
　　８４９-００００・佐賀県佐賀市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４０-０８１２・佐賀県佐賀市愛敬町・あいけいちよう

　　８４０-００４２・佐賀県佐賀市赤松町・あかまつまち

　　８４０-００５３・佐賀県佐賀市朝日町・あさひまち

　　８４０-０８４４・佐賀県佐賀市伊勢町・いせまち

　　８４０-００５２・佐賀県佐賀市今宿町・いましゆくまち

　　８４０-０８０１・佐賀県佐賀市駅前中央・えきまえちゆうおう

　　８４０-０８１６・佐賀県佐賀市駅南本町・えきみなみほんまち

　　８４０-０８１１・佐賀県佐賀市大財・おおたから

　　８４０-０８０２・佐賀県佐賀市大財北町・おおたからきたまち

　　８４０-００２１・佐賀県佐賀市鬼丸町・おにまるちよう

　　８４９-０９３３・佐賀県佐賀市卸本町・おろしほんまち

　　８４９-０９３４・佐賀県佐賀市開成・かいせい

　　８４０-０８６２・佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町・かせまちおうぎまち

　　８４０-０８６４・佐賀県佐賀市嘉瀬町荻野・かせまちおぎの

　　８４０-０８６３・佐賀県佐賀市嘉瀬町十五・かせまちじゆうご

　　８４０-０８６１・佐賀県佐賀市嘉瀬町中原・かせまちなかはﾞる

　　８４０-０８０６・佐賀県佐賀市神園・かみぞの

　　８４０-２２１２・佐賀県佐賀市川副町犬井道・かわそえまちいぬいどう

　　８４０-２２１１・佐賀県佐賀市川副町大詫間・かわそえまちおおだくま

　　８４０-２２１３・佐賀県佐賀市川副町鹿江・かわそえまちかのえ

　　８４０-２２１４・佐賀県佐賀市川副町小々森・かわそえまちこごもり

　　８４０-２２０５・佐賀県佐賀市川副町南里・かわそえまちなんり

　　８４０-２２０４・佐賀県佐賀市川副町西古賀・かわそえまちにしこが

　　８４０-２２０３・佐賀県佐賀市川副町早津江・かわそえまちはやつえ

　　８４０-２２０２・佐賀県佐賀市川副町早津江津・かわそえまちはやつえつ

　　８４０-２２０１・佐賀県佐賀市川副町福富・かわそえまちふくどみ

　　８４０-０８４３・佐賀県佐賀市川原町・かわはらまち

　　８４０-００１１・佐賀県佐賀市北川副町江上・きたかわそえまちえがみ

　　８４０-００１３・佐賀県佐賀市北川副町新郷・きたかわそえまちしんごう

　　８４０-００１２・佐賀県佐賀市北川副町光法・きたかわそえまちみつのり

　　８４０-００１５・佐賀県佐賀市木原・きはら

　　８４９-０９０６・佐賀県佐賀市金立町金立・きんりゆうまちきんりゆう

　　８４９-０９０５・佐賀県佐賀市金立町千布・きんりゆうまちちふ

　　８４９-０９０４・佐賀県佐賀市金立町薬師丸・きんりゆうまちやくしまる

　　８４９-０９０２・佐賀県佐賀市久保泉町上和泉・くほﾞいずみまちかみいずみ

　　８４９-０９０１・佐賀県佐賀市久保泉町川久保・くほﾞいずみまちかわくほﾞ

　　８４９-０９０３・佐賀県佐賀市久保泉町下和泉・くほﾞいずみまちしもいずみ

　　８４９-０２０５・佐賀県佐賀市久保田町江戸・くほﾞたちようえど

　　８４９-０２０４・佐賀県佐賀市久保田町久保田・くほﾞたちようくほﾞた

　　８４９-０２０３・佐賀県佐賀市久保田町新田・くほﾞたちようしんでん

　　８４９-０２０１・佐賀県佐賀市久保田町徳万・くほﾞたちようとくまん

　　８４９-０２０２・佐賀県佐賀市久保田町久富・くほﾞたちようひさどみ

　　８４０-０８０４・佐賀県佐賀市神野東・ こうのひがじ

　　８４０-０８０５・佐賀県佐賀市神野西・ こうのにじ

　　８４０-０００８・佐賀県佐賀市巨勢町牛島・こせまちうしじま

　　８４０-０００７・佐賀県佐賀市巨勢町高尾・こせまちたかお

　　８４０-０００１・佐賀県佐賀市巨勢町修理田・こせまちしゆりた

　　８４０-０００６・佐賀県佐賀市巨勢町東西・こせまちとうざい

　　８４０-０８２４・佐賀県佐賀市呉服元町・ごふくもとまち

　　８４０-００５６・佐賀県佐賀市紺屋町・こんやまち

　　８４０-００５５・佐賀県佐賀市材木・ざいもく

　　８４０-０８０３・佐賀県佐賀市栄町・さかえまち

　　８４０-００４４・佐賀県佐賀市道祖元町・さやのもとまち

　　８４０-００３１・佐賀県佐賀市下田町・しもだまち

　　８４０-０８５５・佐賀県佐賀市昭栄町・しようえいまち

　　８４０-００４１・佐賀県佐賀市城内・じようない

　　８４０-００４３・佐賀県佐賀市精町・しらげまち

　　８４０-０８２６・佐賀県佐賀市白山・しらやま

　　８４０-０８５９・佐賀県佐賀市新栄西・ しんえいにじ

　　８４０-０８５０・佐賀県佐賀市新栄東・ しんえいひがじ

　　８４０-００１７・佐賀県佐賀市新郷本町・しんごうほんまち

　　８４０-０８５６・佐賀県佐賀市新生町・しんせいまち

　　８４９-０９２４・佐賀県佐賀市新中町・しんなかまち

　　８４０-００３２・佐賀県佐賀市末広・すえひろ

　　８４０-０８１４・佐賀県佐賀市成章町・せいしようまち

　　８４９-０９２７・佐賀県佐賀市高木瀬団地・たかきせだんち

　　８４９-０９２２・佐賀県佐賀市高木瀬東・ たかきせひがじ

　　８４９-０９２１・佐賀県佐賀市高木瀬西・ たかきせにじ

　　８４９-０９１７・佐賀県佐賀市高木瀬町長瀬・たかきせまちながせ
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　　８４９-０９１６・佐賀県佐賀市高木瀬町東高木・たかきせまちひがしたかぎ

　　８４０-０８２２・佐賀県佐賀市高木町・たかぎまち

　　８４０-００５１・佐賀県佐賀市田代・たしろ

　　８４０-０８４２・佐賀県佐賀市多布施・たふせ

　　８４０-０８２５・佐賀県佐賀市中央本町・ちゆうおうほんまち

　　８４０-０８１５・佐賀県佐賀市天神・てんじん

　　８４０-０８５１・佐賀県佐賀市天祐・てんゆう

　　８４０-０８５８・佐賀県佐賀市天祐団地・てんゆうだんち

　　８４０-０８１３・佐賀県佐賀市唐人・とうじん

　　８４０-０８５２・佐賀県佐賀市中折町・なかおれまち

　　８４０-０８３３・佐賀県佐賀市中の小路・なかのこうじ

　　８４０-００２２・佐賀県佐賀市中の館町・なかのたてまち

　　８４０-０８５３・佐賀県佐賀市長瀬町・ながせまち

　　８４９-０９３７・佐賀県佐賀市鍋島・なべしま

　　８４９-０９３１・佐賀県佐賀市鍋島町蛎久・なべしままちかきひさ

　　８４９-０９３８・佐賀県佐賀市鍋島町鍋島・なべしままちなべしま

　　８４９-０９３６・佐賀県佐賀市鍋島町森田・なべしままちもりた

　　８４０-０８５７・佐賀県佐賀市鍋島町八戸・なべしままちやえ

　　８４９-０９３２・佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝・なべしままちやえみぞ

　　８４０-００４６・佐賀県佐賀市西魚町・にしうおまち

　　８４０-００４５・佐賀県佐賀市西田代・にしたしろ

　　８４０-００３５・佐賀県佐賀市西与賀町今津・にしよかまちいまつﾞ

　　８４０-００３７・佐賀県佐賀市西与賀町相応津・にしよかまちそうおうつ

　　８４０-００３４・佐賀県佐賀市西与賀町厘外・にしよかまちりんげ

　　８４０-００３６・佐賀県佐賀市西与賀町高太郎・にしよかまちたかたろう

　　８４０-０００５・佐賀県佐賀市蓮池町蓮池・はすいけまちはすいけ

　　８４０-０００３・佐賀県佐賀市蓮池町古賀・はすいけまちこが

　　８４０-０００４・佐賀県佐賀市蓮池町小松・はすいけまちこまつ

　　８４０-０００２・佐賀県佐賀市蓮池町見島・はすいけまちみしま

　　８４０-０８３４・佐賀県佐賀市八幡小路・はちまんこうじ

　　８４９-０９２５・佐賀県佐賀市八丁畷町・はつちようなわてまち

　　８４０-００３３・佐賀県佐賀市光・ひかり

　　８４０-０８２１・佐賀県佐賀市東佐賀町・ひがしさがまち

　　８４０-２２２３・佐賀県佐賀市東与賀町飯盛・ひがしよかちよういさがい

　　８４０-２２２１・佐賀県佐賀市東与賀町下古賀・ひがしよかちようしもこが

　　８４０-２２２２・佐賀県佐賀市東与賀町田中・ひがしよかちようたなか

　　８４９-０９２３・佐賀県佐賀市日の出・ひので

　　８４９-０９１２・佐賀県佐賀市兵庫町瓦町・ひようごまちかわらまち

　　８４９-０９１５・佐賀県佐賀市兵庫町藤木・ひようごまちふじのき

　　８４９-０９１４・佐賀県佐賀市兵庫町西渕・ひようごまちにしぶち

　　８４９-０９１３・佐賀県佐賀市兵庫町渕・ひようごまちふち

　　８４９-０９１１・佐賀県佐賀市兵庫町若宮・ひようごまちわかみや

　　８４９-０９１９・佐賀県佐賀市兵庫北・ひようごきた

　　８４９-０９１８・佐賀県佐賀市兵庫南・ひようごみなみ

　　８４０-０５０３・佐賀県佐賀市富士町市川・ふじちよういちかわ

　　８４０-０５１４・佐賀県佐賀市富士町内野・ふじちよううちの

　　８４０-０５１６・佐賀県佐賀市富士町梅野・ふじちよううめの

　　８４０-０５３３・佐賀県佐賀市富士町大串・ ふじちようおおくじ

　　８４０-０５３２・佐賀県佐賀市富士町大野・ふじちようおおの

　　８４０-０５２１・佐賀県佐賀市富士町小副川・ふじちようおそえがわ

　　８４０-０５１１・佐賀県佐賀市富士町鎌原・ふじちようかまはﾞる

　　８４０-０５４５・佐賀県佐賀市富士町上合瀬・ふじちようかみおおせ

　　８４０-０５１２・佐賀県佐賀市富士町上熊川・ふじちようかみくまかわ

　　８４０-０５３６・佐賀県佐賀市富士町上無津呂・ふじちようかみむつろ

　　８４０-０５３１・佐賀県佐賀市富士町栗並・ふじちようくりなみ

　　８４０-０５４３・佐賀県佐賀市富士町古場・ふじちようこはﾞ

　　８４０-０５４４・佐賀県佐賀市富士町下合瀬・ふじちようしもおおせ

　　８４０-０５１３・佐賀県佐賀市富士町下熊川・ふじちようしもくまかわ

　　８４０-０５３５・佐賀県佐賀市富士町下無津呂・ふじちようしもむつろ

　　８４０-０５０２・佐賀県佐賀市富士町杉山・ふじちようすぎやま

　　８４０-０５４１・佐賀県佐賀市富士町関屋・ふじちようせきや

　　８４０-０５０４・佐賀県佐賀市富士町苣木・ふじちようちやのき

　　８４０-０５３４・佐賀県佐賀市富士町中原・ふじちようなかはﾞる

　　８４０-０５２２・佐賀県佐賀市富士町畑瀬・ふじちようはたせ

　　８４０-０５４２・佐賀県佐賀市富士町藤瀬・ふじちようふじせ

　　８４０-０５０１・佐賀県佐賀市富士町古湯・ふじちようふるゆ

　　８４０-０５１５・佐賀県佐賀市富士町松瀬・ふじちようまつせ

　　８４０-０５３７・佐賀県佐賀市富士町麻那古・ふじちようまなご

　　８４０-０８３２・佐賀県佐賀市堀川町・ほりかわちよう

　　８４０-００２５・佐賀県佐賀市本庄町鹿子・ほんじようまちかのこ



　　８４０-００２７・佐賀県佐賀市本庄町本庄・ほんじようまちほんじよう

　　８４０-００２６・佐賀県佐賀市本庄町正里・ほんじようまちしようり

　　８４０-００２４・佐賀県佐賀市本庄町末次・ほんじようまちすえつぐ

　　８４０-００２３・佐賀県佐賀市本庄町袋・ほんじようまちふくろ

　　８４０-０８３１・佐賀県佐賀市松原・まつはﾞら

　　８４０-００５４・佐賀県佐賀市水ケ江・みずがえ

　　８４２-０３０２・佐賀県佐賀市三瀬村藤原・みつせむらふじはﾞる

　　８４２-０３０１・佐賀県佐賀市三瀬村三瀬・みつせむらみつせ

　　８４２-０３０３・佐賀県佐賀市三瀬村杠・みつせむらゆずりは

　　８４０-０８４１・佐賀県佐賀市緑小路・みどりこうじ

　　８４０-００１６・佐賀県佐賀市南佐賀・みなみさが

　　８４０-２１０１・佐賀県佐賀市諸富町大堂・もろどみちようおおどう

　　８４０-２１０２・佐賀県佐賀市諸富町為重・もろどみちようためしげ

　　８４０-２１０３・佐賀県佐賀市諸富町寺井津・もろどみちようてらいつ

　　８４０-２１０４・佐賀県佐賀市諸富町徳富・もろどみちようとくどみ

　　８４０-２１０５・佐賀県佐賀市諸富町諸富津・もろどみちようもろどみつ

　　８４０-２１０６・佐賀県佐賀市諸富町山領・もろどみちようやまりよう

　　８４０-０８５４・佐賀県佐賀市八戸・やえ

　　８４９-０９３５・佐賀県佐賀市八戸溝・やえみぞ

　　８４０-０８２３・佐賀県佐賀市柳町・やなぎまち

　　８４０-０２１２・佐賀県佐賀市大和町池上・やまとちよういけのうえ

　　８４０-０２０３・佐賀県佐賀市大和町梅野・やまとちよううめの

　　８４０-０２１４・佐賀県佐賀市大和町川上・やまとちようかわかみ

　　８４０-０２０２・佐賀県佐賀市大和町久池井・やまとちようくちい

　　８４０-０２１３・佐賀県佐賀市大和町久留間・やまとちようくるま

　　８４０-０２０５・佐賀県佐賀市大和町名尾・やまとちようなお

　　８４０-０２０１・佐賀県佐賀市大和町尼寺・やまとちようにいじ

　　８４０-０２１５・佐賀県佐賀市大和町八反原・やまとちようはつたはﾞる

　　８４０-０２１１・佐賀県佐賀市大和町東山田・やまとちようひがしやまだ

　　８４０-０２０４・佐賀県佐賀市大和町松瀬・やまとちようまつせ

　　８４０-００４７・佐賀県佐賀市与賀町・よかまち

　　８４０-０８４５・佐賀県佐賀市六座町・ろくざまち

　　８４９-０９２８・佐賀県佐賀市若楠・わかくす

　　８４９-０９２６・佐賀県佐賀市若宮・わかみや

　　８４７-００００・佐賀県唐津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４７-０８２３・佐賀県唐津市旭が丘・あさひがおか

　　８４７-０８４１・佐賀県唐津市朝日町・あさひまち

　　８４７-０８３２・佐賀県唐津市石志・ いしじ

　　８４７-００４２・佐賀県唐津市魚屋町・うおやまち

　　８４７-００２５・佐賀県唐津市宇木・うき

　　８４７-０８０４・佐賀県唐津市後川内・うしろがわち

　　８４７-０１２４・佐賀県唐津市浦・うら

　　８４７-０８５３・佐賀県唐津市江川町・えがわまち

　　８４７-０１２３・佐賀県唐津市枝去木・えざるき

　　８４７-０１３２・佐賀県唐津市相賀・おうか

　　８４９-３２２３・佐賀県唐津市相知町伊岐佐・おうちちよういきさ

　　８４９-３２０１・佐賀県唐津市相知町相知・おうちちようおうち

　　８４９-３２２１・佐賀県唐津市相知町大野・おうちちようおおの

　　８４９-３２１５・佐賀県唐津市相知町楠・おうちちようくす

　　８４９-３２３２・佐賀県唐津市相知町久保・おうちちようくほﾞ

　　８４９-３２２２・佐賀県唐津市相知町黒岩・おうちちようくろいわ

　　８４９-３２３３・佐賀県唐津市相知町佐里・おうちちようさり

　　８４９-３２１１・佐賀県唐津市相知町千束・おうちちようせんぞく

　　８４９-３２１４・佐賀県唐津市相知町田頭・おうちちようたがしら

　　８４９-３２１９・佐賀県唐津市相知町鷹取・おうちちようたかとり

　　８４９-３２１６・佐賀県唐津市相知町町切・おうちちようちようぎり

　　８４９-３２１７・佐賀県唐津市相知町長部田・おうちちようながへた

　　８４９-３２１８・佐賀県唐津市相知町中山・おうちちようなかやま

　　８４９-３２０３・佐賀県唐津市相知町平山上・おうちちようひらやまかみ

　　８４９-３２０２・佐賀県唐津市相知町平山下・おうちちようひらやましも

　　８４９-３２３１・佐賀県唐津市相知町牟田部・おうちちようむたべ

　　８４９-３２２４・佐賀県唐津市相知町山崎・おうちちようやまさき

　　８４９-３２１３・佐賀県唐津市相知町湯屋・おうちちようゆや

　　８４９-３２１２・佐賀県唐津市相知町横枕・おうちちようよこまくら

　　８４７-００６６・佐賀県唐津市大石町・おおいしまち

　　８４７-０８７３・佐賀県唐津市海岸通・かいがんどおり

　　８４７-００２２・佐賀県唐津市鏡・かがみ

　　８４７-００２８・佐賀県唐津市鏡新開・かがみしんかい

　　８４７-００６５・佐賀県唐津市水主町・かこまち

　　８４７-００２６・佐賀県唐津市柏崎・かしわざき



　　８４７-０１３１・佐賀県唐津市神集島・かしわじま

　　８４７-００５５・佐賀県唐津市刀町・かたなまち

　　８４７-００１５・佐賀県唐津市北城内・きたじようない

　　８４７-１２１２・佐賀県唐津市北波多大杉・きたはたおおすぎ

　　８４７-１２２１・佐賀県唐津市北波多上平野・きたはたかみひらの

　　８４７-１２１１・佐賀県唐津市北波多岸山・きたはたきしやま

　　８４７-１２２５・佐賀県唐津市北波多志気・きたはたしげ

　　８４７-１２２３・佐賀県唐津市北波多下平野・きたはたしもひらの

　　８４７-１２１３・佐賀県唐津市北波多竹有・きたはたたけあり

　　８４７-１２０２・佐賀県唐津市北波多田中・きたはたたなか

　　８４７-１２０１・佐賀県唐津市北波多徳須恵・きたはたとくすえ

　　８４７-１２２２・佐賀県唐津市北波多成渕・きたはたなるふち

　　８４７-１２１４・佐賀県唐津市北波多稗田・きたはたひえだ

　　８４７-１２０３・佐賀県唐津市北波多山彦・きたはたやまひこ

　　８４７-１２２４・佐賀県唐津市北波多行合野・きたはたゆきあいの

　　８４９-３１０１・佐賀県唐津市厳木町天川・きゆうらぎまちあまがわ

　　８４９-３１２３・佐賀県唐津市厳木町岩屋・きゆうらぎまちいわや

　　８４９-３１３２・佐賀県唐津市厳木町うつぼ木・きゆうらぎまちうつほﾞき

　　８４９-３１１４・佐賀県唐津市厳木町浦川内・きゆうらぎまちうらがわち

　　８４９-３１３１・佐賀県唐津市厳木町厳木・きゆうらぎまちきゆうらぎ

　　８４９-３１２１・佐賀県唐津市厳木町瀬戸木場・きゆうらぎまちせとこはﾞ

　　８４９-３１０２・佐賀県唐津市厳木町鳥越・きゆうらぎまちとりごえ

　　８４９-３１１２・佐賀県唐津市厳木町中島・きゆうらぎまちなかしま

　　８４９-３１２２・佐賀県唐津市厳木町浪瀬・きゆうらぎまちなみせ

　　８４９-３１１５・佐賀県唐津市厳木町平之・きゆうらぎまちひらの

　　８４９-３１０３・佐賀県唐津市厳木町広川・きゆうらぎまちひろかわ

　　８４９-３１１１・佐賀県唐津市厳木町広瀬・きゆうらぎまちひろせ

　　８４９-３１０４・佐賀県唐津市厳木町星領・きゆうらぎまちほしりよう

　　８４９-３１１３・佐賀県唐津市厳木町牧瀬・きゆうらぎまちまきせ

　　８４９-３１３３・佐賀県唐津市厳木町本山・きゆうらぎまちもとやま

　　８４７-００４５・佐賀県唐津市京町・きようまち

　　８４７-００４４・佐賀県唐津市木綿町・きわたまち

　　８４７-０８１７・佐賀県唐津市熊原町・くまのはらまち

　　８４７-０８８４・佐賀県唐津市熊ノ峰・くまのみね

　　８４７-００３３・佐賀県唐津市久里・くり

　　８４７-０８２４・佐賀県唐津市神田・こうだ

　　８４７-００５２・佐賀県唐津市呉服町・ごふくまち

　　８４７-００５４・佐賀県唐津市米屋町・こめやまち

　　８４７-００５３・佐賀県唐津市紺屋町・こんやまち

　　８４７-００６１・佐賀県唐津市材木町・ざいもくまち

　　８４７-００１１・佐賀県唐津市栄町・さかえまち

　　８４７-０８４３・佐賀県唐津市桜馬場・さくらのはﾞはﾞ

　　８４７-０１０４・佐賀県唐津市桜町・さくらまち

　　８４７-０１１１・佐賀県唐津市佐志・ さじ

　　８４７-０１１３・佐賀県唐津市佐志中里・さしなかざと

　　８４７-０１１４・佐賀県唐津市佐志中通・さしなかどおり

　　８４７-０１１５・佐賀県唐津市佐志浜町・さしはままち

　　８４７-０１１２・佐賀県唐津市佐志南・さしみなみ

　　８４７-０８８３・佐賀県唐津市重河内・しげかわち

　　８４７-００６７・佐賀県唐津市十人町・じゆうにんまち

　　８４７-００２１・佐賀県唐津市松南町・しようなんちよう

　　８４７-００４３・佐賀県唐津市新興町（東新興町）・(ひがししんこうまち)

　　８４７-０８１６・佐賀県唐津市新興町（西新興町）・(にししんこうまち)

　　８４７-０８１３・佐賀県唐津市新町・しんまち

　　８４７-０８８２・佐賀県唐津市菅牟田・すがむた

　　８４７-０００１・佐賀県唐津市双水・そうずい

　　８４７-００１２・佐賀県唐津市大名小路・だいみようこうじ

　　８４７-０８０３・佐賀県唐津市大良・だいら

　　８４７-００４６・佐賀県唐津市高砂町・たかさごまち

　　８４７-００２７・佐賀県唐津市高島・たかしま

　　８４７-０８８１・佐賀県唐津市竹木場・たけこはﾞ

　　８４７-０８３１・佐賀県唐津市千々賀・ちちか

　　８４７-０８２１・佐賀県唐津市町田・ちようだ

　　８４７-００４１・佐賀県唐津市千代田町・ちよだまち

　　８４７-０３１２・佐賀県唐津市鎮西町赤木・ちんぜいまちあかぎ

　　８４７-０３２７・佐賀県唐津市鎮西町石室・ちんぜいまちいしむろ

　　８４７-０３２３・佐賀県唐津市鎮西町岩野・ちんぜいまちいわの

　　８４７-０３２２・佐賀県唐津市鎮西町打上・ちんぜいまちうちあげ

　　８４７-０３１７・佐賀県唐津市鎮西町加唐島・ちんぜいまちかからしま

　　８４７-０３２５・佐賀県唐津市鎮西町加倉・ちんぜいまちかくら



　　８４７-０４０３・佐賀県唐津市鎮西町串・ ちんぜいまちくじ

　　８４７-０３２４・佐賀県唐津市鎮西町高野・ちんぜいまちこうの

　　８４７-０３１３・佐賀県唐津市鎮西町塩鶴・ちんぜいまちしおつﾞる

　　８４７-０３１４・佐賀県唐津市鎮西町菖蒲・ちんぜいまちしようぶ

　　８４７-０３１６・佐賀県唐津市鎮西町中野・ちんぜいまちなかの

　　８４７-０４０１・佐賀県唐津市鎮西町名護屋・ちんぜいまちなごや

　　８４７-０４０２・佐賀県唐津市鎮西町野元・ちんぜいまちのもと

　　８４７-０４０４・佐賀県唐津市鎮西町波戸・ちんぜいまちはど

　　８４７-０３２６・佐賀県唐津市鎮西町早田・ちんぜいまちはやた

　　８４７-０４０５・佐賀県唐津市鎮西町馬渡島・ちんぜいまちまだらしま

　　８４７-０４０６・佐賀県唐津市鎮西町松島・ちんぜいまちまつしま

　　８４７-０３１１・佐賀県唐津市鎮西町丸田・ちんぜいまちまるだ

　　８４７-０３１５・佐賀県唐津市鎮西町八床・ちんぜいまちやとこ

　　８４７-０３２１・佐賀県唐津市鎮西町横竹・ちんぜいまちよこたけ

　　８４７-０８８５・佐賀県唐津市唐川・とうのかわ

　　８４７-０１２２・佐賀県唐津市唐房・とうほﾞう

　　８４７-０１３４・佐賀県唐津市中里・なかざと

　　８４７-０１０１・佐賀県唐津市中瀬通・なかのせどおり

　　８４７-００３４・佐賀県唐津市中原・なかはﾞる

　　８４７-００５１・佐賀県唐津市中町・なかまち

　　８４７-０８６２・佐賀県唐津市中山町・なかやままち

　　８４７-０８２２・佐賀県唐津市長谷・ながたに

　　８４７-０８０２・佐賀県唐津市梨川内・なしがわち

　　８４７-１１０１・佐賀県唐津市七山荒川・ななやまあらかわ

　　８４７-１１０３・佐賀県唐津市七山池原・ななやまいけはﾞる

　　８４７-１１０４・佐賀県唐津市七山木浦・ななやまきうら

　　８４７-１１０８・佐賀県唐津市七山白木・ななやましらき

　　８４７-１１０６・佐賀県唐津市七山滝川・ななやまたきがわ

　　８４７-１１０５・佐賀県唐津市七山仁部・ななやまにぶ

　　８４７-１１０７・佐賀県唐津市七山藤川・ななやまふじかわ

　　８４７-１１０２・佐賀県唐津市七山馬川・ななやままのかわ

　　８４７-０８４４・佐賀県唐津市菜畑・なはﾞたけ

　　８４７-０８７２・佐賀県唐津市西大島町・にしおおしままち

　　８４７-０８７５・佐賀県唐津市西唐津・にしからつ

　　８４７-００１４・佐賀県唐津市西城内・にしじようない

　　８４７-０８１５・佐賀県唐津市西寺町・にしでらまち

　　８４７-０８５５・佐賀県唐津市西浜町・にしはままち

　　８４７-０８５４・佐賀県唐津市西旗町・にしはたまち

　　８４７-０００３・佐賀県唐津市橋本・はしもと

　　８４７-０１０３・佐賀県唐津市橋本町・はしもとまち

　　８４７-０８３３・佐賀県唐津市畑島・はたしま

　　８４７-００２３・佐賀県唐津市半田・はだ

　　８４７-０１２１・佐賀県唐津市鳩川・はとがわ

　　８４９-５１０３・佐賀県唐津市浜玉町大江・はまたままちおおえ

　　８４９-５１０１・佐賀県唐津市浜玉町岡口・はまたままちおかぐち

　　８４９-５１０２・佐賀県唐津市浜玉町五反田・はまたままちごたんだ

　　８４９-５１０５・佐賀県唐津市浜玉町谷口・はまたままちたにぐち

　　８４９-５１１３・佐賀県唐津市浜玉町鳥巣・はまたままちとりす

　　８４９-５１３１・佐賀県唐津市浜玉町浜崎・はまたままちはまさき

　　８４９-５１２３・佐賀県唐津市浜玉町東山田・はまたままちひがしやまだ

　　８４９-５１１２・佐賀県唐津市浜玉町平原・はまたままちひらはﾞる

　　８４９-５１０４・佐賀県唐津市浜玉町渕上・はまたままちふちのうえ

　　８４９-５１１１・佐賀県唐津市浜玉町南山・はまたままちみなみやま

　　８４９-５１２４・佐賀県唐津市浜玉町山瀬・はまたままちやませ

　　８４９-５１２１・佐賀県唐津市浜玉町横田上・はまたままちよこたかみ

　　８４９-５１２２・佐賀県唐津市浜玉町横田下・はまたままちよこたしも

　　８４７-００３１・佐賀県唐津市原・はる

　　８４７-００２４・佐賀県唐津市東宇木・ひがしうき

　　８４７-０８７１・佐賀県唐津市東大島町・ひがしおおしままち

　　８４７-００１７・佐賀県唐津市東唐津・ひがしからつ

　　８４７-００１６・佐賀県唐津市東城内・ひがしじようない

　　８４７-００６３・佐賀県唐津市東町・ひがしまち

　　８４７-０８０１・佐賀県唐津市東山・ひがしやま

　　８４７-１５０２・佐賀県唐津市肥前町赤坂・ひぜんまちあかさか

　　８４７-１５１７・佐賀県唐津市肥前町上ケ倉・ひぜんまちあげくら

　　８４７-１５２２・佐賀県唐津市肥前町犬頭・ひぜんまちいぬがしら

　　８４７-１５２６・佐賀県唐津市肥前町入野・ひぜんまちいりの

　　８４７-１５１２・佐賀県唐津市肥前町梅崎・ひぜんまちうめざき

　　８４７-１５１６・佐賀県唐津市肥前町瓜ケ坂・ひぜんまちうりがさか

　　８４７-１５０６・佐賀県唐津市肥前町大浦・ひぜんまちおおうら



　　８４７-１５０１・佐賀県唐津市肥前町切木・ひぜんまちきりご

　　８４７-１５０５・佐賀県唐津市肥前町杉野浦・ひぜんまちすぎのうら

　　８４７-１５２１・佐賀県唐津市肥前町田野・ひぜんまちたの

　　８４７-１５２７・佐賀県唐津市肥前町鶴牧・ひぜんまちつるまき

　　８４７-１５１３・佐賀県唐津市肥前町寺浦・ひぜんまちてらうら

　　８４７-１５０４・佐賀県唐津市肥前町中浦・ひぜんまちなかうら

　　８４７-１５１１・佐賀県唐津市肥前町新木場・ひぜんまちにいこはﾞ

　　８４７-１５１４・佐賀県唐津市肥前町仁田野尾・ひぜんまちにたのお

　　８４７-１５２５・佐賀県唐津市肥前町納所・ひぜんまちのうさ

　　８４７-１５２３・佐賀県唐津市肥前町星賀・ひぜんまちほしか

　　８４７-１５１５・佐賀県唐津市肥前町万賀里川・ひぜんまちまがりかわ

　　８４７-１５０７・佐賀県唐津市肥前町満越・ ひぜんまちみつこじ

　　８４７-１５２４・佐賀県唐津市肥前町向島・ひぜんまちむくしま

　　８４７-１５０３・佐賀県唐津市肥前町湯野浦・ひぜんまちゆのうら

　　８４７-０８１２・佐賀県唐津市平野町・ひらのまち

　　８４７-０８７４・佐賀県唐津市藤崎通・ふじさきどおり

　　８４７-０８５１・佐賀県唐津市富士見町・ふじみまち

　　８４７-０８６１・佐賀県唐津市二タ子・ふたご

　　８４７-００６２・佐賀県唐津市船宮町・ふなみやまち

　　８４７-００５６・佐賀県唐津市坊主町・ほﾞうずまち

　　８４７-００４７・佐賀県唐津市本町・ほんまち

　　８４７-０１３３・佐賀県唐津市湊町・みなとまち

　　８４７-００１３・佐賀県唐津市南城内・みなみじようない

　　８４７-０８７６・佐賀県唐津市南富士見町・みなみふじみちよう

　　８４７-０８６３・佐賀県唐津市妙見町・みようけんまち

　　８４７-０８２５・佐賀県唐津市見借・ みるかじ

　　８４７-００６４・佐賀県唐津市元石町・もといしまち

　　８４７-０８５２・佐賀県唐津市元旗町・もとはたまち

　　８４７-０８１１・佐賀県唐津市八百屋町・やおやまち

　　８４７-０１３５・佐賀県唐津市屋形石・ やかたいじ

　　８４７-０１０２・佐賀県唐津市八幡町・やはたまち

　　８４７-０００４・佐賀県唐津市養母田・やぶた

　　８４７-０００５・佐賀県唐津市養母田鬼塚・やぶたおにつﾞか

　　８４７-０８４２・佐賀県唐津市山下町・やましたまち

　　８４７-０８３４・佐賀県唐津市山田・やまだ

　　８４７-０００２・佐賀県唐津市山本・やまもと

　　８４７-００３２・佐賀県唐津市夕日・ゆうひ

　　８４７-０８１４・佐賀県唐津市弓鷹町・ゆみたかまち

　　８４７-０１３６・佐賀県唐津市横野・よこの

　　８４７-０３０１・佐賀県唐津市呼子町大友・よぶこちようおおども

　　８４７-０３０６・佐賀県唐津市呼子町小川島・よぶこちようおがわしま

　　８４７-０３０５・佐賀県唐津市呼子町加部島・よぶこちようかべしま

　　８４７-０３０２・佐賀県唐津市呼子町小友・よぶこちようこども

　　８４７-０３０４・佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦・よぶこちようとののうら

　　８４７-０３０３・佐賀県唐津市呼子町呼子・よぶこちようよぶこ

　　８４７-００７１・佐賀県唐津市和多田海士町・わただあままち

　　８４７-００８３・佐賀県唐津市和多田大土井・わただおおどい

　　８４７-００７４・佐賀県唐津市和多田先石・ わたださきいじ

　　８４７-００８２・佐賀県唐津市和多田天満町・わただてんまんちよう

　　８４７-００８４・佐賀県唐津市和多田西山・わただにしやま

　　８４７-００７３・佐賀県唐津市和多田東百人町・わただひがしひやくにんまち

　　８４７-００７２・佐賀県唐津市和多田百人町・わただひやくにんまち

　　８４７-００８５・佐賀県唐津市和多田本村・わただほんむら

　　８４７-００８１・佐賀県唐津市和多田南先石・ わただみなみさきいじ

　　８４７-００７５・佐賀県唐津市和多田用尺・わただようじやく

　　８４１-００００・佐賀県鳥栖市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４１-００３６・佐賀県鳥栖市秋葉町・あきはﾞまち

　　８４１-００８２・佐賀県鳥栖市浅井町・あさいまち

　　８４１-００６８・佐賀県鳥栖市あさひ新町・あさひしんまち

　　８４１-００４５・佐賀県鳥栖市安楽寺町・あんらくじまち

　　８４１-００２２・佐賀県鳥栖市飯田町・いいだまち

　　８４１-００４７・佐賀県鳥栖市今泉町・いまいずみまち

　　８４１-０００１・佐賀県鳥栖市今町・いままち

　　８４１-００８６・佐賀県鳥栖市牛原町・うしわらまち

　　８４１-００７３・佐賀県鳥栖市江島町・えじままち

　　８４１-０００３・佐賀県鳥栖市加藤田町・かとうだまち

　　８４１-００８１・佐賀県鳥栖市萱方町・かやかたまち

　　８４１-００８７・佐賀県鳥栖市河内町・かわちまち

　　８４１-００６６・佐賀県鳥栖市儀徳町・ぎとくまち

　　８４１-００３４・佐賀県鳥栖市京町・きようまち



　　８４１-００５６・佐賀県鳥栖市蔵上・くらのうえ

　　８４１-００５４・佐賀県鳥栖市蔵上町・くらのうえまち

　　８４１-０００４・佐賀県鳥栖市神辺町・こうのえまち

　　８４１-００８３・佐賀県鳥栖市古賀町・こがまち

　　８４１-００６２・佐賀県鳥栖市幸津町・さいつまち

　　８４１-００４１・佐賀県鳥栖市酒井東町・さかいひがしまち

　　８４１-００４２・佐賀県鳥栖市酒井西町・さかいにしまち

　　８４１-００８８・佐賀県鳥栖市桜ケ丘町・さくらがおかまち

　　８４１-００１４・佐賀県鳥栖市桜町・さくらまち

　　８４１-００６３・佐賀県鳥栖市下野町・しものまち

　　８４１-００５２・佐賀県鳥栖市宿町・しゆくまち

　　８４１-００２５・佐賀県鳥栖市曽根崎町・そねざきまち

　　８４１-００３２・佐賀県鳥栖市大正町・たいしようまち

　　８４１-００４４・佐賀県鳥栖市高田町・たかたまち

　　８４１-００１５・佐賀県鳥栖市田代上町・たしろかんまち

　　８４１-００１２・佐賀県鳥栖市田代昌町・たしろしようまち

　　８４１-００１３・佐賀県鳥栖市田代新町・たしろしんまち

　　８４１-００１７・佐賀県鳥栖市田代大官町・たしろだいかんまち

　　８４１-００１６・佐賀県鳥栖市田代外町・たしろほかまち

　　８４１-００１８・佐賀県鳥栖市田代本町・たしろほんまち

　　８４１-００７５・佐賀県鳥栖市立石町・たていしまち

　　８４１-００３９・佐賀県鳥栖市土井町・どいまち

　　８４１-００６１・佐賀県鳥栖市轟木町・とどろきまち

　　８４１-００１１・佐賀県鳥栖市永吉町・ながよしまち

　　８４１-００７４・佐賀県鳥栖市西新町・にししんまち

　　８４１-００６７・佐賀県鳥栖市西田町・にしだまち

　　８４１-００８９・佐賀県鳥栖市虹ケ丘町・にじがおかまち

　　８４１-００２１・佐賀県鳥栖市幡崎町・はたざきまち

　　８４１-００７１・佐賀県鳥栖市原古賀町・はらこがまち

　　８４１-００２４・佐賀県鳥栖市原町・はるまち

　　８４１-００３５・佐賀県鳥栖市東町・ひがしまち

　　８４１-００２３・佐賀県鳥栖市姫方町・ひめかたまち

　　８４１-００７６・佐賀県鳥栖市平田町・ひらたまち

　　８４１-００４８・佐賀県鳥栖市藤木町・ふじのきまち

　　８４１-００５３・佐賀県鳥栖市布津原町・ふつはらまち

　　８４１-００３８・佐賀県鳥栖市古野町・ふるのまち

　　８４１-００３３・佐賀県鳥栖市本通町・ほんどおりまち

　　８４１-００２６・佐賀県鳥栖市本鳥栖町・ほんどすまち

　　８４１-００３７・佐賀県鳥栖市本町・ほんまち

　　８４１-００６５・佐賀県鳥栖市前田町・まえだまち

　　８４１-００４６・佐賀県鳥栖市真木町・まきまち

　　８４１-００２７・佐賀県鳥栖市松原町・まつはﾞらまち

　　８４１-００６４・佐賀県鳥栖市三島町・みしままち

　　８４１-００４３・佐賀県鳥栖市水屋町・みずやまち

　　８４１-００７２・佐賀県鳥栖市村田町・むらたまち

　　８４１-００５１・佐賀県鳥栖市元町・もとまち

　　８４１-００５５・佐賀県鳥栖市養父町・やぶまち

　　８４１-００８４・佐賀県鳥栖市山浦町・やまうらまち

　　８４１-００８５・佐賀県鳥栖市山都町・やまとまち

　　８４１-０００５・佐賀県鳥栖市弥生が丘・やよいがおか

　　８４１-００３１・佐賀県鳥栖市鎗田町・やりたまち

　　８４１-０００２・佐賀県鳥栖市柚比町・ゆびまち

　　８４６-００００・佐賀県多久市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４６-０００１・佐賀県多久市北多久町・きたたくまち

　　８４６-０００６・佐賀県多久市北多久町莇原・きたたくまちあざみはﾞる

　　８４６-０００２・佐賀県多久市北多久町小侍・きたたくまちこさむらい

　　８４６-０００５・佐賀県多久市北多久町砂原・きたたくまちすなはら

　　８４６-０００３・佐賀県多久市北多久町多久原・きたたくまちたくはﾞる

　　８４６-０００４・佐賀県多久市北多久町中多久・きたたくまちなかたく

　　８４６-０００７・佐賀県多久市北多久町メイプルタウン・きたたくまち

　　８４６-００３１・佐賀県多久市多久町・たくまち

　　８４６-００４１・佐賀県多久市西多久町・にしたくまち

　　８４６-００１１・佐賀県多久市東多久町・ひがしたくまち

　　８４６-００１３・佐賀県多久市東多久町古賀・ひがしたくまちこが

　　８４６-００１４・佐賀県多久市東多久町納所・ひがしたくまちのうそ

　　８４６-００１２・佐賀県多久市東多久町別府・ひがしたくまちべふ

　　８４６-００２１・佐賀県多久市南多久町・みなみたくまち

　　８４６-００２２・佐賀県多久市南多久町泉町・みなみたくまちいずみまち

　　８４６-００２４・佐賀県多久市南多久町下多久・みなみたくまちしもたく

　　８４６-００２３・佐賀県多久市南多久町長尾・みなみたくまちながお



　　８４６-００２５・佐賀県多久市南多久町花祭・みなみたくまちはなまつり

　　８４８-００００・佐賀県伊万里市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４８-００４７・佐賀県伊万里市伊万里町甲・いまりちようこう

　　８４８-００４６・佐賀県伊万里市伊万里町乙・いまりちようおつ

　　８４８-００２４・佐賀県伊万里市大川内町甲・おおかわちちようこう

　　８４８-００２５・佐賀県伊万里市大川内町乙・おおかわちちようおつ

　　８４８-００２６・佐賀県伊万里市大川内町丙・おおかわちちようへい

　　８４９-５２５１・佐賀県伊万里市大川町大川野・おおかわちようおおかわの

　　８４９-５２５７・佐賀県伊万里市大川町川原・おおかわちようかわはﾞる

　　８４９-５２５２・佐賀県伊万里市大川町川西・ おおかわちようかわにじ

　　８４９-５２５３・佐賀県伊万里市大川町駒鳴・おおかわちようこまなき

　　８４９-５２５４・佐賀県伊万里市大川町立川・おおかわちようたつがわ

　　８４９-５２５６・佐賀県伊万里市大川町東田代・おおかわちようひがしたしろ

　　８４９-５２５５・佐賀県伊万里市大川町山口・おおかわちようやまぐち

　　８４８-００２１・佐賀県伊万里市大坪町甲・おおつほﾞちようこう

　　８４８-００２２・佐賀県伊万里市大坪町乙・おおつほﾞちようおつ

　　８４８-００２３・佐賀県伊万里市大坪町丙・おおつほﾞちようへい

　　８４８-００４４・佐賀県伊万里市木須町・きすちよう

　　８４８-０１２４・佐賀県伊万里市黒川町（名村団地）・くろがわちよう(なむらだんち)

　　８４８-０１２３・佐賀県伊万里市黒川町大黒川・くろがわちようおおくろがわ

　　８４８-０１４６・佐賀県伊万里市黒川町黒塩・くろがわちようくろしお

　　８４８-０１２５・佐賀県伊万里市黒川町小黒川・くろがわちようこくろがわ

　　８４８-０１２１・佐賀県伊万里市黒川町塩屋・くろがわちようしおや

　　８４８-０１４１・佐賀県伊万里市黒川町清水・くろがわちようしみず

　　８４８-０１４２・佐賀県伊万里市黒川町立目・くろがわちようたちめ

　　８４８-０１４５・佐賀県伊万里市黒川町椿原・くろがわちようつはﾞきはら

　　８４８-０１３２・佐賀県伊万里市黒川町長尾・くろがわちようながお

　　８４８-０１３１・佐賀県伊万里市黒川町畑川内・くろがわちようはたがわち

　　８４８-０１３４・佐賀県伊万里市黒川町花房・くろがわちようはなぶさ

　　８４８-０１２２・佐賀県伊万里市黒川町福田・くろがわちようふくだ

　　８４８-０１３３・佐賀県伊万里市黒川町真手野・くろがわちようまての

　　８４８-０１４３・佐賀県伊万里市黒川町牟田・くろがわちようむた

　　８４８-０１４４・佐賀県伊万里市黒川町横野・くろがわちようよこの

　　８４８-００４１・佐賀県伊万里市新天町・しんてんちよう

　　８４８-００４３・佐賀県伊万里市瀬戸町・せとちよう

　　８４８-００２７・佐賀県伊万里市立花町・たちはﾞなちよう

　　８４８-００３２・佐賀県伊万里市二里町大里甲・にりちようおおざとこう

　　８４８-００３５・佐賀県伊万里市二里町大里乙・にりちようおおざとおつ

　　８４８-００３４・佐賀県伊万里市二里町中里甲・にりちようなかざとこう

　　８４８-００３３・佐賀県伊万里市二里町中里乙・にりちようなかざとおつ

　　８４８-００３１・佐賀県伊万里市二里町八谷搦・にりちようはちやがらみ

　　８４８-００４２・佐賀県伊万里市蓮池町・はすいけちよう

　　８４８-０１１３・佐賀県伊万里市波多津町板木・はたつちよういたぎ

　　８４８-０１１６・佐賀県伊万里市波多津町井野尾・はたつちよういのお

　　８４８-０１０３・佐賀県伊万里市波多津町内野・はたつちよううちの

　　８４８-０１１１・佐賀県伊万里市波多津町木場・はたつちようこはﾞ

　　８４８-０１０４・佐賀県伊万里市波多津町煤屋・はたつちようすすや

　　８４８-０１１２・佐賀県伊万里市波多津町田代・はたつちようたしろ

　　８４８-０１０１・佐賀県伊万里市波多津町辻・はたつちようつじ

　　８４８-０１１７・佐賀県伊万里市波多津町筒井・はたつちようつつい

　　８４８-０１１４・佐賀県伊万里市波多津町津留主屋・はたつちようつるぬしや

　　８４８-０１１５・佐賀県伊万里市波多津町中山・はたつちようなかやま

　　８４８-０１０２・佐賀県伊万里市波多津町畑津・はたつちようはたつ

　　８４８-０１０５・佐賀県伊万里市波多津町馬蛤潟・はたつちようまてがた

　　８４９-４２８４・佐賀県伊万里市東山代町浦川内・ひがしやましろちよううらがわち

　　８４９-４２８１・佐賀県伊万里市東山代町大久保・ひがしやましろちようおおくほﾞ

　　８４９-４２８６・佐賀県伊万里市東山代町川内野・ひがしやましろちようかわちの

　　８４９-４２８２・佐賀県伊万里市東山代町里・ひがしやましろちようさと

　　８４９-４２８５・佐賀県伊万里市東山代町滝川内・ひがしやましろちようたきがわち

　　８４９-４２７３・佐賀県伊万里市東山代町天神・ひがしやましろちようてんじん

　　８４９-４２７１・佐賀県伊万里市東山代町長浜・ひがしやましろちようながはま

　　８４９-４２７２・佐賀県伊万里市東山代町日尾・ひがしやましろちようひお

　　８４９-４２８３・佐賀県伊万里市東山代町東大久保・ひがしやましろちようひがしおおくほﾞ

　　８４９-４２７４・佐賀県伊万里市東山代町脇野・ひがしやましろちようわきの

　　８４９-５２６４・佐賀県伊万里市松浦町提川・まつうらちようさげのかわ

　　８４９-５２６２・佐賀県伊万里市松浦町中野原・まつうらちようなかのはら

　　８４９-５２６１・佐賀県伊万里市松浦町桃川・まつうらちようもものかわ

　　８４９-５２６３・佐賀県伊万里市松浦町山形・まつうらちようやまがた

　　８４８-００４５・佐賀県伊万里市松島町・まつしまちよう

　　８４８-０００７・佐賀県伊万里市南波多町井手野・みなみはたちよういでの



　　８４８-００１１・佐賀県伊万里市南波多町大川原・みなみはたちようおおかわはﾞる

　　８４８-０００５・佐賀県伊万里市南波多町大曲・みなみはたちようおおまがり

　　８４８-００１３・佐賀県伊万里市南波多町笠椎・みなみはたちようかさじ

　　８４８-００１４・佐賀県伊万里市南波多町小麦原・みなみはたちようこむぎはる

　　８４８-０００１・佐賀県伊万里市南波多町重橋・ みなみはたちようじゆうはﾞじ

　　８４８-０００６・佐賀県伊万里市南波多町高瀬・みなみはたちようたかぜ

　　８４８-０００２・佐賀県伊万里市南波多町谷口・みなみはたちようたにぐち

　　８４８-０００４・佐賀県伊万里市南波多町水留・みなみはたちようつつﾞみ

　　８４８-００１６・佐賀県伊万里市南波多町原屋敷・みなみはたちようはらやしき

　　８４８-００１５・佐賀県伊万里市南波多町府招・みなみはたちようふまねき

　　８４８-００１２・佐賀県伊万里市南波多町古川・みなみはたちようふるこ

　　８４８-０００３・佐賀県伊万里市南波多町古里・みなみはたちようふるさと

　　８４９-４２５１・佐賀県伊万里市山代町楠久・やましろちようくすく

　　８４９-４２５２・佐賀県伊万里市山代町楠久津・やましろちようくすくつ

　　８４９-４２５６・佐賀県伊万里市山代町久原・やましろちようくはﾞら

　　８４９-４２５４・佐賀県伊万里市山代町城・やましろちようじよう

　　８４９-４２６１・佐賀県伊万里市山代町立岩・やましろちようたちいわ

　　８４９-４２６３・佐賀県伊万里市山代町西大久保・やましろちようにしおおくほﾞ

　　８４９-４２６４・佐賀県伊万里市山代町東分・やましろちようひがしぶん

　　８４９-４２６２・佐賀県伊万里市山代町西分・やましろちようにしぶん

　　８４９-４２５５・佐賀県伊万里市山代町福川内・やましろちようふくがわち

　　８４９-４２５３・佐賀県伊万里市山代町峰・やましろちようみね

　　８４８-００２８・佐賀県伊万里市脇田町・わきだちよう

　　８４３-００００・佐賀県武雄市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４３-０００３・佐賀県武雄市朝日町芦原・あさひちようあしはら

　　８４３-０００１・佐賀県武雄市朝日町甘久・あさひちようあまぐ

　　８４３-０００２・佐賀県武雄市朝日町中野・あさひちようなかの

　　８４９-２２０３・佐賀県武雄市北方町芦原・きたがたちようあしはら

　　８４９-２２０４・佐賀県武雄市北方町大崎・きたがたちようおおさき

　　８４９-２２０２・佐賀県武雄市北方町大渡・きたがたちようおおわたり

　　８４９-２２０１・佐賀県武雄市北方町志久・きたがたちようしく

　　８４９-２３４１・佐賀県武雄市武内町梅野・たけうちちよううめの

　　８４９-２３４２・佐賀県武雄市武内町真手野・たけうちちようまての

　　８４３-００２３・佐賀県武雄市武雄町昭和・たけおちようしようわ

　　８４３-００２２・佐賀県武雄市武雄町武雄・たけおちようたけお

　　８４３-００２４・佐賀県武雄市武雄町富岡・たけおちようとみおか

　　８４３-００２１・佐賀県武雄市武雄町永島・たけおちようながしま

　　８４３-００１１・佐賀県武雄市橘町芦原・たちはﾞなちようあしはら

　　８４３-００１２・佐賀県武雄市橘町片白・たちはﾞなちようかたじろ

　　８４３-００１３・佐賀県武雄市橘町大日・たちはﾞなちようだいにち

　　８４３-００１４・佐賀県武雄市橘町永島・たちはﾞなちようながしま

　　８４３-０２３１・佐賀県武雄市西川登町小田志・にしかわのほﾞりちようこたじ

　　８４３-０２３２・佐賀県武雄市西川登町神六・にしかわのほﾞりちようじんろく

　　８４３-０２３３・佐賀県武雄市東川登町永野・ひがしかわのほﾞりちようながの

　　８４３-０２３４・佐賀県武雄市東川登町袴野・ひがしかわのほﾞりちようはかまの

　　８４９-２３０１・佐賀県武雄市山内町犬走・やまうちちよういぬはﾞしり

　　８４９-２３０４・佐賀県武雄市山内町大野・やまうちちようおおの

　　８４９-２３０２・佐賀県武雄市山内町鳥海・やまうちちようとのみ

　　８４９-２３０３・佐賀県武雄市山内町三間坂・やまうちちようみまさか

　　８４９-２３０５・佐賀県武雄市山内町宮野・やまうちちようみやの

　　８４３-０１５１・佐賀県武雄市若木町川古・わかきちようかわご

　　８４３-０１５２・佐賀県武雄市若木町本部・わかきちようもとべ

　　８４３-０１５３・佐賀県武雄市若木町桃川・わかきちようもものかわ

　　８４９-１３００・佐賀県鹿島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-１３２４・佐賀県鹿島市飯田・いいだ

　　８４９-１３０２・佐賀県鹿島市井手・いで

　　８４９-１３２３・佐賀県鹿島市音成・おとなり

　　８４９-１３１３・佐賀県鹿島市重ノ木・じゆうのき

　　８４９-１３１１・佐賀県鹿島市高津原・たかつはら

　　８４９-１３０１・佐賀県鹿島市常広・つねひろ

　　８４９-１３０４・佐賀県鹿島市中村・なかむら

　　８４９-１３１２・佐賀県鹿島市納富分・のうどみぶん

　　８４９-１３２２・佐賀県鹿島市浜町・はままち

　　８４９-１３２１・佐賀県鹿島市古枝・ふるえだ

　　８４９-１３１５・佐賀県鹿島市三河内・みかわち

　　８４９-１３０３・佐賀県鹿島市森・もり

　　８４９-１３１４・佐賀県鹿島市山浦・やまうら

　　８４５-００００・佐賀県小城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-０３１１・佐賀県小城市芦刈町芦溝・あしかりちようあしみぞ

　　８４９-０３１２・佐賀県小城市芦刈町下古賀・あしかりちようしもこが



　　８４９-０３１６・佐賀県小城市芦刈町道免・あしかりちようどうめ

　　８４９-０３１３・佐賀県小城市芦刈町永田・あしかりちようながた

　　８４９-０３１５・佐賀県小城市芦刈町浜枝川・あしかりちようはまえだがわ

　　８４９-０３１４・佐賀県小城市芦刈町三王崎・あしかりちようみおうざき

　　８４９-０３０３・佐賀県小城市牛津町牛津・うしつﾞちよううしつﾞ

　　８４９-０３０１・佐賀県小城市牛津町乙柳・うしつﾞちようおとやなぎ

　　８４９-０３０２・佐賀県小城市牛津町柿樋瀬・うしつﾞちようかきひせ

　　８４９-０３０６・佐賀県小城市牛津町勝・うしつﾞちようかつ

　　８４９-０３０５・佐賀県小城市牛津町上砥川・うしつﾞちようかみとがわ

　　８４９-０３０４・佐賀県小城市牛津町下砥川・うしつﾞちようしもとがわ

　　８４５-０００１・佐賀県小城市小城町・おぎまち

　　８４５-００１２・佐賀県小城市小城町池上・おぎまちいけのうえ

　　８４５-０００３・佐賀県小城市小城町岩蔵・おぎまちいわくら

　　８４５-００１３・佐賀県小城市小城町栗原・おぎまちくりはら

　　８４５-０００２・佐賀県小城市小城町畑田・おぎまちはたけだ

　　８４５-００１４・佐賀県小城市小城町晴気・おぎまちはるけ

　　８４５-０００５・佐賀県小城市小城町東新町・おぎまちひがししんまち

　　８４５-００１１・佐賀県小城市小城町船田・おぎまちふなだ

　　８４５-０００４・佐賀県小城市小城町松尾・おぎまちまつお

　　８４５-００３５・佐賀県小城市三日月町石木・みかつきちよういしき

　　８４５-００２３・佐賀県小城市三日月町織島・みかつきちようおりしま

　　８４５-００３２・佐賀県小城市三日月町金田・みかつきちようかなだ

　　８４５-００２２・佐賀県小城市三日月町久米・みかつきちようくめ

　　８４５-００３４・佐賀県小城市三日月町甲柳原・みかつきちようこうやなぎはら

　　８４５-００２１・佐賀県小城市三日月町長神田・みかつきちようちようかんだ

　　８４５-００３３・佐賀県小城市三日月町樋口・みかつきちようひぐち

　　８４５-００３１・佐賀県小城市三日月町堀江・みかつきちようほりえ

　　８４５-００２５・佐賀県小城市三日月町三ケ島・みかつきちようみかしま

　　８４５-００２４・佐賀県小城市三日月町道辺・みかつきちようみちべ

　　８４３-０３００・佐賀県嬉野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４３-０３０４・佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内・うれしのまちいわやがわち

　　８４３-０３０１・佐賀県嬉野市嬉野町下宿・うれしのまちしもじゆく

　　８４３-０３０２・佐賀県嬉野市嬉野町下野・うれしのまちしもの

　　８４３-０３０５・佐賀県嬉野市嬉野町不動山・うれしのまちふどうやま

　　８４３-０３０３・佐賀県嬉野市嬉野町吉田・うれしのまちよしだ

　　８４９-１４１６・佐賀県嬉野市塩田町大草野乙・しおたちようおおくさのおつ

　　８４９-１４１４・佐賀県嬉野市塩田町大草野甲・しおたちようおおくさのこう

　　８４９-１４１５・佐賀県嬉野市塩田町大草野丙・しおたちようおおくさのへい

　　８４９-１４０２・佐賀県嬉野市塩田町久間乙・しおたちようくまおつ

　　８４９-１４０１・佐賀県嬉野市塩田町久間甲・しおたちようくまこう

　　８４９-１４０４・佐賀県嬉野市塩田町久間丁・しおたちようくまてい

　　８４９-１４０３・佐賀県嬉野市塩田町久間丙・しおたちようくまへい

　　８４９-１４２６・佐賀県嬉野市塩田町五町田乙・しおたちようごちようだおつ

　　８４９-１４２５・佐賀県嬉野市塩田町五町田甲・しおたちようごちようだこう

　　８４９-１４２３・佐賀県嬉野市塩田町谷所乙・しおたちようたにどころおつ

　　８４９-１４２２・佐賀県嬉野市塩田町谷所甲・しおたちようたにどころこう

　　８４９-１４２４・佐賀県嬉野市塩田町谷所丙・しおたちようたにどころへい

　　８４９-１４１２・佐賀県嬉野市塩田町馬場下乙・しおたちようはﾞはﾞしたおつ

　　８４９-１４１１・佐賀県嬉野市塩田町馬場下甲・しおたちようはﾞはﾞしたこう

　　８４９-１４１３・佐賀県嬉野市塩田町馬場下丙・しおたちようはﾞはﾞしたへい

　　８４９-１４２１・佐賀県嬉野市塩田町真崎・しおたちようまつさき

　　８４２-００００・佐賀県神埼市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４２-００１４・佐賀県神埼市神埼町姉川・かんざきまちあねがわ

　　８４２-０１２３・佐賀県神埼市神埼町的・かんざきまちいくわ

　　８４２-０００６・佐賀県神埼市神埼町枝ケ里・かんざきまちえだがり

　　８４２-００１５・佐賀県神埼市神埼町尾崎・かんざきまちおさき

　　８４２-０００１・佐賀県神埼市神埼町神埼・かんざきまちかんざき

　　８４２-０１２２・佐賀県神埼市神埼町城原・かんざきまちじようはﾞる

　　８４２-０１２１・佐賀県神埼市神埼町志波屋・かんざきまちしわや

　　８４２-００１１・佐賀県神埼市神埼町竹・かんざきまちたけ

　　８４２-０００２・佐賀県神埼市神埼町田道ケ里・かんざきまちたみちがり

　　８４２-０１０７・佐賀県神埼市神埼町鶴（１～２９９９)・かんざきまちつる

　　８４２-０００７・佐賀県神埼市神埼町鶴（３０００番地以降）・かんざきまちつる

　　８４２-０００４・佐賀県神埼市神埼町永歌・かんざきまちながうた

　　８４２-０００５・佐賀県神埼市神埼町西小津ケ里・かんざきまちにしおつﾞがり

　　８４２-００１３・佐賀県神埼市神埼町本告牟田・かんざきまちもとおりむた

　　８４２-０００３・佐賀県神埼市神埼町本堀・かんざきまちもとほり

　　８４２-００１２・佐賀県神埼市神埼町横武・かんざきまちよこたけ

　　８４２-０２０３・佐賀県神埼市脊振町服巻・せふりまちはらまき

　　８４２-０２０１・佐賀県神埼市脊振町広滝・せふりまちひろたき



　　８４２-０２０２・佐賀県神埼市脊振町鹿路・せふりまちろくろ

　　８４２-００５２・佐賀県神埼市千代田町姉・ちよだちようあね

　　８４２-００５４・佐賀県神埼市千代田町餘江・ちよだちようあまりえ

　　８４２-００６７・佐賀県神埼市千代田町嘉納・ちよだちようかのう

　　８４２-００５１・佐賀県神埼市千代田町黒井・ちよだちようくろい

　　８４２-００５６・佐賀県神埼市千代田町境原・ちよだちようさかいはﾞる

　　８４２-００６５・佐賀県神埼市千代田町崎村・ちよだちようさきむら

　　８４２-００６８・佐賀県神埼市千代田町下板・ちよだちようしもいた

　　８４２-００５５・佐賀県神埼市千代田町下西・ちよだちようしもさい

　　８４２-００６１・佐賀県神埼市千代田町詫田・ちよだちようたくた

　　８４２-００５３・佐賀県神埼市千代田町直鳥・ちよだちようなおとり

　　８４２-００６３・佐賀県神埼市千代田町迎島・ちよだちようむかいしま

　　８４２-００６２・佐賀県神埼市千代田町柳島・ちよだちようやなぎしま

　　８４２-００６６・佐賀県神埼市千代田町用作・ちよだちようようさく

　　８４２-００６４・佐賀県神埼市千代田町渡瀬・ちよだちようわたぜ

　　８４２-００００・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４２-０１０２・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動・いしなり

　　８４２-０１０３・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲・おおまがり

　　８４２-００３５・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手・たで

　　８４２-００３２・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野・たての

　　８４２-００３４・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川・はこがわ

　　８４２-０１０１・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈・まつぐま

　　８４２-００３３・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町豆田・まめだ

　　８４２-０１０４・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津・みつ

　　８４２-００３１・佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田・よしだ

　　８４１-０２００・佐賀県三養基郡基山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４１-０２０５・佐賀県三養基郡基山町けやき台・けやきだい

　　８４１-０２０１・佐賀県三養基郡基山町小倉・こくら

　　８４１-０２０３・佐賀県三養基郡基山町園部・そのべ

　　８４１-０２０２・佐賀県三養基郡基山町長野・ながの

　　８４１-０２０４・佐賀県三養基郡基山町宮浦・みやうら

　　８４９-０１００・佐賀県三養基郡上峰町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-０１２１・佐賀県三養基郡上峰町江迎・えむかい

　　８４９-０１２４・佐賀県三養基郡上峰町堤・つつみ

　　８４９-０１２３・佐賀県三養基郡上峰町坊所・ほﾞうじよ

　　８４９-０１２２・佐賀県三養基郡上峰町前牟田・まえむた

　　８４９-０１００・佐賀県三養基郡みやき町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４０-１１０６・佐賀県三養基郡みやき町市武・いちたけ

　　８４９-０１１２・佐賀県三養基郡みやき町江口・えぐち

　　８４０-１１０３・佐賀県三養基郡みやき町坂口・さかぐち

　　８４９-０１１１・佐賀県三養基郡みやき町白壁・しらかべ

　　８４０-１１０２・佐賀県三養基郡みやき町天建寺・てんけんじ

　　８４９-０１１４・佐賀県三養基郡みやき町中津隈・なかつくま

　　８４０-１１０１・佐賀県三養基郡みやき町西島・にしじま

　　８４９-０１０１・佐賀県三養基郡みやき町原古賀・はるこが

　　８４９-０１１３・佐賀県三養基郡みやき町東尾・ひがしお

　　８４０-１１０４・佐賀県三養基郡みやき町東津・ひがしつ

　　８４９-０１０２・佐賀県三養基郡みやき町簑原・みのはﾞる

　　８４０-１１０５・佐賀県三養基郡みやき町寄人・よりうと

　　８４７-１４００・佐賀県東松浦郡玄海町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４７-１４０３・佐賀県東松浦郡玄海町有浦上・ありうらかみ

　　８４７-１４０２・佐賀県東松浦郡玄海町有浦下・ありうらしも

　　８４７-１４２３・佐賀県東松浦郡玄海町石田・いしだ

　　８４７-１４４１・佐賀県東松浦郡玄海町今村・いまむら

　　８４７-１４３４・佐賀県東松浦郡玄海町大薗・おおぞの

　　８４７-１４１３・佐賀県東松浦郡玄海町大鳥・おおとり

　　８４７-１４４３・佐賀県東松浦郡玄海町仮立・かりだち

　　８４７-１４３５・佐賀県東松浦郡玄海町仮屋・かりや

　　８４７-１４０１・佐賀県東松浦郡玄海町小加倉・こがくら

　　８４７-１４２４・佐賀県東松浦郡玄海町栄・さかえ

　　８４７-１４４５・佐賀県東松浦郡玄海町下宮・しもみや

　　８４７-１４２２・佐賀県東松浦郡玄海町新田・しんでん

　　８４７-１４１５・佐賀県東松浦郡玄海町座川内・そそろがわち

　　８４７-１４１２・佐賀県東松浦郡玄海町田代・たしろ

　　８４７-１４４２・佐賀県東松浦郡玄海町値賀川内・ちかがわち

　　８４７-１４１１・佐賀県東松浦郡玄海町轟木・とどろき

　　８４７-１４４４・佐賀県東松浦郡玄海町中通・なかどおり

　　８４７-１４０４・佐賀県東松浦郡玄海町長倉・ながくら

　　８４７-１４２５・佐賀県東松浦郡玄海町花の木・はなのき

　　８４７-１４３３・佐賀県東松浦郡玄海町浜野浦・はまのうら



　　８４７-１４３２・佐賀県東松浦郡玄海町平尾・ひらお

　　８４７-１４３１・佐賀県東松浦郡玄海町普恩寺・ふおんじ

　　８４７-１４０５・佐賀県東松浦郡玄海町藤平・ふじひら

　　８４７-１４４６・佐賀県東松浦郡玄海町外津・ほかわつﾞ

　　８４７-１４１６・佐賀県東松浦郡玄海町牟形・むかた

　　８４７-１４２１・佐賀県東松浦郡玄海町諸浦・もろうら

　　８４７-１４１４・佐賀県東松浦郡玄海町湯野尾・ゆのお

　　８４４-００００・佐賀県西松浦郡有田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４４-０００６・佐賀県西松浦郡有田町赤絵町・あかえまち

　　８４４-００２４・佐賀県西松浦郡有田町赤坂・あかさか

　　８４４-０００１・佐賀県西松浦郡有田町泉山・いずみやま

　　８４４-００１１・佐賀県西松浦郡有田町岩谷川内・いわたにがわち

　　８４４-００２１・佐賀県西松浦郡有田町応法・おうほﾞう

　　８４９-４１５４・佐賀県西松浦郡有田町大木宿・おおぎしゆく

　　８４４-０００４・佐賀県西松浦郡有田町大樽・おおだる

　　８４４-００１３・佐賀県西松浦郡有田町大野・おおの

　　８４９-４１６２・佐賀県西松浦郡有田町上内野・かみうちの

　　８４４-０００３・佐賀県西松浦郡有田町上幸平・かみこうひら

　　８４９-４１７４・佐賀県西松浦郡有田町上本・かみほん

　　８４９-４１４４・佐賀県西松浦郡有田町上山谷・かみやまだに

　　８４９-４１６６・佐賀県西松浦郡有田町北ノ川内・きたのかわち

　　８４９-４１７５・佐賀県西松浦郡有田町楠木原・くすのきはﾞる

　　８４９-４１６５・佐賀県西松浦郡有田町黒川・くろごう

　　８４４-００２２・佐賀県西松浦郡有田町黒牟田・くろむた

　　８４４-００１２・佐賀県西松浦郡有田町桑古場・くわこはﾞ

　　８４９-４１５６・佐賀県西松浦郡有田町桑木原・くわのきはﾞる

　　８４４-０００５・佐賀県西松浦郡有田町幸平・こうびら

　　８４４-００１６・佐賀県西松浦郡有田町境野・さかいの

　　８４９-４１６３・佐賀県西松浦郡有田町下内野・しもうちの

　　８４９-４１７２・佐賀県西松浦郡有田町下本・しもほん

　　８４９-４１４３・佐賀県西松浦郡有田町下山谷・しもやまだに

　　８４４-０００７・佐賀県西松浦郡有田町白川・しらかわ

　　８４９-４１６１・佐賀県西松浦郡有田町蔵宿・ぞうしゆく

　　８４９-４１４６・佐賀県西松浦郡有田町岳・たけ

　　８４９-４１５３・佐賀県西松浦郡有田町立部・たちべ

　　８４４-００１７・佐賀県西松浦郡有田町戸杓・としやく

　　８４４-００１４・佐賀県西松浦郡有田町戸矢・とや

　　８４４-０００２・佐賀県西松浦郡有田町中樽・なかだる

　　８４４-０００９・佐賀県西松浦郡有田町中の原・なかのはら

　　８４４-００２８・佐賀県西松浦郡有田町南山・なんざん

　　８４４-００２７・佐賀県西松浦郡有田町南原・なんはﾞる

　　８４９-４１４１・佐賀県西松浦郡有田町二ノ瀬・にのせ

　　８４９-４１７６・佐賀県西松浦郡有田町原明・はらあけ

　　８４４-０００８・佐賀県西松浦郡有田町稗古場・ひえこはﾞ

　　８４９-４１５２・佐賀県西松浦郡有田町広瀬・ひろせ

　　８４９-４１５１・佐賀県西松浦郡有田町広瀬山・ひろせやま

　　８４４-００１５・佐賀県西松浦郡有田町古木場・ふるこはﾞ

　　８４４-００２６・佐賀県西松浦郡有田町外尾町・ほかおまち

　　８４４-００２５・佐賀県西松浦郡有田町外尾山・ほかおやま

　　８４９-４１６４・佐賀県西松浦郡有田町仏ノ原・ほとけのはら

　　８４４-００１８・佐賀県西松浦郡有田町本町・ほんまち

　　８４９-４１７３・佐賀県西松浦郡有田町舞原・まいはﾞる

　　８４４-００２３・佐賀県西松浦郡有田町丸尾・まるお

　　８４９-４１４５・佐賀県西松浦郡有田町山谷切口・やまだにきりぐち

　　８４９-４１４２・佐賀県西松浦郡有田町山谷牧・やまだにまき

　　８４９-４１５５・佐賀県西松浦郡有田町山本・やまもと

　　８４９-４１７１・佐賀県西松浦郡有田町代々木・よよぎ

　　８４９-２１００・佐賀県杵島郡大町町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-２１０１・佐賀県杵島郡大町町大町・おおまち

　　８４９-２１０２・佐賀県杵島郡大町町福母・ふくも

　　８４９-０５００・佐賀県杵島郡江北町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-０５０６・佐賀県杵島郡江北町上小田・かみおだ

　　８４９-０５０２・佐賀県杵島郡江北町佐留志・ さるじ

　　８４９-０５０５・佐賀県杵島郡江北町下小田・しもおだ

　　８４９-０５０３・佐賀県杵島郡江北町惣領分・そうりようぶん

　　８４９-０５０４・佐賀県杵島郡江北町八町・はつちよう

　　８４９-０５０１・佐賀県杵島郡江北町山口・やまぐち

　　８４９-１１００・佐賀県杵島郡白石町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-１１０１・佐賀県杵島郡白石町今泉・いまいずみ

　　８４９-１２０１・佐賀県杵島郡白石町牛屋・うしや



　　８４９-１１０２・佐賀県杵島郡白石町大渡・おおわたり

　　８４９-１２０４・佐賀県杵島郡白石町坂田・さかた

　　８４９-１２０８・佐賀県杵島郡白石町新開・しんかい

　　８４９-１２２１・佐賀県杵島郡白石町新拓・しんたく

　　８４９-１２０２・佐賀県杵島郡白石町新明・しんめい

　　８４９-１２０５・佐賀県杵島郡白石町田野上・たのうえ

　　８４９-１１０３・佐賀県杵島郡白石町築切・ついきり

　　８４９-１１０４・佐賀県杵島郡白石町堤・つつみ

　　８４９-１１０５・佐賀県杵島郡白石町遠江・とおのえ

　　８４９-１２０３・佐賀県杵島郡白石町戸ケ里・とがり

　　８４９-１１０６・佐賀県杵島郡白石町廿治・はたち

　　８４９-０４０３・佐賀県杵島郡白石町八平・はちへい

　　８４９-１１１１・佐賀県杵島郡白石町東郷・ひがしごう

　　８４９-１２０７・佐賀県杵島郡白石町深浦・ふかうら

　　８４９-１１１２・佐賀県杵島郡白石町福田・ふくた

　　８４９-０４０１・佐賀県杵島郡白石町福富・ふくどみ

　　８４９-０４０２・佐賀県杵島郡白石町福富下分・ふくどみしもぶん

　　８４９-１１１３・佐賀県杵島郡白石町福吉・ ふくよじ

　　８４９-１２０６・佐賀県杵島郡白石町辺田・へた

　　８４９-１１１４・佐賀県杵島郡白石町馬洗・もうらい

　　８４９-１１１５・佐賀県杵島郡白石町湯崎・ゆざき

　　８４９-１１１６・佐賀県杵島郡白石町横手・よこて

　　８４９-１６００・佐賀県藤津郡太良町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８４９-１６０３・佐賀県藤津郡太良町糸岐・いとき

　　８４９-１６０１・佐賀県藤津郡太良町伊福甲・いふくこう

　　８４９-１６１４・佐賀県藤津郡太良町大浦甲・おおうらこう

　　８４９-１６１５・佐賀県藤津郡太良町大浦乙・おおうらおつ

　　８４９-１６１３・佐賀県藤津郡太良町大浦丙・おおうらへい

　　８４９-１６１２・佐賀県藤津郡太良町大浦丁・おおうらてい

　　８４９-１６１１・佐賀県藤津郡太良町大浦戊・おおうらほﾞ

　　８４９-１６１６・佐賀県藤津郡太良町大浦己・おおうらき

　　８４９-１６０２・佐賀県藤津郡太良町多良・たら




