
　　３３１-００００・埼玉県さいたま市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３１-００５８・埼玉県さいたま市西区飯田・いいだ

　　３３１-００６８・埼玉県さいたま市西区飯田新田・いいだしんでん

　　３３１-００５３・埼玉県さいたま市西区植田谷本・うえたやほん

　　３３１-００６７・埼玉県さいたま市西区植田谷本村新田・うえたやほんむらしんでん

　　３３１-００４５・埼玉県さいたま市西区内野本郷・うちのほんごう

　　３３１-００４７・埼玉県さいたま市西区指扇・さしおうぎ

　　３３１-００７６・埼玉県さいたま市西区指扇領辻・さしおうぎりようつじ

　　３３１-００７３・埼玉県さいたま市西区指扇領別所・さしおうぎりようべつしよ

　　３３１-００６４・埼玉県さいたま市西区佐知川・さじかわ

　　３３１-００５６・埼玉県さいたま市西区三条町・さんじようまち

　　３３１-００５４・埼玉県さいたま市西区島根・しまね

　　３３１-００５５・埼玉県さいたま市西区昭和・しようわ

　　３３１-００４８・埼玉県さいたま市西区清河寺・せいがんじ

　　３３１-００７１・埼玉県さいたま市西区高木・たかぎ

　　３３１-００６６・埼玉県さいたま市西区塚本・つかもと

　　３３１-００６０・埼玉県さいたま市西区塚本町・つかもとちよう

　　３３１-００６２・埼玉県さいたま市西区土屋・つちや

　　３３１-００７７・埼玉県さいたま市西区中釘・なかくぎ

　　３３１-００５７・埼玉県さいたま市西区中野林・なかのはﾞやじ

　　３３１-００６１・埼玉県さいたま市西区西遊馬・にしあすま

　　３３１-００４９・埼玉県さいたま市西区西新井・にしあらい

　　３３１-００７８・埼玉県さいたま市西区西大宮・にしおおみや

　　３３１-００７２・埼玉県さいたま市西区平方領々家・ひらかたりようりようけ

　　３３１-００６５・埼玉県さいたま市西区二ツ宮・ふたつみや

　　３３１-００６３・埼玉県さいたま市西区プラザ・ふﾟらざ

　　３３１-００７４・埼玉県さいたま市西区宝来・ほうらい

　　３３１-００５９・埼玉県さいたま市西区水判土・みずはた

　　３３１-００７５・埼玉県さいたま市西区峰岸・みねぎじ

　　３３１-００５２・埼玉県さいたま市西区三橋・みはじ

　　３３１-００４６・埼玉県さいたま市西区宮前町・みやまえちよう

　　３３１-００６９・埼玉県さいたま市西区湯木町・ゆぎちよう

　　３３１-０８００・埼玉県さいたま市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３１-０８１３・埼玉県さいたま市北区植竹町・うえたけちよう

　　３３１-０８１５・埼玉県さいたま市北区大成町・おおなりちよう

　　３３１-０８２４・埼玉県さいたま市北区上加・かみか

　　３３１-０８２５・埼玉県さいたま市北区櫛引町・くしひきちよう

　　３３１-０８０１・埼玉県さいたま市北区今羽町・こんはﾞちよう

　　３３１-０８０４・埼玉県さいたま市北区土呂町・とろちよう

　　３３１-０８２２・埼玉県さいたま市北区奈良町・ならちよう

　　３３１-０８２３・埼玉県さいたま市北区日進町・につしんちよう

　　３３１-０８１４・埼玉県さいたま市北区東大成町・ひがしおおなりちよう

　　３３１-０８２１・埼玉県さいたま市北区別所町・べつしよちよう

　　３３１-０８０２・埼玉県さいたま市北区本郷町・ほんごうちよう

　　３３１-０８０５・埼玉県さいたま市北区盆栽町・ほﾞんさいちよう

　　３３１-０８０３・埼玉県さいたま市北区見沼・みぬま

　　３３１-０８１２・埼玉県さいたま市北区宮原町・みやはらちよう

　　３３１-０８１１・埼玉県さいたま市北区吉野町・よしのちよう

　　３３０-０８００・埼玉県さいたま市大宮区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３０-０８４１・埼玉県さいたま市大宮区東町・あずまちよう

　　３３０-０８３４・埼玉県さいたま市大宮区天沼町・あまぬまちよう

　　３３０-０８５２・埼玉県さいたま市大宮区大成町・おおなりちよう

　　３３０-０８３６・埼玉県さいたま市大宮区大原・おおはら

　　３３０-０８５５・埼玉県さいたま市大宮区上小町・かみこちよう

　　３３０-０８４３・埼玉県さいたま市大宮区吉敷町・きしきちよう

　　３３０-０８３５・埼玉県さいたま市大宮区北袋町・きたぶくろちよう

　　３３０-０８５１・埼玉県さいたま市大宮区櫛引町・くしひきちよう

　　３３０-０８５４・埼玉県さいたま市大宮区桜木町・さくらぎちよう

　　３３０-０８４４・埼玉県さいたま市大宮区下町・しもちよう

　　３３０-０８０５・埼玉県さいたま市大宮区寿能町・じゆのうちよう

　　３３０-０８４２・埼玉県さいたま市大宮区浅間町・せんげんちよう

　　３３０-０８４６・埼玉県さいたま市大宮区大門町・だいもんちよう

　　３３０-０８０３・埼玉県さいたま市大宮区高鼻町・たかはなちよう

　　３３０-０８０１・埼玉県さいたま市大宮区土手町・どてちよう

　　３３０-０８４５・埼玉県さいたま市大宮区仲町・なかちよう

　　３３０-０８５３・埼玉県さいたま市大宮区錦町・にしきちよう

　　３３０-０８０４・埼玉県さいたま市大宮区堀の内町・ほりのうちちよう

　　３３０-０８５６・埼玉県さいたま市大宮区三橋・みはじ

　　３３０-０８０２・埼玉県さいたま市大宮区宮町・みやちよう

　　３３７-００００・埼玉県さいたま市見沼区・以下に不掲載・いかにふけいさい
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　　３３７-００１４・埼玉県さいたま市見沼区大谷・おおや

　　３３７-００５３・埼玉県さいたま市見沼区大和田町・おおわだちよう

　　３３７-０００４・埼玉県さいたま市見沼区卸町・おろしちよう

　　３３７-００２２・埼玉県さいたま市見沼区加田屋・かたや

　　３３７-００２７・埼玉県さいたま市見沼区加田屋新田・かたやしんでん

　　３３７-００２４・埼玉県さいたま市見沼区片柳・かたやなぎ

　　３３７-００２３・埼玉県さいたま市見沼区片柳東・かたやなぎひがじ

　　３３７-００４４・埼玉県さいたま市見沼区上山口新田・かみやまぐちしんでん

　　３３７-０００５・埼玉県さいたま市見沼区小深作・こふかさく

　　３３７-００３１・埼玉県さいたま市見沼区笹丸・ささまる

　　３３７-０００６・埼玉県さいたま市見沼区島町・しまちよう

　　３３７-００４５・埼玉県さいたま市見沼区新右エ門新田・しんうえもんしんでん

　　３３７-００５４・埼玉県さいたま市見沼区砂町・すなちよう

　　３３７-００２６・埼玉県さいたま市見沼区染谷・そめや

　　３３７-００４３・埼玉県さいたま市見沼区中川・なかがわ

　　３３７-００１３・埼玉県さいたま市見沼区新堤・にいつﾞつみ

　　３３７-００３５・埼玉県さいたま市見沼区西山新田・にしやましんでん

　　３３７-００３４・埼玉県さいたま市見沼区西山村新田・にしやまむらしんでん

　　３３７-００１５・埼玉県さいたま市見沼区蓮沼・はすぬま

　　３３７-０００８・埼玉県さいたま市見沼区春岡・はるおか

　　３３７-０００２・埼玉県さいたま市見沼区春野・はるの

　　３３７-００３２・埼玉県さいたま市見沼区東新井・ひがしあらい

　　３３７-００５１・埼玉県さいたま市見沼区東大宮・ひがしおおみや

　　３３７-００１２・埼玉県さいたま市見沼区東宮下・ひがしみやした

　　３３７-００１６・埼玉県さいたま市見沼区東門前・ひがしもんぜん

　　３３７-００２１・埼玉県さいたま市見沼区膝子・ひざこ

　　３３７-０００３・埼玉県さいたま市見沼区深作・ふかさく

　　３３７-００１７・埼玉県さいたま市見沼区風渡野・ふつとの

　　３３７-００５２・埼玉県さいたま市見沼区堀崎町・ほりさきちよう

　　３３７-０００１・埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎・まるがさき

　　３３７-０００７・埼玉県さいたま市見沼区丸ケ崎町・まるがさきちよう

　　３３７-００３３・埼玉県さいたま市見沼区御蔵・みくら

　　３３７-００４２・埼玉県さいたま市見沼区南中野・みなみなかの

　　３３７-００４１・埼玉県さいたま市見沼区南中丸・みなみなかまる

　　３３７-００１１・埼玉県さいたま市見沼区宮ケ谷塔・みやがやとう

　　３３７-００３６・埼玉県さいたま市見沼区見山・みやま

　　３３７-００２５・埼玉県さいたま市見沼区山・やま

　　３３０-００００・埼玉県さいたま市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３８-００１４・埼玉県さいたま市中央区上峰・うえみね

　　３３８-０００７・埼玉県さいたま市中央区円阿弥・えんなみ

　　３３８-００１２・埼玉県さいたま市中央区大戸・おおと

　　３３８-０００１・埼玉県さいたま市中央区上落合・かみおちあい

　　３３８-０００５・埼玉県さいたま市中央区桜丘・さくらおか

　　３３８-０００２・埼玉県さいたま市中央区下落合・しもおちあい

　　３３０-００８１・埼玉県さいたま市中央区新都心・しんとしん

　　３３０-６０９０・新都心明治安田生命さいたま新都心ビル・しんとしん

　　３３８-００１１・埼玉県さいたま市中央区新中里・しんなかざと

　　３３８-００１３・埼玉県さいたま市中央区鈴谷・すずや

　　３３８-０００６・埼玉県さいたま市中央区八王子・はちおうじ

　　３３８-０００４・埼玉県さいたま市中央区本町西・ほんまちにじ

　　３３８-０００３・埼玉県さいたま市中央区本町東・ほんまちひがじ

　　３３８-０８００・埼玉県さいたま市桜区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３８-０８２６・埼玉県さいたま市桜区大久保領家・おおくほﾞりようけ

　　３３８-０８２４・埼玉県さいたま市桜区上大久保・かみおおくほﾞ

　　３３８-０８１５・埼玉県さいたま市桜区五関・ごせき

　　３３８-０８１３・埼玉県さいたま市桜区在家・ざいけ

　　３３８-０８２３・埼玉県さいたま市桜区栄和・さかわ

　　３３８-０８３３・埼玉県さいたま市桜区桜田・さくらだ

　　３３８-０８３４・埼玉県さいたま市桜区新開・しびらき

　　３３８-０８２５・埼玉県さいたま市桜区下大久保・しもおおくほﾞ

　　３３８-０８１４・埼玉県さいたま市桜区宿・しゆく

　　３３８-０８１７・埼玉県さいたま市桜区昭和・しようわ

　　３３８-０８１１・埼玉県さいたま市桜区白鍬・しらくわ

　　３３８-０８１２・埼玉県さいたま市桜区神田・じんで

　　３３８-０８３７・埼玉県さいたま市桜区田島・たじま

　　３３８-０８１６・埼玉県さいたま市桜区塚本・つかもと

　　３３８-０８３５・埼玉県さいたま市桜区道場・どうじよう

　　３３８-０８２２・埼玉県さいたま市桜区中島・なかじま

　　３３８-０８３２・埼玉県さいたま市桜区西堀・にしほﾞり

　　３３８-０８３６・埼玉県さいたま市桜区町谷・まちや



　　３３８-０８３１・埼玉県さいたま市桜区南元宿・みなみもとじゆく

　　３３８-０８２１・埼玉県さいたま市桜区山久保・やまくほﾞ

　　３３０-００００・埼玉県さいたま市浦和区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３０-００４６・埼玉県さいたま市浦和区大原・おおはら

　　３３０-００７１・埼玉県さいたま市浦和区上木崎・かみきざき

　　３３０-００４２・埼玉県さいたま市浦和区木崎・きざき

　　３３０-００６４・埼玉県さいたま市浦和区岸町・きしちよう

　　３３０-００７４・埼玉県さいたま市浦和区北浦和・きたうらわ

　　３３０-００４５・埼玉県さいたま市浦和区皇山町・こうざんちよう

　　３３０-００５１・埼玉県さいたま市浦和区駒場・こまはﾞ

　　３３０-００６５・埼玉県さいたま市浦和区神明・しんめい

　　３３０-００４４・埼玉県さいたま市浦和区瀬ケ崎・せがさき

　　３３０-００４３・埼玉県さいたま市浦和区大東・だいとう

　　３３０-００６３・埼玉県さいたま市浦和区高砂・たかさご

　　３３０-００６１・埼玉県さいたま市浦和区常盤・ときわ

　　３３０-００６２・埼玉県さいたま市浦和区仲町・なかちよう

　　３３０-００７５・埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷・はりがや

　　３３０-００５４・埼玉県さいたま市浦和区東岸町・ひがしきしちよう

　　３３０-００５５・埼玉県さいたま市浦和区東高砂町・ひがしたかさごちよう

　　３３０-００５６・埼玉県さいたま市浦和区東仲町・ひがしなかちよう

　　３３０-００５３・埼玉県さいたま市浦和区前地・まえじ

　　３３０-００４１・埼玉県さいたま市浦和区三崎・みさき

　　３３０-００７３・埼玉県さいたま市浦和区元町・もとちよう

　　３３０-００５２・埼玉県さいたま市浦和区本太・もとぶと

　　３３０-００７２・埼玉県さいたま市浦和区領家・りようけ

　　３３６-００００・埼玉県さいたま市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３６-００３４・埼玉県さいたま市南区内谷・うちや

　　３３６-００４３・埼玉県さいたま市南区円正寺・えんしようじ

　　３３６-００４２・埼玉県さいたま市南区大谷口・おおやぐち

　　３３６-００１６・埼玉県さいたま市南区大谷場・おおやはﾞ

　　３３６-００３１・埼玉県さいたま市南区鹿手袋・しかてぶくろ

　　３３６-００２２・埼玉県さいたま市南区白幡・しらはた

　　３３６-００２３・埼玉県さいたま市南区神明・しんめい

　　３３６-００３８・埼玉県さいたま市南区関・せき

　　３３６-００１５・埼玉県さいたま市南区太田窪・だいたくほﾞ

　　３３６-００２６・埼玉県さいたま市南区辻・つじ

　　３３６-００３６・埼玉県さいたま市南区堤外・ていがい

　　３３６-００２７・埼玉県さいたま市南区沼影・ぬまかげ

　　３３６-００２４・埼玉県さいたま市南区根岸・ねぎじ

　　３３６-００４１・埼玉県さいたま市南区広ケ谷戸・ひろがやと

　　３３６-００２５・埼玉県さいたま市南区文蔵・ぶぞう

　　３３６-００２１・埼玉県さいたま市南区別所・べつしよ

　　３３６-００３３・埼玉県さいたま市南区曲本・まがもと

　　３３６-００３５・埼玉県さいたま市南区松本・まつもと

　　３３６-００１７・埼玉県さいたま市南区南浦和・みなみうらわ

　　３３６-００１８・埼玉県さいたま市南区南本町・みなみほんちよう

　　３３６-００３２・埼玉県さいたま市南区四谷・よつや

　　３３６-０９００・埼玉県さいたま市緑区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３６-０９２１・埼玉県さいたま市緑区井沼方・いぬまかた

　　３３６-０９７４・埼玉県さいたま市緑区大崎・おおさき

　　３３６-０９２２・埼玉県さいたま市緑区大牧・おおまき

　　３３６-０９２３・埼玉県さいたま市緑区大間木・おおまぎ

　　３３６-０９３４・埼玉県さいたま市緑区大谷口・おおやぐち

　　３３６-０９７７・埼玉県さいたま市緑区上野田・かみのだ

　　３３６-０９６６・埼玉県さいたま市緑区北原・きたはら

　　３３６-０９６１・埼玉県さいたま市緑区玄蕃新田・げんはﾞしんでん

　　３３６-０９０７・埼玉県さいたま市緑区道祖土・さいど

　　３３６-０９１７・埼玉県さいたま市緑区芝原・しはﾞはら

　　３３６-０９６２・埼玉県さいたま市緑区下野田・しものだ

　　３３６-０９２５・埼玉県さいたま市緑区下山口新田・しもやまぐちしんでん

　　３３６-０９１３・埼玉県さいたま市緑区新宿・しんじゆく

　　３３６-０９３６・埼玉県さいたま市緑区太田窪・だいたくほﾞ

　　３３６-０９０５・埼玉県さいたま市緑区大道・だいどう

　　３３６-０９６３・埼玉県さいたま市緑区大門・だいもん

　　３３６-０９７５・埼玉県さいたま市緑区代山・だいやま

　　３３６-０９７１・埼玉県さいたま市緑区高畑・たかはﾞたけ

　　３３６-０９７６・埼玉県さいたま市緑区寺山・てらやま

　　３３６-０９３２・埼玉県さいたま市緑区中尾・なかお

　　３３６-０９７２・埼玉県さいたま市緑区中野田・なかのだ

　　３３６-０９７３・埼玉県さいたま市緑区南部領辻・なんぶりようつじ



　　３３６-０９２４・埼玉県さいたま市緑区蓮見新田・はすみしんでん

　　３３６-０９３１・埼玉県さいたま市緑区原山・はらやま

　　３３６-０９１２・埼玉県さいたま市緑区馬場・はﾞんはﾞ

　　３３６-０９２６・埼玉県さいたま市緑区東浦和・ひがしうらわ

　　３３６-０９６４・埼玉県さいたま市緑区東大門・ひがしだいもん

　　３３６-０９１８・埼玉県さいたま市緑区松木・まつき

　　３３６-０９６５・埼玉県さいたま市緑区間宮・まみや

　　３３６-０９０６・埼玉県さいたま市緑区三浦・みうら

　　３３６-０９６７・埼玉県さいたま市緑区美園・みその

　　３３６-０９１５・埼玉県さいたま市緑区見沼・みぬま

　　３３６-０９１１・埼玉県さいたま市緑区三室・みむろ

　　３３６-０９１４・埼玉県さいたま市緑区宮後・みやうしろ

　　３３６-０９１６・埼玉県さいたま市緑区宮本・みやもと

　　３３６-０９０３・埼玉県さいたま市緑区山崎・やまざき

　　３３９-００００・埼玉県さいたま市岩槻区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３３９-００７１・埼玉県さいたま市岩槻区相野原・あいのはら

　　３３９-００６６・埼玉県さいたま市岩槻区愛宕町・あたごちよう

　　３３９-００３１・埼玉県さいたま市岩槻区飯塚・いいつﾞか

　　３３９-００６１・埼玉県さいたま市岩槻区岩槻・いわつき

　　３３９-００７３・埼玉県さいたま市岩槻区上野・うえの

　　３３９-００３７・埼玉県さいたま市岩槻区浮谷・うきや

　　３３９-０００２・埼玉県さいたま市岩槻区裏慈恩寺・うらじおんじ

　　３３９-００１３・埼玉県さいたま市岩槻区大口・おおぐち

　　３３９-００５２・埼玉県さいたま市岩槻区太田・おおた

　　３３９-００１４・埼玉県さいたま市岩槻区大戸・おおと

　　３３９-００１８・埼玉県さいたま市岩槻区大野島・おおのじま

　　３３９-００１７・埼玉県さいたま市岩槻区大森・おおもり

　　３３９-００１５・埼玉県さいたま市岩槻区大谷・おおや

　　３３９-００２７・埼玉県さいたま市岩槻区尾ケ崎・おがさき

　　３３９-００２６・埼玉県さいたま市岩槻区尾ケ崎新田・おがさきしんでん

　　３３９-０００８・埼玉県さいたま市岩槻区表慈恩寺・おもてじおんじ

　　３３９-００２４・埼玉県さいたま市岩槻区釣上・かぎあげ

　　３３９-００２５・埼玉県さいたま市岩槻区釣上新田・かぎあげしんでん

　　３３９-００５６・埼玉県さいたま市岩槻区加倉・かくら

　　３３９-００７８・埼玉県さいたま市岩槻区掛・かけ

　　３３９-００４５・埼玉県さいたま市岩槻区柏崎・かしわざき

　　３３９-００７５・埼玉県さいたま市岩槻区金重・かなしげ

　　３３９-０００１・埼玉県さいたま市岩槻区鹿室・かなむろ

　　３３９-０００６・埼玉県さいたま市岩槻区上里・かみさと

　　３３９-００３３・埼玉県さいたま市岩槻区黒谷・くろや

　　３３９-００７２・埼玉県さいたま市岩槻区古ケ場・こかはﾞ

　　３３９-０００３・埼玉県さいたま市岩槻区小溝・こみぞ

　　３３９-００３４・埼玉県さいたま市岩槻区笹久保・ささくほﾞ

　　３３９-００３５・埼玉県さいたま市岩槻区笹久保新田・ささくほﾞしんでん

　　３３９-０００９・埼玉県さいたま市岩槻区慈恩寺・じおんじ

　　３３９-００４３・埼玉県さいたま市岩槻区城南・じようなん

　　３３９-００５３・埼玉県さいたま市岩槻区城町・しろまち

　　３３９-００４４・埼玉県さいたま市岩槻区真福寺・しんふﾟくじ

　　３３９-００２１・埼玉県さいたま市岩槻区末田・すえだ

　　３３９-０００７・埼玉県さいたま市岩槻区諏訪・すわ

　　３３９-００２２・埼玉県さいたま市岩槻区高曽根・たかそね

　　３３９-０００４・埼玉県さいたま市岩槻区徳力・とくりき

　　３３９-００５４・埼玉県さいたま市岩槻区仲町・なかちよう

　　３３９-００１１・埼玉県さいたま市岩槻区長宮・ながみや

　　３３９-００６８・埼玉県さいたま市岩槻区並木・なみき

　　３３９-００１６・埼玉県さいたま市岩槻区新方須賀・にいがたすか

　　３３９-００８１・埼玉県さいたま市岩槻区西原・にしはら

　　３３９-００８２・埼玉県さいたま市岩槻区西原台・にしはらだい

　　３３９-００６７・埼玉県さいたま市岩槻区西町・にしまち

　　３３９-００２３・埼玉県さいたま市岩槻区野孫・のまご

　　３３９-００４７・埼玉県さいたま市岩槻区原町・はらまち

　　３３９-０００５・埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻・ひがしいわつき

　　３３９-００５５・埼玉県さいたま市岩槻区東町・ひがしちよう

　　３３９-００６４・埼玉県さいたま市岩槻区日の出町・ひのでちよう

　　３３９-００４２・埼玉県さいたま市岩槻区府内・ふない

　　３３９-００７６・埼玉県さいたま市岩槻区平林寺・へいりんじ

　　３３９-００７４・埼玉県さいたま市岩槻区本宿・ほんじゆく

　　３３９-００５７・埼玉県さいたま市岩槻区本町・ほんちよう

　　３３９-００５８・埼玉県さいたま市岩槻区本丸・ほんまる

　　３３９-００７７・埼玉県さいたま市岩槻区馬込・まごめ



　　３３９-００１２・埼玉県さいたま市岩槻区増長・ましなが

　　３３９-００２８・埼玉県さいたま市岩槻区美園東・みそのひがじ

　　３３９-００３２・埼玉県さいたま市岩槻区南下新井・みなみしもあらい

　　３３９-００６２・埼玉県さいたま市岩槻区南辻・みなみつじ

　　３３９-００５１・埼玉県さいたま市岩槻区南平野・みなみひらの

　　３３９-００６９・埼玉県さいたま市岩槻区箕輪・みのわ

　　３３９-００６５・埼玉県さいたま市岩槻区宮町・みやちよう

　　３３９-００６３・埼玉県さいたま市岩槻区美幸町・みゆきちよう

　　３３９-００４１・埼玉県さいたま市岩槻区村国・むらくに

　　３３９-００４６・埼玉県さいたま市岩槻区谷下・やじた

　　３３９-００３６・埼玉県さいたま市岩槻区横根・よこね

　　３５０-１１００・埼玉県川越市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-１１７３・埼玉県川越市安比奈新田・あいなしんでん

　　３５０-１１６４・埼玉県川越市青柳・あおやぎ

　　３５０-１１２６・埼玉県川越市旭町・あさひちよう

　　３５０-０８０６・埼玉県川越市天沼新田・あまぬましんでん

　　３５０-１１２５・埼玉県川越市新宿・あらじゆく

　　３５０-１１２４・埼玉県川越市新宿町・あらじゆくまち

　　３５０-１１７１・埼玉県川越市池辺・いけのべ

　　３５０-０８５５・埼玉県川越市伊佐沼・いさぬま

　　３５０-０８３７・埼玉県川越市石田・いしだ

　　３５０-０８３５・埼玉県川越市石田本郷・いしだほんごう

　　３５０-０８２４・埼玉県川越市石原町・いしわらまち

　　３５０-００２６・埼玉県川越市泉町・いずみちよう

　　３５０-１１０８・埼玉県川越市伊勢原町・いせはらちよう

　　３５０-１１４４・埼玉県川越市稲荷町・いなりちよう

　　３５０-００１５・埼玉県川越市今泉・いまいずみ

　　３５０-１１０５・埼玉県川越市今成・いまなり

　　３５０-１１５１・埼玉県川越市今福・いまふく

　　３５０-００１７・埼玉県川越市牛子・うしこ

　　３５０-０８１６・埼玉県川越市上戸・うわど

　　３５０-０８１７・埼玉県川越市上戸新町・うわどしんまち

　　３５０-１１３４・埼玉県川越市扇河岸・おうぎがじ

　　３５０-００３２・埼玉県川越市大仙波・おおせんはﾞ

　　３５０-１１２８・埼玉県川越市大仙波新田・おおせんはﾞしんでん

　　３５０-１１２９・埼玉県川越市大塚・おおつか

　　３５０-１１６１・埼玉県川越市大塚新田・おおつかしんでん

　　３５０-１１７８・埼玉県川越市大塚新町・おおつかしんまち

　　３５０-００５７・埼玉県川越市大手町・おおてまち

　　３５０-００２１・埼玉県川越市大中居・おおなかい

　　３５０-１１６８・埼玉県川越市大袋・おおふくろ

　　３５０-１１６７・埼玉県川越市大袋新田・おおふくろしんでん

　　３５０-１１０４・埼玉県川越市小ケ谷・おがや

　　３５０-０８４１・埼玉県川越市御成町・おなりちよう

　　３５０-００１２・埼玉県川越市萱沼・かいぬま

　　３５０-１１７５・埼玉県川越市笠幡・かさはた

　　３５０-１１７９・埼玉県川越市かし野台・かしのだい

　　３５０-１１０３・埼玉県川越市霞ケ関東・かすみがせきひがじ

　　３５０-１１０９・埼玉県川越市霞ケ関北・かすみがせききた

　　３５０-１１７４・埼玉県川越市かすみ野・かすみの

　　３５０-０８４５・埼玉県川越市上老袋・かみおいぶくろ

　　３５０-１１３５・埼玉県川越市上新河岸・かみしんがじ

　　３５０-０８２６・埼玉県川越市上寺山・かみてらやま

　　３５０-１１１２・埼玉県川越市上野田町・かみのだまち

　　３５０-１１５４・埼玉県川越市上松原・かみまつはﾞら

　　３５０-０８４４・埼玉県川越市鴨田・かもだ

　　３５０-０８５２・埼玉県川越市川越・かわごえ

　　３５０-１１７６・埼玉県川越市川鶴・かわつる

　　３５０-１１７７・埼玉県川越市かわつる三芳野・かわつるみよしの

　　３５０-１１３２・埼玉県川越市岸・きじ

　　３５０-１１３１・埼玉県川越市岸町・きしまち

　　３５０-０８４２・埼玉県川越市北田島・きたたじま

　　３５０-００６１・埼玉県川越市喜多町・きたまち

　　３５０-００１６・埼玉県川越市木野目・きのめ

　　３５０-００１１・埼玉県川越市久下戸・くげど

　　３５０-０８１５・埼玉県川越市鯨井・くじらい

　　３５０-０８０９・埼玉県川越市鯨井新田・くじらいしんでん

　　３５０-００５５・埼玉県川越市久保町・くほﾞまち

　　３５０-１１４６・埼玉県川越市熊野町・くまのちよう

　　３５０-００５３・埼玉県川越市郭町・くるわまち



　　３５０-１１１７・埼玉県川越市広栄町・こうえいちよう

　　３５０-００３１・埼玉県川越市小仙波・こせんはﾞ

　　３５０-００３６・埼玉県川越市小仙波町・こせんはﾞまち

　　３５０-０８１１・埼玉県川越市小堤・こつﾞつみ

　　３５０-１１１６・埼玉県川越市寿町・ことぶきちよう

　　３５０-００２２・埼玉県川越市小中居・こなかい

　　３５０-１１０６・埼玉県川越市小室・こむろ

　　３５０-００６３・埼玉県川越市幸町・さいわいちよう

　　３５０-０８０３・埼玉県川越市栄・さかえ

　　３５０-００５４・埼玉県川越市三久保町・さんくほﾞちよう

　　３５０-００６７・埼玉県川越市三光町・さんこうちよう

　　３５０-０８３４・埼玉県川越市鹿飼・ししかい

　　３５０-００５１・埼玉県川越市志多町・したまち

　　３５０-００１３・埼玉県川越市渋井・しぶい

　　３５０-１１４５・埼玉県川越市清水町・しみずちよう

　　３５０-１１５５・埼玉県川越市下赤坂・しもあかさか

　　３５０-０８４８・埼玉県川越市下老袋・しもおいぶくろ

　　３５０-０８１２・埼玉県川越市下小坂・しもおさか

　　３５０-１１３６・埼玉県川越市下新河岸・しもしんがじ

　　３５０-０８０４・埼玉県川越市下広谷・しもひろや

　　３５０-１１５３・埼玉県川越市下松原・しもまつはﾞら

　　３５０-０８５３・埼玉県川越市城下町・しろしたまち

　　３５０-００４３・埼玉県川越市新富町・しんとみちよう

　　３５０-０８２３・埼玉県川越市神明町・しんめいちよう

　　３５０-００６４・埼玉県川越市末広町・すえひろちよう

　　３５０-０８３２・埼玉県川越市菅間・すがま

　　３５０-００４６・埼玉県川越市菅原町・すがわらちよう

　　３５０-１１３３・埼玉県川越市砂・すな

　　３５０-１１５２・埼玉県川越市砂久保・すなくほﾞ

　　３５０-１１３７・埼玉県川越市砂新田・すなしんでん

　　３５０-１１４７・埼玉県川越市諏訪町・すわちよう

　　３５０-００３４・埼玉県川越市仙波町・せんはﾞまち

　　３５０-０００４・埼玉県川越市高島・たかしま

　　３５０-０８０１・埼玉県川越市竹野・たけの

　　３５０-１１１３・埼玉県川越市田町・たまち

　　３５０-０８２５・埼玉県川越市月吉町・つきよしまち

　　３５０-０８５４・埼玉県川越市寺井・てらい

　　３５０-１１４１・埼玉県川越市寺尾・てらお

　　３５０-０８２７・埼玉県川越市寺山・てらやま

　　３５０-０８４３・埼玉県川越市東明寺・とうみようじ

　　３５０-００４４・埼玉県川越市通町・とおりまち

　　３５０-１１１９・埼玉県川越市豊田新田・とよだしんでん

　　３５０-１１１０・埼玉県川越市豊田町・とよだちよう

　　３５０-１１１８・埼玉県川越市豊田本・とよだほん

　　３５０-０８５６・埼玉県川越市問屋町・とんやまち

　　３５０-０８４６・埼玉県川越市中老袋・なかおいぶくろ

　　３５０-１１５９・埼玉県川越市中台・なかだい

　　３５０-１１５０・埼玉県川越市中台南・なかだいみなみ

　　３５０-１１３８・埼玉県川越市中台元町・なかだいもとまち

　　３５０-００６５・埼玉県川越市仲町・なかちよう

　　３５０-００４２・埼玉県川越市中原町・なかはらちよう

　　３５０-１１５６・埼玉県川越市中福・なかふく

　　３５０-１１５７・埼玉県川越市中福東・なかふくひがじ

　　３５０-００２３・埼玉県川越市並木・なみき

　　３５０-００２４・埼玉県川越市並木新町・なみきしんまち

　　３５０-００２５・埼玉県川越市並木西町・なみきにしまち

　　３５０-００３５・埼玉県川越市西小仙波町・にしこせんはﾞまち

　　３５０-１１６０・埼玉県川越市日東町・につとうちよう

　　３５０-１１１１・埼玉県川越市野田・のだ

　　３５０-１１１５・埼玉県川越市野田町・のだまち

　　３５０-０８５１・埼玉県川越市氷川町・ひかわちよう

　　３５０-１１１４・埼玉県川越市東田町・ひがしたまち

　　３５０-０８４７・埼玉県川越市東本宿・ひがしほんじゆく

　　３５０-０８１４・埼玉県川越市平塚・ひらつか

　　３５０-０８１３・埼玉県川越市平塚新田・ひらつかしんでん

　　３５０-０８０５・埼玉県川越市広谷新町・ひろやしんまち

　　３５０-０８３１・埼玉県川越市府川・ふかわ

　　３５０-０８２１・埼玉県川越市福田・ふくだ

　　３５０-００１８・埼玉県川越市藤木町・ふじきちよう

　　３５０-１１６６・埼玉県川越市藤倉・ふじくら



　　３５０-１１４２・埼玉県川越市藤間・ふじま

　　３５０-０８０２・埼玉県川越市富士見・ふじみ

　　３５０-００３３・埼玉県川越市富士見町・ふじみちよう

　　３５０-１１４３・埼玉県川越市藤原町・ふじわらちよう

　　３５０-００１４・埼玉県川越市古市場・ふるいちはﾞ

　　３５０-０００１・埼玉県川越市古谷上・ふるやかみ

　　３５０-０００２・埼玉県川越市古谷本郷・ふるやほんごう

　　３５０-１１７２・埼玉県川越市増形・ますかた

　　３５０-００５６・埼玉県川越市松江町・まつえちよう

　　３５０-０８５７・埼玉県川越市松郷・まつごう

　　３５０-１１０１・埼玉県川越市的場・まとはﾞ

　　３５０-１１０７・埼玉県川越市的場新町・まとはﾞしんまち

　　３５０-１１０２・埼玉県川越市的場北・まとはﾞきた

　　３５０-１１６２・埼玉県川越市南大塚・みなみおおつか

　　３５０-００２７・埼玉県川越市南田島・みなみたじま

　　３５０-１１６５・埼玉県川越市南台・みなみだい

　　３５０-００４５・埼玉県川越市南通町・みなみとおりまち

　　３５０-００５２・埼玉県川越市宮下町・みやしたまち

　　３５０-０８３８・埼玉県川越市宮元町・みやもとちよう

　　３５０-１１７０・埼玉県川越市むさし野・むさしの

　　３５０-１１５８・埼玉県川越市むさし野南・むさしのみなみ

　　３５０-００６２・埼玉県川越市元町・もとまち

　　３５０-０００３・埼玉県川越市八ツ島・やつしま

　　３５０-０８３６・埼玉県川越市谷中・やなか

　　３５０-１１６９・埼玉県川越市山城・やましろ

　　３５０-０８２２・埼玉県川越市山田・やまだ

　　３５０-０８０７・埼玉県川越市吉田・よしだ

　　３５０-０８０８・埼玉県川越市吉田新町・よしだしんまち

　　３５０-０８３３・埼玉県川越市芳野台・よしのだい

　　３５０-１１６３・埼玉県川越市四都野台・よつやだい

　　３５０-００６６・埼玉県川越市連雀町・れんじやくちよう

　　３５０-００４１・埼玉県川越市六軒町・ろつけんまち

　　３５０-１１２１・埼玉県川越市脇田新町・わきたしんまち

　　３５０-１１２３・埼玉県川越市脇田本町・わきたほんちよう

　　３５０-１１２２・埼玉県川越市脇田町・わきたまち

　　３６０-００００・埼玉県熊谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６９-０１０６・埼玉県熊谷市相上・あいあげ

　　３６０-０８２６・埼玉県熊谷市赤城町・あかぎちよう

　　３６０-００３３・埼玉県熊谷市曙町・あけほﾞのちよう

　　３６０-０２３１・埼玉県熊谷市飯塚・いいつﾞか

　　３６０-００１１・埼玉県熊谷市池上・いけがみ

　　３６０-０８１６・埼玉県熊谷市石原・いしはら

　　３６０-０８２１・埼玉県熊谷市伊勢町・いせちよう

　　３６０-０１０５・埼玉県熊谷市板井・いたい

　　３６０-０２３６・埼玉県熊谷市市ノ坪・いちのつほﾞ

　　３６０-０００５・埼玉県熊谷市今井・いまい

　　３６０-０２１２・埼玉県熊谷市江波・えなみ

　　３６０-０８２３・埼玉県熊谷市榎町・えのきちよう

　　３６０-０８１３・埼玉県熊谷市円光・えんこう

　　３６０-０１０３・埼玉県熊谷市小江川・おえがわ

　　３６０-０８３５・埼玉県熊谷市大麻生・おおあそう

　　３６０-００２５・埼玉県熊谷市太井・おおい

　　３６０-０００２・埼玉県熊谷市大塚・おおつか

　　３６０-０２２１・埼玉県熊谷市大野・おおの

　　３６０-０８１２・埼玉県熊谷市大原・おおはら

　　３６０-０１１１・埼玉県熊谷市押切・おしきり

　　３６０-００１７・埼玉県熊谷市小曽根・おぞね

　　３６０-０２４２・埼玉県熊谷市男沼・おぬま

　　３６０-０８０３・埼玉県熊谷市柿沼・かきぬま

　　３６０-０８４７・埼玉県熊谷市籠原南・かごはらみなみ

　　３６９-０１０４・埼玉県熊谷市冑山・かぶとやま

　　３６０-００４６・埼玉県熊谷市鎌倉町・かまくらちよう

　　３６０-０２３４・埼玉県熊谷市上江袋・かみえぶくろ

　　３６０-０１２５・埼玉県熊谷市上恩田・かみおんだ

　　３６０-０００４・埼玉県熊谷市上川上・かみかわかみ

　　３６０-０１１７・埼玉県熊谷市上新田・かみしんでん

　　３６０-０２１３・埼玉県熊谷市上須戸・かみすど

　　３６０-０００１・埼玉県熊谷市上中条・かみちゆうじよう

　　３６０-０８０５・埼玉県熊谷市上奈良・かみなら

　　３６０-０２１７・埼玉県熊谷市上根・かみね



　　３６０-００１２・埼玉県熊谷市上之・かみの

　　３６０-０８３７・埼玉県熊谷市川原明戸・かわはらあけと

　　３６０-００３５・埼玉県熊谷市河原町・かわらちよう

　　３６０-０１３６・埼玉県熊谷市吉所敷・きしよしき

　　３６０-００３２・埼玉県熊谷市銀座・ぎんざ

　　３６０-００２６・埼玉県熊谷市久下・くげ

　　３６０-０２２２・埼玉県熊谷市葛和田・くずわだ

　　３６０-０１３１・埼玉県熊谷市屈戸・くつと

　　３６０-０８３１・埼玉県熊谷市久保島・くほﾞじま

　　３６０-００１６・埼玉県熊谷市熊谷・くまがや

　　３６０-０１２２・埼玉県熊谷市小泉・こいずみ

　　３６０-００１５・埼玉県熊谷市肥塚・こいつﾞか

　　３６０-０１１４・埼玉県熊谷市江南中央・こうなんちゆうおう

　　３６０-０８３２・埼玉県熊谷市小島・こじま

　　３６９-０１０３・埼玉県熊谷市小八林・こやつはﾞやじ

　　３６０-００３６・埼玉県熊谷市桜木町・さくらぎちよう

　　３６０-０８１４・埼玉県熊谷市桜町・さくらちよう

　　３６０-００２３・埼玉県熊谷市佐谷田・さやだ

　　３６０-０１０４・埼玉県熊谷市塩・しお

　　３６０-０１０６・埼玉県熊谷市柴・しはﾞ

　　３６０-０００６・埼玉県熊谷市四方寺・しほうじ

　　３６０-０１２３・埼玉県熊谷市下恩田・しもおんだ

　　３６０-０００３・埼玉県熊谷市下川上・しもかわかみ

　　３６０-０８０２・埼玉県熊谷市下奈良・しもなら

　　３６０-０８５１・埼玉県熊谷市下増田・しもますだ

　　３６０-０８４６・埼玉県熊谷市拾六間・じゆうろつけん

　　３６０-００２７・埼玉県熊谷市新川・しんかわ

　　３６０-００３１・埼玉県熊谷市末広・すえひろ

　　３６０-０１０２・埼玉県熊谷市須賀広・すがひろ

　　３６０-０８３４・埼玉県熊谷市瀬南・せなみ

　　３６０-０２１１・埼玉県熊谷市善ケ島・ぜんがしま

　　３６０-０１０７・埼玉県熊谷市千代・せんだい

　　３６０-０８０４・埼玉県熊谷市代・だい

　　３６０-０１３４・埼玉県熊谷市高本・たかもと

　　３６０-０８５５・埼玉県熊谷市高柳・たかやなぎ

　　３６０-０２１５・埼玉県熊谷市田島・たじま

　　３６０-０８５３・埼玉県熊谷市玉井・たまい

　　３６０-０８５４・埼玉県熊谷市玉井南・たまいみなみ

　　３６９-０１０２・埼玉県熊谷市玉作・たまつくり

　　３６０-０２２３・埼玉県熊谷市俵瀬・たわらせ

　　３６０-００１８・埼玉県熊谷市中央・ちゆうおう

　　３６０-０８２５・埼玉県熊谷市月見町・つきみちよう

　　３６０-００３７・埼玉県熊谷市筑波・つくはﾞ

　　３６９-０１０１・埼玉県熊谷市津田・つだ

　　３６０-０１３２・埼玉県熊谷市津田新田・つだしんでん

　　３６０-０２４４・埼玉県熊谷市出来島・できじま

　　３６０-０１２１・埼玉県熊谷市手島・てしま

　　３６０-０２３２・埼玉県熊谷市道ケ谷戸・どうがやと

　　３６０-００２２・埼玉県熊谷市戸出・とで

　　３６０-００２４・埼玉県熊谷市問屋町・とんやちよう

　　３６０-０２３７・埼玉県熊谷市永井太田・ながいおおた

　　３６０-０１２４・埼玉県熊谷市中恩田・なかおんだ

　　３６０-０１３３・埼玉県熊谷市中曽根・なかぞね

　　３６０-００４７・埼玉県熊谷市仲町・なかちよう

　　３６０-０８０１・埼玉県熊谷市中奈良・なかなら

　　３６０-００１３・埼玉県熊谷市中西・なかにじ

　　３６０-０８０６・埼玉県熊谷市奈良新田・ならしんでん

　　３６０-０１１５・埼玉県熊谷市成沢・なりさわ

　　３６０-０８１７・埼玉県熊谷市新島・にいじま

　　３６０-０８４１・埼玉県熊谷市新堀・にいほﾞり

　　３６０-０８４２・埼玉県熊谷市新堀新田・にいほﾞりしんでん

　　３６０-０２１４・埼玉県熊谷市西城・にしじよう

　　３６０-０２１６・埼玉県熊谷市西野・にしの

　　３６０-０８５７・埼玉県熊谷市西別府・にしべつふﾟ

　　３６０-０１３５・埼玉県熊谷市沼黒・ぬまぐろ

　　３６０-０１０１・埼玉県熊谷市野原・のはら

　　３６０-００１４・埼玉県熊谷市箱田・はこだ

　　３６０-０２３５・埼玉県熊谷市原井・はﾞらい

　　３６０-０８１１・埼玉県熊谷市原島・はらじま

　　３６０-０８５２・埼玉県熊谷市東別府・ひがしべつふﾟ



　　３６０-０２２４・埼玉県熊谷市日向・ひなた

　　３６０-０１１２・埼玉県熊谷市樋春・ひはる

　　３６０-０１６３・埼玉県熊谷市平塚新田・ひらつかしんでん

　　３６０-００２１・埼玉県熊谷市平戸・ひらと

　　３６０-０８３３・埼玉県熊谷市広瀬・ひろせ

　　３６０-０８３６・埼玉県熊谷市武体・ぶたい

　　３６９-０１０８・埼玉県熊谷市船木台・ふなきだい

　　３６０-０８５６・埼玉県熊谷市別府・べつふﾟ

　　３６０-０２２５・埼玉県熊谷市弁財・べんざい

　　３６０-００４３・埼玉県熊谷市星川・ほしかわ

　　３６０-０８１５・埼玉県熊谷市本石・ほんごく

　　３６０-００４２・埼玉県熊谷市本町・ほんちよう

　　３６０-０１６１・埼玉県熊谷市万吉・まげち

　　３６０-０２４３・埼玉県熊谷市間々田・ままだ

　　３６０-００３４・埼玉県熊谷市万平町・まんへﾟいちよう

　　３６０-０８４４・埼玉県熊谷市御稜威ケ原・みいずがはら

　　３６０-０８４３・埼玉県熊谷市三ケ尻・みかじり

　　３６０-０１１３・埼玉県熊谷市御正新田・みしようしんでん

　　３６０-０１１６・埼玉県熊谷市三本・みつもと

　　３６０-０８４５・埼玉県熊谷市美土里町・みどりちよう

　　３６９-０１０５・埼玉県熊谷市箕輪・みのわ

　　３６０-０８２４・埼玉県熊谷市見晴町・みはらしちよう

　　３６０-００４１・埼玉県熊谷市宮町・みやちよう

　　３６０-００４５・埼玉県熊谷市宮前町・みやまえちよう

　　３６０-０８２２・埼玉県熊谷市宮本町・みやもとちよう

　　３６９-０１０７・埼玉県熊谷市向谷・むこうや

　　３６０-０１６２・埼玉県熊谷市村岡・むらおか

　　３６０-０２０１・埼玉県熊谷市妻沼・めぬま

　　３６０-０２４５・埼玉県熊谷市妻沼小島・めぬまこじま

　　３６０-０２４１・埼玉県熊谷市妻沼台・めぬまだい

　　３６０-０２０４・埼玉県熊谷市妻沼中央・めぬまちゆうおう

　　３６０-０２３８・埼玉県熊谷市妻沼西・めぬまにじ

　　３６０-０２０２・埼玉県熊谷市妻沼東・めぬまひがじ

　　３６０-０１６４・埼玉県熊谷市楊井・やぎい

　　３６０-０２３３・埼玉県熊谷市八木田・やぎた

　　３６０-０２１８・埼玉県熊谷市八ツ口・やつくち

　　３６０-０２０３・埼玉県熊谷市弥藤吾・やとうご

　　３６０-００４４・埼玉県熊谷市弥生・やよい

　　３３２-００００・埼玉県川口市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３３２-００３１・埼玉県川口市青木・あおき

　　３３４-００７３・埼玉県川口市赤井・あかい

　　３３３-０８２４・埼玉県川口市赤芝新田・あかしはﾞしんでん

　　３３３-０８２５・埼玉県川口市赤山・あかやま

　　３３２-０００１・埼玉県川口市朝日・あさひ

　　３３３-０８２６・埼玉県川口市新井宿・あらいじゆく

　　３３２-０００５・埼玉県川口市新井町・あらいちよう

　　３３２-００２９・埼玉県川口市荒川町・あらかわちよう

　　３３４-００５９・埼玉県川口市安行・あんぎよう

　　３３４-００５４・埼玉県川口市安行北谷・あんぎようきたや

　　３３４-００５３・埼玉県川口市安行吉蔵・あんぎようきちぞう

　　３３４-００５５・埼玉県川口市安行小山・あんぎようこやま

　　３３４-００７１・埼玉県川口市安行慈林・あんぎようじりん

　　３３４-００５１・埼玉県川口市安行藤八・あんぎようとうはち

　　３３３-０８１２・埼玉県川口市安行西立野・あんぎようにしたての

　　３３４-００５７・埼玉県川口市安行原・あんぎようはら

　　３３４-００７２・埼玉県川口市安行吉岡・あんぎようよしおか

　　３３４-００５８・埼玉県川口市安行領家・あんぎようりようけ

　　３３４-００５２・埼玉県川口市安行出羽・あんぎようでわ

　　３３３-０８３６・埼玉県川口市安行領在家・あんぎようりようざいけ

　　３３３-０８３４・埼玉県川口市安行領根岸・あんぎようりようねぎじ

　　３３２-００２３・埼玉県川口市飯塚・いいつﾞか

　　３３２-００２４・埼玉県川口市飯原町・いいはらちよう

　　３３３-０８６５・埼玉県川口市伊刈・いかり

　　３３３-０８２３・埼玉県川口市石神・いしがみ

　　３３４-００７４・埼玉県川口市江戸・えど

　　３３４-００７５・埼玉県川口市江戸袋・えどぶくろ

　　３３４-００６７・埼玉県川口市大竹・おおたけ

　　３３２-００１４・埼玉県川口市金山町・かなやまちよう

　　３３３-０８４４・埼玉県川口市上青木・かみあおき

　　３３３-０８４５・埼玉県川口市上青木西・かみあおきにじ



　　３３２-００１５・埼玉県川口市川口・かわぐち

　　３３２-０００７・埼玉県川口市河原町・かわはらちよう

　　３３３-０８３１・埼玉県川口市木曽呂・きぞろ

　　３３３-０８６２・埼玉県川口市北園町・きたぞのちよう

　　３３３-０８１５・埼玉県川口市北原台・きたはらだい

　　３３３-０８０４・埼玉県川口市久左衛門新田・きゆうざえもんしんでん

　　３３３-０８１４・埼玉県川口市行衛・ぎよえ

　　３３３-０８２２・埼玉県川口市源左衛門新田・げんざえもんしんでん

　　３３３-０８３２・埼玉県川口市神戸・ごうど

　　３３３-０８５７・埼玉県川口市小谷場・こやはﾞ

　　３３３-０８６３・埼玉県川口市在家町・ざいけちよう

　　３３２-００１６・埼玉県川口市幸町・さいわいちよう

　　３３２-００１７・埼玉県川口市栄町・さかえちよう

　　３３４-０００３・埼玉県川口市坂下町・さかしたちよう

　　３３４-０００１・埼玉県川口市桜町・さくらちよう

　　３３３-０８１６・埼玉県川口市差間・さしま

　　３３４-０００５・埼玉県川口市里・さと

　　３３３-０８６６・埼玉県川口市芝・しはﾞ

　　３３３-０８４８・埼玉県川口市芝下・しはﾞしも

　　３３３-０８５１・埼玉県川口市芝新町・しはﾞしんまち

　　３３３-０８５３・埼玉県川口市芝園町・しはﾞぞのちよう

　　３３３-０８６８・埼玉県川口市芝高木・しはﾞたかぎ

　　３３３-０８５６・埼玉県川口市芝塚原・しはﾞつかはﾞら

　　３３３-０８４７・埼玉県川口市芝中田・しはﾞなかだ

　　３３３-０８５５・埼玉県川口市芝西・しはﾞにじ

　　３３３-０８６７・埼玉県川口市芝東町・しはﾞひがしちよう

　　３３３-０８５２・埼玉県川口市芝樋ノ爪・しはﾞひのつめ

　　３３３-０８５４・埼玉県川口市芝富士・しはﾞふじ

　　３３３-０８６９・埼玉県川口市芝宮根町・しはﾞみやねちよう

　　３３２-０００６・埼玉県川口市末広・すえひろ

　　３３３-０８０７・埼玉県川口市長蔵・ちようぞう

　　３３３-０８０８・埼玉県川口市長蔵新田・ちようぞうしんでん

　　３３４-０００４・埼玉県川口市辻・つじ

　　３３３-０８０３・埼玉県川口市藤兵衛新田・とうべえしんでん

　　３３３-０８１１・埼玉県川口市戸塚・とつﾞか

　　３３３-０８０６・埼玉県川口市戸塚境町・とつﾞかさかいちよう

　　３３３-０８０５・埼玉県川口市戸塚鋏町・とつﾞかはさみちよう

　　３３３-０８０２・埼玉県川口市戸塚東・とつﾞかひがじ

　　３３３-０８１７・埼玉県川口市戸塚南・とつﾞかみなみ

　　３３２-００３２・埼玉県川口市中青木・なかあおき

　　３３２-００２２・埼玉県川口市仲町・なかちよう

　　３３２-００３４・埼玉県川口市並木・なみき

　　３３２-００３３・埼玉県川口市並木元町・なみきもとまち

　　３３４-００６１・埼玉県川口市新堀・にいほり

　　３３４-００６８・埼玉県川口市新堀町・にいほりちよう

　　３３２-００３５・埼玉県川口市西青木・にしあおき

　　３３３-０８３３・埼玉県川口市西新井宿・にしあらいじゆく

　　３３２-００２１・埼玉県川口市西川口・にしかわぐち

　　３３３-０８１３・埼玉県川口市西立野・にしたての

　　３３４-００６２・埼玉県川口市榛松・はえまつ

　　３３４-００６４・埼玉県川口市蓮沼・はすぬま

　　３３４-００１２・埼玉県川口市八幡木・はちまんぎ

　　３３４-０００２・埼玉県川口市鳩ヶ谷本町・はとがやほんちよう

　　３３４-００１５・埼玉県川口市鳩ヶ谷緑町・はとがやみどりちよう

　　３３２-００２５・埼玉県川口市原町・はらまち

　　３３３-０８２１・埼玉県川口市東内野・ひがしうちの

　　３３４-００６６・埼玉県川口市東貝塚・ひがしかいつﾞか

　　３３３-０８０１・埼玉県川口市東川口・ひがしかわぐち

　　３３４-００６３・埼玉県川口市東本郷・ひがしほんごう

　　３３２-０００３・埼玉県川口市東領家・ひがしりようけ

　　３３２-００１３・埼玉県川口市舟戸町・ふなとちよう

　　３３２-００１２・埼玉県川口市本町・ほんちよう

　　３３４-００７６・埼玉県川口市本蓮・ほんはﾞす

　　３３３-０８４９・埼玉県川口市本前川・ほんまえかわ

　　３３３-０８４３・埼玉県川口市前上町・まえかみちよう

　　３３３-０８４２・埼玉県川口市前川・まえかわ

　　３３３-０８４１・埼玉県川口市前川町・まえかわちよう

　　３３４-００１４・埼玉県川口市前田・まえた

　　３３４-００６５・埼玉県川口市前野宿・まえのしゆく

　　３３３-０８３５・埼玉県川口市道合・みちあい



　　３３４-００１１・埼玉県川口市三ツ和・みつわ

　　３３２-００２７・埼玉県川口市緑町・みどりちよう

　　３３２-００２６・埼玉県川口市南町・みなみちよう

　　３３４-００１３・埼玉県川口市南鳩ヶ谷・みなみはとがや

　　３３３-０８４６・埼玉県川口市南前川・みなみまえかわ

　　３３４-００５６・埼玉県川口市峯・みね

　　３３２-００２８・埼玉県川口市宮町・みやちよう

　　３３２-００１１・埼玉県川口市元郷・もとごう

　　３３３-０８６１・埼玉県川口市柳崎・やなぎさき

　　３３３-０８６４・埼玉県川口市柳根町・やなねちよう

　　３３２-０００２・埼玉県川口市弥平・やへい

　　３３２-０００４・埼玉県川口市領家・りようけ

　　３６１-００００・埼玉県行田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６１-００７４・埼玉県行田市旭町・あさひちよう

　　３６１-００１１・埼玉県行田市荒木・あらき

　　３６１-００４６・埼玉県行田市壱里山町・いちりやまちよう

　　３６１-００８１・埼玉県行田市犬塚・いぬずか

　　３６１-００７７・埼玉県行田市忍・おじ

　　３６１-００４５・埼玉県行田市押上町・おしあげちよう

　　３６１-０００７・埼玉県行田市小見・おみ

　　３６１-００３４・埼玉県行田市利田・かがだ

　　３６１-００４４・埼玉県行田市門井町・かどいちよう

　　３６１-００６６・埼玉県行田市上池守・かみいけもり

　　３６１-０００１・埼玉県行田市北河原・きたがわら

　　３６１-００７３・埼玉県行田市行田・ぎようだ

　　３６１-００６５・埼玉県行田市小敷田・こしきだ

　　３６１-００２４・埼玉県行田市小針・こはﾞり

　　３６１-００５５・埼玉県行田市駒形・こまがた

　　３６１-０００５・埼玉県行田市斎条・さいじよう

　　３６１-００７１・埼玉県行田市栄町・さかえちよう

　　３６１-０００２・埼玉県行田市酒巻・さかまき

　　３６１-００２５・埼玉県行田市埼玉・さきたま

　　３６１-００２２・埼玉県行田市桜町・さくらちよう

　　３６１-００３２・埼玉県行田市佐間・さま

　　３６１-００６３・埼玉県行田市皿尾・さらお

　　３６１-００４７・埼玉県行田市清水町・しみずちよう

　　３６１-００６７・埼玉県行田市下池守・しもいけもり

　　３６１-００３７・埼玉県行田市下忍・しもおじ

　　３６１-００１２・埼玉県行田市下須戸・しもすど

　　３６１-０００３・埼玉県行田市下中条・しもちゆうじよう

　　３６１-００５７・埼玉県行田市城西・じようさい

　　３６１-００５４・埼玉県行田市城南・じようなん

　　３６１-０００６・埼玉県行田市白川戸・しらかわど

　　３６１-００５３・埼玉県行田市水城公園・すいじようこうえん

　　３６１-０００４・埼玉県行田市須加・すか

　　３６１-００１５・埼玉県行田市関根・せきね

　　３６１-００４１・埼玉県行田市棚田町・たなだちよう

　　３６１-００７８・埼玉県行田市中央・ちゆうおう

　　３６１-００３５・埼玉県行田市堤根・つつみね

　　３６１-００７６・埼玉県行田市天満・てんま

　　３６１-００１４・埼玉県行田市藤間・とうま

　　３６１-００８３・埼玉県行田市中江袋・なかえぶくろ

　　３６１-００６４・埼玉県行田市中里・なかざと

　　３６１-００２３・埼玉県行田市長野・ながの

　　３６１-００４２・埼玉県行田市西新町・にししんまち

　　３６１-００２６・埼玉県行田市野・の

　　３６１-００３６・埼玉県行田市樋上・ひのうえ

　　３６１-００４３・埼玉県行田市深水町・ふかみちよう

　　３６１-００２１・埼玉県行田市富士見町・ふじみちよう

　　３６１-００１６・埼玉県行田市藤原町・ふじわらちよう

　　３６１-００５２・埼玉県行田市本丸・ほんまる

　　３６１-００３８・埼玉県行田市前谷・まえや

　　３６１-００１３・埼玉県行田市真名板・まないた

　　３６１-００８２・埼玉県行田市馬見塚・まみつﾞか

　　３６１-００３１・埼玉県行田市緑町・みどりちよう

　　３６１-００８４・埼玉県行田市南河原・みなみかわら

　　３６１-００７２・埼玉県行田市宮本・みやもと

　　３６１-００７５・埼玉県行田市向町・むかいまち

　　３６１-００５６・埼玉県行田市持田・もちだ

　　３６１-００６２・埼玉県行田市谷郷・やごう



　　３６１-００５１・埼玉県行田市矢場・やはﾞ

　　３６１-００１７・埼玉県行田市若小玉・わかこだま

　　３６１-００３３・埼玉県行田市渡柳・わたりやなぎ

　　３６１-００６１・埼玉県行田市和田・わだ

　　３６８-００００・埼玉県秩父市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６８-００２６・埼玉県秩父市相生町・あいおいちよう

　　３６８-００１６・埼玉県秩父市阿保町・あほﾞまち

　　３６９-１８０４・埼玉県秩父市荒川小野原・あらかわおのはﾞら

　　３６９-１８０２・埼玉県秩父市荒川上田野・あらかわかみたの

　　３６９-１８０１・埼玉県秩父市荒川久那・あらかわくな

　　３６９-１９１２・埼玉県秩父市荒川白久・あらかわしろく

　　３６９-１９１１・埼玉県秩父市荒川贄川・あらかわにえがわ

　　３６９-１８０３・埼玉県秩父市荒川日野・あらかわひの

　　３６８-００６３・埼玉県秩父市伊古田・いこた

　　３６９-１８７４・埼玉県秩父市和泉町・いずみちよう

　　３６８-００３１・埼玉県秩父市上野町・うえのまち

　　３６９-１８７３・埼玉県秩父市浦山・うらやま

　　３６８-００６５・埼玉県秩父市太田・おおた

　　３６９-１９０１・埼玉県秩父市大滝・おおたき

　　３６８-０００５・埼玉県秩父市大野原・おおのはら

　　３６８-００１１・埼玉県秩父市大畑町・おおはﾞたけまち

　　３６８-００２３・埼玉県秩父市大宮・おおみや

　　３６８-００６１・埼玉県秩父市小柱・おはﾞしら

　　３６８-００１４・埼玉県秩父市金室町・かなむろまち

　　３６９-１８７２・埼玉県秩父市上影森・かみかげもり

　　３６８-００３５・埼玉県秩父市上町・かみまち

　　３６８-００２４・埼玉県秩父市上宮地町・かみみやじまち

　　３６９-１５０５・埼玉県秩父市上吉田・かみよしだ

　　３６８-００５３・埼玉県秩父市久那・くな

　　３６８-００３２・埼玉県秩父市熊木町・くまぎまち

　　３６８-０００１・埼玉県秩父市黒谷・くろや

　　３６８-００２５・埼玉県秩父市桜木町・さくらぎまち

　　３６８-０００３・埼玉県秩父市定峰・さだみね

　　３６８-００６４・埼玉県秩父市品沢・しなざわ

　　３６９-１８７１・埼玉県秩父市下影森・しもかげもり

　　３６８-００２１・埼玉県秩父市下宮地町・しもみやじまち

　　３６９-１５０３・埼玉県秩父市下吉田・しもよしだ

　　３６８-００１２・埼玉県秩父市滝の上町・たきのうえまち

　　３６８-００５５・埼玉県秩父市田村・たむら

　　３６８-００５２・埼玉県秩父市近戸町・ちかとまち

　　３６８-００５６・埼玉県秩父市寺尾・てらお

　　３６８-００４５・埼玉県秩父市道生町・どうじようまち

　　３６８-０００２・埼玉県秩父市栃谷・とちや

　　３６９-１９０３・埼玉県秩父市中津川・なかつがわ

　　３６８-００４３・埼玉県秩父市中町・なかまち

　　３６８-００２２・埼玉県秩父市中宮地町・なかみやじまち

　　３６８-００５１・埼玉県秩父市中村町・なかむらまち

　　３６８-００１３・埼玉県秩父市永田町・ながたまち

　　３６８-００３３・埼玉県秩父市野坂町・のさかまち

　　３６８-００４１・埼玉県秩父市番場町・はﾞんはﾞまち

　　３６８-００４２・埼玉県秩父市東町・ひがしまち

　　３６８-００３４・埼玉県秩父市日野田町・ひのだまち

　　３６８-００５４・埼玉県秩父市別所・べつしよ

　　３６８-００６６・埼玉県秩父市堀切・ほりきり

　　３６８-００６２・埼玉県秩父市蒔田・まいた

　　３６９-１９０２・埼玉県秩父市三峰・みつみね

　　３６８-００６７・埼玉県秩父市みどりが丘・みどりがおか

　　３６８-００４６・埼玉県秩父市宮側町・みやかわちよう

　　３６８-００４４・埼玉県秩父市本町・もとまち

　　３６８-００１５・埼玉県秩父市柳田町・やなぎだまち

　　３６８-０００４・埼玉県秩父市山田・やまだ

　　３６９-１５０２・埼玉県秩父市吉田阿熊・よしだあぐま

　　３６９-１５０４・埼玉県秩父市吉田石間・よしだいさま

　　３７０-１５０７・埼玉県秩父市吉田太田部・よしだおおたぶ

　　３６９-１５０１・埼玉県秩父市吉田久長・よしだひさなが

　　３５９-００００・埼玉県所沢市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５９-１１０５・埼玉県所沢市青葉台・あおはﾞだい

　　３５９-００３６・埼玉県所沢市旭町・あさひちよう

　　３５９-１１３３・埼玉県所沢市荒幡・あらはた

　　３５９-１１１２・埼玉県所沢市泉町・いずみちよう



　　３５９-１１０２・埼玉県所沢市岩岡町・いわおかちよう

　　３５９-００２６・埼玉県所沢市牛沼・うしぬま

　　３５９-１１０４・埼玉県所沢市榎町・えのきちよう

　　３５９-１１２８・埼玉県所沢市金山町・かなやまちよう

　　３５９-１１４２・埼玉県所沢市上新井・かみあらい

　　３５９-００２５・埼玉県所沢市上安松・かみやすまつ

　　３５９-１１５３・埼玉県所沢市上山口・かみやまぐち

　　３５９-０００５・埼玉県所沢市神米金・かめがね

　　３５９-００１４・埼玉県所沢市亀ケ谷・かめがや

　　３５９-００３８・埼玉県所沢市北秋津・きたあきつ

　　３５９-０００７・埼玉県所沢市北岩岡・きたいわおか

　　３５９-００４６・埼玉県所沢市北所沢町・きたところざわちよう

　　３５９-１１０１・埼玉県所沢市北中・きたなか

　　３５９-１１５２・埼玉県所沢市北野・きたの

　　３５９-１１５５・埼玉県所沢市北野新町・きたのしんまち

　　３５９-１１５６・埼玉県所沢市北野南・きたのみなみ

　　３５９-０００４・埼玉県所沢市北原町・きたはらちよう

　　３５９-１１１３・埼玉県所沢市喜多町・きたまち

　　３５９-１１１４・埼玉県所沢市北有楽町・きたゆうらくちよう

　　３５９-００３７・埼玉県所沢市くすのき台・くすのきだい

　　３５９-１１３１・埼玉県所沢市久米・くめ

　　３５９-１１１８・埼玉県所沢市けやき台・けやきだい

　　３５９-１１６６・埼玉県所沢市糀谷・こうじや

　　３５９-１１０３・埼玉県所沢市向陽町・こうようちよう

　　３５９-１１４８・埼玉県所沢市小手指台・こてさしだい

　　３５９-１１４１・埼玉県所沢市小手指町・こてさしちよう

　　３５９-１１４６・埼玉県所沢市小手指南・こてさしみなみ

　　３５９-１１４７・埼玉県所沢市小手指元町・こてさしもとまち

　　３５９-１１２２・埼玉県所沢市寿町・ことぶきちよう

　　３５９-００３３・埼玉県所沢市こぶし町・こぶしちよう

　　３５９-００１２・埼玉県所沢市坂之下・さかのした

　　３５９-１１６１・埼玉県所沢市狭山ケ丘・さやまがおか

　　３５９-００３１・埼玉県所沢市下新井・しもあらい

　　３５９-０００１・埼玉県所沢市下富・しもとみ

　　３５９-００２４・埼玉県所沢市下安松・しもやすまつ

　　３５９-１１５４・埼玉県所沢市勝楽寺・しようらくじ

　　３５９-００１３・埼玉県所沢市城・しろ

　　３５９-００１６・埼玉県所沢市新郷・しんごう

　　３５９-０００６・埼玉県所沢市所沢新町・ところざわしんまち

　　３５９-００４１・埼玉県所沢市中新井・なかあらい

　　３５９-０００２・埼玉県所沢市中富・なかとみ

　　３５９-０００３・埼玉県所沢市中富南・なかとみみなみ

　　３５９-００４２・埼玉県所沢市並木・なみき

　　３５９-００３５・埼玉県所沢市西新井町・にしあらいちよう

　　３５９-１１６３・埼玉県所沢市西狭山ケ丘・にしさやまがおか

　　３５９-１１２６・埼玉県所沢市西住吉・にしすみよじ

　　３５９-１１４４・埼玉県所沢市西所沢・にしところざわ

　　３５９-００４７・埼玉県所沢市花園・はなぞの

　　３５９-１１６７・埼玉県所沢市林・はやじ

　　３５９-００３４・埼玉県所沢市東新井町・ひがしあらいちよう

　　３５９-１１０６・埼玉県所沢市東狭山ケ丘・ひがしさやまがおか

　　３５９-１１２４・埼玉県所沢市東住吉・ひがしすみよじ

　　３５９-１１１６・埼玉県所沢市東町・ひがしちよう

　　３５９-００２１・埼玉県所沢市東所沢・ひがしところざわ

　　３５９-００２３・埼玉県所沢市東所沢和田・ひがしところざわわだ

　　３５９-００１５・埼玉県所沢市日比田・ひびた

　　３５９-１１２３・埼玉県所沢市日吉町・ひよしちよう

　　３５９-１１２７・埼玉県所沢市星の宮・ほしのみや

　　３５９-１１６５・埼玉県所沢市堀之内・ほりのうち

　　３５９-００２２・埼玉県所沢市本郷・ほんごう

　　３５９-１１３２・埼玉県所沢市松が丘・まつがおか

　　３５９-００２７・埼玉県所沢市松郷・まつごう

　　３５９-００４４・埼玉県所沢市松葉町・まつはﾞちよう

　　３５９-１１６４・埼玉県所沢市三ケ島・みかじま

　　３５９-１１１１・埼玉県所沢市緑町・みどりちよう

　　３５９-１１２５・埼玉県所沢市南住吉・みなみすみよじ

　　３５９-００１１・埼玉県所沢市南永井・みなみながい

　　３５９-００４５・埼玉県所沢市美原町・みはらちよう

　　３５９-１１４３・埼玉県所沢市宮本町・みやもとちよう

　　３５９-１１１５・埼玉県所沢市御幸町・みゆきちよう



　　３５９-１１２１・埼玉県所沢市元町・もとまち

　　３５９-１１４５・埼玉県所沢市山口・やまぐち

　　３５９-００４３・埼玉県所沢市弥生町・やよいちよう

　　３５９-１１１７・埼玉県所沢市有楽町・ゆうらくちよう

　　３５９-１１５１・埼玉県所沢市若狭・わかさ

　　３５９-００３２・埼玉県所沢市若松町・わかまつちよう

　　３５９-１１６２・埼玉県所沢市和ケ原・わがはら

　　３５７-００００・埼玉県飯能市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５７-０００３・埼玉県飯能市青木・あおき

　　３５７-０１２８・埼玉県飯能市赤沢・あかざわ

　　３５７-００６９・埼玉県飯能市茜台・あかねだい

　　３５７-０２１６・埼玉県飯能市吾野・あがの

　　３５７-００１３・埼玉県飯能市芦苅場・あしかりはﾞ

　　３５７-００４６・埼玉県飯能市阿須・あず

　　３５７-００３４・埼玉県飯能市東町・あずまちよう

　　３５７-００３７・埼玉県飯能市稲荷町・いなりちよう

　　３５７-０２１２・埼玉県飯能市井上・いのうえ

　　３５７-００２３・埼玉県飯能市岩沢・いわさわ

　　３５７-００４８・埼玉県飯能市岩渕・いわぶち

　　３５７-００６５・埼玉県飯能市大河原・おおかわら

　　３５７-００４７・埼玉県飯能市落合・おちあい

　　３５７-００４５・埼玉県飯能市笠縫・かさぬい

　　３５７-０１２５・埼玉県飯能市上赤工・かみあかだくみ

　　３５７-００５６・埼玉県飯能市上直竹上分・かみなおたけかみぶん

　　３５７-００５５・埼玉県飯能市上直竹下分・かみなおたけしもぶん

　　３５７-０２０６・埼玉県飯能市上長沢・かみながさわ

　　３５７-０１１１・埼玉県飯能市上名栗・かみなぐり

　　３５７-００５３・埼玉県飯能市上畑・かみはた

　　３５７-０１２７・埼玉県飯能市唐竹・からたけ

　　３５７-００５１・埼玉県飯能市苅生・かろう

　　３５７-００１１・埼玉県飯能市川崎・かわさき

　　３５７-００４４・埼玉県飯能市川寺・かわでら

　　３５７-０２０１・埼玉県飯能市北川・きたがわ

　　３５７-００６４・埼玉県飯能市久下・くげ

　　３５７-００６８・埼玉県飯能市久須美・くすみ

　　３５７-００６６・埼玉県飯能市小岩井・こいわい

　　３５７-００１５・埼玉県飯能市小久保・こくほﾞ

　　３５７-０２０４・埼玉県飯能市虎秀・こしゆう

　　３５７-００６７・埼玉県飯能市小瀬戸・こせど

　　３５７-０２１５・埼玉県飯能市坂石・さかいじ

　　３５７-０２１３・埼玉県飯能市坂石町分・さかいしまちぶん

　　３５７-００２５・埼玉県飯能市栄町・さかえちよう

　　３５７-０２１８・埼玉県飯能市坂元・さかもと

　　３５７-０１２６・埼玉県飯能市下赤工・しもあかだくみ

　　３５７-００１６・埼玉県飯能市下加治・しもかじ

　　３５７-００１２・埼玉県飯能市下川崎・しもかわさき

　　３５７-００５４・埼玉県飯能市下直竹・しもなおたけ

　　３５７-０１１２・埼玉県飯能市下名栗・しもなぐり

　　３５７-００５２・埼玉県飯能市下畑・しもはた

　　３５７-０２０５・埼玉県飯能市白子・しらこ

　　３５７-００２２・埼玉県飯能市新光・しんこう

　　３５７-０００４・埼玉県飯能市新町・しんまち

　　３５７-００４９・埼玉県飯能市征矢町・そやちよう

　　３５７-０２０２・埼玉県飯能市高山・たかやま

　　３５７-０００２・埼玉県飯能市中居・なかい

　　３５７-００３８・埼玉県飯能市仲町・なかちよう

　　３５７-０１２１・埼玉県飯能市中藤上郷・なかとうかみごう

　　３５７-０１２２・埼玉県飯能市中藤中郷・なかとうなかごう

　　３５７-０１２３・埼玉県飯能市中藤下郷・なかとうしもごう

　　３５７-０００６・埼玉県飯能市中山・なかやま

　　３５７-０２０３・埼玉県飯能市長沢・ながさわ

　　３５７-００６２・埼玉県飯能市永田・ながた

　　３５７-００６１・埼玉県飯能市永田台・ながただい

　　３５７-００２１・埼玉県飯能市双柳・なみやなぎ

　　３５７-００３３・埼玉県飯能市八幡町・はちまんちよう

　　３５７-０１２４・埼玉県飯能市原市場・はらいちはﾞ

　　３５７-０００５・埼玉県飯能市原町・はらまち

　　３５７-００６３・埼玉県飯能市飯能・はんのう

　　３５７-０２１１・埼玉県飯能市平戸・ひらつと

　　３５７-００１４・埼玉県飯能市平松・ひらまつ



　　３５７-００３２・埼玉県飯能市本町・ほんちよう

　　３５７-００４３・埼玉県飯能市前ケ貫・まえがぬき

　　３５７-００４１・埼玉県飯能市美杉台・みすぎだい

　　３５７-００２４・埼玉県飯能市緑町・みどりちよう

　　３５７-０２１４・埼玉県飯能市南・みなみ

　　３５７-０２１７・埼玉県飯能市南川・みなみかわ

　　３５７-００３６・埼玉県飯能市南町・みなみちよう

　　３５７-０００１・埼玉県飯能市宮沢・みやざわ

　　３５７-００４２・埼玉県飯能市矢颪・やおろじ

　　３５７-００３５・埼玉県飯能市柳町・やなぎちよう

　　３５７-００３１・埼玉県飯能市山手町・やまてちよう

　　３４７-００００・埼玉県加須市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４９-１１４４・埼玉県加須市阿佐間・あざま

　　３４７-００５７・埼玉県加須市愛宕・あたご

　　３４９-１１４６・埼玉県加須市新井新田・あらいしんでん

　　３４７-００４７・埼玉県加須市阿良川・あらかわ

　　３４９-１２１１・埼玉県加須市飯積・いいつﾞみ

　　３４９-１２１５・埼玉県加須市伊賀袋・いがふくろ

　　３４７-００２４・埼玉県加須市今鉾・いまほﾞこ

　　３４７-０１１２・埼玉県加須市芋茎・いもぐき

　　３４７-０１０３・埼玉県加須市牛重・うしがさね

　　３４７-０１２２・埼玉県加須市内田ケ谷・うちたがや

　　３４９-１１４３・埼玉県加須市生出・おいで

　　３４７-００１０・埼玉県加須市大桑・おおくわ

　　３４７-０００１・埼玉県加須市大越・おおごえ

　　３４７-００２７・埼玉県加須市大室・おおむろ

　　３４７-００５８・埼玉県加須市岡古井・おかふるい

　　３４９-１２０２・埼玉県加須市小野袋・おのふくろ

　　３４９-１２０３・埼玉県加須市柏戸・かしわど

　　３４７-０１２５・埼玉県加須市上崎・かみさき

　　３４７-０１０１・埼玉県加須市上高柳・かみたかやなぎ

　　３４７-０１１５・埼玉県加須市上種足・かみたなだれ

　　３４７-０００３・埼玉県加須市上樋遣川・かみひやりかわ

　　３４７-０００６・埼玉県加須市上三俣・かみみつまた

　　３４７-００１４・埼玉県加須市川口・かわぐち

　　３４７-０１０５・埼玉県加須市騎西・きさい

　　３４９-１１４７・埼玉県加須市北大桑・きたおおくわ

　　３４７-００１１・埼玉県加須市北小浜・きたこはﾞま

　　３４７-００１３・埼玉県加須市北篠崎・きたしのざき

　　３４９-１１３４・埼玉県加須市北下新井・きたしもあらい

　　３４７-００２３・埼玉県加須市北辻・きたつじ

　　３４９-１１３５・埼玉県加須市北平野・きたひらの

　　３４７-００６３・埼玉県加須市久下・くげ

　　３４７-００４１・埼玉県加須市串作・くしつくり

　　３４９-１１５４・埼玉県加須市外記新田・げきしんでん

　　３４７-０１１１・埼玉県加須市鴻茎・こうぐき

　　３４９-１１３３・埼玉県加須市琴寄・ことより

　　３４９-１２１４・埼玉県加須市駒場・こまはﾞ

　　３４９-１２１３・埼玉県加須市栄・さかえ

　　３４９-１１５１・埼玉県加須市佐波・ざわ

　　３４７-００４２・埼玉県加須市志多見・しだみ

　　３４７-０１２３・埼玉県加須市下崎・しもさき

　　３４７-００３３・埼玉県加須市下高柳・しもたかやなぎ

　　３４７-０１１３・埼玉県加須市下種足・しもたなだれ

　　３４７-０００５・埼玉県加須市下樋遣川・しもひやりかわ

　　３４７-０００７・埼玉県加須市下三俣・しもみつまた

　　３４７-００５３・埼玉県加須市下谷・しもや

　　３４９-１１４２・埼玉県加須市杓子木・しやくしぎ

　　３４７-０１０７・埼玉県加須市正能・しようのう

　　３４９-１１５３・埼玉県加須市新川通・しんかわどおり

　　３４９-１１５８・埼玉県加須市新利根・しんとね

　　３４９-１１５５・埼玉県加須市砂原・すなはら

　　３４７-００６１・埼玉県加須市諏訪・すわ

　　３４７-０１０６・埼玉県加須市外川・そとかわ

　　３４７-０１２６・埼玉県加須市外田ケ谷・そとたがや

　　３４７-０００２・埼玉県加須市外野・そとの

　　３４７-００６８・埼玉県加須市大門町・だいもんちよう

　　３４７-００１２・埼玉県加須市多門寺・たもんじ

　　３４７-００５５・埼玉県加須市中央・ちゆうおう

　　３４７-００３４・埼玉県加須市常泉・つねいずみ



　　３４７-００６４・埼玉県加須市東栄・とうえい

　　３４７-０１２１・埼玉県加須市道地・どうち

　　３４９-１１５７・埼玉県加須市道目・どうめ

　　３４７-００５１・埼玉県加須市戸川・とがわ

　　３４７-０１０８・埼玉県加須市戸崎・とさき

　　３４７-００５６・埼玉県加須市土手・どて

　　３４７-０１１６・埼玉県加須市戸室・とむろ

　　３４９-１１４８・埼玉県加須市豊野台・とよのだい

　　３４７-０１１４・埼玉県加須市中種足・なかたなだれ

　　３４７-０１２４・埼玉県加須市中ノ目・なかのめ

　　３４７-０００８・埼玉県加須市中樋遣川・なかひやりかわ

　　３４９-１１３１・埼玉県加須市中渡・なかわた

　　３４７-０１１７・埼玉県加須市西ノ谷・にしのや

　　３４７-０１０４・埼玉県加須市根古屋・ねごや

　　３４９-１１３２・埼玉県加須市旗井・はたい

　　３４７-００１９・埼玉県加須市鳩山町・はとやまちよう

　　３４７-００３２・埼玉県加須市花崎・はなさき

　　３４７-００１６・埼玉県加須市花崎北・はなさききた

　　３４７-００１８・埼玉県加須市浜町・はまちよう

　　３４７-０１０２・埼玉県加須市日出安・ひでやす

　　３４７-００４６・埼玉県加須市平永・ひらなが

　　３４７-００４５・埼玉県加須市富士見町・ふじみちよう

　　３４７-００５４・埼玉県加須市不動岡・ふどおか

　　３４７-００２１・埼玉県加須市船越・ふなこじ

　　３４７-０００４・埼玉県加須市古川・ふるかわ

　　３４９-１１５６・埼玉県加須市細間・ほそま

　　３４９-１２１６・埼玉県加須市本郷・ほんごう

　　３４７-００６６・埼玉県加須市本町・ほんちよう

　　３４９-１１４５・埼玉県加須市間口・まくち

　　３４７-００５２・埼玉県加須市町屋新田・まちやしんでん

　　３４９-１１４１・埼玉県加須市松永新田・まつながしんでん

　　３４７-００２２・埼玉県加須市水深・みずぶか

　　３４７-０００９・埼玉県加須市三俣・みつまた

　　３４７-００１５・埼玉県加須市南大桑・みなみおおくわ

　　３４７-００２８・埼玉県加須市南小浜・みなみおはﾞま

　　３４７-００１７・埼玉県加須市南篠崎・みなみしのざき

　　３４７-００３１・埼玉県加須市南町・みなみちよう

　　３４９-１２０５・埼玉県加須市向古河・むかいこが

　　３４９-１２１２・埼玉県加須市麦倉・むぎくら

　　３４７-００６７・埼玉県加須市向川岸町・むこうがしちよう

　　３４７-００６２・埼玉県加須市睦町・むつみちよう

　　３４７-００４３・埼玉県加須市馬内・もうち

　　３４７-００６５・埼玉県加須市元町・もとまち

　　３４９-１２０１・埼玉県加須市柳生・やぎゆう

　　３４９-１１５２・埼玉県加須市弥兵衛・やへえ

　　３４７-００２６・埼玉県加須市油井ケ島・ゆいがしま

　　３４９-１２０４・埼玉県加須市陽光台・ようこうだい

　　３４７-００４４・埼玉県加須市礼羽・らいは

　　３４７-００２５・埼玉県加須市割目・わりめ

　　３６７-００００・埼玉県本庄市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６７-００２６・埼玉県本庄市朝日町・あさひちよう

　　３６７-００７５・埼玉県本庄市新井・あらい

　　３６７-００２７・埼玉県本庄市五十子・いかつこ

　　３６７-００３６・埼玉県本庄市今井・いまい

　　３６７-００３８・埼玉県本庄市いまい台・いまいだい

　　３６７-００１６・埼玉県本庄市鵜森・うのもり

　　３６７-００４１・埼玉県本庄市駅南・えきなん

　　３６７-００６１・埼玉県本庄市小島・おじま

　　３６７-００６２・埼玉県本庄市小島南・おじまみなみ

　　３６７-００４５・埼玉県本庄市柏・かしわ

　　３６７-０００７・埼玉県本庄市上仁手・かみにつて

　　３６７-００３１・埼玉県本庄市北堀・きたほﾞり

　　３６７-００３７・埼玉県本庄市共栄・きようえい

　　３６７-００５２・埼玉県本庄市銀座・ぎんざ

　　３６７-０００５・埼玉県本庄市久々宇・くぐう

　　３６７-００３２・埼玉県本庄市栗崎・くりざき

　　３６７-００４２・埼玉県本庄市けや木・けやき

　　３６７-００４４・埼玉県本庄市見福・けんふﾟく

　　３６７-０２１３・埼玉県本庄市児玉町秋山・こだまちようあきやま

　　３６７-０２２５・埼玉県本庄市児玉町飯倉・こだまちよういいぐら



　　３６７-０２５１・埼玉県本庄市児玉町稲沢・こだまちよういなざわ

　　３６７-０２０３・埼玉県本庄市児玉町入浅見・こだまちよういりあざみ

　　３６７-０２５４・埼玉県本庄市児玉町太駄・こだまちようおおだ

　　３６７-０２１６・埼玉県本庄市児玉町金屋・こだまちようかなや

　　３６７-０２０５・埼玉県本庄市児玉町上真下・こだまちようかみましも

　　３６７-０２１１・埼玉県本庄市児玉町吉田林・こだまちようきたはﾞやじ

　　３６７-０２０６・埼玉県本庄市児玉町共栄・こだまちようきようえい

　　３６７-０２５２・埼玉県本庄市児玉町元田・こだまちようげんだ

　　３６７-０２５３・埼玉県本庄市児玉町河内・こだまちようこうち

　　３６７-０２１４・埼玉県本庄市児玉町小平・こだまちようこだいら

　　３６７-０２１２・埼玉県本庄市児玉町児玉・こだまちようこだま

　　３６７-０２１８・埼玉県本庄市児玉町児玉南・こだまちようこだまみなみ

　　３６７-０２２３・埼玉県本庄市児玉町塩谷・こだまちようしおや

　　３６７-０２０２・埼玉県本庄市児玉町下浅見・こだまちようしもあざみ

　　３６７-０２０７・埼玉県本庄市児玉町下真下・こだまちようしもましも

　　３６７-０２０１・埼玉県本庄市児玉町高関・こだまちようたかぜき

　　３６７-０２２４・埼玉県本庄市児玉町高柳・こだまちようたかやなぎ

　　３６７-０２２２・埼玉県本庄市児玉町田端・こだまちようたはﾞた

　　３６７-０２１５・埼玉県本庄市児玉町長沖・こだまちようながおき

　　３６７-０２１７・埼玉県本庄市児玉町八幡山・こだまちようはちまんやま

　　３６７-０２０４・埼玉県本庄市児玉町蛭川・こだまちようひるがわ

　　３６７-０２２１・埼玉県本庄市児玉町保木野・こだまちようほきの

　　３６７-０２２６・埼玉県本庄市児玉町宮内・こだまちようみやうち

　　３６７-００２３・埼玉県本庄市寿・ことぶき

　　３６７-００１１・埼玉県本庄市小和瀬・こわぜ

　　３６７-００４６・埼玉県本庄市栄・さかえ

　　３６７-００７１・埼玉県本庄市山王堂・さんのうどう

　　３６７-００３９・埼玉県本庄市四季の里・しきのさと

　　３６７-００３４・埼玉県本庄市四方田・しほうでん

　　３６７-０００１・埼玉県本庄市下仁手・しもにつて

　　３６７-００６３・埼玉県本庄市下野堂・しものどう

　　３６７-００７４・埼玉県本庄市杉山・すぎやま

　　３６７-００１８・埼玉県本庄市諏訪町・すわちよう

　　３６７-０００３・埼玉県本庄市台町・だいまち

　　３６７-００１３・埼玉県本庄市滝瀬・たきせ

　　３６７-０００６・埼玉県本庄市田中・たなか

　　３６７-００５３・埼玉県本庄市中央・ちゆうおう

　　３６７-００５４・埼玉県本庄市千代田・ちよだ

　　３６７-００５６・埼玉県本庄市照若町・てるわかちよう

　　３６７-００２５・埼玉県本庄市西五十子・にしいかつこ

　　３６７-００３５・埼玉県本庄市西富田・にしとみだ

　　３６７-０００２・埼玉県本庄市仁手・につて

　　３６７-００７２・埼玉県本庄市沼和田・ぬまわだ

　　３６７-００２４・埼玉県本庄市東五十子・ひがしいかつこ

　　３６７-００２１・埼玉県本庄市東台・ひがしだい

　　３６７-００３３・埼玉県本庄市東富田・ひがしとみだ

　　３６７-００２２・埼玉県本庄市日の出・ひので

　　３６７-００１７・埼玉県本庄市傍示堂・ほうじどう

　　３６７-００１４・埼玉県本庄市堀田・ほつた

　　３６７-００５１・埼玉県本庄市本庄・ほんじよう

　　３６７-００４７・埼玉県本庄市前原・まえはら

　　３６７-００６４・埼玉県本庄市万年寺・まんねんじ

　　３６７-００４３・埼玉県本庄市緑・みどり

　　３６７-００４８・埼玉県本庄市南・みなみ

　　３６７-００７３・埼玉県本庄市都島・みやこじま

　　３６７-００１２・埼玉県本庄市宮戸・みやど

　　３６７-００１５・埼玉県本庄市牧西・もくさい

　　３６７-０００４・埼玉県本庄市本町・もとまち

　　３６７-００５５・埼玉県本庄市若泉・わかいずみ

　　３６７-００３０・埼玉県本庄市早稲田の杜・わせだのもり

　　３５５-００００・埼玉県東松山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-００４８・埼玉県東松山市あずま町・あずまちよう

　　３５５-００７２・埼玉県東松山市石橋・いしはﾞじ

　　３５５-００２６・埼玉県東松山市和泉町・いずみちよう

　　３５５-０００６・埼玉県東松山市市ノ川・いちのかわ

　　３５５-００４２・埼玉県東松山市今泉・いまいずみ

　　３５５-００６５・埼玉県東松山市岩殿・いわどの

　　３５５-００４６・埼玉県東松山市大黒部・おおくろべ

　　３５５-０００８・埼玉県東松山市大谷・おおや

　　３５５-０００１・埼玉県東松山市岡・おか



　　３５５-００２２・埼玉県東松山市御茶山町・おちややまちよう

　　３５５-００３４・埼玉県東松山市柏崎・かしわざき

　　３５５-００７４・埼玉県東松山市上押垂・かみおしだり

　　３５５-００７７・埼玉県東松山市上唐子・かみがらこ

　　３５５-００１１・埼玉県東松山市加美町・かみちよう

　　３５５-００７３・埼玉県東松山市上野本・かみのもと

　　３５５-００６１・埼玉県東松山市葛袋・くずぶくろ

　　３５５-００６４・埼玉県東松山市毛塚・けつか

　　３５５-００６６・埼玉県東松山市神戸・ごうど

　　３５５-００３１・埼玉県東松山市五領町・ごりようちよう

　　３５５-００１３・埼玉県東松山市小松原町・こまつはﾞらちよう

　　３５５-００１６・埼玉県東松山市材木町・ざいもくちよう

　　３５５-００２５・埼玉県東松山市幸町・さいわいちよう

　　３５５-００５２・埼玉県東松山市桜山台・さくらやまだい

　　３５５-０００４・埼玉県東松山市沢口町・さわぐちちよう

　　３５５-００７５・埼玉県東松山市下青鳥・しもおおどり

　　３５５-００４１・埼玉県東松山市下押垂・しもおしだり

　　３５５-００７６・埼玉県東松山市下唐子・しもがらこ

　　３５５-００３６・埼玉県東松山市下野本・しものもと

　　３５５-００４４・埼玉県東松山市正代・しようだい

　　３５５-００７１・埼玉県東松山市新郷・しんごう

　　３５５-００３２・埼玉県東松山市新宿町・しんじゆくちよう

　　３５５-００２１・埼玉県東松山市神明町・しんめいちよう

　　３５５-００１９・埼玉県東松山市砂田町・すなだちよう

　　３５５-００４７・埼玉県東松山市高坂・たかさか

　　３５５-００５３・埼玉県東松山市田木・たぎ

　　３５５-０００３・埼玉県東松山市殿山町・とのやまちよう

　　３５５-０００９・埼玉県東松山市仲田町・なかだちよう

　　３５５-００６２・埼玉県東松山市西本宿・にしもとじゆく

　　３５５-０００７・埼玉県東松山市野田・のだ

　　３５５-００５１・埼玉県東松山市白山台・はくさんだい

　　３５５-００５４・埼玉県東松山市旗立台・はたたてだい

　　３５５-００４３・埼玉県東松山市早俣・はやまた

　　３５５-００６７・埼玉県東松山市坂東山・はﾞんどうやま

　　３５５-０００２・埼玉県東松山市東平・ひがしだいら

　　３５５-００１２・埼玉県東松山市日吉町・ひよしちよう

　　３５５-００３５・埼玉県東松山市古凍・ふるこおり

　　３５５-００１５・埼玉県東松山市本町・ほんちよう

　　３５５-００５５・埼玉県東松山市松風台・まつかぜだい

　　３５５-００１７・埼玉県東松山市松葉町・まつはﾞちよう

　　３５５-００１４・埼玉県東松山市松本町・まつもとちよう

　　３５５-０００５・埼玉県東松山市松山・まつやま

　　３５５-００１８・埼玉県東松山市松山町・まつやまちよう

　　３５５-００２７・埼玉県東松山市美土里町・みどりちよう

　　３５５-００１０・埼玉県東松山市美原町・みはらちよう

　　３５５-００４５・埼玉県東松山市宮鼻・みやはな

　　３５５-００６３・埼玉県東松山市元宿・もとじゆく

　　３５５-００２８・埼玉県東松山市箭弓町・やきゆうちよう

　　３５５-００３３・埼玉県東松山市山崎町・やまざきちよう

　　３５５-００２３・埼玉県東松山市六反町・ろくたんちよう

　　３５５-００２４・埼玉県東松山市六軒町・ろつけんちよう

　　３５５-００３７・埼玉県東松山市若松町・わかまつちよう

　　３４４-００００・埼玉県春日部市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４４-０１２６・埼玉県春日部市赤崎・あかさき

　　３４４-００１５・埼玉県春日部市赤沼・あかぬま

　　３４４-０１２５・埼玉県春日部市飯沼・いいぬま

　　３４４-００３１・埼玉県春日部市一ノ割・いちのわり

　　３４４-０００４・埼玉県春日部市牛島・うしじま

　　３４４-００５１・埼玉県春日部市内牧・うちまき

　　３４４-００５２・埼玉県春日部市梅田・うめだ

　　３４４-００５３・埼玉県春日部市梅田本町・うめだほんちよう

　　３４４-０１３５・埼玉県春日部市榎・えのき

　　３４４-００２３・埼玉県春日部市大枝・おおえだ

　　３４４-００３８・埼玉県春日部市大沼・おおぬま

　　３４４-００２２・埼玉県春日部市大畑・おおはた

　　３４４-００２１・埼玉県春日部市大場・おおはﾞ

　　３４４-０１１６・埼玉県春日部市大衾・おおぶすま

　　３４４-００６１・埼玉県春日部市粕壁・かすかべ

　　３４４-００６２・埼玉県春日部市粕壁東・かすかべひがじ

　　３４４-０１１７・埼玉県春日部市金崎・かなさき



　　３４４-００３７・埼玉県春日部市上大増新田・かみおおまししんでん

　　３４４-０１１１・埼玉県春日部市上金崎・かみかなさき

　　３４４-０１０３・埼玉県春日部市上吉妻・かみきつま

　　３４４-００４６・埼玉県春日部市上蛭田・かみひるだ

　　３４４-０１２１・埼玉県春日部市上柳・かみやなぎ

　　３４４-０１３２・埼玉県春日部市神間・かんま

　　３４４-０１０６・埼玉県春日部市木崎・きさき

　　３４４-０１３３・埼玉県春日部市椚・くぬぎ

　　３４４-０１３６・埼玉県春日部市倉常・くらつね

　　３４４-０１０５・埼玉県春日部市小平・こだいら

　　３４４-０００７・埼玉県春日部市小渕・こぶち

　　３４４-０１２４・埼玉県春日部市米崎・こめさき

　　３４４-０１１５・埼玉県春日部市米島・こめじま

　　３４４-００５８・埼玉県春日部市栄町・さかえちよう

　　３４４-００３６・埼玉県春日部市下大増新田・しもおおまししんでん

　　３４４-０１０４・埼玉県春日部市下吉妻・しもきつま

　　３４４-００４３・埼玉県春日部市下蛭田・しもひるだ

　　３４４-０１２２・埼玉県春日部市下柳・しもやなぎ

　　３４４-０００３・埼玉県春日部市新川・しんかわ

　　３４４-０１１３・埼玉県春日部市新宿新田・しんしゆくしんでん

　　３４４-０１２７・埼玉県春日部市水角・すいかく

　　３４４-００３４・埼玉県春日部市薄谷・すすきや

　　３４４-００２４・埼玉県春日部市千間・せんげん

　　３４４-００２６・埼玉県春日部市武里中野・たけさとなかの

　　３４４-０１３４・埼玉県春日部市立野・たての

　　３４４-００６７・埼玉県春日部市中央・ちゆうおう

　　３４４-００１３・埼玉県春日部市銚子口・ちようしぐち

　　３４４-０１０７・埼玉県春日部市塚崎・つかさき

　　３４４-００４５・埼玉県春日部市道口蛭田・どうぐちひるだ

　　３４４-００４７・埼玉県春日部市道順川戸・どうじゆんかわど

　　３４４-００１４・埼玉県春日部市豊野町・とよのちよう

　　３４４-０１２３・埼玉県春日部市永沼・ながぬま

　　３４４-００５６・埼玉県春日部市新方袋・にいがたふくろ

　　３４４-０１０１・埼玉県春日部市西親野井・にしおやのい

　　３４４-０１１２・埼玉県春日部市西金野井・にしかなのい

　　３４４-００５９・埼玉県春日部市西八木崎・にしやぎさき

　　３４４-０１０２・埼玉県春日部市西宝珠花・にしほうしゆはﾞな

　　３４４-０００６・埼玉県春日部市八丁目・はつちようめ

　　３４４-００４４・埼玉県春日部市花積・はなつﾞみ

　　３４４-００５４・埼玉県春日部市浜川戸・はまかわど

　　３４４-０１１４・埼玉県春日部市東中野・ひがしなかの

　　３４４-０００５・埼玉県春日部市樋堀・ひほﾞり

　　３４４-０００２・埼玉県春日部市樋籠・ひろう

　　３４４-００３２・埼玉県春日部市備後東・びんごひがじ

　　３４４-００３３・埼玉県春日部市備後西・びんごにじ

　　３４４-００１１・埼玉県春日部市藤塚・ふじつか

　　３４４-０００１・埼玉県春日部市不動院野・ふどういんの

　　３４４-００１６・埼玉県春日部市本田町・ほんでんちよう

　　３４４-００４２・埼玉県春日部市増戸・ましと

　　３４４-００４１・埼玉県春日部市増富・ましとみ

　　３４４-００２５・埼玉県春日部市増田新田・ますだしんでん

　　３４４-００６３・埼玉県春日部市緑町・みどりちよう

　　３４４-００６４・埼玉県春日部市南・みなみ

　　３４４-００５７・埼玉県春日部市南栄町・みなみさかえちよう

　　３４４-００４８・埼玉県春日部市南中曽根・みなみなかぞね

　　３４４-００５５・埼玉県春日部市八木崎町・やぎさきちよう

　　３４４-００６５・埼玉県春日部市谷原・やはら

　　３４４-００３５・埼玉県春日部市谷原新田・やはらしんでん

　　３４４-００６６・埼玉県春日部市豊町・ゆたかちよう

　　３４４-０１３１・埼玉県春日部市芦橋・よしはじ

　　３４４-００１２・埼玉県春日部市六軒町・ろつけんちよう

　　３５０-１３００・埼玉県狭山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-１３０１・埼玉県狭山市青柳・あおやぎ

　　３５０-１３２４・埼玉県狭山市稲荷山・いなりやま

　　３５０-１３０５・埼玉県狭山市入間川・いるまがわ

　　３５０-１３２３・埼玉県狭山市鵜ノ木・うのき

　　３５０-１３１４・埼玉県狭山市加佐志・かざじ

　　３５０-１３３５・埼玉県狭山市柏原・かしわはﾞら

　　３５０-１３３６・埼玉県狭山市柏原新田・かしわはﾞらしんでん

　　３５０-１３１３・埼玉県狭山市上赤坂・かみあかさか



　　３５０-１３３３・埼玉県狭山市上奥富・かみおくどみ

　　３５０-１３２１・埼玉県狭山市上広瀬・かみひろせ

　　３５０-１３０７・埼玉県狭山市祇園・ぎおん

　　３５０-１３１５・埼玉県狭山市北入曽・きたいりそ

　　３５０-１３２７・埼玉県狭山市笹井・ささい

　　３５０-１３３４・埼玉県狭山市狭山・さやま

　　３５０-１３０４・埼玉県狭山市狭山台・さやまだい

　　３５０-１３０３・埼玉県狭山市沢・さわ

　　３５０-１３３２・埼玉県狭山市下奥富・しもおくどみ

　　３５０-１３２２・埼玉県狭山市下広瀬・しもひろせ

　　３５０-１３３１・埼玉県狭山市新狭山・しんさやま

　　３５０-１３０８・埼玉県狭山市中央・ちゆうおう

　　３５０-１３２６・埼玉県狭山市つつじ野・つつじの

　　３５０-１３１１・埼玉県狭山市中新田・なかしんでん

　　３５０-１３２５・埼玉県狭山市根岸・ねぎじ

　　３５０-１３０２・埼玉県狭山市東三ツ木・ひがしみつぎ

　　３５０-１３１９・埼玉県狭山市広瀬・ひろせ

　　３５０-１３２８・埼玉県狭山市広瀬台・ひろせだい

　　３５０-１３２０・埼玉県狭山市広瀬東・ひろせひがじ

　　３５０-１３０６・埼玉県狭山市富士見・ふじみ

　　３５０-１３１２・埼玉県狭山市堀兼・ほりがね

　　３５０-１３１７・埼玉県狭山市水野・みずの

　　３５０-１３１６・埼玉県狭山市南入曽・みなみいりそ

　　３４８-００００・埼玉県羽生市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４８-００６１・埼玉県羽生市稲子・いなご

　　３４８-００１７・埼玉県羽生市今泉・いまいずみ

　　３４８-００１６・埼玉県羽生市大沼・おおぬま

　　３４８-００６２・埼玉県羽生市尾崎・おさき

　　３４８-００３１・埼玉県羽生市加羽ケ崎・かはﾞがさき

　　３４８-００４４・埼玉県羽生市上岩瀬・かみいわせ

　　３４８-００３５・埼玉県羽生市上川崎・かみかわさき

　　３４８-００５６・埼玉県羽生市上川俣・かみかわまた

　　３４８-００４１・埼玉県羽生市上新郷・かみしんごう

　　３４８-００２５・埼玉県羽生市上手子林・かみてこはﾞやじ

　　３４８-００２７・埼玉県羽生市上羽生・かみはにゆう

　　３４８-０００５・埼玉県羽生市上村君・かみむらきみ

　　３４８-００３９・埼玉県羽生市川崎・かわさき

　　３４８-００１４・埼玉県羽生市喜右エ門新田・きうえもんしんでん

　　３４８-００５７・埼玉県羽生市北・きた

　　３４８-００１５・埼玉県羽生市北荻島・きたおぎしま

　　３４８-００２８・埼玉県羽生市北袋・きたぶくろ

　　３４８-００４３・埼玉県羽生市桑崎・くわさき

　　３４８-００２４・埼玉県羽生市神戸・ごうど

　　３４８-００４２・埼玉県羽生市小須賀・こすか

　　３４８-００３７・埼玉県羽生市小松・こまつ

　　３４８-００３８・埼玉県羽生市小松台・こまつだい

　　３４８-００４５・埼玉県羽生市下岩瀬・しもいわせ

　　３４８-００３４・埼玉県羽生市下川崎・しもかわさき

　　３４８-００４７・埼玉県羽生市下新郷・しもしんごう

　　３４８-００４８・埼玉県羽生市下新田・しもしんでん

　　３４８-００２２・埼玉県羽生市下手子林・しもてこはﾞやじ

　　３４８-００２６・埼玉県羽生市下羽生・しもはにゆう

　　３４８-０００６・埼玉県羽生市下村君・しもむらきみ

　　３４８-００３３・埼玉県羽生市須影・すかげ

　　３４８-００３６・埼玉県羽生市砂山・すなやま

　　３４８-００５８・埼玉県羽生市中央・ちゆうおう

　　３４８-０００１・埼玉県羽生市堤・つつみ

　　３４８-０００３・埼玉県羽生市常木・つねぎ

　　３４８-００４６・埼玉県羽生市中岩瀬・なかいわせ

　　３４８-００２１・埼玉県羽生市中手子林・なかてこはﾞやじ

　　３４８-００５４・埼玉県羽生市西・にじ

　　３４８-００５５・埼玉県羽生市羽生・はにゆう

　　３４８-００５２・埼玉県羽生市東・ひがじ

　　３４８-００３２・埼玉県羽生市秀安・ひでやす

　　３４８-００１３・埼玉県羽生市日野手新田・ひのてしんでん

　　３４８-００６４・埼玉県羽生市藤井上組・ふじいかみぐみ

　　３４８-００６５・埼玉県羽生市藤井下組・ふじいしもぐみ

　　３４８-００６３・埼玉県羽生市発戸・ほつと

　　３４８-００５１・埼玉県羽生市本川俣・ほんかわまた

　　３４８-００２３・埼玉県羽生市町屋・まちや



　　３４８-００１１・埼玉県羽生市三田ケ谷・みたかや

　　３４８-００５３・埼玉県羽生市南・みなみ

　　３４８-００７１・埼玉県羽生市南羽生・みなみはにゆう

　　３４８-０００２・埼玉県羽生市名・みよう

　　３４８-０００４・埼玉県羽生市弥勒・みろく

　　３４８-００１２・埼玉県羽生市与兵エ新田・よへえしんでん

　　３６５-００００・埼玉県鴻巣市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６５-００６８・埼玉県鴻巣市愛の町・あいのまち

　　３６５-０００２・埼玉県鴻巣市赤城・あかぎ

　　３６５-０００１・埼玉県鴻巣市赤城台・あかぎだい

　　３６５-００６４・埼玉県鴻巣市赤見台・あかみだい

　　３６５-００１１・埼玉県鴻巣市新井・あらい

　　３６５-００２１・埼玉県鴻巣市安養寺・あんようじ

　　３６５-００７２・埼玉県鴻巣市市ノ縄・いちのなわ

　　３６５-００６３・埼玉県鴻巣市稲荷町・いなりちよう

　　３６９-０１２３・埼玉県鴻巣市榎戸・えのきど

　　３６５-００３３・埼玉県鴻巣市生出塚・おいねつﾞか

　　３６９-０１３７・埼玉県鴻巣市大芦・おおあじ

　　３６５-００５４・埼玉県鴻巣市大間・おおま

　　３６５-００２３・埼玉県鴻巣市笠原・かさはら

　　３６９-０１１２・埼玉県鴻巣市鎌塚・かまつか

　　３６５-００７８・埼玉県鴻巣市加美・かみ

　　３６５-００１２・埼玉県鴻巣市上会下・かみえげ

　　３６５-００３４・埼玉県鴻巣市上生出塚・かみおいねつﾞか

　　３６５-００２７・埼玉県鴻巣市上谷・かみや

　　３６５-００６１・埼玉県鴻巣市川面・かわつﾞら

　　３６９-０１１６・埼玉県鴻巣市北新宿・きたしんしゆく

　　３６５-００５８・埼玉県鴻巣市北中野・きたなかの

　　３６５-０００３・埼玉県鴻巣市北根・きたね

　　３６５-００１４・埼玉県鴻巣市屈巣・くす

　　３６５-００２２・埼玉県鴻巣市郷地・ごうじ

　　３６５-００２８・埼玉県鴻巣市鴻巣・こうのす

　　３６５-００４１・埼玉県鴻巣市小松・こまつ

　　３６９-０１３３・埼玉県鴻巣市小谷・こや

　　３６５-００５７・埼玉県鴻巣市幸町・さいわいちよう

　　３６５-００１３・埼玉県鴻巣市境・さかい

　　３６５-００５５・埼玉県鴻巣市栄町・さかえちよう

　　３６５-００４７・埼玉県鴻巣市逆川・さかさがわ

　　３６９-０１３４・埼玉県鴻巣市三町免・さんちようめん

　　３６５-００３５・埼玉県鴻巣市下生出塚・しもおいねつﾞか

　　３６９-０１１３・埼玉県鴻巣市下忍・しもおじ

　　３６５-００２５・埼玉県鴻巣市下谷・しもや

　　３６５-００２４・埼玉県鴻巣市常光・じようこう

　　３６９-０１１１・埼玉県鴻巣市新宿・しんしゆく

　　３６５-００７４・埼玉県鴻巣市神明・しんめい

　　３６５-００６７・埼玉県鴻巣市すみれ野・すみれの

　　３６５-０００４・埼玉県鴻巣市関新田・せきしんでん

　　３６５-００４４・埼玉県鴻巣市滝馬室・たきまむろ

　　３６５-００３２・埼玉県鴻巣市中央・ちゆうおう

　　３６９-０１１４・埼玉県鴻巣市筑波・つくはﾞ

　　３６５-００５６・埼玉県鴻巣市堤町・つつみちよう

　　３６５-００７１・埼玉県鴻巣市寺谷・てらや

　　３６５-００３６・埼玉県鴻巣市天神・てんじん

　　３６５-００６５・埼玉県鴻巣市中井・なかい

　　３６５-００２６・埼玉県鴻巣市西中曽根・にしなかぞね

　　３６５-００３７・埼玉県鴻巣市人形・にんぎよう

　　３６５-００５９・埼玉県鴻巣市糠田・ぬかた

　　３６５-００５２・埼玉県鴻巣市登戸・のほﾞりと

　　３６５-００７３・埼玉県鴻巣市八幡田・はちまんでん

　　３６９-０１２４・埼玉県鴻巣市荊原・はﾞらはら

　　３６５-００４３・埼玉県鴻巣市原馬室・はらまむろ

　　３６５-００４５・埼玉県鴻巣市氷川町・ひかわちよう

　　３６５-００３９・埼玉県鴻巣市東・ひがじ

　　３６５-００３１・埼玉県鴻巣市ひばり野・ひはﾞりの

　　３６５-０００５・埼玉県鴻巣市広田・ひろだ

　　３６９-０１３６・埼玉県鴻巣市吹上・ふきあげ

　　３６９-０１２１・埼玉県鴻巣市吹上富士見・ふきあげふじみ

　　３６９-０１１５・埼玉県鴻巣市吹上本町・ふきあげほんちよう

　　３６９-０１３１・埼玉県鴻巣市袋・ふくろ

　　３６５-００４６・埼玉県鴻巣市富士見町・ふじみちよう



　　３６５-００３８・埼玉県鴻巣市本町・ほんちよう

　　３６５-００７６・埼玉県鴻巣市本宮町・ほんみやちよう

　　３６９-０１３２・埼玉県鴻巣市前砂・まえすな

　　３６５-００４２・埼玉県鴻巣市松原・まつはﾞら

　　３６５-００６２・埼玉県鴻巣市箕田・みだ

　　３６５-００６６・埼玉県鴻巣市三ツ木・みつぎ

　　３６５-００５３・埼玉県鴻巣市緑町・みどりちよう

　　３６９-０１２２・埼玉県鴻巣市南・みなみ

　　３６５-００７５・埼玉県鴻巣市宮地・みやじ

　　３６５-００５１・埼玉県鴻巣市宮前・みやまえ

　　３６９-０１３５・埼玉県鴻巣市明用・みようよう

　　３６５-００７７・埼玉県鴻巣市雷電・らいでん

　　３６６-００００・埼玉県深谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６６-００５３・埼玉県深谷市秋元町・あきもとちよう

　　３６６-００２４・埼玉県深谷市明戸・あけと

　　３６６-００１６・埼玉県深谷市新井・あらい

　　３６９-１２４５・埼玉県深谷市荒川・あらかわ

　　３６６-００１１・埼玉県深谷市石塚・いしつﾞか

　　３６６-０８３６・埼玉県深谷市伊勢方・いせがた

　　３６６-００２６・埼玉県深谷市稲荷町・いなりちよう

　　３６６-００２８・埼玉県深谷市稲荷町北・いなりちようきた

　　３６９-０２１５・埼玉県深谷市今泉・いまいずみ

　　３６９-０２２２・埼玉県深谷市後榛沢・うしろはんざわ

　　３６６-０８３１・埼玉県深谷市内ケ島・うちがしま

　　３６６-０８０１・埼玉県深谷市上野台・うわのだい

　　３６６-００１２・埼玉県深谷市江原・えはﾞら

　　３６６-０８３８・埼玉県深谷市大塚島・おおつかじま

　　３６６-０００３・埼玉県深谷市大塚・おおつﾞか

　　３６６-０８１４・埼玉県深谷市大谷・おおや

　　３６９-０２０１・埼玉県深谷市岡・おか

　　３６９-０２０２・埼玉県深谷市岡里・おかざと

　　３６９-０２１１・埼玉県深谷市岡部・おかべ

　　３６６-０８３７・埼玉県深谷市起会・おきあい

　　３６９-１２４６・埼玉県深谷市小前田・おまえだ

　　３６６-０８１２・埼玉県深谷市折之口・おりのくち

　　３６６-０８１６・埼玉県深谷市樫合・かしあい

　　３６６-０８１７・埼玉県深谷市柏合・かしあい

　　３６６-００５１・埼玉県深谷市上柴町東・かみしはﾞちようひがじ

　　３６６-００５２・埼玉県深谷市上柴町西・かみしはﾞちようにじ

　　３６６-０００４・埼玉県深谷市上手計・かみてはﾞか

　　３６９-１１０９・埼玉県深谷市上原・かみはら

　　３６６-００２１・埼玉県深谷市上増田・かみますだ

　　３６６-０８１８・埼玉県深谷市萱場・かやはﾞ

　　３６９-１１０３・埼玉県深谷市川本明戸・かわもとあけと

　　３６６-０００８・埼玉県深谷市北阿賀野・きたあがの

　　３６９-１２４２・埼玉県深谷市北根・きたね

　　３６６-０８１５・埼玉県深谷市櫛引・くしびき

　　３６９-０２１２・埼玉県深谷市櫛挽・くしびき

　　３６９-０２２５・埼玉県深谷市沓掛・くつかけ

　　３６９-１２４４・埼玉県深谷市黒田・くろだ

　　３６６-００３３・埼玉県深谷市国済寺・こくさいじ

　　３６６-００３１・埼玉県深谷市国済寺町・こくさいじちよう

　　３６６-００２５・埼玉県深谷市寿町・ことぶきちよう

　　３６６-０８１３・埼玉県深谷市境・さかい

　　３６６-０８２７・埼玉県深谷市栄町・さかえちよう

　　３６６-０８０２・埼玉県深谷市桜ケ丘・さくらがおか

　　３６６-０００２・埼玉県深谷市下手計・しもてはﾞか

　　３６６-０８１０・埼玉県深谷市宿根・しゆくね

　　３６６-００２９・埼玉県深谷市上敷免・じようしきめん

　　３６９-１１０６・埼玉県深谷市白草台・しらくさだい

　　３６６-００１９・埼玉県深谷市新戒・しんがい

　　３６９-１１０４・埼玉県深谷市菅沼・すがぬま

　　３６９-１１０２・埼玉県深谷市瀬山・せやま

　　３６６-００１０・埼玉県深谷市高島・たかしま

　　３６６-０８３２・埼玉県深谷市高畑・たかはﾞたけ

　　３６９-１１１１・埼玉県深谷市武川・たけかわ

　　３６６-０８２６・埼玉県深谷市田所町・たどころちよう

　　３６９-１１０８・埼玉県深谷市田中・たなか

　　３６６-０８２１・埼玉県深谷市田谷・たや

　　３６６-０００６・埼玉県深谷市血洗島・ちあらいじま



　　３６６-００２７・埼玉県深谷市天神町・てんじんちよう

　　３６６-００３４・埼玉県深谷市常盤町・ときわちよう

　　３６６-０８３３・埼玉県深谷市戸森・ともり

　　３６９-１１０１・埼玉県深谷市長在家・ながざいけ

　　３６６-０００１・埼玉県深谷市中瀬・なかぜ

　　３６９-１２４３・埼玉県深谷市永田・ながた

　　３６６-０８２２・埼玉県深谷市仲町・なかちよう

　　３６６-００１８・埼玉県深谷市成塚・なりつﾞか

　　３６６-０８２９・埼玉県深谷市西大沼・にしおおぬま

　　３６６-０８２４・埼玉県深谷市西島町（西島）・にしじまちよう(にしじま)

　　３６９-０２２４・埼玉県深谷市西田・にしだ

　　３６６-００１７・埼玉県深谷市沼尻・ぬまじり

　　３６６-００１５・埼玉県深谷市蓮沼・はすぬま

　　３６９-１１０７・埼玉県深谷市畠山・はたけやま

　　３６６-００３２・埼玉県深谷市幡羅町・はたらちよう

　　３６６-００３５・埼玉県深谷市原郷・はらごう

　　３６９-０２１３・埼玉県深谷市針ケ谷・はりがや

　　３６９-０２２３・埼玉県深谷市榛沢・はんざわ

　　３６９-０２２１・埼玉県深谷市榛沢新田・はんざわしんでん

　　３６６-０８２８・埼玉県深谷市東大沼・ひがしおおぬま

　　３６６-００４１・埼玉県深谷市東方・ひがしがた

　　３６６-００４２・埼玉県深谷市東方町・ひがしがたちよう

　　３６６-０８１１・埼玉県深谷市人見・ひとみ

　　３６６-０８２５・埼玉県深谷市深谷町・ふかやちよう

　　３６９-０２０３・埼玉県深谷市普済寺・ふさいじ

　　３６６-００１４・埼玉県深谷市藤野木・ふじのき

　　３６６-００６１・埼玉県深谷市二ツ小屋・ふたつごや

　　３６６-００１３・埼玉県深谷市堀米・ほりごめ

　　３６９-０２１４・埼玉県深谷市本郷・ほんごう

　　３６９-１１０５・埼玉県深谷市本田・ほんだ

　　３６６-００２２・埼玉県深谷市本田ケ谷・ほんだがや

　　３６６-００６２・埼玉県深谷市前小屋・まえごや

　　３６６-０８３４・埼玉県深谷市曲田（錦町）・まがつた(にしきまち)

　　３６６-０００５・埼玉県深谷市町田・まちだ

　　３６６-００５４・埼玉県深谷市緑ケ丘・みどりがおか

　　３６９-１２４７・埼玉県深谷市緑台・みどりだい

　　３６６-０００７・埼玉県深谷市南阿賀野・みなみあがの

　　３６６-０８１９・埼玉県深谷市見晴町・みはらしちよう

　　３６６-００２３・埼玉県深谷市宮ケ谷戸・みやがやと

　　３６９-１２４１・埼玉県深谷市武蔵野・むさしの

　　３６６-０８２３・埼玉県深谷市本住町・もとすみちよう

　　３６６-０８３９・埼玉県深谷市矢島・やじま

　　３６６-０８３５・埼玉県深谷市谷之・やの

　　３６９-０２１７・埼玉県深谷市山河・やまが

　　３６９-０２１６・埼玉県深谷市山崎・やまざき

　　３６６-０００９・埼玉県深谷市横瀬・よこぜ

　　３６２-００００・埼玉県上尾市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６２-００２５・埼玉県上尾市上尾下・あげおしも

　　３６２-００１２・埼玉県上尾市上尾宿・あげおしゆく

　　３６２-００１３・埼玉県上尾市上尾村・あげおむら

　　３６２-００７３・埼玉県上尾市浅間台・あさまだい

　　３６２-００３１・埼玉県上尾市東町・あずまちよう

　　３６２-００６５・埼玉県上尾市畔吉・あぜよじ

　　３６２-００３４・埼玉県上尾市愛宕・あたご

　　３６２-００６２・埼玉県上尾市泉台・いずみだい

　　３６２-００４６・埼玉県上尾市壱丁目・いつちようめ

　　３６２-００８１・埼玉県上尾市壱丁目北・いつちようめきた

　　３６２-００８４・埼玉県上尾市壱丁目西・いつちようめにじ

　　３６２-００８２・埼玉県上尾市壱丁目東・いつちようめひがじ

　　３６２-００８３・埼玉県上尾市壱丁目南・いつちようめみなみ

　　３６２-００７１・埼玉県上尾市井戸木・いどぎ

　　３６２-００４７・埼玉県上尾市今泉・いまいずみ

　　３６２-００５８・埼玉県上尾市上野・うえの

　　３６２-００５６・埼玉県上尾市上野本郷・うえのほんごう

　　３６２-００４４・埼玉県上尾市大谷本郷・おおやほんごう

　　３６２-００７５・埼玉県上尾市柏座・かしわざ

　　３６２-００７４・埼玉県上尾市春日・かすが

　　３６２-０００１・埼玉県上尾市上・かみ

　　３６２-００３７・埼玉県上尾市上町・かみちよう

　　３６２-０００８・埼玉県上尾市上平中央・かみひらちゆうおう



　　３６２-００４８・埼玉県上尾市川・かわ

　　３６２-００２２・埼玉県上尾市瓦葺・かわらぶき

　　３６２-０００７・埼玉県上尾市久保・くほﾞ

　　３６２-００６３・埼玉県上尾市小泉・こいずみ

　　３６２-００６４・埼玉県上尾市小敷谷・こしきや

　　３６２-００２４・埼玉県上尾市五番町・ごはﾞんちよう

　　３６２-００３３・埼玉県上尾市栄町・さかえちよう

　　３６２-００５１・埼玉県上尾市地頭方・じとうがた

　　３６２-０００４・埼玉県上尾市須ケ谷・すかや

　　３６２-０００３・埼玉県上尾市菅谷・すがや

　　３６２-００５４・埼玉県上尾市堤崎・つつみさき

　　３６２-００５３・埼玉県上尾市戸崎・とさき

　　３６２-００５２・埼玉県上尾市中新井・なかあらい

　　３６２-００３５・埼玉県上尾市仲町・なかちよう

　　３６２-００７２・埼玉県上尾市中妻・なかつﾞま

　　３６２-００６７・埼玉県上尾市中分・なかぶん

　　３６２-００５７・埼玉県上尾市西貝塚・にしかいつﾞか

　　３６２-０００６・埼玉県上尾市錦町・にしきちよう

　　３６２-００４３・埼玉県上尾市西宮下・にしみやした

　　３６２-０００５・埼玉県上尾市西門前・にしもんぜん

　　３６２-００２１・埼玉県上尾市原市・はらいち

　　３６２-００２６・埼玉県上尾市原市北・はらいちきた

　　３６２-００２３・埼玉県上尾市原市中・はらいちなか

　　３６２-００１６・埼玉県上尾市原新町・はらしんまち

　　３６２-００３２・埼玉県上尾市日の出・ひので

　　３６２-００５９・埼玉県上尾市平方・ひらかた

　　３６２-００５５・埼玉県上尾市平方領々家・ひらかたりようりようけ

　　３６２-００１１・埼玉県上尾市平塚・ひらつか

　　３６２-００６１・埼玉県上尾市藤波・ふじなみ

　　３６２-００４１・埼玉県上尾市富士見・ふじみ

　　３６２-００１７・埼玉県上尾市二ツ宮・ふたつみや

　　３６２-００７６・埼玉県上尾市弁財・べんざい

　　３６２-００１４・埼玉県上尾市本町・ほんちよう

　　３６２-００１５・埼玉県上尾市緑丘・みどりがおか

　　３６２-０００２・埼玉県上尾市南・みなみ

　　３６２-００３６・埼玉県上尾市宮本町・みやもとちよう

　　３６２-００４５・埼玉県上尾市向山・むこうやま

　　３６２-００４２・埼玉県上尾市谷津・やつ

　　３６２-００６６・埼玉県上尾市領家・りようけ

　　３４０-００００・埼玉県草加市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４０-０００２・埼玉県草加市青柳・あおやぎ

　　３４０-０００７・埼玉県草加市青柳町・あおやぎちよう

　　３４０-００５３・埼玉県草加市旭町・あさひちよう

　　３４０-００３２・埼玉県草加市遊馬町・あすまちよう

　　３４０-０００３・埼玉県草加市稲荷・いなり

　　３４０-０００１・埼玉県草加市柿木町・かきのきちよう

　　３４０-００４２・埼玉県草加市学園町・がくえんちよう

　　３４０-００４６・埼玉県草加市北谷・きたや

　　３４０-００４７・埼玉県草加市北谷町・きたやちよう

　　３４０-００５２・埼玉県草加市金明町・きんめいちよう

　　３４０-００４５・埼玉県草加市小山・こやま

　　３４０-００１１・埼玉県草加市栄町・さかえちよう

　　３４０-００５６・埼玉県草加市新栄・しんえい

　　３４０-００５４・埼玉県草加市新善町・しんぜんちよう

　　３４０-００１２・埼玉県草加市神明・しんめい

　　３４０-００１４・埼玉県草加市住吉・すみよじ

　　３４０-００５５・埼玉県草加市清門・せいもん

　　３４０-００２２・埼玉県草加市瀬崎・せざき

　　３４０-００４３・埼玉県草加市草加・そうか

　　３４０-００１５・埼玉県草加市高砂・たかさご

　　３４０-００１６・埼玉県草加市中央・ちゆうおう

　　３４０-００５１・埼玉県草加市長栄・ちようえい

　　３４０-００２１・埼玉県草加市手代・てしろ

　　３４０-００３６・埼玉県草加市苗塚町・なえつﾞかちよう

　　３４０-０００５・埼玉県草加市中根・なかね

　　３４０-００３５・埼玉県草加市西町・にしちよう

　　３４０-００３１・埼玉県草加市新里町・につさとちよう

　　３４０-００４４・埼玉県草加市花栗・はなぐり

　　３４０-００４８・埼玉県草加市原町・はらちよう

　　３４０-００３４・埼玉県草加市氷川町・ひかわちよう



　　３４０-０００４・埼玉県草加市弁天・べんてん

　　３４０-００１３・埼玉県草加市松江・まつえ

　　３４０-００４１・埼玉県草加市松原・まつはﾞら

　　３４０-００２８・埼玉県草加市谷塚・やつか

　　３４０-００２４・埼玉県草加市谷塚上町・やつかかみちよう

　　３４０-００２５・埼玉県草加市谷塚仲町・やつかなかちよう

　　３４０-００２３・埼玉県草加市谷塚町・やつかちよう

　　３４０-００３３・埼玉県草加市柳島町・やなぎしまちよう

　　３４０-０００６・埼玉県草加市八幡町・やはたちよう

　　３４０-００１７・埼玉県草加市吉町・よしちよう

　　３４０-００２６・埼玉県草加市両新田東町・りようしんでんひがしちよう

　　３４０-００２７・埼玉県草加市両新田西町・りようしんでんにしちよう

　　３４３-００００・埼玉県越谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４３-０８０７・埼玉県越谷市赤山町・あかやまちよう

　　３４３-０８０８・埼玉県越谷市赤山本町・あかやまほんちよう

　　３４３-０８２６・埼玉県越谷市東町・あずまちよう

　　３４３-０８３１・埼玉県越谷市伊原・いはら

　　３４３-００２５・埼玉県越谷市大沢・おおさわ

　　３４３-００３１・埼玉県越谷市大里・おおざと

　　３４３-０００５・埼玉県越谷市大杉・おおすぎ

　　３４３-００３４・埼玉県越谷市大竹・おおたけ

　　３４３-００４４・埼玉県越谷市大泊・おおどまり

　　３４３-００２１・埼玉県越谷市大林・おおはﾞやじ

　　３４３-００２７・埼玉県越谷市大房・おおふさ

　　３４３-０００４・埼玉県越谷市大松・おおまつ

　　３４３-０８４４・埼玉県越谷市大間野町・おおまのちよう

　　３４３-００３５・埼玉県越谷市大道・おおみち

　　３４３-０００８・埼玉県越谷市大吉・おおよじ

　　３４３-０８０２・埼玉県越谷市小曽川・おそがわ

　　３４３-００３３・埼玉県越谷市恩間・おんま

　　３４３-００３７・埼玉県越谷市恩間新田・おんましんでん

　　３４３-００４３・埼玉県越谷市上間久里・かみまくり

　　３４３-０８３８・埼玉県越谷市蒲生・がもう

　　３４３-０８４３・埼玉県越谷市蒲生茜町・がもうあかねちよう

　　３４３-０８４２・埼玉県越谷市蒲生旭町・がもうあさひちよう

　　３４３-０８３４・埼玉県越谷市蒲生愛宕町・がもうあたごちよう

　　３４３-０８３６・埼玉県越谷市蒲生寿町・がもうことぶきちよう

　　３４３-０８４１・埼玉県越谷市蒲生東町・がもうひがしちよう

　　３４３-０８３５・埼玉県越谷市蒲生西町・がもうにしまち

　　３４３-０８３３・埼玉県越谷市蒲生南町・がもうみなみちよう

　　３４３-０８３７・埼玉県越谷市蒲生本町・がもうほんちよう

　　３４３-０８２７・埼玉県越谷市川柳町・かわやなぎちよう

　　３４３-０８２１・埼玉県越谷市瓦曽根・かわらぞね

　　３４３-０８５４・埼玉県越谷市北後谷・きたうしろや

　　３４３-０００６・埼玉県越谷市北川崎・きたかわさき

　　３４３-００２６・埼玉県越谷市北越谷・きたこしがや

　　３４３-００２４・埼玉県越谷市越ケ谷（)・こしがや

　　３４３-０８１３・埼玉県越谷市越ケ谷（丁目）・こしがや

　　３４３-０８１８・埼玉県越谷市越ケ谷本町・こしがやほんちよう

　　３４３-０８１１・埼玉県越谷市御殿町・ごてんちよう

　　３４３-０８２３・埼玉県越谷市相模町・さがみちよう

　　３４３-００３６・埼玉県越谷市三野宮・さんのみや

　　３４３-０８５１・埼玉県越谷市七左町・しちざちよう

　　３４３-００４５・埼玉県越谷市下間久里・しもまくり

　　３４３-０８５２・埼玉県越谷市新川町・しんかわちよう

　　３４３-０８５７・埼玉県越谷市新越谷・しんこしがや

　　３４３-０８０５・埼玉県越谷市神明町・しんめいちよう

　　３４３-０８０３・埼玉県越谷市砂原・すなはら

　　３４３-００４２・埼玉県越谷市千間台東・せんげんだいひがじ

　　３４３-００４１・埼玉県越谷市千間台西・せんげんだいにじ

　　３４３-０８２５・埼玉県越谷市大成町・たいせいちよう

　　３４３-００１３・埼玉県越谷市中島・なかじま

　　３４３-０８１７・埼玉県越谷市中町・なかまち

　　３４３-０８５３・埼玉県越谷市長島・ながしま

　　３４３-０８５５・埼玉県越谷市西新井・にしあらい

　　３４３-０８２２・埼玉県越谷市西方・にしかた

　　３４３-０８０１・埼玉県越谷市野島・のじま

　　３４３-０８４６・埼玉県越谷市登戸町・のほﾞりとちよう

　　３４３-００１５・埼玉県越谷市花田・はなた

　　３４３-００２２・埼玉県越谷市東大沢・ひがしおおさわ



　　３４３-００２３・埼玉県越谷市東越谷・ひがしこしがや

　　３４３-０８１４・埼玉県越谷市東柳田町・ひがしやなぎだちよう

　　３４３-０００２・埼玉県越谷市平方・ひらかた

　　３４３-０００１・埼玉県越谷市平方南町・ひらかたみなみちよう

　　３４３-００３２・埼玉県越谷市袋山・ふくろやま

　　３４３-０００３・埼玉県越谷市船渡・ふなと

　　３４３-００１１・埼玉県越谷市増林・ましはﾞやじ

　　３４３-００１２・埼玉県越谷市増森・ましもり

　　３４３-０８０４・埼玉県越谷市南荻島・みなみおぎしま

　　３４３-０８４５・埼玉県越谷市南越谷・みなみこしがや

　　３４３-０８３２・埼玉県越谷市南町・みなみちよう

　　３４３-００１４・埼玉県越谷市宮前・みやまえ

　　３４３-０８０６・埼玉県越谷市宮本町・みやもとちよう

　　３４３-０００７・埼玉県越谷市向畑・むこうはﾞたけ

　　３４３-０８１５・埼玉県越谷市元柳田町・もとやなぎだちよう

　　３４３-００４６・埼玉県越谷市弥栄町・やさかちよう

　　３４３-００４７・埼玉県越谷市弥十郎・やじゆうろう

　　３４３-０８５６・埼玉県越谷市谷中町・やなかちよう

　　３４３-０８１２・埼玉県越谷市柳町・やなぎちよう

　　３４３-０８１６・埼玉県越谷市弥生町・やよいちよう

　　３４３-０８２４・埼玉県越谷市流通団地・りゆうつうだんち

　　３４３-０８２８・埼玉県越谷市レイクタウン・れいくたうん

　　３３５-００００・埼玉県蕨市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３３５-０００１・埼玉県蕨市北町・きたまち

　　３３５-０００４・埼玉県蕨市中央・ちゆうおう

　　３３５-０００２・埼玉県蕨市塚越・つかごじ

　　３３５-０００５・埼玉県蕨市錦町・にしきちよう

　　３３５-０００３・埼玉県蕨市南町・みなみちよう

　　３３５-００００・埼玉県戸田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３３５-００２２・埼玉県戸田市上戸田・かみとだ

　　３３５-００１５・埼玉県戸田市川岸・かわぎじ

　　３３５-００１３・埼玉県戸田市喜沢・きざわ

　　３３５-００１４・埼玉県戸田市喜沢南・きざわみなみ

　　３３５-００３４・埼玉県戸田市笹目・ささめ

　　３３５-００３５・埼玉県戸田市笹目南町・ささめみなみちよう

　　３３５-００３３・埼玉県戸田市笹目北町・ささめきたちよう

　　３３５-００３７・埼玉県戸田市下笹目・しもささめ

　　３３５-００１１・埼玉県戸田市下戸田・しもとだ

　　３３５-００１６・埼玉県戸田市下前・しもまえ

　　３３５-００２４・埼玉県戸田市戸田公園・とだこうえん

　　３３５-００１２・埼玉県戸田市中町・なかちよう

　　３３５-００２１・埼玉県戸田市新曽・にいぞ

　　３３５-００２６・埼玉県戸田市新曽南・にいぞみなみ

　　３３５-００３６・埼玉県戸田市早瀬・はやせ

　　３３５-００２７・埼玉県戸田市氷川町・ひかわちよう

　　３３５-００３１・埼玉県戸田市美女木・びじよぎ

　　３３５-００３８・埼玉県戸田市美女木北・びじよぎきた

　　３３５-００３２・埼玉県戸田市美女木東・びじよぎひがじ

　　３３５-００２３・埼玉県戸田市本町・ほんちよう

　　３３５-００２５・埼玉県戸田市南町・みなみちよう

　　３５８-００００・埼玉県入間市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５８-０００２・埼玉県入間市東町・あずまちよう

　　３５８-００３１・埼玉県入間市新久・あらく

　　３５８-００２７・埼玉県入間市上小谷田・うえごやた

　　３５８-００５１・埼玉県入間市牛沢町・うしざわちよう

　　３５８-００２３・埼玉県入間市扇台・おうぎだい

　　３５８-００２２・埼玉県入間市扇町屋・おうぎまちや

　　３５８-０００４・埼玉県入間市鍵山・かぎやま

　　３５８-０００６・埼玉県入間市春日町・かすがちよう

　　３５８-００４８・埼玉県入間市金子中央・かねこちゆうおう

　　３５８-００１３・埼玉県入間市上藤沢・かみふじさわ

　　３５８-００４２・埼玉県入間市上谷ケ貫・かみやがぬき

　　３５８-０００８・埼玉県入間市河原町・かわらまち

　　３５８-００２４・埼玉県入間市久保稲荷・くほﾞいなり

　　３５８-０００７・埼玉県入間市黒須・くろす

　　３５８-０００１・埼玉県入間市向陽台・こうようだい

　　３５８-００１７・埼玉県入間市駒形富士山・こまがたふじやま

　　３５８-００２６・埼玉県入間市小谷田・こやた

　　３５８-００３２・埼玉県入間市狭山ケ原・さやまがはら

　　３５８-００３３・埼玉県入間市狭山台・さやまだい



　　３５８-００１１・埼玉県入間市下藤沢・しもふじさわ

　　３５８-００４１・埼玉県入間市下谷ケ貫・しもやがぬき

　　３５８-００５５・埼玉県入間市新光・しんこう

　　３５８-００２５・埼玉県入間市善蔵新田・ぜんぞうしんでん

　　３５８-００２１・埼玉県入間市高倉・たかくら

　　３５８-００１６・埼玉県入間市高根・たかね

　　３５８-００４５・埼玉県入間市寺竹・てらだけ

　　３５８-０００３・埼玉県入間市豊岡・とよおか

　　３５８-００３５・埼玉県入間市中神・なかがみ

　　３５８-００４３・埼玉県入間市西三ツ木・にしみつぎ

　　３５８-００１５・埼玉県入間市二本木・にほんぎ

　　３５８-００３４・埼玉県入間市根岸・ねぎじ

　　３５８-００５４・埼玉県入間市野田・のだ

　　３５８-００３６・埼玉県入間市花ノ木・はなのき

　　３５８-００１２・埼玉県入間市東藤沢・ひがしふじさわ

　　３５８-００５３・埼玉県入間市仏子・ぶじ

　　３５８-００４４・埼玉県入間市三ツ木台・みつぎだい

　　３５８-００４６・埼玉県入間市南峯・みなみみね

　　３５８-００１４・埼玉県入間市宮寺・みやでら

　　３５８-０００５・埼玉県入間市宮前町・みやまえちよう

　　３５８-００４７・埼玉県入間市木蓮寺・もくれんじ

　　３５８-００５２・埼玉県入間市森坂・もりさか

　　３５１-００００・埼玉県朝霞市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５１-００１６・埼玉県朝霞市青葉台・あおはﾞだい

　　３５１-００３５・埼玉県朝霞市朝志ケ丘・あさしがおか

　　３５１-０００７・埼玉県朝霞市岡・おか

　　３５１-０００１・埼玉県朝霞市上内間木・かみうちまぎ

　　３５１-００３６・埼玉県朝霞市北原・きたはら

　　３５１-００１５・埼玉県朝霞市幸町・さいわいちよう

　　３５１-００１２・埼玉県朝霞市栄町・さかえちよう

　　３５１-０００２・埼玉県朝霞市下内間木・しもうちまぎ

　　３５１-００２４・埼玉県朝霞市泉水・せんずい

　　３５１-０００３・埼玉県朝霞市台・だい

　　３５１-００３２・埼玉県朝霞市田島・たじま

　　３５１-０００６・埼玉県朝霞市仲町・なかちよう

　　３５１-００３４・埼玉県朝霞市西原・にしはら

　　３５１-００２１・埼玉県朝霞市西弁財・にしべんざい

　　３５１-０００４・埼玉県朝霞市根岸・ねぎじ

　　３５１-０００５・埼玉県朝霞市根岸台・ねぎしだい

　　３５１-００３３・埼玉県朝霞市浜崎・はまさき

　　３５１-００２２・埼玉県朝霞市東弁財・ひがしべんざい

　　３５１-００１３・埼玉県朝霞市膝折・ひざおり

　　３５１-００１４・埼玉県朝霞市膝折町・ひざおりちよう

　　３５１-００１１・埼玉県朝霞市本町・ほんちよう

　　３５１-００２３・埼玉県朝霞市溝沼・みぞぬま

　　３５１-００２５・埼玉県朝霞市三原・みはら

　　３５１-００３１・埼玉県朝霞市宮戸・みやど

　　３５３-００００・埼玉県志木市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５３-０００７・埼玉県志木市柏町・かしわちよう

　　３５３-０００１・埼玉県志木市上宗岡・かみむねおか

　　３５３-０００５・埼玉県志木市幸町・さいわいちよう

　　３５３-０００３・埼玉県志木市下宗岡・しもむねおか

　　３５３-０００６・埼玉県志木市館・たて

　　３５３-０００２・埼玉県志木市中宗岡・なかむねおか

　　３５３-０００４・埼玉県志木市本町・ほんちよう

　　３５３-０００８・埼玉県志木市宗岡・むねおか

　　３５１-０１００・埼玉県和光市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５１-０１１１・埼玉県和光市下新倉・しもにいくら

　　３５１-０１０１・埼玉県和光市白子・しらこ

　　３５１-０１０２・埼玉県和光市諏訪・すわ

　　３５１-０１０３・埼玉県和光市諏訪原団地・すわはらだんち

　　３５１-０１１３・埼玉県和光市中央・ちゆうおう

　　３５１-０１１５・埼玉県和光市新倉・にいくら

　　３５１-０１０５・埼玉県和光市西大和団地・にしやまとだんち

　　３５１-０１０６・埼玉県和光市広沢・ひろさわ

　　３５１-０１１４・埼玉県和光市本町・ほんちよう

　　３５１-０１１６・埼玉県和光市松ノ木島町・まつのきじまちよう

　　３５１-０１１２・埼玉県和光市丸山台・まるやまだい

　　３５１-０１０４・埼玉県和光市南・みなみ

　　３５２-００００・埼玉県新座市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　３５２-００２１・埼玉県新座市あたご・あたご

　　３５２-００１５・埼玉県新座市池田・いけだ

　　３５２-００３３・埼玉県新座市石神・いしがみ

　　３５２-０００４・埼玉県新座市大和田・おおわだ

　　３５２-００２５・埼玉県新座市片山・かたやま

　　３５２-０００３・埼玉県新座市北野・きたの

　　３５２-００３５・埼玉県新座市栗原・くりはら

　　３５２-００１４・埼玉県新座市栄・さかえ

　　３５２-００３２・埼玉県新座市新堀・しんほﾞり

　　３５２-００１７・埼玉県新座市菅沢・すがさわ

　　３５２-００２４・埼玉県新座市道場・どうじよう

　　３５２-０００１・埼玉県新座市東北・とおほく

　　３５２-０００５・埼玉県新座市中野・なかの

　　３５２-０００６・埼玉県新座市新座・にいざ

　　３５２-００１３・埼玉県新座市新塚・にいつﾞか

　　３５２-００３１・埼玉県新座市西堀・にしほﾞり

　　３５２-００３４・埼玉県新座市野寺・のでら

　　３５２-００１１・埼玉県新座市野火止・のびとめ

　　３５２-００１２・埼玉県新座市畑中・はたなか

　　３５２-００１６・埼玉県新座市馬場・はﾞはﾞ

　　３５２-０００２・埼玉県新座市東・ひがじ

　　３５２-００２３・埼玉県新座市堀ノ内・ほりのうち

　　３５２-００２２・埼玉県新座市本多・ほんだ

　　３６３-００００・埼玉県桶川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６３-０００２・埼玉県桶川市赤堀・あかほﾞり

　　３６３-００２３・埼玉県桶川市朝日・あさひ

　　３６３-００２１・埼玉県桶川市泉・いずみ

　　３６３-０００１・埼玉県桶川市加納・かのう

　　３６３-００２６・埼玉県桶川市上日出谷・かみひでや

　　３６３-００２０・埼玉県桶川市上日出谷南・かみひでやみなみ

　　３６３-００２４・埼玉県桶川市鴨川・かもがわ

　　３６３-００２７・埼玉県桶川市川田谷・かわたや

　　３６３-００１１・埼玉県桶川市北・きた

　　３６３-０００６・埼玉県桶川市倉田・くらた

　　３６３-０００４・埼玉県桶川市五町台・ごちようだい

　　３６３-００１６・埼玉県桶川市寿・ことぶき

　　３６３-０００７・埼玉県桶川市小針領家・こはﾞりりようけ

　　３６３-０００８・埼玉県桶川市坂田・さかた

　　３６３-００１８・埼玉県桶川市坂田西・さかたにじ

　　３６３-０００９・埼玉県桶川市坂田東・さかたひがじ

　　３６３-０００３・埼玉県桶川市篠津・しのつﾞ

　　３６３-００２５・埼玉県桶川市下日出谷・しもひでや

　　３６３-００２８・埼玉県桶川市下日出谷西・しもひでやにじ

　　３６３-００２９・埼玉県桶川市下日出谷東・しもひでやひがじ

　　３６３-００１４・埼玉県桶川市神明・しんめい

　　３６３-００１２・埼玉県桶川市末広・すえひろ

　　３６３-０００５・埼玉県桶川市舎人新田・とねりしんでん

　　３６３-００１７・埼玉県桶川市西・にじ

　　３６３-００１３・埼玉県桶川市東・ひがじ

　　３６３-００１５・埼玉県桶川市南・みなみ

　　３６３-００２２・埼玉県桶川市若宮・わかみや

　　３４６-００００・埼玉県久喜市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４６-００１１・埼玉県久喜市青毛・あおげ

　　３４６-００１３・埼玉県久喜市青葉・あおはﾞ

　　３４９-１１１５・埼玉県久喜市新井・あらい

　　３４９-１１２１・埼玉県久喜市伊坂・いさか

　　３４９-１１２６・埼玉県久喜市伊坂北,3・ いさかきた

　　３４９-１１２７・埼玉県久喜市伊坂中央,3・ いさかちゆうおう

　　３４９-１１２８・埼玉県久喜市伊坂南,3・ いさかみなみ

　　３４０-０２１１・埼玉県久喜市上内・うえうち

　　３４６-００２９・埼玉県久喜市江面・えつﾞら

　　３４６-００２３・埼玉県久喜市太田袋・おおたぶくろ

　　３４０-０２０４・埼玉県久喜市上川崎・かみかわさき

　　３４６-００３８・埼玉県久喜市上清久・かみきよく

　　３４６-００２１・埼玉県久喜市上早見・かみはやみ

　　３４６-０００６・埼玉県久喜市上町・かみまち

　　３４６-００２８・埼玉県久喜市河原井町・かわらいちよう

　　３４９-１１１４・埼玉県久喜市河原代・かわらだい

　　３４６-００２４・埼玉県久喜市北青柳・きたあおやぎ

　　３４６-００３６・埼玉県久喜市北中曽根・きたなかそね



　　３４９-１１１１・埼玉県久喜市北広島・きたひろしま

　　３４９-１１１３・埼玉県久喜市狐塚・きつねつﾞか

　　３４０-０２１２・埼玉県久喜市久本寺・きゆうほんじ

　　３４６-００３５・埼玉県久喜市清久町・きよくちよう

　　３４６-０００７・埼玉県久喜市久喜北・くききた

　　３４６-００３２・埼玉県久喜市久喜新・くきしん

　　３４６-０００３・埼玉県久喜市久喜中央・くきちゆうおう

　　３４６-００１６・埼玉県久喜市久喜東・くきひがじ

　　３４６-００３１・埼玉県久喜市久喜本・くきほん

　　３４０-０２１４・埼玉県久喜市葛梅・くずめ

　　３４９-１１０４・埼玉県久喜市栗橋・くりはじ

　　３４９-１１０１・埼玉県久喜市栗橋北・くりはしきた

　　３４９-１１０２・埼玉県久喜市栗橋中央・くりはしちゆうおう

　　３４９-１１０３・埼玉県久喜市栗橋東・くりはしひがじ

　　３４６-００１２・埼玉県久喜市栗原・くりはら

　　３４９-１１０５・埼玉県久喜市小右衛門・こえもん

　　３４６-０００１・埼玉県久喜市古久喜・こぐき

　　３４０-０２１５・埼玉県久喜市栄・さかえ

　　３４０-０２０３・埼玉県久喜市桜田・さくらだ

　　３４９-１１２４・埼玉県久喜市佐間・さま

　　３４９-１１１６・埼玉県久喜市島川・しまがわ

　　３４６-００３３・埼玉県久喜市下清久・しもきよく

　　３４６-００２２・埼玉県久喜市下早見・しもはやみ

　　３４６-０１１５・埼玉県久喜市菖蒲町小林・しようぶちようおはﾞやじ

　　３４６-０１１１・埼玉県久喜市菖蒲町上大崎・しようぶちようかみおおさき

　　３４６-０１１４・埼玉県久喜市菖蒲町上栢間・しようぶちようかみかやま

　　３４６-０１０２・埼玉県久喜市菖蒲町河原井・しようぶちようかわはらい

　　３４６-０１０４・埼玉県久喜市菖蒲町三箇・しようぶちようさんが

　　３４６-０１１２・埼玉県久喜市菖蒲町柴山枝郷・しようぶちようしはﾞやましごう

　　３４６-０１１３・埼玉県久喜市菖蒲町下栢間・しようぶちようしもかやま

　　３４６-０１０６・埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲・しようぶちようしようぶ

　　３４６-０１０１・埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼・しようぶちようしようわぬま

　　３４６-０１０３・埼玉県久喜市菖蒲町台・しようぶちようだい

　　３４６-０１０５・埼玉県久喜市菖蒲町新堀・しようぶちようにいほﾞり

　　３４０-０２１８・埼玉県久喜市砂原・すなはら

　　３４０-０２０５・埼玉県久喜市外野・そとの

　　３４９-１１２５・埼玉県久喜市高柳・たかやなぎ

　　３４６-００３４・埼玉県久喜市所久喜・ところぐき

　　３４９-１１１２・埼玉県久喜市中里・なかざと

　　３４０-０２１３・埼玉県久喜市中妻・なかつﾞま

　　３４６-００１５・埼玉県久喜市西・にじ

　　３４０-０２０６・埼玉県久喜市西大輪・にしおおわ

　　３４６-０００２・埼玉県久喜市野久喜・のぐき

　　３４０-０２０１・埼玉県久喜市八甫・はつほﾟう

　　３４６-００２６・埼玉県久喜市原・はら

　　３４０-０２０２・埼玉県久喜市東大輪・ひがしおおわ

　　３４６-００２５・埼玉県久喜市樋ノ口・ひのくち

　　３４６-０００５・埼玉県久喜市本町・ほんちよう

　　３４９-１１２３・埼玉県久喜市間鎌・まがま

　　３４９-１１２２・埼玉県久喜市松永,3・ まつなが

　　３４９-１１０６・埼玉県久喜市緑・みどり

　　３４６-０００４・埼玉県久喜市南・みなみ

　　３４９-１１１７・埼玉県久喜市南栗橋・みなみくりはじ

　　３４６-００２７・埼玉県久喜市除堀・よけほﾞり

　　３４６-００１４・埼玉県久喜市吉羽・よしはﾞ

　　３４６-００３７・埼玉県久喜市六万部・ろくまんぶ

　　３４０-０２１７・埼玉県久喜市鷲宮・わしのみや

　　３４０-０２１６・埼玉県久喜市鷲宮中央・わしのみやちゆうおう

　　３６４-００００・埼玉県北本市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６４-００１１・埼玉県北本市朝日・あさひ

　　３６４-０００７・埼玉県北本市東間・あずま

　　３６４-００２６・埼玉県北本市荒井・あらい

　　３６４-００２４・埼玉県北本市石戸・いしと

　　３６４-００２５・埼玉県北本市石戸宿・いしとじゆく

　　３６４-００１２・埼玉県北本市北中丸・きたなかまる

　　３６４-０００６・埼玉県北本市北本・きたもと

　　３６４-００２１・埼玉県北本市北本宿・きたもとじゆく

　　３６４-００２７・埼玉県北本市栄・さかえ

　　３６４-００２８・埼玉県北本市下石戸・しもいしと

　　３６４-００２２・埼玉県北本市下石戸上・しもいしとかみ



　　３６４-００２３・埼玉県北本市下石戸下・しもいしとしも

　　３６４-００３４・埼玉県北本市高尾・たかお

　　３６４-００３１・埼玉県北本市中央・ちゆうおう

　　３６４-００１３・埼玉県北本市中丸・なかまる

　　３６４-００３５・埼玉県北本市西高尾・にしたかお

　　３６４-０００１・埼玉県北本市深井・ふかい

　　３６４-００１４・埼玉県北本市二ツ家・ふたつや

　　３６４-０００３・埼玉県北本市古市場・ふるいちはﾞ

　　３６４-００３３・埼玉県北本市本町・ほんちよう

　　３６４-００３２・埼玉県北本市緑・みどり

　　３６４-０００２・埼玉県北本市宮内・みやうち

　　３６４-０００５・埼玉県北本市本宿・もとじゆく

　　３６４-０００４・埼玉県北本市山中・やまなか

　　３４０-０８００・埼玉県八潮市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４０-０８２６・埼玉県八潮市茜町・あかねちよう

　　３４０-０８０６・埼玉県八潮市伊草・いぐさ

　　３４０-０８２１・埼玉県八潮市伊勢野・いせの

　　３４０-０８３５・埼玉県八潮市浮塚・うきつﾞか

　　３４０-０８２２・埼玉県八潮市大瀬・おおぜ

　　３４０-０８３４・埼玉県八潮市大曽根・おおそね

　　３４０-０８２４・埼玉県八潮市垳・がけ

　　３４０-０８０３・埼玉県八潮市上馬場・かみはﾞんはﾞ

　　３４０-０８１３・埼玉県八潮市木曽根・きぞね

　　３４０-０８０４・埼玉県八潮市小作田・こさくだ

　　３４０-０８２３・埼玉県八潮市古新田・こしんでん

　　３４０-０８０７・埼玉県八潮市新町・しんまち

　　３４０-０８２５・埼玉県八潮市大原・だいはﾞら

　　３４０-０８１６・埼玉県八潮市中央・ちゆうおう

　　３４０-０８０２・埼玉県八潮市鶴ケ曽根・つるがそね

　　３４０-０８１２・埼玉県八潮市中馬場・なかはﾞんはﾞ

　　３４０-０８３３・埼玉県八潮市西袋・にしぶくろ

　　３４０-０８１１・埼玉県八潮市二丁目・にちようめ

　　３４０-０８０１・埼玉県八潮市八條・はちじよう

　　３４０-０８０５・埼玉県八潮市松之木・まつのき

　　３４０-０８０８・埼玉県八潮市緑町・みどりちよう

　　３４０-０８３１・埼玉県八潮市南後谷・みなみうしろや

　　３４０-０８１４・埼玉県八潮市南川崎・みなみかわさき

　　３４０-０８１５・埼玉県八潮市八潮・やしお

　　３４０-０８３２・埼玉県八潮市柳之宮・やなぎのみや

　　３５４-００００・埼玉県富士見市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５４-００１６・埼玉県富士見市榎町・えのきちよう

　　３５４-００１２・埼玉県富士見市貝塚・かいつﾞか

　　３５４-００３１・埼玉県富士見市勝瀬・かつせ

　　３５４-００３４・埼玉県富士見市上沢・かみさわ

　　３５４-０００２・埼玉県富士見市上南畑・かみなんはﾞた

　　３５４-０００４・埼玉県富士見市下南畑・しもなんはﾞた

　　３５４-００２３・埼玉県富士見市諏訪・すわ

　　３５４-００２５・埼玉県富士見市関沢・せきざわ

　　３５４-００２４・埼玉県富士見市鶴瀬東・つるせひがじ

　　３５４-００２６・埼玉県富士見市鶴瀬西・つるせにじ

　　３５４-００２１・埼玉県富士見市鶴馬・つるま

　　３５４-０００３・埼玉県富士見市南畑新田・なんはﾞたしんでん

　　３５４-００１８・埼玉県富士見市西みずほ台・にしみずほだい

　　３５４-００３３・埼玉県富士見市羽沢・はねさわ

　　３５４-００１７・埼玉県富士見市針ケ谷・はりがや

　　３５４-０００１・埼玉県富士見市東大久保・ひがしおおくほﾞ

　　３５４-００１５・埼玉県富士見市東みずほ台・ひがしみずほだい

　　３５４-００３５・埼玉県富士見市ふじみ野西・ふじみのにじ

　　３５４-００３６・埼玉県富士見市ふじみ野東・ふじみのひがじ

　　３５４-００１１・埼玉県富士見市水子・みずこ

　　３５４-００１４・埼玉県富士見市水谷・みずたに

　　３５４-００１３・埼玉県富士見市水谷東・みずたにひがじ

　　３５４-０００６・埼玉県富士見市みどり野東・みどりのひがじ

　　３５４-０００８・埼玉県富士見市みどり野西・みどりのにじ

　　３５４-０００７・埼玉県富士見市みどり野南・みどりのみなみ

　　３５４-０００５・埼玉県富士見市みどり野北・みどりのきた

　　３５４-００２２・埼玉県富士見市山室・やまむろ

　　３５４-００３２・埼玉県富士見市渡戸・わたど

　　３４１-００００・埼玉県三郷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４１-００３６・埼玉県三郷市東町・あずまちよう



　　３４１-００５４・埼玉県三郷市泉・いずみ

　　３４１-００３３・埼玉県三郷市市助・いちすけ

　　３４１-００３１・埼玉県三郷市岩野木・いわのき

　　３４１-００５９・埼玉県三郷市インター南・いんたｰみなみ

　　３４１-００１４・埼玉県三郷市後谷・うしろや

　　３４１-００１１・埼玉県三郷市采女・うねめ

　　３４１-００２２・埼玉県三郷市大広戸・おおひろと

　　３４１-００４６・埼玉県三郷市鎌倉・かまくら

　　３４１-００５５・埼玉県三郷市上口・かみぐち

　　３４１-０００６・埼玉県三郷市上彦川戸・かみひこかわど

　　３４１-０００４・埼玉県三郷市上彦名・かみひこな

　　３４１-００２６・埼玉県三郷市幸房・こうほﾞう

　　３４１-０００８・埼玉県三郷市駒形・こまがた

　　３４１-００１３・埼玉県三郷市小谷堀・こやほﾞり

　　３４１-００４３・埼玉県三郷市栄・さかえ

　　３４１-００２７・埼玉県三郷市笹塚・ささつﾞか

　　３４１-００２１・埼玉県三郷市さつき平・さつきだいら

　　３４１-０００７・埼玉県三郷市下彦川戸・しもひこかわど

　　３４１-０００９・埼玉県三郷市新三郷ららシティ・しんみさとららしてい

　　３４１-００３４・埼玉県三郷市新和・しんわ

　　３４１-００１５・埼玉県三郷市前間・ぜんま

　　３４１-００３７・埼玉県三郷市高州・たかす

　　３４１-００３５・埼玉県三郷市鷹野・たかの

　　３４１-００１６・埼玉県三郷市田中新田・たなかしんでん

　　３４１-００１７・埼玉県三郷市丹後・たんご

　　３４１-００３８・埼玉県三郷市中央・ちゆうおう

　　３４１-００５１・埼玉県三郷市天神・てんじん

　　３４１-００４４・埼玉県三郷市戸ケ崎・とがさき

　　３４１-００２３・埼玉県三郷市仁蔵・にぞう

　　３４１-００４１・埼玉県三郷市花和田・はなわだ

　　３４１-００５６・埼玉県三郷市番匠免・はﾞんしようめん

　　３４１-００１２・埼玉県三郷市半田・はんた

　　３４１-００５０・埼玉県三郷市ピアラシティ・ひﾟあらしてい

　　３４１-０００１・埼玉県三郷市彦糸・ひこいと

　　３４１-００５８・埼玉県三郷市彦江・ひこえ

　　３４１-０００２・埼玉県三郷市彦音・ひこおと

　　３４１-０００５・埼玉県三郷市彦川戸・ひこかわど

　　３４１-００５３・埼玉県三郷市彦倉・ひこくら

　　３４１-００５７・埼玉県三郷市彦沢・ひこさわ

　　３４１-０００３・埼玉県三郷市彦成・ひこなり

　　３４１-００５２・埼玉県三郷市彦野・ひこの

　　３４１-００２４・埼玉県三郷市三郷・みさと

　　３４１-００２８・埼玉県三郷市南蓮沼・みなみはすぬま

　　３４１-００２５・埼玉県三郷市茂田井・もたい

　　３４１-００４２・埼玉県三郷市谷口・やぐち

　　３４１-００３２・埼玉県三郷市谷中・やなか

　　３４１-００４５・埼玉県三郷市寄巻・よまき

　　３４１-００１８・埼玉県三郷市早稲田・わせだ

　　３４９-０１００・埼玉県蓮田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４９-０１２６・埼玉県蓮田市綾瀬・あやせ

　　３４９-０１３５・埼玉県蓮田市井沼・いぬま

　　３４９-０１３３・埼玉県蓮田市閏戸・うるいど

　　３４９-０１０２・埼玉県蓮田市江ケ崎・えがさき

　　３４９-０１２５・埼玉県蓮田市御前橋・おまえはﾞじ

　　３４９-０１３２・埼玉県蓮田市貝塚・かいつﾞか

　　３４９-０１２２・埼玉県蓮田市上・かみ

　　３４９-０１３６・埼玉県蓮田市上平野・かみひらの

　　３４９-０１１２・埼玉県蓮田市川島・かわじま

　　３４９-０１０１・埼玉県蓮田市黒浜・くろはま

　　３４９-０１３４・埼玉県蓮田市駒崎・こまさき

　　３４９-０１１３・埼玉県蓮田市桜台・さくらだい

　　３４９-０１０３・埼玉県蓮田市笹山・ささやま

　　３４９-０１４３・埼玉県蓮田市城・じよう

　　３４９-０１２４・埼玉県蓮田市末広・すえひろ

　　３４９-０１２１・埼玉県蓮田市関山・せきやま

　　３４９-０１３７・埼玉県蓮田市高虫・たかむじ

　　３４９-０１４４・埼玉県蓮田市椿山・つはﾞきやま

　　３４９-０１４１・埼玉県蓮田市西新宿・にししんしゆく

　　３４９-０１４５・埼玉県蓮田市西城・にしじよう

　　３４９-０１３１・埼玉県蓮田市根金・ねがね



　　３４９-０１１５・埼玉県蓮田市蓮田・はすだ

　　３４９-０１１１・埼玉県蓮田市東・ひがじ

　　３４９-０１０５・埼玉県蓮田市藤ノ木・ふじのき

　　３４９-０１２３・埼玉県蓮田市本町・ほんちよう

　　３４９-０１１４・埼玉県蓮田市馬込・まごめ

　　３４９-０１０４・埼玉県蓮田市緑町・みどりちよう

　　３４９-０１４２・埼玉県蓮田市南新宿・みなみしんしゆく

　　３４９-０１２７・埼玉県蓮田市見沼町・みぬまちよう

　　３４９-０１２８・埼玉県蓮田市山ノ内・やまのうち

　　３５０-０２００・埼玉県坂戸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-０２３９・埼玉県坂戸市粟生田・あおた

　　３５０-０２０７・埼玉県坂戸市青木・あおき

　　３５０-０２０１・埼玉県坂戸市赤尾・あかお

　　３５０-０２３８・埼玉県坂戸市浅羽・あさはﾞ

　　３５０-０２３７・埼玉県坂戸市浅羽野・あさはﾞの

　　３５０-０２７３・埼玉県坂戸市芦山町・あしやまちよう

　　３５０-０２４２・埼玉県坂戸市厚川・あつがわ

　　３５０-０２１２・埼玉県坂戸市石井・いしい

　　３５０-０２７５・埼玉県坂戸市伊豆の山町・いずのやまちよう

　　３５０-０２３１・埼玉県坂戸市泉町・いずみちよう

　　３５０-０２６７・埼玉県坂戸市今西・いまにじ

　　３５０-０２５４・埼玉県坂戸市欠ノ上・かけのうえ

　　３５０-０２１９・埼玉県坂戸市片柳・かたやなぎ

　　３５０-０２１８・埼玉県坂戸市片柳新田・かたやなぎしんでん

　　３５０-０２６８・埼玉県坂戸市金田・かねだ

　　３５０-０２２１・埼玉県坂戸市鎌倉町・かまくらちよう

　　３５０-０２７１・埼玉県坂戸市上吉田・かみよしだ

　　３５０-０２４３・埼玉県坂戸市萱方・かやがた

　　３５０-０２６６・埼玉県坂戸市北浅羽・きたあさはﾞ

　　３５０-０２５３・埼玉県坂戸市北大塚・きたおおつか

　　３５０-０２５８・埼玉県坂戸市北峰・きたみね

　　３５０-０２４８・埼玉県坂戸市けやき台・けやきだい

　　３５０-０２０４・埼玉県坂戸市紺屋・こうや

　　３５０-０２０２・埼玉県坂戸市小沼・こぬま

　　３５０-０２５７・埼玉県坂戸市小山・こやま

　　３５０-０２１３・埼玉県坂戸市栄・さかえ

　　３５０-０２１７・埼玉県坂戸市坂戸・さかど

　　３５０-０２６１・埼玉県坂戸市沢木・さわき

　　３５０-０２３５・埼玉県坂戸市三光町・さんこうちよう

　　３５０-０２１１・埼玉県坂戸市島田・しまだ

　　３５０-０２２２・埼玉県坂戸市清水町・しみずちよう

　　３５０-０２５５・埼玉県坂戸市成願寺・じようがんじ

　　３５０-０２７８・埼玉県坂戸市新ケ谷・しんがや

　　３５０-０２７２・埼玉県坂戸市末広町・すえひろちよう

　　３５０-０２１５・埼玉県坂戸市関間・せきま

　　３５０-０２５６・埼玉県坂戸市善能寺・ぜんのうじ

　　３５０-０２６４・埼玉県坂戸市竹之内・たけのうち

　　３５０-０２４６・埼玉県坂戸市多和目・たわめ

　　３５０-０２１４・埼玉県坂戸市千代田・ちよだ

　　３５０-０２０９・埼玉県坂戸市塚越・つかごじ

　　３５０-０２５１・埼玉県坂戸市塚崎・つかさき

　　３５０-０２４１・埼玉県坂戸市鶴舞・つるまい

　　３５０-０２７６・埼玉県坂戸市戸口・とぐち

　　３５０-０２０８・埼玉県坂戸市戸宮・とみや

　　３５０-０２０６・埼玉県坂戸市中小坂・なかおさか

　　３５０-０２５２・埼玉県坂戸市中里・なかざと

　　３５０-０２２７・埼玉県坂戸市仲町・なかちよう

　　３５０-０２３２・埼玉県坂戸市中富町・なかとみちよう

　　３５０-０２６５・埼玉県坂戸市長岡・ながおか

　　３５０-０２６２・埼玉県坂戸市新堀・にいほり

　　３５０-０２５９・埼玉県坂戸市西インター・にしいんたｰ

　　３５０-０２４７・埼玉県坂戸市西坂戸・にしさかど

　　３５０-０２６９・埼玉県坂戸市にっさい花みず木・につさいはなみずき

　　３５０-０２３６・埼玉県坂戸市花影町・はなかげちよう

　　３５０-０２０５・埼玉県坂戸市東坂戸・ひがしさかど

　　３５０-０２７７・埼玉県坂戸市東和田・ひがしわだ

　　３５０-０２２５・埼玉県坂戸市日の出町・ひのでちよう

　　３５０-０２６３・埼玉県坂戸市堀込・ほりごめ

　　３５０-０２２６・埼玉県坂戸市本町・ほんちよう

　　３５０-０２７４・埼玉県坂戸市溝端町・みぞはたちよう



　　３５０-０２３４・埼玉県坂戸市緑町・みどりちよう

　　３５０-０２３３・埼玉県坂戸市南町・みなみちよう

　　３５０-０２２８・埼玉県坂戸市元町・もとちよう

　　３５０-０２４４・埼玉県坂戸市森戸・もりど

　　３５０-０２２９・埼玉県坂戸市薬師町・やくしちよう

　　３５０-０２１６・埼玉県坂戸市柳町・やなぎちよう

　　３５０-０２２３・埼玉県坂戸市八幡・やはた

　　３５０-０２２４・埼玉県坂戸市山田町・やまたちよう

　　３５０-０２０３・埼玉県坂戸市横沼・よこぬま

　　３５０-０２４５・埼玉県坂戸市四日市場・よつかいちはﾞ

　　３４０-０１００・埼玉県幸手市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４０-０１０３・埼玉県幸手市内国府間・うちごうま

　　３４０-０１０４・埼玉県幸手市円藤内・えんどううち

　　３４０-０１６４・埼玉県幸手市香日向・かひなた

　　３４０-０１２４・埼玉県幸手市上宇和田・かみうわだ

　　３４０-０１４６・埼玉県幸手市神扇・かみおうぎ

　　３４０-０１５５・埼玉県幸手市上高野・かみたかの

　　３４０-０１２１・埼玉県幸手市上吉羽・かみよしはﾞ

　　３４０-０１１１・埼玉県幸手市北・きた

　　３４０-０１２３・埼玉県幸手市木立・きだち

　　３４０-０１１２・埼玉県幸手市権現堂・ごんげんどう

　　３４０-０１５４・埼玉県幸手市栄・さかえ

　　３４０-０１１３・埼玉県幸手市幸手・さつて

　　３４０-０１２５・埼玉県幸手市下宇和田・しもうわだ

　　３４０-０１６２・埼玉県幸手市下川崎・しもかわさき

　　３４０-０１２６・埼玉県幸手市下吉羽・しもよしはﾞ

　　３４０-０１２２・埼玉県幸手市神明内・しんめいうち

　　３４０-０１３３・埼玉県幸手市惣新田・そうしんでん

　　３４０-０１０１・埼玉県幸手市外国府間・そとごうま

　　３４０-０１０２・埼玉県幸手市高須賀・たかすか

　　３４０-０１６１・埼玉県幸手市千塚・ちつﾞか

　　３４０-０１５２・埼玉県幸手市天神島・てんじんしま

　　３４０-０１４４・埼玉県幸手市戸島・としま

　　３４０-０１１５・埼玉県幸手市中・なか

　　３４０-０１６３・埼玉県幸手市中川崎・なかかわさき

　　３４０-０１３２・埼玉県幸手市中島・なかじま

　　３４０-０１４２・埼玉県幸手市中野・なかの

　　３４０-０１４３・埼玉県幸手市長間・ながま

　　３４０-０１１６・埼玉県幸手市西・にじ

　　３４０-０１３１・埼玉県幸手市西関宿・にしせきやど

　　３４０-０１３４・埼玉県幸手市花島・はなじま

　　３４０-０１１４・埼玉県幸手市東・ひがじ

　　３４０-０１４５・埼玉県幸手市平須賀・ひらすか

　　３４０-０１４１・埼玉県幸手市平野・ひらの

　　３４０-０１３６・埼玉県幸手市細野・ほその

　　３４０-０１３５・埼玉県幸手市槇野地・まきのじ

　　３４０-０１０５・埼玉県幸手市松石・まついじ

　　３４０-０１５１・埼玉県幸手市緑台・みどりだい

　　３４０-０１５６・埼玉県幸手市南・みなみ

　　３４０-０１５３・埼玉県幸手市吉野・よしの

　　３５０-２２００・埼玉県鶴ヶ島市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-２２１４・埼玉県鶴ヶ島市太田ヶ谷・おおたがや

　　３５０-２２２５・埼玉県鶴ヶ島市上新田・かみしんでん

　　３５０-２２０３・埼玉県鶴ヶ島市上広谷・かみひろや

　　３５０-２２１２・埼玉県鶴ヶ島市共栄町・きようえいちよう

　　３５０-２２０２・埼玉県鶴ヶ島市五味ヶ谷・ごみがや

　　３５０-２２２２・埼玉県鶴ヶ島市下新田・しもしんでん

　　３５０-２２２７・埼玉県鶴ヶ島市新町・しんまち

　　３５０-２２１３・埼玉県鶴ヶ島市脚折・すねおり

　　３５０-２２１１・埼玉県鶴ヶ島市脚折町・すねおりちよう

　　３５０-２２２３・埼玉県鶴ヶ島市高倉・たかくら

　　３５０-２２０４・埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘・つるがおか

　　３５０-２２２６・埼玉県鶴ヶ島市中新田・なかしんでん

　　３５０-２２２１・埼玉県鶴ヶ島市羽折町・はねおりちよう

　　３５０-２２０６・埼玉県鶴ヶ島市藤金・ふじがね

　　３５０-２２０１・埼玉県鶴ヶ島市富士見・ふじみ

　　３５０-２２２４・埼玉県鶴ヶ島市町屋・まちや

　　３５０-２２０５・埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘・まつがおか

　　３５０-２２１７・埼玉県鶴ヶ島市三ツ木・みつぎ

　　３５０-２２１６・埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新田・みつぎしんでん



　　３５０-２２１９・埼玉県鶴ヶ島市三ツ木新町・みつぎしんまち

　　３５０-２２１５・埼玉県鶴ヶ島市南町・みなみちよう

　　３５０-２２１８・埼玉県鶴ヶ島市柳戸町・やなぎどちよう

　　３５０-１２００・埼玉県日高市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-１２０３・埼玉県日高市旭ケ丘・あさひがおか

　　３５０-１２２５・埼玉県日高市馬引沢・うまひきざわ

　　３５０-１２４６・埼玉県日高市梅原・うめはら

　　３５０-１２２２・埼玉県日高市大谷沢・おおやざわ

　　３５０-１２２７・埼玉県日高市女影・おなかげ

　　３５０-１２１４・埼玉県日高市女影新田・おなかげしんでん

　　３５０-１２３４・埼玉県日高市上鹿山・かみかやま

　　３５０-１２３１・埼玉県日高市鹿山・かやま

　　３５０-１２４２・埼玉県日高市北平沢・きたひらさわ

　　３５０-１２５４・埼玉県日高市久保・くほﾞ

　　３５０-１２４５・埼玉県日高市栗坪・くりつほﾞ

　　３５０-１２４９・埼玉県日高市高麗川・こまがわ

　　３５０-１２０２・埼玉県日高市駒寺野新田・こまでらのしんでん

　　３５０-１２５１・埼玉県日高市高麗本郷・こまほんごう

　　３５０-１２４８・埼玉県日高市四本木・しほぎ

　　３５０-１２２１・埼玉県日高市下大谷沢・しもおおやざわ

　　３５０-１２３３・埼玉県日高市下鹿山・しもかやま

　　３５０-１２１２・埼玉県日高市下高萩新田・しもたかはぎしんでん

　　３５０-１２５２・埼玉県日高市清流・せいりゆう

　　３５０-１２５３・埼玉県日高市台・だい

　　３５０-１２４７・埼玉県日高市高岡・たかおか

　　３５０-１２２３・埼玉県日高市高富・たかとみ

　　３５０-１２１３・埼玉県日高市高萩・たかはぎ

　　３５０-１２１５・埼玉県日高市高萩東・たかはぎひがじ

　　３５０-１２２４・埼玉県日高市田木・たぎ

　　３５０-１２０１・埼玉県日高市田波目・たはﾞめ

　　３５０-１２３２・埼玉県日高市中鹿山・なかかやま

　　３５０-１２２６・埼玉県日高市中沢・なかざわ

　　３５０-１２４３・埼玉県日高市新堀・にいほり

　　３５０-１２０４・埼玉県日高市新堀新田・にいほりしんでん

　　３５０-１２３５・埼玉県日高市楡木・にれぎ

　　３５０-１２４４・埼玉県日高市野々宮・ののみや

　　３５０-１２０５・埼玉県日高市原宿・はらじゆく

　　３５０-１２０６・埼玉県日高市南平沢・みなみひらさわ

　　３５０-１２５５・埼玉県日高市武蔵台・むさしだい

　　３５０-１２１１・埼玉県日高市森戸新田・もりどしんでん

　　３５０-１２３６・埼玉県日高市猿田・やえんだ

　　３５０-１２３７・埼玉県日高市猿田上ノ台・やえんだうえのだい

　　３５０-１２４１・埼玉県日高市山根・やまね

　　３５０-１２５７・埼玉県日高市横手・よこて

　　３４２-００００・埼玉県吉川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４２-００１６・埼玉県吉川市会野谷・あいのや

　　３４２-０００８・埼玉県吉川市旭・あさひ

　　３４２-００２５・埼玉県吉川市飯島・いいじま

　　３４２-００２２・埼玉県吉川市加藤・かとう

　　３４２-０００１・埼玉県吉川市上内川・かみうちかわ

　　３４２-００１７・埼玉県吉川市上笹塚・かみささつﾞか

　　３４２-００５２・埼玉県吉川市川富・かわどみ

　　３４２-００５１・埼玉県吉川市川野・かわの

　　３４２-０００５・埼玉県吉川市川藤・かわふじ

　　３４２-００４５・埼玉県吉川市木売・きうり

　　３４２-００４４・埼玉県吉川市木売新田・きうりしんでん

　　３４２-００４６・埼玉県吉川市共保・きようほ

　　３４２-００５８・埼玉県吉川市きよみ野・きよみの

　　３４２-００４３・埼玉県吉川市小松川・こまつがわ

　　３４２-００５０・埼玉県吉川市栄町・さかえちよう

　　３４２-００２３・埼玉県吉川市皿沼・さらぬま

　　３４２-００２１・埼玉県吉川市鹿見塚・ししみつﾞか

　　３４２-０００２・埼玉県吉川市下内川・しもうちかわ

　　３４２-０００７・埼玉県吉川市拾壱軒・じゆういつけん

　　３４２-００５９・埼玉県吉川市新栄・しんえい

　　３４２-００５７・埼玉県吉川市須賀・すか

　　３４２-００５３・埼玉県吉川市関・せき

　　３４２-００１４・埼玉県吉川市関新田・せきしんでん

　　３４２-００３６・埼玉県吉川市高富・たかどみ

　　３４２-００３５・埼玉県吉川市高久・たかひさ



　　３４２-００６１・埼玉県吉川市中央・ちゆうおう

　　３４２-００３４・埼玉県吉川市道庭・どうにわ

　　３４２-００２６・埼玉県吉川市土場・どじよう

　　３４２-００３７・埼玉県吉川市富新田・とみしんでん

　　３４２-００１５・埼玉県吉川市中井・なかい

　　３４２-００４７・埼玉県吉川市中川台・なかがわだい

　　３４２-００３１・埼玉県吉川市中島・なかじま

　　３４２-００３３・埼玉県吉川市中曽根・なかぞね

　　３４２-００４２・埼玉県吉川市中野・なかの

　　３４２-０００４・埼玉県吉川市鍋小路・なべこうじ

　　３４２-０００３・埼玉県吉川市八子新田・はちこしんでん

　　３４２-００２４・埼玉県吉川市半割・はんわり

　　３４２-００１２・埼玉県吉川市平方新田・ひらかたしんでん

　　３４２-００５６・埼玉県吉川市平沼・ひらぬま

　　３４２-００１１・埼玉県吉川市深井新田・ふかいしんでん

　　３４２-００３２・埼玉県吉川市二ツ沼・ふたつぬま

　　３４２-００４１・埼玉県吉川市保・ほ

　　３４２-００３８・埼玉県吉川市美南・みなみ

　　３４２-０００６・埼玉県吉川市南広島・みなみひろしま

　　３４２-００２７・埼玉県吉川市三輪野江・みわのえ

　　３４２-００５５・埼玉県吉川市吉川・よしかわ

　　３４２-００５４・埼玉県吉川市吉川団地・よしかわだんち

　　３４２-００１３・埼玉県吉川市吉屋・よしや

　　３５６-００００・埼玉県ふじみ野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５６-００５５・埼玉県ふじみ野市旭・あさひ

　　３５６-００１９・埼玉県ふじみ野市池上・いけがみ

　　３５６-００５７・埼玉県ふじみ野市市沢・いちさわ

　　３５６-００１７・埼玉県ふじみ野市上野台・うえのだい

　　３５６-００２１・埼玉県ふじみ野市上ノ原・うえのはら

　　３５６-００５６・埼玉県ふじみ野市うれし野・うれしの

　　３５６-００５３・埼玉県ふじみ野市大井・おおい

　　３５６-００５８・埼玉県ふじみ野市大井中央・おおいちゆうおう

　　３５６-００５４・埼玉県ふじみ野市大井武蔵野・おおいむさしの

　　３５６-０００３・埼玉県ふじみ野市大原・おおはら

　　３５６-０００６・埼玉県ふじみ野市霞ケ丘・かすみがおか

　　３５６-０００４・埼玉県ふじみ野市上福岡・かみふくおか

　　３５６-００５１・埼玉県ふじみ野市亀久保・かめくほﾞ

　　３５６-０００１・埼玉県ふじみ野市川崎・かわさき

　　３５６-０００７・埼玉県ふじみ野市北野・きたの

　　３５６-０００２・埼玉県ふじみ野市清見・きよみ

　　３５６-００２９・埼玉県ふじみ野市駒西・こまにじ

　　３５６-００３４・埼玉県ふじみ野市駒林・こまはﾞやじ

　　３５６-００３８・埼玉県ふじみ野市駒林元町・こまはやしもとまち

　　３５６-００５９・埼玉県ふじみ野市桜ケ丘・さくらがおか

　　３５６-００３０・埼玉県ふじみ野市新駒林・しんこまはﾞやじ

　　３５６-００３３・埼玉県ふじみ野市新田・しんでん

　　３５６-００２０・埼玉県ふじみ野市水宮・すいぐう

　　３５６-００１２・埼玉県ふじみ野市滝・たき

　　３５６-００２６・埼玉県ふじみ野市築地・つきじ

　　３５６-００４５・埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡・つるがおか

　　３５６-００４１・埼玉県ふじみ野市鶴ケ舞・つるがまい

　　３５６-００５２・埼玉県ふじみ野市苗間・なえま

　　３５６-００２５・埼玉県ふじみ野市仲・なか

　　３５６-００２３・埼玉県ふじみ野市中ノ島・なかのしま

　　３５６-００１３・埼玉県ふじみ野市中福岡・なかふくおか

　　３５６-００１６・埼玉県ふじみ野市中丸・なかまる

　　３５６-００２２・埼玉県ふじみ野市長宮・ながみや

　　３５６-０００５・埼玉県ふじみ野市西・にじ

　　３５６-００４４・埼玉県ふじみ野市西鶴ケ岡・にしつるがおか

　　３５６-００２８・埼玉県ふじみ野市西原・にしはら

　　３５６-００１５・埼玉県ふじみ野市花ノ木・はなのき

　　３５６-００４２・埼玉県ふじみ野市東久保・ひがしくほﾞ

　　３５６-００１１・埼玉県ふじみ野市福岡・ふくおか

　　３５６-００１４・埼玉県ふじみ野市福岡新田・ふくおかしんでん

　　３５６-００３１・埼玉県ふじみ野市福岡中央・ふくおかちゆうおう

　　３５６-００３７・埼玉県ふじみ野市福岡武蔵野・ふくおかむさしの

　　３５６-００３２・埼玉県ふじみ野市富士見台・ふじみだい

　　３５６-００５０・埼玉県ふじみ野市ふじみ野・ふじみの

　　３５６-００２７・埼玉県ふじみ野市松山・まつやま

　　３５６-００３５・埼玉県ふじみ野市丸山・まるやま



　　３５６-００４３・埼玉県ふじみ野市緑ケ丘・みどりがおか

　　３５６-００３６・埼玉県ふじみ野市南台・みなみだい

　　３５６-００１８・埼玉県ふじみ野市本新田・もとしんでん

　　３５６-０００８・埼玉県ふじみ野市元福岡・もとふくおか

　　３５６-００２４・埼玉県ふじみ野市谷田・やた

　　３４９-０２００・埼玉県白岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４９-０２０２・埼玉県白岡市荒井新田・あらいしんでん

　　３４９-０２２５・埼玉県白岡市太田新井・おおたあらい

　　３４９-０２２６・埼玉県白岡市岡泉・おかいずみ

　　３４９-０２２１・埼玉県白岡市上野田・かみのだ

　　３４９-０２１７・埼玉県白岡市小久喜・こぐき

　　３４９-０２１６・埼玉県白岡市実ケ谷・さながや

　　３４９-０２０４・埼玉県白岡市篠津・しのつﾞ

　　３４９-０２０１・埼玉県白岡市柴山・しはﾞやま

　　３４９-０２０３・埼玉県白岡市下大崎・しもおおさき

　　３４９-０２２３・埼玉県白岡市下野田・しものだ

　　３４９-０２１８・埼玉県白岡市白岡・しらおか

　　３４９-０２１９・埼玉県白岡市白岡東・しらおかひがじ

　　３４９-０２１２・埼玉県白岡市新白岡・しんしらおか

　　３４９-０２１５・埼玉県白岡市千駄野・せんだの

　　３４９-０２１３・埼玉県白岡市高岩・たかいわ

　　３４９-０２２２・埼玉県白岡市爪田ケ谷・つめたがや

　　３４９-０２１４・埼玉県白岡市寺塚・てらつか

　　３４９-０２０５・埼玉県白岡市西・にじ

　　３４９-０２２４・埼玉県白岡市彦兵衛・ひこべえ

　　３４９-０２１１・埼玉県白岡市野牛・やぎゆう

　　３６２-０８００・埼玉県北足立郡伊奈町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６２-０８１２・埼玉県北足立郡伊奈町内宿台・うちじゆくだい

　　３６２-０８０３・埼玉県北足立郡伊奈町大針・おおはﾞり

　　３６２-０８１３・埼玉県北足立郡伊奈町学園・がくえん

　　３６２-０８０７・埼玉県北足立郡伊奈町寿・ことぶき

　　３６２-０８０１・埼玉県北足立郡伊奈町小針内宿・こはﾞりうちじゆく

　　３６２-０８０８・埼玉県北足立郡伊奈町小針新宿・こはﾞりしんしゆく

　　３６２-０８０６・埼玉県北足立郡伊奈町小室・こむろ

　　３６２-０８０５・埼玉県北足立郡伊奈町栄・さかえ

　　３６２-０８０９・埼玉県北足立郡伊奈町中央・ちゆうおう

　　３６２-０８１１・埼玉県北足立郡伊奈町西小針・にしこはﾞり

　　３６２-０８０２・埼玉県北足立郡伊奈町羽貫・はぬき

　　３６２-０８０４・埼玉県北足立郡伊奈町本町・ほんちよう

　　３５４-００００・埼玉県入間郡三芳町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５４-００４５・埼玉県入間郡三芳町上富・かみとめ

　　３５４-００４４・埼玉県入間郡三芳町北永井・きたながい

　　３５４-００４３・埼玉県入間郡三芳町竹間沢・ちくまざわ

　　３５４-００４６・埼玉県入間郡三芳町竹間沢東・ちくまざわひがじ

　　３５４-００４１・埼玉県入間郡三芳町藤久保・ふじくほﾞ

　　３５４-００４２・埼玉県入間郡三芳町みよし台・みよしだい

　　３５０-０４００・埼玉県入間郡毛呂山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-０４４４・埼玉県入間郡毛呂山町旭台・あさひだい

　　３５０-０４５５・埼玉県入間郡毛呂山町阿諏訪・あすわ

　　３５０-０４３４・埼玉県入間郡毛呂山町市場・いちはﾞ

　　３５０-０４４１・埼玉県入間郡毛呂山町岩井・いわい

　　３５０-０４６５・埼玉県入間郡毛呂山町岩井西・いわいにじ

　　３５０-０４６７・埼玉県入間郡毛呂山町岩井東・いわいひがじ

　　３５０-０４５２・埼玉県入間郡毛呂山町大谷木・おおやぎ

　　３５０-０４３２・埼玉県入間郡毛呂山町大類・おおるい

　　３５０-０４３６・埼玉県入間郡毛呂山町川角・かわかど

　　３５０-０４４６・埼玉県入間郡毛呂山町小田谷・こだや

　　３５０-０４５４・埼玉県入間郡毛呂山町権現堂・ごんげんどう

　　３５０-０４３８・埼玉県入間郡毛呂山町西戸・さいど

　　３５０-０４３５・埼玉県入間郡毛呂山町下川原・しもがわら

　　３５０-０４５３・埼玉県入間郡毛呂山町宿谷・しゆくや

　　３５０-０４５６・埼玉県入間郡毛呂山町滝ノ入・たきのいり

　　３５０-０４６１・埼玉県入間郡毛呂山町中央・ちゆうおう

　　３５０-０４４５・埼玉県入間郡毛呂山町葛貫・つつﾞらぬき

　　３５０-０４４３・埼玉県入間郡毛呂山町長瀬・ながせ

　　３５０-０４３１・埼玉県入間郡毛呂山町苦林・にがはﾞやじ

　　３５０-０４３３・埼玉県入間郡毛呂山町西大久保・にしおおくほﾞ

　　３５０-０４６６・埼玉県入間郡毛呂山町平山・ひらやま

　　３５０-０４４２・埼玉県入間郡毛呂山町前久保・まえくほﾞ

　　３５０-０４６３・埼玉県入間郡毛呂山町前久保南・まえくほﾞみなみ



　　３５０-０４６４・埼玉県入間郡毛呂山町南台・みなみだい

　　３５０-０４３７・埼玉県入間郡毛呂山町箕和田・みのわだ

　　３５０-０４３９・埼玉県入間郡毛呂山町目白台・めじろだい

　　３５０-０４５１・埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷・もろほんごう

　　３５０-０４６２・埼玉県入間郡毛呂山町若山・わかやま

　　３５０-０４００・埼玉県入間郡越生町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-０４１５・埼玉県入間郡越生町上野・うえの

　　３５０-０４１７・埼玉県入間郡越生町上野東・うえのひがじ

　　３５０-０４０３・埼玉県入間郡越生町大谷・おおや

　　３５０-０４１６・埼玉県入間郡越生町越生・おごせ

　　３５０-０４１４・埼玉県入間郡越生町越生東・おごせひがじ

　　３５０-０４０２・埼玉県入間郡越生町鹿下・かのした

　　３５０-０４０７・埼玉県入間郡越生町上谷・かみやつ

　　３５０-０４１１・埼玉県入間郡越生町黒岩・くろいわ

　　３５０-０４２４・埼玉県入間郡越生町黒山・くろやま

　　３５０-０４２２・埼玉県入間郡越生町小杉・こすぎ

　　３５０-０４２３・埼玉県入間郡越生町大満・だいま

　　３５０-０４２５・埼玉県入間郡越生町龍ケ谷・たつがや

　　３５０-０４０５・埼玉県入間郡越生町津久根・つくね

　　３５０-０４０６・埼玉県入間郡越生町堂山・どうやま

　　３５０-０４０４・埼玉県入間郡越生町成瀬・なるせ

　　３５０-０４１２・埼玉県入間郡越生町西和田・にしわだ

　　３５０-０４１３・埼玉県入間郡越生町如意・ねおい

　　３５０-０４０１・埼玉県入間郡越生町古池・ふるいけ

　　３５０-０４２１・埼玉県入間郡越生町麦原・むぎはら

　　３５５-０８００・埼玉県比企郡滑川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０８０６・埼玉県比企郡滑川町伊古・いこ

　　３５５-０８０７・埼玉県比企郡滑川町和泉・いずみ

　　３５５-０８０８・埼玉県比企郡滑川町菅田・すがだ

　　３５５-０８１３・埼玉県比企郡滑川町月輪・つきのわ

　　３５５-０８１５・埼玉県比企郡滑川町月の輪・つきのわ

　　３５５-０８０１・埼玉県比企郡滑川町土塩・つちしお

　　３５５-０８０４・埼玉県比企郡滑川町中尾・なかお

　　３５５-０８１１・埼玉県比企郡滑川町羽尾・はねお

　　３５５-０８０３・埼玉県比企郡滑川町福田・ふくだ

　　３５５-０８０５・埼玉県比企郡滑川町水房・みずふさ

　　３５５-０８１４・埼玉県比企郡滑川町みなみ野・みなみの

　　３５５-０８１２・埼玉県比企郡滑川町都・みやこ

　　３５５-０８０２・埼玉県比企郡滑川町山田・やまた

　　３５５-０２００・埼玉県比企郡嵐山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０２２２・埼玉県比企郡嵐山町大蔵・おおくら

　　３５５-０２０６・埼玉県比企郡嵐山町越畑・おつはﾞた

　　３５５-０２０３・埼玉県比企郡嵐山町勝田・かちだ

　　３５５-０２２５・埼玉県比企郡嵐山町鎌形・かまがた

　　３５５-０２１３・埼玉県比企郡嵐山町川島・かわしま

　　３５５-０２１４・埼玉県比企郡嵐山町志賀・しが

　　３５５-０２２４・埼玉県比企郡嵐山町将軍沢・しようぐんさわ

　　３５５-０２２１・埼玉県比企郡嵐山町菅谷・すがや

　　３５５-０２１１・埼玉県比企郡嵐山町杉山・すぎやま

　　３５５-０２２７・埼玉県比企郡嵐山町千手堂・せんじゆどう

　　３５５-０２１２・埼玉県比企郡嵐山町太郎丸・たろうまる

　　３５５-０２２６・埼玉県比企郡嵐山町遠山・とおやま

　　３５５-０２２３・埼玉県比企郡嵐山町根岸・ねぎじ

　　３５５-０２０４・埼玉県比企郡嵐山町花見台・はなみだい

　　３５５-０２１５・埼玉県比企郡嵐山町平沢・ひらさわ

　　３５５-０２０５・埼玉県比企郡嵐山町広野・ひろの

　　３５５-０２０１・埼玉県比企郡嵐山町古里・ふるさと

　　３５５-０２１６・埼玉県比企郡嵐山町むさし台・むさしだい

　　３５５-０２０２・埼玉県比企郡嵐山町吉田・よしだ

　　３５５-０３００・埼玉県比企郡小川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０３２４・埼玉県比企郡小川町青山・あおやま

　　３５５-０３３３・埼玉県比企郡小川町飯田・いいだ

　　３５５-０３０４・埼玉県比企郡小川町伊勢根・いせね

　　３５５-０３２８・埼玉県比企郡小川町大塚・おおつか

　　３５５-０３２１・埼玉県比企郡小川町小川・おがわ

　　３５５-０３１６・埼玉県比企郡小川町角山・かくやま

　　３５５-０３３４・埼玉県比企郡小川町笠原・かさはら

　　３５５-０３２５・埼玉県比企郡小川町上古寺・かみふるてら

　　３５５-０３１２・埼玉県比企郡小川町上横田・かみよこた

　　３５５-０３３５・埼玉県比企郡小川町木部・きべ



　　３５５-０３３７・埼玉県比企郡小川町木呂子・きろこ

　　３５５-０３１１・埼玉県比企郡小川町高谷・こうや

　　３５５-０３２７・埼玉県比企郡小川町腰越・こしごえ

　　３５５-０３２３・埼玉県比企郡小川町下里・しもざと

　　３５５-０３２６・埼玉県比企郡小川町下古寺・しもふるてら

　　３５５-０３１３・埼玉県比企郡小川町下横田・しもよこた

　　３５５-０３３６・埼玉県比企郡小川町勝呂・すぐろ

　　３５５-０３０２・埼玉県比企郡小川町鷹巣・たかのす

　　３５５-０３０６・埼玉県比企郡小川町高見・たかみ

　　３５５-０３１４・埼玉県比企郡小川町中爪・なかつめ

　　３５５-０３０３・埼玉県比企郡小川町奈良梨・ならなじ

　　３５５-０３０１・埼玉県比企郡小川町西古里・にしふるさと

　　３５５-０３０５・埼玉県比企郡小川町能増・のうます

　　３５５-０３１７・埼玉県比企郡小川町原川・はらがわ

　　３５５-０３２２・埼玉県比企郡小川町東小川・ひがしおがわ

　　３５５-０３１８・埼玉県比企郡小川町ひばり台・ひはﾞりだい

　　３５５-０３３２・埼玉県比企郡小川町増尾・ますお

　　３５５-０３１５・埼玉県比企郡小川町みどりが丘・みどりがおか

　　３５５-０３３１・埼玉県比企郡小川町靱負・ゆきえ

　　３５０-０１００・埼玉県比企郡川島町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-０１５３・埼玉県比企郡川島町飯島・いいじま

　　３５０-０１５８・埼玉県比企郡川島町伊草・いぐさ

　　３５０-０１１５・埼玉県比企郡川島町一本木・いつほﾟんぎ

　　３５０-０１２７・埼玉県比企郡川島町牛ケ谷戸・うしがやと

　　３５０-０１０１・埼玉県比企郡川島町梅ノ木・うめのき

　　３５０-０１０５・埼玉県比企郡川島町小見野・おみの

　　３５０-０１３３・埼玉県比企郡川島町表・おもて

　　３５０-０１５６・埼玉県比企郡川島町角泉・かくせん

　　３５０-０１０７・埼玉県比企郡川島町加胡・かご

　　３５０-０１５２・埼玉県比企郡川島町上伊草・かみいぐさ

　　３５０-０１４２・埼玉県比企郡川島町上大屋敷・かみおおやしき

　　３５０-０１０６・埼玉県比企郡川島町上小見野・かみおみの

　　３５０-０１３６・埼玉県比企郡川島町上狢・かみむじな

　　３５０-０１２１・埼玉県比企郡川島町上八ツ林・かみやつはﾞやじ

　　３５０-０１６８・埼玉県比企郡川島町かわじま・かわじま

　　３５０-０１６３・埼玉県比企郡川島町北園部・きたそのべ

　　３５０-０１５５・埼玉県比企郡川島町釘無・くぎなじ

　　３５０-０１３２・埼玉県比企郡川島町紫竹・しちく

　　３５０-０１０４・埼玉県比企郡川島町芝沼・しはﾞぬま

　　３５０-０１５７・埼玉県比企郡川島町下伊草・しもいぐさ

　　３５０-０１４４・埼玉県比企郡川島町下大屋敷・しもおおやしき

　　３５０-０１０２・埼玉県比企郡川島町下小見野・しもおみの

　　３５０-０１３５・埼玉県比企郡川島町下狢・しもむじな

　　３５０-０１２２・埼玉県比企郡川島町下八ツ林・しもやつはﾞやじ

　　３５０-０１６２・埼玉県比企郡川島町正直・しようじき

　　３５０-０１２８・埼玉県比企郡川島町白井沼・しろいぬま

　　３５０-０１４１・埼玉県比企郡川島町出丸下郷・でまるしもごう

　　３５０-０１４３・埼玉県比企郡川島町出丸中郷・でまるなかごう

　　３５０-０１４５・埼玉県比企郡川島町出丸本・でまるほん

　　３５０-０１１３・埼玉県比企郡川島町東部・とうぶ

　　３５０-０１１７・埼玉県比企郡川島町鳥羽井・とはﾞい

　　３５０-０１１２・埼玉県比企郡川島町鳥羽井新田・とはﾞいしんでん

　　３５０-０１６６・埼玉県比企郡川島町戸守・ともり

　　３５０-０１６５・埼玉県比企郡川島町中山・なかやま

　　３５０-０１６１・埼玉県比企郡川島町長楽・ながらく

　　３５０-０１３４・埼玉県比企郡川島町新堀・にいほﾞり

　　３５０-０１４７・埼玉県比企郡川島町西谷・にしや

　　３５０-０１２３・埼玉県比企郡川島町畑中・はたなか

　　３５０-０１５１・埼玉県比企郡川島町八幡・はちまん

　　３５０-０１１４・埼玉県比企郡川島町東大塚・ひがしおおつﾞか

　　３５０-０１２５・埼玉県比企郡川島町東野・ひがしの

　　３５０-０１３１・埼玉県比企郡川島町平沼・ひらぬま

　　３５０-０１６４・埼玉県比企郡川島町吹塚・ふきつﾞか

　　３５０-０１４６・埼玉県比企郡川島町曲師・まげじ

　　３５０-０１０３・埼玉県比企郡川島町松永・まつなが

　　３５０-０１６７・埼玉県比企郡川島町南園部・みなみそのべ

　　３５０-０１２４・埼玉県比企郡川島町三保谷宿・みほやじゆく

　　３５０-０１３７・埼玉県比企郡川島町宮前・みやまえ

　　３５０-０１１６・埼玉県比企郡川島町虫塚・むしつﾞか

　　３５０-０１５４・埼玉県比企郡川島町安塚・やすつﾞか



　　３５０-０１１１・埼玉県比企郡川島町谷中・やなか

　　３５０-０１２６・埼玉県比企郡川島町山ケ谷戸・やまがやと

　　３５０-０１３８・埼玉県比企郡川島町吉原・よしわら

　　３５５-０１００・埼玉県比企郡吉見町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０１３１・埼玉県比企郡吉見町荒子・あらこ

　　３５５-０１３２・埼玉県比企郡吉見町飯島新田・いいじましんでん

　　３５５-０１０３・埼玉県比企郡吉見町今泉・いまいずみ

　　３５５-０１３６・埼玉県比企郡吉見町江綱・えつな

　　３５５-０１３３・埼玉県比企郡吉見町江和井・えわい

　　３５５-０１３４・埼玉県比企郡吉見町大串・おおくじ

　　３５５-０１２７・埼玉県比企郡吉見町大和田・おおわだ

　　３５５-０１２５・埼玉県比企郡吉見町蚊斗谷・かはﾞかりや

　　３５５-０１１５・埼玉県比企郡吉見町上銀谷・かみぎんや

　　３５５-０１０５・埼玉県比企郡吉見町上砂・かみずな

　　３５５-０１６５・埼玉県比企郡吉見町上細谷・かみほそや

　　３５５-０１１１・埼玉県比企郡吉見町北下砂・きたしもずな

　　３５５-０１５５・埼玉県比企郡吉見町北吉見・きたよしみ

　　３５５-０１３７・埼玉県比企郡吉見町久保田・くほﾞた

　　３５５-０１２４・埼玉県比企郡吉見町久保田新田・くほﾞたしんでん

　　３５５-０１５３・埼玉県比企郡吉見町久米田・くめだ

　　３５５-０１６６・埼玉県比企郡吉見町黒岩・くろいわ

　　３５５-０１６４・埼玉県比企郡吉見町小新井・こあらい

　　３５５-０１５１・埼玉県比企郡吉見町御所・ごしよ

　　３５５-０１１４・埼玉県比企郡吉見町古名・こみよう

　　３５５-０１１３・埼玉県比企郡吉見町古名新田・こみようしんでん

　　３５５-０１０４・埼玉県比企郡吉見町地頭方・じとうほう

　　３５５-０１１６・埼玉県比企郡吉見町下銀谷・しもぎんや

　　３５５-０１１８・埼玉県比企郡吉見町下細谷・しもほそや

　　３５５-０１２３・埼玉県比企郡吉見町須ノ子新田・すのこしんでん

　　３５５-０１２２・埼玉県比企郡吉見町高尾新田・たかおしんでん

　　３５５-０１６７・埼玉県比企郡吉見町田甲・たこう

　　３５５-０１１９・埼玉県比企郡吉見町中新井・なかあらい

　　３５５-０１０６・埼玉県比企郡吉見町中曽根・なかぞね

　　３５５-０１５６・埼玉県比企郡吉見町長谷・ながやつ

　　３５５-０１５７・埼玉県比企郡吉見町西吉見・にしよしみ

　　３５５-０１２１・埼玉県比企郡吉見町蓮沼新田・はすぬましんでん

　　３５５-０１１０・埼玉県比企郡吉見町東野・ひがしの

　　３５５-０１０１・埼玉県比企郡吉見町一ツ木・ひとつぎ

　　３５５-０１６３・埼玉県比企郡吉見町本沢・ほんざわ

　　３５５-０１３５・埼玉県比企郡吉見町前河内・まえごうち

　　３５５-０１６２・埼玉県比企郡吉見町松崎・まつざき

　　３５５-０１１２・埼玉県比企郡吉見町丸貫・まるぬき

　　３５５-０１２６・埼玉県比企郡吉見町万光寺・まんこうじ

　　３５５-０１５４・埼玉県比企郡吉見町南吉見・みなみよしみ

　　３５５-０１０２・埼玉県比企郡吉見町明秋・めいしゆう

　　３５５-０１１７・埼玉県比企郡吉見町谷口・やぐち

　　３５５-０１６１・埼玉県比企郡吉見町山ノ下・やまのした

　　３５５-０１５２・埼玉県比企郡吉見町和名・わな

　　３５０-０３００・埼玉県比企郡鳩山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５０-０３２１・埼玉県比企郡鳩山町赤沼・あかぬま

　　３５０-０３１１・埼玉県比企郡鳩山町石坂・いしざか

　　３５０-０３０５・埼玉県比企郡鳩山町泉井・いずい

　　３５０-０３２２・埼玉県比企郡鳩山町今宿・いまじゆく

　　３５０-０３０２・埼玉県比企郡鳩山町大橋・おおはじ

　　３５０-０３０１・埼玉県比企郡鳩山町奥田・おくだ

　　３５０-０３１４・埼玉県比企郡鳩山町楓ケ丘・かえでがおか

　　３５０-０３０３・埼玉県比企郡鳩山町熊井・くまい

　　３５０-０３２３・埼玉県比企郡鳩山町小用・こよう

　　３５０-０３０７・埼玉県比企郡鳩山町須江・すえ

　　３５０-０３０４・埼玉県比企郡鳩山町高野倉・たかのくら

　　３５０-０３０６・埼玉県比企郡鳩山町竹本・たけもと

　　３５０-０３１２・埼玉県比企郡鳩山町鳩ケ丘・はとがおか

　　３５０-０３１３・埼玉県比企郡鳩山町松ケ丘・まつがおか

　　３５０-０３２４・埼玉県比企郡鳩山町大豆戸・まめど

　　３５５-０３００・埼玉県比企郡ときがわ町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０３６３・埼玉県比企郡ときがわ町大附・おおつき

　　３５５-０３６６・埼玉県比企郡ときがわ町大野・おおの

　　３５５-０３６５・埼玉県比企郡ときがわ町椚平・くぬぎだいら

　　３５５-０３５１・埼玉県比企郡ときがわ町雲河原・くもがわら

　　３５５-０３４３・埼玉県比企郡ときがわ町五明・ごみよう



　　３５５-０３５６・埼玉県比企郡ときがわ町関堀・せきほﾞり

　　３５５-０３５８・埼玉県比企郡ときがわ町瀬戸元上・せともとかみ

　　３５５-０３５９・埼玉県比企郡ときがわ町瀬戸元下・せともとしも

　　３５５-０３４１・埼玉県比企郡ときがわ町田黒・たぐろ

　　３５５-０３５７・埼玉県比企郡ときがわ町田中・たなか

　　３５５-０３４２・埼玉県比企郡ときがわ町玉川・たまがわ

　　３５５-０３６４・埼玉県比企郡ときがわ町西平・にしだいら

　　３５５-０３５４・埼玉県比企郡ときがわ町番匠・はﾞんじよう

　　３５５-０３５５・埼玉県比企郡ときがわ町馬場・はﾞんはﾞ

　　３５５-０３４４・埼玉県比企郡ときがわ町日影・ひかげ

　　３５５-０３５２・埼玉県比企郡ときがわ町別所・べつしよ

　　３５５-０３５３・埼玉県比企郡ときがわ町本郷・ほんごう

　　３５５-０３６１・埼玉県比企郡ときがわ町桃木・もものき

　　３６８-００００・埼玉県秩父郡横瀬町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６８-００７１・埼玉県秩父郡横瀬町芦ケ久保・あしがくほﾞ

　　３６８-００７２・埼玉県秩父郡横瀬町横瀬・よこぜ

　　３６９-１４００・埼玉県秩父郡皆野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６９-１６２３・埼玉県秩父郡皆野町大淵・おおふち

　　３６９-１６２１・埼玉県秩父郡皆野町金崎・かなさき

　　３６９-１６０１・埼玉県秩父郡皆野町金沢・かねざわ

　　３６９-１６２６・埼玉県秩父郡皆野町上日野沢・かみひのざわ

　　３６９-１６２２・埼玉県秩父郡皆野町国神・くにかみ

　　３６９-１４１３・埼玉県秩父郡皆野町下田野・しもたの

　　３６９-１６２５・埼玉県秩父郡皆野町下日野沢・しもひのざわ

　　３６９-１６２４・埼玉県秩父郡皆野町野巻・のまき

　　３６９-１４１１・埼玉県秩父郡皆野町三沢・みさわ

　　３６９-１４１２・埼玉県秩父郡皆野町皆野・みなの

　　３６９-１３００・埼玉県秩父郡長瀞町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６９-１３１２・埼玉県秩父郡長瀞町井戸・いど

　　３６９-１３１１・埼玉県秩父郡長瀞町岩田・いわた

　　３６９-１３０３・埼玉県秩父郡長瀞町中野上・なかのがみ

　　３６９-１３０５・埼玉県秩父郡長瀞町長瀞・ながとろ

　　３６９-１３０２・埼玉県秩父郡長瀞町野上下郷・のがみしもごう

　　３６９-１３１３・埼玉県秩父郡長瀞町風布・ふうふﾟ

　　３６９-１３０４・埼玉県秩父郡長瀞町本野上・ほんのがみ

　　３６９-１３０１・埼玉県秩父郡長瀞町矢那瀬・やなせ

　　３６８-０１００・埼玉県秩父郡小鹿野町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６８-０１１１・埼玉県秩父郡小鹿野町飯田・いいだ

　　３６８-０１０４・埼玉県秩父郡小鹿野町伊豆沢・いずさわ

　　３６８-０１０５・埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野・おがの

　　３６８-０１１３・埼玉県秩父郡小鹿野町河原沢・かわらさわ

　　３６８-０１１２・埼玉県秩父郡小鹿野町三山・さんやま

　　３６８-０１０１・埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野・しもおがの

　　３６８-０１０２・埼玉県秩父郡小鹿野町長留・ながる

　　３６８-０１０３・埼玉県秩父郡小鹿野町般若・はんにや

　　３６８-０１１５・埼玉県秩父郡小鹿野町日尾・ひお

　　３６８-０１１４・埼玉県秩父郡小鹿野町藤倉・ふじくら

　　３６８-０２０２・埼玉県秩父郡小鹿野町両神小森・りようかみこもり

　　３６８-０２０１・埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄・りようかみすすき

　　３５５-０３００・埼玉県秩父郡東秩父村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３５５-０３７１・埼玉県秩父郡東秩父村大内沢・ おおうちざわ

　　３５５-０３７３・埼玉県秩父郡東秩父村奥沢・ おくさわ

　　３５５-０３７６・埼玉県秩父郡東秩父村皆谷・ かいや

　　３５５-０３７２・埼玉県秩父郡東秩父村坂本・ さかもと

　　３５５-０３７７・"埼玉県秩父郡東秩父村, 白石"・しろいじ

　　３５５-０３７５・埼玉県秩父郡東秩父村御堂・ みどう

　　３５５-０３７４・埼玉県秩父郡東秩父村安戸・ やすど

　　３６７-０１００・埼玉県児玉郡美里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６７-０１０３・埼玉県児玉郡美里町阿那志・あなじ

　　３６７-０１１３・埼玉県児玉郡美里町甘粕・あまがす

　　３６７-０１１５・埼玉県児玉郡美里町猪俣・いのまた

　　３６７-０１０７・埼玉県児玉郡美里町北十条・きたじゆうじよう

　　３６７-０１１２・埼玉県児玉郡美里町木部・きべ

　　３６７-０１１９・埼玉県児玉郡美里町駒衣・こまぎぬ

　　３６７-０１０１・埼玉県児玉郡美里町小茂田・こもだ

　　３６７-０１０８・埼玉県児玉郡美里町下児玉・しもこだま

　　３６７-０１１７・埼玉県児玉郡美里町白石・しろいじ

　　３６７-０１０２・埼玉県児玉郡美里町関・せき

　　３６７-０１１６・埼玉県児玉郡美里町円良田・つぶらた

　　３６７-０１１４・埼玉県児玉郡美里町中里・なかざと



　　３６７-０１０５・埼玉県児玉郡美里町沼上・ぬまがみ

　　３６７-０１０４・埼玉県児玉郡美里町根木・ねぎ

　　３６７-０１１８・埼玉県児玉郡美里町広木・ひろき

　　３６７-０１１１・埼玉県児玉郡美里町古郡・ふるこおり

　　３６７-０１０６・埼玉県児玉郡美里町南十条・みなみじゆうじよう

　　３６７-０２００・埼玉県児玉郡神川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６７-０２３４・埼玉県児玉郡神川町池田・いけだ

　　３６７-０２４５・埼玉県児玉郡神川町植竹・うえだけ

　　３６７-０３１２・埼玉県児玉郡神川町上阿久原・かみあぐはら

　　３６７-０２４３・埼玉県児玉郡神川町熊野堂・くまのどう

　　３６７-０２３６・埼玉県児玉郡神川町小浜・こはﾞま

　　３６７-０２４８・埼玉県児玉郡神川町四軒在家・しけんざいけ

　　３６７-０３１１・埼玉県児玉郡神川町下阿久原・しもあぐはら

　　３６７-０２３５・埼玉県児玉郡神川町新宿・しんしゆく

　　３６７-０２４６・埼玉県児玉郡神川町関口・せきぐち

　　３６７-０２３１・埼玉県児玉郡神川町中新里・なかにいさと

　　３６７-０２３２・埼玉県児玉郡神川町新里・にいさと

　　３６７-０２３３・埼玉県児玉郡神川町二ノ宮・にのみや

　　３６７-０２３７・埼玉県児玉郡神川町貫井・ぬくい

　　３６７-０２４２・埼玉県児玉郡神川町原新田・はらしんでん

　　３６７-０２３８・埼玉県児玉郡神川町肥土・ひど

　　３６７-０２４７・埼玉県児玉郡神川町元阿保・もとあほﾞ

　　３６７-０２４１・埼玉県児玉郡神川町元原・もとはら

　　３６７-０３１３・埼玉県児玉郡神川町矢納・やのう

　　３６７-０２４４・埼玉県児玉郡神川町八日市・ようかいち

　　３６７-０３０１・埼玉県児玉郡神川町渡瀬・わたるせ

　　３６９-０３００・埼玉県児玉郡上里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３６９-０３１５・埼玉県児玉郡上里町大御堂・おおみどう

　　３６９-０３０３・埼玉県児玉郡上里町忍保・おしほﾞ

　　３６９-０３０１・埼玉県児玉郡上里町金久保・かなくほﾞ

　　３６９-０３０７・埼玉県児玉郡上里町嘉美・かみ

　　３６９-０３１７・埼玉県児玉郡上里町五明・ごみよう

　　３６９-０３０６・埼玉県児玉郡上里町七本木・しちほんぎ

　　３６９-０３０５・埼玉県児玉郡上里町神保原町・じんほﾞはらまち

　　３６９-０３１２・埼玉県児玉郡上里町帯刀・たてわき

　　３６９-０３１３・埼玉県児玉郡上里町堤・つつみ

　　３６９-０３１１・埼玉県児玉郡上里町勅使河原・てしがわら

　　３６９-０３１６・埼玉県児玉郡上里町長浜・ながはま

　　３６９-０３０４・埼玉県児玉郡上里町八町河原・はつちようがわら

　　３６９-０３０８・埼玉県児玉郡上里町毘沙吐・びしやど

　　３６９-０３１８・埼玉県児玉郡上里町藤木戸・ふじきど

　　３６９-０３０２・埼玉県児玉郡上里町黛・まゆずみ

　　３６９-０３１４・埼玉県児玉郡上里町三町・みまち

　　３６９-１２００・埼玉県大里郡寄居町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　３６９-１２１１・埼玉県大里郡寄居町赤浜・・ あかはま

　　３６９-１２３３・埼玉県大里郡寄居町秋山・・ あきやま

　　３６９-１２１４・埼玉県大里郡寄居町今市・・ いまいち

　　３６９-１２３４・埼玉県大里郡寄居町折原・・ おりはら

　　３６９-１２３６・埼玉県大里郡寄居町金尾・・ かなお

　　３６９-１２１７・埼玉県大里郡寄居町小園・・ こぞの

　　３６９-１２０２・埼玉県大里郡寄居町桜沢・・ さくらざわ

　　３６９-１２０５・埼玉県大里郡寄居町末野・・ すえの

　　３６９-１２１３・埼玉県大里郡寄居町鷹巣・・ たかのす

　　３６９-１２３１・埼玉県大里郡寄居町立原・・ たてはら

　　３６９-１２２２・埼玉県大里郡寄居町露梨子・・ つゆなじ

　　３６９-１２１６・埼玉県大里郡寄居町富田・・ とみだ

　　３６９-１２２５・埼玉県大里郡寄居町西ノ入・・ にしのいり

　　３６９-１２１２・埼玉県大里郡寄居町西古里・・ にしふるさと

　　３６９-１２２４・埼玉県大里郡寄居町鉢形・・ はちがた

　　３６９-１２３５・埼玉県大里郡寄居町風布・・ ふうふﾟ

　　３６９-１２０４・埼玉県大里郡寄居町藤田・・ ふじた

　　３６９-１２２１・埼玉県大里郡寄居町保田原・・ ほだわら

　　３６９-１２２３・埼玉県大里郡寄居町三ケ山・・ みかやま

　　３６９-１２３２・埼玉県大里郡寄居町三品・・ みしな

　　３６９-１２１５・埼玉県大里郡寄居町牟礼・・ むれい

　　３６９-１２０１・埼玉県大里郡寄居町用土・・ ようど

　　３６９-１２０３・埼玉県大里郡寄居町寄居・・ よりい

　　３４５-００００・埼玉県南埼玉郡宮代町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４５-０８２６・埼玉県南埼玉郡宮代町学園台・がくえんだい

　　３４５-０８２２・埼玉県南埼玉郡宮代町笠原・かさはら



　　３４５-０８１６・埼玉県南埼玉郡宮代町金原・かねはら

　　３４５-０８０４・埼玉県南埼玉郡宮代町川端・かわはﾞた

　　３４５-０８３４・埼玉県南埼玉郡宮代町国納・こくのう

　　３４５-０８２５・埼玉県南埼玉郡宮代町逆井・さかさい

　　３４５-０８３１・埼玉県南埼玉郡宮代町須賀・すか

　　３４５-０８２１・埼玉県南埼玉郡宮代町中央・ちゆうおう

　　３４５-０８１１・埼玉県南埼玉郡宮代町道佛・どうぶつ

　　３４５-０８１５・埼玉県南埼玉郡宮代町中・なか

　　３４５-０８０２・埼玉県南埼玉郡宮代町中島・なかじま

　　３４５-０８３３・埼玉県南埼玉郡宮代町西粂原・にしくめはら

　　３４５-０８１７・埼玉県南埼玉郡宮代町西原・にしはﾞら

　　３４５-０８１４・埼玉県南埼玉郡宮代町東・ひがじ

　　３４５-０８３２・埼玉県南埼玉郡宮代町東粂原・ひがしくめはら

　　３４５-０８１３・埼玉県南埼玉郡宮代町東姫宮・ひがしひめみや

　　３４５-０８１２・埼玉県南埼玉郡宮代町姫宮・ひめみや

　　３４５-０８２７・埼玉県南埼玉郡宮代町本田・ほんでん

　　３４５-０８２３・埼玉県南埼玉郡宮代町宮代・みやしろ

　　３４５-０８３５・埼玉県南埼玉郡宮代町宮代台・みやしろだい

　　３４５-０８０３・埼玉県南埼玉郡宮代町宮東・みやひがじ

　　３４５-０８０１・埼玉県南埼玉郡宮代町百間・もんま

　　３４５-０８２４・埼玉県南埼玉郡宮代町山崎・やまざき

　　３４５-０８３６・埼玉県南埼玉郡宮代町和戸・わど

　　３４５-００００・埼玉県北葛飾郡杉戸町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４５-００３５・埼玉県北葛飾郡杉戸町内田・うちだ

　　３４５-００４２・埼玉県北葛飾郡杉戸町大島・おおじま

　　３４５-００２２・埼玉県北葛飾郡杉戸町大塚・おおつか

　　３４５-００２１・埼玉県北葛飾郡杉戸町北蓮沼・きたはすぬま

　　３４５-０００１・埼玉県北葛飾郡杉戸町木津内・きつﾞうち

　　３４５-０００３・埼玉県北葛飾郡杉戸町木野川・きのかわ

　　３４５-００３４・埼玉県北葛飾郡杉戸町倉松・くらまつ

　　３４５-００１４・埼玉県北葛飾郡杉戸町才羽・さいはﾞ

　　３４５-００３３・埼玉県北葛飾郡杉戸町佐左エ門・さざえもん

　　３４５-００４３・埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野・しもたかの

　　３４５-００４４・埼玉県北葛飾郡杉戸町下野・しもの

　　３４５-００３６・埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸・すぎと

　　３４５-００２５・埼玉県北葛飾郡杉戸町清地・せいじ

　　３４５-００４７・埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台東・たかのだいひがじ

　　３４５-００４５・埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西・たかのだいにじ

　　３４５-００４６・埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台南・たかのだいみなみ

　　３４５-００２４・埼玉県北葛飾郡杉戸町堤根・つつみね

　　３４５-００１３・埼玉県北葛飾郡杉戸町椿・つはﾞき

　　３４５-００３１・埼玉県北葛飾郡杉戸町遠野・とおの

　　３４５-００１５・埼玉県北葛飾郡杉戸町並塚・ならびつか

　　３４５-００４１・埼玉県北葛飾郡杉戸町茨島・はﾞらじま

　　３４５-００１１・埼玉県北葛飾郡杉戸町屏風・びようぶ

　　３４５-００３２・埼玉県北葛飾郡杉戸町広戸沼・ひろとぬま

　　３４５-００１２・埼玉県北葛飾郡杉戸町深輪・ふかわ

　　３４５-００２３・埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷・ほんごう

　　３４５-０００４・埼玉県北葛飾郡杉戸町宮前・みやまえ

　　３４５-０００５・埼玉県北葛飾郡杉戸町目沼・めぬま

　　３４５-００３７・埼玉県北葛飾郡杉戸町本島・もとじま

　　３４５-０００２・埼玉県北葛飾郡杉戸町鷲巣・わしのす

　　３４３-０１００・埼玉県北葛飾郡松伏町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３４３-０１０１・埼玉県北葛飾郡松伏町魚沼・うおぬま

　　３４３-０１０６・埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸・おおかわど

　　３４３-０１０３・埼玉県北葛飾郡松伏町金杉・かなすぎ

　　３４３-０１１５・埼玉県北葛飾郡松伏町上赤岩・かみあかいわ

　　３４３-０１１６・埼玉県北葛飾郡松伏町下赤岩・しもあかいわ

　　３４３-０１０５・埼玉県北葛飾郡松伏町田島・たじま

　　３４３-０１０４・埼玉県北葛飾郡松伏町田島東・たじまひがじ

　　３４３-０１０７・埼玉県北葛飾郡松伏町田島南・たじまみなみ

　　３４３-０１１７・埼玉県北葛飾郡松伏町田中・たなか

　　３４３-０１０２・埼玉県北葛飾郡松伏町築比地・つきひじ

　　３４３-０１１２・埼玉県北葛飾郡松伏町松葉・まつはﾞ

　　３４３-０１１１・埼玉県北葛飾郡松伏町松伏・まつぶじ

　　３４３-０１１３・埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野・ゆめみの

　　３４３-０１１４・埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめみ野東・ゆめみのひがじ




