
　　４２２-００００・静岡県静岡市葵区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２０-０８３８・静岡県静岡市葵区相生町・あいおいちよう

　　４２１-２３０９・静岡県静岡市葵区相淵・あいぶち

　　４２１-１３０７・静岡県静岡市葵区相俣・あいまた

　　４２０-００１７・静岡県静岡市葵区葵町・あおいちよう

　　４２１-１３０５・静岡県静岡市葵区赤沢・あかざわ

　　４２０-０９６３・静岡県静岡市葵区赤松・あかまつ

　　４２０-０９４８・静岡県静岡市葵区秋山町・あきやまちよう

　　４２０-０８１０・静岡県静岡市葵区上土・あげつち

　　４２０-０８１１・静岡県静岡市葵区上土新田・あげつちしんでん

　　４２０-０９６８・静岡県静岡市葵区あさはた・あさはた

　　４２１-２１２５・静岡県静岡市葵区足久保奥組・あしくほﾞおくぐみ

　　４２１-２１２４・静岡県静岡市葵区足久保口組・あしくほﾞくちぐみ

　　４２０-０８３６・静岡県静岡市葵区東町・あずまちよう

　　４２１-２１１４・静岡県静岡市葵区安倍口新田・あべぐちしんでん

　　４２１-２１１３・静岡県静岡市葵区安倍口団地・あべぐちだんち

　　４２０-０８６９・静岡県静岡市葵区安倍町・あべちよう

　　４２０-０９６５・静岡県静岡市葵区有永・ありなが

　　４２０-０９６９・静岡県静岡市葵区有永町・ありながちよう

　　４２０-００１１・静岡県静岡市葵区安西・あんざい

　　４２０-０８８２・静岡県静岡市葵区安東・あんどう

　　４２０-０８６３・静岡県静岡市葵区安東柳町・あんどうやなぎちよう

　　４２８-０５０４・静岡県静岡市葵区井川・いかわ

　　４２０-０９３６・静岡県静岡市葵区池ケ谷・いけがや

　　４２０-０９３５・静岡県静岡市葵区池ケ谷東・いけがやひがじ

　　４２０-００７１・静岡県静岡市葵区一番町・いちはﾞんちよう

　　４２０-０００１・静岡県静岡市葵区井宮町・いのみやちよう

　　４２０-０９４６・静岡県静岡市葵区伊呂波町・いろはちよう

　　４２８-０５０３・静岡県静岡市葵区岩崎・いわさき

　　４２０-０９５２・静岡県静岡市葵区牛田・うしだ

　　４２１-２１０６・静岡県静岡市葵区牛妻・うしつﾞま

　　４２１-２１１８・静岡県静岡市葵区内牧・うちまき

　　４２１-２３０３・静岡県静岡市葵区有東木・うとうぎ

　　４２１-１２２２・静岡県静岡市葵区産女・うぶめ

　　４２１-２３０１・静岡県静岡市葵区梅ケ島・うめがしま

　　４２０-００３８・静岡県静岡市葵区梅屋町・うめやちよう

　　４２０-０９５３・静岡県静岡市葵区漆山・うるしやま

　　４２１-２１１２・静岡県静岡市葵区遠藤新田・えんどうしんでん

　　４２０-０８５３・静岡県静岡市葵区追手町・おうてまち

　　４２０-０８８６・静岡県静岡市葵区大岩・おおいわ

　　４２０-０８８４・静岡県静岡市葵区大岩本町・おおいわほんちよう

　　４２０-０８８３・静岡県静岡市葵区大岩宮下町・おおいわみやしたちよう

　　４２０-０８８５・静岡県静岡市葵区大岩町・おおいわちよう

　　４２０-００２６・静岡県静岡市葵区大鋸町・おおがまち

　　４２１-２２２７・静岡県静岡市葵区大沢・おおさわ

　　４２０-０８４５・静岡県静岡市葵区太田町・おおたまち

　　４２１-１３１４・静岡県静岡市葵区大原・おおはら

　　４２１-１４０１・静岡県静岡市葵区大間・おおま

　　４２１-２２１５・静岡県静岡市葵区奥池ケ谷・おくいけがや

　　４２１-２２０１・静岡県静岡市葵区奥仙俣・おくせんまた

　　４２１-２２２３・静岡県静岡市葵区落合・おちあい

　　４２０-０８３４・静岡県静岡市葵区音羽町・おとわちよう

　　４２１-１３０２・静岡県静岡市葵区鍵穴・かぎあな

　　４２１-２２１４・静岡県静岡市葵区柿島・かきしま

　　４２０-０８７３・静岡県静岡市葵区籠上・かごうえ

　　４２０-０８２３・静岡県静岡市葵区春日・かすが

　　４２０-０８２４・静岡県静岡市葵区春日町・かすがちよう

　　４２０-０００３・静岡県静岡市葵区片羽町・かたはちよう

　　４２０-０９２５・静岡県静岡市葵区加藤島・かとうじま

　　４２１-２１０７・静岡県静岡市葵区門屋・かどや

　　４２０-０８４１・静岡県静岡市葵区上足洗・かみあしあらい

　　４２０-００１４・静岡県静岡市葵区上桶屋町・かみおけやちよう

　　４２１-２２１１・静岡県静岡市葵区上落合・かみおちあい

　　４２０-０８１５・静岡県静岡市葵区上沓谷町・かみくつのやちよう

　　４２０-００３９・静岡県静岡市葵区上石町・かみごくちよう

　　４２８-０５０２・静岡県静岡市葵区上坂本・かみさかもと

　　４２０-００６２・静岡県静岡市葵区上新富町・かみしんとみちよう

　　４２０-０９４３・静岡県静岡市葵区上伝馬・かみてんま

　　４２１-２２２２・静岡県静岡市葵区桂山・かやま

　　４２０-０９３７・静岡県静岡市葵区唐瀬・からせ
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　　４２０-０９２３・静岡県静岡市葵区川合・かわい

　　４２０-０９２４・静岡県静岡市葵区川合新田・かわいしんでん

　　４２０-００５２・静岡県静岡市葵区川越町・かわごしちよう

　　４２０-００４３・静岡県静岡市葵区川辺町・かわなべちよう

　　４２０-０８２５・静岡県静岡市葵区瓦場町・かわらはﾞちよう

　　４２０-０９３１・静岡県静岡市葵区観山・かんざん

　　４２０-０９６１・静岡県静岡市葵区北・きた

　　４２０-０８８１・静岡県静岡市葵区北安東・きたあんどう

　　４２０-０９０１・静岡県静岡市葵区北沼上・きたぬまがみ

　　４２０-０００５・静岡県静岡市葵区北番町・きたはﾞんちよう

　　４２０-００２５・静岡県静岡市葵区金座町・きんざまち

　　４２１-１４０８・静岡県静岡市葵区崩野・くずれの

　　４２１-２２０３・静岡県静岡市葵区口坂本・くちさかもと

　　４２１-２２０２・静岡県静岡市葵区口仙俣・くちせんまた

　　４２０-０８１６・静岡県静岡市葵区沓谷・くつのや

　　４２０-００２２・静岡県静岡市葵区車町・くるまちよう

　　４２０-０８５１・静岡県静岡市葵区黒金町・くろがねちよう

　　４２１-１３０８・静岡県静岡市葵区黒俣・くろまた

　　４２１-２１１７・静岡県静岡市葵区幸庵新田・こうあんしんでん

　　４２１-２１０５・静岡県静岡市葵区郷島・ごうじま

　　４２０-０８５２・静岡県静岡市葵区紺屋町・こうやまち

　　４２８-０５０１・静岡県静岡市葵区小河内・こごうち

　　４２１-２２２５・静岡県静岡市葵区腰越・こしごえ

　　４２１-１３０１・静岡県静岡市葵区小島・こじま

　　４２１-１２２５・静岡県静岡市葵区小瀬戸・こぜと

　　４２０-００７５・静岡県静岡市葵区五番町・ごはﾞんちよう

　　４２０-００３１・静岡県静岡市葵区呉服町・ごふくちよう

　　４２１-１３１６・静岡県静岡市葵区小布杉・こぶすぎ

　　４２０-００４２・静岡県静岡市葵区駒形通・こまがたどおり

　　４２０-０００２・静岡県静岡市葵区材木町・ざいもくちよう

　　４２０-００６７・静岡県静岡市葵区幸町・さいわいちよう

　　４２０-０８５９・静岡県静岡市葵区栄町・さかえちよう

　　４２１-１４０５・静岡県静岡市葵区坂ノ上・さかのかみ

　　４２１-１３０３・静岡県静岡市葵区坂本・さかもと

　　４２０-００４８・静岡県静岡市葵区桜木町・さくらぎちよう

　　４２０-０９４５・静岡県静岡市葵区桜町・さくらちよう

　　４２０-００７３・静岡県静岡市葵区三番町・さんはﾞんちよう

　　４２１-１２１１・静岡県静岡市葵区慈悲尾・しいのお

　　４２０-００３５・静岡県静岡市葵区七間町・しちけんちよう

　　４２０-００７７・静岡県静岡市葵区七番町・しちはﾞんちよう

　　４２０-０９５５・静岡県静岡市葵区芝原・しはﾞはら

　　４２１-２１０８・静岡県静岡市葵区下・しも

　　４２０-０８４６・静岡県静岡市葵区城東町・じようとうちよう

　　４２０-０８５４・静岡県静岡市葵区城内町・じようないちよう

　　４２０-０８７１・静岡県静岡市葵区昭府・しようぶ

　　４２０-０８７２・静岡県静岡市葵区昭府町・しようぶちよう

　　４２０-０８０５・静岡県静岡市葵区城北・じようほく

　　４２０-００３３・静岡県静岡市葵区昭和町・しようわちよう

　　４２０-０９４４・静岡県静岡市葵区新伝馬・しんてんま

　　４２０-００６５・静岡県静岡市葵区新通・しんとおり

　　４２０-００６１・静岡県静岡市葵区新富町・しんとみちよう

　　４２１-１２０１・静岡県静岡市葵区新間・しんま

　　４２０-０００９・静岡県静岡市葵区神明町・しんめいちよう

　　４２０-０００８・静岡県静岡市葵区水道町・すいどうちよう

　　４２０-０００４・静岡県静岡市葵区末広町・すえひろちよう

　　４２１-１３０９・静岡県静岡市葵区杉尾・すぎお

　　４２０-００１６・静岡県静岡市葵区住吉町・すみよしちよう

　　４２０-００３６・静岡県静岡市葵区駿河町・するがちよう

　　４２０-０９０２・静岡県静岡市葵区諏訪・すわ

　　４２０-０８５５・静岡県静岡市葵区駿府城公園・すんふﾟじようこうえん

　　４２０-０８５６・静岡県静岡市葵区駿府町・すんふﾟちよう

　　４２０-００４７・静岡県静岡市葵区清閑町・せいかんちよう

　　４２０-０９１１・静岡県静岡市葵区瀬名・せな

　　４２０-０９１６・静岡県静岡市葵区瀬名中央・せなちゆうおう

　　４２０-０９１３・静岡県静岡市葵区瀬名川・せながわ

　　４２０-０８６２・静岡県静岡市葵区浅間町・せんげんちよう

　　４２０-０８４２・静岡県静岡市葵区銭座町・ぜんざまち

　　４２１-１２１２・静岡県静岡市葵区千代・せんだい

　　４２０-００２７・静岡県静岡市葵区大工町・だいくちよう

　　４２０-０８３９・静岡県静岡市葵区鷹匠・たかじよう



　　４２１-１２１４・静岡県静岡市葵区建穂・たきよう

　　４２１-２２２４・静岡県静岡市葵区内匠・たくみ

　　４２０-０９３４・静岡県静岡市葵区岳美・たけみ

　　４２８-０５０５・静岡県静岡市葵区田代・たしろ

　　４２０-０８７４・静岡県静岡市葵区辰起町・たつきちよう

　　４２０-０９３３・静岡県静岡市葵区立石・たていじ

　　４２０-００６８・静岡県静岡市葵区田町・たまち

　　４２１-２１０３・静岡県静岡市葵区俵沢・たわらざわ

　　４２１-２１０１・静岡県静岡市葵区俵峰・たわらみね

　　４２０-００２１・静岡県静岡市葵区茶町・ちやまち

　　４２０-０８０３・静岡県静岡市葵区千代田・ちよだ

　　４２０-０９４７・静岡県静岡市葵区堤町・つつみちよう

　　４２１-２１２１・静岡県静岡市葵区津渡野・つどの

　　４２１-１３０４・静岡県静岡市葵区寺島・てらじま

　　４２０-０９５１・静岡県静岡市葵区天神前・てんじんまえ

　　４２０-００４５・静岡県静岡市葵区天王町・てんのうちよう

　　４２０-０８５８・静岡県静岡市葵区伝馬町・てんまちよう

　　４２１-２３０４・静岡県静岡市葵区渡・ど

　　４２０-００６３・静岡県静岡市葵区通車町・とおりくるまちよう

　　４２０-００２９・静岡県静岡市葵区研屋町・とぎやちよう

　　４２０-００３４・静岡県静岡市葵区常磐町・ときわちよう

　　４２０-００１８・静岡県静岡市葵区土太夫町・どだゆうちよう

　　４２１-１４０４・静岡県静岡市葵区栃沢・とちざわ

　　４２０-０８４３・静岡県静岡市葵区巴町・ともえちよう

　　４２０-０９３２・静岡県静岡市葵区豊地・とよち

　　４２１-１３１１・静岡県静岡市葵区富沢・とんざわ

　　４２０-０９０３・静岡県静岡市葵区長尾・ながお

　　４２１-２２１６・静岡県静岡市葵区長熊・ながくま

　　４２１-２２２１・静岡県静岡市葵区中沢・なかざわ

　　４２０-００２４・静岡県静岡市葵区中町・なかちよう

　　４２１-２２１３・静岡県静岡市葵区長妻田・ながつまた

　　４２０-０８１３・静岡県静岡市葵区長沼・ながぬま

　　４２０-０８１４・静岡県静岡市葵区長沼南・ながぬまみなみ

　　４２１-２１１１・静岡県静岡市葵区中ノ郷・なかのごう

　　４２１-２３０５・静岡県静岡市葵区中平・なかひら

　　４２１-１４０７・静岡県静岡市葵区楢尾・ならお

　　４２１-１３１２・静岡県静岡市葵区奈良間・ならま

　　４２１-２１１６・静岡県静岡市葵区西ケ谷・にしがや

　　４２０-００１５・静岡県静岡市葵区錦町・にしきちよう

　　４２０-０８６６・静岡県静岡市葵区西草深町・にしくさぶかちよう

　　４２０-０９１４・静岡県静岡市葵区西瀬名町・にしせなちよう

　　４２０-０８４７・静岡県静岡市葵区西千代田町・にしちよだちよう

　　４２１-１２２６・静岡県静岡市葵区西又・にしまた

　　４２０-００４４・静岡県静岡市葵区西門町・にしもんちよう

　　４２０-００７２・静岡県静岡市葵区二番町・にはﾞんちよう

　　４２１-２３０２・静岡県静岡市葵区入島・にゆうじま

　　４２０-０９２１・静岡県静岡市葵区野丈・のだけ

　　４２１-２１０４・静岡県静岡市葵区野田平・のたひら

　　４２０-０８６４・静岡県静岡市葵区長谷町・はせちよう

　　４２０-０９６６・静岡県静岡市葵区羽高・はたか

　　４２０-０９６７・静岡県静岡市葵区羽高町・はたかちよう

　　４２０-００７８・静岡県静岡市葵区八番町・はちはﾞんちよう

　　４２１-１２１５・静岡県静岡市葵区羽鳥・はとり

　　４２１-１２１６・静岡県静岡市葵区羽鳥大門町・はとりだいもんちよう

　　４２１-１２１７・静岡県静岡市葵区羽鳥本町・はとりほんちよう

　　４２０-０８６７・静岡県静岡市葵区馬場町・はﾞはﾞんちよう

　　４２１-１２２４・静岡県静岡市葵区飯間・はんま

　　４２０-０９６２・静岡県静岡市葵区東・ひがじ

　　４２０-０８６５・静岡県静岡市葵区東草深町・ひがしくさぶかちよう

　　４２０-０８１７・静岡県静岡市葵区東静岡・ひがししずおか

　　４２０-０９１２・静岡県静岡市葵区東瀬名町・ひがしせなちよう

　　４２０-０８３３・静岡県静岡市葵区東鷹匠町・ひがしたかじようまち

　　４２０-０８０１・静岡県静岡市葵区東千代田・ひがしちよだ

　　４２０-００３７・静岡県静岡市葵区人宿町・ひとやどちよう

　　４２１-１４０３・静岡県静岡市葵区日向・ひなた

　　４２０-０８３７・静岡県静岡市葵区日出町・ひのでちよう

　　４２１-２３０６・静岡県静岡市葵区平野・ひらの

　　４２０-０９５４・静岡県静岡市葵区平柳・ひらやなぎ

　　４２０-０９０４・静岡県静岡市葵区平山・ひらやま

　　４２１-１３０６・静岡県静岡市葵区昼居渡・ひるいど



　　４２１-２１０９・静岡県静岡市葵区福田ケ谷・ふくだがや

　　４２１-１３１５・静岡県静岡市葵区富厚里・ふこうり

　　４２０-００２３・静岡県静岡市葵区富士見町・ふじみちよう

　　４２０-００４１・静岡県静岡市葵区双葉町・ふたはﾞちよう

　　４２０-０８１２・静岡県静岡市葵区古庄・ふるしよう

　　４２０-０８７６・静岡県静岡市葵区平和・へいわ

　　４２０-００６４・静岡県静岡市葵区本通・ほんとおり

　　４２０-００６６・静岡県静岡市葵区本通西町・ほんとおりにしまち

　　４２０-０９５７・静岡県静岡市葵区前林・まえはﾞやじ

　　４２１-１２２１・静岡県静岡市葵区牧ケ谷・まきがや

　　４２０-０９４１・静岡県静岡市葵区松富・まつどみ

　　４２０-０９４２・静岡県静岡市葵区松富上組・まつどみかみぐみ

　　４２１-２１２２・静岡県静岡市葵区松野・まつの

　　４２０-０８６１・静岡県静岡市葵区丸山町・まるやまちよう

　　４２０-０８７５・静岡県静岡市葵区美川町・みかわちよう

　　４２０-０８３１・静岡県静岡市葵区水落町・みずおちちよう

　　４２１-１３１３・静岡県静岡市葵区水見色・みずみいろ

　　４２０-０８４４・静岡県静岡市葵区緑町・みどりちよう

　　４２０-０９５６・静岡県静岡市葵区南・みなみ

　　４２０-００５４・静岡県静岡市葵区南安倍（１、２丁目）・みなみあべ(１､２)

　　４２０-０９１５・静岡県静岡市葵区南瀬名町・みなみせなちよう

　　４２０-００５１・静岡県静岡市葵区南田町・みなみたまち

　　４２０-０９０５・静岡県静岡市葵区南沼上・みなみぬまがみ

　　４２０-０８６８・静岡県静岡市葵区宮ケ崎町・みやがさきちよう

　　４２０-０８２２・静岡県静岡市葵区宮前町・みやまえちよう

　　４２０-０８５７・静岡県静岡市葵区御幸町・みゆきちよう

　　４２０-００５３・静岡県静岡市葵区弥勒・みろく

　　４２１-２２１７・静岡県静岡市葵区森腰・もりこじ

　　４２１-１４０２・静岡県静岡市葵区諸子沢・もろこざわ

　　４２０-００２８・静岡県静岡市葵区屋形町・やかたまち

　　４２１-１４０９・静岡県静岡市葵区八草・やくさ

　　４２０-０９０６・静岡県静岡市葵区薬師・やくじ

　　４２０-００１３・静岡県静岡市葵区八千代町・やちよちよう

　　４２１-１２０２・静岡県静岡市葵区谷津・やつ

　　４２０-０００７・静岡県静岡市葵区柳町・やなぎちよう

　　４２０-０９６４・静岡県静岡市葵区柳原・やなぎはら

　　４２１-１２１３・静岡県静岡市葵区山崎・やまざき

　　４２１-２１０２・静岡県静岡市葵区油島・ゆじま

　　４２０-００１２・静岡県静岡市葵区柚木町・ゆずのきちよう

　　４２１-２２１２・静岡県静岡市葵区油野・ゆの

　　４２０-０８２１・静岡県静岡市葵区柚木・ゆのき

　　４２１-１４０６・静岡県静岡市葵区湯ノ島・ゆのしま

　　４２１-２１２３・静岡県静岡市葵区油山・ゆやま

　　４２０-０９４９・静岡県静岡市葵区与一・よいち

　　４２０-０８３２・静岡県静岡市葵区横内町・よこうちちよう

　　４２１-２２２６・静岡県静岡市葵区横沢・よこさわ

　　４２０-０８３５・静岡県静岡市葵区横田町・よこたまち

　　４２１-２３０７・静岡県静岡市葵区横山・よこやま

　　４２１-２１１５・静岡県静岡市葵区与左衛門新田・よざえもんしんでん

　　４２１-１２２３・静岡県静岡市葵区吉津・よしつﾞ

　　４２０-００４６・静岡県静岡市葵区吉野町・よしのちよう

　　４２０-００７４・静岡県静岡市葵区四番町・よんはﾞんちよう

　　４２０-０９２２・静岡県静岡市葵区流通センター・りゆうつうせんたｰ

　　４２０-０８０４・静岡県静岡市葵区竜南・りゆうなん

　　４２０-００３２・静岡県静岡市葵区両替町・りようがえちよう

　　４２０-００７６・静岡県静岡市葵区六番町・ろくはﾞんちよう

　　４２０-０００６・静岡県静岡市葵区若松町・わかまつちよう

　　４２１-２３０８・静岡県静岡市葵区蕨野・わらびの

　　４２２-００００・静岡県静岡市駿河区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２１-０１３４・静岡県静岡市駿河区青木・あおき

　　４２２-８０１４・静岡県静岡市駿河区青沢・あおさわ

　　４２２-８０１２・静岡県静岡市駿河区安居・あご

　　４２２-８０３１・静岡県静岡市駿河区有明町・ありあけちよう

　　４２２-８００５・静岡県静岡市駿河区池田・いけだ

　　４２２-８０４２・静岡県静岡市駿河区石田・いしだ

　　４２２-８０６６・静岡県静岡市駿河区泉町・いずみちよう

　　４２２-８０６２・静岡県静岡市駿河区稲川・いながわ

　　４２１-０１０５・静岡県静岡市駿河区宇津ノ谷・うつのや

　　４２２-８０３２・静岡県静岡市駿河区有東・うとう

　　４２２-８０７５・静岡県静岡市駿河区大坪町・おおつほﾞちよう



　　４２２-８０１７・静岡県静岡市駿河区大谷・おおや

　　４２１-０１３６・静岡県静岡市駿河区大和田・おおわだ

　　４２２-８０７２・静岡県静岡市駿河区小黒・おぐろ

　　４２１-０１３５・静岡県静岡市駿河区小坂・おさか

　　４２２-８０２１・静岡県静岡市駿河区小鹿・おしか

　　４２２-８０２２・静岡県静岡市駿河区恩田原・おんだはﾞら

　　４２２-８０２３・静岡県静岡市駿河区片山・かたやま

　　４２１-０１３３・静岡県静岡市駿河区鎌田・かまた

　　４２１-０１３２・静岡県静岡市駿河区上川原・かみかわはら

　　４２１-０１０６・静岡県静岡市駿河区北丸子・きたまりこ

　　４２２-８００４・静岡県静岡市駿河区国吉田・くによしだ

　　４２２-８００８・静岡県静岡市駿河区栗原・くりはら

　　４２１-０１１６・静岡県静岡市駿河区光陽町・こうようちよう

　　４２２-８０５５・静岡県静岡市駿河区寿町・ことぶきちよう

　　４２２-８０７８・静岡県静岡市駿河区さつき町・さつきちよう

　　４２２-８０３６・静岡県静岡市駿河区敷地・しきじ

　　４２１-０１１３・静岡県静岡市駿河区下川原・しもかわはら

　　４２１-０１１７・静岡県静岡市駿河区下川原南・しもかわはらみなみ

　　４２２-８０３７・静岡県静岡市駿河区下島・しもじま

　　４２２-８０６４・静岡県静岡市駿河区新川・しんかわ

　　４２１-０１２３・静岡県静岡市駿河区石部・せきべ

　　４２２-８０３４・静岡県静岡市駿河区高松・たかまつ

　　４２２-８０５６・静岡県静岡市駿河区津島町・つしまちよう

　　４２１-０１０２・静岡県静岡市駿河区手越・てごじ

　　４２１-０１３１・静岡県静岡市駿河区手越原・てごしはら

　　４２１-０１３７・静岡県静岡市駿河区寺田・てらだ

　　４２１-０１１２・静岡県静岡市駿河区東新田・とうしんでん

　　４２２-８０２７・静岡県静岡市駿河区豊田・とよだ

　　４２２-８０７１・静岡県静岡市駿河区豊原町・とよはらちよう

　　４２２-８０３３・静岡県静岡市駿河区登呂・とろ

　　４２２-８０４６・静岡県静岡市駿河区中島・なかじま

　　４２２-８０４１・静岡県静岡市駿河区中田・なかだ

　　４２２-８０４３・静岡県静岡市駿河区中田本町・なかだほんちよう

　　４２２-８０５１・静岡県静岡市駿河区中野新田・なかのしんでん

　　４２２-８０５８・静岡県静岡市駿河区中原・なかはら

　　４２２-８０１５・静岡県静岡市駿河区中平松・なかひらまつ

　　４２２-８０４７・静岡県静岡市駿河区中村町・なかむらちよう

　　４２２-８００１・静岡県静岡市駿河区中吉田・なかよしだ

　　４２２-８０１８・静岡県静岡市駿河区西大谷・にしおおや

　　４２２-８０４５・静岡県静岡市駿河区西島・にしじま

　　４２２-８０５３・静岡県静岡市駿河区西中原・にしなかはら

　　４２２-８０１６・静岡県静岡市駿河区西平松・にしひらまつ

　　４２２-８０４４・静岡県静岡市駿河区西脇・にしわき

　　４２２-８０１１・静岡県静岡市駿河区根古屋・ねごや

　　４２２-８０１９・静岡県静岡市駿河区東静岡・ひがししずおか

　　４２２-８００７・静岡県静岡市駿河区聖一色・ひじりいつしき

　　４２２-８００３・静岡県静岡市駿河区平沢・ひらさわ

　　４２１-０１２１・静岡県静岡市駿河区広野・ひろの

　　４２２-８０２６・静岡県静岡市駿河区富士見台・ふじみだい

　　４２２-８０１３・静岡県静岡市駿河区古宿・ふるやど

　　４２２-８００６・静岡県静岡市駿河区曲金・まがりかね

　　４２２-８０６３・静岡県静岡市駿河区馬渕・まぶち

　　４２１-０１０３・静岡県静岡市駿河区丸子・まりこ

　　４２１-０１１１・静岡県静岡市駿河区丸子新田・まりこしんでん

　　４２１-０１０４・静岡県静岡市駿河区丸子芹が谷町・まりこせりがやちよう

　　４２２-８０２５・静岡県静岡市駿河区水上・みずかみ

　　４２１-０１１５・静岡県静岡市駿河区みずほ・みずほ

　　４２２-８０５７・静岡県静岡市駿河区見瀬・みせ

　　４２２-８０５２・静岡県静岡市駿河区緑が丘町・みどりがおかちよう

　　４２２-８０５４・静岡県静岡市駿河区南安倍（３丁目）・みなみあべ(３)

　　４２２-８０６７・静岡県静岡市駿河区南町・みなみちよう

　　４２２-８０７４・静岡県静岡市駿河区南八幡町・みなみやはたちよう

　　４２２-８０２４・静岡県静岡市駿河区宮川・みやがわ

　　４２２-８０３５・静岡県静岡市駿河区宮竹・みやたけ

　　４２２-８０６５・静岡県静岡市駿河区宮本町・みやもとちよう

　　４２１-０１０１・静岡県静岡市駿河区向敷地・むこうしきじ

　　４２１-０１０７・静岡県静岡市駿河区向手越・むこうてごじ

　　４２１-０１２２・静岡県静岡市駿河区用宗・もちむね

　　４２１-０１２５・静岡県静岡市駿河区用宗小石町・もちむねこいしちよう

　　４２１-０１２４・静岡県静岡市駿河区用宗城山町・もちむねしろやまちよう



　　４２１-０１２６・静岡県静岡市駿河区用宗巴町・もちむねともえちよう

　　４２１-０１１４・静岡県静岡市駿河区桃園町・ももぞのちよう

　　４２２-８０６１・静岡県静岡市駿河区森下町・もりしたちよう

　　４２２-８００２・静岡県静岡市駿河区谷田・やだ

　　４２２-８０７６・静岡県静岡市駿河区八幡・やはた

　　４２２-８０７３・静岡県静岡市駿河区八幡山・やはたやま

　　４２２-８０７７・静岡県静岡市駿河区大和・やまと

　　４２２-８００９・静岡県静岡市駿河区弥生町・やよいちよう

　　４２２-００００・静岡県静岡市清水区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２４-０８２１・静岡県静岡市清水区相生町・あいおいちよう

　　４２４-０８０５・静岡県静岡市清水区愛染町・あいぞめちよう

　　４２４-０８４３・静岡県静岡市清水区青葉町・あおはﾞちよう

　　４２４-０８０１・静岡県静岡市清水区秋吉町・あきよしちよう

　　４２４-０８２２・静岡県静岡市清水区旭町・あさひちよう

　　４２４-０１０７・静岡県静岡市清水区新丹谷・あらたんや

　　４２４-０８３８・静岡県静岡市清水区淡島町・あわしまちよう

　　４２４-００２７・静岡県静岡市清水区飯田町・いいだちよう

　　４２４-０１１２・静岡県静岡市清水区伊佐布・いさぶ

　　４２４-０００５・静岡県静岡市清水区石川・いしかわ

　　４２４-０００７・静岡県静岡市清水区石川新町・いしかわしんまち

　　４２４-０００６・静岡県静岡市清水区石川本町・いしかわほんちよう

　　４２４-０１１４・静岡県静岡市清水区庵原町・いはらちよう

　　４２４-０８７４・静岡県静岡市清水区今泉・いまいずみ

　　４２４-０８３１・静岡県静岡市清水区入江・いりえ

　　４２４-０８３９・静岡県静岡市清水区入江岡町・いりえおかちよう

　　４２４-０８３２・静岡県静岡市清水区入江南町・いりえみなみちよう

　　４２４-０９４２・静岡県静岡市清水区入船町・いりふねちよう

　　４２４-０８７３・静岡県静岡市清水区有東坂・うとうざか

　　４２４-０８７９・静岡県静岡市清水区有度本町・うどほんちよう

　　４２４-０９３８・静岡県静岡市清水区梅が岡・うめがおか

　　４２４-０００１・静岡県静岡市清水区梅ケ谷・うめがや

　　４２４-０９４８・静岡県静岡市清水区梅田町・うめだちよう

　　４２４-０８７１・静岡県静岡市清水区上原・うわはら

　　４２４-００４３・静岡県静岡市清水区永楽町・えいらくちよう

　　４２４-００４４・静岡県静岡市清水区江尻台町・えじりだいまち

　　４２４-０８１８・静岡県静岡市清水区江尻町・えじりちよう

　　４２４-０８１５・静岡県静岡市清水区江尻東・えじりひがじ

　　４２４-００５４・静岡県静岡市清水区恵比寿町・えびすちよう

　　４２４-０８４１・静岡県静岡市清水区追分・おいわけ

　　４２４-００６１・静岡県静岡市清水区大内・おおうち

　　４２４-００６２・静岡県静岡市清水区大内新田・おおうちしんでん

　　４２４-０８５８・静岡県静岡市清水区大沢町・おおさわちよう

　　４２４-０８４７・静岡県静岡市清水区大坪・おおつほﾞ

　　４２４-０８０８・静岡県静岡市清水区大手・おおて

　　４２４-０４１１・静岡県静岡市清水区大平・おおひら

　　４２４-０９３１・静岡県静岡市清水区岡町・おかまち

　　４２４-０２０３・静岡県静岡市清水区興津東町・おきつあずまちよう

　　４２４-０２０２・静岡県静岡市清水区興津井上町・おきついのうえちよう

　　４２４-０２０６・静岡県静岡市清水区興津清見寺町・おきつせいけんじちよう

　　４２４-０２０４・静岡県静岡市清水区興津中町・おきつなかちよう

　　４２４-０２０５・静岡県静岡市清水区興津本町・おきつほんちよう

　　４２４-０００８・静岡県静岡市清水区押切・おしきり

　　４２４-０８１２・静岡県静岡市清水区小芝町・おしはﾞちよう

　　４２４-０３０５・静岡県静岡市清水区小島町・おじまちよう

　　４２４-０３０６・静岡県静岡市清水区小島本町・おじまほんちよう

　　４２４-０１０３・静岡県静岡市清水区尾羽・おはﾞね

　　４２４-０９０２・静岡県静岡市清水区折戸・おりど

　　４２４-０００９・静岡県静岡市清水区柏尾・かしお

　　４２４-０８４２・静岡県静岡市清水区春日・かすが

　　４２４-０８２７・静岡県静岡市清水区上・かみ

　　４２４-０８３５・静岡県静岡市清水区上清水町・かみしみずちよう

　　４２４-０８５７・静岡県静岡市清水区川原町・かわはらちよう

　　４２４-０８５２・静岡県静岡市清水区神田町・かんだちよう

　　４２１-３２０３・静岡県静岡市清水区蒲原・かんはﾞら

　　４２１-３２１５・静岡県静岡市清水区蒲原神沢・かんはﾞらかんざわ

　　４２１-３２１２・静岡県静岡市清水区蒲原小金・かんはﾞらこがね

　　４２１-３２０２・静岡県静岡市清水区蒲原新栄・かんはﾞらしんえい

　　４２１-３２１１・静岡県静岡市清水区蒲原新田・かんはﾞらしんでん

　　４２１-３２１４・静岡県静岡市清水区蒲原堰沢・かんはﾞらせぎざわ

　　４２１-３２１３・静岡県静岡市清水区蒲原中・かんはﾞらなか



　　４２１-３２０１・静岡県静岡市清水区蒲原東・かんはﾞらひがじ

　　４２４-０８６５・静岡県静岡市清水区北矢部・きたやべ

　　４２４-０９３７・静岡県静岡市清水区北矢部町・きたやべちよう

　　４２４-００５２・静岡県静岡市清水区北脇・きたわき

　　４２４-００５１・静岡県静岡市清水区北脇新田・きたわきしんでん

　　４２４-００５５・静岡県静岡市清水区吉川・きつかわ

　　４２４-０８４６・静岡県静岡市清水区木の下町・きのしたちよう

　　４２４-０４０２・静岡県静岡市清水区清地・きよじ

　　４２４-０８１７・静岡県静岡市清水区銀座・ぎんざ

　　４２４-０１０４・静岡県静岡市清水区草ケ谷・くさがや

　　４２４-０８８６・静岡県静岡市清水区草薙・くさなぎ

　　４２４-０８８４・静岡県静岡市清水区草薙一里山・くさなぎいちりやま

　　４２４-０８８３・静岡県静岡市清水区草薙北・くさなぎきた

　　４２４-０８８５・静岡県静岡市清水区草薙杉道・くさなぎすぎみち

　　４２４-０８８１・静岡県静岡市清水区楠・くすのき

　　４２４-０８８２・静岡県静岡市清水区楠新田・くすのきしんでん

　　４２４-０４１２・静岡県静岡市清水区河内・こうち

　　４２４-０９１４・静岡県静岡市清水区港南町・こうなんちよう

　　４２４-０３０２・静岡県静岡市清水区小河内・こごうち

　　４２４-０９１７・静岡県静岡市清水区駒越・こまごえ

　　４２４-０９０６・静岡県静岡市清水区駒越北町・こまごえきたまち

　　４２４-０９０４・静岡県静岡市清水区駒越中・こまごえなか

　　４２４-０９０５・静岡県静岡市清水区駒越西・こまごえにじ

　　４２４-０９０７・静岡県静岡市清水区駒越東町・こまごえひがしちよう

　　４２４-０９０３・静岡県静岡市清水区駒越南町・こまごえみなみちよう

　　４２４-０９２３・静岡県静岡市清水区幸町・さいわいちよう

　　４２４-０８３６・静岡県静岡市清水区桜が丘町・さくらがおかちよう

　　４２４-０８３７・静岡県静岡市清水区桜橋町・さくらはﾞしちよう

　　４２４-０９３３・静岡県静岡市清水区三光町・さんこうちよう

　　４２４-０４０５・静岡県静岡市清水区茂野島・しげのしま

　　４２４-０３０１・静岡県静岡市清水区宍原・ししはら

　　４２４-００５３・静岡県静岡市清水区渋川・しぶかわ

　　４２４-０８２３・静岡県静岡市清水区島崎町・しまざきちよう

　　４２４-０９４７・静岡県静岡市清水区清水町・しみずまち

　　４２４-０９２５・静岡県静岡市清水区清水村松地先新田・しみずむらまつちさきしんでん

　　４２４-０９３９・静岡県静岡市清水区下清水町・しもしみずちよう

　　４２４-００２１・静岡県静岡市清水区下野北・しものきた

　　４２４-００１１・静岡県静岡市清水区下野町・しものちよう

　　４２４-００２９・静岡県静岡市清水区下野中・しものなか

　　４２４-００１２・静岡県静岡市清水区下野西・しものにじ

　　４２４-００２８・静岡県静岡市清水区下野東・しものひがじ

　　４２４-００１３・静岡県静岡市清水区下野緑町・しものみどりちよう

　　４２４-０２０１・静岡県静岡市清水区承元寺町・しようげんじちよう

　　４２４-０８５５・静岡県静岡市清水区庄福町・しようふくちよう

　　４２４-０８５６・静岡県静岡市清水区上力町・じようりきちよう

　　４２４-０８３３・静岡県静岡市清水区新富町・しんとみちよう

　　４２４-０９２７・静岡県静岡市清水区新緑町・しんみどりちよう

　　４２４-０８２４・静岡県静岡市清水区新港町・しんみなとちよう

　　４２４-０１０６・静岡県静岡市清水区杉山・すぎやま

　　４２４-０９２４・静岡県静岡市清水区清開・せいかい

　　４２４-０９１５・静岡県静岡市清水区増・ぞう

　　４２４-００３７・静岡県静岡市清水区袖師町・そでしちよう

　　４２４-００４１・静岡県静岡市清水区高橋・たかはじ

　　４２４-００４８・静岡県静岡市清水区高橋町・たかはしちよう

　　４２４-００４２・静岡県静岡市清水区高橋南町・たかはしみなみちよう

　　４２４-０４０４・静岡県静岡市清水区高山・たかやま

　　４２４-０８１３・静岡県静岡市清水区宝町・たからちよう

　　４２４-０３０３・静岡県静岡市清水区但沼町・ただぬまちよう

　　４２４-０３０４・静岡県静岡市清水区立花・たちはﾞな

　　４２４-０８０４・静岡県静岡市清水区田町・たまち

　　４２４-０８２８・静岡県静岡市清水区千歳町・ちとせちよう

　　４２４-０９４４・静岡県静岡市清水区築地町・つきじちよう

　　４２４-０８５３・静岡県静岡市清水区月見町・つきみちよう

　　４２４-０８０６・静岡県静岡市清水区辻・つじ

　　４２４-００４７・静岡県静岡市清水区鶴舞町・つるまいちよう

　　４２４-０８０９・静岡県静岡市清水区天神・てんじん

　　４２４-００１５・静岡県静岡市清水区天王町・てんのうちよう

　　４２４-００１６・静岡県静岡市清水区天王西・てんのうにじ

　　４２４-００１７・静岡県静岡市清水区天王東・てんのうひがじ

　　４２４-００１４・静岡県静岡市清水区天王南・てんのうみなみ



　　４２４-０４１４・静岡県静岡市清水区土・ど

　　４２４-０８５１・静岡県静岡市清水区堂林・どうはﾞやじ

　　４２４-０４０６・静岡県静岡市清水区葛沢・とずらさわ

　　４２４-０９１２・静岡県静岡市清水区殿沢・とのさわ

　　４２４-０８２９・静岡県静岡市清水区巴町・ともえちよう

　　４２４-００６７・静岡県静岡市清水区鳥坂・とりさか

　　４２４-０４０１・静岡県静岡市清水区中河内・なかごうち

　　４２４-００６５・静岡県静岡市清水区長崎・ながさき

　　４２４-００６４・静岡県静岡市清水区長崎新田・ながさきしんでん

　　４２４-００６８・静岡県静岡市清水区長崎南町・ながさきみなみちよう

　　４２４-０８８８・静岡県静岡市清水区中之郷・なかのごう

　　４２４-０８５４・静岡県静岡市清水区中矢部町・なかやべちよう

　　４２４-００６６・静岡県静岡市清水区七ツ新屋・ななつしんや

　　４２４-００４６・静岡県静岡市清水区西大曲町・にしおおまがりちよう

　　４２４-００３８・静岡県静岡市清水区西久保・にしくほﾞ

　　４２４-０４１３・静岡県静岡市清水区西里・にしざと

　　４２４-０８４４・静岡県静岡市清水区西高町・にしたかちよう

　　４２４-０８１１・静岡県静岡市清水区二の丸町・にのまるちよう

　　４２４-０４１５・静岡県静岡市清水区布沢・ぬのざわ

　　４２４-０９３５・静岡県静岡市清水区沼田町・ぬまたちよう

　　４２４-００６３・静岡県静岡市清水区能島・のうじま

　　４２４-０００３・静岡県静岡市清水区蜂ケ谷・はちがや

　　４２４-０００４・静岡県静岡市清水区蜂ケ谷南町・はちがやみなみちよう

　　４２４-０８３４・静岡県静岡市清水区浜田町・はまだちよう

　　４２４-０１１３・静岡県静岡市清水区原・はら

　　４２４-００５６・静岡県静岡市清水区半左衛門新田・はんざえもんしんでん

　　４２４-００４５・静岡県静岡市清水区東大曲町・ひがしおおまがりちよう

　　４２４-０９２９・静岡県静岡市清水区日立町・ひたちちよう

　　４２４-０９２２・静岡県静岡市清水区日の出町・ひのでちよう

　　４２４-０８７２・静岡県静岡市清水区平川地・ひらかわじ

　　４２４-０１０２・静岡県静岡市清水区広瀬・ひろせ

　　４２４-０９４１・静岡県静岡市清水区富士見町・ふじみちよう

　　４２４-０８６６・静岡県静岡市清水区船越・ふなこじ

　　４２４-０８６１・静岡県静岡市清水区船越町・ふなこしちよう

　　４２４-０８６２・静岡県静岡市清水区船越東町・ふなこしひがしちよう

　　４２４-０８６３・静岡県静岡市清水区船越南町・ふなこしみなみちよう

　　４２４-０８４５・静岡県静岡市清水区船原・ふなはﾞら

　　４２４-０９１６・静岡県静岡市清水区蛇塚・へびつか

　　４２４-００５７・静岡県静岡市清水区堀込・ほりごめ

　　４２４-０８１４・静岡県静岡市清水区本郷町・ほんごうちよう

　　４２４-０９４９・静岡県静岡市清水区本町・ほんまち

　　４２４-０８１６・静岡県静岡市清水区真砂町・まさごちよう

　　４２４-０９２１・静岡県静岡市清水区松井町・まついちよう

　　４２４-０８２５・静岡県静岡市清水区松原町・まつはﾞらちよう

　　４２４-０８７５・静岡県静岡市清水区馬走・まはﾞせ

　　４２４-０８７６・静岡県静岡市清水区馬走北・まはﾞせきた

　　４２４-０８７７・静岡県静岡市清水区馬走坂の上・まはﾞせさかのうえ

　　４２４-０８２６・静岡県静岡市清水区万世町・まんせいちよう

　　４２４-０８７８・静岡県静岡市清水区御門台・みかどだい

　　４２４-０９２８・静岡県静岡市清水区緑が丘町・みどりがおかちよう

　　４２４-０９４３・静岡県静岡市清水区港町・みなとちよう

　　４２４-０９３２・静岡県静岡市清水区南岡町・みなみおかまち

　　４２４-０８６４・静岡県静岡市清水区南矢部・みなみやべ

　　４２４-０９４５・静岡県静岡市清水区美濃輪町・みのわちよう

　　４２４-０９０１・静岡県静岡市清水区三保・みほ

　　４２４-０９０８・静岡県静岡市清水区三保松原町・みほまつはﾞらちよう

　　４２４-０９１１・静岡県静岡市清水区宮加三・みやかみ

　　４２４-０８０３・静岡県静岡市清水区宮下町・みやしたちよう

　　４２４-０８０７・静岡県静岡市清水区宮代町・みやしろちよう

　　４２４-０９３６・静岡県静岡市清水区向田町・むかいだちよう

　　４２４-０９１３・静岡県静岡市清水区迎山町・むかえやまちよう

　　４２４-０９２６・静岡県静岡市清水区村松・むらまつ

　　４２４-０９３４・静岡県静岡市清水区村松原・むらまつはら

　　４２４-０８１９・静岡県静岡市清水区元城町・もとしろちよう

　　４２４-０１０１・静岡県静岡市清水区茂畑・もはﾞた

　　４２４-０２１２・静岡県静岡市清水区八木間町・やぎまちよう

　　４２４-０８０２・静岡県静岡市清水区矢倉町・やぐらちよう

　　４２４-００２３・静岡県静岡市清水区八坂北・やさかきた

　　４２４-００２２・静岡県静岡市清水区八坂町・やさかちよう

　　４２４-００２５・静岡県静岡市清水区八坂西町・やさかにしちよう



　　４２４-００２４・静岡県静岡市清水区八坂東・やさかひがじ

　　４２４-００２６・静岡県静岡市清水区八坂南町・やさかみなみちよう

　　４２４-０８８７・静岡県静岡市清水区谷田・やだ

　　４２４-０９４６・静岡県静岡市清水区八千代町・やちよちよう

　　４２４-０２１１・静岡県静岡市清水区谷津町・やつちよう

　　４２４-０１０５・静岡県静岡市清水区山切・やまきり

　　４２４-００１８・静岡県静岡市清水区弥生町・やよいちよう

　　４２４-０００２・静岡県静岡市清水区山原・やんはﾞら

　　４２１-３１０３・静岡県静岡市清水区由比・ゆい

　　４２１-３１０７・静岡県静岡市清水区由比阿僧・ゆいあそう

　　４２１-３１１１・静岡県静岡市清水区由比今宿・ゆいいまじゆく

　　４２１-３１０１・静岡県静岡市清水区由比入山・ゆいいりやま

　　４２１-３１０４・静岡県静岡市清水区由比北田・ゆいきただ

　　４２１-３１１２・静岡県静岡市清水区由比寺尾・ゆいてらお

　　４２１-３１１５・静岡県静岡市清水区由比西倉澤・ゆいにしくらさわ

　　４２１-３１０６・静岡県静岡市清水区由比西山寺・ゆいにしやまでら

　　４２１-３１１４・静岡県静岡市清水区由比東倉澤・ゆいひがしくらさわ

　　４２１-３１０２・静岡県静岡市清水区由比東山寺・ゆいひがしやまでら

　　４２１-３１０５・静岡県静岡市清水区由比町屋原・ゆいまちやはら

　　４２４-００３１・静岡県静岡市清水区横砂・よこすな

　　４２４-００３４・静岡県静岡市清水区横砂中町・よこすななかちよう

　　４２４-００３６・静岡県静岡市清水区横砂西町・よこすなにしちよう

　　４２４-００３２・静岡県静岡市清水区横砂東町・よこすなひがしちよう

　　４２４-００３３・静岡県静岡市清水区横砂本町・よこすなほんちよう

　　４２４-００３５・静岡県静岡市清水区横砂南町・よこすなみなみちよう

　　４２４-０１１１・静岡県静岡市清水区吉原・よしわら

　　４２４-０４０３・静岡県静岡市清水区和田島・わだしま

　　４３２-００００・静岡県浜松市中区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３０-０８０５・静岡県浜松市中区相生町・あいおいちよう

　　４３３-８１１１・静岡県浜松市中区葵西・あおいにじ

　　４３３-８１１４・静岡県浜松市中区葵東・あおいひがじ

　　４３２-８０４３・静岡県浜松市中区浅田町・あさだちよう

　　４３０-０９２７・静岡県浜松市中区旭町・あさひちよう

　　４３３-８１１３・静岡県浜松市中区小豆餅・あずきもち

　　４３０-０９４５・静岡県浜松市中区池町・いけまち

　　４３３-８１２４・静岡県浜松市中区泉・いずみ

　　４３３-８１２６・静岡県浜松市中区泉町・いずみちよう

　　４３０-０９２８・静岡県浜松市中区板屋町・いたやまち

　　４３０-７７９０・静岡県浜松市中区板屋町浜松アクトタワー

　　４３０-０８５４・静岡県浜松市中区瓜内町・うりうちちよう

　　４３２-８０３３・静岡県浜松市中区海老塚・えびつか

　　４３２-８０３２・静岡県浜松市中区海老塚町・えびつかちよう

　　４３０-０９４９・静岡県浜松市中区尾張町・おわりちよう

　　４３０-０９３３・静岡県浜松市中区鍛冶町・かじまち

　　４３２-８０４６・静岡県浜松市中区春日町・かすがちよう

　　４３２-８０４２・静岡県浜松市中区上浅田・かみあさだ

　　４３３-８１２２・静岡県浜松市中区上島・かみじま

　　４３２-８０４７・静岡県浜松市中区神田町・かみだまち

　　４３２-８０２３・静岡県浜松市中区鴨江・かもえ

　　４３２-８０２４・静岡県浜松市中区鴨江町・かもえちよう

　　４３０-０９４３・静岡県浜松市中区北田町・きたたまち

　　４３０-０９２３・静岡県浜松市中区北寺島町・きたてらじまちよう

　　４３０-０８０６・静岡県浜松市中区木戸町・きどちよう

　　４３０-０９４８・静岡県浜松市中区元目町・げんもくちよう

　　４３０-０９３８・静岡県浜松市中区紺屋町・こうやまち

　　４３３-８１２３・静岡県浜松市中区幸・さいわい

　　４３２-８０２５・静岡県浜松市中区栄町・さかえまち

　　４３０-０９３２・静岡県浜松市中区肴町・さかなまち

　　４３０-０８０７・静岡県浜松市中区佐藤・さとう

　　４３２-８０２１・静岡県浜松市中区佐鳴台・さなるだい

　　４３２-８０３４・静岡県浜松市中区塩町・しおまち

　　４３２-８０１４・静岡県浜松市中区鹿谷町・しかたにちよう

　　４３２-８０１８・静岡県浜松市中区蜆塚・しじみつﾞか

　　４３５-００５５・静岡県浜松市中区十軒町・じつけんちよう

　　４３０-０９０５・静岡県浜松市中区下池川町・しもいけがわちよう

　　４３２-８０１１・静岡県浜松市中区城北・じようほく

　　４３０-０９１１・静岡県浜松市中区新津町・しんつﾞちよう

　　４３０-０９３１・静岡県浜松市中区神明町・しんめいちよう

　　４３２-８０４１・静岡県浜松市中区菅原町・すがわらちよう

　　４３０-０９０３・静岡県浜松市中区助信町・すけのぶちよう



　　４３０-０９２６・静岡県浜松市中区砂山町・すなやまちよう

　　４３０-０９０６・静岡県浜松市中区住吉・すみよじ

　　４３５-００５４・静岡県浜松市中区早出町・そうでちよう

　　４３０-０９３６・静岡県浜松市中区大工町・だいくまち

　　４３３-８１１９・静岡県浜松市中区高丘北・たかおかきた

　　４３３-８１１８・静岡県浜松市中区高丘西・たかおかにじ

　　４３３-８１１７・静岡県浜松市中区高丘東・たかおかひがじ

　　４３０-０９０７・静岡県浜松市中区高林・たかはﾞやじ

　　４３２-８０１５・静岡県浜松市中区高町・たかまち

　　４３０-０９４４・静岡県浜松市中区田町・たまち

　　４３０-０９３４・静岡県浜松市中区千歳町・ちとせちよう

　　４３０-０９２９・静岡県浜松市中区中央・ちゆうおう

　　４３０-０９２５・静岡県浜松市中区寺島町・てらじまちよう

　　４３０-０８０８・静岡県浜松市中区天神町・てんじんまち

　　４３０-０９３５・静岡県浜松市中区伝馬町・てんまちよう

　　４３０-０９３７・静岡県浜松市中区利町・とぎまち

　　４３０-０９１７・静岡県浜松市中区常盤町・ときわちよう

　　４３２-８００２・静岡県浜松市中区富塚町・とみつかちよう

　　４３０-０８０４・静岡県浜松市中区富吉町・とみよしちよう

　　４３０-０９０４・静岡県浜松市中区中沢町・なかざわちよう

　　４３０-０８５６・静岡県浜松市中区中島・なかじま

　　４３０-０８５７・静岡県浜松市中区中島町・なかじまちよう

　　４３２-８０１６・静岡県浜松市中区中山町・なかやまちよう

　　４３０-０９１２・静岡県浜松市中区茄子町・なすびちよう

　　４３０-０８１１・静岡県浜松市中区名塚町・なつﾞかちよう

　　４３２-８０３１・静岡県浜松市中区平田町・なめだちよう

　　４３２-８０３５・静岡県浜松市中区成子町・なるこちよう

　　４３２-８０４５・静岡県浜松市中区西浅田・にしあさだ

　　４３２-８０３８・静岡県浜松市中区西伊場町・にしいはﾞちよう

　　４３３-８１１６・静岡県浜松市中区西丘町・にしおかちよう

　　４３２-８０１２・静岡県浜松市中区布橋・ぬのはじ

　　４３０-０９１９・静岡県浜松市中区野口町・のぐちちよう

　　４３２-８０５３・静岡県浜松市中区法枝町・のりえだちよう

　　４３３-８１２１・静岡県浜松市中区萩丘・はぎおか

　　４３２-８０２７・静岡県浜松市中区旅籠町・はたごまち

　　４３０-０９１８・静岡県浜松市中区八幡町・はちまんちよう

　　４３３-８１０９・静岡県浜松市中区花川町・はなかわちよう

　　４３０-０９１６・静岡県浜松市中区早馬町・はやうまちよう

　　４３２-８０３６・静岡県浜松市中区東伊場・ひがしいはﾞ

　　４３０-０９１５・静岡県浜松市中区東田町・ひがしたまち

　　４３０-０９０１・静岡県浜松市中区曳馬・ひくま

　　４３０-０９０２・静岡県浜松市中区曳馬町・ひくまちよう

　　４３２-８０１３・静岡県浜松市中区広沢・ひろさわ

　　４３０-０９１３・静岡県浜松市中区船越町・ふなこしちよう

　　４３２-８００４・静岡県浜松市中区文丘町・ふみおかちよう

　　４３５-００４５・静岡県浜松市中区細島町・ほそじまちよう

　　４３０-０９４７・静岡県浜松市中区松城町・まつしろちよう

　　４３２-８０１７・静岡県浜松市中区三組町・みくみちよう

　　４３２-８０４４・静岡県浜松市中区南浅田・みなみあさだ

　　４３２-８０３７・静岡県浜松市中区南伊場町・みなみいはﾞちよう

　　４３０-０８５１・静岡県浜松市中区向宿・むこうじゆく

　　４３２-８０２６・静岡県浜松市中区元魚町・もとうおちよう

　　４３０-０９４６・静岡県浜松市中区元城町・もとしろちよう

　　４３０-０９４２・静岡県浜松市中区元浜町・もとはまちよう

　　４３２-８０４８・静岡県浜松市中区森田町・もりたちよう

　　４３０-０９４１・静岡県浜松市中区山下町・やましたちよう

　　４３２-８０２２・静岡県浜松市中区山手町・やまてちよう

　　４３０-０９２４・静岡県浜松市中区龍禅寺町・りゆうぜんじちよう

　　４３０-０８５２・静岡県浜松市中区領家・りようけ

　　４３０-０９３９・静岡県浜松市中区連尺町・れんじやくちよう

　　４３３-８１２７・静岡県浜松市中区和合北・わごうきた

　　４３３-８１２５・静岡県浜松市中区和合町・わごうちよう

　　４３２-８００３・静岡県浜松市中区和地山・わじやま

　　４３２-００００・静岡県浜松市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３１-３１２１・静岡県浜松市東区有玉北町・ありたまきたまち

　　４３１-３１２６・静岡県浜松市東区有玉台・ありたまだい

　　４３１-３１２３・静岡県浜松市東区有玉西町・ありたまにしまち

　　４３１-３１２２・静岡県浜松市東区有玉南町・ありたまみなみまち

　　４３５-０００５・静岡県浜松市東区安新町・あんしんちよう

　　４３５-００１２・静岡県浜松市東区安間町・あんまちよう



　　４３５-００５１・静岡県浜松市東区市野町・いちのちよう

　　４３０-０８０３・静岡県浜松市東区植松町・うえまつちよう

　　４３５-００１４・静岡県浜松市東区大蒲町・おおかはﾞちよう

　　４３１-３１１２・静岡県浜松市東区大島町・おおしまちよう

　　４３１-３１１３・静岡県浜松市東区大瀬町・おおせちよう

　　４３１-３１０６・静岡県浜松市東区笠井上町・かさいかみまち

　　４３１-３１０５・静岡県浜松市東区笠井新田町・かさいしんでんちよう

　　４３１-３１０７・静岡県浜松市東区笠井町・かさいちよう

　　４３５-００５３・静岡県浜松市東区上新屋町・かみあらやちよう

　　４３５-０００１・静岡県浜松市東区上石田町・かみいしだちよう

　　４３５-００４８・静岡県浜松市東区上西町・かみにしちよう

　　４３５-００４１・静岡県浜松市東区北島町・きたじまちよう

　　４３１-３１０４・静岡県浜松市東区貴平町・きへいちよう

　　４３５-００１１・静岡県浜松市東区国吉町・くによしちよう

　　４３５-００５６・静岡県浜松市東区小池町・こいけちよう

　　４３０-０８０１・静岡県浜松市東区神立町・こうだちちよう

　　４３５-００１５・静岡県浜松市東区子安町・こやすちよう

　　４３５-００２１・静岡県浜松市東区材木町・ざいもくちよう

　　４３５-００４２・静岡県浜松市東区篠ケ瀬町・ささがせちよう

　　４３５-０００６・静岡県浜松市東区下石田町・しもいしだちよう

　　４３０-０８０２・静岡県浜松市東区将監町・しようげんちよう

　　４３１-３１０３・静岡県浜松市東区常光町・じようこうちよう

　　４３５-０００２・静岡県浜松市東区白鳥町・しろとりちよう

　　４３１-３１１４・静岡県浜松市東区積志町・せきしちよう

　　４３１-３１０８・静岡県浜松市東区恒武町・つねたけちよう

　　４３５-００５２・静岡県浜松市東区天王町・てんのうちよう

　　４３５-００１３・静岡県浜松市東区天龍川町・てんりゆうがわちよう

　　４３１-３１０２・静岡県浜松市東区豊西町・とよにしちよう

　　４３１-３１１１・静岡県浜松市東区中郡町・なかごおりちよう

　　４３５-０００３・静岡県浜松市東区中里町・なかさとちよう

　　４３５-００５７・静岡県浜松市東区中田町・なかだちよう

　　４３５-００３１・静岡県浜松市東区長鶴町・ながつるちよう

　　４３５-０００４・静岡県浜松市東区中野町・なかのまち

　　４３１-３１１５・静岡県浜松市東区西ケ崎町・にしがさきちよう

　　４３５-００４４・静岡県浜松市東区西塚町・にしつﾞかちよう

　　４３５-００４７・静岡県浜松市東区原島町・はﾞらじまちよう

　　４３１-３１２４・静岡県浜松市東区半田町・はんだちよう

　　４３１-３１２５・静岡県浜松市東区半田山・はんだやま

　　４３５-０００８・静岡県浜松市東区松小池町・まつこいけちよう

　　４３５-００４６・静岡県浜松市東区丸塚町・まるつﾞかちよう

　　４３５-００４３・静岡県浜松市東区宮竹町・みやたけちよう

　　４３５-００１７・静岡県浜松市東区薬師町・やくしちよう

　　４３５-００１８・静岡県浜松市東区薬新町・やくしんちよう

　　４３１-３１０１・静岡県浜松市東区豊町・ゆたかちよう

　　４３５-００２９・静岡県浜松市東区龍光町・りゆうこうちよう

　　４３５-０００７・静岡県浜松市東区流通元町・りゆうつうもとまち

　　４３５-００１６・静岡県浜松市東区和田町・わだちよう

　　４３２-００００・静岡県浜松市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３１-１１１１・静岡県浜松市西区伊左地町・いさじちよう

　　４３２-８０６１・静岡県浜松市西区入野町・いりのちよう

　　４３２-８００６・静岡県浜松市西区大久保町・おおくほﾞちよう

　　４３１-１１１２・静岡県浜松市西区大人見町・おおひとみちよう

　　４３２-８０６８・静岡県浜松市西区大平台・おおひらだい

　　４３１-１１０２・静岡県浜松市西区大山町・おおやまちよう

　　４３２-８００５・静岡県浜松市西区神ケ谷町・かみがやちよう

　　４３２-８００７・静岡県浜松市西区神原町・かみはらちよう

　　４３１-１２０９・静岡県浜松市西区舘山寺町・かんざんじちよう

　　４３１-１２０５・静岡県浜松市西区協和町・きようわちよう

　　４３１-１２０２・静岡県浜松市西区呉松町・くれまつちよう

　　４３１-１１０３・静岡県浜松市西区湖東町・ことうちよう

　　４３１-１１１３・静岡県浜松市西区古人見町・こひとみちよう

　　４３１-１１０４・静岡県浜松市西区桜台・さくらだい

　　４３１-１１１４・静岡県浜松市西区佐浜町・さはまちよう

　　４３２-８０６９・静岡県浜松市西区志都呂・しとろ

　　４３２-８０６６・静岡県浜松市西区志都呂町・しとろちよう

　　４３１-０２０１・静岡県浜松市西区篠原町・しのはらちよう

　　４３１-１２０８・静岡県浜松市西区庄内町・しようないちよう

　　４３１-１２０６・静岡県浜松市西区庄和町・しようわちよう

　　４３１-１２０４・静岡県浜松市西区白洲町・しらすちよう

　　４３２-８０７１・静岡県浜松市西区西都台町・せいとだいちよう



　　４３１-０２０２・静岡県浜松市西区坪井町・つほﾞいちよう

　　４３２-８０６７・静岡県浜松市西区西鴨江町・にしかもえちよう

　　４３２-８００１・静岡県浜松市西区西山町・にしやまちよう

　　４３１-１２０３・静岡県浜松市西区平松町・ひらまつちよう

　　４３１-１２０１・静岡県浜松市西区深萩町・ふかはぎちよう

　　４３１-０２１２・静岡県浜松市西区舞阪町長十新田・まいさかちようちようじゆうしんでん

　　４３１-０２１３・静岡県浜松市西区舞阪町浜田・まいさかちようはまだ

　　４３１-０２１４・静岡県浜松市西区舞阪町弁天島・まいさかちようべんてんじま

　　４３１-０２１１・静岡県浜松市西区舞阪町舞阪・まいさかちようまいさか

　　４３１-０２０３・静岡県浜松市西区馬郡町・まごおりちよう

　　４３１-１２０７・静岡県浜松市西区村櫛町・むらくしちよう

　　４３１-０１０３・静岡県浜松市西区雄踏・ゆうとう

　　４３１-０１０２・静岡県浜松市西区雄踏町宇布見・ゆうとうちよううぶみ

　　４３１-０１０１・静岡県浜松市西区雄踏町山崎・ゆうとうちようやまざき

　　４３１-１１０１・静岡県浜松市西区和光町・わこうちよう

　　４３１-１１１５・静岡県浜松市西区和地町・わじちよう

　　４３２-００００・静岡県浜松市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３５-００３７・静岡県浜松市南区青屋町・あおやちよう

　　４３５-００２８・静岡県浜松市南区飯田町・いいだちよう

　　４３５-００３３・静岡県浜松市南区石原町・いしはらちよう

　　４３０-０８５４・静岡県浜松市南区瓜内町・うりうちちよう

　　４３０-０８４４・静岡県浜松市南区江之島町・えのしまちよう

　　４３０-０８３５・静岡県浜松市南区遠州浜・えんしゆうはま

　　４３５-００２５・静岡県浜松市南区老間町・おいまちよう

　　４３５-００２４・静岡県浜松市南区大塚町・おおつかちよう

　　４３０-０８４２・静岡県浜松市南区大柳町・おおやぎちよう

　　４３２-８０５５・静岡県浜松市南区卸本町・おろしほんまち

　　４３０-０８１４・静岡県浜松市南区恩地町・おんちﾞちよう

　　４３５-００２６・静岡県浜松市南区金折町・かなおりちよう

　　４３０-０８２３・静岡県浜松市南区河輪町・かわわちよう

　　４３２-８０６４・静岡県浜松市南区倉松町・くらまつちよう

　　４３０-０８３１・静岡県浜松市南区御給町・ごきゆうちよう

　　４３２-８０６３・静岡県浜松市南区小沢渡町・こざわたりちよう

　　４３０-０８１６・静岡県浜松市南区参野町・さんじのちよう

　　４３０-０８３３・静岡県浜松市南区三新町・さんしんちよう

　　４３５-００３８・静岡県浜松市南区三和町・さんわちよう

　　４３０-０８２６・静岡県浜松市南区四本松町・しほんまつちよう

　　４３５-００２７・静岡県浜松市南区下飯田町・しもいいだちよう

　　４３０-０８２５・静岡県浜松市南区下江町・しもえちよう

　　４３０-０８４６・静岡県浜松市南区白羽町・しろわちよう

　　４３５-００２３・静岡県浜松市南区新貝町・しんがいちよう

　　４３０-０８１７・静岡県浜松市南区頭陀寺町・ずだじちよう

　　４３５-００３５・静岡県浜松市南区西伝寺町・せいでんじちよう

　　４３２-８０６２・静岡県浜松市南区増楽町・ぞうらちよう

　　４３２-８０６５・静岡県浜松市南区高塚町・たかつかちよう

　　４３２-８０５４・静岡県浜松市南区田尻町・たじりちよう

　　４３０-０８２７・静岡県浜松市南区立野町・たてのちよう

　　４３２-８０５７・静岡県浜松市南区堤町・つつみちよう

　　４３０-０８１５・静岡県浜松市南区都盛町・つもりちよう

　　４３５-００２２・静岡県浜松市南区鶴見町・つるみちよう

　　４３０-０８４１・静岡県浜松市南区寺脇町・てらわきちよう

　　４３０-０８２４・静岡県浜松市南区富屋町・とみやちよう

　　４３０-０８４５・静岡県浜松市南区中田島町・なかたじまちよう

　　４３０-０８３２・静岡県浜松市南区長田町・ながたちよう

　　４３０-０８３７・静岡県浜松市南区西島町・にしじまちよう

　　４３０-０８２１・静岡県浜松市南区西町・にしまち

　　４３２-８０５８・静岡県浜松市南区新橋町・につはﾟしちよう

　　４３０-０８３８・静岡県浜松市南区鼡野町・ねずみのちよう

　　４３２-８０５３・静岡県浜松市南区法枝町・のりえだちよう

　　４３０-０８２２・静岡県浜松市南区東町・ひがしまち

　　４３２-８０５２・静岡県浜松市南区東若林町・ひがしわかはﾞやしちよう

　　４３０-０８３６・静岡県浜松市南区福島町・ふくしまちよう

　　４３０-０８４３・静岡県浜松市南区福塚町・ふくつﾞかちよう

　　４３５-００３２・静岡県浜松市南区古川町・ふるかわちよう

　　４３０-０８１３・静岡県浜松市南区芳川町・ほうがわちよう

　　４３０-０８１２・静岡県浜松市南区本郷町・ほんごうちよう

　　４３０-０８３４・静岡県浜松市南区松島町・まつしまちよう

　　４３０-０８５３・静岡県浜松市南区三島町・みしまちよう

　　４３５-００３４・静岡県浜松市南区安松町・やすまつちよう

　　４３０-０８５５・静岡県浜松市南区楊子町・ようずちよう



　　４３２-８０５６・静岡県浜松市南区米津町・よねつﾞちよう

　　４３２-８０５１・静岡県浜松市南区若林町・わかはﾞやしちよう

　　４３５-００３６・静岡県浜松市南区渡瀬町・わたせちよう

　　４３２-００００・静岡県浜松市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３１-２２１２・静岡県浜松市北区引佐町井伊谷・いなさちよういいのや

　　４３１-２２０５・静岡県浜松市北区引佐町伊平・いなさちよういだいら

　　４３１-２２２４・静岡県浜松市北区引佐町奥山・いなさちようおくやま

　　４３１-２２１３・静岡県浜松市北区引佐町金指・いなさちようかなさじ

　　４３１-２２２５・静岡県浜松市北区引佐町狩宿・いなさちようかりしゆく

　　４３１-２２０２・静岡県浜松市北区引佐町川名・いなさちようかわな

　　４３１-２２２２・静岡県浜松市北区引佐町黒渕・いなさちようくろぶち

　　４３１-２５３７・静岡県浜松市北区引佐町渋川・いなさちようしぶかわ

　　４３１-２５３３・静岡県浜松市北区引佐町四方浄・いなさちようしほうじよう

　　４３１-２２１５・静岡県浜松市北区引佐町白岩・いなさちようしらいわ

　　４３１-２５３６・静岡県浜松市北区引佐町田沢・いなさちようたざわ

　　４３１-２２２１・静岡県浜松市北区引佐町田畑・いなさちようたはﾞたけ

　　４３１-２２２３・静岡県浜松市北区引佐町栃窪・いなさちようとちくほﾞ

　　４３１-２２０４・静岡県浜松市北区引佐町兎荷・いなさちようとつか

　　４３１-２５３２・静岡県浜松市北区引佐町西久留女木・いなさちようにしくるめき

　　４３１-２２０６・静岡県浜松市北区引佐町西黒田・いなさちようにしくろだ

　　４３１-２２１１・静岡県浜松市北区引佐町花平・いなさちようはなだいら

　　４３１-２５３１・静岡県浜松市北区引佐町東久留女木（３７２～７９９)・いなさちようひがしくる

めき

　　４３１-２２０１・静岡県浜松市北区引佐町東久留女木（その他）・いなさちようひがしくるめき(そ

のた)

　　４３１-２２０７・静岡県浜松市北区引佐町東黒田・いなさちようひがしくろだ

　　４３１-２５３４・静岡県浜松市北区引佐町別所・いなさちようべつしよ

　　４３１-２５３５・静岡県浜松市北区引佐町的場・いなさちようまとはﾞ

　　４３１-２２０３・静岡県浜松市北区引佐町三岳・いなさちようみたけ

　　４３１-２２２６・静岡県浜松市北区引佐町谷沢・いなさちようやざわ

　　４３１-２２１４・静岡県浜松市北区引佐町横尾・いなさちようよこお

　　４３３-８１０２・静岡県浜松市北区大原町・おおはらちよう

　　４３１-２２１６・静岡県浜松市北区神宮寺町・じんぐうじちよう

　　４３１-２１０３・静岡県浜松市北区新都田・しんみやこだ

　　４３１-２１０１・静岡県浜松市北区滝沢町・たきさわちよう

　　４３３-８１０３・静岡県浜松市北区豊岡町・とよおかちよう

　　４３３-８１０８・静岡県浜松市北区根洗町・ねあらいちよう

　　４３３-８１１２・静岡県浜松市北区初生町・はつおいちよう

　　４３３-８１０４・静岡県浜松市北区東三方町・ひがしみかたちよう

　　４３１-１３０１・静岡県浜松市北区細江町小野・ほそえちようおの

　　４３１-１３０５・静岡県浜松市北区細江町気賀・ほそえちようきが

　　４３１-１３０４・静岡県浜松市北区細江町中川・ほそえちようなかがわ

　　４３１-１３０２・静岡県浜松市北区細江町広岡・ほそえちようひろおか

　　４３１-１３０３・静岡県浜松市北区細江町三和・ほそえちようみわ

　　４３３-８１０５・静岡県浜松市北区三方原町・みかたはらちよう

　　４３１-１４０４・静岡県浜松市北区三ヶ日町宇志・みつかびちよううじ

　　４３１-１４０３・静岡県浜松市北区三ヶ日町大崎・みつかびちようおおさき

　　４３１-１４０７・静岡県浜松市北区三ヶ日町大谷・みつかびちようおおや

　　４３１-１４１５・静岡県浜松市北区三ヶ日町岡本・みつかびちようおかもと

　　４３１-１４２５・静岡県浜松市北区三ヶ日町上尾奈・みつかびちようかみおな

　　４３１-１４０６・静岡県浜松市北区三ヶ日町駒場・みつかびちようこまはﾞ

　　４３１-１４０１・静岡県浜松市北区三ヶ日町佐久米・みつかびちようさくめ

　　４３１-１４２４・静岡県浜松市北区三ヶ日町下尾奈・みつかびちようしもおな

　　４３１-１４１２・静岡県浜松市北区三ヶ日町只木・みつかびちようただき

　　４３１-１４０２・静岡県浜松市北区三ヶ日町都筑・みつかびちようつつﾞき

　　４３１-１４０５・静岡県浜松市北区三ヶ日町津々崎・みつかびちようつつﾞさき

　　４３１-１４１６・静岡県浜松市北区三ヶ日町釣・みつかびちようつり

　　４３１-１４２３・静岡県浜松市北区三ヶ日町鵺代・みつかびちようぬえしろ

　　４３１-１４２２・静岡県浜松市北区三ヶ日町日比沢・みつかびちようひびさわ

　　４３１-１４１７・静岡県浜松市北区三ヶ日町平山・みつかびちようひらやま

　　４３１-１４１１・静岡県浜松市北区三ヶ日町福長・みつかびちようふくなが

　　４３１-１４２１・静岡県浜松市北区三ヶ日町本坂・みつかびちようほんざか

　　４３１-１４１３・静岡県浜松市北区三ヶ日町摩訶耶・みつかびちようまかや

　　４３１-１４１４・静岡県浜松市北区三ヶ日町三ヶ日・みつかびちようみつかび

　　４３１-２１０２・静岡県浜松市北区都田町・みやこだちよう

　　４３３-８１０１・静岡県浜松市北区三幸町・みゆきちよう

　　４３１-２１０４・静岡県浜松市北区鷲沢町・わしざわちよう

　　４３４-００００・静岡県浜松市浜北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３４-００２７・静岡県浜松市浜北区油一色・あぶらいしき

　　４３４-００４４・静岡県浜松市浜北区内野・うちの



　　４３４-００４５・静岡県浜松市浜北区内野台・うちのだい

　　４３４-０００５・静岡県浜松市浜北区大平・おいだいら

　　４３４-０００２・静岡県浜松市浜北区尾野・おの

　　４３４-００１５・静岡県浜松市浜北区於呂・おろ

　　４３４-００１１・静岡県浜松市浜北区上島・かみじま

　　４３４-００２８・静岡県浜松市浜北区上善地・かみぜんじ

　　４３４-００３８・静岡県浜松市浜北区貴布祢・きぶね

　　４３４-００３１・静岡県浜松市浜北区小林・こはﾞやじ

　　４３４-００４２・静岡県浜松市浜北区小松・こまつ

　　４３４-０００３・静岡県浜松市浜北区新原・しんはﾟら

　　４３４-００２５・静岡県浜松市浜北区善地・ぜんじ

　　４３４-００４６・静岡県浜松市浜北区染地台・そめじだい

　　４３４-００２３・静岡県浜松市浜北区高薗・たかその

　　４３４-００３４・静岡県浜松市浜北区高畑・たかはﾞたけ

　　４３４-００３５・静岡県浜松市浜北区寺島・てらじま

　　４３４-００３２・静岡県浜松市浜北区道本・どうほん

　　４３４-００１７・静岡県浜松市浜北区豊保・とよやす

　　４３４-００１３・静岡県浜松市浜北区永島・ながしま

　　４３４-００４３・静岡県浜松市浜北区中条・なかじよう

　　４３４-００１２・静岡県浜松市浜北区中瀬・なかぜ

　　４３４-００２９・静岡県浜松市浜北区新野・にいの

　　４３４-００２２・静岡県浜松市浜北区新堀・にいほﾞり

　　４３４-００１８・静岡県浜松市浜北区西中瀬・にしなかぜ

　　４３４-００３３・静岡県浜松市浜北区西美薗・にしみその

　　４３４-００３７・静岡県浜松市浜北区沼・ぬま

　　４３４-００１６・静岡県浜松市浜北区根堅・ねがた

　　４３４-０００７・静岡県浜松市浜北区灰木・はいのき

　　４３４-００２６・静岡県浜松市浜北区東美薗・ひがしみその

　　４３４-００４１・静岡県浜松市浜北区平口・ひらくち

　　４３４-０００１・静岡県浜松市浜北区堀谷・ほりや

　　４３４-００１４・静岡県浜松市浜北区本沢合・ほんざわい

　　４３４-０００４・静岡県浜松市浜北区宮口・みやぐち

　　４３４-００２１・静岡県浜松市浜北区八幡・やわた

　　４３４-００３６・静岡県浜松市浜北区横須賀・よこすか

　　４３４-０００６・静岡県浜松市浜北区四大地・よんだいち

　　４３４-００２４・静岡県浜松市浜北区竜南・りゆうなん

　　４３２-００００・静岡県浜松市天竜区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３１-３４２５・静岡県浜松市天竜区青谷・あおや

　　４３１-３５３５・静岡県浜松市天竜区芦窪・あしくほﾞ

　　４３１-３５３６・静岡県浜松市天竜区阿寺・あてら

　　４３１-３４２８・静岡県浜松市天竜区石神・いしがみ

　　４３１-３７６２・静岡県浜松市天竜区伊砂・いすか

　　４３１-３７５５・静岡県浜松市天竜区大川・おおかわ

　　４３１-３６４２・静岡県浜松市天竜区大栗安・おおぐりやす

　　４３１-３３０５・静岡県浜松市天竜区大谷・おおや

　　４３１-３７５２・静岡県浜松市天竜区小川・おがわ

　　４３１-３４２７・静岡県浜松市天竜区上野・かみの

　　４３１-３６４３・静岡県浜松市天竜区神沢・かんざわ

　　４３１-３６４１・静岡県浜松市天竜区熊・くま

　　４３１-３７５３・静岡県浜松市天竜区佐久・さく

　　４３１-４１１１・静岡県浜松市天竜区佐久間町相月・さくまちようあいつﾞき

　　４３１-３９０６・静岡県浜松市天竜区佐久間町浦川・さくまちよううらかわ

　　４３１-３９０２・静岡県浜松市天竜区佐久間町大井・さくまちようおおい

　　４３１-４１１２・静岡県浜松市天竜区佐久間町奥領家・さくまちようおくりようけ

　　４３１-３９０３・静岡県浜松市天竜区佐久間町上平山・さくまちようかみひらやま

　　４３１-３９０７・静岡県浜松市天竜区佐久間町川合・さくまちようかわい

　　４３１-３９０１・静岡県浜松市天竜区佐久間町佐久間・さくまちようさくま

　　４３１-３９０４・静岡県浜松市天竜区佐久間町戸口・さくまちようとぐち

　　４３１-３９０８・静岡県浜松市天竜区佐久間町中部・さくまちようなかべ

　　４３１-３９０５・静岡県浜松市天竜区佐久間町半場・さくまちようはんはﾞ

　　４３１-３３０４・静岡県浜松市天竜区次郎八新田・じろうはちしんでん

　　４３１-３７５４・静岡県浜松市天竜区相津・そうつﾞ

　　４３１-３３０２・静岡県浜松市天竜区只来・ただらい

　　４３１-３８０４・静岡県浜松市天竜区龍山町大嶺・たつやまちようおおみね

　　４３１-３８０２・静岡県浜松市天竜区龍山町下平山・たつやまちようしもひらやま

　　４３１-３８０１・静岡県浜松市天竜区龍山町瀬尻・たつやまちようせじり

　　４３１-３８０３・静岡県浜松市天竜区龍山町戸倉・たつやまちようとくら

　　４３１-３７６３・静岡県浜松市天竜区月・つき

　　４３１-３５３３・静岡県浜松市天竜区長沢・ながさわ

　　４３１-３７６１・静岡県浜松市天竜区西雲名・にしうんな



　　４３１-３５３２・静岡県浜松市天竜区西藤平・にしふじだいら

　　４３７-０６１７・静岡県浜松市天竜区春野町筏戸大上・はるのちよういかんどおおかみ

　　４３７-０６２１・静岡県浜松市天竜区春野町砂川・はるのちよういさがわ

　　４３７-０６１５・静岡県浜松市天竜区春野町石打松下・はるのちよういしうちまつした

　　４３７-０６０７・静岡県浜松市天竜区春野町石切・はるのちよういしきり

　　４３７-０６２４・静岡県浜松市天竜区春野町和泉平・はるのちよういずみだいら

　　４３７-０６２２・静岡県浜松市天竜区春野町大時・はるのちようおおとき

　　４３７-０６０８・静岡県浜松市天竜区春野町小俣京丸・はるのちようおまたきようまる

　　４３７-０６０１・静岡県浜松市天竜区春野町川上・はるのちようかわかみ

　　４３７-０６２３・静岡県浜松市天竜区春野町胡桃平・はるのちようくるみだいら

　　４３７-０６０５・静岡県浜松市天竜区春野町気田・はるのちようけた

　　４３７-０６１８・静岡県浜松市天竜区春野町越木平・はるのちようこしきだいら

　　４３７-０６０３・静岡県浜松市天竜区春野町五和・はるのちようごわ

　　４３７-０６０２・静岡県浜松市天竜区春野町杉・はるのちようすぎ

　　４３７-０６１６・静岡県浜松市天竜区春野町田黒・はるのちようたぐろ

　　４３７-０６１１・静岡県浜松市天竜区春野町田河内・はるのちようたごうち

　　４３７-０６１４・静岡県浜松市天竜区春野町長蔵寺・はるのちようちようぞうじ

　　４３７-０６０６・静岡県浜松市天竜区春野町豊岡・はるのちようとよおか

　　４３７-０６１２・静岡県浜松市天竜区春野町花島・はるのちようはなじま

　　４３７-０６２５・静岡県浜松市天竜区春野町堀之内・はるのちようほりのうち

　　４３７-０６１３・静岡県浜松市天竜区春野町牧野・はるのちようまきの

　　４３７-０６０４・静岡県浜松市天竜区春野町宮川・はるのちようみやがわ

　　４３７-０６２６・静岡県浜松市天竜区春野町領家・はるのちようりようけ

　　４３１-３４２１・静岡県浜松市天竜区日明・ひあり

　　４３１-３７５１・静岡県浜松市天竜区東雲名・ひがしうんな

　　４３１-３５３１・静岡県浜松市天竜区東藤平・ひがしふじだいら

　　４３１-３３１１・静岡県浜松市天竜区二俣町阿蔵・ふたまたちようあくら

　　４３１-３３１５・静岡県浜松市天竜区二俣町大園・ふたまたちようおおその

　　４３１-３３１３・静岡県浜松市天竜区二俣町鹿島・ふたまたちようかじま

　　４３１-３３１４・静岡県浜松市天竜区二俣町二俣・ふたまたちようふたまた

　　４３１-３３１２・静岡県浜松市天竜区二俣町南鹿島・ふたまたちようみなみかじま

　　４３１-３５３４・静岡県浜松市天竜区懐山・ふところやま

　　４３１-３３０６・静岡県浜松市天竜区船明・ふなぎら

　　４３１-４１０１・静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家・みさくほﾞちようおくりようけ

　　４３１-４１０２・静岡県浜松市天竜区水窪町地頭方・みさくほﾞちようじとうがた

　　４３１-４１０３・静岡県浜松市天竜区水窪町山住・みさくほﾞちようやまずみ

　　４３１-３４２２・静岡県浜松市天竜区米沢・みなざわ

　　４３１-３３０３・静岡県浜松市天竜区山東・やまひがじ

　　４３１-３７５６・静岡県浜松市天竜区谷山・ややま

　　４３１-３３０１・静岡県浜松市天竜区横川・よこかわ

　　４３１-３７６４・静岡県浜松市天竜区横山町・よこやまちよう

　　４３１-３４２６・静岡県浜松市天竜区両島・りようしま

　　４３１-３４２４・静岡県浜松市天竜区緑恵台・りよくけいだい

　　４３１-３４２３・静岡県浜松市天竜区渡ケ島・わたがしま

　　４１０-００００・静岡県沼津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１０-０８０２・静岡県沼津市上土町・あげつちちよう

　　４１０-０８５２・静岡県沼津市旭町・あさひちよう

　　４１０-０００１・静岡県沼津市足高・あしたか

　　４１０-０３１７・静岡県沼津市石川・いしかわ

　　４１０-００４５・静岡県沼津市泉町・いずみちよう

　　４１０-３４０１・静岡県沼津市井田・いた

　　４１０-０８３１・静岡県沼津市市場町・いちはﾞちよう

　　４１０-０８６６・静岡県沼津市市道・いちみち

　　４１０-０３１４・静岡県沼津市一本松・いつほﾟんまつ

　　４１０-０３１９・静岡県沼津市井出・いで

　　４１０-０８７５・静岡県沼津市今沢・いまざわ

　　４１０-０３１６・静岡県沼津市植田・うえだ

　　４１０-０８９２・静岡県沼津市魚町・うおちよう

　　４１０-０２２５・静岡県沼津市内浦重須・うちうらおもす

　　４１０-０２２２・静岡県沼津市内浦小海・うちうらこうみ

　　４１０-０２２１・静岡県沼津市内浦重寺・うちうらしげでら

　　４１０-０２２４・静岡県沼津市内浦長浜・うちうらながはま

　　４１０-０２２３・静岡県沼津市内浦三津・うちうらみと

　　４１０-０１０３・静岡県沼津市江浦・えのうら

　　４１０-００４９・静岡県沼津市江原町・えはﾞらちよう

　　４１０-００２２・静岡県沼津市大岡・おおおか

　　４１０-０８７３・静岡県沼津市大諏訪・おおずわ

　　４１０-０３０６・静岡県沼津市大塚・おおつか

　　４１０-０８０１・静岡県沼津市大手町・おおてまち

　　４１０-０３０７・静岡県沼津市青野・おおの



　　４１０-０８２１・静岡県沼津市大平・おおひら

　　４１０-００１２・静岡県沼津市岡一色・おかいつしき

　　４１０-００１１・静岡県沼津市岡宮・おかのみや

　　４１０-０８４４・静岡県沼津市春日町・かすがちよう

　　４１０-０８２３・静岡県沼津市我入道・がにゆうどう

　　４１０-０８２４・静岡県沼津市香貫が丘・かぬきがおか

　　４１０-０８１３・静岡県沼津市上香貫・かみかぬき

　　４１０-００４２・静岡県沼津市神田町・かんだちよう

　　４１０-０８７６・静岡県沼津市北今沢・きたいまざわ

　　４１０-００６１・静岡県沼津市北園町・きたぞのちよう

　　４１０-００５４・静岡県沼津市北高島町・きたたかしまちよう

　　４１０-００６４・静岡県沼津市共栄町・きようえいちよう

　　４１０-０１０２・静岡県沼津市口野・くちの

　　４１０-０８９３・静岡県沼津市くまだか町・くまだかちよう

　　４１０-０８１９・静岡県沼津市黒瀬町・くろせちよう

　　４１０-０８７２・静岡県沼津市小諏訪・こずわ

　　４１０-００５３・静岡県沼津市寿町・ことぶきちよう

　　４１０-００２１・静岡県沼津市小林台・こはﾞやしだい

　　４１０-０８０４・静岡県沼津市西条町・さいじようちよう

　　４１０-０８６２・静岡県沼津市幸町・さいわいちよう

　　４１０-００４４・静岡県沼津市五月町・さつきちよう

　　４１０-００５２・静岡県沼津市沢田町・さわだちよう

　　４１０-００３５・静岡県沼津市山王台・さんのうだい

　　４１０-００３１・静岡県沼津市三枚橋・さんまいはﾞじ

　　４１０-００３７・静岡県沼津市三枚橋町・さんまいはﾞしちよう

　　４１０-０１０６・静岡県沼津市志下・しげ

　　４１０-０１０４・静岡県沼津市獅子浜・ししはま

　　４１０-０８６８・静岡県沼津市下小路町・したこうじちよう

　　４１０-０８６３・静岡県沼津市下一丁田・しもいつちようだ

　　４１０-０８２２・静岡県沼津市下香貫・しもかぬき

　　４１０-０８４１・静岡県沼津市下河原町・しもがわらちよう

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市下中溝・しもなかみぞ

　　４１０-０８８５・静岡県沼津市下本町・しもほんちよう

　　４１０-０８４２・静岡県沼津市蛇松町・じやまつちよう

　　４１０-００４７・静岡県沼津市庄栄町・しようえいちよう

　　４１０-０８０５・静岡県沼津市白銀町・しろがねちよう

　　４１０-０００３・静岡県沼津市新沢田町・しんさわだちよう

　　４１０-００４８・静岡県沼津市新宿町・しんじゆくちよう

　　４１０-０８９５・静岡県沼津市新町・しんちよう

　　４１０-０８８８・静岡県沼津市末広町・すえひろちよう

　　４１０-００３３・静岡県沼津市杉崎町・すぎざきちよう

　　４１０-０８１６・静岡県沼津市住吉町・すみよしちよう

　　４１０-００１５・静岡県沼津市駿河台・するがだい

　　４１０-０８８６・静岡県沼津市浅間町・せんげんちよう

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市千本・せんほﾞん

　　４１０-０８５４・静岡県沼津市千本常盤町・せんほﾞんときわちよう

　　４１０-０８４７・静岡県沼津市千本中町・せんほﾞんなかちよう

　　４１０-０８４６・静岡県沼津市千本東町・せんほﾞんひがしちよう

　　４１０-０８４８・静岡県沼津市千本西町・せんほﾞんにしちよう

　　４１０-０８５５・静岡県沼津市千本緑町・せんほﾞんみどりちよう

　　４１０-０８４５・静岡県沼津市千本港町・せんほﾞんみなとちよう

　　４１０-０８４９・静岡県沼津市千本郷林・せんほﾞんごうりん

　　４１０-０８０３・静岡県沼津市添地町・そえちちよう

　　４１０-０８８３・静岡県沼津市大門町・だいもんちよう

　　４１０-００１７・静岡県沼津市高尾台・たかおだい

　　４１０-００１６・静岡県沼津市高砂町・たかさごちよう

　　４１０-００５７・静岡県沼津市高沢町・たかざわちよう

　　４１０-００５６・静岡県沼津市高島町・たかしまちよう

　　４１０-００５５・静岡県沼津市高島本町・たかしまほんちよう

　　４１０-０８４３・静岡県沼津市蓼原町・たではらちよう

　　４１０-０１０１・静岡県沼津市多比・たび

　　４１０-０８１４・静岡県沼津市玉江町・たまえちよう

　　４１０-００４１・静岡県沼津市筒井町・つついちよう

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市出口町・でぐちちよう

　　４１０-０８９１・静岡県沼津市通横町・とおりよこちよう

　　４１０-０８５３・静岡県沼津市常盤町・ときわちよう

　　４１０-０３０５・静岡県沼津市鳥谷・とや

　　４１０-０００６・静岡県沼津市中沢田・なかさわだ

　　４１０-０８１１・静岡県沼津市中瀬町・なかせちよう

　　４１０-０８９４・静岡県沼津市仲町・なかちよう



　　４１０-０８１８・静岡県沼津市中原町・なかはらちよう

　　４１０-０２４２・静岡県沼津市西浦足保・にしうらあしほﾞ

　　４１０-０２４４・静岡県沼津市西浦江梨・にしうらえなじ

　　４１０-０２３１・静岡県沼津市西浦木負・にしうらきしよう

　　４１０-０２３３・静岡県沼津市西浦久連・にしうらくつﾞら

　　４１０-０２４３・静岡県沼津市西浦久料・にしうらくりよう

　　４１０-０２４１・静岡県沼津市西浦古宇・にしうらこう

　　４１０-０２３２・静岡県沼津市西浦河内・にしうらこうち

　　４１０-０２３５・静岡県沼津市西浦立保・にしうらたちほﾞ

　　４１０-０２３４・静岡県沼津市西浦平沢・にしうらひらさわ

　　４１０-０２４４・静岡県沼津市西浦大瀬・にしうらおおせ

　　４１０-０８０７・静岡県沼津市錦町・にしきちよう

　　４１０-００５１・静岡県沼津市西熊堂・にしくまんどう

　　４１０-０００７・静岡県沼津市西沢田・にしさわだ

　　４１０-０３０３・静岡県沼津市西椎路・にししいじ

　　４１０-０８３５・静岡県沼津市西島町・にしじまちよう

　　４１０-０３１３・静岡県沼津市西添町・にしぞえちよう

　　４１０-０３２１・静岡県沼津市西野・にしの

　　４１０-０８７１・静岡県沼津市西間門・にしまかど

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市西松下・にしまつした

　　４１０-００５８・静岡県沼津市沼北町・ぬまきたちよう

　　４１０-０３０９・静岡県沼津市根古屋・ねごや

　　４１０-０８８１・静岡県沼津市八幡町・はちまんちよう

　　４１０-００６５・静岡県沼津市花園町・はなぞのちよう

　　４１０-０３１２・静岡県沼津市原・はら

　　４１０-０３１１・静岡県沼津市原町中・はらまちなか

　　４１０-００１３・静岡県沼津市東熊堂・ひがしくまんどう

　　４１０-０００２・静岡県沼津市東沢田・ひがしさわだ

　　４１０-０３０２・静岡県沼津市東椎路・ひがししいじ

　　４１０-０３０４・静岡県沼津市東原・ひがしはﾞら

　　４１０-０８６５・静岡県沼津市東間門・ひがしまかど

　　４１０-０８８７・静岡県沼津市東宮後町・ひがしみやうしろちよう

　　４１０-００３２・静岡県沼津市日の出町・ひのでちよう

　　４１０-０３１８・静岡県沼津市平沼・ひらぬま

　　４１０-００３６・静岡県沼津市平町・ひらまち

　　４１０-００３４・静岡県沼津市富士見町・ふじみちよう

　　４１０-０００５・静岡県沼津市双葉町・ふたはﾞちよう

　　４１０-３４０２・静岡県沼津市戸田・へだ

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市本・ほん

　　４１０-０８１７・静岡県沼津市本郷町・ほんごうちよう

　　４１０-０００４・静岡県沼津市本田町・ほんたまち

　　４１０-０８８４・静岡県沼津市本町・ほんちよう

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市前田・まえだ

　　４１０-０８３４・静岡県沼津市槇島町・まきじまちよう

　　４１０-０１０５・静岡県沼津市馬込・まごめ

　　４１０-０８６１・静岡県沼津市真砂町・まさごちよう

　　４１０-０８８２・静岡県沼津市町方町・まちかたまち

　　４１０-００１４・静岡県沼津市松沢町・まつさわちよう

　　４１０-０８６４・静岡県沼津市松下・まつした

　　４１０-０８６７・静岡県沼津市松下七反田・まつしたひちたんだ

　　４１０-０８７４・静岡県沼津市松長・まつなが

　　４１０-０８０６・静岡県沼津市丸子町・まるこちよう

　　４１０-０８３３・静岡県沼津市三園町・みそのちよう

　　４１０-００６３・静岡県沼津市緑ケ丘・みどりがおか

　　４１０-０８１５・静岡県沼津市南本郷町・みなみほんごうちよう

　　４１０-００６２・静岡県沼津市宮前町・みやまえちよう

　　４１０-０８５１・静岡県沼津市宮町・みやちよう

　　４１０-０３０１・静岡県沼津市宮本・みやもと

　　４１０-０８３２・静岡県沼津市御幸町・みゆきちよう

　　４１０-００３８・静岡県沼津市三芳町・みよしちよう

　　４１０-０３１５・静岡県沼津市桃里・ももざと

　　４１０-０３０８・静岡県沼津市柳沢・やなぎさわ

　　４１０-００４３・静岡県沼津市柳町・やなぎちよう

　　４１０-０８１２・静岡県沼津市山ケ下町・やまがしたちよう

　　４１０-００１８・静岡県沼津市豊町・ゆたかちよう

　　４１０-０８３６・静岡県沼津市吉田町・よしだちよう

　　４１０-００４６・静岡県沼津市米山町・よねやまちよう

　　４１０-００５９・静岡県沼津市若葉町・わかはﾞちよう

　　４１３-００００・静岡県熱海市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１３-００３９・静岡県熱海市相の原町・あいのはらちよう



　　４１３-００４１・静岡県熱海市青葉町・あおはﾞちよう

　　４１３-０１０３・静岡県熱海市網代・あじろ

　　４１３-００３３・静岡県熱海市熱海・あたみ

　　４１３-０００２・静岡県熱海市伊豆山・いずさん

　　４１３-０００１・静岡県熱海市泉・いずみ

　　４１３-０００３・静岡県熱海市海光町・かいこうちよう

　　４１３-０００５・静岡県熱海市春日町・かすがちよう

　　４１３-００１８・静岡県熱海市上宿町・かみじゆくちよう

　　４１３-０１０１・静岡県熱海市上多賀・かみたが

　　４１３-００１３・静岡県熱海市銀座町・ぎんざちよう

　　４１３-００２９・静岡県熱海市小嵐町・こあらしちよう

　　４１３-００１９・静岡県熱海市咲見町・さきみちよう

　　４１３-００２５・静岡県熱海市桜木町・さくらぎちよう

　　４１３-００２８・静岡県熱海市桜町・さくらちよう

　　４１３-００３７・静岡県熱海市笹良ケ台町・ささらがだいちよう

　　４１３-００２１・静岡県熱海市清水町・しみずちよう

　　４１３-０１０２・静岡県熱海市下多賀・しもたが

　　４１３-００２２・静岡県熱海市昭和町・しようわちよう

　　４１３-００１１・静岡県熱海市田原本町・たはらほんちよう

　　４１３-００１５・静岡県熱海市中央町・ちゆうおうちよう

　　４１３-００１４・静岡県熱海市渚町・なぎさちよう

　　４１３-００３８・静岡県熱海市西熱海町・にしあたみちよう

　　４１３-００３４・静岡県熱海市西山町・にしやまちよう

　　４１３-００３２・静岡県熱海市梅園町・はﾞいえんちよう

　　４１３-００２６・静岡県熱海市梅花町・はﾞいかちよう

　　４１３-０００４・静岡県熱海市初島・はつしま

　　４１３-００３１・静岡県熱海市林ガ丘町・はやしがおかちよう

　　４１３-００１２・静岡県熱海市東海岸町・ひがしかいがんちよう

　　４１３-００３６・静岡県熱海市日金町・ひがねちよう

　　４１３-００１７・静岡県熱海市福道町・ふくみちちよう

　　４１３-００３５・静岡県熱海市緑ガ丘町・みどりがおかちよう

　　４１３-００１６・静岡県熱海市水口町・みなぐちちよう

　　４１３-００２７・静岡県熱海市紅葉ガ丘町・もみじがおかちよう

　　４１３-０００６・静岡県熱海市桃山町・ももやまちよう

　　４１３-００４２・静岡県熱海市山手町・やまてちよう

　　４１３-００２４・静岡県熱海市和田町・わだちよう

　　４１３-００２３・静岡県熱海市和田浜南町・わだはまみなみちよう

　　４１１-００００・静岡県三島市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１１-０８１１・静岡県三島市青木・あおき

　　４１１-００２０・静岡県三島市旭ケ丘・あさひがおか

　　４１１-０８３４・静岡県三島市新谷・あらや

　　４１１-００３７・静岡県三島市泉町・いずみちよう

　　４１１-００１５・静岡県三島市市山新田・いちのやましんでん

　　４１１-００３６・静岡県三島市一番町・いちはﾞんちよう

　　４１１-００２５・静岡県三島市壱町田・いつちようだ

　　４１１-０８１６・静岡県三島市梅名・うめな

　　４１１-００３５・静岡県三島市大宮町・おおみやちよう

　　４１１-００２３・静岡県三島市加茂・かも

　　４１１-００３４・静岡県三島市加茂川町・かもがわちよう

　　４１１-０８４５・静岡県三島市加屋町・かやまち

　　４１１-００２２・静岡県三島市川原ケ谷・かわはらがや

　　４１１-０８０５・静岡県三島市北沢・きたざわ

　　４１１-０８５４・静岡県三島市北田町・きたたまち

　　４１１-０８４４・静岡県三島市清住町・きよずみちよう

　　４１１-００３１・静岡県三島市幸原町・こうはﾞらちよう

　　４１１-００３９・静岡県三島市寿町・ことぶきちよう

　　４１１-０８４６・静岡県三島市栄町・さかえちよう

　　４１１-００１２・静岡県三島市笹原新田・ささはらしんでん

　　４１１-００４７・静岡県三島市佐野・さの

　　４１１-００４１・静岡県三島市佐野見晴台・さのみはらしだい

　　４１１-００４３・静岡県三島市沢地・さわじ

　　４１１-００１７・静岡県三島市三恵台・さんけいだい

　　４１１-０８５７・静岡県三島市芝本町・しはﾞほんちよう

　　４１１-００３２・静岡県三島市末広町・すえひろちよう

　　４１１-００２７・静岡県三島市千枚原・せんまいはﾞら

　　４１１-０８５３・静岡県三島市大社町・たいしやちよう

　　４１１-０８０３・静岡県三島市大場・だいはﾞ

　　４１１-０８０７・静岡県三島市竹倉・たけくら

　　４１１-０８３５・静岡県三島市玉川・たまがわ

　　４１１-００１４・静岡県三島市玉沢・たまざわ



　　４１１-０８０４・静岡県三島市多呂・たろ

　　４１１-０８５８・静岡県三島市中央町・ちゆうおうちよう

　　４１１-００１６・静岡県三島市塚原新田・つかはらしんでん

　　４１１-０８１３・静岡県三島市鶴喰・つるはみ

　　４１１-００４４・静岡県三島市徳倉・とくら

　　４１１-０８３６・静岡県三島市富田町・とみたまち

　　４１１-０８３３・静岡県三島市中・なか

　　４１１-０８１４・静岡県三島市中島・なかじま

　　４１１-０８３８・静岡県三島市中田町・なかたまち

　　４１１-０８２４・静岡県三島市長伏・ながぶせ

　　４１１-００３０・静岡県三島市西旭ケ丘町・にしあさひがおかちよう

　　４１１-０８０８・静岡県三島市錦が丘・にしきがおか

　　４１１-０８４７・静岡県三島市西本町・にしほんちよう

　　４１１-００３８・静岡県三島市西若町・にしわかちよう

　　４１１-００４５・静岡県三島市萩・はぎ

　　４１１-０８１７・静岡県三島市八反畑・はつたはﾞた

　　４１１-００１８・静岡県三島市初音台・はつねだい

　　４１１-００２９・静岡県三島市光ケ丘・ひかりがおか

　　４１１-００２６・静岡県三島市東壱町田・ひがしいつちようだ

　　４１１-０８０２・静岡県三島市東大場・ひがしだいはﾞ

　　４１１-０８５２・静岡県三島市東町・ひがしちよう

　　４１１-０８３１・静岡県三島市東本町・ひがしほんちよう

　　４１１-０８５１・静岡県三島市日の出町・ひのでちよう

　　４１１-０８２１・静岡県三島市平田・ひらた

　　４１１-０８５６・静岡県三島市広小路町・ひろこうじちよう

　　４１１-０８１２・静岡県三島市藤代町・ふじしろちよう

　　４１１-００２８・静岡県三島市富士ビレッジ・ふじびれつじ

　　４１１-００２１・静岡県三島市富士見台・ふじみだい

　　４１１-００４６・静岡県三島市芙蓉台・ふようだい

　　４１１-００３３・静岡県三島市文教町・ぶんきようちよう

　　４１１-００４２・静岡県三島市平成台・へいせいだい

　　４１１-０８５５・静岡県三島市本町・ほんちよう

　　４１１-００１９・静岡県三島市松が丘・まつがおか

　　４１１-０８２２・静岡県三島市松本・まつもと

　　４１１-０８２３・静岡県三島市御園・みその

　　４１１-００１３・静岡県三島市三ツ谷新田・みつやしんでん

　　４１１-０８４８・静岡県三島市緑町・みどりちよう

　　４１１-０８３７・静岡県三島市南田町・みなみたまち

　　４１１-０８４２・静岡県三島市南町・みなみちよう

　　４１１-０８３２・静岡県三島市南二日町・みなみふつかまち

　　４１１-０８４１・静岡県三島市南本町・みなみほんちよう

　　４１１-０８４３・静岡県三島市三好町・みよしちよう

　　４１１-０８１５・静岡県三島市安久・やすひさ

　　４１１-０８０１・静岡県三島市谷田・やた

　　４１１-０８０６・静岡県三島市柳郷地・やなぎごうち

　　４１１-００１１・静岡県三島市山中新田・やまなかしんでん

　　４１１-００２４・静岡県三島市若松町・わかまつちよう

　　４１８-００００・静岡県富士宮市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１８-００４７・静岡県富士宮市青木・あおき

　　４１８-００４８・静岡県富士宮市青木平・あおきだいら

　　４１８-００１６・静岡県富士宮市阿幸地・あこうじ

　　４１８-００７８・静岡県富士宮市阿幸地町・あこうじちよう

　　４１８-００３７・静岡県富士宮市安居山・あごやま

　　４１８-００５７・静岡県富士宮市朝日町・あさひちよう

　　４１８-００３２・静岡県富士宮市浅間町・あさまちよう

　　４１８-００１１・静岡県富士宮市粟倉・あわくら

　　４１８-００１８・静岡県富士宮市粟倉南町・あわくらみなみちよう

　　４１８-００４３・静岡県富士宮市泉町・いずみちよう

　　４１８-０１０８・静岡県富士宮市猪之頭・いのかしら

　　４１８-０１０４・静岡県富士宮市内野・うつの

　　４１９-０３１７・静岡県富士宮市内房・うつぶさ

　　４１８-０１１３・静岡県富士宮市馬見塚・うまみつﾞか

　　４１８-００１３・静岡県富士宮市大岩・おおいわ

　　４１９-０３１４・静岡県富士宮市大久保・おおくほﾞ

　　４１９-０３０３・静岡県富士宮市大鹿窪・おおしかくほﾞ

　　４１８-００４４・静岡県富士宮市大中里・おおなかざと

　　４１８-００６６・静岡県富士宮市大宮町・おおみやちよう

　　４１８-０１０３・静岡県富士宮市上井出・かみいで

　　４１９-０３１１・静岡県富士宮市上稲子・かみいなこ

　　４１８-０１１６・静岡県富士宮市上条・かみじよう



　　４１９-０３０１・静岡県富士宮市上柚野・かみゆの

　　４１８-０１１７・静岡県富士宮市狩宿・かりやど

　　４１８-００３１・静岡県富士宮市神田川町・かんだがわちよう

　　４１８-００６１・静岡県富士宮市北町・きたまち

　　４１８-０１１２・静岡県富士宮市北山・きたやま

　　４１８-００４２・静岡県富士宮市貴船町・きぶねちよう

　　４１８-００３４・静岡県富士宮市黒田・くろだ

　　４１８-００７４・静岡県富士宮市源道寺町・げんどうじちよう

　　４１８-００２２・静岡県富士宮市小泉・こいずみ

　　４１８-０１０７・静岡県富士宮市佐折・さおり

　　４１９-０３１２・静岡県富士宮市下稲子・しもいなこ

　　４１８-０１１４・静岡県富士宮市下条・しもじよう

　　４１９-０３０５・静岡県富士宮市下柚野・しもゆの

　　４１８-０１１５・静岡県富士宮市精進川・しようじんがわ

　　４１８-００６２・静岡県富士宮市城北町・じようほくちよう

　　４１８-００２１・静岡県富士宮市杉田・すぎた

　　４１８-００５５・静岡県富士宮市宝町・たからまち

　　４１８-００７５・静岡県富士宮市田中町・たなかちよう

　　４１８-００６５・静岡県富士宮市中央町・ちゆうおうちよう

　　４１８-０００６・静岡県富士宮市外神・とがみ

　　４１８-０００７・静岡県富士宮市外神東町・とがみひがしちよう

　　４１９-０３０４・静岡県富士宮市鳥並・とりなみ

　　４１８-００４６・静岡県富士宮市中里東町・なかざとひがしちよう

　　４１８-００４５・静岡県富士宮市中島町・なかじまちよう

　　４１９-０３１５・静岡県富士宮市長貫・ながぬき

　　４１８-０００２・静岡県富士宮市中原町・なかはらちよう

　　４１８-００１９・静岡県富士宮市南陵・なんりよう

　　４１８-００７６・静岡県富士宮市錦町・にしきちよう

　　４１８-００２６・静岡県富士宮市西小泉町・にしこいずみちよう

　　４１８-００５６・静岡県富士宮市西町・にしまち

　　４１９-０３１３・静岡県富士宮市西山・にしやま

　　４１８-００２４・静岡県富士宮市貫戸・ぬくど

　　４１８-００３６・静岡県富士宮市沼久保・ぬまくほﾞ

　　４１９-０３０２・静岡県富士宮市猫沢・ねこざわ

　　４１８-０１０１・静岡県富士宮市根原・ねはﾞら

　　４１８-００３９・静岡県富士宮市野中・のなか

　　４１８-００３８・静岡県富士宮市野中町・のなかちよう

　　４１８-００３３・静岡県富士宮市野中東町・のなかひがしちよう

　　４１９-０３１６・静岡県富士宮市羽鮒・はぶな

　　４１８-０１０５・静岡県富士宮市原・はら

　　４１８-０１０６・静岡県富士宮市半野・はんの

　　４１８-００５４・静岡県富士宮市光町・ひかりちよう

　　４１８-００７１・静岡県富士宮市東阿幸地・ひがしあこうじ

　　４１８-００７７・静岡県富士宮市東町・ひがしちよう

　　４１８-０１０２・静岡県富士宮市人穴・ひとあな

　　４１８-０００３・静岡県富士宮市ひばりが丘・ひはﾞりがおか

　　４１８-００１４・静岡県富士宮市富士見ケ丘・ふじみがおか

　　４１８-００１７・静岡県富士宮市舟久保町・ふなくほﾞちよう

　　４１８-０１０９・静岡県富士宮市麓・ふもと

　　４１８-００３５・静岡県富士宮市星山・ほしやま

　　４１８-００５８・静岡県富士宮市穂波町・ほなみちよう

　　４１８-００１５・静岡県富士宮市舞々木町・まいまいぎちよう

　　４１８-００２５・静岡県富士宮市前田町・まえだちよう

　　４１８-０００１・静岡県富士宮市万野原新田・まんのはらしんでん

　　４１８-０００４・静岡県富士宮市三園平・みそのだいら

　　４１８-００５３・静岡県富士宮市宮北町・みやきたちよう

　　４１８-００６７・静岡県富士宮市宮町・みやちよう

　　４１８-０００５・静岡県富士宮市宮原・みやはら

　　４１８-００１２・静岡県富士宮市村山・むらやま

　　４１８-００６４・静岡県富士宮市元城町・もとしろちよう

　　４１８-００７２・静岡県富士宮市矢立町・やたてちよう

　　４１８-０１１１・静岡県富士宮市山宮・やまみや

　　４１８-００２３・静岡県富士宮市山本・やまもと

　　４１８-００６８・静岡県富士宮市豊町・ゆたかちよう

　　４１８-００７３・静岡県富士宮市弓沢町・ゆみざわちよう

　　４１８-００４１・静岡県富士宮市淀川町・よどがわちよう

　　４１８-００５１・静岡県富士宮市淀師・よどじ

　　４１８-００５２・静岡県富士宮市淀平町・よどひらちよう

　　４１８-００６３・静岡県富士宮市若の宮町・わかのみやちよう

　　４１４-００００・静岡県伊東市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　４１３-０２３３・静岡県伊東市赤沢・あかざわ

　　４１４-００４３・静岡県伊東市新井・あらい

　　４１３-０２３４・静岡県伊東市池・いけ

　　４１４-０００１・静岡県伊東市宇佐美・うさみ

　　４１４-００４６・静岡県伊東市大原・おおはら

　　４１３-０２３５・静岡県伊東市大室高原・おおむろこうげん

　　４１４-００５５・静岡県伊東市岡・おか

　　４１４-００１６・静岡県伊東市岡広町・おかひろちよう

　　４１４-００５３・静岡県伊東市荻・おぎ

　　４１４-００３２・静岡県伊東市音無町・おとなしちよう

　　４１４-００５４・静岡県伊東市鎌田・かまだ

　　４１４-００３４・静岡県伊東市瓶山・かめやま

　　４１４-００４４・静岡県伊東市川奈・かわな

　　４１４-００２８・静岡県伊東市銀座元町・ぎんざもとまち

　　４１４-００４５・静岡県伊東市玖須美元和田・くすみもとわだ

　　４１３-０１１１・静岡県伊東市グリーンヒル別荘地・ぐりｰんひるべつそうち

　　４１４-００１８・静岡県伊東市寿町・ことぶきちよう

　　４１４-００１７・静岡県伊東市幸町・さいわいちよう

　　４１４-００３７・静岡県伊東市桜ガ丘・さくらがおか

　　４１４-００１３・静岡県伊東市桜木町・さくらぎちよう

　　４１４-０００４・静岡県伊東市猪戸・ししど

　　４１４-００４２・静岡県伊東市静海町・しずみちよう

　　４１４-００４１・静岡県伊東市芝町・しはﾞちよう

　　４１４-００１５・静岡県伊東市末広町・すえひろちよう

　　４１４-００１２・静岡県伊東市宝町・たからちよう

　　４１４-００２７・静岡県伊東市竹の内・たけのうち

　　４１４-００２６・静岡県伊東市竹の台・たけのだい

　　４１４-０００３・静岡県伊東市中央町・ちゆうおうちよう

　　４１４-００５２・静岡県伊東市十足・とおたり

　　４１４-００２３・静岡県伊東市渚町・なぎさちよう

　　４１４-００３３・静岡県伊東市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　４１４-００２２・静岡県伊東市東松原町・ひがしまつはﾞらちよう

　　４１４-００３８・静岡県伊東市広野・ひろの

　　４１３-０２３１・静岡県伊東市富戸・ふと

　　４１４-００１１・静岡県伊東市松川町・まつかわちよう

　　４１４-０００６・静岡県伊東市松原・まつはﾞら

　　４１４-００２１・静岡県伊東市松原本町・まつはﾞらほんちよう

　　４１４-０００５・静岡県伊東市松原湯端町・まつはﾞらゆはﾞたちよう

　　４１４-００３５・静岡県伊東市南町・みなみちよう

　　４１４-００３６・静岡県伊東市宮川町・みやがわちよう

　　４１４-００２５・静岡県伊東市物見が丘・ものみがおか

　　４１４-００１４・静岡県伊東市弥生町・やよいちよう

　　４１３-０２３２・静岡県伊東市八幡野・やわたの

　　４１４-０００２・静岡県伊東市湯川・ゆかわ

　　４１４-００３１・静岡県伊東市湯田町・ゆだちよう

　　４１４-００５１・静岡県伊東市吉田・よしだ

　　４１４-００２４・静岡県伊東市和田・わだ

　　４２７-００００・静岡県島田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４２７-００１８・静岡県島田市旭・あさひ

　　４２７-０００６・静岡県島田市阿知ケ谷・あちがや

　　４２７-０２３２・静岡県島田市伊久美・いくみ

　　４２７-０１０４・静岡県島田市井口・いぐち

　　４２７-００３４・静岡県島田市伊太・いた

　　４２７-００３８・静岡県島田市稲荷・いなり

　　４２７-００３１・静岡県島田市鵜網・うあみ

　　４２８-０００６・静岡県島田市牛尾・うしお

　　４２７-００２６・静岡県島田市扇町・おうぎまち

　　４２７-００１３・静岡県島田市御請・おうけ

　　４２７-００２５・静岡県島田市大井町・おおいちよう

　　４２７-００３３・静岡県島田市相賀・おおか

　　４２７-００２３・静岡県島田市大川町・おおかわちよう

　　４２７-０００２・静岡県島田市大草・おおくさ

　　４２８-０００９・静岡県島田市大代・おおじろ

　　４２７-００５６・静岡県島田市大津通・おおつどおり

　　４２７-０１０１・静岡県島田市大柳・おおやなぎ

　　４２７-０１０２・静岡県島田市大柳南・おおやなぎみなみ

　　４２７-０１０６・静岡県島田市岡田・おかだ

　　４２７-００５３・静岡県島田市御仮屋町・おかりやちよう

　　４２７-０００９・静岡県島田市尾川・おがわ

　　４２７-０００８・静岡県島田市落合・おちあい



　　４２８-００１３・静岡県島田市金谷東・かなやあずま

　　４２８-００１４・静岡県島田市金谷泉町・かなやいずみちよう

　　４２８-００１５・静岡県島田市金谷扇町・かなやおうぎちよう

　　４２８-００２７・静岡県島田市金谷上十五軒・かなやかみじゆうごけん

　　４２８-００４６・静岡県島田市金谷金山町・かなやきんざんちよう

　　４２８-００１７・静岡県島田市金谷栄町・かなやさかえちよう

　　４２８-００２３・静岡県島田市金谷坂町・かなやさかまち

　　４２８-００３９・静岡県島田市金谷猪土居・かなやししどい

　　４２８-００３１・静岡県島田市金谷清水・かなやしみず

　　４２８-００２８・静岡県島田市金谷下十五軒・かなやしもじゆうごけん

　　４２８-００４８・静岡県島田市金谷城山町・かなやしろやまちよう

　　４２８-００４７・静岡県島田市金谷新町・かなやしんまち

　　４２８-００１２・静岡県島田市金谷代官町・かなやだいかんちよう

　　４２８-００２５・静岡県島田市金谷田町・かなやたまち

　　４２８-００３２・静岡県島田市金谷天王町・かなやてんのうちよう

　　４２８-００４３・静岡県島田市金谷中町・かなやなかまち

　　４２８-００３３・静岡県島田市金谷二軒家・かなやにけんや

　　４２８-００１８・静岡県島田市金谷根岸町・かなやねぎしちよう

　　４２８-００３４・静岡県島田市金谷富士見町・かなやふじみちよう

　　４２８-００４２・静岡県島田市金谷古横町・かなやふるよこちよう

　　４２８-００２６・静岡県島田市金谷本町・かなやほんまち

　　４２８-００４４・静岡県島田市金谷緑町・かなやみどりちよう

　　４２８-００２４・静岡県島田市金谷南町・かなやみなみちよう

　　４２８-００４１・静岡県島田市金谷都町・かなやみやこちよう

　　４２８-００１６・静岡県島田市金谷宮崎町・かなやみやざきちよう

　　４２８-０００３・静岡県島田市神尾・かみお

　　４２８-００３６・静岡県島田市神谷城・かみやしろ

　　４２８-０１０４・静岡県島田市川根町家山・かわねちよういえやま

　　４２８-０１０２・静岡県島田市川根町上河内・かわねちようかみごうち

　　４２８-０２１１・静岡県島田市川根町笹間上・かわねちようささまかみ

　　４２８-０２１２・静岡県島田市川根町笹間下・かわねちようささましも

　　４２８-０１０１・静岡県島田市川根町笹間渡・かわねちようささまど

　　４２８-０１０５・静岡県島田市川根町葛籠・かわねちようつつﾞら

　　４２８-０１０６・静岡県島田市川根町抜里・かわねちようぬくり

　　４２８-０１０３・静岡県島田市川根町身成・かわねちようみなり

　　４２７-００３７・静岡県島田市河原・かわら

　　４２７-００３２・静岡県島田市神座・かんざ

　　４２７-００５８・静岡県島田市祇園町・ぎおんちよう

　　４２８-００３７・静岡県島田市菊川・きくがわ

　　４２７-０００４・静岡県島田市岸・きじ

　　４２７-０００５・静岡県島田市岸町・きしちよう

　　４２８-００３５・静岡県島田市切山・きりやま

　　４２７-００２７・静岡県島田市幸町・さいわいまち

　　４２７-００２８・静岡県島田市栄町・さかえちよう

　　４２７-０１１１・静岡県島田市阪本・さかもと

　　４２７-０２３１・静岡県島田市笹間下・ささましも

　　４２８-００３８・静岡県島田市佐夜鹿・さよしか

　　４２８-００１９・静岡県島田市志戸呂・しとろ

　　４２８-０００７・静岡県島田市島・しま

　　４２７-００５９・静岡県島田市新田町・しんでんちよう

　　４２７-００５５・静岡県島田市新町通・しんまちどおり

　　４２８-０００１・静岡県島田市高熊・たかくま

　　４２７-００５４・静岡県島田市高砂町・たかさごちよう

　　４２７-００１５・静岡県島田市高島町・たかじまちよう

　　４２８-０００８・静岡県島田市竹下・たけした

　　４２７-０００１・静岡県島田市千葉・ちはﾞ

　　４２７-００４２・静岡県島田市中央町・ちゆうおうちよう

　　４２７-０１１２・静岡県島田市月坂・つきさか

　　４２７-００１９・静岡県島田市道悦・どうえつ

　　４２７-００１４・静岡県島田市道悦島・どうえつじま

　　４２７-０００３・静岡県島田市東光寺・とうこうじ

　　４２７-０１０３・静岡県島田市中河・なかがわ

　　４２７-００４１・静岡県島田市中河町・なかがわちよう

　　４２７-００４３・静岡県島田市中溝・なかみぞ

　　４２７-００４７・静岡県島田市中溝町・なかみぞちよう

　　４２７-０００７・静岡県島田市野田・のだ

　　４２７-００４８・静岡県島田市旗指・はつさじ

　　４２７-００６１・静岡県島田市ばらの丘・はﾞらのおか

　　４２８-００１１・静岡県島田市番生寺・はﾞんしようじ

　　４２７-００１１・静岡県島田市東町・ひがしちよう



　　４２７-００２９・静岡県島田市日之出町・ひのでちよう

　　４２８-０００２・静岡県島田市福用・ふくよう

　　４２７-０１０７・静岡県島田市船木・ふなき

　　４２７-００１６・静岡県島田市宝来町・ほうらいちよう

　　４２７-００１２・静岡県島田市細島・ほそじま

　　４２７-００２２・静岡県島田市本通・ほんとおり

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２５５」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２５６」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２５８」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２５９」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２６２」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２７６」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「２９４～３００」)・まきのはら

　　４２８-００４９・静岡県島田市牧之原（２５０～３４３番地「３０２～３０４番地を除く」)・まき

のはら

　　４２７-０１０８・静岡県島田市牧之原（その他）・まきのはら(そのた)

　　４２７-００５２・静岡県島田市松葉町・まつはﾞちよう

　　４２７-００３６・静岡県島田市三ツ合町・みつあいちよう

　　４２７-００１７・静岡県島田市南・みなみ

　　４２７-０１０５・静岡県島田市南原・みなみはら

　　４２７-０２３３・静岡県島田市身成・みなり

　　４２７-００４４・静岡県島田市宮川町・みやがわちよう

　　４２７-００４５・静岡県島田市向島町・むかいじまちよう

　　４２７-００３９・静岡県島田市向谷・むくや

　　４２７-００３５・静岡県島田市向谷元町・むくやもとまち

　　４２７-００５７・静岡県島田市元島田・もとしまだ

　　４２７-００５１・静岡県島田市元島田東町・もとしまだひがしちよう

　　４２７-００２１・静岡県島田市柳町・やなぎまち

　　４２７-０１１３・静岡県島田市湯日・ゆい

　　４２７-００２４・静岡県島田市横井・よこい

　　４２８-０００４・静岡県島田市横岡・よこおか

　　４２８-０００５・静岡県島田市横岡新田・よこおかしんでん

　　４２７-００４６・静岡県島田市若松町・わかまつちよう

　　４１７-００００・静岡県富士市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１７-００４６・静岡県富士市青島・あおしま

　　４１７-００４７・静岡県富士市青島町・あおしまちよう

　　４１６-０９５２・静岡県富士市青葉町・あおはﾞちよう

　　４１９-０２０１・静岡県富士市厚原・あつはら

　　４１７-００４２・静岡県富士市荒田島・あらたじま

　　４１７-００４３・静岡県富士市荒田島町・あらたじまちよう

　　４１７-０８０４・静岡県富士市石井・いしい

　　４１７-０８６２・静岡県富士市石坂・いしざか

　　４１７-０８０８・静岡県富士市一色・いつしき

　　４１７-０８４６・静岡県富士市今井・いまい

　　４１７-０００１・静岡県富士市今泉・いまいずみ

　　４１７-０８０２・静岡県富士市今宮・いまみや

　　４１９-０２０４・静岡県富士市入山瀬・いりやませ

　　４２１-３３０５・静岡県富士市岩淵・いわぶち

　　４１６-０９０１・静岡県富士市岩本・いわもと

　　４１７-０８５３・静岡県富士市宇東川東町・うとがわひがしちよう

　　４１７-０８５４・静岡県富士市宇東川西町・うとがわにしちよう

　　４１７-０８０５・静岡県富士市鵜無ケ淵・うないがふち

　　４１７-００２５・静岡県富士市瓜島・うりじま

　　４１７-００５７・静岡県富士市瓜島町・うりじまちよう

　　４１７-０８１１・静岡県富士市江尾・えのお

　　４１７-０８１７・静岡県富士市江尾南・えのおみなみ

　　４１７-０８４８・静岡県富士市大野・おおの

　　４１７-０８４５・静岡県富士市大野新田・おおのしんでん

　　４１７-０８０１・静岡県富士市大淵・おおぶち

　　４１７-０８０３・静岡県富士市桑崎・かざき

　　４１７-０８３５・静岡県富士市柏原・かしわはﾞら

　　４１６-０９１２・静岡県富士市加島町・かじまちよう

　　４１７-０８２１・静岡県富士市神谷・かみや

　　４１７-０８２２・静岡県富士市神谷新町・かみやしんまち

　　４１７-０８２３・静岡県富士市神谷南・かみやみなみ

　　４１６-０９４２・静岡県富士市上横割・かみよこわり

　　４１７-０８２５・静岡県富士市川尻・かわしり

　　４１７-０８２４・静岡県富士市川尻東・かわしりひがじ

　　４１６-０９３９・静岡県富士市川成島・かわなりじま

　　４１６-０９５５・静岡県富士市川成新町・かわなりしんまち



　　４２１-３３０４・静岡県富士市木島・きじま

　　４２１-３３０１・静岡県富士市北松野・きたまつの

　　４１９-０２０２・静岡県富士市久沢・くざわ

　　４１７-００７１・静岡県富士市国久保・くにくほﾞ

　　４１７-００６２・静岡県富士市香西・こうさい

　　４１７-００６３・静岡県富士市香西新田・こうさいしんでん

　　４１７-０８０７・静岡県富士市神戸・ごうど

　　４１６-０９４６・静岡県富士市五貫島・ごかんじま

　　４１６-０９０５・静岡県富士市五味島・ごみじま

　　４１７-０８１２・静岡県富士市境・さかい

　　４１６-０９３４・静岡県富士市鮫島・さめじま

　　４１７-０８４２・静岡県富士市三新田・さんしんでん

　　４１７-０８５６・静岡県富士市さんどまき・さんどまき

　　４１７-００３３・静岡県富士市島田町・しまだちよう

　　４１６-０９４３・静岡県富士市下横割・しもよこわり

　　４１６-０９４１・静岡県富士市十兵衛・じゆうべえ

　　４１７-０００４・静岡県富士市新橋町・しんはﾞしちよう

　　４１７-００１５・静岡県富士市鈴川町・すずかわちよう

　　４１７-００１３・静岡県富士市鈴川中町・すずかわなかちよう

　　４１７-００１４・静岡県富士市鈴川西町・すずかわにしちよう

　　４１７-００１２・静岡県富士市鈴川東町・すずかわひがしちよう

　　４１７-００１１・静岡県富士市鈴川本町・すずかわほんちよう

　　４１７-００７２・静岡県富士市浅間上町・せんげんかみちよう

　　４１７-００７３・静岡県富士市浅間本町・せんげんほんちよう

　　４１９-０２０３・静岡県富士市鷹岡本町・たかおかほんちよう

　　４１７-００４８・静岡県富士市高島町・たかしまちよう

　　４１７-００４４・静岡県富士市高嶺町・たかねちよう

　　４１６-０９３５・静岡県富士市田子・たご

　　４１７-００３１・静岡県富士市田島・たじま

　　４１７-００３２・静岡県富士市田島新田・たじましんでん

　　４１６-０９３１・静岡県富士市蓼原・たではら

　　４１６-０９５３・静岡県富士市蓼原町・たではらちよう

　　４１７-０８４３・静岡県富士市田中新田・たなかしんでん

　　４１７-００５２・静岡県富士市中央町・ちゆうおうちよう

　　４１７-００３４・静岡県富士市津田・つた

　　４１７-００３５・静岡県富士市津田町・つたちよう

　　４１７-００６１・静岡県富士市伝法・でんほﾞう

　　４１９-０２０５・静岡県富士市天間・てんま

　　４１７-００３７・静岡県富士市外木・とのき

　　４１７-０８３２・静岡県富士市中柏原新田・なかかしわはﾞらしんでん

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（６６)・なかかわはら

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（８８)・なかかわはら

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（９３)・なかかわはら

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（１９７)・なかかわはら

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（２９２－４)・なかかわはら

　　４１７-００３６・静岡県富士市中河原（３１５)・なかかわはら

　　４１６-０９３６・静岡県富士市中河原（その他）・なかかわはら(そのた)

　　４１７-０８２６・静岡県富士市中里・なかざと

　　４１６-０９０７・静岡県富士市中島・なかじま

　　４１７-０８０９・静岡県富士市中野・なかの

　　４２１-３３０６・静岡県富士市中之郷・なかのごう

　　４２１-３３０２・静岡県富士市中野台・なかのだい

　　４１６-０９３３・静岡県富士市中丸・なかまる

　　４１７-００５４・静岡県富士市永田・ながた

　　４１７-００５８・静岡県富士市永田北町・ながたきたちよう

　　４１７-００５５・静岡県富士市永田町・ながたちよう

　　４１６-０９０２・静岡県富士市長通・ながどおり

　　４１７-０８３４・静岡県富士市西柏原新田・にしかしわはﾞらしんでん

　　４１７-００４５・静岡県富士市錦町・にしきちよう

　　４１７-０８１４・静岡県富士市西船津・にしふなつ

　　４１７-０８３３・静岡県富士市沼田新田・ぬまたしんでん

　　４１６-０９１１・静岡県富士市八幡町・はちまんちよう

　　４１６-０９３８・静岡県富士市浜田町・はまだちよう

　　４１７-０８５２・静岡県富士市原田・はらだ

　　４１７-０８３１・静岡県富士市東柏原新田・ひがしかしわはﾞらしんでん

　　４１７-０８４７・静岡県富士市比奈・ひな

　　４１７-０８４４・静岡県富士市檜新田・ひのきしんでん

　　４１７-００５６・静岡県富士市日乃出町・ひのでちよう

　　４１７-０８６１・静岡県富士市広見東本町・ひろみひがしほんちよう

　　４１７-０８６３・静岡県富士市広見西本町・ひろみにしほんちよう



　　４１７-０８６４・静岡県富士市広見本町・ひろみほんちよう

　　４１７-０８４１・静岡県富士市富士岡・ふじおか

　　４１６-０９１５・静岡県富士市富士町・ふじちよう

　　４１７-０８５１・静岡県富士市富士見台・ふじみだい

　　４１７-０８１３・静岡県富士市船津・ふなつ

　　４１６-０９１６・静岡県富士市平垣・へいがき

　　４１６-０９１８・静岡県富士市平垣町・へいがきちよう

　　４１６-０９１３・静岡県富士市平垣本町・へいがきほんちよう

　　４１６-０９１４・静岡県富士市本町・ほんちよう

　　４１６-０９３７・静岡県富士市前田・まえだ

　　４１７-０８０６・静岡県富士市間門・まかど

　　４１７-０８１５・静岡県富士市増川・ますがわ

　　４１７-０８１６・静岡県富士市増川新町・ますがわしんまち

　　４１６-０９０９・静岡県富士市松岡・まつおか

　　４１６-０９１９・静岡県富士市松富町・まつとみまち

　　４１６-０９０３・静岡県富士市松本・まつもと

　　４１７-０８５５・静岡県富士市三ツ沢・みつざわ

　　４１６-０９２１・静岡県富士市水戸島・みとじま

　　４１６-０９２４・静岡県富士市水戸島本町・みとじまほんちよう

　　４１６-０９２２・静岡県富士市水戸島元町・みとじまもとちよう

　　４１７-００４９・静岡県富士市緑町・みどりちよう

　　４１７-００２６・静岡県富士市南町・みなみちよう

　　４２１-３３０３・静岡県富士市南松野・みなみまつの

　　４１６-０９４７・静岡県富士市宮下・みやした

　　４１６-０９４５・静岡県富士市宮島・みやじま

　　４１７-００４１・静岡県富士市御幸町・みゆきちよう

　　４１６-０９０６・静岡県富士市本市場・もといちはﾞ

　　４１６-０９０４・静岡県富士市本市場新田・もといちはﾞしんでん

　　４１６-０９５４・静岡県富士市本市場町・もといちはﾞちよう

　　４１６-０９１７・静岡県富士市元町・もとちよう

　　４１６-０９４９・静岡県富士市森下・もりした

　　４１６-０９４８・静岡県富士市森島・もりじま

　　４１７-００２４・静岡県富士市八代町・やしろちよう

　　４１６-０９３２・静岡県富士市柳島・やなぎしま

　　４１７-００６４・静岡県富士市弥生・やよい

　　４１７-００６５・静岡県富士市弥生新田・やよいしんでん

　　４１６-０９０８・静岡県富士市柚木・ゆのき

　　４１６-０９４４・静岡県富士市横割・よこわり

　　４１６-０９２３・静岡県富士市横割本町・よこわりほんちよう

　　４１７-００５１・静岡県富士市吉原・よしわら

　　４１７-００２３・静岡県富士市吉原宝町・よしわらたからちよう

　　４１７-００２１・静岡県富士市依田原・よだはら

　　４１７-００５３・静岡県富士市依田原新田・よだはらしんでん

　　４１７-００２２・静岡県富士市依田原町・よだはらちよう

　　４１７-０００２・静岡県富士市依田橋・よだはﾞじ

　　４１７-０００３・静岡県富士市依田橋町・よだはﾞしちよう

　　４１６-０９５１・静岡県富士市米之宮町・よねのみやちよう

　　４３８-００００・静岡県磐田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４３８-０８２４・静岡県磐田市赤池・あかいけ

　　４３８-００１７・静岡県磐田市安久路・あくろ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市旭ケ丘・あさひがおか

　　４３８-００６２・静岡県磐田市新島・あらしま

　　４３８-０１０５・静岡県磐田市家田・いえた

　　４３７-１２０６・静岡県磐田市五十子・いかご

　　４３８-０８０５・静岡県磐田市池田・いけだ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市石原町・いしわらちよう

　　４３８-００７８・静岡県磐田市泉町・いずみちよう

　　４３８-００８６・静岡県磐田市一番町・いちはﾞんちよう

　　４３８-０１１６・静岡県磐田市壱貫地・いつかんじ

　　４３７-１２１６・静岡県磐田市一色・いつしき

　　４３８-００７１・静岡県磐田市今之浦・いまのうら

　　４３８-００１６・静岡県磐田市岩井・いわい

　　４３８-０１０４・静岡県磐田市岩室・いわむろ

　　４３８-０２２３・静岡県磐田市請負新田・うけおいしんでん

　　４３７-１２１７・静岡県磐田市宇兵衛新田・うへえしんでん

　　４３８-００８６・静岡県磐田市梅屋町・うめやちよう

　　４３８-０２１２・静岡県磐田市海老島・えびじま

　　４３８-０８１２・静岡県磐田市海老塚・えびつか

　　４３８-０１０３・静岡県磐田市大平・おいだいら

　　４３８-００４４・静岡県磐田市大泉町・おおいずみちよう



　　４３８-０００２・静岡県磐田市大久保・おおくほﾞ

　　４３８-００３６・静岡県磐田市大立野・おおだての

　　４３８-０１０７・静岡県磐田市大当所・おおとうしよ

　　４３８-０２１４・静岡県磐田市大中瀬・おおなかぜ

　　４３８-００４３・静岡県磐田市大原（１～２０６１番地)・おおわら

　　４３８-００４３・静岡県磐田市大原（２７５７～２７６８番地)・おおわら

　　４３７-１２１１・静岡県磐田市大原（その他）・おおわら(そのた)

　　４３８-０２０４・静岡県磐田市岡・おか

　　４３８-０１２４・静岡県磐田市掛下・かけした

　　４３８-０２３４・静岡県磐田市掛塚・かけつか

　　４３８-００１１・静岡県磐田市笠梅・かさうめ

　　４３８-００３８・静岡県磐田市鎌田・かまだ

　　４３８-０８３１・静岡県磐田市上新屋・かみあらや

　　４３８-００５１・静岡県磐田市上大之郷・かみおおのごう

　　４３８-００４５・静岡県磐田市上岡田・かみおかた

　　４３８-０１１５・静岡県磐田市上神増・かみかんぞ

　　４３８-０１１１・静岡県磐田市上野部・かみのべ

　　４３８-０８２２・静岡県磐田市上本郷・かみほんごう

　　４３８-０８１７・静岡県磐田市上万能・かみまんのう

　　４３８-００４２・静岡県磐田市上南田・かみみなみだ

　　４３８-０８０４・静岡県磐田市加茂・かも

　　４３８-００８６・静岡県磐田市加茂川通・かもがわどおり

　　４３８-０２３２・静岡県磐田市川袋・かわぶくろ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市河原町・かわらちよう

　　４３８-０１２１・静岡県磐田市神増・かんぞ

　　４３８-００６４・静岡県磐田市北島・きたじま

　　４３８-００８６・静岡県磐田市北見町・きたみちよう

　　４３８-００８４・静岡県磐田市城之崎・きのさき

　　４３８-００６１・静岡県磐田市刑部島・ぎようぶじま

　　４３８-００６７・静岡県磐田市草崎・くささき

　　４３８-００７８・静岡県磐田市久保町・くほﾞちよう

　　４３８-０８１４・静岡県磐田市気子島・けごじま

　　４３８-０８３７・静岡県磐田市源平新田・げんへﾟいしんでん

　　４３８-０１１４・静岡県磐田市合代島・ごうだいじま

　　４３８-００７７・静岡県磐田市国府台・こうのだい

　　４３８-００５６・静岡県磐田市小島・こじま

　　４３８-０８３８・静岡県磐田市小立野・こだての

　　４３８-００７８・静岡県磐田市御殿・ごてん

　　４３８-０２１５・静岡県磐田市小中瀬・こなかぜ

　　４３８-０２３３・静岡県磐田市駒場・こまはﾞ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市権現町・ごんげんちよう

　　４３８-００８６・静岡県磐田市幸町・さいわいちよう

　　４３８-００７８・静岡県磐田市坂上町・さかうえちよう

　　４３８-００７８・静岡県磐田市栄町・さかえちよう

　　４３８-０００５・静岡県磐田市匂坂上・さぎさかかみ

　　４３８-０００３・静岡県磐田市匂坂新・さぎさかしん

　　４３８-０００４・静岡県磐田市匂坂中・さぎさかなか

　　４３８-００７８・静岡県磐田市桜ケ丘・さくらがおか

　　４３８-０８１３・静岡県磐田市笹原島・ささはらじま

　　４３８-００５５・静岡県磐田市鮫島・さめじま

　　４３７-１２１３・静岡県磐田市塩新田・しおしんでん

　　４３８-０１０６・静岡県磐田市敷地・しきじ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市七軒町・しちけんちよう

　　４３８-００１５・静岡県磐田市篠原・しのはら

　　４３８-００８６・静岡県磐田市清水町・しみずちよう

　　４３８-００５２・静岡県磐田市下大之郷・しもおおのごう

　　４３８-００４６・静岡県磐田市下岡田・しもおかた

　　４３８-０１２６・静岡県磐田市下神増・しもかんぞ

　　４３８-０１１２・静岡県磐田市下野部・しものべ

　　４３７-１２０５・静岡県磐田市下太・しもふと

　　４３８-０８２３・静岡県磐田市下本郷・しもほんごう

　　４３８-０８１８・静岡県磐田市下万能・しもまんのう

　　４３８-０２３６・静岡県磐田市十郎島・じゆうろうじま

　　４３８-００８６・静岡県磐田市宿町・しゆくまち

　　４３８-００６６・静岡県磐田市白拍子・しらびようじ

　　４３８-０２３５・静岡県磐田市白羽・しろわ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市地脇町・じわきちよう

　　４３８-０１１３・静岡県磐田市新開・しんかい

　　４３８-００２５・静岡県磐田市新貝・しんがい

　　４３８-００６３・静岡県磐田市真光寺・しんこうじ



　　４３８-００３３・静岡県磐田市新出・しんで

　　４３８-００８６・静岡県磐田市新通町・しんどおりちよう

　　４３８-０２２２・静岡県磐田市須恵新田・すえしんでん

　　４３８-００８６・静岡県磐田市住吉町・すみよしちよう

　　４３７-１２１４・静岡県磐田市清庵新田・せいあんしんでん

　　４３８-００５７・静岡県磐田市千手堂・せんずどう

　　４３８-０１２２・静岡県磐田市惣兵衛下新田・そうべえしもしんでん

　　４３８-０２０２・静岡県磐田市高木・たかぎ

　　４３８-０８０１・静岡県磐田市高見丘・たかみがおか

　　４３８-０８２１・静岡県磐田市立野・たての

　　４３８-００２１・静岡県磐田市玉越・たまこじ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市田町・たまち

　　４３７-１２１５・静岡県磐田市太郎馬新田・たろましんでん

　　４３８-００７８・静岡県磐田市中央町・ちゆうおうちよう

　　４３８-０００６・静岡県磐田市寺谷・てらだに

　　４３８-０００７・静岡県磐田市寺谷新田・てらだにしんでん

　　４３８-００８６・静岡県磐田市天王町・てんのうちよう

　　４３８-００７５・静岡県磐田市天龍・てんりゆう

　　４３８-００３９・静岡県磐田市東新町・とうしんちよう

　　４３８-０８０６・静岡県磐田市東名・とうめい

　　４３８-０２１６・静岡県磐田市飛平松・とびひらまつ

　　４３８-０８０３・静岡県磐田市富丘・とみがおか

　　４３８-０８０７・静岡県磐田市富里・とみさと

　　４３８-０２３１・静岡県磐田市豊岡・とよおか

　　４３８-００４７・静岡県磐田市豊島・とよしま

　　４３８-０８０８・静岡県磐田市豊田・とよだ

　　４３８-０８３５・静岡県磐田市豊田西之島・とよだにしのしま

　　４３７-１２０２・静岡県磐田市豊浜・とよはま

　　４３７-１２０１・静岡県磐田市豊浜中野・とよはまなかの

　　４３８-００７２・静岡県磐田市鳥之瀬・とりのせ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市中泉・なかいずみ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市中川町・なかがわちよう

　　４３８-００５３・静岡県磐田市中野・なかの

　　４３８-０２１８・静岡県磐田市中平松・なかひらまつ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市中町・なかまち

　　４３８-０８３６・静岡県磐田市長森・ながもり

　　４３８-００６９・静岡県磐田市長須賀・ながすか

　　４３８-０８１５・静岡県磐田市中田・なかだ

　　４３８-００２６・静岡県磐田市西貝塚・にしかいつﾞか

　　４３８-００８６・静岡県磐田市西坂町・にしざかちよう

　　４３８-００２２・静岡県磐田市西島・にしじま

　　４３８-００７８・静岡県磐田市西新町・にししんまち

　　４３８-００４１・静岡県磐田市西之島・にしのしま

　　４３８-０２１７・静岡県磐田市西平松・にしひらまつ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市西町・にしまち

　　４３８-００７４・静岡県磐田市二之宮・にのみや

　　４３８-００７４・静岡県磐田市二之宮浅間・にのみやせんげん

　　４３８-００７３・静岡県磐田市二之宮東・にのみやひがじ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市二番町・にはﾞんちよう

　　４３８-００６５・静岡県磐田市野箱・のはﾞこ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　４３８-０２２４・静岡県磐田市浜新田・はましんでん

　　４３８-００５４・静岡県磐田市浜部・はまべ

　　４３８-００３１・静岡県磐田市稗原・ひえはﾞら

　　４３８-００８６・静岡県磐田市東坂町・ひがしざかちよう

　　４３８-００３５・静岡県磐田市東新屋・ひがしあらや

　　４３８-００３７・静岡県磐田市東貝塚・ひがしかいつﾞか

　　４３７-１２０８・静岡県磐田市東小島・ひがしこじま

　　４３８-０８０２・静岡県磐田市東原・ひがしはﾞら

　　４３８-０２１１・静岡県磐田市東平松・ひがしひらまつ

　　４３８-００７８・静岡県磐田市東町・ひがしまち

　　４３８-００２８・静岡県磐田市東山・ひがしやま

　　４３８-００３２・静岡県磐田市東脇・ひがしわき

　　４３８-００２３・静岡県磐田市彦島・ひこじま

　　４３８-０８１１・静岡県磐田市一言・ひとこと

　　４３８-０２０３・静岡県磐田市平間・ひらま

　　４３８-０１２３・静岡県磐田市平松・ひらまつ

　　４３８-０００８・静岡県磐田市平松掛下入作・ひらまつかけしたいりさく

　　４３７-１２０７・静岡県磐田市蛭池・ひるいけ

　　４３７-１２０３・静岡県磐田市福田・ふくで



　　４３７-１２０４・静岡県磐田市福田中島・ふくでなかじま

　　４３８-０００１・静岡県磐田市藤上原・ふじかんはﾞら

　　４３８-００８８・静岡県磐田市富士見台・ふじみだい

　　４３８-００８３・静岡県磐田市富士見町・ふじみちよう

　　４３８-０２０５・静岡県磐田市堀之内・ほりのうち

　　４３８-００７８・静岡県磐田市本町・ほんまち

　　４３８-００６８・静岡県磐田市前野・まえの

　　４３８-０１２５・静岡県磐田市松之木島・まつのきじま

　　４３８-０２０６・静岡県磐田市松本・まつもと

　　４３８-００５８・静岡県磐田市万正寺・まんしようじ

　　４３８-０１０１・静岡県磐田市万瀬・まんぜ

　　４３８-００２７・静岡県磐田市三ケ野・みかの

　　４３８-００１８・静岡県磐田市三ケ野台・みかのだい

　　４３８-００８５・静岡県磐田市水堀・みずほり

　　４３８-０１２７・静岡県磐田市三家・みつえ

　　４３８-００８６・静岡県磐田市見付・みつけ

　　４３８-００８１・静岡県磐田市緑ケ丘・みどりがおか

　　４３８-００８６・静岡県磐田市美登里町・みどりちよう

　　４３７-１２０９・静岡県磐田市南島・みなみしま

　　４３７-１２１２・静岡県磐田市南田・みなみだ

　　４３７-１２１８・静岡県磐田市南田伊兵衛新田・みなみだいへえしんでん

　　４３８-０２２１・静岡県磐田市南平松・みなみひらまつ

　　４３８-０８１６・静岡県磐田市宮之一色・みやのいしき

　　４３８-０２０７・静岡県磐田市宮本・みやもと

　　４３８-００２４・静岡県磐田市明ケ島・みようがじま

　　４３８-００１９・静岡県磐田市明ケ島原・みようがじまはら

　　４３８-００１２・静岡県磐田市向笠新屋・むかさあらや

　　４３８-００１３・静岡県磐田市向笠竹之内・むかさたけのうち

　　４３８-００１４・静岡県磐田市向笠西・むかさにじ

　　４３８-０１０２・静岡県磐田市虫生・むしゆう

　　４３８-００８６・静岡県磐田市元倉町・もとくらちよう

　　４３８-００８２・静岡県磐田市元天神町・もとてんじんちよう

　　４３８-００８６・静岡県磐田市元宮町・もとみやちよう

　　４３８-０８３２・静岡県磐田市森岡・もりおか

　　４３８-０８３４・静岡県磐田市森下・もりした

　　４３８-０８２５・静岡県磐田市森本・もりもと

　　４３８-０１０８・静岡県磐田市社山・やしろやま

　　４３８-０８３３・静岡県磐田市弥藤太島・やとうたじま

　　４３８-０２０１・静岡県磐田市竜洋中島・りゆうようなかじま

　　４３８-０２１３・静岡県磐田市竜洋稗原・りゆうようひえはﾞら

　　４３８-００３４・静岡県磐田市和口・わぐち

　　４２５-００００・静岡県焼津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４２１-０２１６・静岡県焼津市相川・あいかわ

　　４２５-００２３・静岡県焼津市新屋・あらや

　　４２５-００４１・静岡県焼津市石津・いしつﾞ

　　４２５-００４３・静岡県焼津市石津中町・いしつﾞなかちよう

　　４２５-００４２・静岡県焼津市石津港町・いしつﾞみなとちよう

　　４２５-００４４・静岡県焼津市石津向町・いしつﾞむかいちよう

　　４２５-００１５・静岡県焼津市石脇上・いしわきかみ

　　４２５-００１６・静岡県焼津市石脇下・いしわきしも

　　４２５-００５４・静岡県焼津市一色・いつしき

　　４２５-００３２・静岡県焼津市鰯ケ島・いわしがしま

　　４２５-００２８・静岡県焼津市駅北・えききた

　　４２５-００９２・静岡県焼津市越後島・えちごしま

　　４２５-００８３・静岡県焼津市大・おお

　　４２５-００６６・静岡県焼津市大島・おおじま

　　４２５-００６９・静岡県焼津市大島新田・おおしましんでん

　　４２５-００７２・静岡県焼津市大住・おおずみ

　　４２５-００８２・静岡県焼津市大村・おおむら

　　４２５-００８４・静岡県焼津市大村新田・おおむらしんでん

　　４２５-００１３・静岡県焼津市岡当目・おかとうめ

　　４２５-００１１・静岡県焼津市小浜・おはﾞま

　　４２５-００７３・静岡県焼津市小柳津・おやいつﾞ

　　４２５-０００５・静岡県焼津市方ノ上・かたのかみ

　　４２１-０２１７・静岡県焼津市上泉・かみいずみ

　　４２１-０２０１・静岡県焼津市上小杉・かみこすぎ

　　４２１-０２０６・静岡県焼津市上新田・かみしんでん

　　４２５-００５８・静岡県焼津市北新田・きたしんでん

　　４２５-００２４・静岡県焼津市北浜通・きたはまどおり

　　４２５-００７７・静岡県焼津市五ケ堀之内・ごかほりのうち



　　４２５-００３３・静岡県焼津市小川・こがわ

　　４２５-００３１・静岡県焼津市小川新町・こがわしんまち

　　４２５-００８６・静岡県焼津市小土・こひじ

　　４２５-００７６・静岡県焼津市小屋敷・こやしき

　　４２５-００２７・静岡県焼津市栄町・さかえまち

　　４２５-０００４・静岡県焼津市坂本・さかもと

　　４２５-００４６・静岡県焼津市三右衛門新田・さんうえもんしんでん

　　４２５-００７１・静岡県焼津市三ケ名・さんがみよう

　　４２５-００８５・静岡県焼津市塩津・しおつ

　　４２１-０２１８・静岡県焼津市下江留・しもえどめ

　　４２５-００５７・静岡県焼津市下小田・しもおだ

　　４２５-００５６・静岡県焼津市下小田中町・しもおだなかまち

　　４２１-０２０２・静岡県焼津市下小杉・しもこすぎ

　　４２５-００６７・静岡県焼津市治長請所・じちよううけしよ

　　４２５-００２５・静岡県焼津市城之腰・じようのこじ

　　４２５-００５３・静岡県焼津市すみれ台・すみれだい

　　４２５-０００６・静岡県焼津市関方・せきがた

　　４２５-００６５・静岡県焼津市惣右衛門・そううえもん

　　４２５-００８１・静岡県焼津市大栄町・だいえいちよう

　　４２５-００８８・静岡県焼津市大覚寺・だいかくじ

　　４２５-０００３・静岡県焼津市高崎・たかさき

　　４２１-０２０４・静岡県焼津市高新田・たかしんでん

　　４２５-００５２・静岡県焼津市田尻・たじり

　　４２５-００５１・静岡県焼津市田尻北・たじりきた

　　４２５-００５５・静岡県焼津市道原・どうはﾞら

　　４２５-００１４・静岡県焼津市中里・なかざと

　　４２１-０２１４・静岡県焼津市中島・なかじま

　　４２５-００６８・静岡県焼津市中新田・なかしんでん

　　４２５-００６１・静岡県焼津市中根・なかね

　　４２５-００６２・静岡県焼津市中根新田・なかねしんでん

　　４２５-００２１・静岡県焼津市中港・なかみなと

　　４２５-００３６・静岡県焼津市西小川・にしこがわ

　　４２１-０２１５・静岡県焼津市西島・にしじま

　　４２５-００７５・静岡県焼津市西焼津・にしやいつﾞ

　　４２５-００４５・静岡県焼津市祢宜島・ねぎしま

　　４２５-００１７・静岡県焼津市野秋・のあき

　　４２５-０００１・静岡県焼津市花沢・はなざわ

　　４２１-０２１３・静岡県焼津市飯淵・はぶち

　　４２５-００１２・静岡県焼津市浜当目・はまとうめ

　　４２５-００３５・静岡県焼津市東小川・ひがしこがわ

　　４２１-０２０３・静岡県焼津市藤守・ふじもり

　　４２５-００８７・静岡県焼津市保福島・ほふくじま

　　４２５-００６３・静岡県焼津市本中根・ほんなかね

　　４２５-００２２・静岡県焼津市本町・ほんまち

　　４２５-００６４・静岡県焼津市三和・みわ

　　４２５-０００７・静岡県焼津市策牛・むちうじ

　　４２１-０２０５・静岡県焼津市宗高・むなだか

　　４２５-００２６・静岡県焼津市焼津・やいつﾞ

　　４２５-００９１・静岡県焼津市八楠・やぐす

　　４２５-００７４・静岡県焼津市柳新屋・やなぎあらや

　　４２５-０００２・静岡県焼津市吉津・よしつﾞ

　　４２１-０２１１・静岡県焼津市吉永・よしなが

　　４２５-００３４・静岡県焼津市与惣次・よそうじ

　　４２１-０２１２・静岡県焼津市利右衛門・りえもん

　　４３６-００００・静岡県掛川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４３６-００１８・静岡県掛川市葵町・あおいちよう

　　４３６-００１９・静岡県掛川市青葉台・あおはﾞだい

　　４３６-００４１・静岡県掛川市秋葉路・あきはみち

　　４３６-００２２・静岡県掛川市上張・あげはり

　　４３６-００６２・静岡県掛川市旭ケ丘・あさひがおか

　　４３６-００６９・静岡県掛川市旭台・あさひだい

　　４３６-００８９・静岡県掛川市安養寺・あんようじ

　　４３６-０２２５・静岡県掛川市家代・いえしろ

　　４３６-０２２７・静岡県掛川市家代の里・いえしろのさと

　　４３６-０３３２・静岡県掛川市居尻・いじり

　　４３６-００１６・静岡県掛川市板沢・いたさわ

　　４３７-１４３６・静岡県掛川市今滝・いまたき

　　４３７-１４３８・静岡県掛川市入山瀬・いりやませ

　　４３７-１４０３・静岡県掛川市岩滑・いわなめ

　　４３６-００７２・静岡県掛川市印内・いんない



　　４３６-００３４・静岡県掛川市梅橋・うめはﾞじ

　　４３６-００７７・静岡県掛川市駅前・えきまえ

　　４３６-００４３・静岡県掛川市大池・おおいけ

　　４３７-１４２１・静岡県掛川市大坂・おおさか

　　４３６-００８７・静岡県掛川市大多郎・おおたろう

　　４３７-１４３９・静岡県掛川市大坪台・おおつほﾞだい

　　４３６-０００９・静岡県掛川市大野・おおの

　　４３７-１３０２・静岡県掛川市大渕・おおぶち

　　４３６-０３３５・静岡県掛川市大和田・おおわだ

　　４３６-００３７・静岡県掛川市岡津・おかつ

　　４３７-１３０３・静岡県掛川市沖之須・おきのす

　　４３６-００４５・静岡県掛川市小鷹町・おだかちよう

　　４３７-１４０７・静岡県掛川市小貫・おぬき

　　４３７-１４２２・静岡県掛川市海戸・かいと

　　４３６-０１１３・静岡県掛川市各和・かくわ

　　４３６-００７９・静岡県掛川市掛川・かけがわ

　　４３６-００８８・静岡県掛川市葛ケ丘・かつらがおか

　　４３６-００７３・静岡県掛川市金城・かねしろ

　　４３６-００１２・静岡県掛川市上内田・かみうちだ

　　４３６-０３４２・静岡県掛川市上西郷・かみさいごう

　　４３６-０２２１・静岡県掛川市上垂木・かみたるき

　　４３６-０１０１・静岡県掛川市上西之谷・かみにしのや

　　４３７-１４３３・静岡県掛川市上土方・かみひじかた

　　４３７-１４３１・静岡県掛川市上土方落合・かみひじかたおちあい

　　４３７-１４３２・静岡県掛川市上土方工業団地・かみひじかたこうぎようだんち

　　４３７-１４３７・静岡県掛川市上土方旦付新田・かみひじかただんつﾞくしんでん

　　４３７-１４３５・静岡県掛川市上土方嶺向・かみひじかたみねむかい

　　４３６-００４９・静岡県掛川市上屋敷・かみやしき

　　４３６-００２８・静岡県掛川市亀の甲・かめのこう

　　４３７-１４０６・静岡県掛川市川久保・かわくほﾞ

　　４３６-００１４・静岡県掛川市岩井寺・がんしようじ

　　４３７-１４１５・静岡県掛川市菊浜・きくはま

　　４３６-００６３・静岡県掛川市北池新田・きたいけしんでん

　　４３６-００６４・静岡県掛川市北門・きたもん

　　４３６-００９４・静岡県掛川市喜町・きまち

　　４３６-００４４・静岡県掛川市清崎・きよさき

　　４３６-００７４・静岡県掛川市葛川・くずかわ

　　４３７-１４１４・静岡県掛川市国包・くにかね

　　４３７-１４１３・静岡県掛川市国安・くにやす

　　４３６-００２７・静岡県掛川市久保・くほﾞ

　　４３６-０３４１・静岡県掛川市倉真・くらみ

　　４３６-０２２３・静岡県掛川市黒田・くろだ

　　４３６-０３３１・静岡県掛川市黒俣・くろまた

　　４３６-００２３・静岡県掛川市結縁寺・けつえんじ

　　４３６-００３１・静岡県掛川市高御所・こうごしよ

　　４３６-００５５・静岡県掛川市紺屋町・こうやまち

　　４３６-００９０・静岡県掛川市光陽・こうよう

　　４３６-００７０・静岡県掛川市紅葉台・こうようだい

　　４３６-００６８・静岡県掛川市御所原・ごしよはﾞら

　　４３６-００１３・静岡県掛川市子隣・ことなり

　　４３６-０００７・静岡県掛川市小原子・こはﾞらこ

　　４３６-０３４３・静岡県掛川市五明・ごみよう

　　４３６-００４８・静岡県掛川市細田・さいだ

　　４３６-００８４・静岡県掛川市逆川・さかがわ

　　４３７-１４１１・静岡県掛川市坂里・さかさと

　　４３６-００７８・静岡県掛川市肴町・さかなまち

　　４３６-０００２・静岡県掛川市佐夜鹿・さよしか

　　４３６-００３９・静岡県掛川市沢田・さわだ

　　４３６-００７６・静岡県掛川市塩町・しおまち

　　４３６-００３３・静岡県掛川市篠場・しのんはﾞ

　　４３６-００６７・静岡県掛川市下西郷・しもさいごう

　　４３６-０２２２・静岡県掛川市下垂木・しもたるき

　　４３７-１４３４・静岡県掛川市下土方・しもひじかた

　　４３６-００２５・静岡県掛川市下俣・しもまた

　　４３６-００２６・静岡県掛川市下俣南・しもまたみなみ

　　４３６-００５７・静岡県掛川市十九首・じゆうくしゆ

　　４３６-００４０・静岡県掛川市菖蒲ヶ池・しようぶがいけ

　　４３６-００９１・静岡県掛川市城下・しろした

　　４３６-００５４・静岡県掛川市城西・しろにじ

　　４３６-００５９・静岡県掛川市城北・じようほく



　　４３６-００１７・静岡県掛川市杉谷・すぎや

　　４３６-００３０・静岡県掛川市杉谷南・すぎやみなみ

　　４３６-０３３７・静岡県掛川市炭焼・すみやき

　　４３６-０００８・静岡県掛川市千羽・せんはﾞ

　　４３６-００８３・静岡県掛川市薗ケ谷・そのがや

　　４３７-１４０１・静岡県掛川市高瀬・たかせ

　　４３６-０１１４・静岡県掛川市高田・たかだ

　　４３６-０００５・静岡県掛川市伊達方・だてがた

　　４３６-００１１・静岡県掛川市満水・たまり

　　４３６-０３３３・静岡県掛川市丹間・たんま

　　４３６-００８２・静岡県掛川市淡陽・たんよう

　　４３７-１４１２・静岡県掛川市千浜・ちはま

　　４３６-００５６・静岡県掛川市中央・ちゆうおう

　　４３６-００４６・静岡県掛川市中央高町・ちゆうおうたかまち

　　４３６-０１０６・静岡県掛川市寺島・てらしま

　　４３６-００６５・静岡県掛川市天王町・てんのうちよう

　　４３６-００３５・静岡県掛川市徳泉・とくいずみ

　　４３６-０２２４・静岡県掛川市富部・とんべ

　　４３７-１４０５・静岡県掛川市中・なか

　　４３６-００５１・静岡県掛川市中宿・なかじゆく

　　４３６-０１０２・静岡県掛川市中西之谷・なかにしのや

　　４３７-１４０２・静岡県掛川市中方・なかほう

　　４３６-００９２・静岡県掛川市中町・なかまち

　　４３６-００４７・静岡県掛川市長谷・ながや

　　４３６-００５８・静岡県掛川市七日町・なのかまち

　　４３６-００８５・静岡県掛川市成滝・なるたき

　　４３７-１３０４・静岡県掛川市西大渕・にしおおぶち

　　４３７-１４０４・静岡県掛川市西之谷・にしのや

　　４３６-０１１６・静岡県掛川市西山・にしやま

　　４３６-０００３・静岡県掛川市日坂・につさか

　　４３６-００７１・静岡県掛川市仁藤・にとう

　　４３６-００７５・静岡県掛川市仁藤町・にとうまち

　　４３６-０３３６・静岡県掛川市萩間・はぎま

　　４３６-０１１７・静岡県掛川市幡鎌・はたかま

　　４３６-００８１・静岡県掛川市初馬・はつま

　　４３７-１４２３・静岡県掛川市浜川新田・はまがわしんでん

　　４３７-１４２４・静岡県掛川市浜野・はまの

　　４３７-１４２５・静岡県掛川市浜野新田・はまのしんでん

　　４３６-００３６・静岡県掛川市原川・はらがわ

　　４３６-０１０５・静岡県掛川市原里・はらさと

　　４３６-０３３４・静岡県掛川市孕石・はらみいじ

　　４３６-０００１・静岡県掛川市東山・ひがしやま

　　４３６-０１０３・静岡県掛川市久居島・ひさいじま

　　４３６-０１０４・静岡県掛川市平島・ひらしま

　　４３６-００３２・静岡県掛川市平野・ひらの

　　４３６-００４２・静岡県掛川市二瀬川・ふたせがわ

　　４３６-０１１２・静岡県掛川市細谷・ほそや

　　４３６-０１１１・静岡県掛川市本郷・ほんごう

　　４３６-０００６・静岡県掛川市本所・ほんじよ

　　４３６-００６１・静岡県掛川市水垂・みずたり

　　４３７-１４１６・静岡県掛川市三俣・みつまた

　　４３６-００２１・静岡県掛川市緑ケ丘・みどりがおか

　　４３６-００２９・静岡県掛川市南・みなみ

　　４３６-００２４・静岡県掛川市南西郷・みなみさいごう

　　４３６-００８６・静岡県掛川市宮脇・みやわき

　　４３６-０００４・静岡県掛川市八坂・やさか

　　４３６-００２０・静岡県掛川市矢崎町・やさきちよう

　　４３６-００５２・静岡県掛川市柳町・やなぎちよう

　　４３６-００６６・静岡県掛川市谷の口町・やのくちちよう

　　４３７-１３０５・静岡県掛川市山崎・やまざき

　　４３６-００５３・静岡県掛川市弥生町・やよいちよう

　　４３６-０２２６・静岡県掛川市遊家・ゆけ

　　４３７-１３０６・静岡県掛川市洋望台・ようほﾞうだい

　　４３７-１３０１・静岡県掛川市横須賀・よこすか

　　４３６-０１１５・静岡県掛川市吉岡・よしおか

　　４３６-００３８・静岡県掛川市領家・りようけ

　　４３６-００９３・静岡県掛川市連雀・れんじやく

　　４３６-０３３８・静岡県掛川市和光・わこう

　　４３６-００１５・静岡県掛川市和田・わだ

　　４２６-００００・静岡県藤枝市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　４２６-００３７・静岡県藤枝市青木・あおき

　　４２６-００６６・静岡県藤枝市青葉町・あおはﾞちよう

　　４２６-００８１・静岡県藤枝市旭が丘・あさひがおか

　　４２６-００１５・静岡県藤枝市五十海・いかるみ

　　４２６-００４５・静岡県藤枝市泉町・いずみちよう

　　４２６-００２２・静岡県藤枝市稲川・いながわ

　　４２６-０００７・静岡県藤枝市潮・うしお

　　４２６-００７６・静岡県藤枝市内瀬戸・うちせと

　　４２６-００３４・静岡県藤枝市駅前・えきまえ

　　４２６-００５１・静岡県藤枝市大洲・おおす

　　４２６-００１７・静岡県藤枝市大手・おおて

　　４２６-００２６・静岡県藤枝市岡出山・おかでやま

　　４２１-１１０３・静岡県藤枝市岡部町青羽根・おかべちようあおはね

　　４２１-１１２３・静岡県藤枝市岡部町入野・おかべちよういりの

　　４２１-１１３１・静岡県藤枝市岡部町内谷・おかべちよううつたに

　　４２１-１１２１・静岡県藤枝市岡部町岡部・おかべちようおかべ

　　４２１-１１１３・静岡県藤枝市岡部町桂島・おかべちようかつらしま

　　４２１-１１２２・静岡県藤枝市岡部町子持坂・おかべちようこもちざか

　　４２１-１１０１・静岡県藤枝市岡部町玉取・おかべちようたまとり

　　４２１-１１１２・静岡県藤枝市岡部町殿・おかべちようとの

　　４２１-１１１５・静岡県藤枝市岡部町新舟・おかべちようにゆうふね

　　４２１-１１１１・静岡県藤枝市岡部町野田沢・おかべちようのたざわ

　　４２１-１１１４・静岡県藤枝市岡部町羽佐間・おかべちようはさま

　　４２１-１１０２・静岡県藤枝市岡部町宮島・おかべちようみやじま

　　４２１-１１３２・静岡県藤枝市岡部町三輪・おかべちようみわ

　　４２１-１１２４・静岡県藤枝市岡部町村良・おかべちようむらら

　　４２６-００８７・静岡県藤枝市音羽町・おとわちよう

　　４２６-０００８・静岡県藤枝市鬼島・おにじま

　　４２６-００３６・静岡県藤枝市上青島・かみあおじま

　　４２６-０００４・静岡県藤枝市上当間・かみどうま

　　４２６-０２０２・静岡県藤枝市上藪田・かみやぶた

　　４２６-０００１・静岡県藤枝市仮宿・かりやど

　　４２６-００２４・静岡県藤枝市鬼岩寺・きがんじ

　　４２６-０２１２・静岡県藤枝市北方・きたがた

　　４２６-００６４・静岡県藤枝市久兵衛市右衛門請新田・いちうえもんうけしんでん

　　４２６-０２２３・静岡県藤枝市清里・きよさと

　　４２６-００５４・静岡県藤枝市源助・げんすけ

　　４２６-００３３・静岡県藤枝市小石川町・こいしがわちよう

　　４２６-００７９・静岡県藤枝市光洋台・こうようだい

　　４２６-００１６・静岡県藤枝市郡・こおり

　　４２６-００５６・静岡県藤枝市五平・ごへい

　　４２６-００７１・静岡県藤枝市志太・しだ

　　４２６-００３５・静岡県藤枝市下青島・しもあおじま

　　４２６-０００３・静岡県藤枝市下当間・しもどうま

　　４２６-０２０３・静岡県藤枝市下之郷・しものごう

　　４２６-０２０１・静岡県藤枝市下藪田・しもやぶた

　　４２６-００２１・静岡県藤枝市城南・じようなん

　　４２６-００７３・静岡県藤枝市新南新屋・しんみなみあらや

　　４２６-００６５・静岡県藤枝市末広・すえひろ

　　４２６-００８５・静岡県藤枝市助宗・すけむね

　　４２６-００７７・静岡県藤枝市駿河台・するがだい

　　４２６-００６３・静岡県藤枝市青南町・せいなんちよう

　　４２６-００８２・静岡県藤枝市瀬古・せこ

　　４２６-００７５・静岡県藤枝市瀬戸新屋・せとあらや

　　４２６-０１３１・静岡県藤枝市瀬戸ノ谷・せとのや

　　４２６-００５３・静岡県藤枝市善左衛門・ぜんざえもん

　　４２６-００４３・静岡県藤枝市大新島・たいしんじま

　　４２６-００５５・静岡県藤枝市大西町・だいせいちよう

　　４２６-００４４・静岡県藤枝市大東町・だいとうちよう

　　４２６-００６２・静岡県藤枝市高岡・たかおか

　　４２６-００４６・静岡県藤枝市高洲・たかす

　　４２６-０２２１・静岡県藤枝市高田・たかた

　　４２６-００４１・静岡県藤枝市高柳・たかやなぎ

　　４２６-０１３４・静岡県藤枝市滝沢・たきさわ

　　４２６-００１３・静岡県藤枝市立花・たちはﾞな

　　４２６-００１２・静岡県藤枝市田中・たなか

　　４２６-００６１・静岡県藤枝市田沼・たぬま

　　４２６-００２３・静岡県藤枝市茶町・ちやまち

　　４２６-００５７・静岡県藤枝市忠兵衛・ちゆうべえ

　　４２６-００３１・静岡県藤枝市築地・ついじ



　　４２６-００３２・静岡県藤枝市築地上・ついじかみ

　　４２６-００８４・静岡県藤枝市寺島・てらじま

　　４２６-００１９・静岡県藤枝市天王町・てんのうちよう

　　４２６-０２０４・静岡県藤枝市時ケ谷・ときがや

　　４２６-０２１３・静岡県藤枝市中ノ合・なかのごう

　　４２６-０２２２・静岡県藤枝市中藪田・なかやぶた

　　４２６-０２１１・静岡県藤枝市西方・にしがた

　　４２６-００１４・静岡県藤枝市若王子・にやくおうじ

　　４２６-０２０５・静岡県藤枝市花倉・はなぐら

　　４２６-００８６・静岡県藤枝市原・はら

　　４２６-００３８・静岡県藤枝市東町・ひがしちよう

　　４２６-００４２・静岡県藤枝市兵太夫・ひようだゆう

　　４２６-００１１・静岡県藤枝市平島・ひらしま

　　４２６-００２５・静岡県藤枝市藤枝・ふじえだ

　　４２６-０００６・静岡県藤枝市藤岡・ふじおか

　　４２６-００８８・静岡県藤枝市堀之内・ほりのうち

　　４２６-０１３２・静岡県藤枝市本郷・ほんごう

　　４２６-００１８・静岡県藤枝市本町・ほんまち

　　４２６-００６７・静岡県藤枝市前島・まえじま

　　４２６-００２９・静岡県藤枝市益津・ましつﾞ

　　４２６-００２８・静岡県藤枝市益津下・ましつﾞしも

　　４２６-００７４・静岡県藤枝市水上・みずかみ

　　４２６-０００５・静岡県藤枝市水守・みずもり

　　４２６-００２７・静岡県藤枝市緑町・みどりちよう

　　４２６-００７０・静岡県藤枝市緑の丘・みどりのおか

　　４２６-００７２・静岡県藤枝市南新屋・みなみあらや

　　４２６-０２２４・静岡県藤枝市南清里・みなみきよさと

　　４２６-００７８・静岡県藤枝市南駿河台・みなみするがだい

　　４２６-０１３３・静岡県藤枝市宮原・みやはﾞら

　　４２６-００８３・静岡県藤枝市谷稲葉・やいなはﾞ

　　４２６-００５２・静岡県藤枝市弥左衛門・やざえもん

　　４２６-０００９・静岡県藤枝市八幡・やわた

　　４２６-０００２・静岡県藤枝市横内・よこうち

　　４２６-００４７・静岡県藤枝市与左衛門・よざえもん

　　４１２-００００・静岡県御殿場市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１２-００４８・静岡県御殿場市板妻・いたつﾞま

　　４１２-０００８・静岡県御殿場市印野・いんの

　　４１２-００３４・静岡県御殿場市大坂・おおさか

　　４１２-００１４・静岡県御殿場市大堰・おおせぎ

　　４１２-００１３・静岡県御殿場市小倉野・おぐらの

　　４１２-００３９・静岡県御殿場市竈・かまど

　　４１２-０００２・静岡県御殿場市上小林・かみこはﾞやじ

　　４１２-００４５・静岡県御殿場市川島田・かわしまた

　　４１２-０００９・静岡県御殿場市川柳・かわやなぎ

　　４１２-００４１・静岡県御殿場市茱萸沢・ぐみざわ

　　４１２-００３３・静岡県御殿場市神山・こうやま

　　４１２-００２９・静岡県御殿場市神山平・こうやまだいら

　　４１２-００２８・静岡県御殿場市御殿場・ごてんはﾞ

　　４１２-００３８・静岡県御殿場市駒門・こまかど

　　４１２-０００３・静岡県御殿場市柴怒田・しはﾞんた

　　４１２-００４７・静岡県御殿場市神場・じんはﾞ

　　４１２-００４４・静岡県御殿場市杉名沢・すぎなざわ

　　４１２-００２２・静岡県御殿場市清後・せいご

　　４１２-００１７・静岡県御殿場市塚原・つかはﾞら

　　４１２-００３７・静岡県御殿場市中清水・なかしみず

　　４１２-０００６・静岡県御殿場市中畑・なかはﾞた

　　４１２-００１５・静岡県御殿場市中丸・なかまる

　　４１２-００３５・静岡県御殿場市中山・なかやま

　　４１２-０００７・静岡県御殿場市永塚・ながつか

　　４１２-００４３・静岡県御殿場市新橋・にいはじ

　　４１２-００２７・静岡県御殿場市西田中・にしたなか

　　４１２-００２５・静岡県御殿場市二の岡・にのおか

　　４１２-００２１・静岡県御殿場市二枚橋・にまいはﾞじ

　　４１２-００３１・静岡県御殿場市沼田・ぬまた

　　４１２-００３６・静岡県御殿場市萩蕪・はぎかぶ

　　４１２-００４２・静岡県御殿場市萩原・はぎわら

　　４１２-００２６・静岡県御殿場市東田中・ひがしたなか

　　４１２-００２４・静岡県御殿場市東山・ひがしやま

　　４１２-０００５・静岡県御殿場市仁杉・ひとすぎ

　　４１２-００２３・静岡県御殿場市深沢・ふかさわ



　　４１２-００５１・静岡県御殿場市富士見原・ふじみはら

　　４１２-００３２・静岡県御殿場市二子・ふたご

　　４１２-００１１・静岡県御殿場市古沢・ふるさわ

　　４１２-０００４・静岡県御殿場市北久原・ほつくはﾞら

　　４１２-００４６・静岡県御殿場市保土沢・ほとざわ

　　４１２-００１２・静岡県御殿場市増田・ましだ

　　４１２-０００１・静岡県御殿場市水土野・みどの

　　４１２-００１６・静岡県御殿場市六日市場・むいかいちはﾞ

　　４１２-００１９・静岡県御殿場市山尾田・やまおだ

　　４１２-００１８・静岡県御殿場市山之尻・やまのしり

　　４３７-００００・静岡県袋井市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４３７-００３１・静岡県袋井市愛野・あいの

　　４３７-００３９・静岡県袋井市愛野東・あいのひがじ

　　４３７-００４０・静岡県袋井市愛野南・あいのみなみ

　　４３７-００１６・静岡県袋井市葵町・あおいちよう

　　４３７-００３４・静岡県袋井市青木町・あおきちよう

　　４３７-１１２２・静岡県袋井市浅岡・あさおか

　　４３７-１１０２・静岡県袋井市浅名・あさな

　　４３７-１１０１・静岡県袋井市浅羽・あさはﾞ

　　４３７-１１２３・静岡県袋井市浅羽一色・あさはﾞいしき

　　４３７-００１５・静岡県袋井市旭町・あさひちよう

　　４３７-００１３・静岡県袋井市新屋・あらや

　　４３７-００６２・静岡県袋井市泉町・いずみちよう

　　４３７-００３３・静岡県袋井市上田町・うえだちよう

　　４３７-０１２１・静岡県袋井市宇刈・うがり

　　４３７-１１０５・静岡県袋井市梅山・うめやま

　　４３７-００１４・静岡県袋井市永楽町・えいらくちよう

　　４３７-００５２・静岡県袋井市太田・おおた

　　４３７-１１１２・静岡県袋井市大野・おおの

　　４３７-０００６・静岡県袋井市大谷・おおや

　　４３７-１３１２・静岡県袋井市岡崎・おかざき

　　４３７-００３６・静岡県袋井市小川町・おがわちよう

　　４３７-０１２４・静岡県袋井市沖山梨・おきやまなじ

　　４３７-００５６・静岡県袋井市小山・おやま

　　４３７-００２９・静岡県袋井市掛之上・かけのうえ

　　４３７-０１２７・静岡県袋井市可睡の杜・かすいのもり

　　４３７-００２８・静岡県袋井市神長・かみなが

　　４３７-０１２５・静岡県袋井市上山梨・かみやまなじ

　　４３７-０００３・静岡県袋井市萱間・かやま

　　４３７-００６４・静岡県袋井市川井・かわい

　　４３７-０００２・静岡県袋井市川会・かわえ

　　４３７-００４６・静岡県袋井市木原・きわら

　　４３７-００１２・静岡県袋井市国本・くにもと

　　４３７-００６１・静岡県袋井市久能・くの

　　４３７-００２５・静岡県袋井市栄町・さかえまち

　　４３７-００３７・静岡県袋井市清水町・しみずちよう

　　４３７-０１２３・静岡県袋井市下山梨・しもやまなじ

　　４３７-００３５・静岡県袋井市砂本町・すなもとちよう

　　４３７-００３８・静岡県袋井市大門・だいもん

　　４３７-００２３・静岡県袋井市高尾・たかお

　　４３７-００２７・静岡県袋井市高尾町・たかおちよう

　　４３７-００６３・静岡県袋井市田町・たまち

　　４３７-１１１６・静岡県袋井市太郎助・たろすけ

　　４３７-０１２６・静岡県袋井市月見町・つきみちよう

　　４３７-００５５・静岡県袋井市土橋・つちはじ

　　４３７-００６７・静岡県袋井市天神町・てんじんちよう

　　４３７-００５４・静岡県袋井市徳光・とくみつ

　　４３７-１１２４・静岡県袋井市富里・とみさと

　　４３７-０００４・静岡県袋井市友永・ともなが

　　４３７-００３２・静岡県袋井市豊沢・とよさわ

　　４３７-１１０３・静岡県袋井市豊住・とよずみ

　　４３７-１１２５・静岡県袋井市中・なか

　　４３７-１１１１・静岡県袋井市中新田・なかしんでん

　　４３７-１１２６・静岡県袋井市長溝・ながみぞ

　　４３７-００４３・静岡県袋井市新池・にいけ

　　４３７-１１０４・静岡県袋井市新堀・にいほﾞり

　　４３７-１１１８・静岡県袋井市西ケ崎・にしがさき

　　４３７-００４７・静岡県袋井市西田・にしだ

　　４３７-１１１４・静岡県袋井市西同笠・にしどうり

　　４３７-００５３・静岡県袋井市延久・のべひさ



　　４３７-１１１９・静岡県袋井市初越・はつﾞこじ

　　４３７-０１２２・静岡県袋井市春岡・はるおか

　　４３７-１１１３・静岡県袋井市東同笠・ひがしどうり

　　４３７-００４５・静岡県袋井市彦島・ひこじま

　　４３７-００２１・静岡県袋井市広岡・ひろおか

　　４３７-００５１・静岡県袋井市深見・ふかみ

　　４３７-００２６・静岡県袋井市袋井・ふくろい

　　４３７-００２２・静岡県袋井市方丈・ほうじよう

　　４３７-００６５・静岡県袋井市堀越・ほりこじ

　　４３７-１１１７・静岡県袋井市松原・まつはﾞら

　　４３７-００４４・静岡県袋井市松袋井・まつぶくろい

　　４３７-００２４・静岡県袋井市三門町・みかどちよう

　　４３７-０００５・静岡県袋井市見取・みどり

　　４３７-１１１５・静岡県袋井市湊・みなと

　　４３７-００４１・静岡県袋井市睦町・むつみちよう

　　４３７-００１１・静岡県袋井市村松・むらまつ

　　４３７-１１２１・静岡県袋井市諸井・もろい

　　４３７-１３１１・静岡県袋井市山崎・やまざき

　　４３７-００６６・静岡県袋井市山科・やましな

　　４３７-０００１・静岡県袋井市山田・やまだ

　　４３７-００４２・静岡県袋井市山名町・やまなちよう

　　４３７-００５７・静岡県袋井市横井・よこい

　　４３７-００１７・静岡県袋井市鷲巣・わしず

　　４１５-００００・静岡県下田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１５-０００１・静岡県下田市下田市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　４１３-０７１１・静岡県下田市相玉・あいたま

　　４１３-０７０３・静岡県下田市荒増・あらぞう

　　４１５-００２１・静岡県下田市一丁目・いつちようめ

　　４１３-０７１５・静岡県下田市宇土金・うどがね

　　４１５-００３８・静岡県下田市大賀茂・おおがも

　　４１５-００３９・静岡県下田市大沢・おおさわ

　　４１３-０７０１・静岡県下田市落合・おちあい

　　４１５-００１３・静岡県下田市柿崎・かきさき

　　４１３-０７１３・静岡県下田市加増野・かぞうの

　　４１５-００２８・静岡県下田市吉佐美・きさみ

　　４１３-０７１４・静岡県下田市北湯ケ野・きたゆがの

　　４１５-００２７・静岡県下田市旧岡方村・きゆうおかがたむら

　　４１５-００１１・静岡県下田市河内・こうち

　　４１５-００２５・静岡県下田市五丁目・ごちようめ

　　４１５-００２３・静岡県下田市三丁目・さんちようめ

　　４１３-０７０４・静岡県下田市椎原・しいはﾞら

　　４１５-００３７・静岡県下田市敷根・しきね

　　４１５-００１２・静岡県下田市白浜・しらはま

　　４１５-００１４・静岡県下田市須崎・すざき

　　４１３-０７１６・静岡県下田市須原・すはら

　　４１５-００１５・静岡県下田市武ガ浜・たけがはま

　　４１５-００３４・静岡県下田市高馬・たこうま

　　４１５-００３２・静岡県下田市立野・たちの

　　４１５-００２９・静岡県下田市田牛・とうじ

　　４１５-００１６・静岡県下田市中・なか

　　４１５-００１８・静岡県下田市西中・にしなか

　　４１５-００３６・静岡県下田市西本郷・にしほんごう

　　４１５-００２２・静岡県下田市二丁目・にちようめ

　　４１５-００１７・静岡県下田市東中・ひがしなか

　　４１５-００３５・静岡県下田市東本郷・ひがしほんごう

　　４１３-０７０２・静岡県下田市堀之内・ほりのうち

　　４１５-００３３・静岡県下田市本郷・ほんごう

　　４１３-０７０５・静岡県下田市箕作・みつくり

　　４１３-０７１２・静岡県下田市横川・よこかわ

　　４１５-００２４・静岡県下田市四丁目・よんちようめ

　　４１５-００３１・静岡県下田市蓮台寺・れんだいじ

　　４１５-００２６・静岡県下田市六丁目・ろくちようめ

　　４１０-１１００・静岡県裾野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１０-１１０８・静岡県裾野市上ケ田・あげた

　　４１０-１１１７・静岡県裾野市石脇・いしわき

　　４１０-１１２３・静岡県裾野市伊豆島田・いずしまた

　　４１０-１１１３・静岡県裾野市稲荷・いなり

　　４１０-１１０４・静岡県裾野市今里・いまざと

　　４１０-１１０１・静岡県裾野市岩波・いわなみ

　　４１０-１１１４・静岡県裾野市大畑・おおはた



　　４１０-１１０３・静岡県裾野市葛山・かずらやま

　　４１０-１１０６・静岡県裾野市金沢・かねざわ

　　４１０-１１１１・静岡県裾野市久根・くね

　　４１０-１１１２・静岡県裾野市公文名・くもみよう

　　４１０-１１１８・静岡県裾野市佐野・さの

　　４１０-１１０５・静岡県裾野市下和田・しもわだ

　　４１０-１２３１・静岡県裾野市須山・すやま

　　４１０-１１１６・静岡県裾野市千福・せんふﾟく

　　４１０-１１１５・静岡県裾野市千福が丘・せんふﾟくがおか

　　４１０-１１２１・静岡県裾野市茶畑・ちやはﾞたけ

　　４１０-１１２５・静岡県裾野市富沢・とみざわ

　　４１０-１１２７・静岡県裾野市平松・ひらまつ

　　４１０-１１０２・静岡県裾野市深良・ふから

　　４１０-１１２８・静岡県裾野市二ツ屋・ふたつや

　　４１０-１１０７・静岡県裾野市御宿・みしゆく

　　４１０-１１２４・静岡県裾野市水窪・みずくほﾞ

　　４１０-１１２２・静岡県裾野市麦塚・むぎつか

　　４１０-１１２６・静岡県裾野市桃園・ももぞの

　　４１０-１１０９・静岡県裾野市呼子・よびこ

　　４３１-０４００・静岡県湖西市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４３１-０３０２・静岡県湖西市新居町新居・あらいちようあらい

　　４３１-０３０４・静岡県湖西市新居町内山・あらいちよううちやま

　　４３１-０３０１・静岡県湖西市新居町中之郷・あらいちようなかのごう

　　４３１-０３０３・静岡県湖西市新居町浜名・あらいちようはまな

　　４３１-０４１１・静岡県湖西市入出・いりで

　　４３１-０４１２・静岡県湖西市内浦・うちうら

　　４３１-０４２５・静岡県湖西市梅田・うめだ

　　４３１-０４２７・静岡県湖西市駅南・えきみなみ

　　４３１-０４０４・静岡県湖西市太田・おおた

　　４３１-０４０３・静岡県湖西市大知波・おおちはﾞ

　　４３１-０４２２・静岡県湖西市岡崎・おかさき

　　４３１-０４３２・静岡県湖西市風の杜・かぜのもり

　　４３１-０４０５・静岡県湖西市神座・かんざ

　　４３１-０４４１・静岡県湖西市吉美・きび

　　４３１-０４４２・静岡県湖西市古見・こみ

　　４３１-０４５２・静岡県湖西市境宿・さかいじゆく

　　４３１-０４５１・静岡県湖西市白須賀・しらすか

　　４３１-０４２１・静岡県湖西市新所・しんじよ

　　４３１-０４２３・静岡県湖西市新所・岡崎・梅田入会地・うめだにゆうかいち

　　４３１-０４２４・静岡県湖西市新所原・しんじよはら

　　４３１-０４２６・静岡県湖西市新所原東・しんじよはらひがじ

　　４３１-０４２８・静岡県湖西市ときわ・ときわ

　　４３１-０４４４・静岡県湖西市坊瀬・ほﾞうぜ

　　４３１-０４２９・静岡県湖西市南台・みなみだい

　　４３１-０４４３・静岡県湖西市山口・やまぐち

　　４３１-０４０１・静岡県湖西市横山・よこやま

　　４３１-０４０２・静岡県湖西市利木・りき

　　４３１-０４３１・静岡県湖西市鷲津・わしつﾞ

　　４１０-２４００・静岡県伊豆市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４１０-３２１３・静岡県伊豆市青羽根・あおはﾞね

　　４１０-２５１６・静岡県伊豆市筏場・いかだはﾞ

　　４１０-３２０５・静岡県伊豆市市山・いちやま

　　４１０-２５０９・静岡県伊豆市梅木・うめぎ

　　４１０-２４１２・静岡県伊豆市瓜生野・うりゆうの

　　４１０-２４１７・静岡県伊豆市大沢・おおさわ

　　４１０-２４１５・静岡県伊豆市大平・おおだいら

　　４１０-３２１７・静岡県伊豆市大平柿木・おおだいらかきぎ

　　４１０-２４０２・静岡県伊豆市大野・おおの

　　４１０-３３０１・静岡県伊豆市小土肥・おどい

　　４１０-２４０７・静岡県伊豆市柏久保・かしわくほﾞ

　　４１０-２４０５・静岡県伊豆市加殿・かどの

　　４１０-３２０９・静岡県伊豆市門野原・かどのはら

　　４１０-２５０２・静岡県伊豆市上白岩・かみしらいわ

　　４１０-３２１６・静岡県伊豆市上船原・かみふなはﾞら

　　４１０-２５１７・静岡県伊豆市貴僧坊・きそうほﾞう

　　４１０-２４１１・静岡県伊豆市熊坂・くまさか

　　４１０-３２０２・静岡県伊豆市雲金・くもがね

　　４１０-３３０４・静岡県伊豆市小下田・こしもだ

　　４１０-２４１３・静岡県伊豆市小立野・こだちの

　　４１０-３２０１・静岡県伊豆市佐野・さの



　　４１０-２５１５・静岡県伊豆市地蔵堂・じぞうどう

　　４１０-２５０１・静岡県伊豆市下白岩・しもしらいわ

　　４１０-３２１４・静岡県伊豆市下船原・しもふなはﾞら

　　４１０-２４１６・静岡県伊豆市修善寺・しゆぜんじ

　　４１０-２５０３・静岡県伊豆市城・じよう

　　４１０-２５１３・静岡県伊豆市菅引・すげひき

　　４１０-２５０４・静岡県伊豆市関野・せきの

　　４１０-３２０４・静岡県伊豆市田沢・たざわ

　　４１０-２４０４・静岡県伊豆市田代・たしろ

　　４１０-３２１５・静岡県伊豆市月ケ瀬・つきがせ

　　４１０-３３０２・静岡県伊豆市土肥・とい

　　４１０-２５０６・静岡県伊豆市徳永・とくなが

　　４１０-２５１９・静岡県伊豆市戸倉野・とくらの

　　４１０-２４０３・静岡県伊豆市年川・としがわ

　　４１０-２５１２・静岡県伊豆市中原戸・なかはらと

　　４１０-２５０５・静岡県伊豆市八幡・はつま

　　４１０-２５０７・静岡県伊豆市冷川・ひえかわ

　　４１０-２４０６・静岡県伊豆市日向・ひなた

　　４１０-２５１８・静岡県伊豆市姫之湯・ひめのゆ

　　４１０-２４１８・静岡県伊豆市堀切・ほりぎり

　　４１０-３２１２・静岡県伊豆市本柿木・ほんかきぎ

　　４１０-２４１４・静岡県伊豆市本立野・ほんだちの

　　４１０-２４０１・静岡県伊豆市牧之郷・まきのこう

　　４１０-３２１１・静岡県伊豆市松ケ瀬・まつがせ

　　４１０-２５１１・静岡県伊豆市宮上・みやかみ

　　４１０-３２０７・静岡県伊豆市持越・もちこじ

　　４１０-３３０３・静岡県伊豆市八木沢・やぎさわ

　　４１０-３２０３・静岡県伊豆市矢熊・やぐま

　　４１０-２５０８・静岡県伊豆市柳瀬・やなせ

　　４１０-３２０６・静岡県伊豆市湯ケ島・ゆがしま

　　４１０-３２０８・静岡県伊豆市吉奈・よしな

　　４１０-２５１４・静岡県伊豆市原保・わらほﾞ

　　４３７-１６００・静岡県御前崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４３７-１６１２・静岡県御前崎市池新田・いけしんでん

　　４３７-１６２１・静岡県御前崎市御前崎・おまえざき

　　４３７-１６１５・静岡県御前崎市門屋・かどや

　　４３７-１６０１・静岡県御前崎市上朝比奈・かみあさひな

　　４３７-１６１３・静岡県御前崎市合戸・ごうど

　　４３７-１６０４・静岡県御前崎市佐倉・さくら

　　４３７-１６１４・静岡県御前崎市塩原新田・しおはﾞらしんでん

　　４３７-１６０５・静岡県御前崎市下朝比奈・しもあさひな

　　４３７-１６２２・静岡県御前崎市白羽・しろわ

　　４３７-１６１１・静岡県御前崎市新野・にいの

　　４３７-１６０２・静岡県御前崎市比木・ひき

　　４３７-１６２３・静岡県御前崎市港・みなと

　　４３７-１６０３・静岡県御前崎市宮内・みやうち

　　４３９-００００・静岡県菊川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３９-００１２・静岡県菊川市青葉台・あおはﾞだい

　　４３７-１５０７・静岡県菊川市赤土・あかつち

　　４３９-００１７・静岡県菊川市朝日・あさひ

　　４３９-００１３・静岡県菊川市牛渕・うしぶち

　　４３９-００２１・静岡県菊川市小出・おいで

　　４３７-１５２４・静岡県菊川市大石・ おおいじ

　　４３７-１５０６・静岡県菊川市河東・かとう

　　４３７-１５２１・静岡県菊川市上平川・かみひらかわ

　　４３９-００３１・静岡県菊川市加茂・かも

　　４３７-１５０３・静岡県菊川市川上・かわかみ

　　４３９-００１６・静岡県菊川市神尾・かんのお

　　４３９-０００２・静岡県菊川市倉沢・くらさわ

　　４３９-００１４・静岡県菊川市小沢・こざわ

　　４３９-０００３・静岡県菊川市沢水加・さはﾞか

　　４３７-１５１２・静岡県菊川市猿渡・さるわたり

　　４３９-００３４・静岡県菊川市下内田・しもうちだ

　　４３７-１５１４・静岡県菊川市下平川・しもひらかわ

　　４３７-１５０５・静岡県菊川市高橋・ たかはじ

　　４３７-１５１３・静岡県菊川市棚草・たなくさ

　　４３７-１５０１・静岡県菊川市丹野・たんの

　　４３９-０００５・静岡県菊川市潮海寺・ちようかいじ

　　４３９-００３２・静岡県菊川市月岡・つきおか

　　４３９-００２５・静岡県菊川市土橋・ つちはじ



　　４３７-１５２３・静岡県菊川市堂山新田・どうやましんでん

　　４３９-０００１・静岡県菊川市富田・とみた

　　４３９-０００８・静岡県菊川市友田・ともだ

　　４３９-００３６・静岡県菊川市中内田・なかうちだ

　　４３９-００１１・静岡県菊川市仲島・なかじま

　　４３９-００２４・静岡県菊川市奈良野・ならの

　　４３９-００３７・静岡県菊川市西方・にしかた

　　４３９-００２６・静岡県菊川市西横地・にしよこじ

　　４３７-１５０４・静岡県菊川市花水木・はなみずき

　　４３９-００１９・静岡県菊川市半済・はんせい

　　４３９-００２２・静岡県菊川市東横地・ひがしよこじ

　　４３９-００３５・静岡県菊川市平尾・ひらお

　　４３７-１５０２・静岡県菊川市古谷・ふるや

　　４３９-０００６・静岡県菊川市堀之内・ほりのうち

　　４３９-００１８・静岡県菊川市本所・ほんじよ

　　４３９-００１５・静岡県菊川市牧之原・まきのはら

　　４３９-００２３・静岡県菊川市三沢・みさわ

　　４３７-１５２２・静岡県菊川市嶺田・みねだ

　　４３９-００３３・静岡県菊川市耳川・みみがわ

　　４３７-１５１１・静岡県菊川市目木・もつき

　　４３９-０００７・静岡県菊川市柳・やなぎ

　　４３９-０００９・静岡県菊川市吉沢・よしさわ

　　４３９-０００４・静岡県菊川市和田・わだ

　　４１０-２２００・静岡県伊豆の国市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１０-２２０２・静岡県伊豆の国市天野・あまの

　　４１０-２３１１・静岡県伊豆の国市浮橋・ うきはじ

　　４１０-２１１２・静岡県伊豆の国市内中・うちなか

　　４１０-２１０３・静岡県伊豆の国市エメラルドタウン・えめらるどたうん

　　４１０-２３２３・静岡県伊豆の国市大仁・おおひと

　　４１０-２２０３・静岡県伊豆の国市小坂・おさか

　　４１０-２３２５・静岡県伊豆の国市神島・かみしま

　　４１０-２２２３・静岡県伊豆の国市北江間・きたえま

　　４１０-２２０１・静岡県伊豆の国市古奈・こな

　　４１０-２１０１・静岡県伊豆の国市小松ケ原・こまつがはら

　　４１０-２１２２・静岡県伊豆の国市寺家・じけ

　　４１０-２３１４・静岡県伊豆の国市下畑・しもはた

　　４１０-２３１８・静岡県伊豆の国市白山堂・しらやまどう

　　４１０-２３０２・静岡県伊豆の国市宗光寺・そうこうじ

　　４１０-２３０４・静岡県伊豆の国市宗光寺（星和）・そうこうじ(せいわ)

　　４１０-２３１５・静岡県伊豆の国市田京・たきよう

　　４１０-２３０３・静岡県伊豆の国市立花・たちはﾞな

　　４１０-２１１１・静岡県伊豆の国市立花台・たちはﾞなだい

　　４１０-２３０１・静岡県伊豆の国市田中山・たなかやま

　　４１０-２３１３・静岡県伊豆の国市田原野・たわらの

　　４１０-２１２１・静岡県伊豆の国市中條・ちゆうじよう

　　４１０-２３１２・静岡県伊豆の国市長者原・ちようじやがはら

　　４１０-２２１３・静岡県伊豆の国市戸沢・とさわ

　　４１０-２１１３・静岡県伊豆の国市中・なか

　　４１０-２２１１・静岡県伊豆の国市長岡・ながおか

　　４１０-２１３１・静岡県伊豆の国市長崎・ながさき

　　４１０-２３２４・静岡県伊豆の国市中島・なかじま

　　４１０-２２１２・静岡県伊豆の国市長瀬・ながせ

　　４１０-２１３２・静岡県伊豆の国市奈古谷・なごや

　　４１０-２１１４・静岡県伊豆の国市南條・なんじよう

　　４１０-２１４２・静岡県伊豆の国市韮山金谷・にらやまかなや

　　４１０-２１３３・静岡県伊豆の国市韮山多田・にらやまただ

　　４１０-２１４４・静岡県伊豆の国市韮山土手和田・にらやまどてわだ

　　４１０-２１４３・静岡県伊豆の国市韮山韮山・にらやまにらやま

　　４１０-２１４１・静岡県伊豆の国市韮山山木・にらやまやまき

　　４１０-２２１４・静岡県伊豆の国市花坂・はなさか

　　４１０-２１２４・静岡県伊豆の国市原木・はﾞらき

　　４１０-２２０５・静岡県伊豆の国市富士見・ふじみ

　　４１０-２１０２・静岡県伊豆の国市富士見ニュータウン・ふじみ

　　４１０-２２０４・静岡県伊豆の国市墹之上・ままのうえ

　　４１０-２３１６・静岡県伊豆の国市御門・みかど

　　４１０-２２２１・静岡県伊豆の国市南江間・みなみえま

　　４１０-２３２１・静岡県伊豆の国市三福・みふく

　　４１０-２３１７・静岡県伊豆の国市守木・もりき

　　４１０-２３２２・静岡県伊豆の国市吉田・よしだ

　　４１０-２１２３・静岡県伊豆の国市四日町・よつかまち



　　４２１-０５００・静岡県牧之原市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２１-０５１２・静岡県牧之原市大江・おおえ

　　４２１-０５２６・静岡県牧之原市大沢・おおさわ

　　４２１-０５０６・静岡県牧之原市大寄・おおより

　　４２１-０５１７・静岡県牧之原市男神・おかみ

　　４２１-０５３１・静岡県牧之原市落居・おちい

　　４２１-０５３５・静岡県牧之原市笠名・かさな

　　４２１-０５１１・静岡県牧之原市片浜・かたはま

　　４２１-０４０６・静岡県牧之原市勝田・かつた

　　４２１-０４０２・静岡県牧之原市勝間・かつま

　　４２１-０４１４・静岡県牧之原市勝俣・かつまた

　　４２１-０５２５・静岡県牧之原市鬼女新田・きじよしんでん

　　４２１-０４０１・静岡県牧之原市切山・きりやま

　　４２１-０５０４・静岡県牧之原市黒子・くろこ

　　４２１-０５１５・静岡県牧之原市西山寺・さいさんじ

　　４２１-０４１１・静岡県牧之原市坂口・さかぐち

　　４２１-０４１２・静岡県牧之原市坂部・さかべ

　　４２１-０５２２・静岡県牧之原市相良・さがら

　　４２１-０５２７・静岡県牧之原市汐見台・しおみだい

　　４２１-０４０４・静岡県牧之原市静谷・しずたに

　　４２１-０４２２・静岡県牧之原市静波・しずなみ

　　４２１-０５３２・静岡県牧之原市地頭方・じとうがた

　　４２１-０４０８・静岡県牧之原市嶋・しま

　　４２１-０４０５・静岡県牧之原市白井・しらい（１２９１～１６８２)

　　４２１-０４０５・静岡県牧之原市白井・しらい（１８３９～１８４０)

　　４２１-０５０２・静岡県牧之原市白井（その他）・しらい(そのた)

　　４２１-０５３３・静岡県牧之原市新庄・しんしよう

　　４２１-０５１４・静岡県牧之原市菅ケ谷・すげがや

　　４２１-０５２４・静岡県牧之原市須々木・すすき

　　４２１-０４１５・静岡県牧之原市道場・どうじよう

　　４２１-０４０３・静岡県牧之原市中・なか

　　４２１-０５０５・静岡県牧之原市中西・ なかにじ

　　４２１-０５０８・静岡県牧之原市西萩間・にしはぎま

　　４２１-０４１３・静岡県牧之原市仁田・にた

　　４２１-０４０７・静岡県牧之原市布引原・ぬのひきはら

　　４２１-０５２３・静岡県牧之原市波津・はつﾞ

　　４２１-０５０１・静岡県牧之原市東萩間・ひがしはぎま

　　４２１-０５０３・静岡県牧之原市蛭ケ谷・ひるがや

　　４２１-０５２１・静岡県牧之原市福岡・ふくおか

　　４２１-０４２１・静岡県牧之原市細江・ほそえ

　　４２１-０５３４・静岡県牧之原市堀野新田・ほりのしんでん

　　４２１-０５０９・静岡県牧之原市牧之原（１３６～１４４)・まきのはら

　　４２１-０４０９・静岡県牧之原市牧之原（その他）・まきのはら(そのた)

　　４２１-０５１３・静岡県牧之原市松本・まつもと

　　４２１-０５１６・静岡県牧之原市女神・めかみ

　　４２１-０５０７・静岡県牧之原市和田・わだ

　　４１３-０３００・静岡県賀茂郡東伊豆町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１３-０４１１・静岡県賀茂郡東伊豆町稲取・いなとり

　　４１３-０３０１・静岡県賀茂郡東伊豆町大川・おおかわ

　　４１３-０３０３・静岡県賀茂郡東伊豆町片瀬・かたせ

　　４１３-０３０４・静岡県賀茂郡東伊豆町白田・しらた

　　４１３-０３０２・静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本・ならもと

　　４１３-０３０２・静岡県賀茂郡東伊豆町北川・ほつかわ

　　４１３-０５００・静岡県賀茂郡河津町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１３-０５０９・静岡県賀茂郡河津町大鍋・おおなべ

　　４１３-０５０２・静岡県賀茂郡河津町川津筏場・かわつﾞいかだはﾞ

　　４１３-０５０８・静岡県賀茂郡河津町小鍋・こなべ

　　４１３-０５１６・静岡県賀茂郡河津町逆川・さかさがわ

　　４１３-０５１２・静岡県賀茂郡河津町笹原・ささはら

　　４１３-０５０５・静岡県賀茂郡河津町沢田・さわだ

　　４１３-０５０６・静岡県賀茂郡河津町下佐ケ野・しもさがの

　　４１３-０５０４・静岡県賀茂郡河津町田中・たなか

　　４１３-０５０１・静岡県賀茂郡河津町梨本・なしもと

　　４１３-０５１４・静岡県賀茂郡河津町縄地・なわじ

　　４１３-０５１３・静岡県賀茂郡河津町浜・はま

　　４１３-０５０３・静岡県賀茂郡河津町見高・みだか

　　４１３-０５１１・静岡県賀茂郡河津町峰・みね

　　４１３-０５１５・静岡県賀茂郡河津町谷津・やつ

　　４１３-０５０７・静岡県賀茂郡河津町湯ケ野・ゆがの

　　４１５-０３００・静岡県賀茂郡南伊豆町・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　４１５-０１５１・静岡県賀茂郡南伊豆町青市・あおいち

　　４１５-０３２７・静岡県賀茂郡南伊豆町青野・あおの

　　４１５-０３０６・静岡県賀茂郡南伊豆町石井・いしい

　　４１５-０３１３・静岡県賀茂郡南伊豆町一色・いしき

　　４１５-０３０１・静岡県賀茂郡南伊豆町一條・いちじよう

　　４１５-０３２５・静岡県賀茂郡南伊豆町市之瀬・いちのせ

　　４１５-０５３１・静岡県賀茂郡南伊豆町一町田・いつちようだ

　　４１５-０５３１・静岡県賀茂郡南伊豆町伊浜・いはま

　　４１５-０３１２・静岡県賀茂郡南伊豆町入間・いるま

　　４１５-０１５６・静岡県賀茂郡南伊豆町石廊崎・いろうざき

　　４１５-０３２２・静岡県賀茂郡南伊豆町岩殿・いわどの

　　４１５-０１５５・静岡県賀茂郡南伊豆町大瀬・おおせ

　　４１５-０５３１・静岡県賀茂郡南伊豆町落居・おちい

　　４１５-０３０４・静岡県賀茂郡南伊豆町加納・かのう

　　４１５-０３２４・静岡県賀茂郡南伊豆町上小野・かみおの

　　４１５-０３０２・静岡県賀茂郡南伊豆町上賀茂・かみがも

　　４１５-０３２３・静岡県賀茂郡南伊豆町川合野・かわいの

　　４１５-０３２１・静岡県賀茂郡南伊豆町毛倉野・けぐらの

　　４１５-０５３２・静岡県賀茂郡南伊豆町子浦・こうら

　　４１５-０３１２・静岡県賀茂郡南伊豆町差田・さしだ

　　４１５-０１５４・静岡県賀茂郡南伊豆町下流・したる

　　４１５-０３２３・静岡県賀茂郡南伊豆町下小野・しもおの

　　４１５-０３０３・静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂・しもがも

　　４１５-０３２６・静岡県賀茂郡南伊豆町蛇石・ じやいじ

　　４１５-０５３３・静岡県賀茂郡南伊豆町立岩・たていわ

　　４１５-０３１４・静岡県賀茂郡南伊豆町蝶ケ野・ちようがの

　　４１５-０１５３・静岡県賀茂郡南伊豆町手石・ ていじ

　　４１５-０５３１・静岡県賀茂郡南伊豆町天神原・てんじんはﾞら

　　４１５-０３１１・静岡県賀茂郡南伊豆町中木・なかぎ

　　４１５-０３０５・静岡県賀茂郡南伊豆町二條・にじよう

　　４１５-０３２５・静岡県賀茂郡南伊豆町平戸・ひらど

　　４１５-０１５２・静岡県賀茂郡南伊豆町湊・みなと

　　４１５-０５３３・静岡県賀茂郡南伊豆町妻良・めら

　　４１５-０５３３・静岡県賀茂郡南伊豆町吉田・よしだ

　　４１０-３６００・静岡県賀茂郡松崎町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１０-３６０３・静岡県賀茂郡松崎町明伏・ あけぶじ

　　４１０-３６０１・静岡県賀茂郡松崎町池代・いけしろ

　　４１０-３６１６・静岡県賀茂郡松崎町石部・いしぶ

　　４１０-３６１４・静岡県賀茂郡松崎町岩科南側・いわしななんそく

　　４１０-３６１３・静岡県賀茂郡松崎町岩科北側・いわしなほくそく

　　４１０-３６１７・静岡県賀茂郡松崎町岩地・いわち

　　４１０-３６２４・静岡県賀茂郡松崎町江奈・えな

　　４１０-３６０４・静岡県賀茂郡松崎町大沢・おおさわ

　　４１０-３６０７・静岡県賀茂郡松崎町門野・かどの

　　４１０-３６１５・静岡県賀茂郡松崎町雲見・くもみ

　　４１０-３６２７・静岡県賀茂郡松崎町建久寺・けんきゆうじ

　　４１０-３６０２・静岡県賀茂郡松崎町小杉原・こすぎはら

　　４１０-３６２５・静岡県賀茂郡松崎町桜田・さくらだ

　　４１０-３６２３・静岡県賀茂郡松崎町伏倉・しくら

　　４１０-３６２６・静岡県賀茂郡松崎町那賀・なか

　　４１０-３６２２・静岡県賀茂郡松崎町南郷・なんごう

　　４１０-３６０６・静岡県賀茂郡松崎町船田・ふなた

　　４１０-３６１１・静岡県賀茂郡松崎町松崎・まつざき

　　４１０-３６１８・静岡県賀茂郡松崎町道部・みちぶ

　　４１０-３６０５・静岡県賀茂郡松崎町峰輪・みねわ

　　４１０-３６１２・静岡県賀茂郡松崎町宮内・みやうち

　　４１０-３６２１・静岡県賀茂郡松崎町吉田・よしだ

　　４１０-３５００・静岡県賀茂郡西伊豆町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１０-３５０２・静岡県賀茂郡西伊豆町安良里・あらり

　　４１０-３５１２・静岡県賀茂郡西伊豆町一色・いしき

　　４１０-３５０１・静岡県賀茂郡西伊豆町宇久須・うぐす

　　４１０-３５１１・静岡県賀茂郡西伊豆町大沢里・おおそうり

　　４１０-３５１５・静岡県賀茂郡西伊豆町田子・たご

　　４１０-３５１３・静岡県賀茂郡西伊豆町中・なか

　　４１０-３５１４・静岡県賀茂郡西伊豆町仁科・にしな

　　４１９-０１００・静岡県田方郡函南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１９-０１２１・静岡県田方郡函南町大竹・おおだけ

　　４１９-０１１３・静岡県田方郡函南町大土肥・おおどい

　　４１９-０１１２・静岡県田方郡函南町柏谷・かしや

　　４１９-０１２２・静岡県田方郡函南町上沢・かみざわ



　　４１９-０１０３・静岡県田方郡函南町軽井沢・かるいさわ

　　４１１-０００１・静岡県田方郡函南町桑原（茨ケ平）・くわはら(いはﾞらがひら)

　　４１１-０００１・静岡県田方郡函南町桑原（箱根峠）・くわはら(はこねとうげ)

　　４１９-０１０１・静岡県田方郡函南町桑原（その他）・くわはら(そのた)

　　４１９-０１１５・静岡県田方郡函南町新田・しんでん

　　４１９-０１０２・静岡県田方郡函南町田代・たしろ

　　４１９-０１０５・静岡県田方郡函南町丹那・たんな

　　４１９-０１２４・静岡県田方郡函南町塚本・つかもと

　　４１９-０１１４・静岡県田方郡函南町仁田・につた

　　４１９-０１０４・静岡県田方郡函南町畑・はた

　　４１９-０１１１・静岡県田方郡函南町畑毛・はたけ

　　４１９-０１２５・静岡県田方郡函南町肥田・ひた

　　４１９-０１１６・静岡県田方郡函南町日守・ひもり

　　４１９-０１０７・静岡県田方郡函南町平井・ひらい

　　４１９-０１２３・静岡県田方郡函南町間宮・まみや

　　４１９-０１０６・静岡県田方郡函南町南箱根ダイヤランド・みなみはこね

　　４１１-００００・静岡県駿東郡清水町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１１-０９１２・静岡県駿東郡清水町卸団地・おろしだんち

　　４１１-０９０４・静岡県駿東郡清水町柿田・かきだ

　　４１１-０９１１・静岡県駿東郡清水町久米田・くまいでん

　　４１１-０９０１・静岡県駿東郡清水町新宿・しんしゆく

　　４１１-０９０２・静岡県駿東郡清水町玉川・たまがわ

　　４１１-０９０３・静岡県駿東郡清水町堂庭・どうにわ

　　４１１-０９１７・静岡県駿東郡清水町徳倉（上徳倉）・とくら(かみとくら)

　　４１１-０９１７・静岡県駿東郡清水町徳倉（下徳倉）・とくら(しもとくら)

　　４１１-０９１７・静岡県駿東郡清水町徳倉（外原）・とくら(そとはら)

　　４１１-０９１３・静岡県駿東郡清水町戸田・とだ

　　４１１-０９１６・静岡県駿東郡清水町中徳倉・なかとくら

　　４１１-０９０５・静岡県駿東郡清水町長沢・ながさわ

　　４１１-０９１４・静岡県駿東郡清水町畑中・はたけなか

　　４１１-０９０７・静岡県駿東郡清水町伏見・ふしみ

　　４１１-０９１５・静岡県駿東郡清水町的場・まとはﾞ

　　４１１-０９０６・静岡県駿東郡清水町八幡・やはた

　　４１１-０９１８・静岡県駿東郡清水町湯川・ゆかわ

　　４１１-００００・静岡県駿東郡長泉町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１１-０９４１・静岡県駿東郡長泉町上土狩・かみとがり

　　４１１-０９３５・静岡県駿東郡長泉町上長窪・かみながくほﾞ

　　４１１-０９５１・静岡県駿東郡長泉町桜堤・さくらつﾞつみ

　　４１１-０９４３・静岡県駿東郡長泉町下土狩・しもとがり

　　４１１-０９３４・静岡県駿東郡長泉町下長窪・しもながくほﾞ

　　４１１-０９４４・静岡県駿東郡長泉町竹原・たけはら

　　４１１-０９４２・静岡県駿東郡長泉町中土狩・なかとがり

　　４１１-０９３３・静岡県駿東郡長泉町納米里・なめり

　　４１１-０９３１・静岡県駿東郡長泉町東野・ひがしの

　　４１１-０９４５・静岡県駿東郡長泉町本宿・ほんじゆく

　　４１１-０９３２・静岡県駿東郡長泉町南一色・みなみいしき

　　４１１-０９３６・静岡県駿東郡長泉町元長窪・もとながくほﾞ

　　４１０-１３００・静岡県駿東郡小山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４１０-１３２１・静岡県駿東郡小山町阿多野・あだの

　　４１０-１３１４・静岡県駿東郡小山町新柴・あらしはﾞ

　　４１０-１３０３・静岡県駿東郡小山町生土・いきど

　　４１０-１３２５・静岡県駿東郡小山町一色・いしき

　　４１０-１３０６・静岡県駿東郡小山町上野・うえの

　　４１０-１３１７・静岡県駿東郡小山町大胡田・おおごだ

　　４１０-１３０８・静岡県駿東郡小山町大御神・おおみか

　　４１０-１３１１・静岡県駿東郡小山町小山・おやま

　　４１０-１３２３・静岡県駿東郡小山町上古城・かみふるしろ

　　４１０-１３１５・静岡県駿東郡小山町桑木・くわぎ

　　４１０-１４３２・静岡県駿東郡小山町自衛隊富士学校・じえいたいふじがつこう

　　４１０-１３２４・静岡県駿東郡小山町下小林・ しもこはﾞやじ

　　４１０-１３１６・静岡県駿東郡小山町下古城・しもふるしろ

　　４１０-１３１２・静岡県駿東郡小山町菅沼・すがぬま

　　４１０-１４３１・静岡県駿東郡小山町須走・すはﾞしり

　　４１０-１３１３・静岡県駿東郡小山町竹之下・たけのした

　　４１０-１３２７・静岡県駿東郡小山町棚頭・たながしら

　　４１０-１３０２・静岡県駿東郡小山町中島・なかじま

　　４１０-１３０７・静岡県駿東郡小山町中日向・なかひなた

　　４１０-１３０４・静岡県駿東郡小山町藤曲・ふじまがり

　　４１０-１３０１・静岡県駿東郡小山町柳島・やなぎしま

　　４１０-１３０５・静岡県駿東郡小山町湯船・ゆぶね



　　４１０-１３２６・静岡県駿東郡小山町用沢・ようさわ

　　４１０-１３２２・静岡県駿東郡小山町吉久保・よしくほﾞ

　　４２１-０３００・静岡県榛原郡吉田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２１-０３０５・静岡県榛原郡吉田町大幡・おおはた

　　４２１-０３０３・静岡県榛原郡吉田町片岡・かたおか

　　４２１-０３０２・静岡県榛原郡吉田町川尻・かわしり

　　４２１-０３０４・静岡県榛原郡吉田町神戸・かんど

　　４２１-０３０１・静岡県榛原郡吉田町住吉・ すみよじ

　　４２８-０３００・静岡県榛原郡川根本町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４２８-０４１７・静岡県榛原郡川根本町青部・あおべ

　　４２８-０３０３・静岡県榛原郡川根本町壱町河内・いちようごうち

　　４２８-０４０２・静岡県榛原郡川根本町犬間・いぬま

　　４２８-０４０１・静岡県榛原郡川根本町梅地・うめじ

　　４２８-０４１２・静岡県榛原郡川根本町奥泉・おくいずみ

　　４２８-０４１５・静岡県榛原郡川根本町上岸・ かみきじ

　　４２８-０３１３・静岡県榛原郡川根本町上長尾・かみながお

　　４２８-０３１５・静岡県榛原郡川根本町久野脇・くのわき

　　４２８-０４１３・静岡県榛原郡川根本町桑野山・くわのやま

　　４２８-０４１８・静岡県榛原郡川根本町崎平・さきだいら

　　４２８-０３０５・静岡県榛原郡川根本町地名・じな

　　４２８-０３０４・静岡県榛原郡川根本町下泉・しもいずみ

　　４２８-０３１４・静岡県榛原郡川根本町下長尾・しもながお

　　４２８-０４１１・静岡県榛原郡川根本町千頭・せんず

　　４２８-０４１６・静岡県榛原郡川根本町田代・たしろ

　　４２８-０３０６・静岡県榛原郡川根本町田野口・たのくち

　　４２８-０３０１・静岡県榛原郡川根本町徳山・とくやま

　　４２８-０４１４・静岡県榛原郡川根本町東藤川・ひがしふじかわ

　　４２８-０３０２・静岡県榛原郡川根本町文沢・ぶんざわ

　　４２８-０３１２・静岡県榛原郡川根本町水川・みずかわ

　　４２８-０３１１・静岡県榛原郡川根本町元藤川・もとふじかわ

　　４３７-０２００・静岡県周智郡森町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　４３７-０２１６・静岡県周智郡森町天宮・あめのみや

　　４３７-０２２２・静岡県周智郡森町飯田・いいだ

　　４３７-０２２６・静岡県周智郡森町一宮・いちみや

　　４３７-０２２４・静岡県周智郡森町牛飼・うしかい

　　４３７-０２１７・静岡県周智郡森町薄場・うすはﾞ

　　４３７-０２２１・静岡県周智郡森町円田・えんでん

　　４３７-０２０５・静岡県周智郡森町大鳥居・おおとりい

　　４３７-０２０３・静岡県周智郡森町鍛冶島・かじしま

　　４３７-０２０６・静岡県周智郡森町葛布・かつぶ

　　４３７-０２０２・静岡県周智郡森町亀久保・かめくほﾞ

　　４３７-０２１４・静岡県周智郡森町草ケ谷・くさがや

　　４３７-０２０１・静岡県周智郡森町嵯塚・さつﾞか

　　４３７-０２１１・静岡県周智郡森町城下・しろした

　　４３７-０２２７・静岡県周智郡森町橘・たちはﾞな

　　４３７-０２０４・静岡県周智郡森町問詰・といつﾞめ

　　４３７-０２２３・静岡県周智郡森町中川・なかがわ

　　４３７-０２０７・静岡県周智郡森町西俣・にしまた

　　４３７-０２０８・静岡県周智郡森町三倉・みくら

　　４３７-０２１２・静岡県周智郡森町向天方・むかいあまがた

　　４３７-０２１３・静岡県周智郡森町睦実・むつみ

　　４３７-０２１５・静岡県周智郡森町森・もり

　　４３７-０２２５・静岡県周智郡森町谷中・やなか




