみうらにいなめうら

　　８７６-００４５・大分県佐伯市上岡・かみおか

　　８７６-００２７・大分県佐伯市上久部・かみくべ

　　８７６-００３４・大分県佐伯市上城・かみじよう

　　８７６-００２２・大分県佐伯市上灘・かみなだ



　　８７６-１１０１・大分県佐伯市狩生・かりう

　　８７６-００３１・大分県佐伯市川原・かわはﾞる

　　８７６-０８０４・大分県佐伯市蟹田・がんだ

　　８７６-００３５・大分県佐伯市岸河内・きしがわち

　　８７６-２１２１・大分県佐伯市木立・きたち

　　８７６-０００７・大分県佐伯市久保浦・くほﾞうら

　　８７６-０８４１・大分県佐伯市来島町・くるしままち

　　８７６-００１１・大分県佐伯市坂の浦・さかのうら

　　８７６-００５２・大分県佐伯市坂山・さかやま

　　８７６-０００３・大分県佐伯市塩内浦・しうちうら

　　８７６-００２４・大分県佐伯市下久部・しもくべ

　　８７６-００３３・大分県佐伯市下城・しもじよう

　　８７６-０８４８・大分県佐伯市城下東町・じようかひがしまち

　　８７６-０８４７・大分県佐伯市城下西町・じようかにしまち

　　８７６-００６３・大分県佐伯市城西区・じようせいく

　　８７６-０８４６・大分県佐伯市城東町・じようとうまち

　　８７６-０８３４・大分県佐伯市城南町・じようなんまち

　　８７６-００２６・大分県佐伯市匠南・しようなん

　　８７６-００１４・大分県佐伯市白方・しらかた

　　８７６-０８２４・大分県佐伯市新女島・しんめじま

　　８７６-０８３２・大分県佐伯市船頭町・せんどうまち

　　８７６-００４４・大分県佐伯市高畠・たかはﾞた

　　８７６-００５３・大分県佐伯市高畑・たかはﾞたけ

　　８７６-０００１・大分県佐伯市高松浦・たかまつうら

　　８７６-０８０７・大分県佐伯市田の浦町・たのうらまち

　　８７６-００４７・大分県佐伯市鶴岡西町・つるおかにしまち

　　８７６-０８３５・大分県佐伯市鶴岡町・つるおかまち

　　８７６-００１２・大分県佐伯市鶴望・つるみ

　　８７６-１２０４・大分県佐伯市鶴見有明浦・つるみありあけうら

　　８７６-１３１３・大分県佐伯市鶴見大島・つるみおおしま

　　８７６-１２０３・大分県佐伯市鶴見沖松浦・つるみおきまつうら

　　８７６-１３１２・大分県佐伯市鶴見梶寄浦・つるみかじよせうら

　　８７６-１２０２・大分県佐伯市鶴見地松浦・つるみじまつうら

　　８７６-１３１１・大分県佐伯市鶴見丹賀浦・つるみたんがうら

　　８７６-１３０６・大分県佐伯市鶴見中越浦（猿戸）・(さると)

　　８７６-１３０６・大分県佐伯市鶴見中越浦（広浦）・(ひろうら)

　　８７６-１２０６・大分県佐伯市鶴見中越浦（その他）・(そのた)

　　８７６-１２０５・大分県佐伯市鶴見羽出浦・つるみはいでうら

　　８７６-１２０１・大分県佐伯市鶴見吹浦・つるみふきうら

　　８７６-０８１１・大分県佐伯市鶴谷町・つるやまち

　　８７６-００５１・大分県佐伯市寺田・てらだ

　　８７６-０８５１・大分県佐伯市常盤東町・ときわひがしまち

　　８７６-０８５７・大分県佐伯市常盤西町・ときわにしまち

　　８７６-０８５２・大分県佐伯市常盤南町・ときわみなみまち

　　８７９-３１０１・大分県佐伯市直川赤木・なおかわあかぎ

　　８７９-３１０２・大分県佐伯市直川上直見・なおかわかみなおみ

　　８７９-３１０３・大分県佐伯市直川下直見・なおかわしもなおみ

　　８７９-３１０４・大分県佐伯市直川仁田原・なおかわにたはら

　　８７９-３１０５・大分県佐伯市直川横川・なおかわよこがわ

　　８７６-０８１２・大分県佐伯市中江町・なかえまち

　　８７６-０８４３・大分県佐伯市中の島・なかのしま

　　８７６-０８４２・大分県佐伯市中ノ島東町・なかのしまひがしまち

　　８７６-０８５３・大分県佐伯市中村東町・なかむらひがしまち

　　８７６-０８５５・大分県佐伯市中村西町・なかむらにしまち

　　８７６-０８５４・大分県佐伯市中村南町・なかむらみなみまち

　　８７６-０８５６・大分県佐伯市中村北町・なかむらきたまち

　　８７６-００３２・大分県佐伯市中山・なかやま

　　８７６-０８１３・大分県佐伯市長島町・ながしままち

　　８７６-００４１・大分県佐伯市長瀬・ながせ

　　８７６-１５１１・大分県佐伯市長良・ながら

　　８７６-０８３６・大分県佐伯市西谷町・にしだにまち

　　８７６-０８２２・大分県佐伯市西浜・にしはま

　　８７６-０８１５・大分県佐伯市野岡町・のおかまち

　　８７６-００１７・大分県佐伯市野口・のぐち

　　８７６-００３７・大分県佐伯市長谷・はせ

　　８７６-１１０６・大分県佐伯市戸穴・ひあな

　　８７６-００２１・大分県佐伯市東灘・ひがしなだ

　　８７６-０８２１・大分県佐伯市東浜・ひがしはま

　　８７６-０８１４・大分県佐伯市東町・ひがしまち

　　８７６-０８０２・大分県佐伯市日の出町・ひのでまち



　　８７６-０００２・大分県佐伯市日向泊浦・ひゆうがどまりうら

　　８７６-００１８・大分県佐伯市平・ひら

　　８７６-０８０５・大分県佐伯市平野町・ひらのまち

　　８７６-１１０２・大分県佐伯市二栄・ふたはﾞえ

　　８７６-００６２・大分県佐伯市古市・ふるいち

　　８７６-００２３・大分県佐伯市蛇崎・へびざき

　　８７６-０８４４・大分県佐伯市向島・ほうじま

　　８７６-０２１１・大分県佐伯市本匠井ノ上・ほんじよういのうえ

　　８７６-０２１２・大分県佐伯市本匠因尾・ほんじよういんび

　　８７６-０２０４・大分県佐伯市本匠宇津々・ほんじよううつつ

　　８７６-０２０６・大分県佐伯市本匠小川・ほんじようおがわ

　　８７６-０２１５・大分県佐伯市本匠小半・ほんじようおながら

　　８７６-０２０２・大分県佐伯市本匠笠掛・ほんじようかさかけ

　　８７６-０２０１・大分県佐伯市本匠風戸・ほんじようかざと

　　８７６-０２１４・大分県佐伯市本匠上津川・ほんじようこうつﾞがわ

　　８７６-０２１３・大分県佐伯市本匠堂ノ間・ほんじようどうのま

　　８７６-０２０５・大分県佐伯市本匠波寄・ほんじようはき

　　８７６-０２０３・大分県佐伯市本匠三股・ほんじようみまた

　　８７６-０２１６・大分県佐伯市本匠山部・ほんじようやまぶ

　　８７６-０８２３・大分県佐伯市女島・めじま

　　８７６-０８２５・大分県佐伯市女島団地・めじまだんち

　　８７６-００１５・大分県佐伯市百谷・ももたに

　　８７６-１１０３・大分県佐伯市護江・もりえ

　　８７６-０００６・大分県佐伯市守後浦・もりごうら

　　８７６-００６１・大分県佐伯市門前・もんぜ

　　８７６-００６４・大分県佐伯市八迫区・やさこく

　　８７６-０１１１・大分県佐伯市弥生井崎・やよいいさき

　　８７６-０１２５・大分県佐伯市弥生江良・やよいえら

　　８７６-０１０１・大分県佐伯市弥生大坂本・やよいおおさかもと

　　８７６-０１１２・大分県佐伯市弥生上小倉・やよいかみおぐら

　　８７６-０１２２・大分県佐伯市弥生門田・やよいかんた

　　８７６-０１２１・大分県佐伯市弥生小田・やよいこだ

　　８７６-０１２４・大分県佐伯市弥生細田・やよいさいた

　　８７６-０１０２・大分県佐伯市弥生尺間・やよいしやくま

　　８７６-０１２６・大分県佐伯市弥生提内・やよいひさぎうち

　　８７６-０１２３・大分県佐伯市弥生平井・やよいひらい

　　８７６-０１１３・大分県佐伯市弥生山梨子・ やよいやまなじ

　　８７６-０１０３・大分県佐伯市弥生床木・やよいゆかぎ

　　８７６-１４０２・大分県佐伯市米水津色利浦・よのうつﾞいろりうら

　　８７６-１４０１・大分県佐伯市米水津浦代浦（その他）・(そのた)

　　８７６-１３０１・大分県佐伯市米水津浦代浦（間越）・(はざこ)

　　８７６-１３０１・大分県佐伯市米水津浦代浦（芳ケ浦）・(よしがうら)

　　８７６-１４０４・大分県佐伯市米水津小浦・よのうつﾞこうら

　　８７６-１４０５・大分県佐伯市米水津竹野浦・よのうつﾞたけのうら

　　８７６-１４０３・大分県佐伯市米水津宮野浦・よのうつﾞみやのうら

　　８７６-００１３・大分県佐伯市若宮町・わかみやまち

　　８７６-００４６・大分県佐伯市脇・わき

　　８７５-００００・大分県臼杵市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７５-００６５・大分県臼杵市家野・いえの

　　８７５-００３４・大分県臼杵市板知屋・いたちや

　　８７５-００５２・大分県臼杵市市浜・いちはま

　　８７５-００８２・大分県臼杵市稲田・いなだ

　　８７５-００８３・大分県臼杵市井村・いむら

　　８７５-００４１・大分県臼杵市臼杵・うすき

　　８７５-００２３・大分県臼杵市江無田・えむた

　　８７５-００３３・大分県臼杵市大泊・おおとまり

　　８７５-０００４・大分県臼杵市大野・おおの

　　８７５-００１２・大分県臼杵市大浜・おおはま

　　８７５-００７７・大分県臼杵市乙見・おとみ

　　８７５-００４２・大分県臼杵市海添・かいぞえ

　　８７５-００７３・大分県臼杵市掻懐・かきだき

　　８７５-００３２・大分県臼杵市風成・ かざなじ

　　８７５-００７０・大分県臼杵市久木小野・くぎおの

　　８７５-０００１・大分県臼杵市佐志生・さしう

　　８７５-００７４・大分県臼杵市左津留・さつﾞる

　　８７５-０００２・大分県臼杵市下ノ江・したのえ

　　８７５-００２２・大分県臼杵市末広・すえひろ

　　８７５-００１１・大分県臼杵市諏訪・すわ

　　８７５-０００３・大分県臼杵市田井・たい

　　８７５-００７８・大分県臼杵市高山・たかやま



　　８７５-００８４・大分県臼杵市岳谷・たけや

　　８７５-００７９・大分県臼杵市武山・たけやま

　　８７５-００２１・大分県臼杵市田尻・たじり

　　８７５-００５１・大分県臼杵市戸室・とむろ

　　８７５-００７２・大分県臼杵市中臼杵・なかうすき

　　８７５-００７５・大分県臼杵市中尾・なかお

　　８７５-００１３・大分県臼杵市中津浦・なかつうら

　　８７５-００４３・大分県臼杵市二王座・におうざ

　　８７５-００６２・大分県臼杵市野田・のだ

　　８７５-０２２１・大分県臼杵市野津町秋山・のつまちあきやま

　　８７５-０３４３・大分県臼杵市野津町岩屋・のつまちいわや

　　８７５-０２３２・大分県臼杵市野津町烏嶽・のつまちうがく

　　８７５-０２１２・大分県臼杵市野津町老松・のつまちおいまつ

　　８７５-０２１５・大分県臼杵市野津町王子・のつまちおうじ

　　８７５-０３４２・大分県臼杵市野津町落谷・のつまちおちだに

　　８７５-０３５２・大分県臼杵市野津町垣河内・のつまちかきがわち

　　８７５-０２１６・大分県臼杵市野津町亀甲・のつまちかめこう

　　８７５-０２３７・大分県臼杵市野津町西寒田・のつまちささむた

　　８７５-０３４４・大分県臼杵市野津町白岩・のつまちしらいわ

　　８７５-０３４１・大分県臼杵市野津町清水原・のつまちそうずはﾞる

　　８７５-０２３１・大分県臼杵市野津町千塚・のつまちちつﾞか

　　８７５-０３５１・大分県臼杵市野津町泊・のつまちとまり

　　８７５-０３５３・大分県臼杵市野津町西神野・のつまちにしこうの

　　８７５-０２２４・大分県臼杵市野津町西畑・のつまちにしはた

　　８７５-０２０１・大分県臼杵市野津町野津市・のつまちのついち

　　８７５-０２１３・大分県臼杵市野津町八里合・のつまちはちりごう

　　８７５-０２３４・大分県臼杵市野津町原・のつまちはる

　　８７５-０３２３・大分県臼杵市野津町東谷（三重谷）・(みえだに)

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

　　８７５-０２１４・大分県臼杵市野津町福良木・のつまちふくらぎ

　　８７５-０２３５・大分県臼杵市野津町藤小野・のつまちふじおの

　　８７５-０２０３・大分県臼杵市野津町前河内・のつまちまえがわち

　　８７５-０２１１・大分県臼杵市野津町都原・のつまちみやこはﾞる

　　８７５-０２３３・大分県臼杵市野津町宮原・のつまちみやはﾞる

　　８７５-０２０２・大分県臼杵市野津町山頭・のつまちやまず

　　８７５-０２３６・大分県臼杵市野津町柚野木・のつまちゆのき

　　８７５-０２２２・大分県臼杵市野津町吉田・のつまちよしだ

　　８７５-００７６・大分県臼杵市東神野・ひがしこうの

　　８７５-００３１・大分県臼杵市深江・ふかえ

　　８７５-００６４・大分県臼杵市深田・ふかた

　　８７５-００５３・大分県臼杵市福良・ふくら

　　８７５-００８１・大分県臼杵市藤河内・ふじかわち

　　８７５-００６１・大分県臼杵市前田・まえだ

　　８７５-００６３・大分県臼杵市望月・もちつﾞき

　　８７５-００７１・大分県臼杵市吉小野・よしおの

　　８７９-２４００・大分県津久見市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-２６８２・大分県津久見市網代・あじろ

　　８７９-２４４５・大分県津久見市井無田町・いむたまち

　　８７９-２４５９・大分県津久見市入船東町・いりふねひがしまち

　　８７９-２４５８・大分県津久見市入船西町・いりふねにしまち

　　８７９-２４１１・大分県津久見市岩屋町・いわやまち

　　８７９-２４３１・大分県津久見市大友町・おおともまち

　　８７９-２４５５・大分県津久見市岡町・おかまち

　　８７９-２４７５・大分県津久見市堅浦・かたうら

　　８７９-２４６１・大分県津久見市上青江・かみあおえ

　　８７９-２４３６・大分県津久見市上宮本町・かみみやもとまち

　　８７９-２４７１・大分県津久見市合ノ元町・ごうのもとまち

　　８７９-２４５３・大分県津久見市小園町・こぞのまち

　　８７９-２４５４・大分県津久見市地蔵町・じぞうまち

　　８７９-２４５７・大分県津久見市志手町・してまち

　　８７９-２４４６・大分県津久見市下青江・しもあおえ

　　８７９-２４５１・大分県津久見市新町・しんまち

　　８７９-２４４３・大分県津久見市セメント町・せめんとまち

　　８７９-２４１２・大分県津久見市高洲町・たかすまち

　　８７９-２４３４・大分県津久見市立花町・たちはﾞなまち

　　８７９-２４０１・大分県津久見市千怒・ちぬ

　　８７９-２４４１・大分県津久見市中央町・ちゆうおうまち

　　８７９-２４２１・大分県津久見市津久見・つくみ

　　８７９-２４１３・大分県津久見市津久見浦・つくみうら

　　８７９-２４７４・大分県津久見市徳浦・とくうら



　　８７９-２４７２・大分県津久見市徳浦本町・とくうらほんまち

　　８７９-２４７３・大分県津久見市徳浦宮町・とくうらみやまち

　　８７９-２４３３・大分県津久見市中田町・なかだまち

　　８７９-２４５２・大分県津久見市中町・なかまち

　　８７９-２４７６・大分県津久見市長目・ながめ

　　８７９-２６８１・大分県津久見市日見・ひみ

　　８７９-２４３２・大分県津久見市文京町・ぶんきようまち

　　８７９-２５０１・大分県津久見市保戸島・ほとじま

　　８７９-２４４２・大分県津久見市港町・みなとまち

　　８７９-２４３５・大分県津久見市宮本町・みやもとまち

　　８７９-２４４４・大分県津久見市元町・もとまち

　　８７９-２４５６・大分県津久見市門前町・もんぜんまち

　　８７９-２４２２・大分県津久見市八戸・やと

　　８７９-２６８３・大分県津久見市四浦・ようら

　　８７８-００００・大分県竹田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７８-００１１・大分県竹田市会々・あいあい

　　８７８-００２１・大分県竹田市穴井迫・あないざこ

　　８７８-０１５３・大分県竹田市市用・いちもち

　　８７９-６１８２・大分県竹田市今・いま

　　８７８-００２２・大分県竹田市岩瀬・いわせ

　　８７８-００３１・大分県竹田市岩本・いわもと

　　８７８-０００１・大分県竹田市植木・うえき

　　８７８-０００２・大分県竹田市枝・えだ

　　８７８-００３２・大分県竹田市太田・おおた

　　８７８-０１４１・大分県竹田市小川・おがわ

　　８７９-６１３４・大分県竹田市荻町瓜作・おぎまちうりつくり

　　８７９-６１１３・大分県竹田市荻町恵良原・おぎまちえらはる

　　８７９-６１２６・大分県竹田市荻町大平・おぎまちおおだいら

　　８７９-６１２２・大分県竹田市荻町柏原・おぎまちかしわはﾞる

　　８７９-６１２７・大分県竹田市荻町叶野・おぎまちかないの

　　８７９-６１３５・大分県竹田市荻町北原・おぎまちきたはﾞる

　　８７９-６１０１・大分県竹田市荻町木下・おぎまちきのした

　　８７９-６１２１・大分県竹田市荻町桑木・おぎまちくわぎ

　　８７９-６１３２・大分県竹田市荻町西福寺・おぎまちさいふくじ

　　８７９-６１３１・大分県竹田市荻町鴫田・おぎまちしぎた

　　８７９-６１０３・大分県竹田市荻町新藤・おぎまちしんどう

　　８７９-６１１６・大分県竹田市荻町高城・おぎまちたかじよう

　　８７９-６１２８・大分県竹田市荻町高練木・おぎまちたかねりき

　　８７９-６１３３・大分県竹田市荻町田代・おぎまちたしろ

　　８７９-６１１５・大分県竹田市荻町馬場・おぎまちはﾞはﾞ

　　８７９-６１２４・大分県竹田市荻町陽目・おぎまちひなため

　　８７９-６１０４・大分県竹田市荻町藤渡・おぎまちふじわたり

　　８７９-６１２５・大分県竹田市荻町仏面・おぎまちぶつめん

　　８７９-６１１２・大分県竹田市荻町馬背野・おぎまちませの

　　８７９-６１０２・大分県竹田市荻町政所・おぎまちまどころ

　　８７９-６１１１・大分県竹田市荻町南河内・おぎまちみなみがわち

　　８７９-６１２３・大分県竹田市荻町宮平・おぎまちみやびら

　　８７９-６１８１・大分県竹田市小塚・おつﾞか

　　８７８-０００３・大分県竹田市片ケ瀬・かたかせ

　　８７８-０１６１・大分県竹田市上坂田・かみさかだ

　　８７８-０１６３・大分県竹田市上畑・かみはた

　　８７８-０１６４・大分県竹田市刈小野・かりおの

　　８７８-０１５４・大分県竹田市川床・かわどこ

　　８７８-０１４３・大分県竹田市城原・きはﾞる

　　８７８-００２３・大分県竹田市君ケ園・きみがその

　　８７８-０５７２・大分県竹田市九重野・くじゆうの

　　８７８-０２０２・大分県竹田市久住町有氏・くじゆうまちありうじ

　　８７８-０２０４・大分県竹田市久住町栢木・くじゆうまちかやぎ

　　８７８-０２０１・大分県竹田市久住町久住・くじゆうまちくじゆう

　　８７８-０２０５・大分県竹田市久住町白丹・くじゆうまちしらに

　　８７８-０２０６・大分県竹田市久住町添ケ津留・くじゆうまちそえがつる

　　８７８-０２０３・大分県竹田市久住町仏原・くじゆうまちぶつはﾞる

　　８７８-０２５６・大分県竹田市久保（１４４９)・くほﾞ(１４４９)

　　８７８-０１５６・大分県竹田市久保（その他）・くほﾞ(そのた)

　　８７８-０５７６・大分県竹田市倉木・くらき

　　８７８-０５７４・大分県竹田市神原・こうはﾞる

　　８７８-０１５５・大分県竹田市志土知・しとち

　　８７８-０１５１・大分県竹田市下坂田・しもさかだ

　　８７８-０１５２・大分県竹田市下志土知・しもしとち

　　８７９-６１８４・大分県竹田市菅生・すごう



　　８７８-０１６２・大分県竹田市炭竈・すみかまど

　　８７８-０５７５・大分県竹田市田井・たい

　　８７８-０１４４・大分県竹田市高伏・ たかぶじ

　　８７８-００１３・大分県竹田市竹田・たけた

　　８７８-００１２・大分県竹田市竹田町・たけたまち

　　８７８-００２４・大分県竹田市玉来・たまらい

　　８７８-０５７１・大分県竹田市次倉・つぎくら

　　８７９-６１８３・大分県竹田市戸上・とうえ

　　８７８-０４０３・大分県竹田市直入町上田北・なおいりまちかみたぎた

　　８７８-０４０１・大分県竹田市直入町神堤・なおいりまちかみつつみ

　　８７８-０４０４・大分県竹田市直入町下田北・なおいりまちしもたぎた

　　８７８-０４０２・大分県竹田市直入町長湯・なおいりまちながゆ

　　８７８-０００４・大分県竹田市中・なか

　　８７８-０５７３・大分県竹田市中角・なかつの

　　８７８-００３３・大分県竹田市入田・にゆうた

　　８７８-００２５・大分県竹田市拝田原・はいたはﾞる

　　８７８-０００５・大分県竹田市挾田・はさだ

　　８７８-００２６・大分県竹田市飛田川・ひだがわ

　　８７８-０００６・大分県竹田市平田・ひらた

　　８７８-０１４２・大分県竹田市福原・ふくはら

　　８７８-０１４６・大分県竹田市古園・ふるぞの

　　８７８-０００７・大分県竹田市三宅・みやけ

　　８７８-００２７・大分県竹田市向山田・むこうやまだ

　　８７８-００３４・大分県竹田市門田・もんでん

　　８７８-００３５・大分県竹田市吉田・よしだ

　　８７８-０１４５・大分県竹田市米納・よない

　　８７８-００２８・大分県竹田市渡瀬・わたせ

　　８７９-０６００・大分県豊後高田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-０７３３・大分県豊後高田市荒尾・あらお

　　８７９-０７２２・大分県豊後高田市一畑・いちはた

　　８７９-０６２６・大分県豊後高田市今町・いままち

　　８７２-１１０７・大分県豊後高田市臼野・うすの

　　８７９-０７２３・大分県豊後高田市梅ノ木・うめのき

　　８７２-１２０１・大分県豊後高田市夷・えびす

　　８７２-１１０２・大分県豊後高田市大岩屋・おおいわや

　　８７２-１１０６・大分県豊後高田市大平・おおひら

　　８７９-０６０５・大分県豊後高田市御玉・おだま

　　８７２-１２０２・大分県豊後高田市香々地・かかちﾞ

　　８７９-０６２２・大分県豊後高田市鍛治屋町・かじやまち

　　８７２-１２０３・大分県豊後高田市堅来・かたく

　　８７９-０６０３・大分県豊後高田市鼎・かなえ

　　８７９-０６２３・大分県豊後高田市金谷町・かなやまち

　　８７２-１２０４・大分県豊後高田市上香々地・かみかかちﾞ

　　８７９-０７２１・大分県豊後高田市加礼川・かれがわ

　　８７９-０６０１・大分県豊後高田市草地・くさじ

　　８７９-０６１４・大分県豊後高田市来縄・くなわ

　　８７９-０６０８・大分県豊後高田市呉崎・くれさき

　　８７２-１１０３・大分県豊後高田市黒土・くろつち

　　８７９-０６１３・大分県豊後高田市小田原・こだわら

　　８７２-１２０５・大分県豊後高田市小畑・こはﾞた

　　８７９-０６２１・大分県豊後高田市是永町・これながまち

　　８７９-０６１５・大分県豊後高田市界・さかい

　　８７９-０６１２・大分県豊後高田市佐野・さの

　　８７２-１１０４・大分県豊後高田市城前・じようぜん

　　８７９-０６０９・大分県豊後高田市城台・じようだい

　　８７９-０６０７・大分県豊後高田市新栄・しんえい

　　８７９-０７２４・大分県豊後高田市新城・しんじよう

　　８７９-０６２７・大分県豊後高田市新地・しんち

　　８７９-０６２８・大分県豊後高田市新町・しんまち

　　８７９-０７３２・大分県豊後高田市大力・だいりき

　　８７９-０６１７・大分県豊後高田市高田・たかだ

　　８７９-０８４３・大分県豊後高田市田染相原・たしぶあいわら

　　８７９-０８４２・大分県豊後高田市田染池部・たしぶいけべ

　　８７９-０８４４・大分県豊後高田市田染上野・たしぶうえの

　　８７９-０８５４・大分県豊後高田市田染小崎・たしぶおさき

　　８７９-０８５３・大分県豊後高田市田染平野・たしぶひらの

　　８７９-０８４１・大分県豊後高田市田染蕗・たしぶふき

　　８７９-０８５５・大分県豊後高田市田染真木・たしぶまき

　　８７９-０８５２・大分県豊後高田市田染真中・たしぶまなか

　　８７９-０８５１・大分県豊後高田市田染横嶺・たしぶよこみね



　　８７９-０６０６・大分県豊後高田市玉津・たまつ

　　８７９-０６１８・大分県豊後高田市中央通・ちゆうおうどおり

　　８７９-０７３４・大分県豊後高田市築地・ついじ

　　８７９-０７３１・大分県豊後高田市長岩屋・ながいわや

　　８７２-１１０１・大分県豊後高田市中真玉・なかまたま

　　８７２-１１０５・大分県豊後高田市西真玉・にしまたま

　　８７９-０６１９・大分県豊後高田市浜町・はままち

　　８７２-１２０６・大分県豊後高田市羽根・はね

　　８７９-０６０２・大分県豊後高田市払田・はらいだ

　　８７９-０６２４・大分県豊後高田市本町・ほんまち

　　８７９-０７３５・大分県豊後高田市松行・まつゆき

　　８７９-０６１６・大分県豊後高田市水崎・みずさき

　　８７９-０６２５・大分県豊後高田市水取・みずとり

　　８７２-１２０７・大分県豊後高田市見目・みめ

　　８７９-０６０４・大分県豊後高田市美和・みわ

　　８７９-０６１１・大分県豊後高田市森・もり

　　８７３-００００・大分県杵築市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７３-００１１・大分県杵築市相原・あいわら

　　８７３-０００５・大分県杵築市猪尾・いのお

　　８７３-００２１・大分県杵築市岩谷・いわや

　　８７３-０００６・大分県杵築市大内・おおうち

　　８７３-００２２・大分県杵築市大片平・おおかたひら

　　８７９-０９０１・大分県杵築市大田石丸・おおたいしまる

　　８７９-０９０４・大分県杵築市大田小野・おおたおの

　　８７９-０９０２・大分県杵築市大田沓掛・おおたくつかけ

　　８７９-０９１２・大分県杵築市大田白木原・おおたしらきはら

　　８７９-０９０３・大分県杵築市大田永松・おおたながまつ

　　８７９-０９１１・大分県杵築市大田波多方・おおたはだかた

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

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

　　８７３-０００７・大分県杵築市片野・かたの

　　８７３-００２３・大分県杵築市鴨川・かもがわ

　　８７３-００３１・大分県杵築市狩宿・かりしゆく

　　８７３-０００１・大分県杵築市杵築・きつき

　　８７３-０００８・大分県杵築市熊野・くまの

　　８７３-００１２・大分県杵築市中・なか

　　８７３-００３２・大分県杵築市奈多・なだ

　　８７３-０００３・大分県杵築市馬場尾・はﾞはﾞお

　　８７３-００１３・大分県杵築市日野・ひの

　　８７３-００２４・大分県杵築市船部・ふなべ

　　８７３-００１４・大分県杵築市本庄・ほんじよう

　　８７３-００２５・大分県杵築市溝井・みぞい

　　８７３-０００２・大分県杵築市南杵築・みなみきつき

　　８７３-０００４・大分県杵築市宮司・みやじ

　　８７３-００３３・大分県杵築市守江・もりえ

　　８７３-００１５・大分県杵築市八坂・やさか

　　８７９-１３１１・大分県杵築市山香町内河野・やまがまちうちがわの

　　８７９-１３０４・大分県杵築市山香町小武・やまがまちおだけ

　　８７９-１３１３・大分県杵築市山香町久木野尾・やまがまちくぎのお

　　８７９-１３０５・大分県杵築市山香町倉成・やまがまちくらなり

　　８７９-１３０３・大分県杵築市山香町下・やまがまちしも

　　８７９-１３０２・大分県杵築市山香町立石・ やまがまちたていじ

　　８７９-１３０７・大分県杵築市山香町野原・やまがまちのはる

　　８７９-１３１２・大分県杵築市山香町日指・ やまがまちひさじ

　　８７９-１３０６・大分県杵築市山香町広瀬・やまがまちひろせ

　　８７９-１３１４・大分県杵築市山香町南畑・やまがまちみなみはた

　　８７９-１３０１・大分県杵築市山香町向野・やまがまちむくの

　　８７９-１３１５・大分県杵築市山香町山浦・やまがまちやまうら

　　８７９-１３１６・大分県杵築市山香町吉野渡・やまがまちよしのわたり

　　８７３-００３４・大分県杵築市横城・よこぎ

　　８７２-００００・大分県宇佐市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-１１３８・大分県宇佐市青森・あおもり

　　８７９-０２３３・大分県宇佐市赤尾・あかお

　　８７２-０７３２・大分県宇佐市安心院町板場・あじむまちいたはﾞ

　　８７２-０５１８・大分県宇佐市安心院町今井・あじむまちいまい

　　８７２-０８４３・大分県宇佐市安心院町筌ノ口・あじむまちうけのくち

　　８７２-０６５４・大分県宇佐市安心院町内川野・あじむまちうちがわの

　　８７２-０５１０・大分県宇佐市安心院町有徳原・あじむまちうつとくはﾞる

　　８７２-０６６３・大分県宇佐市安心院町大見尾・あじむまちおおみお

　　８７２-０５２２・大分県宇佐市安心院町折敷田・あじむまちおしきだ



　　８７２-０７０３・大分県宇佐市安心院町尾立・あじむまちおだて

　　８７２-０６７１・大分県宇佐市安心院町且尾・あじむまちかつお

　　８７２-０５１１・大分県宇佐市安心院町上市・あじむまちかみいち

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

　　８７２-０７２３・大分県宇佐市安心院町萱籠・あじむまちかやごもり

　　８７２-０７３１・大分県宇佐市安心院町川崎・あじむまちかわさき

　　８７２-０８６２・大分県宇佐市安心院町川底・あじむまちかわそこ

　　８７２-０５０７・大分県宇佐市安心院町木裳・あじむまちきのも

　　８７２-０６７４・大分県宇佐市安心院町久井田・あじむまちくいだ

　　８７２-０６７３・大分県宇佐市安心院町口ノ坪・あじむまちくちのつほﾞ

　　８７２-０５４１・大分県宇佐市安心院町熊・あじむまちくま

　　８７２-０７１２・大分県宇佐市安心院町五郎丸・あじむまちごろうまる

　　８７２-０８６１・大分県宇佐市安心院町境ノ坪・あじむまちさかいのつほﾞ

　　８７２-０６６１・大分県宇佐市安心院町笹ケ平・あじむまちささがひら

　　８７２-０６５１・大分県宇佐市安心院町佐田・あじむまちさだ

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

　　８７２-０５２１・大分県宇佐市安心院町下毛・あじむまちしもげ

　　８７２-０５０４・大分県宇佐市安心院町荘・あじむまちしよう

　　８７２-０５４２・大分県宇佐市安心院町正覚寺・あじむまちしようがくじ

　　８７２-０８７３・大分県宇佐市安心院町新貝・あじむまちしんがい

　　８７２-０８５４・大分県宇佐市安心院町寒水・あじむまちそうず

　　８７２-０８６３・大分県宇佐市安心院町村部・あじむまちそべ

　　８７２-０５１７・大分県宇佐市安心院町大・あじむまちだい

　　８７２-０５２３・大分県宇佐市安心院町大佛・あじむまちだいぶつ

　　８７２-０８５７・大分県宇佐市安心院町畳石・ あじむまちたたみいじ

　　８７２-０５２６・大分県宇佐市安心院町田ノ口・あじむまちたのくち

　　８７２-０５２７・大分県宇佐市安心院町辻・あじむまちつじ

　　８７２-０５２４・大分県宇佐市安心院町恒松・あじむまちつねまつ

　　８７２-０５０６・大分県宇佐市安心院町妻垣・あじむまちつまがけ

　　８７２-０６６４・大分県宇佐市安心院町塔尾・あじむまちとうのお

　　８７２-０５０５・大分県宇佐市安心院町戸方・あじむまちとかた

　　８７２-０５１４・大分県宇佐市安心院町鳥越・あじむまちとりごえ

　　８７２-０５２５・大分県宇佐市安心院町中山・あじむまちなかやま

　　８７２-０７０１・大分県宇佐市安心院町楢本・あじむまちならもと

　　８７２-０５０３・大分県宇佐市安心院町新原・あじむまちにいはﾞる

　　８７２-０５１９・大分県宇佐市安心院町西衲・あじむまちにしのと

　　８７２-０５１５・大分県宇佐市安心院町野山・あじむまちのやま

　　８７２-０５０１・大分県宇佐市安心院町原・あじむまちはる

　　８７２-０８６４・大分県宇佐市安心院町番木・あじむまちはﾞんぎ

　　８７２-０５０２・大分県宇佐市安心院町飯田・あじむまちはんだ

　　８７２-０７０２・大分県宇佐市安心院町東恵良・あじむまちひがしえら

　　８７２-０７２４・大分県宇佐市安心院町東椎屋・あじむまちひがししいや

　　８７２-０５４３・大分県宇佐市安心院町平ケ倉・あじむまちひらがくら

　　８７２-０８７１・大分県宇佐市安心院町平山・あじむまちひらやま

　　８７２-０６７２・大分県宇佐市安心院町広谷・あじむまちひろたに

　　８７２-０８５１・大分県宇佐市安心院町広連・あじむまちひろつれ

　　８７２-０８５５・大分県宇佐市安心院町福貴野・あじむまちふきの

　　８７２-０８７２・大分県宇佐市安心院町舟板・あじむまちふないた

　　８７２-０５１２・大分県宇佐市安心院町古市・あじむまちふるいち

　　８７２-０６５５・大分県宇佐市安心院町古川・あじむまちふるかわ

　　８７２-０６５３・大分県宇佐市安心院町房ケ畑・あじむまちほﾞうがはた

　　８７２-０８６５・大分県宇佐市安心院町佛木・あじむまちほとぎ

　　８７２-０７３３・大分県宇佐市安心院町松本・あじむまちまつもと

　　８７２-０８５８・大分県宇佐市安心院町水車・あじむまちみずくるま

　　８７２-０７２２・大分県宇佐市安心院町南畑・あじむまちみなみはた

　　８７２-０８５３・大分県宇佐市安心院町元・あじむまちもと

　　８７２-０５１６・大分県宇佐市安心院町森・あじむまちもり

　　８７２-０６７５・大分県宇佐市安心院町矢崎・あじむまちやざき

　　８７２-０６６２・大分県宇佐市安心院町矢津・あじむまちやつﾞ

　　８７２-０８４１・大分県宇佐市安心院町矢畑・あじむまちやはた

　　８７２-０６５２・大分県宇佐市安心院町山蔵・あじむまちやまぞう

　　８７２-０８５６・大分県宇佐市安心院町山ノ口・あじむまちやまのくち

　　８７２-０５１３・大分県宇佐市安心院町龍王・あじむまちりゆうおう

　　８７２-０７１１・大分県宇佐市安心院町六郎丸・あじむまちろくろうまる

　　８７２-０７２１・大分県宇佐市安心院町若林・ あじむまちわかはﾞやじ

　　８７９-０５０１・大分県宇佐市麻生・あそう

　　８７９-０３１２・大分県宇佐市荒木・あらき

　　８７９-０４４４・大分県宇佐市石田・いしだ

　　８７９-１１３１・大分県宇佐市出光・いでみつ

　　８７９-０５１４・大分県宇佐市今成・いまなり



　　８７９-０２３４・大分県宇佐市今仁・いまに

　　８７９-１１３２・大分県宇佐市岩崎・いわさき

　　８７２-００１１・大分県宇佐市岩保新田・いわほしんでん

　　８７２-０３２３・大分県宇佐市院内町大重見・いんないまちおおしげみ

　　８７２-０３３１・大分県宇佐市院内町大副・いんないまちおおそい

　　８７２-０４５８・大分県宇佐市院内町大坪・いんないまちおおつほﾞ

　　８７２-０４５７・大分県宇佐市院内町岡・いんないまちおか

　　８７２-０３１４・大分県宇佐市院内町沖・いんないまちおき

　　８７２-０４８２・大分県宇佐市院内町荻迫・いんないまちおぎさこ

　　８７２-０３１６・大分県宇佐市院内町小坂・いんないまちおさか

　　８７２-０３３４・大分県宇佐市院内町落狩倉・いんないまちおちかくら

　　８７２-０３２４・大分県宇佐市院内町小野川内・いんないまちおのごうち

　　８７２-０３４２・大分県宇佐市院内町景平・いんないまちかげへら

　　８７２-０４５９・大分県宇佐市院内町上余・いんないまちかみあまり

　　８７２-０４８４・大分県宇佐市院内町上恵良・いんないまちかみえら

　　８７２-０４５２・大分県宇佐市院内町上納持・いんないまちかみのうじ

　　８７２-０３２６・大分県宇佐市院内町上船木・いんないまちかみふなぎ

　　８７２-０３１５・大分県宇佐市院内町北山・いんないまちきたやま

　　８７２-０３１２・大分県宇佐市院内町櫛野・いんないまちくしの

　　８７２-０４６６・大分県宇佐市院内町来鉢・いんないまちくはﾞち

　　８７２-０４５６・大分県宇佐市院内町栗山・いんないまちくりやま

　　８７２-０３２５・大分県宇佐市院内町小稲・いんないまちこいね

　　８７２-０３１１・大分県宇佐市院内町香下・いんないまちこうした

　　８７２-０４５５・大分県宇佐市院内町小平・いんないまちこびら

　　８７２-０３２１・大分県宇佐市院内町五名・いんないまちごみよう

　　８７２-０３４１・大分県宇佐市院内町斎藤・いんないまちさいとう

　　８７２-０４５１・大分県宇佐市院内町下余・いんないまちしもあまり

　　８７２-０４８１・大分県宇佐市院内町下恵良・いんないまちしもえら

　　８７２-０３２７・大分県宇佐市院内町下船木・いんないまちしもふなぎ

　　８７２-０３４６・大分県宇佐市院内町定別当・いんないまちじようべつとう

　　８７２-０３１３・大分県宇佐市院内町新洞・いんないまちしんどう

　　８７２-０３１８・大分県宇佐市院内町副・いんないまちそい

　　８７２-０４６１・大分県宇佐市院内町台・いんないまちだい

　　８７２-０３４４・大分県宇佐市院内町大門・いんないまちだいもん

　　８７２-０３２８・大分県宇佐市院内町高並・いんないまちたかなみ

　　８７２-０４５４・大分県宇佐市院内町滝貞・いんないまちたきさだ

　　８７２-０４７３・大分県宇佐市院内町田所・いんないまちたどころ

　　８７２-０４６５・大分県宇佐市院内町田平・いんないまちたびら

　　８７２-０３４５・大分県宇佐市院内町月俣・いんないまちつきのまた

　　８７２-０４８３・大分県宇佐市院内町土岩屋・いんないまちつちいわや

　　８７２-０４６４・大分県宇佐市院内町西椎屋・いんないまちにししいや

　　８７２-０４７１・大分県宇佐市院内町温見・いんないまちぬくみ

　　８７２-０４７２・大分県宇佐市院内町野地・いんないまちのじ

　　８７２-０４６２・大分県宇佐市院内町羽馬礼・いんないまちははﾞれ

　　８７２-０３３３・大分県宇佐市院内町原口・いんないまちはるぐち

　　８７２-０３２２・大分県宇佐市院内町日岳・いんないまちひのたけ

　　８７２-０４５３・大分県宇佐市院内町平原・いんないまちひらはﾞる

　　８７２-０３１７・大分県宇佐市院内町広瀬・いんないまちひろせ

　　８７２-０３０２・大分県宇佐市院内町二日市・いんないまちふつかいち

　　８７２-０３０１・大分県宇佐市院内町御沓・いんないまちみくつ

　　８７２-０３４３・大分県宇佐市院内町宮原・いんないまちみやはﾞる

　　８７２-０３３２・大分県宇佐市院内町山城・いんないまちやましろ

　　８７２-０４６３・大分県宇佐市院内町和田・いんないまちわだ

　　８７９-０４５３・大分県宇佐市上田・うえだ

　　８７９-１１２６・大分県宇佐市江熊・えぐま

　　８７２-００３２・大分県宇佐市江須賀・えすか

　　８７９-０４６４・大分県宇佐市大塚・おおつか

　　８７９-０２３２・大分県宇佐市大根川・おおねがわ

　　８７２-００３１・大分県宇佐市沖須町・おきすまち

　　８７９-０３０１・大分県宇佐市乙女新田・おとめしんでん

　　８７９-０３０４・大分県宇佐市尾永井・おながい

　　８７９-１１２８・大分県宇佐市金丸・かなまる

　　８７２-００２１・大分県宇佐市金屋・かなや

　　８７９-０３０３・大分県宇佐市上乙女・かみおとめ

　　８７９-０１６３・大分県宇佐市上敷田・かみしきだ

　　８７９-０１５３・大分県宇佐市上庄・かみしよう

　　８７９-０３１３・大分県宇佐市上高・かみたか

　　８７９-０３０５・大分県宇佐市上高家・かみたけい

　　８７９-０３１５・大分県宇佐市上時枝・かみときえだ

　　８７２-０３６６・大分県宇佐市上拝田（新洞）・かみはいた(しんどう)



　　８７９-０４６６・大分県宇佐市上拝田（その他）・かみはいた(そのた)

　　８７９-０４７２・大分県宇佐市上元重・かみもとしげ

　　８７２-０１１２・大分県宇佐市上矢部・かみやべ

　　８７９-０４５６・大分県宇佐市辛島・からしま

　　８７９-１１３７・大分県宇佐市苅宇田・かりうだ

　　８７９-０４５２・大分県宇佐市川部・かわべ

　　８７２-０１０３・大分県宇佐市北宇佐・きたうさ

　　８７２-００１３・大分県宇佐市北鶴田新田・きたつるだしんでん

　　８７９-０５１６・大分県宇佐市木内・きのうち

　　８７２-００４２・大分県宇佐市貴船町・きふねまち

　　８７９-０２３５・大分県宇佐市木部・きべ

　　８７２-００１２・大分県宇佐市久兵衛新田・きゆうべえしんでん

　　８７９-０４４３・大分県宇佐市葛原・くずはら

　　８７２-０１１４・大分県宇佐市熊・くま

　　８７９-０５１２・大分県宇佐市黒・くろ

　　８７２-００４５・大分県宇佐市郡中新田・ぐんちゆうしんでん

　　８７９-０４５５・大分県宇佐市閤・ごう

　　８７２-０１０４・大分県宇佐市小向野・こむくの

　　８７２-００４３・大分県宇佐市子安町・こやすまち

　　８７９-１１３６・大分県宇佐市西木・さいぎ

　　８７２-００１６・大分県宇佐市佐々礼・さざれ

　　８７９-０２３７・大分県宇佐市佐野・さの

　　８７９-０３１４・大分県宇佐市猿渡・さるわたり

　　８７９-０４５７・大分県宇佐市芝原・しはﾞはら

　　８７９-０２３６・大分県宇佐市清水・しみず

　　８７９-０３０２・大分県宇佐市下乙女・しもおとめ

　　８７９-０１６１・大分県宇佐市下敷田・しもしきだ

　　８７９-０１５２・大分県宇佐市下庄・しもしよう

　　８７９-０３１７・大分県宇佐市下高・しもたか

　　８７９-０３０８・大分県宇佐市下高家・しもたけい

　　８７９-０３１６・大分県宇佐市下時枝・しもときえだ

　　８７９-０４６５・大分県宇佐市下拝田・しもはいた

　　８７９-０４７３・大分県宇佐市下元重・しももとしげ

　　８７２-０１１１・大分県宇佐市下矢部・しもやべ

　　８７２-００４７・大分県宇佐市順風新田・じゆんふﾟうしんでん

　　８７９-０４４２・大分県宇佐市城井・じようい

　　８７２-０１１３・大分県宇佐市正覚寺・しようがくじ

　　８７９-０５１５・大分県宇佐市末・すえ

　　８７２-００４４・大分県宇佐市住江・すみえ

　　８７２-００３３・大分県宇佐市住吉町・すみよしまち

　　８７２-００４６・大分県宇佐市高砂新田・たかさごしんでん

　　８７２-０１０１・大分県宇佐市高森・たかもり

　　８７９-０５０２・大分県宇佐市岳ノ首・たけのくび

　　８７９-１１２３・大分県宇佐市立石・ たていじ

　　８７９-０１６４・大分県宇佐市富山・とみやま

　　８７９-０５１３・大分県宇佐市中・なか

　　８７９-０１６２・大分県宇佐市中敷田・なかしきだ

　　８７９-０４６３・大分県宇佐市中原・なかはる

　　８７２-０００１・大分県宇佐市長洲・ながす

　　８７９-０５０３・大分県宇佐市灘・なだ

　　８７２-００２２・大分県宇佐市西大堀・にしおおほﾞり

　　８７９-０３０６・大分県宇佐市西高家・にしたけい

　　８７９-１１２７・大分県宇佐市西屋敷・にしやしき

　　８７２-００２３・大分県宇佐市蜷木・になぎ

　　８７９-１１３４・大分県宇佐市橋津・はしつﾞ

　　８７９-０４５１・大分県宇佐市畑田・はたけだ

　　８７９-０３０７・大分県宇佐市浜高家・はまたけい

　　８７９-１１３３・大分県宇佐市日足・ ひあじ

　　８７９-１１２１・大分県宇佐市東大堀・ひがしおおほﾞり

　　８７９-０３０９・大分県宇佐市東高家・ひがしたけい

　　８７９-０４６１・大分県宇佐市樋田・ひだ

　　８７９-０４６２・大分県宇佐市別府・びゆう

　　８７９-０４５４・大分県宇佐市法鏡寺・ほうきようじ

　　８７２-００１５・大分県宇佐市松崎・まつさき

　　８７２-００４１・大分県宇佐市神子山新田・みこやましんでん

　　８７２-０１０２・大分県宇佐市南宇佐・みなみうさ

　　８７９-０２３１・大分県宇佐市南敷田・みなみしきだ

　　８７２-００１４・大分県宇佐市南鶴田新田・みなみつるだしんでん

　　８７９-０１５１・大分県宇佐市宮熊・みやぐま

　　８７９-０３１１・大分県宇佐市森山・もりやま



　　８７９-１１２４・大分県宇佐市山・やま

　　８７９-０５０４・大分県宇佐市山口・やまぐち

　　８７９-０４７４・大分県宇佐市山下・やました

　　８７９-０５１１・大分県宇佐市山袋・やまぶくろ

　　８７９-０４６７・大分県宇佐市山本・やまもと

　　８７９-１１２２・大分県宇佐市横田・よこた

　　８７９-０４４１・大分県宇佐市吉松・よしまつ

　　８７９-０４７１・大分県宇佐市四日市・よつかいち

　　８７９-１１２５・大分県宇佐市両戒・りようかい

　　８７９-１１３５・大分県宇佐市和気・わき

　　８７９-７１００・大分県豊後大野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-６２２２・大分県豊後大野市朝地町朝地・あさじまちあさじ

　　８７９-６２２４・大分県豊後大野市朝地町池田・あさじまちいけだ

　　８７９-６２２３・大分県豊後大野市朝地町板井迫・あさじまちいたいざこ

　　８７９-６２０１・大分県豊後大野市朝地町市万田・あさじまちいちまんだ

　　８７９-６２１３・大分県豊後大野市朝地町上尾塚・あさじまちかみおつか

　　８７９-６３３３・大分県豊後大野市朝地町栗林・ あさじまちくりはﾞやじ

　　８７９-６２１２・大分県豊後大野市朝地町志賀・あさじまちしが

　　８７９-６２０２・大分県豊後大野市朝地町下野・あさじまちしもの

　　８７９-６２２１・大分県豊後大野市朝地町坪泉・あさじまちつほﾞいずみ

　　８７９-６３３１・大分県豊後大野市朝地町鳥田・あさじまちとりた

　　８７９-６３３４・大分県豊後大野市朝地町梨小・あさじまちなしこ

　　８７９-６２１１・大分県豊後大野市朝地町宮生・あさじまちみやお

　　８７９-６３３２・大分県豊後大野市朝地町綿田・あさじまちわただ

　　８７９-７３０１・大分県豊後大野市犬飼町犬飼・いぬかいまちいぬかい

　　８７９-７３０４・大分県豊後大野市犬飼町大寒・いぬかいまちおおそう

　　８７９-７３０２・大分県豊後大野市犬飼町久原・いぬかいまちくはﾞる

　　８７９-７３１４・大分県豊後大野市犬飼町栗ケ畑・いぬかいまちくりがはた

　　８７９-７３１３・大分県豊後大野市犬飼町黒松・いぬかいまちくろまつ

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

　　８７９-７３０７・大分県豊後大野市犬飼町西寒田・いぬかいまちささむた

　　８７９-７３１１・大分県豊後大野市犬飼町柴北・いぬかいまちしはﾞきた

　　８７９-７３０６・大分県豊後大野市犬飼町下津尾・いぬかいまちしもつお

　　８７９-７３０５・大分県豊後大野市犬飼町田原・いぬかいまちたはら

　　８７９-７３１６・大分県豊後大野市犬飼町長畑・いぬかいまちながはた

　　８７９-７３１５・大分県豊後大野市犬飼町山内・いぬかいまちやまうち

　　８７９-７３０３・大分県豊後大野市犬飼町柚野木・いぬかいまちゆのき

　　８７９-６４０１・大分県豊後大野市大野町安藤・おおのまちあんどう

　　８７９-６４０４・大分県豊後大野市大野町後田・おおのまちうしろだ

　　８７９-６４３３・大分県豊後大野市大野町大原・おおのまちおおはる

　　８７９-６４４５・大分県豊後大野市大野町片島・おおのまちかたしま

　　８７９-６４３５・大分県豊後大野市大野町北園・おおのまちきたぞの

　　８７９-６４３４・大分県豊後大野市大野町桑原・おおのまちくわはﾞる

　　８７９-６４２６・大分県豊後大野市大野町郡山・おおのまちこおりやま

　　８７９-６４２２・大分県豊後大野市大野町小倉木・おおのまちこぐらき

　　８７９-６４３１・大分県豊後大野市大野町酒井寺・おおのまちさかいじ

　　８７９-６４０８・大分県豊後大野市大野町沢田・おおのまちさわた

　　８７９-６４０６・大分県豊後大野市大野町杉園・おおのまちすぎぞの

　　８７９-６４０５・大分県豊後大野市大野町代三五・おおのまちだいさんご

　　８７９-６４４４・大分県豊後大野市大野町田代・おおのまちたしろ

　　８７９-６４４１・大分県豊後大野市大野町田中・おおのまちたなか

　　８７９-６４０７・大分県豊後大野市大野町十時・おおのまちととき

　　８７９-６４０２・大分県豊後大野市大野町中土師・おおのまちなかはじ

　　８７９-６４０３・大分県豊後大野市大野町長畑・おおのまちながはた

　　８７９-６４２１・大分県豊後大野市大野町中原・おおのまちなかはﾞる

　　８７９-６４２４・大分県豊後大野市大野町夏足・おおのまちなたせ

　　８７９-６４４２・大分県豊後大野市大野町藤北・おおのまちふじきた

　　８７９-６４４３・大分県豊後大野市大野町宮迫・おおのまちみやざこ

　　８７９-６４２３・大分県豊後大野市大野町矢田・おおのまちやだ

　　８７９-６４３２・大分県豊後大野市大野町屋原・おおのまちやはﾞる

　　８７９-６４２５・大分県豊後大野市大野町両家・おおのまちりようけ

　　８７９-６６１３・大分県豊後大野市緒方町井上・おがたまちいのうえ

　　８７９-６８６４・大分県豊後大野市緒方町上畑・おがたまちうわはた

　　８７９-６６３３・大分県豊後大野市緒方町小宛・おがたまちおあて

　　８７９-６７５９・大分県豊後大野市緒方町大石・ おがたまちおおいじ

　　８７９-６８６１・大分県豊後大野市緒方町小原・おがたまちおはる

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

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

　　８７９-６６４２・大分県豊後大野市緒方町上自在・おがたまちかみじざい

　　８７９-６７５１・大分県豊後大野市緒方町上年野・おがたまちかみとしの



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

　　８７９-６７５７・大分県豊後大野市緒方町木野・おがたまちきの

　　８７９-６６４１・大分県豊後大野市緒方町草深野・おがたまちくさぶかの

　　８７９-６６１６・大分県豊後大野市緒方町久土知・おがたまちくどち

　　８７９-６８６２・大分県豊後大野市緒方町栗生・おがたまちくりう

　　８７９-６６１２・大分県豊後大野市緒方町越生・おがたまちこしお

　　８７９-６６０２・大分県豊後大野市緒方町志賀・おがたまちしが

　　８７９-６６３５・大分県豊後大野市緒方町軸丸・おがたまちじくまる

　　８７９-６６４３・大分県豊後大野市緒方町下自在・おがたまちしもじざい

　　８７９-６７５３・大分県豊後大野市緒方町下徳田・おがたまちしもとくだ

　　８７９-６６２６・大分県豊後大野市緒方町大化・おがたまちたいか

　　８７９-６８６３・大分県豊後大野市緒方町滞迫・おがたまちたいざこ

　　８７９-６６１４・大分県豊後大野市緒方町知田・おがたまちちた

　　８７９-６６３２・大分県豊後大野市緒方町辻・おがたまちつじ

　　８７９-６６３４・大分県豊後大野市緒方町寺原・おがたまちてらはﾞる

　　８７９-６６２２・大分県豊後大野市緒方町天神・おがたまちてんじん

　　８７９-６７５６・大分県豊後大野市緒方町徳田・おがたまちとくだ

　　８７９-６７５８・大分県豊後大野市緒方町中野・おがたまちなかの

　　８７９-６６１１・大分県豊後大野市緒方町夏足・おがたまちなたせ

　　８７９-６６２１・大分県豊後大野市緒方町野尻・おがたまちのじり

　　８７９-６６０１・大分県豊後大野市緒方町馬場・おがたまちはﾞはﾞ

　　８７９-６６３１・大分県豊後大野市緒方町原尻・おがたまちはらじり

　　８７９-６６２４・大分県豊後大野市緒方町平石・ おがたまちひらいじ

　　８７９-６６１５・大分県豊後大野市緒方町鮒川・おがたまちふながわ

　　８７９-６７５４・大分県豊後大野市緒方町冬原・おがたまちふゆはﾞる

　　８７９-６６２３・大分県豊後大野市緒方町馬背畑・おがたまちませはﾞた

　　８７９-６７５２・大分県豊後大野市緒方町柚木・おがたまちゆぎ

　　８７９-６９０２・大分県豊後大野市清川町雨堤・きよかわまちあまつﾞつみ

　　８７９-６９０１・大分県豊後大野市清川町臼尾・きよかわまちうすお

　　８７９-６９１１・大分県豊後大野市清川町宇田枝・きよかわまちうたえだ

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

　　８７９-６９０３・大分県豊後大野市清川町砂田・きよかわまちすなだ

　　８７９-６９１４・大分県豊後大野市清川町左右知・きよかわまちそうち

　　８７９-６９０４・大分県豊後大野市清川町天神・きよかわまちてんじん

　　８７９-６９１３・大分県豊後大野市清川町平石・ きよかわまちひらいじ

　　８７９-６９２１・大分県豊後大野市清川町伏野・きよかわまちふせの

　　８７９-６９０５・大分県豊後大野市清川町三玉・きよかわまちみたま

　　８７９-６９１２・大分県豊後大野市清川町六種・きよかわまちむくさ

　　８７９-７４０３・大分県豊後大野市千歳町石田・ちとせまちいしだ

　　８７９-７４１１・大分県豊後大野市千歳町柴山・ちとせまちしはﾞやま

　　８７９-７４１３・大分県豊後大野市千歳町下山・ちとせまちしもやま

　　８７９-７４１２・大分県豊後大野市千歳町高畑・ちとせまちたかはた

　　８７９-７４０４・大分県豊後大野市千歳町長峰・ちとせまちながみね

　　８７９-７４０１・大分県豊後大野市千歳町新殿・ちとせまちにいどの

　　８７９-７４０２・大分県豊後大野市千歳町船田・ちとせまちふなだ

　　８７９-７４１４・大分県豊後大野市千歳町前田・ちとせまちまえだ

　　８７９-７１１１・大分県豊後大野市三重町赤嶺・みえまちあかみね

　　８７９-７１４１・大分県豊後大野市三重町秋葉・みえまちあきはﾞ

　　８７９-７１０８・大分県豊後大野市三重町浅瀬・みえまちあさせ

　　８７９-７１０５・大分県豊後大野市三重町芦刈・みえまちあしかり

　　８７９-７１０６・大分県豊後大野市三重町井迫・みえまちいさこ

　　８７９-７１３１・大分県豊後大野市三重町市場・みえまちいちはﾞ

　　８７９-７１２５・大分県豊後大野市三重町内田・みえまちうちだ

　　８７９-７１２４・大分県豊後大野市三重町内山・みえまちうちやま

　　８７９-７２６４・大分県豊後大野市三重町大白谷・みえまちおおしろたに

　　８７９-７２６２・大分県豊後大野市三重町奥畑・みえまちおくはﾞた

　　８７９-７１０４・大分県豊後大野市三重町小坂・みえまちおさか

　　８７９-７１４２・大分県豊後大野市三重町小田・みえまちおだ

　　８７９-７１０７・大分県豊後大野市三重町上田原・みえまちかみたわら

　　８７９-７１５４・大分県豊後大野市三重町川辺・みえまちかわべ

　　８７９-７１０２・大分県豊後大野市三重町菅生・みえまちすごう

　　８７９-７１５３・大分県豊後大野市三重町玉田・みえまちたまだ

　　８７９-７２６３・大分県豊後大野市三重町中津留・みえまちなかつﾞる

　　８７９-７１５１・大分県豊後大野市三重町西泉・みえまちにしいずみ

　　８７９-７１０３・大分県豊後大野市三重町西畑・みえまちにしはた

　　８７９-７１４３・大分県豊後大野市三重町久田・みえまちひさだ

　　８７９-７２６１・大分県豊後大野市三重町伏野・みえまちふせの

　　８７９-７１４４・大分県豊後大野市三重町本城・みえまちほんじよう

　　８７９-７１２３・大分県豊後大野市三重町松尾・みえまちまつお

　　８７９-７１０１・大分県豊後大野市三重町宮野・みえまちみやの



　　８７９-７１５５・大分県豊後大野市三重町向野・みえまちむこうの

　　８７９-７１５２・大分県豊後大野市三重町百枝・みえまちももえだ

　　８７９-７１２１・大分県豊後大野市三重町山部・みえまちやまぶ

　　８７９-７１２２・大分県豊後大野市三重町鷲谷・みえまちわしだに

　　８７９-５４００・大分県由布市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-５４２３・大分県由布市庄内町阿蘇野・しようないちようあその

　　８７９-５４０４・大分県由布市庄内町櫟木・しようないちよういちぎ

　　８７９-５４１３・大分県由布市庄内町大龍・しようないちようおおたつ

　　８７９-５４０２・大分県由布市庄内町小挾間・しようないちようおはﾞさま

　　８７９-５４２１・大分県由布市庄内町柿原・しようないちようかきはる

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

　　８７９-５４１２・大分県由布市庄内町五ケ瀬・しようないちようごかせ

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

　　８７９-５４３３・大分県由布市庄内町高岡・しようないちようたかおか

　　８７９-５４１１・大分県由布市庄内町龍原・しようないちようたつはる

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

　　８７９-５４３５・大分県由布市庄内町中・しようないちようなか

　　８７９-５４３１・大分県由布市庄内町長野・しようないちようながの

　　８７９-５４３６・大分県由布市庄内町西・ しようないちようにじ

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

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

　　８７９-５４２２・大分県由布市庄内町野畑・しようないちようのはﾞたけ

　　８７９-５４３２・大分県由布市庄内町畑田・しようないちようはたけだ

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

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

　　８７９-５４３７・大分県由布市庄内町平石・ しようないちようひらいじ

　　８７９-５４２５・大分県由布市庄内町渕・しようないちようふち

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

　　８７９-５５１６・大分県由布市挾間町赤野・はさままちあかの

　　８７９-５５０３・大分県由布市挾間町医大ケ丘・はさままちいだいがおか

　　８７９-５５１７・大分県由布市挾間町内成・はさままちうちなり

　　８７９-５５２１・大分県由布市挾間町鬼瀬・はさままちおにがせ

　　８７９-５５０１・大分県由布市挾間町鬼崎・はさままちおにざき

　　８７９-５５２２・大分県由布市挾間町小野・はさままちおの

　　８７９-５５１８・大分県由布市挾間町北方・はさままちきたがた

　　８７９-５５１２・大分県由布市挾間町来鉢・はさままちくはﾞち

　　８７９-５５２３・大分県由布市挾間町篠原・はさままちしのはら

　　８７９-５５０４・大分県由布市挾間町下市・はさままちしもいち

　　８７９-５５１３・大分県由布市挾間町高崎・はさままちたかざき

　　８７９-５５１９・大分県由布市挾間町田代・はさままちたしろ

　　８７９-５５３１・大分県由布市挾間町谷・はさままちたに

　　８７９-５５３２・大分県由布市挾間町筒口・はさままちつつぐち

　　８７９-５５１０・大分県由布市挾間町東院・はさままちとい

　　８７９-５５２４・大分県由布市挾間町時松・はさままちときまつ

　　８７９-５５１４・大分県由布市挾間町七蔵司・ はさままちななぞうじ

　　８７９-５５０６・大分県由布市挾間町挾間・はさままちはさま

　　８７９-５５１１・大分県由布市挾間町古野・はさままちふるの

　　８７９-５５２５・大分県由布市挾間町朴木・はさままちほおのき

　　８７９-５５１５・大分県由布市挾間町三船・はさままちみふね

　　８７９-５５０２・大分県由布市挾間町向原・はさままちむかいのはる

　　８７９-５１０２・大分県由布市湯布院町川上・ゆふいんちようかわかみ

　　８７９-５１１４・大分県由布市湯布院町川北・ゆふいんちようかわきた

　　８７９-５１１３・大分県由布市湯布院町川西・ ゆふいんちようかわにじ

　　８７９-５１０３・大分県由布市湯布院町川南・ゆふいんちようかわみなみ

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

　　８７９-５１０１・大分県由布市湯布院町塚原・ゆふいんちようつかわら

　　８７９-５１０４・大分県由布市湯布院町中川・ゆふいんちようなかがわ

　　８７９-５１１２・大分県由布市湯布院町湯平・ゆふいんちようゆのひら

　　８７３-０５００・大分県国東市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７３-０３５１・大分県国東市安岐町朝来・あきまちあさく

　　８７３-０３５４・大分県国東市安岐町糸永・あきまちいとなが

　　８７３-０２２３・大分県国東市安岐町大添・あきまちおおそえ

　　８７３-０２０５・大分県国東市安岐町掛樋・あきまちかけひ

　　８７３-０２３２・大分県国東市安岐町向陽台・あきまちこうようだい

　　８７３-０２１２・大分県国東市安岐町塩屋・あきまちしおや

　　８７３-０２３１・大分県国東市安岐町下原・あきまちしもはﾞる

　　８７３-０２２２・大分県国東市安岐町下山口・あきまちしもやまぐち

　　８７３-０２０２・大分県国東市安岐町瀬戸田・あきまちせどた

　　８７３-０３５５・大分県国東市安岐町富清・あきまちとみきよ

　　８７３-０２０３・大分県国東市安岐町中園・あきまちなかその



　　８７３-０２０４・大分県国東市安岐町成久・あきまちなりひさ

　　８７３-０２２１・大分県国東市安岐町西本・あきまちにしもと

　　８７３-０２１１・大分県国東市安岐町馬場・あきまちはﾞはﾞ

　　８７３-０３５６・大分県国東市安岐町両子・あきまちふたご

　　８７３-０３５２・大分県国東市安岐町明治・あきまちめいじ

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

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

　　８７３-０２０６・大分県国東市安岐町山浦・あきまちやまうら

　　８７３-０２２４・大分県国東市安岐町山口・あきまちやまぐち

　　８７３-０２０７・大分県国東市安岐町油留木・あきまちゆるぎ

　　８７３-０２０１・大分県国東市安岐町吉松・あきまちよしまつ

　　８７３-０５２３・大分県国東市国東町赤松・くにさきまちあかまつ

　　８７３-０５０４・大分県国東市国東町安国寺・くにさきまちあんこくじ

　　８７２-１６５３・大分県国東市国東町岩戸寺・くにさきまちいわとうじ

　　８７３-０５２２・大分県国東市国東町岩屋・くにさきまちいわや

　　８７３-０５１１・大分県国東市国東町小原・くにさきまちおはら

　　８７３-０５３１・大分県国東市国東町川原・くにさきまちかわら

　　８７３-０５０１・大分県国東市国東町北江・くにさきまちきたえ

　　８７２-１６５２・大分県国東市国東町来浦・くにさきまちくのうら

　　８７３-０５３３・大分県国東市国東町見地・くにさきまちけんじ

　　８７３-０５１４・大分県国東市国東町重藤・くにさきまちしげふじ

　　８７３-０５３４・大分県国東市国東町下成仏・くにさきまちしもじようぶつ

　　８７３-０５３５・大分県国東市国東町成仏・くにさきまちじようぶつ

　　８７３-０５１２・大分県国東市国東町治郎丸・くにさきまちじろうまる

　　８７３-０６４６・大分県国東市国東町大恩寺・くにさきまちだいおんじ

　　８７３-０５０２・大分県国東市国東町田深・くにさきまちたぶか

　　８７３-０５１３・大分県国東市国東町綱井・くにさきまちつない

　　８７３-０５０３・大分県国東市国東町鶴川・くにさきまちつるがわ

　　８７３-０６４５・大分県国東市国東町富来・くにさきまちとみく

　　８７３-０６４３・大分県国東市国東町富来浦・くにさきまちとみくうら

　　８７３-０５３２・大分県国東市国東町中田・くにさきまちなかだ

　　８７２-１６５１・大分県国東市国東町浜・くにさきまちはま

　　８７３-０６４４・大分県国東市国東町浜崎・くにさきまちはまさき

　　８７３-０５２１・大分県国東市国東町原・くにさきまちはる

　　８７３-０６４２・大分県国東市国東町東堅来・くにさきまちひがしかたく

　　８７３-０６４１・大分県国東市国東町深江・くにさきまちふかえ

　　８７３-０５２４・大分県国東市国東町横手・くにさきまちよこて

　　８７２-１４０５・大分県国東市国見町赤根・くにみまちあかね

　　８７２-１４０１・大分県国東市国見町伊美・くにみまちいみ

　　８７２-１６１２・大分県国東市国見町大熊毛・くにみまちおおくまげ

　　８７２-１３２３・大分県国東市国見町鬼籠・くにみまちきこ

　　８７２-１６１４・大分県国東市国見町岐部・くにみまちきべ

　　８７２-１４０６・大分県国東市国見町櫛来・くにみまちくしく

　　８７２-１３２４・大分県国東市国見町櫛海・くにみまちくしのみ

　　８７２-１６１３・大分県国東市国見町小熊毛・くにみまちこくまげ

　　８７２-１３２２・大分県国東市国見町西方寺・くにみまちさいほうじ

　　８７２-１４０４・大分県国東市国見町千燈・くにみまちせんど

　　８７２-１３２１・大分県国東市国見町竹田津・くにみまちたけたつﾞ

　　８７２-１４０２・大分県国東市国見町中・くにみまちなか

　　８７２-１４０３・大分県国東市国見町野田・くにみまちのだ

　　８７２-１６１１・大分県国東市国見町向田・くにみまちむかた

　　８７３-０４０５・大分県国東市武蔵町麻田・むさしまちあさだ

　　８７３-０４０１・大分県国東市武蔵町池ノ内・むさしまちいけのうち

　　８７３-０４２１・大分県国東市武蔵町糸原・むさしまちいとはる

　　８７３-０４０２・大分県国東市武蔵町内田・むさしまちうちだ

　　８７３-０４２２・大分県国東市武蔵町小城・むさしまちおぎ

　　８７３-０４３２・大分県国東市武蔵町向陽台・むさしまちこうようだい

　　８７３-０４２４・大分県国東市武蔵町志和利・むさしまちしわり

　　８７３-０４１４・大分県国東市武蔵町手野・むさしまちての

　　８７３-０４０４・大分県国東市武蔵町成吉・ むさしまちなりよじ

　　８７３-０４０７・大分県国東市武蔵町狭間・むさしまちはさま

　　８７３-０４１２・大分県国東市武蔵町古市・むさしまちふるいち

　　８７３-０４０６・大分県国東市武蔵町丸小野・むさしまちまるおの

　　８７３-０４２３・大分県国東市武蔵町三井寺・むさしまちみいでら

　　８７３-０４１５・大分県国東市武蔵町吉広・むさしまちよしひろ

　　８７２-１５０１・大分県東国東郡姫島村姫島村一円・ひめしまむらいちえん

　　８７９-１５００・大分県速見郡日出町・以下に不掲載・いかにふけいさい

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

　　８７９-１５０４・大分県速見郡日出町大神・おおが

　　８７９-１５０５・大分県速見郡日出町川崎・かわさき



　　８７９-１５０７・大分県速見郡日出町豊岡・とよおか

　　８７９-１５０８・大分県速見郡日出町平道・ひらみち

　　８７９-１５０１・大分県速見郡日出町広瀬・ひろせ

　　８７９-１５０２・大分県速見郡日出町藤原・ふじわら

　　８７９-１５０３・大分県速見郡日出町真那井・まない

　　８７９-１５０９・大分県速見郡日出町南畑・みなみはた

　　８７９-４８００・大分県玖珠郡九重町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-４７２１・大分県玖珠郡九重町粟野・あわの

　　８７９-４８０３・大分県玖珠郡九重町後野上・うしろのがみ

　　８７９-４６３１・大分県玖珠郡九重町恵良・えら

　　８７９-４７２４・大分県玖珠郡九重町菅原・すがわら

　　８７９-４９１１・大分県玖珠郡九重町田野・たの

　　８７９-４８０２・大分県玖珠郡九重町野上・のがみ

　　８７９-４７２２・大分県玖珠郡九重町引治・ひきじ

　　８７９-４７２３・大分県玖珠郡九重町町田・まちだ

　　８７９-４６３２・大分県玖珠郡九重町松木・まつぎ

　　８７９-４８０１・大分県玖珠郡九重町右田（１～１４６４)・みぎた

　　８７９-４６０１・大分県玖珠郡九重町右田（その他）・みぎた(そのた)

　　８７９-４９１２・大分県玖珠郡九重町湯坪・ゆつほﾞ

　　８７９-４４００・大分県玖珠郡玖珠町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７９-４４０２・大分県玖珠郡玖珠町綾垣・あやがき

　　８７９-４４０５・大分県玖珠郡玖珠町岩室・いわむろ

　　８７９-４４１４・大分県玖珠郡玖珠町大隈・おおくま

　　８７９-４５２１・大分県玖珠郡玖珠町太田・おおた

　　８７９-４４１１・大分県玖珠郡玖珠町小田・おた

　　８７９-４５２３・大分県玖珠郡玖珠町古後・こご

　　８７９-４４１３・大分県玖珠郡玖珠町塚脇・つかわき

　　８７９-４３３１・大分県玖珠郡玖珠町戸畑・とはﾞた

　　８７９-４４０６・大分県玖珠郡玖珠町日出生・ひじう

　　８７９-４４０３・大分県玖珠郡玖珠町帆足・ ほあじ

　　８７９-４４０４・大分県玖珠郡玖珠町森・もり

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

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（荻原）・やまうら(おぎわら)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（下園）・やまうら(しもその)

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

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

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

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（早水）・やまうら(そうず)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（中野）・やまうら(なかの)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（中）・やまうら(なか)

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町山浦（花香）・やまうら(はなが)

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

　　８７９-４３３２・大分県玖珠郡玖珠町泊里・つﾞまり・やまうら(

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

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

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

　　８７９-４５２２・大分県玖珠郡玖珠町山下・やました

　　８７９-４４１２・大分県玖珠郡玖珠町山田・やまだ

　　８７９-４４０１・大分県玖珠郡玖珠町四日市（１～８９９)・よつかいち

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

　　５３４-００００・大阪府大阪市都島区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３４-００２６・大阪府大阪市都島区網島町・あみじまちよう

　　５３４-００１３・大阪府大阪市都島区内代町・うちんだいちよう

　　５３４-００２５・大阪府大阪市都島区片町・かたまち

　　５３４-０００１・大阪府大阪市都島区毛馬町・けまちよう

　　５３４-００１５・大阪府大阪市都島区善源寺町・ぜんげんじちよう

　　５３４-０００２・大阪府大阪市都島区大東町・だいとうちよう

　　５３４-００１１・大阪府大阪市都島区高倉町・たかくらちよう

　　５３４-００１６・大阪府大阪市都島区友渕町・ともぶちちよう

　　５３４-００２７・大阪府大阪市都島区中野町・なかのちよう

　　５３４-００２４・大阪府大阪市都島区東野田町・ひがしのだまち

　　５３４-００２２・大阪府大阪市都島区都島中通・みやこじまなかどおり

　　５３４-００２１・大阪府大阪市都島区都島本通・みやこじまほんどおり

　　５３４-００２３・大阪府大阪市都島区都島南通・みやこじまみなみどおり

　　５３４-００１４・大阪府大阪市都島区都島北通・みやこじまきたどおり

　　５３４-００１２・大阪府大阪市都島区御幸町・みゆきちよう

　　５５３-００００・大阪府大阪市福島区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５３-０００１・大阪府大阪市福島区海老江・えびえ

　　５５３-０００７・大阪府大阪市福島区大開・おおひらき

　　５５３-０００２・大阪府大阪市福島区鷺洲・さぎす



　　５５３-０００４・大阪府大阪市福島区玉川・たまがわ

　　５５３-０００５・大阪府大阪市福島区野田・のだ

　　５５３-０００３・大阪府大阪市福島区福島・ふくしま

　　５５３-０００６・大阪府大阪市福島区吉野・よしの

　　５５４-００００・大阪府大阪市此花区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５４-００１１・大阪府大阪市此花区朝日・あさひ

　　５５４-００３２・大阪府大阪市此花区梅町・うめまち

　　５５４-００２２・大阪府大阪市此花区春日出中・かすがでなか

　　５５４-００２３・大阪府大阪市此花区春日出南・かすがでみなみ

　　５５４-００２１・大阪府大阪市此花区春日出北・かすができた

　　５５４-００３１・大阪府大阪市此花区桜島・さくらじま

　　５５４-００１４・大阪府大阪市此花区四貫島・しかんじま

　　５５４-００２４・大阪府大阪市此花区島屋・しまや

　　５５４-０００１・大阪府大阪市此花区高見・たかみ

　　５５４-００５２・大阪府大阪市此花区常吉・ つねよじ

　　５５４-０００２・大阪府大阪市此花区伝法・でんほﾟう

　　５５４-００５１・大阪府大阪市此花区酉島・とりしま

　　５５４-００１２・大阪府大阪市此花区西九条・にしくじよう

　　５５４-００１３・大阪府大阪市此花区梅香・はﾞいか

　　５５４-００３３・大阪府大阪市此花区北港・ほくこう

　　５５４-００４１・大阪府大阪市此花区北港白津・ほくこうしらつ

　　５５４-００４２・大阪府大阪市此花区北港緑地・ほくこうりよくち

　　５５４-００４３・大阪府大阪市此花区夢洲東・ ゆめしまひがじ

　　５５０-００００・大阪府大阪市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５０-００２６・大阪府大阪市西区安治川・あじがわ

　　５５０-００１１・大阪府大阪市西区阿波座・あわざ

　　５５０-００１２・大阪府大阪市西区立売堀・いたちほﾞり

　　５５０-０００４・大阪府大阪市西区靱本町・うつほﾞほんまち

　　５５０-０００２・大阪府大阪市西区江戸堀・えどほﾞり

　　５５０-０００６・大阪府大阪市西区江之子島・えのこじま

　　５５０-００２１・大阪府大阪市西区川口・かわぐち

　　５５０-００１４・大阪府大阪市西区北堀江・きたほりえ

　　５５０-０００３・大阪府大阪市西区京町堀・きようまちほﾞり

　　５５０-００２７・大阪府大阪市西区九条・くじよう

　　５５０-００２５・大阪府大阪市西区九条南・くじようみなみ

　　５５０-００２４・大阪府大阪市西区境川・さかいがわ

　　５５０-００１３・大阪府大阪市西区新町・しんまち

　　５５０-００２３・大阪府大阪市西区千代崎・ちよざき

　　５５０-０００１・大阪府大阪市西区土佐堀・とさほﾞり

　　５５０-０００５・大阪府大阪市西区西本町・にしほんまち

　　５５０-００２２・大阪府大阪市西区本田・ほんでん

　　５５０-００１５・大阪府大阪市西区南堀江・みなみほりえ

　　５５２-００００・大阪府大阪市港区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５２-００１５・大阪府大阪市港区池島・いけじま

　　５５２-０００６・大阪府大阪市港区石田・いしだ

　　５５２-０００３・大阪府大阪市港区磯路・いそじ

　　５５２-００１２・大阪府大阪市港区市岡・いちおか

　　５５２-０００２・大阪府大阪市港区市岡元町・いちおかもとまち

　　５５２-００２２・大阪府大阪市港区海岸通・かいがんどおり

　　５５２-００２３・大阪府大阪市港区港晴・こうせい

　　５５２-０００５・大阪府大阪市港区田中・たなか

　　５５２-００２１・大阪府大阪市港区築港・ちつこう

　　５５２-０００１・大阪府大阪市港区波除・なみよけ

　　５５２-００１３・大阪府大阪市港区福崎・ふくざき

　　５５２-０００７・大阪府大阪市港区弁天・べんてん

　　５５２-００１６・大阪府大阪市港区三先・みさき

　　５５２-００１１・大阪府大阪市港区南市岡・みなみいちおか

　　５５２-００１４・大阪府大阪市港区八幡屋・やはたや

　　５５２-０００４・大阪府大阪市港区夕凪・ゆうなぎ

　　５５１-００００・大阪府大阪市大正区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５１-００３１・大阪府大阪市大正区泉尾・いずお

　　５５１-００３３・大阪府大阪市大正区北恩加島・きたおかじま

　　５５１-００３２・大阪府大阪市大正区北村・きたむら

　　５５１-００１１・大阪府大阪市大正区小林東・ こはﾞやしひがじ

　　５５１-００１３・大阪府大阪市大正区小林西・ こはﾞやしにじ

　　５５１-０００２・大阪府大阪市大正区三軒家東・ さんげんやひがじ

　　５５１-０００１・大阪府大阪市大正区三軒家西・ さんげんやにじ

　　５５１-０００３・大阪府大阪市大正区千島・ちしま

　　５５１-００２３・大阪府大阪市大正区鶴町・つるまち

　　５５１-００１２・大阪府大阪市大正区平尾・ひらお



　　５５１-００２２・大阪府大阪市大正区船町・ふなまち

　　５５１-００２１・大阪府大阪市大正区南恩加島・みなみおかじま

　　５４３-００００・大阪府大阪市天王寺区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４３-００２３・大阪府大阪市天王寺区味原町・あじはらちよう

　　５４３-００２２・大阪府大阪市天王寺区味原本町・あじはらほんまち

　　５４３-００７３・大阪府大阪市天王寺区生玉寺町・いくたまてらまち

　　５４３-００７２・大阪府大阪市天王寺区生玉前町・いくたままえまち

　　５４３-００７１・大阪府大阪市天王寺区生玉町・いくたまちよう

　　５４３-００３１・大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町・いしがつじちよう

　　５４３-０００２・大阪府大阪市天王寺区上汐・うえしお

　　５４３-００３７・大阪府大阪市天王寺区上之宮町・うえのみやちよう

　　５４３-０００１・大阪府大阪市天王寺区上本町・うえほんまち

　　５４３-００１６・大阪府大阪市天王寺区餌差町・えさしまち

　　５４３-００６２・大阪府大阪市天王寺区逢阪・おうさか

　　５４３-００２８・大阪府大阪市天王寺区小橋町・おはﾞせちよう

　　５４３-００４３・大阪府大阪市天王寺区勝山・かつやま

　　５４３-００１８・大阪府大阪市天王寺区空清町・からきよちよう

　　５４３-００４２・大阪府大阪市天王寺区烏ケ辻・からすがつじ

　　５４３-００１２・大阪府大阪市天王寺区空堀町・からほりちよう

　　５４３-００５３・大阪府大阪市天王寺区北河堀町・きたかわほりちよう

　　５４３-００３５・大阪府大阪市天王寺区北山町・きたやまちよう

　　５４３-００４４・大阪府大阪市天王寺区国分町・こくぶちよう

　　５４３-００３６・大阪府大阪市天王寺区小宮町・こみやちよう

　　５４３-００３２・大阪府大阪市天王寺区細工谷・さいくだに

　　５４３-００１５・大阪府大阪市天王寺区真田山町・さなだやまちよう

　　５４３-００７６・大阪府大阪市天王寺区下寺町・したでらまち

　　５４３-００５１・大阪府大阪市天王寺区四天王寺・してんのうじ

　　５４３-００１１・大阪府大阪市天王寺区清水谷町・しみずだにちよう

　　５４３-００２５・大阪府大阪市天王寺区下味原町・しもあじはらちよう

　　５４３-００１７・大阪府大阪市天王寺区城南寺町・じようなんてらまち

　　５４３-００４１・大阪府大阪市天王寺区真法院町・しんほﾟういんちよう

　　５４３-００５２・大阪府大阪市天王寺区大道・だいどう

　　５４３-００１３・大阪府大阪市天王寺区玉造本町・たまつくりほんまち

　　５４３-００１４・大阪府大阪市天王寺区玉造元町・たまつくりもとまち

　　５４３-００６３・大阪府大阪市天王寺区茶臼山町・ちやうすやまちよう

　　５４３-００４５・大阪府大阪市天王寺区寺田町・てらだちよう

　　５４３-００３３・大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝・どうがしはﾞ

　　５４３-００２６・大阪府大阪市天王寺区東上町・とうじようちよう

　　５４３-００２１・大阪府大阪市天王寺区東高津町・ひがしこうつﾞちよう

　　５４３-００５５・大阪府大阪市天王寺区悲田院町・ひでんいんちよう

　　５４３-００２７・大阪府大阪市天王寺区筆ケ崎町・ふでがさきちよう

　　５４３-００２４・大阪府大阪市天王寺区舟橋町・ふなはしちよう

　　５４３-００５６・大阪府大阪市天王寺区堀越町・ほりこしちよう

　　５４３-００３４・大阪府大阪市天王寺区松ケ鼻町・まつがはなちよう

　　５４３-００５４・大阪府大阪市天王寺区南河堀町・みなみかわほりちよう

　　５４３-００７５・大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町・ゆうひがおかちよう

　　５４３-００６１・大阪府大阪市天王寺区伶人町・れいにんちよう

　　５４３-００７４・大阪府大阪市天王寺区六万体町・ろくまんたいちよう

　　５５６-００００・大阪府大阪市浪速区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５６-００２９・大阪府大阪市浪速区芦原・あしはら

　　５５６-００２３・大阪府大阪市浪速区稲荷・いなり

　　５５６-００１３・大阪府大阪市浪速区戎本町・えびすほんまち

　　５５６-０００２・大阪府大阪市浪速区恵美須東・ えびすひがじ

　　５５６-０００３・大阪府大阪市浪速区恵美須西・ えびすにじ

　　５５６-００２７・大阪府大阪市浪速区木津川・きつﾞがわ

　　５５６-００２８・大阪府大阪市浪速区久保吉・ くほﾞよじ

　　５５６-００２１・大阪府大阪市浪速区幸町・さいわいちよう

　　５５６-００２２・大阪府大阪市浪速区桜川・さくらがわ

　　５５６-００２４・大阪府大阪市浪速区塩草・しおくさ

　　５５６-００１２・大阪府大阪市浪速区敷津東・ しきつひがじ

　　５５６-００１５・大阪府大阪市浪速区敷津西・ しきつにじ

　　５５６-０００１・大阪府大阪市浪速区下寺・しもでら

　　５５６-００１４・大阪府大阪市浪速区大国・だいこく

　　５５６-００２０・大阪府大阪市浪速区立葉・たてはﾞ

　　５５６-００２５・大阪府大阪市浪速区浪速東・ なにわひがじ

　　５５６-００２６・大阪府大阪市浪速区浪速西・ なにわにじ

　　５５６-００１１・大阪府大阪市浪速区難波中・なんはﾞなか

　　５５６-０００５・大阪府大阪市浪速区日本橋・ につほﾟんはﾞじ

　　５５６-０００６・大阪府大阪市浪速区日本橋東・ につほﾟんはﾞしひがじ

　　５５６-０００４・大阪府大阪市浪速区日本橋西・ につほﾟんはﾞしにじ



　　５５６-００１７・大阪府大阪市浪速区湊町・みなとまち

　　５５６-００１６・大阪府大阪市浪速区元町・もとまち

　　５５５-００００・大阪府大阪市西淀川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５５-００２１・大阪府大阪市西淀川区歌島・うたじま

　　５５５-００４３・大阪府大阪市西淀川区大野・おおの

　　５５５-００３２・大阪府大阪市西淀川区大和田・おおわだ

　　５５５-００２２・大阪府大阪市西淀川区柏里・かしわざと

　　５５５-００１１・大阪府大阪市西淀川区竹島・たけしま

　　５５５-００１３・大阪府大阪市西淀川区千舟・ちぶね

　　５５５-０００１・大阪府大阪市西淀川区佃・つくだ

　　５５５-００３１・大阪府大阪市西淀川区出来島・できじま

　　５５５-００４１・大阪府大阪市西淀川区中島・なかしま

　　５５５-００４２・大阪府大阪市西淀川区西島・にししま

　　５５５-００２４・大阪府大阪市西淀川区野里・のざと

　　５５５-００２３・大阪府大阪市西淀川区花川・はなかわ

　　５５５-００２５・大阪府大阪市西淀川区姫里・ひめさと

　　５５５-００３３・大阪府大阪市西淀川区姫島・ひめしま

　　５５５-００４４・大阪府大阪市西淀川区百島・ひやくしま

　　５５５-００３４・大阪府大阪市西淀川区福町・ふくまち

　　５５５-００１２・大阪府大阪市西淀川区御幣島・みてじま

　　５３３-００００・大阪府大阪市東淀川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３３-０００７・大阪府大阪市東淀川区相川・あいかわ

　　５３３-００３２・大阪府大阪市東淀川区淡路・あわじ

　　５３３-０００１・大阪府大阪市東淀川区井高野・いたかの

　　５３３-００１５・大阪府大阪市東淀川区大隅・おおすみ

　　５３３-０００６・大阪府大阪市東淀川区上新庄・かみしんじよう

　　５３３-０００２・大阪府大阪市東淀川区北江口・きたえぐち

　　５３３-００２４・大阪府大阪市東淀川区柴島・くにじま

　　５３３-０００４・大阪府大阪市東淀川区小松・こまつ

　　５３３-００２１・大阪府大阪市東淀川区下新庄・しもしんじよう

　　５３３-０００５・大阪府大阪市東淀川区瑞光・ずいこう

　　５３３-００２２・大阪府大阪市東淀川区菅原・すがはら

　　５３３-００１１・大阪府大阪市東淀川区大桐・だいどう

　　５３３-００１２・大阪府大阪市東淀川区大道南・だいどうみなみ

　　５３３-００１３・大阪府大阪市東淀川区豊里・とよさと

　　５３３-００３１・大阪府大阪市東淀川区西淡路・にしあわじ

　　５３３-００２３・大阪府大阪市東淀川区東淡路・ひがしあわじ

　　５３３-００３３・大阪府大阪市東淀川区東中島・ひがしなかじま

　　５３３-００１４・大阪府大阪市東淀川区豊新・ほうしん

　　５３３-０００３・大阪府大阪市東淀川区南江口・みなみえぐち

　　５３７-００００・大阪府大阪市東成区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３７-００１２・大阪府大阪市東成区大今里・おおいまざと

　　５３７-００１４・大阪府大阪市東成区大今里西・ おおいまざとにじ

　　５３７-００１３・大阪府大阪市東成区大今里南・おおいまざとみなみ

　　５３７-０００３・大阪府大阪市東成区神路・かみじ

　　５３７-００２３・大阪府大阪市東成区玉津・たまつ

　　５３７-００２５・大阪府大阪市東成区中道・なかみち

　　５３７-００２２・大阪府大阪市東成区中本・なかもと

　　５３７-００１１・大阪府大阪市東成区東今里・ひがしいまざと

　　５３７-００２４・大阪府大阪市東成区東小橋・ひがしおはﾞせ

　　５３７-００２１・大阪府大阪市東成区東中本・ひがしなかもと

　　５３７-０００２・大阪府大阪市東成区深江南・ふかえみなみ

　　５３７-０００１・大阪府大阪市東成区深江北・ふかえきた

　　５４４-００００・大阪府大阪市生野区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４４-００２５・大阪府大阪市生野区生野東・ いくのひがじ

　　５４４-００２４・大阪府大阪市生野区生野西・ いくのにじ

　　５４４-００２１・大阪府大阪市生野区勝山南・かつやまみなみ

　　５４４-００３３・大阪府大阪市生野区勝山北・かつやまきた

　　５４４-００２２・大阪府大阪市生野区舎利寺・しやりじ

　　５４４-０００２・大阪府大阪市生野区小路・しようじ

　　５４４-０００３・大阪府大阪市生野区小路東・ しようじひがじ

　　５４４-０００１・大阪府大阪市生野区新今里・しんいまざと

　　５４４-００１１・大阪府大阪市生野区田島・たじま

　　５４４-００１３・大阪府大阪市生野区巽中・たつみなか

　　５４４-００１４・大阪府大阪市生野区巽東・ たつみひがじ

　　５４４-００１２・大阪府大阪市生野区巽西・ たつみにじ

　　５４４-００１５・大阪府大阪市生野区巽南・たつみみなみ

　　５４４-０００４・大阪府大阪市生野区巽北・たつみきた

　　５４４-００３１・大阪府大阪市生野区鶴橋・ つるはじ

　　５４４-０００５・大阪府大阪市生野区中川・なかがわ



　　５４４-０００６・大阪府大阪市生野区中川東・ なかがわひがじ

　　５４４-００３２・大阪府大阪市生野区中川西・ なかがわにじ

　　５４４-００２３・大阪府大阪市生野区林寺・はやしじ

　　５４４-００３４・大阪府大阪市生野区桃谷・ももだに

　　５３５-００００・大阪府大阪市旭区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３５-０００５・大阪府大阪市旭区赤川・あかがわ

　　５３５-０００４・大阪府大阪市旭区生江・いくえ

　　５３５-００１１・大阪府大阪市旭区今市・いまいち

　　５３５-０００２・大阪府大阪市旭区大宮・おおみや

　　５３５-００２１・大阪府大阪市旭区清水・しみず

　　５３５-００２２・大阪府大阪市旭区新森・しんもり

　　５３５-００１２・大阪府大阪市旭区千林・ せんはﾞやじ

　　５３５-０００１・大阪府大阪市旭区太子橋・ たいしはﾞじ

　　５３５-００３１・大阪府大阪市旭区高殿・たかどの

　　５３５-０００３・大阪府大阪市旭区中宮・なかみや

　　５３５-００１３・大阪府大阪市旭区森小路・もりしようじ

　　５３６-００００・大阪府大阪市城東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３６-０００２・大阪府大阪市城東区今福東・ いまふくひがじ

　　５３６-０００４・大阪府大阪市城東区今福西・ いまふくにじ

　　５３６-０００３・大阪府大阪市城東区今福南・いまふくみなみ

　　５３６-００１６・大阪府大阪市城東区蒲生・がもう

　　５３６-００１５・大阪府大阪市城東区新喜多・しぎた

　　５３６-００１７・大阪府大阪市城東区新喜多東・ しぎたひがじ

　　５３６-００１３・大阪府大阪市城東区鴫野東・ しぎのひがじ

　　５３６-００１４・大阪府大阪市城東区鴫野西・ しぎのにじ

　　５３６-００２１・大阪府大阪市城東区諏訪・すわ

　　５３６-０００７・大阪府大阪市城東区成育・せいいく

　　５３６-０００８・大阪府大阪市城東区関目・せきめ

　　５３６-０００５・大阪府大阪市城東区中央・ちゆうおう

　　５３６-００１２・大阪府大阪市城東区天王田・てんのうでん

　　５３６-００２４・大阪府大阪市城東区中浜・なかはま

　　５３６-００２２・大阪府大阪市城東区永田・ながた

　　５３６-０００６・大阪府大阪市城東区野江・のえ

　　５３６-００１１・大阪府大阪市城東区放出西・ はなてんにじ

　　５３６-００２３・大阪府大阪市城東区東中浜・ひがしなかはま

　　５３６-０００１・大阪府大阪市城東区古市・ふるいち

　　５３６-００２５・大阪府大阪市城東区森之宮・もりのみや

　　５４５-００００・大阪府大阪市阿倍野区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４５-００３３・大阪府大阪市阿倍野区相生通・あいおいどおり

　　５４５-００５１・大阪府大阪市阿倍野区旭町・あさひまち

　　５４５-００５２・大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋・あべのすじ

　　５４５-６０９０・大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋あべのハルカス

　　５４５-００３４・大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町・あべのもとまち

　　５４５-００２３・大阪府大阪市阿倍野区王子町・おうじちよう

　　５４５-００３５・大阪府大阪市阿倍野区北畠・きたはﾞたけ

　　５４５-００４１・大阪府大阪市阿倍野区共立通・きようりつどおり

　　５４５-０００５・大阪府大阪市阿倍野区三明町・さんめいちよう

　　５４５-００１１・大阪府大阪市阿倍野区昭和町・しようわちよう

　　５４５-００３２・大阪府大阪市阿倍野区晴明通・せいめいどおり

　　５４５-００３７・大阪府大阪市阿倍野区帝塚山・てつﾞかやま

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

　　５４５-０００１・大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北・てんのうじちようきた

　　５４５-００１３・大阪府大阪市阿倍野区長池町・ながいけちよう

　　５４５-００１４・大阪府大阪市阿倍野区西田辺町・にしたなべちよう

　　５４５-００３１・大阪府大阪市阿倍野区橋本町・はしもとちよう

　　５４５-００２２・大阪府大阪市阿倍野区播磨町・はりまちよう

　　５４５-００２１・大阪府大阪市阿倍野区阪南町・はんなんちよう

　　５４５-００３６・大阪府大阪市阿倍野区万代・はﾞんだい

　　５４５-０００３・大阪府大阪市阿倍野区美章園・びしようえん

　　５４５-０００４・大阪府大阪市阿倍野区文の里・ふみのさと

　　５４５-００５３・大阪府大阪市阿倍野区松崎町・まつざきちよう

　　５４５-００４３・大阪府大阪市阿倍野区松虫通・まつむしどおり

　　５４５-００４２・大阪府大阪市阿倍野区丸山通・まるやまどおり

　　５４５-００１２・大阪府大阪市阿倍野区桃ケ池町・ももがいけちよう

　　５５８-００００・大阪府大阪市住吉区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５８-００２１・大阪府大阪市住吉区浅香・あさか

　　５５８-００１４・大阪府大阪市住吉区我孫子・あびこ

　　５５８-００１３・大阪府大阪市住吉区我孫子東・ あびこひがじ

　　５５８-００１５・大阪府大阪市住吉区我孫子西・ あびこにじ

　　５５８-００４６・大阪府大阪市住吉区上住吉・ うえすみよじ



　　５５８-００３２・大阪府大阪市住吉区遠里小野・おりおの

　　５５８-００１１・大阪府大阪市住吉区苅田・かりた

　　５５８-００３１・大阪府大阪市住吉区沢之町・さわのちよう

　　５５８-００３３・大阪府大阪市住吉区清水丘・しみずがおか

　　５５８-００２２・大阪府大阪市住吉区杉本・すぎもと

　　５５８-００４３・大阪府大阪市住吉区墨江・すみえ

　　５５８-００４５・大阪府大阪市住吉区住吉・ すみよじ

　　５５８-００４７・大阪府大阪市住吉区千躰・せんたい

　　５５８-０００１・大阪府大阪市住吉区大領・だいりよう

　　５５８-００５３・大阪府大阪市住吉区帝塚山中・てつﾞかやまなか

　　５５８-００５４・大阪府大阪市住吉区帝塚山東・ てつﾞかやまひがじ

　　５５８-００５２・大阪府大阪市住吉区帝塚山西・ てつﾞかやまにじ

　　５５８-００４２・大阪府大阪市住吉区殿辻・とのつじ

　　５５８-０００３・大阪府大阪市住吉区長居・ながい

　　５５８-０００４・大阪府大阪市住吉区長居東・ ながいひがじ

　　５５８-０００２・大阪府大阪市住吉区長居西・ ながいにじ

　　５５８-００４４・大阪府大阪市住吉区長峡町・ながおちよう

　　５５８-００１２・大阪府大阪市住吉区庭井・にわい

　　５５８-００５５・大阪府大阪市住吉区万代・はﾞんだい

　　５５８-００５６・大阪府大阪市住吉区万代東・ はﾞんだいひがじ

　　５５８-００５１・大阪府大阪市住吉区東粉浜・ひがしこはま

　　５５８-００４１・大阪府大阪市住吉区南住吉・ みなみすみよじ

　　５５８-００２３・大阪府大阪市住吉区山之内・やまのうち

　　５５８-００２４・大阪府大阪市住吉区山之内元町・やまのうちもとまち

　　５４６-００００・大阪府大阪市東住吉区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４６-０００３・大阪府大阪市東住吉区今川・いまがわ

　　５４６-０００１・大阪府大阪市東住吉区今林・ いまはﾞやじ

　　５４６-００４４・大阪府大阪市東住吉区北田辺・きたたなべ

　　５４６-０００２・大阪府大阪市東住吉区杭全・くまた

　　５４６-００４１・大阪府大阪市東住吉区桑津・くわつﾞ

　　５４６-００２４・大阪府大阪市東住吉区公園南矢田・こうえんみなみやた

　　５４６-００４３・大阪府大阪市東住吉区駒川・こまがわ

　　５４６-００２２・大阪府大阪市東住吉区住道矢田・すんじやた

　　５４６-００１４・大阪府大阪市東住吉区鷹合・たかあい

　　５４６-００３１・大阪府大阪市東住吉区田辺・たなべ

　　５４６-００２１・大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田・てるがおかやた

　　５４６-００１２・大阪府大阪市東住吉区中野・なかの

　　５４６-００３４・大阪府大阪市東住吉区長居公園・ながいこうえん

　　５４６-００４２・大阪府大阪市東住吉区西今川・にしいまがわ

　　５４６-００１１・大阪府大阪市東住吉区針中野・はりなかの

　　５４６-００３２・大阪府大阪市東住吉区東田辺・ひがしたなべ

　　５４６-００３３・大阪府大阪市東住吉区南田辺・みなみたなべ

　　５４６-００２３・大阪府大阪市東住吉区矢田・やた

　　５４６-００３５・大阪府大阪市東住吉区山坂・やまさか

　　５４６-００１３・大阪府大阪市東住吉区湯里・ゆざと

　　５５７-００００・大阪府大阪市西成区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５７-００３２・大阪府大阪市西成区旭・あさひ

　　５５７-００４１・大阪府大阪市西成区岸里・きしのさと

　　５５７-００４２・大阪府大阪市西成区岸里東・ きしのさとひがじ

　　５５７-００６１・大阪府大阪市西成区北津守・きたつもり

　　５５７-００２１・大阪府大阪市西成区北開・きたびらき

　　５５７-０００１・大阪府大阪市西成区山王・さんのう

　　５５７-００５２・大阪府大阪市西成区潮路・しおじ

　　５５７-００１２・大阪府大阪市西成区聖天下・しようてんした

　　５５７-００５４・大阪府大阪市西成区千本中・せんほﾞんなか

　　５５７-００５５・大阪府大阪市西成区千本南・せんほﾞんみなみ

　　５５７-００５３・大阪府大阪市西成区千本北・せんほﾞんきた

　　５５７-０００２・大阪府大阪市西成区太子・ たいじ

　　５５７-００５１・大阪府大阪市西成区橘・たちはﾞな

　　５５７-００４４・大阪府大阪市西成区玉出中・たまでなか

　　５５７-００４３・大阪府大阪市西成区玉出東・ たまでひがじ

　　５５７-００４５・大阪府大阪市西成区玉出西・ たまでにじ

　　５５７-００６２・大阪府大阪市西成区津守・つもり

　　５５７-００３１・大阪府大阪市西成区鶴見橋・ つるみはﾞじ

　　５５７-００２４・大阪府大阪市西成区出城・でしろ

　　５５７-００１４・大阪府大阪市西成区天下茶屋・てんがちやや

　　５５７-００１１・大阪府大阪市西成区天下茶屋東・ てんがちややひがじ

　　５５７-０００３・大阪府大阪市西成区天下茶屋北・てんがちややきた

　　５５７-００１３・大阪府大阪市西成区天神ノ森・てんじんのもり

　　５５７-００２２・大阪府大阪市西成区中開・なかびらき



　　５５７-００２５・大阪府大阪市西成区長橋・ ながはじ

　　５５７-００３３・大阪府大阪市西成区梅南・はﾞいなん

　　５５７-０００４・大阪府大阪市西成区萩之茶屋・はぎのちやや

　　５５７-００１５・大阪府大阪市西成区花園南・はなぞのみなみ

　　５５７-００１６・大阪府大阪市西成区花園北・はなぞのきた

　　５５７-００３４・大阪府大阪市西成区松・まつ

　　５５７-００６３・大阪府大阪市西成区南津守・みなみつもり

　　５５７-００２３・大阪府大阪市西成区南開・みなみびらき

　　５３２-００００・大阪府大阪市淀川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３２-００３１・大阪府大阪市淀川区加島・かしま

　　５３２-００１２・大阪府大阪市淀川区木川東・ きかわひがじ

　　５３２-００１３・大阪府大阪市淀川区木川西・ きかわにじ

　　５３２-００２５・大阪府大阪市淀川区新北野・しんきたの

　　５３２-００２４・大阪府大阪市淀川区十三本町・じゆうそうほんまち

　　５３２-００２８・大阪府大阪市淀川区十三元今里・じゆうそうもといまざと

　　５３２-００２３・大阪府大阪市淀川区十三東・ じゆうそうひがじ

　　５３２-０００１・大阪府大阪市淀川区十八条・じゆうはちじよう

　　５３２-００２７・大阪府大阪市淀川区田川・たがわ

　　５３２-００２１・大阪府大阪市淀川区田川北・たがわきた

　　５３２-００２６・大阪府大阪市淀川区塚本・つかもと

　　５３２-００３３・大阪府大阪市淀川区新高・にいたか

　　５３２-００１１・大阪府大阪市淀川区西中島・にしなかじま

　　５３２-０００６・大阪府大阪市淀川区西三国・にしみくに

　　５３２-０００４・大阪府大阪市淀川区西宮原・にしみやはら

　　５３２-００２２・大阪府大阪市淀川区野中南・のなかみなみ

　　５３２-００３４・大阪府大阪市淀川区野中北・のなかきた

　　５３２-０００２・大阪府大阪市淀川区東三国・ひがしみくに

　　５３２-０００５・大阪府大阪市淀川区三国本町・みくにほんまち

　　５３２-００３６・大阪府大阪市淀川区三津屋中・みつやなか

　　５３２-００３５・大阪府大阪市淀川区三津屋南・みつやみなみ

　　５３２-００３２・大阪府大阪市淀川区三津屋北・みつやきた

　　５３２-０００３・大阪府大阪市淀川区宮原・みやはら

　　５３８-００００・大阪府大阪市鶴見区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３８-００４２・大阪府大阪市鶴見区今津中・いまつﾞなか

　　５３８-００４３・大阪府大阪市鶴見区今津南・いまつﾞみなみ

　　５３８-００４１・大阪府大阪市鶴見区今津北・いまつﾞきた

　　５３８-００５３・大阪府大阪市鶴見区鶴見・つるみ

　　５３８-００３４・大阪府大阪市鶴見区徳庵・とくあん

　　５３８-００３３・大阪府大阪市鶴見区中茶屋・なかのちやや

　　５３８-００４４・大阪府大阪市鶴見区放出東・ はなてんひがじ

　　５３８-００３５・大阪府大阪市鶴見区浜・はま

　　５３８-００３１・大阪府大阪市鶴見区茨田大宮・まつたおおみや

　　５３８-００５４・大阪府大阪市鶴見区緑・みどり

　　５３８-００５１・大阪府大阪市鶴見区諸口・もろくち

　　５３８-００３７・大阪府大阪市鶴見区焼野・やけの

　　５３８-００３２・大阪府大阪市鶴見区安田・やすだ

　　５３８-００５２・大阪府大阪市鶴見区横堤・よこつﾞつみ

　　５３８-００３６・大阪府大阪市鶴見区緑地公園・りよくちこうえん

　　５５９-００００・大阪府大阪市住之江区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５５９-０００３・大阪府大阪市住之江区安立・あんりゆう

　　５５９-００２３・大阪府大阪市住之江区泉・いずみ

　　５５９-００１１・大阪府大阪市住之江区北加賀屋・きたかがや

　　５５９-００１４・大阪府大阪市住之江区北島・きたじま

　　５５９-０００１・大阪府大阪市住之江区粉浜・こはま

　　５５９-０００７・大阪府大阪市住之江区粉浜西・ こはまにじ

　　５５９-００２１・大阪府大阪市住之江区柴谷・しはﾞたに

　　５５９-００２４・大阪府大阪市住之江区新北島・しんきたじま

　　５５９-０００４・大阪府大阪市住之江区住之江・すみのえ

　　５５９-００１７・大阪府大阪市住之江区中加賀屋・なかかがや

　　５５９-００３３・大阪府大阪市住之江区南港中・なんこうなか

　　５５９-００３１・大阪府大阪市住之江区南港東・ なんこうひがじ

　　５５９-００３２・大阪府大阪市住之江区南港南・なんこうみなみ

　　５５９-００３４・大阪府大阪市住之江区南港北・なんこうきた

　　５５９-００１６・大阪府大阪市住之江区西加賀屋・にしかがや

　　５５９-０００５・大阪府大阪市住之江区西住之江・にしすみのえ

　　５５９-０００２・大阪府大阪市住之江区浜口東・ はまぐちひがじ

　　５５９-０００６・大阪府大阪市住之江区浜口西・ はまぐちにじ

　　５５９-００１２・大阪府大阪市住之江区東加賀屋・ひがしかがや

　　５５９-００２５・大阪府大阪市住之江区平林南・ひらはﾞやしみなみ

　　５５９-００２６・大阪府大阪市住之江区平林北・ひらはﾞやしきた



　　５５９-００１３・大阪府大阪市住之江区御崎・みさき

　　５５９-００２２・大阪府大阪市住之江区緑木・みどりぎ

　　５５９-００１５・大阪府大阪市住之江区南加賀屋・みなみかがや

　　５４７-００００・大阪府大阪市平野区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４７-００２４・大阪府大阪市平野区瓜破・うりわり

　　５４７-００２２・大阪府大阪市平野区瓜破東・ うりわりひがじ

　　５４７-００２５・大阪府大阪市平野区瓜破西・ うりわりにじ

　　５４７-００２３・大阪府大阪市平野区瓜破南・うりわりみなみ

　　５４７-０００４・大阪府大阪市平野区加美鞍作・かみくらつくり

　　５４７-０００６・大阪府大阪市平野区加美正覚寺・かみしようがくじ

　　５４７-０００２・大阪府大阪市平野区加美東・ かみひがじ

　　５４７-０００５・大阪府大阪市平野区加美西・ かみにじ

　　５４７-０００３・大阪府大阪市平野区加美南・かみみなみ

　　５４７-０００１・大阪府大阪市平野区加美北・かみきた

　　５４７-００２７・大阪府大阪市平野区喜連・きれ

　　５４７-００２１・大阪府大阪市平野区喜連東・ きれひがじ

　　５４７-００２６・大阪府大阪市平野区喜連西・ きれにじ

　　５４７-００３４・大阪府大阪市平野区背戸口・せとぐち

　　５４７-００１４・大阪府大阪市平野区長吉川辺・ながよしかわなべ

　　５４７-００１１・大阪府大阪市平野区長吉出戸・ながよしでと

　　５４７-００１６・大阪府大阪市平野区長吉長原・ながよしながはら

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

　　５４７-００１５・大阪府大阪市平野区長吉長原西・ ながよしながはらにじ

　　５４７-００１２・大阪府大阪市平野区長吉六反・ながよしろくたん

　　５４７-００３２・大阪府大阪市平野区流町・ながれまち

　　５４７-００３５・大阪府大阪市平野区西脇・にしわき

　　５４７-００４２・大阪府大阪市平野区平野市町・ひらのいちまち

　　５４７-００４５・大阪府大阪市平野区平野上町・ひらのうえまち

　　５４７-００４８・大阪府大阪市平野区平野馬場・ひらのはﾞはﾞ

　　５４７-００４４・大阪府大阪市平野区平野本町・ひらのほんまち

　　５４７-００４６・大阪府大阪市平野区平野宮町・ひらのみやまち

　　５４７-００４７・大阪府大阪市平野区平野元町・ひらのもとまち

　　５４７-００４３・大阪府大阪市平野区平野東・ ひらのひがじ

　　５４７-００３３・大阪府大阪市平野区平野西・ ひらのにじ

　　５４７-００３１・大阪府大阪市平野区平野南・ひらのみなみ

　　５４７-００４１・大阪府大阪市平野区平野北・ひらのきた

　　５３０-００００・大阪府大阪市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５３０-００３３・大阪府大阪市北区池田町・いけだちよう

　　５３０-００２１・大阪府大阪市北区浮田・うきだ

　　５３０-０００１・大阪府大阪市北区梅田・うめだ

　　５３０-００２５・大阪府大阪市北区扇町・おうぎまち

　　５３０-００１１・大阪府大阪市北区大深町・おおふかちよう

　　５３１-００７６・大阪府大阪市北区大淀中・おおよどなか

　　５３１-６０９０・大阪府大阪市北区大淀中梅田スカイビルタワーイースト

　　５３１-６１９０・大阪府大阪市北区大淀中梅田スカイビルタワーウエスト

　　５３１-００７５・大阪府大阪市北区大淀南・おおよどみなみ

　　５３１-００７７・大阪府大阪市北区大淀北・おおよどきた

　　５３０-００１７・大阪府大阪市北区角田町・かくだちよう

　　５３０-００２６・大阪府大阪市北区神山町・かみやまちよう

　　５３０-００３１・大阪府大阪市北区菅栄町・かんえいちよう

　　５３０-００２３・大阪府大阪市北区黒崎町・くろさきちよう

　　５３０-００３８・大阪府大阪市北区紅梅町・こうはﾞいちよう

　　５３１-００６４・大阪府大阪市北区国分寺・こくぶんじ

　　５３０-００１８・大阪府大阪市北区小松原町・こまつはﾞらちよう

　　５３０-００１２・大阪府大阪市北区芝田・しはﾞた

　　５３０-００５３・大阪府大阪市北区末広町・すえひろちよう

　　５３０-００４６・大阪府大阪市北区菅原町・すがはらちよう

　　５３０-００５７・大阪府大阪市北区曽根崎・そねざき

　　５３０-０００２・大阪府大阪市北区曽根崎新地・そねざきしんち

　　５３０-００５１・大阪府大阪市北区太融寺町・たいゆうじちよう

　　５３０-００１３・大阪府大阪市北区茶屋町・ちややまち

　　５３０-００１４・大阪府大阪市北区鶴野町・つるのちよう

　　５３０-００４５・大阪府大阪市北区天神西町・てんじんにしまち

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

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

　　５３０-００４３・大阪府大阪市北区天満・てんま

　　５３０-００４２・大阪府大阪市北区天満橋・てんまはﾞし

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

　　５３０-０００３・大阪府大阪市北区堂島・どうじま

　　５３０-０００４・大阪府大阪市北区堂島浜・どうじまはま



　　５３０-００３５・大阪府大阪市北区同心・どうしん

　　５３０-００２７・大阪府大阪市北区堂山町・どうやまちよう

　　５３０-００５６・大阪府大阪市北区兎我野町・とがのちよう

　　５３１-００７２・大阪府大阪市北区豊崎・とよさき

　　５３０-００１６・大阪府大阪市北区中崎・なかざき

　　５３０-００１５・大阪府大阪市北区中崎西・ なかざきにじ

　　５３１-００７１・大阪府大阪市北区中津・なかつ

　　５３０-０００５・大阪府大阪市北区中之島・なかのしま

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

　　５３１-００６２・大阪府大阪市北区長柄中・ながらなか

　　５３１-００６３・大阪府大阪市北区長柄東・ ながらひがじ

　　５３１-００６１・大阪府大阪市北区長柄西・ ながらにじ

　　５３０-００２２・大阪府大阪市北区浪花町・なにわちよう

　　５３０-００３４・大阪府大阪市北区錦町・にしきちよう

　　５３０-００４７・大阪府大阪市北区西天満・にしてんま

　　５３０-００５５・大阪府大阪市北区野崎町・のざきちよう

　　５３０-００２８・大阪府大阪市北区万歳町・はﾞんざいちよう

　　５３０-００４４・大阪府大阪市北区東天満・ひがしてんま

　　５３０-００３２・大阪府大阪市北区樋之口町・ひのくちちよう

　　５３１-００７４・大阪府大阪市北区本庄東・ ほんじようひがじ

　　５３１-００７３・大阪府大阪市北区本庄西・ ほんじようにじ

　　５３０-００３７・大阪府大阪市北区松ケ枝町・まつがえちよう

　　５３０-００５２・大阪府大阪市北区南扇町・みなみおうぎまち

　　５３０-００５４・大阪府大阪市北区南森町・みなみもりまち

　　５３０-００２４・大阪府大阪市北区山崎町・やまざきちよう

　　５３０-００３６・大阪府大阪市北区与力町・よりきまち

　　５３９-００００・大阪府大阪市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５４１-００５２・大阪府大阪市中央区安土町・あつﾞちまち

　　５４１-００４７・大阪府大阪市中央区淡路町・あわじまち

　　５４２-００６１・大阪府大阪市中央区安堂寺町・あんどうじまち

　　５４０-００１９・大阪府大阪市中央区和泉町・いずみまち

　　５４０-００２２・大阪府大阪市中央区糸屋町・いとやまち

　　５４１-００４２・大阪府大阪市中央区今橋・ いまはﾞじ

　　５４２-００６４・大阪府大阪市中央区上汐・うえしお

　　５４２-００６２・大阪府大阪市中央区上本町西・ うえほんまちにじ

　　５４０-０００５・大阪府大阪市中央区上町・うえまち

　　５４０-００３８・大阪府大阪市中央区内淡路町・うちあわじまち

　　５４０-００１３・大阪府大阪市中央区内久宝寺町・うちきゆうほうじまち

　　５４０-００３７・大阪府大阪市中央区内平野町・うちひらのまち

　　５４０-００２６・大阪府大阪市中央区内本町・うちほんまち

　　５４０-０００２・大阪府大阪市中央区大阪城・おおさかじよう

　　５４０-００２１・大阪府大阪市中央区大手通・おおてどおり

　　５４０-０００８・大阪府大阪市中央区大手前・おおてまえ

　　５４１-００４８・大阪府大阪市中央区瓦町・かわらまち

　　５４２-００６６・大阪府大阪市中央区瓦屋町・かわらやまち

　　５４０-００１６・大阪府大阪市中央区神崎町・かんざきちよう

　　５４１-００５７・大阪府大阪市中央区北久宝寺町・きたきゆうほうじまち

　　５４０-００２３・大阪府大阪市中央区北新町・きたしんまち

　　５４１-００４１・大阪府大阪市中央区北浜・きたはま

　　５４０-００３１・大阪府大阪市中央区北浜東・ きたはまひがじ

　　５４１-００５６・大阪府大阪市中央区久太郎町・きゆうたろうまち

　　５４２-００７２・大阪府大阪市中央区高津・こうつﾞ

　　５４１-００４３・大阪府大阪市中央区高麗橋・ こうらいはﾞじ

　　５４０-００１８・大阪府大阪市中央区粉川町・こかわちよう

　　５４０-００３３・大阪府大阪市中央区石町・こくまち

　　５４０-００１０・大阪府大阪市中央区材木町・ざいもくちよう

　　５４２-００８２・大阪府大阪市中央区島之内・しまのうち

　　５４０-００３４・大阪府大阪市中央区島町・しままち

　　５４０-００１５・大阪府大阪市中央区十二軒町・じゆうにけんちよう

　　５４０-０００１・大阪府大阪市中央区城見・しろみ

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

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

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

　　５４２-００８５・大阪府大阪市中央区心斎橋筋・しんさいはﾞしすじ

　　５４２-００７４・大阪府大阪市中央区千日前・せんにちまえ

　　５４１-００５５・大阪府大阪市中央区船場中央・せんはﾞちゆうおう

　　５４２-００８４・大阪府大阪市中央区宗右衛門町・そうえもんちよう

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

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

　　５４０-０００４・大阪府大阪市中央区玉造・たまつくり



　　５４０-００３５・大阪府大阪市中央区釣鐘町・つりがねちよう

　　５４０-００３２・大阪府大阪市中央区天満橋京町・てんまはﾞしきようまち

　　５４２-００６３・大阪府大阪市中央区東平・とうへい

　　５４０-００２８・大阪府大阪市中央区常盤町・ときわまち

　　５４０-００２５・大阪府大阪市中央区徳井町・とくいちよう

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

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

　　５４１-００４５・大阪府大阪市中央区道修町・どしようまち

　　５４２-００６５・大阪府大阪市中央区中寺・なかでら

　　５４２-００７６・大阪府大阪市中央区難波・なんはﾞ

　　５４２-００７５・大阪府大阪市中央区難波千日前・なんはﾞせんにちまえ

　　５４２-００８６・大阪府大阪市中央区西心斎橋・ にししんさいはﾞじ

　　５４２-００７３・大阪府大阪市中央区日本橋・ につほﾟんはﾞじ

　　５４０-００１１・大阪府大阪市中央区農人橋・ のうにんはﾞじ

　　５４１-００５９・大阪府大阪市中央区博労町・はﾞくろうまち

　　５４０-０００７・大阪府大阪市中央区馬場町・はﾞんはﾞちよう

　　５４０-００３９・大阪府大阪市中央区東高麗橋・ ひがしこうらいはﾞじ

　　５４２-００８３・大阪府大阪市中央区東心斎橋・ ひがししんさいはﾞじ

　　５４１-００４６・大阪府大阪市中央区平野町・ひらのまち

　　５４１-００５１・大阪府大阪市中央区備後町・びんごまち

　　５４１-００４４・大阪府大阪市中央区伏見町・ふしみまち

　　５４０-００３６・大阪府大阪市中央区船越町・ふなこしちよう

　　５４０-０００６・大阪府大阪市中央区法円坂・ほうえんざか

　　５４１-００５３・大阪府大阪市中央区本町・ほんまち

　　５４０-００２９・大阪府大阪市中央区本町橋・ ほんまちはﾞじ

　　５４２-００６７・大阪府大阪市中央区松屋町・まつやまち

　　５４０-００１７・大阪府大阪市中央区松屋町住吉・ まつやまちすみよじ

　　５４１-００５８・大阪府大阪市中央区南久宝寺町・みなみきゆうほうじまち

　　５４０-００２４・大阪府大阪市中央区南新町・みなみしんまち

　　５４２-００８１・大阪府大阪市中央区南船場・みなみせんはﾞ

　　５４１-００５４・大阪府大阪市中央区南本町・みなみほんまち

　　５４０-０００３・大阪府大阪市中央区森ノ宮中央・もりのみやちゆうおう

　　５４０-００２７・大阪府大阪市中央区鎗屋町・やりやまち

　　５４０-００１４・大阪府大阪市中央区龍造寺町・りゆうぞうじちよう

　　５９０-００００・大阪府堺市堺区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９０-００１２・大阪府堺市堺区浅香山町・あさかやまちよう

　　５９０-０８０９・大阪府堺市堺区旭ケ丘北町・あさひがおかきたまち

　　５９０-０８０８・大阪府堺市堺区旭ケ丘中町・あさひがおかなかまち

　　５９０-０８０７・大阪府堺市堺区旭ケ丘南町・あさひがおかみなみまち

　　５９０-００５５・大阪府堺市堺区旭通・あさひどおり

　　５９０-０９２６・大阪府堺市堺区綾之町西・ あやのちようにじ

　　５９０-０９２５・大阪府堺市堺区綾之町東・ あやのちようひがじ

　　５９０-０８２３・大阪府堺市堺区石津北町・いしつﾞきたまち

　　５９０-０８１４・大阪府堺市堺区石津町・いしつﾞちよう

　　５９０-００４８・大阪府堺市堺区一条通・いちじようどおり

　　５９０-０９５１・大阪府堺市堺区市之町西・ いちのちようにじ

　　５９０-０９５２・大阪府堺市堺区市之町東・ いちのちようひがじ

　　５９０-００１８・大阪府堺市堺区今池町・いまいけちよう

　　５９０-００６５・大阪府堺市堺区永代町・えいたいちよう

　　５９０-００２７・大阪府堺市堺区榎元町・えのきもとまち

　　５９０-０９８５・大阪府堺市堺区戎島町・えびすじまちよう

　　５９０-０９４８・大阪府堺市堺区戎之町西・ えびすのちようにじ

　　５９０-０９４５・大阪府堺市堺区戎之町東・ えびすのちようひがじ

　　５９０-０８２４・大阪府堺市堺区老松町・おいまつちよう

　　５９０-０９５９・大阪府堺市堺区大町西・ おおちようにじ

　　５９０-０９５４・大阪府堺市堺区大町東・ おおちようひがじ

　　５９０-０９７４・大阪府堺市堺区大浜北町・おおはまきたまち

　　５９０-０９７５・大阪府堺市堺区大浜中町・おおはまなかまち

　　５９０-０９７７・大阪府堺市堺区大浜西町・おおはまにしまち

　　５９０-０９７６・大阪府堺市堺区大浜南町・おおはまみなみまち

　　５９０-００６１・大阪府堺市堺区翁橋町・おきなはﾞしちよう

　　５９０-０００１・大阪府堺市堺区遠里小野町・おりおのちよう

　　５９０-０９８２・大阪府堺市堺区海山町・かいさんちよう

　　５９０-０９５０・大阪府堺市堺区甲斐町西・ かいのちようにじ

　　５９０-０９５３・大阪府堺市堺区甲斐町東・ かいのちようひがじ

　　５９０-００１１・大阪府堺市堺区香ケ丘町・かおりがおかちよう

　　５９０-０８３７・大阪府堺市堺区柏木町・かしわぎちよう

　　５９０-０８２７・大阪府堺市堺区春日通・かすがどおり

　　５９０-０８１２・大阪府堺市堺区霞ケ丘町・かすみがおかちよう

　　５９０-０８１３・大阪府堺市堺区神石市之町・かみいしいちのちよう



　　５９０-０９８４・大阪府堺市堺区神南辺町・かんなべちよう

　　５９０-００７６・大阪府堺市堺区北瓦町・きたかわらまち

　　５９０-００７１・大阪府堺市堺区北向陽町・きたこうようちよう

　　５９０-０００４・大阪府堺市堺区北清水町・きたしみずちよう

　　５９０-０００７・大阪府堺市堺区北庄町・きたしようちよう

　　５９０-００１７・大阪府堺市堺区北田出井町・きたたでいちよう

　　５９０-０９２８・大阪府堺市堺区北旅籠町西・ きたはたごちようにじ

　　５９０-０９２３・大阪府堺市堺区北旅籠町東・ きたはたごちようひがじ

　　５９０-０９８６・大阪府堺市堺区北波止町・きたはとちよう

　　５９０-００７４・大阪府堺市堺区北花田口町・きたはなだぐちちよう

　　５９０-０９２１・大阪府堺市堺区北半町西・ きたはんちようにじ

　　５９０-０９２２・大阪府堺市堺区北半町東・ きたはんちようひがじ

　　５９０-００３７・大阪府堺市堺区北丸保園・きたまるほえん

　　５９０-００２１・大阪府堺市堺区北三国ケ丘町・きたみくにがおかちよう

　　５９０-００６２・大阪府堺市堺区北安井町・きたやすいちよう

　　５９０-００５４・大阪府堺市堺区京町通・きようまちどおり

　　５９０-０８２２・大阪府堺市堺区協和町・きようわちよう

　　５９０-０００６・大阪府堺市堺区錦綾町・きんりようちよう

　　５９０-０９３９・大阪府堺市堺区九間町西・ くけんちようにじ

　　５９０-０９３４・大阪府堺市堺区九間町東・ くけんちようひがじ

　　５９０-０９４９・大阪府堺市堺区櫛屋町西・ くしやちようにじ

　　５９０-０９４４・大阪府堺市堺区櫛屋町東・ くしやちようひがじ

　　５９０-０８３６・大阪府堺市堺区楠町・くすのきちよう

　　５９０-０９４７・大阪府堺市堺区熊野町西・ くまのちようにじ

　　５９０-０９４６・大阪府堺市堺区熊野町東・ くまのちようひがじ

　　５９０-０９４０・大阪府堺市堺区車之町西・ くるまのちようにじ

　　５９０-０９４３・大阪府堺市堺区車之町東・ くるまのちようひがじ

　　５９０-００２４・大阪府堺市堺区向陵中町・こうりようなかまち

　　５９０-００２６・大阪府堺市堺区向陵西町・こうりようにしまち

　　５９０-００２５・大阪府堺市堺区向陵東町・こうりようひがしまち

　　５９０-００４４・大阪府堺市堺区五条通・ごじようどおり

　　５９０-００５７・大阪府堺市堺区御陵通・ごりようどおり

　　５９０-０９４１・大阪府堺市堺区材木町西・ ざいもくちようにじ

　　５９０-０９４２・大阪府堺市堺区材木町東・ ざいもくちようひがじ

　　５９０-００５１・大阪府堺市堺区幸通・さいわいどおり

　　５９０-０９７１・大阪府堺市堺区栄橋町・さかえはﾞしちよう

　　５９０-０９２７・大阪府堺市堺区桜之町西・ さくらのちようにじ

　　５９０-０９２４・大阪府堺市堺区桜之町東・ さくらのちようひがじ

　　５９０-００３１・大阪府堺市堺区五月町・さつきちよう

　　５９０-００４６・大阪府堺市堺区三条通・さんじようどおり

　　５９０-０９０６・大阪府堺市堺区三宝町・さんほﾞうちよう

　　５９０-０９８１・大阪府堺市堺区塩浜町・しおはまちよう

　　５９０-００４５・大阪府堺市堺区四条通・しじようどおり

　　５９０-００４２・大阪府堺市堺区七条通・しちじようどおり

　　５９０-０９１１・大阪府堺市堺区七道西町・しちどうにしまち

　　５９０-０９１３・大阪府堺市堺区七道東町・しちどうひがしまち

　　５９０-００１３・大阪府堺市堺区東雲西町・しののめにしまち

　　５９０-０９５８・大阪府堺市堺区宿院町西・ しゆくいんちようにじ

　　５９０-０９５５・大阪府堺市堺区宿院町東・ しゆくいんちようひがじ

　　５９０-０９３７・大阪府堺市堺区宿屋町西・ しゆくやちようにじ

　　５９０-０９３６・大阪府堺市堺区宿屋町東・ しゆくやちようひがじ

　　５９０-０９６０・大阪府堺市堺区少林寺町西・ しようりんじちようにじ

　　５９０-０９６３・大阪府堺市堺区少林寺町東・ しようりんじちようひがじ

　　５９０-０８２５・大阪府堺市堺区昭和通・しようわどおり

　　５９０-０９６９・大阪府堺市堺区新在家町西・ しんざいけちようにじ

　　５９０-０９６４・大阪府堺市堺区新在家町東・ しんざいけちようひがじ

　　５９０-００５６・大阪府堺市堺区神保通・しんほﾟどおり

　　５９０-００７９・大阪府堺市堺区新町・しんまち

　　５９０-０９３８・大阪府堺市堺区神明町西・ しんめいちようにじ

　　５９０-０９３５・大阪府堺市堺区神明町東・ しんめいちようひがじ

　　５９０-０８２６・大阪府堺市堺区菅原通・すがはらどおり

　　５９０-０００２・大阪府堺市堺区砂道町・すなみちちよう

　　５９０-０９７３・大阪府堺市堺区住吉橋町・すみよしはﾞしちよう

　　５９０-００３５・大阪府堺市堺区大仙町・だいせんちよう

　　５９０-０８０１・大阪府堺市堺区大仙中町・だいせんなかまち

　　５９０-０８２１・大阪府堺市堺区大仙西町・だいせんにしまち

　　５９０-０８２０・大阪府堺市堺区高砂町・たかさごちよう

　　５９０-０００３・大阪府堺市堺区高須町・たかすちよう

　　５９０-０９０８・大阪府堺市堺区匠町・たくみちよう

　　５９０-００１４・大阪府堺市堺区田出井町・たでいちよう



　　５９０-０９８７・大阪府堺市堺区築港南町・ちつこうみなみまち

　　５９０-０９０１・大阪府堺市堺区築港八幡町・ちつこうやわたまち

　　５９０-０８３３・大阪府堺市堺区出島海岸通・でじまかいがんどおり

　　５９０-０８３４・大阪府堺市堺区出島町・でじまちよう

　　５９０-０８３１・大阪府堺市堺区出島西町・でじまにしまち

　　５９０-０８３２・大阪府堺市堺区出島浜通・でじまはまどおり

　　５９０-０９０５・大阪府堺市堺区鉄砲町・てつほﾟうちよう

　　５９０-０９６１・大阪府堺市堺区寺地町西・ てらじちようにじ

　　５９０-０９６２・大阪府堺市堺区寺地町東・ てらじちようひがじ

　　５９０-００７７・大阪府堺市堺区中瓦町・なかかわらまち

　　５９０-００７２・大阪府堺市堺区中向陽町・なかこうようちよう

　　５９０-００１６・大阪府堺市堺区中田出井町・なかたでいちよう

　　５９０-００３３・大阪府堺市堺区中永山園・なかながやまえん

　　５９０-０９５７・大阪府堺市堺区中之町西・ なかのちようにじ

　　５９０-０９５６・大阪府堺市堺区中之町東・ なかのちようひがじ

　　５９０-００２２・大阪府堺市堺区中三国ケ丘町・なかみくにがおかちよう

　　５９０-００６３・大阪府堺市堺区中安井町・なかやすいちよう

　　５９０-０９１２・大阪府堺市堺区並松町・なみまつちよう

　　５９０-０８１１・大阪府堺市堺区南陵町・なんりようちよう

　　５９０-００６６・大阪府堺市堺区賑町・にぎわいちよう

　　５９０-０９３１・大阪府堺市堺区錦之町西・ にしきのちようにじ

　　５９０-０９３２・大阪府堺市堺区錦之町東・ にしきのちようひがじ

　　５９０-００３２・大阪府堺市堺区西永山園・にしながやまえん

　　５９０-０８３５・大阪府堺市堺区西湊町・にしみなとちよう

　　５９０-００４７・大阪府堺市堺区二条通・にじようどおり

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

　　５９０-００３４・大阪府堺市堺区東永山園・ひがしながやまえん

　　５９０-０８２９・大阪府堺市堺区東湊町・ひがしみなとちよう

　　５９０-０９０３・大阪府堺市堺区松屋町・まつやちよう

　　５９０-０９０２・大阪府堺市堺区松屋大和川通・まつややまとがわどおり

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

　　５９０-０８０６・大阪府堺市堺区緑ヶ丘北町・みどりがおかきたまち

　　５９０-０８０５・大阪府堺市堺区緑ヶ丘中町・みどりがおかなかまち

　　５９０-０８０４・大阪府堺市堺区緑ヶ丘南町・みどりがおかみなみまち

　　５９０-０９０７・大阪府堺市堺区緑町・みどりちよう

　　５９０-００７８・大阪府堺市堺区南瓦町・みなみかわらまち

　　５９０-００７３・大阪府堺市堺区南向陽町・みなみこうようちよう

　　５９０-０９０４・大阪府堺市堺区南島町・みなみじまちよう

　　５９０-０００５・大阪府堺市堺区南清水町・みなみしみずちよう

　　５９０-０００８・大阪府堺市堺区南庄町・みなみしようちよう

　　５９０-００１５・大阪府堺市堺区南田出井町・みなみたでいちよう

　　５９０-０９６８・大阪府堺市堺区南旅篭町西・ みなみはたごちようにじ

　　５９０-０９６５・大阪府堺市堺区南旅篭町東・ みなみはたごちようひがじ

　　５９０-００７５・大阪府堺市堺区南花田口町・みなみはなだぐちちよう

　　５９０-０９６７・大阪府堺市堺区南半町西・ みなみはんちようにじ

　　５９０-０９６６・大阪府堺市堺区南半町東・ みなみはんちようひがじ

　　５９０-００３６・大阪府堺市堺区南丸保園・みなみまるほえん

　　５９０-００２３・大阪府堺市堺区南三国ケ丘町・みなみみくにがおかちよう

　　５９０-００６４・大阪府堺市堺区南安井町・みなみやすいちよう

　　５９０-０８０２・大阪府堺市堺区百舌鳥夕雲町・もずせきうんちよう

　　５９０-００５３・大阪府堺市堺区文珠橋通・もんじゆはﾞしどおり

　　５９０-００５２・大阪府堺市堺区八千代通・やちよどおり

　　５９０-０９３０・大阪府堺市堺区柳之町西・ やなぎのちようにじ

　　５９０-０９３３・大阪府堺市堺区柳之町東・ やなぎのちようひがじ

　　５９０-０８２８・大阪府堺市堺区八幡通・やはたどおり

　　５９０-０９８３・大阪府堺市堺区山本町・やまもとちよう

　　５９０-０９７２・大阪府堺市堺区竜神橋町・りゆうじんはﾞしちよう

　　５９０-００４１・大阪府堺市堺区陵西通・りようさいどおり

　　５９０-００４３・大阪府堺市堺区六条通・ろくじようどおり

　　５９９-００００・大阪府堺市中区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９９-８２４４・大阪府堺市中区上之・うえの

　　５９９-８２３３・大阪府堺市中区大野芝町・おおのしはﾞちよう

　　５９９-８２３１・大阪府堺市中区学園町・がくえんちよう

　　５９９-８２６６・大阪府堺市中区毛穴町・けなちよう

　　５９９-８２７６・大阪府堺市中区小阪・こさか

　　５９９-８２６４・大阪府堺市中区小阪西町・こさかにしまち

　　５９９-８２３２・大阪府堺市中区新家町・しんけちよう

　　５９９-８２４６・大阪府堺市中区田園・たぞの

　　５９９-８２４５・大阪府堺市中区辻之・つじの

　　５９９-８２４２・大阪府堺市中区陶器北・とうききた



　　５９９-８２３４・大阪府堺市中区土塔町・どとうちよう

　　５９９-８２５２・大阪府堺市中区楢葉・ならはﾞ

　　５９９-８２３８・大阪府堺市中区土師町・はぜちよう

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

　　５９９-８２６２・大阪府堺市中区八田北町・はんだきたちよう

　　５９９-８２６５・大阪府堺市中区八田西町・はんだにしまち

　　５９９-８２６３・大阪府堺市中区八田南之町・はんだみなみのちよう

　　５９９-８２７５・大阪府堺市中区東八田・ひがしはんだ

　　５９９-８２４７・大阪府堺市中区東山・ひがしやま

　　５９９-８２５１・大阪府堺市中区平井・ひらい

　　５９９-８２７１・大阪府堺市中区深井北町・ふかいきたまち

　　５９９-８２３６・大阪府堺市中区深井沢町・ふかいさわまち

　　５９９-８２７３・大阪府堺市中区深井清水町・ふかいしみずちよう

　　５９９-８２７２・大阪府堺市中区深井中町・ふかいなかまち

　　５９９-８２４８・大阪府堺市中区深井畑山町・ふかいはたやまちよう

　　５９９-８２３５・大阪府堺市中区深井東町・ふかいひがしまち

　　５９９-８２３７・大阪府堺市中区深井水池町・ふかいみずがいけちよう

　　５９９-８２５３・大阪府堺市中区深阪・ふかさか

　　５９９-８２４１・大阪府堺市中区福田・ふくだ

　　５９９-８２５４・大阪府堺市中区伏尾・ふせお

　　５９９-８２６１・大阪府堺市中区堀上町・ほりあげちよう

　　５９９-８２４３・大阪府堺市中区見野山・みのやま

　　５９９-８２７４・大阪府堺市中区宮園町・みやぞのちよう

　　５９９-００００・大阪府堺市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９９-８１０２・大阪府堺市東区石原町・いしはらちよう

　　５９９-８１２６・大阪府堺市東区大美野・おおみの

　　５９９-８１２３・大阪府堺市東区北野田・きたのだ

　　５９９-８１２７・大阪府堺市東区草尾・くさお

　　５９９-８１２２・大阪府堺市東区丈六・じようろく

　　５９９-８１０７・大阪府堺市東区白鷺町・しらさぎちよう

　　５９９-８１１５・大阪府堺市東区関茶屋・せきちやや

　　５９９-８１２１・大阪府堺市東区高松・たかまつ

　　５９９-８１２８・大阪府堺市東区中茶屋・なかちやや

　　５９９-８１２５・大阪府堺市東区西野・にしの

　　５９９-８１１６・大阪府堺市東区野尻町・のじりちよう

　　５９９-８１１１・大阪府堺市東区日置荘北町・ひきしようきたまち

　　５９９-８１１３・大阪府堺市東区日置荘田中町・ひきしようたなかまち

　　５９９-８１１４・大阪府堺市東区日置荘西町・ひきしようにしまち

　　５９９-８１１２・大阪府堺市東区日置荘原寺町・ひきしようはらでらまち

　　５９９-８１０４・大阪府堺市東区引野町・ひきのちよう

　　５９９-８１０３・大阪府堺市東区菩提町・ほﾞだいちよう

　　５９９-８１２４・大阪府堺市東区南野田・みなみのだ

　　５９９-８１０１・大阪府堺市東区八下町・やしもちよう

　　５９３-００００・大阪府堺市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９２-８３３２・大阪府堺市西区石津西町・いしつﾞにしまち

　　５９３-８３０１・大阪府堺市西区上野芝町・うえのしはﾞちよう

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

　　５９３-８３０４・大阪府堺市西区家原寺町・えはﾞらじちよう

　　５９３-８３２８・大阪府堺市西区鳳北町・おおとりきたまち

　　５９３-８３２７・大阪府堺市西区鳳中町・おおとりなかまち

　　５９３-８３２６・大阪府堺市西区鳳西町・おおとりにしまち

　　５９３-８３２４・大阪府堺市西区鳳東町・おおとりひがしまち

　　５９３-８３２５・大阪府堺市西区鳳南町・おおとりみなみまち

　　５９３-８３１１・大阪府堺市西区上・かみ

　　５９３-８３１２・大阪府堺市西区草部・くさべ

　　５９３-８３０８・大阪府堺市西区神野町・こうのちよう

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

　　５９３-８３２９・大阪府堺市西区下田町・しもだちよう

　　５９３-８３１４・大阪府堺市西区太平寺（その他）・たいへいじ(そのた)

　　５９２-８３３１・大阪府堺市西区築港新町・ちつこうしんまち

　　５９２-８３５１・大阪府堺市西区築港浜寺町・ちつこうはまでらちよう

　　５９２-８３５２・大阪府堺市西区築港浜寺西町・ちつこうはまでらにしまち

　　５９３-８３２２・大阪府堺市西区津久野町・つくのちよう

　　５９３-８３２３・大阪府堺市西区鶴田町・つるたちよう

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

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

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

　　５９２-８３４６・大阪府堺市西区浜寺公園町・はまでらこうえんちよう

　　５９２-８３４５・大阪府堺市西区浜寺昭和町・はまでらしようわちよう

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



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

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

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

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

　　５９２-８３４４・大阪府堺市西区浜寺南町・はまでらみなみまち

　　５９２-８３４３・大阪府堺市西区浜寺元町・はまでらもとまち

　　５９３-８３１７・大阪府堺市西区原田・はらだ

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

　　５９３-８３１５・大阪府堺市西区菱木・ひしき

　　５９３-８３０７・大阪府堺市西区平岡町・ひらおかちよう

　　５９３-８３０２・大阪府堺市西区北条町・ほうじようちよう

　　５９３-８３０５・大阪府堺市西区堀上緑町・ほりあげみどりまち

　　５９３-８３２１・大阪府堺市西区宮下町・みやしもちよう

　　５９３-８３１６・大阪府堺市西区山田・やまだ

　　５９０-０１００・大阪府堺市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９０-０１４４・大阪府堺市南区赤坂台・あかさかだい

　　５９０-０１２６・大阪府堺市南区泉田中・いずみたなか

　　５９０-０１５６・大阪府堺市南区稲葉・いなはﾞ

　　５９０-０１１２・大阪府堺市南区岩室・いわむろ

　　５９０-０１５３・大阪府堺市南区大庭寺・おおはﾞでら

　　５９０-０１４５・大阪府堺市南区大森・おおもり

　　５９０-０１２１・大阪府堺市南区片蔵・かたくら

　　５９０-０１２２・大阪府堺市南区釜室・かまむろ

　　５９０-０１３８・大阪府堺市南区鴨谷台・かもたにだい

　　５９０-０１５１・大阪府堺市南区小代（その他）・こだい(そのた)

　　５９０-０１２３・大阪府堺市南区逆瀬川・さかせがわ

　　５９０-０１３７・大阪府堺市南区城山台・しろやまだい

　　５９０-０１４３・大阪府堺市南区新檜尾台・しんひのおだい

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（５０８－５)・たいへいじ

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

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２４－１)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２５－１)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２６－１)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２７)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２８)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２８－１)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７２９)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７３０)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７３１)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７３２)・たいへいじ

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

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７３５)・たいへいじ

　　５９０-０１５８・大阪府堺市南区太平寺（７８６－３)・たいへいじ

　　５９０-０１５７・大阪府堺市南区高尾・たかお

　　５９０-０１１７・大阪府堺市南区高倉台・たかくらだい

　　５９０-０１０５・大阪府堺市南区竹城台・たけしろだい

　　５９０-０１１５・大阪府堺市南区茶山台・ちややまだい

　　５９０-０１３１・大阪府堺市南区栂・とが

　　５９０-０１０４・大阪府堺市南区土佐屋台・とさやだい

　　５９０-０１２７・大阪府堺市南区富蔵・とみくら

　　５９０-０１０６・大阪府堺市南区豊田・とよだ

　　５９０-０１３３・大阪府堺市南区庭代台・にわしろだい

　　５９０-０１５５・大阪府堺市南区野々井・ののい

　　５９０-０１２４・大阪府堺市南区畑・はた

　　５９０-０１２５・大阪府堺市南区鉢ケ峯寺・はちがみねじ

　　５９０-０１３２・大阪府堺市南区原山台・はらやまだい

　　５９０-０１１３・大阪府堺市南区晴美台・はるみだい

　　５９０-０１４２・大阪府堺市南区檜尾・ひのお

　　５９０-０１０３・大阪府堺市南区深阪南・ふかさかみなみ

　　５９０-０１３５・大阪府堺市南区別所・べつしよ

　　５９０-０１１４・大阪府堺市南区槇塚台・まきつﾞかだい

　　５９０-０１３４・大阪府堺市南区御池台・みいけだい

　　５９０-０１３６・大阪府堺市南区美木多上・みきたかみ

　　５９０-０１５４・大阪府堺市南区三木閉・みきとじ

　　５９０-０１１１・大阪府堺市南区三原台・みはらだい

　　５９０-０１０１・大阪府堺市南区宮山台・みややまだい

　　５９０-０１４１・大阪府堺市南区桃山台・ももやまだい

　　５９０-０１１６・大阪府堺市南区若松台・わかまつだい

　　５９０-０１５２・大阪府堺市南区和田・わだ

　　５９０-０１０２・大阪府堺市南区和田東・ わだひがじ



　　５９１-００００・大阪府堺市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９１-８００７・大阪府堺市北区奥本町・おくもとちよう

　　５９１-８０２２・大阪府堺市北区金岡町・かなおかちよう

　　５９１-８０４３・大阪府堺市北区北長尾町・きたながおちよう

　　５９１-８００２・大阪府堺市北区北花田町・きたはなだちよう

　　５９１-８００４・大阪府堺市北区蔵前町・くらまえちよう

　　５９１-８０２４・大阪府堺市北区黒土町・くろつちちよう

　　５９１-８０４１・大阪府堺市北区東雲東町・しののめひがしまち

　　５９１-８０２１・大阪府堺市北区新金岡町・しんかなおかちよう

　　５９１-８００５・大阪府堺市北区新堀町・しんほﾞりちよう

　　５９１-８００３・大阪府堺市北区船堂町・せんどうちよう

　　５９１-８００１・大阪府堺市北区常磐町・ときわちよう

　　５９１-８０２５・大阪府堺市北区長曽根町・ながそねちよう

　　５９１-８０４４・大阪府堺市北区中長尾町・なかながおちよう

　　５９１-８０１２・大阪府堺市北区中村町・なかむらちよう

　　５９１-８０２３・大阪府堺市北区中百舌鳥町・なかもずちよう

　　５９１-８０１３・大阪府堺市北区野遠町・のとうちよう

　　５９１-８００８・大阪府堺市北区東浅香山町・ひがしあさかやまちよう

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

　　５９１-８０４６・大阪府堺市北区東三国ケ丘町・ひがしみくにがおかちよう

　　５９１-８０４２・大阪府堺市北区大豆塚町・まめつﾞかちよう

　　５９１-８０４５・大阪府堺市北区南長尾町・みなみながおちよう

　　５９１-８０１１・大阪府堺市北区南花田町・みなみはなだちよう

　　５９１-８００６・大阪府堺市北区宮本町・みやもとちよう

　　５９１-８０３７・大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町・もずあかはたちよう

　　５９１-８０３１・大阪府堺市北区百舌鳥梅北町・もずうめきたちよう

　　５９１-８０３２・大阪府堺市北区百舌鳥梅町・もずうめまち

　　５９１-８０３３・大阪府堺市北区百舌鳥西之町・もずにしのちよう

　　５９１-８０３６・大阪府堺市北区百舌鳥本町・もずほんまち

　　５９１-８０３４・大阪府堺市北区百舌鳥陵南町・もずりようなんちよう

　　５９１-８０１４・大阪府堺市北区八下北・やしもきた

　　５８７-００００・大阪府堺市美原区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８７-０００３・大阪府堺市美原区阿弥・あみ

　　５８７-００６６・大阪府堺市美原区石原・いしはら

　　５８７-００６１・大阪府堺市美原区今井・いまい

　　５８７-００６３・大阪府堺市美原区大饗・おわい

　　５８７-００５１・大阪府堺市美原区北余部・きたあまべ

　　５８７-００５３・大阪府堺市美原区北余部西・ きたあまべにじ

　　５８７-０００２・大阪府堺市美原区黒山・くろやま

　　５８７-００６５・大阪府堺市美原区小寺・こでら

　　５８７-００２１・大阪府堺市美原区小平尾・こびらお

　　５８７-００３１・大阪府堺市美原区さつき野西・ さつきのにじ

　　５８７-００３２・大阪府堺市美原区さつき野東・ さつきのひがじ

　　５８７-００１３・大阪府堺市美原区真福寺・しんふﾟくじ

　　５８７-００４１・大阪府堺市美原区菅生・すごう

　　５８７-００４３・大阪府堺市美原区青南台・せいなんだい

　　５８７-００６２・大阪府堺市美原区太井・たい

　　５８７-０００１・大阪府堺市美原区大保・だいほ

　　５８７-００１２・大阪府堺市美原区多治井・たじい

　　５８７-００１１・大阪府堺市美原区丹上・たんじよう

　　５８７-００１４・大阪府堺市美原区丹南・たんなん

　　５８７-００２２・大阪府堺市美原区平尾・ひらお

　　５８７-００６４・大阪府堺市美原区菩提・ほﾞだい

　　５８７-００５２・大阪府堺市美原区南余部・みなみあまべ

　　５８７-００５４・大阪府堺市美原区南余部西・ みなみあまべにじ

　　５８７-００４２・大阪府堺市美原区木材通・もくざいどおり

　　５９６-００００・大阪府岸和田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９６-０８４５・大阪府岸和田市阿間河滝町・あまかだきちよう

　　５９６-０００４・大阪府岸和田市荒木町・あらきちよう

　　５９６-０８１３・大阪府岸和田市池尻町・いけじりちよう

　　５９６-０００１・大阪府岸和田市磯上町・いそのかみちよう

　　５９６-０１０３・大阪府岸和田市稲葉町・いなはﾞちよう

　　５９６-０８０４・大阪府岸和田市今木町・いまきちよう

　　５９６-００７７・大阪府岸和田市上町・うえまち

　　５９６-００７１・大阪府岸和田市魚屋町・うおやまち

　　５９６-０１０５・大阪府岸和田市内畑町・うちはたちよう

　　５９６-００２２・大阪府岸和田市戎町・えびすちよう

　　５９６-００６１・大阪府岸和田市大北町・おおきたちよう

　　５９６-０１１４・大阪府岸和田市大沢町・おおさわちよう

　　５９６-００６３・大阪府岸和田市大手町・おおてちよう



　　５９６-０８１２・大阪府岸和田市大町・おおまち

　　５９６-０８１４・大阪府岸和田市岡山町・おかやまちよう

　　５９６-０８１６・大阪府岸和田市尾生町・おぶちよう

　　５９６-０１１３・大阪府岸和田市河合町・かあいちよう

　　５９６-０８２２・大阪府岸和田市額原町・がくはらちよう

　　５９６-０８２４・大阪府岸和田市葛城町・かつらぎちよう

　　５９６-０１０１・大阪府岸和田市包近町・かねちかちよう

　　５９６-０１１１・大阪府岸和田市上白原町・かみしらはらちよう

　　５９６-００４７・大阪府岸和田市上野町東・ かみのちようひがじ

　　５９６-００４８・大阪府岸和田市上野町西・ かみのちようにじ

　　５９６-０８２７・大阪府岸和田市上松町・かみまつちよう

　　５９６-００６４・大阪府岸和田市紙屋町・かみやちよう

　　５９６-００４２・大阪府岸和田市加守町・かもりちよう

　　５９６-００７３・大阪府岸和田市岸城町・きしきちよう

　　５９６-００１６・大阪府岸和田市岸之浦町・きしのうらちよう

　　５９６-０８１７・大阪府岸和田市岸の丘町・きしのおかちよう

　　５９６-００５１・大阪府岸和田市岸野町・きしのちよう

　　５９６-０８４３・大阪府岸和田市北阪町・きたさかちよう

　　５９６-００５６・大阪府岸和田市北町・きたまち

　　５９６-０８３３・大阪府岸和田市神須屋町・こうずやちよう

　　５９６-０１１２・大阪府岸和田市神於町・こうのちよう

　　５９６-０８３２・大阪府岸和田市極楽寺町・ごくらくじちよう

　　５９６-００５５・大阪府岸和田市五軒屋町・ごけんやまち

　　５９６-０８２１・大阪府岸和田市小松里町・こまつりちよう

　　５９６-００７２・大阪府岸和田市堺町・さかいまち

　　５９６-０８２６・大阪府岸和田市作才町・ざくざいちよう

　　５９６-０８１５・大阪府岸和田市三ケ山町・さんがやまちよう

　　５９６-００１５・大阪府岸和田市地蔵浜町・じぞうはまちよう

　　５９６-０８１１・大阪府岸和田市下池田町・しもいけだちよう

　　５９６-００４１・大阪府岸和田市下野町・しものちよう

　　５９６-０８２３・大阪府岸和田市下松町・しもまつちよう

　　５９６-００１２・大阪府岸和田市新港町・しんみなとまち

　　５９６-００５７・大阪府岸和田市筋海町・すじかいちよう

　　５９６-０１１５・大阪府岸和田市相川町・そうがわちよう

　　５９６-００６６・大阪府岸和田市大工町・だいくまち

　　５９６-０８０５・大阪府岸和田市田治米町・たじめちよう

　　５９６-０１０４・大阪府岸和田市積川町・つがわちよう

　　５９６-０８３４・大阪府岸和田市天神山町・てんじんやまちよう

　　５９６-０１１６・大阪府岸和田市塔原町・とのはらちよう

　　５９６-０００３・大阪府岸和田市中井町・なかいちよう

　　５９６-００６２・大阪府岸和田市中北町・なかきたちよう

　　５９６-００６５・大阪府岸和田市中之浜町・なかのはまちよう

　　５９６-００７５・大阪府岸和田市中町・なかまち

　　５９６-０８３５・大阪府岸和田市流木町・ながれぎちよう

　　５９６-００５２・大阪府岸和田市並松町・なんまつちよう

　　５９６-０８０２・大阪府岸和田市西大路町・にしおおじちよう

　　５９６-００４４・大阪府岸和田市西之内町・にしのうちちよう

　　５９６-００５３・大阪府岸和田市沼町・ぬまちよう

　　５９６-００７６・大阪府岸和田市野田町・のだちよう

　　５９６-０８３１・大阪府岸和田市畑町・はたまち

　　５９６-００２３・大阪府岸和田市八幡町・はちまんちよう

　　５９６-０８４１・大阪府岸和田市八田町・はつたちよう

　　５９６-０８４４・大阪府岸和田市土生滝町・はぶたきちよう

　　５９６-０８２５・大阪府岸和田市土生町・はぶちよう

　　５９６-０００５・大阪府岸和田市春木旭町・はるきあさひまち

　　５９６-００３５・大阪府岸和田市春木泉町・はるきいずみちよう

　　５９６-００３１・大阪府岸和田市春木大小路町・はるきおおしようじちよう

　　５９６-００２６・大阪府岸和田市春木大国町・はるきだいこくちよう

　　５９６-００３３・大阪府岸和田市春木中町・はるきなかまち

　　５９６-００３４・大阪府岸和田市春木本町・はるきほんまち

　　５９６-００３６・大阪府岸和田市春木南浜町・はるきみなみはまちよう

　　５９６-００３７・大阪府岸和田市春木北浜町・はるききたはまちよう

　　５９６-００２４・大阪府岸和田市春木宮川町・はるきみやがわちよう

　　５９６-００２５・大阪府岸和田市春木宮本町・はるきみやもとちよう

　　５９６-００３２・大阪府岸和田市春木元町・はるきもとまち

　　５９６-０００６・大阪府岸和田市春木若松町・はるきわかまつちよう

　　５９６-０８０３・大阪府岸和田市東大路町・ひがしおおじちよう

　　５９６-０８０７・大阪府岸和田市東ケ丘町・ひがしがおかちよう

　　５９６-００４６・大阪府岸和田市藤井町・ふじいちよう

　　５９６-００４５・大阪府岸和田市別所町・べつしよちよう



　　５９６-００７４・大阪府岸和田市本町・ほんまち

　　５９６-０８４２・大阪府岸和田市真上町・まがみちよう

　　５９６-００２１・大阪府岸和田市松風町・まつかぜちよう

　　５９６-０８０６・大阪府岸和田市摩湯町・まゆちよう

　　５９６-０８０８・大阪府岸和田市三田町・みたちよう

　　５９６-０８０１・大阪府岸和田市箕土路町・みどろちよう

　　５９６-００１４・大阪府岸和田市港緑町・みなとみどりまち

　　５９６-００７８・大阪府岸和田市南上町・みなみうえまち

　　５９６-００６７・大阪府岸和田市南町・みなみまち

　　５９６-００４３・大阪府岸和田市宮前町・みやまえちよう

　　５９６-００５４・大阪府岸和田市宮本町・みやもとちよう

　　５９６-００１１・大阪府岸和田市木材町・もくざいちよう

　　５９６-０８２８・大阪府岸和田市門前町・もんぜんちよう

　　５９６-０１０２・大阪府岸和田市山直中町・やまだいなかちよう

　　５９６-００４９・大阪府岸和田市八阪町・やさかちよう

　　５９６-０８３６・大阪府岸和田市行遇町・ゆきあいちよう

　　５９６-０００２・大阪府岸和田市吉井町・よしいちよう

　　５９６-００１３・大阪府岸和田市臨海町・りんかいちよう

　　５６０-００００・大阪府豊中市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６０-００１５・大阪府豊中市赤阪・あかさか

　　５６１-０８６５・大阪府豊中市旭丘・あさひがおか

　　５６０-００４２・大阪府豊中市石橋麻田町・いしはﾞしあさだちよう

　　５６１-０８５４・大阪府豊中市稲津町・いなつﾞちよう

　　５６１-０８４２・大阪府豊中市今在家町・いまざいけちよう

　　５６０-００１３・大阪府豊中市上野東・ うえのひがじ

　　５６０-００１１・大阪府豊中市上野西・ うえのにじ

　　５６０-００１２・大阪府豊中市上野坂・うえのさか

　　５６０-００５１・大阪府豊中市永楽荘・えいらくそう

　　５６１-０８２４・大阪府豊中市大島町・おおしまちよう

　　５６０-００２３・大阪府豊中市岡上の町・おかかみのちよう

　　５６１-０８８５・大阪府豊中市岡町・おかまち

　　５６１-０８８３・大阪府豊中市岡町南・おかまちみなみ

　　５６１-０８８４・大阪府豊中市岡町北・おかまちきた

　　５６１-０８１３・大阪府豊中市小曽根・おぞね

　　５６０-００５２・大阪府豊中市春日町・かすがちよう

　　５６１-０８９４・大阪府豊中市勝部・かつべ

　　５６０-００８５・大阪府豊中市上新田・かみしんでん

　　５６１-０８２３・大阪府豊中市神州町・かみすちよう

　　５６０-００２２・大阪府豊中市北桜塚・きたさくらつﾞか

　　５６１-０８１２・大阪府豊中市北条町・きたじようちよう

　　５６０-０００１・大阪府豊中市北緑丘・きたみどりがおか

　　５６０-００１４・大阪府豊中市熊野町・くまのちよう

　　５６０-００１６・大阪府豊中市栗ケ丘町・くりがおかちよう

　　５６１-０８４３・大阪府豊中市上津島・こうつﾞしま

　　５６０-００５４・大阪府豊中市桜の町・さくらのちよう

　　５６１-０８２８・大阪府豊中市三和町・さんわちよう

　　５６０-００５５・大阪府豊中市柴原町・しはﾞはらちよう

　　５６１-０８２６・大阪府豊中市島江町・しまえちよう

　　５６０-０００４・大阪府豊中市少路・しようじ

　　５６１-０８３３・大阪府豊中市庄内幸町・しようないさいわいまち

　　５６１-０８３４・大阪府豊中市庄内栄町・しようないさかえまち

　　５６１-０８３６・大阪府豊中市庄内宝町・しようないたからまち

　　５６１-０８３１・大阪府豊中市庄内東町・しようないひがしまち

　　５６１-０８３２・大阪府豊中市庄内西町・しようないにしまち

　　５６１-０８３５・大阪府豊中市庄本町・しようもとちよう

　　５６１-０８０３・大阪府豊中市城山町・しろやまちよう

　　５６０-００８２・大阪府豊中市新千里東町・しんせんりひがしまち

　　５６０-００８３・大阪府豊中市新千里西町・しんせんりにしまち

　　５６０-００８４・大阪府豊中市新千里南町・しんせんりみなみまち

　　５６０-００８１・大阪府豊中市新千里北町・しんせんりきたまち

　　５６０-００２４・大阪府豊中市末広町・すえひろちよう

　　５６０-００４１・大阪府豊中市清風荘・せいふうそう

　　５６１-０８２９・大阪府豊中市千成町・せんなりちよう

　　５６０-００４６・大阪府豊中市千里園・せんりえん

　　５６１-０８０２・大阪府豊中市曽根東町・そねひがしのちよう

　　５６１-０８０１・大阪府豊中市曽根西町・そねにしまち

　　５６１-０８０４・大阪府豊中市曽根南町・そねみなみまち

　　５６１-０８２７・大阪府豊中市大黒町・だいこくちよう

　　５６０-００２５・大阪府豊中市立花町・たちはﾞなちよう

　　５６０-００２６・大阪府豊中市玉井町・たまいちよう



　　５６１-０８７４・大阪府豊中市長興寺南・ちようこうじみなみ

　　５６１-０８７５・大阪府豊中市長興寺北・ちようこうじきた

　　５６１-０８７２・大阪府豊中市寺内・てらうち

　　５６１-０８４５・大阪府豊中市利倉・とくら

　　５６１-０８４６・大阪府豊中市利倉東・ とくらひがじ

　　５６１-０８４４・大阪府豊中市利倉西・ とくらにじ

　　５６０-００４５・大阪府豊中市刀根山・とねやま

　　５６０-００４４・大阪府豊中市刀根山元町・とねやまもとまち

　　５６１-０８８１・大阪府豊中市中桜塚・なかさくらつﾞか

　　５６１-０８６２・大阪府豊中市西泉丘・にしいずみがおか

　　５６０-０００５・大阪府豊中市西緑丘・にしみどりがおか

　　５６１-０８５５・大阪府豊中市野田町・のだちよう

　　５６１-０８９１・大阪府豊中市走井・はしりい

　　５６１-０８５７・大阪府豊中市服部寿町・はつとりことぶきちよう

　　５６１-０８５２・大阪府豊中市服部本町・はつとりほんまち

　　５６１-０８５８・大阪府豊中市服部西町・はつとりにしまち

　　５６１-０８５３・大阪府豊中市服部南町・はつとりみなみまち

　　５６１-０８５１・大阪府豊中市服部元町・はつとりもとまち

　　５６１-０８５９・大阪府豊中市服部豊町・はつとりゆたかまち

　　５６１-０８７３・大阪府豊中市服部緑地・はつとりりよくち

　　５６１-０８１７・大阪府豊中市浜・はま

　　５６１-０８０６・大阪府豊中市原田西町・はらだにしまち

　　５６１-０８０８・大阪府豊中市原田元町・はらだもとまち

　　５６１-０８０５・大阪府豊中市原田南・はらだみなみ

　　５６１-０８０７・大阪府豊中市原田中・はらだなか

　　５６１-０８６１・大阪府豊中市東泉丘・ひがしいずみがおか

　　５６１-０８７１・大阪府豊中市東寺内町・ひがしてらうちちよう

　　５６０-０００３・大阪府豊中市東豊中町・ひがしとよなかちよう

　　５６１-０８２１・大阪府豊中市日出町・ひのでちよう

　　５６１-０８６３・大阪府豊中市広田町・ひろたちよう

　　５６１-０８２５・大阪府豊中市二葉町・ふたはﾞちよう

　　５６１-０８９３・大阪府豊中市宝山町・ほうざんちよう

　　５６１-０８１４・大阪府豊中市豊南町東・ ほうなんちようひがじ

　　５６１-０８１６・大阪府豊中市豊南町西・ ほうなんちようにじ

　　５６１-０８１５・大阪府豊中市豊南町南・ほうなんちようみなみ

　　５６０-００３２・大阪府豊中市蛍池東町・ほたるがいけひがしまち

　　５６０-００３６・大阪府豊中市蛍池西町・ほたるがいけにしまち

　　５６０-００３４・大阪府豊中市蛍池南町・ほたるがいけみなみまち

　　５６０-００３１・大阪府豊中市蛍池北町・ほたるがいけきたまち

　　５６０-００３３・大阪府豊中市蛍池中町・ほたるがいけなかまち

　　５６１-０８５６・大阪府豊中市穂積・ほつﾞみ

　　５６０-００２１・大阪府豊中市本町・ほんまち

　　５６０-００４３・大阪府豊中市待兼山町・まちかねやまちよう

　　５６１-０８２２・大阪府豊中市三国・みくに

　　５６０-０００２・大阪府豊中市緑丘・みどりがおか

　　５６１-０８８２・大阪府豊中市南桜塚・みなみさくらつﾞか

　　５６０-００３５・大阪府豊中市箕輪・みのわ

　　５６０-００５６・大阪府豊中市宮山町・みややまちよう

　　５６０-００５３・大阪府豊中市向丘・むかいがおか

　　５６１-０８４１・大阪府豊中市名神口・めいしんぐち

　　５６１-０８９２・大阪府豊中市山ノ上町・やまのうえちよう

　　５６１-０８６４・大阪府豊中市夕日丘・ゆうひがおか

　　５６１-０８１１・大阪府豊中市若竹町・わかたけちよう

　　５６３-００００・大阪府池田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６３-００２２・大阪府池田市旭丘・あさひがおか

　　５６３-００５１・大阪府池田市綾羽・あやは

　　５６３-００２３・大阪府池田市井口堂・いぐちどう

　　５６３-００３２・大阪府池田市石橋・ いしはﾞじ

　　５６３-００２７・大阪府池田市上池田・うえいけだ

　　５６３-００４２・大阪府池田市宇保町・うほちよう

　　５６３-００１４・大阪府池田市木部町・きべちよう

　　５６３-００３４・大阪府池田市空港・くうこう

　　５６３-００４８・大阪府池田市呉服町・くれはちよう

　　５６３-００４３・大阪府池田市神田・こうだ

　　５６３-００５８・大阪府池田市栄本町・さかえほんまち

　　５６３-００５６・大阪府池田市栄町・さかえまち

　　５６３-００２９・大阪府池田市五月丘・さつきがおか

　　５６３-００２８・大阪府池田市渋谷・しぶたに

　　５６３-００２５・大阪府池田市城南・じようなん

　　５６３-００５２・大阪府池田市城山町・しろやまちよう



　　５６３-００５０・大阪府池田市新町・しんまち

　　５６３-００５５・大阪府池田市菅原町・すがはらちよう

　　５６３-００３３・大阪府池田市住吉・ すみよじ

　　５６３-００３８・大阪府池田市荘園・そうえん

　　５６３-００４４・大阪府池田市ダイハツ町・だいはつちよう

　　５６３-００５４・大阪府池田市大和町・だいわちよう

　　５６３-００５３・大阪府池田市建石町・たていしちよう

　　５６３-００５７・大阪府池田市槻木町・つきのきちよう

　　５６３-００３１・大阪府池田市天神・てんじん

　　５６３-００３５・大阪府池田市豊島南・とよしまみなみ

　　５６３-００３６・大阪府池田市豊島北・とよしまきた

　　５６３-００１３・大阪府池田市中川原町・なかがわらちよう

　　５６３-００５９・大阪府池田市西本町・にしほんまち

　　５６３-００２１・大阪府池田市畑・はた

　　５６３-００３７・大阪府池田市八王寺・はちおうじ

　　５６３-００２４・大阪府池田市鉢塚・はちつﾞか

　　５６３-００１２・大阪府池田市東山町・ひがしやまちよう

　　５６３-００４６・大阪府池田市姫室町・ひめむろちよう

　　５６３-００１７・大阪府池田市伏尾台・ふしおだい

　　５６３-００１１・大阪府池田市伏尾町・ふしおちよう

　　５６３-００１５・大阪府池田市古江町・ふるえちよう

　　５６３-００４１・大阪府池田市満寿美町・ますみちよう

　　５６３-００２６・大阪府池田市緑丘・みどりがおか

　　５６３-００４７・大阪府池田市室町・むろまち

　　５６３-００４５・大阪府池田市桃園・ももぞの

　　５６３-００１６・大阪府池田市吉田町・よしだちよう

　　５６４-００００・大阪府吹田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６５-０８０２・大阪府吹田市青葉丘南・あおはﾞおかみなみ

　　５６５-０８０１・大阪府吹田市青葉丘北・あおはﾞおかきた

　　５６５-０８７５・大阪府吹田市青山台・あおやまだい

　　５６４-００８３・大阪府吹田市朝日が丘町・あさひがおかちよう

　　５６４-００２７・大阪府吹田市朝日町・あさひまち

　　５６４-００４１・大阪府吹田市泉町・いずみちよう

　　５６４-００３２・大阪府吹田市内本町・うちほんまち

　　５６４-００６３・大阪府吹田市江坂町・えさかちよう

　　５６４-００５３・大阪府吹田市江の木町・えのきちよう

　　５６５-０８０６・大阪府吹田市樫切山・かしきりやま

　　５６５-０８５３・大阪府吹田市春日・かすが

　　５６４-００８２・大阪府吹田市片山町・かたやまちよう

　　５６４-００４５・大阪府吹田市金田町・かねでんちよう

　　５６５-０８７２・大阪府吹田市上山田・かみやまだ

　　５６５-０８４１・大阪府吹田市上山手町・かみやまてちよう

　　５６４-００３７・大阪府吹田市川岸町・かわぎしちよう

　　５６４-００１３・大阪府吹田市川園町・かわぞのちよう

　　５６４-０００２・大阪府吹田市岸部中・きしべなか

　　５６４-００１１・大阪府吹田市岸部南・きしべみなみ

　　５６４-０００１・大阪府吹田市岸部北・きしべきた

　　５６４-００１８・大阪府吹田市岸部新町・きしべしんまち

　　５６４-００３６・大阪府吹田市寿町・ことぶきちよう

　　５６５-０８３６・大阪府吹田市佐井寺・さいでら

　　５６５-０８３７・大阪府吹田市佐井寺南が丘・さいでらみなみがおか

　　５６４-００１５・大阪府吹田市幸町・さいわいちよう

　　５６５-０８５５・大阪府吹田市佐竹台・さたけだい

　　５６５-０８３１・大阪府吹田市五月が丘東・ さつきがおかひがじ

　　５６５-０８３３・大阪府吹田市五月が丘西・ さつきがおかにじ

　　５６５-０８３２・大阪府吹田市五月が丘南・さつきがおかみなみ

　　５６５-０８３４・大阪府吹田市五月が丘北・さつきがおかきた

　　５６４-００１７・大阪府吹田市芝田町・しはﾞたちよう

　　５６５-０８０５・大阪府吹田市清水・しみず

　　５６５-０８１８・大阪府吹田市尺谷・しやくたに

　　５６４-００２８・大阪府吹田市昭和町・しようわちよう

　　５６５-０８０４・大阪府吹田市新芦屋上・しんあしやかみ

　　５６５-０８０３・大阪府吹田市新芦屋下・しんあしやしも

　　５６４-００１４・大阪府吹田市吹東町・すいとうちよう

　　５６４-００２２・大阪府吹田市末広町・すえひろちよう

　　５６４-００３９・大阪府吹田市清和園町・せいわえんちよう

　　５６５-０８２６・大阪府吹田市千里万博公園・せんりはﾞんはﾟくこうえん

　　５６５-０８１１・大阪府吹田市千里丘上・せんりおかかみ

　　５６５-０８１２・大阪府吹田市千里丘中・せんりおかなか

　　５６５-０８１３・大阪府吹田市千里丘下・せんりおかしも



　　５６５-０８１４・大阪府吹田市千里丘西・ せんりおかにじ

　　５６５-０８１５・大阪府吹田市千里丘北・せんりおかきた

　　５６５-０８４４・大阪府吹田市千里山霧が丘・せんりやまきりがおか

　　５６５-０８４８・大阪府吹田市千里山高塚・せんりやまたかつか

　　５６５-０８５２・大阪府吹田市千里山竹園・せんりやまたけぞの

　　５６５-０８４７・大阪府吹田市千里山月が丘・せんりやまつきがおか

　　５６５-０８４６・大阪府吹田市千里山虹が丘・せんりやまにじがおか

　　５６５-０８４５・大阪府吹田市千里山星が丘・せんりやまほしがおか

　　５６５-０８４３・大阪府吹田市千里山松が丘・せんりやままつがおか

　　５６５-０８４２・大阪府吹田市千里山東・ せんりやまひがじ

　　５６５-０８５１・大阪府吹田市千里山西・ せんりやまにじ

　　５６４-００２４・大阪府吹田市高城町・たかしろちよう

　　５６５-０８６１・大阪府吹田市高野台・たかのだい

　　５６４-００２６・大阪府吹田市高浜町・たかはまちよう

　　５６５-０８３５・大阪府吹田市竹谷町・たけたにちよう

　　５６５-０８６３・大阪府吹田市竹見台・たけみだい

　　５６４-００６２・大阪府吹田市垂水町・たるみちよう

　　５６５-０８６２・大阪府吹田市津雲台・つくもだい

　　５６４-００７２・大阪府吹田市出口町・でぐちちよう

　　５６４-０００３・大阪府吹田市天道町・てんどうちよう

　　５６４-００５１・大阪府吹田市豊津町・とよつちよう

　　５６４-００３５・大阪府吹田市中の島町・なかのしまちよう

　　５６５-０８１６・大阪府吹田市長野東・ ながのひがじ

　　５６５-０８１７・大阪府吹田市長野西・ ながのにじ

　　５６４-００３４・大阪府吹田市西御旅町・にしおたびちよう

　　５６４-００７１・大阪府吹田市西の庄町・にしのしようちよう

　　５６４-０００４・大阪府吹田市原町・はらちよう

　　５６４-００３３・大阪府吹田市東御旅町・ひがしおたびちよう

　　５６４-００２３・大阪府吹田市日の出町・ひのでちよう

　　５６４-００１６・大阪府吹田市平松町・ひらまつちよう

　　５６４-００５２・大阪府吹田市広芝町・ひろしはﾞちよう

　　５６４-００８１・大阪府吹田市藤が丘町・ふじがおかちよう

　　５６５-０８７３・大阪府吹田市藤白台・ふじしろだい

　　５６５-０８７４・大阪府吹田市古江台・ふるえだい

　　５６４-００４２・大阪府吹田市穂波町・ほなみちよう

　　５６４-００６１・大阪府吹田市円山町・まるやまちよう

　　５６４-００４４・大阪府吹田市南金田・みなみかねでん

　　５６４-００１２・大阪府吹田市南正雀・みなみしようじやく

　　５６４-００４３・大阪府吹田市南吹田・みなみすいた

　　５６４-００３８・大阪府吹田市南清和園町・みなみせいわえんちよう

　　５６４-００２５・大阪府吹田市南高浜町・みなみたかはまちよう

　　５６４-００２１・大阪府吹田市目俵町・めだわらちよう

　　５６４-００３１・大阪府吹田市元町・もとまち

　　５６５-０８５４・大阪府吹田市桃山台・ももやまだい

　　５６５-０８２２・大阪府吹田市山田市場・やまだいちはﾞ

　　５６５-０８２１・大阪府吹田市山田東・ やまだひがじ

　　５６５-０８２４・大阪府吹田市山田西・ やまだにじ

　　５６５-０８２３・大阪府吹田市山田南・やまだみなみ

　　５６５-０８２５・大阪府吹田市山田北・やまだきた

　　５６５-０８７１・大阪府吹田市山田丘・やまだおか

　　５６４-００７３・大阪府吹田市山手町・やまてちよう

　　５６４-００５４・大阪府吹田市芳野町・よしのちよう

　　５９５-００００・大阪府泉大津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９５-００５３・大阪府泉大津市青葉町・あおはﾞちよう

　　５９５-００２５・大阪府泉大津市旭町・あさひちよう

　　５９５-００３２・大阪府泉大津市穴田・あなだ

　　５９５-００３１・大阪府泉大津市我孫子・あびこ

　　５９５-０００１・大阪府泉大津市綾井・あやい

　　５９５-００２２・大阪府泉大津市池浦・いけうら

　　５９５-００２４・大阪府泉大津市池浦町・いけうらちよう

　　５９５-００１７・大阪府泉大津市池園町・いけぞのちよう

　　５９５-００３３・大阪府泉大津市板原・いたはら

　　５９５-００３３・大阪府泉大津市板原町・いたはらちよう

　　５９５-００４６・大阪府泉大津市上之町・うえのちよう

　　５９５-００３４・大阪府泉大津市宇多・うだ

　　５９５-００４１・大阪府泉大津市戎町・えびすちよう

　　５９５-０００３・大阪府泉大津市尾井千原町・おいちはらちよう

　　５９５-００７４・大阪府泉大津市小津島町・おつﾞしまちよう

　　５９５-００６１・大阪府泉大津市春日町・かすがちよう

　　５９５-００２８・大阪府泉大津市要池住宅・かなめいけじゆうたく



　　５９５-００４４・大阪府泉大津市河原町・かわはらちよう

　　５９５-００１２・大阪府泉大津市北豊中町・きたとよなかちよう

　　５９５-００３８・大阪府泉大津市楠町西・ くすのきちようにじ

　　５９５-００３９・大阪府泉大津市楠町東・ くすのきちようひがじ

　　５９５-００２７・大阪府泉大津市下条町・げじようちよう

　　５９５-００１４・大阪府泉大津市寿町・ことぶきちよう

　　５９５-００６７・大阪府泉大津市小松町・こまつちよう

　　５９５-００５４・大阪府泉大津市汐見町・しおみちよう

　　５９５-００３５・大阪府泉大津市式内町・しきないちよう

　　５９５-００４５・大阪府泉大津市下之町・したのちよう

　　５９５-００２６・大阪府泉大津市東雲町・しののめちよう

　　５９５-００４３・大阪府泉大津市清水町・しみずちよう

　　５９５-００１６・大阪府泉大津市条南町・じようなんちよう

　　５９５-００３６・大阪府泉大津市昭和町・しようわちよう

　　５９５-００７３・大阪府泉大津市新港町・しんみなとちよう

　　５９５-００６４・大阪府泉大津市神明町・しんめいちよう

　　５９５-０００２・大阪府泉大津市末広町・すえひろちよう

　　５９５-００６６・大阪府泉大津市菅原町・すがはらちよう

　　５９５-００７１・大阪府泉大津市助松町・すけまつちよう

　　５９５-０００７・大阪府泉大津市助松団地・すけまつだんち

　　５９５-００１１・大阪府泉大津市曽根町・そねちよう

　　５９５-００４２・大阪府泉大津市高津町・たかつちよう

　　５９５-００６２・大阪府泉大津市田中町・たなかちよう

　　５９５-０００４・大阪府泉大津市千原町・ちはらちよう

　　５９５-００２３・大阪府泉大津市豊中町・とよなかちよう

　　５９５-００５５・大阪府泉大津市なぎさ町・なぎさちよう

　　５９５-００５２・大阪府泉大津市西港町・にしみなとちよう

　　５９５-０００６・大阪府泉大津市東助松町・ひがしすけまつちよう

　　５９５-００２１・大阪府泉大津市東豊中町・ひがしとよなかちよう

　　５９５-００５１・大阪府泉大津市東港町・ひがしみなとちよう

　　５９５-００１５・大阪府泉大津市二田町・ふつたちよう

　　５９５-００６３・大阪府泉大津市本町・ほんまち

　　５９５-００７２・大阪府泉大津市松之浜町・まつのはまちよう

　　５９５-００１１・大阪府泉大津市南曾根・みなみそね

　　５９５-００１３・大阪府泉大津市宮町・みやちよう

　　５９５-００３７・大阪府泉大津市虫取・むしとり

　　５９５-００３７・大阪府泉大津市虫取町・むしとりちよう

　　５９５-０００５・大阪府泉大津市森町・もりちよう

　　５９５-００５６・大阪府泉大津市夕凪町・ゆうなぎちよう

　　５９５-００７５・大阪府泉大津市臨海町・りんかいちよう

　　５９５-００６５・大阪府泉大津市若宮町・わかみやちよう

　　５６９-００００・大阪府高槻市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６９-１１４６・大阪府高槻市赤大路町・あかおおじちよう

　　５６９-１１２３・大阪府高槻市芥川町・あくたがわちよう

　　５６９-０８０６・大阪府高槻市明田町・あけたちよう

　　５６９-００８２・大阪府高槻市明野町・あけのちよう

　　５６９-１１３４・大阪府高槻市朝日町・あさひまち

　　５６９-１０４５・大阪府高槻市阿武野・あぶの

　　５６９-１１０２・大阪府高槻市安満磐手町・あまいわてちよう

　　５６９-１１０１・大阪府高槻市安満御所の町・あまごしよのちよう

　　５６９-１１０６・大阪府高槻市安満新町・あましんまち

　　５６９-１１０５・大阪府高槻市安満中の町・あまなかのちよう

　　５６９-１１０４・大阪府高槻市安満東の町・あまひがしのちよう

　　５６９-１１０７・大阪府高槻市安満西の町・あまにしのちよう

　　５６９-１１０８・大阪府高槻市安満北の町・あまきたのちよう

　　５６９-００２７・大阪府高槻市天川新町・あまがわしんまち

　　５６９-００２６・大阪府高槻市天川町・あまがわちよう

　　５６９-１０２９・大阪府高槻市安岡寺町・あんこうじちよう

　　５６９-００１５・大阪府高槻市井尻・いじり

　　５６９-１００３・大阪府高槻市出灰・いずりは

　　５６９-１１３５・大阪府高槻市今城町・いましろちよう

　　５６９-１１１１・大阪府高槻市美しが丘・うつくしがおか

　　５６９-１０２７・大阪府高槻市浦堂・うらどう

　　５６９-１０２８・大阪府高槻市浦堂本町・うらどうほんまち

　　５６９-００８３・大阪府高槻市永楽町・えいらくちよう

　　５６９-００３１・大阪府高槻市大冠町・おおかんむりちよう

　　５６９-００３４・大阪府高槻市大塚町・おおつかちよう

　　５６９-００７８・大阪府高槻市大手町・おおてちよう

　　５６９-１１４４・大阪府高槻市大畑町・おおはたちよう

　　５６９-１１３７・大阪府高槻市岡本町・おかもとちよう



　　５６９-１１１８・大阪府高槻市奥天神町・おくてんじんちよう

　　５６９-００９１・大阪府高槻市梶原・かじはら

　　５６９-００９２・大阪府高槻市梶原中村町・かじはらなかむらちよう

　　５６９-００５３・大阪府高槻市春日町・かすがちよう

　　５６９-０８０５・大阪府高槻市上田辺町・かみたなべちよう

　　５６９-１０４４・大阪府高槻市上土室・かみはむろ

　　５６９-００７３・大阪府高槻市上本町・かみほんまち

　　５６９-０８３４・大阪府高槻市唐崎・からさき

　　５６９-０８３２・大阪府高槻市唐崎中・からさきなか

　　５６９-０８３６・大阪府高槻市唐崎西・ からさきにじ

　　５６９-０８３３・大阪府高槻市唐崎南・からさきみなみ

　　５６９-０８３１・大阪府高槻市唐崎北・からさききた

　　５６９-１０１８・大阪府高槻市花林苑・かりんえん

　　５６９-１０１１・大阪府高槻市川久保・かわくほﾞ

　　５６９-０８２４・大阪府高槻市川添・かわぞえ

　　５６９-１１３３・大阪府高槻市川西町・かわにしちよう

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

　　５６９-０００５・大阪府高槻市上牧北駅前町・かんまききたえきまえちよう

　　５６９-０００６・大阪府高槻市上牧山手町・かんまきやまてちよう

　　５６９-０００３・大阪府高槻市上牧町・かんまきちよう

　　５６９-００４１・大阪府高槻市北大樋町・きたおおひちよう

　　５６９-０８１６・大阪府高槻市北昭和台町・きたしようわだいちよう

　　５６９-０８０２・大阪府高槻市北園町・きたそのまち

　　５６９-０８５２・大阪府高槻市北柳川町・きたやながわちよう

　　５６９-００７２・大阪府高槻市京口町・きようぐちまち

　　５６９-１１３６・大阪府高槻市郡家新町・ぐんげしんまち

　　５６９-１１３１・大阪府高槻市郡家本町・ぐんげほんまち

　　５６９-００６１・大阪府高槻市高西町・こうさいちよう

　　５６９-０００７・大阪府高槻市神内・こうない

　　５６９-１０３８・大阪府高槻市黄金の里・こがねのさと

　　５６９-１１１５・大阪府高槻市古曽部町・こそべちよう

　　５６９-０８２６・大阪府高槻市寿町・ことぶきちよう

　　５６９-００１６・大阪府高槻市五領町・ごりようちよう

　　５６９-０８０４・大阪府高槻市紺屋町・こんやまち

　　５６９-０８４２・大阪府高槻市西面中・さいめなか

　　５６９-０８４７・大阪府高槻市西面南・さいめみなみ

　　５６９-０８４１・大阪府高槻市西面北・さいめきた

　　５６９-１１４３・大阪府高槻市幸町・さいわいちよう

　　５６９-０８２５・大阪府高槻市栄町・さかえまち

　　５６９-０８１８・大阪府高槻市桜ケ丘南町・さくらがおかみなみまち

　　５６９-０８１７・大阪府高槻市桜ケ丘北町・さくらがおかきたまち

　　５６９-０８０７・大阪府高槻市桜町・さくらまち

　　５６９-００８４・大阪府高槻市沢良木町・さわらぎちよう

　　５６９-０８４３・大阪府高槻市三箇牧・さんがまき

　　５６９-１０２５・大阪府高槻市芝谷町・しはﾞたにちよう

　　５６９-０８２３・大阪府高槻市芝生町・しほﾞちよう

　　５６９-１０３９・大阪府高槻市清水台・しみずだい

　　５６９-００６２・大阪府高槻市下田部町・しもたなべちよう

　　５６９-００６４・大阪府高槻市庄所町・しようどころちよう

　　５６９-０８１５・大阪府高槻市昭和台町・しようわだいちよう

　　５６９-００５２・大阪府高槻市城東町・じようとうちよう

　　５６９-００６５・大阪府高槻市城西町・じようさいちよう

　　５６９-００５６・大阪府高槻市城南町・じようなんちよう

　　５６９-００７１・大阪府高槻市城北町・じようほくちよう

　　５６９-００７５・大阪府高槻市城内町・じようないちよう

　　５６９-００２２・大阪府高槻市須賀町・すがちよう

　　５６９-１００５・大阪府高槻市杉生・すぎお

　　５６９-００３６・大阪府高槻市辻子・ ずじ

　　５６９-１１３２・大阪府高槻市清福寺町・せいふくじちよう

　　５６９-００９７・大阪府高槻市高垣町・たかがきちよう

　　５６９-０８０３・大阪府高槻市高槻町・たかつきまち

　　５６９-１０２０・大阪府高槻市高見台・たかみだい

　　５６９-００４３・大阪府高槻市竹の内町・たけのうちちよう

　　５６９-０８０１・大阪府高槻市大学町・だいがくまち

　　５６９-１０３４・大阪府高槻市大蔵司・だいぞうじ

　　５６９-１０４７・大阪府高槻市大和・だいわ

　　５６９-１００２・大阪府高槻市田能・たのう

　　５６９-０８５７・大阪府高槻市玉川・たまがわ

　　５６９-０８５６・大阪府高槻市玉川新町・たまがわしんまち

　　５６９-００８７・大阪府高槻市千代田町・ちよだちよう



　　５６９-１０４６・大阪府高槻市塚原・つかはら

　　５６９-１０３６・大阪府高槻市塚脇・つかわき

　　５６９-１１２２・大阪府高槻市月見町・つきみちよう

　　５６９-００４７・大阪府高槻市堤町・つつみちよう

　　５６９-０８２１・大阪府高槻市津之江北町・つのえきたまち

　　５６９-０８２２・大阪府高槻市津之江町・つのえちよう

　　５６９-００７６・大阪府高槻市出丸町・でまるちよう

　　５６９-１０２４・大阪府高槻市寺谷町・てらたにちよう

　　５６９-１１１７・大阪府高槻市天神町・てんじんまち

　　５６９-００８８・大阪府高槻市天王町・てんのうちよう

　　５６９-００１１・大阪府高槻市道鵜町・どううちよう

　　５６９-００６７・大阪府高槻市桃園町・とうえんちよう

　　５６９-００３２・大阪府高槻市東和町・

　　５６９-１１２６・大阪府高槻市殿町・とのまち

　　５６９-００５７・大阪府高槻市土橋町・どはﾞしちよう

　　５６９-０８１２・大阪府高槻市登美の里町・とみのさとちよう

　　５６９-１１４５・大阪府高槻市富田丘町・とんだおかまち

　　５６９-０８１４・大阪府高槻市富田町・とんだちよう

　　５６９-００６６・大阪府高槻市中川町・なかがわちよう

　　５６９-１００１・大阪府高槻市中畑・なかはた

　　５６９-１０４１・大阪府高槻市奈佐原・なさはら

　　５６９-１０４３・大阪府高槻市奈佐原元町・なさはらもとまち

　　５６９-１０１２・大阪府高槻市成合・なりあい

　　５６９-１０１４・大阪府高槻市成合東の町・なりあいひがしのちよう

　　５６９-１０１６・大阪府高槻市成合西の町・なりあいにしのちよう

　　５６９-１０１３・大阪府高槻市成合南の町・なりあいみなみのちよう

　　５６９-１０１７・大阪府高槻市成合北の町・なりあいきたのちよう

　　５６９-１０１５・大阪府高槻市成合中の町・なりあいなかのちよう

　　５６９-１０４２・大阪府高槻市南平台・なんへﾟいだい

　　５６９-００４５・大阪府高槻市西大樋町・にしおおひちよう

　　５６９-００５５・大阪府高槻市西冠・にしかんむり

　　５６９-１０３５・大阪府高槻市西之川原・にしのかわら

　　５６９-１１２７・大阪府高槻市西真上・にしまかみ

　　５６９-０８５４・大阪府高槻市西町・にしまち

　　５６９-０８１３・大阪府高槻市西五百住町・にしよすみちよう

　　５６９-０８２７・大阪府高槻市如是町・によぜちよう

　　５６９-１００４・大阪府高槻市二料・にりよう

　　５６９-００１３・大阪府高槻市野田・のだ

　　５６９-００１４・大阪府高槻市野田東・ のだひがじ

　　５６９-００４６・大阪府高槻市登町・のほﾞりまち

　　５６９-００７７・大阪府高槻市野見町・のみちよう

　　５６９-１０５４・大阪府高槻市萩谷・はぎたに

　　５６９-１０５３・大阪府高槻市萩谷月見台・はぎたにつきみだい

　　５６９-００９３・大阪府高槻市萩之庄・はぎのしよう

　　５６９-１１１６・大阪府高槻市白梅町・はくはﾞいちよう

　　５６９-０８４４・大阪府高槻市柱本・はしらもと

　　５６９-０８４６・大阪府高槻市柱本新町・はしらもとしんまち

　　５６９-０８４５・大阪府高槻市柱本南町・はしらもとみなみまち

　　５６９-００９６・大阪府高槻市八丁畷町・はつちようなわてちよう

　　５６９-００９５・大阪府高槻市八丁西町・はつちようにしまち

　　５６９-１１４７・大阪府高槻市土室町・はむろちよう

　　５６９-１０５１・大阪府高槻市原・はら

　　５６９-００４４・大阪府高槻市番田・はﾞんだ

　　５６９-００１２・大阪府高槻市東天川・ひがしあまがわ

　　５６９-０００２・大阪府高槻市東上牧・ひがしかんまき

　　５６９-１０３７・大阪府高槻市東城山町・ひがししろやまちよう

　　５６９-０８１１・大阪府高槻市東五百住町・ひがしよすみちよう

　　５６９-１１４１・大阪府高槻市氷室町・ひむろちよう

　　５６９-００２４・大阪府高槻市日向町・ひゆうがちよう

　　５６９-１０２２・大阪府高槻市日吉台・ひよしだい

　　５６９-００３５・大阪府高槻市深沢町・ふかざわちよう

　　５６９-００３３・大阪府高槻市深沢本町・ふかざわほんまち

　　５６９-００２５・大阪府高槻市藤の里町・ふじのさとちよう

　　５６９-１１１４・大阪府高槻市別所新町・べつしよしんまち

　　５６９-１１１３・大阪府高槻市別所中の町・べつしよなかのちよう

　　５６９-１１１２・大阪府高槻市別所本町・べつしよほんまち

　　５６９-１１０９・大阪府高槻市紅茸町・べにたけちよう

　　５６９-００７４・大阪府高槻市本町・ほんまち

　　５６９-００２１・大阪府高槻市前島・まえしま

　　５６９-１１２１・大阪府高槻市真上町・まかみちよう



　　５６９-０８５５・大阪府高槻市牧田町・まきたちよう

　　５６９-００２３・大阪府高槻市松川町・まつかわちよう

　　５６９-１０３１・大阪府高槻市松が丘・まつがおか

　　５６９-００８６・大阪府高槻市松原町・まつはﾞらちよう

　　５６９-０８３５・大阪府高槻市三島江・みしまえ

　　５６９-１０２６・大阪府高槻市緑が丘・みどりがおか

　　５６９-００９４・大阪府高槻市緑町・みどりちよう

　　５６９-１１２４・大阪府高槻市南芥川町・みなみあくたがわちよう

　　５６９-００４２・大阪府高槻市南大樋町・みなみおおひちよう

　　５６９-００６３・大阪府高槻市南庄所町・みなみしようどころちよう

　　５６９-０８５１・大阪府高槻市南総持寺町・みなみそうじじちよう

　　５６９-００８５・大阪府高槻市南松原町・みなみまつはﾞらちよう

　　５６９-１０２３・大阪府高槻市宮が谷町・みやがだにちよう

　　５６９-１１４２・大阪府高槻市宮田町・みやだちよう

　　５６９-１０３２・大阪府高槻市宮之川原・みやのかわら

　　５６９-１０３３・大阪府高槻市宮之川原元町・みやのかわらもとまち

　　５６９-００８１・大阪府高槻市宮野町・みやのちよう

　　５６９-１１２５・大阪府高槻市紫町・むらさきちよう

　　５６９-１１２８・大阪府高槻市名神町・めいしんちよう

　　５６９-０８５３・大阪府高槻市柳川町・やながわちよう

　　５６９-００５１・大阪府高槻市八幡町・やはたまち

　　５６９-１１０３・大阪府高槻市山手町・やまてちよう

　　５６９-１０２１・大阪府高槻市弥生が丘町・やよいがおかちよう

　　５６９-０００１・大阪府高槻市淀の原町・よどのはらちよう

　　５６９-１０５２・大阪府高槻市霊仙寺町・りようぜんじちよう

　　５６９-００５４・大阪府高槻市若松町・わかまつちよう

　　５９７-００００・大阪府貝塚市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９７-００８１・大阪府貝塚市麻生中・あそなか

　　５９７-００８２・大阪府貝塚市石才・いしざい

　　５９７-００８３・大阪府貝塚市海塚・うみつﾞか

　　５９７-００６１・大阪府貝塚市浦田・うらだ

　　５９７-００５１・大阪府貝塚市王子・おうじ

　　５９７-０１１２・大阪府貝塚市大川・おおかわ

　　５９７-００７４・大阪府貝塚市加治・かじ

　　５９７-００７１・大阪府貝塚市加神・かしん

　　５９７-００１１・大阪府貝塚市北町・きたちよう

　　５９７-０１１３・大阪府貝塚市秬谷・きびたに

　　５９７-００３１・大阪府貝塚市久保・くほﾞ

　　５９７-００５２・大阪府貝塚市窪田・くほﾞた

　　５９７-００７５・大阪府貝塚市神前・こうざき

　　５９７-０００１・大阪府貝塚市近木町・こぎちよう

　　５９７-００２１・大阪府貝塚市小瀬・こせ

　　５９７-０１０２・大阪府貝塚市木積・こつみ

　　５９７-００６２・大阪府貝塚市澤・さわ

　　５９７-０１０７・大阪府貝塚市地蔵堂（６１１）・じぞうどう

　　５９７-０１０７・大阪府貝塚市地蔵堂（６９５）・じぞうどう

　　５９７-０１０７・大阪府貝塚市地蔵堂（７３２）・じぞうどう

　　５９７-０１０７・大阪府貝塚市地蔵堂（６７５）・じぞうどう

　　５９７-００５３・大阪府貝塚市地蔵堂（その他）・じぞうどう(そのた)

　　５９７-０００２・大阪府貝塚市新町・しんまち

　　５９７-００４１・大阪府貝塚市清児・せちご

　　５９７-０１１１・大阪府貝塚市蕎原・そぶら

　　５９７-００１２・大阪府貝塚市津田・つだ

　　５９７-００１４・大阪府貝塚市津田南町・つだみなみちよう

　　５９７-００１３・大阪府貝塚市津田北町・つだきたちよう

　　５９７-００５４・大阪府貝塚市堤・つつみ

　　５９７-００８４・大阪府貝塚市鳥羽・とはﾞ

　　５９７-０００３・大阪府貝塚市中町・なかちよう

　　５９７-００３２・大阪府貝塚市永吉・ ながよじ

　　５９７-００４２・大阪府貝塚市名越・なごせ

　　５９７-００２２・大阪府貝塚市新井・にい

　　５９７-００９１・大阪府貝塚市二色・にしき

　　５９７-００９３・大阪府貝塚市二色中町・にしきなかまち

　　５９７-００６３・大阪府貝塚市二色港町・にしきみなとまち

　　５９７-００９４・大阪府貝塚市二色南町・にしきみなみまち

　　５９７-００９２・大阪府貝塚市二色北町・にしききたまち

　　５９７-０００４・大阪府貝塚市西町・にしちよう

　　５９７-００４３・大阪府貝塚市橋本・はしもと

　　５９７-０１０６・大阪府貝塚市畠中（６３２－１）・はたけなか

　　５９７-０１０６・大阪府貝塚市畠中（６３３）・はたけなか



　　５９７-０１０６・大阪府貝塚市畠中（６４２－３）・はたけなか

　　５９７-００７２・大阪府貝塚市畠中（その他）・はたけなか(そのた)

　　５９７-０１０３・大阪府貝塚市馬場・はﾞはﾞ

　　５９７-００３３・大阪府貝塚市半田・はんだ

　　５９７-００８５・大阪府貝塚市東・ ひがじ

　　５９７-００４６・大阪府貝塚市東山・ひがしやま

　　５９７-００２３・大阪府貝塚市福田・ふくだ

　　５９７-００１５・大阪府貝塚市堀・ほり

　　５９７-０１０１・大阪府貝塚市三ケ山・みけやま

　　５９７-０１０４・大阪府貝塚市水間・みずま

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（５９６)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（８９４－１)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（９１５－４)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（９２５)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（９２７－２)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（９３２－４)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（９３４～９６８)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（１０１３－１)・みつまつ

　　５９７-００４５・大阪府貝塚市三ツ松（１４６４)・みつまつ

　　５９０-０４６１・大阪府貝塚市三ツ松（２５７６)・みつまつ

　　５９７-０１０５・大阪府貝塚市三ツ松（その他）・みつまつ(そのた)

　　５９７-００９５・大阪府貝塚市港・みなと

　　５９７-０００５・大阪府貝塚市南町・みなみちよう

　　５９７-００４４・大阪府貝塚市森・もり

　　５９７-００７３・大阪府貝塚市脇浜・わきはま

　　５７０-００００・大阪府守口市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７０-００２２・大阪府守口市暁町・あかつきちよう

　　５７０-００７１・大阪府守口市祝町・いわいまち

　　５７０-００６６・大阪府守口市梅園町・うめぞのちよう

　　５７０-００８７・大阪府守口市梅町・うめまち

　　５７０-００３６・大阪府守口市大枝東町・おおえだひがしまち

　　５７０-００５４・大阪府守口市大枝西町・おおえだにしまち

　　５７０-００５１・大阪府守口市大枝南町・おおえだみなみまち

　　５７０-００３７・大阪府守口市大枝北町・おおえだきたまち

　　５７０-００１２・大阪府守口市大久保町・おおくほﾞちよう

　　５７０-０００９・大阪府守口市大庭町・おおはﾞちよう

　　５７０-００３３・大阪府守口市大宮通・おおみやどおり

　　５７０-００１５・大阪府守口市梶町・かじまち

　　５７０-００５５・大阪府守口市春日町・かすがちよう

　　５７０-００７９・大阪府守口市金下町・かねしたちよう

　　５７０-００２４・大阪府守口市神木町・かみきちよう

　　５７０-００３８・大阪府守口市河原町・かわはらちよう

　　５７０-００３２・大阪府守口市菊水通・きくすいどおり

　　５７０-００１１・大阪府守口市金田町・きんだちよう

　　５７０-００９４・大阪府守口市京阪北本通・けいはんきたほんどおり

　　５７０-００８３・大阪府守口市京阪本通・けいはんほんどおり

　　５７０-００７７・大阪府守口市寿町・ことぶきちよう

　　５７０-００６１・大阪府守口市小春町・こはるちよう

　　５７０-００３４・大阪府守口市西郷通・さいごうどおり

　　５７０-００２７・大阪府守口市桜町・さくらまち

　　５７０-０００２・大阪府守口市佐太中町・さたなかまち

　　５７０-００１７・大阪府守口市佐太東町・さたひがしまち

　　５７０-０００１・大阪府守口市佐太西町・さたにしまち

　　５７０-００７２・大阪府守口市早苗町・さなえちよう

　　５７０-００５６・大阪府守口市寺内町・じないちよう

　　５７０-０００７・大阪府守口市下島町・しもじまちよう

　　５７０-００２６・大阪府守口市松月町・しようげつちよう

　　５７０-００９８・大阪府守口市新橋寺町・しんはしでらちよう

　　５７０-００９６・大阪府守口市外島町・そとじまちよう

　　５７０-０００３・大阪府守口市大日町・だいにちちよう

　　５７０-００１６・大阪府守口市大日東町・だいにちひがしまち

　　５７０-００６３・大阪府守口市大門町・だいもんちよう

　　５７０-００４３・大阪府守口市高瀬旧大枝・たかせきゆうおおえだ

　　５７０-００４３・大阪府守口市高瀬旧世木・たかせきゆうせぎ

　　５７０-００４３・大阪府守口市高瀬旧馬場・たかせきゆうはﾞはﾞ

　　５７０-００５３・大阪府守口市高瀬町・たかせちよう

　　５７０-００７６・大阪府守口市滝井西町・たきいにしまち

　　５７０-００６５・大阪府守口市滝井元町・たきいもとまち

　　５７０-００８６・大阪府守口市竹町・たけまち

　　５７０-００２５・大阪府守口市竜田通・たつたどおり



　　５７０-００４２・大阪府守口市寺方錦通・てらかたにしきどおり

　　５７０-００４８・大阪府守口市寺方本通・てらかたほんどおり

　　５７０-００４７・大阪府守口市寺方元町・てらかたもとまち

　　５７０-００７３・大阪府守口市土居町・どいちよう

　　５７０-００３５・大阪府守口市東光町・とうこうちよう

　　５７０-００４１・大阪府守口市東郷通・とうごうどおり

　　５７０-００１４・大阪府守口市藤田町・とうだちよう

　　５７０-００８２・大阪府守口市豊秀町・とよひでちよう

　　５７０-００６４・大阪府守口市長池町・ながいけちよう

　　５７０-００９２・大阪府守口市日光町・につこうちよう

　　５７０-００３１・大阪府守口市橋波東之町・はしはﾞひがしのちよう

　　５７０-００３９・大阪府守口市橋波西之町・はしはﾞにしのちよう

　　５７０-００９３・大阪府守口市浜町・はままち

　　５７０-００６２・大阪府守口市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　５７０-００１３・大阪府守口市東町・ひがしまち

　　５７０-００２３・大阪府守口市日向町・ひゆうがちよう

　　５７０-００８１・大阪府守口市日吉町・ひよしちよう

　　５７０-００７８・大阪府守口市平代町・ひらだいちよう

　　５７０-００７４・大阪府守口市文園町・ふみぞのちよう

　　５７０-００７５・大阪府守口市紅屋町・べにやちよう

　　５７０-００９１・大阪府守口市北斗町・ほくとちよう

　　５７０-００２８・大阪府守口市本町・ほんまち

　　５７０-００５２・大阪府守口市松下町・まつしたちよう

　　５７０-００８５・大阪府守口市松町・まつまち

　　５７０-００８４・大阪府守口市緑町・みどりまち

　　５７０-００４５・大阪府守口市南寺方中通・みなみてらかたなかどおり

　　５７０-００４３・大阪府守口市南寺方東通・みなみてらかたひがしどおり

　　５７０-００４４・大阪府守口市南寺方南通・みなみてらかたみなみどおり

　　５７０-００４６・大阪府守口市南寺方北通・みなみてらかたきたどおり

　　５７０-００９７・大阪府守口市桃町・ももまち

　　５７０-０００５・大阪府守口市八雲中町・やぐもなかまち

　　５７０-００２１・大阪府守口市八雲東町・やぐもひがしまち

　　５７０-０００６・大阪府守口市八雲西町・やぐもにしまち

　　５７０-０００８・大阪府守口市八雲北町・やぐもきたまち

　　５７０-００９５・大阪府守口市八島町・やしまちよう

　　５７０-０００４・大阪府守口市淀江町・よどえちよう

　　５７０-００２９・大阪府守口市来迎町・らいこうちよう

　　５７３-００００・大阪府枚方市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７３-００２６・大阪府枚方市朝日丘町・あさひがおかちよう

　　５７３-１１８５・大阪府枚方市天之川町・あまのがわちよう

　　５７３-００５８・大阪府枚方市伊加賀東町・いかがひがしまち

　　５７３-００６６・大阪府枚方市伊加賀西町・いかがにしまち

　　５７３-００５３・大阪府枚方市伊加賀南町・いかがみなみまち

　　５７３-００３６・大阪府枚方市伊加賀北町・いかがきたまち

　　５７３-００６１・大阪府枚方市伊加賀寿町・いかがことぶきちよう

　　５７３-００６２・大阪府枚方市伊加賀栄町・いかがさかえまち

　　５７３-００５５・大阪府枚方市伊加賀本町・いかがほんまち

　　５７３-００６７・大阪府枚方市伊加賀緑町・いかがみどりまち

　　５７３-０００５・大阪府枚方市池之宮・いけのみや

　　５７３-１１８４・大阪府枚方市磯島茶屋町・いそしまちややまち

　　５７３-１１８６・大阪府枚方市磯島南町・いそしまみなみまち

　　５７３-１１８８・大阪府枚方市磯島北町・いそしまきたまち

　　５７３-１１８７・大阪府枚方市磯島元町・いそしまもとまち

　　５７３-００１７・大阪府枚方市印田町・いんだちよう

　　５７３-１１７５・大阪府枚方市上野・うえの

　　５７３-１１４３・大阪府枚方市宇山町・うやまちよう

　　５７３-１１３６・大阪府枚方市宇山東町・うやまひがしまち

　　５７３-００２７・大阪府枚方市大垣内町・おおがいとちよう

　　５７３-０１４２・大阪府枚方市大峰東町・おおみねひがしまち

　　５７３-０１４５・大阪府枚方市大峰南町・おおみねみなみまち

　　５７３-０１４１・大阪府枚方市大峰北町・おおみねきたまち

　　５７３-０１４６・大阪府枚方市大峰元町・おおみねもとまち

　　５７３-００３２・大阪府枚方市岡東町・おかひがしちよう

　　５７３-００３１・大阪府枚方市岡本町・おかほんまち

　　５７３-００３３・大阪府枚方市岡南町・おかみなみちよう

　　５７３-００３４・大阪府枚方市岡山手町・おかやまてちよう

　　５７３-１１７３・大阪府枚方市小倉町・おぐらちよう

　　５７３-１１７４・大阪府枚方市小倉東町・おぐらひがしまち

　　５７３-１１６３・大阪府枚方市甲斐田新町・かいだしんまち

　　５７３-１１６８・大阪府枚方市甲斐田東町・かいだひがしまち



　　５７３-１１６７・大阪府枚方市甲斐田町・かいだちよう

　　５７３-０１３４・大阪府枚方市春日東町・かすがひがしまち

　　５７３-０１３６・大阪府枚方市春日西町・かすがにしまち

　　５７３-０１３７・大阪府枚方市春日北町・かすがきたまち

　　５７３-０１３５・大阪府枚方市春日元町・かすがもとまち

　　５７３-０１３１・大阪府枚方市春日野・かすがの

　　５７３-１１５６・大阪府枚方市片鉾東町・かたほこひがしまち

　　５７３-１１５７・大阪府枚方市片鉾本町・かたほこほんまち

　　５７３-１１２７・大阪府枚方市上島町・かみじまちよう

　　５７３-１１２６・大阪府枚方市上島東町・かみじまひがしまち

　　５７３-００２８・大阪府枚方市川原町・かわはらちよう

　　５７３-００９１・大阪府枚方市菊丘町・きくがおかちよう

　　５７３-００９２・大阪府枚方市菊丘南町・きくがおかみなみまち

　　５７３-１１５８・大阪府枚方市北片鉾町・きたかたほこちよう

　　５７３-１１０２・大阪府枚方市北楠葉町・きたくずはちよう

　　５７３-００６４・大阪府枚方市北中振・きたなかぶり

　　５７３-１１１７・大阪府枚方市北船橋町・きたふなはしちよう

　　５７３-０１７１・大阪府枚方市北山・きたやま

　　５７３-１１９７・大阪府枚方市禁野本町・きんやほんまち

　　５７３-１１１１・大阪府枚方市楠葉朝日・くずはあさひ

　　５７３-１１０４・大阪府枚方市楠葉丘・くずはおか

　　５７３-１１０１・大阪府枚方市楠葉中之芝・くずはなかのしはﾞ

　　５７３-１１０７・大阪府枚方市楠葉中町・くずはなかまち

　　５７３-１１１８・大阪府枚方市楠葉並木・くずはなみき

　　５７３-１１０３・大阪府枚方市楠葉野田・くずはのだ

　　５７３-１１２１・大阪府枚方市楠葉花園町・くずははなぞのちよう

　　５７３-１１１２・大阪府枚方市楠葉美咲・くずはみさき

　　５７３-１１１３・大阪府枚方市楠葉面取町・くずはめんどりちよう

　　５７３-１１５９・大阪府枚方市車塚・くるまつﾞか

　　５７３-００７３・大阪府枚方市高田・こうだ

　　５７３-１１６１・大阪府枚方市交北・こうほく

　　５７３-１１３１・大阪府枚方市高野道・こうやみち

　　５７３-００８８・大阪府枚方市香里園桜木町・こうりえんさくらぎちよう

　　５７３-００８５・大阪府枚方市香里園東之町・こうりえんひがしのちよう

　　５７３-００８７・大阪府枚方市香里園山之手町・こうりえんやまのてちよう

　　５７３-００８６・大阪府枚方市香里園町・こうりえんちよう

　　５７３-００８４・大阪府枚方市香里ケ丘・こうりがおか

　　５７３-１１４５・大阪府枚方市黄金野・こがねの

　　５７３-１１８２・大阪府枚方市御殿山町・ごてんやまちよう

　　５７３-１１９３・大阪府枚方市御殿山南町・ごてんやまみなみまち

　　５７３-００１８・大阪府枚方市桜丘町・さくらがおかちよう

　　５７３-００５６・大阪府枚方市桜町・さくらまち

　　５７３-００８１・大阪府枚方市釈尊寺町・しやくそんじちよう

　　５７３-１１５３・大阪府枚方市招提大谷・しようだいおおたに

　　５７３-１１３２・大阪府枚方市招提田近・しようだいたちﾞか

　　５７３-１１５２・大阪府枚方市招提中町・しようだいなかまち

　　５７３-１１３５・大阪府枚方市招提平野町・しようだいひらのちよう

　　５７３-１１５４・大阪府枚方市招提東町・しようだいひがしまち

　　５７３-１１５５・大阪府枚方市招提南町・しようだいみなみまち

　　５７３-１１３８・大阪府枚方市招提北町・しようだいきたまち

　　５７３-１１３３・大阪府枚方市招提元町・しようだいもとまち

　　５７３-１１６６・大阪府枚方市新之栄町・しんのえちよう

　　５７３-１１９１・大阪府枚方市新町・しんまち

　　５７３-００９５・大阪府枚方市翠香園町・すいこうえんちよう

　　５７３-０１１７・大阪府枚方市杉・すぎ

　　５７３-０１１１・大阪府枚方市杉北町・すぎきたまち

　　５７３-０１１６・大阪府枚方市杉責谷・すぎせめだに

　　５７３-０１１８・大阪府枚方市杉山手・すぎやまて

　　５７３-１１６４・大阪府枚方市須山町・すやまちよう

　　５７３-０１１３・大阪府枚方市宗谷・そうや

　　５７３-０１１２・大阪府枚方市尊延寺・そんえんじ

　　５７３-００３５・大阪府枚方市高塚町・たかつかちよう

　　５７３-１１６２・大阪府枚方市田口・たぐち

　　５７３-０００１・大阪府枚方市田口山・たぐちやま

　　５７３-００２４・大阪府枚方市田宮本町・たみやほんまち

　　５７３-０１２３・大阪府枚方市津田・つだ

　　５７３-０１２５・大阪府枚方市津田駅前・つだえきまえ

　　５７３-０１２２・大阪府枚方市津田東町・つだひがしまち

　　５７３-０１２６・大阪府枚方市津田西町・つだにしまち

　　５７３-０１２４・大阪府枚方市津田南町・つだみなみまち



　　５７３-０１２１・大阪府枚方市津田北町・つだきたまち

　　５７３-０１２７・大阪府枚方市津田元町・つだもとまち

　　５７３-０１２８・大阪府枚方市津田山手・つだやまて

　　５７３-００５７・大阪府枚方市堤町・つつみちよう

　　５７３-００６５・大阪府枚方市出口・でぐち

　　５７３-０００３・大阪府枚方市出屋敷西町・でやしきにしまち

　　５７３-０００２・大阪府枚方市出屋敷元町・でやしきもとまち

　　５７３-００４５・大阪府枚方市藤田町・とうだちよう

　　５７３-０００７・大阪府枚方市堂山・どうやま

　　５７３-０００６・大阪府枚方市堂山東町・どうやまひがしまち

　　５７３-０００４・大阪府枚方市中宮大池・なかみやおおいけ

　　５７３-１１９４・大阪府枚方市中宮北町・なかみやきたまち

　　５７３-１１９５・大阪府枚方市中宮東之町・なかみやひがしのちよう

　　５７３-００２１・大阪府枚方市中宮西之町・なかみやにしのちよう

　　５７３-１１９６・大阪府枚方市中宮本町・なかみやほんまち

　　５７３-００１１・大阪府枚方市中宮山戸町・なかみややまとちよう

　　５７３-０１０３・大阪府枚方市長尾荒阪・ながおあらさか

　　５７３-０１０２・大阪府枚方市長尾家具町・ながおかぐまち

　　５７３-０１６４・大阪府枚方市長尾谷町・ながおたにまち

　　５７３-０１０１・大阪府枚方市長尾峠町・ながおとうげちよう

　　５７３-０１０４・大阪府枚方市長尾播磨谷・ながおはりまだに

　　５７３-０１０５・大阪府枚方市長尾東町・ながおひがしまち

　　５７３-０１６２・大阪府枚方市長尾西町・ながおにしまち

　　５７３-０１６１・大阪府枚方市長尾北町・ながおきたまち

　　５７３-０１０７・大阪府枚方市長尾宮前・ながおみやまえ

　　５７３-０１６３・大阪府枚方市長尾元町・ながおもとまち

　　５７３-０１０６・大阪府枚方市長尾台・ながおだい

　　５７３-１１４７・大阪府枚方市渚内野・なぎさうちの

　　５７３-１１７２・大阪府枚方市渚栄町・なぎささかえまち

　　５７３-１１８１・大阪府枚方市渚本町・なぎさほんまち

　　５７３-１１７６・大阪府枚方市渚東町・なぎさひがしまち

　　５７３-１１８３・大阪府枚方市渚南町・なぎさみなみまち

　　５７３-１１７７・大阪府枚方市渚元町・なぎさもとまち

　　５７３-１１７８・大阪府枚方市渚西・ なぎさにじ

　　５７３-００７１・大阪府枚方市茄子作・なすつﾞくり

　　５７３-００８２・大阪府枚方市茄子作東町・なすつﾞくりひがしまち

　　５７３-００７２・大阪府枚方市茄子作南町・なすつﾞくりみなみまち

　　５７３-００８３・大阪府枚方市茄子作北町・なすつﾞくりきたまち

　　５７３-１１９２・大阪府枚方市西禁野・にしきんや

　　５７３-１１３７・大阪府枚方市西招提町・にししようだいちよう

　　５７３-００２５・大阪府枚方市西田宮町・にしたみやちよう

　　５７３-１１２２・大阪府枚方市西船橋・ にしふなはじ

　　５７３-１１４８・大阪府枚方市西牧野・にしまきの

　　５７３-０１４４・大阪府枚方市野村中町・のむらなかまち

　　５７３-０１３３・大阪府枚方市野村南町・のむらみなみまち

　　５７３-０１４３・大阪府枚方市野村北町・のむらきたまち

　　５７３-０１３２・大阪府枚方市野村元町・のむらもとまち

　　５７３-００６３・大阪府枚方市走谷・はしりだに

　　５７３-００７５・大阪府枚方市東香里・ひがしこうり

　　５７３-００７７・大阪府枚方市東香里新町・ひがしこうりしんまち

　　５７３-００７４・大阪府枚方市東香里南町・ひがしこうりみなみまち

　　５７３-００７６・大阪府枚方市東香里元町・ひがしこうりもとまち

　　５７３-００２３・大阪府枚方市東田宮・ひがしたみや

　　５７３-００４４・大阪府枚方市東藤田町・ひがしとうだちよう

　　５７３-００９３・大阪府枚方市東中振・ひがしなかぶり

　　５７３-１１１５・大阪府枚方市東船橋・ ひがしふなはじ

　　５７３-１１５１・大阪府枚方市東牧野町・ひがしまきのちよう

　　５７３-１１１４・大阪府枚方市東山・ひがしやま

　　５７３-１１２８・大阪府枚方市樋之上町・ひのうえちよう

　　５７３-０１１５・大阪府枚方市氷室台・ひむろだい

　　５７３-００３７・大阪府枚方市枚方上之町・ひらかたかみのちよう

　　５７３-００５４・大阪府枚方市枚方公園町・ひらかたこうえんちよう

　　５７３-００５２・大阪府枚方市枚方元町・ひらかたもとまち

　　５７３-０１５５・大阪府枚方市藤阪天神町・ふじさかてんじんちよう

　　５７３-０１５２・大阪府枚方市藤阪中町・ふじさかなかまち

　　５７３-０１５３・大阪府枚方市藤阪東町・ふじさかひがしまち

　　５７３-０１５８・大阪府枚方市藤阪西町・ふじさかにしまち

　　５７３-０１５６・大阪府枚方市藤阪南町・ふじさかみなみまち

　　５７３-０１５１・大阪府枚方市藤阪北町・ふじさかきたまち

　　５７３-０１５７・大阪府枚方市藤阪元町・ふじさかもとまち



　　５７３-１１１６・大阪府枚方市船橋本町・ふなはしほんまち

　　５７３-００１３・大阪府枚方市星丘・ほしがおか

　　５７３-０１１４・大阪府枚方市穂谷・ほたに

　　５７３-１１４９・大阪府枚方市牧野北町・まきのきたまち

　　５７３-１１４６・大阪府枚方市牧野阪・まきのさか

　　５７３-１１４２・大阪府枚方市牧野下島町・まきのしもじまちよう

　　５７３-１１４４・大阪府枚方市牧野本町・まきのほんまち

　　５７３-１１０６・大阪府枚方市町楠葉・まちくずは

　　５７３-００１２・大阪府枚方市松丘町・まつがおかちよう

　　５７３-００５１・大阪府枚方市三矢町・みつやちよう

　　５７３-１１０５・大阪府枚方市南楠葉・みなみくずは

　　５７３-００９４・大阪府枚方市南中振・みなみなかぶり

　　５７３-１１２３・大阪府枚方市南船橋・ みなみふなはじ

　　５７３-１１６５・大阪府枚方市都丘町・みやこがおかちよう

　　５７３-００２２・大阪府枚方市宮之阪・みやのさか

　　５７３-００４６・大阪府枚方市宮之下町・みやのしたちよう

　　５７３-００１４・大阪府枚方市村野高見台・むらのたかみだい

　　５７３-００１５・大阪府枚方市村野東町・むらのひがしまち

　　５７３-００４２・大阪府枚方市村野西町・むらのにしまち

　　５７３-００４３・大阪府枚方市村野南町・むらのみなみまち

　　５７３-００１６・大阪府枚方市村野本町・むらのほんまち

　　５７３-１１７１・大阪府枚方市三栗・めぐり

　　５７３-１１２４・大阪府枚方市養父東町・やぶひがしまち

　　５７３-１１４１・大阪府枚方市養父西町・やぶにしまち

　　５７３-１１２５・大阪府枚方市養父元町・やぶもとまち

　　５７３-１１３４・大阪府枚方市養父丘・やぶがおか

　　５７３-０１６７・大阪府枚方市山田池公園・やまだいけこうえん

　　５７３-０１６５・大阪府枚方市山田池東町・やまだいけひがしまち

　　５７３-０１６８・大阪府枚方市山田池南町・やまだいけみなみまち

　　５７３-０１６６・大阪府枚方市山田池北町・やまだいけきたまち

　　５７３-００４７・大阪府枚方市山之上・やまのうえ

　　５７３-００４１・大阪府枚方市山之上東町・やまのうえひがしまち

　　５７３-００４８・大阪府枚方市山之上西町・やまのうえにしまち

　　５７３-００４９・大阪府枚方市山之上北町・やまのうえきたまち

　　５７３-０１５４・大阪府枚方市王仁公園・わにこうえん

　　５６７-００００・大阪府茨木市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６７-０００１・大阪府茨木市安威・あい

　　５６８-００９６・大阪府茨木市粟生岩阪・あおいわさか

　　５６７-０８３１・大阪府茨木市鮎川・あゆかわ

　　５６７-０８９７・大阪府茨木市主原町・あるじはらちよう

　　５６７-００７６・大阪府茨木市井口台・いぐちだい

　　５６７-０８４２・大阪府茨木市五十鈴町・いすずちよう

　　５６８-００９７・大阪府茨木市泉原・いずはら

　　５６７-０００５・大阪府茨木市五日市・いつかいち

　　５６７-００２９・大阪府茨木市五日市緑町・いつかいちみどりまち

　　５６７-０８２７・大阪府茨木市稲葉町・いなはﾞちよう

　　５６７-０８７１・大阪府茨木市岩倉町・いわくらちよう

　　５６７-００６４・大阪府茨木市上野町・うえのちよう

　　５６７-０８７７・大阪府茨木市丑寅・うしとら

　　５６７-００４２・大阪府茨木市宇野辺・うのべ

　　５６７-０８１６・大阪府茨木市永代町・えいだいちよう

　　５６７-０８８８・大阪府茨木市駅前・えきまえ

　　５６７-０８２６・大阪府茨木市大池・おおいけ

　　５６８-００９１・大阪府茨木市大岩・おおいわ

　　５６７-０８１３・大阪府茨木市大住町・おおすみちよう

　　５６７-００１８・大阪府茨木市太田・おおだ

　　５６７-００１３・大阪府茨木市太田東芝町・おおだとうしはﾞちよう

　　５６７-０８８３・大阪府茨木市大手町・おおてちよう

　　５６７-０８７３・大阪府茨木市小川町・おがわちよう

　　５６７-０８３３・大阪府茨木市学園町・がくえんちよう

　　５６７-０８３４・大阪府茨木市学園南町・がくえんみなみまち

　　５６７-００３１・大阪府茨木市春日・かすが

　　５６７-０８１９・大阪府茨木市片桐町・かたぎりちよう

　　５６７-０８１１・大阪府茨木市上泉町・かみいずみちよう

　　５６８-００８６・大阪府茨木市上音羽・かみおとわ

　　５６７-００６５・大阪府茨木市上郡・かみごおり

　　５６７-０８８１・大阪府茨木市上中条・かみちゆうじよう

　　５６７-００３６・大阪府茨木市上穂積・かみほつﾞみ

　　５６７-００３７・大阪府茨木市上穂東町・かみほひがしまち

　　５６７-００４８・大阪府茨木市北春日丘・きたかすがおか



　　５６８-００８１・大阪府茨木市清阪・きよさか

　　５６７-０８７８・大阪府茨木市蔵垣内・くらかきうち

　　５６８-００８３・大阪府茨木市車作・くるまつくり

　　５６７-０８４１・大阪府茨木市桑田町・くわたちよう

　　５６８-００９４・大阪府茨木市桑原・くわのはら

　　５６７-００７２・大阪府茨木市郡・こおり

　　５６７-００７１・大阪府茨木市郡山・こおりやま

　　５６７-００４３・大阪府茨木市小坪井・こつほﾞい

　　５６７-０８５２・大阪府茨木市小柳町・こやなぎちよう

　　５６７-００８４・大阪府茨木市彩都あかね・さいとあかね

　　５６７-００８５・大阪府茨木市彩都あさぎ・さいとあさぎ

　　５６７-００８２・大阪府茨木市彩都はなだ・さいとはなだ

　　５６７-００８３・大阪府茨木市彩都もえぎ・さいともえぎ

　　５６７-００８６・大阪府茨木市彩都やまぶき・さいとやまぶき

　　５６７-００７５・大阪府茨木市道祖本・さいのもと

　　５６８-００９５・大阪府茨木市佐保・さほ

　　５６７-０８６４・大阪府茨木市沢良宜浜・さわらぎはま

　　５６７-０８６３・大阪府茨木市沢良宜東町・さわらぎひがしまち

　　５６７-０８６８・大阪府茨木市沢良宜西・ さわらぎにじ

　　５６７-０８５４・大阪府茨木市島・しま

　　５６７-００５９・大阪府茨木市清水・しみず

　　５６７-００４５・大阪府茨木市紫明園・しめいえん

　　５６７-００６６・大阪府茨木市下井町・しもいちよう

　　５６８-００８２・大阪府茨木市下音羽・しもおとわ

　　５６７-０８８６・大阪府茨木市下中条町・しもちゆうじようちよう

　　５６７-００４１・大阪府茨木市下穂積・しもほつﾞみ

　　５６７-００５５・大阪府茨木市宿川原町・しゆくがはらちよう

　　５６７-００５１・大阪府茨木市宿久庄・しゆくのしよう

　　５６７-０８０６・大阪府茨木市庄・しよう

　　５６８-００９２・大阪府茨木市生保・しようほﾞ

　　５６７-０８３２・大阪府茨木市白川・しらかわ

　　５６７-００１４・大阪府茨木市城の前町・しろのまえちよう

　　５６７-００７４・大阪府茨木市新郡山・しんこおりやま

　　５６７-０８８４・大阪府茨木市新庄町・しんじようちよう

　　５６７-０８７２・大阪府茨木市新中条町・しんちゆうじようちよう

　　５６７-０８３５・大阪府茨木市新堂・しんどう

　　５６７-０８５５・大阪府茨木市新和町・しんわちよう

　　５６７-０８２１・大阪府茨木市末広町・すえひろちよう

　　５６８-００８７・大阪府茨木市銭原・ぜにはら

　　５６８-００９８・大阪府茨木市千提寺・せんだいじ

　　５６７-０８０１・大阪府茨木市総持寺・そうじじ

　　５６７-０８０２・大阪府茨木市総持寺駅前町・そうじじえきまえちよう

　　５６７-０８０４・大阪府茨木市総持寺台・そうじじだい

　　５６７-０８２５・大阪府茨木市園田町・そのだちよう

　　５６７-０８６７・大阪府茨木市大正町・たいしようちよう

　　５６７-０８４４・大阪府茨木市大同町・だいどうちよう

　　５６８-００９３・大阪府茨木市大門寺・だいもんじ

　　５６７-００１１・大阪府茨木市高田町・たかだちよう

　　５６７-０８６６・大阪府茨木市高浜町・たかはまちよう

　　５６７-０８１５・大阪府茨木市竹橋町・たけはしちよう

　　５６７-００２５・大阪府茨木市田中町・たなかちよう

　　５６７-０８９５・大阪府茨木市玉櫛・ たまくじ

　　５６７-０８４６・大阪府茨木市玉島・たましま

　　５６７-０８４８・大阪府茨木市玉島台・たましまだい

　　５６７-０８９３・大阪府茨木市玉瀬町・たませちよう

　　５６７-０８９６・大阪府茨木市玉水町・たまみずちよう

　　５６７-０８２３・大阪府茨木市寺田町・てらだちよう

　　５６７-０８７６・大阪府茨木市天王・てんのう

　　５６７-０８１２・大阪府茨木市東宮町・とうぐうちよう

　　５６７-００１６・大阪府茨木市十日市町・とおかいちちよう

　　５６７-０８１４・大阪府茨木市戸伏町・とぶしちよう

　　５６７-００５７・大阪府茨木市豊川・とよかわ

　　５６７-００５３・大阪府茨木市豊原町・とよはらちよう

　　５６７-００６３・大阪府茨木市中河原町・なかかはらちよう

　　５６７-０８０３・大阪府茨木市中総持寺町・なかそうじじちよう

　　５６７-０８２４・大阪府茨木市中津町・なかつちよう

　　５６７-００３４・大阪府茨木市中穂積・なかほつﾞみ

　　５６７-０８２２・大阪府茨木市中村町・なかむらちよう

　　５６８-００８８・大阪府茨木市長谷・ながたに

　　５６７-０８９２・大阪府茨木市並木町・なみきちよう



　　５６７-０８７４・大阪府茨木市奈良町・ならちよう

　　５６７-０００８・大阪府茨木市西安威・にしあい

　　５６７-００３２・大阪府茨木市西駅前町・にしえきまえちよう

　　５６７-００１５・大阪府茨木市西太田町・にしおおだちよう

　　５６７-００２３・大阪府茨木市西河原・にしがわら

　　５６７-０００３・大阪府茨木市西河原北町・にしがわらきたまち

　　５６７-００２７・大阪府茨木市西田中町・にしたなかちよう

　　５６７-０８８７・大阪府茨木市西中条町・にしちゆうじようちよう

　　５６７-００５８・大阪府茨木市西豊川町・にしとよかわちよう

　　５６７-００６７・大阪府茨木市西福井・にしふくい

　　５６７-００７３・大阪府茨木市西穂積町・にしほつﾞみちよう

　　５６８-００８５・大阪府茨木市忍頂寺・にんちようじ

　　５６７-０８４７・大阪府茨木市野々宮・ののみや

　　５６７-０８０５・大阪府茨木市橋の内・はしのうち

　　５６７-００２８・大阪府茨木市畑田町・はたけだちよう

　　５６７-００１７・大阪府茨木市花園・はなぞの

　　５６７-０００２・大阪府茨木市東安威・ひがしあい

　　５６７-０８７９・大阪府茨木市東宇野辺町・ひがしうのべちよう

　　５６７-００１２・大阪府茨木市東太田・ひがしおおだ

　　５６７-０８８５・大阪府茨木市東中条町・ひがしちゆうじようちよう

　　５６７-０８６１・大阪府茨木市東奈良・ひがしなら

　　５６７-０８３８・大阪府茨木市東野々宮町・ひがしののみやちよう

　　５６７-００６２・大阪府茨木市東福井・ひがしふくい

　　５６７-０８４５・大阪府茨木市平田・ひらた

　　５６７-０８４９・大阪府茨木市平田台・ひらただい

　　５６７-００６１・大阪府茨木市福井・ふくい

　　５６７-００５４・大阪府茨木市藤の里・ふじのさと

　　５６７-０８２９・大阪府茨木市双葉町・ふたはﾞちよう

　　５６７-０８２８・大阪府茨木市舟木町・ふなきちよう

　　５６７-０８１７・大阪府茨木市別院町・べついんちよう

　　５６７-０８４３・大阪府茨木市星見町・ほしみちよう

　　５６７-００４４・大阪府茨木市穂積台・ほつﾞみだい

　　５６７-０８１８・大阪府茨木市本町・ほんまち

　　５６７-０８５１・大阪府茨木市真砂・まさご

　　５６７-０８５０・大阪府茨木市真砂玉島台・まさごたましまだい

　　５６７-００３３・大阪府茨木市松ケ本町・まつがもとちよう

　　５６７-００２６・大阪府茨木市松下町・まつしたちよう

　　５６７-００２４・大阪府茨木市三咲町・みさきちよう

　　５６７-０８６２・大阪府茨木市美沢町・みさわちよう

　　５６７-００２１・大阪府茨木市三島丘・みしまおか

　　５６７-００２２・大阪府茨木市三島町・みしまちよう

　　５６７-０８９１・大阪府茨木市水尾・みずお

　　５６７-００３５・大阪府茨木市見付山・みつけやま

　　５６７-０００７・大阪府茨木市南安威・みなみあい

　　５６７-００４６・大阪府茨木市南春日丘・みなみかすがおか

　　５６７-００５６・大阪府茨木市南清水町・みなみしみずちよう

　　５６７-０００４・大阪府茨木市南耳原・みなみみのはら

　　５６７-０８３７・大阪府茨木市南目垣・みなみめがき

　　５６７-０００６・大阪府茨木市耳原・みのはら

　　５６７-００４７・大阪府茨木市美穂ケ丘・みほがおか

　　５６７-０８５３・大阪府茨木市宮島・みやじま

　　５６７-０８１０・大阪府茨木市宮元町・みやもとちよう

　　５６７-００５２・大阪府茨木市室山・むろやま

　　５６７-０８３６・大阪府茨木市目垣・めがき

　　５６７-０８８２・大阪府茨木市元町・もとまち

　　５６８-００８４・大阪府茨木市安元・やすもと

　　５６７-０００９・大阪府茨木市山手台・やまてだい

　　５６７-００１０・大阪府茨木市山手台新町・やまてだいしんまち

　　５６８-００８９・大阪府茨木市山手台東町・やまてだいひがしまち

　　５６７-０８６５・大阪府茨木市横江・よこえ

　　５６７-０８７５・大阪府茨木市若草町・わかくさちよう

　　５６７-０８９４・大阪府茨木市若園町・わかそのちよう

　　５８１-００００・大阪府八尾市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８１-００８２・大阪府八尾市相生町・あいおいちよう

　　５８１-００１８・大阪府八尾市青山町・あおやまちよう

　　５８１-００２０・大阪府八尾市曙川東・ あけがわひがじ

　　５８１-００２６・大阪府八尾市曙町・あけほﾞのちよう

　　５８１-００８７・大阪府八尾市明美町・あけみちよう

　　５８１-０８３３・大阪府八尾市旭ケ丘・あさひがおか

　　５８１-００６４・大阪府八尾市跡部本町・あとべほんまち



　　５８１-００５５・大阪府八尾市跡部南の町・あとべみなみのちよう

　　５８１-００６８・大阪府八尾市跡部北の町・あとべきたのちよう

　　５８１-０８１３・大阪府八尾市泉町・いずみちよう

　　５８１-００８４・大阪府八尾市植松町・うえまつちよう

　　５８１-００９２・大阪府八尾市老原・おいはら

　　５８１-０８６３・大阪府八尾市大窪・おおくほﾞ

　　５８１-００３７・大阪府八尾市太田・おおた

　　５８１-０８５４・大阪府八尾市大竹・おおたけ

　　５８１-００３９・大阪府八尾市太田新町・おおたしんまち

　　５８１-００１５・大阪府八尾市刑部・おさかべ

　　５８１-０８８３・大阪府八尾市恩智中町・おんちﾞなかまち

　　５８１-０８８４・大阪府八尾市恩智南町・おんちﾞみなみまち

　　５８１-０８８２・大阪府八尾市恩智北町・おんちﾞきたまち

　　５８１-０８８１・大阪府八尾市垣内・かいち

　　５８１-０８５３・大阪府八尾市楽音寺・がくおんじ

　　５８１-００２２・大阪府八尾市柏村町・かしむらちよう

　　５８１-００６１・大阪府八尾市春日町・かすがちよう

　　５８１-０８２３・大阪府八尾市桂町・かつらちよう

　　５８１-０８５１・大阪府八尾市上尾町・かみおちよう

　　５８１-０８４６・大阪府八尾市上之島町南・かみのしまちようみなみ

　　５８１-０８４５・大阪府八尾市上之島町北・かみのしまちようきた

　　５８１-００６５・大阪府八尾市亀井町・かめいちよう

　　５８１-０８３４・大阪府八尾市萱振町・かやふりちよう

　　５８１-００６６・大阪府八尾市北亀井町・きたかめいちよう

　　５８１-００４１・大阪府八尾市北木の本・きたきのもと

　　５８１-００７１・大阪府八尾市北久宝寺・きたきゆうほうじ

　　５８１-０８０２・大阪府八尾市北本町・きたほんまち

　　５８１-００４４・大阪府八尾市木の本・きのもと

　　５８１-０８１７・大阪府八尾市久宝園・きゆうほうえん

　　５８１-００７２・大阪府八尾市久宝寺・きゆうほうじ

　　５８１-０８７４・大阪府八尾市教興寺・きようこうじ

　　５８１-００４３・大阪府八尾市空港・くうこう

　　５８１-０８１４・大阪府八尾市楠根町・くすねちよう

　　５８１-０８７３・大阪府八尾市黒谷・くろだに

　　５８１-０８５５・大阪府八尾市神立・こうだち

　　５８１-０００７・大阪府八尾市光南町・こうなんちよう

　　５８１-０８７２・大阪府八尾市郡川・こおりがわ

　　５８１-００１２・大阪府八尾市小阪合町・こざかあいちよう

　　５８１-０８３５・大阪府八尾市小畑町・こはたちよう

　　５８１-０８２１・大阪府八尾市幸町・さいわいちよう

　　５８１-００７４・大阪府八尾市栄町・さかえまち

　　５８１-０８６９・大阪府八尾市桜ケ丘・さくらがおか

　　５８１-０８１６・大阪府八尾市佐堂町・さどうちよう

　　５８１-００３１・大阪府八尾市志紀町・しきちよう

　　５８１-００９４・大阪府八尾市志紀町西・ しきちようにじ

　　５８１-００３３・大阪府八尾市志紀町南・しきちようみなみ

　　５８１-００７５・大阪府八尾市渋川町・しぶかわちよう

　　５８１-０００６・大阪府八尾市清水町・しみずちよう

　　５８１-０８１１・大阪府八尾市新家町・しんけちよう

　　５８１-０８８５・大阪府八尾市神宮寺・じんぐうじ

　　５８１-００６７・大阪府八尾市神武町・じんむちよう

　　５８１-０００１・大阪府八尾市末広町・すえひろちよう

　　５８１-０００５・大阪府八尾市荘内町・そうないちよう

　　５８１-００６３・大阪府八尾市太子堂・たいしどう

　　５８１-００９５・大阪府八尾市田井中・たいなか

　　５８１-０８２２・大阪府八尾市高砂町・たかさごちよう

　　５８１-００７３・大阪府八尾市高町・たかまち

　　５８１-００１７・大阪府八尾市高美町・たかみちよう

　　５８１-０８７５・大阪府八尾市高安町南・たかやすちようみなみ

　　５８１-０８７１・大阪府八尾市高安町北・たかやすちようきた

　　５８１-００５２・大阪府八尾市竹渕・たけふち

　　５８１-００５３・大阪府八尾市竹渕東・ たけふちひがじ

　　５８１-００５１・大阪府八尾市竹渕西・ たけふちにじ

　　５８１-０８６２・大阪府八尾市千塚・ちつﾞか

　　５８１-０８３２・大阪府八尾市堤町・つつみちよう

　　５８１-００２５・大阪府八尾市天王寺屋・てんのうじや

　　５８１-００１４・大阪府八尾市中田・なかた

　　５８１-０８３６・大阪府八尾市長池町・ながいけちよう

　　５８１-００８３・大阪府八尾市永畑町・ながはたちよう

　　５８１-００４５・大阪府八尾市西木の本・にしきのもと



　　５８１-００７７・大阪府八尾市西久宝寺・にしきゆうほうじ

　　５８１-０８５２・大阪府八尾市西高安町・にしたかやすちよう

　　５８１-０８６８・大阪府八尾市西山本町・にしやまもとちよう

　　５８１-００３５・大阪府八尾市西弓削・にしゆうげ

　　５８１-００３６・大阪府八尾市沼・ぬま

　　５８１-０８６５・大阪府八尾市服部川・はつとりがわ

　　５８１-０８０３・大阪府八尾市光町・ひかりちよう

　　５８１-００９３・大阪府八尾市東老原・ひがしおいはら

　　５８１-０００２・大阪府八尾市東久宝寺・ひがしきゆうほうじ

　　５８１-００６２・大阪府八尾市東太子・ ひがしたいじ

　　５８１-０００４・大阪府八尾市東本町・ひがしほんまち

　　５８１-０８６１・大阪府八尾市東町・ひがしまち

　　５８１-０８６６・大阪府八尾市東山本新町・ひがしやまもとしんまち

　　５８１-０８４７・大阪府八尾市東山本町・ひがしやまもとちよう

　　５８１-００２９・大阪府八尾市東弓削・ひがしゆうげ

　　５８１-０８４４・大阪府八尾市福栄町・ふくえいちよう

　　５８１-０８４２・大阪府八尾市福万寺町・ふくまんじちよう

　　５８１-０８４３・大阪府八尾市福万寺町南・ふくまんじちようみなみ

　　５８１-０８４１・大阪府八尾市福万寺町北・ふくまんじちようきた

　　５８１-００２４・大阪府八尾市二俣・ふたまた

　　５８１-０００３・大阪府八尾市本町・ほんまち

　　５８１-００８８・大阪府八尾市松山町・まつやまちよう

　　５８１-０８５６・大阪府八尾市水越・ みずこじ

　　５８１-０８１８・大阪府八尾市美園町・みそのちよう

　　５８１-０８３７・大阪府八尾市緑ケ丘・みどりがおか

　　５８１-００９１・大阪府八尾市南植松町・みなみうえまつちよう

　　５８１-００５４・大阪府八尾市南亀井町・みなみかめいちよう

　　５８１-００４２・大阪府八尾市南木の本・みなみきのもと

　　５８１-００７６・大阪府八尾市南久宝寺・みなみきゆうほうじ

　　５８１-００１９・大阪府八尾市南小阪合町・みなみこざかあいちよう

　　５８１-００５６・大阪府八尾市南太子堂・みなみたいしどう

　　５８１-００８１・大阪府八尾市南本町・みなみほんまち

　　５８１-００２３・大阪府八尾市都塚・みやこつﾞか

　　５８１-００１０・大阪府八尾市都塚北・みやこつﾞかきた

　　５８１-００３０・大阪府八尾市都塚南・みやこつﾞかみなみ

　　５８１-０８１５・大阪府八尾市宮町・みやまち

　　５８１-００２７・大阪府八尾市八尾木・やおぎ

　　５８１-００２８・大阪府八尾市八尾木東・ やおぎひがじ

　　５８１-００１６・大阪府八尾市八尾木北・やおぎきた

　　５８１-００８５・大阪府八尾市安中町・やすなかちよう

　　５８１-０８１２・大阪府八尾市山賀町・やまがちよう

　　５８１-０８０１・大阪府八尾市山城町・やましろちよう

　　５８１-０８６４・大阪府八尾市山畑・やまたけ

　　５８１-００２１・大阪府八尾市山本高安町・やまもとたかやすちよう

　　５８１-０８６７・大阪府八尾市山本町・やまもとちよう

　　５８１-００１３・大阪府八尾市山本町南・やまもとちようみなみ

　　５８１-０８３１・大阪府八尾市山本町北・やまもとちようきた

　　５８１-００３２・大阪府八尾市弓削町・ゆうげちよう

　　５８１-００３４・大阪府八尾市弓削町南・ゆうげちようみなみ

　　５８１-００８６・大阪府八尾市陽光園・ようこうえん

　　５８１-００２７・大阪府八尾市八尾木・よおぎ

　　５８１-００６９・大阪府八尾市龍華町・りゆうげちよう

　　５８１-００１１・大阪府八尾市若草町・わかくさちよう

　　５８１-００３８・大阪府八尾市若林町・わかはﾞやしちよう

　　５９８-００００・大阪府泉佐野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９８-００１４・大阪府泉佐野市葵町・あおいちよう

　　５９８-００５２・大阪府泉佐野市旭町・あさひちよう

　　５９８-００７２・大阪府泉佐野市泉ケ丘・いずみがおか

　　５９８-０００５・大阪府泉佐野市市場東・ いちはﾞひがじ

　　５９８-０００６・大阪府泉佐野市市場西・ いちはﾞにじ

　　５９８-０００４・大阪府泉佐野市市場南・いちはﾞみなみ

　　５９８-０００７・大阪府泉佐野市上町・うえまち

　　５９８-００２３・大阪府泉佐野市大木・おおぎ

　　５９８-００５３・大阪府泉佐野市大宮町・おおみやちよう

　　５９８-００４３・大阪府泉佐野市大西・ おおにじ

　　５９８-００４４・大阪府泉佐野市笠松・かさまつ

　　５９８-００５８・大阪府泉佐野市春日町・かすがちよう

　　５９８-０００１・大阪府泉佐野市上瓦屋・かみかわらや

　　５９８-００２４・大阪府泉佐野市上之郷・かみのごう

　　５９８-００５４・大阪府泉佐野市栄町・さかえまち



　　５９８-００７５・大阪府泉佐野市佐野台・さのだい

　　５９８-００６２・大阪府泉佐野市下瓦屋・しもかわらや

　　５９８-０００８・大阪府泉佐野市松風台・しようふうだい

　　５９８-００５１・大阪府泉佐野市新町・しんまち

　　５９８-００３２・大阪府泉佐野市新安松・しんやすまつ

　　５９８-００６１・大阪府泉佐野市住吉町・すみよしちよう

　　５４９-０００１・大阪府泉佐野市泉州空港北・せんしゆうくうこうきた

　　５９８-００１２・大阪府泉佐野市高松東・ たかまつひがじ

　　５９８-００１６・大阪府泉佐野市高松西・ たかまつにじ

　　５９８-００１５・大阪府泉佐野市高松南・たかまつみなみ

　　５９８-００１１・大阪府泉佐野市高松北・たかまつきた

　　５９８-０００３・大阪府泉佐野市俵屋・たわらや

　　５９８-００２２・大阪府泉佐野市土丸・つちまる

　　５９８-００７１・大阪府泉佐野市鶴原・つるはら

　　５９８-０００２・大阪府泉佐野市中庄・なかしよう

　　５９８-００１３・大阪府泉佐野市中町・なかまち

　　５９８-００３４・大阪府泉佐野市長滝・ながたき

　　５９８-００６４・大阪府泉佐野市新浜町・にいはまちよう

　　５９８-００４２・大阪府泉佐野市西本町・にしほんまち

　　５９８-００４１・大阪府泉佐野市野出町・のでちよう

　　５９８-００４６・大阪府泉佐野市羽倉崎・はぐらざき

　　５９８-００３７・大阪府泉佐野市羽倉崎上町・はぐらざきうえまち

　　５９８-００７４・大阪府泉佐野市東佐野台・ひがしさのだい

　　５９８-００３１・大阪府泉佐野市東羽倉崎町・ひがしはぐらざきちよう

　　５９８-００２１・大阪府泉佐野市日根野・ひねの

　　５９８-００５７・大阪府泉佐野市本町・ほんまち

　　５９８-００４５・大阪府泉佐野市松原・まつはﾞら

　　５９８-００６３・大阪府泉佐野市湊・みなと

　　５９８-００７３・大阪府泉佐野市南泉ケ丘・みなみいずみがおか

　　５９８-００３６・大阪府泉佐野市南中岡本・みなみなかおかもと

　　５９８-００３５・大阪府泉佐野市南中樫井・みなみなかかしい

　　５９８-００３３・大阪府泉佐野市南中安松・みなみなかやすまつ

　　５９８-００５６・大阪府泉佐野市元町・もとまち

　　５９８-００４７・大阪府泉佐野市りんくう往来南・りんくうおうらいみなみ

　　５９８-００４８・大阪府泉佐野市りんくう往来北・りんくうおうらいきた

　　５９８-００５５・大阪府泉佐野市若宮町・わかみやちよう

　　５８４-００００・大阪府富田林市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８４-００７６・大阪府富田林市青葉丘・あおはﾞおか

　　５８４-０００６・大阪府富田林市旭ケ丘町・あさひがおかちよう

　　５８４-００１２・大阪府富田林市粟ケ池町・あわがいけちよう

　　５８４-０００１・大阪府富田林市梅の里・うめのさと

　　５８４-００５６・大阪府富田林市嬉・ うれじ

　　５８４-００９５・大阪府富田林市毛人谷・えびたに

　　５８４-００５８・大阪府富田林市彼方・おちかた

　　５８４-００４０・大阪府富田林市かがり台・かがりだい

　　５８４-００７８・大阪府富田林市加太・かだ

　　５８４-００１４・大阪府富田林市川面町・かわつﾞらちよう

　　５８４-００４９・大阪府富田林市川向町・かわむかいちよう

　　５８４-００５４・大阪府富田林市甘南備・かんなび

　　５８４-０００８・大阪府富田林市喜志・ きじ

　　５８４-０００３・大阪府富田林市喜志新家町・きししんけちよう

　　５８４-０００５・大阪府富田林市喜志町・きしちよう

　　５８４-００４２・大阪府富田林市北大伴町・きたおおともちよう

　　５８４-０００４・大阪府富田林市木戸山町・きどやまちよう

　　５８４-００４１・大阪府富田林市楠町・くすのきちよう

　　５８４-００７４・大阪府富田林市久野喜台・くのきだい

　　５８４-００３６・大阪府富田林市甲田・こうだ

　　５８４-００８２・大阪府富田林市向陽台・こうようだい

　　５８４-００８３・大阪府富田林市小金台・こがねだい

　　５８４-００７９・大阪府富田林市五軒家・ごけんや

　　５８４-００３１・大阪府富田林市寿町・ことぶきちよう

　　５８４-００７０・大阪府富田林市金剛錦織台・こんごうにしきおりだい

　　５８４-００６５・大阪府富田林市金剛伏山台・こんごうふしやまだい

　　５８４-００１５・大阪府富田林市西条町・さいじようちよう

　　５８４-００１３・大阪府富田林市桜井町・さくらいちよう

　　５８４-００８４・大阪府富田林市桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　５８４-００５２・大阪府富田林市佐備・さび

　　５８４-００３４・大阪府富田林市清水町・しみずちよう

　　５８４-００９２・大阪府富田林市昭和町・しようわちよう

　　５８４-００７７・大阪府富田林市新青葉丘町・しんあおはﾞおかちよう



　　５８４-００８５・大阪府富田林市新家・しんけ

　　５８４-００９１・大阪府富田林市新堂・しんどう

　　５８４-００６２・大阪府富田林市須賀・すが

　　５８４-００７２・大阪府富田林市高辺台・たかべだい

　　５８４-００３５・大阪府富田林市谷川町・たにがわちよう

　　５８４-００１６・大阪府富田林市通法寺町・つうほうじちよう

　　５８４-００８１・大阪府富田林市廿山・つつﾞやま

　　５８４-００８６・大阪府富田林市津々山台・つつﾞやまだい

　　５８４-００７３・大阪府富田林市寺池台・てらいけだい

　　５８４-００３２・大阪府富田林市常盤町・ときわちよう

　　５８４-００３３・大阪府富田林市富田林町・とんだはﾞやしちよう

　　５８４-００２７・大阪府富田林市中野・なかの

　　５８４-００２１・大阪府富田林市中野町・なかのちよう

　　５８４-００２２・大阪府富田林市中野町東・ なかのちようひがじ

　　５８４-００２８・大阪府富田林市中野町西・ なかのちようにじ

　　５８４-００５１・大阪府富田林市楠風台・なんふﾟうだい

　　５８４-００４８・大阪府富田林市西板持町・にしいたもちちよう

　　５８４-００６３・大阪府富田林市錦織・にしきおり

　　５８４-００６６・大阪府富田林市錦織北・にしきおりきた

　　５８４-００６８・大阪府富田林市錦織中・にしきおりなか

　　５８４-００６９・大阪府富田林市錦織東・ にしきおりひがじ

　　５８４-００６７・大阪府富田林市錦織南・にしきおりみなみ

　　５８４-００３８・大阪府富田林市錦ケ丘町・にしきがおかちよう

　　５８４-００４６・大阪府富田林市東板持町・ひがしいたもちちよう

　　５８４-０００２・大阪府富田林市平町・ひらちよう

　　５８４-００５５・大阪府富田林市伏見堂・ふしみどう

　　５８４-００６１・大阪府富田林市伏山・ふしやま

　　５８４-００７１・大阪府富田林市藤沢台・ふじさわだい

　　５８４-００６４・大阪府富田林市不動ケ丘町・ふどうがおかちよう

　　５８４-００９４・大阪府富田林市富美ケ丘町・ふみがおかちよう

　　５８４-００４４・大阪府富田林市別井・べつい

　　５８４-００９３・大阪府富田林市本町・ほんまち

　　５８４-００２６・大阪府富田林市緑ケ丘町・みどりがおかちよう

　　５８４-０００７・大阪府富田林市南旭ケ丘町・みなみあさひがおかちよう

　　５８４-００４３・大阪府富田林市南大伴町・みなみおおともちよう

　　５８４-００３７・大阪府富田林市宮甲田町・みやこうだちよう

　　５８４-００１１・大阪府富田林市宮町・みやちよう

　　５８４-００３９・大阪府富田林市美山台・みやまだい

　　５８４-００４５・大阪府富田林市山中田町・やまちゆうだちよう

　　５８４-００４７・大阪府富田林市山手町・やまてちよう

　　５８４-００５７・大阪府富田林市横山・よこやま

　　５８４-００５３・大阪府富田林市龍泉・りゆうせん

　　５８４-００２４・大阪府富田林市若松町・わかまつちよう

　　５８４-００２３・大阪府富田林市若松町東・ わかまつちようひがじ

　　５８４-００２５・大阪府富田林市若松町西・ わかまつちようにじ

　　５７２-００００・大阪府寝屋川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７２-００３９・大阪府寝屋川市池田・いけだ

　　５７２-００３５・大阪府寝屋川市池田旭町・いけだあさひまち

　　５７２-００３３・大阪府寝屋川市池田東町・いけだひがしまち

　　５７２-００３６・大阪府寝屋川市池田西町・いけだにしまち

　　５７２-００３４・大阪府寝屋川市池田南町・いけだみなみまち

　　５７２-００７３・大阪府寝屋川市池田北町・いけだきたまち

　　５７２-００３８・大阪府寝屋川市池田新町・いけだしんまち

　　５７２-００７４・大阪府寝屋川市池田中町・いけだなかまち

　　５７２-００３０・大阪府寝屋川市池田本町・いけだほんまち

　　５７２-００１２・大阪府寝屋川市池の瀬町・いけのせちよう

　　５７２-００２６・大阪府寝屋川市石津中町・いしつﾞなかまち

　　５７２-００２７・大阪府寝屋川市石津東町・いしつﾞひがしまち

　　５７２-００２４・大阪府寝屋川市石津南町・いしつﾞみなみまち

　　５７２-００２５・大阪府寝屋川市石津元町・いしつﾞもとまち

　　５７２-０８２１・大阪府寝屋川市出雲町・いずもちよう

　　５７２-０８４０・大阪府寝屋川市太秦桜が丘・うずまささくらがおか

　　５７２-０８４２・大阪府寝屋川市太秦高塚町・うずまさたかつかちよう

　　５７２-０８４３・大阪府寝屋川市太秦中町・うずまさなかまち

　　５７２-０８４１・大阪府寝屋川市太秦東が丘・うずまさひがしがおか

　　５７２-０８４４・大阪府寝屋川市太秦緑が丘・うずまさみどりがおか

　　５７２-０８４９・大阪府寝屋川市太秦元町・うずまさもとまち

　　５７２-０８５６・大阪府寝屋川市宇谷町・うたにちよう

　　５７２-０８５９・大阪府寝屋川市打上新町・うちあげしんまち

　　５７２-０８５０・大阪府寝屋川市打上高塚町・うちあげたかつかちよう



　　５７２-０８５７・大阪府寝屋川市打上中町・うちあげなかまち

　　５７２-０８６１・大阪府寝屋川市打上南町・うちあげみなみまち

　　５７２-０８６２・大阪府寝屋川市打上宮前町・うちあげみやまえちよう

　　５７２-０８５８・大阪府寝屋川市打上元町・うちあげもとまち

　　５７２-０８０３・大阪府寝屋川市梅が丘・うめがおか

　　５７２-０８５３・大阪府寝屋川市大谷町・おおたにちよう

　　５７２-００４８・大阪府寝屋川市大利町・おおとしちよう

　　５７２-００４７・大阪府寝屋川市大利元町・おおとしもとまち

　　５７２-００２３・大阪府寝屋川市音羽町・おとわちよう

　　５７２-００６３・大阪府寝屋川市春日町・かすがちよう

　　５７２-００５２・大阪府寝屋川市上神田・かみかみだ

　　５７２-０８２８・大阪府寝屋川市萱島桜園町・かやしまさくらえんちよう

　　５７２-０８２９・大阪府寝屋川市萱島信和町・かやしましんわちよう

　　５７２-０８２７・大阪府寝屋川市萱島本町・かやしまほんまち

　　５７２-０８２５・大阪府寝屋川市萱島南町・かやしまみなみまち

　　５７２-０８２４・大阪府寝屋川市萱島東・ かやしまひがじ

　　５７２-００１５・大阪府寝屋川市川勝町・かわかつちよう

　　５７２-０８１６・大阪府寝屋川市河北中町・かわきたなかまち

　　５７２-０８１５・大阪府寝屋川市河北東町・かわきたひがしまち

　　５７２-０８１７・大阪府寝屋川市河北西町・かわきたにしまち

　　５７２-０００８・大阪府寝屋川市菅相塚町・かんそうつﾞかちよう

　　５７２-００３２・大阪府寝屋川市北大利町・きたおおとしちよう

　　５７２-０８３６・大阪府寝屋川市木田町・きだちよう

　　５７２-０８２２・大阪府寝屋川市木田元宮・きだもとみや

　　５７２-０８１１・大阪府寝屋川市楠根南町・くすねみなみまち

　　５７２-０８４５・大阪府寝屋川市楠根北町・くすねきたまち

　　５７２-００７５・大阪府寝屋川市葛原・くずはら

　　５７２-００３７・大阪府寝屋川市葛原新町・くずはらしんまち

　　５７２-００１６・大阪府寝屋川市国松町・くにまつちよう

　　５７２-００５７・大阪府寝屋川市黒原旭町・くろはらあさひまち

　　５７２-００５９・大阪府寝屋川市黒原新町・くろはらしんまち

　　５７２-００５０・大阪府寝屋川市黒原城内町・くろはらじようないちよう

　　５７２-００５８・大阪府寝屋川市黒原橘町・くろはらたちはﾞなちよう

　　５７２-００８５・大阪府寝屋川市香里新町・こおりしんまち

　　５７２-００８２・大阪府寝屋川市香里本通町・こおりほんどおりちよう

　　５７２-００８９・大阪府寝屋川市香里西之町・こおりにしのちよう

　　５７２-００８４・大阪府寝屋川市香里南之町・こおりみなみのちよう

　　５７２-００８０・大阪府寝屋川市香里北之町・こおりきたのちよう

　　５７２-００８３・大阪府寝屋川市郡元町・こおりもとまち

　　５７２-００２９・大阪府寝屋川市寿町・ことぶきちよう

　　５７２-００８７・大阪府寝屋川市木屋町・こやちよう

　　５７２-００８８・大阪府寝屋川市木屋元町・こやもとまち

　　５７２-００１７・大阪府寝屋川市幸町・さいわいちよう

　　５７２-００１８・大阪府寝屋川市境橋町・さかいはﾞしちよう

　　５７２-００４１・大阪府寝屋川市桜木町・さくらぎちよう

　　５７２-０８１３・大阪府寝屋川市讃良東町・さんらひがしまち

　　５７２-０８１８・大阪府寝屋川市讃良西町・さんらにしまち

　　５７２-００４４・大阪府寝屋川市清水町・しみずちよう

　　５７２-００７７・大阪府寝屋川市点野・しめの

　　５７２-００５４・大阪府寝屋川市下神田町・しもかみだちよう

　　５７２-０８２３・大阪府寝屋川市下木田町・しもきだちよう

　　５７２-０８３４・大阪府寝屋川市昭栄町・しようえいちよう

　　５７２-０８６５・大阪府寝屋川市小路北町・しようじきたまち

　　５７２-０８６６・大阪府寝屋川市小路南町・しようじみなみまち

　　５７２-０８１２・大阪府寝屋川市新家・しんけ

　　５７２-０００９・大阪府寝屋川市末広町・すえひろちよう

　　５７２-００４６・大阪府寝屋川市成美町・せいびちよう

　　５７２-０８１９・大阪府寝屋川市大成町・たいせいちよう

　　５７２-００２１・大阪府寝屋川市田井町・たいちよう

　　５７２-００２０・大阪府寝屋川市田井西町・たいにしまち

　　５７２-００７８・大阪府寝屋川市太間町・たいまちよう

　　５７２-００７２・大阪府寝屋川市太間東町・たいまひがしまち

　　５７２-０８６４・大阪府寝屋川市高倉・たかくら

　　５７２-０８０６・大阪府寝屋川市高宮・たかみや

　　５７２-０８６７・大阪府寝屋川市高宮あさひ丘・たかみやあさひおか

　　５７２-０８４６・大阪府寝屋川市高宮栄町・たかみやさかえまち

　　５７２-０８４７・大阪府寝屋川市高宮新町・たかみやしんまち

　　５７２-００５１・大阪府寝屋川市高柳・たかやなぎ

　　５７２-００６２・大阪府寝屋川市高柳栄町・たかやなぎさかえまち

　　５７２-００６７・大阪府寝屋川市宝町・たからまち



　　５７２-００６１・大阪府寝屋川市長栄寺町・ちようえいじちよう

　　５７２-００６４・大阪府寝屋川市対馬江東町・つしまえひがしまち

　　５７２-００６５・大阪府寝屋川市対馬江西町・つしまえにしまち

　　５７２-００７１・大阪府寝屋川市豊里町・とよざとちよう

　　５７２-０８３１・大阪府寝屋川市豊野町・とよのちよう

　　５７２-００５３・大阪府寝屋川市中神田町・なかかみだちよう

　　５７２-０８２０・大阪府寝屋川市中木田町・なかきだちよう

　　５７２-０００２・大阪府寝屋川市成田東が丘・なりたひがしがおか

　　５７２-０００１・大阪府寝屋川市成田東町・なりたひがしまち

　　５７２-０００５・大阪府寝屋川市成田西町・なりたにしまち

　　５７２-０００３・大阪府寝屋川市成田南町・なりたみなみまち

　　５７２-０００４・大阪府寝屋川市成田町・なりたちよう

　　５７２-０８２６・大阪府寝屋川市南水苑町・なんすいえんちよう

　　５７２-００４３・大阪府寝屋川市錦町・にしきちよう

　　５７２-００２８・大阪府寝屋川市日新町・につしんちよう

　　５７２-００６６・大阪府寝屋川市仁和寺町・にわじちよう

　　５７２-００７６・大阪府寝屋川市仁和寺本町・にわじほんまち

　　５７２-０８０１・大阪府寝屋川市寝屋・ねや

　　５７２-０８５４・大阪府寝屋川市寝屋川公園・ねやがわこうえん

　　５７２-０８５１・大阪府寝屋川市寝屋北町・ねやきたまち

　　５７２-０８５２・大阪府寝屋川市寝屋新町・ねやしんまち

　　５７２-０８５５・大阪府寝屋川市寝屋南・ねやみなみ

　　５７２-０８４８・大阪府寝屋川市秦町・はだちよう

　　５７２-００１４・大阪府寝屋川市八幡台・はちまんだい

　　５７２-０８３３・大阪府寝屋川市初町・はつちよう

　　５７２-０８３７・大阪府寝屋川市早子町・はやこちよう

　　５７２-００４２・大阪府寝屋川市東大利町・ひがしおおとしちよう

　　５７２-００４５・大阪府寝屋川市東神田町・ひがしかみだちよう

　　５７２-００８１・大阪府寝屋川市東香里園町・ひがしこおりえんちよう

　　５７２-０８３５・大阪府寝屋川市日之出町・ひのでちよう

　　５７２-０８３９・大阪府寝屋川市平池町・ひらいけちよう

　　５７２-０８１４・大阪府寝屋川市堀溝・ほりみぞ

　　５７２-０８１０・大阪府寝屋川市堀溝北町・ほりみぞきたまち

　　５７２-０８３２・大阪府寝屋川市本町・ほんまち

　　５７２-００８６・大阪府寝屋川市松屋町・まつやちよう

　　５７２-００１３・大阪府寝屋川市三井が丘・みいがおか

　　５７２-０００７・大阪府寝屋川市美井町・みいちよう

　　５７２-００１９・大阪府寝屋川市三井南町・みいみなみまち

　　５７２-０００６・大阪府寝屋川市美井元町・みいもとまち

　　５７２-００２２・大阪府寝屋川市緑町・みどりまち

　　５７２-００５５・大阪府寝屋川市御幸東町・みゆきひがしまち

　　５７２-００５６・大阪府寝屋川市御幸西町・みゆきにしまち

　　５７２-００１１・大阪府寝屋川市明徳・めいとく

　　５７２-０８６３・大阪府寝屋川市明和・めいわ

　　５７２-０８３８・大阪府寝屋川市八坂町・やさかちよう

　　５７２-００３１・大阪府寝屋川市若葉町・わかはﾞちよう

　　５８６-００００・大阪府河内長野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８６-００９５・大阪府河内長野市あかしあ台・あかしあだい

　　５８６-００８４・大阪府河内長野市旭ケ丘・あさひがおか

　　５８６-００８６・大阪府河内長野市天野町・あまのちよう

　　５８６-００６２・大阪府河内長野市天見・あまみ

　　５８６-００６９・大阪府河内長野市石仏・いしほﾞとけ

　　５８６-００５８・大阪府河内長野市石見川・いしみがわ

　　５８６-０００２・大阪府河内長野市市町・いちちよう

　　５８６-００６１・大阪府河内長野市岩瀬・いわぜ

　　５８６-００３４・大阪府河内長野市上田町・うえだちよう

　　５８６-００３７・大阪府河内長野市上原町・うわはらちよう

　　５８６-００３８・大阪府河内長野市上原西町・うわはらにしまち

　　５８６-００５６・大阪府河内長野市太井・おおい

　　５８６-００７５・大阪府河内長野市大矢船中町・おおやぶねなかまち

　　５８６-００７３・大阪府河内長野市大矢船西町・おおやぶねにしまち

　　５８６-００７４・大阪府河内長野市大矢船南町・おおやぶねみなみまち

　　５８６-００７６・大阪府河内長野市大矢船北町・おおやぶねきたまち

　　５８６-００３５・大阪府河内長野市小塩町・おしおちよう

　　５８６-００９４・大阪府河内長野市小山田町・おやまだちよう

　　５８６-００７１・大阪府河内長野市加賀田・かがた

　　５８６-００５４・大阪府河内長野市神ガ丘・かみがおか

　　５８６-００６４・大阪府河内長野市唐久谷・からくだに

　　５８６-００５２・大阪府河内長野市河合寺・かわいでら

　　５８６-００１２・大阪府河内長野市菊水町・きくすいちよう



　　５８６-００６８・大阪府河内長野市北青葉台・きたあおはﾞだい

　　５８６-００９１・大阪府河内長野市北貴望ケ丘・きたきほﾞうがおか

　　５８６-００３３・大阪府河内長野市喜多町・きたちよう

　　５８６-０００１・大阪府河内長野市木戸・きど

　　５８６-０００９・大阪府河内長野市木戸西町・きどにしまち

　　５８６-０００８・大阪府河内長野市木戸東町・きどひがしまち

　　５８６-０００１・大阪府河内長野市木戸町・きどちよう

　　５８６-００４３・大阪府河内長野市清見台・きよみだい

　　５８６-００９７・大阪府河内長野市桐ケ丘・きりがおか

　　５８６-００３９・大阪府河内長野市楠ケ丘・くすがおか

　　５８６-０００３・大阪府河内長野市楠町東・ くすのきちようひがじ

　　５８６-０００４・大阪府河内長野市楠町西・ くすのきちようにじ

　　５８６-００２６・大阪府河内長野市寿町・ことぶきちよう

　　５８６-００５７・大阪府河内長野市小深・こぶか

　　５８６-００３２・大阪府河内長野市栄町・さかえちよう

　　５８６-００１１・大阪府河内長野市汐の宮町・しおのみやちよう

　　５８６-００６６・大阪府河内長野市清水・しみず

　　５８６-００８７・大阪府河内長野市下里町・しもざとちよう

　　５８６-００９６・大阪府河内長野市自由ケ丘・じゆうがおか

　　５８６-００２５・大阪府河内長野市昭栄町・しようえいちよう

　　５８６-００５１・大阪府河内長野市末広町・すえひろちよう

　　５８６-００９３・大阪府河内長野市荘園町・そうえんちよう

　　５８６-００４１・大阪府河内長野市大師町・だいしちよう

　　５８６-００７２・大阪府河内長野市滝畑・たきはた

　　５８６-００３６・大阪府河内長野市高向・たこう

　　５８６-００２７・大阪府河内長野市千代田台町・ちよだだいちよう

　　５８６-００１８・大阪府河内長野市千代田南町・ちよだみなみちよう

　　５８６-００５３・大阪府河内長野市寺元・てらもと

　　５８６-００４６・大阪府河内長野市中片添町・なかかたそえちよう

　　５８６-００１４・大阪府河内長野市長野町・ながのちよう

　　５８６-００６３・大阪府河内長野市流谷・ながれだに

　　５８６-００７７・大阪府河内長野市南花台・なんかだい

　　５８６-００４７・大阪府河内長野市西片添町・にしかたそえちよう

　　５８６-００３１・大阪府河内長野市錦町・にしきちよう

　　５８６-００１６・大阪府河内長野市西代町・にしだいちよう

　　５８６-００２４・大阪府河内長野市西之山町・にしのやまちよう

　　５８６-００４２・大阪府河内長野市日東町・につとうちよう

　　５８６-００２３・大阪府河内長野市野作町・のさくちよう

　　５８６-００５５・大阪府河内長野市鳩原・はとはら

　　５８６-００２１・大阪府河内長野市原町・はらちよう

　　５８６-００４５・大阪府河内長野市東片添町・ひがしかたそえちよう

　　５８６-００８５・大阪府河内長野市日野・ひの

　　５８６-００１７・大阪府河内長野市古野町・ふるのちよう

　　５８６-００２２・大阪府河内長野市本多町・ほんだちよう

　　５８６-００１５・大阪府河内長野市本町・ほんまち

　　５８６-０００６・大阪府河内長野市松ケ丘中町・まつがおかなかまち

　　５８６-０００７・大阪府河内長野市松ケ丘東町・まつがおかひがしまち

　　５８６-０００５・大阪府河内長野市松ケ丘西町・まつがおかにしまち

　　５８６-００４４・大阪府河内長野市美加の台・みかのだい

　　５８６-００４８・大阪府河内長野市三日市町・みつかいちちよう

　　５８６-００８２・大阪府河内長野市緑ケ丘中町・みどりがおかなかまち

　　５８６-００８３・大阪府河内長野市緑ケ丘南町・みどりがおかみなみまち

　　５８６-００８１・大阪府河内長野市緑ケ丘北町・みどりがおかきたまち

　　５８６-００６７・大阪府河内長野市南青葉台・みなみあおはﾞだい

　　５８６-００６５・大阪府河内長野市南ケ丘・みなみがおか

　　５８６-００９２・大阪府河内長野市南貴望ケ丘・みなみきほﾞうがおか

　　５８６-００１３・大阪府河内長野市向野町・むかいのちよう

　　５８０-００００・大阪府松原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８０-００４３・大阪府松原市阿保・あお

　　５８０-００３２・大阪府松原市天美東・ あまみひがじ

　　５８０-００３４・大阪府松原市天美西・ あまみにじ

　　５８０-００３３・大阪府松原市天美南・あまみみなみ

　　５８０-００３１・大阪府松原市天美北・あまみきた

　　５８０-００２６・大阪府松原市天美我堂・あまみがどう

　　５８０-００１６・大阪府松原市上田・うえだ

　　５８０-０００６・大阪府松原市大堀・おおほﾞり

　　５８０-００１４・大阪府松原市岡・おか

　　５８０-０００２・大阪府松原市小川・おがわ

　　５８０-００２２・大阪府松原市河合・かわい

　　５８０-００２５・大阪府松原市北新町・きたしんまち



　　５８０-００１７・大阪府松原市柴垣・しはﾞがき

　　５８０-００１５・大阪府松原市新堂・しんどう

　　５８０-００４４・大阪府松原市田井城・たいじよう

　　５８０-００２１・大阪府松原市高見の里・たかみのさと

　　５８０-００１２・大阪府松原市立部・たつべ

　　５８０-００１３・大阪府松原市丹南・たんなん

　　５８０-００１１・大阪府松原市西大塚・にしおおつか

　　５８０-０００４・大阪府松原市西野々・にしのの

　　５８０-００２４・大阪府松原市東新町・ひがししんまち

　　５８０-０００３・大阪府松原市一津屋・ひとつや

　　５８０-０００５・大阪府松原市別所・べつしよ

　　５８０-００４２・大阪府松原市松ケ丘・まつがおか

　　５８０-００２３・大阪府松原市南新町・みなみしんまち

　　５８０-００４６・大阪府松原市三宅中・みやけなか

　　５８０-００４１・大阪府松原市三宅東・ みやけひがじ

　　５８０-００４５・大阪府松原市三宅西・ みやけにじ

　　５８０-０００１・大阪府松原市若林・ わかはﾞやじ

　　５７４-００００・大阪府大東市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７４-００４６・大阪府大東市赤井・あかい

　　５７４-００７６・大阪府大東市曙町・あけほﾞのちよう

　　５７４-０００３・大阪府大東市明美の里町・あけみのさとちよう

　　５７４-００２４・大阪府大東市泉町・いずみまち

　　５７４-００３２・大阪府大東市栄和町・えいわちよう

　　５７４-００３３・大阪府大東市扇町・おうぎまち

　　５７４-００４２・大阪府大東市大野・おおの

　　５７４-０００１・大阪府大東市学園町・がくえんちよう

　　５７４-００３１・大阪府大東市川中新町・かわなかしんまち

　　５７４-０００７・大阪府大東市北楠の里町・きたくすのさとちよう

　　５７４-０００８・大阪府大東市北新町・きたしんまち

　　５７４-００２５・大阪府大東市御供田・ごくでん

　　５７４-００６４・大阪府大東市御領・ごりよう

　　５７４-００２８・大阪府大東市幸町・さいわいちよう

　　５７４-００７７・大阪府大東市三箇・さんが

　　５７４-００３５・大阪府大東市三洋町・さんようちよう

　　５７４-００５３・大阪府大東市新田旭町・しんでんあさひまち

　　５７４-００５１・大阪府大東市新田境町・しんでんさかいまち

　　５７４-００５６・大阪府大東市新田中町・しんでんなかまち

　　５７４-００５７・大阪府大東市新田西町・しんでんにしまち

　　５７４-００５２・大阪府大東市新田北町・しんでんきたまち

　　５７４-００５４・大阪府大東市新田東本町・しんでんひがしほんまち

　　５７４-００５５・大阪府大東市新田本町・しんでんほんまち

　　５７４-００３７・大阪府大東市新町・しんまち

　　５７４-００３６・大阪府大東市末広町・すえひろちよう

　　５７４-００２６・大阪府大東市住道・すみのどう

　　５７４-００６１・大阪府大東市大東町・だいとうちよう

　　５７４-００４５・大阪府大東市太子田・たしでん

　　５７４-００１２・大阪府大東市龍間・たつま

　　５７４-００７４・大阪府大東市谷川・たにがわ

　　５７４-００１７・大阪府大東市津の辺町・つのべちよう

　　５７４-００１４・大阪府大東市寺川・てらがわ

　　５７４-００１３・大阪府大東市中垣内・なかがいと

　　５７４-０００６・大阪府大東市中楠の里町・なかくすのさとちよう

　　５７４-００６３・大阪府大東市南郷町・なんごうちよう

　　５７４-０００２・大阪府大東市錦町・にしきちよう

　　５７４-０００５・大阪府大東市西楠の里町・にしくすのさとちよう

　　５７４-００１５・大阪府大東市野崎・のざき

　　５７４-００４３・大阪府大東市灰塚・はいつﾞか

　　５７４-００４１・大阪府大東市浜町・はままち

　　５７４-００６２・大阪府大東市氷野・ひの

　　５７４-００２２・大阪府大東市平野屋・ひらのや

　　５７４-００２１・大阪府大東市平野屋新町・ひらのやしんまち

　　５７４-００７２・大阪府大東市深野・ふこの

　　５７４-００７５・大阪府大東市深野南町・ふこのみなみちよう

　　５７４-００７１・大阪府大東市深野北・ふこのきた

　　５７４-００１１・大阪府大東市北条・ほうじよう

　　５７４-００３４・大阪府大東市朋来・ほうらい

　　５７４-００２７・大阪府大東市三住町・みすみちよう

　　５７４-００７３・大阪府大東市緑が丘・みどりがおか

　　５７４-０００４・大阪府大東市南楠の里町・みなみくすのさとちよう

　　５７４-００２３・大阪府大東市南新田・みなみしんでん



　　５７４-００１６・大阪府大東市南津の辺町・みなみつのべちよう

　　５７４-００４４・大阪府大東市諸福・もろふく

　　５９４-００００・大阪府和泉市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９４-１１５３・大阪府和泉市青葉台・あおはﾞだい

　　５９４-００５３・大阪府和泉市芦部町・あしべちよう

　　５９４-１１５７・大阪府和泉市あゆみ野・あゆみの

　　５９４-００８３・大阪府和泉市池上町・いけがみちよう

　　５９４-００３２・大阪府和泉市池田下町・いけだしもちよう

　　５９４-００５４・大阪府和泉市一条院町・いちじよういんちよう

　　５９４-００７２・大阪府和泉市井ノ口町・いのくちちよう

　　５９４-００４１・大阪府和泉市いぶき野・いぶきの

　　５９４-００６３・大阪府和泉市今福町・いまふくちよう

　　５９４-００１１・大阪府和泉市上代町・うえだいちよう

　　５９４-１１５６・大阪府和泉市内田町・うちだちよう

　　５９４-１１０３・大阪府和泉市浦田町・うらだちよう

　　５９４-０００４・大阪府和泉市王子町・おうじちよう

　　５９４-１１３４・大阪府和泉市大野町・おおのちよう

　　５９４-１１２８・大阪府和泉市岡町・おかちよう

　　５９４-００７４・大阪府和泉市小田町・おだちよう

　　５９４-０００６・大阪府和泉市尾井町・おのいちよう

　　５９４-１１２７・大阪府和泉市小野田町・おのだちよう

　　５９４-００１２・大阪府和泉市小野町・おのちよう

　　５９４-１１１７・大阪府和泉市鍛治屋町・かじやちよう

　　５９４-０００２・大阪府和泉市上町・かみちよう

　　５９４-１１５１・大阪府和泉市唐国町・からくにちよう

　　５９４-００６５・大阪府和泉市観音寺町・かんのんじちよう

　　５９４-１１２２・大阪府和泉市北田中町・きただなかちよう

　　５９４-１１２６・大阪府和泉市九鬼町・くきちよう

　　５９４-００８１・大阪府和泉市葛の葉町・くずのはちよう

　　５９４-１１１３・大阪府和泉市黒石町・くろいしちよう

　　５９４-００２２・大阪府和泉市黒鳥町・くろどりちよう

　　５９４-００６６・大阪府和泉市桑原町・くわはﾞらちよう

　　５９４-１１１１・大阪府和泉市光明台・こうみようだい

　　５９４-１１１４・大阪府和泉市国分町・こくぶちよう

　　５９４-０００５・大阪府和泉市幸・さいわい

　　５９４-００５２・大阪府和泉市阪本町・さかもとちよう

　　５９４-００２１・大阪府和泉市山荘町・さんそうちよう

　　５９４-１１２１・大阪府和泉市下宮町・しものみやちよう

　　５９４-１１２５・大阪府和泉市善正町・ぜんしようちよう

　　５９４-０００３・大阪府和泉市太町・たいちよう

　　５９４-１１３２・大阪府和泉市父鬼町・ちちおにちよう

　　５９４-１１３５・大阪府和泉市坪井町・つほﾞいちよう

　　５９４-００１３・大阪府和泉市鶴山台・つるやまだい

　　５９４-１１４４・大阪府和泉市テクノステージ・てくのすてｰじ

　　５９４-００６４・大阪府和泉市寺門町・てらかどちよう

　　５９４-００６２・大阪府和泉市寺田町・てらだちよう

　　５９４-００８２・大阪府和泉市富秋町・とみあきちよう

　　５９４-１１２４・大阪府和泉市南面利町・なめりちよう

　　５９４-１１１６・大阪府和泉市納花町・のうけちよう

　　５９４-１１０５・大阪府和泉市のぞみ野・のぞみの

　　５９４-００２３・大阪府和泉市伯太町・はかたちよう

　　５９４-１１０６・大阪府和泉市はつが野・はつがの

　　５９４-１１３３・大阪府和泉市春木川町・はるきがわちよう

　　５９４-１１４１・大阪府和泉市春木町・はるきちよう

　　５９４-００７５・大阪府和泉市繁和町・はんわちよう

　　５９４-００５１・大阪府和泉市東阪本町・ひがしさかもとちよう

　　５９４-００７６・大阪府和泉市肥子町・ひこちよう

　　５９４-１１４２・大阪府和泉市久井町・ひさいちよう

　　５９４-１１１５・大阪府和泉市平井町・ひらいちよう

　　５９４-１１２３・大阪府和泉市福瀬町・ふくぜちよう

　　５９４-００３１・大阪府和泉市伏屋町・ふせやちよう

　　５９４-００７１・大阪府和泉市府中町・ふちゆうちよう

　　５９４-１１３６・大阪府和泉市仏並町・ぶつなみちよう

　　５９４-０００１・大阪府和泉市舞町・まいちよう

　　５９４-１１３１・大阪府和泉市槇尾山町・まきおさんちよう

　　５９４-１１５４・大阪府和泉市松尾寺町・まつおじちよう

　　５９４-１１５２・大阪府和泉市まなび野・まなびの

　　５９４-１１０４・大阪府和泉市万町・まんちよう

　　５９４-００４２・大阪府和泉市箕形町・みがたちよう

　　５９４-１１１８・大阪府和泉市みずき台・みずきだい



　　５９４-１１５５・大阪府和泉市緑ケ丘・みどりがおか

　　５９４-１１１２・大阪府和泉市三林町・みはﾞやしちよう

　　５９４-１１０１・大阪府和泉市室堂町・むろどうちよう

　　５９４-００６１・大阪府和泉市弥生町・やよいちよう

　　５９４-１１４３・大阪府和泉市若樫町・わかかしちよう

　　５９４-００７３・大阪府和泉市和気町・わけちよう

　　５９４-１１０２・大阪府和泉市和田町・わだちよう

　　５６２-００００・大阪府箕面市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６２-００２５・大阪府箕面市粟生外院・あおげいん

　　５６２-００２４・大阪府箕面市粟生新家・あおしんけ

　　５６２-００２１・大阪府箕面市粟生間谷・あおまだに

　　５６２-００２２・大阪府箕面市粟生間谷東・ あおまだにひがじ

　　５６２-００２３・大阪府箕面市粟生間谷西・ あおまだににじ

　　５６２-００２７・大阪府箕面市石丸・いしまる

　　５６２-００１５・大阪府箕面市稲・いな

　　５６２-００３３・大阪府箕面市今宮・いまみや

　　５６２-００３１・大阪府箕面市小野原東・ おのはらひがじ

　　５６２-００３２・大阪府箕面市小野原西・ おのはらにじ

　　５６２-０００６・大阪府箕面市温泉町・おんせんちよう

　　５６３-０２５１・大阪府箕面市上止々呂美・かみとどろみ

　　５６２-００１４・大阪府箕面市萱野・かやの

　　５６２-００２６・大阪府箕面市外院・げいん

　　５６２-００２８・大阪府箕面市彩都粟生南・さいとあおみなみ

　　５６２-００２９・大阪府箕面市彩都粟生北・さいとあおきた

　　５６２-００４１・大阪府箕面市桜・さくら

　　５６２-００４３・大阪府箕面市桜井・さくらい

　　５６２-００４６・大阪府箕面市桜ケ丘・さくらがおか

　　５６３-０２５２・大阪府箕面市下止々呂美・しもとどろみ

　　５６３-０２５６・大阪府箕面市森町北・しんまちきた

　　５６３-０２５７・大阪府箕面市森町中・しんまちなか

　　５６３-０２５５・大阪府箕面市森町西・ しんまちにじ

　　５６３-０２５８・大阪府箕面市森町南・しんまちみなみ

　　５６２-００４５・大阪府箕面市瀬川・せがわ

　　５６２-００３５・大阪府箕面市船場東・ せんはﾞひがじ

　　５６２-００３６・大阪府箕面市船場西・ せんはﾞにじ

　　５６２-０００５・大阪府箕面市新稲・にいな

　　５６２-０００３・大阪府箕面市西小路・にししようじ

　　５６２-００３４・大阪府箕面市西宿・にしじゆく

　　５６２-００１１・大阪府箕面市如意谷・によいだに

　　５６２-００１２・大阪府箕面市白島・はくのしま

　　５６２-００４４・大阪府箕面市半町・はんじよう

　　５６２-００４２・大阪府箕面市百楽荘・ひやくらくそう

　　５６２-００１３・大阪府箕面市坊島・ほﾞうのしま

　　５６２-０００４・大阪府箕面市牧落・まきおち

　　５６２-０００１・大阪府箕面市箕面・みのお

　　５６２-０００２・大阪府箕面市箕面公園・みのおこうえん

　　５８２-００００・大阪府柏原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８２-００１４・大阪府柏原市青谷・あおたに

　　５８２-００２６・大阪府柏原市旭ケ丘・あさひがおか

　　５８２-００１６・大阪府柏原市安堂町・あんどうちよう

　　５８２-００２９・大阪府柏原市石川町・いしかわちよう

　　５８２-０００２・大阪府柏原市今町・いままち

　　５８２-００２７・大阪府柏原市円明町・えんみようちよう

　　５８２-００１８・大阪府柏原市大県・おおがた

　　５８２-００２０・大阪府柏原市片山町・かたやまちよう

　　５８２-０００７・大阪府柏原市上市・かみいち

　　５８２-００１２・大阪府柏原市雁多尾畑・かりんどおはﾞた

　　５８２-０００４・大阪府柏原市河原町・かわはらちよう

　　５８２-０００６・大阪府柏原市清州・きよす

　　５８２-００２２・大阪府柏原市国分市場・こくぶいちはﾞ

　　５８２-００２３・大阪府柏原市国分東条町・こくぶひがんじようちよう

　　５８２-００２１・大阪府柏原市国分本町・こくぶほんまち

　　５８２-００２５・大阪府柏原市国分西・ こくぶにじ

　　５８２-０００９・大阪府柏原市大正・たいしよう

　　５８２-００１７・大阪府柏原市太平寺・たいへいじ

　　５８２-００１５・大阪府柏原市高井田・たかいだ

　　５８２-００２４・大阪府柏原市田辺・たなべ

　　５８２-００２８・大阪府柏原市玉手町・たまてちよう

　　５８２-００１３・大阪府柏原市峠・とうげ

　　５８２-０００３・大阪府柏原市堂島町・どうじまちよう



　　５８２-００１９・大阪府柏原市平野・ひらの

　　５８２-０００８・大阪府柏原市古町・ふるまち

　　５８２-０００５・大阪府柏原市法善寺・ほうぜんじ

　　５８２-０００１・大阪府柏原市本郷・ほんごう

　　５８２-００１１・大阪府柏原市本堂・ほんどう

　　５８２-００１０・大阪府柏原市山ノ井町・やまのいちよう

　　５８３-００００・大阪府羽曳野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８３-０８４２・大阪府羽曳野市飛鳥・あすか

　　５８３-０８７６・大阪府羽曳野市伊賀・いが

　　５８３-０８５１・大阪府羽曳野市碓井・うすい

　　５８３-０８８６・大阪府羽曳野市恵我之荘・えがのしよう

　　５８３-０８４７・大阪府羽曳野市大黒・おぐろ

　　５８３-０８６８・大阪府羽曳野市学園前・がくえんまえ

　　５８３-０８７５・大阪府羽曳野市樫山・かしやま

　　５８３-０８５４・大阪府羽曳野市軽里・かるさと

　　５８３-０８６７・大阪府羽曳野市河原城・かわはらじよう

　　５８３-０８４８・大阪府羽曳野市川向・かわむかい

　　５８３-０８６３・大阪府羽曳野市蔵之内・くらのうち

　　５８３-０８７４・大阪府羽曳野市郡戸・こおず

　　５８３-０８４１・大阪府羽曳野市駒ケ谷・こまがたに

　　５８３-０８５７・大阪府羽曳野市誉田・こんだ

　　５８３-０８５３・大阪府羽曳野市栄町・さかえまち

　　５８３-０８８１・大阪府羽曳野市島泉・しまいずみ

　　５８３-０８６２・大阪府羽曳野市尺度・しやくど

　　５８３-０８５５・大阪府羽曳野市翠鳥園・すいちようえん

　　５８３-０８８２・大阪府羽曳野市高鷲・ たかわじ

　　５８３-０８４３・大阪府羽曳野市通法寺・つうほうじ

　　５８３-０８４４・大阪府羽曳野市壺井・つほﾞい

　　５８３-０８６１・大阪府羽曳野市西浦・にしうら

　　５８３-０８８４・大阪府羽曳野市野・の

　　５８３-０８７１・大阪府羽曳野市野々上・ののうえ

　　５８３-０８５６・大阪府羽曳野市白鳥・はくちよう

　　５８３-０８６６・大阪府羽曳野市埴生野・はにゆうの

　　５８３-０８６４・大阪府羽曳野市羽曳が丘・はびきがおか

　　５８３-０８６５・大阪府羽曳野市羽曳が丘西・ はびきがおかにじ

　　５８３-０８７２・大阪府羽曳野市はびきの・はびきの

　　５８３-０８４６・大阪府羽曳野市東阪田・ひがしさかた

　　５８３-０８４５・大阪府羽曳野市広瀬・ひろせ

　　５８３-０８５２・大阪府羽曳野市古市・ふるいち

　　５８３-０８８５・大阪府羽曳野市南恵我之荘・みなみえがのしよう

　　５８３-０８５８・大阪府羽曳野市南古市・みなみふるいち

　　５８３-０８８３・大阪府羽曳野市向野・むかいの

　　５８３-０８７３・大阪府羽曳野市桃山台・ももやまだい

　　５７１-００００・大阪府門真市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７１-００６１・大阪府門真市朝日町・あさひちよう

　　５７１-００６７・大阪府門真市石原町・いしはらちよう

　　５７１-００５３・大阪府門真市泉町・いずみまち

　　５７１-００３３・大阪府門真市一番町・いちはﾞんちよう

　　５７１-００２８・大阪府門真市打越・ うちこじ

　　５７１-００２９・大阪府門真市打越町・うちこしちよう

　　５７１-００１２・大阪府門真市江端町・えはﾞたちよう

　　５７１-００７６・大阪府門真市大池町・おおいけちよう

　　５７１-００６８・大阪府門真市大倉町・おおくらちよう

　　５７１-００７７・大阪府門真市大橋町・おおはしちよう

　　５７１-００２２・大阪府門真市沖町・おきまち

　　５７１-００６５・大阪府門真市垣内町・かきうちちよう

　　５７１-００５０・大阪府門真市門真・かどま

　　５７１-００７１・大阪府門真市上島町・かみしまちよう

　　５７１-００７０・大阪府門真市上野口町・かみのぐちちよう

　　５７１-０００２・大阪府門真市岸和田・きしわだ

　　５７１-０００７・大阪府門真市北岸和田・きたきしわだ

　　５７１-００２５・大阪府門真市北島・きたじま

　　５７１-００１８・大阪府門真市北島東町・きたじまひがしまち

　　５７１-００２６・大阪府門真市北島町・きたじまちよう

　　５７１-００７３・大阪府門真市北巣本町・きたすもとちよう

　　５７１-００４３・大阪府門真市桑才新町・くわざいしんまち

　　５７１-００３５・大阪府門真市桑才町・くわざいちよう

　　５７１-００６６・大阪府門真市幸福町・こうふくちよう

　　５７１-００３２・大阪府門真市寿町・ことぶきちよう

　　５７１-００４７・大阪府門真市栄町・さかえまち



　　５７１-００２７・大阪府門真市五月田町・さつきだちよう

　　５７１-００１７・大阪府門真市四宮・しのみや

　　５７１-００１６・大阪府門真市島頭・しまがしら

　　５７１-００７５・大阪府門真市下島町・しもしまちよう

　　５７１-０００９・大阪府門真市下馬伏町・しもまぶしちよう

　　５７１-００５８・大阪府門真市小路町・しようじちよう

　　５７１-００６３・大阪府門真市常称寺町・じようしようじちよう

　　５７１-００７２・大阪府門真市城垣町・しろがきちよう

　　５７１-００４８・大阪府門真市新橋町・しんはﾞしちよう

　　５７１-００３０・大阪府門真市末広町・すえひろちよう

　　５７１-０００１・大阪府門真市巣本町・すもとちよう

　　５７１-００１３・大阪府門真市千石東町・せんごくひがしまち

　　５７１-００１４・大阪府門真市千石西町・せんごくにしまち

　　５７１-００５２・大阪府門真市月出町・つきでちよう

　　５７１-００５９・大阪府門真市堂山町・どうやまちよう

　　５７１-００７８・大阪府門真市常盤町・ときわちよう

　　５７１-００４５・大阪府門真市殿島町・とのしまちよう

　　５７１-００５５・大阪府門真市中町・なかまち

　　５７１-００２４・大阪府門真市野口・のぐち

　　５７１-００７９・大阪府門真市野里町・のざとちよう

　　５７１-００５４・大阪府門真市浜町・はままち

　　５７１-００３９・大阪府門真市速見町・はやみちよう

　　５７１-００３７・大阪府門真市ひえ島町・ひえじまちよう

　　５７１-０００８・大阪府門真市東江端町・ひがしえはﾞたちよう

　　５７１-００３４・大阪府門真市東田町・ひがしだちよう

　　５７１-００４２・大阪府門真市深田町・ふかだちよう

　　５７１-００２１・大阪府門真市舟田町・ふなだちよう

　　５７１-００３１・大阪府門真市古川町・ふるかわちよう

　　５７１-００４６・大阪府門真市本町・ほんまち

　　５７１-００４４・大阪府門真市松生町・まつおちよう

　　５７１-００５６・大阪府門真市松葉町・まつはﾞちよう

　　５７１-００１５・大阪府門真市三ツ島・みつしま

　　５７１-００６４・大阪府門真市御堂町・みどうちよう

　　５７１-０００５・大阪府門真市南野口町・みなみのぐちちよう

　　５７１-００６２・大阪府門真市宮野町・みやのちよう

　　５７１-００７４・大阪府門真市宮前町・みやまえちよう

　　５７１-００５１・大阪府門真市向島町・むこうじまちよう

　　５７１-００５７・大阪府門真市元町・もとまち

　　５７１-００３８・大阪府門真市柳田町・やなぎだちよう

　　５７１-００４１・大阪府門真市柳町・やなぎまち

　　５７１-００２３・大阪府門真市横地・よこち

　　５７１-００１１・大阪府門真市脇田町・わきたちよう

　　５６６-００００・大阪府摂津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６６-００５１・大阪府摂津市安威川南町・あいがわみなみまち

　　５６６-００３３・大阪府摂津市学園町・がくえんちよう

　　５６６-００４１・大阪府摂津市北別府町・きたべふちよう

　　５６６-００３４・大阪府摂津市香露園・こうろえん

　　５６６-００３２・大阪府摂津市桜町・さくらまち

　　５６６-００２３・大阪府摂津市正雀・しようじやく

　　５６６-００２４・大阪府摂津市正雀本町・しようじやくほんまち

　　５６６-００１２・大阪府摂津市庄屋・しようや

　　５６６-００３１・大阪府摂津市昭和園・しようわえん

　　５６６-００５５・大阪府摂津市新在家・しんざいけ

　　５６６-０００１・大阪府摂津市千里丘・せんりおか

　　５６６-０００２・大阪府摂津市千里丘新町・せんりおかしんまち

　　５６６-００１１・大阪府摂津市千里丘東・ せんりおかひがじ

　　５６６-００３５・大阪府摂津市鶴野・つるの

　　５６６-００６２・大阪府摂津市鳥飼上・とりかいかみ

　　５６６-００６４・大阪府摂津市鳥飼中・とりかいなか

　　５６６-００７１・大阪府摂津市鳥飼下・とりかいしも

　　５６６-００６５・大阪府摂津市鳥飼新町・とりかいしんまち

　　５６６-００５３・大阪府摂津市鳥飼野々・とりかいのの

　　５６６-００５４・大阪府摂津市鳥飼八防・とりかいはちほﾞう

　　５６６-００６１・大阪府摂津市鳥飼八町・とりかいはつちよう

　　５６６-００５２・大阪府摂津市鳥飼本町・とりかいほんまち

　　５６６-００６３・大阪府摂津市鳥飼銘木町・とりかいめいもくちよう

　　５６６-００７３・大阪府摂津市鳥飼和道・とりかいわどう

　　５６６-００７２・大阪府摂津市鳥飼西・ とりかいにじ

　　５６６-００４４・大阪府摂津市西一津屋・にしひとつや

　　５６６-００４７・大阪府摂津市浜町・はまちよう



　　５６６-００１３・大阪府摂津市阪急正雀・はんきゆうしようじやく

　　５６６-００２５・大阪府摂津市東正雀・ひがししようじやく

　　５６６-００７４・大阪府摂津市東一津屋・ひがしひとつや

　　５６６-００４２・大阪府摂津市東別府・ひがしべふ

　　５６６-００４３・大阪府摂津市一津屋・ひとつや

　　５６６-００４６・大阪府摂津市別府・べふ

　　５６６-００２２・大阪府摂津市三島・みしま

　　５６６-００２１・大阪府摂津市南千里丘・みなみせんりおか

　　５６６-００４５・大阪府摂津市南別府町・みなみべふちよう

　　５９２-００００・大阪府高石市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９２-００１４・大阪府高石市綾園・あやぞの

　　５９２-００１１・大阪府高石市加茂・かも

　　５９２-０００１・大阪府高石市高砂・たかさご

　　５９２-０００４・大阪府高石市高師浜・たかしのはま

　　５９２-０００６・大阪府高石市高師浜丁・たかしのはまちよう

　　５９２-０００５・大阪府高石市千代田・ちよだ

　　５９２-００１３・大阪府高石市取石・ とりいじ

　　５９２-００１２・大阪府高石市西取石・ にしとりいじ

　　５９２-０００２・大阪府高石市羽衣・はごろも

　　５９２-０００２・大阪府高石市羽衣公園丁・はごろもこうえんちよう

　　５９２-０００３・大阪府高石市東羽衣・ひがしはごろも

　　５９５-００８１・大阪府高石市南高砂・みなみたかさご

　　５８３-００００・大阪府藤井寺市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８３-００１５・大阪府藤井寺市青山・あおやま

　　５８３-０００４・大阪府藤井寺市梅が園町・うめがえんちよう

　　５８３-００３６・大阪府藤井寺市恵美坂・えみさか

　　５８３-０００８・大阪府藤井寺市大井・おおい

　　５８３-００２７・大阪府藤井寺市岡・おか

　　５８３-００２６・大阪府藤井寺市春日丘・かすがおか

　　５８３-００２５・大阪府藤井寺市春日丘新町・かすがおかしんまち

　　５８３-０００１・大阪府藤井寺市川北・かわきた

　　５８３-００３５・大阪府藤井寺市北岡・きたおか

　　５８３-０００６・大阪府藤井寺市国府・こう

　　５８３-００１３・大阪府藤井寺市古室・こむろ

　　５８３-００３３・大阪府藤井寺市小山・こやま

　　５８３-００３１・大阪府藤井寺市小山新町・こやましんまち

　　５８３-００３４・大阪府藤井寺市小山藤の里町・こやまふじのさとちよう

　　５８３-００３２・大阪府藤井寺市小山藤美町・こやまふじみちよう

　　５８３-００２３・大阪府藤井寺市さくら町・さくらちよう

　　５８３-００１１・大阪府藤井寺市沢田・さわだ

　　５８３-０００５・大阪府藤井寺市惣社・そうしや

　　５８３-００３７・大阪府藤井寺市津堂・つどう

　　５８３-００１２・大阪府藤井寺市道明寺・どうみようじ

　　５８３-０００９・大阪府藤井寺市西大井・にしおおい

　　５８３-００１８・大阪府藤井寺市西古室・にしこむろ

　　５８３-００１４・大阪府藤井寺市野中・のなか

　　５８３-０００７・大阪府藤井寺市林・ はやじ

　　５８３-００２２・大阪府藤井寺市東藤井寺町・ひがしふじいでらちよう

　　５８３-００２４・大阪府藤井寺市藤井寺・ふじいでら

　　５８３-００１７・大阪府藤井寺市藤ケ丘・ふじがおか

　　５８３-０００３・大阪府藤井寺市船橋町・ふなはしちよう

　　５８３-０００２・大阪府藤井寺市北條町・ほうじようちよう

　　５８３-００２１・大阪府藤井寺市御舟町・みふねちよう

　　５８３-００１６・大阪府藤井寺市陵南町・りようなんちよう

　　５７７-００００・大阪府東大阪市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７９-８０４８・大阪府東大阪市旭町・あさひまち

　　５７７-０８４１・大阪府東大阪市足代・あじろ

　　５７７-００５７・大阪府東大阪市足代新町・あじろしんまち

　　５７７-０８４２・大阪府東大阪市足代南・あじろみなみ

　　５７７-００５８・大阪府東大阪市足代北・あじろきた

　　５７７-０８４３・大阪府東大阪市荒川・あらかわ

　　５７７-００２３・大阪府東大阪市荒本・あらもと

　　５７７-００２２・大阪府東大阪市荒本新町・あらもとしんまち

　　５７７-００２４・大阪府東大阪市荒本西・ あらもとにじ

　　５７７-００１１・大阪府東大阪市荒本北・あらもときた

　　５７９-８０６４・大阪府東大阪市池島町・いけしまちよう

　　５７９-８００２・大阪府東大阪市池之端町・いけのはたちよう

　　５７９-８０３３・大阪府東大阪市出雲井町・いずもいちよう

　　５７９-８０３４・大阪府東大阪市出雲井本町・いずもいほんまち

　　５７７-０００２・大阪府東大阪市稲田上町・いなだうえまち



　　５７７-０００４・大阪府東大阪市稲田新町・いなだしんまち

　　５７７-０００７・大阪府東大阪市稲田本町・いなだほんまち

　　５７７-０００３・大阪府東大阪市稲田三島町・いなだみしまちよう

　　５７８-０９２５・大阪府東大阪市稲葉・いなはﾞ

　　５７８-０９０３・大阪府東大阪市今米・いまごめ

　　５７８-０９４１・大阪府東大阪市岩田町・いわたちよう

　　５７８-０９４６・大阪府東大阪市瓜生堂・うりゆうどう

　　５７７-０８０９・大阪府東大阪市永和・えいわ

　　５７７-０８１７・大阪府東大阪市近江堂・おうみどう

　　５７７-０８２４・大阪府東大阪市大蓮東・ おおはすひがじ

　　５７７-０８２５・大阪府東大阪市大蓮南・おおはすみなみ

　　５７７-０８２６・大阪府東大阪市大蓮北・おおはすきた

　　５７７-０８３３・大阪府東大阪市柏田東町・かしたひがしまち

　　５７７-０８３４・大阪府東大阪市柏田本町・かしたほんまち

　　５７７-０８３５・大阪府東大阪市柏田西・ かしたにじ

　　５７７-０８２３・大阪府東大阪市金岡・かなおか

　　５７７-０８１５・大阪府東大阪市金物町・かなものちよう

　　５７８-０９０１・大阪府東大阪市加納・かのう

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

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

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

　　５７７-０８０６・大阪府東大阪市上小阪・かみこさか

　　５７９-８０５２・大阪府東大阪市上四条町・かみしじようちよう

　　５７９-８０６２・大阪府東大阪市上六万寺町・かみろくまんじちよう

　　５７８-０９０５・大阪府東大阪市川田・かわだ

　　５７９-８０４４・大阪府東大阪市河内町・かわちちよう

　　５７８-０９０２・大阪府東大阪市川中・かわなか

　　５７７-００６３・大阪府東大阪市川俣・かわまた

　　５７７-００６４・大阪府東大阪市川俣本町・かわまたほんまち

　　５７９-８０５８・大阪府東大阪市神田町・かんだちよう

　　５７７-０８４７・大阪府東大阪市岸田堂南町・きしだどうみなみまち

　　５７７-０８４６・大阪府東大阪市岸田堂北町・きしだどうきたまち

　　５７７-０８４８・大阪府東大阪市岸田堂西・ きしだどうにじ

　　５７７-０８２７・大阪府東大阪市衣摺・きずり

　　５７９-８０１５・大阪府東大阪市北石切町・きたいしきりちよう

　　５７８-０９７８・大阪府東大阪市北鴻池町・きたこうのいけちよう

　　５７９-８０４３・大阪府東大阪市客坊町・きやくほﾞうちよう

　　５７９-８０４１・大阪府東大阪市喜里川町・きりかわちよう

　　５７９-８００３・大阪府東大阪市日下町・くさかちよう

　　５７７-０００６・大阪府東大阪市楠根・くすね

　　５７７-０８２２・大阪府東大阪市源氏ケ丘・げんじがおか

　　５７８-０９７７・大阪府東大阪市鴻池徳庵町・こうのいけとくあんちよう

　　５７８-０９７１・大阪府東大阪市鴻池本町・こうのいけほんまち

　　５７８-０９７４・大阪府東大阪市鴻池元町・こうのいけもとまち

　　５７８-０９７２・大阪府東大阪市鴻池町・こうのいけちよう

　　５７７-０８０１・大阪府東大阪市小阪・こさか

　　５７７-０８０２・大阪府東大阪市小阪本町・こさかほんまち

　　５７９-８０４２・大阪府東大阪市五条町・ごじようちよう

　　５７７-０８３７・大阪府東大阪市寿町・ことぶきちよう

　　５７８-０９１５・大阪府東大阪市古箕輪・こみのわ

　　５７７-０８１８・大阪府東大阪市小若江・こわかえ

　　５７９-８０４７・大阪府東大阪市桜町・さくらまち

　　５７７-０８４９・大阪府東大阪市三ノ瀬・さんのせ

　　５７７-００５２・大阪府東大阪市新喜多・しぎた

　　５７９-８０５３・大阪府東大阪市四条町・しじようちよう

　　５７７-０００５・大阪府東大阪市七軒家・しちけんや

　　５７７-０８３６・大阪府東大阪市渋川町・しぶかわちよう

　　５７８-０９８１・大阪府東大阪市島之内・しまのうち

　　５７７-０８０３・大阪府東大阪市下小阪・しもこさか

　　５７９-８０６６・大阪府東大阪市下六万寺町・しもろくまんじちよう

　　５７７-０８３１・大阪府東大阪市俊徳町・しゆんとくちよう

　　５７９-８０４６・大阪府東大阪市昭和町・しようわちよう

　　５７９-８０６５・大阪府東大阪市新池島町・しんいけしまちよう

　　５７７-０８１３・大阪府東大阪市新上小阪・しんかみこさか

　　５７７-００２５・大阪府東大阪市新家・しんけ

　　５７７-００２７・大阪府東大阪市新家中町・しんけなかまち

　　５７７-００２６・大阪府東大阪市新家東町・しんけひがしまち

　　５７７-００２８・大阪府東大阪市新家西町・しんけにしまち

　　５７８-０９６７・大阪府東大阪市新鴻池町・しんこうのいけちよう

　　５７８-０９６３・大阪府東大阪市新庄・しんじよう



　　５７８-０９５１・大阪府東大阪市新庄東・ しんじようひがじ

　　５７８-０９６４・大阪府東大阪市新庄西・ しんじようにじ

　　５７８-０９５８・大阪府東大阪市新庄南・しんじようみなみ

　　５７９-８０３７・大阪府東大阪市新町・しんまち

　　５７９-８０５５・大阪府東大阪市末広町・すえひろちよう

　　５７８-０９１２・大阪府東大阪市角田・すみだ

　　５７９-８００１・大阪府東大阪市善根寺町・ぜんこんじちよう

　　５７７-０８４４・大阪府東大阪市太平寺・たいへいじ

　　５７７-００５３・大阪府東大阪市高井田・たかいだ

　　５７７-００６５・大阪府東大阪市高井田中・たかいだなか

　　５７７-００６６・大阪府東大阪市高井田本通・たかいだほんどおり

　　５７７-００５４・大阪府東大阪市高井田元町・たかいだもとまち

　　５７７-００６７・大阪府東大阪市高井田西・ たかいだにじ

　　５７９-８０３６・大阪府東大阪市鷹殿町・たかどのちよう

　　５７９-８０２５・大阪府東大阪市宝町・たからまち

　　５７９-８０２３・大阪府東大阪市立花町・たちはﾞなちよう

　　５７８-０９３２・大阪府東大阪市玉串町東・ たまくしちようひがじ

　　５７８-０９３４・大阪府東大阪市玉串町西・ たまくしちようにじ

　　５７８-０９３３・大阪府東大阪市玉串元町・たまくしもとまち

　　５７７-００５５・大阪府東大阪市長栄寺・ちようえいじ

　　５７７-００５６・大阪府東大阪市長堂・ちようどう

　　５７７-０８４５・大阪府東大阪市寺前町・てらまえちよう

　　５７７-０００１・大阪府東大阪市徳庵本町・とくあんほんまち

　　５７７-０８１６・大阪府東大阪市友井・ともい

　　５７９-８０３１・大阪府東大阪市豊浦町・とようらちよう

　　５７９-８０３５・大阪府東大阪市鳥居町・とりいちよう

　　５７９-８０１４・大阪府東大阪市中石切町・なかいしきりちよう

　　５７８-０９７５・大阪府東大阪市中鴻池町・なかこうのいけちよう

　　５７７-０８０４・大阪府東大阪市中小阪・なかこさか

　　５７８-０９１１・大阪府東大阪市中新開・なかしんかい

　　５７７-０８３２・大阪府東大阪市長瀬町・ながせちよう

　　５７７-００１５・大阪府東大阪市長田・ながた

　　５７７-００１４・大阪府東大阪市長田内介・ながたないすけ

　　５７７-００１３・大阪府東大阪市長田中・ながたなか

　　５７７-００１２・大阪府東大阪市長田東・ ながたひがじ

　　５７７-００１６・大阪府東大阪市長田西・ ながたにじ

　　５７８-０９１３・大阪府東大阪市中野・なかの

　　５７８-０９８５・大阪府東大阪市中野南・なかのみなみ

　　５７９-８０２４・大阪府東大阪市南荘町・なんそうちよう

　　５７９-８０１３・大阪府東大阪市西石切町・にしいしきりちよう

　　５７８-０９４７・大阪府東大阪市西岩田・にしいわた

　　５７７-０８１１・大阪府東大阪市西上小阪・にしかみこさか

　　５７８-０９７６・大阪府東大阪市西鴻池町・にしこうのいけちよう

　　５７７-００４２・大阪府東大阪市西堤・にしつﾞつみ

　　５７７-００４４・大阪府東大阪市西堤学園町・にしつﾞつみがくえんちよう

　　５７７-００４７・大阪府東大阪市西堤楠町・にしつﾞつみくすのきちよう

　　５７７-００４８・大阪府東大阪市西堤西・ にしつつみにじ

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

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

　　５７９-８０２１・大阪府東大阪市額田町・ぬかたちよう

　　５７９-８００４・大阪府東大阪市布市町・ぬのいちちよう

　　５７９-８０３８・大阪府東大阪市箱殿町・はこどのちよう

　　５７８-０９３１・大阪府東大阪市花園東町・はなぞのひがしまち

　　５７８-０９３６・大阪府東大阪市花園西町・はなぞのにしまち

　　５７８-０９３７・大阪府東大阪市花園本町・はなぞのほんまち

　　５７９-８０１１・大阪府東大阪市東石切町・ひがしいしきりちよう

　　５７７-０８１２・大阪府東大阪市東上小阪・ひがしかみこさか

　　５７８-０９７３・大阪府東大阪市東鴻池町・ひがしこうのいけちよう

　　５７９-８０３２・大阪府東大阪市東豊浦町・ひがしとようらちよう

　　５７９-８０２７・大阪府東大阪市東山町・ひがしやまちよう

　　５７８-０９８４・大阪府東大阪市菱江・ひしえ

　　５７８-０９４８・大阪府東大阪市菱屋東・ ひしやひがじ

　　５７７-０８０７・大阪府東大阪市菱屋西・ ひしやにじ

　　５７９-８０５１・大阪府東大阪市瓢箪山町・ひようたんやまちよう

　　５７７-００１７・大阪府東大阪市藤戸新田・ふじとしんでん

　　５７７-０８０５・大阪府東大阪市宝持・ほうじ

　　５７８-０９５３・大阪府東大阪市本庄・ほんじよう

　　５７８-０９５７・大阪府東大阪市本庄中・ほんじようなか

　　５７８-０９５２・大阪府東大阪市本庄東・ ほんじようひがじ

　　５７８-０９６５・大阪府東大阪市本庄西・ ほんじようにじ



　　５７９-８０４５・大阪府東大阪市本町・ほんまち

　　５７８-０９２２・大阪府東大阪市松原・まつはﾞら

　　５７８-０９２３・大阪府東大阪市松原南・まつはﾞらみなみ

　　５７７-００３２・大阪府東大阪市御厨・みくりや

　　５７７-００３６・大阪府東大阪市御厨栄町・みくりやさかえまち

　　５７７-００３５・大阪府東大阪市御厨中・みくりやなか

　　５７７-００３７・大阪府東大阪市御厨西ノ町・みくりやにしのちよう

　　５７７-００３３・大阪府東大阪市御厨東・ みくりやひがじ

　　５７７-００３４・大阪府東大阪市御厨南・みくりやみなみ

　　５７８-０９６６・大阪府東大阪市三島・みしま

　　５７８-０９２１・大阪府東大阪市水走・みずはい

　　５７７-０８１４・大阪府東大阪市南上小阪・みなみかみこさか

　　５７８-０９６１・大阪府東大阪市南鴻池町・みなみこうのいけちよう

　　５７９-８０５４・大阪府東大阪市南四条町・みなみしじようちよう

　　５７８-０９１４・大阪府東大阪市箕輪・みのわ

　　５７９-８０５７・大阪府東大阪市御幸町・みゆきちよう

　　５７９-８００５・大阪府東大阪市元町・もとまち

　　５７７-００６２・大阪府東大阪市森河内東・ もりかわちひがじ

　　５７７-００６１・大阪府東大阪市森河内西・ もりかわちにじ

　　５７９-８０２２・大阪府東大阪市山手町・やまてちよう

　　６３０-０２７２・大阪府東大阪市山手町（２０１７)・やまてちよう

　　６３０-０２７２・大阪府東大阪市山手町（２０１８)・やまてちよう

　　６３０-０２７２・大阪府東大阪市山手町（２０２７)・やまてちよう

　　６３０-０２７２・大阪府東大阪市山手町（２０２８)・やまてちよう

　　５７９-８０２６・大阪府東大阪市弥生町・やよいちよう

　　５７９-８０６３・大阪府東大阪市横小路町・よこしようじちよう

　　５７７-０８０８・大阪府東大阪市横沼町・よこぬまちよう

　　５７８-０９５４・大阪府東大阪市横枕・よこまくら

　　５７８-０９５６・大阪府東大阪市横枕西・ よこまくらにじ

　　５７８-０９５５・大阪府東大阪市横枕南・よこまくらみなみ

　　５７８-０９２４・大阪府東大阪市吉田・よした

　　５７８-０９８３・大阪府東大阪市吉田下島・よしたしもじま

　　５７８-０９８２・大阪府東大阪市吉田本町・よしたほんまち

　　５７８-０９０４・大阪府東大阪市吉原・よしはら

　　５７７-０８２１・大阪府東大阪市吉松・よしまつ

　　５７９-８０６１・大阪府東大阪市六万寺町・ろくまんじちよう

　　５７８-０９３５・大阪府東大阪市若江東町・わかえひがしまち

　　５７８-０９４３・大阪府東大阪市若江南町・わかえみなみまち

　　５７８-０９４５・大阪府東大阪市若江北町・わかえきたまち

　　５７８-０９４４・大阪府東大阪市若江西新町・わかえにししんまち

　　５７８-０９４２・大阪府東大阪市若江本町・わかえほんまち

　　５７９-８０５６・大阪府東大阪市若草町・わかくさちよう

　　５９０-０５００・大阪府泉南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９０-０５０１・大阪府泉南市兎田・うさいだ

　　５９０-０５３１・大阪府泉南市岡田・おかだ

　　５９０-０５２６・大阪府泉南市男里・おのさと

　　５９０-０５３２・大阪府泉南市北野・きたの

　　５９０-０５０３・大阪府泉南市新家・しんげ

　　５９０-０５０４・大阪府泉南市信達市場・しんだちいちはﾞ

　　５９０-０５２３・大阪府泉南市信達岡中・しんだちおかなか

　　５９０-０５０５・大阪府泉南市信達大苗代・しんだちおのしろ

　　５９０-０５１４・大阪府泉南市信達金熊寺・しんだちきんゆうじ

　　５９０-０５１３・大阪府泉南市信達楠畑・しんだちくすはﾞた

　　５９０-０５１１・大阪府泉南市信達葛畑・しんだちつずらはﾞた

　　５９０-０５２２・大阪府泉南市信達牧野・しんだちまきの

　　５９０-０５１５・大阪府泉南市信達六尾・しんだちむつお

　　５９０-０５１２・大阪府泉南市信達童子畑・しんだちわらつﾞはた

　　５４９-００２１・大阪府泉南市泉州空港南・せんしゆうくうこうみなみ

　　５９０-０５２１・大阪府泉南市樽井・たるい

　　５９０-０５３３・大阪府泉南市中小路・なこうじ

　　５９０-０５３４・大阪府泉南市鳴滝・なるたき

　　５９０-０５２５・大阪府泉南市馬場・はﾞはﾞ

　　５９０-０５２４・大阪府泉南市幡代・はたしろ

　　５９０-０５０２・大阪府泉南市別所・べつしよ

　　５９０-０５３５・大阪府泉南市りんくう南浜・りんくうみなみはま

　　５７５-００００・大阪府四條畷市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７５-００３４・大阪府四條畷市江瀬美町・えせびちよう

　　５７５-００１１・大阪府四條畷市逢阪・おうさか

　　５７５-０００４・大阪府四條畷市岡山（)・おかやま

　　５７５-０００２・大阪府四條畷市岡山（丁目）・おかやま



　　５７５-０００３・大阪府四條畷市岡山東・ おかやまひがじ

　　５７５-００１４・大阪府四條畷市上田原・かみたわら

　　５７５-００４５・大阪府四條畷市雁屋西町・かりやにしまち

　　５７５-００３６・大阪府四條畷市雁屋南町・かりやみなみまち

　　５７５-００３５・大阪府四條畷市雁屋北町・かりやきたまち

　　５７５-００４３・大阪府四條畷市北出町・きたでちよう

　　５７５-００６３・大阪府四條畷市清瀧・きよたき

　　５７５-００６２・大阪府四條畷市清滝新町・きよたきしんまち

　　５７５-００６１・大阪府四條畷市清滝中町・きよたきなかまち

　　５７５-００３２・大阪府四條畷市米崎町・こめざきちよう

　　５７５-００１５・大阪府四條畷市さつきケ丘・さつきがおか

　　５７５-００４１・大阪府四條畷市蔀屋新町・しとみやしんまち

　　５７５-００４２・大阪府四條畷市蔀屋本町・しとみやほんまち

　　５７５-００１２・大阪府四條畷市下田原・しもたわら

　　５７５-０００１・大阪府四條畷市砂・すな

　　５７５-００１３・大阪府四條畷市田原台・たわらだい

　　５７５-００２４・大阪府四條畷市塚脇町・つかわきちよう

　　５７５-００５３・大阪府四條畷市中野（)・なかの

　　５７５-００５２・大阪府四條畷市中野（丁目）・なかの

　　５７５-００５４・大阪府四條畷市中野新町・なかのしんまち

　　５７５-００５１・大阪府四條畷市中野本町・なかのほんまち

　　５７５-００２３・大阪府四條畷市楠公・なんこう

　　５７５-００５５・大阪府四條畷市西中野・にしなかの

　　５７５-００４４・大阪府四條畷市二丁通町・にちようどおりちよう

　　５７５-００３３・大阪府四條畷市美田町・みたちよう

　　５７５-００２２・大阪府四條畷市南野（)・みなみの

　　５７５-００２１・大阪府四條畷市南野（丁目）・みなみの

　　５７５-００１６・大阪府四條畷市緑風台・りよくふうだい

　　５７６-００００・大阪府交野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５７６-００６６・大阪府交野市青山・あおやま

　　５７６-００３４・大阪府交野市天野が原町・あまのがはらちよう

　　５７６-００５４・大阪府交野市幾野・いくの

　　５７６-００４２・大阪府交野市梅が枝・うめがえ

　　５７６-００３３・大阪府交野市私市（丁目）・きさいち

　　５７６-０００４・大阪府交野市私市（)・きさいち

　　５７６-００３２・大阪府交野市私市山手・きさいちやまて

　　５７６-００５２・大阪府交野市私部（丁目）・きさべ

　　５７６-０００２・大阪府交野市私部（)・きさべ

　　５７６-００４１・大阪府交野市私部西・ きさべにじ

　　５７６-００３５・大阪府交野市私部南・きさべみなみ

　　５７６-００５１・大阪府交野市倉治（丁目）・くらじ

　　５７６-０００１・大阪府交野市倉治（)・くらじ

　　５７６-００５３・大阪府交野市郡津・こうつﾞ

　　５７６-００６２・大阪府交野市神宮寺・じんぐうじ

　　５７６-００６３・大阪府交野市寺（丁目）・てら

　　５７６-０００６・大阪府交野市寺（)・てら

　　５７６-００６４・大阪府交野市寺南野・てらみなみの

　　５７６-００１３・大阪府交野市南星台・なんせいだい

　　５７６-００６１・大阪府交野市東倉治・ひがしくらじ

　　５７６-００２２・大阪府交野市藤が尾・ふじがお

　　５７６-０００３・大阪府交野市傍示・ほうじ

　　５７６-００１６・大阪府交野市星田（丁目）・ほしだ

　　５７６-００１１・大阪府交野市星田（)・ほしだ

　　５７６-００１４・大阪府交野市星田山手・ほしだやまて

　　５７６-００１５・大阪府交野市星田西・ ほしだにじ

　　５７６-００１７・大阪府交野市星田北・ほしだきた

　　５７６-００４３・大阪府交野市松塚・まつつﾞか

　　５７６-００２１・大阪府交野市妙見坂・みようけんざか

　　５７６-００１２・大阪府交野市妙見東・ みようけんひがじ

　　５７６-００６５・大阪府交野市向井田・むかいだ

　　５７６-０００５・大阪府交野市森・もり

　　５７６-００３１・大阪府交野市森南・もりみなみ

　　５７６-００３６・大阪府交野市森北・もりきた

　　５８９-００００・大阪府大阪狭山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８９-０００８・大阪府大阪狭山市池尻自由丘・いけじりじゆうがおか

　　５８９-０００７・大阪府大阪狭山市池尻中・いけじりなか

　　５８９-０００９・大阪府大阪狭山市池尻北・いけじりきた

　　５８９-００３１・大阪府大阪狭山市池之原・いけのはら

　　５８９-００２１・大阪府大阪狭山市今熊・いまくま

　　５８９-００３２・大阪府大阪狭山市岩室・いわむろ



　　５８９-００２３・大阪府大阪狭山市大野台・おおのだい

　　５８９-００１５・大阪府大阪狭山市大野中・おおのなか

　　５８９-００１４・大阪府大阪狭山市大野東・ おおのひがじ

　　５８９-００１６・大阪府大阪狭山市大野西・ おおのにじ

　　５８９-００１３・大阪府大阪狭山市茱萸木・くみのき

　　５８９-０００６・大阪府大阪狭山市金剛・こんごう

　　５８９-０００５・大阪府大阪狭山市狭山・さやま

　　５８９-００２２・大阪府大阪狭山市西山台・にしやまだい

　　５８９-００１１・大阪府大阪狭山市半田・はんだ

　　５８９-０００４・大阪府大阪狭山市東池尻・ひがしいけじり

　　５８９-００１２・大阪府大阪狭山市東茱萸木・ひがしくみのき

　　５８９-０００２・大阪府大阪狭山市東野中・ひがしのなか

　　５８９-０００３・大阪府大阪狭山市東野東・ ひがしのひがじ

　　５８９-０００１・大阪府大阪狭山市東野西・ ひがしのにじ

　　５８９-００３４・大阪府大阪狭山市山本中・やまもとなか

　　５８９-００３６・大阪府大阪狭山市山本東・ やまもとひがじ

　　５８９-００３３・大阪府大阪狭山市山本南・やまもとみなみ

　　５８９-００３５・大阪府大阪狭山市山本北・やまもときた

　　５９９-０２００・大阪府阪南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９９-０２２１・大阪府阪南市石田・いしだ

　　５９９-０２１３・大阪府阪南市和泉鳥取・いずみとつとり

　　５９９-０２０１・大阪府阪南市尾崎町・おざきちよう

　　５９９-０２３１・大阪府阪南市貝掛・かいかけ

　　５９９-０２０３・大阪府阪南市黒田・くろだ

　　５９９-０２２２・大阪府阪南市桑畑・くわはﾞた

　　５９９-０２２３・大阪府阪南市光陽台・こうようだい

　　５９９-０２１５・大阪府阪南市さつき台・さつきだい

　　５９９-０２１２・大阪府阪南市自然田・じねんだ

　　５９９-０２０２・大阪府阪南市下出・しもいで

　　５９９-０２０５・大阪府阪南市新町・しんまち

　　５９９-０２３４・大阪府阪南市淡輪・たんのわ

　　５９９-０２０４・大阪府阪南市鳥取・とつとり

　　５９９-０２１１・大阪府阪南市鳥取中・とつとりなか

　　５９９-０２２５・大阪府阪南市鳥取三井・とつとりみつい

　　５９９-０２３２・大阪府阪南市箱作・はこつくり

　　５９９-０２３５・大阪府阪南市箱の浦・はこのうら

　　５９９-０２２４・大阪府阪南市舞・まい

　　５９９-０２１６・大阪府阪南市緑ケ丘・みどりがおか

　　５９９-０２３３・大阪府阪南市南山中・みなみやまなか

　　５９９-０２３６・大阪府阪南市桃の木台・もものきだい

　　５９９-０２１４・大阪府阪南市山中渓・やまなかだに

　　６１８-００００・大阪府三島郡島本町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６１８-００１５・大阪府三島郡島本町青葉・あおはﾞ

　　６１８-００１３・大阪府三島郡島本町江川・えがわ

　　６１８-０００４・大阪府三島郡島本町大沢・おおさわ

　　６１８-００２２・大阪府三島郡島本町桜井・さくらい

　　６１８-００２３・大阪府三島郡島本町桜井台・さくらいだい

　　６１８-０００３・大阪府三島郡島本町尺代・しやくだい

　　６１８-００１２・大阪府三島郡島本町高浜・たかはま

　　６１８-０００２・大阪府三島郡島本町東大寺・とうだいじ

　　６１８-００２１・大阪府三島郡島本町百山・ひやくやま

　　６１８-００１１・大阪府三島郡島本町広瀬・ひろせ

　　６１８-００１４・大阪府三島郡島本町水無瀬・みなせ

　　６１８-０００１・大阪府三島郡島本町山崎・やまざき

　　６１８-００２４・大阪府三島郡島本町若山台・わかやまだい

　　５６３-０１００・大阪府豊能郡豊能町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６３-０２１７・大阪府豊能郡豊能町川尻・かわしり

　　５６３-０２１５・大阪府豊能郡豊能町木代・きしろ

　　５６３-０２１４・大阪府豊能郡豊能町希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　５６３-０２１３・大阪府豊能郡豊能町切畑・きりはた

　　５６３-０１０４・大阪府豊能郡豊能町光風台・こうふうだい

　　５６３-０１０５・大阪府豊能郡豊能町新光風台・しんこうふうだい

　　５６３-０２１６・大阪府豊能郡豊能町高山・たかやま

　　５６３-０２１２・大阪府豊能郡豊能町寺田・てらだ

　　５６３-０１０２・大阪府豊能郡豊能町ときわ台・ときわだい

　　５６３-０２１８・大阪府豊能郡豊能町野間口・のまぐち

　　５６３-０１０３・大阪府豊能郡豊能町東ときわ台・ひがしときわだい

　　５６３-０２１１・大阪府豊能郡豊能町牧・まき

　　５６３-０１０１・大阪府豊能郡豊能町吉川・よしかわ

　　５６３-０２１９・大阪府豊能郡豊能町余野・よの



　　５６３-０３００・大阪府豊能郡能勢町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５６３-０３６３・大阪府豊能郡能勢町稲地・いなじ

　　５６３-０３６１・大阪府豊能郡能勢町今西・ いまにじ

　　５６３-０３６５・大阪府豊能郡能勢町上杉・うえすぎ

　　５６３-０３５２・大阪府豊能郡能勢町大里・おおざと

　　５６３-０３５３・大阪府豊能郡能勢町柏原・かしはら

　　５６３-０３５４・大阪府豊能郡能勢町片山・かたやま

　　５６３-０１２２・大阪府豊能郡能勢町上田尻・かみたじり

　　５６３-０１１３・大阪府豊能郡能勢町倉垣・くらがき

　　５６３-０３５１・大阪府豊能郡能勢町栗栖・くるす

　　５６３-０３６７・大阪府豊能郡能勢町神山・こやま

　　５６３-０１２１・大阪府豊能郡能勢町地黄・じおう

　　５６３-０１２３・大阪府豊能郡能勢町下田尻・しもたじり

　　５６３-０３５５・大阪府豊能郡能勢町下田・しもだ

　　５６３-０３４１・大阪府豊能郡能勢町宿野・しゆくの

　　５６３-０１１２・大阪府豊能郡能勢町杉原・すぎはら

　　５６３-０３６６・大阪府豊能郡能勢町垂水・たるみ

　　５６３-０３７１・大阪府豊能郡能勢町天王・てんのう

　　５６３-０３６８・大阪府豊能郡能勢町長谷・ながたに

　　５６３-０１３３・大阪府豊能郡能勢町野間稲地・のまいなじ

　　５６３-０１３１・大阪府豊能郡能勢町野間大原・のまおおはら

　　５６３-０１３４・大阪府豊能郡能勢町野間出野・のましゆつの

　　５６３-０１３２・大阪府豊能郡能勢町野間中・のまなか

　　５６３-０１３５・大阪府豊能郡能勢町野間西山・のまにしやま

　　５６３-０３５６・大阪府豊能郡能勢町平通・ひらどおり

　　５６３-０３６４・大阪府豊能郡能勢町平野・ひらの

　　５６３-０３６２・大阪府豊能郡能勢町森上・もりがみ

　　５６３-０１１４・大阪府豊能郡能勢町山内・やまうち

　　５６３-０３７３・大阪府豊能郡能勢町山田・やまだ

　　５６３-０３７２・大阪府豊能郡能勢町山辺・やまべ

　　５６３-０１１１・大阪府豊能郡能勢町吉野・よしの

　　５９５-００００・大阪府泉北郡忠岡町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９５-０８０３・大阪府泉北郡忠岡町北出・きたいで

　　５９５-０８０２・大阪府泉北郡忠岡町高月南・たかつきみなみ

　　５９５-０８０１・大阪府泉北郡忠岡町高月北・たかつききた

　　５９５-０８１２・大阪府泉北郡忠岡町忠岡中・ただおかなか

　　５９５-０８０５・大阪府泉北郡忠岡町忠岡東・ ただおかひがじ

　　５９５-０８１３・大阪府泉北郡忠岡町忠岡南・ただおかみなみ

　　５９５-０８１１・大阪府泉北郡忠岡町忠岡北・ただおかきた

　　５９５-０８１４・大阪府泉北郡忠岡町新浜・にいはま

　　５９５-０８０４・大阪府泉北郡忠岡町馬瀬・まぜ

　　５９０-０４００・大阪府泉南郡熊取町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９０-０４０７・大阪府泉南郡熊取町青葉台・あおはﾞだい

　　５９０-０４５８・大阪府泉南郡熊取町朝代西・ あさしろにじ

　　５９０-０４５７・大阪府泉南郡熊取町朝代東・ あさしろひがじ

　　５９０-０４５９・大阪府泉南郡熊取町朝代台・あさしろだい

　　５９０-０４０１・大阪府泉南郡熊取町大久保・おおくほﾞ

　　５９０-０４０２・大阪府泉南郡熊取町大久保北・おおくほﾞきた

　　５９０-０４０３・大阪府泉南郡熊取町大久保中・おおくほﾞなか

　　５９０-０４０４・大阪府泉南郡熊取町大久保西・ おおくほﾞにじ

　　５９０-０４０６・大阪府泉南郡熊取町大久保東・ おおくほﾞひがじ

　　５９０-０４０５・大阪府泉南郡熊取町大久保南・おおくほﾞみなみ

　　５９０-０４５０・大阪府泉南郡熊取町大宮・おおみや

　　５９０-０４３２・大阪府泉南郡熊取町小垣内・おがいと

　　５９０-０４３１・大阪府泉南郡熊取町小谷・おだに

　　５９０-０４３４・大阪府泉南郡熊取町小谷北・おだにきた

　　５９０-０４３５・大阪府泉南郡熊取町小谷南・おだにみなみ

　　５９０-０４２２・大阪府泉南郡熊取町希望が丘・きほﾞうがおか

　　５９０-０４４１・大阪府泉南郡熊取町久保・くほﾞ

　　５９０-０４３６・大阪府泉南郡熊取町高田・こうだ

　　５９０-０４１１・大阪府泉南郡熊取町五門・ごもん

　　５９０-０４１５・大阪府泉南郡熊取町五門西・ ごもんにじ

　　５９０-０４１４・大阪府泉南郡熊取町五門東・ ごもんひがじ

　　５９０-０４１２・大阪府泉南郡熊取町紺屋・こんや

　　５９０-０４１３・大阪府泉南郡熊取町桜が丘・さくらがおか

　　５９０-０４４５・大阪府泉南郡熊取町五月ケ丘・さつきがおか

　　５９０-０４２１・大阪府泉南郡熊取町七山・しちやま

　　５９０-０４２５・大阪府泉南郡熊取町七山東・ しちやまひがじ

　　５９０-０４２７・大阪府泉南郡熊取町七山西・ しちやまにじ

　　５９０-０４２６・大阪府泉南郡熊取町七山南・しちやまみなみ



　　５９０-０４２４・大阪府泉南郡熊取町七山北・しちやまきた

　　５９０-０４２３・大阪府泉南郡熊取町自由が丘・じゆうがおか

　　５９０-０４５４・大阪府泉南郡熊取町新野田・しんのだ

　　５９０-０４４４・大阪府泉南郡熊取町つばさが丘北・つはﾞさがおかきた

　　５９０-０４４３・大阪府泉南郡熊取町つばさが丘西・ つはﾞさがおかにじ

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

　　５９０-０４１６・大阪府泉南郡熊取町東和苑・とうわえん

　　５９０-０４５５・大阪府泉南郡熊取町長池・ながいけ

　　５９０-０４４７・大阪府泉南郡熊取町成合東・ なりあいひがじ

　　５９０-０４４９・大阪府泉南郡熊取町成合西・ なりあいにじ

　　５９０-０４４８・大阪府泉南郡熊取町成合南・なりあいみなみ

　　５９０-０４４６・大阪府泉南郡熊取町成合北・なりあいきた

　　５９０-０４５１・大阪府泉南郡熊取町野田・のだ

　　５９０-０４５６・大阪府泉南郡熊取町美熊台・みくまだい

　　５９０-０４５３・大阪府泉南郡熊取町南山の手台・みなみやまのてだい

　　５９０-０４５２・大阪府泉南郡熊取町山の手台・やまのてだい

　　５９０-０４３３・大阪府泉南郡熊取町若葉・わかはﾞ

　　５９０-０４１７・大阪府泉南郡熊取町和田・わだ

　　５９８-００００・大阪府泉南郡田尻町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９８-００９１・大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺・かしようじ

　　５４９-００１１・大阪府泉南郡田尻町泉州空港中・せんしゆうくうこうなか

　　５９８-００９２・大阪府泉南郡田尻町吉見・よしみ

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

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

　　５９９-０３００・大阪府泉南郡岬町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５９９-０３０２・大阪府泉南郡岬町孝子・ きようじ

　　５９９-０３１４・大阪府泉南郡岬町多奈川小島・たながわこしま

　　５９９-０３１１・大阪府泉南郡岬町多奈川谷川・たながわたにがわ

　　５９９-０３１２・大阪府泉南郡岬町多奈川東畑・たながわひがしはﾞた

　　５９９-０３１３・大阪府泉南郡岬町多奈川西畑・たながわにしはﾞた

　　５９９-０３０１・大阪府泉南郡岬町淡輪・たんのわ

　　５９９-０３０４・大阪府泉南郡岬町望海坂・のぞみざか

　　５９９-０３０３・大阪府泉南郡岬町深日・ふけ

　　５８３-００００・大阪府南河内郡太子町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８３-０９９１・大阪府南河内郡太子町春日・かすが

　　５８３-０９９６・大阪府南河内郡太子町聖和台・せいわだい

　　５８３-０９９５・大阪府南河内郡太子町太子・ たいじ

　　５８３-０９９３・大阪府南河内郡太子町畑・はた

　　５８３-０９９４・大阪府南河内郡太子町葉室・はむろ

　　５８３-０９９２・大阪府南河内郡太子町山田・やまだ

　　５８５-００００・大阪府南河内郡河南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５８５-０００２・大阪府南河内郡河南町一須賀・いちすか

　　５８５-００１２・大阪府南河内郡河南町加納・かのう

　　５８５-００２４・大阪府南河内郡河南町上河内・かみかわち

　　５８５-００３５・大阪府南河内郡河南町寛弘寺・かんこうじ

　　５８５-００３４・大阪府南河内郡河南町神山・こうやま

　　５８５-００２５・大阪府南河内郡河南町さくら坂・さくらざか

　　５８５-００２７・大阪府南河内郡河南町さくら坂南・さくらざかみなみ

　　５８５-００２３・大阪府南河内郡河南町下河内・しもかわち

　　５８５-００１４・大阪府南河内郡河南町白木・しらき

　　５８５-００２６・大阪府南河内郡河南町鈴美台・すずみだい

　　５８５-００３３・大阪府南河内郡河南町芹生谷・せりゆうたに

　　５８５-０００３・大阪府南河内郡河南町大ケ塚・だいがつか

　　５８５-０００５・大阪府南河内郡河南町大宝・だいほう

　　５８５-００１１・大阪府南河内郡河南町寺田・てらだ

　　５８５-００３１・大阪府南河内郡河南町中・なか

　　５８５-０００６・大阪府南河内郡河南町葉室・はむろ

　　５８５-０００１・大阪府南河内郡河南町東山・ひがしやま

　　５８５-００１３・大阪府南河内郡河南町平石・ ひらいじ

　　５８５-００２２・大阪府南河内郡河南町弘川・ひろかわ

　　５８５-００３２・大阪府南河内郡河南町馬谷・まだに

　　５８５-００２１・大阪府南河内郡河南町持尾・もちお

　　５８５-０００４・大阪府南河内郡河南町山城・やましろ

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

　　５８５-００５５・大阪府南河内郡千早赤阪村東阪・あずまざか

　　５８５-００４５・大阪府南河内郡千早赤阪村川野辺・かわのべ

　　５８５-００４３・大阪府南河内郡千早赤阪村桐山・きりやま

　　５８５-００５３・大阪府南河内郡千早赤阪村小吹・こぶき

　　５８５-００４１・大阪府南河内郡千早赤阪村水分・すいぶん

　　５８５-００５１・大阪府南河内郡千早赤阪村千早・ちはや



　　５８５-００５２・大阪府南河内郡千早赤阪村中津原・なかつはら

　　５８５-００４２・大阪府南河内郡千早赤阪村二河原辺・にがらべ

　　５８５-００４４・大阪府南河内郡千早赤阪村森屋・もりや

　　５８５-００５４・大阪府南河内郡千早赤阪村, 吉年"・ よどじ

　　８４９-００００・佐賀県佐賀市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４０-０８１２・佐賀県佐賀市愛敬町・あいけいちよう

　　８４０-００４２・佐賀県佐賀市赤松町・あかまつまち

　　８４０-００５３・佐賀県佐賀市朝日町・あさひまち

　　８４０-０８４４・佐賀県佐賀市伊勢町・いせまち

　　８４０-００５２・佐賀県佐賀市今宿町・いましゆくまち

　　８４０-０８０１・佐賀県佐賀市駅前中央・えきまえちゆうおう

　　８４０-０８１６・佐賀県佐賀市駅南本町・えきみなみほんまち

　　８４０-０８１１・佐賀県佐賀市大財・おおたから

　　８４０-０８０２・佐賀県佐賀市大財北町・おおたからきたまち

　　８４０-００２１・佐賀県佐賀市鬼丸町・おにまるちよう

　　８４９-０９３３・佐賀県佐賀市卸本町・おろしほんまち

　　８４９-０９３４・佐賀県佐賀市開成・かいせい

　　８４０-０８６２・佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町・かせまちおうぎまち

　　８４０-０８６４・佐賀県佐賀市嘉瀬町荻野・かせまちおぎの

　　８４０-０８６３・佐賀県佐賀市嘉瀬町十五・かせまちじゆうご

　　８４０-０８６１・佐賀県佐賀市嘉瀬町中原・かせまちなかはﾞる

　　８４０-０８０６・佐賀県佐賀市神園・かみぞの

　　８４０-２２１２・佐賀県佐賀市川副町犬井道・かわそえまちいぬいどう

　　８４０-２２１１・佐賀県佐賀市川副町大詫間・かわそえまちおおだくま

　　８４０-２２１３・佐賀県佐賀市川副町鹿江・かわそえまちかのえ

　　８４０-２２１４・佐賀県佐賀市川副町小々森・かわそえまちこごもり

　　８４０-２２０５・佐賀県佐賀市川副町南里・かわそえまちなんり

　　８４０-２２０４・佐賀県佐賀市川副町西古賀・かわそえまちにしこが

　　８４０-２２０３・佐賀県佐賀市川副町早津江・かわそえまちはやつえ

　　８４０-２２０２・佐賀県佐賀市川副町早津江津・かわそえまちはやつえつ

　　８４０-２２０１・佐賀県佐賀市川副町福富・かわそえまちふくどみ

　　８４０-０８４３・佐賀県佐賀市川原町・かわはらまち

　　８４０-００１１・佐賀県佐賀市北川副町江上・きたかわそえまちえがみ

　　８４０-００１３・佐賀県佐賀市北川副町新郷・きたかわそえまちしんごう

　　８４０-００１２・佐賀県佐賀市北川副町光法・きたかわそえまちみつのり

　　８４０-００１５・佐賀県佐賀市木原・きはら

　　８４９-０９０６・佐賀県佐賀市金立町金立・きんりゆうまちきんりゆう

　　８４９-０９０５・佐賀県佐賀市金立町千布・きんりゆうまちちふ

　　８４９-０９０４・佐賀県佐賀市金立町薬師丸・きんりゆうまちやくしまる

　　８４９-０９０２・佐賀県佐賀市久保泉町上和泉・くほﾞいずみまちかみいずみ

　　８４９-０９０１・佐賀県佐賀市久保泉町川久保・くほﾞいずみまちかわくほﾞ

　　８４９-０９０３・佐賀県佐賀市久保泉町下和泉・くほﾞいずみまちしもいずみ

　　８４９-０２０５・佐賀県佐賀市久保田町江戸・くほﾞたちようえど

　　８４９-０２０４・佐賀県佐賀市久保田町久保田・くほﾞたちようくほﾞた

　　８４９-０２０３・佐賀県佐賀市久保田町新田・くほﾞたちようしんでん

　　８４９-０２０１・佐賀県佐賀市久保田町徳万・くほﾞたちようとくまん

　　８４９-０２０２・佐賀県佐賀市久保田町久富・くほﾞたちようひさどみ

　　８４０-０８０４・佐賀県佐賀市神野東・ こうのひがじ

　　８４０-０８０５・佐賀県佐賀市神野西・ こうのにじ

　　８４０-０００８・佐賀県佐賀市巨勢町牛島・こせまちうしじま

　　８４０-０００７・佐賀県佐賀市巨勢町高尾・こせまちたかお

　　８４０-０００１・佐賀県佐賀市巨勢町修理田・こせまちしゆりた

　　８４０-０００６・佐賀県佐賀市巨勢町東西・こせまちとうざい

　　８４０-０８２４・佐賀県佐賀市呉服元町・ごふくもとまち

　　８４０-００５６・佐賀県佐賀市紺屋町・こんやまち

　　８４０-００５５・佐賀県佐賀市材木・ざいもく

　　８４０-０８０３・佐賀県佐賀市栄町・さかえまち

　　８４０-００４４・佐賀県佐賀市道祖元町・さやのもとまち

　　８４０-００３１・佐賀県佐賀市下田町・しもだまち

　　８４０-０８５５・佐賀県佐賀市昭栄町・しようえいまち

　　８４０-００４１・佐賀県佐賀市城内・じようない

　　８４０-００４３・佐賀県佐賀市精町・しらげまち

　　８４０-０８２６・佐賀県佐賀市白山・しらやま

　　８４０-０８５９・佐賀県佐賀市新栄西・ しんえいにじ

　　８４０-０８５０・佐賀県佐賀市新栄東・ しんえいひがじ

　　８４０-００１７・佐賀県佐賀市新郷本町・しんごうほんまち

　　８４０-０８５６・佐賀県佐賀市新生町・しんせいまち

　　８４９-０９２４・佐賀県佐賀市新中町・しんなかまち

　　８４０-００３２・佐賀県佐賀市末広・すえひろ

　　８４０-０８１４・佐賀県佐賀市成章町・せいしようまち



　　８４９-０９２７・佐賀県佐賀市高木瀬団地・たかきせだんち

　　８４９-０９２２・佐賀県佐賀市高木瀬東・ たかきせひがじ

　　８４９-０９２１・佐賀県佐賀市高木瀬西・ たかきせにじ

　　８４９-０９１７・佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬・たかきせまちながせ

　　８４９-０９１６・佐賀県佐賀市高木瀬町東高木・たかきせまちひがしたかぎ

　　８４０-０８２２・佐賀県佐賀市高木町・たかぎまち

　　８４０-００５１・佐賀県佐賀市田代・たしろ

　　８４０-０８４２・佐賀県佐賀市多布施・たふせ

　　８４０-０８２５・佐賀県佐賀市中央本町・ちゆうおうほんまち

　　８４０-０８１５・佐賀県佐賀市天神・てんじん

　　８４０-０８５１・佐賀県佐賀市天祐・てんゆう

　　８４０-０８５８・佐賀県佐賀市天祐団地・てんゆうだんち

　　８４０-０８１３・佐賀県佐賀市唐人・とうじん

　　８４０-０８５２・佐賀県佐賀市中折町・なかおれまち

　　８４０-０８３３・佐賀県佐賀市中の小路・なかのこうじ

　　８４０-００２２・佐賀県佐賀市中の館町・なかのたてまち

　　８４０-０８５３・佐賀県佐賀市長瀬町・ながせまち

　　８４９-０９３７・佐賀県佐賀市鍋島・なべしま

　　８４９-０９３１・佐賀県佐賀市鍋島町蛎久・なべしままちかきひさ

　　８４９-０９３８・佐賀県佐賀市鍋島町鍋島・なべしままちなべしま

　　８４９-０９３６・佐賀県佐賀市鍋島町森田・なべしままちもりた

　　８４０-０８５７・佐賀県佐賀市鍋島町八戸・なべしままちやえ

　　８４９-０９３２・佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝・なべしままちやえみぞ

　　８４０-００４６・佐賀県佐賀市西魚町・にしうおまち

　　８４０-００４５・佐賀県佐賀市西田代・にしたしろ

　　８４０-００３５・佐賀県佐賀市西与賀町今津・にしよかまちいまつﾞ

　　８４０-００３７・佐賀県佐賀市西与賀町相応津・にしよかまちそうおうつ

　　８４０-００３４・佐賀県佐賀市西与賀町厘外・にしよかまちりんげ

　　８４０-００３６・佐賀県佐賀市西与賀町高太郎・にしよかまちたかたろう

　　８４０-０００５・佐賀県佐賀市蓮池町蓮池・はすいけまちはすいけ

　　８４０-０００３・佐賀県佐賀市蓮池町古賀・はすいけまちこが

　　８４０-０００４・佐賀県佐賀市蓮池町小松・はすいけまちこまつ

　　８４０-０００２・佐賀県佐賀市蓮池町見島・はすいけまちみしま

　　８４０-０８３４・佐賀県佐賀市八幡小路・はちまんこうじ

　　８４９-０９２５・佐賀県佐賀市八丁畷町・はつちようなわてまち

　　８４０-００３３・佐賀県佐賀市光・ひかり

　　８４０-０８２１・佐賀県佐賀市東佐賀町・ひがしさがまち

　　８４０-２２２３・佐賀県佐賀市東与賀町飯盛・ひがしよかちよういさがい

　　８４０-２２２１・佐賀県佐賀市東与賀町下古賀・ひがしよかちようしもこが

　　８４０-２２２２・佐賀県佐賀市東与賀町田中・ひがしよかちようたなか

　　８４９-０９２３・佐賀県佐賀市日の出・ひので

　　８４９-０９１２・佐賀県佐賀市兵庫町瓦町・ひようごまちかわらまち

　　８４９-０９１５・佐賀県佐賀市兵庫町藤木・ひようごまちふじのき

　　８４９-０９１４・佐賀県佐賀市兵庫町西渕・ひようごまちにしぶち

　　８４９-０９１３・佐賀県佐賀市兵庫町渕・ひようごまちふち

　　８４９-０９１１・佐賀県佐賀市兵庫町若宮・ひようごまちわかみや

　　８４９-０９１９・佐賀県佐賀市兵庫北・ひようごきた

　　８４９-０９１８・佐賀県佐賀市兵庫南・ひようごみなみ

　　８４０-０５０３・佐賀県佐賀市富士町市川・ふじちよういちかわ

　　８４０-０５１４・佐賀県佐賀市富士町内野・ふじちよううちの

　　８４０-０５１６・佐賀県佐賀市富士町梅野・ふじちよううめの

　　８４０-０５３３・佐賀県佐賀市富士町大串・ ふじちようおおくじ

　　８４０-０５３２・佐賀県佐賀市富士町大野・ふじちようおおの

　　８４０-０５２１・佐賀県佐賀市富士町小副川・ふじちようおそえがわ

　　８４０-０５１１・佐賀県佐賀市富士町鎌原・ふじちようかまはﾞる

　　８４０-０５４５・佐賀県佐賀市富士町上合瀬・ふじちようかみおおせ

　　８４０-０５１２・佐賀県佐賀市富士町上熊川・ふじちようかみくまかわ

　　８４０-０５３６・佐賀県佐賀市富士町上無津呂・ふじちようかみむつろ

　　８４０-０５３１・佐賀県佐賀市富士町栗並・ふじちようくりなみ

　　８４０-０５４３・佐賀県佐賀市富士町古場・ふじちようこはﾞ

　　８４０-０５４４・佐賀県佐賀市富士町下合瀬・ふじちようしもおおせ

　　８４０-０５１３・佐賀県佐賀市富士町下熊川・ふじちようしもくまかわ

　　８４０-０５３５・佐賀県佐賀市富士町下無津呂・ふじちようしもむつろ

　　８４０-０５０２・佐賀県佐賀市富士町杉山・ふじちようすぎやま

　　８４０-０５４１・佐賀県佐賀市富士町関屋・ふじちようせきや

　　８４０-０５０４・佐賀県佐賀市富士町苣木・ふじちようちやのき

　　８４０-０５３４・佐賀県佐賀市富士町中原・ふじちようなかはﾞる

　　８４０-０５２２・佐賀県佐賀市富士町畑瀬・ふじちようはたせ

　　８４０-０５４２・佐賀県佐賀市富士町藤瀬・ふじちようふじせ

　　８４０-０５０１・佐賀県佐賀市富士町古湯・ふじちようふるゆ



　　８４０-０５１５・佐賀県佐賀市富士町松瀬・ふじちようまつせ

　　８４０-０５３７・佐賀県佐賀市富士町麻那古・ふじちようまなご

　　８４０-０８３２・佐賀県佐賀市堀川町・ほりかわちよう

　　８４０-００２５・佐賀県佐賀市本庄町鹿子・ほんじようまちかのこ

　　８４０-００２７・佐賀県佐賀市本庄町本庄・ほんじようまちほんじよう

　　８４０-００２６・佐賀県佐賀市本庄町正里・ほんじようまちしようり

　　８４０-００２４・佐賀県佐賀市本庄町末次・ほんじようまちすえつぐ

　　８４０-００２３・佐賀県佐賀市本庄町袋・ほんじようまちふくろ

　　８４０-０８３１・佐賀県佐賀市松原・まつはﾞら

　　８４０-００５４・佐賀県佐賀市水ケ江・みずがえ

　　８４２-０３０２・佐賀県佐賀市三瀬村藤原・みつせむらふじはﾞる

　　８４２-０３０１・佐賀県佐賀市三瀬村三瀬・みつせむらみつせ

　　８４２-０３０３・佐賀県佐賀市三瀬村杠・みつせむらゆずりは

　　８４０-０８４１・佐賀県佐賀市緑小路・みどりこうじ

　　８４０-００１６・佐賀県佐賀市南佐賀・みなみさが

　　８４０-２１０１・佐賀県佐賀市諸富町大堂・もろどみちようおおどう

　　８４０-２１０２・佐賀県佐賀市諸富町為重・もろどみちようためしげ

　　８４０-２１０３・佐賀県佐賀市諸富町寺井津・もろどみちようてらいつ

　　８４０-２１０４・佐賀県佐賀市諸富町徳富・もろどみちようとくどみ

　　８４０-２１０５・佐賀県佐賀市諸富町諸富津・もろどみちようもろどみつ

　　８４０-２１０６・佐賀県佐賀市諸富町山領・もろどみちようやまりよう

　　８４０-０８５４・佐賀県佐賀市八戸・やえ

　　８４９-０９３５・佐賀県佐賀市八戸溝・やえみぞ

　　８４０-０８２３・佐賀県佐賀市柳町・やなぎまち

　　８４０-０２１２・佐賀県佐賀市大和町池上・やまとちよういけのうえ

　　８４０-０２０３・佐賀県佐賀市大和町梅野・やまとちよううめの

　　８４０-０２１４・佐賀県佐賀市大和町川上・やまとちようかわかみ

　　８４０-０２０２・佐賀県佐賀市大和町久池井・やまとちようくちい

　　８４０-０２１３・佐賀県佐賀市大和町久留間・やまとちようくるま

　　８４０-０２０５・佐賀県佐賀市大和町名尾・やまとちようなお

　　８４０-０２０１・佐賀県佐賀市大和町尼寺・やまとちようにいじ

　　８４０-０２１５・佐賀県佐賀市大和町八反原・やまとちようはつたはﾞる

　　８４０-０２１１・佐賀県佐賀市大和町東山田・やまとちようひがしやまだ

　　８４０-０２０４・佐賀県佐賀市大和町松瀬・やまとちようまつせ

　　８４０-００４７・佐賀県佐賀市与賀町・よかまち

　　８４０-０８４５・佐賀県佐賀市六座町・ろくざまち

　　８４９-０９２８・佐賀県佐賀市若楠・わかくす

　　８４９-０９２６・佐賀県佐賀市若宮・わかみや

　　８４７-００００・佐賀県唐津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４７-０８２３・佐賀県唐津市旭が丘・あさひがおか

　　８４７-０８４１・佐賀県唐津市朝日町・あさひまち

　　８４７-０８３２・佐賀県唐津市石志・ いしじ

　　８４７-００４２・佐賀県唐津市魚屋町・うおやまち

　　８４７-００２５・佐賀県唐津市宇木・うき

　　８４７-０８０４・佐賀県唐津市後川内・うしろがわち

　　８４７-０１２４・佐賀県唐津市浦・うら

　　８４７-０８５３・佐賀県唐津市江川町・えがわまち

　　８４７-０１２３・佐賀県唐津市枝去木・えざるき

　　８４７-０１３２・佐賀県唐津市相賀・おうか

　　８４９-３２２３・佐賀県唐津市相知町伊岐佐・おうちちよういきさ

　　８４９-３２０１・佐賀県唐津市相知町相知・おうちちようおうち

　　８４９-３２２１・佐賀県唐津市相知町大野・おうちちようおおの

　　８４９-３２１５・佐賀県唐津市相知町楠・おうちちようくす

　　８４９-３２３２・佐賀県唐津市相知町久保・おうちちようくほﾞ

　　８４９-３２２２・佐賀県唐津市相知町黒岩・おうちちようくろいわ

　　８４９-３２３３・佐賀県唐津市相知町佐里・おうちちようさり

　　８４９-３２１１・佐賀県唐津市相知町千束・おうちちようせんぞく

　　８４９-３２１４・佐賀県唐津市相知町田頭・おうちちようたがしら

　　８４９-３２１９・佐賀県唐津市相知町鷹取・おうちちようたかとり

　　８４９-３２１６・佐賀県唐津市相知町町切・おうちちようちようぎり

　　８４９-３２１７・佐賀県唐津市相知町長部田・おうちちようながへた

　　８４９-３２１８・佐賀県唐津市相知町中山・おうちちようなかやま

　　８４９-３２０３・佐賀県唐津市相知町平山上・おうちちようひらやまかみ

　　８４９-３２０２・佐賀県唐津市相知町平山下・おうちちようひらやましも

　　８４９-３２３１・佐賀県唐津市相知町牟田部・おうちちようむたべ

　　８４９-３２２４・佐賀県唐津市相知町山崎・おうちちようやまさき

　　８４９-３２１３・佐賀県唐津市相知町湯屋・おうちちようゆや

　　８４９-３２１２・佐賀県唐津市相知町横枕・おうちちようよこまくら

　　８４７-００６６・佐賀県唐津市大石町・おおいしまち

　　８４７-０８７３・佐賀県唐津市海岸通・かいがんどおり



　　８４７-００２２・佐賀県唐津市鏡・かがみ

　　８４７-００２８・佐賀県唐津市鏡新開・かがみしんかい

　　８４７-００６５・佐賀県唐津市水主町・かこまち

　　８４７-００２６・佐賀県唐津市柏崎・かしわざき

　　８４７-０１３１・佐賀県唐津市神集島・かしわじま

　　８４７-００５５・佐賀県唐津市刀町・かたなまち

　　８４７-００１５・佐賀県唐津市北城内・きたじようない

　　８４７-１２１２・佐賀県唐津市北波多大杉・きたはたおおすぎ

　　８４７-１２２１・佐賀県唐津市北波多上平野・きたはたかみひらの

　　８４７-１２１１・佐賀県唐津市北波多岸山・きたはたきしやま

　　８４７-１２２５・佐賀県唐津市北波多志気・きたはたしげ

　　８４７-１２２３・佐賀県唐津市北波多下平野・きたはたしもひらの

　　８４７-１２１３・佐賀県唐津市北波多竹有・きたはたたけあり

　　８４７-１２０２・佐賀県唐津市北波多田中・きたはたたなか

　　８４７-１２０１・佐賀県唐津市北波多徳須恵・きたはたとくすえ

　　８４７-１２２２・佐賀県唐津市北波多成渕・きたはたなるふち

　　８４７-１２１４・佐賀県唐津市北波多稗田・きたはたひえだ

　　８４７-１２０３・佐賀県唐津市北波多山彦・きたはたやまひこ

　　８４７-１２２４・佐賀県唐津市北波多行合野・きたはたゆきあいの

　　８４９-３１０１・佐賀県唐津市厳木町天川・きゆうらぎまちあまがわ

　　８４９-３１２３・佐賀県唐津市厳木町岩屋・きゆうらぎまちいわや

　　８４９-３１３２・佐賀県唐津市厳木町うつぼ木・きゆうらぎまちうつほﾞき

　　８４９-３１１４・佐賀県唐津市厳木町浦川内・きゆうらぎまちうらがわち

　　８４９-３１３１・佐賀県唐津市厳木町厳木・きゆうらぎまちきゆうらぎ

　　８４９-３１２１・佐賀県唐津市厳木町瀬戸木場・きゆうらぎまちせとこはﾞ

　　８４９-３１０２・佐賀県唐津市厳木町鳥越・きゆうらぎまちとりごえ

　　８４９-３１１２・佐賀県唐津市厳木町中島・きゆうらぎまちなかしま

　　８４９-３１２２・佐賀県唐津市厳木町浪瀬・きゆうらぎまちなみせ

　　８４９-３１１５・佐賀県唐津市厳木町平之・きゆうらぎまちひらの

　　８４９-３１０３・佐賀県唐津市厳木町広川・きゆうらぎまちひろかわ

　　８４９-３１１１・佐賀県唐津市厳木町広瀬・きゆうらぎまちひろせ

　　８４９-３１０４・佐賀県唐津市厳木町星領・きゆうらぎまちほしりよう

　　８４９-３１１３・佐賀県唐津市厳木町牧瀬・きゆうらぎまちまきせ

　　８４９-３１３３・佐賀県唐津市厳木町本山・きゆうらぎまちもとやま

　　８４７-００４５・佐賀県唐津市京町・きようまち

　　８４７-００４４・佐賀県唐津市木綿町・きわたまち

　　８４７-０８１７・佐賀県唐津市熊原町・くまのはらまち

　　８４７-０８８４・佐賀県唐津市熊ノ峰・くまのみね

　　８４７-００３３・佐賀県唐津市久里・くり

　　８４７-０８２４・佐賀県唐津市神田・こうだ

　　８４７-００５２・佐賀県唐津市呉服町・ごふくまち

　　８４７-００５４・佐賀県唐津市米屋町・こめやまち

　　８４７-００５３・佐賀県唐津市紺屋町・こんやまち

　　８４７-００６１・佐賀県唐津市材木町・ざいもくまち

　　８４７-００１１・佐賀県唐津市栄町・さかえまち

　　８４７-０８４３・佐賀県唐津市桜馬場・さくらのはﾞはﾞ

　　８４７-０１０４・佐賀県唐津市桜町・さくらまち

　　８４７-０１１１・佐賀県唐津市佐志・ さじ

　　８４７-０１１３・佐賀県唐津市佐志中里・さしなかざと

　　８４７-０１１４・佐賀県唐津市佐志中通・さしなかどおり

　　８４７-０１１５・佐賀県唐津市佐志浜町・さしはままち

　　８４７-０１１２・佐賀県唐津市佐志南・さしみなみ

　　８４７-０８８３・佐賀県唐津市重河内・しげかわち

　　８４７-００６７・佐賀県唐津市十人町・じゆうにんまち

　　８４７-００２１・佐賀県唐津市松南町・しようなんちよう

　　８４７-００４３・佐賀県唐津市新興町（東新興町）・(ひがししんこうまち)

　　８４７-０８１６・佐賀県唐津市新興町（西新興町）・(にししんこうまち)

　　８４７-０８１３・佐賀県唐津市新町・しんまち

　　８４７-０８８２・佐賀県唐津市菅牟田・すがむた

　　８４７-０００１・佐賀県唐津市双水・そうずい

　　８４７-００１２・佐賀県唐津市大名小路・だいみようこうじ

　　８４７-０８０３・佐賀県唐津市大良・だいら

　　８４７-００４６・佐賀県唐津市高砂町・たかさごまち

　　８４７-００２７・佐賀県唐津市高島・たかしま

　　８４７-０８８１・佐賀県唐津市竹木場・たけこはﾞ

　　８４７-０８３１・佐賀県唐津市千々賀・ちちか

　　８４７-０８２１・佐賀県唐津市町田・ちようだ

　　８４７-００４１・佐賀県唐津市千代田町・ちよだまち

　　８４７-０３１２・佐賀県唐津市鎮西町赤木・ちんぜいまちあかぎ

　　８４７-０３２７・佐賀県唐津市鎮西町石室・ちんぜいまちいしむろ



　　８４７-０３２３・佐賀県唐津市鎮西町岩野・ちんぜいまちいわの

　　８４７-０３２２・佐賀県唐津市鎮西町打上・ちんぜいまちうちあげ

　　８４７-０３１７・佐賀県唐津市鎮西町加唐島・ちんぜいまちかからしま

　　８４７-０３２５・佐賀県唐津市鎮西町加倉・ちんぜいまちかくら

　　８４７-０４０３・佐賀県唐津市鎮西町串・ ちんぜいまちくじ

　　８４７-０３２４・佐賀県唐津市鎮西町高野・ちんぜいまちこうの

　　８４７-０３１３・佐賀県唐津市鎮西町塩鶴・ちんぜいまちしおつﾞる

　　８４７-０３１４・佐賀県唐津市鎮西町菖蒲・ちんぜいまちしようぶ

　　８４７-０３１６・佐賀県唐津市鎮西町中野・ちんぜいまちなかの

　　８４７-０４０１・佐賀県唐津市鎮西町名護屋・ちんぜいまちなごや

　　８４７-０４０２・佐賀県唐津市鎮西町野元・ちんぜいまちのもと

　　８４７-０４０４・佐賀県唐津市鎮西町波戸・ちんぜいまちはど

　　８４７-０３２６・佐賀県唐津市鎮西町早田・ちんぜいまちはやた

　　８４７-０４０５・佐賀県唐津市鎮西町馬渡島・ちんぜいまちまだらしま

　　８４７-０４０６・佐賀県唐津市鎮西町松島・ちんぜいまちまつしま

　　８４７-０３１１・佐賀県唐津市鎮西町丸田・ちんぜいまちまるだ

　　８４７-０３１５・佐賀県唐津市鎮西町八床・ちんぜいまちやとこ

　　８４７-０３２１・佐賀県唐津市鎮西町横竹・ちんぜいまちよこたけ

　　８４７-０８８５・佐賀県唐津市唐川・とうのかわ

　　８４７-０１２２・佐賀県唐津市唐房・とうほﾞう

　　８４７-０１３４・佐賀県唐津市中里・なかざと

　　８４７-０１０１・佐賀県唐津市中瀬通・なかのせどおり

　　８４７-００３４・佐賀県唐津市中原・なかはﾞる

　　８４７-００５１・佐賀県唐津市中町・なかまち

　　８４７-０８６２・佐賀県唐津市中山町・なかやままち

　　８４７-０８２２・佐賀県唐津市長谷・ながたに

　　８４７-０８０２・佐賀県唐津市梨川内・なしがわち

　　８４７-１１０１・佐賀県唐津市七山荒川・ななやまあらかわ

　　８４７-１１０３・佐賀県唐津市七山池原・ななやまいけはﾞる

　　８４７-１１０４・佐賀県唐津市七山木浦・ななやまきうら

　　８４７-１１０８・佐賀県唐津市七山白木・ななやましらき

　　８４７-１１０６・佐賀県唐津市七山滝川・ななやまたきがわ

　　８４７-１１０５・佐賀県唐津市七山仁部・ななやまにぶ

　　８４７-１１０７・佐賀県唐津市七山藤川・ななやまふじかわ

　　８４７-１１０２・佐賀県唐津市七山馬川・ななやままのかわ

　　８４７-０８４４・佐賀県唐津市菜畑・なはﾞたけ

　　８４７-０８７２・佐賀県唐津市西大島町・にしおおしままち

　　８４７-０８７５・佐賀県唐津市西唐津・にしからつ

　　８４７-００１４・佐賀県唐津市西城内・にしじようない

　　８４７-０８１５・佐賀県唐津市西寺町・にしでらまち

　　８４７-０８５５・佐賀県唐津市西浜町・にしはままち

　　８４７-０８５４・佐賀県唐津市西旗町・にしはたまち

　　８４７-０００３・佐賀県唐津市橋本・はしもと

　　８４７-０１０３・佐賀県唐津市橋本町・はしもとまち

　　８４７-０８３３・佐賀県唐津市畑島・はたしま

　　８４７-００２３・佐賀県唐津市半田・はだ

　　８４７-０１２１・佐賀県唐津市鳩川・はとがわ

　　８４９-５１０３・佐賀県唐津市浜玉町大江・はまたままちおおえ

　　８４９-５１０１・佐賀県唐津市浜玉町岡口・はまたままちおかぐち

　　８４９-５１０２・佐賀県唐津市浜玉町五反田・はまたままちごたんだ

　　８４９-５１０５・佐賀県唐津市浜玉町谷口・はまたままちたにぐち

　　８４９-５１１３・佐賀県唐津市浜玉町鳥巣・はまたままちとりす

　　８４９-５１３１・佐賀県唐津市浜玉町浜崎・はまたままちはまさき

　　８４９-５１２３・佐賀県唐津市浜玉町東山田・はまたままちひがしやまだ

　　８４９-５１１２・佐賀県唐津市浜玉町平原・はまたままちひらはﾞる

　　８４９-５１０４・佐賀県唐津市浜玉町渕上・はまたままちふちのうえ

　　８４９-５１１１・佐賀県唐津市浜玉町南山・はまたままちみなみやま

　　８４９-５１２４・佐賀県唐津市浜玉町山瀬・はまたままちやませ

　　８４９-５１２１・佐賀県唐津市浜玉町横田上・はまたままちよこたかみ

　　８４９-５１２２・佐賀県唐津市浜玉町横田下・はまたままちよこたしも

　　８４７-００３１・佐賀県唐津市原・はる

　　８４７-００２４・佐賀県唐津市東宇木・ひがしうき

　　８４７-０８７１・佐賀県唐津市東大島町・ひがしおおしままち

　　８４７-００１７・佐賀県唐津市東唐津・ひがしからつ

　　８４７-００１６・佐賀県唐津市東城内・ひがしじようない

　　８４７-００６３・佐賀県唐津市東町・ひがしまち

　　８４７-０８０１・佐賀県唐津市東山・ひがしやま

　　８４７-１５０２・佐賀県唐津市肥前町赤坂・ひぜんまちあかさか

　　８４７-１５１７・佐賀県唐津市肥前町上ケ倉・ひぜんまちあげくら

　　８４７-１５２２・佐賀県唐津市肥前町犬頭・ひぜんまちいぬがしら



　　８４７-１５２６・佐賀県唐津市肥前町入野・ひぜんまちいりの

　　８４７-１５１２・佐賀県唐津市肥前町梅崎・ひぜんまちうめざき

　　８４７-１５１６・佐賀県唐津市肥前町瓜ケ坂・ひぜんまちうりがさか

　　８４７-１５０６・佐賀県唐津市肥前町大浦・ひぜんまちおおうら

　　８４７-１５０１・佐賀県唐津市肥前町切木・ひぜんまちきりご

　　８４７-１５０５・佐賀県唐津市肥前町杉野浦・ひぜんまちすぎのうら

　　８４７-１５２１・佐賀県唐津市肥前町田野・ひぜんまちたの

　　８４７-１５２７・佐賀県唐津市肥前町鶴牧・ひぜんまちつるまき

　　８４７-１５１３・佐賀県唐津市肥前町寺浦・ひぜんまちてらうら

　　８４７-１５０４・佐賀県唐津市肥前町中浦・ひぜんまちなかうら

　　８４７-１５１１・佐賀県唐津市肥前町新木場・ひぜんまちにいこはﾞ

　　８４７-１５１４・佐賀県唐津市肥前町仁田野尾・ひぜんまちにたのお

　　８４７-１５２５・佐賀県唐津市肥前町納所・ひぜんまちのうさ

　　８４７-１５２３・佐賀県唐津市肥前町星賀・ひぜんまちほしか

　　８４７-１５１５・佐賀県唐津市肥前町万賀里川・ひぜんまちまがりかわ

　　８４７-１５０７・佐賀県唐津市肥前町満越・ ひぜんまちみつこじ

　　８４７-１５２４・佐賀県唐津市肥前町向島・ひぜんまちむくしま

　　８４７-１５０３・佐賀県唐津市肥前町湯野浦・ひぜんまちゆのうら

　　８４７-０８１２・佐賀県唐津市平野町・ひらのまち

　　８４７-０８７４・佐賀県唐津市藤崎通・ふじさきどおり

　　８４７-０８５１・佐賀県唐津市富士見町・ふじみまち

　　８４７-０８６１・佐賀県唐津市二タ子・ふたご

　　８４７-００６２・佐賀県唐津市船宮町・ふなみやまち

　　８４７-００５６・佐賀県唐津市坊主町・ほﾞうずまち

　　８４７-００４７・佐賀県唐津市本町・ほんまち

　　８４７-０１３３・佐賀県唐津市湊町・みなとまち

　　８４７-００１３・佐賀県唐津市南城内・みなみじようない

　　８４７-０８７６・佐賀県唐津市南富士見町・みなみふじみちよう

　　８４７-０８６３・佐賀県唐津市妙見町・みようけんまち

　　８４７-０８２５・佐賀県唐津市見借・ みるかじ

　　８４７-００６４・佐賀県唐津市元石町・もといしまち

　　８４７-０８５２・佐賀県唐津市元旗町・もとはたまち

　　８４７-０８１１・佐賀県唐津市八百屋町・やおやまち

　　８４７-０１３５・佐賀県唐津市屋形石・ やかたいじ

　　８４７-０１０２・佐賀県唐津市八幡町・やはたまち

　　８４７-０００４・佐賀県唐津市養母田・やぶた

　　８４７-０００５・佐賀県唐津市養母田鬼塚・やぶたおにつﾞか

　　８４７-０８４２・佐賀県唐津市山下町・やましたまち

　　８４７-０８３４・佐賀県唐津市山田・やまだ

　　８４７-０００２・佐賀県唐津市山本・やまもと

　　８４７-００３２・佐賀県唐津市夕日・ゆうひ

　　８４７-０８１４・佐賀県唐津市弓鷹町・ゆみたかまち

　　８４７-０１３６・佐賀県唐津市横野・よこの

　　８４７-０３０１・佐賀県唐津市呼子町大友・よぶこちようおおども

　　８４７-０３０６・佐賀県唐津市呼子町小川島・よぶこちようおがわしま

　　８４７-０３０５・佐賀県唐津市呼子町加部島・よぶこちようかべしま

　　８４７-０３０２・佐賀県唐津市呼子町小友・よぶこちようこども

　　８４７-０３０４・佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦・よぶこちようとののうら

　　８４７-０３０３・佐賀県唐津市呼子町呼子・よぶこちようよぶこ

　　８４７-００７１・佐賀県唐津市和多田海士町・わただあままち

　　８４７-００８３・佐賀県唐津市和多田大土井・わただおおどい

　　８４７-００７４・佐賀県唐津市和多田先石・ わたださきいじ

　　８４７-００８２・佐賀県唐津市和多田天満町・わただてんまんちよう

　　８４７-００８４・佐賀県唐津市和多田西山・わただにしやま

　　８４７-００７３・佐賀県唐津市和多田東百人町・わただひがしひやくにんまち

　　８４７-００７２・佐賀県唐津市和多田百人町・わただひやくにんまち

　　８４７-００８５・佐賀県唐津市和多田本村・わただほんむら

　　８４７-００８１・佐賀県唐津市和多田南先石・ わただみなみさきいじ

　　８４７-００７５・佐賀県唐津市和多田用尺・わただようじやく

　　８４１-００００・佐賀県鳥栖市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４１-００３６・佐賀県鳥栖市秋葉町・あきはﾞまち

　　８４１-００８２・佐賀県鳥栖市浅井町・あさいまち

　　８４１-００６８・佐賀県鳥栖市あさひ新町・あさひしんまち

　　８４１-００４５・佐賀県鳥栖市安楽寺町・あんらくじまち

　　８４１-００２２・佐賀県鳥栖市飯田町・いいだまち

　　８４１-００４７・佐賀県鳥栖市今泉町・いまいずみまち

　　８４１-０００１・佐賀県鳥栖市今町・いままち

　　８４１-００８６・佐賀県鳥栖市牛原町・うしわらまち

　　８４１-００７３・佐賀県鳥栖市江島町・えじままち

　　８４１-０００３・佐賀県鳥栖市加藤田町・かとうだまち



　　８４１-００８１・佐賀県鳥栖市萱方町・かやかたまち

　　８４１-００８７・佐賀県鳥栖市河内町・かわちまち

　　８４１-００６６・佐賀県鳥栖市儀徳町・ぎとくまち

　　８４１-００３４・佐賀県鳥栖市京町・きようまち

　　８４１-００５６・佐賀県鳥栖市蔵上・くらのうえ

　　８４１-００５４・佐賀県鳥栖市蔵上町・くらのうえまち

　　８４１-０００４・佐賀県鳥栖市神辺町・こうのえまち

　　８４１-００８３・佐賀県鳥栖市古賀町・こがまち

　　８４１-００６２・佐賀県鳥栖市幸津町・さいつまち

　　８４１-００４１・佐賀県鳥栖市酒井東町・さかいひがしまち

　　８４１-００４２・佐賀県鳥栖市酒井西町・さかいにしまち

　　８４１-００８８・佐賀県鳥栖市桜ケ丘町・さくらがおかまち

　　８４１-００１４・佐賀県鳥栖市桜町・さくらまち

　　８４１-００６３・佐賀県鳥栖市下野町・しものまち

　　８４１-００５２・佐賀県鳥栖市宿町・しゆくまち

　　８４１-００２５・佐賀県鳥栖市曽根崎町・そねざきまち

　　８４１-００３２・佐賀県鳥栖市大正町・たいしようまち

　　８４１-００４４・佐賀県鳥栖市高田町・たかたまち

　　８４１-００１５・佐賀県鳥栖市田代上町・たしろかんまち

　　８４１-００１２・佐賀県鳥栖市田代昌町・たしろしようまち

　　８４１-００１３・佐賀県鳥栖市田代新町・たしろしんまち

　　８４１-００１７・佐賀県鳥栖市田代大官町・たしろだいかんまち

　　８４１-００１６・佐賀県鳥栖市田代外町・たしろほかまち

　　８４１-００１８・佐賀県鳥栖市田代本町・たしろほんまち

　　８４１-００７５・佐賀県鳥栖市立石町・たていしまち

　　８４１-００３９・佐賀県鳥栖市土井町・どいまち

　　８４１-００６１・佐賀県鳥栖市轟木町・とどろきまち

　　８４１-００１１・佐賀県鳥栖市永吉町・ながよしまち

　　８４１-００７４・佐賀県鳥栖市西新町・にししんまち

　　８４１-００６７・佐賀県鳥栖市西田町・にしだまち

　　８４１-００８９・佐賀県鳥栖市虹ケ丘町・にじがおかまち

　　８４１-００２１・佐賀県鳥栖市幡崎町・はたざきまち

　　８４１-００７１・佐賀県鳥栖市原古賀町・はらこがまち

　　８４１-００２４・佐賀県鳥栖市原町・はるまち

　　８４１-００３５・佐賀県鳥栖市東町・ひがしまち

　　８４１-００２３・佐賀県鳥栖市姫方町・ひめかたまち

　　８４１-００７６・佐賀県鳥栖市平田町・ひらたまち

　　８４１-００４８・佐賀県鳥栖市藤木町・ふじのきまち

　　８４１-００５３・佐賀県鳥栖市布津原町・ふつはらまち

　　８４１-００３８・佐賀県鳥栖市古野町・ふるのまち

　　８４１-００３３・佐賀県鳥栖市本通町・ほんどおりまち

　　８４１-００２６・佐賀県鳥栖市本鳥栖町・ほんどすまち

　　８４１-００３７・佐賀県鳥栖市本町・ほんまち

　　８４１-００６５・佐賀県鳥栖市前田町・まえだまち

　　８４１-００４６・佐賀県鳥栖市真木町・まきまち

　　８４１-００２７・佐賀県鳥栖市松原町・まつはﾞらまち

　　８４１-００６４・佐賀県鳥栖市三島町・みしままち

　　８４１-００４３・佐賀県鳥栖市水屋町・みずやまち

　　８４１-００７２・佐賀県鳥栖市村田町・むらたまち

　　８４１-００５１・佐賀県鳥栖市元町・もとまち

　　８４１-００５５・佐賀県鳥栖市養父町・やぶまち

　　８４１-００８４・佐賀県鳥栖市山浦町・やまうらまち

　　８４１-００８５・佐賀県鳥栖市山都町・やまとまち

　　８４１-０００５・佐賀県鳥栖市弥生が丘・やよいがおか

　　８４１-００３１・佐賀県鳥栖市鎗田町・やりたまち

　　８４１-０００２・佐賀県鳥栖市柚比町・ゆびまち

　　８４６-００００・佐賀県多久市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４６-０００１・佐賀県多久市北多久町・きたたくまち

　　８４６-０００６・佐賀県多久市北多久町莇原・きたたくまちあざみはﾞる

　　８４６-０００２・佐賀県多久市北多久町小侍・きたたくまちこさむらい

　　８４６-０００５・佐賀県多久市北多久町砂原・きたたくまちすなはら

　　８４６-０００３・佐賀県多久市北多久町多久原・きたたくまちたくはﾞる

　　８４６-０００４・佐賀県多久市北多久町中多久・きたたくまちなかたく

　　８４６-０００７・佐賀県多久市北多久町メイプルタウン・きたたくまち

　　８４６-００３１・佐賀県多久市多久町・たくまち

　　８４６-００４１・佐賀県多久市西多久町・にしたくまち

　　８４６-００１１・佐賀県多久市東多久町・ひがしたくまち

　　８４６-００１３・佐賀県多久市東多久町古賀・ひがしたくまちこが

　　８４６-００１４・佐賀県多久市東多久町納所・ひがしたくまちのうそ

　　８４６-００１２・佐賀県多久市東多久町別府・ひがしたくまちべふ



　　８４６-００２１・佐賀県多久市南多久町・みなみたくまち

　　８４６-００２２・佐賀県多久市南多久町泉町・みなみたくまちいずみまち

　　８４６-００２４・佐賀県多久市南多久町下多久・みなみたくまちしもたく

　　８４６-００２３・佐賀県多久市南多久町長尾・みなみたくまちながお

　　８４６-００２５・佐賀県多久市南多久町花祭・みなみたくまちはなまつり

　　８４８-００００・佐賀県伊万里市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４８-００４７・佐賀県伊万里市伊万里町甲・いまりちようこう

　　８４８-００４６・佐賀県伊万里市伊万里町乙・いまりちようおつ

　　８４８-００２４・佐賀県伊万里市大川内町甲・おおかわちちようこう

　　８４８-００２５・佐賀県伊万里市大川内町乙・おおかわちちようおつ

　　８４８-００２６・佐賀県伊万里市大川内町丙・おおかわちちようへい

　　８４９-５２５１・佐賀県伊万里市大川町大川野・おおかわちようおおかわの

　　８４９-５２５７・佐賀県伊万里市大川町川原・おおかわちようかわはﾞる

　　８４９-５２５２・佐賀県伊万里市大川町川西・ おおかわちようかわにじ

　　８４９-５２５３・佐賀県伊万里市大川町駒鳴・おおかわちようこまなき

　　８４９-５２５４・佐賀県伊万里市大川町立川・おおかわちようたつがわ

　　８４９-５２５６・佐賀県伊万里市大川町東田代・おおかわちようひがしたしろ

　　８４９-５２５５・佐賀県伊万里市大川町山口・おおかわちようやまぐち

　　８４８-００２１・佐賀県伊万里市大坪町甲・おおつほﾞちようこう

　　８４８-００２２・佐賀県伊万里市大坪町乙・おおつほﾞちようおつ

　　８４８-００２３・佐賀県伊万里市大坪町丙・おおつほﾞちようへい

　　８４８-００４４・佐賀県伊万里市木須町・きすちよう

　　８４８-０１２４・佐賀県伊万里市黒川町（名村団地）・くろがわちよう(なむらだんち)

　　８４８-０１２３・佐賀県伊万里市黒川町大黒川・くろがわちようおおくろがわ

　　８４８-０１４６・佐賀県伊万里市黒川町黒塩・くろがわちようくろしお

　　８４８-０１２５・佐賀県伊万里市黒川町小黒川・くろがわちようこくろがわ

　　８４８-０１２１・佐賀県伊万里市黒川町塩屋・くろがわちようしおや

　　８４８-０１４１・佐賀県伊万里市黒川町清水・くろがわちようしみず

　　８４８-０１４２・佐賀県伊万里市黒川町立目・くろがわちようたちめ

　　８４８-０１４５・佐賀県伊万里市黒川町椿原・くろがわちようつはﾞきはら

　　８４８-０１３２・佐賀県伊万里市黒川町長尾・くろがわちようながお

　　８４８-０１３１・佐賀県伊万里市黒川町畑川内・くろがわちようはたがわち

　　８４８-０１３４・佐賀県伊万里市黒川町花房・くろがわちようはなぶさ

　　８４８-０１２２・佐賀県伊万里市黒川町福田・くろがわちようふくだ

　　８４８-０１３３・佐賀県伊万里市黒川町真手野・くろがわちようまての

　　８４８-０１４３・佐賀県伊万里市黒川町牟田・くろがわちようむた

　　８４８-０１４４・佐賀県伊万里市黒川町横野・くろがわちようよこの

　　８４８-００４１・佐賀県伊万里市新天町・しんてんちよう

　　８４８-００４３・佐賀県伊万里市瀬戸町・せとちよう

　　８４８-００２７・佐賀県伊万里市立花町・たちはﾞなちよう

　　８４８-００３２・佐賀県伊万里市二里町大里甲・にりちようおおざとこう

　　８４８-００３５・佐賀県伊万里市二里町大里乙・にりちようおおざとおつ

　　８４８-００３４・佐賀県伊万里市二里町中里甲・にりちようなかざとこう

　　８４８-００３３・佐賀県伊万里市二里町中里乙・にりちようなかざとおつ

　　８４８-００３１・佐賀県伊万里市二里町八谷搦・にりちようはちやがらみ

　　８４８-００４２・佐賀県伊万里市蓮池町・はすいけちよう

　　８４８-０１１３・佐賀県伊万里市波多津町板木・はたつちよういたぎ

　　８４８-０１１６・佐賀県伊万里市波多津町井野尾・はたつちよういのお

　　８４８-０１０３・佐賀県伊万里市波多津町内野・はたつちよううちの

　　８４８-０１１１・佐賀県伊万里市波多津町木場・はたつちようこはﾞ

　　８４８-０１０４・佐賀県伊万里市波多津町煤屋・はたつちようすすや

　　８４８-０１１２・佐賀県伊万里市波多津町田代・はたつちようたしろ

　　８４８-０１０１・佐賀県伊万里市波多津町辻・はたつちようつじ

　　８４８-０１１７・佐賀県伊万里市波多津町筒井・はたつちようつつい

　　８４８-０１１４・佐賀県伊万里市波多津町津留主屋・はたつちようつるぬしや

　　８４８-０１１５・佐賀県伊万里市波多津町中山・はたつちようなかやま

　　８４８-０１０２・佐賀県伊万里市波多津町畑津・はたつちようはたつ

　　８４８-０１０５・佐賀県伊万里市波多津町馬蛤潟・はたつちようまてがた

　　８４９-４２８４・佐賀県伊万里市東山代町浦川内・ひがしやましろちよううらがわち

　　８４９-４２８１・佐賀県伊万里市東山代町大久保・ひがしやましろちようおおくほﾞ

　　８４９-４２８６・佐賀県伊万里市東山代町川内野・ひがしやましろちようかわちの

　　８４９-４２８２・佐賀県伊万里市東山代町里・ひがしやましろちようさと

　　８４９-４２８５・佐賀県伊万里市東山代町滝川内・ひがしやましろちようたきがわち

　　８４９-４２７３・佐賀県伊万里市東山代町天神・ひがしやましろちようてんじん

　　８４９-４２７１・佐賀県伊万里市東山代町長浜・ひがしやましろちようながはま

　　８４９-４２７２・佐賀県伊万里市東山代町日尾・ひがしやましろちようひお

　　８４９-４２８３・佐賀県伊万里市東山代町東大久保・ひがしやましろちようひがしおおくほﾞ

　　８４９-４２７４・佐賀県伊万里市東山代町脇野・ひがしやましろちようわきの

　　８４９-５２６４・佐賀県伊万里市松浦町提川・まつうらちようさげのかわ

　　８４９-５２６２・佐賀県伊万里市松浦町中野原・まつうらちようなかのはら



　　８４９-５２６１・佐賀県伊万里市松浦町桃川・まつうらちようもものかわ

　　８４９-５２６３・佐賀県伊万里市松浦町山形・まつうらちようやまがた

　　８４８-００４５・佐賀県伊万里市松島町・まつしまちよう

　　８４８-０００７・佐賀県伊万里市南波多町井手野・みなみはたちよういでの

　　８４８-００１１・佐賀県伊万里市南波多町大川原・みなみはたちようおおかわはﾞる

　　８４８-０００５・佐賀県伊万里市南波多町大曲・みなみはたちようおおまがり

　　８４８-００１３・佐賀県伊万里市南波多町笠椎・みなみはたちようかさじ

　　８４８-００１４・佐賀県伊万里市南波多町小麦原・みなみはたちようこむぎはる

　　８４８-０００１・佐賀県伊万里市南波多町重橋・ みなみはたちようじゆうはﾞじ

　　８４８-０００６・佐賀県伊万里市南波多町高瀬・みなみはたちようたかぜ

　　８４８-０００２・佐賀県伊万里市南波多町谷口・みなみはたちようたにぐち

　　８４８-０００４・佐賀県伊万里市南波多町水留・みなみはたちようつつﾞみ

　　８４８-００１６・佐賀県伊万里市南波多町原屋敷・みなみはたちようはらやしき

　　８４８-００１５・佐賀県伊万里市南波多町府招・みなみはたちようふまねき

　　８４８-００１２・佐賀県伊万里市南波多町古川・みなみはたちようふるこ

　　８４８-０００３・佐賀県伊万里市南波多町古里・みなみはたちようふるさと

　　８４９-４２５１・佐賀県伊万里市山代町楠久・やましろちようくすく

　　８４９-４２５２・佐賀県伊万里市山代町楠久津・やましろちようくすくつ

　　８４９-４２５６・佐賀県伊万里市山代町久原・やましろちようくはﾞら

　　８４９-４２５４・佐賀県伊万里市山代町城・やましろちようじよう

　　８４９-４２６１・佐賀県伊万里市山代町立岩・やましろちようたちいわ

　　８４９-４２６３・佐賀県伊万里市山代町西大久保・やましろちようにしおおくほﾞ

　　８４９-４２６４・佐賀県伊万里市山代町東分・やましろちようひがしぶん

　　８４９-４２６２・佐賀県伊万里市山代町西分・やましろちようにしぶん

　　８４９-４２５５・佐賀県伊万里市山代町福川内・やましろちようふくがわち

　　８４９-４２５３・佐賀県伊万里市山代町峰・やましろちようみね

　　８４８-００２８・佐賀県伊万里市脇田町・わきだちよう

　　８４３-００００・佐賀県武雄市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４３-０００３・佐賀県武雄市朝日町芦原・あさひちようあしはら

　　８４３-０００１・佐賀県武雄市朝日町甘久・あさひちようあまぐ

　　８４３-０００２・佐賀県武雄市朝日町中野・あさひちようなかの

　　８４９-２２０３・佐賀県武雄市北方町芦原・きたがたちようあしはら

　　８４９-２２０４・佐賀県武雄市北方町大崎・きたがたちようおおさき

　　８４９-２２０２・佐賀県武雄市北方町大渡・きたがたちようおおわたり

　　８４９-２２０１・佐賀県武雄市北方町志久・きたがたちようしく

　　８４９-２３４１・佐賀県武雄市武内町梅野・たけうちちよううめの

　　８４９-２３４２・佐賀県武雄市武内町真手野・たけうちちようまての

　　８４３-００２３・佐賀県武雄市武雄町昭和・たけおちようしようわ

　　８４３-００２２・佐賀県武雄市武雄町武雄・たけおちようたけお

　　８４３-００２４・佐賀県武雄市武雄町富岡・たけおちようとみおか

　　８４３-００２１・佐賀県武雄市武雄町永島・たけおちようながしま

　　８４３-００１１・佐賀県武雄市橘町芦原・たちはﾞなちようあしはら

　　８４３-００１２・佐賀県武雄市橘町片白・たちはﾞなちようかたじろ

　　８４３-００１３・佐賀県武雄市橘町大日・たちはﾞなちようだいにち

　　８４３-００１４・佐賀県武雄市橘町永島・たちはﾞなちようながしま

　　８４３-０２３１・佐賀県武雄市西川登町小田志・にしかわのほﾞりちようこたじ

　　８４３-０２３２・佐賀県武雄市西川登町神六・にしかわのほﾞりちようじんろく

　　８４３-０２３３・佐賀県武雄市東川登町永野・ひがしかわのほﾞりちようながの

　　８４３-０２３４・佐賀県武雄市東川登町袴野・ひがしかわのほﾞりちようはかまの

　　８４９-２３０１・佐賀県武雄市山内町犬走・やまうちちよういぬはﾞしり

　　８４９-２３０４・佐賀県武雄市山内町大野・やまうちちようおおの

　　８４９-２３０２・佐賀県武雄市山内町鳥海・やまうちちようとのみ

　　８４９-２３０３・佐賀県武雄市山内町三間坂・やまうちちようみまさか

　　８４９-２３０５・佐賀県武雄市山内町宮野・やまうちちようみやの

　　８４３-０１５１・佐賀県武雄市若木町川古・わかきちようかわご

　　８４３-０１５２・佐賀県武雄市若木町本部・わかきちようもとべ

　　８４３-０１５３・佐賀県武雄市若木町桃川・わかきちようもものかわ

　　８４９-１３００・佐賀県鹿島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-１３２４・佐賀県鹿島市飯田・いいだ

　　８４９-１３０２・佐賀県鹿島市井手・いで

　　８４９-１３２３・佐賀県鹿島市音成・おとなり

　　８４９-１３１３・佐賀県鹿島市重ノ木・じゆうのき

　　８４９-１３１１・佐賀県鹿島市高津原・たかつはら

　　８４９-１３０１・佐賀県鹿島市常広・つねひろ

　　８４９-１３０４・佐賀県鹿島市中村・なかむら

　　８４９-１３１２・佐賀県鹿島市納富分・のうどみぶん

　　８４９-１３２２・佐賀県鹿島市浜町・はままち

　　８４９-１３２１・佐賀県鹿島市古枝・ふるえだ

　　８４９-１３１５・佐賀県鹿島市三河内・みかわち

　　８４９-１３０３・佐賀県鹿島市森・もり



　　８４９-１３１４・佐賀県鹿島市山浦・やまうら

　　８４５-００００・佐賀県小城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-０３１１・佐賀県小城市芦刈町芦溝・あしかりちようあしみぞ

　　８４９-０３１２・佐賀県小城市芦刈町下古賀・あしかりちようしもこが

　　８４９-０３１６・佐賀県小城市芦刈町道免・あしかりちようどうめ

　　８４９-０３１３・佐賀県小城市芦刈町永田・あしかりちようながた

　　８４９-０３１５・佐賀県小城市芦刈町浜枝川・あしかりちようはまえだがわ

　　８４９-０３１４・佐賀県小城市芦刈町三王崎・あしかりちようみおうざき

　　８４９-０３０３・佐賀県小城市牛津町牛津・うしつﾞちよううしつﾞ

　　８４９-０３０１・佐賀県小城市牛津町乙柳・うしつﾞちようおとやなぎ

　　８４９-０３０２・佐賀県小城市牛津町柿樋瀬・うしつﾞちようかきひせ

　　８４９-０３０６・佐賀県小城市牛津町勝・うしつﾞちようかつ

　　８４９-０３０５・佐賀県小城市牛津町上砥川・うしつﾞちようかみとがわ

　　８４９-０３０４・佐賀県小城市牛津町下砥川・うしつﾞちようしもとがわ

　　８４５-０００１・佐賀県小城市小城町・おぎまち

　　８４５-００１２・佐賀県小城市小城町池上・おぎまちいけのうえ

　　８４５-０００３・佐賀県小城市小城町岩蔵・おぎまちいわくら

　　８４５-００１３・佐賀県小城市小城町栗原・おぎまちくりはら

　　８４５-０００２・佐賀県小城市小城町畑田・おぎまちはたけだ

　　８４５-００１４・佐賀県小城市小城町晴気・おぎまちはるけ

　　８４５-０００５・佐賀県小城市小城町東新町・おぎまちひがししんまち

　　８４５-００１１・佐賀県小城市小城町船田・おぎまちふなだ

　　８４５-０００４・佐賀県小城市小城町松尾・おぎまちまつお

　　８４５-００３５・佐賀県小城市三日月町石木・みかつきちよういしき

　　８４５-００２３・佐賀県小城市三日月町織島・みかつきちようおりしま

　　８４５-００３２・佐賀県小城市三日月町金田・みかつきちようかなだ

　　８４５-００２２・佐賀県小城市三日月町久米・みかつきちようくめ

　　８４５-００３４・佐賀県小城市三日月町甲柳原・みかつきちようこうやなぎはら

　　８４５-００２１・佐賀県小城市三日月町長神田・みかつきちようちようかんだ

　　８４５-００３３・佐賀県小城市三日月町樋口・みかつきちようひぐち

　　８４５-００３１・佐賀県小城市三日月町堀江・みかつきちようほりえ

　　８４５-００２５・佐賀県小城市三日月町三ケ島・みかつきちようみかしま

　　８４５-００２４・佐賀県小城市三日月町道辺・みかつきちようみちべ

　　８４３-０３００・佐賀県嬉野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４３-０３０４・佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内・うれしのまちいわやがわち

　　８４３-０３０１・佐賀県嬉野市嬉野町下宿・うれしのまちしもじゆく

　　８４３-０３０２・佐賀県嬉野市嬉野町下野・うれしのまちしもの

　　８４３-０３０５・佐賀県嬉野市嬉野町不動山・うれしのまちふどうやま

　　８４３-０３０３・佐賀県嬉野市嬉野町吉田・うれしのまちよしだ

　　８４９-１４１６・佐賀県嬉野市塩田町大草野乙・しおたちようおおくさのおつ

　　８４９-１４１４・佐賀県嬉野市塩田町大草野甲・しおたちようおおくさのこう

　　８４９-１４１５・佐賀県嬉野市塩田町大草野丙・しおたちようおおくさのへい

　　８４９-１４０２・佐賀県嬉野市塩田町久間乙・しおたちようくまおつ

　　８４９-１４０１・佐賀県嬉野市塩田町久間甲・しおたちようくまこう

　　８４９-１４０４・佐賀県嬉野市塩田町久間丁・しおたちようくまてい

　　８４９-１４０３・佐賀県嬉野市塩田町久間丙・しおたちようくまへい

　　８４９-１４２６・佐賀県嬉野市塩田町五町田乙・しおたちようごちようだおつ

　　８４９-１４２５・佐賀県嬉野市塩田町五町田甲・しおたちようごちようだこう

　　８４９-１４２３・佐賀県嬉野市塩田町谷所乙・しおたちようたにどころおつ

　　８４９-１４２２・佐賀県嬉野市塩田町谷所甲・しおたちようたにどころこう

　　８４９-１４２４・佐賀県嬉野市塩田町谷所丙・しおたちようたにどころへい

　　８４９-１４１２・佐賀県嬉野市塩田町馬場下乙・しおたちようはﾞはﾞしたおつ

　　８４９-１４１１・佐賀県嬉野市塩田町馬場下甲・しおたちようはﾞはﾞしたこう

　　８４９-１４１３・佐賀県嬉野市塩田町馬場下丙・しおたちようはﾞはﾞしたへい

　　８４９-１４２１・佐賀県嬉野市塩田町真崎・しおたちようまつさき

　　８４２-００００・佐賀県神埼市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４２-００１４・佐賀県神埼市神埼町姉川・かんざきまちあねがわ

　　８４２-０１２３・佐賀県神埼市神埼町的・かんざきまちいくわ

　　８４２-０００６・佐賀県神埼市神埼町枝ケ里・かんざきまちえだがり

　　８４２-００１５・佐賀県神埼市神埼町尾崎・かんざきまちおさき

　　８４２-０００１・佐賀県神埼市神埼町神埼・かんざきまちかんざき

　　８４２-０１２２・佐賀県神埼市神埼町城原・かんざきまちじようはﾞる

　　８４２-０１２１・佐賀県神埼市神埼町志波屋・かんざきまちしわや

　　８４２-００１１・佐賀県神埼市神埼町竹・かんざきまちたけ

　　８４２-０００２・佐賀県神埼市神埼町田道ケ里・かんざきまちたみちがり

　　８４２-０１０７・佐賀県神埼市神埼町鶴（１～２９９９)・かんざきまちつる

　　８４２-０００７・佐賀県神埼市神埼町鶴（３０００番地以降）・かんざきまちつる

　　８４２-０００４・佐賀県神埼市神埼町永歌・かんざきまちながうた

　　８４２-０００５・佐賀県神埼市神埼町西小津ケ里・かんざきまちにしおつﾞがり

　　８４２-００１３・佐賀県神埼市神埼町本告牟田・かんざきまちもとおりむた



　　８４２-０００３・佐賀県神埼市神埼町本堀・かんざきまちもとほり

　　８４２-００１２・佐賀県神埼市神埼町横武・かんざきまちよこたけ

　　８４２-０２０３・佐賀県神埼市脊振町服巻・せふりまちはらまき

　　８４２-０２０１・佐賀県神埼市脊振町広滝・せふりまちひろたき

　　８４２-０２０２・佐賀県神埼市脊振町鹿路・せふりまちろくろ

　　８４２-００５２・佐賀県神埼市千代田町姉・ちよだちようあね

　　８４２-００５４・佐賀県神埼市千代田町餘江・ちよだちようあまりえ

　　８４２-００６７・佐賀県神埼市千代田町嘉納・ちよだちようかのう

　　８４２-００５１・佐賀県神埼市千代田町黒井・ちよだちようくろい

　　８４２-００５６・佐賀県神埼市千代田町境原・ちよだちようさかいはﾞる

　　８４２-００６５・佐賀県神埼市千代田町崎村・ちよだちようさきむら

　　８４２-００６８・佐賀県神埼市千代田町下板・ちよだちようしもいた

　　８４２-００５５・佐賀県神埼市千代田町下西・ちよだちようしもさい

　　８４２-００６１・佐賀県神埼市千代田町詫田・ちよだちようたくた

　　８４２-００５３・佐賀県神埼市千代田町直鳥・ちよだちようなおとり

　　８４２-００６３・佐賀県神埼市千代田町迎島・ちよだちようむかいしま

　　８４２-００６２・佐賀県神埼市千代田町柳島・ちよだちようやなぎしま

　　８４２-００６６・佐賀県神埼市千代田町用作・ちよだちようようさく

　　８４２-００６４・佐賀県神埼市千代田町渡瀬・ちよだちようわたぜ

　　８４２-００００・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４２-０１０２・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動・いしなり

　　８４２-０１０３・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲・おおまがり

　　８４２-００３５・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手・たで

　　８４２-００３２・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野・たての

　　８４２-００３４・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川・はこがわ

　　８４２-０１０１・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈・まつぐま

　　８４２-００３３・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田・まめだ

　　８４２-０１０４・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津・みつ

　　８４２-００３１・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田・よしだ

　　８４１-０２００・佐賀県三養基郡基山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４１-０２０５・佐賀県三養基郡基山町けやき台・けやきだい

　　８４１-０２０１・佐賀県三養基郡基山町小倉・こくら

　　８４１-０２０３・佐賀県三養基郡基山町園部・そのべ

　　８４１-０２０２・佐賀県三養基郡基山町長野・ながの

　　８４１-０２０４・佐賀県三養基郡基山町宮浦・みやうら

　　８４９-０１００・佐賀県三養基郡上峰町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-０１２１・佐賀県三養基郡上峰町江迎・えむかい

　　８４９-０１２４・佐賀県三養基郡上峰町堤・つつみ

　　８４９-０１２３・佐賀県三養基郡上峰町坊所・ほﾞうじよ

　　８４９-０１２２・佐賀県三養基郡上峰町前牟田・まえむた

　　８４９-０１００・佐賀県三養基郡みやき町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４０-１１０６・佐賀県三養基郡みやき町市武・いちたけ

　　８４９-０１１２・佐賀県三養基郡みやき町江口・えぐち

　　８４０-１１０３・佐賀県三養基郡みやき町坂口・さかぐち

　　８４９-０１１１・佐賀県三養基郡みやき町白壁・しらかべ

　　８４０-１１０２・佐賀県三養基郡みやき町天建寺・てんけんじ

　　８４９-０１１４・佐賀県三養基郡みやき町中津隈・なかつくま

　　８４０-１１０１・佐賀県三養基郡みやき町西島・にしじま

　　８４９-０１０１・佐賀県三養基郡みやき町原古賀・はるこが

　　８４９-０１１３・佐賀県三養基郡みやき町東尾・ひがしお

　　８４０-１１０４・佐賀県三養基郡みやき町東津・ひがしつ

　　８４９-０１０２・佐賀県三養基郡みやき町簑原・みのはﾞる

　　８４０-１１０５・佐賀県三養基郡みやき町寄人・よりうと

　　８４７-１４００・佐賀県東松浦郡玄海町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４７-１４０３・佐賀県東松浦郡玄海町有浦上・ありうらかみ

　　８４７-１４０２・佐賀県東松浦郡玄海町有浦下・ありうらしも

　　８４７-１４２３・佐賀県東松浦郡玄海町石田・いしだ

　　８４７-１４４１・佐賀県東松浦郡玄海町今村・いまむら

　　８４７-１４３４・佐賀県東松浦郡玄海町大薗・おおぞの

　　８４７-１４１３・佐賀県東松浦郡玄海町大鳥・おおとり

　　８４７-１４４３・佐賀県東松浦郡玄海町仮立・かりだち

　　８４７-１４３５・佐賀県東松浦郡玄海町仮屋・かりや

　　８４７-１４０１・佐賀県東松浦郡玄海町小加倉・こがくら

　　８４７-１４２４・佐賀県東松浦郡玄海町栄・さかえ

　　８４７-１４４５・佐賀県東松浦郡玄海町下宮・しもみや

　　８４７-１４２２・佐賀県東松浦郡玄海町新田・しんでん

　　８４７-１４１５・佐賀県東松浦郡玄海町座川内・そそろがわち

　　８４７-１４１２・佐賀県東松浦郡玄海町田代・たしろ

　　８４７-１４４２・佐賀県東松浦郡玄海町値賀川内・ちかがわち

　　８４７-１４１１・佐賀県東松浦郡玄海町轟木・とどろき



　　８４７-１４４４・佐賀県東松浦郡玄海町中通・なかどおり

　　８４７-１４０４・佐賀県東松浦郡玄海町長倉・ながくら

　　８４７-１４２５・佐賀県東松浦郡玄海町花の木・はなのき

　　８４７-１４３３・佐賀県東松浦郡玄海町浜野浦・はまのうら

　　８４７-１４３２・佐賀県東松浦郡玄海町平尾・ひらお

　　８４７-１４３１・佐賀県東松浦郡玄海町普恩寺・ふおんじ

　　８４７-１４０５・佐賀県東松浦郡玄海町藤平・ふじひら

　　８４７-１４４６・佐賀県東松浦郡玄海町外津・ほかわつﾞ

　　８４７-１４１６・佐賀県東松浦郡玄海町牟形・むかた

　　８４７-１４２１・佐賀県東松浦郡玄海町諸浦・もろうら

　　８４７-１４１４・佐賀県東松浦郡玄海町湯野尾・ゆのお

　　８４４-００００・佐賀県西松浦郡有田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４４-０００６・佐賀県西松浦郡有田町赤絵町・あかえまち

　　８４４-００２４・佐賀県西松浦郡有田町赤坂・あかさか

　　８４４-０００１・佐賀県西松浦郡有田町泉山・いずみやま

　　８４４-００１１・佐賀県西松浦郡有田町岩谷川内・いわたにがわち

　　８４４-００２１・佐賀県西松浦郡有田町応法・おうほﾞう

　　８４９-４１５４・佐賀県西松浦郡有田町大木宿・おおぎしゆく

　　８４４-０００４・佐賀県西松浦郡有田町大樽・おおだる

　　８４４-００１３・佐賀県西松浦郡有田町大野・おおの

　　８４９-４１６２・佐賀県西松浦郡有田町上内野・かみうちの

　　８４４-０００３・佐賀県西松浦郡有田町上幸平・かみこうひら

　　８４９-４１７４・佐賀県西松浦郡有田町上本・かみほん

　　８４９-４１４４・佐賀県西松浦郡有田町上山谷・かみやまだに

　　８４９-４１６６・佐賀県西松浦郡有田町北ノ川内・きたのかわち

　　８４９-４１７５・佐賀県西松浦郡有田町楠木原・くすのきはﾞる

　　８４９-４１６５・佐賀県西松浦郡有田町黒川・くろごう

　　８４４-００２２・佐賀県西松浦郡有田町黒牟田・くろむた

　　８４４-００１２・佐賀県西松浦郡有田町桑古場・くわこはﾞ

　　８４９-４１５６・佐賀県西松浦郡有田町桑木原・くわのきはﾞる

　　８４４-０００５・佐賀県西松浦郡有田町幸平・こうびら

　　８４４-００１６・佐賀県西松浦郡有田町境野・さかいの

　　８４９-４１６３・佐賀県西松浦郡有田町下内野・しもうちの

　　８４９-４１７２・佐賀県西松浦郡有田町下本・しもほん

　　８４９-４１４３・佐賀県西松浦郡有田町下山谷・しもやまだに

　　８４４-０００７・佐賀県西松浦郡有田町白川・しらかわ

　　８４９-４１６１・佐賀県西松浦郡有田町蔵宿・ぞうしゆく

　　８４９-４１４６・佐賀県西松浦郡有田町岳・たけ

　　８４９-４１５３・佐賀県西松浦郡有田町立部・たちべ

　　８４４-００１７・佐賀県西松浦郡有田町戸杓・としやく

　　８４４-００１４・佐賀県西松浦郡有田町戸矢・とや

　　８４４-０００２・佐賀県西松浦郡有田町中樽・なかだる

　　８４４-０００９・佐賀県西松浦郡有田町中の原・なかのはら

　　８４４-００２８・佐賀県西松浦郡有田町南山・なんざん

　　８４４-００２７・佐賀県西松浦郡有田町南原・なんはﾞる

　　８４９-４１４１・佐賀県西松浦郡有田町二ノ瀬・にのせ

　　８４９-４１７６・佐賀県西松浦郡有田町原明・はらあけ

　　８４４-０００８・佐賀県西松浦郡有田町稗古場・ひえこはﾞ

　　８４９-４１５２・佐賀県西松浦郡有田町広瀬・ひろせ

　　８４９-４１５１・佐賀県西松浦郡有田町広瀬山・ひろせやま

　　８４４-００１５・佐賀県西松浦郡有田町古木場・ふるこはﾞ

　　８４４-００２６・佐賀県西松浦郡有田町外尾町・ほかおまち

　　８４４-００２５・佐賀県西松浦郡有田町外尾山・ほかおやま

　　８４９-４１６４・佐賀県西松浦郡有田町仏ノ原・ほとけのはら

　　８４４-００１８・佐賀県西松浦郡有田町本町・ほんまち

　　８４９-４１７３・佐賀県西松浦郡有田町舞原・まいはﾞる

　　８４４-００２３・佐賀県西松浦郡有田町丸尾・まるお

　　８４９-４１４５・佐賀県西松浦郡有田町山谷切口・やまだにきりぐち

　　８４９-４１４２・佐賀県西松浦郡有田町山谷牧・やまだにまき

　　８４９-４１５５・佐賀県西松浦郡有田町山本・やまもと

　　８４９-４１７１・佐賀県西松浦郡有田町代々木・よよぎ

　　８４９-２１００・佐賀県杵島郡大町町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-２１０１・佐賀県杵島郡大町町大町・おおまち

　　８４９-２１０２・佐賀県杵島郡大町町福母・ふくも

　　８４９-０５００・佐賀県杵島郡江北町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-０５０６・佐賀県杵島郡江北町上小田・かみおだ

　　８４９-０５０２・佐賀県杵島郡江北町佐留志・ さるじ

　　８４９-０５０５・佐賀県杵島郡江北町下小田・しもおだ

　　８４９-０５０３・佐賀県杵島郡江北町惣領分・そうりようぶん

　　８４９-０５０４・佐賀県杵島郡江北町八町・はつちよう



　　８４９-０５０１・佐賀県杵島郡江北町山口・やまぐち

　　８４９-１１００・佐賀県杵島郡白石町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-１１０１・佐賀県杵島郡白石町今泉・いまいずみ

　　８４９-１２０１・佐賀県杵島郡白石町牛屋・うしや

　　８４９-１１０２・佐賀県杵島郡白石町大渡・おおわたり

　　８４９-１２０４・佐賀県杵島郡白石町坂田・さかた

　　８４９-１２０８・佐賀県杵島郡白石町新開・しんかい

　　８４９-１２２１・佐賀県杵島郡白石町新拓・しんたく

　　８４９-１２０２・佐賀県杵島郡白石町新明・しんめい

　　８４９-１２０５・佐賀県杵島郡白石町田野上・たのうえ

　　８４９-１１０３・佐賀県杵島郡白石町築切・ついきり

　　８４９-１１０４・佐賀県杵島郡白石町堤・つつみ

　　８４９-１１０５・佐賀県杵島郡白石町遠江・とおのえ

　　８４９-１２０３・佐賀県杵島郡白石町戸ケ里・とがり

　　８４９-１１０６・佐賀県杵島郡白石町廿治・はたち

　　８４９-０４０３・佐賀県杵島郡白石町八平・はちへい

　　８４９-１１１１・佐賀県杵島郡白石町東郷・ひがしごう

　　８４９-１２０７・佐賀県杵島郡白石町深浦・ふかうら

　　８４９-１１１２・佐賀県杵島郡白石町福田・ふくた

　　８４９-０４０１・佐賀県杵島郡白石町福富・ふくどみ

　　８４９-０４０２・佐賀県杵島郡白石町福富下分・ふくどみしもぶん

　　８４９-１１１３・佐賀県杵島郡白石町福吉・ ふくよじ

　　８４９-１２０６・佐賀県杵島郡白石町辺田・へた

　　８４９-１１１４・佐賀県杵島郡白石町馬洗・もうらい

　　８４９-１１１５・佐賀県杵島郡白石町湯崎・ゆざき

　　８４９-１１１６・佐賀県杵島郡白石町横手・よこて

　　８４９-１６００・佐賀県藤津郡太良町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-１６０３・佐賀県藤津郡太良町糸岐・いとき

　　８４９-１６０１・佐賀県藤津郡太良町伊福甲・いふくこう

　　８４９-１６１４・佐賀県藤津郡太良町大浦甲・おおうらこう

　　８４９-１６１５・佐賀県藤津郡太良町大浦乙・おおうらおつ

　　８４９-１６１３・佐賀県藤津郡太良町大浦丙・おおうらへい

　　８４９-１６１２・佐賀県藤津郡太良町大浦丁・おおうらてい

　　８４９-１６１１・佐賀県藤津郡太良町大浦戊・おおうらほﾞ

　　８４９-１６１６・佐賀県藤津郡太良町大浦己・おおうらき

　　８４９-１６０２・佐賀県藤津郡太良町多良・たら

　　３３１-００００・埼玉県さいたま市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３１-００５８・埼玉県さいたま市西区飯田・いいだ

　　３３１-００６８・埼玉県さいたま市西区飯田新田・いいだしんでん

　　３３１-００５３・埼玉県さいたま市西区植田谷本・うえたやほん

　　３３１-００６７・埼玉県さいたま市西区植田谷本村新田・うえたやほんむらしんでん

　　３３１-００４５・埼玉県さいたま市西区内野本郷・うちのほんごう

　　３３１-００４７・埼玉県さいたま市西区指扇・さしおうぎ

　　３３１-００７６・埼玉県さいたま市西区指扇領辻・さしおうぎりようつじ

　　３３１-００７３・埼玉県さいたま市西区指扇領別所・さしおうぎりようべつしよ

　　３３１-００６４・埼玉県さいたま市西区佐知川・さじかわ

　　３３１-００５６・埼玉県さいたま市西区三条町・さんじようまち

　　３３１-００５４・埼玉県さいたま市西区島根・しまね

　　３３１-００５５・埼玉県さいたま市西区昭和・しようわ

　　３３１-００４８・埼玉県さいたま市西区清河寺・せいがんじ

　　３３１-００７１・埼玉県さいたま市西区高木・たかぎ

　　３３１-００６６・埼玉県さいたま市西区塚本・つかもと

　　３３１-００６０・埼玉県さいたま市西区塚本町・つかもとちよう

　　３３１-００６２・埼玉県さいたま市西区土屋・つちや

　　３３１-００７７・埼玉県さいたま市西区中釘・なかくぎ

　　３３１-００５７・埼玉県さいたま市西区中野林・なかのはﾞやじ

　　３３１-００６１・埼玉県さいたま市西区西遊馬・にしあすま

　　３３１-００４９・埼玉県さいたま市西区西新井・にしあらい

　　３３１-００７８・埼玉県さいたま市西区西大宮・にしおおみや

　　３３１-００７２・埼玉県さいたま市西区平方領々家・ひらかたりようりようけ

　　３３１-００６５・埼玉県さいたま市西区二ツ宮・ふたつみや

　　３３１-００６３・埼玉県さいたま市西区プラザ・ふﾟらざ

　　３３１-００７４・埼玉県さいたま市西区宝来・ほうらい

　　３３１-００５９・埼玉県さいたま市西区水判土・みずはた

　　３３１-００７５・埼玉県さいたま市西区峰岸・みねぎじ

　　３３１-００５２・埼玉県さいたま市西区三橋・みはじ

　　３３１-００４６・埼玉県さいたま市西区宮前町・みやまえちよう

　　３３１-００６９・埼玉県さいたま市西区湯木町・ゆぎちよう

　　３３１-０８００・埼玉県さいたま市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３１-０８１３・埼玉県さいたま市北区植竹町・うえたけちよう



　　３３１-０８１５・埼玉県さいたま市北区大成町・おおなりちよう

　　３３１-０８２４・埼玉県さいたま市北区上加・かみか

　　３３１-０８２５・埼玉県さいたま市北区櫛引町・くしひきちよう

　　３３１-０８０１・埼玉県さいたま市北区今羽町・こんはﾞちよう

　　３３１-０８０４・埼玉県さいたま市北区土呂町・とろちよう

　　３３１-０８２２・埼玉県さいたま市北区奈良町・ならちよう

　　３３１-０８２３・埼玉県さいたま市北区日進町・につしんちよう

　　３３１-０８１４・埼玉県さいたま市北区東大成町・ひがしおおなりちよう

　　３３１-０８２１・埼玉県さいたま市北区別所町・べつしよちよう

　　３３１-０８０２・埼玉県さいたま市北区本郷町・ほんごうちよう

　　３３１-０８０５・埼玉県さいたま市北区盆栽町・ほﾞんさいちよう

　　３３１-０８０３・埼玉県さいたま市北区見沼・みぬま

　　３３１-０８１２・埼玉県さいたま市北区宮原町・みやはらちよう

　　３３１-０８１１・埼玉県さいたま市北区吉野町・よしのちよう

　　３３０-０８００・埼玉県さいたま市大宮区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３０-０８４１・埼玉県さいたま市大宮区東町・あずまちよう

　　３３０-０８３４・埼玉県さいたま市大宮区天沼町・あまぬまちよう

　　３３０-０８５２・埼玉県さいたま市大宮区大成町・おおなりちよう

　　３３０-０８３６・埼玉県さいたま市大宮区大原・おおはら

　　３３０-０８５５・埼玉県さいたま市大宮区上小町・かみこちよう

　　３３０-０８４３・埼玉県さいたま市大宮区吉敷町・きしきちよう

　　３３０-０８３５・埼玉県さいたま市大宮区北袋町・きたぶくろちよう

　　３３０-０８５１・埼玉県さいたま市大宮区櫛引町・くしひきちよう

　　３３０-０８５４・埼玉県さいたま市大宮区桜木町・さくらぎちよう

　　３３０-０８４４・埼玉県さいたま市大宮区下町・しもちよう

　　３３０-０８０５・埼玉県さいたま市大宮区寿能町・じゆのうちよう

　　３３０-０８４２・埼玉県さいたま市大宮区浅間町・せんげんちよう

　　３３０-０８４６・埼玉県さいたま市大宮区大門町・だいもんちよう

　　３３０-０８０３・埼玉県さいたま市大宮区高鼻町・たかはなちよう

　　３３０-０８０１・埼玉県さいたま市大宮区土手町・どてちよう

　　３３０-０８４５・埼玉県さいたま市大宮区仲町・なかちよう

　　３３０-０８５３・埼玉県さいたま市大宮区錦町・にしきちよう

　　３３０-０８０４・埼玉県さいたま市大宮区堀の内町・ほりのうちちよう

　　３３０-０８５６・埼玉県さいたま市大宮区三橋・みはじ

　　３３０-０８０２・埼玉県さいたま市大宮区宮町・みやちよう

　　３３７-００００・埼玉県さいたま市見沼区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３７-００１４・埼玉県さいたま市見沼区大谷・おおや

　　３３７-００５３・埼玉県さいたま市見沼区大和田町・おおわだちよう

　　３３７-０００４・埼玉県さいたま市見沼区卸町・おろしちよう

　　３３７-００２２・埼玉県さいたま市見沼区加田屋・かたや

　　３３７-００２７・埼玉県さいたま市見沼区加田屋新田・かたやしんでん

　　３３７-００２４・埼玉県さいたま市見沼区片柳・かたやなぎ

　　３３７-００２３・埼玉県さいたま市見沼区片柳東・かたやなぎひがじ

　　３３７-００４４・埼玉県さいたま市見沼区上山口新田・かみやまぐちしんでん

　　３３７-０００５・埼玉県さいたま市見沼区小深作・こふかさく

　　３３７-００３１・埼玉県さいたま市見沼区笹丸・ささまる

　　３３７-０００６・埼玉県さいたま市見沼区島町・しまちよう

　　３３７-００４５・埼玉県さいたま市見沼区新右エ門新田・しんうえもんしんでん

　　３３７-００５４・埼玉県さいたま市見沼区砂町・すなちよう

　　３３７-００２６・埼玉県さいたま市見沼区染谷・そめや

　　３３７-００４３・埼玉県さいたま市見沼区中川・なかがわ

　　３３７-００１３・埼玉県さいたま市見沼区新堤・にいつﾞつみ

　　３３７-００３５・埼玉県さいたま市見沼区西山新田・にしやましんでん

　　３３７-００３４・埼玉県さいたま市見沼区西山村新田・にしやまむらしんでん

　　３３７-００１５・埼玉県さいたま市見沼区蓮沼・はすぬま

　　３３７-０００８・埼玉県さいたま市見沼区春岡・はるおか

　　３３７-０００２・埼玉県さいたま市見沼区春野・はるの

　　３３７-００３２・埼玉県さいたま市見沼区東新井・ひがしあらい

　　３３７-００５１・埼玉県さいたま市見沼区東大宮・ひがしおおみや

　　３３７-００１２・埼玉県さいたま市見沼区東宮下・ひがしみやした

　　３３７-００１６・埼玉県さいたま市見沼区東門前・ひがしもんぜん

　　３３７-００２１・埼玉県さいたま市見沼区膝子・ひざこ

　　３３７-０００３・埼玉県さいたま市見沼区深作・ふかさく

　　３３７-００１７・埼玉県さいたま市見沼区風渡野・ふつとの

　　３３７-００５２・埼玉県さいたま市見沼区堀崎町・ほりさきちよう

　　３３７-０００１・埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎・まるがさき

　　３３７-０００７・埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎町・まるがさきちよう

　　３３７-００３３・埼玉県さいたま市見沼区御蔵・みくら

　　３３７-００４２・埼玉県さいたま市見沼区南中野・みなみなかの

　　３３７-００４１・埼玉県さいたま市見沼区南中丸・みなみなかまる



　　３３７-００１１・埼玉県さいたま市見沼区宮ケ谷塔・みやがやとう

　　３３７-００３６・埼玉県さいたま市見沼区見山・みやま

　　３３７-００２５・埼玉県さいたま市見沼区山・やま

　　３３０-００００・埼玉県さいたま市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３８-００１４・埼玉県さいたま市中央区上峰・うえみね

　　３３８-０００７・埼玉県さいたま市中央区円阿弥・えんなみ

　　３３８-００１２・埼玉県さいたま市中央区大戸・おおと

　　３３８-０００１・埼玉県さいたま市中央区上落合・かみおちあい

　　３３８-０００５・埼玉県さいたま市中央区桜丘・さくらおか

　　３３８-０００２・埼玉県さいたま市中央区下落合・しもおちあい

　　３３０-００８１・埼玉県さいたま市中央区新都心・しんとしん

　　３３０-６０９０・新都心明治安田生命さいたま新都心ビル・しんとしん

　　３３８-００１１・埼玉県さいたま市中央区新中里・しんなかざと

　　３３８-００１３・埼玉県さいたま市中央区鈴谷・すずや

　　３３８-０００６・埼玉県さいたま市中央区八王子・はちおうじ

　　３３８-０００４・埼玉県さいたま市中央区本町西・ほんまちにじ

　　３３８-０００３・埼玉県さいたま市中央区本町東・ほんまちひがじ

　　３３８-０８００・埼玉県さいたま市桜区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３８-０８２６・埼玉県さいたま市桜区大久保領家・おおくほﾞりようけ

　　３３８-０８２４・埼玉県さいたま市桜区上大久保・かみおおくほﾞ

　　３３８-０８１５・埼玉県さいたま市桜区五関・ごせき

　　３３８-０８１３・埼玉県さいたま市桜区在家・ざいけ

　　３３８-０８２３・埼玉県さいたま市桜区栄和・さかわ

　　３３８-０８３３・埼玉県さいたま市桜区桜田・さくらだ

　　３３８-０８３４・埼玉県さいたま市桜区新開・しびらき

　　３３８-０８２５・埼玉県さいたま市桜区下大久保・しもおおくほﾞ

　　３３８-０８１４・埼玉県さいたま市桜区宿・しゆく

　　３３８-０８１７・埼玉県さいたま市桜区昭和・しようわ

　　３３８-０８１１・埼玉県さいたま市桜区白鍬・しらくわ

　　３３８-０８１２・埼玉県さいたま市桜区神田・じんで

　　３３８-０８３７・埼玉県さいたま市桜区田島・たじま

　　３３８-０８１６・埼玉県さいたま市桜区塚本・つかもと

　　３３８-０８３５・埼玉県さいたま市桜区道場・どうじよう

　　３３８-０８２２・埼玉県さいたま市桜区中島・なかじま

　　３３８-０８３２・埼玉県さいたま市桜区西堀・にしほﾞり

　　３３８-０８３６・埼玉県さいたま市桜区町谷・まちや

　　３３８-０８３１・埼玉県さいたま市桜区南元宿・みなみもとじゆく

　　３３８-０８２１・埼玉県さいたま市桜区山久保・やまくほﾞ

　　３３０-００００・埼玉県さいたま市浦和区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３０-００４６・埼玉県さいたま市浦和区大原・おおはら

　　３３０-００７１・埼玉県さいたま市浦和区上木崎・かみきざき

　　３３０-００４２・埼玉県さいたま市浦和区木崎・きざき

　　３３０-００６４・埼玉県さいたま市浦和区岸町・きしちよう

　　３３０-００７４・埼玉県さいたま市浦和区北浦和・きたうらわ

　　３３０-００４５・埼玉県さいたま市浦和区皇山町・こうざんちよう

　　３３０-００５１・埼玉県さいたま市浦和区駒場・こまはﾞ

　　３３０-００６５・埼玉県さいたま市浦和区神明・しんめい

　　３３０-００４４・埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎・せがさき

　　３３０-００４３・埼玉県さいたま市浦和区大東・だいとう

　　３３０-００６３・埼玉県さいたま市浦和区高砂・たかさご

　　３３０-００６１・埼玉県さいたま市浦和区常盤・ときわ

　　３３０-００６２・埼玉県さいたま市浦和区仲町・なかちよう

　　３３０-００７５・埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷・はりがや

　　３３０-００５４・埼玉県さいたま市浦和区東岸町・ひがしきしちよう

　　３３０-００５５・埼玉県さいたま市浦和区東高砂町・ひがしたかさごちよう

　　３３０-００５６・埼玉県さいたま市浦和区東仲町・ひがしなかちよう

　　３３０-００５３・埼玉県さいたま市浦和区前地・まえじ

　　３３０-００４１・埼玉県さいたま市浦和区三崎・みさき

　　３３０-００７３・埼玉県さいたま市浦和区元町・もとちよう

　　３３０-００５２・埼玉県さいたま市浦和区本太・もとぶと

　　３３０-００７２・埼玉県さいたま市浦和区領家・りようけ

　　３３６-００００・埼玉県さいたま市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３６-００３４・埼玉県さいたま市南区内谷・うちや

　　３３６-００４３・埼玉県さいたま市南区円正寺・えんしようじ

　　３３６-００４２・埼玉県さいたま市南区大谷口・おおやぐち

　　３３６-００１６・埼玉県さいたま市南区大谷場・おおやはﾞ

　　３３６-００３１・埼玉県さいたま市南区鹿手袋・しかてぶくろ

　　３３６-００２２・埼玉県さいたま市南区白幡・しらはた

　　３３６-００２３・埼玉県さいたま市南区神明・しんめい

　　３３６-００３８・埼玉県さいたま市南区関・せき



　　３３６-００１５・埼玉県さいたま市南区太田窪・だいたくほﾞ

　　３３６-００２６・埼玉県さいたま市南区辻・つじ

　　３３６-００３６・埼玉県さいたま市南区堤外・ていがい

　　３３６-００２７・埼玉県さいたま市南区沼影・ぬまかげ

　　３３６-００２４・埼玉県さいたま市南区根岸・ねぎじ

　　３３６-００４１・埼玉県さいたま市南区広ケ谷戸・ひろがやと

　　３３６-００２５・埼玉県さいたま市南区文蔵・ぶぞう

　　３３６-００２１・埼玉県さいたま市南区別所・べつしよ

　　３３６-００３３・埼玉県さいたま市南区曲本・まがもと

　　３３６-００３５・埼玉県さいたま市南区松本・まつもと

　　３３６-００１７・埼玉県さいたま市南区南浦和・みなみうらわ

　　３３６-００１８・埼玉県さいたま市南区南本町・みなみほんちよう

　　３３６-００３２・埼玉県さいたま市南区四谷・よつや

　　３３６-０９００・埼玉県さいたま市緑区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３６-０９２１・埼玉県さいたま市緑区井沼方・いぬまかた

　　３３６-０９７４・埼玉県さいたま市緑区大崎・おおさき

　　３３６-０９２２・埼玉県さいたま市緑区大牧・おおまき

　　３３６-０９２３・埼玉県さいたま市緑区大間木・おおまぎ

　　３３６-０９３４・埼玉県さいたま市緑区大谷口・おおやぐち

　　３３６-０９７７・埼玉県さいたま市緑区上野田・かみのだ

　　３３６-０９６６・埼玉県さいたま市緑区北原・きたはら

　　３３６-０９６１・埼玉県さいたま市緑区玄蕃新田・げんはﾞしんでん

　　３３６-０９０７・埼玉県さいたま市緑区道祖土・さいど

　　３３６-０９１７・埼玉県さいたま市緑区芝原・しはﾞはら

　　３３６-０９６２・埼玉県さいたま市緑区下野田・しものだ

　　３３６-０９２５・埼玉県さいたま市緑区下山口新田・しもやまぐちしんでん

　　３３６-０９１３・埼玉県さいたま市緑区新宿・しんじゆく

　　３３６-０９３６・埼玉県さいたま市緑区太田窪・だいたくほﾞ

　　３３６-０９０５・埼玉県さいたま市緑区大道・だいどう

　　３３６-０９６３・埼玉県さいたま市緑区大門・だいもん

　　３３６-０９７５・埼玉県さいたま市緑区代山・だいやま

　　３３６-０９７１・埼玉県さいたま市緑区高畑・たかはﾞたけ

　　３３６-０９７６・埼玉県さいたま市緑区寺山・てらやま

　　３３６-０９３２・埼玉県さいたま市緑区中尾・なかお

　　３３６-０９７２・埼玉県さいたま市緑区中野田・なかのだ

　　３３６-０９７３・埼玉県さいたま市緑区南部領辻・なんぶりようつじ

　　３３６-０９２４・埼玉県さいたま市緑区蓮見新田・はすみしんでん

　　３３６-０９３１・埼玉県さいたま市緑区原山・はらやま

　　３３６-０９１２・埼玉県さいたま市緑区馬場・はﾞんはﾞ

　　３３６-０９２６・埼玉県さいたま市緑区東浦和・ひがしうらわ

　　３３６-０９６４・埼玉県さいたま市緑区東大門・ひがしだいもん

　　３３６-０９１８・埼玉県さいたま市緑区松木・まつき

　　３３６-０９６５・埼玉県さいたま市緑区間宮・まみや

　　３３６-０９０６・埼玉県さいたま市緑区三浦・みうら

　　３３６-０９６７・埼玉県さいたま市緑区美園・みその

　　３３６-０９１５・埼玉県さいたま市緑区見沼・みぬま

　　３３６-０９１１・埼玉県さいたま市緑区三室・みむろ

　　３３６-０９１４・埼玉県さいたま市緑区宮後・みやうしろ

　　３３６-０９１６・埼玉県さいたま市緑区宮本・みやもと

　　３３６-０９０３・埼玉県さいたま市緑区山崎・やまざき

　　３３９-００００・埼玉県さいたま市岩槻区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３９-００７１・埼玉県さいたま市岩槻区相野原・あいのはら

　　３３９-００６６・埼玉県さいたま市岩槻区愛宕町・あたごちよう

　　３３９-００３１・埼玉県さいたま市岩槻区飯塚・いいつﾞか

　　３３９-００６１・埼玉県さいたま市岩槻区岩槻・いわつき

　　３３９-００７３・埼玉県さいたま市岩槻区上野・うえの

　　３３９-００３７・埼玉県さいたま市岩槻区浮谷・うきや

　　３３９-０００２・埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺・うらじおんじ

　　３３９-００１３・埼玉県さいたま市岩槻区大口・おおぐち

　　３３９-００５２・埼玉県さいたま市岩槻区太田・おおた

　　３３９-００１４・埼玉県さいたま市岩槻区大戸・おおと

　　３３９-００１８・埼玉県さいたま市岩槻区大野島・おおのじま

　　３３９-００１７・埼玉県さいたま市岩槻区大森・おおもり

　　３３９-００１５・埼玉県さいたま市岩槻区大谷・おおや

　　３３９-００２７・埼玉県さいたま市岩槻区尾ケ崎・おがさき

　　３３９-００２６・埼玉県さいたま市岩槻区尾ケ崎新田・おがさきしんでん

　　３３９-０００８・埼玉県さいたま市岩槻区表慈恩寺・おもてじおんじ

　　３３９-００２４・埼玉県さいたま市岩槻区釣上・かぎあげ

　　３３９-００２５・埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田・かぎあげしんでん

　　３３９-００５６・埼玉県さいたま市岩槻区加倉・かくら



　　３３９-００７８・埼玉県さいたま市岩槻区掛・かけ

　　３３９-００４５・埼玉県さいたま市岩槻区柏崎・かしわざき

　　３３９-００７５・埼玉県さいたま市岩槻区金重・かなしげ

　　３３９-０００１・埼玉県さいたま市岩槻区鹿室・かなむろ

　　３３９-０００６・埼玉県さいたま市岩槻区上里・かみさと

　　３３９-００３３・埼玉県さいたま市岩槻区黒谷・くろや

　　３３９-００７２・埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場・こかはﾞ

　　３３９-０００３・埼玉県さいたま市岩槻区小溝・こみぞ

　　３３９-００３４・埼玉県さいたま市岩槻区笹久保・ささくほﾞ

　　３３９-００３５・埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田・ささくほﾞしんでん

　　３３９-０００９・埼玉県さいたま市岩槻区慈恩寺・じおんじ

　　３３９-００４３・埼玉県さいたま市岩槻区城南・じようなん

　　３３９-００５３・埼玉県さいたま市岩槻区城町・しろまち

　　３３９-００４４・埼玉県さいたま市岩槻区真福寺・しんふﾟくじ

　　３３９-００２１・埼玉県さいたま市岩槻区末田・すえだ

　　３３９-０００７・埼玉県さいたま市岩槻区諏訪・すわ

　　３３９-００２２・埼玉県さいたま市岩槻区高曽根・たかそね

　　３３９-０００４・埼玉県さいたま市岩槻区徳力・とくりき

　　３３９-００５４・埼玉県さいたま市岩槻区仲町・なかちよう

　　３３９-００１１・埼玉県さいたま市岩槻区長宮・ながみや

　　３３９-００６８・埼玉県さいたま市岩槻区並木・なみき

　　３３９-００１６・埼玉県さいたま市岩槻区新方須賀・にいがたすか

　　３３９-００８１・埼玉県さいたま市岩槻区西原・にしはら

　　３３９-００８２・埼玉県さいたま市岩槻区西原台・にしはらだい

　　３３９-００６７・埼玉県さいたま市岩槻区西町・にしまち

　　３３９-００２３・埼玉県さいたま市岩槻区野孫・のまご

　　３３９-００４７・埼玉県さいたま市岩槻区原町・はらまち

　　３３９-０００５・埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻・ひがしいわつき

　　３３９-００５５・埼玉県さいたま市岩槻区東町・ひがしちよう

　　３３９-００６４・埼玉県さいたま市岩槻区日の出町・ひのでちよう

　　３３９-００４２・埼玉県さいたま市岩槻区府内・ふない

　　３３９-００７６・埼玉県さいたま市岩槻区平林寺・へいりんじ

　　３３９-００７４・埼玉県さいたま市岩槻区本宿・ほんじゆく

　　３３９-００５７・埼玉県さいたま市岩槻区本町・ほんちよう

　　３３９-００５８・埼玉県さいたま市岩槻区本丸・ほんまる

　　３３９-００７７・埼玉県さいたま市岩槻区馬込・まごめ

　　３３９-００１２・埼玉県さいたま市岩槻区増長・ましなが

　　３３９-００２８・埼玉県さいたま市岩槻区美園東・みそのひがじ

　　３３９-００３２・埼玉県さいたま市岩槻区南下新井・みなみしもあらい

　　３３９-００６２・埼玉県さいたま市岩槻区南辻・みなみつじ

　　３３９-００５１・埼玉県さいたま市岩槻区南平野・みなみひらの

　　３３９-００６９・埼玉県さいたま市岩槻区箕輪・みのわ

　　３３９-００６５・埼玉県さいたま市岩槻区宮町・みやちよう

　　３３９-００６３・埼玉県さいたま市岩槻区美幸町・みゆきちよう

　　３３９-００４１・埼玉県さいたま市岩槻区村国・むらくに

　　３３９-００４６・埼玉県さいたま市岩槻区谷下・やじた

　　３３９-００３６・埼玉県さいたま市岩槻区横根・よこね

　　３５０-１１００・埼玉県川越市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-１１７３・埼玉県川越市安比奈新田・あいなしんでん

　　３５０-１１６４・埼玉県川越市青柳・あおやぎ

　　３５０-１１２６・埼玉県川越市旭町・あさひちよう

　　３５０-０８０６・埼玉県川越市天沼新田・あまぬましんでん

　　３５０-１１２５・埼玉県川越市新宿・あらじゆく

　　３５０-１１２４・埼玉県川越市新宿町・あらじゆくまち

　　３５０-１１７１・埼玉県川越市池辺・いけのべ

　　３５０-０８５５・埼玉県川越市伊佐沼・いさぬま

　　３５０-０８３７・埼玉県川越市石田・いしだ

　　３５０-０８３５・埼玉県川越市石田本郷・いしだほんごう

　　３５０-０８２４・埼玉県川越市石原町・いしわらまち

　　３５０-００２６・埼玉県川越市泉町・いずみちよう

　　３５０-１１０８・埼玉県川越市伊勢原町・いせはらちよう

　　３５０-１１４４・埼玉県川越市稲荷町・いなりちよう

　　３５０-００１５・埼玉県川越市今泉・いまいずみ

　　３５０-１１０５・埼玉県川越市今成・いまなり

　　３５０-１１５１・埼玉県川越市今福・いまふく

　　３５０-００１７・埼玉県川越市牛子・うしこ

　　３５０-０８１６・埼玉県川越市上戸・うわど

　　３５０-０８１７・埼玉県川越市上戸新町・うわどしんまち

　　３５０-１１３４・埼玉県川越市扇河岸・おうぎがじ

　　３５０-００３２・埼玉県川越市大仙波・おおせんはﾞ



　　３５０-１１２８・埼玉県川越市大仙波新田・おおせんはﾞしんでん

　　３５０-１１２９・埼玉県川越市大塚・おおつか

　　３５０-１１６１・埼玉県川越市大塚新田・おおつかしんでん

　　３５０-１１７８・埼玉県川越市大塚新町・おおつかしんまち

　　３５０-００５７・埼玉県川越市大手町・おおてまち

　　３５０-００２１・埼玉県川越市大中居・おおなかい

　　３５０-１１６８・埼玉県川越市大袋・おおふくろ

　　３５０-１１６７・埼玉県川越市大袋新田・おおふくろしんでん

　　３５０-１１０４・埼玉県川越市小ケ谷・おがや

　　３５０-０８４１・埼玉県川越市御成町・おなりちよう

　　３５０-００１２・埼玉県川越市萱沼・かいぬま

　　３５０-１１７５・埼玉県川越市笠幡・かさはた

　　３５０-１１７９・埼玉県川越市かし野台・かしのだい

　　３５０-１１０３・埼玉県川越市霞ケ関東・かすみがせきひがじ

　　３５０-１１０９・埼玉県川越市霞ケ関北・かすみがせききた

　　３５０-１１７４・埼玉県川越市かすみ野・かすみの

　　３５０-０８４５・埼玉県川越市上老袋・かみおいぶくろ

　　３５０-１１３５・埼玉県川越市上新河岸・かみしんがじ

　　３５０-０８２６・埼玉県川越市上寺山・かみてらやま

　　３５０-１１１２・埼玉県川越市上野田町・かみのだまち

　　３５０-１１５４・埼玉県川越市上松原・かみまつはﾞら

　　３５０-０８４４・埼玉県川越市鴨田・かもだ

　　３５０-０８５２・埼玉県川越市川越・かわごえ

　　３５０-１１７６・埼玉県川越市川鶴・かわつる

　　３５０-１１７７・埼玉県川越市かわつる三芳野・かわつるみよしの

　　３５０-１１３２・埼玉県川越市岸・きじ

　　３５０-１１３１・埼玉県川越市岸町・きしまち

　　３５０-０８４２・埼玉県川越市北田島・きたたじま

　　３５０-００６１・埼玉県川越市喜多町・きたまち

　　３５０-００１６・埼玉県川越市木野目・きのめ

　　３５０-００１１・埼玉県川越市久下戸・くげど

　　３５０-０８１５・埼玉県川越市鯨井・くじらい

　　３５０-０８０９・埼玉県川越市鯨井新田・くじらいしんでん

　　３５０-００５５・埼玉県川越市久保町・くほﾞまち

　　３５０-１１４６・埼玉県川越市熊野町・くまのちよう

　　３５０-００５３・埼玉県川越市郭町・くるわまち

　　３５０-１１１７・埼玉県川越市広栄町・こうえいちよう

　　３５０-００３１・埼玉県川越市小仙波・こせんはﾞ

　　３５０-００３６・埼玉県川越市小仙波町・こせんはﾞまち

　　３５０-０８１１・埼玉県川越市小堤・こつﾞつみ

　　３５０-１１１６・埼玉県川越市寿町・ことぶきちよう

　　３５０-００２２・埼玉県川越市小中居・こなかい

　　３５０-１１０６・埼玉県川越市小室・こむろ

　　３５０-００６３・埼玉県川越市幸町・さいわいちよう

　　３５０-０８０３・埼玉県川越市栄・さかえ

　　３５０-００５４・埼玉県川越市三久保町・さんくほﾞちよう

　　３５０-００６７・埼玉県川越市三光町・さんこうちよう

　　３５０-０８３４・埼玉県川越市鹿飼・ししかい

　　３５０-００５１・埼玉県川越市志多町・したまち

　　３５０-００１３・埼玉県川越市渋井・しぶい

　　３５０-１１４５・埼玉県川越市清水町・しみずちよう

　　３５０-１１５５・埼玉県川越市下赤坂・しもあかさか

　　３５０-０８４８・埼玉県川越市下老袋・しもおいぶくろ

　　３５０-０８１２・埼玉県川越市下小坂・しもおさか

　　３５０-１１３６・埼玉県川越市下新河岸・しもしんがじ

　　３５０-０８０４・埼玉県川越市下広谷・しもひろや

　　３５０-１１５３・埼玉県川越市下松原・しもまつはﾞら

　　３５０-０８５３・埼玉県川越市城下町・しろしたまち

　　３５０-００４３・埼玉県川越市新富町・しんとみちよう

　　３５０-０８２３・埼玉県川越市神明町・しんめいちよう

　　３５０-００６４・埼玉県川越市末広町・すえひろちよう

　　３５０-０８３２・埼玉県川越市菅間・すがま

　　３５０-００４６・埼玉県川越市菅原町・すがわらちよう

　　３５０-１１３３・埼玉県川越市砂・すな

　　３５０-１１５２・埼玉県川越市砂久保・すなくほﾞ

　　３５０-１１３７・埼玉県川越市砂新田・すなしんでん

　　３５０-１１４７・埼玉県川越市諏訪町・すわちよう

　　３５０-００３４・埼玉県川越市仙波町・せんはﾞまち

　　３５０-０００４・埼玉県川越市高島・たかしま

　　３５０-０８０１・埼玉県川越市竹野・たけの



　　３５０-１１１３・埼玉県川越市田町・たまち

　　３５０-０８２５・埼玉県川越市月吉町・つきよしまち

　　３５０-０８５４・埼玉県川越市寺井・てらい

　　３５０-１１４１・埼玉県川越市寺尾・てらお

　　３５０-０８２７・埼玉県川越市寺山・てらやま

　　３５０-０８４３・埼玉県川越市東明寺・とうみようじ

　　３５０-００４４・埼玉県川越市通町・とおりまち

　　３５０-１１１９・埼玉県川越市豊田新田・とよだしんでん

　　３５０-１１１０・埼玉県川越市豊田町・とよだちよう

　　３５０-１１１８・埼玉県川越市豊田本・とよだほん

　　３５０-０８５６・埼玉県川越市問屋町・とんやまち

　　３５０-０８４６・埼玉県川越市中老袋・なかおいぶくろ

　　３５０-１１５９・埼玉県川越市中台・なかだい

　　３５０-１１５０・埼玉県川越市中台南・なかだいみなみ

　　３５０-１１３８・埼玉県川越市中台元町・なかだいもとまち

　　３５０-００６５・埼玉県川越市仲町・なかちよう

　　３５０-００４２・埼玉県川越市中原町・なかはらちよう

　　３５０-１１５６・埼玉県川越市中福・なかふく

　　３５０-１１５７・埼玉県川越市中福東・なかふくひがじ

　　３５０-００２３・埼玉県川越市並木・なみき

　　３５０-００２４・埼玉県川越市並木新町・なみきしんまち

　　３５０-００２５・埼玉県川越市並木西町・なみきにしまち

　　３５０-００３５・埼玉県川越市西小仙波町・にしこせんはﾞまち

　　３５０-１１６０・埼玉県川越市日東町・につとうちよう

　　３５０-１１１１・埼玉県川越市野田・のだ

　　３５０-１１１５・埼玉県川越市野田町・のだまち

　　３５０-０８５１・埼玉県川越市氷川町・ひかわちよう

　　３５０-１１１４・埼玉県川越市東田町・ひがしたまち

　　３５０-０８４７・埼玉県川越市東本宿・ひがしほんじゆく

　　３５０-０８１４・埼玉県川越市平塚・ひらつか

　　３５０-０８１３・埼玉県川越市平塚新田・ひらつかしんでん

　　３５０-０８０５・埼玉県川越市広谷新町・ひろやしんまち

　　３５０-０８３１・埼玉県川越市府川・ふかわ

　　３５０-０８２１・埼玉県川越市福田・ふくだ

　　３５０-００１８・埼玉県川越市藤木町・ふじきちよう

　　３５０-１１６６・埼玉県川越市藤倉・ふじくら

　　３５０-１１４２・埼玉県川越市藤間・ふじま

　　３５０-０８０２・埼玉県川越市富士見・ふじみ

　　３５０-００３３・埼玉県川越市富士見町・ふじみちよう

　　３５０-１１４３・埼玉県川越市藤原町・ふじわらちよう

　　３５０-００１４・埼玉県川越市古市場・ふるいちはﾞ

　　３５０-０００１・埼玉県川越市古谷上・ふるやかみ

　　３５０-０００２・埼玉県川越市古谷本郷・ふるやほんごう

　　３５０-１１７２・埼玉県川越市増形・ますかた

　　３５０-００５６・埼玉県川越市松江町・まつえちよう

　　３５０-０８５７・埼玉県川越市松郷・まつごう

　　３５０-１１０１・埼玉県川越市的場・まとはﾞ

　　３５０-１１０７・埼玉県川越市的場新町・まとはﾞしんまち

　　３５０-１１０２・埼玉県川越市的場北・まとはﾞきた

　　３５０-１１６２・埼玉県川越市南大塚・みなみおおつか

　　３５０-００２７・埼玉県川越市南田島・みなみたじま

　　３５０-１１６５・埼玉県川越市南台・みなみだい

　　３５０-００４５・埼玉県川越市南通町・みなみとおりまち

　　３５０-００５２・埼玉県川越市宮下町・みやしたまち

　　３５０-０８３８・埼玉県川越市宮元町・みやもとちよう

　　３５０-１１７０・埼玉県川越市むさし野・むさしの

　　３５０-１１５８・埼玉県川越市むさし野南・むさしのみなみ

　　３５０-００６２・埼玉県川越市元町・もとまち

　　３５０-０００３・埼玉県川越市八ツ島・やつしま

　　３５０-０８３６・埼玉県川越市谷中・やなか

　　３５０-１１６９・埼玉県川越市山城・やましろ

　　３５０-０８２２・埼玉県川越市山田・やまだ

　　３５０-０８０７・埼玉県川越市吉田・よしだ

　　３５０-０８０８・埼玉県川越市吉田新町・よしだしんまち

　　３５０-０８３３・埼玉県川越市芳野台・よしのだい

　　３５０-１１６３・埼玉県川越市四都野台・よつやだい

　　３５０-００６６・埼玉県川越市連雀町・れんじやくちよう

　　３５０-００４１・埼玉県川越市六軒町・ろつけんまち

　　３５０-１１２１・埼玉県川越市脇田新町・わきたしんまち

　　３５０-１１２３・埼玉県川越市脇田本町・わきたほんちよう



　　３５０-１１２２・埼玉県川越市脇田町・わきたまち

　　３６０-００００・埼玉県熊谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６９-０１０６・埼玉県熊谷市相上・あいあげ

　　３６０-０８２６・埼玉県熊谷市赤城町・あかぎちよう

　　３６０-００３３・埼玉県熊谷市曙町・あけほﾞのちよう

　　３６０-０２３１・埼玉県熊谷市飯塚・いいつﾞか

　　３６０-００１１・埼玉県熊谷市池上・いけがみ

　　３６０-０８１６・埼玉県熊谷市石原・いしはら

　　３６０-０８２１・埼玉県熊谷市伊勢町・いせちよう

　　３６０-０１０５・埼玉県熊谷市板井・いたい

　　３６０-０２３６・埼玉県熊谷市市ノ坪・いちのつほﾞ

　　３６０-０００５・埼玉県熊谷市今井・いまい

　　３６０-０２１２・埼玉県熊谷市江波・えなみ

　　３６０-０８２３・埼玉県熊谷市榎町・えのきちよう

　　３６０-０８１３・埼玉県熊谷市円光・えんこう

　　３６０-０１０３・埼玉県熊谷市小江川・おえがわ

　　３６０-０８３５・埼玉県熊谷市大麻生・おおあそう

　　３６０-００２５・埼玉県熊谷市太井・おおい

　　３６０-０００２・埼玉県熊谷市大塚・おおつか

　　３６０-０２２１・埼玉県熊谷市大野・おおの

　　３６０-０８１２・埼玉県熊谷市大原・おおはら

　　３６０-０１１１・埼玉県熊谷市押切・おしきり

　　３６０-００１７・埼玉県熊谷市小曽根・おぞね

　　３６０-０２４２・埼玉県熊谷市男沼・おぬま

　　３６０-０８０３・埼玉県熊谷市柿沼・かきぬま

　　３６０-０８４７・埼玉県熊谷市籠原南・かごはらみなみ

　　３６９-０１０４・埼玉県熊谷市冑山・かぶとやま

　　３６０-００４６・埼玉県熊谷市鎌倉町・かまくらちよう

　　３６０-０２３４・埼玉県熊谷市上江袋・かみえぶくろ

　　３６０-０１２５・埼玉県熊谷市上恩田・かみおんだ

　　３６０-０００４・埼玉県熊谷市上川上・かみかわかみ

　　３６０-０１１７・埼玉県熊谷市上新田・かみしんでん

　　３６０-０２１３・埼玉県熊谷市上須戸・かみすど

　　３６０-０００１・埼玉県熊谷市上中条・かみちゆうじよう

　　３６０-０８０５・埼玉県熊谷市上奈良・かみなら

　　３６０-０２１７・埼玉県熊谷市上根・かみね

　　３６０-００１２・埼玉県熊谷市上之・かみの

　　３６０-０８３７・埼玉県熊谷市川原明戸・かわはらあけと

　　３６０-００３５・埼玉県熊谷市河原町・かわらちよう

　　３６０-０１３６・埼玉県熊谷市吉所敷・きしよしき

　　３６０-００３２・埼玉県熊谷市銀座・ぎんざ

　　３６０-００２６・埼玉県熊谷市久下・くげ

　　３６０-０２２２・埼玉県熊谷市葛和田・くずわだ

　　３６０-０１３１・埼玉県熊谷市屈戸・くつと

　　３６０-０８３１・埼玉県熊谷市久保島・くほﾞじま

　　３６０-００１６・埼玉県熊谷市熊谷・くまがや

　　３６０-０１２２・埼玉県熊谷市小泉・こいずみ

　　３６０-００１５・埼玉県熊谷市肥塚・こいつﾞか

　　３６０-０１１４・埼玉県熊谷市江南中央・こうなんちゆうおう

　　３６０-０８３２・埼玉県熊谷市小島・こじま

　　３６９-０１０３・埼玉県熊谷市小八林・こやつはﾞやじ

　　３６０-００３６・埼玉県熊谷市桜木町・さくらぎちよう

　　３６０-０８１４・埼玉県熊谷市桜町・さくらちよう

　　３６０-００２３・埼玉県熊谷市佐谷田・さやだ

　　３６０-０１０４・埼玉県熊谷市塩・しお

　　３６０-０１０６・埼玉県熊谷市柴・しはﾞ

　　３６０-０００６・埼玉県熊谷市四方寺・しほうじ

　　３６０-０１２３・埼玉県熊谷市下恩田・しもおんだ

　　３６０-０００３・埼玉県熊谷市下川上・しもかわかみ

　　３６０-０８０２・埼玉県熊谷市下奈良・しもなら

　　３６０-０８５１・埼玉県熊谷市下増田・しもますだ

　　３６０-０８４６・埼玉県熊谷市拾六間・じゆうろつけん

　　３６０-００２７・埼玉県熊谷市新川・しんかわ

　　３６０-００３１・埼玉県熊谷市末広・すえひろ

　　３６０-０１０２・埼玉県熊谷市須賀広・すがひろ

　　３６０-０８３４・埼玉県熊谷市瀬南・せなみ

　　３６０-０２１１・埼玉県熊谷市善ケ島・ぜんがしま

　　３６０-０１０７・埼玉県熊谷市千代・せんだい

　　３６０-０８０４・埼玉県熊谷市代・だい

　　３６０-０１３４・埼玉県熊谷市高本・たかもと



　　３６０-０８５５・埼玉県熊谷市高柳・たかやなぎ

　　３６０-０２１５・埼玉県熊谷市田島・たじま

　　３６０-０８５３・埼玉県熊谷市玉井・たまい

　　３６０-０８５４・埼玉県熊谷市玉井南・たまいみなみ

　　３６９-０１０２・埼玉県熊谷市玉作・たまつくり

　　３６０-０２２３・埼玉県熊谷市俵瀬・たわらせ

　　３６０-００１８・埼玉県熊谷市中央・ちゆうおう

　　３６０-０８２５・埼玉県熊谷市月見町・つきみちよう

　　３６０-００３７・埼玉県熊谷市筑波・つくはﾞ

　　３６９-０１０１・埼玉県熊谷市津田・つだ

　　３６０-０１３２・埼玉県熊谷市津田新田・つだしんでん

　　３６０-０２４４・埼玉県熊谷市出来島・できじま

　　３６０-０１２１・埼玉県熊谷市手島・てしま

　　３６０-０２３２・埼玉県熊谷市道ケ谷戸・どうがやと

　　３６０-００２２・埼玉県熊谷市戸出・とで

　　３６０-００２４・埼玉県熊谷市問屋町・とんやちよう

　　３６０-０２３７・埼玉県熊谷市永井太田・ながいおおた

　　３６０-０１２４・埼玉県熊谷市中恩田・なかおんだ

　　３６０-０１３３・埼玉県熊谷市中曽根・なかぞね

　　３６０-００４７・埼玉県熊谷市仲町・なかちよう

　　３６０-０８０１・埼玉県熊谷市中奈良・なかなら

　　３６０-００１３・埼玉県熊谷市中西・なかにじ

　　３６０-０８０６・埼玉県熊谷市奈良新田・ならしんでん

　　３６０-０１１５・埼玉県熊谷市成沢・なりさわ

　　３６０-０８１７・埼玉県熊谷市新島・にいじま

　　３６０-０８４１・埼玉県熊谷市新堀・にいほﾞり

　　３６０-０８４２・埼玉県熊谷市新堀新田・にいほﾞりしんでん

　　３６０-０２１４・埼玉県熊谷市西城・にしじよう

　　３６０-０２１６・埼玉県熊谷市西野・にしの

　　３６０-０８５７・埼玉県熊谷市西別府・にしべつふﾟ

　　３６０-０１３５・埼玉県熊谷市沼黒・ぬまぐろ

　　３６０-０１０１・埼玉県熊谷市野原・のはら

　　３６０-００１４・埼玉県熊谷市箱田・はこだ

　　３６０-０２３５・埼玉県熊谷市原井・はﾞらい

　　３６０-０８１１・埼玉県熊谷市原島・はらじま

　　３６０-０８５２・埼玉県熊谷市東別府・ひがしべつふﾟ

　　３６０-０２２４・埼玉県熊谷市日向・ひなた

　　３６０-０１１２・埼玉県熊谷市樋春・ひはる

　　３６０-０１６３・埼玉県熊谷市平塚新田・ひらつかしんでん

　　３６０-００２１・埼玉県熊谷市平戸・ひらと

　　３６０-０８３３・埼玉県熊谷市広瀬・ひろせ

　　３６０-０８３６・埼玉県熊谷市武体・ぶたい

　　３６９-０１０８・埼玉県熊谷市船木台・ふなきだい

　　３６０-０８５６・埼玉県熊谷市別府・べつふﾟ

　　３６０-０２２５・埼玉県熊谷市弁財・べんざい

　　３６０-００４３・埼玉県熊谷市星川・ほしかわ

　　３６０-０８１５・埼玉県熊谷市本石・ほんごく

　　３６０-００４２・埼玉県熊谷市本町・ほんちよう

　　３６０-０１６１・埼玉県熊谷市万吉・まげち

　　３６０-０２４３・埼玉県熊谷市間々田・ままだ

　　３６０-００３４・埼玉県熊谷市万平町・まんへﾟいちよう

　　３６０-０８４４・埼玉県熊谷市御稜威ケ原・みいずがはら

　　３６０-０８４３・埼玉県熊谷市三ケ尻・みかじり

　　３６０-０１１３・埼玉県熊谷市御正新田・みしようしんでん

　　３６０-０１１６・埼玉県熊谷市三本・みつもと

　　３６０-０８４５・埼玉県熊谷市美土里町・みどりちよう

　　３６９-０１０５・埼玉県熊谷市箕輪・みのわ

　　３６０-０８２４・埼玉県熊谷市見晴町・みはらしちよう

　　３６０-００４１・埼玉県熊谷市宮町・みやちよう

　　３６０-００４５・埼玉県熊谷市宮前町・みやまえちよう

　　３６０-０８２２・埼玉県熊谷市宮本町・みやもとちよう

　　３６９-０１０７・埼玉県熊谷市向谷・むこうや

　　３６０-０１６２・埼玉県熊谷市村岡・むらおか

　　３６０-０２０１・埼玉県熊谷市妻沼・めぬま

　　３６０-０２４５・埼玉県熊谷市妻沼小島・めぬまこじま

　　３６０-０２４１・埼玉県熊谷市妻沼台・めぬまだい

　　３６０-０２０４・埼玉県熊谷市妻沼中央・めぬまちゆうおう

　　３６０-０２３８・埼玉県熊谷市妻沼西・めぬまにじ

　　３６０-０２０２・埼玉県熊谷市妻沼東・めぬまひがじ

　　３６０-０１６４・埼玉県熊谷市楊井・やぎい



　　３６０-０２３３・埼玉県熊谷市八木田・やぎた

　　３６０-０２１８・埼玉県熊谷市八ツ口・やつくち

　　３６０-０２０３・埼玉県熊谷市弥藤吾・やとうご

　　３６０-００４４・埼玉県熊谷市弥生・やよい

　　３３２-００００・埼玉県川口市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３３２-００３１・埼玉県川口市青木・あおき

　　３３４-００７３・埼玉県川口市赤井・あかい

　　３３３-０８２４・埼玉県川口市赤芝新田・あかしはﾞしんでん

　　３３３-０８２５・埼玉県川口市赤山・あかやま

　　３３２-０００１・埼玉県川口市朝日・あさひ

　　３３３-０８２６・埼玉県川口市新井宿・あらいじゆく

　　３３２-０００５・埼玉県川口市新井町・あらいちよう

　　３３２-００２９・埼玉県川口市荒川町・あらかわちよう

　　３３４-００５９・埼玉県川口市安行・あんぎよう

　　３３４-００５４・埼玉県川口市安行北谷・あんぎようきたや

　　３３４-００５３・埼玉県川口市安行吉蔵・あんぎようきちぞう

　　３３４-００５５・埼玉県川口市安行小山・あんぎようこやま

　　３３４-００７１・埼玉県川口市安行慈林・あんぎようじりん

　　３３４-００５１・埼玉県川口市安行藤八・あんぎようとうはち

　　３３３-０８１２・埼玉県川口市安行西立野・あんぎようにしたての

　　３３４-００５７・埼玉県川口市安行原・あんぎようはら

　　３３４-００７２・埼玉県川口市安行吉岡・あんぎようよしおか

　　３３４-００５８・埼玉県川口市安行領家・あんぎようりようけ

　　３３４-００５２・埼玉県川口市安行出羽・あんぎようでわ

　　３３３-０８３６・埼玉県川口市安行領在家・あんぎようりようざいけ

　　３３３-０８３４・埼玉県川口市安行領根岸・あんぎようりようねぎじ

　　３３２-００２３・埼玉県川口市飯塚・いいつﾞか

　　３３２-００２４・埼玉県川口市飯原町・いいはらちよう

　　３３３-０８６５・埼玉県川口市伊刈・いかり

　　３３３-０８２３・埼玉県川口市石神・いしがみ

　　３３４-００７４・埼玉県川口市江戸・えど

　　３３４-００７５・埼玉県川口市江戸袋・えどぶくろ

　　３３４-００６７・埼玉県川口市大竹・おおたけ

　　３３２-００１４・埼玉県川口市金山町・かなやまちよう

　　３３３-０８４４・埼玉県川口市上青木・かみあおき

　　３３３-０８４５・埼玉県川口市上青木西・かみあおきにじ

　　３３２-００１５・埼玉県川口市川口・かわぐち

　　３３２-０００７・埼玉県川口市河原町・かわはらちよう

　　３３３-０８３１・埼玉県川口市木曽呂・きぞろ

　　３３３-０８６２・埼玉県川口市北園町・きたぞのちよう

　　３３３-０８１５・埼玉県川口市北原台・きたはらだい

　　３３３-０８０４・埼玉県川口市久左衛門新田・きゆうざえもんしんでん

　　３３３-０８１４・埼玉県川口市行衛・ぎよえ

　　３３３-０８２２・埼玉県川口市源左衛門新田・げんざえもんしんでん

　　３３３-０８３２・埼玉県川口市神戸・ごうど

　　３３３-０８５７・埼玉県川口市小谷場・こやはﾞ

　　３３３-０８６３・埼玉県川口市在家町・ざいけちよう

　　３３２-００１６・埼玉県川口市幸町・さいわいちよう

　　３３２-００１７・埼玉県川口市栄町・さかえちよう

　　３３４-０００３・埼玉県川口市坂下町・さかしたちよう

　　３３４-０００１・埼玉県川口市桜町・さくらちよう

　　３３３-０８１６・埼玉県川口市差間・さしま

　　３３４-０００５・埼玉県川口市里・さと

　　３３３-０８６６・埼玉県川口市芝・しはﾞ

　　３３３-０８４８・埼玉県川口市芝下・しはﾞしも

　　３３３-０８５１・埼玉県川口市芝新町・しはﾞしんまち

　　３３３-０８５３・埼玉県川口市芝園町・しはﾞぞのちよう

　　３３３-０８６８・埼玉県川口市芝高木・しはﾞたかぎ

　　３３３-０８５６・埼玉県川口市芝塚原・しはﾞつかはﾞら

　　３３３-０８４７・埼玉県川口市芝中田・しはﾞなかだ

　　３３３-０８５５・埼玉県川口市芝西・しはﾞにじ

　　３３３-０８６７・埼玉県川口市芝東町・しはﾞひがしちよう

　　３３３-０８５２・埼玉県川口市芝樋ノ爪・しはﾞひのつめ

　　３３３-０８５４・埼玉県川口市芝富士・しはﾞふじ

　　３３３-０８６９・埼玉県川口市芝宮根町・しはﾞみやねちよう

　　３３２-０００６・埼玉県川口市末広・すえひろ

　　３３３-０８０７・埼玉県川口市長蔵・ちようぞう

　　３３３-０８０８・埼玉県川口市長蔵新田・ちようぞうしんでん

　　３３４-０００４・埼玉県川口市辻・つじ

　　３３３-０８０３・埼玉県川口市藤兵衛新田・とうべえしんでん



　　３３３-０８１１・埼玉県川口市戸塚・とつﾞか

　　３３３-０８０６・埼玉県川口市戸塚境町・とつﾞかさかいちよう

　　３３３-０８０５・埼玉県川口市戸塚鋏町・とつﾞかはさみちよう

　　３３３-０８０２・埼玉県川口市戸塚東・とつﾞかひがじ

　　３３３-０８１７・埼玉県川口市戸塚南・とつﾞかみなみ

　　３３２-００３２・埼玉県川口市中青木・なかあおき

　　３３２-００２２・埼玉県川口市仲町・なかちよう

　　３３２-００３４・埼玉県川口市並木・なみき

　　３３２-００３３・埼玉県川口市並木元町・なみきもとまち

　　３３４-００６１・埼玉県川口市新堀・にいほり

　　３３４-００６８・埼玉県川口市新堀町・にいほりちよう

　　３３２-００３５・埼玉県川口市西青木・にしあおき

　　３３３-０８３３・埼玉県川口市西新井宿・にしあらいじゆく

　　３３２-００２１・埼玉県川口市西川口・にしかわぐち

　　３３３-０８１３・埼玉県川口市西立野・にしたての

　　３３４-００６２・埼玉県川口市榛松・はえまつ

　　３３４-００６４・埼玉県川口市蓮沼・はすぬま

　　３３４-００１２・埼玉県川口市八幡木・はちまんぎ

　　３３４-０００２・埼玉県川口市鳩ヶ谷本町・はとがやほんちよう

　　３３４-００１５・埼玉県川口市鳩ヶ谷緑町・はとがやみどりちよう

　　３３２-００２５・埼玉県川口市原町・はらまち

　　３３３-０８２１・埼玉県川口市東内野・ひがしうちの

　　３３４-００６６・埼玉県川口市東貝塚・ひがしかいつﾞか

　　３３３-０８０１・埼玉県川口市東川口・ひがしかわぐち

　　３３４-００６３・埼玉県川口市東本郷・ひがしほんごう

　　３３２-０００３・埼玉県川口市東領家・ひがしりようけ

　　３３２-００１３・埼玉県川口市舟戸町・ふなとちよう

　　３３２-００１２・埼玉県川口市本町・ほんちよう

　　３３４-００７６・埼玉県川口市本蓮・ほんはﾞす

　　３３３-０８４９・埼玉県川口市本前川・ほんまえかわ

　　３３３-０８４３・埼玉県川口市前上町・まえかみちよう

　　３３３-０８４２・埼玉県川口市前川・まえかわ

　　３３３-０８４１・埼玉県川口市前川町・まえかわちよう

　　３３４-００１４・埼玉県川口市前田・まえた

　　３３４-００６５・埼玉県川口市前野宿・まえのしゆく

　　３３３-０８３５・埼玉県川口市道合・みちあい

　　３３４-００１１・埼玉県川口市三ツ和・みつわ

　　３３２-００２７・埼玉県川口市緑町・みどりちよう

　　３３２-００２６・埼玉県川口市南町・みなみちよう

　　３３４-００１３・埼玉県川口市南鳩ヶ谷・みなみはとがや

　　３３３-０８４６・埼玉県川口市南前川・みなみまえかわ

　　３３４-００５６・埼玉県川口市峯・みね

　　３３２-００２８・埼玉県川口市宮町・みやちよう

　　３３２-００１１・埼玉県川口市元郷・もとごう

　　３３３-０８６１・埼玉県川口市柳崎・やなぎさき

　　３３３-０８６４・埼玉県川口市柳根町・やなねちよう

　　３３２-０００２・埼玉県川口市弥平・やへい

　　３３２-０００４・埼玉県川口市領家・りようけ

　　３６１-００００・埼玉県行田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６１-００７４・埼玉県行田市旭町・あさひちよう

　　３６１-００１１・埼玉県行田市荒木・あらき

　　３６１-００４６・埼玉県行田市壱里山町・いちりやまちよう

　　３６１-００８１・埼玉県行田市犬塚・いぬずか

　　３６１-００７７・埼玉県行田市忍・おじ

　　３６１-００４５・埼玉県行田市押上町・おしあげちよう

　　３６１-０００７・埼玉県行田市小見・おみ

　　３６１-００３４・埼玉県行田市利田・かがだ

　　３６１-００４４・埼玉県行田市門井町・かどいちよう

　　３６１-００６６・埼玉県行田市上池守・かみいけもり

　　３６１-０００１・埼玉県行田市北河原・きたがわら

　　３６１-００７３・埼玉県行田市行田・ぎようだ

　　３６１-００６５・埼玉県行田市小敷田・こしきだ

　　３６１-００２４・埼玉県行田市小針・こはﾞり

　　３６１-００５５・埼玉県行田市駒形・こまがた

　　３６１-０００５・埼玉県行田市斎条・さいじよう

　　３６１-００７１・埼玉県行田市栄町・さかえちよう

　　３６１-０００２・埼玉県行田市酒巻・さかまき

　　３６１-００２５・埼玉県行田市埼玉・さきたま

　　３６１-００２２・埼玉県行田市桜町・さくらちよう

　　３６１-００３２・埼玉県行田市佐間・さま



　　３６１-００６３・埼玉県行田市皿尾・さらお

　　３６１-００４７・埼玉県行田市清水町・しみずちよう

　　３６１-００６７・埼玉県行田市下池守・しもいけもり

　　３６１-００３７・埼玉県行田市下忍・しもおじ

　　３６１-００１２・埼玉県行田市下須戸・しもすど

　　３６１-０００３・埼玉県行田市下中条・しもちゆうじよう

　　３６１-００５７・埼玉県行田市城西・じようさい

　　３６１-００５４・埼玉県行田市城南・じようなん

　　３６１-０００６・埼玉県行田市白川戸・しらかわど

　　３６１-００５３・埼玉県行田市水城公園・すいじようこうえん

　　３６１-０００４・埼玉県行田市須加・すか

　　３６１-００１５・埼玉県行田市関根・せきね

　　３６１-００４１・埼玉県行田市棚田町・たなだちよう

　　３６１-００７８・埼玉県行田市中央・ちゆうおう

　　３６１-００３５・埼玉県行田市堤根・つつみね

　　３６１-００７６・埼玉県行田市天満・てんま

　　３６１-００１４・埼玉県行田市藤間・とうま

　　３６１-００８３・埼玉県行田市中江袋・なかえぶくろ

　　３６１-００６４・埼玉県行田市中里・なかざと

　　３６１-００２３・埼玉県行田市長野・ながの

　　３６１-００４２・埼玉県行田市西新町・にししんまち

　　３６１-００２６・埼玉県行田市野・の

　　３６１-００３６・埼玉県行田市樋上・ひのうえ

　　３６１-００４３・埼玉県行田市深水町・ふかみちよう

　　３６１-００２１・埼玉県行田市富士見町・ふじみちよう

　　３６１-００１６・埼玉県行田市藤原町・ふじわらちよう

　　３６１-００５２・埼玉県行田市本丸・ほんまる

　　３６１-００３８・埼玉県行田市前谷・まえや

　　３６１-００１３・埼玉県行田市真名板・まないた

　　３６１-００８２・埼玉県行田市馬見塚・まみつﾞか

　　３６１-００３１・埼玉県行田市緑町・みどりちよう

　　３６１-００８４・埼玉県行田市南河原・みなみかわら

　　３６１-００７２・埼玉県行田市宮本・みやもと

　　３６１-００７５・埼玉県行田市向町・むかいまち

　　３６１-００５６・埼玉県行田市持田・もちだ

　　３６１-００６２・埼玉県行田市谷郷・やごう

　　３６１-００５１・埼玉県行田市矢場・やはﾞ

　　３６１-００１７・埼玉県行田市若小玉・わかこだま

　　３６１-００３３・埼玉県行田市渡柳・わたりやなぎ

　　３６１-００６１・埼玉県行田市和田・わだ

　　３６８-００００・埼玉県秩父市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６８-００２６・埼玉県秩父市相生町・あいおいちよう

　　３６８-００１６・埼玉県秩父市阿保町・あほﾞまち

　　３６９-１８０４・埼玉県秩父市荒川小野原・あらかわおのはﾞら

　　３６９-１８０２・埼玉県秩父市荒川上田野・あらかわかみたの

　　３６９-１８０１・埼玉県秩父市荒川久那・あらかわくな

　　３６９-１９１２・埼玉県秩父市荒川白久・あらかわしろく

　　３６９-１９１１・埼玉県秩父市荒川贄川・あらかわにえがわ

　　３６９-１８０３・埼玉県秩父市荒川日野・あらかわひの

　　３６８-００６３・埼玉県秩父市伊古田・いこた

　　３６９-１８７４・埼玉県秩父市和泉町・いずみちよう

　　３６８-００３１・埼玉県秩父市上野町・うえのまち

　　３６９-１８７３・埼玉県秩父市浦山・うらやま

　　３６８-００６５・埼玉県秩父市太田・おおた

　　３６９-１９０１・埼玉県秩父市大滝・おおたき

　　３６８-０００５・埼玉県秩父市大野原・おおのはら

　　３６８-００１１・埼玉県秩父市大畑町・おおはﾞたけまち

　　３６８-００２３・埼玉県秩父市大宮・おおみや

　　３６８-００６１・埼玉県秩父市小柱・おはﾞしら

　　３６８-００１４・埼玉県秩父市金室町・かなむろまち

　　３６９-１８７２・埼玉県秩父市上影森・かみかげもり

　　３６８-００３５・埼玉県秩父市上町・かみまち

　　３６８-００２４・埼玉県秩父市上宮地町・かみみやじまち

　　３６９-１５０５・埼玉県秩父市上吉田・かみよしだ

　　３６８-００５３・埼玉県秩父市久那・くな

　　３６８-００３２・埼玉県秩父市熊木町・くまぎまち

　　３６８-０００１・埼玉県秩父市黒谷・くろや

　　３６８-００２５・埼玉県秩父市桜木町・さくらぎまち

　　３６８-０００３・埼玉県秩父市定峰・さだみね

　　３６８-００６４・埼玉県秩父市品沢・しなざわ



　　３６９-１８７１・埼玉県秩父市下影森・しもかげもり

　　３６８-００２１・埼玉県秩父市下宮地町・しもみやじまち

　　３６９-１５０３・埼玉県秩父市下吉田・しもよしだ

　　３６８-００１２・埼玉県秩父市滝の上町・たきのうえまち

　　３６８-００５５・埼玉県秩父市田村・たむら

　　３６８-００５２・埼玉県秩父市近戸町・ちかとまち

　　３６８-００５６・埼玉県秩父市寺尾・てらお

　　３６８-００４５・埼玉県秩父市道生町・どうじようまち

　　３６８-０００２・埼玉県秩父市栃谷・とちや

　　３６９-１９０３・埼玉県秩父市中津川・なかつがわ

　　３６８-００４３・埼玉県秩父市中町・なかまち

　　３６８-００２２・埼玉県秩父市中宮地町・なかみやじまち

　　３６８-００５１・埼玉県秩父市中村町・なかむらまち

　　３６８-００１３・埼玉県秩父市永田町・ながたまち

　　３６８-００３３・埼玉県秩父市野坂町・のさかまち

　　３６８-００４１・埼玉県秩父市番場町・はﾞんはﾞまち

　　３６８-００４２・埼玉県秩父市東町・ひがしまち

　　３６８-００３４・埼玉県秩父市日野田町・ひのだまち

　　３６８-００５４・埼玉県秩父市別所・べつしよ

　　３６８-００６６・埼玉県秩父市堀切・ほりきり

　　３６８-００６２・埼玉県秩父市蒔田・まいた

　　３６９-１９０２・埼玉県秩父市三峰・みつみね

　　３６８-００６７・埼玉県秩父市みどりが丘・みどりがおか

　　３６８-００４６・埼玉県秩父市宮側町・みやかわちよう

　　３６８-００４４・埼玉県秩父市本町・もとまち

　　３６８-００１５・埼玉県秩父市柳田町・やなぎだまち

　　３６８-０００４・埼玉県秩父市山田・やまだ

　　３６９-１５０２・埼玉県秩父市吉田阿熊・よしだあぐま

　　３６９-１５０４・埼玉県秩父市吉田石間・よしだいさま

　　３７０-１５０７・埼玉県秩父市吉田太田部・よしだおおたぶ

　　３６９-１５０１・埼玉県秩父市吉田久長・よしだひさなが

　　３５９-００００・埼玉県所沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５９-１１０５・埼玉県所沢市青葉台・あおはﾞだい

　　３５９-００３６・埼玉県所沢市旭町・あさひちよう

　　３５９-１１３３・埼玉県所沢市荒幡・あらはた

　　３５９-１１１２・埼玉県所沢市泉町・いずみちよう

　　３５９-１１０２・埼玉県所沢市岩岡町・いわおかちよう

　　３５９-００２６・埼玉県所沢市牛沼・うしぬま

　　３５９-１１０４・埼玉県所沢市榎町・えのきちよう

　　３５９-１１２８・埼玉県所沢市金山町・かなやまちよう

　　３５９-１１４２・埼玉県所沢市上新井・かみあらい

　　３５９-００２５・埼玉県所沢市上安松・かみやすまつ

　　３５９-１１５３・埼玉県所沢市上山口・かみやまぐち

　　３５９-０００５・埼玉県所沢市神米金・かめがね

　　３５９-００１４・埼玉県所沢市亀ケ谷・かめがや

　　３５９-００３８・埼玉県所沢市北秋津・きたあきつ

　　３５９-０００７・埼玉県所沢市北岩岡・きたいわおか

　　３５９-００４６・埼玉県所沢市北所沢町・きたところざわちよう

　　３５９-１１０１・埼玉県所沢市北中・きたなか

　　３５９-１１５２・埼玉県所沢市北野・きたの

　　３５９-１１５５・埼玉県所沢市北野新町・きたのしんまち

　　３５９-１１５６・埼玉県所沢市北野南・きたのみなみ

　　３５９-０００４・埼玉県所沢市北原町・きたはらちよう

　　３５９-１１１３・埼玉県所沢市喜多町・きたまち

　　３５９-１１１４・埼玉県所沢市北有楽町・きたゆうらくちよう

　　３５９-００３７・埼玉県所沢市くすのき台・くすのきだい

　　３５９-１１３１・埼玉県所沢市久米・くめ

　　３５９-１１１８・埼玉県所沢市けやき台・けやきだい

　　３５９-１１６６・埼玉県所沢市糀谷・こうじや

　　３５９-１１０３・埼玉県所沢市向陽町・こうようちよう

　　３５９-１１４８・埼玉県所沢市小手指台・こてさしだい

　　３５９-１１４１・埼玉県所沢市小手指町・こてさしちよう

　　３５９-１１４６・埼玉県所沢市小手指南・こてさしみなみ

　　３５９-１１４７・埼玉県所沢市小手指元町・こてさしもとまち

　　３５９-１１２２・埼玉県所沢市寿町・ことぶきちよう

　　３５９-００３３・埼玉県所沢市こぶし町・こぶしちよう

　　３５９-００１２・埼玉県所沢市坂之下・さかのした

　　３５９-１１６１・埼玉県所沢市狭山ケ丘・さやまがおか

　　３５９-００３１・埼玉県所沢市下新井・しもあらい

　　３５９-０００１・埼玉県所沢市下富・しもとみ



　　３５９-００２４・埼玉県所沢市下安松・しもやすまつ

　　３５９-１１５４・埼玉県所沢市勝楽寺・しようらくじ

　　３５９-００１３・埼玉県所沢市城・しろ

　　３５９-００１６・埼玉県所沢市新郷・しんごう

　　３５９-０００６・埼玉県所沢市所沢新町・ところざわしんまち

　　３５９-００４１・埼玉県所沢市中新井・なかあらい

　　３５９-０００２・埼玉県所沢市中富・なかとみ

　　３５９-０００３・埼玉県所沢市中富南・なかとみみなみ

　　３５９-００４２・埼玉県所沢市並木・なみき

　　３５９-００３５・埼玉県所沢市西新井町・にしあらいちよう

　　３５９-１１６３・埼玉県所沢市西狭山ケ丘・にしさやまがおか

　　３５９-１１２６・埼玉県所沢市西住吉・にしすみよじ

　　３５９-１１４４・埼玉県所沢市西所沢・にしところざわ

　　３５９-００４７・埼玉県所沢市花園・はなぞの

　　３５９-１１６７・埼玉県所沢市林・はやじ

　　３５９-００３４・埼玉県所沢市東新井町・ひがしあらいちよう

　　３５９-１１０６・埼玉県所沢市東狭山ケ丘・ひがしさやまがおか

　　３５９-１１２４・埼玉県所沢市東住吉・ひがしすみよじ

　　３５９-１１１６・埼玉県所沢市東町・ひがしちよう

　　３５９-００２１・埼玉県所沢市東所沢・ひがしところざわ

　　３５９-００２３・埼玉県所沢市東所沢和田・ひがしところざわわだ

　　３５９-００１５・埼玉県所沢市日比田・ひびた

　　３５９-１１２３・埼玉県所沢市日吉町・ひよしちよう

　　３５９-１１２７・埼玉県所沢市星の宮・ほしのみや

　　３５９-１１６５・埼玉県所沢市堀之内・ほりのうち

　　３５９-００２２・埼玉県所沢市本郷・ほんごう

　　３５９-１１３２・埼玉県所沢市松が丘・まつがおか

　　３５９-００２７・埼玉県所沢市松郷・まつごう

　　３５９-００４４・埼玉県所沢市松葉町・まつはﾞちよう

　　３５９-１１６４・埼玉県所沢市三ケ島・みかじま

　　３５９-１１１１・埼玉県所沢市緑町・みどりちよう

　　３５９-１１２５・埼玉県所沢市南住吉・みなみすみよじ

　　３５９-００１１・埼玉県所沢市南永井・みなみながい

　　３５９-００４５・埼玉県所沢市美原町・みはらちよう

　　３５９-１１４３・埼玉県所沢市宮本町・みやもとちよう

　　３５９-１１１５・埼玉県所沢市御幸町・みゆきちよう

　　３５９-１１２１・埼玉県所沢市元町・もとまち

　　３５９-１１４５・埼玉県所沢市山口・やまぐち

　　３５９-００４３・埼玉県所沢市弥生町・やよいちよう

　　３５９-１１１７・埼玉県所沢市有楽町・ゆうらくちよう

　　３５９-１１５１・埼玉県所沢市若狭・わかさ

　　３５９-００３２・埼玉県所沢市若松町・わかまつちよう

　　３５９-１１６２・埼玉県所沢市和ケ原・わがはら

　　３５７-００００・埼玉県飯能市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５７-０００３・埼玉県飯能市青木・あおき

　　３５７-０１２８・埼玉県飯能市赤沢・あかざわ

　　３５７-００６９・埼玉県飯能市茜台・あかねだい

　　３５７-０２１６・埼玉県飯能市吾野・あがの

　　３５７-００１３・埼玉県飯能市芦苅場・あしかりはﾞ

　　３５７-００４６・埼玉県飯能市阿須・あず

　　３５７-００３４・埼玉県飯能市東町・あずまちよう

　　３５７-００３７・埼玉県飯能市稲荷町・いなりちよう

　　３５７-０２１２・埼玉県飯能市井上・いのうえ

　　３５７-００２３・埼玉県飯能市岩沢・いわさわ

　　３５７-００４８・埼玉県飯能市岩渕・いわぶち

　　３５７-００６５・埼玉県飯能市大河原・おおかわら

　　３５７-００４７・埼玉県飯能市落合・おちあい

　　３５７-００４５・埼玉県飯能市笠縫・かさぬい

　　３５７-０１２５・埼玉県飯能市上赤工・かみあかだくみ

　　３５７-００５６・埼玉県飯能市上直竹上分・かみなおたけかみぶん

　　３５７-００５５・埼玉県飯能市上直竹下分・かみなおたけしもぶん

　　３５７-０２０６・埼玉県飯能市上長沢・かみながさわ

　　３５７-０１１１・埼玉県飯能市上名栗・かみなぐり

　　３５７-００５３・埼玉県飯能市上畑・かみはた

　　３５７-０１２７・埼玉県飯能市唐竹・からたけ

　　３５７-００５１・埼玉県飯能市苅生・かろう

　　３５７-００１１・埼玉県飯能市川崎・かわさき

　　３５７-００４４・埼玉県飯能市川寺・かわでら

　　３５７-０２０１・埼玉県飯能市北川・きたがわ

　　３５７-００６４・埼玉県飯能市久下・くげ



　　３５７-００６８・埼玉県飯能市久須美・くすみ

　　３５７-００６６・埼玉県飯能市小岩井・こいわい

　　３５７-００１５・埼玉県飯能市小久保・こくほﾞ

　　３５７-０２０４・埼玉県飯能市虎秀・こしゆう

　　３５７-００６７・埼玉県飯能市小瀬戸・こせど

　　３５７-０２１５・埼玉県飯能市坂石・さかいじ

　　３５７-０２１３・埼玉県飯能市坂石町分・さかいしまちぶん

　　３５７-００２５・埼玉県飯能市栄町・さかえちよう

　　３５７-０２１８・埼玉県飯能市坂元・さかもと

　　３５７-０１２６・埼玉県飯能市下赤工・しもあかだくみ

　　３５７-００１６・埼玉県飯能市下加治・しもかじ

　　３５７-００１２・埼玉県飯能市下川崎・しもかわさき

　　３５７-００５４・埼玉県飯能市下直竹・しもなおたけ

　　３５７-０１１２・埼玉県飯能市下名栗・しもなぐり

　　３５７-００５２・埼玉県飯能市下畑・しもはた

　　３５７-０２０５・埼玉県飯能市白子・しらこ

　　３５７-００２２・埼玉県飯能市新光・しんこう

　　３５７-０００４・埼玉県飯能市新町・しんまち

　　３５７-００４９・埼玉県飯能市征矢町・そやちよう

　　３５７-０２０２・埼玉県飯能市高山・たかやま

　　３５７-０００２・埼玉県飯能市中居・なかい

　　３５７-００３８・埼玉県飯能市仲町・なかちよう

　　３５７-０１２１・埼玉県飯能市中藤上郷・なかとうかみごう

　　３５７-０１２２・埼玉県飯能市中藤中郷・なかとうなかごう

　　３５７-０１２３・埼玉県飯能市中藤下郷・なかとうしもごう

　　３５７-０００６・埼玉県飯能市中山・なかやま

　　３５７-０２０３・埼玉県飯能市長沢・ながさわ

　　３５７-００６２・埼玉県飯能市永田・ながた

　　３５７-００６１・埼玉県飯能市永田台・ながただい

　　３５７-００２１・埼玉県飯能市双柳・なみやなぎ

　　３５７-００３３・埼玉県飯能市八幡町・はちまんちよう

　　３５７-０１２４・埼玉県飯能市原市場・はらいちはﾞ

　　３５７-０００５・埼玉県飯能市原町・はらまち

　　３５７-００６３・埼玉県飯能市飯能・はんのう

　　３５７-０２１１・埼玉県飯能市平戸・ひらつと

　　３５７-００１４・埼玉県飯能市平松・ひらまつ

　　３５７-００３２・埼玉県飯能市本町・ほんちよう

　　３５７-００４３・埼玉県飯能市前ケ貫・まえがぬき

　　３５７-００４１・埼玉県飯能市美杉台・みすぎだい

　　３５７-００２４・埼玉県飯能市緑町・みどりちよう

　　３５７-０２１４・埼玉県飯能市南・みなみ

　　３５７-０２１７・埼玉県飯能市南川・みなみかわ

　　３５７-００３６・埼玉県飯能市南町・みなみちよう

　　３５７-０００１・埼玉県飯能市宮沢・みやざわ

　　３５７-００４２・埼玉県飯能市矢颪・やおろじ

　　３５７-００３５・埼玉県飯能市柳町・やなぎちよう

　　３５７-００３１・埼玉県飯能市山手町・やまてちよう

　　３４７-００００・埼玉県加須市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４９-１１４４・埼玉県加須市阿佐間・あざま

　　３４７-００５７・埼玉県加須市愛宕・あたご

　　３４９-１１４６・埼玉県加須市新井新田・あらいしんでん

　　３４７-００４７・埼玉県加須市阿良川・あらかわ

　　３４９-１２１１・埼玉県加須市飯積・いいつﾞみ

　　３４９-１２１５・埼玉県加須市伊賀袋・いがふくろ

　　３４７-００２４・埼玉県加須市今鉾・いまほﾞこ

　　３４７-０１１２・埼玉県加須市芋茎・いもぐき

　　３４７-０１０３・埼玉県加須市牛重・うしがさね

　　３４７-０１２２・埼玉県加須市内田ケ谷・うちたがや

　　３４９-１１４３・埼玉県加須市生出・おいで

　　３４７-００１０・埼玉県加須市大桑・おおくわ

　　３４７-０００１・埼玉県加須市大越・おおごえ

　　３４７-００２７・埼玉県加須市大室・おおむろ

　　３４７-００５８・埼玉県加須市岡古井・おかふるい

　　３４９-１２０２・埼玉県加須市小野袋・おのふくろ

　　３４９-１２０３・埼玉県加須市柏戸・かしわど

　　３４７-０１２５・埼玉県加須市上崎・かみさき

　　３４７-０１０１・埼玉県加須市上高柳・かみたかやなぎ

　　３４７-０１１５・埼玉県加須市上種足・かみたなだれ

　　３４７-０００３・埼玉県加須市上樋遣川・かみひやりかわ

　　３４７-０００６・埼玉県加須市上三俣・かみみつまた



　　３４７-００１４・埼玉県加須市川口・かわぐち

　　３４７-０１０５・埼玉県加須市騎西・きさい

　　３４９-１１４７・埼玉県加須市北大桑・きたおおくわ

　　３４７-００１１・埼玉県加須市北小浜・きたこはﾞま

　　３４７-００１３・埼玉県加須市北篠崎・きたしのざき

　　３４９-１１３４・埼玉県加須市北下新井・きたしもあらい

　　３４７-００２３・埼玉県加須市北辻・きたつじ

　　３４９-１１３５・埼玉県加須市北平野・きたひらの

　　３４７-００６３・埼玉県加須市久下・くげ

　　３４７-００４１・埼玉県加須市串作・くしつくり

　　３４９-１１５４・埼玉県加須市外記新田・げきしんでん

　　３４７-０１１１・埼玉県加須市鴻茎・こうぐき

　　３４９-１１３３・埼玉県加須市琴寄・ことより

　　３４９-１２１４・埼玉県加須市駒場・こまはﾞ

　　３４９-１２１３・埼玉県加須市栄・さかえ

　　３４９-１１５１・埼玉県加須市佐波・ざわ

　　３４７-００４２・埼玉県加須市志多見・しだみ

　　３４７-０１２３・埼玉県加須市下崎・しもさき

　　３４７-００３３・埼玉県加須市下高柳・しもたかやなぎ

　　３４７-０１１３・埼玉県加須市下種足・しもたなだれ

　　３４７-０００５・埼玉県加須市下樋遣川・しもひやりかわ

　　３４７-０００７・埼玉県加須市下三俣・しもみつまた

　　３４７-００５３・埼玉県加須市下谷・しもや

　　３４９-１１４２・埼玉県加須市杓子木・しやくしぎ

　　３４７-０１０７・埼玉県加須市正能・しようのう

　　３４９-１１５３・埼玉県加須市新川通・しんかわどおり

　　３４９-１１５８・埼玉県加須市新利根・しんとね

　　３４９-１１５５・埼玉県加須市砂原・すなはら

　　３４７-００６１・埼玉県加須市諏訪・すわ

　　３４７-０１０６・埼玉県加須市外川・そとかわ

　　３４７-０１２６・埼玉県加須市外田ケ谷・そとたがや

　　３４７-０００２・埼玉県加須市外野・そとの

　　３４７-００６８・埼玉県加須市大門町・だいもんちよう

　　３４７-００１２・埼玉県加須市多門寺・たもんじ

　　３４７-００５５・埼玉県加須市中央・ちゆうおう

　　３４７-００３４・埼玉県加須市常泉・つねいずみ

　　３４７-００６４・埼玉県加須市東栄・とうえい

　　３４７-０１２１・埼玉県加須市道地・どうち

　　３４９-１１５７・埼玉県加須市道目・どうめ

　　３４７-００５１・埼玉県加須市戸川・とがわ

　　３４７-０１０８・埼玉県加須市戸崎・とさき

　　３４７-００５６・埼玉県加須市土手・どて

　　３４７-０１１６・埼玉県加須市戸室・とむろ

　　３４９-１１４８・埼玉県加須市豊野台・とよのだい

　　３４７-０１１４・埼玉県加須市中種足・なかたなだれ

　　３４７-０１２４・埼玉県加須市中ノ目・なかのめ

　　３４７-０００８・埼玉県加須市中樋遣川・なかひやりかわ

　　３４９-１１３１・埼玉県加須市中渡・なかわた

　　３４７-０１１７・埼玉県加須市西ノ谷・にしのや

　　３４７-０１０４・埼玉県加須市根古屋・ねごや

　　３４９-１１３２・埼玉県加須市旗井・はたい

　　３４７-００１９・埼玉県加須市鳩山町・はとやまちよう

　　３４７-００３２・埼玉県加須市花崎・はなさき

　　３４７-００１６・埼玉県加須市花崎北・はなさききた

　　３４７-００１８・埼玉県加須市浜町・はまちよう

　　３４７-０１０２・埼玉県加須市日出安・ひでやす

　　３４７-００４６・埼玉県加須市平永・ひらなが

　　３４７-００４５・埼玉県加須市富士見町・ふじみちよう

　　３４７-００５４・埼玉県加須市不動岡・ふどおか

　　３４７-００２１・埼玉県加須市船越・ふなこじ

　　３４７-０００４・埼玉県加須市古川・ふるかわ

　　３４９-１１５６・埼玉県加須市細間・ほそま

　　３４９-１２１６・埼玉県加須市本郷・ほんごう

　　３４７-００６６・埼玉県加須市本町・ほんちよう

　　３４９-１１４５・埼玉県加須市間口・まくち

　　３４７-００５２・埼玉県加須市町屋新田・まちやしんでん

　　３４９-１１４１・埼玉県加須市松永新田・まつながしんでん

　　３４７-００２２・埼玉県加須市水深・みずぶか

　　３４７-０００９・埼玉県加須市三俣・みつまた

　　３４７-００１５・埼玉県加須市南大桑・みなみおおくわ



　　３４７-００２８・埼玉県加須市南小浜・みなみおはﾞま

　　３４７-００１７・埼玉県加須市南篠崎・みなみしのざき

　　３４７-００３１・埼玉県加須市南町・みなみちよう

　　３４９-１２０５・埼玉県加須市向古河・むかいこが

　　３４９-１２１２・埼玉県加須市麦倉・むぎくら

　　３４７-００６７・埼玉県加須市向川岸町・むこうがしちよう

　　３４７-００６２・埼玉県加須市睦町・むつみちよう

　　３４７-００４３・埼玉県加須市馬内・もうち

　　３４７-００６５・埼玉県加須市元町・もとまち

　　３４９-１２０１・埼玉県加須市柳生・やぎゆう

　　３４９-１１５２・埼玉県加須市弥兵衛・やへえ

　　３４７-００２６・埼玉県加須市油井ケ島・ゆいがしま

　　３４９-１２０４・埼玉県加須市陽光台・ようこうだい

　　３４７-００４４・埼玉県加須市礼羽・らいは

　　３４７-００２５・埼玉県加須市割目・わりめ

　　３６７-００００・埼玉県本庄市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６７-００２６・埼玉県本庄市朝日町・あさひちよう

　　３６７-００７５・埼玉県本庄市新井・あらい

　　３６７-００２７・埼玉県本庄市五十子・いかつこ

　　３６７-００３６・埼玉県本庄市今井・いまい

　　３６７-００３８・埼玉県本庄市いまい台・いまいだい

　　３６７-００１６・埼玉県本庄市鵜森・うのもり

　　３６７-００４１・埼玉県本庄市駅南・えきなん

　　３６７-００６１・埼玉県本庄市小島・おじま

　　３６７-００６２・埼玉県本庄市小島南・おじまみなみ

　　３６７-００４５・埼玉県本庄市柏・かしわ

　　３６７-０００７・埼玉県本庄市上仁手・かみにつて

　　３６７-００３１・埼玉県本庄市北堀・きたほﾞり

　　３６７-００３７・埼玉県本庄市共栄・きようえい

　　３６７-００５２・埼玉県本庄市銀座・ぎんざ

　　３６７-０００５・埼玉県本庄市久々宇・くぐう

　　３６７-００３２・埼玉県本庄市栗崎・くりざき

　　３６７-００４２・埼玉県本庄市けや木・けやき

　　３６７-００４４・埼玉県本庄市見福・けんふﾟく

　　３６７-０２１３・埼玉県本庄市児玉町秋山・こだまちようあきやま

　　３６７-０２２５・埼玉県本庄市児玉町飯倉・こだまちよういいぐら

　　３６７-０２５１・埼玉県本庄市児玉町稲沢・こだまちよういなざわ

　　３６７-０２０３・埼玉県本庄市児玉町入浅見・こだまちよういりあざみ

　　３６７-０２５４・埼玉県本庄市児玉町太駄・こだまちようおおだ

　　３６７-０２１６・埼玉県本庄市児玉町金屋・こだまちようかなや

　　３６７-０２０５・埼玉県本庄市児玉町上真下・こだまちようかみましも

　　３６７-０２１１・埼玉県本庄市児玉町吉田林・こだまちようきたはﾞやじ

　　３６７-０２０６・埼玉県本庄市児玉町共栄・こだまちようきようえい

　　３６７-０２５２・埼玉県本庄市児玉町元田・こだまちようげんだ

　　３６７-０２５３・埼玉県本庄市児玉町河内・こだまちようこうち

　　３６７-０２１４・埼玉県本庄市児玉町小平・こだまちようこだいら

　　３６７-０２１２・埼玉県本庄市児玉町児玉・こだまちようこだま

　　３６７-０２１８・埼玉県本庄市児玉町児玉南・こだまちようこだまみなみ

　　３６７-０２２３・埼玉県本庄市児玉町塩谷・こだまちようしおや

　　３６７-０２０２・埼玉県本庄市児玉町下浅見・こだまちようしもあざみ

　　３６７-０２０７・埼玉県本庄市児玉町下真下・こだまちようしもましも

　　３６７-０２０１・埼玉県本庄市児玉町高関・こだまちようたかぜき

　　３６７-０２２４・埼玉県本庄市児玉町高柳・こだまちようたかやなぎ

　　３６７-０２２２・埼玉県本庄市児玉町田端・こだまちようたはﾞた

　　３６７-０２１５・埼玉県本庄市児玉町長沖・こだまちようながおき

　　３６７-０２１７・埼玉県本庄市児玉町八幡山・こだまちようはちまんやま

　　３６７-０２０４・埼玉県本庄市児玉町蛭川・こだまちようひるがわ

　　３６７-０２２１・埼玉県本庄市児玉町保木野・こだまちようほきの

　　３６７-０２２６・埼玉県本庄市児玉町宮内・こだまちようみやうち

　　３６７-００２３・埼玉県本庄市寿・ことぶき

　　３６７-００１１・埼玉県本庄市小和瀬・こわぜ

　　３６７-００４６・埼玉県本庄市栄・さかえ

　　３６７-００７１・埼玉県本庄市山王堂・さんのうどう

　　３６７-００３９・埼玉県本庄市四季の里・しきのさと

　　３６７-００３４・埼玉県本庄市四方田・しほうでん

　　３６７-０００１・埼玉県本庄市下仁手・しもにつて

　　３６７-００６３・埼玉県本庄市下野堂・しものどう

　　３６７-００７４・埼玉県本庄市杉山・すぎやま

　　３６７-００１８・埼玉県本庄市諏訪町・すわちよう

　　３６７-０００３・埼玉県本庄市台町・だいまち



　　３６７-００１３・埼玉県本庄市滝瀬・たきせ

　　３６７-０００６・埼玉県本庄市田中・たなか

　　３６７-００５３・埼玉県本庄市中央・ちゆうおう

　　３６７-００５４・埼玉県本庄市千代田・ちよだ

　　３６７-００５６・埼玉県本庄市照若町・てるわかちよう

　　３６７-００２５・埼玉県本庄市西五十子・にしいかつこ

　　３６７-００３５・埼玉県本庄市西富田・にしとみだ

　　３６７-０００２・埼玉県本庄市仁手・につて

　　３６７-００７２・埼玉県本庄市沼和田・ぬまわだ

　　３６７-００２４・埼玉県本庄市東五十子・ひがしいかつこ

　　３６７-００２１・埼玉県本庄市東台・ひがしだい

　　３６７-００３３・埼玉県本庄市東富田・ひがしとみだ

　　３６７-００２２・埼玉県本庄市日の出・ひので

　　３６７-００１７・埼玉県本庄市傍示堂・ほうじどう

　　３６７-００１４・埼玉県本庄市堀田・ほつた

　　３６７-００５１・埼玉県本庄市本庄・ほんじよう

　　３６７-００４７・埼玉県本庄市前原・まえはら

　　３６７-００６４・埼玉県本庄市万年寺・まんねんじ

　　３６７-００４３・埼玉県本庄市緑・みどり

　　３６７-００４８・埼玉県本庄市南・みなみ

　　３６７-００７３・埼玉県本庄市都島・みやこじま

　　３６７-００１２・埼玉県本庄市宮戸・みやど

　　３６７-００１５・埼玉県本庄市牧西・もくさい

　　３６７-０００４・埼玉県本庄市本町・もとまち

　　３６７-００５５・埼玉県本庄市若泉・わかいずみ

　　３６７-００３０・埼玉県本庄市早稲田の杜・わせだのもり

　　３５５-００００・埼玉県東松山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-００４８・埼玉県東松山市あずま町・あずまちよう

　　３５５-００７２・埼玉県東松山市石橋・いしはﾞじ

　　３５５-００２６・埼玉県東松山市和泉町・いずみちよう

　　３５５-０００６・埼玉県東松山市市ノ川・いちのかわ

　　３５５-００４２・埼玉県東松山市今泉・いまいずみ

　　３５５-００６５・埼玉県東松山市岩殿・いわどの

　　３５５-００４６・埼玉県東松山市大黒部・おおくろべ

　　３５５-０００８・埼玉県東松山市大谷・おおや

　　３５５-０００１・埼玉県東松山市岡・おか

　　３５５-００２２・埼玉県東松山市御茶山町・おちややまちよう

　　３５５-００３４・埼玉県東松山市柏崎・かしわざき

　　３５５-００７４・埼玉県東松山市上押垂・かみおしだり

　　３５５-００７７・埼玉県東松山市上唐子・かみがらこ

　　３５５-００１１・埼玉県東松山市加美町・かみちよう

　　３５５-００７３・埼玉県東松山市上野本・かみのもと

　　３５５-００６１・埼玉県東松山市葛袋・くずぶくろ

　　３５５-００６４・埼玉県東松山市毛塚・けつか

　　３５５-００６６・埼玉県東松山市神戸・ごうど

　　３５５-００３１・埼玉県東松山市五領町・ごりようちよう

　　３５５-００１３・埼玉県東松山市小松原町・こまつはﾞらちよう

　　３５５-００１６・埼玉県東松山市材木町・ざいもくちよう

　　３５５-００２５・埼玉県東松山市幸町・さいわいちよう

　　３５５-００５２・埼玉県東松山市桜山台・さくらやまだい

　　３５５-０００４・埼玉県東松山市沢口町・さわぐちちよう

　　３５５-００７５・埼玉県東松山市下青鳥・しもおおどり

　　３５５-００４１・埼玉県東松山市下押垂・しもおしだり

　　３５５-００７６・埼玉県東松山市下唐子・しもがらこ

　　３５５-００３６・埼玉県東松山市下野本・しものもと

　　３５５-００４４・埼玉県東松山市正代・しようだい

　　３５５-００７１・埼玉県東松山市新郷・しんごう

　　３５５-００３２・埼玉県東松山市新宿町・しんじゆくちよう

　　３５５-００２１・埼玉県東松山市神明町・しんめいちよう

　　３５５-００１９・埼玉県東松山市砂田町・すなだちよう

　　３５５-００４７・埼玉県東松山市高坂・たかさか

　　３５５-００５３・埼玉県東松山市田木・たぎ

　　３５５-０００３・埼玉県東松山市殿山町・とのやまちよう

　　３５５-０００９・埼玉県東松山市仲田町・なかだちよう

　　３５５-００６２・埼玉県東松山市西本宿・にしもとじゆく

　　３５５-０００７・埼玉県東松山市野田・のだ

　　３５５-００５１・埼玉県東松山市白山台・はくさんだい

　　３５５-００５４・埼玉県東松山市旗立台・はたたてだい

　　３５５-００４３・埼玉県東松山市早俣・はやまた

　　３５５-００６７・埼玉県東松山市坂東山・はﾞんどうやま



　　３５５-０００２・埼玉県東松山市東平・ひがしだいら

　　３５５-００１２・埼玉県東松山市日吉町・ひよしちよう

　　３５５-００３５・埼玉県東松山市古凍・ふるこおり

　　３５５-００１５・埼玉県東松山市本町・ほんちよう

　　３５５-００５５・埼玉県東松山市松風台・まつかぜだい

　　３５５-００１７・埼玉県東松山市松葉町・まつはﾞちよう

　　３５５-００１４・埼玉県東松山市松本町・まつもとちよう

　　３５５-０００５・埼玉県東松山市松山・まつやま

　　３５５-００１８・埼玉県東松山市松山町・まつやまちよう

　　３５５-００２７・埼玉県東松山市美土里町・みどりちよう

　　３５５-００１０・埼玉県東松山市美原町・みはらちよう

　　３５５-００４５・埼玉県東松山市宮鼻・みやはな

　　３５５-００６３・埼玉県東松山市元宿・もとじゆく

　　３５５-００２８・埼玉県東松山市箭弓町・やきゆうちよう

　　３５５-００３３・埼玉県東松山市山崎町・やまざきちよう

　　３５５-００２３・埼玉県東松山市六反町・ろくたんちよう

　　３５５-００２４・埼玉県東松山市六軒町・ろつけんちよう

　　３５５-００３７・埼玉県東松山市若松町・わかまつちよう

　　３４４-００００・埼玉県春日部市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４４-０１２６・埼玉県春日部市赤崎・あかさき

　　３４４-００１５・埼玉県春日部市赤沼・あかぬま

　　３４４-０１２５・埼玉県春日部市飯沼・いいぬま

　　３４４-００３１・埼玉県春日部市一ノ割・いちのわり

　　３４４-０００４・埼玉県春日部市牛島・うしじま

　　３４４-００５１・埼玉県春日部市内牧・うちまき

　　３４４-００５２・埼玉県春日部市梅田・うめだ

　　３４４-００５３・埼玉県春日部市梅田本町・うめだほんちよう

　　３４４-０１３５・埼玉県春日部市榎・えのき

　　３４４-００２３・埼玉県春日部市大枝・おおえだ

　　３４４-００３８・埼玉県春日部市大沼・おおぬま

　　３４４-００２２・埼玉県春日部市大畑・おおはた

　　３４４-００２１・埼玉県春日部市大場・おおはﾞ

　　３４４-０１１６・埼玉県春日部市大衾・おおぶすま

　　３４４-００６１・埼玉県春日部市粕壁・かすかべ

　　３４４-００６２・埼玉県春日部市粕壁東・かすかべひがじ

　　３４４-０１１７・埼玉県春日部市金崎・かなさき

　　３４４-００３７・埼玉県春日部市上大増新田・かみおおまししんでん

　　３４４-０１１１・埼玉県春日部市上金崎・かみかなさき

　　３４４-０１０３・埼玉県春日部市上吉妻・かみきつま

　　３４４-００４６・埼玉県春日部市上蛭田・かみひるだ

　　３４４-０１２１・埼玉県春日部市上柳・かみやなぎ

　　３４４-０１３２・埼玉県春日部市神間・かんま

　　３４４-０１０６・埼玉県春日部市木崎・きさき

　　３４４-０１３３・埼玉県春日部市椚・くぬぎ

　　３４４-０１３６・埼玉県春日部市倉常・くらつね

　　３４４-０１０５・埼玉県春日部市小平・こだいら

　　３４４-０００７・埼玉県春日部市小渕・こぶち

　　３４４-０１２４・埼玉県春日部市米崎・こめさき

　　３４４-０１１５・埼玉県春日部市米島・こめじま

　　３４４-００５８・埼玉県春日部市栄町・さかえちよう

　　３４４-００３６・埼玉県春日部市下大増新田・しもおおまししんでん

　　３４４-０１０４・埼玉県春日部市下吉妻・しもきつま

　　３４４-００４３・埼玉県春日部市下蛭田・しもひるだ

　　３４４-０１２２・埼玉県春日部市下柳・しもやなぎ

　　３４４-０００３・埼玉県春日部市新川・しんかわ

　　３４４-０１１３・埼玉県春日部市新宿新田・しんしゆくしんでん

　　３４４-０１２７・埼玉県春日部市水角・すいかく

　　３４４-００３４・埼玉県春日部市薄谷・すすきや

　　３４４-００２４・埼玉県春日部市千間・せんげん

　　３４４-００２６・埼玉県春日部市武里中野・たけさとなかの

　　３４４-０１３４・埼玉県春日部市立野・たての

　　３４４-００６７・埼玉県春日部市中央・ちゆうおう

　　３４４-００１３・埼玉県春日部市銚子口・ちようしぐち

　　３４４-０１０７・埼玉県春日部市塚崎・つかさき

　　３４４-００４５・埼玉県春日部市道口蛭田・どうぐちひるだ

　　３４４-００４７・埼玉県春日部市道順川戸・どうじゆんかわど

　　３４４-００１４・埼玉県春日部市豊野町・とよのちよう

　　３４４-０１２３・埼玉県春日部市永沼・ながぬま

　　３４４-００５６・埼玉県春日部市新方袋・にいがたふくろ

　　３４４-０１０１・埼玉県春日部市西親野井・にしおやのい



　　３４４-０１１２・埼玉県春日部市西金野井・にしかなのい

　　３４４-００５９・埼玉県春日部市西八木崎・にしやぎさき

　　３４４-０１０２・埼玉県春日部市西宝珠花・にしほうしゆはﾞな

　　３４４-０００６・埼玉県春日部市八丁目・はつちようめ

　　３４４-００４４・埼玉県春日部市花積・はなつﾞみ

　　３４４-００５４・埼玉県春日部市浜川戸・はまかわど

　　３４４-０１１４・埼玉県春日部市東中野・ひがしなかの

　　３４４-０００５・埼玉県春日部市樋堀・ひほﾞり

　　３４４-０００２・埼玉県春日部市樋籠・ひろう

　　３４４-００３２・埼玉県春日部市備後東・びんごひがじ

　　３４４-００３３・埼玉県春日部市備後西・びんごにじ

　　３４４-００１１・埼玉県春日部市藤塚・ふじつか

　　３４４-０００１・埼玉県春日部市不動院野・ふどういんの

　　３４４-００１６・埼玉県春日部市本田町・ほんでんちよう

　　３４４-００４２・埼玉県春日部市増戸・ましと

　　３４４-００４１・埼玉県春日部市増富・ましとみ

　　３４４-００２５・埼玉県春日部市増田新田・ますだしんでん

　　３４４-００６３・埼玉県春日部市緑町・みどりちよう

　　３４４-００６４・埼玉県春日部市南・みなみ

　　３４４-００５７・埼玉県春日部市南栄町・みなみさかえちよう

　　３４４-００４８・埼玉県春日部市南中曽根・みなみなかぞね

　　３４４-００５５・埼玉県春日部市八木崎町・やぎさきちよう

　　３４４-００６５・埼玉県春日部市谷原・やはら

　　３４４-００３５・埼玉県春日部市谷原新田・やはらしんでん

　　３４４-００６６・埼玉県春日部市豊町・ゆたかちよう

　　３４４-０１３１・埼玉県春日部市芦橋・よしはじ

　　３４４-００１２・埼玉県春日部市六軒町・ろつけんちよう

　　３５０-１３００・埼玉県狭山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-１３０１・埼玉県狭山市青柳・あおやぎ

　　３５０-１３２４・埼玉県狭山市稲荷山・いなりやま

　　３５０-１３０５・埼玉県狭山市入間川・いるまがわ

　　３５０-１３２３・埼玉県狭山市鵜ノ木・うのき

　　３５０-１３１４・埼玉県狭山市加佐志・かざじ

　　３５０-１３３５・埼玉県狭山市柏原・かしわはﾞら

　　３５０-１３３６・埼玉県狭山市柏原新田・かしわはﾞらしんでん

　　３５０-１３１３・埼玉県狭山市上赤坂・かみあかさか

　　３５０-１３３３・埼玉県狭山市上奥富・かみおくどみ

　　３５０-１３２１・埼玉県狭山市上広瀬・かみひろせ

　　３５０-１３０７・埼玉県狭山市祇園・ぎおん

　　３５０-１３１５・埼玉県狭山市北入曽・きたいりそ

　　３５０-１３２７・埼玉県狭山市笹井・ささい

　　３５０-１３３４・埼玉県狭山市狭山・さやま

　　３５０-１３０４・埼玉県狭山市狭山台・さやまだい

　　３５０-１３０３・埼玉県狭山市沢・さわ

　　３５０-１３３２・埼玉県狭山市下奥富・しもおくどみ

　　３５０-１３２２・埼玉県狭山市下広瀬・しもひろせ

　　３５０-１３３１・埼玉県狭山市新狭山・しんさやま

　　３５０-１３０８・埼玉県狭山市中央・ちゆうおう

　　３５０-１３２６・埼玉県狭山市つつじ野・つつじの

　　３５０-１３１１・埼玉県狭山市中新田・なかしんでん

　　３５０-１３２５・埼玉県狭山市根岸・ねぎじ

　　３５０-１３０２・埼玉県狭山市東三ツ木・ひがしみつぎ

　　３５０-１３１９・埼玉県狭山市広瀬・ひろせ

　　３５０-１３２８・埼玉県狭山市広瀬台・ひろせだい

　　３５０-１３２０・埼玉県狭山市広瀬東・ひろせひがじ

　　３５０-１３０６・埼玉県狭山市富士見・ふじみ

　　３５０-１３１２・埼玉県狭山市堀兼・ほりがね

　　３５０-１３１７・埼玉県狭山市水野・みずの

　　３５０-１３１６・埼玉県狭山市南入曽・みなみいりそ

　　３４８-００００・埼玉県羽生市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４８-００６１・埼玉県羽生市稲子・いなご

　　３４８-００１７・埼玉県羽生市今泉・いまいずみ

　　３４８-００１６・埼玉県羽生市大沼・おおぬま

　　３４８-００６２・埼玉県羽生市尾崎・おさき

　　３４８-００３１・埼玉県羽生市加羽ケ崎・かはﾞがさき

　　３４８-００４４・埼玉県羽生市上岩瀬・かみいわせ

　　３４８-００３５・埼玉県羽生市上川崎・かみかわさき

　　３４８-００５６・埼玉県羽生市上川俣・かみかわまた

　　３４８-００４１・埼玉県羽生市上新郷・かみしんごう

　　３４８-００２５・埼玉県羽生市上手子林・かみてこはﾞやじ



　　３４８-００２７・埼玉県羽生市上羽生・かみはにゆう

　　３４８-０００５・埼玉県羽生市上村君・かみむらきみ

　　３４８-００３９・埼玉県羽生市川崎・かわさき

　　３４８-００１４・埼玉県羽生市喜右エ門新田・きうえもんしんでん

　　３４８-００５７・埼玉県羽生市北・きた

　　３４８-００１５・埼玉県羽生市北荻島・きたおぎしま

　　３４８-００２８・埼玉県羽生市北袋・きたぶくろ

　　３４８-００４３・埼玉県羽生市桑崎・くわさき

　　３４８-００２４・埼玉県羽生市神戸・ごうど

　　３４８-００４２・埼玉県羽生市小須賀・こすか

　　３４８-００３７・埼玉県羽生市小松・こまつ

　　３４８-００３８・埼玉県羽生市小松台・こまつだい

　　３４８-００４５・埼玉県羽生市下岩瀬・しもいわせ

　　３４８-００３４・埼玉県羽生市下川崎・しもかわさき

　　３４８-００４７・埼玉県羽生市下新郷・しもしんごう

　　３４８-００４８・埼玉県羽生市下新田・しもしんでん

　　３４８-００２２・埼玉県羽生市下手子林・しもてこはﾞやじ

　　３４８-００２６・埼玉県羽生市下羽生・しもはにゆう

　　３４８-０００６・埼玉県羽生市下村君・しもむらきみ

　　３４８-００３３・埼玉県羽生市須影・すかげ

　　３４８-００３６・埼玉県羽生市砂山・すなやま

　　３４８-００５８・埼玉県羽生市中央・ちゆうおう

　　３４８-０００１・埼玉県羽生市堤・つつみ

　　３４８-０００３・埼玉県羽生市常木・つねぎ

　　３４８-００４６・埼玉県羽生市中岩瀬・なかいわせ

　　３４８-００２１・埼玉県羽生市中手子林・なかてこはﾞやじ

　　３４８-００５４・埼玉県羽生市西・にじ

　　３４８-００５５・埼玉県羽生市羽生・はにゆう

　　３４８-００５２・埼玉県羽生市東・ひがじ

　　３４８-００３２・埼玉県羽生市秀安・ひでやす

　　３４８-００１３・埼玉県羽生市日野手新田・ひのてしんでん

　　３４８-００６４・埼玉県羽生市藤井上組・ふじいかみぐみ

　　３４８-００６５・埼玉県羽生市藤井下組・ふじいしもぐみ

　　３４８-００６３・埼玉県羽生市発戸・ほつと

　　３４８-００５１・埼玉県羽生市本川俣・ほんかわまた

　　３４８-００２３・埼玉県羽生市町屋・まちや

　　３４８-００１１・埼玉県羽生市三田ケ谷・みたかや

　　３４８-００５３・埼玉県羽生市南・みなみ

　　３４８-００７１・埼玉県羽生市南羽生・みなみはにゆう

　　３４８-０００２・埼玉県羽生市名・みよう

　　３４８-０００４・埼玉県羽生市弥勒・みろく

　　３４８-００１２・埼玉県羽生市与兵エ新田・よへえしんでん

　　３６５-００００・埼玉県鴻巣市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６５-００６８・埼玉県鴻巣市愛の町・あいのまち

　　３６５-０００２・埼玉県鴻巣市赤城・あかぎ

　　３６５-０００１・埼玉県鴻巣市赤城台・あかぎだい

　　３６５-００６４・埼玉県鴻巣市赤見台・あかみだい

　　３６５-００１１・埼玉県鴻巣市新井・あらい

　　３６５-００２１・埼玉県鴻巣市安養寺・あんようじ

　　３６５-００７２・埼玉県鴻巣市市ノ縄・いちのなわ

　　３６５-００６３・埼玉県鴻巣市稲荷町・いなりちよう

　　３６９-０１２３・埼玉県鴻巣市榎戸・えのきど

　　３６５-００３３・埼玉県鴻巣市生出塚・おいねつﾞか

　　３６９-０１３７・埼玉県鴻巣市大芦・おおあじ

　　３６５-００５４・埼玉県鴻巣市大間・おおま

　　３６５-００２３・埼玉県鴻巣市笠原・かさはら

　　３６９-０１１２・埼玉県鴻巣市鎌塚・かまつか

　　３６５-００７８・埼玉県鴻巣市加美・かみ

　　３６５-００１２・埼玉県鴻巣市上会下・かみえげ

　　３６５-００３４・埼玉県鴻巣市上生出塚・かみおいねつﾞか

　　３６５-００２７・埼玉県鴻巣市上谷・かみや

　　３６５-００６１・埼玉県鴻巣市川面・かわつﾞら

　　３６９-０１１６・埼玉県鴻巣市北新宿・きたしんしゆく

　　３６５-００５８・埼玉県鴻巣市北中野・きたなかの

　　３６５-０００３・埼玉県鴻巣市北根・きたね

　　３６５-００１４・埼玉県鴻巣市屈巣・くす

　　３６５-００２２・埼玉県鴻巣市郷地・ごうじ

　　３６５-００２８・埼玉県鴻巣市鴻巣・こうのす

　　３６５-００４１・埼玉県鴻巣市小松・こまつ

　　３６９-０１３３・埼玉県鴻巣市小谷・こや



　　３６５-００５７・埼玉県鴻巣市幸町・さいわいちよう

　　３６５-００１３・埼玉県鴻巣市境・さかい

　　３６５-００５５・埼玉県鴻巣市栄町・さかえちよう

　　３６５-００４７・埼玉県鴻巣市逆川・さかさがわ

　　３６９-０１３４・埼玉県鴻巣市三町免・さんちようめん

　　３６５-００３５・埼玉県鴻巣市下生出塚・しもおいねつﾞか

　　３６９-０１１３・埼玉県鴻巣市下忍・しもおじ

　　３６５-００２５・埼玉県鴻巣市下谷・しもや

　　３６５-００２４・埼玉県鴻巣市常光・じようこう

　　３６９-０１１１・埼玉県鴻巣市新宿・しんしゆく

　　３６５-００７４・埼玉県鴻巣市神明・しんめい

　　３６５-００６７・埼玉県鴻巣市すみれ野・すみれの

　　３６５-０００４・埼玉県鴻巣市関新田・せきしんでん

　　３６５-００４４・埼玉県鴻巣市滝馬室・たきまむろ

　　３６５-００３２・埼玉県鴻巣市中央・ちゆうおう

　　３６９-０１１４・埼玉県鴻巣市筑波・つくはﾞ

　　３６５-００５６・埼玉県鴻巣市堤町・つつみちよう

　　３６５-００７１・埼玉県鴻巣市寺谷・てらや

　　３６５-００３６・埼玉県鴻巣市天神・てんじん

　　３６５-００６５・埼玉県鴻巣市中井・なかい

　　３６５-００２６・埼玉県鴻巣市西中曽根・にしなかぞね

　　３６５-００３７・埼玉県鴻巣市人形・にんぎよう

　　３６５-００５９・埼玉県鴻巣市糠田・ぬかた

　　３６５-００５２・埼玉県鴻巣市登戸・のほﾞりと

　　３６５-００７３・埼玉県鴻巣市八幡田・はちまんでん

　　３６９-０１２４・埼玉県鴻巣市荊原・はﾞらはら

　　３６５-００４３・埼玉県鴻巣市原馬室・はらまむろ

　　３６５-００４５・埼玉県鴻巣市氷川町・ひかわちよう

　　３６５-００３９・埼玉県鴻巣市東・ひがじ

　　３６５-００３１・埼玉県鴻巣市ひばり野・ひはﾞりの

　　３６５-０００５・埼玉県鴻巣市広田・ひろだ

　　３６９-０１３６・埼玉県鴻巣市吹上・ふきあげ

　　３６９-０１２１・埼玉県鴻巣市吹上富士見・ふきあげふじみ

　　３６９-０１１５・埼玉県鴻巣市吹上本町・ふきあげほんちよう

　　３６９-０１３１・埼玉県鴻巣市袋・ふくろ

　　３６５-００４６・埼玉県鴻巣市富士見町・ふじみちよう

　　３６５-００３８・埼玉県鴻巣市本町・ほんちよう

　　３６５-００７６・埼玉県鴻巣市本宮町・ほんみやちよう

　　３６９-０１３２・埼玉県鴻巣市前砂・まえすな

　　３６５-００４２・埼玉県鴻巣市松原・まつはﾞら

　　３６５-００６２・埼玉県鴻巣市箕田・みだ

　　３６５-００６６・埼玉県鴻巣市三ツ木・みつぎ

　　３６５-００５３・埼玉県鴻巣市緑町・みどりちよう

　　３６９-０１２２・埼玉県鴻巣市南・みなみ

　　３６５-００７５・埼玉県鴻巣市宮地・みやじ

　　３６５-００５１・埼玉県鴻巣市宮前・みやまえ

　　３６９-０１３５・埼玉県鴻巣市明用・みようよう

　　３６５-００７７・埼玉県鴻巣市雷電・らいでん

　　３６６-００００・埼玉県深谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６６-００５３・埼玉県深谷市秋元町・あきもとちよう

　　３６６-００２４・埼玉県深谷市明戸・あけと

　　３６６-００１６・埼玉県深谷市新井・あらい

　　３６９-１２４５・埼玉県深谷市荒川・あらかわ

　　３６６-００１１・埼玉県深谷市石塚・いしつﾞか

　　３６６-０８３６・埼玉県深谷市伊勢方・いせがた

　　３６６-００２６・埼玉県深谷市稲荷町・いなりちよう

　　３６６-００２８・埼玉県深谷市稲荷町北・いなりちようきた

　　３６９-０２１５・埼玉県深谷市今泉・いまいずみ

　　３６９-０２２２・埼玉県深谷市後榛沢・うしろはんざわ

　　３６６-０８３１・埼玉県深谷市内ケ島・うちがしま

　　３６６-０８０１・埼玉県深谷市上野台・うわのだい

　　３６６-００１２・埼玉県深谷市江原・えはﾞら

　　３６６-０８３８・埼玉県深谷市大塚島・おおつかじま

　　３６６-０００３・埼玉県深谷市大塚・おおつﾞか

　　３６６-０８１４・埼玉県深谷市大谷・おおや

　　３６９-０２０１・埼玉県深谷市岡・おか

　　３６９-０２０２・埼玉県深谷市岡里・おかざと

　　３６９-０２１１・埼玉県深谷市岡部・おかべ

　　３６６-０８３７・埼玉県深谷市起会・おきあい

　　３６９-１２４６・埼玉県深谷市小前田・おまえだ



　　３６６-０８１２・埼玉県深谷市折之口・おりのくち

　　３６６-０８１６・埼玉県深谷市樫合・かしあい

　　３６６-０８１７・埼玉県深谷市柏合・かしあい

　　３６６-００５１・埼玉県深谷市上柴町東・かみしはﾞちようひがじ

　　３６６-００５２・埼玉県深谷市上柴町西・かみしはﾞちようにじ

　　３６６-０００４・埼玉県深谷市上手計・かみてはﾞか

　　３６９-１１０９・埼玉県深谷市上原・かみはら

　　３６６-００２１・埼玉県深谷市上増田・かみますだ

　　３６６-０８１８・埼玉県深谷市萱場・かやはﾞ

　　３６９-１１０３・埼玉県深谷市川本明戸・かわもとあけと

　　３６６-０００８・埼玉県深谷市北阿賀野・きたあがの

　　３６９-１２４２・埼玉県深谷市北根・きたね

　　３６６-０８１５・埼玉県深谷市櫛引・くしびき

　　３６９-０２１２・埼玉県深谷市櫛挽・くしびき

　　３６９-０２２５・埼玉県深谷市沓掛・くつかけ

　　３６９-１２４４・埼玉県深谷市黒田・くろだ

　　３６６-００３３・埼玉県深谷市国済寺・こくさいじ

　　３６６-００３１・埼玉県深谷市国済寺町・こくさいじちよう

　　３６６-００２５・埼玉県深谷市寿町・ことぶきちよう

　　３６６-０８１３・埼玉県深谷市境・さかい

　　３６６-０８２７・埼玉県深谷市栄町・さかえちよう

　　３６６-０８０２・埼玉県深谷市桜ケ丘・さくらがおか

　　３６６-０００２・埼玉県深谷市下手計・しもてはﾞか

　　３６６-０８１０・埼玉県深谷市宿根・しゆくね

　　３６６-００２９・埼玉県深谷市上敷免・じようしきめん

　　３６９-１１０６・埼玉県深谷市白草台・しらくさだい

　　３６６-００１９・埼玉県深谷市新戒・しんがい

　　３６９-１１０４・埼玉県深谷市菅沼・すがぬま

　　３６９-１１０２・埼玉県深谷市瀬山・せやま

　　３６６-００１０・埼玉県深谷市高島・たかしま

　　３６６-０８３２・埼玉県深谷市高畑・たかはﾞたけ

　　３６９-１１１１・埼玉県深谷市武川・たけかわ

　　３６６-０８２６・埼玉県深谷市田所町・たどころちよう

　　３６９-１１０８・埼玉県深谷市田中・たなか

　　３６６-０８２１・埼玉県深谷市田谷・たや

　　３６６-０００６・埼玉県深谷市血洗島・ちあらいじま

　　３６６-００２７・埼玉県深谷市天神町・てんじんちよう

　　３６６-００３４・埼玉県深谷市常盤町・ときわちよう

　　３６６-０８３３・埼玉県深谷市戸森・ともり

　　３６９-１１０１・埼玉県深谷市長在家・ながざいけ

　　３６６-０００１・埼玉県深谷市中瀬・なかぜ

　　３６９-１２４３・埼玉県深谷市永田・ながた

　　３６６-０８２２・埼玉県深谷市仲町・なかちよう

　　３６６-００１８・埼玉県深谷市成塚・なりつﾞか

　　３６６-０８２９・埼玉県深谷市西大沼・にしおおぬま

　　３６６-０８２４・埼玉県深谷市西島町（西島）・にしじまちよう(にしじま)

　　３６９-０２２４・埼玉県深谷市西田・にしだ

　　３６６-００１７・埼玉県深谷市沼尻・ぬまじり

　　３６６-００１５・埼玉県深谷市蓮沼・はすぬま

　　３６９-１１０７・埼玉県深谷市畠山・はたけやま

　　３６６-００３２・埼玉県深谷市幡羅町・はたらちよう

　　３６６-００３５・埼玉県深谷市原郷・はらごう

　　３６９-０２１３・埼玉県深谷市針ケ谷・はりがや

　　３６９-０２２３・埼玉県深谷市榛沢・はんざわ

　　３６９-０２２１・埼玉県深谷市榛沢新田・はんざわしんでん

　　３６６-０８２８・埼玉県深谷市東大沼・ひがしおおぬま

　　３６６-００４１・埼玉県深谷市東方・ひがしがた

　　３６６-００４２・埼玉県深谷市東方町・ひがしがたちよう

　　３６６-０８１１・埼玉県深谷市人見・ひとみ

　　３６６-０８２５・埼玉県深谷市深谷町・ふかやちよう

　　３６９-０２０３・埼玉県深谷市普済寺・ふさいじ

　　３６６-００１４・埼玉県深谷市藤野木・ふじのき

　　３６６-００６１・埼玉県深谷市二ツ小屋・ふたつごや

　　３６６-００１３・埼玉県深谷市堀米・ほりごめ

　　３６９-０２１４・埼玉県深谷市本郷・ほんごう

　　３６９-１１０５・埼玉県深谷市本田・ほんだ

　　３６６-００２２・埼玉県深谷市本田ケ谷・ほんだがや

　　３６６-００６２・埼玉県深谷市前小屋・まえごや

　　３６６-０８３４・埼玉県深谷市曲田（錦町）・まがつた(にしきまち)

　　３６６-０００５・埼玉県深谷市町田・まちだ



　　３６６-００５４・埼玉県深谷市緑ケ丘・みどりがおか

　　３６９-１２４７・埼玉県深谷市緑台・みどりだい

　　３６６-０００７・埼玉県深谷市南阿賀野・みなみあがの

　　３６６-０８１９・埼玉県深谷市見晴町・みはらしちよう

　　３６６-００２３・埼玉県深谷市宮ケ谷戸・みやがやと

　　３６９-１２４１・埼玉県深谷市武蔵野・むさしの

　　３６６-０８２３・埼玉県深谷市本住町・もとすみちよう

　　３６６-０８３９・埼玉県深谷市矢島・やじま

　　３６６-０８３５・埼玉県深谷市谷之・やの

　　３６９-０２１７・埼玉県深谷市山河・やまが

　　３６９-０２１６・埼玉県深谷市山崎・やまざき

　　３６６-０００９・埼玉県深谷市横瀬・よこぜ

　　３６２-００００・埼玉県上尾市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６２-００２５・埼玉県上尾市上尾下・あげおしも

　　３６２-００１２・埼玉県上尾市上尾宿・あげおしゆく

　　３６２-００１３・埼玉県上尾市上尾村・あげおむら

　　３６２-００７３・埼玉県上尾市浅間台・あさまだい

　　３６２-００３１・埼玉県上尾市東町・あずまちよう

　　３６２-００６５・埼玉県上尾市畔吉・あぜよじ

　　３６２-００３４・埼玉県上尾市愛宕・あたご

　　３６２-００６２・埼玉県上尾市泉台・いずみだい

　　３６２-００４６・埼玉県上尾市壱丁目・いつちようめ

　　３６２-００８１・埼玉県上尾市壱丁目北・いつちようめきた

　　３６２-００８４・埼玉県上尾市壱丁目西・いつちようめにじ

　　３６２-００８２・埼玉県上尾市壱丁目東・いつちようめひがじ

　　３６２-００８３・埼玉県上尾市壱丁目南・いつちようめみなみ

　　３６２-００７１・埼玉県上尾市井戸木・いどぎ

　　３６２-００４７・埼玉県上尾市今泉・いまいずみ

　　３６２-００５８・埼玉県上尾市上野・うえの

　　３６２-００５６・埼玉県上尾市上野本郷・うえのほんごう

　　３６２-００４４・埼玉県上尾市大谷本郷・おおやほんごう

　　３６２-００７５・埼玉県上尾市柏座・かしわざ

　　３６２-００７４・埼玉県上尾市春日・かすが

　　３６２-０００１・埼玉県上尾市上・かみ

　　３６２-００３７・埼玉県上尾市上町・かみちよう

　　３６２-０００８・埼玉県上尾市上平中央・かみひらちゆうおう

　　３６２-００４８・埼玉県上尾市川・かわ

　　３６２-００２２・埼玉県上尾市瓦葺・かわらぶき

　　３６２-０００７・埼玉県上尾市久保・くほﾞ

　　３６２-００６３・埼玉県上尾市小泉・こいずみ

　　３６２-００６４・埼玉県上尾市小敷谷・こしきや

　　３６２-００２４・埼玉県上尾市五番町・ごはﾞんちよう

　　３６２-００３３・埼玉県上尾市栄町・さかえちよう

　　３６２-００５１・埼玉県上尾市地頭方・じとうがた

　　３６２-０００４・埼玉県上尾市須ケ谷・すかや

　　３６２-０００３・埼玉県上尾市菅谷・すがや

　　３６２-００５４・埼玉県上尾市堤崎・つつみさき

　　３６２-００５３・埼玉県上尾市戸崎・とさき

　　３６２-００５２・埼玉県上尾市中新井・なかあらい

　　３６２-００３５・埼玉県上尾市仲町・なかちよう

　　３６２-００７２・埼玉県上尾市中妻・なかつﾞま

　　３６２-００６７・埼玉県上尾市中分・なかぶん

　　３６２-００５７・埼玉県上尾市西貝塚・にしかいつﾞか

　　３６２-０００６・埼玉県上尾市錦町・にしきちよう

　　３６２-００４３・埼玉県上尾市西宮下・にしみやした

　　３６２-０００５・埼玉県上尾市西門前・にしもんぜん

　　３６２-００２１・埼玉県上尾市原市・はらいち

　　３６２-００２６・埼玉県上尾市原市北・はらいちきた

　　３６２-００２３・埼玉県上尾市原市中・はらいちなか

　　３６２-００１６・埼玉県上尾市原新町・はらしんまち

　　３６２-００３２・埼玉県上尾市日の出・ひので

　　３６２-００５９・埼玉県上尾市平方・ひらかた

　　３６２-００５５・埼玉県上尾市平方領々家・ひらかたりようりようけ

　　３６２-００１１・埼玉県上尾市平塚・ひらつか

　　３６２-００６１・埼玉県上尾市藤波・ふじなみ

　　３６２-００４１・埼玉県上尾市富士見・ふじみ

　　３６２-００１７・埼玉県上尾市二ツ宮・ふたつみや

　　３６２-００７６・埼玉県上尾市弁財・べんざい

　　３６２-００１４・埼玉県上尾市本町・ほんちよう

　　３６２-００１５・埼玉県上尾市緑丘・みどりがおか



　　３６２-０００２・埼玉県上尾市南・みなみ

　　３６２-００３６・埼玉県上尾市宮本町・みやもとちよう

　　３６２-００４５・埼玉県上尾市向山・むこうやま

　　３６２-００４２・埼玉県上尾市谷津・やつ

　　３６２-００６６・埼玉県上尾市領家・りようけ

　　３４０-００００・埼玉県草加市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４０-０００２・埼玉県草加市青柳・あおやぎ

　　３４０-０００７・埼玉県草加市青柳町・あおやぎちよう

　　３４０-００５３・埼玉県草加市旭町・あさひちよう

　　３４０-００３２・埼玉県草加市遊馬町・あすまちよう

　　３４０-０００３・埼玉県草加市稲荷・いなり

　　３４０-０００１・埼玉県草加市柿木町・かきのきちよう

　　３４０-００４２・埼玉県草加市学園町・がくえんちよう

　　３４０-００４６・埼玉県草加市北谷・きたや

　　３４０-００４７・埼玉県草加市北谷町・きたやちよう

　　３４０-００５２・埼玉県草加市金明町・きんめいちよう

　　３４０-００４５・埼玉県草加市小山・こやま

　　３４０-００１１・埼玉県草加市栄町・さかえちよう

　　３４０-００５６・埼玉県草加市新栄・しんえい

　　３４０-００５４・埼玉県草加市新善町・しんぜんちよう

　　３４０-００１２・埼玉県草加市神明・しんめい

　　３４０-００１４・埼玉県草加市住吉・すみよじ

　　３４０-００５５・埼玉県草加市清門・せいもん

　　３４０-００２２・埼玉県草加市瀬崎・せざき

　　３４０-００４３・埼玉県草加市草加・そうか

　　３４０-００１５・埼玉県草加市高砂・たかさご

　　３４０-００１６・埼玉県草加市中央・ちゆうおう

　　３４０-００５１・埼玉県草加市長栄・ちようえい

　　３４０-００２１・埼玉県草加市手代・てしろ

　　３４０-００３６・埼玉県草加市苗塚町・なえつﾞかちよう

　　３４０-０００５・埼玉県草加市中根・なかね

　　３４０-００３５・埼玉県草加市西町・にしちよう

　　３４０-００３１・埼玉県草加市新里町・につさとちよう

　　３４０-００４４・埼玉県草加市花栗・はなぐり

　　３４０-００４８・埼玉県草加市原町・はらちよう

　　３４０-００３４・埼玉県草加市氷川町・ひかわちよう

　　３４０-０００４・埼玉県草加市弁天・べんてん

　　３４０-００１３・埼玉県草加市松江・まつえ

　　３４０-００４１・埼玉県草加市松原・まつはﾞら

　　３４０-００２８・埼玉県草加市谷塚・やつか

　　３４０-００２４・埼玉県草加市谷塚上町・やつかかみちよう

　　３４０-００２５・埼玉県草加市谷塚仲町・やつかなかちよう

　　３４０-００２３・埼玉県草加市谷塚町・やつかちよう

　　３４０-００３３・埼玉県草加市柳島町・やなぎしまちよう

　　３４０-０００６・埼玉県草加市八幡町・やはたちよう

　　３４０-００１７・埼玉県草加市吉町・よしちよう

　　３４０-００２６・埼玉県草加市両新田東町・りようしんでんひがしちよう

　　３４０-００２７・埼玉県草加市両新田西町・りようしんでんにしちよう

　　３４３-００００・埼玉県越谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４３-０８０７・埼玉県越谷市赤山町・あかやまちよう

　　３４３-０８０８・埼玉県越谷市赤山本町・あかやまほんちよう

　　３４３-０８２６・埼玉県越谷市東町・あずまちよう

　　３４３-０８３１・埼玉県越谷市伊原・いはら

　　３４３-００２５・埼玉県越谷市大沢・おおさわ

　　３４３-００３１・埼玉県越谷市大里・おおざと

　　３４３-０００５・埼玉県越谷市大杉・おおすぎ

　　３４３-００３４・埼玉県越谷市大竹・おおたけ

　　３４３-００４４・埼玉県越谷市大泊・おおどまり

　　３４３-００２１・埼玉県越谷市大林・おおはﾞやじ

　　３４３-００２７・埼玉県越谷市大房・おおふさ

　　３４３-０００４・埼玉県越谷市大松・おおまつ

　　３４３-０８４４・埼玉県越谷市大間野町・おおまのちよう

　　３４３-００３５・埼玉県越谷市大道・おおみち

　　３４３-０００８・埼玉県越谷市大吉・おおよじ

　　３４３-０８０２・埼玉県越谷市小曽川・おそがわ

　　３４３-００３３・埼玉県越谷市恩間・おんま

　　３４３-００３７・埼玉県越谷市恩間新田・おんましんでん

　　３４３-００４３・埼玉県越谷市上間久里・かみまくり

　　３４３-０８３８・埼玉県越谷市蒲生・がもう

　　３４３-０８４３・埼玉県越谷市蒲生茜町・がもうあかねちよう



　　３４３-０８４２・埼玉県越谷市蒲生旭町・がもうあさひちよう

　　３４３-０８３４・埼玉県越谷市蒲生愛宕町・がもうあたごちよう

　　３４３-０８３６・埼玉県越谷市蒲生寿町・がもうことぶきちよう

　　３４３-０８４１・埼玉県越谷市蒲生東町・がもうひがしちよう

　　３４３-０８３５・埼玉県越谷市蒲生西町・がもうにしまち

　　３４３-０８３３・埼玉県越谷市蒲生南町・がもうみなみちよう

　　３４３-０８３７・埼玉県越谷市蒲生本町・がもうほんちよう

　　３４３-０８２７・埼玉県越谷市川柳町・かわやなぎちよう

　　３４３-０８２１・埼玉県越谷市瓦曽根・かわらぞね

　　３４３-０８５４・埼玉県越谷市北後谷・きたうしろや

　　３４３-０００６・埼玉県越谷市北川崎・きたかわさき

　　３４３-００２６・埼玉県越谷市北越谷・きたこしがや

　　３４３-００２４・埼玉県越谷市越ケ谷（)・こしがや

　　３４３-０８１３・埼玉県越谷市越ケ谷（丁目）・こしがや

　　３４３-０８１８・埼玉県越谷市越ケ谷本町・こしがやほんちよう

　　３４３-０８１１・埼玉県越谷市御殿町・ごてんちよう

　　３４３-０８２３・埼玉県越谷市相模町・さがみちよう

　　３４３-００３６・埼玉県越谷市三野宮・さんのみや

　　３４３-０８５１・埼玉県越谷市七左町・しちざちよう

　　３４３-００４５・埼玉県越谷市下間久里・しもまくり

　　３４３-０８５２・埼玉県越谷市新川町・しんかわちよう

　　３４３-０８５７・埼玉県越谷市新越谷・しんこしがや

　　３４３-０８０５・埼玉県越谷市神明町・しんめいちよう

　　３４３-０８０３・埼玉県越谷市砂原・すなはら

　　３４３-００４２・埼玉県越谷市千間台東・せんげんだいひがじ

　　３４３-００４１・埼玉県越谷市千間台西・せんげんだいにじ

　　３４３-０８２５・埼玉県越谷市大成町・たいせいちよう

　　３４３-００１３・埼玉県越谷市中島・なかじま

　　３４３-０８１７・埼玉県越谷市中町・なかまち

　　３４３-０８５３・埼玉県越谷市長島・ながしま

　　３４３-０８５５・埼玉県越谷市西新井・にしあらい

　　３４３-０８２２・埼玉県越谷市西方・にしかた

　　３４３-０８０１・埼玉県越谷市野島・のじま

　　３４３-０８４６・埼玉県越谷市登戸町・のほﾞりとちよう

　　３４３-００１５・埼玉県越谷市花田・はなた

　　３４３-００２２・埼玉県越谷市東大沢・ひがしおおさわ

　　３４３-００２３・埼玉県越谷市東越谷・ひがしこしがや

　　３４３-０８１４・埼玉県越谷市東柳田町・ひがしやなぎだちよう

　　３４３-０００２・埼玉県越谷市平方・ひらかた

　　３４３-０００１・埼玉県越谷市平方南町・ひらかたみなみちよう

　　３４３-００３２・埼玉県越谷市袋山・ふくろやま

　　３４３-０００３・埼玉県越谷市船渡・ふなと

　　３４３-００１１・埼玉県越谷市増林・ましはﾞやじ

　　３４３-００１２・埼玉県越谷市増森・ましもり

　　３４３-０８０４・埼玉県越谷市南荻島・みなみおぎしま

　　３４３-０８４５・埼玉県越谷市南越谷・みなみこしがや

　　３４３-０８３２・埼玉県越谷市南町・みなみちよう

　　３４３-００１４・埼玉県越谷市宮前・みやまえ

　　３４３-０８０６・埼玉県越谷市宮本町・みやもとちよう

　　３４３-０００７・埼玉県越谷市向畑・むこうはﾞたけ

　　３４３-０８１５・埼玉県越谷市元柳田町・もとやなぎだちよう

　　３４３-００４６・埼玉県越谷市弥栄町・やさかちよう

　　３４３-００４７・埼玉県越谷市弥十郎・やじゆうろう

　　３４３-０８５６・埼玉県越谷市谷中町・やなかちよう

　　３４３-０８１２・埼玉県越谷市柳町・やなぎちよう

　　３４３-０８１６・埼玉県越谷市弥生町・やよいちよう

　　３４３-０８２４・埼玉県越谷市流通団地・りゆうつうだんち

　　３４３-０８２８・埼玉県越谷市レイクタウン・れいくたうん

　　３３５-００００・埼玉県蕨市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３３５-０００１・埼玉県蕨市北町・きたまち

　　３３５-０００４・埼玉県蕨市中央・ちゆうおう

　　３３５-０００２・埼玉県蕨市塚越・つかごじ

　　３３５-０００５・埼玉県蕨市錦町・にしきちよう

　　３３５-０００３・埼玉県蕨市南町・みなみちよう

　　３３５-００００・埼玉県戸田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３３５-００２２・埼玉県戸田市上戸田・かみとだ

　　３３５-００１５・埼玉県戸田市川岸・かわぎじ

　　３３５-００１３・埼玉県戸田市喜沢・きざわ

　　３３５-００１４・埼玉県戸田市喜沢南・きざわみなみ

　　３３５-００３４・埼玉県戸田市笹目・ささめ



　　３３５-００３５・埼玉県戸田市笹目南町・ささめみなみちよう

　　３３５-００３３・埼玉県戸田市笹目北町・ささめきたちよう

　　３３５-００３７・埼玉県戸田市下笹目・しもささめ

　　３３５-００１１・埼玉県戸田市下戸田・しもとだ

　　３３５-００１６・埼玉県戸田市下前・しもまえ

　　３３５-００２４・埼玉県戸田市戸田公園・とだこうえん

　　３３５-００１２・埼玉県戸田市中町・なかちよう

　　３３５-００２１・埼玉県戸田市新曽・にいぞ

　　３３５-００２６・埼玉県戸田市新曽南・にいぞみなみ

　　３３５-００３６・埼玉県戸田市早瀬・はやせ

　　３３５-００２７・埼玉県戸田市氷川町・ひかわちよう

　　３３５-００３１・埼玉県戸田市美女木・びじよぎ

　　３３５-００３８・埼玉県戸田市美女木北・びじよぎきた

　　３３５-００３２・埼玉県戸田市美女木東・びじよぎひがじ

　　３３５-００２３・埼玉県戸田市本町・ほんちよう

　　３３５-００２５・埼玉県戸田市南町・みなみちよう

　　３５８-００００・埼玉県入間市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５８-０００２・埼玉県入間市東町・あずまちよう

　　３５８-００３１・埼玉県入間市新久・あらく

　　３５８-００２７・埼玉県入間市上小谷田・うえごやた

　　３５８-００５１・埼玉県入間市牛沢町・うしざわちよう

　　３５８-００２３・埼玉県入間市扇台・おうぎだい

　　３５８-００２２・埼玉県入間市扇町屋・おうぎまちや

　　３５８-０００４・埼玉県入間市鍵山・かぎやま

　　３５８-０００６・埼玉県入間市春日町・かすがちよう

　　３５８-００４８・埼玉県入間市金子中央・かねこちゆうおう

　　３５８-００１３・埼玉県入間市上藤沢・かみふじさわ

　　３５８-００４２・埼玉県入間市上谷ケ貫・かみやがぬき

　　３５８-０００８・埼玉県入間市河原町・かわらまち

　　３５８-００２４・埼玉県入間市久保稲荷・くほﾞいなり

　　３５８-０００７・埼玉県入間市黒須・くろす

　　３５８-０００１・埼玉県入間市向陽台・こうようだい

　　３５８-００１７・埼玉県入間市駒形富士山・こまがたふじやま

　　３５８-００２６・埼玉県入間市小谷田・こやた

　　３５８-００３２・埼玉県入間市狭山ケ原・さやまがはら

　　３５８-００３３・埼玉県入間市狭山台・さやまだい

　　３５８-００１１・埼玉県入間市下藤沢・しもふじさわ

　　３５８-００４１・埼玉県入間市下谷ケ貫・しもやがぬき

　　３５８-００５５・埼玉県入間市新光・しんこう

　　３５８-００２５・埼玉県入間市善蔵新田・ぜんぞうしんでん

　　３５８-００２１・埼玉県入間市高倉・たかくら

　　３５８-００１６・埼玉県入間市高根・たかね

　　３５８-００４５・埼玉県入間市寺竹・てらだけ

　　３５８-０００３・埼玉県入間市豊岡・とよおか

　　３５８-００３５・埼玉県入間市中神・なかがみ

　　３５８-００４３・埼玉県入間市西三ツ木・にしみつぎ

　　３５８-００１５・埼玉県入間市二本木・にほんぎ

　　３５８-００３４・埼玉県入間市根岸・ねぎじ

　　３５８-００５４・埼玉県入間市野田・のだ

　　３５８-００３６・埼玉県入間市花ノ木・はなのき

　　３５８-００１２・埼玉県入間市東藤沢・ひがしふじさわ

　　３５８-００５３・埼玉県入間市仏子・ぶじ

　　３５８-００４４・埼玉県入間市三ツ木台・みつぎだい

　　３５８-００４６・埼玉県入間市南峯・みなみみね

　　３５８-００１４・埼玉県入間市宮寺・みやでら

　　３５８-０００５・埼玉県入間市宮前町・みやまえちよう

　　３５８-００４７・埼玉県入間市木蓮寺・もくれんじ

　　３５８-００５２・埼玉県入間市森坂・もりさか

　　３５１-００００・埼玉県朝霞市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５１-００１６・埼玉県朝霞市青葉台・あおはﾞだい

　　３５１-００３５・埼玉県朝霞市朝志ケ丘・あさしがおか

　　３５１-０００７・埼玉県朝霞市岡・おか

　　３５１-０００１・埼玉県朝霞市上内間木・かみうちまぎ

　　３５１-００３６・埼玉県朝霞市北原・きたはら

　　３５１-００１５・埼玉県朝霞市幸町・さいわいちよう

　　３５１-００１２・埼玉県朝霞市栄町・さかえちよう

　　３５１-０００２・埼玉県朝霞市下内間木・しもうちまぎ

　　３５１-００２４・埼玉県朝霞市泉水・せんずい

　　３５１-０００３・埼玉県朝霞市台・だい

　　３５１-００３２・埼玉県朝霞市田島・たじま



　　３５１-０００６・埼玉県朝霞市仲町・なかちよう

　　３５１-００３４・埼玉県朝霞市西原・にしはら

　　３５１-００２１・埼玉県朝霞市西弁財・にしべんざい

　　３５１-０００４・埼玉県朝霞市根岸・ねぎじ

　　３５１-０００５・埼玉県朝霞市根岸台・ねぎしだい

　　３５１-００３３・埼玉県朝霞市浜崎・はまさき

　　３５１-００２２・埼玉県朝霞市東弁財・ひがしべんざい

　　３５１-００１３・埼玉県朝霞市膝折・ひざおり

　　３５１-００１４・埼玉県朝霞市膝折町・ひざおりちよう

　　３５１-００１１・埼玉県朝霞市本町・ほんちよう

　　３５１-００２３・埼玉県朝霞市溝沼・みぞぬま

　　３５１-００２５・埼玉県朝霞市三原・みはら

　　３５１-００３１・埼玉県朝霞市宮戸・みやど

　　３５３-００００・埼玉県志木市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５３-０００７・埼玉県志木市柏町・かしわちよう

　　３５３-０００１・埼玉県志木市上宗岡・かみむねおか

　　３５３-０００５・埼玉県志木市幸町・さいわいちよう

　　３５３-０００３・埼玉県志木市下宗岡・しもむねおか

　　３５３-０００６・埼玉県志木市館・たて

　　３５３-０００２・埼玉県志木市中宗岡・なかむねおか

　　３５３-０００４・埼玉県志木市本町・ほんちよう

　　３５３-０００８・埼玉県志木市宗岡・むねおか

　　３５１-０１００・埼玉県和光市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５１-０１１１・埼玉県和光市下新倉・しもにいくら

　　３５１-０１０１・埼玉県和光市白子・しらこ

　　３５１-０１０２・埼玉県和光市諏訪・すわ

　　３５１-０１０３・埼玉県和光市諏訪原団地・すわはらだんち

　　３５１-０１１３・埼玉県和光市中央・ちゆうおう

　　３５１-０１１５・埼玉県和光市新倉・にいくら

　　３５１-０１０５・埼玉県和光市西大和団地・にしやまとだんち

　　３５１-０１０６・埼玉県和光市広沢・ひろさわ

　　３５１-０１１４・埼玉県和光市本町・ほんちよう

　　３５１-０１１６・埼玉県和光市松ノ木島町・まつのきじまちよう

　　３５１-０１１２・埼玉県和光市丸山台・まるやまだい

　　３５１-０１０４・埼玉県和光市南・みなみ

　　３５２-００００・埼玉県新座市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５２-００２１・埼玉県新座市あたご・あたご

　　３５２-００１５・埼玉県新座市池田・いけだ

　　３５２-００３３・埼玉県新座市石神・いしがみ

　　３５２-０００４・埼玉県新座市大和田・おおわだ

　　３５２-００２５・埼玉県新座市片山・かたやま

　　３５２-０００３・埼玉県新座市北野・きたの

　　３５２-００３５・埼玉県新座市栗原・くりはら

　　３５２-００１４・埼玉県新座市栄・さかえ

　　３５２-００３２・埼玉県新座市新堀・しんほﾞり

　　３５２-００１７・埼玉県新座市菅沢・すがさわ

　　３５２-００２４・埼玉県新座市道場・どうじよう

　　３５２-０００１・埼玉県新座市東北・とおほく

　　３５２-０００５・埼玉県新座市中野・なかの

　　３５２-０００６・埼玉県新座市新座・にいざ

　　３５２-００１３・埼玉県新座市新塚・にいつﾞか

　　３５２-００３１・埼玉県新座市西堀・にしほﾞり

　　３５２-００３４・埼玉県新座市野寺・のでら

　　３５２-００１１・埼玉県新座市野火止・のびとめ

　　３５２-００１２・埼玉県新座市畑中・はたなか

　　３５２-００１６・埼玉県新座市馬場・はﾞはﾞ

　　３５２-０００２・埼玉県新座市東・ひがじ

　　３５２-００２３・埼玉県新座市堀ノ内・ほりのうち

　　３５２-００２２・埼玉県新座市本多・ほんだ

　　３６３-００００・埼玉県桶川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６３-０００２・埼玉県桶川市赤堀・あかほﾞり

　　３６３-００２３・埼玉県桶川市朝日・あさひ

　　３６３-００２１・埼玉県桶川市泉・いずみ

　　３６３-０００１・埼玉県桶川市加納・かのう

　　３６３-００２６・埼玉県桶川市上日出谷・かみひでや

　　３６３-００２０・埼玉県桶川市上日出谷南・かみひでやみなみ

　　３６３-００２４・埼玉県桶川市鴨川・かもがわ

　　３６３-００２７・埼玉県桶川市川田谷・かわたや

　　３６３-００１１・埼玉県桶川市北・きた

　　３６３-０００６・埼玉県桶川市倉田・くらた



　　３６３-０００４・埼玉県桶川市五町台・ごちようだい

　　３６３-００１６・埼玉県桶川市寿・ことぶき

　　３６３-０００７・埼玉県桶川市小針領家・こはﾞりりようけ

　　３６３-０００８・埼玉県桶川市坂田・さかた

　　３６３-００１８・埼玉県桶川市坂田西・さかたにじ

　　３６３-０００９・埼玉県桶川市坂田東・さかたひがじ

　　３６３-０００３・埼玉県桶川市篠津・しのつﾞ

　　３６３-００２５・埼玉県桶川市下日出谷・しもひでや

　　３６３-００２８・埼玉県桶川市下日出谷西・しもひでやにじ

　　３６３-００２９・埼玉県桶川市下日出谷東・しもひでやひがじ

　　３６３-００１４・埼玉県桶川市神明・しんめい

　　３６３-００１２・埼玉県桶川市末広・すえひろ

　　３６３-０００５・埼玉県桶川市舎人新田・とねりしんでん

　　３６３-００１７・埼玉県桶川市西・にじ

　　３６３-００１３・埼玉県桶川市東・ひがじ

　　３６３-００１５・埼玉県桶川市南・みなみ

　　３６３-００２２・埼玉県桶川市若宮・わかみや

　　３４６-００００・埼玉県久喜市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４６-００１１・埼玉県久喜市青毛・あおげ

　　３４６-００１３・埼玉県久喜市青葉・あおはﾞ

　　３４９-１１１５・埼玉県久喜市新井・あらい

　　３４９-１１２１・埼玉県久喜市伊坂・いさか

　　３４９-１１２６・埼玉県久喜市伊坂北,3・ いさかきた

　　３４９-１１２７・埼玉県久喜市伊坂中央,3・ いさかちゆうおう

　　３４９-１１２８・埼玉県久喜市伊坂南,3・ いさかみなみ

　　３４０-０２１１・埼玉県久喜市上内・うえうち

　　３４６-００２９・埼玉県久喜市江面・えつﾞら

　　３４６-００２３・埼玉県久喜市太田袋・おおたぶくろ

　　３４０-０２０４・埼玉県久喜市上川崎・かみかわさき

　　３４６-００３８・埼玉県久喜市上清久・かみきよく

　　３４６-００２１・埼玉県久喜市上早見・かみはやみ

　　３４６-０００６・埼玉県久喜市上町・かみまち

　　３４６-００２８・埼玉県久喜市河原井町・かわらいちよう

　　３４９-１１１４・埼玉県久喜市河原代・かわらだい

　　３４６-００２４・埼玉県久喜市北青柳・きたあおやぎ

　　３４６-００３６・埼玉県久喜市北中曽根・きたなかそね

　　３４９-１１１１・埼玉県久喜市北広島・きたひろしま

　　３４９-１１１３・埼玉県久喜市狐塚・きつねつﾞか

　　３４０-０２１２・埼玉県久喜市久本寺・きゆうほんじ

　　３４６-００３５・埼玉県久喜市清久町・きよくちよう

　　３４６-０００７・埼玉県久喜市久喜北・くききた

　　３４６-００３２・埼玉県久喜市久喜新・くきしん

　　３４６-０００３・埼玉県久喜市久喜中央・くきちゆうおう

　　３４６-００１６・埼玉県久喜市久喜東・くきひがじ

　　３４６-００３１・埼玉県久喜市久喜本・くきほん

　　３４０-０２１４・埼玉県久喜市葛梅・くずめ

　　３４９-１１０４・埼玉県久喜市栗橋・くりはじ

　　３４９-１１０１・埼玉県久喜市栗橋北・くりはしきた

　　３４９-１１０２・埼玉県久喜市栗橋中央・くりはしちゆうおう

　　３４９-１１０３・埼玉県久喜市栗橋東・くりはしひがじ

　　３４６-００１２・埼玉県久喜市栗原・くりはら

　　３４９-１１０５・埼玉県久喜市小右衛門・こえもん

　　３４６-０００１・埼玉県久喜市古久喜・こぐき

　　３４０-０２１５・埼玉県久喜市栄・さかえ

　　３４０-０２０３・埼玉県久喜市桜田・さくらだ

　　３４９-１１２４・埼玉県久喜市佐間・さま

　　３４９-１１１６・埼玉県久喜市島川・しまがわ

　　３４６-００３３・埼玉県久喜市下清久・しもきよく

　　３４６-００２２・埼玉県久喜市下早見・しもはやみ

　　３４６-０１１５・埼玉県久喜市菖蒲町小林・しようぶちようおはﾞやじ

　　３４６-０１１１・埼玉県久喜市菖蒲町上大崎・しようぶちようかみおおさき

　　３４６-０１１４・埼玉県久喜市菖蒲町上栢間・しようぶちようかみかやま

　　３４６-０１０２・埼玉県久喜市菖蒲町河原井・しようぶちようかわはらい

　　３４６-０１０４・埼玉県久喜市菖蒲町三箇・しようぶちようさんが

　　３４６-０１１２・埼玉県久喜市菖蒲町柴山枝郷・しようぶちようしはﾞやましごう

　　３４６-０１１３・埼玉県久喜市菖蒲町下栢間・しようぶちようしもかやま

　　３４６-０１０６・埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲・しようぶちようしようぶ

　　３４６-０１０１・埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼・しようぶちようしようわぬま

　　３４６-０１０３・埼玉県久喜市菖蒲町台・しようぶちようだい

　　３４６-０１０５・埼玉県久喜市菖蒲町新堀・しようぶちようにいほﾞり



　　３４０-０２１８・埼玉県久喜市砂原・すなはら

　　３４０-０２０５・埼玉県久喜市外野・そとの

　　３４９-１１２５・埼玉県久喜市高柳・たかやなぎ

　　３４６-００３４・埼玉県久喜市所久喜・ところぐき

　　３４９-１１１２・埼玉県久喜市中里・なかざと

　　３４０-０２１３・埼玉県久喜市中妻・なかつﾞま

　　３４６-００１５・埼玉県久喜市西・にじ

　　３４０-０２０６・埼玉県久喜市西大輪・にしおおわ

　　３４６-０００２・埼玉県久喜市野久喜・のぐき

　　３４０-０２０１・埼玉県久喜市八甫・はつほﾟう

　　３４６-００２６・埼玉県久喜市原・はら

　　３４０-０２０２・埼玉県久喜市東大輪・ひがしおおわ

　　３４６-００２５・埼玉県久喜市樋ノ口・ひのくち

　　３４６-０００５・埼玉県久喜市本町・ほんちよう

　　３４９-１１２３・埼玉県久喜市間鎌・まがま

　　３４９-１１２２・埼玉県久喜市松永,3・ まつなが

　　３４９-１１０６・埼玉県久喜市緑・みどり

　　３４６-０００４・埼玉県久喜市南・みなみ

　　３４９-１１１７・埼玉県久喜市南栗橋・みなみくりはじ

　　３４６-００２７・埼玉県久喜市除堀・よけほﾞり

　　３４６-００１４・埼玉県久喜市吉羽・よしはﾞ

　　３４６-００３７・埼玉県久喜市六万部・ろくまんぶ

　　３４０-０２１７・埼玉県久喜市鷲宮・わしのみや

　　３４０-０２１６・埼玉県久喜市鷲宮中央・わしのみやちゆうおう

　　３６４-００００・埼玉県北本市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６４-００１１・埼玉県北本市朝日・あさひ

　　３６４-０００７・埼玉県北本市東間・あずま

　　３６４-００２６・埼玉県北本市荒井・あらい

　　３６４-００２４・埼玉県北本市石戸・いしと

　　３６４-００２５・埼玉県北本市石戸宿・いしとじゆく

　　３６４-００１２・埼玉県北本市北中丸・きたなかまる

　　３６４-０００６・埼玉県北本市北本・きたもと

　　３６４-００２１・埼玉県北本市北本宿・きたもとじゆく

　　３６４-００２７・埼玉県北本市栄・さかえ

　　３６４-００２８・埼玉県北本市下石戸・しもいしと

　　３６４-００２２・埼玉県北本市下石戸上・しもいしとかみ

　　３６４-００２３・埼玉県北本市下石戸下・しもいしとしも

　　３６４-００３４・埼玉県北本市高尾・たかお

　　３６４-００３１・埼玉県北本市中央・ちゆうおう

　　３６４-００１３・埼玉県北本市中丸・なかまる

　　３６４-００３５・埼玉県北本市西高尾・にしたかお

　　３６４-０００１・埼玉県北本市深井・ふかい

　　３６４-００１４・埼玉県北本市二ツ家・ふたつや

　　３６４-０００３・埼玉県北本市古市場・ふるいちはﾞ

　　３６４-００３３・埼玉県北本市本町・ほんちよう

　　３６４-００３２・埼玉県北本市緑・みどり

　　３６４-０００２・埼玉県北本市宮内・みやうち

　　３６４-０００５・埼玉県北本市本宿・もとじゆく

　　３６４-０００４・埼玉県北本市山中・やまなか

　　３４０-０８００・埼玉県八潮市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４０-０８２６・埼玉県八潮市茜町・あかねちよう

　　３４０-０８０６・埼玉県八潮市伊草・いぐさ

　　３４０-０８２１・埼玉県八潮市伊勢野・いせの

　　３４０-０８３５・埼玉県八潮市浮塚・うきつﾞか

　　３４０-０８２２・埼玉県八潮市大瀬・おおぜ

　　３４０-０８３４・埼玉県八潮市大曽根・おおそね

　　３４０-０８２４・埼玉県八潮市垳・がけ

　　３４０-０８０３・埼玉県八潮市上馬場・かみはﾞんはﾞ

　　３４０-０８１３・埼玉県八潮市木曽根・きぞね

　　３４０-０８０４・埼玉県八潮市小作田・こさくだ

　　３４０-０８２３・埼玉県八潮市古新田・こしんでん

　　３４０-０８０７・埼玉県八潮市新町・しんまち

　　３４０-０８２５・埼玉県八潮市大原・だいはﾞら

　　３４０-０８１６・埼玉県八潮市中央・ちゆうおう

　　３４０-０８０２・埼玉県八潮市鶴ケ曽根・つるがそね

　　３４０-０８１２・埼玉県八潮市中馬場・なかはﾞんはﾞ

　　３４０-０８３３・埼玉県八潮市西袋・にしぶくろ

　　３４０-０８１１・埼玉県八潮市二丁目・にちようめ

　　３４０-０８０１・埼玉県八潮市八條・はちじよう

　　３４０-０８０５・埼玉県八潮市松之木・まつのき



　　３４０-０８０８・埼玉県八潮市緑町・みどりちよう

　　３４０-０８３１・埼玉県八潮市南後谷・みなみうしろや

　　３４０-０８１４・埼玉県八潮市南川崎・みなみかわさき

　　３４０-０８１５・埼玉県八潮市八潮・やしお

　　３４０-０８３２・埼玉県八潮市柳之宮・やなぎのみや

　　３５４-００００・埼玉県富士見市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５４-００１６・埼玉県富士見市榎町・えのきちよう

　　３５４-００１２・埼玉県富士見市貝塚・かいつﾞか

　　３５４-００３１・埼玉県富士見市勝瀬・かつせ

　　３５４-００３４・埼玉県富士見市上沢・かみさわ

　　３５４-０００２・埼玉県富士見市上南畑・かみなんはﾞた

　　３５４-０００４・埼玉県富士見市下南畑・しもなんはﾞた

　　３５４-００２３・埼玉県富士見市諏訪・すわ

　　３５４-００２５・埼玉県富士見市関沢・せきざわ

　　３５４-００２４・埼玉県富士見市鶴瀬東・つるせひがじ

　　３５４-００２６・埼玉県富士見市鶴瀬西・つるせにじ

　　３５４-００２１・埼玉県富士見市鶴馬・つるま

　　３５４-０００３・埼玉県富士見市南畑新田・なんはﾞたしんでん

　　３５４-００１８・埼玉県富士見市西みずほ台・にしみずほだい

　　３５４-００３３・埼玉県富士見市羽沢・はねさわ

　　３５４-００１７・埼玉県富士見市針ケ谷・はりがや

　　３５４-０００１・埼玉県富士見市東大久保・ひがしおおくほﾞ

　　３５４-００１５・埼玉県富士見市東みずほ台・ひがしみずほだい

　　３５４-００３５・埼玉県富士見市ふじみ野西・ふじみのにじ

　　３５４-００３６・埼玉県富士見市ふじみ野東・ふじみのひがじ

　　３５４-００１１・埼玉県富士見市水子・みずこ

　　３５４-００１４・埼玉県富士見市水谷・みずたに

　　３５４-００１３・埼玉県富士見市水谷東・みずたにひがじ

　　３５４-０００６・埼玉県富士見市みどり野東・みどりのひがじ

　　３５４-０００８・埼玉県富士見市みどり野西・みどりのにじ

　　３５４-０００７・埼玉県富士見市みどり野南・みどりのみなみ

　　３５４-０００５・埼玉県富士見市みどり野北・みどりのきた

　　３５４-００２２・埼玉県富士見市山室・やまむろ

　　３５４-００３２・埼玉県富士見市渡戸・わたど

　　３４１-００００・埼玉県三郷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４１-００３６・埼玉県三郷市東町・あずまちよう

　　３４１-００５４・埼玉県三郷市泉・いずみ

　　３４１-００３３・埼玉県三郷市市助・いちすけ

　　３４１-００３１・埼玉県三郷市岩野木・いわのき

　　３４１-００５９・埼玉県三郷市インター南・いんたｰみなみ

　　３４１-００１４・埼玉県三郷市後谷・うしろや

　　３４１-００１１・埼玉県三郷市采女・うねめ

　　３４１-００２２・埼玉県三郷市大広戸・おおひろと

　　３４１-００４６・埼玉県三郷市鎌倉・かまくら

　　３４１-００５５・埼玉県三郷市上口・かみぐち

　　３４１-０００６・埼玉県三郷市上彦川戸・かみひこかわど

　　３４１-０００４・埼玉県三郷市上彦名・かみひこな

　　３４１-００２６・埼玉県三郷市幸房・こうほﾞう

　　３４１-０００８・埼玉県三郷市駒形・こまがた

　　３４１-００１３・埼玉県三郷市小谷堀・こやほﾞり

　　３４１-００４３・埼玉県三郷市栄・さかえ

　　３４１-００２７・埼玉県三郷市笹塚・ささつﾞか

　　３４１-００２１・埼玉県三郷市さつき平・さつきだいら

　　３４１-０００７・埼玉県三郷市下彦川戸・しもひこかわど

　　３４１-０００９・埼玉県三郷市新三郷ららシティ・しんみさとららしてい

　　３４１-００３４・埼玉県三郷市新和・しんわ

　　３４１-００１５・埼玉県三郷市前間・ぜんま

　　３４１-００３７・埼玉県三郷市高州・たかす

　　３４１-００３５・埼玉県三郷市鷹野・たかの

　　３４１-００１６・埼玉県三郷市田中新田・たなかしんでん

　　３４１-００１７・埼玉県三郷市丹後・たんご

　　３４１-００３８・埼玉県三郷市中央・ちゆうおう

　　３４１-００５１・埼玉県三郷市天神・てんじん

　　３４１-００４４・埼玉県三郷市戸ケ崎・とがさき

　　３４１-００２３・埼玉県三郷市仁蔵・にぞう

　　３４１-００４１・埼玉県三郷市花和田・はなわだ

　　３４１-００５６・埼玉県三郷市番匠免・はﾞんしようめん

　　３４１-００１２・埼玉県三郷市半田・はんた

　　３４１-００５０・埼玉県三郷市ピアラシティ・ひﾟあらしてい

　　３４１-０００１・埼玉県三郷市彦糸・ひこいと



　　３４１-００５８・埼玉県三郷市彦江・ひこえ

　　３４１-０００２・埼玉県三郷市彦音・ひこおと

　　３４１-０００５・埼玉県三郷市彦川戸・ひこかわど

　　３４１-００５３・埼玉県三郷市彦倉・ひこくら

　　３４１-００５７・埼玉県三郷市彦沢・ひこさわ

　　３４１-０００３・埼玉県三郷市彦成・ひこなり

　　３４１-００５２・埼玉県三郷市彦野・ひこの

　　３４１-００２４・埼玉県三郷市三郷・みさと

　　３４１-００２８・埼玉県三郷市南蓮沼・みなみはすぬま

　　３４１-００２５・埼玉県三郷市茂田井・もたい

　　３４１-００４２・埼玉県三郷市谷口・やぐち

　　３４１-００３２・埼玉県三郷市谷中・やなか

　　３４１-００４５・埼玉県三郷市寄巻・よまき

　　３４１-００１８・埼玉県三郷市早稲田・わせだ

　　３４９-０１００・埼玉県蓮田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４９-０１２６・埼玉県蓮田市綾瀬・あやせ

　　３４９-０１３５・埼玉県蓮田市井沼・いぬま

　　３４９-０１３３・埼玉県蓮田市閏戸・うるいど

　　３４９-０１０２・埼玉県蓮田市江ケ崎・えがさき

　　３４９-０１２５・埼玉県蓮田市御前橋・おまえはﾞじ

　　３４９-０１３２・埼玉県蓮田市貝塚・かいつﾞか

　　３４９-０１２２・埼玉県蓮田市上・かみ

　　３４９-０１３６・埼玉県蓮田市上平野・かみひらの

　　３４９-０１１２・埼玉県蓮田市川島・かわじま

　　３４９-０１０１・埼玉県蓮田市黒浜・くろはま

　　３４９-０１３４・埼玉県蓮田市駒崎・こまさき

　　３４９-０１１３・埼玉県蓮田市桜台・さくらだい

　　３４９-０１０３・埼玉県蓮田市笹山・ささやま

　　３４９-０１４３・埼玉県蓮田市城・じよう

　　３４９-０１２４・埼玉県蓮田市末広・すえひろ

　　３４９-０１２１・埼玉県蓮田市関山・せきやま

　　３４９-０１３７・埼玉県蓮田市高虫・たかむじ

　　３４９-０１４４・埼玉県蓮田市椿山・つはﾞきやま

　　３４９-０１４１・埼玉県蓮田市西新宿・にししんしゆく

　　３４９-０１４５・埼玉県蓮田市西城・にしじよう

　　３４９-０１３１・埼玉県蓮田市根金・ねがね

　　３４９-０１１５・埼玉県蓮田市蓮田・はすだ

　　３４９-０１１１・埼玉県蓮田市東・ひがじ

　　３４９-０１０５・埼玉県蓮田市藤ノ木・ふじのき

　　３４９-０１２３・埼玉県蓮田市本町・ほんちよう

　　３４９-０１１４・埼玉県蓮田市馬込・まごめ

　　３４９-０１０４・埼玉県蓮田市緑町・みどりちよう

　　３４９-０１４２・埼玉県蓮田市南新宿・みなみしんしゆく

　　３４９-０１２７・埼玉県蓮田市見沼町・みぬまちよう

　　３４９-０１２８・埼玉県蓮田市山ノ内・やまのうち

　　３５０-０２００・埼玉県坂戸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-０２３９・埼玉県坂戸市粟生田・あおた

　　３５０-０２０７・埼玉県坂戸市青木・あおき

　　３５０-０２０１・埼玉県坂戸市赤尾・あかお

　　３５０-０２３８・埼玉県坂戸市浅羽・あさはﾞ

　　３５０-０２３７・埼玉県坂戸市浅羽野・あさはﾞの

　　３５０-０２７３・埼玉県坂戸市芦山町・あしやまちよう

　　３５０-０２４２・埼玉県坂戸市厚川・あつがわ

　　３５０-０２１２・埼玉県坂戸市石井・いしい

　　３５０-０２７５・埼玉県坂戸市伊豆の山町・いずのやまちよう

　　３５０-０２３１・埼玉県坂戸市泉町・いずみちよう

　　３５０-０２６７・埼玉県坂戸市今西・いまにじ

　　３５０-０２５４・埼玉県坂戸市欠ノ上・かけのうえ

　　３５０-０２１９・埼玉県坂戸市片柳・かたやなぎ

　　３５０-０２１８・埼玉県坂戸市片柳新田・かたやなぎしんでん

　　３５０-０２６８・埼玉県坂戸市金田・かねだ

　　３５０-０２２１・埼玉県坂戸市鎌倉町・かまくらちよう

　　３５０-０２７１・埼玉県坂戸市上吉田・かみよしだ

　　３５０-０２４３・埼玉県坂戸市萱方・かやがた

　　３５０-０２６６・埼玉県坂戸市北浅羽・きたあさはﾞ

　　３５０-０２５３・埼玉県坂戸市北大塚・きたおおつか

　　３５０-０２５８・埼玉県坂戸市北峰・きたみね

　　３５０-０２４８・埼玉県坂戸市けやき台・けやきだい

　　３５０-０２０４・埼玉県坂戸市紺屋・こうや

　　３５０-０２０２・埼玉県坂戸市小沼・こぬま



　　３５０-０２５７・埼玉県坂戸市小山・こやま

　　３５０-０２１３・埼玉県坂戸市栄・さかえ

　　３５０-０２１７・埼玉県坂戸市坂戸・さかど

　　３５０-０２６１・埼玉県坂戸市沢木・さわき

　　３５０-０２３５・埼玉県坂戸市三光町・さんこうちよう

　　３５０-０２１１・埼玉県坂戸市島田・しまだ

　　３５０-０２２２・埼玉県坂戸市清水町・しみずちよう

　　３５０-０２５５・埼玉県坂戸市成願寺・じようがんじ

　　３５０-０２７８・埼玉県坂戸市新ケ谷・しんがや

　　３５０-０２７２・埼玉県坂戸市末広町・すえひろちよう

　　３５０-０２１５・埼玉県坂戸市関間・せきま

　　３５０-０２５６・埼玉県坂戸市善能寺・ぜんのうじ

　　３５０-０２６４・埼玉県坂戸市竹之内・たけのうち

　　３５０-０２４６・埼玉県坂戸市多和目・たわめ

　　３５０-０２１４・埼玉県坂戸市千代田・ちよだ

　　３５０-０２０９・埼玉県坂戸市塚越・つかごじ

　　３５０-０２５１・埼玉県坂戸市塚崎・つかさき

　　３５０-０２４１・埼玉県坂戸市鶴舞・つるまい

　　３５０-０２７６・埼玉県坂戸市戸口・とぐち

　　３５０-０２０８・埼玉県坂戸市戸宮・とみや

　　３５０-０２０６・埼玉県坂戸市中小坂・なかおさか

　　３５０-０２５２・埼玉県坂戸市中里・なかざと

　　３５０-０２２７・埼玉県坂戸市仲町・なかちよう

　　３５０-０２３２・埼玉県坂戸市中富町・なかとみちよう

　　３５０-０２６５・埼玉県坂戸市長岡・ながおか

　　３５０-０２６２・埼玉県坂戸市新堀・にいほり

　　３５０-０２５９・埼玉県坂戸市西インター・にしいんたｰ

　　３５０-０２４７・埼玉県坂戸市西坂戸・にしさかど

　　３５０-０２６９・埼玉県坂戸市にっさい花みず木・につさいはなみずき

　　３５０-０２３６・埼玉県坂戸市花影町・はなかげちよう

　　３５０-０２０５・埼玉県坂戸市東坂戸・ひがしさかど

　　３５０-０２７７・埼玉県坂戸市東和田・ひがしわだ

　　３５０-０２２５・埼玉県坂戸市日の出町・ひのでちよう

　　３５０-０２６３・埼玉県坂戸市堀込・ほりごめ

　　３５０-０２２６・埼玉県坂戸市本町・ほんちよう

　　３５０-０２７４・埼玉県坂戸市溝端町・みぞはたちよう

　　３５０-０２３４・埼玉県坂戸市緑町・みどりちよう

　　３５０-０２３３・埼玉県坂戸市南町・みなみちよう

　　３５０-０２２８・埼玉県坂戸市元町・もとちよう

　　３５０-０２４４・埼玉県坂戸市森戸・もりど

　　３５０-０２２９・埼玉県坂戸市薬師町・やくしちよう

　　３５０-０２１６・埼玉県坂戸市柳町・やなぎちよう

　　３５０-０２２３・埼玉県坂戸市八幡・やはた

　　３５０-０２２４・埼玉県坂戸市山田町・やまたちよう

　　３５０-０２０３・埼玉県坂戸市横沼・よこぬま

　　３５０-０２４５・埼玉県坂戸市四日市場・よつかいちはﾞ

　　３４０-０１００・埼玉県幸手市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４０-０１０３・埼玉県幸手市内国府間・うちごうま

　　３４０-０１０４・埼玉県幸手市円藤内・えんどううち

　　３４０-０１６４・埼玉県幸手市香日向・かひなた

　　３４０-０１２４・埼玉県幸手市上宇和田・かみうわだ

　　３４０-０１４６・埼玉県幸手市神扇・かみおうぎ

　　３４０-０１５５・埼玉県幸手市上高野・かみたかの

　　３４０-０１２１・埼玉県幸手市上吉羽・かみよしはﾞ

　　３４０-０１１１・埼玉県幸手市北・きた

　　３４０-０１２３・埼玉県幸手市木立・きだち

　　３４０-０１１２・埼玉県幸手市権現堂・ごんげんどう

　　３４０-０１５４・埼玉県幸手市栄・さかえ

　　３４０-０１１３・埼玉県幸手市幸手・さつて

　　３４０-０１２５・埼玉県幸手市下宇和田・しもうわだ

　　３４０-０１６２・埼玉県幸手市下川崎・しもかわさき

　　３４０-０１２６・埼玉県幸手市下吉羽・しもよしはﾞ

　　３４０-０１２２・埼玉県幸手市神明内・しんめいうち

　　３４０-０１３３・埼玉県幸手市惣新田・そうしんでん

　　３４０-０１０１・埼玉県幸手市外国府間・そとごうま

　　３４０-０１０２・埼玉県幸手市高須賀・たかすか

　　３４０-０１６１・埼玉県幸手市千塚・ちつﾞか

　　３４０-０１５２・埼玉県幸手市天神島・てんじんしま

　　３４０-０１４４・埼玉県幸手市戸島・としま

　　３４０-０１１５・埼玉県幸手市中・なか



　　３４０-０１６３・埼玉県幸手市中川崎・なかかわさき

　　３４０-０１３２・埼玉県幸手市中島・なかじま

　　３４０-０１４２・埼玉県幸手市中野・なかの

　　３４０-０１４３・埼玉県幸手市長間・ながま

　　３４０-０１１６・埼玉県幸手市西・にじ

　　３４０-０１３１・埼玉県幸手市西関宿・にしせきやど

　　３４０-０１３４・埼玉県幸手市花島・はなじま

　　３４０-０１１４・埼玉県幸手市東・ひがじ

　　３４０-０１４５・埼玉県幸手市平須賀・ひらすか

　　３４０-０１４１・埼玉県幸手市平野・ひらの

　　３４０-０１３６・埼玉県幸手市細野・ほその

　　３４０-０１３５・埼玉県幸手市槇野地・まきのじ

　　３４０-０１０５・埼玉県幸手市松石・まついじ

　　３４０-０１５１・埼玉県幸手市緑台・みどりだい

　　３４０-０１５６・埼玉県幸手市南・みなみ

　　３４０-０１５３・埼玉県幸手市吉野・よしの

　　３５０-２２００・埼玉県鶴ヶ島市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-２２１４・埼玉県鶴ヶ島市太田ヶ谷・おおたがや

　　３５０-２２２５・埼玉県鶴ヶ島市上新田・かみしんでん

　　３５０-２２０３・埼玉県鶴ヶ島市上広谷・かみひろや

　　３５０-２２１２・埼玉県鶴ヶ島市共栄町・きようえいちよう

　　３５０-２２０２・埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷・ごみがや

　　３５０-２２２２・埼玉県鶴ヶ島市下新田・しもしんでん

　　３５０-２２２７・埼玉県鶴ヶ島市新町・しんまち

　　３５０-２２１３・埼玉県鶴ヶ島市脚折・すねおり

　　３５０-２２１１・埼玉県鶴ヶ島市脚折町・すねおりちよう

　　３５０-２２２３・埼玉県鶴ヶ島市高倉・たかくら

　　３５０-２２０４・埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘・つるがおか

　　３５０-２２２６・埼玉県鶴ヶ島市中新田・なかしんでん

　　３５０-２２２１・埼玉県鶴ヶ島市羽折町・はねおりちよう

　　３５０-２２０６・埼玉県鶴ヶ島市藤金・ふじがね

　　３５０-２２０１・埼玉県鶴ヶ島市富士見・ふじみ

　　３５０-２２２４・埼玉県鶴ヶ島市町屋・まちや

　　３５０-２２０５・埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘・まつがおか

　　３５０-２２１７・埼玉県鶴ヶ島市三ツ木・みつぎ

　　３５０-２２１６・埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新田・みつぎしんでん

　　３５０-２２１９・埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町・みつぎしんまち

　　３５０-２２１５・埼玉県鶴ヶ島市南町・みなみちよう

　　３５０-２２１８・埼玉県鶴ヶ島市柳戸町・やなぎどちよう

　　３５０-１２００・埼玉県日高市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-１２０３・埼玉県日高市旭ケ丘・あさひがおか

　　３５０-１２２５・埼玉県日高市馬引沢・うまひきざわ

　　３５０-１２４６・埼玉県日高市梅原・うめはら

　　３５０-１２２２・埼玉県日高市大谷沢・おおやざわ

　　３５０-１２２７・埼玉県日高市女影・おなかげ

　　３５０-１２１４・埼玉県日高市女影新田・おなかげしんでん

　　３５０-１２３４・埼玉県日高市上鹿山・かみかやま

　　３５０-１２３１・埼玉県日高市鹿山・かやま

　　３５０-１２４２・埼玉県日高市北平沢・きたひらさわ

　　３５０-１２５４・埼玉県日高市久保・くほﾞ

　　３５０-１２４５・埼玉県日高市栗坪・くりつほﾞ

　　３５０-１２４９・埼玉県日高市高麗川・こまがわ

　　３５０-１２０２・埼玉県日高市駒寺野新田・こまでらのしんでん

　　３５０-１２５１・埼玉県日高市高麗本郷・こまほんごう

　　３５０-１２４８・埼玉県日高市四本木・しほぎ

　　３５０-１２２１・埼玉県日高市下大谷沢・しもおおやざわ

　　３５０-１２３３・埼玉県日高市下鹿山・しもかやま

　　３５０-１２１２・埼玉県日高市下高萩新田・しもたかはぎしんでん

　　３５０-１２５２・埼玉県日高市清流・せいりゆう

　　３５０-１２５３・埼玉県日高市台・だい

　　３５０-１２４７・埼玉県日高市高岡・たかおか

　　３５０-１２２３・埼玉県日高市高富・たかとみ

　　３５０-１２１３・埼玉県日高市高萩・たかはぎ

　　３５０-１２１５・埼玉県日高市高萩東・たかはぎひがじ

　　３５０-１２２４・埼玉県日高市田木・たぎ

　　３５０-１２０１・埼玉県日高市田波目・たはﾞめ

　　３５０-１２３２・埼玉県日高市中鹿山・なかかやま

　　３５０-１２２６・埼玉県日高市中沢・なかざわ

　　３５０-１２４３・埼玉県日高市新堀・にいほり

　　３５０-１２０４・埼玉県日高市新堀新田・にいほりしんでん



　　３５０-１２３５・埼玉県日高市楡木・にれぎ

　　３５０-１２４４・埼玉県日高市野々宮・ののみや

　　３５０-１２０５・埼玉県日高市原宿・はらじゆく

　　３５０-１２０６・埼玉県日高市南平沢・みなみひらさわ

　　３５０-１２５５・埼玉県日高市武蔵台・むさしだい

　　３５０-１２１１・埼玉県日高市森戸新田・もりどしんでん

　　３５０-１２３６・埼玉県日高市猿田・やえんだ

　　３５０-１２３７・埼玉県日高市猿田上ノ台・やえんだうえのだい

　　３５０-１２４１・埼玉県日高市山根・やまね

　　３５０-１２５７・埼玉県日高市横手・よこて

　　３４２-００００・埼玉県吉川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４２-００１６・埼玉県吉川市会野谷・あいのや

　　３４２-０００８・埼玉県吉川市旭・あさひ

　　３４２-００２５・埼玉県吉川市飯島・いいじま

　　３４２-００２２・埼玉県吉川市加藤・かとう

　　３４２-０００１・埼玉県吉川市上内川・かみうちかわ

　　３４２-００１７・埼玉県吉川市上笹塚・かみささつﾞか

　　３４２-００５２・埼玉県吉川市川富・かわどみ

　　３４２-００５１・埼玉県吉川市川野・かわの

　　３４２-０００５・埼玉県吉川市川藤・かわふじ

　　３４２-００４５・埼玉県吉川市木売・きうり

　　３４２-００４４・埼玉県吉川市木売新田・きうりしんでん

　　３４２-００４６・埼玉県吉川市共保・きようほ

　　３４２-００５８・埼玉県吉川市きよみ野・きよみの

　　３４２-００４３・埼玉県吉川市小松川・こまつがわ

　　３４２-００５０・埼玉県吉川市栄町・さかえちよう

　　３４２-００２３・埼玉県吉川市皿沼・さらぬま

　　３４２-００２１・埼玉県吉川市鹿見塚・ししみつﾞか

　　３４２-０００２・埼玉県吉川市下内川・しもうちかわ

　　３４２-０００７・埼玉県吉川市拾壱軒・じゆういつけん

　　３４２-００５９・埼玉県吉川市新栄・しんえい

　　３４２-００５７・埼玉県吉川市須賀・すか

　　３４２-００５３・埼玉県吉川市関・せき

　　３４２-００１４・埼玉県吉川市関新田・せきしんでん

　　３４２-００３６・埼玉県吉川市高富・たかどみ

　　３４２-００３５・埼玉県吉川市高久・たかひさ

　　３４２-００６１・埼玉県吉川市中央・ちゆうおう

　　３４２-００３４・埼玉県吉川市道庭・どうにわ

　　３４２-００２６・埼玉県吉川市土場・どじよう

　　３４２-００３７・埼玉県吉川市富新田・とみしんでん

　　３４２-００１５・埼玉県吉川市中井・なかい

　　３４２-００４７・埼玉県吉川市中川台・なかがわだい

　　３４２-００３１・埼玉県吉川市中島・なかじま

　　３４２-００３３・埼玉県吉川市中曽根・なかぞね

　　３４２-００４２・埼玉県吉川市中野・なかの

　　３４２-０００４・埼玉県吉川市鍋小路・なべこうじ

　　３４２-０００３・埼玉県吉川市八子新田・はちこしんでん

　　３４２-００２４・埼玉県吉川市半割・はんわり

　　３４２-００１２・埼玉県吉川市平方新田・ひらかたしんでん

　　３４２-００５６・埼玉県吉川市平沼・ひらぬま

　　３４２-００１１・埼玉県吉川市深井新田・ふかいしんでん

　　３４２-００３２・埼玉県吉川市二ツ沼・ふたつぬま

　　３４２-００４１・埼玉県吉川市保・ほ

　　３４２-００３８・埼玉県吉川市美南・みなみ

　　３４２-０００６・埼玉県吉川市南広島・みなみひろしま

　　３４２-００２７・埼玉県吉川市三輪野江・みわのえ

　　３４２-００５５・埼玉県吉川市吉川・よしかわ

　　３４２-００５４・埼玉県吉川市吉川団地・よしかわだんち

　　３４２-００１３・埼玉県吉川市吉屋・よしや

　　３５６-００００・埼玉県ふじみ野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５６-００５５・埼玉県ふじみ野市旭・あさひ

　　３５６-００１９・埼玉県ふじみ野市池上・いけがみ

　　３５６-００５７・埼玉県ふじみ野市市沢・いちさわ

　　３５６-００１７・埼玉県ふじみ野市上野台・うえのだい

　　３５６-００２１・埼玉県ふじみ野市上ノ原・うえのはら

　　３５６-００５６・埼玉県ふじみ野市うれし野・うれしの

　　３５６-００５３・埼玉県ふじみ野市大井・おおい

　　３５６-００５８・埼玉県ふじみ野市大井中央・おおいちゆうおう

　　３５６-００５４・埼玉県ふじみ野市大井武蔵野・おおいむさしの

　　３５６-０００３・埼玉県ふじみ野市大原・おおはら



　　３５６-０００６・埼玉県ふじみ野市霞ケ丘・かすみがおか

　　３５６-０００４・埼玉県ふじみ野市上福岡・かみふくおか

　　３５６-００５１・埼玉県ふじみ野市亀久保・かめくほﾞ

　　３５６-０００１・埼玉県ふじみ野市川崎・かわさき

　　３５６-０００７・埼玉県ふじみ野市北野・きたの

　　３５６-０００２・埼玉県ふじみ野市清見・きよみ

　　３５６-００２９・埼玉県ふじみ野市駒西・こまにじ

　　３５６-００３４・埼玉県ふじみ野市駒林・こまはﾞやじ

　　３５６-００３８・埼玉県ふじみ野市駒林元町・こまはやしもとまち

　　３５６-００５９・埼玉県ふじみ野市桜ケ丘・さくらがおか

　　３５６-００３０・埼玉県ふじみ野市新駒林・しんこまはﾞやじ

　　３５６-００３３・埼玉県ふじみ野市新田・しんでん

　　３５６-００２０・埼玉県ふじみ野市水宮・すいぐう

　　３５６-００１２・埼玉県ふじみ野市滝・たき

　　３５６-００２６・埼玉県ふじみ野市築地・つきじ

　　３５６-００４５・埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡・つるがおか

　　３５６-００４１・埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞・つるがまい

　　３５６-００５２・埼玉県ふじみ野市苗間・なえま

　　３５６-００２５・埼玉県ふじみ野市仲・なか

　　３５６-００２３・埼玉県ふじみ野市中ノ島・なかのしま

　　３５６-００１３・埼玉県ふじみ野市中福岡・なかふくおか

　　３５６-００１６・埼玉県ふじみ野市中丸・なかまる

　　３５６-００２２・埼玉県ふじみ野市長宮・ながみや

　　３５６-０００５・埼玉県ふじみ野市西・にじ

　　３５６-００４４・埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡・にしつるがおか

　　３５６-００２８・埼玉県ふじみ野市西原・にしはら

　　３５６-００１５・埼玉県ふじみ野市花ノ木・はなのき

　　３５６-００４２・埼玉県ふじみ野市東久保・ひがしくほﾞ

　　３５６-００１１・埼玉県ふじみ野市福岡・ふくおか

　　３５６-００１４・埼玉県ふじみ野市福岡新田・ふくおかしんでん

　　３５６-００３１・埼玉県ふじみ野市福岡中央・ふくおかちゆうおう

　　３５６-００３７・埼玉県ふじみ野市福岡武蔵野・ふくおかむさしの

　　３５６-００３２・埼玉県ふじみ野市富士見台・ふじみだい

　　３５６-００５０・埼玉県ふじみ野市ふじみ野・ふじみの

　　３５６-００２７・埼玉県ふじみ野市松山・まつやま

　　３５６-００３５・埼玉県ふじみ野市丸山・まるやま

　　３５６-００４３・埼玉県ふじみ野市緑ケ丘・みどりがおか

　　３５６-００３６・埼玉県ふじみ野市南台・みなみだい

　　３５６-００１８・埼玉県ふじみ野市本新田・もとしんでん

　　３５６-０００８・埼玉県ふじみ野市元福岡・もとふくおか

　　３５６-００２４・埼玉県ふじみ野市谷田・やた

　　３４９-０２００・埼玉県白岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４９-０２０２・埼玉県白岡市荒井新田・あらいしんでん

　　３４９-０２２５・埼玉県白岡市太田新井・おおたあらい

　　３４９-０２２６・埼玉県白岡市岡泉・おかいずみ

　　３４９-０２２１・埼玉県白岡市上野田・かみのだ

　　３４９-０２１７・埼玉県白岡市小久喜・こぐき

　　３４９-０２１６・埼玉県白岡市実ケ谷・さながや

　　３４９-０２０４・埼玉県白岡市篠津・しのつﾞ

　　３４９-０２０１・埼玉県白岡市柴山・しはﾞやま

　　３４９-０２０３・埼玉県白岡市下大崎・しもおおさき

　　３４９-０２２３・埼玉県白岡市下野田・しものだ

　　３４９-０２１８・埼玉県白岡市白岡・しらおか

　　３４９-０２１９・埼玉県白岡市白岡東・しらおかひがじ

　　３４９-０２１２・埼玉県白岡市新白岡・しんしらおか

　　３４９-０２１５・埼玉県白岡市千駄野・せんだの

　　３４９-０２１３・埼玉県白岡市高岩・たかいわ

　　３４９-０２２２・埼玉県白岡市爪田ケ谷・つめたがや

　　３４９-０２１４・埼玉県白岡市寺塚・てらつか

　　３４９-０２０５・埼玉県白岡市西・にじ

　　３４９-０２２４・埼玉県白岡市彦兵衛・ひこべえ

　　３４９-０２１１・埼玉県白岡市野牛・やぎゆう

　　３６２-０８００・埼玉県北足立郡伊奈町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６２-０８１２・埼玉県北足立郡伊奈町内宿台・うちじゆくだい

　　３６２-０８０３・埼玉県北足立郡伊奈町大針・おおはﾞり

　　３６２-０８１３・埼玉県北足立郡伊奈町学園・がくえん

　　３６２-０８０７・埼玉県北足立郡伊奈町寿・ことぶき

　　３６２-０８０１・埼玉県北足立郡伊奈町小針内宿・こはﾞりうちじゆく

　　３６２-０８０８・埼玉県北足立郡伊奈町小針新宿・こはﾞりしんしゆく

　　３６２-０８０６・埼玉県北足立郡伊奈町小室・こむろ



　　３６２-０８０５・埼玉県北足立郡伊奈町栄・さかえ

　　３６２-０８０９・埼玉県北足立郡伊奈町中央・ちゆうおう

　　３６２-０８１１・埼玉県北足立郡伊奈町西小針・にしこはﾞり

　　３６２-０８０２・埼玉県北足立郡伊奈町羽貫・はぬき

　　３６２-０８０４・埼玉県北足立郡伊奈町本町・ほんちよう

　　３５４-００００・埼玉県入間郡三芳町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５４-００４５・埼玉県入間郡三芳町上富・かみとめ

　　３５４-００４４・埼玉県入間郡三芳町北永井・きたながい

　　３５４-００４３・埼玉県入間郡三芳町竹間沢・ちくまざわ

　　３５４-００４６・埼玉県入間郡三芳町竹間沢東・ちくまざわひがじ

　　３５４-００４１・埼玉県入間郡三芳町藤久保・ふじくほﾞ

　　３５４-００４２・埼玉県入間郡三芳町みよし台・みよしだい

　　３５０-０４００・埼玉県入間郡毛呂山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-０４４４・埼玉県入間郡毛呂山町旭台・あさひだい

　　３５０-０４５５・埼玉県入間郡毛呂山町阿諏訪・あすわ

　　３５０-０４３４・埼玉県入間郡毛呂山町市場・いちはﾞ

　　３５０-０４４１・埼玉県入間郡毛呂山町岩井・いわい

　　３５０-０４６５・埼玉県入間郡毛呂山町岩井西・いわいにじ

　　３５０-０４６７・埼玉県入間郡毛呂山町岩井東・いわいひがじ

　　３５０-０４５２・埼玉県入間郡毛呂山町大谷木・おおやぎ

　　３５０-０４３２・埼玉県入間郡毛呂山町大類・おおるい

　　３５０-０４３６・埼玉県入間郡毛呂山町川角・かわかど

　　３５０-０４４６・埼玉県入間郡毛呂山町小田谷・こだや

　　３５０-０４５４・埼玉県入間郡毛呂山町権現堂・ごんげんどう

　　３５０-０４３８・埼玉県入間郡毛呂山町西戸・さいど

　　３５０-０４３５・埼玉県入間郡毛呂山町下川原・しもがわら

　　３５０-０４５３・埼玉県入間郡毛呂山町宿谷・しゆくや

　　３５０-０４５６・埼玉県入間郡毛呂山町滝ノ入・たきのいり

　　３５０-０４６１・埼玉県入間郡毛呂山町中央・ちゆうおう

　　３５０-０４４５・埼玉県入間郡毛呂山町葛貫・つつﾞらぬき

　　３５０-０４４３・埼玉県入間郡毛呂山町長瀬・ながせ

　　３５０-０４３１・埼玉県入間郡毛呂山町苦林・にがはﾞやじ

　　３５０-０４３３・埼玉県入間郡毛呂山町西大久保・にしおおくほﾞ

　　３５０-０４６６・埼玉県入間郡毛呂山町平山・ひらやま

　　３５０-０４４２・埼玉県入間郡毛呂山町前久保・まえくほﾞ

　　３５０-０４６３・埼玉県入間郡毛呂山町前久保南・まえくほﾞみなみ

　　３５０-０４６４・埼玉県入間郡毛呂山町南台・みなみだい

　　３５０-０４３７・埼玉県入間郡毛呂山町箕和田・みのわだ

　　３５０-０４３９・埼玉県入間郡毛呂山町目白台・めじろだい

　　３５０-０４５１・埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷・もろほんごう

　　３５０-０４６２・埼玉県入間郡毛呂山町若山・わかやま

　　３５０-０４００・埼玉県入間郡越生町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-０４１５・埼玉県入間郡越生町上野・うえの

　　３５０-０４１７・埼玉県入間郡越生町上野東・うえのひがじ

　　３５０-０４０３・埼玉県入間郡越生町大谷・おおや

　　３５０-０４１６・埼玉県入間郡越生町越生・おごせ

　　３５０-０４１４・埼玉県入間郡越生町越生東・おごせひがじ

　　３５０-０４０２・埼玉県入間郡越生町鹿下・かのした

　　３５０-０４０７・埼玉県入間郡越生町上谷・かみやつ

　　３５０-０４１１・埼玉県入間郡越生町黒岩・くろいわ

　　３５０-０４２４・埼玉県入間郡越生町黒山・くろやま

　　３５０-０４２２・埼玉県入間郡越生町小杉・こすぎ

　　３５０-０４２３・埼玉県入間郡越生町大満・だいま

　　３５０-０４２５・埼玉県入間郡越生町龍ケ谷・たつがや

　　３５０-０４０５・埼玉県入間郡越生町津久根・つくね

　　３５０-０４０６・埼玉県入間郡越生町堂山・どうやま

　　３５０-０４０４・埼玉県入間郡越生町成瀬・なるせ

　　３５０-０４１２・埼玉県入間郡越生町西和田・にしわだ

　　３５０-０４１３・埼玉県入間郡越生町如意・ねおい

　　３５０-０４０１・埼玉県入間郡越生町古池・ふるいけ

　　３５０-０４２１・埼玉県入間郡越生町麦原・むぎはら

　　３５５-０８００・埼玉県比企郡滑川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０８０６・埼玉県比企郡滑川町伊古・いこ

　　３５５-０８０７・埼玉県比企郡滑川町和泉・いずみ

　　３５５-０８０８・埼玉県比企郡滑川町菅田・すがだ

　　３５５-０８１３・埼玉県比企郡滑川町月輪・つきのわ

　　３５５-０８１５・埼玉県比企郡滑川町月の輪・つきのわ

　　３５５-０８０１・埼玉県比企郡滑川町土塩・つちしお

　　３５５-０８０４・埼玉県比企郡滑川町中尾・なかお

　　３５５-０８１１・埼玉県比企郡滑川町羽尾・はねお



　　３５５-０８０３・埼玉県比企郡滑川町福田・ふくだ

　　３５５-０８０５・埼玉県比企郡滑川町水房・みずふさ

　　３５５-０８１４・埼玉県比企郡滑川町みなみ野・みなみの

　　３５５-０８１２・埼玉県比企郡滑川町都・みやこ

　　３５５-０８０２・埼玉県比企郡滑川町山田・やまた

　　３５５-０２００・埼玉県比企郡嵐山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０２２２・埼玉県比企郡嵐山町大蔵・おおくら

　　３５５-０２０６・埼玉県比企郡嵐山町越畑・おつはﾞた

　　３５５-０２０３・埼玉県比企郡嵐山町勝田・かちだ

　　３５５-０２２５・埼玉県比企郡嵐山町鎌形・かまがた

　　３５５-０２１３・埼玉県比企郡嵐山町川島・かわしま

　　３５５-０２１４・埼玉県比企郡嵐山町志賀・しが

　　３５５-０２２４・埼玉県比企郡嵐山町将軍沢・しようぐんさわ

　　３５５-０２２１・埼玉県比企郡嵐山町菅谷・すがや

　　３５５-０２１１・埼玉県比企郡嵐山町杉山・すぎやま

　　３５５-０２２７・埼玉県比企郡嵐山町千手堂・せんじゆどう

　　３５５-０２１２・埼玉県比企郡嵐山町太郎丸・たろうまる

　　３５５-０２２６・埼玉県比企郡嵐山町遠山・とおやま

　　３５５-０２２３・埼玉県比企郡嵐山町根岸・ねぎじ

　　３５５-０２０４・埼玉県比企郡嵐山町花見台・はなみだい

　　３５５-０２１５・埼玉県比企郡嵐山町平沢・ひらさわ

　　３５５-０２０５・埼玉県比企郡嵐山町広野・ひろの

　　３５５-０２０１・埼玉県比企郡嵐山町古里・ふるさと

　　３５５-０２１６・埼玉県比企郡嵐山町むさし台・むさしだい

　　３５５-０２０２・埼玉県比企郡嵐山町吉田・よしだ

　　３５５-０３００・埼玉県比企郡小川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０３２４・埼玉県比企郡小川町青山・あおやま

　　３５５-０３３３・埼玉県比企郡小川町飯田・いいだ

　　３５５-０３０４・埼玉県比企郡小川町伊勢根・いせね

　　３５５-０３２８・埼玉県比企郡小川町大塚・おおつか

　　３５５-０３２１・埼玉県比企郡小川町小川・おがわ

　　３５５-０３１６・埼玉県比企郡小川町角山・かくやま

　　３５５-０３３４・埼玉県比企郡小川町笠原・かさはら

　　３５５-０３２５・埼玉県比企郡小川町上古寺・かみふるてら

　　３５５-０３１２・埼玉県比企郡小川町上横田・かみよこた

　　３５５-０３３５・埼玉県比企郡小川町木部・きべ

　　３５５-０３３７・埼玉県比企郡小川町木呂子・きろこ

　　３５５-０３１１・埼玉県比企郡小川町高谷・こうや

　　３５５-０３２７・埼玉県比企郡小川町腰越・こしごえ

　　３５５-０３２３・埼玉県比企郡小川町下里・しもざと

　　３５５-０３２６・埼玉県比企郡小川町下古寺・しもふるてら

　　３５５-０３１３・埼玉県比企郡小川町下横田・しもよこた

　　３５５-０３３６・埼玉県比企郡小川町勝呂・すぐろ

　　３５５-０３０２・埼玉県比企郡小川町鷹巣・たかのす

　　３５５-０３０６・埼玉県比企郡小川町高見・たかみ

　　３５５-０３１４・埼玉県比企郡小川町中爪・なかつめ

　　３５５-０３０３・埼玉県比企郡小川町奈良梨・ならなじ

　　３５５-０３０１・埼玉県比企郡小川町西古里・にしふるさと

　　３５５-０３０５・埼玉県比企郡小川町能増・のうます

　　３５５-０３１７・埼玉県比企郡小川町原川・はらがわ

　　３５５-０３２２・埼玉県比企郡小川町東小川・ひがしおがわ

　　３５５-０３１８・埼玉県比企郡小川町ひばり台・ひはﾞりだい

　　３５５-０３３２・埼玉県比企郡小川町増尾・ますお

　　３５５-０３１５・埼玉県比企郡小川町みどりが丘・みどりがおか

　　３５５-０３３１・埼玉県比企郡小川町靱負・ゆきえ

　　３５０-０１００・埼玉県比企郡川島町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-０１５３・埼玉県比企郡川島町飯島・いいじま

　　３５０-０１５８・埼玉県比企郡川島町伊草・いぐさ

　　３５０-０１１５・埼玉県比企郡川島町一本木・いつほﾟんぎ

　　３５０-０１２７・埼玉県比企郡川島町牛ケ谷戸・うしがやと

　　３５０-０１０１・埼玉県比企郡川島町梅ノ木・うめのき

　　３５０-０１０５・埼玉県比企郡川島町小見野・おみの

　　３５０-０１３３・埼玉県比企郡川島町表・おもて

　　３５０-０１５６・埼玉県比企郡川島町角泉・かくせん

　　３５０-０１０７・埼玉県比企郡川島町加胡・かご

　　３５０-０１５２・埼玉県比企郡川島町上伊草・かみいぐさ

　　３５０-０１４２・埼玉県比企郡川島町上大屋敷・かみおおやしき

　　３５０-０１０６・埼玉県比企郡川島町上小見野・かみおみの

　　３５０-０１３６・埼玉県比企郡川島町上狢・かみむじな

　　３５０-０１２１・埼玉県比企郡川島町上八ツ林・かみやつはﾞやじ



　　３５０-０１６８・埼玉県比企郡川島町かわじま・かわじま

　　３５０-０１６３・埼玉県比企郡川島町北園部・きたそのべ

　　３５０-０１５５・埼玉県比企郡川島町釘無・くぎなじ

　　３５０-０１３２・埼玉県比企郡川島町紫竹・しちく

　　３５０-０１０４・埼玉県比企郡川島町芝沼・しはﾞぬま

　　３５０-０１５７・埼玉県比企郡川島町下伊草・しもいぐさ

　　３５０-０１４４・埼玉県比企郡川島町下大屋敷・しもおおやしき

　　３５０-０１０２・埼玉県比企郡川島町下小見野・しもおみの

　　３５０-０１３５・埼玉県比企郡川島町下狢・しもむじな

　　３５０-０１２２・埼玉県比企郡川島町下八ツ林・しもやつはﾞやじ

　　３５０-０１６２・埼玉県比企郡川島町正直・しようじき

　　３５０-０１２８・埼玉県比企郡川島町白井沼・しろいぬま

　　３５０-０１４１・埼玉県比企郡川島町出丸下郷・でまるしもごう

　　３５０-０１４３・埼玉県比企郡川島町出丸中郷・でまるなかごう

　　３５０-０１４５・埼玉県比企郡川島町出丸本・でまるほん

　　３５０-０１１３・埼玉県比企郡川島町東部・とうぶ

　　３５０-０１１７・埼玉県比企郡川島町鳥羽井・とはﾞい

　　３５０-０１１２・埼玉県比企郡川島町鳥羽井新田・とはﾞいしんでん

　　３５０-０１６６・埼玉県比企郡川島町戸守・ともり

　　３５０-０１６５・埼玉県比企郡川島町中山・なかやま

　　３５０-０１６１・埼玉県比企郡川島町長楽・ながらく

　　３５０-０１３４・埼玉県比企郡川島町新堀・にいほﾞり

　　３５０-０１４７・埼玉県比企郡川島町西谷・にしや

　　３５０-０１２３・埼玉県比企郡川島町畑中・はたなか

　　３５０-０１５１・埼玉県比企郡川島町八幡・はちまん

　　３５０-０１１４・埼玉県比企郡川島町東大塚・ひがしおおつﾞか

　　３５０-０１２５・埼玉県比企郡川島町東野・ひがしの

　　３５０-０１３１・埼玉県比企郡川島町平沼・ひらぬま

　　３５０-０１６４・埼玉県比企郡川島町吹塚・ふきつﾞか

　　３５０-０１４６・埼玉県比企郡川島町曲師・まげじ

　　３５０-０１０３・埼玉県比企郡川島町松永・まつなが

　　３５０-０１６７・埼玉県比企郡川島町南園部・みなみそのべ

　　３５０-０１２４・埼玉県比企郡川島町三保谷宿・みほやじゆく

　　３５０-０１３７・埼玉県比企郡川島町宮前・みやまえ

　　３５０-０１１６・埼玉県比企郡川島町虫塚・むしつﾞか

　　３５０-０１５４・埼玉県比企郡川島町安塚・やすつﾞか

　　３５０-０１１１・埼玉県比企郡川島町谷中・やなか

　　３５０-０１２６・埼玉県比企郡川島町山ケ谷戸・やまがやと

　　３５０-０１３８・埼玉県比企郡川島町吉原・よしわら

　　３５５-０１００・埼玉県比企郡吉見町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０１３１・埼玉県比企郡吉見町荒子・あらこ

　　３５５-０１３２・埼玉県比企郡吉見町飯島新田・いいじましんでん

　　３５５-０１０３・埼玉県比企郡吉見町今泉・いまいずみ

　　３５５-０１３６・埼玉県比企郡吉見町江綱・えつな

　　３５５-０１３３・埼玉県比企郡吉見町江和井・えわい

　　３５５-０１３４・埼玉県比企郡吉見町大串・おおくじ

　　３５５-０１２７・埼玉県比企郡吉見町大和田・おおわだ

　　３５５-０１２５・埼玉県比企郡吉見町蚊斗谷・かはﾞかりや

　　３５５-０１１５・埼玉県比企郡吉見町上銀谷・かみぎんや

　　３５５-０１０５・埼玉県比企郡吉見町上砂・かみずな

　　３５５-０１６５・埼玉県比企郡吉見町上細谷・かみほそや

　　３５５-０１１１・埼玉県比企郡吉見町北下砂・きたしもずな

　　３５５-０１５５・埼玉県比企郡吉見町北吉見・きたよしみ

　　３５５-０１３７・埼玉県比企郡吉見町久保田・くほﾞた

　　３５５-０１２４・埼玉県比企郡吉見町久保田新田・くほﾞたしんでん

　　３５５-０１５３・埼玉県比企郡吉見町久米田・くめだ

　　３５５-０１６６・埼玉県比企郡吉見町黒岩・くろいわ

　　３５５-０１６４・埼玉県比企郡吉見町小新井・こあらい

　　３５５-０１５１・埼玉県比企郡吉見町御所・ごしよ

　　３５５-０１１４・埼玉県比企郡吉見町古名・こみよう

　　３５５-０１１３・埼玉県比企郡吉見町古名新田・こみようしんでん

　　３５５-０１０４・埼玉県比企郡吉見町地頭方・じとうほう

　　３５５-０１１６・埼玉県比企郡吉見町下銀谷・しもぎんや

　　３５５-０１１８・埼玉県比企郡吉見町下細谷・しもほそや

　　３５５-０１２３・埼玉県比企郡吉見町須ノ子新田・すのこしんでん

　　３５５-０１２２・埼玉県比企郡吉見町高尾新田・たかおしんでん

　　３５５-０１６７・埼玉県比企郡吉見町田甲・たこう

　　３５５-０１１９・埼玉県比企郡吉見町中新井・なかあらい

　　３５５-０１０６・埼玉県比企郡吉見町中曽根・なかぞね

　　３５５-０１５６・埼玉県比企郡吉見町長谷・ながやつ



　　３５５-０１５７・埼玉県比企郡吉見町西吉見・にしよしみ

　　３５５-０１２１・埼玉県比企郡吉見町蓮沼新田・はすぬましんでん

　　３５５-０１１０・埼玉県比企郡吉見町東野・ひがしの

　　３５５-０１０１・埼玉県比企郡吉見町一ツ木・ひとつぎ

　　３５５-０１６３・埼玉県比企郡吉見町本沢・ほんざわ

　　３５５-０１３５・埼玉県比企郡吉見町前河内・まえごうち

　　３５５-０１６２・埼玉県比企郡吉見町松崎・まつざき

　　３５５-０１１２・埼玉県比企郡吉見町丸貫・まるぬき

　　３５５-０１２６・埼玉県比企郡吉見町万光寺・まんこうじ

　　３５５-０１５４・埼玉県比企郡吉見町南吉見・みなみよしみ

　　３５５-０１０２・埼玉県比企郡吉見町明秋・めいしゆう

　　３５５-０１１７・埼玉県比企郡吉見町谷口・やぐち

　　３５５-０１６１・埼玉県比企郡吉見町山ノ下・やまのした

　　３５５-０１５２・埼玉県比企郡吉見町和名・わな

　　３５０-０３００・埼玉県比企郡鳩山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-０３２１・埼玉県比企郡鳩山町赤沼・あかぬま

　　３５０-０３１１・埼玉県比企郡鳩山町石坂・いしざか

　　３５０-０３０５・埼玉県比企郡鳩山町泉井・いずい

　　３５０-０３２２・埼玉県比企郡鳩山町今宿・いまじゆく

　　３５０-０３０２・埼玉県比企郡鳩山町大橋・おおはじ

　　３５０-０３０１・埼玉県比企郡鳩山町奥田・おくだ

　　３５０-０３１４・埼玉県比企郡鳩山町楓ケ丘・かえでがおか

　　３５０-０３０３・埼玉県比企郡鳩山町熊井・くまい

　　３５０-０３２３・埼玉県比企郡鳩山町小用・こよう

　　３５０-０３０７・埼玉県比企郡鳩山町須江・すえ

　　３５０-０３０４・埼玉県比企郡鳩山町高野倉・たかのくら

　　３５０-０３０６・埼玉県比企郡鳩山町竹本・たけもと

　　３５０-０３１２・埼玉県比企郡鳩山町鳩ケ丘・はとがおか

　　３５０-０３１３・埼玉県比企郡鳩山町松ケ丘・まつがおか

　　３５０-０３２４・埼玉県比企郡鳩山町大豆戸・まめど

　　３５５-０３００・埼玉県比企郡ときがわ町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０３６３・埼玉県比企郡ときがわ町大附・おおつき

　　３５５-０３６６・埼玉県比企郡ときがわ町大野・おおの

　　３５５-０３６５・埼玉県比企郡ときがわ町椚平・くぬぎだいら

　　３５５-０３５１・埼玉県比企郡ときがわ町雲河原・くもがわら

　　３５５-０３４３・埼玉県比企郡ときがわ町五明・ごみよう

　　３５５-０３５６・埼玉県比企郡ときがわ町関堀・せきほﾞり

　　３５５-０３５８・埼玉県比企郡ときがわ町瀬戸元上・せともとかみ

　　３５５-０３５９・埼玉県比企郡ときがわ町瀬戸元下・せともとしも

　　３５５-０３４１・埼玉県比企郡ときがわ町田黒・たぐろ

　　３５５-０３５７・埼玉県比企郡ときがわ町田中・たなか

　　３５５-０３４２・埼玉県比企郡ときがわ町玉川・たまがわ

　　３５５-０３６４・埼玉県比企郡ときがわ町西平・にしだいら

　　３５５-０３５４・埼玉県比企郡ときがわ町番匠・はﾞんじよう

　　３５５-０３５５・埼玉県比企郡ときがわ町馬場・はﾞんはﾞ

　　３５５-０３４４・埼玉県比企郡ときがわ町日影・ひかげ

　　３５５-０３５２・埼玉県比企郡ときがわ町別所・べつしよ

　　３５５-０３５３・埼玉県比企郡ときがわ町本郷・ほんごう

　　３５５-０３６１・埼玉県比企郡ときがわ町桃木・もものき

　　３６８-００００・埼玉県秩父郡横瀬町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６８-００７１・埼玉県秩父郡横瀬町芦ケ久保・あしがくほﾞ

　　３６８-００７２・埼玉県秩父郡横瀬町横瀬・よこぜ

　　３６９-１４００・埼玉県秩父郡皆野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６９-１６２３・埼玉県秩父郡皆野町大淵・おおふち

　　３６９-１６２１・埼玉県秩父郡皆野町金崎・かなさき

　　３６９-１６０１・埼玉県秩父郡皆野町金沢・かねざわ

　　３６９-１６２６・埼玉県秩父郡皆野町上日野沢・かみひのざわ

　　３６９-１６２２・埼玉県秩父郡皆野町国神・くにかみ

　　３６９-１４１３・埼玉県秩父郡皆野町下田野・しもたの

　　３６９-１６２５・埼玉県秩父郡皆野町下日野沢・しもひのざわ

　　３６９-１６２４・埼玉県秩父郡皆野町野巻・のまき

　　３６９-１４１１・埼玉県秩父郡皆野町三沢・みさわ

　　３６９-１４１２・埼玉県秩父郡皆野町皆野・みなの

　　３６９-１３００・埼玉県秩父郡長瀞町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６９-１３１２・埼玉県秩父郡長瀞町井戸・いど

　　３６９-１３１１・埼玉県秩父郡長瀞町岩田・いわた

　　３６９-１３０３・埼玉県秩父郡長瀞町中野上・なかのがみ

　　３６９-１３０５・埼玉県秩父郡長瀞町長瀞・ながとろ

　　３６９-１３０２・埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷・のがみしもごう

　　３６９-１３１３・埼玉県秩父郡長瀞町風布・ふうふﾟ



　　３６９-１３０４・埼玉県秩父郡長瀞町本野上・ほんのがみ

　　３６９-１３０１・埼玉県秩父郡長瀞町矢那瀬・やなせ

　　３６８-０１００・埼玉県秩父郡小鹿野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６８-０１１１・埼玉県秩父郡小鹿野町飯田・いいだ

　　３６８-０１０４・埼玉県秩父郡小鹿野町伊豆沢・いずさわ

　　３６８-０１０５・埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野・おがの

　　３６８-０１１３・埼玉県秩父郡小鹿野町河原沢・かわらさわ

　　３６８-０１１２・埼玉県秩父郡小鹿野町三山・さんやま

　　３６８-０１０１・埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野・しもおがの

　　３６８-０１０２・埼玉県秩父郡小鹿野町長留・ながる

　　３６８-０１０３・埼玉県秩父郡小鹿野町般若・はんにや

　　３６８-０１１５・埼玉県秩父郡小鹿野町日尾・ひお

　　３６８-０１１４・埼玉県秩父郡小鹿野町藤倉・ふじくら

　　３６８-０２０２・埼玉県秩父郡小鹿野町両神小森・りようかみこもり

　　３６８-０２０１・埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄・りようかみすすき

　　３５５-０３００・埼玉県秩父郡東秩父村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０３７１・埼玉県秩父郡東秩父村大内沢・ おおうちざわ

　　３５５-０３７３・埼玉県秩父郡東秩父村奥沢・ おくさわ

　　３５５-０３７６・埼玉県秩父郡東秩父村皆谷・ かいや

　　３５５-０３７２・埼玉県秩父郡東秩父村坂本・ さかもと

　　３５５-０３７７・"埼玉県秩父郡東秩父村, 白石"・しろいじ

　　３５５-０３７５・埼玉県秩父郡東秩父村御堂・ みどう

　　３５５-０３７４・埼玉県秩父郡東秩父村安戸・ やすど

　　３６７-０１００・埼玉県児玉郡美里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６７-０１０３・埼玉県児玉郡美里町阿那志・あなじ

　　３６７-０１１３・埼玉県児玉郡美里町甘粕・あまがす

　　３６７-０１１５・埼玉県児玉郡美里町猪俣・いのまた

　　３６７-０１０７・埼玉県児玉郡美里町北十条・きたじゆうじよう

　　３６７-０１１２・埼玉県児玉郡美里町木部・きべ

　　３６７-０１１９・埼玉県児玉郡美里町駒衣・こまぎぬ

　　３６７-０１０１・埼玉県児玉郡美里町小茂田・こもだ

　　３６７-０１０８・埼玉県児玉郡美里町下児玉・しもこだま

　　３６７-０１１７・埼玉県児玉郡美里町白石・しろいじ

　　３６７-０１０２・埼玉県児玉郡美里町関・せき

　　３６７-０１１６・埼玉県児玉郡美里町円良田・つぶらた

　　３６７-０１１４・埼玉県児玉郡美里町中里・なかざと

　　３６７-０１０５・埼玉県児玉郡美里町沼上・ぬまがみ

　　３６７-０１０４・埼玉県児玉郡美里町根木・ねぎ

　　３６７-０１１８・埼玉県児玉郡美里町広木・ひろき

　　３６７-０１１１・埼玉県児玉郡美里町古郡・ふるこおり

　　３６７-０１０６・埼玉県児玉郡美里町南十条・みなみじゆうじよう

　　３６７-０２００・埼玉県児玉郡神川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６７-０２３４・埼玉県児玉郡神川町池田・いけだ

　　３６７-０２４５・埼玉県児玉郡神川町植竹・うえだけ

　　３６７-０３１２・埼玉県児玉郡神川町上阿久原・かみあぐはら

　　３６７-０２４３・埼玉県児玉郡神川町熊野堂・くまのどう

　　３６７-０２３６・埼玉県児玉郡神川町小浜・こはﾞま

　　３６７-０２４８・埼玉県児玉郡神川町四軒在家・しけんざいけ

　　３６７-０３１１・埼玉県児玉郡神川町下阿久原・しもあぐはら

　　３６７-０２３５・埼玉県児玉郡神川町新宿・しんしゆく

　　３６７-０２４６・埼玉県児玉郡神川町関口・せきぐち

　　３６７-０２３１・埼玉県児玉郡神川町中新里・なかにいさと

　　３６７-０２３２・埼玉県児玉郡神川町新里・にいさと

　　３６７-０２３３・埼玉県児玉郡神川町二ノ宮・にのみや

　　３６７-０２３７・埼玉県児玉郡神川町貫井・ぬくい

　　３６７-０２４２・埼玉県児玉郡神川町原新田・はらしんでん

　　３６７-０２３８・埼玉県児玉郡神川町肥土・ひど

　　３６７-０２４７・埼玉県児玉郡神川町元阿保・もとあほﾞ

　　３６７-０２４１・埼玉県児玉郡神川町元原・もとはら

　　３６７-０３１３・埼玉県児玉郡神川町矢納・やのう

　　３６７-０２４４・埼玉県児玉郡神川町八日市・ようかいち

　　３６７-０３０１・埼玉県児玉郡神川町渡瀬・わたるせ

　　３６９-０３００・埼玉県児玉郡上里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６９-０３１５・埼玉県児玉郡上里町大御堂・おおみどう

　　３６９-０３０３・埼玉県児玉郡上里町忍保・おしほﾞ

　　３６９-０３０１・埼玉県児玉郡上里町金久保・かなくほﾞ

　　３６９-０３０７・埼玉県児玉郡上里町嘉美・かみ

　　３６９-０３１７・埼玉県児玉郡上里町五明・ごみよう

　　３６９-０３０６・埼玉県児玉郡上里町七本木・しちほんぎ

　　３６９-０３０５・埼玉県児玉郡上里町神保原町・じんほﾞはらまち



　　３６９-０３１２・埼玉県児玉郡上里町帯刀・たてわき

　　３６９-０３１３・埼玉県児玉郡上里町堤・つつみ

　　３６９-０３１１・埼玉県児玉郡上里町勅使河原・てしがわら

　　３６９-０３１６・埼玉県児玉郡上里町長浜・ながはま

　　３６９-０３０４・埼玉県児玉郡上里町八町河原・はつちようがわら

　　３６９-０３０８・埼玉県児玉郡上里町毘沙吐・びしやど

　　３６９-０３１８・埼玉県児玉郡上里町藤木戸・ふじきど

　　３６９-０３０２・埼玉県児玉郡上里町黛・まゆずみ

　　３６９-０３１４・埼玉県児玉郡上里町三町・みまち

　　３６９-１２００・埼玉県大里郡寄居町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３６９-１２１１・埼玉県大里郡寄居町赤浜・・ あかはま

　　３６９-１２３３・埼玉県大里郡寄居町秋山・・ あきやま

　　３６９-１２１４・埼玉県大里郡寄居町今市・・ いまいち

　　３６９-１２３４・埼玉県大里郡寄居町折原・・ おりはら

　　３６９-１２３６・埼玉県大里郡寄居町金尾・・ かなお

　　３６９-１２１７・埼玉県大里郡寄居町小園・・ こぞの

　　３６９-１２０２・埼玉県大里郡寄居町桜沢・・ さくらざわ

　　３６９-１２０５・埼玉県大里郡寄居町末野・・ すえの

　　３６９-１２１３・埼玉県大里郡寄居町鷹巣・・ たかのす

　　３６９-１２３１・埼玉県大里郡寄居町立原・・ たてはら

　　３６９-１２２２・埼玉県大里郡寄居町露梨子・・ つゆなじ

　　３６９-１２１６・埼玉県大里郡寄居町富田・・ とみだ

　　３６９-１２２５・埼玉県大里郡寄居町西ノ入・・ にしのいり

　　３６９-１２１２・埼玉県大里郡寄居町西古里・・ にしふるさと

　　３６９-１２２４・埼玉県大里郡寄居町鉢形・・ はちがた

　　３６９-１２３５・埼玉県大里郡寄居町風布・・ ふうふﾟ

　　３６９-１２０４・埼玉県大里郡寄居町藤田・・ ふじた

　　３６９-１２２１・埼玉県大里郡寄居町保田原・・ ほだわら

　　３６９-１２２３・埼玉県大里郡寄居町三ケ山・・ みかやま

　　３６９-１２３２・埼玉県大里郡寄居町三品・・ みしな

　　３６９-１２１５・埼玉県大里郡寄居町牟礼・・ むれい

　　３６９-１２０１・埼玉県大里郡寄居町用土・・ ようど

　　３６９-１２０３・埼玉県大里郡寄居町寄居・・ よりい

　　３４５-００００・埼玉県南埼玉郡宮代町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４５-０８２６・埼玉県南埼玉郡宮代町学園台・がくえんだい

　　３４５-０８２２・埼玉県南埼玉郡宮代町笠原・かさはら

　　３４５-０８１６・埼玉県南埼玉郡宮代町金原・かねはら

　　３４５-０８０４・埼玉県南埼玉郡宮代町川端・かわはﾞた

　　３４５-０８３４・埼玉県南埼玉郡宮代町国納・こくのう

　　３４５-０８２５・埼玉県南埼玉郡宮代町逆井・さかさい

　　３４５-０８３１・埼玉県南埼玉郡宮代町須賀・すか

　　３４５-０８２１・埼玉県南埼玉郡宮代町中央・ちゆうおう

　　３４５-０８１１・埼玉県南埼玉郡宮代町道佛・どうぶつ

　　３４５-０８１５・埼玉県南埼玉郡宮代町中・なか

　　３４５-０８０２・埼玉県南埼玉郡宮代町中島・なかじま

　　３４５-０８３３・埼玉県南埼玉郡宮代町西粂原・にしくめはら

　　３４５-０８１７・埼玉県南埼玉郡宮代町西原・にしはﾞら

　　３４５-０８１４・埼玉県南埼玉郡宮代町東・ひがじ

　　３４５-０８３２・埼玉県南埼玉郡宮代町東粂原・ひがしくめはら

　　３４５-０８１３・埼玉県南埼玉郡宮代町東姫宮・ひがしひめみや

　　３４５-０８１２・埼玉県南埼玉郡宮代町姫宮・ひめみや

　　３４５-０８２７・埼玉県南埼玉郡宮代町本田・ほんでん

　　３４５-０８２３・埼玉県南埼玉郡宮代町宮代・みやしろ

　　３４５-０８３５・埼玉県南埼玉郡宮代町宮代台・みやしろだい

　　３４５-０８０３・埼玉県南埼玉郡宮代町宮東・みやひがじ

　　３４５-０８０１・埼玉県南埼玉郡宮代町百間・もんま

　　３４５-０８２４・埼玉県南埼玉郡宮代町山崎・やまざき

　　３４５-０８３６・埼玉県南埼玉郡宮代町和戸・わど

　　３４５-００００・埼玉県北葛飾郡杉戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４５-００３５・埼玉県北葛飾郡杉戸町内田・うちだ

　　３４５-００４２・埼玉県北葛飾郡杉戸町大島・おおじま

　　３４５-００２２・埼玉県北葛飾郡杉戸町大塚・おおつか

　　３４５-００２１・埼玉県北葛飾郡杉戸町北蓮沼・きたはすぬま

　　３４５-０００１・埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内・きつﾞうち

　　３４５-０００３・埼玉県北葛飾郡杉戸町木野川・きのかわ

　　３４５-００３４・埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松・くらまつ

　　３４５-００１４・埼玉県北葛飾郡杉戸町才羽・さいはﾞ

　　３４５-００３３・埼玉県北葛飾郡杉戸町佐左エ門・さざえもん

　　３４５-００４３・埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野・しもたかの

　　３４５-００４４・埼玉県北葛飾郡杉戸町下野・しもの



　　３４５-００３６・埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸・すぎと

　　３４５-００２５・埼玉県北葛飾郡杉戸町清地・せいじ

　　３４５-００４７・埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台東・たかのだいひがじ

　　３４５-００４５・埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西・たかのだいにじ

　　３４５-００４６・埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南・たかのだいみなみ

　　３４５-００２４・埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根・つつみね

　　３４５-００１３・埼玉県北葛飾郡杉戸町椿・つはﾞき

　　３４５-００３１・埼玉県北葛飾郡杉戸町遠野・とおの

　　３４５-００１５・埼玉県北葛飾郡杉戸町並塚・ならびつか

　　３４５-００４１・埼玉県北葛飾郡杉戸町茨島・はﾞらじま

　　３４５-００１１・埼玉県北葛飾郡杉戸町屏風・びようぶ

　　３４５-００３２・埼玉県北葛飾郡杉戸町広戸沼・ひろとぬま

　　３４５-００１２・埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪・ふかわ

　　３４５-００２３・埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷・ほんごう

　　３４５-０００４・埼玉県北葛飾郡杉戸町宮前・みやまえ

　　３４５-０００５・埼玉県北葛飾郡杉戸町目沼・めぬま

　　３４５-００３７・埼玉県北葛飾郡杉戸町本島・もとじま

　　３４５-０００２・埼玉県北葛飾郡杉戸町鷲巣・わしのす

　　３４３-０１００・埼玉県北葛飾郡松伏町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４３-０１０１・埼玉県北葛飾郡松伏町魚沼・うおぬま

　　３４３-０１０６・埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸・おおかわど

　　３４３-０１０３・埼玉県北葛飾郡松伏町金杉・かなすぎ

　　３４３-０１１５・埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩・かみあかいわ

　　３４３-０１１６・埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩・しもあかいわ

　　３４３-０１０５・埼玉県北葛飾郡松伏町田島・たじま

　　３４３-０１０４・埼玉県北葛飾郡松伏町田島東・たじまひがじ

　　３４３-０１０７・埼玉県北葛飾郡松伏町田島南・たじまみなみ

　　３４３-０１１７・埼玉県北葛飾郡松伏町田中・たなか

　　３４３-０１０２・埼玉県北葛飾郡松伏町築比地・つきひじ

　　３４３-０１１２・埼玉県北葛飾郡松伏町松葉・まつはﾞ

　　３４３-０１１１・埼玉県北葛飾郡松伏町松伏・まつぶじ

　　３４３-０１１３・埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野・ゆめみの

　　３４３-０１１４・埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東・ゆめみのひがじ

　　５２０-００００・滋賀県大津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２０-２１０１・滋賀県大津市青山・あおやま

　　５２０-０８６４・滋賀県大津市赤尾町・あかおちよう

　　５２０-０００３・滋賀県大津市あかね町・あかねちよう

　　５２０-０８２２・滋賀県大津市秋葉台・あきはﾞだい

　　５２０-０５３３・滋賀県大津市朝日・あさひ

　　５２０-００５２・滋賀県大津市朝日が丘・あさひがおか

　　５２０-０１１４・滋賀県大津市穴太・あのう

　　５２０-０５１３・滋賀県大津市荒川・あらかわ

　　５２０-０８３２・滋賀県大津市粟津町・あわつﾞちよう

　　５２０-０３５６・滋賀県大津市伊香立上在地町・いかだちかみざいじちよう

　　５２０-０３５２・滋賀県大津市伊香立下在地町・いかだちしもざいじちよう

　　５２０-０３６２・滋賀県大津市伊香立上龍華町・いかだちかみりゆうげちよう

　　５２０-０３６３・滋賀県大津市伊香立下龍華町・いかだちしもりゆうげちよう

　　５２０-０３５１・滋賀県大津市伊香立北在地町・いかだちきたざいじちよう

　　５２０-０３６１・滋賀県大津市伊香立途中町・いかだちとちゆうちよう

　　５２０-０３５５・滋賀県大津市伊香立生津町・いかだちなまつﾞちよう

　　５２０-０３５４・滋賀県大津市伊香立南庄町・いかだちみなみしようちよう

　　５２０-０３５３・滋賀県大津市伊香立向在地町・いかだちむかいざいじちよう

　　５２０-０８２７・滋賀県大津市池の里・いけのさと

　　５２０-２２７２・滋賀県大津市石居・いしずえ

　　５２０-０８０５・滋賀県大津市石場・いしはﾞ

　　５２０-０８６９・滋賀県大津市石山内畑町・いしやまうちはたちよう

　　５２０-０８６０・滋賀県大津市石山千町・いしやませんちよう

　　５２０-０８６８・滋賀県大津市石山外畑町・いしやまそとはたちよう

　　５２０-０８６１・滋賀県大津市石山寺・いしやまでら

　　５２０-０８６６・滋賀県大津市石山寺辺町・いしやまてらべちよう

　　５２０-２１５３・滋賀県大津市一里山・いちりやま

　　５２０-２２７１・滋賀県大津市稲津・いなつﾞ

　　５２０-００６５・滋賀県大津市稲葉台・いなはﾞだい

　　５２０-０２４１・滋賀県大津市今堅田・いまかたた

　　５２０-０８０６・滋賀県大津市打出浜・うちではま

　　５２０-００５１・滋賀県大津市梅林・ うめはﾞやじ

　　５２０-２２７５・滋賀県大津市枝・えだ

　　５２０-００６４・滋賀県大津市追分町・おいわけちよう

　　５２０-００５４・滋賀県大津市逢坂・おうさか

　　５２０-００２５・滋賀県大津市皇子が丘・おうじがおか



　　５２０-２２６７・滋賀県大津市大石小田原・おおいしおだわら

　　５２０-２２６７・滋賀県大津市大石小田原町・おおいしおだわらちよう

　　５２０-２２６１・滋賀県大津市大石曽束・おおいしそつか

　　５２０-２２６１・滋賀県大津市大石曽束町・おおいしそつかちよう

　　５２０-２２６５・滋賀県大津市大石富川・おおいしとみかわ

　　５２０-２２６５・滋賀県大津市大石富川町・おおいしとみかわちよう

　　５２０-２２６３・滋賀県大津市大石中・おおいしなか

　　５２０-２２６４・滋賀県大津市大石東・ おおいしひがじ

　　５２０-２２６２・滋賀県大津市大石淀・おおいしよど

　　５２０-２２６２・滋賀県大津市大石淀町・おおいしよどちよう

　　５２０-２２６６・滋賀県大津市大石龍門・おおいしりゆうもん

　　５２０-２１４１・滋賀県大津市大江・おおえ

　　５２０-２１４４・滋賀県大津市大萱・おおがや

　　５２０-０２４７・滋賀県大津市仰木・おおぎ

　　５２０-０２４５・滋賀県大津市仰木町・おおぎちよう

　　５２０-０２４６・滋賀県大津市仰木の里・おおぎのさと

　　５２０-０２４８・滋賀県大津市仰木の里東・ おおぎのさとひがじ

　　５２０-００６２・滋賀県大津市大谷町・おおたにちよう

　　５２０-２１１８・滋賀県大津市大鳥居・おおどりい

　　５２０-０８６７・滋賀県大津市大平・おおひら

　　５２０-０１０１・滋賀県大津市雄琴・おごと

　　５２０-０１０７・滋賀県大津市雄琴北・おごときた

　　５２０-００５３・滋賀県大津市音羽台・おとわだい

　　５２０-０５２５・滋賀県大津市小野・おの

　　５２０-００３１・滋賀県大津市尾花川・おはﾞながわ

　　５２０-００３６・滋賀県大津市園城寺町・おんじようじちよう

　　５２０-００１２・滋賀県大津市鏡が浜・かがみがはま

　　５２０-００５５・滋賀県大津市春日町・かすがちよう

　　５２０-０２４３・滋賀県大津市堅田・かたた

　　５２０-０４７３・滋賀県大津市葛川梅ノ木町・かつらがわうめのきちよう

　　５２０-０４７７・滋賀県大津市葛川木戸口町・かつらがわきどぐちちよう

　　５２０-０４７８・滋賀県大津市葛川坂下町・かつらがわさかしたちよう

　　５２０-０４７６・滋賀県大津市葛川中村町・かつらがわなかむらちよう

　　５２０-０４７２・滋賀県大津市葛川貫井町・かつらがわぬくいちよう

　　５２０-０４７１・滋賀県大津市葛川細川町・かつらがわほそかわちよう

　　５２０-０４７５・滋賀県大津市葛川坊村町・かつらがわほﾞうむらちよう

　　５２０-０４７４・滋賀県大津市葛川町居町・かつらがわまちいちよう

　　５２０-２１６１・滋賀県大津市上田上桐生町・かみたなかみきりゆうちよう

　　５２０-２１６７・滋賀県大津市上田上芝原町・かみたなかみしはﾞはらちよう

　　５２０-２１６５・滋賀県大津市上田上新免町・かみたなかみしんめちよう

　　５２０-２１６６・滋賀県大津市上田上堂町・かみたなかみどうちよう

　　５２０-２１６４・滋賀県大津市上田上中野町・かみたなかみなかのちよう

　　５２０-２１６３・滋賀県大津市上田上平野町・かみたなかみひらのちよう

　　５２０-２１６２・滋賀県大津市上田上牧町・かみたなかみまきちよう

　　５２０-００６１・滋賀県大津市神出開町・かみでひらきまち

　　５２０-２１４３・滋賀県大津市萱野浦・かやのうら

　　５２０-０１０６・滋賀県大津市唐崎・からさき

　　５２０-０８５１・滋賀県大津市唐橋町・からはしちよう

　　５２０-００１３・滋賀県大津市勧学・かんがく

　　５２０-００３２・滋賀県大津市観音寺・かんのんじ

　　５２０-０８４３・滋賀県大津市北大路・きたおおじ

　　５２０-０５０１・滋賀県大津市北小松・きたこまつ

　　５２０-０５０３・滋賀県大津市北比良・きたひら

　　５２０-０５１４・滋賀県大津市木戸・きど

　　５２０-０２４４・滋賀県大津市衣川・きぬがわ

　　５２０-０８１２・滋賀県大津市木下町・きのしたちよう

　　５２０-００４４・滋賀県大津市京町・きようまち

　　５２０-２１１１・滋賀県大津市桐生・きりゆう

　　５２０-２１５１・滋賀県大津市栗林町・くりはﾞやしちよう

　　５２０-０５２７・滋賀県大津市栗原・くりはら

　　５２０-２２７９・滋賀県大津市黒津・くろつﾞ

　　５２０-０２２４・滋賀県大津市向陽町・こうようちよう

　　５２０-０８４４・滋賀県大津市国分・こくぶ

　　５２０-０８２１・滋賀県大津市湖城が丘・こじようがおか

　　５２０-０５３２・滋賀県大津市湖青・こせい

　　５２０-００３５・滋賀県大津市小関町・こぜきちよう

　　５２０-０８３４・滋賀県大津市御殿浜・ごてんはま

　　５２０-０１０３・滋賀県大津市木の岡町・このおかちよう

　　５２０-００３７・滋賀県大津市御陵町・ごりようちよう

　　５２０-０００２・滋賀県大津市際川・さいがわ



　　５２０-０８５５・滋賀県大津市栄町・さかえまち

　　５２０-０１１３・滋賀県大津市坂本・さかもと

　　５２０-０１１６・滋賀県大津市坂本本町・さかもとほんまち

　　５２０-０８１６・滋賀県大津市相模町・さがみちよう

　　５２０-００２６・滋賀県大津市桜野町・さくらのちよう

　　５２０-２２７６・滋賀県大津市里・さと

　　５２０-２１３１・滋賀県大津市三大寺・さんだいじ

　　５２０-０００６・滋賀県大津市滋賀里・しがさと

　　５２０-２１１７・滋賀県大津市芝原・しはﾞはら

　　５２０-００４２・滋賀県大津市島の関・しまのせき

　　５２０-０１０５・滋賀県大津市下阪本・しもさかもと

　　５２０-２１３５・滋賀県大津市松陽・しようよう

　　５２０-０８１７・滋賀県大津市昭和町・しようわちよう

　　５２０-００１５・滋賀県大津市神宮町・じんぐうちよう

　　５２０-２１１５・滋賀県大津市新免・しんめん

　　５２０-２１３２・滋賀県大津市神領・じんりよう

　　５２０-０５３１・滋賀県大津市水明・すいめい

　　５２０-００５６・滋賀県大津市末広町・すえひろちよう

　　５２０-０８３６・滋賀県大津市杉浦町・すぎうらちよう

　　５２０-０２２５・滋賀県大津市清風町・せいふうちよう

　　５２０-０８３３・滋賀県大津市晴嵐・せいらん

　　５２０-０２２７・滋賀県大津市清和町・せいわちよう

　　５２０-２２７７・滋賀県大津市関津・せきのつ

　　５２０-０８１５・滋賀県大津市膳所・ぜぜ

　　５２０-０８２５・滋賀県大津市膳所池ノ内町・ぜぜいけのうちちよう

　　５２０-０８２３・滋賀県大津市膳所上別保町・ぜぜかみべつほﾟちよう

　　５２０-０８２４・滋賀県大津市膳所平尾町・ぜぜひらおちよう

　　５２０-２１３４・滋賀県大津市瀬田・せた

　　５２０-２１２３・滋賀県大津市瀬田大江町・せたおおえちよう

　　５２０-２１２４・滋賀県大津市瀬田神領町・せたじんりようちよう

　　５２０-２１２１・滋賀県大津市瀬田月輪町・せたつきのわちよう

　　５２０-２１２５・滋賀県大津市瀬田橋本町・せたはしもとちよう

　　５２０-２１２２・滋賀県大津市瀬田南大萱町・せたみなみおおがやちよう

　　５２０-００２８・滋賀県大津市千石台・せんごくだい

　　５２０-０８６３・滋賀県大津市千町・せんちよう

　　５２０-０８４２・滋賀県大津市園山・そのやま

　　５２０-２２７８・滋賀県大津市太子・ たいじ

　　５２０-０５１２・滋賀県大津市大物・だいもつ

　　５２０-００３３・滋賀県大津市大門通・だいもんどおり

　　５２０-０００５・滋賀県大津市高砂町・たかさごちよう

　　５２０-０８０３・滋賀県大津市竜が丘・たつがおか

　　５２０-０８５２・滋賀県大津市田辺町・たなべちよう

　　５２０-２１４２・滋賀県大津市玉野浦・たまのうら

　　５２０-２１４５・滋賀県大津市大将軍・たいしようぐん

　　５２０-０１１１・滋賀県大津市千野・ちの

　　５２０-００２３・滋賀県大津市茶が崎・ちやがさき

　　５２０-００６６・滋賀県大津市茶戸町・ちやどちよう

　　５２０-００４３・滋賀県大津市中央・ちゆうおう

　　５２０-２１５２・滋賀県大津市月輪・つきのわ

　　５２０-０８２６・滋賀県大津市鶴の里・つるのさと

　　５２０-２１１６・滋賀県大津市堂・どう

　　５２０-０８５４・滋賀県大津市鳥居川町・とりいがわちよう

　　５２０-０８３７・滋賀県大津市中庄・なかしよう

　　５２０-２１１４・滋賀県大津市中野・なかの

　　５２０-００４６・滋賀県大津市長等・ながら

　　５２０-０８６５・滋賀県大津市南郷・なんごう

　　５２０-０８７１・滋賀県大津市南郷上山町・なんごうかみやまちよう

　　５２０-０８０１・滋賀県大津市におの浜・におのはま

　　５２０-００２７・滋賀県大津市錦織・にしこおり

　　５２０-０８１８・滋賀県大津市西の庄・にしのしよう

　　５２０-００２１・滋賀県大津市二本松・にほんまつ

　　５２０-０１０２・滋賀県大津市苗鹿・のうか

　　５２０-２１３３・滋賀県大津市野郷原・のごうはら

　　５２０-２２７３・滋賀県大津市羽栗・はぐり

　　５２０-０００１・滋賀県大津市蓮池町・はすいけちよう

　　５２０-０５１５・滋賀県大津市八屋戸・はちやど

　　５２０-０２２２・滋賀県大津市花園町・はなぞのちよう

　　５２０-００４７・滋賀県大津市浜大津・はまおおつ

　　５２０-００４１・滋賀県大津市浜町・はままち

　　５２０-０８０２・滋賀県大津市馬場・はﾞんはﾞ



　　５２０-００１６・滋賀県大津市比叡平・ひえいだいら

　　５２０-０１０４・滋賀県大津市比叡辻・ひえいつじ

　　５２０-０８５６・滋賀県大津市光が丘町・ひかりがおかちよう

　　５２０-０１１２・滋賀県大津市日吉台・ひよしだい

　　５２０-０８６２・滋賀県大津市平津・ひらつ

　　５２０-２１１３・滋賀県大津市平野・ひらの

　　５２０-００６７・滋賀県大津市藤尾奥町・ふじおおくまち

　　５２０-０８４６・滋賀県大津市富士見台・ふじみだい

　　５２０-００４５・滋賀県大津市札の辻・ふだのつじ

　　５２０-０８３５・滋賀県大津市別保・べつほﾟ

　　５２０-０８５３・滋賀県大津市螢谷・ほたるだに

　　５２０-０２４２・滋賀県大津市本堅田・ほんかたた

　　５２０-０８１４・滋賀県大津市本丸町・ほんまるちよう

　　５２０-２１１２・滋賀県大津市牧・まき

　　５２０-２１０２・滋賀県大津市松が丘・まつがおか

　　５２０-０８３１・滋賀県大津市松原町・まつはﾞらちよう

　　５２０-０８０７・滋賀県大津市松本・まつもと

　　５２０-００２４・滋賀県大津市松山町・まつやまちよう

　　５２０-０２３２・滋賀県大津市真野・まの

　　５２０-０２３４・滋賀県大津市真野家田町・まのいえだちよう

　　５２０-０２３５・滋賀県大津市真野大野・まのおおの

　　５２０-０２３６・滋賀県大津市真野佐川町・まのさがわちよう

　　５２０-０２３３・滋賀県大津市真野谷口町・まのたにぐちちよう

　　５２０-０２３１・滋賀県大津市真野普門・まのふもん

　　５２０-０８１３・滋賀県大津市丸の内町・まるのうちちよう

　　５２０-００３４・滋賀県大津市三井寺町・みいでらちよう

　　５２０-０８４１・滋賀県大津市美崎町・みさきちよう

　　５２０-０００４・滋賀県大津市見世・みせ

　　５２０-０２２３・滋賀県大津市美空町・みそらちよう

　　５２０-０２２１・滋賀県大津市緑町・みどりちよう

　　５２０-０５０２・滋賀県大津市南小松・みなみこまつ

　　５２０-００１１・滋賀県大津市南志賀・みなみしが

　　５２０-００１８・滋賀県大津市南滋賀町・みなみしがちよう

　　５２０-０５１１・滋賀県大津市南比良・みなみひら

　　５２０-０５１６・滋賀県大津市南船路・みなみふなじ

　　５２０-００５７・滋賀県大津市御幸町・みゆきちよう

　　５２０-０８０４・滋賀県大津市本宮・もとみや

　　５２０-２２７４・滋賀県大津市森・もり

　　５２０-００２２・滋賀県大津市柳が崎・やながさき

　　５２０-００１４・滋賀県大津市柳川・やながわ

　　５２０-００３８・滋賀県大津市山上町・やまがみちよう

　　５２０-００１７・滋賀県大津市山中町・やまなかちよう

　　５２０-０３５７・滋賀県大津市山百合の丘・やまゆりのおか

　　５２０-０１１５・滋賀県大津市弥生町・やよいちよう

　　５２０-０８１１・滋賀県大津市由美浜・ゆみはま

　　５２０-０２２６・滋賀県大津市陽明町・ようめいちよう

　　５２０-００６３・滋賀県大津市横木・よこぎ

　　５２０-０８４５・滋賀県大津市若葉台・わかはﾞだい

　　５２０-０５２４・滋賀県大津市和邇今宿・わにいまじゆく

　　５２０-０５２９・滋賀県大津市和邇春日・わにかすが

　　５２０-０５２１・滋賀県大津市和邇北浜・わにきたはま

　　５２０-０５２８・滋賀県大津市和邇高城・わにたかしろ

　　５２０-０５２６・滋賀県大津市和邇中・わになか

　　５２０-０５２２・滋賀県大津市和邇中浜・わになかはま

　　５２０-０５２３・滋賀県大津市和邇南浜・わにみなみはま

　　５２２-００００・滋賀県彦根市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２２-００７３・滋賀県彦根市旭町・あさひまち

　　５２９-１１５２・滋賀県彦根市安食中町・あんじきなかまち

　　５２２-００６５・滋賀県彦根市池州町・いけすちよう

　　５２１-１１０１・滋賀県彦根市石寺町・いしでらちよう

　　５２１-１１２５・滋賀県彦根市稲枝町・いなえちよう

　　５２１-１１１１・滋賀県彦根市稲里町・いなさとちよう

　　５２１-１１１３・滋賀県彦根市稲部町・いなべちよう

　　５２２-０２３６・滋賀県彦根市犬方町・いぬかたちよう

　　５２２-０２３９・滋賀県彦根市宇尾町（８９７番地及び中島５０５～５１８)・うおちよう

　　５２２-００４５・滋賀県彦根市宇尾町（その他）・うおちよう(そのた)

　　５２２-００１０・滋賀県彦根市駅東町・えきひがしちよう

　　５２２-００３４・滋賀県彦根市大橋町・おおはしまち

　　５２２-００２６・滋賀県彦根市大堀町・おおほﾞりちよう

　　５２２-００５３・滋賀県彦根市大藪町・おおやぶちよう



　　５２２-００１７・滋賀県彦根市男鬼町・おおりちよう

　　５２２-００３７・滋賀県彦根市岡町・おかまち

　　５２２-０００１・滋賀県彦根市尾末町・おすえちよう

　　５２２-０００５・滋賀県彦根市小野町・おのちよう

　　５２１-１１２１・滋賀県彦根市海瀬町・かいぜちよう

　　５２２-００５６・滋賀県彦根市開出今町・かいでいまちよう

　　５２９-１１５５・滋賀県彦根市賀田山町・かたやまちよう

　　５２１-１１１２・滋賀県彦根市金沢町・かなざわちよう

　　５２１-１１１５・滋賀県彦根市金田町・かねだちよう

　　５２１-１１３１・滋賀県彦根市上稲葉町・かみいなはﾞちよう

　　５２１-１１０３・滋賀県彦根市上岡部町・かみおかべちよう

　　５２１-１１４３・滋賀県彦根市上西川町・かみにしがわちよう

　　５２２-０２２３・滋賀県彦根市川瀬馬場町・かわせはﾞはﾞちよう

　　５２２-００８３・滋賀県彦根市河原・かわら

　　５２２-００４６・滋賀県彦根市甘呂町・かんろちよう

　　５２２-００８１・滋賀県彦根市京町・きようまち

　　５２９-１１５６・滋賀県彦根市清崎町・きよさきちよう

　　５２２-００８８・滋賀県彦根市銀座町・ぎんざちよう

　　５２２-００４３・滋賀県彦根市小泉町・こいずみちよう

　　５２１-１１４１・滋賀県彦根市甲崎町・こうざきちよう

　　５２２-００１２・滋賀県彦根市甲田町・こうたちよう

　　５２２-０２３８・滋賀県彦根市広野町・こうのちよう

　　５２２-０２３１・滋賀県彦根市極楽寺町・ごくらくじちよう

　　５２２-００８６・滋賀県彦根市後三条町・ごさんじようちよう

　　５２２-００６１・滋賀県彦根市金亀町・こんきちよう

　　５２２-０２３５・滋賀県彦根市金剛寺町・こんごうじちよう

　　５２２-００２１・滋賀県彦根市幸町・さいわいちよう

　　５２２-００６６・滋賀県彦根市栄町・さかえまち

　　５２２-００１９・滋賀県彦根市笹尾町・ささおちよう

　　５２１-１１４７・滋賀県彦根市薩摩町・さつまちよう

　　５２２-００２２・滋賀県彦根市里根町・さとねちよう

　　５２２-００７５・滋賀県彦根市佐和町・さわちよう

　　５２２-０００６・滋賀県彦根市佐和山町・さわやまちよう

　　５２２-００２９・滋賀県彦根市地蔵町・じぞうちよう

　　５２１-１１３２・滋賀県彦根市下稲葉町・しもいなはﾞちよう

　　５２１-１１０２・滋賀県彦根市下岡部町・しもおかべちよう

　　５２１-１１４２・滋賀県彦根市下西川町・しもにしがわちよう

　　５２２-００１１・滋賀県彦根市下矢倉町・しもやぐらちよう

　　５２２-００１５・滋賀県彦根市荘厳寺町・しようごんじちよう

　　５２２-００２４・滋賀県彦根市正法寺町・しようほﾞうじちよう

　　５２２-００６８・滋賀県彦根市城町・しろまち

　　５２１-１１３５・滋賀県彦根市新海町・しんがいちよう

　　５２１-１１３６・滋賀県彦根市新海浜・しんがいはま

　　５２２-００８５・滋賀県彦根市新町・しんまち

　　５２２-００５８・滋賀県彦根市須越町・すごしちよう

　　５２２-００３３・滋賀県彦根市芹川町・せりかわちよう

　　５２２-００３１・滋賀県彦根市芹中町・せりなかまち

　　５２２-００８７・滋賀県彦根市芹橋・ せりはﾞじ

　　５２２-００３２・滋賀県彦根市芹町・せりまち

　　５２２-００１４・滋賀県彦根市善谷町・ぜんだにちよう

　　５２９-１１５３・滋賀県彦根市太堂町・たいどうちよう

　　５２２-００７４・滋賀県彦根市大東町・だいとうちよう

　　５２２-０２０１・滋賀県彦根市高宮町・たかみやちよう

　　５２２-００４４・滋賀県彦根市竹ケ鼻町・たけがはなちよう

　　５２２-００６２・滋賀県彦根市立花町・たちはﾞなちよう

　　５２１-１１３４・滋賀県彦根市田附町・たつﾞけちよう

　　５２１-１１０５・滋賀県彦根市田原町・たわらちよう

　　５２９-１１５４・滋賀県彦根市千尋町・ちひろちよう

　　５２２-００６３・滋賀県彦根市中央町・ちゆうおうちよう

　　５２２-０２３３・滋賀県彦根市辻堂町・つじどうちよう

　　５２２-０２１２・滋賀県彦根市葛籠町・つずらまち

　　５２１-１１０４・滋賀県彦根市出路町・でつちちよう

　　５２２-０２１４・滋賀県彦根市出町・でまち

　　５２２-００４２・滋賀県彦根市戸賀町・とがちよう

　　５２２-０００９・滋賀県彦根市外町・とまち

　　５２２-０００４・滋賀県彦根市鳥居本町・とりいもとちよう

　　５２２-００５１・滋賀県彦根市中藪・なかやぶ

　　５２２-００５１・滋賀県彦根市中藪町・なかやぶちよう

　　５２２-００１３・滋賀県彦根市中山町・なかやまちよう

　　５２２-００６７・滋賀県彦根市長曽根町・ながそねちよう



　　５２２-００５２・滋賀県彦根市長曽根南町・ながそねみなみちよう

　　５２２-００５４・滋賀県彦根市西今町・にしいまちよう

　　５２２-００８９・滋賀県彦根市錦町・にしきまち

　　５２２-０２１３・滋賀県彦根市西葛籠町・にしつずらまち

　　５２２-００３８・滋賀県彦根市西沼波町・にしのなみちよう

　　５２９-１１５１・滋賀県彦根市楡町・にれちよう

　　５２２-０２２１・滋賀県彦根市野口町・のぐちちよう

　　５２２-００５５・滋賀県彦根市野瀬町・のせちよう

　　５２２-００２５・滋賀県彦根市野田山町・のだやまちよう

　　５２２-００３６・滋賀県彦根市沼波町・のなみまち

　　５２１-１１２４・滋賀県彦根市野良田町・のらだちよう

　　５２２-００８４・滋賀県彦根市橋向町・はしむかいちよう

　　５２２-００５７・滋賀県彦根市八坂町・はつさかちよう

　　５２１-１１２６・滋賀県彦根市服部町・はつとりちよう

　　５２２-００２３・滋賀県彦根市原町・はらちよう

　　５２２-００６９・滋賀県彦根市馬場・はﾞんはﾞ

　　５２２-００２７・滋賀県彦根市東沼波町・ひがしのなみちよう

　　５２１-１１１４・滋賀県彦根市彦富町・ひことみちよう

　　５２１-１１２３・滋賀県彦根市肥田町・ひだちよう

　　５２２-００４７・滋賀県彦根市日夏町・ひなつちよう

　　５２２-００４１・滋賀県彦根市平田町・ひらたちよう

　　５２１-１１４４・滋賀県彦根市普光寺町・ふこうじちよう

　　５２２-００１８・滋賀県彦根市仏生寺町・ぶつしようじちよう

　　５２２-００１６・滋賀県彦根市武奈町・ぶなちよう

　　５２２-００７２・滋賀県彦根市船町・ふなまち

　　５２２-０００７・滋賀県彦根市古沢町・ふるさわちよう

　　５２２-０２１１・滋賀県彦根市法士町・ほうぜちよう

　　５２２-０２３７・滋賀県彦根市堀町・ほりちよう

　　５２１-１１３３・滋賀県彦根市本庄町・ほんじようちよう

　　５２２-００６４・滋賀県彦根市本町・ほんまち

　　５２２-０００２・滋賀県彦根市松原・まつはﾞら

　　５２２-０００２・滋賀県彦根市松原町・まつはﾞらちよう

　　５２１-１１２２・滋賀県彦根市三津町・みつちよう

　　５２２-００５９・滋賀県彦根市三津屋町・みつやちよう

　　５２２-０２２２・滋賀県彦根市南川瀬町・みなみかわせちよう

　　５２１-１１４５・滋賀県彦根市南三ツ谷町・みなみみつやちよう

　　５２２-０００３・滋賀県彦根市宮田町・みやたちよう

　　５２２-００３５・滋賀県彦根市元岡町・もとおかまち

　　５２２-００７１・滋賀県彦根市元町・もとまち

　　５２２-０２３４・滋賀県彦根市森堂町・もりどうちよう

　　５２２-００８２・滋賀県彦根市安清町・やすきよちよう

　　５２２-０００８・滋賀県彦根市安清東町・やすきよひがしまち

　　５２１-１１４６・滋賀県彦根市柳川町・やながわちよう

　　５２２-００３８・滋賀県彦根市山之脇町・やまのわきちよう

　　５２２-０２３２・滋賀県彦根市蓮台寺町・れんだいじちよう

　　５２２-００３９・滋賀県彦根市和田町・わだちよう

　　５２６-００００・滋賀県長浜市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２６-０２２２・滋賀県長浜市浅井高原・あざいこうげん

　　５２６-００５６・滋賀県長浜市朝日町・あさひちよう

　　５２６-０１２６・滋賀県長浜市安養寺町・あんようじちよう

　　５２６-０２７４・滋賀県長浜市池奥町・いけおくちよう

　　５２６-０８１４・滋賀県長浜市石田町・いしだちよう

　　５２６-０００３・滋賀県長浜市泉町・いずみちよう

　　５２６-００５１・滋賀県長浜市一の宮町・いちのみやちよう

　　５２６-０１３３・滋賀県長浜市稲葉町・いなはﾞちよう

　　５２６-０８１６・滋賀県長浜市今川町・いまがわちよう

　　５２６-０２３３・滋賀県長浜市今荘町・いまじようちよう

　　５２６-０８０６・滋賀県長浜市今町・いまちよう

　　５２６-０２１１・滋賀県長浜市飯山町・いやまちよう

　　５２６-０２４４・滋賀県長浜市内保町・うちほﾞちよう

　　５２６-０２７５・滋賀県長浜市瓜生町・うりゆうちよう

　　５２６-０２６４・滋賀県長浜市上野町・うわのちよう

　　５２６-０８３３・滋賀県長浜市永久寺町・えいきゆうじちよう

　　５２６-０８０５・滋賀県長浜市榎木町・えのきちよう

　　５２９-０１１３・滋賀県長浜市大井町・おおいちよう

　　５２６-００４３・滋賀県長浜市大戌亥町・おおいぬいちよう

　　５２６-００６６・滋賀県長浜市大島町・おおしまちよう

　　５２６-０２０７・滋賀県長浜市太田町・おおたちよう

　　５２６-０８３４・滋賀県長浜市大辰巳町・おおたつみちよう

　　５２６-０１１５・滋賀県長浜市大浜町・おおはまちよう



　　５２６-０８３２・滋賀県長浜市大東町・おおひがしちよう

　　５２６-００５４・滋賀県長浜市大宮町・おおみやちよう

　　５２６-０２５１・滋賀県長浜市大依町・おおよりちよう

　　５２６-０２０５・滋賀県長浜市岡谷町・おかだにちよう

　　５２９-０３０１・滋賀県長浜市小谷上山田町・おだにかみやまだちよう

　　５２９-０３１２・滋賀県長浜市小谷郡上町・おだにぐじようちよう

　　５２９-０３１１・滋賀県長浜市小谷美濃山町・おだにみのやまちよう

　　５２９-０３０４・滋賀県長浜市小谷丁野町・おだにようのちよう

　　５２６-０１０２・滋賀県長浜市落合町・おちあいちよう

　　５２６-０２４３・滋賀県長浜市大路町・おちちよう

　　５２６-０２２１・滋賀県長浜市小野寺町・おのでらちよう

　　５２６-０８１１・滋賀県長浜市垣籠町・かいごめちよう

　　５２９-０１３１・滋賀県長浜市柿ノ木・かきのき

　　５２６-０２０４・滋賀県長浜市鍛冶屋町・かじやちよう

　　５２６-０８２７・滋賀県長浜市加田今町・かだいまちよう

　　５２６-０８２８・滋賀県長浜市加田町・かだちよう

　　５２６-００４２・滋賀県長浜市勝町・かつちよう

　　５２６-００６８・滋賀県長浜市鐘紡町・かねほﾞうちよう

　　５２６-０８０４・滋賀県長浜市加納町・かのうちよう

　　５２６-００１５・滋賀県長浜市神照町・かみてるちよう

　　５２６-０１２２・滋賀県長浜市上八木町・かみやぎちよう

　　５２９-０１０１・滋賀県長浜市唐国町・からくにちよう

　　５２６-０８４６・滋賀県長浜市川崎町・かわさきちよう

　　５２６-０１１１・滋賀県長浜市川道町・かわみちちよう

　　５２６-０２６５・滋賀県長浜市木尾町・きおちよう

　　５２６-００６１・滋賀県長浜市祇園町・ぎおんちよう

　　５２６-０２３１・滋賀県長浜市北池町・きたいけちよう

　　５２６-０２１４・滋賀県長浜市北ノ郷町・きたのごうちよう

　　５２６-０２７２・滋賀県長浜市北野町・きたのちよう

　　５２６-００５７・滋賀県長浜市北船町・きたふなちよう

　　５２９-０４３５・滋賀県長浜市木之本町赤尾・きのもとちようあかお

　　５２９-０４２１・滋賀県長浜市木之本町アットリ・きのもとちようあつとり

　　５２９-０４１２・滋賀県長浜市木之本町石道・きのもとちよういしみち

　　５２９-０４３１・滋賀県長浜市木之本町大音・きのもとちようおおと

　　５２９-０４１５・滋賀県長浜市木之本町大見・きのもとちようおおみ

　　５２９-０４０３・滋賀県長浜市木之本町音羽・きのもとちようおとわ

　　５２９-０４０１・滋賀県長浜市木之本町金居原・きのもとちようかねいはら

　　５２９-０４１４・滋賀県長浜市木之本町川合・きのもとちようかわい

　　５２９-０４３４・滋賀県長浜市木之本町北布施・きのもとちようきたふせ

　　５２９-０４２５・滋賀県長浜市木之本町木之本・きのもとちようきのもと

　　５２９-０４２６・滋賀県長浜市木之本町黒田・きのもとちようくろだ

　　５２９-０４１３・滋賀県長浜市木之本町小山・きのもとちようこやま

　　５２９-０４０２・滋賀県長浜市木之本町杉野・きのもとちようすぎの

　　５２９-０４０４・滋賀県長浜市木之本町杉本・きのもとちようすぎもと

　　５２９-０４２３・滋賀県長浜市木之本町千田・きのもとちようせんだ

　　５２９-０４３２・滋賀県長浜市木之本町田居・きのもとちようたい

　　５２９-０４２２・滋賀県長浜市木之本町田部・きのもとちようたべ

　　５２９-０４３３・滋賀県長浜市木之本町西山・きのもとちようにしやま

　　５２９-０５４１・滋賀県長浜市木之本町飯浦（坂尻）・きのもとちようはんのうら(さかじり)

　　５２９-０４３７・滋賀県長浜市木之本町飯浦（その他）・きのもとちようはんのうら(そのた)

　　５２９-０４２４・滋賀県長浜市木之本町廣瀬・きのもとちようひろせ

　　５２９-０４１１・滋賀県長浜市木之本町古橋・ きのもとちようふるはじ

　　５２９-０４３６・滋賀県長浜市木之本町山梨子・ きのもとちようやまなじ

　　５２６-０２０２・滋賀県長浜市草野町・くさのちよう

　　５２６-０００１・滋賀県長浜市国友町・くにともちよう

　　５２６-００１４・滋賀県長浜市口分田町・くもでちよう

　　５２６-０２６２・滋賀県長浜市黒部町・くろべちよう

　　５２６-０８２６・滋賀県長浜市小一条町・こいちじようちよう

　　５２６-００６５・滋賀県長浜市公園町・こうえんちよう

　　５２６-０１３２・滋賀県長浜市香花寺町・こうけいじちよう

　　５２６-０２０６・滋賀県長浜市郷野町・ごうのちよう

　　５２６-０１３４・滋賀県長浜市小観音寺町・こかんのんじちよう

　　５２６-０００４・滋賀県長浜市小沢町・こざわちよう

　　５２９-０３３３・滋賀県長浜市湖北今町・こほくいまちよう

　　５２９-０３４２・滋賀県長浜市湖北高田町・こほくたかたちよう

　　５２９-０３３２・滋賀県長浜市湖北町青名・こほくちようあおな

　　５２９-０３６１・滋賀県長浜市湖北町石川・こほくちよういしかわ

　　５２９-０３１３・滋賀県長浜市湖北町伊部・こほくちよういべ

　　５２９-０３６５・滋賀県長浜市湖北町今西・ こほくちよういまにじ

　　５２９-０３６７・滋賀県長浜市湖北町海老江・こほくちようえびえ



　　５２９-０３６６・滋賀県長浜市湖北町延勝寺・こほくちようえんしようじ

　　５２９-０３４３・滋賀県長浜市湖北町小倉・こほくちようおぐら

　　５２９-０３６４・滋賀県長浜市湖北町尾上・こほくちようおのえ

　　５２９-０３２１・滋賀県長浜市湖北町賀・こほくちようか

　　５２９-０３１６・滋賀県長浜市湖北町河毛・こほくちようかわけ

　　５２９-０３２２・滋賀県長浜市湖北町小今・こほくちようこいま

　　５２９-０３５２・滋賀県長浜市湖北町五坪・こほくちようごのつほﾞ

　　５２９-０３３４・滋賀県長浜市湖北町沢・こほくちようさわ

　　５２９-０３４５・滋賀県長浜市湖北町大安寺・こほくちようだいあんじ

　　５２９-０３５３・滋賀県長浜市湖北町田中・こほくちようたなか

　　５２９-０３６２・滋賀県長浜市湖北町津里・こほくちようつのさと

　　５２９-０３１４・滋賀県長浜市湖北町留目・こほくちようとどめ

　　５２９-０３３５・滋賀県長浜市湖北町猫口・こほくちようねこぐち

　　５２９-０３４１・滋賀県長浜市湖北町速水・こほくちようはやみ

　　５２９-０３０３・滋賀県長浜市湖北町二俣・こほくちようふたまた

　　５２９-０３１５・滋賀県長浜市湖北町別所・こほくちようべつしよ

　　５２９-０３４６・滋賀県長浜市湖北町南速水・こほくちようみなみはやみ

　　５２９-０３４４・滋賀県長浜市湖北町馬渡・こほくちようもうたり

　　５２９-０３５４・滋賀県長浜市湖北町山本・こほくちようやまもと

　　５２９-０３１７・滋賀県長浜市湖北町山脇・こほくちようやまわき

　　５２９-０３３１・滋賀県長浜市湖北町八日市・こほくちようようかいち

　　５２９-０３６３・滋賀県長浜市湖北東尾上町・こほくひがしおのえちよう

　　５２６-０８４５・滋賀県長浜市小堀町・こほﾞりちよう

　　５２９-０１４１・滋賀県長浜市五村・ごむら

　　５２６-０２６３・滋賀県長浜市小室町・こむろちよう

　　５２９-０１２１・滋賀県長浜市桜町・さくらちよう

　　５２６-０２３５・滋賀県長浜市佐野町・さのちよう

　　５２６-００５５・滋賀県長浜市三和町・さんわちよう

　　５２６-０８１７・滋賀県長浜市七条町・しちじようちよう

　　５２６-００３６・滋賀県長浜市地福寺町・じふくじちよう

　　５２６-００４４・滋賀県長浜市下坂中町・しもさかなかちよう

　　５２６-００４７・滋賀県長浜市下坂浜町・しもさかはまちよう

　　５２６-０００５・滋賀県長浜市下之郷町・しものごうちよう

　　５２６-０１２３・滋賀県長浜市下八木町・しもやぎちよう

　　５２９-０３０２・滋賀県長浜市下山田・しもやまだ

　　５２６-００１６・滋賀県長浜市十里町・じゆうりちよう

　　５２６-０１２１・滋賀県長浜市十九町・じゆつくちよう

　　５２６-０８２３・滋賀県長浜市常喜町・じようぎちよう

　　５２９-０１３３・滋賀県長浜市新旭町・しんあさひまち

　　５２６-００１３・滋賀県長浜市新庄寺町・しんじようてらちよう

　　５２６-００１２・滋賀県長浜市新庄中町・しんじようなかちよう

　　５２６-００１１・滋賀県長浜市新庄馬場町・しんじようはﾞんはﾞちよう

　　５２６-００５２・滋賀県長浜市神前町・しんぜんちよう

　　５２６-０２４１・滋賀県長浜市新三田・しんみた

　　５２９-０１２２・滋賀県長浜市酢・す

　　５２６-００６３・滋賀県長浜市末広町・すえひろちよう

　　５２６-０２７７・滋賀県長浜市須賀谷町・すがたにちよう

　　５２６-００１７・滋賀県長浜市相撲町・すまいちよう

　　５２６-０２３４・滋賀県長浜市相撲庭町・すまいにわちよう

　　５２６-０１０３・滋賀県長浜市曽根町・そねちよう

　　５２６-０２５６・滋賀県長浜市尊勝寺町・そんしようじちよう

　　５２６-０２５４・滋賀県長浜市尊野町・そんのちよう

　　５２９-０３５１・滋賀県長浜市大光寺町・だいこうじちよう

　　５２６-０２１３・滋賀県長浜市醍醐町・だいごちよう

　　５２９-０１４４・滋賀県長浜市大寺町・だいじちよう

　　５２６-０２１６・滋賀県長浜市大門町・だいもんちよう

　　５２６-００３７・滋賀県長浜市高田町・たかだちよう

　　５２９-０２２２・滋賀県長浜市高月町雨森・たかつきちようあめのもり

　　５２９-０２０３・滋賀県長浜市高月町磯野・たかつきちよういその

　　５２９-０２１２・滋賀県長浜市高月町井口・たかつきちよういのくち

　　５２９-０２５１・滋賀県長浜市高月町宇根・たかつきちよううね

　　５２９-０２３２・滋賀県長浜市高月町落川・たかつきちようおちかわ

　　５２９-０２１５・滋賀県長浜市高月町尾山・たかつきちようおやま

　　５２９-０２３４・滋賀県長浜市高月町柏原・たかつきちようかしはら

　　５２９-０２７２・滋賀県長浜市高月町片山・たかつきちようかたやま

　　５２９-０２０５・滋賀県長浜市高月町唐川・たかつきちようからかわ

　　５２９-０２７１・滋賀県長浜市高月町熊野・たかつきちようくまの

　　５２９-０２７５・滋賀県長浜市高月町重則・たかつきちようしげのり

　　５２９-０２４１・滋賀県長浜市高月町高月・たかつきちようたかつき

　　５２９-０２２１・滋賀県長浜市高月町高野・たかつきちようたかの



　　５２９-０２３３・滋賀県長浜市高月町渡岸寺・たかつきちようどうがんじ

　　５２９-０２５３・滋賀県長浜市高月町西阿閉・たかつきちようにしあつじ

　　５２９-０２７３・滋賀県長浜市高月町西野・たかつきちようにしの

　　５２９-０２６２・滋賀県長浜市高月町西物部・たかつきちようにしものべ

　　５２９-０２６５・滋賀県長浜市高月町西柳野・たかつきちようにしやなぎの

　　５２９-０２５２・滋賀県長浜市高月町東阿閉・たかつきちようひがしあつじ

　　５２９-０２０２・滋賀県長浜市高月町東高田・たかつきちようひがしたかた

　　５２９-０２６１・滋賀県長浜市高月町東物部・たかつきちようひがしものべ

　　５２９-０２６３・滋賀県長浜市高月町東柳野・たかつきちようひがしやなぎの

　　５２９-０２０４・滋賀県長浜市高月町布施・たかつきちようふせ

　　５２９-０２１１・滋賀県長浜市高月町保延寺・たかつきちようほうえんじ

　　５２９-０２１４・滋賀県長浜市高月町洞戸・たかつきちようほらど

　　５２９-０２２３・滋賀県長浜市高月町馬上・たかつきちようまけ

　　５２９-０２７４・滋賀県長浜市高月町松尾・たかつきちようまつお

　　５２９-０２１３・滋賀県長浜市高月町持寺・たかつきちようもちでら

　　５２９-０２３１・滋賀県長浜市高月町森本・たかつきちようもりもと

　　５２９-０２６４・滋賀県長浜市高月町柳野中・たかつきちようやなぎのなか

　　５２９-０２０１・滋賀県長浜市高月町横山・たかつきちようよこやま

　　５２６-００４６・滋賀県長浜市高橋町・たかはしちよう

　　５２６-０２７３・滋賀県長浜市高畑町・たかはたちよう

　　５２６-０２０１・滋賀県長浜市高山町・たかやまちよう

　　５２６-０２７６・滋賀県長浜市田川町・たがわちよう

　　５２９-０１４２・滋賀県長浜市田町・たちよう

　　５２６-０２７１・滋賀県長浜市谷口町・たにぐちちよう

　　５２６-０８２９・滋賀県長浜市田村町・たむらちよう

　　５２６-０８０１・滋賀県長浜市千草町・ちくさちよう

　　５２９-０１０２・滋賀県長浜市月ヶ瀬町・つきがせちよう

　　５２６-０１１２・滋賀県長浜市鶴が島・つるがしま

　　５２６-０２０９・滋賀県長浜市寺師町・てらしちよう

　　５２６-００４５・滋賀県長浜市寺田町・てらだちよう

　　５２６-０２１５・滋賀県長浜市当目町・とうめちよう

　　５２６-０２１２・滋賀県長浜市徳山町・とくやまちよう

　　５２６-００６４・滋賀県長浜市殿町・とのちよう

　　５２６-０８２２・滋賀県長浜市鳥羽上町・とはﾞかみちよう

　　５２６-０１３１・滋賀県長浜市富田町・とんだちよう

　　５２９-０１３２・滋賀県長浜市長田町・ながたちよう

　　５２９-０１０３・滋賀県長浜市中野町・なかのちよう

　　５２６-０１１４・滋賀県長浜市中浜・なかはま

　　５２６-００２２・滋賀県長浜市中山町・なかやまちよう

　　５２６-０８２４・滋賀県長浜市名越町・なごしちよう

　　５２６-０２２５・滋賀県長浜市南郷町・なんごうちよう

　　５２６-０１０８・滋賀県長浜市難波町・なんはﾞちよう

　　５２６-０８４１・滋賀県長浜市新栄町・にいさかちよう

　　５２９-０７２１・滋賀県長浜市西浅井町大浦・にしあざいちようおおうら

　　５２９-０７１４・滋賀県長浜市西浅井町小山・にしあざいちようおやま

　　５２９-０７０８・滋賀県長浜市西浅井町沓掛・にしあざいちようくつかけ

　　５２９-０７２５・滋賀県長浜市西浅井町黒山・にしあざいちようくろやま

　　５２９-０７０４・滋賀県長浜市西浅井町塩津中・にしあざいちようしおつなか

　　５２９-０７０１・滋賀県長浜市西浅井町塩津浜・にしあざいちようしおつはま

　　５２９-０７０７・滋賀県長浜市西浅井町集福寺・にしあざいちようしゆうふくじ

　　５２９-０７２２・滋賀県長浜市西浅井町庄・にしあざいちようしよう

　　５２９-０７２６・滋賀県長浜市西浅井町菅浦・にしあざいちようすがうら

　　５２９-０７１２・滋賀県長浜市西浅井町月出・にしあざいちようつきで

　　５２９-０７２３・滋賀県長浜市西浅井町中・にしあざいちようなか

　　５２９-０７０３・滋賀県長浜市西浅井町野坂・にしあざいちようのざか

　　５２９-０７１３・滋賀県長浜市西浅井町八田部・にしあざいちようはたべ

　　５２９-０７０２・滋賀県長浜市西浅井町祝山・にしあざいちようほりやま

　　５２９-０７１１・滋賀県長浜市西浅井町岩熊・にしあざいちようやのくま

　　５２９-０７２４・滋賀県長浜市西浅井町山門・にしあざいちようやまかど

　　５２９-０７１５・滋賀県長浜市西浅井町山田・にしあざいちようやまだ

　　５２９-０７０６・滋賀県長浜市西浅井町余・にしあざいちようよ

　　５２９-０７０５・滋賀県長浜市西浅井町横波・にしあざいちようよこなみ

　　５２９-０１２３・滋賀県長浜市西大井町・にしおおいちよう

　　５２６-０２２７・滋賀県長浜市西主計町・にしかずえちよう

　　５２６-０８０３・滋賀県長浜市西上坂町・にしこうざかちよう

　　５２６-０１０１・滋賀県長浜市錦織町・にしこおりちよう

　　５２６-０２４６・滋賀県長浜市西新三田・にししんみた

　　５２６-０２５５・滋賀県長浜市西野町・にしのちよう

　　５２６-０２０８・滋賀県長浜市西村町・にしむらちよう

　　５２６-０１０７・滋賀県長浜市新居町・にのいちよう



　　５２６-０２１７・滋賀県長浜市乗倉町・のせくらちよう

　　５２６-０２０３・滋賀県長浜市野瀬町・のせちよう

　　５２６-０２６６・滋賀県長浜市野田町・のだちよう

　　５２６-０１０６・滋賀県長浜市野寺町・のでらちよう

　　５２６-０２３６・滋賀県長浜市野村町・のむらちよう

　　５２６-０８１５・滋賀県長浜市八条町・はちじようちよう

　　５２６-０１２４・滋賀県長浜市早崎町・はやざきちよう

　　５２６-０８４２・滋賀県長浜市春近町・はるちかちよう

　　５２６-０２２６・滋賀県長浜市東主計町・ひがしかずえちよう

　　５２６-０８０２・滋賀県長浜市東上坂町・ひがしこうざかちよう

　　５２６-０２２４・滋賀県長浜市東野町・ひがしのちよう

　　５２６-００３５・滋賀県長浜市平方南町・ひらかたみなみちよう

　　５２６-００３３・滋賀県長浜市平方町・ひらかたちよう

　　５２６-０２５３・滋賀県長浜市平塚町・ひらつかちよう

　　５２６-０８２５・滋賀県長浜市布勢町・ふせちよう

　　５２６-００２５・滋賀県長浜市分木町・ぶんぎちよう

　　５２６-０００２・滋賀県長浜市保田町・ほうでちよう

　　５２６-０２２３・滋賀県長浜市法楽寺町・ほうらくじちよう

　　５２６-０１０５・滋賀県長浜市細江町・ほそえちよう

　　５２６-０８１２・滋賀県長浜市保多町・ほだちよう

　　５２６-０８１３・滋賀県長浜市堀部町・ほりべちよう

　　５２６-０８２１・滋賀県長浜市本庄町・ほんじようちよう

　　５２９-０１４３・滋賀県長浜市本町・ほんちよう

　　５２６-０１２５・滋賀県長浜市益田町・ますだちよう

　　５２９-０１１１・滋賀県長浜市三川町・みかわちよう

　　５２６-０１０４・滋賀県長浜市御館・みたち

　　５２６-０２４２・滋賀県長浜市三田町・みたちよう

　　５２６-００２３・滋賀県長浜市三ツ矢町・みつやちよう

　　５２６-００２４・滋賀県長浜市三ツ矢元町・みつやもとちよう

　　５２６-００６７・滋賀県長浜市港町・みなとちよう

　　５２６-０２３２・滋賀県長浜市南池町・みなみいけちよう

　　５２６-０８４３・滋賀県長浜市南小足町・みなみこあしちよう

　　５２６-００５８・滋賀県長浜市南呉服町・みなみごふくちよう

　　５２６-００３２・滋賀県長浜市南高田町・みなみたかだちよう

　　５２６-０８４４・滋賀県長浜市南田附町・みなみたつﾞけちよう

　　５２６-０１１３・滋賀県長浜市南浜町・みなみはまちよう

　　５２６-０８３１・滋賀県長浜市宮司町・みやしちよう

　　５２９-０１１２・滋賀県長浜市宮部町・みやべちよう

　　５２６-００５３・滋賀県長浜市宮前町・みやまえちよう

　　５２６-０８３５・滋賀県長浜市室町・むろちよう

　　５２６-００５９・滋賀県長浜市元浜町・もとはまちよう

　　５２６-００１８・滋賀県長浜市森町・もりちよう

　　５２６-０１１６・滋賀県長浜市八木浜町・やぎはまちよう

　　５２６-０２５２・滋賀県長浜市八島町・やしまちよう

　　５２６-００３４・滋賀県長浜市弥高町・やたかちよう

　　５２６-０８４７・滋賀県長浜市山階町・やましなちよう

　　５２６-０２５７・滋賀県長浜市山ノ前町・やまのまえちよう

　　５２６-００２１・滋賀県長浜市八幡中山町・やわたなかやまちよう

　　５２６-００３１・滋賀県長浜市八幡東町・やわたひがしちよう

　　５２６-０１３５・滋賀県長浜市弓削町・ゆうげちよう

　　５２６-０２４５・滋賀県長浜市湯次町・ゆすきちよう

　　５２９-０５３６・滋賀県長浜市余呉町池原・よごちよういけはら

　　５２９-０５３５・滋賀県長浜市余呉町今市・よごちよういまいち

　　５２９-０５３４・滋賀県長浜市余呉町小谷・よごちようおおたに

　　５２９-０５０３・滋賀県長浜市余呉町奥川並・よごちようおくかわなみ

　　５２９-０５０２・滋賀県長浜市余呉町尾羽梨・ よごちようおはﾞなじ

　　５２９-０５０５・滋賀県長浜市余呉町小原・よごちようおはら

　　５２９-０５１２・滋賀県長浜市余呉町上丹生・よごちようかみにゆう

　　５２９-０５２３・滋賀県長浜市余呉町川並・よごちようかわなみ

　　５２９-０５２６・滋賀県長浜市余呉町国安・よごちようくにやす

　　５２９-０５２２・滋賀県長浜市余呉町坂口・よごちようさかぐち

　　５２９-０５１４・滋賀県長浜市余呉町下丹生・よごちようしもにゆう

　　５２９-０５２１・滋賀県長浜市余呉町下余呉・よごちようしもよご

　　５２９-０５３７・滋賀県長浜市余呉町新堂・よごちようしんどう

　　５２９-０５１１・滋賀県長浜市余呉町菅並・よごちようすがなみ

　　５２９-０５１３・滋賀県長浜市余呉町摺墨・よごちようするすみ

　　５２９-０５０４・滋賀県長浜市余呉町田戸・よごちようたど

　　５２９-０５３２・滋賀県長浜市余呉町椿坂・よごちようつはﾞきざか

　　５２９-０５３１・滋賀県長浜市余呉町中河内・よごちようなかのかわち

　　５２９-０５１５・滋賀県長浜市余呉町中之郷・よごちようなかのごう



　　５２９-０５０１・滋賀県長浜市余呉町針川・よごちようはりかわ

　　５２９-０５２７・滋賀県長浜市余呉町東野・よごちようひがしの

　　５２９-０５２５・滋賀県長浜市余呉町文室・よごちようふむろ

　　５２９-０５２４・滋賀県長浜市余呉町八戸・よごちようやと

　　５２９-０５３３・滋賀県長浜市余呉町柳ケ瀬・よごちようやながせ

　　５２９-０５０６・滋賀県長浜市余呉町鷲見・よごちようわしみ

　　５２６-００４１・滋賀県長浜市四ツ塚町・よつつﾞかちよう

　　５２６-０２６７・滋賀県長浜市力丸町・りきまるちよう

　　５２６-０２６１・滋賀県長浜市竜安寺町・りゆうあんじちよう

　　５２６-００６２・滋賀県長浜市列見町・れつけちよう

　　５２３-００００・滋賀県近江八幡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２３-０８３６・滋賀県近江八幡市間之町・あいのまち

　　５２３-００５２・滋賀県近江八幡市赤尾町・あこうちよう

　　５２３-０８１７・滋賀県近江八幡市浅小井町・あさごいちよう

　　５２１-１３３１・滋賀県近江八幡市安土町石寺・あつﾞちちよういしでら

　　５２１-１３３３・滋賀県近江八幡市安土町内野・あつﾞちちよううちの

　　５２１-１３４２・滋賀県近江八幡市安土町上出・あつﾞちちようかみで

　　５２１-１３４１・滋賀県近江八幡市安土町上豊浦・あつﾞちちようかみとようら

　　５２１-１３２１・滋賀県近江八幡市安土町桑実寺・あつﾞちちようくわのみじ

　　５２１-１３４３・滋賀県近江八幡市安土町小中・あつﾞちちようこなか

　　５２１-１３４６・滋賀県近江八幡市安土町香庄・あつﾞちちようこのしよう

　　５２１-１３４５・滋賀県近江八幡市安土町慈恩寺・あつﾞちちようじおんじ

　　５２１-１３１１・滋賀県近江八幡市安土町下豊浦・あつﾞちちようしもといら

　　５２１-１３５１・滋賀県近江八幡市安土町常楽寺・あつﾞちちようじようらくじ

　　５２１-１３０１・滋賀県近江八幡市安土町大中・あつﾞちちようだいなか

　　５２１-１３４４・滋賀県近江八幡市安土町中屋・あつﾞちちようなかや

　　５２１-１３３４・滋賀県近江八幡市安土町西老蘇・あつﾞちちようにしおいそ

　　５２１-１３３２・滋賀県近江八幡市安土町東老蘇・あつﾞちちようひがしおいそ

　　５２１-１３２２・滋賀県近江八幡市安土町宮津・あつﾞちちようみやつﾞ

　　５２３-００４５・滋賀県近江八幡市安養寺町・あんようじちよう

　　５２３-０８２３・滋賀県近江八幡市生須町・いけすちよう

　　５２３-００４３・滋賀県近江八幡市池田本町・いけだほんまち

　　５２３-０８７７・滋賀県近江八幡市池田町・いけだまち

　　５２３-０８６６・滋賀県近江八幡市為心町上・いしんちようかみ

　　５２３-０８６５・滋賀県近江八幡市為心町中・いしんちようなか

　　５２３-０８６４・滋賀県近江八幡市為心町元・いしんちようもと

　　５２３-０８８５・滋賀県近江八幡市板屋町・いたやちよう

　　５２３-０８５１・滋賀県近江八幡市市井町・いちいちよう

　　５２３-００１５・滋賀県近江八幡市上田町・うえだちよう

　　５２３-００４６・滋賀県近江八幡市上野町・うえのちよう

　　５２３-００２６・滋賀県近江八幡市上畑町・うえはたちよう

　　５２３-０８９５・滋賀県近江八幡市宇津呂町・うつろちよう

　　５２３-０８６９・滋賀県近江八幡市魚屋町上・うわいちようかみ

　　５２３-０８６８・滋賀県近江八幡市魚屋町中・うわいちようなか

　　５２３-０８６７・滋賀県近江八幡市魚屋町元・うわいちようもと

　　５２３-００６１・滋賀県近江八幡市江頭町・えがしらちよう

　　５２３-０８３２・滋賀県近江八幡市江南町・えなみちよう

　　５２３-０８３７・滋賀県近江八幡市大杉町・おおすぎちよう

　　５２３-００７１・滋賀県近江八幡市大房町・おおぶさちよう

　　５２３-００４２・滋賀県近江八幡市大森町・おおもりちよう

　　５２３-０８０１・滋賀県近江八幡市沖島町・おきしまちよう

　　５２３-０８１１・滋賀県近江八幡市長田町・おさだちよう

　　５２３-００６４・滋賀県近江八幡市小田町・おだちよう

　　５２３-０８５６・滋賀県近江八幡市音羽町・おとわちよう

　　５２３-０８７５・滋賀県近江八幡市小幡町上・おはﾞたちようかみ

　　５２３-０８７４・滋賀県近江八幡市小幡町中・おはﾞたちようなか

　　５２３-０８５２・滋賀県近江八幡市鍵之手町・かぎのてちよう

　　５２３-０８３３・滋賀県近江八幡市鍛治屋町・かじやちよう

　　５２３-００５８・滋賀県近江八幡市加茂町・かもちよう

　　５２３-００４７・滋賀県近江八幡市川原町・かわらまち

　　５２３-０８８４・滋賀県近江八幡市北末町・きたすえちよう

　　５２３-００８７・滋賀県近江八幡市北津田町・きたつだちよう

　　５２３-０８０６・滋賀県近江八幡市北之庄町・きたのしようちよう

　　５２３-０８８３・滋賀県近江八幡市北元町・きたもとちよう

　　５２３-００２３・滋賀県近江八幡市倉橋部町・くらはしべちよう

　　５２３-０００３・滋賀県近江八幡市御所内町・ごしようちちよう

　　５２３-００８３・滋賀県近江八幡市小船木町・こぶなきちよう

　　５２３-０００１・滋賀県近江八幡市金剛寺町・こんごうじちよう

　　５２３-０８８１・滋賀県近江八幡市佐久間町・さくまちよう

　　５２３-０８９３・滋賀県近江八幡市桜宮町・さくらみやちよう



　　５２３-００７６・滋賀県近江八幡市佐波江町・さはﾞえちよう

　　５２３-０８４３・滋賀県近江八幡市慈恩寺町上・じおんじちようかみ

　　５２３-０８４２・滋賀県近江八幡市慈恩寺町中・じおんじちようなか

　　５２３-０８４１・滋賀県近江八幡市慈恩寺町元・じおんじちようもと

　　５２３-００４４・滋賀県近江八幡市篠原町・しのはらちよう

　　５２３-０８０４・滋賀県近江八幡市島町・しまちよう

　　５２３-００６３・滋賀県近江八幡市十王町・じゆうおうちよう

　　５２３-０８７３・滋賀県近江八幡市正神町・しようがみちよう

　　５２３-００２４・滋賀県近江八幡市浄土寺町・じようどじちよう

　　５２３-０８０３・滋賀県近江八幡市白王町・しらおうちよう

　　５２３-００３２・滋賀県近江八幡市白鳥町・しらとりちよう

　　５２３-０８２５・滋賀県近江八幡市新左衛門町・しんざえもんちよう

　　５２３-００８１・滋賀県近江八幡市新栄町・しんさかえまち

　　５２３-００２５・滋賀県近江八幡市新巻町・しんまきちよう

　　５２３-０８７１・滋賀県近江八幡市新町・しんまち

　　５２３-００７４・滋賀県近江八幡市水茎町・すいけいちよう

　　５２３-０００５・滋賀県近江八幡市末広町・すえひろちよう

　　５２３-０８１２・滋賀県近江八幡市杉森町・すぎのもりちよう

　　５２３-０８６３・滋賀県近江八幡市仲屋町上・すわいちようかみ

　　５２３-０８６２・滋賀県近江八幡市仲屋町中・すわいちようなか

　　５２３-０８６１・滋賀県近江八幡市仲屋町元・すわいちようもと

　　５２３-００１６・滋賀県近江八幡市千僧供町・せんぞくちよう

　　５２３-０８２４・滋賀県近江八幡市大工町・だいくちよう

　　５２３-０８０２・滋賀県近江八幡市大中町・だいなかちよう

　　５２３-０８９１・滋賀県近江八幡市鷹飼町・たかかいちよう

　　５２３-０８９６・滋賀県近江八幡市鷹飼町北・たかかいちようきた

　　５２３-０８９７・滋賀県近江八幡市鷹飼町東・ たかかいちようひがじ

　　５２３-０８９８・滋賀県近江八幡市鷹飼町南・たかかいちようみなみ

　　５２３-０８２１・滋賀県近江八幡市多賀町・たがちよう

　　５２３-００３６・滋賀県近江八幡市竹町・たけちよう

　　５２３-００５７・滋賀県近江八幡市田中江町・たなかえちよう

　　５２３-０８７２・滋賀県近江八幡市玉木町・たまきちよう

　　５２３-０８３１・滋賀県近江八幡市玉屋町・たまやちよう

　　５２３-００１３・滋賀県近江八幡市長光寺町・ちようこうじちよう

　　５２３-００２１・滋賀県近江八幡市長福寺町・ちようふくじちよう

　　５２３-０８０８・滋賀県近江八幡市長命寺町・ちようめいじちよう

　　５２３-００８６・滋賀県近江八幡市津田町・つだちよう

　　５２３-００８２・滋賀県近江八幡市土田町・つちだちよう

　　５２３-０８２７・滋賀県近江八幡市鉄炮町・てつほﾟうちよう

　　５２３-０８９２・滋賀県近江八幡市出町・でまち

　　５２３-００１１・滋賀県近江八幡市友定町・ともさだちよう

　　５２３-００４１・滋賀県近江八幡市中小森町・なかこもりちよう

　　５２３-０８０７・滋賀県近江八幡市中之庄町・なかのしようちよう

　　５２３-０８４９・滋賀県近江八幡市永原町上・ながはらちようかみ

　　５２３-０８４８・滋賀県近江八幡市永原町中・ながはらちようなか

　　５２３-０８４７・滋賀県近江八幡市永原町元・ながはらちようもと

　　５２３-０８９４・滋賀県近江八幡市中村町・なかむらちよう

　　５２３-０８５５・滋賀県近江八幡市縄手町末・なわてちようすえ

　　５２３-０８５４・滋賀県近江八幡市縄手町中・なわてちようなか

　　５２３-０８５３・滋賀県近江八幡市縄手町元・なわてちようもと

　　５２３-００１４・滋賀県近江八幡市西宿町・にしじゆくちよう

　　５２３-０８８６・滋賀県近江八幡市西末町・にしすえちよう

　　５２３-０８３５・滋賀県近江八幡市西畳屋町・にしたたみやちよう

　　５２３-０８１６・滋賀県近江八幡市西庄町・にしのしようちよう

　　５２３-０８１３・滋賀県近江八幡市西本郷町・にしほんごうちよう

　　５２３-０８１９・滋賀県近江八幡市西本郷町西・ にしほんごうちようにじ

　　５２３-０８１８・滋賀県近江八幡市西本郷町東・ にしほんごうちようひがじ

　　５２３-０８８７・滋賀県近江八幡市西元町・にしもとちよう

　　５２３-０００４・滋賀県近江八幡市西生来町・にしようらいちよう

　　５２３-０００２・滋賀県近江八幡市野田町・のだちよう

　　５２３-００７５・滋賀県近江八幡市野村町・のむらちよう

　　５２３-０８４６・滋賀県近江八幡市博労町上・はﾞくろちようかみ

　　５２３-０８４５・滋賀県近江八幡市博労町中・はﾞくろちようなか

　　５２３-０８４４・滋賀県近江八幡市博労町元・はﾞくろちようもと

　　５２３-０８５７・滋賀県近江八幡市八幡町・はちまんちよう

　　５２３-００２７・滋賀県近江八幡市東川町・ひがしがわちよう

　　５２３-０８３４・滋賀県近江八幡市東畳屋町・ひがしたたみやちよう

　　５２３-００３７・滋賀県近江八幡市東町・ひがしちよう

　　５２３-００３５・滋賀県近江八幡市東横関町・ひがしよこぜきちよう

　　５２３-０８８９・滋賀県近江八幡市日杉町・ひすぎちよう



　　５２３-００３３・滋賀県近江八幡市日吉野町・ひよのちよう

　　５２３-００８４・滋賀県近江八幡市船木町・ふなきちよう

　　５２３-０８２２・滋賀県近江八幡市船町・ふなまち

　　５２３-００５６・滋賀県近江八幡市古川町・ふるかわちよう

　　５２３-００３１・滋賀県近江八幡市堀上町・ほりかみちよう

　　５２３-０８７６・滋賀県近江八幡市本町・ほんまち

　　５２３-００７２・滋賀県近江八幡市牧町・まきちよう

　　５２３-０８８８・滋賀県近江八幡市孫平治町・まごへいじちよう

　　５２３-００５３・滋賀県近江八幡市益田町・ますだちよう

　　５２３-００２２・滋賀県近江八幡市馬淵町・まぶちちよう

　　５２３-００６２・滋賀県近江八幡市丸の内町・まるのうちちよう

　　５２３-０８０５・滋賀県近江八幡市円山町・まるやまちよう

　　５２３-００４８・滋賀県近江八幡市緑町・みどりまち

　　５２３-００８５・滋賀県近江八幡市南津田町・みなみつだちよう

　　５２３-０８１４・滋賀県近江八幡市南本郷町・みなみほんごうちよう

　　５２３-０８２８・滋賀県近江八幡市宮内町・みやうちちよう

　　５２３-００１２・滋賀県近江八幡市武佐町・むさちよう

　　５２３-００７３・滋賀県近江八幡市元水茎町・もとすいけいちよう

　　５２３-０８８２・滋賀県近江八幡市元玉屋町・もとたまやちよう

　　５２３-００５４・滋賀県近江八幡市森尻町・もりじりちよう

　　５２３-００５１・滋賀県近江八幡市八木町・やぎちよう

　　５２３-０８２６・滋賀県近江八幡市薬師町・やくしちよう

　　５２３-００５５・滋賀県近江八幡市柳町・やなぎまち

　　５２３-０８１５・滋賀県近江八幡市若葉町・わかはﾞちよう

　　５２３-００３４・滋賀県近江八幡市若宮町・わかみやちよう

　　５２５-００００・滋賀県草津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２５-００４１・滋賀県草津市青地町・あおじちよう

　　５２５-０００２・滋賀県草津市芦浦町・あしうらちよう

　　５２５-００１５・滋賀県草津市集町・あつまりちよう

　　５２５-００１２・滋賀県草津市穴村町・あなむらちよう

　　５２５-００４７・滋賀県草津市追分・おいわけ

　　５２５-００４８・滋賀県草津市追分南・おいわけみなみ

　　５２５-００３２・滋賀県草津市大路・おおじ

　　５２５-００４４・滋賀県草津市岡本町・おかもとちよう

　　５２５-０００１・滋賀県草津市下物町・おろしもちよう

　　５２５-００７２・滋賀県草津市笠山・かさやま

　　５２５-００１１・滋賀県草津市片岡町・かたおかちよう

　　５２５-００２８・滋賀県草津市上笠・かみがさ

　　５２５-０００４・滋賀県草津市上寺町・かみでらちよう

　　５２５-００２１・滋賀県草津市川原・かわら

　　５２５-００２２・滋賀県草津市川原町・かわらちよう

　　５２５-００１６・滋賀県草津市北大萱町・きたおおがやちよう

　　５２５-００６１・滋賀県草津市北山田町・きたやまだちよう

　　５２５-００５１・滋賀県草津市木川町・きのかわちよう

　　５２５-００３４・滋賀県草津市草津・くさつ

　　５２５-００３６・滋賀県草津市草津町・くさつちよう

　　５２５-００１４・滋賀県草津市駒井沢町・こまいざわちよう

　　５２５-００５７・滋賀県草津市桜ケ丘・さくらがおか

　　５２５-０００５・滋賀県草津市志那町・しなちよう

　　５２５-０００６・滋賀県草津市志那中町・しななかちよう

　　５２５-００２６・滋賀県草津市渋川・しぶかわ

　　５２５-００２９・滋賀県草津市下笠町・しもがさちよう

　　５２５-０００７・滋賀県草津市下寺町・しもでらちよう

　　５２５-００１３・滋賀県草津市新堂町・しんどうちよう

　　５２５-００６７・滋賀県草津市新浜町・しんはまちよう

　　５２５-０００３・滋賀県草津市長束町・なつかちよう

　　５２５-００３７・滋賀県草津市西大路町・にしおおじちよう

　　５２５-００３５・滋賀県草津市西草津・にしくさつ

　　５２５-００２５・滋賀県草津市西渋川・にししぶかわ

　　５２５-００５２・滋賀県草津市西矢倉・にしやぐら

　　５２５-００５９・滋賀県草津市野路・のじ

　　５２５-００５５・滋賀県草津市野路町・のじちよう

　　５２５-００５８・滋賀県草津市野路東・ のじひがじ

　　５２５-００２７・滋賀県草津市野村・のむら

　　５２５-００６５・滋賀県草津市橋岡町・はしおかちよう

　　５２５-００４３・滋賀県草津市馬場町・はﾞんはﾞちよう

　　５２５-００３３・滋賀県草津市東草津・ひがしくさつ

　　５２５-００５４・滋賀県草津市東矢倉・ひがしやぐら

　　５２５-００２３・滋賀県草津市平井・ひらい

　　５２５-００２４・滋賀県草津市平井町・ひらいちよう



　　５２５-００６４・滋賀県草津市御倉町・みくらちよう

　　５２５-００５６・滋賀県草津市南笠町・みなみがさちよう

　　５２５-００７１・滋賀県草津市南笠東・ みなみがさひがじ

　　５２５-００５０・滋賀県草津市南草津・みなみくさつ

　　５２５-００６３・滋賀県草津市南山田町・みなみやまだちよう

　　５２５-００５３・滋賀県草津市矢倉・やぐら

　　５２５-００６６・滋賀県草津市矢橋町・やはﾞせちよう

　　５２５-００６２・滋賀県草津市山田町・やまだちよう

　　５２５-００４２・滋賀県草津市山寺町・やまでらちよう

　　５２５-００４５・滋賀県草津市若草・わかくさ

　　５２５-００３１・滋賀県草津市若竹町・わかたけちよう

　　５２４-００００・滋賀県守山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２４-００６１・滋賀県守山市赤野井町・あかのいちよう

　　５２４-００３５・滋賀県守山市阿村町・あむらちよう

　　５２４-００１６・滋賀県守山市荒見町・あらみちよう

　　５２４-００１４・滋賀県守山市石田町・いしだちよう

　　５２４-００３６・滋賀県守山市伊勢町・いせちよう

　　５２４-００１１・滋賀県守山市今市町・いまいちちよう

　　５２４-００４６・滋賀県守山市今宿・いまじゆく

　　５２４-００４６・滋賀県守山市今宿町・いまじゆくちよう

　　５２４-０１０１・滋賀県守山市今浜町・いまはまちよう

　　５２４-００３７・滋賀県守山市梅田町・うめだちよう

　　５２４-００４２・滋賀県守山市焔魔堂町・えんまどうちよう

　　５２４-００５４・滋賀県守山市大林町・おおはﾞやしちよう

　　５２４-００３２・滋賀県守山市岡町・おかちよう

　　５２４-０００４・滋賀県守山市笠原町・かさはらちよう

　　５２４-００４１・滋賀県守山市勝部・かつべ

　　５２４-００４１・滋賀県守山市勝部町・かつべちよう

　　５２４-００４５・滋賀県守山市金森町・かねがもりちよう

　　５２４-０００１・滋賀県守山市川田町・かわたちよう

　　５２４-０２１６・滋賀県守山市環境学習都市宣言記念公園・きねんこうえん

　　５２４-０００２・滋賀県守山市小島町・こじまちよう

　　５２４-０１０４・滋賀県守山市木浜町・このはまちよう

　　５２４-０２１１・滋賀県守山市小浜町・こはﾞまちよう

　　５２４-０２１５・滋賀県守山市幸津川町・さつﾞかわちよう

　　５２４-００１３・滋賀県守山市下之郷・しものごう

　　５２４-００１３・滋賀県守山市下之郷町・しものごうちよう

　　５２４-００５５・滋賀県守山市十二里町・じゆうにりちよう

　　５２４-０２１３・滋賀県守山市新庄町・しんじようちよう

　　５２４-００６２・滋賀県守山市杉江町・すぎえちよう

　　５２４-０１０３・滋賀県守山市洲本町・すもとちよう

　　５２４-００５２・滋賀県守山市大門町・だいもんちよう

　　５２４-０２１４・滋賀県守山市立田町・たつたちよう

　　５２４-００３１・滋賀県守山市立入町・たていりちよう

　　５２４-００３４・滋賀県守山市千代町・ちしろちよう

　　５２４-０００３・滋賀県守山市中町・なかちよう

　　５２４-０２１２・滋賀県守山市服部町・はつとりちよう

　　５２４-００１２・滋賀県守山市播磨田町・はりまだちよう

　　５２４-００３３・滋賀県守山市浮気町・ふけちよう

　　５２４-００４３・滋賀県守山市二町町・ふたまちちよう

　　５２４-００４４・滋賀県守山市古高町・ふるたかちよう

　　５２４-００６３・滋賀県守山市欲賀町・ほしかちよう

　　５２４-０１０２・滋賀県守山市水保町・みずほちよう

　　５２４-００５１・滋賀県守山市三宅町・みやけちよう

　　５２４-００６４・滋賀県守山市森川原町・もりかわらちよう

　　５２４-００２２・滋賀県守山市守山・もりやま

　　５２４-００２２・滋賀県守山市守山町・もりやまちよう

　　５２４-００１５・滋賀県守山市矢島町・やじまちよう

　　５２４-００６５・滋賀県守山市山賀町・やまがちよう

　　５２４-００５３・滋賀県守山市横江町・よこえちよう

　　５２４-００２１・滋賀県守山市吉身・よしみ

　　５２４-００２１・滋賀県守山市吉身町・よしみちよう

　　５２０-３０００・滋賀県栗東市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２０-３００３・滋賀県栗東市荒張・あらはり

　　５２０-３０１５・滋賀県栗東市安養寺・あんようじ

　　５２０-３０４４・滋賀県栗東市伊勢落・いせおち

　　５２０-３００６・滋賀県栗東市井上・いのうえ

　　５２０-３０４６・滋賀県栗東市大橋・ おおはじ

　　５２０-３０１２・滋賀県栗東市岡・おか

　　５２０-３０２４・滋賀県栗東市小柿・おがき



　　５２０-３０１６・滋賀県栗東市小野・おの

　　５２０-３０３３・滋賀県栗東市笠川・かさがわ

　　５２０-３００４・滋賀県栗東市上砥山・かみとやま

　　５２０-３０２２・滋賀県栗東市上鈎・かみまがり

　　５２０-３０３２・滋賀県栗東市苅原・かりはら

　　５２０-３０１４・滋賀県栗東市川辺・かわつﾞら

　　５２０-３００２・滋賀県栗東市観音寺・かんおんじ

　　５２０-３０３７・滋賀県栗東市北中小路・きたなかこうじ

　　５２０-３０３４・滋賀県栗東市小平井・こびらい

　　５２０-３０１１・滋賀県栗東市下戸山・しもどやま

　　５２０-３０２６・滋賀県栗東市下鈎・しもまがり

　　５２０-３０３６・滋賀県栗東市十里・じゆうり

　　５２０-３０４５・滋賀県栗東市高野・たかの

　　５２０-３０４２・滋賀県栗東市辻・つじ

　　５２０-３０４１・滋賀県栗東市出庭・ではﾞ

　　５２０-３０４７・滋賀県栗東市手原・てはら

　　５２０-３０２５・滋賀県栗東市中沢・なかざわ

　　５２０-３０２７・滋賀県栗東市野尻・のじり

　　５２０-３０２１・滋賀県栗東市蜂屋・はちや

　　５２０-３０４３・滋賀県栗東市林・ はやじ

　　５２０-３００１・滋賀県栗東市東坂・ひがしさか

　　５２０-３０３１・滋賀県栗東市綣・へそ

　　５２０-３０２３・滋賀県栗東市坊袋・ほﾞうぶくろ

　　５２０-３００５・滋賀県栗東市御園・みその

　　５２０-３０１３・滋賀県栗東市目川・めがわ

　　５２０-３０３５・滋賀県栗東市霊仙寺・りようせんじ

　　５２０-３０１７・滋賀県栗東市六地蔵・ろくじぞう

　　５２８-００００・滋賀県甲賀市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２０-３４１３・滋賀県甲賀市甲賀町油日・こうかちようあぶらひ

　　５２０-３４１２・滋賀県甲賀市甲賀町櫟野・こうかちよういちの

　　５２０-３４０１・滋賀県甲賀市甲賀町岩室・こうかちよういわむろ

　　５２０-３４２１・滋賀県甲賀市甲賀町上野・こうかちよううえの

　　５２０-３４１４・滋賀県甲賀市甲賀町大久保・こうかちようおおくほﾞ

　　５２０-３４３３・滋賀県甲賀市甲賀町大原市場・こうかちようおおはらいちはﾞ

　　５２０-３４１５・滋賀県甲賀市甲賀町大原上田・こうかちようおおはらうえだ

　　５２０-３４３１・滋賀県甲賀市甲賀町大原中・こうかちようおおはらなか

　　５２０-３４０５・滋賀県甲賀市甲賀町隠岐・こうかちようおき

　　５２０-３４２７・滋賀県甲賀市甲賀町鹿深台・こうかちようかふかだい

　　５２０-３４１１・滋賀県甲賀市甲賀町神・こうかちようかみ

　　５２０-３４０２・滋賀県甲賀市甲賀町小佐治・こうかちようこさじ

　　５２０-３４２３・滋賀県甲賀市甲賀町五反田・こうかちようごたんだ

　　５２０-３４３５・滋賀県甲賀市甲賀町相模・こうかちようさがみ

　　５２０-３４０４・滋賀県甲賀市甲賀町神保・こうかちようじんほﾞ

　　５２０-３４３４・滋賀県甲賀市甲賀町高野・こうかちようたかの

　　５２０-３４２４・滋賀県甲賀市甲賀町高嶺・こうかちようたかみね

　　５２０-３４３２・滋賀県甲賀市甲賀町滝・こうかちようたき

　　５２０-３４２６・滋賀県甲賀市甲賀町田堵野・こうかちようたどの

　　５２０-３４０３・滋賀県甲賀市甲賀町鳥居野・こうかちようとりいの

　　５２０-３４３６・滋賀県甲賀市甲賀町拝坂・こうかちようはいさか

　　５２０-３４２５・滋賀県甲賀市甲賀町毛枚・こうかちようもびら

　　５２０-３４２２・滋賀県甲賀市甲賀町和田・こうかちようわた

　　５２０-３３０２・滋賀県甲賀市甲南町池田・こうなんちよういけだ

　　５２０-３３１２・滋賀県甲賀市甲南町磯尾・こうなんちよういそお

　　５２０-３３１６・滋賀県甲賀市甲南町市原・こうなんちよういちはら

　　５２０-３３２１・滋賀県甲賀市甲南町葛木・こうなんちようかつﾞらき

　　５２０-３３０３・滋賀県甲賀市甲南町上馬杉・こうなんちようかみますぎ

　　５２０-３３３３・滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘・こうなんちようきほﾞうがおか

　　５２０-３３３２・滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘本町・こうなんちようきほﾞうがおかほんまち

　　５２０-３３２６・滋賀県甲賀市甲南町耕心・こうなんちようこうしん

　　５２０-３３０６・滋賀県甲賀市甲南町柑子・こうなんちようこおじ

　　５２０-３３１５・滋賀県甲賀市甲南町塩野・こうなんちようしおの

　　５２０-３３０４・滋賀県甲賀市甲南町下馬杉・こうなんちようしもますぎ

　　５２０-３３１３・滋賀県甲賀市甲南町新治・こうなんちようしんじ

　　５２０-３３１４・滋賀県甲賀市甲南町杉谷・こうなんちようすぎたに

　　５２０-３３０１・滋賀県甲賀市甲南町寺庄・こうなんちようてらしよう

　　５２０-３３０５・滋賀県甲賀市甲南町野川・こうなんちようのがわ

　　５２０-３３０７・滋賀県甲賀市甲南町野尻・こうなんちようのじり

　　５２０-３３０８・滋賀県甲賀市甲南町野田・こうなんちようのだ

　　５２０-３３３１・滋賀県甲賀市甲南町稗谷・こうなんちようひえだに

　　５２０-３３２２・滋賀県甲賀市甲南町深川・こうなんちようふかわ



　　５２０-３３２３・滋賀県甲賀市甲南町深川市場・こうなんちようふかわいちはﾞ

　　５２０-３３２５・滋賀県甲賀市甲南町宝木・こうなんちようほうのき

　　５２０-３３２４・滋賀県甲賀市甲南町森尻・こうなんちようもりしり

　　５２０-３３１１・滋賀県甲賀市甲南町竜法師・ こうなんちようりゆうほﾞうじ

　　５２９-１８１１・滋賀県甲賀市信楽町江田・しがらきちようえだ

　　５２９-１８３３・滋賀県甲賀市信楽町小川・しがらきちようおがわ

　　５２９-１８３２・滋賀県甲賀市信楽町小川出・しがらきちようおがわで

　　５２９-１８４１・滋賀県甲賀市信楽町上朝宮・しがらきちようかみあさみや

　　５２９-１８０２・滋賀県甲賀市信楽町黄瀬・しがらきちようきのせ

　　５２９-１８１２・滋賀県甲賀市信楽町神山・しがらきちようこうやま

　　５２９-１８４２・滋賀県甲賀市信楽町下朝宮・しがらきちようしもあさみや

　　５２９-１８３４・滋賀県甲賀市信楽町杉山・しがらきちようすぎやま

　　５２９-１８１４・滋賀県甲賀市信楽町田代・しがらきちようたしろ

　　５２９-１８２１・滋賀県甲賀市信楽町多羅尾・しがらきちようたらお

　　５２９-１８０４・滋賀県甲賀市信楽町勅旨・ しがらきちようちよくじ

　　５２９-１８３５・滋賀県甲賀市信楽町中野・しがらきちようなかの

　　５２９-１８５１・滋賀県甲賀市信楽町長野・しがらきちようながの

　　５２９-１８３１・滋賀県甲賀市信楽町西・ しがらきちようにじ

　　５２９-１８１３・滋賀県甲賀市信楽町畑・しがらきちようはた

　　５２９-１８３６・滋賀県甲賀市信楽町柞原・しがらきちようほそはら

　　５２９-１８０３・滋賀県甲賀市信楽町牧・しがらきちようまき

　　５２９-１８４３・滋賀県甲賀市信楽町宮尻・しがらきちようみやじり

　　５２９-１８０１・滋賀県甲賀市信楽町宮町・しがらきちようみやまち

　　５２８-０２０４・滋賀県甲賀市土山町山女原・つちやまちようあけびはら

　　５２８-０２０２・滋賀県甲賀市土山町鮎河・つちやまちようあゆかわ

　　５２８-０２３３・滋賀県甲賀市土山町市場・つちやまちよういちはﾞ

　　５２８-０２０７・滋賀県甲賀市土山町猪鼻・つちやまちよういのはな

　　５２８-０２０１・滋賀県甲賀市土山町大河原・つちやまちようおおかわら

　　５２８-０２１３・滋賀県甲賀市土山町大澤・つちやまちようおおざわ

　　５２８-０２２１・滋賀県甲賀市土山町青土・つちやまちようおおつﾞち

　　５２８-０２３５・滋賀県甲賀市土山町大野・つちやまちようおおの

　　５２８-０２１１・滋賀県甲賀市土山町北土山・つちやまちようきたつちやま

　　５２８-０２０８・滋賀県甲賀市土山町黒川・つちやまちようくろかわ

　　５２８-０２０３・滋賀県甲賀市土山町黒滝・つちやまちようくろたき

　　５２８-０２２３・滋賀県甲賀市土山町瀬ノ音・つちやまちようせのおと

　　５２８-０２０５・滋賀県甲賀市土山町笹路・つちやまちようそそろ

　　５２８-０２３４・滋賀県甲賀市土山町徳原・つちやまちようとくはら

　　５２８-０２３１・滋賀県甲賀市土山町頓宮・つちやまちようとんぐう

　　５２８-０２２４・滋賀県甲賀市土山町野上野・つちやまちようのがみの

　　５２８-０２２２・滋賀県甲賀市土山町平子・つちやまちようひらこ

　　５２８-０２３２・滋賀県甲賀市土山町前野・つちやまちようまえの

　　５２８-０２１２・滋賀県甲賀市土山町南土山・つちやまちようみなみつちやま

　　５２８-０２０６・滋賀県甲賀市土山町山中・つちやまちようやまなか

　　５２８-００１２・滋賀県甲賀市水口町暁・みなくちちようあかつき

　　５２８-００７１・滋賀県甲賀市水口町秋葉・みなくちちようあきはﾞ

　　５２８-００７２・滋賀県甲賀市水口町朝日が丘・みなくちちようあさひがおか

　　５２８-００３３・滋賀県甲賀市水口町綾野・みなくちちようあやの

　　５２８-００５６・滋賀県甲賀市水口町泉・みなくちちよういずみ

　　５２８-０００２・滋賀県甲賀市水口町今郷・みなくちちよういまごう

　　５２８-００４７・滋賀県甲賀市水口町岩坂・みなくちちよういわさか

　　５２８-００５５・滋賀県甲賀市水口町植・みなくちちよううえ

　　５２８-００５２・滋賀県甲賀市水口町宇川・みなくちちよううかわ

　　５２８-００４５・滋賀県甲賀市水口町牛飼・みなくちちよううしかい

　　５２８-００５３・滋賀県甲賀市水口町宇田・みなくちちよううつた

　　５２８-００２２・滋賀県甲賀市水口町梅が丘・みなくちちよううめがおか

　　５２８-００６５・滋賀県甲賀市水口町春日・みなくちちようかすが

　　５２８-０００４・滋賀県甲賀市水口町嶬峨・みなくちちようぎか

　　５２８-００５８・滋賀県甲賀市水口町北泉・みなくちちようきたいずみ

　　５２８-００５１・滋賀県甲賀市水口町北内貴・みなくちちようきたないき

　　５２８-００５７・滋賀県甲賀市水口町北脇・みなくちちようきたわき

　　５２８-００４９・滋賀県甲賀市水口町貴生川・みなくちちようきぶかわ

　　５２８-００１７・滋賀県甲賀市水口町京町・みなくちちようきようまち

　　５２８-００７３・滋賀県甲賀市水口町古城が丘・みなくちちようこじようがおか

　　５２８-００５４・滋賀県甲賀市水口町酒人・みなくちちようさこうど

　　５２８-００６１・滋賀県甲賀市水口町笹が丘・みなくちちようささがおか

　　５２８-００６２・滋賀県甲賀市水口町さつきが丘・みなくちちようさつきがおか

　　５２８-００４６・滋賀県甲賀市水口町三大寺・みなくちちようさんだいじ

　　５２８-００４０・滋賀県甲賀市水口町三本柳・みなくちちようさんほﾞんやなぎ

　　５２８-００６３・滋賀県甲賀市水口町下山・みなくちちようしもやま

　　５２８-００１５・滋賀県甲賀市水口町松栄・みなくちちようしようえい



　　５２８-００２８・滋賀県甲賀市水口町城東・みなくちちようじようとう

　　５２８-００２７・滋賀県甲賀市水口町城内・みなくちちようじようない

　　５２８-０００７・滋賀県甲賀市水口町新城・みなくちちようしんじよう

　　５２８-００３８・滋賀県甲賀市水口町新町・みなくちちようしんまち

　　５２８-００１６・滋賀県甲賀市水口町神明・みなくちちようしんめい

　　５２８-００４３・滋賀県甲賀市水口町杣中・みなくちちようそまなか

　　５２８-００１１・滋賀県甲賀市水口町高塚・みなくちちようたかつか

　　５２８-００４８・滋賀県甲賀市水口町高山・みなくちちようたかやま

　　５２８-０００１・滋賀県甲賀市水口町中畑・みなくちちようなかはた

　　５２８-００２４・滋賀県甲賀市水口町中邸・みなくちちようなかやしき

　　５２８-００３５・滋賀県甲賀市水口町名坂・みなくちちようなさか

　　５２８-００２５・滋賀県甲賀市水口町西林口・みなくちちようにしはやしぐち

　　５２８-００３４・滋賀県甲賀市水口町日電・みなくちちようにちでん

　　５２８-００２１・滋賀県甲賀市水口町八光・みなくちちようはつこう

　　５２８-００６６・滋賀県甲賀市水口町八田・みなくちちようはつた

　　５２８-００６４・滋賀県甲賀市水口町伴中山・みなくちちようはﾞんなかやま

　　５２８-００３６・滋賀県甲賀市水口町東名坂・みなくちちようひがしなさか

　　５２８-００２６・滋賀県甲賀市水口町東林口・みなくちちようひがしはやしぐち

　　５２８-００６８・滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘・みなくちちようひのきがおか

　　５２８-００３１・滋賀県甲賀市水口町本町・みなくちちようほんまち

　　５２８-００２３・滋賀県甲賀市水口町本丸・みなくちちようほんまる

　　５２８-００７４・滋賀県甲賀市水口町松尾・みなくちちようまつお

　　５２８-００２０・滋賀県甲賀市水口町的場・みなくちちようまとはﾞ

　　５２８-０００５・滋賀県甲賀市水口町水口・みなくちちようみなくち

　　５２８-００２９・滋賀県甲賀市水口町南林口・みなくちちようみなみはやしぐち

　　５２８-００１３・滋賀県甲賀市水口町宮の前・みなくちちようみやのまえ

　　５２８-００４１・滋賀県甲賀市水口町虫生野・みなくちちようむしようの

　　５２８-００４２・滋賀県甲賀市水口町虫生野中央・みなくちちようむしようのちゆうおう

　　５２８-００６９・滋賀県甲賀市水口町虫生野虹の町・みなくちちようむしようのにじのまち

　　５２８-００３７・滋賀県甲賀市水口町本綾野・みなくちちようもとあやの

　　５２８-０００６・滋賀県甲賀市水口町元町・みなくちちようもとまち

　　５２８-００３２・滋賀県甲賀市水口町八坂・みなくちちようやさか

　　５２８-００６７・滋賀県甲賀市水口町山・みなくちちようやま

　　５２８-００４４・滋賀県甲賀市水口町山上・みなくちちようやまがみ

　　５２８-００１４・滋賀県甲賀市水口町鹿深・みなくちちようろくしん

　　５２８-０００３・滋賀県甲賀市水口町和野・みなくちちようわの

　　５２０-２３００・滋賀県野洲市 ・以下に不掲載・いかにふけいさい, 

　　５２４-０２０２・滋賀県野洲市菖蒲・ああわじ,,

　　５２０-２４１１・滋賀県野洲市安治・ やめ

　　５２０-２３６２・滋賀県野洲市市三宅・いちみやけ, 

　　５２０-２４１４・滋賀県野洲市井口・いのくち,

　　５２０-２３１２・滋賀県野洲市入町・いりまち, 

　　５２０-２３２４・滋賀県野洲市近江富士・おうみふじ, 

　　５２０-２３１３・滋賀県野洲市大篠原・おおしのはら, 

　　５２０-２３４３・滋賀県野洲市大畑・おおはた, 

　　５２０-２４３５・滋賀県野洲市乙窪・おちくほﾞ, 

　　５２０-２３１６・滋賀県野洲市上屋・かみや, 

　　５２４-０２０３・ 滋賀県野洲市喜合・きごう,

　　５２０-２３０５・滋賀県野洲市北・きた, 

　　５２０-２３２１・滋賀県野洲市北桜・きたざくら, 

　　５２０-２３６１・滋賀県野洲市北野・きたの, 

　　５２０-２４３６・滋賀県野洲市北比江・きたひえ, 

　　５２０-２４３１・滋賀県野洲市木部・きべ, 

　　５２０-２３５３・滋賀県野洲市久野部・くのべ, 

　　５２０-２３３１・滋賀県野洲市小篠原・こしのはら, 

　　５２０-２４２４・滋賀県野洲市五条・ごじよう, 

　　５２０-２３１４・滋賀県野洲市小堤・こつﾞつみ, 

　　５２０-２３６４・滋賀県野洲市五之里・ごのり, 

　　５２０-２４３７・滋賀県野洲市小比江・こびえ, 

　　５２０-２３０１・滋賀県野洲市小南・こみなみ, 

　　５２０-２３３３・滋賀県野洲市栄・さかえ, 

　　５２０-２４１７・滋賀県野洲市下堤・しもつﾞつみ, 

　　５２０-２４１５・滋賀県野洲市須原・すわら, 

　　５２０-２３０２・滋賀県野洲市高木・たかぎ, 

　　５２０-２３６５・滋賀県野洲市竹ヶ丘・たけがおか, 

　　５２０-２３６３・滋賀県野洲市竹生・たけじよう, 

　　５２０-２３１５・滋賀県野洲市辻町・つじまち, 

　　５２０-２４１６・滋賀県野洲市堤・つつみ, 

　　５２０-２３５１・滋賀県野洲市冨波甲とはﾞこう, ・

　　５２０-２３５２・滋賀県野洲市冨波乙・とはﾞおつ, 



　　５２０-２３０３・滋賀県野洲市中北・なかきた, 

　　５２０-２３１１・滋賀県野洲市長島・ながしま, 

　　５２０-２３０４・滋賀県野洲市永原・ながはら, 

　　５２０-２４２３・滋賀県野洲市西河原・にしがわら, 

　　５２０-２４２１・滋賀県野洲市野田・のだ, 

　　５２０-２４３４・滋賀県野洲市比江・ひえ, 

　　５２０-２４２２・滋賀県野洲市比留田・ひるた, 

　　５２０-２３２３・滋賀県野洲市三上・みかみ, 

　　５２０-２３２２・滋賀県野洲市南桜・みなみざくら, 

　　５２０-２３３２・滋賀県野洲市妙光寺・みようこうじ, 

　　５２０-２４３２・滋賀県野洲市虫生・むしゆう, 

　　５２０-２３４２・滋賀県野洲市野洲・やす, 

　　５２０-２４３３・滋賀県野洲市八夫・やぶ, 

　　５２０-２３４１・滋賀県野洲市行畑・ゆきはた, 

　　５２４-０２０１・滋賀県野洲市吉川・よしかわ, 

　　５２０-２４１３・滋賀県野洲市吉地・よしじ, 

　　５２０-２４１２・滋賀県野洲市六条・ろくじよう, 

　　５２０-３２００・滋賀県湖南市, ・以下に不掲載・ いかにふけいさい, 

　　５２０-３２５１・滋賀県湖南市朝国・ あさくに, 

　　５２０-３１１６・滋賀県湖南市雨山・ あめやま,

　　５２０-３１０１・滋賀県湖南市石部・ いしべ, 

　　５２０-３１０９・滋賀県湖南市石部が丘・ いしべがおか, 

　　５２０-３１１３・滋賀県湖南市石部北・ いしべきた, 

　　５２０-３１１４・滋賀県湖南市石部口・ いしべぐち, 

　　５２０-３１０６・滋賀県湖南市石部中央・ いしべちゆうおう, 

　　５２０-３１０５・滋賀県湖南市石部西・ いしべにし,

　　５２０-３１０７・滋賀県湖南市石部東・ いしべひがじ,

　　５２０-３１１５・滋賀県湖南市石部緑台・ いしべみどりだい, 

　　５２０-３１０８・滋賀県湖南市石部南・ いしべみなみ, 

　　５２０-３２５２・滋賀県湖南市岩根・ いわね, 

　　５２０-３２５４・滋賀県湖南市岩根中央・ いわねちゆうおう, 

　　５２０-３２１４・滋賀県湖南市梅影町・ うめかげちよう, 

　　５２０-３２４５・滋賀県湖南市近江台・ おうみだい, 

　　５２０-３２１３・滋賀県湖南市大池町・ おおいけちよう, 

　　５２０-３１０４・滋賀県湖南市岡出・ おかで, 

　　５２０-３２４１・滋賀県湖南市北山台・ きたやまだい, 

　　５２０-３２３３・滋賀県湖南市柑子袋・ こうじぶくろ, 

　　５２０-３２３７・滋賀県湖南市柑子袋西・ こうじぶくろにじ,

　　５２０-３２３６・滋賀県湖南市柑子袋東・ こうじぶくろひがじ,

　　５２０-３２１２・滋賀県湖南市小砂町・ こすなちよう, 

　　５２０-３２４４・滋賀県湖南市サイドタウン・ さいどたうん, 

　　５２０-３２０１・滋賀県湖南市下田・ しもだ, 

　　５２０-３２５３・滋賀県湖南市正福寺・ しようふくじ, 

　　５２０-３２１１・滋賀県湖南市高松町・ たかまつちよう, 

　　５２０-３２３４・滋賀県湖南市中央・ ちゆうおう, 

　　５２０-３２２３・滋賀県湖南市夏見・ なつみ, 

　　５２０-３１２１・滋賀県湖南市西寺・ にしてら, 

　　５２０-３２０２・滋賀県湖南市西峰町・ にしみねちよう, 

　　５２０-３２３１・滋賀県湖南市針・ はり, 

　　５２０-３２０３・滋賀県湖南市日枝町・ ひえちよう, 

　　５２０-３２５５・滋賀県湖南市日枝山手台・ ひえやまてだい, 

　　５２０-３１１１・滋賀県湖南市東寺・ ひがしてら, 

　　５２０-３２３２・滋賀県湖南市平松・ ひらまつ, 

　　５２０-３２３５・滋賀県湖南市平松北・ ひらまつきた, 

　　５２０-３１０３・滋賀県湖南市宝来坂・ ほうらいざか, 

　　５２０-３２４２・滋賀県湖南市菩提寺・ ほﾞだいじ, 

　　５２０-３２４６・滋賀県湖南市菩提寺北・ ほﾞだいじきた, 

　　５２０-３２４８・滋賀県湖南市菩提寺西・ ほﾞだいじにじ,

　　５２０-３２４７・滋賀県湖南市菩提寺東・ ほﾞだいじひがじ,

　　５２０-３１１２・滋賀県湖南市丸山・ まるやま, 

　　５２０-３２２１・滋賀県湖南市三雲・ みくも, 

　　５２０-３２１５・滋賀県湖南市水戸町・ みとちよう, 

　　５２０-３１０２・滋賀県湖南市宮の森・ みやのもり, 

　　５２０-３２２２・滋賀県湖南市吉永・ よしなが, 

　　５２０-３２１６・滋賀県湖南市若竹町・ わかたけちよう, 

　　５２０-１１００・滋賀県高島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２０-１２２１・滋賀県高島市安曇川町青柳・あどがわちようあおやぎ

　　５２０-１２２４・滋賀県高島市安曇川町上小川・あどがわちようかみおがわ

　　５２０-１２０１・滋賀県高島市安曇川町上古賀・あどがわちようかみこが

　　５２０-１２３１・滋賀県高島市安曇川町川島・あどがわちようかわしま



　　５２０-１２３２・滋賀県高島市安曇川町北船木・あどがわちようきたふなき

　　５２０-１２１３・滋賀県高島市安曇川町五番領・あどがわちようごはﾞんりよう

　　５２０-１２２３・滋賀県高島市安曇川町下小川・あどがわちようしもおがわ

　　５２０-１２０２・滋賀県高島市安曇川町下古賀・あどがわちようしもこが

　　５２０-１２１４・滋賀県高島市安曇川町末広・あどがわちようすえひろ

　　５２０-１２１７・滋賀県高島市安曇川町田中・あどがわちようたなか

　　５２０-１２１６・滋賀県高島市安曇川町中央・あどがわちようちゆうおう

　　５２０-１２１１・滋賀県高島市安曇川町常磐木・あどがわちようときわぎ

　　５２０-１２０５・滋賀県高島市安曇川町長尾・あどがわちようながお

　　５２０-１２０４・滋賀県高島市安曇川町中野・あどがわちようなかの

　　５２０-１２１２・滋賀県高島市安曇川町西万木・あどがわちようにしゆるぎ

　　５２０-１２１５・滋賀県高島市安曇川町三尾里・あどがわちようみおざと

　　５２０-１２０３・滋賀県高島市安曇川町南古賀・あどがわちようみなみこが

　　５２０-１２３３・滋賀県高島市安曇川町南船木・あどがわちようみなみふなき

　　５２０-１２２２・滋賀県高島市安曇川町横江・あどがわちようよこえ

　　５２０-１２３５・滋賀県高島市安曇川町横江浜・あどがわちようよこえはま

　　５２０-１２３４・滋賀県高島市安曇川町四津川・あどがわちようよつがわ

　　５２０-１６４７・滋賀県高島市今津町天増川・いまつﾞちようあますがわ

　　５２０-１６２１・滋賀県高島市今津町今津・いまつﾞちよういまつﾞ

　　５２０-１６５４・滋賀県高島市今津町梅原・いまつﾞちよううめはら

　　５２０-１６３５・滋賀県高島市今津町大供・いまつﾞちようおおとも

　　５２０-１６３４・滋賀県高島市今津町大供大門・いまつﾞちようおおともだいもん

　　５２０-１６０２・滋賀県高島市今津町桂・いまつﾞちようかつら

　　５２０-１６１３・滋賀県高島市今津町上弘部・いまつﾞちようかみひろべ

　　５２０-１６５３・滋賀県高島市今津町岸脇・いまつﾞちようきしわき

　　５２０-１６４２・滋賀県高島市今津町北生見・いまつﾞちようきたうみ

　　５２０-１６０３・滋賀県高島市今津町北仰・いまつﾞちようきとげ

　　５２０-１６３２・滋賀県高島市今津町桜町・いまつﾞちようさくらまち

　　５２０-１６５１・滋賀県高島市今津町酒波・いまつﾞちようさなみ

　　５２０-１６１２・滋賀県高島市今津町下弘部・いまつﾞちようしもひろべ

　　５２０-１６３３・滋賀県高島市今津町松陽台・いまつﾞちようしようようだい

　　５２０-１６４６・滋賀県高島市今津町杉山・いまつﾞちようすぎやま

　　５２０-１６２３・滋賀県高島市今津町住吉・ いまつﾞちようすみよじ

　　５２０-１６４８・滋賀県高島市今津町角川・いまつﾞちようつのがわ

　　５２０-１６４４・滋賀県高島市今津町途中谷・いまつﾞちようとちゆうだに

　　５２０-１６２２・滋賀県高島市今津町中沼・いまつﾞちようなかぬま

　　５２０-１６３１・滋賀県高島市今津町名小路・いまつﾞちようなこじ

　　５２０-１６０４・滋賀県高島市今津町浜分・いまつﾞちようはまぶん

　　５２０-１６５５・滋賀県高島市今津町日置前・いまつﾞちようひおきまえ

　　５２０-１６１１・滋賀県高島市今津町弘川・いまつﾞちようひろかわ

　　５２０-１６０１・滋賀県高島市今津町深清水・いまつﾞちようふかしみず

　　５２０-１６５２・滋賀県高島市今津町福岡・いまつﾞちようふくおか

　　５２０-１６３６・滋賀県高島市今津町舟橋・ いまつﾞちようふなはﾞじ

　　５２０-１６４３・滋賀県高島市今津町保坂・いまつﾞちようほうざか

　　５２０-１６４１・滋賀県高島市今津町南生見・いまつﾞちようみなみうみ

　　５２０-１６０５・滋賀県高島市今津町南新保・いまつﾞちようみなみしんほﾞ

　　５２０-１６４５・滋賀県高島市今津町椋川・いまつﾞちようむくがわ

　　５２０-１６１４・滋賀県高島市今津町藺生・いまつﾞちようゆう

　　５２０-１１２２・滋賀県高島市鵜川・うかわ

　　５２０-１１３１・滋賀県高島市音羽・おとわ

　　５２０-１１２１・滋賀県高島市勝野・かつの

　　５２０-１１１１・滋賀県高島市鴨・かも

　　５２０-１１３３・滋賀県高島市鴨川平・かもがわだいら

　　５２０-１４５１・滋賀県高島市朽木麻生・くつきあそう

　　５２０-１４１１・滋賀県高島市朽木荒川・くつきあらかわ

　　５２０-１４０１・滋賀県高島市朽木市場・くつきいちはﾞ

　　５２０-１４２１・滋賀県高島市朽木岩瀬・くつきいわせ

　　５２０-１４１３・滋賀県高島市朽木上野・くつきうえの

　　５２０-１４５３・滋賀県高島市朽木雲洞谷・くつきうとうだに

　　５２０-１４４２・滋賀県高島市朽木生杉・くつきおいすぎ

　　５２０-１４２３・滋賀県高島市朽木大野・くつきおおの

　　５２０-１４４３・滋賀県高島市朽木小入谷・くつきおにゆうだに

　　５２０-１４１５・滋賀県高島市朽木柏・くつきかせ

　　５２０-１４５５・滋賀県高島市朽木木地山・くつききじやま

　　５２０-１４３３・滋賀県高島市朽木桑原・くつきくわはﾞら

　　５２０-１４３１・滋賀県高島市朽木小川・くつきこがわ

　　５２０-１４５２・滋賀県高島市朽木地子原・くつきじしはら

　　５２０-１４２５・滋賀県高島市朽木栃生・くつきとちゆう

　　５２０-１４４４・滋賀県高島市朽木中牧・くつきなかまき

　　５２０-１４５４・滋賀県高島市朽木能家・くつきのうげ



　　５２０-１４１２・滋賀県高島市朽木野尻・くつきのじり

　　５２０-１４２２・滋賀県高島市朽木古川・くつきふるかわ

　　５２０-１４４１・滋賀県高島市朽木古屋・くつきふるや

　　５２０-１４３２・滋賀県高島市朽木平良・くつきへら

　　５２０-１４１４・滋賀県高島市朽木宮前坊・くつきみやまえほﾞう

　　５２０-１４２４・滋賀県高島市朽木村井・くつきむらい

　　５２０-１１４３・滋賀県高島市黒谷・くろだに

　　５２０-１１４２・滋賀県高島市鹿ケ瀬・ししがせ

　　５２０-１１２３・滋賀県高島市城山台・しろやまだい

　　５２０-１５３１・滋賀県高島市新旭町饗庭・しんあさひちようあいはﾞ

　　５２０-１５０１・滋賀県高島市新旭町旭・しんあさひちようあさひ

　　５２０-１５１２・滋賀県高島市新旭町太田・しんあさひちようおおた

　　５２０-１５２１・滋賀県高島市新旭町北畑・しんあさひちようきたはﾞた

　　５２０-１５３２・滋賀県高島市新旭町熊野本・しんあさひちようくまのもと

　　５２０-１５２２・滋賀県高島市新旭町新庄・しんあさひちようしんじよう

　　５２０-１５０２・滋賀県高島市新旭町針江・しんあさひちようはりえ

　　５２０-１５０３・滋賀県高島市新旭町深溝・しんあさひちようふかみぞ

　　５２０-１５３３・滋賀県高島市新旭町安井川・しんあさひちようやすいがわ

　　５２０-１５１１・滋賀県高島市新旭町藁園・しんあさひちようわらその

　　５２０-１１４１・滋賀県高島市高島・たかしま

　　５２０-１１１２・滋賀県高島市永田・ながた

　　５２０-１１０２・滋賀県高島市野田・のだ

　　５２０-１１３２・滋賀県高島市拝戸・はいど

　　５２０-１１４４・滋賀県高島市畑・はた

　　５２０-１８０１・滋賀県高島市マキノ町在原・まきのちようありはら

　　５２０-１８３５・滋賀県高島市マキノ町石庭・まきのちよういしはﾞ

　　５２０-１８０４・滋賀県高島市マキノ町浦・まきのちよううら

　　５２０-１８２４・滋賀県高島市マキノ町大沼・まきのちようおおぬま

　　５２０-１８１１・滋賀県高島市マキノ町海津・まきのちようかいつﾞ

　　５２０-１８３１・滋賀県高島市マキノ町上開田・まきのちようかみかいで

　　５２０-１８０３・滋賀県高島市マキノ町小荒路・まきのちようこあらじ

　　５２０-１８２１・滋賀県高島市マキノ町沢・まきのちようさわ

　　５２０-１８０５・滋賀県高島市マキノ町下・まきのちようしも

　　５２０-１８３２・滋賀県高島市マキノ町下開田・まきのちようしもかいで

　　５２０-１８３７・滋賀県高島市マキノ町白谷・まきのちようしらたに

　　５２０-１８２２・滋賀県高島市マキノ町新保・まきのちようしんほﾞ

　　５２０-１８１３・滋賀県高島市マキノ町高木浜・まきのちようたかぎはま

　　５２０-１８１４・滋賀県高島市マキノ町知内・まきのちようちない

　　５２０-１８２６・滋賀県高島市マキノ町辻・まきのちようつじ

　　５２０-１８３４・滋賀県高島市マキノ町寺久保・まきのちようてらくほﾞ

　　５２０-１８２３・滋賀県高島市マキノ町中庄・まきのちようなかしよう

　　５２０-１８１２・滋賀県高島市マキノ町西浜・まきのちようにしはま

　　５２０-１８０２・滋賀県高島市マキノ町野口・まきのちようのぐち

　　５２０-１８３３・滋賀県高島市マキノ町蛭口・まきのちようひるぐち

　　５２０-１８３６・滋賀県高島市マキノ町牧野・まきのちようまきの

　　５２０-１８２５・滋賀県高島市マキノ町森西・ まきのちようもりにじ

　　５２０-１８０６・滋賀県高島市マキノ町山中・まきのちようやまなか

　　５２０-１１０３・滋賀県高島市宮野・みやの

　　５２０-１１０１・滋賀県高島市武曽横山・むそよこやま

　　５２７-００００・滋賀県東近江市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２７-０１６６・滋賀県東近江市愛東外町・あいとうとのちよう

　　５２７-０２３２・滋賀県東近江市青野町・あおのちよう

　　５２７-００３９・滋賀県東近江市青葉町・あおはﾞちよう

　　５２７-０１６４・滋賀県東近江市青山町・あおやまちよう

　　５２１-１２０２・滋賀県東近江市阿弥陀堂町・あみだどうちよう

　　５２７-０１１３・滋賀県東近江市池庄町・いけしようちよう

　　５２７-００５４・滋賀県東近江市池田町・いけだちよう

　　５２７-０１７１・滋賀県東近江市池之尻町・いけのしりちよう

　　５２７-０２２２・滋賀県東近江市池之脇町・いけのわきちよう

　　５２７-０２２７・滋賀県東近江市石谷町・いしだにちよう

　　５２９-１５０１・滋賀県東近江市石塔町・いしどうちよう

　　５２７-０１５１・滋賀県東近江市市ケ原町・いちがはらちよう

　　５２９-１５３３・滋賀県東近江市市子沖町・いちこおきちよう

　　５２９-１５３１・滋賀県東近江市市子川原町・いちこかわらちよう

　　５２９-１５３７・滋賀県東近江市市子殿町・いちことのちよう

　　５２９-１５３２・滋賀県東近江市市子松井町・いちこまついちよう

　　５２７-００７４・滋賀県東近江市市辺町・いちのべちよう

　　５２７-０２２４・滋賀県東近江市市原野町・いちはらのちよう

　　５２７-０２２６・滋賀県東近江市一式町・いつしきちよう

　　５２９-１５６１・滋賀県東近江市稲垂町・いなたりちよう



　　５２１-１２２３・滋賀県東近江市猪子町・いのこちよう

　　５２１-１２３５・滋賀県東近江市伊庭町・いはﾞちよう

　　５２７-０２１６・滋賀県東近江市茨川町・いはﾞらがわちよう

　　５２７-０１０７・滋賀県東近江市今在家町・いまざいけちよう

　　５２７-００１６・滋賀県東近江市今崎町・いまさきちよう

　　５２７-００５３・滋賀県東近江市今代町・いまだいちよう

　　５２１-１２１１・滋賀県東近江市今町・いまちよう

　　５２７-００７１・滋賀県東近江市今堀町・いまほﾞりちよう

　　５２７-０１６２・滋賀県東近江市妹町・いもとちよう

　　５２９-１５２２・滋賀県東近江市鋳物師町・いものしちよう

　　５２７-０１５６・滋賀県東近江市上中野町・うえなかのちよう

　　５２７-０１７５・滋賀県東近江市梅林町・うめはﾞやしちよう

　　５２７-００５５・滋賀県東近江市瓜生津町・うりうつﾞちよう

　　５２７-０２１１・滋賀県東近江市永源寺相谷町・えいげんじあいだにちよう

　　５２７-０２１２・滋賀県東近江市永源寺高野町・えいげんじたかのちよう

　　５２７-０１１４・滋賀県東近江市大沢町・おおざわちよう

　　５２７-０１２６・滋賀県東近江市大清水町・おおしゆうずちよう

　　５２９-１５１２・滋賀県東近江市大塚町・おおつかちよう

　　５２７-０１７４・滋賀県東近江市大萩町・おおはぎちよう

　　５２７-０１５５・滋賀県東近江市大林町・おおはﾞやしちよう

　　５２７-００６３・滋賀県東近江市大森町・おおもりちよう

　　５２７-００５７・滋賀県東近江市岡田町・おかだちよう

　　５２１-１２０４・滋賀県東近江市小川町・おがわちよう

　　５２７-００３４・滋賀県東近江市沖野・おきの

　　５２７-０１６５・滋賀県東近江市小倉町・おぐらちよう

　　５２７-０１２２・滋賀県東近江市長町・おさちよう

　　５２１-１２４１・滋賀県東近江市乙女浜町・おとめはまちよう

　　５２７-００９１・滋賀県東近江市小脇町・おわきちよう

　　５２１-１２２１・滋賀県東近江市垣見町・かきみちよう

　　５２７-００８３・滋賀県東近江市柏木町・かしわぎちよう

　　５２７-００３２・滋賀県東近江市春日町・かすがちよう

　　５２９-１５６６・滋賀県東近江市葛巻町・かずらまきちよう

　　５２９-１５０３・滋賀県東近江市綺田町・かはﾞたちよう

　　５２９-１５２３・滋賀県東近江市上麻生町・かみあそうちよう

　　５２７-００６２・滋賀県東近江市上大森町・かみおおもりちよう

　　５２７-０１７３・滋賀県東近江市上岸本町・かみぎしもとちよう

　　５２９-１５３５・滋賀県東近江市上南町・かみなちよう

　　５２７-００８２・滋賀県東近江市上羽田町・かみはねだちよう

　　５２７-００８６・滋賀県東近江市上平木町・かみひらぎちよう

　　５２７-０２２１・滋賀県東近江市上二俣町・かみふたまたちよう

　　５２７-０１４２・滋賀県東近江市上山町・かみやまちよう

　　５２９-１５１４・滋賀県東近江市蒲生大森町・がもうおおもりちよう

　　５２９-１５２１・滋賀県東近江市蒲生岡本町・がもうおかもとちよう

　　５２９-１５０４・滋賀県東近江市蒲生寺町・がもうてらまち

　　５２９-１５４１・滋賀県東近江市蒲生堂町・かもうどうちよう

　　５２７-０２０８・滋賀県東近江市萱尾町・かやおちよう

　　５２９-１５７１・滋賀県東近江市川合町・かわいちよう

　　５２７-００４１・滋賀県東近江市川合寺町・かわいでらちよう

　　５２１-１２０３・滋賀県東近江市川南町・かわみなみちよう

　　５２７-０１０１・滋賀県東近江市祇園町・ぎおんちよう

　　５２７-０１４５・滋賀県東近江市北坂町・きたさかちよう

　　５２７-０１２９・滋賀県東近江市北清水町・きたしゆうずちよう

　　５２１-１２３２・滋賀県東近江市北須田町・きたすだちよう

　　５２７-０１１１・滋賀県東近江市北花沢町・きたはなざわちよう

　　５２７-０１３８・滋賀県東近江市北菩提寺町・きたほﾞだいじちよう

　　５２１-１２３４・滋賀県東近江市きぬがさ町・きぬがさちよう

　　５２７-０２０２・滋賀県東近江市君ケ畑町・きみがはたちよう

　　５２９-１５６２・滋賀県東近江市木村町・きむらちよう

　　５２７-０２０５・滋賀県東近江市黄和田町・きわだちよう

　　５２７-０２１５・滋賀県東近江市九居瀬町・くいぜちよう

　　５２１-１２４３・滋賀県東近江市栗見新田町・くりみしんでんちよう

　　５２１-１２４５・滋賀県東近江市栗見出在家町・くりみでざいけちよう

　　５２７-０１２１・滋賀県東近江市小池町・こいけちよう

　　５２７-００９２・滋賀県東近江市小今町・こいまちよう

　　５２７-０２１４・滋賀県東近江市甲津畑町・こうつﾞはたちよう

　　５２９-１５３６・滋賀県東近江市合戸町・ごうどちよう

　　５２９-１４２５・滋賀県東近江市五個荘石川町・ごかしよういしかわちよう

　　５２９-１４４４・滋賀県東近江市五個荘石塚町・ごかしよういしつﾞかちよう

　　５２９-１４０１・滋賀県東近江市五個荘石馬寺町・ごかしよういしはﾞじちよう

　　５２９-１４３５・滋賀県東近江市五個荘伊野部町・ごかしよういのべちよう



　　５２９-１４２３・滋賀県東近江市五個荘奥町・ごかしようおくちよう

　　５２９-１４２２・滋賀県東近江市五個荘小幡町・ごかしようおはﾞたちよう

　　５２９-１４１１・滋賀県東近江市五個荘河曲町・ごかしようかまがりちよう

　　５２９-１４４１・滋賀県東近江市五個荘川並町・ごかしようかわなみちよう

　　５２９-１４４３・滋賀県東近江市五個荘北町屋町・ごかしようきたまちやちよう

　　５２９-１４３３・滋賀県東近江市五個荘木流町・ごかしようきながせちよう

　　５２９-１４１５・滋賀県東近江市五個荘五位田町・ごかしようごいでちよう

　　５２９-１４０５・滋賀県東近江市五個荘金堂町・ごかしようこんどうちよう

　　５２９-１４０２・滋賀県東近江市五個荘七里町・ごかしようしちりちよう

　　５２９-１４４５・滋賀県東近江市五個荘清水鼻町・ごかしようしみずはなちよう

　　５２９-１４３２・滋賀県東近江市五個荘新堂町・ごかしようしんどうちよう

　　５２９-１４２１・滋賀県東近江市五個荘竜田町・ごかしようたつたちよう

　　５２９-１４４２・滋賀県東近江市五個荘塚本町・ごかしようつかもとちよう

　　５２９-１４１４・滋賀県東近江市五個荘中町・ごかしようなかちよう

　　５２９-１４０３・滋賀県東近江市五個荘日吉町・ごかしようひよしちよう

　　５２９-１４３４・滋賀県東近江市五個荘平阪町・ごかしようひらさかちよう

　　５２９-１４２４・滋賀県東近江市五個荘三俣町・ごかしようみつまたちよう

　　５２９-１４１３・滋賀県東近江市五個荘簗瀬町・ごかしようやなぜちよう

　　５２９-１４３１・滋賀県東近江市五個荘山本町・ごかしようやまもとちよう

　　５２９-１４１２・滋賀県東近江市五個荘和田町・ごかしようわだちよう

　　５２７-０１２５・滋賀県東近江市小田苅町・こたかりちよう

　　５２７-００４４・滋賀県東近江市五智町・ごちちよう

　　５２７-０１０８・滋賀県東近江市小八木町・こやぎちよう

　　５２７-００３１・滋賀県東近江市幸町・さいわいちよう

　　５２７-００２７・滋賀県東近江市栄町・さかえまち

　　５２９-１５７２・滋賀県東近江市桜川西町・さくらがわにしちよう

　　５２９-１５１１・滋賀県東近江市桜川東町・さくらがわひがしちよう

　　５２１-１２１５・滋賀県東近江市佐生町・さそちよう

　　５２１-１２２２・滋賀県東近江市佐野町・さのちよう

　　５２７-０２０９・滋賀県東近江市佐目町・さめちよう

　　５２７-００６４・滋賀県東近江市尻無町・しなしちよう

　　５２７-００６７・滋賀県東近江市芝原町・しはﾞはらちよう

　　５２７-００６６・滋賀県東近江市柴原南町・しはﾞはらみなみちよう

　　５２９-１５２４・滋賀県東近江市下麻生町・しもあそうちよう

　　５２７-０１３２・滋賀県東近江市下一色町・しもいしきちよう

　　５２７-０１２４・滋賀県東近江市下岸本町・しもぎしもとちよう

　　５２７-０１１５・滋賀県東近江市下里町・しもざとちよう

　　５２７-０１５７・滋賀県東近江市下中野町・しもなかのちよう

　　５２７-００８５・滋賀県東近江市下羽田町・しもはねだちよう

　　５２７-００６５・滋賀県東近江市下二俣町・しもふたまたちよう

　　５２７-０１２８・滋賀県東近江市清水中町・しゆうずなかちよう

　　５２７-０１３１・滋賀県東近江市勝堂町・しようどうちよう

　　５２７-００１７・滋賀県東近江市昭和町・しようわちよう

　　５２１-１２０１・滋賀県東近江市新宮町・しんぐうちよう

　　５２１-１２１３・滋賀県東近江市神郷町・じんごうちよう

　　５２７-０２２５・滋賀県東近江市新出町・しんでちよう

　　５２７-００４３・滋賀県東近江市神田町・じんでんちよう

　　５２９-１５３４・滋賀県東近江市鈴町・すずちよう

　　５２７-００３８・滋賀県東近江市聖徳町・せいとくちよう

　　５２７-００３６・滋賀県東近江市聖和町・せいわちよう

　　５２７-０１０６・滋賀県東近江市僧坊町・そうほﾞうちよう

　　５２７-０１６３・滋賀県東近江市曽根町・そねちよう

　　５２７-０１５４・滋賀県東近江市園町・そのちよう

　　５２７-０１５２・滋賀県東近江市大覚寺町・だいかくじちよう

　　５２１-１２０５・滋賀県東近江市躰光寺町・たいこうじちよう

　　５２９-１５１３・滋賀県東近江市田井町・たいちよう

　　５２１-１２４４・滋賀県東近江市大中町・だいなかちよう

　　５２７-０２２３・滋賀県東近江市高木町・たかぎちよう

　　５２７-０２０７・滋賀県東近江市蓼畑町・たてはたちよう

　　５２７-０００２・滋賀県東近江市建部上中町・たてべかみなかちよう

　　５２７-０００７・滋賀県東近江市建部瓦屋寺町・たてべかわらやじちよう

　　５２７-０００３・滋賀県東近江市建部北町・たてべきたちよう

　　５２７-０００４・滋賀県東近江市建部堺町・たてべさかいちよう

　　５２７-０００１・滋賀県東近江市建部下野町・たてべしものちよう

　　５２７-０００６・滋賀県東近江市建部日吉町・たてべひよしちよう

　　５２７-０００５・滋賀県東近江市建部南町・たてべみなみちよう

　　５２１-１２１２・滋賀県東近江市種町・たねちよう

　　５２１-１２１４・滋賀県東近江市長勝寺町・ちようしようじちよう

　　５２７-００５２・滋賀県東近江市寺町・てらちよう

　　５２７-００６１・滋賀県東近江市土器町・どきちよう



　　５２７-００４２・滋賀県東近江市外町・とのちよう

　　５２９-１５６５・滋賀県東近江市外原町・とのはらちよう

　　５２７-０１３３・滋賀県東近江市中一色町・なかいしきちよう

　　５２７-０１２３・滋賀県東近江市中岸本町・なかぎしもとちよう

　　５２７-０１０５・滋賀県東近江市中里町・なかざとちよう

　　５２７-０１６１・滋賀県東近江市中戸町・なかとちよう

　　５２７-００１５・滋賀県東近江市中野町・なかのちよう

　　５２７-００８４・滋賀県東近江市中羽田町・なかはねだちよう

　　５２７-００４５・滋賀県東近江市中小路町・なこおじちよう

　　５２７-０１７２・滋賀県東近江市鯰江町・なまずえちよう

　　５２７-００１４・滋賀県東近江市西中野町・にしなかのちよう

　　５２７-０１３７・滋賀県東近江市西菩提寺町・にしほﾞだいじちよう

　　５２７-０２２８・滋賀県東近江市如来町・によらいちよう

　　５２７-００９３・滋賀県東近江市糠塚町・ぬかつﾞかちよう

　　５２７-００７２・滋賀県東近江市布引台・ぬのびきだい

　　５２７-００７６・滋賀県東近江市野口町・のぐちちよう

　　５２１-１２３１・滋賀県東近江市能登川町・のとがわちよう

　　５２７-００４７・滋賀県東近江市野村町・のむらちよう

　　５２７-００５１・滋賀県東近江市林田町・はやしだちよう

　　５２１-１２２４・滋賀県東近江市林町・はやしちよう

　　５２７-００３７・滋賀県東近江市東今崎町・ひがしいまさきちよう

　　５２７-００３３・滋賀県東近江市東沖野・ひがしおきの

　　５２７-００１３・滋賀県東近江市東中野町・ひがしなかのちよう

　　５２７-００３５・滋賀県東近江市ひばり丘町・ひはﾞりおかちよう

　　５２７-０１４１・滋賀県東近江市百済寺甲町・ひやくさいじこうちよう

　　５２７-０１４４・滋賀県東近江市百済寺町・ひやくさいじちよう

　　５２７-０１４３・滋賀県東近江市百済寺本町・ひやくさいじほんまち

　　５２７-０１５３・滋賀県東近江市平尾町・ひらおちよう

　　５２７-００８７・滋賀県東近江市平田町・ひらたちよう

　　５２９-１５０２・滋賀県東近江市平林町・ひらはﾞやしちよう

　　５２７-０１３４・滋賀県東近江市平松町・ひらまつちよう

　　５２７-０１０２・滋賀県東近江市平柳町・ひらやなぎちよう

　　５２７-０２０１・滋賀県東近江市蛭谷町・ひるたにちよう

　　５２１-１２４２・滋賀県東近江市福堂町・ふくどうちよう

　　５２７-００８１・滋賀県東近江市布施町・ふせちよう

　　５２７-００２４・滋賀県東近江市札の辻・ふだのつじ

　　５２７-００７３・滋賀県東近江市蛇溝町・へびみぞちよう

　　５２７-０２０４・滋賀県東近江市政所町・まんどころちよう

　　５２７-００５６・滋賀県東近江市御園町・みそのちよう

　　５２７-００７５・滋賀県東近江市三津屋町・みつやちよう

　　５２７-０１２７・滋賀県東近江市南清水町・みなみしゆうずちよう

　　５２１-１２３３・滋賀県東近江市南須田町・みなみすだちよう

　　５２７-０１１２・滋賀県東近江市南花沢町・みなみはなざわちよう

　　５２７-０１３６・滋賀県東近江市南菩提寺町・みなみほﾞだいじちよう

　　５２７-０２０３・滋賀県東近江市箕川町・みのがわちよう

　　５２９-１５６４・滋賀県東近江市宮井町・みやいちよう

　　５２９-１５５１・滋賀県東近江市宮川町・みやがわちよう

　　５２９-１４０４・滋賀県東近江市宮荘町・みやしようちよう

　　５２７-００４６・滋賀県東近江市妙法寺町・みようほうじちよう

　　５２７-０２３１・滋賀県東近江市山上町・やまかみちよう

　　５２１-１２２５・滋賀県東近江市山路町・やまじちよう

　　５２７-０２０６・滋賀県東近江市杠葉尾町・ゆずりおちよう

　　５２７-０１０３・滋賀県東近江市湯屋町・ゆやちよう

　　５２７-００２８・滋賀県東近江市八日市金屋・ようかいちかなや

　　５２７-００２２・滋賀県東近江市八日市上之町・ようかいちかみのちよう

　　５２７-００１８・滋賀県東近江市八日市清水・ようかいちしみず

　　５２７-００２６・滋賀県東近江市八日市野々宮町・ようかいちののみやちよう

　　５２７-００１１・滋賀県東近江市八日市浜野町・ようかいちはまのちよう

　　５２７-００２１・滋賀県東近江市八日市東浜町・ようかいちひがしはまちよう

　　５２７-００２５・滋賀県東近江市八日市東本町・ようかいちひがしほんまち

　　５２７-００１２・滋賀県東近江市八日市本町・ようかいちほんまち

　　５２７-００１９・滋賀県東近江市八日市松尾町・ようかいちまつおちよう

　　５２７-００２３・滋賀県東近江市八日市緑町・ようかいちみどりまち

　　５２７-００２９・滋賀県東近江市八日市町・ようかいちちよう

　　５２７-０１３５・滋賀県東近江市横溝町・よこみぞちよう

　　５２９-１５６３・滋賀県東近江市横山町・よこやまちよう

　　５２７-０１０４・滋賀県東近江市読合堂町・よみあいどうちよう

　　５２７-０２１３・滋賀県東近江市和南町・わなみちよう

　　５２１-００００・滋賀県米原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２１-０００１・滋賀県米原市朝妻筑摩・あさつﾞまちくま



　　５２１-０２２６・滋賀県米原市朝日・あさひ

　　５２１-０２１１・滋賀県米原市梓河内・あんさかわち

　　５２１-００６３・滋賀県米原市飯・い

　　５２１-００９１・滋賀県米原市岩脇・いおぎ

　　５２１-０２２１・滋賀県米原市池下・いけした

　　５２１-０００４・滋賀県米原市磯・いそ

　　５２１-０２２５・滋賀県米原市市場・いちはﾞ

　　５２１-００３１・滋賀県米原市一色・いつしき

　　５２１-０２３４・滋賀県米原市井之口・いのくち

　　５２１-０３１１・滋賀県米原市伊吹・いぶき

　　５２１-０００３・滋賀県米原市入江・いりえ

　　５２１-０３１２・滋賀県米原市上野・うえの

　　５２１-００６２・滋賀県米原市宇賀野・うかの

　　５２１-００１３・滋賀県米原市梅ケ原・うめがはら

　　５２１-００１４・滋賀県米原市梅ケ原栄・うめがはらさかえ

　　５２１-０３０７・滋賀県米原市大久保・おおくほﾞ

　　５２１-０２１４・滋賀県米原市大鹿・おおしか

　　５２１-０３２４・滋賀県米原市大清水・おおしみず

　　５２１-０２４４・滋賀県米原市大野木・おおのぎ

　　５２１-０２０２・滋賀県米原市柏原・かしわはﾞら

　　５２１-０２１９・滋賀県米原市加勢野・かせの

　　５２１-０３０５・滋賀県米原市上板並・かみいたなみ

　　５２１-０００２・滋賀県米原市上多良・かみたら

　　５２１-００３３・滋賀県米原市上丹生・かみにゆう

　　５２１-０２２７・滋賀県米原市烏脇・からすわき

　　５２１-００２１・滋賀県米原市河南・かわなみ

　　５２１-０２１７・滋賀県米原市北方・きたがた

　　５２１-０２０３・滋賀県米原市清滝・きよたき

　　５２１-０３０８・滋賀県米原市小泉・こいずみ

　　５２１-０３０３・滋賀県米原市甲賀・こうが

　　５２１-０３０１・滋賀県米原市甲津原・こうつﾞはら

　　５２１-００７２・滋賀県米原市顔戸・ごうど

　　５２１-００９２・滋賀県米原市西円寺・さいえんじ

　　５２１-０２３２・滋賀県米原市坂口・さかぐち

　　５２１-００３５・滋賀県米原市醒井・さめがい

　　５２１-００３２・滋賀県米原市枝折・しおり

　　５２１-０２１８・滋賀県米原市志賀谷・しがや

　　５２１-０３０６・滋賀県米原市下板並・しもいたなみ

　　５２１-００１６・滋賀県米原市下多良・しもたら

　　５２１-００３４・滋賀県米原市下丹生・しもにゆう

　　５２１-０３２７・滋賀県米原市上平寺・じようへいじ

　　５２１-００８３・滋賀県米原市新庄・しんじよう

　　５２１-０３１４・滋賀県米原市春照・すいじよう

　　５２１-０２１６・滋賀県米原市菅江・すえ

　　５２１-０２４５・滋賀県米原市須川・すがわ

　　５２１-０３２２・滋賀県米原市杉沢・すぎさわ

　　５２１-０３２１・滋賀県米原市高番・たかはﾞん

　　５２１-００７４・滋賀県米原市高溝・たかみぞ

　　５２１-００８１・滋賀県米原市多和田・たわだ

　　５２１-０２０１・滋賀県米原市長久寺・ちようきゆうじ

　　５２１-００９３・滋賀県米原市寺倉・てらくら

　　５２１-０３２６・滋賀県米原市寺林・ てらはﾞやじ

　　５２１-０２２２・滋賀県米原市天満・てんま

　　５２１-０２１３・滋賀県米原市堂谷・どうだに

　　５２１-０２４２・滋賀県米原市長岡・ながおか

　　５２１-００６１・滋賀県米原市長沢・ながさわ

　　５２１-００１１・滋賀県米原市中多良・なかたら

　　５２１-００２４・滋賀県米原市西坂・にしさか

　　５２１-０２４１・滋賀県米原市西山・にしやま

　　５２１-００８４・滋賀県米原市日光寺・につこうじ

　　５２１-０２３３・滋賀県米原市野一色・のいしき

　　５２１-００８２・滋賀県米原市能登瀬・のとせ

　　５２１-０２３６・滋賀県米原市間田・はさまた

　　５２１-００２５・滋賀県米原市番場・はﾞんはﾞ

　　５２１-００２２・滋賀県米原市樋口・ひぐち

　　５２１-０３２５・滋賀県米原市藤川・ふじかわ

　　５２１-００７１・滋賀県米原市舟崎・ふなさき

　　５２１-０２２４・滋賀県米原市夫馬・ぶま

　　５２１-０２１２・滋賀県米原市本郷・ほんごう

　　５２１-００１２・滋賀県米原市米原・まいはら



　　５２１-００１５・滋賀県米原市米原西・ まいはﾞらにじ

　　５２１-０３０２・滋賀県米原市曲谷・まがたに

　　５２１-０２４３・滋賀県米原市万願寺・まんがんじ

　　５２１-００７３・滋賀県米原市箕浦・みのうら

　　５２１-００２３・滋賀県米原市三吉・ みよじ

　　５２１-０２３１・滋賀県米原市村居田・むらいだ

　　５２１-０３２３・滋賀県米原市村木・むらぎ

　　５２１-０２２３・滋賀県米原市本市場・もといちはﾞ

　　５２１-０３１３・滋賀県米原市弥高・やたか

　　５２１-０２３５・滋賀県米原市小田・やないだ

　　５２１-０２１５・滋賀県米原市山室・やまむろ

　　５２１-０３０４・滋賀県米原市吉槻・よしつき

　　５２１-００６４・滋賀県米原市世継・よつぎ

　　５２９-１６００・滋賀県蒲生郡日野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２９-１６６１・滋賀県蒲生郡日野町安部居・あべい

　　５２９-１６５５・滋賀県蒲生郡日野町石原・いしはら

　　５２９-１６４８・滋賀県蒲生郡日野町いせの・いせの

　　５２９-１６４４・滋賀県蒲生郡日野町内池・うちいけ

　　５２９-１６０５・滋賀県蒲生郡日野町小井口・おいぐち

　　５２９-１６０３・滋賀県蒲生郡日野町大窪・おおくほﾞ

　　５２９-１６０８・滋賀県蒲生郡日野町大谷・おおたに

　　５２９-１６１６・滋賀県蒲生郡日野町奥師・ おくじ

　　５２９-１６１０・滋賀県蒲生郡日野町奥之池・おくのいけ

　　５２９-１６２６・滋賀県蒲生郡日野町音羽・おとわ

　　５２９-１６３１・滋賀県蒲生郡日野町鎌掛・かいがけ

　　５２９-１６３２・滋賀県蒲生郡日野町上駒月・かみこまつﾞき

　　５２９-１６１３・滋賀県蒲生郡日野町川原・かわら

　　５２９-１６０２・滋賀県蒲生郡日野町河原・かわら

　　５２９-１６２２・滋賀県蒲生郡日野町北畑・きたはﾞた

　　５２９-１６６３・滋賀県蒲生郡日野町北脇・きたわき

　　５２９-１６０７・滋賀県蒲生郡日野町木津・きつﾞ

　　５２９-１６３６・滋賀県蒲生郡日野町清田・きよた

　　５２９-１６２３・滋賀県蒲生郡日野町熊野・くまの

　　５２９-１６４２・滋賀県蒲生郡日野町上野田・こうずけだ

　　５２９-１６５４・滋賀県蒲生郡日野町小谷・こだに

　　５２９-１６１５・滋賀県蒲生郡日野町小野・この

　　５２９-１６５２・滋賀県蒲生郡日野町小御門・こみかど

　　５２９-１６２１・滋賀県蒲生郡日野町西明寺・さいみようじ

　　５２９-１６２５・滋賀県蒲生郡日野町蔵王・ざおう

　　５２９-１６１９・滋賀県蒲生郡日野町佐久良・さくら

　　５２９-１６４３・滋賀県蒲生郡日野町里口・さとぐち

　　５２９-１６３３・滋賀県蒲生郡日野町下駒月・しもこまつﾞき

　　５２９-１６４５・滋賀県蒲生郡日野町十禅師・じゆうぜんじ

　　５２９-１６１２・滋賀県蒲生郡日野町杉・すぎ

　　５２９-１６１１・滋賀県蒲生郡日野町杣・そま

　　５２９-１６０６・滋賀県蒲生郡日野町寺尻・てらじり

　　５２９-１６５７・滋賀県蒲生郡日野町豊田・とよた

　　５２９-１６１８・滋賀県蒲生郡日野町鳥居平・とりいひら

　　５２９-１６６２・滋賀県蒲生郡日野町中在寺・なかざいじ

　　５２９-１６１７・滋賀県蒲生郡日野町中之郷・なかのごう

　　５２９-１６０９・滋賀県蒲生郡日野町中道・なかみち

　　５２９-１６５８・滋賀県蒲生郡日野町中山・なかやま

　　５２９-１６２８・滋賀県蒲生郡日野町西大路・にしおおじ

　　５２９-１６２７・滋賀県蒲生郡日野町仁本木・にほんぎ

　　５２９-１６４６・滋賀県蒲生郡日野町猫田・ねこだ

　　５２９-１６６５・滋賀県蒲生郡日野町野出・ので

　　５２９-１６３５・滋賀県蒲生郡日野町迫・はさま

　　５２９-１６１４・滋賀県蒲生郡日野町原・はら

　　５２９-１６４１・滋賀県蒲生郡日野町日田・ひだ

　　５２９-１６２４・滋賀県蒲生郡日野町平子・ひらこ

　　５２９-１６４７・滋賀県蒲生郡日野町別所・べつしよ

　　５２９-１６５６・滋賀県蒲生郡日野町増田・ましだ

　　５２９-１６０１・滋賀県蒲生郡日野町松尾・まつお

　　５２９-１６５３・滋賀県蒲生郡日野町三十坪・みそつ

　　５２９-１６３４・滋賀県蒲生郡日野町深山口・みやまぐち

　　５２９-１６０４・滋賀県蒲生郡日野町村井・むらい

　　５２９-１６５１・滋賀県蒲生郡日野町山本・やまもと

　　５２９-１６６４・滋賀県蒲生郡日野町蓮花寺・れんげじ

　　５２０-２５００・滋賀県蒲生郡竜王町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２０-２５２４・滋賀県蒲生郡竜王町綾戸・あやど



　　５２０-２５２２・滋賀県蒲生郡竜王町岩井・いわい

　　５２０-２５６２・滋賀県蒲生郡竜王町鵜川・うかわ

　　５２０-２５４１・滋賀県蒲生郡竜王町岡屋・おかや

　　５２０-２５５２・滋賀県蒲生郡竜王町小口・おぐち

　　５２０-２５７３・滋賀県蒲生郡竜王町鏡・かがみ

　　５２０-２５１２・滋賀県蒲生郡竜王町駕輿丁・かよちよう

　　５２０-２５０４・滋賀県蒲生郡竜王町川上・かわかみ

　　５２０-２５２１・滋賀県蒲生郡竜王町川守・かわもり

　　５２０-２５５１・滋賀県蒲生郡竜王町薬師・ くずじ

　　５２０-２５６３・滋賀県蒲生郡竜王町七里・しちり

　　５２０-２５０３・滋賀県蒲生郡竜王町信濃・しなの

　　５２０-２５１３・滋賀県蒲生郡竜王町島・しま

　　５２０-２５０２・滋賀県蒲生郡竜王町庄・しよう

　　５２０-２５６１・滋賀県蒲生郡竜王町須恵・すえ

　　５２０-２５２３・滋賀県蒲生郡竜王町田中・たなか

　　５２０-２５７２・滋賀県蒲生郡竜王町西川・にしがわ

　　５２０-２５７１・滋賀県蒲生郡竜王町西横関・にしよこぜき

　　５２０-２５１４・滋賀県蒲生郡竜王町橋本・はしもと

　　５２０-２５１１・滋賀県蒲生郡竜王町林・ はやじ

　　５２０-２５６４・滋賀県蒲生郡竜王町山面・やまつﾞら

　　５２０-２５４２・滋賀県蒲生郡竜王町山中・やまなか

　　５２０-２５３１・滋賀県蒲生郡竜王町山之上・やまのうえ

　　５２０-２５０１・滋賀県蒲生郡竜王町弓削・ゆげ

　　５２９-１３００・滋賀県愛知郡愛荘町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２９-１２３４・滋賀県愛知郡愛荘町安孫子・あびこ

　　５２９-１３１１・滋賀県愛知郡愛荘町石橋・ いしはじ

　　５２９-１３１３・滋賀県愛知郡愛荘町市・いち

　　５２９-１２０７・滋賀県愛知郡愛荘町岩倉・いわくら

　　５２９-１３３１・滋賀県愛知郡愛荘町愛知川・えちがわ

　　５２９-１２３１・滋賀県愛知郡愛荘町円城寺・えんじようじ

　　５２９-１２１３・滋賀県愛知郡愛荘町沖・おき

　　５２９-１２０６・滋賀県愛知郡愛荘町蚊野・かの

　　５２９-１２０４・滋賀県愛知郡愛荘町蚊野外・かのとの

　　５２９-１２０３・滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野・かみがの

　　５２９-１３２４・滋賀県愛知郡愛荘町苅間・かりま

　　５２９-１２０５・滋賀県愛知郡愛荘町軽野・かるの

　　５２９-１３１２・滋賀県愛知郡愛荘町川久保・かわくほﾞ

　　５２９-１３０２・滋賀県愛知郡愛荘町川原・かわら

　　５２９-１２２２・滋賀県愛知郡愛荘町北八木・きたやぎ

　　５２９-１３１５・滋賀県愛知郡愛荘町沓掛・くつかけ

　　５２９-１２２５・滋賀県愛知郡愛荘町栗田・くりた

　　５２９-１２１１・滋賀県愛知郡愛荘町香之庄・このしよう

　　５２９-１２２３・滋賀県愛知郡愛荘町島川・しまがわ

　　５２９-１２２１・滋賀県愛知郡愛荘町下八木・しもやぎ

　　５２９-１２３２・滋賀県愛知郡愛荘町常安寺・じようあんじ

　　５２９-１２０８・滋賀県愛知郡愛荘町竹原・たけはら

　　５２９-１３２５・滋賀県愛知郡愛荘町東円堂・とうえんどう

　　５２９-１３２１・滋賀県愛知郡愛荘町豊満・とよみつ

　　５２９-１３１４・滋賀県愛知郡愛荘町中宿・なかじゆく

　　５２９-１２２４・滋賀県愛知郡愛荘町長塚・ながつか

　　５２９-１３０３・滋賀県愛知郡愛荘町長野・ながの

　　５２９-１２３７・滋賀県愛知郡愛荘町西出・にしで

　　５２９-１２２７・滋賀県愛知郡愛荘町野々目・ののめ

　　５２９-１３２３・滋賀県愛知郡愛荘町畑田・はたけだ

　　５２９-１２３３・滋賀県愛知郡愛荘町東出・ひがしで

　　５２９-１３２２・滋賀県愛知郡愛荘町平居・ひらい

　　５２９-１２３６・滋賀県愛知郡愛荘町深草・ふこそ

　　５２９-１２０２・滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺・まつおじ

　　５２９-１２２６・滋賀県愛知郡愛荘町南野々目・みなみののめ

　　５２９-１２１４・滋賀県愛知郡愛荘町宮後・みやうしろ

　　５２９-１２３５・滋賀県愛知郡愛荘町目加田・めかだ

　　５２９-１２１２・滋賀県愛知郡愛荘町元持・もともち

　　５２９-１３０１・滋賀県愛知郡愛荘町山川原・やまがわら

　　５２９-１２２８・滋賀県愛知郡愛荘町矢守・やもり

　　５２９-１２０１・滋賀県愛知郡愛荘町斧磨・よきとぎ

　　５２９-１１００・滋賀県犬上郡豊郷町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２９-１１６３・滋賀県犬上郡豊郷町雨降野・あめふりの

　　５２９-１１７１・滋賀県犬上郡豊郷町安食西・ あんじきにじ

　　５２９-１１７２・滋賀県犬上郡豊郷町安食南・あんじきみなみ

　　５２９-１１６９・滋賀県犬上郡豊郷町石畑・いしはﾞたけ



　　５２９-１１７６・滋賀県犬上郡豊郷町大町・おおまち

　　５２９-１１６６・滋賀県犬上郡豊郷町上枝・かみえだ

　　５２９-１１７５・滋賀県犬上郡豊郷町沢・さわ

　　５２９-１１６１・滋賀県犬上郡豊郷町四十九院・しじゆうくいん

　　５２９-１１７４・滋賀県犬上郡豊郷町下枝・しもえだ

　　５２９-１１６７・滋賀県犬上郡豊郷町杉・すぎ

　　５２９-１１７３・滋賀県犬上郡豊郷町高野瀬・たかのせ

　　５２９-１１６８・滋賀県犬上郡豊郷町八目・はちめ

　　５２９-１１６２・滋賀県犬上郡豊郷町八町・はつちよう

　　５２９-１１６４・滋賀県犬上郡豊郷町日栄・ひえ

　　５２９-１１７７・滋賀県犬上郡豊郷町三ツ池・みついけ

　　５２９-１１６５・滋賀県犬上郡豊郷町吉田・よしだ

　　５２２-０２００・滋賀県犬上郡甲良町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２２-０２４２・滋賀県犬上郡甲良町尼子・あまご

　　５２２-０２５４・滋賀県犬上郡甲良町池寺・いけでら

　　５２２-０２６１・滋賀県犬上郡甲良町長寺・おさでら

　　５２２-０２５２・滋賀県犬上郡甲良町金屋・かなや

　　５２２-０２５１・滋賀県犬上郡甲良町北落・きたおち

　　５２２-０２４１・滋賀県犬上郡甲良町呉竹・くれたけ

　　５２２-０２４３・滋賀県犬上郡甲良町小川原・こがわはら

　　５２２-０２４４・滋賀県犬上郡甲良町在士・ざいじ

　　５２２-０２７１・滋賀県犬上郡甲良町下之郷・しものごう

　　５２２-０２５３・滋賀県犬上郡甲良町正楽寺・しようらくじ

　　５２２-０２６３・滋賀県犬上郡甲良町法養寺・ほうようじ

　　５２２-０２６２・滋賀県犬上郡甲良町横関・よこぜき

　　５２２-０３００・滋賀県犬上郡多賀町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　５２２-０３１７・滋賀県犬上郡多賀町一円・いちえん

　　５２２-０３２３・滋賀県犬上郡多賀町一ノ瀬・いちのせ

　　５２２-０３０４・滋賀県犬上郡多賀町後谷・うしろだに

　　５２２-０３１５・滋賀県犬上郡多賀町大岡・おおおか

　　５２２-０３３１・滋賀県犬上郡多賀町大杉・おおすぎ

　　５２２-０３２１・滋賀県犬上郡多賀町大君ケ畑・おじがはた

　　５２２-０３３３・滋賀県犬上郡多賀町萱原・かいはら

　　５２２-０３０１・滋賀県犬上郡多賀町河内・かわち

　　５２２-０３２４・滋賀県犬上郡多賀町川相・かわない

　　５２２-０３５６・滋賀県犬上郡多賀町木曽・きそ

　　５２２-０３５２・滋賀県犬上郡多賀町久徳・きゆうとく

　　５２２-０３１６・滋賀県犬上郡多賀町栗栖・くるす

　　５２２-０３０５・滋賀県犬上郡多賀町甲頭倉・こうずくら

　　５２２-０３１１・滋賀県犬上郡多賀町五僧・ごそう

　　５２２-０３２５・滋賀県犬上郡多賀町小原・こはら

　　５２２-０３２２・滋賀県犬上郡多賀町佐目・さめ

　　５２２-０３４３・滋賀県犬上郡多賀町猿木・さるぎ

　　５２２-０３１４・滋賀県犬上郡多賀町四手・しで

　　５２２-０３２６・滋賀県犬上郡多賀町霜ケ原・しもがはら

　　５２２-０３１８・滋賀県犬上郡多賀町水谷・すいだに

　　５２２-０３１３・滋賀県犬上郡多賀町杉・すぎ

　　５２２-０３４１・滋賀県犬上郡多賀町多賀・たが

　　５２２-０３５３・滋賀県犬上郡多賀町月之木・つきのき

　　５２２-０３５４・滋賀県犬上郡多賀町土田・つちだ

　　５２２-０３３８・滋賀県犬上郡多賀町壺・つほﾞ

　　５２２-０３３７・滋賀県犬上郡多賀町富之尾・とみのお

　　５２２-０３５５・滋賀県犬上郡多賀町中川原・なかがわら

　　５２２-０３３６・滋賀県犬上郡多賀町楢崎・ならさき

　　５２２-０３３２・滋賀県犬上郡多賀町樋田・ひだ

　　５２２-０３０３・滋賀県犬上郡多賀町屏風・びようぶ

　　５２２-０３４２・滋賀県犬上郡多賀町敏満寺・びんまんじ

　　５２２-０３３５・滋賀県犬上郡多賀町藤瀬・ふじせ

　　５２２-０３１２・滋賀県犬上郡多賀町保月・ほうつﾞき

　　５２２-０３３４・滋賀県犬上郡多賀町仏ケ後・ほとけら

　　５２２-０３２７・滋賀県犬上郡多賀町南後谷・みなみうしろだに

　　５２２-０３０２・滋賀県犬上郡多賀町向之倉・むかいのくら

　　５２２-０３１９・滋賀県犬上郡多賀町桃原・もはﾞら

　　５２２-０３５１・滋賀県犬上郡多賀町八重練・やえねり

　　５２２-０３０６・滋賀県犬上郡多賀町霊仙・りようぜん

　　６９０-００００・島根県松江市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９０-０２６１・島根県松江市秋鹿町・あいかちよう

　　６９０-００２２・島根県松江市青葉台・あおはﾞだい

　　６９０-００１５・島根県松江市上乃木・あげのぎ

　　６９０-０８３４・島根県松江市朝酌町・あさくみちよう



　　６９０-０００３・島根県松江市朝日町・あさひまち

　　６９０-００２７・島根県松江市意宇町・いうちよう

　　６９０-０８８１・島根県松江市石橋町・いしはﾞしちよう

　　６９０-０００６・島根県松江市伊勢宮町・いせみやちよう

　　６９０-００３４・島根県松江市一の谷町・いちのたにちよう

　　６９０-００６２・島根県松江市魚町・うおまち

　　６９０-０８６９・島根県松江市うぐいす台・うぐいすだい

　　６９０-０１３１・島根県松江市打出町・うちでちよう

　　６９０-０８７３・島根県松江市内中原町・うちなかはﾞらちよう

　　６９０-１１１５・島根県松江市邑生町・おうちよう

　　６９０-０８３２・島根県松江市大井町・おおいちよう

　　６９０-０２６３・島根県松江市大垣町・おおがきちよう

　　６９０-００３２・島根県松江市大草町・おおくさちよう

　　６９０-０２６４・島根県松江市大野町・おおのちよう

　　６９０-００３３・島根県松江市大庭町・おおはﾞちよう

　　６９０-０８３１・島根県松江市大海崎町・おおみさきちよう

　　６９０-０２６２・島根県松江市岡本町・おかもとちよう

　　６９０-０８７２・島根県松江市奥谷町・おくだにちよう

　　６９０-０００７・島根県松江市御手船場町・おてせんはﾞちよう

　　６９０-０２６６・島根県松江市魚瀬町・おのぜちよう

　　６９０-０８４８・島根県松江市苧町・おまち

　　６９０-０８２５・島根県松江市学園・がくえん

　　６９０-０８２６・島根県松江市学園南・がくえんみなみ

　　６９０-０３２２・島根県松江市鹿島町恵曇・かしまちようえとも

　　６９０-０３２４・島根県松江市鹿島町片句・かしまちようかたく

　　６９０-０８０１・島根県松江市鹿島町上講武・かしまちようかみこうぶ

　　６９０-０８０４・島根県松江市鹿島町北講武・かしまちようきたこうぶ

　　６９０-０３３３・島根県松江市鹿島町古浦・かしまちようこうら

　　６９０-０３３２・島根県松江市鹿島町佐陀本郷・かしまちようさだほんごう

　　６９０-０３３１・島根県松江市鹿島町佐陀宮内・かしまちようさだみやうち

　　６９０-０３２１・島根県松江市鹿島町武代・かしまちようたけだい

　　６９０-０３２３・島根県松江市鹿島町手結・かしまちようたゆ

　　６９０-０４１１・島根県松江市鹿島町御津・かしまちようみつ

　　６９０-０８０２・島根県松江市鹿島町南講武・かしまちようみなみこうぶ

　　６９０-０８０３・島根県松江市鹿島町名分・かしまちようみようぶん

　　６９０-０８７７・島根県松江市春日町・かすがちよう

　　６９０-０８４７・島根県松江市片原町・かたはらちよう

　　６９０-１１０４・島根県松江市上宇部尾町・かみうべおちよう

　　６９０-０２６５・島根県松江市上大野町・かみおおのちよう

　　６９０-０８６７・島根県松江市上佐陀町・かみさだちよう

　　６９０-０８２１・島根県松江市上東川津町・かみひがしかわつちよう

　　６９０-１１０２・島根県松江市上本庄町・かみほんじようちよう

　　６９０-０８１２・島根県松江市川原町・かわはらちよう

　　６９０-０８８３・島根県松江市北田町・きたたまち

　　６９０-０８８８・島根県松江市北堀町・きたほりちよう

　　６９０-０８５９・島根県松江市国屋町・くやちよう

　　６９０-０８７６・島根県松江市黒田町・くろだちよう

　　６９０-０１２１・島根県松江市古志町・こしちよう

　　６９０-００１２・島根県松江市古志原・こしはﾞら

　　６９０-００１３・島根県松江市古志原町・こしはﾞらちよう

　　６９０-０１５１・島根県松江市古曽志町・こそしちよう

　　６９０-０８５６・島根県松江市薦津町・こもつﾞちよう

　　６９０-００５６・島根県松江市雑賀町・さいかまち

　　６９０-００４１・島根県松江市幸町・さいわいまち

　　６９０-００４２・島根県松江市栄町・さかえまち

　　６９０-０８１３・島根県松江市坂本町・さかもとちよう

　　６９０-００３５・島根県松江市佐草町・さくさちよう

　　６９０-０４０２・島根県松江市島根町大芦・ しまねちようおわじ

　　６９０-０４０１・島根県松江市島根町加賀・しまねちようかか

　　６９０-１２１３・島根県松江市島根町多古・しまねちようたこ

　　６９０-１２１１・島根県松江市島根町野井・しまねちようのい

　　６９０-１２１２・島根県松江市島根町野波・しまねちようのなみ

　　６９０-０８６６・島根県松江市下佐陀町・しもさだちよう

　　６９０-０８２２・島根県松江市下東川津町・しもひがしかわつちよう

　　６９０-０１４１・島根県松江市荘成町・しようじようちよう

　　６９０-０８６８・島根県松江市淞北台・しようほくだい

　　６９０-００６１・島根県松江市白潟本町・しらかたほんまち

　　６９０-００５４・島根県松江市新雑賀町・しんさいかまち

　　６９９-０４０７・島根県松江市宍道町伊志見・しんじちよういじみ

　　６９９-０４０５・島根県松江市宍道町上来待・しんじちようかみきまち



　　６９９-０４０６・島根県松江市宍道町佐々布・しんじちようさそう

　　６９９-０４０８・島根県松江市宍道町昭和・しんじちようしようわ

　　６９９-０４０１・島根県松江市宍道町宍道・しんじちようしんじ

　　６９９-０４０３・島根県松江市宍道町西来待・しんじちようにしきまち

　　６９９-０４０２・島根県松江市宍道町白石・ しんじちようはくいじ

　　６９９-０４０４・島根県松江市宍道町東来待・しんじちようひがしきまち

　　６９０-１１０３・島根県松江市新庄町・しんじようちよう

　　６９０-００５７・島根県松江市新町・しんまち

　　６９０-０８４６・島根県松江市末次町・すえつぐちよう

　　６９０-０８４３・島根県松江市末次本町・すえつぐほんまち

　　６９０-０８２４・島根県松江市菅田町・すがたちよう

　　６９０-０８７８・島根県松江市砂子町・すなごちよう

　　６９０-００４９・島根県松江市袖師町・そでしちよう

　　６９０-０８７５・島根県松江市外中原町・そとなかはﾞらちよう

　　６９０-０００２・島根県松江市大正町・たいしようまち

　　６９０-０８８２・島根県松江市大輪町・だいりんちよう

　　６９０-１１１３・島根県松江市手角町・たすみちよう

　　６９０-００５２・島根県松江市竪町・たてまち

　　６９９-０２０５・島根県松江市玉湯町大谷・たまゆちようおおだに

　　６９９-０２０１・島根県松江市玉湯町玉造・たまゆちようたまつくり

　　６９９-０２０４・島根県松江市玉湯町林・ たまゆちようはやじ

　　６９９-０２０３・島根県松江市玉湯町布志名・たまゆちようふじな

　　６９９-０２０２・島根県松江市玉湯町湯町・たまゆちようゆまち

　　６９０-００５８・島根県松江市田和山町・たわやまちよう

　　６９０-００２３・島根県松江市竹矢町・ちくやちよう

　　６９０-０８５２・島根県松江市千鳥町・ちどりちよう

　　６９０-００５５・島根県松江市津田町・つだまち

　　６９０-００６３・島根県松江市寺町・てらまち

　　６９０-００６４・島根県松江市天神町・てんじんまち

　　６９０-０８５１・島根県松江市堂形町・どうがたちよう

　　６９０-０８８７・島根県松江市殿町・とのまち

　　６９０-０８７４・島根県松江市中原町・なかはらちよう

　　６９０-１１１２・島根県松江市長海町・ながみちよう

　　６９０-００６５・島根県松江市灘町・なだまち

　　６９０-０８５４・島根県松江市南平台・なんへﾟいだい

　　６９０-０８６５・島根県松江市西生馬町・にしいくまちよう

　　６９０-００３７・島根県松江市西忌部町・にしいんべちよう

　　６９０-０８３５・島根県松江市西尾町・にしおちよう

　　６９０-０８２３・島根県松江市西川津町・にしかわつちよう

　　６９０-０１４２・島根県松江市西谷町・にしだにちよう

　　６９０-０８４５・島根県松江市西茶町・にしちやまち

　　６９０-００１７・島根県松江市西津田・にしつだ

　　６９０-０１３２・島根県松江市西長江町・にしながえちよう

　　６９０-０１２２・島根県松江市西浜佐陀町・にしはまさだちよう

　　６９０-０８６０・島根県松江市西法吉町・にしほつきちよう

　　６９０-０８１５・島根県松江市西持田町・にしもちだちよう

　　６９０-００４８・島根県松江市西嫁島・にしよめしま

　　６９０-００４６・島根県松江市乃木福富町・のぎふくとみちよう

　　６９０-００４５・島根県松江市乃白町・のしらちよう

　　６９０-１１１４・島根県松江市野原町・のはﾞらちよう

　　６９０-０００４・島根県松江市八軒屋町・はちけんやまち

　　６９０-０８５５・島根県松江市浜佐田町・はまさだちよう

　　６９０-００４４・島根県松江市浜乃木・はまのぎ

　　６９０-０００１・島根県松江市東朝日町・ひがしあさひまち

　　６９０-０８６４・島根県松江市東生馬町・ひがしいくまちよう

　　６９９-０１０８・島根県松江市東出雲町出雲郷・ひがしいずもちようあだかえ

　　６９９-０１１１・島根県松江市東出雲町意宇南・ひがしいずもちよういうなん

　　６９９-０１１２・島根県松江市東出雲町意宇東・ ひがしいずもちよういうひがじ

　　６９９-０１０７・島根県松江市東出雲町今宮・ひがしいずもちよういまみや

　　６９９-０１０１・島根県松江市東出雲町揖屋・ひがしいずもちよういや

　　６９９-０１０５・島根県松江市東出雲町内馬・ひがしいずもちよううちうま

　　６９９-０１０６・島根県松江市東出雲町春日・ひがしいずもちようかすが

　　６９９-０１０３・島根県松江市東出雲町上意東・ひがしいずもちようかみいとう

　　６９９-０１０２・島根県松江市東出雲町下意東・ひがしいずもちようしもいとう

　　６９９-０１０４・島根県松江市東出雲町須田・ひがしいずもちようすた

　　６９９-０１１０・島根県松江市東出雲町錦新町・ひがしいずもちようにしきしんまち

　　６９９-０１０９・島根県松江市東出雲町錦浜・ひがしいずもちようにしきはま

　　６９０-００３６・島根県松江市東忌部町・ひがしいんべちよう

　　６９０-０８７１・島根県松江市東奥谷町・ひがしおくだにちよう

　　６９０-０８４４・島根県松江市東茶町・ひがしちやまち



　　６９０-００１１・島根県松江市東津田町・ひがしつだちよう

　　６９０-０１３３・島根県松江市東長江町・ひがしながえちよう

　　６９０-０８４２・島根県松江市東本町・ひがしほんまち

　　６９０-０８１４・島根県松江市東持田町・ひがしもちだちよう

　　６９０-０８６２・島根県松江市比津が丘・ひつがおか

　　６９０-０８６３・島根県松江市比津町・ひつちよう

　　６９０-０８３３・島根県松江市福富町・ふくとみちよう

　　６９０-０８１１・島根県松江市福原町・ふくはらちよう

　　６９０-００２６・島根県松江市富士見町・ふじみちよう

　　６９０-００３８・島根県松江市平成町・へいせいちよう

　　６９０-０８１６・島根県松江市北陵町・ほくりようちよう

　　６９０-０８６１・島根県松江市法吉町・ほつきちよう

　　６９０-０８８６・島根県松江市母衣町・ほろまち

　　６９０-００５３・島根県松江市本郷町・ほんごうちよう

　　６９０-１１０１・島根県松江市本庄町・ほんじようちよう

　　６９０-００２４・島根県松江市馬潟町・まかたちよう

　　６９０-１１１１・島根県松江市枕木町・まくらぎちよう

　　６９０-００４３・島根県松江市松尾町・まつおちよう

　　６９０-０８８４・島根県松江市南田町・みなみたまち

　　６９０-１２２３・島根県松江市美保関町笠浦・みほのせきちようかさうら

　　６９０-１３１５・島根県松江市美保関町片江・みほのせきちようかたえ

　　６９０-１２２１・島根県松江市美保関町北浦・みほのせきちようきたうら

　　６９０-１５０２・島根県松江市美保関町雲津・みほのせきちようくもつﾞ

　　６９０-１３１１・島根県松江市美保関町七類・みほのせきちようしちるい

　　６９０-１３１３・島根県松江市美保関町下宇部尾・みほのせきちようしもうべお

　　６９０-１３１４・島根県松江市美保関町菅浦・みほのせきちようすげうら

　　６９０-１２２２・島根県松江市美保関町千酌・みほのせきちようちくみ

　　６９０-１５０４・島根県松江市美保関町福浦・みほのせきちようふくうら

　　６９０-１５０１・島根県松江市美保関町美保関・みほのせきちようみほのせき

　　６９０-１５０５・島根県松江市美保関町森山（古金崎）・もりやま(こがねざき)

　　６９０-１３１２・島根県松江市美保関町森山（その他）・もりやま(そのた)

　　６９０-１５０３・島根県松江市美保関町諸喰・みほのせきちようもろくい

　　６９０-０８４１・島根県松江市向島町・むこうじまちよう

　　６９０-００１４・島根県松江市八雲台・やくもだい

　　６９０-２１０４・島根県松江市八雲町熊野・やくもちようくまの

　　６９０-２１０３・島根県松江市八雲町西岩坂・やくもちようにしいわさか

　　６９０-２１０２・島根県松江市八雲町東岩坂・やくもちようひがしいわさか

　　６９０-２１０１・島根県松江市八雲町日吉・ やくもちようひよじ

　　６９０-２１０５・島根県松江市八雲町平原・やくもちようひらはら

　　６９０-００２１・島根県松江市矢田町・やだちよう

　　６９０-１４０１・島根県松江市八束町江島・やつかちようえしま

　　６９０-１４０３・島根県松江市八束町遅江・やつかちようおそえ

　　６９０-１４０８・島根県松江市八束町亀尻・やつかちようかめしり

　　６９０-１４０７・島根県松江市八束町寺津・やつかちようてらつﾞ

　　６９０-１４０５・島根県松江市八束町入江・やつかちようにゆうこう

　　６９０-１４０４・島根県松江市八束町波入・やつかちようはにゆう

　　６９０-１４０６・島根県松江市八束町二子・やつかちようふたご

　　６９０-１４０２・島根県松江市八束町馬渡・ やつかちようまわたじ

　　６９０-００３１・島根県松江市山代町・やましろちよう

　　６９０-００２５・島根県松江市八幡町・やわたちよう

　　６９０-００５１・島根県松江市横浜町・よこはﾞまちよう

　　６９０-０８８５・島根県松江市米子町・よなごまち

　　６９０-００４７・島根県松江市嫁島町・よめしまちよう

　　６９０-０００５・島根県松江市和多見町・わだみちよう

　　６９７-００００・島根県浜田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９７-００３４・島根県浜田市相生町・あいおいちよう

　　６９７-００２２・島根県浜田市浅井町・あさいちよう

　　６９７-０５１４・島根県浜田市旭町市木・あさひちよういちぎ

　　６９７-０４２５・島根県浜田市旭町今市・あさひちよういまいち

　　６９７-０４２７・島根県浜田市旭町木田・あさひちようきた

　　６９７-０５１２・島根県浜田市旭町来尾・あさひちようきたお

　　６９７-０５１３・島根県浜田市旭町坂本（八ツ木）・あさひちようさかもと(やつぎ)

　　６９７-０４３１・島根県浜田市旭町坂本（その他）・あさひちようさかもと(そのた)

　　６９７-０４２３・島根県浜田市旭町重富・あさひちようしげとみ

　　６９７-０５１１・島根県浜田市旭町都川・あさひちようつかわ

　　６９７-０４２２・島根県浜田市旭町本郷・あさひちようほんごう

　　６９７-０４２６・島根県浜田市旭町丸原・あさひちようまるはﾞら

　　６９７-０４２１・島根県浜田市旭町山ノ内・あさひちようやまのうち

　　６９７-０４２４・島根県浜田市旭町和田・あさひちようわだ

　　６９７-００３３・島根県浜田市朝日町・あさひまち



　　６９７-００６２・島根県浜田市熱田町・あつたちよう

　　６９７-１３３４・島根県浜田市櫟田原町・いちいたはﾞらちよう

　　６９７-１３３５・島根県浜田市井野町・いのちよう

　　６９７-００３２・島根県浜田市牛市町・うしいちちよう

　　６９７-００１１・島根県浜田市後野町・うしろのちよう

　　６９７-００６４・島根県浜田市内田町（百万騎）・うちだちよう(ひやくまんき)

　　６９７-１３２３・島根県浜田市内田町（その他）・うちだちよう(そのた)

　　６９７-０３１２・島根県浜田市宇津井町・うついちよう

　　６９５-０１０２・島根県浜田市宇野町・うのちよう

　　６９７-０００２・島根県浜田市生湯町・うぶゆちよう

　　６９７-００４４・島根県浜田市蛭子町・えびすちよう

　　６９５-０１０３・島根県浜田市大金町・おおがねちよう

　　６９７-００５３・島根県浜田市大辻町・おおつじちよう

　　６９７-１３３８・島根県浜田市折居町・おりいちよう

　　６９７-００６１・島根県浜田市笠柄町・かさがらちよう

　　６９７-００４１・島根県浜田市片庭町・かたにわちよう

　　６９７-０３０２・島根県浜田市金城町今福・かなぎちよういまふく

　　６９７-０３０５・島根県浜田市金城町入野・かなぎちよういりの

　　６９７-０３０４・島根県浜田市金城町宇津井・かなぎちよううつい

　　６９７-０３０１・島根県浜田市金城町追原・かなぎちようおいはﾞら

　　６９７-０２１３・島根県浜田市金城町小国・かなぎちようおぐに

　　６９７-０１２２・島根県浜田市金城町上来原・かなぎちようかみくるはﾞら

　　６９７-０３０３・島根県浜田市金城町久佐・かなぎちようくざ

　　６９７-０１２３・島根県浜田市金城町七条・かなぎちようしちじよう

　　６９７-０１２１・島根県浜田市金城町下来原・かなぎちようしもくるはﾞら

　　６９７-０２１２・島根県浜田市金城町長田・かなぎちようながた

　　６９７-０２１１・島根県浜田市金城町波佐・かなぎちようはざ

　　６９７-０００５・島根県浜田市上府町・かみこうちよう

　　６９７-００４５・島根県浜田市京町・きようまち

　　６９７-０００４・島根県浜田市久代町・くしろちよう

　　６９７-００２４・島根県浜田市黒川町・くろかわちよう

　　６９７-０００７・島根県浜田市高佐町・こうさちよう

　　６９７-００１２・島根県浜田市河内町・こうちちよう

　　６９７-０００３・島根県浜田市国分町・こくぶちよう

　　６９７-００３１・島根県浜田市紺屋町・こんやまち

　　６９７-００４３・島根県浜田市栄町・さかえまち

　　６９７-０３１１・島根県浜田市佐野町・さのちよう

　　６９７-００１３・島根県浜田市三階町・さんがいちよう

　　６９７-００４７・島根県浜田市清水町・しみずちよう

　　６９５-０１０１・島根県浜田市下有福町・しもありふくちよう

　　６９７-０００６・島根県浜田市下府町・しもこうちよう

　　６９７-００４６・島根県浜田市真光町・しんこうちよう

　　６９７-００３７・島根県浜田市新町・しんまち

　　６９７-００３５・島根県浜田市杉戸町・すぎどちよう

　　６９７-１３２１・島根県浜田市周布町・すふちよう

　　６９７-００５１・島根県浜田市瀬戸ケ島町・せとがしまちよう

　　６９７-００５７・島根県浜田市瀬戸見町・せとみちよう

　　６９７-００５４・島根県浜田市高田町・たかたちよう

　　６９７-００１５・島根県浜田市竹迫町・たけざこちよう

　　６９７-１３３２・島根県浜田市田橋町・たはﾞせちよう

　　６９７-００２６・島根県浜田市田町・たまち

　　６９７-１３２６・島根県浜田市治和町・ちわちよう

　　６９７-１３２７・島根県浜田市津摩町・つまちよう

　　６９７-００３６・島根県浜田市天満町・てんまちよう

　　６９７-０００１・島根県浜田市外ノ浦町・とのうらちよう

　　６９７-００２７・島根県浜田市殿町・とのまち

　　６９７-００６５・島根県浜田市内村町（十文字原）・ないむらちよう(じゆうもんじはﾞら)

　　６９７-１３３１・島根県浜田市内村町（その他）・ないむらちよう(そのた)

　　６９７-００２３・島根県浜田市長沢町・ながさわちよう

　　６９７-００６３・島根県浜田市長浜町・ながはまちよう

　　６９７-００１４・島根県浜田市長見町・ながみちよう

　　６９７-１３３３・島根県浜田市鍋石町・なべいしちよう

　　６９７-００４２・島根県浜田市錦町・にしきまち

　　６９７-１３３７・島根県浜田市西村町・にしむらちよう

　　６９７-００１６・島根県浜田市野原町・のはﾞらちよう

　　６９７-００１７・島根県浜田市原井町・はらいちよう

　　６９７-００５６・島根県浜田市原町・はらちよう

　　６９７-１３２２・島根県浜田市日脚町・ひなしちよう

　　６９７-００２５・島根県浜田市琵琶町・びわまち

　　６９７-１３２４・島根県浜田市穂出町・ほのでちよう



　　６９７-００２１・島根県浜田市松原町・まつはﾞらちよう

　　６９９-３３０２・島根県浜田市三隅町芦谷・みすみちようあしだに

　　６９９-３２１５・島根県浜田市三隅町井川・みすみちよういがわ

　　６９９-３３０１・島根県浜田市三隅町井野・みすみちよういの

　　６９９-３２２６・島根県浜田市三隅町岡見・みすみちようおかみ

　　６９９-３２２２・島根県浜田市三隅町折居・みすみちようおりい

　　６９９-３２１６・島根県浜田市三隅町上古和・みすみちようかみこわ

　　６９９-３２１７・島根県浜田市三隅町黒沢・みすみちようくろさわ

　　６９９-３２１３・島根県浜田市三隅町河内・みすみちようこうち

　　６９９-３２２３・島根県浜田市三隅町西河内・みすみちようさいごうち

　　６９９-３２１５・島根県浜田市三隅町下古和・みすみちようしもこわ

　　６９９-３２２１・島根県浜田市三隅町東平原・みすみちようひがしひらはﾞら

　　６９９-３２２５・島根県浜田市三隅町古市場・みすみちようふるいちはﾞ

　　６９９-３２１１・島根県浜田市三隅町三隅・みすみちようみすみ

　　６９９-３２２４・島根県浜田市三隅町湊浦・みすみちようみなとうら

　　６９９-３２１２・島根県浜田市三隅町向野田・みすみちようむかいのた

　　６９９-３３０３・島根県浜田市三隅町室谷・みすみちようむろだに

　　６９９-３２１４・島根県浜田市三隅町矢原・みすみちようやはﾞら

　　６９７-００５２・島根県浜田市港町・みなとまち

　　６９７-００５５・島根県浜田市元浜町・もとはまちよう

　　６９７-１２１５・島根県浜田市弥栄町稲代・やさかちよういなしろ

　　６９７-１２１４・島根県浜田市弥栄町大坪・やさかちようおおつほﾞ

　　６９７-１２０２・島根県浜田市弥栄町小坂・やさかちようおさか

　　６９７-１２０４・島根県浜田市弥栄町門田・やさかちようかどた

　　６９７-１１２２・島根県浜田市弥栄町木都賀・やさかちようきつか

　　６９７-１２０３・島根県浜田市弥栄町高内・やさかちようたかうち

　　６９７-１１２３・島根県浜田市弥栄町田野原・やさかちようたのはら

　　６９７-１２０１・島根県浜田市弥栄町栃木・やさかちようとちぎ

　　６９７-１２１１・島根県浜田市弥栄町長安本郷・やさかちようながやすほんごう

　　６９７-１１２１・島根県浜田市弥栄町野坂・やさかちようのさか

　　６９７-１２１３・島根県浜田市弥栄町程原・やさかちようほどはら

　　６９７-１２１２・島根県浜田市弥栄町三里・やさかちようみさと

　　６９７-１３３６・島根県浜田市横山町・よこやまちよう

　　６９７-１３２５・島根県浜田市吉地町・よしじちよう

　　６９３-００００・島根県出雲市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９３-０２１３・島根県出雲市朝山町・あさやまちよう

　　６９３-００３５・島根県出雲市芦渡町・あしわたちよう

　　６９３-００４４・島根県出雲市荒茅町・あらかやちよう

　　６９３-００２７・島根県出雲市医大南町・いだいみなみまち

　　６９３-００７１・島根県出雲市稲岡町・いなおかちよう

　　６９１-００２４・島根県出雲市猪目町・いのめちよう

　　６９３-０００１・島根県出雲市今市町・いまいちちよう

　　６９３-０００２・島根県出雲市今市町北本町・いまいちちようきたほんまち

　　６９３-０００３・島根県出雲市今市町南本町・いまいちちようみなみほんまち

　　６９１-００４２・島根県出雲市十六島町・うつふﾟるいちよう

　　６９３-０１０５・島根県出雲市宇那手町・うなてちよう

　　６９３-０００７・島根県出雲市駅北町・えききたまち

　　６９３-０００８・島根県出雲市駅南町・えきみなみまち

　　６９３-００１７・島根県出雲市枝大津町・えだおおつちよう

　　６９３-００５６・島根県出雲市江田町・えたちよう

　　６９３-００２３・島根県出雲市塩冶有原町・えんやありはらちよう

　　６９３-００２４・島根県出雲市塩冶神前・えんやかんまえ

　　６９３-００２８・島根県出雲市塩冶善行町・えんやぜんこうちよう

　　６９３-００２１・島根県出雲市塩冶町・えんやちよう

　　６９３-００２５・島根県出雲市塩冶町南町・えんやちようみなみまち

　　６９３-００２６・島根県出雲市塩冶原町・えんやはらまち

　　６９９-０８２１・島根県出雲市大島町・おおじまちよう

　　６９３-００１５・島根県出雲市大津朝倉・おおつあさくら

　　６９３-００６３・島根県出雲市大塚町・おおつかちよう

　　６９３-００１２・島根県出雲市大津新崎町・おおつしんざきちよう

　　６９３-００１１・島根県出雲市大津町・おおつちよう

　　６９１-００６３・島根県出雲市岡田町・おかだちよう

　　６９３-００１３・島根県出雲市荻杼町・おぎとちちよう

　　６９１-００２１・島根県出雲市奥宇賀町・おくうがちよう

　　６９３-０２１６・島根県出雲市乙立町・おつたちちよう

　　６９３-００５１・島根県出雲市小山町・おやまちよう

　　６９１-００４３・島根県出雲市釜浦町・かまうらちよう

　　６９３-００２２・島根県出雲市上塩冶町・かみえんやちよう

　　６９１-００６４・島根県出雲市上岡田町・かみおかだちよう

　　６９３-０１０１・島根県出雲市上島町・かみしまちよう



　　６９１-００２３・島根県出雲市唐川町・からかわちよう

　　６９１-００２５・島根県出雲市河下町・かわしもちよう

　　６９３-００３４・島根県出雲市神門町・かんどちよう

　　６９３-００７２・島根県出雲市日下町・くさかちよう

　　６９１-００３４・島根県出雲市久多見町・くたみちよう

　　６９１-００１４・島根県出雲市口宇賀町・くちうがちよう

　　６９１-００１１・島根県出雲市国富町・くにどみちよう

　　６９１-００５２・島根県出雲市小伊津町・こいつﾞちよう

　　６９１-００７４・島根県出雲市小境町・こざかいちよう

　　６９３-００３１・島根県出雲市古志町・こしちよう

　　６９１-００４１・島根県出雲市小津町・こつﾞちよう

　　６９９-０８１７・島根県出雲市湖陵町板津・こりようちよういたつﾞ

　　６９９-０８１６・島根県出雲市湖陵町大池・こりようちようおおいけ

　　６９９-０８１１・島根県出雲市湖陵町差海・こりようちようさしうみ

　　６９９-０８１３・島根県出雲市湖陵町三部・こりようちようさんぶ

　　６９９-０８１４・島根県出雲市湖陵町常楽寺・こりようちようじようらくじ

　　６９９-０８１２・島根県出雲市湖陵町二部・こりようちようにぶ

　　６９９-０８１５・島根県出雲市湖陵町畑村・こりようちようはたむら

　　６９１-００１５・島根県出雲市西郷町・さいごうちよう

　　６９１-００５１・島根県出雲市坂浦町・さかうらちよう

　　６９３-０５０１・島根県出雲市佐田町朝原・さだちようあざはﾞら

　　６９３-０５０４・島根県出雲市佐田町大呂・さだちようおおろ

　　６９３-０５２６・島根県出雲市佐田町上橋波・さだちようかみはしなみ

　　６９３-０５２１・島根県出雲市佐田町毛津・さだちようけつﾞ

　　６９３-０５２３・島根県出雲市佐田町佐津目・さだちようさつめ

　　６９３-０５２５・島根県出雲市佐田町下橋波・さだちようしもはしなみ

　　６９３-０５０３・島根県出雲市佐田町須佐・さだちようすさ

　　６９３-０５２４・島根県出雲市佐田町高津屋・さだちようたかつや

　　６９３-０５０６・島根県出雲市佐田町反辺・さだちようたんべ

　　６９３-０５０２・島根県出雲市佐田町原田・さだちようはらだ

　　６９３-０５１２・島根県出雲市佐田町東村・さだちようひがしむら

　　６９３-０５２２・島根県出雲市佐田町一窪田・さだちようひとくほﾞた

　　６９３-０５１１・島根県出雲市佐田町八幡原・さだちようやわたはﾞら

　　６９３-０５０５・島根県出雲市佐田町吉野・さだちようよしの

　　６９３-００６４・島根県出雲市里方町・さとかたちよう

　　６９１-００４４・島根県出雲市塩津町・しおつちよう

　　６９１-０００４・島根県出雲市島村町・しまむらちよう

　　６９３-００３２・島根県出雲市下古志町・しもこしちよう

　　６９３-００４６・島根県出雲市下横町・しもよこちよう

　　６９３-０００６・島根県出雲市白枝町・しろえだちよう

　　６９９-０８２２・島根県出雲市神西沖町・じんざいおきちよう

　　６９９-０８２５・島根県出雲市神西新町・じんざいしんまち

　　６９３-００４２・島根県出雲市外園町・そとぞのちよう

　　６９１-００７６・島根県出雲市園町・そのちよう

　　６９９-０７６２・島根県出雲市大社町鵜峠・たいしやちよううど

　　６９９-０７６４・島根県出雲市大社町宇龍・たいしやちよううりゆう

　　６９９-０７２２・島根県出雲市大社町北荒木・たいしやちようきたあらき

　　６９９-０７０２・島根県出雲市大社町杵築北・たいしやちようきつﾞききた

　　６９９-０７５１・島根県出雲市大社町杵築西・ たいしやちようきつﾞきにじ

　　６９９-０７０１・島根県出雲市大社町杵築東・ たいしやちようきつﾞきひがじ

　　６９９-０７１１・島根県出雲市大社町杵築南・たいしやちようきつﾞきみなみ

　　６９９-０７６１・島根県出雲市大社町鷺浦・たいしやちようさぎうら

　　６９９-０７２１・島根県出雲市大社町修理免・たいしやちようしゆうりめん

　　６９９-０７４１・島根県出雲市大社町中荒木・たいしやちようなかあらき

　　６９９-０７３２・島根県出雲市大社町入南・たいしやちようにゆうなん

　　６９９-０７３３・島根県出雲市大社町菱根・たいしやちようひしね

　　６９９-０７６３・島根県出雲市大社町日御碕・たいしやちようひのみさき

　　６９９-０７３１・島根県出雲市大社町遙堪・たいしやちようようかん

　　６９３-００６６・島根県出雲市高岡町・たかおかちよう

　　６９３-００５３・島根県出雲市高松町・たかまつちよう

　　６９９-０９０５・島根県出雲市多伎町奥田儀・たきちようおくたぎ

　　６９９-０９０３・島根県出雲市多伎町小田・たきちようおだ

　　６９９-０９０６・島根県出雲市多伎町神原・たきちようかんはﾞら

　　６９９-０９０４・島根県出雲市多伎町口田儀・たきちようくちたぎ

　　６９９-０９０１・島根県出雲市多伎町久村・たきちようくむら

　　６９９-０９０２・島根県出雲市多伎町多岐・たきちようたき

　　６９１-００６２・島根県出雲市多久谷町・たくだにちよう

　　６９１-００６１・島根県出雲市多久町・たくちよう

　　６９３-００１４・島根県出雲市武志町・たけしちよう

　　６９３-００３３・島根県出雲市知井宮町・ちいみやちよう



　　６９１-００７１・島根県出雲市地合町・ちごうちよう

　　６９３-００２９・島根県出雲市築山新町・つきやましんまち

　　６９３-００５７・島根県出雲市常松町・つねまつちよう

　　６９３-０００５・島根県出雲市天神町・てんじんちよう

　　６９１-００６５・島根県出雲市東郷町・とうごうちよう

　　６９１-００３１・島根県出雲市東福町・とうふくちよう

　　６９３-０２１４・島根県出雲市所原町・ところはらちよう

　　６９３-００６２・島根県出雲市中野町・なかのちよう

　　６９３-００８１・島根県出雲市中野美保北・なかのみほきた

　　６９３-００８２・島根県出雲市中野美保南・なかのみほみなみ

　　６９３-００４３・島根県出雲市長浜町・ながはまちよう

　　６９１-０００３・島根県出雲市灘分町・なだぶんちよう

　　６９９-０８２４・島根県出雲市西神西町・にしじんざいちよう

　　６９３-００３７・島根県出雲市西新町・にししんまち

　　６９３-００４１・島根県出雲市西園町・にしぞのちよう

　　６９１-００１２・島根県出雲市西代町・にしだいちよう

　　６９３-０１０２・島根県出雲市西谷町・にしだにちよう

　　６９３-００７３・島根県出雲市西林木町・にしはやしぎちよう

　　６９１-０００２・島根県出雲市西平田町・にしひらたちよう

　　６９１-００６６・島根県出雲市野石谷町・のいしだにちよう

　　６９１-００７２・島根県出雲市野郷町・のざとちよう

　　６９３-０１０３・島根県出雲市野尻町・のじりちよう

　　６９３-００５４・島根県出雲市浜町・はまちよう

　　６９３-０１０４・島根県出雲市稗原町・ひえはﾞらちよう

　　６９９-０８２３・島根県出雲市東神西町・ひがしじんざいちよう

　　６９３-００４５・島根県出雲市東園町・ひがしぞのちよう

　　６９３-００７４・島根県出雲市東林木町・ひがしはやしぎちよう

　　６９９-０６１５・島根県出雲市斐川町併川・ひかわちようあいかわ

　　６９９-０６１１・島根県出雲市斐川町阿宮・ひかわちようあぐ

　　６９９-０６４４・島根県出雲市斐川町今在家・ひかわちよういまざいけ

　　６９９-０５５１・島根県出雲市斐川町沖洲・ひかわちようおきのす

　　６９９-０５０１・島根県出雲市斐川町学頭・ひかわちようがくとう

　　６９９-０５０５・島根県出雲市斐川町上庄原・ひかわちようかみしようはﾞら

　　６９９-０６２４・島根県出雲市斐川町上直江・ひかわちようかみなおえ

　　６９９-０５０３・島根県出雲市斐川町神庭・ひかわちようかんはﾞ

　　６９９-０６１３・島根県出雲市斐川町神氷・ひかわちようかんひﾟ

　　６９９-０６１４・島根県出雲市斐川町求院・ひかわちようぐい

　　６９９-０５５３・島根県出雲市斐川町黒目・ひかわちようくろめ

　　６９９-０５５５・島根県出雲市斐川町坂田・ひかわちようさかだ

　　６９９-０５５４・島根県出雲市斐川町三分市・ひかわちようさんぶいち

　　６９９-０６１２・島根県出雲市斐川町出西・ひかわちようしゆつさい

　　６９９-０５０２・島根県出雲市斐川町荘原・ひかわちようしようはﾞら

　　６９９-０６２１・島根県出雲市斐川町富村・ひかわちようとびむら

　　６９９-０６２３・島根県出雲市斐川町鳥井・ひかわちようとりい

　　６９９-０６３１・島根県出雲市斐川町直江・ひかわちようなおえ

　　６９９-０５５２・島根県出雲市斐川町中洲・ひかわちようなかのす

　　６９９-０６２２・島根県出雲市斐川町名島・ひかわちようなしま

　　６９９-０６４３・島根県出雲市斐川町原鹿・ひかわちようはらしか

　　６９９-０６４２・島根県出雲市斐川町福富・ひかわちようふくどみ

　　６９９-０５０４・島根県出雲市斐川町三絡・ひかわちようみつがね

　　６９９-０６４１・島根県出雲市斐川町美南・ひかわちようみなみ

　　６９３-００６８・島根県出雲市姫原（１～４丁目）・ひめはﾞら

　　６９３-００６１・島根県出雲市姫原町・ひめはﾞらちよう

　　６９１-０００１・島根県出雲市平田町・ひらたちよう

　　６９３-００６５・島根県出雲市平野町・ひらのちよう

　　６９３-０１０６・島根県出雲市船津町・ふなつちよう

　　６９３-００３６・島根県出雲市平成町・へいせいちよう

　　６９１-００２２・島根県出雲市別所町・べつしよちよう

　　６９１-００３２・島根県出雲市本庄町・ほんじようちよう

　　６９３-０２１１・島根県出雲市馬木北町・まききたまち

　　６９３-０２１２・島根県出雲市馬木町・まきちよう

　　６９３-００５２・島根県出雲市松寄下町・まつよりしもちよう

　　６９１-００３３・島根県出雲市万田町・まんだちよう

　　６９１-００１３・島根県出雲市美談町・みだみちよう

　　６９１-００５３・島根県出雲市三津町・みつちよう

　　６９１-００４５・島根県出雲市美保町・みほちよう

　　６９３-０２１５・島根県出雲市見々久町・みみくちよう

　　６９３-００５５・島根県出雲市八島町・やしまちよう

　　６９３-００５８・島根県出雲市矢野町・やのちよう

　　６９３-００６７・島根県出雲市矢尾町・やびちよう



　　６９１-００７３・島根県出雲市美野町・よしのちよう

　　６９１-００７５・島根県出雲市鹿園寺町・ろくおんじちよう

　　６９３-０００４・島根県出雲市渡橋町・わたりはしちよう

　　６９８-００００・島根県益田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９９-３６７２・島根県益田市赤雁町・あかがりちよう

　　６９８-００３４・島根県益田市赤城町・あかぎちよう

　　６９８-００２７・島根県益田市あけぼの東町・あけほﾞのひがしまち

　　６９８-００２５・島根県益田市あけぼの西町・あけほﾞのにしまち

　　６９８-００２６・島根県益田市あけぼの本町・あけほﾞのほんまち

　　６９８-２２５３・島根県益田市愛栄町・あさかちよう

　　６９８-００２２・島根県益田市有明町・ありあけちよう

　　６９９-３７６５・島根県益田市有田町・ありたちよう

　　６９８-００３７・島根県益田市飯田町・いいだちよう

　　６９９-３７６１・島根県益田市飯浦町・いいのうらちよう

　　６９８-２１４２・島根県益田市市原町・いちはらちよう

　　６９９-５１２３・島根県益田市猪木谷町・いのきだにちよう

　　６９８-００１４・島根県益田市岩倉町・いわくらちよう

　　６９８-００５１・島根県益田市内田町（石見空港）・うちだちよう(いわみくうこう)

　　６９８-２１４３・島根県益田市内田町（その他）・うちだちよう(そのた)

　　６９８-０４１３・島根県益田市馬谷町・うまだにちよう

　　６９９-５１２７・島根県益田市梅月町・うめつきちよう

　　６９８-００２４・島根県益田市駅前町・えきまえちよう

　　６９９-３６７４・島根県益田市大草町・おおくさちよう

　　６９８-００１２・島根県益田市大谷町・おおたにちよう

　　６９９-３６７５・島根県益田市乙子町・おとこちよう

　　６９８-０００３・島根県益田市乙吉町・おとよしちよう

　　６９８-２２５２・島根県益田市柏原町・かしはﾞらちよう

　　６９８-２２５４・島根県益田市桂平町・かつらひらちよう

　　６９９-３５０１・島根県益田市金山町・かねやまちよう

　　６９８-２２５５・島根県益田市上黒谷町・かみくろだにちよう

　　６９８-００４５・島根県益田市かもしま北町・かもしまきたまち

　　６９８-００４７・島根県益田市かもしま西町・かもしまにしまち

　　６９８-００４６・島根県益田市かもしま東町・かもしまひがしまち

　　６９８-２１４５・島根県益田市川登町・かわのほﾞりちよう

　　６９９-５１３３・島根県益田市神田町・かんだちよう

　　６９９-３７６４・島根県益田市喜阿弥町・きあみちよう

　　６９９-３５０２・島根県益田市木部町・きべちよう

　　６９８-００１３・島根県益田市久々茂町・くくもちよう

　　６９８-０００１・島根県益田市久城町・くしろちよう

　　６９８-２２５１・島根県益田市黒周町・くろすちよう

　　６９９-３７６２・島根県益田市小浜町・こはまちよう

　　６９８-００２１・島根県益田市幸町・さいわいちよう

　　６９８-００３５・島根県益田市栄町・さかえまち

　　６９９-３５０３・島根県益田市下種町・しもたねちよう

　　６９８-０４１４・島根県益田市下波田町・しもはだちよう

　　６９８-０００２・島根県益田市下本郷町・しもほんごうちよう

　　６９８-０００７・島根県益田市昭和町・しようわちよう

　　６９９-５１２５・島根県益田市白岩町・しらいわちよう

　　６９８-２１４１・島根県益田市白上町・しらかみちよう

　　６９８-００３６・島根県益田市須子町・すこちよう

　　６９９-５１２４・島根県益田市薄原町・すすきはﾞらちよう

　　６９９-５１２６・島根県益田市隅村町・すみむらちよう

　　６９８-００１１・島根県益田市染羽町・そめはﾞちよう

　　６９８-００４１・島根県益田市高津・たかつ

　　６９８-００４１・島根県益田市高津町・たかつちよう

　　６９８-００３１・島根県益田市多田町・ただちよう

　　６９９-３５０４・島根県益田市種村町・たねむらちよう

　　６９９-３６７１・島根県益田市津田町・つだちよう

　　６９９-３５０５・島根県益田市土田町・つちだちよう

　　６９８-００１６・島根県益田市土井町・どいちよう

　　６９９-３６７６・島根県益田市遠田町・とうだちよう

　　６９８-００２３・島根県益田市常盤町・ときわちよう

　　６９９-３７６３・島根県益田市戸田町・とだちよう

　　６９８-００１５・島根県益田市栃山町・とちやまちよう

　　６９８-２１４６・島根県益田市中垣内町・なかがうちちよう

　　６９８-００４４・島根県益田市中須町・なかずちよう

　　６９８-００４３・島根県益田市中島町・なかのしまちよう

　　６９８-００４２・島根県益田市中吉田町・なかよしだちよう

　　６９８-０４１２・島根県益田市長沢町・ながさわちよう

　　６９８-００１７・島根県益田市七尾町・ななおちよう



　　６９９-３５０６・島根県益田市西平原町・にしひらはﾞらちよう

　　６９８-０４１１・島根県益田市波田町・はだちよう

　　６９８-０００４・島根県益田市東町・ひがしまち

　　６９８-１２２３・島根県益田市匹見町石谷・ひきみちよういしたに

　　６９８-１２１３・島根県益田市匹見町落合・ひきみちようおちあい

　　６９８-１２１２・島根県益田市匹見町紙祖・ひきみちようしそ

　　６９８-１２２１・島根県益田市匹見町澄川・ひきみちようすみかわ

　　６９８-１２１１・島根県益田市匹見町匹見・ひきみちようひきみ

　　６９８-１２２２・島根県益田市匹見町広瀬・ひきみちようひろせ

　　６９８-１２０１・島根県益田市匹見町道川・ひきみちようみちかわ

　　６９９-５１２１・島根県益田市左ケ山町・ひだりがやまちよう

　　６９９-５１２２・島根県益田市本俣賀町・ほんまたがちよう

　　６９８-０００５・島根県益田市本町・ほんまち

　　６９８-００３２・島根県益田市水分町・みずわけちよう

　　６９８-０２１３・島根県益田市美都町朝倉・みとちようあさくら

　　６９８-０２０１・島根県益田市美都町板井川・みとちよういたいがわ

　　６９８-０２０２・島根県益田市美都町宇津川・みとちよううつﾞかわ

　　６９８-０２０６・島根県益田市美都町久原・みとちようくはﾞら

　　６９８-０２１１・島根県益田市美都町小原・みとちようこはﾞら

　　６９８-０２１４・島根県益田市美都町笹倉・みとちようささくら

　　６９８-０２１２・島根県益田市美都町仙道・みとちようせんどう

　　６９８-０２０３・島根県益田市美都町都茂・みとちようつも

　　６９８-０２０７・島根県益田市美都町丸茂・みとちようまるも

　　６９８-０２０５・島根県益田市美都町三谷・みとちようみたに

　　６９８-０２０４・島根県益田市美都町山本・みとちようやまもと

　　６９９-３７６６・島根県益田市美濃地町・みのじちよう

　　６９８-０００６・島根県益田市三宅町・みやけちよう

　　６９９-５１３４・島根県益田市向横田町・むかいよこたちよう

　　６９８-２１４４・島根県益田市虫追町・むそうちよう

　　６９８-００３３・島根県益田市元町・もとまち

　　６９９-５１３１・島根県益田市安富町・やすどみちよう

　　６９９-３６７３・島根県益田市山折町・やまおりちよう

　　６９９-５１３２・島根県益田市横田町・よこたちよう

　　６９４-００００・島根県大田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９９-２２１３・島根県大田市朝山町朝倉・あさやまちようあさくら

　　６９９-２２１２・島根県大田市朝山町仙山・あさやまちようせんやま

　　６９４-００３５・島根県大田市五十猛町・いそたけちよう

　　６９４-０４３３・島根県大田市大代町大家・おおしろちようおおえ

　　６９４-０４３２・島根県大田市大代町新屋・おおしろちようにいや

　　６９４-００６４・島根県大田市大田町大田・おおだちようおおだ

　　６９４-００６２・島根県大田市大田町野城・おおだちようのじろ

　　６９４-００６３・島根県大田市大田町吉永・おおだちようよしなが

　　６９４-０３０５・島根県大田市大森町・おおもりちよう

　　６９４-００３３・島根県大田市大屋町大国・おおやちようおおぐに

　　６９４-００３４・島根県大田市大屋町大屋・おおやちようおおや

　　６９４-００３２・島根県大田市大屋町鬼村・おおやちようおにむら

　　６９４-００１２・島根県大田市川合町忍原・かわいちようおしはら

　　６９４-００１１・島根県大田市川合町川合・かわいちようかわい

　　６９４-００１３・島根県大田市川合町吉永・かわいちようよしなが

　　６９４-００５２・島根県大田市久手町刺鹿・くてちようさつか

　　６９４-００５１・島根県大田市久手町波根西・ くてちようはねにじ

　　６９４-００２２・島根県大田市久利町市原・くりちよういちはら

　　６９４-００２４・島根県大田市久利町久利・くりちようくり

　　６９４-００２３・島根県大田市久利町佐摩・くりちようさま

　　６９４-００２５・島根県大田市久利町松代・くりちようまつしろ

　　６９４-００２１・島根県大田市久利町行恒・くりちようゆきつね

　　６９４-０２２３・島根県大田市三瓶町池田・さんべちよういけだ

　　６９４-０２２１・島根県大田市三瓶町上山・さんべちよううやま

　　６９４-０２２４・島根県大田市三瓶町小屋原・さんべちようこやはら

　　６９４-０２２２・島根県大田市三瓶町志学・さんべちようしがく

　　６９４-０００３・島根県大田市三瓶町多根・さんべちようたね

　　６９４-０００４・島根県大田市三瓶町野城・さんべちようのじろ

　　６９４-００３１・島根県大田市静間町・しずまちよう

　　６９４-０４３１・島根県大田市祖式町・そじきちよう

　　６９９-２２１４・島根県大田市富山町神原・とみやまちようかんはﾞら

　　６９９-２２１５・島根県大田市富山町才坂・とみやまちようさいざか

　　６９４-００６１・島根県大田市富山町山中（押ケ峠）・ようやまなか(おしがと)

　　６９９-２２１６・島根県大田市富山町山中（その他）・ようやまなか(そのた)

　　６９４-００５４・島根県大田市鳥井町鳥井・とりいちようとりい

　　６９４-００５３・島根県大田市鳥井町鳥越・とりいちようとりごえ



　　６９４-００４２・島根県大田市長久町稲用・ながひさちよういなもち

　　６９４-００４４・島根県大田市長久町土江・ながひさちようつちえ

　　６９４-００４１・島根県大田市長久町長久・ながひさちようながひさ

　　６９４-００４３・島根県大田市長久町延里・ながひさちようのぶさと

　　６９９-２３０５・島根県大田市仁摩町天河内・にまちようあまごうち

　　６９９-２３０３・島根県大田市仁摩町大国・にまちようおおぐに

　　６９９-２３０２・島根県大田市仁摩町宅野・にまちようたくの

　　６９９-２３０１・島根県大田市仁摩町仁万・にまちようにま

　　６９９-２３０４・島根県大田市仁摩町馬路・にまちようまじ

　　６９９-２２１１・島根県大田市波根町・はねちよう

　　６９４-０３０１・島根県大田市水上町荻原・みなかみちようおぎはら

　　６９４-０３０３・島根県大田市水上町白坏・みなかみちようしろつき

　　６９４-０３０２・島根県大田市水上町福原・みなかみちようふくはら

　　６９４-０３０４・島根県大田市水上町三久須・みなかみちようみくす

　　６９４-０００１・島根県大田市山口町佐津目・やまぐちちようさつめ

　　６９４-０００２・島根県大田市山口町山口・やまぐちちようやまぐち

　　６９９-２５０７・島根県大田市温泉津町井田・ゆのつちよういだ

　　６９９-２５１５・島根県大田市温泉津町今浦・ゆのつちよういまうら

　　６９９-２５０５・島根県大田市温泉津町太田・ゆのつちようおおた

　　６９９-２５０４・島根県大田市温泉津町荻村・ゆのつちようおぎむら

　　６９９-２５１３・島根県大田市温泉津町上村・ゆのつちようかみむら

　　６９９-２５１１・島根県大田市温泉津町小浜・ゆのつちようこはま

　　６９９-２５０３・島根県大田市温泉津町西田・ゆのつちようにした

　　６９９-２５１２・島根県大田市温泉津町飯原・ゆのつちようはんはﾞら

　　６９９-２５０６・島根県大田市温泉津町福田・ゆのつちようふくだ

　　６９９-２５１４・島根県大田市温泉津町福光・ゆのつちようふくみつ

　　６９９-２５０２・島根県大田市温泉津町湯里・ゆのつちようゆさと

　　６９９-２５０１・島根県大田市温泉津町温泉津・ゆのつちようゆのつ

　　６９９-２５１６・島根県大田市温泉津町吉浦・ゆのつちようよしうら

　　６９２-００００・島根県安来市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９２-０００１・島根県安来市赤江町・あかえちよう

　　６９２-００５２・島根県安来市赤崎町・あかさきちよう

　　６９２-０００７・島根県安来市荒島町・あらしまちよう

　　６９２-００６６・島根県安来市飯梨町・いいなしちよう

　　６９２-００５５・島根県安来市飯生町・いなりちよう

　　６９２-００１５・島根県安来市今津町・いまつﾞちよう

　　６９２-００６５・島根県安来市岩舟町・いわふねちよう

　　６９２-００６３・島根県安来市植田町・うえだちよう

　　６９２-００３４・島根県安来市宇賀荘町・うかしようちよう

　　６９２-００５７・島根県安来市恵乃島町・えのしまちよう

　　６９２-００４２・島根県安来市大塚町・おおつかちよう

　　６９２-００４６・島根県安来市折坂町・おりさかちよう

　　６９２-００４５・島根県安来市柿谷町・かきだにちよう

　　６９２-００２７・島根県安来市門生町・かどうちよう

　　６９２-０００２・島根県安来市上坂田町・かみさかだちよう

　　６９２-００４３・島根県安来市上吉田町・かみよしだちよう

　　６９２-００７１・島根県安来市亀島町・かめしまちよう

　　６９２-００７５・島根県安来市神庭町・かんはﾞちよう

　　６９２-００２６・島根県安来市吉佐町・きさちよう

　　６９２-００５６・島根県安来市清井町・きよいちよう

　　６９２-００３５・島根県安来市清瀬町・きよせちよう

　　６９２-００３３・島根県安来市清水町・きよみずちよう

　　６９２-００５１・島根県安来市切川町・きれかわちよう

　　６９２-０００４・島根県安来市久白町・くじらちよう

　　６９２-００３２・島根県安来市九重町・くのうちよう

　　６９２-００２３・島根県安来市黒井田町・くろいだちよう

　　６９２-００３１・島根県安来市佐久保町・さくほﾞちよう

　　６９２-００６２・島根県安来市実松町・さねまつちよう

　　６９２-００５３・島根県安来市沢町・さわちよう

　　６９２-００２８・島根県安来市汐手が丘・しおでがおか

　　６９２-００２４・島根県安来市島田町・しまたちよう

　　６９２-００１７・島根県安来市下坂田町・しもさかだちよう

　　６９２-００４４・島根県安来市下吉田町・しもよしだちよう

　　６９２-００２１・島根県安来市新十神町・しんとかみちよう

　　６９２-００４７・島根県安来市早田町・そうだちよう

　　６９２-００６７・島根県安来市田頼町・たよりちよう

　　６９２-００１３・島根県安来市月坂町・つきざかちよう

　　６９２-００５４・島根県安来市利弘町・としひろちよう

　　６９２-００４１・島根県安来市鳥木町・とりぎちよう

　　６９２-００７４・島根県安来市中海町・なかうみちよう



　　６９２-００６１・島根県安来市中津町・なかつﾞちよう

　　６９２-０００３・島根県安来市西赤江町・にしあかえちよう

　　６９２-０００６・島根県安来市西荒島町・にしあらしまちよう

　　６９２-００５８・島根県安来市西恵乃島町・にしえのしまちよう

　　６９２-００７７・島根県安来市西松井町・にしまついちよう

　　６９２-００３６・島根県安来市野方町・のかたちよう

　　６９２-００７２・島根県安来市能義町・のきちよう

　　６９２-０３２１・島根県安来市伯太町赤屋・はくたちようあかや

　　６９２-０２１３・島根県安来市伯太町井尻・はくたちよういじり

　　６９２-０３２２・島根県安来市伯太町上小竹・はくたちようかみおだけ

　　６９２-０３２５・島根県安来市伯太町上十年畑・はくたちようかみじゆうねんはﾞた

　　６９２-０３２４・島根県安来市伯太町草野・はくたちようくさの

　　６９２-０３２３・島根県安来市伯太町下小竹・はくたちようしもおだけ

　　６９２-０３２６・島根県安来市伯太町下十年畑・はくたちようしもじゆうねんはﾞた

　　６９２-０２１４・島根県安来市伯太町須山福冨・はくたちようすやまふくどめ

　　６９２-０２１５・島根県安来市伯太町高江寸次・はくたちようたかえすんじ

　　６９２-０２１８・島根県安来市伯太町峠之内・はくたちようたわのうち

　　６９２-０２１２・島根県安来市伯太町西母里・はくたちようにしもり

　　６９２-０２０７・島根県安来市伯太町東母里・はくたちようひがしもり

　　６９２-０２１６・島根県安来市伯太町日次・はくたちようひなみ

　　６９２-０２０３・島根県安来市伯太町未明・はくたちようほのか

　　６９２-０２１１・島根県安来市伯太町母里・はくたちようもり

　　６９２-０２０６・島根県安来市伯太町安田・はくたちようやすだ

　　６９２-０２０２・島根県安来市伯太町安田関・はくたちようやすだせき

　　６９２-０２０５・島根県安来市伯太町安田中・はくたちようやすだなか

　　６９２-０２０４・島根県安来市伯太町安田宮内・はくたちようやすだみやうち

　　６９２-０２０１・島根県安来市伯太町安田山形・はくたちようやすだやまがた

　　６９２-０２１７・島根県安来市伯太町横屋・はくたちようよこや

　　６９２-００１４・島根県安来市飯島町・はしまちよう

　　６９２-００１６・島根県安来市東赤江町・ひがしあかえちよう

　　６９２-０００５・島根県安来市日白町・ひじらちよう

　　６９２-０４０１・島根県安来市広瀬町石原・ひろせちよういしはら

　　６９２-０６２２・島根県安来市広瀬町宇波・ひろせちよううなみ

　　６９２-０６２５・島根県安来市広瀬町奥田原・ひろせちようおくたわら

　　６９２-０４０５・島根県安来市広瀬町祖父谷・ひろせちようおじだに

　　６９２-０７３２・島根県安来市広瀬町梶福留・ひろせちようかじふくどめ

　　６９２-０４１３・島根県安来市広瀬町上山佐・ひろせちようかみやまさ

　　６９２-０４１２・島根県安来市広瀬町下山佐・ひろせちようしもやまさ

　　６９２-０４１１・島根県安来市広瀬町菅原（下田原）・ひろせちようすがはら(しもたわら)

　　６９２-０６２１・島根県安来市広瀬町菅原（その他）・ひろせちようすがはら(そのた)

　　６９２-０４０３・島根県安来市広瀬町富田・ひろせちようとだ

　　６９２-０６２４・島根県安来市広瀬町西谷・ひろせちようにしだに

　　６９２-０７３１・島根県安来市広瀬町西比田・ひろせちようにしひだ

　　６９２-０７３３・島根県安来市広瀬町東比田・ひろせちようひがしひだ

　　６９２-０４０４・島根県安来市広瀬町広瀬・ひろせちようひろせ

　　６９２-０６２３・島根県安来市広瀬町布部・ひろせちようふべ

　　６９２-０４０２・島根県安来市広瀬町町帳・ひろせちようまちちよう

　　６９２-００６４・島根県安来市古川町・ふるかわちよう

　　６９２-００２５・島根県安来市穂日島町・ほひじまちよう

　　６９２-００２２・島根県安来市南十神町・みなみとかみちよう

　　６９２-００１２・島根県安来市宮内町・みやうちちよう

　　６９２-００１１・島根県安来市安来町・やすぎちよう

　　６９２-００７３・島根県安来市矢田町・やたちよう

　　６９２-００３７・島根県安来市吉岡町・よしおかちよう

　　６９５-００００・島根県江津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９５-０００２・島根県江津市浅利町・あさりちよう

　　６９５-０１５２・島根県江津市跡市町・あといちちよう

　　６９５-０１５６・島根県江津市有福温泉町・ありふくおんせんちよう

　　６９５-０１５５・島根県江津市有福温泉町本明・ありふくおんせんちようほんみよう

　　６９５-０１５４・島根県江津市井沢町・いそうちよう

　　６９９-２８４１・島根県江津市後地町・うしろじちよう

　　６９９-３１６２・島根県江津市敬川町・うやがわちよう

　　６９５-００１６・島根県江津市嘉久志町・かくしちよう

　　６９５-００１２・島根県江津市金田町・かねたちよう

　　６９５-００１４・島根県江津市川平町平田・かわひらちようひらた

　　６９５-００１３・島根県江津市川平町南川上・かわひらちようみなみかわのほﾞり

　　６９９-２８３１・島根県江津市黒松町・くろまつちよう

　　６９５-００１１・島根県江津市江津町・ごうつちよう

　　６９９-４２２１・島根県江津市桜江町市山・さくらえちよういちやま

　　６９９-４２２２・島根県江津市桜江町今田・さくらえちよういまだ



　　６９９-４２２３・島根県江津市桜江町後山・さくらえちよううしろやま

　　６９９-４２２４・島根県江津市桜江町江尾・さくらえちようえのお

　　６９９-４５０４・島根県江津市桜江町大貫・さくらえちようおおぬき

　　６９９-４２２５・島根県江津市桜江町小田・さくらえちようおだ

　　６９９-４５０２・島根県江津市桜江町川越・さくらえちようかわごえ

　　６９９-４２２６・島根県江津市桜江町川戸・さくらえちようかわど

　　６９９-４５０５・島根県江津市桜江町坂本・さくらえちようさかもと

　　６９９-４５０１・島根県江津市桜江町鹿賀・さくらえちようしかが

　　６９９-４５０３・島根県江津市桜江町田津・さくらえちようたつﾞ

　　６９９-４１１１・島根県江津市桜江町谷住郷・さくらえちようたにじゆうごう

　　６９９-４４３１・島根県江津市桜江町長谷・さくらえちようながたに

　　６９９-４４３２・島根県江津市桜江町八戸・さくらえちようやと

　　６９５-００１５・島根県江津市島の星町・しまのほしちよう

　　６９５-０１５３・島根県江津市清見町・せいみちよう

　　６９５-０１５１・島根県江津市千田町・ちだちよう

　　６９９-２８４２・島根県江津市都治町・つちちよう

　　６９５-００２１・島根県江津市都野津町・つのつﾞちよう

　　６９５-００２３・島根県江津市二宮町神村・にのみやちようかむら

　　６９５-００２４・島根県江津市二宮町神主・ にのみやちようかんぬじ

　　６９５-００２２・島根県江津市二宮町羽代・にのみやちようはしろ

　　６９９-３１６１・島根県江津市波子町・はしちよう

　　６９９-２８３３・島根県江津市波積町本郷・はつﾞみちようほんごう

　　６９９-２８３４・島根県江津市波積町南・はつﾞみちようみなみ

　　６９９-２８３２・島根県江津市波積町北・はつﾞみちようきた

　　６９５-０００４・島根県江津市松川町市村・まつかわちよういちむら

　　６９５-０００７・島根県江津市松川町太田・まつかわちようおおた

　　６９９-２８３７・島根県江津市松川町上河戸・まつかわちようかみかわど

　　６９５-０００３・島根県江津市松川町下河戸・まつかわちようしもかわど

　　６９９-２８３５・島根県江津市松川町上津井・まつかわちようかんつﾞい

　　６９５-０００５・島根県江津市松川町長良・まつかわちようながら

　　６９９-２８３６・島根県江津市松川町畑田・まつかわちようはただ

　　６９５-０００６・島根県江津市松川町八神・まつかわちようやかみ

　　６９５-００１７・島根県江津市和木町・わきちよう

　　６９５-０００１・島根県江津市渡津町・わたつﾞちよう

　　６９０-２４００・島根県雲南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９０-２７０４・島根県雲南市掛合町穴見・かけやちようあなみ

　　６９０-２７０２・島根県雲南市掛合町入間・かけやちよういるま

　　６９０-２７０１・島根県雲南市掛合町掛合・かけやちようかけや

　　６９０-２７０６・島根県雲南市掛合町多根・かけやちようたね

　　６９０-２７０３・島根県雲南市掛合町波多・かけやちようはた

　　６９０-２７０５・島根県雲南市掛合町松笠・かけやちようまつかさ

　　６９９-１１１４・島根県雲南市加茂町猪尾・かもちよういのお

　　６９９-１１１５・島根県雲南市加茂町岩倉・かもちよういわくら

　　６９９-１１０５・島根県雲南市加茂町宇治・かもちよううじ

　　６９９-１１２５・島根県雲南市加茂町大崎・かもちようおおさき

　　６９９-１１２３・島根県雲南市加茂町大竹・かもちようおおたけ

　　６９９-１１０６・島根県雲南市加茂町加茂中・かもちようかもなか

　　６９９-１１２１・島根県雲南市加茂町神原・かもちようかんはﾞら

　　６９９-１１１２・島根県雲南市加茂町新宮・かもちようしんぐう

　　６９９-１１１１・島根県雲南市加茂町砂子原・かもちようすなごはら

　　６９９-１１０１・島根県雲南市加茂町大西・かもちようだいさい

　　６９９-１１０２・島根県雲南市加茂町立原・かもちようたちはﾞら

　　６９９-１１０３・島根県雲南市加茂町近松・かもちようちかまつ

　　６９９-１１２４・島根県雲南市加茂町延野・かもちようのぶの

　　６９９-１１１３・島根県雲南市加茂町東谷・かもちようひがしだに

　　６９９-１１２２・島根県雲南市加茂町三代・かもちようみじろ

　　６９９-１１０４・島根県雲南市加茂町南加茂・かもちようみなみがも

　　６９９-１３２１・島根県雲南市木次町宇谷・きすきちよううだに

　　６９９-１３３１・島根県雲南市木次町上熊谷・きすきちようかみくまたに

　　６９９-１３３２・島根県雲南市木次町木次・きすきちようきすき

　　６９９-１４０１・島根県雲南市木次町北原（尾白）・きすきちようきたはら(おじろ)

　　６９９-１３４１・島根県雲南市木次町北原（その他）・きすきちようきたはら(そのた)

　　６９９-１３１１・島根県雲南市木次町里方・きすきちようさとがた

　　６９９-１３３３・島根県雲南市木次町下熊谷・きすきちようしもくまたに

　　６９９-１３２２・島根県雲南市木次町寺領・きすきちようじりよう

　　６９９-１３３４・島根県雲南市木次町新市・きすきちようしんいち

　　６９９-１３２４・島根県雲南市木次町西日登・きすきちようにしひのほﾞり

　　６９９-１３２３・島根県雲南市木次町東日登・きすきちようひがしひのほﾞり

　　６９９-１３４２・島根県雲南市木次町平田・きすきちようひらた

　　６９９-１３１２・島根県雲南市木次町山方・きすきちようやまがた



　　６９９-１３４３・島根県雲南市木次町湯村・きすきちようゆむら

　　６９９-１２２１・島根県雲南市大東町飯田・だいとうちよういいだ

　　６９９-１２３１・島根県雲南市大東町遠所・だいとうちようえんじよ

　　６９９-１２１３・島根県雲南市大東町大ケ谷・だいとうちようおおかだに

　　６９９-１２２１・島根県雲南市大東町岡村・だいとうちようおかむら

　　６９９-１２０１・島根県雲南市大東町小河内・だいとうちようおがわうち

　　６９９-１２６１・島根県雲南市大東町金成・だいとうちようかねなり

　　６９９-１２１１・島根県雲南市大東町上久野・だいとうちようかみくの

　　６９９-１２１４・島根県雲南市大東町上佐世・だいとうちようかみさせ

　　６９９-１２０２・島根県雲南市大東町刈畑・だいとうちようかりはた

　　６９９-１２２２・島根県雲南市大東町川井・だいとうちようかわい

　　６９９-１２０３・島根県雲南市大東町北村・だいとうちようきたむら

　　６９９-１２０４・島根県雲南市大東町薦澤・だいとうちようこもざわ

　　６９９-１２４１・島根県雲南市大東町山王寺・だいとうちようさんのうじ

　　６９９-１２６２・島根県雲南市大東町塩田・だいとうちようしおた

　　６９９-１２６３・島根県雲南市大東町篠淵・だいとうちようしのぶち

　　６９９-１２２３・島根県雲南市大東町下阿用・だいとうちようしもあよう

　　６９９-１２１２・島根県雲南市大東町下久野・だいとうちようしもくの

　　６９９-１２１５・島根県雲南市大東町下佐世・だいとうちようしもさせ

　　６９９-１２５１・島根県雲南市大東町新庄・だいとうちようしんじよう

　　６９９-１２０５・島根県雲南市大東町須賀・だいとうちようすが

　　６９９-１２６４・島根県雲南市大東町清田・だいとうちようせいだ

　　６９９-１２５１・島根県雲南市大東町大東・だいとうちようだいとう

　　６９９-１２４２・島根県雲南市大東町大東下分・だいとうちようだいとうしもぶん

　　６９９-１２５２・島根県雲南市大東町田中・だいとうちようたなか

　　６９９-１２５３・島根県雲南市大東町中湯石・ だいとうちようなかゆいじ

　　６９９-１２１６・島根県雲南市大東町西阿用・だいとうちようにしあよう

　　６９９-１２３２・島根県雲南市大東町仁和寺・だいとうちようにんなじ

　　６９９-１２４３・島根県雲南市大東町畑鵯・だいとうちようはたひよどり

　　６９９-１２３３・島根県雲南市大東町幡屋・だいとうちようはたや

　　６９９-１２２４・島根県雲南市大東町東阿用・だいとうちようひがしあよう

　　６９９-１２３４・島根県雲南市大東町前原・だいとうちようまえはﾞら

　　６９９-１２０６・島根県雲南市大東町南村・だいとうちようみなみむら

　　６９９-１２４４・島根県雲南市大東町山田・だいとうちようやまだ

　　６９９-１２４５・島根県雲南市大東町養賀・だいとうちようようか

　　６９０-２５１３・島根県雲南市三刀屋町粟谷・みとやちようあわだに

　　６９０-２４０１・島根県雲南市三刀屋町伊萱・みとやちよういがや

　　６９０-２６３４・島根県雲南市三刀屋町乙加宮・みとやちようおつかみや

　　６９０-２５１１・島根県雲南市三刀屋町上熊谷・みとやちようかみくまたに

　　６９０-２４０２・島根県雲南市三刀屋町給下・みとやちようきゆうした

　　６９０-２５２１・島根県雲南市三刀屋町神代・みとやちようこうじろ

　　６９０-２４０５・島根県雲南市三刀屋町古城・みとやちようこじよう

　　６９０-２５２５・島根県雲南市三刀屋町坂本（森谷）・みとやちようさかもと(もりだに)

　　６９０-２６２５・島根県雲南市三刀屋町坂本（その他）・みとやちようさかもと(そのた)

　　６９０-２６３２・島根県雲南市三刀屋町里坊・みとやちようさとほﾞう

　　６９０-２４０３・島根県雲南市三刀屋町下熊谷・みとやちようしもくまたに

　　６９０-２５２４・島根県雲南市三刀屋町須所・みとやちようすぞ

　　６９０-２４０６・島根県雲南市三刀屋町高窪・みとやちようたかくほﾞ

　　６９０-２５１２・島根県雲南市三刀屋町多久和・みとやちようたくわ

　　６９０-２６３３・島根県雲南市三刀屋町殿河内・みとやちようとのごうち

　　６９０-２５２３・島根県雲南市三刀屋町中野・みとやちようなかの

　　６９０-２６３１・島根県雲南市三刀屋町根波別所・みとやちようねはﾞべつしよ

　　６９０-２４０４・島根県雲南市三刀屋町三刀屋・みとやちようみとや

　　６９０-２５２２・島根県雲南市三刀屋町六重・みとやちようむえ

　　６９０-２３１１・島根県雲南市吉田町上山・よしだちよううえやま

　　６９０-２３１４・島根県雲南市吉田町川手・よしだちようかわて

　　６９０-２３１２・島根県雲南市吉田町曽木・よしだちようそぎ

　　６９０-２３１３・島根県雲南市吉田町深野・よしだちようふかの

　　６９０-２８０２・島根県雲南市吉田町民谷・よしだちようみんだに

　　６９０-２８０１・島根県雲南市吉田町吉田・よしだちようよしだ

　　６９９-１５００・島根県仁多郡奥出雲町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９９-１８２１・島根県仁多郡奥出雲町稲原・いなはら

　　６９９-１８１２・島根県仁多郡奥出雲町大谷・おおたに

　　６９９-１９４１・島根県仁多郡奥出雲町大馬木・おおまき

　　６９９-１８０２・島根県仁多郡奥出雲町大呂・おおろ

　　６９９-１６２１・島根県仁多郡奥出雲町上阿井・かみあい

　　６９９-１４３１・島根県仁多郡奥出雲町上三所・かみみところ

　　６９９-１７０１・島根県仁多郡奥出雲町亀嵩・かめだけ

　　６９９-１５１５・島根県仁多郡奥出雲町鴨倉・かもくら

　　６９９-１５１４・島根県仁多郡奥出雲町河内・かわち



　　６９９-１７０２・島根県仁多郡奥出雲町郡・こおり

　　６９９-１９４２・島根県仁多郡奥出雲町小馬木・こまき

　　６９９-１４３４・島根県仁多郡奥出雲町佐白・さじろ

　　６９９-１５１７・島根県仁多郡奥出雲町下阿井（宇根路）・しもあい(うねじ)

　　６９９-１６２２・島根県仁多郡奥出雲町下阿井（その他）・しもあい(そのた)

　　６９９-１８２２・島根県仁多郡奥出雲町下横田・しもよこた

　　６９９-１５１２・島根県仁多郡奥出雲町高尾・たかお

　　６９９-１７０３・島根県仁多郡奥出雲町高田・たかた

　　６９９-１８０１・島根県仁多郡奥出雲町竹崎・たけざき

　　６９９-１８３１・島根県仁多郡奥出雲町中村・なかむら

　　６９９-１４３２・島根県仁多郡奥出雲町馬馳・まはﾞせ

　　６９９-１５１３・島根県仁多郡奥出雲町三沢・みざわ

　　６９９-１５１６・島根県仁多郡奥出雲町三所・みところ

　　６９９-１５１１・島根県仁多郡奥出雲町三成・みなり

　　６９９-１８１１・島根県仁多郡奥出雲町八川・やかわ

　　６９９-１４３３・島根県仁多郡奥出雲町八代・やしろ

　　６９９-１８３２・島根県仁多郡奥出雲町横田・よこた

　　６９０-３２００・島根県飯石郡飯南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９０-３５１１・島根県飯石郡飯南町赤名・あかな

　　６９０-３５１４・島根県飯石郡飯南町井戸谷・いどだに

　　６９０-３４０３・島根県飯石郡飯南町小田・おだ

　　６９０-３５１２・島根県飯石郡飯南町上赤名・かみあかな

　　６９０-３４０５・島根県飯石郡飯南町上来島・かみきじま

　　６９０-３２０４・島根県飯石郡飯南町佐見・さみ

　　６９０-３５１５・島根県飯石郡飯南町塩谷・しおだに

　　６９０-３３１１・島根県飯石郡飯南町獅子・ しじ

　　６９０-３３１３・島根県飯石郡飯南町志津見・しつみ

　　６９０-３５１３・島根県飯石郡飯南町下赤名・しもあかな

　　６９０-３４０２・島根県飯石郡飯南町下来島・しもきじま

　　６９０-３２０３・島根県飯石郡飯南町都加賀・つがか

　　６９０-３３１４・島根県飯石郡飯南町角井・つのい

　　６９０-３２０７・島根県飯石郡飯南町頓原・とんはﾞら

　　６９０-３２０５・島根県飯石郡飯南町長谷・ながたに

　　６９０-３４０１・島根県飯石郡飯南町野萱・のがや

　　６９０-３３１２・島根県飯石郡飯南町八神・はかみ

　　６９０-３５１６・島根県飯石郡飯南町畑田・はたた

　　６９０-３２０６・島根県飯石郡飯南町花栗・はなぐり

　　６９０-３４０４・島根県飯石郡飯南町真木・まき

　　６９６-００００・島根県邑智郡川本町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９６-０００３・島根県邑智郡川本町因原・いんはﾞら

　　６９６-００１１・島根県邑智郡川本町川内・かわうち

　　６９６-０００４・島根県邑智郡川本町川下・かわくだり

　　６９６-０００１・島根県邑智郡川本町川本・かわもと

　　６９６-１２２１・島根県邑智郡川本町北佐木・きたさき

　　６９６-０００６・島根県邑智郡川本町久座仁・くざに

　　６９６-００１２・島根県邑智郡川本町小谷・こたに

　　６９６-１２２６・島根県邑智郡川本町田窪・たくほﾞ

　　６９６-０００７・島根県邑智郡川本町多田・たた

　　６９６-０００５・島根県邑智郡川本町谷戸・たんど

　　６９６-０００２・島根県邑智郡川本町都賀行・つがゆき

　　６９６-００１３・島根県邑智郡川本町馬野原・まのはら

　　６９６-１２２５・島根県邑智郡川本町南佐木・みなみさき

　　６９６-１２２４・島根県邑智郡川本町三原・みはら

　　６９６-１２２３・島根県邑智郡川本町三俣・みまた

　　６９６-１２２２・島根県邑智郡川本町湯谷・ゆだに

　　６９９-４６００・島根県邑智郡美郷町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９９-４６２４・島根県邑智郡美郷町明塚・あかつか

　　６９９-４６２７・島根県邑智郡美郷町吾郷・あごう

　　６９９-４７１５・島根県邑智郡美郷町石原・いしはら

　　６９６-０７０１・島根県邑智郡美郷町潮村・うしおむら

　　６９６-１１３６・島根県邑智郡美郷町内田・うちだ

　　６９９-４６３１・島根県邑智郡美郷町奥山・おくやま

　　６９９-４６２６・島根県邑智郡美郷町乙原・おんはﾞら

　　６９９-４６２１・島根県邑智郡美郷町粕渕・かすぶち

　　６９９-４７１４・島根県邑智郡美郷町片山・かたやま

　　６９６-１１３７・島根県邑智郡美郷町櫨谷・かたらがい

　　６９９-４７０２・島根県邑智郡美郷町上川戸・かみかわど

　　６９６-０７０２・島根県邑智郡美郷町上野・かみの

　　６９９-４７０７・島根県邑智郡美郷町亀村・かめむら

　　６９６-１１４１・島根県邑智郡美郷町京覧原・きよらんはﾞら



　　６９６-１１４２・島根県邑智郡美郷町久喜原・くきはﾞら

　　６９９-４６２２・島根県邑智郡美郷町久保・くほﾞ

　　６９９-４７０３・島根県邑智郡美郷町熊見・くまみ

　　６９９-４７１２・島根県邑智郡美郷町九日市・ここのかいち

　　６９６-１１４４・島根県邑智郡美郷町小谷・こたに

　　６９６-１１３３・島根県邑智郡美郷町小林・ こはﾞやじ

　　６９６-１１３５・島根県邑智郡美郷町小松地・こまつじ

　　６９９-４７１３・島根県邑智郡美郷町酒谷・さけだに

　　６９９-４７０４・島根県邑智郡美郷町信喜・しき

　　６９６-１１３２・島根県邑智郡美郷町志君・しぎみ

　　６９６-１１４３・島根県邑智郡美郷町地頭所・じとうしよ

　　６９６-１１３４・島根県邑智郡美郷町惣森・そうもり

　　６９９-４６３２・島根県邑智郡美郷町高畑・たかはた

　　６９９-４６０５・島根県邑智郡美郷町高山・たかやま

　　６９９-４７０６・島根県邑智郡美郷町滝原・たきはﾞら

　　６９９-４７１１・島根県邑智郡美郷町千原・ちはら

　　６９６-０７０３・島根県邑智郡美郷町都賀西・ つがにじ

　　６９６-０７０４・島根県邑智郡美郷町都賀本郷・つがほんごう

　　６９６-０７０５・島根県邑智郡美郷町都賀行・つがゆき

　　６９６-０７０６・島根県邑智郡美郷町長藤・ながとう

　　６９９-４６２３・島根県邑智郡美郷町野井・のい

　　６９９-４７０１・島根県邑智郡美郷町浜原・はまはら

　　６９６-０７１２・島根県邑智郡美郷町比敷・ひじき

　　６９６-１１３１・島根県邑智郡美郷町別府・べつふﾟ

　　６９６-１１４５・島根県邑智郡美郷町港・みなと

　　６９６-０７１１・島根県邑智郡美郷町宮内・みやうち

　　６９６-０７１３・島根県邑智郡美郷町村之郷・むらのごう

　　６９９-４６２５・島根県邑智郡美郷町簗瀬・やなぜ

　　６９９-４６３３・島根県邑智郡美郷町湯抱・ゆがかい

　　６９６-０１００・島根県邑智郡邑南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９６-０５０１・島根県邑智郡邑南町阿須那・あすな

　　６９６-０３１２・島根県邑智郡邑南町出羽・いずは

　　６９７-０６３１・島根県邑智郡邑南町市木・いちぎ

　　６９６-０１０１・島根県邑智郡邑南町井原・いはﾞら

　　６９６-０５０４・島根県邑智郡邑南町今井・いまい

　　６９６-０３１４・島根県邑智郡邑南町岩屋・いわや

　　６９６-０６０１・島根県邑智郡邑南町上田・うえだ

　　６９６-０５０３・島根県邑智郡邑南町宇都井・うつﾞい

　　６９６-０３１５・島根県邑智郡邑南町大林・ おおはﾞやじ

　　６９６-０２２４・島根県邑智郡邑南町上亀谷・かみかめだに

　　６９６-０６０２・島根県邑智郡邑南町上口羽・かみくちはﾞ

　　６９６-０２２５・島根県邑智郡邑南町上田所・かみたどころ

　　６９６-０４０５・島根県邑智郡邑南町上原・かみはら

　　６９６-０５０２・島根県邑智郡邑南町木須田・きずた

　　６９６-０３１６・島根県邑智郡邑南町久喜・くき

　　６９６-０１３１・島根県邑智郡邑南町高水・こうずい

　　６９６-０２２３・島根県邑智郡邑南町下亀谷・しもかめだに

　　６９６-０６０３・島根県邑智郡邑南町下口羽・しもくちはﾞ

　　６９６-０２２２・島根県邑智郡邑南町下田所・しもたどころ

　　６９６-０４０６・島根県邑智郡邑南町高見・たかみ

　　６９６-０５０５・島根県邑智郡邑南町戸河内・とがうち

　　６９６-０１０２・島根県邑智郡邑南町中野・なかの

　　６９６-０４０４・島根県邑智郡邑南町原村・はらむら

　　６９９-４３１１・島根県邑智郡邑南町日貫・ひぬい

　　６９６-０１０４・島根県邑智郡邑南町日和・ひわ

　　６９６-０４０２・島根県邑智郡邑南町伏谷・ふしたに

　　６９６-０４０１・島根県邑智郡邑南町布施・ふせ

　　６９６-０２２１・島根県邑智郡邑南町鱒渕・ますぶち

　　６９６-０３１１・島根県邑智郡邑南町三日市・みつかいち

　　６９６-０４０７・島根県邑智郡邑南町八色石・ やいろいじ

　　６９６-０１０３・島根県邑智郡邑南町矢上・やかみ

　　６９６-０３１３・島根県邑智郡邑南町山田・やまだ

　　６９６-０５０６・島根県邑智郡邑南町雪田・ゆきた

　　６９６-０３１７・島根県邑智郡邑南町淀原・よどはら

　　６９６-０４０３・島根県邑智郡邑南町和田・わだ

　　６９９-５６００・島根県鹿足郡津和野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９９-５２１１・島根県鹿足郡津和野町青原・あおはら

　　６９９-５２０１・島根県鹿足郡津和野町商人（９２９～１１１７)・あきんど

　　６９９-５２０１・島根県鹿足郡津和野町商人（１３４３～１７３４)・あきんど

　　６９９-５６０１・島根県鹿足郡津和野町商人（その他）・あきんど(そのた)



　　６９９-５２１６・島根県鹿足郡津和野町池村・いけむら

　　６９９-５６０５・島根県鹿足郡津和野町後田・うしろだ

　　６９９-５２１２・島根県鹿足郡津和野町河村・かわむら

　　６９９-５６０７・島根県鹿足郡津和野町耕田・こうだ

　　６９９-５６０３・島根県鹿足郡津和野町笹山・ささやま

　　６９９-５２０２・島根県鹿足郡津和野町左鐙・さぶみ

　　６９９-５２０４・島根県鹿足郡津和野町須川・すがわ

　　６９９-５２０３・島根県鹿足郡津和野町相撲ケ原・すもうがはら

　　６９９-５２１３・島根県鹿足郡津和野町添谷・そえだに

　　６９９-５６１４・島根県鹿足郡津和野町高峯・たかみね

　　６９９-５２０５・島根県鹿足郡津和野町瀧谷・たきだに

　　６９９-５２０６・島根県鹿足郡津和野町瀧元・たきもと

　　６９９-５６０２・島根県鹿足郡津和野町直地・ただち

　　６９９-５６１７・島根県鹿足郡津和野町田二穂・たにほ

　　６９９-５２１４・島根県鹿足郡津和野町溪村・たにむら

　　６９９-５６０６・島根県鹿足郡津和野町寺田・てらだ

　　６９９-５２１５・島根県鹿足郡津和野町冨田・とみた

　　６９９-５６３２・島根県鹿足郡津和野町豊稼・とよか

　　６９９-５６２１・島根県鹿足郡津和野町内美・ないみ

　　６９９-５６３４・島根県鹿足郡津和野町中川・なかがわ

　　６９９-５６１２・島根県鹿足郡津和野町中座・なかざ

　　６９９-５６３６・島根県鹿足郡津和野町中曽野・なかその

　　６９９-５６３１・島根県鹿足郡津和野町中山・なかやま

　　６９９-５６３３・島根県鹿足郡津和野町長福・ながふく

　　６９９-５６１５・島根県鹿足郡津和野町名賀・ なよじ

　　６９９-５２２１・島根県鹿足郡津和野町日原・にちはら

　　６９９-５６３７・島根県鹿足郡津和野町吹野・ふきの

　　６９９-５６１６・島根県鹿足郡津和野町部栄・ぶさか

　　６９９-５２０７・島根県鹿足郡津和野町枕瀬・まくらせ

　　６９９-５６１１・島根県鹿足郡津和野町町田・まちだ

　　６９９-５６２２・島根県鹿足郡津和野町邑輝・むらき

　　６９９-５６０４・島根県鹿足郡津和野町森村・もりむら

　　６９９-５２１７・島根県鹿足郡津和野町柳村・やなぎむら

　　６９９-５６３５・島根県鹿足郡津和野町山下・やました

　　６９９-５６１３・島根県鹿足郡津和野町鷲原・わしはﾞら

　　６９９-５５００・島根県鹿足郡吉賀町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６９９-５５２３・島根県鹿足郡吉賀町朝倉・あさくら

　　６９９-５５０６・島根県鹿足郡吉賀町有飯・ありい

　　６９９-５３０６・島根県鹿足郡吉賀町大野原・おおのはﾞら

　　６９９-５３０１・島根県鹿足郡吉賀町柿木・かきのき

　　６９９-５３０３・島根県鹿足郡吉賀町椛谷・かはﾞたに

　　６９９-５５０１・島根県鹿足郡吉賀町上高尻・かみたかじり

　　６９９-５３０７・島根県鹿足郡吉賀町木部谷・きべだに

　　６９９-５５０４・島根県鹿足郡吉賀町蔵木・くらぎ

　　６９９-５５０５・島根県鹿足郡吉賀町九郎原・くろうはﾞら

　　６９９-５５１５・島根県鹿足郡吉賀町幸地・こうじ

　　６９９-５５２１・島根県鹿足郡吉賀町真田・さなだ

　　６９９-５５１６・島根県鹿足郡吉賀町沢田・さわだ

　　６９９-５５１７・島根県鹿足郡吉賀町注連川・しめがわ

　　６９９-５３０５・島根県鹿足郡吉賀町下須・しもす

　　６９９-５５０７・島根県鹿足郡吉賀町下高尻・しもたかじり

　　６９９-５３０４・島根県鹿足郡吉賀町白谷・しらたに

　　６９９-５５１４・島根県鹿足郡吉賀町立河内・たちごうち

　　６９９-５５１１・島根県鹿足郡吉賀町立戸・たちど

　　６９９-５５２４・島根県鹿足郡吉賀町蓼野・たでの

　　６９９-５５０２・島根県鹿足郡吉賀町田野原・たのはら

　　６９９-５５２２・島根県鹿足郡吉賀町七日市・なぬかいち

　　６９９-５５２５・島根県鹿足郡吉賀町抜月・ぬくつき

　　６９９-５５０３・島根県鹿足郡吉賀町樋口・ひぐち

　　６９９-５５１２・島根県鹿足郡吉賀町広石・ ひろいじ

　　６９９-５３０２・島根県鹿足郡吉賀町福川・ふくがわ

　　６９９-５５１３・島根県鹿足郡吉賀町六日市・むいかいち

　　６８４-０４００・島根県隠岐郡海士町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８４-０４０３・島根県隠岐郡海士町海士・あま

　　６８４-０４０１・島根県隠岐郡海士町宇受賀・うずか

　　６８４-０４１３・島根県隠岐郡海士町崎・さき

　　６８４-０４１１・島根県隠岐郡海士町知々井・ちちい

　　６８４-０４０２・島根県隠岐郡海士町豊田・とよだ

　　６８４-０４０４・島根県隠岐郡海士町福井・ふくい

　　６８４-０４１２・島根県隠岐郡海士町御波・みなみ



　　６８４-０３００・島根県隠岐郡西ノ島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８４-０３０１・島根県隠岐郡西ノ島町宇賀・うか

　　６８４-０２１１・島根県隠岐郡西ノ島町浦郷・うらごう

　　６８４-０３０２・島根県隠岐郡西ノ島町別府・べつふﾟ

　　６８４-０３０３・島根県隠岐郡西ノ島町美田・みた

　　６８４-０１００・島根県隠岐郡知夫村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８４-０１０４・島根県隠岐郡知夫村薄毛・うすげ

　　６８４-０１０７・島根県隠岐郡知夫村古海・うるみ

　　６８４-０１０１・島根県隠岐郡知夫村大江・おおえ

　　６８４-０１０６・島根県隠岐郡知夫村来居・くりい

　　６８４-０１０２・島根県隠岐郡知夫村郡・こおり

　　６８４-０１０３・島根県隠岐郡知夫村多沢・たたく

　　６８４-０１０５・島根県隠岐郡知夫村仁夫・にぶ

　　６８５-００００・島根県隠岐郡隠岐の島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８５-０００６・島根県隠岐郡隠岐の島町有木・あらき

　　６８５-０００４・島根県隠岐郡隠岐の島町飯田・いいだ

　　６８５-０４１１・島根県隠岐郡隠岐の島町飯美・いいび

　　６８５-０００７・島根県隠岐郡隠岐の島町池田・いけだ

　　６８５-０４３１・島根県隠岐郡隠岐の島町伊後（その他）・いご(そのた)

　　６８５-０３０６・島根県隠岐郡隠岐の島町伊後（向ケ丘）・いご(むこうがおか)

　　６８５-０００３・島根県隠岐郡隠岐の島町犬来・いぬぐ

　　６８５-００２２・島根県隠岐郡隠岐の島町今津・いまつﾞ

　　６８５-０４１３・島根県隠岐郡隠岐の島町卯敷・うずき

　　６８５-０００１・島根県隠岐郡隠岐の島町大久・おおく

　　６８５-０００２・島根県隠岐郡隠岐の島町釜・かま

　　６８５-００２６・島根県隠岐郡隠岐の島町上西・ かみにじ

　　６８５-００２４・島根県隠岐郡隠岐の島町加茂・かも

　　６８５-０４３５・島根県隠岐郡隠岐の島町元屋・がんや

　　６８５-０３０１・島根県隠岐郡隠岐の島町北方・きたがた

　　６８５-０３０５・島根県隠岐郡隠岐の島町久見・くみ

　　６８５-０１０１・島根県隠岐郡隠岐の島町蔵田・くらた

　　６８５-０３１２・島根県隠岐郡隠岐の島町小路・こうじ

　　６８５-０３１１・島根県隠岐郡隠岐の島町郡・こおり

　　６８５-００１１・島根県隠岐郡隠岐の島町栄町・さかえまち

　　６８５-００１７・島根県隠岐郡隠岐の島町下西・ しもにじ

　　６８５-００１６・島根県隠岐郡隠岐の島町城北町・じようほくまち

　　６８５-０３０４・島根県隠岐郡隠岐の島町代・しろ

　　６８５-０１０６・島根県隠岐郡隠岐の島町蛸木・たくぎ

　　６８５-０１０５・島根県隠岐郡隠岐の島町津戸・つど

　　６８５-０１０４・島根県隠岐郡隠岐の島町都万・つま

　　６８５-０００５・島根県隠岐郡隠岐の島町東郷・とうごう

　　６８５-００１３・島根県隠岐郡隠岐の島町中町・なかまち

　　６８５-０４３４・島根県隠岐郡隠岐の島町中村・なかむら

　　６８５-０１０３・島根県隠岐郡隠岐の島町那久・なぐ

　　６８５-０３１３・島根県隠岐郡隠岐の島町那久路・なぐち

　　６８５-０３０２・島根県隠岐郡隠岐の島町苗代田・なわしろだ

　　６８５-００２３・島根県隠岐郡隠岐の島町西田・にしだ

　　６８５-００１４・島根県隠岐郡隠岐の島町西町・にしまち

　　６８５-０４３２・島根県隠岐郡隠岐の島町西村・にしむら

　　６８５-００２７・島根県隠岐郡隠岐の島町原田・はらだ

　　６８５-００１２・島根県隠岐郡隠岐の島町東町・ひがしまち

　　６８５-０４１２・島根県隠岐郡隠岐の島町布施・ふせ

　　６８５-００２５・島根県隠岐郡隠岐の島町平・へい

　　６８５-００２１・島根県隠岐郡隠岐の島町岬町・みさきまち

　　６８５-０４３３・島根県隠岐郡隠岐の島町湊・みなと

　　６８５-００１５・島根県隠岐郡隠岐の島町港町・みなとまち

　　６８５-０３０３・島根県隠岐郡隠岐の島町南方・みなみがた

　　６８５-０３１４・島根県隠岐郡隠岐の島町山田・やまだ

　　６８５-０１０２・島根県隠岐郡隠岐の島町油井・ゆい

　　４２２-００００・静岡県静岡市葵区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２０-０８３８・静岡県静岡市葵区相生町・あいおいちよう

　　４２１-２３０９・静岡県静岡市葵区相淵・あいぶち

　　４２１-１３０７・静岡県静岡市葵区相俣・あいまた

　　４２０-００１７・静岡県静岡市葵区葵町・あおいちよう

　　４２１-１３０５・静岡県静岡市葵区赤沢・あかざわ

　　４２０-０９６３・静岡県静岡市葵区赤松・あかまつ

　　４２０-０９４８・静岡県静岡市葵区秋山町・あきやまちよう

　　４２０-０８１０・静岡県静岡市葵区上土・あげつち

　　４２０-０８１１・静岡県静岡市葵区上土新田・あげつちしんでん

　　４２０-０９６８・静岡県静岡市葵区あさはた・あさはた



　　４２１-２１２５・静岡県静岡市葵区足久保奥組・あしくほﾞおくぐみ

　　４２１-２１２４・静岡県静岡市葵区足久保口組・あしくほﾞくちぐみ

　　４２０-０８３６・静岡県静岡市葵区東町・あずまちよう

　　４２１-２１１４・静岡県静岡市葵区安倍口新田・あべぐちしんでん

　　４２１-２１１３・静岡県静岡市葵区安倍口団地・あべぐちだんち

　　４２０-０８６９・静岡県静岡市葵区安倍町・あべちよう

　　４２０-０９６５・静岡県静岡市葵区有永・ありなが

　　４２０-０９６９・静岡県静岡市葵区有永町・ありながちよう

　　４２０-００１１・静岡県静岡市葵区安西・あんざい

　　４２０-０８８２・静岡県静岡市葵区安東・あんどう

　　４２０-０８６３・静岡県静岡市葵区安東柳町・あんどうやなぎちよう

　　４２８-０５０４・静岡県静岡市葵区井川・いかわ

　　４２０-０９３６・静岡県静岡市葵区池ケ谷・いけがや

　　４２０-０９３５・静岡県静岡市葵区池ケ谷東・いけがやひがじ

　　４２０-００７１・静岡県静岡市葵区一番町・いちはﾞんちよう

　　４２０-０００１・静岡県静岡市葵区井宮町・いのみやちよう

　　４２０-０９４６・静岡県静岡市葵区伊呂波町・いろはちよう

　　４２８-０５０３・静岡県静岡市葵区岩崎・いわさき

　　４２０-０９５２・静岡県静岡市葵区牛田・うしだ

　　４２１-２１０６・静岡県静岡市葵区牛妻・うしつﾞま

　　４２１-２１１８・静岡県静岡市葵区内牧・うちまき

　　４２１-２３０３・静岡県静岡市葵区有東木・うとうぎ

　　４２１-１２２２・静岡県静岡市葵区産女・うぶめ

　　４２１-２３０１・静岡県静岡市葵区梅ケ島・うめがしま

　　４２０-００３８・静岡県静岡市葵区梅屋町・うめやちよう

　　４２０-０９５３・静岡県静岡市葵区漆山・うるしやま

　　４２１-２１１２・静岡県静岡市葵区遠藤新田・えんどうしんでん

　　４２０-０８５３・静岡県静岡市葵区追手町・おうてまち

　　４２０-０８８６・静岡県静岡市葵区大岩・おおいわ

　　４２０-０８８４・静岡県静岡市葵区大岩本町・おおいわほんちよう

　　４２０-０８８３・静岡県静岡市葵区大岩宮下町・おおいわみやしたちよう

　　４２０-０８８５・静岡県静岡市葵区大岩町・おおいわちよう

　　４２０-００２６・静岡県静岡市葵区大鋸町・おおがまち

　　４２１-２２２７・静岡県静岡市葵区大沢・おおさわ

　　４２０-０８４５・静岡県静岡市葵区太田町・おおたまち

　　４２１-１３１４・静岡県静岡市葵区大原・おおはら

　　４２１-１４０１・静岡県静岡市葵区大間・おおま

　　４２１-２２１５・静岡県静岡市葵区奥池ケ谷・おくいけがや

　　４２１-２２０１・静岡県静岡市葵区奥仙俣・おくせんまた

　　４２１-２２２３・静岡県静岡市葵区落合・おちあい

　　４２０-０８３４・静岡県静岡市葵区音羽町・おとわちよう

　　４２１-１３０２・静岡県静岡市葵区鍵穴・かぎあな

　　４２１-２２１４・静岡県静岡市葵区柿島・かきしま

　　４２０-０８７３・静岡県静岡市葵区籠上・かごうえ

　　４２０-０８２３・静岡県静岡市葵区春日・かすが

　　４２０-０８２４・静岡県静岡市葵区春日町・かすがちよう

　　４２０-０００３・静岡県静岡市葵区片羽町・かたはちよう

　　４２０-０９２５・静岡県静岡市葵区加藤島・かとうじま

　　４２１-２１０７・静岡県静岡市葵区門屋・かどや

　　４２０-０８４１・静岡県静岡市葵区上足洗・かみあしあらい

　　４２０-００１４・静岡県静岡市葵区上桶屋町・かみおけやちよう

　　４２１-２２１１・静岡県静岡市葵区上落合・かみおちあい

　　４２０-０８１５・静岡県静岡市葵区上沓谷町・かみくつのやちよう

　　４２０-００３９・静岡県静岡市葵区上石町・かみごくちよう

　　４２８-０５０２・静岡県静岡市葵区上坂本・かみさかもと

　　４２０-００６２・静岡県静岡市葵区上新富町・かみしんとみちよう

　　４２０-０９４３・静岡県静岡市葵区上伝馬・かみてんま

　　４２１-２２２２・静岡県静岡市葵区桂山・かやま

　　４２０-０９３７・静岡県静岡市葵区唐瀬・からせ

　　４２０-０９２３・静岡県静岡市葵区川合・かわい

　　４２０-０９２４・静岡県静岡市葵区川合新田・かわいしんでん

　　４２０-００５２・静岡県静岡市葵区川越町・かわごしちよう

　　４２０-００４３・静岡県静岡市葵区川辺町・かわなべちよう

　　４２０-０８２５・静岡県静岡市葵区瓦場町・かわらはﾞちよう

　　４２０-０９３１・静岡県静岡市葵区観山・かんざん

　　４２０-０９６１・静岡県静岡市葵区北・きた

　　４２０-０８８１・静岡県静岡市葵区北安東・きたあんどう

　　４２０-０９０１・静岡県静岡市葵区北沼上・きたぬまがみ

　　４２０-０００５・静岡県静岡市葵区北番町・きたはﾞんちよう

　　４２０-００２５・静岡県静岡市葵区金座町・きんざまち



　　４２１-１４０８・静岡県静岡市葵区崩野・くずれの

　　４２１-２２０３・静岡県静岡市葵区口坂本・くちさかもと

　　４２１-２２０２・静岡県静岡市葵区口仙俣・くちせんまた

　　４２０-０８１６・静岡県静岡市葵区沓谷・くつのや

　　４２０-００２２・静岡県静岡市葵区車町・くるまちよう

　　４２０-０８５１・静岡県静岡市葵区黒金町・くろがねちよう

　　４２１-１３０８・静岡県静岡市葵区黒俣・くろまた

　　４２１-２１１７・静岡県静岡市葵区幸庵新田・こうあんしんでん

　　４２１-２１０５・静岡県静岡市葵区郷島・ごうじま

　　４２０-０８５２・静岡県静岡市葵区紺屋町・こうやまち

　　４２８-０５０１・静岡県静岡市葵区小河内・こごうち

　　４２１-２２２５・静岡県静岡市葵区腰越・こしごえ

　　４２１-１３０１・静岡県静岡市葵区小島・こじま

　　４２１-１２２５・静岡県静岡市葵区小瀬戸・こぜと

　　４２０-００７５・静岡県静岡市葵区五番町・ごはﾞんちよう

　　４２０-００３１・静岡県静岡市葵区呉服町・ごふくちよう

　　４２１-１３１６・静岡県静岡市葵区小布杉・こぶすぎ

　　４２０-００４２・静岡県静岡市葵区駒形通・こまがたどおり

　　４２０-０００２・静岡県静岡市葵区材木町・ざいもくちよう

　　４２０-００６７・静岡県静岡市葵区幸町・さいわいちよう

　　４２０-０８５９・静岡県静岡市葵区栄町・さかえちよう

　　４２１-１４０５・静岡県静岡市葵区坂ノ上・さかのかみ

　　４２１-１３０３・静岡県静岡市葵区坂本・さかもと

　　４２０-００４８・静岡県静岡市葵区桜木町・さくらぎちよう

　　４２０-０９４５・静岡県静岡市葵区桜町・さくらちよう

　　４２０-００７３・静岡県静岡市葵区三番町・さんはﾞんちよう

　　４２１-１２１１・静岡県静岡市葵区慈悲尾・しいのお

　　４２０-００３５・静岡県静岡市葵区七間町・しちけんちよう

　　４２０-００７７・静岡県静岡市葵区七番町・しちはﾞんちよう

　　４２０-０９５５・静岡県静岡市葵区芝原・しはﾞはら

　　４２１-２１０８・静岡県静岡市葵区下・しも

　　４２０-０８４６・静岡県静岡市葵区城東町・じようとうちよう

　　４２０-０８５４・静岡県静岡市葵区城内町・じようないちよう

　　４２０-０８７１・静岡県静岡市葵区昭府・しようぶ

　　４２０-０８７２・静岡県静岡市葵区昭府町・しようぶちよう

　　４２０-０８０５・静岡県静岡市葵区城北・じようほく

　　４２０-００３３・静岡県静岡市葵区昭和町・しようわちよう

　　４２０-０９４４・静岡県静岡市葵区新伝馬・しんてんま

　　４２０-００６５・静岡県静岡市葵区新通・しんとおり

　　４２０-００６１・静岡県静岡市葵区新富町・しんとみちよう

　　４２１-１２０１・静岡県静岡市葵区新間・しんま

　　４２０-０００９・静岡県静岡市葵区神明町・しんめいちよう

　　４２０-０００８・静岡県静岡市葵区水道町・すいどうちよう

　　４２０-０００４・静岡県静岡市葵区末広町・すえひろちよう

　　４２１-１３０９・静岡県静岡市葵区杉尾・すぎお

　　４２０-００１６・静岡県静岡市葵区住吉町・すみよしちよう

　　４２０-００３６・静岡県静岡市葵区駿河町・するがちよう

　　４２０-０９０２・静岡県静岡市葵区諏訪・すわ

　　４２０-０８５５・静岡県静岡市葵区駿府城公園・すんふﾟじようこうえん

　　４２０-０８５６・静岡県静岡市葵区駿府町・すんふﾟちよう

　　４２０-００４７・静岡県静岡市葵区清閑町・せいかんちよう

　　４２０-０９１１・静岡県静岡市葵区瀬名・せな

　　４２０-０９１６・静岡県静岡市葵区瀬名中央・せなちゆうおう

　　４２０-０９１３・静岡県静岡市葵区瀬名川・せながわ

　　４２０-０８６２・静岡県静岡市葵区浅間町・せんげんちよう

　　４２０-０８４２・静岡県静岡市葵区銭座町・ぜんざまち

　　４２１-１２１２・静岡県静岡市葵区千代・せんだい

　　４２０-００２７・静岡県静岡市葵区大工町・だいくちよう

　　４２０-０８３９・静岡県静岡市葵区鷹匠・たかじよう

　　４２１-１２１４・静岡県静岡市葵区建穂・たきよう

　　４２１-２２２４・静岡県静岡市葵区内匠・たくみ

　　４２０-０９３４・静岡県静岡市葵区岳美・たけみ

　　４２８-０５０５・静岡県静岡市葵区田代・たしろ

　　４２０-０８７４・静岡県静岡市葵区辰起町・たつきちよう

　　４２０-０９３３・静岡県静岡市葵区立石・たていじ

　　４２０-００６８・静岡県静岡市葵区田町・たまち

　　４２１-２１０３・静岡県静岡市葵区俵沢・たわらざわ

　　４２１-２１０１・静岡県静岡市葵区俵峰・たわらみね

　　４２０-００２１・静岡県静岡市葵区茶町・ちやまち

　　４２０-０８０３・静岡県静岡市葵区千代田・ちよだ



　　４２０-０９４７・静岡県静岡市葵区堤町・つつみちよう

　　４２１-２１２１・静岡県静岡市葵区津渡野・つどの

　　４２１-１３０４・静岡県静岡市葵区寺島・てらじま

　　４２０-０９５１・静岡県静岡市葵区天神前・てんじんまえ

　　４２０-００４５・静岡県静岡市葵区天王町・てんのうちよう

　　４２０-０８５８・静岡県静岡市葵区伝馬町・てんまちよう

　　４２１-２３０４・静岡県静岡市葵区渡・ど

　　４２０-００６３・静岡県静岡市葵区通車町・とおりくるまちよう

　　４２０-００２９・静岡県静岡市葵区研屋町・とぎやちよう

　　４２０-００３４・静岡県静岡市葵区常磐町・ときわちよう

　　４２０-００１８・静岡県静岡市葵区土太夫町・どだゆうちよう

　　４２１-１４０４・静岡県静岡市葵区栃沢・とちざわ

　　４２０-０８４３・静岡県静岡市葵区巴町・ともえちよう

　　４２０-０９３２・静岡県静岡市葵区豊地・とよち

　　４２１-１３１１・静岡県静岡市葵区富沢・とんざわ

　　４２０-０９０３・静岡県静岡市葵区長尾・ながお

　　４２１-２２１６・静岡県静岡市葵区長熊・ながくま

　　４２１-２２２１・静岡県静岡市葵区中沢・なかざわ

　　４２０-００２４・静岡県静岡市葵区中町・なかちよう

　　４２１-２２１３・静岡県静岡市葵区長妻田・ながつまた

　　４２０-０８１３・静岡県静岡市葵区長沼・ながぬま

　　４２０-０８１４・静岡県静岡市葵区長沼南・ながぬまみなみ

　　４２１-２１１１・静岡県静岡市葵区中ノ郷・なかのごう

　　４２１-２３０５・静岡県静岡市葵区中平・なかひら

　　４２１-１４０７・静岡県静岡市葵区楢尾・ならお

　　４２１-１３１２・静岡県静岡市葵区奈良間・ならま

　　４２１-２１１６・静岡県静岡市葵区西ケ谷・にしがや

　　４２０-００１５・静岡県静岡市葵区錦町・にしきちよう

　　４２０-０８６６・静岡県静岡市葵区西草深町・にしくさぶかちよう

　　４２０-０９１４・静岡県静岡市葵区西瀬名町・にしせなちよう

　　４２０-０８４７・静岡県静岡市葵区西千代田町・にしちよだちよう

　　４２１-１２２６・静岡県静岡市葵区西又・にしまた

　　４２０-００４４・静岡県静岡市葵区西門町・にしもんちよう

　　４２０-００７２・静岡県静岡市葵区二番町・にはﾞんちよう

　　４２１-２３０２・静岡県静岡市葵区入島・にゆうじま

　　４２０-０９２１・静岡県静岡市葵区野丈・のだけ

　　４２１-２１０４・静岡県静岡市葵区野田平・のたひら

　　４２０-０８６４・静岡県静岡市葵区長谷町・はせちよう

　　４２０-０９６６・静岡県静岡市葵区羽高・はたか

　　４２０-０９６７・静岡県静岡市葵区羽高町・はたかちよう

　　４２０-００７８・静岡県静岡市葵区八番町・はちはﾞんちよう

　　４２１-１２１５・静岡県静岡市葵区羽鳥・はとり

　　４２１-１２１６・静岡県静岡市葵区羽鳥大門町・はとりだいもんちよう

　　４２１-１２１７・静岡県静岡市葵区羽鳥本町・はとりほんちよう

　　４２０-０８６７・静岡県静岡市葵区馬場町・はﾞはﾞんちよう

　　４２１-１２２４・静岡県静岡市葵区飯間・はんま

　　４２０-０９６２・静岡県静岡市葵区東・ひがじ

　　４２０-０８６５・静岡県静岡市葵区東草深町・ひがしくさぶかちよう

　　４２０-０８１７・静岡県静岡市葵区東静岡・ひがししずおか

　　４２０-０９１２・静岡県静岡市葵区東瀬名町・ひがしせなちよう

　　４２０-０８３３・静岡県静岡市葵区東鷹匠町・ひがしたかじようまち

　　４２０-０８０１・静岡県静岡市葵区東千代田・ひがしちよだ

　　４２０-００３７・静岡県静岡市葵区人宿町・ひとやどちよう

　　４２１-１４０３・静岡県静岡市葵区日向・ひなた

　　４２０-０８３７・静岡県静岡市葵区日出町・ひのでちよう

　　４２１-２３０６・静岡県静岡市葵区平野・ひらの

　　４２０-０９５４・静岡県静岡市葵区平柳・ひらやなぎ

　　４２０-０９０４・静岡県静岡市葵区平山・ひらやま

　　４２１-１３０６・静岡県静岡市葵区昼居渡・ひるいど

　　４２１-２１０９・静岡県静岡市葵区福田ケ谷・ふくだがや

　　４２１-１３１５・静岡県静岡市葵区富厚里・ふこうり

　　４２０-００２３・静岡県静岡市葵区富士見町・ふじみちよう

　　４２０-００４１・静岡県静岡市葵区双葉町・ふたはﾞちよう

　　４２０-０８１２・静岡県静岡市葵区古庄・ふるしよう

　　４２０-０８７６・静岡県静岡市葵区平和・へいわ

　　４２０-００６４・静岡県静岡市葵区本通・ほんとおり

　　４２０-００６６・静岡県静岡市葵区本通西町・ほんとおりにしまち

　　４２０-０９５７・静岡県静岡市葵区前林・まえはﾞやじ

　　４２１-１２２１・静岡県静岡市葵区牧ケ谷・まきがや

　　４２０-０９４１・静岡県静岡市葵区松富・まつどみ



　　４２０-０９４２・静岡県静岡市葵区松富上組・まつどみかみぐみ

　　４２１-２１２２・静岡県静岡市葵区松野・まつの

　　４２０-０８６１・静岡県静岡市葵区丸山町・まるやまちよう

　　４２０-０８７５・静岡県静岡市葵区美川町・みかわちよう

　　４２０-０８３１・静岡県静岡市葵区水落町・みずおちちよう

　　４２１-１３１３・静岡県静岡市葵区水見色・みずみいろ

　　４２０-０８４４・静岡県静岡市葵区緑町・みどりちよう

　　４２０-０９５６・静岡県静岡市葵区南・みなみ

　　４２０-００５４・静岡県静岡市葵区南安倍（１、２丁目）・みなみあべ(１､２)

　　４２０-０９１５・静岡県静岡市葵区南瀬名町・みなみせなちよう

　　４２０-００５１・静岡県静岡市葵区南田町・みなみたまち

　　４２０-０９０５・静岡県静岡市葵区南沼上・みなみぬまがみ

　　４２０-０８６８・静岡県静岡市葵区宮ケ崎町・みやがさきちよう

　　４２０-０８２２・静岡県静岡市葵区宮前町・みやまえちよう

　　４２０-０８５７・静岡県静岡市葵区御幸町・みゆきちよう

　　４２０-００５３・静岡県静岡市葵区弥勒・みろく

　　４２１-２２１７・静岡県静岡市葵区森腰・もりこじ

　　４２１-１４０２・静岡県静岡市葵区諸子沢・もろこざわ

　　４２０-００２８・静岡県静岡市葵区屋形町・やかたまち

　　４２１-１４０９・静岡県静岡市葵区八草・やくさ

　　４２０-０９０６・静岡県静岡市葵区薬師・やくじ

　　４２０-００１３・静岡県静岡市葵区八千代町・やちよちよう

　　４２１-１２０２・静岡県静岡市葵区谷津・やつ

　　４２０-０００７・静岡県静岡市葵区柳町・やなぎちよう

　　４２０-０９６４・静岡県静岡市葵区柳原・やなぎはら

　　４２１-１２１３・静岡県静岡市葵区山崎・やまざき

　　４２１-２１０２・静岡県静岡市葵区油島・ゆじま

　　４２０-００１２・静岡県静岡市葵区柚木町・ゆずのきちよう

　　４２１-２２１２・静岡県静岡市葵区油野・ゆの

　　４２０-０８２１・静岡県静岡市葵区柚木・ゆのき

　　４２１-１４０６・静岡県静岡市葵区湯ノ島・ゆのしま

　　４２１-２１２３・静岡県静岡市葵区油山・ゆやま

　　４２０-０９４９・静岡県静岡市葵区与一・よいち

　　４２０-０８３２・静岡県静岡市葵区横内町・よこうちちよう

　　４２１-２２２６・静岡県静岡市葵区横沢・よこさわ

　　４２０-０８３５・静岡県静岡市葵区横田町・よこたまち

　　４２１-２３０７・静岡県静岡市葵区横山・よこやま

　　４２１-２１１５・静岡県静岡市葵区与左衛門新田・よざえもんしんでん

　　４２１-１２２３・静岡県静岡市葵区吉津・よしつﾞ

　　４２０-００４６・静岡県静岡市葵区吉野町・よしのちよう

　　４２０-００７４・静岡県静岡市葵区四番町・よんはﾞんちよう

　　４２０-０９２２・静岡県静岡市葵区流通センター・りゆうつうせんたｰ

　　４２０-０８０４・静岡県静岡市葵区竜南・りゆうなん

　　４２０-００３２・静岡県静岡市葵区両替町・りようがえちよう

　　４２０-００７６・静岡県静岡市葵区六番町・ろくはﾞんちよう

　　４２０-０００６・静岡県静岡市葵区若松町・わかまつちよう

　　４２１-２３０８・静岡県静岡市葵区蕨野・わらびの

　　４２２-００００・静岡県静岡市駿河区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２１-０１３４・静岡県静岡市駿河区青木・あおき

　　４２２-８０１４・静岡県静岡市駿河区青沢・あおさわ

　　４２２-８０１２・静岡県静岡市駿河区安居・あご

　　４２２-８０３１・静岡県静岡市駿河区有明町・ありあけちよう

　　４２２-８００５・静岡県静岡市駿河区池田・いけだ

　　４２２-８０４２・静岡県静岡市駿河区石田・いしだ

　　４２２-８０６６・静岡県静岡市駿河区泉町・いずみちよう

　　４２２-８０６２・静岡県静岡市駿河区稲川・いながわ

　　４２１-０１０５・静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷・うつのや

　　４２２-８０３２・静岡県静岡市駿河区有東・うとう

　　４２２-８０７５・静岡県静岡市駿河区大坪町・おおつほﾞちよう

　　４２２-８０１７・静岡県静岡市駿河区大谷・おおや

　　４２１-０１３６・静岡県静岡市駿河区大和田・おおわだ

　　４２２-８０７２・静岡県静岡市駿河区小黒・おぐろ

　　４２１-０１３５・静岡県静岡市駿河区小坂・おさか

　　４２２-８０２１・静岡県静岡市駿河区小鹿・おしか

　　４２２-８０２２・静岡県静岡市駿河区恩田原・おんだはﾞら

　　４２２-８０２３・静岡県静岡市駿河区片山・かたやま

　　４２１-０１３３・静岡県静岡市駿河区鎌田・かまた

　　４２１-０１３２・静岡県静岡市駿河区上川原・かみかわはら

　　４２１-０１０６・静岡県静岡市駿河区北丸子・きたまりこ

　　４２２-８００４・静岡県静岡市駿河区国吉田・くによしだ



　　４２２-８００８・静岡県静岡市駿河区栗原・くりはら

　　４２１-０１１６・静岡県静岡市駿河区光陽町・こうようちよう

　　４２２-８０５５・静岡県静岡市駿河区寿町・ことぶきちよう

　　４２２-８０７８・静岡県静岡市駿河区さつき町・さつきちよう

　　４２２-８０３６・静岡県静岡市駿河区敷地・しきじ

　　４２１-０１１３・静岡県静岡市駿河区下川原・しもかわはら

　　４２１-０１１７・静岡県静岡市駿河区下川原南・しもかわはらみなみ

　　４２２-８０３７・静岡県静岡市駿河区下島・しもじま

　　４２２-８０６４・静岡県静岡市駿河区新川・しんかわ

　　４２１-０１２３・静岡県静岡市駿河区石部・せきべ

　　４２２-８０３４・静岡県静岡市駿河区高松・たかまつ

　　４２２-８０５６・静岡県静岡市駿河区津島町・つしまちよう

　　４２１-０１０２・静岡県静岡市駿河区手越・てごじ

　　４２１-０１３１・静岡県静岡市駿河区手越原・てごしはら

　　４２１-０１３７・静岡県静岡市駿河区寺田・てらだ

　　４２１-０１１２・静岡県静岡市駿河区東新田・とうしんでん

　　４２２-８０２７・静岡県静岡市駿河区豊田・とよだ

　　４２２-８０７１・静岡県静岡市駿河区豊原町・とよはらちよう

　　４２２-８０３３・静岡県静岡市駿河区登呂・とろ

　　４２２-８０４６・静岡県静岡市駿河区中島・なかじま

　　４２２-８０４１・静岡県静岡市駿河区中田・なかだ

　　４２２-８０４３・静岡県静岡市駿河区中田本町・なかだほんちよう

　　４２２-８０５１・静岡県静岡市駿河区中野新田・なかのしんでん

　　４２２-８０５８・静岡県静岡市駿河区中原・なかはら

　　４２２-８０１５・静岡県静岡市駿河区中平松・なかひらまつ

　　４２２-８０４７・静岡県静岡市駿河区中村町・なかむらちよう

　　４２２-８００１・静岡県静岡市駿河区中吉田・なかよしだ

　　４２２-８０１８・静岡県静岡市駿河区西大谷・にしおおや

　　４２２-８０４５・静岡県静岡市駿河区西島・にしじま

　　４２２-８０５３・静岡県静岡市駿河区西中原・にしなかはら

　　４２２-８０１６・静岡県静岡市駿河区西平松・にしひらまつ

　　４２２-８０４４・静岡県静岡市駿河区西脇・にしわき

　　４２２-８０１１・静岡県静岡市駿河区根古屋・ねごや

　　４２２-８０１９・静岡県静岡市駿河区東静岡・ひがししずおか

　　４２２-８００７・静岡県静岡市駿河区聖一色・ひじりいつしき

　　４２２-８００３・静岡県静岡市駿河区平沢・ひらさわ

　　４２１-０１２１・静岡県静岡市駿河区広野・ひろの

　　４２２-８０２６・静岡県静岡市駿河区富士見台・ふじみだい

　　４２２-８０１３・静岡県静岡市駿河区古宿・ふるやど

　　４２２-８００６・静岡県静岡市駿河区曲金・まがりかね

　　４２２-８０６３・静岡県静岡市駿河区馬渕・まぶち

　　４２１-０１０３・静岡県静岡市駿河区丸子・まりこ

　　４２１-０１１１・静岡県静岡市駿河区丸子新田・まりこしんでん

　　４２１-０１０４・静岡県静岡市駿河区丸子芹が谷町・まりこせりがやちよう

　　４２２-８０２５・静岡県静岡市駿河区水上・みずかみ

　　４２１-０１１５・静岡県静岡市駿河区みずほ・みずほ

　　４２２-８０５７・静岡県静岡市駿河区見瀬・みせ

　　４２２-８０５２・静岡県静岡市駿河区緑が丘町・みどりがおかちよう

　　４２２-８０５４・静岡県静岡市駿河区南安倍（３丁目）・みなみあべ(３)

　　４２２-８０６７・静岡県静岡市駿河区南町・みなみちよう

　　４２２-８０７４・静岡県静岡市駿河区南八幡町・みなみやはたちよう

　　４２２-８０２４・静岡県静岡市駿河区宮川・みやがわ

　　４２２-８０３５・静岡県静岡市駿河区宮竹・みやたけ

　　４２２-８０６５・静岡県静岡市駿河区宮本町・みやもとちよう

　　４２１-０１０１・静岡県静岡市駿河区向敷地・むこうしきじ

　　４２１-０１０７・静岡県静岡市駿河区向手越・むこうてごじ

　　４２１-０１２２・静岡県静岡市駿河区用宗・もちむね

　　４２１-０１２５・静岡県静岡市駿河区用宗小石町・もちむねこいしちよう

　　４２１-０１２４・静岡県静岡市駿河区用宗城山町・もちむねしろやまちよう

　　４２１-０１２６・静岡県静岡市駿河区用宗巴町・もちむねともえちよう

　　４２１-０１１４・静岡県静岡市駿河区桃園町・ももぞのちよう

　　４２２-８０６１・静岡県静岡市駿河区森下町・もりしたちよう

　　４２２-８００２・静岡県静岡市駿河区谷田・やだ

　　４２２-８０７６・静岡県静岡市駿河区八幡・やはた

　　４２２-８０７３・静岡県静岡市駿河区八幡山・やはたやま

　　４２２-８０７７・静岡県静岡市駿河区大和・やまと

　　４２２-８００９・静岡県静岡市駿河区弥生町・やよいちよう

　　４２２-００００・静岡県静岡市清水区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２４-０８２１・静岡県静岡市清水区相生町・あいおいちよう

　　４２４-０８０５・静岡県静岡市清水区愛染町・あいぞめちよう



　　４２４-０８４３・静岡県静岡市清水区青葉町・あおはﾞちよう

　　４２４-０８０１・静岡県静岡市清水区秋吉町・あきよしちよう

　　４２４-０８２２・静岡県静岡市清水区旭町・あさひちよう

　　４２４-０１０７・静岡県静岡市清水区新丹谷・あらたんや

　　４２４-０８３８・静岡県静岡市清水区淡島町・あわしまちよう

　　４２４-００２７・静岡県静岡市清水区飯田町・いいだちよう

　　４２４-０１１２・静岡県静岡市清水区伊佐布・いさぶ

　　４２４-０００５・静岡県静岡市清水区石川・いしかわ

　　４２４-０００７・静岡県静岡市清水区石川新町・いしかわしんまち

　　４２４-０００６・静岡県静岡市清水区石川本町・いしかわほんちよう

　　４２４-０１１４・静岡県静岡市清水区庵原町・いはらちよう

　　４２４-０８７４・静岡県静岡市清水区今泉・いまいずみ

　　４２４-０８３１・静岡県静岡市清水区入江・いりえ

　　４２４-０８３９・静岡県静岡市清水区入江岡町・いりえおかちよう

　　４２４-０８３２・静岡県静岡市清水区入江南町・いりえみなみちよう

　　４２４-０９４２・静岡県静岡市清水区入船町・いりふねちよう

　　４２４-０８７３・静岡県静岡市清水区有東坂・うとうざか

　　４２４-０８７９・静岡県静岡市清水区有度本町・うどほんちよう

　　４２４-０９３８・静岡県静岡市清水区梅が岡・うめがおか

　　４２４-０００１・静岡県静岡市清水区梅ケ谷・うめがや

　　４２４-０９４８・静岡県静岡市清水区梅田町・うめだちよう

　　４２４-０８７１・静岡県静岡市清水区上原・うわはら

　　４２４-００４３・静岡県静岡市清水区永楽町・えいらくちよう

　　４２４-００４４・静岡県静岡市清水区江尻台町・えじりだいまち

　　４２４-０８１８・静岡県静岡市清水区江尻町・えじりちよう

　　４２４-０８１５・静岡県静岡市清水区江尻東・えじりひがじ

　　４２４-００５４・静岡県静岡市清水区恵比寿町・えびすちよう

　　４２４-０８４１・静岡県静岡市清水区追分・おいわけ

　　４２４-００６１・静岡県静岡市清水区大内・おおうち

　　４２４-００６２・静岡県静岡市清水区大内新田・おおうちしんでん

　　４２４-０８５８・静岡県静岡市清水区大沢町・おおさわちよう

　　４２４-０８４７・静岡県静岡市清水区大坪・おおつほﾞ

　　４２４-０８０８・静岡県静岡市清水区大手・おおて

　　４２４-０４１１・静岡県静岡市清水区大平・おおひら

　　４２４-０９３１・静岡県静岡市清水区岡町・おかまち

　　４２４-０２０３・静岡県静岡市清水区興津東町・おきつあずまちよう

　　４２４-０２０２・静岡県静岡市清水区興津井上町・おきついのうえちよう

　　４２４-０２０６・静岡県静岡市清水区興津清見寺町・おきつせいけんじちよう

　　４２４-０２０４・静岡県静岡市清水区興津中町・おきつなかちよう

　　４２４-０２０５・静岡県静岡市清水区興津本町・おきつほんちよう

　　４２４-０００８・静岡県静岡市清水区押切・おしきり

　　４２４-０８１２・静岡県静岡市清水区小芝町・おしはﾞちよう

　　４２４-０３０５・静岡県静岡市清水区小島町・おじまちよう

　　４２４-０３０６・静岡県静岡市清水区小島本町・おじまほんちよう

　　４２４-０１０３・静岡県静岡市清水区尾羽・おはﾞね

　　４２４-０９０２・静岡県静岡市清水区折戸・おりど

　　４２４-０００９・静岡県静岡市清水区柏尾・かしお

　　４２４-０８４２・静岡県静岡市清水区春日・かすが

　　４２４-０８２７・静岡県静岡市清水区上・かみ

　　４２４-０８３５・静岡県静岡市清水区上清水町・かみしみずちよう

　　４２４-０８５７・静岡県静岡市清水区川原町・かわはらちよう

　　４２４-０８５２・静岡県静岡市清水区神田町・かんだちよう

　　４２１-３２０３・静岡県静岡市清水区蒲原・かんはﾞら

　　４２１-３２１５・静岡県静岡市清水区蒲原神沢・かんはﾞらかんざわ

　　４２１-３２１２・静岡県静岡市清水区蒲原小金・かんはﾞらこがね

　　４２１-３２０２・静岡県静岡市清水区蒲原新栄・かんはﾞらしんえい

　　４２１-３２１１・静岡県静岡市清水区蒲原新田・かんはﾞらしんでん

　　４２１-３２１４・静岡県静岡市清水区蒲原堰沢・かんはﾞらせぎざわ

　　４２１-３２１３・静岡県静岡市清水区蒲原中・かんはﾞらなか

　　４２１-３２０１・静岡県静岡市清水区蒲原東・かんはﾞらひがじ

　　４２４-０８６５・静岡県静岡市清水区北矢部・きたやべ

　　４２４-０９３７・静岡県静岡市清水区北矢部町・きたやべちよう

　　４２４-００５２・静岡県静岡市清水区北脇・きたわき

　　４２４-００５１・静岡県静岡市清水区北脇新田・きたわきしんでん

　　４２４-００５５・静岡県静岡市清水区吉川・きつかわ

　　４２４-０８４６・静岡県静岡市清水区木の下町・きのしたちよう

　　４２４-０４０２・静岡県静岡市清水区清地・きよじ

　　４２４-０８１７・静岡県静岡市清水区銀座・ぎんざ

　　４２４-０１０４・静岡県静岡市清水区草ケ谷・くさがや

　　４２４-０８８６・静岡県静岡市清水区草薙・くさなぎ



　　４２４-０８８４・静岡県静岡市清水区草薙一里山・くさなぎいちりやま

　　４２４-０８８３・静岡県静岡市清水区草薙北・くさなぎきた

　　４２４-０８８５・静岡県静岡市清水区草薙杉道・くさなぎすぎみち

　　４２４-０８８１・静岡県静岡市清水区楠・くすのき

　　４２４-０８８２・静岡県静岡市清水区楠新田・くすのきしんでん

　　４２４-０４１２・静岡県静岡市清水区河内・こうち

　　４２４-０９１４・静岡県静岡市清水区港南町・こうなんちよう

　　４２４-０３０２・静岡県静岡市清水区小河内・こごうち

　　４２４-０９１７・静岡県静岡市清水区駒越・こまごえ

　　４２４-０９０６・静岡県静岡市清水区駒越北町・こまごえきたまち

　　４２４-０９０４・静岡県静岡市清水区駒越中・こまごえなか

　　４２４-０９０５・静岡県静岡市清水区駒越西・こまごえにじ

　　４２４-０９０７・静岡県静岡市清水区駒越東町・こまごえひがしちよう

　　４２４-０９０３・静岡県静岡市清水区駒越南町・こまごえみなみちよう

　　４２４-０９２３・静岡県静岡市清水区幸町・さいわいちよう

　　４２４-０８３６・静岡県静岡市清水区桜が丘町・さくらがおかちよう

　　４２４-０８３７・静岡県静岡市清水区桜橋町・さくらはﾞしちよう

　　４２４-０９３３・静岡県静岡市清水区三光町・さんこうちよう

　　４２４-０４０５・静岡県静岡市清水区茂野島・しげのしま

　　４２４-０３０１・静岡県静岡市清水区宍原・ししはら

　　４２４-００５３・静岡県静岡市清水区渋川・しぶかわ

　　４２４-０８２３・静岡県静岡市清水区島崎町・しまざきちよう

　　４２４-０９４７・静岡県静岡市清水区清水町・しみずまち

　　４２４-０９２５・静岡県静岡市清水区清水村松地先新田・しみずむらまつちさきしんでん

　　４２４-０９３９・静岡県静岡市清水区下清水町・しもしみずちよう

　　４２４-００２１・静岡県静岡市清水区下野北・しものきた

　　４２４-００１１・静岡県静岡市清水区下野町・しものちよう

　　４２４-００２９・静岡県静岡市清水区下野中・しものなか

　　４２４-００１２・静岡県静岡市清水区下野西・しものにじ

　　４２４-００２８・静岡県静岡市清水区下野東・しものひがじ

　　４２４-００１３・静岡県静岡市清水区下野緑町・しものみどりちよう

　　４２４-０２０１・静岡県静岡市清水区承元寺町・しようげんじちよう

　　４２４-０８５５・静岡県静岡市清水区庄福町・しようふくちよう

　　４２４-０８５６・静岡県静岡市清水区上力町・じようりきちよう

　　４２４-０８３３・静岡県静岡市清水区新富町・しんとみちよう

　　４２４-０９２７・静岡県静岡市清水区新緑町・しんみどりちよう

　　４２４-０８２４・静岡県静岡市清水区新港町・しんみなとちよう

　　４２４-０１０６・静岡県静岡市清水区杉山・すぎやま

　　４２４-０９２４・静岡県静岡市清水区清開・せいかい

　　４２４-０９１５・静岡県静岡市清水区増・ぞう

　　４２４-００３７・静岡県静岡市清水区袖師町・そでしちよう

　　４２４-００４１・静岡県静岡市清水区高橋・たかはじ

　　４２４-００４８・静岡県静岡市清水区高橋町・たかはしちよう

　　４２４-００４２・静岡県静岡市清水区高橋南町・たかはしみなみちよう

　　４２４-０４０４・静岡県静岡市清水区高山・たかやま

　　４２４-０８１３・静岡県静岡市清水区宝町・たからちよう

　　４２４-０３０３・静岡県静岡市清水区但沼町・ただぬまちよう

　　４２４-０３０４・静岡県静岡市清水区立花・たちはﾞな

　　４２４-０８０４・静岡県静岡市清水区田町・たまち

　　４２４-０８２８・静岡県静岡市清水区千歳町・ちとせちよう

　　４２４-０９４４・静岡県静岡市清水区築地町・つきじちよう

　　４２４-０８５３・静岡県静岡市清水区月見町・つきみちよう

　　４２４-０８０６・静岡県静岡市清水区辻・つじ

　　４２４-００４７・静岡県静岡市清水区鶴舞町・つるまいちよう

　　４２４-０８０９・静岡県静岡市清水区天神・てんじん

　　４２４-００１５・静岡県静岡市清水区天王町・てんのうちよう

　　４２４-００１６・静岡県静岡市清水区天王西・てんのうにじ

　　４２４-００１７・静岡県静岡市清水区天王東・てんのうひがじ

　　４２４-００１４・静岡県静岡市清水区天王南・てんのうみなみ

　　４２４-０４１４・静岡県静岡市清水区土・ど

　　４２４-０８５１・静岡県静岡市清水区堂林・どうはﾞやじ

　　４２４-０４０６・静岡県静岡市清水区葛沢・とずらさわ

　　４２４-０９１２・静岡県静岡市清水区殿沢・とのさわ

　　４２４-０８２９・静岡県静岡市清水区巴町・ともえちよう

　　４２４-００６７・静岡県静岡市清水区鳥坂・とりさか

　　４２４-０４０１・静岡県静岡市清水区中河内・なかごうち

　　４２４-００６５・静岡県静岡市清水区長崎・ながさき

　　４２４-００６４・静岡県静岡市清水区長崎新田・ながさきしんでん

　　４２４-００６８・静岡県静岡市清水区長崎南町・ながさきみなみちよう

　　４２４-０８８８・静岡県静岡市清水区中之郷・なかのごう



　　４２４-０８５４・静岡県静岡市清水区中矢部町・なかやべちよう

　　４２４-００６６・静岡県静岡市清水区七ツ新屋・ななつしんや

　　４２４-００４６・静岡県静岡市清水区西大曲町・にしおおまがりちよう

　　４２４-００３８・静岡県静岡市清水区西久保・にしくほﾞ

　　４２４-０４１３・静岡県静岡市清水区西里・にしざと

　　４２４-０８４４・静岡県静岡市清水区西高町・にしたかちよう

　　４２４-０８１１・静岡県静岡市清水区二の丸町・にのまるちよう

　　４２４-０４１５・静岡県静岡市清水区布沢・ぬのざわ

　　４２４-０９３５・静岡県静岡市清水区沼田町・ぬまたちよう

　　４２４-００６３・静岡県静岡市清水区能島・のうじま

　　４２４-０００３・静岡県静岡市清水区蜂ケ谷・はちがや

　　４２４-０００４・静岡県静岡市清水区蜂ケ谷南町・はちがやみなみちよう

　　４２４-０８３４・静岡県静岡市清水区浜田町・はまだちよう

　　４２４-０１１３・静岡県静岡市清水区原・はら

　　４２４-００５６・静岡県静岡市清水区半左衛門新田・はんざえもんしんでん

　　４２４-００４５・静岡県静岡市清水区東大曲町・ひがしおおまがりちよう

　　４２４-０９２９・静岡県静岡市清水区日立町・ひたちちよう

　　４２４-０９２２・静岡県静岡市清水区日の出町・ひのでちよう

　　４２４-０８７２・静岡県静岡市清水区平川地・ひらかわじ

　　４２４-０１０２・静岡県静岡市清水区広瀬・ひろせ

　　４２４-０９４１・静岡県静岡市清水区富士見町・ふじみちよう

　　４２４-０８６６・静岡県静岡市清水区船越・ふなこじ

　　４２４-０８６１・静岡県静岡市清水区船越町・ふなこしちよう

　　４２４-０８６２・静岡県静岡市清水区船越東町・ふなこしひがしちよう

　　４２４-０８６３・静岡県静岡市清水区船越南町・ふなこしみなみちよう

　　４２４-０８４５・静岡県静岡市清水区船原・ふなはﾞら

　　４２４-０９１６・静岡県静岡市清水区蛇塚・へびつか

　　４２４-００５７・静岡県静岡市清水区堀込・ほりごめ

　　４２４-０８１４・静岡県静岡市清水区本郷町・ほんごうちよう

　　４２４-０９４９・静岡県静岡市清水区本町・ほんまち

　　４２４-０８１６・静岡県静岡市清水区真砂町・まさごちよう

　　４２４-０９２１・静岡県静岡市清水区松井町・まついちよう

　　４２４-０８２５・静岡県静岡市清水区松原町・まつはﾞらちよう

　　４２４-０８７５・静岡県静岡市清水区馬走・まはﾞせ

　　４２４-０８７６・静岡県静岡市清水区馬走北・まはﾞせきた

　　４２４-０８７７・静岡県静岡市清水区馬走坂の上・まはﾞせさかのうえ

　　４２４-０８２６・静岡県静岡市清水区万世町・まんせいちよう

　　４２４-０８７８・静岡県静岡市清水区御門台・みかどだい

　　４２４-０９２８・静岡県静岡市清水区緑が丘町・みどりがおかちよう

　　４２４-０９４３・静岡県静岡市清水区港町・みなとちよう

　　４２４-０９３２・静岡県静岡市清水区南岡町・みなみおかまち

　　４２４-０８６４・静岡県静岡市清水区南矢部・みなみやべ

　　４２４-０９４５・静岡県静岡市清水区美濃輪町・みのわちよう

　　４２４-０９０１・静岡県静岡市清水区三保・みほ

　　４２４-０９０８・静岡県静岡市清水区三保松原町・みほまつはﾞらちよう

　　４２４-０９１１・静岡県静岡市清水区宮加三・みやかみ

　　４２４-０８０３・静岡県静岡市清水区宮下町・みやしたちよう

　　４２４-０８０７・静岡県静岡市清水区宮代町・みやしろちよう

　　４２４-０９３６・静岡県静岡市清水区向田町・むかいだちよう

　　４２４-０９１３・静岡県静岡市清水区迎山町・むかえやまちよう

　　４２４-０９２６・静岡県静岡市清水区村松・むらまつ

　　４２４-０９３４・静岡県静岡市清水区村松原・むらまつはら

　　４２４-０８１９・静岡県静岡市清水区元城町・もとしろちよう

　　４２４-０１０１・静岡県静岡市清水区茂畑・もはﾞた

　　４２４-０２１２・静岡県静岡市清水区八木間町・やぎまちよう

　　４２４-０８０２・静岡県静岡市清水区矢倉町・やぐらちよう

　　４２４-００２３・静岡県静岡市清水区八坂北・やさかきた

　　４２４-００２２・静岡県静岡市清水区八坂町・やさかちよう

　　４２４-００２５・静岡県静岡市清水区八坂西町・やさかにしちよう

　　４２４-００２４・静岡県静岡市清水区八坂東・やさかひがじ

　　４２４-００２６・静岡県静岡市清水区八坂南町・やさかみなみちよう

　　４２４-０８８７・静岡県静岡市清水区谷田・やだ

　　４２４-０９４６・静岡県静岡市清水区八千代町・やちよちよう

　　４２４-０２１１・静岡県静岡市清水区谷津町・やつちよう

　　４２４-０１０５・静岡県静岡市清水区山切・やまきり

　　４２４-００１８・静岡県静岡市清水区弥生町・やよいちよう

　　４２４-０００２・静岡県静岡市清水区山原・やんはﾞら

　　４２１-３１０３・静岡県静岡市清水区由比・ゆい

　　４２１-３１０７・静岡県静岡市清水区由比阿僧・ゆいあそう

　　４２１-３１１１・静岡県静岡市清水区由比今宿・ゆいいまじゆく



　　４２１-３１０１・静岡県静岡市清水区由比入山・ゆいいりやま

　　４２１-３１０４・静岡県静岡市清水区由比北田・ゆいきただ

　　４２１-３１１２・静岡県静岡市清水区由比寺尾・ゆいてらお

　　４２１-３１１５・静岡県静岡市清水区由比西倉澤・ゆいにしくらさわ

　　４２１-３１０６・静岡県静岡市清水区由比西山寺・ゆいにしやまでら

　　４２１-３１１４・静岡県静岡市清水区由比東倉澤・ゆいひがしくらさわ

　　４２１-３１０２・静岡県静岡市清水区由比東山寺・ゆいひがしやまでら

　　４２１-３１０５・静岡県静岡市清水区由比町屋原・ゆいまちやはら

　　４２４-００３１・静岡県静岡市清水区横砂・よこすな

　　４２４-００３４・静岡県静岡市清水区横砂中町・よこすななかちよう

　　４２４-００３６・静岡県静岡市清水区横砂西町・よこすなにしちよう

　　４２４-００３２・静岡県静岡市清水区横砂東町・よこすなひがしちよう

　　４２４-００３３・静岡県静岡市清水区横砂本町・よこすなほんちよう

　　４２４-００３５・静岡県静岡市清水区横砂南町・よこすなみなみちよう

　　４２４-０１１１・静岡県静岡市清水区吉原・よしわら

　　４２４-０４０３・静岡県静岡市清水区和田島・わだしま

　　４３２-００００・静岡県浜松市中区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３０-０８０５・静岡県浜松市中区相生町・あいおいちよう

　　４３３-８１１１・静岡県浜松市中区葵西・あおいにじ

　　４３３-８１１４・静岡県浜松市中区葵東・あおいひがじ

　　４３２-８０４３・静岡県浜松市中区浅田町・あさだちよう

　　４３０-０９２７・静岡県浜松市中区旭町・あさひちよう

　　４３３-８１１３・静岡県浜松市中区小豆餅・あずきもち

　　４３０-０９４５・静岡県浜松市中区池町・いけまち

　　４３３-８１２４・静岡県浜松市中区泉・いずみ

　　４３３-８１２６・静岡県浜松市中区泉町・いずみちよう

　　４３０-０９２８・静岡県浜松市中区板屋町・いたやまち

　　４３０-７７９０・静岡県浜松市中区板屋町浜松アクトタワー

　　４３０-０８５４・静岡県浜松市中区瓜内町・うりうちちよう

　　４３２-８０３３・静岡県浜松市中区海老塚・えびつか

　　４３２-８０３２・静岡県浜松市中区海老塚町・えびつかちよう

　　４３０-０９４９・静岡県浜松市中区尾張町・おわりちよう

　　４３０-０９３３・静岡県浜松市中区鍛冶町・かじまち

　　４３２-８０４６・静岡県浜松市中区春日町・かすがちよう

　　４３２-８０４２・静岡県浜松市中区上浅田・かみあさだ

　　４３３-８１２２・静岡県浜松市中区上島・かみじま

　　４３２-８０４７・静岡県浜松市中区神田町・かみだまち

　　４３２-８０２３・静岡県浜松市中区鴨江・かもえ

　　４３２-８０２４・静岡県浜松市中区鴨江町・かもえちよう

　　４３０-０９４３・静岡県浜松市中区北田町・きたたまち

　　４３０-０９２３・静岡県浜松市中区北寺島町・きたてらじまちよう

　　４３０-０８０６・静岡県浜松市中区木戸町・きどちよう

　　４３０-０９４８・静岡県浜松市中区元目町・げんもくちよう

　　４３０-０９３８・静岡県浜松市中区紺屋町・こうやまち

　　４３３-８１２３・静岡県浜松市中区幸・さいわい

　　４３２-８０２５・静岡県浜松市中区栄町・さかえまち

　　４３０-０９３２・静岡県浜松市中区肴町・さかなまち

　　４３０-０８０７・静岡県浜松市中区佐藤・さとう

　　４３２-８０２１・静岡県浜松市中区佐鳴台・さなるだい

　　４３２-８０３４・静岡県浜松市中区塩町・しおまち

　　４３２-８０１４・静岡県浜松市中区鹿谷町・しかたにちよう

　　４３２-８０１８・静岡県浜松市中区蜆塚・しじみつﾞか

　　４３５-００５５・静岡県浜松市中区十軒町・じつけんちよう

　　４３０-０９０５・静岡県浜松市中区下池川町・しもいけがわちよう

　　４３２-８０１１・静岡県浜松市中区城北・じようほく

　　４３０-０９１１・静岡県浜松市中区新津町・しんつﾞちよう

　　４３０-０９３１・静岡県浜松市中区神明町・しんめいちよう

　　４３２-８０４１・静岡県浜松市中区菅原町・すがわらちよう

　　４３０-０９０３・静岡県浜松市中区助信町・すけのぶちよう

　　４３０-０９２６・静岡県浜松市中区砂山町・すなやまちよう

　　４３０-０９０６・静岡県浜松市中区住吉・すみよじ

　　４３５-００５４・静岡県浜松市中区早出町・そうでちよう

　　４３０-０９３６・静岡県浜松市中区大工町・だいくまち

　　４３３-８１１９・静岡県浜松市中区高丘北・たかおかきた

　　４３３-８１１８・静岡県浜松市中区高丘西・たかおかにじ

　　４３３-８１１７・静岡県浜松市中区高丘東・たかおかひがじ

　　４３０-０９０７・静岡県浜松市中区高林・たかはﾞやじ

　　４３２-８０１５・静岡県浜松市中区高町・たかまち

　　４３０-０９４４・静岡県浜松市中区田町・たまち

　　４３０-０９３４・静岡県浜松市中区千歳町・ちとせちよう



　　４３０-０９２９・静岡県浜松市中区中央・ちゆうおう

　　４３０-０９２５・静岡県浜松市中区寺島町・てらじまちよう

　　４３０-０８０８・静岡県浜松市中区天神町・てんじんまち

　　４３０-０９３５・静岡県浜松市中区伝馬町・てんまちよう

　　４３０-０９３７・静岡県浜松市中区利町・とぎまち

　　４３０-０９１７・静岡県浜松市中区常盤町・ときわちよう

　　４３２-８００２・静岡県浜松市中区富塚町・とみつかちよう

　　４３０-０８０４・静岡県浜松市中区富吉町・とみよしちよう

　　４３０-０９０４・静岡県浜松市中区中沢町・なかざわちよう

　　４３０-０８５６・静岡県浜松市中区中島・なかじま

　　４３０-０８５７・静岡県浜松市中区中島町・なかじまちよう

　　４３２-８０１６・静岡県浜松市中区中山町・なかやまちよう

　　４３０-０９１２・静岡県浜松市中区茄子町・なすびちよう

　　４３０-０８１１・静岡県浜松市中区名塚町・なつﾞかちよう

　　４３２-８０３１・静岡県浜松市中区平田町・なめだちよう

　　４３２-８０３５・静岡県浜松市中区成子町・なるこちよう

　　４３２-８０４５・静岡県浜松市中区西浅田・にしあさだ

　　４３２-８０３８・静岡県浜松市中区西伊場町・にしいはﾞちよう

　　４３３-８１１６・静岡県浜松市中区西丘町・にしおかちよう

　　４３２-８０１２・静岡県浜松市中区布橋・ぬのはじ

　　４３０-０９１９・静岡県浜松市中区野口町・のぐちちよう

　　４３２-８０５３・静岡県浜松市中区法枝町・のりえだちよう

　　４３３-８１２１・静岡県浜松市中区萩丘・はぎおか

　　４３２-８０２７・静岡県浜松市中区旅籠町・はたごまち

　　４３０-０９１８・静岡県浜松市中区八幡町・はちまんちよう

　　４３３-８１０９・静岡県浜松市中区花川町・はなかわちよう

　　４３０-０９１６・静岡県浜松市中区早馬町・はやうまちよう

　　４３２-８０３６・静岡県浜松市中区東伊場・ひがしいはﾞ

　　４３０-０９１５・静岡県浜松市中区東田町・ひがしたまち

　　４３０-０９０１・静岡県浜松市中区曳馬・ひくま

　　４３０-０９０２・静岡県浜松市中区曳馬町・ひくまちよう

　　４３２-８０１３・静岡県浜松市中区広沢・ひろさわ

　　４３０-０９１３・静岡県浜松市中区船越町・ふなこしちよう

　　４３２-８００４・静岡県浜松市中区文丘町・ふみおかちよう

　　４３５-００４５・静岡県浜松市中区細島町・ほそじまちよう

　　４３０-０９４７・静岡県浜松市中区松城町・まつしろちよう

　　４３２-８０１７・静岡県浜松市中区三組町・みくみちよう

　　４３２-８０４４・静岡県浜松市中区南浅田・みなみあさだ

　　４３２-８０３７・静岡県浜松市中区南伊場町・みなみいはﾞちよう

　　４３０-０８５１・静岡県浜松市中区向宿・むこうじゆく

　　４３２-８０２６・静岡県浜松市中区元魚町・もとうおちよう

　　４３０-０９４６・静岡県浜松市中区元城町・もとしろちよう

　　４３０-０９４２・静岡県浜松市中区元浜町・もとはまちよう

　　４３２-８０４８・静岡県浜松市中区森田町・もりたちよう

　　４３０-０９４１・静岡県浜松市中区山下町・やましたちよう

　　４３２-８０２２・静岡県浜松市中区山手町・やまてちよう

　　４３０-０９２４・静岡県浜松市中区龍禅寺町・りゆうぜんじちよう

　　４３０-０８５２・静岡県浜松市中区領家・りようけ

　　４３０-０９３９・静岡県浜松市中区連尺町・れんじやくちよう

　　４３３-８１２７・静岡県浜松市中区和合北・わごうきた

　　４３３-８１２５・静岡県浜松市中区和合町・わごうちよう

　　４３２-８００３・静岡県浜松市中区和地山・わじやま

　　４３２-００００・静岡県浜松市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３１-３１２１・静岡県浜松市東区有玉北町・ありたまきたまち

　　４３１-３１２６・静岡県浜松市東区有玉台・ありたまだい

　　４３１-３１２３・静岡県浜松市東区有玉西町・ありたまにしまち

　　４３１-３１２２・静岡県浜松市東区有玉南町・ありたまみなみまち

　　４３５-０００５・静岡県浜松市東区安新町・あんしんちよう

　　４３５-００１２・静岡県浜松市東区安間町・あんまちよう

　　４３５-００５１・静岡県浜松市東区市野町・いちのちよう

　　４３０-０８０３・静岡県浜松市東区植松町・うえまつちよう

　　４３５-００１４・静岡県浜松市東区大蒲町・おおかはﾞちよう

　　４３１-３１１２・静岡県浜松市東区大島町・おおしまちよう

　　４３１-３１１３・静岡県浜松市東区大瀬町・おおせちよう

　　４３１-３１０６・静岡県浜松市東区笠井上町・かさいかみまち

　　４３１-３１０５・静岡県浜松市東区笠井新田町・かさいしんでんちよう

　　４３１-３１０７・静岡県浜松市東区笠井町・かさいちよう

　　４３５-００５３・静岡県浜松市東区上新屋町・かみあらやちよう

　　４３５-０００１・静岡県浜松市東区上石田町・かみいしだちよう

　　４３５-００４８・静岡県浜松市東区上西町・かみにしちよう



　　４３５-００４１・静岡県浜松市東区北島町・きたじまちよう

　　４３１-３１０４・静岡県浜松市東区貴平町・きへいちよう

　　４３５-００１１・静岡県浜松市東区国吉町・くによしちよう

　　４３５-００５６・静岡県浜松市東区小池町・こいけちよう

　　４３０-０８０１・静岡県浜松市東区神立町・こうだちちよう

　　４３５-００１５・静岡県浜松市東区子安町・こやすちよう

　　４３５-００２１・静岡県浜松市東区材木町・ざいもくちよう

　　４３５-００４２・静岡県浜松市東区篠ケ瀬町・ささがせちよう

　　４３５-０００６・静岡県浜松市東区下石田町・しもいしだちよう

　　４３０-０８０２・静岡県浜松市東区将監町・しようげんちよう

　　４３１-３１０３・静岡県浜松市東区常光町・じようこうちよう

　　４３５-０００２・静岡県浜松市東区白鳥町・しろとりちよう

　　４３１-３１１４・静岡県浜松市東区積志町・せきしちよう

　　４３１-３１０８・静岡県浜松市東区恒武町・つねたけちよう

　　４３５-００５２・静岡県浜松市東区天王町・てんのうちよう

　　４３５-００１３・静岡県浜松市東区天龍川町・てんりゆうがわちよう

　　４３１-３１０２・静岡県浜松市東区豊西町・とよにしちよう

　　４３１-３１１１・静岡県浜松市東区中郡町・なかごおりちよう

　　４３５-０００３・静岡県浜松市東区中里町・なかさとちよう

　　４３５-００５７・静岡県浜松市東区中田町・なかだちよう

　　４３５-００３１・静岡県浜松市東区長鶴町・ながつるちよう

　　４３５-０００４・静岡県浜松市東区中野町・なかのまち

　　４３１-３１１５・静岡県浜松市東区西ケ崎町・にしがさきちよう

　　４３５-００４４・静岡県浜松市東区西塚町・にしつﾞかちよう

　　４３５-００４７・静岡県浜松市東区原島町・はﾞらじまちよう

　　４３１-３１２４・静岡県浜松市東区半田町・はんだちよう

　　４３１-３１２５・静岡県浜松市東区半田山・はんだやま

　　４３５-０００８・静岡県浜松市東区松小池町・まつこいけちよう

　　４３５-００４６・静岡県浜松市東区丸塚町・まるつﾞかちよう

　　４３５-００４３・静岡県浜松市東区宮竹町・みやたけちよう

　　４３５-００１７・静岡県浜松市東区薬師町・やくしちよう

　　４３５-００１８・静岡県浜松市東区薬新町・やくしんちよう

　　４３１-３１０１・静岡県浜松市東区豊町・ゆたかちよう

　　４３５-００２９・静岡県浜松市東区龍光町・りゆうこうちよう

　　４３５-０００７・静岡県浜松市東区流通元町・りゆうつうもとまち

　　４３５-００１６・静岡県浜松市東区和田町・わだちよう

　　４３２-００００・静岡県浜松市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３１-１１１１・静岡県浜松市西区伊左地町・いさじちよう

　　４３２-８０６１・静岡県浜松市西区入野町・いりのちよう

　　４３２-８００６・静岡県浜松市西区大久保町・おおくほﾞちよう

　　４３１-１１１２・静岡県浜松市西区大人見町・おおひとみちよう

　　４３２-８０６８・静岡県浜松市西区大平台・おおひらだい

　　４３１-１１０２・静岡県浜松市西区大山町・おおやまちよう

　　４３２-８００５・静岡県浜松市西区神ケ谷町・かみがやちよう

　　４３２-８００７・静岡県浜松市西区神原町・かみはらちよう

　　４３１-１２０９・静岡県浜松市西区舘山寺町・かんざんじちよう

　　４３１-１２０５・静岡県浜松市西区協和町・きようわちよう

　　４３１-１２０２・静岡県浜松市西区呉松町・くれまつちよう

　　４３１-１１０３・静岡県浜松市西区湖東町・ことうちよう

　　４３１-１１１３・静岡県浜松市西区古人見町・こひとみちよう

　　４３１-１１０４・静岡県浜松市西区桜台・さくらだい

　　４３１-１１１４・静岡県浜松市西区佐浜町・さはまちよう

　　４３２-８０６９・静岡県浜松市西区志都呂・しとろ

　　４３２-８０６６・静岡県浜松市西区志都呂町・しとろちよう

　　４３１-０２０１・静岡県浜松市西区篠原町・しのはらちよう

　　４３１-１２０８・静岡県浜松市西区庄内町・しようないちよう

　　４３１-１２０６・静岡県浜松市西区庄和町・しようわちよう

　　４３１-１２０４・静岡県浜松市西区白洲町・しらすちよう

　　４３２-８０７１・静岡県浜松市西区西都台町・せいとだいちよう

　　４３１-０２０２・静岡県浜松市西区坪井町・つほﾞいちよう

　　４３２-８０６７・静岡県浜松市西区西鴨江町・にしかもえちよう

　　４３２-８００１・静岡県浜松市西区西山町・にしやまちよう

　　４３１-１２０３・静岡県浜松市西区平松町・ひらまつちよう

　　４３１-１２０１・静岡県浜松市西区深萩町・ふかはぎちよう

　　４３１-０２１２・静岡県浜松市西区舞阪町長十新田・まいさかちようちようじゆうしんでん

　　４３１-０２１３・静岡県浜松市西区舞阪町浜田・まいさかちようはまだ

　　４３１-０２１４・静岡県浜松市西区舞阪町弁天島・まいさかちようべんてんじま

　　４３１-０２１１・静岡県浜松市西区舞阪町舞阪・まいさかちようまいさか

　　４３１-０２０３・静岡県浜松市西区馬郡町・まごおりちよう

　　４３１-１２０７・静岡県浜松市西区村櫛町・むらくしちよう



　　４３１-０１０３・静岡県浜松市西区雄踏・ゆうとう

　　４３１-０１０２・静岡県浜松市西区雄踏町宇布見・ゆうとうちよううぶみ

　　４３１-０１０１・静岡県浜松市西区雄踏町山崎・ゆうとうちようやまざき

　　４３１-１１０１・静岡県浜松市西区和光町・わこうちよう

　　４３１-１１１５・静岡県浜松市西区和地町・わじちよう

　　４３２-００００・静岡県浜松市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３５-００３７・静岡県浜松市南区青屋町・あおやちよう

　　４３５-００２８・静岡県浜松市南区飯田町・いいだちよう

　　４３５-００３３・静岡県浜松市南区石原町・いしはらちよう

　　４３０-０８５４・静岡県浜松市南区瓜内町・うりうちちよう

　　４３０-０８４４・静岡県浜松市南区江之島町・えのしまちよう

　　４３０-０８３５・静岡県浜松市南区遠州浜・えんしゆうはま

　　４３５-００２５・静岡県浜松市南区老間町・おいまちよう

　　４３５-００２４・静岡県浜松市南区大塚町・おおつかちよう

　　４３０-０８４２・静岡県浜松市南区大柳町・おおやぎちよう

　　４３２-８０５５・静岡県浜松市南区卸本町・おろしほんまち

　　４３０-０８１４・静岡県浜松市南区恩地町・おんちﾞちよう

　　４３５-００２６・静岡県浜松市南区金折町・かなおりちよう

　　４３０-０８２３・静岡県浜松市南区河輪町・かわわちよう

　　４３２-８０６４・静岡県浜松市南区倉松町・くらまつちよう

　　４３０-０８３１・静岡県浜松市南区御給町・ごきゆうちよう

　　４３２-８０６３・静岡県浜松市南区小沢渡町・こざわたりちよう

　　４３０-０８１６・静岡県浜松市南区参野町・さんじのちよう

　　４３０-０８３３・静岡県浜松市南区三新町・さんしんちよう

　　４３５-００３８・静岡県浜松市南区三和町・さんわちよう

　　４３０-０８２６・静岡県浜松市南区四本松町・しほんまつちよう

　　４３５-００２７・静岡県浜松市南区下飯田町・しもいいだちよう

　　４３０-０８２５・静岡県浜松市南区下江町・しもえちよう

　　４３０-０８４６・静岡県浜松市南区白羽町・しろわちよう

　　４３５-００２３・静岡県浜松市南区新貝町・しんがいちよう

　　４３０-０８１７・静岡県浜松市南区頭陀寺町・ずだじちよう

　　４３５-００３５・静岡県浜松市南区西伝寺町・せいでんじちよう

　　４３２-８０６２・静岡県浜松市南区増楽町・ぞうらちよう

　　４３２-８０６５・静岡県浜松市南区高塚町・たかつかちよう

　　４３２-８０５４・静岡県浜松市南区田尻町・たじりちよう

　　４３０-０８２７・静岡県浜松市南区立野町・たてのちよう

　　４３２-８０５７・静岡県浜松市南区堤町・つつみちよう

　　４３０-０８１５・静岡県浜松市南区都盛町・つもりちよう

　　４３５-００２２・静岡県浜松市南区鶴見町・つるみちよう

　　４３０-０８４１・静岡県浜松市南区寺脇町・てらわきちよう

　　４３０-０８２４・静岡県浜松市南区富屋町・とみやちよう

　　４３０-０８４５・静岡県浜松市南区中田島町・なかたじまちよう

　　４３０-０８３２・静岡県浜松市南区長田町・ながたちよう

　　４３０-０８３７・静岡県浜松市南区西島町・にしじまちよう

　　４３０-０８２１・静岡県浜松市南区西町・にしまち

　　４３２-８０５８・静岡県浜松市南区新橋町・につはﾟしちよう

　　４３０-０８３８・静岡県浜松市南区鼡野町・ねずみのちよう

　　４３２-８０５３・静岡県浜松市南区法枝町・のりえだちよう

　　４３０-０８２２・静岡県浜松市南区東町・ひがしまち

　　４３２-８０５２・静岡県浜松市南区東若林町・ひがしわかはﾞやしちよう

　　４３０-０８３６・静岡県浜松市南区福島町・ふくしまちよう

　　４３０-０８４３・静岡県浜松市南区福塚町・ふくつﾞかちよう

　　４３５-００３２・静岡県浜松市南区古川町・ふるかわちよう

　　４３０-０８１３・静岡県浜松市南区芳川町・ほうがわちよう

　　４３０-０８１２・静岡県浜松市南区本郷町・ほんごうちよう

　　４３０-０８３４・静岡県浜松市南区松島町・まつしまちよう

　　４３０-０８５３・静岡県浜松市南区三島町・みしまちよう

　　４３５-００３４・静岡県浜松市南区安松町・やすまつちよう

　　４３０-０８５５・静岡県浜松市南区楊子町・ようずちよう

　　４３２-８０５６・静岡県浜松市南区米津町・よねつﾞちよう

　　４３２-８０５１・静岡県浜松市南区若林町・わかはﾞやしちよう

　　４３５-００３６・静岡県浜松市南区渡瀬町・わたせちよう

　　４３２-００００・静岡県浜松市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３１-２２１２・静岡県浜松市北区引佐町井伊谷・いなさちよういいのや

　　４３１-２２０５・静岡県浜松市北区引佐町伊平・いなさちよういだいら

　　４３１-２２２４・静岡県浜松市北区引佐町奥山・いなさちようおくやま

　　４３１-２２１３・静岡県浜松市北区引佐町金指・いなさちようかなさじ

　　４３１-２２２５・静岡県浜松市北区引佐町狩宿・いなさちようかりしゆく

　　４３１-２２０２・静岡県浜松市北区引佐町川名・いなさちようかわな

　　４３１-２２２２・静岡県浜松市北区引佐町黒渕・いなさちようくろぶち



　　４３１-２５３７・静岡県浜松市北区引佐町渋川・いなさちようしぶかわ

　　４３１-２５３３・静岡県浜松市北区引佐町四方浄・いなさちようしほうじよう

　　４３１-２２１５・静岡県浜松市北区引佐町白岩・いなさちようしらいわ

　　４３１-２５３６・静岡県浜松市北区引佐町田沢・いなさちようたざわ

　　４３１-２２２１・静岡県浜松市北区引佐町田畑・いなさちようたはﾞたけ

　　４３１-２２２３・静岡県浜松市北区引佐町栃窪・いなさちようとちくほﾞ

　　４３１-２２０４・静岡県浜松市北区引佐町兎荷・いなさちようとつか

　　４３１-２５３２・静岡県浜松市北区引佐町西久留女木・いなさちようにしくるめき

　　４３１-２２０６・静岡県浜松市北区引佐町西黒田・いなさちようにしくろだ

　　４３１-２２１１・静岡県浜松市北区引佐町花平・いなさちようはなだいら

　　４３１-２５３１・静岡県浜松市北区引佐町東久留女木（３７２～７９９)・いなさちようひがしくる

めき

　　４３１-２２０１・静岡県浜松市北区引佐町東久留女木（その他）・いなさちようひがしくるめき(そ

のた)

　　４３１-２２０７・静岡県浜松市北区引佐町東黒田・いなさちようひがしくろだ

　　４３１-２５３４・静岡県浜松市北区引佐町別所・いなさちようべつしよ

　　４３１-２５３５・静岡県浜松市北区引佐町的場・いなさちようまとはﾞ

　　４３１-２２０３・静岡県浜松市北区引佐町三岳・いなさちようみたけ

　　４３１-２２２６・静岡県浜松市北区引佐町谷沢・いなさちようやざわ

　　４３１-２２１４・静岡県浜松市北区引佐町横尾・いなさちようよこお

　　４３３-８１０２・静岡県浜松市北区大原町・おおはらちよう

　　４３１-２２１６・静岡県浜松市北区神宮寺町・じんぐうじちよう

　　４３１-２１０３・静岡県浜松市北区新都田・しんみやこだ

　　４３１-２１０１・静岡県浜松市北区滝沢町・たきさわちよう

　　４３３-８１０３・静岡県浜松市北区豊岡町・とよおかちよう

　　４３３-８１０８・静岡県浜松市北区根洗町・ねあらいちよう

　　４３３-８１１２・静岡県浜松市北区初生町・はつおいちよう

　　４３３-８１０４・静岡県浜松市北区東三方町・ひがしみかたちよう

　　４３１-１３０１・静岡県浜松市北区細江町小野・ほそえちようおの

　　４３１-１３０５・静岡県浜松市北区細江町気賀・ほそえちようきが

　　４３１-１３０４・静岡県浜松市北区細江町中川・ほそえちようなかがわ

　　４３１-１３０２・静岡県浜松市北区細江町広岡・ほそえちようひろおか

　　４３１-１３０３・静岡県浜松市北区細江町三和・ほそえちようみわ

　　４３３-８１０５・静岡県浜松市北区三方原町・みかたはらちよう

　　４３１-１４０４・静岡県浜松市北区三ヶ日町宇志・みつかびちよううじ

　　４３１-１４０３・静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎・みつかびちようおおさき

　　４３１-１４０７・静岡県浜松市北区三ヶ日町大谷・みつかびちようおおや

　　４３１-１４１５・静岡県浜松市北区三ヶ日町岡本・みつかびちようおかもと

　　４３１-１４２５・静岡県浜松市北区三ヶ日町上尾奈・みつかびちようかみおな

　　４３１-１４０６・静岡県浜松市北区三ヶ日町駒場・みつかびちようこまはﾞ

　　４３１-１４０１・静岡県浜松市北区三ヶ日町佐久米・みつかびちようさくめ

　　４３１-１４２４・静岡県浜松市北区三ヶ日町下尾奈・みつかびちようしもおな

　　４３１-１４１２・静岡県浜松市北区三ヶ日町只木・みつかびちようただき

　　４３１-１４０２・静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑・みつかびちようつつﾞき

　　４３１-１４０５・静岡県浜松市北区三ヶ日町津々崎・みつかびちようつつﾞさき

　　４３１-１４１６・静岡県浜松市北区三ヶ日町釣・みつかびちようつり

　　４３１-１４２３・静岡県浜松市北区三ヶ日町鵺代・みつかびちようぬえしろ

　　４３１-１４２２・静岡県浜松市北区三ヶ日町日比沢・みつかびちようひびさわ

　　４３１-１４１７・静岡県浜松市北区三ヶ日町平山・みつかびちようひらやま

　　４３１-１４１１・静岡県浜松市北区三ヶ日町福長・みつかびちようふくなが

　　４３１-１４２１・静岡県浜松市北区三ヶ日町本坂・みつかびちようほんざか

　　４３１-１４１３・静岡県浜松市北区三ヶ日町摩訶耶・みつかびちようまかや

　　４３１-１４１４・静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日・みつかびちようみつかび

　　４３１-２１０２・静岡県浜松市北区都田町・みやこだちよう

　　４３３-８１０１・静岡県浜松市北区三幸町・みゆきちよう

　　４３１-２１０４・静岡県浜松市北区鷲沢町・わしざわちよう

　　４３４-００００・静岡県浜松市浜北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３４-００２７・静岡県浜松市浜北区油一色・あぶらいしき

　　４３４-００４４・静岡県浜松市浜北区内野・うちの

　　４３４-００４５・静岡県浜松市浜北区内野台・うちのだい

　　４３４-０００５・静岡県浜松市浜北区大平・おいだいら

　　４３４-０００２・静岡県浜松市浜北区尾野・おの

　　４３４-００１５・静岡県浜松市浜北区於呂・おろ

　　４３４-００１１・静岡県浜松市浜北区上島・かみじま

　　４３４-００２８・静岡県浜松市浜北区上善地・かみぜんじ

　　４３４-００３８・静岡県浜松市浜北区貴布祢・きぶね

　　４３４-００３１・静岡県浜松市浜北区小林・こはﾞやじ

　　４３４-００４２・静岡県浜松市浜北区小松・こまつ

　　４３４-０００３・静岡県浜松市浜北区新原・しんはﾟら

　　４３４-００２５・静岡県浜松市浜北区善地・ぜんじ



　　４３４-００４６・静岡県浜松市浜北区染地台・そめじだい

　　４３４-００２３・静岡県浜松市浜北区高薗・たかその

　　４３４-００３４・静岡県浜松市浜北区高畑・たかはﾞたけ

　　４３４-００３５・静岡県浜松市浜北区寺島・てらじま

　　４３４-００３２・静岡県浜松市浜北区道本・どうほん

　　４３４-００１７・静岡県浜松市浜北区豊保・とよやす

　　４３４-００１３・静岡県浜松市浜北区永島・ながしま

　　４３４-００４３・静岡県浜松市浜北区中条・なかじよう

　　４３４-００１２・静岡県浜松市浜北区中瀬・なかぜ

　　４３４-００２９・静岡県浜松市浜北区新野・にいの

　　４３４-００２２・静岡県浜松市浜北区新堀・にいほﾞり

　　４３４-００１８・静岡県浜松市浜北区西中瀬・にしなかぜ

　　４３４-００３３・静岡県浜松市浜北区西美薗・にしみその

　　４３４-００３７・静岡県浜松市浜北区沼・ぬま

　　４３４-００１６・静岡県浜松市浜北区根堅・ねがた

　　４３４-０００７・静岡県浜松市浜北区灰木・はいのき

　　４３４-００２６・静岡県浜松市浜北区東美薗・ひがしみその

　　４３４-００４１・静岡県浜松市浜北区平口・ひらくち

　　４３４-０００１・静岡県浜松市浜北区堀谷・ほりや

　　４３４-００１４・静岡県浜松市浜北区本沢合・ほんざわい

　　４３４-０００４・静岡県浜松市浜北区宮口・みやぐち

　　４３４-００２１・静岡県浜松市浜北区八幡・やわた

　　４３４-００３６・静岡県浜松市浜北区横須賀・よこすか

　　４３４-０００６・静岡県浜松市浜北区四大地・よんだいち

　　４３４-００２４・静岡県浜松市浜北区竜南・りゆうなん

　　４３２-００００・静岡県浜松市天竜区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３１-３４２５・静岡県浜松市天竜区青谷・あおや

　　４３１-３５３５・静岡県浜松市天竜区芦窪・あしくほﾞ

　　４３１-３５３６・静岡県浜松市天竜区阿寺・あてら

　　４３１-３４２８・静岡県浜松市天竜区石神・いしがみ

　　４３１-３７６２・静岡県浜松市天竜区伊砂・いすか

　　４３１-３７５５・静岡県浜松市天竜区大川・おおかわ

　　４３１-３６４２・静岡県浜松市天竜区大栗安・おおぐりやす

　　４３１-３３０５・静岡県浜松市天竜区大谷・おおや

　　４３１-３７５２・静岡県浜松市天竜区小川・おがわ

　　４３１-３４２７・静岡県浜松市天竜区上野・かみの

　　４３１-３６４３・静岡県浜松市天竜区神沢・かんざわ

　　４３１-３６４１・静岡県浜松市天竜区熊・くま

　　４３１-３７５３・静岡県浜松市天竜区佐久・さく

　　４３１-４１１１・静岡県浜松市天竜区佐久間町相月・さくまちようあいつﾞき

　　４３１-３９０６・静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川・さくまちよううらかわ

　　４３１-３９０２・静岡県浜松市天竜区佐久間町大井・さくまちようおおい

　　４３１-４１１２・静岡県浜松市天竜区佐久間町奥領家・さくまちようおくりようけ

　　４３１-３９０３・静岡県浜松市天竜区佐久間町上平山・さくまちようかみひらやま

　　４３１-３９０７・静岡県浜松市天竜区佐久間町川合・さくまちようかわい

　　４３１-３９０１・静岡県浜松市天竜区佐久間町佐久間・さくまちようさくま

　　４３１-３９０４・静岡県浜松市天竜区佐久間町戸口・さくまちようとぐち

　　４３１-３９０８・静岡県浜松市天竜区佐久間町中部・さくまちようなかべ

　　４３１-３９０５・静岡県浜松市天竜区佐久間町半場・さくまちようはんはﾞ

　　４３１-３３０４・静岡県浜松市天竜区次郎八新田・じろうはちしんでん

　　４３１-３７５４・静岡県浜松市天竜区相津・そうつﾞ

　　４３１-３３０２・静岡県浜松市天竜区只来・ただらい

　　４３１-３８０４・静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺・たつやまちようおおみね

　　４３１-３８０２・静岡県浜松市天竜区龍山町下平山・たつやまちようしもひらやま

　　４３１-３８０１・静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻・たつやまちようせじり

　　４３１-３８０３・静岡県浜松市天竜区龍山町戸倉・たつやまちようとくら

　　４３１-３７６３・静岡県浜松市天竜区月・つき

　　４３１-３５３３・静岡県浜松市天竜区長沢・ながさわ

　　４３１-３７６１・静岡県浜松市天竜区西雲名・にしうんな

　　４３１-３５３２・静岡県浜松市天竜区西藤平・にしふじだいら

　　４３７-０６１７・静岡県浜松市天竜区春野町筏戸大上・はるのちよういかんどおおかみ

　　４３７-０６２１・静岡県浜松市天竜区春野町砂川・はるのちよういさがわ

　　４３７-０６１５・静岡県浜松市天竜区春野町石打松下・はるのちよういしうちまつした

　　４３７-０６０７・静岡県浜松市天竜区春野町石切・はるのちよういしきり

　　４３７-０６２４・静岡県浜松市天竜区春野町和泉平・はるのちよういずみだいら

　　４３７-０６２２・静岡県浜松市天竜区春野町大時・はるのちようおおとき

　　４３７-０６０８・静岡県浜松市天竜区春野町小俣京丸・はるのちようおまたきようまる

　　４３７-０６０１・静岡県浜松市天竜区春野町川上・はるのちようかわかみ

　　４３７-０６２３・静岡県浜松市天竜区春野町胡桃平・はるのちようくるみだいら

　　４３７-０６０５・静岡県浜松市天竜区春野町気田・はるのちようけた



　　４３７-０６１８・静岡県浜松市天竜区春野町越木平・はるのちようこしきだいら

　　４３７-０６０３・静岡県浜松市天竜区春野町五和・はるのちようごわ

　　４３７-０６０２・静岡県浜松市天竜区春野町杉・はるのちようすぎ

　　４３７-０６１６・静岡県浜松市天竜区春野町田黒・はるのちようたぐろ

　　４３７-０６１１・静岡県浜松市天竜区春野町田河内・はるのちようたごうち

　　４３７-０６１４・静岡県浜松市天竜区春野町長蔵寺・はるのちようちようぞうじ

　　４３７-０６０６・静岡県浜松市天竜区春野町豊岡・はるのちようとよおか

　　４３７-０６１２・静岡県浜松市天竜区春野町花島・はるのちようはなじま

　　４３７-０６２５・静岡県浜松市天竜区春野町堀之内・はるのちようほりのうち

　　４３７-０６１３・静岡県浜松市天竜区春野町牧野・はるのちようまきの

　　４３７-０６０４・静岡県浜松市天竜区春野町宮川・はるのちようみやがわ

　　４３７-０６２６・静岡県浜松市天竜区春野町領家・はるのちようりようけ

　　４３１-３４２１・静岡県浜松市天竜区日明・ひあり

　　４３１-３７５１・静岡県浜松市天竜区東雲名・ひがしうんな

　　４３１-３５３１・静岡県浜松市天竜区東藤平・ひがしふじだいら

　　４３１-３３１１・静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵・ふたまたちようあくら

　　４３１-３３１５・静岡県浜松市天竜区二俣町大園・ふたまたちようおおその

　　４３１-３３１３・静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島・ふたまたちようかじま

　　４３１-３３１４・静岡県浜松市天竜区二俣町二俣・ふたまたちようふたまた

　　４３１-３３１２・静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島・ふたまたちようみなみかじま

　　４３１-３５３４・静岡県浜松市天竜区懐山・ふところやま

　　４３１-３３０６・静岡県浜松市天竜区船明・ふなぎら

　　４３１-４１０１・静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家・みさくほﾞちようおくりようけ

　　４３１-４１０２・静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方・みさくほﾞちようじとうがた

　　４３１-４１０３・静岡県浜松市天竜区水窪町山住・みさくほﾞちようやまずみ

　　４３１-３４２２・静岡県浜松市天竜区米沢・みなざわ

　　４３１-３３０３・静岡県浜松市天竜区山東・やまひがじ

　　４３１-３７５６・静岡県浜松市天竜区谷山・ややま

　　４３１-３３０１・静岡県浜松市天竜区横川・よこかわ

　　４３１-３７６４・静岡県浜松市天竜区横山町・よこやまちよう

　　４３１-３４２６・静岡県浜松市天竜区両島・りようしま

　　４３１-３４２４・静岡県浜松市天竜区緑恵台・りよくけいだい

　　４３１-３４２３・静岡県浜松市天竜区渡ケ島・わたがしま

　　４１０-００００・静岡県沼津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１０-０８０２・静岡県沼津市上土町・あげつちちよう

　　４１０-０８５２・静岡県沼津市旭町・あさひちよう

　　４１０-０００１・静岡県沼津市足高・あしたか

　　４１０-０３１７・静岡県沼津市石川・いしかわ

　　４１０-００４５・静岡県沼津市泉町・いずみちよう

　　４１０-３４０１・静岡県沼津市井田・いた

　　４１０-０８３１・静岡県沼津市市場町・いちはﾞちよう

　　４１０-０８６６・静岡県沼津市市道・いちみち

　　４１０-０３１４・静岡県沼津市一本松・いつほﾟんまつ

　　４１０-０３１９・静岡県沼津市井出・いで

　　４１０-０８７５・静岡県沼津市今沢・いまざわ

　　４１０-０３１６・静岡県沼津市植田・うえだ

　　４１０-０８９２・静岡県沼津市魚町・うおちよう

　　４１０-０２２５・静岡県沼津市内浦重須・うちうらおもす

　　４１０-０２２２・静岡県沼津市内浦小海・うちうらこうみ

　　４１０-０２２１・静岡県沼津市内浦重寺・うちうらしげでら

　　４１０-０２２４・静岡県沼津市内浦長浜・うちうらながはま

　　４１０-０２２３・静岡県沼津市内浦三津・うちうらみと

　　４１０-０１０３・静岡県沼津市江浦・えのうら

　　４１０-００４９・静岡県沼津市江原町・えはﾞらちよう

　　４１０-００２２・静岡県沼津市大岡・おおおか

　　４１０-０８７３・静岡県沼津市大諏訪・おおずわ

　　４１０-０３０６・静岡県沼津市大塚・おおつか

　　４１０-０８０１・静岡県沼津市大手町・おおてまち

　　４１０-０３０７・静岡県沼津市青野・おおの

　　４１０-０８２１・静岡県沼津市大平・おおひら

　　４１０-００１２・静岡県沼津市岡一色・おかいつしき

　　４１０-００１１・静岡県沼津市岡宮・おかのみや

　　４１０-０８４４・静岡県沼津市春日町・かすがちよう

　　４１０-０８２３・静岡県沼津市我入道・がにゆうどう

　　４１０-０８２４・静岡県沼津市香貫が丘・かぬきがおか

　　４１０-０８１３・静岡県沼津市上香貫・かみかぬき

　　４１０-００４２・静岡県沼津市神田町・かんだちよう

　　４１０-０８７６・静岡県沼津市北今沢・きたいまざわ

　　４１０-００６１・静岡県沼津市北園町・きたぞのちよう

　　４１０-００５４・静岡県沼津市北高島町・きたたかしまちよう



　　４１０-００６４・静岡県沼津市共栄町・きようえいちよう

　　４１０-０１０２・静岡県沼津市口野・くちの

　　４１０-０８９３・静岡県沼津市くまだか町・くまだかちよう

　　４１０-０８１９・静岡県沼津市黒瀬町・くろせちよう

　　４１０-０８７２・静岡県沼津市小諏訪・こずわ

　　４１０-００５３・静岡県沼津市寿町・ことぶきちよう

　　４１０-００２１・静岡県沼津市小林台・こはﾞやしだい

　　４１０-０８０４・静岡県沼津市西条町・さいじようちよう

　　４１０-０８６２・静岡県沼津市幸町・さいわいちよう

　　４１０-００４４・静岡県沼津市五月町・さつきちよう

　　４１０-００５２・静岡県沼津市沢田町・さわだちよう

　　４１０-００３５・静岡県沼津市山王台・さんのうだい

　　４１０-００３１・静岡県沼津市三枚橋・さんまいはﾞじ

　　４１０-００３７・静岡県沼津市三枚橋町・さんまいはﾞしちよう

　　４１０-０１０６・静岡県沼津市志下・しげ

　　４１０-０１０４・静岡県沼津市獅子浜・ししはま

　　４１０-０８６８・静岡県沼津市下小路町・したこうじちよう

　　４１０-０８６３・静岡県沼津市下一丁田・しもいつちようだ

　　４１０-０８２２・静岡県沼津市下香貫・しもかぬき

　　４１０-０８４１・静岡県沼津市下河原町・しもがわらちよう

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市下中溝・しもなかみぞ

　　４１０-０８８５・静岡県沼津市下本町・しもほんちよう

　　４１０-０８４２・静岡県沼津市蛇松町・じやまつちよう

　　４１０-００４７・静岡県沼津市庄栄町・しようえいちよう

　　４１０-０８０５・静岡県沼津市白銀町・しろがねちよう

　　４１０-０００３・静岡県沼津市新沢田町・しんさわだちよう

　　４１０-００４８・静岡県沼津市新宿町・しんじゆくちよう

　　４１０-０８９５・静岡県沼津市新町・しんちよう

　　４１０-０８８８・静岡県沼津市末広町・すえひろちよう

　　４１０-００３３・静岡県沼津市杉崎町・すぎざきちよう

　　４１０-０８１６・静岡県沼津市住吉町・すみよしちよう

　　４１０-００１５・静岡県沼津市駿河台・するがだい

　　４１０-０８８６・静岡県沼津市浅間町・せんげんちよう

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市千本・せんほﾞん

　　４１０-０８５４・静岡県沼津市千本常盤町・せんほﾞんときわちよう

　　４１０-０８４７・静岡県沼津市千本中町・せんほﾞんなかちよう

　　４１０-０８４６・静岡県沼津市千本東町・せんほﾞんひがしちよう

　　４１０-０８４８・静岡県沼津市千本西町・せんほﾞんにしちよう

　　４１０-０８５５・静岡県沼津市千本緑町・せんほﾞんみどりちよう

　　４１０-０８４５・静岡県沼津市千本港町・せんほﾞんみなとちよう

　　４１０-０８４９・静岡県沼津市千本郷林・せんほﾞんごうりん

　　４１０-０８０３・静岡県沼津市添地町・そえちちよう

　　４１０-０８８３・静岡県沼津市大門町・だいもんちよう

　　４１０-００１７・静岡県沼津市高尾台・たかおだい

　　４１０-００１６・静岡県沼津市高砂町・たかさごちよう

　　４１０-００５７・静岡県沼津市高沢町・たかざわちよう

　　４１０-００５６・静岡県沼津市高島町・たかしまちよう

　　４１０-００５５・静岡県沼津市高島本町・たかしまほんちよう

　　４１０-０８４３・静岡県沼津市蓼原町・たではらちよう

　　４１０-０１０１・静岡県沼津市多比・たび

　　４１０-０８１４・静岡県沼津市玉江町・たまえちよう

　　４１０-００４１・静岡県沼津市筒井町・つついちよう

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市出口町・でぐちちよう

　　４１０-０８９１・静岡県沼津市通横町・とおりよこちよう

　　４１０-０８５３・静岡県沼津市常盤町・ときわちよう

　　４１０-０３０５・静岡県沼津市鳥谷・とや

　　４１０-０００６・静岡県沼津市中沢田・なかさわだ

　　４１０-０８１１・静岡県沼津市中瀬町・なかせちよう

　　４１０-０８９４・静岡県沼津市仲町・なかちよう

　　４１０-０８１８・静岡県沼津市中原町・なかはらちよう

　　４１０-０２４２・静岡県沼津市西浦足保・にしうらあしほﾞ

　　４１０-０２４４・静岡県沼津市西浦江梨・にしうらえなじ

　　４１０-０２３１・静岡県沼津市西浦木負・にしうらきしよう

　　４１０-０２３３・静岡県沼津市西浦久連・にしうらくつﾞら

　　４１０-０２４３・静岡県沼津市西浦久料・にしうらくりよう

　　４１０-０２４１・静岡県沼津市西浦古宇・にしうらこう

　　４１０-０２３２・静岡県沼津市西浦河内・にしうらこうち

　　４１０-０２３５・静岡県沼津市西浦立保・にしうらたちほﾞ

　　４１０-０２３４・静岡県沼津市西浦平沢・にしうらひらさわ

　　４１０-０２４４・静岡県沼津市西浦大瀬・にしうらおおせ



　　４１０-０８０７・静岡県沼津市錦町・にしきちよう

　　４１０-００５１・静岡県沼津市西熊堂・にしくまんどう

　　４１０-０００７・静岡県沼津市西沢田・にしさわだ

　　４１０-０３０３・静岡県沼津市西椎路・にししいじ

　　４１０-０８３５・静岡県沼津市西島町・にしじまちよう

　　４１０-０３１３・静岡県沼津市西添町・にしぞえちよう

　　４１０-０３２１・静岡県沼津市西野・にしの

　　４１０-０８７１・静岡県沼津市西間門・にしまかど

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市西松下・にしまつした

　　４１０-００５８・静岡県沼津市沼北町・ぬまきたちよう

　　４１０-０３０９・静岡県沼津市根古屋・ねごや

　　４１０-０８８１・静岡県沼津市八幡町・はちまんちよう

　　４１０-００６５・静岡県沼津市花園町・はなぞのちよう

　　４１０-０３１２・静岡県沼津市原・はら

　　４１０-０３１１・静岡県沼津市原町中・はらまちなか

　　４１０-００１３・静岡県沼津市東熊堂・ひがしくまんどう

　　４１０-０００２・静岡県沼津市東沢田・ひがしさわだ

　　４１０-０３０２・静岡県沼津市東椎路・ひがししいじ

　　４１０-０３０４・静岡県沼津市東原・ひがしはﾞら

　　４１０-０８６５・静岡県沼津市東間門・ひがしまかど

　　４１０-０８８７・静岡県沼津市東宮後町・ひがしみやうしろちよう

　　４１０-００３２・静岡県沼津市日の出町・ひのでちよう

　　４１０-０３１８・静岡県沼津市平沼・ひらぬま

　　４１０-００３６・静岡県沼津市平町・ひらまち

　　４１０-００３４・静岡県沼津市富士見町・ふじみちよう

　　４１０-０００５・静岡県沼津市双葉町・ふたはﾞちよう

　　４１０-３４０２・静岡県沼津市戸田・へだ

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市本・ほん

　　４１０-０８１７・静岡県沼津市本郷町・ほんごうちよう

　　４１０-０００４・静岡県沼津市本田町・ほんたまち

　　４１０-０８８４・静岡県沼津市本町・ほんちよう

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市前田・まえだ

　　４１０-０８３４・静岡県沼津市槇島町・まきじまちよう

　　４１０-０１０５・静岡県沼津市馬込・まごめ

　　４１０-０８６１・静岡県沼津市真砂町・まさごちよう

　　４１０-０８８２・静岡県沼津市町方町・まちかたまち

　　４１０-００１４・静岡県沼津市松沢町・まつさわちよう

　　４１０-０８６４・静岡県沼津市松下・まつした

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市松下七反田・まつしたひちたんだ

　　４１０-０８７４・静岡県沼津市松長・まつなが

　　４１０-０８０６・静岡県沼津市丸子町・まるこちよう

　　４１０-０８３３・静岡県沼津市三園町・みそのちよう

　　４１０-００６３・静岡県沼津市緑ケ丘・みどりがおか

　　４１０-０８１５・静岡県沼津市南本郷町・みなみほんごうちよう

　　４１０-００６２・静岡県沼津市宮前町・みやまえちよう

　　４１０-０８５１・静岡県沼津市宮町・みやちよう

　　４１０-０３０１・静岡県沼津市宮本・みやもと

　　４１０-０８３２・静岡県沼津市御幸町・みゆきちよう

　　４１０-００３８・静岡県沼津市三芳町・みよしちよう

　　４１０-０３１５・静岡県沼津市桃里・ももざと

　　４１０-０３０８・静岡県沼津市柳沢・やなぎさわ

　　４１０-００４３・静岡県沼津市柳町・やなぎちよう

　　４１０-０８１２・静岡県沼津市山ケ下町・やまがしたちよう

　　４１０-００１８・静岡県沼津市豊町・ゆたかちよう

　　４１０-０８３６・静岡県沼津市吉田町・よしだちよう

　　４１０-００４６・静岡県沼津市米山町・よねやまちよう

　　４１０-００５９・静岡県沼津市若葉町・わかはﾞちよう

　　４１３-００００・静岡県熱海市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１３-００３９・静岡県熱海市相の原町・あいのはらちよう

　　４１３-００４１・静岡県熱海市青葉町・あおはﾞちよう

　　４１３-０１０３・静岡県熱海市網代・あじろ

　　４１３-００３３・静岡県熱海市熱海・あたみ

　　４１３-０００２・静岡県熱海市伊豆山・いずさん

　　４１３-０００１・静岡県熱海市泉・いずみ

　　４１３-０００３・静岡県熱海市海光町・かいこうちよう

　　４１３-０００５・静岡県熱海市春日町・かすがちよう

　　４１３-００１８・静岡県熱海市上宿町・かみじゆくちよう

　　４１３-０１０１・静岡県熱海市上多賀・かみたが

　　４１３-００１３・静岡県熱海市銀座町・ぎんざちよう

　　４１３-００２９・静岡県熱海市小嵐町・こあらしちよう



　　４１３-００１９・静岡県熱海市咲見町・さきみちよう

　　４１３-００２５・静岡県熱海市桜木町・さくらぎちよう

　　４１３-００２８・静岡県熱海市桜町・さくらちよう

　　４１３-００３７・静岡県熱海市笹良ケ台町・ささらがだいちよう

　　４１３-００２１・静岡県熱海市清水町・しみずちよう

　　４１３-０１０２・静岡県熱海市下多賀・しもたが

　　４１３-００２２・静岡県熱海市昭和町・しようわちよう

　　４１３-００１１・静岡県熱海市田原本町・たはらほんちよう

　　４１３-００１５・静岡県熱海市中央町・ちゆうおうちよう

　　４１３-００１４・静岡県熱海市渚町・なぎさちよう

　　４１３-００３８・静岡県熱海市西熱海町・にしあたみちよう

　　４１３-００３４・静岡県熱海市西山町・にしやまちよう

　　４１３-００３２・静岡県熱海市梅園町・はﾞいえんちよう

　　４１３-００２６・静岡県熱海市梅花町・はﾞいかちよう

　　４１３-０００４・静岡県熱海市初島・はつしま

　　４１３-００３１・静岡県熱海市林ガ丘町・はやしがおかちよう

　　４１３-００１２・静岡県熱海市東海岸町・ひがしかいがんちよう

　　４１３-００３６・静岡県熱海市日金町・ひがねちよう

　　４１３-００１７・静岡県熱海市福道町・ふくみちちよう

　　４１３-００３５・静岡県熱海市緑ガ丘町・みどりがおかちよう

　　４１３-００１６・静岡県熱海市水口町・みなぐちちよう

　　４１３-００２７・静岡県熱海市紅葉ガ丘町・もみじがおかちよう

　　４１３-０００６・静岡県熱海市桃山町・ももやまちよう

　　４１３-００４２・静岡県熱海市山手町・やまてちよう

　　４１３-００２４・静岡県熱海市和田町・わだちよう

　　４１３-００２３・静岡県熱海市和田浜南町・わだはまみなみちよう

　　４１１-００００・静岡県三島市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１１-０８１１・静岡県三島市青木・あおき

　　４１１-００２０・静岡県三島市旭ケ丘・あさひがおか

　　４１１-０８３４・静岡県三島市新谷・あらや

　　４１１-００３７・静岡県三島市泉町・いずみちよう

　　４１１-００１５・静岡県三島市市山新田・いちのやましんでん

　　４１１-００３６・静岡県三島市一番町・いちはﾞんちよう

　　４１１-００２５・静岡県三島市壱町田・いつちようだ

　　４１１-０８１６・静岡県三島市梅名・うめな

　　４１１-００３５・静岡県三島市大宮町・おおみやちよう

　　４１１-００２３・静岡県三島市加茂・かも

　　４１１-００３４・静岡県三島市加茂川町・かもがわちよう

　　４１１-０８４５・静岡県三島市加屋町・かやまち

　　４１１-００２２・静岡県三島市川原ケ谷・かわはらがや

　　４１１-０８０５・静岡県三島市北沢・きたざわ

　　４１１-０８５４・静岡県三島市北田町・きたたまち

　　４１１-０８４４・静岡県三島市清住町・きよずみちよう

　　４１１-００３１・静岡県三島市幸原町・こうはﾞらちよう

　　４１１-００３９・静岡県三島市寿町・ことぶきちよう

　　４１１-０８４６・静岡県三島市栄町・さかえちよう

　　４１１-００１２・静岡県三島市笹原新田・ささはらしんでん

　　４１１-００４７・静岡県三島市佐野・さの

　　４１１-００４１・静岡県三島市佐野見晴台・さのみはらしだい

　　４１１-００４３・静岡県三島市沢地・さわじ

　　４１１-００１７・静岡県三島市三恵台・さんけいだい

　　４１１-０８５７・静岡県三島市芝本町・しはﾞほんちよう

　　４１１-００３２・静岡県三島市末広町・すえひろちよう

　　４１１-００２７・静岡県三島市千枚原・せんまいはﾞら

　　４１１-０８５３・静岡県三島市大社町・たいしやちよう

　　４１１-０８０３・静岡県三島市大場・だいはﾞ

　　４１１-０８０７・静岡県三島市竹倉・たけくら

　　４１１-０８３５・静岡県三島市玉川・たまがわ

　　４１１-００１４・静岡県三島市玉沢・たまざわ

　　４１１-０８０４・静岡県三島市多呂・たろ

　　４１１-０８５８・静岡県三島市中央町・ちゆうおうちよう

　　４１１-００１６・静岡県三島市塚原新田・つかはらしんでん

　　４１１-０８１３・静岡県三島市鶴喰・つるはみ

　　４１１-００４４・静岡県三島市徳倉・とくら

　　４１１-０８３６・静岡県三島市富田町・とみたまち

　　４１１-０８３３・静岡県三島市中・なか

　　４１１-０８１４・静岡県三島市中島・なかじま

　　４１１-０８３８・静岡県三島市中田町・なかたまち

　　４１１-０８２４・静岡県三島市長伏・ながぶせ

　　４１１-００３０・静岡県三島市西旭ケ丘町・にしあさひがおかちよう



　　４１１-０８０８・静岡県三島市錦が丘・にしきがおか

　　４１１-０８４７・静岡県三島市西本町・にしほんちよう

　　４１１-００３８・静岡県三島市西若町・にしわかちよう

　　４１１-００４５・静岡県三島市萩・はぎ

　　４１１-０８１７・静岡県三島市八反畑・はつたはﾞた

　　４１１-００１８・静岡県三島市初音台・はつねだい

　　４１１-００２９・静岡県三島市光ケ丘・ひかりがおか

　　４１１-００２６・静岡県三島市東壱町田・ひがしいつちようだ

　　４１１-０８０２・静岡県三島市東大場・ひがしだいはﾞ

　　４１１-０８５２・静岡県三島市東町・ひがしちよう

　　４１１-０８３１・静岡県三島市東本町・ひがしほんちよう

　　４１１-０８５１・静岡県三島市日の出町・ひのでちよう

　　４１１-０８２１・静岡県三島市平田・ひらた

　　４１１-０８５６・静岡県三島市広小路町・ひろこうじちよう

　　４１１-０８１２・静岡県三島市藤代町・ふじしろちよう

　　４１１-００２８・静岡県三島市富士ビレッジ・ふじびれつじ

　　４１１-００２１・静岡県三島市富士見台・ふじみだい

　　４１１-００４６・静岡県三島市芙蓉台・ふようだい

　　４１１-００３３・静岡県三島市文教町・ぶんきようちよう

　　４１１-００４２・静岡県三島市平成台・へいせいだい

　　４１１-０８５５・静岡県三島市本町・ほんちよう

　　４１１-００１９・静岡県三島市松が丘・まつがおか

　　４１１-０８２２・静岡県三島市松本・まつもと

　　４１１-０８２３・静岡県三島市御園・みその

　　４１１-００１３・静岡県三島市三ツ谷新田・みつやしんでん

　　４１１-０８４８・静岡県三島市緑町・みどりちよう

　　４１１-０８３７・静岡県三島市南田町・みなみたまち

　　４１１-０８４２・静岡県三島市南町・みなみちよう

　　４１１-０８３２・静岡県三島市南二日町・みなみふつかまち

　　４１１-０８４１・静岡県三島市南本町・みなみほんちよう

　　４１１-０８４３・静岡県三島市三好町・みよしちよう

　　４１１-０８１５・静岡県三島市安久・やすひさ

　　４１１-０８０１・静岡県三島市谷田・やた

　　４１１-０８０６・静岡県三島市柳郷地・やなぎごうち

　　４１１-００１１・静岡県三島市山中新田・やまなかしんでん

　　４１１-００２４・静岡県三島市若松町・わかまつちよう

　　４１８-００００・静岡県富士宮市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１８-００４７・静岡県富士宮市青木・あおき

　　４１８-００４８・静岡県富士宮市青木平・あおきだいら

　　４１８-００１６・静岡県富士宮市阿幸地・あこうじ

　　４１８-００７８・静岡県富士宮市阿幸地町・あこうじちよう

　　４１８-００３７・静岡県富士宮市安居山・あごやま

　　４１８-００５７・静岡県富士宮市朝日町・あさひちよう

　　４１８-００３２・静岡県富士宮市浅間町・あさまちよう

　　４１８-００１１・静岡県富士宮市粟倉・あわくら

　　４１８-００１８・静岡県富士宮市粟倉南町・あわくらみなみちよう

　　４１８-００４３・静岡県富士宮市泉町・いずみちよう

　　４１８-０１０８・静岡県富士宮市猪之頭・いのかしら

　　４１８-０１０４・静岡県富士宮市内野・うつの

　　４１９-０３１７・静岡県富士宮市内房・うつぶさ

　　４１８-０１１３・静岡県富士宮市馬見塚・うまみつﾞか

　　４１８-００１３・静岡県富士宮市大岩・おおいわ

　　４１９-０３１４・静岡県富士宮市大久保・おおくほﾞ

　　４１９-０３０３・静岡県富士宮市大鹿窪・おおしかくほﾞ

　　４１８-００４４・静岡県富士宮市大中里・おおなかざと

　　４１８-００６６・静岡県富士宮市大宮町・おおみやちよう

　　４１８-０１０３・静岡県富士宮市上井出・かみいで

　　４１９-０３１１・静岡県富士宮市上稲子・かみいなこ

　　４１８-０１１６・静岡県富士宮市上条・かみじよう

　　４１９-０３０１・静岡県富士宮市上柚野・かみゆの

　　４１８-０１１７・静岡県富士宮市狩宿・かりやど

　　４１８-００３１・静岡県富士宮市神田川町・かんだがわちよう

　　４１８-００６１・静岡県富士宮市北町・きたまち

　　４１８-０１１２・静岡県富士宮市北山・きたやま

　　４１８-００４２・静岡県富士宮市貴船町・きぶねちよう

　　４１８-００３４・静岡県富士宮市黒田・くろだ

　　４１８-００７４・静岡県富士宮市源道寺町・げんどうじちよう

　　４１８-００２２・静岡県富士宮市小泉・こいずみ

　　４１８-０１０７・静岡県富士宮市佐折・さおり

　　４１９-０３１２・静岡県富士宮市下稲子・しもいなこ



　　４１８-０１１４・静岡県富士宮市下条・しもじよう

　　４１９-０３０５・静岡県富士宮市下柚野・しもゆの

　　４１８-０１１５・静岡県富士宮市精進川・しようじんがわ

　　４１８-００６２・静岡県富士宮市城北町・じようほくちよう

　　４１８-００２１・静岡県富士宮市杉田・すぎた

　　４１８-００５５・静岡県富士宮市宝町・たからまち

　　４１８-００７５・静岡県富士宮市田中町・たなかちよう

　　４１８-００６５・静岡県富士宮市中央町・ちゆうおうちよう

　　４１８-０００６・静岡県富士宮市外神・とがみ

　　４１８-０００７・静岡県富士宮市外神東町・とがみひがしちよう

　　４１９-０３０４・静岡県富士宮市鳥並・とりなみ

　　４１８-００４６・静岡県富士宮市中里東町・なかざとひがしちよう

　　４１８-００４５・静岡県富士宮市中島町・なかじまちよう

　　４１９-０３１５・静岡県富士宮市長貫・ながぬき

　　４１８-０００２・静岡県富士宮市中原町・なかはらちよう

　　４１８-００１９・静岡県富士宮市南陵・なんりよう

　　４１８-００７６・静岡県富士宮市錦町・にしきちよう

　　４１８-００２６・静岡県富士宮市西小泉町・にしこいずみちよう

　　４１８-００５６・静岡県富士宮市西町・にしまち

　　４１９-０３１３・静岡県富士宮市西山・にしやま

　　４１８-００２４・静岡県富士宮市貫戸・ぬくど

　　４１８-００３６・静岡県富士宮市沼久保・ぬまくほﾞ

　　４１９-０３０２・静岡県富士宮市猫沢・ねこざわ

　　４１８-０１０１・静岡県富士宮市根原・ねはﾞら

　　４１８-００３９・静岡県富士宮市野中・のなか

　　４１８-００３８・静岡県富士宮市野中町・のなかちよう

　　４１８-００３３・静岡県富士宮市野中東町・のなかひがしちよう

　　４１９-０３１６・静岡県富士宮市羽鮒・はぶな

　　４１８-０１０５・静岡県富士宮市原・はら

　　４１８-０１０６・静岡県富士宮市半野・はんの

　　４１８-００５４・静岡県富士宮市光町・ひかりちよう

　　４１８-００７１・静岡県富士宮市東阿幸地・ひがしあこうじ

　　４１８-００７７・静岡県富士宮市東町・ひがしちよう

　　４１８-０１０２・静岡県富士宮市人穴・ひとあな

　　４１８-０００３・静岡県富士宮市ひばりが丘・ひはﾞりがおか

　　４１８-００１４・静岡県富士宮市富士見ケ丘・ふじみがおか

　　４１８-００１７・静岡県富士宮市舟久保町・ふなくほﾞちよう

　　４１８-０１０９・静岡県富士宮市麓・ふもと

　　４１８-００３５・静岡県富士宮市星山・ほしやま

　　４１８-００５８・静岡県富士宮市穂波町・ほなみちよう

　　４１８-００１５・静岡県富士宮市舞々木町・まいまいぎちよう

　　４１８-００２５・静岡県富士宮市前田町・まえだちよう

　　４１８-０００１・静岡県富士宮市万野原新田・まんのはらしんでん

　　４１８-０００４・静岡県富士宮市三園平・みそのだいら

　　４１８-００５３・静岡県富士宮市宮北町・みやきたちよう

　　４１８-００６７・静岡県富士宮市宮町・みやちよう

　　４１８-０００５・静岡県富士宮市宮原・みやはら

　　４１８-００１２・静岡県富士宮市村山・むらやま

　　４１８-００６４・静岡県富士宮市元城町・もとしろちよう

　　４１８-００７２・静岡県富士宮市矢立町・やたてちよう

　　４１８-０１１１・静岡県富士宮市山宮・やまみや

　　４１８-００２３・静岡県富士宮市山本・やまもと

　　４１８-００６８・静岡県富士宮市豊町・ゆたかちよう

　　４１８-００７３・静岡県富士宮市弓沢町・ゆみざわちよう

　　４１８-００４１・静岡県富士宮市淀川町・よどがわちよう

　　４１８-００５１・静岡県富士宮市淀師・よどじ

　　４１８-００５２・静岡県富士宮市淀平町・よどひらちよう

　　４１８-００６３・静岡県富士宮市若の宮町・わかのみやちよう

　　４１４-００００・静岡県伊東市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１３-０２３３・静岡県伊東市赤沢・あかざわ

　　４１４-００４３・静岡県伊東市新井・あらい

　　４１３-０２３４・静岡県伊東市池・いけ

　　４１４-０００１・静岡県伊東市宇佐美・うさみ

　　４１４-００４６・静岡県伊東市大原・おおはら

　　４１３-０２３５・静岡県伊東市大室高原・おおむろこうげん

　　４１４-００５５・静岡県伊東市岡・おか

　　４１４-００１６・静岡県伊東市岡広町・おかひろちよう

　　４１４-００５３・静岡県伊東市荻・おぎ

　　４１４-００３２・静岡県伊東市音無町・おとなしちよう

　　４１４-００５４・静岡県伊東市鎌田・かまだ



　　４１４-００３４・静岡県伊東市瓶山・かめやま

　　４１４-００４４・静岡県伊東市川奈・かわな

　　４１４-００２８・静岡県伊東市銀座元町・ぎんざもとまち

　　４１４-００４５・静岡県伊東市玖須美元和田・くすみもとわだ

　　４１３-０１１１・静岡県伊東市グリーンヒル別荘地・ぐりｰんひるべつそうち

　　４１４-００１８・静岡県伊東市寿町・ことぶきちよう

　　４１４-００１７・静岡県伊東市幸町・さいわいちよう

　　４１４-００３７・静岡県伊東市桜ガ丘・さくらがおか

　　４１４-００１３・静岡県伊東市桜木町・さくらぎちよう

　　４１４-０００４・静岡県伊東市猪戸・ししど

　　４１４-００４２・静岡県伊東市静海町・しずみちよう

　　４１４-００４１・静岡県伊東市芝町・しはﾞちよう

　　４１４-００１５・静岡県伊東市末広町・すえひろちよう

　　４１４-００１２・静岡県伊東市宝町・たからちよう

　　４１４-００２７・静岡県伊東市竹の内・たけのうち

　　４１４-００２６・静岡県伊東市竹の台・たけのだい

　　４１４-０００３・静岡県伊東市中央町・ちゆうおうちよう

　　４１４-００５２・静岡県伊東市十足・とおたり

　　４１４-００２３・静岡県伊東市渚町・なぎさちよう

　　４１４-００３３・静岡県伊東市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　４１４-００２２・静岡県伊東市東松原町・ひがしまつはﾞらちよう

　　４１４-００３８・静岡県伊東市広野・ひろの

　　４１３-０２３１・静岡県伊東市富戸・ふと

　　４１４-００１１・静岡県伊東市松川町・まつかわちよう

　　４１４-０００６・静岡県伊東市松原・まつはﾞら

　　４１４-００２１・静岡県伊東市松原本町・まつはﾞらほんちよう

　　４１４-０００５・静岡県伊東市松原湯端町・まつはﾞらゆはﾞたちよう

　　４１４-００３５・静岡県伊東市南町・みなみちよう

　　４１４-００３６・静岡県伊東市宮川町・みやがわちよう

　　４１４-００２５・静岡県伊東市物見が丘・ものみがおか

　　４１４-００１４・静岡県伊東市弥生町・やよいちよう

　　４１３-０２３２・静岡県伊東市八幡野・やわたの

　　４１４-０００２・静岡県伊東市湯川・ゆかわ

　　４１４-００３１・静岡県伊東市湯田町・ゆだちよう

　　４１４-００５１・静岡県伊東市吉田・よしだ

　　４１４-００２４・静岡県伊東市和田・わだ

　　４２７-００００・静岡県島田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４２７-００１８・静岡県島田市旭・あさひ

　　４２７-０００６・静岡県島田市阿知ケ谷・あちがや

　　４２７-０２３２・静岡県島田市伊久美・いくみ

　　４２７-０１０４・静岡県島田市井口・いぐち

　　４２７-００３４・静岡県島田市伊太・いた

　　４２７-００３８・静岡県島田市稲荷・いなり

　　４２７-００３１・静岡県島田市鵜網・うあみ

　　４２８-０００６・静岡県島田市牛尾・うしお

　　４２７-００２６・静岡県島田市扇町・おうぎまち

　　４２７-００１３・静岡県島田市御請・おうけ

　　４２７-００２５・静岡県島田市大井町・おおいちよう

　　４２７-００３３・静岡県島田市相賀・おおか

　　４２７-００２３・静岡県島田市大川町・おおかわちよう

　　４２７-０００２・静岡県島田市大草・おおくさ

　　４２８-０００９・静岡県島田市大代・おおじろ

　　４２７-００５６・静岡県島田市大津通・おおつどおり

　　４２７-０１０１・静岡県島田市大柳・おおやなぎ

　　４２７-０１０２・静岡県島田市大柳南・おおやなぎみなみ

　　４２７-０１０６・静岡県島田市岡田・おかだ

　　４２７-００５３・静岡県島田市御仮屋町・おかりやちよう

　　４２７-０００９・静岡県島田市尾川・おがわ

　　４２７-０００８・静岡県島田市落合・おちあい

　　４２８-００１３・静岡県島田市金谷東・かなやあずま

　　４２８-００１４・静岡県島田市金谷泉町・かなやいずみちよう

　　４２８-００１５・静岡県島田市金谷扇町・かなやおうぎちよう

　　４２８-００２７・静岡県島田市金谷上十五軒・かなやかみじゆうごけん

　　４２８-００４６・静岡県島田市金谷金山町・かなやきんざんちよう

　　４２８-００１７・静岡県島田市金谷栄町・かなやさかえちよう

　　４２８-００２３・静岡県島田市金谷坂町・かなやさかまち

　　４２８-００３９・静岡県島田市金谷猪土居・かなやししどい

　　４２８-００３１・静岡県島田市金谷清水・かなやしみず

　　４２８-００２８・静岡県島田市金谷下十五軒・かなやしもじゆうごけん

　　４２８-００４８・静岡県島田市金谷城山町・かなやしろやまちよう



　　４２８-００４７・静岡県島田市金谷新町・かなやしんまち

　　４２８-００１２・静岡県島田市金谷代官町・かなやだいかんちよう

　　４２８-００２５・静岡県島田市金谷田町・かなやたまち

　　４２８-００３２・静岡県島田市金谷天王町・かなやてんのうちよう

　　４２８-００４３・静岡県島田市金谷中町・かなやなかまち

　　４２８-００３３・静岡県島田市金谷二軒家・かなやにけんや

　　４２８-００１８・静岡県島田市金谷根岸町・かなやねぎしちよう

　　４２８-００３４・静岡県島田市金谷富士見町・かなやふじみちよう

　　４２８-００４２・静岡県島田市金谷古横町・かなやふるよこちよう

　　４２８-００２６・静岡県島田市金谷本町・かなやほんまち

　　４２８-００４４・静岡県島田市金谷緑町・かなやみどりちよう

　　４２８-００２４・静岡県島田市金谷南町・かなやみなみちよう

　　４２８-００４１・静岡県島田市金谷都町・かなやみやこちよう

　　４２８-００１６・静岡県島田市金谷宮崎町・かなやみやざきちよう

　　４２８-０００３・静岡県島田市神尾・かみお

　　４２８-００３６・静岡県島田市神谷城・かみやしろ

　　４２８-０１０４・静岡県島田市川根町家山・かわねちよういえやま

　　４２８-０１０２・静岡県島田市川根町上河内・かわねちようかみごうち

　　４２８-０２１１・静岡県島田市川根町笹間上・かわねちようささまかみ

　　４２８-０２１２・静岡県島田市川根町笹間下・かわねちようささましも

　　４２８-０１０１・静岡県島田市川根町笹間渡・かわねちようささまど

　　４２８-０１０５・静岡県島田市川根町葛籠・かわねちようつつﾞら

　　４２８-０１０６・静岡県島田市川根町抜里・かわねちようぬくり

　　４２８-０１０３・静岡県島田市川根町身成・かわねちようみなり

　　４２７-００３７・静岡県島田市河原・かわら

　　４２７-００３２・静岡県島田市神座・かんざ

　　４２７-００５８・静岡県島田市祇園町・ぎおんちよう

　　４２８-００３７・静岡県島田市菊川・きくがわ

　　４２７-０００４・静岡県島田市岸・きじ

　　４２７-０００５・静岡県島田市岸町・きしちよう

　　４２８-００３５・静岡県島田市切山・きりやま

　　４２７-００２７・静岡県島田市幸町・さいわいまち

　　４２７-００２８・静岡県島田市栄町・さかえちよう

　　４２７-０１１１・静岡県島田市阪本・さかもと

　　４２７-０２３１・静岡県島田市笹間下・ささましも

　　４２８-００３８・静岡県島田市佐夜鹿・さよしか

　　４２８-００１９・静岡県島田市志戸呂・しとろ

　　４２８-０００７・静岡県島田市島・しま

　　４２７-００５９・静岡県島田市新田町・しんでんちよう

　　４２７-００５５・静岡県島田市新町通・しんまちどおり

　　４２８-０００１・静岡県島田市高熊・たかくま

　　４２７-００５４・静岡県島田市高砂町・たかさごちよう

　　４２７-００１５・静岡県島田市高島町・たかじまちよう

　　４２８-０００８・静岡県島田市竹下・たけした

　　４２７-０００１・静岡県島田市千葉・ちはﾞ

　　４２７-００４２・静岡県島田市中央町・ちゆうおうちよう

　　４２７-０１１２・静岡県島田市月坂・つきさか

　　４２７-００１９・静岡県島田市道悦・どうえつ

　　４２７-００１４・静岡県島田市道悦島・どうえつじま

　　４２７-０００３・静岡県島田市東光寺・とうこうじ

　　４２７-０１０３・静岡県島田市中河・なかがわ

　　４２７-００４１・静岡県島田市中河町・なかがわちよう

　　４２７-００４３・静岡県島田市中溝・なかみぞ

　　４２７-００４７・静岡県島田市中溝町・なかみぞちよう

　　４２７-０００７・静岡県島田市野田・のだ

　　４２７-００４８・静岡県島田市旗指・はつさじ

　　４２７-００６１・静岡県島田市ばらの丘・はﾞらのおか

　　４２８-００１１・静岡県島田市番生寺・はﾞんしようじ

　　４２７-００１１・静岡県島田市東町・ひがしちよう

　　４２７-００２９・静岡県島田市日之出町・ひのでちよう

　　４２８-０００２・静岡県島田市福用・ふくよう

　　４２７-０１０７・静岡県島田市船木・ふなき

　　４２７-００１６・静岡県島田市宝来町・ほうらいちよう

　　４２７-００１２・静岡県島田市細島・ほそじま

　　４２７-００２２・静岡県島田市本通・ほんとおり

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２５５」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２５６」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２５８」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２５９」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２６２」)・まきのはら



　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２７６」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２９４～３００」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「３０２～３０４番地を除く」)・まき

のはら

　　４２７-０１０８・静岡県島田市牧之原（その他）・まきのはら(そのた)

　　４２７-００５２・静岡県島田市松葉町・まつはﾞちよう

　　４２７-００３６・静岡県島田市三ツ合町・みつあいちよう

　　４２７-００１７・静岡県島田市南・みなみ

　　４２７-０１０５・静岡県島田市南原・みなみはら

　　４２７-０２３３・静岡県島田市身成・みなり

　　４２７-００４４・静岡県島田市宮川町・みやがわちよう

　　４２７-００４５・静岡県島田市向島町・むかいじまちよう

　　４２７-００３９・静岡県島田市向谷・むくや

　　４２７-００３５・静岡県島田市向谷元町・むくやもとまち

　　４２７-００５７・静岡県島田市元島田・もとしまだ

　　４２７-００５１・静岡県島田市元島田東町・もとしまだひがしちよう

　　４２７-００２１・静岡県島田市柳町・やなぎまち

　　４２７-０１１３・静岡県島田市湯日・ゆい

　　４２７-００２４・静岡県島田市横井・よこい

　　４２８-０００４・静岡県島田市横岡・よこおか

　　４２８-０００５・静岡県島田市横岡新田・よこおかしんでん

　　４２７-００４６・静岡県島田市若松町・わかまつちよう

　　４１７-００００・静岡県富士市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１７-００４６・静岡県富士市青島・あおしま

　　４１７-００４７・静岡県富士市青島町・あおしまちよう

　　４１６-０９５２・静岡県富士市青葉町・あおはﾞちよう

　　４１９-０２０１・静岡県富士市厚原・あつはら

　　４１７-００４２・静岡県富士市荒田島・あらたじま

　　４１７-００４３・静岡県富士市荒田島町・あらたじまちよう

　　４１７-０８０４・静岡県富士市石井・いしい

　　４１７-０８６２・静岡県富士市石坂・いしざか

　　４１７-０８０８・静岡県富士市一色・いつしき

　　４１７-０８４６・静岡県富士市今井・いまい

　　４１７-０００１・静岡県富士市今泉・いまいずみ

　　４１７-０８０２・静岡県富士市今宮・いまみや

　　４１９-０２０４・静岡県富士市入山瀬・いりやませ

　　４２１-３３０５・静岡県富士市岩淵・いわぶち

　　４１６-０９０１・静岡県富士市岩本・いわもと

　　４１７-０８５３・静岡県富士市宇東川東町・うとがわひがしちよう

　　４１７-０８５４・静岡県富士市宇東川西町・うとがわにしちよう

　　４１７-０８０５・静岡県富士市鵜無ケ淵・うないがふち

　　４１７-００２５・静岡県富士市瓜島・うりじま

　　４１７-００５７・静岡県富士市瓜島町・うりじまちよう

　　４１７-０８１１・静岡県富士市江尾・えのお

　　４１７-０８１７・静岡県富士市江尾南・えのおみなみ

　　４１７-０８４８・静岡県富士市大野・おおの

　　４１７-０８４５・静岡県富士市大野新田・おおのしんでん

　　４１７-０８０１・静岡県富士市大淵・おおぶち

　　４１７-０８０３・静岡県富士市桑崎・かざき

　　４１７-０８３５・静岡県富士市柏原・かしわはﾞら

　　４１６-０９１２・静岡県富士市加島町・かじまちよう

　　４１７-０８２１・静岡県富士市神谷・かみや

　　４１７-０８２２・静岡県富士市神谷新町・かみやしんまち

　　４１７-０８２３・静岡県富士市神谷南・かみやみなみ

　　４１６-０９４２・静岡県富士市上横割・かみよこわり

　　４１７-０８２５・静岡県富士市川尻・かわしり

　　４１７-０８２４・静岡県富士市川尻東・かわしりひがじ

　　４１６-０９３９・静岡県富士市川成島・かわなりじま

　　４１６-０９５５・静岡県富士市川成新町・かわなりしんまち

　　４２１-３３０４・静岡県富士市木島・きじま

　　４２１-３３０１・静岡県富士市北松野・きたまつの

　　４１９-０２０２・静岡県富士市久沢・くざわ

　　４１７-００７１・静岡県富士市国久保・くにくほﾞ

　　４１７-００６２・静岡県富士市香西・こうさい

　　４１７-００６３・静岡県富士市香西新田・こうさいしんでん

　　４１７-０８０７・静岡県富士市神戸・ごうど

　　４１６-０９４６・静岡県富士市五貫島・ごかんじま

　　４１６-０９０５・静岡県富士市五味島・ごみじま

　　４１７-０８１２・静岡県富士市境・さかい

　　４１６-０９３４・静岡県富士市鮫島・さめじま



　　４１７-０８４２・静岡県富士市三新田・さんしんでん

　　４１７-０８５６・静岡県富士市さんどまき・さんどまき

　　４１７-００３３・静岡県富士市島田町・しまだちよう

　　４１６-０９４３・静岡県富士市下横割・しもよこわり

　　４１６-０９４１・静岡県富士市十兵衛・じゆうべえ

　　４１７-０００４・静岡県富士市新橋町・しんはﾞしちよう

　　４１７-００１５・静岡県富士市鈴川町・すずかわちよう

　　４１７-００１３・静岡県富士市鈴川中町・すずかわなかちよう

　　４１７-００１４・静岡県富士市鈴川西町・すずかわにしちよう

　　４１７-００１２・静岡県富士市鈴川東町・すずかわひがしちよう

　　４１７-００１１・静岡県富士市鈴川本町・すずかわほんちよう

　　４１７-００７２・静岡県富士市浅間上町・せんげんかみちよう

　　４１７-００７３・静岡県富士市浅間本町・せんげんほんちよう

　　４１９-０２０３・静岡県富士市鷹岡本町・たかおかほんちよう

　　４１７-００４８・静岡県富士市高島町・たかしまちよう

　　４１７-００４４・静岡県富士市高嶺町・たかねちよう

　　４１６-０９３５・静岡県富士市田子・たご

　　４１７-００３１・静岡県富士市田島・たじま

　　４１７-００３２・静岡県富士市田島新田・たじましんでん

　　４１６-０９３１・静岡県富士市蓼原・たではら

　　４１６-０９５３・静岡県富士市蓼原町・たではらちよう

　　４１７-０８４３・静岡県富士市田中新田・たなかしんでん

　　４１７-００５２・静岡県富士市中央町・ちゆうおうちよう

　　４１７-００３４・静岡県富士市津田・つた

　　４１７-００３５・静岡県富士市津田町・つたちよう

　　４１７-００６１・静岡県富士市伝法・でんほﾞう

　　４１９-０２０５・静岡県富士市天間・てんま

　　４１７-００３７・静岡県富士市外木・とのき

　　４１７-０８３２・静岡県富士市中柏原新田・なかかしわはﾞらしんでん

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（６６)・なかかわはら

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（８８)・なかかわはら

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（９３)・なかかわはら

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（１９７)・なかかわはら

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（２９２－４)・なかかわはら

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（３１５)・なかかわはら

　　４１６-０９３６・静岡県富士市中河原（その他）・なかかわはら(そのた)

　　４１７-０８２６・静岡県富士市中里・なかざと

　　４１６-０９０７・静岡県富士市中島・なかじま

　　４１７-０８０９・静岡県富士市中野・なかの

　　４２１-３３０６・静岡県富士市中之郷・なかのごう

　　４２１-３３０２・静岡県富士市中野台・なかのだい

　　４１６-０９３３・静岡県富士市中丸・なかまる

　　４１７-００５４・静岡県富士市永田・ながた

　　４１７-００５８・静岡県富士市永田北町・ながたきたちよう

　　４１７-００５５・静岡県富士市永田町・ながたちよう

　　４１６-０９０２・静岡県富士市長通・ながどおり

　　４１７-０８３４・静岡県富士市西柏原新田・にしかしわはﾞらしんでん

　　４１７-００４５・静岡県富士市錦町・にしきちよう

　　４１７-０８１４・静岡県富士市西船津・にしふなつ

　　４１７-０８３３・静岡県富士市沼田新田・ぬまたしんでん

　　４１６-０９１１・静岡県富士市八幡町・はちまんちよう

　　４１６-０９３８・静岡県富士市浜田町・はまだちよう

　　４１７-０８５２・静岡県富士市原田・はらだ

　　４１７-０８３１・静岡県富士市東柏原新田・ひがしかしわはﾞらしんでん

　　４１７-０８４７・静岡県富士市比奈・ひな

　　４１７-０８４４・静岡県富士市檜新田・ひのきしんでん

　　４１７-００５６・静岡県富士市日乃出町・ひのでちよう

　　４１７-０８６１・静岡県富士市広見東本町・ひろみひがしほんちよう

　　４１７-０８６３・静岡県富士市広見西本町・ひろみにしほんちよう

　　４１７-０８６４・静岡県富士市広見本町・ひろみほんちよう

　　４１７-０８４１・静岡県富士市富士岡・ふじおか

　　４１６-０９１５・静岡県富士市富士町・ふじちよう

　　４１７-０８５１・静岡県富士市富士見台・ふじみだい

　　４１７-０８１３・静岡県富士市船津・ふなつ

　　４１６-０９１６・静岡県富士市平垣・へいがき

　　４１６-０９１８・静岡県富士市平垣町・へいがきちよう

　　４１６-０９１３・静岡県富士市平垣本町・へいがきほんちよう

　　４１６-０９１４・静岡県富士市本町・ほんちよう

　　４１６-０９３７・静岡県富士市前田・まえだ

　　４１７-０８０６・静岡県富士市間門・まかど



　　４１７-０８１５・静岡県富士市増川・ますがわ

　　４１７-０８１６・静岡県富士市増川新町・ますがわしんまち

　　４１６-０９０９・静岡県富士市松岡・まつおか

　　４１６-０９１９・静岡県富士市松富町・まつとみまち

　　４１６-０９０３・静岡県富士市松本・まつもと

　　４１７-０８５５・静岡県富士市三ツ沢・みつざわ

　　４１６-０９２１・静岡県富士市水戸島・みとじま

　　４１６-０９２４・静岡県富士市水戸島本町・みとじまほんちよう

　　４１６-０９２２・静岡県富士市水戸島元町・みとじまもとちよう

　　４１７-００４９・静岡県富士市緑町・みどりちよう

　　４１７-００２６・静岡県富士市南町・みなみちよう

　　４２１-３３０３・静岡県富士市南松野・みなみまつの

　　４１６-０９４７・静岡県富士市宮下・みやした

　　４１６-０９４５・静岡県富士市宮島・みやじま

　　４１７-００４１・静岡県富士市御幸町・みゆきちよう

　　４１６-０９０６・静岡県富士市本市場・もといちはﾞ

　　４１６-０９０４・静岡県富士市本市場新田・もといちはﾞしんでん

　　４１６-０９５４・静岡県富士市本市場町・もといちはﾞちよう

　　４１６-０９１７・静岡県富士市元町・もとちよう

　　４１６-０９４９・静岡県富士市森下・もりした

　　４１６-０９４８・静岡県富士市森島・もりじま

　　４１７-００２４・静岡県富士市八代町・やしろちよう

　　４１６-０９３２・静岡県富士市柳島・やなぎしま

　　４１７-００６４・静岡県富士市弥生・やよい

　　４１７-００６５・静岡県富士市弥生新田・やよいしんでん

　　４１６-０９０８・静岡県富士市柚木・ゆのき

　　４１６-０９４４・静岡県富士市横割・よこわり

　　４１６-０９２３・静岡県富士市横割本町・よこわりほんちよう

　　４１７-００５１・静岡県富士市吉原・よしわら

　　４１７-００２３・静岡県富士市吉原宝町・よしわらたからちよう

　　４１７-００２１・静岡県富士市依田原・よだはら

　　４１７-００５３・静岡県富士市依田原新田・よだはらしんでん

　　４１７-００２２・静岡県富士市依田原町・よだはらちよう

　　４１７-０００２・静岡県富士市依田橋・よだはﾞじ

　　４１７-０００３・静岡県富士市依田橋町・よだはﾞしちよう

　　４１６-０９５１・静岡県富士市米之宮町・よねのみやちよう

　　４３８-００００・静岡県磐田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４３８-０８２４・静岡県磐田市赤池・あかいけ

　　４３８-００１７・静岡県磐田市安久路・あくろ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市旭ケ丘・あさひがおか

　　４３８-００６２・静岡県磐田市新島・あらしま

　　４３８-０１０５・静岡県磐田市家田・いえた

　　４３７-１２０６・静岡県磐田市五十子・いかご

　　４３８-０８０５・静岡県磐田市池田・いけだ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市石原町・いしわらちよう

　　４３８-００７８・静岡県磐田市泉町・いずみちよう

　　４３８-００８６・静岡県磐田市一番町・いちはﾞんちよう

　　４３８-０１１６・静岡県磐田市壱貫地・いつかんじ

　　４３７-１２１６・静岡県磐田市一色・いつしき

　　４３８-００７１・静岡県磐田市今之浦・いまのうら

　　４３８-００１６・静岡県磐田市岩井・いわい

　　４３８-０１０４・静岡県磐田市岩室・いわむろ

　　４３８-０２２３・静岡県磐田市請負新田・うけおいしんでん

　　４３７-１２１７・静岡県磐田市宇兵衛新田・うへえしんでん

　　４３８-００８６・静岡県磐田市梅屋町・うめやちよう

　　４３８-０２１２・静岡県磐田市海老島・えびじま

　　４３８-０８１２・静岡県磐田市海老塚・えびつか

　　４３８-０１０３・静岡県磐田市大平・おいだいら

　　４３８-００４４・静岡県磐田市大泉町・おおいずみちよう

　　４３８-０００２・静岡県磐田市大久保・おおくほﾞ

　　４３８-００３６・静岡県磐田市大立野・おおだての

　　４３８-０１０７・静岡県磐田市大当所・おおとうしよ

　　４３８-０２１４・静岡県磐田市大中瀬・おおなかぜ

　　４３８-００４３・静岡県磐田市大原（１～２０６１番地)・おおわら

　　４３８-００４３・静岡県磐田市大原（２７５７～２７６８番地)・おおわら

　　４３７-１２１１・静岡県磐田市大原（その他）・おおわら(そのた)

　　４３８-０２０４・静岡県磐田市岡・おか

　　４３８-０１２４・静岡県磐田市掛下・かけした

　　４３８-０２３４・静岡県磐田市掛塚・かけつか

　　４３８-００１１・静岡県磐田市笠梅・かさうめ



　　４３８-００３８・静岡県磐田市鎌田・かまだ

　　４３８-０８３１・静岡県磐田市上新屋・かみあらや

　　４３８-００５１・静岡県磐田市上大之郷・かみおおのごう

　　４３８-００４５・静岡県磐田市上岡田・かみおかた

　　４３８-０１１５・静岡県磐田市上神増・かみかんぞ

　　４３８-０１１１・静岡県磐田市上野部・かみのべ

　　４３８-０８２２・静岡県磐田市上本郷・かみほんごう

　　４３８-０８１７・静岡県磐田市上万能・かみまんのう

　　４３８-００４２・静岡県磐田市上南田・かみみなみだ

　　４３８-０８０４・静岡県磐田市加茂・かも

　　４３８-００８６・静岡県磐田市加茂川通・かもがわどおり

　　４３８-０２３２・静岡県磐田市川袋・かわぶくろ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市河原町・かわらちよう

　　４３８-０１２１・静岡県磐田市神増・かんぞ

　　４３８-００６４・静岡県磐田市北島・きたじま

　　４３８-００８６・静岡県磐田市北見町・きたみちよう

　　４３８-００８４・静岡県磐田市城之崎・きのさき

　　４３８-００６１・静岡県磐田市刑部島・ぎようぶじま

　　４３８-００６７・静岡県磐田市草崎・くささき

　　４３８-００７８・静岡県磐田市久保町・くほﾞちよう

　　４３８-０８１４・静岡県磐田市気子島・けごじま

　　４３８-０８３７・静岡県磐田市源平新田・げんへﾟいしんでん

　　４３８-０１１４・静岡県磐田市合代島・ごうだいじま

　　４３８-００７７・静岡県磐田市国府台・こうのだい

　　４３８-００５６・静岡県磐田市小島・こじま

　　４３８-０８３８・静岡県磐田市小立野・こだての

　　４３８-００７８・静岡県磐田市御殿・ごてん

　　４３８-０２１５・静岡県磐田市小中瀬・こなかぜ

　　４３８-０２３３・静岡県磐田市駒場・こまはﾞ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市権現町・ごんげんちよう

　　４３８-００８６・静岡県磐田市幸町・さいわいちよう

　　４３８-００７８・静岡県磐田市坂上町・さかうえちよう

　　４３８-００７８・静岡県磐田市栄町・さかえちよう

　　４３８-０００５・静岡県磐田市匂坂上・さぎさかかみ

　　４３８-０００３・静岡県磐田市匂坂新・さぎさかしん

　　４３８-０００４・静岡県磐田市匂坂中・さぎさかなか

　　４３８-００７８・静岡県磐田市桜ケ丘・さくらがおか

　　４３８-０８１３・静岡県磐田市笹原島・ささはらじま

　　４３８-００５５・静岡県磐田市鮫島・さめじま

　　４３７-１２１３・静岡県磐田市塩新田・しおしんでん

　　４３８-０１０６・静岡県磐田市敷地・しきじ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市七軒町・しちけんちよう

　　４３８-００１５・静岡県磐田市篠原・しのはら

　　４３８-００８６・静岡県磐田市清水町・しみずちよう

　　４３８-００５２・静岡県磐田市下大之郷・しもおおのごう

　　４３８-００４６・静岡県磐田市下岡田・しもおかた

　　４３８-０１２６・静岡県磐田市下神増・しもかんぞ

　　４３８-０１１２・静岡県磐田市下野部・しものべ

　　４３７-１２０５・静岡県磐田市下太・しもふと

　　４３８-０８２３・静岡県磐田市下本郷・しもほんごう

　　４３８-０８１８・静岡県磐田市下万能・しもまんのう

　　４３８-０２３６・静岡県磐田市十郎島・じゆうろうじま

　　４３８-００８６・静岡県磐田市宿町・しゆくまち

　　４３８-００６６・静岡県磐田市白拍子・しらびようじ

　　４３８-０２３５・静岡県磐田市白羽・しろわ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市地脇町・じわきちよう

　　４３８-０１１３・静岡県磐田市新開・しんかい

　　４３８-００２５・静岡県磐田市新貝・しんがい

　　４３８-００６３・静岡県磐田市真光寺・しんこうじ

　　４３８-００３３・静岡県磐田市新出・しんで

　　４３８-００８６・静岡県磐田市新通町・しんどおりちよう

　　４３８-０２２２・静岡県磐田市須恵新田・すえしんでん

　　４３８-００８６・静岡県磐田市住吉町・すみよしちよう

　　４３７-１２１４・静岡県磐田市清庵新田・せいあんしんでん

　　４３８-００５７・静岡県磐田市千手堂・せんずどう

　　４３８-０１２２・静岡県磐田市惣兵衛下新田・そうべえしもしんでん

　　４３８-０２０２・静岡県磐田市高木・たかぎ

　　４３８-０８０１・静岡県磐田市高見丘・たかみがおか

　　４３８-０８２１・静岡県磐田市立野・たての

　　４３８-００２１・静岡県磐田市玉越・たまこじ



　　４３８-００７８・静岡県磐田市田町・たまち

　　４３７-１２１５・静岡県磐田市太郎馬新田・たろましんでん

　　４３８-００７８・静岡県磐田市中央町・ちゆうおうちよう

　　４３８-０００６・静岡県磐田市寺谷・てらだに

　　４３８-０００７・静岡県磐田市寺谷新田・てらだにしんでん

　　４３８-００８６・静岡県磐田市天王町・てんのうちよう

　　４３８-００７５・静岡県磐田市天龍・てんりゆう

　　４３８-００３９・静岡県磐田市東新町・とうしんちよう

　　４３８-０８０６・静岡県磐田市東名・とうめい

　　４３８-０２１６・静岡県磐田市飛平松・とびひらまつ

　　４３８-０８０３・静岡県磐田市富丘・とみがおか

　　４３８-０８０７・静岡県磐田市富里・とみさと

　　４３８-０２３１・静岡県磐田市豊岡・とよおか

　　４３８-００４７・静岡県磐田市豊島・とよしま

　　４３８-０８０８・静岡県磐田市豊田・とよだ

　　４３８-０８３５・静岡県磐田市豊田西之島・とよだにしのしま

　　４３７-１２０２・静岡県磐田市豊浜・とよはま

　　４３７-１２０１・静岡県磐田市豊浜中野・とよはまなかの

　　４３８-００７２・静岡県磐田市鳥之瀬・とりのせ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市中泉・なかいずみ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市中川町・なかがわちよう

　　４３８-００５３・静岡県磐田市中野・なかの

　　４３８-０２１８・静岡県磐田市中平松・なかひらまつ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市中町・なかまち

　　４３８-０８３６・静岡県磐田市長森・ながもり

　　４３８-００６９・静岡県磐田市長須賀・ながすか

　　４３８-０８１５・静岡県磐田市中田・なかだ

　　４３８-００２６・静岡県磐田市西貝塚・にしかいつﾞか

　　４３８-００８６・静岡県磐田市西坂町・にしざかちよう

　　４３８-００２２・静岡県磐田市西島・にしじま

　　４３８-００７８・静岡県磐田市西新町・にししんまち

　　４３８-００４１・静岡県磐田市西之島・にしのしま

　　４３８-０２１７・静岡県磐田市西平松・にしひらまつ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市西町・にしまち

　　４３８-００７４・静岡県磐田市二之宮・にのみや

　　４３８-００７４・静岡県磐田市二之宮浅間・にのみやせんげん

　　４３８-００７３・静岡県磐田市二之宮東・にのみやひがじ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市二番町・にはﾞんちよう

　　４３８-００６５・静岡県磐田市野箱・のはﾞこ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　４３８-０２２４・静岡県磐田市浜新田・はましんでん

　　４３８-００５４・静岡県磐田市浜部・はまべ

　　４３８-００３１・静岡県磐田市稗原・ひえはﾞら

　　４３８-００８６・静岡県磐田市東坂町・ひがしざかちよう

　　４３８-００３５・静岡県磐田市東新屋・ひがしあらや

　　４３８-００３７・静岡県磐田市東貝塚・ひがしかいつﾞか

　　４３７-１２０８・静岡県磐田市東小島・ひがしこじま

　　４３８-０８０２・静岡県磐田市東原・ひがしはﾞら

　　４３８-０２１１・静岡県磐田市東平松・ひがしひらまつ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市東町・ひがしまち

　　４３８-００２８・静岡県磐田市東山・ひがしやま

　　４３８-００３２・静岡県磐田市東脇・ひがしわき

　　４３８-００２３・静岡県磐田市彦島・ひこじま

　　４３８-０８１１・静岡県磐田市一言・ひとこと

　　４３８-０２０３・静岡県磐田市平間・ひらま

　　４３８-０１２３・静岡県磐田市平松・ひらまつ

　　４３８-０００８・静岡県磐田市平松掛下入作・ひらまつかけしたいりさく

　　４３７-１２０７・静岡県磐田市蛭池・ひるいけ

　　４３７-１２０３・静岡県磐田市福田・ふくで

　　４３７-１２０４・静岡県磐田市福田中島・ふくでなかじま

　　４３８-０００１・静岡県磐田市藤上原・ふじかんはﾞら

　　４３８-００８８・静岡県磐田市富士見台・ふじみだい

　　４３８-００８３・静岡県磐田市富士見町・ふじみちよう

　　４３８-０２０５・静岡県磐田市堀之内・ほりのうち

　　４３８-００７８・静岡県磐田市本町・ほんまち

　　４３８-００６８・静岡県磐田市前野・まえの

　　４３８-０１２５・静岡県磐田市松之木島・まつのきじま

　　４３８-０２０６・静岡県磐田市松本・まつもと

　　４３８-００５８・静岡県磐田市万正寺・まんしようじ

　　４３８-０１０１・静岡県磐田市万瀬・まんぜ



　　４３８-００２７・静岡県磐田市三ケ野・みかの

　　４３８-００１８・静岡県磐田市三ケ野台・みかのだい

　　４３８-００８５・静岡県磐田市水堀・みずほり

　　４３８-０１２７・静岡県磐田市三家・みつえ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市見付・みつけ

　　４３８-００８１・静岡県磐田市緑ケ丘・みどりがおか

　　４３８-００８６・静岡県磐田市美登里町・みどりちよう

　　４３７-１２０９・静岡県磐田市南島・みなみしま

　　４３７-１２１２・静岡県磐田市南田・みなみだ

　　４３７-１２１８・静岡県磐田市南田伊兵衛新田・みなみだいへえしんでん

　　４３８-０２２１・静岡県磐田市南平松・みなみひらまつ

　　４３８-０８１６・静岡県磐田市宮之一色・みやのいしき

　　４３８-０２０７・静岡県磐田市宮本・みやもと

　　４３８-００２４・静岡県磐田市明ケ島・みようがじま

　　４３８-００１９・静岡県磐田市明ケ島原・みようがじまはら

　　４３８-００１２・静岡県磐田市向笠新屋・むかさあらや

　　４３８-００１３・静岡県磐田市向笠竹之内・むかさたけのうち

　　４３８-００１４・静岡県磐田市向笠西・むかさにじ

　　４３８-０１０２・静岡県磐田市虫生・むしゆう

　　４３８-００８６・静岡県磐田市元倉町・もとくらちよう

　　４３８-００８２・静岡県磐田市元天神町・もとてんじんちよう

　　４３８-００８６・静岡県磐田市元宮町・もとみやちよう

　　４３８-０８３２・静岡県磐田市森岡・もりおか

　　４３８-０８３４・静岡県磐田市森下・もりした

　　４３８-０８２５・静岡県磐田市森本・もりもと

　　４３８-０１０８・静岡県磐田市社山・やしろやま

　　４３８-０８３３・静岡県磐田市弥藤太島・やとうたじま

　　４３８-０２０１・静岡県磐田市竜洋中島・りゆうようなかじま

　　４３８-０２１３・静岡県磐田市竜洋稗原・りゆうようひえはﾞら

　　４３８-００３４・静岡県磐田市和口・わぐち

　　４２５-００００・静岡県焼津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４２１-０２１６・静岡県焼津市相川・あいかわ

　　４２５-００２３・静岡県焼津市新屋・あらや

　　４２５-００４１・静岡県焼津市石津・いしつﾞ

　　４２５-００４３・静岡県焼津市石津中町・いしつﾞなかちよう

　　４２５-００４２・静岡県焼津市石津港町・いしつﾞみなとちよう

　　４２５-００４４・静岡県焼津市石津向町・いしつﾞむかいちよう

　　４２５-００１５・静岡県焼津市石脇上・いしわきかみ

　　４２５-００１６・静岡県焼津市石脇下・いしわきしも

　　４２５-００５４・静岡県焼津市一色・いつしき

　　４２５-００３２・静岡県焼津市鰯ケ島・いわしがしま

　　４２５-００２８・静岡県焼津市駅北・えききた

　　４２５-００９２・静岡県焼津市越後島・えちごしま

　　４２５-００８３・静岡県焼津市大・おお

　　４２５-００６６・静岡県焼津市大島・おおじま

　　４２５-００６９・静岡県焼津市大島新田・おおしましんでん

　　４２５-００７２・静岡県焼津市大住・おおずみ

　　４２５-００８２・静岡県焼津市大村・おおむら

　　４２５-００８４・静岡県焼津市大村新田・おおむらしんでん

　　４２５-００１３・静岡県焼津市岡当目・おかとうめ

　　４２５-００１１・静岡県焼津市小浜・おはﾞま

　　４２５-００７３・静岡県焼津市小柳津・おやいつﾞ

　　４２５-０００５・静岡県焼津市方ノ上・かたのかみ

　　４２１-０２１７・静岡県焼津市上泉・かみいずみ

　　４２１-０２０１・静岡県焼津市上小杉・かみこすぎ

　　４２１-０２０６・静岡県焼津市上新田・かみしんでん

　　４２５-００５８・静岡県焼津市北新田・きたしんでん

　　４２５-００２４・静岡県焼津市北浜通・きたはまどおり

　　４２５-００７７・静岡県焼津市五ケ堀之内・ごかほりのうち

　　４２５-００３３・静岡県焼津市小川・こがわ

　　４２５-００３１・静岡県焼津市小川新町・こがわしんまち

　　４２５-００８６・静岡県焼津市小土・こひじ

　　４２５-００７６・静岡県焼津市小屋敷・こやしき

　　４２５-００２７・静岡県焼津市栄町・さかえまち

　　４２５-０００４・静岡県焼津市坂本・さかもと

　　４２５-００４６・静岡県焼津市三右衛門新田・さんうえもんしんでん

　　４２５-００７１・静岡県焼津市三ケ名・さんがみよう

　　４２５-００８５・静岡県焼津市塩津・しおつ

　　４２１-０２１８・静岡県焼津市下江留・しもえどめ

　　４２５-００５７・静岡県焼津市下小田・しもおだ



　　４２５-００５６・静岡県焼津市下小田中町・しもおだなかまち

　　４２１-０２０２・静岡県焼津市下小杉・しもこすぎ

　　４２５-００６７・静岡県焼津市治長請所・じちよううけしよ

　　４２５-００２５・静岡県焼津市城之腰・じようのこじ

　　４２５-００５３・静岡県焼津市すみれ台・すみれだい

　　４２５-０００６・静岡県焼津市関方・せきがた

　　４２５-００６５・静岡県焼津市惣右衛門・そううえもん

　　４２５-００８１・静岡県焼津市大栄町・だいえいちよう

　　４２５-００８８・静岡県焼津市大覚寺・だいかくじ

　　４２５-０００３・静岡県焼津市高崎・たかさき

　　４２１-０２０４・静岡県焼津市高新田・たかしんでん

　　４２５-００５２・静岡県焼津市田尻・たじり

　　４２５-００５１・静岡県焼津市田尻北・たじりきた

　　４２５-００５５・静岡県焼津市道原・どうはﾞら

　　４２５-００１４・静岡県焼津市中里・なかざと

　　４２１-０２１４・静岡県焼津市中島・なかじま

　　４２５-００６８・静岡県焼津市中新田・なかしんでん

　　４２５-００６１・静岡県焼津市中根・なかね

　　４２５-００６２・静岡県焼津市中根新田・なかねしんでん

　　４２５-００２１・静岡県焼津市中港・なかみなと

　　４２５-００３６・静岡県焼津市西小川・にしこがわ

　　４２１-０２１５・静岡県焼津市西島・にしじま

　　４２５-００７５・静岡県焼津市西焼津・にしやいつﾞ

　　４２５-００４５・静岡県焼津市祢宜島・ねぎしま

　　４２５-００１７・静岡県焼津市野秋・のあき

　　４２５-０００１・静岡県焼津市花沢・はなざわ

　　４２１-０２１３・静岡県焼津市飯淵・はぶち

　　４２５-００１２・静岡県焼津市浜当目・はまとうめ

　　４２５-００３５・静岡県焼津市東小川・ひがしこがわ

　　４２１-０２０３・静岡県焼津市藤守・ふじもり

　　４２５-００８７・静岡県焼津市保福島・ほふくじま

　　４２５-００６３・静岡県焼津市本中根・ほんなかね

　　４２５-００２２・静岡県焼津市本町・ほんまち

　　４２５-００６４・静岡県焼津市三和・みわ

　　４２５-０００７・静岡県焼津市策牛・むちうじ

　　４２１-０２０５・静岡県焼津市宗高・むなだか

　　４２５-００２６・静岡県焼津市焼津・やいつﾞ

　　４２５-００９１・静岡県焼津市八楠・やぐす

　　４２５-００７４・静岡県焼津市柳新屋・やなぎあらや

　　４２５-０００２・静岡県焼津市吉津・よしつﾞ

　　４２１-０２１１・静岡県焼津市吉永・よしなが

　　４２５-００３４・静岡県焼津市与惣次・よそうじ

　　４２１-０２１２・静岡県焼津市利右衛門・りえもん

　　４３６-００００・静岡県掛川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４３６-００１８・静岡県掛川市葵町・あおいちよう

　　４３６-００１９・静岡県掛川市青葉台・あおはﾞだい

　　４３６-００４１・静岡県掛川市秋葉路・あきはみち

　　４３６-００２２・静岡県掛川市上張・あげはり

　　４３６-００６２・静岡県掛川市旭ケ丘・あさひがおか

　　４３６-００６９・静岡県掛川市旭台・あさひだい

　　４３６-００８９・静岡県掛川市安養寺・あんようじ

　　４３６-０２２５・静岡県掛川市家代・いえしろ

　　４３６-０２２７・静岡県掛川市家代の里・いえしろのさと

　　４３６-０３３２・静岡県掛川市居尻・いじり

　　４３６-００１６・静岡県掛川市板沢・いたさわ

　　４３７-１４３６・静岡県掛川市今滝・いまたき

　　４３７-１４３８・静岡県掛川市入山瀬・いりやませ

　　４３７-１４０３・静岡県掛川市岩滑・いわなめ

　　４３６-００７２・静岡県掛川市印内・いんない

　　４３６-００３４・静岡県掛川市梅橋・うめはﾞじ

　　４３６-００７７・静岡県掛川市駅前・えきまえ

　　４３６-００４３・静岡県掛川市大池・おおいけ

　　４３７-１４２１・静岡県掛川市大坂・おおさか

　　４３６-００８７・静岡県掛川市大多郎・おおたろう

　　４３７-１４３９・静岡県掛川市大坪台・おおつほﾞだい

　　４３６-０００９・静岡県掛川市大野・おおの

　　４３７-１３０２・静岡県掛川市大渕・おおぶち

　　４３６-０３３５・静岡県掛川市大和田・おおわだ

　　４３６-００３７・静岡県掛川市岡津・おかつ

　　４３７-１３０３・静岡県掛川市沖之須・おきのす



　　４３６-００４５・静岡県掛川市小鷹町・おだかちよう

　　４３７-１４０７・静岡県掛川市小貫・おぬき

　　４３７-１４２２・静岡県掛川市海戸・かいと

　　４３６-０１１３・静岡県掛川市各和・かくわ

　　４３６-００７９・静岡県掛川市掛川・かけがわ

　　４３６-００８８・静岡県掛川市葛ケ丘・かつらがおか

　　４３６-００７３・静岡県掛川市金城・かねしろ

　　４３６-００１２・静岡県掛川市上内田・かみうちだ

　　４３６-０３４２・静岡県掛川市上西郷・かみさいごう

　　４３６-０２２１・静岡県掛川市上垂木・かみたるき

　　４３６-０１０１・静岡県掛川市上西之谷・かみにしのや

　　４３７-１４３３・静岡県掛川市上土方・かみひじかた

　　４３７-１４３１・静岡県掛川市上土方落合・かみひじかたおちあい

　　４３７-１４３２・静岡県掛川市上土方工業団地・かみひじかたこうぎようだんち

　　４３７-１４３７・静岡県掛川市上土方旦付新田・かみひじかただんつﾞくしんでん

　　４３７-１４３５・静岡県掛川市上土方嶺向・かみひじかたみねむかい

　　４３６-００４９・静岡県掛川市上屋敷・かみやしき

　　４３６-００２８・静岡県掛川市亀の甲・かめのこう

　　４３７-１４０６・静岡県掛川市川久保・かわくほﾞ

　　４３６-００１４・静岡県掛川市岩井寺・がんしようじ

　　４３７-１４１５・静岡県掛川市菊浜・きくはま

　　４３６-００６３・静岡県掛川市北池新田・きたいけしんでん

　　４３６-００６４・静岡県掛川市北門・きたもん

　　４３６-００９４・静岡県掛川市喜町・きまち

　　４３６-００４４・静岡県掛川市清崎・きよさき

　　４３６-００７４・静岡県掛川市葛川・くずかわ

　　４３７-１４１４・静岡県掛川市国包・くにかね

　　４３７-１４１３・静岡県掛川市国安・くにやす

　　４３６-００２７・静岡県掛川市久保・くほﾞ

　　４３６-０３４１・静岡県掛川市倉真・くらみ

　　４３６-０２２３・静岡県掛川市黒田・くろだ

　　４３６-０３３１・静岡県掛川市黒俣・くろまた

　　４３６-００２３・静岡県掛川市結縁寺・けつえんじ

　　４３６-００３１・静岡県掛川市高御所・こうごしよ

　　４３６-００５５・静岡県掛川市紺屋町・こうやまち

　　４３６-００９０・静岡県掛川市光陽・こうよう

　　４３６-００７０・静岡県掛川市紅葉台・こうようだい

　　４３６-００６８・静岡県掛川市御所原・ごしよはﾞら

　　４３６-００１３・静岡県掛川市子隣・ことなり

　　４３６-０００７・静岡県掛川市小原子・こはﾞらこ

　　４３６-０３４３・静岡県掛川市五明・ごみよう

　　４３６-００４８・静岡県掛川市細田・さいだ

　　４３６-００８４・静岡県掛川市逆川・さかがわ

　　４３７-１４１１・静岡県掛川市坂里・さかさと

　　４３６-００７８・静岡県掛川市肴町・さかなまち

　　４３６-０００２・静岡県掛川市佐夜鹿・さよしか

　　４３６-００３９・静岡県掛川市沢田・さわだ

　　４３６-００７６・静岡県掛川市塩町・しおまち

　　４３６-００３３・静岡県掛川市篠場・しのんはﾞ

　　４３６-００６７・静岡県掛川市下西郷・しもさいごう

　　４３６-０２２２・静岡県掛川市下垂木・しもたるき

　　４３７-１４３４・静岡県掛川市下土方・しもひじかた

　　４３６-００２５・静岡県掛川市下俣・しもまた

　　４３６-００２６・静岡県掛川市下俣南・しもまたみなみ

　　４３６-００５７・静岡県掛川市十九首・じゆうくしゆ

　　４３６-００４０・静岡県掛川市菖蒲ヶ池・しようぶがいけ

　　４３６-００９１・静岡県掛川市城下・しろした

　　４３６-００５４・静岡県掛川市城西・しろにじ

　　４３６-００５９・静岡県掛川市城北・じようほく

　　４３６-００１７・静岡県掛川市杉谷・すぎや

　　４３６-００３０・静岡県掛川市杉谷南・すぎやみなみ

　　４３６-０３３７・静岡県掛川市炭焼・すみやき

　　４３６-０００８・静岡県掛川市千羽・せんはﾞ

　　４３６-００８３・静岡県掛川市薗ケ谷・そのがや

　　４３７-１４０１・静岡県掛川市高瀬・たかせ

　　４３６-０１１４・静岡県掛川市高田・たかだ

　　４３６-０００５・静岡県掛川市伊達方・だてがた

　　４３６-００１１・静岡県掛川市満水・たまり

　　４３６-０３３３・静岡県掛川市丹間・たんま

　　４３６-００８２・静岡県掛川市淡陽・たんよう



　　４３７-１４１２・静岡県掛川市千浜・ちはま

　　４３６-００５６・静岡県掛川市中央・ちゆうおう

　　４３６-００４６・静岡県掛川市中央高町・ちゆうおうたかまち

　　４３６-０１０６・静岡県掛川市寺島・てらしま

　　４３６-００６５・静岡県掛川市天王町・てんのうちよう

　　４３６-００３５・静岡県掛川市徳泉・とくいずみ

　　４３６-０２２４・静岡県掛川市富部・とんべ

　　４３７-１４０５・静岡県掛川市中・なか

　　４３６-００５１・静岡県掛川市中宿・なかじゆく

　　４３６-０１０２・静岡県掛川市中西之谷・なかにしのや

　　４３７-１４０２・静岡県掛川市中方・なかほう

　　４３６-００９２・静岡県掛川市中町・なかまち

　　４３６-００４７・静岡県掛川市長谷・ながや

　　４３６-００５８・静岡県掛川市七日町・なのかまち

　　４３６-００８５・静岡県掛川市成滝・なるたき

　　４３７-１３０４・静岡県掛川市西大渕・にしおおぶち

　　４３７-１４０４・静岡県掛川市西之谷・にしのや

　　４３６-０１１６・静岡県掛川市西山・にしやま

　　４３６-０００３・静岡県掛川市日坂・につさか

　　４３６-００７１・静岡県掛川市仁藤・にとう

　　４３６-００７５・静岡県掛川市仁藤町・にとうまち

　　４３６-０３３６・静岡県掛川市萩間・はぎま

　　４３６-０１１７・静岡県掛川市幡鎌・はたかま

　　４３６-００８１・静岡県掛川市初馬・はつま

　　４３７-１４２３・静岡県掛川市浜川新田・はまがわしんでん

　　４３７-１４２４・静岡県掛川市浜野・はまの

　　４３７-１４２５・静岡県掛川市浜野新田・はまのしんでん

　　４３６-００３６・静岡県掛川市原川・はらがわ

　　４３６-０１０５・静岡県掛川市原里・はらさと

　　４３６-０３３４・静岡県掛川市孕石・はらみいじ

　　４３６-０００１・静岡県掛川市東山・ひがしやま

　　４３６-０１０３・静岡県掛川市久居島・ひさいじま

　　４３６-０１０４・静岡県掛川市平島・ひらしま

　　４３６-００３２・静岡県掛川市平野・ひらの

　　４３６-００４２・静岡県掛川市二瀬川・ふたせがわ

　　４３６-０１１２・静岡県掛川市細谷・ほそや

　　４３６-０１１１・静岡県掛川市本郷・ほんごう

　　４３６-０００６・静岡県掛川市本所・ほんじよ

　　４３６-００６１・静岡県掛川市水垂・みずたり

　　４３７-１４１６・静岡県掛川市三俣・みつまた

　　４３６-００２１・静岡県掛川市緑ケ丘・みどりがおか

　　４３６-００２９・静岡県掛川市南・みなみ

　　４３６-００２４・静岡県掛川市南西郷・みなみさいごう

　　４３６-００８６・静岡県掛川市宮脇・みやわき

　　４３６-０００４・静岡県掛川市八坂・やさか

　　４３６-００２０・静岡県掛川市矢崎町・やさきちよう

　　４３６-００５２・静岡県掛川市柳町・やなぎちよう

　　４３６-００６６・静岡県掛川市谷の口町・やのくちちよう

　　４３７-１３０５・静岡県掛川市山崎・やまざき

　　４３６-００５３・静岡県掛川市弥生町・やよいちよう

　　４３６-０２２６・静岡県掛川市遊家・ゆけ

　　４３７-１３０６・静岡県掛川市洋望台・ようほﾞうだい

　　４３７-１３０１・静岡県掛川市横須賀・よこすか

　　４３６-０１１５・静岡県掛川市吉岡・よしおか

　　４３６-００３８・静岡県掛川市領家・りようけ

　　４３６-００９３・静岡県掛川市連雀・れんじやく

　　４３６-０３３８・静岡県掛川市和光・わこう

　　４３６-００１５・静岡県掛川市和田・わだ

　　４２６-００００・静岡県藤枝市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４２６-００３７・静岡県藤枝市青木・あおき

　　４２６-００６６・静岡県藤枝市青葉町・あおはﾞちよう

　　４２６-００８１・静岡県藤枝市旭が丘・あさひがおか

　　４２６-００１５・静岡県藤枝市五十海・いかるみ

　　４２６-００４５・静岡県藤枝市泉町・いずみちよう

　　４２６-００２２・静岡県藤枝市稲川・いながわ

　　４２６-０００７・静岡県藤枝市潮・うしお

　　４２６-００７６・静岡県藤枝市内瀬戸・うちせと

　　４２６-００３４・静岡県藤枝市駅前・えきまえ

　　４２６-００５１・静岡県藤枝市大洲・おおす

　　４２６-００１７・静岡県藤枝市大手・おおて



　　４２６-００２６・静岡県藤枝市岡出山・おかでやま

　　４２１-１１０３・静岡県藤枝市岡部町青羽根・おかべちようあおはね

　　４２１-１１２３・静岡県藤枝市岡部町入野・おかべちよういりの

　　４２１-１１３１・静岡県藤枝市岡部町内谷・おかべちよううつたに

　　４２１-１１２１・静岡県藤枝市岡部町岡部・おかべちようおかべ

　　４２１-１１１３・静岡県藤枝市岡部町桂島・おかべちようかつらしま

　　４２１-１１２２・静岡県藤枝市岡部町子持坂・おかべちようこもちざか

　　４２１-１１０１・静岡県藤枝市岡部町玉取・おかべちようたまとり

　　４２１-１１１２・静岡県藤枝市岡部町殿・おかべちようとの

　　４２１-１１１５・静岡県藤枝市岡部町新舟・おかべちようにゆうふね

　　４２１-１１１１・静岡県藤枝市岡部町野田沢・おかべちようのたざわ

　　４２１-１１１４・静岡県藤枝市岡部町羽佐間・おかべちようはさま

　　４２１-１１０２・静岡県藤枝市岡部町宮島・おかべちようみやじま

　　４２１-１１３２・静岡県藤枝市岡部町三輪・おかべちようみわ

　　４２１-１１２４・静岡県藤枝市岡部町村良・おかべちようむらら

　　４２６-００８７・静岡県藤枝市音羽町・おとわちよう

　　４２６-０００８・静岡県藤枝市鬼島・おにじま

　　４２６-００３６・静岡県藤枝市上青島・かみあおじま

　　４２６-０００４・静岡県藤枝市上当間・かみどうま

　　４２６-０２０２・静岡県藤枝市上藪田・かみやぶた

　　４２６-０００１・静岡県藤枝市仮宿・かりやど

　　４２６-００２４・静岡県藤枝市鬼岩寺・きがんじ

　　４２６-０２１２・静岡県藤枝市北方・きたがた

　　４２６-００６４・静岡県藤枝市久兵衛市右衛門請新田・いちうえもんうけしんでん

　　４２６-０２２３・静岡県藤枝市清里・きよさと

　　４２６-００５４・静岡県藤枝市源助・げんすけ

　　４２６-００３３・静岡県藤枝市小石川町・こいしがわちよう

　　４２６-００７９・静岡県藤枝市光洋台・こうようだい

　　４２６-００１６・静岡県藤枝市郡・こおり

　　４２６-００５６・静岡県藤枝市五平・ごへい

　　４２６-００７１・静岡県藤枝市志太・しだ

　　４２６-００３５・静岡県藤枝市下青島・しもあおじま

　　４２６-０００３・静岡県藤枝市下当間・しもどうま

　　４２６-０２０３・静岡県藤枝市下之郷・しものごう

　　４２６-０２０１・静岡県藤枝市下藪田・しもやぶた

　　４２６-００２１・静岡県藤枝市城南・じようなん

　　４２６-００７３・静岡県藤枝市新南新屋・しんみなみあらや

　　４２６-００６５・静岡県藤枝市末広・すえひろ

　　４２６-００８５・静岡県藤枝市助宗・すけむね

　　４２６-００７７・静岡県藤枝市駿河台・するがだい

　　４２６-００６３・静岡県藤枝市青南町・せいなんちよう

　　４２６-００８２・静岡県藤枝市瀬古・せこ

　　４２６-００７５・静岡県藤枝市瀬戸新屋・せとあらや

　　４２６-０１３１・静岡県藤枝市瀬戸ノ谷・せとのや

　　４２６-００５３・静岡県藤枝市善左衛門・ぜんざえもん

　　４２６-００４３・静岡県藤枝市大新島・たいしんじま

　　４２６-００５５・静岡県藤枝市大西町・だいせいちよう

　　４２６-００４４・静岡県藤枝市大東町・だいとうちよう

　　４２６-００６２・静岡県藤枝市高岡・たかおか

　　４２６-００４６・静岡県藤枝市高洲・たかす

　　４２６-０２２１・静岡県藤枝市高田・たかた

　　４２６-００４１・静岡県藤枝市高柳・たかやなぎ

　　４２６-０１３４・静岡県藤枝市滝沢・たきさわ

　　４２６-００１３・静岡県藤枝市立花・たちはﾞな

　　４２６-００１２・静岡県藤枝市田中・たなか

　　４２６-００６１・静岡県藤枝市田沼・たぬま

　　４２６-００２３・静岡県藤枝市茶町・ちやまち

　　４２６-００５７・静岡県藤枝市忠兵衛・ちゆうべえ

　　４２６-００３１・静岡県藤枝市築地・ついじ

　　４２６-００３２・静岡県藤枝市築地上・ついじかみ

　　４２６-００８４・静岡県藤枝市寺島・てらじま

　　４２６-００１９・静岡県藤枝市天王町・てんのうちよう

　　４２６-０２０４・静岡県藤枝市時ケ谷・ときがや

　　４２６-０２１３・静岡県藤枝市中ノ合・なかのごう

　　４２６-０２２２・静岡県藤枝市中藪田・なかやぶた

　　４２６-０２１１・静岡県藤枝市西方・にしがた

　　４２６-００１４・静岡県藤枝市若王子・にやくおうじ

　　４２６-０２０５・静岡県藤枝市花倉・はなぐら

　　４２６-００８６・静岡県藤枝市原・はら

　　４２６-００３８・静岡県藤枝市東町・ひがしちよう



　　４２６-００４２・静岡県藤枝市兵太夫・ひようだゆう

　　４２６-００１１・静岡県藤枝市平島・ひらしま

　　４２６-００２５・静岡県藤枝市藤枝・ふじえだ

　　４２６-０００６・静岡県藤枝市藤岡・ふじおか

　　４２６-００８８・静岡県藤枝市堀之内・ほりのうち

　　４２６-０１３２・静岡県藤枝市本郷・ほんごう

　　４２６-００１８・静岡県藤枝市本町・ほんまち

　　４２６-００６７・静岡県藤枝市前島・まえじま

　　４２６-００２９・静岡県藤枝市益津・ましつﾞ

　　４２６-００２８・静岡県藤枝市益津下・ましつﾞしも

　　４２６-００７４・静岡県藤枝市水上・みずかみ

　　４２６-０００５・静岡県藤枝市水守・みずもり

　　４２６-００２７・静岡県藤枝市緑町・みどりちよう

　　４２６-００７０・静岡県藤枝市緑の丘・みどりのおか

　　４２６-００７２・静岡県藤枝市南新屋・みなみあらや

　　４２６-０２２４・静岡県藤枝市南清里・みなみきよさと

　　４２６-００７８・静岡県藤枝市南駿河台・みなみするがだい

　　４２６-０１３３・静岡県藤枝市宮原・みやはﾞら

　　４２６-００８３・静岡県藤枝市谷稲葉・やいなはﾞ

　　４２６-００５２・静岡県藤枝市弥左衛門・やざえもん

　　４２６-０００９・静岡県藤枝市八幡・やわた

　　４２６-０００２・静岡県藤枝市横内・よこうち

　　４２６-００４７・静岡県藤枝市与左衛門・よざえもん

　　４１２-００００・静岡県御殿場市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１２-００４８・静岡県御殿場市板妻・いたつﾞま

　　４１２-０００８・静岡県御殿場市印野・いんの

　　４１２-００３４・静岡県御殿場市大坂・おおさか

　　４１２-００１４・静岡県御殿場市大堰・おおせぎ

　　４１２-００１３・静岡県御殿場市小倉野・おぐらの

　　４１２-００３９・静岡県御殿場市竈・かまど

　　４１２-０００２・静岡県御殿場市上小林・かみこはﾞやじ

　　４１２-００４５・静岡県御殿場市川島田・かわしまた

　　４１２-０００９・静岡県御殿場市川柳・かわやなぎ

　　４１２-００４１・静岡県御殿場市茱萸沢・ぐみざわ

　　４１２-００３３・静岡県御殿場市神山・こうやま

　　４１２-００２９・静岡県御殿場市神山平・こうやまだいら

　　４１２-００２８・静岡県御殿場市御殿場・ごてんはﾞ

　　４１２-００３８・静岡県御殿場市駒門・こまかど

　　４１２-０００３・静岡県御殿場市柴怒田・しはﾞんた

　　４１２-００４７・静岡県御殿場市神場・じんはﾞ

　　４１２-００４４・静岡県御殿場市杉名沢・すぎなざわ

　　４１２-００２２・静岡県御殿場市清後・せいご

　　４１２-００１７・静岡県御殿場市塚原・つかはﾞら

　　４１２-００３７・静岡県御殿場市中清水・なかしみず

　　４１２-０００６・静岡県御殿場市中畑・なかはﾞた

　　４１２-００１５・静岡県御殿場市中丸・なかまる

　　４１２-００３５・静岡県御殿場市中山・なかやま

　　４１２-０００７・静岡県御殿場市永塚・ながつか

　　４１２-００４３・静岡県御殿場市新橋・にいはじ

　　４１２-００２７・静岡県御殿場市西田中・にしたなか

　　４１２-００２５・静岡県御殿場市二の岡・にのおか

　　４１２-００２１・静岡県御殿場市二枚橋・にまいはﾞじ

　　４１２-００３１・静岡県御殿場市沼田・ぬまた

　　４１２-００３６・静岡県御殿場市萩蕪・はぎかぶ

　　４１２-００４２・静岡県御殿場市萩原・はぎわら

　　４１２-００２６・静岡県御殿場市東田中・ひがしたなか

　　４１２-００２４・静岡県御殿場市東山・ひがしやま

　　４１２-０００５・静岡県御殿場市仁杉・ひとすぎ

　　４１２-００２３・静岡県御殿場市深沢・ふかさわ

　　４１２-００５１・静岡県御殿場市富士見原・ふじみはら

　　４１２-００３２・静岡県御殿場市二子・ふたご

　　４１２-００１１・静岡県御殿場市古沢・ふるさわ

　　４１２-０００４・静岡県御殿場市北久原・ほつくはﾞら

　　４１２-００４６・静岡県御殿場市保土沢・ほとざわ

　　４１２-００１２・静岡県御殿場市増田・ましだ

　　４１２-０００１・静岡県御殿場市水土野・みどの

　　４１２-００１６・静岡県御殿場市六日市場・むいかいちはﾞ

　　４１２-００１９・静岡県御殿場市山尾田・やまおだ

　　４１２-００１８・静岡県御殿場市山之尻・やまのしり

　　４３７-００００・静岡県袋井市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　４３７-００３１・静岡県袋井市愛野・あいの

　　４３７-００３９・静岡県袋井市愛野東・あいのひがじ

　　４３７-００４０・静岡県袋井市愛野南・あいのみなみ

　　４３７-００１６・静岡県袋井市葵町・あおいちよう

　　４３７-００３４・静岡県袋井市青木町・あおきちよう

　　４３７-１１２２・静岡県袋井市浅岡・あさおか

　　４３７-１１０２・静岡県袋井市浅名・あさな

　　４３７-１１０１・静岡県袋井市浅羽・あさはﾞ

　　４３７-１１２３・静岡県袋井市浅羽一色・あさはﾞいしき

　　４３７-００１５・静岡県袋井市旭町・あさひちよう

　　４３７-００１３・静岡県袋井市新屋・あらや

　　４３７-００６２・静岡県袋井市泉町・いずみちよう

　　４３７-００３３・静岡県袋井市上田町・うえだちよう

　　４３７-０１２１・静岡県袋井市宇刈・うがり

　　４３７-１１０５・静岡県袋井市梅山・うめやま

　　４３７-００１４・静岡県袋井市永楽町・えいらくちよう

　　４３７-００５２・静岡県袋井市太田・おおた

　　４３７-１１１２・静岡県袋井市大野・おおの

　　４３７-０００６・静岡県袋井市大谷・おおや

　　４３７-１３１２・静岡県袋井市岡崎・おかざき

　　４３７-００３６・静岡県袋井市小川町・おがわちよう

　　４３７-０１２４・静岡県袋井市沖山梨・おきやまなじ

　　４３７-００５６・静岡県袋井市小山・おやま

　　４３７-００２９・静岡県袋井市掛之上・かけのうえ

　　４３７-０１２７・静岡県袋井市可睡の杜・かすいのもり

　　４３７-００２８・静岡県袋井市神長・かみなが

　　４３７-０１２５・静岡県袋井市上山梨・かみやまなじ

　　４３７-０００３・静岡県袋井市萱間・かやま

　　４３７-００６４・静岡県袋井市川井・かわい

　　４３７-０００２・静岡県袋井市川会・かわえ

　　４３７-００４６・静岡県袋井市木原・きわら

　　４３７-００１２・静岡県袋井市国本・くにもと

　　４３７-００６１・静岡県袋井市久能・くの

　　４３７-００２５・静岡県袋井市栄町・さかえまち

　　４３７-００３７・静岡県袋井市清水町・しみずちよう

　　４３７-０１２３・静岡県袋井市下山梨・しもやまなじ

　　４３７-００３５・静岡県袋井市砂本町・すなもとちよう

　　４３７-００３８・静岡県袋井市大門・だいもん

　　４３７-００２３・静岡県袋井市高尾・たかお

　　４３７-００２７・静岡県袋井市高尾町・たかおちよう

　　４３７-００６３・静岡県袋井市田町・たまち

　　４３７-１１１６・静岡県袋井市太郎助・たろすけ

　　４３７-０１２６・静岡県袋井市月見町・つきみちよう

　　４３７-００５５・静岡県袋井市土橋・つちはじ

　　４３７-００６７・静岡県袋井市天神町・てんじんちよう

　　４３７-００５４・静岡県袋井市徳光・とくみつ

　　４３７-１１２４・静岡県袋井市富里・とみさと

　　４３７-０００４・静岡県袋井市友永・ともなが

　　４３７-００３２・静岡県袋井市豊沢・とよさわ

　　４３７-１１０３・静岡県袋井市豊住・とよずみ

　　４３７-１１２５・静岡県袋井市中・なか

　　４３７-１１１１・静岡県袋井市中新田・なかしんでん

　　４３７-１１２６・静岡県袋井市長溝・ながみぞ

　　４３７-００４３・静岡県袋井市新池・にいけ

　　４３７-１１０４・静岡県袋井市新堀・にいほﾞり

　　４３７-１１１８・静岡県袋井市西ケ崎・にしがさき

　　４３７-００４７・静岡県袋井市西田・にしだ

　　４３７-１１１４・静岡県袋井市西同笠・にしどうり

　　４３７-００５３・静岡県袋井市延久・のべひさ

　　４３７-１１１９・静岡県袋井市初越・はつﾞこじ

　　４３７-０１２２・静岡県袋井市春岡・はるおか

　　４３７-１１１３・静岡県袋井市東同笠・ひがしどうり

　　４３７-００４５・静岡県袋井市彦島・ひこじま

　　４３７-００２１・静岡県袋井市広岡・ひろおか

　　４３７-００５１・静岡県袋井市深見・ふかみ

　　４３７-００２６・静岡県袋井市袋井・ふくろい

　　４３７-００２２・静岡県袋井市方丈・ほうじよう

　　４３７-００６５・静岡県袋井市堀越・ほりこじ

　　４３７-１１１７・静岡県袋井市松原・まつはﾞら

　　４３７-００４４・静岡県袋井市松袋井・まつぶくろい



　　４３７-００２４・静岡県袋井市三門町・みかどちよう

　　４３７-０００５・静岡県袋井市見取・みどり

　　４３７-１１１５・静岡県袋井市湊・みなと

　　４３７-００４１・静岡県袋井市睦町・むつみちよう

　　４３７-００１１・静岡県袋井市村松・むらまつ

　　４３７-１１２１・静岡県袋井市諸井・もろい

　　４３７-１３１１・静岡県袋井市山崎・やまざき

　　４３７-００６６・静岡県袋井市山科・やましな

　　４３７-０００１・静岡県袋井市山田・やまだ

　　４３７-００４２・静岡県袋井市山名町・やまなちよう

　　４３７-００５７・静岡県袋井市横井・よこい

　　４３７-００１７・静岡県袋井市鷲巣・わしず

　　４１５-００００・静岡県下田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１５-０００１・静岡県下田市下田市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　４１３-０７１１・静岡県下田市相玉・あいたま

　　４１３-０７０３・静岡県下田市荒増・あらぞう

　　４１５-００２１・静岡県下田市一丁目・いつちようめ

　　４１３-０７１５・静岡県下田市宇土金・うどがね

　　４１５-００３８・静岡県下田市大賀茂・おおがも

　　４１５-００３９・静岡県下田市大沢・おおさわ

　　４１３-０７０１・静岡県下田市落合・おちあい

　　４１５-００１３・静岡県下田市柿崎・かきさき

　　４１３-０７１３・静岡県下田市加増野・かぞうの

　　４１５-００２８・静岡県下田市吉佐美・きさみ

　　４１３-０７１４・静岡県下田市北湯ケ野・きたゆがの

　　４１５-００２７・静岡県下田市旧岡方村・きゆうおかがたむら

　　４１５-００１１・静岡県下田市河内・こうち

　　４１５-００２５・静岡県下田市五丁目・ごちようめ

　　４１５-００２３・静岡県下田市三丁目・さんちようめ

　　４１３-０７０４・静岡県下田市椎原・しいはﾞら

　　４１５-００３７・静岡県下田市敷根・しきね

　　４１５-００１２・静岡県下田市白浜・しらはま

　　４１５-００１４・静岡県下田市須崎・すざき

　　４１３-０７１６・静岡県下田市須原・すはら

　　４１５-００１５・静岡県下田市武ガ浜・たけがはま

　　４１５-００３４・静岡県下田市高馬・たこうま

　　４１５-００３２・静岡県下田市立野・たちの

　　４１５-００２９・静岡県下田市田牛・とうじ

　　４１５-００１６・静岡県下田市中・なか

　　４１５-００１８・静岡県下田市西中・にしなか

　　４１５-００３６・静岡県下田市西本郷・にしほんごう

　　４１５-００２２・静岡県下田市二丁目・にちようめ

　　４１５-００１７・静岡県下田市東中・ひがしなか

　　４１５-００３５・静岡県下田市東本郷・ひがしほんごう

　　４１３-０７０２・静岡県下田市堀之内・ほりのうち

　　４１５-００３３・静岡県下田市本郷・ほんごう

　　４１３-０７０５・静岡県下田市箕作・みつくり

　　４１３-０７１２・静岡県下田市横川・よこかわ

　　４１５-００２４・静岡県下田市四丁目・よんちようめ

　　４１５-００３１・静岡県下田市蓮台寺・れんだいじ

　　４１５-００２６・静岡県下田市六丁目・ろくちようめ

　　４１０-１１００・静岡県裾野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１０-１１０８・静岡県裾野市上ケ田・あげた

　　４１０-１１１７・静岡県裾野市石脇・いしわき

　　４１０-１１２３・静岡県裾野市伊豆島田・いずしまた

　　４１０-１１１３・静岡県裾野市稲荷・いなり

　　４１０-１１０４・静岡県裾野市今里・いまざと

　　４１０-１１０１・静岡県裾野市岩波・いわなみ

　　４１０-１１１４・静岡県裾野市大畑・おおはた

　　４１０-１１０３・静岡県裾野市葛山・かずらやま

　　４１０-１１０６・静岡県裾野市金沢・かねざわ

　　４１０-１１１１・静岡県裾野市久根・くね

　　４１０-１１１２・静岡県裾野市公文名・くもみよう

　　４１０-１１１８・静岡県裾野市佐野・さの

　　４１０-１１０５・静岡県裾野市下和田・しもわだ

　　４１０-１２３１・静岡県裾野市須山・すやま

　　４１０-１１１６・静岡県裾野市千福・せんふﾟく

　　４１０-１１１５・静岡県裾野市千福が丘・せんふﾟくがおか

　　４１０-１１２１・静岡県裾野市茶畑・ちやはﾞたけ

　　４１０-１１２５・静岡県裾野市富沢・とみざわ



　　４１０-１１２７・静岡県裾野市平松・ひらまつ

　　４１０-１１０２・静岡県裾野市深良・ふから

　　４１０-１１２８・静岡県裾野市二ツ屋・ふたつや

　　４１０-１１０７・静岡県裾野市御宿・みしゆく

　　４１０-１１２４・静岡県裾野市水窪・みずくほﾞ

　　４１０-１１２２・静岡県裾野市麦塚・むぎつか

　　４１０-１１２６・静岡県裾野市桃園・ももぞの

　　４１０-１１０９・静岡県裾野市呼子・よびこ

　　４３１-０４００・静岡県湖西市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４３１-０３０２・静岡県湖西市新居町新居・あらいちようあらい

　　４３１-０３０４・静岡県湖西市新居町内山・あらいちよううちやま

　　４３１-０３０１・静岡県湖西市新居町中之郷・あらいちようなかのごう

　　４３１-０３０３・静岡県湖西市新居町浜名・あらいちようはまな

　　４３１-０４１１・静岡県湖西市入出・いりで

　　４３１-０４１２・静岡県湖西市内浦・うちうら

　　４３１-０４２５・静岡県湖西市梅田・うめだ

　　４３１-０４２７・静岡県湖西市駅南・えきみなみ

　　４３１-０４０４・静岡県湖西市太田・おおた

　　４３１-０４０３・静岡県湖西市大知波・おおちはﾞ

　　４３１-０４２２・静岡県湖西市岡崎・おかさき

　　４３１-０４３２・静岡県湖西市風の杜・かぜのもり

　　４３１-０４０５・静岡県湖西市神座・かんざ

　　４３１-０４４１・静岡県湖西市吉美・きび

　　４３１-０４４２・静岡県湖西市古見・こみ

　　４３１-０４５２・静岡県湖西市境宿・さかいじゆく

　　４３１-０４５１・静岡県湖西市白須賀・しらすか

　　４３１-０４２１・静岡県湖西市新所・しんじよ

　　４３１-０４２３・静岡県湖西市新所・岡崎・梅田入会地・うめだにゆうかいち

　　４３１-０４２４・静岡県湖西市新所原・しんじよはら

　　４３１-０４２６・静岡県湖西市新所原東・しんじよはらひがじ

　　４３１-０４２８・静岡県湖西市ときわ・ときわ

　　４３１-０４４４・静岡県湖西市坊瀬・ほﾞうぜ

　　４３１-０４２９・静岡県湖西市南台・みなみだい

　　４３１-０４４３・静岡県湖西市山口・やまぐち

　　４３１-０４０１・静岡県湖西市横山・よこやま

　　４３１-０４０２・静岡県湖西市利木・りき

　　４３１-０４３１・静岡県湖西市鷲津・わしつﾞ

　　４１０-２４００・静岡県伊豆市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１０-３２１３・静岡県伊豆市青羽根・あおはﾞね

　　４１０-２５１６・静岡県伊豆市筏場・いかだはﾞ

　　４１０-３２０５・静岡県伊豆市市山・いちやま

　　４１０-２５０９・静岡県伊豆市梅木・うめぎ

　　４１０-２４１２・静岡県伊豆市瓜生野・うりゆうの

　　４１０-２４１７・静岡県伊豆市大沢・おおさわ

　　４１０-２４１５・静岡県伊豆市大平・おおだいら

　　４１０-３２１７・静岡県伊豆市大平柿木・おおだいらかきぎ

　　４１０-２４０２・静岡県伊豆市大野・おおの

　　４１０-３３０１・静岡県伊豆市小土肥・おどい

　　４１０-２４０７・静岡県伊豆市柏久保・かしわくほﾞ

　　４１０-２４０５・静岡県伊豆市加殿・かどの

　　４１０-３２０９・静岡県伊豆市門野原・かどのはら

　　４１０-２５０２・静岡県伊豆市上白岩・かみしらいわ

　　４１０-３２１６・静岡県伊豆市上船原・かみふなはﾞら

　　４１０-２５１７・静岡県伊豆市貴僧坊・きそうほﾞう

　　４１０-２４１１・静岡県伊豆市熊坂・くまさか

　　４１０-３２０２・静岡県伊豆市雲金・くもがね

　　４１０-３３０４・静岡県伊豆市小下田・こしもだ

　　４１０-２４１３・静岡県伊豆市小立野・こだちの

　　４１０-３２０１・静岡県伊豆市佐野・さの

　　４１０-２５１５・静岡県伊豆市地蔵堂・じぞうどう

　　４１０-２５０１・静岡県伊豆市下白岩・しもしらいわ

　　４１０-３２１４・静岡県伊豆市下船原・しもふなはﾞら

　　４１０-２４１６・静岡県伊豆市修善寺・しゆぜんじ

　　４１０-２５０３・静岡県伊豆市城・じよう

　　４１０-２５１３・静岡県伊豆市菅引・すげひき

　　４１０-２５０４・静岡県伊豆市関野・せきの

　　４１０-３２０４・静岡県伊豆市田沢・たざわ

　　４１０-２４０４・静岡県伊豆市田代・たしろ

　　４１０-３２１５・静岡県伊豆市月ケ瀬・つきがせ

　　４１０-３３０２・静岡県伊豆市土肥・とい



　　４１０-２５０６・静岡県伊豆市徳永・とくなが

　　４１０-２５１９・静岡県伊豆市戸倉野・とくらの

　　４１０-２４０３・静岡県伊豆市年川・としがわ

　　４１０-２５１２・静岡県伊豆市中原戸・なかはらと

　　４１０-２５０５・静岡県伊豆市八幡・はつま

　　４１０-２５０７・静岡県伊豆市冷川・ひえかわ

　　４１０-２４０６・静岡県伊豆市日向・ひなた

　　４１０-２５１８・静岡県伊豆市姫之湯・ひめのゆ

　　４１０-２４１８・静岡県伊豆市堀切・ほりぎり

　　４１０-３２１２・静岡県伊豆市本柿木・ほんかきぎ

　　４１０-２４１４・静岡県伊豆市本立野・ほんだちの

　　４１０-２４０１・静岡県伊豆市牧之郷・まきのこう

　　４１０-３２１１・静岡県伊豆市松ケ瀬・まつがせ

　　４１０-２５１１・静岡県伊豆市宮上・みやかみ

　　４１０-３２０７・静岡県伊豆市持越・もちこじ

　　４１０-３３０３・静岡県伊豆市八木沢・やぎさわ

　　４１０-３２０３・静岡県伊豆市矢熊・やぐま

　　４１０-２５０８・静岡県伊豆市柳瀬・やなせ

　　４１０-３２０６・静岡県伊豆市湯ケ島・ゆがしま

　　４１０-３２０８・静岡県伊豆市吉奈・よしな

　　４１０-２５１４・静岡県伊豆市原保・わらほﾞ

　　４３７-１６００・静岡県御前崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４３７-１６１２・静岡県御前崎市池新田・いけしんでん

　　４３７-１６２１・静岡県御前崎市御前崎・おまえざき

　　４３７-１６１５・静岡県御前崎市門屋・かどや

　　４３７-１６０１・静岡県御前崎市上朝比奈・かみあさひな

　　４３７-１６１３・静岡県御前崎市合戸・ごうど

　　４３７-１６０４・静岡県御前崎市佐倉・さくら

　　４３７-１６１４・静岡県御前崎市塩原新田・しおはﾞらしんでん

　　４３７-１６０５・静岡県御前崎市下朝比奈・しもあさひな

　　４３７-１６２２・静岡県御前崎市白羽・しろわ

　　４３７-１６１１・静岡県御前崎市新野・にいの

　　４３７-１６０２・静岡県御前崎市比木・ひき

　　４３７-１６２３・静岡県御前崎市港・みなと

　　４３７-１６０３・静岡県御前崎市宮内・みやうち

　　４３９-００００・静岡県菊川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３９-００１２・静岡県菊川市青葉台・あおはﾞだい

　　４３７-１５０７・静岡県菊川市赤土・あかつち

　　４３９-００１７・静岡県菊川市朝日・あさひ

　　４３９-００１３・静岡県菊川市牛渕・うしぶち

　　４３９-００２１・静岡県菊川市小出・おいで

　　４３７-１５２４・静岡県菊川市大石・ おおいじ

　　４３７-１５０６・静岡県菊川市河東・かとう

　　４３７-１５２１・静岡県菊川市上平川・かみひらかわ

　　４３９-００３１・静岡県菊川市加茂・かも

　　４３７-１５０３・静岡県菊川市川上・かわかみ

　　４３９-００１６・静岡県菊川市神尾・かんのお

　　４３９-０００２・静岡県菊川市倉沢・くらさわ

　　４３９-００１４・静岡県菊川市小沢・こざわ

　　４３９-０００３・静岡県菊川市沢水加・さはﾞか

　　４３７-１５１２・静岡県菊川市猿渡・さるわたり

　　４３９-００３４・静岡県菊川市下内田・しもうちだ

　　４３７-１５１４・静岡県菊川市下平川・しもひらかわ

　　４３７-１５０５・静岡県菊川市高橋・ たかはじ

　　４３７-１５１３・静岡県菊川市棚草・たなくさ

　　４３７-１５０１・静岡県菊川市丹野・たんの

　　４３９-０００５・静岡県菊川市潮海寺・ちようかいじ

　　４３９-００３２・静岡県菊川市月岡・つきおか

　　４３９-００２５・静岡県菊川市土橋・ つちはじ

　　４３７-１５２３・静岡県菊川市堂山新田・どうやましんでん

　　４３９-０００１・静岡県菊川市富田・とみた

　　４３９-０００８・静岡県菊川市友田・ともだ

　　４３９-００３６・静岡県菊川市中内田・なかうちだ

　　４３９-００１１・静岡県菊川市仲島・なかじま

　　４３９-００２４・静岡県菊川市奈良野・ならの

　　４３９-００３７・静岡県菊川市西方・にしかた

　　４３９-００２６・静岡県菊川市西横地・にしよこじ

　　４３７-１５０４・静岡県菊川市花水木・はなみずき

　　４３９-００１９・静岡県菊川市半済・はんせい

　　４３９-００２２・静岡県菊川市東横地・ひがしよこじ



　　４３９-００３５・静岡県菊川市平尾・ひらお

　　４３７-１５０２・静岡県菊川市古谷・ふるや

　　４３９-０００６・静岡県菊川市堀之内・ほりのうち

　　４３９-００１８・静岡県菊川市本所・ほんじよ

　　４３９-００１５・静岡県菊川市牧之原・まきのはら

　　４３９-００２３・静岡県菊川市三沢・みさわ

　　４３７-１５２２・静岡県菊川市嶺田・みねだ

　　４３９-００３３・静岡県菊川市耳川・みみがわ

　　４３７-１５１１・静岡県菊川市目木・もつき

　　４３９-０００７・静岡県菊川市柳・やなぎ

　　４３９-０００９・静岡県菊川市吉沢・よしさわ

　　４３９-０００４・静岡県菊川市和田・わだ

　　４１０-２２００・静岡県伊豆の国市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１０-２２０２・静岡県伊豆の国市天野・あまの

　　４１０-２３１１・静岡県伊豆の国市浮橋・ うきはじ

　　４１０-２１１２・静岡県伊豆の国市内中・うちなか

　　４１０-２１０３・静岡県伊豆の国市エメラルドタウン・えめらるどたうん

　　４１０-２３２３・静岡県伊豆の国市大仁・おおひと

　　４１０-２２０３・静岡県伊豆の国市小坂・おさか

　　４１０-２３２５・静岡県伊豆の国市神島・かみしま

　　４１０-２２２３・静岡県伊豆の国市北江間・きたえま

　　４１０-２２０１・静岡県伊豆の国市古奈・こな

　　４１０-２１０１・静岡県伊豆の国市小松ケ原・こまつがはら

　　４１０-２１２２・静岡県伊豆の国市寺家・じけ

　　４１０-２３１４・静岡県伊豆の国市下畑・しもはた

　　４１０-２３１８・静岡県伊豆の国市白山堂・しらやまどう

　　４１０-２３０２・静岡県伊豆の国市宗光寺・そうこうじ

　　４１０-２３０４・静岡県伊豆の国市宗光寺（星和）・そうこうじ(せいわ)

　　４１０-２３１５・静岡県伊豆の国市田京・たきよう

　　４１０-２３０３・静岡県伊豆の国市立花・たちはﾞな

　　４１０-２１１１・静岡県伊豆の国市立花台・たちはﾞなだい

　　４１０-２３０１・静岡県伊豆の国市田中山・たなかやま

　　４１０-２３１３・静岡県伊豆の国市田原野・たわらの

　　４１０-２１２１・静岡県伊豆の国市中條・ちゆうじよう

　　４１０-２３１２・静岡県伊豆の国市長者原・ちようじやがはら

　　４１０-２２１３・静岡県伊豆の国市戸沢・とさわ

　　４１０-２１１３・静岡県伊豆の国市中・なか

　　４１０-２２１１・静岡県伊豆の国市長岡・ながおか

　　４１０-２１３１・静岡県伊豆の国市長崎・ながさき

　　４１０-２３２４・静岡県伊豆の国市中島・なかじま

　　４１０-２２１２・静岡県伊豆の国市長瀬・ながせ

　　４１０-２１３２・静岡県伊豆の国市奈古谷・なごや

　　４１０-２１１４・静岡県伊豆の国市南條・なんじよう

　　４１０-２１４２・静岡県伊豆の国市韮山金谷・にらやまかなや

　　４１０-２１３３・静岡県伊豆の国市韮山多田・にらやまただ

　　４１０-２１４４・静岡県伊豆の国市韮山土手和田・にらやまどてわだ

　　４１０-２１４３・静岡県伊豆の国市韮山韮山・にらやまにらやま

　　４１０-２１４１・静岡県伊豆の国市韮山山木・にらやまやまき

　　４１０-２２１４・静岡県伊豆の国市花坂・はなさか

　　４１０-２１２４・静岡県伊豆の国市原木・はﾞらき

　　４１０-２２０５・静岡県伊豆の国市富士見・ふじみ

　　４１０-２１０２・静岡県伊豆の国市富士見ニュータウン・ふじみ

　　４１０-２２０４・静岡県伊豆の国市墹之上・ままのうえ

　　４１０-２３１６・静岡県伊豆の国市御門・みかど

　　４１０-２２２１・静岡県伊豆の国市南江間・みなみえま

　　４１０-２３２１・静岡県伊豆の国市三福・みふく

　　４１０-２３１７・静岡県伊豆の国市守木・もりき

　　４１０-２３２２・静岡県伊豆の国市吉田・よしだ

　　４１０-２１２３・静岡県伊豆の国市四日町・よつかまち

　　４２１-０５００・静岡県牧之原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２１-０５１２・静岡県牧之原市大江・おおえ

　　４２１-０５２６・静岡県牧之原市大沢・おおさわ

　　４２１-０５０６・静岡県牧之原市大寄・おおより

　　４２１-０５１７・静岡県牧之原市男神・おかみ

　　４２１-０５３１・静岡県牧之原市落居・おちい

　　４２１-０５３５・静岡県牧之原市笠名・かさな

　　４２１-０５１１・静岡県牧之原市片浜・かたはま

　　４２１-０４０６・静岡県牧之原市勝田・かつた

　　４２１-０４０２・静岡県牧之原市勝間・かつま

　　４２１-０４１４・静岡県牧之原市勝俣・かつまた



　　４２１-０５２５・静岡県牧之原市鬼女新田・きじよしんでん

　　４２１-０４０１・静岡県牧之原市切山・きりやま

　　４２１-０５０４・静岡県牧之原市黒子・くろこ

　　４２１-０５１５・静岡県牧之原市西山寺・さいさんじ

　　４２１-０４１１・静岡県牧之原市坂口・さかぐち

　　４２１-０４１２・静岡県牧之原市坂部・さかべ

　　４２１-０５２２・静岡県牧之原市相良・さがら

　　４２１-０５２７・静岡県牧之原市汐見台・しおみだい

　　４２１-０４０４・静岡県牧之原市静谷・しずたに

　　４２１-０４２２・静岡県牧之原市静波・しずなみ

　　４２１-０５３２・静岡県牧之原市地頭方・じとうがた

　　４２１-０４０８・静岡県牧之原市嶋・しま

　　４２１-０４０５・静岡県牧之原市白井・しらい（１２９１～１６８２)

　　４２１-０４０５・静岡県牧之原市白井・しらい（１８３９～１８４０)

　　４２１-０５０２・静岡県牧之原市白井（その他）・しらい(そのた)

　　４２１-０５３３・静岡県牧之原市新庄・しんしよう

　　４２１-０５１４・静岡県牧之原市菅ケ谷・すげがや

　　４２１-０５２４・静岡県牧之原市須々木・すすき

　　４２１-０４１５・静岡県牧之原市道場・どうじよう

　　４２１-０４０３・静岡県牧之原市中・なか

　　４２１-０５０５・静岡県牧之原市中西・ なかにじ

　　４２１-０５０８・静岡県牧之原市西萩間・にしはぎま

　　４２１-０４１３・静岡県牧之原市仁田・にた

　　４２１-０４０７・静岡県牧之原市布引原・ぬのひきはら

　　４２１-０５２３・静岡県牧之原市波津・はつﾞ

　　４２１-０５０１・静岡県牧之原市東萩間・ひがしはぎま

　　４２１-０５０３・静岡県牧之原市蛭ケ谷・ひるがや

　　４２１-０５２１・静岡県牧之原市福岡・ふくおか

　　４２１-０４２１・静岡県牧之原市細江・ほそえ

　　４２１-０５３４・静岡県牧之原市堀野新田・ほりのしんでん

　　４２１-０５０９・静岡県牧之原市牧之原（１３６～１４４)・まきのはら

　　４２１-０４０９・静岡県牧之原市牧之原（その他）・まきのはら(そのた)

　　４２１-０５１３・静岡県牧之原市松本・まつもと

　　４２１-０５１６・静岡県牧之原市女神・めかみ

　　４２１-０５０７・静岡県牧之原市和田・わだ

　　４１３-０３００・静岡県賀茂郡東伊豆町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１３-０４１１・静岡県賀茂郡東伊豆町稲取・いなとり

　　４１３-０３０１・静岡県賀茂郡東伊豆町大川・おおかわ

　　４１３-０３０３・静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬・かたせ

　　４１３-０３０４・静岡県賀茂郡東伊豆町白田・しらた

　　４１３-０３０２・静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本・ならもと

　　４１３-０３０２・静岡県賀茂郡東伊豆町北川・ほつかわ

　　４１３-０５００・静岡県賀茂郡河津町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１３-０５０９・静岡県賀茂郡河津町大鍋・おおなべ

　　４１３-０５０２・静岡県賀茂郡河津町川津筏場・かわつﾞいかだはﾞ

　　４１３-０５０８・静岡県賀茂郡河津町小鍋・こなべ

　　４１３-０５１６・静岡県賀茂郡河津町逆川・さかさがわ

　　４１３-０５１２・静岡県賀茂郡河津町笹原・ささはら

　　４１３-０５０５・静岡県賀茂郡河津町沢田・さわだ

　　４１３-０５０６・静岡県賀茂郡河津町下佐ケ野・しもさがの

　　４１３-０５０４・静岡県賀茂郡河津町田中・たなか

　　４１３-０５０１・静岡県賀茂郡河津町梨本・なしもと

　　４１３-０５１４・静岡県賀茂郡河津町縄地・なわじ

　　４１３-０５１３・静岡県賀茂郡河津町浜・はま

　　４１３-０５０３・静岡県賀茂郡河津町見高・みだか

　　４１３-０５１１・静岡県賀茂郡河津町峰・みね

　　４１３-０５１５・静岡県賀茂郡河津町谷津・やつ

　　４１３-０５０７・静岡県賀茂郡河津町湯ケ野・ゆがの

　　４１５-０３００・静岡県賀茂郡南伊豆町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１５-０１５１・静岡県賀茂郡南伊豆町青市・あおいち

　　４１５-０３２７・静岡県賀茂郡南伊豆町青野・あおの

　　４１５-０３０６・静岡県賀茂郡南伊豆町石井・いしい

　　４１５-０３１３・静岡県賀茂郡南伊豆町一色・いしき

　　４１５-０３０１・静岡県賀茂郡南伊豆町一條・いちじよう

　　４１５-０３２５・静岡県賀茂郡南伊豆町市之瀬・いちのせ

　　４１５-０５３１・静岡県賀茂郡南伊豆町一町田・いつちようだ

　　４１５-０５３１・静岡県賀茂郡南伊豆町伊浜・いはま

　　４１５-０３１２・静岡県賀茂郡南伊豆町入間・いるま

　　４１５-０１５６・静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎・いろうざき

　　４１５-０３２２・静岡県賀茂郡南伊豆町岩殿・いわどの



　　４１５-０１５５・静岡県賀茂郡南伊豆町大瀬・おおせ

　　４１５-０５３１・静岡県賀茂郡南伊豆町落居・おちい

　　４１５-０３０４・静岡県賀茂郡南伊豆町加納・かのう

　　４１５-０３２４・静岡県賀茂郡南伊豆町上小野・かみおの

　　４１５-０３０２・静岡県賀茂郡南伊豆町上賀茂・かみがも

　　４１５-０３２３・静岡県賀茂郡南伊豆町川合野・かわいの

　　４１５-０３２１・静岡県賀茂郡南伊豆町毛倉野・けぐらの

　　４１５-０５３２・静岡県賀茂郡南伊豆町子浦・こうら

　　４１５-０３１２・静岡県賀茂郡南伊豆町差田・さしだ

　　４１５-０１５４・静岡県賀茂郡南伊豆町下流・したる

　　４１５-０３２３・静岡県賀茂郡南伊豆町下小野・しもおの

　　４１５-０３０３・静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂・しもがも

　　４１５-０３２６・静岡県賀茂郡南伊豆町蛇石・ じやいじ

　　４１５-０５３３・静岡県賀茂郡南伊豆町立岩・たていわ

　　４１５-０３１４・静岡県賀茂郡南伊豆町蝶ケ野・ちようがの

　　４１５-０１５３・静岡県賀茂郡南伊豆町手石・ ていじ

　　４１５-０５３１・静岡県賀茂郡南伊豆町天神原・てんじんはﾞら

　　４１５-０３１１・静岡県賀茂郡南伊豆町中木・なかぎ

　　４１５-０３０５・静岡県賀茂郡南伊豆町二條・にじよう

　　４１５-０３２５・静岡県賀茂郡南伊豆町平戸・ひらど

　　４１５-０１５２・静岡県賀茂郡南伊豆町湊・みなと

　　４１５-０５３３・静岡県賀茂郡南伊豆町妻良・めら

　　４１５-０５３３・静岡県賀茂郡南伊豆町吉田・よしだ

　　４１０-３６００・静岡県賀茂郡松崎町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１０-３６０３・静岡県賀茂郡松崎町明伏・ あけぶじ

　　４１０-３６０１・静岡県賀茂郡松崎町池代・いけしろ

　　４１０-３６１６・静岡県賀茂郡松崎町石部・いしぶ

　　４１０-３６１４・静岡県賀茂郡松崎町岩科南側・いわしななんそく

　　４１０-３６１３・静岡県賀茂郡松崎町岩科北側・いわしなほくそく

　　４１０-３６１７・静岡県賀茂郡松崎町岩地・いわち

　　４１０-３６２４・静岡県賀茂郡松崎町江奈・えな

　　４１０-３６０４・静岡県賀茂郡松崎町大沢・おおさわ

　　４１０-３６０７・静岡県賀茂郡松崎町門野・かどの

　　４１０-３６１５・静岡県賀茂郡松崎町雲見・くもみ

　　４１０-３６２７・静岡県賀茂郡松崎町建久寺・けんきゆうじ

　　４１０-３６０２・静岡県賀茂郡松崎町小杉原・こすぎはら

　　４１０-３６２５・静岡県賀茂郡松崎町桜田・さくらだ

　　４１０-３６２３・静岡県賀茂郡松崎町伏倉・しくら

　　４１０-３６２６・静岡県賀茂郡松崎町那賀・なか

　　４１０-３６２２・静岡県賀茂郡松崎町南郷・なんごう

　　４１０-３６０６・静岡県賀茂郡松崎町船田・ふなた

　　４１０-３６１１・静岡県賀茂郡松崎町松崎・まつざき

　　４１０-３６１８・静岡県賀茂郡松崎町道部・みちぶ

　　４１０-３６０５・静岡県賀茂郡松崎町峰輪・みねわ

　　４１０-３６１２・静岡県賀茂郡松崎町宮内・みやうち

　　４１０-３６２１・静岡県賀茂郡松崎町吉田・よしだ

　　４１０-３５００・静岡県賀茂郡西伊豆町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１０-３５０２・静岡県賀茂郡西伊豆町安良里・あらり

　　４１０-３５１２・静岡県賀茂郡西伊豆町一色・いしき

　　４１０-３５０１・静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須・うぐす

　　４１０-３５１１・静岡県賀茂郡西伊豆町大沢里・おおそうり

　　４１０-３５１５・静岡県賀茂郡西伊豆町田子・たご

　　４１０-３５１３・静岡県賀茂郡西伊豆町中・なか

　　４１０-３５１４・静岡県賀茂郡西伊豆町仁科・にしな

　　４１９-０１００・静岡県田方郡函南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１９-０１２１・静岡県田方郡函南町大竹・おおだけ

　　４１９-０１１３・静岡県田方郡函南町大土肥・おおどい

　　４１９-０１１２・静岡県田方郡函南町柏谷・かしや

　　４１９-０１２２・静岡県田方郡函南町上沢・かみざわ

　　４１９-０１０３・静岡県田方郡函南町軽井沢・かるいさわ

　　４１１-０００１・静岡県田方郡函南町桑原（茨ケ平）・くわはら(いはﾞらがひら)

　　４１１-０００１・静岡県田方郡函南町桑原（箱根峠）・くわはら(はこねとうげ)

　　４１９-０１０１・静岡県田方郡函南町桑原（その他）・くわはら(そのた)

　　４１９-０１１５・静岡県田方郡函南町新田・しんでん

　　４１９-０１０２・静岡県田方郡函南町田代・たしろ

　　４１９-０１０５・静岡県田方郡函南町丹那・たんな

　　４１９-０１２４・静岡県田方郡函南町塚本・つかもと

　　４１９-０１１４・静岡県田方郡函南町仁田・につた

　　４１９-０１０４・静岡県田方郡函南町畑・はた

　　４１９-０１１１・静岡県田方郡函南町畑毛・はたけ



　　４１９-０１２５・静岡県田方郡函南町肥田・ひた

　　４１９-０１１６・静岡県田方郡函南町日守・ひもり

　　４１９-０１０７・静岡県田方郡函南町平井・ひらい

　　４１９-０１２３・静岡県田方郡函南町間宮・まみや

　　４１９-０１０６・静岡県田方郡函南町南箱根ダイヤランド・みなみはこね

　　４１１-００００・静岡県駿東郡清水町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１１-０９１２・静岡県駿東郡清水町卸団地・おろしだんち

　　４１１-０９０４・静岡県駿東郡清水町柿田・かきだ

　　４１１-０９１１・静岡県駿東郡清水町久米田・くまいでん

　　４１１-０９０１・静岡県駿東郡清水町新宿・しんしゆく

　　４１１-０９０２・静岡県駿東郡清水町玉川・たまがわ

　　４１１-０９０３・静岡県駿東郡清水町堂庭・どうにわ

　　４１１-０９１７・静岡県駿東郡清水町徳倉（上徳倉）・とくら(かみとくら)

　　４１１-０９１７・静岡県駿東郡清水町徳倉（下徳倉）・とくら(しもとくら)

　　４１１-０９１７・静岡県駿東郡清水町徳倉（外原）・とくら(そとはら)

　　４１１-０９１３・静岡県駿東郡清水町戸田・とだ

　　４１１-０９１６・静岡県駿東郡清水町中徳倉・なかとくら

　　４１１-０９０５・静岡県駿東郡清水町長沢・ながさわ

　　４１１-０９１４・静岡県駿東郡清水町畑中・はたけなか

　　４１１-０９０７・静岡県駿東郡清水町伏見・ふしみ

　　４１１-０９１５・静岡県駿東郡清水町的場・まとはﾞ

　　４１１-０９０６・静岡県駿東郡清水町八幡・やはた

　　４１１-０９１８・静岡県駿東郡清水町湯川・ゆかわ

　　４１１-００００・静岡県駿東郡長泉町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１１-０９４１・静岡県駿東郡長泉町上土狩・かみとがり

　　４１１-０９３５・静岡県駿東郡長泉町上長窪・かみながくほﾞ

　　４１１-０９５１・静岡県駿東郡長泉町桜堤・さくらつﾞつみ

　　４１１-０９４３・静岡県駿東郡長泉町下土狩・しもとがり

　　４１１-０９３４・静岡県駿東郡長泉町下長窪・しもながくほﾞ

　　４１１-０９４４・静岡県駿東郡長泉町竹原・たけはら

　　４１１-０９４２・静岡県駿東郡長泉町中土狩・なかとがり

　　４１１-０９３３・静岡県駿東郡長泉町納米里・なめり

　　４１１-０９３１・静岡県駿東郡長泉町東野・ひがしの

　　４１１-０９４５・静岡県駿東郡長泉町本宿・ほんじゆく

　　４１１-０９３２・静岡県駿東郡長泉町南一色・みなみいしき

　　４１１-０９３６・静岡県駿東郡長泉町元長窪・もとながくほﾞ

　　４１０-１３００・静岡県駿東郡小山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１０-１３２１・静岡県駿東郡小山町阿多野・あだの

　　４１０-１３１４・静岡県駿東郡小山町新柴・あらしはﾞ

　　４１０-１３０３・静岡県駿東郡小山町生土・いきど

　　４１０-１３２５・静岡県駿東郡小山町一色・いしき

　　４１０-１３０６・静岡県駿東郡小山町上野・うえの

　　４１０-１３１７・静岡県駿東郡小山町大胡田・おおごだ

　　４１０-１３０８・静岡県駿東郡小山町大御神・おおみか

　　４１０-１３１１・静岡県駿東郡小山町小山・おやま

　　４１０-１３２３・静岡県駿東郡小山町上古城・かみふるしろ

　　４１０-１３１５・静岡県駿東郡小山町桑木・くわぎ

　　４１０-１４３２・静岡県駿東郡小山町自衛隊富士学校・じえいたいふじがつこう

　　４１０-１３２４・静岡県駿東郡小山町下小林・ しもこはﾞやじ

　　４１０-１３１６・静岡県駿東郡小山町下古城・しもふるしろ

　　４１０-１３１２・静岡県駿東郡小山町菅沼・すがぬま

　　４１０-１４３１・静岡県駿東郡小山町須走・すはﾞしり

　　４１０-１３１３・静岡県駿東郡小山町竹之下・たけのした

　　４１０-１３２７・静岡県駿東郡小山町棚頭・たながしら

　　４１０-１３０２・静岡県駿東郡小山町中島・なかじま

　　４１０-１３０７・静岡県駿東郡小山町中日向・なかひなた

　　４１０-１３０４・静岡県駿東郡小山町藤曲・ふじまがり

　　４１０-１３０１・静岡県駿東郡小山町柳島・やなぎしま

　　４１０-１３０５・静岡県駿東郡小山町湯船・ゆぶね

　　４１０-１３２６・静岡県駿東郡小山町用沢・ようさわ

　　４１０-１３２２・静岡県駿東郡小山町吉久保・よしくほﾞ

　　４２１-０３００・静岡県榛原郡吉田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２１-０３０５・静岡県榛原郡吉田町大幡・おおはた

　　４２１-０３０３・静岡県榛原郡吉田町片岡・かたおか

　　４２１-０３０２・静岡県榛原郡吉田町川尻・かわしり

　　４２１-０３０４・静岡県榛原郡吉田町神戸・かんど

　　４２１-０３０１・静岡県榛原郡吉田町住吉・ すみよじ

　　４２８-０３００・静岡県榛原郡川根本町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２８-０４１７・静岡県榛原郡川根本町青部・あおべ

　　４２８-０３０３・静岡県榛原郡川根本町壱町河内・いちようごうち



　　４２８-０４０２・静岡県榛原郡川根本町犬間・いぬま

　　４２８-０４０１・静岡県榛原郡川根本町梅地・うめじ

　　４２８-０４１２・静岡県榛原郡川根本町奥泉・おくいずみ

　　４２８-０４１５・静岡県榛原郡川根本町上岸・ かみきじ

　　４２８-０３１３・静岡県榛原郡川根本町上長尾・かみながお

　　４２８-０３１５・静岡県榛原郡川根本町久野脇・くのわき

　　４２８-０４１３・静岡県榛原郡川根本町桑野山・くわのやま

　　４２８-０４１８・静岡県榛原郡川根本町崎平・さきだいら

　　４２８-０３０５・静岡県榛原郡川根本町地名・じな

　　４２８-０３０４・静岡県榛原郡川根本町下泉・しもいずみ

　　４２８-０３１４・静岡県榛原郡川根本町下長尾・しもながお

　　４２８-０４１１・静岡県榛原郡川根本町千頭・せんず

　　４２８-０４１６・静岡県榛原郡川根本町田代・たしろ

　　４２８-０３０６・静岡県榛原郡川根本町田野口・たのくち

　　４２８-０３０１・静岡県榛原郡川根本町徳山・とくやま

　　４２８-０４１４・静岡県榛原郡川根本町東藤川・ひがしふじかわ

　　４２８-０３０２・静岡県榛原郡川根本町文沢・ぶんざわ

　　４２８-０３１２・静岡県榛原郡川根本町水川・みずかわ

　　４２８-０３１１・静岡県榛原郡川根本町元藤川・もとふじかわ

　　４３７-０２００・静岡県周智郡森町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３７-０２１６・静岡県周智郡森町天宮・あめのみや

　　４３７-０２２２・静岡県周智郡森町飯田・いいだ

　　４３７-０２２６・静岡県周智郡森町一宮・いちみや

　　４３７-０２２４・静岡県周智郡森町牛飼・うしかい

　　４３７-０２１７・静岡県周智郡森町薄場・うすはﾞ

　　４３７-０２２１・静岡県周智郡森町円田・えんでん

　　４３７-０２０５・静岡県周智郡森町大鳥居・おおとりい

　　４３７-０２０３・静岡県周智郡森町鍛冶島・かじしま

　　４３７-０２０６・静岡県周智郡森町葛布・かつぶ

　　４３７-０２０２・静岡県周智郡森町亀久保・かめくほﾞ

　　４３７-０２１４・静岡県周智郡森町草ケ谷・くさがや

　　４３７-０２０１・静岡県周智郡森町嵯塚・さつﾞか

　　４３７-０２１１・静岡県周智郡森町城下・しろした

　　４３７-０２２７・静岡県周智郡森町橘・たちはﾞな

　　４３７-０２０４・静岡県周智郡森町問詰・といつﾞめ

　　４３７-０２２３・静岡県周智郡森町中川・なかがわ

　　４３７-０２０７・静岡県周智郡森町西俣・にしまた

　　４３７-０２０８・静岡県周智郡森町三倉・みくら

　　４３７-０２１２・静岡県周智郡森町向天方・むかいあまがた

　　４３７-０２１３・静岡県周智郡森町睦実・むつみ

　　４３７-０２１５・静岡県周智郡森町森・もり

　　４３７-０２２５・静岡県周智郡森町谷中・やなか

　　２６０-００００・千葉県千葉市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２６０-０８５２・千葉県千葉市中央区青葉町・あおはﾞちよう

　　２６０-０８０４・千葉県千葉市中央区赤井町・あかいちよう

　　２６０-０００２・千葉県千葉市中央区旭町・あさひちよう

　　２６０-０８５５・千葉県千葉市中央区市場町・いちはﾞちよう

　　２６０-０８３３・千葉県千葉市中央区稲荷町・いなりちよう

　　２６０-０８５６・千葉県千葉市中央区亥鼻・いのはな

　　２６０-０８３４・千葉県千葉市中央区今井・いまい

　　２６０-０８１５・千葉県千葉市中央区今井町・いまいちよう

　　２６０-００１８・千葉県千葉市中央区院内・いんない

　　２６０-０８１６・千葉県千葉市中央区鵜の森町・うのもりちよう

　　２６０-０８１１・千葉県千葉市中央区大森町・おおもりちよう

　　２６０-０８１３・千葉県千葉市中央区生実町・おゆみちよう

　　２６０-００３３・千葉県千葉市中央区春日・かすが

　　２６０-０８５３・千葉県千葉市中央区葛城・かつらぎ

　　２６０-００１７・千葉県千葉市中央区要町・かなめちよう

　　２６０-００１１・千葉県千葉市中央区亀井町・かめいちよう

　　２６０-０８５７・千葉県千葉市中央区亀岡町・かめおかちよう

　　２６０-０８３５・千葉県千葉市中央区川崎町・かわさきちよう

　　２６０-０８０２・千葉県千葉市中央区川戸町・かわどちよう

　　２６０-００１６・千葉県千葉市中央区栄町・さかえちよう

　　２６０-０８３２・千葉県千葉市中央区寒川町・さむがわちよう

　　２６０-０８２３・千葉県千葉市中央区塩田町・しおだちよう

　　２６０-００３４・千葉県千葉市中央区汐見丘町・しおみがおかちよう

　　２６０-０８４１・千葉県千葉市中央区白旗・しらはた

　　２６０-００２１・千葉県千葉市中央区新宿・しんじゆく

　　２６０-００３１・千葉県千葉市中央区新千葉・しんちはﾞ

　　２６０-００２７・千葉県千葉市中央区新田町・しんでんちよう



　　２６０-００２８・千葉県千葉市中央区新町・しんまち

　　２６０-００２２・千葉県千葉市中央区神明町・しんめいちよう

　　２６０-０８４３・千葉県千葉市中央区末広・すえひろ

　　２６０-０８２２・千葉県千葉市中央区蘇我・そが

　　２６０-０８２２・千葉県千葉市中央区蘇我町・そがちよう

　　２６０-０８１２・千葉県千葉市中央区大巌寺町・だいがんじちよう

　　２６０-０８４４・千葉県千葉市中央区千葉寺町・ちはﾞでらちよう

　　２６０-００２６・千葉県千葉市中央区千葉港・ちはﾞみなと

　　２６０-００１３・千葉県千葉市中央区中央・ちゆうおう

　　２６０-００２４・千葉県千葉市中央区中央港・ちゆうおうこう

　　２６０-００４２・千葉県千葉市中央区椿森・つはﾞきもり

　　２６０-０００３・千葉県千葉市中央区鶴沢町・つるさわちよう

　　２６０-００２３・千葉県千葉市中央区出洲港・でずみなと

　　２６０-０００５・千葉県千葉市中央区道場南・どうじようみなみ

　　２６０-０００６・千葉県千葉市中央区道場北・どうじようきた

　　２６０-００２５・千葉県千葉市中央区問屋町・とんやちよう

　　２６０-０８５４・千葉県千葉市中央区長洲・ながず

　　２６０-０８２６・千葉県千葉市中央区新浜町・にいはまちよう

　　２６０-０８０１・千葉県千葉市中央区仁戸名町・にとなちよう

　　２６０-００３２・千葉県千葉市中央区登戸・のぶと

　　２６０-０８０３・千葉県千葉市中央区花輪町・はなわちよう

　　２６０-０８２４・千葉県千葉市中央区浜野町・はまのちよう

　　２６０-００４１・千葉県千葉市中央区東千葉・ひがしちはﾞ

　　２６０-０００４・千葉県千葉市中央区東本町・ひがしほんちよう

　　２６０-００１５・千葉県千葉市中央区富士見・ふじみ

　　２６０-００４５・千葉県千葉市中央区弁天・べんてん

　　２６０-０８０８・千葉県千葉市中央区星久喜町・ほしぐきちよう

　　２６０-００１４・千葉県千葉市中央区本千葉町・ほんちはﾞちよう

　　２６０-００１２・千葉県千葉市中央区本町・ほんちよう

　　２６０-０８０７・千葉県千葉市中央区松ケ丘町・まつがおかちよう

　　２６０-００４４・千葉県千葉市中央区松波・まつなみ

　　２６０-０８３１・千葉県千葉市中央区港町・みなとちよう

　　２６０-０８１４・千葉県千葉市中央区南生実町・みなみおゆみちよう

　　２６０-０８４２・千葉県千葉市中央区南町・みなみちよう

　　２６０-０００１・千葉県千葉市中央区都町・みやこちよう

　　２６０-０８０６・千葉県千葉市中央区宮崎・みやざき

　　２６０-０８０５・千葉県千葉市中央区宮崎町・みやざきちよう

　　２６０-０８２５・千葉県千葉市中央区村田町・むらたちよう

　　２６０-０８５１・千葉県千葉市中央区矢作町・やはぎちよう

　　２６０-０００７・千葉県千葉市中央区祐光・ゆうこう

　　２６０-０８２１・千葉県千葉市中央区若草・わかくさ

　　２６２-００００・千葉県千葉市花見川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２６２-００１９・千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘・あさひがおか

　　２６２-００１７・千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘町・あさひがおかちよう

　　２６２-００４３・千葉県千葉市花見川区天戸町・あまどちよう

　　２６２-０００２・千葉県千葉市花見川区内山町・うちやまちよう

　　２６２-０００３・千葉県千葉市花見川区宇那谷町・うなやちよう

　　２６２-００４８・千葉県千葉市花見川区柏井・かしわい

　　２６２-００４１・千葉県千葉市花見川区柏井町・かしわいちよう

　　２６２-００２３・千葉県千葉市花見川区検見川町・けみがわちよう

　　２６２-０００５・千葉県千葉市花見川区こてはし台・こてはしだい

　　２６２-００１３・千葉県千葉市花見川区犢橋町・こてはしちよう

　　２６２-００４５・千葉県千葉市花見川区作新台・さくしんだい

　　２６２-００１４・千葉県千葉市花見川区さつきが丘・さつきがおか

　　２６２-００１１・千葉県千葉市花見川区三角町・さんかくちよう

　　２６２-００３１・千葉県千葉市花見川区武石町・たけいしちよう

　　２６２-０００４・千葉県千葉市花見川区大日町・だいにちちよう

　　２６２-００１２・千葉県千葉市花見川区千種町・ちぐさちよう

　　２６２-００４７・千葉県千葉市花見川区長作台・ながさくだい

　　２６２-００４４・千葉県千葉市花見川区長作町・ながさくちよう

　　２６２-００２４・千葉県千葉市花見川区浪花町・なにわちよう

　　２６２-００１６・千葉県千葉市花見川区西小中台・にしこなかだい

　　２６２-００１８・千葉県千葉市花見川区畑町・はたまち

　　２６２-００４２・千葉県千葉市花見川区花島町・はなしまちよう

　　２６２-００２５・千葉県千葉市花見川区花園・はなぞの

　　２６２-００２１・千葉県千葉市花見川区花園町・はなぞのちよう

　　２６２-００４６・千葉県千葉市花見川区花見川・はなみがわ

　　２６２-００３２・千葉県千葉市花見川区幕張町・まくはりちよう

　　２６２-００３３・千葉県千葉市花見川区幕張本郷・まくはりほんごう

　　２６２-００２６・千葉県千葉市花見川区瑞穂・みずほ



　　２６２-００２２・千葉県千葉市花見川区南花園・みなみはなぞの

　　２６２-０００７・千葉県千葉市花見川区み春野・みはるの

　　２６２-００１５・千葉県千葉市花見川区宮野木台・みやのぎだい

　　２６２-０００６・千葉県千葉市花見川区横戸台・よこどだい

　　２６２-０００１・千葉県千葉市花見川区横戸町・よこどちよう

　　２６３-００００・千葉県千葉市稲毛区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２６３-００２４・千葉県千葉市稲毛区穴川・あながわ

　　２６３-００２５・千葉県千葉市稲毛区穴川町・あながわちよう

　　２６３-００５２・千葉県千葉市稲毛区あやめ台・あやめだい

　　２６３-００３３・千葉県千葉市稲毛区稲丘町・いなおかちよう

　　２６３-００３４・千葉県千葉市稲毛区稲毛・いなげ

　　２６３-００３２・千葉県千葉市稲毛区稲毛台町・いなげだいちよう

　　２６３-００３５・千葉県千葉市稲毛区稲毛町・いなげちよう

　　２６３-００３１・千葉県千葉市稲毛区稲毛東・いなげひがじ

　　２６３-００５３・千葉県千葉市稲毛区柏台・かしわだい

　　２６３-００４２・千葉県千葉市稲毛区黒砂・くろすな

　　２６３-００４１・千葉県千葉市稲毛区黒砂台・くろすなだい

　　２６３-００４３・千葉県千葉市稲毛区小仲台・こなかだい

　　２６３-００４４・千葉県千葉市稲毛区小中台町・こなかだいちよう

　　２６３-０００３・千葉県千葉市稲毛区小深町・こぶけちよう

　　２６３-００１５・千葉県千葉市稲毛区作草部・さくさべ

　　２６３-００１４・千葉県千葉市稲毛区作草部町・さくさべちよう

　　２６３-０００２・千葉県千葉市稲毛区山王町・さんのうちよう

　　２６３-００５１・千葉県千葉市稲毛区園生町・そんのうちよう

　　２６３-００１３・千葉県千葉市稲毛区千草台・ちぐさだい

　　２６３-００１６・千葉県千葉市稲毛区天台・てんだい

　　２６３-００１１・千葉県千葉市稲毛区天台町・てんだいちよう

　　２６３-００２１・千葉県千葉市稲毛区轟町・とどろきちよう

　　２６３-０００５・千葉県千葉市稲毛区長沼町・ながぬまちよう

　　２６３-０００１・千葉県千葉市稲毛区長沼原町・ながぬまはらちよう

　　２６３-００１２・千葉県千葉市稲毛区萩台町・はぎだいちよう

　　２６３-００２３・千葉県千葉市稲毛区緑町・みどりちよう

　　２６３-００５４・千葉県千葉市稲毛区宮野木町・みやのぎちよう

　　２６３-００２２・千葉県千葉市稲毛区弥生町・やよいちよう

　　２６３-０００４・千葉県千葉市稲毛区六方町・ろつほﾟうちよう

　　２６４-００００・千葉県千葉市若葉区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２６４-００３１・千葉県千葉市若葉区愛生町・あいおいちよう

　　２６５-００６３・千葉県千葉市若葉区五十土町・いかつﾞちちよう

　　２６５-００５２・千葉県千葉市若葉区和泉町・いずみちよう

　　２６５-００７５・千葉県千葉市若葉区大井戸町・おおいどちよう

　　２６４-００１１・千葉県千葉市若葉区大草町・おおくさちよう

　　２６４-００１３・千葉県千葉市若葉区太田町・おおたちよう

　　２６５-００６４・千葉県千葉市若葉区大広町・おおひろちよう

　　２６４-００１５・千葉県千葉市若葉区大宮台・おおみやだい

　　２６４-００１６・千葉県千葉市若葉区大宮町・おおみやちよう

　　２６４-０００６・千葉県千葉市若葉区小倉台・おぐらだい

　　２６４-０００７・千葉県千葉市若葉区小倉町・おぐらちよう

　　２６５-００７７・千葉県千葉市若葉区御成台・おなりだい

　　２６５-００４６・千葉県千葉市若葉区小間子町・おまごちよう

　　２６４-００２０・千葉県千葉市若葉区貝塚・かいつﾞか

　　２６４-００２３・千葉県千葉市若葉区貝塚町・かいつﾞかちよう

　　２６４-００１７・千葉県千葉市若葉区加曽利町・かそりちよう

　　２６４-０００１・千葉県千葉市若葉区金親町・かねおやちよう

　　２６５-００４５・千葉県千葉市若葉区上泉町・かみいずみちよう

　　２６５-００６２・千葉県千葉市若葉区川井町・かわいちよう

　　２６４-００１４・千葉県千葉市若葉区北大宮台・きたおおみやだい

　　２６５-００６７・千葉県千葉市若葉区北谷津町・きたやつちよう

　　２６５-００４２・千葉県千葉市若葉区古泉町・こいずみちよう

　　２６５-００７４・千葉県千葉市若葉区御殿町・ごてんちよう

　　２６４-００１２・千葉県千葉市若葉区坂月町・さかつﾞきちよう

　　２６４-００２８・千葉県千葉市若葉区桜木・さくらぎ

　　２６４-００２９・千葉県千葉市若葉区桜木北・さくらぎきた

　　２６５-００７３・千葉県千葉市若葉区更科町・さらしなちよう

　　２６５-００６５・千葉県千葉市若葉区佐和町・さわちよう

　　２６５-００４４・千葉県千葉市若葉区下泉町・しもいずみちよう

　　２６５-００７６・千葉県千葉市若葉区下田町・しもだちよう

　　２６４-００２４・千葉県千葉市若葉区高品町・たかしなちよう

　　２６５-００６１・千葉県千葉市若葉区高根町・たかねちよう

　　２６５-００６６・千葉県千葉市若葉区多部田町・たべたちよう

　　２６５-００７１・千葉県千葉市若葉区旦谷町・だんやちよう



　　２６４-０００２・千葉県千葉市若葉区千城台東・ちしろだいひがじ

　　２６４-０００４・千葉県千葉市若葉区千城台西・ちしろだいにじ

　　２６４-０００３・千葉県千葉市若葉区千城台南・ちしろだいみなみ

　　２６４-０００５・千葉県千葉市若葉区千城台北・ちしろだいきた

　　２６４-００２５・千葉県千葉市若葉区都賀・つが

　　２６４-００３３・千葉県千葉市若葉区都賀の台・つがのだい

　　２６４-００３６・千葉県千葉市若葉区殿台町・とのだいちよう

　　２６５-００４１・千葉県千葉市若葉区富田町・とみたちよう

　　２６５-００４３・千葉県千葉市若葉区中田町・なかたちよう

　　２６５-００５１・千葉県千葉市若葉区中野町・なかのちよう

　　２６４-００２６・千葉県千葉市若葉区西都賀・にしつが

　　２６５-００５３・千葉県千葉市若葉区野呂町・のろちよう

　　２６４-００３４・千葉県千葉市若葉区原町・はらまち

　　２６４-００３５・千葉県千葉市若葉区東寺山町・ひがしてらやまちよう

　　２６４-００３２・千葉県千葉市若葉区みつわ台・みつわだい

　　２６４-００３７・千葉県千葉市若葉区源町・みなもとちよう

　　２６５-００７２・千葉県千葉市若葉区谷当町・やとうちよう

　　２６４-００２７・千葉県千葉市若葉区若松台・わかまつだい

　　２６４-００２１・千葉県千葉市若葉区若松町・わかまつちよう

　　２６６-００００・千葉県千葉市緑区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２６７-００６６・千葉県千葉市緑区あすみが丘・あすみがおか

　　２６７-００６７・千葉県千葉市緑区あすみが丘東・あすみがおかひがじ

　　２６７-００６４・千葉県千葉市緑区板倉町・いたくらちよう

　　２６６-００１４・千葉県千葉市緑区大金沢町・おおかねざわちよう

　　２６７-００５７・千葉県千葉市緑区大木戸町・おおきどちよう

　　２６７-００６５・千葉県千葉市緑区大椎町・おおじちよう

　　２６７-００５４・千葉県千葉市緑区大高町・おおたかちよう

　　２６７-００５６・千葉県千葉市緑区大野台・おおのだい

　　２６６-００２５・千葉県千葉市緑区落井町・おちいちよう

　　２６７-００５５・千葉県千葉市緑区越智町・おちちよう

　　２６７-００６３・千葉県千葉市緑区小山町・おやまちよう

　　２６６-００３１・千葉県千葉市緑区おゆみ野・おゆみの

　　２６６-００３４・千葉県千葉市緑区おゆみ野有吉・おゆみのありよじ

　　２６６-００３２・千葉県千葉市緑区おゆみ野中央・おゆみのちゆうおう

　　２６６-００３３・千葉県千葉市緑区おゆみ野南・おゆみのみなみ

　　２６６-００１１・千葉県千葉市緑区鎌取町・かまとりちよう

　　２６７-００５１・千葉県千葉市緑区上大和田町・かみおおわだちよう

　　２６６-００２１・千葉県千葉市緑区刈田子町・かりたごちよう

　　２６６-００１５・千葉県千葉市緑区小金沢町・こかねざわちよう

　　２６６-００１６・千葉県千葉市緑区椎名崎町・しいなざきちよう

　　２６７-００５２・千葉県千葉市緑区下大和田町・しもおおわだちよう

　　２６６-０００６・千葉県千葉市緑区大膳野町・だいぜんのちよう

　　２６６-０００３・千葉県千葉市緑区高田町・たかだちよう

　　２６７-００５３・千葉県千葉市緑区高津戸町・たかつどちよう

　　２６７-００６１・千葉県千葉市緑区土気町・とけちよう

　　２６６-００２２・千葉県千葉市緑区富岡町・とみおかちよう

　　２６６-００２４・千葉県千葉市緑区中西町・なかにしちよう

　　２６６-０００１・千葉県千葉市緑区東山科町・ひがしやましなちよう

　　２６６-０００４・千葉県千葉市緑区平川町・ひらかわちよう

　　２６６-０００２・千葉県千葉市緑区平山町・ひらやまちよう

　　２６６-００２６・千葉県千葉市緑区古市場町・ふるいちはﾞちよう

　　２６６-０００７・千葉県千葉市緑区辺田町・へたちよう

　　２６６-０００５・千葉県千葉市緑区誉田町・ほんだちよう

　　２６６-００２３・千葉県千葉市緑区茂呂町・もろちよう

　　２６７-００６２・千葉県千葉市緑区小食土町・やさしどちよう

　　２６１-００００・千葉県千葉市美浜区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２６１-００１２・千葉県千葉市美浜区磯辺・いそべ

　　２６１-０００５・千葉県千葉市美浜区稲毛海岸・いなげかいがん

　　２６１-００１３・千葉県千葉市美浜区打瀬・うたせ

　　２６１-０００１・千葉県千葉市美浜区幸町・さいわいちよう

　　２６１-０００２・千葉県千葉市美浜区新港・しんみなと

　　２６１-０００４・千葉県千葉市美浜区高洲・たかす

　　２６１-０００３・千葉県千葉市美浜区高浜・たかはま

　　２６１-００２４・千葉県千葉市美浜区豊砂・とよすな

　　２６１-００２３・千葉県千葉市美浜区中瀬・なかせ

　　２６１-７１９０・ワールドビジネスガーデン・なかせわｰるどびじねすがｰでん

　　２６１-００２５・千葉県千葉市美浜区浜田・はまだ

　　２６１-００２１・千葉県千葉市美浜区ひび野・ひびの

　　２６１-００２６・千葉県千葉市美浜区幕張西・まくはりにじ

　　２６１-００１１・千葉県千葉市美浜区真砂・まさご



　　２６１-００２２・千葉県千葉市美浜区美浜・みはま

　　２６１-００１４・千葉県千葉市美浜区若葉・わかはﾞ

　　２８８-００００・千葉県銚子市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８８-０８４４・千葉県銚子市赤塚町・あかつﾞかまち

　　２８８-０００５・千葉県銚子市海鹿島町・あしかじまちよう

　　２８８-０８６１・千葉県銚子市芦崎町・あしさきちよう

　　２８８-０００７・千葉県銚子市愛宕町・あたごちよう

　　２８８-００５６・千葉県銚子市新生町・あらおいちよう

　　２８８-００３４・千葉県銚子市粟島町・あわしまちよう

　　２８８-００５１・千葉県銚子市飯沼町・いいぬまちよう

　　２８８-００１２・千葉県銚子市犬吠埼・いぬほﾞうざき

　　２８８-００１５・千葉県銚子市犬若・いぬわか

　　２８８-０８０４・千葉県銚子市今宮町・いまみやちよう

　　２８８-０８０５・千葉県銚子市上野町・うえのちよう

　　２８８-００７１・千葉県銚子市植松町・うえまつちよう

　　２８８-００６８・千葉県銚子市内浜町・うちはﾞまちよう

　　２８８-００４６・千葉県銚子市大橋町・おおはしちよう

　　２８８-０８５２・千葉県銚子市岡野台町・おかのだいちよう

　　２８８-０８２１・千葉県銚子市小浜町・おはﾞまちよう

　　２８８-０８２３・千葉県銚子市親田町・おやだちよう

　　２８８-０８３５・千葉県銚子市垣根町・かきねまち

　　２８８-０８３３・千葉県銚子市垣根見晴台・かきねみはらしだい

　　２８８-０００４・千葉県銚子市笠上町・かさがみちよう

　　２８８-０８１６・千葉県銚子市春日台町・かすがだいまち

　　２８８-０８１４・千葉県銚子市春日町・かすがちよう

　　２８８-０８０１・千葉県銚子市唐子町・からこちよう

　　２８８-０００１・千葉県銚子市川口町・かわぐちちよう

　　２８８-００３７・千葉県銚子市北小川町・きたおがわちよう

　　２８８-００１１・千葉県銚子市君ケ浜・きみがはま

　　２８８-０８１７・千葉県銚子市清川町・きよかわちよう

　　２８８-０００３・千葉県銚子市黒生町・くろはいちよう

　　２８８-０８６６・千葉県銚子市小長町・こながちよう

　　２８８-００２１・千葉県銚子市小畑新町・こはﾞたけしんまち

　　２８８-００２２・千葉県銚子市小畑町・こはﾞたけまち

　　２８８-００６４・千葉県銚子市後飯町・ごはんちよう

　　２８８-０８６４・千葉県銚子市小船木町・こぶなきちよう

　　２８８-００７３・千葉県銚子市幸町・さいわいちよう

　　２８８-０８１２・千葉県銚子市栄町・さかえちよう

　　２８８-０００６・千葉県銚子市榊町・さかきちよう

　　２８８-０８７６・千葉県銚子市桜井町・さくらいちよう

　　２８８-０８７３・千葉県銚子市笹本町・ささもとちよう

　　２８８-０８５５・千葉県銚子市猿田町・さるだちよう

　　２８８-００４５・千葉県銚子市三軒町・さんげんちよう

　　２８８-００２５・千葉県銚子市潮見町・しおみちよう

　　２８８-０８６７・千葉県銚子市忍町・しのびちよう

　　２８８-０８４２・千葉県銚子市柴崎町・しはﾞさきまち

　　２８８-００６３・千葉県銚子市清水町・しみずちよう

　　２８８-０８５６・千葉県銚子市正明寺町・しようみようじちよう

　　２８８-０８５３・千葉県銚子市白石町・しらいしちよう

　　２８８-００６７・千葉県銚子市新地町・しんちちよう

　　２８８-０８２５・千葉県銚子市新町・しんちよう

　　２８８-００５５・千葉県銚子市陣屋町・じんやちよう

　　２８８-００４２・千葉県銚子市末広町・すえひろちよう

　　２８８-０８１３・千葉県銚子市台町・だいまち

　　２８８-００２７・千葉県銚子市高神原町・たかがみはらまち

　　２８８-００２３・千葉県銚子市高神東町・たかがみひがしまち

　　２８８-００２６・千葉県銚子市高神西町・たかがみにしまち

　　２８８-０８６２・千葉県銚子市高田町・たかだちよう

　　２８８-０８３４・千葉県銚子市高野町・たかのまち

　　２８８-００６２・千葉県銚子市竹町・たけちよう

　　２８８-００６５・千葉県銚子市田中町・たなかちよう

　　２８８-０８５４・千葉県銚子市茶畑町・ちやはﾞたけちよう

　　２８８-００４１・千葉県銚子市中央町・ちゆうおうちよう

　　２８８-０８６８・千葉県銚子市塚本町・つかもとちよう

　　２８８-００２４・千葉県銚子市天王台・てんのうだい

　　２８８-００７５・千葉県銚子市通町・とおりちよう

　　２８８-００１６・千葉県銚子市外川台町・とかわだいまち

　　２８８-００１４・千葉県銚子市外川町・とかわまち

　　２８８-０８２４・千葉県銚子市常世田町・とこよだちよう

　　２８８-０８７１・千葉県銚子市富川町・とみがわちよう



　　２８８-０８７４・千葉県銚子市豊里台・とよさとだい

　　２８８-００３５・千葉県銚子市名洗町・なあらいまち

　　２８８-０８５８・千葉県銚子市中島町・なかじまちよう

　　２８８-００７７・千葉県銚子市仲町・なかちよう

　　２８８-００１３・千葉県銚子市長崎町・ながさきまち

　　２８８-０８３７・千葉県銚子市長塚町・ながつかまち

　　２８８-０８６５・千葉県銚子市長山町・ながやまちよう

　　２８８-００３６・千葉県銚子市西小川町・にしおがわちよう

　　２８８-００４４・千葉県銚子市西芝町・にししはﾞちよう

　　２８８-０８６３・千葉県銚子市野尻町・のじりちよう

　　２８８-００７４・千葉県銚子市橋本町・はしもとちよう

　　２８８-００５２・千葉県銚子市浜町・はまちよう

　　２８８-００５４・千葉県銚子市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　２８８-００３２・千葉県銚子市東小川町・ひがしおがわちよう

　　２８８-００４３・千葉県銚子市東芝町・ひがししはﾞちよう

　　２８８-００５３・千葉県銚子市東町・ひがしちよう

　　２８８-００４８・千葉県銚子市双葉町・ふたはﾞちよう

　　２８８-０８５７・千葉県銚子市船木町・ふなきちよう

　　２８８-０８３１・千葉県銚子市本城町・ほんじようまち

　　２８８-００７６・千葉県銚子市本町・ほんちよう

　　２８８-００３１・千葉県銚子市前宿町・まえじゆくちよう

　　２８８-０８３６・千葉県銚子市松岸町・まつぎしまち

　　２８８-０８３２・千葉県銚子市松岸見晴台・まつぎしみはらしだい

　　２８８-０８０２・千葉県銚子市松本町・まつもとちよう

　　２８８-０８５１・千葉県銚子市三門町・みかどちよう

　　２８８-０８１５・千葉県銚子市三崎町・みさきちよう

　　２８８-００６１・千葉県銚子市港町・みなとちよう

　　２８８-００３３・千葉県銚子市南小川町・みなみおがわちよう

　　２８８-００３８・千葉県銚子市南町・みなみちよう

　　２８８-０８４５・千葉県銚子市三宅町・みやけまち

　　２８８-０８７７・千葉県銚子市宮原町・みやはﾞらちよう

　　２８８-０８１１・千葉県銚子市妙見町・みようけんちよう

　　２８８-０００２・千葉県銚子市明神町・みようじんちよう

　　２８８-０８７２・千葉県銚子市森戸町・もりとちよう

　　２８８-０８７５・千葉県銚子市諸持町・もろもちちよう

　　２８８-０８２２・千葉県銚子市八木町・やぎちよう

　　２８８-００７２・千葉県銚子市弥生町・やよいちよう

　　２８８-０８０３・千葉県銚子市八幡町・やはたちよう

　　２８８-０８４３・千葉県銚子市四日市場台・よつかいちはﾞだい

　　２８８-０８４１・千葉県銚子市四日市場町・よつかいちはﾞまち

　　２８８-０８４６・千葉県銚子市余山町・よやままち

　　２８８-００４７・千葉県銚子市若宮町・わかみやちよう

　　２８８-００６６・千葉県銚子市和田町・わだちよう

　　２７２-００００・千葉県市川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７２-０１４３・千葉県市川市相之川・あいのかわ

　　２７２-０１４４・千葉県市川市新井・あらい

　　２７２-０１０６・千葉県市川市伊勢宿・いせじゆく

　　２７２-００３４・千葉県市川市市川・いちかわ

　　２７２-００３３・千葉県市川市市川南・いちかわみなみ

　　２７２-０８３１・千葉県市川市稲越・いなごじ

　　２７２-０１３４・千葉県市川市入船・いりふね

　　２７２-００３２・千葉県市川市大洲・おおす

　　２７２-０８０５・千葉県市川市大野町・おおのまち

　　２７２-０８０１・千葉県市川市大町・おおまち

　　２７２-００２５・千葉県市川市大和田・おおわだ

　　２７２-０１０７・千葉県市川市押切・おしきり

　　２７２-００２２・千葉県市川市鬼越・おにごえ

　　２７２-００１５・千葉県市川市鬼高・おにたか

　　２７２-０１４２・千葉県市川市欠真間・かけまま

　　２７２-０８０２・千葉県市川市柏井町・かしわいまち

　　２７２-０１２４・千葉県市川市加藤新田・かとうしんでん

　　２７２-０１１２・千葉県市川市上妙典（１～９９９)・かみみようでん

　　２７２-００１２・千葉県市川市上妙典（その他）・かみみようでん(そのた)

　　２７２-０１０１・千葉県市川市河原・かわら

　　２７２-０１４１・千葉県市川市香取・かんどり

　　２７２-０８１５・千葉県市川市北方・きたかた

　　２７２-０８３６・千葉県市川市北国分・きたこくぶん

　　２７２-０１３３・千葉県市川市行徳駅前・ぎようとくえきまえ

　　２７２-０８２７・千葉県市川市国府台・こうのだい

　　２７２-００１３・千葉県市川市高谷・こうや



　　２７２-００１１・千葉県市川市高谷新町・こうやしんまち

　　２７２-０８３４・千葉県市川市国分・こくぶん

　　２７２-０１２３・千葉県市川市幸・さいわい

　　２７２-０１２７・千葉県市川市塩浜・しおはま

　　２７２-０１１４・千葉県市川市塩焼・しおやき

　　２７２-０１４５・千葉県市川市島尻・しまじり

　　２７２-０８２１・千葉県市川市下貝塚・しもかいつﾞか

　　２７２-０１０２・千葉県市川市下新宿・しもしんしゆく

　　２７２-０１１３・千葉県市川市下妙典・しもみようでん

　　２７２-００３５・千葉県市川市新田・しんでん

　　２７２-０１２１・千葉県市川市末広・すえひろ

　　２７２-０８２４・千葉県市川市菅野・すがの

　　２７２-０８２５・千葉県市川市須和田・すわだ

　　２７２-０１０５・千葉県市川市関ケ島・せきがしま

　　２７２-０８３２・千葉県市川市曽谷・そや

　　２７２-０８１４・千葉県市川市高石神・たかいしがみ

　　２７２-０１２５・千葉県市川市高浜町・たかはままち

　　２７２-０１２２・千葉県市川市宝・たから

　　２７２-００１４・千葉県市川市田尻・たじり

　　２７２-０１２６・千葉県市川市千鳥町・ちどりちよう

　　２７２-００２４・千葉県市川市稲荷木・とうかぎ

　　２７２-０１１５・千葉県市川市富浜・とみはま

　　２７２-０８３５・千葉県市川市中国分・なかこくぶん

　　２７２-０８１３・千葉県市川市中山・なかやま

　　２７２-０１３６・千葉県市川市新浜・にいはま

　　２７２-０００４・千葉県市川市原木・はﾞらき

　　２７２-００２６・千葉県市川市東大和田・ひがしおおわだ

　　２７２-０８３３・千葉県市川市東国分・ひがしこくぶん

　　２７２-０８２３・千葉県市川市東菅野・ひがしすがの

　　２７２-０００３・千葉県市川市東浜・ひがしはま

　　２７２-０１３５・千葉県市川市日之出・ひので

　　２７２-００３１・千葉県市川市平田・ひらた

　　２７２-０１４６・千葉県市川市広尾・ひろお

　　２７２-０１３７・千葉県市川市福栄・ふくえい

　　２７２-０００１・千葉県市川市二俣・ふたまた

　　２７２-０００２・千葉県市川市二俣新町・ふたまたしんまち

　　２７２-０８０３・千葉県市川市奉免町・ほうめまち

　　２７２-０８１１・千葉県市川市北方町・ほﾞつけまち

　　２７２-０８３７・千葉県市川市堀之内・ほりのうち

　　２７２-０１０３・千葉県市川市本行徳・ほんぎようとく

　　２７２-０１０４・千葉県市川市本塩・ほんしお

　　２７２-０８２６・千葉県市川市真間・まま

　　２７２-０１３１・千葉県市川市湊・みなと

　　２７２-０１３２・千葉県市川市湊新田・みなとしんでん

　　２７２-０８０４・千葉県市川市南大野・みなみおおの

　　２７２-０１３８・千葉県市川市南行徳・みなみぎようとく

　　２７２-００２３・千葉県市川市南八幡・みなみやわた

　　２７２-０８２２・千葉県市川市宮久保・みやくほﾞ

　　２７２-０１１１・千葉県市川市妙典・みようでん

　　２７２-０８１６・千葉県市川市本北方・もときたかた

　　２７２-００２１・千葉県市川市八幡・やわた

　　２７２-０８１２・千葉県市川市若宮・わかみや

　　２７３-００００・千葉県船橋市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７３-００４１・千葉県船橋市旭町・あさひちよう

　　２７３-０８６３・千葉県船橋市東町・あずまちよう

　　２７３-０００１・千葉県船橋市市場・いちはﾞ

　　２７３-００３９・千葉県船橋市印内・いんない

　　２７３-００２５・千葉県船橋市印内町・いんないちよう

　　２７４-００６６・千葉県船橋市大穴町・おおあなちよう

　　２７４-００６７・千葉県船橋市大穴南・おおあなみなみ

　　２７４-００６８・千葉県船橋市大穴北・おおあなきた

　　２７４-００８２・千葉県船橋市大神保町・おおじんほﾞうちよう

　　２７３-００２１・千葉県船橋市海神・かいじん

　　２７３-００２２・千葉県船橋市海神町・かいじんちよう

　　２７３-００２８・千葉県船橋市海神町東・かいじんちようひがじ

　　２７３-００２７・千葉県船橋市海神町西・かいじんちようにじ

　　２７３-００２４・千葉県船橋市海神町南・かいじんちようみなみ

　　２７３-００３２・千葉県船橋市葛飾町・かつしかちよう

　　２７３-０８５３・千葉県船橋市金杉・かなすぎ

　　２７３-０８５２・千葉県船橋市金杉台・かなすぎだい



　　２７３-０８５４・千葉県船橋市金杉町・かなすぎちよう

　　２７４-００５４・千葉県船橋市金堀町・かねほりちよう

　　２７３-００４６・千葉県船橋市上山町・かみやまちよう

　　２７３-０８６４・千葉県船橋市北本町・きたほんちよう

　　２７３-００４４・千葉県船橋市行田・ぎようだ

　　２７３-００４３・千葉県船橋市行田町・ぎようだちよう

　　２７４-００５５・千葉県船橋市楠が山町・くすがやまちよう

　　２７４-００５１・千葉県船橋市車方町・くるまがたちよう

　　２７４-０８０１・千葉県船橋市高野台・こうやだい

　　２７３-００３７・千葉県船橋市古作・こさく

　　２７３-００３８・千葉県船橋市古作町・こさくちよう

　　２７４-００８１・千葉県船橋市小野田町・このだちよう

　　２７０-１４７１・千葉県船橋市小室町・こむろちよう

　　２７３-０８６１・千葉県船橋市米ケ崎町・こめがさきちよう

　　２７４-００６１・千葉県船橋市古和釜町・こわがまちよう

　　２７３-００１８・千葉県船橋市栄町・さかえちよう

　　２７４-０８０７・千葉県船橋市咲が丘・さきがおか

　　２７３-００１６・千葉県船橋市潮見町・しおみちよう

　　２７４-０８１６・千葉県船橋市芝山・しはﾞやま

　　２７４-０８１４・千葉県船橋市新高根・しんたかね

　　２７４-００５６・千葉県船橋市神保町・じんほﾞうちよう

　　２７４-００５２・千葉県船橋市鈴身町・すずみちよう

　　２７３-０８６２・千葉県船橋市駿河台・するがだい

　　２７３-００１４・千葉県船橋市高瀬町・たかせちよう

　　２７４-００６５・千葉県船橋市高根台・たかねだい

　　２７４-０８１７・千葉県船橋市高根町・たかねちよう

　　２７４-００７４・千葉県船橋市滝台・たきだい

　　２７４-００７５・千葉県船橋市滝台町・たきだいちよう

　　２７４-００７３・千葉県船橋市田喜野井・たきのい

　　２７４-００６２・千葉県船橋市坪井町・つほﾞいちよう

　　２７４-００６０・千葉県船橋市坪井東・つほﾞいひがじ

　　２７４-００６９・千葉県船橋市坪井西・つほﾞいにじ

　　２７４-００５３・千葉県船橋市豊富町・とよとみちよう

　　２７４-０８２６・千葉県船橋市中野木・なかのき

　　２７３-０８６５・千葉県船橋市夏見・なつみ

　　２７３-０８６６・千葉県船橋市夏見台・なつみだい

　　２７３-０８６７・千葉県船橋市夏見町・なつみちよう

　　２７４-０８２１・千葉県船橋市七林町・ななはﾞやしちよう

　　２７４-００７１・千葉県船橋市習志野・ならしの

　　２７４-００６３・千葉県船橋市習志野台・ならしのだい

　　２７３-００１７・千葉県船橋市西浦・にしうら

　　２７４-０８１５・千葉県船橋市西習志野・にしならしの

　　２７３-００３１・千葉県船橋市西船・にしふな

　　２７４-０８２３・千葉県船橋市二宮・にのみや

　　２７４-０８２２・千葉県船橋市飯山満町・はさまちよう

　　２７３-００１２・千葉県船橋市浜町・はまちよう

　　２７３-００３６・千葉県船橋市東中山・ひがしなかやま

　　２７３-０００２・千葉県船橋市東船橋・ひがしふなはﾞじ

　　２７３-００１５・千葉県船橋市日の出・ひので

　　２７３-００４７・千葉県船橋市藤原・ふじわら

　　２７３-００３４・千葉県船橋市二子町・ふたごちよう

　　２７４-０８０５・千葉県船橋市二和東・ふたわひがじ

　　２７４-０８０６・千葉県船橋市二和西・ふたわにじ

　　２７３-００３３・千葉県船橋市本郷町・ほんごうちよう

　　２７３-０００５・千葉県船橋市本町・ほんちよう

　　２７４-０８２４・千葉県船橋市前原東・まえはﾞらひがじ

　　２７４-０８２５・千葉県船橋市前原西・まえはﾞらにじ

　　２７３-００４２・千葉県船橋市前貝塚町・まえかいつﾞかちよう

　　２７３-０８５１・千葉県船橋市馬込町・まごめちよう

　　２７３-０８５５・千葉県船橋市馬込西・まごめにじ

　　２７４-００６４・千葉県船橋市松が丘・まつがおか

　　２７３-００４８・千葉県船橋市丸山・まるやま

　　２７４-０８１２・千葉県船橋市三咲・みさき

　　２７４-０８１１・千葉県船橋市三咲町・みさきちよう

　　２７４-０８１８・千葉県船橋市緑台・みどりだい

　　２７３-００１１・千葉県船橋市湊町・みなとちよう

　　２７３-００２３・千葉県船橋市南海神・みなみかいじん

　　２７３-０００４・千葉県船橋市南本町・みなみほんちよう

　　２７４-０８１３・千葉県船橋市南三咲・みなみみさき

　　２７４-０８０４・千葉県船橋市みやぎ台・みやぎだい



　　２７４-００７２・千葉県船橋市三山・みやま

　　２７３-０００３・千葉県船橋市宮本・みやもと

　　２７３-００３５・千葉県船橋市本中山・もとなかやま

　　２７４-０８０２・千葉県船橋市八木が谷・やきがや

　　２７４-０８０３・千葉県船橋市八木が谷町・やきがやちよう

　　２７４-００７７・千葉県船橋市薬円台・やくえんだい

　　２７４-００７６・千葉県船橋市薬園台町・やくえんだいちよう

　　２７３-００４５・千葉県船橋市山手・やまて

　　２７３-００２６・千葉県船橋市山野町・やまのちよう

　　２７３-００１３・千葉県船橋市若松・わかまつ

　　２９４-００００・千葉県館山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９４-０２３５・千葉県館山市相浜・あいはま

　　２９４-００４３・千葉県館山市安布里・あぶり

　　２９４-０００５・千葉県館山市安東・あんどう

　　２９４-００１６・千葉県館山市飯沼・いいぬま

　　２９４-００２６・千葉県館山市出野尾・いでのお

　　２９４-０３１４・千葉県館山市伊戸・いと

　　２９４-００１２・千葉県館山市稲・いな

　　２９４-０２２６・千葉県館山市犬石・いぬいじ

　　２９４-００４２・千葉県館山市上野原・うえのはら

　　２９４-０００９・千葉県館山市江田・えだ

　　２９４-００４４・千葉県館山市大網・おおあみ

　　２９４-０００２・千葉県館山市大井・おおい

　　２９４-００３１・千葉県館山市大賀・おおか

　　２９４-００２５・千葉県館山市大戸・おおと

　　２９４-００２４・千葉県館山市岡田・おかだ

　　２９４-０３０６・千葉県館山市加賀名・かがな

　　２９４-００３２・千葉県館山市笠名・かさな

　　２９４-００２３・千葉県館山市神余・かなまり

　　２９４-００３８・千葉県館山市上真倉・かみさなぐら

　　２９４-００５２・千葉県館山市亀ケ原・かめがはら

　　２９４-００５７・千葉県館山市川名・かわな

　　２９４-０３０５・千葉県館山市見物・けんぶつ

　　２９４-０３０１・千葉県館山市香・こうやつ

　　２９４-００１８・千葉県館山市国分・こくぶ

　　２９４-０００７・千葉県館山市腰越・こしごえ

　　２９４-０３１２・千葉県館山市小沼・こぬま

　　２９４-００５８・千葉県館山市小原・こはﾞら

　　２９４-００１５・千葉県館山市古茂口・こもぐち

　　２９４-０３１１・千葉県館山市坂井・さかい

　　２９４-０３１３・千葉県館山市坂足・さかだる

　　２９４-００２９・千葉県館山市作名・さくな

　　２９４-０２２５・千葉県館山市佐野・さの

　　２９４-０３０２・千葉県館山市塩見・しおみ

　　２９４-００４８・千葉県館山市下真倉・しもさなぐら

　　２９４-００４６・千葉県館山市新宿・しんじゆく

　　２９４-０３１６・千葉県館山市洲崎・すのさき

　　２９４-０２２３・千葉県館山市洲宮・すのみや

　　２９４-０００６・千葉県館山市薗・その

　　２９４-０２３３・千葉県館山市大神宮・だいじんぐう

　　２９４-００４１・千葉県館山市高井・たかい

　　２９４-０００１・千葉県館山市竹原・たけわら

　　２９４-００３６・千葉県館山市館山・たてやま

　　２９４-０２３１・千葉県館山市中里・なかざと

　　２９４-００３７・千葉県館山市長須賀・ながすか

　　２９４-００５５・千葉県館山市那古・なご

　　２９４-００１７・千葉県館山市南条・なんじよう

　　２９４-０３１５・千葉県館山市西川名・にしかわな

　　２９４-００２７・千葉県館山市西長田・にしながた

　　２９４-００３４・千葉県館山市沼・ぬま

　　２９４-０３０７・千葉県館山市波左間・はさま

　　２９４-００２２・千葉県館山市畑・はた

　　２９４-０３０３・千葉県館山市浜田・はまだ

　　２９４-０３０４・千葉県館山市早物・はやぶつ

　　２９４-０３０８・千葉県館山市坂田・はﾞんだ

　　２９４-００２８・千葉県館山市東長田・ひがしながた

　　２９４-０００８・千葉県館山市広瀬・ひろせ

　　２９４-００３５・千葉県館山市富士見・ふじみ

　　２９４-０２２４・千葉県館山市藤原・ふじわら

　　２９４-００１１・千葉県館山市二子・ふたご



　　２９４-００５６・千葉県館山市船形・ふなかた

　　２９４-００１３・千葉県館山市宝貝・ほうがい

　　２９４-００４５・千葉県館山市北条・ほうじよう

　　２９４-００５３・千葉県館山市北条正木・ほうじようまさき

　　２９４-００５１・千葉県館山市正木・まさき

　　２９４-０００４・千葉県館山市水岡・みずおか

　　２９４-０００３・千葉県館山市水玉・みずたま

　　２９４-００５４・千葉県館山市湊・みなと

　　２９４-００３３・千葉県館山市宮城・みやぎ

　　２９４-０２２１・千葉県館山市布沼・めぬま

　　２９４-０２３４・千葉県館山市布良・めら

　　２９４-０２２２・千葉県館山市茂名・もな

　　２９４-００１４・千葉県館山市山本・やまもと

　　２９４-００２１・千葉県館山市山荻・やもおぎ

　　２９４-００４７・千葉県館山市八幡・やわた

　　２９４-０２３２・千葉県館山市竜岡・りゆうおか

　　２９２-００００・千葉県木更津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９２-００５５・千葉県木更津市朝日・あさひ

　　２９２-００６５・千葉県木更津市吾妻・あつﾞま

　　２９２-００２１・千葉県木更津市有吉・ありよじ

　　２９２-００２６・千葉県木更津市井尻・いじり

　　２９２-００３４・千葉県木更津市伊豆島・いずしま

　　２９２-００６１・千葉県木更津市岩根・いわね

　　２９２-００３３・千葉県木更津市犬成・いんなり

　　２９２-０００１・千葉県木更津市牛込・うしごめ

　　２９２-００１２・千葉県木更津市牛袋・うしぶくろ

　　２９２-００１１・千葉県木更津市牛袋野・うしぶくろの

　　２９２-０００７・千葉県木更津市瓜倉・うりくら

　　２９２-００６３・千葉県木更津市江川・えがわ

　　２９２-０２１１・千葉県木更津市大稲・おおいね

　　２９２-０８１５・千葉県木更津市大久保・おおくほﾞ

　　２９２-００４４・千葉県木更津市太田・おおだ

　　２９２-００２４・千葉県木更津市大寺・おおてら

　　２９２-０８３３・千葉県木更津市貝渕・かいふち

　　２９２-０８１８・千葉県木更津市かずさ鎌足・かずさかまたり

　　２９２-０００９・千葉県木更津市金田東・かねだひがじ

　　２９２-０８１３・千葉県木更津市上烏田・かみからすだ

　　２９２-０２１５・千葉県木更津市上根岸・かみねぎじ

　　２９２-００２２・千葉県木更津市上望陀・かみもうだ

　　２９２-０２０４・千葉県木更津市茅野・かやの

　　２９２-０２０２・千葉県木更津市茅野七曲・かやのななまがり

　　２９２-００５２・千葉県木更津市祇園・ぎおん

　　２９２-００５６・千葉県木更津市木更津・きさらつﾞ

　　２９２-０００６・千葉県木更津市北浜町・きたはまちよう

　　２９２-００５１・千葉県木更津市清川・きよかわ

　　２９２-００４５・千葉県木更津市清見台・きよみだい

　　２９２-００４１・千葉県木更津市清見台東・きよみだいひがじ

　　２９２-００４２・千葉県木更津市清見台南・きよみだいみなみ

　　２９２-０８１１・千葉県木更津市草敷・くさじき

　　２９２-０００４・千葉県木更津市久津間・くつﾞま

　　２９２-０００５・千葉県木更津市畔戸・くろと

　　２９２-０２１３・千葉県木更津市下内橋・げないはﾞじ

　　２９２-０８２７・千葉県木更津市港南台・こうなんだい

　　２９２-０８２４・千葉県木更津市小浜・こはﾞま

　　２９２-０８０３・千葉県木更津市幸町・さいわいちよう

　　２９９-０２７１・千葉県木更津市坂戸市場・さかどいちはﾞ

　　２９２-０８２２・千葉県木更津市桜井・さくらい

　　２９２-０８２３・千葉県木更津市桜井新町・さくらいしんまち

　　２９２-０８２１・千葉県木更津市桜町・さくらまち

　　２９２-００３２・千葉県木更津市笹子・ささご

　　２９２-０２０６・千葉県木更津市佐野・さの

　　２９２-０８３８・千葉県木更津市潮浜・しおはま

　　２９２-０８３４・千葉県木更津市潮見・しおみ

　　２９２-０８１６・千葉県木更津市下烏田・しもからすだ

　　２９２-０２０５・千葉県木更津市下郡・しもごおり

　　２９２-０２１７・千葉県木更津市下宮田・しもみやだ

　　２９２-００２３・千葉県木更津市下望陀・しももうだ

　　２９２-０８０１・千葉県木更津市請西・じようざい

　　２９２-０８０６・千葉県木更津市請西東・じようざいひがじ

　　２９２-０８０７・千葉県木更津市請西南・じようざいみなみ



　　２９２-００６６・千葉県木更津市新宿・しんじゆく

　　２９２-０８３２・千葉県木更津市新田・しんでん

　　２９２-０８３６・千葉県木更津市新港・しんみなと

　　２９２-００３６・千葉県木更津市菅生・すごう

　　２９２-０８０８・千葉県木更津市千束台・せんぞくだい

　　２９２-００２７・千葉県木更津市曽根・そね

　　２９２-００１６・千葉県木更津市高砂・たかさご

　　２９２-００１４・千葉県木更津市高柳・たかやなぎ

　　２９２-０２０７・千葉県木更津市田川・たがわ

　　２９２-００６７・千葉県木更津市中央・ちゆうおう

　　２９２-０８３５・千葉県木更津市築地・つきじ

　　２９２-００３１・千葉県木更津市椿・つはﾞき

　　２９２-００２５・千葉県木更津市十日市場・とおかいちはﾞ

　　２９２-０２１４・千葉県木更津市戸国・とくに

　　２９２-００３５・千葉県木更津市中尾・なかお

　　２９２-０８１７・千葉県木更津市中烏田・なかからすだ

　　２９２-００６４・千葉県木更津市中里・なかざと

　　２９２-０００８・千葉県木更津市中島・なかじま

　　２９２-００７１・千葉県木更津市中島地先海ほたる・なかじまちさきうみほたる

　　２９２-０００２・千葉県木更津市中野・なかの

　　２９２-０８３９・千葉県木更津市中の島・なかのしま

　　２９２-００５３・千葉県木更津市永井作・ながいさく

　　２９２-００５４・千葉県木更津市長須賀・ながすか

　　２９２-００６２・千葉県木更津市西岩根・にしいわね

　　２９２-０２１６・千葉県木更津市根岸・ねぎじ

　　２９２-０８２５・千葉県木更津市畑沢・はたざわ

　　２９２-０８２６・千葉県木更津市畑沢南・はたざわみなみ

　　２９２-０８１４・千葉県木更津市八幡台・はちまんだい

　　２９２-０８１９・千葉県木更津市羽鳥野・はとりの

　　２９２-００４３・千葉県木更津市東太田・ひがしおおだ

　　２９２-００５７・千葉県木更津市東中央・ひがしちゆうおう

　　２９２-００３７・千葉県木更津市日の出町・ひのでちよう

　　２９２-０８３１・千葉県木更津市富士見・ふじみ

　　２９２-０８０４・千葉県木更津市文京・ぶんきよう

　　２９２-００３８・千葉県木更津市ほたる野・ほたるの

　　２９２-００１５・千葉県木更津市本郷・ほんごう

　　２９２-０８０２・千葉県木更津市真舟・まふね

　　２９２-０２１２・千葉県木更津市真里・まり

　　２９２-０２０１・千葉県木更津市真里谷・まりやつ

　　２９２-０００３・千葉県木更津市万石・まんごく

　　２９２-０８３７・千葉県木更津市木材港・もくざいみなと

　　２９２-０８１２・千葉県木更津市矢那・やな

　　２９２-０８０５・千葉県木更津市大和・やまと

　　２９２-０２０３・千葉県木更津市山本七曲・やまもとななまがり

　　２９２-００１３・千葉県木更津市若葉町・わかはﾞちよう

　　２７０-００００・千葉県松戸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-２２２３・千葉県松戸市秋山・あきやま

　　２７１-００４３・千葉県松戸市旭町・あさひちよう

　　２７１-００７６・千葉県松戸市岩瀬・いわせ

　　２７０-０００６・千葉県松戸市大金平・おおがねだいら

　　２７０-２２２４・千葉県松戸市大橋・おおはじ

　　２７０-０００５・千葉県松戸市大谷口・おおやぐち

　　２７０-００３６・千葉県松戸市大谷口新田・おおやぐちしんでん

　　２７０-００１８・千葉県松戸市上総内・かずさうち

　　２７０-２２５１・千葉県松戸市金ケ作・かねがさく

　　２７０-２２２１・千葉県松戸市紙敷・かみしき

　　２７１-００６４・千葉県松戸市上本郷・かみほんごう

　　２７１-００９４・千葉県松戸市上矢切・かみやきり

　　２７０-２２５４・千葉県松戸市河原塚・かわらつﾞか

　　２７１-００６３・千葉県松戸市北松戸・きたまつど

　　２７０-２２１６・千葉県松戸市串崎新田・くしざきしんでん

　　２７０-２２１５・千葉県松戸市串崎南町・くしざきみなみちよう

　　２７０-００１２・千葉県松戸市久保平賀・くほﾞひらが

　　２７０-００２２・千葉県松戸市栗ケ沢・くりがさわ

　　２７１-００９７・千葉県松戸市栗山・くりやま

　　２７０-０００１・千葉県松戸市幸田・こうで

　　２７０-００１７・千葉県松戸市幸谷・こうや

　　２７１-００６８・千葉県松戸市古ケ崎・こがさき

　　２７０-００１４・千葉県松戸市小金・こがね

　　２７０-００１５・千葉県松戸市小金上総町・こがねかずさちよう



　　２７０-００１３・千葉県松戸市小金きよしケ丘・こがねきよしがおか

　　２７０-００１６・千葉県松戸市小金清志町・こがねきよしちよう

　　２７０-００２１・千葉県松戸市小金原・こがねはら

　　２７０-２２１３・千葉県松戸市五香・ごこう

　　２７０-２２１８・千葉県松戸市五香西・ごこうにじ

　　２７０-２２１２・千葉県松戸市五香南・ごこうみなみ

　　２７０-２２１１・千葉県松戸市五香六実・ごこうむつみ

　　２７１-００７３・千葉県松戸市小根本・こねもと

　　２７１-００９３・千葉県松戸市小山・こやま

　　２７１-００７５・千葉県松戸市胡録台・ころくだい

　　２７１-００６２・千葉県松戸市栄町・さかえちよう

　　２７１-００６１・千葉県松戸市栄町西・さかえちようにじ

　　２７１-００４１・千葉県松戸市七右衛門新田・しちうえもんしんでん

　　２７１-００９６・千葉県松戸市下矢切・しもやきり

　　２７１-００５２・千葉県松戸市新作・しんざく

　　２７０-００３４・千葉県松戸市新松戸・しんまつど

　　２７０-００３３・千葉県松戸市新松戸東・しんまつどひがじ

　　２７０-００３５・千葉県松戸市新松戸南・しんまつどみなみ

　　２７０-００３２・千葉県松戸市新松戸北・しんまつどきた

　　２７０-２２５２・千葉県松戸市千駄堀・せんだほﾞり

　　２７０-２２２２・千葉県松戸市高塚新田・たかつかしんでん

　　２７０-２２０２・千葉県松戸市高柳・たかやなぎ

　　２７０-２２０１・千葉県松戸市高柳新田・たかやなぎしんでん

　　２７１-００７２・千葉県松戸市竹ケ花・たけがはな

　　２７１-００７１・千葉県松戸市竹ケ花西町・たけがはなにしまち

　　２７０-２２５５・千葉県松戸市田中新田・たなかしんでん

　　２７０-２２６１・千葉県松戸市常盤平・ときわだいら

　　２７０-２２６５・千葉県松戸市常盤平陣屋前・ときわだいらじんやまえ

　　２７０-２２６６・千葉県松戸市常盤平西窪町・ときわだいらにしくほﾞちよう

　　２７０-２２６２・千葉県松戸市常盤平双葉町・ときわだいらふたはﾞちよう

　　２７０-２２６４・千葉県松戸市常盤平松葉町・ときわだいらまつはﾞちよう

　　２７０-２２６３・千葉県松戸市常盤平柳町・ときわだいらやなぎちよう

　　２７０-０００４・千葉県松戸市殿平賀・とのひらが

　　２７０-２２４２・千葉県松戸市仲井町・なかいちよう

　　２７０-０００７・千葉県松戸市中金杉・なかかなすぎ

　　２７１-００５３・千葉県松戸市中根・なかね

　　２７１-００５４・千葉県松戸市中根長津町・なかねながつちよう

　　２７１-００９５・千葉県松戸市中矢切・なかやきり

　　２７０-００２５・千葉県松戸市中和倉・なかわくら

　　２７１-００４４・千葉県松戸市西馬橋・にしまはﾞじ

　　２７１-００４５・千葉県松戸市西馬橋相川町・にしまはﾞしあいかわちよう

　　２７１-００４６・千葉県松戸市西馬橋蔵元町・にしまはﾞしくらもとちよう

　　２７１-００４７・千葉県松戸市西馬橋幸町・にしまはﾞしさいわいちよう

　　２７１-００４８・千葉県松戸市西馬橋広手町・にしまはﾞしひろてちよう

　　２７１-００８８・千葉県松戸市二十世紀が丘柿の木町・にじゆつせいきがおかかきのきちよう

　　２７１-００８２・千葉県松戸市二十世紀が丘戸山町・にじゆつせいきがおかとやまちよう

　　２７１-００８５・千葉県松戸市二十世紀が丘中松町・にじゆつせいきがおかなかまつちよう

　　２７１-００８３・千葉県松戸市二十世紀が丘梨元町・にじゆつせいきがおかなしもとちよう

　　２７１-００８６・千葉県松戸市二十世紀が丘萩町・にじゆつせいきがおかはぎちよう

　　２７１-００８４・千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町・にじゆつせいきがおかまるやまちよう

　　２７１-００８１・千葉県松戸市二十世紀が丘美野里町・にじゆつせいきがおかみのりちよう

　　２７０-００１１・千葉県松戸市根木内・ねぎうち

　　２７１-００７７・千葉県松戸市根本・ねもと

　　２７０-２２４３・千葉県松戸市野菊野・のぎくの

　　２７０-００２３・千葉県松戸市八ケ崎・はちがさき

　　２７０-００２４・千葉県松戸市八ケ崎緑町・はちがさきみどりちよう

　　２７０-２２１７・千葉県松戸市初富飛地・はつとみとびち

　　２７０-０００３・千葉県松戸市東平賀・ひがしひらが

　　２７０-２２２５・千葉県松戸市東松戸・ひがしまつど

　　２７０-２２５３・千葉県松戸市日暮・ひぐらじ

　　２７１-００６７・千葉県松戸市樋野口・ひのくち

　　２７０-０００２・千葉県松戸市平賀・ひらが

　　２７０-００２７・千葉県松戸市二ツ木・ふたつぎ

　　２７０-００２８・千葉県松戸市二ツ木二葉町・ふたつぎふたはﾞちよう

　　２７１-００９１・千葉県松戸市本町・ほんちよう

　　２７０-２２６７・千葉県松戸市牧の原・まきのはら

　　２７１-００９２・千葉県松戸市松戸・まつど

　　２７０-２２４１・千葉県松戸市松戸新田・まつどしんでん

　　２７０-２２１４・千葉県松戸市松飛台・まつひだい

　　２７１-００５１・千葉県松戸市馬橋・まはﾞじ



　　２７０-００２６・千葉県松戸市三ケ月・みこぜ

　　２７１-００７４・千葉県松戸市緑ケ丘・みどりがおか

　　２７１-００６５・千葉県松戸市南花島・みなみはなしま

　　２７０-２２３１・千葉県松戸市稔台・みのりだい

　　２７１-００８７・千葉県松戸市三矢小台・みやこだい

　　２７０-２２０４・千葉県松戸市六実・むつみ

　　２７１-００４２・千葉県松戸市主水新田・もんとしんでん

　　２７０-００３１・千葉県松戸市横須賀・よこすか

　　２７１-００６６・千葉県松戸市吉井町・よしいちよう

　　２７０-２２０３・千葉県松戸市六高台・ろつこうだい

　　２７０-２２０５・千葉県松戸市六高台西・ろつこうだいにじ

　　２７０-２２３２・千葉県松戸市和名ケ谷・わながや

　　２７８-００００・千葉県野田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-０２３９・千葉県野田市泉・いずみ

　　２７８-００２５・千葉県野田市今上・いまがみ

　　２７８-００５５・千葉県野田市岩名・いわな

　　２７８-００１７・千葉県野田市大殿井・おおどのい

　　２７０-０２２３・千葉県野田市岡田・おかだ

　　２７０-０２３５・千葉県野田市尾崎・おさき

　　２７０-０２３８・千葉県野田市尾崎台・おさきだい

　　２７０-０２２７・千葉県野田市親野井・おやのい

　　２７０-０２３１・千葉県野田市小山・おやま

　　２７０-０２１４・千葉県野田市柏寺・かしわでら

　　２７８-００５２・千葉県野田市春日町・かすがちよう

　　２７８-０００７・千葉県野田市金杉・かなすぎ

　　２７８-００１３・千葉県野田市上三ケ尾・かみさんがお

　　２７８-００３３・千葉県野田市上花輪・かみはなわ

　　２７８-００３４・千葉県野田市上花輪新町・かみはなわしんまち

　　２７８-０００２・千葉県野田市木野崎・きのさき

　　２７０-０２２２・千葉県野田市木間ケ瀬・きまがせ

　　２７０-０２１３・千葉県野田市桐ケ作・きりがさく

　　２７８-００５７・千葉県野田市光葉町・こうようちよう

　　２７８-００５４・千葉県野田市五木・ごき

　　２７８-００５６・千葉県野田市五木新田・ごきしんでん

　　２７８-００５３・千葉県野田市五木新町・ごきしんまち

　　２７０-０２２１・千葉県野田市古布内・こぶうち

　　２７８-００４５・千葉県野田市座生・ざおう

　　２７８-００２８・千葉県野田市桜木・さくらぎ

　　２７８-００３２・千葉県野田市桜台・さくらだい

　　２７８-００４８・千葉県野田市桜の里・さくらのさと

　　２７８-００４３・千葉県野田市清水・しみず

　　２７８-００４７・千葉県野田市清水公園東・しみずこうえんひがじ

　　２７８-００１４・千葉県野田市下三ケ尾・しもさんがお

　　２７０-０２０４・千葉県野田市関宿内町・せきやどうちまち

　　２７０-０２０５・千葉県野田市関宿江戸町・せきやどえどまち

　　２７０-０２０１・千葉県野田市関宿三軒家・せきやどさんげんや

　　２７０-０２０２・千葉県野田市関宿台町・せきやどだいまち

　　２７０-０２０３・千葉県野田市関宿元町・せきやどもとまち

　　２７０-０２０６・千葉県野田市関宿町・せきやどまち

　　２７８-００１２・千葉県野田市瀬戸・せと

　　２７８-００４４・千葉県野田市堤台・つつみだい

　　２７８-００２１・千葉県野田市堤根・つつみね

　　２７８-００３８・千葉県野田市つつみ野・つつみの

　　２７８-０００３・千葉県野田市鶴奉・つるほう

　　２７０-０２３７・千葉県野田市中里・なかざと

　　２７０-０２１５・千葉県野田市中戸・なかと

　　２７８-００３１・千葉県野田市中根・なかね

　　２７８-００３５・千葉県野田市中野台・なかのだい

　　２７８-００３６・千葉県野田市中野台鹿島町・なかのだいかしまちよう

　　２７８-００５１・千葉県野田市七光台・ななこうだい

　　２７０-０２２９・千葉県野田市なみき・なみき

　　２７０-０２２８・千葉県野田市次木・なみき

　　２７０-０２１６・千葉県野田市西高野・にしごうや

　　２７８-００１５・千葉県野田市西三ケ尾・にしさんがお

　　２７０-０２１２・千葉県野田市新田戸・につたど

　　２７８-００３７・千葉県野田市野田・のだ

　　２７８-００２６・千葉県野田市花井・はない

　　２７０-０２１７・千葉県野田市はやま・はやま

　　２７８-００４１・千葉県野田市蕃昌・はﾞんしよう

　　２７０-０２３６・千葉県野田市東金野井・ひがしかなのい



　　２７０-０２１１・千葉県野田市東高野・ひがしごうや

　　２７０-０２２６・千葉県野田市東宝珠花・ひがしほうしゆはﾞな

　　２７０-０２３４・千葉県野田市日の出町・ひのでちよう

　　２７０-０２２５・千葉県野田市平井・ひらい

　　２７８-００１６・千葉県野田市二ツ塚・ふたつか

　　２７０-０２３３・千葉県野田市船形・ふなかた

　　２７０-０２２４・千葉県野田市丸井・まるい

　　２７８-００２７・千葉県野田市みずき・みずき

　　２７８-００１１・千葉県野田市三ツ堀・みつほﾞり

　　２７８-０００５・千葉県野田市宮崎・みやざき

　　２７０-０２３２・千葉県野田市莚打・むしろうち

　　２７８-０００１・千葉県野田市目吹・めふき

　　２７８-００４６・千葉県野田市谷津・やつ

　　２７８-０００６・千葉県野田市柳沢・やなぎさわ

　　２７８-００２２・千葉県野田市山崎・やまざき

　　２７８-００２４・千葉県野田市山崎梅の台・やまざきうめのだい

　　２７８-００２３・千葉県野田市山崎貝塚町・やまざきかいつﾞかちよう

　　２７８-００２９・千葉県野田市山崎新町・やまざきしんまち

　　２７８-０００４・千葉県野田市横内・よこうち

　　２７８-００４２・千葉県野田市吉春・よしはる

　　２９７-００００・千葉県茂原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-４１０６・千葉県茂原市粟生野・あおの

　　２９７-００６６・千葉県茂原市芦網・あしあみ

　　２９７-００５８・千葉県茂原市石神・いしがみ

　　２９７-００６２・千葉県茂原市内長谷・うちながや

　　２９９-４１１５・千葉県茂原市榎神房・えのきかんほﾞう

　　２９９-４１１８・千葉県茂原市榎神房飛地・えのきかんほﾞうとびち

　　２９９-４１２５・千葉県茂原市大沢・おおさわ

　　２９７-００３３・千葉県茂原市大芝・おおしはﾞ

　　２９７-００７２・千葉県茂原市大登・おおのほﾞり

　　２９７-００７５・千葉県茂原市押日・おしび

　　２９９-４１２７・千葉県茂原市桂・かつら

　　２９９-４１２８・千葉県茂原市桂飛地・かつらとびち

　　２９９-４１２４・千葉県茂原市上太田・かみおおだ

　　２９７-００３６・千葉県茂原市上永吉・かみながよじ

　　２９７-００５２・千葉県茂原市上茂原・かみもはﾞら

　　２９９-４１１１・千葉県茂原市萱場・かやはﾞ

　　２９７-００１４・千葉県茂原市川島飛地・かわしまとびち

　　２９７-００１９・千葉県茂原市上林・かんはﾞやじ

　　２９７-００１６・千葉県茂原市木崎・きさき

　　２９７-０００３・千葉県茂原市北高根飛地・きたたかねとびち

　　２９７-０００９・千葉県茂原市北塚・きたつﾞか

　　２９７-００７１・千葉県茂原市黒戸・くろど

　　２９７-００６７・千葉県茂原市国府関・こうせき

　　２９９-４１１７・千葉県茂原市小萱場・こかやはﾞ

　　２９７-０００４・千葉県茂原市小轡・こぐつわ

　　２９７-０００７・千葉県茂原市腰当・こしあて

　　２９７-００７４・千葉県茂原市小林・こはﾞやじ

　　２９７-００４１・千葉県茂原市猿袋・さるぶくろ

　　２９７-００４２・千葉県茂原市三ケ谷・さんがや

　　２９９-４１２６・千葉県茂原市柴名・しはﾞな

　　２９７-０００８・千葉県茂原市渋谷・しぶや

　　２９９-４１０１・千葉県茂原市清水・しみず

　　２９９-４１２３・千葉県茂原市下太田・しもおおだ

　　２９７-００３５・千葉県茂原市下永吉・しもながよじ

　　２９７-００７６・千葉県茂原市庄吉・しようよじ

　　２９７-０００６・千葉県茂原市新小轡・しんこぐつわ

　　２９７-００５３・千葉県茂原市墨田・すみだ

　　２９９-４１０３・千葉県茂原市千沢・せんざわ

　　２９７-０００２・千葉県茂原市千町・せんちよう

　　２９７-００４４・千葉県茂原市台田・だいだ

　　２９７-００２９・千葉県茂原市高師・たかじ

　　２９７-００７８・千葉県茂原市高師台・たかしだい

　　２９７-００２１・千葉県茂原市高師町・たかしちよう

　　２９９-４１１６・千葉県茂原市高田・たかだ

　　２９７-００４３・千葉県茂原市立木・たちき

　　２９７-００５７・千葉県茂原市中善寺・ちゆうぜんじ

　　２９７-００２７・千葉県茂原市中部・ちゆうぶ

　　２９７-００２３・千葉県茂原市千代田町・ちよだちよう

　　２９７-００５５・千葉県茂原市綱島・つなしま



　　２９７-００１７・千葉県茂原市東郷・とうごう

　　２９７-００２８・千葉県茂原市道表・どうびよう

　　２９７-００１５・千葉県茂原市東部台・とうぶだい

　　２９７-００１３・千葉県茂原市中之郷飛地・なかのごうとびち

　　２９７-００３４・千葉県茂原市中の島町・なかのしまちよう

　　２９７-００７３・千葉県茂原市長尾・ながお

　　２９７-００３８・千葉県茂原市長清水・ながしみず

　　２９７-００６３・千葉県茂原市長谷・ながや

　　２９７-０００１・千葉県茂原市七渡・ななわたり

　　２９９-４１２９・千葉県茂原市にいはる工業団地・にいはるこうぎようだんち

　　２９９-４１１２・千葉県茂原市西野・にしの

　　２９７-００１８・千葉県茂原市萩原町・はぎわらちよう

　　２９７-００３７・千葉県茂原市早野・はやの

　　２９７-００３１・千葉県茂原市早野新田・はやのしんでん

　　２９７-００３２・千葉県茂原市東茂原・ひがしもはﾞら

　　２９９-４１１３・千葉県茂原市法目・ほうめ

　　２９７-０００５・千葉県茂原市本小轡・ほんこぐつわ

　　２９９-４１１４・千葉県茂原市本納・ほんのう

　　２９７-００２２・千葉県茂原市町保・まちほﾞ

　　２９７-００７７・千葉県茂原市真名・まんな

　　２９９-４１０２・千葉県茂原市御蔵芝・みくらしはﾞ

　　２９７-００６５・千葉県茂原市緑ケ丘・みどりがおか

　　２９７-００２５・千葉県茂原市緑町・みどりちよう

　　２９９-４１０４・千葉県茂原市南吉田・みなみよしだ

　　２９７-００６４・千葉県茂原市箕輪・みのわ

　　２９７-００１２・千葉県茂原市六ツ野・むつの

　　２９７-００２６・千葉県茂原市茂原・もはﾞら

　　２９７-００３９・千葉県茂原市茂原西・もはﾞらにじ

　　２９７-００４５・千葉県茂原市野牛・やぎゆう

　　２９７-００２４・千葉県茂原市八千代・やちよ

　　２９７-００６１・千葉県茂原市山崎・やまさき

　　２９７-００１１・千葉県茂原市谷本・やもと

　　２９７-００５４・千葉県茂原市八幡原・やわたはﾞら

　　２９７-００７９・千葉県茂原市ゆたか・ゆたか

　　２９９-４１０５・千葉県茂原市弓渡・ゆみわたじ

　　２９９-４１２２・千葉県茂原市吉井上・よしいかみ

　　２９９-４１２１・千葉県茂原市吉井下・よしいしも

　　２９７-００５６・千葉県茂原市六田台・ろくただい

　　２９７-００５１・千葉県茂原市鷲巣・わしのす

　　２８６-００００・千葉県成田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-０１１２・千葉県成田市青山・あおやま

　　２８６-０８３２・千葉県成田市赤荻・あかおぎ

　　２８６-００１７・千葉県成田市赤坂・あかさか

　　２８６-０８３１・千葉県成田市芦田・あしだ

　　２８６-００２５・千葉県成田市東町・あずまちよう

　　２８６-００１８・千葉県成田市吾妻・あつﾞま

　　２８６-０８１８・千葉県成田市荒海・あらうみ

　　２８６-０８０３・千葉県成田市安西・あんさい

　　２８６-００４１・千葉県成田市飯田町・いいだちよう

　　２８６-００４６・千葉県成田市飯仲・いいなか

　　２８６-００３５・千葉県成田市囲護台・いごだい

　　２８６-０８１１・千葉県成田市磯部・いそべ

　　２８７-０２０４・千葉県成田市伊能・いのう

　　２８６-０８１３・千葉県成田市飯岡・いのおか

　　２８６-００２９・千葉県成田市ウイング土屋・ういんぐつちや

　　２８７-０２３５・千葉県成田市臼作・うすくり

　　２８６-００４７・千葉県成田市江弁須・えべす

　　２８６-０８１７・千葉県成田市大生・おおう

　　２８６-０１２２・千葉県成田市大清水・おおしみず

　　２８９-０１２１・千葉県成田市大菅・おおすげ

　　２８６-０８４１・千葉県成田市大竹・おおだけ

　　２８７-０２１３・千葉県成田市大沼・おおぬま

　　２８６-００４３・千葉県成田市大袋・おおぶくろ

　　２８６-０８２１・千葉県成田市大室・おおむろ

　　２８６-０１３１・千葉県成田市大山・おおやま

　　２８９-０１０９・千葉県成田市大和田・おおわだ

　　２８６-０８４５・千葉県成田市押畑・おしはた

　　２８９-０１０６・千葉県成田市小野・おの

　　２８６-００３２・千葉県成田市上町・かみちよう

　　２８６-０８４２・千葉県成田市上福田・かみふくだ



　　２８６-００３６・千葉県成田市加良部・からべ

　　２８７-０２４４・千葉県成田市川上・かわかみ

　　２８６-０１２５・千葉県成田市川栗・かわぐり

　　２８７-０２２１・千葉県成田市官林・かんりん

　　２８６-０００６・千葉県成田市北須賀・きたすか

　　２８６-０８０７・千葉県成田市北羽鳥・きたはどり

　　２８２-００１０・（成田国際空港内）・きちおか

　　２８７-０２２５・千葉県成田市吉岡（その他）・きちおか(そのた)

　　２８２-０００５・（成田国際空港内）・きのね

　　２８６-０１０５・千葉県成田市木の根（その他）・きのね(そのた)

　　２８７-０２３２・千葉県成田市久井崎・くいざき

　　２８６-０８１９・千葉県成田市久住中央・くずみちゆうおう

　　２８６-０１３６・千葉県成田市久米・くめ

　　２８６-０１２６・千葉県成田市久米野・くめの

　　２８９-０１１３・千葉県成田市倉水・くらみず

　　２８６-０８２３・千葉県成田市小泉・こいずみ

　　２８６-００４８・千葉県成田市公津の杜・こうつﾞのもり

　　２８６-００１４・千葉県成田市郷部・ごうぶ

　　２８６-０１３７・千葉県成田市御所の内・ごしよのうち

　　２８２-００２７・（成田国際空港内）・こすげ

　　２８６-０１２７・千葉県成田市小菅（その他）・こすげ(そのた)

　　２８９-０１０１・千葉県成田市小浮・こぶけ

　　２８２-００２１・（成田国際空港内）・こまいの

　　２８６-０１２１・千葉県成田市駒井野（その他）・こまいの(そのた)

　　２８６-００２８・千葉県成田市幸町・さいわいちよう

　　２８７-０２１７・千葉県成田市桜田・さくらだ

　　２８６-０８０８・千葉県成田市佐野・さの

　　２８９-０１０７・千葉県成田市猿山・さるやま

　　２８６-０１１６・千葉県成田市三里塚御料・さんりつﾞかごりよう

　　２８６-０１１７・千葉県成田市三里塚光ケ丘・さんりつﾞかひかりがおか

　　２８９-０１１５・千葉県成田市地蔵原新田・じぞうはらしんでん

　　２８２-００１１・千葉県成田市三里塚（御料牧場・）・さんりつﾞか

　　２８２-００１１・（成田国際空港内）・さんりつﾞか

　　２８６-０１１１・千葉県成田市三里塚（その他）・さんりつﾞか(そのた)

　　２８６-０００５・千葉県成田市下方・したかた

　　２８６-０８２２・千葉県成田市芝・しはﾞ

　　２８７-０２０１・千葉県成田市柴田・しはﾞた

　　２８６-０８３６・千葉県成田市下金山・しもかなやま

　　２８６-０８４３・千葉県成田市下福田・しもふくだ

　　２８６-０８２５・千葉県成田市新泉・しんいずみ

　　２８９-０１２６・千葉県成田市新川・しんかわ

　　２８６-０１２３・千葉県成田市新駒井野・しんこまいの

　　２８７-０２２４・千葉県成田市新田・しんでん

　　２８６-００３１・千葉県成田市新町・しんまち

　　２８６-０８３５・千葉県成田市関戸・せきど

　　２８７-０２０６・千葉県成田市浅間・せんげん

　　２８６-０００４・千葉県成田市宗吾・そうご

　　２８７-０２４３・千葉県成田市大栄十余三・たいえいとよみ

　　２８６-０００３・千葉県成田市台方・だいかた

　　２８９-０１０３・千葉県成田市高・たか

　　２８９-０１０８・千葉県成田市高岡・たかおか

　　２８９-０１２２・千葉県成田市高倉・たかくら

　　２８６-０８４４・千葉県成田市宝田・たからだ

　　２８６-０８０１・千葉県成田市竜台・たつだい

　　２８６-００２４・千葉県成田市田町・たまち

　　２８６-００１１・千葉県成田市玉造・たまつくり

　　２８７-０２４２・千葉県成田市多良貝・たらがい

　　２８６-０８１５・千葉県成田市土室・つちむろ

　　２８６-００２１・千葉県成田市土屋・つちや

　　２８７-０２３６・千葉県成田市津富浦・つぶうら

　　２８６-００２２・千葉県成田市寺台・てらだい

　　２８２-０００２・（成田国際空港内）・てんじんみね

　　２８６-０１０２・千葉県成田市天神峰（その他）・てんじんみね(そのた)

　　２８２-０００１・千葉県成田市天浪・てんなみ

　　２８７-０２３３・千葉県成田市稲荷山・とうかやま

　　２８２-０００３・千葉県成田市東峰（成田国際空港内）・とうほう

　　２８６-０１０３・千葉県成田市東峰（その他）・とうほう(そのた)

　　２８６-０１３４・千葉県成田市東和田・とうわだ

　　２８７-０２１１・千葉県成田市所・ところ

　　２８２-０００６・千葉県成田市取香（成田国際空港内）・とつこう



　　２８６-０１０６・千葉県成田市取香（その他）・とつこう(そのた)

　　２８９-０１０４・千葉県成田市冬父・とぶ

　　２８２-０００９・千葉県成田市十余三（成田国際空港内）・とよみ

　　２８６-０１０１・千葉県成田市十余三（その他）・とよみ(そのた)

　　２８９-０１０５・千葉県成田市中里・なかざと

　　２８６-００１５・千葉県成田市中台・なかだい

　　２８７-０２３７・千葉県成田市中野・なかの

　　２８６-００２７・千葉県成田市仲町・なかまち

　　２８９-０１１１・千葉県成田市名木・なぎ

　　２８９-０１１６・千葉県成田市名古屋・なごや

　　２８７-０２１６・千葉県成田市南敷・なじき

　　２８７-０２０５・千葉県成田市奈土・など

　　２８９-０１１７・千葉県成田市七沢・ななさわ

　　２８６-０１０８・千葉県成田市長田・ながた

　　２８６-０８０４・千葉県成田市長沼・ながぬま

　　２８６-００４５・千葉県成田市並木町・なみきちよう

　　２８９-０１２５・千葉県成田市滑川・なめがわ

　　２８６-００２３・千葉県成田市成田・なりた

　　２８９-０１１４・千葉県成田市成井・なるい

　　２８６-０８１６・千葉県成田市成毛・なるげ

　　２８６-０８０６・千葉県成田市南部・なんぶ

　　２８６-００４２・千葉県成田市南平台・なんへﾟいだい

　　２８６-０８２７・千葉県成田市西和泉・にしいずみ

　　２８９-０１２４・千葉県成田市西大須賀・にしおおすか

　　２８６-０１１５・千葉県成田市西三里塚・にしさんりつﾞか

　　２８６-０８３７・千葉県成田市新妻・につつま

　　２８６-０８２４・千葉県成田市野毛平・のげだいら

　　２８９-０１０２・千葉県成田市野馬込・のまごめ

　　２８６-００３７・千葉県成田市橋賀台・はしかだい

　　２８６-０１２４・千葉県成田市畑ケ田・はたけだ

　　２８６-０８１４・千葉県成田市幡谷・はたや

　　２８６-００３３・千葉県成田市花崎町・はなざきちよう

　　２８６-０００７・千葉県成田市はなのき台・はなのきだい

　　２８６-０１３２・千葉県成田市馬場・はﾞはﾞ

　　２８６-０８２６・千葉県成田市東和泉・ひがしいずみ

　　２８６-０８３３・千葉県成田市東金山・ひがしかなやま

　　２８２-００１２・千葉県成田市東三里塚（成田国際空港内）・ひがしさんりつﾞか

　　２８６-０１１２・千葉県成田市東三里塚（その他）・ひがしさんりつﾞか(そのた)

　　２８７-０２１２・千葉県成田市東ノ台・ひがしのだい

　　２８７-０２２７・千葉県成田市一坪田・ひとつほﾞた

　　２８６-００４４・千葉県成田市不動ケ岡・ふどうがおか

　　２８６-０００１・千葉県成田市船形・ふなかた

　　２８２-０００４・千葉県成田市古込（成田国際空港内）・ふるごめ

　　２８６-０１０４・千葉県成田市古込（その他）・ふるごめ(そのた)

　　２８７-０２０２・千葉県成田市堀籠・ほうめ

　　２８６-０８０２・千葉県成田市北部・ほくぶ

　　２８２-０００７・千葉県成田市堀之内（成田国際空港内）・ほりのうち

　　２８６-０１０７・千葉県成田市堀之内（その他）・ほりのうち(そのた)

　　２８６-０１１８・千葉県成田市本三里塚・ほんさんりつﾞか

　　２８６-０１１４・千葉県成田市本城・ほんじよう

　　２８６-００２６・千葉県成田市本町・ほんちよう

　　２８７-０２２２・千葉県成田市前林・まえはﾞやじ

　　２８７-０２１５・千葉県成田市馬乗里・まじようり

　　２８７-０２３４・千葉県成田市松子・まつこ

　　２８６-００３４・千葉県成田市馬橋・まはﾞじ

　　２８６-０８４６・千葉県成田市松崎・まんざき

　　２８６-００１３・千葉県成田市美郷台・みさとだい

　　２８６-０８１２・千葉県成田市水掛・みずかけ

　　２８７-０２４１・千葉県成田市水の上・みずのかみ

　　２８６-０１１３・千葉県成田市南三里塚・みなみさんりつﾞか

　　２８６-０８０５・千葉県成田市南羽鳥・みなみはどり

　　２８７-０２０３・千葉県成田市村田・むらた

　　２８６-０００２・千葉県成田市八代・やつしろ

　　２８６-００１２・千葉県成田市山口・やまぐち

　　２８６-０１３５・千葉県成田市山之作・やまのさく

　　２８７-０２１４・千葉県成田市横山・よこやま

　　２８６-０１３３・千葉県成田市吉倉・よしくら

　　２８９-０１２３・千葉県成田市四谷・よつや

　　２８６-００１６・千葉県成田市米野・よねの

　　２８６-０８３４・千葉県成田市和田・わだ



　　２８５-００００・千葉県佐倉市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８５-０８５２・千葉県佐倉市青菅・あおすげ

　　２８５-０８３５・千葉県佐倉市畔田・あぜた

　　２８５-００６４・千葉県佐倉市天辺・あまべ

　　２８５-０８３２・千葉県佐倉市飯重・いいじゆう

　　２８５-００３２・千葉県佐倉市飯田・いいだ

　　２８５-００３１・千葉県佐倉市飯田台・いいだだい

　　２８５-００７６・千葉県佐倉市飯塚・いいつﾞか

　　２８５-０００３・千葉県佐倉市飯野・いいの

　　２８５-０００９・千葉県佐倉市飯野町・いいのまち

　　２８５-０８１３・千葉県佐倉市石川・いしかわ

　　２８５-０８６４・千葉県佐倉市稲荷台・いなりだい

　　２８５-０８５５・千葉県佐倉市井野・いの

　　２８５-０８５６・千葉県佐倉市井野町・いのまち

　　２８５-００７１・千葉県佐倉市岩富・いわとみ

　　２８５-００７２・千葉県佐倉市岩富町・いわとみまち

　　２８５-０００４・千葉県佐倉市岩名・いわな

　　２８５-０８２２・千葉県佐倉市印南・いんなん

　　２８５-０８６３・千葉県佐倉市臼井・うすい

　　２８５-０８６１・千葉県佐倉市臼井田・うすいた

　　２８５-０８６６・千葉県佐倉市臼井台・うすいだい

　　２８５-００７７・千葉県佐倉市内田・うちだ

　　２８５-００２４・千葉県佐倉市裏新町・うらしんまち

　　２８５-００５５・千葉県佐倉市瓜坪新田・うりつほﾞしんでん

　　２８５-０８２４・千葉県佐倉市江原・えはﾞら

　　２８５-０８２３・千葉県佐倉市江原新田・えはﾞらしんでん

　　２８５-０８２５・千葉県佐倉市江原台・えはﾞらだい

　　２８５-０８３７・千葉県佐倉市王子台・おうじだい

　　２８５-０８１７・千葉県佐倉市大崎台・おおさきだい

　　２８５-０８０２・千葉県佐倉市大作・おおさく

　　２８５-００４１・千葉県佐倉市大佐倉・おおざくら

　　２８５-０８０６・千葉県佐倉市大篠塚・おおしのつﾞか

　　２８５-００４３・千葉県佐倉市大蛇町・おおじやまち

　　２８５-０８０８・千葉県佐倉市太田・おおた

　　２８５-０８５３・千葉県佐倉市小竹・おだけ

　　２８５-０８３６・千葉県佐倉市生谷・おぶかい

　　２８５-０８１１・千葉県佐倉市表町・おもてちよう

　　２８５-００１３・千葉県佐倉市海隣寺町・かいりんじまち

　　２８５-０８２１・千葉県佐倉市角来・かくらい

　　２８５-０００８・千葉県佐倉市鹿島干拓・かしまかんたく

　　２８５-００２６・千葉県佐倉市鏑木仲田町・かぶらぎなかたまち

　　２８５-００２５・千葉県佐倉市鏑木町・かぶらぎまち

　　２８５-００５４・千葉県佐倉市上勝田・かみかつた

　　２８５-０８４６・千葉県佐倉市上志津・かみしつﾞ

　　２８５-０８４４・千葉県佐倉市上志津原・かみしつﾞはら

　　２８５-００４４・千葉県佐倉市上代・かみだい

　　２８５-００６６・千葉県佐倉市上別所・かみべつしよ

　　２８５-０８０１・千葉県佐倉市木野子・きのこ

　　２８５-０８０３・千葉県佐倉市神門・ごうど

　　２８５-０８０５・千葉県佐倉市小篠塚・こしのつﾞか

　　２８５-００５７・千葉県佐倉市米戸・こめど

　　２８５-００１４・千葉県佐倉市栄町・さかえちよう

　　２８５-００７８・千葉県佐倉市坂戸・さかど

　　２８５-００６２・千葉県佐倉市寒風・さむかぜ

　　２８５-０８０７・千葉県佐倉市山王・さんのう

　　２８５-００５３・千葉県佐倉市下勝田・しもかつた

　　２８５-０８４１・千葉県佐倉市下志津・しもしつﾞ

　　２８５-０８４２・千葉県佐倉市下志津原・しもしつﾞはら

　　２８５-０００６・千葉県佐倉市下根・しもね

　　２８５-０００７・千葉県佐倉市下根町・しもねまち

　　２８５-００３５・千葉県佐倉市樹木町・じゆもくまち

　　２８５-０８１５・千葉県佐倉市城・じよう

　　２８５-０８５４・千葉県佐倉市上座・じようざ

　　２８５-００１７・千葉県佐倉市城内町・じようないちよう

　　２８５-００４５・千葉県佐倉市白銀・しろがね

　　２８５-０８６２・千葉県佐倉市新臼井田・しんうすいだ

　　２８５-００２３・千葉県佐倉市新町・しんまち

　　２８５-００３４・千葉県佐倉市千成・せんなり

　　２８５-０８３１・千葉県佐倉市染井野・そめいの

　　２８５-００４６・千葉県佐倉市高岡・たかおか



　　２８５-００６１・千葉県佐倉市高崎・たかさき

　　２８５-００１２・千葉県佐倉市田町・たまち

　　２８５-０００１・千葉県佐倉市土浮・つちうき

　　２８５-００５６・千葉県佐倉市坪山新田・つほﾞやましんでん

　　２８５-０８１８・千葉県佐倉市寺崎・てらざき

　　２８５-０８１９・千葉県佐倉市寺崎北・てらざききた

　　２８５-０８１６・千葉県佐倉市藤治台・とうじだい

　　２８５-００６５・千葉県佐倉市直弥・なおや

　　２８５-０８４３・千葉県佐倉市中志津・なかしつﾞ

　　２８５-００２２・千葉県佐倉市中尾余町・なかびようまち

　　２８５-００５１・千葉県佐倉市長熊・ながくま

　　２８５-００７３・千葉県佐倉市七曲・ななまがり

　　２８５-００３３・千葉県佐倉市鍋山町・なべやままち

　　２８５-００１５・千葉県佐倉市並木町・なみきまち

　　２８５-０８４５・千葉県佐倉市西志津・にししつﾞ

　　２８５-００７４・千葉県佐倉市西御門・にしみかど

　　２８５-０８５０・千葉県佐倉市西ユーカリが丘・にしゆｰかりがおか

　　２８５-０００２・千葉県佐倉市萩山新田・はぎやましんでん

　　２８５-０８６７・千葉県佐倉市八幡台・はちまんだい

　　２８５-０８３３・千葉県佐倉市羽鳥・はどり

　　２８５-０８１４・千葉県佐倉市春路・はるじ

　　２８５-００３６・千葉県佐倉市藤沢町・ふじさわまち

　　２８５-００４２・千葉県佐倉市将門町・まさかどまち

　　２８５-０８５１・千葉県佐倉市先崎・まつさき

　　２８５-０８０４・千葉県佐倉市馬渡・まわたじ

　　２８５-０８６５・千葉県佐倉市南臼井台・みなみうすいだい

　　２８５-０８５９・千葉県佐倉市南ユーカリが丘・みなみゆｰかりがおか

　　２８５-００７５・千葉県佐倉市宮内・みやうち

　　２８５-００１６・千葉県佐倉市宮小路町・みやこうじまち

　　２８５-０８５７・千葉県佐倉市宮ノ台・みやのだい

　　２８５-０００５・千葉県佐倉市宮前・みやまえ

　　２８５-００６３・千葉県佐倉市宮本・みやもと

　　２８５-００３８・千葉県佐倉市弥勒町・みろくまち

　　２８５-０８１２・千葉県佐倉市六崎・むつざき

　　２８５-００２１・千葉県佐倉市最上町・もがみまち

　　２８５-００３７・千葉県佐倉市本町・もとまち

　　２８５-００５２・千葉県佐倉市八木・やぎ

　　２８５-００３９・千葉県佐倉市野狐台町・やつこだいまち

　　２８５-００１１・千葉県佐倉市山崎・やまのさき

　　２８５-０８５８・千葉県佐倉市ユーカリが丘・ゆｰかりがおか

　　２８５-０８３４・千葉県佐倉市吉見・よしみ

　　２８３-００００・千葉県東金市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８３-００３５・千葉県東金市粟生飛地・あおとびち

　　２８３-００３２・千葉県東金市荒生・あらおい

　　２８３-０００１・千葉県東金市家之子・いえのこ

　　２８３-００５６・千葉県東金市砂古瀬・いさごぜ

　　２８３-００５７・千葉県東金市一之袋・いちのふくろ

　　２８３-００４６・千葉県東金市上谷・うわや

　　２８３-００３４・千葉県東金市大沼・おおぬま

　　２８３-００５１・千葉県東金市大沼田・おおぬまた

　　２８３-０８２６・千葉県東金市丘山台・おかやまだい

　　２８３-００６５・千葉県東金市押堀・おしほり

　　２８３-０８２１・千葉県東金市小野・おの

　　２８３-００６２・千葉県東金市家徳・かとく

　　２８３-０８３４・千葉県東金市上布田・かみふだ

　　２８３-００１１・千葉県東金市上武射田・かみむざた

　　２８３-００６４・千葉県東金市川場・かわはﾞ

　　２８３-００４７・千葉県東金市北幸谷・きたごうや

　　２８３-００６１・千葉県東金市北之幸谷・きたのこうや

　　２８３-０８２２・千葉県東金市季美の森東・きみのもりひがじ

　　２８３-０００２・千葉県東金市求名・ぐみよう

　　２８３-００４８・千葉県東金市幸田・こうだ

　　２８３-０８３５・千葉県東金市極楽寺・ごくらくじ

　　２８３-００４４・千葉県東金市小沼田・こぬまた

　　２８３-００１３・千葉県東金市士農田・しのだ

　　２８３-００１２・千葉県東金市下武射田・しもむざた

　　２８３-００５４・千葉県東金市下谷・しもや

　　２８３-００３３・千葉県東金市宿・しゆく

　　２８３-０８３１・千葉県東金市酒蔵・しゆぞう

　　２８３-００３１・千葉県東金市薄島・すすきしま



　　２８３-００１４・千葉県東金市関内・せきうち

　　２８３-００３８・千葉県東金市関下・せきした

　　２８３-０８１１・千葉県東金市台方・だいかた

　　２８３-００２２・千葉県東金市高倉・たかくら

　　２８３-０８２５・千葉県東金市滝・たき

　　２８３-０８３３・千葉県東金市滝沢・たきさわ

　　２８３-０８１４・千葉県東金市田中・たなか

　　２８３-０００５・千葉県東金市田間・たま

　　２８３-０８２４・千葉県東金市丹尾・たんのお

　　２８３-０８０２・千葉県東金市東金・とうがね

　　２８３-０００３・千葉県東金市道庭・どうにわ

　　２８３-００２５・千葉県東金市殿廻・とのまわり

　　２８３-００２６・千葉県東金市中野・なかの

　　２８３-００４５・千葉県東金市西中・にしなか

　　２８３-００４２・千葉県東金市西野飛地・にしのとびち

　　２８３-０８１６・千葉県東金市西福俵・にしふくたわら

　　２８３-００５２・千葉県東金市二之袋・にのふくろ

　　２８３-００６８・千葉県東金市東岩崎・ひがしいわさき

　　２８３-００６７・千葉県東金市東上宿・ひがしかみじゆく

　　２８３-０００６・千葉県東金市東新宿・ひがししんしゆく

　　２８３-００２１・千葉県東金市東中・ひがしなか

　　２８３-００５３・千葉県東金市東中島・ひがしなかじま

　　２８３-００１６・千葉県東金市菱沼・ひしぬま

　　２８３-０８０３・千葉県東金市日吉台・ひよしだい

　　２８３-００４１・千葉県東金市広瀬・ひろせ

　　２８３-０８１２・千葉県東金市福俵・ふくたわら

　　２８３-００４３・千葉県東金市藤下飛地・ふじしたとびち

　　２８３-０００４・千葉県東金市二又・ふたまた

　　２８３-００３６・千葉県東金市不動堂飛地・ふどうどうとびち

　　２８３-００３７・千葉県東金市細屋敷・ほそやしき

　　２８３-００６３・千葉県東金市堀上・ほりあげ

　　２８３-００２７・千葉県東金市堀之内・ほりのうち

　　２８３-００１５・千葉県東金市前之内・まえのうち

　　２８３-０８０５・千葉県東金市松之郷・まつのごう

　　２８３-０８１５・千葉県東金市大豆谷・まめざく

　　２８３-００２８・千葉県東金市三浦名・みうらみよう

　　２８３-０８３２・千葉県東金市三ケ尻・みかじり

　　２８３-００２４・千葉県東金市御門・みかど

　　２８３-００６６・千葉県東金市南上宿・みなみかみじゆく

　　２８３-００２３・千葉県東金市宮・みや

　　２８３-０８０１・千葉県東金市八坂台・やさかだい

　　２８３-０８１３・千葉県東金市山口・やまぐち

　　２８３-０８２３・千葉県東金市山田・やまだ

　　２８３-０８０４・千葉県東金市油井・ゆい

　　２８３-００５５・千葉県東金市依古島・よこじま

　　２８９-２５００・千葉県旭市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-０５１８・千葉県旭市秋田・あきた

　　２８９-２５２２・千葉県旭市足川・あしかわ

　　２８９-２５１１・千葉県旭市イ・い

　　２８９-２７０５・千葉県旭市飯岡・いいおか

　　２８９-２６０７・千葉県旭市幾世・いくよ

　　２８９-２５３４・千葉県旭市泉川・いずみかわ

　　２８９-２５３１・千葉県旭市井戸野・いどの

　　２８９-０５１５・千葉県旭市入野・いりの

　　２８９-２６０２・千葉県旭市岩井・いわい

　　２８９-２７１１・千葉県旭市岩崎・いわさき

　　２８９-２６１３・千葉県旭市後草・うしろぐさ

　　２８９-２６１４・千葉県旭市江ケ崎（１２～２２)・えがさき

　　２８９-２６１４・千葉県旭市江ケ崎（１２７～１４０)・えがさき

　　２８９-２６１４・千葉県旭市江ケ崎（１７０９)・えがさき

　　２８９-２６１４・千葉県旭市江ケ崎（１７２３－３)・えがさき

　　２８９-２６１４・千葉県旭市江ケ崎（１７２８－４)・えがさき

　　２８９-２５０３・千葉県旭市江ケ崎（その他）・えがさき(そのた)

　　２８９-２５３３・千葉県旭市大塚原・おおつかはら

　　２８９-２６０３・千葉県旭市大間手・おおまで

　　２８９-０５１１・千葉県旭市鏑木・かぶらき

　　２８９-２５０５・千葉県旭市鎌数・かまかず

　　２８９-２７０４・千葉県旭市上永井・かみながい

　　２８９-２５３５・千葉県旭市川口・かわぐち

　　２８９-２７０７・千葉県旭市行内・ぎようじ



　　２８９-２６０６・千葉県旭市清滝・きよたき

　　２８９-２６１１・千葉県旭市倉橋・くらはじ

　　２８９-２６０５・千葉県旭市琴田（８５～１６０、１３８６～１８１５、２５９３～２８２０、・こ

とだ(８５-１６０､１３８６-１８１５､２５９３-２８２０､

　　２８９-２６０５・千葉県旭市３５９８～３６１４)・３５９８-３６１４)

　　２８９-２５０２・千葉県旭市琴田（その他）・ことだ(そのた)

　　２８９-２５３２・千葉県旭市駒込・こまごめ

　　２８９-２７１５・千葉県旭市権田沼新田・ごんだぬましんでん

　　２８９-０５０４・千葉県旭市櫻井・さくらい

　　２８９-０５０６・千葉県旭市さくら台・さくらだい

　　２８９-２７１４・千葉県旭市三川・さんがわ

　　２８９-２５１４・千葉県旭市椎名内・しいなうち

　　２８９-２７０６・千葉県旭市下永井・しもながい

　　２８９-２５２４・千葉県旭市神宮寺・じんぐうじ

　　２８９-２５０１・千葉県旭市新町・しんまち

　　２８９-０５０１・千葉県旭市清和乙・せいわおつ

　　２８９-０５０７・千葉県旭市清和甲・せいわこう

　　２８９-０５１４・千葉県旭市関戸・せきど

　　２８９-２６０４・千葉県旭市高生・たかおい

　　２８９-２６１５・千葉県旭市長尾・ながお

　　２８９-０５０２・千葉県旭市長部・ながべ

　　２８９-２５２３・千葉県旭市中谷里・なかやり

　　２８９-２５０４・千葉県旭市ニ・に

　　２８９-２５１５・千葉県旭市西足洗・にしあしあらい

　　２８９-２５２５・千葉県旭市仁玉・につたま

　　２８９-２５１３・千葉県旭市野中・のなか

　　２８９-２５２１・千葉県旭市ハ・は

　　２８９-２７１３・千葉県旭市萩園・はぎぞの

　　２８９-２７０２・千葉県旭市塙・はなわ

　　２８９-２５１２・千葉県旭市東足洗・ひがしあしあらい

　　２８９-２７０８・千葉県旭市平松・ひらまつ

　　２８９-０５１３・千葉県旭市舟戸・ふなど

　　２８９-２６１２・千葉県旭市蛇園・へびその

　　２８９-２６０１・千葉県旭市松ケ谷・まつがや

　　２８９-０５０５・千葉県旭市萬歳・まんざい

　　２８９-０５１７・千葉県旭市萬力・まんりき

　　２８９-０５０３・千葉県旭市溝原・みぞわら

　　２８９-０５１２・千葉県旭市南堀之内・みなみほりのうち

　　２８９-２６１６・千葉県旭市見広・みひろ

　　２８９-２７０１・千葉県旭市狢野・むじなの

　　２８９-２７０３・千葉県旭市八木・やぎ

　　２８９-２７１２・千葉県旭市横根・よこね

　　２８９-０５１６・千葉県旭市米込・よねごめ

　　２８９-２５１６・千葉県旭市ロ・ろ

　　２７５-００００・千葉県習志野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７５-００２４・千葉県習志野市茜浜・あかねはま

　　２７５-００２５・千葉県習志野市秋津・あきつ

　　２７５-０００６・千葉県習志野市泉町・いずみちよう

　　２７５-００１１・千葉県習志野市大久保・おおくほﾞ

　　２７５-００２２・千葉県習志野市香澄・かすみ

　　２７５-００２８・千葉県習志野市奏の杜・かなでのもり

　　２７５-００１４・千葉県習志野市鷺沼・さぎぬま

　　２７５-００１５・千葉県習志野市鷺沼台・さぎぬまだい

　　２７５-００２３・千葉県習志野市芝園・しはﾞぞの

　　２７５-０００５・千葉県習志野市新栄・しんえい

　　２７５-００２１・千葉県習志野市袖ケ浦・そでがうら

　　２７５-００１６・千葉県習志野市津田沼・つだぬま

　　２７５-００１３・千葉県習志野市花咲・はなさき

　　２７５-０００１・千葉県習志野市東習志野・ひがしならしの

　　２７５-００１７・千葉県習志野市藤崎・ふじさき

　　２７５-０００２・千葉県習志野市実籾・みもみ

　　２７５-０００３・千葉県習志野市実籾本郷・みもみほんごう

　　２７５-００１２・千葉県習志野市本大久保・もとおおくほﾞ

　　２７５-０００４・千葉県習志野市屋敷・やしき

　　２７５-００２６・千葉県習志野市谷津・やつ

　　２７５-００２７・千葉県習志野市谷津町・やつまち

　　２７７-００００・千葉県柏市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７７-０８８１・千葉県柏市青田新田飛地・あおたしんでんとびち

　　２７７-００５５・千葉県柏市青葉台・あおはﾞだい

　　２７７-００２７・千葉県柏市あかね町・あかねちよう



　　２７７-０８４３・千葉県柏市明原・あけはら

　　２７７-０８４１・千葉県柏市あけぼの・あけほﾞの

　　２７０-１４５１・千葉県柏市曙橋・あけほﾞのはﾞじ

　　２７７-０８５２・千葉県柏市旭町・あさひちよう

　　２７７-００１４・千葉県柏市東・あずま

　　２７７-００１１・千葉県柏市東上町・あずまかみちよう

　　２７７-００１３・千葉県柏市東台本町・あずまだいほんちよう

　　２７０-１４５６・千葉県柏市泉・いずみ

　　２７７-００２２・千葉県柏市泉町・いずみちよう

　　２７０-１４５７・千葉県柏市泉村新田・いずみむらしんでん

　　２７７-０８８３・千葉県柏市伊勢原・いせはら

　　２７７-００７４・千葉県柏市今谷上町・いまやかみちよう

　　２７７-００７３・千葉県柏市今谷南町・いまやみなみちよう

　　２７０-１４４５・千葉県柏市岩井・いわい

　　２７０-１４４６・千葉県柏市岩井村新田・いわいむらしんでん

　　２７７-００８６・千葉県柏市永楽台・えいらくだい

　　２７７-０８０５・千葉県柏市大青田・おおあおた

　　２７７-０９０２・千葉県柏市大井・おおい

　　２７７-０９０１・千葉県柏市大井新田・おおいしんでん

　　２７７-０９２２・千葉県柏市大島田・おおしまた

　　２７７-０９２１・千葉県柏市大津ケ丘・おおつがおか

　　２７７-００２６・千葉県柏市大塚町・おおつかちよう

　　２７７-０８１３・千葉県柏市大室・おおむろ

　　２７７-０８３７・千葉県柏市大山台・おおやまだい

　　２７７-００５１・千葉県柏市加賀・かが

　　２７７-０９２４・千葉県柏市風早・かざはや

　　２７７-０００５・千葉県柏市柏・かしわ

　　２７７-０８０６・千葉県柏市柏インター東・かしわいんたｰひがじ

　　２７７-０８７４・千葉県柏市柏インター南・かしわいんたｰみなみ

　　２７７-０００４・千葉県柏市柏下・かしわした

　　２７７-０００６・千葉県柏市柏中村下・かしわなかむらした

　　２７７-０８８２・千葉県柏市柏の葉・かしわのは

　　２７７-０００３・千葉県柏市柏堀之内新田・かしわほりのうちしんでん

　　２７０-１４５３・千葉県柏市片山・かたやま

　　２７０-１４５２・千葉県柏市片山新田・かたやましんでん

　　２７０-１４５５・千葉県柏市金山・かねやま

　　２７７-０８１１・千葉県柏市上利根・かみとね

　　２７７-０８４６・千葉県柏市かやの町・かやのちよう

　　２７７-０８３２・千葉県柏市北柏・きたかしわ

　　２７７-０８３６・千葉県柏市北柏台・きたかしわだい

　　２７７-００３１・千葉県柏市亀甲台町・きつこうだいちよう

　　２７７-０８０３・千葉県柏市小青田・こあおた

　　２７７-０９４２・千葉県柏市高南台・こうなんだい

　　２７７-０９１３・千葉県柏市五條谷・ごじようや

　　２７７-００５３・千葉県柏市酒井根・さかいね

　　２７７-００４２・千葉県柏市逆井・さかさい

　　２７７-００４１・千葉県柏市逆井藤ノ台・さかさいふじのだい

　　２７７-００１２・千葉県柏市桜台・さくらだい

　　２７７-０９４５・千葉県柏市しいの木台・しいのきだい

　　２７７-０８６２・千葉県柏市篠籠田・しこだ

　　２７７-０８２６・千葉県柏市宿連寺・しゆくれんじ

　　２７７-０８１４・千葉県柏市正連寺・しようれんじ

　　２７７-００８４・千葉県柏市新柏・しんかしわ

　　２７７-００４４・千葉県柏市新逆井・しんさかさい

　　２７７-０８５６・千葉県柏市新富町・しんとみちよう

　　２７７-０８０４・千葉県柏市新十余二・しんとよふた

　　２７０-１４６１・千葉県柏市水道橋・すいどうはﾞじ

　　２７７-０８４２・千葉県柏市末広町・すえひろちよう

　　２７７-００２８・千葉県柏市関場町・せきはﾞちよう

　　２７０-１４６２・千葉県柏市千間橋・せんげんはﾞじ

　　２７０-１４４２・千葉県柏市染井入新田・そめいいりしんでん

　　２７７-０８６１・千葉県柏市高田・たかた

　　２７７-０９４１・千葉県柏市高柳・たかやなぎ

　　２７７-０９４３・千葉県柏市高柳新田・たかやなぎしんでん

　　２７７-００２３・千葉県柏市中央・ちゆうおう

　　２７７-００２１・千葉県柏市中央町・ちゆうおうちよう

　　２７７-００２５・千葉県柏市千代田・ちよだ

　　２７７-０９２３・千葉県柏市塚崎・つかざき

　　２７７-００７２・千葉県柏市つくしが丘・つくしがおか

　　２７０-１４６５・千葉県柏市手賀・てが



　　２７０-１４６６・千葉県柏市手賀新田・てがしんでん

　　２７０-１４４７・千葉県柏市手賀の杜・てがのもり

　　２７７-００８７・千葉県柏市常盤台・ときわだい

　　２７７-０００８・千葉県柏市戸張・とはﾞり

　　２７７-０００７・千葉県柏市戸張新田・とはﾞりしんでん

　　２７７-００８１・千葉県柏市富里・とみさと

　　２７７-０８５８・千葉県柏市豊上町・とよがみちよう

　　２７７-０８６３・千葉県柏市豊四季・とよしき

　　２７７-０８４５・千葉県柏市豊四季台・とよしきだい

　　２７７-００７１・千葉県柏市豊住・とよすみ

　　２７７-０８５７・千葉県柏市豊平町・とよひらちよう

　　２７７-０８７２・千葉県柏市十余二・とよふた

　　２７７-００６６・千葉県柏市中新宿・なかしんじゆく

　　２７７-０８７３・千葉県柏市中十余二・なかとよふた

　　２７７-００８５・千葉県柏市中原・なかはら

　　２７７-００３２・千葉県柏市名戸ケ谷・などがや

　　２７７-０８８６・千葉県柏市西柏台・にしかしわだい

　　２７７-０８４４・千葉県柏市西町・にしちよう

　　２７７-０８８５・千葉県柏市西原・にしはら

　　２７７-００６３・千葉県柏市西山・にしやま

　　２７７-０８３１・千葉県柏市根戸・ねど

　　２７７-０８３３・千葉県柏市根戸新田・ねどしんでん

　　２７７-００１６・千葉県柏市八幡町・はちまんちよう

　　２７７-０８１２・千葉県柏市花野井・はなのい

　　２７７-００６５・千葉県柏市光ケ丘・ひかりがおか

　　２７７-００６２・千葉県柏市光ケ丘団地・ひかりがおかだんち

　　２７７-００１７・千葉県柏市東柏・ひがしかしわ

　　２７７-００４５・千葉県柏市東逆井・ひがしさかさい

　　２７７-００６１・千葉県柏市東中新宿・ひがしなかしんじゆく

　　２７７-００６４・千葉県柏市東山・ひがしやま

　　２７７-００８３・千葉県柏市日立台・ひたちだい

　　２７７-００８８・千葉県柏市ひばりが丘・ひはﾞりがおか

　　２７７-０９３１・千葉県柏市藤ケ谷・ふじがや

　　２７７-０９３２・千葉県柏市藤ケ谷新田・ふじがやしんでん

　　２７７-００３４・千葉県柏市藤心・ふじごころ

　　２７７-０８２５・千葉県柏市布施・ふせ

　　２７０-１４６４・千葉県柏市布瀬・ふぜ

　　２７７-０８２２・千葉県柏市布施下・ふせした

　　２７７-０８２４・千葉県柏市布施新田・ふせしんでん

　　２７０-１４６３・千葉県柏市布瀬新田・ふぜしんでん

　　２７７-０８２３・千葉県柏市布施新町・ふせしんまち

　　２７７-０８０２・千葉県柏市船戸・ふなと

　　２７７-０８０１・千葉県柏市船戸山高野・ふなとやまごうや

　　２７７-０８２１・千葉県柏市弁天下・べんてんした

　　２７７-００３３・千葉県柏市増尾・ますお

　　２７７-００５２・千葉県柏市増尾台・ますおだい

　　２７７-０８３５・千葉県柏市松ケ崎・まつがさき

　　２７７-０８３４・千葉県柏市松ケ崎新田・まつがさきしんでん

　　２７７-０８２７・千葉県柏市松葉町・まつはﾞちよう

　　２７７-００８２・千葉県柏市緑ケ丘・みどりがおか

　　２７７-０８８４・千葉県柏市みどり台・みどりだい

　　２７７-０９０３・千葉県柏市緑台・みどりだい

　　２７７-０８５５・千葉県柏市南柏・みなみかしわ

　　２７７-００７５・千葉県柏市南柏中央・みなみかしわちゆうおう

　　２７７-００４３・千葉県柏市南逆井・みなみさかさい

　　２７７-０９４４・千葉県柏市南高柳・みなみたかやなぎ

　　２７７-００５４・千葉県柏市南増尾・みなみますお

　　２７７-０９１２・千葉県柏市箕輪・みのわ

　　２７７-０９１１・千葉県柏市箕輪新田・みのわしんでん

　　２７７-０８５１・千葉県柏市向原町・むかいはらちよう

　　２７０-１４５４・千葉県柏市柳戸・やなど

　　２７７-００１５・千葉県柏市弥生町・やよいちよう

　　２７７-０８５４・千葉県柏市豊町・ゆたかちよう

　　２７７-０８５３・千葉県柏市吉野沢・よしのざわ

　　２７７-０００２・千葉県柏市呼塚・よはﾞつか

　　２７７-０００１・千葉県柏市呼塚新田・よはﾞつかしんでん

　　２７７-０８７１・千葉県柏市若柴・わかしはﾞ

　　２７０-１４４４・千葉県柏市若白毛・わかしらが

　　２７７-００２４・千葉県柏市若葉町・わかはﾞちよう

　　２７０-１４４３・千葉県柏市鷲野谷・わしのや



　　２７０-１４４１・千葉県柏市鷲野谷新田・わしのやしんでん

　　２９９-５２００・千葉県勝浦市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-５２６３・千葉県勝浦市赤羽根・あかはﾞね

　　２９９-５２７３・千葉県勝浦市荒川・あらかわ

　　２９９-５２０２・千葉県勝浦市市野川・いちのかわ

　　２９９-５２０１・千葉県勝浦市市野郷・いちのごう

　　２９９-５２３５・千葉県勝浦市出水・いでみず

　　２９９-５２６６・千葉県勝浦市上野・うえの

　　２９９-５２６５・千葉県勝浦市植野・うえの

　　２９９-５２６７・千葉県勝浦市植野元宮田・うえのもとみやた

　　２９９-５２４３・千葉県勝浦市鵜原・うはﾞら

　　２９９-５２１７・千葉県勝浦市大楠・おおくす

　　２９９-５２５６・千葉県勝浦市大沢・おおさわ

　　２９９-５２６１・千葉県勝浦市大森・おおもり

　　２９９-５２５１・千葉県勝浦市大森上植野入会地・おおもりかみうえのいりあいち

　　２９９-５２４５・千葉県勝浦市興津・おきつ

　　２９９-５２４６・千葉県勝浦市興津久保山台・おきつくほﾞやまだい

　　２９９-５２７２・千葉県勝浦市貝掛・かいがけ

　　２９９-５２３４・千葉県勝浦市勝浦・かつうら

　　２９９-５２１２・千葉県勝浦市蟹田・かにた

　　２９９-５２５２・千葉県勝浦市上植野・かみうえの

　　２９９-５２３２・千葉県勝浦市川津・かわつﾞ

　　２９９-５２２６・千葉県勝浦市串浜・くしはま

　　２９９-５２１８・千葉県勝浦市小羽戸・こはﾞど

　　２９９-５２１９・千葉県勝浦市小松野・こまつの

　　２９９-５２０６・千葉県勝浦市佐野・さの

　　２９９-５２３１・千葉県勝浦市沢倉・さわくら

　　２９９-５２１６・千葉県勝浦市宿戸・しゆくど

　　２９９-５２１５・千葉県勝浦市白井久保・しらいくほﾞ

　　２９９-５２１４・千葉県勝浦市白木・しらき

　　２９９-５２２４・千葉県勝浦市新官・しんかん

　　２９９-５２２８・千葉県勝浦市新戸・しんど

　　２９９-５２０５・千葉県勝浦市杉戸・すぎど

　　２９９-５２２２・千葉県勝浦市関谷・せきやつ

　　２９９-５２５４・千葉県勝浦市台宿・だいじゆく

　　２９９-５２２５・千葉県勝浦市墨名・とな

　　２９９-５２０４・千葉県勝浦市中倉・なかぐら

　　２９９-５２６２・千葉県勝浦市中里・なかざと

　　２９９-５２６４・千葉県勝浦市中島・なかじま

　　２９９-５２２７・千葉県勝浦市中谷・なかや

　　２９９-５２５３・千葉県勝浦市名木・なぎ

　　２９９-５２１３・千葉県勝浦市芳賀・はが

　　２９９-５２０３・千葉県勝浦市花里・はなざと

　　２９９-５２３３・千葉県勝浦市浜勝浦・はまかつうら

　　２９９-５２５５・千葉県勝浦市浜行川・はまなめがわ

　　２９９-５２２１・千葉県勝浦市平田・ひらた

　　２９９-５２２３・千葉県勝浦市部原・へはﾞら

　　２９９-５２７１・千葉県勝浦市法花・ほうげ

　　２９９-５２１１・千葉県勝浦市松野・まつの

　　２９９-５２４１・千葉県勝浦市松部・まつべ

　　２９９-５２７４・千葉県勝浦市南山田・みなみやまだ

　　２９９-５２４４・千葉県勝浦市守谷・もりや

　　２９９-５２４２・千葉県勝浦市吉尾・よしお

　　２９０-００００・千葉県市原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９０-０２５２・千葉県市原市相川・あいかわ

　　２９９-０１１７・千葉県市原市青葉台・あおはﾞだい

　　２９９-０１０２・千葉県市原市青柳・あおやぎ

　　２９９-０１０３・千葉県市原市青柳海岸・あおやぎかいがん

　　２９９-０１０１・千葉県市原市青柳北・あおやぎきた

　　２９０-０５０９・千葉県市原市安久谷・あくや

　　２９０-０２５１・千葉県市原市浅井小向・あさいこむかい

　　２９０-００６３・千葉県市原市旭五所・あさひごしよ

　　２９０-０２５３・千葉県市原市安須・あず

　　２９０-０５３５・千葉県市原市朝生原・あそうはﾞら

　　２９９-０１１１・千葉県市原市姉崎・あねさき

　　２９９-０１０７・千葉県市原市姉崎海岸・あねさきかいがん

　　２９９-０１１９・千葉県市原市姉崎西・あねさきにじ

　　２９９-０１１０・千葉県市原市姉崎東・あねさきひがじ

　　２９０-０２０７・千葉県市原市海士有木・あまありき

　　２９９-０１２６・千葉県市原市天羽田・あもうだ



　　２９０-０５２２・千葉県市原市新井・あらい

　　２９０-０２５７・千葉県市原市新生・あらおい

　　２９０-０２１２・千葉県市原市新巻・あらまき

　　２９０-００３７・千葉県市原市飯沼・いいぬま

　　２９０-０５１６・千葉県市原市池和田・いけわだ

　　２９０-０５１１・千葉県市原市石川・いしかわ

　　２９０-０５３４・千葉県市原市石神・いしがみ

　　２９０-０５３７・千葉県市原市石塚・いしつﾞか

　　２９９-０１１４・千葉県市原市泉台・いずみだい

　　２９０-０２０４・千葉県市原市磯ケ谷・いそがや

　　２９０-０５４３・千葉県市原市飯給・いたぶ

　　２９０-００１５・千葉県市原市市原・いちはら

　　２９０-０５０５・千葉県市原市市場・いちはﾞ

　　２９０-０２６２・千葉県市原市糸久・いとひさ

　　２９０-０１６６・千葉県市原市犬成・いぬなり

　　２９９-０１０６・千葉県市原市今津朝山・いまつﾞあさやま

　　２９０-０２６５・千葉県市原市今富・いまどみ

　　２９９-０１１５・千葉県市原市不入斗・いりやまず

　　２９０-０２２８・千葉県市原市岩・いわ

　　２９０-００４７・千葉県市原市岩崎・いわさき

　　２９０-００４６・千葉県市原市岩崎西・いわさきにじ

　　２９０-００５２・千葉県市原市岩野見・いわのみ

　　２９０-０２２２・千葉県市原市上原・うえはら

　　２９０-０２２５・千葉県市原市牛久・うしく

　　２９０-０２２１・千葉県市原市馬立・うまたて

　　２９０-０１７１・千葉県市原市潤井戸・うるいど

　　２９０-０１７０・千葉県市原市うるいど南・うるいどみなみ

　　２９０-０５０８・千葉県市原市江子田・えごだ

　　２９０-０２１１・千葉県市原市大桶・おおおけ

　　２９０-０５３２・千葉県市原市大久保・おおくほﾞ

　　２９０-０２３４・千葉県市原市大蔵・おおくら

　　２９０-０１７２・千葉県市原市大作・おおさく

　　２９０-０２０８・千葉県市原市大坪・おおつほﾞ

　　２９０-０５４２・千葉県市原市大戸・おおと

　　２９０-０００２・千葉県市原市大厩・おおまや

　　２９０-０５５３・千葉県市原市大和田・おおわだ

　　２９０-０１７７・千葉県市原市荻作・おぎさく

　　２９０-０５１３・千葉県市原市奥野・おくの

　　２９０-０１５７・千葉県市原市押沼・おしぬま

　　２９０-０１７６・千葉県市原市小田部・おだつへﾟ

　　２９０-０５３３・千葉県市原市折津・おりつﾞ

　　２９０-０２６６・千葉県市原市海保・かいほ

　　２９０-０５４８・千葉県市原市柿木台・かきのきだい

　　２９０-０２４１・千葉県市原市風戸・かざと

　　２９９-０１０５・千葉県市原市柏原・かしわはﾞら

　　２９０-０２５８・千葉県市原市神代・かじろ

　　２９９-０１１３・千葉県市原市片又木・かたまたぎ

　　２９０-０１７４・千葉県市原市勝間・かつま

　　２９０-０２３３・千葉県市原市金沢・かねさわ

　　２９０-０２４３・千葉県市原市上高根・かみたかね

　　２９０-００２５・千葉県市原市加茂・かも

　　２９０-０２３５・千葉県市原市栢橋・かやはじ

　　２９０-０２１３・千葉県市原市川在・かわざい

　　２９０-０１７８・千葉県市原市神崎・かんざき

　　２９０-０００７・千葉県市原市菊間・きくま

　　２９０-０１６７・千葉県市原市喜多・きた

　　２９０-００７１・千葉県市原市北国分寺台・きたこくぶんじだい

　　２９０-０５２３・千葉県市原市吉沢・きちさわ

　　２９０-００５１・千葉県市原市君塚・きみつﾞか

　　２９０-０１７９・千葉県市原市久々津・くぐつ

　　２９０-０１５６・千葉県市原市草刈（１６５６～１９９９）・くさかり

　　２９０-０００１・千葉県市原市草刈（その他）・くさかり(そのた)

　　２９０-０５５２・千葉県市原市久保・くほﾞ

　　２９０-００５６・千葉県市原市五井・ごい

　　２９０-００５７・千葉県市原市五井金杉・ごいかなすぎ

　　２９０-００８１・千葉県市原市五井中央西・ごいちゆうおうにじ

　　２９０-００５４・千葉県市原市五井中央東・ごいちゆうおうひがじ

　　２９０-００８２・千葉県市原市五井中央南・ごいちゆうおうみなみ

　　２９０-００３８・千葉県市原市五井西・ごいにじ

　　２９０-００５５・千葉県市原市五井東・ごいひがじ



　　２９０-００５８・千葉県市原市五井海岸・ごいかいがん

　　２９０-００４５・千葉県市原市五井南海岸・ごいみなみかいがん

　　２９０-０２５４・千葉県市原市高坂・こうざか

　　２９０-０２５５・千葉県市原市光風台・こうふうだい

　　２９０-０２６９・千葉県市原市小折・こおり

　　２９０-００１３・千葉県市原市郡本・こおりもと

　　２９０-０５２６・千葉県市原市小草畑・こくさはﾞた

　　２９０-００７３・千葉県市原市国分寺台中央・こくぶんじだいちゆうおう

　　２９０-０５３１・千葉県市原市国本・こくもと

　　２９０-０５２８・千葉県市原市古敷谷・こしきや

　　２９０-００６６・千葉県市原市五所・ごしよ

　　２９０-０１６５・千葉県市原市古都辺・こつべ

　　２９０-０５５９・千葉県市原市駒込・こまごめ

　　２９０-０５２９・千葉県市原市小谷田・こやた

　　２９０-０２０９・千葉県市原市権現堂・ごんげんどう

　　２９０-０１６２・千葉県市原市金剛地・こんごうじ

　　２９０-００２２・千葉県市原市西広・さいひろ

　　２９９-０１２７・千葉県市原市桜台・さくらだい

　　２９０-０２２９・千葉県市原市佐是・さぜ

　　２９０-００５０・千葉県市原市更級・さらしな

　　２９９-０１１８・千葉県市原市椎津・しいつﾞ

　　２９９-０１２８・千葉県市原市椎の木台・しいのきだい

　　２９０-０５０６・千葉県市原市島田・しまだ

　　２９０-００３４・千葉県市原市島野・しまの

　　２９０-０１５４・千葉県市原市下野・しもの

　　２９０-０５１８・千葉県市原市下矢田・しもやた

　　２９０-０２６３・千葉県市原市十五沢・じゆうござわ

　　２９０-０５０３・千葉県市原市宿・しゆく

　　２９９-０１０４・千葉県市原市白塚・しらつか

　　２９０-００５９・千葉県市原市白金町・しろがねちよう

　　２９０-０５０２・千葉県市原市真ケ谷・しんがや

　　２９０-０５３９・千葉県市原市菅野・すげの

　　２９０-００２６・千葉県市原市諏訪・すわ

　　２９０-０１５１・千葉県市原市瀬又・せまた

　　２９０-００２３・千葉県市原市惣社・そうじや

　　２９０-０１６１・千葉県市原市高倉・たかくら

　　２９０-０５５５・千葉県市原市高滝・たかたき

　　２９０-０１５２・千葉県市原市高田・たかだ

　　２９０-０１７３・千葉県市原市滝口・たきぐち

　　２９０-０２０３・千葉県市原市武士・たけじ

　　２９０-０００３・千葉県市原市辰巳台東・たつみだいひがじ

　　２９０-０００４・千葉県市原市辰巳台西・たつみだいにじ

　　２９９-０１２１・千葉県市原市立野・たての

　　２９０-０５１５・千葉県市原市田尾・たび

　　２９０-０５４６・千葉県市原市田淵・たぶち

　　２９０-０５４５・千葉県市原市田淵旧日竹・たぶちきゆうひたけ

　　２９０-００４１・千葉県市原市玉前・たまさき

　　２９０-００４４・千葉県市原市玉前西・たまさきにじ

　　２９９-０１０９・千葉県市原市千種・ちぐさ

　　２９９-０１０８・千葉県市原市千種海岸・ちぐさかいがん

　　２９０-０１４３・千葉県市原市ちはら台西・ちはらだいにじ

　　２９０-０１４１・千葉県市原市ちはら台東・ちはらだいひがじ

　　２９０-０１４２・千葉県市原市ちはら台南・ちはらだいみなみ

　　２９０-００３２・千葉県市原市廿五里・ついへいじ

　　２９０-０５４７・千葉県市原市月崎・つきざき

　　２９０-０５２７・千葉県市原市月出・つきで

　　２９０-０２１５・千葉県市原市土宇・つちう

　　２９０-０５１２・千葉県市原市鶴舞・つるまい

　　２９０-００４２・千葉県市原市出津・でつﾞ

　　２９０-００４３・千葉県市原市出津西・でつﾞにじ

　　２９０-０２３６・千葉県市原市寺谷・てらやつ

　　２９０-０５４４・千葉県市原市徳氏・とくうじ

　　２９０-０５３６・千葉県市原市戸面・とつﾞら

　　２９０-０５５１・千葉県市原市外部田・とのべた

　　２９９-０１２２・千葉県市原市豊成・とよなり

　　２９０-０２２６・千葉県市原市中・なか

　　２９０-０２４２・千葉県市原市中高根・なかたかね

　　２９０-０１５３・千葉県市原市中野・なかの

　　２９０-０１６８・千葉県市原市永吉・ながよじ

　　２９０-０１６４・千葉県市原市奈良・なら



　　２９０-０２０６・千葉県市原市新堀・にいほり

　　２９０-０２３１・千葉県市原市西国吉・にしくによじ

　　２９０-００７２・千葉県市原市西国分寺台・にしこくぶんじだい

　　２９０-００６５・千葉県市原市西五所・にしごしよ

　　２９０-０２６１・千葉県市原市西野・にしの

　　２９０-００１４・千葉県市原市西野谷・にしのや

　　２９０-００２４・千葉県市原市根田・ねだ

　　２９０-００１１・千葉県市原市能満・のうまん

　　２９０-００３３・千葉県市原市野毛・のげ

　　２９０-０１７５・千葉県市原市葉木・はぎ

　　２９９-０１１２・千葉県市原市畑木・はたき

　　２９０-０５０７・千葉県市原市原田・はらだ

　　２９０-０１５５・千葉県市原市番場・はﾞんはﾞ

　　２９０-０１６３・千葉県市原市東国吉・ひがしくによじ

　　２９０-００７４・千葉県市原市東国分寺台・ひがしこくぶんじだい

　　２９０-００６４・千葉県市原市東五所・ひがしごしよ

　　２９０-０２５６・千葉県市原市引田・ひきだ

　　２９０-０２１４・千葉県市原市櫃挾・ひつはﾞ

　　２９０-００５３・千葉県市原市平田・ひらた

　　２９０-０５４１・千葉県市原市平野・ひらの

　　２９９-０１２３・千葉県市原市深城・ふかしろ

　　２９０-０２０２・千葉県市原市福増・ふくます

　　２９０-００１２・千葉県市原市藤井・ふじい

　　２９０-０２１６・千葉県市原市二日市場・ふつかいちはﾞ

　　２９０-０５５４・千葉県市原市不入・ふにゆう

　　２９０-０００８・千葉県市原市古市場・ふるいちはﾞ

　　２９０-０５２４・千葉県市原市平蔵・へいぞう

　　２９０-０２２４・千葉県市原市奉免・ほうめ

　　２９０-０５０４・千葉県市原市堀越・ほりこじ

　　２９０-０５５６・千葉県市原市本郷・ほんごう

　　２９０-０２６７・千葉県市原市町田・まちだ

　　２９０-００３５・千葉県市原市松ケ島・まつがしま

　　２９０-００３６・千葉県市原市松ケ島西・まつがしまにじ

　　２９０-０２１７・千葉県市原市松崎・まつざき

　　２９０-０５４９・千葉県市原市万田野・まんだの

　　２９０-０５１４・千葉県市原市水沢・みずさわ

　　２９０-０２４４・千葉県市原市南岩崎・みなみいわさき

　　２９０-００７５・千葉県市原市南国分寺台・みなみこくぶんじだい

　　２９０-０２３２・千葉県市原市皆吉・みなよじ

　　２９０-０２６４・千葉県市原市宮原・みやはﾞら

　　２９０-０２２３・千葉県市原市妙香・みようこう

　　２９９-０１１６・千葉県市原市迎田・むかえだ

　　２９０-００３１・千葉県市原市村上・むらかみ

　　２９０-００１６・千葉県市原市門前・もんぜん

　　２９０-０５１７・千葉県市原市矢田・やた

　　２９０-０５３８・千葉県市原市柳川・やながわ

　　２９０-０２６８・千葉県市原市柳原・やなぎはら

　　２９０-０２２７・千葉県市原市藪・やぶ

　　２９０-０００５・千葉県市原市山木・やまき

　　２９０-０２０１・千葉県市原市山倉・やまくら

　　２９０-０５５８・千葉県市原市山口・やまぐち

　　２９０-０５２１・千葉県市原市山小川・やまこがわ

　　２９０-０２０５・千葉県市原市山田・やまだ

　　２９０-００２１・千葉県市原市山田橋・やまだはﾞじ

　　２９０-００６２・千葉県市原市八幡・やわた

　　２９０-００６１・千葉県市原市八幡石塚・やわたいしつﾞか

　　２９０-００６７・千葉県市原市八幡海岸通・やわたかいがんどおり

　　２９０-００６９・千葉県市原市八幡北町・やわたきたちよう

　　２９０-００６８・千葉県市原市八幡浦・やわたうら

　　２９９-０１２４・千葉県市原市有秋台東・ゆうしゆうだいひがじ

　　２９９-０１２５・千葉県市原市有秋台西・ゆうしゆうだいにじ

　　２９０-０５５７・千葉県市原市養老・ようろう

　　２９０-０５０１・千葉県市原市米沢・よねざわ

　　２９０-０５２５・千葉県市原市米原・よねわら

　　２９０-０００６・千葉県市原市若宮・わかみや

　　２９０-０２５９・千葉県市原市分目・わんめ

　　２７０-０１００・千葉県流山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-０１１２・千葉県流山市青田・あおた

　　２７０-０１３７・千葉県流山市市野谷・いちのや

　　２７０-０１５１・千葉県流山市後平井・うしろひらい



　　２７０-０１１１・千葉県流山市江戸川台東・えどがわだいひがじ

　　２７０-０１１５・千葉県流山市江戸川台西・えどがわだいにじ

　　２７０-０１２２・千葉県流山市大畔・おおぐろ

　　２７０-０１１９・千葉県流山市おおたかの森北・おおたかのもりきた

　　２７０-０１２８・千葉県流山市おおたかの森西・おおたかのもりにじ

　　２７０-０１３８・千葉県流山市おおたかの森東・おおたかのもりひがじ

　　２７０-０１３９・千葉県流山市おおたかの森南・おおたかのもりみなみ

　　２７０-０１５４・千葉県流山市思井・おもい

　　２７０-０１７６・千葉県流山市加・か

　　２７０-０１７１・千葉県流山市上貝塚・かみかいつﾞか

　　２７０-０１２５・千葉県流山市上新宿・かみしんしゆく

　　２７０-０１２６・千葉県流山市上新宿新田・かみしんしゆくしんでん

　　２７０-０１６２・千葉県流山市木・き

　　２７０-０１１７・千葉県流山市北・きた

　　２７０-０１７２・千葉県流山市桐ケ谷・きりがや

　　２７０-０１０２・千葉県流山市こうのす台・こうのすだい

　　２７０-０１３２・千葉県流山市駒木・こまぎ

　　２７０-０１１３・千葉県流山市駒木台・こまぎだい

　　２７０-０１１８・千葉県流山市小屋・こや

　　２７０-０１４６・千葉県流山市芝崎・しはﾞさき

　　２７０-０１７４・千葉県流山市下花輪・しもはなわ

　　２７０-０１３３・千葉県流山市十太夫・じゆうだゆう

　　２７０-０１７３・千葉県流山市谷・たに

　　２７０-０１５３・千葉県流山市中・なか

　　２７０-０１１６・千葉県流山市中野久木・なかのくき

　　２７０-０１３４・千葉県流山市長崎・ながさき

　　２７０-０１６４・千葉県流山市流山・ながれやま

　　２７０-０１４５・千葉県流山市名都借・なずかり

　　２７０-０１２１・千葉県流山市西初石・にしはついじ

　　２７０-０１５６・千葉県流山市西平井・にしひらい

　　２７０-０１０７・千葉県流山市西深井・にしふかい

　　２７０-０１４２・千葉県流山市西松ケ丘・にしまつがおか

　　２７０-０１３５・千葉県流山市野々下・ののした

　　２７０-０１１４・千葉県流山市東初石・ひがしはついじ

　　２７０-０１０１・千葉県流山市東深井・ひがしふかい

　　２７０-０１０５・千葉県流山市平方・ひらかた

　　２７０-０１０６・千葉県流山市平方村新田・ひらかたむらしんでん

　　２７０-０１６１・千葉県流山市鰭ケ崎・ひれがさき

　　２７０-０１０８・千葉県流山市深井新田・ふかいしんでん

　　２７０-０１２７・千葉県流山市富士見台・ふじみだい

　　２７０-０１３６・千葉県流山市古間木・ふるまぎ

　　２７０-０１５７・千葉県流山市平和台・へいわだい

　　２７０-０１４４・千葉県流山市前ケ崎・まえがさき

　　２７０-０１５２・千葉県流山市前平井・まえひらい

　　２７０-０１４１・千葉県流山市松ケ丘・まつがおか

　　２７０-０１３１・千葉県流山市美田・みた

　　２７０-０１２４・千葉県流山市南・みなみ

　　２７０-０１６３・千葉県流山市南流山・みなみながれやま

　　２７０-０１０３・千葉県流山市美原・みはら

　　２７０-０１５５・千葉県流山市宮園・みやぞの

　　２７０-０１７５・千葉県流山市三輪野山・みわのやま

　　２７０-０１４３・千葉県流山市向小金・むかいこがね

　　２７０-０１２３・千葉県流山市若葉台・わかはﾞだい

　　２７６-００００・千葉県八千代市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７６-０００８・千葉県八千代市神久保・いものくほﾞ

　　２７６-００４５・千葉県八千代市大和田・おおわだ

　　２７６-００３５・千葉県八千代市大和田新田（高津団地）・(たかつﾞだんち)

　　２７６-００４６・千葉県八千代市大和田新田（その他）・(そのた)

　　２７６-００４８・千葉県八千代市尾崎・おさき

　　２７６-００２４・千葉県八千代市勝田・かつた

　　２７６-００２３・千葉県八千代市勝田台・かつただい

　　２７６-００２０・千葉県八千代市勝田台北・かつただいきた

　　２７６-００２５・千葉県八千代市勝田台南・かつただいみなみ

　　２７６-００１６・千葉県八千代市神野・かの

　　２７６-００２２・千葉県八千代市上高野・かみこうや

　　２７６-００４３・千葉県八千代市萱田・かやだ

　　２７６-００４４・千葉県八千代市萱田町・かやだまち

　　２７６-０００６・千葉県八千代市桑納・かんのう

　　２７６-０００１・千葉県八千代市小池・こいけ

　　２７６-００１１・千葉県八千代市佐山・さやま



　　２７６-０００５・千葉県八千代市島田・しまだ

　　２７６-０００４・千葉県八千代市島田台・しまだだい

　　２７６-００２６・千葉県八千代市下市場・しもいちはﾞ

　　２７６-００２１・千葉県八千代市下高野・しもこうや

　　２７６-０００７・千葉県八千代市桑橋・そうのはじ

　　２７６-０００３・千葉県八千代市大学町・だいがくちよう

　　２７６-００３５・千葉県八千代市高津（高津団地）・たかつﾞ(たかつﾞだんち)

　　２７６-００３６・千葉県八千代市高津（その他）・たかつﾞ(そのた)

　　２７６-００３７・千葉県八千代市高津東・たかつﾞひがじ

　　２７６-００１７・千葉県八千代市平戸・ひらと

　　２７６-００１３・千葉県八千代市保品・ほしな

　　２７６-００１２・千葉県八千代市堀の内・ほりのうち

　　２７６-０００２・千葉県八千代市真木野・まきの

　　２７６-００４９・千葉県八千代市緑が丘・みどりがおか

　　２７６-００４０・千葉県八千代市緑が丘西・みどりがおかにじ

　　２７６-００４１・千葉県八千代市麦丸・むぎまる

　　２７６-００２７・千葉県八千代市村上（村上団地）・むらかみ(むらかみだんち)

　　２７６-００２８・千葉県八千代市村上（その他）・むらかみ(そのた)

　　２７６-００２９・千葉県八千代市村上南・むらかみみなみ

　　２７６-００３２・千葉県八千代市八千代台東・やちよだいひがじ

　　２７６-００３４・千葉県八千代市八千代台西・やちよだいにじ

　　２７６-００３３・千葉県八千代市八千代台南・やちよだいみなみ

　　２７６-００３１・千葉県八千代市八千代台北・やちよだいきた

　　２７６-００４２・千葉県八千代市ゆりのき台・ゆりのきだい

　　２７６-００４７・千葉県八千代市吉橋・よしはじ

　　２７６-００１４・千葉県八千代市米本（米本団地）・よなもと(よなもとだんち)

　　２７６-００１５・千葉県八千代市米本（その他）・よなもと(そのた)

　　２７０-１１００・千葉県我孫子市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-１１０６・千葉県我孫子市相島新田・あいじましんでん

　　２７０-１１７３・千葉県我孫子市青山・あおやま

　　２７０-１１７５・千葉県我孫子市青山台・あおやまだい

　　２７０-１１６６・千葉県我孫子市我孫子・あびこ

　　２７０-１１５５・千葉県我孫子市我孫子新田・あびこしんでん

　　２７０-１１１２・千葉県我孫子市新木・あらき

　　２７０-１１１４・千葉県我孫子市新木野・あらきの

　　２７０-１１１８・千葉県我孫子市新木村下・あらきむらした

　　２７０-１１４２・千葉県我孫子市泉・いずみ

　　２７０-１１３１・千葉県我孫子市都部・いちぶ

　　２７０-１１３５・千葉県我孫子市都部新田・いちぶしんでん

　　２７０-１１３４・千葉県我孫子市都部村新田・いちぶむらしんでん

　　２７０-１１１３・千葉県我孫子市江蔵地・えぞうち

　　２７０-１１１５・千葉県我孫子市大作新田・おおさくしんでん

　　２７０-１１３７・千葉県我孫子市岡発戸・おかほつと

　　２７０-１１３６・千葉県我孫子市岡発戸新田・おかほつとしんでん

　　２７０-１１３３・千葉県我孫子市上沼田・かみぬまた

　　２７０-１１７２・千葉県我孫子市北新田・きたしんでん

　　２７０-１１６３・千葉県我孫子市久寺家・くじけ

　　２７０-１１４５・千葉県我孫子市高野山・こうのやま

　　２７０-１１４６・千葉県我孫子市高野山新田・こうのやましんでん

　　２７０-１１５２・千葉県我孫子市寿・ことぶき

　　２７０-１１３２・千葉県我孫子市湖北台・こほくだい

　　２７０-１１４１・千葉県我孫子市栄・さかえ

　　２７０-１１３８・千葉県我孫子市下ケ戸・さげと

　　２７０-１１７７・千葉県我孫子市柴崎・しはﾞさき

　　２７０-１１７６・千葉県我孫子市柴崎台・しはﾞさきだい

　　２７０-１１１７・千葉県我孫子市下沼田・しもぬまた

　　２７０-１１０４・千葉県我孫子市新々田・しんしんでん

　　２７０-１１１６・千葉県我孫子市浅間前新田・せんげんまえしんでん

　　２７０-１１６７・千葉県我孫子市台田・だいだ

　　２７０-１１６４・千葉県我孫子市つくし野・つくしの

　　２７０-１１４３・千葉県我孫子市天王台・てんのうだい

　　２７０-１１２２・千葉県我孫子市中里・なかざと

　　２７０-１１２６・千葉県我孫子市中里新田・なかざとしんでん

　　２７０-１１２５・千葉県我孫子市中沼田・なかぬまた

　　２７０-１１２１・千葉県我孫子市中峠・なかびよう

　　２７０-１１２８・千葉県我孫子市中峠台・なかびようだい

　　２７０-１１２７・千葉県我孫子市中峠村下・なかびようむらした

　　２７０-１１６５・千葉県我孫子市並木・なみき

　　２７０-１１６８・千葉県我孫子市根戸・ねど

　　２７０-１１５６・千葉県我孫子市根戸新田・ねどしんでん



　　２７０-１１５４・千葉県我孫子市白山・はくさん

　　２７０-１１４４・千葉県我孫子市東我孫子・ひがしあびこ

　　２７０-１１７４・千葉県我孫子市日の出・ひので

　　２７０-１１２３・千葉県我孫子市日秀・ひびり

　　２７０-１１２４・千葉県我孫子市日秀新田・ひびりしんでん

　　２７０-１１０１・千葉県我孫子市布佐・ふさ

　　２７０-１１０７・千葉県我孫子市布佐下新田・ふさしたしんでん

　　２７０-１１０３・千葉県我孫子市布佐酉町・ふさとりまち

　　２７０-１１０８・千葉県我孫子市布佐平和台・ふさへいわだい

　　２７０-１１６２・千葉県我孫子市布施・ふせ

　　２７０-１１６１・千葉県我孫子市布施下・ふせした

　　２７０-１１５８・千葉県我孫子市船戸・ふなと

　　２７０-１１１１・千葉県我孫子市古戸・ふるど

　　２７０-１１７１・千葉県我孫子市弁天下・べんてんした

　　２７０-１１５１・千葉県我孫子市本町・ほんちよう

　　２７０-１１０５・千葉県我孫子市三河屋新田・みかわやしんでん

　　２７０-１１５３・千葉県我孫子市緑・みどり

　　２７０-１１７８・千葉県我孫子市南青山・みなみあおやま

　　２７０-１１１９・千葉県我孫子市南新木・みなみあらき

　　２７０-１１０２・千葉県我孫子市都・みやこ

　　２７０-１１５７・千葉県我孫子市呼塚新田・よはﾞつかしんでん

　　２７０-１１４７・千葉県我孫子市若松・わかまつ

　　２９６-００００・千葉県鴨川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-５５０３・千葉県鴨川市天津・あまつ

　　２９９-２８６４・千葉県鴨川市天面・あまつら

　　２９６-００３１・千葉県鴨川市粟斗・あわと

　　２９６-００２４・千葉県鴨川市池田・いけだ

　　２９６-００４５・千葉県鴨川市和泉・いずみ

　　２９６-０００３・千葉県鴨川市磯村・いそむら

　　２９９-５５０２・千葉県鴨川市内浦・うちうら

　　２９６-００３５・千葉県鴨川市打墨・うつつみ

　　２９９-２８４２・千葉県鴨川市江見青木・えみあおき

　　２９９-２８４７・千葉県鴨川市江見内遠野・えみうとの

　　２９９-２８４６・千葉県鴨川市江見外堀・えみそとほﾞり

　　２９９-２８６５・千葉県鴨川市江見太夫崎・えみたゆうざき

　　２９９-２８４４・千葉県鴨川市江見東真門・えみひがしまかど

　　２９９-２８４５・千葉県鴨川市江見西真門・えみにしまかど

　　２９９-２８６６・千葉県鴨川市江見吉浦・えみよしうら

　　２９６-０１２１・千葉県鴨川市大川面・おおかわつﾞら

　　２９６-０１２４・千葉県鴨川市大幡・おおはた

　　２９６-０２３７・千葉県鴨川市大山平塚・おおやまひらつか

　　２９６-００２３・千葉県鴨川市押切・おしきり

　　２９６-００２５・千葉県鴨川市太田学・おだがく

　　２９６-０００４・千葉県鴨川市貝渚・かいすか

　　２９６-０２３１・千葉県鴨川市釜沼・かまぬま

　　２９９-２８５８・千葉県鴨川市上・かみ

　　２９６-０１０３・千葉県鴨川市上小原・かみこはﾞら

　　２９６-００１５・千葉県鴨川市川代・かわしろ

　　２９６-０１０１・千葉県鴨川市北小町・きたこまち

　　２９６-００２２・千葉県鴨川市京田・きようでん

　　２９９-５５０５・千葉県鴨川市清澄・きよすみ

　　２９６-０２３３・千葉県鴨川市金束・こつﾞか

　　２９６-０２３４・千葉県鴨川市古畑・こはﾞた

　　２９９-５５０１・千葉県鴨川市小湊・こみなと

　　２９６-０２３６・千葉県鴨川市佐野・さの

　　２９６-０１０２・千葉県鴨川市下小原・しもこはﾞら

　　２９６-０１０６・千葉県鴨川市主基西・すきにじ

　　２９９-２８５４・千葉県鴨川市代・だい

　　２９６-００１１・千葉県鴨川市大里・だいり

　　２９６-００２１・千葉県鴨川市竹平・たけひら

　　２９６-００１３・千葉県鴨川市田原西・たはﾞらにじ

　　２９６-０１２２・千葉県鴨川市寺門・てらかど

　　２９６-０１１１・千葉県鴨川市仲・なか

　　２９９-２８５１・千葉県鴨川市仲町・なかちよう

　　２９６-０１２３・千葉県鴨川市北風原・ならいはら

　　２９６-０２３５・千葉県鴨川市奈良林・ならはﾞやじ

　　２９６-０１０５・千葉県鴨川市成川・なりがわ

　　２９９-２８５６・千葉県鴨川市西・にじ

　　２９９-２８４１・千葉県鴨川市西江見・にしえみ

　　２９６-００４３・千葉県鴨川市西町・にしちよう



　　２９９-２８６７・千葉県鴨川市西山・にしやま

　　２９６-００３４・千葉県鴨川市滑谷・ぬかりや

　　２９９-２８５５・千葉県鴨川市畑・はた

　　２９６-００３２・千葉県鴨川市花房・はなぶさ

　　２９９-５５０４・千葉県鴨川市浜荻・はまおぎ

　　２９６-００１６・千葉県鴨川市坂東・はﾞんどう

　　２９９-２８５７・千葉県鴨川市東・ひがじ

　　２９９-２８４３・千葉県鴨川市東江見・ひがしえみ

　　２９６-００４１・千葉県鴨川市東町・ひがしちよう

　　２９６-００４２・千葉県鴨川市東元浜荻飛地・ひがしもとはまおぎとびち

　　２９６-０２３２・千葉県鴨川市平塚・ひらつか

　　２９６-００４４・千葉県鴨川市広場・ひろはﾞ

　　２９９-２８５２・千葉県鴨川市二子・ふたご

　　２９６-００１４・千葉県鴨川市太尾・ふとお

　　２９９-２８６２・千葉県鴨川市太海・ふとみ

　　２９９-２８６３・千葉県鴨川市太海浜・ふとみはま

　　２９９-２８６１・千葉県鴨川市太海西・ふとみにじ

　　２９６-０１１４・千葉県鴨川市細野・ほその

　　２９６-０００２・千葉県鴨川市前原・まえはﾞら

　　２９６-０１１５・千葉県鴨川市松尾寺・まつおじ

　　２９６-０１０４・千葉県鴨川市南小町・みなみこまち

　　２９９-２８５３・千葉県鴨川市宮・みや

　　２９６-０１１２・千葉県鴨川市宮山・みややま

　　２９６-００３３・千葉県鴨川市八色・やいろ

　　２９６-０１２５・千葉県鴨川市横尾・よこお

　　２９６-０００１・千葉県鴨川市横渚・よこすか

　　２９６-０１２６・千葉県鴨川市吉尾西・よしおにじ

　　２９６-０１１３・千葉県鴨川市吉尾平塚・よしおひらつか

　　２９９-５５０６・千葉県鴨川市四方木・よもぎ

　　２９６-００１２・千葉県鴨川市来秀・らいしゆう

　　２７３-０１００・千葉県鎌ケ谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７３-０１３２・千葉県鎌ケ谷市粟野・あわの

　　２７３-０１０２・千葉県鎌ケ谷市右京塚・うきようつﾞか

　　２７３-０１０５・千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷・かまがや

　　２７３-０１３１・千葉県鎌ケ谷市軽井沢・かるいざわ

　　２７３-０１１１・千葉県鎌ケ谷市北中沢・きたなかざわ

　　２７３-０１２６・千葉県鎌ケ谷市北初富・きたはつとみ

　　２７３-０１２７・千葉県鎌ケ谷市串崎新田・くしざきしんでん

　　２７３-０１２８・千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山・くぬぎやま

　　２７３-０１３６・千葉県鎌ケ谷市佐津間・さつま

　　２７３-０１０７・千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷・しんかまがや

　　２７３-０１２４・千葉県鎌ケ谷市中央・ちゆうおう

　　２７３-０１０１・千葉県鎌ケ谷市富岡・とみおか

　　２７３-０１３５・千葉県鎌ケ谷市中佐津間・なかさつま

　　２７３-０１１８・千葉県鎌ケ谷市中沢・なかざわ

　　２７３-０１１９・千葉県鎌ケ谷市中沢新町・なかざわしんまち

　　２７３-０１３４・千葉県鎌ケ谷市西佐津間・にしさつま

　　２７３-０１１７・千葉県鎌ケ谷市西道野辺・にしみちのべ

　　２７３-０１２１・千葉県鎌ケ谷市初富・はつとみ

　　２７３-０１２５・千葉県鎌ケ谷市初富本町・はつとみほんちよう

　　２７３-０１０４・千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷・ひがしかまがや

　　２７３-０１１２・千葉県鎌ケ谷市東中沢・ひがしなかざわ

　　２７３-０１２２・千葉県鎌ケ谷市東初富・ひがしはつとみ

　　２７３-０１１５・千葉県鎌ケ谷市東道野辺・ひがしみちのべ

　　２７３-０１１６・千葉県鎌ケ谷市馬込沢・まごめざわ

　　２７３-０１０３・千葉県鎌ケ谷市丸山・まるやま

　　２７３-０１１４・千葉県鎌ケ谷市道野辺・みちのべ

　　２７３-０１１３・千葉県鎌ケ谷市道野辺中央・みちのべちゆうおう

　　２７３-０１３７・千葉県鎌ケ谷市道野辺本町・みちのべほんちよう

　　２７３-０１０６・千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷・みなみかまがや

　　２７３-０１３３・千葉県鎌ケ谷市南佐津間・みなみさつま

　　２７３-０１２３・千葉県鎌ケ谷市南初富・みなみはつとみ

　　２９９-１１００・千葉県君津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９２-０４５４・千葉県君津市青柳・あおやぎ

　　２９２-０４４５・千葉県君津市愛宕・あたご

　　２９９-１１１２・千葉県君津市泉・いずみ

　　２９２-１１５３・千葉県君津市市宿・いちじゆく

　　２９２-１１４５・千葉県君津市糸川・いとがわ

　　２９２-０４３３・千葉県君津市芋窪・いもくほﾞ

　　２９２-０４４２・千葉県君津市岩出・いわで



　　２９２-１１６６・千葉県君津市植畑・うえはた

　　２９９-１１７５・千葉県君津市内箕輪・うちみのわ

　　２９９-１１７６・千葉県君津市内蓑輪・うちみのわ

　　２９２-０４３２・千葉県君津市浦田・うらた

　　２９９-１１０３・千葉県君津市大井・おおい

　　２９２-１１４６・千葉県君津市大井戸・おおいど

　　２９２-１１７３・千葉県君津市大岩・おおいわ

　　２９２-０５１２・千葉県君津市大戸見・おおとみ

　　２９２-０５１４・千葉県君津市大戸見旧名殿・おおとみきゆうなどの

　　２９２-１１５１・千葉県君津市大野台・おおのだい

　　２９９-１１２３・千葉県君津市大山野・おおやまの

　　２９９-１１０２・千葉県君津市大鷲・おおわじ

　　２９９-１１０１・千葉県君津市大鷲新田・おおわししんでん

　　２９９-１１４６・千葉県君津市大和田・おおわだ

　　２９２-１１５６・千葉県君津市荻作・おぎさく

　　２９２-１１７５・千葉県君津市奥米・おくごめ

　　２９２-０５１１・千葉県君津市大坂・おさか

　　２９２-０４１２・千葉県君津市小櫃台・おびつだい

　　２９２-０５３３・千葉県君津市折木沢・おりきさわ

　　２９２-０４０４・千葉県君津市賀恵渕・かえふち

　　２９２-０５２７・千葉県君津市香木原・かぎはら

　　２９２-１１４９・千葉県君津市かずさ小糸・かずさこいと

　　２９２-０５１３・千葉県君津市加名盛・かなもり

　　２９２-１１５５・千葉県君津市鹿野山・かのうざん

　　２９２-１１５８・千葉県君津市鎌滝・かまだき

　　２９９-１１０７・千葉県君津市上・かみ

　　２９２-０４５２・千葉県君津市上新田・かみにつた

　　２９９-１１３８・千葉県君津市上湯江・かみゆえ

　　２９２-０５３５・千葉県君津市釜生・かもう

　　２９２-０５２４・千葉県君津市川俣・かわまた

　　２９２-０４１５・千葉県君津市川谷・かわやつ

　　２９９-１１６４・千葉県君津市北久保・きたくほﾞ

　　２９９-１１６１・千葉県君津市北子安・きたこやす

　　２９９-１１４１・千葉県君津市君津・きみつ

　　２９９-１１４３・千葉県君津市君津台・きみつだい

　　２９２-１１４８・千葉県君津市行馬・ぎようま

　　２９２-０５３７・千葉県君津市黄和田畑・きわだはた

　　２９２-０５２５・千葉県君津市草川原・くさがわら

　　２９９-１１５２・千葉県君津市久保・くほﾞ

　　２９２-０５３６・千葉県君津市蔵玉・くらだま

　　２９２-０４３５・千葉県君津市栗坪・くりつほﾞ

　　２９２-０４２２・千葉県君津市久留里・くるり

　　２９２-０４２１・千葉県君津市久留里市場・くるりいちはﾞ

　　２９２-０４１４・千葉県君津市久留里大谷・くるりおおやつ

　　２９２-０４２３・千葉県君津市久留里大和田・くるりおおわだ

　　２９２-０４１６・千葉県君津市小市部・こいちぶ

　　２９２-１１４２・千葉県君津市小糸大谷・こいとおおやつ

　　２９９-１１６５・千葉県君津市高坂・こうさか

　　２９９-１１２７・千葉県君津市郡・こおり

　　２９９-１１２６・千葉県君津市小山野・こやまの

　　２９９-１１４２・千葉県君津市坂田・さかだ

　　２９２-０５３２・千葉県君津市坂畑・さかはた

　　２９２-０５２６・千葉県君津市笹・ささ

　　２９９-１１３３・千葉県君津市貞元・さだもと

　　２９９-１１１６・千葉県君津市皿引・さらひき

　　２９２-０４０３・千葉県君津市三田・さんだ

　　２９９-１１３６・千葉県君津市新御堂・しみどう

　　２９９-１１３１・千葉県君津市下湯江・しもゆえ

　　２９２-１１７６・千葉県君津市宿原・しゆくはﾞら

　　２９９-１１３７・千葉県君津市小香・しようこう

　　２９９-１１０５・千葉県君津市白駒・しろこま

　　２９２-０４５１・千葉県君津市末吉・すえよじ

　　２９９-１１３５・千葉県君津市杉谷・すぎやつ

　　２９２-１１５４・千葉県君津市清和市場・せいわいちはﾞ

　　２９９-１１１４・千葉県君津市草牛・そうぎゆう

　　２９９-１１７３・千葉県君津市外箕輪・そとみのわ

　　２９９-１１５３・千葉県君津市台・だい

　　２９２-０５２２・千葉県君津市大中・だいなか

　　２９２-０５１６・千葉県君津市高水・たかみず

　　２９２-０５３４・千葉県君津市滝原・たきはら



　　２９２-１１７８・千葉県君津市旅名・たびな

　　２９２-０４５５・千葉県君津市俵田・たわらだ

　　２９２-１１４７・千葉県君津市塚原・つかはら

　　２９９-１１２４・千葉県君津市作木・つくりき

　　２９２-１１７２・千葉県君津市辻森・つじもり

　　２９２-０４４３・千葉県君津市寺沢・てらざわ

　　２９９-１１２１・千葉県君津市常代・とこしろ

　　２９２-０４４１・千葉県君津市戸崎・とざき

　　２９２-０５２１・千葉県君津市利根・とね

　　２９２-０４４４・千葉県君津市富田・とみだ

　　２９２-０５２３・千葉県君津市豊田・とよだ

　　２９２-１１７９・千葉県君津市豊英・とよふさ

　　２９９-１１０６・千葉県君津市中島・なかじま

　　２９９-１１３２・千葉県君津市中富・なかとみ

　　２９９-１１５１・千葉県君津市中野・なかの

　　２９２-１１４３・千葉県君津市長石・ながじ

　　２９２-１１６８・千葉県君津市西粟倉・にしあわぐら

　　２９２-１１６２・千葉県君津市西猪原・にしいのはら

　　２９９-１１４５・千葉県君津市西坂田・にしさかだ

　　２９２-０４０２・千葉県君津市西原・にしはﾞら

　　２９２-１１６５・千葉県君津市西日笠・にしひかさ

　　２９２-１１５２・千葉県君津市日渡根・につとね

　　２９９-１１０４・千葉県君津市糠田・ぬかた

　　２９２-１１４０・千葉県君津市糠田飛地・ぬかたとびち

　　２９２-１１７７・千葉県君津市怒田沢・ぬたざわ

　　２９２-０４３１・千葉県君津市怒田・ぬだ

　　２９２-１１４１・千葉県君津市根本・ねもと

　　２９９-１１０８・千葉県君津市練木・ねりき

　　２９２-０４１１・千葉県君津市長谷川・はせがわ

　　２９９-１１２２・千葉県君津市浜子・はまご

　　２９２-１１６３・千葉県君津市東粟倉・ひがしあわぐら

　　２９２-１１６１・千葉県君津市東猪原・ひがしいのはら

　　２９９-１１４４・千葉県君津市東坂田・ひがしさかだ

　　２９２-１１６４・千葉県君津市東日笠・ひがしひかさ

　　２９９-１１１３・千葉県君津市尾車・びしや

　　２９９-１１４７・千葉県君津市人見・ひとみ

　　２９２-１１６７・千葉県君津市平田・ひらつた

　　２９２-０５０２・千葉県君津市平山・ひらやま

　　２９２-０５０３・千葉県君津市広岡・ひろおか

　　２９２-１１５７・千葉県君津市福岡・ふくおか

　　２９２-０５３１・千葉県君津市藤林・ふじはﾞやじ

　　２９２-１１７１・千葉県君津市二入・ふたいり

　　２９２-１１４４・千葉県君津市法木・ほうぎ

　　２９９-１１７４・千葉県君津市法木作・ほうぎさく

　　２９２-１１７４・千葉県君津市正木・まさき

　　２９９-１１１５・千葉県君津市馬登・まのほﾞり

　　２９９-１１５４・千葉県君津市南久保・みなみくほﾞ

　　２９９-１１６２・千葉県君津市南子安・みなみこやす

　　２９９-１１７２・千葉県君津市三直・みのう

　　２９２-０４５３・千葉県君津市箕輪・みのわ

　　２９９-１１１７・千葉県君津市宮下・みやのした

　　２９２-０４３４・千葉県君津市向郷・むかいごう

　　２９９-１１１１・千葉県君津市六手・むて

　　２９９-１１６３・千葉県君津市杢師・もくじ

　　２９９-１１７１・千葉県君津市八重原・やえはら

　　２９２-０５１５・千葉県君津市柳城・やなしろ

　　２９９-１１２５・千葉県君津市山高原・やまたかはら

　　２９２-０５０１・千葉県君津市山滝野・やまたきの

　　２９２-０４０１・千葉県君津市山本・やまもと

　　２９９-１１３４・千葉県君津市八幡・やわた

　　２９９-１１６６・千葉県君津市陽光台・ようこうだい

　　２９２-０４１３・千葉県君津市吉野・よしの

　　２９３-００００・千葉県富津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-１６１５・千葉県富津市相川・あいかわ

　　２９３-００３１・千葉県富津市相野谷・あいのやつ

　　２９３-００１２・千葉県富津市青木・あおき

　　２９３-００２２・千葉県富津市新井・あらい

　　２９３-００３３・千葉県富津市一色・いつしき

　　２９９-１６１３・千葉県富津市不入斗・いりやまず

　　２９９-１６０８・千葉県富津市岩坂・いわさか



　　２９３-００４３・千葉県富津市岩瀬・いわせ

　　２９９-１７４６・千葉県富津市岩本・いわもと

　　２９９-１７５３・千葉県富津市上後・うえご

　　２９９-１７３２・千葉県富津市宇藤原・うとうはﾞら

　　２９９-１６１７・千葉県富津市売津・うるつﾞ

　　２９９-１７３６・千葉県富津市大川崎・おおがわさき

　　２９９-１７３５・千葉県富津市大田和・おおたわ

　　２９３-０００１・千葉県富津市大堀・おおほり

　　２９９-１７５８・千葉県富津市大森・おおもり

　　２９９-１７５７・千葉県富津市押切・おしきり

　　２９９-１７５１・千葉県富津市恩田・おんだ

　　２９９-１６１６・千葉県富津市海良・かいら

　　２９９-１６０６・千葉県富津市数馬・かずま

　　２９９-１６０９・千葉県富津市加藤・かとう

　　２９９-１８６１・千葉県富津市金谷・かなや

　　２９３-００４１・千葉県富津市上・かみ

　　２９３-０００５・千葉県富津市上飯野・かみいいの

　　２９３-００５１・千葉県富津市亀沢・かめざわ

　　２９３-００５７・千葉県富津市亀田・かめだ

　　２９３-００２３・千葉県富津市川名・かわな

　　２９３-００３４・千葉県富津市絹・きぬ

　　２９３-００４２・千葉県富津市小久保・こくほﾞ

　　２９９-１７４７・千葉県富津市小志駒・こじこま

　　２９３-００４６・千葉県富津市近藤・こんどう

　　２９９-１６０２・千葉県富津市桜井・さくらい

　　２９９-１６０１・千葉県富津市桜井総稱鬼泪山・いそうしようきなだやま

　　２９３-００５５・千葉県富津市笹毛・ささげ

　　２９３-００５８・千葉県富津市佐貫・さぬき

　　２９９-１６０３・千葉県富津市更和・さらわ

　　２９９-１７４５・千葉県富津市志駒・しこま

　　２９３-００２４・千葉県富津市篠部・しのべ

　　２９３-０００６・千葉県富津市下飯野・しもいいの

　　２９３-００３２・千葉県富津市障子谷・しようじやつ

　　２９３-００１１・千葉県富津市新富・しんとみ

　　２９９-１７３４・千葉県富津市関・せき

　　２９９-１７５２・千葉県富津市関尻・せきじり

　　２９９-１６０４・千葉県富津市台原・だいはﾞら

　　２９９-１７３３・千葉県富津市高溝・たかみぞ

　　２９９-１７３１・千葉県富津市田倉・たぐら

　　２９９-１６２１・千葉県富津市竹岡・たけおか

　　２９９-１７５５・千葉県富津市田原・たはﾞら

　　２９３-００３６・千葉県富津市千種新田・ちぐさしんでん

　　２９３-００５４・千葉県富津市鶴岡・つるおか

　　２９９-１７５９・千葉県富津市寺尾・てらお

　　２９９-１７４２・千葉県富津市豊岡・とよおか

　　２９３-００４４・千葉県富津市中・なか

　　２９９-１６１１・千葉県富津市長崎・ながさき

　　２９９-１７４４・千葉県富津市梨沢（東井戸堀）・なしざわ(ひがしいどほﾞり)

　　２９９-１６１４・千葉県富津市梨沢（その他）・なしざわ(そのた)

　　２９３-００３５・千葉県富津市西大和田・にしおおわだ

　　２９３-００１３・千葉県富津市西川・にしかわ

　　２９９-１６２２・千葉県富津市萩生・はぎう

　　２９３-００５３・千葉県富津市花香谷・はながやつ

　　２９９-１６１８・千葉県富津市花輪・はなわ

　　２９９-１７３７・千葉県富津市東大和田・ひがしおおわだ

　　２９３-０００２・千葉県富津市二間塚・ふたまつﾞか

　　２９３-００２１・千葉県富津市富津・ふつつ

　　２９３-００５２・千葉県富津市宝竜寺・ほうりゆうじ

　　２９３-０００３・千葉県富津市本郷・ほんごう

　　２９３-０００４・千葉県富津市前久保・まえくほﾞ

　　２９９-１６０７・千葉県富津市湊・みなと

　　２９９-１７４１・千葉県富津市御代原・みよはﾞら

　　２９９-１７５６・千葉県富津市六野・むつの

　　２９９-１６０５・千葉県富津市望井・もちい

　　２９３-００４５・千葉県富津市八田沼・やたぬま

　　２９９-１７４３・千葉県富津市山中・やまなか

　　２９９-１７５４・千葉県富津市山脇・やまわき

　　２９３-００５６・千葉県富津市八幡・やわた

　　２９９-１６１２・千葉県富津市横山・よこやま

　　２７９-００００・千葉県浦安市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　２７９-００１４・千葉県浦安市明海・あけみ

　　２７９-００２２・千葉県浦安市今川・いまがわ

　　２７９-００１２・千葉県浦安市入船・いりふね

　　２７９-０００３・千葉県浦安市海楽・かいらく

　　２７９-０００２・千葉県浦安市北栄・きたざかえ

　　２７９-００２３・千葉県浦安市高洲・たかす

　　２７９-００３２・千葉県浦安市千鳥・ちどり

　　２７９-００２５・千葉県浦安市鉄鋼通り・てつこうどおり

　　２７９-０００１・千葉県浦安市当代島・とうだいじま

　　２７９-００２１・千葉県浦安市富岡・とみおか

　　２７９-０００４・千葉県浦安市猫実・ねこざね

　　２７９-００４２・千葉県浦安市東野・ひがしの

　　２７９-００１３・千葉県浦安市日の出・ひので

　　２７９-００４３・千葉県浦安市富士見・ふじみ

　　２７９-００２６・千葉県浦安市弁天・べんてん

　　２７９-００４１・千葉県浦安市堀江・ほりえ

　　２７９-００３１・千葉県浦安市舞浜・まいはま

　　２７９-００２４・千葉県浦安市港・みなと

　　２７９-００１１・千葉県浦安市美浜・みはま

　　２８４-００００・千葉県四街道市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８４-００２４・千葉県四街道市旭ケ丘・あさひがおか

　　２８４-００１４・千葉県四街道市池花・いけはな

　　２８４-００４１・千葉県四街道市上野・うえの

　　２８４-００１３・千葉県四街道市内黒田・うちくろだ

　　２８４-００４５・千葉県四街道市美しが丘・うつくしがおか

　　２８４-００４２・千葉県四街道市小名木・おなぎ

　　２８４-００１１・千葉県四街道市亀崎・かめざき

　　２８４-０００２・千葉県四街道市萱橋・かやはじ

　　２８４-００２７・千葉県四街道市栗山・くりやま

　　２８４-００２５・千葉県四街道市さちが丘・さちがおか

　　２８４-０００７・千葉県四街道市さつきケ丘・さつきがおか

　　２８４-０００３・千葉県四街道市鹿渡・しかわたじ

　　２８４-０００６・千葉県四街道市下志津新田・しもしつﾞしんでん

　　２８４-０００１・千葉県四街道市大日・だいにち

　　２８４-００３８・千葉県四街道市たかおの杜・たかおのもり

　　２８４-００３３・千葉県四街道市鷹の台・たかのだい

　　２８４-０００９・千葉県四街道市中央・ちゆうおう

　　２８４-００１５・千葉県四街道市千代田・ちよだ

　　２８４-００２６・千葉県四街道市つくし座・つくしざ

　　２８４-００３７・千葉県四街道市中台・なかだい

　　２８４-００３６・千葉県四街道市中野・なかの

　　２８４-００２１・千葉県四街道市長岡・ながおか

　　２８４-００３４・千葉県四街道市南波佐間・なはﾞさま

　　２８４-００３１・千葉県四街道市成山・なりやま

　　２８４-００２３・千葉県四街道市みそら・みそら

　　２８４-０００４・千葉県四街道市みのり町・みのりちよう

　　２８４-００４３・千葉県四街道市めいわ・めいわ

　　２８４-００１６・千葉県四街道市もねの里・もねのさと

　　２８４-００１２・千葉県四街道市物井・ものい

　　２８４-００２２・千葉県四街道市山梨・やまなじ

　　２８４-００３２・千葉県四街道市吉岡・よしおか

　　２８４-０００５・千葉県四街道市四街道・よつかいどう

　　２８４-０００８・千葉県四街道市鹿放ケ丘・ろつほﾟうがおか

　　２８４-００３５・千葉県四街道市和田・わだ

　　２８４-００４４・千葉県四街道市和良比・わらび

　　２９９-０２００・千葉県袖ケ浦市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-０２１６・千葉県袖ケ浦市阿部・あべ

　　２９９-０２５６・千葉県袖ケ浦市飯富・いいとみ

　　２９９-０２６４・千葉県袖ケ浦市今井・いまい

　　２９９-０２３３・千葉県袖ケ浦市岩井・いわい

　　２９９-０２１７・千葉県袖ケ浦市打越・うちこじ

　　２９９-０２３２・千葉県袖ケ浦市永地・えいち

　　２９９-０２２１・千葉県袖ケ浦市大竹・おおたけ

　　２９９-０２３７・千葉県袖ケ浦市大鳥居・おおどりい

　　２９９-０２５３・千葉県袖ケ浦市大曽根・おぞね

　　２９９-０２５２・千葉県袖ケ浦市勝・かつ

　　２９９-０２０５・千葉県袖ケ浦市上泉・かみいずみ

　　２９９-０２２２・千葉県袖ケ浦市上宮田・かみみやだ

　　２９９-０２０１・千葉県袖ケ浦市川原井・かわはらい

　　２９９-０２５７・千葉県袖ケ浦市神納・かんのう



　　２９９-０２６６・千葉県袖ケ浦市北袖・きたそで

　　２９９-０２４２・千葉県袖ケ浦市久保田・くほﾞた

　　２９９-０２４３・千葉県袖ケ浦市蔵波・くらなみ

　　２９９-０２４５・千葉県袖ケ浦市蔵波台・くらなみだい

　　２９９-０２６２・千葉県袖ケ浦市坂戸市場・さかどいちはﾞ

　　２９９-０２１２・千葉県袖ケ浦市三箇・さんが

　　２９９-０２４７・千葉県袖ケ浦市椎の森・しいのもり

　　２９９-０２３１・千葉県袖ケ浦市下泉・しもいずみ

　　２９９-０２５５・千葉県袖ケ浦市下新田・しもにつた

　　２９９-０２１４・千葉県袖ケ浦市下根岸・しもねぎじ

　　２９９-０２２３・千葉県袖ケ浦市下宮田・しもみやだ

　　２９９-０２６９・千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前・そでがうらえきまえ

　　２９９-０２４１・千葉県袖ケ浦市代宿・だいじゆく

　　２９９-０２０３・千葉県袖ケ浦市高谷・たかや

　　２９９-０２２６・千葉県袖ケ浦市滝の口・たきのくち

　　２９９-０２２５・千葉県袖ケ浦市玉野・たまの

　　２９９-０２１３・千葉県袖ケ浦市百目木・どうめき

　　２９９-０２１５・千葉県袖ケ浦市堂谷・どうやつ

　　２９９-０２６７・千葉県袖ケ浦市中袖・なかそで

　　２９９-０２６５・千葉県袖ケ浦市長浦・ながうら

　　２９９-０２４６・千葉県袖ケ浦市長浦駅前・ながうらえきまえ

　　２９９-０２０４・千葉県袖ケ浦市永吉・ながよじ

　　２９９-０２６３・千葉県袖ケ浦市奈良輪・ならわ

　　２９９-０２１１・千葉県袖ケ浦市野里・のざと

　　２９９-０２５１・千葉県袖ケ浦市のぞみ野・のぞみの

　　２９９-０２４４・千葉県袖ケ浦市野田・のだ

　　２９９-０２０２・千葉県袖ケ浦市林・はやじ

　　２９９-０２６１・千葉県袖ケ浦市福王台・ふくおうだい

　　２９９-０２３５・千葉県袖ケ浦市三黒・みくろ

　　２９９-０２５４・千葉県袖ケ浦市三ツ作・みつざく

　　２９９-０２６８・千葉県袖ケ浦市南袖・みなみそで

　　２９９-０２３４・千葉県袖ケ浦市谷中・やなか

　　２９９-０２３６・千葉県袖ケ浦市横田・よこた

　　２９９-０２２４・千葉県袖ケ浦市吉野田・よしのだ

　　２８９-１１００・千葉県八街市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-１１０１・千葉県八街市朝日・あさひ

　　２８９-１１２１・千葉県八街市砂・いさご

　　２８９-１１０５・千葉県八街市泉台・いずみだい

　　２８９-１１０６・千葉県八街市榎戸・えのきど

　　２８９-１１１１・千葉県八街市大木・おおぎ

　　２８９-１１４２・千葉県八街市大関・おおせき

　　２８９-１１３４・千葉県八街市大谷流・おおやる

　　２８９-１１３７・千葉県八街市岡田・おかだ

　　２８９-１１２６・千葉県八街市沖・おき

　　２８９-１１０２・千葉県八街市沖渡・おきわたじ

　　２８９-１１２５・千葉県八街市上砂・かみいさご

　　２８９-１１０８・千葉県八街市雁丸・がんまる

　　２８９-１１１２・千葉県八街市木原・きはﾞら

　　２８９-１１３１・千葉県八街市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　２８９-１１３５・千葉県八街市小谷流・こやる

　　２８９-１１２２・千葉県八街市四木・しもく

　　２８９-１１３２・千葉県八街市勢田・せた

　　２８９-１１２３・千葉県八街市滝台・たきだい

　　２８９-１１１６・千葉県八街市中央・ちゆうおう

　　２８９-１１４１・千葉県八街市富山・とやま

　　２８９-１１３６・千葉県八街市根古谷・ねごや

　　２８９-１１１４・千葉県八街市東吉田・ひがしよしだ

　　２８９-１１０４・千葉県八街市文違・ひじかい

　　２８９-１１４５・千葉県八街市みどり台・みどりだい

　　２８９-１１３８・千葉県八街市用草・もちくさ

　　２８９-１１４３・千葉県八街市八街い・やちまたい

　　２８９-１１４４・千葉県八街市八街ろ・やちまたろ

　　２８９-１１０７・千葉県八街市八街は・やちまたは

　　２８９-１１０３・千葉県八街市八街に・やちまたに

　　２８９-１１１５・千葉県八街市八街ほ・やちまたほ

　　２８９-１１１３・千葉県八街市八街へ・やちまたへ

　　２８９-１１２４・千葉県八街市山田台・やまだだい

　　２８９-１１３３・千葉県八街市吉倉・よしくら

　　２７０-１３００・千葉県印西市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-１３２１・千葉県印西市相嶋・あいじま



　　２７０-２３０２・千葉県印西市安食卜杭・あじきほﾞつくい

　　２７０-１３５１・千葉県印西市和泉・いずみ

　　２７０-１３５３・千葉県印西市泉・いずみ

　　２７０-１３６０・千葉県印西市泉野・いずみの

　　２７０-２３２３・千葉県印西市和泉屋・いずみや

　　２７０-１６１６・千葉県印西市岩戸・いわと

　　２７０-１３４７・千葉県印西市内野・うちの

　　２７０-１３６４・千葉県印西市浦幡新田・うらはたしんでん

　　２７０-１３６７・千葉県印西市浦部・うらべ

　　２７０-１３６８・千葉県印西市浦部村新田・うらべむらしんでん

　　２７０-１３５２・千葉県印西市大塚・おおつか

　　２７０-１６１２・千葉県印西市大廻・おおはﾞ

　　２７０-１３２７・千葉県印西市大森・おおもり

　　２７０-１３５８・千葉県印西市小倉・おぐら

　　２７０-１３５６・千葉県印西市小倉台・おぐらだい

　　２７０-２３１８・千葉県印西市押付・おしつけ

　　２７０-１３６３・千葉県印西市鹿黒・かぐろ

　　２７０-１３６９・千葉県印西市鹿黒南・かぐろみなみ

　　２７０-２３２２・千葉県印西市笠神・かさがみ

　　２７０-１６１３・千葉県印西市鎌苅・かまがり

　　２７０-１３６２・千葉県印西市亀成・かめなり

　　２７０-２３１９・千葉県印西市川向・かわむかい

　　２７０-１３２６・千葉県印西市木下・きおろじ

　　２７０-１３２３・千葉県印西市木下東・きおろしひがじ

　　２７０-１３２８・千葉県印西市木下南・きおろしみなみ

　　２７０-１３５９・千葉県印西市木刈・きかり

　　２７０-２３１６・千葉県印西市行徳・ぎようとく

　　２７０-１３４３・千葉県印西市結縁寺・けつえんじ

　　２７０-１３６５・千葉県印西市高西新田・こうさいしんでん

　　２７０-２３２６・千葉県印西市荒野・こうや

　　２７０-１３１８・千葉県印西市小林・こはﾞやじ

　　２７０-１３１３・千葉県印西市小林北・こはﾞやしきた

　　２７０-１３１５・千葉県印西市小林浅間・こはﾞやしせんげん

　　２７０-１３１６・千葉県印西市小林大門下・こはﾞやしだいもんした

　　２７０-２３０３・千葉県印西市酒直卜杭・さかなおほﾞつくい

　　２７０-２３１４・千葉県印西市桜野・さくらの

　　２７０-２３０５・千葉県印西市佐野屋・さのや

　　２７０-２３１３・千葉県印西市下井・しもい

　　２７０-２３１７・千葉県印西市下曽根・しもぞね

　　２７０-２３０１・千葉県印西市将監・しようげん

　　２７０-１３６６・千葉県印西市白幡・しらはた

　　２７０-２３０４・千葉県印西市甚兵衛・じんべえ

　　２７０-１６１４・千葉県印西市瀬戸・せと

　　２７０-１３２２・千葉県印西市浅間前・せんげんまえ

　　２７０-１３３７・千葉県印西市草深・そうふけ

　　２７０-１３３３・千葉県印西市宗甫・そうほ

　　２７０-１３４２・千葉県印西市高花・たかはﾞな

　　２７０-２３２８・千葉県印西市滝・たき

　　２７０-２３２９・千葉県印西市滝野・たきの

　　２７０-１３２５・千葉県印西市竹袋・たけふくろ

　　２７０-１３４６・千葉県印西市多々羅田・たたらだ

　　２７０-１３５０・千葉県印西市中央北・ちゆうおうきた

　　２７０-１３４０・千葉県印西市中央南・ちゆうおうみなみ

　　２７０-１６１１・千葉県印西市造谷・つくりや

　　２７０-１６１８・千葉県印西市つくりや台・つくりやだい

　　２７０-２３２５・千葉県印西市角田・つのだ

　　２７０-１３４８・千葉県印西市戸神・とかみ

　　２７０-１３４９・千葉県印西市戸神台・とかみだい

　　２７０-２３１５・千葉県印西市中・なか

　　２７０-２３０６・千葉県印西市中田切・なかたぎり

　　２７０-２３１２・千葉県印西市長門屋・ながとや

　　２７０-２３２４・千葉県印西市中根・なかね

　　２７０-１３３４・千葉県印西市西の原・にしのはら

　　２７０-２３１１・千葉県印西市萩埜・はぎの

　　２７０-１６０１・千葉県印西市萩原・はぎわら

　　２７０-１３３５・千葉県印西市原・はら

　　２７０-１３４１・千葉県印西市原山・はらやま

　　２７０-１３３６・千葉県印西市東の原・ひがしのはら

　　２７０-１３２４・千葉県印西市平岡・ひらおか

　　２７０-１６０５・千葉県印西市平賀・ひらか



　　２７０-１６０６・千葉県印西市平賀学園台・ひらかがくえんだい

　　２７０-１３４５・千葉県印西市船尾・ふなお

　　２７０-１３３２・千葉県印西市別所・べつしよ

　　２７０-１３６１・千葉県印西市発作・ほつさく

　　２７０-１６０８・千葉県印西市舞姫・まいひめ

　　２７０-１３５７・千葉県印西市牧の木戸・まきのきど

　　２７０-１３３９・千葉県印西市牧の台・まきのだい

　　２７０-１３３１・千葉県印西市牧の原・まきのはら

　　２７０-２３０７・千葉県印西市松木・まつき

　　２７０-１３４４・千葉県印西市松崎・まつざき

　　２７０-１３３８・千葉県印西市松崎台・まつざきだい

　　２７０-１６０２・千葉県印西市松虫・まつむじ

　　２７０-１６０７・千葉県印西市美瀬・みせ

　　２７０-２３３１・千葉県印西市みどり台・みどりだい

　　２７０-１３５４・千葉県印西市武西・むざい

　　２７０-１３５５・千葉県印西市武西学園台・むざいがくえんだい

　　２７０-２３０８・千葉県印西市本埜小林・もとのこはﾞやじ

　　２７０-２３２１・千葉県印西市物木・ものき

　　２７０-１６１５・千葉県印西市師戸・もろと

　　２７０-１６０４・千葉県印西市山田・やまだ

　　２７０-１６１７・千葉県印西市吉田・よしだ

　　２７０-１６０３・千葉県印西市吉高・よしたか

　　２７０-２３２７・千葉県印西市竜腹寺・りゆうふくじ

　　２７０-１６０９・千葉県印西市若萩・わかはぎ

　　２７０-１４００・千葉県白井市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-１４２５・千葉県白井市池の上・いけのかみ

　　２７０-１４０１・千葉県白井市今井・いまい

　　２７０-１４３４・千葉県白井市大山口・おおやまぐち

　　２７０-１４０４・千葉県白井市折立・おりたて

　　２７０-１４０３・千葉県白井市河原子・かわらご

　　２７０-１４３７・千葉県白井市木・き

　　２７０-１４１５・千葉県白井市清戸・きよど

　　２７０-１４３３・千葉県白井市けやき台・けやきだい

　　２７０-１４１２・千葉県白井市桜台・さくらだい

　　２７０-１４２６・千葉県白井市笹塚・ささつﾞか

　　２７０-１４１６・千葉県白井市神々廻・ししはﾞ

　　２７０-１４３５・千葉県白井市清水口・しみずぐち

　　２７０-１４２１・千葉県白井市白井・しろい

　　２７０-１４３９・千葉県白井市大松・だいまつ

　　２７０-１４０５・千葉県白井市富塚・とみつか

　　２７０-１４１１・千葉県白井市十余一・とよいち

　　２７０-１４０７・千葉県白井市名内・なうち

　　２７０-１４０６・千葉県白井市中・なか

　　２７０-１４３６・千葉県白井市七次台・ななつぎだい

　　２７０-１４０８・千葉県白井市西白井・にししろい

　　２７０-１４３１・千葉県白井市根・ね

　　２７０-１４３８・千葉県白井市野口・のぐち

　　２７０-１４０２・千葉県白井市平塚・ひらつか

　　２７０-１４２２・千葉県白井市復・ふく

　　２７０-１４３２・千葉県白井市冨士・ふじ

　　２７０-１４２４・千葉県白井市堀込・ほりごめ

　　２７０-１４２３・千葉県白井市南山・みなみやま

　　２７０-１４１３・千葉県白井市武西・むざい

　　２７０-１４１４・千葉県白井市谷田・やた

　　２８６-０２００・千葉県富里市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８６-０２０４・千葉県富里市大和・おおわ

　　２８６-０２０３・千葉県富里市久能・くのう

　　２８６-０２１６・千葉県富里市高野・こうや

　　２８６-０２１１・千葉県富里市御料・ごりよう

　　２８６-０２２３・千葉県富里市新中沢・しんなかざわ

　　２８６-０２１３・千葉県富里市高松・たかまつ

　　２８６-０２１４・千葉県富里市立沢・たつざわ

　　２８６-０２１５・千葉県富里市立沢新田・たつざわしんでん

　　２８６-０２１２・千葉県富里市十倉・とくら

　　２８６-０２２２・千葉県富里市中沢・なかざわ

　　２８６-０２２１・千葉県富里市七栄・ななえ

　　２８６-０２２４・千葉県富里市新橋・につはﾟじ

　　２８６-０２０５・千葉県富里市根木名・ねこな

　　２８６-０２０２・千葉県富里市日吉倉・ひよしくら

　　２８６-０２０１・千葉県富里市日吉台・ひよしだい



　　２８６-０２２５・千葉県富里市美沢・みさわ

　　２９９-２４００・千葉県南房総市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９４-０８２１・千葉県南房総市明石・あかじ

　　２９９-２２０１・千葉県南房総市荒川・あらかわ

　　２９９-２５２２・千葉県南房総市安馬谷・あんはﾞや

　　２９４-０８１２・千葉県南房総市池之内・いけのうち

　　２９９-２５１５・千葉県南房総市石神・いしがみ

　　２９９-２５０３・千葉県南房総市石堂・いしどう

　　２９９-２５０２・千葉県南房総市石堂原・いしどうはら

　　２９９-２２２６・千葉県南房総市市部・いちぶ

　　２９９-２２０５・千葉県南房総市犬掛・いぬかけ

　　２９９-２２１２・千葉県南房総市井野・いの

　　２９９-２５１２・千葉県南房総市岩糸・いわいと

　　２９４-０８０４・千葉県南房総市海老敷・えびしき

　　２９９-２５０７・千葉県南房総市大井・おおい

　　２９４-０８１７・千葉県南房総市大学口・おおがくち

　　２９９-２５１１・千葉県南房総市小戸・おど

　　２９４-０８０６・千葉県南房総市上滝田・かみたきだ

　　２９４-０８２５・千葉県南房総市上堀・かみほり

　　２９９-２５２５・千葉県南房総市加茂・かも

　　２９９-２２１１・千葉県南房総市川上・かわかみ

　　２９４-０８１４・千葉県南房総市川田・かわた

　　２９９-２５０４・千葉県南房総市川谷・かわやつ

　　２９９-２２１６・千葉県南房総市久枝・くじ

　　２９９-２５２６・千葉県南房総市沓見・くつみ

　　２９９-２５２４・千葉県南房総市久保・くほﾞ

　　２９９-２２１５・千葉県南房総市検儀谷・けぎや

　　２９９-２２２１・千葉県南房総市合戸・ごうど

　　２９９-２２２４・千葉県南房総市小浦・こうら

　　２９４-０８０５・千葉県南房総市下滝田・しもたきだ

　　２９４-０８２４・千葉県南房総市下堀・しもほり

　　２９９-２５０１・千葉県南房総市珠師ケ谷・しゆしがやつ

　　２９９-２５２１・千葉県南房総市白子・しらこ

　　２９５-０１０１・千葉県南房総市白浜町乙浜・しらはまちようおとはま

　　２９５-０１０２・千葉県南房総市白浜町白浜・しらはまちようしらはま

　　２９５-０１０３・千葉県南房総市白浜町滝口・しらはまちようたきぐち

　　２９５-０１０４・千葉県南房総市白浜町根本・しらはまちようねもと

　　２９４-０８１５・千葉県南房総市千代・せんだい

　　２９９-２２２３・千葉県南房総市高崎・たかさき

　　２９９-２２２５・千葉県南房総市竹内・たけのうち

　　２９５-０００６・千葉県南房総市千倉町宇田・ちくらちよううだ

　　２９５-００２６・千葉県南房総市千倉町大川・ちくらちようおおかわ

　　２９５-００１３・千葉県南房総市千倉町大貫・ちくらちようおおぬき

　　２９５-０００２・千葉県南房総市千倉町川合・ちくらちようかわい

　　２９５-００２３・千葉県南房総市千倉町川口・ちくらちようかわぐち

　　２９５-００１４・千葉県南房総市千倉町川戸・ちくらちようかわと

　　２９５-００１１・千葉県南房総市千倉町北朝夷・ちくらちようきたあさい

　　２９５-０００１・千葉県南房総市千倉町久保・ちくらちようくほﾞ

　　２９５-００２２・千葉県南房総市千倉町忽戸・ちくらちようこつと

　　２９５-０００３・千葉県南房総市千倉町白子・ちくらちようしらこ

　　２９５-００２７・千葉県南房総市千倉町白間津・ちくらちようしらまつﾞ

　　２９５-０００４・千葉県南房総市千倉町瀬戸・ちくらちようせと

　　２９５-００２５・千葉県南房総市千倉町千田・ちくらちようせんだ

　　２９５-００２４・千葉県南房総市千倉町平磯・ちくらちようひらいそ

　　２９５-００２１・千葉県南房総市千倉町平舘・ちくらちようへだて

　　２９５-０００５・千葉県南房総市千倉町牧田・ちくらちようまきだ

　　２９５-００１２・千葉県南房総市千倉町南朝夷・ちくらちようみなみあさい

　　２９９-２４１６・千葉県南房総市富浦町青木・とみうらちようあおき

　　２９９-２４１１・千葉県南房総市富浦町居倉・とみうらちよういぐら

　　２９９-２４１２・千葉県南房総市富浦町大津・とみうらちようおおつ

　　２９９-２４０４・千葉県南房総市富浦町多田良・とみうらちようただら

　　２９９-２４１８・千葉県南房総市富浦町手取・とみうらちようてどり

　　２９９-２４０２・千葉県南房総市富浦町豊岡・とみうらちようとよおか

　　２９９-２４０１・千葉県南房総市富浦町南無谷・とみうらちようなむや

　　２９９-２４１７・千葉県南房総市富浦町丹生・とみうらちようにゆう

　　２９９-２４０３・千葉県南房総市富浦町原岡・とみうらちようはらおか

　　２９９-２４１５・千葉県南房総市富浦町深名・とみうらちようふかな

　　２９９-２４１４・千葉県南房総市富浦町福澤・とみうらちようふくざわ

　　２９９-２４１３・千葉県南房総市富浦町宮本・とみうらちようみやもと

　　２９４-０８１１・千葉県南房総市中・なか



　　２９９-２５１４・千葉県南房総市西原・にしはﾞら

　　２９９-２２１４・千葉県南房総市二部・にぶ

　　２９９-２２０２・千葉県南房総市平塚・ひらつか

　　２９４-０８２３・千葉県南房総市府中・ふちゆう

　　２９９-２５１３・千葉県南房総市古川・ふるかわ

　　２９９-２２０６・千葉県南房総市平久里下・へぐりしも

　　２９９-２２０４・千葉県南房総市平久里中・へぐりなか

　　２９９-２５１６・千葉県南房総市前田・まえだ

　　２９４-０８０１・千葉県南房総市増間・ますま

　　２９９-２５１７・千葉県南房総市丸本郷・まるほんごう

　　２９９-２５０８・千葉県南房総市丸山平塚・まるやまひらつか

　　２９９-２５０６・千葉県南房総市御子神・みこがみ

　　２９４-０８２６・千葉県南房総市三坂・みさか

　　２９４-０８０３・千葉県南房総市御庄・みしよう

　　２９９-２５２３・千葉県南房総市峰・みね

　　２９９-２５０５・千葉県南房総市宮下・みやした

　　２９９-２２２２・千葉県南房総市宮谷・みやのやつ

　　２９４-０８２２・千葉県南房総市本織・もとおり

　　２９４-０８１６・千葉県南房総市山下・やました

　　２９９-２２０３・千葉県南房総市山田・やまだ

　　２９４-０８０２・千葉県南房総市山名・やまな

　　２９４-０８１３・千葉県南房総市谷向・やむかい

　　２９９-２２１３・千葉県南房総市吉沢・よしざわ

　　２９９-２７２８・千葉県南房総市和田町石堂・わだちよういしどう

　　２９９-２７２６・千葉県南房総市和田町小川・わだちようおがわ

　　２９９-２７１２・千葉県南房総市和田町海発・わだちようかいほつ

　　２９９-２７２７・千葉県南房総市和田町上三原・わだちようかみみはら

　　２９９-２７２５・千葉県南房総市和田町黒岩・わだちようくろいわ

　　２９９-２７２１・千葉県南房総市和田町五十蔵・わだちようごじゆうくら

　　２９９-２７２４・千葉県南房総市和田町小向・わだちようこむかい

　　２９９-２７０２・千葉県南房総市和田町柴・わだちようしはﾞ

　　２９９-２７１５・千葉県南房総市和田町下三原・わだちようしもみはら

　　２９９-２７１１・千葉県南房総市和田町白渚・わだちようしらすか

　　２９９-２７２２・千葉県南房総市和田町磑森・わだちようするすもり

　　２９９-２７１６・千葉県南房総市和田町中三原・わだちようなかみはら

　　２９９-２７０３・千葉県南房総市和田町仁我浦・わだちようにがうら

　　２９９-２７１４・千葉県南房総市和田町沼・わだちようぬま

　　２９９-２７０１・千葉県南房総市和田町花園・わだちようはなその

　　２９９-２７２３・千葉県南房総市和田町布野・わだちようふの

　　２９９-２７１３・千葉県南房総市和田町松田・わだちようまつだ

　　２９９-２７０５・千葉県南房総市和田町真浦・わだちようもうら

　　２９９-２７０４・千葉県南房総市和田町和田・わだちようわだ

　　２８９-２１００・千葉県匝瑳市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-２１７８・千葉県匝瑳市安久山・あぐやま

　　２８９-２１４７・千葉県匝瑳市飯倉・いいぐら

　　２８９-２１４８・千葉県匝瑳市飯倉台・いいぐらだい

　　２８９-２１７３・千葉県匝瑳市飯高・いいだか

　　２８９-２１０６・千葉県匝瑳市飯塚・いいつﾞか

　　２８９-３１８２・千葉県匝瑳市今泉・いまいずみ

　　２８９-２１６１・千葉県匝瑳市入山崎・いりやまざき

　　２８９-２１７１・千葉県匝瑳市内山・うちやま

　　２８９-２１０４・千葉県匝瑳市生尾・おいお

　　２８９-２１５１・千葉県匝瑳市大浦・おおうら

　　２８９-２１０８・千葉県匝瑳市大寺・おおでら

　　２８９-２１７６・千葉県匝瑳市大堀・おおほり

　　２８９-２１１２・千葉県匝瑳市荻野・おぎの

　　２８９-２１７９・千葉県匝瑳市小高・おだか

　　２８９-２１４９・千葉県匝瑳市貝塚・かいつﾞか

　　２８９-２１７５・千葉県匝瑳市片子・かたこ

　　２８９-２１７７・千葉県匝瑳市金原・かなはﾞら

　　２８９-２１３３・千葉県匝瑳市蕪里・かぶざと

　　２８９-２１６７・千葉県匝瑳市亀崎・かめざき

　　２８９-３１８４・千葉県匝瑳市栢田・かやだ

　　２８９-３１８６・千葉県匝瑳市川辺・かわべ

　　２８９-２１１１・千葉県匝瑳市川向・かわむかい

　　２８９-２１６４・千葉県匝瑳市木積・きずみ

　　２８９-２１７４・千葉県匝瑳市公崎・こうざき

　　２８９-２１３５・千葉県匝瑳市高野・こうや

　　２８９-２１６６・千葉県匝瑳市新・しむら

　　２８９-２１１４・千葉県匝瑳市上谷中・じようやなか



　　２８９-２１３２・千葉県匝瑳市高・たか

　　２８９-２１６５・千葉県匝瑳市田久保・たくほﾞ

　　２８９-２１０２・千葉県匝瑳市椿・つはﾞき

　　２８９-２１３６・千葉県匝瑳市時曽根・ときぞね

　　２８９-２１５４・千葉県匝瑳市富岡・とみおか

　　２８９-２１５６・千葉県匝瑳市長岡・ながおか

　　２８９-２１５３・千葉県匝瑳市中台・なかだい

　　２８９-２１２３・千葉県匝瑳市長谷・ながや

　　２８９-３１８３・千葉県匝瑳市新堀・にいほﾞり

　　２８９-２１２５・千葉県匝瑳市西小笹・にしこざさ

　　２８９-２１７２・千葉県匝瑳市城下・ねごや

　　２８９-３１８１・千葉県匝瑳市野手・ので

　　２８９-２１２４・千葉県匝瑳市登戸・のぶと

　　２８９-２１０１・千葉県匝瑳市春海・はるみ

　　２８９-２１２１・千葉県匝瑳市東小笹・ひがしこざさ

　　２８９-２１１５・千葉県匝瑳市東谷・ひがしや

　　２８９-２１６８・千葉県匝瑳市久方・ひさかた

　　２８９-２１１３・千葉県匝瑳市平木・ひらぎ

　　２８９-３１８５・千葉県匝瑳市堀川・ほりかわ

　　２８９-２１５７・千葉県匝瑳市堀之内・ほりのうち

　　２８９-２１５２・千葉県匝瑳市松山・まつやま

　　２８９-２１３１・千葉県匝瑳市みどり平・みどりだいら

　　２８９-２１６３・千葉県匝瑳市南神崎・みなみかんざき

　　２８９-２１６２・千葉県匝瑳市南山崎・みなみやまざき

　　２８９-２１０３・千葉県匝瑳市宮本・みやもと

　　２８９-２１５５・千葉県匝瑳市八辺・やつへﾟ

　　２８９-２１０５・千葉県匝瑳市山桑・やまくわ

　　２８９-２１４４・千葉県匝瑳市八日市場イ・ようかいちはﾞい

　　２８９-２１４２・千葉県匝瑳市八日市場ニ・ようかいちはﾞに

　　２８９-２１４１・千葉県匝瑳市八日市場ハ・ようかいちはﾞは

　　２８９-２１４６・千葉県匝瑳市八日市場ホ・ようかいちはﾞほ

　　２８９-２１４３・千葉県匝瑳市八日市場ロ・ようかいちはﾞろ

　　２８９-２１３４・千葉県匝瑳市横須賀・よこすか

　　２８９-２１２２・千葉県匝瑳市吉崎・よしざき

　　２８９-２１６９・千葉県匝瑳市吉田・よしだ

　　２８９-２１０７・千葉県匝瑳市米持・よねもち

　　２８９-２１４５・千葉県匝瑳市若潮町・わかしおちよう

　　２８７-００００・千葉県香取市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-０３２１・千葉県香取市阿玉川・あたまがわ

　　２８９-０３２６・千葉県香取市阿玉台・あたまだい

　　２８９-０３４６・千葉県香取市油田・あぶらた

　　２８７-０１０６・千葉県香取市荒北・あらきた

　　２８７-００５６・千葉県香取市飯島・いいじま

　　２８９-０３２４・千葉県香取市和泉・いずみ

　　２８７-０８０３・千葉県香取市磯山・いそやま

　　２８９-０３０１・千葉県香取市一ノ分目・いちのわけめ

　　２８７-００２３・千葉県香取市伊地山・いちやま

　　２８７-０８０４・千葉県香取市市和田・いちわだ

　　２８９-０３３３・千葉県香取市入会地・いりあいち

　　２８７-０００４・千葉県香取市岩ケ崎台・いわがさきだい

　　２８７-０１０２・千葉県香取市岩部・いわべ

　　２８９-０３４９・千葉県香取市内野・うちの

　　２８７-０８０１・千葉県香取市扇島・おうぎしま

　　２８７-００１３・千葉県香取市大倉・おおくら

　　２８７-００１２・千葉県香取市大倉丁子・おおくらようろご

　　２８７-００３５・千葉県香取市大崎・おおさき

　　２８７-０８１１・千葉県香取市大島・おおしま

　　２８７-００４３・千葉県香取市大戸・おおと

　　２８９-０４２５・千葉県香取市大角・おおとがり

　　２８７-００５４・千葉県香取市大戸川・おおとがわ

　　２８７-００５３・千葉県香取市大戸新田・おおとしんでん

　　２８７-００２６・千葉県香取市大根・おおね

　　２８９-０３２３・千葉県香取市岡飯田・おかいいだ

　　２８９-０４２３・千葉県香取市小川・おがわ

　　２８９-０４０２・千葉県香取市小見・おみ

　　２８９-０３１３・千葉県香取市小見川・おみがわ

　　２８９-０３４８・千葉県香取市織幡・おりはた

　　２８９-０３２５・千葉県香取市貝塚・かいつﾞか

　　２８７-００４４・千葉県香取市片野・かたの

　　２８７-０８０２・千葉県香取市加藤洲・かどうず



　　２８７-００１７・千葉県香取市香取・かとり

　　２８７-００３２・千葉県香取市釜塚・かまつﾞか

　　２８７-００４６・千葉県香取市上小川・かみおがわ

　　２８９-０３０６・千葉県香取市上小堀・かみこほﾞり

　　２８７-００２７・千葉県香取市返田・かやだ

　　２８７-０１０４・千葉県香取市苅毛・かりけ

　　２８９-０３３４・千葉県香取市川頭・かわがしら

　　２８９-０４０３・千葉県香取市川上・かわかみ

　　２８７-００６７・千葉県香取市川尻・かわじり

　　２８７-００３６・千葉県香取市観音・かんのう

　　２８９-０４０８・千葉県香取市神生・かんのう

　　２８７-０００２・千葉県香取市北・きた

　　２８９-０３３５・千葉県香取市北原地新田・きたはらちしんでん

　　２８９-０３３７・千葉県香取市木内・きのうち

　　２８９-０３０８・虫幡上小堀入会地大平・むしはたかみこほﾞりいりあいちおおだいら

　　２８９-０４２２・千葉県香取市桐谷・きりざく

　　２８９-０３２７・千葉県香取市久保・くほﾞ

　　２８７-００２２・千葉県香取市九美上・くみあげ

　　２８７-０８２３・千葉県香取市笄島・こうがいじま

　　２８７-０８０５・千葉県香取市公官洲・こうかんず

　　２８９-０４０４・千葉県香取市高野・こうや

　　２８７-０８２６・千葉県香取市石納・こくのう

　　２８９-０３２８・千葉県香取市五郷内・ごごうち

　　２８９-０４０１・千葉県香取市米野井・こめのい

　　２８７-０８１３・千葉県香取市境島・さかいじま

　　２８７-０１０５・千葉県香取市沢・さわ

　　２８７-０００３・千葉県香取市佐原イ・さわらい

　　２８７-０８２２・千葉県香取市佐原ニ・さわらに

　　２８７-０８１６・千葉県香取市佐原ハ・さわらは

　　２８７-０００５・千葉県香取市佐原ホ・さわらほ

　　２８７-０００１・千葉県香取市佐原ロ・さわらろ

　　２８９-０３０２・千葉県香取市三ノ分目・さんのわけめ

　　２８９-０４１３・千葉県香取市志高・しだか

　　２８７-０００６・千葉県香取市篠原イ・しのはらい

　　２８７-０８２１・千葉県香取市篠原ロ・しのはらろ

　　２８９-０３２２・千葉県香取市下飯田・しもいいだ

　　２８９-０３３８・千葉県香取市下小川・しもおがわ

　　２８７-００２１・千葉県香取市下小野・しもおの

　　２８９-０３０４・千葉県香取市下小堀・しもこほﾞり

　　２８７-００５５・千葉県香取市昭和町・しようわまち

　　２８９-０３４４・千葉県香取市白井・しらい

　　２８９-０３３６・千葉県香取市新々田・しんしんでん

　　２８７-０１０７・千葉県香取市助沢・すけざわ

　　２８７-００４５・千葉県香取市関・せき

　　２８７-０１０１・千葉県香取市高萩・たかはぎ

　　２８９-０４０５・千葉県香取市竹之内・たけのうち

　　２８７-００１４・千葉県香取市多田・ただ

　　２８９-０４０６・千葉県香取市田部・たべ

　　２８７-００４１・千葉県香取市玉造・たまつくり

　　２８７-０８０６・千葉県香取市附洲新田・つきすしんでん

　　２８７-００１１・千葉県香取市津宮・つのみや

　　２８７-００６２・千葉県香取市寺内・てらうち

　　２８７-００４７・千葉県香取市鴇崎・ときざき

　　２８７-００３８・千葉県香取市鳥羽・とつはﾟ

　　２８９-０３０３・千葉県香取市富田・とみた

　　２８９-０４１４・千葉県香取市長岡・ながおか

　　２８７-０８２４・千葉県香取市長島・ながしま

　　２８７-０８１４・千葉県香取市中洲・なかず

　　２８７-００３４・千葉県香取市長山・ながやま

　　２８７-００１６・千葉県香取市新市場・にいちはﾞ

　　２８７-００５１・千葉県香取市新寺・にいでら

　　２８７-００６３・千葉県香取市西坂・にしざか

　　２８７-０１０３・千葉県香取市西田部・にしたべ

　　２８７-００６５・千葉県香取市西部田・にしべた

　　２８７-００４８・千葉県香取市西和田・にしわだ

　　２８９-０４２４・千葉県香取市新里・につさと

　　２８７-００３１・千葉県香取市新部・につへﾟ

　　２８９-０４０７・千葉県香取市仁良・にら

　　２８９-０３１４・千葉県香取市野田・のだ

　　２８７-０８２５・千葉県香取市野間谷原・のまやわら



　　２８９-０３４７・千葉県香取市旗鉾・はたほこ

　　２８９-０３４５・千葉県香取市八本・はちほん

　　２８９-０４２１・千葉県香取市鳩山・はとやま

　　２８９-０３３１・千葉県香取市羽根川・はねがわ

　　２８７-００２４・千葉県香取市福田・ふくだ

　　２８９-０３２９・千葉県香取市布野・ふの

　　２８９-０４１１・千葉県香取市府馬・ふま

　　２８９-０４１２・千葉県香取市古内・ふるうち

　　２８７-００６６・千葉県香取市堀之内・ほりのうち

　　２８９-０３１２・千葉県香取市本郷・ほんごう

　　２８７-００３３・千葉県香取市牧野・まきの

　　２８９-０３０７・千葉県香取市増田・ました

　　２８７-０８１２・千葉県香取市三島・みしま

　　２８７-００６４・千葉県香取市みずほ台・みずほだい

　　２８９-０３３２・千葉県香取市南原地新田・みなみはらちしんでん

　　２８９-０３４１・千葉県香取市虫幡・むしはた

　　２８７-００２５・千葉県香取市本矢作・もとやはぎ

　　２８７-００５２・千葉県香取市森戸・もりど

　　２８７-０８１５・千葉県香取市八筋川・やすじかわ

　　２８７-００６１・千葉県香取市谷中・やなか

　　２８９-０３４３・千葉県香取市山川・やまがわ

　　２８９-０４２６・千葉県香取市山倉・やまくら

　　２８７-００４２・千葉県香取市山之辺・やまのべ

　　２８９-０３１１・千葉県香取市八日市場・ようかいちはﾞ

　　２８７-００１８・千葉県香取市丁子・ようろご

　　２８７-００３７・千葉県香取市与倉・よくら

　　２８７-００１５・千葉県香取市吉原・よしわら

　　２８９-０３４２・千葉県香取市竜谷・りゆうざく

　　２８９-０３０５・千葉県香取市分郷・わかれごう

　　２８９-１３００・千葉県山武市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-１２０３・千葉県山武市麻生新田・あそうしんでん

　　２８９-１２１３・千葉県山武市雨坪・あめつほﾞ

　　２８９-１２０１・千葉県山武市板川・いたがわ

　　２８９-１３３５・千葉県山武市板附・いたつき

　　２８９-１２２２・千葉県山武市板中新田・いたなかしんでん

　　２８９-１３３３・千葉県山武市市場・いちはﾞ

　　２８９-１３０４・千葉県山武市井之内・いのうち

　　２８９-１２１６・千葉県山武市植草・うえくさ

　　２８９-１２１１・千葉県山武市大木・おおぎ

　　２８９-１２２５・千葉県山武市沖渡・おきわたじ

　　２８９-１３３２・千葉県山武市親田・おやだ

　　２８９-１３１３・千葉県山武市上横地・かみよこじ

　　２８９-１３３１・千葉県山武市川崎・かわさき

　　２８９-１３０１・千葉県山武市木戸・きど

　　２８９-１２１２・千葉県山武市木原・きはﾞら

　　２８９-１３１５・千葉県山武市草深・くさぶか

　　２８９-１３１７・千葉県山武市小泉・こいずみ

　　２８９-１３１６・千葉県山武市五木田・ごきた

　　２８９-１３０２・千葉県山武市小松・こまつ

　　２８９-１２２１・千葉県山武市実門・さねかど

　　２８９-１２０５・千葉県山武市椎崎・しいざき

　　２８９-１３１２・千葉県山武市柴原・しはﾞはら

　　２８９-１３２５・千葉県山武市島・しま

　　２８９-１３４２・千葉県山武市嶋戸・しまど

　　２８９-１２１７・千葉県山武市下布田・しもふだ

　　２８９-１３１４・千葉県山武市下横地・しもよこちﾞ

　　２８９-１３０６・千葉県山武市白幡・しらはた

　　２８９-１３４３・千葉県山武市真行寺・しんぎようじ

　　２８９-１３４５・千葉県山武市津辺・つべ

　　２８９-１３１８・千葉県山武市寺崎・てらざき

　　２８９-１２０４・千葉県山武市戸田・とだ

　　２８９-１３２４・千葉県山武市殿台・とのだい

　　２８９-１３２３・千葉県山武市富口・とみぐち

　　２８９-１３２１・千葉県山武市富田・とみだ

　　２８９-１３２２・千葉県山武市富田幸谷・とみだごうや

　　２８９-１２０２・千葉県山武市中津田・なかつた

　　２８９-１３２６・千葉県山武市成東・なるとう

　　２８９-１３４４・千葉県山武市新泉・にいのみ

　　２８９-１３４１・千葉県山武市野堀・のほﾞり

　　２８９-１８０１・千葉県山武市蓮沼イ・はすぬまい



　　２８９-１８０５・千葉県山武市蓮沼ニ・はすぬまに

　　２８９-１８０６・千葉県山武市蓮沼ハ・はすぬまは

　　２８９-１８０４・千葉県山武市蓮沼平・はすぬまひら

　　２８９-１８０３・千葉県山武市蓮沼ホ・はすぬまほ

　　２８９-１８０２・千葉県山武市蓮沼ロ・はすぬまろ

　　２８９-１２２３・千葉県山武市埴谷・はにや

　　２８９-１３１１・千葉県山武市早船・はやふね

　　２８９-１３２７・千葉県山武市姫島・ひめしま

　　２８９-１２０６・千葉県山武市日向台・ひゆうがだい

　　２８９-１５２４・千葉県山武市松尾町祝田・まつおまちいわいた

　　２８９-１５２７・千葉県山武市松尾町大堤・まつおまちおおつつみ

　　２８９-１５０７・千葉県山武市松尾町小川・まつおまちおがわ

　　２８９-１５３５・千葉県山武市松尾町折戸・まつおまちおりと

　　２８９-１５３７・千葉県山武市松尾町借毛本郷・まつおまちかしけほんごう

　　２８９-１５１１・千葉県山武市松尾町蕪木・まつおまちかぶらき

　　２８９-１５０６・千葉県山武市松尾町上大蔵・まつおまちかみおおくら

　　２８９-１５０５・千葉県山武市松尾町金尾・まつおまちかんのお

　　２８９-１５３１・千葉県山武市松尾町木刀・まつおまちきがたな

　　２８９-１５２３・千葉県山武市松尾町五反田・まつおまちごたんだ

　　２８９-１５０４・千葉県山武市松尾町古和・まつおまちこわ

　　２８９-１５１３・千葉県山武市松尾町猿尾・まつおまちさるお

　　２８９-１５１７・千葉県山武市松尾町下大蔵・まつおまちしもおおくら

　　２８９-１５３４・千葉県山武市松尾町下野・まつおまちしもの

　　２８９-１５３６・千葉県山武市松尾町下之郷・まつおまちしものごう

　　２８９-１５２２・千葉県山武市松尾町高富・まつおまちたかとみ

　　２８９-１５３２・千葉県山武市松尾町武野里・まつおまちたけのさと

　　２８９-１５１６・千葉県山武市松尾町田越・まつおまちたこえ

　　２８９-１５１２・千葉県山武市松尾町八田・まつおまちはつた

　　２８９-１５０２・千葉県山武市松尾町引越・まつおまちひつこじ

　　２８９-１５３３・千葉県山武市松尾町広根・まつおまちひろね

　　２８９-１５１５・千葉県山武市松尾町富士見台・まつおまちふじみだい

　　２８９-１５１４・千葉県山武市松尾町松尾・まつおまちまつお

　　２８９-１５２６・千葉県山武市松尾町水深・まつおまちみずふか

　　２８９-１５２１・千葉県山武市松尾町本柏・まつおまちもとがしわ

　　２８９-１５２５・千葉県山武市松尾町本水深・まつおまちもとみずふか

　　２８９-１５０３・千葉県山武市松尾町谷津・まつおまちやつ

　　２８９-１５０１・千葉県山武市松尾町山室・まつおまちやまむろ

　　２８９-１３０３・千葉県山武市松ヶ谷・まつがや

　　２８９-１２２４・千葉県山武市美杉野・みすぎの

　　２８９-１２１８・千葉県山武市武勝・むしよう

　　２８９-１３０５・千葉県山武市本須賀・もとすか

　　２８９-１２１４・千葉県山武市森・もり

　　２８９-１２１５・千葉県山武市矢部・やべ

　　２８９-１３２８・千葉県山武市湯坂・ゆさか

　　２８９-１２２６・千葉県山武市横田・よこた

　　２８９-１３３４・千葉県山武市和田・わだ

　　２９８-００００・千葉県いすみ市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９８-０１２６・千葉県いすみ市今関・いまぜき

　　２９８-００１１・千葉県いすみ市岩船・いわふね

　　２９８-００１３・千葉県いすみ市小池・おいけ

　　２９８-０１１３・千葉県いすみ市大野・おおの

　　２９８-０００４・千葉県いすみ市大原・おおはら

　　２９８-００１４・千葉県いすみ市大原台・おおはらだい

　　２９８-０００６・千葉県いすみ市大原最上台・おおはらもがみだい

　　２９８-００２９・千葉県いすみ市大和田・おおわだ

　　２９８-０１３１・千葉県いすみ市荻原・おぎわら

　　２９８-００１２・千葉県いすみ市小沢・おざわ

　　２９８-０１０２・千葉県いすみ市小高・おだか

　　２９８-０１１５・千葉県いすみ市柿和田・かきわだ

　　２９８-０１０３・千葉県いすみ市神置・かみおき

　　２９８-００１８・千葉県いすみ市上布施・かみぶせ

　　２９８-０１２３・千葉県いすみ市苅谷・かりや

　　２９８-０１１２・千葉県いすみ市国府台・こうのだい

　　２９８-０１０１・千葉県いすみ市小又井・こまたい

　　２９８-０１３５・千葉県いすみ市作田・さくだ

　　２９８-０１１４・千葉県いすみ市札森・さつもり

　　２９８-００２２・千葉県いすみ市佐室・さむろ

　　２９８-００２３・千葉県いすみ市沢部・さわべ

　　２９８-０１２１・千葉県いすみ市島・しま

　　２９８-００２７・千葉県いすみ市下原・しもはら



　　２９８-００１７・千葉県いすみ市下布施・しもぶせ

　　２９８-００１５・千葉県いすみ市釈迦谷・しやかやつ

　　２９８-０１１６・千葉県いすみ市正立寺・しようりゆうじ

　　２９８-０１０６・千葉県いすみ市須賀谷・すがや

　　２９８-００２１・千葉県いすみ市高谷・たかだに

　　２９８-００２４・千葉県いすみ市長志・ながじ

　　２９８-０１３４・千葉県いすみ市行川・なめがわ

　　２９８-０００５・千葉県いすみ市新田・につた

　　２９８-００２６・千葉県いすみ市新田野・につたの

　　２９８-００１６・千葉県いすみ市新田若山深堀入会地・わかやまふかほりいりあいち

　　２９８-０１０５・千葉県いすみ市能実・のうじつ

　　２９８-０００２・千葉県いすみ市日在・ひあり

　　２９８-０１３３・千葉県いすみ市引田・ひきだ

　　２９８-０００３・千葉県いすみ市深堀・ふかほり

　　２９８-０１２５・千葉県いすみ市深谷・ふかや

　　２９８-００２８・千葉県いすみ市細尾・ほそお

　　２９８-０１１７・千葉県いすみ市増田・ますだ

　　２９８-０１０４・千葉県いすみ市松丸・まつまる

　　２９８-０１１１・千葉県いすみ市万木・まんぎ

　　２９９-４６１５・千葉県いすみ市岬町井沢・みさきちよういざわ

　　２９９-４６１１・千葉県いすみ市岬町和泉（４４００番以上）・みさきちよういずみ

　　２９９-４５０３・千葉県いすみ市岬町和泉（その他）・みさきちよういずみ(そのた)

　　２９９-４５０６・千葉県いすみ市岬町市野々・みさきちよういちのの

　　２９９-４５０５・千葉県いすみ市岬町岩熊・みさきちよういわくま

　　２９９-４５０８・千葉県いすみ市岬町榎沢・みさきちようえのきさわ

　　２９９-４６１２・千葉県いすみ市岬町江場土・みさきちようえはﾞど

　　２９９-４６２２・千葉県いすみ市岬町押日・みさきちようおしび

　　２９９-４６２４・千葉県いすみ市岬町鴨根・みさきちようかもね

　　２９９-４６２５・千葉県いすみ市岬町嘉谷・みさきちようかや

　　２９９-４５０４・千葉県いすみ市岬町桑田・みさきちようくわだ

　　２９９-４５０１・千葉県いすみ市岬町椎木・みさきちようしいぎ

　　２９９-４６１６・千葉県いすみ市岬町長者・みさきちようちようじや

　　２９９-４６２３・千葉県いすみ市岬町中滝・みさきちようなかだき

　　２９９-４５０２・千葉県いすみ市岬町中原・みさきちようなかはら

　　２９９-４６１４・千葉県いすみ市岬町東小高・みさきちようひがしおだか

　　２９９-４６２１・千葉県いすみ市岬町東中滝・みさきちようひがしなかたき

　　２９９-４６１３・千葉県いすみ市岬町三門・みさきちようみかど

　　２９９-４５０７・千葉県いすみ市岬町谷上・みさきちようやがみ

　　２９８-０１３２・千葉県いすみ市八乙女・やおとめ

　　２９８-０１２４・千葉県いすみ市弥正・やまさ

　　２９８-００２５・千葉県いすみ市山田・やまだ

　　２９８-０１２２・千葉県いすみ市楽町・らくまち

　　２９８-０００１・千葉県いすみ市若山・わかやま

　　２９９-３２００・千葉県大網白里市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-３２４５・千葉県大網白里市池田・いけだ

　　２９９-３２４９・千葉県大網白里市砂田・いさごだ

　　２９９-３２６８・千葉県大網白里市上谷新田・うわやしんでん

　　２９９-３２５１・千葉県大網白里市大網・おおあみ

　　２９９-３２４３・千葉県大網白里市大竹・おおだけ

　　２９９-３２６４・千葉県大網白里市柿餅・かきもち

　　２９９-３２６２・千葉県大網白里市桂山・かつらやま

　　２９９-３２４２・千葉県大網白里市金谷郷・かなやごう

　　２９９-３２６５・千葉県大網白里市上貝塚・かみかいつﾞか

　　２９９-３２４８・千葉県大網白里市萱野・かやの

　　２９９-３２４７・千葉県大網白里市神房・かんほﾞう

　　２９９-３２１７・千葉県大網白里市木崎・きさき

　　２９９-３２１８・千葉県大網白里市北飯塚・きたいいつﾞか

　　２９９-３２０１・千葉県大網白里市北今泉・きたいまいずみ

　　２９９-３２６６・千葉県大網白里市北横川・きたよこかわ

　　２９９-３２１６・千葉県大網白里市北吉田・きたよしだ

　　２９９-３２４１・千葉県大網白里市季美の森南・きみのもりみなみ

　　２９９-３２３１・千葉県大網白里市経田・きようでん

　　２９９-３２６１・千葉県大網白里市九十根・くじゆうね

　　２９９-３２４６・千葉県大網白里市小中・こなか

　　２９９-３２５３・千葉県大網白里市小西・こにじ

　　２９９-３２３５・千葉県大網白里市駒込・こまごめ

　　２９９-３２１４・千葉県大網白里市下ヶ傍示・さげほうじ

　　２９９-３２０３・千葉県大網白里市四天木・してんぎ

　　２９９-３２１２・千葉県大網白里市清水・しみず

　　２９９-３２６７・千葉県大網白里市清名幸谷・せいなごうや



　　２９９-３２２１・千葉県大網白里市富田・とみだ

　　２９９-３２１５・千葉県大網白里市長国・ながくに

　　２９９-３２３３・千葉県大網白里市永田・ながた

　　２９９-３２３２・千葉県大網白里市ながた野・ながたの

　　２９９-３２１３・千葉県大網白里市二之袋・にのふくろ

　　２９９-３２２２・千葉県大網白里市星谷・ほしや

　　２９９-３２１１・千葉県大網白里市細草・ほそくさ

　　２９９-３２３７・千葉県大網白里市仏島・ほとけしま

　　２９９-３２３４・千葉県大網白里市みずほ台・みずほだい

　　２９９-３２５５・千葉県大網白里市みどりが丘・みどりがおか

　　２９９-３２１９・千葉県大網白里市南飯塚・みなみいいつﾞか

　　２９９-３２０２・千葉県大網白里市南今泉・みなみいまいずみ

　　２９９-３２４４・千葉県大網白里市南玉・みなみだま

　　２９９-３２２３・千葉県大網白里市南横川・みなみよこかわ

　　２９９-３２３６・千葉県大網白里市みやこ野・みやこの

　　２９９-３２５２・千葉県大網白里市餅木・もちのき

　　２９９-３２６３・千葉県大網白里市柳橋・やなぎはﾞじ

　　２９９-３２５６・千葉県大網白里市山口・やまぐち

　　２９９-３２５４・千葉県大網白里市養安寺・ようあんじ

　　２８５-０９００・千葉県印旛郡酒々井町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８５-０９１２・千葉県印旛郡酒々井町飯積・いいずみ

　　２８５-０９０２・千葉県印旛郡酒々井町伊篠・いじの

　　２８５-０９０４・千葉県印旛郡酒々井町伊篠新田・いじのしんでん

　　２８５-０９０３・千葉県印旛郡酒々井町今倉新田・いまくらしんでん

　　２８５-０９１１・千葉県印旛郡酒々井町尾上・おがみ

　　２８５-０９０６・千葉県印旛郡酒々井町柏木・かしわき

　　２８５-０９０５・千葉県印旛郡酒々井町上岩橋・かみいわはじ

　　２８５-０９２５・千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉・かみもとさくら

　　２８５-０９２７・千葉県印旛郡酒々井町酒々井・しすい

　　２８５-０９０１・千葉県印旛郡酒々井町篠山新田・しのやましんでん

　　２８５-０９０７・千葉県印旛郡酒々井町下岩橋・しもいわはじ

　　２８５-０９２４・千葉県印旛郡酒々井町下台・しもだい

　　２８５-０９１３・千葉県印旛郡酒々井町墨・すみ

　　２８５-０９２２・千葉県印旛郡酒々井町中央台・ちゆうおうだい

　　２８５-０９２１・千葉県印旛郡酒々井町中川・なかがわ

　　２８５-０９２３・千葉県印旛郡酒々井町東酒々井・ひがししすい

　　２８５-０９２８・千葉県印旛郡酒々井町ふじき野・ふじきの

　　２８５-０９１４・千葉県印旛郡酒々井町馬橋・まはﾞじ

　　２８５-０９２６・千葉県印旛郡酒々井町本佐倉・もとさくら

　　２７０-１５００・千葉県印旛郡栄町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-１５１６・千葉県印旛郡栄町安食・あじき

　　２７０-１５１５・千葉県印旛郡栄町安食台・あじきだい

　　２７０-１５１７・千葉県印旛郡栄町安食卜杭新田・あじきほﾞつくいしんでん

　　２７０-１５０４・千葉県印旛郡栄町麻生・あそう

　　２７０-１５４３・千葉県印旛郡栄町請方・うけかた

　　２７０-１５２６・千葉県印旛郡栄町大森・おおもり

　　２７０-１５０３・千葉県印旛郡栄町興津・おきつ

　　２７０-１５２７・千葉県印旛郡栄町押付・おしつけ

　　２７０-１５４５・千葉県印旛郡栄町北・きた

　　２７０-１５１１・千葉県印旛郡栄町北辺田・きたべた

　　２７０-１５１３・千葉県印旛郡栄町酒直・さかなお

　　２７０-１５１４・千葉県印旛郡栄町酒直台・さかなおだい

　　２７０-１５２５・千葉県印旛郡栄町四箇・しか

　　２７０-１５１２・千葉県印旛郡栄町須賀・すか

　　２７０-１５３１・千葉県印旛郡栄町曽根・そね

　　２７０-１５４４・千葉県印旛郡栄町中谷・なかや

　　２７０-１５２４・千葉県印旛郡栄町長門谷・ながとや

　　２７０-１５３４・千葉県印旛郡栄町西・にじ

　　２７０-１５２２・千葉県印旛郡栄町布鎌酒直・ふかまさかなお

　　２７０-１５３５・千葉県印旛郡栄町布太・ふだ

　　２７０-１５４６・千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田・まないたなべこしんでん

　　２７０-１５３２・千葉県印旛郡栄町南・みなみ

　　２７０-１５３３・千葉県印旛郡栄町南ケ丘・みなみがおか

　　２７０-１５３６・千葉県印旛郡栄町三和・みわ

　　２７０-１５０２・千葉県印旛郡栄町矢口・やこう

　　２７０-１５０１・千葉県印旛郡栄町矢口神明・やこうしんめい

　　２７０-１５４２・千葉県印旛郡栄町四ッ谷・よつや

　　２７０-１５０６・千葉県印旛郡栄町龍角寺・りゆうかくじ

　　２７０-１５０５・千葉県印旛郡栄町竜角寺台・りゆうかくじだい

　　２７０-１５４１・千葉県印旛郡栄町龍ケ崎町歩・りゆうがさきちようぶ



　　２７０-１５２３・千葉県印旛郡栄町脇川・わきかわ

　　２７０-１５２１・千葉県印旛郡栄町和田・わだ

　　２８９-０１００・千葉県香取郡神崎町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-０２０５・千葉県香取郡神崎町今・いま

　　２８９-０２１６・千葉県香取郡神崎町植房・うえほﾞう

　　２８９-０２０３・千葉県香取郡神崎町大貫・おおぬき

　　２８９-０２１４・千葉県香取郡神崎町毛成・けなり

　　２８９-０２２６・千葉県香取郡神崎町神崎神宿・こうざきしんしゆく

　　２８９-０２２１・千葉県香取郡神崎町神崎本宿・こうざきほんしゆく

　　２８９-０２０１・千葉県香取郡神崎町高谷・こうや

　　２８９-０２０２・千葉県香取郡神崎町郡・こおり

　　２８９-０２１５・千葉県香取郡神崎町古原・こはら

　　２８９-０２２３・千葉県香取郡神崎町小松・こまつ

　　２８９-０２０４・千葉県香取郡神崎町四季の丘・しきのおか

　　２８９-０２２５・千葉県香取郡神崎町十三間戸・じゆうさんまど

　　２８９-０２１３・千葉県香取郡神崎町新・しん

　　２８９-０２１２・千葉県香取郡神崎町武田・たけだ

　　２８９-０２１１・千葉県香取郡神崎町立野・たちの

　　２８９-０２２２・千葉県香取郡神崎町並木・なみき

　　２８９-０２１７・千葉県香取郡神崎町藤の台・ふじのだい

　　２８９-０２２４・千葉県香取郡神崎町松崎・まつざき

　　２８９-２２００・千葉県香取郡多古町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-２２３１・千葉県香取郡多古町飯笹・いいざさ

　　２８９-２３０１・千葉県香取郡多古町出沼・いでぬま

　　２８９-２３１７・千葉県香取郡多古町井戸山・いどやま

　　２８９-２２４５・千葉県香取郡多古町牛尾・うしのお

　　２８９-２３０３・千葉県香取郡多古町大門・おおかど

　　２８９-２３０５・千葉県香取郡多古町大高・おおたか

　　２８９-２３２４・千葉県香取郡多古町川島・かわしま

　　２８９-２２３２・千葉県香取郡多古町喜多・きた

　　２８９-２２５１・千葉県香取郡多古町北中・きたなか

　　２８９-２３１５・千葉県香取郡多古町御所台・ごしよだい

　　２８９-２２３４・千葉県香取郡多古町五反田・ごたんだ

　　２８９-２３２２・千葉県香取郡多古町坂・さか

　　２８９-２３１２・千葉県香取郡多古町谷三倉・さくみくら

　　２８９-２２４３・千葉県香取郡多古町島・しま

　　２８９-２２４２・千葉県香取郡多古町染井・そめい

　　２８９-２３０４・千葉県香取郡多古町高津原・たかつはら

　　２８９-２２４１・千葉県香取郡多古町多古・たこ

　　２８９-２２４６・千葉県香取郡多古町千田・ちだ

　　２８９-２３１３・千葉県香取郡多古町次浦・つぎうら

　　２８９-２３１６・千葉県香取郡多古町寺作・てらさく

　　２８９-２２５４・千葉県香取郡多古町東輝・とうき

　　２８９-２３０６・千葉県香取郡多古町十余三・とよみ

　　２８９-２２５６・千葉県香取郡多古町中村新田・なかむらしんでん

　　２８９-２３１４・千葉県香取郡多古町西古内・にしふるうち

　　２８９-２２３３・千葉県香取郡多古町林・はやじ

　　２８９-２３２１・千葉県香取郡多古町東松崎・ひがしまつさき

　　２８２-００３１・千葉県香取郡多古町一鍬田（成田国際空港内）・ひとくわだ

　　２８９-２２３６・千葉県香取郡多古町一鍬田（その他）・ひとくわだ(そのた)

　　２８９-２３０２・千葉県香取郡多古町桧木・ひのき

　　２８９-２２４４・千葉県香取郡多古町船越・ふなこじ

　　２８９-２３２３・千葉県香取郡多古町方田・ほうだ

　　２８９-２２３５・千葉県香取郡多古町間倉・まぐら

　　２８９-２２４７・千葉県香取郡多古町水戸・みと

　　２８９-２２５３・千葉県香取郡多古町南借当・みなみかりあて

　　２８９-２３２５・千葉県香取郡多古町南玉造・みなみたまつくり

　　２８９-２２５７・千葉県香取郡多古町南中・みなみなか

　　２８９-２２５５・千葉県香取郡多古町南並木・みなみなみき

　　２８９-２２５２・千葉県香取郡多古町南和田・みなみわだ

　　２８９-２３１１・千葉県香取郡多古町本三倉・もとみくら

　　２８９-０６００・千葉県香取郡東庄町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-０６２７・千葉県香取郡東庄町粟野・あわの

　　２８９-０６１２・千葉県香取郡東庄町石出・いしで

　　２８９-０６１９・千葉県香取郡東庄町今郡・いまごおり

　　２８９-０６３３・千葉県香取郡東庄町大久保・おおくほﾞ

　　２８９-０６２１・千葉県香取郡東庄町大友・おおとも

　　２８９-０６１５・千葉県香取郡東庄町青馬・おおま

　　２８９-０６２２・千葉県香取郡東庄町小座・おざ

　　２８９-０６３５・千葉県香取郡東庄町神田・かんだ



　　２８９-０６３２・千葉県香取郡東庄町窪野谷・くほﾞのや

　　２８９-０６３７・千葉県香取郡東庄町小貝野・こがいの

　　２８９-０６２４・千葉県香取郡東庄町小南・こみなみ

　　２８９-０６０１・千葉県香取郡東庄町笹川い・ささがわい

　　２８９-０６０２・千葉県香取郡東庄町笹川ろ・ささがわろ

　　２８９-０６１６・千葉県香取郡東庄町高部・たかべ

　　２８９-０６３６・千葉県香取郡東庄町東和田・とうわだ

　　２８９-０６２５・千葉県香取郡東庄町夏目・なつめ

　　２８９-０６１１・千葉県香取郡東庄町新宿・にいじゆく

　　２８９-０６１７・千葉県香取郡東庄町羽計・ははﾞかり

　　２８９-０６１３・千葉県香取郡東庄町東今泉・ひがしいまいずみ

　　２８９-０６３１・千葉県香取郡東庄町平山・ひらやま

　　２８９-０６３４・千葉県香取郡東庄町舟戸・ふなど

　　２８９-０６２３・千葉県香取郡東庄町宮野台・みやのだい

　　２８９-０６１４・千葉県香取郡東庄町宮本・みやもと

　　２８９-０６２６・千葉県香取郡東庄町八重穂・やえほﾞ

　　２８９-０６１８・千葉県香取郡東庄町谷津・やつﾞ

　　２８３-０１００・千葉県山武郡九十九里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８３-０１０５・千葉県山武郡九十九里町粟生・あお

　　２８３-０１０７・千葉県山武郡九十九里町荒生・あらおい

　　２８３-０１０４・千葉県山武郡九十九里町片貝・かたかい

　　２８３-０１０２・千葉県山武郡九十九里町小関・こせき

　　２８３-０１０１・千葉県山武郡九十九里町作田・さくだ

　　２８３-０１１７・千葉県山武郡九十九里町下貝塚・しもかいつﾞか

　　２８３-０１０６・千葉県山武郡九十九里町宿・しゆく

　　２８３-０１０３・千葉県山武郡九十九里町田中荒生・たなかあらおい

　　２８３-０１１６・千葉県山武郡九十九里町西野・にしの

　　２８３-０１１２・千葉県山武郡九十九里町藤下・ふじした

　　２８３-０１１３・千葉県山武郡九十九里町不動堂・ふどうどう

　　２８３-０１１１・千葉県山武郡九十九里町細屋敷・ほそやしき

　　２８３-０１１４・千葉県山武郡九十九里町真亀・まがめ

　　２８３-０１１５・千葉県山武郡九十九里町真亀新田・まがめしんでん

　　２８９-１６００・千葉県山武郡芝山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-１６０７・千葉県山武郡芝山町朝倉・あさくら

　　２８９-１６０４・千葉県山武郡芝山町飯櫃・いびつ

　　２８２-００３５・千葉県山武郡芝山町岩山（成田国際空港内）・いわやま

　　２８９-１６０８・千葉県山武郡芝山町岩山（その他）・いわやま(そのた)

　　２８２-００３４・千葉県山武郡芝山町大里（成田国際空港内）・おおさと

　　２８９-１６０３・千葉県山武郡芝山町大里（その他）・おおさと(そのた)

　　２８９-１６０５・千葉県山武郡芝山町大台・おおだい

　　２８９-１６１１・千葉県山武郡芝山町小原子・おはﾞらく

　　２８９-１６１２・千葉県山武郡芝山町上吹入・かみふきいれ

　　２８２-００３２・千葉県山武郡芝山町香山新田（成田国際空港内）・かやましんでん

　　２８９-１６０１・千葉県山武郡芝山町香山新田（その他）・かやましんでん(そのた)

　　２８９-１６２４・千葉県山武郡芝山町小池・こいけ

　　２８９-１６１５・千葉県山武郡芝山町境・さかい

　　２８９-１６１９・千葉県山武郡芝山町芝山・しはﾞやま

　　２８９-１６１３・千葉県山武郡芝山町下吹入・しもふきいれ

　　２８９-１６２３・千葉県山武郡芝山町高田・たかだ

　　２８９-１６１６・千葉県山武郡芝山町高谷・たかや

　　２８９-１６１７・千葉県山武郡芝山町殿部田・とのべた

　　２８９-１６２５・千葉県山武郡芝山町新井田・にいだ

　　２８９-１６２６・千葉県山武郡芝山町新井田新田・にいだしんでん

　　２８２-００３３・千葉県山武郡芝山町菱田（成田国際空港内）・ひしだ

　　２８９-１６０２・千葉県山武郡芝山町菱田（その他）・ひしだ(そのた)

　　２８９-１６２２・千葉県山武郡芝山町宝馬・ほうま

　　２８９-１６２１・千葉県山武郡芝山町牧野・まきの

　　２８９-１６１４・千葉県山武郡芝山町宮崎・みやざき

　　２８９-１６０６・千葉県山武郡芝山町山田・やまだ

　　２８９-１６１８・千葉県山武郡芝山町山中・やまなか

　　２８９-１７００・千葉県山武郡横芝光町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-１７０７・千葉県山武郡横芝光町新井・あらい

　　２８９-１７０６・千葉県山武郡横芝光町市野原・いちのはら

　　２８９-１７４２・千葉県山武郡横芝光町牛熊・うしくま

　　２８９-１７５２・千葉県山武郡横芝光町姥山・うはﾞやま

　　２８９-１７１１・千葉県山武郡横芝光町小川台・おがわだい

　　２８９-１７４８・千葉県山武郡横芝光町於幾・おき

　　２８９-１７２５・千葉県山武郡横芝光町尾垂・おだれ

　　２８９-１７４５・千葉県山武郡横芝光町小堤・おんつﾞみ

　　２８９-１７２３・千葉県山武郡横芝光町上原・かんはﾞら



　　２８９-１７３４・千葉県山武郡横芝光町北清水・きたしみず

　　２８９-１７２６・千葉県山武郡横芝光町木戸・きど

　　２８９-１７４４・千葉県山武郡横芝光町木戸台・きどだい

　　２８９-１７３３・千葉県山武郡横芝光町栗山・くりやま

　　２８９-１７３１・千葉県山武郡横芝光町古川・こかわ

　　２８９-１７１３・千葉県山武郡横芝光町小田部・こたべ

　　２８９-１７５４・千葉県山武郡横芝光町坂田・さかた

　　２８９-１７５５・千葉県山武郡横芝光町坂田池・さかたいけ

　　２８９-１７０１・千葉県山武郡横芝光町篠本・ささもと

　　２８９-１７０８・千葉県山武郡横芝光町篠本根切・ささもとねぎり

　　２８９-１７１５・千葉県山武郡横芝光町芝崎・しはﾞさき

　　２８９-１７１６・千葉県山武郡横芝光町芝崎南・しはﾞさきみなみ

　　２８９-１７４７・千葉県山武郡横芝光町曽根合・そねあい

　　２８９-１７１２・千葉県山武郡横芝光町台・だい

　　２８９-１７４６・千葉県山武郡横芝光町寺方・てらかた

　　２８９-１７５７・千葉県山武郡横芝光町遠山・とおやま

　　２８９-１７０４・千葉県山武郡横芝光町富下・とみした

　　２８９-１７５３・千葉県山武郡横芝光町取立・とりたて

　　２８９-１７３８・千葉県山武郡横芝光町鳥喰上・とりはみかみ

　　２８９-１７３７・千葉県山武郡横芝光町鳥喰下・とりはみしも

　　２８９-１７３９・千葉県山武郡横芝光町鳥喰新田・とりはみしんでん

　　２８９-１７５６・千葉県山武郡横芝光町長倉・ながくら

　　２８９-１７４１・千葉県山武郡横芝光町中台・なかだい

　　２８９-１７５１・千葉県山武郡横芝光町長山台・ながやまだい

　　２８９-１７３６・千葉県山武郡横芝光町新島・にいじま

　　２８９-１７１４・千葉県山武郡横芝光町母子・ははこ

　　２８９-１７２４・千葉県山武郡横芝光町原方・はらかた

　　２８９-１７０２・千葉県山武郡横芝光町二又・ふたまた

　　２８９-１７０３・千葉県山武郡横芝光町傍示戸・ほうじど

　　２８９-１７０５・千葉県山武郡横芝光町宝米・ほうめ

　　２８９-１７２７・千葉県山武郡横芝光町宮川・みやがわ

　　２８９-１７１７・千葉県山武郡横芝光町虫生・むしよう

　　２８９-１７２２・千葉県山武郡横芝光町目篠・めじの

　　２８９-１７３５・千葉県山武郡横芝光町屋形・やかた

　　２８９-１７４３・千葉県山武郡横芝光町谷台・やつだい

　　２８９-１７２１・千葉県山武郡横芝光町谷中・やなか

　　２８９-１７３２・千葉県山武郡横芝光町横芝・よこしはﾞ

　　２８９-１７４９・千葉県山武郡横芝光町両国新田・りようごくしんでん

　　２９９-４３００・千葉県長生郡一宮町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-４３１４・千葉県長生郡一宮町新地・あらち

　　２９９-４３１５・千葉県長生郡一宮町新地甲・あらちこう

　　２９９-４３１６・千葉県長生郡一宮町新地丙・あらちへい

　　２９９-４３０１・千葉県長生郡一宮町一宮・いちのみや

　　２９９-４３１３・千葉県長生郡一宮町船頭給・せんどうきゆう

　　２９９-４３０２・千葉県長生郡一宮町田町・たまち

　　２９９-４３０４・千葉県長生郡一宮町綱田・つなだ

　　２９９-４３０３・千葉県長生郡一宮町東浪見・とらみ

　　２９９-４３１１・千葉県長生郡一宮町白山・はくさん

　　２９９-４３０６・千葉県長生郡一宮町東野・ひがしの

　　２９９-４３０５・千葉県長生郡一宮町本給・ほんきゆう

　　２９９-４３１２・千葉県長生郡一宮町宮原・みやはﾞら

　　２９９-４４００・千葉県長生郡睦沢町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-４４１２・千葉県長生郡睦沢町岩井・いわい

　　２９９-４４２３・千葉県長生郡睦沢町大上・おおがみ

　　２９９-４４０５・千葉県長生郡睦沢町大谷木・おおやぎ

　　２９９-４４０３・千葉県長生郡睦沢町上市場・かみいちはﾞ

　　２９９-４４１３・千葉県長生郡睦沢町上之郷・かみのごう

　　２９９-４４０２・千葉県長生郡睦沢町川島・かわしま

　　２９９-４４１１・千葉県長生郡睦沢町河須ケ谷・かわすがや

　　２９９-４４０４・千葉県長生郡睦沢町北山田・きたやまだ

　　２９９-４４０６・千葉県長生郡睦沢町北山田寺崎新田・きたやまだてらさきしんでん

　　２９９-４４１５・千葉県長生郡睦沢町小滝・こだき

　　２９９-４４２５・千葉県長生郡睦沢町佐貫・さぬき

　　２９９-４４１４・千葉県長生郡睦沢町下之郷・しものごう

　　２９９-４４２１・千葉県長生郡睦沢町長楽寺・ちようらくじ

　　２９９-４４０１・千葉県長生郡睦沢町寺崎・てらさき

　　２９９-４４２４・千葉県長生郡睦沢町妙楽寺・みようらくじ

　　２９９-４４２２・千葉県長生郡睦沢町森・もり

　　２９９-４３００・千葉県長生郡長生村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-４３２１・千葉県長生郡長生村入山津・ いりやまつﾞ



　　２９９-４３３６・千葉県長生郡長生村岩沼・ いわぬま

　　２９９-４３４３・千葉県長生郡長生村岩沼飛地・ いわぬまとびち

　　２９９-４３２２・千葉県長生郡長生村驚・ おどろき

　　２９９-４３３２・千葉県長生郡長生村金田・ かねだ

　　２９９-４３３７・千葉県長生郡長生村北水口・ きたみよぐち

　　２９９-４３４７・千葉県長生郡長生村小泉・ こいずみ

　　２９９-４３４４・千葉県長生郡長生村曽根・ そね

　　２９９-４３４６・千葉県長生郡長生村中之郷・ なかのごう

　　２９９-４３３３・千葉県長生郡長生村七井土・ なないど

　　２９９-４３３１・千葉県長生郡長生村信友・ のぶとも

　　２９９-４３２７・千葉県長生郡長生村一松・ ひとつまつ

　　２９９-４３２８・千葉県長生郡長生村一松甲・ ひとつまつこう

　　２９９-４３２６・千葉県長生郡長生村一松乙・ ひとつまつおつ

　　２９９-４３２５・千葉県長生郡長生村一松丙・ ひとつまつへい

　　２９９-４３２４・千葉県長生郡長生村一松丁・ ひとつまつてい

　　２９９-４３２３・千葉県長生郡長生村一松戊・ ひとつまつほﾞ

　　２９９-４３４２・千葉県長生郡長生村一松飛地甲・ ひとつまつとびちこう

　　２９９-４３４５・千葉県長生郡長生村本郷・ ほんごう

　　２９９-４３４１・千葉県長生郡長生村宮成・ みやなり

　　２９９-４３３５・千葉県長生郡長生村水口・ みよぐち

　　２９９-４３３８・千葉県長生郡長生村六ツ野飛地・ むつのとびち

　　２９９-４３３４・千葉県長生郡長生村薮塚・ やぶつか

　　２９９-４２００・千葉県長生郡白子町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-４２０２・千葉県長生郡白子町牛込・うしごめ

　　２９９-４２１４・千葉県長生郡白子町驚・おどろき

　　２９９-４２１７・千葉県長生郡白子町北高根・きただかね

　　２９９-４２０６・千葉県長生郡白子町北日当・きたひなた

　　２９９-４２１１・千葉県長生郡白子町五井・ごい

　　２９９-４２１６・千葉県長生郡白子町幸治・こうじ

　　２９９-４２１８・千葉県長生郡白子町関・せき

　　２９９-４２０３・千葉県長生郡白子町剃金・そりがね

　　２９９-４２１５・千葉県長生郡白子町中里・なかざと

　　２９９-４２１３・千葉県長生郡白子町八斗・はつと

　　２９９-４２０１・千葉県長生郡白子町浜宿・はましゆく

　　２９９-４２０４・千葉県長生郡白子町福島・ふくしま

　　２９９-４２１２・千葉県長生郡白子町古所・ふるところ

　　２９９-４２０５・千葉県長生郡白子町南日当・みなみひなた

　　２９７-０２００・千葉県長生郡長柄町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９７-０２０１・千葉県長生郡長柄町上野・うえの

　　２９７-０２１１・千葉県長生郡長柄町榎本・えもと

　　２９７-０２２３・千葉県長生郡長柄町大津倉・おおつﾞくら

　　２９７-０２２２・千葉県長生郡長柄町大庭・おおにわ

　　２９７-０２２５・千葉県長生郡長柄町刑部・おさかべ

　　２９７-０２２６・千葉県長生郡長柄町金谷・かなや

　　２９７-０２０３・千葉県長生郡長柄町国府里・こうり

　　２９７-０２１２・千葉県長生郡長柄町小榎本・こえもと

　　２９７-０２１８・千葉県長生郡長柄町桜谷・さくらや

　　２９７-０２３５・千葉県長生郡長柄町皿木・さらぎ

　　２９７-０２２１・千葉県長生郡長柄町高山・たかやま

　　２９７-０２２４・千葉県長生郡長柄町田代・たしろ

　　２９７-０２１６・千葉県長生郡長柄町立鳥・たつとり

　　２９７-０２０５・千葉県長生郡長柄町千代丸・ちよまる

　　２９７-０２１５・千葉県長生郡長柄町鴇谷・とうや

　　２９７-０２１３・千葉県長生郡長柄町徳増・とくます

　　２９７-０２３２・千葉県長生郡長柄町中野台・なかのだい

　　２９７-０２１４・千葉県長生郡長柄町長富・ながどみ

　　２９７-０２３４・千葉県長生郡長柄町長柄山・ながらやま

　　２９７-０２１７・千葉県長生郡長柄町針ケ谷・はりがや

　　２９７-０２０７・千葉県長生郡長柄町船木・ふなき

　　２９７-０２０２・千葉県長生郡長柄町味庄・みしよう

　　２９７-０２３１・千葉県長生郡長柄町山之郷・やまのごう

　　２９７-０２０６・千葉県長生郡長柄町山根・やまんね

　　２９７-０２０４・千葉県長生郡長柄町力丸・りきまる

　　２９７-０２３３・千葉県長生郡長柄町六地蔵・ろくじぞう

　　２９７-０１００・千葉県長生郡長南町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９７-０１４４・千葉県長生郡長南町市野々・いちのの

　　２９７-０１０３・千葉県長生郡長南町今泉・いまいずみ

　　２９７-０１０１・千葉県長生郡長南町岩川・いわかわ

　　２９７-０１５４・千葉県長生郡長南町岩撫・いわなで

　　２９７-０１４２・千葉県長生郡長南町小沢・おざわ



　　２９７-０１３６・千葉県長生郡長南町小生田・おぶた

　　２９７-０１２５・千葉県長生郡長南町笠森・かさもり

　　２９７-０１３７・千葉県長生郡長南町上小野田・かみおのだ

　　２９７-０１３２・千葉県長生郡長南町給田・きゆうでん

　　２９７-０１２３・千葉県長生郡長南町蔵持・くらもち

　　２９７-０１２２・千葉県長生郡長南町坂本・さかもと

　　２９７-０１４５・千葉県長生郡長南町佐坪・さつほﾞ

　　２９７-０１３４・千葉県長生郡長南町芝原・しはﾞはら

　　２９７-０１３５・千葉県長生郡長南町地引・じひき

　　２９７-０１３８・千葉県長生郡長南町下小野田・しもおのだ

　　２９７-０１１１・千葉県長生郡長南町須田・すだ

　　２９７-０１１３・千葉県長生郡長南町関原・せきはﾞら

　　２９７-０１１４・千葉県長生郡長南町千手堂・せんじゆどう

　　２９７-０１１５・千葉県長生郡長南町千田・せんだ

　　２９７-０１５５・千葉県長生郡長南町竹林・たけはﾞやじ

　　２９７-０１０５・千葉県長生郡長南町棚毛・たなげ

　　２９７-０１２１・千葉県長生郡長南町長南・ちようなん

　　２９７-０１３３・千葉県長生郡長南町豊原・とよはら

　　２９７-０１３１・千葉県長生郡長南町中原・なかはら

　　２９７-０１２４・千葉県長生郡長南町深沢・ふかさわ

　　２９７-０１４１・千葉県長生郡長南町報恩寺・ほうおんじ

　　２９７-０１０４・千葉県長生郡長南町又富・またどみ

　　２９７-０１５２・千葉県長生郡長南町水沼・みずぬま

　　２９７-０１４３・千葉県長生郡長南町美原台・みはらだい

　　２９７-０１５１・千葉県長生郡長南町茗荷沢・みようがざわ

　　２９７-０１０２・千葉県長生郡長南町本台・もとだい

　　２９７-０１５３・千葉県長生郡長南町山内・やまうち

　　２９７-０１１２・千葉県長生郡長南町米満・よねみち

　　２９８-０２００・千葉県夷隅郡大多喜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９８-０２７７・千葉県夷隅郡大多喜町粟又・あわまた

　　２９８-０２５６・千葉県夷隅郡大多喜町石神・いしがみ

　　２９８-０２６１・千葉県夷隅郡大多喜町板谷・いたや

　　２９８-０２７２・千葉県夷隅郡大多喜町市川・いちかわ

　　２９８-０２６３・千葉県夷隅郡大多喜町伊保田・いほた

　　２９８-０２２３・千葉県夷隅郡大多喜町上原・うえはﾞら

　　２９８-０２０５・千葉県夷隅郡大多喜町上原西部田柳原入会・にしべたやなはﾞらいりあい

　　２９８-０２３５・千葉県夷隅郡大多喜町宇筒原・うとうはﾞら

　　２９８-０２１６・千葉県夷隅郡大多喜町大多喜・おおたき

　　２９８-０２６４・千葉県夷隅郡大多喜町大田代・おおただい

　　２９８-０２２５・千葉県夷隅郡大多喜町大戸・おおと

　　２９８-０２３４・千葉県夷隅郡大多喜町押沼・おしぬま

　　２９８-０２０１・千葉県夷隅郡大多喜町小土呂・おどろ

　　２９８-０２７９・千葉県夷隅郡大多喜町面白・おもじろ

　　２９８-０２７６・千葉県夷隅郡大多喜町会所・かいしよ

　　２９８-０２４１・千葉県夷隅郡大多喜町紙敷・かみしき

　　２９８-０２５３・千葉県夷隅郡大多喜町川畑・かわはた

　　２９８-０２５１・千葉県夷隅郡大多喜町久我原・くがはら

　　２９８-０２６７・千葉県夷隅郡大多喜町葛藤・くずふじ

　　２９８-０２１５・千葉県夷隅郡大多喜町久保・くほﾞ

　　２９８-０２５５・千葉県夷隅郡大多喜町黒原・くろはら

　　２９８-０２３２・千葉県夷隅郡大多喜町小内・こうち

　　２９８-０２３８・千葉県夷隅郡大多喜町小内笛倉入会・こうちふえぐらいりあい

　　２９８-０２１１・千葉県夷隅郡大多喜町紺屋・こうや

　　２９８-０２７８・千葉県夷隅郡大多喜町小沢又・こざわまた

　　２９８-０２６５・千葉県夷隅郡大多喜町小田代・こただい

　　２９８-０２４２・千葉県夷隅郡大多喜町小苗・こみよう

　　２９８-０２２８・千葉県夷隅郡大多喜町小谷松・こやまつ

　　２９８-０２１３・千葉県夷隅郡大多喜町桜台・さくらだい

　　２９８-０２１２・千葉県夷隅郡大多喜町猿稲・さるいね

　　２９８-０２７３・千葉県夷隅郡大多喜町三条・さんじよう

　　２９８-０２０２・千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜・しもおおたき

　　２９８-０２４６・千葉県夷隅郡大多喜町庄司・しようじ

　　２９８-０２１４・千葉県夷隅郡大多喜町新丁・しんまち

　　２９８-０２０７・千葉県夷隅郡大多喜町泉水・せんずい

　　２９８-０２７４・千葉県夷隅郡大多喜町田代・たしろ

　　２９８-０２１７・千葉県夷隅郡大多喜町田丁・たまち

　　２９８-０２６６・千葉県夷隅郡大多喜町筒森・つつもり

　　２９８-０２７１・千葉県夷隅郡大多喜町中野・なかの

　　２９８-０２２７・千葉県夷隅郡大多喜町西部田・にしべた

　　２９８-０２３１・千葉県夷隅郡大多喜町馬場内・はﾞはﾞうち



　　２９８-０２３７・千葉県夷隅郡大多喜町原内・はらうち

　　２９８-０２５４・千葉県夷隅郡大多喜町平沢・ひらさわ

　　２９８-０２３３・千葉県夷隅郡大多喜町笛倉・ふえぐら

　　２９８-０２０４・千葉県夷隅郡大多喜町船子・ふなこ

　　２９８-０２２６・千葉県夷隅郡大多喜町部田・へた

　　２９８-０２６２・千葉県夷隅郡大多喜町堀切・ほりきり

　　２９８-０２２４・千葉県夷隅郡大多喜町堀之内・ほりのうち

　　２９８-０２４４・千葉県夷隅郡大多喜町松尾・まつお

　　２９８-０２５２・千葉県夷隅郡大多喜町三又・みまた

　　２９８-０２３６・千葉県夷隅郡大多喜町百鉾・もふく

　　２９８-０２０３・千葉県夷隅郡大多喜町森宮・もりみや

　　２９８-０２４５・千葉県夷隅郡大多喜町弥喜用・やきよう

　　２９８-０２２２・千葉県夷隅郡大多喜町八声・やこえ

　　２９８-０２２１・千葉県夷隅郡大多喜町柳原・やなはﾞら

　　２９８-０２４３・千葉県夷隅郡大多喜町湯倉・ゆぐら

　　２９８-０２７５・千葉県夷隅郡大多喜町弓木・ゆみぎ

　　２９８-０２０６・千葉県夷隅郡大多喜町横山・よこやま

　　２９９-５１００・千葉県夷隅郡御宿町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-５１０５・千葉県夷隅郡御宿町岩和田・いわわだ

　　２９９-５１１２・千葉県夷隅郡御宿町御宿台・おんじゆくだい

　　２９９-５１１１・千葉県夷隅郡御宿町上布施・かみふせ

　　２９９-５１０２・千葉県夷隅郡御宿町久保・くほﾞ

　　２９９-５１１４・千葉県夷隅郡御宿町実谷・じつこく

　　２９９-５１０３・千葉県夷隅郡御宿町新町・しんまち

　　２９９-５１０６・千葉県夷隅郡御宿町須賀・すか

　　２９９-５１０１・千葉県夷隅郡御宿町高山田・たかやまだ

　　２９９-５１１３・千葉県夷隅郡御宿町七本・ななもと

　　２９９-５１０７・千葉県夷隅郡御宿町浜・はま

　　２９９-５１０４・千葉県夷隅郡御宿町六軒町・ろつけんまち

　　２９９-２１００・千葉県安房郡鋸南町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-１９０５・千葉県安房郡鋸南町市井原・いちいはﾞら

　　２９９-２１１６・千葉県安房郡鋸南町岩井袋・いわいふくろ

　　２９９-１９０７・千葉県安房郡鋸南町江月・えつﾞき

　　２９９-１９０３・千葉県安房郡鋸南町大帷子・おおかたびら

　　２９９-２１１１・千葉県安房郡鋸南町大崩・おくずれ

　　２９９-２１１２・千葉県安房郡鋸南町奥山・おくやま

　　２９９-２１１７・千葉県安房郡鋸南町勝山・かつやま

　　２９９-２１１３・千葉県安房郡鋸南町上佐久間・かみさくま

　　２９９-１９０４・千葉県安房郡鋸南町小保田・こほﾞた

　　２９９-２１１５・千葉県安房郡鋸南町下佐久間・しもさくま

　　２９９-１９０９・千葉県安房郡鋸南町大六・だいろく

　　２９９-２１１４・千葉県安房郡鋸南町中佐久間・なかさくま

　　２９９-１９０２・千葉県安房郡鋸南町保田・ほた

　　２９９-１９０１・千葉県安房郡鋸南町元名・もとな

　　２９９-１９０６・千葉県安房郡鋸南町横根・よこね

　　２９９-１９０８・千葉県安房郡鋸南町吉浜・よしはま

　　２９９-２１１８・千葉県安房郡鋸南町竜島・りゆうしま

　　３２１-００００・栃木県宇都宮市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-１１１３・栃木県宇都宮市相野沢町・あいのさわちよう

　　３２０-０８４５・栃木県宇都宮市明保野町・あけほﾞのちよう

　　３２０-０８１８・栃木県宇都宮市旭・あさひ

　　３２１-０４０４・栃木県宇都宮市芦沼町・あしぬまちよう

　　３２１-０３４７・栃木県宇都宮市飯田町・いいだまち

　　３２１-２１０１・栃木県宇都宮市飯山町・いいやままち

　　３２０-０８０１・栃木県宇都宮市池上町・いけがみちよう

　　３２１-０９１２・栃木県宇都宮市石井町・いしいまち

　　３２１-２１０３・栃木県宇都宮市石那田町・いしなだまち

　　３２１-０９５２・栃木県宇都宮市泉が丘・いずみがおか

　　３２０-００３４・栃木県宇都宮市泉町・いずみちよう

　　３２１-３２２１・栃木県宇都宮市板戸町・いたどまち

　　３２０-０８２１・栃木県宇都宮市一条・いちじよう

　　３２０-００４７・栃木県宇都宮市一の沢・いちのさわ

　　３２０-００４９・栃木県宇都宮市一ノ沢町・いちのさわまち

　　３２０-０８１２・栃木県宇都宮市一番町・いちはﾞんちよう

　　３２１-０９６６・栃木県宇都宮市今泉・いまいずみ

　　３２１-０９６１・栃木県宇都宮市今泉新町・いまいずみしんまち

　　３２１-０９６２・栃木県宇都宮市今泉町・いまいずみちよう

　　３２１-０４０２・栃木県宇都宮市今里町・いまざとちよう

　　３２１-０１６６・栃木県宇都宮市今宮・いまみや

　　３２１-０９７３・栃木県宇都宮市岩曽町・いわぞまち



　　３２１-２１１７・栃木県宇都宮市岩原町・いわはらまち

　　３２１-０９７６・栃木県宇都宮市岩本町・いわもとちよう

　　３２１-０１１８・栃木県宇都宮市インターパーク・いんたｰはﾟｰく

　　３２１-０９８１・栃木県宇都宮市上野町・うえのまち

　　３２１-０４０５・栃木県宇都宮市上田町・うわだちよう

　　３２１-０９６４・栃木県宇都宮市駅前通り・えきまえどおり

　　３２１-０１０７・栃木県宇都宮市江曽島・えそじま

　　３２１-０１０１・栃木県宇都宮市江曽島本町・えそじまほんちよう

　　３２１-０１０２・栃木県宇都宮市江曽島町・えそじままち

　　３２０-０８０２・栃木県宇都宮市江野町・えのまち

　　３２１-２１１１・栃木県宇都宮市大網町・おおあみまち

　　３２０-００１４・栃木県宇都宮市大曽・おおぞ

　　３２１-０１６１・栃木県宇都宮市大塚町・おおつかちよう

　　３２０-０８１１・栃木県宇都宮市大通り・おおどおり

　　３２１-０３４５・栃木県宇都宮市大谷町・おおやまち

　　３２０-０８２３・栃木県宇都宮市御蔵町・おくらまち

　　３２０-００３６・栃木県宇都宮市小幡・おはﾞた

　　３２１-０９７１・栃木県宇都宮市海道町・かいどうまち

　　３２１-０１０８・栃木県宇都宮市春日町・かすがちよう

　　３２１-０４０６・栃木県宇都宮市金田町・かねだちよう

　　３２９-１１１７・栃木県宇都宮市叶谷町・かのうやちよう

　　３２０-００１３・栃木県宇都宮市上大曽町・かみおおぞまち

　　３２９-１１０６・栃木県宇都宮市上大塚町・かみおおつかちよう

　　３２０-０８５５・栃木県宇都宮市上欠町・かみかけまち

　　３２１-２１１５・栃木県宇都宮市上金井町・かみかないまち

　　３２１-０９１３・栃木県宇都宮市上桑島町・かみくわじままち

　　３２１-２１０４・栃木県宇都宮市上小池町・かみこいけまち

　　３２１-０４０１・栃木県宇都宮市上小倉町・かみこぐらちよう

　　３２１-３２３３・栃木県宇都宮市上籠谷町・かみこもりやまち

　　３２９-１１１２・栃木県宇都宮市上田原町・かみたわらちよう

　　３２０-００５８・栃木県宇都宮市上戸祭・かみとまつり

　　３２０-００５１・栃木県宇都宮市上戸祭町・かみとまつりちよう

　　３２１-０１１５・栃木県宇都宮市上御田町・かみみたちよう

　　３２１-２１１２・栃木県宇都宮市上横倉町・かみよこくらまち

　　３２１-０１０６・栃木県宇都宮市上横田町・かみよこたまち

　　３２１-３２２４・栃木県宇都宮市刈沼町・かりぬままち

　　３２１-０１１１・栃木県宇都宮市川田町・かわだまち

　　３２１-０９７７・栃木県宇都宮市川俣町・かわまたちよう

　　３２１-０９６５・栃木県宇都宮市川向町・かわむこうちよう

　　３２０-０８２２・栃木県宇都宮市河原町・かわらまち

　　３２０-０００２・栃木県宇都宮市瓦谷町・かわらやちよう

　　３２１-０４１２・栃木県宇都宮市関白町・かんはﾟくちよう

　　３２０-０８４４・栃木県宇都宮市菊水町・きくすいちよう

　　３２０-００４８・栃木県宇都宮市北一の沢町・きたいちのさわまち

　　３２１-０１５３・栃木県宇都宮市北若松原・きたわかまつはら

　　３２０-０８４２・栃木県宇都宮市京町・きようまち

　　３２０-００３７・栃木県宇都宮市清住・きよすみ

　　３２１-３２３１・栃木県宇都宮市清原工業団地・きよはらこうぎようだんち

　　３２１-３２２３・栃木県宇都宮市清原台・きよはらだい

　　３２１-３２３４・栃木県宇都宮市桑島町・くわじままち

　　３２１-０９５１・栃木県宇都宮市越戸・こえど

　　３２１-０９５１・栃木県宇都宮市越戸町・こえどまち

　　３２１-０３４１・栃木県宇都宮市古賀志町・こがしまち

　　３２１-０１３５・栃木県宇都宮市五代・ごだい

　　３２１-３２３５・栃木県宇都宮市鐺山町・こてやままち

　　３２０-００６６・栃木県宇都宮市駒生・こまにゆう

　　３２０-００６５・栃木県宇都宮市駒生町・こまにゆうまち

　　３２０-００４２・栃木県宇都宮市材木町・ざいもくちよう

　　３２０-０８４８・栃木県宇都宮市幸町・さいわいちよう

　　３２０-００２４・栃木県宇都宮市栄町・さかえちよう

　　３２９-１１１１・栃木県宇都宮市逆面町・さかつﾞらちよう

　　３２０-０８５４・栃木県宇都宮市鷺の谷町・さぎのやまち

　　３２０-００４３・栃木県宇都宮市桜・さくら

　　３２９-１１０１・栃木県宇都宮市下ケ橋町・さげはしちよう

　　３２１-０１４１・栃木県宇都宮市さつき・さつき

　　３２１-０９２２・栃木県宇都宮市さるやま町・さるやままち

　　３２０-０８１４・栃木県宇都宮市三番町・さんはﾞんちよう

　　３２１-２１０２・栃木県宇都宮市篠井町・しのいまち

　　３２１-０３４６・栃木県宇都宮市下荒針町・しもあらはりまち

　　３２９-１１０４・栃木県宇都宮市下岡本町・しもおかもとちよう



　　３２０-０８５３・栃木県宇都宮市下欠町・しもかけまち

　　３２１-２１１４・栃木県宇都宮市下金井町・しもかないまち

　　３２１-０９７２・栃木県宇都宮市下川俣町・しもかわまたまち

　　３２０-０８２４・栃木県宇都宮市下河原・しもがわら

　　３２０-０８２５・栃木県宇都宮市下河原町・しもがわらまち

　　３２１-０９１４・栃木県宇都宮市下桑島町・しもくわじままち

　　３２１-０９２４・栃木県宇都宮市下栗・しもぐり

　　３２１-０９２３・栃木県宇都宮市下栗町・しもぐりまち

　　３２１-２１０５・栃木県宇都宮市下小池町・しもこいけまち

　　３２１-０４０３・栃木県宇都宮市下小倉町・しもこぐらちよう

　　３２１-０１２２・栃木県宇都宮市下反町町・しもそりまちちよう

　　３２９-１１１５・栃木県宇都宮市下田原町・しもたわらちよう

　　３２０-０８５２・栃木県宇都宮市下砥上町・しもとかみちよう

　　３２０-００５５・栃木県宇都宮市下戸祭・しもとまつり

　　３２１-０９０３・栃木県宇都宮市下平出町・しもひらいでまち

　　３２１-２１１３・栃木県宇都宮市下横倉町・しもよこくらまち

　　３２１-０１２４・栃木県宇都宮市下横田町・しもよこたちよう

　　３２１-０９４５・栃木県宇都宮市宿郷・しゆくごう

　　３２１-０９３５・栃木県宇都宮市城東・じようとう

　　３２１-０１１７・栃木県宇都宮市城南・じようなん

　　３２１-０４１３・栃木県宇都宮市松風台・しようふうだい

　　３２０-００３２・栃木県宇都宮市昭和・しようわ

　　３２９-１１０２・栃木県宇都宮市白沢町・しらさわちよう

　　３２１-０１３３・栃木県宇都宮市新富町・しんとみちよう

　　３２０-０８３１・栃木県宇都宮市新町・しんまち

　　３２１-０１４４・栃木県宇都宮市末広・すえひろ

　　３２１-０１３２・栃木県宇都宮市雀の宮・すずめのみや

　　３２１-０１２１・栃木県宇都宮市雀宮町・すずめのみやちよう

　　３２１-０１１３・栃木県宇都宮市砂田町・すなたまち

　　３２０-０８６４・栃木県宇都宮市住吉町・すみよしちよう

　　３２１-０９７５・栃木県宇都宮市関堀町・せきほﾞりちよう

　　３２０-００２２・栃木県宇都宮市千波町・せんなみまち

　　３２０-０８６７・栃木県宇都宮市大寛・だいかん

　　３２１-０１０４・栃木県宇都宮市台新田・だいしんでん

　　３２１-０１０３・栃木県宇都宮市台新田町・だいしんでんまち

　　３２１-０１３４・栃木県宇都宮市高砂町・たかさごちよう

　　３２１-０４１６・栃木県宇都宮市高松町・たかまつちよう

　　３２９-１１１４・栃木県宇都宮市宝井町・たからいちよう

　　３２０-００６１・栃木県宇都宮市宝木町・たからぎちよう

　　３２０-００７５・栃木県宇都宮市宝木本町・たからぎほんちよう

　　３２０-０８４６・栃木県宇都宮市滝の原・たきのはら

　　３２０-０８４７・栃木県宇都宮市滝谷町・たきやちよう

　　３２１-３２３６・栃木県宇都宮市竹下町・たけしたまち

　　３２１-０９７４・栃木県宇都宮市竹林町・たけはﾞやしまち

　　３２１-０３４３・栃木県宇都宮市田下町・たげまち

　　３２１-０３４４・栃木県宇都宮市田野町・たのまち

　　３２０-０８０６・栃木県宇都宮市中央・ちゆうおう

　　３２０-０８０５・栃木県宇都宮市中央本町・ちゆうおうほんちよう

　　３２０-０８５７・栃木県宇都宮市鶴田・つるた

　　３２０-０８５１・栃木県宇都宮市鶴田町・つるたまち

　　３２０-０８１６・栃木県宇都宮市天神・てんじん

　　３２０-００３５・栃木県宇都宮市伝馬町・でんまちよう

　　３２１-３２３７・栃木県宇都宮市道場宿町・どうじようじゆくまち

　　３２１-０１２３・栃木県宇都宮市東谷町・とうやちよう

　　３２０-０８５６・栃木県宇都宮市砥上町・とかみちよう

　　３２１-２１１６・栃木県宇都宮市徳次郎町・とくじらまち

　　３２０-００５６・栃木県宇都宮市戸祭・とまつり

　　３２０-００１７・栃木県宇都宮市戸祭台・とまつりだい

　　３２０-００５３・栃木県宇都宮市戸祭町・とまつりちよう

　　３２０-００３１・栃木県宇都宮市戸祭元町・とまつりもとちよう

　　３２０-０００３・栃木県宇都宮市豊郷台・とよさとだい

　　３２１-０９１１・栃木県宇都宮市問屋町・とんやまち

　　３２０-００４５・栃木県宇都宮市中一の沢町・なかいちのさわまち

　　３２１-０９６８・栃木県宇都宮市中今泉・なかいまいずみ

　　３２０-０００４・栃木県宇都宮市長岡町・ながおかちよう

　　３２９-１１０５・栃木県宇都宮市中岡本町・なかおかもとちよう

　　３２０-０８１５・栃木県宇都宮市中河原町・なかがわらまち

　　３２１-０９０６・栃木県宇都宮市中久保・なかくほﾞ

　　３２１-０４１４・栃木県宇都宮市中里町・なかざとちよう

　　３２１-０１１４・栃木県宇都宮市中島町・なかじまちよう



　　３２０-００５７・栃木県宇都宮市中戸祭・なかとまつり

　　３２０-００５２・栃木県宇都宮市中戸祭町・なかとまつりちよう

　　３２０-００２３・栃木県宇都宮市仲町・なかまち

　　３２９-１１０７・栃木県宇都宮市長峰町・ながみねちよう

　　３２０-０８６１・栃木県宇都宮市西・にじ

　　３２０-００４６・栃木県宇都宮市西一の沢町・にしいちのさわまち

　　３２１-０９１７・栃木県宇都宮市西刑部町・にしおさかべまち

　　３２１-０１５２・栃木県宇都宮市西川田・にしかわた

　　３２１-０１５４・栃木県宇都宮市西川田東町・にしかわたひがしまち

　　３２１-０１５８・栃木県宇都宮市西川田本町・にしかわたほんちよう

　　３２１-０１５１・栃木県宇都宮市西川田町・にしかわたまち

　　３２１-０１５５・栃木県宇都宮市西川田南・にしかわたみなみ

　　３２１-０９６７・栃木県宇都宮市錦・にしき

　　３２０-０８６６・栃木県宇都宮市西大寛・にしだいかん

　　３２０-００６４・栃木県宇都宮市西の宮・にしのみや

　　３２０-０８６２・栃木県宇都宮市西原・にしはら

　　３２０-０８２６・栃木県宇都宮市西原町・にしはらちよう

　　３２１-２１１８・栃木県宇都宮市新里町・につさとまち

　　３２０-０８１３・栃木県宇都宮市二番町・にはﾞんちよう

　　３２１-３２２２・栃木県宇都宮市野高谷町・のごやまち

　　３２０-００７１・栃木県宇都宮市野沢町・のざわまち

　　３２１-０１２７・栃木県宇都宮市羽牛田町・はぎゆうだちよう

　　３２０-００１５・栃木県宇都宮市八幡台・はちまんだい

　　３２０-０８４３・栃木県宇都宮市花園町・はなぞのちよう

　　３２０-０８２７・栃木県宇都宮市花房・はなぶさ

　　３２０-０８２８・栃木県宇都宮市花房本町・はなぶさほんちよう

　　３２０-００２７・栃木県宇都宮市塙田・はなわだ

　　３２０-００２６・栃木県宇都宮市馬場通り・はﾞはﾞどおり

　　３２１-０１３７・栃木県宇都宮市針ケ谷・はりがや

　　３２１-０１４７・栃木県宇都宮市針ケ谷町・はりがやちよう

　　３２１-０９４１・栃木県宇都宮市東今泉・ひがしいまいずみ

　　３２１-０１６７・栃木県宇都宮市東浦町・ひがしうらまち

　　３２９-１１０３・栃木県宇都宮市東岡本町・ひがしおかもとちよう

　　３２１-０９１５・栃木県宇都宮市東刑部町・ひがしおさかべまち

　　３２１-０９１６・栃木県宇都宮市東木代町・ひがしきのしろまち

　　３２１-０９５３・栃木県宇都宮市東宿郷・ひがししゆくごう

　　３２０-００６２・栃木県宇都宮市東宝木町・ひがしたからぎちよう

　　３２０-００５４・栃木県宇都宮市東戸祭・ひがしとまつり

　　３２０-００２１・栃木県宇都宮市東塙田・ひがしはなわだ

　　３２１-０１６８・栃木県宇都宮市東原町・ひがしはらまち

　　３２１-０９８５・栃木県宇都宮市東町・ひがしまち

　　３２１-０９４４・栃木県宇都宮市東峰町・ひがしみねまち

　　３２１-０９２５・栃木県宇都宮市東簗瀬・ひがしやなぜ

　　３２１-０１１６・栃木県宇都宮市東横田町・ひがしよこたまち

　　３２０-０８３２・栃木県宇都宮市日の出・ひので

　　３２１-３２３２・栃木県宇都宮市氷室町・ひむろまち

　　３２１-０１３８・栃木県宇都宮市兵庫塚・ひようごつか

　　３２１-０１５６・栃木県宇都宮市兵庫塚町・ひようごつかまち

　　３２１-０９０５・栃木県宇都宮市平出工業団地・ひらいでこうぎようだんち

　　３２１-０９０１・栃木県宇都宮市平出町・ひらいでまち

　　３２１-０９１８・栃木県宇都宮市平塚町・ひらつかまち

　　３２１-０９３１・栃木県宇都宮市平松町・ひらまつちよう

　　３２１-０９３２・栃木県宇都宮市平松本町・ひらまつほんちよう

　　３２１-０３４２・栃木県宇都宮市福岡町・ふくおかまち

　　３２０-００１１・栃木県宇都宮市富士見が丘・ふじみがおか

　　３２１-０１４６・栃木県宇都宮市富士見町・ふじみちよう

　　３２０-０８０４・栃木県宇都宮市二荒町・ふたあらまち

　　３２１-０１６４・栃木県宇都宮市双葉・ふたはﾞ

　　３２０-０８３３・栃木県宇都宮市不動前・ふどうまえ

　　３２１-０４１７・栃木県宇都宮市冬室町・ふゆむろちよう

　　３２９-１１０８・栃木県宇都宮市古田町・ふるたちよう

　　３２０-００３８・栃木県宇都宮市星が丘・ほしがおか

　　３２０-００７３・栃木県宇都宮市細谷・ほそや

　　３２０-００７４・栃木県宇都宮市細谷町・ほそやちよう

　　３２０-００３３・栃木県宇都宮市本町・ほんちよう

　　３２０-０８１７・栃木県宇都宮市本丸町・ほんまるちよう

　　３２１-０１５７・栃木県宇都宮市幕田町・まくたまち

　　３２０-０８０３・栃木県宇都宮市曲師町・まげしちよう

　　３２０-０８０７・栃木県宇都宮市松が峰・まつがみね

　　３２１-０４０７・栃木県宇都宮市松田新田町・まつだしんでんちよう



　　３２０-００４１・栃木県宇都宮市松原・まつはﾞら

　　３２１-３２２５・栃木県宇都宮市満美穴町・まみあなまち

　　３２０-０８６３・栃木県宇都宮市操町・みさおちよう

　　３２１-０９２１・栃木県宇都宮市瑞穂・みずほ

　　３２１-０１２５・栃木県宇都宮市御田長島町・みたながしまちよう

　　３２１-０１６５・栃木県宇都宮市緑・みどり

　　３２１-０１３６・栃木県宇都宮市みどり野町・みどりのまち

　　３２０-００４４・栃木県宇都宮市南一の沢町・みなみいちのさわまち

　　３２１-０９６３・栃木県宇都宮市南大通り・みなみおおどおり

　　３２１-０１４３・栃木県宇都宮市南高砂町・みなみたかさごちよう

　　３２１-０１４２・栃木県宇都宮市南町・みなみまち

　　３２１-０９４２・栃木県宇都宮市峰・みね

　　３２１-０９４３・栃木県宇都宮市峰町・みねまち

　　３２０-０８０８・栃木県宇都宮市宮園町・みやぞのちよう

　　３２１-０１３１・栃木県宇都宮市宮の内・みやのうち

　　３２０-０８３５・栃木県宇都宮市宮原・みやはら

　　３２０-００２５・栃木県宇都宮市宮町・みやまち

　　３２１-０９６９・栃木県宇都宮市宮みらい・みやみらい

　　３２１-０１６３・栃木県宇都宮市宮本町・みやもとちよう

　　３２１-０４１１・栃木県宇都宮市宮山田町・みややまだちよう

　　３２１-０９８２・栃木県宇都宮市御幸ケ原町・みゆきがはらまち

　　３２１-０９８４・栃木県宇都宮市御幸町・みゆきちよう

　　３２１-０９８３・栃木県宇都宮市御幸本町・みゆきほんちよう

　　３２０-０８６５・栃木県宇都宮市睦町・むつみちよう

　　３２１-０４１５・栃木県宇都宮市免ノ内町・めんのうちちよう

　　３２１-０９５４・栃木県宇都宮市元今泉・もといまいずみ

　　３２１-０１４５・栃木県宇都宮市茂原・もはﾞら

　　３２１-０１２６・栃木県宇都宮市茂原町・もはﾞらちよう

　　３２１-０１１２・栃木県宇都宮市屋板町・やいたまち

　　３２１-０１６９・栃木県宇都宮市八千代・やちよ

　　３２１-０９０２・栃木県宇都宮市柳田町・やなぎたまち

　　３２１-０９３４・栃木県宇都宮市簗瀬・やなぜ

　　３２１-０９３３・栃木県宇都宮市簗瀬町・やなぜまち

　　３２１-０１６２・栃木県宇都宮市大和（１、２丁目）・やまと(１､２)

　　３２０-０８３６・栃木県宇都宮市大和（３丁目）・やまと(３)

　　３２０-００１２・栃木県宇都宮市山本・やまもと

　　３２０-００１６・栃木県宇都宮市山本町・やまもとまち

　　３２０-０８３７・栃木県宇都宮市弥生・やよい

　　３２１-３２２６・栃木県宇都宮市ゆいの杜・ゆいのもり

　　３２０-００６３・栃木県宇都宮市陽西町・ようさいちよう

　　３２１-０９０４・栃木県宇都宮市陽東・ようとう

　　３２０-０８３４・栃木県宇都宮市陽南・ようなん

　　３２１-０１０５・栃木県宇都宮市横田新町・よこたしんまち

　　３２０-０００５・栃木県宇都宮市横山・よこやま

　　３２０-０００１・栃木県宇都宮市横山町・よこやまちよう

　　３２０-０８３８・栃木県宇都宮市吉野・よしの

　　３２９-１１１６・栃木県宇都宮市立伏町・りゆうぶくちよう

　　３２０-０８４１・栃木県宇都宮市六道町・ろくどうまち

　　３２０-００７２・栃木県宇都宮市若草・わかくさ

　　３２１-０１３９・栃木県宇都宮市若松原・わかまつはら

　　３２６-００００・栃木県足利市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２６-００５２・栃木県足利市相生町・あいおいちよう

　　３２６-００６２・栃木県足利市赤松台・あかまつだい

　　３２６-０３２８・栃木県足利市県町・あがたちよう

　　３２６-０８２３・栃木県足利市朝倉町・あさくらちよう

　　３２６-０８０２・栃木県足利市旭町・あさひちよう

　　３２６-０８３２・栃木県足利市荒金町・あらかねちよう

　　３２６-０８３４・栃木県足利市新宿町・あらじゆくちよう

　　３２６-０１０３・栃木県足利市粟谷町・あわのやちよう

　　３２６-０８０３・栃木県足利市家富町・いえとみちよう

　　３２６-００１４・栃木県足利市鵤木町・いかるぎちよう

　　３２６-０８１１・栃木県足利市井草町・いぐさちよう

　　３２６-００５３・栃木県足利市伊勢町・いせちよう

　　３２６-００５４・栃木県足利市伊勢南町・いせみなみちよう

　　３２６-０１０２・栃木県足利市板倉町・いたくらちよう

　　３２９-４２１２・栃木県足利市稲岡町・いなおかちよう

　　３２６-０８４２・栃木県足利市今福町・いまふくちよう

　　３２６-００４６・栃木県足利市岩井町・いわいちよう

　　３２６-００５５・栃木県足利市永楽町・えいらくちよう

　　３２６-００６７・栃木県足利市江川町・えがわちよう



　　３２６-０８４１・栃木県足利市大岩町・おおいわちよう

　　３２６-００１２・栃木県足利市大久保町・おおくほﾞちよう

　　３２６-０００５・栃木県足利市大月町・おおつきちよう

　　３２６-００１１・栃木県足利市大沼田町・おおぬまたちよう

　　３２６-００５１・栃木県足利市大橋町・おおはしちよう

　　３２６-０８４５・栃木県足利市大前町・おおまえちよう

　　３２９-４２１５・栃木県足利市奥戸町・おくどちよう

　　３２６-０３２６・栃木県足利市小曽根町・おぞねちよう

　　３２６-０１４１・栃木県足利市小俣町・おまたちよう

　　３２６-０１４２・栃木県足利市小俣南町・おまたみなみちよう

　　３２６-０００６・栃木県足利市利保町・かかほﾞちよう

　　３２６-０８４４・栃木県足利市鹿島町・かしまちよう

　　３２６-０００４・栃木県足利市樺崎町・かはﾞさきちよう

　　３２６-０３３５・栃木県足利市上渋垂町・かみしぶたれちよう

　　３２６-０８２６・栃木県足利市借宿町・かりやどちよう

　　３２６-００１３・栃木県足利市川崎町・かわさきちよう

　　３２６-０３２４・栃木県足利市久保田町・くほﾞたちよう

　　３２６-００１６・栃木県足利市毛野新町・けのしんまち

　　３２６-００２５・栃木県足利市寿町・ことぶきちよう

　　３２９-４２１７・栃木県足利市駒場町・こまはﾞちよう

　　３２６-０８１５・栃木県足利市栄町・さかえちよう

　　３２６-０８３５・栃木県足利市里矢場町・さとやはﾞちよう

　　３２６-００２３・栃木県足利市猿田町・さるたちよう

　　３２６-０３３７・栃木県足利市島田町・しまだちよう

　　３２６-０３３４・栃木県足利市下渋垂町・しもしぶたれちよう

　　３２６-０８１３・栃木県足利市昌平町・しようへいちよう

　　３２６-００６３・栃木県足利市新山町・しんやまちよう

　　３２６-００３１・栃木県足利市末広町・すえひろちよう

　　３２６-００４４・栃木県足利市助戸・すけど

　　３２６-００４８・栃木県足利市助戸大橋町・すけどおおはしちよう

　　３２６-００４１・栃木県足利市助戸新山町・すけどしんやまちよう

　　３２６-００４３・栃木県足利市助戸仲町・すけどなかちよう

　　３２６-００４２・栃木県足利市助戸東山町・すけどひがしやまちよう

　　３２６-０００７・栃木県足利市菅田町・すげたちよう

　　３２６-０８０７・栃木県足利市大正町・たいしようちよう

　　３２６-００５６・栃木県足利市大町・だいちよう

　　３２６-０８１２・栃木県足利市大門通・だいもんどおり

　　３２６-０３２５・栃木県足利市高松町・たかまつちよう

　　３２６-００６１・栃木県足利市田島町・たじまちよう

　　３２９-４２１４・栃木県足利市多田木町・ただきちよう

　　３２６-００６６・栃木県足利市田所町・たどころちよう

　　３２６-０８２２・栃木県足利市田中町・たなかちよう

　　３２６-００４５・栃木県足利市千歳町・ちとせちよう

　　３２６-００６８・栃木県足利市月谷町・つきやちよう

　　３２６-００２２・栃木県足利市常見町・つねみちよう

　　３２９-４２１３・栃木県足利市寺岡町・てらおかちよう

　　３２６-０８１４・栃木県足利市通・とおり

　　３２６-００２６・栃木県足利市常盤町・ときわちよう

　　３２６-０８０５・栃木県足利市巴町・ともえちよう

　　３２６-０３３３・栃木県足利市問屋町・とんやちよう

　　３２６-０８２５・栃木県足利市中川町・なかがわちよう

　　３２６-０００１・栃木県足利市名草上町・なぐさかみちよう

　　３２６-０００２・栃木県足利市名草中町・なぐさなかちよう

　　３２６-０００３・栃木県足利市名草下町・なぐさしもちよう

　　３２６-０８３７・栃木県足利市西新井町・にしあらいちよう

　　３２６-００４７・栃木県足利市錦町・にしきちよう

　　３２６-００６５・栃木県足利市西砂原後町・にしさわらごちよう

　　３２６-０８１７・栃木県足利市西宮町・にしのみやちよう

　　３２９-４２１１・栃木県足利市西場町・にしはﾞちよう

　　３２６-０３２２・栃木県足利市野田町・のだちよう

　　３２６-０３２７・栃木県足利市羽刈町・はかりちよう

　　３２９-４２１６・栃木県足利市迫間町・はさまちよう

　　３２６-０１４３・栃木県足利市葉鹿町・はじかちよう

　　３２６-０１４４・栃木県足利市葉鹿南町・はじかみなみちよう

　　３２６-００３３・栃木県足利市花園町・はなぞのちよう

　　３２６-００６４・栃木県足利市東砂原後町・ひがしさわらごちよう

　　３２６-００３４・栃木県足利市久松町・ひさまつちよう

　　３２６-０３３８・栃木県足利市福居町・ふくいちよう

　　３２６-０３３２・栃木県足利市福富新町・ふくとみしんちよう

　　３２６-０３３１・栃木県足利市福富町・ふくとみちよう



　　３２６-００３７・栃木県足利市富士見町・ふじみちよう

　　３２６-０８３３・栃木県足利市藤本町・ふじもとちよう

　　３２６-０８３１・栃木県足利市堀込町・ほりごめちよう

　　３２６-０８０８・栃木県足利市本城・ほんじよう

　　３２６-００３２・栃木県足利市真砂町・まさごちよう

　　３２６-０１０１・栃木県足利市松田町・まつだちよう

　　３２６-００５７・栃木県足利市丸山町・まるやまちよう

　　３２６-０３２３・栃木県足利市瑞穂野町・みずほのちよう

　　３２６-０８１６・栃木県足利市緑町・みどりちよう

　　３２６-０８３６・栃木県足利市南大町・みなみおおまち

　　３２６-０８２１・栃木県足利市南町・みなみちよう

　　３２６-００２７・栃木県足利市宮北町・みやきたちよう

　　３２６-００５８・栃木県足利市元学町・もとがくちよう

　　３２６-０３３６・栃木県足利市百頭町・ももがしらちよう

　　３２６-００１５・栃木県足利市八椚町・やつくぬぎちよう

　　３２６-０８０６・栃木県足利市柳原町・やなぎわらちよう

　　３２６-０３２１・栃木県足利市梁田町・やなだちよう

　　３２６-００２１・栃木県足利市山川町・やまがわちよう

　　３２６-０８４６・栃木県足利市山下町・やましたちよう

　　３２６-００３６・栃木県足利市弥生町・やよいちよう

　　３２６-０８２４・栃木県足利市八幡町・やわたちよう

　　３２６-０８０１・栃木県足利市有楽町・ゆうらくちよう

　　３２６-０８０４・栃木県足利市雪輪町・ゆきわちよう

　　３２６-００３５・栃木県足利市芳町・よしちよう

　　３２６-０８４３・栃木県足利市五十部町・よべちよう

　　３２６-００２４・栃木県足利市若草町・わかくさちよう

　　３２８-００００・栃木県栃木市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２８-００３５・栃木県栃木市旭町・あさひちよう

　　３２８-０１３１・栃木県栃木市梓町・あずさまち

　　３２８-００６１・栃木県栃木市新井町・あらいまち

　　３２８-００６２・栃木県栃木市泉川町・いずみがわまち

　　３２８-００１４・栃木県栃木市泉町・いずみちよう

　　３２８-０２０６・栃木県栃木市出流町・いずるまち

　　３２８-００２７・栃木県栃木市今泉町・いまいずみまち

　　３２８-００１６・栃木県栃木市入舟町・いりふねちよう

　　３２８-００５２・栃木県栃木市祝町・いわいちよう

　　３２８-００６３・栃木県栃木市岩出町・いわでまち

　　３２９-４３０２・栃木県栃木市岩舟町五十畑・いわふねまちいかはﾞた

　　３２９-４３０３・栃木県栃木市岩舟町和泉・いわふねまちいずみ

　　３２９-４３１４・栃木県栃木市岩舟町小野寺・いわふねまちおのでら

　　３２９-４３１３・栃木県栃木市岩舟町上岡・いわふねまちかみおか

　　３２９-４３０７・栃木県栃木市岩舟町静・いわふねまちしずか

　　３２９-４３０５・栃木県栃木市岩舟町静戸・いわふねまちしずこ

　　３２９-４３０４・栃木県栃木市岩舟町静和・いわふねまちしずわ

　　３２９-４３１２・栃木県栃木市岩舟町下岡・いわふねまちしもおか

　　３２９-４３０８・栃木県栃木市岩舟町下津原・いわふねまちしもつはﾞら

　　３２９-４３０９・栃木県栃木市岩舟町畳岡・いわふねまちたたみおか

　　３２９-４３１６・栃木県栃木市岩舟町新里・いわふねまちにつさと

　　３２９-４３１１・栃木県栃木市岩舟町古江・いわふねまちふるえ

　　３２９-４３０６・栃木県栃木市岩舟町曲ケ島・いわふねまちまがのしま

　　３２９-４３１５・栃木県栃木市岩舟町三谷・いわふねまちみや

　　３２９-４３０１・栃木県栃木市岩舟町鷲巣・いわふねまちわしのす

　　３２８-０２０４・栃木県栃木市梅沢町・うめざわまち

　　３２８-０２０２・栃木県栃木市大久保町・おおくほﾞまち

　　３２８-０００７・栃木県栃木市大塚町・おおつかまち

　　３２９-４４２５・栃木県栃木市大平町新・おおひらまちあらい

　　３２９-４４０１・栃木県栃木市大平町牛久・おおひらまちうしく

　　３２９-４４２２・栃木県栃木市大平町榎本・おおひらまちえのもと

　　３２９-４４１３・栃木県栃木市大平町上高島・おおひらまちかみたかしま

　　３２９-４４０７・栃木県栃木市大平町川連・おおひらまちかわつれ

　　３２９-４４１２・栃木県栃木市大平町北武井・おおひらまちきたたけい

　　３２９-４４０３・栃木県栃木市大平町蔵井・おおひらまちくらい

　　３２９-４４１４・栃木県栃木市大平町下高島・おおひらまちしもたかしま

　　３２９-４４０６・栃木県栃木市大平町下皆川・おおひらまちしもみながわ

　　３２９-４４０４・栃木県栃木市大平町富田・おおひらまちとみだ

　　３２９-４４０２・栃木県栃木市大平町土与・おおひらまちどよ

　　３２９-４４２１・栃木県栃木市大平町西野田・おおひらまちにしのだ

　　３２９-４４２３・栃木県栃木市大平町西水代・おおひらまちにしみずしろ

　　３２９-４４０５・栃木県栃木市大平町西山田・おおひらまちにしやまだ

　　３２９-４４２４・栃木県栃木市大平町伯仲・おおひらまちはくちゆう



　　３２９-４４１５・栃木県栃木市大平町真弓・おおひらまちまゆみ

　　３２９-４４１１・栃木県栃木市大平町横堀・おおひらまちよこほﾞり

　　３２８-００６８・栃木県栃木市大皆川町・おおみながわまち

　　３２８-００１１・栃木県栃木市大宮町・おおみやまち

　　３２８-０１３３・栃木県栃木市大森町・おおもりまち

　　３２８-００６５・栃木県栃木市小野口町・おのぐちまち

　　３２８-００７２・栃木県栃木市嘉右衛門町・かうえもんちよう

　　３２８-００６６・栃木県栃木市柏倉町・かしわぐらまち

　　３２８-００５３・栃木県栃木市片柳町・かたやなぎちよう

　　３２８-００４１・栃木県栃木市河合町・かわいちよう

　　３２８-０１２３・栃木県栃木市川原田町・かわらだまち

　　３２８-００３２・栃木県栃木市神田町・かんだちよう

　　３２８-０１２２・栃木県栃木市木野地町・きのじまち

　　３２８-００２１・栃木県栃木市久保田町・くほﾞたまち

　　３２８-０００６・栃木県栃木市国府町・こうまち

　　３２８-００２３・栃木県栃木市高谷町・こうやまち

　　３２８-００７３・栃木県栃木市小平町・こひらちよう

　　３２８-００４３・栃木県栃木市境町・さかいちよう

　　３２８-００６４・栃木県栃木市志鳥町・しとりまち

　　３２８-００３３・栃木県栃木市城内町・じようないちよう

　　３２８-００１３・栃木県栃木市昭和町・しようわちよう

　　３２８-０２０３・栃木県栃木市尻内町・しりうちまち

　　３２８-０００２・栃木県栃木市惣社町・そうじやまち

　　３２８-００７４・栃木県栃木市薗部町・そのべちよう

　　３２８-０００３・栃木県栃木市大光寺町・だいこうじまち

　　３２８-００７１・栃木県栃木市大町・だいちよう

　　３２８-０００４・栃木県栃木市田村町・たむらまち

　　３２８-０１３５・栃木県栃木市千塚町・ちつﾞかまち

　　３２８-０１１１・栃木県栃木市都賀町家中・つがまちいえなか

　　３２８-０１０５・栃木県栃木市都賀町臼久保・つがまちうすくほﾞ

　　３２８-０１０１・栃木県栃木市都賀町大柿・つがまちおおがき

　　３２８-０１０６・栃木県栃木市都賀町大橋・つがまちおおはじ

　　３２８-０１１３・栃木県栃木市都賀町合戦場・つがまちかつせんはﾞ

　　３２８-０１０４・栃木県栃木市都賀町木・つがまちき

　　３２８-０１０２・栃木県栃木市都賀町富張・つがまちとみはり

　　３２８-０１０３・栃木県栃木市都賀町原宿・つがまちはらじゆく

　　３２８-０１１２・栃木県栃木市都賀町平川・つがまちひらかわ

　　３２８-０１０７・栃木県栃木市都賀町深沢・つがまちふかさわ

　　３２８-０１１４・栃木県栃木市都賀町升塚・つがまちますつﾞか

　　３２８-０１３２・栃木県栃木市仲方町・なかがたまち

　　３２８-００２５・栃木県栃木市仲仕上町・なかしあげまち

　　３２８-０２０５・栃木県栃木市鍋山町・なべやままち

　　３２２-０６０２・栃木県栃木市西方町金井・にしかたまちかない

　　３２２-０６０１・栃木県栃木市西方町金崎・にしかたまちかなさき

　　３２２-０６０３・栃木県栃木市西方町本郷・にしかたまちほんごう

　　３２２-０６０６・栃木県栃木市西方町本城・にしかたまちほんじよう

　　３２２-０６０５・栃木県栃木市西方町真名子・にしかたまちまなご

　　３２２-０６０４・栃木県栃木市西方町元・にしかたまちもと

　　３２８-００１７・栃木県栃木市錦町・にしきちよう

　　３２８-００４２・栃木県栃木市沼和田町・ぬまわだちよう

　　３２８-０１２４・栃木県栃木市野中町・のなかまち

　　３２８-００７５・栃木県栃木市箱森町・はこのもりまち

　　３２８-００２４・栃木県栃木市樋ノ口町・ひのくちまち

　　３２８-００３１・栃木県栃木市日ノ出町・ひのでちよう

　　３２８-００５４・栃木県栃木市平井町・ひらいちよう

　　３２８-００１２・栃木県栃木市平柳町・ひらやなぎまち

　　３２８-０１２５・栃木県栃木市吹上町・ふきあげまち

　　３２３-１１０２・栃木県栃木市藤岡町赤麻・ふじおかまちあかま

　　３２９-０３１６・栃木県栃木市藤岡町石川・ふじおかまちいしかわ

　　３２３-１１０３・栃木県栃木市藤岡町内野・ふじおかまちうちの

　　３２３-１１０８・栃木県栃木市藤岡町太田・ふじおかまちおおた

　　３２３-１１０７・栃木県栃木市藤岡町大田和・ふじおかまちおおだわ

　　３２３-１１０１・栃木県栃木市藤岡町大前・ふじおかまちおおまえ

　　３２３-１１０５・栃木県栃木市藤岡町甲・ふじおかまちこう

　　３４９-１２２１・栃木県栃木市藤岡町下宮・ふじおかまちしたみや

　　３２９-０３１７・栃木県栃木市藤岡町帯刀・ふじおかまちたてわき

　　３２３-１１０６・栃木県栃木市藤岡町都賀・ふじおかまちつが

　　３２９-０３１１・栃木県栃木市藤岡町富吉・ふじおかまちとみよじ

　　３２９-０３１９・栃木県栃木市藤岡町中根・ふじおかまちなかね

　　３２９-０３１８・栃木県栃木市藤岡町西前原・ふじおかまちにしまえはら



　　３２９-０３１４・栃木県栃木市藤岡町新波・ふじおかまちにつはﾟ

　　３２９-０３１２・栃木県栃木市藤岡町蛭沼・ふじおかまちひるぬま

　　３２３-１１０４・栃木県栃木市藤岡町藤岡・ふじおかまちふじおか

　　３２９-０３１５・栃木県栃木市藤岡町部屋・ふじおかまちへや

　　３２９-０３１３・栃木県栃木市藤岡町緑川・ふじおかまちみどりかわ

　　３２８-００２６・栃木県栃木市藤田町・ふじたまち

　　３２８-００４４・栃木県栃木市富士見町・ふじみちよう

　　３２８-０２０１・栃木県栃木市星野町・ほしのまち

　　３２８-０１２１・栃木県栃木市細堀町・ほそほﾞりまち

　　３２８-００３４・栃木県栃木市本町・ほんちよう

　　３２８-００６７・栃木県栃木市皆川城内町・みながわじようないまち

　　３２８-００４５・栃木県栃木市湊町・みなとちよう

　　３２８-００２２・栃木県栃木市宮田町・みやたまち

　　３２８-０１３４・栃木県栃木市宮町・みやまち

　　３２８-００３６・栃木県栃木市室町・むろまち

　　３２８-００５１・栃木県栃木市柳橋町・やなぎはﾞしちよう

　　３２８-０００１・栃木県栃木市柳原町・やなぎはらまち

　　３２８-００３７・栃木県栃木市倭町・やまとちよう

　　３２８-０００５・栃木県栃木市寄居町・よりいまち

　　３２８-００１５・栃木県栃木市万町・よろずちよう

　　３２７-００００・栃木県佐野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２７-００２３・栃木県佐野市相生町・あいおいちよう

　　３２７-０５１１・栃木県佐野市会沢町・あいさわちよう

　　３２７-０００４・栃木県佐野市赤坂町・あかさかちよう

　　３２７-０１０４・栃木県佐野市赤見町・あかみちよう

　　３２７-０５１７・栃木県佐野市秋山町・あきやまちよう

　　３２７-０５２５・栃木県佐野市あくと町・あくとちよう

　　３２７-０８３１・栃木県佐野市浅沼町・あさぬまちよう

　　３２７-００１１・栃木県佐野市朝日町・あさひちよう

　　３２７-０８１５・栃木県佐野市鐙塚町・あぶつかちよう

　　３２７-０８２５・栃木県佐野市飯田町・いいたちよう

　　３２７-００２１・栃木県佐野市伊賀町・いがちよう

　　３２７-０１０３・栃木県佐野市石塚町・いしつﾞかちよう

　　３２７-０１０２・栃木県佐野市出流原町・いずるはらちよう

　　３２７-０８１７・栃木県佐野市伊勢山町・いせやまちよう

　　３２７-０８０６・栃木県佐野市犬伏上町・いぬぶしかみちよう

　　３２７-０８０５・栃木県佐野市犬伏中町・いぬぶしなかちよう

　　３２７-０８０４・栃木県佐野市犬伏下町・いぬぶししもちよう

　　３２７-０８０３・栃木県佐野市犬伏新町・いぬぶししんまち

　　３２７-００３４・栃木県佐野市伊保内町・いほﾞうちちよう

　　３２７-０３０７・栃木県佐野市岩崎町・いわざきちよう

　　３２７-０８３２・栃木県佐野市植上町・うえかみちよう

　　３２７-０８３５・栃木県佐野市植下町・うえしもちよう

　　３２７-０８３７・栃木県佐野市植野町・うえのちよう

　　３２７-０３２２・栃木県佐野市梅園町・うめぞのちよう

　　３２７-００１２・栃木県佐野市大蔵町・おおくらちよう

　　３２７-０８０７・栃木県佐野市大栗町・おおぐりちよう

　　３２７-００３３・栃木県佐野市大古屋町・おおごやちよう

　　３２７-０００３・栃木県佐野市大橋町・おおはしちよう

　　３２７-０３１６・栃木県佐野市小見町・おみちよう

　　３２７-０５１５・栃木県佐野市柿平町・かきだいらちよう

　　３２７-０５２３・栃木県佐野市嘉多山町・かたやまちよう

　　３２７-００１５・栃木県佐野市金井上町・かないかみちよう

　　３２７-０００７・栃木県佐野市金吹町・かなふきちよう

　　３２７-００２５・栃木県佐野市金屋下町・かなやしもちよう

　　３２７-００２６・栃木県佐野市金屋仲町・かなやなかちよう

　　３２７-００３２・栃木県佐野市庚申塚町・かねつﾞかちよう

　　３２７-０００６・栃木県佐野市上台町・かみだいちよう

　　３２７-００４２・栃木県佐野市上羽田町・かみはねだちよう

　　３２７-００２４・栃木県佐野市亀井町・かめいちよう

　　３２７-０３２１・栃木県佐野市閑馬町・かんまちよう

　　３２７-０８２７・栃木県佐野市北茂呂町・きたもろちよう

　　３２７-００４３・栃木県佐野市君田町・きみたちよう

　　３２７-０５０７・栃木県佐野市葛生西・くずうにじ

　　３２７-０５０１・栃木県佐野市葛生東・くずうひがじ

　　３２７-０８４５・栃木県佐野市久保町・くほﾞちよう

　　３２７-０８１３・栃木県佐野市黒袴町・くろはかまちよう

　　３２７-０８２２・栃木県佐野市越名町・こえなちよう

　　３２７-０００１・栃木県佐野市小中町・こなかちよう

　　３２７-０８１６・栃木県佐野市栄町・さかえちよう



　　３２７-０３０１・栃木県佐野市作原町・さくはらちよう

　　３２７-０００５・栃木県佐野市七軒町・しちけんちよう

　　３２７-０８３６・栃木県佐野市寺中町・じちゆうちよう

　　３２７-００４４・栃木県佐野市下羽田町・しもはねだちよう

　　３２７-０３２５・栃木県佐野市下彦間町・しもひこまちよう

　　３２７-０３０２・栃木県佐野市白岩町・しらいわちよう

　　３２７-０３１４・栃木県佐野市新吉水町・しんよしみずちよう

　　３２７-０８１１・栃木県佐野市関川町・せきがわちよう

　　３２８-０２２１・栃木県佐野市仙波町（坂東）・せんはﾞちよう(はﾞんどう)

　　３２８-０２２１・栃木県佐野市仙波町（松ケ坂）・せんはﾞちよう(まつがさか)

　　３２７-０５１４・栃木県佐野市仙波町（その他）・せんはﾞちよう(そのた)

　　３２７-００１６・栃木県佐野市大祝町・だいしゆくちよう

　　３２７-００１７・栃木県佐野市大町・だいちよう

　　３２７-００２２・栃木県佐野市高砂町・たかさごちよう

　　３２７-０８２１・栃木県佐野市高萩町・たかはぎちよう

　　３２７-００４５・栃木県佐野市高橋町・たかはしちよう

　　３２７-０８２３・栃木県佐野市高山町・たかやまちよう

　　３２７-００３１・栃木県佐野市田島町・たじまちよう

　　３２７-０３１１・栃木県佐野市多田町・ただちよう

　　３２７-０３１７・栃木県佐野市田沼町・たぬまちよう

　　３２７-０８４１・栃木県佐野市田之入町・たのいりちよう

　　３２７-０５０２・栃木県佐野市築地町・ついじちよう

　　３２７-０１０１・栃木県佐野市寺久保町・てらくほﾞちよう

　　３２７-０８４７・栃木県佐野市天神町・てんじんちよう

　　３２７-００１４・栃木県佐野市天明町・てんみようちよう

　　３２７-０３１２・栃木県佐野市栃本町・とちもとちよう

　　３２７-０３２３・栃木県佐野市戸奈良町・とならちよう

　　３２７-０８４４・栃木県佐野市富岡町・とみおかちよう

　　３２７-０３０６・栃木県佐野市戸室町・とむろちよう

　　３２７-０５１２・栃木県佐野市豊代町・とよしろちよう

　　３２７-０５２４・栃木県佐野市長坂町・ながさかちよう

　　３２７-０５０４・栃木県佐野市中町・なかちよう

　　３２７-０００２・栃木県佐野市並木町・なみきちよう

　　３２７-０８４２・栃木県佐野市奈良渕町・ならぶちちよう

　　３２７-０８１４・栃木県佐野市西浦町・にしうらちよう

　　３２７-０８０２・栃木県佐野市韮川町・にらがわちよう

　　３２７-０３０３・栃木県佐野市長谷場町・はせはﾞちよう

　　３２７-０５０８・栃木県佐野市鉢木町・はちのきちよう

　　３２７-０２３１・栃木県佐野市飛駒町・ひこまちよう

　　３２７-０８０１・栃木県佐野市富士町・ふじちよう

　　３２７-０５０３・栃木県佐野市富士見町・ふじみちよう

　　３２７-０３０５・栃木県佐野市船越町・ふなこしちよう

　　３２７-００３５・栃木県佐野市船津川町・ふなつがわちよう

　　３２７-０８４３・栃木県佐野市堀米町・ほりごめちよう

　　３２７-００１３・栃木県佐野市本町・ほんちよう

　　３２７-０８２４・栃木県佐野市馬門町・まかどちよう

　　３２７-０５１３・栃木県佐野市牧町・まぎちよう

　　３２７-０８１２・栃木県佐野市町谷町・まちやちよう

　　３２７-０３０４・栃木県佐野市御神楽町・みかぐらちよう

　　３２７-０５１６・栃木県佐野市水木町・みずきちよう

　　３２７-０５０９・栃木県佐野市宮下町・みやしたちよう

　　３２７-００４６・栃木県佐野市村上町・むらかみちよう

　　３２７-００４１・栃木県佐野市免鳥町・めんどりちよう

　　３２７-０８２６・栃木県佐野市茂呂山町・もろやまちよう

　　３２７-０３２４・栃木県佐野市山形町・やまがたちよう

　　３２７-０３１８・栃木県佐野市山越町・やまこしちよう

　　３２７-０５０５・栃木県佐野市山菅町・やますげちよう

　　３２７-００２７・栃木県佐野市大和町・やまとちよう

　　３２７-０３１５・栃木県佐野市吉水駅前・よしみずえきまえ

　　３２７-０３１３・栃木県佐野市吉水町・よしみずちよう

　　３２７-０８１８・栃木県佐野市米山南町・よねやまみなみちよう

　　３２７-００２８・栃木県佐野市万町・よろずちよう

　　３２７-０８４６・栃木県佐野市若松町・わかまつちよう

　　３２７-０８３３・栃木県佐野市若宮上町・わかみやかみちよう

　　３２７-０８３４・栃木県佐野市若宮下町・わかみやしもちよう

　　３２２-００００・栃木県鹿沼市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２２-００５８・栃木県鹿沼市麻苧町・あさうちよう

　　３２２-０３４５・栃木県鹿沼市旭が丘・あさひがおか

　　３２２-００３５・栃木県鹿沼市朝日町・あさひちよう

　　３２２-００２２・栃木県鹿沼市東町・あずまちよう



　　３２２-０３４２・栃木県鹿沼市油田町・あぶらでんまち

　　３２２-００１８・栃木県鹿沼市池ノ森・いけのもり

　　３２２-００５５・栃木県鹿沼市石橋町・いしはﾞしちよう

　　３２２-００６２・栃木県鹿沼市泉町・いずみちよう

　　３２２-０５３６・栃木県鹿沼市磯町・いそまち

　　３２１-１１１１・栃木県鹿沼市板荷・いたが

　　３２２-００６８・栃木県鹿沼市今宮町・いまみやちよう

　　３２２-０３０７・栃木県鹿沼市入粟野・いりあわの

　　３２２-００２１・栃木県鹿沼市上野町・うわのまち

　　３２２-０５２５・栃木県鹿沼市大和田町・おおわだまち

　　３２２-０００５・栃木県鹿沼市御成橋町・おなりはﾞしちよう

　　３２２-００２７・栃木県鹿沼市貝島町・かいじままち

　　３２２-０３０４・栃木県鹿沼市柏木・かしわぎ

　　３２２-０２５２・栃木県鹿沼市加園・かぞの

　　３２２-００１５・栃木県鹿沼市上石川・かみいしかわ

　　３２２-０１０２・栃木県鹿沼市上大久保・かみおおくほﾞ

　　３２２-０４２３・栃木県鹿沼市上粕尾・かみかすお

　　３２２-０２５４・栃木県鹿沼市上久我・かみくが

　　３２２-００６５・栃木県鹿沼市上材木町・かみざいもくちよう

　　３２２-００６６・栃木県鹿沼市上田町・かみたまち

　　３２２-００４５・栃木県鹿沼市上殿町・かみどのまち

　　３２８-０２１１・栃木県鹿沼市上永野・かみながの

　　３２２-０５２２・栃木県鹿沼市上奈良部町・かみならぶまち

　　３２２-０３４６・栃木県鹿沼市上南摩町・かみなんままち

　　３２２-００７６・栃木県鹿沼市上日向・かみひなた

　　３２２-０５３４・栃木県鹿沼市亀和田町・かめわだまち

　　３２２-０５３３・栃木県鹿沼市北赤塚町・きたあかつﾞかまち

　　３２２-０３０１・栃木県鹿沼市北半田・きたはんだ

　　３２２-００５２・栃木県鹿沼市銀座・ぎんざ

　　３２２-０１０１・栃木県鹿沼市草久・くさぎゆう

　　３２２-０３０５・栃木県鹿沼市口粟野・くちあわの

　　３２２-０３０３・栃木県鹿沼市久野・くの

　　３２２-００５１・栃木県鹿沼市久保町・くほﾞちよう

　　３２２-００２４・栃木県鹿沼市晃望台・こうほﾞうだい

　　３２２-０００９・栃木県鹿沼市高谷・こうや

　　３２２-０００８・栃木県鹿沼市古賀志町・こがしまち

　　３２２-００２３・栃木県鹿沼市幸町・さいわいちよう

　　３２２-００２８・栃木県鹿沼市栄町・さかえちよう

　　３２２-００６９・栃木県鹿沼市坂田山・さかたやま

　　３２２-００４７・栃木県鹿沼市酒野谷・さけのや

　　３２２-００７８・栃木県鹿沼市笹原田・ささはらだ

　　３２２-００１４・栃木県鹿沼市さつき町・さつきちよう

　　３２２-０３４３・栃木県鹿沼市佐目町・さめまち

　　３２２-００４１・栃木県鹿沼市三幸町・さんこうちよう

　　３２２-０５２７・栃木県鹿沼市塩山町・しおやままち

　　３２２-００１７・栃木県鹿沼市下石川・しもいしかわ

　　３２２-０１０３・栃木県鹿沼市下大久保・しもおおくほﾞ

　　３２２-０４２１・栃木県鹿沼市下粕尾・しもかすお

　　３２２-０２５３・栃木県鹿沼市下久我・しもくが

　　３２２-００５６・栃木県鹿沼市下材木町・しもざいもくちよう

　　３２２-０２５６・栃木県鹿沼市下沢・しもざわ

　　３２２-０００４・栃木県鹿沼市下武子町・しもたけしまち

　　３２２-００３６・栃木県鹿沼市下田町・しもたまち

　　３２２-００７９・栃木県鹿沼市下遠部・しもとおべ

　　３２８-０２１２・栃木県鹿沼市下永野・しもながの

　　３２２-０５２３・栃木県鹿沼市下奈良部町・しもならぶまち

　　３２２-０３４１・栃木県鹿沼市下南摩町・しもなんままち

　　３２２-００７５・栃木県鹿沼市下日向・しもひなた

　　３２２-００５４・栃木県鹿沼市下横町・しもよこまち

　　３２２-００１１・栃木県鹿沼市白桑田・しらくわだ

　　３２２-００３８・栃木県鹿沼市末広町・すえひろちよう

　　３２２-００６１・栃木県鹿沼市千手町・せんじゆまち

　　３２２-０００２・栃木県鹿沼市千渡・せんど

　　３２２-０００７・栃木県鹿沼市武子・たけじ

　　３２２-００７２・栃木県鹿沼市玉田町・たまだまち

　　３２２-００５７・栃木県鹿沼市寺町・てらまち

　　３２２-００６７・栃木県鹿沼市天神町・てんじんちよう

　　３２２-０００１・栃木県鹿沼市栃窪・とちくほﾞ

　　３２２-００６３・栃木県鹿沼市戸張町・とはりちよう

　　３２２-０００６・栃木県鹿沼市富岡・とみおか



　　３２２-００４４・栃木県鹿沼市鳥居跡町・とりいどちよう

　　３２２-０３０６・栃木県鹿沼市中粟野・なかあわの

　　３２２-０４２２・栃木県鹿沼市中粕尾・なかかすお

　　３２２-００３７・栃木県鹿沼市中田町・なかたまち

　　３２２-００５３・栃木県鹿沼市仲町・なかまち

　　３２２-０５２８・栃木県鹿沼市奈佐原町・なさはらまち

　　３２２-０００３・栃木県鹿沼市仁神堂町・にがみどうまち

　　３２２-００７３・栃木県鹿沼市西鹿沼町・にしかぬままち

　　３２２-０３４４・栃木県鹿沼市西沢町・にしざわまち

　　３２２-００２９・栃木県鹿沼市西茂呂・にしもろ

　　３２２-０５２１・栃木県鹿沼市日光奈良部町・につこうならぶまち

　　３２２-０５２６・栃木県鹿沼市楡木町・にれぎまち

　　３２２-０５３５・栃木県鹿沼市野沢町・のざわまち

　　３２２-０２５１・栃木県鹿沼市野尻・のじり

　　３２２-００４９・栃木県鹿沼市花岡町・はなおかまち

　　３２２-００３９・栃木県鹿沼市東末広町・ひがしすえひろちよう

　　３２２-０２５５・栃木県鹿沼市引田・ひきだ

　　３２２-００７４・栃木県鹿沼市日吉町・ひよしちよう

　　３２２-００７７・栃木県鹿沼市深岩・ふかいわ

　　３２２-００１３・栃木県鹿沼市深津・ふかつﾞ

　　３２２-０３０２・栃木県鹿沼市深程・ふかほど

　　３２２-０５３２・栃木県鹿沼市藤江町・ふじえまち

　　３２２-００３４・栃木県鹿沼市府中町・ふちゆうまち

　　３２２-００３３・栃木県鹿沼市府所町・ふどころちよう

　　３２２-００３２・栃木県鹿沼市府所本町・ふどころほんちよう

　　３２２-００６４・栃木県鹿沼市文化橋町・ぶんかはﾞしちよう

　　３２２-００４２・栃木県鹿沼市蓬莱町・ほうらいちよう

　　３２２-００１２・栃木県鹿沼市松原・まつはﾞら

　　３２２-００２５・栃木県鹿沼市緑町・みどりちよう

　　３２２-０５３１・栃木県鹿沼市南上野町・みなみうえのまち

　　３２２-０５２４・栃木県鹿沼市みなみ町・みなみちよう

　　３２２-００７１・栃木県鹿沼市見野・みの

　　３２２-００３１・栃木県鹿沼市睦町・むつみちよう

　　３２２-００４８・栃木県鹿沼市村井町・むらいまち

　　３２２-００４６・栃木県鹿沼市樅山町・もみやままち

　　３２２-００２６・栃木県鹿沼市茂呂・もろ

　　３２２-００４３・栃木県鹿沼市万町・よろずちよう

　　３２２-００１６・栃木県鹿沼市流通センター・りゆうつうせんたｰ

　　３２１-１２００・栃木県日光市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-１４１３・栃木県日光市相生町・あいおいちよう

　　３２１-２６０４・栃木県日光市赤下・あかした

　　３２１-１５１１・栃木県日光市足尾町・あしおまち

　　３２１-１５０２・栃木県日光市足尾町赤倉・あしおまちあかくら

　　３２１-１５２４・栃木県日光市足尾町赤沢・あしおまちあかさわ

　　３２１-１５０１・栃木県日光市足尾町愛宕下・あしおまちあたごした

　　３２１-１５０５・栃木県日光市足尾町上の平・あしおまちうえのたいら

　　３２１-１５１２・栃木県日光市足尾町掛水・あしおまちかけみず

　　３２１-１５０４・栃木県日光市足尾町上間藤・あしおまちかみまとう

　　３２１-１５０６・栃木県日光市足尾町下間藤・あしおまちしもまとう

　　３２１-１５１５・栃木県日光市足尾町砂畑・あしおまちすなはた

　　３２１-１５１４・栃木県日光市足尾町通洞・あしおまちつうどう

　　３２１-１５２１・栃木県日光市足尾町遠下・あしおまちとおじも

　　３２１-１５２２・栃木県日光市足尾町中才・あしおまちなかさい

　　３２１-１５０７・栃木県日光市足尾町南橋・あしおまちなんきよう

　　３２１-１５０３・栃木県日光市足尾町深沢・あしおまちふかさわ

　　３２１-１５０８・栃木県日光市足尾町本山・あしおまちほんざん

　　３２１-１５２３・栃木県日光市足尾町松原・あしおまちまつはﾞら

　　３２１-１５１３・栃木県日光市足尾町向原・あしおまちむかいはら

　　３２１-２６１５・栃木県日光市五十里（東山）・いかり(ひがしやま)

　　３２１-２８０６・栃木県日光市五十里（その他）・いかり(そのた)

　　３２１-１４０５・栃木県日光市石屋町・いしやまち

　　３２１-１４２５・栃木県日光市和泉・いずみ

　　３２１-１１０２・栃木県日光市板橋・いたはﾞじ

　　３２１-１４１１・栃木県日光市稲荷町・いなりまち

　　３２１-２３４４・栃木県日光市猪倉・いのくら

　　３２１-１２６１・栃木県日光市今市・いまいち

　　３２１-１２７２・栃木県日光市今市本町・いまいちほんちよう

　　３２１-１１０４・栃木県日光市岩崎・いわざき

　　３２１-２３３３・栃木県日光市薄井沢・うすいざわ

　　３２１-２４１１・栃木県日光市大桑町・おおくわまち



　　３２１-２３４１・栃木県日光市大沢町・おおさわまち

　　３２１-２３３２・栃木県日光市大室・おおむろ

　　３２１-２４０２・栃木県日光市大渡・おおわたり

　　３２１-２３３６・栃木県日光市荊沢・おとろざわ

　　３２１-２３５４・栃木県日光市嘉多蔵・かたくら

　　３２１-２７１５・栃木県日光市上栗山・かみくりやま

　　３２１-１４０１・栃木県日光市上鉢石町・かみはついしまち

　　３２１-２８０２・栃木県日光市上三依・かみみより

　　３２１-２５２４・栃木県日光市柄倉・からくら

　　３２１-２６１１・栃木県日光市川治温泉川治・かわじおんせんかわじ

　　３２１-２６１２・栃木県日光市川治温泉高原・かわじおんせんたかはら

　　３２１-２６１４・栃木県日光市川治温泉滝・かわじおんせんたき

　　３２１-２７１７・栃木県日光市川俣・かわまた

　　３２１-２４０１・栃木県日光市川室・かわむろ

　　３２１-１２７３・栃木県日光市吉沢・きちさわ

　　３２１-２５２２・栃木県日光市鬼怒川温泉大原・きぬがわおんせんおおはら

　　３２１-２５２６・栃木県日光市鬼怒川温泉滝・きぬがわおんせんたき

　　３２１-１４４４・栃木県日光市清滝・きよたき

　　３２１-１４４１・栃木県日光市清滝安良沢町・きよたきあらさわまち

　　３２１-１４４３・栃木県日光市清滝桜ケ丘町・きよたきさくらがおかまち

　　３２１-１４４８・栃木県日光市清滝新細尾町・きよたきしんほそおまち

　　３２１-１４４２・栃木県日光市清滝丹勢町・きよたきたんぜまち

　　３２１-１４４６・栃木県日光市清滝中安戸町・きよたきなかやすどまち

　　３２１-１４４７・栃木県日光市清滝和の代町・きよたきわのしろまち

　　３２１-２３４５・栃木県日光市木和田島・きわだしま

　　３２１-１４３６・栃木県日光市久次良町・くじらまち

　　３２１-２３５３・栃木県日光市沓掛・くつかけ

　　３２１-２４１２・栃木県日光市倉ケ崎・くらがさき

　　３２１-２４１３・栃木県日光市倉ケ崎新田・くらがさきしんでん

　　３２１-２４２１・栃木県日光市栗原・くりはﾞら

　　３２１-２７１３・栃木県日光市黒部・くろべ

　　３２１-１１０６・栃木県日光市小倉・こぐら

　　３２１-１４０４・栃木県日光市御幸町・ごこうまち

　　３２１-２５２５・栃木県日光市小佐越・こさごえ

　　３２１-１１０７・栃木県日光市小代・こしろ

　　３２１-２３５２・栃木県日光市小林・こはﾞやじ

　　３２１-２４２６・栃木県日光市小百（筒置）・こびやく(つつおき)

　　３２１-２４２４・栃木県日光市小百（鳥屋下）・こびやく(とやした)

　　３２１-２４２５・栃木県日光市小百（楢原）・こびやく(ならはら)

　　３２１-１２６５・栃木県日光市小百（その他）・こびやく(そのた)

　　３２１-２４２７・栃木県日光市佐下部・さげぶ

　　３２１-２３５５・栃木県日光市沢又・さわまた

　　３２１-１４３１・栃木県日光市山内・さんない

　　３２１-２３５１・栃木県日光市塩野室町・しおのむろまち

　　３２１-１４２３・栃木県日光市七里・しちり

　　３２１-１２７６・栃木県日光市下の内・しものうち

　　３２１-１４０３・栃木県日光市下鉢石町・しもはついしまち

　　３２１-１２６３・栃木県日光市瀬川・せがわ

　　３２１-１２６４・栃木県日光市瀬尾・せのお

　　３２１-２８０４・栃木県日光市芹沢・せりさわ

　　３２１-２４０５・栃木県日光市芹沼・せりぬま

　　３２１-１２７７・栃木県日光市千本木・せんほﾞんぎ

　　３２１-２４２２・栃木県日光市高柴・たかしはﾞ

　　３２１-２５２３・栃木県日光市高徳・たかとく

　　３２１-２６１６・栃木県日光市高原・たかはら

　　３２１-１３５６・栃木県日光市滝ケ原・たきがはら

　　３２１-１４３３・栃木県日光市匠町・たくみちよう

　　３２１-１４４９・栃木県日光市丹勢・たんぜ

　　３２１-１２６６・栃木県日光市中央町・ちゆうおうちよう

　　３２１-１６６１・栃木県日光市中宮祠・ちゆうぐうじ

　　３２１-１１０３・栃木県日光市手岡・ちようか

　　３２１-１４１２・栃木県日光市東和町・

　　３２１-１４２１・栃木県日光市所野・ところの

　　３２１-１２７４・栃木県日光市土沢・どさわ

　　３２１-２８０５・栃木県日光市独鈷沢・とつこざわ

　　３２１-２４０４・栃木県日光市轟・とどろく

　　３２１-２４１４・栃木県日光市豊田・とよだ

　　３２１-２７１４・栃木県日光市土呂部・どろぶ

　　３２１-１３５４・栃木県日光市中小来川・なかおころがわ

　　３２１-１１０８・栃木県日光市長畑・ながはた



　　３２１-１４０２・栃木県日光市中鉢石町・なかはついしまち

　　３２１-２８０３・栃木県日光市中三依・なかみより

　　３２１-１２７１・栃木県日光市並木町・なみきちよう

　　３２１-１３５５・栃木県日光市西小来川・にしおころがわ

　　３２１-２６０３・栃木県日光市西川・にしかわ

　　３２１-１４１５・栃木県日光市日光・につこう

　　３２１-２３４２・栃木県日光市根室・ねむろ

　　３２１-２７１６・栃木県日光市野門・のかど

　　３２１-１４２４・栃木県日光市野口・のぐち

　　３２１-１４３５・栃木県日光市花石町・はないしちよう

　　３２１-２４２３・栃木県日光市原宿・はらじゆく

　　３２１-２３３１・栃木県日光市針貝・はりがい

　　３２１-１４１４・栃木県日光市萩垣面・はんがきめん

　　３２１-２７１２・栃木県日光市日蔭・ひかげ

　　３２１-１３５１・栃木県日光市東小来川・ひがしおころがわ

　　３２１-２６０２・栃木県日光市一ツ石・ひとついじ

　　３２１-２７１１・栃木県日光市日向・ひなた

　　３２１-１２６２・栃木県日光市平ケ崎・ひらがさき

　　３２１-２６１３・栃木県日光市藤原（１０４７～１２６８及び下平）

　　３２１-２５２１・栃木県日光市藤原（その他）・ふじはら(そのた)

　　３２１-１１０５・栃木県日光市文挾町・ふはﾞさみまち

　　３２１-１４２２・栃木県日光市宝殿・ほうでん

　　３２１-１４４５・栃木県日光市細尾町・ほそおまち

　　３２１-１４３４・栃木県日光市本町・ほんちよう

　　３２１-２４０３・栃木県日光市町谷・まちや

　　３２１-１４０６・栃木県日光市松原町・まつはﾞらちよう

　　３２１-２３３４・栃木県日光市水無・みずなじ

　　３２１-１３５３・栃木県日光市南小来川・みなみおころがわ

　　３２１-１３５２・栃木県日光市宮小来川・みやおころがわ

　　３２１-１１０１・栃木県日光市明神・みようじん

　　３２１-１２７５・栃木県日光市室瀬・むろぜ

　　３２１-２３３５・栃木県日光市森友・もりとも

　　３２１-１４３２・栃木県日光市安川町・やすかわちよう

　　３２１-２３５６・栃木県日光市矢野口・やのくち

　　３２１-２３４３・栃木県日光市山口・やまぐち

　　３２１-１４２６・栃木県日光市山久保・やまくほﾞ

　　３２１-２６０１・栃木県日光市湯西川・ゆにしかわ

　　３２１-１６６２・栃木県日光市湯元・ゆもと

　　３２１-２８０１・栃木県日光市横川・よこかわ

　　３２１-１４０７・栃木県日光市若杉町・わかすぎちよう

　　３２１-２７１８・栃木県日光市若間・わかま

　　３２３-００００・栃木県小山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-０２１１・栃木県小山市暁・あかつき

　　３２９-０２１５・栃木県小山市網戸・あじと

　　３２３-０８２６・栃木県小山市雨ケ谷・あまがや

　　３２３-０８２４・栃木県小山市雨ケ谷新田・あまがやしんでん

　　３２３-０８３１・栃木県小山市雨ケ谷町・あまがやちよう

　　３２３-００１３・栃木県小山市荒井・あらい

　　３２３-０００６・栃木県小山市荒川・あらかわ

　　３２９-０２０１・栃木県小山市粟宮・あわのみや

　　３２３-００１７・栃木県小山市飯塚・いいつﾞか

　　３２３-００５４・栃木県小山市井岡・いおか

　　３２３-００５１・栃木県小山市生駒・いこま

　　３２３-００４５・栃木県小山市石ノ上・いしのうえ

　　３２３-０８０８・栃木県小山市出井・いでい

　　３２３-００２１・栃木県小山市稲葉郷・いなはﾞごう

　　３２３-０８１１・栃木県小山市犬塚・いぬつﾞか

　　３２３-００６７・栃木県小山市今里・いまざと

　　３２９-０２０７・栃木県小山市美しが丘・うつくしがおか

　　３２３-００２２・栃木県小山市駅東通り・えきひがしどおり

　　３２３-０８２２・栃木県小山市駅南町・えきみなみちよう

　　３２３-００５８・栃木県小山市大川島・おおかわしま

　　３２３-０００９・栃木県小山市大本・おおもと

　　３２９-０２２８・栃木県小山市押切・おしきり

　　３２９-０２１４・栃木県小山市乙女・おとめ

　　３２３-０００１・栃木県小山市小宅・おやけ

　　３２３-０８２５・栃木県小山市小山・おやま

　　３２９-０２２９・栃木県小山市鏡・かがみ

　　３２３-００６３・栃木県小山市上石塚・かみいしつﾞか

　　３２３-００５６・栃木県小山市上泉・かみいずみ



　　３２３-００６６・栃木県小山市上国府塚・かみこうつﾞか

　　３２９-０２２２・栃木県小山市上生井・かみなまい

　　３２３-００６９・栃木県小山市上初田・かみはつだ

　　３２３-０８２８・栃木県小山市神山・かみやま

　　３２３-０８０４・栃木県小山市萱橋・かやはﾞじ

　　３２３-００１４・栃木県小山市喜沢・きざわ

　　３２３-０８０３・栃木県小山市北飯田・きたいいだ

　　３２９-０２２１・栃木県小山市生良・きら

　　３２３-０００２・栃木県小山市黒本・くろもと

　　３２３-０００８・栃木県小山市小薬・こぐすり

　　３２３-００５３・栃木県小山市小袋・こぶくろ

　　３２９-０２２６・栃木県小山市寒川・さむかわ

　　３２３-００１５・栃木県小山市三拝川岸・さんはﾞいかわぎじ

　　３２３-００４３・栃木県小山市塩沢・しおざわ

　　３２３-０００５・栃木県小山市渋井・しぶい

　　３２３-０００４・栃木県小山市島田・しまだ

　　３２３-００６４・栃木県小山市下石塚・しもいしつﾞか

　　３２３-００５５・栃木県小山市下泉・しもいずみ

　　３２３-００５２・栃木県小山市下河原田・しもかわらだ

　　３２３-００６５・栃木県小山市下国府塚・しもこうつﾞか

　　３２９-０２２３・栃木県小山市下生井・しもなまい

　　３２３-００６８・栃木県小山市下初田・しもはつだ

　　３２３-０８０７・栃木県小山市城東・じようとう

　　３２３-００２９・栃木県小山市城北・じようほく

　　３２９-０２２４・栃木県小山市白鳥・しらとり

　　３２３-００２５・栃木県小山市城山町・しろやまちよう

　　３２３-００３３・栃木県小山市神明町・しんめいちよう

　　３２９-０２０２・栃木県小山市千駄塚・せんだつﾞか

　　３２３-００６１・栃木県小山市卒島・そしま

　　３２３-００４１・栃木県小山市大行寺・だいぎようじ

　　３２３-０１５４・栃木県小山市高椅・たかはじ

　　３２３-０１５１・栃木県小山市田川・たがわ

　　３２３-０８１５・栃木県小山市武井・たけい

　　３２３-００６２・栃木県小山市立木・たつぎ

　　３２３-０８１４・栃木県小山市田間・たま

　　３２３-００２３・栃木県小山市中央町・ちゆうおうちよう

　　３２３-０８１８・栃木県小山市塚崎・つかざき

　　３２３-００３２・栃木県小山市天神町・てんじんちよう

　　３２３-００４２・栃木県小山市外城・とじよう

　　３２３-０８１２・栃木県小山市土塔・どとう

　　３２３-０１５７・栃木県小山市中河原・なかがわら

　　３２３-０８０６・栃木県小山市中久喜・なかくき

　　３２９-０２２７・栃木県小山市中里・なかざと

　　３２３-０１５６・栃木県小山市中島・なかじま

　　３２９-０２１６・栃木県小山市楢木・ならのき

　　３２９-０２０３・栃木県小山市西黒田・にしくろだ

　　３２３-０８２０・栃木県小山市西城南・にしじようなん

　　３２３-０１５２・栃木県小山市延島・のぶしま

　　３２３-０１５３・栃木県小山市延島新田・のぶしましんでん

　　３２３-００４６・栃木県小山市萩島・はぎしま

　　３２９-０２２５・栃木県小山市迫間田・はさまだ

　　３２３-０８０１・栃木県小山市鉢形・はちがた

　　３２３-００２７・栃木県小山市花垣町・はながきちよう

　　３２３-００１２・栃木県小山市羽川・はねかわ

　　３２９-０２０４・栃木県小山市東黒田・ひがしくろだ

　　３２３-０００３・栃木県小山市東島田・ひがししまだ

　　３２３-０８２９・栃木県小山市東城南・ひがしじようなん

　　３２３-０８１７・栃木県小山市東野田・ひがしのだ

　　３２９-０２０６・栃木県小山市東間々田・ひがしままだ

　　３２３-０８０２・栃木県小山市東山田・ひがしやまだ

　　３２３-００３４・栃木県小山市神鳥谷（丁目）・ひととのや

　　３２３-０８２７・栃木県小山市神鳥谷（)・ひととのや

　　３２９-０２１２・栃木県小山市平和・ひらわ

　　３２３-０１５５・栃木県小山市福良・ふくら

　　３２３-００１６・栃木県小山市扶桑・ふそう

　　３２３-００２６・栃木県小山市本郷町・ほんごうちよう

　　３２３-０００７・栃木県小山市松沼・まつぬま

　　３２３-００４４・栃木県小山市間中・まなか

　　３２９-０２０５・栃木県小山市間々田・ままだ

　　３２３-０８２１・栃木県小山市三峯・みつみね



　　３２９-０２１３・栃木県小山市南飯田・みなみいいだ

　　３２３-０８１６・栃木県小山市南和泉・みなみいずみ

　　３２９-０２１７・栃木県小山市南乙女・みなみおとめ

　　３２３-００５７・栃木県小山市南小林・みなみおはﾞやじ

　　３２３-００１１・栃木県小山市南半田・みなみはんだ

　　３２３-００２４・栃木県小山市宮本町・みやもとちよう

　　３２３-０８０５・栃木県小山市向野・むかいの

　　３２３-０８２３・栃木県小山市向原新田・むかいはらしんでん

　　３２３-０１５８・栃木県小山市梁・やな

　　３２３-００３１・栃木県小山市八幡町・やはたちよう

　　３２３-０８１３・栃木県小山市横倉・よこくら

　　３２３-０８１９・栃木県小山市横倉新田・よこくらしんでん

　　３２３-００２８・栃木県小山市若木町・わかぎちよう

　　３２１-４３００・栃木県真岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-４５３１・栃木県真岡市青田・あおた

　　３２１-４３１２・栃木県真岡市青谷・あおや

　　３２１-４４０１・栃木県真岡市赤羽・あかはﾞね

　　３２１-４５１２・栃木県真岡市阿部岡・あべおか

　　３２１-４５１７・栃木県真岡市阿部品・あべしな

　　３２１-４３０５・栃木県真岡市荒町・あらまち

　　３２１-４４０５・栃木県真岡市飯貝・いいがい

　　３２１-４５４６・栃木県真岡市砂ケ原・いさがはら

　　３２１-４５０７・栃木県真岡市石島・いしじま

　　３２１-４３４２・栃木県真岡市伊勢崎・いせさき

　　３２１-４３５６・栃木県真岡市大沼・おおぬま

　　３２１-４５０６・栃木県真岡市大根田・おおねだ

　　３２１-４３３２・栃木県真岡市大谷新町・おおやしんまち

　　３２１-４３３８・栃木県真岡市大谷台町・おおやだいまち

　　３２１-４３３３・栃木県真岡市大谷本町・おおやほんまち

　　３２１-４５０８・栃木県真岡市大和田・おおわだ

　　３２１-４５０５・栃木県真岡市沖・おき

　　３２１-４３４７・栃木県真岡市加倉・かくら

　　３２１-４３５３・栃木県真岡市粕田・かすだ

　　３２１-４３６６・栃木県真岡市勝瓜・かつうり

　　３２１-４５３６・栃木県真岡市上江連・かみえつﾞら

　　３２１-４５４２・栃木県真岡市上大曽・かみおおぞ

　　３２１-４４１１・栃木県真岡市上大田和・かみおおだわ

　　３２１-４３５５・栃木県真岡市上大沼・かみおおぬま

　　３２１-４３３７・栃木県真岡市上高間木・かみこうまぎ

　　３２１-４４１６・栃木県真岡市上鷺谷・かみさぎのや

　　３２１-４５４１・栃木県真岡市上谷貝・かみやがい

　　３２１-４３６３・栃木県真岡市亀山・かめやま

　　３２１-４３４４・栃木県真岡市茅堤・かやつつみ

　　３２１-４３６７・栃木県真岡市鬼怒ケ丘・きぬがおか

　　３２１-４３１６・栃木県真岡市君島・きみじま

　　３２１-４４０６・栃木県真岡市京泉・きようせん

　　３２１-４５２１・栃木県真岡市久下田・くげた

　　３２１-４５２２・栃木県真岡市久下田西・くげたにじ

　　３２１-４３６９・栃木県真岡市熊倉・くまくら

　　３２１-４３６２・栃木県真岡市熊倉町・くまくらちよう

　　３２１-４５０３・栃木県真岡市桑ノ川・くわのがわ

　　３２１-４３４３・栃木県真岡市小橋・こはﾞじ

　　３２１-４３２１・栃木県真岡市小林・こはﾞやじ

　　３２１-４５３５・栃木県真岡市古山・こやま

　　３２１-４５３４・栃木県真岡市境・さかい

　　３２１-４５２３・栃木県真岡市さくら・さくら

　　３２１-４３１５・栃木県真岡市道祖土・さやど

　　３２１-４５０４・栃木県真岡市鹿・しか

　　３２１-４３２６・栃木県真岡市島・しま

　　３２１-４４０２・栃木県真岡市清水・しみず

　　３２１-４５４３・栃木県真岡市下大曽・しもおおぞ

　　３２１-４４１３・栃木県真岡市下大田和・しもおおだわ

　　３２１-４３５７・栃木県真岡市下大沼・しもおおぬま

　　３２１-４３３５・栃木県真岡市下高間木・しもこうまぎ

　　３２１-４４１５・栃木県真岡市下籠谷・しもこもりや

　　３２１-４４１４・栃木県真岡市下鷺谷・しもさぎのや

　　３２１-４３１３・栃木県真岡市須釜・すがま

　　３２１-４５１５・栃木県真岡市反町・そりまち

　　３２１-４５４５・栃木県真岡市大道泉・だいどういずみ

　　３２１-４３０６・栃木県真岡市台町・だいまち



　　３２１-４３４１・栃木県真岡市高勢町・たかせちよう

　　３２１-４５１１・栃木県真岡市高田・たかだ

　　３２１-４４０４・栃木県真岡市田島・たじま

　　３２１-４３２５・栃木県真岡市田町・たまち

　　３２１-４３０２・栃木県真岡市鶴田・つるた

　　３２１-４３４５・栃木県真岡市寺内・てらうち

　　３２１-４３６８・栃木県真岡市寺久保・てらくほﾞ

　　３２１-４３５４・栃木県真岡市寺分・てらぶん

　　３２１-４３０９・栃木県真岡市東光寺・とうこうじ

　　３２１-４３５１・栃木県真岡市中・なか

　　３２１-４３０８・栃木県真岡市中郷・なかごう

　　３２１-４５３２・栃木県真岡市長島・ながしま

　　３２１-４３６４・栃木県真岡市長田・ながた

　　３２１-４５３９・栃木県真岡市長沼・ながぬま

　　３２１-４３６１・栃木県真岡市並木町・なみきちよう

　　３２１-４５３７・栃木県真岡市西大島・にしおおじま

　　３２１-４３３６・栃木県真岡市西高間木・にしこうまぎ

　　３２１-４３０７・栃木県真岡市西郷・にしごう

　　３２１-４３０１・栃木県真岡市西田井・にしだい

　　３２１-４３２４・栃木県真岡市西沼・にしぬま

　　３２１-４５１６・栃木県真岡市根小屋・ねごや

　　３２１-４３１１・栃木県真岡市根本・ねもと

　　３２１-４３３１・栃木県真岡市白布ケ丘・はくふがおか

　　３２１-４３０３・栃木県真岡市八條・はちじよう

　　３２１-４４０３・栃木県真岡市原町・はらまち

　　３２１-４３２２・栃木県真岡市東大島・ひがしおおしま

　　３２１-４３０４・栃木県真岡市東郷・ひがしごう

　　３２１-４３２３・栃木県真岡市東沼・ひがしぬま

　　３２１-４５３３・栃木県真岡市程島・ほどしま

　　３２１-４４１２・栃木県真岡市堀内・ほりうち

　　３２１-４５４４・栃木県真岡市堀込・ほりごめ

　　３２１-４３４６・栃木県真岡市松山町・まつやまちよう

　　３２１-４５１４・栃木県真岡市水戸部・みとべ

　　３２１-４３１４・栃木県真岡市南高岡・みなみたかおか

　　３２１-４５１３・栃木県真岡市三谷・みや

　　３２１-４５０２・栃木県真岡市物井・ものい

　　３２１-４５４７・栃木県真岡市谷貝新田・やがいしんでん

　　３２１-４３３４・栃木県真岡市八木岡・やぎおか

　　３２１-４３６５・栃木県真岡市柳林・やなぎはﾞやじ

　　３２１-４５０１・栃木県真岡市横田・よこた

　　３２１-４５５１・栃木県真岡市若旅（五丁歩）・わかたび(５ちようぶ)

　　３２１-４３５２・栃木県真岡市若旅（その他）・わかたび(そのた)

　　３２１-４５３８・栃木県真岡市鷲巣・わしのす

　　３２４-００００・栃木県大田原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２４-００１５・栃木県大田原市赤瀬・あかぜ

　　３２４-００４３・栃木県大田原市浅香・あさか

　　３２４-００６１・栃木県大田原市荒井・あらい

　　３２４-０４１３・栃木県大田原市新宿・あらじゆく

　　３２４-０００６・栃木県大田原市市野沢・いちのさわ

　　３２４-００６４・栃木県大田原市今泉・いまいずみ

　　３２４-００３５・栃木県大田原市薄葉・うすはﾞ

　　３２４-００２２・栃木県大田原市宇田川・うだがわ

　　３２４-０２１３・栃木県大田原市雲岩寺・うんがんじ

　　３２４-００２５・栃木県大田原市大神・おおがみ

　　３２４-０２０４・栃木県大田原市大久保・おおくほﾞ

　　３２４-０２４２・栃木県大田原市大豆田・おおまめだ

　　３２４-０２３６・栃木県大田原市大輪・おおわ

　　３２４-００６５・栃木県大田原市岡・おか

　　３２４-００２７・栃木県大田原市荻野目・おぎのめ

　　３２４-００１７・栃木県大田原市奥沢・おくさわ

　　３２４-０００１・栃木県大田原市乙連沢・おとれざわ

　　３２４-００４６・栃木県大田原市加治屋・かじや

　　３２４-０２２３・栃木県大田原市片田・かたた

　　３２４-０４１４・栃木県大田原市片府田・かたふた

　　３２４-００１３・栃木県大田原市鹿畑・かはﾞた

　　３２４-００３７・栃木県大田原市上石上・かみいしがみ

　　３２４-００１８・栃木県大田原市上奥沢・かみおくさわ

　　３２４-０２２１・栃木県大田原市亀久・かめひさ

　　３２４-０２１４・栃木県大田原市川上・かわかみ

　　３２４-０２０８・栃木県大田原市川田・かわだ



　　３２４-０２０７・栃木県大田原市河原・かわら

　　３２４-０２０２・栃木県大田原市木佐美・きざみ

　　３２４-００１６・栃木県大田原市北大和久・きたおおわぐ

　　３２４-００１１・栃木県大田原市北金丸・きたかねまる

　　３２４-０２２４・栃木県大田原市北滝・きたたき

　　３２４-０２３１・栃木県大田原市北野上・きたのがみ

　　３２４-０２０５・栃木県大田原市久野又・くのまた

　　３２４-００１４・栃木県大田原市倉骨・くらほね

　　３２４-０２３３・栃木県大田原市黒羽田町・くろはﾞねたまち

　　３２４-０２４１・栃木県大田原市黒羽向町・くろはﾞねむこうまち

　　３２４-０００３・栃木県大田原市小滝・こだき

　　３２４-０４０２・栃木県大田原市小船渡・こぶなと

　　３２４-００３２・栃木県大田原市佐久山・さくやま

　　３２４-０２４６・栃木県大田原市寒井・さぶい

　　３２４-０４０４・栃木県大田原市佐良土・さらど

　　３２４-０４１５・栃木県大田原市品川・しながわ

　　３２４-００３６・栃木県大田原市下石上・しもいしがみ

　　３２４-００５２・栃木県大田原市城山・しろやま

　　３２４-００５５・栃木県大田原市新富町・しんとみちよう

　　３２４-００４２・栃木県大田原市末広・すえひろ

　　３２４-０２１１・栃木県大田原市須賀川・すかがわ

　　３２４-０２１２・栃木県大田原市須佐木・すさぎ

　　３２４-００５７・栃木県大田原市住吉町・すみよしちよう

　　３２４-０４０１・栃木県大田原市狭原・せはﾞはら

　　３２４-００２６・栃木県大田原市滝岡・たきおか

　　３２４-００３３・栃木県大田原市滝沢・たきざわ

　　３２４-００４４・栃木県大田原市親園・ちかその

　　３２４-００５６・栃木県大田原市中央・ちゆうおう

　　３２４-０２０３・栃木県大田原市寺宿・てらじゆく

　　３２４-００６６・栃木県大田原市戸野内・とのうち

　　３２４-０００４・栃木県大田原市富池・とみいけ

　　３２４-００６２・栃木県大田原市中田原・なかだわら

　　３２４-０２０６・栃木県大田原市中野内・なかのうち

　　３２４-０４０５・栃木県大田原市中の原・なかのはら

　　３２４-０２１５・栃木県大田原市南方・なんほﾞう

　　３２４-０００５・栃木県大田原市練貫・ねりぬき

　　３２４-００３８・栃木県大田原市野崎・のざき

　　３２４-０２４４・栃木県大田原市蜂巣・はちす

　　３２４-００２３・栃木県大田原市花園・はなぞの

　　３２４-０００２・栃木県大田原市羽田・はんだ

　　３２４-０２４５・栃木県大田原市桧木沢・ひのきざわ

　　３２４-００３４・栃木県大田原市平沢・ひらさわ

　　３２４-０４１２・栃木県大田原市蛭田・ひるた

　　３２４-０４１１・栃木県大田原市蛭畑・ひるはた

　　３２４-００２４・栃木県大田原市福原・ふくわら

　　３２４-００３１・栃木県大田原市藤沢・ふじさわ

　　３２４-００２８・栃木県大田原市富士見・ふじみ

　　３２４-０２３５・栃木県大田原市堀之内・ほりのうち

　　３２４-００４１・栃木県大田原市本町・ほんちよう

　　３２４-０２３４・栃木県大田原市前田・まえた

　　３２４-００６３・栃木県大田原市町島・まちじま

　　３２４-００４５・栃木県大田原市実取・みどり

　　３２４-００１２・栃木県大田原市南金丸・みなみかねまる

　　３２４-００４７・栃木県大田原市美原・みはら

　　３２４-００５８・栃木県大田原市紫塚・むらさきつﾞか

　　３２４-００５３・栃木県大田原市元町・もとまち

　　３２４-０２２２・栃木県大田原市矢倉・やぐら

　　３２４-０２３２・栃木県大田原市八塩・やしお

　　３２４-００５１・栃木県大田原市山の手・やまのて

　　３２４-０４０３・栃木県大田原市湯津上・ゆつﾞかみ

　　３２４-０２４３・栃木県大田原市余瀬・よぜ

　　３２４-０２０１・栃木県大田原市両郷・りようごう

　　３２４-００２１・栃木県大田原市若草・わかくさ

　　３２４-００５４・栃木県大田原市若松町・わかまつちよう

　　３２９-２１００・栃木県矢板市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-２１３６・栃木県矢板市東町・あずまちよう

　　３２９-２１２１・栃木県矢板市荒井・あらい

　　３２９-１５７２・栃木県矢板市安沢・あんざわ

　　３２９-１５７６・栃木県矢板市石関・いしぜき

　　３２９-２５０４・栃木県矢板市泉・いずみ



　　３２９-２１６１・栃木県矢板市扇町・おうぎちよう

　　３２９-１５７５・栃木県矢板市大槻・おおつき

　　３２９-１５７４・栃木県矢板市乙畑・おつはた

　　３２９-２１６３・栃木県矢板市鹿島町・かしまちよう

　　３２９-１５７１・栃木県矢板市片岡・かたおか

　　３２９-２１５５・栃木県矢板市片俣・かたまた

　　３２９-２５０１・栃木県矢板市上伊佐野・かみいさの

　　３２９-２５１３・栃木県矢板市上太田・かみおおた

　　３２９-２１２３・栃木県矢板市上町・かみちよう

　　３２９-２１４４・栃木県矢板市川崎反町・かわさきそりまち

　　３２９-２１４２・栃木県矢板市木幡・きはﾞた

　　３２９-２１５４・栃木県矢板市倉掛・くらかけ

　　３２９-２１５１・栃木県矢板市幸岡・こうおか

　　３２９-１５７３・栃木県矢板市越畑・こえはた

　　３２９-１５７９・栃木県矢板市こぶし台・こぶしだい

　　３２９-２１４３・栃木県矢板市境林・さかいはﾞやじ

　　３２９-２１３２・栃木県矢板市沢・さわ

　　３２９-２１５６・栃木県矢板市塩田・しおだ

　　３２９-２５０２・栃木県矢板市下伊佐野・しもいさの

　　３２９-２１２４・栃木県矢板市下太田・しもおおた

　　３２９-２１６２・栃木県矢板市末広町・すえひろちよう

　　３２９-２１５３・栃木県矢板市高塩・たかしお

　　３２９-２５０５・栃木県矢板市立足・たつあじ

　　３２９-２１５２・栃木県矢板市館ノ川・たてのかわ

　　３２９-２５０３・栃木県矢板市田野原・たのはら

　　３２９-１５７７・栃木県矢板市玉田・たまだ

　　３２９-２１３１・栃木県矢板市土屋・つちや

　　３２９-２１４５・栃木県矢板市富田・とみた

　　３２９-２１３３・栃木県矢板市豊田・とよだ

　　３２９-２１３５・栃木県矢板市中・なか

　　３２９-２５１４・栃木県矢板市長井・ながい

　　３２９-２１３４・栃木県矢板市成田・なりた

　　３２９-２１４１・栃木県矢板市早川町・はやかわちよう

　　３２９-２１２２・栃木県矢板市針生・はりう

　　３２９-２５１２・栃木県矢板市東泉・ひがしいずみ

　　３２９-２５０６・栃木県矢板市平野・ひらの

　　３２９-２１６４・栃木県矢板市本町・ほんちよう

　　３２９-２１６５・栃木県矢板市矢板・やいた

　　３２９-２５１１・栃木県矢板市山田・やまだ

　　３２９-１５７８・栃木県矢板市山苗代・やまなわしろ

　　３２５-００００・栃木県那須塩原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２５-０１０３・栃木県那須塩原市青木・あおき

　　３２９-２７２１・栃木県那須塩原市東町・あずまちよう

　　３２９-２７２５・栃木県那須塩原市あたご町・あたごちよう

　　３２５-００７３・栃木県那須塩原市阿波町・あわちよう

　　３２５-００２１・栃木県那須塩原市安藤町・あんどうちよう

　　３２９-２７６３・栃木県那須塩原市井口・いぐち

　　３２９-２７１１・栃木県那須塩原市石林・いしはﾞやじ

　　３２５-０１１１・栃木県那須塩原市板室・いたむろ

　　３２９-２７３２・栃木県那須塩原市一区町・いつくちよう

　　３２９-２８１６・栃木県那須塩原市宇都野・うつの

　　３２９-２７２６・栃木県那須塩原市扇町・おうぎちよう

　　３２９-３１５３・栃木県那須塩原市大原間・おおはらま

　　３２９-３１５７・栃木県那須塩原市大原間西・おおはらまにじ

　　３２９-２８０３・栃木県那須塩原市遅野沢・おそのさわ

　　３２９-２８０４・栃木県那須塩原市折戸・おりど

　　３２５-００７５・栃木県那須塩原市春日町・かすがちよう

　　３２９-２８１２・栃木県那須塩原市金沢・かねざわ

　　３２９-３１２１・栃木県那須塩原市鹿野崎・かのさき

　　３２５-０１０４・栃木県那須塩原市鹿野崎新田・かのさきしんでん

　　３２９-２７４８・栃木県那須塩原市上赤田・かみあかだ

　　３２５-００２６・栃木県那須塩原市上厚崎・かみあつさき

　　３２９-３１３４・栃木県那須塩原市上大塚新田・かみおおつかしんでん

　　３２９-２８１４・栃木県那須塩原市上大貫・かみおおぬき

　　３２９-３１２７・栃木県那須塩原市上郷屋・かみごうや

　　３２９-２９２３・栃木県那須塩原市上塩原・かみしおはﾞら

　　３２９-３１５４・栃木県那須塩原市上中野・かみなかの

　　３２９-２８０５・栃木県那須塩原市上横林・かみよこはﾞやじ

　　３２５-０１０２・栃木県那須塩原市亀山・かめやま

　　３２９-３１３１・栃木県那須塩原市唐杉・からすぎ



　　３２９-３１４５・栃木県那須塩原市木曾畑中・きそはたなか

　　３２９-２７４１・栃木県那須塩原市北赤田・きたあかだ

　　３２５-００３９・栃木県那須塩原市北栄町・きたさかえちよう

　　３２９-２７３４・栃木県那須塩原市北二つ室・きたふたつむろ

　　３２９-３１３２・栃木県那須塩原市北弥六・きたやろく

　　３２９-３１５１・栃木県那須塩原市北和田・きたわだ

　　３２５-００２７・栃木県那須塩原市共墾社・きようこんしや

　　３２５-００６７・栃木県那須塩原市清住町・きよすみちよう

　　３２５-０１１６・栃木県那須塩原市木綿畑・きわたはた

　　３２９-３１３３・栃木県那須塩原市沓掛・くつかけ

　　３２５-００１７・栃木県那須塩原市黒磯・くろいそ

　　３２５-００５７・栃木県那須塩原市黒磯幸町・くろいそさいわいちよう

　　３２５-００１２・栃木県那須塩原市越堀・こえほﾞり

　　３２９-２７５３・栃木県那須塩原市五軒町・ごけんちよう

　　３２５-００３５・栃木県那須塩原市小結・こゆい

　　３２５-００４８・栃木県那須塩原市材木町・ざいもくちよう

　　３２５-００３３・栃木県那須塩原市埼玉・さきたま

　　３２５-００４２・栃木県那須塩原市桜町・さくらちよう

　　３２９-３１５５・栃木県那須塩原市笹沼・ささぬま

　　３２９-３１４２・栃木県那須塩原市佐野・さの

　　３２９-２７４５・栃木県那須塩原市三区町・さんくちよう

　　３２９-３１４３・栃木県那須塩原市三本木・さんほﾞんぎ

　　３２９-３１２２・栃木県那須塩原市塩野崎・しおのさき

　　３２９-３１２３・栃木県那須塩原市塩野崎新田・しおのさきしんでん

　　３２９-２９２１・栃木県那須塩原市塩原・しおはﾞら

　　３２５-０１１８・栃木県那須塩原市鴫内・しぎうち

　　３２９-３１５２・栃木県那須塩原市島方・しまかた

　　３２５-００２５・栃木県那須塩原市下厚崎・しもあつさき

　　３２９-２８１５・栃木県那須塩原市下大貫・しもおおぬき

　　３２９-２８１１・栃木県那須塩原市下田野・しもたの

　　３２９-２７１２・栃木県那須塩原市下永田・しもながた

　　３２９-３１４６・栃木県那須塩原市下中野・しもなかの

　　３２５-００５４・栃木県那須塩原市新朝日・しんあさひ

　　３２９-２７０４・栃木県那須塩原市新南・しんなん

　　３２５-００７１・栃木県那須塩原市新町・しんまち

　　３２５-００６６・栃木県那須塩原市新緑町・しんみどりちよう

　　３２５-００６１・栃木県那須塩原市末広町・すえひろちよう

　　３２５-００６２・栃木県那須塩原市住吉町・すみよしちよう

　　３２９-２７０１・栃木県那須塩原市関根・せきね

　　３２９-２８０１・栃木県那須塩原市関谷・せきや

　　３２９-２７４７・栃木県那須塩原市千本松・せんほﾞんまつ

　　３２５-００４６・栃木県那須塩原市大黒町・だいこくちよう

　　３２９-２８１３・栃木県那須塩原市高阿津・たかあつ

　　３２５-００４５・栃木県那須塩原市高砂町・たかさごちよう

　　３２５-０１０７・栃木県那須塩原市高林・たかはﾞやじ

　　３２９-２７０７・栃木県那須塩原市高柳・たかやなぎ

　　３２９-２７３５・栃木県那須塩原市太夫塚・たゆうつﾞか

　　３２５-００５２・栃木県那須塩原市中央町・ちゆうおうちよう

　　３２９-２７０３・栃木県那須塩原市槻沢・つきぬきざわ

　　３２５-００１１・栃木県那須塩原市寺子・てらご

　　３２５-００１６・栃木県那須塩原市東栄・とうえい

　　３２５-０１０６・栃木県那須塩原市洞島・どうじま

　　３２５-０１１４・栃木県那須塩原市戸田・とだ

　　３２５-００２３・栃木県那須塩原市豊浦・とようら

　　３２５-００３８・栃木県那須塩原市豊浦北町・とようらきたまち

　　３２５-００６４・栃木県那須塩原市豊浦町・とようらちよう

　　３２５-００６３・栃木県那須塩原市豊浦中町・とようらなかまち

　　３２５-００６５・栃木県那須塩原市豊浦南町・とようらみなみちよう

　　３２５-００７２・栃木県那須塩原市豊住町・とよすみちよう

　　３２５-００３６・栃木県那須塩原市鳥野目・とりのめ

　　３２９-３１２６・栃木県那須塩原市中内・なかうち

　　３２９-２９２４・栃木県那須塩原市中塩原・なかしおはﾞら

　　３２９-２７２７・栃木県那須塩原市永田町・ながたちよう

　　３２５-００１３・栃木県那須塩原市鍋掛・なべかけ

　　３２５-００３１・栃木県那須塩原市並木町・なみきちよう

　　３２９-２７３３・栃木県那須塩原市二区町・にくちよう

　　３２９-２７４４・栃木県那須塩原市西赤田・にしあかだ

　　３２９-２７２２・栃木県那須塩原市西朝日町・にしあさひちよう

　　３２５-０１０１・栃木県那須塩原市西岩崎・にしいわざき

　　３２９-２７６４・栃木県那須塩原市西遅沢・にしおそざわ



　　３２５-００５８・栃木県那須塩原市錦町・にしきちよう

　　３２９-２７２４・栃木県那須塩原市西幸町・にしさいわいちよう

　　３２９-２７２８・栃木県那須塩原市西栄町・にしさかえちよう

　　３２５-００７６・栃木県那須塩原市西新町・にししんまち

　　３２９-２７６２・栃木県那須塩原市西富山・にしとみやま

　　３２９-２７５５・栃木県那須塩原市西原町・にしはらちよう

　　３２９-２７５６・栃木県那須塩原市西三島・にしみしま

　　３２９-２７５４・栃木県那須塩原市西大和・にしやまと

　　３２９-２８０７・栃木県那須塩原市接骨木・にわとこ

　　３２９-３１４４・栃木県那須塩原市沼野田和・ぬまのたわ

　　３２５-００１４・栃木県那須塩原市野間・のま

　　３２５-００４３・栃木県那須塩原市橋本町・はしもとちよう

　　３２９-３１２４・栃木県那須塩原市波立・はつたち

　　３２５-００１５・栃木県那須塩原市原町・はらまち

　　３２９-２７４２・栃木県那須塩原市東赤田・ひがしあかだ

　　３２９-２７６１・栃木県那須塩原市東遅沢・ひがしおそざわ

　　３２９-３１４７・栃木県那須塩原市東小屋・ひがしこや

　　３２９-２７０２・栃木県那須塩原市東関根・ひがしせきね

　　３２５-００２２・栃木県那須塩原市東豊浦・ひがしとようら

　　３２５-００３４・栃木県那須塩原市東原・ひがしはら

　　３２９-２７５１・栃木県那須塩原市東三島・ひがしみしま

　　３２５-００４１・栃木県那須塩原市東大和町・ひがしやまとちよう

　　３２９-２８０２・栃木県那須塩原市蟇沼・ひきぬま

　　３２９-２７３１・栃木県那須塩原市二つ室・ふたつむろ

　　３２９-３１５６・栃木県那須塩原市方京・ほうきよう

　　３２５-０１１３・栃木県那須塩原市細竹・ほそだけ

　　３２５-００５３・栃木県那須塩原市本郷町・ほんごうちよう

　　３２５-００５６・栃木県那須塩原市本町・ほんちよう

　　３２９-３１３５・栃木県那須塩原市前弥六・まえやろく

　　３２９-３１３６・栃木県那須塩原市前弥六南町・まえやろくみなみちよう

　　３２５-００７４・栃木県那須塩原市松浦町・まつうらちよう

　　３２９-２７５２・栃木県那須塩原市三島・みしま

　　３２９-２７１３・栃木県那須塩原市緑・みどり

　　３２９-２７４３・栃木県那須塩原市南赤田・みなみあかだ

　　３２９-２７０５・栃木県那須塩原市南郷屋・みなみごうや

　　３２９-２７２３・栃木県那須塩原市南町・みなみちよう

　　３２５-０１０５・栃木県那須塩原市箕輪・みのわ

　　３２５-００３７・栃木県那須塩原市美原町・みはらちよう

　　３２５-００５５・栃木県那須塩原市宮町・みやちよう

　　３２９-３１２５・栃木県那須塩原市無栗屋・むくりや

　　３２９-２７０６・栃木県那須塩原市睦・むつみ

　　３２５-０１１５・栃木県那須塩原市百村・もむら

　　３２５-０１０８・栃木県那須塩原市箭坪・やつほﾞ

　　３２９-３１４１・栃木県那須塩原市山中新田・やまなかしんでん

　　３２５-００４４・栃木県那須塩原市弥生町・やよいちよう

　　３２５-０１１２・栃木県那須塩原市油井・ゆい

　　３２５-０１１７・栃木県那須塩原市湯宮・ゆぐう

　　３２５-００５１・栃木県那須塩原市豊町・ゆたかちよう

　　３２９-２９２２・栃木県那須塩原市湯本塩原・ゆもとしおはﾞら

　　３２９-２８０６・栃木県那須塩原市横林・よこはﾞやじ

　　３２９-２７４６・栃木県那須塩原市四区町・よんくちよう

　　３２５-００３２・栃木県那須塩原市若草町・わかくさちよう

　　３２５-００４７・栃木県那須塩原市若葉町・わかはﾞちよう

　　３２５-００２４・栃木県那須塩原市渡辺・わたなべ

　　３２９-１３００・栃木県さくら市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-１３１１・栃木県さくら市氏家・うじいえ

　　３２９-１３１５・栃木県さくら市氏家新田・うじいえしんでん

　　３２９-１３２３・栃木県さくら市卯の里・うのさと

　　３２９-１３０６・栃木県さくら市上野・うわの

　　３２９-１４１５・栃木県さくら市小入・おいれ

　　３２９-１３２５・栃木県さくら市大中・おおなか

　　３２９-１３３４・栃木県さくら市押上・おしあげ

　　３２９-１３１４・栃木県さくら市柿木沢・かきのきざわ

　　３２９-１３１３・栃木県さくら市柿木沢新田・かきのきざわしんでん

　　３２９-１３０４・栃木県さくら市鍛冶ケ沢・かじがさわ

　　３２９-１４１３・栃木県さくら市葛城・かつらぎ

　　３２９-１４０５・栃木県さくら市金枝・かなえだ

　　３２９-１４０４・栃木県さくら市鹿子畑・かのこはた

　　３２９-１３３２・栃木県さくら市蒲須坂・かますさか

　　３２９-１３１６・栃木県さくら市上阿久津・かみあくつ



　　３２９-１４０１・栃木県さくら市上河戸・かみこうど

　　３２９-１３２２・栃木県さくら市北草川・きたくさがわ

　　３２９-１４１２・栃木県さくら市喜連川・きつれがわ

　　３２９-１３２４・栃木県さくら市草川・くさがわ

　　３２９-１４１６・栃木県さくら市桜ケ丘・さくらがおか

　　３２９-１３１２・栃木県さくら市櫻野・さくらの

　　３２９-１４０２・栃木県さくら市下河戸・しもこうど

　　３２９-１４１４・栃木県さくら市早乙女・そうとめ

　　３２９-１３２７・栃木県さくら市富野岡・とみのおか

　　３２９-１３３３・栃木県さくら市長久保・ながくほﾞ

　　３２９-１３０１・栃木県さくら市箱森新田・はこのもりしんでん

　　３２９-１３０５・栃木県さくら市狹間田・はさまだ

　　３２９-１３２１・栃木県さくら市馬場・はﾞはﾞ

　　３２９-１４１７・栃木県さくら市フィオーレ喜連川・ふいおｰれきつれがわ

　　３２９-１４０３・栃木県さくら市穂積・ほつﾞみ

　　３２９-１３３１・栃木県さくら市松島・まつしま

　　３２９-１３０３・栃木県さくら市松山・まつやま

　　３２９-１３０２・栃木県さくら市松山新田・まつやましんでん

　　３２９-１４０６・栃木県さくら市南和田・みなみわだ

　　３２９-１３２６・栃木県さくら市向河原・むこうがわら

　　３２９-１４１１・栃木県さくら市鷲宿・わしじゆく

　　３２１-０６００・栃木県那須烏山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-０６２４・栃木県那須烏山市旭・あさひ

　　３２１-０６２９・栃木県那須烏山市愛宕台・あたごだい

　　３２１-０５２１・栃木県那須烏山市岩子・いわこ

　　３２１-０５２７・栃木県那須烏山市宇井・うい

　　３２１-０５２２・栃木県那須烏山市大金・おおがね

　　３２１-０６１３・栃木県那須烏山市大木須・おおぎす

　　３２１-０６０２・栃木県那須烏山市大桶・おおけ

　　３２１-０５１６・栃木県那須烏山市大里・おおさと

　　３２１-０６１２・栃木県那須烏山市大沢・おおさわ

　　３２１-０５２８・栃木県那須烏山市小倉・おぐら

　　３２１-０６３６・栃木県那須烏山市落合・おちあい

　　３２１-０６２３・栃木県那須烏山市表・おもて

　　３２１-０６２８・栃木県那須烏山市金井・かない

　　３２１-０６３２・栃木県那須烏山市神長・かなが

　　３２１-０５０５・栃木県那須烏山市上川井・かみかわい

　　３２１-０６１７・栃木県那須烏山市上境・かみざかい

　　３２１-０６１１・栃木県那須烏山市興野・きようの

　　３２１-０５０２・栃木県那須烏山市熊田・くまだ

　　３２１-０５３４・栃木県那須烏山市鴻野山・こうのやま

　　３２１-０５１１・栃木県那須烏山市小河原・こがわら

　　３２１-０６１４・栃木県那須烏山市小木須・こぎす

　　３２１-０５３５・栃木県那須烏山市小白井・こじろい

　　３２１-０５１３・栃木県那須烏山市小塙・こはﾞな

　　３２１-０６１５・栃木県那須烏山市小原沢・こはらざわ

　　３２１-０５３１・栃木県那須烏山市三箇・さんが

　　３２１-０５０１・栃木県那須烏山市志鳥・しとり

　　３２１-０５０４・栃木県那須烏山市下川井・しもかわい

　　３２１-０６１６・栃木県那須烏山市下境・しもざかい

　　３２１-０６２２・栃木県那須烏山市城東・じようとう

　　３２１-０６０１・栃木県那須烏山市白久・しらく

　　３２１-０６３１・栃木県那須烏山市城山・しろやま

　　３２１-０５２３・栃木県那須烏山市曲畑・そりはた

　　３２１-０５１２・栃木県那須烏山市高瀬・たかせ

　　３２１-０６３３・栃木県那須烏山市滝・たき

　　３２１-０６０５・栃木県那須烏山市滝田・たきた

　　３２１-０５２６・栃木県那須烏山市田野倉・たのくら

　　３２１-０６２１・栃木県那須烏山市中央・ちゆうおう

　　３２１-０５０３・栃木県那須烏山市月次・つきなみ

　　３２１-０５１７・栃木県那須烏山市東原・とうはﾞら

　　３２１-０６０４・栃木県那須烏山市中山・なかやま

　　３２１-０６３４・栃木県那須烏山市野上・のがみ

　　３２１-０６２６・栃木県那須烏山市初音・はつね

　　３２１-０５２５・栃木県那須烏山市福岡・ふくおか

　　３２１-０５３２・栃木県那須烏山市藤田・ふじた

　　３２１-０５１５・栃木県那須烏山市曲田・まがつた

　　３２１-０６２７・栃木県那須烏山市南・みなみ

　　３２１-０５３３・栃木県那須烏山市南大和久・みなみおおわぐ

　　３２１-０６２５・栃木県那須烏山市宮原・みやはﾞら



　　３２１-０６３５・栃木県那須烏山市向田・むかだ

　　３２１-０５１４・栃木県那須烏山市森田・もりた

　　３２１-０６０３・栃木県那須烏山市谷浅見・やあざみ

　　３２１-０５２４・栃木県那須烏山市八ケ代・やかしろ

　　３２１-０６１８・栃木県那須烏山市横枕・よこまくら

　　３２９-０４００・栃木県下野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-０５１１・栃木県下野市石橋・いしはﾞじ

　　３２３-０１１１・栃木県下野市磯部・いそべ

　　３２９-０４０３・栃木県下野市医大前・いだいまえ

　　３２９-０４１３・栃木県下野市駅東・えきひがじ

　　３２９-０５１９・栃木県下野市大松山・おおまつやま

　　３２３-０１０３・栃木県下野市上川島・かみかわしま

　　３２９-０５０１・栃木県下野市上古山・かみこやま

　　３２９-０５０４・栃木県下野市上台・かみだい

　　３２９-０５１７・栃木県下野市上大領・かみだいりよう

　　３２３-０１１３・栃木県下野市上坪山・かみつほﾞやま

　　３２３-０１０２・栃木県下野市上吉田・かみよしだ

　　３２９-０４１１・栃木県下野市烏ケ森・からすがもり

　　３２９-０４１５・栃木県下野市川中子・かわなご

　　３２９-０４３４・栃木県下野市祇園・ぎおん

　　３２３-０１１４・栃木県下野市絹板・きぬいた

　　３２９-０４１４・栃木県下野市小金井・こがねい

　　３２９-０４１７・栃木県下野市国分寺・こくぶんじ

　　３２９-０４０２・栃木県下野市笹原・ささはら

　　３２３-０１０１・栃木県下野市三王山・さんのうやま

　　３２９-０４１２・栃木県下野市柴・しはﾞ

　　３２９-０５１２・栃木県下野市下石橋・しもいしはﾞじ

　　３２９-０５０２・栃木県下野市下古山・しもこやま

　　３２９-０５１３・栃木県下野市下大領・しもだいりよう

　　３２３-０１１５・栃木県下野市下坪山・しもつほﾞやま

　　３２９-０５０３・栃木県下野市下長田・しもながた

　　３２９-０４２４・栃木県下野市下文狹・しもふはﾞさみ

　　３２３-０１０６・栃木県下野市下吉田・しもよしだ

　　３２９-０５１６・栃木県下野市大光寺・だいこうじ

　　３２９-０４２５・栃木県下野市田中・たなか

　　３２３-０１０４・栃木県下野市中川島・なかかわしま

　　３２９-０５１５・栃木県下野市中大領・なかだいりよう

　　３２９-０４２１・栃木県下野市成田・なりた

　　３２９-０４３２・栃木県下野市仁良川・にらがわ

　　３２９-０５０６・栃木県下野市橋本・はしもと

　　３２３-０１１６・栃木県下野市花田・はなだ

　　３２９-０５１８・栃木県下野市花の木・はなのき

　　３２３-０１１２・栃木県下野市東根・ひがしね

　　３２９-０５１４・栃木県下野市東前原・ひがしまえはら

　　３２９-０５０７・栃木県下野市文教・ぶんきよう

　　３２３-０１０７・栃木県下野市別当河原・べつとうがわら

　　３２９-０５０５・栃木県下野市細谷・ほそや

　　３２９-０４２２・栃木県下野市町田・まちだ

　　３２９-０４３３・栃木県下野市緑・みどり

　　３２９-０４０１・栃木県下野市箕輪・みのわ

　　３２９-０４１８・栃木県下野市紫・むらさき

　　３２３-０１０５・栃木県下野市本吉田・もとよしだ

　　３２９-０４３１・栃木県下野市薬師寺・やくしじ

　　３２９-０４２３・栃木県下野市谷地賀・やじつか

　　３２９-０６００・栃木県河内郡上三川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-０５２１・栃木県河内郡上三川町石田・いした

　　３２９-０６０６・栃木県河内郡上三川町磯岡・いそおか

　　３２９-０５２５・栃木県河内郡上三川町大山・おおやま

　　３２９-０６１７・栃木県河内郡上三川町上蒲生・かみかもう

　　３２９-０５２７・栃木県河内郡上三川町上神主・かみこうぬじ

　　３２９-０６０４・栃木県河内郡上三川町上郷・かみごう

　　３２９-０６１１・栃木県河内郡上三川町上三川・かみのかわ

　　３２９-０６０１・栃木県河内郡上三川町上文挾・かみふはﾞさみ

　　３２９-０５２２・栃木県河内郡上三川町川中子・かわなご

　　３２９-０６１４・栃木県河内郡上三川町五分一・ごぶいち

　　３２９-０６１３・栃木県河内郡上三川町坂上・さかうえ

　　３２９-０５２６・栃木県河内郡上三川町鞘堂・さやどう

　　３２９-０６１２・栃木県河内郡上三川町三本木・さんほﾞんぎ

　　３２９-０６１６・栃木県河内郡上三川町下蒲生・しもかもう

　　３２９-０５２９・栃木県河内郡上三川町下神主・しもこうぬじ



　　３２９-０６１８・栃木県河内郡上三川町しらさぎ・しらさぎ

　　３２９-０５２４・栃木県河内郡上三川町多功・たこう

　　３２９-０５３０・栃木県河内郡上三川町天神町・てんじんちよう

　　３２９-０６０８・栃木県河内郡上三川町西木代・にしきのしろ

　　３２９-０６０５・栃木県河内郡上三川町西蓼沼・にしたてぬま

　　３２９-０６０７・栃木県河内郡上三川町西汗・にしふざかじ

　　３２９-０６０３・栃木県河内郡上三川町東蓼沼・ひがしたてぬま

　　３２９-０６０２・栃木県河内郡上三川町東汗・ひがしふざかじ

　　３２９-０６１５・栃木県河内郡上三川町三村・みむら

　　３２９-０５２３・栃木県河内郡上三川町梁・やな

　　３２９-０５２８・栃木県河内郡上三川町ゆうきが丘・ゆうきがおか

　　３２１-４２００・栃木県芳賀郡益子町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-４１０２・栃木県芳賀郡益子町芦沼・あしぬま

　　３２１-４２２３・栃木県芳賀郡益子町梅ケ内・うめがうち

　　３２１-４２２１・栃木県芳賀郡益子町大郷戸・おおごうど

　　３２１-４１０４・栃木県芳賀郡益子町大沢・おおさわ

　　３２１-４１０３・栃木県芳賀郡益子町大平・おおひら

　　３２１-４１０１・栃木県芳賀郡益子町小宅・おやけ

　　３２１-４２１２・栃木県芳賀郡益子町上大羽・かみおおはﾞ

　　３２１-４２２６・栃木県芳賀郡益子町上山・かみやま

　　３２１-４１０５・栃木県芳賀郡益子町北中・きたなか

　　３２１-４２２２・栃木県芳賀郡益子町小泉・こいずみ

　　３２１-４２１１・栃木県芳賀郡益子町下大羽・しもおおはﾞ

　　３２１-４２１８・栃木県芳賀郡益子町城内坂・じようないざか

　　３２１-４２２５・栃木県芳賀郡益子町長堤・ながつつみ

　　３２１-４１０６・栃木県芳賀郡益子町七井・なない

　　３２１-４１０７・栃木県芳賀郡益子町七井中央・なないちゆうおう

　　３２１-４２１５・栃木県芳賀郡益子町生田目・なはﾞため

　　３２１-４２１６・栃木県芳賀郡益子町塙・はなわ

　　３２１-４２２７・栃木県芳賀郡益子町東田井・ひがしだい

　　３２１-４２１４・栃木県芳賀郡益子町前沢・まえざわ

　　３２１-４２１７・栃木県芳賀郡益子町益子・ましこ

　　３２１-４２２４・栃木県芳賀郡益子町本沼・もとぬま

　　３２１-４２１３・栃木県芳賀郡益子町山本・やまもと

　　３２１-３５００・栃木県芳賀郡茂木町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-３５３５・栃木県芳賀郡茂木町鮎田・あいだ

　　３２１-３６２１・栃木県芳賀郡茂木町天子・あまこ

　　３２１-３６２６・栃木県芳賀郡茂木町飯・いい

　　３２１-３７０２・栃木県芳賀郡茂木町飯野・いいの

　　３２１-３７０５・栃木県芳賀郡茂木町入郷・いりごう

　　３２１-３５４１・栃木県芳賀郡茂木町烏生田・うごうだ

　　３２１-３５６１・栃木県芳賀郡茂木町後郷・うらごう

　　３２１-３５３４・栃木県芳賀郡茂木町青梅・おうめ

　　３２１-３５５４・栃木県芳賀郡茂木町大瀬・おおせ

　　３２１-３５５３・栃木県芳賀郡茂木町大畑・おおはﾞたけ

　　３２１-３６２７・栃木県芳賀郡茂木町小貫・おぬき

　　３２１-３７０７・栃木県芳賀郡茂木町小深・おぶか

　　３２１-３６２４・栃木県芳賀郡茂木町小山・おやま

　　３２１-３５３６・栃木県芳賀郡茂木町神井・かのい

　　３２１-３５４３・栃木県芳賀郡茂木町上後郷・かみうらごう

　　３２１-３５４６・栃木県芳賀郡茂木町上菅又・かみすがまた

　　３２１-３７０３・栃木県芳賀郡茂木町河井・かわい

　　３２１-３７０６・栃木県芳賀郡茂木町河又・かわまた

　　３２１-３６２２・栃木県芳賀郡茂木町北高岡・きたたかおか

　　３２１-３６２３・栃木県芳賀郡茂木町木幡・きはﾞた

　　３２１-３５５７・栃木県芳賀郡茂木町黒田・くろだ

　　３２１-３５６６・栃木県芳賀郡茂木町小井戸・こいど

　　３２１-３５４４・栃木県芳賀郡茂木町坂井・さかのい

　　３２１-３５４２・栃木県芳賀郡茂木町九石・さざらじ

　　３２１-３５６５・栃木県芳賀郡茂木町塩田・しおだ

　　３２１-３５４５・栃木県芳賀郡茂木町下菅又・しもすがまた

　　３２１-３５４７・栃木県芳賀郡茂木町千本・せんほﾞ

　　３２１-３５５２・栃木県芳賀郡茂木町竹原・たけわら

　　３２１-３５５５・栃木県芳賀郡茂木町所草・ところくさ

　　３２１-３５５１・栃木県芳賀郡茂木町生井・なまい

　　３２１-３５６３・栃木県芳賀郡茂木町林・はやじ

　　３１１-４４１１・栃木県芳賀郡茂木町桧山（道木橋）・ひやま(どうぎはﾞし)

　　３２１-３５３３・栃木県芳賀郡茂木町桧山（その他）・ひやま(そのた)

　　３２１-３６２８・栃木県芳賀郡茂木町深沢・ふかさわ

　　３２１-３６２５・栃木県芳賀郡茂木町福手・ふぐて



　　３２１-３５６２・栃木県芳賀郡茂木町馬門・まかど

　　３２１-３７０４・栃木県芳賀郡茂木町牧野・まぎの

　　３２１-３５６４・栃木県芳賀郡茂木町増井・ましい

　　３２１-３５５６・栃木県芳賀郡茂木町町田・まちだ

　　３２１-３５３２・栃木県芳賀郡茂木町三坂・みさか

　　３２１-３５３１・栃木県芳賀郡茂木町茂木・もてぎ

　　３２１-３７０１・栃木県芳賀郡茂木町山内・やまうち

　　３２１-３４００・栃木県芳賀郡市貝町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-３４２６・栃木県芳賀郡市貝町赤羽・あかはﾞね

　　３２１-３４２２・栃木県芳賀郡市貝町石下・いしおろじ

　　３２１-３４２３・栃木県芳賀郡市貝町市塙・いちはな

　　３２１-３４０５・栃木県芳賀郡市貝町大谷津・おおやつ

　　３２１-３４２４・栃木県芳賀郡市貝町上根・かみね

　　３２１-３４１１・栃木県芳賀郡市貝町刈生田・かりうた

　　３２１-３４２１・栃木県芳賀郡市貝町笹原田・ささはらだ

　　３２１-３４０６・栃木県芳賀郡市貝町塩田・しおだ

　　３２１-３４１４・栃木県芳賀郡市貝町椎谷・しゆうがい

　　３２１-３４１５・栃木県芳賀郡市貝町杉山・すぎやま

　　３２１-３４０１・栃木県芳賀郡市貝町竹内・たけうち

　　３２１-３４２５・栃木県芳賀郡市貝町多田羅・たたら

　　３２１-３４１２・栃木県芳賀郡市貝町田野辺・たのべ

　　３２１-３４０４・栃木県芳賀郡市貝町続谷・つつﾞきや

　　３２１-３４０３・栃木県芳賀郡市貝町羽仏・はぶつ

　　３２１-３４１３・栃木県芳賀郡市貝町文谷・ふみや

　　３２１-３４０２・栃木県芳賀郡市貝町見上・みあげ

　　３２１-３３００・栃木県芳賀郡芳賀町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-３３０３・栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田・いなげた

　　３２１-３３１４・栃木県芳賀郡芳賀町打越新田・うちごしんでん

　　３２１-３３０４・栃木県芳賀郡芳賀町祖母井・うはﾞがい

　　３２１-３３０７・栃木県芳賀郡芳賀町祖母井南・うはﾞがいみなみ

　　３２１-３３０２・栃木県芳賀郡芳賀町上稲毛田・かみいなげた

　　３２１-３３１１・栃木県芳賀郡芳賀町上延生・かみのぶ

　　３２１-３３２３・栃木県芳賀郡芳賀町北長島・きたながしま

　　３２１-３３０１・栃木県芳賀郡芳賀町給部・きゆうぶ

　　３２１-３３２１・栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢・しもたかねざわ

　　３２１-３３１２・栃木県芳賀郡芳賀町下延生・しものぶ

　　３２１-３３１５・栃木県芳賀郡芳賀町西高橋・にしたかはじ

　　３２１-３３２４・栃木県芳賀郡芳賀町西水沼・にしみずぬま

　　３２１-３３２５・栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台・はがだい

　　３２１-３３１３・栃木県芳賀郡芳賀町東高橋・ひがしたかはじ

　　３２１-３３２２・栃木県芳賀郡芳賀町東水沼・ひがしみずぬま

　　３２１-３３０５・栃木県芳賀郡芳賀町芳志戸・ほうしと

　　３２１-３３０６・栃木県芳賀郡芳賀町八ツ木・やつぎ

　　３２１-３３１６・栃木県芳賀郡芳賀町与能・よのう

　　３２１-０２００・栃木県下都賀郡壬生町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-０２０６・栃木県下都賀郡壬生町あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　３２１-０２１３・栃木県下都賀郡壬生町いずみ町・いずみちよう

　　３２１-０２２２・栃木県下都賀郡壬生町駅東町・えきひがしちよう

　　３２１-０２１８・栃木県下都賀郡壬生町落合・おちあい

　　３２１-０２０２・栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち・おもちやのまち

　　３２１-０２２４・栃木県下都賀郡壬生町表町・おもてまち

　　３２１-０２３６・栃木県下都賀郡壬生町上稲葉・かみいなはﾞ

　　３２１-０２３１・栃木県下都賀郡壬生町上田・かみだ

　　３２１-０２０７・栃木県下都賀郡壬生町北小林・きたこはﾞやじ

　　３２１-０２１１・栃木県下都賀郡壬生町国谷・くにや

　　３２１-０２１２・栃木県下都賀郡壬生町寿町・ことぶきちよう

　　３２１-０２０３・栃木県下都賀郡壬生町幸町・さいわいちよう

　　３２１-０２１７・栃木県下都賀郡壬生町至宝・しほう

　　３２１-０２３７・栃木県下都賀郡壬生町下稲葉・しもいなはﾞ

　　３２１-０２３３・栃木県下都賀郡壬生町助谷・すけがい

　　３２１-０２２８・栃木県下都賀郡壬生町大師町・だいしまち

　　３２１-０２２６・栃木県下都賀郡壬生町中央町・ちゆうおうちよう

　　３２１-０２２７・栃木県下都賀郡壬生町通町・とおりまち

　　３２１-０２３２・栃木県下都賀郡壬生町中泉・なかいずみ

　　３２１-０２３５・栃木県下都賀郡壬生町七ツ石・ななついじ

　　３２１-０２３４・栃木県下都賀郡壬生町羽生田・はにゆうだ

　　３２１-０２１９・栃木県下都賀郡壬生町福和田・ふくわだ

　　３２１-０２２１・栃木県下都賀郡壬生町藤井・ふじい

　　３２１-０２２５・栃木県下都賀郡壬生町本丸・ほんまる

　　３２１-０２０４・栃木県下都賀郡壬生町緑町・みどりちよう



　　３２１-０２１４・栃木県下都賀郡壬生町壬生甲・みぶこう

　　３２１-０２１５・栃木県下都賀郡壬生町壬生乙・みぶおつ

　　３２１-０２１６・栃木県下都賀郡壬生町壬生丁・みぶてい

　　３２１-０２３８・栃木県下都賀郡壬生町みぶ羽生田産業団地・みぶはにゆうだ

　　３２１-０２２３・栃木県下都賀郡壬生町元町・もとまち

　　３２１-０２０１・栃木県下都賀郡壬生町安塚・やすつﾞか

　　３２１-０２０５・栃木県下都賀郡壬生町若草町・わかくさちよう

　　３２９-０１００・栃木県下都賀郡野木町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-０１０２・栃木県下都賀郡野木町潤島・うるうじま

　　３２９-０１０５・栃木県下都賀郡野木町川田・かわだ

　　３２９-０１０４・栃木県下都賀郡野木町佐川野・さがわの

　　３２９-０１０１・栃木県下都賀郡野木町友沼・ともぬま

　　３２９-０１１３・栃木県下都賀郡野木町中谷・なかや

　　３２９-０１１４・栃木県下都賀郡野木町野木・のぎ

　　３２９-０１１５・栃木県下都賀郡野木町野渡・のわた

　　３２９-０１１１・栃木県下都賀郡野木町丸林・まるはﾞやじ

　　３２９-０１１２・栃木県下都賀郡野木町南赤塚・みなみあかつか

　　３２９-０１０３・栃木県下都賀郡野木町若林・わかはﾞやじ

　　３２９-２２００・栃木県塩谷郡塩谷町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-２２２５・栃木県塩谷郡塩谷町飯岡・いいおか

　　３２９-２３３７・栃木県塩谷郡塩谷町泉・いずみ

　　３２９-２３３９・栃木県塩谷郡塩谷町上沢・うわさわ

　　３２９-２３３５・栃木県塩谷郡塩谷町上平・うわたいら

　　３２９-２３３４・栃木県塩谷郡塩谷町大久保・おおくほﾞ

　　３２９-２３３２・栃木県塩谷郡塩谷町大宮・おおみや

　　３２９-２３３６・栃木県塩谷郡塩谷町風見・かざみ

　　３２９-２３３８・栃木県塩谷郡塩谷町風見山田・かざみやまだ

　　３２９-２２２４・栃木県塩谷郡塩谷町金枝・かなえだ

　　３２１-２５０１・栃木県塩谷郡塩谷町上寺島（１６５３)・かみてらしま

　　３２１-２５０１・栃木県塩谷郡塩谷町上寺島（１６６１)・かみてらしま

　　３２１-２５０１・栃木県塩谷郡塩谷町上寺島（１６７８)・かみてらしま

　　３２１-２５０１・栃木県塩谷郡塩谷町上寺島（１６９４)・かみてらしま

　　３２９-２２１６・栃木県塩谷郡塩谷町上寺島（その他）・かみてらしま(そのた)

　　３２９-２２１２・栃木県塩谷郡塩谷町喜佐見・きざみ

　　３２９-２２１３・栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ木・くまのき

　　３２９-２４４２・栃木県塩谷郡塩谷町佐貫・さぬき

　　３２９-２２１５・栃木県塩谷郡塩谷町下寺島・しもてらしま

　　３２９-２３３１・栃木県塩谷郡塩谷町田所・たどころ

　　３２９-２２２１・栃木県塩谷郡塩谷町玉生・たまにゆう

　　３２９-２２２２・栃木県塩谷郡塩谷町道下・どうした

　　３２９-２２１１・栃木県塩谷郡塩谷町鳥羽新田・とはﾞしんでん

　　３２９-２２２３・栃木県塩谷郡塩谷町原荻野目・はらおぎのめ

　　３２９-２２１４・栃木県塩谷郡塩谷町東房・ひがしほﾞう

　　３２９-２３３３・栃木県塩谷郡塩谷町肘内・ひじうち

　　３２９-２４４１・栃木県塩谷郡塩谷町船生・ふにゆう

　　３２９-２２２６・栃木県塩谷郡塩谷町芦場新田・よしはﾞしんでん

　　３２９-１２００・栃木県塩谷郡高根沢町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-１２０５・栃木県塩谷郡高根沢町飯室・いいむろ

　　３２９-１２２５・栃木県塩谷郡高根沢町石末・いしずえ

　　３２９-１２１７・栃木県塩谷郡高根沢町太田・おおた

　　３２９-１２２６・栃木県塩谷郡高根沢町大谷・おおや

　　３２９-１２０１・栃木県塩谷郡高根沢町柿木沢・かきのきざわ

　　３２９-１２３５・栃木県塩谷郡高根沢町上阿久津・かみあくつ

　　３２９-１２１２・栃木県塩谷郡高根沢町上柏崎・かみかしわざき

　　３２９-１２２４・栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢・かみたかねざわ

　　３２９-１２１１・栃木県塩谷郡高根沢町亀梨・かめなじ

　　３２９-１２１５・栃木県塩谷郡高根沢町給部・きゆうぶ

　　３２９-１２２３・栃木県塩谷郡高根沢町栗ケ島・くりがしま

　　３２９-１２１６・栃木県塩谷郡高根沢町桑窪・くわくほﾞ

　　３２９-１２３２・栃木県塩谷郡高根沢町光陽台・こうようだい

　　３２９-１２１３・栃木県塩谷郡高根沢町下柏崎・しもかしわざき

　　３２９-１２２２・栃木県塩谷郡高根沢町寺渡戸・てらわたど

　　３２９-１２３４・栃木県塩谷郡高根沢町中阿久津・なかあくつ

　　３２９-１２１４・栃木県塩谷郡高根沢町中柏崎・なかかしわざき

　　３２９-１２２１・栃木県塩谷郡高根沢町西高谷・にしごうや

　　３２９-１２０２・栃木県塩谷郡高根沢町狭間田・はさまた

　　３２９-１２０７・栃木県塩谷郡高根沢町花岡・はなおか

　　３２９-１２０６・栃木県塩谷郡高根沢町平田・ひらた

　　３２９-１２０３・栃木県塩谷郡高根沢町伏久・ふすく

　　３２９-１２０４・栃木県塩谷郡高根沢町文挾・ふはﾞさみ



　　３２９-１２３３・栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺・ほうしやくじ

　　３２９-１２３１・栃木県塩谷郡高根沢町宝石台・ほうせきだい

　　３２９-３２００・栃木県那須郡那須町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-３４４３・栃木県那須郡那須町芦野・あしの

　　３２９-３４３２・栃木県那須郡那須町梓・あずさ

　　３２９-３４３６・栃木県那須郡那須町伊王野・いおうの

　　３２９-３４４７・栃木県那須郡那須町稲沢・いなざわ

　　３２９-３２２１・栃木県那須郡那須町漆塚・うるしつか

　　３２９-３２２３・栃木県那須郡那須町大島・おおしま

　　３２９-３４３１・栃木県那須郡那須町大畑・おおはた

　　３２９-３４３３・栃木県那須郡那須町大和須・おおわす

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（２８８８)・たかくこう､

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（４５９５)・たかくこう､

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（５２３５～６０１９)・たかくこう､

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（６０２１～６１１２)・たかくこう､

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（６１１４～６１４１）・

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（６３２８）・

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（６４３７）・

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（６４３８）・

　　３２５-０００１・栃木県那須郡那須町高久甲（その他）・たかくこう(そのた)

　　３２５-０３０３・栃木県那須郡那須町高久乙・たかくおつ

　　３２５-０００２・栃木県那須郡那須町高久丙（穂積）・たかくへい(ほつﾞみ)

　　３２５-０００２・栃木県那須郡那須町高久丙（山梨子）・たかくへい(やまなし)

　　３２５-０３０２・栃木県那須郡那須町高久丙（その他）・たかくへい(そのた)

　　３２９-３４４４・栃木県那須郡那須町寺子（７０～１８０)・てらこ

　　３２５-０００３・栃木県那須郡那須町寺子乙（７２０)・てらこおつ(７２０)

　　３２９-３２１５・栃木県那須郡那須町寺子乙（その他）・てらこおつ(そのた)

　　３２９-３２２２・栃木県那須郡那須町寺子丙・てらこへい

　　３２９-３２１２・栃木県那須郡那須町富岡・とみおか

　　３２９-３２１３・栃木県那須郡那須町豊原・とよはら

　　３２９-３２１１・栃木県那須郡那須町豊原甲・とよはらこう

　　３２９-３２２４・栃木県那須郡那須町豊原乙・とよはらおつ

　　３２９-３２２５・栃木県那須郡那須町豊原丙・とよはらへい

　　３２９-３４４６・栃木県那須郡那須町沼野井・ぬまのい

　　３２９-３４４５・栃木県那須郡那須町東岩崎・ひがしいわざき

　　３２９-３４３７・栃木県那須郡那須町蓑沢・みのざわ

　　３２９-３４３５・栃木県那須郡那須町睦家・むつや

　　３２９-３４３４・栃木県那須郡那須町梁瀬・やなぜ

　　３２５-０３０１・栃木県那須郡那須町湯本・ゆもと

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１５６３・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１６６０・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１６７０・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１７２８・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１７３６・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１７４８・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１７６７－４）・よこおか

　　３２９-３４４２・栃木県那須郡那須町横岡（その他）・よこおか(そのた)

　　３２９-３４４１・栃木県那須郡那須町寄居・よりい

　　３２４-０６００・栃木県那須郡那珂川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２４-０６０５・栃木県那須郡那珂川町大内・おおうち

　　３２４-０６０６・栃木県那須郡那珂川町大那地・おおなち

　　３２４-０６０１・栃木県那須郡那珂川町大山田上郷・おおやまだかみごう

　　３２４-０６０２・栃木県那須郡那珂川町大山田下郷・おおやまだしもごう

　　３２４-０５０１・栃木県那須郡那珂川町小川・おがわ

　　３２４-０５０３・栃木県那須郡那珂川町恩田・おんだ

　　３２４-０５１５・栃木県那須郡那珂川町片平・かたひら

　　３２４-０６１７・栃木県那須郡那珂川町北向田・きたむかだ

　　３２４-０５０４・栃木県那須郡那珂川町薬利・くずり

　　３２４-０６１４・栃木県那須郡那珂川町久那瀬・くなせ

　　３２４-０６１１・栃木県那須郡那珂川町小砂・こいさご

　　３２４-０６１８・栃木県那須郡那珂川町小口・こぐち

　　３２４-０５０６・栃木県那須郡那珂川町浄法寺・じようほうじ

　　３２４-０５１３・栃木県那須郡那珂川町白久・しらく

　　３２４-０５１４・栃木県那須郡那珂川町高岡・たかおか

　　３２４-０６０８・栃木県那須郡那珂川町健武・たけぶ

　　３２４-０６１６・栃木県那須郡那珂川町富山・とみやま

　　３２４-０６１３・栃木県那須郡那珂川町馬頭・はﾞとう

　　３２４-０５１６・栃木県那須郡那珂川町東戸田・ひがしとだ

　　３２４-０６１５・栃木県那須郡那珂川町松野・まつの

　　３２４-０５０２・栃木県那須郡那珂川町三輪・みわ



　　３２４-０６０４・栃木県那須郡那珂川町盛泉・もりいずみ

　　３２４-０６０３・栃木県那須郡那珂川町谷川・やかわ

　　３２４-０５１２・栃木県那須郡那珂川町谷田・やだ

　　３２４-０６０７・栃木県那須郡那珂川町矢又・やまた

　　３２４-０５０５・栃木県那須郡那珂川町芳井・よしい

　　３２４-０５１１・栃木県那須郡那珂川町吉田・よしだ

　　３２４-０６１２・栃木県那須郡那珂川町和見・わみ

　　７７０-００００・徳島県徳島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７０-０８３５・徳島県徳島市藍場町・あいはﾞちよう

　　７７０-０９３４・徳島県徳島市秋田町・あきたまち

　　７７０-００４６・徳島県徳島市鮎喰町・あくいちよう

　　７７０-０８６３・徳島県徳島市安宅・あたけ

　　７７１-４２６５・徳島県徳島市飯谷町・いいたにちよう

　　７７０-０９２６・徳島県徳島市伊賀町・いがちよう

　　７７９-３１３２・徳島県徳島市一宮町・いちのみやちよう

　　７７０-０８３３・徳島県徳島市一番町・いちはﾞんちよう

　　７７０-０９３５・徳島県徳島市伊月町・いつきちよう

　　７７１-１１５６・徳島県徳島市応神町応神産業団地・おうじんちようおうじんさんぎようだんち

　　７７１-１１５２・徳島県徳島市応神町中原・おうじんちようなかはら

　　７７１-１１５４・徳島県徳島市応神町東貞方・おうじんちようひがしさだかた

　　７７１-１１５５・徳島県徳島市応神町西貞方・おうじんちようにしさだかた

　　７７１-１１５１・徳島県徳島市応神町古川・おうじんちようふるかわ

　　７７１-１１５３・徳島県徳島市応神町吉成・おうじんちようよしなり

　　７７０-８０３１・徳島県徳島市大谷町・おおたにちよう

　　７７３-００７０・徳島県徳島市大原町（小神子、小神子山）・おおはﾞらちよう(こみこ､こみこやま)

　　７７０-８０１２・徳島県徳島市大原町（その他）・おおはﾞらちよう(そのた)

　　７７０-８０２２・徳島県徳島市大松町・おおまつちよう

　　７７０-０９２３・徳島県徳島市大道・おおみち

　　７７０-８０５２・徳島県徳島市沖浜・おきのはま

　　７７０-８０５１・徳島県徳島市沖浜町・おきのはまちよう

　　７７０-８０５３・徳島県徳島市沖浜東・ おきのはまひがじ

　　７７０-０９１４・徳島県徳島市籠屋町・かごやまち

　　７７０-０００２・徳島県徳島市春日・かすが

　　７７０-０００１・徳島県徳島市春日町・かすがちよう

　　７７０-８０３３・徳島県徳島市方上町・かたのかみちよう

　　７７０-０９３９・徳島県徳島市かちどき橋・ かちどきはﾞじ

　　７７０-８０２３・徳島県徳島市勝占町・かつらちよう

　　７７０-０８７１・徳島県徳島市金沢・かなざわ

　　７７０-０８０１・徳島県徳島市上助任町・かみすけとうちよう

　　７７０-８０４１・徳島県徳島市上八万町西山（しらさぎ台）・かみはちまんちようにしやま(しらさ

ぎだい)

　　７７０-８０４０・徳島県徳島市上八万町（その他）・かみはちまんちよう(そのた)

　　７７０-０８０３・徳島県徳島市上吉野町・かみよしのちよう

　　７７０-００４８・徳島県徳島市加茂名町・かもなちよう

　　７７１-０１０１・徳島県徳島市川内町（旭野）・かわうちちよう(あさひの)

　　７７１-０１４４・徳島県徳島市川内町（榎瀬）・かわうちちよう(えのきせ)

　　７７１-０１３１・徳島県徳島市川内町（大松）・かわうちちよう(おおまつ)

　　７７１-０１４２・徳島県徳島市川内町（沖島）・かわうちちよう(おきのしま)

　　７７１-０１３０・徳島県徳島市川内町（加賀須野）・かわうちちよう(かがすの)

　　７７１-０１２５・徳島県徳島市川内町（金岡）・かわうちちよう(かなおか)

　　７７１-０１２６・徳島県徳島市川内町（上別宮東）・かわうちちよう(かみべつくひがし)

　　７７１-０１２７・徳島県徳島市川内町（上別宮南）・かわうちちよう(かみべつくみなみ)

　　７７１-０１２８・徳島県徳島市川内町（上別宮北）・かわうちちよう(かみべつくきた)

　　７７１-０１２９・徳島県徳島市川内町（北原）・かわうちちよう(きたはら)

　　７７１-０１０３・徳島県徳島市川内町（小松東）・かわうちちよう(こまつひがし)

　　７７１-０１０４・徳島県徳島市川内町（小松西）・かわうちちよう(こまつにし)

　　７７１-０１０２・徳島県徳島市川内町（小松北）・かわうちちよう(こまつきた)

　　７７１-０１０６・徳島県徳島市川内町（下別宮東）・かわうちちよう(しもべつくひがし)

　　７７１-０１０５・徳島県徳島市川内町（下別宮西）・かわうちちよう(しもべつくにし)

　　７７１-０１２１・徳島県徳島市川内町（鈴江東）・かわうちちよう(すずえひがし)

　　７７１-０１２２・徳島県徳島市川内町（鈴江西）・かわうちちよう(すずえにし)

　　７７１-０１２４・徳島県徳島市川内町（鈴江南）・かわうちちよう(すずえみなみ)

　　７７１-０１２３・徳島県徳島市川内町（鈴江北）・かわうちちよう(すずえきた)

　　７７１-０１４１・徳島県徳島市川内町（竹須賀）・かわうちちよう(たけずか)

　　７７１-０１１７・徳島県徳島市川内町（鶴島）・かわうちちよう(つるしま)

　　７７１-０１１１・徳島県徳島市川内町（富久）・かわうちちよう(とみひさ)

　　７７１-０１１２・徳島県徳島市川内町（富吉）・かわうちちよう(とみよし)

　　７７１-０１４３・徳島県徳島市川内町（中島）・かわうちちよう(なかしま)

　　７７１-０１３２・徳島県徳島市川内町（平石夷野）・かわうちちよう(ひらいしえびすの)

　　７７１-０１３３・徳島県徳島市川内町（平石夷野番外）・かわうちちよう(ひらいしえびすのはﾞんが



い)

　　７７１-０１３６・徳島県徳島市川内町（平石古田）・かわうちちよう(ひらいしこでん)

　　７７１-０１３４・徳島県徳島市川内町（平石住吉）・かわうちちよう(ひらいしすみよし)

　　７７１-０１３８・徳島県徳島市川内町（平石流通団地）・かわうちちよう(ひらいしりゆうつうだん

ち)

　　７７１-０１３５・徳島県徳島市川内町（平石若松）・かわうちちよう(ひらいしわかまつ)

　　７７１-０１３７・徳島県徳島市川内町（平石若宮）・かわうちちよう(ひらいしわかみや)

　　７７１-０１１３・徳島県徳島市川内町（松岡）・かわうちちよう(まつおか)

　　７７１-０１１６・徳島県徳島市川内町（宮島錦野）・かわうちちよう(みやじまにしきの)

　　７７１-０１１５・徳島県徳島市川内町（宮島浜）・かわうちちよう(みやじまはま)

　　７７１-０１１４・徳島県徳島市川内町（宮島本浦）・かわうちちよう(みやじまほんうら)

　　７７１-０１３９・徳島県徳島市川内町（米津）・かわうちちよう(よねつﾞ)

　　７７０-０８７２・徳島県徳島市北沖洲・きたおきのす

　　７７０-００１１・徳島県徳島市北佐古一番町・きたさこいちはﾞんちよう

　　７７０-００１２・徳島県徳島市北佐古二番町・きたさこにはﾞんちよう

　　７７０-００５１・徳島県徳島市北島田町・きたしまだちよう

　　７７０-０８１２・徳島県徳島市北常三島町・きたじようさんじまちよう

　　７７０-０００３・徳島県徳島市北田宮・きたたみや

　　７７０-０８２１・徳島県徳島市北出来島町・きたできじまちよう

　　７７０-０８０６・徳島県徳島市北前川町・きたまえがわちよう

　　７７０-０００６・徳島県徳島市北矢三町・きたやそちよう

　　７７０-８０３２・徳島県徳島市北山町・きたやまちよう

　　７７０-０９１６・徳島県徳島市銀座・ぎんざ

　　７７０-００４２・徳島県徳島市蔵本町・くらもとちよう

　　７７０-００４１・徳島県徳島市蔵本元町・くらもともとまち

　　７７９-３１１６・徳島県徳島市国府町池尻・こくふちよういけじり

　　７７９-３１１８・徳島県徳島市国府町井戸・こくふちよういど

　　７７９-３１２８・徳島県徳島市国府町延命・こくふちようえんめい

　　７７９-３１１３・徳島県徳島市国府町川原田・こくふちようかわらだ

　　７７９-３１２３・徳島県徳島市国府町観音寺・こくふちようかんのんじ

　　７７９-３１２２・徳島県徳島市国府町府中・こくふちようこう

　　７７９-３１１４・徳島県徳島市国府町桜間・こくふちようさくらま

　　７７９-３１０１・徳島県徳島市国府町佐野塚・こくふちようさのつﾞか

　　７７９-３１１５・徳島県徳島市国府町敷地・こくふちようしきじ

　　７７９-３１１２・徳島県徳島市国府町芝原・こくふちようしはﾞはら

　　７７９-３１２４・徳島県徳島市国府町中・こくふちようなか

　　７７９-３１２７・徳島県徳島市国府町西矢野・こくふちようにしやの

　　７７９-３１０６・徳島県徳島市国府町花園・こくふちようはなぞの

　　７７９-３１２５・徳島県徳島市国府町早淵・こくふちようはやぶち

　　７７９-３１１７・徳島県徳島市国府町日開・こくふちようひがい

　　７７９-３１０３・徳島県徳島市国府町東黒田・こくふちようひがしくろだ

　　７７９-３１０２・徳島県徳島市国府町西黒田・こくふちようにしくろだ

　　７７９-３１２０・徳島県徳島市国府町南岩延・こくふちようみなみいわのぶ

　　７７９-３１１９・徳島県徳島市国府町北岩延・こくふちようきたいわのぶ

　　７７９-３１０５・徳島県徳島市国府町東高輪・こくふちようひがしたかわ

　　７７９-３１０４・徳島県徳島市国府町西高輪・こくふちようにしたかわ

　　７７９-３１２６・徳島県徳島市国府町矢野・こくふちようやの

　　７７９-３１１１・徳島県徳島市国府町竜王・こくふちようりゆうおう

　　７７９-３１２１・徳島県徳島市国府町和田・こくふちようわだ

　　７７０-０９１８・徳島県徳島市紺屋町・こんやまち

　　７７０-８０２１・徳島県徳島市雑賀町・さいかちよう

　　７７０-０８４７・徳島県徳島市幸町・さいわいちよう

　　７７０-０９２１・徳島県徳島市栄町・さかえまち

　　７７０-００２１・徳島県徳島市佐古一番町・さこ１はﾞんちよう

　　７７０-００２２・徳島県徳島市佐古二番町・さこ２はﾞんちよう

　　７７０-００２３・徳島県徳島市佐古三番町・さこ３はﾞんちよう

　　７７０-００２４・徳島県徳島市佐古四番町・さこ４はﾞんちよう

　　７７０-００２５・徳島県徳島市佐古五番町・さこ５はﾞんちよう

　　７７０-００２６・徳島県徳島市佐古六番町・さこ６はﾞんちよう

　　７７０-００２７・徳島県徳島市佐古七番町・さこ７はﾞんちよう

　　７７０-００２８・徳島県徳島市佐古八番町・さこ８はﾞんちよう

　　７７０-００３９・徳島県徳島市佐古山町・さこやまちよう

　　７７０-８０２５・徳島県徳島市三軒屋町・さんげんやちよう

　　７７１-４２６７・徳島県徳島市渋野町・しぶのちよう

　　７７０-０８０５・徳島県徳島市下助任町・しもすけとうちよう

　　７７９-３１３１・徳島県徳島市下町・しもまち

　　７７０-０８６２・徳島県徳島市城東町・じようとうちよう

　　７７０-８０６４・徳島県徳島市城南町・じようなんちよう

　　７７０-００４４・徳島県徳島市庄町・しようまち

　　７７１-４２６３・徳島県徳島市丈六町（丈領）・じようろくちよう(じようりよう)



　　７７１-４２６２・徳島県徳島市丈六町（長尾）・じようろくちよう(ながお)

　　７７１-４２６１・徳島県徳島市丈六町（その他）・じようろくちよう(そのた)

　　７７０-０９４２・徳島県徳島市昭和町・しようわちよう

　　７７０-０８４５・徳島県徳島市新内町・しんうちまち

　　７７０-０８５５・徳島県徳島市新蔵町・しんくらちよう

　　７７０-８００６・徳島県徳島市新浜町・しんはまちよう

　　７７０-８００７・徳島県徳島市新浜本町・しんはまほんちよう

　　７７０-０９０４・徳島県徳島市新町橋・ しんまちはﾞじ

　　７７０-０８６７・徳島県徳島市新南福島・しんみなみふくしま

　　７７０-０８６６・徳島県徳島市末広・すえひろ

　　７７０-０８１５・徳島県徳島市助任橋・ すけとうはﾞじ

　　７７０-０８１６・徳島県徳島市助任本町・すけとうほんちよう

　　７７０-０８６１・徳島県徳島市住吉・ すみよじ

　　７７０-０９２７・徳島県徳島市勢見町・せいみちよう

　　７７０-０９２２・徳島県徳島市鷹匠町・たかじようまち

　　７７１-４２６４・徳島県徳島市多家良町・たからちよう

　　７７０-０９３６・徳島県徳島市中央通・ちゆうおうどおり

　　７７０-８００１・徳島県徳島市津田海岸町・つだかいがんちよう

　　７７０-８００４・徳島県徳島市津田西町・つだにしまち

　　７７０-８００５・徳島県徳島市津田浜之町・つだはまのちよう

　　７７０-８００３・徳島県徳島市津田本町・つだほんちよう

　　７７０-８００２・徳島県徳島市津田町・つだちよう

　　７７０-０８２３・徳島県徳島市出来島本町・できじまほんちよう

　　７７０-０８３２・徳島県徳島市寺島本町東・ てらしまほんちようひがじ

　　７７０-０８３１・徳島県徳島市寺島本町西・ てらしまほんちようにじ

　　７７０-０９０９・徳島県徳島市寺町・てらまち

　　７７０-８０５６・徳島県徳島市問屋町・といやまち

　　７７０-０８４２・徳島県徳島市通町・とおりまち

　　７７０-０８５２・徳島県徳島市徳島町・とくしまちよう

　　７７０-０８５１・徳島県徳島市徳島町城内・とくしまちようじようない

　　７７０-０８５４・徳島県徳島市徳島本町・とくしまほんちよう

　　７７０-０９３１・徳島県徳島市富田浜・とみだはま

　　７７０-０９３７・徳島県徳島市富田橋・ とみだはﾞじ

　　７７０-０９１５・徳島県徳島市富田町・とみだまち

　　７７０-００５２・徳島県徳島市中島田町・なかしまだちよう

　　７７０-０９４３・徳島県徳島市中昭和町・なかしようわちよう

　　７７０-０８１３・徳島県徳島市中常三島町・なかじようさんじまちよう

　　７７０-０８５６・徳島県徳島市中洲町・なかずちよう

　　７７０-０８４４・徳島県徳島市中通町・なかとおりまち

　　７７０-０８５３・徳島県徳島市中徳島町・なかとくしまちよう

　　７７０-０９３２・徳島県徳島市仲之町・なかのちよう

　　７７０-０８０７・徳島県徳島市中前川町・なかまえがわちよう

　　７７０-０８０４・徳島県徳島市中吉野町・なかよしのちよう

　　７７０-０９２８・徳島県徳島市二軒屋町・にけんやちよう

　　７７０-８００８・徳島県徳島市西新浜町・にししんはまちよう

　　７７０-０９０２・徳島県徳島市西新町・にししんまち

　　７７０-８０２４・徳島県徳島市西須賀町・にしずかちよう

　　７７０-０９０１・徳島県徳島市西船場町・にしせんはﾞちよう

　　７７０-０９０３・徳島県徳島市西大工町・にしだいくまち

　　７７０-０９２９・徳島県徳島市西富田町・にしとみだちよう

　　７７０-８０６１・徳島県徳島市西二軒屋町・にしにけんやちよう

　　７７０-０９０７・徳島県徳島市西山手町・にしやまてちよう

　　７７９-３１３３・徳島県徳島市入田町・にゆうたちよう

　　７７０-０９２４・徳島県徳島市幟町・のほﾞりちよう

　　７７１-４２６６・徳島県徳島市八多町・はたちよう

　　７７０-８０７６・徳島県徳島市八万町（内浜）・はちまんちよう(うちはま)

　　７７０-８０７７・徳島県徳島市八万町（夷山）・はちまんちよう(えびすやま)

　　７７０-８０７９・徳島県徳島市八万町（大坪）・はちまんちよう(おおつほﾞ)

　　７７０-８０７３・徳島県徳島市八万町（上福万）・はちまんちよう(かみふくまん)

　　７７０-８０７４・徳島県徳島市八万町（下福万）・はちまんちよう(しもふくまん)

　　７７０-８０８２・徳島県徳島市八万町（川南）・はちまんちよう(かわみなみ)

　　７７０-８０７５・徳島県徳島市八万町（千鳥）・はちまんちよう(ちどり)

　　７７０-８０７２・徳島県徳島市八万町（中津浦）・はちまんちよう(なかつうら)

　　７７０-８０７１・徳島県徳島市八万町（中津山）・はちまんちよう(なかつやま)

　　７７０-８０８１・徳島県徳島市八万町（弐丈）・はちまんちよう(にじよう)

　　７７０-８０７８・徳島県徳島市八万町（橋本）・はちまんちよう(はしもと)

　　７７０-８０８３・徳島県徳島市八万町（法花）・はちまんちよう(ほつけ)

　　７７０-８０８４・徳島県徳島市八万町（法花谷）・はちまんちよう(ほつけだに)

　　７７０-８０７０・徳島県徳島市八万町（その他）・はちまんちよう(そのた)

　　７７０-０９４１・徳島県徳島市万代町・はﾞんだいちよう



　　７７０-０８７３・徳島県徳島市東沖洲・ひがしおきのす

　　７７０-０９１２・徳島県徳島市東新町・ひがししんまち

　　７７０-０９１１・徳島県徳島市東船場町・ひがしせんはﾞちよう

　　７７０-０９０５・徳島県徳島市東大工町・ひがしだいくまち

　　７７０-０８２２・徳島県徳島市東出来島町・ひがしできじまちよう

　　７７０-０９０６・徳島県徳島市東山手町・ひがしやまてちよう

　　７７０-０８１１・徳島県徳島市東吉野町・ひがしよしのちよう

　　７７０-０９０８・徳島県徳島市眉山町・びざんちよう

　　７７０-０８６８・徳島県徳島市福島・ふくしま

　　７７０-００６２・徳島県徳島市不動東町・ふどうひがしまち

　　７７０-００６４・徳島県徳島市不動西町・ふどうにしまち

　　７７０-００６１・徳島県徳島市不動北町・ふどうきたまち

　　７７０-００６３・徳島県徳島市不動本町・ふどうほんちよう

　　７７０-０８４６・徳島県徳島市南内町・みなみうちまち

　　７７０-０８７４・徳島県徳島市南沖洲・みなみおきのす

　　７７０-００４３・徳島県徳島市南蔵本町・みなみくらもとちよう

　　７７０-００３１・徳島県徳島市南佐古一番町・みなみさこ１はﾞんちよう

　　７７０-００３２・徳島県徳島市南佐古二番町・みなみさこ２はﾞんちよう

　　７７０-００３３・徳島県徳島市南佐古三番町・みなみさこ３はﾞんちよう

　　７７０-００３４・徳島県徳島市南佐古四番町・みなみさこ４はﾞんちよう

　　７７０-００３５・徳島県徳島市南佐古五番町・みなみさこ５はﾞんちよう

　　７７０-００３６・徳島県徳島市南佐古六番町・みなみさこ６はﾞんちよう

　　７７０-００３７・徳島県徳島市南佐古七番町・みなみさこ７はﾞんちよう

　　７７０-００３８・徳島県徳島市南佐古八番町・みなみさこ８はﾞんちよう

　　７７０-００５３・徳島県徳島市南島田町・みなみしまだちよう

　　７７０-００４５・徳島県徳島市南庄町・みなみしようまち

　　７７０-０９４４・徳島県徳島市南昭和町・みなみしようわちよう

　　７７０-０９１３・徳島県徳島市南新町・みなみしんまち

　　７７０-０８１４・徳島県徳島市南常三島町・みなみじようさんじまちよう

　　７７０-０８６５・徳島県徳島市南末広町・みなみすえひろちよう

　　７７０-０００４・徳島県徳島市南田宮・みなみたみや

　　７７０-０８２４・徳島県徳島市南出来島町・みなみできじまちよう

　　７７０-０９３３・徳島県徳島市南仲之町・みなみなかのちよう

　　７７０-８０６３・徳島県徳島市南二軒屋町・みなみにけんやちよう

　　７７０-０８０８・徳島県徳島市南前川町・みなみまえがわちよう

　　７７０-０００５・徳島県徳島市南矢三町・みなみやそちよう

　　７７０-０９３８・徳島県徳島市明神町・みようじんちよう

　　７７０-００４７・徳島県徳島市名東町・みようどうちよう

　　７７０-０８３４・徳島県徳島市元町・もとまち

　　７７０-０８４１・徳島県徳島市八百屋町・やおやまち

　　７７０-８０５５・徳島県徳島市山城町・やましろちよう

　　７７０-８０５４・徳島県徳島市山城西・ やましろにじ

　　７７０-０８６４・徳島県徳島市大和町・やまとちよう

　　７７０-０９２５・徳島県徳島市弓町・ゆみちよう

　　７７０-０８０２・徳島県徳島市吉野本町・よしのほんちよう

　　７７０-０９１７・徳島県徳島市両国橋・ りようごくはﾞじ

　　７７０-０８４３・徳島県徳島市両国本町・りようごくほんちよう

　　７７０-８０１１・徳島県徳島市論田町・ろんでんちよう

　　７７２-００００・徳島県鳴門市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-０３０３・徳島県鳴門市大麻町池谷・おおあさちよういけのたに

　　７７９-０３１５・徳島県鳴門市大麻町市場・おおあさちよういちはﾞ

　　７７９-０３１１・徳島県鳴門市大麻町牛屋島・おおあさちよううしやじま

　　７７９-０３０２・徳島県鳴門市大麻町大谷・おおあさちようおおたに

　　７７９-０２２３・徳島県鳴門市大麻町川崎・おおあさちようかわさき

　　７７９-０３０５・徳島県鳴門市大麻町高畑・おおあさちようたかはﾞたけ

　　７７９-０２２４・徳島県鳴門市大麻町津慈・おおあさちようつじ

　　７７９-０３１３・徳島県鳴門市大麻町中馬詰・おおあさちようなかうまつﾞめ

　　７７９-０３１４・徳島県鳴門市大麻町西馬詰・おおあさちようにしうまつﾞめ

　　７７９-０２２１・徳島県鳴門市大麻町萩原・おおあさちようはぎわら

　　７７９-０２３４・徳島県鳴門市大麻町板東（采女）・おおあさちようはﾞんどう(うねめ)

　　７７９-０２３１・徳島県鳴門市大麻町板東（大林）・おおあさちようはﾞんどう(おおはﾞやし)

　　７７９-０２３２・徳島県鳴門市大麻町板東（辻見堂）・おおあさちようはﾞんどう(つじみどう)

　　７７９-０２３５・徳島県鳴門市大麻町板東（永井）・おおあさちようはﾞんどう(ながい)

　　７７９-０２３８・徳島県鳴門市大麻町板東（東山田）・おおあさちようはﾞんどう(ひがしやまだ)

　　７７９-０２３６・徳島県鳴門市大麻町板東（西山田）・おおあさちようはﾞんどう(にしやまだ)

　　７７９-０２３７・徳島県鳴門市大麻町板東（北条）・おおあさちようはﾞんどう(ほうじよう)

　　７７９-０２３３・徳島県鳴門市大麻町板東（宝蔵）・おおあさちようはﾞんどう(ほうぞう)

　　７７９-０２３０・徳島県鳴門市大麻町板東（その他）・おおあさちようはﾞんどう(そのた)

　　７７９-０３１２・徳島県鳴門市大麻町東馬詰・おおあさちようひがしうまつﾞめ

　　７７９-０２２５・徳島県鳴門市大麻町檜・おおあさちようひのき



　　７７９-０３０１・徳島県鳴門市大麻町姫田・おおあさちようひめだ

　　７７９-０３０４・徳島県鳴門市大麻町松村・おおあさちようまつむら

　　７７９-０２２２・徳島県鳴門市大麻町三俣・おおあさちようみつまた

　　７７２-００４１・徳島県鳴門市大津町大代・おおつちようおおしろ

　　７７２-００３１・徳島県鳴門市大津町木津野・おおつちようきつﾞの

　　７７２-００４４・徳島県鳴門市大津町大幸・おおつちようだいこう

　　７７２-００４３・徳島県鳴門市大津町段関・おおつちようだんぜき

　　７７２-００３４・徳島県鳴門市大津町徳長・おおつちようとくなが

　　７７２-００３３・徳島県鳴門市大津町長江・おおつちようながえ

　　７７２-００４２・徳島県鳴門市大津町備前島・おおつちようびぜんじま

　　７７２-００３５・徳島県鳴門市大津町矢倉・おおつちようやぐら

　　７７２-００３２・徳島県鳴門市大津町吉永・おおつちようよしなが

　　７７１-０３７２・徳島県鳴門市北灘町粟田・きたなだちようあわた

　　７７１-０３７３・徳島県鳴門市北灘町大浦・きたなだちようおおうら

　　７７１-０３７７・徳島県鳴門市北灘町大須・きたなだちようおおず

　　７７１-０３７６・徳島県鳴門市北灘町折野・きたなだちようおりの

　　７７１-０３７１・徳島県鳴門市北灘町櫛木・きたなだちようくしき

　　７７１-０３７８・徳島県鳴門市北灘町碁浦・きたなだちようごのうら

　　７７１-０３７４・徳島県鳴門市北灘町宿毛谷・きたなだちようしゆくもだに

　　７７１-０３７５・徳島県鳴門市北灘町鳥ケ丸・きたなだちようとりがまる

　　７７２-００２２・徳島県鳴門市里浦町粟津・さとうらちようあわつﾞ

　　７７２-００２１・徳島県鳴門市里浦町里浦・さとうらちようさとうら

　　７７２-００６０・徳島県鳴門市瀬戸町明神（楠谷）・せとちようあきのかみ(くすのきだに)

　　７７２-００６０・徳島県鳴門市瀬戸町明神（弐軒家）・せとちようあきのかみ(にけんや)

　　７７２-００６０・徳島県鳴門市瀬戸町明神（水汲谷）・せとちようあきのかみ(みずくみだに)

　　７７１-０３６０・徳島県鳴門市瀬戸町明神（その他）・せとちようあきのかみ(そのた)

　　７７１-０３６２・徳島県鳴門市瀬戸町北泊（小海）・せとちようきたどまり(おおみ)

　　７７１-０３６４・徳島県鳴門市瀬戸町北泊（その他）・せとちようきたどまり(そのた)

　　７７１-０３６７・徳島県鳴門市瀬戸町大島田・せとちようおおしまだ

　　７７１-０３６６・徳島県鳴門市瀬戸町中島田・せとちようなかしまだ

　　７７１-０３６５・徳島県鳴門市瀬戸町小島田・せとちようこしまだ

　　７７１-０３６１・徳島県鳴門市瀬戸町堂浦・せとちようどうのうら

　　７７１-０３６３・徳島県鳴門市瀬戸町湊谷・せとちようみなとだに

　　７７１-０３６９・徳島県鳴門市瀬戸町撫佐・せとちようむさ

　　７７１-０３６８・徳島県鳴門市瀬戸町室・せとちようむろ

　　７７２-００５１・徳島県鳴門市鳴門町高島・なるとちようたかしま

　　７７２-００５３・徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦・なるとちようとさどまりうら

　　７７２-００５２・徳島県鳴門市鳴門町三ツ石・ なるとちようみついじ

　　７７２-００１１・徳島県鳴門市撫養町大桑島・むやちようおおくわじま

　　７７２-００１２・徳島県鳴門市撫養町小桑島・むやちようこくわじま

　　７７２-００１３・徳島県鳴門市撫養町岡崎・むやちようおかざき

　　７７２-０００４・徳島県鳴門市撫養町木津・むやちようきつﾞ

　　７７２-０００１・徳島県鳴門市撫養町黒崎・むやちようくろさき

　　７７２-０００２・徳島県鳴門市撫養町斎田・むやちようさいた

　　７７２-００１７・徳島県鳴門市撫養町立岩・むやちようたていわ

　　７７２-００１６・徳島県鳴門市撫養町林崎・むやちようはやさき

　　７７２-００１４・徳島県鳴門市撫養町弁財天・むやちようべざいてん

　　７７２-０００３・徳島県鳴門市撫養町南浜・むやちようみなみはま

　　７７２-００１５・徳島県鳴門市撫養町北浜・むやちようきたはま

　　７７３-００００・徳島県小松島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７３-００２４・徳島県小松島市間新田町・あいしんでんちよう

　　７７３-００２１・徳島県小松島市赤石町・あかいしちよう

　　７７３-００１４・徳島県小松島市江田町・えだちよう

　　７７３-００２２・徳島県小松島市大林町・おおはやしちよう

　　７７３-０００７・徳島県小松島市金磯町・かないそちよう

　　７７３-０００２・徳島県小松島市神田瀬町・かんだせちよう

　　７７３-００１８・徳島県小松島市櫛淵町・くしぶちちよう

　　７７３-０００１・徳島県小松島市小松島町・こまつしまちよう

　　７７３-００２３・徳島県小松島市坂野町・さかのちよう

　　７７３-０００９・徳島県小松島市芝生町・しほﾞうちよう

　　７７３-００１２・徳島県小松島市田浦町・たうらちよう

　　７７３-００１７・徳島県小松島市立江町・たつえちよう

　　７７３-０００８・徳島県小松島市田野町・たのちよう

　　７７３-００１５・徳島県小松島市中田町・ちゆうでんちよう

　　７７３-００１９・徳島県小松島市豊浦町・とようらちよう

　　７７３-００１６・徳島県小松島市中郷町・なかのごうちよう

　　７７３-００１１・徳島県小松島市新居見町・にいみちよう

　　７７３-００１０・徳島県小松島市日開野町・ひがいのちよう

　　７７３-０００４・徳島県小松島市堀川町・ほりかわちよう

　　７７３-００１３・徳島県小松島市前原町・まえはﾞらちよう



　　７７３-０００３・徳島県小松島市松島町・まつしまちよう

　　７７３-０００５・徳島県小松島市南小松島町・みなみこまつしまちよう

　　７７３-０００６・徳島県小松島市横須町・よこすちよう

　　７７３-００３１・徳島県小松島市和田島町（松田新田）・わだじまちよう(まつだしんでん)

　　７７３-００２５・徳島県小松島市和田島町（その他）・わだじまちよう(そのた)

　　７７３-００２０・徳島県小松島市和田津開町・わだつびらきちよう

　　７７４-００００・徳島県阿南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-１４０４・徳島県阿南市阿瀬比町・あせびちよう

　　７７９-１５１０・徳島県阿南市新野町・あらたのちよう

　　７７４-１７６０・徳島県阿南市伊島町・いしまちよう

　　７７９-１４０１・徳島県阿南市内原町・うちわらちよう

　　７７１-５１７７・徳島県阿南市大井町・おおいちよう

　　７７４-００２２・徳島県阿南市大潟町・おおがたちよう

　　７７１-５１７６・徳島県阿南市大田井町・おおたいちよう

　　７７４-００１４・徳島県阿南市学原町・がくはﾞらちよう

　　７７４-００４９・徳島県阿南市上大野町・かみおおのちよう

　　７７４-００４４・徳島県阿南市上中町・かみなかちよう

　　７７１-５１７３・徳島県阿南市加茂町・かもちよう

　　７７１-５１７０・徳島県阿南市楠根町・くすねちよう

　　７７１-５１７１・徳島県阿南市熊谷町・くまだにちよう

　　７７４-０００６・徳島県阿南市黒津地町・くろつちちよう

　　７７９-１４０２・徳島県阿南市桑野町・くわのちよう

　　７７４-００１５・徳島県阿南市才見町・さいみちよう

　　７７４-０００９・徳島県阿南市西路見町・さいろみちよう

　　７７１-５１７８・徳島県阿南市十八女町・さかりちよう

　　７７４-００４７・徳島県阿南市下大野町・しもおおのちよう

　　７７１-５１７４・徳島県阿南市水井町・すいいちよう

　　７７４-００４１・徳島県阿南市住吉町・すみよしちよう

　　７７４-００４５・徳島県阿南市宝田町・たからだちよう

　　７７９-１６３１・徳島県阿南市橘町（小勝）・たちはﾞなちよう(こかつ)

　　７７９-１６３０・徳島県阿南市橘町（タテアジロ）・たちはﾞなちよう(たてあじろ)

　　７７９-１６３０・徳島県阿南市橘町（袴）・たちはﾞなちよう(はかま)

　　７７９-１６３０・徳島県阿南市橘町（袴傍示）・たちはﾞなちよう(はかまほうじ)

　　７７９-１６３０・徳島県阿南市橘町（棒面）・たちはﾞなちよう(ほﾞうめん)

　　７７４-００２３・徳島県阿南市橘町（その他）・たちはﾞなちよう(そのた)

　　７７４-０００１・徳島県阿南市辰巳町・たつみちよう

　　７７４-００２１・徳島県阿南市津乃峰町・つのみねちよう

　　７７９-１７５０・徳島県阿南市椿町・つはﾞきちよう

　　７７９-１７４０・徳島県阿南市椿泊町・つはﾞきどまりちよう

　　７７４-０００７・徳島県阿南市出来町・できまち

　　７７４-００３０・徳島県阿南市富岡町・とみおかちよう

　　７７４-０００２・徳島県阿南市豊益町・とよますちよう

　　７７４-００４６・徳島県阿南市長生町・ながいけちよう

　　７７４-００４８・徳島県阿南市中大野町・なかおおのちよう

　　７７９-１２４２・徳島県阿南市那賀川町赤池・なかがわちようあかいけ

　　７７９-１１１４・徳島県阿南市那賀川町今津浦・なかがわちよういまつﾞうら

　　７７９-１１１２・徳島県阿南市那賀川町色ケ島・なかがわちよういろがしま

　　７７９-１１１１・徳島県阿南市那賀川町江野島・なかがわちようえのしま

　　７７９-１２４３・徳島県阿南市那賀川町上福井・なかがわちようかみふくい

　　７７９-１２３５・徳島県阿南市那賀川町苅屋・なかがわちようかりや

　　７７９-１２４６・徳島県阿南市那賀川町北中島・なかがわちようきたなかしま

　　７７９-１１２１・徳島県阿南市那賀川町黒地・なかがわちようくろじ

　　７７９-１１１６・徳島県阿南市那賀川町小延・なかがわちようこのぶ

　　７７９-１１１５・徳島県阿南市那賀川町敷地・なかがわちようしきじ

　　７７９-１１１７・徳島県阿南市那賀川町島尻・なかがわちようしまじり

　　７７９-１２３３・徳島県阿南市那賀川町大京原・なかがわちようだいきようはﾞら

　　７７９-１２３６・徳島県阿南市那賀川町工地・なかがわちようたくむじ

　　７７９-１１２３・徳島県阿南市那賀川町手島・なかがわちようてしま

　　７７９-１２４５・徳島県阿南市那賀川町中島・なかがわちようなかしま

　　７７９-１２３２・徳島県阿南市那賀川町西原・なかがわちようにしはら

　　７７９-１２３１・徳島県阿南市那賀川町原・なかがわちようはら

　　７７９-１１１９・徳島県阿南市那賀川町日向・なかがわちようひなた

　　７７９-１２３４・徳島県阿南市那賀川町古津・なかがわちようふるつ

　　７７９-１１１３・徳島県阿南市那賀川町芳崎・なかがわちようほうざき

　　７７９-１２４１・徳島県阿南市那賀川町三栗・なかがわちようみぐりゆう

　　７７９-１２４４・徳島県阿南市那賀川町みどり台・なかがわちようみどりだい

　　７７９-１１２２・徳島県阿南市那賀川町八幡・なかがわちようやわた

　　７７９-１１１８・徳島県阿南市那賀川町豊香野・なかがわちようゆたかの

　　７７４-００１６・徳島県阿南市中林町・なかはﾞやしちよう

　　７７４-００１２・徳島県阿南市七見町・ななみちよう



　　７７９-１１０７・徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇（奥ノ谷）・はのうらちよういわわき(おくのたに)

　　７７９-１１０６・徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇（その他）・はのうらちよういわわき(そのた)

　　７７９-１１０３・徳島県阿南市羽ノ浦町春日野・はのうらちようかすがの

　　７７９-１１０９・徳島県阿南市羽ノ浦町古毛・はのうらちようこもう

　　７７９-１１０１・徳島県阿南市羽ノ浦町中庄・はのうらちようなかのしよう

　　７７９-１１０４・徳島県阿南市羽ノ浦町西春日野・はのうらちようにしかすがの

　　７７９-１１０５・徳島県阿南市羽ノ浦町古庄・はのうらちようふるしよう

　　７７９-１１０２・徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉・はのうらちようみやぐら

　　７７９-１１０８・徳島県阿南市羽ノ浦町明見・はのうらちようみようけん

　　７７４-０００８・徳島県阿南市原ケ崎町・はらがさきちよう

　　７７４-０００３・徳島県阿南市畭町・はりちよう

　　７７４-００１３・徳島県阿南市日開野町・ひがいのちよう

　　７７１-５１７９・徳島県阿南市深瀬町・ふかせちよう

　　７７９-１６２０・徳島県阿南市福井町・ふくいちよう

　　７７４-０００４・徳島県阿南市福村町・ふくむらちよう

　　７７１-５１７５・徳島県阿南市細野町・ほそのちよう

　　７７４-００１７・徳島県阿南市見能林町・みのはﾞやしちよう

　　７７４-０００５・徳島県阿南市向原町・むかいはﾞらちよう

　　７７４-００４３・徳島県阿南市柳島町・やなぎじまちよう

　　７７９-１４０３・徳島県阿南市山口町・やまぐちちよう

　　７７４-００４２・徳島県阿南市横見町・よこみちよう

　　７７１-５１７２・徳島県阿南市吉井町・よしいちよう

　　７７４-００１１・徳島県阿南市領家町・りようけちよう

　　７７６-００００・徳島県吉野川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７６-００１５・徳島県吉野川市鴨島町粟島・かもじまちようあわじま

　　７７６-００３３・徳島県吉野川市鴨島町飯尾・かもじまちよういのお

　　７７６-０００１・徳島県吉野川市鴨島町牛島・かもじまちよううししま

　　７７６-０００３・徳島県吉野川市鴨島町内原・かもじまちよううちはﾞら

　　７７６-０００２・徳島県吉野川市鴨島町麻植塚・かもじまちようおえつﾞか

　　７７６-００３７・徳島県吉野川市鴨島町上浦・かもじまちようかみうら

　　７７６-００１０・徳島県吉野川市鴨島町鴨島・かもじまちようかもじま

　　７７６-００１１・徳島県吉野川市鴨島町鴨島甲・かもじまちようかもじまこう

　　７７６-００１２・徳島県吉野川市鴨島町鴨島乙・かもじまちようかもじまおつ

　　７７６-０００５・徳島県吉野川市鴨島町喜来・かもじまちようきらい

　　７７６-０００６・徳島県吉野川市鴨島町喜来甲・かもじまちようきらいこう

　　７７６-０００７・徳島県吉野川市鴨島町喜来乙・かもじまちようきらいおつ

　　７７６-００３４・徳島県吉野川市鴨島町呉郷団地・かもじまちようごきようだんち

　　７７６-００３６・徳島県吉野川市鴨島町山路・かもじまちようさんじ

　　７７６-００３１・徳島県吉野川市鴨島町敷地・かもじまちようしきじ

　　７７６-００１３・徳島県吉野川市鴨島町上下島・かもじまちようじようげじま

　　７７６-００１４・徳島県吉野川市鴨島町知恵島・かもじまちようちえじま

　　７７６-０００４・徳島県吉野川市鴨島町中島・かもじまちようなかじま

　　７７６-００２０・徳島県吉野川市鴨島町西麻植・かもじまちようにしおえ

　　７７６-００３２・徳島県吉野川市鴨島町樋山地・かもじまちようひやまじ

　　７７６-００３５・徳島県吉野川市鴨島町森藤・かもじまちようもりとう

　　７７９-３３０６・徳島県吉野川市川島町学・かわしまちようがく

　　７７９-３３０１・徳島県吉野川市川島町川島・かわしまちようかわしま

　　７７９-３３０３・徳島県吉野川市川島町桑村・かわしまちようくわむら

　　７７９-３３０５・徳島県吉野川市川島町児島・かわしまちようこじま

　　７７９-３３０７・徳島県吉野川市川島町三ツ島・かわしまちようみつじま

　　７７９-３３０４・徳島県吉野川市川島町宮島・かわしまちようみやのしま

　　７７９-３３０２・徳島県吉野川市川島町山田・かわしまちようやまだ

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷愛後・みさとあいご

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷穴地・みさとあなじ

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷一野山・みさといちのやま

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷恵美子・みさとえびす

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷大神・みさとおおがみ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷大岸・ みさとおおぎじ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷大佐古・みさとおおざこ

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷大鹿・みさとおおじか

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷大野・みさとおおの

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷大平・みさとおおひら

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷奥分・みさとおくぶん

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷奥丸・みさとおくまる

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷柿谷・みさとかきだに

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷樫平・みさとかしだいら

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷上谷・みさとかみだに

　　７７９-３５０３・徳島県吉野川市美郷川俣・みさとかわまた

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷川向・みさとかわむかい

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷岸宗・みさときしのむね



　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷倉羅・みさとくらら

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷栗木・みさとくりのき

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷来見坂・みさとくるみざか

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷暮石・ みさとくれいじ

　　７７９-３５０４・徳島県吉野川市美郷毛無・ みさとけなじ

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷古井・みさとこい

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷小竹・みさとこだけ

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷古土地・みさとこどち

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷木屋浦・みさとこやのうら

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷山王・みさとさんのう

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷重野尾・みさとしげのお

　　７７９-３５０３・徳島県吉野川市美郷品野・みさとしなの

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷下浦・みさとしもうら

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷下城戸・みさとしもじようど

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷下畠・みさとしもはた

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷下林・ みさとしもはﾞやじ

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷上戸峯・みさとじようどみね

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷菅草・みさとすげそう

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷平・みさとたいら

　　７７９-３５０３・徳島県吉野川市美郷高野尾・みさとたかのお

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷滝ケ山・みさとたきがやま

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷竹屋敷・みさとたけやしき

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷田平・みさとただいら

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷立石・ みさとたていじ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷谷向・みさとたにむかい

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷月野・みさとつきの

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷照尾・みさとてらお

　　７７９-３５０４・徳島県吉野川市美郷土井ノ奥・みさとどいのおく

　　７７９-３５０４・徳島県吉野川市美郷峠・みさととうげ

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷栩谷・みさととちだに

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷殿河・みさととのかわ

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷土用地・みさとどようじ

　　７７９-３５０３・徳島県吉野川市美郷中筋・みさとなかすじ

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷中谷・みさとなかのたに

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷中畠・みさとなかはた

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷中分・みさとなかぶん

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷中村中筋・みさとなかむらなかすじ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷西條・みさとにしじよう

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷西谷・みさとにしたに

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷西畠・みさとにしはた

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷西槇山・みさとにしまきやま

　　７７９-３５０４・徳島県吉野川市美郷刷石・ みさとはけいじ

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷花地・みさとはなじ

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷張・みさとはり

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷張峯・みさとはりみね

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷日浦・みさとひうら

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷東・ みさとひがじ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷東條・みさとひがしじよう

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷東槇山・みさとひがしまきやま

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷東山峠・みさとひがしやまとうげ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷槇山・みさとまきやま

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷松尾・みさとまつお

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷丸山・みさとまるやま

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷宮倉・みさとみやぐら

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷宗田・みさとむねだ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷矢ノ丸・みさとやのまる

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷湯下・みさとゆげ

　　７７９-３５０３・徳島県吉野川市美郷湯殿・みさとゆどの

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町青木・やまかわちようあおぎ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町赤岩・やまかわちようあかいわ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町赤刎・やまかわちようあかはね

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町朝日・やまかわちようあさひ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町安楽寺・やまかわちようあんらくじ

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町石堂・やまかわちよういしどう

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町伊端穂・やまかわちよういずほ

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町市久保・やまかわちよういちくほﾞ

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町一里塚・やまかわちよういちりつﾞか

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町井上・やまかわちよういのうえ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町井傍・やまかわちよういのそはﾞ

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町忌部・やまかわちよういむべ



　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町忌部山・やまかわちよういむべやま

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町岩戸・やまかわちよういわと

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町牛ノ子尾・やまかわちよううしのこお

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町浦山・やまかわちよううらやま

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町恵下・やまかわちようえげ

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町榎谷・やまかわちようえのきだに

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町大内・やまかわちようおおうち

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町大須賀・やまかわちようおおすか

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町大塚・やまかわちようおおつか

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町大藤谷・やまかわちようおおとだに

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町大峰・やまかわちようおおみね

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町大室・やまかわちようおおむろ

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町麻掛・やまかわちようおかけ

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町翁喜台・やまかわちようおきだい

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町奥川田・やまかわちようおくかわた

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町奥野井・やまかわちようおくのい

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町奥原・やまかわちようおくはﾞら

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町皆瀬・やまかわちようかいぜ

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町槻原・やまかわちようかえきはﾞら

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町柿木谷・やまかわちようかきのきだに

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町楮本・やまかわちようかしのもと

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町春日・やまかわちようかすが

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町片岸・ やまかわちようかたぎじ

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町川田・やまかわちようかわた

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町川田市・やまかわちようかわたいち

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町川田天神・やまかわちようかわたてんじん

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町川田八幡・やまかわちようかわたはちまん

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町川東・ やまかわちようかわひがじ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町祗園・やまかわちようぎおん

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町北島・やまかわちようきたじま

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町北須賀・やまかわちようきたすが

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町木戸口・やまかわちようきどぐち

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町楠根地・やまかわちようくすねじ

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町雲宮・やまかわちようくもみや

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町黒岩・やまかわちようくろいわ

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町桑内・やまかわちようくわうち

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町桑ノ峰・やまかわちようくわのみね

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町高頭・やまかわちようこうず

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町御饌免・やまかわちようごせんめん

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町御旅館・やまかわちようごりよかん

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町権現谷・やまかわちようごんげんだに

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町境谷・やまかわちようさかいだに

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町坂口・やまかわちようさかぐち

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町坂田・やまかわちようさかた

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町貞田・やまかわちようさだた

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町小路・やまかわちようしようじ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町新田谷・やまかわちようしんただに

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町季邦・やまかわちようすえくに

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町住吉・ やまかわちようすみよじ

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町諏訪・やまかわちようすわ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町瀬津・やまかわちようせつﾞ

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町建石・ やまかわちようたていじ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町田ノ浦・やまかわちようたのうら

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町塚穴・やまかわちようつかあな

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町土仏西向・やまかわちようつちほﾞとけにしむかい

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町鼓山・やまかわちようつつみやま

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町津由谷・やまかわちようつゆだに

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町堤外・やまかわちようていがい

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町堤内・やまかわちようていない

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町天神・やまかわちようてんじん

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町天神佐古・やまかわちようてんじんさこ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町天王原・やまかわちようてんのうはﾞら

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町土橋・ やまかわちようどはﾞじ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町土橋ノ上・やまかわちようどはﾞしのうえ

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町中須賀・やまかわちようなかすか

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町中ノ郷・やまかわちようなかのごう

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町流・やまかわちようながれ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町鍋倉・やまかわちようなべくら

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町西久保・やまかわちようにしくほﾞ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町西ノ原・やまかわちようにしのはら



　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町西野峰・やまかわちようにしのみね

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町西麓・やまかわちようにしふもと

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町野宮谷・やまかわちようのみやだに

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町旗見・やまかわちようはたみ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町八ケ久保・やまかわちようはちがくほﾞ

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町八幡・やまかわちようはちまん

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町榛木原・やまかわちようはりのきはﾞら

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町東麓・やまかわちようひがしふもと

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町東麦原・やまかわちようひがしむぎはら

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町引地・やまかわちようひきち

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町久宗・やまかわちようひさむね

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町日知利子・やまかわちようひちﾞりこ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町一ツ石・ やまかわちようひとついじ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町平山・やまかわちようひらやま

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町日鷲谷・やまかわちようひわしだに

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町藤生・やまかわちようふじしよう

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町舟戸・やまかわちようふなと

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町古城・やまかわちようふるしろ

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町前川・やまかわちようまえがわ

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町町・やまかわちようまち

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町馬見尾・やまかわちようまみお

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町丸山・やまかわちようまるやま

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町三島・やまかわちようみしま

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町宮北・やまかわちようみやきた

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町宮地・やまかわちようみやじ

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町宮島・やまかわちようみやじま

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町宮谷・やまかわちようみやだに

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町迎坂・やまかわちようむかえざか

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町麦原・やまかわちようむぎはら

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町向坂・やまかわちようむこうざか

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町村雲・やまかわちようむらくも

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町茂草・やまかわちようもそう

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町矢落・やまかわちようやおち

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町山路・やまかわちようやまじ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町山ノ神・やまかわちようやまのかみ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町木綿麻山・やまかわちようゆうまやま

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町湯立・やまかわちようゆだて

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町横走・やまかわちようよこはしり

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町若宮・やまかわちようわかみや

　　７７１-１７００・徳島県阿波市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町赤坂・あわちようあかさか

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町医王寺・あわちよういおうじ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町伊沢市・あわちよういさわいち

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町伊沢田・あわちよういさわだ

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町伊沢谷東縁・あわちよういさわだにひがしべり

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町伊勢・あわちよういせ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町井出口・あわちよういでぐち

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町糸下・あわちよういとが

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町稲荷・あわちよういなり

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町芋場・あわちよういもはﾞ

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町居屋敷・あわちよういやしき

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町岩津・あわちよういわつﾞ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町植桜・あわちよううえざくら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町梅川内・あわちよううめかわうち

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町梅ノ木原・あわちよううめのきはﾞら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町梅ノ東・ あわちよううめのひがじ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町王地・あわちようおうじ

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町王子川・あわちようおうじがわ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町王地南・あわちようおうじみなみ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町大久保・あわちようおおくほﾞ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町大坪・あわちようおおつほﾞ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町大原・あわちようおおはら

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町大道北・あわちようおおみちきた

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町大道南・あわちようおおみちみなみ

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町岡地・あわちようおかじ

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町小倉・あわちようおぐら

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町乙岩津・あわちようおついわつﾞ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町柏谷左右・あわちようかしわだにさゆう

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町勝命・あわちようかつみよう

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町勝命北・あわちようかつみようきた



　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町亀底・あわちようかめぞこ

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町川久保・あわちようかわくほﾞ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町川添・あわちようかわぞえ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町北岡・あわちようきたおか

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町北久保・あわちようきたくほﾞ

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町北五味知・あわちようきたごみじり

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町北柴生・あわちようきたしほﾞう

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町北整理・あわちようきたせいり

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町北西谷・あわちようきたにしだに

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町北ノ名・あわちようきたのみよう

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町北原・あわちようきたはﾞら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町北正広・あわちようきたまさひろ

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町北山・あわちようきたやま

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町庚申原・あわちようこうしんはﾞら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町五明・あわちようごみよう

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町桜ノ岡・あわちようさくらのおか

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町寒風・あわちようさむかぜ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町山王・あわちようさんのう

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町三本柳・あわちようさんほﾞんやなぎ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町四歩一・あわちようしぶいち

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町下喜来・あわちようしもぎらい

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町下喜来南・あわちようしもぎらいみなみ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町下原・あわちようしもはﾞら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町十善地・あわちようじゆうぜんじ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町新開・あわちようしんはﾞり

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町真福寺・あわちようしんふﾟくじ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町清原・あわちようせいはﾞら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町善地・あわちようぜんじ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町大次郎・あわちようだいじろう

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町高垣・あわちようたかがき

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町立割・あわちようたてわり

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町谷口・あわちようたにぐち

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町谷島・あわちようたにじま

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町谷島北・あわちようたにじまきた

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町綱懸・あわちようつなかけ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町寺サコ・あわちようてらさこ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町天西山・あわちようてんさいざん

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町東条・あわちようとうじよう

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町栩ケ窪・あわちようとちがくほﾞ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町中川原・あわちようなかがわはら

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町中坪・あわちようなかつほﾞ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町中長峰・あわちようなかながみね

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町中原・あわちようなかはら

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町西柴生・あわちようにししほﾞう

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町西島・あわちようにしじま

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町西清原・あわちようにしせいはﾞら

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町西整理・あわちようにしせいり

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町西長峰・あわちようにしながみね

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町西ノ岡・あわちようにしのおか

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町西林・ あわちようにしはﾞやじ

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町西原・あわちようにしはﾞら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町西正広・あわちようにしまさひろ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町野神・あわちようのがみ

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町八丁原・あわちようはつちようはﾞら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町馬場・あわちようはﾞはﾞ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町東川原・あわちようひがしかわはら

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町東柴生・あわちようひがししほﾞう

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町東島・あわちようひがしじま

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町東整理・あわちようひがしせいり

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町東長峰・あわちようひがしながみね

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町東原・あわちようひがしはﾞら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町東正広・あわちようひがしまさひろ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町東村・あわちようひがしむら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町引地・あわちようひきち

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町久原・あわちようひさはら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町日吉谷・あわちようひよしだに

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町広野・あわちようひろの

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町平川原北・あわちようへいがわらきた

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町平川原南・あわちようへいがわらみなみ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町本町・あわちようほんまち



　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町本安・あわちようほんやす

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町前島・あわちようまえじま

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町真重・あわちようましげ

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町松川内・あわちようまつかわうち

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町丸山・あわちようまるやま

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町南川原・あわちようみなみかわはら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町南五味知・あわちようみなみごみじり

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町南柴生・あわちようみなみしほﾞう

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町南整理・あわちようみなみせいり

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町南谷島・あわちようみなみたにじま

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町南西谷・あわちようみなみにしだに

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町元町・あわちようもとまち

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町森沢・あわちようもりさわ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町安政・あわちようやすまさ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町山尻・あわちようやまじり

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町山ノ神・あわちようやまのかみ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町早田・あわちようわさだ

　　７７１-１６０２・徳島県阿波市市場町市場（上野段）・いちはﾞちよういちはﾞ(うえのだん)

　　７７１-１６０３・徳島県阿波市市場町市場（岸ノ下）・いちはﾞちよういちはﾞ(きしのした)

　　７７１-１６０１・徳島県阿波市市場町市場（興崎）・いちはﾞちよういちはﾞ(こうざき)

　　７７１-１６０４・徳島県阿波市市場町市場（町筋）・いちはﾞちよういちはﾞ(まちすじ)

　　７７１-１６２６・徳島県阿波市市場町伊月・いちはﾞちよういつき

　　７７１-１７１４・徳島県阿波市市場町犬墓（小竹）・いちはﾞちよういぬのはか(こたけ)

　　７７１-１６１４・徳島県阿波市市場町犬墓（その他）・いちはﾞちよういぬのはか(そのた)

　　７７１-１６１５・徳島県阿波市市場町大影・いちはﾞちようおおかげ

　　７７１-１６２７・徳島県阿波市市場町大野島・いちはﾞちようおおのじま

　　７７１-１６１３・徳島県阿波市市場町大俣・いちはﾞちようおおまた

　　７７１-１６２１・徳島県阿波市市場町尾開・いちはﾞちようおはﾞり

　　７７１-１６１１・徳島県阿波市市場町香美（北香美）・いちはﾞちようかがみ(きたかがみ)

　　７７１-１６１０・徳島県阿波市市場町香美（その他）・いちはﾞちようかがみ(そのた)

　　７７１-１６１２・徳島県阿波市市場町上喜来・いちはﾞちようかみぎらい

　　７７１-１６２３・徳島県阿波市市場町切幡・いちはﾞちようきりはた

　　７７１-１６２２・徳島県阿波市市場町興崎・いちはﾞちようこうざき

　　７７１-１６１６・徳島県阿波市市場町日開谷・いちはﾞちようひがいだに

　　７７１-１６２４・徳島県阿波市市場町山野上・いちはﾞちようやまのうえ

　　７７１-１６２５・徳島県阿波市市場町八幡・いちはﾞちようやわた

　　７７１-１５０１・徳島県阿波市土成町秋月・どなりちようあきつﾞき

　　７７１-１５０３・徳島県阿波市土成町浦池・どなりちよううらのいけ

　　７７１-１５０５・徳島県阿波市土成町郡・どなりちようこおり

　　７７１-１５０９・徳島県阿波市土成町高尾・どなりちようたかお

　　７７１-１５０６・徳島県阿波市土成町土成・どなりちようどなり

　　７７１-１５０４・徳島県阿波市土成町成当・どなりちようなりとう

　　７７１-１５０２・徳島県阿波市土成町水田・どなりちようみずた

　　７７１-１５０８・徳島県阿波市土成町宮川内・どなりちようみやがわうち

　　７７１-１５０７・徳島県阿波市土成町吉田・どなりちようよしだ

　　７７１-１４０１・徳島県阿波市吉野町柿原・よしのちようかきはら

　　７７１-１４０３・徳島県阿波市吉野町五条・よしのちようごじよう

　　７７１-１４０２・徳島県阿波市吉野町西条・よしのちようさいじよう

　　７７９-３６００・徳島県美馬市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７７-０００５・徳島県美馬市穴吹町穴吹・あなぶきちようあなぶき

　　７７７-０００６・徳島県美馬市穴吹町口山・あなぶきちようくちやま

　　７７７-０００７・徳島県美馬市穴吹町古宮・あなぶきちようふるみや

　　７７７-０００４・徳島県美馬市穴吹町三島（大重）・あなぶきちようみしま(おおしげ)

　　７７７-０００１・徳島県美馬市穴吹町三島（小島）・あなぶきちようみしま(おしま)

　　７７７-０００２・徳島県美馬市穴吹町三島（舞中島）・あなぶきちようみしま(まいなかしま)

　　７７７-０００３・徳島県美馬市穴吹町三島（三谷）・あなぶきちようみしま(みたに)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（麻衣）・こやだいら(あさぎぬ)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（大北）・こやだいら(おおきた)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（川井）・こやだいら(かわい)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（下名）・こやだいら(しもみよう)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（竹尾）・こやだいら(たけお)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（櫟木）・こやだいら(ちちのぎ)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（市初)・こやだいら(いちはな)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（今丸)・こやだいら(いままる)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（尾山)・こやだいら(おやま)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（カゴミ)・かごみ)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（樫原)・こやだいら(かしわら)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（木中)・こやだいら(きなか)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（桑柄)・こやだいら(くわがら)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（ケヤキヒラ)・こやだいら(けやきひら)



　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（小日浦)・こやだいら(こびうら)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（地神滝)・じじんだき)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（菅蔵)・すげぞう)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（杖谷)・つえだに)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（葛尾)・つつﾞ)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（ハジコノ)・はじこの)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（ビヤガイチ)・びやがいち)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（二戸)・ふたど)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（三ツ木)・みつぎ)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（貢)・みつぐ)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（南張）・みなみはﾞり)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（向樫原）・むこうかしわら)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（川上）・こやだいら(かわかみ)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（川上カケ）・こやだいら(かわかみかけ)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（太合）・こやだいら(たいごう)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（太合カケ）・こやだいら(たいごうかけ)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（谷口）・こやだいら(たにぐち)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（谷口カケ）・こやだいら(たにぐちかけ)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（森遠）・こやだいら(もりとお)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（八幡）・こやだいら(やわた)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（弓道）・こやだいら(ゆどう)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（雨下)、・みまちよう(あまげ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（上野)、・みまちよう(うえの)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（小原)、・みまちよう(こはﾞら)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（境目)、・みまちよう(さかいめ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（里西屋敷)、・みまちよう(さとにしやしき)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（下ノ段)、・みまちよう(しものだん)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（城)、・みまちよう(しろ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（滝下)、・みまちよう(たきした､)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（竹ノ内)、・みまちよう(たけのうち)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（田辺)、・みまちよう(たなべ､)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（谷口)・たにぐち)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（栂尾)・つがお)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（突落)・つきおとし)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中尾)・なかお)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中耕地)・なかごうち)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中筋)・なかすじ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中通)・なかどおり)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中西)・なかにし)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中山)・なかやま)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（長畑)・ながはた)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（夏蕨)・なつわらび)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（西宮ノ上)・にしみやのうえ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（東宮ノ上)・ひがしみやのうえ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（細野)・ほその)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（前田)・まえだ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（松ノ花)・にまつのはな)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（松ノ本)・まつのもと)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（宮前)・みやまえ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（宮北)・みやきた)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（八幡)・やはた)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（山夏蕨）・やまなつわらび)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（吉水）・よしみず)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（荒川)・みまちよう(あらかわ)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（井出縁)・みまちよう(いでべり)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（井ノ神)・みまちよう(いのかみ)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（大泉)・みまちよう(おおいずみ)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（大宮西)・みまちよう(おおみやにし)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（上突出)・みまちよう(かみつきだし)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（岸ノ下)・みまちよう(きしのした)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（北東原)・みまちよう(きたひがしはﾞら)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（里平野)・さとひらの

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（下突出)・､しもつきだし)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（谷ヨリ西)・たによりにし

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（乳ノ木)・ちちのき)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（寺ノ下)・てらのした)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（天神)・てんじん)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（天神北)・てんじんきた)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（中東原)・なかひがしはﾞら)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（西荒川）・にしあらかわ)



　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（沼田島）・ぬまだじま)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（東荒川）・ひがしあらかわ)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（南荒川）・みなみあらかわ)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（南東原）・みなみひがしはﾞら)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（妙見）・みようけん)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（山嫁坂）・やまよめざか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（家ノ前)・みまちよう(いえのまえ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（大池)・みまちよう(おおいけ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（大上)・みまちよう(おおうえ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（大北)・みまちよう(おおきた)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（大佐古)・みまちよう(おおさこ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（大前)・みまちよう(おおまえ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（岡ノ内)・みまちよう(おかのうち)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（押上)・みまちよう(おしあげ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（茅原)・みまちよう(かやはﾞら)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（川ノ上)・かわのうえ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（観音)・かんのん)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（栗林)・くりはﾞやし)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（黒砂)・くろすな)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（狙ケ内)・さるがうち)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（猿坂)・さるさか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（下白地)・しもしろじ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（白地)・しろじ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（炭釜)・すみがま)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（芹佐古)・せりざこ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（惣後)・そうご)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（惣田)・そうだ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（外墓)・そとはﾞか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（滝ノ上)・たきのうえ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（立見山)・たつみやま)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（田ノ岡)・たのおか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（狙坂)・たんざか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（中岡)・なかおか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（中野田ノ井)・なかのたのい)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（中横尾)・なかよこお)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（長地)・ながじ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（西浦)・にしうら)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（西ノ谷)・にしのたに)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（野田ノ井)・のたのい)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（橋谷)・はしだに)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（場シ所)・はﾞしとこ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（東筋)・ひがしすじ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（平尾)・ひらお)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（平野)・ひらの)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（藤宇)・ふじゆう)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（前坂)・まえざか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（水ノ岡)・みずのおか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（味噌ケ久保)・みそがくほﾞ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（道ノ上)・みちのうえ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（宮ノ岡)・みやのおか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（南畠)・むなはﾞた)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（薬師ケ久保)・やくしがくほ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（山西屋敷)・やまにしやしき)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（山橋谷）・やまはしだに)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（横尾）・よこお)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（池ノ浦)・みまちよう(いけのうら)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（銀杏木)・みまちよう(いちようぎ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（梅ケ久保)・みまちよう(うめがくほﾞ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（駅)・みまちよう(えき)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（蛭子)・みまちよう(えびす)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（柿木)・みまちよう(かきのき)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（鍵掛)・みまちよう(かんかけ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（願勝寺)・がんしようじ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（北土ケ久保）・きたつちがくほﾞ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（喜入道）・きにゆうどう)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（滝宮）・たきのみや)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（土ケ久保）・つちがくほ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（西段）・にしだん)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（宮東）・みやひがし)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（宮西）・みやにし)



　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（宮南）・みやみなみ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（養泉）・ようせん)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（一ノ宮)・みまちよう(いちのみや

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（後谷)・みまちよう(うしろだに

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（倉尾)・みまちよう(くらお

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（三頭山)・みまちよう(さんとうざん

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（下後谷)・みまちよう(しもうしろだに

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（高惣)・みまちよう(たかそう

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（谷尻)・みまちよう(たにじり､

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（露口)・つゆぐち)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（中沼田)・なかぬまだ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（中野)・なかの)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（夏弥喜)・なつやき)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（ナロヲ)・なろお)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（西大久保)・にしおおくほﾞ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（西沼田)・にしぬまだ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（沼田)・ぬまだ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（八ノ坪)・はちのつほﾞ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（坊ケ谷）・ほﾞうがたに)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（水久保）・みずくほﾞ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（宗ノ分）・むねのぶん､)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（屋内）・やない)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（入倉）・みまちよう(いりくら)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（大久保）・みまちよう(おおくほﾞ)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（切久保）・みまちよう(きりくほﾞ)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（正部）・みまちよう(しようぶ)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（丈寄）・みまちよう(じようより)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（清田）・みまちよう(せいだ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（鵜飼口)・みまちよう(うがいぐち)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（岡)・みまちよう(おか)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（小長谷)・みまちよう(おはﾞせ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（小長谷端)・みまちよう(おはﾞせはﾞた)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（笠仏)・みまちよう(かさほﾞとけ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（川縁)・みまちよう(かわべり)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（荒神)・みまちよう(こうじん)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（助松)・みまちよう(すけまつ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（高畑)・みまちよう(たかはﾞたけ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（辰角)・みまちよう(たつかく)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（谷頭)・たにがしら)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（玉振前)・たまふりまえ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（チゲジ)・ちげじ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（天神東)・てんじんひがし)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（轟)・とどろき)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（中黒)・なかぐろ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（中須)・なかす)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（中道北)・なかみちきた)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（中道南)・なかみちみなみ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（ノツゴ)・のつご)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（ノリコヘ)・のりこへ､)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（橋本)・はしのもと)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（東岸ノ下)・ひがしきしのした)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（東段)・､ひがしだん)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（東宗重)・ひがしむねしげ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（坊僧)・うそう)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（丸山)・まるやま)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（南原)・みなみはら)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（明神原)・みようじんはﾞら)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（宗重、薬師）・むねしげ､やくし)

　　７７９-３６０４・徳島県美馬市脇町猪尻（古作）・わきまちいのしり(こさく)

　　７７９-３６０３・徳島県美馬市脇町猪尻（庄）・わきまちいのしり(しよう)

　　７７９-３６０３・徳島県美馬市脇町猪尻（土井）・わきまちいのしり(どい)

　　７７９-３６０３・徳島県美馬市脇町猪尻（西上野）・わきまちいのしり(にしうえの)

　　７７９-３６０２・徳島県美馬市脇町猪尻（その他）・わきまちいのしり(そのた)

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町岩倉・わきまちいわくら

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町上ノ原・わきまちうえのはら

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町馬木・わきまちうまき

　　７７９-３６１０・徳島県美馬市脇町脇町・わきまちわきまち

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町川原町・わきまちかわらまち

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町木ノ内・わきまちきのうち

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町新町・わきまちしんまち



　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町助松・わきまちすけまつ

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町田上・わきまちたねえ

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町野村・わきまちのむら

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町別所・わきまちべつしよ

　　７７９-３６３３・徳島県美馬市脇町（井口）・わきまち(いぐち)

　　７７９-３６３２・徳島県美馬市脇町（井口東）・わきまち(いぐちひがし)

　　７７９-３６３２・徳島県美馬市脇町（上ノ原）・わきまち(うえのはら)

　　７７９-３６３６・徳島県美馬市脇町（芋穴）・わきまち(いもあな)

　　７７９-３６３６・徳島県美馬市脇町（中八）・わきまち(なかはﾞち)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（芋尻）・わきまち(いもじり)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（小丸）・わきまち(こまる)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（白木）・わきまち(しらき)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（段）・わきまち(だん)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（段名）・わきまち(だんみよう)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（中段）・わきまち(なかだん)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（羽出床）・わきまち(はでとこ)

　　７７９-３６３８・徳島県美馬市脇町（神楽田）・わきまち(かぐらでん)

　　７７９-３６３８・徳島県美馬市脇町（西大谷）・わきまち(にしおおたに)

　　７７９-３６３８・徳島県美馬市脇町（東大谷）・わきまち(ひがしおおたに)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（上中野）・わきまち(かみなかの､しもなかの､ひらほﾞうし､ふ

なき)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（下中野）・わきまち(かみなかの､しもなかの､ひらほﾞうし､ふ

なき)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（平帽子）・わきまち(かみなかの､しもなかの､ひらほﾞうし､ふ

なき)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（上中野）・わきまち(かみなかの)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（下中野）・わきまち(しもなかの)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（平帽子）・わきまち(ひらほﾞうし)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（舟木）・わきまち(ふなき)

　　７７９-３６３５・徳島県美馬市脇町（川原柴）・わきまち(かわらしはﾞ)

　　７７９-３６３５・徳島県美馬市脇町（暮畑）・わきまち(くれはﾞたけ)

　　７７９-３６３５・徳島県美馬市脇町（梨子木）・わきまち(なしのき)

　　７７９-３６３５・徳島県美馬市脇町（横倉）・わきまち(よこぐら)

　　７７９-３６０４・徳島県美馬市脇町（北庄）・わきまち(きたしよう)

　　７７９-３６２５・徳島県美馬市脇町（北星）・わきまち(きたほﾞし)

　　７７９-３６３４・徳島県美馬市脇町（小星）・わきまち(こほﾞし)

　　７７９-３６３１・徳島県美馬市脇町（新山）・わきまち(しんやま)

　　７７９-３７４１・徳島県美馬市脇町（曽江名）・わきまち(そえみよう)

　　７７９-３７４２・徳島県美馬市脇町（西赤谷）・わきまち(にしあかたに)

　　７７９-３７４４・徳島県美馬市脇町（西俣名）・わきまち(にしまたみよう)

　　７７９-３６０１・徳島県美馬市脇町（拝原）・わきまち(はいはﾞら)

　　７７９-３７４３・徳島県美馬市脇町（東赤谷名）・わきまち(ひがしあかたにみよう)

　　７７９-３７４５・徳島県美馬市脇町（東俣名）・わきまち(ひがしまたみよう)

　　７７８-００００・徳島県三好市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町旭町・いかわちようあさひまち

　　７７９-４８０５・徳島県三好市井川町井内西・ いかわちよういうちにじ

　　７７９-４８０４・徳島県三好市井川町井内東・ いかわちよういうちひがじ

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町井関・いかわちよういぜき

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町大佐古・いかわちようおおさこ

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町岡野前・いかわちようおかのまえ

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町片山・いかわちようかたやま

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町御領田・いかわちようごりようでん

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町才長谷・いかわちようさいはぜ

　　７７９-４８０７・徳島県三好市井川町里川・いかわちようさとがわ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町島・いかわちようしま

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町新町・いかわちようしんまち

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町タクミ田・いかわちようたくみだ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町田中・いかわちようたなか

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町辻・いかわちようつじ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町中岡・いかわちようなかおか

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町仲ノ町・いかわちようなかのまち

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町中村西・ いかわちようなかむらにじ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町中村東・ いかわちようなかむらひがじ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町中村南・いかわちようなかむらみなみ

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町流堂・いかわちようながれどう

　　７７９-４８０６・徳島県三好市井川町西井川・いかわちようにしいかわ

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町野津後・いかわちようのつご

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町野津後流・いかわちようのつごながれ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町八幡・いかわちようはちまん

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町浜西・ いかわちようはまにじ



　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町浜東・ いかわちようはまひがじ

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町本町・いかわちようほんまち

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町向坂・いかわちようむこうざか

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町吉岡・いかわちようよしおか

　　７７８-００１２・徳島県三好市池田町イケミナミ・いけだちよういけみなみ

　　７７８-００１４・徳島県三好市池田町イタノ・いけだちよういたの

　　７７８-０００１・徳島県三好市池田町ウエノ・いけだちよううえの

　　７７８-００１０・徳島県三好市池田町ウエマツ・いけだちよううえまつ

　　７７８-５２５２・徳島県三好市池田町馬路・いけだちよううまじ

　　７７９-５１６４・徳島県三好市池田町大利・いけだちようおおり

　　７７９-５１６６・徳島県三好市池田町川崎・いけだちようかわさき

　　７７８-０００８・徳島県三好市池田町クヤウジ・いけだちようくやうじ

　　７７８-５２５３・徳島県三好市池田町佐野・いけだちようさの

　　７７８-０００３・徳島県三好市池田町サラダ・いけだちようさらだ

　　７７９-５１６２・徳島県三好市池田町漆川・いけだちようしつかわ

　　７７８-０００５・徳島県三好市池田町シマ・いけだちようしま

　　７７８-００２０・徳島県三好市池田町州津・いけだちようしゆうつﾞ

　　７７８-０００４・徳島県三好市池田町シンマチ・いけだちようしんまち

　　７７８-００１３・徳島県三好市池田町シンヤマ・いけだちようしんやま

　　７７８-０００６・徳島県三好市池田町トウゲ・いけだちようとうげ

　　７７９-５１６３・徳島県三好市池田町中津川・いけだちようなかつがわ

　　７７９-５１６１・徳島県三好市池田町中西・ いけだちようなかにじ

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（上久保）・いけだちようにしやま(うわくほﾞ)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（落）・いけだちようにしやま(おち)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（蔭）・いけだちようにしやま(かげ)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（樫ノ下）・いけだちようにしやま(かしのした)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（上中尾）・いけだちようにしやま(かみなかお)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（岸ノ上）・いけだちようにしやま(きしのうえ)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（込野）・いけだちようにしやま(こみの)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（下ノ浦）・いけだちようにしやま(しものうら)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（谷浦）・いけだちようにしやま(たにうら)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（乳ノ木）・いけだちようにしやま(ちちのき)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（乳ノ木道北）・いけだちようにしやま(ちちのきみちき

た)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（津寺）・いけだちようにしやま(つでら)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（坪尻）・いけだちようにしやま(つほﾞじり)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（中尾）・いけだちようにしやま(なかお)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（中塚）・いけだちようにしやま(なかつか)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（西谷）・いけだちようにしやま(にしたに)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（西ノ岡）・いけだちようにしやま(にしのおか)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（登リ尾）・いけだちようにしやま(のほﾞりお)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（船原）・いけだちようにしやま(ふなはﾞら)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（宮ノ西）・いけだちようにしやま(みやのにし)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（宮ノ東）・いけだちようにしやま(みやのひがし)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（横佐古）・いけだちようにしやま(よこさこ)

　　７７８-００４０・徳島県三好市池田町西山（その他）・いけだちようにしやま(そのた)

　　７７８-５２５１・徳島県三好市池田町白地・いけだちようはくち

　　７７８-００１１・徳島県三好市池田町ハヤシ・ いけだちようはやじ

　　７７８-０００２・徳島県三好市池田町マチ・いけだちようまち

　　７７８-０１６５・徳島県三好市池田町松尾（祖谷温泉、松本３６７－２)・いけだちようまつお(いや

おんせん､まつもと３６７-２)

　　７７９-５１６５・徳島県三好市池田町松尾（その他）・いけだちようまつお(そのた)

　　７７８-０００９・徳島県三好市池田町ヤサン・いけだちようやさん

　　７７８-０００７・徳島県三好市池田町ヤマダ・いけだちようやまだ

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村吾橋・ にしいややまむらあはじ

　　７７８-０１０３・徳島県三好市西祖谷山村有瀬・にしいややまむらあるせ

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村一宇・にしいややまむらいちう

　　７７８-０１０２・徳島県三好市西祖谷山村今久保・にしいややまむらいまくほﾞ

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村後山・にしいややまむらうしろやま

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村後山西・ にしいややまむらうしろやまにじ

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村後山向・にしいややまむらうしろやまむかい

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村榎・にしいややまむらえのき

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村尾井ノ内・にしいややまむらおいのうち

　　７７９-５１７２・徳島県三好市西祖谷山村小祖谷・にしいややまむらおいや

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村上吾橋・ にしいややまむらかみあはじ

　　７７８-０１０２・徳島県三好市西祖谷山村閑定・にしいややまむらかんじよう

　　７７９-５１７３・徳島県三好市西祖谷山村坂瀬・にしいややまむらさかせ

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村重末・にしいややまむらしげすえ

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村下吾橋・ にしいややまむらしもあはじ

　　７７９-５１７１・徳島県三好市西祖谷山村下名・にしいややまむらしもみよう



　　７７８-０１０２・徳島県三好市西祖谷山村善徳・にしいややまむらぜんとく

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村田ノ内・にしいややまむらたのうち

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村土日浦・にしいややまむらつちひうら

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村徳善・にしいややまむらとくぜん

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村徳善北・にしいややまむらとくぜんきた

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村徳善西・ にしいややまむらとくぜんにじ

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村戸ノ谷・にしいややまむらとのたに

　　７７８-０１０２・徳島県三好市西祖谷山村中尾・にしいややまむらなかお

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村西岡・にしいややまむらにしおか

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村眠谷・にしいややまむらねむりだに

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村東西岡・にしいややまむらひがしにしおか

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村東山・にしいややまむらひがしやま

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村南山・にしいややまむらみなみやま

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村冥地・にしいややまむらみようじ

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷阿佐・ひがしいやあさ

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷今井・ひがしいやいまい

　　７７８-０２０４・徳島県三好市東祖谷大枝・ひがしいやおおえだ

　　７７８-０２０４・徳島県三好市東祖谷大西・ ひがしいやおおにじ

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷小川・ひがしいやおがわ

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷奥の井・ひがしいやおくのい

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷小島・ひがしいやおしま

　　７７８-０２０２・徳島県三好市東祖谷落合・ひがしいやおちあい

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷樫尾・ひがしいやかしお

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷釜ケ谷・ひがしいやかまがたに

　　７７８-０２０４・徳島県三好市東祖谷京上・ひがしいやきようじよう

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷九鬼・ひがしいやくき

　　７７８-０２０２・徳島県三好市東祖谷久保・ひがしいやくほﾞ

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷栗枝渡・ひがしいやくりすど

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷古味・ひがしいやこみ

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷佐野・ひがしいやさの

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷下瀬・ひがしいやしもせ

　　７７８-０２０１・徳島県三好市東祖谷菅生・ひがしいやすげおい

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷高野・ひがしいやたかの

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷釣井・ひがしいやつるい

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷中上・ひがしいやなかうえ

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷新居屋・ひがしいやにいや

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷西山・ひがしいやにしやま

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷林・ ひがしいやはやじ

　　７７８-０２０１・徳島県三好市東祖谷見ノ越・ ひがしいやみのこじ

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷麦生土・ひがしいやむじゆうと

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷元井・ひがしいやもつとい

　　７７８-０２０４・徳島県三好市東祖谷若林・ ひがしいやわかはﾞやじ

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷和田・ひがしいやわだ

　　７７１-２３０２・徳島県三好市三野町加茂野宮・みのちようかものみや

　　７７１-２３０４・徳島県三好市三野町芝生・みのちようしほﾞう

　　７７１-２３０１・徳島県三好市三野町清水・みのちようしみず

　　７７１-２３０３・徳島県三好市三野町勢力・みのちようせいりき

　　７７１-２３０５・徳島県三好市三野町太刀野・みのちようたちの

　　７７１-２３０６・徳島県三好市三野町太刀野山・みのちようたちのやま

　　７７９-５３０７・徳島県三好市山城町相川・やましろちようあいかわ

　　７７９-５３３６・徳島県三好市山城町赤谷・やましろちようあかだに

　　７７９-５３２８・徳島県三好市山城町粟山・やましろちようあわやま

　　７７９-５３１４・徳島県三好市山城町岩戸・やましろちよういわど

　　７７９-５３０４・徳島県三好市山城町大川持・やましろちようおおかわもち

　　７７９-５３４２・徳島県三好市山城町大谷・やましろちようおおたに

　　７７９-５３４７・徳島県三好市山城町大月・やましろちようおおつき

　　７７９-５３３３・徳島県三好市山城町大野・やましろちようおおの

　　７７９-５３３２・徳島県三好市山城町小川谷・やましろちようおがわだに

　　７７９-５３２７・徳島県三好市山城町尾又・やましろちようおまた

　　７７９-５４５２・徳島県三好市山城町上名・やましろちようかみみよう

　　７７９-５３０５・徳島県三好市山城町川口・やましろちようかわぐち

　　７７９-５３２１・徳島県三好市山城町国政・やましろちようくにまさ

　　７７９-５３１３・徳島県三好市山城町黒川・やましろちようくろかわ

　　７７８-５２５４・徳島県三好市山城町佐連（ミネ畑）・やましろちようされ(みねはﾞた)

　　７７９-５３４１・徳島県三好市山城町佐連（その他）・やましろちようされ(そのた)

　　７７９-５４２２・徳島県三好市山城町重実（殿野）・やましろちようしげざね(とのの)

　　７７９-５３２２・徳島県三好市山城町重実（その他）・やましろちようしげざね(そのた)

　　７７９-５３４３・徳島県三好市山城町柴川・やましろちようしはﾞかわ

　　７７９-５３０３・徳島県三好市山城町下川・やましろちようしもかわ

　　７７９-５４５３・徳島県三好市山城町下名・やましろちようしもみよう



　　７７９-５３２４・徳島県三好市山城町白川・やましろちようしろかわ

　　７７９-５３１６・徳島県三好市山城町末貞・やましろちようすえさだ

　　７７９-５３４５・徳島県三好市山城町瀬貝・やましろちようせがい

　　７７９-５３３７・徳島県三好市山城町平野・やましろちようたいらの

　　７７９-５３０６・徳島県三好市山城町寺野・やましろちようてらの

　　７７９-５３２３・徳島県三好市山城町中野・やましろちようなかの

　　７７９-５３１１・徳島県三好市山城町中ノ瀬・やましろちようなかのせ

　　７７９-５４５１・徳島県三好市山城町西宇・やましろちようにしう

　　７７９-５３３４・徳島県三好市山城町信正・やましろちようのぶまさ

　　７７９-５３１２・徳島県三好市山城町八千坊・やましろちようはつせんほﾞう

　　７７９-５３１５・徳島県三好市山城町引地・やましろちようひきち

　　７７９-５３２６・徳島県三好市山城町仏子・ やましろちようぶつじ

　　７７９-５３４４・徳島県三好市山城町政友・やましろちようまさとも

　　７７９-５３２５・徳島県三好市山城町光兼・やましろちようみつかね

　　７７９-５３３１・徳島県三好市山城町茂地・やましろちようもじ

　　７７９-５３０１・徳島県三好市山城町大和川・やましろちようやまとがわ

　　７７９-５３３５・徳島県三好市山城町頼広・やましろちようよりひろ

　　７７９-５３０２・徳島県三好市山城町若山・やましろちようわかやま

　　７７９-５３４６・徳島県三好市山城町脇・やましろちようわき

　　７７１-４３００・徳島県勝浦郡勝浦町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-４３０３・徳島県勝浦郡勝浦町生名・いくな

　　７７１-４３０８・徳島県勝浦郡勝浦町坂本・さかもと

　　７７１-４３０６・徳島県勝浦郡勝浦町棚野・たなの

　　７７１-４３０２・徳島県勝浦郡勝浦町中角・なかつの

　　７７１-４３０１・徳島県勝浦郡勝浦町沼江・ぬえ

　　７７１-４３０５・徳島県勝浦郡勝浦町久国・ひさくに

　　７７１-４３０４・徳島県勝浦郡勝浦町星谷・ほしたに

　　７７１-４３０７・徳島県勝浦郡勝浦町三渓・みたに

　　７７１-４５００・徳島県勝浦郡上勝町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-４５０２・徳島県勝浦郡上勝町旭・あさひ

　　７７１-４５０３・徳島県勝浦郡上勝町生実・いくみ

　　７７１-４５０１・徳島県勝浦郡上勝町福原・ふくはら

　　７７１-４５０４・徳島県勝浦郡上勝町傍示・ほうじ

　　７７１-４５０５・徳島県勝浦郡上勝町正木・まさき

　　７７１-４１００・徳島県名東郡佐那河内村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-４１０２・徳島県名東郡佐那河内村上・かみ

　　７７１-４１０１・徳島県名東郡佐那河内村下・しも

　　７７９-３２００・徳島県名西郡石井町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-３２１３・徳島県名西郡石井町藍畑（高畑）・あいはた(たかはﾞたけ)

　　７７９-３２１４・徳島県名西郡石井町藍畑（第十）・あいはた(だいじゆう)

　　７７９-３２１２・徳島県名西郡石井町藍畑（東覚円）・あいはた(ひがしかくえん)

　　７７９-３２１１・徳島県名西郡石井町藍畑（西覚円）・あいはた(にしかくえん)

　　７７９-３２１５・徳島県名西郡石井町藍畑（竜王）・あいはた(りゆうおう)

　　７７９-３２３３・徳島県名西郡石井町石井（石井）・いしい(いしい)

　　７７９-３２３６・徳島県名西郡石井町石井（内谷）・いしい(うちだに)

　　７７９-３２３１・徳島県名西郡石井町石井（重松）・いしい(しげまつ)

　　７７９-３２３４・徳島県名西郡石井町石井（白鳥）・いしい(しろとり)

　　７７９-３２３２・徳島県名西郡石井町石井（城の内）・いしい(じようのうち)

　　７７９-３２３５・徳島県名西郡石井町石井（尼寺）・いしい(にじ)

　　７７９-３２４５・徳島県名西郡石井町浦庄（上浦）・うらしよう(かみうら)

　　７７９-３２４２・徳島県名西郡石井町浦庄（国実）・うらしよう(くにざね)

　　７７９-３２４４・徳島県名西郡石井町浦庄（下浦）・うらしよう(しもうら)

　　７７９-３２４１・徳島県名西郡石井町浦庄（諏訪）・うらしよう(すわ)

　　７７９-３２４３・徳島県名西郡石井町浦庄（大万）・うらしよう(だいまん)

　　７７９-３２２６・徳島県名西郡石井町高川原（市楽）・たかがわら(いちらく)

　　７７９-３２２４・徳島県名西郡石井町高川原（加茂野）・たかがわら(かもの)

　　７７９-３２２５・徳島県名西郡石井町高川原（桜間）・たかがわら(さくらま)

　　７７９-３２２３・徳島県名西郡石井町高川原（高川原）・たかがわら(たかがわら)

　　７７９-３２２２・徳島県名西郡石井町高川原（天神）・たかがわら(てんじん)

　　７７９-３２２１・徳島県名西郡石井町高川原（南島）・たかがわら(みなみじま)

　　７７９-３２０６・徳島県名西郡石井町高原（池北）・たかはら(いけきた)

　　７７９-３２０７・徳島県名西郡石井町高原（桑島）・たかはら(くわじま)

　　７７９-３２０２・徳島県名西郡石井町高原（関）・たかはら(せき)

　　７７９-３２０８・徳島県名西郡石井町高原（中島）・たかはら(なかしま)

　　７７９-３２０１・徳島県名西郡石井町高原（中須）・たかはら(なかす)

　　７７９-３２０５・徳島県名西郡石井町高原（東高原）・たかはら(ひがしたかはら)

　　７７９-３２０４・徳島県名西郡石井町高原（西高原）・たかはら(にしたかはら)

　　７７９-３２０３・徳島県名西郡石井町高原（平島）・たかはら(へいしま)

　　７７１-３２００・徳島県名西郡神山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（石堂）・あの(いしどう)



　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（井ノ谷）・あの(いのたに)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（宇度木）・あの(うとぎ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（上河内）・あの(かみごうち)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（川平）・あの(かわひら)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（黒木）・あの(くろぎ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（駒坂）・あの(こまさか)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（地ノ平）・あの(じのたいら)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（神木）・あの(じんぎ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（須賀）・あの(すが)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（長瀬）・あの(ながせ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（長代）・あの(ながたい)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（二ノ宮）・あの(にのみや)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（日浦）・あの(ひうら)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（東代次）・あの(ひがしよつぎ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（広石）・あの(ひろいし)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（福原）・あの(ふくはら)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（府中）・あの(ふちゆう)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（船底）・あの(ふなぞこ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（本名）・あの(ほんみよう)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（松尾）・あの(まつお)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（宮分）・あの(みやぶん)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（屋那瀬）・あの(やなぜ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（代次）・あの(よつぎ)

　　７７１-３２０１・徳島県名西郡神山町阿野（その他）・あの(そのた)

　　７７１-３２０３・徳島県名西郡神山町鬼籠野・おろの

　　７７１-３４２２・徳島県名西郡神山町上分・かみぶん

　　７７１-３４２１・徳島県名西郡神山町下分・しもぶん

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（石堂）・じんりよう(いしどう)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（川北）・じんりよう(かわきた)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（北）・じんりよう(きた)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（谷）・じんりよう(たに)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（東野間）・じんりよう(ひがしのま)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（西野間）・じんりよう(にしのま)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（本野間）・じんりよう(ほんのま)

　　７７１-３３１０・徳島県名西郡神山町神領（その他）・じんりよう(そのた)

　　７７１-５２００・徳島県那賀郡那賀町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-５２０７・徳島県那賀郡那賀町阿井・あい

　　７７１-５４０３・徳島県那賀郡那賀町鮎川・あいかわ

　　７７１-５３２３・徳島県那賀郡那賀町相名・あいな

　　７７１-５４０１・徳島県那賀郡那賀町朝生・あそう

　　７７１-６１０１・徳島県那賀郡那賀町阿津江・あつﾞえ

　　７７１-６１０３・徳島県那賀郡那賀町出羽・いずりは

　　７７１-５３２４・徳島県那賀郡那賀町井ノ谷・いのたに

　　７７１-５４０５・徳島県那賀郡那賀町入野・いりの

　　７７１-６１１８・徳島県那賀郡那賀町岩倉・いわくら

　　７７１-５３２８・徳島県那賀郡那賀町請ノ谷・うけのたに

　　７７１-５４０４・徳島県那賀郡那賀町牛輪・うしわ

　　７７１-５５０４・徳島県那賀郡那賀町臼ケ谷・うすがたに

　　７７１-５３２６・徳島県那賀郡那賀町内山・うちやま

　　７７１-５３２１・徳島県那賀郡那賀町馬路・うまじ

　　７７１-５３２０・徳島県那賀郡那賀町榎谷・えのきだに

　　７７１-５４１０・徳島県那賀郡那賀町大久保・おおくほﾞ

　　７７１-５５１６・徳島県那賀郡那賀町大戸・おおと

　　７７１-６３２２・徳島県那賀郡那賀町大殿・おおとの

　　７７１-６１１５・徳島県那賀郡那賀町小畠・おはﾞたけ

　　７７１-５５０１・徳島県那賀郡那賀町音谷・おんだに

　　７７１-５４０７・徳島県那賀郡那賀町雄・おんどり

　　７７１-６３２８・徳島県那賀郡那賀町海川・かいかわ

　　７７１-５４１３・徳島県那賀郡那賀町蔭谷・かげだに

　　７７１-６１０７・徳島県那賀郡那賀町掛盤・かけはﾞん

　　７７１-６１１７・徳島県那賀郡那賀町川成・かわなり

　　７７１-５５１５・徳島県那賀郡那賀町川俣・かわまた

　　７７１-６１０５・徳島県那賀郡那賀町木頭・きとう

　　７７１-６４０２・徳島県那賀郡那賀町木頭出原・きとういずはら

　　７７１-６５１１・徳島県那賀郡那賀町木頭折宇・きとうおりう

　　７７１-６５１２・徳島県那賀郡那賀町木頭北川・きとうきたがわ

　　７７１-６４０１・徳島県那賀郡那賀町木頭助・きとうすけ

　　７７１-６４０５・徳島県那賀郡那賀町木頭西宇・きとうにしう

　　７７１-６４０４・徳島県那賀郡那賀町木頭南宇・きとうみなみう

　　７７１-６４０３・徳島県那賀郡那賀町木頭和無田・きとうわむだ



　　７７１-６１０２・徳島県那賀郡那賀町木頭名・きとうみよう

　　７７１-６１１１・徳島県那賀郡那賀町小泉・こいずみ

　　７７１-６３２４・徳島県那賀郡那賀町御所谷・ごしよだに

　　７７１-５２０９・徳島県那賀郡那賀町小仁宇・こにう

　　７７１-５５１２・徳島県那賀郡那賀町小計・こはﾞかり

　　７７１-５５０３・徳島県那賀郡那賀町小浜・こはま

　　７７１-６１０６・徳島県那賀郡那賀町坂州・さかしゆう

　　７７１-５５０２・徳島県那賀郡那賀町桜谷・さくらだに

　　７７１-６１１４・徳島県那賀郡那賀町沢谷・さわだに

　　７７１-６３２５・徳島県那賀郡那賀町丈ケ谷・じようがたに

　　７７１-５５０７・徳島県那賀郡那賀町菖蒲・しようぶ

　　７７１-６３２３・徳島県那賀郡那賀町白石・ しらいじ

　　７７１-６１１２・徳島県那賀郡那賀町高野・たかの

　　７７１-５３２９・徳島県那賀郡那賀町竹ケ谷・たけがたに

　　７７１-５３２２・徳島県那賀郡那賀町谷内・たにうち

　　７７１-６１１３・徳島県那賀郡那賀町寺内・てらうち

　　７７１-６１０４・徳島県那賀郡那賀町当山・とうやま

　　７７１-５２０２・徳島県那賀郡那賀町土佐・とさ

　　７７１-５５０５・徳島県那賀郡那賀町長安・ながやす

　　７７１-５２０４・徳島県那賀郡那賀町中山・なかやま

　　７７１-６３２７・徳島県那賀郡那賀町成瀬・なるせ

　　７７１-５２０８・徳島県那賀郡那賀町仁宇・にう

　　７７１-５３２７・徳島県那賀郡那賀町西納・にしの

　　７７１-５４０６・徳島県那賀郡那賀町延野・のぶの

　　７７１-５５１８・徳島県那賀郡那賀町拝宮・はいぎゆう

　　７７１-５４０９・徳島県那賀郡那賀町鉢・はち

　　７７１-５５３２・徳島県那賀郡那賀町花瀬・はなぜ

　　７７１-５５３１・徳島県那賀郡那賀町日浦・ひうら

　　７７１-５５０８・徳島県那賀郡那賀町東尾・ひがしお

　　７７１-５５０６・徳島県那賀郡那賀町桧曽根・ひそね

　　７７１-５５１７・徳島県那賀郡那賀町日真・ひま

　　７７１-６３２１・徳島県那賀郡那賀町平谷・ひらだに

　　７７１-５３２５・徳島県那賀郡那賀町平野・ひらの

　　７７１-５５１４・徳島県那賀郡那賀町深森・ふかもり

　　７７１-６３２６・徳島県那賀郡那賀町府殿・ふどの

　　７７１-５５１３・徳島県那賀郡那賀町古屋・ふるや

　　７７１-５４１２・徳島県那賀郡那賀町朴野・ほおの

　　７７１-５５１１・徳島県那賀郡那賀町水崎・みさき

　　７７１-５２０６・徳島県那賀郡那賀町百合・もまえ

　　７７１-５２０５・徳島県那賀郡那賀町百合谷・もまえだに

　　７７１-５４０２・徳島県那賀郡那賀町簗ノ上・やなのうえ

　　７７１-５４１１・徳島県那賀郡那賀町横石・ よこいじ

　　７７１-６１１６・徳島県那賀郡那賀町横谷・よこだに

　　７７１-５４０８・徳島県那賀郡那賀町吉野・よしの

　　７７１-５２０１・徳島県那賀郡那賀町和食・わじき

　　７７１-５２０３・徳島県那賀郡那賀町和食郷・わじきごう

　　７７５-００００・徳島県海部郡牟岐町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７５-０００７・徳島県海部郡牟岐町内妻・うちつﾞま

　　７７５-０００４・徳島県海部郡牟岐町川長・かわたけ

　　７７５-０００１・徳島県海部郡牟岐町河内・こうち

　　７７５-０００２・徳島県海部郡牟岐町橘・たちはﾞな

　　７７５-０００６・徳島県海部郡牟岐町中村・なかむら

　　７７５-０００５・徳島県海部郡牟岐町灘・なだ

　　７７５-０００３・徳島県海部郡牟岐町辺川・へがわ

　　７７５-００１３・徳島県海部郡牟岐町牟岐浦（出羽島）・むぎうら(てはﾞじま)

　　７７５-００１１・徳島県海部郡牟岐町牟岐浦（浜崎）・むぎうら(はまさき)

　　７７５-００１２・徳島県海部郡牟岐町牟岐浦（宮ノ本）・むぎうら(みやのもと)

　　７７５-００１０・徳島県海部郡牟岐町牟岐浦（その他）・むぎうら(そのた)

　　７７９-２３００・徳島県海部郡美波町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-２３０１・徳島県海部郡美波町赤松・あかまつ

　　７７９-２１０６・徳島県海部郡美波町阿部・あぶ

　　７７９-２１０７・徳島県海部郡美波町伊座利・いざり

　　７７９-２３０３・徳島県海部郡美波町恵比須浜・えびすはま

　　７７９-２３０５・徳島県海部郡美波町奥河内・おくがわうち

　　７７９-２１０８・徳島県海部郡美波町木岐・きき

　　７７９-２３０２・徳島県海部郡美波町北河内・きたがわうち

　　７７９-２１０５・徳島県海部郡美波町志和岐・しわぎ

　　７７９-２１０９・徳島県海部郡美波町田井・たい

　　７７９-２３０６・徳島県海部郡美波町西河内・にしがわうち

　　７７９-２１０３・徳島県海部郡美波町西の地・にしのじ



　　７７９-２１０１・徳島県海部郡美波町西由岐・にしゆき

　　７７９-２１０４・徳島県海部郡美波町東由岐・ひがしゆき

　　７７９-２３０４・徳島県海部郡美波町日和佐浦・ひわさうら

　　７７９-２１０２・徳島県海部郡美波町港町・みなとまち

　　７７９-２３０７・徳島県海部郡美波町山河内・やまがわうち

　　７７５-０２００・徳島県海部郡海陽町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７５-０４１５・徳島県海部郡海陽町相川・あいかわ

　　７７５-０１０１・徳島県海部郡海陽町浅川・あさかわ

　　７７５-０３１０・徳島県海部郡海陽町大井・おおい

　　７７５-０２０３・徳島県海部郡海陽町大里・おおざと

　　７７５-０４１２・徳島県海部郡海陽町小川・おがわ

　　７７５-０３０２・徳島県海部郡海陽町奥浦・おくうら

　　７７５-０５０４・徳島県海部郡海陽町尾崎・おさき

　　７７５-０５０６・徳島県海部郡海陽町角坂・かくさか

　　７７５-０５１１・徳島県海部郡海陽町久尾・くお

　　７７５-０５０５・徳島県海部郡海陽町芥附・くぐつけ

　　７７５-０３０６・徳島県海部郡海陽町櫛川・くしかわ

　　７７５-０５０２・徳島県海部郡海陽町久保・くほﾞ

　　７７５-０４１３・徳島県海部郡海陽町神野・こうの

　　７７５-０５０８・徳島県海部郡海陽町小谷・こだに

　　７７５-０５０９・徳島県海部郡海陽町塩深・しおふか

　　７７５-０５１３・徳島県海部郡海陽町宍喰浦（竹ケ島）・ししくいうら(たけがしま)

　　７７５-０５１２・徳島県海部郡海陽町宍喰浦（那佐）・ししくいうら(なさ)

　　７７５-０５０１・徳島県海部郡海陽町宍喰浦（その他）・ししくいうら(そのた)

　　７７５-０３０７・徳島県海部郡海陽町芝・しはﾞ

　　７７５-０２０２・徳島県海部郡海陽町四方原・しほうはら

　　７７５-０２０６・徳島県海部郡海陽町熟田・ずくだ

　　７７５-０３０３・徳島県海部郡海陽町高園・たかぞの

　　７７５-０２０４・徳島県海部郡海陽町多良・たら

　　７７５-０３０９・徳島県海部郡海陽町富田・とみだ

　　７７５-０３０１・徳島県海部郡海陽町鞆浦・ともうら

　　７７５-０３０５・徳島県海部郡海陽町中山・なかやま

　　７７５-０３０４・徳島県海部郡海陽町野江・のえ

　　７７５-０５０３・徳島県海部郡海陽町日比原・ひびはら

　　７７５-０４１１・徳島県海部郡海陽町平井・ひらい

　　７７５-０５０７・徳島県海部郡海陽町広岡・ひろおか

　　７７５-０５１０・徳島県海部郡海陽町船津・ふなつ

　　７７５-０３０８・徳島県海部郡海陽町吉田・よしだ

　　７７５-０２０５・徳島県海部郡海陽町吉野・よしの

　　７７５-０４１４・徳島県海部郡海陽町若松・わかまつ

　　７７１-０２００・徳島県板野郡松茂町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-０２１９・徳島県板野郡松茂町笹木野・ささぎの

　　７７１-０２１８・徳島県板野郡松茂町住吉・ すみよじ

　　７７１-０２１５・徳島県板野郡松茂町豊岡・とよおか

　　７７１-０２１７・徳島県板野郡松茂町豊中・とよなか

　　７７１-０２１３・徳島県板野郡松茂町豊久・とよひさ

　　７７１-０２１２・徳島県板野郡松茂町中喜来・なかぎらい

　　７７１-０２１１・徳島県板野郡松茂町長岸・ ながぎじ

　　７７１-０２１６・徳島県板野郡松茂町長原・ながはら

　　７７１-０２２０・徳島県板野郡松茂町広島・ひろしま

　　７７１-０２１４・徳島県板野郡松茂町満穂・みつほ

　　７７１-０２００・徳島県板野郡北島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-０２０５・徳島県板野郡北島町江尻・えじり

　　７７１-０２０１・徳島県板野郡北島町北村・きたむら

　　７７１-０２０７・徳島県板野郡北島町新喜来・しんきらい

　　７７１-０２０４・徳島県板野郡北島町鯛浜・たいのはま

　　７７１-０２０６・徳島県板野郡北島町高房・たかほﾞう

　　７７１-０２０２・徳島県板野郡北島町太郎八須・たろうはちず

　　７７１-０２０３・徳島県板野郡北島町中村・なかむら

　　７７１-１２００・徳島県板野郡藍住町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-１２０２・徳島県板野郡藍住町奥野（猪熊）・おくの(いのくま)

　　７７１-１２０２・徳島県板野郡藍住町奥野（東中須）・おくの(ひがしなかず)

　　７７１-１２０２・徳島県板野郡藍住町奥野（前川）・おくの(まえがわ)

　　７７１-１２０３・徳島県板野郡藍住町奥野（矢上前）・おくの(やかみまえ)

　　７７１-１２０２・徳島県板野郡藍住町奥野（和田）・おくの(わだ)

　　７７１-１２０１・徳島県板野郡藍住町奥野（その他）・おくの(そのた)

　　７７１-１２４０・徳島県板野郡藍住町乙瀬・おとぜ

　　７７１-１２６２・徳島県板野郡藍住町笠木（中野）・かさぎ(なかの)

　　７７１-１２６１・徳島県板野郡藍住町笠木（東野）・かさぎ(ひがしの)

　　７７１-１２６２・徳島県板野郡藍住町笠木（西野）・かさぎ(にしの)



　　７７１-１２６０・徳島県板野郡藍住町笠木（その他）・かさぎ(そのた)

　　７７１-１２７１・徳島県板野郡藍住町勝瑞（幸島）・しようずい(こうじま)

　　７７１-１２７３・徳島県板野郡藍住町勝瑞（正喜地）・しようずい(しようきち)

　　７７１-１２７２・徳島県板野郡藍住町勝瑞（成長）・しようずい(せいちよう)

　　７７１-１２７３・徳島県板野郡藍住町勝瑞（東勝地）・しようずい(ひがしかつち)

　　７７１-１２７０・徳島県板野郡藍住町勝瑞（その他）・しようずい(そのた)

　　７７１-１２６７・徳島県板野郡藍住町住吉（乾）・すみよし(いぬい)

　　７７１-１２６７・徳島県板野郡藍住町住吉（江端）・すみよし(えはﾞた)

　　７７１-１２６５・徳島県板野郡藍住町住吉（逆藤）・すみよし(さかふじ)

　　７７１-１２６５・徳島県板野郡藍住町住吉（神蔵）・すみよし(じんぞう)

　　７７１-１２６５・徳島県板野郡藍住町住吉（千鳥ケ浜）・すみよし(ちどりがはま)

　　７７１-１２６６・徳島県板野郡藍住町住吉（藤ノ木）・すみよし(ふじのき)

　　７７１-１２６６・徳島県板野郡藍住町住吉（若宮）・すみよし(わかみや)

　　７７１-１２６４・徳島県板野郡藍住町住吉（その他）・すみよし(そのた)

　　７７１-１２１２・徳島県板野郡藍住町徳命（前須東）・とくめい(まえずひがし)

　　７７１-１２１２・徳島県板野郡藍住町徳命（前須西）・とくめい(まえずにし)

　　７７１-１２１１・徳島県板野郡藍住町徳命（元村）・とくめい(もとむら)

　　７７１-１２１１・徳島県板野郡藍住町徳命（元村東）・とくめい(もとむらひがし)

　　７７１-１２１０・徳島県板野郡藍住町徳命（その他）・とくめい(そのた)

　　７７１-１２３２・徳島県板野郡藍住町富吉（地神）・とみよし(じがみ)

　　７７１-１２３１・徳島県板野郡藍住町富吉（須崎）・とみよし(すざき)

　　７７１-１２３１・徳島県板野郡藍住町富吉（富吉）・とみよし(とみよし)

　　７７１-１２３１・徳島県板野郡藍住町富吉（豊吉）・とみよし(とよよし)

　　７７１-１２３２・徳島県板野郡藍住町富吉（穂実）・とみよし(ほうみ)

　　７７１-１２３０・徳島県板野郡藍住町富吉（その他）・とみよし(そのた)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（大塚傍示）・ひがしなかとみ(おおつかほうじ)

　　７７１-１２２２・徳島県板野郡藍住町東中富（北傍示）・ひがしなかとみ(きたほうじ)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（慶長）・ひがしなかとみ(けいちよう)

　　７７１-１２２３・徳島県板野郡藍住町東中富（敷地傍示）・ひがしなかとみ(しきじほうじ)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（貞享）・ひがしなかとみ(ていきよう)

　　７７１-１２２３・徳島県板野郡藍住町東中富（天王傍示）・ひがしなかとみ(てんのうほうじ)

　　７７１-１２２１・徳島県板野郡藍住町東中富（長江傍示）・ひがしなかとみ(ながえほうじ)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（東安永）・ひがしなかとみ(ひがしあんえい)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（西安永）・ひがしなかとみ(にしあんえい)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（鑓場傍示）・ひがしなかとみ(やりはﾞほうじ)

　　７７１-１２２０・徳島県板野郡藍住町東中富（その他）・ひがしなかとみ(そのた)

　　７７１-１２５３・徳島県板野郡藍住町矢上（江ノ口）・やかみ(えのくち)

　　７７１-１２５２・徳島県板野郡藍住町矢上（春日）・やかみ(かすが)

　　７７１-１２５２・徳島県板野郡藍住町矢上（北分）・やかみ(きたぶん)

　　７７１-１２５１・徳島県板野郡藍住町矢上（西）・やかみ(にし)

　　７７１-１２５１・徳島県板野郡藍住町矢上（原）・やかみ(はら)

　　７７１-１２５３・徳島県板野郡藍住町矢上（安任）・やかみ(やすとう)

　　７７１-１２５０・徳島県板野郡藍住町矢上（その他）・やかみ(そのた)

　　７７９-０１００・徳島県板野郡板野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-０１０８・徳島県板野郡板野町犬伏・ いぬぶじ

　　７７９-０１０１・徳島県板野郡板野町大坂・おおさか

　　７７９-０１０６・徳島県板野郡板野町大寺（岡ノ宮）・おおてら(おかのみや)

　　７７９-０１０５・徳島県板野郡板野町大寺（その他）・おおてら(そのた)

　　７７９-０１０３・徳島県板野郡板野町川端（新田）・かわはﾞた(しんでん)

　　７７９-０１０２・徳島県板野郡板野町川端（その他）・かわはﾞた(そのた)

　　７７９-０１１３・徳島県板野郡板野町黒谷・くろだに

　　７７９-０１１８・徳島県板野郡板野町下庄・しものしよう

　　７７９-０１１６・徳島県板野郡板野町唐園・とうのそ

　　７７９-０１１７・徳島県板野郡板野町中久保・なかくほﾞ

　　７７９-０１１１・徳島県板野郡板野町那東・なとう

　　７７９-０１１９・徳島県板野郡板野町西中富・にしなかとみ

　　７７９-０１０４・徳島県板野郡板野町吹田・ふきた

　　７７９-０１０７・徳島県板野郡板野町古城・ふるしろ

　　７７９-０１１２・徳島県板野郡板野町松谷・まつだに

　　７７９-０１１５・徳島県板野郡板野町矢武・やたけ

　　７７９-０１１４・徳島県板野郡板野町羅漢・らかん

　　７７１-１３００・徳島県板野郡上板町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-１３１０・徳島県板野郡上板町泉谷・いずみだに

　　７７１-１３０１・徳島県板野郡上板町鍛冶屋原・かじやはﾞら

　　７７１-１３４５・徳島県板野郡上板町上六條・かみろくじよう

　　７７１-１３２０・徳島県板野郡上板町神宅・かんやけ

　　７７１-１３４２・徳島県板野郡上板町佐藤塚・さとうつﾞか

　　７７１-１３４３・徳島県板野郡上板町椎本・しいのもと

　　７７１-１３０２・徳島県板野郡上板町七條・しちじよう

　　７７１-１３４４・徳島県板野郡上板町下六條・しもろくじよう



　　７７１-１３５０・徳島県板野郡上板町瀬部・せべ

　　７７１-１３４１・徳島県板野郡上板町第十新田・だいじゆうしんでん

　　７７１-１３４６・徳島県板野郡上板町高磯・たかいそ

　　７７１-１３４７・徳島県板野郡上板町高瀬・たかせ

　　７７１-１３３０・徳島県板野郡上板町西分・にしぶん

　　７７１-１３１１・徳島県板野郡上板町引野・ひきの

　　７７９-４１００・徳島県美馬郡つるぎ町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-４３０２・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（赤松）・いちう(あかまつ)

　　７７９-４３０２・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（寺地）・いちう(てらじ)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（出羽）・いちう(いずりは)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（臼木）・いちう(うすき)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（漆日浦）・いちう(うるしびうら)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（大屋内）・いちう(おおやうち)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（白井）・いちう(しろい)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（平）・いちう(いたいら)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（明谷）・いちう(みようだに)

　　７７９-４３０１・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（一宇）・いちう(いちう)

　　７７９-４３０１・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（蔭）・いちう(かげ)

　　７７９-４３０１・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（樫地）・いちう(かしじ)

　　７７９-４３０１・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（剪宇）・いちう(きりう)

　　７７９-４３０１・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（太刀之本）・いちう(たちのもと)

　　７７９-４３０４・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（伊良原）・いちう(いらはら)

　　７７９-４３０４・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（大野）・いちう(おおの)

　　７７９-４３０４・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（九藤中）・いちう(くどうじゆう)

　　７７９-４３０４・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（子安）・いちう(こやす)

　　７７９-４３０４・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（久藪）・いちう(ひさやぶ)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（漆野瀬）・いちう(うるしのせ)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（河内）・いちう(かわち)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（桑平）・いちう(くわだいら)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（葛籠）・いちう(つつﾞろ)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（平井）・いちう(ひらい)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（廣澤）・いちう(ひろさわ)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（法正）・いちう(ほうしよう)

　　７７９-４３０７・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（大佐古）・いちう(おおざこ)

　　７７９-４３０７・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（奥大野）・いちう(おくおおの)

　　７７９-４３０７・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（川又）・いちう(かわまた)

　　７７９-４３０７・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（實平）・いちう(さねひら)

　　７７９-４３０７・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（中野）・いちう(おなかの)

　　７７９-４３０３・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（大横）・いちう(おおよこ)

　　７７９-４３０３・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（木地屋）・いちう(きじや)

　　７７９-４３０３・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（切越）・いちう(きりこし)

　　７７９-４３０３・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（十家）・いちう(､といえ)

　　７７９-４３０３・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（中横）・いちう(なかよこ)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（馬出）・さだみつ(うまだし)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（大須賀）・さだみつ(おおすか)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（中須賀）・さだみつ(なかすか)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（西浦）・さだみつ(にしうら)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（東浦）・さだみつ(ひがしうら)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（町）・さだみつ(まち)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（宮下）・さだみつ(みやした)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（浦山）・さだみつ(うらやま)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（乙部）・さだみつ(おとべ)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（皆瀬）・さだみつ(かいぜ)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（竹屋敷）・さだみつ(たけやしき)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（長谷）・さだみつ(ながたに)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（西丸井）・さだみつ(にしまるい)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（引地）・さだみつ(ひきち)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（宅熊）・さだみつ(やけぐま)

　　７７９-４１０３・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（江ノ脇）・さだみつ(えのわき)

　　７７９-４１０３・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（岡）・さだみつ(おか)

　　７７９-４１０３・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（せせらぎ）・さだみつ(せせらぎ)

　　７７９-４１０３・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（宮内）・さだみつ(みやうち)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（大久保）・さだみつ(おおくほﾞ)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（皆瀬川向）・さだみつ(かいぜかわむかい)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（捨子谷南）・さだみつ(すつこたにみなみ)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（捨子谷北）・さだみつ(すつこたにきた)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（谷向）・さだみつ(たにむかい)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（中山）・さだみつ(なかやま)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（西谷）・さだみつ(にしたに)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（白村）・さだみつ(しらむら)



　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（太田西）・さだみつ(おおたにし)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（太田東）・さだみつ(おおたひがし)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（太田東山）・さだみつ(おおたひがしやま)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（小長谷）・さだみつ(こはﾞせ)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（小山北）・さだみつ(こやまきた)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（柴内）・さだみつ(しはﾞうち)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（柴山）・さだみつ(しはﾞやま)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（僧地）・さだみつ(そうち)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（僧山）・さだみつ(そうやま)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（川見）・さだみつ(かわみ)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（川見津）・さだみつ(かわみつ)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（川見西）・さだみつ(かわみにし)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（長瀬）・さだみつ(ながせ)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（日浦川向）・さだみつ(ひうらかわむかい)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（東丸井）・さだみつ(ひがしまるい)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（三木枋）・さだみつ(みきどち)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（森ノ本）・さだみつ(もりのもと)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（吉良）・さだみつ(きら)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（木屋）・さだみつ(こや)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（猿飼）・さだみつ(さるかい)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（成谷）・さだみつ(なるたに)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（日浦）・さだみつ(ひうら)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（宮平）・さだみつ(みやだいら)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（横野）・さだみつ(よこの)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（家賀道上）・さだみつ(けかみちうえ)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（家賀道下）・さだみつ(けかみちした)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（平野）・さだみつ(たいらの)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（長木）・さだみつ(ながき)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（長木影）・さだみつ(ながきかげ)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（広谷）・さだみつ(､ひろたに)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（広谷影）・さだみつ(ひろたにかげ)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（広谷東）・さだみつ(ひろたにひがし)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（大坊）・さだみつ(だいほﾞう)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（辻）・さだみつ(つじ)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（西山）・さだみつ(にしやま)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（野口）・さだみつ(のぐち)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（平石）・さだみつ(ひらいし)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（別所）・さだみつ(べつしよ)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（前田）・さだみつ(まえだ)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（青野）・はんだ(あおの)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（折坂）・はんだ(おりさか)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（小井野）・はんだ(こいの)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（高清）・はんだ(こうせ)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（坂根）・はんだ(さかね)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（下尾尻）・はんだ(しもうじり)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（下竹）・はんだ(しもたけ)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（上蓮）・はんだ(じようれん)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（日谷尾）・はんだ(ひがお)

　　７７９-４４０２・徳島県美馬郡つるぎ町半田（上蔭）・はんだ(うわかげ)

　　７７９-４４０２・徳島県美馬郡つるぎ町半田（蔭名）・はんだ(かげみよう)

　　７７９-４４０２・徳島県美馬郡つるぎ町半田（田井）・はんだ(たい､)

　　７７９-４４０２・徳島県美馬郡つるぎ町半田（日浦）・はんだ(ひうら)

　　７７９-４４０１・徳島県美馬郡つるぎ町半田（逢坂）・はんだ(おうさか)

　　７７９-４４０１・徳島県美馬郡つるぎ町半田（小野）・はんだ(おの)

　　７７９-４４０１・徳島県美馬郡つるぎ町半田（天皇）・はんだ(てんのう)

　　７７９-４４０１・徳島県美馬郡つるぎ町半田（中藪）・はんだ(なかやぶ)

　　７７９-４４０１・徳島県美馬郡つるぎ町半田（松生）・はんだ(まつはﾞえ)

　　７７９-４４０６・徳島県美馬郡つるぎ町半田（樫尾）・はんだ(かしお)

　　７７９-４４０６・徳島県美馬郡つるぎ町半田（紙屋）・はんだ(かみや)

　　７７９-４４０６・徳島県美馬郡つるぎ町半田（小谷）・はんだ(こだに)

　　７７９-４４０６・徳島県美馬郡つるぎ町半田（佐古戸）・はんだ(さこおど)

　　７７９-４４０６・徳島県美馬郡つるぎ町半田（下喜来）・はんだ(しもぎらい)

　　７７９-４４０５・徳島県美馬郡つるぎ町半田（葛城）・はんだ(かつらぎ)

　　７７９-４４０５・徳島県美馬郡つるぎ町半田（上喜来）・はんだ(かみぎらい)

　　７７９-４４０５・徳島県美馬郡つるぎ町半田（中熊）・はんだ(なかぐま)

　　７７９-４４０５・徳島県美馬郡つるぎ町半田（長野）・はんだ(ながの)

　　７７９-４４０５・徳島県美馬郡つるぎ町半田（日開野）・はんだ(ひがいの)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（木ノ内）・はんだ(きのうち)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（京都）・はんだ(きようと)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（猿飼）・はんだ(さるかい)



　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（白石）・はんだ(しろいし)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（西久保）・はんだ(にしくほ)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（東久保）・はんだ(ひがしくほ)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（平良石）・はんだ(ひららいし)

　　７７９-４４０７・徳島県美馬郡つるぎ町半田（東毛田）・はんだ(ひがしけた)

　　７７９-４７００・徳島県三好郡東みよし町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-２５０２・徳島県三好郡東みよし町足代・あしろ

　　７７９-４７０１・徳島県三好郡東みよし町加茂・かも

　　７７９-４７０７・徳島県三好郡東みよし町毛田（大藤）・けた(おおと)

　　７７９-４７０６・徳島県三好郡東みよし町毛田（黒長谷）・けた(くろはぜ)

　　７７９-４７０５・徳島県三好郡東みよし町毛田（その他）・けた(そのた)

　　７７９-４７０４・徳島県三好郡東みよし町中庄（奥村）・なかしよう(おくむら)

　　７７９-４７０３・徳島県三好郡東みよし町中庄（その他）・なかしよう(そのた)

　　７７９-４７０２・徳島県三好郡東みよし町西庄・にししよう

　　７７１-２５０３・徳島県三好郡東みよし町東山・ひがしやま

　　７７１-２５０１・徳島県三好郡東みよし町昼間・ひるま

　　１００-００００・東京都千代田区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１０２-００７２・東京都千代田区飯田橋・いいだはﾞじ

　　１０２-００８２・東京都千代田区一番町・いちはﾞんちよう

　　１０１-００３２・東京都千代田区岩本町・いわもとちよう

　　１０１-００４７・東京都千代田区内神田・うちかんだ

　　１００-００１１・東京都千代田区内幸町・うちさいわいちよう

　　１００-０００４・東京都千代田区大手町・おおてまち

　　１００-６８９０・東京都千代田区大手町ＪＡビル

　　１０１-００４４・東京都千代田区鍛冶町・かじちよう

　　１００-００１３・東京都千代田区霞が関・かすみがせき

　　１００-６０９０・東京都千代田区霞が関霞が関ビル

　　１０１-００２９・東京都千代田区神田相生町・かんだあいおいちよう

　　１０１-００６３・東京都千代田区神田淡路町・かんだあわじちよう

　　１０１-００２４・東京都千代田区神田和泉町・かんだいずみちよう

　　１０１-００３３・東京都千代田区神田岩本町・かんだいわもとちよう

　　１０１-００５２・東京都千代田区神田小川町・かんだおがわまち

　　１０１-００４５・東京都千代田区神田鍛冶町・かんだかじちよう

　　１０１-００３６・東京都千代田区神田北乗物町・かんだきたのりものちよう

　　１０１-００３５・東京都千代田区神田紺屋町・かんだこんやちよう

　　１０１-００２６・東京都千代田区神田佐久間河岸・かんださくまがじ

　　１０１-００２５・東京都千代田区神田佐久間町・かんださくまちよう

　　１０１-００６４・東京都千代田区神田猿楽町・かんださるがくちよう

　　１０１-００５１・東京都千代田区神田神保町・かんだじんほﾞうちよう

　　１０１-００４１・東京都千代田区神田須田町・かんだすだちよう

　　１０１-００６２・東京都千代田区神田駿河台・かんだするがだい

　　１０１-００４６・東京都千代田区神田多町・かんだたちよう

　　１０１-００４８・東京都千代田区神田司町・かんだつかさまち

　　１０１-００４３・東京都千代田区神田富山町・かんだとみやまちよう

　　１０１-００５４・東京都千代田区神田錦町・かんだにしきちよう

　　１０１-００３７・東京都千代田区神田西福田町・かんだにしふくだちよう

　　１０１-００２２・東京都千代田区神田練塀町・かんだねりべいちよう

　　１０１-００２８・東京都千代田区神田花岡町・かんだはなおかちよう

　　１０１-００３４・東京都千代田区神田東紺屋町・かんだひがしこんやちよう

　　１０１-００４２・東京都千代田区神田東松下町・かんだひがしまつしたちよう

　　１０１-００２７・東京都千代田区神田平河町・かんだひらかわちよう

　　１０１-００２３・東京都千代田区神田松永町・かんだまつながちよう

　　１０１-００３８・東京都千代田区神田美倉町・かんだみくらちよう

　　１０１-００６１・東京都千代田区神田三崎町・かんだみさきちよう

　　１０１-００５３・東京都千代田区神田美土代町・かんだみとしろちよう

　　１０２-００９４・東京都千代田区紀尾井町・きおいちよう

　　１０２-００９１・東京都千代田区北の丸公園・きたのまるこうえん

　　１０２-００７４・東京都千代田区九段南・くだんみなみ

　　１０２-００７３・東京都千代田区九段北・くだんきた

　　１００-０００２・東京都千代田区皇居外苑・こうきよがいえん

　　１０２-００８３・東京都千代田区麹町・こうじまち

　　１０２-００７６・東京都千代田区五番町・ごはﾞんちよう

　　１０２-００７５・東京都千代田区三番町・さんはﾞんちよう

　　１０１-００２１・東京都千代田区外神田・そとかんだ

　　１００-０００１・東京都千代田区千代田・ちよだ

　　１００-００１４・東京都千代田区永田町・ながたちよう

　　１００-６１９０・東京都千代田区永田町山王パークタワー

　　１０１-００６５・東京都千代田区西神田・にしかんだ

　　１０２-００８４・東京都千代田区二番町・にはﾞんちよう

　　１０２-００９２・東京都千代田区隼町・はやぶさちよう



　　１０１-００３１・東京都千代田区東神田・ひがしかんだ

　　１００-０００３・東京都千代田区一ツ橋（１丁目）・ひとつはﾞし(１)

　　１０１-０００３・東京都千代田区一ツ橋（２丁目）・ひとつはﾞし(２)

　　１００-００１２・東京都千代田区日比谷公園・ひびやこうえん

　　１０２-００９３・東京都千代田区平河町・ひらかわちよう

　　１０２-００７１・東京都千代田区富士見・ふじみ

　　１００-０００５・東京都千代田区丸の内・まるのうち

　　１００-６６９０・東京都千代田区丸の内グラントウキョウサウスタワー

　　１００-６７９０・東京都千代田区丸の内グラントウキョウノースタワー

　　１００-７０９０・東京都千代田区丸の内ＪＰタワー

　　１００-６５９０・東京都千代田区丸の内新丸の内ビルディング

　　１００-６４９０・東京都千代田区丸の内東京ビルディング

　　１００-６２９０・丸の内パシフィックセンチュリープレイス丸の内

　　１００-６９９０・東京都千代田区丸の内丸の内パークビルディング)

　　１００-６３９０・東京都千代田区丸の内丸の内ビルディング

　　１００-０００６・東京都千代田区有楽町・ゆうらくちよう

　　１０２-００８１・東京都千代田区四番町・よんはﾞんちよう

　　１０２-００８５・東京都千代田区六番町・ろくはﾞんちよう

　　１０３-００００・東京都中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１０４-００４４・東京都中央区明石町・あかしちよう

　　１０４-００４２・東京都中央区入船・いりふね

　　１０４-００５４・東京都中央区勝どき・かちどき

　　１０４-００３１・東京都中央区京橋・きようはﾞじ

　　１０４-００６１・東京都中央区銀座・ぎんざ

　　１０４-００３３・東京都中央区新川・しんかわ

　　１０４-００４１・東京都中央区新富・しんとみ

　　１０４-００５２・東京都中央区月島・つきしま

　　１０４-００４５・東京都中央区築地・つきじ

　　１０４-００５１・東京都中央区佃・つくだ

　　１０４-００５５・東京都中央区豊海町・とよみちよう

　　１０３-００２７・東京都中央区日本橋・にほんはﾞし

　　１０３-６０９０・東京都中央区日本橋東京日本橋タワー

　　１０３-６１９０・東京都中央区日本橋日本橋高島屋三井ビルディング

　　１０３-００１１・東京都中央区日本橋大伝馬町・にほんはﾞしおおでんまちよう

　　１０３-００１４・東京都中央区日本橋蛎殻町・にほんはﾞしかきがらちよう

　　１０３-００２６・東京都中央区日本橋兜町・にほんはﾞしかぶとちよう

　　１０３-００２５・東京都中央区日本橋茅場町・にほんはﾞしかやはﾞちよう

　　１０３-００１６・東京都中央区日本橋小網町・にほんはﾞしこあみちよう

　　１０３-０００１・東京都中央区日本橋小伝馬町・にほんはﾞしこでんまちよう

　　１０３-００２４・東京都中央区日本橋小舟町・にほんはﾞしこぶなちよう

　　１０３-０００６・東京都中央区日本橋富沢町・にほんはﾞしとみざわちよう

　　１０３-０００８・東京都中央区日本橋中洲・にほんはﾞしなかす

　　１０３-００１３・東京都中央区日本橋人形町・にほんはﾞしにんぎようちよう

　　１０３-００１５・東京都中央区日本橋箱崎町・にほんはﾞしはこざきちよう

　　１０３-０００７・東京都中央区日本橋浜町・にほんはﾞしはまちよう

　　１０３-０００２・東京都中央区日本橋馬喰町・にほんはﾞしはﾞくろちよう

　　１０３-０００５・東京都中央区日本橋久松町・にほんはﾞしひさまつちよう

　　１０３-００１２・東京都中央区日本橋堀留町・にほんはﾞしほりどめちよう

　　１０３-００２１・東京都中央区日本橋本石町・にほんはﾞしほんごくちよう

　　１０３-００２３・東京都中央区日本橋本町・にほんはﾞしほんちよう

　　１０３-００２２・東京都中央区日本橋室町・にほんはﾞしむろまち

　　１０３-０００３・東京都中央区日本橋横山町・にほんはﾞしよこやまちよう

　　１０４-００３２・東京都中央区八丁堀・はつちようほﾞり

　　１０４-００４６・東京都中央区浜離宮庭園・はまりきゆうていえん

　　１０４-００５３・東京都中央区晴海・はるみ

　　１０４-６０９０・東京都中央区晴海オフィスタワーＸ

　　１０４-６１９０・東京都中央区晴海オフィスタワーＹ

　　１０４-６２９０・東京都中央区晴海オフィスタワーＺ

　　１０３-０００４・東京都中央区東日本橋・ひがしにほんはﾞじ

　　１０４-００４３・東京都中央区湊・みなと

　　１０３-００２８・東京都中央区八重洲（１丁目）・やえす(１)

　　１０４-００２８・東京都中央区八重洲（２丁目）・やえす(２)

　　１０５-００００・東京都港区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１０７-００５２・東京都港区赤坂・あかさか

　　１０７-６０９０・東京都港区赤坂赤坂アークヒルズ・アーク森ビル

　　１０７-６１９０・東京都港区赤坂赤坂パークビル

　　１０７-６３９０・東京都港区赤坂赤坂Ｂｉｚタワー

　　１０７-６２９０・東京都港区赤坂ミッドタウン・タワー

　　１０６-００４５・東京都港区麻布十番・あざぶじゆうはﾞん

　　１０６-００４１・東京都港区麻布台・あざぶだい



　　１０６-００４３・東京都港区麻布永坂町・あざぶながさかちよう

　　１０６-００４２・東京都港区麻布狸穴町・あざぶまみあなちよう

　　１０５-０００２・東京都港区愛宕・あたご

　　１０５-６２９０・東京都港区愛宕愛宕グリーンヒルズＭＯＲＩタワー

　　１０５-００２２・東京都港区海岸（１、２丁目）・かいがん(１､２)

　　１０８-００２２・東京都港区海岸（３丁目）・かいがん(３)

　　１０５-７５９０・東京都港区海岸東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

　　１０７-００６１・東京都港区北青山・きたあおやま

　　１０８-００７５・東京都港区港南・こうなん

　　１０８-６１０１・東京都港区港南品川インターシティＢ棟

　　１０８-６２９０・東京都港区港南品川インターシティＣ棟)

　　１０８-６２０１・東京都港区港南品川インターシティＣ棟

　　１０５-００１４・東京都港区芝（１～３丁目）・しはﾞ

　　１０８-００１４・東京都港区芝（４、５丁目）・しは

　　１０５-００２３・東京都港区芝浦（１丁目）・しはﾞうら

　　１０８-００２３・東京都港区芝浦（２～４丁目）・しはﾞうら

　　１０５-００１１・東京都港区芝公園・しはﾞこうえん

　　１０５-００１２・東京都港区芝大門・しはﾞだいもん

　　１０８-００７２・東京都港区白金・しろかね

　　１０８-００７１・東京都港区白金台・しろかねだい

　　１０５-０００４・東京都港区新橋・しんはﾞじ

　　１３５-００９１・東京都港区台場・だいはﾞ

　　１０８-００７４・東京都港区高輪・たかなわ

　　１０５-０００１・東京都港区虎ノ門・とらのもん

　　１０５-６９９０・東京都港区虎ノ門神谷町トラストタワー

　　１０５-６０９０・東京都港区虎ノ門城山トラストタワー

　　１０５-６４９０・東京都港区虎ノ門虎ノ門ヒルズビジネスタワー

　　１０５-６３９０・東京都港区虎ノ門虎ノ門ヒルズ森タワー

　　１０６-００３１・東京都港区西麻布・にしあざぶ

　　１０５-０００３・東京都港区西新橋・にししんはﾞじ

　　１０５-００１３・東京都港区浜松町・はままつちよう

　　１０５-５１９０・東京都港区浜松町世界貿易センタービルディング南館

　　１０６-００４４・東京都港区東麻布・ひがしあざぶ

　　１０５-００２１・東京都港区東新橋・ひがししんはﾞし

　　１０５-７１９０・東京都港区東新橋汐留シティセンター

　　１０５-７２９０・東京都港区東新橋汐留メディアタワー

　　１０５-７０９０・東京都港区東新橋電通本社ビル・

　　１０５-７３９０・東京都港区東新橋東京汐留ビルディング

　　１０５-７４９０・東京都港区東新橋日本テレビタワー

　　１０８-００７３・東京都港区三田・みた

　　１０８-６３９０・東京都港区三田住友不動産三田ツインビル西館

　　１０７-００６２・東京都港区南青山・みなみあおやま

　　１０６-００４７・東京都港区南麻布・みなみあざぶ

　　１０７-００５１・東京都港区元赤坂・もとあかさか

　　１０６-００４６・東京都港区元麻布・もとあざぶ

　　１０６-００３２・東京都港区六本木・ろつほﾟんぎ

　　１０６-６０９０・東京都港区六本木泉ガーデンタワー

　　１０６-６２９０・東京都港区六本木住友不動産六本木グランドタワー

　　１０６-６１９０・東京都港区六本木六本木ヒルズ森タワー

　　１６０-００００・東京都新宿区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１６０-０００５・東京都新宿区愛住町・あいずみちよう

　　１６２-０８０３・東京都新宿区赤城下町・あかぎしたまち

　　１６２-０８１７・東京都新宿区赤城元町・あかぎもとまち

　　１６２-０８２４・東京都新宿区揚場町・あげはﾞちよう

　　１６０-０００７・東京都新宿区荒木町・あらきちよう

　　１６２-００６２・東京都新宿区市谷加賀町・いちがやかがちよう

　　１６２-０８５６・東京都新宿区市谷甲良町・いちがやこうらちよう

　　１６２-０８４２・東京都新宿区市谷砂土原町・いちがやさどはらちよう

　　１６２-０８４６・東京都新宿区市谷左内町・いちがやさないちよう

　　１６２-０８４８・東京都新宿区市谷鷹匠町・いちがやたかじようまち

　　１６２-０８４３・東京都新宿区市谷田町・いちがやたまち

　　１６２-００６６・東京都新宿区市谷台町・いちがやだいまち

　　１６２-０８４７・東京都新宿区市谷長延寺町・いちがやちようえんじまち

　　１６２-００６４・東京都新宿区市谷仲之町・いちがやなかのちよう

　　１６２-０８４４・東京都新宿区市谷八幡町・いちがやはちまんちよう

　　１６２-０８２６・東京都新宿区市谷船河原町・いちがやふながわらまち

　　１６２-０８４５・東京都新宿区市谷本村町・いちがやほんむらちよう

　　１６２-００６３・東京都新宿区市谷薬王寺町・いちがややくおうじまち

　　１６２-００６１・東京都新宿区市谷柳町・いちがややなぎちよう

　　１６２-０８５７・東京都新宿区市谷山伏町・いちがややまぶしちよう



　　１６２-０８３２・東京都新宿区岩戸町・いわとちよう

　　１６２-０８０６・東京都新宿区榎町・えのきちよう

　　１６９-００７２・東京都新宿区大久保・おおくほﾞ

　　１６２-０８０２・東京都新宿区改代町・かいたいちよう

　　１６２-０８２３・東京都新宿区神楽河岸・かぐらがじ

　　１６２-０８２５・東京都新宿区神楽坂・かぐらざか

　　１６０-００１３・東京都新宿区霞ケ丘町・かすみがおかまち

　　１６０-０００１・東京都新宿区片町・かたまち

　　１６０-００２１・東京都新宿区歌舞伎町・かぶきちよう

　　１６１-００３４・東京都新宿区上落合・かみおちあい

　　１６２-００５４・東京都新宿区河田町・かわだちよう

　　１６２-００４４・東京都新宿区喜久井町・きくいちよう

　　１６９-００７４・東京都新宿区北新宿・きたしんじゆく

　　１６２-０８３４・東京都新宿区北町・きたまち

　　１６２-０８５３・東京都新宿区北山伏町・きたやまぶしちよう

　　１６２-０８３８・東京都新宿区細工町・さいくまち

　　１６０-００１７・東京都新宿区左門町・さもんちよう

　　１６０-００１６・東京都新宿区信濃町・しなのまち

　　１６１-００３３・東京都新宿区下落合・しもおちあい

　　１６２-０８２２・東京都新宿区下宮比町・しもみやびちよう

　　１６２-０８１６・東京都新宿区白銀町・しろがねちよう

　　１６２-０８１４・東京都新宿区新小川町・しんおがわまち

　　１６０-００２２・東京都新宿区新宿・しんじゆく

　　１６２-０８１１・東京都新宿区水道町・すいどうちよう

　　１６０-００１８・東京都新宿区須賀町・すがちよう

　　１６２-００６５・東京都新宿区住吉町・すみよしちよう

　　１６０-００１５・東京都新宿区大京町・だいきようちよう

　　１６９-００７５・東京都新宿区高田馬場・たかだのはﾞはﾞ

　　１６２-０８３３・東京都新宿区箪笥町・たんすまち

　　１６２-０８１８・東京都新宿区築地町・つきじまち

　　１６２-０８２１・東京都新宿区津久戸町・つくどちよう

　　１６２-０８１５・東京都新宿区筑土八幡町・つくどはちまんちよう

　　１６２-０８０８・東京都新宿区天神町・てんじんちよう

　　１６９-００７１・東京都新宿区戸塚町・とつかまち

　　１６２-００６７・東京都新宿区富久町・とみひさちよう

　　１６９-００５２・東京都新宿区戸山（３丁目１８)・とやま(３ちようめ１８)

　　１６９-００５２・東京都新宿区戸山（２１)・とやま(２１はﾞん)

　　１６２-００５２・東京都新宿区戸山（その他）・とやま(そのた)

　　１６０-００１４・東京都新宿区内藤町・ないとうまち

　　１６１-００３５・東京都新宿区中井・なかい

　　１６１-００３２・東京都新宿区中落合・なかおちあい

　　１６２-０８０４・東京都新宿区中里町・なかざとちよう

　　１６２-０８３５・東京都新宿区中町・なかちよう

　　１６２-０８３７・東京都新宿区納戸町・なんどまち

　　１６１-００３１・東京都新宿区西落合・にしおちあい

　　１６２-０８１２・東京都新宿区西五軒町・にしごけんちよう

　　１６０-００２３・東京都新宿区西新宿・にししんじゆく

　　１６３-０７９０・東京都新宿区西新宿小田急第一生命ビル

　　１６３-１３９０・東京都新宿区西新宿新宿アイランドタワー

　　１６３-０８９０・東京都新宿区西新宿新宿ＮＳビル

　　１６３-１５９０・東京都新宿区西新宿新宿エルタワー

　　１６３-１１９０・東京都新宿区西新宿新宿スクエアタワー

　　１６３-０２９０・東京都新宿区西新宿新宿住友ビル

　　１６３-０６９０・東京都新宿区西新宿新宿センタービル

　　１６３-０５９０・東京都新宿区西新宿新宿野村ビル

　　１６３-１０９０・東京都新宿区西新宿新宿パークタワー

　　１６３-０４９０・東京都新宿区西新宿新宿三井ビル

　　１６３-０９９０・東京都新宿区西新宿新宿モノリス

　　１６３-６０９０・東京都新宿区西新宿住友不動産新宿オークタワー

　　１６０-６１９０・東京都新宿区西新宿住友不動産新宿グランドタワー

　　１６３-１４９０・東京都新宿区西新宿東京オペラシティ

　　１６２-０８５５・東京都新宿区二十騎町・にじゆつきまち

　　１６２-００５１・東京都新宿区西早稲田（２丁目１番１～２３号)・にしわせだ

　　１６２-００５１・東京都新宿区西早稲田（２)・にしわせだ

　　１６９-００５１・東京都新宿区西早稲田（その他）・にしわせだ(そのた)

　　１６２-００４５・東京都新宿区馬場下町・はﾞはﾞしたちよう

　　１６２-０８４１・東京都新宿区払方町・はらいかたまち

　　１６２-００５３・東京都新宿区原町・はらまち

　　１６２-０８０７・東京都新宿区東榎町・ひがしえのきちよう

　　１６２-０８１３・東京都新宿区東五軒町・ひがしごけんちよう



　　１６９-００７３・東京都新宿区百人町・ひやくにんちよう

　　１６２-０８２８・東京都新宿区袋町・ふくろまち

　　１６０-０００６・東京都新宿区舟町・ふなまち

　　１６２-０８５１・東京都新宿区弁天町・べんてんちよう

　　１６２-０８５２・東京都新宿区南榎町・みなみえのきちよう

　　１６２-０８３６・東京都新宿区南町・みなみちよう

　　１６０-００１２・東京都新宿区南元町・みなみもとまち

　　１６２-０８５４・東京都新宿区南山伏町・みなみやまぶしちよう

　　１６２-０８０１・東京都新宿区山吹町・やまぶきちよう

　　１６２-０８０５・東京都新宿区矢来町・やらいちよう

　　１６２-０８３１・東京都新宿区横寺町・よこてらまち

　　１６２-００５５・東京都新宿区余丁町・よちようまち

　　１６０-０００４・東京都新宿区四谷・よつや

　　１６０-０００２・東京都新宿区四谷坂町・よつやさかまち

　　１６０-０００８・東京都新宿区四谷三栄町・よつやさんえいちよう

　　１６０-０００３・東京都新宿区四谷本塩町・よつやほんしおちよう

　　１６０-００１１・東京都新宿区若葉・わかはﾞ

　　１６２-００５６・東京都新宿区若松町・わかまつちよう

　　１６２-０８２７・東京都新宿区若宮町・わかみやちよう

　　１６２-００４１・東京都新宿区早稲田鶴巻町・わせだつるまきちよう

　　１６２-００４３・東京都新宿区早稲田南町・わせだみなみちよう

　　１６２-００４２・東京都新宿区早稲田町・わせだまち

　　１１２-００００・東京都文京区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１１２-００１２・東京都文京区大塚・おおつか

　　１１２-００１３・東京都文京区音羽・おとわ

　　１１２-０００３・東京都文京区春日・かすが

　　１１２-０００２・東京都文京区小石川・こいしかわ

　　１１２-０００４・東京都文京区後楽・こうらく

　　１１２-０００６・東京都文京区小日向・こひなた

　　１１２-０００５・東京都文京区水道・すいどう

　　１１２-００１４・東京都文京区関口・せきぐち

　　１１２-００１１・東京都文京区千石・せんごく

　　１１３-００２２・東京都文京区千駄木・せんだぎ

　　１１３-００２４・東京都文京区西片・にしかた

　　１１３-００３１・東京都文京区根津・ねつﾞ

　　１１３-０００１・東京都文京区白山（１丁目）・はくさん(１)

　　１１２-０００１・東京都文京区白山（２～５丁目）・はくさん(２-５)

　　１１３-００２１・東京都文京区本駒込・ほんこまごめ

　　１１３-００３３・東京都文京区本郷・ほんごう

　　１１３-００２３・東京都文京区向丘・むこうがおか

　　１１２-００１５・東京都文京区目白台・めじろだい

　　１１３-００３２・東京都文京区弥生・やよい

　　１１３-００３４・東京都文京区湯島・ゆしま

　　１１０-００００・東京都台東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１１０-０００６・東京都台東区秋葉原・あきははﾞら

　　１１１-００３２・東京都台東区浅草・あさくさ

　　１１１-００５３・東京都台東区浅草橋・あさくさはﾞじ

　　１１０-０００８・東京都台東区池之端・いけのはた

　　１１１-００２４・東京都台東区今戸・いまど

　　１１０-００１３・東京都台東区入谷・いりや

　　１１０-０００５・東京都台東区上野・うえの

　　１１０-０００７・東京都台東区上野公園・うえのこうえん

　　１１０-０００２・東京都台東区上野桜木・うえのさくらぎ

　　１１１-００３４・東京都台東区雷門・かみなりもん

　　１１０-００１４・東京都台東区北上野・きたうえの

　　１１１-００２２・東京都台東区清川・きよかわ

　　１１１-００５１・東京都台東区蔵前・くらまえ

　　１１１-００５６・東京都台東区小島・こじま

　　１１１-００４２・東京都台東区寿・ことぶき

　　１１１-００４３・東京都台東区駒形・こまがた

　　１１０-０００４・東京都台東区下谷・したや

　　１１１-００３１・東京都台東区千束・せんぞく

　　１１０-００１６・東京都台東区台東・たいとう

　　１１１-００５４・東京都台東区鳥越・とりごえ

　　１１１-００３５・東京都台東区西浅草・にしあさくさ

　　１１１-００２１・東京都台東区日本堤・にほんつﾞつみ

　　１１０-０００３・東京都台東区根岸・ねぎじ

　　１１１-００２３・東京都台東区橋場・はしはﾞ

　　１１１-００３３・東京都台東区花川戸・はなかわど

　　１１１-００２５・東京都台東区東浅草・ひがしあさくさ



　　１１０-００１５・東京都台東区東上野・ひがしうえの

　　１１１-００３６・東京都台東区松が谷・まつがや

　　１１１-００５５・東京都台東区三筋・みすじ

　　１１０-００１１・東京都台東区三ノ輪・みのわ

　　１１１-００４１・東京都台東区元浅草・もとあさくさ

　　１１０-０００１・東京都台東区谷中・やなか

　　１１１-００５２・東京都台東区柳橋・やなぎはﾞじ

　　１１０-００１２・東京都台東区竜泉・りゆうせん

　　１３０-００００・東京都墨田区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１３０-０００１・東京都墨田区吾妻橋・あつﾞまはﾞじ

　　１３０-００１１・東京都墨田区石原・いしわら

　　１３１-００４５・東京都墨田区押上・おしあげ

　　１３０-００１４・東京都墨田区亀沢・かめざわ

　　１３０-００２４・東京都墨田区菊川・きくかわ

　　１３１-００４６・東京都墨田区京島・きようじま

　　１３０-００１３・東京都墨田区錦糸・きんじ

　　１３０-００２２・東京都墨田区江東橋・こうとうはﾞじ

　　１３１-００３１・東京都墨田区墨田・すみだ

　　１３０-００１２・東京都墨田区太平・たいへい

　　１３１-００４３・東京都墨田区立花・たちはﾞな

　　１３０-００２３・東京都墨田区立川・たてかわ

　　１３０-００２５・東京都墨田区千歳・ちとせ

　　１３１-００３４・東京都墨田区堤通・つつみどおり

　　１３０-０００２・東京都墨田区業平・なりひら

　　１３０-０００５・東京都墨田区東駒形・ひがしこまがた

　　１３１-００４２・東京都墨田区東墨田・ひがしすみだ

　　１３１-００３２・東京都墨田区東向島・ひがしむこうじま

　　１３１-００４４・東京都墨田区文花・ぶんか

　　１３０-０００４・東京都墨田区本所・ほんじよ

　　１３０-００２１・東京都墨田区緑・みどり

　　１３１-００３３・東京都墨田区向島・むこうじま

　　１３１-００４１・東京都墨田区八広・やひろ

　　１３０-００１５・東京都墨田区横網・よこあみ

　　１３０-０００３・東京都墨田区横川・よこかわ

　　１３０-００２６・東京都墨田区両国・りようごく

　　１３５-００００・東京都江東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１３５-００６４・東京都江東区青海・あおみ

　　１３５-００６３・東京都江東区有明・ありあけ

　　１３５-００１４・東京都江東区石島・いしじま

　　１３５-００６６・東京都江東区海の森・うみのもり

　　１３５-００１２・東京都江東区海辺・うみべ

　　１３５-００３４・東京都江東区永代・えいたい

　　１３５-００５１・東京都江東区枝川・えだがわ

　　１３５-００４４・東京都江東区越中島・えつちゆうじま

　　１３５-００１１・東京都江東区扇橋・おうぎはﾞじ

　　１３６-００７２・東京都江東区大島・おおじま

　　１３６-００７１・東京都江東区亀戸・かめいど

　　１３６-００７３・東京都江東区北砂・きたすな

　　１３５-００４２・東京都江東区木場・きはﾞ

　　１３５-００２４・東京都江東区清澄・きよすみ

　　１３５-００３１・東京都江東区佐賀・さが

　　１３５-０００３・東京都江東区猿江・さるえ

　　１３５-００４３・東京都江東区塩浜・しおはま

　　１３５-００５２・東京都江東区潮見・しおみ

　　１３５-００６２・東京都江東区東雲・しののめ

　　１３５-００２１・東京都江東区白河・しらかわ

　　１３５-０００７・東京都江東区新大橋・しんおおはじ

　　１３６-００８２・東京都江東区新木場・しんきはﾞ

　　１３６-００７５・東京都江東区新砂・しんすな

　　１３５-０００２・東京都江東区住吉・すみよじ

　　１３５-００１５・東京都江東区千石・せんごく

　　１３５-００１３・東京都江東区千田・せんだ

　　１３５-０００５・東京都江東区高橋・たかはﾞじ

　　１３５-００５３・東京都江東区辰巳・たつみ

　　１３５-００６５・東京都江東区中央防波堤・ちゆうおうほﾞうはてい

　　１３５-００１６・東京都江東区東陽・とうよう

　　１３５-０００６・東京都江東区常盤・ときわ

　　１３５-００４７・東京都江東区富岡・とみおか

　　１３５-００６１・東京都江東区豊洲・とよす

　　１３５-６０９０・東京都江東区豊洲豊洲センタービル



　　１３６-００７４・東京都江東区東砂・ひがしすな

　　１３５-００２３・東京都江東区平野・ひらの

　　１３５-００３３・東京都江東区深川・ふかがわ

　　１３５-００３２・東京都江東区福住・ふくずみ

　　１３５-００４１・東京都江東区冬木・ふゆき

　　１３５-００４５・東京都江東区古石場・ふるいしはﾞ

　　１３５-００４６・東京都江東区牡丹・ほﾞたん

　　１３６-００７６・東京都江東区南砂・みなみすな

　　１３５-００２２・東京都江東区三好・みよじ

　　１３５-０００１・東京都江東区毛利・もうり

　　１３５-０００４・東京都江東区森下・もりした

　　１３５-００４８・東京都江東区門前仲町・もんぜんなかちよう

　　１３６-００８１・東京都江東区夢の島・ゆめのしま

　　１３６-００８３・東京都江東区若洲・わかす

　　１４０-００００・東京都品川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１４２-００６３・東京都品川区荏原・えはﾞら

　　１４０-００１４・東京都品川区大井・おおい

　　１４１-００３２・東京都品川区大崎・おおさき

　　１４１-６０９０・東京都品川区大崎ＴｈｉｎｋＰａｒｋＴｏｗｅｒ

　　１４０-００１２・東京都品川区勝島・かつしま

　　１４１-００２１・東京都品川区上大崎・かみおおさき

　　１４０-０００１・東京都品川区北品川（１～４丁目）・きたしながわ

　　１４１-０００１・東京都品川区北品川（５、６丁目）・きたしながわ

　　１４２-００６２・東京都品川区小山・こやま

　　１４２-００６１・東京都品川区小山台・こやまだい

　　１４２-００４１・東京都品川区戸越・とごじ

　　１４２-００５３・東京都品川区中延・なかのぶ

　　１４０-００１５・東京都品川区西大井・にしおおい

　　１４１-００３１・東京都品川区西五反田・にしごたんだ

　　１４１-００３３・東京都品川区西品川・にししながわ

　　１４２-００５４・東京都品川区西中延・にしなかのぶ

　　１４２-００６４・東京都品川区旗の台・はたのだい

　　１４０-００１１・東京都品川区東大井・ひがしおおい

　　１４１-００２２・東京都品川区東五反田・ひがしごたんだ

　　１４０-０００２・東京都品川区東品川・ひがししながわ

　　１４２-００５２・東京都品川区東中延・ひがしなかのぶ

　　１３５-００９２・東京都品川区東八潮・ひがしやしお

　　１４２-００５１・東京都品川区平塚・ひらつか

　　１４０-０００５・東京都品川区広町・ひろまち

　　１４２-００４３・東京都品川区二葉・ふたはﾞ

　　１４０-００１３・東京都品川区南大井・みなみおおい

　　１４０-０００４・東京都品川区南品川・みなみしながわ

　　１４０-０００３・東京都品川区八潮・やしお

　　１４２-００４２・東京都品川区豊町・ゆたかちよう

　　１５２-００００・東京都目黒区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１５３-００４２・東京都目黒区青葉台・あおはﾞだい

　　１５２-００３３・東京都目黒区大岡山・おおおかやま

　　１５３-００４４・東京都目黒区大橋・おおはじ

　　１５２-００２２・東京都目黒区柿の木坂・かきのきざか

　　１５３-００５１・東京都目黒区上目黒・かみめぐろ

　　１５３-００５３・東京都目黒区五本木・ごほんぎ

　　１５３-００４１・東京都目黒区駒場・こまはﾞ

　　１５３-００６４・東京都目黒区下目黒・しもめぐろ

　　１５２-００３５・東京都目黒区自由が丘・じゆうがおか

　　１５２-００１２・東京都目黒区洗足・せんぞく

　　１５２-００３２・東京都目黒区平町・たいらまち

　　１５２-０００４・東京都目黒区鷹番・たかはﾞん

　　１５２-０００１・東京都目黒区中央町・ちゆうおうちよう

　　１５３-００６５・東京都目黒区中町・なかちよう

　　１５２-００３１・東京都目黒区中根・なかね

　　１５３-００６１・東京都目黒区中目黒・なかめぐろ

　　１５２-００１１・東京都目黒区原町・はらまち

　　１５２-００２１・東京都目黒区東が丘・ひがしがおか

　　１５３-００４３・東京都目黒区東山・ひがしやま

　　１５２-０００３・東京都目黒区碑文谷・ひもんや

　　１５３-００６２・東京都目黒区三田・みた

　　１５２-００３４・東京都目黒区緑が丘・みどりがおか

　　１５２-００１３・東京都目黒区南・みなみ

　　１５３-００６３・東京都目黒区目黒・めぐろ

　　１５２-０００２・東京都目黒区目黒本町・めぐろほんちよう



　　１５２-００２３・東京都目黒区八雲・やくも

　　１５３-００５２・東京都目黒区祐天寺・ゆうてんじ

　　１４４-００００・東京都大田区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１４６-００８２・東京都大田区池上・いけがみ

　　１４５-００６１・東京都大田区石川町・いしかわちよう

　　１４６-００９１・東京都大田区鵜の木・うのき

　　１４３-００１４・東京都大田区大森中・おおもりなか

　　１４３-００１１・東京都大田区大森本町・おおもりほんちよう

　　１４３-００１２・東京都大田区大森東・おおもりひがじ

　　１４３-００１５・東京都大田区大森西・おおもりにじ

　　１４３-００１３・東京都大田区大森南・おおもりみなみ

　　１４３-００１６・東京都大田区大森北・おおもりきた

　　１４４-００５２・東京都大田区蒲田・かまた

　　１４４-００５３・東京都大田区蒲田本町・かまたほんちよう

　　１４５-００６４・東京都大田区上池台・かみいけだい

　　１４４-００３２・東京都大田区北糀谷・きたこうじや

　　１４５-００６２・東京都大田区北千束・きたせんぞく

　　１４３-００２１・東京都大田区北馬込・きたまごめ

　　１４５-００７３・東京都大田区北嶺町・きたみねまち

　　１４６-００８５・東京都大田区久が原・くがはら

　　１４３-０００３・東京都大田区京浜島・けいひんじま

　　１４３-００２３・東京都大田区山王・さんのう

　　１４６-００９２・東京都大田区下丸子・しもまるこ

　　１４３-０００２・東京都大田区城南島・じようなんじま

　　１４３-０００４・東京都大田区昭和島・しようわじま

　　１４４-００５４・東京都大田区新蒲田・しんかまた

　　１４６-００９５・東京都大田区多摩川・たまがわ

　　１４６-００８３・東京都大田区千鳥・ちどり

　　１４３-００２４・東京都大田区中央・ちゆうおう

　　１４５-００７１・東京都大田区田園調布・でんえんちようふ

　　１４５-００７２・東京都大田区田園調布本町・でんえんちようふほんちよう

　　１４５-００７６・東京都大田区田園調布南・でんえんちようふみなみ

　　１４３-０００１・東京都大田区東海・とうかい

　　１４６-００８１・東京都大田区仲池上・なかいけがみ

　　１４３-００２７・東京都大田区中馬込・なかまごめ

　　１４４-００５５・東京都大田区仲六郷・なかろくごう

　　１４４-００５１・東京都大田区西蒲田・にしかまた

　　１４４-００３４・東京都大田区西糀谷・にしこうじや

　　１４３-００２６・東京都大田区西馬込・にしまごめ

　　１４５-００７５・東京都大田区西嶺町・にしみねまち

　　１４４-００５６・東京都大田区西六郷・にしろくごう

　　１４４-００４７・東京都大田区萩中・はぎなか

　　１４４-００４３・東京都大田区羽田・はねだ

　　１４４-００４２・東京都大田区羽田旭町・はねだあさひちよう

　　１４４-００４１・東京都大田区羽田空港・はねだくうこう

　　１４４-００３１・東京都大田区東蒲田・ひがしかまた

　　１４４-００３３・東京都大田区東糀谷・ひがしこうじや

　　１４３-００２２・東京都大田区東馬込・ひがしまごめ

　　１４５-００７４・東京都大田区東嶺町・ひがしみねまち

　　１４６-００９４・東京都大田区東矢口・ひがしやぐち

　　１４５-００６５・東京都大田区東雪谷・ひがしゆきがや

　　１４４-００４６・東京都大田区東六郷・ひがしろくごう

　　１４３-０００７・東京都大田区ふるさとの浜辺公園・ふるさとのはまべこうえん

　　１４３-０００６・東京都大田区平和島・へいわじま

　　１４３-０００５・東京都大田区平和の森公園・へいわのもりこうえん

　　１４４-００４４・東京都大田区本羽田・ほんはねだ

　　１４４-００３５・東京都大田区南蒲田・みなみかまた

　　１４６-００８４・東京都大田区南久が原・みなみくがはら

　　１４５-００６３・東京都大田区南千束・みなみせんぞく

　　１４３-００２５・東京都大田区南馬込・みなみまごめ

　　１４５-００６６・東京都大田区南雪谷・みなみゆきがや

　　１４４-００４５・東京都大田区南六郷・みなみろくごう

　　１４６-００９３・東京都大田区矢口・やぐち

　　１４５-００６７・東京都大田区雪谷大塚町・ゆきがやおおつかまち

　　１３５-００９３・東京都大田区令和島・れいわじま

　　１５４-００００・東京都世田谷区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１５６-００４４・東京都世田谷区赤堤・あかつつみ

　　１５４-０００１・東京都世田谷区池尻・いけじり

　　１５７-００６８・東京都世田谷区宇奈根・うなね

　　１５４-００２２・東京都世田谷区梅丘・うめがおか



　　１５７-００７４・東京都世田谷区大蔵・おおくら

　　１５６-００４１・東京都世田谷区大原・おおはら

　　１５７-００７６・東京都世田谷区岡本・おかもと

　　１５８-００８３・東京都世田谷区奥沢・おくさわ

　　１５８-００８６・東京都世田谷区尾山台・おやまだい

　　１５７-００６３・東京都世田谷区粕谷・かすや

　　１５７-００７７・東京都世田谷区鎌田・かまた

　　１５４-００１１・東京都世田谷区上馬・かみうま

　　１５６-００５７・東京都世田谷区上北沢・かみきたざわ

　　１５７-００６５・東京都世田谷区上祖師谷・かみそしがや

　　１５８-００９３・東京都世田谷区上野毛・かみのげ

　　１５８-００９８・東京都世田谷区上用賀・かみようが

　　１５７-００６１・東京都世田谷区北烏山・きたからすやま

　　１５５-００３１・東京都世田谷区北沢・きたざわ

　　１５７-００６７・東京都世田谷区喜多見・きたみ

　　１５７-００７３・東京都世田谷区砧・きぬた

　　１５７-００７５・東京都世田谷区砧公園・きぬたこうえん

　　１５７-００６４・東京都世田谷区給田・きゆうでん

　　１５６-００５２・東京都世田谷区経堂・きようどう

　　１５４-００２１・東京都世田谷区豪徳寺・ごうとくじ

　　１５４-００１２・東京都世田谷区駒沢・こまざわ

　　１５４-００１３・東京都世田谷区駒沢公園・こまざわこうえん

　　１５６-００５３・東京都世田谷区桜・さくら

　　１５６-００５４・東京都世田谷区桜丘・さくらがおか

　　１５４-００１５・東京都世田谷区桜新町・さくらしんまち

　　１５６-００４５・東京都世田谷区桜上水・さくらじようすい

　　１５４-００２４・東京都世田谷区三軒茶屋・さんげんちﾞやや

　　１５４-０００２・東京都世田谷区下馬・しもうま

　　１５４-００１４・東京都世田谷区新町・しんまち

　　１５７-００６６・東京都世田谷区成城・せいじよう

　　１５８-００９５・東京都世田谷区瀬田・せた

　　１５４-００１７・東京都世田谷区世田谷・せたがや

　　１５７-００７２・東京都世田谷区祖師谷・そしがや

　　１５４-０００４・東京都世田谷区太子堂・たいしどう

　　１５５-００３２・東京都世田谷区代沢・だいざわ

　　１５５-００３３・東京都世田谷区代田・だいた

　　１５８-００９４・東京都世田谷区玉川・たまがわ

　　１５８-００９６・東京都世田谷区玉川台・たまがわだい

　　１５８-００８５・東京都世田谷区玉川田園調布・たまがわでんえんちようふ

　　１５８-００８７・東京都世田谷区玉堤・たまつﾞつみ

　　１５７-００７１・東京都世田谷区千歳台・ちとせだい

　　１５４-００１６・東京都世田谷区弦巻・つるまき

　　１５８-００８２・東京都世田谷区等々力・とどろき

　　１５８-００９１・東京都世田谷区中町・なかまち

　　１５８-００９２・東京都世田谷区野毛・のげ

　　１５４-０００３・東京都世田谷区野沢・のざわ

　　１５６-００５６・東京都世田谷区八幡山・はちまんやま

　　１５６-００４２・東京都世田谷区羽根木・はねぎ

　　１５８-００８４・東京都世田谷区東玉川・ひがしたまがわ

　　１５８-００８１・東京都世田谷区深沢・ふかさわ

　　１５６-００５５・東京都世田谷区船橋・ふなはﾞじ

　　１５６-００４３・東京都世田谷区松原・まつはﾞら

　　１５４-０００５・東京都世田谷区三宿・みしゆく

　　１５７-００６２・東京都世田谷区南烏山・みなみからすやま

　　１５６-００５１・東京都世田谷区宮坂・みやさか

　　１５８-００９７・東京都世田谷区用賀・ようが

　　１５４-００２３・東京都世田谷区若林・わかはﾞやじ

　　１５０-００００・東京都渋谷区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１５１-００６４・東京都渋谷区上原・うえはら

　　１５０-００３２・東京都渋谷区鶯谷町・うぐいすだにちよう

　　１５０-００４２・東京都渋谷区宇田川町・うだがわちよう

　　１５０-００１３・東京都渋谷区恵比寿・えびす

　　１５０-６０９０・東京都渋谷区恵比寿恵比寿ガーデンプレイス

　　１５０-００２１・東京都渋谷区恵比寿西・えびすにじ

　　１５０-００２２・東京都渋谷区恵比寿南・えびすみなみ

　　１５１-００６５・東京都渋谷区大山町・おおやまちよう

　　１５０-００４７・東京都渋谷区神山町・かみやまちよう

　　１５０-００３１・東京都渋谷区桜丘町・さくらがおかちよう

　　１５１-００７３・東京都渋谷区笹塚・ささつﾞか

　　１５０-００３３・東京都渋谷区猿楽町・さるがくちよう



　　１５０-０００２・東京都渋谷区渋谷・しぶや

　　１５０-６１９０・東京都渋谷区渋谷渋谷スクランブルスクエア

　　１５０-００４６・東京都渋谷区松濤・しようとう

　　１５０-０００１・東京都渋谷区神宮前・じんぐうまえ

　　１５０-００４５・東京都渋谷区神泉町・しんせんちよう

　　１５０-００４１・東京都渋谷区神南・じんなん

　　１５１-００５１・東京都渋谷区千駄ヶ谷・せんだがや

　　１５０-００３４・東京都渋谷区代官山町・だいかんやまちよう

　　１５０-００４３・東京都渋谷区道玄坂・どうげんざか

　　１５１-００６３・東京都渋谷区富ヶ谷・とみがや

　　１５０-００３６・東京都渋谷区南平台町・なんへﾟいだいちよう

　　１５１-００６６・東京都渋谷区西原・にしはら

　　１５１-００７２・東京都渋谷区幡ヶ谷・はたがや

　　１５０-００３５・東京都渋谷区鉢山町・はちやまちよう

　　１５１-００６１・東京都渋谷区初台・はつだい

　　１５０-００１１・東京都渋谷区東・ひがじ

　　１５０-００１２・東京都渋谷区広尾・ひろお

　　１５１-００７１・東京都渋谷区本町・ほんまち

　　１５０-００４４・東京都渋谷区円山町・まるやまちよう

　　１５１-００６２・東京都渋谷区元代々木町・もとよよぎちよう

　　１５１-００５３・東京都渋谷区代々木・よよぎ

　　１５１-００５２・東京都渋谷区代々木神園町・よよぎかみぞのちよう

　　１６４-００００・東京都中野区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１６５-００２６・東京都中野区新井・あらい

　　１６５-００２２・東京都中野区江古田・えごた

　　１６５-００２３・東京都中野区江原町・えはらちよう

　　１６５-００３１・東京都中野区上鷺宮・かみさぎのみや

　　１６４-０００２・東京都中野区上高田・かみたかだ

　　１６５-００３２・東京都中野区鷺宮・さぎのみや

　　１６５-００３５・東京都中野区白鷺・しらさぎ

　　１６４-００１１・東京都中野区中央・ちゆうおう

　　１６４-０００１・東京都中野区中野・なかの

　　１６５-００２５・東京都中野区沼袋・ぬまぶくろ

　　１６５-００２７・東京都中野区野方・のがた

　　１６４-０００３・東京都中野区東中野・ひがしなかの

　　１６４-００１２・東京都中野区本町・ほんちよう

　　１６５-００２４・東京都中野区松が丘・まつがおか

　　１６５-００２１・東京都中野区丸山・まるやま

　　１６４-００１４・東京都中野区南台・みなみだい

　　１６５-００３４・東京都中野区大和町・やまとちよう

　　１６４-００１３・東京都中野区弥生町・やよいちよう

　　１６５-００３３・東京都中野区若宮・わかみや

　　１６６-００００・東京都杉並区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１６６-０００４・東京都杉並区阿佐谷南・あさがやみなみ

　　１６６-０００１・東京都杉並区阿佐谷北・あさがやきた

　　１６７-００３２・東京都杉並区天沼・あまぬま

　　１６７-００２１・東京都杉並区井草・いぐさ

　　１６８-００６３・東京都杉並区和泉・いずみ

　　１６７-００３５・東京都杉並区今川・いまがわ

　　１６６-００１１・東京都杉並区梅里・うめざと

　　１６８-００６４・東京都杉並区永福・えいふく

　　１６８-００６１・東京都杉並区大宮・おおみや

　　１６７-００５１・東京都杉並区荻窪・おぎくほﾞ

　　１６７-００２３・東京都杉並区上井草・かみいぐさ

　　１６７-００４３・東京都杉並区上荻・かみおぎ

　　１６８-００７４・東京都杉並区上高井戸・かみたかいど

　　１６８-００８２・東京都杉並区久我山・くがやま

　　１６６-０００３・東京都杉並区高円寺南・こうえんじみなみ

　　１６６-０００２・東京都杉並区高円寺北・こうえんじきた

　　１６７-００３３・東京都杉並区清水・しみず

　　１６７-００２２・東京都杉並区下井草・しもいぐさ

　　１６８-００７３・東京都杉並区下高井戸・しもたかいど

　　１６７-００５４・東京都杉並区松庵・しようあん

　　１６７-００４１・東京都杉並区善福寺・ぜんふﾟくじ

　　１６８-００７２・東京都杉並区高井戸東・たかいどひがじ

　　１６８-００７１・東京都杉並区高井戸西・たかいどにじ

　　１６６-００１５・東京都杉並区成田東・なりたひがじ

　　１６６-００１６・東京都杉並区成田西・なりたにじ

　　１６７-００５３・東京都杉並区西荻南・にしおぎみなみ

　　１６７-００４２・東京都杉並区西荻北・にしおぎきた



　　１６８-００６５・東京都杉並区浜田山・はまだやま

　　１６８-００６２・東京都杉並区方南・ほうなん

　　１６６-００１３・東京都杉並区堀ノ内・ほりのうち

　　１６７-００３１・東京都杉並区本天沼・ほんあまぬま

　　１６６-００１４・東京都杉並区松ノ木・まつのき

　　１６７-００５２・東京都杉並区南荻窪・みなみおぎくほﾞ

　　１６８-００８１・東京都杉並区宮前・みやまえ

　　１６７-００３４・東京都杉並区桃井・ももい

　　１６６-００１２・東京都杉並区和田・わだ

　　１７０-００００・東京都豊島区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１７０-００１４・東京都豊島区池袋（１丁目）・いけぶくろ(１)

　　１７１-００１４・東京都豊島区池袋（２～４丁目）・いけぶくろ(２-４)

　　１７０-００１１・東京都豊島区池袋本町・いけぶくろほんちよう

　　１７１-００４３・東京都豊島区要町・かなめちよう

　　１７０-００１２・東京都豊島区上池袋・かみいけぶくろ

　　１７０-０００４・東京都豊島区北大塚・きたおおつか

　　１７０-０００３・東京都豊島区駒込・こまごめ

　　１７０-０００２・東京都豊島区巣鴨・すがも

　　１７１-００４１・東京都豊島区千川・せんかわ

　　１７１-００３２・東京都豊島区雑司が谷・ぞうしがや

　　１７１-００３３・東京都豊島区高田・たかだ

　　１７１-００４２・東京都豊島区高松・たかまつ

　　１７１-００４４・東京都豊島区千早・ちはや

　　１７１-００５１・東京都豊島区長崎・ながさき

　　１７１-００２１・東京都豊島区西池袋・にしいけぶくろ

　　１７０-０００１・東京都豊島区西巣鴨・にしすがも

　　１７０-００１３・東京都豊島区東池袋・ひがしいけぶくろ

　　１７０-６０９０・東京都豊島区東池袋サンシャイン６０

　　１７１-００２２・東京都豊島区南池袋・みなみいけぶくろ

　　１７０-０００５・東京都豊島区南大塚・みなみおおつか

　　１７１-００５２・東京都豊島区南長崎・みなみながさき

　　１７１-００３１・東京都豊島区目白・めじろ

　　１１４-００００・東京都北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１１５-００４５・東京都北区赤羽・あかはﾞね

　　１１５-００５３・東京都北区赤羽台・あかはﾞねだい

　　１１５-００５５・東京都北区赤羽西・あかはﾞねにじ

　　１１５-００４４・東京都北区赤羽南・あかはﾞねみなみ

　　１１５-００５２・東京都北区赤羽北・あかはﾞねきた

　　１１５-００４１・東京都北区岩淵町・いわぶちまち

　　１１５-００５１・東京都北区浮間・うきま

　　１１４-０００２・東京都北区王子・おうじ

　　１１４-００２２・東京都北区王子本町・おうじほんちよう

　　１１４-００３４・東京都北区上十条・かみじゆうじよう

　　１１４-００１６・東京都北区上中里・かみなかざと

　　１１５-００４３・東京都北区神谷・かみや

　　１１４-００２１・東京都北区岸町・きしまち

　　１１５-００５４・東京都北区桐ケ丘・きりがおか

　　１１４-０００５・東京都北区栄町・さかえちよう

　　１１５-００４２・東京都北区志茂・しも

　　１１４-００３３・東京都北区十条台・じゆうじようだい

　　１１４-００３１・東京都北区十条仲原・じゆうじようなかはら

　　１１４-００１１・東京都北区昭和町・しようわまち

　　１１４-００２３・東京都北区滝野川・たきのがわ

　　１１４-００１４・東京都北区田端・たはﾞた

　　１１４-００１２・東京都北区田端新町・たはﾞたしんまち

　　１１４-０００３・東京都北区豊島・としま

　　１１４-００１５・東京都北区中里・なかざと

　　１１４-００３２・東京都北区中十条・なかじゆうじよう

　　１１５-００５６・東京都北区西が丘・にしがおか

　　１１４-００２４・東京都北区西ケ原・にしがはら

　　１１４-０００１・東京都北区東十条・ひがしじゆうじよう

　　１１４-００１３・東京都北区東田端・ひがしたはﾞた

　　１１４-０００４・東京都北区堀船・ほりふね

　　１１６-００００・東京都荒川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１１６-０００２・東京都荒川区荒川・あらかわ

　　１１６-００１１・東京都荒川区西尾久・にしおぐ

　　１１６-００１３・東京都荒川区西日暮里・にしにつほﾟり

　　１１６-００１２・東京都荒川区東尾久・ひがしおぐ

　　１１６-００１４・東京都荒川区東日暮里・ひがしにつほﾟり

　　１１６-０００１・東京都荒川区町屋・まちや



　　１１６-０００３・東京都荒川区南千住・みなみせんじゆ

　　１７４-００００・東京都板橋区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１７４-００４４・東京都板橋区相生町・あいおいちよう

　　１７５-００９２・東京都板橋区赤塚・あかつか

　　１７５-００９３・東京都板橋区赤塚新町・あかつかしんまち

　　１７４-００５１・東京都板橋区小豆沢・あずさわ

　　１７４-００５５・東京都板橋区泉町・いずみちよう

　　１７３-０００４・東京都板橋区板橋・いたはﾞじ

　　１７３-０００２・東京都板橋区稲荷台・いなりだい

　　１７４-００６１・東京都板橋区大原町・おおはらちよう

　　１７３-００３５・東京都板橋区大谷口・おおやぐち

　　１７３-００３２・東京都板橋区大谷口上町・おおやぐちかみちよう

　　１７３-００３１・東京都板橋区大谷口北町・おおやぐちきたちよう

　　１７３-００２４・東京都板橋区大山金井町・おおやまかないちよう

　　１７３-００１４・東京都板橋区大山東町・おおやまひがしちよう

　　１７３-００３３・東京都板橋区大山西町・おおやまにしちよう

　　１７３-００２３・東京都板橋区大山町・おおやまちよう

　　１７３-０００３・東京都板橋区加賀・かが

　　１７４-００７６・東京都板橋区上板橋・かみいたはﾞじ

　　１７３-００２５・東京都板橋区熊野町・くまのちよう

　　１７３-００３７・東京都板橋区小茂根・こもね

　　１７３-００３４・東京都板橋区幸町・さいわいちよう

　　１７３-００１５・東京都板橋区栄町・さかえちよう

　　１７４-００４３・東京都板橋区坂下・さかした

　　１７４-００７５・東京都板橋区桜川・さくらがわ

　　１７４-００５３・東京都板橋区清水町・しみずちよう

　　１７４-００５６・東京都板橋区志村・しむら

　　１７５-００８１・東京都板橋区新河岸・しんがじ

　　１７５-００８５・東京都板橋区大門・だいもん

　　１７５-００８２・東京都板橋区高島平・たかしまだいら

　　１７４-００７４・東京都板橋区東新町・とうしんちよう

　　１７４-００７１・東京都板橋区常盤台・ときわだい

　　１７５-００８３・東京都板橋区徳丸・とくまる

　　１７３-００１６・東京都板橋区中板橋・なかいたはﾞじ

　　１７３-０００５・東京都板橋区仲宿・なかじゆく

　　１７４-００６４・東京都板橋区中台・なかだい

　　１７３-００２２・東京都板橋区仲町・なかちよう

　　１７３-００２６・東京都板橋区中丸町・なかまるちよう

　　１７５-００９４・東京都板橋区成増・なります

　　１７４-００４５・東京都板橋区西台（１丁目）・にしだい(１)

　　１７５-００４５・東京都板橋区西台（２～４丁目）・にしだい(２-４)

　　１７４-００５２・東京都板橋区蓮沼町・はすぬまちよう

　　１７４-００４６・東京都板橋区蓮根・はすね

　　１７３-００１３・東京都板橋区氷川町・ひかわちよう

　　１７４-００４２・東京都板橋区東坂下・ひがしさかした

　　１７４-００７３・東京都板橋区東山町・ひがしやまちよう

　　１７４-００６２・東京都板橋区富士見町・ふじみちよう

　　１７３-００１１・東京都板橋区双葉町・ふたはﾞちよう

　　１７４-００４１・東京都板橋区舟渡・ふなど

　　１７３-０００１・東京都板橋区本町・ほんちよう

　　１７４-００６３・東京都板橋区前野町・まえのちよう

　　１７５-００９１・東京都板橋区三園・みその

　　１７３-００２７・東京都板橋区南町・みなみちよう

　　１７４-００７２・東京都板橋区南常盤台・みなみときわだい

　　１７４-００５４・東京都板橋区宮本町・みやもとちよう

　　１７３-００３６・東京都板橋区向原・むかいはら

　　１７３-００１２・東京都板橋区大和町・やまとちよう

　　１７３-００２１・東京都板橋区弥生町・やよいちよう

　　１７５-００８４・東京都板橋区四葉・よつはﾞ

　　１７４-００６５・東京都板橋区若木・わかぎ

　　１７６-００００・東京都練馬区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１７６-０００５・東京都練馬区旭丘・あさひがおか

　　１７９-００７１・東京都練馬区旭町・あさひちよう

　　１７８-００６１・東京都練馬区大泉学園町・おおいずみがくえんちよう

　　１７８-００６２・東京都練馬区大泉町・おおいずみまち

　　１７９-００７４・東京都練馬区春日町・かすがちよう

　　１７７-００４４・東京都練馬区上石神井・かみしやくじい

　　１７７-００４３・東京都練馬区上石神井南町・かみしやくじいみなみちよう

　　１７９-００８１・東京都練馬区北町・きたまち

　　１７６-００２２・東京都練馬区向山・こうやま



　　１７６-０００４・東京都練馬区小竹町・こたけちよう

　　１７６-０００６・東京都練馬区栄町・さかえちよう

　　１７６-０００２・東京都練馬区桜台・さくらだい

　　１７７-００４２・東京都練馬区下石神井・しもしやくじい

　　１７７-００４５・東京都練馬区石神井台・しやくじいだい

　　１７７-００４１・東京都練馬区石神井町・しやくじいまち

　　１７７-００５２・東京都練馬区関町東・せきまちひがじ

　　１７７-００５３・東京都練馬区関町南・せきまちみなみ

　　１７７-００５１・東京都練馬区関町北・せきまちきた

　　１７７-００３３・東京都練馬区高野台・たかのだい

　　１７９-００７５・東京都練馬区高松・たかまつ

　　１７９-００７３・東京都練馬区田柄・たがら

　　１７７-００５４・東京都練馬区立野町・たてのちよう

　　１７９-００７６・東京都練馬区土支田・どしだ

　　１７６-００１１・東京都練馬区豊玉上・とよたまかみ

　　１７６-００１３・東京都練馬区豊玉中・とよたまなか

　　１７６-００１４・東京都練馬区豊玉南・とよたまみなみ

　　１７６-００１２・東京都練馬区豊玉北・とよたまきた

　　１７６-００２４・東京都練馬区中村・なかむら

　　１７６-００２５・東京都練馬区中村南・なかむらみなみ

　　１７６-００２３・東京都練馬区中村北・なかむらきた

　　１７８-００６５・東京都練馬区西大泉・にしおおいずみ

　　１７８-００６６・東京都練馬区西大泉町・にしおおいずみまち

　　１７９-００８２・東京都練馬区錦・にしき

　　１７６-００２１・東京都練馬区貫井・ぬくい

　　１７６-０００１・東京都練馬区練馬・ねりま

　　１７６-０００３・東京都練馬区羽沢・はざわ

　　１７９-００８５・東京都練馬区早宮・はやみや

　　１７９-００７２・東京都練馬区光が丘・ひかりがおか

　　１７９-００８４・東京都練馬区氷川台・ひかわだい

　　１７８-００６３・東京都練馬区東大泉・ひがしおおいずみ

　　１７７-００３４・東京都練馬区富士見台・ふじみだい

　　１７９-００８３・東京都練馬区平和台・へいわだい

　　１７８-００６４・東京都練馬区南大泉・みなみおおいずみ

　　１７７-００３５・東京都練馬区南田中・みなみたなか

　　１７７-００３１・東京都練馬区三原台・みはらだい

　　１７７-００３２・東京都練馬区谷原・やはら

　　１２０-００００・東京都足立区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１２０-００１２・東京都足立区青井（１～３丁目）・あおい

　　１２１-００１２・東京都足立区青井（４～６丁目）・あおい(４-６)

　　１２０-００１５・東京都足立区足立・あだち

　　１２０-０００５・東京都足立区綾瀬・あやせ

　　１２１-０８２３・東京都足立区伊興・いこう

　　１２１-０８０７・東京都足立区伊興本町・いこうほんちよう

　　１２１-０８３６・東京都足立区入谷・いりや

　　１２１-０８３４・東京都足立区入谷町・いりやまち

　　１２１-０８１６・東京都足立区梅島・うめじま

　　１２３-０８５１・東京都足立区梅田・うめだ

　　１２３-０８７３・東京都足立区扇・おうぎ

　　１２０-０００１・東京都足立区大谷田・おおやた

　　１２３-０８４４・東京都足立区興野・おきの

　　１２０-００４６・東京都足立区小台・おだい

　　１２３-０８６１・東京都足立区加賀・かが

　　１２１-００５５・東京都足立区加平・かへい

　　１２１-００５６・東京都足立区北加平町・きたかへいちよう

　　１２３-０８４２・東京都足立区栗原・くりはら

　　１２０-００１３・東京都足立区弘道・こうどう

　　１２３-０８７２・東京都足立区江北・こうほく

　　１２１-０８３３・東京都足立区古千谷・こちﾞや

　　１２１-０８３２・東京都足立区古千谷本町・こちﾞやほんちよう

　　１２１-００５３・東京都足立区佐野・さの

　　１２３-０８６２・東京都足立区皿沼・さらぬま

　　１２３-０８６４・東京都足立区鹿浜・しかはま

　　１２１-０８１５・東京都足立区島根・しまね

　　１２３-０８６５・東京都足立区新田・しんでん

　　１２１-００５１・東京都足立区神明・しんめい

　　１２１-００５７・東京都足立区神明南・しんめいみなみ

　　１２３-０８５２・東京都足立区関原・せきはﾞら

　　１２０-００３４・東京都足立区千住・せんじゆ

　　１２０-００２３・東京都足立区千住曙町・せんじゆあけほﾞのちよう



　　１２０-００２６・東京都足立区千住旭町・せんじゆあさひちよう

　　１２０-００２５・東京都足立区千住東・せんじゆあずま

　　１２０-００３１・東京都足立区千住大川町・せんじゆおおかわちよう

　　１２０-００３７・東京都足立区千住河原町・せんじゆかわらちよう

　　１２０-００３３・東京都足立区千住寿町・せんじゆことぶきちよう

　　１２０-００４５・東京都足立区千住桜木・せんじゆさくらぎ

　　１２０-００２４・東京都足立区千住関屋町・せんじゆせきやちよう

　　１２０-００４２・東京都足立区千住龍田町・せんじゆたつたちよう

　　１２０-００３５・東京都足立区千住中居町・せんじゆなかいちよう

　　１２０-００３６・東京都足立区千住仲町・せんじゆなかちよう

　　１２０-００３８・東京都足立区千住橋戸町・せんじゆはしどちよう

　　１２０-００４４・東京都足立区千住緑町・せんじゆみどりちよう

　　１２０-００４３・東京都足立区千住宮元町・せんじゆみやもとちよう

　　１２０-００４１・東京都足立区千住元町・せんじゆもとまち

　　１２０-００３２・東京都足立区千住柳町・せんじゆやなぎちよう

　　１２１-０８１３・東京都足立区竹の塚・たけのつか

　　１２１-００５４・東京都足立区辰沼・たつぬま

　　１２０-００１１・東京都足立区中央本町（１目）・ちゆうおうほんちよう

　　１２０-００１１・東京都足立区中央本町（丁目）・ちゆうおうほんちよう

　　１２１-００１１・東京都足立区中央本町（３～５丁目）・ちゆうおうほんちよう

　　１２３-０８７１・東京都足立区椿・つはﾞき

　　１２０-０００３・東京都足立区東和・とうわ

　　１２１-０８３１・東京都足立区舎人・とねり

　　１２１-０８３７・東京都足立区舎人公園・とねりこうえん

　　１２１-０８３５・東京都足立区舎人町・とねりまち

　　１２０-０００２・東京都足立区中川・なかがわ

　　１２０-００１４・東京都足立区西綾瀬・にしあやせ

　　１２３-０８４１・東京都足立区西新井・にしあらい

　　１２３-０８４３・東京都足立区西新井栄町・にしあらいさかえちよう

　　１２３-０８４５・東京都足立区西新井本町・にしあらいほんちよう

　　１２１-０８２４・東京都足立区西伊興・にしいこう

　　１２１-０８２５・東京都足立区西伊興町・にしいこうちよう

　　１２１-００７４・東京都足立区西加平・にしかへい

　　１２１-０８２２・東京都足立区西竹の塚・にしたけのつか

　　１２１-０８１２・東京都足立区西保木間・にしほきま

　　１２１-００６１・東京都足立区花畑・はなはた

　　１２０-０００４・東京都足立区東綾瀬・ひがしあやせ

　　１２１-０８０１・東京都足立区東伊興・ひがしいこう

　　１２１-００６３・東京都足立区東保木間・ひがしほきま

　　１２１-００７１・東京都足立区東六月町・ひがしろくがつちよう

　　１２１-００７５・東京都足立区一ツ家・ひとつや

　　１２０-００２１・東京都足立区日ノ出町・ひのでちよう

　　１２１-００７６・東京都足立区平野・ひらの

　　１２１-００６４・東京都足立区保木間・ほきま

　　１２１-００７２・東京都足立区保塚町・ほつﾞかちよう

　　１２３-０８７４・東京都足立区堀之内・ほりのうち

　　１２１-００６２・東京都足立区南花畑・みなみはなはた

　　１２０-００４７・東京都足立区宮城・みやぎ

　　１２１-００５２・東京都足立区六木・むつぎ

　　１２３-０８５３・東京都足立区本木・もとき

　　１２３-０８５４・東京都足立区本木東町・もときひがしまち

　　１２３-０８５６・東京都足立区本木西町・もときにしまち

　　１２３-０８５５・東京都足立区本木南町・もときみなみまち

　　１２３-０８５７・東京都足立区本木北町・もとききたまち

　　１２３-０８６３・東京都足立区谷在家・やざいけ

　　１２０-０００６・東京都足立区谷中・やなか

　　１２０-００２２・東京都足立区柳原・やなぎはら

　　１２１-０８１４・東京都足立区六月・ろくがつ

　　１２１-００７３・東京都足立区六町・ろくちよう

　　１２４-００００・東京都葛飾区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１２５-００６２・東京都葛飾区青戸・あおと

　　１２４-００２２・東京都葛飾区奥戸・おくど

　　１２４-０００３・東京都葛飾区お花茶屋・おはなちﾞやや

　　１２５-００４２・東京都葛飾区金町・かなまち

　　１２５-００４３・東京都葛飾区金町浄水場・かなまちじようすいじよう

　　１２５-００５３・東京都葛飾区鎌倉・かまくら

　　１２５-００６１・東京都葛飾区亀有・かめあり

　　１２４-０００１・東京都葛飾区小菅・こすげ

　　１２５-００５２・東京都葛飾区柴又・しはﾞまた

　　１２５-００６３・東京都葛飾区白鳥・しらとり



　　１２４-００２４・東京都葛飾区新小岩・しんこいわ

　　１２５-００５４・東京都葛飾区高砂・たかさご

　　１２４-０００５・東京都葛飾区宝町・たからまち

　　１２４-００１２・東京都葛飾区立石・たていじ

　　１２５-００５１・東京都葛飾区新宿・にいじゆく

　　１２４-０００２・東京都葛飾区西亀有（１、２丁目）・にしかめあり(１､２)

　　１２５-０００２・東京都葛飾区西亀有（３、４丁目）・にしかめあり(３､４)

　　１２４-００２５・東京都葛飾区西新小岩・にししんこいわ

　　１２５-００３１・東京都葛飾区西水元・にしみずもと

　　１２５-００４１・東京都葛飾区東金町・ひがしかなまち

　　１２４-００２３・東京都葛飾区東新小岩・ひがししんこいわ

　　１２４-００１３・東京都葛飾区東立石・ひがしたていじ

　　１２４-０００４・東京都葛飾区東堀切・ひがしほりきり

　　１２５-００３３・東京都葛飾区東水元・ひがしみずもと

　　１２４-００１４・東京都葛飾区東四つ木・ひがしよつぎ

　　１２４-００２１・東京都葛飾区細田・ほそだ

　　１２４-０００６・東京都葛飾区堀切・ほりきり

　　１２５-００３２・東京都葛飾区水元・みずもと

　　１２５-００３４・東京都葛飾区水元公園・みずもとこうえん

　　１２５-００３５・東京都葛飾区南水元・みなみみずもと

　　１２４-００１１・東京都葛飾区四つ木・よつぎ

　　１３２-００００・東京都江戸川区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　１３２-００２４・東京都江戸川区一之江・いちのえ

　　１３４-００９２・東京都江戸川区一之江町・いちのえちよう

　　１３４-００８２・東京都江戸川区宇喜田町・うきたちよう

　　１３２-００１３・東京都江戸川区江戸川（１～３丁目)・えどがわ

　　１３２-００１３・東京都江戸川区江戸川（４丁目１～１４)・えどがわ

　　１３４-００１３・東京都江戸川区江戸川（その他）・えどがわ(そのた)

　　１３２-００２２・東京都江戸川区大杉・おおすぎ

　　１３３-００４２・東京都江戸川区興宮町・おきのみやちよう

　　１３３-００４１・東京都江戸川区上一色・かみいつしき

　　１３３-００５４・東京都江戸川区上篠崎・かみしのざき

　　１３４-００８１・東京都江戸川区北葛西・きたかさい

　　１３３-００５１・東京都江戸川区北小岩・きたこいわ

　　１３３-００５３・東京都江戸川区北篠崎・きたしのざき

　　１３２-００３４・東京都江戸川区小松川・こまつがわ

　　１３３-００７３・東京都江戸川区鹿骨・ししほﾞね

　　１３３-００７２・東京都江戸川区鹿骨町・ししほﾞねちよう

　　１３３-００６１・東京都江戸川区篠崎町・しのざきまち

　　１３３-００６４・東京都江戸川区下篠崎町・しもしのざきまち

　　１３４-００８７・東京都江戸川区清新町・せいしんちよう

　　１３２-００２１・東京都江戸川区中央・ちゆうおう

　　１３４-００８３・東京都江戸川区中葛西・なかかさい

　　１３２-０００１・東京都江戸川区新堀・にいほり

　　１３２-００２３・東京都江戸川区西一之江・にしいちのえ

　　１３４-００８８・東京都江戸川区西葛西・にしかさい

　　１３３-００５７・東京都江戸川区西小岩・にしこいわ

　　１３２-００３２・東京都江戸川区西小松川町・にしこまつがわまち

　　１３３-００５５・東京都江戸川区西篠崎・にししのざき

　　１３２-００１５・東京都江戸川区西瑞江（３丁目)・にしみずえ(３ちようめ)

　　１３２-００１５・東京都江戸川区西瑞江（４丁目３～９)・(４ちようめ３-９)

　　１３４-００１５・東京都江戸川区西瑞江（４丁目１～２）・にしみずえ

　　１３４-００１５・東京都江戸川区西瑞江（１０～２７番）・にしみずえ

　　１３４-００１５・東京都江戸川区西瑞江（５丁目）・にしみずえ

　　１３４-００９３・東京都江戸川区二之江町・にのえちよう

　　１３２-０００３・東京都江戸川区春江町（１～３丁目）・はるえちよう

　　１３４-０００３・東京都江戸川区春江町（４、５丁目）・はるえちよう(４､５)

　　１３４-００８４・東京都江戸川区東葛西・ひがしかさい

　　１３３-００５２・東京都江戸川区東小岩・ひがしこいわ

　　１３２-００３３・東京都江戸川区東小松川・ひがしこまつがわ

　　１３３-００６３・東京都江戸川区東篠崎・ひがししのざき

　　１３３-００６２・東京都江戸川区東篠崎町・ひがししのざきまち

　　１３３-００７１・東京都江戸川区東松本・ひがしまつもと

　　１３２-００１４・東京都江戸川区東瑞江・ひがしみずえ

　　１３２-００３５・東京都江戸川区平井・ひらい

　　１３４-００９１・東京都江戸川区船堀・ふなほﾞり

　　１３３-００４４・東京都江戸川区本一色・ほんいつしき

　　１３２-００２５・東京都江戸川区松江・まつえ

　　１３２-００３１・東京都江戸川区松島・まつしま

　　１３３-００４３・東京都江戸川区松本・まつもと



　　１３２-００１１・東京都江戸川区瑞江・みずえ

　　１３４-００８５・東京都江戸川区南葛西・みなみかさい

　　１３３-００５６・東京都江戸川区南小岩・みなみこいわ

　　１３３-００６５・東京都江戸川区南篠崎町・みなみしのざきまち

　　１３２-０００２・東京都江戸川区谷河内（１丁目）・やごうち(１)

　　１３３-０００２・東京都江戸川区谷河内（２丁目）・やごうち(２)

　　１３４-００８６・東京都江戸川区臨海町・りんかいちよう

　　１９２-００００・東京都八王子市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９２-００４３・東京都八王子市暁町・あかつきちよう

　　１９２-００８３・東京都八王子市旭町・あさひちよう

　　１９２-００８２・東京都八王子市東町・あずまちよう

　　１９２-００３２・東京都八王子市石川町・いしかわまち

　　１９３-０８１４・東京都八王子市泉町・いずみちよう

　　１９３-０８０２・東京都八王子市犬目町・いぬめまち

　　１９２-０９０２・東京都八王子市上野町・うえのまち

　　１９２-０９１１・東京都八王子市打越町・うちこしまち

　　１９２-００２４・東京都八王子市宇津木町・うつきまち

　　１９２-０９１５・東京都八王子市宇津貫町・うつぬきまち

　　１９２-００１３・東京都八王子市梅坪町・うめつほﾞまち

　　１９３-０８４１・東京都八王子市裏高尾町・うらたかおまち

　　１９２-００５６・東京都八王子市追分町・おいわけちよう

　　１９２-０３５２・東京都八王子市大塚・おおつか

　　１９３-０９３５・東京都八王子市大船町・おおふねまち

　　１９２-００３４・東京都八王子市大谷町・おおやまち

　　１９２-００６２・東京都八王子市大横町・おおよこちよう

　　１９２-００４５・東京都八王子市大和田町・おおわだまち

　　１９２-００５４・東京都八王子市小門町・おかどまち

　　１９２-００２５・東京都八王子市尾崎町・おさきまち

　　１９２-０１５５・東京都八王子市小津町・おつまち

　　１９２-０３５３・東京都八王子市鹿島・かしま

　　１９２-０００４・東京都八王子市加住町・かすみまち

　　１９２-０９１４・東京都八王子市片倉町・かたくらまち

　　１９３-０８１５・東京都八王子市叶谷町・かのうやまち

　　１９３-０８１１・東京都八王子市上壱分方町・かみいちぶかたまち

　　１９２-０１５６・東京都八王子市上恩方町・かみおんがたまち

　　１９２-０１５１・東京都八王子市上川町・かみかわまち

　　１９２-０３７３・東京都八王子市上柚木・かみゆぎ

　　１９３-０８０１・東京都八王子市川口町・かわぐちまち

　　１９３-０８２１・東京都八王子市川町・かわまち

　　１９２-０９１３・東京都八王子市北野台・きたのだい

　　１９２-０９０６・東京都八王子市北野町・きたのまち

　　１９２-０９１２・東京都八王子市絹ケ丘・きぬがおか

　　１９３-０８０４・東京都八王子市清川町・きよかわちよう

　　１９３-０９４２・東京都八王子市椚田町・くぬぎだまち

　　１９２-００２３・東京都八王子市久保山町・くほﾞやまちよう

　　１９２-０３６１・東京都八王子市越野・こしの

　　１９３-０９３４・東京都八王子市小比企町・こびきまち

　　１９２-００３１・東京都八王子市小宮町・こみやまち

　　１９２-０９０４・東京都八王子市子安町・こやすまち

　　１９２-００１２・東京都八王子市左入町・さにゆうまち

　　１９３-０８３２・東京都八王子市散田町・さんだまち

　　１９２-０１５４・東京都八王子市下恩方町・しもおんがたまち

　　１９２-０３７２・東京都八王子市下柚木・しもゆぎ

　　１９３-０８２５・東京都八王子市城山手・しろやまて

　　１９２-００６５・東京都八王子市新町・しんちよう

　　１９３-０８１２・東京都八王子市諏訪町・すわまち

　　１９３-０８３５・東京都八王子市千人町・せんにんちよう

　　１９３-０９３１・東京都八王子市台町・だいまち

　　１９３-０８１６・東京都八王子市大楽寺町・だいらくじまち

　　１９２-００２２・東京都八王子市平町・たいらまち

　　１９３-０８４４・東京都八王子市高尾町・たかおまち

　　１９２-００３３・東京都八王子市高倉町・たかくらまち

　　１９２-０００２・東京都八王子市高月町・たかつきまち

　　１９２-００１１・東京都八王子市滝山町・たきやままち

　　１９３-０９４４・東京都八王子市館町・たてまち

　　１９２-００６４・東京都八王子市田町・たまち

　　１９２-０００３・東京都八王子市丹木町・たんぎまち

　　１９３-０９４３・東京都八王子市寺田町・てらだまち

　　１９２-００７３・東京都八王子市寺町・てらまち

　　１９２-００７４・東京都八王子市天神町・てんじんちよう



　　１９３-０８４３・東京都八王子市廿里町・とどりまち

　　１９２-０００１・東京都八王子市戸吹町・とぶきまち

　　１９２-００８５・東京都八王子市中町・なかちよう

　　１９２-００４１・東京都八王子市中野上町・なかのかみちよう

　　１９２-００４２・東京都八王子市中野山王・なかのさんのう

　　１９２-００１５・東京都八王子市中野町・なかのまち

　　１９２-０３７４・東京都八王子市中山・なかやま

　　１９２-０９０７・東京都八王子市長沼町・ながぬままち

　　１９３-０８２４・東京都八王子市長房町・ながぶさまち

　　１９２-０９１９・東京都八王子市七国・ななくに

　　１９３-０８３１・東京都八王子市並木町・なみきちよう

　　１９３-０８０３・東京都八王子市楢原町・ならはらまち

　　１９２-０３７１・東京都八王子市南陽台・なんようだい

　　１９３-０８４２・東京都八王子市西浅川町・にしあさかわまち

　　１９２-０９１７・東京都八王子市西片倉・にしかたくら

　　１９２-０１５３・東京都八王子市西寺方町・にしてらかたまち

　　１９３-０８２２・東京都八王子市弐分方町・にぶかたまち

　　１９３-０９４１・東京都八王子市狭間町・はざままち

　　１９２-００５３・東京都八王子市八幡町・はちまんちよう

　　１９３-０８４５・東京都八王子市初沢町・はつざわまち

　　１９３-０８３４・東京都八王子市東浅川町・ひがしあさかわまち

　　１９２-０３５１・東京都八王子市東中野・ひがしなかの

　　１９２-０９１８・東京都八王子市兵衛・ひようえ

　　１９３-０８３６・東京都八王子市日吉町・ひよしちよう

　　１９２-００６１・東京都八王子市平岡町・ひらおかちよう

　　１９２-００４４・東京都八王子市富士見町・ふじみちよう

　　１９２-０３６３・東京都八王子市別所・べつしよ

　　１９２-０３５５・東京都八王子市堀之内・ほりのうち

　　１９２-００５２・東京都八王子市本郷町・ほんごうちよう

　　１９２-００６６・東京都八王子市本町・ほんちよう

　　１９２-０３５４・東京都八王子市松が谷・まつがや

　　１９２-０３６２・東京都八王子市松木・まつぎ

　　１９２-００２１・東京都八王子市丸山町・まるやまちよう

　　１９２-００８４・東京都八王子市三崎町・みさきちよう

　　１９２-００１４・東京都八王子市みつい台・みついだい

　　１９３-０９３２・東京都八王子市緑町・みどりちよう

　　１９３-０８４６・東京都八王子市南浅川町・みなみあさかわまち

　　１９２-０３６４・東京都八王子市南大沢・みなみおおさわ

　　１９２-００７５・東京都八王子市南新町・みなみしんちよう

　　１９２-００７２・東京都八王子市南町・みなみちよう

　　１９２-０９１６・東京都八王子市みなみ野・みなみの

　　１９２-０００５・東京都八王子市宮下町・みやしたまち

　　１９２-０１５２・東京都八王子市美山町・みやまちよう

　　１９２-００４６・東京都八王子市明神町・みようじんちよう

　　１９３-０８３３・東京都八王子市めじろ台・めじろだい

　　１９３-０８２６・東京都八王子市元八王子町・もとはちおうじまち

　　１９２-００５１・東京都八王子市元本郷町・もとほんごうちよう

　　１９２-００６３・東京都八王子市元横山町・もとよこやまちよう

　　１９２-００５５・東京都八王子市八木町・やぎちよう

　　１９２-００１６・東京都八王子市谷野町・やのまち

　　１９３-０９３３・東京都八王子市山田町・やまたまち

　　１９２-０３７５・東京都八王子市鑓水・やりみず

　　１９２-００７１・東京都八王子市八日町・ようかまち

　　１９３-０８２３・東京都八王子市横川町・よこかわまち

　　１９２-００８１・東京都八王子市横山町・よこやまちよう

　　１９３-０８１３・東京都八王子市四谷町・よつやまち

　　１９２-０９０３・東京都八王子市万町・よろずちよう

　　１９０-００００・東京都立川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９０-００１２・東京都立川市曙町・あけほﾞのちよう

　　１９０-００１５・東京都立川市泉町・いずみちよう

　　１９０-００３３・東京都立川市一番町・いちはﾞんちよう

　　１９０-０００４・東京都立川市柏町・かしわちよう

　　１９０-００３２・東京都立川市上砂町・かみすなちよう

　　１９０-０００２・東京都立川市幸町・さいわいちよう

　　１９０-０００３・東京都立川市栄町・さかえちよう

　　１９０-００２３・東京都立川市柴崎町・しはﾞさきちよう

　　１９０-００３１・東京都立川市砂川町・すながわちよう

　　１９０-００１１・東京都立川市高松町・たかまつちよう

　　１９０-００２２・東京都立川市錦町・にしきちよう

　　１９０-００３４・東京都立川市西砂町・にしすなちよう



　　１９０-００２１・東京都立川市羽衣町・はごろもちよう

　　１９０-００１３・東京都立川市富士見町・ふじみちよう

　　１９０-００１４・東京都立川市緑町・みどりちよう

　　１９０-０００１・東京都立川市若葉町・わかはﾞちよう

　　１８０-００００・東京都武蔵野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１８０-０００４・東京都武蔵野市吉祥寺本町・きちじようじほんちよう

　　１８０-０００２・東京都武蔵野市吉祥寺東町・きちじようじひがしちよう

　　１８０-０００３・東京都武蔵野市吉祥寺南町・きちじようじみなみちよう

　　１８０-０００１・東京都武蔵野市吉祥寺北町・きちじようじきたまち

　　１８０-００２３・東京都武蔵野市境南町・きようなんちよう

　　１８０-０００５・東京都武蔵野市御殿山・ごてんやま

　　１８０-００２２・東京都武蔵野市境・さかい

　　１８０-００２１・東京都武蔵野市桜堤・さくらつﾞつみ

　　１８０-００１４・東京都武蔵野市関前・せきまえ

　　１８０-０００６・東京都武蔵野市中町・なかちよう

　　１８０-００１３・東京都武蔵野市西久保・にしくほﾞ

　　１８０-００１２・東京都武蔵野市緑町・みどりちよう

　　１８０-００１１・東京都武蔵野市八幡町・やはたちよう

　　１８１-００００・東京都三鷹市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１８１-００１１・東京都三鷹市井口・いぐち

　　１８１-０００１・東京都三鷹市井の頭・いのかしら

　　１８１-００１５・東京都三鷹市大沢・おおさわ

　　１８１-００１２・東京都三鷹市上連雀・かみれんじやく

　　１８１-０００３・東京都三鷹市北野・きたの

　　１８１-００１３・東京都三鷹市下連雀・しもれんじやく

　　１８１-０００４・東京都三鷹市新川・しんかわ

　　１８１-００１６・東京都三鷹市深大寺・じんだいじ

　　１８１-０００５・東京都三鷹市中原・なかはら

　　１８１-００１４・東京都三鷹市野崎・のざき

　　１８１-０００２・東京都三鷹市牟礼・むれ

　　１９８-００００・東京都青梅市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９８-００８７・東京都青梅市天ケ瀬町・あまがせちよう

　　１９８-００２３・東京都青梅市今井・いまい

　　１９８-００２１・東京都青梅市今寺・いまでら

　　１９８-００８８・東京都青梅市裏宿町・うらじゆくちよう

　　１９８-００８６・東京都青梅市大柳町・おおやなちよう

　　１９８-０００３・東京都青梅市小曾木・おそき

　　１９８-００４１・東京都青梅市勝沼・かつぬま

　　１９８-００３６・東京都青梅市河辺町・かべまち

　　１９８-００８１・東京都青梅市上町・かみちよう

　　１９８-００１３・東京都青梅市木野下・きのした

　　１９８-０００５・東京都青梅市黒沢・くろさわ

　　１９８-００５３・東京都青梅市駒木町・こまきちよう

　　１９８-０１７２・東京都青梅市沢井・さわい

　　１９８-００１１・東京都青梅市塩船・しおぶね

　　１９８-００２４・東京都青梅市新町・しんまち

　　１９８-００２５・東京都青梅市末広町・すえひろちよう

　　１９８-００８４・東京都青梅市住江町・すみえちよう

　　１９８-００１４・東京都青梅市大門・だいもん

　　１９８-００８５・東京都青梅市滝ノ上町・たきのうえちよう

　　１９８-００４３・東京都青梅市千ケ瀬町・ちがせまち

　　１９８-０００２・東京都青梅市富岡・とみおか

　　１９８-００５１・東京都青梅市友田町・ともだまち

　　１９８-００８２・東京都青梅市仲町・なかちよう

　　１９８-００５２・東京都青梅市長淵・ながぶち

　　１９８-０００１・東京都青梅市成木・なりき

　　１９８-００４４・東京都青梅市西分町・にしわけちよう

　　１９８-０００４・東京都青梅市根ケ布・ねかぶ

　　１９８-００３２・東京都青梅市野上町・のがみちよう

　　１９８-００６３・東京都青梅市梅郷・はﾞいごう

　　１９８-００６１・東京都青梅市畑中・はたなか

　　１９８-００４２・東京都青梅市東青梅・ひがしおうめ

　　１９８-００４６・東京都青梅市日向和田・ひなたわだ

　　１９８-００１５・東京都青梅市吹上・ふきあげ

　　１９８-００２２・東京都青梅市藤橋・ふじはじ

　　１９８-０１７１・東京都青梅市二俣尾・ふたまたお

　　１９８-００８３・東京都青梅市本町・ほんちよう

　　１９８-０１７４・東京都青梅市御岳・みたけ

　　１９８-０１７５・東京都青梅市御岳山・みたけさん

　　１９８-０１７３・東京都青梅市御岳本町・みたけほんちよう



　　１９８-００８９・東京都青梅市森下町・もりしたちよう

　　１９８-００３１・東京都青梅市師岡町・もろおかちよう

　　１９８-００１２・東京都青梅市谷野・やの

　　１９８-００６４・東京都青梅市柚木町・ゆぎまち

　　１９８-００６２・東京都青梅市和田町・わだまち

　　１８３-００００・東京都府中市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１８３-０００３・東京都府中市朝日町・あさひちよう

　　１８３-００１２・東京都府中市押立町・おしたてちよう

　　１８３-００２１・東京都府中市片町・かたまち

　　１８３-００４１・東京都府中市北山町・きたやまちよう

　　１８３-００５６・東京都府中市寿町・ことぶきちよう

　　１８３-００１３・東京都府中市小柳町・こやなぎちよう

　　１８３-００１４・東京都府中市是政・これまさ

　　１８３-００５４・東京都府中市幸町・さいわいちよう

　　１８３-００５１・東京都府中市栄町・さかえちよう

　　１８３-００１５・東京都府中市清水が丘・しみずがおか

　　１８３-００１１・東京都府中市白糸台・しらいとだい

　　１８３-００５２・東京都府中市新町・しんまち

　　１８３-００３４・東京都府中市住吉町・すみよしちよう

　　１８３-０００１・東京都府中市浅間町・せんげんちよう

　　１８３-０００２・東京都府中市多磨町・たまちよう

　　１８３-００５３・東京都府中市天神町・てんじんちよう

　　１８３-００４３・東京都府中市東芝町・とうしはﾞちよう

　　１８３-００４６・東京都府中市西原町・にしはらちよう

　　１８３-００３１・東京都府中市西府町・にしふちよう

　　１８３-００４４・東京都府中市日鋼町・につこうちよう

　　１８３-００３６・東京都府中市日新町・につしんちよう

　　１８３-００１６・東京都府中市八幡町・はちまんちよう

　　１８３-００５７・東京都府中市晴見町・はるみちよう

　　１８３-００２４・東京都府中市日吉町・ひよしちよう

　　１８３-００５５・東京都府中市府中町・ふちゆうちよう

　　１８３-００３３・東京都府中市分梅町・ぶはﾞいちよう

　　１８３-００３２・東京都府中市本宿町・ほんしゆくちよう

　　１８３-００２７・東京都府中市本町・ほんまち

　　１８３-０００６・東京都府中市緑町・みどりちよう

　　１８３-００２６・東京都府中市南町・みなみちよう

　　１８３-００２２・東京都府中市宮西町・みやにしちよう

　　１８３-００２３・東京都府中市宮町・みやまち

　　１８３-００４５・東京都府中市美好町・みよしちよう

　　１８３-００４２・東京都府中市武蔵台・むさしだい

　　１８３-０００４・東京都府中市紅葉丘・もみじがおか

　　１８３-００２５・東京都府中市矢崎町・やざきちよう

　　１８３-００３５・東京都府中市四谷・よつや

　　１８３-０００５・東京都府中市若松町・わかまつちよう

　　１９６-００００・東京都昭島市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９６-００２５・東京都昭島市朝日町・あさひちよう

　　１９６-００３３・東京都昭島市東町・あずまちよう

　　１９６-００１３・東京都昭島市大神町・おおがみちよう

　　１９６-００３２・東京都昭島市郷地町・ごうちちよう

　　１９６-００１１・東京都昭島市上川原町・じようがわらちよう

　　１９６-００１５・東京都昭島市昭和町・しようわちよう

　　１９６-００１４・東京都昭島市田中町・たなかちよう

　　１９６-００３４・東京都昭島市玉川町・たまがわちよう

　　１９６-００２３・東京都昭島市築地町・ついじちよう

　　１９６-００１２・東京都昭島市つつじが丘・つつじがおか

　　１９６-００２２・東京都昭島市中神町・なかがみちよう

　　１９６-０００２・東京都昭島市拝島町・はいじまちよう

　　１９６-００３１・東京都昭島市福島町・ふくじまちよう

　　１９６-０００３・東京都昭島市松原町・まつはﾞらちよう

　　１９６-０００４・東京都昭島市緑町・みどりちよう

　　１９６-０００１・東京都昭島市美堀町・みほりちよう

　　１９６-００２４・東京都昭島市宮沢町・みやざわちよう

　　１９６-００２１・東京都昭島市武蔵野・むさしの

　　１９６-００３５・東京都昭島市もくせいの杜・もくせいのもり

　　１８２-００００・東京都調布市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１８２-０００４・東京都調布市入間町・いりまちよう

　　１８２-００３５・東京都調布市上石原・かみいしわら

　　１８２-０００７・東京都調布市菊野台・きくのだい

　　１８２-００２２・東京都調布市国領町・こくりようちよう

　　１８２-００２６・東京都調布市小島町・こじまちよう



　　１８２-００１６・東京都調布市佐須町・さずまち

　　１８２-００１４・東京都調布市柴崎・しはﾞさき

　　１８２-００３４・東京都調布市下石原・しもいしわら

　　１８２-００１２・東京都調布市深大寺東町・じんだいじひがしまち

　　１８２-００１３・東京都調布市深大寺南町・じんだいじみなみまち

　　１８２-００１１・東京都調布市深大寺北町・じんだいじきたまち

　　１８２-００１７・東京都調布市深大寺元町・じんだいじもとまち

　　１８２-０００２・東京都調布市仙川町・せんがわちよう

　　１８２-００２３・東京都調布市染地・そめち

　　１８２-００２５・東京都調布市多摩川・たまがわ

　　１８２-００２１・東京都調布市調布ケ丘・ちようふがおか

　　１８２-００３６・東京都調布市飛田給・とびたきゆう

　　１８２-０００６・東京都調布市西つつじケ丘・にしつつじがおか

　　１８２-００３２・東京都調布市西町・にしまち

　　１８２-００３１・東京都調布市野水・のみず

　　１８２-０００５・東京都調布市東つつじケ丘・ひがしつつじがおか

　　１８２-００３３・東京都調布市富士見町・ふじみちよう

　　１８２-００２４・東京都調布市布田・ふだ

　　１８２-０００１・東京都調布市緑ケ丘・みどりがおか

　　１８２-００１５・東京都調布市八雲台・やぐもだい

　　１８２-０００３・東京都調布市若葉町・わかはﾞちよう

　　１９４-００００・東京都町田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９４-０２１１・東京都町田市相原町・あいはらまち

　　１９４-００２３・東京都町田市旭町・あさひまち

　　１９５-００６２・東京都町田市大蔵町・おおくらまち

　　１９４-０００３・東京都町田市小川・おがわ

　　１９５-００６４・東京都町田市小野路町・おのじまち

　　１９４-０２１５・東京都町田市小山ヶ丘・おやまがおか

　　１９４-０２０４・東京都町田市小山田桜台・おやまださくらだい

　　１９４-０２１２・東京都町田市小山町・おやままち

　　１９５-００７２・東京都町田市金井・かない

　　１９５-００７６・東京都町田市金井ヶ丘・かないがおか

　　１９５-００７１・東京都町田市金井町・かないまち

　　１９４-００１２・東京都町田市金森・かなもり

　　１９４-００１５・東京都町田市金森東・かなもりひがじ

　　１９４-０２０１・東京都町田市上小山田町・かみおやまだまち

　　１９４-００３７・東京都町田市木曽西・きそにじ

　　１９４-００３６・東京都町田市木曽東・きそひがじ

　　１９４-００３３・東京都町田市木曽町・きそまち

　　１９４-００１４・東京都町田市高ヶ坂・こがさか

　　１９４-０２０２・東京都町田市下小山田町・しもおやまだまち

　　１９５-００５７・東京都町田市真光寺・しんこうじ

　　１９５-００５１・東京都町田市真光寺町・しんこうじまち

　　１９４-０２０３・東京都町田市図師町・ずしまち

　　１９４-００３５・東京都町田市忠生・ただお

　　１９４-００４１・東京都町田市玉川学園・たまがわがくえん

　　１９４-０００１・東京都町田市つくし野・つくしの

　　１９５-００６１・東京都町田市鶴川・つるかわ

　　１９４-０００４・東京都町田市鶴間・つるま

　　１９４-０２１３・東京都町田市常盤町・ときわまち

　　１９４-００２１・東京都町田市中町・なかまち

　　１９４-００４４・東京都町田市成瀬・なるせ

　　１９４-００１１・東京都町田市成瀬が丘・なるせがおか

　　１９４-００４３・東京都町田市成瀬台・なるせだい

　　１９４-００４６・東京都町田市西成瀬・にしなるせ

　　１９４-００３８・東京都町田市根岸・ねぎじ

　　１９４-００３４・東京都町田市根岸町・ねぎしまち

　　１９５-００５３・東京都町田市能ヶ谷・のうがや

　　１９５-００６３・東京都町田市野津田町・のつﾞたまち

　　１９４-００１３・東京都町田市原町田・はらまちだ

　　１９４-００４２・東京都町田市東玉川学園・ひがしたまがわがくえん

　　１９５-００５６・東京都町田市広袴・ひろはかま

　　１９５-００５２・東京都町田市広袴町・ひろはﾞかままち

　　１９４-００３９・東京都町田市藤の台（１、２丁目）・ふじのだい(１､２)

　　１９５-００３９・東京都町田市藤の台（３丁目）・ふじのだい(３)

　　１９４-００３２・東京都町田市本町田・ほんまちだ

　　１９４-００３１・東京都町田市南大谷・みなみおおや

　　１９４-０００２・東京都町田市南つくし野・みなみつくしの

　　１９４-００４５・東京都町田市南成瀬・みなみなるせ

　　１９４-０００５・東京都町田市南町田・みなみまちだ



　　１９５-００５４・東京都町田市三輪町・みわまち

　　１９５-００５５・東京都町田市三輪緑山・みわみどりやま

　　１９４-００２２・東京都町田市森野・もりの

　　１９５-００７３・東京都町田市薬師台・やくしだい

　　１９４-０２１４・東京都町田市矢部町・やべまち

　　１９５-００７５・東京都町田市山崎・やまざき

　　１９５-００７４・東京都町田市山崎町・やまざきまち

　　１８４-００００・東京都小金井市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１８４-０００２・東京都小金井市梶野町・かじのちよう

　　１８４-０００５・東京都小金井市桜町・さくらちよう

　　１８４-０００１・東京都小金井市関野町・せきのちよう

　　１８４-００１２・東京都小金井市中町・なかちよう

　　１８４-００１４・東京都小金井市貫井南町・ぬくいみなみちよう

　　１８４-００１５・東京都小金井市貫井北町・ぬくいきたまち

　　１８４-００１１・東京都小金井市東町・ひがしちよう

　　１８４-０００４・東京都小金井市本町・ほんちよう

　　１８４-００１３・東京都小金井市前原町・まえはらちよう

　　１８４-０００３・東京都小金井市緑町・みどりちよう

　　１８７-００００・東京都小平市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１８７-０００１・東京都小平市大沼町・おおぬまちよう

　　１８７-００３１・東京都小平市小川東町・おがわひがしちよう

　　１８７-００３５・東京都小平市小川西町・おがわにしまち

　　１８７-００３２・東京都小平市小川町・おがわちよう

　　１８７-００４３・東京都小平市学園東町・がくえんひがしちよう

　　１８７-００４５・東京都小平市学園西町・がくえんにしまち

　　１８７-００４４・東京都小平市喜平町・きへいちよう

　　１８７-００３４・東京都小平市栄町・さかえちよう

　　１８７-００２３・東京都小平市上水新町・じようすいしんまち

　　１８７-００２２・東京都小平市上水本町・じようすいほんちよう

　　１８７-００２１・東京都小平市上水南町・じようすいみなみちよう

　　１８７-００１１・東京都小平市鈴木町・すずきちよう

　　１８７-００２４・東京都小平市たかの台・たかのだい

　　１８７-００２５・東京都小平市津田町・つだまち

　　１８７-０００４・東京都小平市天神町・てんじんちよう

　　１８７-００３３・東京都小平市中島町・なかじまちよう

　　１８７-００４２・東京都小平市仲町・なかまち

　　１８７-０００２・東京都小平市花小金井・はなこがねい

　　１８７-０００３・東京都小平市花小金井南町・はなこがねいみなみちよう

　　１８７-００４１・東京都小平市美園町・みそのちよう

　　１８７-００１２・東京都小平市御幸町・みゆきちよう

　　１８７-００１３・東京都小平市回田町・めぐりたちよう

　　１９１-００００・東京都日野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９１-００６５・東京都日野市旭が丘・あさひがおか

　　１９１-００２２・東京都日野市新井・あらい

　　１９１-００２１・東京都日野市石田・いしだ

　　１９１-００６１・東京都日野市大坂上・おおさかうえ

　　１９１-００３４・東京都日野市落川・おちかわ

　　１９１-００１４・東京都日野市上田・かみだ

　　１９１-００１５・東京都日野市川辺堀之内・かわべほりのうち

　　１９１-０００１・東京都日野市栄町・さかえまち

　　１９１-００６３・東京都日野市さくら町・さくらまち

　　１９１-００２３・東京都日野市下田・しもだ

　　１９１-０００２・東京都日野市新町・しんまち

　　１９１-００１６・東京都日野市神明・しんめい

　　１９１-００３１・東京都日野市高幡・たかはた

　　１９１-００６２・東京都日野市多摩平・たまだいら

　　１９１-００５１・東京都日野市豊田（大字）・とよだ(おおあざ)

　　１９１-００５３・東京都日野市豊田（丁目）・とよだ

　　１９１-００５５・東京都日野市西平山・にしひらやま

　　１９１-００５２・東京都日野市東豊田・ひがしとよだ

　　１９１-００５４・東京都日野市東平山・ひがしひらやま

　　１９１-００１２・東京都日野市日野・ひの

　　１９１-０００３・東京都日野市日野台・ひのだい

　　１９１-００１１・東京都日野市日野本町・ひのほんまち

　　１９１-００４３・東京都日野市平山・ひらやま

　　１９１-００６４・東京都日野市富士町・ふじまち

　　１９１-００４２・東京都日野市程久保・ほどくほﾞ

　　１９１-００２４・東京都日野市万願寺・まんがんじ

　　１９１-００３２・東京都日野市三沢・みさわ

　　１９１-００４１・東京都日野市南平・みなみだいら



　　１９１-００１３・東京都日野市宮・みや

　　１９１-００３３・東京都日野市百草・もぐさ

　　１８９-００００・東京都東村山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１８９-０００２・東京都東村山市青葉町・あおはﾞちよう

　　１８９-０００１・東京都東村山市秋津町・あきつちよう

　　１８９-００１１・東京都東村山市恩多町・おんたちよう

　　１８９-０００３・東京都東村山市久米川町・くめがわちよう

　　１８９-００１３・東京都東村山市栄町・さかえちよう

　　１８９-００２１・東京都東村山市諏訪町・すわちよう

　　１８９-００２６・東京都東村山市多摩湖町・たまこちよう

　　１８９-００２２・東京都東村山市野口町・のぐちちよう

　　１８９-００１２・東京都東村山市萩山町・はぎやまちよう

　　１８９-００２４・東京都東村山市富士見町・ふじみちよう

　　１８９-００１４・東京都東村山市本町・ほんちよう

　　１８９-００２３・東京都東村山市美住町・みすみちよう

　　１８９-００２５・東京都東村山市廻田町・めぐりたちよう

　　１８５-００００・東京都国分寺市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１８５-００２４・東京都国分寺市泉町・いずみちよう

　　１８５-０００１・東京都国分寺市北町・きたまち

　　１８５-０００４・東京都国分寺市新町・しんまち

　　１８５-００３６・東京都国分寺市高木町・たかぎちよう

　　１８５-０００３・東京都国分寺市戸倉・とくら

　　１８５-００３３・東京都国分寺市内藤・ないとう

　　１８５-０００５・東京都国分寺市並木町・なみきちよう

　　１８５-００１３・東京都国分寺市西恋ケ窪・にしこいがくほﾞ

　　１８５-００３５・東京都国分寺市西町・にしまち

　　１８５-００２３・東京都国分寺市西元町・にしもとまち

　　１８５-００３４・東京都国分寺市光町・ひかりちよう

　　１８５-００１４・東京都国分寺市東恋ケ窪・ひがしこいがくほﾞ

　　１８５-０００２・東京都国分寺市東戸倉・ひがしとくら

　　１８５-００２２・東京都国分寺市東元町・ひがしもとまち

　　１８５-００３２・東京都国分寺市日吉町・ひよしちよう

　　１８５-００３１・東京都国分寺市富士本・ふじもと

　　１８５-００１１・東京都国分寺市本多・ほんだ

　　１８５-００１２・東京都国分寺市本町・ほんちよう

　　１８５-００２１・東京都国分寺市南町・みなみちよう

　　１８６-００００・東京都国立市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１８６-００１３・東京都国立市青柳・あおやぎ

　　１８６-００１４・東京都国立市石田・いしだ

　　１８６-００１２・東京都国立市泉・いずみ

　　１８６-０００１・東京都国立市北・きた

　　１８６-０００４・東京都国立市中・なか

　　１８６-０００５・東京都国立市西・にじ

　　１８６-０００２・東京都国立市東・ひがじ

　　１８６-０００３・東京都国立市富士見台・ふじみだい

　　１８６-００１５・東京都国立市矢川・やがわ

　　１８６-００１１・東京都国立市谷保・やほ

　　１９７-００００・東京都福生市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９７-００２４・東京都福生市牛浜・うしはま

　　１９７-００１２・東京都福生市加美平・かみだいら

　　１９７-０００５・東京都福生市北田園・きたでんえん

　　１９７-０００３・東京都福生市熊川・くまがわ

　　１９７-０００２・東京都福生市熊川二宮・くまがわにのみや

　　１９７-００２３・東京都福生市志茂・しも

　　１９７-００２１・東京都福生市東町・ひがしちよう

　　１９７-００１１・東京都福生市福生・ふつさ

　　１９７-００１４・東京都福生市福生二宮・ふつさにのみや

　　１９７-００２２・東京都福生市本町・ほんちよう

　　１９７-０００４・東京都福生市南田園・みなみでんえん

　　１９７-００１３・東京都福生市武蔵野台・むさしのだい

　　１９７-０００１・東京都福生市横田基地内・よこたきちない

　　２０１-００００・東京都狛江市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２０１-０００３・東京都狛江市和泉本町・いずみほんちよう

　　２０１-００１５・東京都狛江市猪方・いのがた

　　２０１-０００５・東京都狛江市岩戸南・いわどみなみ

　　２０１-０００４・東京都狛江市岩戸北・いわどきた

　　２０１-００１６・東京都狛江市駒井町・こまいまち

　　２０１-００１２・東京都狛江市中和泉・なかいずみ

　　２０１-００１１・東京都狛江市西和泉・にしいずみ

　　２０１-０００１・東京都狛江市西野川・にしのがわ



　　２０１-００１４・東京都狛江市東和泉・ひがしいずみ

　　２０１-０００２・東京都狛江市東野川・ひがしのがわ

　　２０１-００１３・東京都狛江市元和泉・もといずみ

　　２０７-００００・東京都東大和市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２０７-００３３・東京都東大和市芋窪・いもくほﾞ

　　２０７-００２３・東京都東大和市上北台・かみきただい

　　２０７-００１１・東京都東大和市清原・きよはら

　　２０７-０００２・東京都東大和市湖畔・こはん

　　２０７-００２２・東京都東大和市桜が丘・さくらがおか

　　２０７-０００３・東京都東大和市狭山・さやま

　　２０７-０００４・東京都東大和市清水・しみず

　　２０７-００１２・東京都東大和市新堀・しんほﾞり

　　２０７-００３２・東京都東大和市蔵敷・ぞうしき

　　２０７-０００５・東京都東大和市高木・たかぎ

　　２０７-００２１・東京都東大和市立野・たての

　　２０７-０００１・東京都東大和市多摩湖・たまこ

　　２０７-００１５・東京都東大和市中央・ちゆうおう

　　２０７-００１６・東京都東大和市仲原・なかはら

　　２０７-００３１・東京都東大和市奈良橋・ならはじ

　　２０７-００１４・東京都東大和市南街・なんがい

　　２０７-００１３・東京都東大和市向原・むこうはら

　　２０４-００００・東京都清瀬市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２０４-０００２・東京都清瀬市旭が丘・あさひがおか

　　２０４-００２４・東京都清瀬市梅園・うめぞの

　　２０４-００１３・東京都清瀬市上清戸・かみきよと

　　２０４-０００１・東京都清瀬市下宿・したじゆく

　　２０４-００１１・東京都清瀬市下清戸・しもきよと

　　２０４-００２３・東京都清瀬市竹丘・たけおか

　　２０４-００１２・東京都清瀬市中清戸・なかきよと

　　２０４-０００３・東京都清瀬市中里・なかざと

　　２０４-０００４・東京都清瀬市野塩・のしお

　　２０４-００２２・東京都清瀬市松山・まつやま

　　２０４-００２１・東京都清瀬市元町・もとまち

　　２０３-００００・東京都東久留米市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２０３-０００１・東京都東久留米市上の原・うえのはら

　　２０３-００２１・東京都東久留米市学園町・がくえんちよう

　　２０３-０００３・東京都東久留米市金山町・かなやまちよう

　　２０３-００５１・東京都東久留米市小山・こやま

　　２０３-００５２・東京都東久留米市幸町・さいわいちよう

　　２０３-００４３・東京都東久留米市下里・しもさと

　　２０３-００１３・東京都東久留米市新川町・しんかわちよう

　　２０３-０００２・東京都東久留米市神宝町・しんほうちよう

　　２０３-００１２・東京都東久留米市浅間町・せんげんちよう

　　２０３-００１１・東京都東久留米市大門町・だいもんちよう

　　２０３-００３３・東京都東久留米市滝山・たきやま

　　２０３-００５４・東京都東久留米市中央町・ちゆうおうちよう

　　２０３-００４１・東京都東久留米市野火止・のびどめ

　　２０３-００４２・東京都東久留米市八幡町・はちまんちよう

　　２０３-０００４・東京都東久留米市氷川台・ひかわだい

　　２０３-００１４・東京都東久留米市東本町・ひがしほんちよう

　　２０３-００２２・東京都東久留米市ひばりが丘団地・ひはﾞりがおかだんち

　　２０３-００５３・東京都東久留米市本町・ほんちよう

　　２０３-００３２・東京都東久留米市前沢・まえさわ

　　２０３-００２３・東京都東久留米市南沢・みなみさわ

　　２０３-００３１・東京都東久留米市南町・みなみちよう

　　２０３-００４４・東京都東久留米市柳窪・やなぎくほﾞ

　　２０３-００３４・東京都東久留米市弥生・やよい

　　２０８-００００・東京都武蔵村山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２０８-００２３・東京都武蔵村山市伊奈平・いなだいら

　　２０８-００２２・東京都武蔵村山市榎・えのき

　　２０８-００１３・東京都武蔵村山市大南・おおみなみ

　　２０８-００１１・東京都武蔵村山市学園・がくえん

　　２０８-００３１・東京都武蔵村山市岸・きじ

　　２０８-００３４・東京都武蔵村山市残堀・ざんほﾞり

　　２０８-０００２・東京都武蔵村山市神明・しんめい

　　２０８-０００３・東京都武蔵村山市中央・ちゆうおう

　　２０８-０００１・東京都武蔵村山市中藤・なかとう

　　２０８-００３５・東京都武蔵村山市中原・なかはら

　　２０８-０００４・東京都武蔵村山市本町・ほんまち

　　２０８-００３３・東京都武蔵村山市三ツ木（大字）・みつぎ(おおあざ)



　　２０８-００３２・東京都武蔵村山市三ツ木（１～５丁目）・みつぎ(１-５)

　　２０８-００２１・東京都武蔵村山市三ツ藤・みつふじ

　　２０８-００１２・東京都武蔵村山市緑が丘・みどりがおか

　　２０６-００００・東京都多摩市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２０６-００４１・東京都多摩市愛宕・あたご

　　２０６-０００２・東京都多摩市一ノ宮・いちのみや

　　２０６-００３３・東京都多摩市落合・おちあい

　　２０６-００１５・東京都多摩市落川・おちかわ

　　２０６-００１２・東京都多摩市貝取・かいどり

　　２０６-００３５・東京都多摩市唐木田・からきだ

　　２０６-００１４・東京都多摩市乞田・こつた

　　２０６-００１３・東京都多摩市桜ヶ丘・さくらがおか

　　２０６-００４２・東京都多摩市山王下・さんのうした

　　２０６-００２４・東京都多摩市諏訪・すわ

　　２０６-００１１・東京都多摩市関戸・せきど

　　２０６-００３４・東京都多摩市鶴牧・つるまき

　　２０６-００３１・東京都多摩市豊ヶ丘・とよがおか

　　２０６-００３６・東京都多摩市中沢・なかざわ

　　２０６-００２５・東京都多摩市永山・ながやま

　　２０６-０００３・東京都多摩市東寺方・ひがしてらがた

　　２０６-００２２・東京都多摩市聖ヶ丘・ひじりがおか

　　２０６-００２３・東京都多摩市馬引沢・まひきざわ

　　２０６-００３２・東京都多摩市南野・みなみの

　　２０６-０００４・東京都多摩市百草・もぐさ

　　２０６-００２１・東京都多摩市連光寺・れんこうじ

　　２０６-０００１・東京都多摩市和田・わだ

　　２０６-００００・東京都稲城市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２０６-０８０１・東京都稲城市大丸・おおまる

　　２０６-０８１１・東京都稲城市押立・おしたて

　　２０６-０８０３・東京都稲城市向陽台・こうようだい

　　２０６-０８２２・東京都稲城市坂浜・さかはま

　　２０６-０８２１・東京都稲城市長峰・ながみね

　　２０６-０８０２・東京都稲城市東長沼・ひがしながぬま

　　２０６-０８２３・東京都稲城市平尾・ひらお

　　２０６-０８０４・東京都稲城市百村・もむら

　　２０６-０８１２・東京都稲城市矢野口・やのくち

　　２０６-０８２４・東京都稲城市若葉台・わかはﾞだい

　　２０５-００００・東京都羽村市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２０５-０００１・東京都羽村市小作台・おざくだい

　　２０５-００２１・東京都羽村市川崎・かわさき

　　２０５-００１１・東京都羽村市五ノ神・ごのかみ

　　２０５-０００２・東京都羽村市栄町・さかえちよう

　　２０５-００２３・東京都羽村市神明台・しんめいだい

　　２０５-００２４・東京都羽村市玉川・たまがわ

　　２０５-００１２・東京都羽村市羽・はね

　　２０５-００１６・東京都羽村市羽加美・はねかみ

　　２０５-００１５・東京都羽村市羽中・はねなか

　　２０５-００１４・東京都羽村市羽東・はねひがじ

　　２０５-００１７・東京都羽村市羽西・はねにじ

　　２０５-００１３・東京都羽村市富士見平・ふじみだいら

　　２０５-００２２・東京都羽村市双葉町・ふたはﾞちよう

　　２０５-０００３・東京都羽村市緑ケ丘・みどりがおか

　　１９０-０１００・東京都あきる野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９７-０８０４・東京都あきる野市秋川・あきがわ

　　１９７-０８２８・東京都あきる野市秋留・あきる

　　１９０-０１５５・東京都あきる野市網代・あじろ

　　１９７-０８２７・東京都あきる野市油平・あぶらだい

　　１９７-０８２５・東京都あきる野市雨間・あめま

　　１９０-０１６４・東京都あきる野市五日市・いつかいち

　　１９０-０１４２・東京都あきる野市伊奈・いな

　　１９０-０１６１・東京都あきる野市入野・いりの

　　１９０-０１４３・東京都あきる野市上ノ台・うえのだい

　　１９７-０８２６・東京都あきる野市牛沼・うしぬま

　　１９７-０８２１・東京都あきる野市小川・おがわ

　　１９７-０８２２・東京都あきる野市小川東・おがわひがじ

　　１９０-０１７４・東京都あきる野市乙津・おつ

　　１９７-０８３２・東京都あきる野市上代継・かみよつぎ

　　１９７-０８２４・東京都あきる野市切欠・きつかけ

　　１９７-０８０２・東京都あきる野市草花・くさはﾞな

　　１９０-０１６５・東京都あきる野市小中野・こなかの



　　１９０-０１５３・東京都あきる野市小峰台・こみねだい

　　１９０-０１５１・東京都あきる野市小和田・こわだ

　　１９０-０１６２・東京都あきる野市三内・さんない

　　１９７-０８３１・東京都あきる野市下代継・しもよつぎ

　　１９７-０８０１・東京都あきる野市菅生・すがお

　　１９７-０８０３・東京都あきる野市瀬戸岡・せどおか

　　１９０-０１５４・東京都あきる野市高尾・たかお

　　１９０-０１６３・東京都あきる野市舘谷・たてや

　　１９０-０１６６・東京都あきる野市舘谷台・たてやだい

　　１９０-０１７３・東京都あきる野市戸倉・とくら

　　１９０-０１５２・東京都あきる野市留原・ととはら

　　１９７-０８１４・東京都あきる野市二宮・にのみや

　　１９７-０８１５・東京都あきる野市二宮東・にのみやひがじ

　　１９７-０８２３・東京都あきる野市野辺・のべ

　　１９７-０８１１・東京都あきる野市原小宮・はらこみや

　　１９７-０８３４・東京都あきる野市引田・ひきだ

　　１９７-０８１２・東京都あきる野市平沢・ひらさわ

　　１９７-０８１６・東京都あきる野市平沢西・ひらさわにじ

　　１９７-０８１３・東京都あきる野市平沢東・ひらさわひがじ

　　１９０-０１７２・東京都あきる野市深沢・ふかさわ

　　１９７-０８３３・東京都あきる野市渕上・ふちがみ

　　１９０-０１４４・東京都あきる野市山田・やまだ

　　１９０-０１７１・東京都あきる野市養沢・ようざわ

　　１９０-０１４１・東京都あきる野市横沢・よこさわ

　　２０２-００００・東京都西東京市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２０２-００１１・東京都西東京市泉町・いずみちよう

　　１８８-０００３・東京都西東京市北原町・きたはらちよう

　　２０２-０００３・東京都西東京市北町・きたまち

　　２０２-０００６・東京都西東京市栄町・さかえちよう

　　１８８-００１４・東京都西東京市芝久保町・しはﾞくほﾞちよう

　　２０２-０００４・東京都西東京市下保谷・しもほうや

　　２０２-００２３・東京都西東京市新町・しんまち

　　２０２-０００５・東京都西東京市住吉町・すみよしちよう

　　１８８-００１１・東京都西東京市田無町・たなしちよう

　　２０２-００１３・東京都西東京市中町・なかまち

　　１８８-０００４・東京都西東京市西原町・にしはらちよう

　　２０２-００１２・東京都西東京市東町・ひがしちよう

　　２０２-００２１・東京都西東京市東伏見・ひがしふしみ

　　２０２-０００１・東京都西東京市ひばりが丘・ひはﾞりがおか

　　２０２-０００２・東京都西東京市ひばりが丘北・ひはﾞりがおかきた

　　２０２-００１４・東京都西東京市富士町・ふじまち

　　２０２-００１５・東京都西東京市保谷町・ほうやちよう

　　１８８-０００２・東京都西東京市緑町・みどりちよう

　　１８８-００１２・東京都西東京市南町・みなみちよう

　　１８８-００１３・東京都西東京市向台町・むこうだいちよう

　　２０２-００２２・東京都西東京市柳沢・やぎさわ

　　１８８-０００１・東京都西東京市谷戸町・やとちよう

　　１９０-１２００・東京都西多摩郡瑞穂町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９０-１２１１・東京都西多摩郡瑞穂町石畑・いしはた

　　１９０-１２０２・東京都西多摩郡瑞穂町駒形富士山・こまがたふじやま

　　１９０-１２０３・東京都西多摩郡瑞穂町高根・たかね

　　１９０-１２１２・東京都西多摩郡瑞穂町殿ケ谷・とのがや

　　１９０-１２３２・東京都西多摩郡瑞穂町長岡・ながおか

　　１９０-１２３３・東京都西多摩郡瑞穂町長岡下師岡・ながおかしももろおか

　　１９０-１２３１・東京都西多摩郡瑞穂町長岡長谷部・ながおかはせべ

　　１９０-１２３４・東京都西多摩郡瑞穂町長岡藤橋・ながおかふじはじ

　　１９０-１２０１・東京都西多摩郡瑞穂町二本木・にほんぎ

　　１９０-１２２１・東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎・はこねがさき

　　１９０-１２２２・東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原・はこねがさきひがしまつはﾞら

　　１９０-１２２３・東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎西松原・はこねがさきにしまつはﾞら

　　１９０-１２０４・東京都西多摩郡瑞穂町富士山栗原新田・ふじやまくりはらしんでん

　　１９０-１２２４・東京都西多摩郡瑞穂町南平・みなみだいら

　　１９０-１２１３・東京都西多摩郡瑞穂町武蔵・むさじ

　　１９０-１２１４・東京都西多摩郡瑞穂町むさし野・むさしの

　　１９０-０１００・東京都西多摩郡日の出町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９０-０１８１・東京都西多摩郡日の出町大久野・おおぐの

　　１９０-０１８２・東京都西多摩郡日の出町平井・ひらい

　　１９０-０２００・東京都西多摩郡檜原村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９０-０２０４・東京都西多摩郡檜原村小沢・ おざわ

　　１９０-０２２１・東京都西多摩郡檜原村数馬・ かずま



　　１９０-０２０３・東京都西多摩郡檜原村神戸・ かのと

　　１９０-０２１２・東京都西多摩郡檜原村上元郷・ かみもとごう

　　１９０-０２０１・東京都西多摩郡檜原村倉掛・ くらかけ

　　１９０-０２１３・東京都西多摩郡檜原村下元郷・ しももとごう

　　１９０-０２２３・東京都西多摩郡檜原村南郷・ なんごう

　　１９０-０２０５・東京都西多摩郡檜原村樋里・ ひざと

　　１９０-０２０２・東京都西多摩郡檜原村藤原・ ふじわら

　　１９０-０２２２・東京都西多摩郡檜原村人里・ へんほﾞり

　　１９０-０２１１・東京都西多摩郡檜原村三都郷・ みつご

　　１９０-０２１４・東京都西多摩郡檜原村本宿・ もとしゆく

　　１９８-００００・東京都西多摩郡奥多摩町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１９８-０２１３・東京都西多摩郡奥多摩町海沢・うなざわ

　　１９８-０１０３・東京都西多摩郡奥多摩町梅沢・うめざわ

　　１９８-０１０１・東京都西多摩郡奥多摩町大丹波・おおたはﾞ

　　１９８-０１０２・東京都西多摩郡奥多摩町川井・かわい

　　１９８-０２２５・東京都西多摩郡奥多摩町川野・かわの

　　１９８-０２２４・東京都西多摩郡奥多摩町河内・こうち

　　１９８-０１０５・東京都西多摩郡奥多摩町小丹波・こたはﾞ

　　１９８-０２２２・東京都西多摩郡奥多摩町境・さかい

　　１９８-０１０７・東京都西多摩郡奥多摩町白丸・しろまる

　　１９８-０１０６・東京都西多摩郡奥多摩町棚沢・たなざわ

　　１９８-０１０４・東京都西多摩郡奥多摩町丹三郎・たんざぶろう

　　１９８-０２２１・東京都西多摩郡奥多摩町留浦・とずら

　　１９８-０２１１・東京都西多摩郡奥多摩町日原・につはﾟら

　　１９８-０２２３・東京都西多摩郡奥多摩町原・はら

　　１９８-０２１２・東京都西多摩郡奥多摩町氷川・ひかわ

　　１００-０１００・東京都大島町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１００-０１０２・東京都大島町岡田・おかた

　　１００-０２１１・東京都大島町差木地・さしきじ

　　１００-０１０３・東京都大島町泉津・せんつﾞ

　　１００-０１０４・東京都大島町野増・のまじ

　　１００-０２１２・東京都大島町波浮港・はぶみなと

　　１００-０１０１・東京都大島町元町・もとまち

　　１００-０３０１・東京都利島村利島村一円・ としまむらいちえん

　　１００-０４００・東京都新島村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１００-０５１１・東京都新島村式根島・ しきねじま

　　１００-０４０２・東京都新島村本村・ ほんそん

　　１００-０４０１・東京都新島村若郷・ わかごう

　　１００-０６０１・東京都神津島村神津島村一円・ こうつﾞしまむらいちえん

　　１００-１１００・東京都三宅島三宅村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１００-１２１２・東京都三宅島三宅村阿古・ あこ

　　１００-１１０３・東京都三宅島三宅村伊ケ谷・ いがや

　　１００-１１０２・東京都三宅島三宅村伊豆・ いず

　　１００-１２１３・東京都三宅島三宅村雄山・ おやま

　　１００-１１０１・東京都三宅島三宅村神着・ かみつき

　　１００-１２１１・東京都三宅島三宅村坪田・ つほﾞた

　　１００-１３０１・東京都御蔵島村御蔵島村一円・ みくらじまむらいちえん

　　１００-１４００・東京都八丈島八丈町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１００-１４０１・東京都八丈島八丈町大賀郷・おおかごう

　　１００-１６２１・東京都八丈島八丈町樫立・かしたて

　　１００-１６２２・東京都八丈島八丈町末吉・すえよじ

　　１００-１６２３・東京都八丈島八丈町中之郷・なかのごう

　　１００-１５１１・東京都八丈島八丈町三根・みつね

　　１００-１７０１・東京都青ヶ島村青ヶ島村一円・ あおがしまむらいちえん

　　１００-２１００・東京都小笠原村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　１００-２１０１・東京都小笠原村父島・ ちちじま

　　１００-２２１１・東京都小笠原村母島・ ははじま

　　６８０-００００・鳥取県鳥取市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８０-０８０５・鳥取県鳥取市相生町・あいおいちよう

　　６８０-０８０２・鳥取県鳥取市青葉町・あおはﾞちよう

　　６８９-０５０１・鳥取県鳥取市青谷町青谷・あおやちようあおや

　　６８９-０５３５・鳥取県鳥取市青谷町井手・あおやちよういで

　　６８９-０５１８・鳥取県鳥取市青谷町大坪・あおやちようおおつほﾞ

　　６８９-０５１９・鳥取県鳥取市青谷町奥崎・あおやちようおくざき

　　６８９-０５１６・鳥取県鳥取市青谷町小畑・あおやちようおはﾞた

　　６８９-０５２６・鳥取県鳥取市青谷町紙屋・あおやちようかみや

　　６８９-０５２２・鳥取県鳥取市青谷町亀尻・あおやちようかめじり

　　６８９-０５１５・鳥取県鳥取市青谷町河原・あおやちようかわら

　　６８９-０５３２・鳥取県鳥取市青谷町北河原・あおやちようきたがわら

　　６８９-０５３３・鳥取県鳥取市青谷町絹見・あおやちようきぬみ



　　６８９-０５２７・鳥取県鳥取市青谷町楠根・あおやちようくすね

　　６８９-０５１３・鳥取県鳥取市青谷町蔵内・あおやちようくらうち

　　６８９-０５２９・鳥取県鳥取市青谷町桑原・あおやちようくわはﾞら

　　６８９-０５３７・鳥取県鳥取市青谷町栄町・あおやちようさかえまち

　　６８９-０５２８・鳥取県鳥取市青谷町澄水・あおやちようすんず

　　６８９-０５２５・鳥取県鳥取市青谷町田原谷・あおやちようたわらだに

　　６８９-０５２１・鳥取県鳥取市青谷町露谷・あおやちようつゆだに

　　６８９-０５３６・鳥取県鳥取市青谷町長和瀬・あおやちようながわせ

　　６８９-０５３１・鳥取県鳥取市青谷町鳴滝・あおやちようなるたき

　　６８９-０５２４・鳥取県鳥取市青谷町八葉寺・あおやちようはつしようじ

　　６８９-０５１７・鳥取県鳥取市青谷町早牛・あおやちようはやうじ

　　６８９-０５２３・鳥取県鳥取市青谷町山田・あおやちようやまだ

　　６８９-０５１４・鳥取県鳥取市青谷町山根・あおやちようやまね

　　６８９-０５１２・鳥取県鳥取市青谷町養郷・あおやちようようごう

　　６８９-０５３４・鳥取県鳥取市青谷町吉川・あおやちようよしかわ

　　６８９-０５１１・鳥取県鳥取市青谷町善田・あおやちようよしだ

　　６８０-０９０２・鳥取県鳥取市秋里・あきさと

　　６８０-１１４６・鳥取県鳥取市赤子田・あこだ

　　６８０-１１６６・鳥取県鳥取市朝月・あさつﾞき

　　６８０-１１７６・鳥取県鳥取市有富・ありどめ

　　６８０-１１６４・鳥取県鳥取市猪子・いのこ

　　６８０-０８２２・鳥取県鳥取市今町・いままち

　　６８０-００８１・鳥取県鳥取市岩倉・いわくら

　　６８０-１１５７・鳥取県鳥取市岩坪・いわつほﾞ

　　６８０-０９３１・鳥取県鳥取市岩吉・ いわよじ

　　６８０-１４２２・鳥取県鳥取市上原・うえはﾞら

　　６８０-００１５・鳥取県鳥取市上町・うえまち

　　６８９-０２０５・鳥取県鳥取市内海中・うつみなか

　　６８０-０８３４・鳥取県鳥取市永楽温泉町・えいらくおんせんちよう

　　６８０-００１３・鳥取県鳥取市江崎町・えざきちよう

　　６８０-０９０１・鳥取県鳥取市江津・えつﾞ

　　６８０-００５５・鳥取県鳥取市戎町・えびすまち

　　６８０-０００５・鳥取県鳥取市円護寺・えんごじ

　　６８０-１１４４・鳥取県鳥取市円通寺・えんつうじ

　　６８０-０８４６・鳥取県鳥取市扇町・おうぎまち

　　６８０-００４３・鳥取県鳥取市大榎町・おおえのきちよう

　　６８０-０８５１・鳥取県鳥取市大杙・おおくい

　　６８０-１４１５・鳥取県鳥取市大塚・おおつﾞか

　　６８０-１４３７・鳥取県鳥取市大畑・おおはﾞたけ

　　６８０-０９０４・鳥取県鳥取市晩稲・おくて

　　６８０-００５４・鳥取県鳥取市桶屋町・おけやまち

　　６８０-１４２７・鳥取県鳥取市尾崎・おさき

　　６８０-０８５５・鳥取県鳥取市面影・おもかげ

　　６８０-００４４・鳥取県鳥取市御弓町・おゆみのちよう

　　６８９-１１１７・鳥取県鳥取市海蔵寺・かいぞうじ

　　６８０-０００３・鳥取県鳥取市覚寺・かくじ

　　６８０-００４１・鳥取県鳥取市掛出町・かけだしちよう

　　６８９-１１１５・鳥取県鳥取市紙子谷・かごだに

　　６８０-００５２・鳥取県鳥取市鍛冶町・かじまち

　　６８０-００２３・鳥取県鳥取市片原・かたはら

　　６８９-１１０４・鳥取県鳥取市桂木・かつらぎ

　　６８０-１４１７・鳥取県鳥取市桂見・かつらみ

　　６８９-１１１４・鳥取県鳥取市香取・かとり

　　６８０-１４３９・鳥取県鳥取市金沢・かなざわ

　　６８０-０８７４・鳥取県鳥取市叶・かのう

　　６８０-１１６７・鳥取県鳥取市上味野・かみあじの

　　６８０-００４７・鳥取県鳥取市上魚町・かみうおまち

　　６８０-１１５６・鳥取県鳥取市上砂見・かみすなみ

　　６８０-１４２１・鳥取県鳥取市上段・かみだん

　　６８０-０９０５・鳥取県鳥取市賀露町・かろちよう

　　６８０-０９０７・鳥取県鳥取市賀露町北・かろちようきた

　　６８０-０９０８・鳥取県鳥取市賀露町西・ かろちようにじ

　　６８０-０９０９・鳥取県鳥取市賀露町南・かろちようみなみ

　　６８０-００３６・鳥取県鳥取市川端・かわはﾞた

　　６８０-１２０８・鳥取県鳥取市河原町鮎ケ丘・かわはらちようあゆがおか

　　６８０-１２０３・鳥取県鳥取市河原町稲常・かわはらちよういなつね

　　６８０-１２０５・鳥取県鳥取市河原町今在家・かわはらちよういまざいけ

　　６８０-１２２５・鳥取県鳥取市河原町牛戸・かわはらちよううしと

　　６８０-１２４５・鳥取県鳥取市河原町小倉・かわはらちようおぐら

　　６８０-１２５３・鳥取県鳥取市河原町小河内・かわはらちようおごうち



　　６８０-１２３２・鳥取県鳥取市河原町小畑・かわはらちようおはﾞた

　　６８０-１２０４・鳥取県鳥取市河原町片山・かわはらちようかたやま

　　６８０-１２１６・鳥取県鳥取市河原町釜口・かわはらちようかまぐち

　　６８０-１２５１・鳥取県鳥取市河原町河原・かわはらちようかわはら

　　６８０-１２５４・鳥取県鳥取市河原町神馬・かわはらちようかんはﾞ

　　６８０-１２３４・鳥取県鳥取市河原町北村・かわはらちようきたむら

　　６８０-１２０７・鳥取県鳥取市河原町郷原・かわはらちようごうはﾞら

　　６８０-１２４３・鳥取県鳥取市河原町佐貫・かわはらちようさぬき

　　６８０-１２１３・鳥取県鳥取市河原町高福・かわはらちようたかふく

　　６８０-１２４２・鳥取県鳥取市河原町谷一木・かわはらちようたにひとつぎ

　　６８０-１２２３・鳥取県鳥取市河原町天神原・かわはらちようてんじんはﾞら

　　６８０-１２１２・鳥取県鳥取市河原町徳吉・ かわはらちようとくよじ

　　６８０-１２２４・鳥取県鳥取市河原町中井・かわはらちようなかい

　　６８０-１２４１・鳥取県鳥取市河原町長瀬・かわはらちようながせ

　　６８０-１２０９・鳥取県鳥取市河原町西円通寺・かわはらちようにしえんつうじ

　　６８０-１２２２・鳥取県鳥取市河原町曳田・かわはらちようひけた

　　６８０-１２０１・鳥取県鳥取市河原町袋河原・かわはらちようふくろがわら

　　６８０-１２０２・鳥取県鳥取市河原町布袋・かわはらちようほてい

　　６８０-１２５２・鳥取県鳥取市河原町本鹿・かわはらちようほんが

　　６８０-１２４４・鳥取県鳥取市河原町水根・かわはらちようみずね

　　６８０-１２０６・鳥取県鳥取市河原町三谷・かわはらちようみたに

　　６８０-１２４６・鳥取県鳥取市河原町山上・かわはらちようやまがみ

　　６８０-１２１１・鳥取県鳥取市河原町山手・かわはらちようやまて

　　６８０-１２３１・鳥取県鳥取市河原町湯谷・かわはらちようゆだに

　　６８０-１２３３・鳥取県鳥取市河原町弓河内・かわはらちようゆみごうち

　　６８０-１２１４・鳥取県鳥取市河原町八日市・かわはらちようようかいち

　　６８０-１２２１・鳥取県鳥取市河原町渡一木・かわはらちようわたりひとつぎ

　　６８０-１２１５・鳥取県鳥取市河原町和奈見・かわはらちようわなみ

　　６８０-０８２１・鳥取県鳥取市瓦町・かわらまち

　　６８０-０００４・鳥取県鳥取市北園・きたぞの

　　６８０-１１７２・鳥取県鳥取市北村・きたむら

　　６８０-０８２４・鳥取県鳥取市行徳・ぎようとく

　　６８０-１１３２・鳥取県鳥取市国安・くにやす

　　６８０-０８６２・鳥取県鳥取市雲山・くもやま

　　６８０-１１４１・鳥取県鳥取市蔵田・くらだ

　　６８０-００１２・鳥取県鳥取市栗谷町・くりたにちよう

　　６８９-０３４３・鳥取県鳥取市気高町飯里・けたかちよういいざと

　　６８９-０３５５・鳥取県鳥取市気高町会下・けたかちようえげ

　　６８９-０２１１・鳥取県鳥取市気高町奥沢見・けたかちようおくぞうみ

　　６８９-０３４１・鳥取県鳥取市気高町下石・けたかちようおろじ

　　６８９-０３３２・鳥取県鳥取市気高町勝見・けたかちようかちみ

　　６８９-０２１４・鳥取県鳥取市気高町上光・けたかちようかみみつ

　　６８９-０３４４・鳥取県鳥取市気高町上原・けたかちようかんはﾞら

　　６８９-０３３４・鳥取県鳥取市気高町北浜・けたかちようきたはま

　　６８９-０３５３・鳥取県鳥取市気高町郡家・けたかちようこうげ

　　６８９-０２１７・鳥取県鳥取市気高町酒津・けたかちようさけのつ

　　６８９-０２２４・鳥取県鳥取市気高町重高・けたかちようしげたか

　　６８９-０２２１・鳥取県鳥取市気高町下坂本・けたかちようしもさかもと

　　６８９-０３５６・鳥取県鳥取市気高町下原・けたかちようしもはﾞら

　　６８９-０２１３・鳥取県鳥取市気高町下光元・けたかちようしもみつもと

　　６８９-０２２６・鳥取県鳥取市気高町宿・けたかちようしゆく

　　６８９-０３３３・鳥取県鳥取市気高町新町・けたかちようしんまち

　　６８９-０３５２・鳥取県鳥取市気高町高江・けたかちようたかえ

　　６８９-０２１２・鳥取県鳥取市気高町常松・けたかちようつねまつ

　　６８９-０２２５・鳥取県鳥取市気高町土居・けたかちようどい

　　６８９-０３４２・鳥取県鳥取市気高町殿・けたかちようとの

　　６８９-０２１５・鳥取県鳥取市気高町冨吉・ けたかちようとみよじ

　　６８９-０２２２・鳥取県鳥取市気高町日光・けたかちようにつこう

　　６８９-０２２３・鳥取県鳥取市気高町二本木・けたかちようにほんぎ

　　６８９-０３３１・鳥取県鳥取市気高町浜村・けたかちようはまむら

　　６８９-０２１６・鳥取県鳥取市気高町宝木・けたかちようほうぎ

　　６８９-０３５４・鳥取県鳥取市気高町睦逢・けたかちようむつお

　　６８９-０３５７・鳥取県鳥取市気高町八束水・けたかちようやつかみ

　　６８９-０３４５・鳥取県鳥取市気高町山宮・けたかちようやまみや

　　６８９-０３５１・鳥取県鳥取市気高町八幡・けたかちようやわた

　　６８０-００２４・鳥取県鳥取市玄好町・げんこうちよう

　　６８０-１１３３・鳥取県鳥取市源太・げんた

　　６８９-１１２４・鳥取県鳥取市越路・こいじ

　　６８０-１４２５・鳥取県鳥取市河内・こうち

　　６８０-０８４４・鳥取県鳥取市興南町・こうなんちよう



　　６８０-１１７７・鳥取県鳥取市高路・こうろ

　　６８０-０１４２・鳥取県鳥取市国府町麻生・こくふちようあそう

　　６８０-０２０１・鳥取県鳥取市国府町雨滝・こくふちようあめだき

　　６８０-０２１６・鳥取県鳥取市国府町荒舟・こくふちようあらふね

　　６８０-０１３６・鳥取県鳥取市国府町糸谷・こくふちよういとたに

　　６８０-８０６２・鳥取県鳥取市国府町稲葉丘・こくふちよういなはﾞがおか

　　６８０-０２０２・鳥取県鳥取市国府町石井谷・こくふちよういわいだに

　　６８０-０２０３・鳥取県鳥取市国府町大石・ こくふちようおおいじ

　　６８０-０１４４・鳥取県鳥取市国府町岡益・こくふちようおかます

　　６８０-８０６３・鳥取県鳥取市国府町奥谷・こくふちようおくだに

　　６８０-０２１４・鳥取県鳥取市国府町上荒舟・こくふちようかみあらふね

　　６８０-０２１３・鳥取県鳥取市国府町上上地・こくふちようかみわじ

　　６８０-０２２１・鳥取県鳥取市国府町神護・こくふちようかんご

　　６８０-０２０８・鳥取県鳥取市国府町木原・こくふちようきはら

　　６８０-０１３２・鳥取県鳥取市国府町神垣・こくふちようこうがけ

　　６８０-０１５５・鳥取県鳥取市国府町国分寺・こくふちようこくぶんじ

　　６８０-０１５４・鳥取県鳥取市国府町三代寺・こくふちようさんだいじ

　　６８０-０２０５・鳥取県鳥取市国府町拾石・こくふちようじつこく

　　６８０-０２０７・鳥取県鳥取市国府町下木原・こくふちようしもきはら

　　６８０-８０６６・鳥取県鳥取市国府町新通り・こくふちようしんどおり

　　６８０-８０６５・鳥取県鳥取市国府町新町・こくふちようしんまち

　　６８０-０２１１・鳥取県鳥取市国府町菅野・こくふちようすがの

　　６８０-０１３４・鳥取県鳥取市国府町清水・こくふちようすんず

　　６８０-０１３１・鳥取県鳥取市国府町高岡・こくふちようたかおか

　　６８０-０１３５・鳥取県鳥取市国府町谷・こくふちようたに

　　６８０-０１４３・鳥取県鳥取市国府町玉鉾・こくふちようたまほﾞこ

　　６８０-０１５６・鳥取県鳥取市国府町中郷・こくふちようちゆうごう

　　６８０-０１５２・鳥取県鳥取市国府町庁・こくふちようちよう

　　６８０-０２０６・鳥取県鳥取市国府町栃本・こくふちようとちもと

　　６８０-０２２２・鳥取県鳥取市国府町殿・こくふちようとの

　　６８０-０２２３・鳥取県鳥取市国府町中河原・こくふちようなかがわら

　　６８０-０２０４・鳥取県鳥取市国府町楠城・こくふちようなわしろ

　　６８０-０２２６・鳥取県鳥取市国府町新井・こくふちようにい

　　６８０-０１４５・鳥取県鳥取市国府町広西・こくふちようひろせ

　　６８０-８０６４・鳥取県鳥取市国府町分上・こくふちようぶんじよう

　　６８０-０１５３・鳥取県鳥取市国府町法花寺・こくふちようほつけじ

　　６８０-０１４６・鳥取県鳥取市国府町町屋・こくふちようまちや

　　６８０-０２２４・鳥取県鳥取市国府町松尾・こくふちようまつお

　　６８０-０１４１・鳥取県鳥取市国府町美歎・こくふちようみたに

　　６８０-０１５１・鳥取県鳥取市国府町宮下・こくふちようみやのした

　　６８０-０２１５・鳥取県鳥取市国府町山崎・こくふちようやまさき

　　６８０-０１３３・鳥取県鳥取市国府町山根・こくふちようやまね

　　６８０-０２２５・鳥取県鳥取市国府町吉野・こくふちようよしの

　　６８０-０２１２・鳥取県鳥取市国府町上地・こくふちようわじ

　　６８９-１１２５・鳥取県鳥取市古郡家・ここおげ

　　６８０-００７３・鳥取県鳥取市小西谷・こざい

　　６８９-０２０７・鳥取県鳥取市小沢見・こぞみ

　　６８０-０９３２・鳥取県鳥取市五反田町・ごたんだちよう

　　６８０-０８１３・鳥取県鳥取市寿町・ことぶきちよう

　　６８０-０９４６・鳥取県鳥取市湖山町・こやまちよう

　　６８０-０９４２・鳥取県鳥取市湖山町東・ こやまちようひがじ

　　６８０-０９４７・鳥取県鳥取市湖山町西・ こやまちようにじ

　　６８０-０９４５・鳥取県鳥取市湖山町南・こやまちようみなみ

　　６８０-０９４１・鳥取県鳥取市湖山町北・こやまちようきた

　　６８０-００２１・鳥取県鳥取市材木町・ざいもくちよう

　　６８０-０８２３・鳥取県鳥取市幸町・さいわいちよう

　　６８０-０８３１・鳥取県鳥取市栄町・さかえまち

　　６８０-０８５３・鳥取県鳥取市桜谷・さくらだに

　　６８９-１３０４・鳥取県鳥取市佐治町大井・さじちようおおい

　　６８９-１３２４・鳥取県鳥取市佐治町尾際・さじちようおわい

　　６８９-１３０１・鳥取県鳥取市佐治町葛谷・さじちようかずらたに

　　６８９-１３１３・鳥取県鳥取市佐治町加瀬木・さじちようかせぎ

　　６８９-１３１４・鳥取県鳥取市佐治町加茂・さじちようかも

　　６８９-１３０３・鳥取県鳥取市佐治町刈地・さじちようかるち

　　６８９-１３２１・鳥取県鳥取市佐治町河本・さじちようかわもと

　　６８９-１３０２・鳥取県鳥取市佐治町小原・さじちようこはﾞら

　　６８９-１３１２・鳥取県鳥取市佐治町高山・さじちようたかやま

　　６８９-１３２２・鳥取県鳥取市佐治町つく谷・さじちようつくだに

　　６８９-１３０７・鳥取県鳥取市佐治町津無・ さじちようつなじ

　　６８９-１３１１・鳥取県鳥取市佐治町津野・さじちようつの



　　６８９-１３２６・鳥取県鳥取市佐治町栃原・さじちようとちわら

　　６８９-１３２５・鳥取県鳥取市佐治町中・さじちようなか

　　６８９-１３１５・鳥取県鳥取市佐治町畑・さじちようはた

　　６８９-１３１６・鳥取県鳥取市佐治町福園・さじちようふくぞの

　　６８９-１３０６・鳥取県鳥取市佐治町古市・さじちようふるいち

　　６８９-１３０５・鳥取県鳥取市佐治町森坪・さじちようもりつほﾞ

　　６８９-１３２３・鳥取県鳥取市佐治町余戸・さじちようよど

　　６８０-０９３５・鳥取県鳥取市里仁・さとに

　　６８９-０４２５・鳥取県鳥取市鹿野町今市・しかのちよういまいち

　　６８９-０４２２・鳥取県鳥取市鹿野町岡木・しかのちようおかき

　　６８９-０４２１・鳥取県鳥取市鹿野町乙亥正・しかのちようおつがせ

　　６８９-０４１２・鳥取県鳥取市鹿野町河内・しかのちようこうち

　　６８９-０４１３・鳥取県鳥取市鹿野町小別所・しかのちようこべつしよ

　　６８９-０４０５・鳥取県鳥取市鹿野町鹿野・しかのちようしかの

　　６８９-０４１１・鳥取県鳥取市鹿野町鷲峯・しかのちようじゆうほﾞう

　　６８９-０４０３・鳥取県鳥取市鹿野町末用・しかのちようすえもち

　　６８９-０４２６・鳥取県鳥取市鹿野町寺内・しかのちようてらうち

　　６８９-０４０２・鳥取県鳥取市鹿野町閉野・しかのちようとじの

　　６８９-０４２３・鳥取県鳥取市鹿野町中園・しかのちようなかぞの

　　６８９-０４０１・鳥取県鳥取市鹿野町広木・しかのちようひろぎ

　　６８９-０４０４・鳥取県鳥取市鹿野町水谷・しかのちようみずたに

　　６８９-０４２４・鳥取県鳥取市鹿野町宮方・しかのちようみやかた

　　６８０-１１５１・鳥取県鳥取市倭文・しとり

　　６８０-１１７４・鳥取県鳥取市篠坂・しのざか

　　６８０-１４１１・鳥取県鳥取市嶋・しま

　　６８０-１１６５・鳥取県鳥取市下味野・しもあじの

　　６８０-１１５４・鳥取県鳥取市下砂見・しもすなみ

　　６８０-１４１４・鳥取県鳥取市下段・しもだん

　　６８０-０９１２・鳥取県鳥取市商栄町・しようえいちよう

　　６８９-１１０３・鳥取県鳥取市生山・しようざん

　　６８０-００１７・鳥取県鳥取市尚徳町・しようとくちよう

　　６８０-０９２２・鳥取県鳥取市菖蒲・しようぶ

　　６８０-０８５４・鳥取県鳥取市正蓮寺・しようれんじ

　　６８０-００５６・鳥取県鳥取市職人町・しよくにんまち

　　６８０-０８６１・鳥取県鳥取市新・しん

　　６８０-０８１２・鳥取県鳥取市新品治町・しんほんじちよう

　　６８０-００３５・鳥取県鳥取市新町・しんまち

　　６８０-０８３３・鳥取県鳥取市末広温泉町・すえひろおんせんちよう

　　６８９-１１０１・鳥取県鳥取市杉崎・すぎざき

　　６８０-０８７５・鳥取県鳥取市数津・すつﾞ

　　６８０-１４３５・鳥取県鳥取市瀬田蔵・せたぐら

　　６８０-１４３２・鳥取県鳥取市双六原・そうろくはﾞら

　　６８０-１４１８・鳥取県鳥取市大桷・だいかく

　　６８０-０８６３・鳥取県鳥取市大覚寺・だいかくじ

　　６８０-１４１６・鳥取県鳥取市高住・たかずみ

　　６８０-００４５・鳥取県鳥取市大工町頭・だいくまちがしら

　　６８０-００７２・鳥取県鳥取市滝山・たきやま

　　６８０-１１６２・鳥取県鳥取市竹生・たけなり

　　６８０-０８０４・鳥取県鳥取市田島・たしま

　　６８０-００６１・鳥取県鳥取市立川町・たちかわちよう

　　６８０-１１５２・鳥取県鳥取市玉津・たまつﾞ

　　６８０-０９４３・鳥取県鳥取市足山・たりやま

　　６８０-００３２・鳥取県鳥取市茶町・ちやまち

　　６８０-０９１１・鳥取県鳥取市千代水・ちよみ

　　６８９-１１０２・鳥取県鳥取市津ノ井・つのい

　　６８０-００５３・鳥取県鳥取市寺町・てらまち

　　６８０-０８０３・鳥取県鳥取市田園町・でんえんちよう

　　６８０-０８４７・鳥取県鳥取市天神町・てんじんちよう

　　６８０-０９３４・鳥取県鳥取市徳尾・とくのお

　　６８０-０９３３・鳥取県鳥取市徳吉・ とくよじ

　　６８０-０８４５・鳥取県鳥取市富安・とみやす

　　６８９-１１０６・鳥取県鳥取市中大路・なかおおろ

　　６８０-１１５５・鳥取県鳥取市中砂見・なかすなみ

　　６８０-００１６・鳥取県鳥取市中町・なかまち

　　６８０-１１７５・鳥取県鳥取市中村・なかむら

　　６８０-１４３６・鳥取県鳥取市長柄・ながら

　　６８９-１１２１・鳥取県鳥取市南栄町・なんえいちよう

　　６８０-００３３・鳥取県鳥取市二階町・にかいまち

　　６８０-１１７３・鳥取県鳥取市西今在家・にしいまざいけ

　　６８０-１１４５・鳥取県鳥取市西円通寺・にしえんつうじ



　　６８９-１１０７・鳥取県鳥取市西大路・にしおおろ

　　６８０-０８１１・鳥取県鳥取市西品治・にしほんじ

　　６８０-００２２・鳥取県鳥取市西町・にしまち

　　６８９-１１１３・鳥取県鳥取市祢宜谷・ねぎだに

　　６８０-１４１３・鳥取県鳥取市野坂・のさか

　　６８０-０９２４・鳥取県鳥取市野寺・のでら

　　６８９-０２０６・鳥取県鳥取市白兎・はくと

　　６８０-１１４２・鳥取県鳥取市橋本・はしもと

　　６８０-１１５３・鳥取県鳥取市長谷・はせ

　　６８０-１１４３・鳥取県鳥取市八坂・はつさか

　　６８０-０９２３・鳥取県鳥取市服部・はつとり

　　６８０-１１３１・鳥取県鳥取市馬場・はﾞはﾞ

　　６８０-００１４・鳥取県鳥取市馬場町・はﾞはﾞのちよう

　　６８０-０００１・鳥取県鳥取市浜坂・はまさか

　　６８０-０００２・鳥取県鳥取市浜坂東・ はまさかひがじ

　　６８０-０８５２・鳥取県鳥取市東今在家・ひがしいまざいけ

　　６８９-１１０５・鳥取県鳥取市東大路・ひがしおおろ

　　６８０-０８３５・鳥取県鳥取市東品治町・ひがしほんじちよう

　　６８０-００１１・鳥取県鳥取市東町・ひがしまち

　　６８９-１１２３・鳥取県鳥取市久末・ひさすえ

　　６８９-１１１６・鳥取県鳥取市広岡・ひろおか

　　６８０-１４３８・鳥取県鳥取市福井・ふくい

　　６８９-０１０６・鳥取県鳥取市福部町海士・ふくべちようあもう

　　６８９-０１０１・鳥取県鳥取市福部町岩戸・ふくべちよういわど

　　６８０-８０２１・鳥取県鳥取市福部町久志羅（上野）・ふくべちようくじら(うえの)

　　６８９-０１１３・鳥取県鳥取市福部町久志羅（その他）・ふくべちようくじら(そのた)

　　６８９-０１１２・鳥取県鳥取市福部町蔵見・ふくべちようくらみ

　　６８９-０１１１・鳥取県鳥取市福部町栗谷・ふくべちようくりたに

　　６８０-８０２２・鳥取県鳥取市福部町左近（上野）・ふくべちようさこ(うえの)

　　６８９-０１１４・鳥取県鳥取市福部町左近（その他）・ふくべちようさこ(そのた)

　　６８９-０１０３・鳥取県鳥取市福部町高江・ふくべちようたかえ

　　６８９-０１１６・鳥取県鳥取市福部町中・ふくべちようなか

　　６８９-０１１７・鳥取県鳥取市福部町南田・ふくべちようのうだ

　　６８９-０１０２・鳥取県鳥取市福部町細川・ふくべちようほそがわ

　　６８９-０１１５・鳥取県鳥取市福部町八重原・ふくべちようやえはﾞら

　　６８９-０１０４・鳥取県鳥取市福部町箭溪・ふくべちようやだに

　　６８９-０１０５・鳥取県鳥取市福部町湯山・ふくべちようゆやま

　　６８９-０２０１・鳥取県鳥取市伏野・ふしの

　　６８０-０９４４・鳥取県鳥取市布勢・ふせ

　　６８９-１１２２・鳥取県鳥取市船木・ふなき

　　６８０-０８６５・鳥取県鳥取市古市・ふるいち

　　６８０-０９２１・鳥取県鳥取市古海・ふるみ

　　６８０-００７４・鳥取県鳥取市卯垣・ほﾞうがき

　　６８０-００４２・鳥取県鳥取市庖丁人町・ほうちようにんまち

　　６８０-１４２６・鳥取県鳥取市細見・ほそみ

　　６８０-１４３４・鳥取県鳥取市洞谷・ほらだに

　　６８０-００３１・鳥取県鳥取市本町・ほんまち

　　６８０-１４２４・鳥取県鳥取市槇原・まきはﾞら

　　６８０-１４２３・鳥取県鳥取市松上・まつがみ

　　６８０-０８０１・鳥取県鳥取市松並町・まつなみちよう

　　６８０-１４４４・鳥取県鳥取市松原・まつはﾞら

　　６８０-０８７３・鳥取県鳥取市的場・まとはﾞ

　　６８０-０００６・鳥取県鳥取市丸山町・まるやまちよう

　　６８９-０２０４・鳥取県鳥取市御熊・みくま

　　６８９-０２０３・鳥取県鳥取市三津・みつ

　　６８０-０９１５・鳥取県鳥取市緑ケ丘・みどりがおか

　　６８０-０９０６・鳥取県鳥取市港町・みなとまち

　　６８０-０９０３・鳥取県鳥取市南隈・みなみがくま

　　６８０-０８１４・鳥取県鳥取市南町・みなみまち

　　６８０-０９１４・鳥取県鳥取市南安長・みなみやすなが

　　６８０-０８４３・鳥取県鳥取市南吉方・みなみよしかた

　　６８９-０２０２・鳥取県鳥取市美萩野・みはぎの

　　６８０-１４１２・鳥取県鳥取市宮谷・みやだに

　　６８０-０８７２・鳥取県鳥取市宮長・みやなが

　　６８０-１４２８・鳥取県鳥取市三山口・みやまぐち

　　６８０-１４３１・鳥取県鳥取市妙徳寺・みようとくじ

　　６８９-１１２６・鳥取県鳥取市美和・みわ

　　６８０-１１６１・鳥取県鳥取市向国安・むこうぐにやす

　　６８９-１２１５・鳥取県鳥取市用瀬町赤波・もちがせちようあがなみ

　　６８９-１２１４・鳥取県鳥取市用瀬町旭ケ丘・もちがせちようあさひがおか



　　６８９-１２２７・鳥取県鳥取市用瀬町安蔵・もちがせちようあぞう

　　６８９-１２２２・鳥取県鳥取市用瀬町家奥・もちがせちよういえおく

　　６８９-１２２９・鳥取県鳥取市用瀬町江波・もちがせちようえなみ

　　６８９-１２２３・鳥取県鳥取市用瀬町金屋・もちがせちようかなや

　　６８９-１２２６・鳥取県鳥取市用瀬町川中・もちがせちようかわなか

　　６８９-１２２４・鳥取県鳥取市用瀬町樟原・もちがせちようくぬぎわら

　　６８９-１２１３・鳥取県鳥取市用瀬町鷹狩・もちがせちようたかがり

　　６８９-１２２１・鳥取県鳥取市用瀬町古用瀬・もちがせちようふるもちがせ

　　６８９-１２１１・鳥取県鳥取市用瀬町別府・もちがせちようべふ

　　６８９-１２１２・鳥取県鳥取市用瀬町美成・もちがせちようみなり

　　６８９-１２２５・鳥取県鳥取市用瀬町宮原・もちがせちようみやはﾞら

　　６８９-１２０１・鳥取県鳥取市用瀬町用瀬・もちがせちようもちがせ

　　６８９-１２２８・鳥取県鳥取市用瀬町屋住・もちがせちようやずみ

　　６８０-００３４・鳥取県鳥取市元魚町・もとうおまち

　　６８０-００４６・鳥取県鳥取市元大工町・もとだいくまち

　　６８０-１１７１・鳥取県鳥取市本高・もとだか

　　６８０-００３７・鳥取県鳥取市元町・もとまち

　　６８０-００７１・鳥取県鳥取市百谷・ももだに

　　６８０-０８０６・鳥取県鳥取市薬師町・やくしまち

　　６８０-０９１３・鳥取県鳥取市安長・やすなが

　　６８０-１４３３・鳥取県鳥取市矢矯・やはぎ

　　６８０-０００８・鳥取県鳥取市山城町・やましろちよう

　　６８０-０８３２・鳥取県鳥取市弥生町・やよいちよう

　　６８０-０００７・鳥取県鳥取市湯所町・ゆところちよう

　　６８０-１１６３・鳥取県鳥取市横枕・よこまくら

　　６８０-１４４２・鳥取県鳥取市吉岡温泉町・よしおかおんせんちよう

　　６８０-０８４２・鳥取県鳥取市吉方・よしかた

　　６８０-０８４１・鳥取県鳥取市吉方温泉・よしかたおんせん

　　６８０-００６２・鳥取県鳥取市吉方町・よしかたちよう

　　６８０-１４４１・鳥取県鳥取市良田・よしだ

　　６８０-０８６４・鳥取県鳥取市吉成・よしなり

　　６８０-０８７１・鳥取県鳥取市吉成南町・よしなりみなみまち

　　６８０-１４４３・鳥取県鳥取市六反田・ろくたんだ

　　６８０-００５１・鳥取県鳥取市若桜町・わかさまち

　　６８９-１１１２・鳥取県鳥取市若葉台南・わかはﾞだいみなみ

　　６８９-１１１１・鳥取県鳥取市若葉台北・わかはﾞだいきた

　　６８３-００００・鳥取県米子市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８３-０２５２・鳥取県米子市青木・あおき

　　６８９-３５１５・鳥取県米子市赤井手・あかいで

　　６８３-０８１３・鳥取県米子市朝日町・あさひまち

　　６８３-００４６・鳥取県米子市愛宕町・あたごちよう

　　６８３-０８４６・鳥取県米子市安倍・あべ

　　６８３-００２１・鳥取県米子市石井・いしい

　　６８９-３５１２・鳥取県米子市泉・いずみ

　　６８９-３５３３・鳥取県米子市一部・いちぶ

　　６８９-３５４２・鳥取県米子市今在家・いまざいけ

　　６８３-０８３３・鳥取県米子市岩倉町・いわくらまち

　　６８３-００２７・鳥取県米子市陰田町・いんだちよう

　　６８３-０８３４・鳥取県米子市内町・うちまち

　　６８９-３５４４・鳥取県米子市浦津・うらつ

　　６８３-０２５７・鳥取県米子市榎原・えのきはら

　　６８３-０１０４・鳥取県米子市大崎・おおざき

　　６８３-０１０１・鳥取県米子市大篠津町・おおしのつﾞちよう

　　６８３-００４５・鳥取県米子市大谷町・おおだにちよう

　　６８３-０２５６・鳥取県米子市大袋・おおぶくろ

　　６８９-３５１３・鳥取県米子市岡成・おかなり

　　６８３-００１６・鳥取県米子市奥谷・おくのたに

　　６８９-３５１４・鳥取県米子市尾高・おだか

　　６８３-０８１４・鳥取県米子市尾高町・おだかまち

　　６８３-０００３・鳥取県米子市皆生・かいけ

　　６８３-０００１・鳥取県米子市皆生温泉・かいけおんせん

　　６８３-０００２・鳥取県米子市皆生新田・かいけしんでん

　　６８３-０８１２・鳥取県米子市角盤町・かくはﾞんちよう

　　６８３-０２５１・鳥取県米子市兼久・かねひさ

　　６８３-０２５５・鳥取県米子市上安曇・かみあずま

　　６８３-０８４１・鳥取県米子市上後藤・かみごとう

　　６８９-３５３２・鳥取県米子市上新印・かみしい

　　６８３-０００４・鳥取県米子市上福原・かみふくはﾞら

　　６８３-０８２３・鳥取県米子市加茂町・かもちよう

　　６８９-３５４３・鳥取県米子市蚊屋・かや



　　６８９-３５２１・鳥取県米子市河岡・かわおか

　　６８３-０８５２・鳥取県米子市河崎・かわさき

　　６８３-００５１・鳥取県米子市勝田町・かんだまち

　　６８３-０００７・鳥取県米子市観音寺・かんのんじ

　　６８３-０００９・鳥取県米子市観音寺新町・かんのんじしんまち

　　６８３-００４７・鳥取県米子市祇園町・ぎおんちよう

　　６８３-０８４４・鳥取県米子市義方町・ぎほうちよう

　　６８３-０８２５・鳥取県米子市錦海町・きんかいちよう

　　６８９-３５２２・鳥取県米子市日下・くさか

　　６８３-０００６・鳥取県米子市車尾・くずも

　　６８３-０００８・鳥取県米子市車尾南・くずもみなみ

　　６８９-３５４６・鳥取県米子市熊党・くまんとう

　　６８３-０８２４・鳥取県米子市久米町・くめちよう

　　６８３-００５４・鳥取県米子市糀町・こうじまち

　　６８３-００６２・鳥取県米子市紺屋町・こうやまち

　　６８９-３５３７・鳥取県米子市古豊千・こほうち

　　６８３-０８４２・鳥取県米子市三本松・さんほﾞんまつ

　　６８３-００４２・鳥取県米子市塩町・しおまち

　　６８３-０２５３・鳥取県米子市下安曇・しもあずま

　　６８９-３５３１・鳥取県米子市下新印・しもしい

　　６８９-３５１１・鳥取県米子市下郷・しものごう

　　６８３-００３７・鳥取県米子市昭和町・しようわちよう

　　６８３-０８０１・鳥取県米子市新開・しんかい

　　６８３-００４３・鳥取県米子市末広町・すえひろちよう

　　６８３-００１３・鳥取県米子市諏訪・すわ

　　６８９-３５２４・鳥取県米子市石州府・せきしゆうふ

　　６８３-００４４・鳥取県米子市大工町・だいくまち

　　６８９-３５３６・鳥取県米子市高島・たかしま

　　６８３-０８３２・鳥取県米子市立町・たてまち

　　６８３-００４１・鳥取県米子市茶町・ちやまち

　　６８３-０８３１・鳥取県米子市寺町・てらまち

　　６８３-０８２１・鳥取県米子市天神町・てんじんまち

　　６８３-００６４・鳥取県米子市道笑町・どうしようまち

　　６８３-０１０３・鳥取県米子市富益町・とみますちよう

　　６８３-０００５・鳥取県米子市中島・なかしま

　　６８３-０８２２・鳥取県米子市中町・なかまち

　　６８３-００１４・鳥取県米子市永江・ながえ

　　６８３-００３３・鳥取県米子市長砂町・ながすなちよう

　　６８３-００２２・鳥取県米子市奈喜良・なぎら

　　６８３-０８３５・鳥取県米子市灘町・なだまち

　　６８３-００２６・鳥取県米子市新山・にいやま

　　６８３-０８１１・鳥取県米子市錦町・にしきちよう

　　６８３-０８１６・鳥取県米子市西倉吉町・にしくらよしまち

　　６８３-０８２６・鳥取県米子市西町・にしちよう

　　６８３-０８０５・鳥取県米子市西福原・にしふくはﾞら

　　６８９-３５４１・鳥取県米子市二本木・にほんぎ

　　６８３-００５２・鳥取県米子市博労町・はﾞくろうまち

　　６８３-００２３・鳥取県米子市橋本・はしもと

　　６８３-０８４５・鳥取県米子市旗ヶ崎・はたがさき

　　６８３-０８３６・鳥取県米子市花園町・はなぞのちよう

　　６８３-０８１５・鳥取県米子市東倉吉町・ひがしくらよしまち

　　６８３-００６７・鳥取県米子市東町・ひがしちよう

　　６８３-０８０２・鳥取県米子市東福原・ひがしふくはﾞら

　　６８３-００３１・鳥取県米子市東山町・ひがしやまちよう

　　６８９-３５３５・鳥取県米子市東八幡・ひがしやわた

　　６８３-０８５５・鳥取県米子市彦名新田・ひこなしんでん

　　６８３-０８５４・鳥取県米子市彦名町・ひこなちよう

　　６８３-０８０３・鳥取県米子市日ノ出町・ひのでちよう

　　６８３-００６６・鳥取県米子市日野町・ひのまち

　　６８３-００１５・鳥取県米子市日原・ひはﾞら

　　６８３-００１１・鳥取県米子市福市・ふくいち

　　６８９-３５２３・鳥取県米子市福万・ふくまん

　　６８３-００５５・鳥取県米子市冨士見町・ふじみちよう

　　６８３-００２５・鳥取県米子市古市・ふるいち

　　６８３-０２５４・鳥取県米子市別所・べつしよ

　　６８３-００６３・鳥取県米子市法勝寺町・ほつしようじまち

　　６８３-００６５・鳥取県米子市万能町・まんのうちよう

　　６８９-３５３４・鳥取県米子市水浜・みずはま

　　６８３-０８４３・鳥取県米子市三旗町・みはたちよう

　　６８３-００３４・鳥取県米子市美吉・ みよじ



　　６８３-００１７・鳥取県米子市宗像・むなかた

　　６８３-００５３・鳥取県米子市明治町・めいじちよう

　　６８３-００３５・鳥取県米子市目久美町・めぐみちよう

　　６８３-００３６・鳥取県米子市弥生町・やよいちよう

　　６８３-００１２・鳥取県米子市八幡・やわた

　　６８３-００３２・鳥取県米子市陽田町・ようでんちよう

　　６８９-３５４５・鳥取県米子市吉岡・よしおか

　　６８３-００２４・鳥取県米子市吉谷・よしたに

　　６８３-０１０５・鳥取県米子市葭津・よしつﾞ

　　６８３-００６１・鳥取県米子市四日市町・よつかいちまち

　　６８９-３４１２・鳥取県米子市淀江町稲吉・ よどえちよういなよじ

　　６８９-３４０１・鳥取県米子市淀江町今津・よどえちよういまつﾞ

　　６８９-３４２３・鳥取県米子市淀江町小波・よどえちようこなみ

　　６８９-３４２５・鳥取県米子市淀江町佐陀・よどえちようさだ

　　６８９-３４１８・鳥取県米子市淀江町高井谷・よどえちようたかいだに

　　６８９-３４１５・鳥取県米子市淀江町富繁・よどえちようとみしげ

　　６８９-３４１７・鳥取県米子市淀江町中西尾・よどえちようなかにしお

　　６８９-３４２４・鳥取県米子市淀江町中間・よどえちようなかま

　　６８９-３４１４・鳥取県米子市淀江町西尾原・よどえちようにしおはら

　　６８９-３４０３・鳥取県米子市淀江町西原・よどえちようにしはﾞら

　　６８９-３４２２・鳥取県米子市淀江町平岡・よどえちようひらおか

　　６８９-３４１６・鳥取県米子市淀江町福井・よどえちようふくい

　　６８９-３４１１・鳥取県米子市淀江町福岡・よどえちようふくおか

　　６８９-３４２１・鳥取県米子市淀江町福頼・よどえちようふくより

　　６８９-３４１３・鳥取県米子市淀江町本宮・よどえちようほんぐう

　　６８９-３４０２・鳥取県米子市淀江町淀江・よどえちようよどえ

　　６８３-０８０４・鳥取県米子市米原・よねはら

　　６８３-０８５１・鳥取県米子市夜見町・よみちよう

　　６８９-３５４７・鳥取県米子市流通町・りゆうつうちよう

　　６８３-０８５３・鳥取県米子市両三柳・りようみつやなぎ

　　６８３-０１０２・鳥取県米子市和田町・わだちよう

　　６８２-００００・鳥取県倉吉市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８２-０８２２・鳥取県倉吉市葵町・あおいまち

　　６８２-００２１・鳥取県倉吉市上井・あげい

　　６８２-００２２・鳥取県倉吉市上井町・あげいちよう

　　６８２-０８７１・鳥取県倉吉市旭田町・あさひだちよう

　　６８２-０００１・鳥取県倉吉市穴窪・あなくほﾞ

　　６８２-０９０１・鳥取県倉吉市穴沢・あなざわ

　　６８２-００２４・鳥取県倉吉市伊木・いぎ

　　６８２-０８５５・鳥取県倉吉市生田・いくた

　　６８２-０９３３・鳥取県倉吉市石塚・いしつﾞか

　　６８２-０００６・鳥取県倉吉市井手畑・いではﾞた

　　６８２-０６４１・鳥取県倉吉市今在家・いまざいけ

　　６８２-０８０１・鳥取県倉吉市巌城・いわき

　　６８２-０８４２・鳥取県倉吉市岩倉・いわくら

　　６８２-０８２１・鳥取県倉吉市魚町・うおまち

　　６８２-０８１１・鳥取県倉吉市上灘町・うわなだちよう

　　６８２-０８６５・鳥取県倉吉市越中町・えつちゆうまち

　　６８２-０８１３・鳥取県倉吉市円谷町・えんだにちよう

　　６８２-０６２３・鳥取県倉吉市大河内・おおかち

　　６８２-０９４７・鳥取県倉吉市大沢・おおさわ

　　６８２-０６３２・鳥取県倉吉市大立・おおたち

　　６８２-０９４１・鳥取県倉吉市大谷・おおたに

　　６８２-０９４８・鳥取県倉吉市大谷茶屋・おおたにちやや

　　６８２-００１１・鳥取県倉吉市大塚・おおつか

　　６８２-００４２・鳥取県倉吉市大平町・おおひらちよう

　　６８２-０８４１・鳥取県倉吉市大宮・おおみや

　　６８２-０６４５・鳥取県倉吉市岡・おか

　　６８２-０９３１・鳥取県倉吉市小鴨・おがも

　　６８２-０６０７・鳥取県倉吉市尾田・おだ

　　６８２-００３４・鳥取県倉吉市大原・おはら

　　６８２-０９０４・鳥取県倉吉市尾原・おわら

　　６８２-００１４・鳥取県倉吉市海田東町・かいだひがしまち

　　６８２-００１６・鳥取県倉吉市海田西町・かいだにしまち

　　６８２-００１５・鳥取県倉吉市海田南町・かいだみなみまち

　　６８２-０８６４・鳥取県倉吉市鍛冶町・かじまち

　　６８２-０９０２・鳥取県倉吉市上神・かずわ

　　６８２-０６２１・鳥取県倉吉市忰谷・かせだに

　　６８２-０８７５・鳥取県倉吉市金森町・かなもりちよう

　　６８２-００４１・鳥取県倉吉市河北町・かほくちよう



　　６８２-０６３１・鳥取県倉吉市上大立・かみおおたち

　　６８２-０６４２・鳥取県倉吉市上福田・かみふくだ

　　６８２-０９３４・鳥取県倉吉市上古川・かみふるかわ

　　６８２-００３２・鳥取県倉吉市上余戸・かみよど

　　６８２-０６０２・鳥取県倉吉市上米積・かみよなつﾞみ

　　６８２-０９２３・鳥取県倉吉市鴨川町・かもがわちよう

　　６８２-０８４６・鳥取県倉吉市鴨河内・かもごうち

　　６８２-０６３３・鳥取県倉吉市河来見・かわくるみ

　　６８２-０９２４・鳥取県倉吉市河原町・かわらまち

　　６８２-０８５７・鳥取県倉吉市北野・きたの

　　６８２-０９０３・鳥取県倉吉市北面・きたも

　　６８２-０９３２・鳥取県倉吉市蔵内・くらうち

　　６８２-００３３・鳥取県倉吉市栗尾・くりお

　　６８２-０９４５・鳥取県倉吉市黒見・くろみ

　　６８２-０９４２・鳥取県倉吉市国府・こう

　　６８２-００３５・鳥取県倉吉市広栄町・こうえいちよう

　　６８２-０８８３・鳥取県倉吉市荒神町・こうじんちよう

　　６８２-０９４３・鳥取県倉吉市国分寺・こくぶんじ

　　６８２-０８６７・鳥取県倉吉市越殿町・こしどのちよう

　　６８２-００４４・鳥取県倉吉市小田・こだ

　　６８２-００４５・鳥取県倉吉市小田東・ こだひがじ

　　６８２-０８０７・鳥取県倉吉市幸町・さいわいまち

　　６８２-０８８５・鳥取県倉吉市堺町・さかえまち

　　６８２-０６３４・鳥取県倉吉市桜・さくら

　　６８２-０６０６・鳥取県倉吉市沢谷・さわだに

　　６８２-０６１３・鳥取県倉吉市志津・しつ

　　６８２-０８３７・鳥取県倉吉市下大江・しもおおえ

　　６８２-０８１２・鳥取県倉吉市下田中町・しもたなかちよう

　　６８２-０６４３・鳥取県倉吉市下福田・しもふくだ

　　６８２-０００５・鳥取県倉吉市下古川・しもふるかわ

　　６８２-００３１・鳥取県倉吉市下余戸・しもよど

　　６８２-０６０１・鳥取県倉吉市下米積・しもよなつﾞみ

　　６８２-０９２５・鳥取県倉吉市秋喜・しゆうき

　　６８２-０９２６・鳥取県倉吉市秋喜西町・しゆうきにしまち

　　６８２-０８０６・鳥取県倉吉市昭和町・しようわまち

　　６８２-０００３・鳥取県倉吉市新田・しんでん

　　６８２-０８６１・鳥取県倉吉市新町・しんまち

　　６８２-０８１５・鳥取県倉吉市新陽町・しんようちよう

　　６８２-０９５２・鳥取県倉吉市鋤・すき

　　６８２-０６１１・鳥取県倉吉市杉野・すぎの

　　６８２-０８４３・鳥取県倉吉市菅原・すげがはら

　　６８２-０８１７・鳥取県倉吉市住吉町・すみよしちよう

　　６８２-００１２・鳥取県倉吉市清谷・せいだに

　　６８２-００１７・鳥取県倉吉市清谷町・せいだにちよう

　　６８２-０４０１・鳥取県倉吉市関金町安歩・せきがねちようあぶ

　　６８２-０４２１・鳥取県倉吉市関金町今西・ せきがねちよういまにじ

　　６８２-０４０２・鳥取県倉吉市関金町大鳥居・せきがねちようおおどりい

　　６８２-０４３３・鳥取県倉吉市関金町小泉・せきがねちようこいずみ

　　６８２-０４１３・鳥取県倉吉市関金町郡家・せきがねちようこおげ

　　６８２-０４１１・鳥取県倉吉市関金町関金宿・せきがねちようせきがねしゆく

　　６８２-０４０４・鳥取県倉吉市関金町泰久寺・せきがねちようたいきゆうじ

　　６８２-０４３４・鳥取県倉吉市関金町野添・せきがねちようのぞえ

　　６８２-０４３２・鳥取県倉吉市関金町福原・せきがねちようふくはら

　　６８２-０４２２・鳥取県倉吉市関金町堀・せきがねちようほり

　　６８２-０４０３・鳥取県倉吉市関金町松河原・せきがねちようまつがわら

　　６８２-０４２３・鳥取県倉吉市関金町明高・せきがねちようみようこう

　　６８２-０４１２・鳥取県倉吉市関金町山口・せきがねちようやまぐち

　　６８２-０４３１・鳥取県倉吉市関金町米富・せきがねちようよねどめ

　　６８２-０８６３・鳥取県倉吉市瀬崎町・せさきまち

　　６８２-０８８６・鳥取県倉吉市大正町・たいしようまち

　　６８２-０８１６・鳥取県倉吉市駄経寺町・だきようじちよう

　　６８２-０６２６・鳥取県倉吉市立見・たてみ

　　６８２-０９５４・鳥取県倉吉市谷・たに

　　６８２-０９５１・鳥取県倉吉市津原・つわら

　　６８２-０９１１・鳥取県倉吉市寺谷・てらだに

　　６８２-００４３・鳥取県倉吉市天神町・てんじんちよう

　　６８２-０８８４・鳥取県倉吉市研屋町・とぎやまち

　　６８２-０８３２・鳥取県倉吉市富海・とどみ

　　６８２-０００２・鳥取県倉吉市中江・なかえ

　　６８２-０８５６・鳥取県倉吉市中河原・なかがわら



　　６８２-０６１２・鳥取県倉吉市中野・なかの

　　６８２-０８２４・鳥取県倉吉市仲ノ町・なかのちよう

　　６８２-０８３６・鳥取県倉吉市長坂新町・ながさかしんまち

　　６８２-０８３５・鳥取県倉吉市長坂町・ながさかちよう

　　６８２-０６２２・鳥取県倉吉市長谷・ながたに

　　６８２-０８７４・鳥取県倉吉市西岩倉町・にしいわくらまち

　　６８２-０８５１・鳥取県倉吉市西倉吉町・にしくらよしちよう

　　６８２-０８２５・鳥取県倉吉市西仲町・にしなかまち

　　６８２-０９２１・鳥取県倉吉市西福守町・にしふくもりちよう

　　６８２-０８６２・鳥取県倉吉市西町・にしまち

　　６８２-００３６・鳥取県倉吉市虹ケ丘町・にじがおかちよう

　　６８２-０８３１・鳥取県倉吉市八幡町・はちまんちよう

　　６８２-０６３５・鳥取県倉吉市服部・はつとり

　　６８２-０９５３・鳥取県倉吉市半坂・はんざか

　　６８２-０９１４・鳥取県倉吉市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　６８２-０６２４・鳥取県倉吉市般若・はんにや

　　６８２-０８０２・鳥取県倉吉市東巌城町・ひがしいわきちよう

　　６８２-０８７３・鳥取県倉吉市東岩倉町・ひがしいわくらまち

　　６８２-０８３４・鳥取県倉吉市東鴨・ひがしがも

　　６８２-０８３３・鳥取県倉吉市東鴨新町・ひがしがもしんまち

　　６８２-０８０４・鳥取県倉吉市東昭和町・ひがししようわまち

　　６８２-０８２６・鳥取県倉吉市東仲町・ひがしなかまち

　　６８２-０８２３・鳥取県倉吉市東町・ひがしまち

　　６８２-０８４４・鳥取県倉吉市広瀬・ひろせ

　　６８２-０８６６・鳥取県倉吉市広瀬町・ひろせまち

　　６８２-０６４４・鳥取県倉吉市福積・ふくつﾞみ

　　６８２-０６０５・鳥取県倉吉市福富・ふくどみ

　　６８２-００１３・鳥取県倉吉市福庭・ふくはﾞ

　　６８２-００１８・鳥取県倉吉市福庭町・ふくはﾞちよう

　　６８２-０９４４・鳥取県倉吉市福光・ふくみつ

　　６８２-０６０４・鳥取県倉吉市福本・ふくもと

　　６８２-０９２２・鳥取県倉吉市福守町・ふくもりちよう

　　６８２-０８４７・鳥取県倉吉市福山・ふくやま

　　６８２-０８７２・鳥取県倉吉市福吉町・ふくよしちよう

　　６８２-０９１５・鳥取県倉吉市不入岡・ふにおか

　　６８２-０００４・鳥取県倉吉市古川沢・ふるかわさわ

　　６８２-０９０５・鳥取県倉吉市別所・べつしよ

　　６８２-０８５２・鳥取県倉吉市丸山町・まるやまちよう

　　６８２-０６０３・鳥取県倉吉市三江・みえ

　　６８２-０８５４・鳥取県倉吉市みどり町・みどりまち

　　６８２-０８８２・鳥取県倉吉市湊町・みなとまち

　　６８２-０８０５・鳥取県倉吉市南昭和町・みなみしようわまち

　　６８２-０８４５・鳥取県倉吉市耳・みみ

　　６８２-０８８１・鳥取県倉吉市宮川町・みやがわちよう

　　６８２-０８０３・鳥取県倉吉市見日町・みるかちよう

　　６８２-０８８７・鳥取県倉吉市明治町・めいじまち

　　６８２-０６２５・鳥取県倉吉市椋波・もくなみ

　　６８２-０６１５・鳥取県倉吉市森・もり

　　６８２-００２５・鳥取県倉吉市八屋・やつや

　　６８２-００２３・鳥取県倉吉市山根・やまね

　　６８２-０９４６・鳥取県倉吉市横田・よこた

　　６８２-０８５３・鳥取県倉吉市余戸谷町・よどやちよう

　　６８２-０８１４・鳥取県倉吉市米田町・よねだちよう

　　６８２-０９１２・鳥取県倉吉市和田・わだ

　　６８２-０９１３・鳥取県倉吉市和田東町・わだひがしまち

　　６８４-００００・鳥取県境港市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８４-００１１・鳥取県境港市相生町・あいおいちよう

　　６８４-００３３・鳥取県境港市上道町・あがりみちちよう

　　６８４-００１３・鳥取県境港市朝日町・あさひまち

　　６８４-０００６・鳥取県境港市栄町・えいまち

　　６８４-００２３・鳥取県境港市京町・きようまち

　　６８４-００５６・鳥取県境港市幸神町・こうじんちよう

　　６８４-００５３・鳥取県境港市小篠津町・こしのつﾞちよう

　　６８４-００５５・鳥取県境港市佐斐神町・さいのかみちよう

　　６８４-００５４・鳥取県境港市財ノ木町・さいのきちよう

　　６８４-００６４・鳥取県境港市三軒屋町・さんげんやちよう

　　６８４-００７４・鳥取県境港市潮見町・しおみちよう

　　６８４-００１５・鳥取県境港市東雲町・しののめちよう

　　６８４-００６６・鳥取県境港市芝町・しはﾞちよう

　　６８４-０００１・鳥取県境港市清水町・しみずちよう



　　６８４-００３４・鳥取県境港市昭和町・しようわまち

　　６８４-００２６・鳥取県境港市末広町・すえひろちよう

　　６８４-００６３・鳥取県境港市誠道町・せいどうちよう

　　６８４-０００４・鳥取県境港市大正町・たいしようまち

　　６８４-００４５・鳥取県境港市高松町・たかまつちよう

　　６８４-００４６・鳥取県境港市竹内団地・たけのうちだんち

　　６８４-００４３・鳥取県境港市竹内町・たけのうちちよう

　　６８４-００７１・鳥取県境港市外江町・とのえちよう

　　６８４-００７３・鳥取県境港市中海干拓地・なかうみかんたくち

　　６８４-００４１・鳥取県境港市中野町・なかのちよう

　　６８４-００１２・鳥取県境港市中町・なかまち

　　６８４-００５１・鳥取県境港市新屋町・にいやちよう

　　６８４-００７５・鳥取県境港市西工業団地・にしこうぎようだんち

　　６８４-００１４・鳥取県境港市入船町・にゆうせんちよう

　　６８４-００６２・鳥取県境港市蓮池町・はすいけちよう

　　６８４-００１６・鳥取県境港市花町・はなまち

　　６８４-００２１・鳥取県境港市馬場崎町・はﾞはﾞさきちよう

　　６８４-０００３・鳥取県境港市浜ノ町・はまのちよう

　　６８４-００２７・鳥取県境港市東本町・ひがしほんまち

　　６８４-００２４・鳥取県境港市日ノ出町・ひのでちよう

　　６８４-００４２・鳥取県境港市福定町・ふくさだちよう

　　６８４-００２５・鳥取県境港市本町・ほんまち

　　６８４-０００５・鳥取県境港市松ケ枝町・まつがえちよう

　　６８４-００１７・鳥取県境港市岬町・みさきちよう

　　６８４-００３１・鳥取県境港市湊町・みなとまち

　　６８４-００４４・鳥取県境港市美保町・みほちよう

　　６８４-００５２・鳥取県境港市麦垣町・むぎかきちよう

　　６８４-００２２・鳥取県境港市明治町・めいじまち

　　６８４-００３２・鳥取県境港市元町・もとまち

　　６８４-００６５・鳥取県境港市森岡町・もりおかちよう

　　６８４-０００２・鳥取県境港市弥生町・やよいちよう

　　６８４-００７６・鳥取県境港市夕日ケ丘・ゆうひがおか

　　６８４-００６１・鳥取県境港市米川町・よねがわちよう

　　６８４-００７２・鳥取県境港市渡町・わたりちよう

　　６８１-００００・鳥取県岩美郡岩美町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８１-０００２・鳥取県岩美郡岩美町相谷・あいだに

　　６８１-００３６・鳥取県岩美郡岩美町相山・あいやま

　　６８１-００７４・鳥取県岩美郡岩美町網代・あじろ

　　６８１-００３２・鳥取県岩美郡岩美町洗井・あらい

　　６８１-００５５・鳥取県岩美郡岩美町荒金・あらかね

　　６８１-００４７・鳥取県岩美郡岩美町池谷・いけだに

　　６８１-００２４・鳥取県岩美郡岩美町岩井・いわい

　　６８１-００５２・鳥取県岩美郡岩美町岩常・いわつね

　　６８１-００７２・鳥取県岩美郡岩美町岩本・いわもと

　　６８１-００５４・鳥取県岩美郡岩美町院内・いんない

　　６８１-００２５・鳥取県岩美郡岩美町宇治・うじ

　　６８１-０００３・鳥取県岩美郡岩美町浦富・うらどめ

　　６８１-００４６・鳥取県岩美郡岩美町延興寺・えんごうじ

　　６８１-００４３・鳥取県岩美郡岩美町大坂・おおさか

　　６８１-００６３・鳥取県岩美郡岩美町太田・おおた

　　６８１-００７３・鳥取県岩美郡岩美町大谷・おおたに

　　６８１-００１４・鳥取県岩美郡岩美町大羽尾・おおはﾞねお

　　６８１-００４２・鳥取県岩美郡岩美町小田・おだ

　　６８１-００６２・鳥取県岩美郡岩美町恩志・おんじ

　　６８１-００３１・鳥取県岩美郡岩美町蒲生・がもう

　　６８１-００４５・鳥取県岩美郡岩美町唐川・からかわ

　　６８１-００５１・鳥取県岩美郡岩美町河崎・かわさき

　　６８１-００３４・鳥取県岩美郡岩美町銀山・ぎんざん

　　６８１-００１１・鳥取県岩美郡岩美町陸上・くがみ

　　６８１-００４１・鳥取県岩美郡岩美町黒谷・くろだに

　　６８１-００１３・鳥取県岩美郡岩美町小羽尾・こはﾞねお

　　６８１-００２２・鳥取県岩美郡岩美町白地・しらじ

　　６８１-００５３・鳥取県岩美郡岩美町高住・たかずみ

　　６８１-００６１・鳥取県岩美郡岩美町高山・たかやま

　　６８１-００７１・鳥取県岩美郡岩美町田後・たじり

　　６８１-００１２・鳥取県岩美郡岩美町田河内・たのこうじ

　　６８１-００５６・鳥取県岩美郡岩美町長郷・ちようごう

　　６８１-００４４・鳥取県岩美郡岩美町外邑・とのむら

　　６８１-００３３・鳥取県岩美郡岩美町鳥越・とりごえ

　　６８１-００２１・鳥取県岩美郡岩美町長谷・ながたに



　　６８１-００６５・鳥取県岩美郡岩美町新井・にい

　　６８１-００３５・鳥取県岩美郡岩美町馬場・はﾞはﾞ

　　６８１-００６４・鳥取県岩美郡岩美町本庄・ほんじよう

　　６８１-０００１・鳥取県岩美郡岩美町牧谷・まきだに

　　６８１-００２３・鳥取県岩美郡岩美町真名・まな

　　６８０-０７００・鳥取県八頭郡若桜町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８０-０７１３・鳥取県八頭郡若桜町赤松・あかまつ

　　６８０-０７２２・鳥取県八頭郡若桜町浅井・あさい

　　６８０-０７４３・鳥取県八頭郡若桜町糸白見・いとしろみ

　　６８０-０７３１・鳥取県八頭郡若桜町岩屋堂・いわやどう

　　６８０-０７４１・鳥取県八頭郡若桜町大炊・おおい

　　６８０-０７３３・鳥取県八頭郡若桜町大野・おおの

　　６８０-０７３５・鳥取県八頭郡若桜町落折・おちおり

　　６８０-０７３４・鳥取県八頭郡若桜町小船・おぶね

　　６８０-０７４２・鳥取県八頭郡若桜町岸野・きしの

　　６８０-０７１４・鳥取県八頭郡若桜町来見野・くるみの

　　６８０-０７２３・鳥取県八頭郡若桜町香田・こうだ

　　６８０-０７４５・鳥取県八頭郡若桜町須澄・すすみ

　　６８０-０７１２・鳥取県八頭郡若桜町高野・たかの

　　６８０-０７２８・鳥取県八頭郡若桜町つく米・つくよね

　　６８０-０７３２・鳥取県八頭郡若桜町中原・なかはら

　　６８０-０７２４・鳥取県八頭郡若桜町長砂・ながすな

　　６８０-０７４４・鳥取県八頭郡若桜町根安・ねやす

　　６８０-０７２６・鳥取県八頭郡若桜町淵見・ふちみ

　　６８０-０７１１・鳥取県八頭郡若桜町三倉・みくら

　　６８０-０７２７・鳥取県八頭郡若桜町茗荷谷・みようがだに

　　６８０-０７１５・鳥取県八頭郡若桜町諸鹿・もろが

　　６８０-０７２１・鳥取県八頭郡若桜町屋堂羅・やどら

　　６８０-０７２５・鳥取県八頭郡若桜町湯原・ゆわら

　　６８０-０７４６・鳥取県八頭郡若桜町吉川・よしかわ

　　６８０-０７０１・鳥取県八頭郡若桜町若桜・わかさ

　　６８９-１４００・鳥取県八頭郡智頭町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-１４１２・鳥取県八頭郡智頭町芦津・あしつﾞ

　　６８９-１４０１・鳥取県八頭郡智頭町市瀬・いちのせ

　　６８９-１４０４・鳥取県八頭郡智頭町岩神・いわがみ

　　６８９-１４６５・鳥取県八頭郡智頭町宇波・うなみ

　　６８９-１４５１・鳥取県八頭郡智頭町大背・おおせ

　　６８９-１４２１・鳥取県八頭郡智頭町大内・おおち

　　６８９-１４４２・鳥取県八頭郡智頭町大屋・おおや

　　６８９-１４１３・鳥取県八頭郡智頭町大呂・おおろ

　　６８９-１４５２・鳥取県八頭郡智頭町奥本・おくもと

　　６８９-１４２２・鳥取県八頭郡智頭町尾見・おみ

　　６８９-１４３６・鳥取県八頭郡智頭町木原・きはら

　　６８９-１４６４・鳥取県八頭郡智頭町口宇波・くちうなみ

　　６８９-１４６７・鳥取県八頭郡智頭町口波多・くちはた

　　６８９-１４４１・鳥取県八頭郡智頭町慶所・けいじよ

　　６８９-１４１６・鳥取県八頭郡智頭町毛谷・けだに

　　６８９-１４５４・鳥取県八頭郡智頭町河津原・こうつﾞわら

　　６８９-１４１５・鳥取県八頭郡智頭町郷原・ごうはﾞら

　　６８９-１４２４・鳥取県八頭郡智頭町駒帰・こまがえり

　　６８９-１４６１・鳥取県八頭郡智頭町坂原・さかわら

　　６８９-１４１７・鳥取県八頭郡智頭町篠坂・しのざか

　　６８９-１４６８・鳥取県八頭郡智頭町惣地・そうち

　　６８９-１４０２・鳥取県八頭郡智頭町智頭・ちず

　　６８９-１４６２・鳥取県八頭郡智頭町中田・なかだ

　　６８９-１４２３・鳥取県八頭郡智頭町中原・なかはﾞら

　　６８９-１４６３・鳥取県八頭郡智頭町新見・にいみ

　　６８９-１４５５・鳥取県八頭郡智頭町西宇塚・にしうつﾞか

　　６８９-１４２６・鳥取県八頭郡智頭町西谷・にしだに

　　６８９-１４１４・鳥取県八頭郡智頭町西野・にしの

　　６８９-１４４４・鳥取県八頭郡智頭町野原・のはﾞら

　　６８９-１４６６・鳥取県八頭郡智頭町波多・はた

　　６８９-１４３３・鳥取県八頭郡智頭町埴師・ はにじ

　　６８９-１４４５・鳥取県八頭郡智頭町早瀬・はやせ

　　６８９-１４５３・鳥取県八頭郡智頭町東宇塚・ひがしうつﾞか

　　６８９-１４２５・鳥取県八頭郡智頭町福原・ふくわら

　　６８９-１４３２・鳥取県八頭郡智頭町穂見・ほのみ

　　６８９-１４４３・鳥取県八頭郡智頭町真鹿野・まがの

　　６８９-１４３７・鳥取県八頭郡智頭町三田・みた

　　６８９-１４０３・鳥取県八頭郡智頭町南方・みなみがた



　　６８９-１４３４・鳥取県八頭郡智頭町三吉・ みよじ

　　６８９-１４１１・鳥取県八頭郡智頭町八河谷・やこうだに

　　６８９-１４３１・鳥取県八頭郡智頭町山根・やまね

　　６８９-１４３５・鳥取県八頭郡智頭町横田・よこた

　　６８０-０４００・鳥取県八頭郡八頭町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８０-０３０２・鳥取県八頭郡八頭町明辺・あけなべ

　　６８０-０３０５・鳥取県八頭郡八頭町麻生・あそう

　　６８０-０４５２・鳥取県八頭郡八頭町池田・いけだ

　　６８０-０４２５・鳥取県八頭郡八頭町井古・いご

　　６８０-０４５４・鳥取県八頭郡八頭町石田百井・いしだももい

　　６８０-０４４２・鳥取県八頭郡八頭町市谷・いちのたに

　　６８０-０３１１・鳥取県八頭郡八頭町市場・いちはﾞ

　　６８０-０４２４・鳥取県八頭郡八頭町稲荷・いなり

　　６８０-０５３７・鳥取県八頭郡八頭町岩淵・いわぶち

　　６８０-０４３４・鳥取県八頭郡八頭町延命寺・えんめいじ

　　６８０-０４１６・鳥取県八頭郡八頭町大江・おおえ

　　６８０-０４３５・鳥取県八頭郡八頭町大坪・おおつほﾞ

　　６８０-０４２７・鳥取県八頭郡八頭町奥谷・おくだに

　　６８０-０５４３・鳥取県八頭郡八頭町奥野・おくの

　　６８０-０３０３・鳥取県八頭郡八頭町落岩・おちいわ

　　６８０-０４２６・鳥取県八頭郡八頭町下坂・おりさか

　　６８０-０５３３・鳥取県八頭郡八頭町皆原・かいはら

　　６８０-０５４５・鳥取県八頭郡八頭町柿原・かきはら

　　６８０-０３１２・鳥取県八頭郡八頭町覚王寺・かくおうじ

　　６８０-０５３４・鳥取県八頭郡八頭町鍛冶屋・かじや

　　６８０-０４２２・鳥取県八頭郡八頭町門尾・かどお

　　６８０-０３１３・鳥取県八頭郡八頭町上津黒・かみつぐろ

　　６８０-０４０１・鳥取県八頭郡八頭町上野・かみの

　　６８０-０４３２・鳥取県八頭郡八頭町上峰寺・かみみねでら

　　６８０-０６０１・鳥取県八頭郡八頭町北山・きたやま

　　６８０-０５２６・鳥取県八頭郡八頭町日下部・くさかべ

　　６８０-０４５７・鳥取県八頭郡八頭町国中・くになか

　　６８０-０４５１・鳥取県八頭郡八頭町久能寺・くのうじ

　　６８０-０４４３・鳥取県八頭郡八頭町郡家殿・こうげとの

　　６８０-０４６１・鳥取県八頭郡八頭町郡家・こおげ

　　６８０-０５２３・鳥取県八頭郡八頭町小別府・こべふ

　　６８０-０５３１・鳥取県八頭郡八頭町才代・さいたい

　　６８０-０４７３・鳥取県八頭郡八頭町坂田・さかだ

　　６８０-０５２７・鳥取県八頭郡八頭町桜ヶ丘・さくらがおか

　　６８０-０５４４・鳥取県八頭郡八頭町佐崎・ささき

　　６８０-０３１６・鳥取県八頭郡八頭町篠波・ささなみ

　　６８０-０４１３・鳥取県八頭郡八頭町塩上・しおのうえ

　　６８０-０６０６・鳥取県八頭郡八頭町重枝・しげえだ

　　６８０-０４０７・鳥取県八頭郡八頭町志子部・しこべ

　　６８０-０６１２・鳥取県八頭郡八頭町志谷・したに

　　６８０-０６０５・鳥取県八頭郡八頭町島・しま

　　６８０-０４２１・鳥取県八頭郡八頭町下門尾・しもかどお

　　６８０-０３１４・鳥取県八頭郡八頭町下津黒・しもつぐろ

　　６８０-０４１５・鳥取県八頭郡八頭町下野・しもつけ

　　６８０-０４７２・鳥取県八頭郡八頭町下濃・しもの

　　６８０-０４３１・鳥取県八頭郡八頭町下峰寺・しもみねでら

　　６８０-０５２２・鳥取県八頭郡八頭町新興寺・しんごうじ

　　６８０-０５４１・鳥取県八頭郡八頭町清徳・せいとく

　　６８０-０４４５・鳥取県八頭郡八頭町大門・だいもん

　　６８０-０６０７・鳥取県八頭郡八頭町徳丸・とくまる

　　６８０-０６１１・鳥取県八頭郡八頭町富枝・とみえだ

　　６８０-０６１４・鳥取県八頭郡八頭町中・なか

　　６８０-０４０８・鳥取県八頭郡八頭町西谷・にしだに

　　６８０-０４４１・鳥取県八頭郡八頭町西御門・にしみかど

　　６８０-０３０６・鳥取県八頭郡八頭町野町・のまち

　　６８０-０４１４・鳥取県八頭郡八頭町橋本・はしもと

　　６８０-０４５５・鳥取県八頭郡八頭町土師百井・はじももい

　　６８０-０４４４・鳥取県八頭郡八頭町花・はな

　　６８０-０４３７・鳥取県八頭郡八頭町花原・はなはﾞら

　　６８０-０４０２・鳥取県八頭郡八頭町隼福・はやふく

　　６８０-０４０５・鳥取県八頭郡八頭町隼郡家・はやぶさこおげ

　　６８０-０６１３・鳥取県八頭郡八頭町稗谷・ひえだに

　　６８０-０５３２・鳥取県八頭郡八頭町東・ ひがじ

　　６８０-０６０３・鳥取県八頭郡八頭町日田・ひだ

　　６８０-０３０１・鳥取県八頭郡八頭町姫路・ひめじ



　　６８０-０４０３・鳥取県八頭郡八頭町福井・ふくい

　　６８０-０３０７・鳥取県八頭郡八頭町福地・ふくち

　　６８０-０４６２・鳥取県八頭郡八頭町福本・ふくもと

　　６８０-０４７１・鳥取県八頭郡八頭町船岡・ふなおか

　　６８０-０４１１・鳥取県八頭郡八頭町船岡殿・ふなおかとの

　　６８０-０３１５・鳥取県八頭郡八頭町別府・べふ

　　６８０-０４２３・鳥取県八頭郡八頭町堀越・ ほりごじ

　　６８０-０４５３・鳥取県八頭郡八頭町万代寺・まんたいじ

　　６８０-０５３６・鳥取県八頭郡八頭町三浦・みうら

　　６８０-０４０６・鳥取県八頭郡八頭町見槻・みつﾞき

　　６８０-０４０４・鳥取県八頭郡八頭町見槻中・みつﾞきなか

　　６８０-０４１２・鳥取県八頭郡八頭町水口・みなくち

　　６８０-０６０４・鳥取県八頭郡八頭町南・みなみ

　　６８０-０４６３・鳥取県八頭郡八頭町宮谷・みやだに

　　６８０-０５３５・鳥取県八頭郡八頭町三山口・みやまぐち

　　６８０-０５２４・鳥取県八頭郡八頭町茂田・もだ

　　６８０-０５４２・鳥取県八頭郡八頭町茂谷・もたに

　　６８０-０５２１・鳥取県八頭郡八頭町安井宿・やすいしゆく

　　６８０-０４３６・鳥取県八頭郡八頭町山路・やまじ

　　６８０-０３０４・鳥取県八頭郡八頭町山志谷・やましだに

　　６８０-０４３８・鳥取県八頭郡八頭町山田・やまだ

　　６８０-０４３３・鳥取県八頭郡八頭町山上・やまのうえ

　　６８０-０６０２・鳥取県八頭郡八頭町用呂・ようろ

　　６８０-０５２５・鳥取県八頭郡八頭町横田・よこた

　　６８０-０４５６・鳥取県八頭郡八頭町米岡・よねおか

　　６８０-０４７４・鳥取県八頭郡八頭町破岩・われいわ

　　６８２-０１００・鳥取県東伯郡三朝町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８２-０１７２・鳥取県東伯郡三朝町赤松・あかまつ

　　６８２-０３０３・鳥取県東伯郡三朝町穴鴨・あながも

　　６８２-０１５１・鳥取県東伯郡三朝町今泉・いまいずみ

　　６８２-０１７７・鳥取県東伯郡三朝町大柿・おおがき

　　６８２-０１２１・鳥取県東伯郡三朝町大瀬・おおぜ

　　６８２-０３１５・鳥取県東伯郡三朝町大谷・おおたに

　　６８２-０１５７・鳥取県東伯郡三朝町小河内・おごち

　　６８２-０１７３・鳥取県東伯郡三朝町恩地・おんじ

　　６８２-０１６１・鳥取県東伯郡三朝町柿谷・かきだに

　　６８２-０１３５・鳥取県東伯郡三朝町片柴・かたしはﾞ

　　６８２-０３０２・鳥取県東伯郡三朝町加谷・かだに

　　６８２-０１５４・鳥取県東伯郡三朝町鎌田・かまだ

　　６８２-０３１３・鳥取県東伯郡三朝町上西谷・かみにしだに

　　６８２-０１４２・鳥取県東伯郡三朝町神倉・かんのくら

　　６８２-０３０１・鳥取県東伯郡三朝町木地山・きじやま

　　６８２-０３７５・鳥取県東伯郡三朝町久原・くはﾞら

　　６８２-０１２３・鳥取県東伯郡三朝町恋谷・こいだに

　　６８２-０１３６・鳥取県東伯郡三朝町坂本・さかもと

　　６８２-０１３３・鳥取県東伯郡三朝町桜ケ丘・さくらがおか

　　６８２-０１５６・鳥取県東伯郡三朝町下谷・しもだに

　　６８２-０３１２・鳥取県東伯郡三朝町下西谷・しもにしだに

　　６８２-０３１６・鳥取県東伯郡三朝町下畑・しもはﾞた

　　６８２-０１７６・鳥取県東伯郡三朝町助谷・すけだに

　　６８２-０１２４・鳥取県東伯郡三朝町砂原・すなわら

　　６８２-０３７４・鳥取県東伯郡三朝町曹源寺・そうげんじ

　　６８２-０１４６・鳥取県東伯郡三朝町高橋・ たかはじ

　　６８２-０３１４・鳥取県東伯郡三朝町田代・たしろ

　　６８２-０１３１・鳥取県東伯郡三朝町俵原・たわら

　　６８２-０１５８・鳥取県東伯郡三朝町笏賀・つが

　　６８２-０１５３・鳥取県東伯郡三朝町天神・てんじん

　　６８２-０１２５・鳥取県東伯郡三朝町徳本・とくもと

　　６８２-０１４１・鳥取県東伯郡三朝町中津・なかつ

　　６８２-０１６２・鳥取県東伯郡三朝町鉛山・なまりやま

　　６８２-０１４５・鳥取県東伯郡三朝町西尾・にしお

　　６８２-０１４４・鳥取県東伯郡三朝町西小鹿・にしおしか

　　６８２-０１４３・鳥取県東伯郡三朝町東小鹿・ひがしおしか

　　６８２-０１５９・鳥取県東伯郡三朝町福田・ふくだ

　　６８２-０３１７・鳥取県東伯郡三朝町福本・ふくもと

　　６８２-０３１１・鳥取県東伯郡三朝町福山・ふくやま

　　６８２-０１６３・鳥取県東伯郡三朝町福吉・ ふくよじ

　　６８２-０１７８・鳥取県東伯郡三朝町牧・まき

　　６８２-０１２３・鳥取県東伯郡三朝町三朝・みささ

　　６８２-０１３２・鳥取県東伯郡三朝町三徳・みとく



　　６８２-０１５２・鳥取県東伯郡三朝町本泉・もといずみ

　　６８２-０１５３・鳥取県東伯郡三朝町森・もり

　　６８２-０１２２・鳥取県東伯郡三朝町山田・やまだ

　　６８２-０１７１・鳥取県東伯郡三朝町湯谷・ゆたに

　　６８２-０１２５・鳥取県東伯郡三朝町横手・よこて

　　６８２-０１５５・鳥取県東伯郡三朝町吉尾・よしお

　　６８２-０１３３・鳥取県東伯郡三朝町吉田・よしだ

　　６８２-０１３４・鳥取県東伯郡三朝町余戸・よど

　　６８２-０１５１・鳥取県東伯郡三朝町若宮・わかみや

　　６８２-０７００・鳥取県東伯郡湯梨浜町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８２-０７１４・鳥取県東伯郡湯梨浜町赤池・あかいけ

　　６８９-０７２１・鳥取県東伯郡湯梨浜町麻畑・あさはﾞたけ

　　６８９-０７１３・鳥取県東伯郡湯梨浜町旭・あさひ

　　６８９-０６０２・鳥取県東伯郡湯梨浜町石脇・いしわき

　　６８９-０７３３・鳥取県東伯郡湯梨浜町羽衣石・ うえじ

　　６８９-０６０７・鳥取県東伯郡湯梨浜町宇谷・うたに

　　６８２-０７０１・鳥取県東伯郡湯梨浜町宇野・うの

　　６８９-０７０２・鳥取県東伯郡湯梨浜町漆原・うるしはﾞら

　　６８９-０７２９・鳥取県東伯郡湯梨浜町小鹿谷・おしかだに

　　６８９-０７２４・鳥取県東伯郡湯梨浜町方面・かたも

　　６８９-０７３６・鳥取県東伯郡湯梨浜町門田・かどた

　　６８２-０７１２・鳥取県東伯郡湯梨浜町上浅津・かみあそつﾞ

　　６８２-０７０３・鳥取県東伯郡湯梨浜町上橋津・かみはしつﾞ

　　６８９-０７２２・鳥取県東伯郡湯梨浜町川上・かわかみ

　　６８９-０７０１・鳥取県東伯郡湯梨浜町北福・きたふく

　　６８９-０７２６・鳥取県東伯郡湯梨浜町国信・くにのぶ

　　６８９-０６０３・鳥取県東伯郡湯梨浜町小浜・こはﾞま

　　６８９-０７３５・鳥取県東伯郡湯梨浜町佐美・さび

　　６８２-０７１１・鳥取県東伯郡湯梨浜町下浅津・しもあそつﾞ

　　６８９-０７０４・鳥取県東伯郡湯梨浜町白石・ しらいじ

　　６８９-０６０５・鳥取県東伯郡湯梨浜町園・その

　　６８９-０７２３・鳥取県東伯郡湯梨浜町高辻・たかつじ

　　６８２-０７２１・鳥取県東伯郡湯梨浜町田後・たじり

　　６８９-０７２７・鳥取県東伯郡湯梨浜町田畑・たはﾞたけ

　　６８９-０７１２・鳥取県東伯郡湯梨浜町中興寺・ちゆうこうじ

　　６８９-０６０４・鳥取県東伯郡湯梨浜町筒地・つつじ

　　６８９-０６０１・鳥取県東伯郡湯梨浜町泊・とまり

　　６８９-０７３７・鳥取県東伯郡湯梨浜町長江・ながえ

　　６８９-０７３２・鳥取県東伯郡湯梨浜町長和田・なごうた

　　６８９-０７０５・鳥取県東伯郡湯梨浜町野方・のかた

　　６８９-０７３１・鳥取県東伯郡湯梨浜町野花・のきよう

　　６８２-０７０２・鳥取県東伯郡湯梨浜町橋津・はしつﾞ

　　６８９-０７３４・鳥取県東伯郡湯梨浜町埴見・はなみ

　　６８９-０６０６・鳥取県東伯郡湯梨浜町原・はら

　　６８２-０７１５・鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉・はわいおんせん

　　６８２-０７２２・鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬・はわいながせ

　　６８９-０７１５・鳥取県東伯郡湯梨浜町引地・ひきじ

　　６８２-０７２３・鳥取県東伯郡湯梨浜町久留・ひさどめ

　　６８９-０７２８・鳥取県東伯郡湯梨浜町久見・ひさみ

　　６８９-０７０６・鳥取県東伯郡湯梨浜町藤津・ふじつ

　　６８９-０７２５・鳥取県東伯郡湯梨浜町別所・べつしよ

　　６８９-０７０３・鳥取県東伯郡湯梨浜町方地・ほうじ

　　６８９-０７１１・鳥取県東伯郡湯梨浜町松崎・まつざき

　　６８２-０７２４・鳥取県東伯郡湯梨浜町水下・みずおち

　　６８２-０７１３・鳥取県東伯郡湯梨浜町光吉・ みつよじ

　　６８２-０７０４・鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷・みなみだに

　　６８９-０７０７・鳥取県東伯郡湯梨浜町宮内・みやうち

　　６８９-０７１４・鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島・りゆうとう

　　６８９-２３００・鳥取県東伯郡琴浦町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-２５０１・鳥取県東伯郡琴浦町赤碕・あかさき

　　６８９-２５１１・鳥取県東伯郡琴浦町出上・いでかみ

　　６８９-２５４３・鳥取県東伯郡琴浦町梅田・うめだ

　　６８９-２３５２・鳥取県東伯郡琴浦町浦安・うらやす

　　６８９-２３４４・鳥取県東伯郡琴浦町大杉・おおすぎ

　　６８９-２３０４・鳥取県東伯郡琴浦町逢束・おおつか

　　６８９-２５２４・鳥取県東伯郡琴浦町大父・おおぶ

　　６８９-２５３５・鳥取県東伯郡琴浦町尾張・おわり

　　６８９-２３０６・鳥取県東伯郡琴浦町笠見・かさみ

　　６８９-２５１２・鳥取県東伯郡琴浦町勝田・かつた

　　６８９-２３１２・鳥取県東伯郡琴浦町金屋・かなや



　　６８９-２３１５・鳥取県東伯郡琴浦町上伊勢・かみいせ

　　６８９-２３４２・鳥取県東伯郡琴浦町公文・くもん

　　６８９-２３４１・鳥取県東伯郡琴浦町倉坂・くらさか

　　６８９-２３５５・鳥取県東伯郡琴浦町釛・こがね

　　６８９-２５３１・鳥取県東伯郡琴浦町佐崎・さざき

　　６８９-２３３４・鳥取県東伯郡琴浦町三本杉・さんほﾞんすぎ

　　６８９-２３１６・鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢・しもいせ

　　６８９-２３１４・鳥取県東伯郡琴浦町下大江・しもおおえ

　　６８９-２３３１・鳥取県東伯郡琴浦町杉地・すぎじ

　　６８９-２３１３・鳥取県東伯郡琴浦町杉下・すぎした

　　６８９-２５３２・鳥取県東伯郡琴浦町太一垣・たいちがき

　　６８９-２５２３・鳥取県東伯郡琴浦町高岡・たかおか

　　６８９-２５２１・鳥取県東伯郡琴浦町竹内・たけうち

　　６８９-２３５６・鳥取県東伯郡琴浦町田越・たこえ

　　６８９-２３０５・鳥取県東伯郡琴浦町槻下・つきのした

　　６８９-２３０３・鳥取県東伯郡琴浦町徳万・とくまん

　　６８９-２３１１・鳥取県東伯郡琴浦町中尾・なかお

　　６８９-２３３５・鳥取県東伯郡琴浦町中津原・なかつはら

　　６８９-２５３３・鳥取県東伯郡琴浦町中村・なかむら

　　６８９-２５１３・鳥取県東伯郡琴浦町西宮・にしみや

　　６８９-２３３６・鳥取県東伯郡琴浦町野井倉・のいぐら

　　６８９-２３４６・鳥取県東伯郡琴浦町野田・のた

　　６８９-２５４４・鳥取県東伯郡琴浦町箆津・のつ

　　６８９-２３２２・鳥取県東伯郡琴浦町八反田・はつたんだ

　　６８９-２３４５・鳥取県東伯郡琴浦町福永・ふくなが

　　６８９-２３３２・鳥取県東伯郡琴浦町古長・ふるなが

　　６８９-２５０２・鳥取県東伯郡琴浦町別所・べつしよ

　　６８９-２３３３・鳥取県東伯郡琴浦町別宮・べつみや

　　６８９-２３５１・鳥取県東伯郡琴浦町保・ほう

　　６８９-２３２５・鳥取県東伯郡琴浦町法万・ほうまん

　　６８９-２５０３・鳥取県東伯郡琴浦町松谷・まつだに

　　６８９-２３０２・鳥取県東伯郡琴浦町丸尾・まるお

　　６８９-２５３４・鳥取県東伯郡琴浦町光・みつ

　　６８９-２３２６・鳥取県東伯郡琴浦町光好・ みつよじ

　　６８９-２３５３・鳥取県東伯郡琴浦町三保・みほ

　　６８９-２５２２・鳥取県東伯郡琴浦町宮木・みやき

　　６８９-２３２３・鳥取県東伯郡琴浦町宮場・みやはﾞ

　　６８９-２３５４・鳥取県東伯郡琴浦町美好・ みよじ

　　６８９-２３２１・鳥取県東伯郡琴浦町森藤・もりとう

　　６８９-２３２４・鳥取県東伯郡琴浦町矢下・やじた

　　６８９-２３０１・鳥取県東伯郡琴浦町八橋・やはﾞせ

　　６８９-２５２５・鳥取県東伯郡琴浦町山川・やまがわ

　　６８９-２３４３・鳥取県東伯郡琴浦町山田・やまた

　　６８９-２５４１・鳥取県東伯郡琴浦町八幡・やわた

　　６８９-２５４２・鳥取県東伯郡琴浦町湯坂・ゆざか

　　６８９-２２００・鳥取県東伯郡北栄町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-２２１６・鳥取県東伯郡北栄町岩坪・いわつほﾞ

　　６８９-２１０１・鳥取県東伯郡北栄町江北・えきた

　　６８９-２２０６・鳥取県東伯郡北栄町大島・おおしま

　　６８９-２２２３・鳥取県東伯郡北栄町大谷・おおだに

　　６８９-２２１３・鳥取県東伯郡北栄町上種・かみだね

　　６８９-２２１１・鳥取県東伯郡北栄町亀谷・かめだに

　　６８９-２１１４・鳥取県東伯郡北栄町北尾・きたお

　　６８９-２１０２・鳥取県東伯郡北栄町国坂・くにさか

　　６８９-２２１２・鳥取県東伯郡北栄町下種・しもだね

　　６８９-２１０５・鳥取県東伯郡北栄町下神・しもつわ

　　６８９-２２０５・鳥取県東伯郡北栄町瀬戸・せと

　　６８９-２１０３・鳥取県東伯郡北栄町田井・たい

　　６８９-２２２４・鳥取県東伯郡北栄町妻波・つまなみ

　　６８９-２２０１・鳥取県東伯郡北栄町西園・にしその

　　６８９-２２１５・鳥取県東伯郡北栄町西高尾・にしたかお

　　６８９-２２０７・鳥取県東伯郡北栄町西穂波・にしほなみ

　　６８９-２１１１・鳥取県東伯郡北栄町土下・はした

　　６８９-２２０３・鳥取県東伯郡北栄町原・はら

　　６８９-２２０２・鳥取県東伯郡北栄町東園・ひがしその

　　６８９-２２１４・鳥取県東伯郡北栄町東高尾・ひがしたかお

　　６８９-２１１２・鳥取県東伯郡北栄町北条島・ほうじようしま

　　６８９-２２０４・鳥取県東伯郡北栄町穂波・ほなみ

　　６８９-２１１５・鳥取県東伯郡北栄町曲・まがり

　　６８９-２１０６・鳥取県東伯郡北栄町松神・まつがみ



　　６８９-２２０８・鳥取県東伯郡北栄町六尾・むつお

　　６８９-２１０４・鳥取県東伯郡北栄町弓原・ゆみはら

　　６８９-２２２１・鳥取県東伯郡北栄町由良宿・ゆらしゆく

　　６８９-２１１３・鳥取県東伯郡北栄町米里・よねさと

　　６８９-３５００・鳥取県西伯郡日吉津村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-３５５１・鳥取県西伯郡日吉津村, 今吉"・ いまよじ

　　６８９-３５５２・鳥取県西伯郡日吉津村, 富吉"・ とみよじ

　　６８９-３５５３・鳥取県西伯郡日吉津村日吉津・ひえつﾞ

　　６８９-３２００・鳥取県西伯郡大山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-３１１１・鳥取県西伯郡大山町赤坂・あかざか

　　６８９-３３１９・鳥取県西伯郡大山町赤松・あかまつ

　　６８９-３３３４・鳥取県西伯郡大山町稲光・いなみつ

　　６８９-３３１４・鳥取県西伯郡大山町今在家・いまざいけ

　　６８９-３１０２・鳥取県西伯郡大山町石井垣・いわいがき

　　６８９-３３０２・鳥取県西伯郡大山町上野・うえの

　　６８９-３１２４・鳥取県西伯郡大山町上市・うわいち

　　６８９-３２２６・鳥取県西伯郡大山町大塚・おおつか

　　６８９-３１２１・鳥取県西伯郡大山町岡・おか

　　６８９-３２２５・鳥取県西伯郡大山町押平・おしなら

　　６８９-３２１４・鳥取県西伯郡大山町加茂・かも

　　６８９-３３０５・鳥取県西伯郡大山町神原・かんはﾞら

　　６８９-３３０８・鳥取県西伯郡大山町清原・きよはら

　　６８９-３３０９・鳥取県西伯郡大山町国信・くにのぶ

　　６８９-３２０２・鳥取県西伯郡大山町倉谷・くらだに

　　６８９-３２０３・鳥取県西伯郡大山町小竹・こだけ

　　６８９-３２２２・鳥取県西伯郡大山町古御堂・こみどう

　　６８９-３１１５・鳥取県西伯郡大山町栄田・さかえだ

　　６８９-３３１３・鳥取県西伯郡大山町佐摩・さま

　　６８９-３１２２・鳥取県西伯郡大山町塩津・しおつ

　　６８９-３１２５・鳥取県西伯郡大山町下市・しもいち

　　６８９-３１１２・鳥取県西伯郡大山町下甲・しもぎ

　　６８９-３３２３・鳥取県西伯郡大山町荘田・しようだ

　　６８９-３３３５・鳥取県西伯郡大山町上万・じようまん

　　６８９-３３３２・鳥取県西伯郡大山町末長・すえなが

　　６８９-３３３１・鳥取県西伯郡大山町末吉・ すえよじ

　　６８９-３１２３・鳥取県西伯郡大山町住吉・ すみよじ

　　６８９-３１３３・鳥取県西伯郡大山町退休寺・たいきゆうじ

　　６８９-３３１８・鳥取県西伯郡大山町大山・だいせん

　　６８９-３２２４・鳥取県西伯郡大山町高田・たかた

　　６８９-３１３４・鳥取県西伯郡大山町高橋・ たかはじ

　　６８９-３３１７・鳥取県西伯郡大山町鈑戸・たたらど

　　６８９-３１１４・鳥取県西伯郡大山町田中・たなか

　　６８９-３２２３・鳥取県西伯郡大山町茶畑・ちやはﾞた

　　６８９-３１０１・鳥取県西伯郡大山町潮音寺・ちようおんじ

　　６８９-３１０５・鳥取県西伯郡大山町束積・つかつﾞみ

　　６８９-３３３３・鳥取県西伯郡大山町唐王・とうのう

　　６８９-３３０３・鳥取県西伯郡大山町所子・ところご

　　６８９-３１３５・鳥取県西伯郡大山町殿河内・とのがわち

　　６８９-３３２５・鳥取県西伯郡大山町富岡・とみおか

　　６８９-３２２１・鳥取県西伯郡大山町富長・とみなが

　　６８９-３２０１・鳥取県西伯郡大山町豊成・とよしげ

　　６８９-３３１６・鳥取県西伯郡大山町豊房・とよふさ

　　６８９-３３２２・鳥取県西伯郡大山町長田・ながた

　　６８９-３３０６・鳥取県西伯郡大山町中高・なかだか

　　６８９-３１３６・鳥取県西伯郡大山町長野・ながの

　　６８９-３２１２・鳥取県西伯郡大山町名和・なわ

　　６８９-３２０５・鳥取県西伯郡大山町西坪・にしつほﾞ

　　６８９-３３０７・鳥取県西伯郡大山町野田・のだ

　　６８９-３１０６・鳥取県西伯郡大山町羽田井・はたい

　　６８９-３２０４・鳥取県西伯郡大山町東坪・ひがしつほﾞ

　　６８９-３１０３・鳥取県西伯郡大山町樋口・ひのくち

　　６８９-３３２１・鳥取県西伯郡大山町平・ひら

　　６８９-３３０４・鳥取県西伯郡大山町平木・ひらぎ

　　６８９-３３３６・鳥取県西伯郡大山町平田・ひらだ

　　６８９-３３０１・鳥取県西伯郡大山町福尾・ふくお

　　６８９-３３１２・鳥取県西伯郡大山町坊領・ほﾞうりよう

　　６８９-３３１５・鳥取県西伯郡大山町前・まえ

　　６８９-３１３２・鳥取県西伯郡大山町松河原・まつがわら

　　６８９-３２１１・鳥取県西伯郡大山町御来屋・みくりや

　　６８９-３１１３・鳥取県西伯郡大山町御崎・みさき



　　６８９-３３１１・鳥取県西伯郡大山町宮内・みやうち

　　６８９-３３２４・鳥取県西伯郡大山町妻木・むき

　　６８９-３２１３・鳥取県西伯郡大山町門前・もんぜん

　　６８９-３１０４・鳥取県西伯郡大山町八重・やえ

　　６８９-３３２７・鳥取県西伯郡大山町保田・やすだ

　　６８９-３３２６・鳥取県西伯郡大山町安原・やすはら

　　６８３-０３００・鳥取県西伯郡南部町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８３-０３２２・鳥取県西伯郡南部町阿賀・あが

　　６８３-０２２７・鳥取県西伯郡南部町浅井・あさい

　　６８３-０２１６・鳥取県西伯郡南部町朝金・あさかね

　　６８３-０２１８・鳥取県西伯郡南部町池野・いけの

　　６８３-０２２２・鳥取県西伯郡南部町市山・いちやま

　　６８３-０２２３・鳥取県西伯郡南部町井上・いのうえ

　　６８３-０３６７・鳥取県西伯郡南部町猪小路・いのこうじ

　　６８３-０３４５・鳥取県西伯郡南部町大木屋・おおきや

　　６８３-０２１５・鳥取県西伯郡南部町荻名・おぎな

　　６８３-０３３７・鳥取県西伯郡南部町落合・おちあい

　　６８３-０３３１・鳥取県西伯郡南部町掛相・かけあい

　　６８３-０２２４・鳥取県西伯郡南部町金田・かねだ

　　６８３-０３４４・鳥取県西伯郡南部町上中谷・かみなかたに

　　６８３-０３４１・鳥取県西伯郡南部町鴨部・かもべ

　　６８３-０３６１・鳥取県西伯郡南部町北方・きたがた

　　６８３-０３６４・鳥取県西伯郡南部町絹屋・きぬや

　　６８３-０３５６・鳥取県西伯郡南部町伐株・きりくい

　　６８３-０３１１・鳥取県西伯郡南部町境・さかえ

　　６８３-０３２１・鳥取県西伯郡南部町清水川・しみずがわ

　　６８３-０３４３・鳥取県西伯郡南部町下中谷・しもなかたに

　　６８３-０２２６・鳥取県西伯郡南部町高姫・たかひめ

　　６８３-０３５４・鳥取県西伯郡南部町武信・たけのぶ

　　６８３-０２１４・鳥取県西伯郡南部町田住・たすみ

　　６８３-０２１７・鳥取県西伯郡南部町鶴田・つるだ

　　６８３-０２０２・鳥取県西伯郡南部町寺内・てらうち

　　６８３-０２０１・鳥取県西伯郡南部町天万・てんまん

　　６８３-０３５５・鳥取県西伯郡南部町道河内・どうがわうち

　　６８３-０３３４・鳥取県西伯郡南部町東上・とうじよう

　　６８３-０３５３・鳥取県西伯郡南部町徳長・とくなが

　　６８３-０３３５・鳥取県西伯郡南部町中・なか

　　６８３-０３６５・鳥取県西伯郡南部町鍋倉・なべくら

　　６８３-０３６３・鳥取県西伯郡南部町西・ にじ

　　６８３-０２１３・鳥取県西伯郡南部町西原・にしはﾞら

　　６８３-０３０２・鳥取県西伯郡南部町西町・にしまち

　　６８３-０３４２・鳥取県西伯郡南部町能竹・のうじく

　　６８３-０３３２・鳥取県西伯郡南部町馬佐良・はﾞさら

　　６８３-０３５２・鳥取県西伯郡南部町馬場・はﾞはﾞ

　　６８３-０３６２・鳥取県西伯郡南部町原・はら

　　６８３-０３０１・鳥取県西伯郡南部町東町・ひがしまち

　　６８３-０２０４・鳥取県西伯郡南部町福里・ふくさと

　　６８３-０３１２・鳥取県西伯郡南部町福成・ふくなり

　　６８３-０３３６・鳥取県西伯郡南部町福頼・ふくより

　　６８３-０３５１・鳥取県西伯郡南部町法勝寺・ほつしようじ

　　６８３-０２１１・鳥取県西伯郡南部町円山・まるやま

　　６８３-０２２５・鳥取県西伯郡南部町御内谷・みうちだに

　　６８３-０２０３・鳥取県西伯郡南部町三崎・みさき

　　６８３-０２２１・鳥取県西伯郡南部町宮前・みやまえ

　　６８３-０２１２・鳥取県西伯郡南部町諸木・もろぎ

　　６８３-０３３３・鳥取県西伯郡南部町八金・やかね

　　６８３-０３２３・鳥取県西伯郡南部町倭・やまと

　　６８３-０３６６・鳥取県西伯郡南部町与一谷・よいちだに

　　６８９-４１００・鳥取県西伯郡伯耆町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-４２１４・鳥取県西伯郡伯耆町岩立・いわたて

　　６８９-４１２３・鳥取県西伯郡伯耆町岩屋谷・いわやだに

　　６８９-４２１２・鳥取県西伯郡伯耆町上野・うえの

　　６８９-４２０７・鳥取県西伯郡伯耆町宇代・うだい

　　６８９-４１３４・鳥取県西伯郡伯耆町遠藤・えんどう

　　６８９-４２１５・鳥取県西伯郡伯耆町大内・おおうち

　　６８９-４２１１・鳥取県西伯郡伯耆町大江・おおえ

　　６８９-４２０５・鳥取県西伯郡伯耆町大倉・おおくら

　　６８９-４２２６・鳥取県西伯郡伯耆町大坂・おおさか

　　６８９-４２２２・鳥取県西伯郡伯耆町大滝・おおたき

　　６８９-４１２１・鳥取県西伯郡伯耆町大殿・おおとの



　　６８９-４１０２・鳥取県西伯郡伯耆町大原・おおはら

　　６８９-４１３５・鳥取県西伯郡伯耆町押口・おさえぐち

　　６８９-４１１３・鳥取県西伯郡伯耆町小野・おの

　　６８９-４２１３・鳥取県西伯郡伯耆町金屋谷・かなやだに

　　６８９-４１１２・鳥取県西伯郡伯耆町上細見・かみほそみ

　　６８９-４１３２・鳥取県西伯郡伯耆町岸本・きしもと

　　６８９-４２０３・鳥取県西伯郡伯耆町貴住・きずみ

　　６８９-４１１１・鳥取県西伯郡伯耆町清原・きよはら

　　６８９-４１０５・鳥取県西伯郡伯耆町久古・くご

　　６８９-４１０６・鳥取県西伯郡伯耆町口別所・くちべつしよ

　　６８９-４１０１・鳥取県西伯郡伯耆町小林・ こはﾞやじ

　　６８９-４１１５・鳥取県西伯郡伯耆町小町・こまち

　　６８９-４１２２・鳥取県西伯郡伯耆町坂長・さかちよう

　　６８９-４２４６・鳥取県西伯郡伯耆町三部・さんぶ

　　６８９-４２４３・鳥取県西伯郡伯耆町荘・しよう

　　６８９-４２２５・鳥取県西伯郡伯耆町白水・しらみ

　　６８９-４１０７・鳥取県西伯郡伯耆町須村・すむら

　　６８９-４２１７・鳥取県西伯郡伯耆町添谷・そえだに

　　６８９-４１１４・鳥取県西伯郡伯耆町立岩・たていわ

　　６８９-４２０４・鳥取県西伯郡伯耆町谷川・たにがわ

　　６８９-４２４４・鳥取県西伯郡伯耆町父原・ちちはﾞら

　　６８９-４２２３・鳥取県西伯郡伯耆町栃原・とちはﾞら

　　６８９-４２２１・鳥取県西伯郡伯耆町富江・とみえ

　　６８９-４２４１・鳥取県西伯郡伯耆町中祖・なかぞ

　　６８９-４２０２・鳥取県西伯郡伯耆町長山・ながやま

　　６８９-４２３３・鳥取県西伯郡伯耆町二部・にぶ

　　６８９-４２２４・鳥取県西伯郡伯耆町根雨原・ねうはﾞら

　　６８９-４２３４・鳥取県西伯郡伯耆町畑池・はたいけ

　　６８９-４１０４・鳥取県西伯郡伯耆町番原・はﾞんはﾞら

　　６８９-４２３７・鳥取県西伯郡伯耆町福居・ふくい

　　６８９-４２３５・鳥取県西伯郡伯耆町福岡・ふくおか

　　６８９-４１３６・鳥取県西伯郡伯耆町福岡原・ふくおかはら

　　６８９-４２１６・鳥取県西伯郡伯耆町福兼・ふくかね

　　６８９-４２３２・鳥取県西伯郡伯耆町福島・ふくじま

　　６８９-４２４５・鳥取県西伯郡伯耆町福吉・ ふくよじ

　　６８９-４２３１・鳥取県西伯郡伯耆町船越・ ふなこじ

　　６８９-４２４２・鳥取県西伯郡伯耆町古市・ふるいち

　　６８９-４１０３・鳥取県西伯郡伯耆町真野・まの

　　６８９-４１０８・鳥取県西伯郡伯耆町丸山・まるやま

　　６８９-４２０１・鳥取県西伯郡伯耆町溝口・みぞくち

　　６８９-４２０６・鳥取県西伯郡伯耆町宮原・みやはﾞら

　　６８９-４２３６・鳥取県西伯郡伯耆町焼杉・やけすぎ

　　６８９-４１３１・鳥取県西伯郡伯耆町吉定・よしさだ

　　６８９-４１３３・鳥取県西伯郡伯耆町吉長・よしなが

　　６８９-５２００・鳥取県日野郡日南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-５５５１・鳥取県日野郡日南町阿毘縁・あびれ

　　６８９-５５３１・鳥取県日野郡日南町印賀・いんが

　　６８９-５５３４・鳥取県日野郡日南町折渡・おりわたり

　　６８９-５５４３・鳥取県日野郡日南町笠木・かさぎ

　　６８９-５２１２・鳥取県日野郡日南町霞・かすみ

　　６８９-５６６２・鳥取県日野郡日南町神戸上・かどのかみ

　　６８９-５６６３・鳥取県日野郡日南町上石見・かみいわみ

　　６８９-５２２３・鳥取県日野郡日南町上萩山・かみはぎやま

　　６８９-５６７２・鳥取県日野郡日南町神福・かみふく

　　６８９-５２２１・鳥取県日野郡日南町河上・かわかみ

　　６８９-５５４１・鳥取県日野郡日南町佐木谷・さぎだに

　　６８９-５５５２・鳥取県日野郡日南町下阿毘縁・しもあびれ

　　６８９-５６６５・鳥取県日野郡日南町下石見・しもいわみ

　　６８９-５２１１・鳥取県日野郡日南町生山・しようやま

　　６８９-５５３２・鳥取県日野郡日南町菅沢・すげざわ

　　６８９-５５３３・鳥取県日野郡日南町宝谷・たからだに

　　６８９-５２２４・鳥取県日野郡日南町多里・たり

　　６８９-５５４４・鳥取県日野郡日南町茶屋・ちやや

　　６８９-５６７３・鳥取県日野郡日南町豊栄・とよさかえ

　　６８９-５６６４・鳥取県日野郡日南町中石見・なかいわみ

　　６８９-５２２５・鳥取県日野郡日南町新屋・にいや

　　６８９-５２２２・鳥取県日野郡日南町萩原・はぎはら

　　６８９-５６６１・鳥取県日野郡日南町花口・はなぐち

　　６８９-５５４５・鳥取県日野郡日南町福寿実・ふくすみ

　　６８９-５６７１・鳥取県日野郡日南町福塚・ふくつﾞか



　　６８９-５５４２・鳥取県日野郡日南町福万来・ふくまき

　　６８９-５２１３・鳥取県日野郡日南町丸山・まるやま

　　６８９-５２１４・鳥取県日野郡日南町三栄・みさかえ

　　６８９-５２１６・鳥取県日野郡日南町宮内・みやうち

　　６８９-５６６６・鳥取県日野郡日南町三吉・ みよじ

　　６８９-５２１５・鳥取県日野郡日南町矢戸・やと

　　６８９-５２２６・鳥取県日野郡日南町湯河・ゆかわ

　　６８９-４５００・鳥取県日野郡日野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-４５１５・鳥取県日野郡日野町秋縄・あきつな

　　６８９-４５１３・鳥取県日野郡日野町板井原・いたいはﾞら

　　６８９-４５２３・鳥取県日野郡日野町榎市・えのきいち

　　６８９-５１３６・鳥取県日野郡日野町小河内・おごうじ

　　６８９-４５０１・鳥取県日野郡日野町貝原・かいはら

　　６８９-４５１６・鳥取県日野郡日野町門谷・かどたに

　　６８９-５１３７・鳥取県日野郡日野町上菅・かみすげ

　　６８９-４５１２・鳥取県日野郡日野町金持・かもち

　　６８９-５１３２・鳥取県日野郡日野町久住・くすみ

　　６８９-５１３１・鳥取県日野郡日野町黒坂・くろさか

　　６８９-４５１１・鳥取県日野郡日野町高尾・こお

　　６８９-４５２５・鳥取県日野郡日野町小原・こはﾞら

　　６８９-４５２６・鳥取県日野郡日野町下榎・しもえのき

　　６８９-５１３３・鳥取県日野郡日野町下黒坂・しもぐろさか

　　６８９-５１３４・鳥取県日野郡日野町下菅・しもすげ

　　６８９-４５２１・鳥取県日野郡日野町津地・つち

　　６８９-５１３５・鳥取県日野郡日野町中菅・なかすげ

　　６８９-４５１７・鳥取県日野郡日野町濁谷・にごたに

　　６８９-４５０３・鳥取県日野郡日野町根雨・ねう

　　６８９-４５０４・鳥取県日野郡日野町野田・のた

　　６８９-５１３７・鳥取県日野郡日野町福長・ふくなが

　　６８９-４５０５・鳥取県日野郡日野町舟場・ふなはﾞ

　　６８９-４５２４・鳥取県日野郡日野町別所・べつしよ

　　６８９-４５２２・鳥取県日野郡日野町本郷・ほんごう

　　６８９-４５０２・鳥取県日野郡日野町三谷・みたに

　　６８９-４５１４・鳥取県日野郡日野町三土・みつち

　　６８９-４５２７・鳥取県日野郡日野町安原・やすはら

　　６８９-４４００・鳥取県日野郡江府町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-４４０１・鳥取県日野郡江府町江尾・えび

　　６８９-４４３４・鳥取県日野郡江府町大河原・おおかわら

　　６８９-４４３５・鳥取県日野郡江府町貝田・かいだ

　　６８９-４４３２・鳥取県日野郡江府町柿原・かきはﾞら

　　６８９-４４０３・鳥取県日野郡江府町久連・くれ

　　６８９-４４０２・鳥取県日野郡江府町小江尾・こえび

　　６８９-４４２５・鳥取県日野郡江府町下蚊屋・さがりかや

　　６８９-４４３１・鳥取県日野郡江府町佐川・さがわ

　　６８９-４４１２・鳥取県日野郡江府町下安井・しもやすい

　　６８９-４４１３・鳥取県日野郡江府町洲河崎・すがさき

　　６８９-４４２２・鳥取県日野郡江府町杉谷・すぎたに

　　６８９-４４２６・鳥取県日野郡江府町助沢・すけさわ

　　６８９-４４１４・鳥取県日野郡江府町俣野・またの

　　６８９-４４２４・鳥取県日野郡江府町御机・みつくえ

　　６８９-４４２１・鳥取県日野郡江府町宮市・みやいち

　　６８９-４４２３・鳥取県日野郡江府町美用・みよう

　　６８９-４４１１・鳥取県日野郡江府町武庫・むこ

　　６８９-４４３３・鳥取県日野郡江府町吉原・よしはら

　　９３９-００００・富山県富山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３０-００７５・富山県富山市相生町・あいおいちよう

　　９３０-０８４５・富山県富山市綾田町・あいでんまち

　　９３９-８１６２・富山県富山市青柳・あおやなぎ

　　９３９-８１６３・富山県富山市青柳新・あおやなぎしん

　　９３０-０８５５・富山県富山市赤江町・あかえまち

　　９３９-８０６４・富山県富山市赤田・あかだ

　　９３９-８０６５・富山県富山市赤田新町・あかだしんまち

　　９３９-８２５２・富山県富山市秋ケ島・あきがしま

　　９３０-０９５３・富山県富山市秋吉・あきよじ

　　９３０-０９５４・富山県富山市秋吉新町・あきよししんまち

　　９３９-８１８２・富山県富山市悪王寺・あくおうじ

　　９３０-０８４７・富山県富山市曙町・あけほﾞのちよう

　　９３９-８０６６・富山県富山市朝菜町・あさなちよう

　　９３０-０９３１・富山県富山市朝日・あさひ

　　９３９-８０９１・富山県富山市旭町・あさひまち



　　９３９-２１６１・富山県富山市芦生・あしゆう

　　９３０-００９４・富山県富山市安住町・あずみちよう

　　９３０-００９１・富山県富山市愛宕町・あたごまち

　　９３０-０９８２・富山県富山市荒川・あらかわ

　　９３０-０９８４・富山県富山市荒川新町・あらかわしんまち

　　９３０-０９８３・富山県富山市荒川常盤台・あらかわときわだい

　　９３０-００２８・富山県富山市荒町・あらまち

　　９３０-１３２１・富山県富山市新町・あらまち

　　９３０-０８２２・富山県富山市新屋・あらや

　　９３０-０８２３・富山県富山市新屋新町・あらやしんまち

　　９３０-０８６３・富山県富山市有明町・ありあけちよう

　　９３０-０８６２・富山県富山市有沢・ありさわ

　　９３０-０８６１・富山県富山市有沢新町・ありさわしんまち

　　９３０-１４５８・富山県富山市有峰・ありみね

　　９３０-１４５７・富山県富山市有峰（太郎平）・ありみね(たろうだいら)

　　９３１-８３１４・富山県富山市粟島町・あわじままち

　　９３９-８１７７・富山県富山市安養寺・あんようじ

　　９３０-０８８１・富山県富山市安養坊・あんようほﾞう

　　９３０-０８２１・富山県富山市飯野・いいの

　　９３９-２１８５・富山県富山市庵谷・いおりだに

　　９３０-０１５８・富山県富山市池多・いけだ

　　９３０-０９６６・富山県富山市石金・いしがね

　　９３０-００４３・富山県富山市石倉町・いしくらまち

　　９３０-０８９２・富山県富山市石坂・いしさか

　　９３０-０８９１・富山県富山市石坂新・いしさかしん

　　９３０-０８９３・富山県富山市石坂東町・いしさかひがしまち

　　９３９-８１９３・富山県富山市石田・いしだ

　　９３０-１２７１・富山県富山市石渕・いしぶち

　　９３９-８１２１・富山県富山市石屋・いしや

　　９３０-００４２・富山県富山市泉町・いずみちよう

　　９３０-００７７・富山県富山市磯部町・いそべまち

　　９３９-２２１１・富山県富山市市場・いちはﾞ

　　９３０-００６１・富山県富山市一番町・いちはﾞんまち

　　９３０-０９０４・富山県富山市一本木・いつほﾟんぎ

　　９３９-２２３１・富山県富山市稲代・いなしろ

　　９３９-２２３１・富山県富山市稲代（幸町）・いなしろ(さいわいちよう)

　　９３０-０８４９・富山県富山市稲荷園町・いなりそのまち

　　９３０-００１２・富山県富山市稲荷町・いなりまち

　　９３０-００１０・富山県富山市稲荷元町・いなりもとまち

　　９３１-８３２１・富山県富山市犬島・いぬじま

　　９３１-８３２８・富山県富山市犬島新町・いぬじましんまち

　　９３９-２１８７・富山県富山市猪谷・いのたに

　　９３９-８０７５・富山県富山市今泉・いまいずみ

　　９３９-８２８１・富山県富山市今泉西部町・いまいずみせいぶまち

　　９３９-８２８２・富山県富山市今泉北部町・いまいずみほくぶまち

　　９３０-２２２１・富山県富山市今市・いまいち

　　９３０-００２１・富山県富山市今木町・いまぎまち

　　９３９-２１６２・富山県富山市今生津・いもつﾞ

　　９３９-２１８２・富山県富山市岩稲・いわいね

　　９３９-２２４６・富山県富山市岩木・いわき

　　９３９-２２４７・富山県富山市岩木新・いわきしん

　　９３１-８３７４・富山県富山市岩瀬赤田町・いわせあかだまち

　　９３１-８３７２・富山県富山市岩瀬天池町・いわせあまいけちよう

　　９３１-８３４６・富山県富山市岩瀬荒木町・いわせあらきまち

　　９３１-８３７６・富山県富山市岩瀬池田町・いわせいけだまち

　　９３１-８３６５・富山県富山市岩瀬入船町・いわせいりふねちよう

　　９３１-８３６２・富山県富山市岩瀬梅本町・いわせうめもとちよう

　　９３１-８３５６・富山県富山市岩瀬大町・いわせおおまち

　　９３１-８３４１・富山県富山市岩瀬御蔵町・いわせおくらまち

　　９３１-８３５２・富山県富山市岩瀬表町・いわせおもてまち

　　９３１-８３５４・富山県富山市岩瀬祇園町・いわせぎおんまち

　　９３１-８３７１・富山県富山市岩瀬古志町・いわせこしまち

　　９３１-８３４３・富山県富山市岩瀬幸町・いわせさいわいちよう

　　９３１-８３５１・富山県富山市岩瀬堺町・いわせさかいまち

　　９３１-８３４４・富山県富山市岩瀬新町・いわせしんまち

　　９３１-８３４２・富山県富山市岩瀬神明町・いわせしんめいちよう

　　９３１-８３７７・富山県富山市岩瀬諏訪町・いわせすわまち

　　９３１-８３７５・富山県富山市岩瀬高畠町・いわせたかはﾞたけまち

　　９３１-８３７８・富山県富山市岩瀬天神町・いわせてんじんまち

　　９３１-８３４７・富山県富山市岩瀬土場町・いわせどはﾞまち



　　９３１-８３６３・富山県富山市岩瀬仲町・いわせなかちよう

　　９３１-８３５５・富山県富山市岩瀬新川町・いわせにいかわちよう

　　９３１-８３６６・富山県富山市岩瀬萩浦町・いわせはぎうらまち

　　９３１-８３６１・富山県富山市岩瀬白山町・いわせはくさんまち

　　９３１-８３５７・富山県富山市岩瀬福来町・いわせふくらいまち

　　９３１-８３５３・富山県富山市岩瀬文化町・いわせぶんかまち

　　９３１-８３７３・富山県富山市岩瀬前田町・いわせまえだまち

　　９３１-８３６７・富山県富山市岩瀬松原町・いわせまつはﾞらちよう

　　９３１-８３６４・富山県富山市岩瀬港町・いわせみなとまち

　　９３９-２２１３・富山県富山市牛ケ増・うしがませ

　　９３０-０８５６・富山県富山市牛島新町・うしじましんまち

　　９３０-０８５８・富山県富山市牛島町・うしじまちよう

　　９３０-０８５９・富山県富山市牛島本町・うしじまほんまち

　　９３９-２１７１・富山県富山市薄波・うすなみ

　　９３０-２２３７・富山県富山市打出・うちいで

　　９３０-２２３８・富山県富山市打出新・うちいでしん

　　９３０-００９３・富山県富山市内幸町・うちさいわいちよう

　　９３０-１２８４・富山県富山市馬瀬・うまのせ

　　９３０-００５５・富山県富山市梅沢町・うめざわちよう

　　９３９-８１９５・富山県富山市上野・うわの

　　９３９-８１９７・富山県富山市上野寿町・うわのことぶきちよう

　　９３１-８３２７・富山県富山市上野新・うわのしん

　　９３１-８３２６・富山県富山市上野新町・うわのしんまち

　　９３９-８１９６・富山県富山市上野南町・うわのみなみまち

　　９３０-０８５３・富山県富山市永楽町・えいらくちよう

　　９３０-００６７・富山県富山市越前町・えちぜんまち

　　９３９-８１５５・富山県富山市江本・えのもと

　　９３０-０９１４・富山県富山市荏原・えはﾞら

　　９３０-０９１５・富山県富山市荏原駅前通り・えはﾞらえきまえどおり

　　９３０-０９１３・富山県富山市荏原新町・えはﾞらしんまち

　　９３０-００２７・富山県富山市蛯町・えびちよう

　　９３０-０１１６・富山県富山市追分茶屋・おいわけちやや

　　９３９-８１４５・富山県富山市大井・おおい

　　９３９-８０５８・富山県富山市大泉・おおいずみ

　　９３９-８０５２・富山県富山市大泉１区南部・おおいずみ１くなんぶ

　　９３９-８０９７・富山県富山市大泉北町・おおいずみきたまち

　　９３９-８００１・富山県富山市大泉東部・おおいずみとうぶ

　　９３９-８０５１・富山県富山市大泉中部・おおいずみちゆうぶ

　　９３９-８０９５・富山県富山市大泉中町・おおいずみなかまち

　　９３９-８０９３・富山県富山市大泉東町・おおいずみひがしまち

　　９３９-８０９４・富山県富山市大泉本町・おおいずみほんまち

　　９３９-８０８７・富山県富山市大泉町・おおいずみまち

　　９３０-０９２２・富山県富山市大江干・おおえほﾞじ

　　９３０-０９２７・富山県富山市大江干新町・おおえほﾞししんまち

　　９３９-２２５１・富山県富山市大久保新町・おおくほﾞしんまち

　　９３０-１３２７・富山県富山市大栗・おおぐり

　　９３９-８０２５・富山県富山市大島・おおしま

　　９３０-１２７５・富山県富山市大清水・おおしみず

　　９３０-１２７４・富山県富山市大双嶺・おおぞうれい

　　９３９-８０４８・富山県富山市太田・おおた

　　９３９-２１７１・富山県富山市太田薄波・おおたうすなみ

　　９３９-８０４２・富山県富山市太田北区・おおたきたく

　　９３０-００６３・富山県富山市太田口通り・おおたぐちどおり

　　９３９-８０４３・富山県富山市太田向陽台・おおたこうようだい

　　９３９-８０４１・富山県富山市太田中区・おおたなかく

　　９３０-００１５・富山県富山市於保多町・おおたまち

　　９３９-８０４４・富山県富山市太田南町・おおたみなみちよう

　　９３０-０１０７・富山県富山市大塚・おおつか

　　９３０-０１０７・富山県富山市大塚東・おおつかひがじ

　　９３０-０１０７・富山県富山市大塚西・おおつかにじ

　　９３０-０１０７・富山県富山市大塚南・おおつかみなみ

　　９３０-０１０７・富山県富山市大塚北・おおつかきた

　　９３０-００８４・富山県富山市大手町・おおてまち

　　９３９-２２０７・富山県富山市大野・おおの

　　９３９-８１０３・富山県富山市大場・おおはﾞ

　　９３９-８０７３・富山県富山市大町・おおまち

　　９３９-８０７４・富山県富山市大町南台・おおまちみなみだい

　　９３９-８０３５・富山県富山市大宮町・おおみやちよう

　　９３０-１３２１・富山県富山市大山上野・おおやまうわの

　　９３０-１３１１・富山県富山市大山北新町・おおやまきたしんまち



　　９３０-１２６４・富山県富山市大山布目・おおやまぬのめ

　　９３０-１４６６・富山県富山市大山松木・おおやままつのき

　　９３０-１３２２・富山県富山市岡田・おかだ

　　９３０-０８４６・富山県富山市奥井町・おくいまち

　　９３０-０８５２・富山県富山市奥田寿町・おくだことぶきちよう

　　９３０-０８５７・富山県富山市奥田新町・おくだしんまち

　　９３０-０８５１・富山県富山市奥田双葉町・おくだふたはﾞちよう

　　９３０-０８１９・富山県富山市奥田本町・おくだほんまち

　　９３０-０８１８・富山県富山市奥田町・おくだまち

　　９３９-２２０２・富山県富山市小黒・おぐろ

　　９３０-１２８６・富山県富山市小佐波・おざなみ

　　９３９-８２４３・富山県富山市押上・おしあげ

　　９３０-１２６５・富山県富山市小谷・おたに

　　９３０-００３７・富山県富山市音羽町・おとわちよう

　　９３０-１３２８・富山県富山市小原屋・おはらや

　　９３０-１４５６・富山県富山市小見・おみ

　　９３９-８０９２・富山県富山市雄山町・おやまちよう

　　９３０-１２７６・富山県富山市折谷・おりたに

　　９３１-８４０５・富山県富山市海岸通・かいがんどおり

　　９３１-８４０７・富山県富山市海岸通新町・かいがんどおりしんまち

　　９３９-８１３７・富山県富山市開発・かいほつ

　　９３９-２１８９・富山県富山市加賀沢・かがさわ

　　９３９-８２１５・富山県富山市掛尾栄町・かけおさかえまち

　　９３９-８２１２・富山県富山市掛尾町・かけおまち

　　９３１-８４０４・富山県富山市加古町・かこまち

　　９３０-００８６・富山県富山市鹿島町・かしまちよう

　　９３９-２２２４・富山県富山市春日・かすが

　　９３９-８０７７・富山県富山市春日町・かすがちよう

　　９３９-２１８６・富山県富山市片掛・かたかけ

　　９３０-０９２６・富山県富山市金代・かなだい

　　９３０-０８７３・富山県富山市金屋・かなや

　　９３０-２２０６・富山県富山市金山新・かなやましん

　　９３０-２２０４・富山県富山市金山新桜ケ丘・かなやましんさくらがおか

　　９３０-２２０６・富山県富山市金山新中・かなやましんなか

　　９３０-２２０５・富山県富山市金山新東・かなやましんひがじ

　　９３０-２２０６・富山県富山市金山新西・かなやましんにじ

　　９３９-２１８８・富山県富山市蟹寺・かにでら

　　９３９-２２４５・富山県富山市加納・かのう

　　９３０-２２０６・富山県富山市金山新南・かなやましんみなみ

　　９３０-２２０６・富山県富山市金山新北・かなやましんきた

　　９３０-０８３７・富山県富山市上赤江・かみあかえ

　　９３０-０８１６・富山県富山市上赤江町・かみあかえまち

　　９３０-０８２７・富山県富山市上飯野・かみいいの

　　９３０-０８２５・富山県富山市上飯野新町・かみいいのしんまち

　　９３９-８１４４・富山県富山市上今町・かみいままち

　　９３０-１３３３・富山県富山市上大浦・かみおおうら

　　９３９-２２５２・富山県富山市上大久保・かみおおくほﾞ

　　９３９-２２５２・富山県富山市上大久保泉町・かみおおくほﾞいずみちよう

　　９３９-２２５２・富山県富山市上大久保北新町・かみおおくほﾞきたしんまち

　　９３９-２２５２・富山県富山市上大久保栄町・かみおおくほﾞさかえまち

　　９３９-２２５２・富山県富山市上大久保東新町・かみおおくほﾞひがししんまち

　　９３９-８１６６・富山県富山市上熊野・かみくまの

　　９３９-８１７５・富山県富山市上栗山・かみくりやま

　　９３９-８１５１・富山県富山市上栄・かみさかえ

　　９３０-０８２６・富山県富山市上庄町・かみしようまち

　　９３９-８０６１・富山県富山市上新保・かみしんほﾞ

　　９３９-８１３８・富山県富山市上千俵・かみせんびよう

　　９３９-８１３４・富山県富山市上千俵町・かみせんびようまち

　　９３０-１３１２・富山県富山市上滝・かみだき

　　９３９-８１４３・富山県富山市上布目・かみぬのめ

　　９３９-８０７１・富山県富山市上袋・かみふくろ

　　９３０-０８３５・富山県富山市上冨居・かみふご

　　９３０-０８３６・富山県富山市上冨居新町・かみふごしんまち

　　９３９-２２５６・富山県富山市上二杉・かみふたすぎ

　　９３９-８０５６・富山県富山市上堀町・かみほりまち

　　９３９-８０６２・富山県富山市上堀南町・かみほりみなみちよう

　　９３０-００５７・富山県富山市上本町・かみほんまち

　　９３９-８２２５・富山県富山市上八日町・かみようかまち

　　９３０-１４５９・富山県富山市亀谷・かめがい

　　９３０-０１７５・富山県富山市願海寺・がんかいじ



　　９３０-０１７６・富山県富山市願海寺新町・がんかいじしんまち

　　９３０-０１６４・富山県富山市北押川・きたおしかわ

　　９３０-００２３・富山県富山市北新町・きたしんまち

　　９３０-０１０３・富山県富山市北代・きただい

　　９３０-０１０４・富山県富山市北代新・きただいしん

　　９３０-０１０３・富山県富山市北代中部・きただいちゆうぶ

　　９３０-０１０３・富山県富山市北代東部・きただいとうぶ

　　９３０-０１０５・富山県富山市北代藤ケ丘・きただいふじがおか

　　９３０-０１０３・富山県富山市北代北部・きただいほくぶ

　　９３０-０１７２・富山県富山市北二ツ屋・きたふたつや

　　９３０-０８０６・富山県富山市木場町・きはﾞまち

　　９３９-８２６４・富山県富山市経田・きようでん

　　９３０-０９５１・富山県富山市経堂・きようどう

　　９３０-０９５６・富山県富山市経堂新町・きようどうしんまち

　　９３９-８１５２・富山県富山市経力・きようりき

　　９３９-８０４７・富山県富山市清住町・きよずみちよう

　　９３０-０９０６・富山県富山市金泉寺・きんせんじ

　　９３１-８４５１・富山県富山市銀嶺町・ぎんれいちよう

　　９３０-０８６５・富山県富山市久郷・くごう

　　９３０-２２０１・富山県富山市草島・くさじま

　　９３０-２２０７・富山県富山市草島新町・くさじましんまち

　　９３１-８４４２・富山県富山市楠木・くすのき

　　９３０-０８４２・富山県富山市窪新町・くほﾞしんまち

　　９３０-０８４３・富山県富山市窪本町・くほﾞもとまち

　　９３９-８００２・富山県富山市公文名・くもんみよう

　　９３９-８１７８・富山県富山市栗山・くりやま

　　９３０-１２６８・富山県富山市楜ケ原・くるみがはら

　　９３０-０１２１・富山県富山市呉羽苑・くれはえん

　　９３０-０１３３・富山県富山市呉羽川西・くれはかわにじ

　　９３０-０１３４・富山県富山市呉羽貴船巻・くれはきふねまき

　　９３０-０１３１・富山県富山市呉羽昭和町・くれはしようわまち

　　９３０-０１２２・富山県富山市呉羽新富田町・くれはしんとみたまち

　　９３０-０１２５・富山県富山市呉羽つつじが丘・くれはつつじがおか

　　９３０-０１２３・富山県富山市呉羽富田町・くれはとみたまち

　　９３０-０１３５・富山県富山市呉羽中の町・くれはなかのちよう

　　９３０-０１０２・富山県富山市呉羽野田・くれはのだ

　　９３０-０１２６・富山県富山市呉羽東町・くれはひがしまち

　　９３０-０１３２・富山県富山市呉羽姫本・くれはひめもと

　　９３０-０１３７・富山県富山市呉羽本町・くれはほんまち

　　９３０-０１３８・富山県富山市呉羽町・くれはまち

　　９３０-０１３８・富山県富山市呉羽町西・くれはまちにじ

　　９３０-０１３８・富山県富山市呉羽町北・くれはまちきた

　　９３０-０１２７・富山県富山市呉羽丸富町・くれはまるとみちよう

　　９３０-０１２４・富山県富山市呉羽水上町・くれはみずかみちよう

　　９３０-０１３６・富山県富山市呉羽三ツ塚・くれはみつつﾞか

　　９３９-８２１４・富山県富山市黒崎・くろさき

　　９３９-８２１３・富山県富山市黒瀬・くろせ

　　９３９-８２１６・富山県富山市黒瀬北町・くろせきたまち

　　９３０-１３３６・富山県富山市桑原・くわはら

　　９３９-２２３５・富山県富山市下伏・げぶせ

　　９３９-８０８２・富山県富山市小泉町・こいずみちよう

　　９３９-２１７４・富山県富山市小糸・こいと

　　９３０-０８０９・富山県富山市興人町・こうじんまち

　　９３９-２２０１・富山県富山市合田・ごうだ

　　９３１-８４１１・富山県富山市高来・こうらい

　　９３０-１２７３・富山県富山市小坂・こさか

　　９３１-８４１７・富山県富山市古志町・こしまち

　　９３０-００２２・富山県富山市小島町・こじまちよう

　　９３９-８０６３・富山県富山市小杉・こすぎ

　　９３０-０８８２・富山県富山市五艘・ごそう

　　９３９-８１８３・富山県富山市小中・こなか

　　９３１-８４３５・富山県富山市小西・こにじ

　　９３９-２２３２・富山県富山市小羽・こはﾞ

　　９３０-０８９５・富山県富山市駒見・こまみ

　　９３０-００５２・富山県富山市五番町・ごはﾞんまち

　　９３０-０８８７・富山県富山市五福・ごふく

　　９３０-０８８３・富山県富山市五福新町・ごふくしんまち

　　９３０-０８８４・富山県富山市五福末広町・ごふくすえひろちよう

　　９３０-０９０５・富山県富山市五本榎・ごほんえのき

　　９３９-８２６３・富山県富山市才覚寺・さいかくじ



　　９３０-１４６４・富山県富山市才覚地・さいかくち

　　９３０-０１５３・富山県富山市境野新・さかいのしん

　　９３０-０９２５・富山県富山市栄新町・さかえしんまち

　　９３０-００３２・富山県富山市栄町・さかえまち

　　９３０-０１５６・富山県富山市坂下新・さかしたしん

　　９３９-２２０６・富山県富山市坂本・さかもと

　　９３０-００８２・富山県富山市桜木町・さくらぎちよう

　　９３０-０８９８・富山県富山市桜谷みどり町・さくらだにみどりちよう

　　９３０-０００４・富山県富山市桜橋通り・さくらはﾞしどおり

　　９３０-０００３・富山県富山市桜町・さくらまち

　　９３９-２２２３・富山県富山市笹津・ささつﾞ

　　９３９-２２２２・富山県富山市笹津（押上）・ささつﾞ(おしあげ)

　　９３９-３５４８・富山県富山市三郷・さんごう

　　９３０-００６４・富山県富山市山王町・さんのうまち

　　９３０-０１５５・富山県富山市三熊・さんのくま

　　９３０-００５９・富山県富山市三番町・さんはﾞんまち

　　９３９-２２４２・富山県富山市塩・しお

　　９３９-２２１４・富山県富山市寺家・じけ

　　９３９-２２２６・富山県富山市下タ林・したはﾞやじ

　　９３０-００８９・富山県富山市七軒町・しちけんまち

　　９３０-００９７・富山県富山市芝園町・しはﾞぞのちよう

　　９３９-８２２３・富山県富山市島田・しまだ

　　９３０-００３５・富山県富山市清水中町・しみずなかまち

　　９３０-００３６・富山県富山市清水町・しみずまち

　　９３０-００３４・富山県富山市清水元町・しみずもとまち

　　９３０-０８３８・富山県富山市下赤江・しもあかえ

　　９３０-０８１３・富山県富山市下赤江町・しもあかえまち

　　９３１-８４４３・富山県富山市下飯野・しもいいの

　　９３０-１３３５・富山県富山市下大浦・しもおおうら

　　９３９-２２５１・富山県富山市下大久保・しもおおくほﾞ

　　９３９-２２５１・富山県富山市下大久保（若草町）・しもおおくほﾞ(わかくさちよう)

　　９３９-２２５１・富山県富山市下大久保新町・しもおおくほﾞしんまち

　　９３９-２２５１・富山県富山市下大久保東ケ丘・しもおおくほﾞひがしがおか

　　９３９-２２５１・富山県富山市下大久保緑町・しもおおくほﾞみどりちよう

　　９３０-０８１７・富山県富山市下奥井・しもおくい

　　９３９-８２３１・富山県富山市下熊野・しもくまの

　　９３９-８１７４・富山県富山市下栗山・しもくりやま

　　９３０-０８０７・富山県富山市下新西町・しもしんにしちよう

　　９３０-０８０２・富山県富山市下新北町・しもしんきたまち

　　９３０-０８０８・富山県富山市下新日曹町・しもしんにつそうまち

　　９３０-０８０３・富山県富山市下新本町・しもしんほんまち

　　９３０-０８０４・富山県富山市下新町・しもしんまち

　　９３０-１２７２・富山県富山市下双嶺・しもぞうれい

　　９３０-０８７１・富山県富山市下野・しもの

　　９３０-０８７２・富山県富山市下野新・しものしん

　　９３０-１３０５・富山県富山市下番・しものはﾞん

　　９３０-０８１４・富山県富山市下冨居・しもふご

　　９３９-８０５５・富山県富山市下堀・しもほり

　　９３９-８１１２・富山県富山市城ケ丘・じようがおか

　　９３１-８３２５・富山県富山市城川原・じようがわら

　　９３９-８１１１・富山県富山市城新町・じようしんまち

　　９３０-０８６７・富山県富山市庄高田・しようたかた

　　９３０-０８５４・富山県富山市城北町・じようほくまち

　　９３９-８１１４・富山県富山市城村・じようむら

　　９３９-８１１５・富山県富山市城村新町・じようむらしんまち

　　９３９-８１１３・富山県富山市城若町・じようわかまち

　　９３９-８１０２・富山県富山市昭和新町・しようわしんまち

　　９３０-００４８・富山県富山市白銀町・しろがねちよう

　　９３０-０９２４・富山県富山市新金代・しんかなだい

　　９３０-００２４・富山県富山市新川原町・しんかわらまち

　　９３０-０００５・富山県富山市新桜町・しんさくらまち

　　９３０-０９９７・富山県富山市新庄北町・しんじようきたまち

　　９３０-０９９１・富山県富山市新庄銀座・しんじようぎんざ

　　９３０-０９９４・富山県富山市新庄新町・しんじようしんまち

　　９３０-０９９５・富山県富山市新庄中央町・しんじようちゆうおうまち

　　９３０-０９９６・富山県富山市新庄本町・しんじようほんまち

　　９３０-０９９２・富山県富山市新庄町・しんじようまち

　　９３０-０００６・富山県富山市新総曲輪・しんそうがわ

　　９３０-０９９３・富山県富山市新園町・しんそのまち

　　９３０-２２０３・富山県富山市新千原崎・しんちはらざき



　　９３９-２２４１・富山県富山市神通・じんつﾞう

　　９３０-０００８・富山県富山市神通本町・じんつﾞうほんまち

　　９３０-０００９・富山県富山市神通町・じんつﾞうまち

　　９３０-０００２・富山県富山市新富町・しんとみちよう

　　９３９-８２０５・富山県富山市新根塚町・しんねつﾞかまち

　　９３０-０８３９・富山県富山市新冨居・しんふご

　　９３９-８２５３・富山県富山市新保・しんほﾞ

　　９３９-８０５４・富山県富山市新堀町・しんほﾞりちよう

　　９３９-８１２２・富山県富山市新名・しんみよう

　　９３９-２２０１・富山県富山市新村・しんむら

　　９３９-８０３４・富山県富山市新横内町・しんよこうちまち

　　９３９-８１６５・富山県富山市杉瀬・すぎせ

　　９３０-０１５２・富山県富山市杉谷・すぎたに

　　９３９-２２１５・富山県富山市直坂・すぐざか

　　９３０-００４５・富山県富山市砂町・すなまち

　　９３０-１２６６・富山県富山市砂見・すなみ

　　９３０-１２６７・富山県富山市砂見（芋平）・すなみ(いもひら)

　　９３１-８４５４・富山県富山市住友町・すみともちよう

　　９３０-０１４４・富山県富山市住吉・すみよじ

　　９３０-００３１・富山県富山市住吉町・すみよしちよう

　　９３０-００８８・富山県富山市諏訪川原・すわのかわら

　　９３９-２２３４・富山県富山市須原・すわら

　　９３１-８４０９・富山県富山市清風町・せいふうちよう

　　９３９-８１２３・富山県富山市関・せき

　　９３０-１２８５・富山県富山市瀬戸・せと

　　９３０-００６６・富山県富山市千石町・せんごくまち

　　９３０-１３０３・富山県富山市善名・ぜんな

　　９３０-０８１５・富山県富山市千成町・せんなりまち

　　９３９-８１３５・富山県富山市千俵町・せんびようまち

　　９３０-００８３・富山県富山市総曲輪・そうがわ

　　９３９-８２４１・富山県富山市惣在寺・そうざいじ

　　９３０-０９７１・富山県富山市双代町・そうたいまち

　　９３９-２２５４・富山県富山市高内・たかうち

　　９３０-０１０６・富山県富山市高木・たかぎ

　　９３０-０１０６・富山県富山市高木東・たかぎひがじ

　　９３０-０１０６・富山県富山市高木西・たかぎにじ

　　９３０-０１０６・富山県富山市高木南・たかぎみなみ

　　９３１-８４４１・富山県富山市高島・たかしま

　　９３１-８３１５・富山県富山市高園町・たかぞのちよう

　　９３０-０８６６・富山県富山市高田・たかた

　　９３１-８３３６・富山県富山市高畠町・たかはﾞたけまち

　　９３９-８０１２・富山県富山市高原本町・たかはらほんまち

　　９３９-８０１３・富山県富山市高原町・たかはらまち

　　９３９-８０３６・富山県富山市高屋敷・たかやしき

　　９３０-０００７・富山県富山市宝町・たからまち

　　９３０-０８９７・富山県富山市田刈屋・たかりや

　　９３０-０８９４・富山県富山市田刈屋新町・たかりやしんまち

　　９３０-００１４・富山県富山市館出町・たちいでまち

　　９３９-８１７２・富山県富山市辰尾・たつお

　　９３９-８１７３・富山県富山市辰尾新町・たつおしんまち

　　９３０-００５３・富山県富山市辰巳町・たつみちよう

　　９３０-０９８５・富山県富山市田中町・たなかまち

　　９３０-２２２４・富山県富山市田尻・たのしり

　　９３０-２２２４・富山県富山市田尻東・たのしりひがじ

　　９３０-２２２４・富山県富山市田尻西・たのしりにじ

　　９３０-２２２４・富山県富山市田尻南・たのしりみなみ

　　９３１-８４０３・富山県富山市田畑・たはﾞた

　　９３０-１３３１・富山県富山市田畠・たはﾞたけ

　　９３０-１３３８・富山県富山市田畠（明日美野）・たはﾞたけ(あすみの)

　　９３０-１３３７・富山県富山市田畠（風見台）・たはﾞたけ(かざみだい)

　　９３１-８４０１・富山県富山市田畑新町・たはﾞたしんまち

　　９３１-８４０２・富山県富山市田畑北部・たはﾞたほくぶ

　　９３９-８１５７・富山県富山市珠泉西町・たまいずみにしまち

　　９３９-８１５６・富山県富山市珠泉東町・たまいずみひがしまち

　　９３０-０９０１・富山県富山市手屋・たや

　　９３９-８０７６・富山県富山市太郎丸・たろうまる

　　９３９-８２７１・富山県富山市太郎丸西町・たろうまるにしまち

　　９３９-８２７２・富山県富山市太郎丸本町・たろうまるほんまち

　　９３０-００１８・富山県富山市千歳町・ちとせまち

　　９３１-８３３４・富山県富山市千原崎・ちはらざき



　　９３０-０１１４・富山県富山市茶屋新町・ちややしんまち

　　９３０-０１１５・富山県富山市茶屋町・ちややまち

　　９３０-００４４・富山県富山市中央通り・ちゆうおうどおり

　　９３０-０９２１・富山県富山市中間島・ちゆうげんじま

　　９３０-０８１１・富山県富山市千代田町・ちよだまち

　　９３９-８２６２・富山県富山市塚原・つかはら

　　９３９-８１３９・富山県富山市月岡新・つきおかしん

　　９３９-８１４１・富山県富山市月岡東緑町・つきおかひがしみどりちよう

　　９３９-８１４２・富山県富山市月岡西緑町・つきおかにしみどりちよう

　　９３９-８１３２・富山県富山市月岡町・つきおかまち

　　９３９-８１３３・富山県富山市月見が丘・つきみがおか

　　９３９-８１３６・富山県富山市月見町・つきみちよう

　　９３９-２２３８・富山県富山市葛原・つつﾞはら

　　９３０-００４６・富山県富山市堤町通り・つつみちようどおり

　　９３０-２２３９・富山県富山市つばめ野・つはﾞめの

　　９３０-０８２４・富山県富山市鶴ケ丘町・つるがおかまち

　　９３０-１３３２・富山県富山市津羽見・つわみ

　　９３０-２２２５・富山県富山市寺島・てらしま

　　９３９-２１６５・富山県富山市寺津・てらつﾞ

　　９３０-０８７４・富山県富山市寺町・てらまち

　　９３０-０８７５・富山県富山市寺町けや木台・てらまちけやきだい

　　９３０-０９５５・富山県富山市天正寺・てんしようじ

　　９３９-２２３６・富山県富山市土・ど

　　９３０-００７８・富山県富山市土居原町・どいはらまち

　　９３０-０８３４・富山県富山市問屋町・といやまち

　　９３１-８４４５・富山県富山市道正・どうしよう

　　９３９-８２３３・富山県富山市任海・とうみ

　　９３０-０９８３・富山県富山市常盤台・ときわだい

　　９３０-００４７・富山県富山市常盤町・ときわちよう

　　９３０-０１６３・富山県富山市栃谷・とちだに

　　９３０-２２２７・富山県富山市利波・となみ

　　９３０-２２０２・富山県富山市富浦町・とみうらまち

　　９３０-０９２８・富山県富山市富岡町・とみおかちよう

　　９３９-８２２４・富山県富山市友杉・ともすぎ

　　９３１-８３１６・富山県富山市豊丘町・とよおかちよう

　　９３０-００４９・富山県富山市豊川町・とよかわちよう

　　９３１-８３２２・富山県富山市豊島町・とよしまちよう

　　９３１-８３２３・富山県富山市豊城新町・とよしろしんまち

　　９３１-８３２４・富山県富山市豊城町・とよしろちよう

　　９３１-８３１１・富山県富山市豊田・とよた

　　９３１-８３１２・富山県富山市豊田本町・とよたほんまち

　　９３１-８３１３・富山県富山市豊田町・とよたまち

　　９３１-８３０５・富山県富山市豊若町・とよわかちよう

　　９３１-８４５６・富山県富山市永久町・とわまち

　　９３９-８００５・富山県富山市中市・なかいち

　　９３０-０９７４・富山県富山市長江・ながえ

　　９３０-０９７２・富山県富山市長江新町・ながえしんまち

　　９３０-０９７３・富山県富山市長江東町・ながえひがしまち

　　９３０-０９６２・富山県富山市長江本町・ながえほんまち

　　９３０-００７６・富山県富山市長柄町・ながえまち

　　９３０-０１６６・富山県富山市中老田・なかおいだ

　　９３０-１３３４・富山県富山市中大浦・なかおおうら

　　９３９-２２４３・富山県富山市中大久保・なかおおくほﾞ

　　９３０-０１１１・富山県富山市長岡・ながおか

　　９３０-０１１３・富山県富山市長岡新・ながおかしん

　　９３０-０１０１・富山県富山市中沖・なかおき

　　９３９-８０１５・富山県富山市中川原・なかがわら

　　９３９-８０１４・富山県富山市中川原新町・なかがわらしんまち

　　９３９-８０１６・富山県富山市中川原台・なかがわらだい

　　９３０-０８０１・富山県富山市中島・なかじま

　　９３９-２２２５・富山県富山市長走・ながしり

　　９３１-８４５３・富山県富山市中田・なかだ

　　９３０-１３１３・富山県富山市中滝・なかだき

　　９３０-１４６２・富山県富山市中地山・なかちやま

　　９３９-２２５５・富山県富山市長附・ながつき

　　９３９-８１４６・富山県富山市中布目・なかぬのめ

　　９３０-０９０３・富山県富山市中野新・なかのしん

　　９３９-８０８５・富山県富山市中野新町・なかのしんまち

　　９３０-１３１５・富山県富山市中番・なかのはﾞん

　　９３０-１３１６・富山県富山市中番（新栄町）・なかのはﾞん(しんさかえまち)



　　９３０-０８３２・富山県富山市中冨居・なかふご

　　９３０-０８３０・富山県富山市中冨居新町・なかふごしんまち

　　９３９-８１３１・富山県富山市中屋・なかや

　　９３９-８０３２・富山県富山市流杉・ながれすぎ

　　９３１-８４０８・富山県富山市那智町・なちまち

　　９３０-０８３１・富山県富山市鍋田・なべた

　　９３９-８２３２・富山県富山市南央町・なんおうちよう

　　９３９-２２３３・富山県富山市長川原・なんかわら

　　９３０-００６８・富山県富山市西四十物町・にしあいもんちよう

　　９３９-８２５１・富山県富山市西荒屋・にしあらや

　　９３９-８０９６・富山県富山市西大泉・にしおおいずみ

　　９３９-２２２１・富山県富山市西大沢・にしおおさわ

　　９３０-０１６５・富山県富山市西押川・にしおしかわ

　　９３０-１３２４・富山県富山市西小俣・にしおまた

　　９３０-０１４３・富山県富山市西金屋・にしかなや

　　９３９-８００４・富山県富山市西公文名・にしくもんみよう

　　９３９-８００３・富山県富山市西公文名町・にしくもんみようまち

　　９３９-２１８１・富山県富山市西笹津・にしささつﾞ

　　９３０-００７３・富山県富山市西山王町・にしさんのうまち

　　９３９-２２４４・富山県富山市西塩野・にししおの

　　９３０-０９８１・富山県富山市西新庄・にししんじよう

　　９３０-００６２・富山県富山市西町・にしちよう

　　９３９-８２０３・富山県富山市西田地方・にしでんじがた

　　９３９-８２０２・富山県富山市西田地方町・にしでんじがたまち

　　９３０-０９７５・富山県富山市西長江・にしながえ

　　９３０-０９６１・富山県富山市西長江本町・にしながえほんまち

　　９３９-８０８３・富山県富山市西中野本町・にしなかのほんまち

　　９３９-８０８４・富山県富山市西中野町・にしなかのまち

　　９３９-８１０１・富山県富山市西野新・にしのしん

　　９３９-８１０４・富山県富山市西番・にしのはﾞん

　　９３１-８３３５・富山県富山市西宮町・にしのみやまち

　　９３０-０１７７・富山県富山市西二俣・にしふたまた

　　９３１-８３４５・富山県富山市西宮・にしみや

　　９３９-８２２２・富山県富山市蜷川・にながわ

　　９３９-２１８４・富山県富山市楡原・にれはら

　　９３９-８１９１・富山県富山市布市・ぬのいち

　　９３９-８１９２・富山県富山市布市新町・ぬのいちしんまち

　　９３９-２１６３・富山県富山市布尻・ぬのしり

　　９３９-８２０７・富山県富山市布瀬本町・ぬのせほんまち

　　９３９-８２０６・富山県富山市布瀬町・ぬのせまち

　　９３９-８２０８・富山県富山市布瀬町南・ぬのせまちみなみ

　　９３０-２２３３・富山県富山市布目・ぬのめ

　　９３０-２２３６・富山県富山市布目旭・ぬのめあさひ

　　９３０-２２３５・富山県富山市布目新町・ぬのめしんまち

　　９３０-２２３３・富山県富山市布目西・ぬのめにじ

　　９３０-２２３３・富山県富山市布目北・ぬのめきた

　　９３０-２２３１・富山県富山市布目東町・ぬのめひがしまち

　　９３０-２２３４・富山県富山市布目緑町・ぬのめみどりまち

　　９３０-２２３２・富山県富山市布目南町・ぬのめみなみまち

　　９３９-８２０４・富山県富山市根塚町・ねつﾞかまち

　　９３９-２２３７・富山県富山市根上・ねのうえ

　　９３０-０１７３・富山県富山市野口・のぐち

　　９３０-０１７３・富山県富山市野口南部・のぐちなんぶ

　　９３０-０１７３・富山県富山市野口北部・のぐちほくぶ

　　９３１-８４１３・富山県富山市野田・のだ

　　９３１-８４２２・富山県富山市野中・のなか

　　９３１-８４２８・富山県富山市野中新・のなかしん

　　９３０-０１７１・富山県富山市野々上・ののうえ

　　９３０-０１７４・富山県富山市野町・のまち

　　９３９-８２６１・富山県富山市萩原・はぎはら

　　９３１-８３３３・富山県富山市蓮町・はすまち

　　９３０-００６９・富山県富山市旅籠町・はたごまち

　　９３０-０８９６・富山県富山市畑中・はたなか

　　９３９-８１２４・富山県富山市八川・はちかわ

　　９３０-００２６・富山県富山市八人町・はちにんまち

　　９３０-０１１２・富山県富山市八ケ山・はつかやま

　　９３０-２２２６・富山県富山市八町・はつちよう

　　９３０-２２２６・富山県富山市八町中・はつちようなか

　　９３０-２２２６・富山県富山市八町東・はつちようひがじ

　　９３０-２２２６・富山県富山市八町西・はつちようにじ



　　９３０-２２２６・富山県富山市八町南・はつちようみなみ

　　９３０-１３２６・富山県富山市花崎・はなさき

　　９３０-２２２６・富山県富山市八町北・はつちようきた

　　９３９-８２０１・富山県富山市花園町・はなぞのちよう

　　９３０-０１６２・富山県富山市花木・はなのき

　　９３０-０８６４・富山県富山市羽根・はね

　　９３１-８４１４・富山県富山市浜黒崎・はまくろさき

　　９３９-８１６４・富山県富山市林崎・はやしざき

　　９３０-１４５４・富山県富山市原・はら

　　９３０-１４５３・富山県富山市原（極楽坂）・はら(ごくらくざか)

　　９３１-８４３３・富山県富山市針原新町・はりわらしんまち

　　９３１-８４３２・富山県富山市針原中・はりわらなか

　　９３１-８４１５・富山県富山市針日・はりひ

　　９３１-８４３１・富山県富山市針原中町・はりわらなかまち

　　９３１-８４５５・富山県富山市晴海台・はるみだい

　　９３０-１２８３・富山県富山市日尾・ひお

　　９３０-０９６４・富山県富山市東石金町・ひがしいしがねまち

　　９３９-２１７５・富山県富山市東猪谷・ひがしいのたに

　　９３１-８３５８・富山県富山市東岩瀬町・ひがしいわせまち

　　９３１-８３５９・富山県富山市東岩瀬村・ひがしいわせむら

　　９３０-０１６１・富山県富山市東老田・ひがしおいだ

　　９３９-２２０９・富山県富山市東大久保・ひがしおおくほﾞ

　　９３０-１３２３・富山県富山市東小俣・ひがしおまた

　　９３１-８４４４・富山県富山市東ケ丘・ひがしがおか

　　９３０-１２６２・富山県富山市東黒牧・ひがしくろまき

　　９３０-１２６３・富山県富山市東黒牧（上野）・ひがしくろまき(うわの)

　　９３０-００１７・富山県富山市東田地方町・ひがしでんちﾞがたまち

　　９３１-８４５２・富山県富山市東富山寿町・ひがしとやまことぶきちよう

　　９３９-８０８６・富山県富山市東中野町・ひがしなかのまち

　　９３９-８０３１・富山県富山市東流杉・ひがしながれすぎ

　　９３０-１２８１・富山県富山市東福沢・ひがしふくさわ

　　９３０-１２６１・富山県富山市東福沢（津毛）・ひがしふくさわ(つげ)

　　９３０-１２８７・富山県富山市東福沢（火土呂）・ひがしふくさわ(ひどろ)

　　９３０-００３９・富山県富山市東町・ひがしまち

　　９３１-８４１６・富山県富山市日方江・ひかたえ

　　９３０-０８４８・富山県富山市久方町・ひさかたちよう

　　９３０-００２５・富山県富山市日之出町・ひのでまち

　　９３０-０９１２・富山県富山市日俣・ひまた

　　９３０-２２１４・富山県富山市百塚・ひやくつﾞか

　　９３０-０８８５・富山県富山市鵯島・ひよどりじま

　　９３０-０８８６・富山県富山市ひよどり南台・ひよどりみなみだい

　　９３１-８４２１・富山県富山市平榎・ひらえのき

　　９３０-０１５４・富山県富山市平岡・ひらおか

　　９３０-０９４４・富山県富山市開・ひらき

　　９３０-０１５７・富山県富山市開ケ丘・ひらきがおか

　　９３０-００７１・富山県富山市平吹町・ひらきまち

　　９３９-８２４２・富山県富山市福居・ふくい

　　９３０-０８３３・富山県富山市冨居栄町・ふごさかえまち

　　９３９-２１７３・富山県富山市伏木・ふしき

　　９３０-０９６５・富山県富山市不二越本町・ふじこしほんまち

　　９３０-０９６３・富山県富山市不二越町・ふじこしまち

　　９３９-８０１１・富山県富山市不二栄町・ふじさかえまち

　　９３０-０９４３・富山県富山市藤代町・ふじしろちよう

　　９３０-０９３６・富山県富山市藤木・ふじのき

　　９３０-０９３３・富山県富山市藤木新・ふじのきしん

　　９３０-０９３２・富山県富山市藤木新町・ふじのきしんまち

　　９３０-０９４２・富山県富山市藤の木園町・ふじのきそのまち

　　９３０-０９３４・富山県富山市藤の木台・ふじのきだい

　　９３０-０９４１・富山県富山市藤木中町・ふじのきなかまち

　　９３０-０９３５・富山県富山市藤見町・ふじみちよう

　　９３９-８２１１・富山県富山市二口町・ふたくちまち

　　９３９-８１８５・富山県富山市二俣・ふたまた

　　９３９-８１８４・富山県富山市二俣新町・ふたまたしんまち

　　９３９-２２０５・富山県富山市二松・ふたまつ

　　９３９-２７３１・富山県富山市婦中町青島・ふちゆうまちあおじま

　　９３９-２６０７・富山県富山市婦中町新町・ふちゆうまちあらまち

　　９３９-２７３４・富山県富山市婦中町新屋・ふちゆうまちあらや

　　９３９-２７２１・富山県富山市婦中町板倉・ふちゆうまちいたくら

　　９３９-２７２１・富山県富山市婦中町板倉新・ふちゆうまちいたくらしん

　　９３９-２７１１・富山県富山市婦中町鵜坂・ふちゆうまちうさか



　　９３９-２６３４・富山県富山市婦中町牛滑・ふちゆうまちうしなめり

　　９３９-２６２７・富山県富山市婦中町上野・ふちゆうまちうわの

　　９３９-２６３５・富山県富山市婦中町大瀬谷・ふちゆうまちおおせだに

　　９３９-２６１６・富山県富山市婦中町小倉・ふちゆうまちおぐら

　　９３９-２６２７・富山県富山市婦中町皆杓・ふちゆうまちかいじやく

　　９３９-２６１１・富山県富山市婦中町かたかご台・ふちゆうまちかたかごだい

　　９３９-２７３６・富山県富山市婦中町上新屋・ふちゆうまちかみあらや

　　９３９-２６１４・富山県富山市婦中町上井沢・ふちゆうまちかみいさわ

　　９３９-２７１３・富山県富山市婦中町上轡田・ふちゆうまちかみくつわだ

　　９３９-２６２５・富山県富山市婦中町上瀬・ふちゆうまちかみぜ

　　９３９-２７１７・富山県富山市婦中町上田島・ふちゆうまちかみたじま

　　９３９-２６１２・富山県富山市婦中町上吉川・ふちゆうまちかみよしかわ

　　９３９-２６１２・富山県富山市婦中町上吉川ニュータウン・ふちゆうまちかみよしかわにゆｰたうん

　　９３９-２６０５・富山県富山市婦中町河原町・ふちゆうまちかわらまち

　　９３９-２７０３・富山県富山市婦中町希望ケ丘・ふちゆうまちきほﾞうがおか

　　９３９-２７５８・富山県富山市婦中町下条・ふちゆうまちげじよう

　　９３９-２７５２・富山県富山市婦中町小泉・ふちゆうまちこいずみ

　　９３９-２６０１・富山県富山市婦中町小長沢・ふちゆうまちこながさわ

　　９３９-２６０４・富山県富山市婦中町小野島・ふちゆうまちこのしま

　　９３９-２７５３・富山県富山市婦中町笹倉・ふちゆうまちささくら

　　９３９-２６２２・富山県富山市婦中町沢田・ふちゆうまちさわだ

　　９３９-２６２５・富山県富山市婦中町三瀬・ふちゆうまちさんのせ

　　９３９-２７４４・富山県富山市婦中町地角・ふちゆうまちじかく

　　９３９-２６１７・富山県富山市婦中町島田・ふちゆうまちしまだ

　　９３９-２７０８・富山県富山市婦中町島本郷・ふちゆうまちしまほんごう

　　９３９-２７４３・富山県富山市婦中町清水島・ふちゆうまちしみずしま

　　９３９-２７５６・富山県富山市婦中町下井沢・ふちゆうまちしもいさわ

　　９３９-２７１６・富山県富山市婦中町下轡田・ふちゆうまちしもくつわだ

　　９３９-２７１５・富山県富山市婦中町下坂倉・ふちゆうまちしもさかくら

　　９３９-２６２４・富山県富山市婦中町下瀬・ふちゆうまちしもぜ

　　９３９-２６０２・富山県富山市婦中町下邑・ふちゆうまちしもむら

　　９３９-２６１１・富山県富山市婦中町下吉川・ふちゆうまちしもよしかわ

　　９３９-２７３７・富山県富山市婦中町十五丁・ふちゆうまちじゆうごちよう

　　９３９-２７２７・富山県富山市婦中町砂子田・ふちゆうまちすなごだ

　　９３９-２７２６・富山県富山市婦中町蔵島・ふちゆうまちぞうじま

　　９３９-２７２２・富山県富山市婦中町添島・ふちゆうまちそえじま

　　９３９-２６３２・富山県富山市婦中町外輪野・ふちゆうまちそとわの

　　９３９-２６３９・富山県富山市婦中町平等・ふちゆうまちだいら

　　９３９-２６１１・富山県富山市婦中町高田・ふちゆうまちたかた

　　９３９-２６３１・富山県富山市婦中町高塚・ふちゆうまちたかつか

　　９３９-２６１３・富山県富山市婦中町高日附・ふちゆうまちたかひつﾞき

　　９３９-２６２５・富山県富山市婦中町高山・ふちゆうまちたかやま

　　９３９-２７０２・富山県富山市婦中町田島・ふちゆうまちたじま

　　９３９-２７３５・富山県富山市婦中町為成新・ふちゆうまちためなりしん

　　９３９-２７４８・富山県富山市婦中町田屋・ふちゆうまちたや

　　９３９-２７４８・富山県富山市婦中町田屋新・ふちゆうまちたやしん

　　９３９-２６２２・富山県富山市婦中町千里・ふちゆうまちちさと

　　９３９-２７１２・富山県富山市婦中町塚原・ふちゆうまちつかはら

　　９３９-２７３８・富山県富山市婦中町道喜島・ふちゆうまちどうきじま

　　９３９-２６２６・富山県富山市婦中町道島・ふちゆうまちどうじま

　　９３９-２７５７・富山県富山市婦中町道場・ふちゆうまちどうじよう

　　９３９-２６０４・富山県富山市婦中町富川・ふちゆうまちとみかわ

　　９３９-２６２１・富山県富山市婦中町富崎・ふちゆうまちとみさき

　　９３９-２７５９・富山県富山市婦中町友坂・ふちゆうまちともさか

　　９３９-２６０６・富山県富山市婦中町長沢・ふちゆうまちながさわ

　　９３９-２７４７・富山県富山市婦中町中島・ふちゆうまちなかじま

　　９３９-２７４１・富山県富山市婦中町中名・ふちゆうまちなかのみよう

　　９３９-２７３３・富山県富山市婦中町成子・ふちゆうまちなるこ

　　９３９-２７１９・富山県富山市婦中町西ヶ丘・ふちゆうまちにしがおか

　　９３９-２７０１・富山県富山市婦中町西本郷・ふちゆうまちにしほんごう

　　９３９-２７２４・富山県富山市婦中町ねむの木・ふちゆうまちねむのき

　　９３９-２７２３・富山県富山市婦中町萩島・ふちゆうまちはぎのしま

　　９３９-２６０３・富山県富山市婦中町羽根・ふちゆうまちはね

　　９３９-２７０４・富山県富山市婦中町羽根新・ふちゆうまちはねしん

　　９３９-２７４６・富山県富山市婦中町浜子・ふちゆうまちはまのこ

　　９３９-２７０６・富山県富山市婦中町速星・ふちゆうまちはやほじ

　　９３９-２６３３・富山県富山市婦中町東谷・ふちゆうまちひがしたに

　　９３９-２７０７・富山県富山市婦中町東本郷・ふちゆうまちひがしほんごう

　　９３９-２６３６・富山県富山市婦中町東山・ふちゆうまちひがしやま

　　９３９-２７２９・富山県富山市婦中町響の杜・ふちゆうまちひびきのもり



　　９３９-２６０６・富山県富山市婦中町ひまわり台・ふちゆうまちひまわりだい

　　９３９-２７４５・富山県富山市婦中町広田・ふちゆうまちひろた

　　９３９-２７５５・富山県富山市婦中町袋・ふちゆうまちふくろ

　　９３９-２７１８・富山県富山市婦中町分田・ふちゆうまちぶんでん

　　９３９-２６２２・富山県富山市婦中町鉾木・ふちゆうまちほこのき

　　９３９-２６３８・富山県富山市婦中町細谷・ふちゆうまちほそたに

　　９３９-２７２８・富山県富山市婦中町蛍川・ふちゆうまちほたるがわ

　　９３９-２７４２・富山県富山市婦中町堀・ふちゆうまちほり

　　９３９-２７１４・富山県富山市婦中町増田・ふちゆうまちますだ

　　９３９-２６３７・富山県富山市婦中町鶚谷・ふちゆうまちみさごだに

　　９３９-２７０５・富山県富山市婦中町宮ケ島・ふちゆうまちみやがしま

　　９３９-２６３１・富山県富山市婦中町宮ケ谷・ふちゆうまちみやがたに

　　９３９-２７５４・富山県富山市婦中町麦島・ふちゆうまちむぎじま

　　９３９-２６３６・富山県富山市婦中町葎原・ふちゆうまちむくがはら

　　９３９-２７２５・富山県富山市婦中町持田・ふちゆうまちもちでん

　　９３９-２７５１・富山県富山市婦中町安田・ふちゆうまちやすだ

　　９３９-２６１５・富山県富山市婦中町熊野道・ふちゆうまちやんど

　　９３９-２７０９・富山県富山市婦中町夢ケ丘・ふちゆうまちゆめがおか

　　９３９-２６４９・富山県富山市婦中町余川（西余川）・ふちゆうまちよかわ(にしよかわ)

　　９３９-２７４９・富山県富山市婦中町余川（東余川）・ふちゆうまちよかわ(ひがしよかわ)

　　９３９-２７３２・富山県富山市婦中町横野・ふちゆうまちよこの

　　９３９-２６３２・富山県富山市婦中町吉住・ふちゆうまちよしずみ

　　９３９-２６３８・富山県富山市婦中町吉谷・ふちゆうまちよしたに

　　９３９-２６２３・富山県富山市婦中町蓮花寺・ふちゆうまちれんげじ

　　９３９-２２１２・富山県富山市舟倉・ふなくら

　　９３９-２１７６・富山県富山市舟渡・ふなと

　　９３０-００９８・富山県富山市舟橋今町・ふなはしいままち

　　９３０-００９６・富山県富山市舟橋北町・ふなはしきたまち

　　９３０-００９５・富山県富山市舟橋南町・ふなはしみなみちよう

　　９３０-００５８・富山県富山市古鍛冶町・ふるかじまち

　　９３０-２２０８・富山県富山市古川・ふるかわ

　　９３０-０１５１・富山県富山市古沢・ふるさわ

　　９３９-８０２３・富山県富山市古寺・ふるでら

　　９３９-８０２４・富山県富山市古寺新町・ふるでらしんまち

　　９３０-０８７６・富山県富山市文京町・ぶんきようまち

　　９３９-８２５４・富山県富山市別名・べつみよう

　　９３０-００６５・富山県富山市星井町・ほしいちよう

　　９３９-８０５７・富山県富山市堀・ほり

　　９３９-８０８１・富山県富山市堀川小泉町・ほりかわこいずみちよう

　　９３９-８０５３・富山県富山市堀川天山町・ほりかわてんざんまち

　　９３９-８０４９・富山県富山市堀川本郷・ほりかわほんごう

　　９３９-８０７２・富山県富山市堀川町・ほりかわまち

　　９３０-００７４・富山県富山市堀端町・ほりはたまち

　　９３０-１４５５・富山県富山市本宮・ほんぐう

　　９３０-１４５１・富山県富山市本宮（粟巣野）・ほんぐう(あわすの)

　　９３０-１４５２・富山県富山市本宮（花切割）・ほんぐう(はなきりわり)

　　９３０-０１０８・富山県富山市本郷・ほんごう

　　９３０-０９１１・富山県富山市本郷島・ほんごうじま

　　９３９-８０４６・富山県富山市本郷新・ほんごうしん

　　９３０-０１０８・富山県富山市本郷中部・ほんごうちゆうぶ

　　９３０-０１０８・富山県富山市本郷東部・ほんごうとうぶ

　　９３０-０１０８・富山県富山市本郷西部・ほんごうせいぶ

　　９３０-０１０８・富山県富山市本郷北部・ほんごうほくぶ

　　９３９-８０４５・富山県富山市本郷町・ほんごうまち

　　９３０-００２９・富山県富山市本町・ほんまち

　　９３０-００８１・富山県富山市本丸・ほんまる

　　９３０-１４６５・富山県富山市牧・まき

　　９３９-８１６１・富山県富山市牧田・まきだ

　　９３０-１２８２・富山県富山市牧野・まきの

　　９３０-１３０１・富山県富山市馬瀬口・ませぐち

　　９３０-１３０２・富山県富山市馬瀬口（殿様林）・ませぐち(とのさまはﾞやし)

　　９３０-０９２３・富山県富山市町新・まちしん

　　９３９-２１６４・富山県富山市町長・まちなが

　　９３１-８４２３・富山県富山市町袋・まちぶくろ

　　９３０-０９５２・富山県富山市町村・まちむら

　　９３１-８４０６・富山県富山市松浦町・まつうらちよう

　　９３９-８０１７・富山県富山市松ケ丘・まつがおか

　　９３９-２２０３・富山県富山市松野・まつの

　　９３０-２２１３・富山県富山市松木・まつのき

　　９３０-２２１２・富山県富山市松木新・まつのきしん



　　９３０-０８１２・富山県富山市松若町・まつわかちよう

　　９３０-００８５・富山県富山市丸の内・まるのうち

　　９３９-２２０４・富山県富山市万願寺・まんがんじ

　　９３１-８４３４・富山県富山市三上・みかみ

　　９３１-８３０１・富山県富山市水落・みずおち

　　９３９-０５１１・富山県富山市水橋朝日町・みずはしあさひまち

　　９３０-１４６３・富山県富山市水須・みずす

　　９３９-３５１６・富山県富山市水橋荒町・みずはしあらまち

　　９３９-３５２３・富山県富山市水橋池田舘・みずはしいけだたち

　　９３９-３５３１・富山県富山市水橋池田町・みずはしいけだまち

　　９３９-０５５１・富山県富山市水橋石政・みずはしいしまさ

　　９３９-０５６１・富山県富山市水橋石割・みずはしいしわり

　　９３９-３５２４・富山県富山市水橋伊勢屋・みずはしいせや

　　９３９-０５４５・富山県富山市水橋伊勢領・みずはしいせりよう

　　９３９-０５３１・富山県富山市水橋市江・みずはしいちえ

　　９３９-０５３２・富山県富山市水橋市江新町・みずはしいちえしんまち

　　９３９-３５５５・富山県富山市水橋市田袋・みずはしいちだぶくろ

　　９３９-０５１４・富山県富山市水橋稲荷町・みずはしいなりまち

　　９３９-３５０４・富山県富山市水橋今町・みずはしいままち

　　９３９-３５４４・富山県富山市水橋入江・みずはしいりえ

　　９３９-３５０１・富山県富山市水橋印田町・みずはしいんでんまち

　　９３９-０５１１・富山県富山市水橋魚躬・みずはしうおのみ

　　９３９-３５２５・富山県富山市水橋駅前・みずはしえきまえ

　　９３９-０５０６・富山県富山市水橋大町（中部地区）・みずはしおおまち(ちゆうぶちく)

　　９３９-３５１２・富山県富山市水橋大町（西部地区）・みずはしおおまち(せいぶちく)

　　９３９-３５４１・富山県富山市水橋沖・みずはしおき

　　９３９-３５５２・富山県富山市水橋肘崎・みずはしかいなざき

　　９３９-３５４２・富山県富山市水橋開発・みずはしかいほつ

　　９３９-０５３５・富山県富山市水橋開発町・みずはしかいほつまち

　　９３９-０５４１・富山県富山市水橋鏡田・みずはしかがみだ

　　９３９-０５４２・富山県富山市水橋堅田・みずはしかただ

　　９３９-３５３４・富山県富山市水橋金尾・みずはしかなお

　　９３９-３５３６・富山県富山市水橋金尾新・みずはしかなおしん

　　９３９-０５６５・富山県富山市水橋金広・みずはしかねひろ

　　９３９-０５４６・富山県富山市水橋上桜木・みずはしかみさくらぎ

　　９３９-０５４４・富山県富山市水橋上砂子坂・みずはしかみすなござか

　　９３９-３５５３・富山県富山市水橋上的場・みずはしかみまとはﾞ

　　９３９-３５０２・富山県富山市水橋川原町・みずはしかわらまち

　　９３９-０５６７・富山県富山市水橋北馬場・みずはしきたはﾞんはﾞ

　　９３９-０５３４・富山県富山市水橋狐塚・みずはしきつねつﾞか

　　９３９-０５４７・富山県富山市水橋小池・みずはしこいけ

　　９３９-０５５２・富山県富山市水橋恋塚・みずはしこいつﾞか

　　９３９-０５５３・富山県富山市水橋小出・みずはしこいで

　　９３９-０５３３・富山県富山市水橋高志園町・みずはしこしぞのちよう

　　９３９-０５４３・富山県富山市水橋五郎丸・みずはしごろうまる

　　９３９-０５４６・富山県富山市水橋桜木・みずはしさくらぎ

　　９３９-０５６３・富山県富山市水橋佐野竹・みずはしさのたけ

　　９３９-３５０６・富山県富山市水橋山王町・みずはしさんのうまち

　　９３９-０５２１・富山県富山市水橋下段・みずはししただん

　　９３９-３５４７・富山県富山市水橋柴草・みずはししはﾞくさ

　　９３９-０５６４・富山県富山市水橋清水堂・みずはししみずどう

　　９３９-０５４４・富山県富山市水橋下砂子坂・みずはししもすなござか

　　９３９-０５４４・富山県富山市水橋下砂子坂新・みずはししもすなござかしん

　　９３９-３５４３・富山県富山市水橋常願寺・みずはしじようがんじ

　　９３９-３５５４・富山県富山市水橋小路・みずはししようじ

　　９３９-０５５８・富山県富山市水橋上条新町・みずはしじようじようしんまち

　　９３９-３５２６・富山県富山市水橋昭和町・みずはししようわまち

　　９３９-０５２７・富山県富山市水橋新大町・みずはししんおおまち

　　９３９-０５２５・富山県富山市水橋新舘町・みずはししんたちまち

　　９３９-３５１４・富山県富山市水橋新堂町・みずはししんどうまち

　　９３９-３５５７・富山県富山市水橋新保・みずはししんほﾞ

　　９３９-３５５７・富山県富山市水橋新保新町・みずはししんほﾞしんまち

　　９３９-３５３５・富山県富山市水橋新堀・みずはししんほﾞり

　　９３９-０５１５・富山県富山市水橋新町・みずはししんまち

　　９３９-０５５４・富山県富山市水橋専光寺・みずはしせんこうじ

　　９３９-０５５７・富山県富山市水橋大正・みずはしたいしよう

　　９３９-０５５７・富山県富山市水橋大正南部・みずはしたいしようなんぶ

　　９３９-０５５７・富山県富山市水橋大正北部・みずはしたいしようほくぶ

　　９３９-３５１３・富山県富山市水橋大正町・みずはしたいしようまち

　　９３９-０５１１・富山県富山市水橋高月・みずはしたかつき



　　９３９-０５５５・富山県富山市水橋高寺・みずはしたかでら

　　９３９-３５３３・富山県富山市水橋高堂・みずはしたかどう

　　９３９-０５２６・富山県富山市水橋舘町・みずはしたちまち

　　９３９-３５０３・富山県富山市水橋立山町・みずはしたてやまちよう

　　９３９-０５６２・富山県富山市水橋田伏・みずはしたぶせ

　　９３９-０５０４・富山県富山市水橋田町・みずはしたまち

　　９３９-０５０２・富山県富山市水橋地蔵町・みずはしちﾞぞうまち

　　９３９-３５１５・富山県富山市水橋辻ケ堂・みずはしつじがどう

　　９３９-０５０６・富山県富山市水橋中大町・みずはしなかおおまち

　　９３９-３５５６・富山県富山市水橋中新町・みずはしなかしんまち

　　９３９-０５１３・富山県富山市水橋中出町・みずはしなかでまち

　　９３９-０５６６・富山県富山市水橋中馬場・みずはしなかはﾞんはﾞ

　　９３９-３５１１・富山県富山市水橋中町・みずはしなかまち

　　９３９-３５５１・富山県富山市水橋中村・みずはしなかむら

　　９３９-０５２２・富山県富山市水橋中村栄町・みずはしなかむらさかえまち

　　９３９-０５２３・富山県富山市水橋中村新町・みずはしなかむらしんまち

　　９３９-０５２１・富山県富山市水橋中村町・みずはしなかむらまち

　　９３９-３５１２・富山県富山市水橋西大町・みずはしにしおおまち

　　９３９-０５０３・富山県富山市水橋西出町・みずはしにしでまち

　　９３９-０５０７・富山県富山市水橋西天神町・みずはしにしてんじんまち

　　９３９-０５０８・富山県富山市水橋西浜町・みずはしにしはままち

　　９３９-３５４５・富山県富山市水橋入部町・みずはしにゆうぶまち

　　９３９-３５２１・富山県富山市水橋畠等・みずはしはたけら

　　９３９-３５２２・富山県富山市水橋花の井町・みずはしはなのいちよう

　　９３９-３５０５・富山県富山市水橋浜町・みずはしはままち

　　９３９-３５３４・富山県富山市水橋番頭名・みずはしはﾞんどうみよう

　　９３９-０５２４・富山県富山市水橋東舘町・みずはしひがしたちまち

　　９３９-０５１２・富山県富山市水橋東出町・みずはしひがしでまち

　　９３９-０５０５・富山県富山市水橋東天神町・みずはしひがしてんじんまち

　　９３９-０５０１・富山県富山市水橋東浜町・みずはしひがしはままち

　　９３９-３５５７・富山県富山市水橋平榎・みずはしひらえのき

　　９３９-０５６８・富山県富山市水橋平塚・みずはしひらつか

　　９３９-３５４６・富山県富山市水橋二杉・みずはしふたすぎ

　　９３９-３５３２・富山県富山市水橋二ツ屋・みずはしふたつや

　　９３９-０５５６・富山県富山市水橋曲淵・みずはしまがりぶち

　　９３９-０５０９・富山県富山市水橋町・みずはしまち

　　９３９-３５５７・富山県富山市水橋町袋・みずはしまちぶくろ

　　９３９-３５５３・富山県富山市水橋的場・みずはしまとはﾞ

　　９３９-０５２８・富山県富山市水橋明治町・みずはしめいじまち

　　９３９-０５３６・富山県富山市水橋柳寺・みずはしやなぎでら

　　９３０-００３８・富山県富山市緑町・みどりちよう

　　９３０-０８０５・富山県富山市湊入船町・みなといりふねちよう

　　９３０-１３０４・富山県富山市南大場・みなみおおはﾞ

　　９３９-８１９４・富山県富山市南金屋・みなみかなや

　　９３９-８１７６・富山県富山市南栗山・みなみくりやま

　　９３０-００５４・富山県富山市南新町・みなみしんまち

　　９３０-００５６・富山県富山市南田町・みなみだまち

　　９３９-８２３４・富山県富山市南中田・みなみなかだ

　　９３９-２２０８・富山県富山市南野田・みなみのだ

　　９３９-２２５７・富山県富山市南花園町・みなみはなぞのちよう

　　９３０-１３１４・富山県富山市三室荒屋・みむろあらや

　　９３０-１３１６・富山県富山市三室荒屋（新栄町）・みむろあらや(しんさかえまち)

　　９３０-２２１１・富山県富山市宮尾・みやお

　　９３１-８４２７・富山県富山市宮条・みやじよう

　　９３１-８４３６・富山県富山市宮園町・みやぞのちよう

　　９３１-８４２５・富山県富山市宮成・みやなり

　　９３０-０９０２・富山県富山市宮成新・みやなりしん

　　９３１-８４２６・富山県富山市宮成中部・みやなりちゆうぶ

　　９３９-８１７１・富山県富山市宮保・みやのほ

　　９３１-８４３７・富山県富山市宮町・みやまち

　　９３０-０９１６・富山県富山市向新庄・むかいしんじよう

　　９３０-０９１６・富山県富山市向新庄町・むかいしんじようまち

　　９３０-００４１・富山県富山市向川原町・むこうがわらまち

　　９３０-００５１・富山県富山市室町通り・むろまちどおり

　　９３０-０００１・富山県富山市明輪町・めいりんちよう

　　９３０-００３３・富山県富山市元町・もとまち

　　９３０-００７２・富山県富山市桃井町・もものいちよう

　　９３１-８３３２・富山県富山市森・もり

　　９３１-８３３１・富山県富山市森住町・もりずみちよう

　　９３９-８１５４・富山県富山市森田・もりた



　　９３１-８３３７・富山県富山市森若町・もりわかちよう

　　９３０-１３２５・富山県富山市文珠寺・もんじゆじ

　　９３９-２２５３・富山県富山市八木山・やきやま

　　９３０-００９２・富山県富山市安田町・やすだまち

　　９３０-００８７・富山県富山市安野屋町・やすのやちよう

　　９３９-２４０５・富山県富山市八尾町青根・やつおまちあおね

　　９３９-２４１３・富山県富山市八尾町赤石・やつおまちあかいじ

　　９３９-２４７５・富山県富山市八尾町足谷・やつおまちあしたに

　　９３９-２４０１・富山県富山市八尾町油・やつおまちあぶら

　　９３９-２４６６・富山県富山市八尾町天池・やつおまちあまいけ

　　９３９-２４２３・富山県富山市八尾町新屋・やつおまちあらや

　　９３９-２４２５・富山県富山市八尾町庵谷・やつおまちいおりだに

　　９３９-２３１５・富山県富山市八尾町井栗谷・やつおまちいくりたに

　　９３９-２３０６・富山県富山市八尾町井田・やつおまちいだ

　　９３９-２３０５・富山県富山市八尾町井田新・やつおまちいだしん

　　９３９-２３５３・富山県富山市八尾町今町・やつおまちいままち

　　９３９-２４４５・富山県富山市八尾町入谷・やつおまちいりたに

　　９３９-２４０５・富山県富山市八尾町岩島・やつおまちいわしま

　　９３９-２３２６・富山県富山市八尾町岩屋・やつおまちいわや

　　９３９-２４０４・富山県富山市八尾町上ケ島・やつおまちうえがしま

　　９３９-２４７３・富山県富山市八尾町上ノ名・やつおまちうえのみよう

　　９３９-２３１２・富山県富山市八尾町薄島・やつおまちうすじま

　　９３９-２４３６・富山県富山市八尾町内名・やつおまちうちみよう

　　９３９-２３３７・富山県富山市八尾町梅苑町・やつおまちうめぞのちよう

　　９３９-２４７７・富山県富山市八尾町上野・やつおまちうわの

　　９３９-２４６７・富山県富山市八尾町追分・やつおまちおいわけ

　　９３９-２４４１・富山県富山市八尾町大下・やつおまちおおしも

　　９３９-２３０３・富山県富山市八尾町大杉・やつおまちおおすぎ

　　９３９-２４５５・富山県富山市八尾町大玉生・やつおまちおおだもう

　　９３９-２４６５・富山県富山市八尾町尾久・やつおまちおぎゆう

　　９３９-２３６２・富山県富山市八尾町奥田・やつおまちおくだ

　　９３９-２４５４・富山県富山市八尾町尾畑・やつおまちおはﾞたけ

　　９３９-２３４１・富山県富山市八尾町鏡町・やつおまちかがみまち

　　９３９-２３３６・富山県富山市八尾町角間・やつおまちかくま

　　９３９-２３３２・富山県富山市八尾町掛畑・やつおまちかけはた

　　９３９-２３２７・富山県富山市八尾町樫尾・やつおまちかしお

　　９３９-２４１５・富山県富山市八尾町桂原・やつおまちかつらはら

　　９３９-２３３２・富山県富山市八尾町上黒瀬・やつおまちかみくろぜ

　　９３９-２３７４・富山県富山市八尾町上高善寺・やつおまちかみこうぜんじ

　　９３９-２３３４・富山県富山市八尾町上笹原・やつおまちかみささはら

　　９３９-２３４２・富山県富山市八尾町上新町・やつおまちかみしんまち

　　９３９-２４０２・富山県富山市八尾町上田池・やつおまちかみたいけ

　　９３９-２４４４・富山県富山市八尾町上仁歩・やつおまちかみにんぶ

　　９３９-２４３５・富山県富山市八尾町上牧・やつおまちかみまき

　　９３９-２４１７・富山県富山市八尾町川住・やつおまちかわすみ

　　９３９-２３２４・富山県富山市八尾町北谷・やつおまちきただに

　　９３９-２３３３・富山県富山市八尾町桐谷・やつおまちきりだに

　　９３９-２４２６・富山県富山市八尾町切詰・やつおまちきりつﾞめ

　　９３９-２４６５・富山県富山市八尾町窪・やつおまちくほﾞ

　　９３９-２４５３・富山県富山市八尾町倉ケ谷・やつおまちくらがたに

　　９３９-２４３１・富山県富山市八尾町栗須・やつおまちくりす

　　９３９-２３０４・富山県富山市八尾町黒田・やつおまちくろだ

　　９３９-２３３３・富山県富山市八尾町小井波・やつおまちこいなみ

　　９３９-２３７３・富山県富山市八尾町高善寺・やつおまちこうぜんじ

　　９３９-２３２１・富山県富山市八尾町小長谷・やつおまちこながたに

　　９３９-２３２２・富山県富山市八尾町小長谷新・やつおまちこながたにしん

　　９３９-２４７１・富山県富山市八尾町坂ノ下・やつおまちさかのした

　　９３９-２３２４・富山県富山市八尾町東坂下・やつおまちさこぎ

　　９３９-２３０１・富山県富山市八尾町寺家・やつおまちじけ

　　９３９-２３５２・富山県富山市八尾町下新町・やつおまちしたしんまち

　　９３９-２４７４・富山県富山市八尾町下ノ名・やつおまちしたのみよう

　　９３９-２４６２・富山県富山市八尾町柴橋・やつおまちしはﾞはじ

　　９３９-２４３４・富山県富山市八尾町島地・やつおまちしまじ

　　９３９-２３３１・富山県富山市八尾町下笹原・やつおまちしもささはら

　　９３９-２４３５・富山県富山市八尾町下島・やつおまちしもじま

　　９３９-２４０２・富山県富山市八尾町下田池・やつおまちしもたいけ

　　９３９-２４４２・富山県富山市八尾町下仁歩・やつおまちしもにんぶ

　　９３９-２４０７・富山県富山市八尾町下乗嶺・やつおまちしものりみね

　　９３９-２４１７・富山県富山市八尾町下牧・やつおまちしもまき

　　９３９-２４３３・富山県富山市八尾町清水・やつおまちしようず



　　９３９-２３１４・富山県富山市八尾町城生・やつおまちじようのう

　　９３９-２３６３・富山県富山市八尾町新田・やつおまちしんでん

　　９３９-２４０７・富山県富山市八尾町新名・やつおまちしんみよう

　　９３９-２３０２・富山県富山市八尾町杉田・やつおまちすぎた

　　９３９-２４７４・富山県富山市八尾町須郷・やつおまちすごう

　　９３９-２４３２・富山県富山市八尾町薄尾・やつおまちすすきお

　　９３９-２３４３・富山県富山市八尾町諏訪町・やつおまちすわまち

　　９３９-２３７５・富山県富山市八尾町石戸・やつおまちせきど

　　９３９-２４４６・富山県富山市八尾町草連坂・やつおまちそうれんざか

　　９３９-２３２５・富山県富山市八尾町外堀・やつおまちそとほﾞり

　　９３９-２４７１・富山県富山市八尾町高尾・やつおまちたかお

　　９３９-２４６１・富山県富山市八尾町高熊・やつおまちたかくま

　　９３９-２４６７・富山県富山市八尾町高瀬・やつおまちたかせ

　　９３９-２４３７・富山県富山市八尾町高野・やつおまちたかの

　　９３９-２４６２・富山県富山市八尾町高橋・やつおまちたかはじ

　　９３９-２４０６・富山県富山市八尾町高峯・やつおまちたかみね

　　９３９-２３３３・富山県富山市八尾町滝脇・やつおまちたきのわき

　　９３９-２４６４・富山県富山市八尾町竹ノ内・やつおまちたけのうち

　　９３９-２３７２・富山県富山市八尾町舘本郷・やつおまちたちほんごう

　　９３９-２３７１・富山県富山市八尾町田中・やつおまちたなか

　　９３９-２４１６・富山県富山市八尾町谷折・やつおまちたにおり

　　９３９-２４２１・富山県富山市八尾町田頭・やつおまちたのかしら

　　９３９-２３５１・富山県富山市八尾町天満町・やつおまちてんまんちよう

　　９３９-２４３１・富山県富山市八尾町栃折・やつおまちとちおり

　　９３９-２４０３・富山県富山市八尾町道畑下中山・やつおまちどはﾞたけしもなかやま

　　９３９-２４６３・富山県富山市八尾町中・やつおまちなか

　　９３９-２４３６・富山県富山市八尾町中島・やつおまちなかじま

　　９３９-２３１１・富山県富山市八尾町中神通・やつおまちなかじんつﾞう

　　９３９-２４４３・富山県富山市八尾町中仁歩・やつおまちなかにんぶ

　　９３９-２４３２・富山県富山市八尾町中山・やつおまちなかやま

　　９３９-２４２２・富山県富山市八尾町西原・やつおまちにしがはら

　　９３９-２４１７・富山県富山市八尾町西川倉・やつおまちにしかわくら

　　９３９-２４０１・富山県富山市八尾町西葛坂・やつおまちにしくずさか

　　９３９-２３１１・富山県富山市八尾町西神通・やつおまちにしじんつﾞう

　　９３９-２３４５・富山県富山市八尾町西新町・やつおまちにししんまち

　　９３９-２３５５・富山県富山市八尾町西町・やつおまちにしまち

　　９３９-２４１５・富山県富山市八尾町西松瀬・やつおまちにしまつぜ

　　９３９-２４１６・富山県富山市八尾町布谷・やつおまちぬのたに

　　９３９-２３１４・富山県富山市八尾町野飼・やつおまちのがい

　　９３９-２４７２・富山県富山市八尾町野須郷・やつおまちのすごう

　　９３９-２４０６・富山県富山市八尾町乗嶺・やつおまちのりみね

　　９３９-２４３３・富山県富山市八尾町花房・やつおまちはなぶさ

　　９３９-２４１１・富山県富山市八尾町東川倉・やつおまちひがしかわくら

　　９３９-２４０１・富山県富山市八尾町東葛坂・やつおまちひがしくずさか

　　９３９-２３４４・富山県富山市八尾町東新町・やつおまちひがししんまち

　　９３９-２４１２・富山県富山市八尾町東布谷・やつおまちひがしぬのたに

　　９３９-２４２４・富山県富山市八尾町東原・やつおまちひがしはら

　　９３９-２３５４・富山県富山市八尾町東町・やつおまちひがしまち

　　９３９-２４１４・富山県富山市八尾町東松瀬・やつおまちひがしまつぜ

　　９３９-２４５１・富山県富山市八尾町平沢・やつおまちひらさわ

　　９３９-２３６７・富山県富山市八尾町平林・やつおまちひらはﾞやじ

　　９３９-２３１６・富山県富山市八尾町深谷・やつおまちふかだに

　　９３９-２３７６・富山県富山市八尾町福島・やつおまちふくじま

　　９３９-２４５４・富山県富山市八尾町武道原・やつおまちぶどうはら

　　９３９-２４７６・富山県富山市八尾町細滝・やつおまちほそだき

　　９３９-２４５６・富山県富山市八尾町正間・やつおまちまさま

　　９３９-２３６７・富山県富山市八尾町松原・やつおまちまつはﾞら

　　９３９-２３１７・富山県富山市八尾町丸山・やつおまちまるやま

　　９３９-２３７１・富山県富山市八尾町翠尾・やつおまちみすお

　　９３９-２３６４・富山県富山市八尾町水谷・やつおまちみずたに

　　９３９-２４３７・富山県富山市八尾町水無・やつおまちみずなじ

　　９３９-２３６１・富山県富山市八尾町三田・やつおまちみた

　　９３９-２４５２・富山県富山市八尾町三ツ松・やつおまちみつまつ

　　９３９-２４０４・富山県富山市八尾町水口・やつおまちみなくち

　　９３９-２４７３・富山県富山市八尾町峯・やつおまちみね

　　９３９-２４６４・富山県富山市八尾町宮ケ島・やつおまちみやがしま

　　９３９-２３２５・富山県富山市八尾町宮腰・やつおまちみやのこじ

　　９３９-２４０３・富山県富山市八尾町宮ノ下・やつおまちみやのした

　　９３９-２４５６・富山県富山市八尾町茗ケ島・やつおまちみようがじま

　　９３９-２３３５・富山県富山市八尾町茗ケ原・やつおまちみようがはら



　　９３９-２３６５・富山県富山市八尾町妙川寺・やつおまちみようせんじ

　　９３９-２３２３・富山県富山市八尾町村杉・やつおまちむらすぎ

　　９３９-２３１３・富山県富山市八尾町滅鬼・やつおまちめつき

　　９３９-２３６６・富山県富山市八尾町保内・やつおまちやすうち

　　９３９-２４６３・富山県富山市八尾町谷内・やつおまちやち

　　９３９-２４０２・富山県富山市八尾町八十島・やつおまちやとじま

　　９３９-２４７５・富山県富山市八尾町柚木・やつおまちゆのき

　　９３９-２４４７・富山県富山市八尾町鼠谷・やつおまちよめだに

　　９３９-２４１４・富山県富山市八尾町猟師ケ原・やつおまちりようしがはら

　　９３９-２４７２・富山県富山市八尾町和山・やつおまちわやま

　　９３０-００１６・富山県富山市柳町・やなぎまち

　　９３０-２２２２・富山県富山市八幡・やはた

　　９３０-２２２３・富山県富山市八幡新町・やはたしんまち

　　９３０-２２１５・富山県富山市山岸・やまぎじ

　　９３０-２１１７・富山県富山市山田赤目谷・やまだあかめだに

　　９３０-２１１４・富山県富山市山田居舟・やまだいぶね

　　９３０-２１２５・富山県富山市山田今山田・やまだいまやまだ

　　９３０-２１１１・富山県富山市山田鎌倉・やまだかまくら

　　９３０-２１０６・富山県富山市山田北山・やまだきたやま

　　９３０-２１２３・富山県富山市山田小島・やまだこじま

　　９３０-２１２２・富山県富山市山田小島（城山）・やまだこじま(じようやま)

　　９３０-２１１５・富山県富山市山田小谷・やまだこだに

　　９３０-２１１６・富山県富山市山田小谷（中根）・やまだこだに(なかね)

　　９３０-２１２６・富山県富山市山田清水・やまだしようず

　　９３０-２１２１・富山県富山市山田白井谷・やまだしろいだに

　　９３０-２１０２・富山県富山市山田宿坊・やまだすくほﾞう

　　９３０-２１０４・富山県富山市山田宿坊（沢連）・やまだすくほﾞう(そうれ)

　　９３０-２１０３・富山県富山市山田宿坊（柳川）・やまだすくほﾞう(やないご)

　　９３０-２１１３・富山県富山市山田谷・やまだたに

　　９３０-２１０１・富山県富山市山田中瀬・やまだなかのせ

　　９３０-２１０８・富山県富山市山田中瀬（上中瀬）・やまだなかのせ(かみなかのせ)

　　９３０-２１０７・富山県富山市山田中瀬（竹の内）・やまだなかのせ(たけのうち)

　　９３０-２１２４・富山県富山市山田中村・やまだなかむら

　　９３０-２１１４・富山県富山市山田鍋谷・やまだなべたに

　　９３０-２１２８・富山県富山市山田沼又・やまだぬまのまた

　　９３０-２１２７・富山県富山市山田牧・やまだまき

　　９３０-２１０５・富山県富山市山田湯・やまだゆ

　　９３０-２１１２・富山県富山市山田若土・やまだわかつﾞち

　　９３９-８００６・富山県富山市山室・やまむろ

　　９３９-８０２２・富山県富山市山室荒屋・やまむろあらや

　　９３９-８０２６・富山県富山市山室荒屋新町・やまむろあらやしんまち

　　９３９-８００７・富山県富山市山室向陽台・やまむろこうようだい

　　９３９-８００８・富山県富山市山室新町・やまむろしんまち

　　９３０-０１５６・富山県富山市山本・やまもと

　　９３０-００１９・富山県富山市弥生町・やよいちよう

　　９３９-８２２１・富山県富山市八日町・ようかまち

　　９３０-２２４３・富山県富山市四方・よかた

　　９３０-２２４３・富山県富山市四方荒屋・よかたあらや

　　９３０-２２５５・富山県富山市四方一番町・よかたいちはﾞんまち

　　９３０-２２４５・富山県富山市四方江代町・よかたえだいまち

　　９３０-２２５８・富山県富山市四方恵比須町・よかたえびすまち

　　９３０-２２４２・富山県富山市四方北窪・よかたきたくほﾞ

　　９３０-２２４６・富山県富山市四方新・よかたしん

　　９３０-２２４７・富山県富山市四方新出町・よかたしんでまち

　　９３０-２２５４・富山県富山市四方神明町・よかたしんめいまち

　　９３０-２２５３・富山県富山市四方田町・よかたたまち

　　９３０-２２４４・富山県富山市四方茶園町・よかたちやえんまち

　　９３０-２２４１・富山県富山市四方西岩瀬・よかたにしいわせ

　　９３０-２２５２・富山県富山市四方西野割町・よかたにしのわりまち

　　９３０-２２５７・富山県富山市四方二番町・よかたにはﾞんまち

　　９３０-２２５２・富山県富山市四方野割町・よかたのわりまち

　　９３０-２２５１・富山県富山市四方東野割町・よかたひがしのわりまち

　　９３０-２２５６・富山県富山市四方港町・よかたみなとまち

　　９３０-２２４８・富山県富山市四方南町・よかたみなみまち

　　９３９-８０３３・富山県富山市横内・よこうち

　　９３１-８４１２・富山県富山市横越・よこごじ

　　９３９-２２１６・富山県富山市横樋・よこどい

　　９３９-８１５３・富山県富山市吉岡・よしおか

　　９３９-８２４４・富山県富山市吉倉・よしくら

　　９３０-０１４２・富山県富山市吉作・よしつﾞくり



　　９３０-０１４１・富山県富山市吉作新町・よしつﾞくりしんまち

　　９３９-２１７２・富山県富山市吉野・よしの

　　９３０-０８４１・富山県富山市四ツ葉町・よつはﾞちよう

　　９３１-８３０３・富山県富山市米田・よねだ

　　９３１-８３０６・富山県富山市米田すずかけ台・よねだすずかけだい

　　９３１-８３０４・富山県富山市米田町・よねだまち

　　９３１-８３０２・富山県富山市緑陽町・りよくようまち

　　９３９-８１８１・富山県富山市若竹町・わかたけちよう

　　９３９-８０２１・富山県富山市若葉台・わかはﾞだい

　　９３０-１４６１・富山県富山市和田・わだ

　　９３９-２１８３・富山県富山市割山・わりやま

　　９３３-００００・富山県高岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３９-１１１０・富山県高岡市ＩＣパーク・あいしｰはﾟｰく

　　９３３-００６１・富山県高岡市青葉町・あおはﾞちよう

　　９３３-０８０５・富山県高岡市赤江町・あかえちよう

　　９３３-０８０６・富山県高岡市赤祖父・あかそふ

　　９３３-００１５・富山県高岡市明園町・あけぞのまち

　　９３３-０９０５・富山県高岡市明野町・あけのまち

　　９３３-００７２・富山県高岡市旭ケ丘・あさひがおか

　　９３９-１２７３・富山県高岡市葦附・あしつき

　　９３３-０３５３・富山県高岡市麻生谷・あそうや

　　９３３-０８７７・富山県高岡市荒川町・あらかわちよう

　　９３３-０８３３・富山県高岡市荒見崎・あらみさき

　　９３３-０３１９・富山県高岡市荒屋敷・あらやしき

　　９３３-０９１１・富山県高岡市あわら町・あわらまち

　　９３３-０３０６・富山県高岡市五十辺・いからべ

　　９３３-０９７３・富山県高岡市五十里・いかり

　　９３３-０９７２・富山県高岡市五十里東町・いかりひがしまち

　　９３３-０９７１・富山県高岡市五十里西町・いかりにしまち

　　９３３-０８０７・富山県高岡市井口本江・いぐちほんごう

　　９３３-０３１８・富山県高岡市池田・いけだ

　　９３３-００１１・富山県高岡市石瀬・いしぜ

　　９３３-０８３６・富山県高岡市石塚・いしつﾞか

　　９３３-０３５５・富山県高岡市石堤・いしつつみ

　　９３４-００９５・富山県高岡市石丸・いしまる

　　９３３-０８２７・富山県高岡市泉が丘・いずみがおか

　　９３３-０８５８・富山県高岡市泉町・いずみまち

　　９３３-０８５５・富山県高岡市市場通り・いちはﾞどおり

　　９３３-０９２３・富山県高岡市一番町・いちはﾞんまち

　　９３９-１２６７・富山県高岡市今泉・いまいずみ

　　９３９-１２６６・富山県高岡市今泉新・いまいずみしん

　　９３３-０３３５・富山県高岡市今市・いまいち

　　９３３-０９７４・富山県高岡市岩坪・いわつほﾞ

　　９３３-０３２８・富山県高岡市内島・うちじま

　　９３３-０８４３・富山県高岡市永楽町・えいらくまち

　　９３３-０８７１・富山県高岡市駅南・えきなん

　　９３３-００６２・富山県高岡市江尻・えじり

　　９３３-００６５・富山県高岡市江尻白山町・えじりしらやまちよう

　　９３３-０３０５・富山県高岡市江道・えんどう

　　９３３-０８４６・富山県高岡市扇町・おうぎまち

　　９３３-０１３３・富山県高岡市太田・おおた

　　９３３-０１３５・富山県高岡市太田（雨晴）・おおた(あまはら)

　　９３３-０１３４・富山県高岡市太田（辰ノ口）・おおた(たつのくち)

　　９３３-０１３４・富山県高岡市太田（旦保）・おおた(たんほﾞ)

　　９３３-０１３２・富山県高岡市太田（中村）・おおた(なかむら)

　　９３３-０１３１・富山県高岡市太田伊勢領・おおたいせりよう

　　９３３-０１３７・富山県高岡市太田谷内・おおたやち

　　９３３-０１３８・富山県高岡市太田山岸・おおたやまぎじ

　　９３３-０９１８・富山県高岡市大坪町・おおつほﾞまち

　　９３３-００３９・富山県高岡市大手町・おおてまち

　　９３３-００１６・富山県高岡市大野・おおの

　　９３３-０９１６・富山県高岡市大町・おおまち

　　９３３-０８６７・富山県高岡市大鋸屋町・おがやちよう

　　９３３-００７３・富山県高岡市荻布・おぎの

　　９３３-００７４・富山県高岡市荻布新町・おぎのしんまち

　　９３３-００７８・富山県高岡市荻布四つ葉町・おぎのよつはﾞまち

　　９３３-０３３２・富山県高岡市小竹・おだけ

　　９３３-００２９・富山県高岡市御旅屋町・おたやまち

　　９３９-１１１９・富山県高岡市オフィスパーク・おふいすはﾟｰく

　　９３３-０９２６・富山県高岡市御馬出町・おんまだしまち



　　９３３-０９０９・富山県高岡市開発本町・かいほつほんまち

　　９３３-００６６・富山県高岡市春日丘・かすがおか

　　９３３-００２７・富山県高岡市片原中島町・かたはらなかじままち

　　９３３-００２５・富山県高岡市片原横町・かたはらよこまち

　　９３３-００２６・富山県高岡市片原町・かたはらまち

　　９３４-００９６・富山県高岡市金屋・かなや

　　９３３-０９４５・富山県高岡市金屋本町・かなやほんまち

　　９３３-０８４１・富山県高岡市金屋町・かなやまち

　　９３３-０８５６・富山県高岡市鐘紡町・かねほﾞうまち

　　９３９-１２７４・富山県高岡市上麻生・かみあそ

　　９３３-０３３６・富山県高岡市上開発・かみかいほつ

　　９３３-０８３７・富山県高岡市上北島・かみきたじま

　　９３３-０８５３・富山県高岡市上黒田・かみくろだ

　　９３３-０８５３・富山県高岡市上黒田新・かみくろだしん

　　９３３-０８５１・富山県高岡市上関・かみぜき

　　９３３-０８５１・富山県高岡市上関町・かみぜきまち

　　９３３-０９６３・富山県高岡市上八ケ新・かみはつかしん

　　９３３-０８１４・富山県高岡市上伏間江・かみふすまえ

　　９３４-００９８・富山県高岡市上牧野・かみまきの

　　９３３-０９４８・富山県高岡市上四屋・かみよつや

　　９３３-０３４１・富山県高岡市上渡・かみわたり

　　９３３-０９３２・富山県高岡市鴨島町・かもじままち

　　９３３-０９４３・富山県高岡市川原本町・かわらほんまち

　　９３３-０９４２・富山県高岡市川原町・かわらまち

　　９３３-０８７５・富山県高岡市神田新町・かんだしんまち

　　９３３-０８７６・富山県高岡市神主町・かんぬしまち

　　９３３-０８２３・富山県高岡市北蔵新・きたくらしん

　　９３３-０８３８・富山県高岡市北島・きたじま

　　９３３-００５２・富山県高岡市北定塚・きたじようつﾞか

　　９３３-０８５７・富山県高岡市木津・きつﾞ

　　９３３-０９２９・富山県高岡市木舟町・きふねまち

　　９３３-０９０８・富山県高岡市木町・きまち

　　９３３-０８７４・富山県高岡市京田・きようでん

　　９３３-０９１７・富山県高岡市京町・きようまち

　　９３３-００３６・富山県高岡市桐木町・きりのきまち

　　９３３-０９６８・富山県高岡市国吉・くによじ

　　９３３-０９０３・富山県高岡市熊野町・くまのまち

　　９３３-０８３４・富山県高岡市蔵野町・くらのまち

　　９３９-１１２０・富山県高岡市グリーンパーク・ぐりｰんはﾟｰく

　　９３３-０８５４・富山県高岡市黒田新町・くろだしんまち

　　９３３-０９２１・富山県高岡市源平町・げんへﾟいちよう

　　９３９-１２６１・富山県高岡市小泉新・こいずみしん

　　９３３-００６７・富山県高岡市高伏町・こうふくまち

　　９３３-００１８・富山県高岡市高陵町・こうりようまち

　　９３３-００４４・富山県高岡市古城・こじよう

　　９３３-０９０６・富山県高岡市五福町・ごふくまち

　　９３９-１２６３・富山県高岡市御坊山・ごほﾞうやま

　　９３３-０３３８・富山県高岡市駒方・こまがた

　　９３３-０９１４・富山県高岡市小馬出町・こんまだしまち

　　９３３-０１３７・富山県高岡市西田・さいだ

　　９３３-０００８・富山県高岡市材木町・ざいもくちよう

　　９３３-０３０４・富山県高岡市境・さかい

　　９３３-００３８・富山県高岡市坂下町・さかしたまち

　　９３３-０９６１・富山県高岡市佐加野・さがの

　　９３３-０９６２・富山県高岡市佐加野東・さがのひがじ

　　９３３-０３４４・富山県高岡市笹川・ささがわ

　　９３３-０３０７・富山県高岡市笹八口・ささやつくち

　　９３３-０８２６・富山県高岡市佐野・さの

　　９３３-０８２５・富山県高岡市佐野緑町・さのみどりちよう

　　９３９-１２６２・富山県高岡市山下・さんか

　　９３３-０３３４・富山県高岡市三ケ・さんが

　　９３３-０９２２・富山県高岡市三番町・さんはﾞんまち

　　９３３-００１３・富山県高岡市三女子・さんよじ

　　９３３-００６８・富山県高岡市志貴野しらとり台・しきのしらとりだい

　　９３３-０９０７・富山県高岡市地子木町・じしきまち

　　９３３-０９５２・富山県高岡市下窪・したくほﾞ

　　９３３-０３５７・富山県高岡市柴野・しはﾞの

　　９３３-０３２７・富山県高岡市柴野内島・しはﾞのうちじま

　　９３３-０３２９・富山県高岡市柴野内島（柴園町）・(しはﾞぞのちよう)

　　９３３-０１３６・富山県高岡市渋谷・しぶや



　　９３３-０９７６・富山県高岡市島崎・しまさき

　　９３９-１２６３・富山県高岡市島新・しましん

　　９３３-０８６６・富山県高岡市清水町・しみずまち

　　９３９-１２７２・富山県高岡市下麻生・しもあそ

　　９３９-１２７１・富山県高岡市下麻生伸町・しもあそうしんまち

　　９３３-０８５２・富山県高岡市下黒田・しもくろだ

　　９３３-０８２１・富山県高岡市下島町・しもじままち

　　９３３-０８６０・富山県高岡市下関・しもぜき

　　９３３-００２１・富山県高岡市下関町・しもぜきまち

　　９３３-０８１３・富山県高岡市下伏間江・しもふすまえ

　　９３４-００９１・富山県高岡市下牧野・しもまきの

　　９３９-１２６４・富山県高岡市下山田・しもやまだ

　　９３３-０８２２・富山県高岡市十二町島・じゆうにちようじま

　　９３３-０９８３・富山県高岡市守護町・しゆごまち

　　９３３-０９８３・富山県高岡市守護町新・しゆごまちしん

　　９３３-０１２６・富山県高岡市城光寺・じようこうじ

　　９３３-００３７・富山県高岡市定塚・じようつﾞか

　　９３３-００３２・富山県高岡市定塚町・じようつﾞかまち

　　９３３-００４１・富山県高岡市城東・じようとう

　　９３３-００５３・富山県高岡市城北町・じようほくまち

　　９３３-０９４６・富山県高岡市昭和町・しようわまち

　　９３３-０９２５・富山県高岡市白銀町・しろがねちよう

　　９３３-００２２・富山県高岡市白金町・しろがねまち

　　９３３-０３１６・富山県高岡市新栄町・しんさかえまち

　　９３３-０９０４・富山県高岡市新成町・しんせいまち

　　９３３-０８６２・富山県高岡市新寺町・しんてらまち

　　９３３-００７５・富山県高岡市新能町・しんのうまち

　　９３３-００３５・富山県高岡市新横町・しんよこまち

　　９３３-００２３・富山県高岡市末広町・すえひろまち

　　９３３-０９７８・富山県高岡市頭川・ずかわ

　　９３３-０９８５・富山県高岡市須田・すだ

　　９３３-０８６９・富山県高岡市関大町・せきおおまち

　　９３３-０８６３・富山県高岡市関本町・せきほんまち

　　９３３-０８６４・富山県高岡市関町・せきまち

　　９３３-０９１５・富山県高岡市千木屋町・せんぎやちよう

　　９３３-０８４７・富山県高岡市千石町・せんごくまち

　　９３３-０８６８・富山県高岡市大工中町・だいくなかまち

　　９３３-０３１１・富山県高岡市大源寺・だいげんじ

　　９３３-０３１２・富山県高岡市大源寺（大源寺新町）・(だいげんじしんまち)

　　９３９-１１３１・富山県高岡市醍醐・だいご

　　９３３-００２８・富山県高岡市大福院・だいふくいん

　　９３３-００３４・富山県高岡市大仏町・だいぶつまち

　　９３３-０８０８・富山県高岡市高園町・たかぞのまち

　　９３３-０９６５・富山県高岡市高辻・たかつじ

　　９３３-０１２４・富山県高岡市高美町・たかみちよう

　　９３３-０３４３・富山県高岡市宝来町・たからぎちよう

　　９３３-００６４・富山県高岡市宝町・たからまち

　　９３９-１２５５・富山県高岡市滝・たき

　　９３９-１２５４・富山県高岡市滝新・たきしん

　　９３３-０３２５・富山県高岡市立野・たての

　　９３３-０３２４・富山県高岡市立野（高池町）・たての(たかいけちよう)

　　９３３-０３２６・富山県高岡市立野美鳥町・たてのみどりちよう

　　９３３-０９６７・富山県高岡市手洗野・たらいの

　　９３３-０３３７・富山県高岡市千鳥丘町・ちどりがおかまち

　　９３３-００３０・富山県高岡市中央町・ちゆうおうまち

　　９３３-０９５１・富山県高岡市長慶寺・ちようけいじ

　　９３３-０９６６・富山県高岡市月野谷・つきのや

　　９３３-０８３５・富山県高岡市辻・つじ

　　９３９-１２５１・富山県高岡市常国・つねくに

　　９３９-１２５２・富山県高岡市常国みどり台・つねくにみどりだい

　　９３３-０００７・富山県高岡市角・つの

　　９３３-０００６・富山県高岡市角三島・つのみしま

　　９３３-００６３・富山県高岡市鶴寄町・つるよせまち

　　９３３-０８０３・富山県高岡市出来田・できでん

　　９３３-０８０９・富山県高岡市出来田新町・できでんしんまち

　　９３３-０８６１・富山県高岡市寺町・てらまち

　　９３９-１１２１・富山県高岡市戸出葵町・といであおいちよう

　　９３９-１１２１・富山県高岡市戸出青園町・といであおぞのちよう

　　９３９-１１０２・富山県高岡市戸出曙町・といであけほﾞのちよう

　　９３９-１１０３・富山県高岡市戸出池田町・といでいけだまち



　　９３９-１１０５・富山県高岡市戸出伊勢領・といでいせりよう

　　９３９-１１０１・富山県高岡市戸出市野瀬・といでいちのせ

　　９３９-１１０２・富山県高岡市戸出狼・といでおおかみ

　　９３９-１１１７・富山県高岡市戸出大清水・といでおおしみず

　　９３９-１１２５・富山県高岡市戸出岡御所・といでおかごしよ

　　９３９-１１１２・富山県高岡市戸出春日・といでかすが

　　９３９-１１２１・富山県高岡市戸出光明寺・といでこうみようじ

　　９３９-１１１３・富山県高岡市戸出石代・といでこくだい

　　９３９-１１１８・富山県高岡市戸出栄町・といでさかえまち

　　９３９-１１３２・富山県高岡市戸出竹・といでたけ

　　９３９-１１３５・富山県高岡市戸出竹北・といでたけきた

　　９３９-１１１１・富山県高岡市戸出徳市・といでとくいち

　　９３９-１１１４・富山県高岡市戸出西部金屋・といでにしぶかなや

　　９３９-１１３６・富山県高岡市戸出延島・といでのべじま

　　９３９-１１２２・富山県高岡市戸出古戸出・といでふるといで

　　９３９-１１３３・富山県高岡市戸出放寺・といでほうじ

　　９３９-１１３４・富山県高岡市戸出放寺新・といでほうじしん

　　９３９-１１２３・富山県高岡市戸出行兼・といでゆきかね

　　９３９-１１１６・富山県高岡市戸出吉住・といでよしずみ

　　９３９-１１１５・富山県高岡市戸出吉住新・といでよしずみしん

　　９３９-１１２４・富山県高岡市戸出六十歩・といでろくじゆうぶ

　　９３９-１１０４・富山県高岡市戸出町・といでまち

　　９３３-０３５２・富山県高岡市十日市・とうかいち

　　９３３-０９６４・富山県高岡市答野島・とうのしま

　　９３３-０９７５・富山県高岡市答野出・とうので

　　９３３-０９３７・富山県高岡市通町・とおりまち

　　９３３-０９２７・富山県高岡市利屋町・とぎやまち

　　９３３-０００１・富山県高岡市富岡町・とみおかまち

　　９３３-０８０４・富山県高岡市問屋町・とんやまち

　　９３３-０９４１・富山県高岡市内免・ないめん

　　９３３-０９５９・富山県高岡市長江・ながえ

　　９３３-００５６・富山県高岡市中川・なかがわ

　　９３３-００４３・富山県高岡市中川上町・なかがわかみまち

　　９３３-００４２・富山県高岡市中川栄町・なかがわさかえまち

　　９３３-００５５・富山県高岡市中川園町・なかがわそのまち

　　９３３-００４６・富山県高岡市中川本町・なかがわほんまち

　　９３３-００３１・富山県高岡市中川町・なかがわまち

　　９３３-０９４４・富山県高岡市中島町・なかじままち

　　９３４-００９２・富山県高岡市中曽根・なかそね

　　９３９-１２７５・富山県高岡市中田・なかだ

　　９３３-０３３１・富山県高岡市中保・なかほ

　　９３３-０９８６・富山県高岡市西海老坂・にしえびさか

　　９３３-０３１５・富山県高岡市西園町・にしぞのちよう

　　９３３-０３２３・富山県高岡市西高町・にしたかちよう

　　９３３-０８２４・富山県高岡市西藤平蔵・にしとうへいぞう

　　９３３-０８１５・富山県高岡市西広上・にしひろかみ

　　９３３-０３０２・富山県高岡市西広谷・にしひろたに

　　９３３-０８４８・富山県高岡市西町・にしまち

　　９３３-０９３１・富山県高岡市二番町・にはﾞんまち

　　９３３-０００３・富山県高岡市能町・のうまち

　　９３３-００７７・富山県高岡市能町駅南・のうまちえきなん

　　９３３-０００４・富山県高岡市能町東・のうまちひがじ

　　９３３-０００５・富山県高岡市能町南・のうまちみなみ

　　９３３-０３０１・富山県高岡市勝木原・のでわら

　　９３３-００１４・富山県高岡市野村・のむら

　　９３３-０９５８・富山県高岡市波岡・はおか

　　９３３-０９３５・富山県高岡市博労本町・はﾞくろうほんまち

　　９３３-０９３４・富山県高岡市博労町・はﾞくろうまち

　　９３３-０８６５・富山県高岡市蓮美町・はすみまち

　　９３３-０９３６・富山県高岡市旅篭町・はたごまち

　　９３３-０３１７・富山県高岡市蜂ケ島・はちがしま

　　９３３-０９８２・富山県高岡市八ケ・はつか

　　９３３-０８７９・富山県高岡市八丁道・はつちようみち

　　９３３-０８４４・富山県高岡市羽広・はびろ

　　９３３-０９５７・富山県高岡市早川・はやかわ

　　９３３-０８１８・富山県高岡市林新・はやししん

　　９３３-０３４２・富山県高岡市東石堤・ひがしいしつﾞつみ

　　９３３-０９８７・富山県高岡市東海老坂・ひがしえびさか

　　９３３-０８７８・富山県高岡市東上関・ひがしかみぜき

　　９３３-００３３・富山県高岡市東下関・ひがししもぜき



　　９３３-０８１７・富山県高岡市東藤平蔵・ひがしとうへいぞう

　　９３３-００４７・富山県高岡市東中川町・ひがしなかがわまち

　　９３３-００５１・富山県高岡市東野・ひがしの

　　９３９-１２６５・富山県高岡市東保新・ひがしほﾞしん

　　９３３-０３２２・富山県高岡市樋詰・ひつﾞめ

　　９３４-００９３・富山県高岡市姫野・ひめの

　　９３３-０９１９・富山県高岡市平米町・ひらまいちよう

　　９３３-００５７・富山県高岡市広小路・ひろこうじ

　　９３３-０８１１・富山県高岡市深沢・ふかさわ

　　９３３-０３１４・富山県高岡市福栄町・ふくえいちよう

　　９３９-０１０１・富山県高岡市福岡町赤丸・ふくおかまちあかまる

　　９３９-０１３１・富山県高岡市福岡町荒屋敷・ふくおかまちあらやしき

　　９３９-０１１２・富山県高岡市福岡町荒屋敷（表元町）・(おもてもとまち)

　　９３９-０１１２・富山県高岡市福岡町荒屋敷（中央通り）・(ちゆうおうどおり)

　　９３９-０１２２・富山県高岡市福岡町一歩二歩・ふくおかまちいちぶにぶ

　　９３９-０１４５・富山県高岡市福岡町上野・ふくおかまちうわの

　　９３９-０１２８・富山県高岡市福岡町江尻・ふくおかまちえじり

　　９３９-０１３２・富山県高岡市福岡町大滝・ふくおかまちおおたき

　　９３９-０１１２・富山県高岡市福岡町大滝（表元町）・(おもてもとまち)

　　９３９-０１３２・富山県高岡市福岡町大滝（木舟新）・(きぶねしん)

　　９３９-０１１９・富山県高岡市福岡町大滝（橋上町）・(はしがみちよう)

　　９３９-０１１８・富山県高岡市福岡町大野・ふくおかまちおおの

　　９３９-０１１７・富山県高岡市福岡町大野（桜木町）・(さくらぎちよう)

　　９３９-０１１７・富山県高岡市福岡町大野（早稲田町）・(わせだまち)

　　９３９-０１３３・富山県高岡市福岡町開ほつ・ふくおかまちかいほつ

　　９３９-０１２７・富山県高岡市福岡町上蓑・ふくおかまちかみみの

　　９３９-０１１３・富山県高岡市福岡町上蓑（末広町）・(すえひろちよう)

　　９３９-０１４４・富山県高岡市福岡町上向田・ふくおかまちかみむくた

　　９３９-０１０４・富山県高岡市福岡町加茂・ふくおかまちかも

　　９３９-０１３４・富山県高岡市福岡町木舟・ふくおかまちきぶね

　　９３９-０１５２・富山県高岡市福岡町五位・ふくおかまちごい

　　９３９-０１２４・富山県高岡市福岡町小伊勢領・ふくおかまちこいせりよう

　　９３９-０１５６・富山県高岡市福岡町小野・ふくおかまちこの

　　９３９-０１５５・富山県高岡市福岡町西明寺・ふくおかまちさいみようじ

　　９３９-０１２１・富山県高岡市福岡町下老子・ふくおかまちしもおいご

　　９３９-０１１６・富山県高岡市福岡町下蓑・ふくおかまちしもみの

　　９３９-０１１５・富山県高岡市福岡町下蓑（新栄町）・(しんさかえまち)

　　９３９-０１１３・富山県高岡市福岡町下蓑（末広町）・(すえひろちよう)

　　９３９-０１１３・富山県高岡市福岡町下蓑（中島町）・(なかじままち)

　　９３９-０１１３・富山県高岡市福岡町下蓑（元町）・(もとまち)

　　９３９-０１１５・富山県高岡市福岡町下蓑新・ふくおかまちしもみのしん

　　９３９-０１１２・富山県高岡市福岡町下蓑新（表元町）・(おもてもとまち)

　　９３９-０１１５・富山県高岡市福岡町下蓑新（新栄町）・(しんさかえまち)

　　９３９-０１１３・富山県高岡市福岡町下蓑新（末広町）・(すえひろちよう)

　　９３９-０１４３・富山県高岡市福岡町下向田・ふくおかまちしもむくた

　　９３９-０１５１・富山県高岡市福岡町沢川・ふくおかまちそうごう

　　９３９-０１４２・富山県高岡市福岡町土屋・ふくおかまちつちや

　　９３９-０１５４・富山県高岡市福岡町栃丘・ふくおかまちとちおか

　　９３９-０１４１・富山県高岡市福岡町鳥倉・ふくおかまちとりくら

　　９３９-０１０３・富山県高岡市福岡町西・ふくおかまちにじ

　　９３９-０１２３・富山県高岡市福岡町西川原島・ふくおかまちにしかわらじま

　　９３９-０１５３・富山県高岡市福岡町花尾・ふくおかまちはなお

　　９３９-０１０５・富山県高岡市福岡町馬場・ふくおかまちはﾞんはﾞ

　　９３９-０１１１・富山県高岡市福岡町福岡・ふくおかまちふくおか

　　９３９-０１１１・富山県高岡市福岡町福岡（旭町）・(あさひまち)

　　９３９-０１１１・富山県高岡市福岡町福岡（大蔵町）・おか(おおくらちよう)

　　９３９-０１１２・富山県高岡市福岡町福岡（表元町）・(おもてもとまち)

　　９３９-０１１１・富山県高岡市福岡町福岡（清水町）・(しみずちよう)

　　９３９-０１１３・富山県高岡市福岡町福岡（中島町）・ふくおか(なかじままち)

　　９３９-０１１１・富山県高岡市福岡町福岡（中町）・ふくおか(なかまち)

　　９３９-０１１９・富山県高岡市福岡町福岡（西町）・ふくおかまちふくおか(にしちよう)

　　９３９-０１１９・富山県高岡市福岡町福岡（堀川町）・ふくおか(ほりかわちよう)

　　９３９-０１１７・富山県高岡市福岡町福岡新・ふくおかまちふくおかしん

　　９３９-０１１１・富山県高岡市福岡町福岡新（旭町）・(あさひまち)

　　９３９-０１１１・富山県高岡市福岡町福岡新（大蔵町）・(おおくらちよう)

　　９３９-０１１７・富山県高岡市福岡町福岡新（桜木町）・(さくらぎちよう)

　　９３９-０１１１・富山県高岡市福岡町福岡新（清水町）・(しみずちよう)

　　９３９-０１１５・富山県高岡市福岡町福岡新（新栄町）・(しんさかえまち)

　　９３９-０１１２・富山県高岡市福岡町福岡新（中央通り）・(ちゆうおうどおり)

　　９３９-０１１９・富山県高岡市福岡町福岡新（西町）・(にしちよう)



　　９３９-０１１７・富山県高岡市福岡町福岡新（西干場）・(にしほしはﾞ)

　　９３９-０１１９・富山県高岡市福岡町福岡新（橋上町）・(はしがみちよう)

　　９３９-０１１９・富山県高岡市福岡町福岡新（堀川町）・(ほりかわちよう)

　　９３９-０１１７・富山県高岡市福岡町福岡新（早稲田町）・(わせだまち)

　　９３９-０１３５・富山県高岡市福岡町本領・ふくおかまちほんりよう

　　９３９-０１０６・富山県高岡市福岡町舞谷・ふくおかまちまいのや

　　９３９-０１０２・富山県高岡市福岡町三日市・ふくおかまちみつかいち

　　９３９-０１２６・富山県高岡市福岡町蓑島・ふくおかまちみのじま

　　９３９-０１２５・富山県高岡市福岡町矢部・ふくおかまちやべ

　　９３３-０８２９・富山県高岡市福田・ふくた

　　９３３-０３１３・富山県高岡市福田六家・ふくたろつけ

　　９３３-０９１０・富山県高岡市袋町・ふくろちよう

　　９３３-０１１３・富山県高岡市伏木・ふしき

　　９３３-０１０２・富山県高岡市伏木磯町・ふしきいそまち

　　９３３-０１１６・富山県高岡市伏木一宮・ふしきいちのみや

　　９３３-０１０１・富山県高岡市伏木国分・ふしきこくぶ

　　９３３-０１１４・富山県高岡市伏木古府・ふしきこふ

　　９３３-０１１５・富山県高岡市伏木古府元町・ふしきこふもとまち

　　９３３-０１０３・富山県高岡市伏木中央町・ふしきちゆうおうまち

　　９３３-０１０５・富山県高岡市伏木錦町・ふしきにしきまち

　　９３３-０１１１・富山県高岡市伏木東一宮・ふしきひがしいちのみや

　　９３３-０１１２・富山県高岡市伏木古国府・ふしきふるこくふ

　　９３３-０１０６・富山県高岡市伏木本町・ふしきほんまち

　　９３３-０１０４・富山県高岡市伏木湊町・ふしきみなとまち

　　９３３-０１２３・富山県高岡市伏木矢田・ふしきやた

　　９３３-０１２２・富山県高岡市伏木矢田上町・ふしきやたかみまち

　　９３３-０１２１・富山県高岡市伏木矢田新町・ふしきやたしんまち

　　９３３-０１２５・富山県高岡市伏木矢田（万葉台）・ふしきやた(まんようだい)

　　９３３-０９８１・富山県高岡市二上・ふたがみ

　　９３３-０９８１・富山県高岡市二上新・ふたがみしん

　　９３３-０９８１・富山県高岡市二上町・ふたがみまち

　　９３３-０８１６・富山県高岡市二塚・ふたつﾞか

　　９３３-００５４・富山県高岡市古定塚・ふるじようつﾞか

　　９３３-０９３８・富山県高岡市風呂屋町・ふろやちよう

　　９３３-０３４５・富山県高岡市平成町・へいせいちよう

　　９３４-００９３・富山県高岡市放生津・ほうじようつﾞ

　　９３３-０９７７・富山県高岡市細池・ほそいけ

　　９３４-００９４・富山県高岡市堀岡又新・ほりおかまたしん

　　９３３-０９２４・富山県高岡市堀上町・ほりかみちよう

　　９３３-０９４７・富山県高岡市本郷・ほんごう

　　９３３-０３３３・富山県高岡市本保・ほんほﾞ

　　９３３-０９１３・富山県高岡市本町・ほんまち

　　９３３-００４５・富山県高岡市本丸町・ほんまるまち

　　９３３-００１７・富山県高岡市前田町・まえだちよう

　　９３４-００９７・富山県高岡市牧野金屋・まきのかなや

　　９３３-０８４５・富山県高岡市松原町・まつはﾞらちよう

　　９３３-０９１２・富山県高岡市丸の内・まるのうち

　　９３３-０９５５・富山県高岡市瑞穂町・みずほまち

　　９３３-０９３３・富山県高岡市南幸町・みなみさいわいまち

　　９３３-０８７３・富山県高岡市南田町・みなみだまち

　　９３３-００１２・富山県高岡市美原町・みはらまち

　　９３３-０９５６・富山県高岡市宮田町・みやたまち

　　９３３-００２４・富山県高岡市宮脇町・みやわきちよう

　　９３３-０９５４・富山県高岡市美幸町・みゆきまち

　　９３３-０３５４・富山県高岡市六日市・むいかいち

　　９３３-０９０１・富山県高岡市向野本町・むかいのほんまち

　　９３３-０９０２・富山県高岡市向野町・むかいのまち

　　９３３-０８１２・富山県高岡市明和町・めいわまち

　　９３３-０９８４・富山県高岡市守山・もりやま

　　９３３-０９２８・富山県高岡市守山町・もりやままち

　　９３３-０３５６・富山県高岡市谷内・やち

　　９３３-０３０８・富山県高岡市八口・やつくち

　　９３３-０３０３・富山県高岡市山川・やまかわ

　　９３３-０９５３・富山県高岡市横田・よこた

　　９３３-０８４９・富山県高岡市横田本町・よこたほんまち

　　９３３-０８４２・富山県高岡市横田町・よこたまち

　　９３３-０８７２・富山県高岡市芳野・よしの

　　９３３-０００２・富山県高岡市吉久・よしひさ

　　９３３-０３５１・富山県高岡市四日市・よつかいち

　　９３３-０９４９・富山県高岡市四屋・よつや



　　９３３-００７６・富山県高岡市米島・よねじま

　　９３３-０８０２・富山県高岡市蓮花寺・れんげじ

　　９３３-０８０１・富山県高岡市蓮花寺新町・れんげじしんまち

　　９３３-０３２１・富山県高岡市六家・ろつけ

　　９３９-１２５３・富山県高岡市若杉・わかすぎ

　　９３３-０８３１・富山県高岡市若富町・わかとみちよう

　　９３４-００９９・富山県高岡市若葉町・わかはﾞちよう

　　９３３-０３３１・富山県高岡市若保町・わかほちよう

　　９３３-００７１・富山県高岡市鷲北新・わしきたしん

　　９３３-０８３２・富山県高岡市和田・わだ

　　９３３-０８２８・富山県高岡市和田上町・わだかみちよう

　　９３３-０８３９・富山県高岡市和田西町・わだにしちよう

　　９３７-００００・富山県魚津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３７-００４５・富山県魚津市相木・あいのき

　　９３７-００４７・富山県魚津市相木新・あいのきしん

　　９３７-００６３・富山県魚津市青島・あおじま

　　９３７-００１４・富山県魚津市青柳・あおやなぎ

　　９３７-００３６・富山県魚津市山女・あけび

　　９３７-０８４７・富山県魚津市浅生・あそう

　　９３７-０８４６・富山県魚津市有山・ありやま

　　９３７-０８２８・富山県魚津市池谷・いけだに

　　９３７-０８１４・富山県魚津市石垣・いしがき

　　９３７-０８１３・富山県魚津市石垣新・いしがきしん

　　９３７-０８２１・富山県魚津市出・いで

　　９３７-０８１２・富山県魚津市印田・いんでん

　　９３７-０８４３・富山県魚津市上野・うわの

　　９３７-００５１・富山県魚津市駅前新町・えきまえしんまち

　　９３７-００１７・富山県魚津市江口・えぐち

　　９３７-０８３５・富山県魚津市大熊・おおくま

　　９３７-００２６・富山県魚津市大沢・おおさわ

　　９３７-００３９・富山県魚津市大菅沼・おおすがぬま

　　９３７-０００４・富山県魚津市岡経田・おかきようでん

　　９３７-００２２・富山県魚津市小川寺・おがわじ

　　９３７-００３２・富山県魚津市貝田新・かいだしん

　　９３７-０８３４・富山県魚津市鹿熊・かくま

　　９３７-００５４・富山県魚津市金浦町・かなうらまち

　　９３７-０８３２・富山県魚津市金山谷・かなやまだに

　　９３７-０８６５・富山県魚津市上口・かみぐち

　　９３７-００４６・富山県魚津市上村木・かみむらき

　　９３７-０８６１・富山県魚津市鴨川町・かもがわまち

　　９３７-０８５５・富山県魚津市川原・かわはら

　　９３７-０８５６・富山県魚津市川縁・かわべり

　　９３７-０８３１・富山県魚津市観音堂・かんのんどう

　　９３７-００６６・富山県魚津市北鬼江・きたおにえ

　　９３７-００６５・富山県魚津市北中・きたなか

　　９３７-０８２６・富山県魚津市北山・きたやま

　　９３７-００４１・富山県魚津市吉島・きちじま

　　９３７-００１１・富山県魚津市木下新・きのしたしん

　　９３７-０００７・富山県魚津市経田中町・きようでんなかまち

　　９３７-０００６・富山県魚津市経田西町・きようでんにしまち

　　９３７-００２５・富山県魚津市黒沢・くろさわ

　　９３７-００３５・富山県魚津市黒谷・くろだに

　　９３７-０８５２・富山県魚津市慶野・けいの

　　９３７-０８３３・富山県魚津市小菅沼・こすがぬま

　　９３７-０００９・富山県魚津市寿町・ことぶきまち

　　９３７-０８４１・富山県魚津市佐伯・さえき

　　９３７-０８５７・富山県魚津市三ケ・さんが

　　９３７-０８１１・富山県魚津市三田・さんだ

　　９３７-０００３・富山県魚津市持光寺・じこうじ

　　９３７-００３３・富山県魚津市島尻・しまじり

　　９３７-０８４４・富山県魚津市下椿・しもつはﾞき

　　９３７-０８０２・富山県魚津市下村木町・しもむらきまち

　　９３７-００６７・富山県魚津市釈迦堂・しやかどう

　　９３７-０８６４・富山県魚津市新角川・しんかどがわ

　　９３７-０８０１・富山県魚津市新金屋・しんかなや

　　９３７-００１０・富山県魚津市新経田・しんきようでん

　　９３７-０８６３・富山県魚津市新宿・しんじゆく

　　９３７-０８６７・富山県魚津市真成寺町・しんじようじまち

　　９３７-００５９・富山県魚津市末広町・すえひろちよう

　　９３７-０８５１・富山県魚津市住吉・すみよじ



　　９３７-００５６・富山県魚津市諏訪町・すわまち

　　９３７-０８１５・富山県魚津市大海寺新・だいかいじしん

　　９３７-０８１６・富山県魚津市大海寺野・だいかいじの

　　９３７-０８０７・富山県魚津市大光寺・だいこうじ

　　９３７-００６４・富山県魚津市高畠・たかはﾞたけ

　　９３７-００１６・富山県魚津市立石・たていじ

　　９３７-００５５・富山県魚津市中央通り・ちゆうおうどおり

　　９３７-０８２７・富山県魚津市坪野・つほﾞの

　　９３７-００１３・富山県魚津市天神野新・てんじんのしん

　　９３７-０００５・富山県魚津市天王・てんのう

　　９３７-００３１・富山県魚津市道坂・どうざか

　　９３７-００３４・富山県魚津市東城・とうじよう

　　９３７-００３７・富山県魚津市東蔵・とうぞう

　　９３７-０８０６・富山県魚津市友道・ともみち

　　９３７-０８３７・富山県魚津市虎谷・とらだに

　　９３７-００２３・富山県魚津市長引野・ながびきの

　　９３７-０８０４・富山県魚津市並木町・なみきちよう

　　９３７-００１８・富山県魚津市西尾崎・にしおさき

　　９３７-０８３６・富山県魚津市鉢・はち

　　９３７-０００１・富山県魚津市浜経田・はまきようでん

　　９３７-０８２５・富山県魚津市稗畠・ひえはﾞたけ

　　９３７-００２８・富山県魚津市日尾・ひお

　　９３７-００１２・富山県魚津市東尾崎・ひがしおざき

　　９３７-０００８・富山県魚津市東町・ひがしまち

　　９３７-００１５・富山県魚津市東山・ひがしやま

　　９３７-００５８・富山県魚津市火の宮町・ひのみやまち

　　９３７-００３８・富山県魚津市平沢・ひらさわ

　　９３７-００４３・富山県魚津市袋・ふくろ

　　９３７-００２４・富山県魚津市布施爪・ふせつﾞめ

　　９３７-０８６８・富山県魚津市双葉町・ふたはﾞちよう

　　９３７-００６１・富山県魚津市仏田・ぶつでん

　　９３７-００６２・富山県魚津市仏又・ぶつまた

　　９３７-０８６２・富山県魚津市文化町・ぶんかまち

　　９３７-０００２・富山県魚津市平伝寺・へいでんじ

　　９３７-００２１・富山県魚津市蛇田・へびた

　　９３７-０８０５・富山県魚津市本江・ほんごう

　　９３７-０８０３・富山県魚津市本江新町・ほんごうしんまち

　　９３７-０８６６・富山県魚津市本町・ほんまち

　　９３７-０８４５・富山県魚津市舛方・ますかた

　　９３７-０８２２・富山県魚津市舛田・ますだ

　　９３７-００２７・富山県魚津市御影・みかげ

　　９３７-００５２・富山県魚津市緑町・みどりちよう

　　９３７-００５７・富山県魚津市港町・みなとまち

　　９３７-０８５３・富山県魚津市宮津・みやつﾞ

　　９３７-００５３・富山県魚津市村木町・むらきまち

　　９３７-０８２４・富山県魚津市室田・むろだ

　　９３７-００６８・富山県魚津市本新・もとしん

　　９３７-００６８・富山県魚津市本新町・もとしんまち

　　９３７-０８５４・富山県魚津市弥源寺・やげんじ

　　９３７-０８２３・富山県魚津市湯上・ゆのえ

　　９３７-００４４・富山県魚津市横枕・よこまくら

　　９３７-０８４２・富山県魚津市吉野・よしの

　　９３７-００４２・富山県魚津市六郎丸・ろくろうまる

　　９３５-００００・富山県氷見市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３５-０００２・富山県氷見市阿尾・あお

　　９３５-０２７４・富山県氷見市赤毛・あかげ

　　９３５-００２３・富山県氷見市朝日丘・あさひがおか

　　９３５-００２２・富山県氷見市朝日本町・あさひほんまち

　　９３５-０３４３・富山県氷見市味川・あじかわ

　　９３５-００５４・富山県氷見市粟原・あわら

　　９３５-０４２６・富山県氷見市五十谷・いかだに

　　９３５-０１１２・富山県氷見市飯久保・いくほﾞ

　　９３５-００６５・富山県氷見市泉・いずみ

　　９３５-００１５・富山県氷見市伊勢大町・いせおおまち

　　９３５-０３３８・富山県氷見市磯辺・いそべ

　　９３５-０２７８・富山県氷見市一の島・いちのしま

　　９３５-０００６・富山県氷見市稲積・いなつﾞみ

　　９３５-０２７２・富山県氷見市岩瀬・いわがせ

　　９３５-０４２２・富山県氷見市宇波・うなみ

　　９３５-００５６・富山県氷見市上田・うわだ



　　９３５-０２７１・富山県氷見市老谷・おいだに

　　９３５-０１０３・富山県氷見市大浦・おおうら

　　９３５-０１０１・富山県氷見市大浦新町・おおうらしんまち

　　９３５-０４１６・富山県氷見市大窪・おおくほﾞ

　　９３５-０４１２・富山県氷見市大境・おおざかい

　　９３５-００２６・富山県氷見市大野・おおの

　　９３５-００２７・富山県氷見市大野新・おおのしん

　　９３５-０２５７・富山県氷見市小窪・おくほﾞ

　　９３５-０２６３・富山県氷見市小久米・おぐめ

　　９３５-０３３７・富山県氷見市小滝・おたき

　　９３５-００３４・富山県氷見市小竹・おだけ

　　９３５-００４５・富山県氷見市海津・かいつﾞ

　　９３５-００６７・富山県氷見市柿谷・かきなや

　　９３５-０３３１・富山県氷見市角間・かくま

　　９３５-０３４６・富山県氷見市懸札・かけふだ

　　９３５-００６３・富山県氷見市加納・かのう

　　９３５-００３７・富山県氷見市上泉・かみいずみ

　　９３５-００４７・富山県氷見市上久津呂・かみくつﾞろ

　　９３５-００３５・富山県氷見市上田子・かみたこ

　　９３５-０３４４・富山県氷見市上余川・かみよかわ

　　９３５-００４３・富山県氷見市川崎・かわさき

　　９３５-００４４・富山県氷見市川尻・かわしり

　　９３５-０１０５・富山県氷見市蒲田・かわた

　　９３５-０００４・富山県氷見市北大町・きたおおまち

　　９３５-０００１・富山県氷見市北八代・きたやしろ

　　９３５-０２６８・富山県氷見市葛葉・くずはﾞ

　　９３５-０３３６・富山県氷見市国見・くにみ

　　９３５-００２４・富山県氷見市窪・くほﾞ

　　９３５-０２５１・富山県氷見市熊無・くまなじ

　　９３５-０２６５・富山県氷見市久目・くめ

　　９３５-００２５・富山県氷見市鞍川・くらかわ

　　９３５-０１１５・富山県氷見市鞍骨・くらほﾞね

　　９３５-０３３５・富山県氷見市胡桃・くるみ

　　９３５-０２７３・富山県氷見市桑院・くわのいん

　　９３５-００４２・富山県氷見市湖光・こうこう

　　９３５-０１０６・富山県氷見市神代・こうじろ

　　９３５-０４１３・富山県氷見市小境・こざかい

　　９３５-０４２４・富山県氷見市小杉・こすぎ

　　９３５-００２１・富山県氷見市幸町・さいわいちよう

　　９３５-０００５・富山県氷見市栄町・さかえまち

　　９３５-００５２・富山県氷見市坂津・さかつ

　　９３５-０００７・富山県氷見市指崎・さつさき

　　９３５-００１４・富山県氷見市地蔵町・じぞうまち

　　９３５-００６６・富山県氷見市七分一・しちぶいち

　　９３５-００３２・富山県氷見市島尾・しまお

　　９３５-００４６・富山県氷見市下久津呂・しもくつﾞろ

　　９３５-００３６・富山県氷見市下田子・しもたこ

　　９３５-００５１・富山県氷見市十二町・じゆうにちよう

　　９３５-０４１４・富山県氷見市白川・しらがわ

　　９３５-０２５４・富山県氷見市新保・しんほﾞ

　　９３５-０４１１・富山県氷見市姿・すがた

　　９３５-００６２・富山県氷見市諏訪野・すわの

　　９３５-０１１３・富山県氷見市惣領・そうりよう

　　９３５-００４１・富山県氷見市園・その

　　９３５-０４０６・富山県氷見市平・だいら

　　９３５-０２５６・富山県氷見市田江・たえ

　　９３５-０２７７・富山県氷見市棚懸・たながけ

　　９３５-０２５３・富山県氷見市谷屋・たにや

　　９３５-００１１・富山県氷見市中央町・ちゆうおうまち

　　９３５-０２７５・富山県氷見市土倉・つちくら

　　９３５-０２７６・富山県氷見市坪池・つほﾞいけ

　　９３５-０３４５・富山県氷見市寺尾・てらお

　　９３５-０２６９・富山県氷見市床鍋・とこなべ

　　９３５-０４１５・富山県氷見市戸津宮・とつみや

　　９３５-０４２３・富山県氷見市泊・とまり

　　９３５-００６４・富山県氷見市中尾・なかお

　　９３５-０４１７・富山県氷見市長坂・ながさか

　　９３５-０１０２・富山県氷見市中島・なかじま

　　９３５-０４０３・富山県氷見市中田・なかた

　　９３５-０４０２・富山県氷見市中波・なかなみ



　　９３５-０２５２・富山県氷見市中村・なかむら

　　９３５-００５５・富山県氷見市中谷内・なかやち

　　９３５-００５７・富山県氷見市西朴木・にしほおのき

　　９３５-０２５５・富山県氷見市早借・はやかじ

　　９３５-０３３４・富山県氷見市針木・はりのき

　　９３５-０２６４・富山県氷見市日詰・ひつﾞめ

　　９３５-０３４１・富山県氷見市一刎・ひとはね

　　９３５-０２６２・富山県氷見市日名田・ひなた

　　９３５-００１２・富山県氷見市比美町・ひみまち

　　９３５-０４０４・富山県氷見市平沢・ひらさわ

　　９３５-０１１７・富山県氷見市深原・ふかはら

　　９３５-０１１１・富山県氷見市布施・ふせ

　　９３５-０１１４・富山県氷見市仏生寺・ぶつしようじ

　　９３５-０２６６・富山県氷見市触坂・ふれざか

　　９３５-０１１５・富山県氷見市鉾根・ほこね

　　９３５-０１０４・富山県氷見市堀田・ほりた

　　９３５-００１６・富山県氷見市本町・ほんまち

　　９３５-０００３・富山県氷見市間島・ましま

　　９３５-００１７・富山県氷見市丸の内・まるのうち

　　９３５-０２６７・富山県氷見市見内・みうち

　　９３５-０２６１・富山県氷見市三尾・みお

　　９３５-０１１６・富山県氷見市三田窪・みたくほﾞ

　　９３５-００１３・富山県氷見市南大町・みなみおおまち

　　９３５-００３３・富山県氷見市宮田・みやだ

　　９３５-００５３・富山県氷見市万尾・もお

　　９３５-０３３２・富山県氷見市森寺・もりでら

　　９３５-０１１６・富山県氷見市矢田部・やたべ

　　９３５-００３１・富山県氷見市柳田・やないだ

　　９３５-０１０７・富山県氷見市矢方・やのほう

　　９３５-０４２５・富山県氷見市薮田・やぶた

　　９３５-００６１・富山県氷見市余川・よかわ

　　９３５-０４０５・富山県氷見市吉岡・よしおか

　　９３５-０３４２・富山県氷見市吉懸・よしがけ

　　９３５-０３３３・富山県氷見市吉滝・よしたき

　　９３５-０２５８・富山県氷見市論田・ろんでん

　　９３５-０４０１・富山県氷見市脇・わき

　　９３５-０４２１・富山県氷見市脇方・わきがた

　　９３６-００００・富山県滑川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３６-０８４３・富山県滑川市赤浜・あかはま

　　９３６-０８４２・富山県滑川市赤浜栄町・あかはまさかえまち

　　９３６-００３３・富山県滑川市吾妻町・あつﾞまちよう

　　９３６-００３４・富山県滑川市吾妻町（雇用促進住宅）・(こようそくしんじゆうたく)

　　９３６-０００６・富山県滑川市荒俣・あらまた

　　９３６-０００７・富山県滑川市荒俣新町・あらまたしんまち

　　９３６-００４２・富山県滑川市荒町・あらまち

　　９３６-０８５５・富山県滑川市有金・ありかね

　　９３６-００５５・富山県滑川市泉ケ丘・いずみがおか

　　９３６-０８７７・富山県滑川市稲泉・いないずみ

　　９３６-０８７６・富山県滑川市稲泉新・いないずみしん

　　９３６-００３１・富山県滑川市今町・いままち

　　９３６-００７７・富山県滑川市魚躬・うおのみ

　　９３６-００４４・富山県滑川市馬町・うままち

　　９３６-００７５・富山県滑川市江尻・えじり

　　９３６-００３９・富山県滑川市夷子町・えびすまち

　　９３６-０８０８・富山県滑川市追分・おいわけ

　　９３６-０８１１・富山県滑川市大浦・おおうら

　　９３６-０８７４・富山県滑川市大榎・おおえのき

　　９３６-０８０２・富山県滑川市大掛・おおがけ

　　９３６-０８０５・富山県滑川市大窪・おおくほﾞ

　　９３６-０８３３・富山県滑川市大崎野・おおさきの

　　９３６-０８０１・富山県滑川市大島・おおじま

　　９３６-０８７１・富山県滑川市大島新・おおじましん

　　９３６-０８１８・富山県滑川市大林・おおはﾞやじ

　　９３６-００４７・富山県滑川市大町・おおまち

　　９３６-０８５１・富山県滑川市沖田新・おきだしん

　　９３６-０８３６・富山県滑川市改養寺・かいようじ

　　９３６-０００４・富山県滑川市笠木・かさぎ

　　９３６-００６８・富山県滑川市加島町・かしまちよう

　　９３６-０８６４・富山県滑川市金屋・かなや

　　９３６-０８５３・富山県滑川市上梅沢・かみうめざわ



　　９３６-０８１１・富山県滑川市上大浦・かみおおうら

　　９３６-００５３・富山県滑川市上小泉・かみこいずみ

　　９３６-００５４・富山県滑川市上小泉（雇用促進住宅）・(こようそくしんじゆうたく)

　　９３６-０８５２・富山県滑川市上島・かみじま

　　９３６-００４６・富山県滑川市河浦町・かわうらちよう

　　９３６-００６４・富山県滑川市河端町・かわはﾞたまち

　　９３６-０８０６・富山県滑川市北野・きたの

　　９３６-００３８・富山県滑川市北町・きたまち

　　９３６-０８０３・富山県滑川市栗山・くりやま

　　９３６-００２６・富山県滑川市公園通り・こうえんどおり

　　９３６-０８５４・富山県滑川市小林・こはﾞやじ

　　９３６-００６６・富山県滑川市菰原・こもはら

　　９３６-００６７・富山県滑川市菰原台・こもはらだい

　　９３６-０８２２・富山県滑川市小森・こもり

　　９３６-００７３・富山県滑川市幸町・さいわいちよう

　　９３６-００５９・富山県滑川市晒屋・さらしや

　　９３６-０００１・富山県滑川市三ケ・さんが

　　９３６-００６９・富山県滑川市山王町・さんのうまち

　　９３６-００５１・富山県滑川市寺家町・じけいまち

　　９３６-００３５・富山県滑川市四間町・しけんちよう

　　９３６-００４５・富山県滑川市七間町・しちけんちよう

　　９３６-０８４１・富山県滑川市柴・しはﾞ

　　９３６-００５２・富山県滑川市清水町・しみずちよう

　　９３６-０８５７・富山県滑川市下梅沢・しもうめざわ

　　９３６-０８１１・富山県滑川市下大浦・しもおおうら

　　９３６-００５８・富山県滑川市下小泉町・しもこいずみまち

　　９３６-００６５・富山県滑川市下島・しもじま

　　９３６-０８１７・富山県滑川市下野・しもの

　　９３６-０８４８・富山県滑川市常光寺・じようこうじ

　　９３６-００６０・富山県滑川市神家町・じんかまち

　　９３６-００７４・富山県滑川市新富町・しんとみちよう

　　９３６-００３２・富山県滑川市神明町・しんめいちよう

　　９３６-０８０４・富山県滑川市杉本・すぎもと

　　９３６-００６３・富山県滑川市瀬羽町・せわまち

　　９３６-０８１３・富山県滑川市大日・だいにち

　　９３６-０８５６・富山県滑川市大門・だいもん

　　９３６-００１１・富山県滑川市高塚・たかつか

　　９３６-００１２・富山県滑川市高塚曙町・たかつかあけほﾞのちよう

　　９３６-００１５・富山県滑川市高塚寿町・たかつかことぶきまち

　　９３６-００１３・富山県滑川市高塚新市営住宅・たかつかしんしえいじゆうたく

　　９３６-００１４・富山県滑川市高塚新町・たかつかしんまち

　　９３６-００７８・富山県滑川市高月町・たかつきまち

　　９３６-００７６・富山県滑川市高月南台・たかつきみなみだい

　　９３６-０８４９・富山県滑川市高柳・たかやなぎ

　　９３６-００２４・富山県滑川市辰野・たつの

　　９３６-００２２・富山県滑川市辰野新町・たつのしんまち

　　９３６-００５６・富山県滑川市田中新町・たなかしんまち

　　９３６-００５７・富山県滑川市田中町・たなかまち

　　９３６-０８２６・富山県滑川市田林・たはﾞやじ

　　９３６-０８１４・富山県滑川市千鳥・ちどり

　　９３６-００１８・富山県滑川市坪川・つほﾞかわ

　　９３６-００１９・富山県滑川市坪川新・つほﾞかわしん

　　９３６-０８４４・富山県滑川市寺町・てらまち

　　９３６-０８４７・富山県滑川市天望町・てんほﾞうちよう

　　９３６-０８３８・富山県滑川市道寺・どうじ

　　９３６-０８２７・富山県滑川市東福寺・とうふくじ

　　９３６-０８２３・富山県滑川市東福寺野・とうふくじの

　　９３６-０８３４・富山県滑川市東福寺開・とうふくじびらき

　　９３６-００２７・富山県滑川市常盤町・ときわちよう

　　９３６-０８６３・富山県滑川市栃山・とちやま

　　９３６-００２１・富山県滑川市中川原・なかがわら

　　９３６-０８６１・富山県滑川市中新・なかしん

　　９３６-０８７５・富山県滑川市中塚・なかつか

　　９３６-０８１６・富山県滑川市中野・なかの

　　９３６-０８８２・富山県滑川市中野島・なかのしま

　　９３６-００３６・富山県滑川市中町・なかまち

　　９３６-０００２・富山県滑川市中村・なかむら

　　９３６-０８６５・富山県滑川市七口・ななくち

　　９３６-０８３１・富山県滑川市野尻・のじり

　　９３６-０８８３・富山県滑川市野町・のまち



　　９３６-００６２・富山県滑川市橋場町・はしはﾞまち

　　９３６-００６１・富山県滑川市浜町・はままち

　　９３６-０００５・富山県滑川市浜四ツ屋・はまよつや

　　９３６-０８３７・富山県滑川市東金屋・ひがしかなや

　　９３６-０８３５・富山県滑川市開・ひらき

　　９３６-００４３・富山県滑川市瓢町・ふくべちよう

　　９３６-０８８１・富山県滑川市藤栄・ふじえい

　　９３６-０８７２・富山県滑川市二塚・ふたつか

　　９３６-００１７・富山県滑川市二ツ破・ふたつやぶり

　　９３６-００３７・富山県滑川市武平太町・ぶへだまち

　　９３６-０８８５・富山県滑川市法花寺・ほつけじ

　　９３６-０８１２・富山県滑川市堀内・ほりうち

　　９３６-０８４６・富山県滑川市堀江・ほりえ

　　９３６-０８２４・富山県滑川市本江・ほんごう

　　９３６-００１６・富山県滑川市曲渕・まがりぶち

　　９３６-００４１・富山県滑川市松原町・まつはﾞらちよう

　　９３６-００７２・富山県滑川市緑町・みどりまち

　　９３６-０８２１・富山県滑川市蓑輪・みのわ

　　９３６-００４８・富山県滑川市三穂町・みほまち

　　９３６-０８６８・富山県滑川市宮窪・みやのくほﾞ

　　９３６-０８６６・富山県滑川市宮窪新・みやのくほﾞしん

　　９３６-０８６７・富山県滑川市宮窪台・みやのくほﾞだい

　　９３６-０８１５・富山県滑川市室山・むろやま

　　９３６-０８４５・富山県滑川市森尻新・もりじりしん

　　９３６-０８３２・富山県滑川市森野新・もりのしん

　　９３６-０８２５・富山県滑川市安田・やすだ

　　９３６-００２３・富山県滑川市柳原・やなぎはら

　　９３６-００２５・富山県滑川市柳原新町・やなぎはらしんまち

　　９３６-００７０・富山県滑川市横町・よこちよう

　　９３６-０８７３・富山県滑川市横道・よこみち

　　９３６-０００３・富山県滑川市吉浦・よしうら

　　９３６-０８０７・富山県滑川市四ツ屋・よつや

　　９３６-０８６２・富山県滑川市四屋新・よつやしん

　　９３６-０８８４・富山県滑川市米島・よねじま

　　９３６-００７１・富山県滑川市領家町・りようけまち

　　９３８-００００・富山県黒部市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３８-００４８・富山県黒部市阿古屋野・あこやの

　　９３８-００３２・富山県黒部市天池・あまいけ

　　９３８-０８２４・富山県黒部市阿弥陀堂・あみだどう

　　９３８-０００１・富山県黒部市荒俣・あらまた

　　９３８-００４４・富山県黒部市荒町・あらまち

　　９３８-０００４・富山県黒部市飯沢・いいざわ

　　９３８-００６６・富山県黒部市生地・いくじ

　　９３８-００７４・富山県黒部市生地（四十物町）・いくじ(あいものちよう)

　　９３８-００８３・富山県黒部市生地（阿弥陀堂）・いくじ(あみだどう)

　　９３８-００７５・富山県黒部市生地（大町）・いくじ(おおまち)

　　９３８-００７３・富山県黒部市生地（上町）・いくじ(かみまち)

　　９３８-００６５・富山県黒部市生地（神明町）・いくじ(しんめいまち)

　　９３８-００６２・富山県黒部市生地（轟下）・いくじ(とどろきした)

　　９３８-００６４・富山県黒部市生地（緑町）・いくじ(みどりまち)

　　９３８-００７６・富山県黒部市生地（宮川町）・いくじ(みやがわちよう)

　　９３８-００８２・富山県黒部市生地芦区・いくじあしく

　　９３８-００８４・富山県黒部市生地芦崎・いくじあしざき

　　９３８-００８１・富山県黒部市生地経新・いくじきようしん

　　９３８-００６１・富山県黒部市生地神区・いくじしんく

　　９３８-００７２・富山県黒部市生地中区・いくじなかく

　　９３８-００７１・富山県黒部市生地山新・いくじやましん

　　９３８-００８５・富山県黒部市生地吉田・いくじよしだ

　　９３８-００８６・富山県黒部市生地吉田新・いくじよしだしん

　　９３８-００６３・富山県黒部市生地四ツ屋新・いくじよつやしん

　　９３８-０８１６・富山県黒部市池尻・いけじり

　　９３８-００５９・富山県黒部市石田・いしだ

　　９３８-００５７・富山県黒部市石田新・いしだしん

　　９３８-０８３５・富山県黒部市石田野・いしだの

　　９３８-００４３・富山県黒部市犬山・いぬやま

　　９３８-００１４・富山県黒部市植木・うえき

　　９３８-０８１１・富山県黒部市内生谷・うちゆうだに

　　９３８-０２８２・富山県黒部市宇奈月温泉・うなつﾞきおんせん

　　９３８-０１７７・富山県黒部市宇奈月町愛本新・うなつﾞきまちあいもとしん

　　９３８-０１７５・富山県黒部市宇奈月町愛本橋爪東官林地内・うひがしかんりんちない



　　９３８-０１７１・富山県黒部市宇奈月町明日・うなつﾞきまちあけび

　　９３８-０２８１・富山県黒部市宇奈月町内山・うなつﾞきまちうちやま

　　９３８-０８６２・富山県黒部市宇奈月町浦山・うなつﾞきまちうらやま

　　９３８-０２７４・富山県黒部市宇奈月町音澤（１０００～）・うなつﾞきまちおとざわ

　　９３８-０１７４・富山県黒部市宇奈月町音澤（１～９９９）・うなつﾞきまちおとざわ

　　９３８-０８６１・富山県黒部市宇奈月町下立・うなつﾞきまちおりたて

　　９３８-０８６３・富山県黒部市宇奈月町熊野・うなつﾞきまちくまの

　　９３８-０１７８・富山県黒部市宇奈月町栗虫・うなつﾞきまちくりむじ

　　９３８-０８６４・富山県黒部市宇奈月町栃屋・うなつﾞきまちとちや

　　９３８-０１７２・富山県黒部市宇奈月町土山・うなつﾞきまちどやま

　　９３８-０１７３・富山県黒部市宇奈月町中谷・うなつﾞきまちなかだん

　　９３８-０１７６・富山県黒部市宇奈月町中ノ口・うなつﾞきまちなかのくち

　　９３８-０１７９・富山県黒部市宇奈月町舟見・うなつﾞきまちふなみ

　　９３８-０００６・富山県黒部市大開・おおびらき

　　９３８-００５４・富山県黒部市岡・おか

　　９３８-０８０１・富山県黒部市荻生・おぎゆう

　　９３８-０８２５・富山県黒部市尾山・おやま

　　９３８-０８３６・富山県黒部市鏡野・かがみの

　　９３８-０８１２・富山県黒部市笠破・かさやぶり

　　９３８-００２２・富山県黒部市金屋・かなや

　　９３８-０８１４・富山県黒部市嘉例沢・かれいさわ

　　９３８-００３６・富山県黒部市北新・きたしん

　　９３８-００１５・富山県黒部市北野・きたの

　　９３８-０８０５・富山県黒部市吉城寺・きちじようじ

　　９３８-００５２・富山県黒部市経立野・きようたての

　　９３８-００１３・富山県黒部市沓掛・くつかけ

　　９３８-００４７・富山県黒部市窪野・くほﾞの

　　９３８-０８０３・富山県黒部市栗寺・くりでら

　　９３８-０２８３・富山県黒部市黒部峡谷口・くろべきようこくぐち

　　９３８-００１１・富山県黒部市黒部新・くろべしん

　　９３８-００４６・富山県黒部市神谷・こんたに

　　９３８-０８２３・富山県黒部市釈迦堂・しやかどう

　　９３８-００５８・富山県黒部市正光寺新・しようこうじしん

　　９３８-００３８・富山県黒部市新天・しんてん

　　９３８-０８０８・富山県黒部市新堂・しんどう

　　９３８-００３７・富山県黒部市新牧野・しんまきの

　　９３８-００５６・富山県黒部市新町・しんまち

　　９３８-００４５・富山県黒部市田家新・たいえしん

　　９３８-０８３７・富山県黒部市田家野・たいえの

　　９３８-００２６・富山県黒部市田家角内・たいがぐち

　　９３８-００２４・富山県黒部市高橋・たかはじ

　　９３８-００５１・富山県黒部市立野・たての

　　９３８-０８１３・富山県黒部市田籾・たもみ

　　９３８-００１２・富山県黒部市出島・でじま

　　９３８-００４２・富山県黒部市天神新・てんじんしん

　　９３８-００３９・富山県黒部市堂田・どうだ

　　９３８-００２８・富山県黒部市栃沢・とちざわ

　　９３８-００２７・富山県黒部市中新・なかしん

　　９３８-０８２７・富山県黒部市中陣・なかじん

　　９３８-００３４・富山県黒部市中野・なかの

　　９３８-００３３・富山県黒部市中野道・なかのみち

　　９３８-０８３４・富山県黒部市中山・なかやま

　　９３８-００５５・富山県黒部市浜石田・はまいしだ

　　９３８-０００２・富山県黒部市飛騨・ひだ

　　９３８-０８１５・富山県黒部市福平・ふくひら

　　９３８-００２１・富山県黒部市古御堂・ふるみどう

　　９３８-０８２２・富山県黒部市別所・べつしよ

　　９３８-０８２６・富山県黒部市朴谷・ほおのきだに

　　９３８-００４１・富山県黒部市堀切・ほりきり

　　９３８-００２５・富山県黒部市堀切新・ほりきりしん

　　９３８-００２３・富山県黒部市堀高・ほりたか

　　９３８-０８０６・富山県黒部市前沢・まえざわ

　　９３８-００３５・富山県黒部市牧野・まきの

　　９３８-０８３２・富山県黒部市枕野・まくらの

　　９３８-００３１・富山県黒部市三日市・みつかいち

　　９３８-０８３１・富山県黒部市宮沢・みやざわ

　　９３８-０８０４・富山県黒部市宮野・みやの

　　９３８-０８３３・富山県黒部市本野・もとの

　　９３８-０８２１・富山県黒部市柳沢・やなぎさわ

　　９３８-００４９・富山県黒部市山田・やまだ



　　９３８-０８０７・富山県黒部市山田新・やまだしん

　　９３８-００５３・富山県黒部市山立野・やまたての

　　９３８-０００５・富山県黒部市吉田・よしだ

　　９３８-０００３・富山県黒部市六天・ろくてん

　　９３８-０８０２・富山県黒部市若栗・わかぐり

　　９３９-１３００・富山県砺波市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３９-１３０４・富山県砺波市秋元・あきもと

　　９３９-１４２２・富山県砺波市浅谷・あさんたに

　　９３９-１３２４・富山県砺波市荒高屋・あらだかや

　　９３９-１３７２・富山県砺波市新又・あらまた

　　９３９-１４２５・富山県砺波市井栗谷・いぐりだに

　　９３９-１４１５・富山県砺波市池原・いけのはら

　　９３９-１３０１・富山県砺波市石丸・いしまる

　　９３９-１４１３・富山県砺波市市谷・いちのたに

　　９３９-１３７３・富山県砺波市一番町・いちはﾞんまち

　　９３９-１３３２・富山県砺波市永福町・えいふくちよう

　　９３９-１３１６・富山県砺波市大門・おおかど

　　９３９-１３０３・富山県砺波市大窪・おおくほﾞ

　　９３９-１３１５・富山県砺波市太田・おおた

　　９３９-１３２８・富山県砺波市大辻・おおつじ

　　９３９-１３４２・富山県砺波市小島・おじま

　　９３９-１３６６・富山県砺波市表町・おもてまち

　　９３９-１３２６・富山県砺波市鹿島・かのしま

　　９３９-１３３７・富山県砺波市神島・かみじま

　　９３９-１３２３・富山県砺波市上中野・かみなかの

　　９３９-１４１１・富山県砺波市上和田・かみわだ

　　９３９-１３４６・富山県砺波市狐島・きつねじま

　　９３９-１３５８・富山県砺波市木下・きのした

　　９３９-１４２６・富山県砺波市川内・こうち

　　９３９-１３５７・富山県砺波市小杉・こすぎ

　　９３９-１４２８・富山県砺波市五谷・ごたに

　　９３９-１３７７・富山県砺波市寿町・ことぶきちよう

　　９３９-１３２７・富山県砺波市五郎丸・ごろまる

　　９３９-１４０７・富山県砺波市権正寺・ごんしようじ

　　９３９-１３８６・富山県砺波市幸町・さいわいちよう

　　９３９-１３７１・富山県砺波市栄町・さかえまち

　　９３９-１３０８・富山県砺波市三郎丸・さぶろまる

　　９３９-１３７４・富山県砺波市山王町・さんのうまち

　　９３９-１３４７・富山県砺波市下中・しもなか

　　９３９-１３１１・富山県砺波市下中条・しもなかじよう

　　９３９-１３５３・富山県砺波市十年明・じゆうねんみよう

　　９３２-０３１４・富山県砺波市庄川町青島・しようがわまちあおしま

　　９３２-０３１７・富山県砺波市庄川町筏・しようがわまちいかだ

　　９３２-０３０３・富山県砺波市庄川町落シ・しようがわまちおとじ

　　９３２-０３０３・富山県砺波市庄川町隠尾・しようがわまちかくりよう

　　９３２-０３０５・富山県砺波市庄川町金屋・しようがわまちかなや

　　９３２-０３１３・富山県砺波市庄川町五ケ・しようがわまちごか

　　９３２-０３０４・富山県砺波市庄川町小牧・しようがわまちこまき

　　９３２-０３１５・富山県砺波市庄川町示野・しようがわまちしめの

　　９３２-０３０２・富山県砺波市庄川町庄・しようがわまちしよう

　　９３２-０３１２・富山県砺波市庄川町高儀新・しようがわまちたかぎしん

　　９３２-０３１６・富山県砺波市庄川町天正・しようがわまちてんしよう

　　９３２-０３１１・富山県砺波市庄川町古上野・しようがわまちふるうえの

　　９３２-０３０４・富山県砺波市庄川町前山・しようがわまちまえやま

　　９３２-０３０１・富山県砺波市庄川町三谷・しようがわまちみたに

　　９３２-０３０３・富山県砺波市庄川町名ケ原・しようがわまちみようがはら

　　９３２-０３０３・富山県砺波市庄川町湯谷・しようがわまちゆだに

　　９３２-０３０３・富山県砺波市庄川町湯山・しようがわまちゆやま

　　９３２-０３０３・富山県砺波市庄川町横住・しようがわまちよこずみ

　　９３９-１４１２・富山県砺波市正権寺・しようごんじ

　　９３９-１３５４・富山県砺波市新栄町・しんさかえまち

　　９３９-１３４３・富山県砺波市新富町・しんとみちよう

　　９３９-１３２１・富山県砺波市新明・しんみよう

　　９３９-１３５５・富山県砺波市杉木・すぎのき

　　９３９-１４１６・富山県砺波市芹谷・せりだに

　　９３９-１３５１・富山県砺波市千代・せんだい

　　９３９-１３０５・富山県砺波市千保・せんほﾞ

　　９３９-１３１８・富山県砺波市祖泉・そいずみ

　　９３９-１３４１・富山県砺波市高波・たかなみ

　　９３９-１３３５・富山県砺波市鷹栖・たかのす



　　９３９-１３３８・富山県砺波市鷹栖出・たかのすで

　　９３９-１３８３・富山県砺波市高道・たかんど

　　９３９-１３６３・富山県砺波市太郎丸・たろうまる

　　９３９-１４３７・富山県砺波市茶ノ木・ちやのき

　　９３９-１３７５・富山県砺波市中央町・ちゆうおうまち

　　９３９-１４１４・富山県砺波市坪野・つほﾞの

　　９３９-１３８４・富山県砺波市坪内・つほﾞのうち

　　９３９-１３７９・富山県砺波市出町中央・でまちちゆうおう

　　９３９-１４２９・富山県砺波市寺尾・てらお

　　９３９-１４３２・富山県砺波市徳万・とくまん

　　９３９-１４３３・富山県砺波市徳万新・とくまんしん

　　９３９-１４２４・富山県砺波市栃上・とちあげ

　　９３９-１３８７・富山県砺波市となみ町・となみまち

　　９３９-１３４４・富山県砺波市中神・なかがみ

　　９３９-１３２２・富山県砺波市中野・なかの

　　９３９-１３８１・富山県砺波市中村・なかむら

　　９３９-１３６２・富山県砺波市鍋島・なべしま

　　９３９-１３３６・富山県砺波市西中・にしなか

　　９３９-１３３３・富山県砺波市苗加・のうか

　　９３９-１３３４・富山県砺波市野村島・のむらじま

　　９３９-１４０８・富山県砺波市八十歩・はちじゆうぶ

　　９３９-１３２５・富山県砺波市花島・はなじま

　　９３９-１３８２・富山県砺波市花園町・はなぞのまち

　　９３９-１３４５・富山県砺波市林・はやじ

　　９３９-１３７８・富山県砺波市春日町・はるひまち

　　９３９-１３０２・富山県砺波市東石丸・ひがしいしまる

　　９３９-１３１２・富山県砺波市東開発・ひがしかいほつ

　　９３９-１３８５・富山県砺波市東幸町・ひがしさいわいちよう

　　９３９-１３４８・富山県砺波市東中・ひがしなか

　　９３９-１４２３・富山県砺波市東別所・ひがしべつしよ

　　９３９-１４２１・富山県砺波市東別所新・ひがしべつしよしん

　　９３９-１４０１・富山県砺波市東保・ひがしほﾞ

　　９３９-１３１４・富山県砺波市久泉・ひさいずみ

　　９３９-１３６７・富山県砺波市広上町・ひろかみちよう

　　９３９-１３３１・富山県砺波市深江・ふかえ

　　９３９-１４０５・富山県砺波市福岡・ふくおか

　　９３９-１４３６・富山県砺波市福山・ふくやま

　　９３９-１４２７・富山県砺波市伏木谷・ふしきだに

　　９３９-１３６１・富山県砺波市平成町・へいせいちよう

　　９３９-１３７６・富山県砺波市平和町・へいわまち

　　９３９-１３０７・富山県砺波市堀内・ほりのうち

　　９３９-１３６８・富山県砺波市本町・ほんまち

　　９３９-１４０２・富山県砺波市増山・ますやま

　　９３９-１４３４・富山県砺波市三合・みあい

　　９３９-１４３５・富山県砺波市三合新・みあいしん

　　９３９-１３６５・富山県砺波市三島町・みしままち

　　９３９-１３８８・富山県砺波市宮沢町・みやざわちよう

　　９３９-１４０３・富山県砺波市宮新・みやしん

　　９３９-１３５２・富山県砺波市宮丸・みやまる

　　９３９-１３０６・富山県砺波市宮村・みやむら

　　９３９-１４０６・富山県砺波市宮森・みやもり

　　９３９-１４０４・富山県砺波市宮森新・みやもりしん

　　９３９-１４０１・富山県砺波市本小林・もとこはﾞやじ

　　９３９-１３１７・富山県砺波市矢木・やぎ

　　９３９-１４３８・富山県砺波市安川・やすかわ

　　９３９-１３１３・富山県砺波市柳瀬・やなぜ

　　９３９-１３６４・富山県砺波市豊町・ゆたかまち

　　９３９-１４３１・富山県砺波市頼成・らんじよう

　　９３９-１４１７・富山県砺波市頼成新・らんじようしん

　　９３９-１３５６・富山県砺波市若草町・わかくさまち

　　９３２-００００・富山県小矢部市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３２-０８１４・富山県小矢部市赤倉・あかくら

　　９３２-０１２２・富山県小矢部市浅地・あさじ

　　９３２-０８３３・富山県小矢部市綾子・あやこ

　　９３２-００７１・富山県小矢部市荒間・あらま

　　９３２-０１２９・富山県小矢部市安養寺・あんようじ

　　９３２-０８５２・富山県小矢部市安養寺新・あんようじしん

　　９３２-００６２・富山県小矢部市安楽寺・あんらくじ

　　９３２-００３７・富山県小矢部市石王丸・いしおうまる

　　９３２-０８３５・富山県小矢部市石坂・いしさか



　　９３２-０８０８・富山県小矢部市石名田・いしなだ

　　９３２-００５２・富山県小矢部市泉町・いずみちよう

　　９３２-００５３・富山県小矢部市石動町・いするぎまち

　　９３２-００５１・富山県小矢部市今石動町・いまいするぎまち

　　９３２-００７３・富山県小矢部市岩尾滝・いわおだき

　　９３２-００１４・富山県小矢部市岩崎・いわさき

　　９３２-０１１３・富山県小矢部市岩武・いわたけ

　　９３２-００３６・富山県小矢部市宇治新・うじしん

　　９３２-０８３１・富山県小矢部市後谷・うしろだに

　　９３２-０８５３・富山県小矢部市臼谷・うすたに

　　９３２-０１０６・富山県小矢部市内御堂・うちおんどう

　　９３２-０８６３・富山県小矢部市内山・うちやま

　　９３２-００５４・富山県小矢部市上野本・うわのほん

　　９３２-００３１・富山県小矢部市岡・おか

　　９３２-０８１７・富山県小矢部市小神・おこ

　　９３２-００５６・富山県小矢部市小矢部・おやべ

　　９３２-００５８・富山県小矢部市小矢部町・おやべまち

　　９３２-０８１２・富山県小矢部市金屋本江・かなやほんごう

　　９３２-０１２５・富山県小矢部市鴨島・かもじま

　　９３２-００７５・富山県小矢部市嘉例谷・かれいだに

　　９３２-０８５５・富山県小矢部市川開新・かわびらきしん

　　９３２-００４６・富山県小矢部市観音町・かんのんまち

　　９３２-０８４４・富山県小矢部市北一・きたいち

　　９３２-０００３・富山県小矢部市北屋敷・きたやしき

　　９３２-０１０３・富山県小矢部市経田・きようでん

　　９３２-０１１２・富山県小矢部市清沢・きよさわ

　　９３２-００１３・富山県小矢部市清原・きよはら

　　９３２-０００１・富山県小矢部市久利須・くりす

　　９３２-０１２７・富山県小矢部市興法寺・こうほﾞうじ

　　９３２-０８０１・富山県小矢部市五社・ごしや

　　９３２-０１０５・富山県小矢部市胡麻島・ごまじま

　　９３２-０１３３・富山県小矢部市小森谷・こもりだに

　　９３２-０８６２・富山県小矢部市五郎丸・ごろうまる

　　９３２-００３４・富山県小矢部市坂又・さかまた

　　９３２-００２２・富山県小矢部市桜町・さくらまち

　　９３２-００３２・富山県小矢部市地崎・じさき

　　９３２-０８０２・富山県小矢部市七社・しちしや

　　９３２-０１３７・富山県小矢部市渋江・しぶえ

　　９３２-０８２５・富山県小矢部市島・しま

　　９３２-０１１４・富山県小矢部市清水・しみず

　　９３２-０１２６・富山県小矢部市下川崎・しもがわさき

　　９３２-０１０１・富山県小矢部市下後亟・しもごぜ

　　９３２-０８２４・富山県小矢部市下島・しもじま

　　９３２-０８０４・富山県小矢部市下中・しもなか

　　９３２-０００５・富山県小矢部市下屋敷・しもやしき

　　９３２-００４７・富山県小矢部市城山町・しろやままち

　　９３２-００４４・富山県小矢部市新富町・しんとみまち

　　９３２-０１１１・富山県小矢部市新西・しんにじ

　　９３２-０８５４・富山県小矢部市末沢新・すえざわしん

　　９３２-０８５１・富山県小矢部市末友・すえとも

　　９３２-０００８・富山県小矢部市菅ケ原・すがはら

　　９３２-０１３２・富山県小矢部市杉谷内・すんないち

　　９３２-００３３・富山県小矢部市芹川・せりかわ

　　９３２-００７４・富山県小矢部市千石・せんごく

　　９３２-０１２３・富山県小矢部市高木・たかき

　　９３２-０８１５・富山県小矢部市高木出・たかぎで

　　９３２-０００６・富山県小矢部市高坂・たかさか

　　９３２-００２１・富山県小矢部市田川・たがわ

　　９３２-０８４３・富山県小矢部市棚田・たなだ

　　９３２-００６４・富山県小矢部市谷坪野・たにつほﾞの

　　９３２-００４５・富山県小矢部市中央町・ちゆうおうまち

　　９３２-０８４２・富山県小矢部市長・ちよう

　　９３２-０１１５・富山県小矢部市津沢・つざわ

　　９３２-００７２・富山県小矢部市峠・とうげ

　　９３２-００６１・富山県小矢部市道坪野・どうつほﾞの

　　９３２-０８０３・富山県小矢部市道明・どうみよう

　　９３２-０８４１・富山県小矢部市道林寺・どうりんじ

　　９３２-０１２８・富山県小矢部市戸久・とひさ

　　９３２-０８２６・富山県小矢部市茄子島・なすじま

　　９３２-０１３１・富山県小矢部市名畑・なはﾞた



　　９３２-０１０４・富山県小矢部市西川原・にしがわら

　　９３２-００５５・富山県小矢部市西町・にしちよう

　　９３２-０８０５・富山県小矢部市西中・にしなか

　　９３２-００３５・富山県小矢部市西中野・にしなかの

　　９３２-０１１６・富山県小矢部市西島・にしのしま

　　９３２-００４２・富山県小矢部市西福町・にしふくまち

　　９３２-０００４・富山県小矢部市二ノ滝・にのたき

　　９３２-００１６・富山県小矢部市糠子島・ぬかごじま

　　９３２-０８１３・富山県小矢部市野寺・のでら

　　９３２-０８３２・富山県小矢部市野端・のはﾞな

　　９３２-０８３４・富山県小矢部市蓮沼・はすぬま

　　９３２-００２８・富山県小矢部市畠中・はたけなか

　　９３２-００４３・富山県小矢部市畠中町・はたけなかまち

　　９３２-０８６４・富山県小矢部市八伏・はちぶせ

　　９３２-０８６１・富山県小矢部市八講田・はつこうでん

　　９３２-０８３６・富山県小矢部市埴生・はにゆう

　　９３２-００１１・富山県小矢部市原牧・はらまき

　　９３２-００４１・富山県小矢部市東福町・ひがしふくまち

　　９３２-０１３４・富山県小矢部市平桜・ひらざくら

　　９３２-０１３６・富山県小矢部市平田・ひらた

　　９３２-０８２３・富山県小矢部市福上・ふくがみ

　　９３２-０８１６・富山県小矢部市福久・ふくひさ

　　９３２-０１３５・富山県小矢部市藤森・ふじのもり

　　９３２-０８５６・富山県小矢部市フロンティアパーク・ふろんていあはﾟｰく

　　９３２-００１８・富山県小矢部市別所滝・べつしよだき

　　９３２-００２７・富山県小矢部市法楽寺・ほうらくじ

　　９３２-００５７・富山県小矢部市本町・ほんまち

　　９３２-０８４５・富山県小矢部市松尾・まつお

　　９３２-０８４６・富山県小矢部市松永・まつなが

　　９３２-０８０６・富山県小矢部市水落・みずおち

　　９３２-０１０２・富山県小矢部市水島・みずしま

　　９３２-０８１１・富山県小矢部市水牧・みずまき

　　９３２-００１２・富山県小矢部市嶺・みね

　　９３２-００６３・富山県小矢部市峰坪野・みねつほﾞの

　　９３２-０１２４・富山県小矢部市蓑輪・みのわ

　　９３２-００２６・富山県小矢部市宮須・みやす

　　９３２-００２５・富山県小矢部市宮中・みやなか

　　９３２-０００７・富山県小矢部市名ケ滝・みようがだき

　　９３２-０８３８・富山県小矢部市メルヘンランド・めるへんらんど

　　９３２-０００２・富山県小矢部市森屋・もりや

　　９３２-０１２１・富山県小矢部市矢水町・やすいちよう

　　９３２-００４８・富山県小矢部市八和町・やつわまち

　　９３２-０８０７・富山県小矢部市柳原・やなぎはら

　　９３２-００１５・富山県小矢部市矢波・やなみ

　　９３２-００２４・富山県小矢部市屋波牧・やなみまき

　　９３２-００２３・富山県小矢部市横谷・よこだに

　　９３２-０８３７・富山県小矢部市吉和台・よしわだい

　　９３２-００１７・富山県小矢部市了輪・りようわ

　　９３２-００６５・富山県小矢部市論田・ろんでん

　　９３２-０８２２・富山県小矢部市和沢・わさわ

　　９３２-０８２１・富山県小矢部市鷲島・わしがしま

　　９３９-１６００・富山県南砺市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３９-１９１５・富山県南砺市相倉・あいのくら

　　９３９-１７５１・富山県南砺市赤坂・あかさか

　　９３２-０２０６・富山県南砺市安室・あじつ

　　９３９-１７０１・富山県南砺市遊部・あそぶ

　　９３９-１６２２・富山県南砺市遊部川原・あそぶかわら

　　９３９-１９７６・富山県南砺市新屋・あたらしや

　　９３９-１７４４・富山県南砺市天池・あまいけ

　　９３９-１５２４・富山県南砺市雨潜・あめくぐり

　　９３９-１７３２・富山県南砺市荒木・あらき

　　９３９-１７１６・富山県南砺市荒見崎・あらみさき

　　９３９-１７１１・富山県南砺市在房・ありふさ

　　９３９-１８７３・富山県南砺市池田・いけだ

　　９３９-１８７１・富山県南砺市池尻・いけのしり

　　９３９-１５３５・富山県南砺市石田・いしだ

　　９３９-１６２１・富山県南砺市和泉・いずみ

　　９３９-１８２１・富山県南砺市泉沢・いずみざわ

　　９３２-０２４７・富山県南砺市院瀬見・いぜみ

　　９３９-１６７３・富山県南砺市糸谷新・いとだにしん



　　９３２-０２１１・富山県南砺市井波・いなみ

　　９３２-０２１３・富山県南砺市井波栄町・いなみさかえまち

　　９３２-０２０５・富山県南砺市井波軸屋・いなみじくや

　　９３２-０２１６・富山県南砺市井波末広町・いなみすえひろまち

　　９３２-０２２８・富山県南砺市井波東町・いなみひがしまち

　　９３９-１８７７・富山県南砺市井口・いのくち

　　９３９-１９６２・富山県南砺市猪谷・いのたに

　　９３２-０２５６・富山県南砺市今里・いまざと

　　９３２-０２１４・富山県南砺市今町・いままち

　　９３９-１９０４・富山県南砺市入谷・いりたに

　　９３９-１６１２・富山県南砺市岩木・いわき

　　９３９-１５０３・富山県南砺市岩武新・いわたけしん

　　９３２-０２０３・富山県南砺市岩屋・いわや

　　９３９-１６１１・富山県南砺市岩安・いわやす

　　９３９-１５３１・富山県南砺市院林・いんはﾞやじ

　　９３９-１８２４・富山県南砺市上田・うえだ

　　９３９-１５１２・富山県南砺市上野・うえの

　　９３９-１８２３・富山県南砺市打尾・うちお

　　９３９-１５４２・富山県南砺市梅ケ島・うめがしま

　　９３９-１７２４・富山県南砺市梅野・うめの

　　９３９-１７１６・富山県南砺市梅原・うめはら

　　９３９-１９７９・富山県南砺市漆谷・うるしたに

　　９３９-１８３３・富山県南砺市上見・うわみ

　　９３９-１５２６・富山県南砺市江田・えだ

　　９３９-１８２４・富山県南砺市大鋸屋・おがや

　　９３９-１９０２・富山県南砺市大崩島・おおくずしま

　　９３９-１８５５・富山県南砺市大窪・おおくほﾞ

　　９３９-１９１２・富山県南砺市大島・おおしま

　　９３９-１８２５・富山県南砺市大鋸屋（大谷島）・おがや(おおたにじま)

　　９３９-１７４３・富山県南砺市大塚・おおつか

　　９３９-１７５２・富山県南砺市大西・おおにじ

　　９３９-１８７５・富山県南砺市大野・おおの

　　９３９-１８１４・富山県南砺市大宮野・おおみやの

　　９３９-１８３７・富山県南砺市大宮野新・おおみやのしん

　　９３２-０２４８・富山県南砺市沖・おき

　　９３９-１９７１・富山県南砺市小瀬・おぜ

　　９３９-１９６７・富山県南砺市小原・おはら

　　９３９-１６０５・富山県南砺市小又・おまた

　　９３９-１６６７・富山県南砺市開発・かいほつ

　　９３９-１９６１・富山県南砺市皆葎・かいむくら

　　９３９-１９１１・富山県南砺市篭渡・かごど

　　９３９-１７２５・富山県南砺市鍛治・かじ

　　９３９-１９６９・富山県南砺市桂・かつら

　　９３９-１８４３・富山県南砺市金戸・かねと

　　９３９-１５５３・富山県南砺市上川崎・かみかわさき

　　９３９-１９６８・富山県南砺市上平細島・かみたいらほそじま

　　９３９-１９７５・富山県南砺市上中田・かみなかだ

　　９３９-１９１４・富山県南砺市上梨・かみなじ

　　９３９-１７１３・富山県南砺市神成・かみなり

　　９３９-１８３４・富山県南砺市上原・かみはら

　　９３９-１８７８・富山県南砺市上広安・かみひろやす

　　９３９-１９２８・富山県南砺市上松尾・かみまつお

　　９３９-１５７５・富山県南砺市上三日市・かみみつかいち

　　９３９-１８７６・富山県南砺市川上中・かわかみなか

　　９３９-１６１３・富山県南砺市川西・かわにじ

　　９３９-１５０４・富山県南砺市川除新・かわよけしん

　　９３２-０２４１・富山県南砺市川原崎・かわらさき

　　９３９-１８３６・富山県南砺市雁巻島・がんまきじま

　　９３２-０２２１・富山県南砺市木崎野・きざきの

　　９３２-０２５７・富山県南砺市北市・きたいち

　　９３２-０２２６・富山県南砺市北川・きたがわ

　　９３２-０２２７・富山県南砺市北新町・きたしんまち

　　９３９-１８０７・富山県南砺市北野・きたの

　　９３９-１８０２・富山県南砺市北野（次郎丸）・きたの(じろうまる)

　　９３９-１８０１・富山県南砺市北野（長楽寺）・きたの(ちようらくじ)

　　９３９-１８０６・富山県南砺市北野（吉松）・きたの(よしまつ)

　　９３２-０２３２・富山県南砺市京願町・きようがんまち

　　９３９-１８３５・富山県南砺市京塚・きようつﾞか

　　９３９-１８４６・富山県南砺市経塚野・きようつﾞかの

　　９３９-１５４８・富山県南砺市桐木・きりのき



　　９３９-１８４６・富山県南砺市国広・くにひろ

　　９３９-１８７２・富山県南砺市久保・くほﾞ

　　９３９-１６１４・富山県南砺市蔵原・くらはら

　　９３９-１９２５・富山県南砺市来栖・くるす

　　９３９-１６８４・富山県南砺市小院瀬見・こいんぜみ

　　９３９-１６７４・富山県南砺市香城寺・こうじようじ

　　９３９-１９６４・富山県南砺市楮・こうず

　　９３９-１９２６・富山県南砺市小来栖・こぐるす

　　９３９-１６７１・富山県南砺市小坂・こざか

　　９３９-１７３５・富山県南砺市小林・こはﾞやじ

　　９３９-１６８２・富山県南砺市小二又・こぶたまた

　　９３９-１６６５・富山県南砺市小山・こやま

　　９３２-０２５４・富山県南砺市五領・ごりよう

　　９３２-０２５５・富山県南砺市五領島・ごりようじま

　　９３９-１８５２・富山県南砺市是安・これやす

　　９３９-１８５６・富山県南砺市是安（末広町）・これやす(すえひろちよう)

　　９３９-１６８１・富山県南砺市才川七・さいかわしち

　　９３９-１８０４・富山県南砺市西明・さいみよう

　　９３２-０２２２・富山県南砺市坂ノ下・さかのした

　　９３９-１６５５・富山県南砺市坂本・さかもと

　　９３９-１５２５・富山県南砺市三清西・さんきよにじ

　　９３２-０２５８・富山県南砺市三清東・さんきよひがじ

　　９３２-０２４３・富山県南砺市志観寺・しかんじ

　　９３９-１５３２・富山県南砺市寺家・じけ

　　９３９-１５７７・富山県南砺市寺家新屋敷・じけあらやしき

　　９３９-１９７８・富山県南砺市下島・したじま

　　９３９-１７３３・富山県南砺市下野・したの

　　９３９-１７０３・富山県南砺市一日市・していち

　　９３９-１５５２・富山県南砺市柴田屋・しはﾞたや

　　９３２-０２０２・富山県南砺市清水明・しみずみよう

　　９３９-１８４５・富山県南砺市示野・しめの

　　９３２-０２３８・富山県南砺市下新町・しもあらまち

　　９３９-１９０８・富山県南砺市下出・しもで

　　９３９-１９２３・富山県南砺市下梨・しもなじ

　　９３９-１５４３・富山県南砺市下吉江・しもよしえ

　　９３９-１８７４・富山県南砺市蛇喰・じやはﾞみ

　　９３９-１５５１・富山県南砺市上津・じようつﾞ

　　９３９-１８６１・富山県南砺市城端・じようはな

　　９３９-１８１８・富山県南砺市城端（川島）・じようはな(かわしま)

　　９３９-１８５４・富山県南砺市城端（栄町）・じようはな(さかえまち)

　　９３９-１８６５・富山県南砺市城端（新町）・じようはな(しんまち)

　　９３９-１８６４・富山県南砺市城端（大工町）・じようはな(だいくまち)

　　９３９-１８５３・富山県南砺市城端（出丸）・じようはな(でまる)

　　９３９-１８６３・富山県南砺市城端（西上）・じようはな(にしかみ)

　　９３９-１８６２・富山県南砺市城端（西下）・じようはな(にししも)

　　９３９-１８６８・富山県南砺市城端（西新田）・じようはな(にししんでん)

　　９３９-１８６７・富山県南砺市城端（野下）・じようはな(のげ)

　　９３９-１８１６・富山県南砺市城端（東上）・じようはな(ひがしかみ)

　　９３９-１８１７・富山県南砺市城端（東下）・じようはな(ひがししも)

　　９３９-１８１５・富山県南砺市城端（東新田）・じようはな(ひがししんでん)

　　９３９-１８６６・富山県南砺市城端（南町）・じようはな(みなみまち)

　　９３９-１７３５・富山県南砺市神宮寺・じんぐうじ

　　９３９-１５４４・富山県南砺市新邸・しんてい

　　９３９-１９７３・富山県南砺市菅沼・すがぬま

　　９３９-１９０３・富山県南砺市寿川・すがわ

　　９３９-１９２１・富山県南砺市杉尾・すぎお

　　９３９-１６０３・富山県南砺市砂子谷・すなごだに

　　９３２-０２４５・富山県南砺市清玄寺・せいげんじ

　　９３９-１８２６・富山県南砺市瀬戸・せと

　　９３２-０２０７・富山県南砺市専勝寺・せんしようじ

　　９３９-１８３１・富山県南砺市千福・せんふﾟく

　　９３９-１８３１・富山県南砺市千福新・せんふﾟくしん

　　９３９-１６７５・富山県南砺市祖谷・そだに

　　９３９-１９０１・富山県南砺市祖山・そやま

　　９３９-１５０６・富山県南砺市高儀・たかぎ

　　９３９-１６０２・富山県南砺市高窪・たかくほﾞ

　　９３２-０２５２・富山県南砺市高瀬・たかせ

　　９３９-１９０６・富山県南砺市高草嶺・たかそうれい

　　９３９-１７１４・富山県南砺市高畠・たかはﾞたけ

　　９３９-１５１１・富山県南砺市高堀・たかほり



　　９３９-１７４１・富山県南砺市高宮・たかみや

　　９３２-０２０１・富山県南砺市高屋・たかや

　　９３９-１６６４・富山県南砺市竹内・たけうち

　　９３９-１７３４・富山県南砺市竹林・たけはﾞやじ

　　９３９-１５３８・富山県南砺市田尻・たじり

　　９３９-１６７６・富山県南砺市舘・たち

　　９３９-１７５５・富山県南砺市立野原西・たてのがはらにじ

　　９３９-１８３５・富山県南砺市立野原東・たてのはらひがじ

　　９３９-１７６６・富山県南砺市立野脇・たてのわき

　　９３９-１７０４・富山県南砺市田中・たなか

　　９３２-０２４２・富山県南砺市谷・たに

　　９３９-１９７４・富山県南砺市田下・たのした

　　９３９-１９１３・富山県南砺市田向・たむかい

　　９３９-１５３７・富山県南砺市田屋・たや

　　９３９-１５０５・富山県南砺市長源寺・ちようげんじ

　　９３９-１７６５・富山県南砺市綱掛・つなかけ

　　９３２-０２１８・富山県南砺市坪野・つほﾞの

　　９３９-１７４６・富山県南砺市出村・でむら

　　９３９-１６６１・富山県南砺市天神・てんじん

　　９３２-０２５３・富山県南砺市戸板・といた

　　９３２-０２４６・富山県南砺市東城寺・とうじようじ

　　９３９-１８３２・富山県南砺市塔尾・とうの

　　９３９-１７６６・富山県南砺市刀利・とうり

　　９３９-２５０７・富山県南砺市利賀村・とがむら

　　９３９-２５１７・富山県南砺市利賀村阿別当・とがむらあべつとう

　　９３９-２５０８・富山県南砺市利賀村岩渕・とがむらいわぶち

　　９３９-２５１４・富山県南砺市利賀村上畠・とがむらうえはﾞたけ

　　９３２-０３７１・富山県南砺市利賀村大牧・とがむらおおまき

　　９３９-２５０６・富山県南砺市利賀村大豆谷・とがむらおおまめだに

　　９３９-２５０４・富山県南砺市利賀村押場・とがむらおしはﾞ

　　９３９-２５１３・富山県南砺市利賀村上百瀬・とがむらかみももせ

　　９３９-２５０９・富山県南砺市利賀村北島・とがむらきたじま

　　９３２-０３７１・富山県南砺市利賀村北原・とがむらきたはら

　　９３９-２５０５・富山県南砺市利賀村北豆谷・とがむらきたまめだに

　　９３９-２５０１・富山県南砺市利賀村栗当・とがむらくりとう

　　９３９-２５１６・富山県南砺市利賀村坂上・とがむらさかうえ

　　９３２-０３７１・富山県南砺市利賀村下原・とがむらしもはら

　　９３９-２５０３・富山県南砺市利賀村草嶺・とがむらそうれい

　　９３９-２５１８・富山県南砺市利賀村大勘場・とがむらたいかんはﾞ

　　９３９-２５０２・富山県南砺市利賀村高沼・とがむらたかぬま

　　９３２-０３７１・富山県南砺市利賀村栃原・とがむらとちはら

　　９３２-０３７１・富山県南砺市利賀村長崎・とがむらながさき

　　９３９-２５１２・富山県南砺市利賀村中村・とがむらなかむら

　　９３９-２５１５・富山県南砺市利賀村細島・とがむらほそじま

　　９３９-２５１９・富山県南砺市利賀村水無・とがむらみずなじ

　　９３９-２５１１・富山県南砺市利賀村百瀬川・とがむらももせがわ

　　９３２-０２０６・富山県南砺市利屋・とぎや

　　９３９-１７２２・富山県南砺市徳成・とくなり

　　９３９-１７５８・富山県南砺市殿・との

　　９３９-１７２３・富山県南砺市利波河・とのご

　　９３９-１９２２・富山県南砺市渡原・どのはら

　　９３９-１６０４・富山県南砺市土山・どやま

　　９３９-１８２８・富山県南砺市中尾・なかお

　　９３９-１６２５・富山県南砺市中ノ江・なかのご

　　９３９-１９２４・富山県南砺市中畑・なかはﾞたけ

　　９３９-１９２７・富山県南砺市梨谷・なしたに

　　９３９-１９０７・富山県南砺市夏焼・なつやけ

　　９３９-１７６２・富山県南砺市七曲・ななまがり

　　９３９-１５５５・富山県南砺市七村滝寺・ななむらたきでら

　　９３９-１９６３・富山県南砺市成出・なるで

　　９３９-１７４５・富山県南砺市縄蔵・なわぐら

　　９３９-１９７７・富山県南砺市西赤尾町・にしあかおまち

　　９３９-１８３７・富山県南砺市西原・にしはら

　　９３９-１５１４・富山県南砺市年代・ねんだい

　　９３９-１８４４・富山県南砺市野口・のぐち

　　９３９-１５２１・富山県南砺市苗島・のじま

　　９３９-１５０２・富山県南砺市野尻・のじり

　　９３９-１５１３・富山県南砺市野尻野・のじりの

　　９３９-１５２２・富山県南砺市野新・のしん

　　９３９-１８４２・富山県南砺市野田・のだ



　　９３２-０２５１・富山県南砺市野能原・ののうはら

　　９３９-１５２３・富山県南砺市野原・のはら

　　９３９-１８５１・富山県南砺市信末・のぶすえ

　　９３９-１６０６・富山県南砺市能美・のみ

　　９３２-０２２５・富山県南砺市畑方・はたかた

　　９３９-１６２４・富山県南砺市八幡・はちまん

　　９３９-１７５７・富山県南砺市土生・はぶ

　　９３９-１７５６・富山県南砺市土生新・はぶしん

　　９３９-１５４１・富山県南砺市晩田・はﾞんで

　　９３９-１９６６・富山県南砺市東赤尾・ひがしあかお

　　９３９-１５３６・富山県南砺市東石田・ひがしいしだ

　　９３９-１７２１・富山県南砺市東殿・ひがしとの

　　９３９-１９０５・富山県南砺市東中江・ひがしなかえ

　　９３９-１８０３・富山県南砺市東西原・ひがしにしはら

　　９３９-１７１２・富山県南砺市久戸・ひさと

　　９３２-０２０４・富山県南砺市飛騨屋・ひだや

　　９３９-１６０１・富山県南砺市人母・ひとぶ

　　９３９-１７６３・富山県南砺市樋瀬戸・ひのせと

　　９３９-１５１７・富山県南砺市百町・ひやくちよう

　　９３９-１６７２・富山県南砺市広谷・ひろたに

　　９３９-１５３４・富山県南砺市広安・ひろやす

　　９３９-１５６１・富山県南砺市福野・ふくの

　　９３９-１５６２・富山県南砺市福野（浦町）・ふくの(うらまち)

　　９３９-１５７２・富山県南砺市福野（駅前通り）・ふくの(えきまえどおり)

　　９３９-１５６４・富山県南砺市福野（御蔵町）・ふくの(おくらまち)

　　９３９-１５６７・富山県南砺市福野（上町）・ふくの(かんまち)

　　９３９-１５６５・富山県南砺市福野（新町）・ふくの(しんまち)

　　９３９-１５６３・富山県南砺市福野（辰巳町）・ふくの(たつみまち)

　　９３９-１５６６・富山県南砺市福野（田中町）・ふくの(たなかまち)

　　９３９-１５７４・富山県南砺市福野（七ツ屋）・ふくの(ななつや)

　　９３９-１５７３・富山県南砺市福野（南町）・ふくの(みなみまち)

　　９３９-１５６８・富山県南砺市福野（横町）・ふくの(よこまち)

　　９３９-１５１５・富山県南砺市福野軸屋・ふくのじくや

　　９３９-１６１０・富山県南砺市福光・ふくみつ

　　９３９-１６３１・富山県南砺市福光（旭町）・ふくみつ(あさひまち)

　　９３９-１６４６・富山県南砺市福光（荒町）・ふくみつ(あらまち)

　　９３９-１６４１・富山県南砺市福光（川原町）・ふくみつ(かわはらまち)

　　９３９-１６３６・富山県南砺市福光（神田町）・ふくみつ(かんだまち)

　　９３９-１６３２・富山県南砺市福光（観音町）・ふくみつ(かんのんまち)

　　９３９-１６４４・富山県南砺市福光（五宝町）・ふくみつ(ごほうまち)

　　９３９-１６５４・富山県南砺市福光（栄町）・ふくみつ(さかえまち)

　　９３９-１６３５・富山県南砺市福光（中央通り）・ふくみつ(ちゆうおうどおり)

　　９３９-１６３４・富山県南砺市福光（寺町）・ふくみつ(てらまち)

　　９３９-１６６２・富山県南砺市福光（天神町）・ふくみつ(てんじんまち)

　　９３９-１６４５・富山県南砺市福光（中荒町）・ふくみつ(なかあらまち)

　　９３９-１６３７・富山県南砺市福光（西町）・ふくみつ(にしまち)

　　９３９-１６５１・富山県南砺市福光（東新町）・ふくみつ(ひがししんまち)

　　９３９-１６３３・富山県南砺市福光（東町）・ふくみつ(ひがしまち)

　　９３９-１６４３・富山県南砺市福光（本町）・ふくみつ(ほんまち)

　　９３９-１６４２・富山県南砺市福光（味噌屋町）・ふくみつ(みそやちよう)

　　９３９-１６５３・富山県南砺市福光（宮脇町）・ふくみつ(みやわきちよう)

　　９３９-１６５２・富山県南砺市福光新町・ふくみつしんまち

　　９３２-０２２４・富山県南砺市藤橋・ふじはじ

　　９３９-１５０７・富山県南砺市二日町・ふつかまち

　　９３９-１７６１・富山県南砺市太美・ふとみ

　　９３９-１６２６・富山県南砺市法林寺・ほうりんじ

　　９３９-１８４１・富山県南砺市細木・ほそき

　　９３９-１８０５・富山県南砺市細野・ほその

　　９３９-１５４５・富山県南砺市布袋・ほてい

　　９３２-０２３３・富山県南砺市堀道・ほりみち

　　９３９-１５０１・富山県南砺市本江・ほんごう

　　９３２-０２１７・富山県南砺市本町・ほんまち

　　９３９-１５４９・富山県南砺市前田・まえだ

　　９３９-１９６５・富山県南砺市真木・まき

　　９３９-１８１３・富山県南砺市正谷・まさたに

　　９３２-０２２３・富山県南砺市松島・まつしま

　　９３９-１６２３・富山県南砺市松木・まつのき

　　９３９-１５１８・富山県南砺市松原・まつはﾞら

　　９３９-１５７１・富山県南砺市松原新・まつはﾞらしん

　　９３９-１９１６・富山県南砺市見座・みざ



　　９３２-０２３６・富山県南砺市三日町・みつかまち

　　９３９-１５４７・富山県南砺市三ツ屋・みつや

　　９３９-１８３５・富山県南砺市南原・みなみはら

　　９３９-１８１２・富山県南砺市蓑谷・みのだに

　　９３９-１８７９・富山県南砺市宮後・みやのうしろ

　　９３２-０２３５・富山県南砺市六日町・むいかまち

　　９３９-１９７２・富山県南砺市葎島・むくらじま

　　９３９-１７１５・富山県南砺市宗守・むねもり

　　９３９-１５４６・富山県南砺市森・もり

　　９３９-１５２７・富山県南砺市森清・もりきよ

　　９３９-１８２７・富山県南砺市盛新・もりしん

　　９３９-１５７６・富山県南砺市やかた・やかた

　　９３９-１５１６・富山県南砺市焼野・やけの

　　９３９-１５５４・富山県南砺市安居・やすい

　　９３９-１５２８・富山県南砺市安清・やすきよ

　　９３９-１５３３・富山県南砺市八塚・やつつﾞか

　　９３２-０２１５・富山県南砺市山下・やました

　　９３９-１７４７・富山県南砺市山田・やまだ

　　９３２-０２１２・富山県南砺市山斐・やまひ

　　９３２-０２３１・富山県南砺市山見・やまみ

　　９３２-０２３７・富山県南砺市山見町並・やまみまちなみ

　　９３９-１６６６・富山県南砺市山本・やまもと

　　９３９-１６１５・富山県南砺市湯谷・ゆだに

　　９３２-０２３４・富山県南砺市八日町・ようかまち

　　９３９-１７０２・富山県南砺市吉江中・よしえなか

　　９３９-１７４２・富山県南砺市吉江野・よしえの

　　９３９-１７６４・富山県南砺市吉見・よしみ

　　９３９-１７５４・富山県南砺市嫁兼・よめがね

　　９３９-１８１１・富山県南砺市理休・りきゆう

　　９３９-１８２２・富山県南砺市林道・りんどう

　　９３２-０２４４・富山県南砺市連代寺・れんたいじ

　　９３９-０３００・富山県射水市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３９-０３２１・富山県射水市青井谷・あおいだに

　　９３９-０３２１・富山県射水市青井谷（新屋敷）・あおいだに(あらやしき)

　　９３９-０３２１・富山県射水市青井谷（五官野）・あおいだに(ごかんの)

　　９３９-０３２１・富山県射水市青井谷（三野）・あおいだに(さんの)

　　９３９-０３２１・富山県射水市青井谷（西谷）・あおいだに(にしたに)

　　９３９-０３２１・富山県射水市青井谷（水上谷）・あおいだに(みずかみたに)

　　９３９-０２４７・富山県射水市あおば台・あおはﾞだい

　　９３９-０２８７・富山県射水市赤井・あかい

　　９３３-０２４１・富山県射水市足洗新町・あしあらいしんまち

　　９３９-０４１２・富山県射水市荒町・あらまち

　　９３３-０２５１・富山県射水市有磯・ありそ

　　９３９-０３１８・富山県射水市池多・いけだ

　　９３９-０３３３・富山県射水市一条・いちじよう

　　９３９-０４０４・富山県射水市市井・いちのい

　　９３９-０３０１・富山県射水市稲積・いなつﾞみ

　　９３４-００４６・富山県射水市今井・いまい

　　９３９-０２８６・富山県射水市今開発・いまかいほつ

　　９３３-０２２７・富山県射水市射水町・いみずちよう

　　９３９-０２３１・富山県射水市犬内・いんない

　　９３９-０４１５・富山県射水市梅木・うめのき

　　９３９-０３２２・富山県射水市上野・うわの

　　９３３-０２３３・富山県射水市海老江・えびえ

　　９３３-０２３４・富山県射水市海老江七軒・えびえしちけん

　　９３３-０２３５・富山県射水市海老江練合・えびえねりや

　　９３３-０２３１・富山県射水市海老江浜開・えびえはまびらき

　　９３９-０３０２・富山県射水市大江・おおごう

　　９３９-０２７１・富山県射水市大島北野・おおしまきたの

　　９３４-００４５・富山県射水市沖・おき

　　９３４-００５５・富山県射水市沖塚原・おきつかはら

　　９３４-００２３・富山県射水市海王町・かいおうまち

　　９３９-０４０６・富山県射水市開口・かいぐち

　　９３３-０２２２・富山県射水市海竜町・かいりゆうまち

　　９３４-００４９・富山県射水市鏡宮・かがのみや

　　９３４-００４０・富山県射水市鏡宮弥生・かがのみややよい

　　９３４-００５４・富山県射水市神楽町・かぐらまち

　　９３４-００３２・富山県射水市片口・かたぐち

　　９３４-００３７・富山県射水市片口久々江・かたぐちくぐえ

　　９３４-００３６・富山県射水市片口高場・かたぐちたかはﾞ



　　９３３-０２０５・富山県射水市加茂西部・かもせいぶ

　　９３３-０２０４・富山県射水市加茂中部・かもちゆうぶ

　　９３３-０２０３・富山県射水市加茂東部・かもとうぶ

　　９３３-０２４０・富山県射水市かもめ台・かもめだい

　　９３４-００５８・富山県射水市川口・かわぐち

　　９３３-００５８・富山県射水市川口宮袋・かわぐちみやぶくろ

　　９３９-０２８１・富山県射水市北高木・きたたかき

　　９３９-０２７６・富山県射水市北野・きたの

　　９３４-００３９・富山県射水市久々湊・くぐみなと

　　９３３-０２２５・富山県射水市草岡町・くさおかちよう

　　９３９-０４１３・富山県射水市串田・くした

　　９３９-０４１６・富山県射水市串田新・くしたしん

　　９３３-０２０６・富山県射水市倉垣小杉・くらがきこすぎ

　　９３９-０３１１・富山県射水市黒河・くろかわ

　　９３９-０３１１・富山県射水市黒河新・くろかわしん

　　９３９-０２５２・富山県射水市下条・げじよう

　　９３９-０３３１・富山県射水市下条新・げじようしん

　　９３９-０４１７・富山県射水市小泉・こいずみ

　　９３４-００２４・富山県射水市越の潟町・こしのかたまち

　　９３９-０２７４・富山県射水市小島・こじま

　　９３９-０３１６・富山県射水市小杉北野・こすぎきたの

　　９３９-０３０４・富山県射水市小杉白石・こすぎしらいじ

　　９３９-０３０４・富山県射水市小杉白石（小白石）・こすぎしらいし(こしらいし)

　　９３９-０２８８・富山県射水市小林・こはﾞやじ

　　９３４-００１５・富山県射水市桜町・さくらまち

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ・さんが

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（愛宕）・さんが(あたご)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（伊勢領）・さんが(いせりよ)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（一番町）・さんが(いちはﾞんまち)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（貝塚町）・さんが(かいつﾞかまち)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（上新町）・さんが(かみしんまち)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（さくら町）・さんが(さくらまち)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（白銀町）・さんが(しろがねちよう)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（新三ケ）・さんが(しんさんが)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（新富町）・さんが(しんとみちよう)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（水源町）・さんが(すいげんちよう)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（諏訪町）・さんが(すわちよう)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（高寺）・さんが(たかでら)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（田町）・さんが(たまち)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（常盤町）・さんが(ときわちよう)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（錦町）・さんが(にしきちよう)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（西町）・さんが(にしちよう)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（初音町）・さんが(はつねちよう)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（本中町）・さんが(ほんなかまち)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（本丸町）・さんが(ほんまるまち)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（水上）・さんが(みずかみ)

　　９３９-０３４１・富山県射水市三ケ（元町）・さんが(もとまち)

　　９３９-０３１５・富山県射水市椎土・しいど

　　９３３-０２５２・富山県射水市七美・しちみ

　　９３３-０２５３・富山県射水市七美中野・しちみなかの

　　９３９-０２５４・富山県射水市島・しま

　　９３３-０２０２・富山県射水市下村三箇・しもむらさんが

　　９３９-０２４３・富山県射水市下若・しもわか

　　９３９-０３２１・富山県射水市宿屋・しゆくや

　　９３４-０００３・富山県射水市庄川本町・しようがわほんまち

　　９３９-０４０３・富山県射水市生源寺・しようげんじ

　　９３９-０４１４・富山県射水市生源寺新・しようげんじしん

　　９３９-０２５５・富山県射水市上条・じようじよう

　　９３４-０００１・富山県射水市庄西町・しようせいまち

　　９３９-０３２１・富山県射水市浄土寺・じようどじ

　　９３９-０３２１・富山県射水市浄土寺（林寺）・じようどじ(はやしでら)

　　９３９-０３２１・富山県射水市浄土寺（東谷）・じようどじ(ひがしたに)

　　９３３-０２０７・富山県射水市白石・しらいじ

　　９３９-０２８４・富山県射水市新開発・しんかいほつ

　　９３４-００３３・富山県射水市新片町・しんかたまち

　　９３４-００３５・富山県射水市新堀・しんほﾞり

　　９３３-０２０９・富山県射水市摺出寺・すりでじ

　　９３４-０００５・富山県射水市善光寺・ぜんこうじ

　　９３９-０３６１・富山県射水市太閤町・たいこうまち

　　９３９-０３６２・富山県射水市太閤山・たいこうやま



　　９３９-０２３２・富山県射水市大門・だいもん

　　９３９-０２３３・富山県射水市大門新・だいもんしん

　　９３９-０２４６・富山県射水市大門本江・だいもんほんごう

　　９３４-００４７・富山県射水市高木・たかき

　　９３４-００３４・富山県射水市高場新町・たかはﾞしんまち

　　９３９-０４０７・富山県射水市竹鼻・たけはな

　　９３４-００１３・富山県射水市立町・たてまち

　　９３９-０２４５・富山県射水市棚田・たなだ

　　９３４-００１２・富山県射水市中央町・ちゆうおうまち

　　９３９-０３１３・富山県射水市塚越・つかごじ

　　９３４-００４１・富山県射水市作道（新生町）・つくりみち(しんせいちよう)

　　９３４-００４２・富山県射水市作道（その他）・つくりみち(そのた)

　　９３４-００３８・富山県射水市津幡江・つはﾞたえ

　　９３９-０４１１・富山県射水市円池・つぶらいけ

　　９３９-０３０６・富山県射水市手崎・てさき

　　９３４-００５６・富山県射水市寺塚原・てらつかはら

　　９３９-０２５１・富山県射水市土合・どあい

　　９３３-０２３６・富山県射水市東明七軒・とうめいしちけん

　　９３３-０２３８・富山県射水市東明中町・とうめいなかまち

　　９３３-０２３９・富山県射水市東明西町・とうめいにしまち

　　９３３-０２３７・富山県射水市東明東町・とうめいひがしまち

　　９３９-０３１４・富山県射水市土代・どだい

　　９３９-０２８３・富山県射水市鳥取・とつとり

　　９３４-００４４・富山県射水市殿村・とのむら

　　９３９-０３１２・富山県射水市中老田新・なかおいたしん

　　９３４-００２７・富山県射水市中新湊・なかしんみなと

　　９３９-０３６３・富山県射水市中太閤山・なかたいこうやま

　　９３９-０２７３・富山県射水市中野・なかの

　　９３９-０２４１・富山県射水市中村・なかむら

　　９３４-００３１・富山県射水市奈呉の江・なごのえ

　　９３４-０００４・富山県射水市西新湊・にししんみなと

　　９３９-０３０３・富山県射水市西高木・にしたかぎ

　　９３９-０２５７・富山県射水市西広上・にしひろかみ

　　９３４-００２６・富山県射水市二の丸町・にのまるまち

　　９３９-０３２１・富山県射水市入会地・にゆうかいち

　　９３４-００４８・富山県射水市布目・ぬのめ

　　９３９-０４１８・富山県射水市布目沢・ぬのめざわ

　　９３９-０３２１・富山県射水市野手・ので

　　９３４-００４３・富山県射水市野村・のむら

　　９３９-０３３２・富山県射水市橋下条・はしげじよう

　　９３９-０３３２・富山県射水市橋下条（赤田）・はしげじよう(あかた)

　　９３９-０３３２・富山県射水市橋下条（駅南通り）・はしげじよう(えきなんどおり)

　　９３９-０３３２・富山県射水市橋下条（囲山）・はしげじよう(かこいやま)

　　９３９-０３３２・富山県射水市橋下条（五歩一）・はしげじよう(ごふいち)

　　９３９-０３３２・富山県射水市橋下条（大白）・はしげじよう(だいはく)

　　９３９-０３３２・富山県射水市橋下条（二の井）・はしげじよう(にのい)

　　９３４-００２５・富山県射水市八幡町・はちまんまち

　　９３３-０２０８・富山県射水市八講・はつこう

　　９３３-０２３２・富山県射水市浜開新町・はまびらきしんまち

　　９３４-００５７・富山県射水市坂東・はﾞんどう

　　９３９-０３１９・富山県射水市東太閤山・ひがしたいこうやま

　　９３９-０３３２・富山県射水市日宮・ひのみや

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破・ひはﾞり

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（荒町）・ひはﾞり(あらまち)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（江上）・ひはﾞり(えがみ)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（鍛治屋橋）・ひはﾞり(かじやはﾞし)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（神川町）・ひはﾞり(かみかわちよう)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（北手崎）・ひはﾞり(きたてさき)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（木舟町）・ひはﾞり(きぶねまち)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（栄町）・ひはﾞり(さかえまち)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（さくら町）・ひはﾞり(さくらまち)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（昭和通り）・ひはﾞり(しようわどおり)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（新栄町）・ひはﾞり(しんさかえまち)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（新町）・ひはﾞり(しんまち)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（末永町）・ひはﾞり(すえながちよう)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（高寺）・ひはﾞり(たかでら)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（高穂町）・ひはﾞり(たかほちよう)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（宝町）・ひはﾞり(たからまち)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（茶屋町）・ひはﾞり(ちややまち)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（中央通り）・ひはﾞり(ちゆうおうどおり)



　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（中町）・ひはﾞり(なかまち)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（西楠町）・ひはﾞり(にしくすのきちよう)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（乗舟町）・ひはﾞり(のりぶねちよう)

　　９３９-０３０７・富山県射水市戸破（針原）・ひはﾞり(はりはら)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（平成町）・ひはﾞり(へいせいまち)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（南通り）・ひはﾞり(みなみどおり)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（元町）・ひはﾞり(もとまち)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（若葉町）・ひはﾞり(わかはﾞちよう)

　　９３９-０３５１・富山県射水市戸破（若宮町）・ひはﾞり(わかみやちよう)

　　９３９-０３２３・富山県射水市平野・ひらの

　　９３９-０２５６・富山県射水市広上・ひろかみ

　　９３９-０２３５・富山県射水市枇杷首・びわくび

　　９３９-０４０５・富山県射水市藤巻・ふじまき

　　９３９-０２３４・富山県射水市二口・ふたくち

　　９３４-００２２・富山県射水市放生津町・ほうじようつﾞまち

　　９３４-００５３・富山県射水市朴木・ほおのき

　　９３９-０２５３・富山県射水市堀内・ほりうち

　　９３３-０２２６・富山県射水市堀江千石・ほりえせんごく

　　９３３-０２２３・富山県射水市堀岡・ほりおか

　　９３３-０２２４・富山県射水市堀岡古明神・ほりおかふるみようじん

　　９３３-０２２８・富山県射水市堀岡明神新・ほりおかみようじんしん

　　９３４-００２１・富山県射水市堀岡新明神（西浜）・ほりおかしんみようじん(にしはま)

　　９３３-０２２１・富山県射水市堀岡新明神（その他）・ほりおかしんみようじん(そのた)

　　９３９-０２８５・富山県射水市本開発・ほんかいほつ

　　９３３-０２４４・富山県射水市本江・ほんごう

　　９３３-０２４３・富山県射水市本江（足洗）・ほんごう(あしあらい)

　　９３３-０２４６・富山県射水市本江（道)・ほんごう(みちはﾞん)

　　９３３-０２４４・富山県射水市本江北・ほんごうきた

　　９３３-０２４４・富山県射水市本江三箇・ほんごうさんが

　　９３３-０２４５・富山県射水市本江利波・ほんごうとなみ

　　９３３-０２４４・富山県射水市本江中・ほんごうなか

　　９３３-０２４７・富山県射水市本江中新・ほんごうなかしん

　　９３３-０２４４・富山県射水市本江西・ほんごうにじ

　　９３３-０２４４・富山県射水市本江後新・ほんごうのちしん

　　９３３-０２４８・富山県射水市本江針山・ほんごうはりやま

　　９３３-０２４９・富山県射水市本江針山新・ほんごうはりやましん

　　９３３-０２４２・富山県射水市本江針山開・ほんごうはりやまびらき

　　９３３-０２４４・富山県射水市本江東・ほんごうひがじ

　　９３３-０２４４・富山県射水市本江南・ほんごうみなみ

　　９３９-０２４４・富山県射水市本田・ほんでん

　　９３４-００１１・富山県射水市本町・ほんまち

　　９３４-００５２・富山県射水市松木・まつのき

　　９３４-００１６・富山県射水市三日曽根・みつかそね

　　９３９-０４０１・富山県射水市水戸田・みとだ

　　９３４-００１４・富山県射水市緑町・みどりまち

　　９３４-０００２・富山県射水市港町・みなとまち

　　９３９-０３６４・富山県射水市南太閤山・みなみたいこうやま

　　９３９-０２８２・富山県射水市南高木・みなみたかき

　　９３４-００５１・富山県射水市宮袋・みやぶくろ

　　９３９-０２４２・富山県射水市安吉・やすよじ

　　９３９-０２７５・富山県射水市八塚・やつつﾞか

　　９３９-０３１７・富山県射水市山本新・やまもとしん

　　９３３-０２０１・富山県射水市山屋・やまや

　　９３９-０４０２・富山県射水市流通センター水戸田・りゆうつうせんたｰみとだ

　　９３９-０３２１・富山県射水市流通センター（青井谷１、２丁目）・りゆうつうせんたｰ(あおいだに

１､２)

　　９３９-０２７２・富山県射水市若杉・わかすぎ

　　９３９-０４０８・富山県射水市若林・わかはﾞやじ

　　９３９-０３０５・富山県射水市鷲塚・わしつﾞか

　　９３０-０２００・富山県中新川郡舟橋村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３０-０２８７・富山県中新川郡舟橋村稲荷・ いなり

　　９３０-０２８３・富山県中新川郡舟橋村海老江・ えびえ

　　９３０-０２８８・富山県中新川郡舟橋村国重・ くにしげ

　　９３０-０２８９・富山県中新川郡舟橋村竹内・ たけのうち

　　９３０-０２８４・富山県中新川郡舟橋村竹鼻・ たけはな

　　９３０-０２８６・富山県中新川郡舟橋村東芦原・ ひがしあしはら

　　９３０-０２８２・富山県中新川郡舟橋村仏生寺・ ぶつしようじ

　　９３０-０２８１・富山県中新川郡舟橋村, 舟橋"・ふなはじ

　　９３０-０２８５・富山県中新川郡舟橋村古海老江・ ふるえびえ

　　９３０-０３００・富山県中新川郡上市町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　９３０-０３７４・富山県中新川郡上市町相ノ木新町・あいのきしんまち

　　９３０-０３８４・富山県中新川郡上市町青出新・あおいでしん

　　９３０-０３３１・富山県中新川郡上市町旭町・あさひまち

　　９３０-０４６４・富山県中新川郡上市町浅生・あそ

　　９３０-０３７７・富山県中新川郡上市町新清水・あらしみず

　　９３０-０４７１・富山県中新川郡上市町新屋・あらや

　　９３０-０３０５・富山県中新川郡上市町荒田・あれた

　　９３０-０３８５・富山県中新川郡上市町飯坂・いいざか

　　９３０-０３８７・富山県中新川郡上市町飯坂新・いいざかしん

　　９３０-０４３７・富山県中新川郡上市町伊折・いおり

　　９３０-０３３２・富山県中新川郡上市町石浦町・いしうらちよう

　　９３０-０３０２・富山県中新川郡上市町石仏・いしほﾞとけ

　　９３０-０４１３・富山県中新川郡上市町一の越・いちのこじ

　　９３０-０４３２・富山県中新川郡上市町稲村・いなむら

　　９３０-０４１４・富山県中新川郡上市町永代・えいたい

　　９３０-０３１８・富山県中新川郡上市町江上・えがみ

　　９３０-０３１７・富山県中新川郡上市町江又・えまた

　　９３０-０４６３・富山県中新川郡上市町大岩・おおいわ

　　９３０-０４６５・富山県中新川郡上市町大沢・おおさわ

　　９３０-０３５４・富山県中新川郡上市町大坪・おおつほﾞ

　　９３０-０４６２・富山県中新川郡上市町大松・おおまつ

　　９３０-０４６１・富山県中新川郡上市町大松新・おおまつしん

　　９３０-０３０３・富山県中新川郡上市町大永田・おながた

　　９３０-０４７２・富山県中新川郡上市町女川・おながわ

　　９３０-０４３５・富山県中新川郡上市町折戸・おりと

　　９３０-０４７３・富山県中新川郡上市町柿沢・かきざわ

　　９３０-０４０６・富山県中新川郡上市町柿沢新・かきざわしん

　　９３０-０３４６・富山県中新川郡上市町鍵町・かぎちよう

　　９３０-０４２１・富山県中新川郡上市町片地・かたじ

　　９３０-０３７５・富山県中新川郡上市町上荒又・かみあらまた

　　９３０-０３７２・富山県中新川郡上市町上経田・かみきようでん

　　９３０-０３５６・富山県中新川郡上市町上正・かみしよう

　　９３０-０３３３・富山県中新川郡上市町上中町・かみなかまち

　　９３０-０３５２・富山県中新川郡上市町上法音寺・かみほうおんじ

　　９３０-０３６８・富山県中新川郡上市町川原田・かわはらだ

　　９３０-０３５１・富山県中新川郡上市町北島・きたじま

　　９３０-０３４７・富山県中新川郡上市町熊野町・くまのまち

　　９３０-０４１６・富山県中新川郡上市町黒川・くろかわ

　　９３０-０４３４・富山県中新川郡上市町下田・げだ

　　９３０-０４１７・富山県中新川郡上市町五位尾・ごいお

　　９３０-０４０５・富山県中新川郡上市町郷柿沢・ごうかきざわ

　　９３０-０４５１・富山県中新川郡上市町極楽寺・ごくらくじ

　　９３０-０４４３・富山県中新川郡上市町骨原・こつはら

　　９３６-０８９１・富山県中新川郡上市町護摩堂・ごまどう

　　９３０-０４２４・富山県中新川郡上市町斉ノ神新・さいのかみしん

　　９３０-０３３５・富山県中新川郡上市町幸町・さいわいちよう

　　９３０-０３２２・富山県中新川郡上市町栄町・さかえちよう

　　９３０-０４２２・富山県中新川郡上市町眼目・さつか

　　９３０-０４５８・富山県中新川郡上市町眼目新・さつかしん

　　９３０-０４６７・富山県中新川郡上市町塩谷・しおのたに

　　９３０-０３８２・富山県中新川郡上市町下青出・しもあおいで

　　９３０-０３７６・富山県中新川郡上市町下荒又・しもあらまた

　　９３０-０３７３・富山県中新川郡上市町下経田・しもきようでん

　　９３０-０４３１・富山県中新川郡上市町釈泉寺・しやくせんじ

　　９３０-０３５７・富山県中新川郡上市町正印・しよいん

　　９３０-０３５８・富山県中新川郡上市町正印新・しよいんしん

　　９３０-０３８３・富山県中新川郡上市町上条沖・じようじようおき

　　９３０-０３６５・富山県中新川郡上市町神田・じんでん

　　９３０-０３２４・富山県中新川郡上市町新町・しんまち

　　９３０-０３６６・富山県中新川郡上市町新村・しんむら

　　９３０-０３４２・富山県中新川郡上市町神明町・しんめいまち

　　９３０-０４１１・富山県中新川郡上市町砂林開・すなはﾞやしびらき

　　９３０-０４５２・富山県中新川郡上市町須山・すやま

　　９３０-０４４２・富山県中新川郡上市町千石・せんごく

　　９３０-０３０１・富山県中新川郡上市町竹鼻・たけはな

　　９３０-０４２５・富山県中新川郡上市町田島野・たじまの

　　９３０-０４７４・富山県中新川郡上市町舘・たち

　　９３０-０４５３・富山県中新川郡上市町堤谷・つつみだに

　　９３０-０３２１・富山県中新川郡上市町天神町・てんじんまち

　　９３０-０３８６・富山県中新川郡上市町中青出・なかあおいで



　　９３０-０３１３・富山県中新川郡上市町中江上・なかえがみ

　　９３０-０３７１・富山県中新川郡上市町中開発・なかかいほつ

　　９３０-０３１６・富山県中新川郡上市町中小泉・なかこいずみ

　　９３０-０４３３・富山県中新川郡上市町中村・なかむら

　　９３０-０３４１・富山県中新川郡上市町錦町・にしきちよう

　　９３０-０４４４・富山県中新川郡上市町西種・にしたね

　　９３０-０３２３・富山県中新川郡上市町西町・にしちよう

　　９３０-０３３４・富山県中新川郡上市町西中町・にしなかまち

　　９３０-０４０３・富山県中新川郡上市町野開発・のかいほつ

　　９３０-０４２３・富山県中新川郡上市町野島・のじま

　　９３０-０３６７・富山県中新川郡上市町野福・のふく

　　９３０-０４３８・富山県中新川郡上市町馬場島・はﾞんはﾞじま

　　９３０-０３６２・富山県中新川郡上市町稗田・ひえだ

　　９３０-０３１２・富山県中新川郡上市町東江上・ひがしえがみ

　　９３０-０４４１・富山県中新川郡上市町東種・ひがしたね

　　９３０-０３４３・富山県中新川郡上市町東町・ひがしまち

　　９３０-０３８１・富山県中新川郡上市町久金・ひさがね

　　９３０-０３８８・富山県中新川郡上市町久金新・ひさがねしん

　　９３０-０４６６・富山県中新川郡上市町桧谷・ひのたに

　　９３０-０４０２・富山県中新川郡上市町広市新・ひろいちしん

　　９３０-０４１２・富山県中新川郡上市町広野・ひろの

　　９３０-０４０１・富山県中新川郡上市町広野新・ひろのしん

　　９３０-０３５３・富山県中新川郡上市町法音寺・ほうおんじ

　　９３０-０３７８・富山県中新川郡上市町放士ケ瀬・ほうじがせ

　　９３０-０３７９・富山県中新川郡上市町放士ケ瀬新・ほうじがせしん

　　９３０-０４１５・富山県中新川郡上市町松原野・まつはﾞらの

　　９３０-０３３６・富山県中新川郡上市町松和町・まつわちよう

　　９３０-０４５６・富山県中新川郡上市町丸山・まるやま

　　９３０-０４４５・富山県中新川郡上市町水上・みずかみ

　　９３０-０４０４・富山県中新川郡上市町三杉町・みすぎまち

　　９３０-０３２５・富山県中新川郡上市町三日市・みつかいち

　　９３０-０３４５・富山県中新川郡上市町南町・みなみちよう

　　９３０-０３０４・富山県中新川郡上市町森尻・もりじり

　　９３０-０３４４・富山県中新川郡上市町森元町・もりもとちよう

　　９３０-０３１１・富山県中新川郡上市町弥市・やいち

　　９３０-０３２６・富山県中新川郡上市町柳町・やなぎまち

　　９３０-０３６１・富山県中新川郡上市町湯上野・ゆうわの

　　９３０-０４５５・富山県中新川郡上市町湯崎野・ゆさきの

　　９３０-０４５４・富山県中新川郡上市町湯神子・ゆのみこ

　　９３０-０４５７・富山県中新川郡上市町湯神子野・ゆのみこの

　　９３０-０３６４・富山県中新川郡上市町横越・よこごじ

　　９３０-０３５５・富山県中新川郡上市町横法音寺・よこほうおんじ

　　９３０-０３５９・富山県中新川郡上市町四葉台・よつはﾞだい

　　９３０-０４３６・富山県中新川郡上市町蓬沢・よもぎざわ

　　９３０-０３１４・富山県中新川郡上市町若杉・わかすぎ

　　９３０-０３１５・富山県中新川郡上市町若杉新・わかすぎしん

　　９３０-０３６３・富山県中新川郡上市町和合・わごう

　　９３０-０２００・富山県中新川郡立山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３０-１４０６・富山県中新川郡立山町芦峅寺・あしくらじ

　　９３０-３２４２・富山県中新川郡立山町芦見・あしみ

　　９３０-０２７１・富山県中新川郡立山町浅生・あそ

　　９３０-３２３９・富山県中新川郡立山町池田・いけだ

　　９３０-３２１５・富山県中新川郡立山町石坂・いしざか

　　９３０-１３６１・富山県中新川郡立山町伊豆林・いずはﾞやじ

　　９３０-０２０１・富山県中新川郡立山町泉・いずみ

　　９３０-３２３４・富山県中新川郡立山町伊勢屋・いせや

　　９３０-０２５６・富山県中新川郡立山町一本木・いつほﾟんぎ

　　９３０-０２４６・富山県中新川郡立山町鋳物師沢・いものしざわ

　　９３０-１３６８・富山県中新川郡立山町岩峅寺・いわくらじ

　　９３０-１３６９・富山県中新川郡立山町岩峅野・いわくらの

　　９３０-０２０８・富山県中新川郡立山町浦田・うらだ

　　９３０-０２０７・富山県中新川郡立山町浦田新・うらだしん

　　９３０-３２４５・富山県中新川郡立山町上末・うわずえ

　　９３０-３２６７・富山県中新川郡立山町江崎・えさき

　　９３０-０２３５・富山県中新川郡立山町榎・えのき

　　９３０-０２６１・富山県中新川郡立山町大石原・おおいしはら

　　９３０-０２１６・富山県中新川郡立山町大窪・おおくほﾞ

　　９３０-０２５３・富山県中新川郡立山町大窪開・おおくほﾞびらき

　　９３０-０２５１・富山県中新川郡立山町大島・おおしま

　　９３０-０２６３・富山県中新川郡立山町大清水・おおしようず



　　９３０-３２０２・富山県中新川郡立山町女川新・おながわしん

　　９３０-３２３６・富山県中新川郡立山町小又・おまた

　　９３０-０２３７・富山県中新川郡立山町柿の木沢・かきのきざわ

　　９３０-１４０２・富山県中新川郡立山町桂台・かつらだい

　　９３０-０２３３・富山県中新川郡立山町上金剛寺・かみこんごうじ

　　９３０-３２４４・富山県中新川郡立山町上瀬戸・かみせと

　　９３０-３２５１・富山県中新川郡立山町上中・かみなか

　　９３０-３２０３・富山県中新川郡立山町上福来・かみふくらい

　　９３０-０２２３・富山県中新川郡立山町上鉾木・かみほこのき

　　９３０-３２５４・富山県中新川郡立山町上宮・かみみや

　　９３０-０２５７・富山県中新川郡立山町川原木・かわらぎ

　　９３０-０２２７・富山県中新川郡立山町草野・くさの

　　９３０-０２６２・富山県中新川郡立山町蔵本新・くらもとしん

　　９３０-３２５５・富山県中新川郡立山町小林・こはﾞやじ

　　９３０-０２１４・富山県中新川郡立山町五百石・ごひやくこく

　　９３０-０２７４・富山県中新川郡立山町五郎丸・ごろうまる

　　９３０-０２３２・富山県中新川郡立山町金剛寺・こんごうじ

　　９３０-３２６２・富山県中新川郡立山町金剛新・こんごうしん

　　９３０-０２３１・富山県中新川郡立山町坂井沢・さかいざわ

　　９３０-３２３８・富山県中新川郡立山町座主坊・ざしゆうほﾞう

　　９３０-３２６４・富山県中新川郡立山町沢新・さわしん

　　９３０-０２４５・富山県中新川郡立山町沢中山・さわなかやま

　　９３０-０２１２・富山県中新川郡立山町沢端・さわはた

　　９３０-０２３４・富山県中新川郡立山町下段・しただん

　　９３０-３２２１・富山県中新川郡立山町四谷尾・しだにお

　　９３０-３２１２・富山県中新川郡立山町柴山・しはﾞやま

　　９３０-３２４１・富山県中新川郡立山町下沢・しもざわ

　　９３０-３２１４・富山県中新川郡立山町下白岩・しもしらいわ

　　９３０-３２０８・富山県中新川郡立山町下新・しもしん

　　９３０-３２４３・富山県中新川郡立山町下瀬戸・しもせと

　　９３０-１４０１・富山県中新川郡立山町称名・しようみよう

　　９３０-３２２４・富山県中新川郡立山町白岩・しらいわ

　　９３０-３２４８・富山県中新川郡立山町新瀬戸・しんせと

　　９３０-０２３６・富山県中新川郡立山町新堀・しんほﾞり

　　９３０-３２５２・富山県中新川郡立山町末上野・すえうわの

　　９３０-０２４７・富山県中新川郡立山町末三賀・すえさんが

　　９３０-０２４４・富山県中新川郡立山町末谷口・すえたにぐち

　　９３０-３２４７・富山県中新川郡立山町瀬戸新・せとしん

　　９３０-１４０５・富山県中新川郡立山町千寿ケ原・せんじゆがはら

　　９３０-３２０１・富山県中新川郡立山町高原・たかはら

　　９３０-０２６８・富山県中新川郡立山町高原八ツ屋・たかはらやつや

　　９３０-０２０６・富山県中新川郡立山町竹鼻新・たけはなしん

　　９３０-３２０６・富山県中新川郡立山町竹林・たけはﾞやじ

　　９３０-０２１９・富山県中新川郡立山町田添・たぞえ

　　９３０-１４１８・富山県中新川郡立山町立山頂上・たてやまちようじよう

　　９３０-３２３３・富山県中新川郡立山町谷・たに

　　９３０-３２２２・富山県中新川郡立山町谷口・たにぐち

　　９３０-０２２８・富山県中新川郡立山町手屋・たや

　　９３０-１４０８・富山県中新川郡立山町千垣・ちがき

　　９３０-０２７２・富山県中新川郡立山町塚越・つかごじ

　　９３０-０２１１・富山県中新川郡立山町辻・つじ

　　９３０-１４１６・富山県中新川郡立山町剣御前・つるぎごぜん

　　９３０-１４１７・富山県中新川郡立山町剣沢・つるぎさわ

　　９３０-０２０４・富山県中新川郡立山町寺田・てらだ

　　９３０-０２０９・富山県中新川郡立山町寺田ことぶき町・てらだことぶきちよう

　　９３０-０２０５・富山県中新川郡立山町寺田新・てらだしん

　　９３０-０２４２・富山県中新川郡立山町寺坪・てらつほﾞ

　　９３０-１４１３・富山県中新川郡立山町天狗平・てんぐだいら

　　９３０-１３６４・富山県中新川郡立山町天林・てんはﾞやじ

　　９３０-０２４１・富山県中新川郡立山町道源寺・どうげんじ

　　９３０-０２２６・富山県中新川郡立山町道新・どうしん

　　９３０-１３６３・富山県中新川郡立山町栃津・とちつﾞ

　　９３０-０２６５・富山県中新川郡立山町泊新・とまりしん

　　９３０-３２３５・富山県中新川郡立山町長倉・ながくら

　　９３０-３２４６・富山県中新川郡立山町中林・なかはﾞやじ

　　９３０-３２５３・富山県中新川郡立山町長屋・ながや

　　９３０-０２４５・富山県中新川郡立山町中山・なかやま

　　９３０-０２６９・富山県中新川郡立山町半屋・なかりや

　　９３０-０２２４・富山県中新川郡立山町西芦原・にしあしはら

　　９３０-０２６７・富山県中新川郡立山町西大森・にしおおもり



　　９３０-３２１１・富山県中新川郡立山町日中・につちゆう

　　９３０-３２１３・富山県中新川郡立山町日中上野・につちゆううわの

　　９３０-０２２２・富山県中新川郡立山町貫田・ぬきた

　　９３０-０２１７・富山県中新川郡立山町野口・のぐち

　　９３０-０２１３・富山県中新川郡立山町野口新・のぐちしん

　　９３０-３２１７・富山県中新川郡立山町野沢・のざわ

　　９３０-３２６１・富山県中新川郡立山町野町・のまち

　　９３０-０２４８・富山県中新川郡立山町野村・のむら

　　９３０-０２６４・富山県中新川郡立山町東大森・ひがしおおもり

　　９３０-１３６５・富山県中新川郡立山町東中野新・ひがしなかのしん

　　９３０-３２０４・富山県中新川郡立山町東野・ひがしの

　　９３０-１４１１・富山県中新川郡立山町美女平・びじよだいら

　　９３０-０２５２・富山県中新川郡立山町日俣・ひまた

　　９３０-３２１６・富山県中新川郡立山町福田・ふくた

　　９３０-３２０５・富山県中新川郡立山町福来・ふくらい

　　９３０-１４０４・富山県中新川郡立山町藤橋・ふじはﾞじ

　　９３０-０２１８・富山県中新川郡立山町二ツ塚・ふたつつﾞか

　　９３０-３２６３・富山県中新川郡立山町渕上,5・ ふちがみ

　　９３０-１４０３・富山県中新川郡立山町ブナ坂・ぶなざか

　　９３０-０２５４・富山県中新川郡立山町古川・ふるかわ

　　９３０-０２７６・富山県中新川郡立山町鉾木,5・ ほこのき

　　９３０-０２２５・富山県中新川郡立山町本郷島・ほんごうじま

　　９３０-０２２１・富山県中新川郡立山町前沢・まえざわ

　　９３０-３２６６・富山県中新川郡立山町前沢新・まえざわしん

　　９３０-０２２９・富山県中新川郡立山町前沢新町・まえざわしんまち

　　９３０-０２２０・富山県中新川郡立山町前沢中央町・まえざわちゆうおうまち

　　９３０-１４０７・富山県中新川郡立山町前谷・まえたに

　　９３０-３２３７・富山県中新川郡立山町松倉・まつくら

　　９３０-１３６１・富山県中新川郡立山町下田・みさだ

　　９３０-１４１２・富山県中新川郡立山町弥陀ケ原・みだがはら

　　９３０-０２６６・富山県中新川郡立山町三ツ塚・みつつﾞか

　　９３０-０２６６・富山県中新川郡立山町三ツ塚新・みつつﾞかしん

　　９３０-１３６７・富山県中新川郡立山町宮路・みやじ

　　９３０-０２１５・富山県中新川郡立山町宮成・みやなり

　　９３０-０２５５・富山県中新川郡立山町向新庄・むかいしんじよう

　　９３０-３２２３・富山県中新川郡立山町虫谷・むしたに

　　９３０-１４１４・富山県中新川郡立山町室堂・むろどう

　　９３０-３２３２・富山県中新川郡立山町目桑・めつか

　　９３０-３２７７・富山県中新川郡立山町横江（高野地区）・よこえ(たかのちく)

　　９３０-１３７７・富山県中新川郡立山町横江（立山地区）・よこえ(たてやまちく)

　　９３０-１３６６・富山県中新川郡立山町横江野開・よこえのびらき

　　９３０-０２７３・富山県中新川郡立山町横沢・よこざわ

　　９３０-１３６２・富山県中新川郡立山町吉峰野開・よしみねのびらき

　　９３０-３２６５・富山県中新川郡立山町米沢・よねざわ

　　９３０-１３６２・富山県中新川郡立山町米道（谷内、東谷）・よねみち(たにうち､ひがしだに)

　　９３０-０２４３・富山県中新川郡立山町米道（その他）・よねみち(そのた)

　　９３０-１４１５・富山県中新川郡立山町雷鳥沢・らいちようざわ

　　９３０-０２７５・富山県中新川郡立山町利田・りた

　　９３０-３２３１・富山県中新川郡立山町六郎谷・ろくろうだに

　　９３０-０２０３・富山県中新川郡立山町若林・わかはﾞやじ

　　９３０-０２０２・富山県中新川郡立山町若宮・わかみや

　　９３９-０６００・富山県下新川郡入善町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３９-０６４３・富山県下新川郡入善町青木・あおき

　　９３９-０６４６・富山県下新川郡入善町青木新・あおきしん

　　９３９-０６２４・富山県下新川郡入善町青島・あおしま

　　９３９-０６６７・富山県下新川郡入善町芦崎・あしざき

　　９３９-０６２１・富山県下新川郡入善町荒又・あらまた

　　９３９-０６３７・富山県下新川郡入善町新屋・あらや

　　９３９-０６７９・富山県下新川郡入善町五十里・いかり

　　９３９-０６５４・富山県下新川郡入善町板屋・いたや

　　９３９-０６３６・富山県下新川郡入善町一宿・いちやどり

　　９３８-０１０１・富山県下新川郡入善町今江・いまえ

　　９３９-０６３３・富山県下新川郡入善町浦山新・うらやましん

　　９３９-０６４２・富山県下新川郡入善町上野・うわの

　　９３９-０６１７・富山県下新川郡入善町春日・かすが

　　９３９-０６５３・富山県下新川郡入善町上飯野・かみいいの

　　９３９-０６５１・富山県下新川郡入善町上飯野新・かみいいのしん

　　９３９-０６２５・富山県下新川郡入善町神林・かんはﾞやじ

　　９３９-０６７７・富山県下新川郡入善町木根・きのね

　　９３９-０６１４・富山県下新川郡入善町君島・きみじま



　　９３９-０６２７・富山県下新川郡入善町椚山・くぬぎやま

　　９３９-０６２８・富山県下新川郡入善町椚山新・くぬぎやましん

　　９３９-０６２３・富山県下新川郡入善町小杉・こすぎ

　　９３９-０６３４・富山県下新川郡入善町小摺戸・こすりど

　　９３９-０６５５・富山県下新川郡入善町五郎八・ごろうはち

　　９３９-０６５６・富山県下新川郡入善町笹原・ささわら

　　９３９-０６６３・富山県下新川郡入善町下飯野・しもいいの

　　９３９-０６６２・富山県下新川郡入善町下飯野新・しもいいのしん

　　９３９-０６４１・富山県下新川郡入善町下上野・しもうわの

　　９３９-０６５２・富山県下新川郡入善町袖沢・そでざわ

　　９３９-０６６１・富山県下新川郡入善町高瀬・たかせ

　　９３９-０６６６・富山県下新川郡入善町高畠・たかはﾞたけ

　　９３９-０６７２・富山県下新川郡入善町田中・たなか

　　９３９-０６１３・富山県下新川郡入善町田の又・たのまた

　　９３９-０６７５・富山県下新川郡入善町道市・どいち

　　９３９-０６４７・富山県下新川郡入善町道古・どうこ

　　９３９-０６５７・富山県下新川郡入善町東狐・とつこ

　　９３８-０１０５・富山県下新川郡入善町中沢・なかざわ

　　９３９-０６３１・富山県下新川郡入善町下山・にざやま

　　９３８-０１０４・富山県下新川郡入善町西中・にしなか

　　９３９-０６２６・富山県下新川郡入善町入膳・にゆうぜん

　　９３８-０１０６・富山県下新川郡入善町野中・のなか

　　９３９-０６３２・富山県下新川郡入善町墓ノ木・はかのき

　　９３９-０６７１・富山県下新川郡入善町東五十里・ひがしいかり

　　９３９-０６２２・富山県下新川郡入善町日吉・ひよじ

　　９３９-０６４５・富山県下新川郡入善町福島・ふくじま

　　９３９-０６４４・富山県下新川郡入善町福島新・ふくじましん

　　９３９-０６１２・富山県下新川郡入善町藤原・ふじわら

　　９３８-０１０３・富山県下新川郡入善町舟見・ふなみ

　　９３９-０６１１・富山県下新川郡入善町古黒部・ふるくろべ

　　９３８-０１０２・富山県下新川郡入善町古林・ふるはﾞやじ

　　９３９-０６６４・富山県下新川郡入善町蛇沢・へびさわ

　　９３９-０６６５・富山県下新川郡入善町本村・ほんむら

　　９３９-０６７８・富山県下新川郡入善町神子沢・みこざわ

　　９３９-０６７６・富山県下新川郡入善町目川・めがわ

　　９３９-０６１５・富山県下新川郡入善町八幡・やはた

　　９３９-０６１６・富山県下新川郡入善町横山・よこやま

　　９３９-０６７４・富山県下新川郡入善町吉原・よしわら

　　９３９-０６７３・富山県下新川郡入善町吉原東・よしわらひがじ

　　９３９-０６３５・富山県下新川郡入善町若栗新・わかぐりしん

　　９３９-０７００・富山県下新川郡朝日町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９３９-０７３５・富山県下新川郡朝日町赤川・あかがわ

　　９３９-０７４６・富山県下新川郡朝日町荒川・あらかわ

　　９３９-０７１７・富山県下新川郡朝日町石谷・いしたに

　　９３９-０７２２・富山県下新川郡朝日町大家庄・おおいえのしよう

　　９３９-０７２７・富山県下新川郡朝日町金山・かなやま

　　９３９-０７３４・富山県下新川郡朝日町草野・くさの

　　９３９-０７２８・富山県下新川郡朝日町窪田・くほﾞた

　　９３９-０７０４・富山県下新川郡朝日町境・さかい

　　９３９-０７１４・富山県下新川郡朝日町桜町・さくらまち

　　９３９-０７１１・富山県下新川郡朝日町笹川・ささがわ

　　９３８-０１６７・富山県下新川郡朝日町山王・さんのう

　　９３９-０７２１・富山県下新川郡朝日町三枚橋・さんまいはﾞじ

　　９３８-０１６９・富山県下新川郡朝日町下野・しもの

　　９３９-０７４７・富山県下新川郡朝日町大屋・だいや

　　９３９-０７４８・富山県下新川郡朝日町大屋新・だいやしん

　　９３９-０７０５・富山県下新川郡朝日町大平・だいら

　　９３９-０７２５・富山県下新川郡朝日町高橋・たかはじ

　　９３８-０１６４・富山県下新川郡朝日町棚山・たなやま

　　９３９-０７３３・富山県下新川郡朝日町月山・つきやま

　　９３９-０７３７・富山県下新川郡朝日町月山新・つきやましん

　　９３９-０７４３・富山県下新川郡朝日町道下・どうげ

　　９３８-０１６１・富山県下新川郡朝日町殿町・とのまち

　　９３９-０７４１・富山県下新川郡朝日町泊・とまり

　　９３９-０７４９・富山県下新川郡朝日町泊新・とまりしん

　　９３９-０７３２・富山県下新川郡朝日町中草野・なかくさの

　　９３９-０７１３・富山県下新川郡朝日町長野・ながの

　　９３９-０７１５・富山県下新川郡朝日町南保・なんほﾞ

　　９３９-０７１６・富山県下新川郡朝日町南保町・なんほﾞまち

　　９３９-０７２６・富山県下新川郡朝日町下山新・にざやましん



　　９３９-０７４５・富山県下新川郡朝日町西町・にしまち

　　９３９-０７４２・富山県下新川郡朝日町沼保・ぬまほ

　　９３９-０７５１・富山県下新川郡朝日町野新・のしん

　　９３９-０７３６・富山県下新川郡朝日町浜草野・はまくさの

　　９３９-０７３１・富山県下新川郡朝日町東草野・ひがしくさの

　　９３９-０７４４・富山県下新川郡朝日町平柳・ひらやなぎ

　　９３９-０７１２・富山県下新川郡朝日町蛭谷・びるたに

　　９３８-０１６８・富山県下新川郡朝日町藤塚（横道）・ふじつか(よこみち)

　　９３９-０７２３・富山県下新川郡朝日町不動堂・ふどうどう

　　９３９-０７２９・富山県下新川郡朝日町舟川新・ふながわしん

　　９３８-０１６６・富山県下新川郡朝日町細野・ほその

　　９３９-０７０３・富山県下新川郡朝日町宮崎・みやざき

　　９３９-０７０２・富山県下新川郡朝日町元屋敷・もとやしき

　　９３８-０１６２・富山県下新川郡朝日町山崎・やまざき

　　９３８-０１６２・富山県下新川郡朝日町山崎（岩崎）・やまざき(いわさき)

　　９３８-０１６２・富山県下新川郡朝日町山崎（小在池）・やまざき(こざいけ)

　　９３８-０１６２・富山県下新川郡朝日町山崎（越）・やまざき(こし)

　　９３８-０１６２・富山県下新川郡朝日町山崎（辻）・やまざき(つじ)

　　９３８-０１６２・富山県下新川郡朝日町山崎（花房）・やまざき(はなふさ)

　　９３８-０１６２・富山県下新川郡朝日町山崎（羽入）・やまざき(はにゆう)

　　９３８-０１６２・富山県下新川郡朝日町山崎（坊）・やまざき(ほﾞう)

　　９３８-０１６５・富山県下新川郡朝日町山崎新・やまざきしん

　　９３８-０１６３・富山県下新川郡朝日町湯ノ瀬・ゆのせ

　　９３９-０７０１・富山県下新川郡朝日町横尾・よこお

　　９３９-０７２４・富山県下新川郡朝日町横水・よこみず

　　６４０-００００・和歌山県和歌山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４０-８２７３・和歌山県和歌山市葵町・あおいちよう

　　６４０-８３２２・和歌山県和歌山市秋月・あきつﾞき

　　６４１-００５６・和歌山県和歌山市秋葉町・あきはﾞちよう

　　６４０-０３４４・和歌山県和歌山市朝日・あさひ

　　６４０-８１３４・和歌山県和歌山市芦辺丁・あしべちよう

　　６４９-６３３６・和歌山県和歌山市小豆島・あずしま

　　６４０-８２３８・和歌山県和歌山市網屋町・あみやまち

　　６４０-８３１６・和歌山県和歌山市有家・ありえ

　　６４０-８２４８・和歌山県和歌山市有田屋町・ありだやまち

　　６４０-８２４６・和歌山県和歌山市有田屋町西ノ丁・ありだやまちにしのちよう

　　６４０-８２４５・和歌山県和歌山市有田屋町南ノ丁・ありだやまちみなみのちよう

　　６４０-８３９０・和歌山県和歌山市有本・ありもと

　　６４０-８３５１・和歌山県和歌山市新内・あろち

　　６４０-８４６２・和歌山県和歌山市粟・あわ

　　６４０-８２０１・和歌山県和歌山市石橋丁・いしはﾞしちよう

　　６４０-０１１４・和歌山県和歌山市磯の浦・いそのうら

　　６４０-８０４４・和歌山県和歌山市板屋町・いたやまち

　　６４０-０３６１・和歌山県和歌山市伊太祈曽・いだきそ

　　６４０-８４６４・和歌山県和歌山市市小路・いちしようじ

　　６４０-８１４６・和歌山県和歌山市一番丁・いちはﾞんちよう

　　６４０-８０７６・和歌山県和歌山市五筋目・いつすじめ

　　６４０-０３５２・和歌山県和歌山市井戸・いど

　　６４９-６３２３・和歌山県和歌山市井ノ口・いのくち

　　６４１-００４４・和歌山県和歌山市今福・いまぶく

　　６４０-８３０１・和歌山県和歌山市岩橋・いわせ

　　６４０-８３０２・和歌山県和歌山市井辺・いんべ

　　６４９-６３１６・和歌山県和歌山市上野・うえの

　　６４０-８２４２・和歌山県和歌山市上野町・うえのまち

　　６４０-８２９８・和歌山県和歌山市植松丁・うえまつちよう

　　６４０-８０７８・和歌山県和歌山市宇治鉄砲場・うじてつほﾟうはﾞ

　　６４０-８０３９・和歌山県和歌山市宇治袋町・うじふくろまち

　　６４０-８０７２・和歌山県和歌山市宇治家裏・うじやうら

　　６４０-８０７１・和歌山県和歌山市宇治薮下・うじやぶした

　　６４１-００４３・和歌山県和歌山市宇須・うず

　　６４９-６３３２・和歌山県和歌山市宇田森・うだもり

　　６４１-００５３・和歌山県和歌山市打越町・うちこしちよう

　　６４１-００１３・和歌山県和歌山市内原・うちはら

　　６４０-８４５２・和歌山県和歌山市梅原・うめはら

　　６４０-８２３９・和歌山県和歌山市上町・うわまち

　　６４０-８３３５・和歌山県和歌山市餌差町・えさしまち

　　６４０-０３４３・和歌山県和歌山市江南・えな

　　６４０-８４３４・和歌山県和歌山市榎原・えのきはら

　　６４０-０１０１・和歌山県和歌山市大川・おおかわ

　　６４０-０３１６・和歌山県和歌山市大河内・おおかわち



　　６４９-６２７２・和歌山県和歌山市大垣内・おおがいと

　　６４０-８４７２・和歌山県和歌山市大谷・おおたに

　　６４０-８３２３・和歌山県和歌山市太田・おおだ

　　６４０-８３６１・和歌山県和歌山市岡円福院東ノ丁・おかえんふﾟくいんひがしのちよう

　　６４０-８３６４・和歌山県和歌山市岡円福院西ノ丁・おかえんふﾟくいんにしのちよう

　　６４０-８３６２・和歌山県和歌山市岡織屋小路・おかおりやしようじ

　　６４０-８３６５・和歌山県和歌山市岡北ノ丁・おかきたのちよう

　　６４０-８３６３・和歌山県和歌山市岡南ノ丁・おかみなみのちよう

　　６４０-８１４５・和歌山県和歌山市岡山丁・おかやまちよう

　　６４０-０３６２・和歌山県和歌山市奥須佐・おくずさ

　　６４９-６２６１・和歌山県和歌山市小倉・おぐら

　　６４０-８２７１・和歌山県和歌山市尾崎丁・おざきちよう

　　６４９-６３０８・和歌山県和歌山市落合・おちあい

　　６４０-８２３０・和歌山県和歌山市男野芝丁・おのしはﾞちよう

　　６４０-８２２４・和歌山県和歌山市小野町・おのまち

　　６４０-８１２４・和歌山県和歌山市雄松町・おまつちよう

　　６４０-８０７３・和歌山県和歌山市嘉家作丁・かけつﾞくりちよう

　　６４０-８２９３・和歌山県和歌山市駕町・かごまち

　　６４０-８１３９・和歌山県和歌山市片岡町・かたおかちよう

　　６４０-０１０３・和歌山県和歌山市加太・かだ

　　６４０-８２４３・和歌山県和歌山市徒町・かちまち

　　６４９-６２７４・和歌山県和歌山市金谷・かなや

　　６４０-８３９１・和歌山県和歌山市加納・かのう

　　６４０-８２８８・和歌山県和歌山市加納町・かのうまち

　　６４９-６３０６・和歌山県和歌山市上黒谷・かみくろだに

　　６４９-６２６２・和歌山県和歌山市上三毛・かみみけ

　　６４９-６３１２・和歌山県和歌山市川辺・かわなべ

　　６４０-８４１１・和歌山県和歌山市梶取・かんどり

　　６４９-６３３４・和歌山県和歌山市北・きた

　　６４０-８２５３・和歌山県和歌山市北相生丁・きたあいおいちよう

　　６４０-８２９９・和歌山県和歌山市北牛町・きたうしまち

　　６４０-８０２０・和歌山県和歌山市北桶屋町・きたおけやまち

　　６４０-８１０３・和歌山県和歌山市北休賀町・きたきゆうかまち

　　６４０-８０６２・和歌山県和歌山市北釘貫丁・きたくぎぬきちよう

　　６４０-８１１８・和歌山県和歌山市北細工町・きたさいくまち

　　６４０-８２３３・和歌山県和歌山市北坂ノ上丁・きたさかのうえちよう

　　６４０-８００２・和歌山県和歌山市北新・きたしん

　　６４０-８０１７・和歌山県和歌山市北新戎ノ丁・きたしんえびすのちよう

　　６４０-８０１５・和歌山県和歌山市北新桶屋町・きたしんおけやまち

　　６４０-８０１２・和歌山県和歌山市北新金屋丁・きたしんかなやちよう

　　６４０-８００１・和歌山県和歌山市北新七軒丁・きたしんしちけんちよう

　　６４０-８０１６・和歌山県和歌山市北新中ノ丁・きたしんなかのちよう

　　６４０-８００３・和歌山県和歌山市北新博労町・きたしんはﾞくろうまち

　　６４０-８０１１・和歌山県和歌山市北新元金屋丁・きたしんもとかなやちよう

　　６４０-８４０３・和歌山県和歌山市北島・きたじま

　　６４０-８２９１・和歌山県和歌山市北甚五兵衛丁・きたじんごべえちよう

　　６４０-８２５２・和歌山県和歌山市北田辺丁・きたたなべちよう

　　６４０-８０３１・和歌山県和歌山市北大工町・きただいくまち

　　６４０-８２９４・和歌山県和歌山市北中間町・きたちゆうげんまち

　　６４０-８３１７・和歌山県和歌山市北出島・きたでじま

　　６４０-８２９６・和歌山県和歌山市北土佐丁・きたとさちよう

　　６４１-０００８・和歌山県和歌山市北中島・きたなかじま

　　６４９-６３３１・和歌山県和歌山市北野・きたの

　　６４０-８３５５・和歌山県和歌山市北ノ新地・きたのしんち

　　６４０-８３５２・和歌山県和歌山市北ノ新地裏田町・きたのしんちうらたまち

　　６４０-８３５３・和歌山県和歌山市北ノ新地榎丁・きたのしんちえのきちよう

　　６４０-８３５６・和歌山県和歌山市北ノ新地上六軒丁・きたのしんちかみろつけんちよう

　　６４０-８３５７・和歌山県和歌山市北ノ新地中六軒丁・きたのしんちなかろつけんちよう

　　６４０-８３５８・和歌山県和歌山市北ノ新地下六軒丁・きたのしんちしもろつけんちよう

　　６４０-８３５９・和歌山県和歌山市北ノ新地田町・きたのしんちたまち

　　６４０-８３５４・和歌山県和歌山市北ノ新地東ノ丁・きたのしんちひがしのちよう

　　６４０-８３５０・和歌山県和歌山市北ノ新地分銅丁・きたのしんちふんどうちよう

　　６４９-６３０７・和歌山県和歌山市北別所・きたべつしよ

　　６４０-８０３８・和歌山県和歌山市北町・きたまち

　　６４０-８２３１・和歌山県和歌山市北汀丁・きたみぎわちよう

　　６４０-８４１２・和歌山県和歌山市狐島・きつねじま

　　６４０-８４５３・和歌山県和歌山市木ノ本・きのもと

　　６４０-８３２８・和歌山県和歌山市木広町・きひろちよう

　　６４１-００１２・和歌山県和歌山市紀三井寺・きみいでら

　　６４０-８２４４・和歌山県和歌山市久右衛門丁・きゆうえもんちよう



　　６４０-８１５５・和歌山県和歌山市九番丁・きゆうはﾞんちよう

　　６４０-０３５１・和歌山県和歌山市吉礼・きれ

　　６４０-８２７４・和歌山県和歌山市金龍寺丁・きんりゆうじちよう

　　６４１-０００１・和歌山県和歌山市杭ノ瀬・くいのせ

　　６４０-８０５５・和歌山県和歌山市九家ノ丁・くけのちよう

　　６４０-８３３２・和歌山県和歌山市楠右衛門小路・くすえもんしようじ

　　６４０-８４６３・和歌山県和歌山市楠見中・くすみなか

　　６４９-６３１３・和歌山県和歌山市楠本・くすもと

　　６４０-０３６４・和歌山県和歌山市口須佐・くちずさ

　　６４０-８２２５・和歌山県和歌山市久保丁・くほﾞちよう

　　６４０-８３３３・和歌山県和歌山市蔵小路・くらしようじ

　　６４０-８３０５・和歌山県和歌山市栗栖・くるす

　　６４０-０３１１・和歌山県和歌山市黒岩・くろいわ

　　６４０-８３４１・和歌山県和歌山市黒田・くろだ

　　６４０-０３１２・和歌山県和歌山市黒谷・くろだに

　　６４０-０３４５・和歌山県和歌山市桑山・くわやま

　　６４０-８３３７・和歌山県和歌山市毛革屋丁・けがわやちよう

　　６４１-００１４・和歌山県和歌山市毛見・けみ

　　６４０-８２２０・和歌山県和歌山市下町・げのまち

　　６４０-８０７５・和歌山県和歌山市源蔵馬場・げんぞうはﾞはﾞ

　　６４０-８３１４・和歌山県和歌山市神前・こうざき

　　６４９-６３１５・和歌山県和歌山市神波・こうなみ

　　６４１-０００７・和歌山県和歌山市小雑賀・こざいか

　　６４０-０３２３・和歌山県和歌山市小瀬田・こぜた

　　６４０-８１４１・和歌山県和歌山市五番丁・ごはﾞんちよう

　　６４０-８３７３・和歌山県和歌山市木挽丁・こびきちよう

　　６４０-８２２６・和歌山県和歌山市小人町・こびとまち

　　６４０-８２２８・和歌山県和歌山市小人町南ノ丁・こびとまちみなみのちよう

　　６４０-０３０１・和歌山県和歌山市木枕・こまくら

　　６４０-８２６５・和歌山県和歌山市小松原・こまつはﾞら

　　６４０-８２６９・和歌山県和歌山市小松原通・こまつはﾞらどおり

　　６４０-８０２７・和歌山県和歌山市米屋町・こめやまち

　　６４０-８４３５・和歌山県和歌山市古屋・こや

　　６４１-００６２・和歌山県和歌山市雑賀崎・さいかざき

　　６４０-８１０８・和歌山県和歌山市雑賀町・さいかまち

　　６４０-８１２１・和歌山県和歌山市雑賀道・さいかみち

　　６４０-８２４９・和歌山県和歌山市雑賀屋町・さいかやまち

　　６４０-８２４１・和歌山県和歌山市雑賀屋町東ノ丁・さいかやまちひがしのちよう

　　６４０-８２３７・和歌山県和歌山市材木丁・ざいもくちよう

　　６４０-０３１３・和歌山県和歌山市境原・さかいはﾞら

　　６４０-８４４１・和歌山県和歌山市栄谷・さかえだに

　　６４１-０００３・和歌山県和歌山市坂田・さかだ

　　６４０-８０５３・和歌山県和歌山市鷺ノ森・さぎのもり

　　６４０-８０５４・和歌山県和歌山市鷺ノ森片町・さぎのもりかたまち

　　６４０-８０５７・和歌山県和歌山市鷺ノ森新道・さぎのもりしんみち

　　６４０-８０５２・和歌山県和歌山市鷺ノ森堂前丁・さぎのもりどうまえちよう

　　６４０-８０５８・和歌山県和歌山市鷺ノ森中ノ丁・さぎのもりなかのちよう

　　６４０-８０５１・和歌山県和歌山市鷺ノ森東ノ丁・さぎのもりひがしのちよう

　　６４０-８０５６・和歌山県和歌山市鷺ノ森西ノ丁・さぎのもりにしのちよう

　　６４０-８０４７・和歌山県和歌山市鷺ノ森南ノ丁・さぎのもりみなみのちよう

　　６４０-８０５９・和歌山県和歌山市鷺ノ森明神丁・さぎのもりみようじんちよう

　　６４０-８２７６・和歌山県和歌山市作事丁・さくじちよう

　　６４９-６３１１・和歌山県和歌山市里・さと

　　６４０-０３０３・和歌山県和歌山市山東中・さんどうなか

　　６４０-８１４２・和歌山県和歌山市三番丁・さんはﾞんちよう

　　６４０-０３０６・和歌山県和歌山市塩ノ谷・しおのたに

　　６４０-８１２２・和歌山県和歌山市汐見町・しおみちよう

　　６４１-００５４・和歌山県和歌山市塩屋・しおや

　　６４０-８１５６・和歌山県和歌山市七番丁・しちはﾞんちよう

　　６４０-８２６７・和歌山県和歌山市芝ノ丁・しはﾞのちよう

　　６４９-６３１４・和歌山県和歌山市島・しま

　　６４０-８１２５・和歌山県和歌山市島崎町・しまざきちよう

　　６４０-８４１３・和歌山県和歌山市島橋東ノ丁・しまはﾞしひがしのちよう

　　６４０-８４１４・和歌山県和歌山市島橋西ノ丁・しまはﾞしにしのちよう

　　６４０-８４１５・和歌山県和歌山市島橋南ノ丁・しまはﾞしみなみのちよう

　　６４０-８４１６・和歌山県和歌山市島橋北ノ丁・しまはﾞしきたのちよう

　　６４９-６２６３・和歌山県和歌山市下三毛・しもみけ

　　６４９-６３２５・和歌山県和歌山市下和佐・しもわさ

　　６４０-８０７４・和歌山県和歌山市新魚町・しんぎよまち

　　６４０-８１０１・和歌山県和歌山市新雑賀町・しんさいかまち



　　６４０-８３７７・和歌山県和歌山市新堺丁・しんさかいちよう

　　６４０-８３４５・和歌山県和歌山市新在家・しんざいけ

　　６４９-６２６４・和歌山県和歌山市新庄・しんじよう

　　６４０-８３２５・和歌山県和歌山市新生町・しんせいちよう

　　６４０-８３７２・和歌山県和歌山市新大工町・しんだいくまち

　　６４０-８１１１・和歌山県和歌山市新通・しんとおり

　　６４１-０００２・和歌山県和歌山市新中島・しんなかじま

　　６４０-８３７６・和歌山県和歌山市新中通・しんなかどおり

　　６４１-００４２・和歌山県和歌山市新堀東・ しんほﾞりひがじ

　　６４０-８３７１・和歌山県和歌山市新八百屋丁・しんやおやちよう

　　６４１-００２３・和歌山県和歌山市新和歌浦・しんわかうら

　　６４０-８１５２・和歌山県和歌山市十番丁・じゆうはﾞんちよう

　　６４０-８１５９・和歌山県和歌山市十一番丁・じゆういちはﾞんちよう

　　６４０-８１５８・和歌山県和歌山市十二番丁・じゆうにはﾞんちよう

　　６４０-８１５０・和歌山県和歌山市十三番丁・じゆうさんはﾞんちよう

　　６４０-８４４４・和歌山県和歌山市次郎丸・じろまる

　　６４０-８３７４・和歌山県和歌山市数寄屋丁・すきやちよう

　　６４０-８２１２・和歌山県和歌山市杉ノ馬場・すぎのはﾞはﾞ

　　６４０-８３７８・和歌山県和歌山市鈴丸丁・すずまるちよう

　　６４０-０３１４・和歌山県和歌山市頭陀寺・ずだじ

　　６４０-８２７２・和歌山県和歌山市砂山南・すなやまみなみ

　　６４０-８０２２・和歌山県和歌山市住吉町・すみよしまち

　　６４０-８０３４・和歌山県和歌山市駿河町・するがまち

　　６４１-００３５・和歌山県和歌山市関戸・せきど

　　６４０-８０４１・和歌山県和歌山市専光寺門前丁・せんこうじもんぜんちよう

　　６４０-８１１４・和歌山県和歌山市船場町・せんはﾞちよう

　　６４０-８４７１・和歌山県和歌山市善明寺・ぜんみようじ

　　６４０-０３４１・和歌山県和歌山市相坂・そうざか

　　６４０-８４８３・和歌山県和歌山市園部・そのべ

　　６４０-８１３５・和歌山県和歌山市鷹匠町・たかじようまち

　　６４９-６３０１・和歌山県和歌山市滝畑・たきはた

　　６４０-８０２８・和歌山県和歌山市匠町・たくみまち

　　６４１-０００５・和歌山県和歌山市田尻・たじり

　　６４０-８０６１・和歌山県和歌山市畳屋町・たたみやまち

　　６４０-８３２９・和歌山県和歌山市田中町・たなかまち

　　６４９-６３０５・和歌山県和歌山市谷・たに

　　６４０-８１３３・和歌山県和歌山市谷町・たにまち

　　６４１-００６１・和歌山県和歌山市田野・たの

　　６４９-６３３７・和歌山県和歌山市田屋・たや

　　６４０-８２８７・和歌山県和歌山市築港・ちつこう

　　６４０-８２６３・和歌山県和歌山市茶屋ノ丁・ちややのちよう

　　６４０-８３３４・和歌山県和歌山市茶屋町・ちややまち

　　６４０-０１１５・和歌山県和歌山市つつじが丘・つつじがおか

　　６４０-８３１５・和歌山県和歌山市津秦・つわだ

　　６４０-８３１９・和歌山県和歌山市手平・てびら

　　６４０-８３２０・和歌山県和歌山市手平出島・てびらでじま

　　６４０-８３１１・和歌山県和歌山市寺内・てらうち

　　６４０-８２８２・和歌山県和歌山市出口甲賀丁・でぐちこうがちよう

　　６４０-８２８５・和歌山県和歌山市出口新端ノ丁・でぐちしんはしのちよう

　　６４０-８２８３・和歌山県和歌山市出口中ノ丁・でぐちなかのちよう

　　６４０-８２８４・和歌山県和歌山市出口端ノ丁・でぐちはしのちよう

　　６４０-８３０６・和歌山県和歌山市出島・でじま

　　６４０-８３２１・和歌山県和歌山市出水・でみず

　　６４０-８２０４・和歌山県和歌山市伝法橋南ノ丁・でんほﾟうはﾞしみなみのちよう

　　６４０-８２２９・和歌山県和歌山市道場町・どうじようまち

　　６４０-８４３２・和歌山県和歌山市土入・どうにゆう

　　６４０-８２０６・和歌山県和歌山市徳田木丁・とくだぎちよう

　　６４０-８２５６・和歌山県和歌山市土佐町・とさまち

　　６４０-８３４２・和歌山県和歌山市友田町・ともだちよう

　　６４０-８４５１・和歌山県和歌山市中・なか

　　６４１-０００６・和歌山県和歌山市中島・なかじま

　　６４９-６３０４・和歌山県和歌山市中筋日延・なかすじひのべ

　　６４０-８４３３・和歌山県和歌山市中野・なかの

　　６４０-８３９２・和歌山県和歌山市中之島・なかのしま

　　６４０-８０２５・和歌山県和歌山市中ノ店中ノ丁・なかのたななかのちよう

　　６４０-８０２６・和歌山県和歌山市中ノ店南ノ丁・なかのたなみなみのちよう

　　６４０-８０２３・和歌山県和歌山市中ノ店北ノ丁・なかのたなきたのちよう

　　６４０-０３０２・和歌山県和歌山市永山・ながやま

　　６４０-８２３６・和歌山県和歌山市七曲り・ななまがり

　　６４０-８００９・和歌山県和歌山市鍋屋町・なべやまち



　　６４０-８３０３・和歌山県和歌山市鳴神・なるかみ

　　６４９-６３３３・和歌山県和歌山市永穂・なんご

　　６４１-００３４・和歌山県和歌山市新高町・にいたかちよう

　　６４０-０３２２・和歌山県和歌山市仁井辺・にいべ

　　６４０-８３１３・和歌山県和歌山市西・ にじ

　　６４０-８０４６・和歌山県和歌山市西鍛冶屋町・にしかじやまち

　　６４０-８２９７・和歌山県和歌山市西河岸町・にしかわぎしちよう

　　６４０-８０６３・和歌山県和歌山市西釘貫丁・にしくぎぬきちよう

　　６４０-８２０５・和歌山県和歌山市西蔵前丁・にしくらまえちよう

　　６４１-００３１・和歌山県和歌山市西小二里・にしこにり

　　６４０-８１１６・和歌山県和歌山市西紺屋町・にしこんやまち

　　６４０-８２３４・和歌山県和歌山市西坂ノ上丁・にしさかのうえちよう

　　６４９-６３３５・和歌山県和歌山市西田井・にしたい

　　６４１-００５１・和歌山県和歌山市西高松・にしたかまつ

　　６４０-８０３７・和歌山県和歌山市西大工町・にしだいくまち

　　６４０-８０１４・和歌山県和歌山市西仲間町・にしちゆうげんまち

　　６４０-８２９０・和歌山県和歌山市西長町・にしながまち

　　６４０-８２１１・和歌山県和歌山市西布経丁・にしぬのえちよう

　　６４０-０１１２・和歌山県和歌山市西庄・にしのしよう

　　６４０-８０４２・和歌山県和歌山市西ノ店・にしのたな

　　６４０-８０２１・和歌山県和歌山市西旅籠町・にしはたごまち

　　６４１-００３６・和歌山県和歌山市西浜・にしはま

　　６４０-８２２７・和歌山県和歌山市西汀丁・にしみぎわちよう

　　６４０-８１４３・和歌山県和歌山市二番丁・にはﾞんちよう

　　６４０-８３２６・和歌山県和歌山市新留丁・にんとめちよう

　　６４１-００１５・和歌山県和歌山市布引・ぬのひき

　　６４９-６３２４・和歌山県和歌山市祢宜・ねぎ

　　６４０-８４８１・和歌山県和歌山市直川・のうがわ

　　６４０-８３４４・和歌山県和歌山市納定・のうじよう

　　６４０-８４０２・和歌山県和歌山市野崎・のざき

　　６４０-８４４３・和歌山県和歌山市延時・のぶとき

　　６４０-８２１５・和歌山県和歌山市橋丁・はしちよう

　　６４０-８３２７・和歌山県和歌山市橋向丁・はしむかいちよう

　　６４０-８３８２・和歌山県和歌山市畑屋敷榎丁・はたやしきえのきのちよう

　　６４０-８３８３・和歌山県和歌山市畑屋敷円福院東ノ丁・えんふﾟくいんひがしのちよう

　　６４０-８３８５・和歌山県和歌山市畑屋敷円福院西ノ丁・えんふﾟくいんにしのちよう

　　６４０-８３８６・和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁・はたやしきがんぎちよう

　　６４０-８３８４・和歌山県和歌山市畑屋敷葛屋丁・はたやしきくずやちよう

　　６４０-８３９７・和歌山県和歌山市畑屋敷新道丁・はたやしきしんみちちよう

　　６４０-８３９４・和歌山県和歌山市畑屋敷千体仏丁・はたやしきせんたいぶつちよう

　　６４０-８３９５・和歌山県和歌山市畑屋敷中ノ丁・はたやしきなかのちよう

　　６４０-８３９３・和歌山県和歌山市畑屋敷端ノ丁・はたやしきはしのちよう

　　６４０-８３８１・和歌山県和歌山市畑屋敷東ノ丁・はたやしきひがしのちよう

　　６４０-８３９６・和歌山県和歌山市畑屋敷西ノ丁・はたやしきにしのちよう

　　６４０-８３９９・和歌山県和歌山市畑屋敷兵庫ノ丁・はたやしきひようごのちよう

　　６４０-８３８７・和歌山県和歌山市畑屋敷袋町・はたやしきふくろまち

　　６４０-８３９８・和歌山県和歌山市畑屋敷松ケ枝丁・はたやしきまつがえちよう

　　６４０-８１５７・和歌山県和歌山市八番丁・はちはﾞんちよう

　　６４０-０３５３・和歌山県和歌山市馬場・はﾞはﾞ

　　６４９-６２７５・和歌山県和歌山市吐前・はんざき

　　６４０-８０３６・和歌山県和歌山市東鍛冶屋町・ひがしかじやまち

　　６４０-８０６４・和歌山県和歌山市東釘貫丁・ひがしくぎぬきちよう

　　６４０-８２０３・和歌山県和歌山市東蔵前丁・ひがしくらまえちよう

　　６４１-００３２・和歌山県和歌山市東小二里町・ひがしこにりちよう

　　６４０-８１１５・和歌山県和歌山市東紺屋町・ひがしこんやまち

　　６４０-８２４７・和歌山県和歌山市東坂ノ上丁・ひがしさかのうえちよう

　　６４１-００５２・和歌山県和歌山市東高松・ひがしたかまつ

　　６４９-６２７３・和歌山県和歌山市東田中・ひがしたなか

　　６４０-８０１３・和歌山県和歌山市東仲間町・ひがしちゆうげんまち

　　６４０-８２３５・和歌山県和歌山市東長町・ひがしながまち

　　６４０-８２６６・和歌山県和歌山市東長町中ノ丁・ひがしながまちなかのちよう

　　６４０-８０６６・和歌山県和歌山市東布経丁・ひがしぬのえちよう

　　６４０-８００４・和歌山県和歌山市東旅籠町・ひがしはたごまち

　　６４０-８０６７・和歌山県和歌山市一筋目・ひとすじめ

　　６４０-０１１１・和歌山県和歌山市日野・ひの

　　６４０-８２０２・和歌山県和歌山市屏風丁・びようぶちよう

　　６４０-８４４２・和歌山県和歌山市平井・ひらい

　　６４０-０３０４・和歌山県和歌山市平尾・ひらお

　　６４９-６３０３・和歌山県和歌山市平岡・ひらおか

　　６４０-８１１３・和歌山県和歌山市広瀬通丁・ひろせとおりちよう



　　６４０-８１２８・和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁・ひろせなかのちよう

　　６４０-０３３３・和歌山県和歌山市広原・ひろはら

　　６４０-８２６８・和歌山県和歌山市広道・ひろみち

　　６４９-６３３９・和歌山県和歌山市弘西・ ひろにじ

　　６４０-８１３７・和歌山県和歌山市吹上・ふきあげ

　　６４０-８３２４・和歌山県和歌山市吹屋町・ふきやちよう

　　６４０-８４０１・和歌山県和歌山市福島・ふくしま

　　６４０-８０４３・和歌山県和歌山市福町・ふくまち

　　６４９-６３１８・和歌山県和歌山市藤田・ふじた

　　６４０-８０６８・和歌山県和歌山市二筋目・ふたすじめ

　　６４９-６３３８・和歌山県和歌山市府中・ふちゆう

　　６４０-８２１３・和歌山県和歌山市舟大工町・ふなだいくまち

　　６４０-８２５５・和歌山県和歌山市舟津町・ふなつﾞちよう

　　６４０-８４６１・和歌山県和歌山市船所・ふなどころ

　　６４０-０３３２・和歌山県和歌山市冬野・ふゆの

　　６４０-８１３１・和歌山県和歌山市弁財天丁・べざいてんちよう

　　６４０-８３７５・和歌山県和歌山市坊主丁・ほﾞうずちよう

　　６４０-８０４５・和歌山県和歌山市卜半町・ほﾞくはんまち

　　６４９-６３２１・和歌山県和歌山市布施屋・ほしや

　　６４１-００４１・和歌山県和歌山市堀止南ノ丁・ほりどめみなみのちよう

　　６４０-８１３６・和歌山県和歌山市堀止東・ ほりどめひがじ

　　６４１-００４５・和歌山県和歌山市堀止西・ ほりどめにじ

　　６４０-８０３３・和歌山県和歌山市本町・ほんまち

　　６４０-８２６１・和歌山県和歌山市真砂丁・まさごちよう

　　６４０-８４２１・和歌山県和歌山市松江・まつえ

　　６４０-８４２３・和歌山県和歌山市松江中・まつえなか

　　６４０-８４２２・和歌山県和歌山市松江東・ まつえひがじ

　　６４０-８４２４・和歌山県和歌山市松江西・ まつえにじ

　　６４０-８４２５・和歌山県和歌山市松江北・まつえきた

　　６４１-００３３・和歌山県和歌山市松ケ丘・まつがおか

　　６４０-８３０４・和歌山県和歌山市松島・まつしま

　　６４０-０３４２・和歌山県和歌山市松原・まつはﾞら

　　６４１-００１１・和歌山県和歌山市三葛・みかずら

　　６４０-８１５３・和歌山県和歌山市三木町台所町・みきまちだいどころまち

　　６４０-８１０６・和歌山県和歌山市三木町中ノ丁・みきまちなかのちよう

　　６４０-８１０７・和歌山県和歌山市三木町堀詰・みきまちほりつﾞめ

　　６４０-８１０５・和歌山県和歌山市三木町南ノ丁・みきまちみなみのちよう

　　６４０-８１２３・和歌山県和歌山市三沢町・みさわちよう

　　６４０-８０６９・和歌山県和歌山市三筋目・みすじめ

　　６４０-８３３１・和歌山県和歌山市美園町・みそのちよう

　　６４９-６２７１・和歌山県和歌山市満屋・みつや

　　６４０-８４０４・和歌山県和歌山市湊・みなと

　　６４０-８２６４・和歌山県和歌山市湊桶屋町・みなとおけやまち

　　６４０-８２２３・和歌山県和歌山市湊北町・みなときたまち

　　６４０-８２２１・和歌山県和歌山市湊紺屋町・みなとこんやまち

　　６４０-８２８６・和歌山県和歌山市湊御殿・みなとごてん

　　６４０-８２８１・和歌山県和歌山市湊通丁南・みなととおりちようみなみ

　　６４０-８２６２・和歌山県和歌山市湊通丁北・みなととおりちようきた

　　６４０-８２２２・和歌山県和歌山市湊本町・みなとほんまち

　　６４０-８２７５・和歌山県和歌山市南相生丁・みなみあいおいちよう

　　６４０-８２９５・和歌山県和歌山市南牛町・みなみうしまち

　　６４０-８０２９・和歌山県和歌山市南桶屋町・みなみおけやまち

　　６４０-８１２６・和歌山県和歌山市南片原・みなみかたはら

　　６４０-８１０４・和歌山県和歌山市南休賀町・みなみきゆうかまち

　　６４０-８１０２・和歌山県和歌山市南雑賀町・みなみさいかまち

　　６４０-８１１７・和歌山県和歌山市南細工町・みなみさいくまち

　　６４０-８１１２・和歌山県和歌山市南材木丁・みなみざいもくちよう

　　６４０-８２９２・和歌山県和歌山市南甚五兵衛丁・みなみじんごべえちよう

　　６４０-８２５４・和歌山県和歌山市南田辺丁・みなみたなべちよう

　　６４０-８０３２・和歌山県和歌山市南大工町・みなみだいくまち

　　６４０-８２５１・和歌山県和歌山市南中間町・みなみちゆうげんまち

　　６４０-８３１８・和歌山県和歌山市南出島・みなみでじま

　　６４０-０３１５・和歌山県和歌山市南畑・みなみはﾞた

　　６４０-８２３２・和歌山県和歌山市南汀丁・みなみみぎわちよう

　　６４０-０１０２・和歌山県和歌山市深山・みやま

　　６４０-０３０５・和歌山県和歌山市明王寺・みようおうじ

　　６４０-８４３１・和歌山県和歌山市向・むかい

　　６４０-８０７７・和歌山県和歌山市六筋目・むすじめ

　　６４０-８４８２・和歌山県和歌山市六十谷・むそた

　　６４０-８０２４・和歌山県和歌山市元寺町・もとでらまち



　　６４０-８００６・和歌山県和歌山市元寺町東ノ丁・もとでらまちひがしのちよう

　　６４０-８００７・和歌山県和歌山市元寺町西ノ丁・もとでらまちにしのちよう

　　６４０-８００５・和歌山県和歌山市元寺町南ノ丁・もとでらまちみなみのちよう

　　６４０-８００８・和歌山県和歌山市元寺町北ノ丁・もとでらまちきたのちよう

　　６４０-８２１６・和歌山県和歌山市元博労町・もとはﾞくろうまち

　　６４０-８１２７・和歌山県和歌山市元町奉行丁・もとまちぶぎようちよう

　　６４０-０１１３・和歌山県和歌山市本脇・もとわき

　　６４０-０３２４・和歌山県和歌山市本渡・もとわたり

　　６４０-８３１２・和歌山県和歌山市森小手穂・もりおてほﾞ

　　６４０-８１５１・和歌山県和歌山市屋形町・やかたまち

　　６４０-０３２１・和歌山県和歌山市薬勝寺・やくしようじ

　　６４０-０３０７・和歌山県和歌山市矢田・やた

　　６４０-８３３６・和歌山県和歌山市柳丁・やなぎちよう

　　６４０-８１３８・和歌山県和歌山市薮ノ丁・やぶのちよう

　　６４０-８１３２・和歌山県和歌山市山蔭丁・やまかげちよう

　　６４９-６３１７・和歌山県和歌山市山口西・ やまぐちにじ

　　６４０-８０６５・和歌山県和歌山市山吹丁・やまぶきちよう

　　６４９-６３０２・和歌山県和歌山市湯屋谷・ゆやだに

　　６４０-０３６３・和歌山県和歌山市吉里・よしざと

　　６４０-８３４３・和歌山県和歌山市吉田・よしだ

　　６４０-０３３１・和歌山県和歌山市吉原・よしはら

　　６４０-８０６０・和歌山県和歌山市四筋目・よすじめ

　　６４０-８２１４・和歌山県和歌山市寄合町・よりあいまち

　　６４０-８０３５・和歌山県和歌山市万町・よろずまち

　　６４０-８１４４・和歌山県和歌山市四番丁・よんはﾞんちよう

　　６４０-８１５４・和歌山県和歌山市六番丁・ろくはﾞんちよう

　　６４１-００２５・和歌山県和歌山市和歌浦中・わかうらなか

　　６４１-００２１・和歌山県和歌山市和歌浦東・ わかうらひがじ

　　６４１-００２４・和歌山県和歌山市和歌浦西・ わかうらにじ

　　６４１-００２２・和歌山県和歌山市和歌浦南・わかうらみなみ

　　６４１-００５５・和歌山県和歌山市和歌川町・わかがわちよう

　　６４０-８１１９・和歌山県和歌山市和歌町・わかまち

　　６４９-６３２２・和歌山県和歌山市和佐関戸・わさせきど

　　６４９-６３２６・和歌山県和歌山市和佐中・わさなか

　　６４１-０００４・和歌山県和歌山市和田・わだ

　　６４２-００００・和歌山県海南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４０-１１６３・和歌山県海南市赤沼・あかぬま

　　６４２-００１５・和歌山県海南市且来・あつそ

　　６４２-００２１・和歌山県海南市井田・いだ

　　６４０-１１６４・和歌山県海南市海老谷・えびたに

　　６４２-００１３・和歌山県海南市多田・おおた

　　６４２-００２２・和歌山県海南市大野中・おおのなか

　　６４２-００１２・和歌山県海南市岡田・おかだ

　　６４０-１１７５・和歌山県海南市沖野々・おきのの

　　６４２-００１４・和歌山県海南市小野田・おのだ

　　６４０-１１６２・和歌山県海南市上谷・かみだに

　　６４０-１１７４・和歌山県海南市木津・きつﾞ

　　６４２-００１６・和歌山県海南市北赤坂・きたあかさか

　　６４０-１１６７・和歌山県海南市九品寺・くほんじ

　　６４２-００２７・和歌山県海南市扱沢・ぐみざわ

　　６４２-００１１・和歌山県海南市黒江・くろえ

　　６４２-００２４・和歌山県海南市阪井・さかい

　　６４２-００２３・和歌山県海南市重根・しこね

　　６４２-００１９・和歌山県海南市重根西・ しこねにじ

　　６４２-００１８・和歌山県海南市重根東・ しこねひがじ

　　６４２-００３５・和歌山県海南市冷水・しみず

　　６４９-０１４７・和歌山県海南市下津町青枝・ しもつちようあおじ

　　６４９-０１４５・和歌山県海南市下津町市坪・しもつちよういちつほﾞ

　　６４９-０１３２・和歌山県海南市下津町梅田・しもつちよううめだ

　　６４９-０１５５・和歌山県海南市下津町大窪・しもつちようおおくほﾞ

　　６４９-０１１２・和歌山県海南市下津町大崎・しもつちようおおさき

　　６４９-０１５３・和歌山県海南市下津町興・しもつちようおき

　　６４９-０１６２・和歌山県海南市下津町小原・しもつちようおはﾞら

　　６４９-０１５４・和歌山県海南市下津町笠畑・しもつちようかさはﾞた

　　６４９-０１１１・和歌山県海南市下津町方・しもつちようかた

　　６４９-０１６４・和歌山県海南市下津町上・しもつちようかみ

　　６４９-０１６３・和歌山県海南市下津町鰈川・しもつちようかれがわ

　　６４９-０１４４・和歌山県海南市下津町橘本・しもつちようきつもと

　　６４９-０１４６・和歌山県海南市下津町沓掛・しもつちようくつかけ

　　６４９-０１２２・和歌山県海南市下津町黒田・しもつちようくろだ



　　６４９-０１６１・和歌山県海南市下津町小畑・しもつちようこはﾞた

　　６４９-０１４３・和歌山県海南市下津町小松原・しもつちようこまつはﾞら

　　６４９-０１４１・和歌山県海南市下津町小南・しもつちようこみなみ

　　６４９-０１３１・和歌山県海南市下津町塩津・しもつちようしおつ

　　６４９-０１３３・和歌山県海南市下津町下・しもつちようしも

　　６４９-０１０１・和歌山県海南市下津町下津・しもつちようしもつ

　　６４９-０１５１・和歌山県海南市下津町曽根田・しもつちようそねだ

　　６４９-０１４２・和歌山県海南市下津町中・しもつちようなか

　　６４９-０１５２・和歌山県海南市下津町引尾・しもつちようひきお

　　６４９-０１２１・和歌山県海南市下津町丸田・しもつちようまるだ

　　６４９-０１５６・和歌山県海南市下津町百垣内・しもつちようももがいと

　　６４９-０１２３・和歌山県海南市下津町丁・しもつちようよろ

　　６４０-０４４３・和歌山県海南市下津野・しもつの

　　６４０-０４５１・和歌山県海南市高津・たかつﾞ

　　６４２-００３１・和歌山県海南市築地・つきじ

　　６４０-１１６６・和歌山県海南市次ケ谷・つげだに

　　６４２-００３３・和歌山県海南市鳥居・とりい

　　６４２-００３２・和歌山県海南市名高・なたか

　　６４０-０４４１・和歌山県海南市七山・ななやま

　　６４０-１１６１・和歌山県海南市野上新・のかみしん

　　６４０-１１７１・和歌山県海南市野上中・のかみなか

　　６４０-０４５３・和歌山県海南市野尻・のじり

　　６４２-００２８・和歌山県海南市幡川・はたがわ

　　６４２-０００４・和歌山県海南市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　６４０-０４４２・和歌山県海南市原野・はらの

　　６４２-０００２・和歌山県海南市日方・ひかた

　　６４２-００２５・和歌山県海南市東畑・ひがしはﾞた

　　６４０-１１６５・和歌山県海南市ひや水・ひやみず

　　６４２-００３４・和歌山県海南市藤白・ふじしろ

　　６４２-０００１・和歌山県海南市船尾・ふのお

　　６４０-０４５４・和歌山県海南市別院・べついん

　　６４２-００２６・和歌山県海南市別所・べつしよ

　　６４０-１１７２・和歌山県海南市溝ノ口・みぞのくち

　　６４２-００１７・和歌山県海南市南赤坂・みなみあかさか

　　６４０-１１７３・和歌山県海南市椋木・むくのき

　　６４０-０４５２・和歌山県海南市孟子・もうこ

　　６４２-０００３・和歌山県海南市山崎町・やまさきちよう

　　６４２-００２９・和歌山県海南市山田・やまだ

　　６４８-００００・和歌山県橋本市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４８-００２２・和歌山県橋本市赤塚・あかつか

　　６４８-００１９・和歌山県橋本市あやの台・あやのだい

　　６４８-００７３・和歌山県橋本市市脇・いちわき

　　６４８-００２４・和歌山県橋本市上田・うえだ

　　６４８-００７１・和歌山県橋本市小原田・おはらた

　　６４８-０００５・和歌山県橋本市小峰台・おみねだい

　　６４８-００９７・和歌山県橋本市柿の木坂・かきのきざか

　　６４８-００３７・和歌山県橋本市賢堂・かしこど

　　６４８-００８４・和歌山県橋本市柏原・かせはﾞら

　　６４８-００４３・和歌山県橋本市学文路・かむろ

　　６４８-００８５・和歌山県橋本市岸上・きしかみ

　　６４８-００６１・和歌山県橋本市北馬場・きたはﾞはﾞ

　　６４８-００３３・和歌山県橋本市北宿・きたやどり

　　６４８-０００７・和歌山県橋本市紀ノ光台・きのひかりだい

　　６４８-００５２・和歌山県橋本市紀見・きみ

　　６４８-００９２・和歌山県橋本市紀見ケ丘・きみがおか

　　６４８-００９３・和歌山県橋本市慶賀野・けがの

　　６４８-００２１・和歌山県橋本市恋野・こいの

　　６４９-７２０１・和歌山県橋本市高野口町応其・こうやぐちちようおうご

　　６４９-７２０７・和歌山県橋本市高野口町大野・こうやぐちちようおおの

　　６４９-７２０４・和歌山県橋本市高野口町小田・こうやぐちちようおだ

　　６４９-７２１２・和歌山県橋本市高野口町上中・こうやぐちちようかみなか

　　６４９-７２１５・和歌山県橋本市高野口町九重・こうやぐちちようくじゆう

　　６４９-７２１３・和歌山県橋本市高野口町嵯峨谷・こうやぐちちようさがたに

　　６４９-７２１１・和歌山県橋本市高野口町下中・こうやぐちちようしもなか

　　６４９-７２１４・和歌山県橋本市高野口町竹尾・こうやぐちちようたけお

　　６４９-７２１６・和歌山県橋本市高野口町田原・こうやぐちちようたはら

　　６４９-７２０５・和歌山県橋本市高野口町名倉・こうやぐちちようなぐら

　　６４９-７２０３・和歌山県橋本市高野口町名古曽・こうやぐちちようなごそ

　　６４９-７２０２・和歌山県橋本市高野口町伏原・こうやぐちちようふしはら

　　６４９-７２０６・和歌山県橋本市高野口町向島・こうやぐちちようむこうじま



　　６４８-００９９・和歌山県橋本市光陽台・こうようだい

　　６４８-００６５・和歌山県橋本市古佐田・こさだ

　　６４８-００８６・和歌山県橋本市神野々・このの

　　６４８-００６６・和歌山県橋本市胡麻生・ごもう

　　６４８-０００６・和歌山県橋本市境原・さかいはら

　　６４８-００７５・和歌山県橋本市さつき台・さつきだい

　　６４８-００４１・和歌山県橋本市清水・しみず

　　６４８-００８２・和歌山県橋本市菖蒲谷・しようぶたに

　　６４８-００５３・和歌山県橋本市しらさぎ台・しらさぎだい

　　６４８-００５４・和歌山県橋本市城山台・しろやまだい

　　６４８-０００１・和歌山県橋本市杉尾・すぎお

　　６４８-００３８・和歌山県橋本市須河・すごう

　　６４８-００１２・和歌山県橋本市隅田町芋生・すだちよういもう

　　６４８-００１４・和歌山県橋本市隅田町上兵庫・すだちようかみひようご

　　６４８-００１６・和歌山県橋本市隅田町下兵庫・すだちようしもひようご

　　６４８-００１５・和歌山県橋本市隅田町河瀬・すだちようこうぜ

　　６４８-０００４・和歌山県橋本市隅田町霜草・すだちようしもくさ

　　６４８-００１８・和歌山県橋本市隅田町垂井・すだちようたるい

　　６４８-００１３・和歌山県橋本市隅田町中下・すだちようちゆうげ

　　６４８-００１７・和歌山県橋本市隅田町中島・すだちようなかじま

　　６４８-０００２・和歌山県橋本市隅田町平野・すだちようひらの

　　６４８-００１１・和歌山県橋本市隅田町真土・すだちようまつち

　　６４８-０００３・和歌山県橋本市隅田町山内・すだちようやまうち

　　６４８-００３１・和歌山県橋本市只野・ただの

　　６４８-００３２・和歌山県橋本市谷奥深・たにおぶか

　　６４８-００６２・和歌山県橋本市妻・つま

　　６４８-００８３・和歌山県橋本市出塔・でとう

　　６４８-００７２・和歌山県橋本市東家・とうげ

　　６４８-００２３・和歌山県橋本市中道・なかどう

　　６４８-００４２・和歌山県橋本市西畑・にしはた

　　６４８-００７４・和歌山県橋本市野・の

　　６４８-００９５・和歌山県橋本市橋谷・はしたに

　　６４８-００６４・和歌山県橋本市橋本・はしもと

　　６４８-００９１・和歌山県橋本市柱本・はしらもと

　　６４８-００６３・和歌山県橋本市原田・はらだ

　　６４８-００３５・和歌山県橋本市彦谷・ひこたに

　　６４８-００５１・和歌山県橋本市細川・ほそかわ

　　６４８-００９４・和歌山県橋本市三石台・みついしだい

　　６４８-００４４・和歌山県橋本市南馬場・みなみはﾞはﾞ

　　６４８-００３４・和歌山県橋本市南宿・みなみやどり

　　６４８-００８８・和歌山県橋本市みゆき台・みゆきだい

　　６４８-００９６・和歌山県橋本市御幸辻・みゆきつじ

　　６４８-００２５・和歌山県橋本市向副・むかそい

　　６４８-００９８・和歌山県橋本市矢倉脇・やぐらわき

　　６４８-００８１・和歌山県橋本市山田・やまだ

　　６４８-００３６・和歌山県橋本市横座・よこざ

　　６４８-００８７・和歌山県橋本市吉原・よしはら

　　６４９-０３００・和歌山県有田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-０４２１・和歌山県有田市糸我町中番・いとがちようなかはﾞん

　　６４９-０４２２・和歌山県有田市糸我町西・ いとがちようにじ

　　６４９-０３１７・和歌山県有田市古江見・こえみ

　　６４９-０３０１・和歌山県有田市下中島・しもなかしま

　　６４９-０３０３・和歌山県有田市新堂・しんどう

　　６４９-０３１３・和歌山県有田市千田・ちだ

　　６４９-０３１１・和歌山県有田市辻堂・つじどう

　　６４９-０３１４・和歌山県有田市野・の

　　６４９-０３０７・和歌山県有田市初島町里・はつしまちようさと

　　６４９-０３０６・和歌山県有田市初島町浜・はつしまちようはま

　　６４９-０３１２・和歌山県有田市星尾・ほしお

　　６４９-０３０５・和歌山県有田市港町・みなとまち

　　６４９-０３０４・和歌山県有田市箕島・みのしま

　　６４９-０３１６・和歌山県有田市宮崎町・みやざきちよう

　　６４９-０４３４・和歌山県有田市宮原町新町・みやはらちようしんまち

　　６４９-０４３３・和歌山県有田市宮原町須谷・みやはらちようすがい

　　６４９-０４３７・和歌山県有田市宮原町滝・みやはらちようたき

　　６４９-０４３５・和歌山県有田市宮原町滝川原・みやはらちようたきがはら

　　６４９-０４３６・和歌山県有田市宮原町道・みやはらちようどう

　　６４９-０４３１・和歌山県有田市宮原町畑・みやはらちようはた

　　６４９-０４３２・和歌山県有田市宮原町東・ みやはらちようひがじ

　　６４９-０３０２・和歌山県有田市山田原・やまだはら



　　６４９-０３１５・和歌山県有田市山地・やまち

　　６４４-００００・和歌山県御坊市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４４-００１５・和歌山県御坊市荊木・いはﾞらき

　　６４４-００３３・和歌山県御坊市熊野・いや

　　６４４-００３２・和歌山県御坊市岩内・いわうち

　　６４４-０００１・和歌山県御坊市御坊・ごほﾞう

　　６４４-００２４・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋・しおやちようみなみしおや

　　６４４-００２５・和歌山県御坊市塩屋町北塩屋・しおやちようきたしおや

　　６４４-０００３・和歌山県御坊市島・しま

　　６４４-０００２・和歌山県御坊市薗・その

　　６４４-００２２・和歌山県御坊市名田町上野・なだちよううえの

　　６４４-００２１・和歌山県御坊市名田町楠井・なだちようくすい

　　６４４-００２３・和歌山県御坊市名田町野島・なだちようのしま

　　６４４-０００４・和歌山県御坊市名屋・なや

　　６４４-０００５・和歌山県御坊市名屋町・なやちよう

　　６４４-００３１・和歌山県御坊市野口・のぐち

　　６４９-１３４１・和歌山県御坊市藤田町藤井・ふじたちようふじい

　　６４９-１３４２・和歌山県御坊市藤田町吉田・ふじたちようよしだ

　　６４４-００３４・和歌山県御坊市明神川・みようじんがわ

　　６４４-００１２・和歌山県御坊市湯川町小松原・ゆかわちようこまつはﾞら

　　６４４-００１１・和歌山県御坊市湯川町財部・ゆかわちようたから

　　６４４-００１４・和歌山県御坊市湯川町富安・ゆかわちようとみやす

　　６４４-００１３・和歌山県御坊市湯川町丸山・ゆかわちようまるやま

　　６４６-００００・和歌山県田辺市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４６-０１０２・和歌山県田辺市秋津川・あきつﾞがわ

　　６４６-０００５・和歌山県田辺市秋津町・あきつﾞちよう

　　６４６-００２１・和歌山県田辺市あけぼの・あけほﾞの

　　６４６-００２７・和歌山県田辺市朝日ヶ丘・あさひがおか

　　６４６-１１０１・和歌山県田辺市鮎川・あゆかわ

　　６４６-００３７・和歌山県田辺市磯間・いそま

　　６４６-００５１・和歌山県田辺市稲成町・いなりちよう

　　６４６-００４３・和歌山県田辺市今福町・いまふくまち

　　６４６-１３２１・和歌山県田辺市熊野・いや

　　６４６-０２１２・和歌山県田辺市上野・うえの

　　６４６-００６１・和歌山県田辺市上の山・うえのやま

　　６４６-００５４・和歌山県田辺市江川・えがわ

　　６４６-００３４・和歌山県田辺市扇ケ浜・おうぎがはま

　　６４６-００２４・和歌山県田辺市学園・がくえん

　　６４６-００１２・和歌山県田辺市神島台・かしまだい

　　６４６-００４５・和歌山県田辺市片町・かたまち

　　６４６-０００１・和歌山県田辺市上秋津・かみあきつﾞ

　　６４６-０１０１・和歌山県田辺市上芳養・かみはや

　　６４６-０００２・和歌山県田辺市上万呂・かみまろ

　　６４６-０２１４・和歌山県田辺市上三栖・かみみす

　　６４６-００３６・和歌山県田辺市上屋敷・かみやしき

　　６４６-００４１・和歌山県田辺市北新町・きたしんまち

　　６４６-１３３４・和歌山県田辺市九川・くがわ

　　６４６-１３３５・和歌山県田辺市串・ くじ

　　６４６-１３３８・和歌山県田辺市合川・ごうがわ

　　６４６-１３２５・和歌山県田辺市小谷・こだに

　　６４６-１３３２・和歌山県田辺市五味・ごみ

　　６４６-１３３１・和歌山県田辺市木守・こもり

　　６４６-００４７・和歌山県田辺市紺屋町・こんやまち

　　６４６-００４８・和歌山県田辺市栄町・さかえまち

　　６４６-１２１２・和歌山県田辺市下川上・しもがわかみ

　　６４６-１２１３・和歌山県田辺市下川下・しもがわしも

　　６４６-１３３７・和歌山県田辺市下露・しもつゆ

　　６４６-０００４・和歌山県田辺市下万呂・しもまろ

　　６４６-０２１６・和歌山県田辺市下三栖・しもみす

　　６４６-００３２・和歌山県田辺市下屋敷町・しもやしきまち

　　６４６-０２１７・和歌山県田辺市城山台・しろやまだい

　　６４６-００１１・和歌山県田辺市新庄町・しんじようちよう

　　６４６-００１４・和歌山県田辺市新万・しんまん

　　６４６-００３３・和歌山県田辺市新屋敷町・しんやしきまち

　　６４６-００３８・和歌山県田辺市末広町・すえひろちよう

　　６４６-００２８・和歌山県田辺市高雄・たかお

　　６４６-００１５・和歌山県田辺市たきない町・たきないちよう

　　６４６-１３２４・和歌山県田辺市竹ノ平・たけのたいら

　　６４６-１３３６・和歌山県田辺市谷野口・たにのくち

　　６４６-００５０・和歌山県田辺市天神崎・てんじんざき



　　６４６-００２９・和歌山県田辺市東陽・とうよう

　　６４６-１３３９・和歌山県田辺市長瀬・ながせ

　　６４６-００５７・和歌山県田辺市中芳養・なかはや

　　６４６-１４１２・和歌山県田辺市中辺路町石船・なかへちちよういしぶり

　　６４６-１４３９・和歌山県田辺市中辺路町内井川・なかへちちよううちいがわ

　　６４６-１４１１・和歌山県田辺市中辺路町大内川・なかへちちようおおうちがわ

　　６４６-１４３３・和歌山県田辺市中辺路町大川・なかへちちようおおかわ

　　６４６-１４１７・和歌山県田辺市中辺路町川合・なかへちちようかわい

　　６４６-１４３６・和歌山県田辺市中辺路町熊野川・なかへちちようくまのがわ

　　６４６-１４２１・和歌山県田辺市中辺路町栗栖川・なかへちちようくりすがわ

　　６４６-１４３５・和歌山県田辺市中辺路町小皆・なかへちちようこかい

　　６４６-１４３１・和歌山県田辺市中辺路町小松原・なかへちちようこまつはﾞら

　　６４６-１４３７・和歌山県田辺市中辺路町沢・なかへちちようさわ

　　６４６-１４１６・和歌山県田辺市中辺路町高原・なかへちちようたかはら

　　６４６-１４０２・和歌山県田辺市中辺路町近露・なかへちちようちかつゆ

　　６４６-１４１４・和歌山県田辺市中辺路町西谷・なかへちちようにしだに

　　６４６-１４３４・和歌山県田辺市中辺路町温川・なかへちちようぬるみがわ

　　６４６-１４０１・和歌山県田辺市中辺路町野中・なかへちちようのなか

　　６４６-１４３２・和歌山県田辺市中辺路町福定・なかへちちようふくさだ

　　６４６-１４１３・和歌山県田辺市中辺路町北郡・なかへちちようほくそぎ

　　６４６-１４１５・和歌山県田辺市中辺路町真砂・なかへちちようまなご

　　６４６-１４３８・和歌山県田辺市中辺路町水上・なかへちちようみずかみ

　　６４６-０００３・和歌山県田辺市中万呂・なかまろ

　　６４６-０２１５・和歌山県田辺市中三栖・なかみす

　　６４６-００３５・和歌山県田辺市中屋敷町・なかやしきまち

　　６４６-０２１３・和歌山県田辺市長野・ながの

　　６４６-００５６・和歌山県田辺市芳養町・はやちよう

　　６４６-００６３・和歌山県田辺市芳養松原・はやまつはﾞら

　　６４６-１３３３・和歌山県田辺市東伏菟野・ひがしふどの

　　６４６-００２２・和歌山県田辺市東山・ひがしやま

　　６４６-１２１４・和歌山県田辺市平瀬・ひらせ

　　６４６-１３２６・和歌山県田辺市深谷・ふかたに

　　６４６-００４４・和歌山県田辺市福路町・ふくろまち

　　６４６-０２１１・和歌山県田辺市伏菟野・ふどの

　　６４６-００５９・和歌山県田辺市古尾・ふるお

　　６４６-００２６・和歌山県田辺市宝来町・ほうらいちよう

　　６４７-１７４２・和歌山県田辺市本宮町一本松・ほんぐうちよういつほﾟんまつ

　　６４７-１７０３・和歌山県田辺市本宮町請川・ほんぐうちよううけがわ

　　６４７-１７４１・和歌山県田辺市本宮町大居・ほんぐうちようおおい

　　６４７-１７２５・和歌山県田辺市本宮町大瀬・ほんぐうちようおおぜ

　　６４７-１７０２・和歌山県田辺市本宮町大津荷・ほんぐうちようおおつが

　　６４７-１７１６・和歌山県田辺市本宮町上大野・ほんぐうちようかみおおの

　　６４７-１７５１・和歌山県田辺市本宮町上切原・ほんぐうちようかみきりはﾞら

　　６４７-１７１７・和歌山県田辺市本宮町川湯・ほんぐうちようかわゆ

　　６４７-１７５２・和歌山県田辺市本宮町切畑・ほんぐうちようきりはた

　　６４７-１７３６・和歌山県田辺市本宮町久保野・ほんぐうちようくほﾞの

　　６４７-１７２２・和歌山県田辺市本宮町小々森・ほんぐうちようこごもり

　　６４７-１７０１・和歌山県田辺市本宮町小津荷・ほんぐうちようこつが

　　６４７-１７１４・和歌山県田辺市本宮町静川・ほんぐうちようしずかわ

　　６４７-１７３４・和歌山県田辺市本宮町下湯川・ほんぐうちようしもゆかわ

　　６４７-１７０５・和歌山県田辺市本宮町高山・ほんぐうちようたかやま

　　６４７-１７１２・和歌山県田辺市本宮町田代・ほんぐうちようたしろ

　　６４７-１７５３・和歌山県田辺市本宮町土河屋・ほんぐうちようつちごや

　　６４７-１７２４・和歌山県田辺市本宮町野竹・ほんぐうちようのだけ

　　６４７-１７１５・和歌山県田辺市本宮町東和田・ほんぐうちようひがしわだ

　　６４７-１７２１・和歌山県田辺市本宮町檜葉・ほんぐうちようひはﾞ

　　６４７-１７４３・和歌山県田辺市本宮町伏拝・ほんぐうちようふしおがみ

　　６４７-１７２６・和歌山県田辺市本宮町武住・ほんぐうちようぶじゆう

　　６４７-１７３１・和歌山県田辺市本宮町本宮・ほんぐうちようほんぐう

　　６４７-１７３５・和歌山県田辺市本宮町曲川・ほんぐうちようまがりかわ

　　６４７-１７４４・和歌山県田辺市本宮町三越・ ほんぐうちようみこじ

　　６４７-１７１１・和歌山県田辺市本宮町皆瀬川・ほんぐうちようみなせがわ

　　６４７-１７２３・和歌山県田辺市本宮町皆地・ほんぐうちようみなち

　　６４７-１７１３・和歌山県田辺市本宮町簑尾谷・ほんぐうちようみのおだに

　　６４７-１７０４・和歌山県田辺市本宮町耳打・ほんぐうちようみみうち

　　６４７-１７３２・和歌山県田辺市本宮町湯峯・ほんぐうちようゆのみね

　　６４７-１７３３・和歌山県田辺市本宮町渡瀬・ほんぐうちようわたぜ

　　６４６-００４６・和歌山県田辺市本町・ほんまち

　　６４６-００２５・和歌山県田辺市神子浜・みこのはま

　　６４６-００３１・和歌山県田辺市湊・みなと



　　６４６-００４２・和歌山県田辺市南新町・みなみしんまち

　　６４６-００１３・和歌山県田辺市南新万・みなみしんまん

　　６４６-１３２３・和歌山県田辺市向山・むかいやま

　　６４６-００５２・和歌山県田辺市むつみ・むつみ

　　６４６-００６２・和歌山県田辺市明洋・めいよう

　　６４６-００５８・和歌山県田辺市目良・めら

　　６４６-１３２２・和歌山県田辺市面川・めんがわ

　　６４６-００５３・和歌山県田辺市元町・もとまち

　　６４６-００２３・和歌山県田辺市文里・もり

　　６４５-０３０３・和歌山県田辺市龍神村小家・りゆうじんむらおいえ

　　６４５-０３０２・和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川・りゆうじんむらかいのがわ

　　６４５-０５２１・和歌山県田辺市龍神村小又川・りゆうじんむらこまたがわ

　　６４５-０４１３・和歌山県田辺市龍神村殿原・りゆうじんむらとのはら

　　６４５-０４１５・和歌山県田辺市龍神村西・ りゆうじんむらにじ

　　６４５-０４１２・和歌山県田辺市龍神村丹生ノ川・りゆうじんむらにゆうのがわ

　　６４５-０４１４・和歌山県田辺市龍神村東・ りゆうじんむらひがじ

　　６４５-０５２３・和歌山県田辺市龍神村広井原・りゆうじんむらひろいはら

　　６４５-０３０１・和歌山県田辺市龍神村福井・りゆうじんむらふくい

　　６４５-０５２２・和歌山県田辺市龍神村三ツ又・りゆうじんむらみつまた

　　６４５-０４１１・和歌山県田辺市龍神村宮代・りゆうじんむらみやしろ

　　６４５-０４１６・和歌山県田辺市龍神村安井・りゆうじんむらやすい

　　６４５-０４１７・和歌山県田辺市龍神村柳瀬・りゆうじんむらやなせ

　　６４５-０５２４・和歌山県田辺市龍神村湯ノ又・りゆうじんむらゆのまた

　　６４５-０５２５・和歌山県田辺市龍神村龍神・りゆうじんむらりゆうじん

　　６４６-１２１１・和歌山県田辺市和田・わだ

　　６４７-００００・和歌山県新宮市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４７-０００１・和歌山県新宮市相筋・あいすじ

　　６４７-００２５・和歌山県新宮市あけぼの・あけほﾞの

　　６４７-００２２・和歌山県新宮市阿須賀・あすか

　　６４７-００２１・和歌山県新宮市池田・いけだ

　　６４７-００１２・和歌山県新宮市伊佐田町・いさだちよう

　　６４７-００４５・和歌山県新宮市井の沢・いのさわ

　　６４７-００５１・和歌山県新宮市磐盾・いわたて

　　６４７-００１４・和歌山県新宮市浮島・うきじま

　　６４７-０００８・和歌山県新宮市馬町・うままち

　　６４７-１１０２・和歌山県新宮市相賀・おうが

　　６４７-００３２・和歌山県新宮市王子町・おうじちよう

　　６４７-０００４・和歌山県新宮市大橋通・おおはしどおり

　　６４７-００１３・和歌山県新宮市春日・かすが

　　６４７-００４４・和歌山県新宮市神倉・かみくら

　　６４７-０００３・和歌山県新宮市上本町・かみほんまち

　　６４７-００７３・和歌山県新宮市木ノ川・きのかわ

　　６４７-１２１６・和歌山県新宮市熊野川町相須・くまのがわちようあいす

　　６４７-１２１４・和歌山県新宮市熊野川町赤木・くまのがわちようあかぎ

　　６４７-１２０７・和歌山県新宮市熊野川町畝畑・くまのがわちよううねはた

　　６４７-１２０３・和歌山県新宮市熊野川町大山・くまのがわちようおおやま

　　６４７-１２０４・和歌山県新宮市熊野川町鎌塚・くまのがわちようかまつﾞか

　　６４７-１２０１・和歌山県新宮市熊野川町上長井・くまのがわちようかみながい

　　６４７-１２３３・和歌山県新宮市熊野川町九重・くまのがわちようくじゆう

　　６４７-１２２３・和歌山県新宮市熊野川町篠尾・くまのがわちようささび

　　６４７-１２３４・和歌山県新宮市熊野川町四滝・くまのがわちようしたき

　　６４７-１２３２・和歌山県新宮市熊野川町嶋津・くまのがわちようしまつﾞ

　　６４７-１２０５・和歌山県新宮市熊野川町滝本・くまのがわちようたきもと

　　６４７-１２１２・和歌山県新宮市熊野川町田長・くまのがわちようたなご

　　６４７-１２３１・和歌山県新宮市熊野川町玉置口・くまのがわちようたまきぐち

　　６４７-１２０６・和歌山県新宮市熊野川町西・ くまのがわちようにじ

　　６４７-１２２１・和歌山県新宮市熊野川町西敷屋・くまのがわちようにししきや

　　６４７-１２１３・和歌山県新宮市熊野川町能城山本・くまのがわちようのきやまもと

　　６４７-１２０２・和歌山県新宮市熊野川町東・ くまのがわちようひがじ

　　６４７-１２２２・和歌山県新宮市熊野川町東敷屋・くまのがわちようひがししきや

　　６４７-１２１１・和歌山県新宮市熊野川町日足・くまのがわちようひたり

　　６４７-１２３５・和歌山県新宮市熊野川町宮井・くまのがわちようみやい

　　６４７-１２１５・和歌山県新宮市熊野川町椋井・くまのがわちようむくのい

　　６４７-００２４・和歌山県新宮市熊野地・くまのじ

　　６４７-００５３・和歌山県新宮市五新・ごしん

　　６４７-００７１・和歌山県新宮市佐野・さの

　　６４７-００３３・和歌山県新宮市清水元・しみずもと

　　６４７-００４２・和歌山県新宮市下田・しもだ

　　６４７-００１１・和歌山県新宮市下本町・しもほんまち

　　６４７-００２０・和歌山県新宮市徐福・じよふく



　　６４７-００８１・和歌山県新宮市新宮・しんぐう

　　６４７-００１９・和歌山県新宮市新町・しんまち

　　６４７-１１０１・和歌山県新宮市高田・たかた

　　６４７-００３１・和歌山県新宮市田鶴原町・たずはらちよう

　　６４７-００１６・和歌山県新宮市谷王子町・たにおうじちよう

　　６４７-００１０・和歌山県新宮市丹鶴・たんかく

　　６４７-００１５・和歌山県新宮市千穂・ちほ

　　６４７-００１８・和歌山県新宮市仲之町・なかのちよう

　　６４７-００４１・和歌山県新宮市野田・のだ

　　６４７-００５２・和歌山県新宮市橋本・はしもと

　　６４７-００７２・和歌山県新宮市蜂伏・はちぶせ

　　６４７-０００２・和歌山県新宮市船町・ふなまち

　　６４７-０００７・和歌山県新宮市別当屋敷町・べつとうやしきちよう

　　６４７-００２３・和歌山県新宮市蓬莱・ほうらい

　　６４７-００３４・和歌山県新宮市丸山・まるやま

　　６４７-００４３・和歌山県新宮市緑ケ丘・みどりがおか

　　６４７-００５４・和歌山県新宮市南檜杖・みなみひつﾞえ

　　６４７-１１０３・和歌山県新宮市南檜杖（土ノ河）・みなみひつﾞえ(つちのこ)

　　６４７-００６１・和歌山県新宮市三輪崎・みわさき

　　６４７-０００５・和歌山県新宮市元鍛治町・もとかじちよう

　　６４７-０００６・和歌山県新宮市薬師町・やくしまち

　　６４７-００１７・和歌山県新宮市横町・よこまち

　　６４９-６４００・和歌山県紀の川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-６４０４・和歌山県紀の川市赤尾・あかお

　　６４９-６６１４・和歌山県紀の川市赤沼田・あかんた

　　６４９-６６１１・和歌山県紀の川市穴伏・ あなぶじ

　　６４９-６５６１・和歌山県紀の川市荒見・あらみ

　　６４９-６４０７・和歌山県紀の川市池田新・いけだしん

　　６４９-６５４１・和歌山県紀の川市井田・いだ

　　６４９-６５１１・和歌山県紀の川市猪垣・いのかけ

　　６４９-６４１６・和歌山県紀の川市上野・うえの

　　６４９-６４１４・和歌山県紀の川市打田・うちた

　　６４９-６５２１・和歌山県紀の川市馬宿・うまやど

　　６４９-６６０５・和歌山県紀の川市江川中・えかわなか

　　６４９-６６２４・和歌山県紀の川市王子・おうじ

　　６４９-６６１５・和歌山県紀の川市麻生津中・おうつﾞなか

　　６４９-６４２３・和歌山県紀の川市尾崎・おざき

　　６４９-６５６２・和歌山県紀の川市遠方・おちかた

　　６４９-６５６３・和歌山県紀の川市風市・ かざじ

　　６４９-６５６４・和歌山県紀の川市勝神・かすかみ

　　６４９-６５７１・和歌山県紀の川市上鞆渕・かみともぶち

　　６４９-６５２２・和歌山県紀の川市上丹生谷・かみにゆうや

　　６４０-０４０３・和歌山県紀の川市貴志川町尼寺・きしがわちようあまてら

　　６４０-０４２４・和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口・きしがわちよういのくち

　　６４０-０４１２・和歌山県紀の川市貴志川町上野山・きしがわちよううえのやま

　　６４０-０４２２・和歌山県紀の川市貴志川町岸小野・きしがわちようきしおの

　　６４０-０４０５・和歌山県紀の川市貴志川町岸宮・きしがわちようきしみや

　　６４０-０４２１・和歌山県紀の川市貴志川町北・きしがわちようきた

　　６４０-０４０２・和歌山県紀の川市貴志川町北山・きしがわちようきたやま

　　６４０-０４１４・和歌山県紀の川市貴志川町国主・ きしがわちようくにじ

　　６４０-０４１３・和歌山県紀の川市貴志川町神戸・きしがわちようこうど

　　６４０-０４２３・和歌山県紀の川市貴志川町高尾・きしがわちようたかお

　　６４０-０４０４・和歌山県紀の川市貴志川町鳥居・きしがわちようとりい

　　６４０-０４１５・和歌山県紀の川市貴志川町長原・きしがわちようながはら

　　６４０-０４１６・和歌山県紀の川市貴志川町長山・きしがわちようながやま

　　６４０-０４０６・和歌山県紀の川市貴志川町西山・きしがわちようにしやま

　　６４０-０４１１・和歌山県紀の川市貴志川町前田・きしがわちようまえだ

　　６４０-０４０１・和歌山県紀の川市貴志川町丸栖・きしがわちようまるす

　　６４９-６４０６・和歌山県紀の川市北大井・きたおおい

　　６４９-６５０１・和歌山県紀の川市北志野・きたしの

　　６４９-６４０２・和歌山県紀の川市北勢田・きたせいだ

　　６４９-６４４３・和歌山県紀の川市北中・きたなか

　　６４９-６５０２・和歌山県紀の川市北長田・きたながた

　　６４９-６６１２・和歌山県紀の川市北涌・きたわき

　　６４９-６６０６・和歌山県紀の川市切畑・きりはた

　　６４９-６４１５・和歌山県紀の川市窪・くほﾞ

　　６４９-６４１８・和歌山県紀の川市久留壁・くるべき

　　６４９-６４１２・和歌山県紀の川市黒土・くろつち

　　６４９-６４２２・和歌山県紀の川市花野・けや

　　６４９-６５５１・和歌山県紀の川市上田井・こうだい



　　６４９-６５３１・和歌山県紀の川市粉河・こかわ

　　６４９-６４０１・和歌山県紀の川市重行・しげき

　　６４９-６５５２・和歌山県紀の川市嶋・しま

　　６４９-６４２６・和歌山県紀の川市下井阪・しもいさか

　　６４９-６５７２・和歌山県紀の川市下鞆渕・しもともぶち

　　６４９-６５２３・和歌山県紀の川市下丹生谷・しもにゆうや

　　６４９-６６２２・和歌山県紀の川市後田・しれだ

　　６４９-６４５１・和歌山県紀の川市神通・じんつﾞう

　　６４９-６４４２・和歌山県紀の川市神領・じんりよう

　　６４９-６５６５・和歌山県紀の川市杉原・すいはﾞら

　　６４９-６１６１・和歌山県紀の川市高野・たかの

　　６４９-６４１３・和歌山県紀の川市竹房（４５０番地以下）・たけぶさ(

　　６４９-６１６２・和歌山県紀の川市竹房（４５１番地以上）・たけぶさ

　　６４９-６４２１・和歌山県紀の川市田中馬場・たなかはﾞはﾞ

　　６４９-６５１２・和歌山県紀の川市東毛・とうげ

　　６４９-６４４５・和歌山県紀の川市豊田・とよだ

　　６４９-６４２５・和歌山県紀の川市中井阪・なかいさか

　　６４９-６５０３・和歌山県紀の川市長田中・ながたなか

　　６４９-６５１３・和歌山県紀の川市中津川・なかつがわ

　　６４９-６５７３・和歌山県紀の川市中鞆渕・なかともぶち

　　６４９-６４５２・和歌山県紀の川市中畑・なかはた

　　６４９-６４３４・和歌山県紀の川市中三谷・なかみたに

　　６４９-６５３２・和歌山県紀の川市中山・なかやま

　　６４９-６６３１・和歌山県紀の川市名手市場・なていちはﾞ

　　６４９-６６０１・和歌山県紀の川市名手上・なてかみ

　　６４９-６６０３・和歌山県紀の川市名手下・なてしも

　　６４９-６６２１・和歌山県紀の川市名手西野・なてにしの

　　６４９-６４２７・和歌山県紀の川市西井阪・にしいさか

　　６４９-６４１７・和歌山県紀の川市西大井・にしおおい

　　６４９-６５２４・和歌山県紀の川市西川原・にしかわはら

　　６４９-６６０４・和歌山県紀の川市西野山・にしのやま

　　６４９-６４３３・和歌山県紀の川市西三谷・にしみたに

　　６４９-６４４７・和歌山県紀の川市西山田・にしやまだ

　　６４９-６６１６・和歌山県紀の川市西脇・にしわき

　　６４９-６５２５・和歌山県紀の川市野上・のがみ

　　６４９-６４４４・和歌山県紀の川市登尾・のほﾞりお

　　６４９-６４２４・和歌山県紀の川市畑野上・はたのうえ

　　６４９-６４０５・和歌山県紀の川市東大井・ひがしおおい

　　６４９-６５２６・和歌山県紀の川市東川原・ひがしかわはら

　　６４９-６４２８・和歌山県紀の川市東国分・ひがしこくぶ

　　６４９-６５４２・和歌山県紀の川市東野・ひがしの

　　６４９-６４３５・和歌山県紀の川市東三谷・ひがしみたに

　　６４９-６４４１・和歌山県紀の川市東山田・ひがしやまだ

　　６４９-６６０２・和歌山県紀の川市平野・ひらの

　　６４９-６４１１・和歌山県紀の川市広野・ひろの

　　６４９-６４４６・和歌山県紀の川市枇杷谷・びわだに

　　６４９-６５５３・和歌山県紀の川市深田・ふけだ

　　６４９-６５１４・和歌山県紀の川市藤井・ふじい

　　６４９-６６２３・和歌山県紀の川市藤崎・ふじさき

　　６４９-６４３２・和歌山県紀の川市古和田・ふるわだ

　　６４９-６５５４・和歌山県紀の川市別所・べつしよ

　　６４９-６５５５・和歌山県紀の川市松井・まつい

　　６４９-６５０４・和歌山県紀の川市南志野・みなみしの

　　６４９-６４０３・和歌山県紀の川市南勢田・みなみせいだ

　　６４９-６４３１・和歌山県紀の川市南中・みなみなか

　　６４９-６１２４・和歌山県紀の川市桃山町市場・ももやまちよういちはﾞ

　　６４９-６１０５・和歌山県紀の川市桃山町大原・ももやまちようおおはﾞら

　　６４０-１３３３・和歌山県紀の川市桃山町垣内・ももやまちようかいと

　　６４９-６１０２・和歌山県紀の川市桃山町黒川・ももやまちようくろかわ

　　６４９-６１２３・和歌山県紀の川市桃山町神田・ももやまちようこうだ

　　６４９-６１０１・和歌山県紀の川市桃山町善田・ももやまちようぜんだ

　　６４９-６１２５・和歌山県紀の川市桃山町段・ももやまちようだん

　　６４９-６１２１・和歌山県紀の川市桃山町段新田・ももやまちようだんしんでん

　　６４９-６１１２・和歌山県紀の川市桃山町調月・ももやまちようつかつき

　　６４０-１３３２・和歌山県紀の川市桃山町中畑・ももやまちようなかはた

　　６４９-６１０３・和歌山県紀の川市桃山町野田原・ももやまちようのたはら

　　６４０-１３３１・和歌山県紀の川市桃山町峯・ももやまちようみね

　　６４９-６１１１・和歌山県紀の川市桃山町最上・ももやまちようもがみ

　　６４９-６１２２・和歌山県紀の川市桃山町元・ももやまちようもと

　　６４９-６１０４・和歌山県紀の川市桃山町脇谷・ももやまちようわきだに



　　６４９-６６１３・和歌山県紀の川市横谷・よこだに

　　６４９-６２００・和歌山県岩出市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-６２５７・和歌山県岩出市相谷・あいだに

　　６４９-６２４２・和歌山県岩出市赤垣内・あかがいと

　　６４９-６２０７・和歌山県岩出市尼ケ辻・あまがつじ

　　６４９-６２５２・和歌山県岩出市安上・あんじよう

　　６４９-６２３２・和歌山県岩出市荊本・いはﾞらもと

　　６４９-６２０４・和歌山県岩出市今中・いまなか

　　６４９-６２０８・和歌山県岩出市今畑・いまはた

　　６４９-６２２８・和歌山県岩出市大町・おおまち

　　６４９-６２２２・和歌山県岩出市岡田・おかだ

　　６４９-６２０１・和歌山県岩出市押川・おしがわ

　　６４９-６２５６・和歌山県岩出市金池・かないけ

　　６４９-６２４３・和歌山県岩出市金屋・かなや

　　６４９-６２３１・和歌山県岩出市川尻・かわしり

　　６４９-６２５３・和歌山県岩出市紀泉台・きせんだい

　　６４９-６２１９・和歌山県岩出市北大池・きたおいけ

　　６４９-６２５１・和歌山県岩出市境谷・さかいだに

　　６４９-６２０３・和歌山県岩出市桜台・さくらだい

　　６４９-６２２７・和歌山県岩出市清水・しみず

　　６４９-６２１２・和歌山県岩出市新田広芝・しんでんひろしはﾞ

　　６４９-６２３６・和歌山県岩出市曽屋・そうや

　　６４９-６２３４・和歌山県岩出市高瀬・たかせ

　　６４９-６２２３・和歌山県岩出市高塚・たかつか

　　６４９-６２４８・和歌山県岩出市中黒・なかくろ

　　６４９-６２４５・和歌山県岩出市中島・なかじま

　　６４９-６２１５・和歌山県岩出市中迫・なかぶさ

　　６４９-６２５５・和歌山県岩出市西安上・にしあんじよう

　　６４９-６２１３・和歌山県岩出市西国分・にしこくぶ

　　６４９-６２３５・和歌山県岩出市西野・にしの

　　６４９-６２０２・和歌山県岩出市根来・ねごろ

　　６４９-６２１６・和歌山県岩出市野上野・のじよの

　　６４９-６２４４・和歌山県岩出市畑毛・はたけ

　　６４９-６２４１・和歌山県岩出市波分・はぶ

　　６４９-６２５４・和歌山県岩出市原・はら

　　６４９-６２１１・和歌山県岩出市東坂本・ひがしさかもと

　　６４９-６２３３・和歌山県岩出市備前・びぜん

　　６４９-６２２５・和歌山県岩出市船戸・ふなと

　　６４９-６２０６・和歌山県岩出市堀口・ほりぐち

　　６４９-６２１４・和歌山県岩出市水栖・みずす

　　６４９-６２２１・和歌山県岩出市溝川・みぞかわ

　　６４９-６２１８・和歌山県岩出市南大池・みなみおいけ

　　６４９-６２２６・和歌山県岩出市宮・みや

　　６４９-６２０５・和歌山県岩出市森・もり

　　６４９-６２５８・和歌山県岩出市山・やま

　　６４９-６２２４・和歌山県岩出市山崎・やまさき

　　６４９-６２１７・和歌山県岩出市山田・やまだ

　　６４９-６２４８・和歌山県岩出市湯窪・ゆくほﾞ

　　６４９-６２４６・和歌山県岩出市吉田・よしだ

　　６４０-１１００・和歌山県海草郡紀美野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４０-１２１３・和歌山県海草郡紀美野町赤木・あかぎ

　　６４０-１２３１・和歌山県海草郡紀美野町上ケ井・あげい

　　６４０-１２０７・和歌山県海草郡紀美野町井堰・いせき

　　６４０-１３６５・和歌山県海草郡紀美野町今西・ いまにじ

　　６４０-１２０２・和歌山県海草郡紀美野町初生谷,5・ういだに

　　６４０-１１１３・和歌山県海草郡紀美野町梅本・うめもと

　　６４０-１３５３・和歌山県海草郡紀美野町円明寺・えんみようじ

　　６４０-１２２２・和歌山県海草郡紀美野町大角・おおすみ

　　６４０-１１１５・和歌山県海草郡紀美野町奥佐々・おくささ

　　６４０-１３５１・和歌山県海草郡紀美野町勝谷・かちや

　　６４０-１２１１・和歌山県海草郡紀美野町桂瀬・かつらせ

　　６４０-１２５５・和歌山県海草郡紀美野町釜滝・かまたき

　　６４０-１２１５・和歌山県海草郡紀美野町鎌滝・かまたき

　　６４０-１２０１・和歌山県海草郡紀美野町北野・きたの

　　６４０-１２５１・和歌山県海草郡紀美野町国木原・くにぎはら

　　６４０-１４７２・和歌山県海草郡紀美野町毛原上・けはﾞらかみ

　　６４０-１４７６・和歌山県海草郡紀美野町毛原下・けはﾞらしも

　　６４０-１４７４・和歌山県海草郡紀美野町毛原中・けはﾞらなか

　　６４０-１４７３・和歌山県海草郡紀美野町毛原宮・けはﾞらみや

　　６４０-１２４３・和歌山県海草郡紀美野町神野市場・こうのいちはﾞ



　　６４０-１４７５・和歌山県海草郡紀美野町小西・ こにじ

　　６４０-１１１２・和歌山県海草郡紀美野町坂本・さかもと

　　６４０-１１０２・和歌山県海草郡紀美野町柴目・しはﾞめ

　　６４０-１１２１・和歌山県海草郡紀美野町下佐々・しもささ

　　６４０-１１４１・和歌山県海草郡紀美野町小畑・しようはﾞた

　　６４０-１３６４・和歌山県海草郡紀美野町菅沢・すげざわ

　　６４０-１３６３・和歌山県海草郡紀美野町田・た

　　６４０-１２１２・和歌山県海草郡紀美野町高畑・たかはた

　　６４０-１３６２・和歌山県海草郡紀美野町滝ノ川・たきのがわ

　　６４０-１３５２・和歌山県海草郡紀美野町谷・たに

　　６４０-１２２３・和歌山県海草郡紀美野町津川・つがわ

　　６４０-１１３１・和歌山県海草郡紀美野町動木・とどろき

　　６４０-１３６１・和歌山県海草郡紀美野町中・なか

　　６４０-１１１４・和歌山県海草郡紀美野町中田・なかだ

　　６４０-１１０１・和歌山県海草郡紀美野町長谷・ながたに

　　６４０-１２４１・和歌山県海草郡紀美野町永谷・ながたに

　　６４０-１２５２・和歌山県海草郡紀美野町西野・にしの

　　６４０-１２３５・和歌山県海草郡紀美野町野中・のなか

　　６４０-１４７１・和歌山県海草郡紀美野町長谷宮・はせみや

　　６４０-１２０３・和歌山県海草郡紀美野町花野原・はなのはら

　　６４０-１２５３・和歌山県海草郡紀美野町東野・ひがしの

　　６４０-１２４２・和歌山県海草郡紀美野町樋下・ひのした

　　６４０-１１１１・和歌山県海草郡紀美野町福井・ふくい

　　６４０-１２４４・和歌山県海草郡紀美野町福田・ふくだ

　　６４０-１２０５・和歌山県海草郡紀美野町真国宮・まくにみや

　　６４０-１３６６・和歌山県海草郡紀美野町松ケ峯,5・まつがみね

　　６４０-１２５４・和歌山県海草郡紀美野町松瀬・まつせ

　　６４０-１２２１・和歌山県海草郡紀美野町三尾川・みおがわ

　　６４０-１２３３・和歌山県海草郡紀美野町南畑,5・みなみはた

　　６４０-１２０６・和歌山県海草郡紀美野町蓑垣内・みのがいと

　　６４０-１２０４・和歌山県海草郡紀美野町蓑津呂・みのつろ

　　６４０-１２１４・和歌山県海草郡紀美野町明添・みようぞえ

　　６４０-１２３２・和歌山県海草郡紀美野町箕六・みろく

　　６４０-１２３４・和歌山県海草郡紀美野町安井・やすい

　　６４０-１３５４・和歌山県海草郡紀美野町四郷・よごう

　　６４０-１１０３・和歌山県海草郡紀美野町吉野・よしの

　　６４９-７１００・和歌山県伊都郡かつらぎ町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-７１３７・和歌山県伊都郡かつらぎ町兄井・あにい

　　６４９-７１６７・和歌山県伊都郡かつらぎ町移・うつり

　　６４９-７１７２・和歌山県伊都郡かつらぎ町蛭子・えびす

　　６４９-７１７３・和歌山県伊都郡かつらぎ町大谷・おおたに

　　６４９-７１１１・和歌山県伊都郡かつらぎ町大畑・おおはた

　　６４９-７１７１・和歌山県伊都郡かつらぎ町大薮・おおやぶ

　　６４９-７１２３・和歌山県伊都郡かつらぎ町柏木・かしわぎ

　　６４９-７１６２・和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田中・かせだなか

　　６４９-７１６１・和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東・ かせだひがじ

　　６４９-７１４１・和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野・かみあまの

　　６４９-７１３２・和歌山県伊都郡かつらぎ町教良寺・きようらじ

　　６４９-７１６４・和歌山県伊都郡かつらぎ町窪・くほﾞ

　　６４９-７１４３・和歌山県伊都郡かつらぎ町神田・こうだ

　　６４９-７１５３・和歌山県伊都郡かつらぎ町御所・ごせ

　　６４９-７１７４・和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野・さや

　　６４９-７１４４・和歌山県伊都郡かつらぎ町志賀・しが

　　６４９-７１５５・和歌山県伊都郡かつらぎ町島・しま

　　６４９-７１４２・和歌山県伊都郡かつらぎ町下天野・しもあまの

　　６４０-１４８１・和歌山県伊都郡かつらぎ町新城・しんじよう

　　６４９-７１２２・和歌山県伊都郡かつらぎ町新田・しんでん

　　６４９-７１６５・和歌山県伊都郡かつらぎ町背ノ山・せのやま

　　６４９-７１０４・和歌山県伊都郡かつらぎ町平・たいら

　　６４９-７１６６・和歌山県伊都郡かつらぎ町高田・たかだ

　　６４９-７１０２・和歌山県伊都郡かつらぎ町滝・たき

　　６４９-７１２１・和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町・ちようのまち

　　６４９-７１３６・和歌山県伊都郡かつらぎ町寺尾・てらお

　　６４９-７１１２・和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降・なかいぶり

　　６４９-７１１４・和歌山県伊都郡かつらぎ町西飯降・にしいぶり

　　６４９-７１５４・和歌山県伊都郡かつらぎ町西渋田・にししぶた

　　６４９-７１６３・和歌山県伊都郡かつらぎ町萩原・はぎはら

　　６４３-０６１４・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園新子・ はなぞのあたらじ

　　６４３-０６１３・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園池ノ窪・はなぞのいけのくほﾞ

　　６４３-０６１２・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園北寺・はなぞのきたでら



　　６４８-０２０１・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園久木・はなぞのくき

　　６４８-０２０２・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園中南・はなぞのなかみなみ

　　６４３-０６１１・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園梁瀬・はなぞのやなせ

　　６４９-７１５１・和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田・ひがししぶた

　　６４９-７１０１・和歌山県伊都郡かつらぎ町東谷・ひがしたに

　　６４９-７１４５・和歌山県伊都郡かつらぎ町日高・ひだか

　　６４９-７１３５・和歌山県伊都郡かつらぎ町平沼田・ひらんた

　　６４９-７１７５・和歌山県伊都郡かつらぎ町広浦・ひろうら

　　６４９-７１０３・和歌山県伊都郡かつらぎ町広口・ひろくち

　　６４９-７１５２・和歌山県伊都郡かつらぎ町星川・ほしかわ

　　６４９-７１４６・和歌山県伊都郡かつらぎ町星山・ほしやま

　　６４９-７１１５・和歌山県伊都郡かつらぎ町短野・みじかの

　　６４９-７１３３・和歌山県伊都郡かつらぎ町三谷・みたに

　　６４９-７１３４・和歌山県伊都郡かつらぎ町宮本・みやもと

　　６４９-７１１３・和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺・みようじ

　　６４９-７１３１・和歌山県伊都郡かつらぎ町山崎・やまさき

　　６４８-０１００・和歌山県伊都郡九度山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４８-０１３１・和歌山県伊都郡九度山町市平・いちたいら

　　６４８-０１４２・和歌山県伊都郡九度山町笠木・かさぎ

　　６４８-０１１１・和歌山県伊都郡九度山町河根・かね

　　６４８-０１４３・和歌山県伊都郡九度山町上古沢・かみこさわ

　　６４８-０１３２・和歌山県伊都郡九度山町北又・きたまた

　　６４８-０１０１・和歌山県伊都郡九度山町九度山・くどやま

　　６４８-０１４１・和歌山県伊都郡九度山町椎出・しいで

　　６４８-０１５１・和歌山県伊都郡九度山町慈尊院・じそんいん

　　６４８-０１４５・和歌山県伊都郡九度山町下古沢・しもこさわ

　　６４８-０１４４・和歌山県伊都郡九度山町中古沢・なかこさわ

　　６４８-０１２１・和歌山県伊都郡九度山町丹生川・にゆうかわ

　　６４８-０１６１・和歌山県伊都郡九度山町入郷・にゆうごう

　　６４８-０１３３・和歌山県伊都郡九度山町東郷・ひがしごう

　　６４８-０２００・和歌山県伊都郡高野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４８-０２４１・和歌山県伊都郡高野町相ノ浦・あいのうら

　　６４８-０２３１・和歌山県伊都郡高野町大滝・おおたき

　　６４８-０２２７・和歌山県伊都郡高野町樫原・かしはら

　　６４８-０４０３・和歌山県伊都郡高野町上筒香・かみつつが

　　６４８-０２１１・和歌山県伊都郡高野町高野山・こうやさん

　　６４８-０４０５・和歌山県伊都郡高野町下筒香・しもつつが

　　６４８-０２２５・和歌山県伊都郡高野町杖ケ薮・つえがやぶ

　　６４８-０４０４・和歌山県伊都郡高野町中筒香・なかつつが

　　６４８-０２２１・和歌山県伊都郡高野町西ケ峰・にしがみね

　　６４８-０２６１・和歌山県伊都郡高野町西郷（神谷）・にしごう(かみや)

　　６４８-０１７１・和歌山県伊都郡高野町西郷（その他）・にしごう(そのた)

　　６４８-０４０１・和歌山県伊都郡高野町西富貴・にしふき

　　６４８-０２６３・和歌山県伊都郡高野町花坂・はなさか

　　６４８-０２２３・和歌山県伊都郡高野町林・ はやじ

　　６４８-０４０２・和歌山県伊都郡高野町東富貴・ひがしふき

　　６４８-０２２６・和歌山県伊都郡高野町東又・ひがしまた

　　６４８-０２２４・和歌山県伊都郡高野町平原・ひらはら

　　６４８-０２６２・和歌山県伊都郡高野町細川・ほそかわ

　　６４８-０２２２・和歌山県伊都郡高野町南・みなみ

　　６４８-０２５１・和歌山県伊都郡高野町湯川・ゆかわ

　　６４３-００００・和歌山県有田郡湯浅町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４３-０００２・和歌山県有田郡湯浅町青木・あおき

　　６４３-０００５・和歌山県有田郡湯浅町栖原・すはら

　　６４３-０００６・和歌山県有田郡湯浅町田・た

　　６４３-０００３・和歌山県有田郡湯浅町別所・べつしよ

　　６４３-０００１・和歌山県有田郡湯浅町山田・やまだ

　　６４３-０００４・和歌山県有田郡湯浅町湯浅・ゆあさ

　　６４３-０００７・和歌山県有田郡湯浅町吉川・よしかわ

　　６４３-００００・和歌山県有田郡広川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４３-００５５・和歌山県有田郡広川町井関・いせき

　　６４３-００５２・和歌山県有田郡広川町上津木・かみつぎ

　　６４３-００６４・和歌山県有田郡広川町上中野・かみなかの

　　６４３-００７３・和歌山県有田郡広川町唐尾・かろ

　　６４３-００５３・和歌山県有田郡広川町河瀬・ごのせ

　　６４３-００５１・和歌山県有田郡広川町下津木・しもつぎ

　　６４３-００６２・和歌山県有田郡広川町殿・との

　　６４３-００６６・和歌山県有田郡広川町名島・なしま

　　６４３-００７４・和歌山県有田郡広川町西広・にしひろ

　　６４３-００６５・和歌山県有田郡広川町東中・ひがしなか



　　６４３-００７１・和歌山県有田郡広川町広・ひろ

　　６４３-００５４・和歌山県有田郡広川町前田・まえだ

　　６４３-００６３・和歌山県有田郡広川町南金屋・みなみかなや

　　６４３-００６１・和歌山県有田郡広川町柳瀬・やなせ

　　６４３-００７２・和歌山県有田郡広川町山本・やまもと

　　６４３-００７５・和歌山県有田郡広川町和田・わだ

　　６４３-００００・和歌山県有田郡有田川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４３-０３６６・和歌山県有田郡有田川町粟生・あお

　　６４３-０１３６・和歌山県有田郡有田川町青田・あおた

　　６４３-０１２９・和歌山県有田郡有田川町畦田・あぜた

　　６４３-０１２７・和歌山県有田郡有田川町有原・ありはら

　　６４３-０６０３・和歌山県有田郡有田川町板尾・いたお

　　６４３-０６０４・和歌山県有田郡有田川町井谷・いだに

　　６４３-０１４４・和歌山県有田郡有田川町市場・いちはﾞ

　　６４３-０８５１・和歌山県有田郡有田川町出・いで

　　６４３-０１６５・和歌山県有田郡有田川町糸川・いとがわ

　　６４３-０１７４・和歌山県有田郡有田川町糸野・いとの

　　６４３-０８４４・和歌山県有田郡有田川町井口・いのくち

　　６４３-０３１２・和歌山県有田郡有田川町岩野河・いわのがわ

　　６４３-０１６４・和歌山県有田郡有田川町宇井苔・ういごけ

　　６４３-００２６・和歌山県有田郡有田川町植野・うえの

　　６４３-０１３１・和歌山県有田郡有田川町生石・ おいじ

　　６４３-０８４７・和歌山県有田郡有田川町大賀畑・おおかはた

　　６４３-０５１３・和歌山県有田郡有田川町大蔵・おおぞう

　　６４３-０１３４・和歌山県有田郡有田川町大薗・おおその

　　６４３-０８４５・和歌山県有田郡有田川町大谷・おおたに

　　６４３-０１３５・和歌山県有田郡有田川町大西・ おおにじ

　　６４３-０１４２・和歌山県有田郡有田川町小川・おがわ

　　６４３-００２２・和歌山県有田郡有田川町奥・おき

　　６４３-０６０１・和歌山県有田郡有田川町押手・おして

　　６４３-００３４・和歌山県有田郡有田川町小島・おしま

　　６４３-０８５２・和歌山県有田郡有田川町尾中・おなか

　　６４３-０１３３・和歌山県有田郡有田川町尾上・おのうえ

　　６４３-０１３２・和歌山県有田郡有田川町小原・おはら

　　６４３-０８１２・和歌山県有田郡有田川町垣倉・かいぐら

　　６４３-０８４３・和歌山県有田郡有田川町賢・かしこ

　　６４３-０１５２・和歌山県有田郡有田川町金屋・かなや

　　６４３-０１７６・和歌山県有田郡有田川町釜中・かまなか

　　６４３-０８５５・和歌山県有田郡有田川町上中島・かみなかしま

　　６４３-０１７１・和歌山県有田郡有田川町上六川・かみむつがわ

　　６４３-０５５１・和歌山県有田郡有田川町上湯川・かみゆかわ

　　６４３-０３６４・和歌山県有田郡有田川町川合・かわい

　　６４３-０３１３・和歌山県有田郡有田川町川口・かわぐち

　　６４３-０１６１・和歌山県有田郡有田川町歓喜寺・かんぎじ

　　６４３-０３６２・和歌山県有田郡有田川町北野川・きたのかわ

　　６４３-０５３１・和歌山県有田郡有田川町楠本・くすもと

　　６４３-０５１４・和歌山県有田郡有田川町久野原・くのはら

　　６４３-００２３・和歌山県有田郡有田川町熊井・くまい

　　６４３-０１７２・和歌山県有田郡有田川町黒松・くろまつ

　　６４３-０５４４・和歌山県有田郡有田川町境川・さかいがわ

　　６４３-０５２１・和歌山県有田郡有田川町清水・しみず

　　６４３-００２１・和歌山県有田郡有田川町下津野・しもつの

　　６４３-０１７３・和歌山県有田郡有田川町下六川・しもむつがわ

　　６４３-０５２２・和歌山県有田郡有田川町下湯川・しもゆかわ

　　６４３-０８１１・和歌山県有田郡有田川町庄・しよう

　　６４３-０６０２・和歌山県有田郡有田川町杉野原・すぎのはら

　　６４３-０８５３・和歌山県有田郡有田川町角・すみ

　　６４３-０１６３・和歌山県有田郡有田川町修理川・すりがわ

　　６４３-０１２２・和歌山県有田郡有田川町瀬井・せい

　　６４３-０８４６・和歌山県有田郡有田川町田口・たぐち

　　６４３-０８４８・和歌山県有田郡有田川町田角・たずみ

　　６４３-０３１４・和歌山県有田郡有田川町立石・ たていじ

　　６４３-０３１１・和歌山県有田郡有田川町谷・たに

　　６４３-００３２・和歌山県有田郡有田川町天満・てんま

　　６４３-０５３３・和歌山県有田郡有田川町遠井・とい

　　６４３-０８０１・和歌山県有田郡有田川町徳田・とくだ

　　６４３-０１２３・和歌山県有田郡有田川町中・なか

　　６４３-０１５３・和歌山県有田郡有田川町中井原・なかいはﾞら

　　６４３-０８５４・和歌山県有田郡有田川町長田・ながた

　　６４３-０８４１・和歌山県有田郡有田川町長谷・ながたに



　　６４３-０１４３・和歌山県有田郡有田川町中野・なかの

　　６４３-０３６５・和歌山県有田郡有田川町中原・なかはら

　　６４３-０１２４・和歌山県有田郡有田川町中峯・なかみね

　　６４３-０１７５・和歌山県有田郡有田川町丹生・にう

　　６４３-０３６３・和歌山県有田郡有田川町二沢・にさわ

　　６４３-０１２８・和歌山県有田郡有田川町西ケ峯・にしがみね

　　６４３-０８１３・和歌山県有田郡有田川町西丹生図・にしにゆうのず

　　６４３-０１２５・和歌山県有田郡有田川町沼田・ぬただ

　　６４３-０５３２・和歌山県有田郡有田川町沼・ぬま

　　６４３-０６０５・和歌山県有田郡有田川町沼谷・ぬまたに

　　６４３-００３１・和歌山県有田郡有田川町野田・のだ

　　６４３-０１３７・和歌山県有田郡有田川町延坂・のぶさか

　　６４３-０１５１・和歌山県有田郡有田川町長谷川・はせがわ

　　６４３-００２５・和歌山県有田郡有田川町土生・はぶ

　　６４３-０５４１・和歌山県有田郡有田川町東大谷・ひがしおおだに

　　６４３-０８０３・和歌山県有田郡有田川町東丹生図・ひがしにゆうのず

　　６４３-０１２１・和歌山県有田郡有田川町彦ケ瀬・ひこがせ

　　６４３-０５４３・和歌山県有田郡有田川町日物川・ひものがわ

　　６４３-０５４２・和歌山県有田郡有田川町二川・ふたがわ

　　６４３-０８４２・和歌山県有田郡有田川町船坂・ふなさか

　　６４３-０１４１・和歌山県有田郡有田川町伏羊・ぶよう

　　６４３-０１２６・和歌山県有田郡有田川町本堂・ほんどう

　　６４３-０１６２・和歌山県有田郡有田川町松原・まつはﾞら

　　６４３-００２４・和歌山県有田郡有田川町水尻・みずしり

　　６４３-０３６１・和歌山県有田郡有田川町三瀬川・みせがわ

　　６４３-０５１１・和歌山県有田郡有田川町三田・みた

　　６４３-０５１２・和歌山県有田郡有田川町宮川・みやがわ

　　６４３-００３３・和歌山県有田郡有田川町明王寺・みようじ

　　６４３-０５１５・和歌山県有田郡有田川町室川・むろがわ

　　６４３-０１６６・和歌山県有田郡有田川町吉原・よしはら

　　６４３-０８０２・和歌山県有田郡有田川町吉見・よしみ

　　６４４-００００・和歌山県日高郡美浜町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４４-００４１・和歌山県日高郡美浜町田井・たい

　　６４４-００４２・和歌山県日高郡美浜町浜ノ瀬・はまのせ

　　６４４-００４５・和歌山県日高郡美浜町三尾・みお

　　６４４-００４３・和歌山県日高郡美浜町吉原・よしはら

　　６４４-００４４・和歌山県日高郡美浜町和田・わだ

　　６４９-１２００・和歌山県日高郡日高町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-１２３２・和歌山県日高郡日高町阿尾・あお

　　６４９-１２０３・和歌山県日高郡日高町池田・いけだ

　　６４９-１２１１・和歌山県日高郡日高町荊木・いはﾞらき

　　６４９-１２３３・和歌山県日高郡日高町産湯・うぶゆ

　　６４９-１２２２・和歌山県日高郡日高町小池・おいけ

　　６４９-１２２３・和歌山県日高郡日高町小浦・おうら

　　６４９-１２３１・和歌山県日高郡日高町小坂・おさか

　　６４９-１２１２・和歌山県日高郡日高町小中・おなか

　　６４９-１２２５・和歌山県日高郡日高町方杭・かたくい

　　６４９-１２２１・和歌山県日高郡日高町志賀・しが

　　６４９-１２１３・和歌山県日高郡日高町高家・たいえ

　　６４９-１２２４・和歌山県日高郡日高町津久野・つくの

　　６４９-１２０２・和歌山県日高郡日高町萩原・はぎわら

　　６４９-１２０１・和歌山県日高郡日高町原谷・はらだに

　　６４９-１２３４・和歌山県日高郡日高町比井・ひい

　　６４９-１１００・和歌山県日高郡由良町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-１１１２・和歌山県日高郡由良町網代・あじろ

　　６４９-１１１３・和歌山県日高郡由良町阿戸・あと

　　６４９-１１３２・和歌山県日高郡由良町衣奈・えな

　　６４９-１１０４・和歌山県日高郡由良町江ノ駒・えのこま

　　６４９-１１２３・和歌山県日高郡由良町大引・おおびき

　　６４９-１１２２・和歌山県日高郡由良町神谷・かみや

　　６４９-１１３１・和歌山県日高郡由良町小引・こびき

　　６４９-１１１１・和歌山県日高郡由良町里・さと

　　６４９-１１３４・和歌山県日高郡由良町戸津井・とつい

　　６４９-１１０２・和歌山県日高郡由良町中・なか

　　６４９-１１０１・和歌山県日高郡由良町畑・はた

　　６４９-１１２１・和歌山県日高郡由良町吹井・ふけい

　　６４９-１１３３・和歌山県日高郡由良町三尾川・みおがわ

　　６４９-１１０３・和歌山県日高郡由良町門前・もんぜん

　　６４９-１５００・和歌山県日高郡印南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-１５３４・和歌山県日高郡印南町印南・いなみ



　　６４９-１５３２・和歌山県日高郡印南町印南原・いなんはﾞら

　　６４４-０２１５・和歌山県日高郡印南町皆瀬川・かいぜがわ

　　６４４-０２０２・和歌山県日高郡印南町上洞・かほﾞら

　　６４４-０２０１・和歌山県日高郡印南町川又・かわまた

　　６４４-０２１４・和歌山県日高郡印南町小原・こはﾞら

　　６４４-０２１６・和歌山県日高郡印南町崎ノ原・さきのはら

　　６４９-１５２７・和歌山県日高郡印南町島田・しまだ

　　６４４-０２１１・和歌山県日高郡印南町高串・ たかくじ

　　６４９-１５３１・和歌山県日高郡印南町立石・ たていじ

　　６４４-０２１２・和歌山県日高郡印南町田ノ垣内・たのかいと

　　６４９-１５３５・和歌山県日高郡印南町津井・つい

　　６４４-０２１３・和歌山県日高郡印南町西神ノ川・にしこうのがわ

　　６４９-１５２８・和歌山県日高郡印南町西ノ地・にしのじ

　　６４４-０２１７・和歌山県日高郡印南町丹生・にゆう

　　６４９-１５２４・和歌山県日高郡印南町羽六・はろく

　　６４９-１５２２・和歌山県日高郡印南町古井・ふるい

　　６４９-１５２５・和歌山県日高郡印南町古屋・ふるや

　　６４９-１５２３・和歌山県日高郡印南町樮川・ほくそがわ

　　６４４-０２１８・和歌山県日高郡印南町松原・まつはﾞら

　　６４９-１５２１・和歌山県日高郡印南町美里・みさと

　　６４９-１５３６・和歌山県日高郡印南町南谷・みなみだに

　　６４９-１５２６・和歌山県日高郡印南町宮ノ前・みやのまえ

　　６４９-１５３７・和歌山県日高郡印南町明神川・みようじんがわ

　　６４９-１５３３・和歌山県日高郡印南町山口・やまぐち

　　６４５-００００・和歌山県日高郡みなべ町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４５-０２０８・和歌山県日高郡みなべ町市井川・いちいがわ

　　６４５-００２２・和歌山県日高郡みなべ町晩稲・おしね

　　６４５-００１１・和歌山県日高郡みなべ町気佐藤・きさと

　　６４５-０００６・和歌山県日高郡みなべ町北道・きたどう

　　６４５-０２０１・和歌山県日高郡みなべ町清川・きよかわ

　　６４５-００２３・和歌山県日高郡みなべ町熊岡・くまおか

　　６４５-００２８・和歌山県日高郡みなべ町熊瀬川・くませがわ

　　６４５-０００３・和歌山県日高郡みなべ町堺・さかい

　　６４５-０００２・和歌山県日高郡みなべ町芝・しはﾞ

　　６４５-０２０３・和歌山県日高郡みなべ町島之瀬・しまのせ

　　６４５-００２５・和歌山県日高郡みなべ町筋・すじ

　　６４５-０２０７・和歌山県日高郡みなべ町高野・たかの

　　６４５-０２０５・和歌山県日高郡みなべ町滝・たき

　　６４５-００２６・和歌山県日高郡みなべ町谷口・たにぐち

　　６４５-０２０６・和歌山県日高郡みなべ町土井・どい

　　６４５-００２４・和歌山県日高郡みなべ町徳蔵・とくぞう

　　６４５-００１４・和歌山県日高郡みなべ町西岩代・にしいわしろ

　　６４５-００２７・和歌山県日高郡みなべ町西本庄・にしほんじよう

　　６４５-０００４・和歌山県日高郡みなべ町埴田・はねた

　　６４５-００１３・和歌山県日高郡みなべ町東岩代・ひがしいわしろ

　　６４５-０２０２・和歌山県日高郡みなべ町東神野川・ひがしこうのがわ

　　６４５-００２１・和歌山県日高郡みなべ町東本庄・ひがしほんじよう

　　６４５-０００１・和歌山県日高郡みなべ町東吉田・ひがしよしだ

　　６４５-０２０４・和歌山県日高郡みなべ町広野・ひろの

　　６４５-０００５・和歌山県日高郡みなべ町南道・みなみどう

　　６４５-００１２・和歌山県日高郡みなべ町山内・やまうち

　　６４９-１３００・和歌山県日高郡日高川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４４-１２４３・和歌山県日高郡日高川町浅間・あさま

　　６４４-１２１３・和歌山県日高郡日高川町愛川・あたいがわ

　　６４４-１１３２・和歌山県日高郡日高川町姉子・あねこ

　　６４９-１３１３・和歌山県日高郡日高川町伊藤川・いとご

　　６４４-１２１１・和歌山県日高郡日高川町弥谷・いやだに

　　６４４-１２３１・和歌山県日高郡日高川町初湯川・うぶゆがわ

　　６４９-１４４２・和歌山県日高郡日高川町江川・えかわ

　　６４４-１１６２・和歌山県日高郡日高川町老星・ おいほﾞじ

　　６４４-１１６３・和歌山県日高郡日高川町大又・おおまた

　　６４４-１２１２・和歌山県日高郡日高川町皆瀬・かいぜ

　　６４９-１３３１・和歌山県日高郡日高川町鐘巻・かねまき

　　６４４-１２１４・和歌山県日高郡日高川町上初湯川・かみうぶゆがわ

　　６４４-１２４４・和歌山県日高郡日高川町上越方・かみこしかた

　　６４４-１１４１・和歌山県日高郡日高川町上田原・かみたはら

　　６４４-１２０１・和歌山県日高郡日高川町川原河・かわはらごう

　　６４４-１２２２・和歌山県日高郡日高川町串本・くしもと

　　６４４-１２４２・和歌山県日高郡日高川町熊野川・くまのがわ

　　６４９-１３１５・和歌山県日高郡日高川町玄子・げんご



　　６４４-１１４３・和歌山県日高郡日高川町小釜本・こかもと

　　６４９-１３２３・和歌山県日高郡日高川町小熊・こぐま

　　６４４-１１６４・和歌山県日高郡日高川町佐井・さい

　　６４４-１１６１・和歌山県日高郡日高川町坂野川・さかのがわ

　　６４９-１４４１・和歌山県日高郡日高川町山野・さんや

　　６４４-１１４２・和歌山県日高郡日高川町下田原・しもたはら

　　６４９-１３３２・和歌山県日高郡日高川町千津川・せんつﾞがわ

　　６４４-１２２１・和歌山県日高郡日高川町寒川・そうがわ

　　６４５-０５５１・和歌山県日高郡日高川町寒川（小川）・そうがわ(おがわ)

　　６４４-１１２２・和歌山県日高郡日高川町高津尾・たかつお

　　６４４-１１２３・和歌山県日高郡日高川町高津尾川・たかつおがわ

　　６４４-１２４１・和歌山県日高郡日高川町滝頭・たきがしら

　　６４４-１１５１・和歌山県日高郡日高川町田尻・たじり

　　６４４-１１０１・和歌山県日高郡日高川町藤野川・とうのがわ

　　６４９-１３２５・和歌山県日高郡日高川町中津川・なかつかわ

　　６４４-１１２１・和歌山県日高郡日高川町西原・にしはら

　　６４９-１３２１・和歌山県日高郡日高川町入野・にゆうの

　　６４９-１３１４・和歌山県日高郡日高川町早藤・はいくず

　　６４９-１３２４・和歌山県日高郡日高川町土生・はぶ

　　６４４-１１３３・和歌山県日高郡日高川町原日浦・はらびうら

　　６４９-１３１１・和歌山県日高郡日高川町平川・ひゆうがわ

　　６４４-１１１１・和歌山県日高郡日高川町船津・ふなつ

　　６４９-１３１６・和歌山県日高郡日高川町蛇尾・へびお

　　６４９-１４４４・和歌山県日高郡日高川町松瀬・まつせ

　　６４４-１１５２・和歌山県日高郡日高川町三佐・みざ

　　６４４-１１３１・和歌山県日高郡日高川町三十井川・みそいがわ

　　６４４-１１３４・和歌山県日高郡日高川町三十木・みそぎ

　　６４９-１３１２・和歌山県日高郡日高川町三百瀬・みよせ

　　６４９-１３２２・和歌山県日高郡日高川町若野・わかの

　　６４９-１４４３・和歌山県日高郡日高川町和佐・わさ

　　６４９-２２００・和歌山県西牟婁郡白浜町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-２２１１・和歌山県西牟婁郡白浜町白浜町の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　６４９-２５３２・和歌山県西牟婁郡白浜町安居・あご

　　６４９-２５２４・和歌山県西牟婁郡白浜町安宅・あたぎ

　　６４６-０３０１・和歌山県西牟婁郡白浜町市鹿野・いちかの

　　６４９-２３２２・和歌山県西牟婁郡白浜町内ノ川・うちのかわ

　　６４９-２５３７・和歌山県西牟婁郡白浜町宇津木・うつぎ

　　６４６-０３１２・和歌山県西牟婁郡白浜町大・おお

　　６４６-０３０３・和歌山県西牟婁郡白浜町大瀬・おおせ

　　６４９-２５２１・和歌山県西牟婁郡白浜町大古・おおふる

　　６４６-０３１１・和歌山県西牟婁郡白浜町小房・おぶさ

　　６４９-２２０１・和歌山県西牟婁郡白浜町堅田・かたた

　　６４６-０３０５・和歌山県西牟婁郡白浜町北谷・きただに

　　６４９-２５３１・和歌山県西牟婁郡白浜町口ケ谷・くちがたに

　　６４６-０３０２・和歌山県西牟婁郡白浜町上露・こうつﾞゆ

　　６４９-２５３８・和歌山県西牟婁郡白浜町小川・こがわ

　　６４９-２３３４・和歌山県西牟婁郡白浜町才野・さいの

　　６４９-２３３２・和歌山県西牟婁郡白浜町栄・さかえ

　　６４６-０３１４・和歌山県西牟婁郡白浜町里谷・さとだに

　　６４９-２５２５・和歌山県西牟婁郡白浜町塩野・しおの

　　６４９-２３２３・和歌山県西牟婁郡白浜町庄川・しやがわ

　　６４９-２５３９・和歌山県西牟婁郡白浜町城・じよう

　　６４９-２３３１・和歌山県西牟婁郡白浜町平・たいら

　　６４６-０３０４・和歌山県西牟婁郡白浜町竹垣内・たけがいと

　　６４９-２５２３・和歌山県西牟婁郡白浜町田野井・たのい

　　６４６-０３１３・和歌山県西牟婁郡白浜町玉伝・たまで

　　６４９-２３２４・和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕・つつﾞらふち

　　６４９-２３２６・和歌山県西牟婁郡白浜町椿・つはﾞき

　　６４９-２５３４・和歌山県西牟婁郡白浜町寺山・てらやま

　　６４９-２３２５・和歌山県西牟婁郡白浜町富田・とんだ

　　６４９-２３３３・和歌山県西牟婁郡白浜町中・なか

　　６４９-２５３３・和歌山県西牟婁郡白浜町中嶋・なかじま

　　６４９-２５１１・和歌山県西牟婁郡白浜町日置・ひき

　　６４９-２５３６・和歌山県西牟婁郡白浜町久木・ひさぎ

　　６４９-２３２１・和歌山県西牟婁郡白浜町保呂・ほろ

　　６４９-２５３５・和歌山県西牟婁郡白浜町向平・むかいだいら

　　６４９-２５２２・和歌山県西牟婁郡白浜町矢田・やた

　　６４９-２１００・和歌山県西牟婁郡上富田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-２１０５・和歌山県西牟婁郡上富田町朝来・あつそ

　　６４９-２１０３・和歌山県西牟婁郡上富田町生馬・いくま



　　６４９-２１０７・和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬・いちのせ

　　６４９-２１０４・和歌山県西牟婁郡上富田町岩崎・いわさき

　　６４９-２１０２・和歌山県西牟婁郡上富田町岩田・いわだ

　　６４９-２１０１・和歌山県西牟婁郡上富田町岡・おか

　　６４９-２１０８・和歌山県西牟婁郡上富田町下鮎川・しもあゆかわ

　　６４９-２１０６・和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台・なんきのだい

　　６４９-２６００・和歌山県西牟婁郡すさみ町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-３１４２・和歌山県西牟婁郡すさみ町江住・えすみ

　　６４９-３１５１・和歌山県西牟婁郡すさみ町大鎌・おおがま

　　６４９-３１５３・和歌山県西牟婁郡すさみ町大谷・おおたに

　　６４９-２６０２・和歌山県西牟婁郡すさみ町大附・おおつき

　　６４９-２６０３・和歌山県西牟婁郡すさみ町小河内・おかうち

　　６４９-２６１２・和歌山県西牟婁郡すさみ町口和深・くちわぶか

　　６４９-２６０１・和歌山県西牟婁郡すさみ町小附・こつき

　　６４９-３１４３・和歌山県西牟婁郡すさみ町里野・さとの

　　６４９-３１６２・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本追川・さもとおいがわ

　　６４９-３１６１・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本中・さもとなか

　　６４９-３１６５・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本中野・さもとなかの

　　６４９-３１６３・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本西栗垣内・さもとにしくりがいと

　　６４９-３１６６・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本西野川・さもとにしのかわ

　　６４９-３１６８・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本根倉・さもとねくら

　　６４９-３１６４・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本東栗垣内・さもとひがしくりがいと

　　６４９-３１６７・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本平野・さもとひらの

　　６４９-３１６９・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本深谷・さもとふかたに

　　６４９-２６２１・和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見・すさみ

　　６４９-２６３１・和歌山県西牟婁郡すさみ町太間川・たいまがわ

　　６４９-３１５２・和歌山県西牟婁郡すさみ町防己・つつﾞら

　　６４９-３１４１・和歌山県西牟婁郡すさみ町見老津・みろつﾞ

　　６４９-２６０４・和歌山県西牟婁郡すさみ町矢野口・やのくち

　　６４９-２６１１・和歌山県西牟婁郡すさみ町和深川・わぶかがわ

　　６４９-５３００・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-５３３２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日・あさひ

　　６４９-５１３３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井鹿・ いじじ

　　６４９-５３０３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関・いせき

　　６４９-５３０２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々・いちのの

　　６４９-５３３９・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市屋（大浦１０５４－９）・いちや(おおうら)

　　６４９-５１４１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市屋（その他）・いちや(そのた)

　　６４９-５３１２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井・うぐい

　　６４９-５１４５・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神・うらがみ

　　６４９-５４６１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野・おおの

　　６４９-５４６６・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町樫原・かしわら

　　６４９-５３３４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦・かつうら

　　６４９-５３０４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町川関・かわせき

　　６４９-５３３３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町北浜・きたはま

　　６４９-５３１３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町狗子ノ川・くじのかわ

　　６４９-５４５１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町口色川・くちいろかわ

　　６４９-５４５４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町熊瀬川・くませがわ

　　６４９-５３１１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町高津気・こうつﾞけ

　　６４９-５１３５・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町高遠井・こうどおい

　　６４９-５４５２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町小阪・こさか

　　６４９-５１３７・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町小匠・こだくみ

　　６４９-５１４４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町粉白・このしろ

　　６４９-５４６５・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町坂足・ さかあじ

　　６４９-５１４２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里・しもさと

　　６４９-５１４８・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下和田・しもわだ

　　６４９-５１４７・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町庄・しよう

　　６４９-５４６３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町高野・たかの

　　６４９-５４６２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町田垣内・たがいと

　　６４９-５３３５・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地・つきじ

　　６４９-５３３１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満・てんま

　　６４９-５１４６・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町中里・なかさと

　　６４９-５１３２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町中ノ川・なかのかわ

　　６４９-５１３６・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町長井・ながい

　　６４９-５３０１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山・なちさん

　　６４９-５３３８・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町二河・にこう

　　６４９-５１３１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町西中野川・にしなかのかわ

　　６４９-５３３７・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町橋ノ川・はしのかわ

　　６４９-５３１４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮・はまのみや

　　６４９-５４６４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町直柱・ひたはしら

　　６４９-５１３４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町南大居・みなみおおい



　　６４９-５４５３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町南平野・みなみひらの

　　６４９-５１４３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野・やたがの

　　６４９-５３３６・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川・ゆかわ

　　６４９-５１００・和歌山県東牟婁郡太地町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-５３７１・和歌山県東牟婁郡太地町太地（３７７２～３９０４)・たいじ

　　６４９-５１７１・和歌山県東牟婁郡太地町太地（その他）・たいじ(そのた)

　　６４９-５１７２・和歌山県東牟婁郡太地町森浦・もりうら

　　６４９-４１００・和歌山県東牟婁郡古座川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-４２３５・和歌山県東牟婁郡古座川町相瀬・あいせ

　　６４９-４１０３・和歌山県東牟婁郡古座川町池野山・いけのやま

　　６４９-４２３２・和歌山県東牟婁郡古座川町一雨・いちぶり

　　６４９-４４５３・和歌山県東牟婁郡古座川町洞尾・うつお

　　６４９-４１０５・和歌山県東牟婁郡古座川町宇津木・うつぎ

　　６４９-４２１４・和歌山県東牟婁郡古座川町宇筒井・うつﾞつい

　　６４９-４２２５・和歌山県東牟婁郡古座川町潤野・うるの

　　６４９-４４５１・和歌山県東牟婁郡古座川町大川・おおかわ

　　６４９-４２１５・和歌山県東牟婁郡古座川町大桑・おおぐわ

　　６４９-４２２７・和歌山県東牟婁郡古座川町大柳・おおやなぎ

　　６４９-４１０１・和歌山県東牟婁郡古座川町樫山・かしやま

　　６４９-４２２３・和歌山県東牟婁郡古座川町川口・かわぐち

　　６４９-４１０２・和歌山県東牟婁郡古座川町楠・くす

　　６４９-４４５２・和歌山県東牟婁郡古座川町蔵土・くろず

　　６４９-４２１６・和歌山県東牟婁郡古座川町小川・こがわ

　　６４９-４２１１・和歌山県東牟婁郡古座川町小森川・こもりがわ

　　６４９-４４４２・和歌山県東牟婁郡古座川町佐田・さだ

　　６４９-４５６２・和歌山県東牟婁郡古座川町下露・しもつゆ

　　６４９-４４４１・和歌山県東牟婁郡古座川町添野川・そいのがわ

　　６４９-４１０４・和歌山県東牟婁郡古座川町高池・たかいけ

　　６４９-４２２４・和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬・たかせ

　　６４９-４２１２・和歌山県東牟婁郡古座川町田川・たがわ

　　６４９-４２３３・和歌山県東牟婁郡古座川町立合・たちあい

　　６４９-４２３６・和歌山県東牟婁郡古座川町立合川・たちあいがわ

　　６４９-４１０６・和歌山県東牟婁郡古座川町月野瀬・つきのせ

　　６４９-４２３１・和歌山県東牟婁郡古座川町鶴川・つるがわ

　　６４９-４２２１・和歌山県東牟婁郡古座川町中崎・なかざき

　　６４９-４４４４・和歌山県東牟婁郡古座川町長追・ながおい

　　６４９-４４５４・和歌山県東牟婁郡古座川町南平・なべら

　　６４９-４５６５・和歌山県東牟婁郡古座川町成川・なるかわ

　　６４９-４２１３・和歌山県東牟婁郡古座川町西赤木・にしあかぎ

　　６４９-４５６１・和歌山県東牟婁郡古座川町西川・にしかわ

　　６４９-４２２２・和歌山県東牟婁郡古座川町直見・ぬくみ

　　６４９-４５６３・和歌山県東牟婁郡古座川町平井・ひらい

　　６４９-４５６４・和歌山県東牟婁郡古座川町松根・まつね

　　６４９-４４４３・和歌山県東牟婁郡古座川町真砂・まなご

　　６４９-４４５５・和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川・みとがわ

　　６４９-４２３４・和歌山県東牟婁郡古座川町峰・みね

　　６４９-４２２６・和歌山県東牟婁郡古座川町明神・みようじん

　　６４９-４２１７・和歌山県東牟婁郡古座川町山手・やまて

　　６４７-１６００・和歌山県東牟婁郡北山村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４７-１６０３・和歌山県東牟婁郡北山村大沼・おおぬま

　　６４７-１６０５・和歌山県東牟婁郡北山村小松・こまつ

　　６４７-１６０４・和歌山県東牟婁郡北山村下尾井・しもおい

　　６４７-１６０２・和歌山県東牟婁郡北山村竹原・たけはら

　　６４７-１６０１・和歌山県東牟婁郡北山村七色・なないろ

　　６４９-３５００・和歌山県東牟婁郡串本町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-３５１４・和歌山県東牟婁郡串本町有田・ありだ

　　６４９-３５１８・和歌山県東牟婁郡串本町有田上・ありだかみ

　　６４９-４１２４・和歌山県東牟婁郡串本町伊串・ いくじ

　　６４９-３５０１・和歌山県東牟婁郡串本町出雲・いつも

　　６４９-４１１４・和歌山県東牟婁郡串本町上野山・うえのやま

　　６４９-３５２１・和歌山県東牟婁郡串本町江田・えだ

　　６４９-３６３３・和歌山県東牟婁郡串本町大島・おおしま

　　６４９-３６３１・和歌山県東牟婁郡串本町樫野・かしの

　　６４９-４１１１・和歌山県東牟婁郡串本町上田原・かみたわら

　　６４９-３５１１・和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川・くじのかわ

　　６４９-３５０３・和歌山県東牟婁郡串本町串本・くしもと

　　６４９-４１１５・和歌山県東牟婁郡串本町古座・こざ

　　６４９-４１２３・和歌山県東牟婁郡串本町神野川・このがわ

　　６４９-３５２４・和歌山県東牟婁郡串本町里川・さとがわ

　　６４９-４１１７・和歌山県東牟婁郡串本町佐部・さべ



　　６４９-３５１０・和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台・さんごだい

　　６４９-３５０２・和歌山県東牟婁郡串本町潮岬・しおのみさき

　　６４９-３６３２・和歌山県東牟婁郡串本町須江・すえ

　　６４９-３５１３・和歌山県東牟婁郡串本町高富・たかとみ

　　６４９-３５２２・和歌山県東牟婁郡串本町田子・たこ

　　６４９-３５１５・和歌山県東牟婁郡串本町田並・たなみ

　　６４９-３５１６・和歌山県東牟婁郡串本町田並上・たなみかみ

　　６４９-４１１２・和歌山県東牟婁郡串本町田原・たわら

　　６４９-４１１３・和歌山県東牟婁郡串本町津荷・つが

　　６４９-４１１６・和歌山県東牟婁郡串本町中湊・なかみなと

　　６４９-３５１２・和歌山県東牟婁郡串本町二色・にしき

　　６４９-４１２２・和歌山県東牟婁郡串本町西向・にしむかい

　　６４９-３５１７・和歌山県東牟婁郡串本町吐生・はぶ

　　６４９-４１２５・和歌山県東牟婁郡串本町姫・ひめ

　　６４９-４１２６・和歌山県東牟婁郡串本町姫川・ひめがわ

　　６４９-４１２１・和歌山県東牟婁郡串本町古田・ふるた

　　６４９-３５２３・和歌山県東牟婁郡串本町和深・わぶか

　　９９０-００００・山形県山形市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９０-００５５・山形県山形市相生町・あいおいちよう

　　９９０-２４３５・山形県山形市青田・あおた

　　９９０-２３２４・山形県山形市青田南・あおたみなみ

　　９９０-２２２２・山形県山形市青野・あおの

　　９９０-２２１４・山形県山形市青柳・あおやぎ

　　９９０-２３５３・山形県山形市明石堂・あかしどう

　　９９０-２４８１・山形県山形市あかねケ丘・あかねがおか

　　９９０-２１６２・山形県山形市あけぼの・あけほﾞの

　　９９０-００２５・山形県山形市あこや町・あこやちよう

　　９９０-２４３４・山形県山形市旭が丘・あさひがおか

　　９９０-００２４・山形県山形市あさひ町・あさひまち

　　９９０-２４９１・山形県山形市あずま町・あずまちよう

　　９９０-２４３２・山形県山形市荒楯町・あらたてちよう

　　９９０-２４７６・山形県山形市飯沢・いいざわ

　　９９０-２３３２・山形県山形市飯田・いいだ

　　９９０-２３３１・山形県山形市飯田西・いいだにじ

　　９９０-０８４１・山形県山形市飯塚口・いいつﾞかぐち

　　９９０-０８４５・山形県山形市飯塚町・いいつﾞかまち

　　９９０-０８４２・山形県山形市石関・いしぜき

　　９９０-００６１・山形県山形市五十鈴・いすず

　　９９０-００６８・山形県山形市泉町・いずみちよう

　　９９０-０８２９・山形県山形市五日町・いつかまち

　　９９０-０８１７・山形県山形市今塚・いまつﾞか

　　９９０-２３５１・山形県山形市鋳物町・いものまち

　　９９０-２４０３・山形県山形市岩波・いわなみ

　　９９０-００６６・山形県山形市印役町・いんやくまち

　　９９０-０８７７・山形県山形市内表・うちおもて

　　９９０-０８７８・山形県山形市内表東・うちおもてひがじ

　　９９０-０８７４・山形県山形市梅野木前・うめのきまえ

　　９９０-２１６１・山形県山形市漆山・うるしやま

　　９９０-２４８３・山形県山形市上町・うわまち

　　９９０-０８６１・山形県山形市江俣・えまた

　　９９０-００５２・山形県山形市円応寺町・えんのうじまち

　　９９０-００４６・山形県山形市大手町・おおてまち

　　９９０-２３４４・山形県山形市大道端・おおみちはﾞた

　　９９０-２２３１・山形県山形市大森・おおもり

　　９９０-０８１８・山形県山形市沖町・おきまち

　　９９０-２４０２・山形県山形市小立・おだち

　　９９０-００７５・山形県山形市落合町・おちあいまち

　　９９０-２３６５・山形県山形市御手作・おてさく

　　９９０-２３０７・山形県山形市表蔵王・おもてざおう

　　９９０-２４８４・山形県山形市篭田・かごた

　　９９０-２２２１・山形県山形市風間・かざま

　　９９０-２３４１・山形県山形市柏倉・かしわぐら

　　９９０-０８２６・山形県山形市霞城町・かじようまち

　　９９０-０８３３・山形県山形市春日町・かすがちよう

　　９９０-００３９・山形県山形市香澄町・かすみちよう

　　９９０-２３１６・山形県山形市片谷地・かたやち

　　９９０-０８５６・山形県山形市金石田・かないしだ

　　９９０-０８５１・山形県山形市上椹沢・かみくぬぎざわ

　　９９０-２４２１・山形県山形市上桜田・かみさくらだ

　　９９０-２３８４・山形県山形市上反田・かみそりだ



　　９９０-２２４１・山形県山形市上東山・かみひがしやま

　　９９０-００１７・山形県山形市上宝沢・かみほうざわ

　　９９０-２２１２・山形県山形市上柳・かみやなぎ

　　９９０-０００４・山形県山形市上山家町・かみやんべまち

　　９９０-２４０６・山形県山形市神尾・かんのう

　　９９０-０８７５・山形県山形市北江俣・きたえまた

　　９９０-０８９６・山形県山形市北田・きただ

　　９９０-０８２１・山形県山形市北町・きたまち

　　９９０-０８２２・山形県山形市北山形・きたやまがた

　　９９０-００４４・山形県山形市木の実町・きのみちよう

　　９９０-２４７５・山形県山形市木ノ目田・きのめだ

　　９９０-０８７６・山形県山形市行才・ぎようさい

　　９９０-０８３４・山形県山形市清住町・きよずみまち

　　９９０-２２３３・山形県山形市切畑・きりはた

　　９９０-０８５０・山形県山形市くぬぎざわ西・くぬぎざわにじ

　　９９０-２４８２・山形県山形市久保田・くほﾞた

　　９９０-２３１１・山形県山形市黒沢・くろさわ

　　９９０-０８６３・山形県山形市江南・こうなん

　　９９０-０８５２・山形県山形市黄金・こがね

　　９９０-００３２・山形県山形市小姓町・こしようまち

　　９９０-００２１・山形県山形市小白川町・こじらかわまち

　　９９０-２４１４・山形県山形市寿町・ことぶきちよう

　　９９０-００３５・山形県山形市小荷駄町・こにだまち

　　９９０-２２３４・山形県山形市こも石・こもいじ

　　９９０-００３８・山形県山形市幸町・さいわいちよう

　　９９０-２３３３・山形県山形市蔵王飯田・ざおういいだ

　　９９０-２３０３・山形県山形市蔵王上野・ざおううわの

　　９９０-２３０１・山形県山形市蔵王温泉・ざおうおんせん

　　９９０-２３３４・山形県山形市蔵王成沢・ざおうなりさわ

　　９９０-２３０５・山形県山形市蔵王半郷・ざおうはんごう

　　９９０-２３０２・山形県山形市蔵王堀田・ざおうほつた

　　９９０-２３３８・山形県山形市蔵王松ケ丘・ざおうまつがおか

　　９９０-２３３７・山形県山形市蔵王西成沢・ざおうにしなりさわ

　　９９０-２３３５・山形県山形市蔵王南成沢・ざおうみなみなりさわ

　　９９０-２３０４・山形県山形市蔵王山田・ざおうやまだ

　　９９０-０００３・山形県山形市早乙女・さおとめ

　　９９０-０８１９・山形県山形市境田町・さかいだまち

　　９９０-００７７・山形県山形市栄原・さかえはﾞら

　　９９０-０８２４・山形県山形市肴町・さかなまち

　　９９０-２３７６・山形県山形市桜ケ丘・さくらがおか

　　９９０-２３２３・山形県山形市桜田東・さくらだひがじ

　　９９０-２３２１・山形県山形市桜田西・さくらだにじ

　　９９０-２３２２・山形県山形市桜田南・さくらだみなみ

　　９９０-００４５・山形県山形市桜町・さくらちよう

　　９９０-０８９８・山形県山形市三社・さんしや

　　９９０-０８４６・山形県山形市志鎌・しかま

　　９９０-０８６８・山形県山形市志戸田・しとだ

　　９９０-２１７３・山形県山形市渋江・しぶえ

　　９９０-０８７０・山形県山形市島・しま

　　９９０-０８８５・山形県山形市嶋北・しまきた

　　９９０-０８８６・山形県山形市嶋南・しまみなみ

　　９９０-０８５８・山形県山形市下椹沢・しもくぬぎざわ

　　９９０-０８２３・山形県山形市下条町・しもじようまち

　　９９０-２３８５・山形県山形市下反田・しもそりだ

　　９９０-０８０９・山形県山形市下田・しもだ

　　９９０-２２３２・山形県山形市下東山・しもひがしやま

　　９９０-００１８・山形県山形市下宝沢・しもほうざわ

　　９９０-２２１５・山形県山形市下柳・しもやなぎ

　　９９０-０００５・山形県山形市下山家町・しもやんべまち

　　９９０-００１２・山形県山形市釈迦堂・しやかどう

　　９９０-２２１１・山形県山形市十文字・じゆうもんじ

　　９９０-０８２７・山形県山形市城南町・じようなんまち

　　９９０-０８２５・山形県山形市城北町・じようほくまち

　　９９０-２３８１・山形県山形市常明寺・じようみようじ

　　９９０-０８０７・山形県山形市白川・しらかわ

　　９９０-０８３２・山形県山形市城西町・しろにしまち

　　９９０-２３４３・山形県山形市城森・しろもり

　　９９０-２１６４・山形県山形市新開・しんかい

　　９９０-０８６４・山形県山形市陣場・じんはﾞ

　　９９０-０８８２・山形県山形市陣場新田・じんはﾞしんでん



　　９９０-０８６０・山形県山形市陣場南・じんはﾞみなみ

　　９９０-２４９４・山形県山形市末広町・すえひろちよう

　　９９０-２３６２・山形県山形市菅沢・すげさわ

　　９９０-２３６７・山形県山形市すげさわの丘・すげさわのおか

　　９９０-０８８４・山形県山形市鮨洗・すしあらい

　　９９０-００６２・山形県山形市鈴川町・すずかわまち

　　９９０-０８４７・山形県山形市砂田・すなだ

　　９９０-０８５４・山形県山形市砂塚・すなつﾞか

　　９９０-００３３・山形県山形市諏訪町・すわまち

　　９９０-００１６・山形県山形市関沢・せきざわ

　　９９０-０８８１・山形県山形市瀬波・せなみ

　　９９０-２２１６・山形県山形市千刈・せんがり

　　９９０-２２２７・山形県山形市千石・せんごく

　　９９０-２１７２・山形県山形市千手堂・せんじゆどう

　　９９０-０００８・山形県山形市双月新町・そうつきしんちよう

　　９９０-００６５・山形県山形市双月町・そうつきまち

　　９９０-２３７８・山形県山形市反町・そりまち

　　９９０-２３６４・山形県山形市大師堂・だいしどう

　　９９０-００７３・山形県山形市大野目・だいのめ

　　９９０-２３４６・山形県山形市高木・たかぎ

　　９９０-２２４２・山形県山形市高沢・たかさわ

　　９９０-０８０８・山形県山形市高田・たかだ

　　９９０-２４６４・山形県山形市高堂・たかどう

　　９９０-０００２・山形県山形市高原町・たかはらまち

　　９９０-２３８２・山形県山形市滝平・たきのひら

　　９９０-２２５１・山形県山形市立谷川・たちやがわ

　　９９０-２１６３・山形県山形市伊達城・だてじよう

　　９９０-０８０５・山形県山形市檀野前・だんのまえ

　　９９０-２２２４・山形県山形市近田・ちかだ

　　９９０-０８１２・山形県山形市千歳・ちとせ

　　９９０-０８５５・山形県山形市千代田・ちよだ

　　９９０-２３１５・山形県山形市津金沢・つがねざわ

　　９９０-２４０５・山形県山形市土坂・つちざか

　　９９０-０８１４・山形県山形市土樋・つちどい

　　９９０-２４９２・山形県山形市鉄砲町・てつほﾟうまち

　　９９０-２２１３・山形県山形市寺西・てらにじ

　　９９０-０８６７・山形県山形市天神台・てんじんだい

　　９９０-０８０１・山形県山形市天神町・てんじんちよう

　　９９０-００３１・山形県山形市十日町・とうかまち

　　９９０-０８０６・山形県山形市藤治屋敷・とうじやしき

　　９９０-２２２３・山形県山形市塔の前・とうのまえ

　　９９０-００５１・山形県山形市銅町・どうまち

　　９９０-０８７１・山形県山形市銅谷口・どうやぐち

　　９９０-２３４５・山形県山形市富神台・とがみだい

　　９９０-２３４２・山形県山形市富神前・とがみまえ

　　９９０-２３６１・山形県山形市百目鬼・どめき

　　９９０-２４６３・山形県山形市富の中・とみのじゆう

　　９９０-０８１５・山形県山形市樋越・とよごじ

　　９９０-２４３３・山形県山形市鳥居ケ丘・とりいがおか

　　９９０-２４２２・山形県山形市中桜田・なかさくらだ

　　９９０-２２３５・山形県山形市中里・なかざと

　　９９０-０８４９・山形県山形市中沼・なかぬま

　　９９０-０８９２・山形県山形市中野・なかの

　　９９０-２１７５・山形県山形市中野目・なかのめ

　　９９０-２４７７・山形県山形市長苗代・ながなわしろ

　　９９０-０８１１・山形県山形市長町・ながまち

　　９９０-２１７１・山形県山形市七浦・ななうら

　　９９０-０８０４・山形県山形市七十刈・ななじゆうがり

　　９９０-００４２・山形県山形市七日町・なぬかまち

　　９９０-２３８６・山形県山形市並柳・なみやなぎ

　　９９０-００１４・山形県山形市滑川・なめかわ

　　９９０-２３３９・山形県山形市成沢西・なりさわにじ

　　９９０-０８９１・山形県山形市成安・なりやす

　　９９０-２４４５・山形県山形市南栄町・なんえいちよう

　　９９０-２３５５・山形県山形市二位田・にいだ

　　９９０-００１５・山形県山形市新山・にいやま

　　９９０-０８６２・山形県山形市西江俣・にしえまた

　　９９０-００５６・山形県山形市錦町・にしきちよう

　　９９０-２２２６・山形県山形市西越・にしごじ

　　９９０-０８５３・山形県山形市西崎・にしざき



　　９９０-０８３１・山形県山形市西田・にした

　　９９０-０８９３・山形県山形市西中野・にしなかの

　　９９０-０８５９・山形県山形市西原・にしはら

　　９９０-０８４４・山形県山形市西見田・にしみだ

　　９９０-２４７４・山形県山形市沼木・ぬまぎ

　　９９０-０００７・山形県山形市沼の辺町・ぬまのべまち

　　９９０-２１７４・山形県山形市灰塚・はいつﾞか

　　９９０-２４４６・山形県山形市白山・はくさん

　　９９０-２４７１・山形県山形市羽黒堂・はぐろどう

　　９９０-０８６５・山形県山形市馬上台・はﾞじようだい

　　９９０-２３６３・山形県山形市長谷堂・はせどう

　　９９０-００４７・山形県山形市旅篭町・はたごまち

　　９９０-０８７２・山形県山形市八幡前・はちまんまえ

　　９９０-２４０４・山形県山形市八森・はちもり

　　９９０-２２２５・山形県山形市花岡・はなおか

　　９９０-００６７・山形県山形市花楯・はなたて

　　９９０-００７２・山形県山形市浜崎・はまざき

　　９９０-２４２３・山形県山形市東青田・ひがしあおた

　　９９０-０８９９・山形県山形市東篭野町・ひがしかごのまち

　　９９０-０８６９・山形県山形市東志戸田・ひがししとだ

　　９９０-０８９７・山形県山形市東田・ひがしだ

　　９９０-２３５４・山形県山形市東二位田・ひがしにいだ

　　９９０-００３４・山形県山形市東原町・ひがしはらまち

　　９９０-２３０８・山形県山形市東半郷・ひがしはんごう

　　９９０-２３７５・山形県山形市東古館・ひがしふるだて

　　９９０-００２２・山形県山形市東山形・ひがしやまがた

　　９９０-０８１３・山形県山形市桧町・ひのきちよう

　　９９０-００７６・山形県山形市平久保・ひらくほﾞ

　　９９０-２４０１・山形県山形市平清水・ひらしみず

　　９９０-２４６２・山形県山形市深町・ふかまち

　　９９０-２３７７・山形県山形市藤沢川・ふじさわがわ

　　９９０-０８２８・山形県山形市双葉町・ふたはﾞちよう

　　９９０-０８９４・山形県山形市船町・ふなまち

　　９９０-２３７４・山形県山形市古館・ふるだて

　　９９０-０８５７・山形県山形市平田・へいだ

　　９９０-００１３・山形県山形市防原町・ほﾞうはﾞらまち

　　９９０-０００１・山形県山形市穂積・ほつﾞみ

　　９９０-００４３・山形県山形市本町・ほんちよう

　　９９０-２３５２・山形県山形市前明石・まえあかじ

　　９９０-２４１１・山形県山形市前田町・まえたまち

　　９９０-２４７３・山形県山形市松栄・まつえい

　　９９０-００２３・山形県山形市松波・まつなみ

　　９９０-２３１３・山形県山形市松原・まつはﾞら

　　９９０-２４３１・山形県山形市松見町・まつみちよう

　　９９０-２４１２・山形県山形市松山・まつやま

　　９９０-０８１０・山形県山形市馬見ケ崎・まみがさき

　　９９０-０８０３・山形県山形市見崎・みさき

　　９９０-０８０２・山形県山形市見崎川原・みさきかわら

　　９９０-００３６・山形県山形市三日町・みつかまち

　　９９０-００４１・山形県山形市緑町・みどりちよう

　　９９０-２４４１・山形県山形市南一番町・みなみ１はﾞんちよう

　　９９０-２４４２・山形県山形市南二番町・みなみ２はﾞんちよう

　　９９０-２４４３・山形県山形市南三番町・みなみ３はﾞんちよう

　　９９０-２４４４・山形県山形市南四番町・みなみ４はﾞんちよう

　　９９０-０８３６・山形県山形市南石関・みなみいしぜき

　　９９０-０８７９・山形県山形市南志戸田・みなみしとだ

　　９９０-２４６１・山形県山形市南館・みなみだて

　　９９０-２４６５・山形県山形市南館西・みなみだてにじ

　　９９０-２４１３・山形県山形市南原町・みなみはらまち

　　９９０-２３０６・山形県山形市南半郷・みなみはんごう

　　９９０-２３１２・山形県山形市南松原・みなみまつはﾞら

　　９９０-２３７２・山形県山形市みのりが丘・みのりがおか

　　９９０-２４９３・山形県山形市美畑町・みはたちよう

　　９９０-２３１７・山形県山形市みはらしの丘・みはらしのおか

　　９９０-０８４８・山形県山形市宮浦・みやうら

　　９９０-００５７・山形県山形市宮町・みやまち

　　９９０-００１１・山形県山形市妙見寺・みようけんじ

　　９９０-２４７２・山形県山形市明神前・みようじんまえ

　　９９０-００５４・山形県山形市六日町・むいかまち

　　９９０-０８９５・山形県山形市向新田・むかいしんでん



　　９９０-２３７１・山形県山形市村木沢・むらきざわ

　　９９０-２４４７・山形県山形市元木・もとき

　　９９０-２３４２・山形県山形市門伝・もんでん

　　９９０-２３１４・山形県山形市谷柏・やがしわ

　　９９０-００５３・山形県山形市薬師町・やくしまち

　　９９０-２３６６・山形県山形市谷地前・やちまえ

　　９９９-３３０１・山形県山形市山寺・やまでら

　　９９０-０８３５・山形県山形市やよい・やよい

　　９９０-０００６・山形県山形市山家本町・やんべほんちよう

　　９９０-００６３・山形県山形市山家町・やんべまち

　　９９０-００３７・山形県山形市八日町・ようかまち

　　９９０-０８６６・山形県山形市横井・よこい

　　９９０-０８４３・山形県山形市横道・よこみち

　　９９０-２３８３・山形県山形市芳沢・よしざわ

　　９９０-００７４・山形県山形市芳野・よしの

　　９９０-０８８３・山形県山形市吉野宿・よしのじゆく

　　９９０-２４５１・山形県山形市吉原・よしはら

　　９９０-２４５５・山形県山形市吉原南・よしはらみなみ

　　９９０-００７１・山形県山形市流通センター・りゆうつうせんたｰ

　　９９０-２３７３・山形県山形市若木・わかぎ

　　９９０-２４９５・山形県山形市若葉町・わかはﾞちよう

　　９９０-２４５３・山形県山形市若宮・わかみや

　　９９０-００６４・山形県山形市和合町・わごうまち

　　９９２-００００・山形県米沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９２-００３２・山形県米沢市相生町・あいおいちよう

　　９９２-１４０６・山形県米沢市赤崩（山王浦）・あかくずれ(さんのううら)

　　９９２-１２０６・山形県米沢市赤崩（その他）・あかくずれ(そのた)

　　９９２-００７５・山形県米沢市赤芝町・あかしはﾞまち

　　９９２-０１１２・山形県米沢市浅川・あさがわ

　　９９２-０１１５・山形県米沢市梓川・あずさがわ

　　９９２-００３４・山形県米沢市吾妻町・あつﾞまちよう

　　９９２-０１１９・山形県米沢市アルカディア・あるかでいあ

　　９９２-００６３・山形県米沢市泉町・いずみまち

　　９９２-１３３１・山形県米沢市板谷・いたや

　　９９２-１５８３・山形県米沢市入田沢・いりたざわ

　　９９２-００２７・山形県米沢市駅前・えきまえ

　　９９２-１２０４・山形県米沢市大小屋・おおごや

　　９９２-１２０３・山形県米沢市大沢（大沢、笠松）・おおさわ(おおさわ､かさまつ)

　　９９２-１３０３・山形県米沢市大沢（その他）・おおさわ(そのた)

　　９９２-００３５・山形県米沢市太田町・おおたまち

　　９９２-１４６２・山形県米沢市大平・おおだいら

　　９９２-００３１・山形県米沢市大町・おおまち

　　９９２-００７６・山形県米沢市小野川町・おのがわまち

　　９９２-００１４・山形県米沢市鍛冶町・かじまち

　　９９２-００４４・山形県米沢市春日・かすが

　　９９２-００１２・山形県米沢市金池・かないけ

　　９９２-０１１８・山形県米沢市上新田・かみにいだ

　　９９２-０１１７・山形県米沢市川井・かわい

　　９９２-００１６・山形県米沢市川井小路・かわいこうじ

　　９９２-１５８２・山形県米沢市神原・かんはﾞら

　　９９２-００５８・山形県米沢市木場町・きはﾞまち

　　９９２-０１１４・山形県米沢市木和田・きわだ

　　９９２-１５８１・山形県米沢市口田沢・くちたざわ

　　９９２-０００３・山形県米沢市窪田町窪田・くほﾞたまちくほﾞた

　　９９２-０００４・山形県米沢市窪田町小瀬・くほﾞたまちこぜ

　　９９２-０００１・山形県米沢市窪田町東江股・くほﾞたまちひがしえまた

　　９９２-０００５・山形県米沢市窪田町藤泉・くほﾞたまちふじいずみ

　　９９２-０００２・山形県米沢市窪田町矢野目・くほﾞたまちやのめ

　　９９２-００５５・山形県米沢市御廟・ごびよう

　　９９２-００１３・山形県米沢市栄町・さかえまち

　　９９２-００１７・山形県米沢市桜木町・さくらぎちよう

　　９９２-１４４３・山形県米沢市笹野・ささの

　　９９２-１４４５・山形県米沢市笹野本町・ささのほんちよう

　　９９２-１４４１・山形県米沢市笹野町・ささのまち

　　９９２-００４２・山形県米沢市塩井町塩野・しおいまちしおの

　　９９２-００４１・山形県米沢市塩井町宮井・しおいまちみやい

　　９９２-００４３・山形県米沢市塩野・しおの

　　９９２-００４６・山形県米沢市信夫町・しのぶまち

　　９９２-００８１・山形県米沢市下小菅・しもこすげ

　　９９２-０１１１・山形県米沢市下新田・しもにいだ



　　９９２-００２３・山形県米沢市下花沢・しもはなざわ

　　９９２-００５４・山形県米沢市城西・じようせい

　　９９２-００３８・山形県米沢市城南・じようなん

　　９９２-００５１・山形県米沢市城北・じようほく

　　９９２-１４４４・山形県米沢市諸仏町・しよぶつまち

　　９９２-００６４・山形県米沢市杉の目町・すぎのめまち

　　９９２-１４６１・山形県米沢市李山・すももやま

　　９９２-１４７２・山形県米沢市関・せき

　　９９２-１２０５・山形県米沢市関根・せきね

　　９９２-１４７３・山形県米沢市関町・せきまち

　　９９２-０１１６・山形県米沢市竹井・たけい

　　９９２-００１５・山形県米沢市立町・たつまち

　　９９２-１４７１・山形県米沢市立石・たていじ

　　９９２-００７２・山形県米沢市舘山・たてやま

　　９９２-００７１・山形県米沢市舘山矢子町・たてやまやごまち

　　９９２-００４５・山形県米沢市中央・ちゆうおう

　　９９２-１４７４・山形県米沢市綱木・つなぎ

　　９９２-００６６・山形県米沢市遠山町・とおやままち

　　９９２-００２５・山形県米沢市通町・とおりまち

　　９９２-００４７・山形県米沢市徳町・とくまち

　　９９２-１４４６・山形県米沢市直江石堤・なおえせきてい

　　９９２-００５６・山形県米沢市直江町・なおえちよう

　　９９２-００１１・山形県米沢市中田町・なかだまち

　　９９２-０１１３・山形県米沢市長手・ながて

　　９９２-００５７・山形県米沢市成島町・なるしままち

　　９９２-００５９・山形県米沢市西大通・にしおおどおり

　　９９２-１１２８・山形県米沢市八幡原・はちまんはﾟら

　　９９２-００２１・山形県米沢市花沢・はなざわ

　　９９２-００２２・山形県米沢市花沢町・はなざわちよう

　　９９２-１１２７・山形県米沢市万世町牛森・はﾞんせいちよううしもり

　　９９２-１１２５・山形県米沢市万世町片子・はﾞんせいちようかたこ

　　９９２-１１２４・山形県米沢市万世町金谷・はﾞんせいちようかなや

　　９９２-１１２１・山形県米沢市万世町刈安・はﾞんせいちようかりやす

　　９９２-１１２３・山形県米沢市万世町桑山・はﾞんせいちようくわやま

　　９９２-１１２２・山形県米沢市万世町梓山・はﾞんせいちようずさやま

　　９９２-１２０１・山形県米沢市万世町立沢・はﾞんせいちようたつざわ

　　９９２-１１２６・山形県米沢市万世町堂森・はﾞんせいちようどうもり

　　９９２-００２６・山形県米沢市東・ひがじ

　　９９２-００２４・山形県米沢市東大通・ひがしおおどおり

　　９９２-００８７・山形県米沢市広幡町大沢・ひろはたまちおおさわ

　　９９２-００８５・山形県米沢市広幡町沖仲・ひろはたまちおきなか

　　９９２-００８２・山形県米沢市広幡町小山田・ひろはたまちおやまだ

　　９９２-００８４・山形県米沢市広幡町上小菅・ひろはたまちかみこすげ

　　９９２-００８６・山形県米沢市広幡町京塚・ひろはたまちきようつﾞか

　　９９２-００８３・山形県米沢市広幡町成島・ひろはたまちなるしま

　　９９２-００７３・山形県米沢市吹屋敷町・ぶきやしきまち

　　９９２-００３６・山形県米沢市福田・ふくだ

　　９９２-００３３・山形県米沢市福田町・ふくだまち

　　９９２-００６５・山形県米沢市古志田町・ふるしだまち

　　９９２-１４４２・山形県米沢市芳泉町・ほうせんまち

　　９９２-００６１・山形県米沢市堀川町・ほりかわちよう

　　９９２-００３７・山形県米沢市本町・ほんちよう

　　９９２-００５３・山形県米沢市松が岬・まつがさき

　　９９２-００５２・山形県米沢市丸の内・まるのうち

　　９９２-１２０２・山形県米沢市三沢・みさわ

　　９９２-１４５３・山形県米沢市南原石垣町・みなみはらいしがきまち

　　９９２-１４５５・山形県米沢市南原猪苗代町・みなみはらいなわしろまち

　　９９２-１４５１・山形県米沢市南原笹野町・みなみはらささのまち

　　９９２-１４５４・山形県米沢市南原新町・みなみはらしんまち

　　９９２-１４５２・山形県米沢市南原横堀町・みなみはらよこほﾞりまち

　　９９２-００３９・山形県米沢市門東町・もんとうまち

　　９９２-００７７・山形県米沢市簗沢・やなざわ

　　９９２-００７４・山形県米沢市矢来・やらい

　　９９２-００６２・山形県米沢市林泉寺・りんせんじ

　　９９２-００９１・山形県米沢市六郷町桐原・ろくごうまちきりはﾞら

　　９９２-００９４・山形県米沢市六郷町轟・ろくごうまちとどろき

　　９９２-００９６・山形県米沢市六郷町長橋・ろくごうまちながはじ

　　９９２-００９２・山形県米沢市六郷町西江股・ろくごうまちにしえまた

　　９９２-００９３・山形県米沢市六郷町西藤泉・ろくごうまちにしふじいずみ

　　９９２-００９５・山形県米沢市六郷町一漆・ろくごうまちひとつうるじ



　　９９７-００００・山形県鶴岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９７-０８３２・山形県鶴岡市青柳町・あおやぎちよう

　　９９９-７２０５・山形県鶴岡市温海・あつみ

　　９９９-７３１２・山形県鶴岡市温海川・あつみがわ

　　９９７-１２０５・山形県鶴岡市油戸・あぶらと

　　９９７-００５１・山形県鶴岡市荒井京田・あらいきようでん

　　９９７-０６２１・山形県鶴岡市荒沢・あらさわ

　　９９９-７６７３・山形県鶴岡市荒俣・あらまた

　　９９９-７６８２・山形県鶴岡市新屋敷・あらやしき

　　９９７-００５７・山形県鶴岡市安丹・あんたん

　　９９７-０７５５・山形県鶴岡市砂谷・いさごだに

　　９９７-００３３・山形県鶴岡市泉町・いずみまち

　　９９７-０８０２・山形県鶴岡市伊勢原町・いせはらまち

　　９９７-０８０３・山形県鶴岡市伊勢横内・いせよこうち

　　９９７-０３３１・山形県鶴岡市板井川・いたいがわ

　　９９７-０８３４・山形県鶴岡市稲生・いなおい

　　９９７-０８４２・山形県鶴岡市井岡・いのおか

　　９９７-１２０６・山形県鶴岡市今泉・いまいずみ

　　９９９-７２０７・山形県鶴岡市五十川・いらがわ

　　９９７-１１２５・山形県鶴岡市馬町・うままち

　　９９９-７６３５・山形県鶴岡市越後京田・えちごきようでん

　　９９７-０４０３・山形県鶴岡市越中山・えつちゆうやま

　　９９７-０８２３・山形県鶴岡市海老島町・えびじままち

　　９９７-０５３１・山形県鶴岡市大網・おおあみ

　　９９９-７５４７・山形県鶴岡市大荒・おおあら

　　９９９-７１２３・山形県鶴岡市大岩川・おおいわがわ

　　９９９-７６６１・山形県鶴岡市大川渡・おおかわど

　　９９７-００４７・山形県鶴岡市大塚町・おおつかまち

　　９９７-０６２２・山形県鶴岡市大鳥・おおとり

　　９９７-０８３１・山形県鶴岡市大西町・おおにしまち

　　９９７-０４１４・山形県鶴岡市大針・おおはﾞり

　　９９９-７５４３・山形県鶴岡市大広・おおひろ

　　９９７-１１２４・山形県鶴岡市大山（丁目）・おおやま

　　９９７-１１２１・山形県鶴岡市大山（その他）・おおやま(そのた)

　　９９７-０８５４・山形県鶴岡市大淀川・おおよどかわ

　　９９７-０８４３・山形県鶴岡市岡山・おかやま

　　９９７-０８０６・山形県鶴岡市遠賀原・おがわら

　　９９９-７３１６・山形県鶴岡市小国・おぐに

　　９９９-７１２５・山形県鶴岡市小名部・おなべ

　　９９７-１１１６・山形県鶴岡市面野山・おものやま

　　９９７-００５２・山形県鶴岡市覚岸寺・かくがんじ

　　９９９-７４６１・山形県鶴岡市堅苔沢・かたのりざわ

　　９９７-００３６・山形県鶴岡市家中新町・かちゆうしんまち

　　９９７-０３４３・山形県鶴岡市桂荒俣・かつらあらまた

　　９９７-０３６５・山形県鶴岡市金谷・かなや

　　９９７-１２０３・山形県鶴岡市金沢・かねざわ

　　９９７-０８４７・山形県鶴岡市上清水・かみしみず

　　９９７-０６２３・山形県鶴岡市上田沢・かみたざわ

　　９９９-７６６４・山形県鶴岡市上中野目・かみなかのめ

　　９９７-０４０５・山形県鶴岡市上名川・かみながわ

　　９９７-００３２・山形県鶴岡市上畑町・かみはたまち

　　９９９-７６１１・山形県鶴岡市上藤島・かみふじしま

　　９９７-０３４６・山形県鶴岡市上山添・かみやまぞえ

　　９９７-０３６７・山形県鶴岡市上山谷・かみやまや

　　９９７-１２０４・山形県鶴岡市加茂・かも

　　９９７-０８０５・山形県鶴岡市我老林・がろうはﾞやじ

　　９９９-７６４４・山形県鶴岡市川尻・かわしり

　　９９７-００５３・山形県鶴岡市北京田・きたきようでん

　　９９７-００３８・山形県鶴岡市北茅原町・きたちわらまち

　　９９９-７３１３・山形県鶴岡市木野俣・きのまた

　　９９７-００２２・山形県鶴岡市切添町・きりぞえまち

　　９９９-７６４６・山形県鶴岡市工藤・くどう

　　９９７-０４１１・山形県鶴岡市熊出・くまいで

　　９９７-０６２４・山形県鶴岡市倉沢・くらさわ

　　９９７-０３１１・山形県鶴岡市黒川・くろかわ

　　９９９-７１２２・山形県鶴岡市小岩川・こいわがわ

　　９９９-７３１４・山形県鶴岡市越沢・こえさわ

　　９９７-０００５・山形県鶴岡市小京田・こきようでん

　　９９９-７２０６・山形県鶴岡市小菅野代・こすがのだい

　　９９７-０３６３・山形県鶴岡市寿・ことぶき



　　９９９-７６３２・山形県鶴岡市小中島・こなかじま

　　９９９-７４６２・山形県鶴岡市小波渡・こはﾞと

　　９９７-０８２５・山形県鶴岡市小真木原町・こまぎはらまち

　　９９７-０８５３・山形県鶴岡市小淀川・こよどかわ

　　９９７-０８０４・山形県鶴岡市斎藤川原・さいとうがわら

　　９９７-０７５７・山形県鶴岡市坂野下・さかのした

　　９９９-７６５１・山形県鶴岡市鷺畑・さぎはた

　　９９７-０８６１・山形県鶴岡市桜新町・さくらしんまち

　　９９７-０８２１・山形県鶴岡市三光町・さんこうちよう

　　９９９-７４６３・山形県鶴岡市三瀬・さんぜ

　　９９７-０３４２・山形県鶴岡市三千刈・さんぜんがり

　　９９７-００２８・山形県鶴岡市山王町・さんのうまち

　　９９７-０８４８・山形県鶴岡市清水新田・しみずしんでん

　　９９７-１１１７・山形県鶴岡市下川・しもがわ

　　９９７-１１３３・山形県鶴岡市下興屋・しもこうや

　　９９７-１１３４・山形県鶴岡市下小中・しもこなか

　　９９７-０８４５・山形県鶴岡市下清水・しもしみず

　　９９７-０６２５・山形県鶴岡市下田沢・しもたざわ

　　９９９-７６３７・山形県鶴岡市下中野目・しもなかのめ

　　９９７-０４０４・山形県鶴岡市下名川・しもながわ

　　９９７-０３４１・山形県鶴岡市下山添・しもやまぞえ

　　９９７-０３５１・山形県鶴岡市勝福寺・しようふくじ

　　９９７-０８１４・山形県鶴岡市城南町・じようなんまち

　　９９７-００４１・山形県鶴岡市城北町・じようほくまち

　　９９７-０３６８・山形県鶴岡市青龍寺・しようりゆうじ

　　９９７-０７５４・山形県鶴岡市少連寺・しようれんじ

　　９９７-００２７・山形県鶴岡市昭和町・しようわまち

　　９９７-０８４１・山形県鶴岡市白山・しらやま

　　９９７-００４４・山形県鶴岡市新海町・しんかいまち

　　９９７-０８５２・山形県鶴岡市新斎部・しんさいぶ

　　９９７-０８１１・山形県鶴岡市神明町・しんめいちよう

　　９９７-００１５・山形県鶴岡市末広町・すえひろまち

　　９９９-７３１１・山形県鶴岡市菅野代・すがのだい

　　９９７-０４１５・山形県鶴岡市砂川・すながわ

　　９９７-０８３９・山形県鶴岡市砂田町・すなだまち

　　９９９-７６８５・山形県鶴岡市砂塚・すなつﾞか

　　９９９-７６３３・山形県鶴岡市須走・すはﾞしり

　　９９９-７３１５・山形県鶴岡市関川・せきがわ

　　９９７-０７５８・山形県鶴岡市関根・せきね

　　９９７-０８１３・山形県鶴岡市千石町・せんごくまち

　　９９９-６６５２・山形県鶴岡市添川渡戸沢(筍沢温泉）・そえがわ

　　９９９-７６５２・山形県鶴岡市添川（その他）・そえがわ(そのた)

　　９９７-００２６・山形県鶴岡市大東町・だいとうまち

　　９９９-７６７７・山形県鶴岡市大半田・だいはんだ

　　９９７-００４９・山形県鶴岡市大部町・だいぶまち

　　９９７-０１１７・山形県鶴岡市大宝寺（中野）・だいほうじ(なかの)

　　９９７-００１７・山形県鶴岡市大宝寺（その他）・だいほうじ(そのた)

　　９９７-０３６９・山形県鶴岡市高坂・たかさか

　　９９７-００５４・山形県鶴岡市高田・たかだ

　　９９７-００１１・山形県鶴岡市宝田・たからだ

　　９９７-００２１・山形県鶴岡市宝町・たからまち

　　９９７-０７５３・山形県鶴岡市田川・たがわ

　　９９７-０３６４・山形県鶴岡市滝沢・たきざわ

　　９９９-７６６３・山形県鶴岡市蛸井興屋・たこいこうや

　　９９７-０３０２・山形県鶴岡市田代・たしろ

　　９９７-０３６６・山形県鶴岡市谷定・たにさだ

　　９９７-０５３２・山形県鶴岡市田麦俣・たむぎまた

　　９９７-０３０３・山形県鶴岡市たらのき代・たらのきだい

　　９９７-００１４・山形県鶴岡市大宝寺町・だいほうじまち

　　９９７-１１１４・山形県鶴岡市千安京田・ちやすきようでん

　　９９７-０８１２・山形県鶴岡市長者町・ちようじやまち

　　９９７-００２４・山形県鶴岡市朝暘町・ちようようまち

　　９９７-００１９・山形県鶴岡市茅原・ちわら

　　９９７-００１８・山形県鶴岡市茅原町・ちわらまち

　　９９７-１１１５・山形県鶴岡市辻興屋・つじこうや

　　９９７-０８３６・山形県鶴岡市寺田・てらだ

　　９９７-００１２・山形県鶴岡市道形・どうがた

　　９９７-００１３・山形県鶴岡市道形町・どうがたまち

　　９９７-０３３３・山形県鶴岡市常盤木・ときわぎ

　　９９９-７２０２・山形県鶴岡市戸沢・とざわ



　　９９７-１１３２・山形県鶴岡市栃屋・とちや

　　９９７-０８１５・山形県鶴岡市外内島・とのじま

　　９９７-１１２２・山形県鶴岡市友江・ともえ

　　９９７-１１２３・山形県鶴岡市友江町・ともえまち

　　９９７-０００７・山形県鶴岡市豊田・とよだ

　　９９７-００２３・山形県鶴岡市鳥居町・とりいまち

　　９９７-０８０８・山形県鶴岡市苗津・なえつﾞ

　　９９７-０８０９・山形県鶴岡市苗津町・なえつﾞまち

　　９９７-０００９・山形県鶴岡市中京田・なかきようでん

　　９９９-７５４６・山形県鶴岡市中沢・なかざわ

　　９９７-０８４６・山形県鶴岡市中清水・なかしみず

　　９９７-０３４５・山形県鶴岡市中田・なかだ

　　９９７-１１３５・山形県鶴岡市中楯・なかだて

　　９９９-７６２１・山形県鶴岡市長沼・ながぬま

　　９９７-００５６・山形県鶴岡市中野京田・なかのきようでん

　　９９７-０４０１・山形県鶴岡市中野新田・なかのしんでん

　　９９７-０３６２・山形県鶴岡市中橋・なかはじ

　　９９９-７５４４・山形県鶴岡市中山・なかやま

　　９９７-０４１３・山形県鶴岡市行沢・なめざわ

　　９９７-１１１３・山形県鶴岡市長崎・ながさき

　　９９７-００４２・山形県鶴岡市新形町・にいがたまち

　　９９７-０３３２・山形県鶴岡市西荒屋・にしあらや

　　９９７-０３２３・山形県鶴岡市西片屋・にしかたや

　　９９７-００３１・山形県鶴岡市錦町・にしきまち

　　９９７-００５５・山形県鶴岡市西京田・にしきようでん

　　９９７-００４５・山形県鶴岡市西新斎町・にししんさいまち

　　９９７-００３９・山形県鶴岡市西茅原町・にしちわらまち

　　９９７-１１１２・山形県鶴岡市西沼・にしぬま

　　９９９-７５４１・山形県鶴岡市西目・にしめ

　　９９７-０８５１・山形県鶴岡市布目・ぬのめ

　　９９９-７１２６・山形県鶴岡市鼠ケ関・ねずがせき

　　９９７-０８１９・山形県鶴岡市のぞみ町・のぞみまち

　　９９９-７６３６・山形県鶴岡市野田目・のだのめ

　　９９７-０１６７・山形県鶴岡市羽黒町赤川・はぐろまちあかがわ

　　９９７-０１４１・山形県鶴岡市羽黒町荒川・はぐろまちあらかわ

　　９９７-０１５５・山形県鶴岡市羽黒町石野新田・はぐろまちいしのしんでん

　　９９７-０１２３・山形県鶴岡市羽黒町市野山・はぐろまちいちのやま

　　９９７-０１５２・山形県鶴岡市羽黒町猪俣新田・はぐろまちいのまたしんでん

　　９９７-０１５７・山形県鶴岡市羽黒町後田・はぐろまちうしろだ

　　９９７-０１４２・山形県鶴岡市羽黒町上野新田・はぐろまちうわのしんでん

　　９９７-０１２２・山形県鶴岡市羽黒町大口・はぐろまちおおぐち

　　９９７-０１６１・山形県鶴岡市羽黒町押口・はぐろまちおさえぐち

　　９９７-０１０８・山形県鶴岡市羽黒町金森目・はぐろまちかなもりめ

　　９９７-０１６３・山形県鶴岡市羽黒町狩谷野目・はぐろまちかりやのめ

　　９９７-０１３１・山形県鶴岡市羽黒町川代・はぐろまちかわだい

　　９９７-０１０５・山形県鶴岡市羽黒町川行・はぐろまちかわつら

　　９９７-０１５１・山形県鶴岡市羽黒町黒瀬・はぐろまちくろせ

　　９９７-０１０７・山形県鶴岡市羽黒町小増川・はぐろまちこますがわ

　　９９７-０１０４・山形県鶴岡市羽黒町坂ノ下・はぐろまちさかのした

　　９９７-０１２７・山形県鶴岡市羽黒町十文字・はぐろまちじゆうもんじ

　　９９７-０１２５・山形県鶴岡市羽黒町仙道・はぐろまちせんどう

　　９９７-０１０６・山形県鶴岡市羽黒町染興屋・はぐろまちそめこうや

　　９９７-０１５３・山形県鶴岡市羽黒町高寺・はぐろまちたかでら

　　９９７-０１２１・山形県鶴岡市羽黒町玉川・はぐろまちたまがわ

　　９９７-０２１１・山形県鶴岡市羽黒町手向・はぐろまちとうげ

　　９９７-０１０３・山形県鶴岡市羽黒町戸野・はぐろまちとの

　　９９７-０１６５・山形県鶴岡市羽黒町富沢・はぐろまちとみざわ

　　９９７-０１０２・山形県鶴岡市羽黒町中里・はぐろまちなかざと

　　９９７-０１２６・山形県鶴岡市羽黒町野荒町・はぐろまちのあらまち

　　９９７-０１４３・山形県鶴岡市羽黒町野田・はぐろまちのだ

　　９９７-０１６４・山形県鶴岡市羽黒町昼田・はぐろまちひるだ

　　９９７-０１６２・山形県鶴岡市羽黒町細谷・はぐろまちほそや

　　９９７-０１２４・山形県鶴岡市羽黒町増川新田・はぐろまちますかわしんでん

　　９９７-０１０１・山形県鶴岡市羽黒町町屋・はぐろまちまちや

　　９９７-０１５６・山形県鶴岡市羽黒町松尾・はぐろまちまつお

　　９９７-０１５８・山形県鶴岡市羽黒町松ケ岡・はぐろまちまつがおか

　　９９７-０１５４・山形県鶴岡市羽黒町馬渡ノ内下・はぐろまちまわたりのうちしも

　　９９７-０１６６・山形県鶴岡市羽黒町三ツ橋・はぐろまちみつはじ

　　９９７-００３５・山形県鶴岡市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　９９７-００５８・山形県鶴岡市林崎・はやしざき



　　９９７-１１１１・山形県鶴岡市茨新田・はﾞらしんでん

　　９９７-０００２・山形県鶴岡市播磨・はりま

　　９９７-０８３５・山形県鶴岡市番田・はﾞんでん

　　９９７-０８２４・山形県鶴岡市日枝・ひえ

　　９９７-０３４４・山形県鶴岡市東荒屋・ひがしあらや

　　９９７-０４０２・山形県鶴岡市東岩本・ひがしいわもと

　　９９７-００４３・山形県鶴岡市東新斎町・ひがししんさいまち

　　９９７-０８０１・山形県鶴岡市東原町・ひがしはらまち

　　９９９-７６５３・山形県鶴岡市東堀越・ひがしほりこじ

　　９９７-０７５６・山形県鶴岡市東目・ひがしめ

　　９９７-１１３１・山形県鶴岡市菱津・ひしつﾞ

　　９９９-７２０３・山形県鶴岡市一霞・ひとかすみ

　　９９７-００２５・山形県鶴岡市日出・ひので

　　９９７-００２９・山形県鶴岡市日吉町・ひよしまち

　　９９７-００１６・山形県鶴岡市日和田町・ひよりだまち

　　９９９-７６８１・山形県鶴岡市平形・ひらかた

　　９９７-０００８・山形県鶴岡市平田・ひらた

　　９９７-０００６・山形県鶴岡市福田・ふくだ

　　９９９-７６３８・山形県鶴岡市藤岡・ふじおか

　　９９７-０７５１・山形県鶴岡市藤沢・ふじさわ

　　９９９-７６０１・山形県鶴岡市藤島・ふじしま

　　９９９-７６４２・山形県鶴岡市藤島関根・ふじしませきね

　　９９９-７６０４・山形県鶴岡市藤浪・ふじなみ

　　９９９-７６０２・山形県鶴岡市藤の花・ふじのはな

　　９９７-０８２２・山形県鶴岡市双葉町・ふたはﾞちよう

　　９９７-０８１６・山形県鶴岡市文園町・ふみぞのまち

　　９９９-７６７１・山形県鶴岡市古郡・ふるこおり

　　９９７-００４８・山形県鶴岡市平京田・へいきようでん

　　９９７-１１５６・山形県鶴岡市平成町・へいせいまち

　　９９９-７６４５・山形県鶴岡市平足・へいそく

　　９９９-７６２２・山形県鶴岡市豊栄・ほうえい

　　９９７-０００３・山形県鶴岡市文下・ほうだじ

　　９９９-７６７５・山形県鶴岡市宝徳・ほうとく

　　９９７-０３２１・山形県鶴岡市宝谷・ほうや

　　９９７-０８６２・山形県鶴岡市ほなみ町・ほなみまち

　　９９７-０４１２・山形県鶴岡市本郷・ほんごう

　　９９７-００３４・山形県鶴岡市本町・ほんちよう

　　９９７-０００４・山形県鶴岡市本田・ほんでん

　　９９９-７１２４・山形県鶴岡市槇代・まきだい

　　９９９-７６７６・山形県鶴岡市幕野内・まくのうち

　　９９７-０６２６・山形県鶴岡市松沢・まつざわ

　　９９７-０３２２・山形県鶴岡市松根・まつね

　　９９７-０３３４・山形県鶴岡市丸岡・まるおか

　　９９７-０３０１・山形県鶴岡市馬渡・まわたり

　　９９７-０８５７・山形県鶴岡市美咲町・みさきまち

　　９９９-７５４２・山形県鶴岡市水沢・みずさわ

　　９９９-７５４８・山形県鶴岡市みずほ・みずほ

　　９９７-０８３７・山形県鶴岡市道田町・みちだまち

　　９９７-００４６・山形県鶴岡市みどり町・みどりまち

　　９９７-０８２６・山形県鶴岡市美原町・みはらまち

　　９９９-７６７４・山形県鶴岡市箕升新田・みますしんでん

　　９９７-１２０２・山形県鶴岡市宮沢・みやざわ

　　９９９-７６３４・山形県鶴岡市三和・みわ

　　９９７-０８１８・山形県鶴岡市三和町・みわまち

　　９９７-０３６１・山形県鶴岡市民田・みんでん

　　９９７-０８１７・山形県鶴岡市睦町・むつみまち

　　９９７-０８４４・山形県鶴岡市森片・もりかた

　　９９９-７６３１・山形県鶴岡市八色木・やいろぎ

　　９９９-７６６２・山形県鶴岡市谷地興屋・やちこうや

　　９９７-０８０７・山形県鶴岡市八ツ興屋・やつごうや

　　９９７-０８３３・山形県鶴岡市柳田・やなぎだ

　　９９９-７６７２・山形県鶴岡市柳久瀬・やなくせ

　　９９７-０８５５・山形県鶴岡市矢馳・やはﾞせ

　　９９９-７５４５・山形県鶴岡市矢引・やびき

　　９９９-７２０１・山形県鶴岡市山五十川・やまいらがわ

　　９９７-０８５６・山形県鶴岡市山田・やまだ

　　９９９-７２０４・山形県鶴岡市湯温海・ゆあつみ

　　９９９-７６４１・山形県鶴岡市楪・ゆずりは

　　９９７-０７５２・山形県鶴岡市湯田川・ゆたがわ

　　９９７-０００１・山形県鶴岡市湯野沢・ゆのさわ



　　９９７-１２０１・山形県鶴岡市湯野浜・ゆのはま

　　９９９-７４６４・山形県鶴岡市由良・ゆら

　　９９７-０８２７・山形県鶴岡市陽光町・ようこうまち

　　９９７-００１０・山形県鶴岡市余慶町・よけいまち

　　９９７-０８３８・山形県鶴岡市淀川町・よどかわまち

　　９９９-７６４３・山形県鶴岡市無音・よはﾞらず

　　９９７-００３７・山形県鶴岡市若葉町・わかはﾞまち

　　９９９-７１２１・山形県鶴岡市早田・わさだ

　　９９９-７６８３・山形県鶴岡市渡前・わたまえ

　　９９９-７６８４・山形県鶴岡市和名川・わながわ

　　９９８-００００・山形県酒田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９８-００３２・山形県酒田市相生町・あいおいちよう

　　９９９-６８５２・山形県酒田市相沢・あいさわ

　　９９９-８２０３・山形県酒田市赤剥・あかはげ

　　９９８-０８２８・山形県酒田市あきほ町・あきほちよう

　　９９８-０８６２・山形県酒田市曙町・あけほﾞのちよう

　　９９８-００２１・山形県酒田市旭新町・あさひしんまち

　　９９９-６７１１・山形県酒田市飛鳥・あすか

　　９９８-０８７５・山形県酒田市東町・あずまちよう

　　９９９-６８３４・山形県酒田市荒町・あらまち

　　９９８-００５５・山形県酒田市飯森山・いいもりやま

　　９９９-６８５３・山形県酒田市石名坂・いしなざか

　　９９９-６７０４・山形県酒田市石橋・いしはﾞじ

　　９９９-６７０８・山形県酒田市泉興野・いずみこうや

　　９９８-００１８・山形県酒田市泉町・いずみちよう

　　９９９-７７７４・山形県酒田市板戸・いたど

　　９９９-８２３２・山形県酒田市市条・いちじよう

　　９９８-００４６・山形県酒田市一番町・いちはﾞんちよう

　　９９９-６８２６・山形県酒田市稲荷沢・いなりざわ

　　９９８-０８３６・山形県酒田市入船町・いりふねちよう

　　９９９-６８１５・山形県酒田市臼ケ沢・うすがさわ

　　９９９-６８３１・山形県酒田市内町・うちまち

　　９９９-８１６４・山形県酒田市漆曽根・うるしぞね

　　９９８-００２２・山形県酒田市駅東・えきひがじ

　　９９９-８１５３・山形県酒田市円能寺・えんのうじ

　　９９８-０８０２・山形県酒田市生石・おいじ

　　９９９-６８１３・山形県酒田市大川渡・おおかわど

　　９９９-８２４４・山形県酒田市大久保・おおくほﾞ

　　９９９-８２２５・山形県酒田市大島田・おおしまだ

　　９９８-０８７７・山形県酒田市大多新田・おおたしんでん

　　９９８-０８０３・山形県酒田市大槻新田・おおつきしんでん

　　９９９-８１３３・山形県酒田市大豊田・おおとよだ

　　９９９-６８１６・山形県酒田市大沼新田・おおぬましんでん

　　９９８-０８１６・山形県酒田市大野新田・おおのしんでん

　　９９８-００６４・山形県酒田市大浜・おおはま

　　９９８-０８５９・山形県酒田市大町・おおまち

　　９９８-０８２２・山形県酒田市大宮・おおみや

　　９９８-０８２４・山形県酒田市大宮町・おおみやちよう

　　９９９-８２１５・山形県酒田市大蕨・おおわらび

　　９９９-８２２７・山形県酒田市岡島田・おかしまだ

　　９９８-０８７１・山形県酒田市荻島・おぎじま

　　９９９-７７７５・山形県酒田市落野目・おちのめ

　　９９８-００２４・山形県酒田市御成町・おなりちよう

　　９９９-６８４５・山形県酒田市小見・おみ

　　９９８-０８２３・山形県酒田市卸町・おろしまち

　　９９９-６８１１・山形県酒田市柏谷沢・かしやざわ

　　９９９-６８３８・山形県酒田市片町・かたまち

　　９９８-０８１８・山形県酒田市勝保関・がつほﾞぜき

　　９９９-７７７２・山形県酒田市門田・かどた

　　９９９-６８３７・山形県酒田市金谷・かなや

　　９９９-８２１２・山形県酒田市上青沢・かみあおさわ

　　９９９-６８４３・山形県酒田市上北目・かみきため

　　９９９-８２０６・山形県酒田市上黒川・かみくろかわ

　　９９９-８１６３・山形県酒田市上興野・かみこうや

　　９９９-８１６２・山形県酒田市上野曽根・かみのそね

　　９９８-００４２・山形県酒田市上本町・かみほんちよう

　　９９９-６８４２・山形県酒田市上餅山・かみもちやま

　　９９９-８１５２・山形県酒田市上安田・かみやすだ

　　９９８-００１１・山形県酒田市上安町・かみやすちよう

　　９９８-０８４２・山形県酒田市亀ケ崎・かめがさき



　　９９９-８１４３・山形県酒田市刈穂・かりほ

　　９９９-８１３２・山形県酒田市刈屋・かりや

　　９９９-８２３５・山形県酒田市観音寺・かんのんじ

　　９９９-７７７３・山形県酒田市木川・きがわ

　　９９９-８２１１・山形県酒田市北青沢・きたあおさわ

　　９９８-００２７・山形県酒田市北今町・きたいままち

　　９９８-００２８・山形県酒田市北里町・きたざとちよう

　　９９８-０８０１・山形県酒田市北沢・きたざわ

　　９９９-８２４３・山形県酒田市北仁田・きたじんでん

　　９９８-０８６５・山形県酒田市北新橋・きたしんはﾞじ

　　９９８-００６２・山形県酒田市北新町・きたしんまち

　　９９８-００１６・山形県酒田市北千日町・きたせんにちちよう

　　９９８-００１５・山形県酒田市北千日堂前・きたせんにちどうまえ

　　９９８-００７２・山形県酒田市北浜町・きたはまちよう

　　９９９-８２２２・山形県酒田市北平沢・きたへいざわ

　　９９９-６７４１・山形県酒田市北俣・きたまた

　　９９９-６８３３・山形県酒田市北町・きたまち

　　９９９-８１４２・山形県酒田市城輪・きのわ

　　９９８-０１０２・山形県酒田市京田・きようでん

　　９９８-０８２７・山形県酒田市草刈谷地・くさかりやち

　　９９９-８２０７・山形県酒田市草津・くさつ

　　９９９-８１５６・山形県酒田市久保田・くほﾞた

　　９９８-０８１７・山形県酒田市熊手島・くまてじま

　　９９８-０８１９・山形県酒田市熊野田・くまのだ

　　９９９-６８３５・山形県酒田市蔵小路・くらこうじ

　　９９８-０１１１・山形県酒田市黒森・くろもり

　　９９８-０８７８・山形県酒田市こあら・こあら

　　９９８-０８７６・山形県酒田市古荒新田・こあらしんでん

　　９９９-８２３４・山形県酒田市小泉・こいずみ

　　９９８-０１０４・山形県酒田市広栄町・こうえいちよう

　　９９９-６７０７・山形県酒田市郡山・こおりやま

　　９９８-０８５２・山形県酒田市こがね町・こがねちよう

　　９９８-００３５・山形県酒田市寿町・ことぶきちよう

　　９９９-６７３５・山形県酒田市小林・こはﾞやじ

　　９９８-０８１５・山形県酒田市小牧・こまぎ

　　９９８-０８１４・山形県酒田市小牧新田・こまぎしんでん

　　９９８-００７１・山形県酒田市古湊町・こみなとちよう

　　９９８-００２３・山形県酒田市幸町・さいわいちよう

　　９９８-０８０６・山形県酒田市境興野・さかいこうや

　　９９８-０００３・山形県酒田市酒井新田・さかいしんでん

　　９９８-００２６・山形県酒田市栄町・さかえちよう

　　９９９-６８３６・山形県酒田市肴町・さかなまち

　　９９８-０１０１・山形県酒田市坂野辺新田・さかのべしんでん

　　９９９-６７０５・山形県酒田市桜林・さくらはﾞやじ

　　９９９-６７０６・山形県酒田市桜林興野・さくらはﾞやしこうや

　　９９９-６７０１・山形県酒田市砂越・さごじ

　　９９９-６７０２・山形県酒田市砂越緑町・さごしみどりちよう

　　９９８-０８３８・山形県酒田市山居町・さんきよまち

　　９９９-６７２３・山形県酒田市三之宮・さんのみや

　　９９８-０８３７・山形県酒田市下瀬・したせ

　　９９９-６８１４・山形県酒田市地見興屋・じみこうや

　　９９９-８２１３・山形県酒田市下青沢・しもあおさわ

　　９９９-８２０５・山形県酒田市下黒川・しもくろかわ

　　９９９-６８４６・山形県酒田市下餅山・しももちやま

　　９９８-００１２・山形県酒田市下安町・しもやすちよう

　　９９８-０１１４・山形県酒田市十里塚・じゆうりつﾞか

　　９９９-８２１４・山形県酒田市常禅寺・じようぜんじ

　　９９９-６８２３・山形県酒田市真学寺沢・しんがくじさわ

　　９９９-８２０４・山形県酒田市新出・しんで

　　９９８-０８６４・山形県酒田市新橋・しんはﾞじ

　　９９９-６８３７・山形県酒田市新町・しんまち

　　９９９-６８３２・山形県酒田市新屋敷・しんやしき

　　９９８-０８５４・山形県酒田市末広町・すえひろちよう

　　９９８-００２９・山形県酒田市住吉町・すみよしちよう

　　９９８-０８０５・山形県酒田市関・せき

　　９９９-８２４６・山形県酒田市芹田・せつだ

　　９９８-０８４３・山形県酒田市千石町・せんごくちよう

　　９９８-００１４・山形県酒田市千日町・せんにちちよう

　　９９９-６８３１・山形県酒田市総光寺沢・そうこうじさわ

　　９９９-８１５５・山形県酒田市曽根田・そねだ



　　９９８-００７５・山形県酒田市高砂・たかさご

　　９９８-００５１・山形県酒田市高見台・たかみだい

　　９９９-６８４８・山形県酒田市竹田・たけだ

　　９９９-６７３１・山形県酒田市田沢・たざわ

　　９９９-６７３２・山形県酒田市楯山・たてやま

　　９９８-００３３・山形県酒田市中央東町・ちゆうおうひがしまち

　　９９８-００３４・山形県酒田市中央西町・ちゆうおうにしまち

　　９９９-８４２２・山形県酒田市千代田・ちよだ

　　９９９-８２４５・山形県酒田市塚淵・つかぶち

　　９９８-０８７３・山形県酒田市土崎・つちざき

　　９９９-６８３９・山形県酒田市土渕・つちぶち

　　９９８-０８３５・山形県酒田市堤町・つつみちよう

　　９９９-７７７１・山形県酒田市局・つほﾞね

　　９９９-８１６８・山形県酒田市鶴田・つるた

　　９９８-０８１１・山形県酒田市手蔵田・てぐらだ

　　９９９-８２２１・山形県酒田市寺田・てらだ

　　９９９-６７０３・山形県酒田市天神堂・てんじんどう

　　９９８-０８５６・山形県酒田市東栄町・とうえいちよう

　　９９８-０２８１・山形県酒田市飛島・とびしま

　　９９８-０００４・山形県酒田市豊里・とよさと

　　９９９-８１４１・山形県酒田市豊原・とよはら

　　９９９-８２０２・山形県酒田市泥沢・どろざわ

　　９９９-６８４４・山形県酒田市中北目・なかきため

　　９９８-０８７２・山形県酒田市中野新田・なかのしんでん

　　９９９-８１６５・山形県酒田市中野曽根・なかのそね

　　９９９-６７２７・山形県酒田市中野俣・なかのまた

　　９９９-６７２２・山形県酒田市中野目・なかのめ

　　９９９-６８５１・山形県酒田市中牧田・なかまきた

　　９９８-００４４・山形県酒田市中町・なかまち

　　９９９-６８２７・山形県酒田市仲町・なかまち

　　９９９-６７１２・山形県酒田市楢橋・ならはじ

　　９９９-６８１２・山形県酒田市成興野・なりこうや

　　９９９-８１５７・山形県酒田市新青渡・にいあおど

　　９９８-００４１・山形県酒田市新井田町・にいだまち

　　９９９-７７７６・山形県酒田市新堀・にいほﾞり

　　９９８-０１０３・山形県酒田市錦町・にしきちよう

　　９９９-６７３３・山形県酒田市西坂本・にしさかもと

　　９９９-６８６２・山形県酒田市西田・にしだ

　　９９８-００１７・山形県酒田市西野町・にしのまち

　　９９８-０８２９・山形県酒田市仁助谷地・にすけやち

　　９９８-００４５・山形県酒田市二番町・にはﾞんちよう

　　９９９-８１４４・山形県酒田市庭田・にわた

　　９９９-８１５８・山形県酒田市布目・ぬのめ

　　９９９-８２４２・山形県酒田市橋本・はしもと

　　９９８-０８２６・山形県酒田市初瀬・はつせ

　　９９８-００３１・山形県酒田市浜田・はまだ

　　９９８-０１１２・山形県酒田市浜中・はまなか

　　９９８-００７４・山形県酒田市浜松町・はままつちよう

　　９９８-０８１３・山形県酒田市茨野新田・はﾞらのしんでん

　　９９８-００６１・山形県酒田市光ケ丘・ひかりがおか

　　９９８-００１３・山形県酒田市東泉町・ひがしいずみちよう

　　９９８-０８５１・山形県酒田市東大町・ひがしおおまち

　　９９８-０８５５・山形県酒田市東中の口町・ひがしなかのくちまち

　　９９８-０８３１・山形県酒田市東両羽町・ひがしりよううちよう

　　９９９-６８４７・山形県酒田市引地・ひきじ

　　９９８-０８６３・山形県酒田市日の出町・ひのでちよう

　　９９８-００３７・山形県酒田市日吉町・ひよしちよう

　　９９８-０１１３・山形県酒田市広岡新田・ひろおかしんでん

　　９９８-０１２５・山形県酒田市広野・ひろの

　　９９８-０１０５・山形県酒田市広野新田・ひろのしんでん

　　９９９-８２４１・山形県酒田市福山・ふくやま

　　９９８-０００２・山形県酒田市藤塚・ふじつか

　　９９８-０８６１・山形県酒田市富士見町・ふじみちよう

　　９９８-００３６・山形県酒田市船場町・ふなはﾞちよう

　　９９９-８２３１・山形県酒田市麓・ふもと

　　９９９-８１５４・山形県酒田市古青渡・ふるあおど

　　９９９-８２３３・山形県酒田市法連寺・ほうれんじ

　　９９９-８１３１・山形県酒田市穂積（門田）・ほつﾞみ(もんでん)

　　９９８-０００１・山形県酒田市穂積（その他）・ほつﾞみ(そのた)

　　９９９-６７２１・山形県酒田市堀野内・ほりのうち



　　９９８-０８１２・山形県酒田市本川・ほんがわ

　　９９８-００４３・山形県酒田市本町（１～３丁目）・ほんちよう

　　９９９-６８３５・山形県酒田市本町・ほんまち

　　９９９-８２２４・山形県酒田市前川・まえかわ

　　９９９-８１６６・山形県酒田市牧曽根・まきそね

　　９９９-８２０１・山形県酒田市升田・ますだ

　　９９８-０８４１・山形県酒田市松原南・まつはﾞらみなみ

　　９９８-００７３・山形県酒田市松美町・まつみちよう

　　９９９-７７７７・山形県酒田市丸沼・まるぬま

　　９９９-８２２６・山形県酒田市政所・まんどころ

　　９９８-０８５３・山形県酒田市みずほ・みずほ

　　９９８-００５２・山形県酒田市緑ケ丘・みどりがおか

　　９９８-０８５８・山形県酒田市緑町・みどりちよう

　　９９８-００６３・山形県酒田市南新町・みなみしんまち

　　９９９-６８２２・山形県酒田市南新屋敷・みなみしんやしき

　　９９８-００２５・山形県酒田市南千日町・みなみせんにちちよう

　　９９９-８２２３・山形県酒田市南平沢・みなみへいざわ

　　９９９-６８２５・山形県酒田市南町・みなみまち

　　９９９-８４２３・山形県酒田市宮内・みやうち

　　９９８-０００５・山形県酒田市宮海・みやうみ

　　９９８-００５４・山形県酒田市宮野浦・みやのうら

　　９９９-６８４１・山形県酒田市茗ケ沢・みようがさわ

　　９９９-６８２４・山形県酒田市元新屋敷・もとしんやしき

　　９９９-８１３４・山形県酒田市本楯・もとたて

　　９９９-８１４５・山形県酒田市保岡・やすおか

　　９９９-８１５１・山形県酒田市安田・やすだ

　　９９９-６８６１・山形県酒田市山田・やまだ

　　９９９-６７２４・山形県酒田市山楯・やまだて

　　９９９-６８２１・山形県酒田市山寺・やまでら

　　９９９-６７３４・山形県酒田市山元・やまもと

　　９９９-６７２６・山形県酒田市山谷・やまや

　　９９９-６７２５・山形県酒田市山谷新田・やまやしんでん

　　９９８-０８２１・山形県酒田市遊摺部・ゆするべ

　　９９８-０００６・山形県酒田市ゆたか・ゆたか

　　９９８-０８０４・山形県酒田市横代・よこだい

　　９９９-８１６１・山形県酒田市吉田・よしだ

　　９９９-８１６７・山形県酒田市吉田新田・よしだしんでん

　　９９８-０８７４・山形県酒田市四ツ興野・よつごや

　　９９９-８４２１・山形県酒田市米島・よねしま

　　９９８-０８３２・山形県酒田市両羽町・りよううちよう

　　９９８-０８３４・山形県酒田市若竹町・わかたけちよう

　　９９８-０８５７・山形県酒田市若浜町・わかはまちよう

　　９９８-０８３３・山形県酒田市若原町・わかはらちよう

　　９９８-００５３・山形県酒田市若宮町・わかみやちよう

　　９９６-００００・山形県新庄市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９６-００７８・山形県新庄市新町・あらまち

　　９９６-００８６・山形県新庄市石川町・いしかわまち

　　９９９-５１０３・山形県新庄市泉田・いずみた

　　９９６-０００１・山形県新庄市五日町・いつかまち

　　９９６-００８４・山形県新庄市大手町・おおてまち

　　９９６-００２６・山形県新庄市大町・おおまち

　　９９６-００２３・山形県新庄市沖の町・おきのまち

　　９９６-００７４・山形県新庄市小田島・おだしま

　　９９６-００７１・山形県新庄市小田島町・おだしままち

　　９９６-０００２・山形県新庄市金沢・かなざわ

　　９９６-００３２・山形県新庄市上金沢町・かみかねざわまち

　　９９６-００８２・山形県新庄市北町・きたまち

　　９９６-００７３・山形県新庄市栄町・さかえまち

　　９９６-００３３・山形県新庄市下金沢町・しもかねざわまち

　　９９６-００３４・山形県新庄市下田町・しもだまち

　　９９６-００７７・山形県新庄市城南町・じようなんまち

　　９９９-５１０１・山形県新庄市昭和・しようわ

　　９９６-００７６・山形県新庄市城西町・しろにしまち

　　９９６-００３１・山形県新庄市末広町・すえひろまち

　　９９６-００２２・山形県新庄市住吉町・すみよしまち

　　９９６-００７９・山形県新庄市千門町・せんもんちよう

　　９９６-００２４・山形県新庄市多門町・たもんまち

　　９９６-００５２・山形県新庄市角沢・つのざわ

　　９９６-００３５・山形県新庄市鉄砲町・てつほﾟうまち

　　９９９-５１９１・山形県新庄市十日町（猫屋敷３２９～３５６）・とおかまち



　　９９６-００９１・山形県新庄市十日町（その他）・とおかまち(そのた)

　　９９６-００２１・山形県新庄市常葉町・ときはまち

　　９９６-００６１・山形県新庄市飛田・とびた

　　９９６-００４１・山形県新庄市鳥越・とりごえ

　　９９６-００８１・山形県新庄市中道町・なかみちまち

　　９９６-００５４・山形県新庄市仁間・にけん

　　９９６-００８７・山形県新庄市沼田・ぬまた

　　９９６-００８３・山形県新庄市沼田町・ぬまたまち

　　９９９-５１０２・山形県新庄市萩野・はぎの

　　９９６-００２８・山形県新庄市万場町・はﾞんはﾞちよう

　　９９６-００１１・山形県新庄市東谷地田町・ひがしやちたまち

　　９９６-００８８・山形県新庄市桧町・ひのきちよう

　　９９６-００５３・山形県新庄市福田・ふくだ

　　９９６-００８５・山形県新庄市堀端町・ほりはﾞたまち

　　９９６-００２７・山形県新庄市本町・ほんまち

　　９９６-０１１１・山形県新庄市升形・ますがた

　　９９６-００５１・山形県新庄市松本・まつもと

　　９９６-００７２・山形県新庄市宮内町・みやうちまち

　　９９６-０１１２・山形県新庄市本合海・もとあいかい

　　９９６-００７５・山形県新庄市横打町・よこうちまち

　　９９６-００２５・山形県新庄市若葉町・わかはﾞまち

　　９９１-００００・山形県寒河江市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９１-００２７・山形県寒河江市石持町・いしもちまち

　　９９１-００５７・山形県寒河江市内ノ袋・うちのふくろ

　　９９１-００５６・山形県寒河江市落衣前・おともまえ

　　９９１-０００６・山形県寒河江市上河原・かみがわら

　　９９１-０００８・山形県寒河江市菊地堂・きくちどう

　　９９１-０００８・山形県寒河江市雲河原・くもがわら

　　９９１-００４４・山形県寒河江市越井坂町・こしいざかちよう

　　９９１-００４５・山形県寒河江市小沼町・こぬまちよう

　　９９１-００３５・山形県寒河江市幸町・さいわいちよう

　　９９１-００３４・山形県寒河江市栄町・さかえちよう

　　９９１-００４１・山形県寒河江市寒河江・さがえ

　　９９０-０５０２・山形県寒河江市幸生・さちう

　　９９１-００５２・山形県寒河江市幸田町・さちたまち

　　９９０-０５１１・山形県寒河江市慈恩寺・じおんじ

　　９９１-００６３・山形県寒河江市柴橋・しはﾞはじ

　　９９１-００４３・山形県寒河江市島・しま

　　９９１-０００２・山形県寒河江市下河原・しもがわら

　　９９０-０５０５・山形県寒河江市白岩・しらいわ

　　９９１-００４７・山形県寒河江市新山・しんざん

　　９９１-００１２・山形県寒河江市新山町・しんざんまち

　　９９１-００３３・山形県寒河江市末広町・すえひろちよう

　　９９０-０５２２・山形県寒河江市清助新田・せいすけしんでん

　　９９１-００１３・山形県寒河江市高田・たかだ

　　９９０-０５２４・山形県寒河江市高松・たかまつ

　　９９１-００４２・山形県寒河江市高屋・たかや

　　９９０-０５０３・山形県寒河江市田代・たしろ

　　９９１-００２１・山形県寒河江市中央・ちゆうおう

　　９９０-０５６１・山形県寒河江市中央工業団地（１)こうぎようだんち(１)

　　９９１-００６１・山形県寒河江市中央工業団地（その他）・こうぎようだんち

　　９９１-０００７・山形県寒河江市道生・どうしよう

　　９９０-０５０４・山形県寒河江市留場・とめはﾞ

　　９９１-０００５・山形県寒河江市中河原・なかがわら

　　９９１-００６５・山形県寒河江市中郷・なかごう

　　９９１-００５４・山形県寒河江市仲谷地・なかやち

　　９９１-００２２・山形県寒河江市七日町・なのかまち

　　９９１-０００３・山形県寒河江市西根・にしね

　　９９１-０００４・山形県寒河江市西根北町・にしねきたまち

　　９９１-００１１・山形県寒河江市日田・につた

　　９９１-０００１・山形県寒河江市入倉・にゆうぐら

　　９９１-００４６・山形県寒河江市東新山町・ひがししんざんまち

　　９９１-００６４・山形県寒河江市平塩・ひらしお

　　９９０-０５１３・山形県寒河江市日和田・ひわだ

　　９９１-００５５・山形県寒河江市船橋町・ふなはﾞしまち

　　９９１-００２８・山形県寒河江市ほなみ・ほなみ

　　９９１-００３１・山形県寒河江市本町・ほんちよう

　　９９１-００６６・山形県寒河江市松川・まつかわ

　　９９１-００２３・山形県寒河江市丸内・まるのうち

　　９９１-００４８・山形県寒河江市みずき・みずき



　　９９１-００６２・山形県寒河江市緑町・みどりちよう

　　９９１-００３２・山形県寒河江市南町・みなみまち

　　９９０-０５１２・山形県寒河江市箕輪・みのわ

　　９９０-０５０１・山形県寒河江市宮内・みやうち

　　９９１-００４９・山形県寒河江市本楯・もとだて

　　９９１-００５３・山形県寒河江市元町・もとまち

　　９９０-０５２３・山形県寒河江市八鍬・やくわ

　　９９０-０５２１・山形県寒河江市谷沢・やさわ

　　９９１-００２６・山形県寒河江市山岸町・やまぎしちよう

　　９９１-００２５・山形県寒河江市八幡町・やわたまち

　　９９１-０００６・山形県寒河江市夕カヘ・ゆうがえ

　　９９０-０５２５・山形県寒河江市米沢・よなざ

　　９９１-００２４・山形県寒河江市六供町・ろつくまち

　　９９１-００５１・山形県寒河江市若葉町・わかはﾞちよう

　　９９９-３１００・山形県上山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-３２２２・山形県上山市相生・あいおい

　　９９９-３１６４・山形県上山市朝日台・あさひだい

　　９９９-３１０６・山形県上山市旭町・あさひまち

　　９９９-３２３５・山形県上山市阿弥陀地・あみだち

　　９９９-３１４４・山形県上山市石崎・いしざき

　　９９９-３２４４・山形県上山市石曽根・いしぞね

　　９９９-３２３１・山形県上山市石堂・いしどう

　　９９９-３１０５・山形県上山市泉川・いずみかわ

　　９９９-３１６５・山形県上山市裏町・うらまち

　　９９９-３１５７・山形県上山市御井戸丁・おいどちよう

　　９９９-３１６７・山形県上山市大石・おおいじ

　　９９９-３１１２・山形県上山市小倉・おぐら

　　９９９-３２１４・山形県上山市小笹・おざさ

　　９９９-３１７２・山形県上山市小白府・おじらふ

　　９９９-３１２４・山形県上山市金生・かなおい

　　９９９-３１２６・山形県上山市金生西・かなおいにじ

　　９９９-３１２５・山形県上山市金生東・かなおいひがじ

　　９９９-３１０１・山形県上山市金瓶・かなかめ

　　９９９-３１０３・山形県上山市金谷・かなや

　　９９９-３２２６・山形県上山市金山・かねやま

　　９９９-３２０４・山形県上山市上生居・かみなまい

　　９９９-３１６３・山形県上山市軽井沢・かるいざわ

　　９９９-３２４５・山形県上山市川口・かわぐち

　　９９９-３１４５・山形県上山市河崎・かわさき

　　９９９-３１３１・山形県上山市北町・きたまち

　　９９９-３１５１・山形県上山市北町本丁・きたまちほんちよう

　　９９９-３２１５・山形県上山市久保川・くほﾞかわ

　　９９９-３１６６・山形県上山市久保手・くほﾞて

　　９９９-３２４１・山形県上山市けやきの森・けやきのもり

　　９９９-３２３７・山形県上山市小穴・こあな

　　９９９-３１１５・山形県上山市高野・こうや

　　９９９-３１１１・山形県上山市権現堂・ごんげんどう

　　９９９-３１１３・山形県上山市蔵王・ざおう

　　９９９-３１０４・山形県上山市蔵王の森・ざおうのもり

　　９９９-３１３２・山形県上山市栄町・さかえまち

　　９９９-３１４２・山形県上山市沢丁・さわちよう

　　９９９-３２３３・山形県上山市三本松・さんほﾞんまつ

　　９９９-３２０２・山形県上山市下生居・しもなまい

　　９９９-３２１７・山形県上山市菖蒲・しようぶ

　　９９９-３１０２・山形県上山市新金谷・しんかなや

　　９９９-３１５２・山形県上山市新丁・しんちよう

　　９９９-３１５８・山形県上山市新町・しんまち

　　９９９-３１４１・山形県上山市新湯・しんゆ

　　９９９-３２１３・山形県上山市須田板・すだいた

　　９９９-３２２１・山形県上山市関根・せきね

　　９９９-３１２２・山形県上山市仙石・せんごく

　　９９９-３２１６・山形県上山市大門・だいもん

　　９９９-３２４３・山形県上山市高松・たかまつ

　　９９９-３１５５・山形県上山市鶴脛町・つるはぎちよう

　　９９９-３２３４・山形県上山市藤吾・とうご

　　９９９-３１５３・山形県上山市十日町・とおかまち

　　９９９-３２０３・山形県上山市中生居・なかなまい

　　９９９-３２４６・山形県上山市中山・なかやま

　　９９９-３２３２・山形県上山市長清水・ながしみず

　　９９９-３１１４・山形県上山市永野・ながの



　　９９９-３２２５・山形県上山市楢下・ならげ

　　９９９-３２４２・山形県上山市葉山・はやま

　　９９９-３２１２・山形県上山市原口・はらぐち

　　９９９-３１２１・山形県上山市東町・ひがしまち

　　９９９-３１４３・山形県上山市二日町・ふつかまち

　　９９９-３１６１・山形県上山市弁天・べんてん

　　９９９-３２３６・山形県上山市細谷・ほそや

　　９９９-３２１１・山形県上山市牧野・まぎの

　　９９９-３１４６・山形県上山市松山・まつやま

　　９９９-３２２３・山形県上山市三上・みかみ

　　９９９-３１２３・山形県上山市美咲町・みさきちよう

　　９９９-３２２４・山形県上山市皆沢・みなざわ

　　９９９-３１３５・山形県上山市南町・みなみまち

　　９９９-３１０７・山形県上山市みはらしの丘・みはらしのおか

　　９９９-３２０１・山形県上山市宮脇・みやのわき

　　９９９-３１７１・山形県上山市狸森・むじなもり

　　９９９-３１５４・山形県上山市元城内・もとじようない

　　９９９-３１３４・山形県上山市矢来・やらい

　　９９９-３１５６・山形県上山市湯町・ゆまち

　　９９９-３１３３・山形県上山市八日町・ようかまち

　　９９９-３１６２・山形県上山市四ツ谷・よつや

　　９９５-００００・山形県村山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９５-０００２・山形県村山市五十沢・いさざわ

　　９９５-０２０４・山形県村山市稲下・いなくだじ

　　９９５-０１１３・山形県村山市岩野・いわの

　　９９５-００３８・山形県村山市駅西・えきにじ

　　９９５-０１１１・山形県村山市大久保・おおくほﾞ

　　９９５-０２０３・山形県村山市大槇・おおまき

　　９９５-００５４・山形県村山市大淀・おおよど

　　９９５-０００４・山形県村山市金谷・かなや

　　９９５-００４１・山形県村山市河島・かわしま

　　９９５-００５６・山形県村山市河島山・かわしまやま

　　９９５-０２０９・山形県村山市碁点・ごてん

　　９９５-０２０２・山形県村山市白鳥・しろとり

　　９９５-００４２・山形県村山市杉島・すぎしま

　　９９５-００５１・山形県村山市田沢・たざわ

　　９９５-００２５・山形県村山市楯岡・たておか

　　９９５-００３２・山形県村山市楯岡荒町・たておかあらまち

　　９９５-００３４・山形県村山市楯岡五日町・たておかいつかまち

　　９９５-００３１・山形県村山市楯岡大沢川・たておかおおさわがわ

　　９９５-００１１・山形県村山市楯岡北町・たておかきたまち

　　９９５-００１８・山形県村山市楯岡新高田・たておかしんたかだ

　　９９５-００３３・山形県村山市楯岡新町・たておかしんまち

　　９９５-００２１・山形県村山市楯岡楯・たておかたて

　　９９５-００３７・山形県村山市楯岡俵町・たておかたわらまち

　　９９５-００１４・山形県村山市楯岡鶴ケ町・たておかつるがちよう

　　９９５-００１７・山形県村山市楯岡十日町・たておかとおかまち

　　９９５-００３６・山形県村山市楯岡中町・たておかなかまち

　　９９５-００２２・山形県村山市楯岡馬場・たておかはﾞはﾞ

　　９９５-００２３・山形県村山市楯岡東沢・たておかひがしざわ

　　９９５-００２４・山形県村山市楯岡笛田・たておかふえだ

　　９９５-００１５・山形県村山市楯岡二日町・たておかふつかまち

　　９９５-００１６・山形県村山市楯岡晦日町・たておかみそかまち

　　９９５-００１３・山形県村山市楯岡湯沢・たておかゆざわ

　　９９５-０００５・山形県村山市たも山・たもやま

　　９９５-０２０５・山形県村山市樽石・たるいじ

　　９９５-００３５・山形県村山市中央・ちゆうおう

　　９９５-０２０１・山形県村山市長善寺・ちようぜんじ

　　９９５-０００１・山形県村山市土生田・とちうだ

　　９９５-０２０８・山形県村山市富並・とみなみ

　　９９５-００５５・山形県村山市長島・ながしま

　　９９５-００５２・山形県村山市名取・なとり

　　９９５-００５３・山形県村山市西郷・にしごう

　　９９５-０００６・山形県村山市林崎・はやしざき

　　９９５-０００３・山形県村山市本飯田・もといいだ

　　９９５-０２０６・山形県村山市山の内・やまのうち

　　９９５-０２０７・山形県村山市雪の観音郷・ゆきのかんのんごう

　　９９５-００１２・山形県村山市湯沢・ゆざわ

　　９９５-０１１２・山形県村山市湯野沢・ゆのさわ

　　９９３-００００・山形県長井市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　９９３-００２２・山形県長井市芦沢・あしざわ

　　９９３-０００６・山形県長井市あら町・あらまち

　　９９３-００７２・山形県長井市五十川・いかがわ

　　９９３-００３１・山形県長井市泉・いずみ

　　９９３-００３３・山形県長井市今泉・いまいずみ

　　９９３-００３４・山形県長井市歌丸・うたまる

　　９９３-００８３・山形県長井市大町・おおまち

　　９９３-０００５・山形県長井市片田町・かたたまち

　　９９３-００２１・山形県長井市上伊佐沢・かみいさざわ

　　９９３-００３２・山形県長井市河井・かわい

　　９９３-００６２・山形県長井市川原沢・かわらざわ

　　９９３-００６４・山形県長井市勧進代・かんじんだい

　　９９３-００６３・山形県長井市草岡・くさおか

　　９９３-００４１・山形県長井市九野本・くのもと

　　９９３-００１４・山形県長井市小出・こいで

　　９９３-００８５・山形県長井市高野町・こうやちよう

　　９９３-００５１・山形県長井市幸町・さいわいちよう

　　９９３-００８４・山形県長井市栄町・さかえまち

　　９９３-００５４・山形県長井市清水町・しみずちよう

　　９９３-００２３・山形県長井市下伊佐沢・しもいさざわ

　　９９３-００７１・山形県長井市白兎・しろうさぎ

　　９９３-００５２・山形県長井市新町・しんまち

　　９９３-０００４・山形県長井市神明町・しんめいちよう

　　９９３-００１６・山形県長井市台町・だいまち

　　９９３-００１３・山形県長井市館町南・たてまちみなみ

　　９９３-００１１・山形県長井市館町北・たてまちきた

　　９９３-００６１・山形県長井市寺泉・てらいずみ

　　９９３-００８６・山形県長井市十日町・とおかまち

　　９９３-００３５・山形県長井市時庭・ときにわ

　　９９３-００２４・山形県長井市中伊佐沢・なかいさざわ

　　９９３-００５３・山形県長井市中道・なかみち

　　９９３-００７５・山形県長井市成田・なりた

　　９９３-００１７・山形県長井市花作町・はなつﾞくりまち

　　９９３-０００３・山形県長井市東町・ひがしまち

　　９９３-００１２・山形県長井市日の出町・ひのでちよう

　　９９３-００４２・山形県長井市平山・ひらやま

　　９９３-００８２・山形県長井市舟場・ふなはﾞ

　　９９３-０００１・山形県長井市ままの上・ままのうえ

　　９９３-００８１・山形県長井市緑町・みどりちよう

　　９９３-００７４・山形県長井市宮・みや

　　９９３-０００７・山形県長井市本町・もとまち

　　９９３-００７３・山形県長井市森・もり

　　９９３-０００２・山形県長井市屋城町・やしろまち

　　９９３-００８７・山形県長井市横町・よこまち

　　９９３-００１５・山形県長井市四ツ谷・よつや

　　９９４-００００・山形県天童市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９４-００５４・山形県天童市荒谷・あらや

　　９９４-００５７・山形県天童市石鳥居・いしどりい

　　９９４-００１５・山形県天童市泉町・いずみちよう

　　９９４-００４１・山形県天童市五日町・いつかまち

　　９９４-００７８・山形県天童市今町・いままち

　　９９４-００４７・山形県天童市駅西・えきにじ

　　９９４-００１３・山形県天童市老野森・おいのもり

　　９９４-０００７・山形県天童市大清水・おおしみず

　　９９４-００７９・山形県天童市大町・おおまち

　　９９４-０００３・山形県天童市柏木町・かしわぎちよう

　　９９４-００２４・山形県天童市鎌田・かまた

　　９９４-００２５・山形県天童市鎌田本町・かまたほんちよう

　　９９４-００５３・山形県天童市上荻野戸・かみおぎのと

　　９９４-０１０３・山形県天童市川原子・かわらご

　　９９４-００１１・山形県天童市北久野本・きたくのもと

　　９９４-００４２・山形県天童市北目・きため

　　９９４-００１２・山形県天童市久野本・くのもと

　　９９４-００７７・山形県天童市窪野目・くほﾞのめ

　　９９４-００７５・山形県天童市蔵増・くらぞう

　　９９４-００２８・山形県天童市鍬ノ町・くわのまち

　　９９４-００３２・山形県天童市小路・こうじ

　　９９４-０００４・山形県天童市小関・こせき

　　９９４-００２７・山形県天童市桜町・さくらまち

　　９９４-００５２・山形県天童市下荻野戸・しもおぎのと



　　９９４-００６５・山形県天童市清池・しようげ

　　９９４-００６９・山形県天童市清池東・しようげひがじ

　　９９４-０００５・山形県天童市高木・たかぎ

　　９９４-００６８・山形県天童市高擶・たかだま

　　９９４-００７６・山形県天童市高野辺・たかのべ

　　９９４-００４６・山形県天童市田鶴町・たつﾞるちよう

　　９９４-０１０４・山形県天童市田麦野・たむぎの

　　９９４-００７２・山形県天童市塚野目・つかのめ

　　９９４-００７３・山形県天童市寺津・てらつﾞ

　　９９４-００３１・山形県天童市天童中・てんどうなか

　　９９４-００２３・山形県天童市東善寺・とうぜんじ

　　９９４-００７４・山形県天童市藤内新田・とうないしんでん

　　９９４-０１０２・山形県天童市道満・どうまん

　　９９４-００６４・山形県天童市中里・なかざと

　　９９４-００４５・山形県天童市仲町・なかまち

　　９９４-００６６・山形県天童市長岡・ながおか

　　９９４-００６２・山形県天童市長岡北・ながおかきた

　　９９４-００５１・山形県天童市奈良沢・ならざわ

　　９９４-０００６・山形県天童市成生・なりう

　　９９４-００１４・山形県天童市糠塚・ぬかつﾞか

　　９９４-００２２・山形県天童市貫津・ぬくつﾞ

　　９９４-００６７・山形県天童市芳賀・はが

　　９９４-００８２・山形県天童市芳賀タウン北・はがたうんきた

　　９９４-００８３・山形県天童市芳賀タウン南・はがたうんみなみ

　　９９４-００５５・山形県天童市原町・はらまち

　　９９４-０００１・山形県天童市万代・はﾞんだい

　　９９４-００１６・山形県天童市東久野本・ひがしくのもと

　　９９４-００６３・山形県天童市東長岡・ひがしながおか

　　９９４-００６１・山形県天童市東芳賀・ひがしはが

　　９９４-００２６・山形県天童市東本町・ひがしほんちよう

　　９９４-００４４・山形県天童市一日町・ひといちまち

　　９９４-００５６・山形県天童市干布・ほしぬの

　　９９４-００３４・山形県天童市本町・ほんちよう

　　９９４-００４８・山形県天童市交り江・まじりえ

　　９９４-００４３・山形県天童市松城町・まつしろちよう

　　９９４-０００２・山形県天童市乱川・みだれがわ

　　９９４-００３３・山形県天童市三日町・みつかまち

　　９９４-００８１・山形県天童市南小畑・みなみおはﾞた

　　９９４-００４９・山形県天童市南町・みなみまち

　　９９４-００７１・山形県天童市矢野目・やのめ

　　９９４-０１０１・山形県天童市山口・やまぐち

　　９９４-００２１・山形県天童市山元・やまもと

　　９９９-３７００・山形県東根市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-３７２２・山形県東根市泉郷・いずみごう

　　９９９-３７４７・山形県東根市板垣大通り・いたがきおおどおり

　　９９９-３７４９・山形県東根市板垣北小路・いたがききたこうじ

　　９９９-３７４４・山形県東根市板垣北通り・いたがききたどおり

　　９９９-３７４６・山形県東根市板垣新田・いたがきしんでん

　　９９９-３７４５・山形県東根市板垣中通り・いたがきなかどおり

　　９９９-３７４８・山形県東根市板垣西小路・いたがきにしこうじ

　　９９９-３７１７・山形県東根市一本木・いつほﾟんぎ

　　９９９-３７２６・山形県東根市猪野沢・いのさわ

　　９９９-３７２８・山形県東根市太田新田・おおたしんでん

　　９９９-３７１４・山形県東根市大林・おおはﾞやじ

　　９９９-３７１５・山形県東根市大林新田・おおはﾞやししんでん

　　９９９-３７１２・山形県東根市大森・おおもり

　　９９９-３７３７・山形県東根市若木・おさなぎ

　　９９９-３７３８・山形県東根市若木大通り・おさなぎおおどおり

　　９９９-３７５７・山形県東根市若木小路・おさなぎこうじ

　　９９９-３７５６・山形県東根市若木一条通り・おさなぎ１じようどおり

　　９９９-３７５５・山形県東根市若木二条通り・おさなぎ２じようどおり

　　９９９-３７５４・山形県東根市若木三条通り・おさなぎ３じようどおり

　　９９９-３７５３・山形県東根市若木四条通り・おさなぎ４じようどおり

　　９９９-３７５２・山形県東根市若木五条通り・おさなぎ５じようどおり

　　９９９-３７５１・山形県東根市若木通り・おさなぎどおり

　　９９９-３７０２・山形県東根市温泉町・おんせんまち

　　９９９-３７７０・山形県東根市柏原・かしわはﾞら

　　９９９-３７１６・山形県東根市蟹沢・かにさわ

　　９９９-３７２３・山形県東根市観音寺・かんのんじ

　　９９９-３７７４・山形県東根市郡山・こおりやま



　　９９９-３７１０・山形県東根市小林・こはﾞやじ

　　９９９-３７８６・山形県東根市鷺の宿・さぎのしゆく

　　９９９-３７０３・山形県東根市鷺ノ森・さぎのもり

　　９９９-３７２０・山形県東根市さくらんぼ駅前・さくらんほﾞえきまえ

　　９９９-３７７３・山形県東根市島大堀・しまおおほり

　　９９９-３７０８・山形県東根市下川原・しもがわら

　　９９９-３７８７・山形県東根市白水・しろみず

　　９９９-３７０７・山形県東根市新田町・しんでんまち

　　９９９-３７６１・山形県東根市神町・じんまち

　　９９９-３７６３・山形県東根市神町中央・じんまちちゆうおう

　　９９９-３７６４・山形県東根市神町東・じんまちひがじ

　　９９９-３７６６・山形県東根市神町西・じんまちにじ

　　９９９-３７６５・山形県東根市神町南・じんまちみなみ

　　９９９-３７６２・山形県東根市神町北・じんまちきた

　　９９９-３７３１・山形県東根市神町営団大通り・じんまちえいだんおおどおり

　　９９９-３７３２・山形県東根市神町営団中通り・じんまちえいだんなかどおり

　　９９９-３７３６・山形県東根市神町営団南通り・じんまちえいだんみなみどおり

　　９９９-３７３５・山形県東根市神町営団一条通り・じんまちえいだん１じようどおり

　　９９９-３７３４・山形県東根市神町営団二条通り・じんまちえいだん２じようどおり

　　９９９-３７３３・山形県東根市神町営団三条通り・じんまちえいだん３じようどおり

　　９９９-３７２４・山形県東根市関山・せきやま

　　９９９-３７１１・山形県東根市中央・ちゆうおう

　　９９９-３７２９・山形県東根市中央東・ちゆうおうひがじ

　　９９９-３７１９・山形県東根市中央西・ちゆうおうにじ

　　９９９-３７３０・山形県東根市中央南・ちゆうおうみなみ

　　９９９-３７７８・山形県東根市藤助新田・とうすけしんでん

　　９９９-３７４３・山形県東根市中島新田・なかじましんでん

　　９９９-３７４２・山形県東根市中島通り・なかじまどおり

　　９９９-３７４１・山形県東根市中島東通り・なかじまひがしどおり

　　９９９-３７７１・山形県東根市長瀞・ながとろ

　　９９９-３７７７・山形県東根市荷口・にくち

　　９９９-３７２５・山形県東根市沼沢・ぬまざわ

　　９９９-３７２７・山形県東根市野川・のがわ

　　９９９-３７７５・山形県東根市野田・のだ

　　９９９-３７７６・山形県東根市羽入・はにゆう

　　９９９-３７７９・山形県東根市羽入東・はにゆうひがじ

　　９９９-３７０１・山形県東根市東根甲・ひがしねこう

　　９９９-３７２１・山形県東根市東根乙・ひがしねおつ

　　９９９-３７０４・山形県東根市東根丙・ひがしねへい

　　９９９-３７１３・山形県東根市東根丁・ひがしねてい

　　９９９-３７８４・山形県東根市本町・ほんちよう

　　９９９-３７８１・山形県東根市本丸北・ほんまるきた

　　９９９-３７８５・山形県東根市本丸西・ほんまるにじ

　　９９９-３７８２・山形県東根市本丸東・ほんまるひがじ

　　９９９-３７８３・山形県東根市本丸南・ほんまるみなみ

　　９９９-３７７２・山形県東根市松沢・まつざわ

　　９９９-３７０６・山形県東根市三日町・みつかまち

　　９９９-３７０５・山形県東根市宮崎・みやざき

　　９９９-３７１８・山形県東根市四ツ家・よつや

　　９９９-３７０９・山形県東根市六田・ろくた

　　９９９-４２００・山形県尾花沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-４５５４・山形県尾花沢市芦沢・あしざわ

　　９９９-４２２３・山形県尾花沢市五十沢・いさざわ

　　９９９-４２０８・山形県尾花沢市市野々・いちのの

　　９９９-４２０７・山形県尾花沢市岩谷沢・いわやさわ

　　９９９-４５５２・山形県尾花沢市荻袋・おぎのふくろ

　　９９９-４２０５・山形県尾花沢市押切・おしきり

　　９９９-４２２１・山形県尾花沢市尾花沢・おはﾞなざわ

　　９９９-４２２２・山形県尾花沢市朧気・おほﾞろけ

　　９９９-４２０４・山形県尾花沢市上ノ畑（１７５－８）・かみのはた(１７５-８)

　　９９９-４３０４・山形県尾花沢市上ノ畑（その他）・かみのはた(そのた)

　　９９９-４３３２・山形県尾花沢市上柳渡戸・かみやなぎわたりど

　　９９９-４２２８・山形県尾花沢市上町・かんまち

　　９９９-４３３６・山形県尾花沢市北郷・きたごう

　　９９９-４２３１・山形県尾花沢市北町・きたまち

　　９９９-４３３３・山形県尾花沢市銀山新畑・ぎんざんしんはた

　　９９９-４２１４・山形県尾花沢市牛房野・ごほﾞうの

　　９９９-４３３４・山形県尾花沢市下柳渡戸・しもやなぎわたりど

　　９９９-４２１１・山形県尾花沢市正厳・しようごん

　　９９９-４２２４・山形県尾花沢市新町・しんまち



　　９９９-４２２６・山形県尾花沢市新町中央・しんまちちゆうおう

　　９９９-４２０１・山形県尾花沢市高橋・たかはじ

　　９９９-４４４３・山形県尾花沢市鶴子・つるこ

　　９９９-４３３７・山形県尾花沢市鶴巻田・つるまきた

　　９９９-４５５１・山形県尾花沢市寺内・てらうち

　　９９９-４５５５・山形県尾花沢市毒沢・どくさわ

　　９９９-４２０６・山形県尾花沢市富山・とみやま

　　９９９-４２０３・山形県尾花沢市中島・なかじま

　　９９９-４２２７・山形県尾花沢市中町・なかまち

　　９９９-４５５６・山形県尾花沢市名木沢・なきさわ

　　９９９-４２０２・山形県尾花沢市行沢・なめさわ

　　９９９-４２１２・山形県尾花沢市二藤袋・にとうぶくろ

　　９９９-４２１３・山形県尾花沢市丹生・にゆう

　　９９９-４５５３・山形県尾花沢市野黒沢・のくろさわ

　　９９９-４４４１・山形県尾花沢市延沢・のべさわ

　　９９９-４４４５・山形県尾花沢市畑沢・はたさわ

　　９９９-４３３５・山形県尾花沢市原田・はらだ

　　９９９-４２３２・山形県尾花沢市梺町・ふもとまち

　　９９９-４４４４・山形県尾花沢市細野・ほその

　　９９９-４５５７・山形県尾花沢市南沢・みなみさわ

　　９９９-４３３１・山形県尾花沢市母袋・もたい

　　９９９-４２２９・山形県尾花沢市横町・よこまち

　　９９９-４４４２・山形県尾花沢市六沢・ろくさわ

　　９９９-４２２５・山形県尾花沢市若葉町・わかはﾞちよう

　　９９９-２２００・山形県南陽市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-２２１１・山形県南陽市赤湯・あかゆ

　　９９２-０４７３・山形県南陽市池黒・いけぐろ

　　９９２-０４７４・山形県南陽市漆山・うるしやま

　　９９９-２２２４・山形県南陽市大橋・おおはじ

　　９９９-２２５２・山形県南陽市沖田・おきた

　　９９２-０５８２・山形県南陽市荻・おぎ

　　９９９-２２１２・山形県南陽市金沢・かねざわ

　　９９２-０４７１・山形県南陽市金山・かねやま

　　９９９-２２０１・山形県南陽市釜渡戸・かまのはた

　　９９９-２２６１・山形県南陽市蒲生田・かもうだ

　　９９９-２２０４・山形県南陽市川樋・かわとい

　　９９９-２２２１・山形県南陽市椚塚・くぬぎつﾞか

　　９９９-２２０３・山形県南陽市小岩沢・こいわさわ

　　９９９-２２４１・山形県南陽市郡山・こおりやま

　　９９２-０５８１・山形県南陽市小滝・こたき

　　９９９-２２５６・山形県南陽市坂井・さかい

　　９９９-２２４４・山形県南陽市島貫・しまぬき

　　９９２-０５８３・山形県南陽市下荻・しもおぎ

　　９９９-２２０５・山形県南陽市新田・しんでん

　　９９２-０４７６・山形県南陽市砂塚・すなつﾞか

　　９９９-２２５５・山形県南陽市関根・せきね

　　９９９-２２５１・山形県南陽市高梨・たかなじ

　　９９２-０４７８・山形県南陽市竹原・たけはら

　　９９２-０５８４・山形県南陽市太郎・たろう

　　９９９-２２３４・山形県南陽市中央東・ちゆうおうひがじ

　　９９９-２２５４・山形県南陽市露橋・つゆはじ

　　９９９-２２６４・山形県南陽市中落合・なかおちあい

　　９９９-２２４２・山形県南陽市中ノ目・なかのめ

　　９９９-２２２２・山形県南陽市長岡・ながおか

　　９９９-２２６６・山形県南陽市長瀞・ながとろ

　　９９９-２２４３・山形県南陽市鍋田・なべた

　　９９９-２２３１・山形県南陽市二色根・にいろね

　　９９９-２２６５・山形県南陽市西落合・にしおちあい

　　９９９-２２６３・山形県南陽市萩生田・はぎゆうだ

　　９９２-０４７５・山形県南陽市羽付・はねつき

　　９９９-２２６７・山形県南陽市法師柳・ほうしやなぎ

　　９９９-２２１３・山形県南陽市松沢・まつざわ

　　９９９-２２２３・山形県南陽市俎柳・まないたやなぎ

　　９９９-２２３２・山形県南陽市三間通・みつまどおり

　　９９２-０４７２・山形県南陽市宮内・みやうち

　　９９９-２２５３・山形県南陽市宮崎・みやざき

　　９９９-２２０２・山形県南陽市元中山・もとなかやま

　　９９２-０４７７・山形県南陽市梨郷・りんごう

　　９９９-２２６２・山形県南陽市若狭郷屋・わかさごうや

　　９９２-０４７９・山形県南陽市和田・わだ



　　９９９-２２３３・山形県南陽市上野・わの

　　９９０-０３００・山形県東村山郡山辺町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９０-０３１１・山形県東村山郡山辺町近江・おうみ

　　９９０-０３２３・山形県東村山郡山辺町大塚・おおつか

　　９９０-０３３１・山形県東村山郡山辺町大寺・おおてら

　　９９０-０３４１・山形県東村山郡山辺町大蕨・おおわらび

　　９９０-０３３２・山形県東村山郡山辺町北垣・きたがき

　　９９０-０３５２・山形県東村山郡山辺町北作・きたさく

　　９９０-０３４２・山形県東村山郡山辺町北山・きたやま

　　９９０-０３０３・山形県東村山郡山辺町清水・しみず

　　９９０-０３３３・山形県東村山郡山辺町杉下・すぎした

　　９９０-０３２１・山形県東村山郡山辺町根際・ねぎわ

　　９９０-０３６１・山形県東村山郡山辺町畑谷・はたや

　　９９０-０３１２・山形県東村山郡山辺町三河尻・みかわじり

　　９９０-０３０２・山形県東村山郡山辺町緑ケ丘・みどりがおか

　　９９０-０３５１・山形県東村山郡山辺町簗沢・やなざわ

　　９９０-０３０１・山形県東村山郡山辺町山辺・やまのべ

　　９９０-０３２２・山形県東村山郡山辺町要害・ようがい

　　９９０-０４００・山形県東村山郡中山町・以下に不掲載・  いかにふけいさい

　　９９０-０４１１・山形県東村山郡中山町あおば・あおはﾞ

　　９９０-０４０２・山形県東村山郡中山町いずみ・いずみ

　　９９０-０４０８・山形県東村山郡中山町岡・おか

　　９９０-０４０５・山形県東村山郡中山町金沢・かねざわ

　　９９０-０４０９・山形県東村山郡中山町小塩・こしお

　　９９０-０４０３・山形県東村山郡中山町達磨寺・だるまじ

　　９９０-０４０７・山形県東村山郡中山町土橋・ つちはじ

　　９９０-０４０１・山形県東村山郡中山町長崎・ながさき

　　９９０-０４０４・山形県東村山郡中山町向新田・むこうしんでん

　　９９０-０４０６・山形県東村山郡中山町柳沢・やなぎさわ

　　９９９-３５００・山形県西村山郡河北町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-３５０３・山形県西村山郡河北町岩木・いわき

　　９９９-３５０１・山形県西村山郡河北町新吉田・しんよしだ

　　９９９-３５２１・山形県西村山郡河北町田井・だい

　　９９９-３５３２・山形県西村山郡河北町造山・つくりやま

　　９９９-３５３３・山形県西村山郡河北町西里・にしざと

　　９９９-３５３１・山形県西村山郡河北町畑中・はたけなか

　　９９９-３５２２・山形県西村山郡河北町溝延・みぞのべ

　　９９９-３５１１・山形県西村山郡河北町谷地・やち

　　９９９-３５１５・山形県西村山郡河北町谷地荒町東・やちあらまちひがじ

　　９９９-３５１２・山形県西村山郡河北町谷地中央・やちちゆうおう

　　９９９-３５１３・山形県西村山郡河北町谷地所岡・やちところおか

　　９９９-３５１４・山形県西村山郡河北町谷地ひな市・やちひないち

　　９９９-３５０２・山形県西村山郡河北町吉田・よしだ

　　９９０-０７００・山形県西村山郡西川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９０-０７１４・山形県西村山郡西川町入間・いりま

　　９９０-０７４３・山形県西村山郡西川町岩根沢・いわねざわ

　　９９０-０７２１・山形県西村山郡西川町大井沢・おおいさわ

　　９９０-０７０２・山形県西村山郡西川町海味・かいしゆう

　　９９０-０７３４・山形県西村山郡西川町志津・しつﾞ

　　９９０-０７３２・山形県西村山郡西川町砂子関・すなごせき

　　９９０-０７３１・山形県西村山郡西川町月岡・つきおか

　　９９０-０７３３・山形県西村山郡西川町月山沢・つきやまざわ

　　９９０-０７４１・山形県西村山郡西川町綱取・つなとり

　　９９０-０７１３・山形県西村山郡西川町沼山・ぬまやま

　　９９０-０７１２・山形県西村山郡西川町原・はら

　　９９０-０７３５・山形県西村山郡西川町本道寺・ほんどうじ

　　９９０-０７０３・山形県西村山郡西川町間沢・まざわ

　　９９０-０７４２・山形県西村山郡西川町水沢・みずさわ

　　９９０-０７０１・山形県西村山郡西川町睦合・むつあい

　　９９０-０７１１・山形県西村山郡西川町吉川・よしかわ

　　９９０-１４００・山形県西村山郡朝日町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９０-１４４１・山形県西村山郡朝日町新宿・あらじゆく

　　９９０-１３０３・山形県西村山郡朝日町馬神・うまがみ

　　９９０-１３０６・山形県西村山郡朝日町大暮山・おおぐれやま

　　９９０-１４３１・山形県西村山郡朝日町大滝・おおたき

　　９９０-１３０５・山形県西村山郡朝日町大沼・おおぬま

　　９９０-１５６２・山形県西村山郡朝日町大船木・おおふなぎ

　　９９０-１３０４・山形県西村山郡朝日町大谷・おおや

　　９９０-１４２２・山形県西村山郡朝日町送橋・おくりはじ

　　９９０-１４３２・山形県西村山郡朝日町上郷・かみごう



　　９９０-１５７１・山形県西村山郡朝日町石須部・こくすべ

　　９９０-１５６３・山形県西村山郡朝日町今平・こんへﾟい

　　９９０-１４４４・山形県西村山郡朝日町四ノ沢・しのさわ

　　９９０-１４２３・山形県西村山郡朝日町下芦沢・しもあしざわ

　　９９０-１５７４・山形県西村山郡朝日町白倉・しらくら

　　９９０-１４３３・山形県西村山郡朝日町杉山・すぎやま

　　９９０-１５７３・山形県西村山郡朝日町立木・たてき

　　９９０-１３０２・山形県西村山郡朝日町玉ノ井・たまのい

　　９９０-１５７２・山形県西村山郡朝日町太郎・たろう

　　９９０-１５５２・山形県西村山郡朝日町常盤・ときわ

　　９９０-１３０１・山形県西村山郡朝日町中沢・なかざわ

　　９９０-１５５３・山形県西村山郡朝日町長沼・ながぬま

　　９９０-１４２１・山形県西村山郡朝日町古槇・ふるまぎ

　　９９０-１５６１・山形県西村山郡朝日町松程・まつほど

　　９９０-１４２４・山形県西村山郡朝日町水本・みずもと

　　９９０-１５５１・山形県西村山郡朝日町三中・みなか

　　９９０-１４４２・山形県西村山郡朝日町宮宿・みやじゆく

　　９９０-１４４３・山形県西村山郡朝日町雪谷・ゆきたに

　　９９０-１４１１・山形県西村山郡朝日町和合・わごう

　　９９０-１４１２・山形県西村山郡朝日町和合平・わごうたいら

　　９９０-１１００・山形県西村山郡大江町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９１-０８０１・山形県西村山郡大江町左沢（１５１８－３・あてらざわ(１５１８-３)

　　９９１-０８０１・山形県西村山郡大江町左沢（１７５０－１～２２２８－１８)

　　９９１-０８０１・山形県西村山郡大江町左沢（２２５５－１～２２５７－２８

　　９９１-０８０１・山形県西村山郡大江町左沢（２３１６～２３１８)

　　９９０-１１０１・山形県西村山郡大江町左沢（その他）・あてらざわ(そのた)

　　９９０-１１２２・山形県西村山郡大江町小見・おおみ

　　９９０-１１３１・山形県西村山郡大江町荻野・おぎの

　　９９０-１１５２・山形県西村山郡大江町顔好甲・かおよしこう

　　９９０-１１５３・山形県西村山郡大江町顔好乙・かおよしおつ

　　９９０-１２７６・山形県西村山郡大江町黒森・くろもり

　　９９０-１１４１・山形県西村山郡大江町小釿・こじゆうな

　　９９０-１２７３・山形県西村山郡大江町小清・こせい

　　９９０-１１４２・山形県西村山郡大江町材木・ざいもく

　　９９０-１２７５・山形県西村山郡大江町沢口・さわぐち

　　９９０-１１１３・山形県西村山郡大江町三郷甲・さんごうこう

　　９９０-１１１２・山形県西村山郡大江町三郷乙・さんごうおつ

　　９９０-１１１１・山形県西村山郡大江町三郷丙・さんごうへい

　　９９０-１１３３・山形県西村山郡大江町塩ノ平・しおのたいら

　　９９０-１１４４・山形県西村山郡大江町十八才甲・じゆうはつさいこう

　　９９０-１１４５・山形県西村山郡大江町十八才乙・じゆうはつさいおつ

　　９９０-１２７１・山形県西村山郡大江町月布・つきぬの

　　９９０-１１３２・山形県西村山郡大江町堂屋敷・どうやしき

　　９９０-１１３４・山形県西村山郡大江町所部・ところぶ

　　９９０-１１１４・山形県西村山郡大江町富沢・とみざわ

　　９９０-１１４６・山形県西村山郡大江町楢山・ならやま

　　９９０-１２７２・山形県西村山郡大江町貫見・ぬくみ

　　９９０-１１４３・山形県西村山郡大江町橋上・はしかみ

　　９９０-１１６１・山形県西村山郡大江町原田・はらだ

　　９９０-１１２１・山形県西村山郡大江町藤田・ふじた

　　９９０-１１５４・山形県西村山郡大江町本郷甲・ほんごうこう

　　９９０-１１５１・山形県西村山郡大江町本郷乙・ほんごうおつ

　　９９０-１１６４・山形県西村山郡大江町本郷丙・ほんごうへい

　　９９０-１１６３・山形県西村山郡大江町本郷丁・ほんごうてい

　　９９０-１１６５・山形県西村山郡大江町本郷戊・ほんごうほﾞ

　　９９０-１１６２・山形県西村山郡大江町本郷己・ほんごうき

　　９９０-１２７４・山形県西村山郡大江町柳川・やながわ

　　９９９-４１００・山形県北村山郡大石田町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-４１１３・山形県北村山郡大石田町今宿・いましゆく

　　９９９-４１０３・山形県北村山郡大石田町岩ケ袋・いわがふくろ

　　９９９-４１１６・山形県北村山郡大石田町駅前通り・えきまえどおり

　　９９９-４１１１・山形県北村山郡大石田町大石田・おおいしだ

　　９９９-４１３１・山形県北村山郡大石田町大浦・おおうら

　　９９９-４１０２・山形県北村山郡大石田町海谷・かいや

　　９９９-４１１５・山形県北村山郡大石田町桂木町・かつらぎちよう

　　９９９-４１３３・山形県北村山郡大石田町川前・かわまえ

　　９９９-４１３２・山形県北村山郡大石田町駒籠・こまごめ

　　９９９-４１４１・山形県北村山郡大石田町次年子・じねんご

　　９９９-４５５４・山形県北村山郡大石田町鷹巣（岡草山）・たかのす(おかくさやま)

　　９９９-４１０１・山形県北村山郡大石田町鷹巣（その他）・たかのす(そのた)



　　９９９-４１２２・山形県北村山郡大石田町田沢・たざわ

　　９９９-４１３４・山形県北村山郡大石田町豊田・とよだ

　　９９９-４１１２・山形県北村山郡大石田町緑町・みどりちよう

　　９９９-４１２１・山形県北村山郡大石田町横山・よこやま

　　９９９-４１１４・山形県北村山郡大石田町四日町・よつかまち

　　９９９-５４００・山形県最上郡金山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-５４０１・山形県最上郡金山町有屋・ありや

　　９９９-５４１４・山形県最上郡金山町漆野・うるしの

　　９９９-５４０５・山形県最上郡金山町上台・うわだい

　　９９９-５４０２・山形県最上郡金山町金山・かねやま

　　９９９-５４０４・山形県最上郡金山町下野明・しものみよう

　　９９９-５４１３・山形県最上郡金山町谷口銀山・たにぐちぎんざん

　　９９９-５４１２・山形県最上郡金山町飛森・とびのもり

　　９９９-５４１１・山形県最上郡金山町中田・なかだ

　　９９９-５４１５・山形県最上郡金山町朴山・ほおやま

　　９９９-５４０３・山形県最上郡金山町安沢・やすざわ

　　９９９-５４０６・山形県最上郡金山町山崎・やまざき

　　９９９-６１００・山形県最上郡最上町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-６２１１・山形県最上郡最上町大堀・おおほり

　　９９９-６１０３・山形県最上郡最上町黒澤・くろさわ

　　９９９-６１０６・山形県最上郡最上町堺田・さかいだ

　　９９９-６２１２・山形県最上郡最上町志茂・しも

　　９９９-６２１１・山形県最上郡最上町瀬見・せみ

　　９９９-６２１５・山形県最上郡最上町月楯・つきだて

　　９９９-６１０５・山形県最上郡最上町富澤・とみさわ

　　９９９-６１０２・山形県最上郡最上町東法田・ひがしほうでん

　　９９９-６２１３・山形県最上郡最上町法田・ほうでん

　　９９９-６１０４・山形県最上郡最上町本城・ほんじよう

　　９９９-６１０７・山形県最上郡最上町満澤・みつざわ

　　９９９-６１０１・山形県最上郡最上町向町・むかいまち

　　９９９-６２１４・山形県最上郡最上町若宮・わかみや

　　９９９-４６００・山形県最上郡舟形町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-４６０２・山形県最上郡舟形町長者原・ちようじやはら

　　９９９-４６０３・山形県最上郡舟形町富田・とみた

　　９９９-４６０５・山形県最上郡舟形町長沢・ながさわ

　　９９９-４６０１・山形県最上郡舟形町舟形・ふながた

　　９９９-４６０４・山形県最上郡舟形町堀内・ほりうち

　　９９９-５３００・山形県最上郡真室川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-５３１２・山形県最上郡真室川町新町・あらまち

　　９９９-５３１３・山形県最上郡真室川町内町・うちまち

　　９９９-５５２１・山形県最上郡真室川町大沢・おおさわ

　　９９９-５６０３・山形県最上郡真室川町大滝・おおたき

　　９９９-５６０４・山形県最上郡真室川町釜渕・かまぶち

　　９９９-５６０１・山形県最上郡真室川町川ノ内（２～１２８)・かわのうち

　　９９９-５６０１・山形県最上郡真室川町川ノ内（４１９～６１４)・かわのうち

　　９９９-５６０１・山形県最上郡真室川町川ノ内（１７１７)・かわのうち

　　９９９-５６０１・山形県最上郡真室川町川ノ内（三滝）・かわのうち(さんたき)

　　９９９-５６０１・山形県最上郡真室川町川ノ内（春木）・かわのうち(はるき)

　　９９９-５３０１・山形県最上郡真室川町川ノ内（その他）・かわのうち(そのた)

　　９９９-５３１４・山形県最上郡真室川町木ノ下・きのした

　　９９９-５５２２・山形県最上郡真室川町差首鍋・さすなべ

　　９９９-５６０２・山形県最上郡真室川町及位・のぞき

　　９９９-５３１１・山形県最上郡真室川町平岡・ひらおか

　　９９６-０２００・山形県最上郡大蔵村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９６-０２１１・山形県最上郡大蔵村合海・ あいかい

　　９９６-０２１３・山形県最上郡大蔵村赤松・ あかまつ

　　９９６-０２１２・山形県最上郡大蔵村清水・ しみず

　　９９６-０３０１・山形県最上郡大蔵村南山（４３０番地以上「１７７０－１～２・みなみやま

　　９９６-０３０１・山形県最上郡大蔵村南山（１８６２－４２)・ みなみやま

　　９９６-０３０１・山形県最上郡大蔵村南山（１９２３－５を除く)・ １９２３-５ｦのぞく>､

　　９９６-０３０１・山形県最上郡大蔵村南山（大谷地)、・ おおやち

　　９９６-０３０１・山形県最上郡大蔵村南山（折渡)おりわたり

　　９９６-０３０１・山形県最上郡大蔵村南山（鍵金野)、・ かんかねの

　　９９６-０３０１・山形県最上郡大蔵村南山（金山)・きんざん

　　９９６-０３０１・山形県最上郡大蔵村南山（滝ノ沢)・たきのさわ

　　９９６-０３０１・山形県最上郡大蔵村南山（豊牧)・とよまき

　　９９６-０３０１・山形県最上郡大蔵村南山（沼の台)・ぬまのだい､

　　９９６-０３０１・山形県最上郡大蔵村南山（肘折、平林）・ ひじおり､ひらはﾞやし)

　　９９６-０２０１・山形県最上郡大蔵村南山（その他）・ みなみやま(そのた)

　　９９９-５２００・山形県最上郡鮭川村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　９９９-５２０８・山形県最上郡鮭川村石名坂・ いしなざか

　　９９９-５２０３・山形県最上郡鮭川村川口・ かわぐち

　　９９９-５２０１・山形県最上郡鮭川村京塚・ きようつﾞか

　　９９９-５２０２・山形県最上郡鮭川村佐渡・ さど

　　９９９-５２０５・山形県最上郡鮭川村中渡・ なかわたり

　　９９９-５２０７・山形県最上郡鮭川村庭月・ にわつﾞき

　　９９９-５２０６・山形県最上郡鮭川村曲川・ まがりがわ

　　９９９-５２０４・山形県最上郡鮭川村向居・ むかい

　　９９９-６４００・山形県最上郡戸沢村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-６３１２・山形県最上郡戸沢村岩清水・ いわしみず

　　９９９-６４０２・山形県最上郡戸沢村蔵岡・ くらおか

　　９９９-６３１５・山形県最上郡戸沢村神田・ じんでん

　　９９９-６４０３・山形県最上郡戸沢村角川・ つのかわ

　　９９９-６３１１・山形県最上郡戸沢村津谷・ つや

　　９９９-６３１３・山形県最上郡戸沢村名高・ なだか

　　９９９-６８０１・山形県最上郡戸沢村古口（柏沢）・ ふるくち(かしざわ)

　　９９９-６４０１・山形県最上郡戸沢村古口（その他）・ ふるくち(そのた)

　　９９９-６３１４・山形県最上郡戸沢村松坂・ まつざか

　　９９２-０３００・山形県東置賜郡高畠町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９２-０３３２・山形県東置賜郡高畠町相森・あいのもり

　　９９２-０３０２・山形県東置賜郡高畠町安久津・あくつ

　　９９９-２１７１・山形県東置賜郡高畠町石岡・いしおか

　　９９２-０３１５・山形県東置賜郡高畠町泉岡・いずみおか

　　９９２-０３３４・山形県東置賜郡高畠町一本柳・いつほﾟんやなぎ

　　９９２-０３２４・山形県東置賜郡高畠町入生田・いりゆうだ

　　９９９-２１７７・山形県東置賜郡高畠町小其塚・おそのつﾞか

　　９９２-０３３３・山形県東置賜郡高畠町柏木目・かしわぎめ

　　９９２-０３１１・山形県東置賜郡高畠町金原・かなはﾞら

　　９９９-２１７８・山形県東置賜郡高畠町上平柳・かみひらやなぎ

　　９９２-０２６１・山形県東置賜郡高畠町上和田・かみわだ

　　９９２-０３２１・山形県東置賜郡高畠町亀岡・かめおか

　　９９２-０３３５・山形県東置賜郡高畠町川沼・かわぬま

　　９９２-０３１３・山形県東置賜郡高畠町高安・こうやす

　　９９２-０３１２・山形県東置賜郡高畠町小郡山・こごおりやま

　　９９２-０２６５・山形県東置賜郡高畠町佐沢・さざわ

　　９９２-０３３１・山形県東置賜郡高畠町三条目・さんじよのめ

　　９９２-０３１４・山形県東置賜郡高畠町塩森・しおのもり

　　９９２-０２６３・山形県東置賜郡高畠町下和田・しもわだ

　　９９９-２１７９・山形県東置賜郡高畠町蛇口・じやぐち

　　９９２-０３５１・山形県東置賜郡高畠町高畠・たかはた

　　９９２-０３４２・山形県東置賜郡高畠町竹森・たけのもり

　　９９２-０３２３・山形県東置賜郡高畠町露藤・つゆふじ

　　９９２-０３４１・山形県東置賜郡高畠町時沢・ときざわ

　　９９２-０３５２・山形県東置賜郡高畠町中里・なかざと

　　９９２-０３２２・山形県東置賜郡高畠町中島・なかじま

　　９９９-２１７２・山形県東置賜郡高畠町夏茂・なつも

　　９９２-０３０１・山形県東置賜郡高畠町二井宿・にいじゆく

　　９９９-２１７６・山形県東置賜郡高畠町糠野目・ぬかのめ

　　９９２-０３４３・山形県東置賜郡高畠町根岸・ねぎじ

　　９９２-０２６４・山形県東置賜郡高畠町馬頭・はﾞとう

　　９９２-０３４４・山形県東置賜郡高畠町深沼・ふかぬま

　　９９９-２１７４・山形県東置賜郡高畠町福沢・ふくざわ

　　９９９-２１７５・山形県東置賜郡高畠町福沢南・ふくざわみなみ

　　９９２-０３２５・山形県東置賜郡高畠町船橋・ふなはﾞじ

　　９９２-０２６２・山形県東置賜郡高畠町元和田・もとわだ

　　９９９-２１７３・山形県東置賜郡高畠町山崎・やまざき

　　９９９-０１００・山形県東置賜郡川西町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９２-０６０２・山形県東置賜郡川西町大塚・おおつか

　　９９９-０１５１・山形県東置賜郡川西町大舟・おおぶね

　　９９９-０２１３・山形県東置賜郡川西町尾長島・おながしま

　　９９９-０１５２・山形県東置賜郡川西町上奥田・かみおくだ

　　９９９-０１２１・山形県東置賜郡川西町上小松・かみこまつ

　　９９９-０１３１・山形県東置賜郡川西町黒川・くろかわ

　　９９９-０１３２・山形県東置賜郡川西町高豆蒄・こうずく

　　９９９-０１３３・山形県東置賜郡川西町小松・こまつ

　　９９９-０１４５・山形県東置賜郡川西町下奥田・しもおくだ

　　９９９-０１３４・山形県東置賜郡川西町下小松・しもこまつ

　　９９９-０２１２・山形県東置賜郡川西町下平柳・しもひらやなぎ

　　９９９-０２１１・山形県東置賜郡川西町洲島・すのしま

　　９９９-０１４１・山形県東置賜郡川西町高山・たかやま



　　９９９-０３６１・山形県東置賜郡川西町玉庭・たまにわ

　　９９９-０１４４・山形県東置賜郡川西町時田・ときだ

　　９９９-０１２２・山形県東置賜郡川西町中小松・なかこまつ

　　９９２-０６０１・山形県東置賜郡川西町西大塚・にしおおつか

　　９９９-０１４３・山形県東置賜郡川西町莅・のぞき

　　９９２-０６０３・山形県東置賜郡川西町東大塚・ひがしおおつか

　　９９９-０１５３・山形県東置賜郡川西町朴沢・ほおのさわ

　　９９９-０１４２・山形県東置賜郡川西町堀金・ほりがね

　　９９９-０２１４・山形県東置賜郡川西町吉田・よした

　　９９９-１３００・山形県西置賜郡小国町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-１３５６・山形県西置賜郡小国町あけぼの・あけほﾞの

　　９９９-１３２３・山形県西置賜郡小国町朝篠・あざしの

　　９９９-１５０７・山形県西置賜郡小国町足野水・あしのみず

　　９９９-１５０４・山形県西置賜郡小国町足水中里・あしみずなかざと

　　９９９-１４０２・山形県西置賜郡小国町網代瀬・あじろせ

　　９９９-１４３４・山形県西置賜郡小国町荒沢・あらさわ

　　９９９-１２１３・山形県西置賜郡小国町新股・あらまた

　　９９９-１３２２・山形県西置賜郡小国町伊佐領・いさりよう

　　９９９-１４５１・山形県西置賜郡小国町石滝・いしだき

　　９９９-１５２１・山形県西置賜郡小国町泉岡・いずみおか

　　９９９-１５０６・山形県西置賜郡小国町市野沢・いちのさわ

　　９９９-１２０３・山形県西置賜郡小国町市野々・いちのの

　　９９９-１４１３・山形県西置賜郡小国町今市・いまいち

　　９９９-１４３５・山形県西置賜郡小国町入折戸・いりおりと

　　９９９-１３５２・山形県西置賜郡小国町岩井沢・いわいざわ

　　９９９-１４２１・山形県西置賜郡小国町越中里・えつちゆうざと

　　９９９-１２１２・山形県西置賜郡小国町大石沢・おおいしざわ

　　９９９-１３３６・山形県西置賜郡小国町大滝・おおたき

　　９９９-１３４２・山形県西置賜郡小国町大宮・おおみや

　　９９９-１３６３・山形県西置賜郡小国町小国小坂町・おぐにこさかまち

　　９９９-１３５１・山形県西置賜郡小国町小国町・おぐにまち

　　９９９-１３１２・山形県西置賜郡小国町小渡・おど

　　９９９-１４４１・山形県西置賜郡小国町驚・おどろく

　　９９９-１４４３・山形県西置賜郡小国町小股・おまた

　　９９９-１４３６・山形県西置賜郡小国町折戸・おりと

　　９９９-１３１１・山形県西置賜郡小国町貝少・かいしよう

　　９９９-１５１２・山形県西置賜郡小国町片貝・かたかい

　　９９９-１３０１・山形県西置賜郡小国町金目・かなめ

　　９９９-１２１１・山形県西置賜郡小国町叶水・かのみず

　　９９９-１２１４・山形県西置賜郡小国町河原角・かわらつﾞの

　　９９９-１３４５・山形県西置賜郡小国町北・きた

　　９９９-１３３４・山形県西置賜郡小国町黒沢・くろさわ

　　９９９-１３３９・山形県西置賜郡小国町小倉・こぐら

　　９９９-１５２２・山形県西置賜郡小国町小玉川・こたまがわ

　　９９９-１４５２・山形県西置賜郡小国町五味沢・ごみざわ

　　９９９-１３５４・山形県西置賜郡小国町幸町・さいわいちよう

　　９９９-１３６１・山形県西置賜郡小国町栄町・さかえまち

　　９９９-１２０２・山形県西置賜郡小国町白子沢・しらこざわ

　　９９９-１４１２・山形県西置賜郡小国町尻無沢・しりなしざわ

　　９９９-１３３７・山形県西置賜郡小国町新原・しんはﾞら

　　９９９-１３１４・山形県西置賜郡小国町新屋敷・しんやしき

　　９９９-１５０３・山形県西置賜郡小国町菅沼・すがぬま

　　９９９-１３３８・山形県西置賜郡小国町杉沢・すぎさわ

　　９９９-１３３３・山形県西置賜郡小国町芹出・せりで

　　９９９-１４４２・山形県西置賜郡小国町太鼓沢・たいこざわ

　　９９９-１５０２・山形県西置賜郡小国町滝倉・たきぐら

　　９９９-１３４４・山形県西置賜郡小国町田沢頭・たざわがしら

　　９９９-１３３５・山形県西置賜郡小国町種沢・たねざわ

　　９９９-１５１１・山形県西置賜郡小国町玉川・たまがわ

　　９９９-１５１４・山形県西置賜郡小国町玉川中里・たまがわなかざと

　　９９９-１５０１・山形県西置賜郡小国町樽口・たるぐち

　　９９９-１３２１・山形県西置賜郡小国町綱木箱口・つなぎはこのぐち

　　９９９-１４１４・山形県西置賜郡小国町栃倉・とちぐら

　　９９９-１４３２・山形県西置賜郡小国町中島・なかじま

　　９９９-１５１３・山形県西置賜郡小国町中田山崎・なかだやまざき

　　９９９-１４２２・山形県西置賜郡小国町長沢・ながさわ

　　９９９-１３５５・山形県西置賜郡小国町西・にじ

　　９９９-１２１５・山形県西置賜郡小国町西滝・にしだき

　　９９９-１２０１・山形県西置賜郡小国町沼沢・ぬまざわ

　　９９９-１３１３・山形県西置賜郡小国町針生・はりう



　　９９９-１２１６・山形県西置賜郡小国町東滝・ひがしだき

　　９９９-１３３１・山形県西置賜郡小国町東原・ひがしはら

　　９９９-１４３３・山形県西置賜郡小国町樋ノ沢・ひのさわ

　　９９９-１５０５・山形県西置賜郡小国町百子沢・ひやつこざわ

　　９９９-１３５３・山形県西置賜郡小国町兵庫舘・ひようごだて

　　９９９-１４０１・山形県西置賜郡小国町舟渡・ふなと

　　９９９-１３０２・山形県西置賜郡小国町古田・ふるた

　　９９９-１３４１・山形県西置賜郡小国町増岡・ますおか

　　９９９-１３３２・山形県西置賜郡小国町町原・まちはﾞら

　　９９９-１３２４・山形県西置賜郡小国町松岡・まつおか

　　９９９-１４１１・山形県西置賜郡小国町松崎・まつざき

　　９９９-１３６２・山形県西置賜郡小国町緑町・みどりちよう

　　９９９-１３４３・山形県西置賜郡小国町宮の台・みやのだい

　　９９９-１４３１・山形県西置賜郡小国町焼山・やけやま

　　９９９-１３４６・山形県西置賜郡小国町湯ノ花・ゆのはな

　　９９９-１３０３・山形県西置賜郡小国町若山・わかやま

　　９９２-０８００・山形県西置賜郡白鷹町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９２-０８５２・山形県西置賜郡白鷹町浅立・あさだち

　　９９２-０７７１・山形県西置賜郡白鷹町鮎貝・あゆかい

　　９９２-０８３１・山形県西置賜郡白鷹町荒砥甲・あらとこう

　　９９２-０８３２・山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙・あらとおつ

　　９９２-０８６１・山形県西置賜郡白鷹町大瀬・おおせ

　　９９２-０７７５・山形県西置賜郡白鷹町黒鴨・くろがも

　　９９２-０８４１・山形県西置賜郡白鷹町畔藤・くろふじ

　　９９２-０８６４・山形県西置賜郡白鷹町佐野原・さのはら

　　９９２-０８６２・山形県西置賜郡白鷹町下山・しもやま

　　９９２-０８２１・山形県西置賜郡白鷹町十王・じゆうおう

　　９９２-０８６３・山形県西置賜郡白鷹町菖蒲・しようぶ

　　９９２-０７７８・山形県西置賜郡白鷹町高岡・たかおか

　　９９２-０７７３・山形県西置賜郡白鷹町高玉・たかだま

　　９９２-０８１２・山形県西置賜郡白鷹町滝野・たきの

　　９９２-０７７７・山形県西置賜郡白鷹町栃窪・とちくほﾞ

　　９９２-０８０２・山形県西置賜郡白鷹町中山・なかやま

　　９９２-０８１１・山形県西置賜郡白鷹町萩野・はぎの

　　９９２-０８０１・山形県西置賜郡白鷹町針生・はりゆう

　　９９２-０８５１・山形県西置賜郡白鷹町広野・ひろの

　　９９２-０７７９・山形県西置賜郡白鷹町箕和田・みのわだ

　　９９２-０７７６・山形県西置賜郡白鷹町深山・みやま

　　９９２-０７７４・山形県西置賜郡白鷹町山口・やまぐち

　　９９２-０７７２・山形県西置賜郡白鷹町横田尻・よこたじり

　　９９９-０６００・山形県西置賜郡飯豊町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-０４３６・山形県西置賜郡飯豊町岩倉・いわくら

　　９９９-０４２５・山形県西置賜郡飯豊町宇津沢・うつさわ

　　９９９-０４２７・山形県西置賜郡飯豊町上原・うわはﾞら

　　９９９-０４２６・山形県西置賜郡飯豊町遅谷・おそだに

　　９９９-０４２４・山形県西置賜郡飯豊町数馬・かずま

　　９９９-０４３３・山形県西置賜郡飯豊町上屋地・かみやち

　　９９９-０４３４・山形県西置賜郡飯豊町川内戸・かわないど

　　９９９-０６０３・山形県西置賜郡飯豊町黒沢・くろさわ

　　９９９-１１１３・山形県西置賜郡飯豊町小白川・こじらかわ

　　９９９-０４２１・山形県西置賜郡飯豊町小屋・こや

　　９９９-０４３１・山形県西置賜郡飯豊町下屋地・しもやち

　　９９９-０４３２・山形県西置賜郡飯豊町白川・しらかわ

　　９９９-０４２３・山形県西置賜郡飯豊町須郷・すごう

　　９９９-０６０５・山形県西置賜郡飯豊町添川・そえがわ

　　９９９-０４３５・山形県西置賜郡飯豊町高造路・たかぞうろ

　　９９９-１１１２・山形県西置賜郡飯豊町高峰・たかみね

　　９９９-０６０４・山形県西置賜郡飯豊町椿・つはﾞき

　　９９９-１１１１・山形県西置賜郡飯豊町手ノ子・てのこ

　　９９９-０６０１・山形県西置賜郡飯豊町中・なか

　　９９９-０６０２・山形県西置賜郡飯豊町萩生・はぎゆう

　　９９９-０４２２・山形県西置賜郡飯豊町広河原・ひろかわら

　　９９９-０６０６・山形県西置賜郡飯豊町松原・まつはﾞら

　　９９７-１３００・山形県東田川郡三川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９７-１３１１・山形県東田川郡三川町青山・あおやま

　　９９７-１３１６・山形県東田川郡三川町猪子・いのこ

　　９９７-１３２１・山形県東田川郡三川町押切新田・おしきりしんでん

　　９９７-１３１３・山形県東田川郡三川町角田二口・かくたふたくち

　　９９７-１３３６・山形県東田川郡三川町加藤・かとう

　　９９７-１３１５・山形県東田川郡三川町神花・かんはﾞな



　　９９７-１３３７・山形県東田川郡三川町小尺・しようしやく

　　９９７-１３３１・山形県東田川郡三川町助川・すけがわ

　　９９７-１３１２・山形県東田川郡三川町善阿弥・ぜんなみ

　　９９７-１３３４・山形県東田川郡三川町竹原田・たけはらだ

　　９９７-１３３２・山形県東田川郡三川町堤野・つつみの

　　９９７-１３２２・山形県東田川郡三川町土口・どぐち

　　９９７-１３１７・山形県東田川郡三川町成田新田・なりたしんでん

　　９９７-１３１４・山形県東田川郡三川町東沼・ひがしぬま

　　９９７-１３３５・山形県東田川郡三川町菱沼・ひしぬま

　　９９７-１３３３・山形県東田川郡三川町横内・よこうち

　　９９７-１３３８・山形県東田川郡三川町横川・よこかわ

　　９９７-１３３９・山形県東田川郡三川町横川新田・よこかわしんでん

　　９９７-１３０１・山形県東田川郡三川町横山・よこやま

　　９９９-７７００・山形県東田川郡庄内町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-７７２４・山形県東田川郡庄内町赤渕新田・あかぶちしんでん

　　９９９-７７０１・山形県東田川郡庄内町跡・あと

　　９９９-７７８１・山形県東田川郡庄内町余目・あまるめ

　　９９９-７７１４・山形県東田川郡庄内町余目新田・あまるめしんでん

　　９９９-７７４３・山形県東田川郡庄内町新田目・あらため

　　９９９-７７５５・山形県東田川郡庄内町生三・いくさん

　　９９９-７７０２・山形県東田川郡庄内町榎木・えのき

　　９９９-７７４７・山形県東田川郡庄内町大野・おおの

　　９９９-７７３７・山形県東田川郡庄内町大真木・おおまぎ

　　９９９-７７５２・山形県東田川郡庄内町近江新田・おおみしんでん

　　９９９-７７６３・山形県東田川郡庄内町落合・おちあい

　　９９９-７７６２・山形県東田川郡庄内町家根合・かねあい

　　９９９-６６０１・山形県東田川郡庄内町狩川・かりかわ

　　９９９-６６０７・山形県東田川郡庄内町肝煎・きもいり

　　９９９-７７６６・山形県東田川郡庄内町久田・きゆうでん

　　９９９-７７４２・山形県東田川郡庄内町京島・きようじま

　　９９９-６６０６・山形県東田川郡庄内町清川・きよかわ

　　９９９-６６０５・山形県東田川郡庄内町桑田・くわだ

　　９９９-７７２２・山形県東田川郡庄内町小出新田・こいでしんでん

　　９９９-７７４５・山形県東田川郡庄内町境興屋・さかいこうや

　　９９９-７７２５・山形県東田川郡庄内町沢新田・さわしんでん

　　９９９-６６０８・山形県東田川郡庄内町科沢・しなざわ

　　９９９-７７５４・山形県東田川郡庄内町島田・しまだ

　　９９９-７７１３・山形県東田川郡庄内町常万・じようまん

　　９９９-７７８２・山形県東田川郡庄内町松陽・しようよう

　　９９９-７７６５・山形県東田川郡庄内町杉浦・すぎうら

　　９９９-６６０４・山形県東田川郡庄内町千本杉・せんほﾞんすぎ

　　９９９-６６０３・山形県東田川郡庄内町添津・そえつﾞ

　　９９９-７７４１・山形県東田川郡庄内町返吉・そりよじ

　　９９９-７７６１・山形県東田川郡庄内町高田麦・たかだむぎ

　　９９９-６６０９・山形県東田川郡庄内町立谷沢・たちやざわ

　　９９９-７７４８・山形県東田川郡庄内町田谷・たや

　　９９９-７７０４・山形県東田川郡庄内町千河原・ちがわら

　　９９９-７７２１・山形県東田川郡庄内町堤新田・つつみしんでん

　　９９９-７７０７・山形県東田川郡庄内町廿六木・とどろき

　　９９９-７７３１・山形県東田川郡庄内町主殿新田・とのもしんでん

　　９９９-７７３４・山形県東田川郡庄内町中野・なかの

　　９９９-７７５１・山形県東田川郡庄内町西小野方・にしおのかた

　　９９９-７７６８・山形県東田川郡庄内町西野・にしの

　　９９９-７７４６・山形県東田川郡庄内町西袋・にしぶくろ

　　９９９-７７５７・山形県東田川郡庄内町払田・はらいだ

　　９９９-７７０６・山形県東田川郡庄内町提興屋・ひさげこうや

　　９９９-７７０３・山形県東田川郡庄内町平岡・ひらおか

　　９９９-７７６７・山形県東田川郡庄内町深川・ふかがわ

　　９９９-７７３６・山形県東田川郡庄内町福島・ふくしま

　　９９９-７７１１・山形県東田川郡庄内町福原・ふくわら

　　９９９-７７２６・山形県東田川郡庄内町古関・ふるせき

　　９９９-７７１２・山形県東田川郡庄内町堀野・ほりの

　　９９９-７７３５・山形県東田川郡庄内町前田野目・まえたのめ

　　９９９-７７０５・山形県東田川郡庄内町槇島・まぎしま

　　９９９-７７１５・山形県東田川郡庄内町廻館・まわたて

　　９９９-６６０２・山形県東田川郡庄内町三ケ沢・みかざわ

　　９９９-７７３３・山形県東田川郡庄内町南興屋・みなみこうや

　　９９９-７７２７・山形県東田川郡庄内町南野・みなみの

　　９９９-７７３２・山形県東田川郡庄内町南野新田・みなみのしんでん

　　９９９-７７６４・山形県東田川郡庄内町宮曽根・みやそね



　　９９９-７７５６・山形県東田川郡庄内町茗荷瀬・みようがせ

　　９９９-７７４４・山形県東田川郡庄内町本小野方・もとおのかた

　　９９９-７７５３・山形県東田川郡庄内町吉岡・よしおか

　　９９９-７７４９・山形県東田川郡庄内町吉方・よしかた

　　９９９-７７２３・山形県東田川郡庄内町連枝・れんじ

　　９９９-８３００・山形県飽海郡遊佐町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　９９９-８４３６・山形県飽海郡遊佐町岩川・いわがわ

　　９９９-８４３３・山形県飽海郡遊佐町江地・えじ

　　９９９-８３１５・山形県飽海郡遊佐町大蕨岡・おおわらびおか

　　９９９-８３１１・山形県飽海郡遊佐町小原田・おはらだ

　　９９９-８３１２・山形県飽海郡遊佐町鹿野沢・かのさわ

　　９９９-８３１４・山形県飽海郡遊佐町上蕨岡・かみわらびおか

　　９９９-８５２２・山形県飽海郡遊佐町北目・きため

　　９９９-８３１７・山形県飽海郡遊佐町小松・こまつ

　　９９９-８４３５・山形県飽海郡遊佐町庄泉・しよういずみ

　　９９９-８３０４・山形県飽海郡遊佐町白井新田・しらいしんでん

　　９９９-８４３１・山形県飽海郡遊佐町菅里（十里塚）・すがさと(じゆうりつﾞか)

　　９９９-８５３１・山形県飽海郡遊佐町菅里（その他）・すがさと(そのた)

　　９９９-８３１３・山形県飽海郡遊佐町杉沢・すぎさわ

　　９９９-８５２５・山形県飽海郡遊佐町直世・すぐせ

　　９９９-８５２３・山形県飽海郡遊佐町当山・とうやま

　　９９９-８５２４・山形県飽海郡遊佐町富岡・とみおか

　　９９９-８３１６・山形県飽海郡遊佐町豊岡・とよおか

　　９９９-８３０３・山形県飽海郡遊佐町野沢・のざわ

　　９９９-８４３８・山形県飽海郡遊佐町比子・ひこ

　　９９９-８５２１・山形県飽海郡遊佐町吹浦・ふくら

　　９９９-８４３７・山形県飽海郡遊佐町藤崎・ふじさき

　　９９９-８４３４・山形県飽海郡遊佐町増穂・ますほ

　　９９９-８４３２・山形県飽海郡遊佐町宮田・みやだ

　　９９９-８３０１・山形県飽海郡遊佐町遊佐・ゆざ

　　９９９-８３０２・山形県飽海郡遊佐町吉出・よしで

　　７５０-００００・山口県下関市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５２-０９０２・山口県下関市赤池町・あかいけちよう

　　７５１-０８４６・山口県下関市垢田・あかだ

　　７５１-０８４１・山口県下関市垢田町・あかだちよう

　　７５０-０００７・山口県下関市赤間町・あかまちよう

　　７５１-０８７１・山口県下関市秋根・あきね

　　７５１-０８７８・山口県下関市秋根上町・あきねかみまち

　　７５１-０８７４・山口県下関市秋根新町・あきねしんまち

　　７５１-０８７７・山口県下関市秋根東町・あきねひがしまち

　　７５１-０８７３・山口県下関市秋根西町・あきねにしまち

　　７５１-０８７２・山口県下関市秋根南町・あきねみなみまち

　　７５１-０８７６・山口県下関市秋根北町・あきねきたまち

　　７５１-０８７５・山口県下関市秋根本町・あきねほんまち

　　７５０-０００３・山口県下関市阿弥陀寺町・あみだいじちよう

　　７５１-０８６６・山口県下関市綾羅木・あやらぎ

　　７５１-０８６５・山口県下関市綾羅木新町・あやらぎしんまち

　　７５１-０８４９・山口県下関市綾羅木本町・あやらぎほんまち

　　７５１-０８４８・山口県下関市綾羅木南町・あやらぎみなみまち

　　７５１-０８６８・山口県下関市有冨・ありどみ

　　７５０-００３６・山口県下関市あるかぽーと・あるかほﾟｰと

　　７５１-０８３２・山口県下関市生野町・いくのちよう

　　７５１-０８６２・山口県下関市伊倉・いくら

　　７５１-０８６９・山口県下関市伊倉新町・いくらしんまち

　　７５１-０８６１・山口県下関市伊倉東町・いくらひがしまち

　　７５１-０８６３・山口県下関市伊倉本町・いくらほんまち

　　７５１-０８６４・山口県下関市伊倉町・いくらちよう

　　７５０-００６５・山口県下関市伊崎町・いざきちよう

　　７５１-０８２５・山口県下関市石神町・いしがみちよう

　　７５１-０８８６・山口県下関市石原・いしはら

　　７５１-０８８１・山口県下関市井田・いだ

　　７５１-０８１７・山口県下関市一の宮卸本町・いちのみやおろしほんまち

　　７５１-０８０７・山口県下関市一の宮学園町・いちのみやがくえんちよう

　　７５１-０８０５・山口県下関市一の宮住吉・ いちのみやすみよじ

　　７５１-０８０９・山口県下関市一の宮東町・いちのみやひがしまち

　　７５１-０８０８・山口県下関市一の宮本町・いちのみやほんまち

　　７５１-０８０６・山口県下関市一の宮町・いちのみやちよう

　　７５０-００６４・山口県下関市今浦町・いまうらちよう

　　７５０-００１３・山口県下関市入江町・いりえちよう

　　７５０-００２７・山口県下関市上条町・うえじようちよう



　　７５０-０２５１・山口県下関市植田・うえだ

　　７５１-０８２６・山口県下関市後田町・うしろだちよう

　　７５０-０２５２・山口県下関市内日上・うついかみ

　　７５０-０２５３・山口県下関市内日下・うついしも

　　７５０-１１１１・山口県下関市宇津井・うつﾞい

　　７５２-０９２３・山口県下関市宇部・うべ

　　７５０-１１１５・山口県下関市王喜宇津井・おうきうつﾞい

　　７５０-１１１４・山口県下関市王喜本町・おうきほんまち

　　７５２-０９１６・山口県下関市王司上町・おうじかみまち

　　７５２-０９１２・山口県下関市王司川端・おうじかわはﾞた

　　７５２-０９１１・山口県下関市王司神田・おうじかんだ

　　７５２-０９１５・山口県下関市王司本町・おうじほんまち

　　７５２-０９２４・山口県下関市王司南町・おうじみなみまち

　　７５０-１１７１・山口県下関市阿内・おうち

　　７５０-００５１・山口県下関市大坪本町・おおつほﾞほんまち

　　７５０-１１４７・山口県下関市小月市原町・おつﾞきいちはらちよう

　　７５０-１１４３・山口県下関市小月駅前・おつﾞきえきまえ

　　７５０-１１３４・山口県下関市小月京泊・おつﾞききようどまり

　　７５０-１１４６・山口県下関市小月公園町・おつﾞきこうえんちよう

　　７５０-１１３６・山口県下関市小月小島・おつﾞきこじま

　　７５０-１１４１・山口県下関市小月幸町・おつﾞきさいわいまち

　　７５０-１１４５・山口県下関市小月杉迫・おつﾞきすぎさこ

　　７５０-１１３３・山口県下関市小月高雄町・おつﾞきたかおちよう

　　７５０-１１４４・山口県下関市小月茶屋・おつﾞきちやや

　　７５０-１１３１・山口県下関市小月町・おつﾞきちよう

　　７５０-１１３５・山口県下関市小月西の台・おつﾞきにしのだい

　　７５０-１１４２・山口県下関市小月本町・おつﾞきほんまち

　　７５０-１１３７・山口県下関市小月南町・おつﾞきみなみまち

　　７５０-１１３２・山口県下関市小月宮の町・おつﾞきみやのまち

　　７５１-０８８７・山口県下関市小野・おの

　　７５１-０８１８・山口県下関市卸新町・おろししんまち

　　７５９-６６１４・山口県下関市梶栗町・かじくりちよう

　　７５０-００３１・山口県下関市春日町・かすがちよう

　　７５２-０９０４・山口県下関市員光・かずみつ

　　７５２-０９０３・山口県下関市員光町・かずみつちよう

　　７５１-０８８４・山口県下関市形山・かたちやま

　　７５１-０８８８・山口県下関市形山町・かたちやまちよう

　　７５１-０８８５・山口県下関市形山みどり町・かたちやまみどりまち

　　７５０-００６１・山口県下関市上新地町・かみしんちちよう

　　７５０-０００９・山口県下関市上田中町・かみたなかまち

　　７５２-０９２５・山口県下関市亀浜町・かめはまちよう

　　７５９-６６０２・山口県下関市蒲生野・かもうの

　　７５０-０００５・山口県下関市唐戸町・からとちよう

　　７５１-０８５９・山口県下関市川中本町・かわなかほんまち

　　７５１-０８５３・山口県下関市川中豊町・かわなかゆたかまち

　　７５０-００３２・山口県下関市関西町・かんせいちよう

　　７５０-００２２・山口県下関市関西本町・かんせいほんまち

　　７５２-０９０７・山口県下関市神田・かんだ

　　７５０-００４４・山口県下関市神田町・かんだちよう

　　７５０-００１２・山口県下関市観音崎町・かんのんざきちよう

　　７５０-０３１１・山口県下関市菊川町上大野・きくがわちようかみおおの

　　７５０-０３２１・山口県下関市菊川町上岡枝・きくがわちようかみおかえだ

　　７５０-０３１４・山口県下関市菊川町上田部・きくがわちようかみたべ

　　７５０-０３０７・山口県下関市菊川町上保木・きくがわちようかみほき

　　７５０-０３２５・山口県下関市菊川町貴飯・きくがわちようきはﾞ

　　７５０-０３０５・山口県下関市菊川町轡井・きくがわちようくつわい

　　７５０-０３２４・山口県下関市菊川町久野・きくがわちようくの

　　７５０-０３１２・山口県下関市菊川町下大野・きくがわちようしもおおの

　　７５０-０３１７・山口県下関市菊川町下岡枝・きくがわちようしもおかえだ

　　７５０-０３０６・山口県下関市菊川町下保木・きくがわちようしもほき

　　７５０-０３１３・山口県下関市菊川町田部・きくがわちようたべ

　　７５０-０３１５・山口県下関市菊川町七見・きくがわちようななみ

　　７５０-０３２２・山口県下関市菊川町楢崎・きくがわちようならざき

　　７５０-０３０１・山口県下関市菊川町西中山・きくがわちようにしなかやま

　　７５０-０３２３・山口県下関市菊川町日新・きくがわちようにつしん

　　７５０-０３０２・山口県下関市菊川町東中山・きくがわちようひがしなかやま

　　７５０-０３０４・山口県下関市菊川町道市・きくがわちようみちいち

　　７５０-０３０３・山口県下関市菊川町樅ノ木・きくがわちようもみのき

　　７５０-０３１６・山口県下関市菊川町吉賀・きくがわちようよしか

　　７５１-０８２３・山口県下関市貴船町・きぶねまち



　　７５０-１１５１・山口県下関市清末・きよすえ

　　７５０-１１５６・山口県下関市清末東町・きよすえひがしまち

　　７５０-１１５３・山口県下関市清末鞍馬・きよすえくらま

　　７５０-１１６２・山口県下関市清末五毛・きよすえごもう

　　７５０-１１５２・山口県下関市清末陣屋・きよすえじんや

　　７５０-１１６３・山口県下関市清末千房・きよすえせんほﾞう

　　７５０-１１６４・山口県下関市清末大門・きよすえだいもん

　　７５０-１１５５・山口県下関市清末中町・きよすえなかまち

　　７５０-１１６１・山口県下関市清末西町・きよすえにしまち

　　７５０-１１５４・山口県下関市清末本町・きよすえほんまち

　　７５１-０８０４・山口県下関市楠乃・くすの

　　７５１-０８５２・山口県下関市熊野町・くまのちよう

　　７５１-０８５１・山口県下関市熊野西町・くまのにしまち

　　７５０-００４１・山口県下関市向洋町・こうようちよう

　　７５０-１１１２・山口県下関市木屋川本町・こやがわほんまち

　　７５０-１１１３・山口県下関市木屋川南町・こやがわみなみまち

　　７５０-００５８・山口県下関市金比羅町・こんひﾟらちよう

　　７５２-０９２１・山口県下関市才川・さいがわ

　　７５０-０００１・山口県下関市幸町・さいわいまち

　　７５０-００４９・山口県下関市栄町・さかえまち

　　７５０-００３５・山口県下関市桜山町・さくらやまちよう

　　７５０-００２４・山口県下関市笹山町・ささやまちよう

　　７５０-００５９・山口県下関市汐入町・しおいりちよう

　　７５１-０８０１・山口県下関市勝谷・しようや

　　７５１-０８０２・山口県下関市勝谷新町・しようやしんまち

　　７５０-１１１６・山口県下関市白崎・しらさき

　　７５１-０８４３・山口県下関市新垢田東町・しんあかだひがしまち

　　７５１-０８４４・山口県下関市新垢田西町・しんあかだにしまち

　　７５１-０８４２・山口県下関市新垢田南町・しんあかだみなみまち

　　７５１-０８４５・山口県下関市新垢田北町・しんあかだきたまち

　　７５０-００６３・山口県下関市新地町・しんちちよう

　　７５０-００６２・山口県下関市新地西町・しんちにしまち

　　７５１-０８２０・山口県下関市新椋野・しんむくの

　　７５０-００５７・山口県下関市筋川町・すじかわちよう

　　７５０-００５６・山口県下関市筋ケ浜町・すじがはまちよう

　　７５０-００５３・山口県下関市大平町・たいへいちよう

　　７５２-０９９１・山口県下関市高畑・たかはた

　　７５１-０８２２・山口県下関市宝町・たからまち

　　７５１-０８８３・山口県下関市田倉・たくら

　　７５１-０８８２・山口県下関市田倉御殿町・たくらごてんまち

　　７５０-００２５・山口県下関市竹崎町・たけざきちよう

　　７５１-０８３３・山口県下関市武久町・たけひさちよう

　　７５１-０８１９・山口県下関市武久西原台・たけひさにしはらだい

　　７５０-０００８・山口県下関市田中町・たなかまち

　　７５１-０８３１・山口県下関市大学町・だいがくちよう

　　７５１-０８１４・山口県下関市壇之浦町・だんのうらちよう

　　７５２-０９２２・山口県下関市千鳥ケ丘町・ちどりがおかちよう

　　７５２-０９１４・山口県下関市千鳥浜町・ちどりはまちよう

　　７５０-００４２・山口県下関市中央町・ちゆうおうちよう

　　７５１-０８４０・山口県下関市長州出島・ちようしゆうでじま

　　７５２-０９６２・山口県下関市長府安養寺・ちようふあんようじ

　　７５２-０９５７・山口県下関市長府印内町・ちようふいんないちよう

　　７５２-０９５２・山口県下関市長府江下町・ちようふえげまち

　　７５２-０９７１・山口県下関市長府逢坂町・ちようふおうさかちよう

　　７５２-０９２７・山口県下関市長府扇町・ちようふおおぎまち

　　７５２-０９５９・山口県下関市長府金屋町・ちようふかなやちよう

　　７５２-０９５８・山口県下関市長府金屋浜町・ちようふかなやはまちよう

　　７５２-０９６６・山口県下関市長府亀の甲・ちようふかめのこう

　　７５２-０９７９・山口県下関市長府川端・ちようふかわはﾞた

　　７５２-０９８０・山口県下関市長府黒門町・ちようふくろもんちよう

　　７５２-０９８６・山口県下関市長府黒門東町・ちようふくろもんひがしまち

　　７５２-０９８９・山口県下関市長府黒門南町・ちようふくろもんみなみまち

　　７５２-０９５４・山口県下関市長府古城町・ちようふこじようちよう

　　７５２-０９６８・山口県下関市長府紺屋町・ちようふこんやちよう

　　７５２-０９２８・山口県下関市長府才川・ちようふさいがわ

　　７５２-０９７８・山口県下関市長府侍町・ちようふさむらいまち

　　７５２-０９４２・山口県下関市長府四王司町・ちようふしおうじちよう

　　７５２-０９４１・山口県下関市長府新四王司町・ちようふしんしおうじちよう

　　７５２-０９８２・山口県下関市長府新松原町・ちようふしんまつはﾞらちよう

　　７５２-０９７０・山口県下関市長府惣社町・ちようふそうしやまち



　　７５２-０９８５・山口県下関市長府外浦町・ちようふそとうらちよう

　　７５２-０９９４・山口県下関市長府高場町・ちようふたかはﾞちよう

　　７５２-０９６１・山口県下関市長府珠の浦町・ちようふたまのうらちよう

　　７５２-０９４５・山口県下関市長府豊浦町・ちようふとよらちよう

　　７５２-０９７４・山口県下関市長府土居の内町・ちようふどいのうちちよう

　　７５２-０９４６・山口県下関市長府中尾町・ちようふなかおちよう

　　７５２-０９６３・山口県下関市長府中土居北町・ちようふなかどいきたまち

　　７５２-０９６４・山口県下関市長府中土居本町・ちようふなかどいほんまち

　　７５２-０９７３・山口県下関市長府中之町・ちようふなかのちよう

　　７５２-０９７５・山口県下関市長府中浜町・ちようふなかはまちよう

　　７５２-０９４４・山口県下関市長府中六波町・ちようふなかろつはﾟちよう

　　７５２-０９９２・山口県下関市長府野久留米町・ちようふのぐるめちよう

　　７５２-０９８７・山口県下関市長府羽衣町・ちようふはごろもちよう

　　７５２-０９８８・山口県下関市長府羽衣南町・ちようふはごろもみなみまち

　　７５２-０９９３・山口県下関市長府浜浦町・ちようふはまうらちよう

　　７５２-０９９８・山口県下関市長府浜浦西町・ちようふはまうらにしまち

　　７５２-０９９５・山口県下関市長府浜浦南町・ちようふはまうらみなみまち

　　７５２-０９７７・山口県下関市長府東侍町・ちようふひがしさむらいまち

　　７５２-０９５１・山口県下関市長府日の出町・ちようふひのでちよう

　　７５２-０９７２・山口県下関市長府古江小路町・ちようふふるえしようじちよう

　　７５２-０９４３・山口県下関市長府豊城町・ちようふほうじようちよう

　　７５２-０９５６・山口県下関市長府前八幡町・ちようふまえやはたちよう

　　７５２-０９３５・山口県下関市長府松小田中町・ちようふまつおだなかまち

　　７５２-０９３４・山口県下関市長府松小田東町・ちようふまつおだひがしまち

　　７５２-０９３７・山口県下関市長府松小田西町・ちようふまつおだにしまち

　　７５２-０９３６・山口県下関市長府松小田南町・ちようふまつおだみなみまち

　　７５２-０９３２・山口県下関市長府松小田北町・ちようふまつおだきたまち

　　７５２-０９３３・山口県下関市長府松小田本町・ちようふまつおだほんまち

　　７５２-０９８３・山口県下関市長府松原町・ちようふまつはﾞらちよう

　　７５２-０９４８・山口県下関市長府満珠新町・ちようふまんじゆしんまち

　　７５２-０９４７・山口県下関市長府満珠町・ちようふまんじゆちよう

　　７５２-０９６５・山口県下関市長府三島町・ちようふみしまちよう

　　７５２-０９５３・山口県下関市長府港町・ちようふみなとまち

　　７５２-０９７６・山口県下関市長府南之町・ちようふみなみのちよう

　　７５２-０９８４・山口県下関市長府宮崎町・ちようふみやざきちよう

　　７５２-０９６７・山口県下関市長府宮の内町・ちようふみやのうちちよう

　　７５２-０９９６・山口県下関市長府向田町・ちようふむかいだちよう

　　７５２-０９５５・山口県下関市長府八幡町・ちようふやはたちよう

　　７５９-６６１５・山口県下関市冨任・とみとう

　　７５９-６６１３・山口県下関市富任町・とみとうちよう

　　７５９-６３１４・山口県下関市豊浦町厚母郷・とようらちようあつもごう

　　７５９-６３０３・山口県下関市豊浦町宇賀・とようらちよううか

　　７５９-６３０１・山口県下関市豊浦町川棚・とようらちようかわたな

　　７５９-６３１２・山口県下関市豊浦町黒井・とようらちようくろい

　　７５９-６３０２・山口県下関市豊浦町小串・ とようらちようこぐじ

　　７５９-６３１３・山口県下関市豊浦町豊洋台・とようらちようほうようだい

　　７５９-６３１３・山口県下関市豊浦町豊洋台新町・とようらちようほうようだいしんまち

　　７５９-６３１５・山口県下関市豊浦町室津上・とようらちようむろつかみ

　　７５９-６３１６・山口県下関市豊浦町室津下・とようらちようむろつしも

　　７５９-６３１１・山口県下関市豊浦町吉永・とようらちようよしなが

　　７５９-６３１７・山口県下関市豊浦町涌田後地・とようらちようわいたうしろじ

　　７５２-０９８１・山口県下関市豊浦村・とようらむら

　　７５０-０４５１・山口県下関市豊田町阿座上・とよたちようあざかみ

　　７５０-０４０４・山口県下関市豊田町荒木・とよたちようあらき

　　７５０-０４０３・山口県下関市豊田町一ノ俣・とよたちよういちのまた

　　７５０-０４１２・山口県下関市豊田町稲見・とよたちよういなみ

　　７５０-０４４２・山口県下関市豊田町稲光・とよたちよういなみつ

　　７５０-０４３１・山口県下関市豊田町今出・とよたちよういまで

　　７５０-０４１５・山口県下関市豊田町浮石・ とよたちよううきいじ

　　７５０-０４１１・山口県下関市豊田町宇内・とよたちよううない

　　７５０-０４５２・山口県下関市豊田町江良・とよたちようえら

　　７５０-０４３３・山口県下関市豊田町大河内・とよたちようおおかわち

　　７５０-０４５５・山口県下関市豊田町城戸・とよたちようきど

　　７５０-０４１３・山口県下関市豊田町金道・とよたちようきんどう

　　７５０-０４０２・山口県下関市豊田町佐野・とよたちようさの

　　７５０-０４３２・山口県下関市豊田町地吉・ とよたちようじよじ

　　７５０-０４１６・山口県下関市豊田町鷹子・とよたちようたかのこ

　　７５０-０４４６・山口県下関市豊田町高山・とよたちようたかやま

　　７５０-０４５３・山口県下関市豊田町手洗・とよたちようたらい

　　７５０-０４０１・山口県下関市豊田町殿居・とよたちようとのい



　　７５０-０４２１・山口県下関市豊田町殿敷・とよたちようとのしき

　　７５０-０４４１・山口県下関市豊田町中村・とよたちようなかむら

　　７５０-０４２２・山口県下関市豊田町楢原・とよたちようならわら

　　７５０-０４２３・山口県下関市豊田町西市・とよたちようにしいち

　　７５０-０４５４・山口県下関市豊田町西長野・とよたちようにしながの

　　７５０-０４２５・山口県下関市豊田町庭田・とよたちようにわた

　　７５０-０４４４・山口県下関市豊田町萩原・とよたちようはぎわら

　　７５０-０４４５・山口県下関市豊田町東長野・とよたちようひがしながの

　　７５０-０４４３・山口県下関市豊田町日野・とよたちようひの

　　７５０-０４０５・山口県下関市豊田町杢路子・とよたちようむくろうじ

　　７５０-０４１４・山口県下関市豊田町八道・とよたちようやじ

　　７５０-０４２４・山口県下関市豊田町矢田・とよたちようやた

　　７５０-０００４・山口県下関市中之町・なかのちよう

　　７５０-００２３・山口県下関市長崎新町・ながさきしんまち

　　７５０-００２１・山口県下関市長崎中央町・ながさきちゆうおうちよう

　　７５０-００２８・山口県下関市長崎本町・ながさきほんまち

　　７５０-００２９・山口県下関市長崎町・ながさきちよう

　　７５９-６５３４・山口県下関市永田郷・ながたごう

　　７５９-６５３３・山口県下関市永田本町・ながたほんまち

　　７５０-００２６・山口県下関市長門町・ながとまち

　　７５０-０００６・山口県下関市南部町・なべちよう

　　７５０-００１５・山口県下関市西入江町・にしいりえちよう

　　７５０-００５４・山口県下関市西大坪町・にしおおつほﾞちよう

　　７５０-００３４・山口県下関市西神田町・にしかんだちよう

　　７５２-０９０５・山口県下関市西観音町・にしかんのんちよう

　　７５２-０９１３・山口県下関市乃木浜・のぎはま

　　７５１-０８６７・山口県下関市延行・のぶゆき

　　７５１-０８３０・山口県下関市幡生新町・はたぶしんまち

　　７５１-０８２７・山口県下関市幡生本町・はたぶほんまち

　　７５１-０８２９・山口県下関市幡生宮の下町・はたぶみやのしたちよう

　　７５１-０８２８・山口県下関市幡生町・はたぶちよう

　　７５０-００１４・山口県下関市岬之町・はなのちよう

　　７５０-００４６・山口県下関市羽山町・はやまちよう

　　７５１-０８５６・山口県下関市稗田中町・ひえだなかまち

　　７５１-０８５５・山口県下関市稗田西町・ひえだにしまち

　　７５１-０８５４・山口県下関市稗田南町・ひえだみなみまち

　　７５１-０８５７・山口県下関市稗田北町・ひえだきたまち

　　７５１-０８５８・山口県下関市稗田町・ひえだちよう

　　７５０-００４３・山口県下関市東神田町・ひがしかんだちよう

　　７５２-０９０６・山口県下関市東観音町・ひがしかんのんちよう

　　７５１-０８７９・山口県下関市東勝谷・ひがししようや

　　７５０-００４８・山口県下関市東向山町・ひがしむかいやまちよう

　　７５０-００６６・山口県下関市東大和町・ひがしやまとまち

　　７５０-００７１・山口県下関市彦島海士郷町・ひこしまあまのごうちよう

　　７５０-００７５・山口県下関市彦島江の浦町・ひこしまえのうらちよう

　　７５０-００７３・山口県下関市彦島老の山公園・ひこしまおいのやまこうえん

　　７５０-００７２・山口県下関市彦島老町・ひこしまおいまち

　　７５０-００８３・山口県下関市彦島桜ケ丘町・ひこしまさくらがおかちよう

　　７５０-００９２・山口県下関市彦島迫町・ひこしまさこまち

　　７５０-００８６・山口県下関市彦島塩浜町・ひこしましおはまちよう

　　７５０-００７８・山口県下関市彦島杉田町・ひこしますぎたちよう

　　７５０-００８１・山口県下関市彦島角倉町・ひこしますまくらちよう

　　７５０-００９４・山口県下関市彦島竹ノ子島町・ひこしまたけのこじまちよう

　　７５０-００８５・山口県下関市彦島田の首町・ひこしまたのくびちよう

　　７５０-００７６・山口県下関市彦島弟子待町・ひこしまでしまつちよう

　　７５０-００７７・山口県下関市彦島弟子待東町・ひこしまでしまつひがしまち

　　７５０-００９３・山口県下関市彦島西山町・ひこしまにしやまちよう

　　７５０-００８７・山口県下関市彦島福浦町・ひこしまふくうらちよう

　　７５０-００７４・山口県下関市彦島本村町・ひこしまほんむらちよう

　　７５０-００９１・山口県下関市彦島緑町・ひこしまみどりちよう

　　７５０-００８４・山口県下関市彦島向井町・ひこしまむかいちよう

　　７５０-００８２・山口県下関市彦島山中町・ひこしまやまなかちよう

　　７５９-６６０１・山口県下関市福江・ふくえ

　　７５１-０８１１・山口県下関市藤ケ谷町・ふじがたにちよう

　　７５０-００５２・山口県下関市藤附町・ふじつくちよう

　　７５０-００１８・山口県下関市豊前田町・ぶぜんだちよう

　　７５９-６５４２・山口県下関市蓋井島・ふたおいじま

　　７５１-０８４７・山口県下関市古屋町・ふるやちよう

　　７５９-５２４１・山口県下関市豊北町阿川・ほうほくちようあがわ

　　７５９-５１０１・山口県下関市豊北町粟野・ほうほくちようあわの



　　７５９-５３３１・山口県下関市豊北町神田・ほうほくちようかんだ

　　７５９-５５１３・山口県下関市豊北町神田上（７２８６～７３３９)

　　７５９-６１２１・山口県下関市豊北町神田上（その他）・かんだかみ(そのた)

　　７５９-５５１３・山口県下関市豊北町北宇賀・ほうほくちようきたうか

　　７５９-５５１１・山口県下関市豊北町滝部・ほうほくちようたきべ

　　７５９-５５１２・山口県下関市豊北町田耕・ほうほくちようたすき

　　７５９-５３３２・山口県下関市豊北町角島・ほうほくちようつのしま

　　７５９-６１２２・山口県下関市豊北町矢玉・ほうほくちようやたま

　　７５０-００１７・山口県下関市細江新町・ほそえしんまち

　　７５０-００１６・山口県下関市細江町・ほそえちよう

　　７５１-０８１５・山口県下関市本町・ほんまち

　　７５１-０８０３・山口県下関市前勝谷町・まえしようやちよう

　　７５２-０９９７・山口県下関市前田・まえだ

　　７５２-０９３１・山口県下関市松小田・まつおだ

　　７５０-１１２１・山口県下関市松屋・まつや

　　７５０-１１２２・山口県下関市松屋上町・まつやかみまち

　　７５０-１１２３・山口県下関市松屋東町・まつやひがしまち

　　７５０-１１２４・山口県下関市松屋本町・まつやほんまち

　　７５０-００１９・山口県下関市丸山町・まるやまちよう

　　７５１-０８２１・山口県下関市三河町・みかわちよう

　　７５０-００５５・山口県下関市南大坪町・みなみおおつほﾞちよう

　　７５１-０８１３・山口県下関市みもすそ川町・みもすそがわちよう

　　７５０-０００２・山口県下関市宮田町・みやだまち

　　７５０-００４７・山口県下関市向山町・むかいやまちよう

　　７５１-０８１２・山口県下関市椋野上町・むくのかみまち

　　７５１-０８１６・山口県下関市椋野町・むくのちよう

　　７５０-００９５・山口県下関市六連島・むつれじま

　　７５０-００１１・山口県下関市名池町・めいちちよう

　　７５０-００４５・山口県下関市元町・もとまち

　　７５９-６６０５・山口県下関市安岡・やすおか

　　７５９-６６１２・山口県下関市安岡駅前・やすおかえきまえ

　　７５９-６６０３・山口県下関市安岡町・やすおかちよう

　　７５９-６６１１・山口県下関市安岡本町・やすおかほんまち

　　７５２-０９０１・山口県下関市山田・やまだ

　　７５０-００３３・山口県下関市山手町・やまてちよう

　　７５０-００６７・山口県下関市大和町・やまとまち

　　７５１-０８２４・山口県下関市山の口町・やまのくちちよう

　　７５１-０８３７・山口県下関市山の田中央町・やまのたちゆうおうちよう

　　７５１-０８３４・山口県下関市山の田東町・やまのたひがしまち

　　７５１-０８３６・山口県下関市山の田西町・やまのたにしまち

　　７５１-０８３５・山口県下関市山の田南町・やまのたみなみまち

　　７５１-０８３９・山口県下関市山の田北町・やまのたきたまち

　　７５１-０８３８・山口県下関市山の田本町・やまのたほんまち

　　７５２-０９２６・山口県下関市ゆめタウン・ゆめたうん

　　７５９-６６０４・山口県下関市横野町・よこのちよう

　　７５０-１１０１・山口県下関市吉田・よしだ

　　７５０-１１０２・山口県下関市吉田地方・よしだじかた

　　７５９-６５２４・山口県下関市吉見上・よしみかみ

　　７５９-６５２３・山口県下関市吉見下・よしみしも

　　７５９-６５２１・山口県下関市吉見古宿町・よしみこじゆくちよう

　　７５９-６５２５・山口県下関市吉見里町・よしみさとまち

　　７５９-６５３２・山口県下関市吉見新町・よしみしんまち

　　７５９-６５３１・山口県下関市吉見本町・よしみほんまち

　　７５９-６５２２・山口県下関市吉見竜王町・よしみりゆうおうちよう

　　７５９-６５４１・山口県下関市吉母・よしも

　　７５５-００００・山口県宇部市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５５-００４３・山口県宇部市相生町・あいおいちよう

　　７５５-０８０１・山口県宇部市上条・あげじよう

　　７５５-００４１・山口県宇部市朝日町・あさひまち

　　７５７-０２１１・山口県宇部市芦河内・あしがわち

　　７５５-０１５２・山口県宇部市あすとぴあ・あすとひﾟあ

　　７５９-０１３１・山口県宇部市荒瀬・あらせ

　　７５４-１３１４・山口県宇部市櫟原・いちいはﾞら

　　７５５-００５５・山口県宇部市居能町・いのうちよう

　　７５７-０２１２・山口県宇部市今富・いまどみ

　　７５５-０１５５・山口県宇部市今村北・いまむらきた

　　７５５-０１５４・山口県宇部市今村南・いまむらみなみ

　　７５５-０８１０・山口県宇部市岩鼻町・いわはなちよう

　　７５５-００５１・山口県宇部市上町・うえまち

　　７５４-１３１２・山口県宇部市棯小野・うつぎおの



　　７５５-００６２・山口県宇部市鵜の島町・うのしまちよう

　　７５９-０１３５・山口県宇部市瓜生野・うりゆうの

　　７５５-００７６・山口県宇部市大小路・おおしようじ

　　７５５-０００１・山口県宇部市沖宇部・おきうべ

　　７５９-０２０２・山口県宇部市沖ノ旦・おきのだん

　　７５７-０２１３・山口県宇部市奥万倉・おくまぐら

　　７５４-１３１１・山口県宇部市小野・おの

　　７５５-００２３・山口県宇部市恩田町・おんだちよう

　　７５５-００３８・山口県宇部市海南町・かいなんちよう

　　７５５-００９１・山口県宇部市上宇部・かみうべ

　　７５５-００９２・山口県宇部市上野中町・かみのなかちよう

　　７５５-００２２・山口県宇部市神原町・かみはらちよう

　　７５５-０００２・山口県宇部市亀浦・かめうら

　　７５５-００８４・山口県宇部市川上・かわかみ

　　７５５-００７４・山口県宇部市川添・かわぞえ

　　７５５-００８１・山口県宇部市北小羽山町・きたおはﾞやまちよう

　　７５５-００３６・山口県宇部市北琴芝・きたことしはﾞ

　　７５５-００９３・山口県宇部市北迫新町・きたさこしんまち

　　７５５-０８０２・山口県宇部市北条・きたじよう

　　７５９-０１３６・山口県宇部市木田・きだ

　　７５９-０２０７・山口県宇部市際波・きわなみ

　　７５５-０００４・山口県宇部市草江・くさえ

　　７５９-０１３３・山口県宇部市車地・くるまじ

　　７５９-０２１３・山口県宇部市黒石北・くろいしきた

　　７５９-０２０９・山口県宇部市厚南北・こうなんきた

　　７５９-０２１２・山口県宇部市厚南中央・こうなんちゆうおう

　　７５５-００６７・山口県宇部市小串・ こぐじ

　　７５５-０００５・山口県宇部市五十目山町・ごじゆうめやまちよう

　　７５５-００７５・山口県宇部市琴崎町・ことざきちよう

　　７５５-００３３・山口県宇部市琴芝町・ことしはﾞちよう

　　７５５-００３２・山口県宇部市寿町・ことぶきちよう

　　７５５-００６６・山口県宇部市小松原町・こまつはﾞらちよう

　　７５５-００１２・山口県宇部市幸町・さいわいまち

　　７５５-００１５・山口県宇部市笹山町・ささやまちよう

　　７５５-００１７・山口県宇部市芝中町・しはﾞなかちよう

　　７５５-００４７・山口県宇部市島・しま

　　７５５-００４８・山口県宇部市下条・しもじよう

　　７５５-００１１・山口県宇部市昭和町・しようわちよう

　　７５５-００２９・山口県宇部市新天町・しんてんちよう

　　７５５-００４４・山口県宇部市新町・しんまち

　　７５９-０１２３・山口県宇部市末信・すえのぶ

　　７５５-００１４・山口県宇部市末広町・すえひろちよう

　　７５５-００５４・山口県宇部市助田町・すけだちよう

　　７５９-０１２１・山口県宇部市棚井・たない

　　７５５-００４５・山口県宇部市中央町・ちゆうおうちよう

　　７５５-００２１・山口県宇部市常藤町・つねふじちよう

　　７５９-０２０４・山口県宇部市妻崎開作・つまざきがいさく

　　７５５-００７８・山口県宇部市寺の前町・てらのまえちよう

　　７５５-００９７・山口県宇部市常盤台・ときわだい

　　７５５-００３１・山口県宇部市常盤町・ときわちよう

　　７５５-０１５３・山口県宇部市床波・とこなみ

　　７５５-００８６・山口県宇部市中宇部・なかうべ

　　７５５-００７３・山口県宇部市中尾・なかお

　　７５９-０２０３・山口県宇部市中野開作・なかのがいさく

　　７５５-００７２・山口県宇部市中村・なかむら

　　７５５-００５８・山口県宇部市中山・なかやま

　　７５５-００６４・山口県宇部市鍋倉町・なべくらちよう

　　７５９-０２１１・山口県宇部市西宇部北・にしうべきた

　　７５９-０２０８・山口県宇部市西宇部南・にしうべみなみ

　　７５９-０２０５・山口県宇部市西沖の山・にしおきのやま

　　７５５-００３７・山口県宇部市西梶返・ にしかじがえじ

　　７５５-００１８・山口県宇部市錦町・にしきちよう

　　７５７-０４０２・山口県宇部市西吉部・にしきべ

　　７５５-０１５１・山口県宇部市西岐波・にしきわ

　　７５５-００４９・山口県宇部市西小串・ にしこぐじ

　　７５５-００３５・山口県宇部市西琴芝・にしことしはﾞ

　　７５５-００５３・山口県宇部市西中町・にしなかちよう

　　７５５-０８０８・山口県宇部市西平原・にしひらはﾞら

　　７５５-００５２・山口県宇部市西本町・にしほんまち

　　７５７-０２１４・山口県宇部市西万倉・にしまぐら



　　７５５-００６９・山口県宇部市西桃山,2・にしももやま

　　７５４-１３１５・山口県宇部市如意寺・によいじ

　　７５５-００８５・山口県宇部市沼・ぬま

　　７５５-００２５・山口県宇部市野中・のなか

　　７５５-００２４・山口県宇部市野原・のはﾞら

　　７５５-０００３・山口県宇部市則貞・のりさだ

　　７５５-０００７・山口県宇部市八王子町・はちおうじちよう

　　７５５-０８０６・山口県宇部市浜田・はまだ

　　７５５-００６５・山口県宇部市浜町・はまちよう

　　７５５-００８２・山口県宇部市東小羽山町・ひがしおはﾞやまちよう

　　７５５-００３９・山口県宇部市東梶返・ ひがしかじがえじ

　　７５７-０４０１・山口県宇部市東吉部・ひがしきべ

　　７５５-０２４１・山口県宇部市東岐波・ひがしきわ

　　７５５-００６８・山口県宇部市東小串・ ひがしこぐじ

　　７５５-００３４・山口県宇部市東琴芝・ひがしことしはﾞ

　　７５５-００１６・山口県宇部市東芝中町・ひがししはﾞなかちよう

　　７５５-００１９・山口県宇部市東新川町・ひがししんかわちよう

　　７５９-０２０６・山口県宇部市東須恵・ひがしすえ

　　７５５-０８０７・山口県宇部市東平原・ひがしひらはﾞら

　　７５５-０８０３・山口県宇部市東藤曲・ひがしふじまがり

　　７５５-００２８・山口県宇部市東本町・ひがしほんまち

　　７５７-０２１５・山口県宇部市東万倉・ひがしまぐら

　　７５５-０００９・山口県宇部市東見初町・ひがしみぞめちよう

　　７５５-００９６・山口県宇部市開・ひらき

　　７５５-００９４・山口県宇部市ひらき台・ひらきだい

　　７５９-０１２４・山口県宇部市広瀬・ひろせ

　　７５４-１３１３・山口県宇部市藤河内・ふじごうち

　　７５５-００５７・山口県宇部市藤曲・ふじまがり

　　７５７-０２１６・山口県宇部市船木・ふなき

　　７５５-００９５・山口県宇部市風呂ケ迫町・ふろがさこちよう

　　７５５-０８０５・山口県宇部市文京台・ぶんきようだい

　　７５５-００５６・山口県宇部市文京町・ぶんきようちよう

　　７５５-０８０９・山口県宇部市松崎町・まつざきちよう

　　７５５-００４２・山口県宇部市松島町・まつしまちよう

　　７５５-００２６・山口県宇部市松山町・まつやまちよう

　　７５５-０００６・山口県宇部市岬町・みさきちよう

　　７５５-００２７・山口県宇部市港町・みなとまち

　　７５５-００８３・山口県宇部市南小羽山町・みなみおはﾞやまちよう

　　７５５-００４６・山口県宇部市南小串・ みなみこぐじ

　　７５５-０８０４・山口県宇部市南中山町・みなみなかやまちよう

　　７５５-００６３・山口県宇部市南浜町・みなみはまちよう

　　７５５-００７１・山口県宇部市宮地町・みやじちよう

　　７５５-０００８・山口県宇部市明神町・みようじんちよう

　　７５５-００１３・山口県宇部市明治町・めいじまち

　　７５７-０２１７・山口県宇部市矢矯・やはぎ

　　７５５-００７７・山口県宇部市山門・やまかど

　　７５９-０１３２・山口県宇部市山中・やまなか

　　７５９-０２０１・山口県宇部市山の手町・やまのてちよう

　　７５９-０１２２・山口県宇部市吉見・よしみ

　　７５９-０１３４・山口県宇部市善和・よしわ

　　７５５-００６１・山口県宇部市若松町・わかまつちよう

　　７５３-００００・山口県山口市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５４-１１０２・山口県山口市秋穂西・ あいおにじ

　　７５４-１１０１・山口県山口市秋穂東・ あいおひがじ

　　７５４-０８９３・山口県山口市秋穂二島・あいおふたじま

　　７５３-０８２１・山口県山口市葵・あおい

　　７５３-００１２・山口県山口市青葉台・あおはﾞだい

　　７５３-００６７・山口県山口市赤妻町・あかつﾞまちよう

　　７５３-００６１・山口県山口市朝倉町・あさくらちよう

　　７５３-０８７１・山口県山口市朝田・あさだ

　　７５３-０８７２・山口県山口市朝田流通センター・あさだりゆうつうせんたｰ

　　７５３-００５１・山口県山口市旭通り・あさひどおり

　　７５４-１２７７・山口県山口市阿知須・あじす

　　７５９-１３４２・山口県山口市阿東生雲中・あとういくもなか

　　７５９-１３４１・山口県山口市阿東生雲西分・あとういくもにしぶん

　　７５９-１２３１・山口県山口市阿東生雲東分・あとういくもひがしぶん

　　７５９-１６０１・山口県山口市阿東嘉年上・あとうかねかみ

　　７５９-１６０２・山口県山口市阿東嘉年下・あとうかねしも

　　７５９-１２３２・山口県山口市阿東篠目・あとうしのめ

　　７５９-１４２１・山口県山口市阿東地福上・あとうじふくかみ



　　７５９-１４２２・山口県山口市阿東地福下・あとうじふくしも

　　７５９-１３４３・山口県山口市阿東蔵目喜・あとうぞうめき

　　７５９-１５１１・山口県山口市阿東徳佐上・あとうとくさかみ

　　７５９-１５１３・山口県山口市阿東徳佐下・あとうとくさしも

　　７５９-１５１２・山口県山口市阿東徳佐中・あとうとくさなか

　　７５３-００３８・山口県山口市石観音町・いしがんのんちよう

　　７５３-０８１５・山口県山口市維新公園・いしんこうえん

　　７５３-００６６・山口県山口市泉町・いずみちよう

　　７５３-００７９・山口県山口市糸米・いとよね

　　７５３-００５５・山口県山口市今井町・いまいちよう

　　７５３-００８３・山口県山口市後河原・うしろがわら

　　７５３-００４８・山口県山口市駅通り・えきどおり

　　７５４-０８９６・山口県山口市江崎・えざき

　　７５３-００１７・山口県山口市江良・えら

　　７５３-００３６・山口県山口市円政寺・えんせいじ

　　７５３-００３６・山口県山口市円政寺町・えんせいじちよう

　　７５３-００３３・山口県山口市大市町・おおいちちよう

　　７５３-０２４２・山口県山口市大内小京都・おおうちしようきようと

　　７５３-０２５１・山口県山口市大内千坊・おおうちせんほﾞう

　　７５３-０２５２・山口県山口市大内中央・おおうちちゆうおう

　　７５３-０２４１・山口県山口市大内問田・おおうちといだ

　　７５３-０２１１・山口県山口市大内長野・おおうちながの

　　７５３-０２３１・山口県山口市大内氷上・おおうちひかみ

　　７５３-０２４３・山口県山口市大内姫山台・おおうちひめやまだい

　　７５３-０２１４・山口県山口市大内御堀・おおうちみほり

　　７５３-０２１５・山口県山口市大内矢田・おおうちやた

　　７５３-０２２１・山口県山口市大内矢田北・おおうちやたきた

　　７５３-０２２２・山口県山口市大内矢田南・おおうちやたみなみ

　　７５３-００７２・山口県山口市大手町・おおてまち

　　７５３-００９３・山口県山口市大殿大路・おおどのおおじ

　　７５３-００６２・山口県山口市荻町・おぎちよう

　　７５４-００２９・山口県山口市小郡維新町・おごおりいしんまち

　　７５４-０００８・山口県山口市小郡円座西町・おごおりえんざにしちよう

　　７５４-０００７・山口県山口市小郡円座東町・おごおりえんざひがしちよう

　　７５４-００１５・山口県山口市小郡大江町・おごおりおおえまち

　　７５４-０００６・山口県山口市小郡尾崎町・おごおりおざきちよう

　　７５４-００３４・山口県山口市小郡かぜの丘・おごおりかぜのおか

　　７５４-０００４・山口県山口市小郡金堀町・おごおりかなほりちよう

　　７５４-０００１・山口県山口市小郡上郷・おごおりかみごう

　　７５３-０８７２・山口県山口市小郡上郷流通センター・おごおりかみごうりゆうつう

　　７５４-００２８・山口県山口市小郡給領町・おごおりきゆうりようまち

　　７５４-００２１・山口県山口市小郡黄金町・おごおりこがねまち

　　７５４-００２６・山口県山口市小郡栄町・おごおりさかえまち

　　７５４-００２７・山口県山口市小郡三軒屋町・おごおりさんげんやまち

　　７５４-０００２・山口県山口市小郡下郷・おごおりしもごう

　　７５４-００３１・山口県山口市小郡新町・おごおりしんまち

　　７５４-００４４・山口県山口市小郡大正町,2・おごおりたいしようまち

　　７５４-００１４・山口県山口市小郡高砂町・おごおりたかさごまち

　　７５４-００４２・山口県山口市小郡長谷,2・おごおりながたに

　　７５４-００２２・山口県山口市小郡花園町・おごおりはなぞのまち

　　７５４-００３３・山口県山口市小郡光が丘・おごおりひかりがおか

　　７５４-００２５・山口県山口市小郡平砂町・おごおりひらさまち

　　７５４-００１２・山口県山口市小郡船倉町・おごおりふなくらまち

　　７５４-００２０・山口県山口市小郡平成町・おごおりへいせいまち

　　７５４-００２３・山口県山口市小郡前田町・おごおりまえだまち

　　７５４-０００３・山口県山口市小郡真名・おごおりまな

　　７５４-００１３・山口県山口市小郡緑町・おごおりみどりまち

　　７５４-００１１・山口県山口市小郡御幸町・おごおりみゆきまち

　　７５４-００３２・山口県山口市小郡みらい町・おごおりみらいまち

　　７５４-００４３・山口県山口市小郡明治,2・おごおりめいじ

　　７５４-０００５・山口県山口市小郡山手上町・おごおりやまてかみまち

　　７５４-００４１・山口県山口市小郡令和・おごおりれいわ

　　７５４-００２４・山口県山口市小郡若草町・おごおりわかくさまち

　　７５３-００２２・山口県山口市折本・おりもと

　　７５４-０８９７・山口県山口市嘉川・かがわ

　　７５３-００７３・山口県山口市春日町・かすがちよう

　　７５３-００２４・山口県山口市金古曽町・かなこそちよう

　　７５３-００９１・山口県山口市上宇野令・かみうのれい

　　７５３-０２１３・山口県山口市上小鯖・かみおさはﾞ

　　７５３-００３５・山口県山口市上竪小路・かみたてこうじ



　　７５３-０８９１・山口県山口市上天花町・かみてんげまち

　　７５３-００８９・山口県山口市亀山町・かめやまちよう

　　７５３-００６４・山口県山口市神田町・かんだちよう

　　７５３-００９５・山口県山口市木町・きまち

　　７５３-００６５・山口県山口市楠木町・くすのきちよう

　　７５３-００８４・山口県山口市久保小路・くほﾞしようじ

　　７５３-００７７・山口県山口市熊野町・くまのちよう

　　７５３-０８５１・山口県山口市黒川・くろかわ

　　７５３-００８１・山口県山口市香山町・こうざんちよう

　　７５３-００４５・山口県山口市黄金町・こがねちよう

　　７５３-００８７・山口県山口市米屋町・こめやちよう

　　７５３-０８２６・山口県山口市幸町・さいわいちよう

　　７５３-００２１・山口県山口市桜畠・さくらはﾞたけ

　　７５４-０８９４・山口県山口市佐山・さやま

　　７５３-００２３・山口県山口市三の宮・さんのみや

　　７５３-００５２・山口県山口市三和町・さんわちよう

　　７５３-００２５・山口県山口市芝崎町・しはﾞさきちよう

　　７５３-００５８・山口県山口市下市町・しもいちちよう

　　７５３-０２１２・山口県山口市下小鯖・しもおさはﾞ

　　７５３-００３４・山口県山口市下竪小路・しもたてこうじ

　　７５３-００８４・山口県山口市諸願小路・しよがんしようじ

　　７５３-００７０・山口県山口市白石・ しらいじ

　　７５３-００８５・山口県山口市新馬場・しんはﾞはﾞ

　　７５４-０８９１・山口県山口市陶・すえ

　　７４７-１２２１・山口県山口市鋳銭司・すぜんじ

　　７５３-０８２２・山口県山口市周布町・すふちよう

　　７５３-００８４・山口県山口市銭湯小路・せんとうしようじ

　　７５３-００７６・山口県山口市泉都町・せんとちよう

　　７５３-００４２・山口県山口市惣太夫町・そうだゆうちよう

　　７５３-０８１２・山口県山口市宝町・たからちよう

　　７５３-００７１・山口県山口市滝町・たきまち

　　７５３-００７４・山口県山口市中央・ちゆうおう

　　７５３-００９１・山口県山口市天花・てんげ

　　７５３-００４７・山口県山口市道場門前・どうじようもんぜん

　　７５３-００３７・山口県山口市道祖町・どうそちよう

　　７５３-００３２・山口県山口市堂の前町・どうのまえちよう

　　７４７-０２３２・山口県山口市徳地伊賀地・とくちﾞいかじ

　　７４７-０２３４・山口県山口市徳地小古祖・とくちﾞおごそ

　　７４７-０５２３・山口県山口市徳地上村・とくちﾞかみむら

　　７４７-０２３３・山口県山口市徳地岸見・とくちﾞきしみ

　　７４７-０６１２・山口県山口市徳地串・ とくちﾞくじ

　　７４７-０６１１・山口県山口市徳地鯖河内・とくちﾞさはﾞごうち

　　７４７-０５２２・山口県山口市徳地島地・とくちﾞしまじ

　　７４７-０４０１・山口県山口市徳地野谷・とくちﾞのたに

　　７４７-０３４１・山口県山口市徳地引谷・とくちﾞひくたに

　　７４７-０２３５・山口県山口市徳地深谷・とくちﾞふかだに

　　７４７-０５２４・山口県山口市徳地藤木・とくちﾞふじき

　　７４７-０３４２・山口県山口市徳地船路・とくちﾞふなじ

　　７４７-０２３１・山口県山口市徳地堀・とくちﾞほり

　　７４７-０３４３・山口県山口市徳地三谷・とくちﾞみたに

　　７４７-０３４４・山口県山口市徳地八坂・とくちﾞやさか

　　７４７-０５２１・山口県山口市徳地山畑・とくちﾞやまはた

　　７４７-０４０２・山口県山口市徳地柚木・とくちﾞゆのき

　　７５３-００５４・山口県山口市富田原町・とみたはﾞらちよう

　　７５３-００８６・山口県山口市中市町・なかいちちよう

　　７５３-０８０１・山口県山口市中尾・なかお

　　７５３-００８８・山口県山口市中河原・なかがわら

　　７５３-００８８・山口県山口市中河原町・なかがわらちよう

　　７５３-００７５・山口県山口市中園町・なかぞのちよう

　　７５４-０８９２・山口県山口市名田島・なたじま

　　７５３-００１８・山口県山口市七尾台・ななおだい

　　７５３-００６８・山口県山口市錦町・にしきちよう

　　７５３-０３０１・山口県山口市仁保上郷・にほかみごう

　　７５３-０３０３・山口県山口市仁保下郷・にほしもごう

　　７５３-０３０２・山口県山口市仁保中郷・にほなかごう

　　７５３-００９４・山口県山口市野田・のだ

　　７５３-００４１・山口県山口市東山・ひがしやま

　　７５３-０８３１・山口県山口市平井・ひらい

　　７５３-００１５・山口県山口市平野・ひらの

　　７５４-０８９５・山口県山口市深溝・ふかみぞ



　　７５３-００３１・山口県山口市古熊・ふるくま

　　７５３-０８２４・山口県山口市穂積町・ほつﾞみちよう

　　７５３-００４６・山口県山口市本町・ほんまち

　　７５３-００５７・山口県山口市前町・まえまち

　　７５３-００５３・山口県山口市松美町・まつみちよう

　　７５３-００８２・山口県山口市水の上町・みずのうえちよう

　　７５３-００１６・山口県山口市緑ヶ丘・みどりがおか

　　７５３-００７８・山口県山口市緑町・みどりちよう

　　７５３-００４３・山口県山口市宮島町・みやじまちよう

　　７５３-０００１・山口県山口市宮野上・みやのかみ

　　７５３-００１１・山口県山口市宮野下・みやのしも

　　７５３-００６３・山口県山口市元町・もとまち

　　７５３-０８６１・山口県山口市矢原・やはﾞら

　　７５３-０８２５・山口県山口市矢原町・やはﾞらちよう

　　７５３-０８７２・山口県山口市山口県流通センター・やまぐちけんりゆうつう

　　７５３-００９２・山口県山口市八幡馬場・やわたのはﾞはﾞ

　　７５３-００５６・山口県山口市湯田温泉・ゆだおんせん

　　７５３-０８１１・山口県山口市吉敷・よしき

　　７５３-０８１７・山口県山口市吉敷赤田・よしきあかだ

　　７５３-０８１８・山口県山口市吉敷上東・ よしきかみひがじ

　　７５３-０８１６・山口県山口市吉敷佐畑・よしきさはﾞた

　　７５３-０８１４・山口県山口市吉敷下東・ よしきしもひがじ

　　７５３-０８１３・山口県山口市吉敷中東・ よしきなかひがじ

　　７５３-０８４１・山口県山口市吉田・よしだ

　　７５３-０８２３・山口県山口市若宮町・わかみやちよう

　　７５３-００４４・山口県山口市鰐石町・わにいしちよう

　　７５８-００００・山口県萩市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５８-０００１・山口県萩市相島・あいしま

　　７５４-０４１１・山口県萩市明木・あきらぎ

　　７５８-００５１・山口県萩市油屋町・あぶらやちよう

　　７５８-００５２・山口県萩市今魚店町・いまうおのたなまち

　　７５８-００２１・山口県萩市今古萩町・いまふるはぎまち

　　７５９-３１１３・山口県萩市江崎・えさき

　　７５８-００３３・山口県萩市恵美須町・えびすちよう

　　７５８-００４１・山口県萩市江向・えむかい

　　７５９-３６１１・山口県萩市大井・おおい

　　７５８-０００３・山口県萩市大島・おおしま

　　７５８-００４２・山口県萩市御許町・おもとまち

　　７５８-０３０１・山口県萩市片俣・かたまた

　　７５９-３２０１・山口県萩市上小川西分・かみおがわにしぶん

　　７５９-３２０２・山口県萩市上小川東分・かみおがわひがしぶん

　　７５８-００４３・山口県萩市上五間町・かみごけんまち

　　７５９-３１１１・山口県萩市上田万・かみたま

　　７５８-００４４・山口県萩市唐樋町・からひまち

　　７５８-０１４１・山口県萩市川上・かわかみ

　　７５８-００３１・山口県萩市川島・かわしま

　　７５８-００７１・山口県萩市瓦町・かわらまち

　　７５８-００５３・山口県萩市北片河町・きたかたかわまち

　　７５８-００３２・山口県萩市北古萩町・きたふるはぎまち

　　７５８-０３０４・山口県萩市吉部上・きべかみ

　　７５８-０３０５・山口県萩市吉部下・きべしも

　　７５８-００３４・山口県萩市熊谷町・くまがやちよう

　　７５８-０２１３・山口県萩市黒川・くろがわ

　　７５８-００７３・山口県萩市河添・こうぞえ

　　７５８-００７２・山口県萩市呉服町・ごふくまち

　　７５８-００４５・山口県萩市米屋町・こめやちよう

　　７５８-００３５・山口県萩市細工町・さいくまち

　　７５３-０１０１・山口県萩市佐々並・ささなみ

　　７５９-３７２１・山口県萩市三見・さんみ

　　７５８-００３６・山口県萩市塩屋町・しおやちよう

　　７５８-０５０１・山口県萩市紫福・しぶき

　　７５９-３２０４・山口県萩市下小川・しもおがわ

　　７５８-００４３・山口県萩市下五間町・しもごけんまち

　　７５９-３１１２・山口県萩市下田万・しもたま

　　７５９-３４１１・山口県萩市須佐・すさ

　　７５９-３３０３・山口県萩市鈴野川・すずのがわ

　　７５８-０３０２・山口県萩市高佐上・たかさかみ

　　７５８-０３０３・山口県萩市高佐下・たかさしも

　　７５８-００５４・山口県萩市樽屋町・たるやちよう

　　７５８-００１１・山口県萩市椿東・ちんとう



　　７５８-００６１・山口県萩市椿・つはﾞき

　　７５８-００３７・山口県萩市津守町・つもりちよう

　　７５９-３２０３・山口県萩市中小川・なかおがわ

　　７５８-００４６・山口県萩市西田町・にしたまち

　　７５８-００６２・山口県萩市橋本町・はしもとまち

　　７５８-００２３・山口県萩市浜崎新町・はまさきしんちよう

　　７５８-００２２・山口県萩市浜崎町・はまさきまち

　　７５８-００５５・山口県萩市春若町・はるわかちよう

　　７５８-００４７・山口県萩市東田町・ひがしたまち

　　７５８-００２４・山口県萩市東浜崎町・ひがしはまさきまち

　　７５８-０００４・山口県萩市肥島・ひしま

　　７５８-００２５・山口県萩市土原・ひじわら

　　７５８-０００２・山口県萩市櫃島・ひつしま

　　７５８-００７４・山口県萩市平安古町・ひやこまち

　　７５８-０２１１・山口県萩市福井上・ふくいかみ

　　７５８-０２１２・山口県萩市福井下・ふくいしも

　　７５８-００５６・山口県萩市古魚店町・ふるうおのたなまち

　　７５８-００２６・山口県萩市古萩町・ふるはぎまち

　　７５８-００５７・山口県萩市堀内・ほりうち

　　７５８-０７０１・山口県萩市見島・みしま

　　７５８-００７６・山口県萩市南片河町・みなみかたかわまち

　　７５８-００７７・山口県萩市南古萩町・みなみふるはぎまち

　　７５９-３３０１・山口県萩市弥富上・やどみかみ

　　７５９-３３０２・山口県萩市弥富下・やどみしも

　　７５８-００６３・山口県萩市山田・やまだ

　　７５８-００２７・山口県萩市吉田町・よしだちよう

　　７４７-００００・山口県防府市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４７-０８４６・山口県防府市伊佐江・いさえ

　　７４７-０８４７・山口県防府市伊佐江町・いさえちよう

　　７４７-０８０６・山口県防府市石が口・いしがぐち

　　７４７-００５１・山口県防府市泉町・いずみちよう

　　７４７-００４２・山口県防府市今市町・いまいちちよう

　　７４７-０８１２・山口県防府市鋳物師町・いもじちよう

　　７４７-０００１・山口県防府市岩畠・いわはﾞたけ

　　７４７-０８３６・山口県防府市植松・うえまつ

　　７４７-０８０１・山口県防府市駅南町・えきみなみまち

　　７４７-００１４・山口県防府市江泊・えどまり

　　７４７-００３６・山口県防府市戎町・えびすまち

　　７４７-００６５・山口県防府市大崎・おおさき

　　７４７-０８０３・山口県防府市岡村町・おかむらちよう

　　７４７-００１３・山口県防府市沖今宿・おきいまじゆく

　　７４７-０１０１・山口県防府市奥畑・おくはた

　　７４７-０８１９・山口県防府市お茶屋町・おちややまち

　　７４７-００５２・山口県防府市開出・かいで

　　７４７-００５４・山口県防府市開出西町・かいでにしまち

　　７４７-００５３・山口県防府市開出本町・かいでほんまち

　　７４７-０８２２・山口県防府市勝間・かつま

　　７４７-０８２３・山口県防府市鐘紡町・かねほﾞうちよう

　　７４７-０８１６・山口県防府市華浦・かほ

　　７４７-００３３・山口県防府市上天神町・かみてんじんまち

　　７４７-００６２・山口県防府市上右田・かみみぎた

　　７４７-００１１・山口県防府市岸津・きしつﾞ

　　７４７-０８１５・山口県防府市協和町・きようわちよう

　　７４７-１２３１・山口県防府市切畑・きりはた

　　７４７-０８１１・山口県防府市車塚町・くるまつﾞかちよう

　　７４７-０８０８・山口県防府市桑山・くわのやま

　　７４７-０８２１・山口県防府市警固町・けいごまち

　　７４７-００２４・山口県防府市国衙・こくが

　　７４７-００２１・山口県防府市国分寺町・こくぶんじちよう

　　７４７-００５６・山口県防府市古祖原・こそはﾞら

　　７４７-０８０９・山口県防府市寿町・ことぶきちよう

　　７４７-００３５・山口県防府市栄町・さかえまち

　　７４７-００６７・山口県防府市佐野・さの

　　７４７-００４４・山口県防府市佐波・さはﾞ

　　７４７-０００６・山口県防府市敷山町・しきやまちよう

　　７４７-０８４２・山口県防府市清水町・しみずちよう

　　７４７-００６３・山口県防府市下右田・しもみぎた

　　７４７-０８２４・山口県防府市新築地町・しんつきじちよう

　　７４７-０８２５・山口県防府市新田・しんでん

　　７４７-００４７・山口県防府市新橋町・しんはﾞしちよう



　　７４７-００６６・山口県防府市自由ケ丘・じゆうがおか

　　７４７-０８１７・山口県防府市自力町・じりきちよう

　　７４７-０００２・山口県防府市酢貝・すがい

　　７４７-０１０５・山口県防府市鈴屋・すずや

　　７４７-００３１・山口県防府市迫戸町・せはﾞとちよう

　　７４７-００４６・山口県防府市千日・せんにち

　　７４７-００２２・山口県防府市惣社町・そうしやちよう

　　７４７-０８０７・山口県防府市桑南・そうなん

　　７４７-１２３２・山口県防府市台道・だいどう

　　７４７-００６４・山口県防府市高井・たかい

　　７４７-００４５・山口県防府市高倉・たかくら

　　７４７-０８３４・山口県防府市田島・たじま

　　７４７-００２３・山口県防府市多々良・たたら

　　７４７-０８０２・山口県防府市中央町・ちゆうおうちよう

　　７４７-００３４・山口県防府市天神・てんじん

　　７４７-１１１１・山口県防府市富海・とのみ

　　７４７-００５５・山口県防府市中泉町・なかいずみちよう

　　７４７-０００５・山口県防府市中西・ なかにじ

　　７４７-０１０７・山口県防府市中山・なかやま

　　７４７-０１０６・山口県防府市奈美・なみ

　　７４７-０８４５・山口県防府市仁井令・にいりよう

　　７４７-０８４１・山口県防府市仁井令町・にいりようちよう

　　７４７-０８４９・山口県防府市西仁井令・にしにいりよう

　　７４７-０８３５・山口県防府市西浦・にしのうら

　　７４７-０８３２・山口県防府市野島・のしま

　　７４７-００３７・山口県防府市八王子・はちおうじ

　　７４７-０８４８・山口県防府市華城中央・はなぎちゆうおう

　　７４７-０８４４・山口県防府市華園町・はなぞのちよう

　　７４７-０８３３・山口県防府市浜方・はまかた

　　７４７-００６１・山口県防府市東佐波令・ひがしさはﾞりよう

　　７４７-０８４３・山口県防府市東仁井令町・ひがしにいりようちよう

　　７４７-００２８・山口県防府市東松崎町・ひがしまつざきちよう

　　７４７-０８１３・山口県防府市東三田尻・ひがしみたじり

　　７４７-０１０２・山口県防府市久兼・ひさかね

　　７４７-００４３・山口県防府市平和町・へいわまち

　　７４７-００２９・山口県防府市松崎町・まつざきちよう

　　７４７-０８０４・山口県防府市松原町・まつはﾞらちよう

　　７４７-０１０４・山口県防府市真尾・まなお

　　７４７-０８０５・山口県防府市鞠生町・まりふちよう

　　７４７-０８１４・山口県防府市三田尻・みたじり

　　７４７-０８１８・山口県防府市三田尻本町・みたじりほんまち

　　７４７-００２６・山口県防府市緑町・みどりまち

　　７４７-００２７・山口県防府市南松崎町・みなみまつざきちよう

　　７４７-００３２・山口県防府市宮市町・みやちちよう

　　７４７-００２５・山口県防府市美和町・みわちよう

　　７４７-０８３１・山口県防府市向島・むこうしま

　　７４７-０００４・山口県防府市牟礼・むれ

　　７４７-００１２・山口県防府市牟礼今宿・むれいまじゆく

　　７４７-０００３・山口県防府市牟礼柳・むれやなぎ

　　７４７-００４１・山口県防府市本橋町・もとはﾞしちよう

　　７４７-０１０３・山口県防府市和字・わじ

　　７４４-００００・山口県下松市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４４-０００４・山口県下松市青柳・あおやぎ

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋・いくのや

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（猪ノ尻）・いくのや(いのしり)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（上時宗）・いくのや(かみときむね)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（高垣団地）・いくのや(こうがきだんち)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（下村）・いくのや(しもむら)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（為弘）・いくのや(ためひろ)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（大王団地）・いくのや(だいおうだんち)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（田園調布）・いくのや(でんえんちようふ)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（藤立）・いくのや(とうりゆう)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（時政）・いくのや(ときまさ)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（時宗）・いくのや(ときむね)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（中村）・いくのや(なかむら)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（西時宗）・いくのや(にしときむね)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（西村）・いくのや(にしむら)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（西村団地）・いくのや(にしむらだんち)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（羽根田町）・いくのや(はねだちよう)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（東時宗）・いくのや(ひがしときむね)



　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（東万ノ木団地）・いくのや(ひがしまんのきだんち)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（万ノ木町）・いくのや(まんのきちよう)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（宮本）・いくのや(みやもと)

　　７４４-００３２・山口県下松市生野屋西・ いくのやにじ

　　７４４-００３３・山口県下松市生野屋南・いくのやみなみ

　　７４４-０００７・山口県下松市駅南・えきみなみ

　　７４４-００１５・山口県下松市大手町・おおてまち

　　７４４-０２７２・山口県下松市大藤谷・おおふじだに

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島・かさどしま

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（江ノ浦）・かさどしま(えのうら)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（大松ケ浦）・かさどしま(おおまつがうら)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（尾郷）・かさどしま(おごう)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（尾泊）・かさどしま(おどまり)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（小深浦）・かさどしま(こぶかうら)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（瀬戸）・かさどしま(せと)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（深浦）・かさどしま(ふかうら)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（本浦）・かさどしま(ほんうら)

　　７４４-００７１・山口県下松市清瀬町・きよせちよう

　　７４４-００４２・山口県下松市切山・きりやま

　　７４４-００４２・山口県下松市切山（切山上）・きりやま(きりやまかみ)

　　７４４-００４２・山口県下松市切山（切山中）・きりやま(きりやまなか)

　　７４４-００４２・山口県下松市切山（切山下）・きりやま(きりやましも)

　　７４４-００４２・山口県下松市切山（中）・きりやま(なか)

　　７４４-００２９・山口県下松市楠木町・くすのきちよう

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷・くだたに

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（赤谷）・くだたに(あかだに)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（清若）・くだたに(きよわか)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（下谷一区）・くだたに(くだたに１く)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（下谷二区）・くだたに(くだたに２く)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（下谷三区）・くだたに(くだたに３く)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（中瀬）・くだたに(なかせ)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（中原）・くだたに(なかはﾞら)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（西平谷）・くだたに(にしひらだに)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（山高）・くだたに(やまたか)

　　７４４-００５１・山口県下松市来巻・くるまき

　　７４４-００５１・山口県下松市来巻（東）・くるまき(ひがし)

　　７４４-００５１・山口県下松市来巻（西）・くるまき(にし)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内・こうち

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（青葉台）・こうち(あおはﾞだい)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（大河内）・こうち(おおこうち)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（岡市）・こうち(おかいち)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（岡ノ原町）・こうち(おかのはらちよう)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（川瀬）・こうち(かわせ)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（下松セントシティ）・こうち(くだまつせんとしてい)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（久保）・こうち(くほﾞ)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（久保市）・こうち(くほﾞいち)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（黒杭）・こうち(くろくい)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（小野）・こうち(この)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（幸ケ丘）・こうち(さちがおか)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（昭和通り）・こうち(しようわどおり)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（城山台）・こうち(じようやまだい)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（素通り）・こうち(すどおり)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（谷）・こうち(たに)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（つつじケ丘）・こうち(つつじがおか)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（出合）・こうち(であい)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（殿ケ浴）・こうち(とのがえき)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（中戸原）・こうち(なかとはら)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（成川）・こうち(なるかわ)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（二ノ瀬）・こうち(にのせ)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（葉山）・こうち(はやま)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（日ノ出町）・こうち(ひのでちよう)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（吉原）・こうち(よしわら)

　　７４４-０００３・山口県下松市琴平町・ことひらちよう

　　７４４-００１３・山口県下松市栄町・さかえまち

　　７４４-００１９・山口県下松市桜町・さくらちよう

　　７４４-００７４・山口県下松市潮音町・しおねちよう

　　７４４-００６２・山口県下松市昭和町・しようわまち

　　７４４-０００８・山口県下松市新川・しんかわ

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上・すえたけかみ

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（上地）・すえたけかみ(あげちﾞ)



　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（浴）・すえたけかみ(えき)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（戎町）・すえたけかみ(えびすまち)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（華陵）・すえたけかみ(かりよう)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（下高塚）・すえたけかみ(しもたかつか)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（昭和）・すえたけかみ(しようわ)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（高橋）・すえたけかみ(たかはし)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（大黒町）・すえたけかみ(だいこくちよう)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（常森）・すえたけかみ(つねもり)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（中市）・すえたけかみ(なかいち)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（西町）・すえたけかみ(にしまち)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（東町）・すえたけかみ(ひがしまち)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（緑ケ丘）・すえたけかみ(みどりがおか)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（南花岡）・すえたけかみ(みなみはなおか)

　　７４４-００２２・山口県下松市末武下・すえたけしも

　　７４４-００２２・山口県下松市末武下（あけぼの町）・すえたけしも(あけほﾞのちよう)

　　７４４-００２２・山口県下松市末武下（松中町）・すえたけしも(まつなかちよう)

　　７４４-００２２・山口県下松市末武下（弥生町）・すえたけしも(やよいちよう)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中・すえたけなか

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（朝日台）・すえたけなか(あさひだい)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（荒神）・すえたけなか(こうじん)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（西河原）・すえたけなか(にしがはら)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（東中村）・すえたけなか(ひがしなかむら)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（広石）・すえたけなか(ひろいし)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（向香力）・すえたけなか(むかいこうりき)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（山根）・すえたけなか(やまね)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（和田）・すえたけなか(わだ)

　　７４４-００７６・山口県下松市せせらぎ町・せせらぎちよう

　　７４４-０２７３・山口県下松市瀬戸・せと

　　７４４-０２７３・山口県下松市瀬戸（後山）・せと(うしろやま)

　　７４４-０２７３・山口県下松市瀬戸（高橋）・せと(たかはし)

　　７４４-０２７３・山口県下松市瀬戸（中瀬）・せと(なかせ)

　　７４４-０２７３・山口県下松市瀬戸（中原）・せと(なかはﾞら)

　　７４４-００２５・山口県下松市中央町・ちゆうおうちよう

　　７４４-００２８・山口県下松市藤光町・とうみつちよう

　　７４４-００４３・山口県下松市東陽・とうよう

　　７４４-００５３・山口県下松市東和・とうわ

　　７４４-００１４・山口県下松市中市・なかいち

　　７４４-００７７・山口県下松市中島町・なかしまちよう

　　７４４-０２７５・山口県下松市中須南・なかすみなみ

　　７４４-００７８・山口県下松市西市・にしいち

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井・にしとよい

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（相生町）・にしとよい(あいおいちよう)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（旭町）・にしとよい(あさひまち)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（幸町）・にしとよい(さいわいちよう)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（汐見町）・にしとよい(しおみちよう)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（高砂町）・にしとよい(たかさごちよう)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（所田）・にしとよい(ところだ)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（本町）・にしとよい(ほんまち)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（都町）・にしとよい(みやこまち)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（元町東）・にしとよい(もとまちひがし)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（元町西）・にしとよい(もとまちにし)

　　７４４-００１８・山口県下松市西柳・にしやなぎ

　　７４４-０２７４・山口県下松市温見・ぬくみ

　　７４４-０２７４・山口県下松市温見（後山）・ぬくみ(うしろやま)

　　７４４-０２７４・山口県下松市温見（道谷）・ぬくみ(みちだに)

　　７４４-００７２・山口県下松市望町・のぞみちよう

　　７４４-０００６・山口県下松市旗岡・はたおか

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井・ひがしとよい

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（江口）・ひがしとよい(えぐち)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（上豊井）・ひがしとよい(かみとよい)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（下豊井）・ひがしとよい(しもとよい)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（神田町）・ひがしとよい(かんだまち)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（恋ケ浜）・ひがしとよい(こいがはま)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（新町）・ひがしとよい(しんまち)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（洲鼻）・ひがしとよい(すはﾞな)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（住吉町）・ひがしとよい(すみよしちよう)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（寺迫）・ひがしとよい(てらさこ)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（寺迫半上）・ひがしとよい(てらさこはんじよう)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（二宮町）・ひがしとよい(にのみやちよう)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（花垣）・ひがしとよい(はながき)



　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（東海岸通り）・ひがしとよい(ひがしかいがんどおり)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（東豊井開作）・ひがしとよい(ひがしとよいかいさく)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（松神町）・ひがしとよい(まつがみちよう)

　　７４４-００１７・山口県下松市東柳・ひがしやなぎ

　　７４４-００２１・山口県下松市平田・ひらた

　　７４４-００２１・山口県下松市平田（東開作）・ひらた(ひがしがいさく)

　　７４４-００２１・山口県下松市平田（西開作）・ひらた(にしがいさく)

　　７４４-０００５・山口県下松市古川町・ふるかわちよう

　　７４４-００１２・山口県下松市北斗町・ほくとちよう

　　７４４-００６５・山口県下松市星が丘・ほしがおか

　　７４４-００７３・山口県下松市美里町・みさとちよう

　　７４４-００７５・山口県下松市瑞穂町・みずほちよう

　　７４４-００２７・山口県下松市南花岡・みなみはなおか

　　７４４-００５２・山口県下松市桃山町・ももやまちよう

　　７４４-００４１・山口県下松市山田・やまだ

　　７４４-００４１・山口県下松市山田（梅ノ木原）・やまだ(うめのきはら)

　　７４４-００４１・山口県下松市山田（浴条）・やまだ(えきじよう)

　　７４４-００４１・山口県下松市山田（山田上）・やまだ(やまだかみ)

　　７４４-００４１・山口県下松市山田（山田下）・やまだ(やまだしも)

　　７４４-０２７６・山口県下松市米川・よねがわ

　　７４４-００６３・山口県下松市若宮町・わかみやちよう

　　７４０-００００・山口県岩国市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４０-０３０４・山口県岩国市相ノ谷・あいのたに

　　７４０-００２４・山口県岩国市旭町・あさひまち

　　７４１-００９４・山口県岩国市阿品・あじな

　　７４０-００３７・山口県岩国市愛宕町・あたごまち

　　７４０-０００３・山口県岩国市飯田町・いいだまち

　　７４０-０３２４・山口県岩国市伊房・いふさ

　　７４０-００１７・山口県岩国市今津町・いまつﾞまち

　　７４０-０３２１・山口県岩国市入野・いりの

　　７４１-００６２・山口県岩国市岩国・いわくに

　　７４０-０３１７・山口県岩国市上田・うえだ

　　７４１-００７１・山口県岩国市牛野谷町・うしのやまち

　　７４０-００４２・山口県岩国市青木町・おおぎまち

　　７４１-００８４・山口県岩国市大谷・おおたに

　　７４０-０３２３・山口県岩国市大山・おおやま

　　７４１-００９１・山口県岩国市小瀬・おぜ

　　７４０-００３２・山口県岩国市尾津町・おつﾞまち

　　７４０-００１３・山口県岩国市桂町・かつらまち

　　７４１-００７５・山口県岩国市叶木・かのうぎ

　　７４０-００１５・山口県岩国市川口町・かわぐちまち

　　７４０-００２３・山口県岩国市川下町・かわしもまち

　　７４０-０３１１・山口県岩国市瓦谷・かわらだに

　　７４１-００８２・山口県岩国市川西・ かわにじ

　　７４０-０３０３・山口県岩国市杭名・くいな

　　７４２-０３３２・山口県岩国市玖珂町（阿山）・くがまち(あやま)

　　７４２-０３３８・山口県岩国市玖珂町（有延）・くがまち(ありのぶ)

　　７４２-０３２１・山口県岩国市玖珂町（市頭）・くがまち(いちがしら)

　　７４２-０３３４・山口県岩国市玖珂町（臼田）・くがまち(うすだ)

　　７４２-０３２２・山口県岩国市玖珂町（上市）・くがまち(うわいち)

　　７４２-０３２４・山口県岩国市玖珂町（駅通）・くがまち(えきどおり)

　　７４２-０３４２・山口県岩国市玖珂町（大田）・くがまち(おおた)

　　７４２-０３１２・山口県岩国市玖珂町（上谷）・くがまち(かみだに)

　　７４２-０３１１・山口県岩国市玖珂町（欽明路）・くがまち(きんめいじ)

　　７４２-０３３７・山口県岩国市玖珂町（久門給）・くがまち(くもんきゆう)

　　７４２-０３３１・山口県岩国市玖珂町（鞍掛）・くがまち(くらかけ)

　　７４２-０３１３・山口県岩国市玖珂町（下谷）・くがまち(しもだに)

　　７４２-０３３６・山口県岩国市玖珂町（新市）・くがまち(しんいち)

　　７４２-０３３５・山口県岩国市玖珂町（新町）・くがまち(しんまち)

　　７４２-０３１５・山口県岩国市玖珂町（瀬田）・くがまち(せだ)

　　７４２-０３３３・山口県岩国市玖珂町（千束）・くがまち(せんぞく)

　　７４２-０３２６・山口県岩国市玖珂町（同道）・くがまち(どうどう)

　　７４２-０３１４・山口県岩国市玖珂町（野口）・くがまち(のぐち)

　　７４２-０３４３・山口県岩国市玖珂町（野地）・くがまち(のじ)

　　７４２-０３４４・山口県岩国市玖珂町（番地のみ）・くがまち(はﾞんちのみ)

　　７４２-０３２５・山口県岩国市玖珂町（本町）・くがまち(ほんまち)

　　７４２-０３２３・山口県岩国市玖珂町（谷津）・くがまち(やつ)

　　７４２-０３４１・山口県岩国市玖珂町（柳井田）・くがまち(やないだ)

　　７４０-００２８・山口県岩国市楠町・くすのきまち

　　７４０-００２６・山口県岩国市車町・くるままち



　　７４０-００４１・山口県岩国市黒磯町・くろいそまち

　　７４０-０３０２・山口県岩国市下・しも

　　７４０-０３１２・山口県岩国市守内・しゆうち

　　７４２-０４１１・山口県岩国市周東町明見谷・しゆうとうまちあけみだに

　　７４２-０４２２・山口県岩国市周東町獺越・しゆうとうまちおそごえ

　　７４２-０４１３・山口県岩国市周東町上久原・しゆうとうまちかみくはﾞら

　　７４２-０４２６・山口県岩国市周東町上須通・しゆうとうまちかみすどおり

　　７４２-０４１２・山口県岩国市周東町川上・しゆうとうまちかわかみ

　　７４２-０４２４・山口県岩国市周東町差川・しゆうとうまちさすがわ

　　７４２-０４２１・山口県岩国市周東町三瀬川・しゆうとうまちさんぜがわ

　　７４２-０４１７・山口県岩国市周東町下久原・しゆうとうまちしもくはﾞら

　　７４２-０４２３・山口県岩国市周東町下須通・しゆうとうまちしもすどおり

　　７４２-０３０１・山口県岩国市周東町祖生・しゆうとうまちそお

　　７４２-０４１４・山口県岩国市周東町田尻・しゆうとうまちたじり

　　７４２-０４１５・山口県岩国市周東町中山・しゆうとうまちなかやま

　　７４２-０４２５・山口県岩国市周東町西長野・しゆうとうまちにしながの

　　７４２-０４２７・山口県岩国市周東町樋余地・しゆうとうまちひよじ

　　７４２-０４１６・山口県岩国市周東町用田・しゆうとうまちようだ

　　７４０-０００１・山口県岩国市装束町・しようぞくまち

　　７４０-０００４・山口県岩国市昭和町・しようわまち

　　７４０-０００２・山口県岩国市新港町・しんみなとまち

　　７４０-００１９・山口県岩国市砂山町・すなやままち

　　７４０-０３２７・山口県岩国市角・すみ

　　７４１-００６３・山口県岩国市関戸・せきど

　　７４０-０３２５・山口県岩国市竹安・たけやす

　　７４１-００９２・山口県岩国市多田・ただ

　　７４０-００１１・山口県岩国市立石町・たていしまち

　　７４１-００９３・山口県岩国市田原・たわら

　　７４０-０３１５・山口県岩国市近延・ちかのぶ

　　７４０-００４４・山口県岩国市通津・つつﾞ

　　７４０-０３１４・山口県岩国市寺山・てらやま

　　７４０-０３０６・山口県岩国市天尾・てんのお

　　７４０-００２７・山口県岩国市中津町・なかつﾞまち

　　７４０-００４５・山口県岩国市長野・ながの

　　７４０-００３３・山口県岩国市灘町・なだまち

　　７４０-０９０１・山口県岩国市錦町宇佐・にしきまちうさ

　　７４０-０９０４・山口県岩国市錦町宇佐郷（向峠）・にしきまちうさごう(むかたお)

　　７４０-０９０２・山口県岩国市錦町宇佐郷（その他）・にしきまちうさごう(そのた)

　　７４０-０７２１・山口県岩国市錦町大野・にしきまちおおの

　　７４０-０９０３・山口県岩国市錦町大原・にしきまちおおはら

　　７４０-０８１１・山口県岩国市錦町須川・にしきまちすがわ

　　７４０-０７２２・山口県岩国市錦町中ノ瀬・にしきまちなかのせ

　　７４０-０７２５・山口県岩国市錦町野谷・にしきまちのたに

　　７４０-０７２４・山口県岩国市錦町広瀬・にしきまちひろせ

　　７４０-０８１２・山口県岩国市錦町深川・にしきまちふかがわ

　　７４０-０７２３・山口県岩国市錦町府谷・にしきまちふのたに

　　７４１-００６１・山口県岩国市錦見・にしみ

　　７４０-００５１・山口県岩国市柱島・はしらじま

　　７４１-００７３・山口県岩国市柱野・はしらの

　　７４０-０３２２・山口県岩国市廿木・はたき

　　７４０-０３２６・山口県岩国市土生・はぶ

　　７４０-００１４・山口県岩国市日の出町・ひのでまち

　　７４１-００７２・山口県岩国市平田・ひらた

　　７４０-００３６・山口県岩国市藤生町・ふじゆうまち

　　７４０-０３０５・山口県岩国市二鹿・ふたしか

　　７４０-０３１３・山口県岩国市保木・ほうき

　　７４０-００４３・山口県岩国市保津町・ほうつﾞまち

　　７４０-０６０４・山口県岩国市本郷町宇塚・ほんごうまちうつﾞか

　　７４０-０６０５・山口県岩国市本郷町西黒沢・ほんごうまちにしくろざわ

　　７４０-０６０３・山口県岩国市本郷町波野・ほんごうまちはの

　　７４０-０６０２・山口県岩国市本郷町本郷・ほんごうまちほんごう

　　７４０-０６０１・山口県岩国市本郷町本谷・ほんごうまちほんだに

　　７４０-００１８・山口県岩国市麻里布町・まりふまち

　　７４０-００１６・山口県岩国市三笠町・みかさまち

　　７４０-０５０１・山口県岩国市美川町小川・みかわまちこがわ

　　７４０-０５０２・山口県岩国市美川町四馬神・みかわまちしめがみ

　　７４０-０５０３・山口県岩国市美川町添谷・みかわまちそえだに

　　７４０-０５０４・山口県岩国市美川町南桑・みかわまちなぐわ

　　７４０-０５０５・山口県岩国市美川町根笠・みかわまちねかさ

　　７４１-００８３・山口県岩国市御庄・みしよう



　　７４０-００２５・山口県岩国市三角町・みすみまち

　　７４０-００３５・山口県岩国市海土路町・みどろまち

　　７４０-００３４・山口県岩国市南岩国町・みなみいわくにまち

　　７４０-１２４１・山口県岩国市美和町阿賀・みわまちあか

　　７４０-１２０１・山口県岩国市美和町秋掛・みわまちあきがけ

　　７４０-１２３１・山口県岩国市美和町生見・みわまちいきみ

　　７４０-１２１７・山口県岩国市美和町大根川・みわまちおおねがわ

　　７４０-１２１１・山口県岩国市美和町釜ケ原・みわまちかまがはら

　　７４０-１２２１・山口県岩国市美和町上駄床・みわまちかみだとこ

　　７４０-１２１３・山口県岩国市美和町岸根・みわまちがんね

　　７４０-１２０２・山口県岩国市美和町北中山・みわまちきたなかやま

　　７４０-１２１２・山口県岩国市美和町黒沢・みわまちくろさわ

　　７４０-１２２４・山口県岩国市美和町佐坂・みわまちさざか

　　７４０-１２２５・山口県岩国市美和町渋前・みわまちしぶくま

　　７４０-１２４２・山口県岩国市美和町下畑・みわまちしもはﾞた

　　７４０-１２１９・山口県岩国市美和町瀬戸ノ内・みわまちせとのうち

　　７４０-１２２２・山口県岩国市美和町田ノ口・みわまちたのくち

　　７４０-１２１８・山口県岩国市美和町中垣内・みわまちなかがうち

　　７４０-１２１５・山口県岩国市美和町長谷・みわまちながたに

　　７４０-１２２３・山口県岩国市美和町滑・みわまちなめら

　　７４０-１２３２・山口県岩国市美和町西畑・みわまちにしはﾞた

　　７４０-１２１６・山口県岩国市美和町日宛・みわまちひなた

　　７４０-１２１４・山口県岩国市美和町百合谷・みわまちゆりたに

　　７４０-００２１・山口県岩国市室の木町・むろのきまち

　　７４１-００８５・山口県岩国市持国・もちくに

　　７４０-００１２・山口県岩国市元町・もとまち

　　７４０-００３１・山口県岩国市門前町・もんぜんまち

　　７４０-００２２・山口県岩国市山手町・やまてまち

　　７４０-１４５５・山口県岩国市由宇町北・ゆうまちきた

　　７４０-１４３２・山口県岩国市由宇町神東・ゆうまちしんとう

　　７４０-１４４１・山口県岩国市由宇町千鳥ケ丘・ゆうまちちどりがおか

　　７４０-１４２８・山口県岩国市由宇町中央・ゆうまちちゆうおう

　　７４０-１４５４・山口県岩国市由宇町西・ ゆうまちにじ

　　７４０-１４２４・山口県岩国市由宇町港・ゆうまちみなと

　　７４０-１４５１・山口県岩国市由宇町南・ゆうまちみなみ

　　７４０-１４２５・山口県岩国市由宇町南沖・ゆうまちみなみおき

　　７４０-１４２６・山口県岩国市由宇町由宇崎・ゆうまちゆうさき

　　７４０-１４３１・山口県岩国市由宇町（有家）・ゆうまち(あらけ)

　　７４０-１４０５・山口県岩国市由宇町（笠塚）・ゆうまち(かさつﾞか)

　　７４０-１４１３・山口県岩国市由宇町（上北）・ゆうまち(かみきた)

　　７４０-１４０６・山口県岩国市由宇町（峇清）・ゆうまち(ごうせい)

　　７４０-１４１１・山口県岩国市由宇町（清水）・ゆうまち(しみず)

　　７４０-１４０２・山口県岩国市由宇町（小槇）・ゆうまち(しようしん)

　　７４０-１４５２・山口県岩国市由宇町（正南）・ゆうまち(せいなん)

　　７４０-１４０１・山口県岩国市由宇町（寺迫）・ゆうまち(てらざこ)

　　７４０-１４０３・山口県岩国市由宇町（中倉）・ゆうまち(なかくら)

　　７４０-１４１２・山口県岩国市由宇町（中村）・ゆうまち(なかむら)

　　７４０-１４０４・山口県岩国市由宇町（西区）・ゆうまち(にしく)

　　７４０-１４０７・山口県岩国市由宇町（横道）・ゆうまち(よこみち)

　　７４０-１４８８・山口県岩国市由宇町（その他）・ゆうまち(そのた)

　　７４０-０３０１・山口県岩国市行波・ゆかはﾞ

　　７４０-０３１６・山口県岩国市行正・ゆきまさ

　　７４１-００８１・山口県岩国市横山・よこやま

　　７４１-００７４・山口県岩国市六呂師・ ろくろじ

　　７４３-００００・山口県光市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４３-００２１・山口県光市浅江・あさえ

　　７４３-００５１・山口県光市岩狩・いわがり

　　７４３-０１０３・山口県光市岩田・いわた

　　７４３-０１０４・山口県光市岩田立野・いわたたての

　　７４３-０００３・山口県光市牛島・うしま

　　７４３-００６５・山口県光市上島田・かみしまた

　　７４３-００４６・山口県光市木園・きぞの

　　７４３-００４３・山口県光市協和町・きようわちよう

　　７４３-００６１・山口県光市小周防・こずおう

　　７４３-０１０１・山口県光市塩田・しおた

　　７４３-００６３・山口県光市島田・しまた

　　７４３-００１２・山口県光市千坊台・せんほﾞうだい

　　７４３-００４２・山口県光市宝町・たからまち

　　７４３-００６２・山口県光市立野・たての

　　７４３-００１３・山口県光市中央・ちゆうおう



　　７４３-０１０５・山口県光市束荷・つかり

　　７４３-００６４・山口県光市中島田・なかしまた

　　７４３-００４８・山口県光市中村町・なかむらちよう

　　７４３-００３１・山口県光市虹ケ丘・にじがおか

　　７４３-００２２・山口県光市虹ケ浜・にじがはま

　　７４３-００４７・山口県光市花園・はなぞの

　　７４３-００２３・山口県光市光ケ丘・ひかりがおか

　　７４３-００４１・山口県光市丸山町・まるやまちよう

　　７４３-００５２・山口県光市三井・みい

　　７４３-００１１・山口県光市光井・みつい

　　７４３-００４５・山口県光市宮ノ下町・みやのしたちよう

　　７４３-０１０２・山口県光市三輪・みわ

　　７４３-０００７・山口県光市室積・むろつﾞみ

　　７４３-０００４・山口県光市室積市延・むろつﾞみいちのべ

　　７４３-０００２・山口県光市室積浦・むろつﾞみうら

　　７４３-００７２・山口県光市室積大町・むろつﾞみおおまち

　　７４３-００７５・山口県光市室積沖田・むろつﾞみおきた

　　７４３-００７１・山口県光市室積新開・むろつﾞみしんかい

　　７４３-０００６・山口県光市室積神田・むろつﾞみじんでん

　　７４３-０００８・山口県光市室積中央町・むろつﾞみちゆうおうちよう

　　７４３-００７４・山口県光市室積西ノ庄・むろつﾞみにしのしよう

　　７４３-０００５・山口県光市室積東ノ庄・むろつﾞみひがしのしよう

　　７４３-００７３・山口県光市室積正木・むろつﾞみまさき

　　７４３-０００９・山口県光市室積松原・むろつﾞみまつはﾞら

　　７４３-０００１・山口県光市室積村・むろつﾞみむら

　　７４３-００４４・山口県光市和田町・わだちよう

　　７５９-４１００・山口県長門市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５９-４１０７・山口県長門市通・かよい

　　７５９-４１０４・山口県長門市渋木・しぶき

　　７５９-４１０６・山口県長門市仙崎・せんざき

　　７５９-４２１１・山口県長門市俵山・たわらやま

　　７５９-４１０２・山口県長門市西深川・にしふかわ

　　７５９-４１０１・山口県長門市東深川・ひがしふかわ

　　７５９-４１０３・山口県長門市深川湯本・ふかわゆもと

　　７５９-４４０１・山口県長門市日置上・へきかみ

　　７５９-４４０５・山口県長門市日置蔵小田・へきくらおだ

　　７５９-４４０３・山口県長門市日置下・へきしも

　　７５９-４４０２・山口県長門市日置中・へきなか

　　７５９-４４０４・山口県長門市日置野田・へきのだ

　　７５９-４１０５・山口県長門市真木・まき

　　７５９-３８０１・山口県長門市三隅上・みすみかみ

　　７５９-３８０３・山口県長門市三隅下・みすみしも

　　７５９-３８０２・山口県長門市三隅中・みすみなか

　　７５９-４５０５・山口県長門市油谷伊上・ゆやいがみ

　　７５９-４７１１・山口県長門市油谷後畑・ゆやうしろはﾞた

　　７５９-４７１３・山口県長門市油谷角山・ゆやかどやま

　　７５９-４６２１・山口県長門市油谷川尻・ゆやかわしり

　　７５９-４５０４・山口県長門市油谷河原・ゆやかわら

　　７５９-４５０１・山口県長門市油谷蔵小田・ゆやくらおだ

　　７５９-４５０３・山口県長門市油谷新別名・ゆやしんべつみよう

　　７５９-４７１２・山口県長門市油谷津黄・ゆやつおう

　　７５９-４５０２・山口県長門市油谷久富・ゆやひさどみ

　　７５９-４６２２・山口県長門市油谷向津具上・ゆやむかつくかみ

　　７５９-４６２３・山口県長門市油谷向津具下・ゆやむかつくしも

　　７５９-４６２３・山口県長門市油谷向津具下（大浦）・ゆやむかつくしも(おおうら)

　　７５９-４６２３・山口県長門市油谷向津具下（久津）・ゆやむかつくしも(くつﾞ)

　　７４２-００００・山口県柳井市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４２-１３５１・山口県柳井市旭ケ丘・あさひがおか

　　７４２-１３５３・山口県柳井市阿月・あつき

　　７４２-０２０１・山口県柳井市伊陸・いかち

　　７４２-１３５２・山口県柳井市伊保庄・いほのしよう

　　７４２-００３６・山口県柳井市駅南・えきなん

　　７４９-０１０２・山口県柳井市大畠・おおはﾞたけ

　　７４２-０００３・山口県柳井市片野西・ かたのにじ

　　７４２-００１２・山口県柳井市北浜・きたはま

　　７４９-０１０１・山口県柳井市神代・こうじろ

　　７４２-００３２・山口県柳井市古開作・こがいさく

　　７４２-０００９・山口県柳井市新市・しんいち

　　７４２-００１１・山口県柳井市新市沖・しんいちおき

　　７４２-０００８・山口県柳井市新市北・しんいちきた



　　７４２-００１０・山口県柳井市新市南・しんいちみなみ

　　７４２-００３３・山口県柳井市新庄・しんじよう

　　７４２-０００６・山口県柳井市新天地・しんてんち

　　７４２-００３５・山口県柳井市中央・ちゆうおう

　　７４２-０００５・山口県柳井市天神・てんじん

　　７４９-０１０３・山口県柳井市遠崎・とおざき

　　７４２-０００４・山口県柳井市土手町・どてまち

　　７４２-００２４・山口県柳井市ニュータウン南町・にゆｰたうんみなみまち

　　７４２-０００７・山口県柳井市東土手・ひがしどて

　　７４２-０１１１・山口県柳井市日積・ひつﾞみ

　　７４２-０００１・山口県柳井市姫田・ひめだ

　　７４２-００４１・山口県柳井市平郡・へいぐん

　　７４２-００２３・山口県柳井市南浜・みなみはま

　　７４２-００３１・山口県柳井市南町・みなみまち

　　７４２-００２１・山口県柳井市柳井・やない

　　７４２-００２２・山口県柳井市柳井津・やないつ

　　７４２-０００２・山口県柳井市山根・やまね

　　７４２-００３４・山口県柳井市余田・よた

　　７５９-２２００・山口県美祢市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５９-２２２２・山口県美祢市伊佐町伊佐・いさちよういさ

　　７５９-２２２３・山口県美祢市伊佐町奥万倉・いさちようおくまぐら

　　７５９-２２２１・山口県美祢市伊佐町河原・いさちようかわら

　　７５９-２１３１・山口県美祢市伊佐町堀越・ いさちようほりこじ

　　７５９-２２１４・山口県美祢市大嶺町奥分・おおみねちようおくぶん

　　７５９-２２１２・山口県美祢市大嶺町東分・おおみねちようひがしぶん

　　７５９-２２１３・山口県美祢市大嶺町西分・おおみねちようにしぶん

　　７５９-２２１１・山口県美祢市大嶺町北分・おおみねちようきたぶん

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（駅前)・おふくちようかみ(えきまえ)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（岡田)・おふくちようかみ(おかだ)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（上田代)・おふくちようかみ(かみたしろ)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（栗ケ原)・おふくちようかみ(くりがはら)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（下田代)・おふくちようかみ(しもたしろ)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（神柳)・おふくちようかみ(えしんりゆう)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（大明)・おふくちようかみ(たいめい)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（立石)・おふくちようかみ(たていし)､

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（西寺)・おふくちようかみ(にしでら)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（平野）・ひらの)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（古屋）・ふるや)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（宗済）・むねずみ)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（横道）・よこみち)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（竜現地）・りゆうげんじ)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（入水)、・おふくちようしも(いりみず)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（榎田)、・おふくちようしも(えのきだ)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（金山)・おふくちようしも(かねやま)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（小杉)・おふくちようしも(こすぎ)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（砂地)・おふくちようしも(すなじ)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（台)・おふくちようしも(だい)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（西畑)・おふくちようしも(にしはﾞた)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（萩原)・おふくちようしも(はぎわら)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（東中村)・おふくちようしも(ひがしなかむら)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町上（平国木）・ひらくにぎ)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町上（緑ケ丘）・みどりがおか)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町上（宮の前）・みやのまえ)

　　７５４-０６０２・山口県美祢市秋芳町青景・しゆうほうちようあおかげ

　　７５４-０５１１・山口県美祢市秋芳町秋吉・ しゆうほうちようあきよじ

　　７５４-０５１３・山口県美祢市秋芳町岩永下郷・しゆうほうちよういわながしもごう

　　７５４-０５１２・山口県美祢市秋芳町岩永本郷・しゆうほうちよういわながほんごう

　　７５４-０６０１・山口県美祢市秋芳町嘉万・しゆうほうちようかま

　　７５４-０６０３・山口県美祢市秋芳町別府・しゆうほうちようべつふﾟ

　　７５４-０５１４・山口県美祢市秋芳町（その他）・しゆうほうちよう(そのた)

　　７５０-０６０１・山口県美祢市豊田前町麻生上・とよたまえちようあそうかみ

　　７５０-０６０２・山口県美祢市豊田前町麻生下・とよたまえちようあそうしも

　　７５０-０６０３・山口県美祢市豊田前町今山・とよたまえちよういまやま

　　７５０-０６０６・山口県美祢市豊田前町嶽・とよたまえちようだけ

　　７５０-０６０５・山口県美祢市豊田前町古烏帽子・ とよたまえちようふるえほﾞじ

　　７５０-０６０４・山口県美祢市豊田前町保々・とよたまえちようほうほう

　　７５９-２１５２・山口県美祢市西厚保町原・にしあつちようはら

　　７５９-２１５１・山口県美祢市西厚保町本郷・にしあつちようほんごう

　　７５９-２１４２・山口県美祢市東厚保町川東・ ひがしあつちようかわひがじ

　　７５９-２１４１・山口県美祢市東厚保町山中・ひがしあつちようやまなか



　　７５４-０３０２・山口県美祢市美東町赤・みとうちようあか

　　７５４-０２１２・山口県美祢市美東町綾木・みとうちようあやぎ

　　７５４-０３０１・山口県美祢市美東町絵堂・みとうちようえどう

　　７５４-０２１１・山口県美祢市美東町大田・みとうちようおおだ

　　７５４-０１２３・山口県美祢市美東町小野・みとうちようおの

　　７５４-０１２１・山口県美祢市美東町長田・みとうちようながた

　　７５４-０２１３・山口県美祢市美東町長登・みとうちようながのほﾞり

　　７５４-０１２２・山口県美祢市美東町真名・みとうちようまな

　　７５４-０２１４・山口県美祢市美東町（その他）・みとうちよう(そのた)

　　７４５-００００・山口県周南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４５-００５５・山口県周南市相生町・あいおいちよう

　　７４５-０８４２・山口県周南市青山町・あおやまちよう

　　７４５-０８２５・山口県周南市秋月・あきつﾞき

　　７４５-０８２１・山口県周南市曙町・あけほﾞのちよう

　　７４５-０１２４・山口県周南市莇地・あどうじ

　　７４５-００１４・山口県周南市飯島町・いいじまちよう

　　７４５-０８３３・山口県周南市泉原町・いずみはﾞらちよう

　　７４５-０８８２・山口県周南市一ノ井手・いちのいで

　　７４５-０８７２・山口県周南市一番丁・いちはﾞんちよう

　　７４５-００７４・山口県周南市今宿町・いまじゆくちよう

　　７４５-００６３・山口県周南市今住町・いまずみちよう

　　７４５-００４７・山口県周南市入船町・いりふねちよう

　　７４６-０１０５・山口県周南市馬神・うまがみ

　　７４５-０８８７・山口県周南市馬屋・うまや

　　７４５-００７６・山口県周南市梅園町・うめぞのちよう

　　７４５-０８５６・山口県周南市浦山・うらやま

　　７４５-０８５７・山口県周南市浦山開作・うらやまかいさく

　　７４５-０８６２・山口県周南市江口・えぐち

　　７４５-０８２６・山口県周南市江の宮町・えのみやちよう

　　７４５-００４１・山口県周南市戎町・えびすまち

　　７４５-０８３２・山口県周南市扇町・おうぎちよう

　　７４５-０８２４・山口県周南市大内町・おおうちちよう

　　７４５-０６５１・山口県周南市大河内・おおかわち

　　７４５-０３０１・山口県周南市大潮・おおしお

　　７４５-０８０３・山口県周南市大島・おおしま

　　７４５-００５７・山口県周南市大津島・おおつﾞしま

　　７４５-０２４２・山口県周南市大道理・おおどうり

　　７４５-０２４１・山口県周南市大向・おおむかい

　　７４５-００６６・山口県周南市岡田町・おかだちよう

　　７４６-００２７・山口県周南市小川屋町・おがわやちよう

　　７４５-００５１・山口県周南市沖見町・おきみちよう

　　７４５-０６１１・山口県周南市奥関屋・おくせきや

　　７４６-００１３・山口県周南市桶川町・おけがわちよう

　　７４６-００８３・山口県周南市小畑・おはﾞた

　　７４６-００５１・山口県周南市御姫町・おひめちよう

　　７４５-０８７１・山口県周南市御弓町・おゆみちよう

　　７４６-００３６・山口県周南市温田・おんだ

　　７４６-０００６・山口県周南市開成町・かいせいちよう

　　７４６-００５５・山口県周南市かせ河原町・かせがわらちよう

　　７４５-０６１５・山口県周南市勝間ヶ丘・かつまがおか

　　７４５-０６１７・山口県周南市勝間原・かつまはﾞら

　　７４５-０３０２・山口県周南市鹿野上・かのかみ

　　７４５-０３０４・山口県周南市鹿野下・かのしも

　　７４５-０３０３・山口県周南市鹿野中・かのなか

　　７４６-００６５・山口県周南市上迫町・かみさこちよう

　　７４５-０８１７・山口県周南市上遠石町・かみといしちよう

　　７４５-０８５８・山口県周南市花陽・かよう

　　７４５-０８５５・山口県周南市川上・かわかみ

　　７４６-０００１・山口県周南市川崎・かわさき

　　７４６-０００９・山口県周南市川手・かわて

　　７４５-００１２・山口県周南市川端町・かわはﾞたちよう

　　７４５-０８４５・山口県周南市河東町・かわひがしちよう

　　７４５-０８５２・山口県周南市川曲・かわまがり

　　７４５-００７１・山口県周南市岐山通り・きさんどおり

　　７４５-０８６４・山口県周南市北山・きたやま

　　７４５-０００７・山口県周南市岐南町・きなんちよう

　　７４５-００３２・山口県周南市銀座・ぎんざ

　　７４５-００３１・山口県周南市銀南街・ぎんなんがい

　　７４５-０８０５・山口県周南市櫛ヶ浜・くしがはま

　　７４５-０８３１・山口県周南市楠木・くすのき



　　７４５-０６６３・山口県周南市熊毛中央町・くまげちゆうおうちよう

　　７４５-０８０１・山口県周南市久米・くめ

　　７４５-０８０９・山口県周南市久米中央,2・くめちゆうおう

　　７４５-０８０２・山口県周南市栗屋・くりや

　　７４５-０８８６・山口県周南市黒岩町・くろいわちよう

　　７４５-０８３６・山口県周南市慶万町・けいまんちよう

　　７４６-００２４・山口県周南市古泉・こいずみ

　　７４５-０８７４・山口県周南市公園区・こうえんく

　　７４５-００２７・山口県周南市糀町・こうじまち

　　７４５-０８２２・山口県周南市孝田町・こうだちよう

　　７４６-００３２・山口県周南市河内町・こうちちよう

　　７４５-０８７８・山口県周南市幸の台・こうのだい

　　７４５-０８１４・山口県周南市鼓海・こかい

　　７４５-０６１４・山口県周南市御所尾原・ごしよおはﾞら

　　７４５-０００５・山口県周南市児玉町・こだまちよう

　　７４５-０６４１・山口県周南市小松原・こまつはﾞら

　　７４５-００４６・山口県周南市権現町・ごんげんちよう

　　７４５-０８８３・山口県周南市栄谷・さかえだに

　　７４５-００３７・山口県周南市栄町・さかえまち

　　７４６-００３１・山口県周南市坂根町・さかねちよう

　　７４５-０８０６・山口県周南市桜木・さくらぎ

　　７４５-００１１・山口県周南市桜馬場通り・さくらはﾞはﾞどおり

　　７４５-０６５２・山口県周南市幸ケ丘・さちがおか

　　７４５-０８１１・山口県周南市五月町・さつきちよう

　　７４６-００６１・山口県周南市皿山町・さらやまちよう

　　７４５-０００３・山口県周南市三番町・さんはﾞんちよう

　　７４６-０００８・山口県周南市椎木町・しいぎちよう

　　７４６-００８１・山口県周南市四熊・しくま

　　７４６-００１５・山口県周南市清水・しみず

　　７４５-０８３４・山口県周南市清水町・しみずちよう

　　７４６-００８２・山口県周南市下上・しもかみ

　　７４６-００４１・山口県周南市社地町・しやちちよう

　　７４５-０６５４・山口県周南市自由ケ丘・じゆうがおか

　　７４５-０８２３・山口県周南市周陽・しゆうよう

　　７４５-０８０７・山口県周南市城ケ丘・じようがおか

　　７４５-０８５３・山口県周南市上村・じようそん

　　７４５-００６１・山口県周南市鐘楼町・しようろうちよう

　　７４５-００１３・山口県周南市昭和通り・しようわどおり

　　７４５-０８４３・山口県周南市新宮町・しんぐうちよう

　　７４５-００５６・山口県周南市新宿通・しんじゆくどおり

　　７４５-０６４３・山口県周南市新清光台・しんせいこうだい

　　７４５-０８６１・山口県周南市新地・しんち

　　７４６-００４５・山口県周南市新地町・しんちちよう

　　７４６-００３３・山口県周南市新堤町・しんつﾞつみちよう

　　７４６-００４３・山口県周南市新田・しんでん

　　７４５-０８６７・山口県周南市新堀・しんほﾞり

　　７４５-００１７・山口県周南市新町・しんまち

　　７４５-０８０４・山口県周南市粭島・すくもじま

　　７４５-０１２１・山口県周南市須々万奥・すすまおく

　　７４５-０１２２・山口県周南市須々万本郷・すすまほんごう

　　７４５-０４０１・山口県周南市須万・すま

　　７４５-００２６・山口県周南市住崎町・すみざきちよう

　　７４５-００６４・山口県周南市住吉町・すみよしちよう

　　７４７-０６２１・山口県周南市巣山・すやま

　　７４５-０６５３・山口県周南市清光台町・せいこうだいちよう

　　７４５-０６２３・山口県周南市清尾・せいのお

　　７４５-０８２７・山口県周南市瀬戸見町・せとみちよう

　　７４６-００１８・山口県周南市大神・だいじん

　　７４６-０１０３・山口県周南市垰・たお

　　７４５-０８８５・山口県周南市高尾団地・たかおだんち

　　７４６-０１０１・山口県周南市高瀬・たかせ

　　７４５-０６６２・山口県周南市高水原・たかみずはら

　　７４６-０００７・山口県周南市竹島町・たけしまちよう

　　７４５-００２５・山口県周南市築港町・ちつこうちよう

　　７４６-００１６・山口県周南市中央町・ちゆうおうちよう

　　７４５-００４４・山口県周南市千代田町・ちよだちよう

　　７４５-００６２・山口県周南市月丘町・つきおかちよう

　　７４５-０００１・山口県周南市辻町・つじまち

　　７４５-０６３２・山口県周南市鶴見台・つるみだい

　　７４６-００１１・山口県周南市土井・どい



　　７４５-０８１６・山口県周南市遠石・ といじ

　　７４６-０００３・山口県周南市道源町・どうげんちよう

　　７４５-０１２３・山口県周南市徳山（杉ケ峠）・とくやま(すぎがとうげ)

　　７４５-０８５１・山口県周南市徳山（その他）・とくやま(そのた)

　　７４５-００４５・山口県周南市徳山港町・とくやまみなとまち

　　７４６-００３４・山口県周南市富田・とんだ

　　７４５-０８７６・山口県周南市中金剛山・なかこんごうざん

　　７４５-０５１１・山口県周南市中須北・なかずきた

　　７４５-０５１２・山口県周南市中須南・なかずみなみ

　　７４６-００５４・山口県周南市長田町・ながたちよう

　　７４６-００５２・山口県周南市中畷町・なかなわてちよう

　　７４５-０８５４・山口県周南市中野・なかの

　　７４５-０１２５・山口県周南市長穂・ながほ

　　７４５-０６４２・山口県周南市中村・なかむら

　　７４６-０００５・山口県周南市渚町・なぎさちよう

　　７４５-００２３・山口県周南市那智町・なちちよう

　　７４６-０１０２・山口県周南市夏切・なつきり

　　７４５-０８７５・山口県周南市西金剛山・にしこんごうざん

　　７４６-０００２・山口県周南市西千代田町・にしちよだちよう

　　７４６-００４４・山口県周南市西桝町・にしますちよう

　　７４５-００５４・山口県周南市西松原・にしまつはﾞら

　　７４５-０８８４・山口県周南市二ノ井手・にのいで

　　７４５-０００２・山口県周南市二番町・にはﾞんちよう

　　７４５-００４２・山口県周南市野上町・のがみちよう

　　７４６-００２２・山口県周南市野村・のむら

　　７４６-００２３・山口県周南市野村南町・のむらみなみまち

　　７４６-００５６・山口県周南市羽島・はじま

　　７４５-００２２・山口県周南市橋本町・はしもとちよう

　　７４５-０８６５・山口県周南市蓮ヶ浴・はすがえき

　　７４５-００５２・山口県周南市初音町・はつねちよう

　　７４６-００２１・山口県周南市花園町・はなぞのちよう

　　７４５-０００６・山口県周南市花畠町・はなはﾞたけちよう

　　７４６-００２６・山口県周南市浜田・はまだ

　　７４５-０８４４・山口県周南市速玉町・はやたまちよう

　　７４５-０６２１・山口県周南市原・はら

　　７４５-００６５・山口県周南市原宿町・はらじゆくちよう

　　７４５-００２４・山口県周南市晴海町・はるみちよう

　　７４５-０８６９・山口県周南市東北山・ひがしきたやま

　　７４５-０８７７・山口県周南市東金剛山・ひがしこんごうざん

　　７４５-０８８１・山口県周南市東辻・ひがしつじ

　　７４５-０８４６・山口県周南市東山町・ひがしやまちよう

　　７４５-０６２２・山口県周南市樋口・ひぐち

　　７４５-０８６６・山口県周南市土越・ ひじこじ

　　７４６-００３５・山口県周南市日地町・ひじちよう

　　７４６-００２９・山口県周南市平野・ひらの

　　７４５-０８０８・山口県周南市平原町・ひらはﾞらちよう

　　７４６-００３８・山口県周南市福川・ふくがわ

　　７４６-００６２・山口県周南市福川中市町・ふくがわなかいちちよう

　　７４６-００４２・山口県周南市福川南町・ふくがわみなみまち

　　７４５-０６１８・山口県周南市藤ヶ台・ふじがだい

　　７４６-００２５・山口県周南市古市・ふるいち

　　７４６-００１４・山口県周南市古川町・ふるかわちよう

　　７４５-００１５・山口県周南市平和通り・へいわどおり

　　７４５-１１３１・山口県周南市戸田・へた

　　７４６-００６３・山口県周南市本陣町・ほんじんちよう

　　７４５-００３６・山口県周南市本町・ほんまち

　　７４５-０８３５・山口県周南市舞車町・まいぐるまちよう

　　７４５-０８４７・山口県周南市松保町・まつほちよう

　　７４６-００１２・山口県周南市政所・まどころ

　　７４６-００３７・山口県周南市丸山町・まるやまちよう

　　７４５-００５３・山口県周南市御影町・みかげちよう

　　７４６-０００４・山口県周南市三笹町・みささちよう

　　７４５-０８７３・山口県周南市三田川・みたがわ

　　７４５-０４０２・山口県周南市金峰・みたけ

　　７４５-０６１６・山口県周南市緑ケ丘・みどりがおか

　　７４５-００７５・山口県周南市緑町・みどりまち

　　７４６-００２８・山口県周南市港町・みなとまち

　　７４５-０８６８・山口県周南市南浦山町・みなみうらやまちよう

　　７４５-００３３・山口県周南市みなみ銀座・みなみぎんざ

　　７４５-００４３・山口県周南市都町・みやこまち



　　７４６-００１７・山口県周南市宮の前・みやのまえ

　　７４５-０８１５・山口県周南市宮前町・みやまえちよう

　　７４５-０８６３・山口県周南市御山町・みやまちよう

　　７４５-００３４・山口県周南市御幸通り・みゆきどおり

　　７４６-００５３・山口県周南市室尾・むろお

　　７４５-０００４・山口県周南市毛利町・もうりちよう

　　７４６-００８４・山口県周南市夜市・やじ

　　７４５-０５０１・山口県周南市八代・やしろ

　　７４５-０６３１・山口県周南市安田・やすだ

　　７４５-００２１・山口県周南市柳町・やなぎまち

　　７４５-００７２・山口県周南市弥生町・やよいちよう

　　７４５-００３５・山口県周南市有楽町・ゆうらくちよう

　　７４５-０８１３・山口県周南市由加町・ゆかちよう

　　７４５-０８３７・山口県周南市譲羽・ゆずりは

　　７４５-１１３２・山口県周南市湯野・ゆの

　　７４５-０６１３・山口県周南市夢ケ丘・ゆめがおか

　　７４５-０８１２・山口県周南市横浜町・よこはまちよう

　　７４６-０１０４・山口県周南市米光・よねみつ

　　７４５-０６１２・山口県周南市呼坂・よびさか

　　７４５-０６６１・山口県周南市呼坂本町・よびさかほんまち

　　７４５-００７３・山口県周南市代々木通り・よよぎどおり

　　７４６-００１９・山口県周南市臨海町・りんかいちよう

　　７４５-０８４１・山口県周南市若草町・わかくさちよう

　　７４５-００１６・山口県周南市若宮町・わかみやちよう

　　７４６-００６４・山口県周南市若山・わかやま

　　７５６-００００・山口県山陽小野田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５６-００３０・山口県山陽小野田市青葉台・あおはﾞだい

　　７５６-０８４１・山口県山陽小野田市赤崎・あかさき

　　７５７-０００１・山口県山陽小野田市厚狭・あさ

　　７５６-０８７１・山口県山陽小野田市あさひが丘・あさひがおか

　　７５６-０８０８・山口県山陽小野田市旭町・あさひまち

　　７５６-００３８・山口県山陽小野田市有帆・ありほ

　　７５６-０００９・山口県山陽小野田市有帆上町・ありほうえまち

　　７５６-０００３・山口県山陽小野田市有帆新町・ありほしんまち

　　７５６-００６３・山口県山陽小野田市石井手・いしいで

　　７５６-０８１１・山口県山陽小野田市稲荷町・いなりまち

　　７５６-０８６３・山口県山陽小野田市上の台・うえのだい

　　７５６-００４９・山口県山陽小野田市後潟上・うしろがたかみ

　　７５６-００４８・山口県山陽小野田市後潟下・うしろがたしも

　　７５６-０８５５・山口県山陽小野田市えびす町・えびすちよう

　　７５６-００２５・山口県山陽小野田市烏帽子岩・えほﾞしいわ

　　７５６-００２６・山口県山陽小野田市烏帽子岩団地・えほﾞしいわだんち

　　７５６-００２７・山口県山陽小野田市烏帽子岩前・えほﾞしいわまえ

　　７５６-０８７３・山口県山陽小野田市大須恵・おおずえ

　　７５６-００４２・山口県山陽小野田市大塚・おおつか

　　７５６-００３６・山口県山陽小野田市大塚団地・おおつかだんち

　　７５６-０８６６・山口県山陽小野田市大浜・おおはま

　　７５６-０８５２・山口県山陽小野田市奥若山・おくわかやま

　　７５６-０８１７・山口県山陽小野田市小野田・おのだ

　　７５６-０８１２・山口県山陽小野田市小野山・おのやま

　　７５６-００６７・山口県山陽小野田市柿の木坂・かきのきざか

　　７５６-００１３・山口県山陽小野田市片山・かたやま

　　７５６-００１２・山口県山陽小野田市角石・ かどいじ

　　７５６-０８５４・山口県山陽小野田市叶松・かのうまつ

　　７５６-００５６・山口県山陽小野田市上木屋・かみごや

　　７５６-００４１・山口県山陽小野田市上の郷・かみのごう

　　７５６-００８６・山口県山陽小野田市神帆町・かみほちよう

　　７５６-００７５・山口県山陽小野田市亀の甲・かめのこう

　　７５７-０００５・山口県山陽小野田市鴨庄・かものしよう

　　７５６-０８４３・山口県山陽小野田市刈屋上条・かりやかみじよう

　　７５６-０８４２・山口県山陽小野田市刈屋中村・かりやなかむら

　　７５６-０８４８・山口県山陽小野田市刈屋西条・かりやにしじよう

　　７５６-００５１・山口県山陽小野田市杵築・きずき

　　７５６-０８０１・山口県山陽小野田市北栄町・きたさかえまち

　　７５６-０００７・山口県山陽小野田市北真土郷・きたまつちごう

　　７５６-０８３３・山口県山陽小野田市北竜王町・きたりゆうおうちよう

　　７５６-０８２２・山口県山陽小野田市北若山・きたわかやま

　　７５６-０８４４・山口県山陽小野田市木戸大鼻・きどおおはﾞな

　　７５６-０８４６・山口県山陽小野田市木戸新町・きどしんまち

　　７５６-０８４５・山口県山陽小野田市木戸中ノ町・きどなかのちよう



　　７５６-００１１・山口県山陽小野田市共和台・きようわだい

　　７５６-００２８・山口県山陽小野田市共和町・きようわちよう

　　７５６-００８０・山口県山陽小野田市くし山・くしやま

　　７５６-００４４・山口県山陽小野田市郷・ごう

　　７５６-０８１５・山口県山陽小野田市高栄・こうえい

　　７５７-０００２・山口県山陽小野田市郡・こおり

　　７５６-００３７・山口県山陽小野田市小松尾・こまつお

　　７５６-０８０２・山口県山陽小野田市栄町・さかえまち

　　７５７-０００６・山口県山陽小野田市桜・さくら

　　７５６-０８５１・山口県山陽小野田市桜が丘・さくらがおか

　　７５６-０８８８・山口県山陽小野田市笹尾西・ ささおにじ

　　７５６-０８８１・山口県山陽小野田市笹尾東・ ささおひがじ

　　７５６-００５３・山口県山陽小野田市下木屋・しもごや

　　７５６-０８０５・山口県山陽小野田市自由ヶ丘・じゆうがおか

　　７５６-００９４・山口県山陽小野田市市立病院・しりつびよういん

　　７５６-００１０・山口県山陽小野田市新有帆町・しんありほちよう

　　７５６-０８４７・山口県山陽小野田市新沖・しんおき

　　７５６-００９２・山口県山陽小野田市新生・しんせい

　　７５６-０８２３・山口県山陽小野田市心和園・しんわえん

　　７５６-０８３６・山口県山陽小野田市須恵・すえ

　　７５６-０８６２・山口県山陽小野田市須恵西・ すえにじ

　　７５６-０８８９・山口県山陽小野田市須恵東・ すえひがじ

　　７５６-０８８２・山口県山陽小野田市須田ノ木・すだのき

　　７５６-０８１３・山口県山陽小野田市住吉本町・すみよしほんまち

　　７５６-０８３５・山口県山陽小野田市セメント町・せめんとまち

　　７５６-０８８４・山口県山陽小野田市大学通・だいがくどおり

　　７５６-０００１・山口県山陽小野田市大休・たいきゆう

　　７５６-０００８・山口県山陽小野田市大休団地・たいきゆうだんち

　　７５６-００８７・山口県山陽小野田市高須・たかす

　　７５６-００６０・山口県山陽小野田市高千帆・たかちほ

　　７５６-００２１・山口県山陽小野田市高畑・たかはた

　　７５６-００４７・山口県山陽小野田市高浜・たかはま

　　７５６-０８６５・山口県山陽小野田市田の尻・たのしり

　　７５６-００５５・山口県山陽小野田市旦西・ だんにじ

　　７５６-００５４・山口県山陽小野田市旦東・ だんひがじ

　　７５６-００３９・山口県山陽小野田市千崎・ちざき

　　７５６-００２２・山口県山陽小野田市千崎西・ ちざきにじ

　　７５６-００２３・山口県山陽小野田市千崎東・ ちざきひがじ

　　７５６-０８２４・山口県山陽小野田市中央・ちゆうおう

　　７５６-０８０４・山口県山陽小野田市長寿園・ちようじゆえん

　　７５６-０８１４・山口県山陽小野田市千代町・ちよまち

　　７５７-００１１・山口県山陽小野田市津布田・つぶた

　　７５６-０８０６・山口県山陽小野田市中川・なかがわ

　　７５６-０００４・山口県山陽小野田市中里・なかざと

　　７５６-０００５・山口県山陽小野田市中村・なかむら

　　７５６-０８８６・山口県山陽小野田市夏目・なつめ

　　７５６-００１６・山口県山陽小野田市南平台・なんへﾟいだい

　　７５６-０８８５・山口県山陽小野田市西沖・にしおき

　　７５６-０８６４・山口県山陽小野田市西が迫・にしがさこ

　　７５６-０８１６・山口県山陽小野田市西住吉町・にしすみよしちよう

　　７５６-００５７・山口県山陽小野田市西高泊・にしたかどまり

　　７５６-００４６・山口県山陽小野田市西の郷・にしのごう

　　７５６-００９３・山口県山陽小野田市日産・につさん

　　７５６-００１７・山口県山陽小野田市仁保の上・にほのうえ

　　７５６-０８５３・山口県山陽小野田市野来見・のぐるみ

　　７５６-００２４・山口県山陽小野田市萩森・はぎもり

　　７５６-０８６１・山口県山陽小野田市波瀬・はぜ

　　７５７-００１２・山口県山陽小野田市埴生・はぶ

　　７５６-００４３・山口県山陽小野田市浜・はま

　　７５６-０８７２・山口県山陽小野田市浜河内・はまごうち

　　７５６-００５２・山口県山陽小野田市浜田町・はまだちよう

　　７５６-０８８３・山口県山陽小野田市東須田の木・ひがしすだのき

　　７５６-０８２５・山口県山陽小野田市東住吉町・ひがしすみよしちよう

　　７５６-００８８・山口県山陽小野田市東高泊・ひがしたかどまり

　　７５６-００１８・山口県山陽小野田市東町・ひがしまち

　　７５６-００１４・山口県山陽小野田市彼岸田・ひがんだ

　　７５６-００１５・山口県山陽小野田市ひがんだ団地・ひがんだだんち

　　７５６-００９１・山口県山陽小野田市日の出・ひので

　　７５６-００３２・山口県山陽小野田市平生町・ひらおちよう

　　７５６-００３５・山口県山陽小野田市平原・ひらはﾞら



　　７５７-００１３・山口県山陽小野田市福田・ふくだ

　　７５６-００２９・山口県山陽小野田市船越・ ふなこじ

　　７５６-０８５６・山口県山陽小野田市古開作・ふるがいさく

　　７５６-０８５７・山口県山陽小野田市古開作団地・ふるがいさくだんち

　　７５６-０８３７・山口県山陽小野田市平成町・へいせいちよう

　　７５６-００３１・山口県山陽小野田市平和町・へいわちよう

　　７５６-０８８７・山口県山陽小野田市松角・まつかく

　　７５６-０８７７・山口県山陽小野田市松浜・まつはま

　　７５６-０８７８・山口県山陽小野田市松浜団地・まつはまだんち

　　７５６-０８２１・山口県山陽小野田市丸河内・まるごうち

　　７５６-００３４・山口県山陽小野田市緑が丘・みどりがおか

　　７５６-０８３４・山口県山陽小野田市港町・みなとまち

　　７５６-００４５・山口県山陽小野田市南高泊・みなみたかとまり

　　７５６-０８０３・山口県山陽小野田市南中川町・みなみなかがわまち

　　７５６-００１９・山口県山陽小野田市南真土郷・みなみまつちごう

　　７５６-０８７５・山口県山陽小野田市南松浜・みなみまつはま

　　７５６-０８３２・山口県山陽小野田市南竜王町・みなみりゆうおうちよう

　　７５６-０８３１・山口県山陽小野田市南若山・みなみわかやま

　　７５６-００７６・山口県山陽小野田市目出・めで

　　７５６-００７４・山口県山陽小野田市目出湖畔町・めでこはんちよう

　　７５６-００７３・山口県山陽小野田市目出幸町・めでさいわいまち

　　７５６-００７７・山口県山陽小野田市目出新町・めでしんまち

　　７５６-００７１・山口県山陽小野田市目出文化町・めでぶんかちよう

　　７５６-００７２・山口県山陽小野田市目出緑町・めでみどりまち

　　７５６-０８７６・山口県山陽小野田市本山団地・もとやまだんち

　　７５６-０８７４・山口県山陽小野田市本山町・もとやまちよう

　　７５７-０００４・山口県山陽小野田市山川・やまかわ

　　７５７-０００３・山口県山陽小野田市山野井・やまのい

　　７５６-０８０９・山口県山陽小野田市横土手・よこどて

　　７５６-０８０７・山口県山陽小野田市硫酸町・りゆうさんまち

　　７５６-００９５・山口県山陽小野田市労災病院・ろうさいびよういん

　　７５６-００３３・山口県山陽小野田市若草町・わかくさちよう

　　７４２-２１００・山口県大島郡周防大島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４２-２８０７・山口県大島郡周防大島町秋・あき

　　７４２-２７１２・山口県大島郡周防大島町出井・いずい

　　７４２-２６０１・山口県大島郡周防大島町伊保田・いほた

　　７４２-２６０１・山口県大島郡周防大島町伊保田（雨振）・いほた(あまふり)

　　７４２-２６０１・山口県大島郡周防大島町伊保田（小伊保田）・いほた(こいほた)

　　７４２-２６０１・山口県大島郡周防大島町伊保田（情島）・いほた(なさけじま)

　　７４２-２６０１・山口県大島郡周防大島町伊保田（両源田）・いほた(りようげんだ)

　　７４２-２８０１・山口県大島郡周防大島町浮島・うかしま

　　７４２-２５１５・山口県大島郡周防大島町内入・うちのにゆう

　　７４２-２９２２・山口県大島郡周防大島町沖家室島・おきかむろじま

　　７４２-２１０８・山口県大島郡周防大島町笠佐島・かささじま

　　７４２-２５１１・山口県大島郡周防大島町片添・かたぞえ

　　７４２-２７１１・山口県大島郡周防大島町家房・かほﾞう

　　７４２-２３０１・山口県大島郡周防大島町久賀・くか

　　７４２-２５１４・山口県大島郡周防大島町神浦・こうのうら

　　７４２-２５１７・山口県大島郡周防大島町小泊・こどまり

　　７４２-２１０６・山口県大島郡周防大島町小松・こまつ

　　７４２-２１０５・山口県大島郡周防大島町小松開作・こまつかいさく

　　７４２-２９２３・山口県大島郡周防大島町地家室・じかむろ

　　７４２-２９２３・山口県大島郡周防大島町地家室（佐連）・じかむろ(され)

　　７４２-２１０４・山口県大島郡周防大島町志佐・しさ

　　７４２-２７１３・山口県大島郡周防大島町津海木・つのうぎ

　　７４２-２８０３・山口県大島郡周防大島町土居・どい

　　７４２-２９２４・山口県大島郡周防大島町外入・とのにゆう

　　７４２-２９２４・山口県大島郡周防大島町外入（伊崎）・とのにゆう(いざき)

　　７４２-２８０６・山口県大島郡周防大島町西安下庄・にしあげのしよう

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方・にしがた

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方（大積）・にしがた(おおつみ)

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方（小積）・にしがた(おつみ)

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方（下田）・にしがた(したた)

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方（長崎）・にしがた(ながさき)

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方（船越）・にしがた(ふなこし)

　　７４２-２１０１・山口県大島郡周防大島町西三蒲・にしみがま

　　７４２-２１０３・山口県大島郡周防大島町西屋代・にしやしろ

　　７４２-２８０５・山口県大島郡周防大島町東安下庄・ひがしあげのしよう

　　７４２-２１０２・山口県大島郡周防大島町東三蒲・ひがしみがま

　　７４２-２１０７・山口県大島郡周防大島町東屋代・ひがしやしろ



　　７４２-２８０４・山口県大島郡周防大島町日前・ひくま

　　７４２-２７１６・山口県大島郡周防大島町日見・ひみ

　　７４２-２５１２・山口県大島郡周防大島町平野・ひらの

　　７４２-２７１４・山口県大島郡周防大島町戸田・へた

　　７４２-２３０２・山口県大島郡周防大島町椋野・むくの

　　７４２-２５１３・山口県大島郡周防大島町森・もり

　　７４２-２６０２・山口県大島郡周防大島町油宇・ゆう

　　７４２-２６０２・山口県大島郡周防大島町油宇（馬ケ原）・ゆう(うまがはら)

　　７４２-２６０２・山口県大島郡周防大島町油宇（日向泊）・ゆう(ひゆうがどまり)

　　７４２-２８０２・山口県大島郡周防大島町油良・ゆら

　　７４２-２７１５・山口県大島郡周防大島町横見・よこみ

　　７４２-２５１８・山口県大島郡周防大島町和佐・わさ

　　７４２-２５１６・山口県大島郡周防大島町和田・わだ

　　７４０-００００・山口県玖珂郡和木町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４０-００６３・山口県玖珂郡和木町関ケ浜・せきがはま

　　７４０-００６２・山口県玖珂郡和木町瀬田・せた

　　７４０-００６１・山口県玖珂郡和木町和木・わき

　　７４２-１４００・山口県熊毛郡上関町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４２-１４０１・山口県熊毛郡上関町祝島・いわいしま

　　７４２-１４０２・山口県熊毛郡上関町長島・ながしま

　　７４２-１４０３・山口県熊毛郡上関町室津・むろつ

　　７４２-１４０４・山口県熊毛郡上関町八島・やしま

　　７４２-１５００・山口県熊毛郡田布施町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４２-１５１６・山口県熊毛郡田布施町馬島・うましま

　　７４２-１５０１・山口県熊毛郡田布施町大波野・おおはの

　　７４２-１５１３・山口県熊毛郡田布施町麻郷・おごう

　　７４２-１５１２・山口県熊毛郡田布施町麻郷奥・おごうおく

　　７４２-１５１３・山口県熊毛郡田布施町麻郷団地・おごうだんち

　　７４２-１５１５・山口県熊毛郡田布施町上田布施・かみたぶせ

　　７４２-１５０４・山口県熊毛郡田布施町川西・ かわにじ

　　７４２-１５１１・山口県熊毛郡田布施町下田布施・しもたぶせ

　　７４２-１５０３・山口県熊毛郡田布施町宿井・しゆくい

　　７４２-１５１７・山口県熊毛郡田布施町中央南・ちゆうおうみなみ

　　７４２-１５０２・山口県熊毛郡田布施町波野・はの

　　７４２-１５１４・山口県熊毛郡田布施町別府・べふ

　　７４２-１１００・山口県熊毛郡平生町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４２-１１０４・山口県熊毛郡平生町宇佐木・うさなぎ

　　７４２-１１０６・山口県熊毛郡平生町大野南・おおのみなみ

　　７４２-１１０５・山口県熊毛郡平生町大野北・おおのきた

　　７４２-１１１３・山口県熊毛郡平生町尾国・おくに

　　７４２-１１１２・山口県熊毛郡平生町小郡・おぐに

　　７４２-１１１１・山口県熊毛郡平生町佐賀・さが

　　７４２-１１１４・山口県熊毛郡平生町佐合島・さごうじま

　　７４２-１１０７・山口県熊毛郡平生町曽根・そね

　　７４２-１１０３・山口県熊毛郡平生町竪ケ浜・たてがはま

　　７４２-１１０１・山口県熊毛郡平生町平生町・ひらおまち

　　７４２-１１０２・山口県熊毛郡平生町平生村・ひらおむら

　　７５９-３６００・山口県阿武郡阿武町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５９-３５０１・山口県阿武郡阿武町宇田・うた

　　７５８-０６１３・山口県阿武郡阿武町宇生賀・うぶか

　　７５９-３６２１・山口県阿武郡阿武町木与・きよ

　　７５９-３５０２・山口県阿武郡阿武町惣郷・そうごう

　　７５９-３６２２・山口県阿武郡阿武町奈古・なご

　　７５８-０６１２・山口県阿武郡阿武町福田上・ふくだかみ

　　７５８-０６１１・山口県阿武郡阿武町福田下・ふくだしも

　　４００-００００・山梨県甲府市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４００-０８５８・山梨県甲府市相生・あいおい

　　４００-０８６７・山梨県甲府市青沼・あおぬま

　　４００-０８２８・山梨県甲府市青葉町・あおはﾞちよう

　　４００-０８６２・山梨県甲府市朝気・あさけ

　　４００-００２５・山梨県甲府市朝日・あさひ

　　４００-００２３・山梨県甲府市愛宕町・あたごまち

　　４００-００６１・山梨県甲府市荒川・あらかわ

　　４００-００３５・山梨県甲府市飯田・いいだ

　　４００-１２１７・山梨県甲府市猪狩町・いかりちよう

　　４００-００６２・山梨県甲府市池田・いけだ

　　４００-０８５６・山梨県甲府市伊勢・いせ

　　４００-００１３・山梨県甲府市岩窪町・いわくほﾞちよう

　　４００-００４５・山梨県甲府市後屋町・うしろやちよう

　　４００-１５０４・山梨県甲府市右左口町・うはﾞぐちちよう



　　４００-００５３・山梨県甲府市大里町・おおさとちよう

　　４００-０８６５・山梨県甲府市太田町・おおたまち

　　４００-００５５・山梨県甲府市大津町・おおつまち

　　４００-００１５・山梨県甲府市大手・おおて

　　４００-０８３４・山梨県甲府市落合町・おちあいちよう

　　４００-００２８・山梨県甲府市音羽町・おとわちよう

　　４００-０８４１・山梨県甲府市小曲町・おまがりちよう

　　４０９-３７１１・山梨県甲府市梯町・かけはしまち

　　４００-００６３・山梨県甲府市金竹町・かねたけちよう

　　４００-０８１４・山梨県甲府市上阿原町・かみあはらまち

　　４００-００４１・山梨県甲府市上石田・かみいしだ

　　４００-０８４５・山梨県甲府市上今井町・かみいまいちよう

　　４００-００８１・山梨県甲府市上帯那町・かみおびなちよう

　　４００-００４４・山梨県甲府市上小河原町・かみこがわらちよう

　　４００-００５２・山梨県甲府市上条新居町・かみじようあらいまち

　　４００-００１１・山梨県甲府市上積翠寺町・かみせきすいじまち

　　４００-１５０１・山梨県甲府市上曽根町・かみそねちよう

　　４００-０８３１・山梨県甲府市上町・かみちよう

　　４００-１５０６・山梨県甲府市上向山町・かみむこうやまちよう

　　４００-１２１３・山梨県甲府市川窪町・かわくほﾞちよう

　　４００-０８１１・山梨県甲府市川田町・かわだまち

　　４００-００２４・山梨県甲府市北口・きたぐち

　　４００-０００５・山梨県甲府市北新・きたしん

　　４００-００６５・山梨県甲府市貢川・くがわ

　　４００-００４８・山梨県甲府市貢川本町・くがわほんちよう

　　４００-０８１５・山梨県甲府市国玉町・くだまちよう

　　４００-１２１１・山梨県甲府市黒平町・くろべらちよう

　　４００-００４３・山梨県甲府市国母・こくほﾞ

　　４００-０８３６・山梨県甲府市小瀬町・こせまち

　　４００-００３３・山梨県甲府市寿町・ことぶきちよう

　　４００-００１４・山梨県甲府市古府中町・こふちゆうまち

　　４００-０００２・山梨県甲府市小松町・こまつまち

　　４００-０８５７・山梨県甲府市幸町・さいわいちよう

　　４００-０８０５・山梨県甲府市酒折・さかおり

　　４００-０８０４・山梨県甲府市酒折町・さかおりちよう

　　４００-０８０３・山梨県甲府市桜井町・さくらいちよう

　　４００-０８２２・山梨県甲府市里吉・さとよじ

　　４００-０８２３・山梨県甲府市里吉町・さとよしちよう

　　４００-００２６・山梨県甲府市塩部・しおべ

　　４００-００６４・山梨県甲府市下飯田・しもいいだ

　　４００-００４６・山梨県甲府市下石田・しもいしだ

　　４００-０８４２・山梨県甲府市下今井町・しもいまいちよう

　　４００-００８２・山梨県甲府市下帯那町・しもおびなちよう

　　４００-０８３５・山梨県甲府市下鍛冶屋町・しもかじやまち

　　４００-００６８・山梨県甲府市下河原町・しもがわらちよう

　　４００-０８５３・山梨県甲府市下小河原町・しもこがわらちよう

　　４００-００１２・山梨県甲府市下積翠寺町・しもせきすいじまち

　　４００-１５０８・山梨県甲府市下曽根町・しもそねちよう

　　４００-１５０７・山梨県甲府市下向山町・しもむこうやまちよう

　　４００-０８６１・山梨県甲府市城東・じようとう

　　４００-１５０２・山梨県甲府市白井町・しらいちよう

　　４００-１５０３・山梨県甲府市心経寺町・しんぎようじちよう

　　４００-００６６・山梨県甲府市新田町・しんでんちよう

　　４００-０８２１・山梨県甲府市砂田町・すなだちよう

　　４００-０８５１・山梨県甲府市住吉・すみよじ

　　４００-０８５２・山梨県甲府市住吉本町・すみよしほんちよう

　　４００-０８０６・山梨県甲府市善光寺・ぜんこうじ

　　４００-０８０１・山梨県甲府市善光寺町・ぜんこうじまち

　　４００-１２１９・山梨県甲府市草鹿沢町・そうかざわちよう

　　４００-００７２・山梨県甲府市大和町・だいわちよう

　　４００-１２１４・山梨県甲府市高成町・たかなりちよう

　　４００-００４２・山梨県甲府市高畑・たかはﾞたけ

　　４００-１２１２・山梨県甲府市高町・たかまち

　　４００-００５７・山梨県甲府市高室町・たかむろちよう

　　４００-００３４・山梨県甲府市宝・たから

　　４００-００１６・山梨県甲府市武田・たけだ

　　４００-１２１５・山梨県甲府市竹日向町・たけひなたまち

　　４００-００７４・山梨県甲府市千塚・ちつﾞか

　　４００-００３２・山梨県甲府市中央・ちゆうおう

　　４００-００６７・山梨県甲府市長松寺町・ちようしようじちよう



　　４００-０００３・山梨県甲府市塚原町・つかはらちよう

　　４００-０００６・山梨県甲府市天神町・てんじんちよう

　　４００-１２１６・山梨県甲府市塔岩町・とういわちよう

　　４００-０８０７・山梨県甲府市東光寺・とうこうじ

　　４００-０８０８・山梨県甲府市東光寺町・とうこうじまち

　　４００-００４７・山梨県甲府市徳行・とくぎよう

　　４００-００４９・山梨県甲府市富竹・とみたけ

　　４００-０８５５・山梨県甲府市中小河原・なかこがわら

　　４００-０８５４・山梨県甲府市中小河原町・なかこがわらちよう

　　４００-０８４４・山梨県甲府市中町・なかちよう

　　４００-１５０５・山梨県甲府市中畑町・なかはﾞたけちよう

　　４００-００６９・山梨県甲府市中村町・なかむらちよう

　　４００-０８２５・山梨県甲府市七沢町・ななさわちよう

　　４００-０８３３・山梨県甲府市西油川町・にしあぶらかわちよう

　　４００-００５４・山梨県甲府市西下条町・にししもじようまち

　　４００-０８２６・山梨県甲府市西高橋町・にしたかはしちよう

　　４００-０００４・山梨県甲府市西田町・にしだちよう

　　４００-００７１・山梨県甲府市羽黒町・はぐろちよう

　　４００-０８４３・山梨県甲府市東下条町・ひがししもじようまち

　　４００-００８３・山梨県甲府市平瀬町・ひらせまち

　　４００-００２７・山梨県甲府市富士見・ふじみ

　　４００-００５１・山梨県甲府市古上条町・ふるかみじようまち

　　４０９-３７１２・山梨県甲府市古関町・ふるせきまち

　　４００-００５６・山梨県甲府市堀之内町・ほりのうちちよう

　　４００-０８３２・山梨県甲府市増坪町・ますつほﾞちよう

　　４００-００３１・山梨県甲府市丸の内・まるのうち

　　４００-０００７・山梨県甲府市美咲・みさき

　　４００-１２１８・山梨県甲府市御岳町・みたけちよう

　　４００-０００８・山梨県甲府市緑が丘・みどりがおか

　　４００-０８６３・山梨県甲府市南口町・みなみぐちちよう

　　４００-００５８・山梨県甲府市宮原町・みやはﾞらちよう

　　４００-００２１・山梨県甲府市宮前町・みやまえちよう

　　４００-０８１３・山梨県甲府市向町・むこうまち

　　４００-００２２・山梨県甲府市元紺屋町・もとこんやまち

　　４００-００１７・山梨県甲府市屋形・やかた

　　４００-００７５・山梨県甲府市山宮町・やまみやちよう

　　４００-０８６４・山梨県甲府市湯田・ゆだ

　　４００-００７３・山梨県甲府市湯村・ゆむら

　　４００-０８０２・山梨県甲府市横根町・よこねまち

　　４００-０８２７・山梨県甲府市蓬沢・よもぎさわ

　　４００-０８２４・山梨県甲府市蓬沢町・よもぎさわまち

　　４００-０８６６・山梨県甲府市若松町・わかまつちよう

　　４００-０００１・山梨県甲府市和田町・わだまち

　　４００-０８１２・山梨県甲府市和戸町・わどまち

　　４０３-００００・山梨県富士吉田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０３-００１２・山梨県富士吉田市旭・あさひ

　　４０３-００３１・山梨県富士吉田市浅間・あさま

　　４０３-００１１・山梨県富士吉田市新倉・あらくら

　　４０３-０００６・山梨県富士吉田市新屋・あらや

　　４０３-０００３・山梨県富士吉田市大明見・おおあすみ

　　４０３-０００１・山梨県富士吉田市上暮地・かみくれち

　　４０３-０００５・山梨県富士吉田市上吉田・かみよしだ

　　４０３-００３２・山梨県富士吉田市上吉田東・かみよしだひがじ

　　４０３-０００２・山梨県富士吉田市小明見・こあすみ

　　４０３-０００４・山梨県富士吉田市下吉田・しもよしだ

　　４０３-０００８・山梨県富士吉田市下吉田東・しもよしだひがじ

　　４０３-００１７・山梨県富士吉田市新西原・しんにしはら

　　４０３-００１９・山梨県富士吉田市新町・しんまち

　　４０３-００１４・山梨県富士吉田市竜ケ丘・たつがおか

　　４０３-００１５・山梨県富士吉田市ときわ台・ときわだい

　　４０３-０００７・山梨県富士吉田市中曽根・なかぞね

　　４０３-０００９・山梨県富士吉田市富士見・ふじみ

　　４０３-００１６・山梨県富士吉田市松山・まつやま

　　４０３-００１３・山梨県富士吉田市緑ケ丘・みどりがおか

　　４０３-００１８・山梨県富士吉田市向原・むかいはﾞら

　　４０２-００００・山梨県都留市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０２-００１５・山梨県都留市朝日曽雌・あさひそじ

　　４０２-００１４・山梨県都留市朝日馬場・あさひはﾞはﾞ

　　４０２-００４２・山梨県都留市厚原・あつはら

　　４０２-００１１・山梨県都留市井倉・いぐら



　　４０２-００２３・山梨県都留市大野・おおの

　　４０２-００４５・山梨県都留市大幡・おおはた

　　４０２-０００２・山梨県都留市大原・おおはら

　　４０２-０００６・山梨県都留市小形山・おがたやま

　　４０２-００２４・山梨県都留市小野・おの

　　４０２-００３４・山梨県都留市桂町・かつらまち

　　４０２-００４１・山梨県都留市金井・かない

　　４０２-００４４・山梨県都留市加畑・かはた

　　４０２-００５３・山梨県都留市上谷・かみや

　　４０２-００５５・山梨県都留市川棚・かわだな

　　４０２-０００３・山梨県都留市川茂・かわも

　　４０２-００３３・山梨県都留市境・さかい

　　４０２-００３２・山梨県都留市鹿留・ししどめ

　　４０２-００５１・山梨県都留市下谷・しもや

　　４０２-０００１・山梨県都留市田野倉・たのくら

　　４０２-００５４・山梨県都留市田原・たはら

　　４０２-００２１・山梨県都留市玉川・たまがわ

　　４０２-００５２・山梨県都留市中央・ちゆうおう

　　４０２-００５６・山梨県都留市つる・つる

　　４０２-００３１・山梨県都留市十日市場・とおかいちはﾞ

　　４０２-００２２・山梨県都留市戸沢・とざわ

　　４０２-００４６・山梨県都留市中津森・なかつもり

　　４０２-００３５・山梨県都留市夏狩・なつがり

　　４０２-００４３・山梨県都留市平栗・ひらぐり

　　４０２-０００４・山梨県都留市古川渡・ふるかわど

　　４０２-００２５・山梨県都留市法能・ほうのう

　　４０２-００１３・山梨県都留市盛里・もりさと

　　４０２-０００５・山梨県都留市四日市場・よつかいちはﾞ

　　４０２-００１２・山梨県都留市与縄・よなわ

　　４０５-００００・山梨県山梨市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０５-００４４・山梨県山梨市市川・いちがわ

　　４０５-００２５・山梨県山梨市一町田中・いつちようたなか

　　４０５-００２４・山梨県山梨市歌田・うただ

　　４０５-００４３・山梨県山梨市江曽原・えぞはら

　　４０５-００１６・山梨県山梨市大野・おおの

　　４０５-００３３・山梨県山梨市落合・おちあい

　　４０５-００１４・山梨県山梨市上石森・かみいしもり

　　４０５-００３４・山梨県山梨市上岩下・かみいわした

　　４０５-００１８・山梨県山梨市上神内川・かみかのがわ

　　４０５-００２２・山梨県山梨市上栗原・かみくりはﾞら

　　４０５-０００４・山梨県山梨市上之割・かみのわり

　　４０５-００１３・山梨県山梨市鴨居寺・かもいでら

　　４０５-００４１・山梨県山梨市北・きた

　　４０５-００４８・山梨県山梨市切差・きつさつ

　　４０５-０００５・山梨県山梨市小原東・こはﾞらひがじ

　　４０５-０００６・山梨県山梨市小原西・こはﾞらにじ

　　４０５-００１１・山梨県山梨市三ケ所・さんがしよ

　　４０５-００１５・山梨県山梨市下石森・しもいしもり

　　４０５-０００３・山梨県山梨市下井尻・しもいじり

　　４０５-００１７・山梨県山梨市下神内川・しもかのがわ

　　４０５-００２３・山梨県山梨市下栗原・しもくりはﾞら

　　４０５-００３２・山梨県山梨市正徳寺・しようとくじ

　　４０５-００４５・山梨県山梨市大工・だいく

　　４０５-００２１・山梨県山梨市中村・なかむら

　　４０５-０００７・山梨県山梨市七日市場・なのかいちはﾞ

　　４０５-０００１・山梨県山梨市西・にじ

　　４０５-０００２・山梨県山梨市東・ひがじ

　　４０５-００１２・山梨県山梨市東後屋敷・ひがしごやしき

　　４０５-００４６・山梨県山梨市堀内・ほりのうち

　　４０４-０００７・山梨県山梨市牧丘町北原・まきおかちようきたはﾞら

　　４０４-００１３・山梨県山梨市牧丘町窪平・まきおかちようくほﾞだいら

　　４０４-０００３・山梨県山梨市牧丘町倉科・まきおかちようくらしな

　　４０４-００１５・山梨県山梨市牧丘町城古寺・まきおかちようじようこじ

　　４０４-０００２・山梨県山梨市牧丘町杣口・まきおかちようそまぐち

　　４０４-００１６・山梨県山梨市牧丘町千野々宮・まきおかちようちののみや

　　４０４-００１１・山梨県山梨市牧丘町成沢・まきおかちようなるさわ

　　４０４-０００４・山梨県山梨市牧丘町西保下・まきおかちようにしほしも

　　４０４-０００５・山梨県山梨市牧丘町西保中・まきおかちようにしほなか

　　４０４-００１４・山梨県山梨市牧丘町隼・まきおかちようはやぶさ

　　４０４-０００６・山梨県山梨市牧丘町牧平・まきおかちようまきだいら



　　４０４-００１２・山梨県山梨市牧丘町室伏・まきおかちようむろふじ

　　４０４-０００１・山梨県山梨市牧丘町柳平・まきおかちようやなぎだいら

　　４０５-００３１・山梨県山梨市万力・まんりき

　　４０５-００４７・山梨県山梨市水口・みずくち

　　４０４-０２０６・山梨県山梨市三富上釜口・みとみかみかまくち

　　４０４-０２０２・山梨県山梨市三富上柚木・みとみかみゆのき

　　４０４-０２０１・山梨県山梨市三富川浦・みとみかわうら

　　４０４-０２０３・山梨県山梨市三富下荻原・みとみしもおぎはら

　　４０４-０２０４・山梨県山梨市三富下釜口・みとみしもかまくち

　　４０４-０２０５・山梨県山梨市三富徳和・みとみとくわ

　　４０５-００４２・山梨県山梨市南・みなみ

　　４０５-００３６・山梨県山梨市矢坪・やつほﾞ

　　４０５-００３５・山梨県山梨市山根・やまね

　　４０１-００００・山梨県大月市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０１-００１３・山梨県大月市大月（１～３丁目）・おおつき

　　４０１-００１４・山梨県大月市大月町大月・おおつきまちおおつき

　　４０１-００１５・山梨県大月市大月町花咲・おおつきまちはなさき

　　４０１-００１６・山梨県大月市大月町真木・おおつきまちまぎ

　　４０１-００１１・山梨県大月市駒橋・こまはじ

　　４０１-００２５・山梨県大月市笹子町黒野田・ささごまちくろのだ

　　４０１-００２３・山梨県大月市笹子町白野・ささごまちしらの

　　４０１-００２４・山梨県大月市笹子町吉久保・ささごまちよしくほﾞ

　　４０９-０６１５・山梨県大月市猿橋町朝日小沢・さるはしまちあさひおざわ

　　４０９-０６１３・山梨県大月市猿橋町伊良原・さるはしまちいらはﾞら

　　４０９-０６１６・山梨県大月市猿橋町小沢・さるはしまちおざわ

　　４０９-０６１１・山梨県大月市猿橋町小篠・さるはしまちおしの

　　４０９-０６１８・山梨県大月市猿橋町桂台・さるはしまちかつらだい

　　４０９-０６１４・山梨県大月市猿橋町猿橋・さるはしまちさるはし

　　４０９-０６１７・山梨県大月市猿橋町殿上・さるはしまちとのうえ

　　４０９-０６１２・山梨県大月市猿橋町藤崎・さるはしまちふじさき

　　４０９-０５０２・山梨県大月市富浜町鳥沢・とみはままちとりさわ

　　４０９-０５０１・山梨県大月市富浜町宮谷・とみはままちみやたに

　　４０９-０６２１・山梨県大月市七保町浅川・ななほまちあさかわ

　　４０９-０６２３・山梨県大月市七保町葛野・ななほまちかずの

　　４０９-０６２７・山梨県大月市七保町駒宮・ななほまちこまみや

　　４０９-０６２２・山梨県大月市七保町下和田・ななほまちしもわだ

　　４０９-０６２６・山梨県大月市七保町瀬戸・ななほまちせと

　　４０９-０６２５・山梨県大月市七保町奈良子・ななほまちならご

　　４０９-０６２４・山梨県大月市七保町林・ななほまちはやじ

　　４０１-０００５・山梨県大月市賑岡町浅利・にぎおかまちあさり

　　４０１-０００２・山梨県大月市賑岡町岩殿・にぎおかまちいわどの

　　４０１-０００６・山梨県大月市賑岡町奥山・にぎおかまちおくやま

　　４０１-０００４・山梨県大月市賑岡町強瀬・にぎおかまちこわぜ

　　４０１-０００１・山梨県大月市賑岡町畑倉・にぎおかまちはたぐら

　　４０１-０００３・山梨県大月市賑岡町ゆりケ丘・にぎおかまちゆりがおか

　　４０１-００２１・山梨県大月市初狩町下初狩・はつかりまちしもはつかり

　　４０１-００２２・山梨県大月市初狩町中初狩・はつかりまちなかはつかり

　　４０１-００１２・山梨県大月市御太刀・みたち

　　４０９-０５０４・山梨県大月市梁川町新倉・やながわまちあらくら

　　４０９-０５０５・山梨県大月市梁川町塩瀬・やながわまちしおぜ

　　４０９-０５０６・山梨県大月市梁川町立野・やながわまちたちの

　　４０９-０５０３・山梨県大月市梁川町綱の上・やながわまちつなのうえ

　　４０７-００００・山梨県韮崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０７-００４５・山梨県韮崎市旭町上條中割・あさひまちかみじようなかわり

　　４０７-００４６・山梨県韮崎市旭町上條南割・あさひまちかみじようみなみわり

　　４０７-００４４・山梨県韮崎市旭町上條北割・あさひまちかみじようきたわり

　　４０７-０２６３・山梨県韮崎市穴山町・あなやままち

　　４０７-００１２・山梨県韮崎市岩下・いわした

　　４０７-００１１・山梨県韮崎市上ノ山・うえのやま

　　４０７-００３６・山梨県韮崎市大草町上條東割・おおくさまちかみじようひがしわり

　　４０７-００３５・山梨県韮崎市大草町下條西割・おおくさまちしもじようにしわり

　　４０７-００３４・山梨県韮崎市大草町下條中割・おおくさまちしもじようなかわり

　　４０７-００３７・山梨県韮崎市大草町若尾・おおくさまちわかお

　　４０７-０００７・山梨県韮崎市上祖母石・かみうはﾞいじ

　　４０７-００４２・山梨県韮崎市神山町北宮地・かみやままちきたみやじ

　　４０７-００４１・山梨県韮崎市神山町武田・かみやままちたけた

　　４０７-００４３・山梨県韮崎市神山町鍋山・かみやままちなべやま

　　４０７-００２５・山梨県韮崎市栄・さかえ

　　４０７-０００６・山梨県韮崎市下祖母石・しもうはﾞいじ

　　４０７-００２２・山梨県韮崎市水神・すいじん



　　４０７-００５５・山梨県韮崎市清哲町青木・せいてつまちあおき

　　４０７-００５４・山梨県韮崎市清哲町折居・せいてつまちおりい

　　４０７-００５７・山梨県韮崎市清哲町樋口・せいてつまちひのぐち

　　４０７-００５８・山梨県韮崎市清哲町水上・せいてつまちみずかみ

　　４０７-００３２・山梨県韮崎市龍岡町下條東割・たつおかまちしもじようひがしわり

　　４０７-００３３・山梨県韮崎市龍岡町下條南割・たつおかまちしもじようみなみわり

　　４０７-００３１・山梨県韮崎市龍岡町若尾新田・たつおかまちわかおしんでん

　　４０７-００２３・山梨県韮崎市中央町・ちゆうおうちよう

　　４０７-００１３・山梨県韮崎市中島・なかじま

　　４０７-０２６１・山梨県韮崎市中田町小田川・なかだまちこたがわ

　　４０７-０２６２・山梨県韮崎市中田町中條・なかだまちなかじよう

　　４０７-０００５・山梨県韮崎市一ツ谷・ひとつや

　　４０７-０００１・山梨県韮崎市藤井町駒井・ふじいまちこまい

　　４０７-０００２・山梨県韮崎市藤井町坂井・ふじいまちさかい

　　４０７-０００４・山梨県韮崎市藤井町南下條・ふじいまちみなみげじよう

　　４０７-０００３・山梨県韮崎市藤井町北下條・ふじいまちきたげじよう

　　４０７-００１４・山梨県韮崎市富士見・ふじみ

　　４０７-００２１・山梨県韮崎市富士見ケ丘・ふじみがおか

　　４０７-０１７２・山梨県韮崎市穂坂町上今井・ほさかまちかみいまい

　　４０７-０１７６・山梨県韮崎市穂坂町三之蔵・ほさかまちさんのくら

　　４０７-０１７３・山梨県韮崎市穂坂町長久保・ほさかまちながくほﾞ

　　４０７-０１７４・山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢・ほさかまちみつさわ

　　４０７-０１７５・山梨県韮崎市穂坂町宮久保・ほさかまちみやくほﾞ

　　４０７-０１７１・山梨県韮崎市穂坂町柳平・ほさかまちやなぎだいら

　　４０７-００２４・山梨県韮崎市本町・ほんちよう

　　４０７-００５１・山梨県韮崎市円野町上円井・まるのまちかみつぶらい

　　４０７-００５２・山梨県韮崎市円野町下円井・まるのまちしもつぶらい

　　４０７-００５３・山梨県韮崎市円野町入戸野・まるのまちにつとの

　　４０７-００１５・山梨県韮崎市若宮・わかみや

　　４００-０４００・山梨県南アルプス市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４００-０４２４・山梨県南アルプス市秋山・あきやま

　　４００-０３３３・山梨県南アルプス市浅原・あさはﾞら

　　４００-０２４１・山梨県南アルプス市芦安芦倉・あしやすあしくら

　　４００-０２４２・山梨県南アルプス市芦安安通・あしやすあんつう

　　４００-０３１９・山梨県南アルプス市あやめが丘・あやめがおか

　　４００-０４０３・山梨県南アルプス市鮎沢・あゆざわ

　　４００-０２２６・山梨県南アルプス市有野・ありの

　　４００-０２２２・山梨県南アルプス市飯野・いいの

　　４００-０２２４・山梨県南アルプス市飯野新田・いいのしんでん

　　４００-０４１３・山梨県南アルプス市和泉・いずみ

　　４００-０３１５・山梨県南アルプス市上野・うえの

　　４００-０２１５・山梨県南アルプス市上八田・うえはつた

　　４００-０２０４・山梨県南アルプス市榎原・えのきはら

　　４００-０４０１・山梨県南アルプス市江原・えはﾞら

　　４００-０２３４・山梨県南アルプス市大嵐・おおあらじ

　　４００-０３０６・山梨県南アルプス市小笠原・おがさはら

　　４００-０４２３・山梨県南アルプス市落合・おちあい

　　４００-０３３５・山梨県南アルプス市加賀美・かがみ

　　４００-０３３２・山梨県南アルプス市鏡中條・かがみなかじよう

　　４００-０３１７・山梨県南アルプス市上市之瀬・かみいちのせ

　　４００-０３０３・山梨県南アルプス市上今井・かみいまい

　　４００-０２１１・山梨県南アルプス市上今諏訪・かみいますわ

　　４００-０２０１・山梨県南アルプス市上高砂・かみたかすな

　　４００-０３１２・山梨県南アルプス市上宮地・かみみやじ

　　４００-０４２１・山梨県南アルプス市川上・かわかみ

　　４００-０３１１・山梨県南アルプス市曲輪田・くるわだ

　　４００-０２２３・山梨県南アルプス市曲輪田新田・くるわだしんでん

　　４００-０２３２・山梨県南アルプス市駒場・こまはﾞ

　　４００-０２２１・山梨県南アルプス市在家塚・ざいけつか

　　４００-０３０２・山梨県南アルプス市沢登・さわのほﾞり

　　４００-０２３１・山梨県南アルプス市塩前・しおのまえ

　　４００-０４１７・山梨県南アルプス市清水・しみず

　　４００-０３１４・山梨県南アルプス市下市之瀬・しもいちのせ

　　４００-０３３１・山梨県南アルプス市下今井・しもいまい

　　４００-０２１２・山梨県南アルプス市下今諏訪・しもいますわ

　　４００-０２０２・山梨県南アルプス市下高砂・しもたかすな

　　４００-０４０５・山梨県南アルプス市下宮地・しもみやじ

　　４００-０３０５・山梨県南アルプス市十五所・じゆうごしよ

　　４００-０２３３・山梨県南アルプス市須沢・すさわ

　　４００-０４１６・山梨県南アルプス市大師・だいじ



　　４００-０３１８・山梨県南アルプス市高尾・たかお

　　４００-０４０２・山梨県南アルプス市田島・たじま

　　４００-０４２６・山梨県南アルプス市塚原・つかはら

　　４００-０２２５・山梨県南アルプス市築山・つくやま

　　４００-０３３７・山梨県南アルプス市寺部・てらべ

　　４００-０３３４・山梨県南アルプス市藤田・とうだ

　　４００-０２１４・山梨県南アルプス市百々・どうどう

　　４００-０３３６・山梨県南アルプス市十日市場・とうかいちはﾞ

　　４００-０２０３・山梨県南アルプス市徳永・とくなが

　　４００-０４１４・山梨県南アルプス市戸田・とだ

　　４００-０３１６・山梨県南アルプス市中野・なかの

　　４００-０４１１・山梨県南アルプス市西南湖・にしなんご

　　４００-０２１３・山梨県南アルプス市西野・にしの

　　４００-０４２２・山梨県南アルプス市荊沢・はﾞらざわ

　　４００-０４１２・山梨県南アルプス市東南湖・ひがしなんご

　　４００-０３１３・山梨県南アルプス市平岡・ひらおか

　　４００-０４０４・山梨県南アルプス市古市場・ふるいちはﾞ

　　４００-０４１５・山梨県南アルプス市宮沢・みやざわ

　　４００-０２０６・山梨県南アルプス市六科・むじな

　　４００-０３０１・山梨県南アルプス市桃園・ももその

　　４００-０２０５・山梨県南アルプス市野牛島・やごしま

　　４００-０３０８・山梨県南アルプス市山寺・やまでら

　　４００-０４２５・山梨県南アルプス市湯沢・ゆざわ

　　４００-０３０４・山梨県南アルプス市吉田・よしだ

　　４０８-００００・山梨県北杜市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０８-０２０１・山梨県北杜市明野町浅尾・あけのちようあさお

　　４０８-０２０５・山梨県北杜市明野町浅尾新田・あけのちようあさおしんでん

　　４０８-０２０４・山梨県北杜市明野町上手・あけのちよううえで

　　４０８-０２０２・山梨県北杜市明野町小笠原・あけのちようおがさはら

　　４０８-０２０７・山梨県北杜市明野町上神取・あけのちようかみかんどり

　　４０８-０２０３・山梨県北杜市明野町三之蔵・あけのちようさんのくら

　　４０８-０２０６・山梨県北杜市明野町下神取・あけのちようしもかんどり

　　４０７-０３１１・山梨県北杜市大泉町西井出８２４０－１（美森）・８２４０-１(うつくしもり)

　　４０７-０３１１・山梨県北杜市大泉町西井出８２４０－１（たかね荘）・８２４０-１(たかねそう)

　　４０７-０３１１・山梨県北杜市大泉町西井出８２４０－１（清泉寮）・８２４０-１(せいせんりよ

う)

　　４０７-０３１１・山梨県北杜市大泉町西井出８２４０－１（サンメドウズスキー場）・おおいずみち

よう

　　４０９-１５０１・山梨県北杜市大泉町西井出（その他）・おおいずみちようにしいで(そのた)

　　４０９-１５０２・山梨県北杜市大泉町谷戸・おおいずみちようやと

　　４０８-００４４・山梨県北杜市小淵沢町・こぶちさわちよう

　　４０８-００４１・山梨県北杜市小淵沢町上笹尾・こぶちさわちようかみささお

　　４０８-００４３・山梨県北杜市小淵沢町下笹尾・こぶちさわちようしもささお

　　４０８-００４２・山梨県北杜市小淵沢町松向・こぶちさわちようしようこう

　　４０８-０１１１・山梨県北杜市須玉町穴平・すたまちようあなだいら

　　４０８-０１０３・山梨県北杜市須玉町江草・すたまちようえぐさ

　　４０８-０１１３・山梨県北杜市須玉町大蔵・すたまちようおおくら

　　４０８-０１０１・山梨県北杜市須玉町小尾・すたまちようおび

　　４０７-０３２１・山梨県北杜市須玉町上津金・すたまちようかみつがね

　　４０８-０１０４・山梨県北杜市須玉町小倉・すたまちようこごえ

　　４０８-０１１６・山梨県北杜市須玉町境之澤・すたまちようさかいのさわ

　　４０７-０３２２・山梨県北杜市須玉町下津金・すたまちようしもつがね

　　４０８-０１１４・山梨県北杜市須玉町藤田・すたまちようとうだ

　　４０８-０１０５・山梨県北杜市須玉町東向・すたまちようひがしむき

　　４０８-０１０２・山梨県北杜市須玉町比志・すたまちようひじ

　　４０８-０１１５・山梨県北杜市須玉町大豆生田・すたまちようまみようだ

　　４０８-０１１２・山梨県北杜市須玉町若神子・すたまちようわかみこ

　　４０８-０１１７・山梨県北杜市須玉町若神子新町・すたまちようわかみこしんまち

　　４０７-０３０２・山梨県北杜市高根町浅川・たかねちようあさかわ

　　４０８-００１６・山梨県北杜市高根町上黒澤・たかねちようかみくろざわ

　　４０７-０３０１・山梨県北杜市高根町清里・たかねちようきよさと

　　４０８-００１３・山梨県北杜市高根町蔵原・たかねちようくらはﾞら

　　４０８-００１４・山梨県北杜市高根町小池・たかねちようこいけ

　　４０８-００１７・山梨県北杜市高根町五町田・たかねちようごちようだ

　　４０８-００１５・山梨県北杜市高根町下黒澤・たかねちようしもくろざわ

　　４０８-０００４・山梨県北杜市高根町堤・たかねちようつつみ

　　４０８-０００１・山梨県北杜市高根町長沢・たかねちようながさわ

　　４０８-０００３・山梨県北杜市高根町東井出・たかねちようひがしいで

　　４０８-００１２・山梨県北杜市高根町箕輪・たかねちようみのわ

　　４０８-００１１・山梨県北杜市高根町箕輪新町・たかねちようみのわしんまち



　　４０８-０００２・山梨県北杜市高根町村山北割・たかねちようむらやまきたわり

　　４０８-００１８・山梨県北杜市高根町村山西割・たかねちようむらやまにしわり

　　４０８-００１９・山梨県北杜市高根町村山東割・たかねちようむらやまひがしわり

　　４０８-００３２・山梨県北杜市長坂町大井ケ森・ながさかちようおいがもり

　　４０８-００３４・山梨県北杜市長坂町大八田・ながさかちようおおはﾞつた

　　４０８-００３１・山梨県北杜市長坂町小荒間・ながさかちようこあらま

　　４０８-００２３・山梨県北杜市長坂町渋沢・ながさかちようしぶさわ

　　４０８-００３３・山梨県北杜市長坂町白井沢・ながさかちようしろいざわ

　　４０８-００２２・山梨県北杜市長坂町塚川・ながさかちようつかかわ

　　４０８-００２４・山梨県北杜市長坂町富岡・ながさかちようとみおか

　　４０８-００２１・山梨県北杜市長坂町長坂上条・ながさかちようながさかかみじよう

　　４０８-００２５・山梨県北杜市長坂町長坂下条・ながさかちようながさかしもじよう

　　４０８-００３７・山梨県北杜市長坂町中島・ながさかちようなかじま

　　４０８-００３６・山梨県北杜市長坂町中丸・ながさかちようなかまる

　　４０８-００３５・山梨県北杜市長坂町夏秋・ながさかちようなつあき

　　４０８-００２６・山梨県北杜市長坂町日野・ながさかちようひの

　　４０８-０３１９・山梨県北杜市白州町大武川・はくしゆうちようおおむかわ

　　４０８-０３１８・山梨県北杜市白州町上教来石・はくしゆうちようかみきようらいじ

　　４０８-０３１７・山梨県北杜市白州町下教来石・はくしゆうちようしもきようらいじ

　　４０８-０３１５・山梨県北杜市白州町白須・はくしゆうちようしらす

　　４０８-０３１２・山梨県北杜市白州町台ケ原・はくしゆうちようだいがはら

　　４０８-０３１４・山梨県北杜市白州町大坊・はくしゆうちようだいほﾞう

　　４０８-０３１６・山梨県北杜市白州町鳥原・はくしゆうちようとりはら

　　４０８-０３１１・山梨県北杜市白州町花水・はくしゆうちようはなみず

　　４０８-０３１３・山梨県北杜市白州町横手・はくしゆうちようよこて

　　４０８-０３０５・山梨県北杜市武川町黒澤・むかわちようくろさわ

　　４０８-０３０４・山梨県北杜市武川町新奥・むかわちようしんおく

　　４０８-０３０２・山梨県北杜市武川町牧原・むかわちようまぎのはら

　　４０８-０３０１・山梨県北杜市武川町三吹・むかわちようみふき

　　４０８-０３０３・山梨県北杜市武川町宮脇・むかわちようみやのわき

　　４０８-０３０７・山梨県北杜市武川町柳澤・むかわちようやなぎさわ

　　４０８-０３０６・山梨県北杜市武川町山高・むかわちようやまたか

　　４００-０１００・山梨県甲斐市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４００-１１２６・山梨県甲斐市安寺・あてら

　　４００-０１０６・山梨県甲斐市岩森・いわもり

　　４００-０１２１・山梨県甲斐市牛句・うしく

　　４００-１１１４・山梨県甲斐市打返・うちがえじ

　　４００-０１０８・山梨県甲斐市宇津谷・うつや

　　４００-１１１５・山梨県甲斐市漆戸・うるしど

　　４００-０１２８・山梨県甲斐市大久保・おおくほﾞ

　　４００-０１２６・山梨県甲斐市大下条・おおしもじよう

　　４００-０１０３・山梨県甲斐市大垈・おおぬた

　　４００-１１２１・山梨県甲斐市上芦沢・かみあしざわ

　　４００-１１１７・山梨県甲斐市上菅口・かみすげくち

　　４００-１１２３・山梨県甲斐市上福沢・かみふくざわ

　　４００-１１１３・山梨県甲斐市亀沢（その他）・かめざわ(そのた)

　　４００-１１３１・山梨県甲斐市亀沢（大明神、６９４９)・かめざわ(だいみようじん､６９４９)

　　４００-１１１２・山梨県甲斐市吉沢・きつさわ

　　４００-１１２７・山梨県甲斐市神戸・ごうど

　　４００-０１２２・山梨県甲斐市境・さかい

　　４００-１１１６・山梨県甲斐市獅子平・ししだいら

　　４００-０１０７・山梨県甲斐市志田・しだ

　　４００-０１１５・山梨県甲斐市篠原・しのはら

　　４００-０１２３・山梨県甲斐市島上条・しまかみじよう

　　４００-１１２２・山梨県甲斐市下芦沢・しもあしざわ

　　４００-０１０５・山梨県甲斐市下今井・しもいまい

　　４００-１１２５・山梨県甲斐市下菅口・しもすげぐち

　　４００-１１２４・山梨県甲斐市下福沢・しもふくざわ

　　４００-０１０１・山梨県甲斐市菖蒲沢・しようぶざわ

　　４００-１１１１・山梨県甲斐市千田・せんだ

　　４００-０１１６・山梨県甲斐市玉川・たまがわ

　　４００-０１０２・山梨県甲斐市団子新居・だんごあらい

　　４００-０１２７・山梨県甲斐市天狗沢・てんぐさわ

　　４００-０１１３・山梨県甲斐市富竹新田・とみたけしんでん

　　４００-０１２４・山梨県甲斐市中下条・なかしもじよう

　　４００-０１２５・山梨県甲斐市長塚・ながつﾞか

　　４００-０１１２・山梨県甲斐市名取・なとり

　　４００-０１１７・山梨県甲斐市西八幡・にしやはた

　　４００-０１１４・山梨県甲斐市万才・まんざい

　　４００-０１１８・山梨県甲斐市竜王・りゆうおう



　　４００-０１１１・山梨県甲斐市竜王新町・りゆうおうしんまち

　　４００-０１０４・山梨県甲斐市龍地・りゆうじ

　　４０６-００００・山梨県笛吹市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-３７０２・山梨県笛吹市芦川町新井原・あしがわちようあらいはﾞら

　　４０９-３７０４・山梨県笛吹市芦川町鶯宿・あしがわちようおうしゆく

　　４０９-３７０１・山梨県笛吹市芦川町上芦川・あしがわちようかみあしがわ

　　４０９-３７０３・山梨県笛吹市芦川町中芦川・あしがわちようなかあしがわ

　　４０６-００３１・山梨県笛吹市石和町市部・いさわちよういちべ

　　４０６-００４５・山梨県笛吹市石和町井戸・いさわちよういど

　　４０６-００４２・山梨県笛吹市石和町今井・いさわちよういまい

　　４０６-００２８・山梨県笛吹市石和町駅前・いさわちようえきまえ

　　４０６-００２５・山梨県笛吹市石和町上平井・いさわちようかみひらい

　　４０６-００３４・山梨県笛吹市石和町唐柏・いさわちようからかしわ

　　４０６-００２４・山梨県笛吹市石和町川中島・いさわちようかわなかじま

　　４０６-００３６・山梨県笛吹市石和町窪中島・いさわちようくほﾞなかじま

　　４０６-００３３・山梨県笛吹市石和町小石和・いさわちようこいさわ

　　４０６-００４３・山梨県笛吹市石和町河内・いさわちようこうち

　　４０６-００２７・山梨県笛吹市石和町下平井・いさわちようしもひらい

　　４０６-００４４・山梨県笛吹市石和町砂原・いさわちようすなはら

　　４０６-００２６・山梨県笛吹市石和町中川・いさわちようなかがわ

　　４０６-００２３・山梨県笛吹市石和町八田・いさわちようはつた

　　４０６-００４６・山梨県笛吹市石和町東油川・いさわちようひがしあぶらかわ

　　４０６-００４１・山梨県笛吹市石和町東高橋・いさわちようひがしたかはじ

　　４０６-００３５・山梨県笛吹市石和町広瀬・いさわちようひろせ

　　４０６-００２１・山梨県笛吹市石和町松本・いさわちようまつもと

　　４０６-００２２・山梨県笛吹市石和町山崎・いさわちようやまさき

　　４０６-００３２・山梨県笛吹市石和町四日市場・いさわちようよつかいちはﾞ

　　４０５-００６５・山梨県笛吹市一宮町新巻・いちのみやちようあらまき

　　４０５-００６１・山梨県笛吹市一宮町石・いちのみやちよういじ

　　４０５-００６３・山梨県笛吹市一宮町市之蔵・いちのみやちよういちのくら

　　４０５-００５６・山梨県笛吹市一宮町一ノ宮・いちのみやちよういちのみや

　　４０５-００６２・山梨県笛吹市一宮町金沢・いちのみやちようかなざわ

　　４０５-００７９・山梨県笛吹市一宮町金田・いちのみやちようかねた

　　４０５-００５９・山梨県笛吹市一宮町上矢作・いちのみやちようかみやはぎ

　　４０５-００６６・山梨県笛吹市一宮町神沢・いちのみやちようかんざわ

　　４０５-００５１・山梨県笛吹市一宮町北野呂・いちのみやちようきたのろ

　　４０５-００７１・山梨県笛吹市一宮町北都塚・いちのみやちようきたみやこつﾞか

　　４０５-００６８・山梨県笛吹市一宮町狐新居・いちのみやちようきつねあらい

　　４０５-００７４・山梨県笛吹市一宮町国分・いちのみやちようこくぶ

　　４０５-００５８・山梨県笛吹市一宮町小城・いちのみやちようこじよう

　　４０５-００６４・山梨県笛吹市一宮町塩田・いちのみやちようしおだ

　　４０５-００５５・山梨県笛吹市一宮町地蔵堂・いちのみやちようじぞうどう

　　４０５-００５７・山梨県笛吹市一宮町下矢作・いちのみやちようしもやはぎ

　　４０５-００７３・山梨県笛吹市一宮町末木・いちのみやちようすえき

　　４０５-００５４・山梨県笛吹市一宮町千米寺・いちのみやちようせんべいじ

　　４０５-００７６・山梨県笛吹市一宮町竹原田・いちのみやちようたけはらだ

　　４０５-００７８・山梨県笛吹市一宮町田中・いちのみやちようたなか

　　４０５-００６７・山梨県笛吹市一宮町土塚・いちのみやちようつちつﾞか

　　４０５-００７７・山梨県笛吹市一宮町坪井・いちのみやちようつほﾞい

　　４０５-００５３・山梨県笛吹市一宮町中尾・いちのみやちようなかお

　　４０５-００７５・山梨県笛吹市一宮町橋立・いちのみやちようはしたて

　　４０５-００６９・山梨県笛吹市一宮町東新居・いちのみやちようひがしあらい

　　４０５-００７５・山梨県笛吹市一宮町東原・いちのみやちようひがしはﾞら

　　４０５-００５２・山梨県笛吹市一宮町南野呂・いちのみやちようみなみのろ

　　４０５-００７２・山梨県笛吹市一宮町本都塚・いちのみやちようもとみやこつﾞか

　　４０６-０００５・山梨県笛吹市春日居町加茂・かすがいちようかも

　　４０６-００１２・山梨県笛吹市春日居町熊野堂・かすがいちようくまのどう

　　４０６-０００３・山梨県笛吹市春日居町桑戸・かすがいちようくわど

　　４０６-００１４・山梨県笛吹市春日居町国府・かすがいちようこくふ

　　４０６-０００４・山梨県笛吹市春日居町小松・かすがいちようこまつ

　　４０６-００１５・山梨県笛吹市春日居町鎮目・かすがいちようしずめ

　　４０６-０００１・山梨県笛吹市春日居町下岩下・かすがいちようしもいわした

　　４０６-００１３・山梨県笛吹市春日居町寺本・かすがいちようてらもと

　　４０６-００１１・山梨県笛吹市春日居町徳条・かすがいちようとくじよう

　　４０６-０００２・山梨県笛吹市春日居町別田・かすがいちようべつでん

　　４０６-０８４２・山梨県笛吹市境川町石橋・さかいがわちよういしはﾞじ

　　４０６-０８５５・山梨県笛吹市境川町大窪・さかいがわちようおおくほﾞ

　　４０６-０８５２・山梨県笛吹市境川町大黒坂・さかいがわちようおおぐろさか

　　４０６-０８４１・山梨県笛吹市境川町大坪・さかいがわちようおおつほﾞ

　　４０６-０８５１・山梨県笛吹市境川町小黒坂・さかいがわちようこぐろさか



　　４０６-０８４４・山梨県笛吹市境川町小山・さかいがわちようこやま

　　４０６-０８５４・山梨県笛吹市境川町寺尾・さかいがわちようてらお

　　４０６-０８５３・山梨県笛吹市境川町藤垈・さかいがわちようふじぬた

　　４０６-０８４５・山梨県笛吹市境川町坊ケ峰・さかいがわちようほﾞうがみね

　　４０６-０８４３・山梨県笛吹市境川町前間田・さかいがわちようまえまだ

　　４０６-０８４６・山梨県笛吹市境川町三椚・さかいがわちようみつくぬぎ

　　４０６-０８０３・山梨県笛吹市御坂町井之上・みさかちよういのうえ

　　４０６-０８１７・山梨県笛吹市御坂町大野寺・みさかちようおおのじ

　　４０６-０８１５・山梨県笛吹市御坂町尾山・みさかちようおやま

　　４０６-０８０２・山梨県笛吹市御坂町金川原・みさかちようかねがわはﾞら

　　４０６-０８１３・山梨県笛吹市御坂町上黒駒・みさかちようかみくろこま

　　４０６-０８０５・山梨県笛吹市御坂町栗合・みさかちようくりあい

　　４０６-０８０８・山梨県笛吹市御坂町国衙・みさかちようこくが

　　４０６-０８１２・山梨県笛吹市御坂町下黒駒・みさかちようしもくろこま

　　４０６-０８１１・山梨県笛吹市御坂町下野原・みさかちようしものはら

　　４０６-０８１８・山梨県笛吹市御坂町蕎麦塚・みさかちようそはﾞつか

　　４０６-０８１６・山梨県笛吹市御坂町竹居・みさかちようたけい

　　４０６-０８１４・山梨県笛吹市御坂町藤野木・みさかちようとうのき

　　４０６-０８０４・山梨県笛吹市御坂町夏目原・みさかちようなつめはら

　　４０６-０８０１・山梨県笛吹市御坂町成田・みさかちようなりた

　　４０６-０８０７・山梨県笛吹市御坂町二之宮・みさかちようにのみや

　　４０６-０８０６・山梨県笛吹市御坂町八千蔵・みさかちようやちくら

　　４０６-０８２５・山梨県笛吹市八代町大間田・やつしろちようおおまだ

　　４０６-０８３４・山梨県笛吹市八代町岡・やつしろちようおか

　　４０６-０８２１・山梨県笛吹市八代町北・やつしろちようきた

　　４０６-０８３１・山梨県笛吹市八代町高家・やつしろちようこうか

　　４０６-０８３２・山梨県笛吹市八代町竹居・やつしろちようたけい

　　４０６-０８２３・山梨県笛吹市八代町永井・やつしろちようながい

　　４０６-０８３３・山梨県笛吹市八代町奈良原・やつしろちようならはﾞら

　　４０６-０８２４・山梨県笛吹市八代町増利・やつしろちようまさり

　　４０６-０８２２・山梨県笛吹市八代町南・やつしろちようみなみ

　　４０６-０８３５・山梨県笛吹市八代町米倉・やつしろちようよねくら

　　４０９-０１００・山梨県上野原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０１-０２０１・山梨県上野原市秋山・あきやま

　　４０９-０１３５・山梨県上野原市芦垣・あしがき

　　４０９-０１１３・山梨県上野原市新田・あらた

　　４０９-０１２４・山梨県上野原市犬目・いぬめ

　　４０９-０１１２・山梨県上野原市上野原・うえのはら

　　４０９-０１３４・山梨県上野原市大椚・おおくぬぎ

　　４０９-０１３８・山梨県上野原市大倉・おおくら

　　４０９-０１３１・山梨県上野原市大曽根・おおぞね

　　４０９-０１２３・山梨県上野原市大野・おおの

　　４０９-０１２２・山梨県上野原市川合・かわい

　　４０９-０１３６・山梨県上野原市桑久保・くわくほﾞ

　　４０９-０１２６・山梨県上野原市コモアしおつ・こもあしおつ

　　４０９-０１４１・山梨県上野原市西原・さいはら

　　４０９-０１２１・山梨県上野原市四方津・しおつ

　　４０９-０１３２・山梨県上野原市鶴川・つるがわ

　　４０９-０１１４・山梨県上野原市鶴島・つるしま

　　４０９-０１２５・山梨県上野原市野田尻・のたじり

　　４０９-０１１５・山梨県上野原市松留・まつどめ

　　４０９-０１３３・山梨県上野原市八ツ沢・やつさわ

　　４０９-０１１１・山梨県上野原市棡原・ゆずりはら

　　４０９-０１３７・山梨県上野原市和見・わみ

　　４０４-００００・山梨県甲州市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０４-００３３・山梨県甲州市塩山赤尾・えんざんあかお

　　４０４-００２１・山梨県甲州市塩山一之瀬高橋・えんざんいちのせたかはじ

　　４０９-１２１３・山梨県甲州市塩山牛奥（５５３２～５５５０）・えんざんうしおく

　　４０９-１２１３・山梨県甲州市塩山牛奥（奥野田開拓泉）・えんざんうしおく(､おくのたかいたく)

　　４０９-１２１３・山梨県甲州市塩山牛奥（嵯峨塩開拓）・えんざんうしおく(さがしおかいたく)

　　４０９-１２１３・山梨県甲州市塩山牛奥（嵯峨塩温泉）・えんざんうしおく(､さがしおおんせん)

　　４０９-１３２１・山梨県甲州市塩山牛奥（５２８８）・えんざんうしおく

　　４０９-１３２１・山梨県甲州市塩山牛奥（５２８８－１）・えんざんうしおく

　　４０９-１３２１・山梨県甲州市塩山牛奥（５２８８－３）・えんざんうしおく

　　４０９-１３２１・山梨県甲州市塩山牛奥（５２８９）・えんざんうしおく

　　４０９-１３２１・山梨県甲州市塩山牛奥（５２８９－２）・えんざんうしおく

　　４０９-１３２１・山梨県甲州市塩山牛奥（５２８９－１５）・えんざんうしおく

　　４０４-００３４・山梨県甲州市塩山牛奥（その他）・えんざんうしおく(そのた)

　　４０４-０２１１・山梨県甲州市塩山小屋敷（滑沢）・えんざんおやしき(なめざわ)

　　４０４-００５３・山梨県甲州市塩山小屋敷（その他）・えんざんおやしき(そのた)



　　４０４-００３１・山梨県甲州市塩山上粟生野・えんざんかみあおの

　　４０４-００４６・山梨県甲州市塩山上井尻・えんざんかみいじり

　　４０４-００４２・山梨県甲州市塩山上於曽・えんざんかみおぞ

　　４０４-００２６・山梨県甲州市塩山上小田原・えんざんかみおだわら

　　４０４-００４５・山梨県甲州市塩山上塩後・えんざんかみしおご

　　４０９-１２１１・山梨県甲州市塩山上萩原（４０５１）・えんざんかみはぎはら

　　４０９-１２１１・山梨県甲州市塩山上萩原（４７８３）・えんざんかみはぎはら

　　４０９-１２１１・山梨県甲州市塩山上萩原（４７８４）・えんざんかみはぎはら

　　４０９-１２１１・山梨県甲州市塩山上萩原（すずらん荘）・えんざんかみはぎはら(すずらんそう)

　　４０９-１２１１・山梨県甲州市塩山上（東電上部ダム）・えんざんかみはぎはら(とうでんじようぶ

だむ)

　　４０４-００２２・山梨県甲州市塩山上萩原（その他）・えんざんかみはぎはら(そのた)

　　４０４-００３７・山梨県甲州市塩山西広門田・えんざんかわだ

　　４０４-００３６・山梨県甲州市塩山熊野・えんざんくまの

　　４０４-００３２・山梨県甲州市塩山下粟生野・えんざんしもあおの

　　４０４-００４３・山梨県甲州市塩山下於曽・えんざんしもおぞ

　　４０４-００２５・山梨県甲州市塩山下小田原・えんざんしもおだわら

　　４０４-００４４・山梨県甲州市塩山下塩後・えんざんしもしおご

　　４０４-００２４・山梨県甲州市塩山下萩原・えんざんしもはぎはら

　　４０４-００５５・山梨県甲州市塩山下柚木・えんざんしもゆのき

　　４０４-００５１・山梨県甲州市塩山竹森・えんざんたけもり

　　４０４-００４１・山梨県甲州市塩山千野・えんざんちの

　　４０９-１２１２・山梨県甲州市塩山中萩原（日川小屋）・えんざんなかはぎはら(ひかわこや)

　　４０４-００２３・山梨県甲州市塩山中萩原（その他）・えんざんなかはぎはら(そのた)

　　４０４-００３５・山梨県甲州市塩山西野原・えんざんにしのはら

　　４０４-００５２・山梨県甲州市塩山平沢・えんざんひらさわ

　　４０４-００５６・山梨県甲州市塩山福生里・えんざんふくおり

　　４０４-００５４・山梨県甲州市塩山藤木・えんざんふじき

　　４０４-００４７・山梨県甲州市塩山三日市場・えんざんみつかいちはﾞ

　　４０９-１３０３・山梨県甲州市勝沼町小佐手・かつぬまちようおさで

　　４０９-１３１６・山梨県甲州市勝沼町勝沼・かつぬまちようかつぬま

　　４０９-１３１２・山梨県甲州市勝沼町上岩崎・かつぬまちようかみいわさき

　　４０９-１３０４・山梨県甲州市勝沼町休息・かつぬまちようきゆうそく

　　４０９-１３１３・山梨県甲州市勝沼町下岩崎・かつぬまちようしもいわさき

　　４０９-１３１５・山梨県甲州市勝沼町等々力・かつぬまちようとどろき

　　４０９-１３０１・山梨県甲州市勝沼町中原・かつぬまちようなかはら

　　４０９-１３０２・山梨県甲州市勝沼町菱山・かつぬまちようひしやま

　　４０９-１３１１・山梨県甲州市勝沼町深沢・かつぬまちようふかさわ

　　４０９-１３１４・山梨県甲州市勝沼町藤井・かつぬまちようふじい

　　４０９-１３０６・山梨県甲州市勝沼町山・かつぬまちようやま

　　４０９-１３０５・山梨県甲州市勝沼町綿塚・かつぬまちようわたつﾞか

　　４０９-１２０２・山梨県甲州市大和町田野・やまとちようたの

　　４０９-１２０５・山梨県甲州市大和町鶴瀬・やまとちようつるせ

　　４０９-１２０１・山梨県甲州市大和町木賊・やまとちようとくさ

　　４０９-１２０３・山梨県甲州市大和町初鹿野・やまとちようはじかの

　　４０９-１２０４・山梨県甲州市大和町日影・やまとちようひかげ

　　４０９-３８００・山梨県中央市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４００-１５１４・山梨県中央市浅利・あさり

　　４０９-３８１３・山梨県中央市一町畑・いつちようはた

　　４０９-３８０４・山梨県中央市井之口・いのくち

　　４０９-３８３４・山梨県中央市今福・いまふく

　　４０９-３８３５・山梨県中央市今福新田・いまふくしんでん

　　４０９-３８４４・山梨県中央市臼井阿原・うすいあわら

　　４０９-３８３１・山梨県中央市大田和・おおだわ

　　４００-１５１３・山梨県中央市大鳥居・おおとりい

　　４０９-３８１２・山梨県中央市乙黒・おとぐろ

　　４０９-３８２３・山梨県中央市上三條・かみさんじよう

　　４００-１５１１・山梨県中央市木原・きはら

　　４０９-３８１１・山梨県中央市極楽寺・ごくらくじ

　　４０９-３８２１・山梨県中央市下河東・しもかとう

　　４０９-３８２２・山梨県中央市下三條・しもさんじよう

　　４００-１５１２・山梨県中央市関原・せきはら

　　４００-１５１５・山梨県中央市高部・たかべ

　　４０９-３８０１・山梨県中央市中楯・なかだて

　　４０９-３８１５・山梨県中央市成島・なるしま

　　４０９-３８０２・山梨県中央市西新居・にしあらい

　　４０９-３８４３・山梨県中央市西花輪・にしはなわ

　　４０９-３８４２・山梨県中央市東花輪・ひがしはなわ

　　４０９-３８３３・山梨県中央市藤巻・ふじまき

　　４０９-３８４１・山梨県中央市布施・ふせ



　　４０９-３８３２・山梨県中央市馬籠・まごめ

　　４０９-３８１４・山梨県中央市町之田・まちのた

　　４０９-３８４５・山梨県中央市山之神・やまのかみ

　　４０９-３８０３・山梨県中央市若宮・わかみや

　　４０９-３６００・山梨県西八代郡市川三郷町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-３６０１・山梨県西八代郡市川三郷町市川大門・いちかわだいもん

　　４０９-３２３４・山梨県西八代郡市川三郷町岩下・いわした

　　４０９-３２４４・山梨県西八代郡市川三郷町岩間・いわま

　　４０９-３６０７・山梨県西八代郡市川三郷町印沢・いんざわ

　　４０９-３６１２・山梨県西八代郡市川三郷町上野・うえの

　　４０９-３６１１・山梨県西八代郡市川三郷町大塚・おおつか

　　４０９-３２３１・山梨県西八代郡市川三郷町落居・おちい

　　４０９-３２４３・山梨県西八代郡市川三郷町鴨狩津向・かもがりつむぎ

　　４０９-３２４５・山梨県西八代郡市川三郷町楠甫・くすほ

　　４０９-３６０３・山梨県西八代郡市川三郷町黒沢・くろざわ

　　４０９-３２３３・山梨県西八代郡市川三郷町五八・ごはち

　　４０９-３６２２・山梨県西八代郡市川三郷町三帳・さんちよう

　　４０９-３６２１・山梨県西八代郡市川三郷町下芦川・しもあしがわ

　　４０９-３６０５・山梨県西八代郡市川三郷町下大鳥居・しもおおどりい

　　４０９-３６０６・山梨県西八代郡市川三郷町高田・たかた

　　４０９-３６２３・山梨県西八代郡市川三郷町高萩・たかはぎ

　　４０９-３２４１・山梨県西八代郡市川三郷町葛籠沢・つつﾞらさわ

　　４０９-３２３２・山梨県西八代郡市川三郷町寺所・てらどこ

　　４０９-３６２５・山梨県西八代郡市川三郷町中山・なかやま

　　４０９-３６２４・山梨県西八代郡市川三郷町垈・ぬた

　　４０９-３６２６・山梨県西八代郡市川三郷町畑熊・はたくま

　　４０９-３６０４・山梨県西八代郡市川三郷町八之尻・はちのしり

　　４０９-３２４２・山梨県西八代郡市川三郷町宮原・みやはﾞら

　　４０９-３６０２・山梨県西八代郡市川三郷町山保・やまほ

　　４０９-２７００・山梨県南巨摩郡早川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-２７３３・山梨県南巨摩郡早川町赤沢・あかさわ

　　４０９-２７３４・山梨県南巨摩郡早川町雨畑・あめはた

　　４０９-２７０３・山梨県南巨摩郡早川町新倉・あらくら

　　４０９-２７３１・山梨県南巨摩郡早川町大島・おおしま

　　４０９-２７０４・山梨県南巨摩郡早川町大原野・おおはらの

　　４０９-２７１５・山梨県南巨摩郡早川町京ケ島・きようがしま

　　４０９-２７１４・山梨県南巨摩郡早川町草塩・くさしお

　　４０９-２７２３・山梨県南巨摩郡早川町榑坪・くれつほﾞ

　　４０９-２７３２・山梨県南巨摩郡早川町高住・こうじゆう

　　４０９-２７２５・山梨県南巨摩郡早川町小縄・こなわ

　　４０９-２７２２・山梨県南巨摩郡早川町笹走・ささはﾞしり

　　４０９-２７２１・山梨県南巨摩郡早川町塩之上・しおのうえ

　　４０９-２７２６・山梨県南巨摩郡早川町千須和・せんずわ

　　４０９-２７１１・山梨県南巨摩郡早川町黒桂・つつﾞら

　　４０９-２７０１・山梨県南巨摩郡早川町奈良田・ならだ

　　４０９-２７１２・山梨県南巨摩郡早川町西之宮・にしのみや

　　４０９-２７２４・山梨県南巨摩郡早川町初鹿島・はじかじま

　　４０９-２７０５・山梨県南巨摩郡早川町早川・はやかわ

　　４０９-２７１３・山梨県南巨摩郡早川町保・ほ

　　４０９-２７２７・山梨県南巨摩郡早川町薬袋・みない

　　４０９-２７０２・山梨県南巨摩郡早川町湯島・ゆじま

　　４０９-２５００・山梨県南巨摩郡身延町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-２５３６・山梨県南巨摩郡身延町相又・あいまた

　　４０９-２５２１・山梨県南巨摩郡身延町粟倉・あわぐら

　　４０９-３４２３・山梨県南巨摩郡身延町飯富・いいとみ

　　４０９-２９３８・山梨県南巨摩郡身延町市之瀬・いちのせ

　　４０９-２９３７・山梨県南巨摩郡身延町一色・いつしき

　　４０９-３４２４・山梨県南巨摩郡身延町伊沼・いぬま

　　４０９-２９３３・山梨県南巨摩郡身延町岩欠・いわかけ

　　４０９-２９４７・山梨県南巨摩郡身延町上之平・うえのたいら

　　４０９-２５３１・山梨県南巨摩郡身延町梅平・うめだいら

　　４０９-３４３４・山梨県南巨摩郡身延町江尻窪・えじりくほﾞ

　　４０９-２９３４・山梨県南巨摩郡身延町大炊平・おいだいら

　　４０９-３１１１・山梨県南巨摩郡身延町大磯小磯・おおいそこいそ

　　４０９-２４０６・山梨県南巨摩郡身延町大崩・おおくずれ

　　４０９-３３１１・山梨県南巨摩郡身延町大塩・おおしお

　　４０９-２４１５・山梨県南巨摩郡身延町大島・おおしま

　　４０９-２５３７・山梨県南巨摩郡身延町大城・おおじろ

　　４０９-２４０４・山梨県南巨摩郡身延町大垈・おおぬた

　　４０９-２５３２・山梨県南巨摩郡身延町大野・おおの



　　４０９-３１２１・山梨県南巨摩郡身延町大山・おおやま

　　４０９-３４３３・山梨県南巨摩郡身延町遅沢・おそざわ

　　４０９-２５３９・山梨県南巨摩郡身延町小田船原・おだふなはら

　　４０９-２４０３・山梨県南巨摩郡身延町帯金・おびかね

　　４０９-３１０１・山梨県南巨摩郡身延町折門・おりかど

　　４０９-２５３８・山梨県南巨摩郡身延町門野・かどの

　　４０９-３１０５・山梨県南巨摩郡身延町釜額・かまひたい

　　４０９-３１１８・山梨県南巨摩郡身延町上田原・かみたんはﾞら

　　４０９-２４０１・山梨県南巨摩郡身延町上八木沢・かみやぎさわ

　　４０９-２９４３・山梨県南巨摩郡身延町川向・かわむき

　　４０９-２９３１・山梨県南巨摩郡身延町北川・きたがわ

　　４０９-２９３５・山梨県南巨摩郡身延町清沢・きよざわ

　　４０９-３３０４・山梨県南巨摩郡身延町切石・きりいじ

　　４０９-３１１５・山梨県南巨摩郡身延町切房木・きりふさぎ

　　４０９-３３１２・山梨県南巨摩郡身延町久成・くなり

　　４０９-３１２２・山梨県南巨摩郡身延町久保・くほﾞ

　　４０９-３１２３・山梨県南巨摩郡身延町熊沢・くまざわ

　　４０９-３１１６・山梨県南巨摩郡身延町車田・くるまだ

　　４０９-３１１２・山梨県南巨摩郡身延町芝草・しはﾞくさ

　　４０９-３３０５・山梨県南巨摩郡身延町下田原・しもたんはﾞら

　　４０９-２９４２・山梨県南巨摩郡身延町下部・しもべ

　　４０９-２４０２・山梨県南巨摩郡身延町下八木沢・しもやぎさわ

　　４０９-２５２２・山梨県南巨摩郡身延町下山・しもやま

　　４０９-２９３２・山梨県南巨摩郡身延町杉山・すぎやま

　　４０９-２５３３・山梨県南巨摩郡身延町清子・せいご

　　４０９-３１０７・山梨県南巨摩郡身延町瀬戸・せと

　　４０９-２９４６・山梨県南巨摩郡身延町大子・だいご

　　４０９-２４１２・山梨県南巨摩郡身延町角打・つのうち

　　４０９-２４０５・山梨県南巨摩郡身延町椿草里・つはﾞきぞうり

　　４０９-３３０２・山梨県南巨摩郡身延町手打沢・てうちざわ

　　４０９-３３０３・山梨県南巨摩郡身延町寺沢・てらさわ

　　４０９-３１２４・山梨県南巨摩郡身延町樋田・といだ

　　４０９-２９３６・山梨県南巨摩郡身延町常葉・ときわ

　　４０９-３１０４・山梨県南巨摩郡身延町中之倉・なかのくら

　　４０９-３４３２・山梨県南巨摩郡身延町中山・なかやま

　　４０９-３４３５・山梨県南巨摩郡身延町梨子・なしご

　　４０９-３３０１・山梨県南巨摩郡身延町西嶋・にしじま

　　４０９-３１０３・山梨県南巨摩郡身延町根子・ねつこ

　　４０９-２５２３・山梨県南巨摩郡身延町波木井・はきい

　　４０９-２９４５・山梨県南巨摩郡身延町波高島・はだかじま

　　４０９-３１０２・山梨県南巨摩郡身延町八坂・はつさか

　　４０９-３３０７・山梨県南巨摩郡身延町日向南沢・ひなたみなみざわ

　　４０９-２４１４・山梨県南巨摩郡身延町樋之上・ひのうえ

　　４０９-３３１３・山梨県南巨摩郡身延町平須・ひらす

　　４０９-３４３６・山梨県南巨摩郡身延町福原・ふくはら

　　４０９-３１０６・山梨県南巨摩郡身延町古関・ふるせき

　　４０９-３４３７・山梨県南巨摩郡身延町古長谷・ふるはせ

　　４０９-２４１１・山梨県南巨摩郡身延町丸滝・まるたき

　　４０９-３１１７・山梨県南巨摩郡身延町三沢・みさわ

　　４０９-３１１３・山梨県南巨摩郡身延町水船・みずふね

　　４０９-３１１４・山梨県南巨摩郡身延町道・みち

　　４０９-２５３４・山梨県南巨摩郡身延町光子沢・みつござわ

　　４０９-３１２５・山梨県南巨摩郡身延町嶺・みね

　　４０９-２５２４・山梨県南巨摩郡身延町身延・みのぶ

　　４０９-３４２２・山梨県南巨摩郡身延町宮木・みやき

　　４０９-２９４４・山梨県南巨摩郡身延町桃ケ窪・ももがくほﾞ

　　４０９-３４３１・山梨県南巨摩郡身延町矢細工・やさいく

　　４０９-３１２６・山梨県南巨摩郡身延町山家・やまが

　　４０９-２９４１・山梨県南巨摩郡身延町湯之奥・ゆのおく

　　４０９-３４２１・山梨県南巨摩郡身延町八日市場・ようかいちはﾞ

　　４０９-３３０６・山梨県南巨摩郡身延町夜子沢・よごさわ

　　４０９-２５３５・山梨県南巨摩郡身延町横根中・よこねなか

　　４０９-２４１３・山梨県南巨摩郡身延町和田・わだ

　　４０９-２１００・山梨県南巨摩郡南部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-２３０４・山梨県南巨摩郡南部町井出・いで

　　４０９-２３０５・山梨県南巨摩郡南部町内船・うつぶな

　　４０９-２２１３・山梨県南巨摩郡南部町大和・おおわ

　　４０９-２１０１・山梨県南巨摩郡南部町楮根・かぞね

　　４０９-２３０１・山梨県南巨摩郡南部町上佐野・かみさの

　　４０９-２２１４・山梨県南巨摩郡南部町塩沢・しおざわ



　　４０９-２３０２・山梨県南巨摩郡南部町下佐野・しもさの

　　４０９-２３０３・山梨県南巨摩郡南部町十島・とおしま

　　４０９-２２１１・山梨県南巨摩郡南部町中野・なかの

　　４０９-２２１６・山梨県南巨摩郡南部町成島・なるしま

　　４０９-２２１２・山梨県南巨摩郡南部町南部・なんぶ

　　４０９-２１０２・山梨県南巨摩郡南部町福士・ふくじ

　　４０９-２２１７・山梨県南巨摩郡南部町本郷・ほんごう

　　４０９-２１０３・山梨県南巨摩郡南部町万沢・まんざわ

　　４０９-２２１５・山梨県南巨摩郡南部町柳島・やなぎしま

　　４００-０５００・山梨県南巨摩郡富士川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４００-０５０１・山梨県南巨摩郡富士川町青柳町・あおやぎまち

　　４００-０６０２・山梨県南巨摩郡富士川町駅前通・えきまえどおり

　　４００-０５０６・山梨県南巨摩郡富士川町大椚・おおくぬぎ

　　４００-０５１１・山梨県南巨摩郡富士川町大久保・おおくほﾞ

　　４００-０６０１・山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢・かじかざわ

　　４００-０６０３・山梨県南巨摩郡富士川町鹿島・かしま

　　４００-０５０４・山梨県南巨摩郡富士川町小林・こはﾞやじ

　　４００-０５１２・山梨県南巨摩郡富士川町小室・こむろ

　　４００-０５０２・山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺・さいしようじ

　　４００-０６０６・山梨県南巨摩郡富士川町十谷・じつこく

　　４００-０５１３・山梨県南巨摩郡富士川町高下・たかおり

　　４００-０６０８・山梨県南巨摩郡富士川町長知沢・ちようちざわ

　　４００-０５１５・山梨県南巨摩郡富士川町舂米・つきよね

　　４００-０５０３・山梨県南巨摩郡富士川町天神中條・てんじんなかじよう

　　４００-０６０７・山梨県南巨摩郡富士川町鳥屋・とや

　　４００-０５０５・山梨県南巨摩郡富士川町長澤・ながさわ

　　４００-０６０４・山梨県南巨摩郡富士川町箱原・はこはﾞら

　　４００-０５１４・山梨県南巨摩郡富士川町平林・ひらはﾞやじ

　　４００-０６０５・山梨県南巨摩郡富士川町柳川・やながわ

　　４０９-３８００・山梨県中巨摩郡昭和町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-３８５２・山梨県中巨摩郡昭和町飯喰・いつくい

　　４０９-３８６４・山梨県中巨摩郡昭和町押越・おしこじ

　　４０９-３８５１・山梨県中巨摩郡昭和町河西・かさい

　　４０９-３８６３・山梨県中巨摩郡昭和町河東中島・かとうなかじま

　　４０９-３８６２・山梨県中巨摩郡昭和町上河東・かみがとう

　　４０９-３８６１・山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原・かみすきあわら

　　４０９-３８６６・山梨県中巨摩郡昭和町西条・さいじよう

　　４０９-３８６５・山梨県中巨摩郡昭和町西条新田・さいじようしんでん

　　４０９-３８６７・山梨県中巨摩郡昭和町清水新居・しみずあらい

　　４０９-３８５３・山梨県中巨摩郡昭和町築地新居・ついじあらい

　　４０９-３８５４・山梨県中巨摩郡昭和町築地新田・ついじしんでん

　　４０２-０２００・山梨県南都留郡道志村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０２-０２２５・"山梨県南都留郡道志村, 板橋"・いたはﾞじ

　　４０２-０２０７・山梨県南都留郡道志村大栗・ おおぐり

　　４０２-０２１５・山梨県南都留郡道志村大指・ おおざす

　　４０２-０２０２・山梨県南都留郡道志村大野・ おおの

　　４０２-０２０４・山梨県南都留郡道志村大室指・ おおむろざす

　　４０２-０２１４・山梨県南都留郡道志村川原畑・ かわらはた

　　４０２-０２１６・山梨県南都留郡道志村釜之前・ かまのまえ

　　４０２-０２２７・山梨県南都留郡道志村上白井平・ かみしろいたいら

　　４０２-０２２３・山梨県南都留郡道志村上善之木・ かみぜんのき

　　４０２-０２２１・山梨県南都留郡道志村上中山・ かみなかやま

　　４０２-０２２４・山梨県南都留郡道志村川村・ かわむら

　　４０２-０２０３・山梨県南都留郡道志村久保・ くほﾞ

　　４０２-０２０６・山梨県南都留郡道志村小善地・ こぜんじ

　　４０２-０２２６・山梨県南都留郡道志村下白井平・ しもしろいたいら

　　４０２-０２２２・山梨県南都留郡道志村下善之木・ しもぜんのき

　　４０２-０２１９・山梨県南都留郡道志村下中山・ しもなかやま

　　４０２-０２０９・山梨県南都留郡道志村竹之本・ たけのもと

　　４０２-０２０１・山梨県南都留郡道志村月夜野・ つきよの

　　４０２-０２０５・山梨県南都留郡道志村椿・ つはﾞき

　　４０２-０２１８・山梨県南都留郡道志村中神地・ なかかんじ

　　４０２-０２２８・山梨県南都留郡道志村長又・ ながまた

　　４０２-０２１２・山梨県南都留郡道志村西和出村・ にしわでむら

　　４０２-０２０８・山梨県南都留郡道志村馬場・ はﾞんはﾞ

　　４０２-０２１７・山梨県南都留郡道志村東神地・ ひがしかんじ

　　４０２-０２１１・山梨県南都留郡道志村東和出村・ ひがしわでむら

　　４０２-０２１３・山梨県南都留郡道志村谷相・ やそう

　　４０３-００００・山梨県南都留郡西桂町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０３-００２２・山梨県南都留郡西桂町小沼・おぬま



　　４０３-００２３・山梨県南都留郡西桂町倉見・くらみ

　　４０３-００２１・山梨県南都留郡西桂町下暮地・しもくれち

　　４０１-０５００・山梨県南都留郡忍野村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０１-０５１２・山梨県南都留郡忍野村内野・ うちの

　　４０１-０５１１・山梨県南都留郡忍野村忍草・ しほﾞくさ

　　４０１-０５００・山梨県南都留郡山中湖村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０１-０５０２・山梨県南都留郡山中湖村平野・ ひらの

　　４０１-０５０１・山梨県南都留郡山中湖村山中・ やまなか

　　４０１-０３２０・山梨県南都留郡鳴沢村鳴沢村一円・ なるさわむらいちえん

　　４０１-０３００・山梨県南都留郡富士河口湖町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０１-０３０３・山梨県南都留郡富士河口湖町浅川・あざがわ

　　４０１-０３３５・山梨県南都留郡富士河口湖町大嵐・おおあらじ

　　４０１-０３０５・山梨県南都留郡富士河口湖町大石・おおいじ

　　４０１-０３１０・山梨県南都留郡富士河口湖町勝山・かつやま

　　４０１-０３０４・山梨県南都留郡富士河口湖町河口・かわぐち

　　４０１-０３０２・山梨県南都留郡富士河口湖町小立・こだち

　　４０１-０３３２・山梨県南都留郡富士河口湖町西湖・さいこ

　　４０１-０３３３・山梨県南都留郡富士河口湖町西湖西・さいこにじ

　　４０１-０３３４・山梨県南都留郡富士河口湖町西湖南・さいこみなみ

　　４０１-０３３６・山梨県南都留郡富士河口湖町精進・しようじ

　　４０１-０３３１・山梨県南都留郡富士河口湖町長浜・ながはま

　　４０１-０３３８・山梨県南都留郡富士河口湖町富士ケ嶺・ふじがね

　　４０１-０３０１・山梨県南都留郡富士河口湖町船津・ふなつ

　　４０１-０３３７・山梨県南都留郡富士河口湖町本栖・もとす

　　４０９-０２００・山梨県北都留郡小菅村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-０１４２・山梨県北都留郡小菅村小菅村の次に１～６６３番地がくる場合

　　４０９-０２１１・山梨県北都留郡小菅村小菅村の次に６６４番地以降がくる場合

　　４０９-０３００・山梨県北都留郡丹波山村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-０３０１・山梨県北都留郡丹波山村奥秋・ おくあき

　　４０９-０３０６・山梨県北都留郡丹波山村押垣外・ おしがいと

　　４０９-０３１４・山梨県北都留郡丹波山村御祭・ おまつり

　　４０９-０３１３・山梨県北都留郡丹波山村親川・ おやがわ

　　４０９-０３０２・山梨県北都留郡丹波山村上組・ かみぐみ

　　４０９-０３１８・山梨県北都留郡丹波山村鴨沢・ かもさわ

　　４０９-０３１７・山梨県北都留郡丹波山村小袖・ こそで

　　４０９-０３０４・山梨県北都留郡丹波山村下組・ しもぐみ

　　４０９-０３１５・山梨県北都留郡丹波山村杉奈久保・ すぎなくほﾞ

　　４０９-０３０５・山梨県北都留郡丹波山村高尾・ たかお

　　４０９-０３１２・山梨県北都留郡丹波山村高畑・ たかはた

　　４０９-０３１６・山梨県北都留郡丹波山村所畑・ ところはた

　　４０９-０３０３・山梨県北都留郡丹波山村中組・ なかぐみ

　　４０９-０３１１・山梨県北都留郡丹波山村保之瀬・ ほのせ




