
　　２６０-００００・千葉県千葉市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２６０-０８５２・千葉県千葉市中央区青葉町・あおはﾞちよう

　　２６０-０８０４・千葉県千葉市中央区赤井町・あかいちよう

　　２６０-０００２・千葉県千葉市中央区旭町・あさひちよう

　　２６０-０８５５・千葉県千葉市中央区市場町・いちはﾞちよう

　　２６０-０８３３・千葉県千葉市中央区稲荷町・いなりちよう

　　２６０-０８５６・千葉県千葉市中央区亥鼻・いのはな

　　２６０-０８３４・千葉県千葉市中央区今井・いまい

　　２６０-０８１５・千葉県千葉市中央区今井町・いまいちよう

　　２６０-００１８・千葉県千葉市中央区院内・いんない

　　２６０-０８１６・千葉県千葉市中央区鵜の森町・うのもりちよう

　　２６０-０８１１・千葉県千葉市中央区大森町・おおもりちよう

　　２６０-０８１３・千葉県千葉市中央区生実町・おゆみちよう

　　２６０-００３３・千葉県千葉市中央区春日・かすが

　　２６０-０８５３・千葉県千葉市中央区葛城・かつらぎ

　　２６０-００１７・千葉県千葉市中央区要町・かなめちよう

　　２６０-００１１・千葉県千葉市中央区亀井町・かめいちよう

　　２６０-０８５７・千葉県千葉市中央区亀岡町・かめおかちよう

　　２６０-０８３５・千葉県千葉市中央区川崎町・かわさきちよう

　　２６０-０８０２・千葉県千葉市中央区川戸町・かわどちよう

　　２６０-００１６・千葉県千葉市中央区栄町・さかえちよう

　　２６０-０８３２・千葉県千葉市中央区寒川町・さむがわちよう

　　２６０-０８２３・千葉県千葉市中央区塩田町・しおだちよう

　　２６０-００３４・千葉県千葉市中央区汐見丘町・しおみがおかちよう

　　２６０-０８４１・千葉県千葉市中央区白旗・しらはた

　　２６０-００２１・千葉県千葉市中央区新宿・しんじゆく

　　２６０-００３１・千葉県千葉市中央区新千葉・しんちはﾞ

　　２６０-００２７・千葉県千葉市中央区新田町・しんでんちよう

　　２６０-００２８・千葉県千葉市中央区新町・しんまち

　　２６０-００２２・千葉県千葉市中央区神明町・しんめいちよう

　　２６０-０８４３・千葉県千葉市中央区末広・すえひろ

　　２６０-０８２２・千葉県千葉市中央区蘇我・そが

　　２６０-０８２２・千葉県千葉市中央区蘇我町・そがちよう

　　２６０-０８１２・千葉県千葉市中央区大巌寺町・だいがんじちよう

　　２６０-０８４４・千葉県千葉市中央区千葉寺町・ちはﾞでらちよう

　　２６０-００２６・千葉県千葉市中央区千葉港・ちはﾞみなと

　　２６０-００１３・千葉県千葉市中央区中央・ちゆうおう

　　２６０-００２４・千葉県千葉市中央区中央港・ちゆうおうこう

　　２６０-００４２・千葉県千葉市中央区椿森・つはﾞきもり

　　２６０-０００３・千葉県千葉市中央区鶴沢町・つるさわちよう

　　２６０-００２３・千葉県千葉市中央区出洲港・でずみなと

　　２６０-０００５・千葉県千葉市中央区道場南・どうじようみなみ

　　２６０-０００６・千葉県千葉市中央区道場北・どうじようきた

　　２６０-００２５・千葉県千葉市中央区問屋町・とんやちよう

　　２６０-０８５４・千葉県千葉市中央区長洲・ながず

　　２６０-０８２６・千葉県千葉市中央区新浜町・にいはまちよう

　　２６０-０８０１・千葉県千葉市中央区仁戸名町・にとなちよう

　　２６０-００３２・千葉県千葉市中央区登戸・のぶと

　　２６０-０８０３・千葉県千葉市中央区花輪町・はなわちよう

　　２６０-０８２４・千葉県千葉市中央区浜野町・はまのちよう

　　２６０-００４１・千葉県千葉市中央区東千葉・ひがしちはﾞ

　　２６０-０００４・千葉県千葉市中央区東本町・ひがしほんちよう

　　２６０-００１５・千葉県千葉市中央区富士見・ふじみ

　　２６０-００４５・千葉県千葉市中央区弁天・べんてん

　　２６０-０８０８・千葉県千葉市中央区星久喜町・ほしぐきちよう

　　２６０-００１４・千葉県千葉市中央区本千葉町・ほんちはﾞちよう

　　２６０-００１２・千葉県千葉市中央区本町・ほんちよう

　　２６０-０８０７・千葉県千葉市中央区松ケ丘町・まつがおかちよう

　　２６０-００４４・千葉県千葉市中央区松波・まつなみ

　　２６０-０８３１・千葉県千葉市中央区港町・みなとちよう

　　２６０-０８１４・千葉県千葉市中央区南生実町・みなみおゆみちよう

　　２６０-０８４２・千葉県千葉市中央区南町・みなみちよう

　　２６０-０００１・千葉県千葉市中央区都町・みやこちよう

　　２６０-０８０６・千葉県千葉市中央区宮崎・みやざき

　　２６０-０８０５・千葉県千葉市中央区宮崎町・みやざきちよう

　　２６０-０８２５・千葉県千葉市中央区村田町・むらたちよう

　　２６０-０８５１・千葉県千葉市中央区矢作町・やはぎちよう

　　２６０-０００７・千葉県千葉市中央区祐光・ゆうこう

　　２６０-０８２１・千葉県千葉市中央区若草・わかくさ

　　２６２-００００・千葉県千葉市花見川区・以下に不掲載・いかにふけいさい
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　　２６２-００１９・千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘・あさひがおか

　　２６２-００１７・千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘町・あさひがおかちよう

　　２６２-００４３・千葉県千葉市花見川区天戸町・あまどちよう

　　２６２-０００２・千葉県千葉市花見川区内山町・うちやまちよう

　　２６２-０００３・千葉県千葉市花見川区宇那谷町・うなやちよう

　　２６２-００４８・千葉県千葉市花見川区柏井・かしわい

　　２６２-００４１・千葉県千葉市花見川区柏井町・かしわいちよう

　　２６２-００２３・千葉県千葉市花見川区検見川町・けみがわちよう

　　２６２-０００５・千葉県千葉市花見川区こてはし台・こてはしだい

　　２６２-００１３・千葉県千葉市花見川区犢橋町・こてはしちよう

　　２６２-００４５・千葉県千葉市花見川区作新台・さくしんだい

　　２６２-００１４・千葉県千葉市花見川区さつきが丘・さつきがおか

　　２６２-００１１・千葉県千葉市花見川区三角町・さんかくちよう

　　２６２-００３１・千葉県千葉市花見川区武石町・たけいしちよう

　　２６２-０００４・千葉県千葉市花見川区大日町・だいにちちよう

　　２６２-００１２・千葉県千葉市花見川区千種町・ちぐさちよう

　　２６２-００４７・千葉県千葉市花見川区長作台・ながさくだい

　　２６２-００４４・千葉県千葉市花見川区長作町・ながさくちよう

　　２６２-００２４・千葉県千葉市花見川区浪花町・なにわちよう

　　２６２-００１６・千葉県千葉市花見川区西小中台・にしこなかだい

　　２６２-００１８・千葉県千葉市花見川区畑町・はたまち

　　２６２-００４２・千葉県千葉市花見川区花島町・はなしまちよう

　　２６２-００２５・千葉県千葉市花見川区花園・はなぞの

　　２６２-００２１・千葉県千葉市花見川区花園町・はなぞのちよう

　　２６２-００４６・千葉県千葉市花見川区花見川・はなみがわ

　　２６２-００３２・千葉県千葉市花見川区幕張町・まくはりちよう

　　２６２-００３３・千葉県千葉市花見川区幕張本郷・まくはりほんごう

　　２６２-００２６・千葉県千葉市花見川区瑞穂・みずほ

　　２６２-００２２・千葉県千葉市花見川区南花園・みなみはなぞの

　　２６２-０００７・千葉県千葉市花見川区み春野・みはるの

　　２６２-００１５・千葉県千葉市花見川区宮野木台・みやのぎだい

　　２６２-０００６・千葉県千葉市花見川区横戸台・よこどだい

　　２６２-０００１・千葉県千葉市花見川区横戸町・よこどちよう

　　２６３-００００・千葉県千葉市稲毛区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２６３-００２４・千葉県千葉市稲毛区穴川・あながわ

　　２６３-００２５・千葉県千葉市稲毛区穴川町・あながわちよう

　　２６３-００５２・千葉県千葉市稲毛区あやめ台・あやめだい

　　２６３-００３３・千葉県千葉市稲毛区稲丘町・いなおかちよう

　　２６３-００３４・千葉県千葉市稲毛区稲毛・いなげ

　　２６３-００３２・千葉県千葉市稲毛区稲毛台町・いなげだいちよう

　　２６３-００３５・千葉県千葉市稲毛区稲毛町・いなげちよう

　　２６３-００３１・千葉県千葉市稲毛区稲毛東・いなげひがじ

　　２６３-００５３・千葉県千葉市稲毛区柏台・かしわだい

　　２６３-００４２・千葉県千葉市稲毛区黒砂・くろすな

　　２６３-００４１・千葉県千葉市稲毛区黒砂台・くろすなだい

　　２６３-００４３・千葉県千葉市稲毛区小仲台・こなかだい

　　２６３-００４４・千葉県千葉市稲毛区小中台町・こなかだいちよう

　　２６３-０００３・千葉県千葉市稲毛区小深町・こぶけちよう

　　２６３-００１５・千葉県千葉市稲毛区作草部・さくさべ

　　２６３-００１４・千葉県千葉市稲毛区作草部町・さくさべちよう

　　２６３-０００２・千葉県千葉市稲毛区山王町・さんのうちよう

　　２６３-００５１・千葉県千葉市稲毛区園生町・そんのうちよう

　　２６３-００１３・千葉県千葉市稲毛区千草台・ちぐさだい

　　２６３-００１６・千葉県千葉市稲毛区天台・てんだい

　　２６３-００１１・千葉県千葉市稲毛区天台町・てんだいちよう

　　２６３-００２１・千葉県千葉市稲毛区轟町・とどろきちよう

　　２６３-０００５・千葉県千葉市稲毛区長沼町・ながぬまちよう

　　２６３-０００１・千葉県千葉市稲毛区長沼原町・ながぬまはらちよう

　　２６３-００１２・千葉県千葉市稲毛区萩台町・はぎだいちよう

　　２６３-００２３・千葉県千葉市稲毛区緑町・みどりちよう

　　２６３-００５４・千葉県千葉市稲毛区宮野木町・みやのぎちよう

　　２６３-００２２・千葉県千葉市稲毛区弥生町・やよいちよう

　　２６３-０００４・千葉県千葉市稲毛区六方町・ろつほﾟうちよう

　　２６４-００００・千葉県千葉市若葉区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２６４-００３１・千葉県千葉市若葉区愛生町・あいおいちよう

　　２６５-００６３・千葉県千葉市若葉区五十土町・いかつﾞちちよう

　　２６５-００５２・千葉県千葉市若葉区和泉町・いずみちよう

　　２６５-００７５・千葉県千葉市若葉区大井戸町・おおいどちよう

　　２６４-００１１・千葉県千葉市若葉区大草町・おおくさちよう

　　２６４-００１３・千葉県千葉市若葉区太田町・おおたちよう



　　２６５-００６４・千葉県千葉市若葉区大広町・おおひろちよう

　　２６４-００１５・千葉県千葉市若葉区大宮台・おおみやだい

　　２６４-００１６・千葉県千葉市若葉区大宮町・おおみやちよう

　　２６４-０００６・千葉県千葉市若葉区小倉台・おぐらだい

　　２６４-０００７・千葉県千葉市若葉区小倉町・おぐらちよう

　　２６５-００７７・千葉県千葉市若葉区御成台・おなりだい

　　２６５-００４６・千葉県千葉市若葉区小間子町・おまごちよう

　　２６４-００２０・千葉県千葉市若葉区貝塚・かいつﾞか

　　２６４-００２３・千葉県千葉市若葉区貝塚町・かいつﾞかちよう

　　２６４-００１７・千葉県千葉市若葉区加曽利町・かそりちよう

　　２６４-０００１・千葉県千葉市若葉区金親町・かねおやちよう

　　２６５-００４５・千葉県千葉市若葉区上泉町・かみいずみちよう

　　２６５-００６２・千葉県千葉市若葉区川井町・かわいちよう

　　２６４-００１４・千葉県千葉市若葉区北大宮台・きたおおみやだい

　　２６５-００６７・千葉県千葉市若葉区北谷津町・きたやつちよう

　　２６５-００４２・千葉県千葉市若葉区古泉町・こいずみちよう

　　２６５-００７４・千葉県千葉市若葉区御殿町・ごてんちよう

　　２６４-００１２・千葉県千葉市若葉区坂月町・さかつﾞきちよう

　　２６４-００２８・千葉県千葉市若葉区桜木・さくらぎ

　　２６４-００２９・千葉県千葉市若葉区桜木北・さくらぎきた

　　２６５-００７３・千葉県千葉市若葉区更科町・さらしなちよう

　　２６５-００６５・千葉県千葉市若葉区佐和町・さわちよう

　　２６５-００４４・千葉県千葉市若葉区下泉町・しもいずみちよう

　　２６５-００７６・千葉県千葉市若葉区下田町・しもだちよう

　　２６４-００２４・千葉県千葉市若葉区高品町・たかしなちよう

　　２６５-００６１・千葉県千葉市若葉区高根町・たかねちよう

　　２６５-００６６・千葉県千葉市若葉区多部田町・たべたちよう

　　２６５-００７１・千葉県千葉市若葉区旦谷町・だんやちよう

　　２６４-０００２・千葉県千葉市若葉区千城台東・ちしろだいひがじ

　　２６４-０００４・千葉県千葉市若葉区千城台西・ちしろだいにじ

　　２６４-０００３・千葉県千葉市若葉区千城台南・ちしろだいみなみ

　　２６４-０００５・千葉県千葉市若葉区千城台北・ちしろだいきた

　　２６４-００２５・千葉県千葉市若葉区都賀・つが

　　２６４-００３３・千葉県千葉市若葉区都賀の台・つがのだい

　　２６４-００３６・千葉県千葉市若葉区殿台町・とのだいちよう

　　２６５-００４１・千葉県千葉市若葉区富田町・とみたちよう

　　２６５-００４３・千葉県千葉市若葉区中田町・なかたちよう

　　２６５-００５１・千葉県千葉市若葉区中野町・なかのちよう

　　２６４-００２６・千葉県千葉市若葉区西都賀・にしつが

　　２６５-００５３・千葉県千葉市若葉区野呂町・のろちよう

　　２６４-００３４・千葉県千葉市若葉区原町・はらまち

　　２６４-００３５・千葉県千葉市若葉区東寺山町・ひがしてらやまちよう

　　２６４-００３２・千葉県千葉市若葉区みつわ台・みつわだい

　　２６４-００３７・千葉県千葉市若葉区源町・みなもとちよう

　　２６５-００７２・千葉県千葉市若葉区谷当町・やとうちよう

　　２６４-００２７・千葉県千葉市若葉区若松台・わかまつだい

　　２６４-００２１・千葉県千葉市若葉区若松町・わかまつちよう

　　２６６-００００・千葉県千葉市緑区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２６７-００６６・千葉県千葉市緑区あすみが丘・あすみがおか

　　２６７-００６７・千葉県千葉市緑区あすみが丘東・あすみがおかひがじ

　　２６７-００６４・千葉県千葉市緑区板倉町・いたくらちよう

　　２６６-００１４・千葉県千葉市緑区大金沢町・おおかねざわちよう

　　２６７-００５７・千葉県千葉市緑区大木戸町・おおきどちよう

　　２６７-００６５・千葉県千葉市緑区大椎町・おおじちよう

　　２６７-００５４・千葉県千葉市緑区大高町・おおたかちよう

　　２６７-００５６・千葉県千葉市緑区大野台・おおのだい

　　２６６-００２５・千葉県千葉市緑区落井町・おちいちよう

　　２６７-００５５・千葉県千葉市緑区越智町・おちちよう

　　２６７-００６３・千葉県千葉市緑区小山町・おやまちよう

　　２６６-００３１・千葉県千葉市緑区おゆみ野・おゆみの

　　２６６-００３４・千葉県千葉市緑区おゆみ野有吉・おゆみのありよじ

　　２６６-００３２・千葉県千葉市緑区おゆみ野中央・おゆみのちゆうおう

　　２６６-００３３・千葉県千葉市緑区おゆみ野南・おゆみのみなみ

　　２６６-００１１・千葉県千葉市緑区鎌取町・かまとりちよう

　　２６７-００５１・千葉県千葉市緑区上大和田町・かみおおわだちよう

　　２６６-００２１・千葉県千葉市緑区刈田子町・かりたごちよう

　　２６６-００１５・千葉県千葉市緑区小金沢町・こかねざわちよう

　　２６６-００１６・千葉県千葉市緑区椎名崎町・しいなざきちよう

　　２６７-００５２・千葉県千葉市緑区下大和田町・しもおおわだちよう

　　２６６-０００６・千葉県千葉市緑区大膳野町・だいぜんのちよう



　　２６６-０００３・千葉県千葉市緑区高田町・たかだちよう

　　２６７-００５３・千葉県千葉市緑区高津戸町・たかつどちよう

　　２６７-００６１・千葉県千葉市緑区土気町・とけちよう

　　２６６-００２２・千葉県千葉市緑区富岡町・とみおかちよう

　　２６６-００２４・千葉県千葉市緑区中西町・なかにしちよう

　　２６６-０００１・千葉県千葉市緑区東山科町・ひがしやましなちよう

　　２６６-０００４・千葉県千葉市緑区平川町・ひらかわちよう

　　２６６-０００２・千葉県千葉市緑区平山町・ひらやまちよう

　　２６６-００２６・千葉県千葉市緑区古市場町・ふるいちはﾞちよう

　　２６６-０００７・千葉県千葉市緑区辺田町・へたちよう

　　２６６-０００５・千葉県千葉市緑区誉田町・ほんだちよう

　　２６６-００２３・千葉県千葉市緑区茂呂町・もろちよう

　　２６７-００６２・千葉県千葉市緑区小食土町・やさしどちよう

　　２６１-００００・千葉県千葉市美浜区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　２６１-００１２・千葉県千葉市美浜区磯辺・いそべ

　　２６１-０００５・千葉県千葉市美浜区稲毛海岸・いなげかいがん

　　２６１-００１３・千葉県千葉市美浜区打瀬・うたせ

　　２６１-０００１・千葉県千葉市美浜区幸町・さいわいちよう

　　２６１-０００２・千葉県千葉市美浜区新港・しんみなと

　　２６１-０００４・千葉県千葉市美浜区高洲・たかす

　　２６１-０００３・千葉県千葉市美浜区高浜・たかはま

　　２６１-００２４・千葉県千葉市美浜区豊砂・とよすな

　　２６１-００２３・千葉県千葉市美浜区中瀬・なかせ

　　２６１-７１９０・ワールドビジネスガーデン・なかせわｰるどびじねすがｰでん

　　２６１-００２５・千葉県千葉市美浜区浜田・はまだ

　　２６１-００２１・千葉県千葉市美浜区ひび野・ひびの

　　２６１-００２６・千葉県千葉市美浜区幕張西・まくはりにじ

　　２６１-００１１・千葉県千葉市美浜区真砂・まさご

　　２６１-００２２・千葉県千葉市美浜区美浜・みはま

　　２６１-００１４・千葉県千葉市美浜区若葉・わかはﾞ

　　２８８-００００・千葉県銚子市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８８-０８４４・千葉県銚子市赤塚町・あかつﾞかまち

　　２８８-０００５・千葉県銚子市海鹿島町・あしかじまちよう

　　２８８-０８６１・千葉県銚子市芦崎町・あしさきちよう

　　２８８-０００７・千葉県銚子市愛宕町・あたごちよう

　　２８８-００５６・千葉県銚子市新生町・あらおいちよう

　　２８８-００３４・千葉県銚子市粟島町・あわしまちよう

　　２８８-００５１・千葉県銚子市飯沼町・いいぬまちよう

　　２８８-００１２・千葉県銚子市犬吠埼・いぬほﾞうざき

　　２８８-００１５・千葉県銚子市犬若・いぬわか

　　２８８-０８０４・千葉県銚子市今宮町・いまみやちよう

　　２８８-０８０５・千葉県銚子市上野町・うえのちよう

　　２８８-００７１・千葉県銚子市植松町・うえまつちよう

　　２８８-００６８・千葉県銚子市内浜町・うちはﾞまちよう

　　２８８-００４６・千葉県銚子市大橋町・おおはしちよう

　　２８８-０８５２・千葉県銚子市岡野台町・おかのだいちよう

　　２８８-０８２１・千葉県銚子市小浜町・おはﾞまちよう

　　２８８-０８２３・千葉県銚子市親田町・おやだちよう

　　２８８-０８３５・千葉県銚子市垣根町・かきねまち

　　２８８-０８３３・千葉県銚子市垣根見晴台・かきねみはらしだい

　　２８８-０００４・千葉県銚子市笠上町・かさがみちよう

　　２８８-０８１６・千葉県銚子市春日台町・かすがだいまち

　　２８８-０８１４・千葉県銚子市春日町・かすがちよう

　　２８８-０８０１・千葉県銚子市唐子町・からこちよう

　　２８８-０００１・千葉県銚子市川口町・かわぐちちよう

　　２８８-００３７・千葉県銚子市北小川町・きたおがわちよう

　　２８８-００１１・千葉県銚子市君ケ浜・きみがはま

　　２８８-０８１７・千葉県銚子市清川町・きよかわちよう

　　２８８-０００３・千葉県銚子市黒生町・くろはいちよう

　　２８８-０８６６・千葉県銚子市小長町・こながちよう

　　２８８-００２１・千葉県銚子市小畑新町・こはﾞたけしんまち

　　２８８-００２２・千葉県銚子市小畑町・こはﾞたけまち

　　２８８-００６４・千葉県銚子市後飯町・ごはんちよう

　　２８８-０８６４・千葉県銚子市小船木町・こぶなきちよう

　　２８８-００７３・千葉県銚子市幸町・さいわいちよう

　　２８８-０８１２・千葉県銚子市栄町・さかえちよう

　　２８８-０００６・千葉県銚子市榊町・さかきちよう

　　２８８-０８７６・千葉県銚子市桜井町・さくらいちよう

　　２８８-０８７３・千葉県銚子市笹本町・ささもとちよう

　　２８８-０８５５・千葉県銚子市猿田町・さるだちよう



　　２８８-００４５・千葉県銚子市三軒町・さんげんちよう

　　２８８-００２５・千葉県銚子市潮見町・しおみちよう

　　２８８-０８６７・千葉県銚子市忍町・しのびちよう

　　２８８-０８４２・千葉県銚子市柴崎町・しはﾞさきまち

　　２８８-００６３・千葉県銚子市清水町・しみずちよう

　　２８８-０８５６・千葉県銚子市正明寺町・しようみようじちよう

　　２８８-０８５３・千葉県銚子市白石町・しらいしちよう

　　２８８-００６７・千葉県銚子市新地町・しんちちよう

　　２８８-０８２５・千葉県銚子市新町・しんちよう

　　２８８-００５５・千葉県銚子市陣屋町・じんやちよう

　　２８８-００４２・千葉県銚子市末広町・すえひろちよう

　　２８８-０８１３・千葉県銚子市台町・だいまち

　　２８８-００２７・千葉県銚子市高神原町・たかがみはらまち

　　２８８-００２３・千葉県銚子市高神東町・たかがみひがしまち

　　２８８-００２６・千葉県銚子市高神西町・たかがみにしまち

　　２８８-０８６２・千葉県銚子市高田町・たかだちよう

　　２８８-０８３４・千葉県銚子市高野町・たかのまち

　　２８８-００６２・千葉県銚子市竹町・たけちよう

　　２８８-００６５・千葉県銚子市田中町・たなかちよう

　　２８８-０８５４・千葉県銚子市茶畑町・ちやはﾞたけちよう

　　２８８-００４１・千葉県銚子市中央町・ちゆうおうちよう

　　２８８-０８６８・千葉県銚子市塚本町・つかもとちよう

　　２８８-００２４・千葉県銚子市天王台・てんのうだい

　　２８８-００７５・千葉県銚子市通町・とおりちよう

　　２８８-００１６・千葉県銚子市外川台町・とかわだいまち

　　２８８-００１４・千葉県銚子市外川町・とかわまち

　　２８８-０８２４・千葉県銚子市常世田町・とこよだちよう

　　２８８-０８７１・千葉県銚子市富川町・とみがわちよう

　　２８８-０８７４・千葉県銚子市豊里台・とよさとだい

　　２８８-００３５・千葉県銚子市名洗町・なあらいまち

　　２８８-０８５８・千葉県銚子市中島町・なかじまちよう

　　２８８-００７７・千葉県銚子市仲町・なかちよう

　　２８８-００１３・千葉県銚子市長崎町・ながさきまち

　　２８８-０８３７・千葉県銚子市長塚町・ながつかまち

　　２８８-０８６５・千葉県銚子市長山町・ながやまちよう

　　２８８-００３６・千葉県銚子市西小川町・にしおがわちよう

　　２８８-００４４・千葉県銚子市西芝町・にししはﾞちよう

　　２８８-０８６３・千葉県銚子市野尻町・のじりちよう

　　２８８-００７４・千葉県銚子市橋本町・はしもとちよう

　　２８８-００５２・千葉県銚子市浜町・はまちよう

　　２８８-００５４・千葉県銚子市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　２８８-００３２・千葉県銚子市東小川町・ひがしおがわちよう

　　２８８-００４３・千葉県銚子市東芝町・ひがししはﾞちよう

　　２８８-００５３・千葉県銚子市東町・ひがしちよう

　　２８８-００４８・千葉県銚子市双葉町・ふたはﾞちよう

　　２８８-０８５７・千葉県銚子市船木町・ふなきちよう

　　２８８-０８３１・千葉県銚子市本城町・ほんじようまち

　　２８８-００７６・千葉県銚子市本町・ほんちよう

　　２８８-００３１・千葉県銚子市前宿町・まえじゆくちよう

　　２８８-０８３６・千葉県銚子市松岸町・まつぎしまち

　　２８８-０８３２・千葉県銚子市松岸見晴台・まつぎしみはらしだい

　　２８８-０８０２・千葉県銚子市松本町・まつもとちよう

　　２８８-０８５１・千葉県銚子市三門町・みかどちよう

　　２８８-０８１５・千葉県銚子市三崎町・みさきちよう

　　２８８-００６１・千葉県銚子市港町・みなとちよう

　　２８８-００３３・千葉県銚子市南小川町・みなみおがわちよう

　　２８８-００３８・千葉県銚子市南町・みなみちよう

　　２８８-０８４５・千葉県銚子市三宅町・みやけまち

　　２８８-０８７７・千葉県銚子市宮原町・みやはﾞらちよう

　　２８８-０８１１・千葉県銚子市妙見町・みようけんちよう

　　２８８-０００２・千葉県銚子市明神町・みようじんちよう

　　２８８-０８７２・千葉県銚子市森戸町・もりとちよう

　　２８８-０８７５・千葉県銚子市諸持町・もろもちちよう

　　２８８-０８２２・千葉県銚子市八木町・やぎちよう

　　２８８-００７２・千葉県銚子市弥生町・やよいちよう

　　２８８-０８０３・千葉県銚子市八幡町・やはたちよう

　　２８８-０８４３・千葉県銚子市四日市場台・よつかいちはﾞだい

　　２８８-０８４１・千葉県銚子市四日市場町・よつかいちはﾞまち

　　２８８-０８４６・千葉県銚子市余山町・よやままち

　　２８８-００４７・千葉県銚子市若宮町・わかみやちよう



　　２８８-００６６・千葉県銚子市和田町・わだちよう

　　２７２-００００・千葉県市川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７２-０１４３・千葉県市川市相之川・あいのかわ

　　２７２-０１４４・千葉県市川市新井・あらい

　　２７２-０１０６・千葉県市川市伊勢宿・いせじゆく

　　２７２-００３４・千葉県市川市市川・いちかわ

　　２７２-００３３・千葉県市川市市川南・いちかわみなみ

　　２７２-０８３１・千葉県市川市稲越・いなごじ

　　２７２-０１３４・千葉県市川市入船・いりふね

　　２７２-００３２・千葉県市川市大洲・おおす

　　２７２-０８０５・千葉県市川市大野町・おおのまち

　　２７２-０８０１・千葉県市川市大町・おおまち

　　２７２-００２５・千葉県市川市大和田・おおわだ

　　２７２-０１０７・千葉県市川市押切・おしきり

　　２７２-００２２・千葉県市川市鬼越・おにごえ

　　２７２-００１５・千葉県市川市鬼高・おにたか

　　２７２-０１４２・千葉県市川市欠真間・かけまま

　　２７２-０８０２・千葉県市川市柏井町・かしわいまち

　　２７２-０１２４・千葉県市川市加藤新田・かとうしんでん

　　２７２-０１１２・千葉県市川市上妙典（１～９９９)・かみみようでん

　　２７２-００１２・千葉県市川市上妙典（その他）・かみみようでん(そのた)

　　２７２-０１０１・千葉県市川市河原・かわら

　　２７２-０１４１・千葉県市川市香取・かんどり

　　２７２-０８１５・千葉県市川市北方・きたかた

　　２７２-０８３６・千葉県市川市北国分・きたこくぶん

　　２７２-０１３３・千葉県市川市行徳駅前・ぎようとくえきまえ

　　２７２-０８２７・千葉県市川市国府台・こうのだい

　　２７２-００１３・千葉県市川市高谷・こうや

　　２７２-００１１・千葉県市川市高谷新町・こうやしんまち

　　２７２-０８３４・千葉県市川市国分・こくぶん

　　２７２-０１２３・千葉県市川市幸・さいわい

　　２７２-０１２７・千葉県市川市塩浜・しおはま

　　２７２-０１１４・千葉県市川市塩焼・しおやき

　　２７２-０１４５・千葉県市川市島尻・しまじり

　　２７２-０８２１・千葉県市川市下貝塚・しもかいつﾞか

　　２７２-０１０２・千葉県市川市下新宿・しもしんしゆく

　　２７２-０１１３・千葉県市川市下妙典・しもみようでん

　　２７２-００３５・千葉県市川市新田・しんでん

　　２７２-０１２１・千葉県市川市末広・すえひろ

　　２７２-０８２４・千葉県市川市菅野・すがの

　　２７２-０８２５・千葉県市川市須和田・すわだ

　　２７２-０１０５・千葉県市川市関ケ島・せきがしま

　　２７２-０８３２・千葉県市川市曽谷・そや

　　２７２-０８１４・千葉県市川市高石神・たかいしがみ

　　２７２-０１２５・千葉県市川市高浜町・たかはままち

　　２７２-０１２２・千葉県市川市宝・たから

　　２７２-００１４・千葉県市川市田尻・たじり

　　２７２-０１２６・千葉県市川市千鳥町・ちどりちよう

　　２７２-００２４・千葉県市川市稲荷木・とうかぎ

　　２７２-０１１５・千葉県市川市富浜・とみはま

　　２７２-０８３５・千葉県市川市中国分・なかこくぶん

　　２７２-０８１３・千葉県市川市中山・なかやま

　　２７２-０１３６・千葉県市川市新浜・にいはま

　　２７２-０００４・千葉県市川市原木・はﾞらき

　　２７２-００２６・千葉県市川市東大和田・ひがしおおわだ

　　２７２-０８３３・千葉県市川市東国分・ひがしこくぶん

　　２７２-０８２３・千葉県市川市東菅野・ひがしすがの

　　２７２-０００３・千葉県市川市東浜・ひがしはま

　　２７２-０１３５・千葉県市川市日之出・ひので

　　２７２-００３１・千葉県市川市平田・ひらた

　　２７２-０１４６・千葉県市川市広尾・ひろお

　　２７２-０１３７・千葉県市川市福栄・ふくえい

　　２７２-０００１・千葉県市川市二俣・ふたまた

　　２７２-０００２・千葉県市川市二俣新町・ふたまたしんまち

　　２７２-０８０３・千葉県市川市奉免町・ほうめまち

　　２７２-０８１１・千葉県市川市北方町・ほﾞつけまち

　　２７２-０８３７・千葉県市川市堀之内・ほりのうち

　　２７２-０１０３・千葉県市川市本行徳・ほんぎようとく

　　２７２-０１０４・千葉県市川市本塩・ほんしお

　　２７２-０８２６・千葉県市川市真間・まま



　　２７２-０１３１・千葉県市川市湊・みなと

　　２７２-０１３２・千葉県市川市湊新田・みなとしんでん

　　２７２-０８０４・千葉県市川市南大野・みなみおおの

　　２７２-０１３８・千葉県市川市南行徳・みなみぎようとく

　　２７２-００２３・千葉県市川市南八幡・みなみやわた

　　２７２-０８２２・千葉県市川市宮久保・みやくほﾞ

　　２７２-０１１１・千葉県市川市妙典・みようでん

　　２７２-０８１６・千葉県市川市本北方・もときたかた

　　２７２-００２１・千葉県市川市八幡・やわた

　　２７２-０８１２・千葉県市川市若宮・わかみや

　　２７３-００００・千葉県船橋市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７３-００４１・千葉県船橋市旭町・あさひちよう

　　２７３-０８６３・千葉県船橋市東町・あずまちよう

　　２７３-０００１・千葉県船橋市市場・いちはﾞ

　　２７３-００３９・千葉県船橋市印内・いんない

　　２７３-００２５・千葉県船橋市印内町・いんないちよう

　　２７４-００６６・千葉県船橋市大穴町・おおあなちよう

　　２７４-００６７・千葉県船橋市大穴南・おおあなみなみ

　　２７４-００６８・千葉県船橋市大穴北・おおあなきた

　　２７４-００８２・千葉県船橋市大神保町・おおじんほﾞうちよう

　　２７３-００２１・千葉県船橋市海神・かいじん

　　２７３-００２２・千葉県船橋市海神町・かいじんちよう

　　２７３-００２８・千葉県船橋市海神町東・かいじんちようひがじ

　　２７３-００２７・千葉県船橋市海神町西・かいじんちようにじ

　　２７３-００２４・千葉県船橋市海神町南・かいじんちようみなみ

　　２７３-００３２・千葉県船橋市葛飾町・かつしかちよう

　　２７３-０８５３・千葉県船橋市金杉・かなすぎ

　　２７３-０８５２・千葉県船橋市金杉台・かなすぎだい

　　２７３-０８５４・千葉県船橋市金杉町・かなすぎちよう

　　２７４-００５４・千葉県船橋市金堀町・かねほりちよう

　　２７３-００４６・千葉県船橋市上山町・かみやまちよう

　　２７３-０８６４・千葉県船橋市北本町・きたほんちよう

　　２７３-００４４・千葉県船橋市行田・ぎようだ

　　２７３-００４３・千葉県船橋市行田町・ぎようだちよう

　　２７４-００５５・千葉県船橋市楠が山町・くすがやまちよう

　　２７４-００５１・千葉県船橋市車方町・くるまがたちよう

　　２７４-０８０１・千葉県船橋市高野台・こうやだい

　　２７３-００３７・千葉県船橋市古作・こさく

　　２７３-００３８・千葉県船橋市古作町・こさくちよう

　　２７４-００８１・千葉県船橋市小野田町・このだちよう

　　２７０-１４７１・千葉県船橋市小室町・こむろちよう

　　２７３-０８６１・千葉県船橋市米ケ崎町・こめがさきちよう

　　２７４-００６１・千葉県船橋市古和釜町・こわがまちよう

　　２７３-００１８・千葉県船橋市栄町・さかえちよう

　　２７４-０８０７・千葉県船橋市咲が丘・さきがおか

　　２７３-００１６・千葉県船橋市潮見町・しおみちよう

　　２７４-０８１６・千葉県船橋市芝山・しはﾞやま

　　２７４-０８１４・千葉県船橋市新高根・しんたかね

　　２７４-００５６・千葉県船橋市神保町・じんほﾞうちよう

　　２７４-００５２・千葉県船橋市鈴身町・すずみちよう

　　２７３-０８６２・千葉県船橋市駿河台・するがだい

　　２７３-００１４・千葉県船橋市高瀬町・たかせちよう

　　２７４-００６５・千葉県船橋市高根台・たかねだい

　　２７４-０８１７・千葉県船橋市高根町・たかねちよう

　　２７４-００７４・千葉県船橋市滝台・たきだい

　　２７４-００７５・千葉県船橋市滝台町・たきだいちよう

　　２７４-００７３・千葉県船橋市田喜野井・たきのい

　　２７４-００６２・千葉県船橋市坪井町・つほﾞいちよう

　　２７４-００６０・千葉県船橋市坪井東・つほﾞいひがじ

　　２７４-００６９・千葉県船橋市坪井西・つほﾞいにじ

　　２７４-００５３・千葉県船橋市豊富町・とよとみちよう

　　２７４-０８２６・千葉県船橋市中野木・なかのき

　　２７３-０８６５・千葉県船橋市夏見・なつみ

　　２７３-０８６６・千葉県船橋市夏見台・なつみだい

　　２７３-０８６７・千葉県船橋市夏見町・なつみちよう

　　２７４-０８２１・千葉県船橋市七林町・ななはﾞやしちよう

　　２７４-００７１・千葉県船橋市習志野・ならしの

　　２７４-００６３・千葉県船橋市習志野台・ならしのだい

　　２７３-００１７・千葉県船橋市西浦・にしうら

　　２７４-０８１５・千葉県船橋市西習志野・にしならしの



　　２７３-００３１・千葉県船橋市西船・にしふな

　　２７４-０８２３・千葉県船橋市二宮・にのみや

　　２７４-０８２２・千葉県船橋市飯山満町・はさまちよう

　　２７３-００１２・千葉県船橋市浜町・はまちよう

　　２７３-００３６・千葉県船橋市東中山・ひがしなかやま

　　２７３-０００２・千葉県船橋市東船橋・ひがしふなはﾞじ

　　２７３-００１５・千葉県船橋市日の出・ひので

　　２７３-００４７・千葉県船橋市藤原・ふじわら

　　２７３-００３４・千葉県船橋市二子町・ふたごちよう

　　２７４-０８０５・千葉県船橋市二和東・ふたわひがじ

　　２７４-０８０６・千葉県船橋市二和西・ふたわにじ

　　２７３-００３３・千葉県船橋市本郷町・ほんごうちよう

　　２７３-０００５・千葉県船橋市本町・ほんちよう

　　２７４-０８２４・千葉県船橋市前原東・まえはﾞらひがじ

　　２７４-０８２５・千葉県船橋市前原西・まえはﾞらにじ

　　２７３-００４２・千葉県船橋市前貝塚町・まえかいつﾞかちよう

　　２７３-０８５１・千葉県船橋市馬込町・まごめちよう

　　２７３-０８５５・千葉県船橋市馬込西・まごめにじ

　　２７４-００６４・千葉県船橋市松が丘・まつがおか

　　２７３-００４８・千葉県船橋市丸山・まるやま

　　２７４-０８１２・千葉県船橋市三咲・みさき

　　２７４-０８１１・千葉県船橋市三咲町・みさきちよう

　　２７４-０８１８・千葉県船橋市緑台・みどりだい

　　２７３-００１１・千葉県船橋市湊町・みなとちよう

　　２７３-００２３・千葉県船橋市南海神・みなみかいじん

　　２７３-０００４・千葉県船橋市南本町・みなみほんちよう

　　２７４-０８１３・千葉県船橋市南三咲・みなみみさき

　　２７４-０８０４・千葉県船橋市みやぎ台・みやぎだい

　　２７４-００７２・千葉県船橋市三山・みやま

　　２７３-０００３・千葉県船橋市宮本・みやもと

　　２７３-００３５・千葉県船橋市本中山・もとなかやま

　　２７４-０８０２・千葉県船橋市八木が谷・やきがや

　　２７４-０８０３・千葉県船橋市八木が谷町・やきがやちよう

　　２７４-００７７・千葉県船橋市薬円台・やくえんだい

　　２７４-００７６・千葉県船橋市薬園台町・やくえんだいちよう

　　２７３-００４５・千葉県船橋市山手・やまて

　　２７３-００２６・千葉県船橋市山野町・やまのちよう

　　２７３-００１３・千葉県船橋市若松・わかまつ

　　２９４-００００・千葉県館山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９４-０２３５・千葉県館山市相浜・あいはま

　　２９４-００４３・千葉県館山市安布里・あぶり

　　２９４-０００５・千葉県館山市安東・あんどう

　　２９４-００１６・千葉県館山市飯沼・いいぬま

　　２９４-００２６・千葉県館山市出野尾・いでのお

　　２９４-０３１４・千葉県館山市伊戸・いと

　　２９４-００１２・千葉県館山市稲・いな

　　２９４-０２２６・千葉県館山市犬石・いぬいじ

　　２９４-００４２・千葉県館山市上野原・うえのはら

　　２９４-０００９・千葉県館山市江田・えだ

　　２９４-００４４・千葉県館山市大網・おおあみ

　　２９４-０００２・千葉県館山市大井・おおい

　　２９４-００３１・千葉県館山市大賀・おおか

　　２９４-００２５・千葉県館山市大戸・おおと

　　２９４-００２４・千葉県館山市岡田・おかだ

　　２９４-０３０６・千葉県館山市加賀名・かがな

　　２９４-００３２・千葉県館山市笠名・かさな

　　２９４-００２３・千葉県館山市神余・かなまり

　　２９４-００３８・千葉県館山市上真倉・かみさなぐら

　　２９４-００５２・千葉県館山市亀ケ原・かめがはら

　　２９４-００５７・千葉県館山市川名・かわな

　　２９４-０３０５・千葉県館山市見物・けんぶつ

　　２９４-０３０１・千葉県館山市香・こうやつ

　　２９４-００１８・千葉県館山市国分・こくぶ

　　２９４-０００７・千葉県館山市腰越・こしごえ

　　２９４-０３１２・千葉県館山市小沼・こぬま

　　２９４-００５８・千葉県館山市小原・こはﾞら

　　２９４-００１５・千葉県館山市古茂口・こもぐち

　　２９４-０３１１・千葉県館山市坂井・さかい

　　２９４-０３１３・千葉県館山市坂足・さかだる

　　２９４-００２９・千葉県館山市作名・さくな



　　２９４-０２２５・千葉県館山市佐野・さの

　　２９４-０３０２・千葉県館山市塩見・しおみ

　　２９４-００４８・千葉県館山市下真倉・しもさなぐら

　　２９４-００４６・千葉県館山市新宿・しんじゆく

　　２９４-０３１６・千葉県館山市洲崎・すのさき

　　２９４-０２２３・千葉県館山市洲宮・すのみや

　　２９４-０００６・千葉県館山市薗・その

　　２９４-０２３３・千葉県館山市大神宮・だいじんぐう

　　２９４-００４１・千葉県館山市高井・たかい

　　２９４-０００１・千葉県館山市竹原・たけわら

　　２９４-００３６・千葉県館山市館山・たてやま

　　２９４-０２３１・千葉県館山市中里・なかざと

　　２９４-００３７・千葉県館山市長須賀・ながすか

　　２９４-００５５・千葉県館山市那古・なご

　　２９４-００１７・千葉県館山市南条・なんじよう

　　２９４-０３１５・千葉県館山市西川名・にしかわな

　　２９４-００２７・千葉県館山市西長田・にしながた

　　２９４-００３４・千葉県館山市沼・ぬま

　　２９４-０３０７・千葉県館山市波左間・はさま

　　２９４-００２２・千葉県館山市畑・はた

　　２９４-０３０３・千葉県館山市浜田・はまだ

　　２９４-０３０４・千葉県館山市早物・はやぶつ

　　２９４-０３０８・千葉県館山市坂田・はﾞんだ

　　２９４-００２８・千葉県館山市東長田・ひがしながた

　　２９４-０００８・千葉県館山市広瀬・ひろせ

　　２９４-００３５・千葉県館山市富士見・ふじみ

　　２９４-０２２４・千葉県館山市藤原・ふじわら

　　２９４-００１１・千葉県館山市二子・ふたご

　　２９４-００５６・千葉県館山市船形・ふなかた

　　２９４-００１３・千葉県館山市宝貝・ほうがい

　　２９４-００４５・千葉県館山市北条・ほうじよう

　　２９４-００５３・千葉県館山市北条正木・ほうじようまさき

　　２９４-００５１・千葉県館山市正木・まさき

　　２９４-０００４・千葉県館山市水岡・みずおか

　　２９４-０００３・千葉県館山市水玉・みずたま

　　２９４-００５４・千葉県館山市湊・みなと

　　２９４-００３３・千葉県館山市宮城・みやぎ

　　２９４-０２２１・千葉県館山市布沼・めぬま

　　２９４-０２３４・千葉県館山市布良・めら

　　２９４-０２２２・千葉県館山市茂名・もな

　　２９４-００１４・千葉県館山市山本・やまもと

　　２９４-００２１・千葉県館山市山荻・やもおぎ

　　２９４-００４７・千葉県館山市八幡・やわた

　　２９４-０２３２・千葉県館山市竜岡・りゆうおか

　　２９２-００００・千葉県木更津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９２-００５５・千葉県木更津市朝日・あさひ

　　２９２-００６５・千葉県木更津市吾妻・あつﾞま

　　２９２-００２１・千葉県木更津市有吉・ありよじ

　　２９２-００２６・千葉県木更津市井尻・いじり

　　２９２-００３４・千葉県木更津市伊豆島・いずしま

　　２９２-００６１・千葉県木更津市岩根・いわね

　　２９２-００３３・千葉県木更津市犬成・いんなり

　　２９２-０００１・千葉県木更津市牛込・うしごめ

　　２９２-００１２・千葉県木更津市牛袋・うしぶくろ

　　２９２-００１１・千葉県木更津市牛袋野・うしぶくろの

　　２９２-０００７・千葉県木更津市瓜倉・うりくら

　　２９２-００６３・千葉県木更津市江川・えがわ

　　２９２-０２１１・千葉県木更津市大稲・おおいね

　　２９２-０８１５・千葉県木更津市大久保・おおくほﾞ

　　２９２-００４４・千葉県木更津市太田・おおだ

　　２９２-００２４・千葉県木更津市大寺・おおてら

　　２９２-０８３３・千葉県木更津市貝渕・かいふち

　　２９２-０８１８・千葉県木更津市かずさ鎌足・かずさかまたり

　　２９２-０００９・千葉県木更津市金田東・かねだひがじ

　　２９２-０８１３・千葉県木更津市上烏田・かみからすだ

　　２９２-０２１５・千葉県木更津市上根岸・かみねぎじ

　　２９２-００２２・千葉県木更津市上望陀・かみもうだ

　　２９２-０２０４・千葉県木更津市茅野・かやの

　　２９２-０２０２・千葉県木更津市茅野七曲・かやのななまがり

　　２９２-００５２・千葉県木更津市祇園・ぎおん



　　２９２-００５６・千葉県木更津市木更津・きさらつﾞ

　　２９２-０００６・千葉県木更津市北浜町・きたはまちよう

　　２９２-００５１・千葉県木更津市清川・きよかわ

　　２９２-００４５・千葉県木更津市清見台・きよみだい

　　２９２-００４１・千葉県木更津市清見台東・きよみだいひがじ

　　２９２-００４２・千葉県木更津市清見台南・きよみだいみなみ

　　２９２-０８１１・千葉県木更津市草敷・くさじき

　　２９２-０００４・千葉県木更津市久津間・くつﾞま

　　２９２-０００５・千葉県木更津市畔戸・くろと

　　２９２-０２１３・千葉県木更津市下内橋・げないはﾞじ

　　２９２-０８２７・千葉県木更津市港南台・こうなんだい

　　２９２-０８２４・千葉県木更津市小浜・こはﾞま

　　２９２-０８０３・千葉県木更津市幸町・さいわいちよう

　　２９９-０２７１・千葉県木更津市坂戸市場・さかどいちはﾞ

　　２９２-０８２２・千葉県木更津市桜井・さくらい

　　２９２-０８２３・千葉県木更津市桜井新町・さくらいしんまち

　　２９２-０８２１・千葉県木更津市桜町・さくらまち

　　２９２-００３２・千葉県木更津市笹子・ささご

　　２９２-０２０６・千葉県木更津市佐野・さの

　　２９２-０８３８・千葉県木更津市潮浜・しおはま

　　２９２-０８３４・千葉県木更津市潮見・しおみ

　　２９２-０８１６・千葉県木更津市下烏田・しもからすだ

　　２９２-０２０５・千葉県木更津市下郡・しもごおり

　　２９２-０２１７・千葉県木更津市下宮田・しもみやだ

　　２９２-００２３・千葉県木更津市下望陀・しももうだ

　　２９２-０８０１・千葉県木更津市請西・じようざい

　　２９２-０８０６・千葉県木更津市請西東・じようざいひがじ

　　２９２-０８０７・千葉県木更津市請西南・じようざいみなみ

　　２９２-００６６・千葉県木更津市新宿・しんじゆく

　　２９２-０８３２・千葉県木更津市新田・しんでん

　　２９２-０８３６・千葉県木更津市新港・しんみなと

　　２９２-００３６・千葉県木更津市菅生・すごう

　　２９２-０８０８・千葉県木更津市千束台・せんぞくだい

　　２９２-００２７・千葉県木更津市曽根・そね

　　２９２-００１６・千葉県木更津市高砂・たかさご

　　２９２-００１４・千葉県木更津市高柳・たかやなぎ

　　２９２-０２０７・千葉県木更津市田川・たがわ

　　２９２-００６７・千葉県木更津市中央・ちゆうおう

　　２９２-０８３５・千葉県木更津市築地・つきじ

　　２９２-００３１・千葉県木更津市椿・つはﾞき

　　２９２-００２５・千葉県木更津市十日市場・とおかいちはﾞ

　　２９２-０２１４・千葉県木更津市戸国・とくに

　　２９２-００３５・千葉県木更津市中尾・なかお

　　２９２-０８１７・千葉県木更津市中烏田・なかからすだ

　　２９２-００６４・千葉県木更津市中里・なかざと

　　２９２-０００８・千葉県木更津市中島・なかじま

　　２９２-００７１・千葉県木更津市中島地先海ほたる・なかじまちさきうみほたる

　　２９２-０００２・千葉県木更津市中野・なかの

　　２９２-０８３９・千葉県木更津市中の島・なかのしま

　　２９２-００５３・千葉県木更津市永井作・ながいさく

　　２９２-００５４・千葉県木更津市長須賀・ながすか

　　２９２-００６２・千葉県木更津市西岩根・にしいわね

　　２９２-０２１６・千葉県木更津市根岸・ねぎじ

　　２９２-０８２５・千葉県木更津市畑沢・はたざわ

　　２９２-０８２６・千葉県木更津市畑沢南・はたざわみなみ

　　２９２-０８１４・千葉県木更津市八幡台・はちまんだい

　　２９２-０８１９・千葉県木更津市羽鳥野・はとりの

　　２９２-００４３・千葉県木更津市東太田・ひがしおおだ

　　２９２-００５７・千葉県木更津市東中央・ひがしちゆうおう

　　２９２-００３７・千葉県木更津市日の出町・ひのでちよう

　　２９２-０８３１・千葉県木更津市富士見・ふじみ

　　２９２-０８０４・千葉県木更津市文京・ぶんきよう

　　２９２-００３８・千葉県木更津市ほたる野・ほたるの

　　２９２-００１５・千葉県木更津市本郷・ほんごう

　　２９２-０８０２・千葉県木更津市真舟・まふね

　　２９２-０２１２・千葉県木更津市真里・まり

　　２９２-０２０１・千葉県木更津市真里谷・まりやつ

　　２９２-０００３・千葉県木更津市万石・まんごく

　　２９２-０８３７・千葉県木更津市木材港・もくざいみなと

　　２９２-０８１２・千葉県木更津市矢那・やな



　　２９２-０８０５・千葉県木更津市大和・やまと

　　２９２-０２０３・千葉県木更津市山本七曲・やまもとななまがり

　　２９２-００１３・千葉県木更津市若葉町・わかはﾞちよう

　　２７０-００００・千葉県松戸市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-２２２３・千葉県松戸市秋山・あきやま

　　２７１-００４３・千葉県松戸市旭町・あさひちよう

　　２７１-００７６・千葉県松戸市岩瀬・いわせ

　　２７０-０００６・千葉県松戸市大金平・おおがねだいら

　　２７０-２２２４・千葉県松戸市大橋・おおはじ

　　２７０-０００５・千葉県松戸市大谷口・おおやぐち

　　２７０-００３６・千葉県松戸市大谷口新田・おおやぐちしんでん

　　２７０-００１８・千葉県松戸市上総内・かずさうち

　　２７０-２２５１・千葉県松戸市金ケ作・かねがさく

　　２７０-２２２１・千葉県松戸市紙敷・かみしき

　　２７１-００６４・千葉県松戸市上本郷・かみほんごう

　　２７１-００９４・千葉県松戸市上矢切・かみやきり

　　２７０-２２５４・千葉県松戸市河原塚・かわらつﾞか

　　２７１-００６３・千葉県松戸市北松戸・きたまつど

　　２７０-２２１６・千葉県松戸市串崎新田・くしざきしんでん

　　２７０-２２１５・千葉県松戸市串崎南町・くしざきみなみちよう

　　２７０-００１２・千葉県松戸市久保平賀・くほﾞひらが

　　２７０-００２２・千葉県松戸市栗ケ沢・くりがさわ

　　２７１-００９７・千葉県松戸市栗山・くりやま

　　２７０-０００１・千葉県松戸市幸田・こうで

　　２７０-００１７・千葉県松戸市幸谷・こうや

　　２７１-００６８・千葉県松戸市古ケ崎・こがさき

　　２７０-００１４・千葉県松戸市小金・こがね

　　２７０-００１５・千葉県松戸市小金上総町・こがねかずさちよう

　　２７０-００１３・千葉県松戸市小金きよしケ丘・こがねきよしがおか

　　２７０-００１６・千葉県松戸市小金清志町・こがねきよしちよう

　　２７０-００２１・千葉県松戸市小金原・こがねはら

　　２７０-２２１３・千葉県松戸市五香・ごこう

　　２７０-２２１８・千葉県松戸市五香西・ごこうにじ

　　２７０-２２１２・千葉県松戸市五香南・ごこうみなみ

　　２７０-２２１１・千葉県松戸市五香六実・ごこうむつみ

　　２７１-００７３・千葉県松戸市小根本・こねもと

　　２７１-００９３・千葉県松戸市小山・こやま

　　２７１-００７５・千葉県松戸市胡録台・ころくだい

　　２７１-００６２・千葉県松戸市栄町・さかえちよう

　　２７１-００６１・千葉県松戸市栄町西・さかえちようにじ

　　２７１-００４１・千葉県松戸市七右衛門新田・しちうえもんしんでん

　　２７１-００９６・千葉県松戸市下矢切・しもやきり

　　２７１-００５２・千葉県松戸市新作・しんざく

　　２７０-００３４・千葉県松戸市新松戸・しんまつど

　　２７０-００３３・千葉県松戸市新松戸東・しんまつどひがじ

　　２７０-００３５・千葉県松戸市新松戸南・しんまつどみなみ

　　２７０-００３２・千葉県松戸市新松戸北・しんまつどきた

　　２７０-２２５２・千葉県松戸市千駄堀・せんだほﾞり

　　２７０-２２２２・千葉県松戸市高塚新田・たかつかしんでん

　　２７０-２２０２・千葉県松戸市高柳・たかやなぎ

　　２７０-２２０１・千葉県松戸市高柳新田・たかやなぎしんでん

　　２７１-００７２・千葉県松戸市竹ケ花・たけがはな

　　２７１-００７１・千葉県松戸市竹ケ花西町・たけがはなにしまち

　　２７０-２２５５・千葉県松戸市田中新田・たなかしんでん

　　２７０-２２６１・千葉県松戸市常盤平・ときわだいら

　　２７０-２２６５・千葉県松戸市常盤平陣屋前・ときわだいらじんやまえ

　　２７０-２２６６・千葉県松戸市常盤平西窪町・ときわだいらにしくほﾞちよう

　　２７０-２２６２・千葉県松戸市常盤平双葉町・ときわだいらふたはﾞちよう

　　２７０-２２６４・千葉県松戸市常盤平松葉町・ときわだいらまつはﾞちよう

　　２７０-２２６３・千葉県松戸市常盤平柳町・ときわだいらやなぎちよう

　　２７０-０００４・千葉県松戸市殿平賀・とのひらが

　　２７０-２２４２・千葉県松戸市仲井町・なかいちよう

　　２７０-０００７・千葉県松戸市中金杉・なかかなすぎ

　　２７１-００５３・千葉県松戸市中根・なかね

　　２７１-００５４・千葉県松戸市中根長津町・なかねながつちよう

　　２７１-００９５・千葉県松戸市中矢切・なかやきり

　　２７０-００２５・千葉県松戸市中和倉・なかわくら

　　２７１-００４４・千葉県松戸市西馬橋・にしまはﾞじ

　　２７１-００４５・千葉県松戸市西馬橋相川町・にしまはﾞしあいかわちよう

　　２７１-００４６・千葉県松戸市西馬橋蔵元町・にしまはﾞしくらもとちよう



　　２７１-００４７・千葉県松戸市西馬橋幸町・にしまはﾞしさいわいちよう

　　２７１-００４８・千葉県松戸市西馬橋広手町・にしまはﾞしひろてちよう

　　２７１-００８８・千葉県松戸市二十世紀が丘柿の木町・にじゆつせいきがおかかきのきちよう

　　２７１-００８２・千葉県松戸市二十世紀が丘戸山町・にじゆつせいきがおかとやまちよう

　　２７１-００８５・千葉県松戸市二十世紀が丘中松町・にじゆつせいきがおかなかまつちよう

　　２７１-００８３・千葉県松戸市二十世紀が丘梨元町・にじゆつせいきがおかなしもとちよう

　　２７１-００８６・千葉県松戸市二十世紀が丘萩町・にじゆつせいきがおかはぎちよう

　　２７１-００８４・千葉県松戸市二十世紀が丘丸山町・にじゆつせいきがおかまるやまちよう

　　２７１-００８１・千葉県松戸市二十世紀が丘美野里町・にじゆつせいきがおかみのりちよう

　　２７０-００１１・千葉県松戸市根木内・ねぎうち

　　２７１-００７７・千葉県松戸市根本・ねもと

　　２７０-２２４３・千葉県松戸市野菊野・のぎくの

　　２７０-００２３・千葉県松戸市八ケ崎・はちがさき

　　２７０-００２４・千葉県松戸市八ケ崎緑町・はちがさきみどりちよう

　　２７０-２２１７・千葉県松戸市初富飛地・はつとみとびち

　　２７０-０００３・千葉県松戸市東平賀・ひがしひらが

　　２７０-２２２５・千葉県松戸市東松戸・ひがしまつど

　　２７０-２２５３・千葉県松戸市日暮・ひぐらじ

　　２７１-００６７・千葉県松戸市樋野口・ひのくち

　　２７０-０００２・千葉県松戸市平賀・ひらが

　　２７０-００２７・千葉県松戸市二ツ木・ふたつぎ

　　２７０-００２８・千葉県松戸市二ツ木二葉町・ふたつぎふたはﾞちよう

　　２７１-００９１・千葉県松戸市本町・ほんちよう

　　２７０-２２６７・千葉県松戸市牧の原・まきのはら

　　２７１-００９２・千葉県松戸市松戸・まつど

　　２７０-２２４１・千葉県松戸市松戸新田・まつどしんでん

　　２７０-２２１４・千葉県松戸市松飛台・まつひだい

　　２７１-００５１・千葉県松戸市馬橋・まはﾞじ

　　２７０-００２６・千葉県松戸市三ケ月・みこぜ

　　２７１-００７４・千葉県松戸市緑ケ丘・みどりがおか

　　２７１-００６５・千葉県松戸市南花島・みなみはなしま

　　２７０-２２３１・千葉県松戸市稔台・みのりだい

　　２７１-００８７・千葉県松戸市三矢小台・みやこだい

　　２７０-２２０４・千葉県松戸市六実・むつみ

　　２７１-００４２・千葉県松戸市主水新田・もんとしんでん

　　２７０-００３１・千葉県松戸市横須賀・よこすか

　　２７１-００６６・千葉県松戸市吉井町・よしいちよう

　　２７０-２２０３・千葉県松戸市六高台・ろつこうだい

　　２７０-２２０５・千葉県松戸市六高台西・ろつこうだいにじ

　　２７０-２２３２・千葉県松戸市和名ケ谷・わながや

　　２７８-００００・千葉県野田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-０２３９・千葉県野田市泉・いずみ

　　２７８-００２５・千葉県野田市今上・いまがみ

　　２７８-００５５・千葉県野田市岩名・いわな

　　２７８-００１７・千葉県野田市大殿井・おおどのい

　　２７０-０２２３・千葉県野田市岡田・おかだ

　　２７０-０２３５・千葉県野田市尾崎・おさき

　　２７０-０２３８・千葉県野田市尾崎台・おさきだい

　　２７０-０２２７・千葉県野田市親野井・おやのい

　　２７０-０２３１・千葉県野田市小山・おやま

　　２７０-０２１４・千葉県野田市柏寺・かしわでら

　　２７８-００５２・千葉県野田市春日町・かすがちよう

　　２７８-０００７・千葉県野田市金杉・かなすぎ

　　２７８-００１３・千葉県野田市上三ケ尾・かみさんがお

　　２７８-００３３・千葉県野田市上花輪・かみはなわ

　　２７８-００３４・千葉県野田市上花輪新町・かみはなわしんまち

　　２７８-０００２・千葉県野田市木野崎・きのさき

　　２７０-０２２２・千葉県野田市木間ケ瀬・きまがせ

　　２７０-０２１３・千葉県野田市桐ケ作・きりがさく

　　２７８-００５７・千葉県野田市光葉町・こうようちよう

　　２７８-００５４・千葉県野田市五木・ごき

　　２７８-００５６・千葉県野田市五木新田・ごきしんでん

　　２７８-００５３・千葉県野田市五木新町・ごきしんまち

　　２７０-０２２１・千葉県野田市古布内・こぶうち

　　２７８-００４５・千葉県野田市座生・ざおう

　　２７８-００２８・千葉県野田市桜木・さくらぎ

　　２７８-００３２・千葉県野田市桜台・さくらだい

　　２７８-００４８・千葉県野田市桜の里・さくらのさと

　　２７８-００４３・千葉県野田市清水・しみず

　　２７８-００４７・千葉県野田市清水公園東・しみずこうえんひがじ



　　２７８-００１４・千葉県野田市下三ケ尾・しもさんがお

　　２７０-０２０４・千葉県野田市関宿内町・せきやどうちまち

　　２７０-０２０５・千葉県野田市関宿江戸町・せきやどえどまち

　　２７０-０２０１・千葉県野田市関宿三軒家・せきやどさんげんや

　　２７０-０２０２・千葉県野田市関宿台町・せきやどだいまち

　　２７０-０２０３・千葉県野田市関宿元町・せきやどもとまち

　　２７０-０２０６・千葉県野田市関宿町・せきやどまち

　　２７８-００１２・千葉県野田市瀬戸・せと

　　２７８-００４４・千葉県野田市堤台・つつみだい

　　２７８-００２１・千葉県野田市堤根・つつみね

　　２７８-００３８・千葉県野田市つつみ野・つつみの

　　２７８-０００３・千葉県野田市鶴奉・つるほう

　　２７０-０２３７・千葉県野田市中里・なかざと

　　２７０-０２１５・千葉県野田市中戸・なかと

　　２７８-００３１・千葉県野田市中根・なかね

　　２７８-００３５・千葉県野田市中野台・なかのだい

　　２７８-００３６・千葉県野田市中野台鹿島町・なかのだいかしまちよう

　　２７８-００５１・千葉県野田市七光台・ななこうだい

　　２７０-０２２９・千葉県野田市なみき・なみき

　　２７０-０２２８・千葉県野田市次木・なみき

　　２７０-０２１６・千葉県野田市西高野・にしごうや

　　２７８-００１５・千葉県野田市西三ケ尾・にしさんがお

　　２７０-０２１２・千葉県野田市新田戸・につたど

　　２７８-００３７・千葉県野田市野田・のだ

　　２７８-００２６・千葉県野田市花井・はない

　　２７０-０２１７・千葉県野田市はやま・はやま

　　２７８-００４１・千葉県野田市蕃昌・はﾞんしよう

　　２７０-０２３６・千葉県野田市東金野井・ひがしかなのい

　　２７０-０２１１・千葉県野田市東高野・ひがしごうや

　　２７０-０２２６・千葉県野田市東宝珠花・ひがしほうしゆはﾞな

　　２７０-０２３４・千葉県野田市日の出町・ひのでちよう

　　２７０-０２２５・千葉県野田市平井・ひらい

　　２７８-００１６・千葉県野田市二ツ塚・ふたつか

　　２７０-０２３３・千葉県野田市船形・ふなかた

　　２７０-０２２４・千葉県野田市丸井・まるい

　　２７８-００２７・千葉県野田市みずき・みずき

　　２７８-００１１・千葉県野田市三ツ堀・みつほﾞり

　　２７８-０００５・千葉県野田市宮崎・みやざき

　　２７０-０２３２・千葉県野田市莚打・むしろうち

　　２７８-０００１・千葉県野田市目吹・めふき

　　２７８-００４６・千葉県野田市谷津・やつ

　　２７８-０００６・千葉県野田市柳沢・やなぎさわ

　　２７８-００２２・千葉県野田市山崎・やまざき

　　２７８-００２４・千葉県野田市山崎梅の台・やまざきうめのだい

　　２７８-００２３・千葉県野田市山崎貝塚町・やまざきかいつﾞかちよう

　　２７８-００２９・千葉県野田市山崎新町・やまざきしんまち

　　２７８-０００４・千葉県野田市横内・よこうち

　　２７８-００４２・千葉県野田市吉春・よしはる

　　２９７-００００・千葉県茂原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-４１０６・千葉県茂原市粟生野・あおの

　　２９７-００６６・千葉県茂原市芦網・あしあみ

　　２９７-００５８・千葉県茂原市石神・いしがみ

　　２９７-００６２・千葉県茂原市内長谷・うちながや

　　２９９-４１１５・千葉県茂原市榎神房・えのきかんほﾞう

　　２９９-４１１８・千葉県茂原市榎神房飛地・えのきかんほﾞうとびち

　　２９９-４１２５・千葉県茂原市大沢・おおさわ

　　２９７-００３３・千葉県茂原市大芝・おおしはﾞ

　　２９７-００７２・千葉県茂原市大登・おおのほﾞり

　　２９７-００７５・千葉県茂原市押日・おしび

　　２９９-４１２７・千葉県茂原市桂・かつら

　　２９９-４１２８・千葉県茂原市桂飛地・かつらとびち

　　２９９-４１２４・千葉県茂原市上太田・かみおおだ

　　２９７-００３６・千葉県茂原市上永吉・かみながよじ

　　２９７-００５２・千葉県茂原市上茂原・かみもはﾞら

　　２９９-４１１１・千葉県茂原市萱場・かやはﾞ

　　２９７-００１４・千葉県茂原市川島飛地・かわしまとびち

　　２９７-００１９・千葉県茂原市上林・かんはﾞやじ

　　２９７-００１６・千葉県茂原市木崎・きさき

　　２９７-０００３・千葉県茂原市北高根飛地・きたたかねとびち

　　２９７-０００９・千葉県茂原市北塚・きたつﾞか



　　２９７-００７１・千葉県茂原市黒戸・くろど

　　２９７-００６７・千葉県茂原市国府関・こうせき

　　２９９-４１１７・千葉県茂原市小萱場・こかやはﾞ

　　２９７-０００４・千葉県茂原市小轡・こぐつわ

　　２９７-０００７・千葉県茂原市腰当・こしあて

　　２９７-００７４・千葉県茂原市小林・こはﾞやじ

　　２９７-００４１・千葉県茂原市猿袋・さるぶくろ

　　２９７-００４２・千葉県茂原市三ケ谷・さんがや

　　２９９-４１２６・千葉県茂原市柴名・しはﾞな

　　２９７-０００８・千葉県茂原市渋谷・しぶや

　　２９９-４１０１・千葉県茂原市清水・しみず

　　２９９-４１２３・千葉県茂原市下太田・しもおおだ

　　２９７-００３５・千葉県茂原市下永吉・しもながよじ

　　２９７-００７６・千葉県茂原市庄吉・しようよじ

　　２９７-０００６・千葉県茂原市新小轡・しんこぐつわ

　　２９７-００５３・千葉県茂原市墨田・すみだ

　　２９９-４１０３・千葉県茂原市千沢・せんざわ

　　２９７-０００２・千葉県茂原市千町・せんちよう

　　２９７-００４４・千葉県茂原市台田・だいだ

　　２９７-００２９・千葉県茂原市高師・たかじ

　　２９７-００７８・千葉県茂原市高師台・たかしだい

　　２９７-００２１・千葉県茂原市高師町・たかしちよう

　　２９９-４１１６・千葉県茂原市高田・たかだ

　　２９７-００４３・千葉県茂原市立木・たちき

　　２９７-００５７・千葉県茂原市中善寺・ちゆうぜんじ

　　２９７-００２７・千葉県茂原市中部・ちゆうぶ

　　２９７-００２３・千葉県茂原市千代田町・ちよだちよう

　　２９７-００５５・千葉県茂原市綱島・つなしま

　　２９７-００１７・千葉県茂原市東郷・とうごう

　　２９７-００２８・千葉県茂原市道表・どうびよう

　　２９７-００１５・千葉県茂原市東部台・とうぶだい

　　２９７-００１３・千葉県茂原市中之郷飛地・なかのごうとびち

　　２９７-００３４・千葉県茂原市中の島町・なかのしまちよう

　　２９７-００７３・千葉県茂原市長尾・ながお

　　２９７-００３８・千葉県茂原市長清水・ながしみず

　　２９７-００６３・千葉県茂原市長谷・ながや

　　２９７-０００１・千葉県茂原市七渡・ななわたり

　　２９９-４１２９・千葉県茂原市にいはる工業団地・にいはるこうぎようだんち

　　２９９-４１１２・千葉県茂原市西野・にしの

　　２９７-００１８・千葉県茂原市萩原町・はぎわらちよう

　　２９７-００３７・千葉県茂原市早野・はやの

　　２９７-００３１・千葉県茂原市早野新田・はやのしんでん

　　２９７-００３２・千葉県茂原市東茂原・ひがしもはﾞら

　　２９９-４１１３・千葉県茂原市法目・ほうめ

　　２９７-０００５・千葉県茂原市本小轡・ほんこぐつわ

　　２９９-４１１４・千葉県茂原市本納・ほんのう

　　２９７-００２２・千葉県茂原市町保・まちほﾞ

　　２９７-００７７・千葉県茂原市真名・まんな

　　２９９-４１０２・千葉県茂原市御蔵芝・みくらしはﾞ

　　２９７-００６５・千葉県茂原市緑ケ丘・みどりがおか

　　２９７-００２５・千葉県茂原市緑町・みどりちよう

　　２９９-４１０４・千葉県茂原市南吉田・みなみよしだ

　　２９７-００６４・千葉県茂原市箕輪・みのわ

　　２９７-００１２・千葉県茂原市六ツ野・むつの

　　２９７-００２６・千葉県茂原市茂原・もはﾞら

　　２９７-００３９・千葉県茂原市茂原西・もはﾞらにじ

　　２９７-００４５・千葉県茂原市野牛・やぎゆう

　　２９７-００２４・千葉県茂原市八千代・やちよ

　　２９７-００６１・千葉県茂原市山崎・やまさき

　　２９７-００１１・千葉県茂原市谷本・やもと

　　２９７-００５４・千葉県茂原市八幡原・やわたはﾞら

　　２９７-００７９・千葉県茂原市ゆたか・ゆたか

　　２９９-４１０５・千葉県茂原市弓渡・ゆみわたじ

　　２９９-４１２２・千葉県茂原市吉井上・よしいかみ

　　２９９-４１２１・千葉県茂原市吉井下・よしいしも

　　２９７-００５６・千葉県茂原市六田台・ろくただい

　　２９７-００５１・千葉県茂原市鷲巣・わしのす

　　２８６-００００・千葉県成田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-０１１２・千葉県成田市青山・あおやま

　　２８６-０８３２・千葉県成田市赤荻・あかおぎ



　　２８６-００１７・千葉県成田市赤坂・あかさか

　　２８６-０８３１・千葉県成田市芦田・あしだ

　　２８６-００２５・千葉県成田市東町・あずまちよう

　　２８６-００１８・千葉県成田市吾妻・あつﾞま

　　２８６-０８１８・千葉県成田市荒海・あらうみ

　　２８６-０８０３・千葉県成田市安西・あんさい

　　２８６-００４１・千葉県成田市飯田町・いいだちよう

　　２８６-００４６・千葉県成田市飯仲・いいなか

　　２８６-００３５・千葉県成田市囲護台・いごだい

　　２８６-０８１１・千葉県成田市磯部・いそべ

　　２８７-０２０４・千葉県成田市伊能・いのう

　　２８６-０８１３・千葉県成田市飯岡・いのおか

　　２８６-００２９・千葉県成田市ウイング土屋・ういんぐつちや

　　２８７-０２３５・千葉県成田市臼作・うすくり

　　２８６-００４７・千葉県成田市江弁須・えべす

　　２８６-０８１７・千葉県成田市大生・おおう

　　２８６-０１２２・千葉県成田市大清水・おおしみず

　　２８９-０１２１・千葉県成田市大菅・おおすげ

　　２８６-０８４１・千葉県成田市大竹・おおだけ

　　２８７-０２１３・千葉県成田市大沼・おおぬま

　　２８６-００４３・千葉県成田市大袋・おおぶくろ

　　２８６-０８２１・千葉県成田市大室・おおむろ

　　２８６-０１３１・千葉県成田市大山・おおやま

　　２８９-０１０９・千葉県成田市大和田・おおわだ

　　２８６-０８４５・千葉県成田市押畑・おしはた

　　２８９-０１０６・千葉県成田市小野・おの

　　２８６-００３２・千葉県成田市上町・かみちよう

　　２８６-０８４２・千葉県成田市上福田・かみふくだ

　　２８６-００３６・千葉県成田市加良部・からべ

　　２８７-０２４４・千葉県成田市川上・かわかみ

　　２８６-０１２５・千葉県成田市川栗・かわぐり

　　２８７-０２２１・千葉県成田市官林・かんりん

　　２８６-０００６・千葉県成田市北須賀・きたすか

　　２８６-０８０７・千葉県成田市北羽鳥・きたはどり

　　２８２-００１０・（成田国際空港内）・きちおか

　　２８７-０２２５・千葉県成田市吉岡（その他）・きちおか(そのた)

　　２８２-０００５・（成田国際空港内）・きのね

　　２８６-０１０５・千葉県成田市木の根（その他）・きのね(そのた)

　　２８７-０２３２・千葉県成田市久井崎・くいざき

　　２８６-０８１９・千葉県成田市久住中央・くずみちゆうおう

　　２８６-０１３６・千葉県成田市久米・くめ

　　２８６-０１２６・千葉県成田市久米野・くめの

　　２８９-０１１３・千葉県成田市倉水・くらみず

　　２８６-０８２３・千葉県成田市小泉・こいずみ

　　２８６-００４８・千葉県成田市公津の杜・こうつﾞのもり

　　２８６-００１４・千葉県成田市郷部・ごうぶ

　　２８６-０１３７・千葉県成田市御所の内・ごしよのうち

　　２８２-００２７・（成田国際空港内）・こすげ

　　２８６-０１２７・千葉県成田市小菅（その他）・こすげ(そのた)

　　２８９-０１０１・千葉県成田市小浮・こぶけ

　　２８２-００２１・（成田国際空港内）・こまいの

　　２８６-０１２１・千葉県成田市駒井野（その他）・こまいの(そのた)

　　２８６-００２８・千葉県成田市幸町・さいわいちよう

　　２８７-０２１７・千葉県成田市桜田・さくらだ

　　２８６-０８０８・千葉県成田市佐野・さの

　　２８９-０１０７・千葉県成田市猿山・さるやま

　　２８６-０１１６・千葉県成田市三里塚御料・さんりつﾞかごりよう

　　２８６-０１１７・千葉県成田市三里塚光ケ丘・さんりつﾞかひかりがおか

　　２８９-０１１５・千葉県成田市地蔵原新田・じぞうはらしんでん

　　２８２-００１１・千葉県成田市三里塚（御料牧場・）・さんりつﾞか

　　２８２-００１１・（成田国際空港内）・さんりつﾞか

　　２８６-０１１１・千葉県成田市三里塚（その他）・さんりつﾞか(そのた)

　　２８６-０００５・千葉県成田市下方・したかた

　　２８６-０８２２・千葉県成田市芝・しはﾞ

　　２８７-０２０１・千葉県成田市柴田・しはﾞた

　　２８６-０８３６・千葉県成田市下金山・しもかなやま

　　２８６-０８４３・千葉県成田市下福田・しもふくだ

　　２８６-０８２５・千葉県成田市新泉・しんいずみ

　　２８９-０１２６・千葉県成田市新川・しんかわ

　　２８６-０１２３・千葉県成田市新駒井野・しんこまいの



　　２８７-０２２４・千葉県成田市新田・しんでん

　　２８６-００３１・千葉県成田市新町・しんまち

　　２８６-０８３５・千葉県成田市関戸・せきど

　　２８７-０２０６・千葉県成田市浅間・せんげん

　　２８６-０００４・千葉県成田市宗吾・そうご

　　２８７-０２４３・千葉県成田市大栄十余三・たいえいとよみ

　　２８６-０００３・千葉県成田市台方・だいかた

　　２８９-０１０３・千葉県成田市高・たか

　　２８９-０１０８・千葉県成田市高岡・たかおか

　　２８９-０１２２・千葉県成田市高倉・たかくら

　　２８６-０８４４・千葉県成田市宝田・たからだ

　　２８６-０８０１・千葉県成田市竜台・たつだい

　　２８６-００２４・千葉県成田市田町・たまち

　　２８６-００１１・千葉県成田市玉造・たまつくり

　　２８７-０２４２・千葉県成田市多良貝・たらがい

　　２８６-０８１５・千葉県成田市土室・つちむろ

　　２８６-００２１・千葉県成田市土屋・つちや

　　２８７-０２３６・千葉県成田市津富浦・つぶうら

　　２８６-００２２・千葉県成田市寺台・てらだい

　　２８２-０００２・（成田国際空港内）・てんじんみね

　　２８６-０１０２・千葉県成田市天神峰（その他）・てんじんみね(そのた)

　　２８２-０００１・千葉県成田市天浪・てんなみ

　　２８７-０２３３・千葉県成田市稲荷山・とうかやま

　　２８２-０００３・千葉県成田市東峰（成田国際空港内）・とうほう

　　２８６-０１０３・千葉県成田市東峰（その他）・とうほう(そのた)

　　２８６-０１３４・千葉県成田市東和田・とうわだ

　　２８７-０２１１・千葉県成田市所・ところ

　　２８２-０００６・千葉県成田市取香（成田国際空港内）・とつこう

　　２８６-０１０６・千葉県成田市取香（その他）・とつこう(そのた)

　　２８９-０１０４・千葉県成田市冬父・とぶ

　　２８２-０００９・千葉県成田市十余三（成田国際空港内）・とよみ

　　２８６-０１０１・千葉県成田市十余三（その他）・とよみ(そのた)

　　２８９-０１０５・千葉県成田市中里・なかざと

　　２８６-００１５・千葉県成田市中台・なかだい

　　２８７-０２３７・千葉県成田市中野・なかの

　　２８６-００２７・千葉県成田市仲町・なかまち

　　２８９-０１１１・千葉県成田市名木・なぎ

　　２８９-０１１６・千葉県成田市名古屋・なごや

　　２８７-０２１６・千葉県成田市南敷・なじき

　　２８７-０２０５・千葉県成田市奈土・など

　　２８９-０１１７・千葉県成田市七沢・ななさわ

　　２８６-０１０８・千葉県成田市長田・ながた

　　２８６-０８０４・千葉県成田市長沼・ながぬま

　　２８６-００４５・千葉県成田市並木町・なみきちよう

　　２８９-０１２５・千葉県成田市滑川・なめがわ

　　２８６-００２３・千葉県成田市成田・なりた

　　２８９-０１１４・千葉県成田市成井・なるい

　　２８６-０８１６・千葉県成田市成毛・なるげ

　　２８６-０８０６・千葉県成田市南部・なんぶ

　　２８６-００４２・千葉県成田市南平台・なんへﾟいだい

　　２８６-０８２７・千葉県成田市西和泉・にしいずみ

　　２８９-０１２４・千葉県成田市西大須賀・にしおおすか

　　２８６-０１１５・千葉県成田市西三里塚・にしさんりつﾞか

　　２８６-０８３７・千葉県成田市新妻・につつま

　　２８６-０８２４・千葉県成田市野毛平・のげだいら

　　２８９-０１０２・千葉県成田市野馬込・のまごめ

　　２８６-００３７・千葉県成田市橋賀台・はしかだい

　　２８６-０１２４・千葉県成田市畑ケ田・はたけだ

　　２８６-０８１４・千葉県成田市幡谷・はたや

　　２８６-００３３・千葉県成田市花崎町・はなざきちよう

　　２８６-０００７・千葉県成田市はなのき台・はなのきだい

　　２８６-０１３２・千葉県成田市馬場・はﾞはﾞ

　　２８６-０８２６・千葉県成田市東和泉・ひがしいずみ

　　２８６-０８３３・千葉県成田市東金山・ひがしかなやま

　　２８２-００１２・千葉県成田市東三里塚（成田国際空港内）・ひがしさんりつﾞか

　　２８６-０１１２・千葉県成田市東三里塚（その他）・ひがしさんりつﾞか(そのた)

　　２８７-０２１２・千葉県成田市東ノ台・ひがしのだい

　　２８７-０２２７・千葉県成田市一坪田・ひとつほﾞた

　　２８６-００４４・千葉県成田市不動ケ岡・ふどうがおか

　　２８６-０００１・千葉県成田市船形・ふなかた



　　２８２-０００４・千葉県成田市古込（成田国際空港内）・ふるごめ

　　２８６-０１０４・千葉県成田市古込（その他）・ふるごめ(そのた)

　　２８７-０２０２・千葉県成田市堀籠・ほうめ

　　２８６-０８０２・千葉県成田市北部・ほくぶ

　　２８２-０００７・千葉県成田市堀之内（成田国際空港内）・ほりのうち

　　２８６-０１０７・千葉県成田市堀之内（その他）・ほりのうち(そのた)

　　２８６-０１１８・千葉県成田市本三里塚・ほんさんりつﾞか

　　２８６-０１１４・千葉県成田市本城・ほんじよう

　　２８６-００２６・千葉県成田市本町・ほんちよう

　　２８７-０２２２・千葉県成田市前林・まえはﾞやじ

　　２８７-０２１５・千葉県成田市馬乗里・まじようり

　　２８７-０２３４・千葉県成田市松子・まつこ

　　２８６-００３４・千葉県成田市馬橋・まはﾞじ

　　２８６-０８４６・千葉県成田市松崎・まんざき

　　２８６-００１３・千葉県成田市美郷台・みさとだい

　　２８６-０８１２・千葉県成田市水掛・みずかけ

　　２８７-０２４１・千葉県成田市水の上・みずのかみ

　　２８６-０１１３・千葉県成田市南三里塚・みなみさんりつﾞか

　　２８６-０８０５・千葉県成田市南羽鳥・みなみはどり

　　２８７-０２０３・千葉県成田市村田・むらた

　　２８６-０００２・千葉県成田市八代・やつしろ

　　２８６-００１２・千葉県成田市山口・やまぐち

　　２８６-０１３５・千葉県成田市山之作・やまのさく

　　２８７-０２１４・千葉県成田市横山・よこやま

　　２８６-０１３３・千葉県成田市吉倉・よしくら

　　２８９-０１２３・千葉県成田市四谷・よつや

　　２８６-００１６・千葉県成田市米野・よねの

　　２８６-０８３４・千葉県成田市和田・わだ

　　２８５-００００・千葉県佐倉市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８５-０８５２・千葉県佐倉市青菅・あおすげ

　　２８５-０８３５・千葉県佐倉市畔田・あぜた

　　２８５-００６４・千葉県佐倉市天辺・あまべ

　　２８５-０８３２・千葉県佐倉市飯重・いいじゆう

　　２８５-００３２・千葉県佐倉市飯田・いいだ

　　２８５-００３１・千葉県佐倉市飯田台・いいだだい

　　２８５-００７６・千葉県佐倉市飯塚・いいつﾞか

　　２８５-０００３・千葉県佐倉市飯野・いいの

　　２８５-０００９・千葉県佐倉市飯野町・いいのまち

　　２８５-０８１３・千葉県佐倉市石川・いしかわ

　　２８５-０８６４・千葉県佐倉市稲荷台・いなりだい

　　２８５-０８５５・千葉県佐倉市井野・いの

　　２８５-０８５６・千葉県佐倉市井野町・いのまち

　　２８５-００７１・千葉県佐倉市岩富・いわとみ

　　２８５-００７２・千葉県佐倉市岩富町・いわとみまち

　　２８５-０００４・千葉県佐倉市岩名・いわな

　　２８５-０８２２・千葉県佐倉市印南・いんなん

　　２８５-０８６３・千葉県佐倉市臼井・うすい

　　２８５-０８６１・千葉県佐倉市臼井田・うすいた

　　２８５-０８６６・千葉県佐倉市臼井台・うすいだい

　　２８５-００７７・千葉県佐倉市内田・うちだ

　　２８５-００２４・千葉県佐倉市裏新町・うらしんまち

　　２８５-００５５・千葉県佐倉市瓜坪新田・うりつほﾞしんでん

　　２８５-０８２４・千葉県佐倉市江原・えはﾞら

　　２８５-０８２３・千葉県佐倉市江原新田・えはﾞらしんでん

　　２８５-０８２５・千葉県佐倉市江原台・えはﾞらだい

　　２８５-０８３７・千葉県佐倉市王子台・おうじだい

　　２８５-０８１７・千葉県佐倉市大崎台・おおさきだい

　　２８５-０８０２・千葉県佐倉市大作・おおさく

　　２８５-００４１・千葉県佐倉市大佐倉・おおざくら

　　２８５-０８０６・千葉県佐倉市大篠塚・おおしのつﾞか

　　２８５-００４３・千葉県佐倉市大蛇町・おおじやまち

　　２８５-０８０８・千葉県佐倉市太田・おおた

　　２８５-０８５３・千葉県佐倉市小竹・おだけ

　　２８５-０８３６・千葉県佐倉市生谷・おぶかい

　　２８５-０８１１・千葉県佐倉市表町・おもてちよう

　　２８５-００１３・千葉県佐倉市海隣寺町・かいりんじまち

　　２８５-０８２１・千葉県佐倉市角来・かくらい

　　２８５-０００８・千葉県佐倉市鹿島干拓・かしまかんたく

　　２８５-００２６・千葉県佐倉市鏑木仲田町・かぶらぎなかたまち

　　２８５-００２５・千葉県佐倉市鏑木町・かぶらぎまち



　　２８５-００５４・千葉県佐倉市上勝田・かみかつた

　　２８５-０８４６・千葉県佐倉市上志津・かみしつﾞ

　　２８５-０８４４・千葉県佐倉市上志津原・かみしつﾞはら

　　２８５-００４４・千葉県佐倉市上代・かみだい

　　２８５-００６６・千葉県佐倉市上別所・かみべつしよ

　　２８５-０８０１・千葉県佐倉市木野子・きのこ

　　２８５-０８０３・千葉県佐倉市神門・ごうど

　　２８５-０８０５・千葉県佐倉市小篠塚・こしのつﾞか

　　２８５-００５７・千葉県佐倉市米戸・こめど

　　２８５-００１４・千葉県佐倉市栄町・さかえちよう

　　２８５-００７８・千葉県佐倉市坂戸・さかど

　　２８５-００６２・千葉県佐倉市寒風・さむかぜ

　　２８５-０８０７・千葉県佐倉市山王・さんのう

　　２８５-００５３・千葉県佐倉市下勝田・しもかつた

　　２８５-０８４１・千葉県佐倉市下志津・しもしつﾞ

　　２８５-０８４２・千葉県佐倉市下志津原・しもしつﾞはら

　　２８５-０００６・千葉県佐倉市下根・しもね

　　２８５-０００７・千葉県佐倉市下根町・しもねまち

　　２８５-００３５・千葉県佐倉市樹木町・じゆもくまち

　　２８５-０８１５・千葉県佐倉市城・じよう

　　２８５-０８５４・千葉県佐倉市上座・じようざ

　　２８５-００１７・千葉県佐倉市城内町・じようないちよう

　　２８５-００４５・千葉県佐倉市白銀・しろがね

　　２８５-０８６２・千葉県佐倉市新臼井田・しんうすいだ

　　２８５-００２３・千葉県佐倉市新町・しんまち

　　２８５-００３４・千葉県佐倉市千成・せんなり

　　２８５-０８３１・千葉県佐倉市染井野・そめいの

　　２８５-００４６・千葉県佐倉市高岡・たかおか

　　２８５-００６１・千葉県佐倉市高崎・たかさき

　　２８５-００１２・千葉県佐倉市田町・たまち

　　２８５-０００１・千葉県佐倉市土浮・つちうき

　　２８５-００５６・千葉県佐倉市坪山新田・つほﾞやましんでん

　　２８５-０８１８・千葉県佐倉市寺崎・てらざき

　　２８５-０８１９・千葉県佐倉市寺崎北・てらざききた

　　２８５-０８１６・千葉県佐倉市藤治台・とうじだい

　　２８５-００６５・千葉県佐倉市直弥・なおや

　　２８５-０８４３・千葉県佐倉市中志津・なかしつﾞ

　　２８５-００２２・千葉県佐倉市中尾余町・なかびようまち

　　２８５-００５１・千葉県佐倉市長熊・ながくま

　　２８５-００７３・千葉県佐倉市七曲・ななまがり

　　２８５-００３３・千葉県佐倉市鍋山町・なべやままち

　　２８５-００１５・千葉県佐倉市並木町・なみきまち

　　２８５-０８４５・千葉県佐倉市西志津・にししつﾞ

　　２８５-００７４・千葉県佐倉市西御門・にしみかど

　　２８５-０８５０・千葉県佐倉市西ユーカリが丘・にしゆｰかりがおか

　　２８５-０００２・千葉県佐倉市萩山新田・はぎやましんでん

　　２８５-０８６７・千葉県佐倉市八幡台・はちまんだい

　　２８５-０８３３・千葉県佐倉市羽鳥・はどり

　　２８５-０８１４・千葉県佐倉市春路・はるじ

　　２８５-００３６・千葉県佐倉市藤沢町・ふじさわまち

　　２８５-００４２・千葉県佐倉市将門町・まさかどまち

　　２８５-０８５１・千葉県佐倉市先崎・まつさき

　　２８５-０８０４・千葉県佐倉市馬渡・まわたじ

　　２８５-０８６５・千葉県佐倉市南臼井台・みなみうすいだい

　　２８５-０８５９・千葉県佐倉市南ユーカリが丘・みなみゆｰかりがおか

　　２８５-００７５・千葉県佐倉市宮内・みやうち

　　２８５-００１６・千葉県佐倉市宮小路町・みやこうじまち

　　２８５-０８５７・千葉県佐倉市宮ノ台・みやのだい

　　２８５-０００５・千葉県佐倉市宮前・みやまえ

　　２８５-００６３・千葉県佐倉市宮本・みやもと

　　２８５-００３８・千葉県佐倉市弥勒町・みろくまち

　　２８５-０８１２・千葉県佐倉市六崎・むつざき

　　２８５-００２１・千葉県佐倉市最上町・もがみまち

　　２８５-００３７・千葉県佐倉市本町・もとまち

　　２８５-００５２・千葉県佐倉市八木・やぎ

　　２８５-００３９・千葉県佐倉市野狐台町・やつこだいまち

　　２８５-００１１・千葉県佐倉市山崎・やまのさき

　　２８５-０８５８・千葉県佐倉市ユーカリが丘・ゆｰかりがおか

　　２８５-０８３４・千葉県佐倉市吉見・よしみ

　　２８３-００００・千葉県東金市・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　２８３-００３５・千葉県東金市粟生飛地・あおとびち

　　２８３-００３２・千葉県東金市荒生・あらおい

　　２８３-０００１・千葉県東金市家之子・いえのこ

　　２８３-００５６・千葉県東金市砂古瀬・いさごぜ

　　２８３-００５７・千葉県東金市一之袋・いちのふくろ

　　２８３-００４６・千葉県東金市上谷・うわや

　　２８３-００３４・千葉県東金市大沼・おおぬま

　　２８３-００５１・千葉県東金市大沼田・おおぬまた

　　２８３-０８２６・千葉県東金市丘山台・おかやまだい

　　２８３-００６５・千葉県東金市押堀・おしほり

　　２８３-０８２１・千葉県東金市小野・おの

　　２８３-００６２・千葉県東金市家徳・かとく

　　２８３-０８３４・千葉県東金市上布田・かみふだ

　　２８３-００１１・千葉県東金市上武射田・かみむざた

　　２８３-００６４・千葉県東金市川場・かわはﾞ

　　２８３-００４７・千葉県東金市北幸谷・きたごうや

　　２８３-００６１・千葉県東金市北之幸谷・きたのこうや

　　２８３-０８２２・千葉県東金市季美の森東・きみのもりひがじ

　　２８３-０００２・千葉県東金市求名・ぐみよう

　　２８３-００４８・千葉県東金市幸田・こうだ

　　２８３-０８３５・千葉県東金市極楽寺・ごくらくじ

　　２８３-００４４・千葉県東金市小沼田・こぬまた

　　２８３-００１３・千葉県東金市士農田・しのだ

　　２８３-００１２・千葉県東金市下武射田・しもむざた

　　２８３-００５４・千葉県東金市下谷・しもや

　　２８３-００３３・千葉県東金市宿・しゆく

　　２８３-０８３１・千葉県東金市酒蔵・しゆぞう

　　２８３-００３１・千葉県東金市薄島・すすきしま

　　２８３-００１４・千葉県東金市関内・せきうち

　　２８３-００３８・千葉県東金市関下・せきした

　　２８３-０８１１・千葉県東金市台方・だいかた

　　２８３-００２２・千葉県東金市高倉・たかくら

　　２８３-０８２５・千葉県東金市滝・たき

　　２８３-０８３３・千葉県東金市滝沢・たきさわ

　　２８３-０８１４・千葉県東金市田中・たなか

　　２８３-０００５・千葉県東金市田間・たま

　　２８３-０８２４・千葉県東金市丹尾・たんのお

　　２８３-０８０２・千葉県東金市東金・とうがね

　　２８３-０００３・千葉県東金市道庭・どうにわ

　　２８３-００２５・千葉県東金市殿廻・とのまわり

　　２８３-００２６・千葉県東金市中野・なかの

　　２８３-００４５・千葉県東金市西中・にしなか

　　２８３-００４２・千葉県東金市西野飛地・にしのとびち

　　２８３-０８１６・千葉県東金市西福俵・にしふくたわら

　　２８３-００５２・千葉県東金市二之袋・にのふくろ

　　２８３-００６８・千葉県東金市東岩崎・ひがしいわさき

　　２８３-００６７・千葉県東金市東上宿・ひがしかみじゆく

　　２８３-０００６・千葉県東金市東新宿・ひがししんしゆく

　　２８３-００２１・千葉県東金市東中・ひがしなか

　　２８３-００５３・千葉県東金市東中島・ひがしなかじま

　　２８３-００１６・千葉県東金市菱沼・ひしぬま

　　２８３-０８０３・千葉県東金市日吉台・ひよしだい

　　２８３-００４１・千葉県東金市広瀬・ひろせ

　　２８３-０８１２・千葉県東金市福俵・ふくたわら

　　２８３-００４３・千葉県東金市藤下飛地・ふじしたとびち

　　２８３-０００４・千葉県東金市二又・ふたまた

　　２８３-００３６・千葉県東金市不動堂飛地・ふどうどうとびち

　　２８３-００３７・千葉県東金市細屋敷・ほそやしき

　　２８３-００６３・千葉県東金市堀上・ほりあげ

　　２８３-００２７・千葉県東金市堀之内・ほりのうち

　　２８３-００１５・千葉県東金市前之内・まえのうち

　　２８３-０８０５・千葉県東金市松之郷・まつのごう

　　２８３-０８１５・千葉県東金市大豆谷・まめざく

　　２８３-００２８・千葉県東金市三浦名・みうらみよう

　　２８３-０８３２・千葉県東金市三ケ尻・みかじり

　　２８３-００２４・千葉県東金市御門・みかど

　　２８３-００６６・千葉県東金市南上宿・みなみかみじゆく

　　２８３-００２３・千葉県東金市宮・みや

　　２８３-０８０１・千葉県東金市八坂台・やさかだい

　　２８３-０８１３・千葉県東金市山口・やまぐち



　　２８３-０８２３・千葉県東金市山田・やまだ

　　２８３-０８０４・千葉県東金市油井・ゆい

　　２８３-００５５・千葉県東金市依古島・よこじま

　　２８９-２５００・千葉県旭市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-０５１８・千葉県旭市秋田・あきた

　　２８９-２５２２・千葉県旭市足川・あしかわ

　　２８９-２５１１・千葉県旭市イ・い

　　２８９-２７０５・千葉県旭市飯岡・いいおか

　　２８９-２６０７・千葉県旭市幾世・いくよ

　　２８９-２５３４・千葉県旭市泉川・いずみかわ

　　２８９-２５３１・千葉県旭市井戸野・いどの

　　２８９-０５１５・千葉県旭市入野・いりの

　　２８９-２６０２・千葉県旭市岩井・いわい

　　２８９-２７１１・千葉県旭市岩崎・いわさき

　　２８９-２６１３・千葉県旭市後草・うしろぐさ

　　２８９-２６１４・千葉県旭市江ケ崎（１２～２２)・えがさき

　　２８９-２６１４・千葉県旭市江ケ崎（１２７～１４０)・えがさき

　　２８９-２６１４・千葉県旭市江ケ崎（１７０９)・えがさき

　　２８９-２６１４・千葉県旭市江ケ崎（１７２３－３)・えがさき

　　２８９-２６１４・千葉県旭市江ケ崎（１７２８－４)・えがさき

　　２８９-２５０３・千葉県旭市江ケ崎（その他）・えがさき(そのた)

　　２８９-２５３３・千葉県旭市大塚原・おおつかはら

　　２８９-２６０３・千葉県旭市大間手・おおまで

　　２８９-０５１１・千葉県旭市鏑木・かぶらき

　　２８９-２５０５・千葉県旭市鎌数・かまかず

　　２８９-２７０４・千葉県旭市上永井・かみながい

　　２８９-２５３５・千葉県旭市川口・かわぐち

　　２８９-２７０７・千葉県旭市行内・ぎようじ

　　２８９-２６０６・千葉県旭市清滝・きよたき

　　２８９-２６１１・千葉県旭市倉橋・くらはじ

　　２８９-２６０５・千葉県旭市琴田（８５～１６０、１３８６～１８１５、２５９３～２８２０、・こ

とだ(８５-１６０､１３８６-１８１５､２５９３-２８２０､

　　２８９-２６０５・千葉県旭市３５９８～３６１４)・３５９８-３６１４)

　　２８９-２５０２・千葉県旭市琴田（その他）・ことだ(そのた)

　　２８９-２５３２・千葉県旭市駒込・こまごめ

　　２８９-２７１５・千葉県旭市権田沼新田・ごんだぬましんでん

　　２８９-０５０４・千葉県旭市櫻井・さくらい

　　２８９-０５０６・千葉県旭市さくら台・さくらだい

　　２８９-２７１４・千葉県旭市三川・さんがわ

　　２８９-２５１４・千葉県旭市椎名内・しいなうち

　　２８９-２７０６・千葉県旭市下永井・しもながい

　　２８９-２５２４・千葉県旭市神宮寺・じんぐうじ

　　２８９-２５０１・千葉県旭市新町・しんまち

　　２８９-０５０１・千葉県旭市清和乙・せいわおつ

　　２８９-０５０７・千葉県旭市清和甲・せいわこう

　　２８９-０５１４・千葉県旭市関戸・せきど

　　２８９-２６０４・千葉県旭市高生・たかおい

　　２８９-２６１５・千葉県旭市長尾・ながお

　　２８９-０５０２・千葉県旭市長部・ながべ

　　２８９-２５２３・千葉県旭市中谷里・なかやり

　　２８９-２５０４・千葉県旭市ニ・に

　　２８９-２５１５・千葉県旭市西足洗・にしあしあらい

　　２８９-２５２５・千葉県旭市仁玉・につたま

　　２８９-２５１３・千葉県旭市野中・のなか

　　２８９-２５２１・千葉県旭市ハ・は

　　２８９-２７１３・千葉県旭市萩園・はぎぞの

　　２８９-２７０２・千葉県旭市塙・はなわ

　　２８９-２５１２・千葉県旭市東足洗・ひがしあしあらい

　　２８９-２７０８・千葉県旭市平松・ひらまつ

　　２８９-０５１３・千葉県旭市舟戸・ふなど

　　２８９-２６１２・千葉県旭市蛇園・へびその

　　２８９-２６０１・千葉県旭市松ケ谷・まつがや

　　２８９-０５０５・千葉県旭市萬歳・まんざい

　　２８９-０５１７・千葉県旭市萬力・まんりき

　　２８９-０５０３・千葉県旭市溝原・みぞわら

　　２８９-０５１２・千葉県旭市南堀之内・みなみほりのうち

　　２８９-２６１６・千葉県旭市見広・みひろ

　　２８９-２７０１・千葉県旭市狢野・むじなの

　　２８９-２７０３・千葉県旭市八木・やぎ

　　２８９-２７１２・千葉県旭市横根・よこね



　　２８９-０５１６・千葉県旭市米込・よねごめ

　　２８９-２５１６・千葉県旭市ロ・ろ

　　２７５-００００・千葉県習志野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７５-００２４・千葉県習志野市茜浜・あかねはま

　　２７５-００２５・千葉県習志野市秋津・あきつ

　　２７５-０００６・千葉県習志野市泉町・いずみちよう

　　２７５-００１１・千葉県習志野市大久保・おおくほﾞ

　　２７５-００２２・千葉県習志野市香澄・かすみ

　　２７５-００２８・千葉県習志野市奏の杜・かなでのもり

　　２７５-００１４・千葉県習志野市鷺沼・さぎぬま

　　２７５-００１５・千葉県習志野市鷺沼台・さぎぬまだい

　　２７５-００２３・千葉県習志野市芝園・しはﾞぞの

　　２７５-０００５・千葉県習志野市新栄・しんえい

　　２７５-００２１・千葉県習志野市袖ケ浦・そでがうら

　　２７５-００１６・千葉県習志野市津田沼・つだぬま

　　２７５-００１３・千葉県習志野市花咲・はなさき

　　２７５-０００１・千葉県習志野市東習志野・ひがしならしの

　　２７５-００１７・千葉県習志野市藤崎・ふじさき

　　２７５-０００２・千葉県習志野市実籾・みもみ

　　２７５-０００３・千葉県習志野市実籾本郷・みもみほんごう

　　２７５-００１２・千葉県習志野市本大久保・もとおおくほﾞ

　　２７５-０００４・千葉県習志野市屋敷・やしき

　　２７５-００２６・千葉県習志野市谷津・やつ

　　２７５-００２７・千葉県習志野市谷津町・やつまち

　　２７７-００００・千葉県柏市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７７-０８８１・千葉県柏市青田新田飛地・あおたしんでんとびち

　　２７７-００５５・千葉県柏市青葉台・あおはﾞだい

　　２７７-００２７・千葉県柏市あかね町・あかねちよう

　　２７７-０８４３・千葉県柏市明原・あけはら

　　２７７-０８４１・千葉県柏市あけぼの・あけほﾞの

　　２７０-１４５１・千葉県柏市曙橋・あけほﾞのはﾞじ

　　２７７-０８５２・千葉県柏市旭町・あさひちよう

　　２７７-００１４・千葉県柏市東・あずま

　　２７７-００１１・千葉県柏市東上町・あずまかみちよう

　　２７７-００１３・千葉県柏市東台本町・あずまだいほんちよう

　　２７０-１４５６・千葉県柏市泉・いずみ

　　２７７-００２２・千葉県柏市泉町・いずみちよう

　　２７０-１４５７・千葉県柏市泉村新田・いずみむらしんでん

　　２７７-０８８３・千葉県柏市伊勢原・いせはら

　　２７７-００７４・千葉県柏市今谷上町・いまやかみちよう

　　２７７-００７３・千葉県柏市今谷南町・いまやみなみちよう

　　２７０-１４４５・千葉県柏市岩井・いわい

　　２７０-１４４６・千葉県柏市岩井村新田・いわいむらしんでん

　　２７７-００８６・千葉県柏市永楽台・えいらくだい

　　２７７-０８０５・千葉県柏市大青田・おおあおた

　　２７７-０９０２・千葉県柏市大井・おおい

　　２７７-０９０１・千葉県柏市大井新田・おおいしんでん

　　２７７-０９２２・千葉県柏市大島田・おおしまた

　　２７７-０９２１・千葉県柏市大津ケ丘・おおつがおか

　　２７７-００２６・千葉県柏市大塚町・おおつかちよう

　　２７７-０８１３・千葉県柏市大室・おおむろ

　　２７７-０８３７・千葉県柏市大山台・おおやまだい

　　２７７-００５１・千葉県柏市加賀・かが

　　２７７-０９２４・千葉県柏市風早・かざはや

　　２７７-０００５・千葉県柏市柏・かしわ

　　２７７-０８０６・千葉県柏市柏インター東・かしわいんたｰひがじ

　　２７７-０８７４・千葉県柏市柏インター南・かしわいんたｰみなみ

　　２７７-０００４・千葉県柏市柏下・かしわした

　　２７７-０００６・千葉県柏市柏中村下・かしわなかむらした

　　２７７-０８８２・千葉県柏市柏の葉・かしわのは

　　２７７-０００３・千葉県柏市柏堀之内新田・かしわほりのうちしんでん

　　２７０-１４５３・千葉県柏市片山・かたやま

　　２７０-１４５２・千葉県柏市片山新田・かたやましんでん

　　２７０-１４５５・千葉県柏市金山・かねやま

　　２７７-０８１１・千葉県柏市上利根・かみとね

　　２７７-０８４６・千葉県柏市かやの町・かやのちよう

　　２７７-０８３２・千葉県柏市北柏・きたかしわ

　　２７７-０８３６・千葉県柏市北柏台・きたかしわだい

　　２７７-００３１・千葉県柏市亀甲台町・きつこうだいちよう

　　２７７-０８０３・千葉県柏市小青田・こあおた



　　２７７-０９４２・千葉県柏市高南台・こうなんだい

　　２７７-０９１３・千葉県柏市五條谷・ごじようや

　　２７７-００５３・千葉県柏市酒井根・さかいね

　　２７７-００４２・千葉県柏市逆井・さかさい

　　２７７-００４１・千葉県柏市逆井藤ノ台・さかさいふじのだい

　　２７７-００１２・千葉県柏市桜台・さくらだい

　　２７７-０９４５・千葉県柏市しいの木台・しいのきだい

　　２７７-０８６２・千葉県柏市篠籠田・しこだ

　　２７７-０８２６・千葉県柏市宿連寺・しゆくれんじ

　　２７７-０８１４・千葉県柏市正連寺・しようれんじ

　　２７７-００８４・千葉県柏市新柏・しんかしわ

　　２７７-００４４・千葉県柏市新逆井・しんさかさい

　　２７７-０８５６・千葉県柏市新富町・しんとみちよう

　　２７７-０８０４・千葉県柏市新十余二・しんとよふた

　　２７０-１４６１・千葉県柏市水道橋・すいどうはﾞじ

　　２７７-０８４２・千葉県柏市末広町・すえひろちよう

　　２７７-００２８・千葉県柏市関場町・せきはﾞちよう

　　２７０-１４６２・千葉県柏市千間橋・せんげんはﾞじ

　　２７０-１４４２・千葉県柏市染井入新田・そめいいりしんでん

　　２７７-０８６１・千葉県柏市高田・たかた

　　２７７-０９４１・千葉県柏市高柳・たかやなぎ

　　２７７-０９４３・千葉県柏市高柳新田・たかやなぎしんでん

　　２７７-００２３・千葉県柏市中央・ちゆうおう

　　２７７-００２１・千葉県柏市中央町・ちゆうおうちよう

　　２７７-００２５・千葉県柏市千代田・ちよだ

　　２７７-０９２３・千葉県柏市塚崎・つかざき

　　２７７-００７２・千葉県柏市つくしが丘・つくしがおか

　　２７０-１４６５・千葉県柏市手賀・てが

　　２７０-１４６６・千葉県柏市手賀新田・てがしんでん

　　２７０-１４４７・千葉県柏市手賀の杜・てがのもり

　　２７７-００８７・千葉県柏市常盤台・ときわだい

　　２７７-０００８・千葉県柏市戸張・とはﾞり

　　２７７-０００７・千葉県柏市戸張新田・とはﾞりしんでん

　　２７７-００８１・千葉県柏市富里・とみさと

　　２７７-０８５８・千葉県柏市豊上町・とよがみちよう

　　２７７-０８６３・千葉県柏市豊四季・とよしき

　　２７７-０８４５・千葉県柏市豊四季台・とよしきだい

　　２７７-００７１・千葉県柏市豊住・とよすみ

　　２７７-０８５７・千葉県柏市豊平町・とよひらちよう

　　２７７-０８７２・千葉県柏市十余二・とよふた

　　２７７-００６６・千葉県柏市中新宿・なかしんじゆく

　　２７７-０８７３・千葉県柏市中十余二・なかとよふた

　　２７７-００８５・千葉県柏市中原・なかはら

　　２７７-００３２・千葉県柏市名戸ケ谷・などがや

　　２７７-０８８６・千葉県柏市西柏台・にしかしわだい

　　２７７-０８４４・千葉県柏市西町・にしちよう

　　２７７-０８８５・千葉県柏市西原・にしはら

　　２７７-００６３・千葉県柏市西山・にしやま

　　２７７-０８３１・千葉県柏市根戸・ねど

　　２７７-０８３３・千葉県柏市根戸新田・ねどしんでん

　　２７７-００１６・千葉県柏市八幡町・はちまんちよう

　　２７７-０８１２・千葉県柏市花野井・はなのい

　　２７７-００６５・千葉県柏市光ケ丘・ひかりがおか

　　２７７-００６２・千葉県柏市光ケ丘団地・ひかりがおかだんち

　　２７７-００１７・千葉県柏市東柏・ひがしかしわ

　　２７７-００４５・千葉県柏市東逆井・ひがしさかさい

　　２７７-００６１・千葉県柏市東中新宿・ひがしなかしんじゆく

　　２７７-００６４・千葉県柏市東山・ひがしやま

　　２７７-００８３・千葉県柏市日立台・ひたちだい

　　２７７-００８８・千葉県柏市ひばりが丘・ひはﾞりがおか

　　２７７-０９３１・千葉県柏市藤ケ谷・ふじがや

　　２７７-０９３２・千葉県柏市藤ケ谷新田・ふじがやしんでん

　　２７７-００３４・千葉県柏市藤心・ふじごころ

　　２７７-０８２５・千葉県柏市布施・ふせ

　　２７０-１４６４・千葉県柏市布瀬・ふぜ

　　２７７-０８２２・千葉県柏市布施下・ふせした

　　２７７-０８２４・千葉県柏市布施新田・ふせしんでん

　　２７０-１４６３・千葉県柏市布瀬新田・ふぜしんでん

　　２７７-０８２３・千葉県柏市布施新町・ふせしんまち

　　２７７-０８０２・千葉県柏市船戸・ふなと



　　２７７-０８０１・千葉県柏市船戸山高野・ふなとやまごうや

　　２７７-０８２１・千葉県柏市弁天下・べんてんした

　　２７７-００３３・千葉県柏市増尾・ますお

　　２７７-００５２・千葉県柏市増尾台・ますおだい

　　２７７-０８３５・千葉県柏市松ケ崎・まつがさき

　　２７７-０８３４・千葉県柏市松ケ崎新田・まつがさきしんでん

　　２７７-０８２７・千葉県柏市松葉町・まつはﾞちよう

　　２７７-００８２・千葉県柏市緑ケ丘・みどりがおか

　　２７７-０８８４・千葉県柏市みどり台・みどりだい

　　２７７-０９０３・千葉県柏市緑台・みどりだい

　　２７７-０８５５・千葉県柏市南柏・みなみかしわ

　　２７７-００７５・千葉県柏市南柏中央・みなみかしわちゆうおう

　　２７７-００４３・千葉県柏市南逆井・みなみさかさい

　　２７７-０９４４・千葉県柏市南高柳・みなみたかやなぎ

　　２７７-００５４・千葉県柏市南増尾・みなみますお

　　２７７-０９１２・千葉県柏市箕輪・みのわ

　　２７７-０９１１・千葉県柏市箕輪新田・みのわしんでん

　　２７７-０８５１・千葉県柏市向原町・むかいはらちよう

　　２７０-１４５４・千葉県柏市柳戸・やなど

　　２７７-００１５・千葉県柏市弥生町・やよいちよう

　　２７７-０８５４・千葉県柏市豊町・ゆたかちよう

　　２７７-０８５３・千葉県柏市吉野沢・よしのざわ

　　２７７-０００２・千葉県柏市呼塚・よはﾞつか

　　２７７-０００１・千葉県柏市呼塚新田・よはﾞつかしんでん

　　２７７-０８７１・千葉県柏市若柴・わかしはﾞ

　　２７０-１４４４・千葉県柏市若白毛・わかしらが

　　２７７-００２４・千葉県柏市若葉町・わかはﾞちよう

　　２７０-１４４３・千葉県柏市鷲野谷・わしのや

　　２７０-１４４１・千葉県柏市鷲野谷新田・わしのやしんでん

　　２９９-５２００・千葉県勝浦市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-５２６３・千葉県勝浦市赤羽根・あかはﾞね

　　２９９-５２７３・千葉県勝浦市荒川・あらかわ

　　２９９-５２０２・千葉県勝浦市市野川・いちのかわ

　　２９９-５２０１・千葉県勝浦市市野郷・いちのごう

　　２９９-５２３５・千葉県勝浦市出水・いでみず

　　２９９-５２６６・千葉県勝浦市上野・うえの

　　２９９-５２６５・千葉県勝浦市植野・うえの

　　２９９-５２６７・千葉県勝浦市植野元宮田・うえのもとみやた

　　２９９-５２４３・千葉県勝浦市鵜原・うはﾞら

　　２９９-５２１７・千葉県勝浦市大楠・おおくす

　　２９９-５２５６・千葉県勝浦市大沢・おおさわ

　　２９９-５２６１・千葉県勝浦市大森・おおもり

　　２９９-５２５１・千葉県勝浦市大森上植野入会地・おおもりかみうえのいりあいち

　　２９９-５２４５・千葉県勝浦市興津・おきつ

　　２９９-５２４６・千葉県勝浦市興津久保山台・おきつくほﾞやまだい

　　２９９-５２７２・千葉県勝浦市貝掛・かいがけ

　　２９９-５２３４・千葉県勝浦市勝浦・かつうら

　　２９９-５２１２・千葉県勝浦市蟹田・かにた

　　２９９-５２５２・千葉県勝浦市上植野・かみうえの

　　２９９-５２３２・千葉県勝浦市川津・かわつﾞ

　　２９９-５２２６・千葉県勝浦市串浜・くしはま

　　２９９-５２１８・千葉県勝浦市小羽戸・こはﾞど

　　２９９-５２１９・千葉県勝浦市小松野・こまつの

　　２９９-５２０６・千葉県勝浦市佐野・さの

　　２９９-５２３１・千葉県勝浦市沢倉・さわくら

　　２９９-５２１６・千葉県勝浦市宿戸・しゆくど

　　２９９-５２１５・千葉県勝浦市白井久保・しらいくほﾞ

　　２９９-５２１４・千葉県勝浦市白木・しらき

　　２９９-５２２４・千葉県勝浦市新官・しんかん

　　２９９-５２２８・千葉県勝浦市新戸・しんど

　　２９９-５２０５・千葉県勝浦市杉戸・すぎど

　　２９９-５２２２・千葉県勝浦市関谷・せきやつ

　　２９９-５２５４・千葉県勝浦市台宿・だいじゆく

　　２９９-５２２５・千葉県勝浦市墨名・とな

　　２９９-５２０４・千葉県勝浦市中倉・なかぐら

　　２９９-５２６２・千葉県勝浦市中里・なかざと

　　２９９-５２６４・千葉県勝浦市中島・なかじま

　　２９９-５２２７・千葉県勝浦市中谷・なかや

　　２９９-５２５３・千葉県勝浦市名木・なぎ

　　２９９-５２１３・千葉県勝浦市芳賀・はが



　　２９９-５２０３・千葉県勝浦市花里・はなざと

　　２９９-５２３３・千葉県勝浦市浜勝浦・はまかつうら

　　２９９-５２５５・千葉県勝浦市浜行川・はまなめがわ

　　２９９-５２２１・千葉県勝浦市平田・ひらた

　　２９９-５２２３・千葉県勝浦市部原・へはﾞら

　　２９９-５２７１・千葉県勝浦市法花・ほうげ

　　２９９-５２１１・千葉県勝浦市松野・まつの

　　２９９-５２４１・千葉県勝浦市松部・まつべ

　　２９９-５２７４・千葉県勝浦市南山田・みなみやまだ

　　２９９-５２４４・千葉県勝浦市守谷・もりや

　　２９９-５２４２・千葉県勝浦市吉尾・よしお

　　２９０-００００・千葉県市原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９０-０２５２・千葉県市原市相川・あいかわ

　　２９９-０１１７・千葉県市原市青葉台・あおはﾞだい

　　２９９-０１０２・千葉県市原市青柳・あおやぎ

　　２９９-０１０３・千葉県市原市青柳海岸・あおやぎかいがん

　　２９９-０１０１・千葉県市原市青柳北・あおやぎきた

　　２９０-０５０９・千葉県市原市安久谷・あくや

　　２９０-０２５１・千葉県市原市浅井小向・あさいこむかい

　　２９０-００６３・千葉県市原市旭五所・あさひごしよ

　　２９０-０２５３・千葉県市原市安須・あず

　　２９０-０５３５・千葉県市原市朝生原・あそうはﾞら

　　２９９-０１１１・千葉県市原市姉崎・あねさき

　　２９９-０１０７・千葉県市原市姉崎海岸・あねさきかいがん

　　２９９-０１１９・千葉県市原市姉崎西・あねさきにじ

　　２９９-０１１０・千葉県市原市姉崎東・あねさきひがじ

　　２９０-０２０７・千葉県市原市海士有木・あまありき

　　２９９-０１２６・千葉県市原市天羽田・あもうだ

　　２９０-０５２２・千葉県市原市新井・あらい

　　２９０-０２５７・千葉県市原市新生・あらおい

　　２９０-０２１２・千葉県市原市新巻・あらまき

　　２９０-００３７・千葉県市原市飯沼・いいぬま

　　２９０-０５１６・千葉県市原市池和田・いけわだ

　　２９０-０５１１・千葉県市原市石川・いしかわ

　　２９０-０５３４・千葉県市原市石神・いしがみ

　　２９０-０５３７・千葉県市原市石塚・いしつﾞか

　　２９９-０１１４・千葉県市原市泉台・いずみだい

　　２９０-０２０４・千葉県市原市磯ケ谷・いそがや

　　２９０-０５４３・千葉県市原市飯給・いたぶ

　　２９０-００１５・千葉県市原市市原・いちはら

　　２９０-０５０５・千葉県市原市市場・いちはﾞ

　　２９０-０２６２・千葉県市原市糸久・いとひさ

　　２９０-０１６６・千葉県市原市犬成・いぬなり

　　２９９-０１０６・千葉県市原市今津朝山・いまつﾞあさやま

　　２９０-０２６５・千葉県市原市今富・いまどみ

　　２９９-０１１５・千葉県市原市不入斗・いりやまず

　　２９０-０２２８・千葉県市原市岩・いわ

　　２９０-００４７・千葉県市原市岩崎・いわさき

　　２９０-００４６・千葉県市原市岩崎西・いわさきにじ

　　２９０-００５２・千葉県市原市岩野見・いわのみ

　　２９０-０２２２・千葉県市原市上原・うえはら

　　２９０-０２２５・千葉県市原市牛久・うしく

　　２９０-０２２１・千葉県市原市馬立・うまたて

　　２９０-０１７１・千葉県市原市潤井戸・うるいど

　　２９０-０１７０・千葉県市原市うるいど南・うるいどみなみ

　　２９０-０５０８・千葉県市原市江子田・えごだ

　　２９０-０２１１・千葉県市原市大桶・おおおけ

　　２９０-０５３２・千葉県市原市大久保・おおくほﾞ

　　２９０-０２３４・千葉県市原市大蔵・おおくら

　　２９０-０１７２・千葉県市原市大作・おおさく

　　２９０-０２０８・千葉県市原市大坪・おおつほﾞ

　　２９０-０５４２・千葉県市原市大戸・おおと

　　２９０-０００２・千葉県市原市大厩・おおまや

　　２９０-０５５３・千葉県市原市大和田・おおわだ

　　２９０-０１７７・千葉県市原市荻作・おぎさく

　　２９０-０５１３・千葉県市原市奥野・おくの

　　２９０-０１５７・千葉県市原市押沼・おしぬま

　　２９０-０１７６・千葉県市原市小田部・おだつへﾟ

　　２９０-０５３３・千葉県市原市折津・おりつﾞ

　　２９０-０２６６・千葉県市原市海保・かいほ



　　２９０-０５４８・千葉県市原市柿木台・かきのきだい

　　２９０-０２４１・千葉県市原市風戸・かざと

　　２９９-０１０５・千葉県市原市柏原・かしわはﾞら

　　２９０-０２５８・千葉県市原市神代・かじろ

　　２９９-０１１３・千葉県市原市片又木・かたまたぎ

　　２９０-０１７４・千葉県市原市勝間・かつま

　　２９０-０２３３・千葉県市原市金沢・かねさわ

　　２９０-０２４３・千葉県市原市上高根・かみたかね

　　２９０-００２５・千葉県市原市加茂・かも

　　２９０-０２３５・千葉県市原市栢橋・かやはじ

　　２９０-０２１３・千葉県市原市川在・かわざい

　　２９０-０１７８・千葉県市原市神崎・かんざき

　　２９０-０００７・千葉県市原市菊間・きくま

　　２９０-０１６７・千葉県市原市喜多・きた

　　２９０-００７１・千葉県市原市北国分寺台・きたこくぶんじだい

　　２９０-０５２３・千葉県市原市吉沢・きちさわ

　　２９０-００５１・千葉県市原市君塚・きみつﾞか

　　２９０-０１７９・千葉県市原市久々津・くぐつ

　　２９０-０１５６・千葉県市原市草刈（１６５６～１９９９）・くさかり

　　２９０-０００１・千葉県市原市草刈（その他）・くさかり(そのた)

　　２９０-０５５２・千葉県市原市久保・くほﾞ

　　２９０-００５６・千葉県市原市五井・ごい

　　２９０-００５７・千葉県市原市五井金杉・ごいかなすぎ

　　２９０-００８１・千葉県市原市五井中央西・ごいちゆうおうにじ

　　２９０-００５４・千葉県市原市五井中央東・ごいちゆうおうひがじ

　　２９０-００８２・千葉県市原市五井中央南・ごいちゆうおうみなみ

　　２９０-００３８・千葉県市原市五井西・ごいにじ

　　２９０-００５５・千葉県市原市五井東・ごいひがじ

　　２９０-００５８・千葉県市原市五井海岸・ごいかいがん

　　２９０-００４５・千葉県市原市五井南海岸・ごいみなみかいがん

　　２９０-０２５４・千葉県市原市高坂・こうざか

　　２９０-０２５５・千葉県市原市光風台・こうふうだい

　　２９０-０２６９・千葉県市原市小折・こおり

　　２９０-００１３・千葉県市原市郡本・こおりもと

　　２９０-０５２６・千葉県市原市小草畑・こくさはﾞた

　　２９０-００７３・千葉県市原市国分寺台中央・こくぶんじだいちゆうおう

　　２９０-０５３１・千葉県市原市国本・こくもと

　　２９０-０５２８・千葉県市原市古敷谷・こしきや

　　２９０-００６６・千葉県市原市五所・ごしよ

　　２９０-０１６５・千葉県市原市古都辺・こつべ

　　２９０-０５５９・千葉県市原市駒込・こまごめ

　　２９０-０５２９・千葉県市原市小谷田・こやた

　　２９０-０２０９・千葉県市原市権現堂・ごんげんどう

　　２９０-０１６２・千葉県市原市金剛地・こんごうじ

　　２９０-００２２・千葉県市原市西広・さいひろ

　　２９９-０１２７・千葉県市原市桜台・さくらだい

　　２９０-０２２９・千葉県市原市佐是・さぜ

　　２９０-００５０・千葉県市原市更級・さらしな

　　２９９-０１１８・千葉県市原市椎津・しいつﾞ

　　２９９-０１２８・千葉県市原市椎の木台・しいのきだい

　　２９０-０５０６・千葉県市原市島田・しまだ

　　２９０-００３４・千葉県市原市島野・しまの

　　２９０-０１５４・千葉県市原市下野・しもの

　　２９０-０５１８・千葉県市原市下矢田・しもやた

　　２９０-０２６３・千葉県市原市十五沢・じゆうござわ

　　２９０-０５０３・千葉県市原市宿・しゆく

　　２９９-０１０４・千葉県市原市白塚・しらつか

　　２９０-００５９・千葉県市原市白金町・しろがねちよう

　　２９０-０５０２・千葉県市原市真ケ谷・しんがや

　　２９０-０５３９・千葉県市原市菅野・すげの

　　２９０-００２６・千葉県市原市諏訪・すわ

　　２９０-０１５１・千葉県市原市瀬又・せまた

　　２９０-００２３・千葉県市原市惣社・そうじや

　　２９０-０１６１・千葉県市原市高倉・たかくら

　　２９０-０５５５・千葉県市原市高滝・たかたき

　　２９０-０１５２・千葉県市原市高田・たかだ

　　２９０-０１７３・千葉県市原市滝口・たきぐち

　　２９０-０２０３・千葉県市原市武士・たけじ

　　２９０-０００３・千葉県市原市辰巳台東・たつみだいひがじ

　　２９０-０００４・千葉県市原市辰巳台西・たつみだいにじ



　　２９９-０１２１・千葉県市原市立野・たての

　　２９０-０５１５・千葉県市原市田尾・たび

　　２９０-０５４６・千葉県市原市田淵・たぶち

　　２９０-０５４５・千葉県市原市田淵旧日竹・たぶちきゆうひたけ

　　２９０-００４１・千葉県市原市玉前・たまさき

　　２９０-００４４・千葉県市原市玉前西・たまさきにじ

　　２９９-０１０９・千葉県市原市千種・ちぐさ

　　２９９-０１０８・千葉県市原市千種海岸・ちぐさかいがん

　　２９０-０１４３・千葉県市原市ちはら台西・ちはらだいにじ

　　２９０-０１４１・千葉県市原市ちはら台東・ちはらだいひがじ

　　２９０-０１４２・千葉県市原市ちはら台南・ちはらだいみなみ

　　２９０-００３２・千葉県市原市廿五里・ついへいじ

　　２９０-０５４７・千葉県市原市月崎・つきざき

　　２９０-０５２７・千葉県市原市月出・つきで

　　２９０-０２１５・千葉県市原市土宇・つちう

　　２９０-０５１２・千葉県市原市鶴舞・つるまい

　　２９０-００４２・千葉県市原市出津・でつﾞ

　　２９０-００４３・千葉県市原市出津西・でつﾞにじ

　　２９０-０２３６・千葉県市原市寺谷・てらやつ

　　２９０-０５４４・千葉県市原市徳氏・とくうじ

　　２９０-０５３６・千葉県市原市戸面・とつﾞら

　　２９０-０５５１・千葉県市原市外部田・とのべた

　　２９９-０１２２・千葉県市原市豊成・とよなり

　　２９０-０２２６・千葉県市原市中・なか

　　２９０-０２４２・千葉県市原市中高根・なかたかね

　　２９０-０１５３・千葉県市原市中野・なかの

　　２９０-０１６８・千葉県市原市永吉・ながよじ

　　２９０-０１６４・千葉県市原市奈良・なら

　　２９０-０２０６・千葉県市原市新堀・にいほり

　　２９０-０２３１・千葉県市原市西国吉・にしくによじ

　　２９０-００７２・千葉県市原市西国分寺台・にしこくぶんじだい

　　２９０-００６５・千葉県市原市西五所・にしごしよ

　　２９０-０２６１・千葉県市原市西野・にしの

　　２９０-００１４・千葉県市原市西野谷・にしのや

　　２９０-００２４・千葉県市原市根田・ねだ

　　２９０-００１１・千葉県市原市能満・のうまん

　　２９０-００３３・千葉県市原市野毛・のげ

　　２９０-０１７５・千葉県市原市葉木・はぎ

　　２９９-０１１２・千葉県市原市畑木・はたき

　　２９０-０５０７・千葉県市原市原田・はらだ

　　２９０-０１５５・千葉県市原市番場・はﾞんはﾞ

　　２９０-０１６３・千葉県市原市東国吉・ひがしくによじ

　　２９０-００７４・千葉県市原市東国分寺台・ひがしこくぶんじだい

　　２９０-００６４・千葉県市原市東五所・ひがしごしよ

　　２９０-０２５６・千葉県市原市引田・ひきだ

　　２９０-０２１４・千葉県市原市櫃挾・ひつはﾞ

　　２９０-００５３・千葉県市原市平田・ひらた

　　２９０-０５４１・千葉県市原市平野・ひらの

　　２９９-０１２３・千葉県市原市深城・ふかしろ

　　２９０-０２０２・千葉県市原市福増・ふくます

　　２９０-００１２・千葉県市原市藤井・ふじい

　　２９０-０２１６・千葉県市原市二日市場・ふつかいちはﾞ

　　２９０-０５５４・千葉県市原市不入・ふにゆう

　　２９０-０００８・千葉県市原市古市場・ふるいちはﾞ

　　２９０-０５２４・千葉県市原市平蔵・へいぞう

　　２９０-０２２４・千葉県市原市奉免・ほうめ

　　２９０-０５０４・千葉県市原市堀越・ほりこじ

　　２９０-０５５６・千葉県市原市本郷・ほんごう

　　２９０-０２６７・千葉県市原市町田・まちだ

　　２９０-００３５・千葉県市原市松ケ島・まつがしま

　　２９０-００３６・千葉県市原市松ケ島西・まつがしまにじ

　　２９０-０２１７・千葉県市原市松崎・まつざき

　　２９０-０５４９・千葉県市原市万田野・まんだの

　　２９０-０５１４・千葉県市原市水沢・みずさわ

　　２９０-０２４４・千葉県市原市南岩崎・みなみいわさき

　　２９０-００７５・千葉県市原市南国分寺台・みなみこくぶんじだい

　　２９０-０２３２・千葉県市原市皆吉・みなよじ

　　２９０-０２６４・千葉県市原市宮原・みやはﾞら

　　２９０-０２２３・千葉県市原市妙香・みようこう

　　２９９-０１１６・千葉県市原市迎田・むかえだ



　　２９０-００３１・千葉県市原市村上・むらかみ

　　２９０-００１６・千葉県市原市門前・もんぜん

　　２９０-０５１７・千葉県市原市矢田・やた

　　２９０-０５３８・千葉県市原市柳川・やながわ

　　２９０-０２６８・千葉県市原市柳原・やなぎはら

　　２９０-０２２７・千葉県市原市藪・やぶ

　　２９０-０００５・千葉県市原市山木・やまき

　　２９０-０２０１・千葉県市原市山倉・やまくら

　　２９０-０５５８・千葉県市原市山口・やまぐち

　　２９０-０５２１・千葉県市原市山小川・やまこがわ

　　２９０-０２０５・千葉県市原市山田・やまだ

　　２９０-００２１・千葉県市原市山田橋・やまだはﾞじ

　　２９０-００６２・千葉県市原市八幡・やわた

　　２９０-００６１・千葉県市原市八幡石塚・やわたいしつﾞか

　　２９０-００６７・千葉県市原市八幡海岸通・やわたかいがんどおり

　　２９０-００６９・千葉県市原市八幡北町・やわたきたちよう

　　２９０-００６８・千葉県市原市八幡浦・やわたうら

　　２９９-０１２４・千葉県市原市有秋台東・ゆうしゆうだいひがじ

　　２９９-０１２５・千葉県市原市有秋台西・ゆうしゆうだいにじ

　　２９０-０５５７・千葉県市原市養老・ようろう

　　２９０-０５０１・千葉県市原市米沢・よねざわ

　　２９０-０５２５・千葉県市原市米原・よねわら

　　２９０-０００６・千葉県市原市若宮・わかみや

　　２９０-０２５９・千葉県市原市分目・わんめ

　　２７０-０１００・千葉県流山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-０１１２・千葉県流山市青田・あおた

　　２７０-０１３７・千葉県流山市市野谷・いちのや

　　２７０-０１５１・千葉県流山市後平井・うしろひらい

　　２７０-０１１１・千葉県流山市江戸川台東・えどがわだいひがじ

　　２７０-０１１５・千葉県流山市江戸川台西・えどがわだいにじ

　　２７０-０１２２・千葉県流山市大畔・おおぐろ

　　２７０-０１１９・千葉県流山市おおたかの森北・おおたかのもりきた

　　２７０-０１２８・千葉県流山市おおたかの森西・おおたかのもりにじ

　　２７０-０１３８・千葉県流山市おおたかの森東・おおたかのもりひがじ

　　２７０-０１３９・千葉県流山市おおたかの森南・おおたかのもりみなみ

　　２７０-０１５４・千葉県流山市思井・おもい

　　２７０-０１７６・千葉県流山市加・か

　　２７０-０１７１・千葉県流山市上貝塚・かみかいつﾞか

　　２７０-０１２５・千葉県流山市上新宿・かみしんしゆく

　　２７０-０１２６・千葉県流山市上新宿新田・かみしんしゆくしんでん

　　２７０-０１６２・千葉県流山市木・き

　　２７０-０１１７・千葉県流山市北・きた

　　２７０-０１７２・千葉県流山市桐ケ谷・きりがや

　　２７０-０１０２・千葉県流山市こうのす台・こうのすだい

　　２７０-０１３２・千葉県流山市駒木・こまぎ

　　２７０-０１１３・千葉県流山市駒木台・こまぎだい

　　２７０-０１１８・千葉県流山市小屋・こや

　　２７０-０１４６・千葉県流山市芝崎・しはﾞさき

　　２７０-０１７４・千葉県流山市下花輪・しもはなわ

　　２７０-０１３３・千葉県流山市十太夫・じゆうだゆう

　　２７０-０１７３・千葉県流山市谷・たに

　　２７０-０１５３・千葉県流山市中・なか

　　２７０-０１１６・千葉県流山市中野久木・なかのくき

　　２７０-０１３４・千葉県流山市長崎・ながさき

　　２７０-０１６４・千葉県流山市流山・ながれやま

　　２７０-０１４５・千葉県流山市名都借・なずかり

　　２７０-０１２１・千葉県流山市西初石・にしはついじ

　　２７０-０１５６・千葉県流山市西平井・にしひらい

　　２７０-０１０７・千葉県流山市西深井・にしふかい

　　２７０-０１４２・千葉県流山市西松ケ丘・にしまつがおか

　　２７０-０１３５・千葉県流山市野々下・ののした

　　２７０-０１１４・千葉県流山市東初石・ひがしはついじ

　　２７０-０１０１・千葉県流山市東深井・ひがしふかい

　　２７０-０１０５・千葉県流山市平方・ひらかた

　　２７０-０１０６・千葉県流山市平方村新田・ひらかたむらしんでん

　　２７０-０１６１・千葉県流山市鰭ケ崎・ひれがさき

　　２７０-０１０８・千葉県流山市深井新田・ふかいしんでん

　　２７０-０１２７・千葉県流山市富士見台・ふじみだい

　　２７０-０１３６・千葉県流山市古間木・ふるまぎ

　　２７０-０１５７・千葉県流山市平和台・へいわだい



　　２７０-０１４４・千葉県流山市前ケ崎・まえがさき

　　２７０-０１５２・千葉県流山市前平井・まえひらい

　　２７０-０１４１・千葉県流山市松ケ丘・まつがおか

　　２７０-０１３１・千葉県流山市美田・みた

　　２７０-０１２４・千葉県流山市南・みなみ

　　２７０-０１６３・千葉県流山市南流山・みなみながれやま

　　２７０-０１０３・千葉県流山市美原・みはら

　　２７０-０１５５・千葉県流山市宮園・みやぞの

　　２７０-０１７５・千葉県流山市三輪野山・みわのやま

　　２７０-０１４３・千葉県流山市向小金・むかいこがね

　　２７０-０１２３・千葉県流山市若葉台・わかはﾞだい

　　２７６-００００・千葉県八千代市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７６-０００８・千葉県八千代市神久保・いものくほﾞ

　　２７６-００４５・千葉県八千代市大和田・おおわだ

　　２７６-００３５・千葉県八千代市大和田新田（高津団地）・(たかつﾞだんち)

　　２７６-００４６・千葉県八千代市大和田新田（その他）・(そのた)

　　２７６-００４８・千葉県八千代市尾崎・おさき

　　２７６-００２４・千葉県八千代市勝田・かつた

　　２７６-００２３・千葉県八千代市勝田台・かつただい

　　２７６-００２０・千葉県八千代市勝田台北・かつただいきた

　　２７６-００２５・千葉県八千代市勝田台南・かつただいみなみ

　　２７６-００１６・千葉県八千代市神野・かの

　　２７６-００２２・千葉県八千代市上高野・かみこうや

　　２７６-００４３・千葉県八千代市萱田・かやだ

　　２７６-００４４・千葉県八千代市萱田町・かやだまち

　　２７６-０００６・千葉県八千代市桑納・かんのう

　　２７６-０００１・千葉県八千代市小池・こいけ

　　２７６-００１１・千葉県八千代市佐山・さやま

　　２７６-０００５・千葉県八千代市島田・しまだ

　　２７６-０００４・千葉県八千代市島田台・しまだだい

　　２７６-００２６・千葉県八千代市下市場・しもいちはﾞ

　　２７６-００２１・千葉県八千代市下高野・しもこうや

　　２７６-０００７・千葉県八千代市桑橋・そうのはじ

　　２７６-０００３・千葉県八千代市大学町・だいがくちよう

　　２７６-００３５・千葉県八千代市高津（高津団地）・たかつﾞ(たかつﾞだんち)

　　２７６-００３６・千葉県八千代市高津（その他）・たかつﾞ(そのた)

　　２７６-００３７・千葉県八千代市高津東・たかつﾞひがじ

　　２７６-００１７・千葉県八千代市平戸・ひらと

　　２７６-００１３・千葉県八千代市保品・ほしな

　　２７６-００１２・千葉県八千代市堀の内・ほりのうち

　　２７６-０００２・千葉県八千代市真木野・まきの

　　２７６-００４９・千葉県八千代市緑が丘・みどりがおか

　　２７６-００４０・千葉県八千代市緑が丘西・みどりがおかにじ

　　２７６-００４１・千葉県八千代市麦丸・むぎまる

　　２７６-００２７・千葉県八千代市村上（村上団地）・むらかみ(むらかみだんち)

　　２７６-００２８・千葉県八千代市村上（その他）・むらかみ(そのた)

　　２７６-００２９・千葉県八千代市村上南・むらかみみなみ

　　２７６-００３２・千葉県八千代市八千代台東・やちよだいひがじ

　　２７６-００３４・千葉県八千代市八千代台西・やちよだいにじ

　　２７６-００３３・千葉県八千代市八千代台南・やちよだいみなみ

　　２７６-００３１・千葉県八千代市八千代台北・やちよだいきた

　　２７６-００４２・千葉県八千代市ゆりのき台・ゆりのきだい

　　２７６-００４７・千葉県八千代市吉橋・よしはじ

　　２７６-００１４・千葉県八千代市米本（米本団地）・よなもと(よなもとだんち)

　　２７６-００１５・千葉県八千代市米本（その他）・よなもと(そのた)

　　２７０-１１００・千葉県我孫子市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-１１０６・千葉県我孫子市相島新田・あいじましんでん

　　２７０-１１７３・千葉県我孫子市青山・あおやま

　　２７０-１１７５・千葉県我孫子市青山台・あおやまだい

　　２７０-１１６６・千葉県我孫子市我孫子・あびこ

　　２７０-１１５５・千葉県我孫子市我孫子新田・あびこしんでん

　　２７０-１１１２・千葉県我孫子市新木・あらき

　　２７０-１１１４・千葉県我孫子市新木野・あらきの

　　２７０-１１１８・千葉県我孫子市新木村下・あらきむらした

　　２７０-１１４２・千葉県我孫子市泉・いずみ

　　２７０-１１３１・千葉県我孫子市都部・いちぶ

　　２７０-１１３５・千葉県我孫子市都部新田・いちぶしんでん

　　２７０-１１３４・千葉県我孫子市都部村新田・いちぶむらしんでん

　　２７０-１１１３・千葉県我孫子市江蔵地・えぞうち

　　２７０-１１１５・千葉県我孫子市大作新田・おおさくしんでん



　　２７０-１１３７・千葉県我孫子市岡発戸・おかほつと

　　２７０-１１３６・千葉県我孫子市岡発戸新田・おかほつとしんでん

　　２７０-１１３３・千葉県我孫子市上沼田・かみぬまた

　　２７０-１１７２・千葉県我孫子市北新田・きたしんでん

　　２７０-１１６３・千葉県我孫子市久寺家・くじけ

　　２７０-１１４５・千葉県我孫子市高野山・こうのやま

　　２７０-１１４６・千葉県我孫子市高野山新田・こうのやましんでん

　　２７０-１１５２・千葉県我孫子市寿・ことぶき

　　２７０-１１３２・千葉県我孫子市湖北台・こほくだい

　　２７０-１１４１・千葉県我孫子市栄・さかえ

　　２７０-１１３８・千葉県我孫子市下ケ戸・さげと

　　２７０-１１７７・千葉県我孫子市柴崎・しはﾞさき

　　２７０-１１７６・千葉県我孫子市柴崎台・しはﾞさきだい

　　２７０-１１１７・千葉県我孫子市下沼田・しもぬまた

　　２７０-１１０４・千葉県我孫子市新々田・しんしんでん

　　２７０-１１１６・千葉県我孫子市浅間前新田・せんげんまえしんでん

　　２７０-１１６７・千葉県我孫子市台田・だいだ

　　２７０-１１６４・千葉県我孫子市つくし野・つくしの

　　２７０-１１４３・千葉県我孫子市天王台・てんのうだい

　　２７０-１１２２・千葉県我孫子市中里・なかざと

　　２７０-１１２６・千葉県我孫子市中里新田・なかざとしんでん

　　２７０-１１２５・千葉県我孫子市中沼田・なかぬまた

　　２７０-１１２１・千葉県我孫子市中峠・なかびよう

　　２７０-１１２８・千葉県我孫子市中峠台・なかびようだい

　　２７０-１１２７・千葉県我孫子市中峠村下・なかびようむらした

　　２７０-１１６５・千葉県我孫子市並木・なみき

　　２７０-１１６８・千葉県我孫子市根戸・ねど

　　２７０-１１５６・千葉県我孫子市根戸新田・ねどしんでん

　　２７０-１１５４・千葉県我孫子市白山・はくさん

　　２７０-１１４４・千葉県我孫子市東我孫子・ひがしあびこ

　　２７０-１１７４・千葉県我孫子市日の出・ひので

　　２７０-１１２３・千葉県我孫子市日秀・ひびり

　　２７０-１１２４・千葉県我孫子市日秀新田・ひびりしんでん

　　２７０-１１０１・千葉県我孫子市布佐・ふさ

　　２７０-１１０７・千葉県我孫子市布佐下新田・ふさしたしんでん

　　２７０-１１０３・千葉県我孫子市布佐酉町・ふさとりまち

　　２７０-１１０８・千葉県我孫子市布佐平和台・ふさへいわだい

　　２７０-１１６２・千葉県我孫子市布施・ふせ

　　２７０-１１６１・千葉県我孫子市布施下・ふせした

　　２７０-１１５８・千葉県我孫子市船戸・ふなと

　　２７０-１１１１・千葉県我孫子市古戸・ふるど

　　２７０-１１７１・千葉県我孫子市弁天下・べんてんした

　　２７０-１１５１・千葉県我孫子市本町・ほんちよう

　　２７０-１１０５・千葉県我孫子市三河屋新田・みかわやしんでん

　　２７０-１１５３・千葉県我孫子市緑・みどり

　　２７０-１１７８・千葉県我孫子市南青山・みなみあおやま

　　２７０-１１１９・千葉県我孫子市南新木・みなみあらき

　　２７０-１１０２・千葉県我孫子市都・みやこ

　　２７０-１１５７・千葉県我孫子市呼塚新田・よはﾞつかしんでん

　　２７０-１１４７・千葉県我孫子市若松・わかまつ

　　２９６-００００・千葉県鴨川市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-５５０３・千葉県鴨川市天津・あまつ

　　２９９-２８６４・千葉県鴨川市天面・あまつら

　　２９６-００３１・千葉県鴨川市粟斗・あわと

　　２９６-００２４・千葉県鴨川市池田・いけだ

　　２９６-００４５・千葉県鴨川市和泉・いずみ

　　２９６-０００３・千葉県鴨川市磯村・いそむら

　　２９９-５５０２・千葉県鴨川市内浦・うちうら

　　２９６-００３５・千葉県鴨川市打墨・うつつみ

　　２９９-２８４２・千葉県鴨川市江見青木・えみあおき

　　２９９-２８４７・千葉県鴨川市江見内遠野・えみうとの

　　２９９-２８４６・千葉県鴨川市江見外堀・えみそとほﾞり

　　２９９-２８６５・千葉県鴨川市江見太夫崎・えみたゆうざき

　　２９９-２８４４・千葉県鴨川市江見東真門・えみひがしまかど

　　２９９-２８４５・千葉県鴨川市江見西真門・えみにしまかど

　　２９９-２８６６・千葉県鴨川市江見吉浦・えみよしうら

　　２９６-０１２１・千葉県鴨川市大川面・おおかわつﾞら

　　２９６-０１２４・千葉県鴨川市大幡・おおはた

　　２９６-０２３７・千葉県鴨川市大山平塚・おおやまひらつか

　　２９６-００２３・千葉県鴨川市押切・おしきり



　　２９６-００２５・千葉県鴨川市太田学・おだがく

　　２９６-０００４・千葉県鴨川市貝渚・かいすか

　　２９６-０２３１・千葉県鴨川市釜沼・かまぬま

　　２９９-２８５８・千葉県鴨川市上・かみ

　　２９６-０１０３・千葉県鴨川市上小原・かみこはﾞら

　　２９６-００１５・千葉県鴨川市川代・かわしろ

　　２９６-０１０１・千葉県鴨川市北小町・きたこまち

　　２９６-００２２・千葉県鴨川市京田・きようでん

　　２９９-５５０５・千葉県鴨川市清澄・きよすみ

　　２９６-０２３３・千葉県鴨川市金束・こつﾞか

　　２９６-０２３４・千葉県鴨川市古畑・こはﾞた

　　２９９-５５０１・千葉県鴨川市小湊・こみなと

　　２９６-０２３６・千葉県鴨川市佐野・さの

　　２９６-０１０２・千葉県鴨川市下小原・しもこはﾞら

　　２９６-０１０６・千葉県鴨川市主基西・すきにじ

　　２９９-２８５４・千葉県鴨川市代・だい

　　２９６-００１１・千葉県鴨川市大里・だいり

　　２９６-００２１・千葉県鴨川市竹平・たけひら

　　２９６-００１３・千葉県鴨川市田原西・たはﾞらにじ

　　２９６-０１２２・千葉県鴨川市寺門・てらかど

　　２９６-０１１１・千葉県鴨川市仲・なか

　　２９９-２８５１・千葉県鴨川市仲町・なかちよう

　　２９６-０１２３・千葉県鴨川市北風原・ならいはら

　　２９６-０２３５・千葉県鴨川市奈良林・ならはﾞやじ

　　２９６-０１０５・千葉県鴨川市成川・なりがわ

　　２９９-２８５６・千葉県鴨川市西・にじ

　　２９９-２８４１・千葉県鴨川市西江見・にしえみ

　　２９６-００４３・千葉県鴨川市西町・にしちよう

　　２９９-２８６７・千葉県鴨川市西山・にしやま

　　２９６-００３４・千葉県鴨川市滑谷・ぬかりや

　　２９９-２８５５・千葉県鴨川市畑・はた

　　２９６-００３２・千葉県鴨川市花房・はなぶさ

　　２９９-５５０４・千葉県鴨川市浜荻・はまおぎ

　　２９６-００１６・千葉県鴨川市坂東・はﾞんどう

　　２９９-２８５７・千葉県鴨川市東・ひがじ

　　２９９-２８４３・千葉県鴨川市東江見・ひがしえみ

　　２９６-００４１・千葉県鴨川市東町・ひがしちよう

　　２９６-００４２・千葉県鴨川市東元浜荻飛地・ひがしもとはまおぎとびち

　　２９６-０２３２・千葉県鴨川市平塚・ひらつか

　　２９６-００４４・千葉県鴨川市広場・ひろはﾞ

　　２９９-２８５２・千葉県鴨川市二子・ふたご

　　２９６-００１４・千葉県鴨川市太尾・ふとお

　　２９９-２８６２・千葉県鴨川市太海・ふとみ

　　２９９-２８６３・千葉県鴨川市太海浜・ふとみはま

　　２９９-２８６１・千葉県鴨川市太海西・ふとみにじ

　　２９６-０１１４・千葉県鴨川市細野・ほその

　　２９６-０００２・千葉県鴨川市前原・まえはﾞら

　　２９６-０１１５・千葉県鴨川市松尾寺・まつおじ

　　２９６-０１０４・千葉県鴨川市南小町・みなみこまち

　　２９９-２８５３・千葉県鴨川市宮・みや

　　２９６-０１１２・千葉県鴨川市宮山・みややま

　　２９６-００３３・千葉県鴨川市八色・やいろ

　　２９６-０１２５・千葉県鴨川市横尾・よこお

　　２９６-０００１・千葉県鴨川市横渚・よこすか

　　２９６-０１２６・千葉県鴨川市吉尾西・よしおにじ

　　２９６-０１１３・千葉県鴨川市吉尾平塚・よしおひらつか

　　２９９-５５０６・千葉県鴨川市四方木・よもぎ

　　２９６-００１２・千葉県鴨川市来秀・らいしゆう

　　２７３-０１００・千葉県鎌ケ谷市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７３-０１３２・千葉県鎌ケ谷市粟野・あわの

　　２７３-０１０２・千葉県鎌ケ谷市右京塚・うきようつﾞか

　　２７３-０１０５・千葉県鎌ケ谷市鎌ケ谷・かまがや

　　２７３-０１３１・千葉県鎌ケ谷市軽井沢・かるいざわ

　　２７３-０１１１・千葉県鎌ケ谷市北中沢・きたなかざわ

　　２７３-０１２６・千葉県鎌ケ谷市北初富・きたはつとみ

　　２７３-０１２７・千葉県鎌ケ谷市串崎新田・くしざきしんでん

　　２７３-０１２８・千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山・くぬぎやま

　　２７３-０１３６・千葉県鎌ケ谷市佐津間・さつま

　　２７３-０１０７・千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷・しんかまがや

　　２７３-０１２４・千葉県鎌ケ谷市中央・ちゆうおう



　　２７３-０１０１・千葉県鎌ケ谷市富岡・とみおか

　　２７３-０１３５・千葉県鎌ケ谷市中佐津間・なかさつま

　　２７３-０１１８・千葉県鎌ケ谷市中沢・なかざわ

　　２７３-０１１９・千葉県鎌ケ谷市中沢新町・なかざわしんまち

　　２７３-０１３４・千葉県鎌ケ谷市西佐津間・にしさつま

　　２７３-０１１７・千葉県鎌ケ谷市西道野辺・にしみちのべ

　　２７３-０１２１・千葉県鎌ケ谷市初富・はつとみ

　　２７３-０１２５・千葉県鎌ケ谷市初富本町・はつとみほんちよう

　　２７３-０１０４・千葉県鎌ケ谷市東鎌ケ谷・ひがしかまがや

　　２７３-０１１２・千葉県鎌ケ谷市東中沢・ひがしなかざわ

　　２７３-０１２２・千葉県鎌ケ谷市東初富・ひがしはつとみ

　　２７３-０１１５・千葉県鎌ケ谷市東道野辺・ひがしみちのべ

　　２７３-０１１６・千葉県鎌ケ谷市馬込沢・まごめざわ

　　２７３-０１０３・千葉県鎌ケ谷市丸山・まるやま

　　２７３-０１１４・千葉県鎌ケ谷市道野辺・みちのべ

　　２７３-０１１３・千葉県鎌ケ谷市道野辺中央・みちのべちゆうおう

　　２７３-０１３７・千葉県鎌ケ谷市道野辺本町・みちのべほんちよう

　　２７３-０１０６・千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷・みなみかまがや

　　２７３-０１３３・千葉県鎌ケ谷市南佐津間・みなみさつま

　　２７３-０１２３・千葉県鎌ケ谷市南初富・みなみはつとみ

　　２９９-１１００・千葉県君津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９２-０４５４・千葉県君津市青柳・あおやぎ

　　２９２-０４４５・千葉県君津市愛宕・あたご

　　２９９-１１１２・千葉県君津市泉・いずみ

　　２９２-１１５３・千葉県君津市市宿・いちじゆく

　　２９２-１１４５・千葉県君津市糸川・いとがわ

　　２９２-０４３３・千葉県君津市芋窪・いもくほﾞ

　　２９２-０４４２・千葉県君津市岩出・いわで

　　２９２-１１６６・千葉県君津市植畑・うえはた

　　２９９-１１７５・千葉県君津市内箕輪・うちみのわ

　　２９９-１１７６・千葉県君津市内蓑輪・うちみのわ

　　２９２-０４３２・千葉県君津市浦田・うらた

　　２９９-１１０３・千葉県君津市大井・おおい

　　２９２-１１４６・千葉県君津市大井戸・おおいど

　　２９２-１１７３・千葉県君津市大岩・おおいわ

　　２９２-０５１２・千葉県君津市大戸見・おおとみ

　　２９２-０５１４・千葉県君津市大戸見旧名殿・おおとみきゆうなどの

　　２９２-１１５１・千葉県君津市大野台・おおのだい

　　２９９-１１２３・千葉県君津市大山野・おおやまの

　　２９９-１１０２・千葉県君津市大鷲・おおわじ

　　２９９-１１０１・千葉県君津市大鷲新田・おおわししんでん

　　２９９-１１４６・千葉県君津市大和田・おおわだ

　　２９２-１１５６・千葉県君津市荻作・おぎさく

　　２９２-１１７５・千葉県君津市奥米・おくごめ

　　２９２-０５１１・千葉県君津市大坂・おさか

　　２９２-０４１２・千葉県君津市小櫃台・おびつだい

　　２９２-０５３３・千葉県君津市折木沢・おりきさわ

　　２９２-０４０４・千葉県君津市賀恵渕・かえふち

　　２９２-０５２７・千葉県君津市香木原・かぎはら

　　２９２-１１４９・千葉県君津市かずさ小糸・かずさこいと

　　２９２-０５１３・千葉県君津市加名盛・かなもり

　　２９２-１１５５・千葉県君津市鹿野山・かのうざん

　　２９２-１１５８・千葉県君津市鎌滝・かまだき

　　２９９-１１０７・千葉県君津市上・かみ

　　２９２-０４５２・千葉県君津市上新田・かみにつた

　　２９９-１１３８・千葉県君津市上湯江・かみゆえ

　　２９２-０５３５・千葉県君津市釜生・かもう

　　２９２-０５２４・千葉県君津市川俣・かわまた

　　２９２-０４１５・千葉県君津市川谷・かわやつ

　　２９９-１１６４・千葉県君津市北久保・きたくほﾞ

　　２９９-１１６１・千葉県君津市北子安・きたこやす

　　２９９-１１４１・千葉県君津市君津・きみつ

　　２９９-１１４３・千葉県君津市君津台・きみつだい

　　２９２-１１４８・千葉県君津市行馬・ぎようま

　　２９２-０５３７・千葉県君津市黄和田畑・きわだはた

　　２９２-０５２５・千葉県君津市草川原・くさがわら

　　２９９-１１５２・千葉県君津市久保・くほﾞ

　　２９２-０５３６・千葉県君津市蔵玉・くらだま

　　２９２-０４３５・千葉県君津市栗坪・くりつほﾞ

　　２９２-０４２２・千葉県君津市久留里・くるり



　　２９２-０４２１・千葉県君津市久留里市場・くるりいちはﾞ

　　２９２-０４１４・千葉県君津市久留里大谷・くるりおおやつ

　　２９２-０４２３・千葉県君津市久留里大和田・くるりおおわだ

　　２９２-０４１６・千葉県君津市小市部・こいちぶ

　　２９２-１１４２・千葉県君津市小糸大谷・こいとおおやつ

　　２９９-１１６５・千葉県君津市高坂・こうさか

　　２９９-１１２７・千葉県君津市郡・こおり

　　２９９-１１２６・千葉県君津市小山野・こやまの

　　２９９-１１４２・千葉県君津市坂田・さかだ

　　２９２-０５３２・千葉県君津市坂畑・さかはた

　　２９２-０５２６・千葉県君津市笹・ささ

　　２９９-１１３３・千葉県君津市貞元・さだもと

　　２９９-１１１６・千葉県君津市皿引・さらひき

　　２９２-０４０３・千葉県君津市三田・さんだ

　　２９９-１１３６・千葉県君津市新御堂・しみどう

　　２９９-１１３１・千葉県君津市下湯江・しもゆえ

　　２９２-１１７６・千葉県君津市宿原・しゆくはﾞら

　　２９９-１１３７・千葉県君津市小香・しようこう

　　２９９-１１０５・千葉県君津市白駒・しろこま

　　２９２-０４５１・千葉県君津市末吉・すえよじ

　　２９９-１１３５・千葉県君津市杉谷・すぎやつ

　　２９２-１１５４・千葉県君津市清和市場・せいわいちはﾞ

　　２９９-１１１４・千葉県君津市草牛・そうぎゆう

　　２９９-１１７３・千葉県君津市外箕輪・そとみのわ

　　２９９-１１５３・千葉県君津市台・だい

　　２９２-０５２２・千葉県君津市大中・だいなか

　　２９２-０５１６・千葉県君津市高水・たかみず

　　２９２-０５３４・千葉県君津市滝原・たきはら

　　２９２-１１７８・千葉県君津市旅名・たびな

　　２９２-０４５５・千葉県君津市俵田・たわらだ

　　２９２-１１４７・千葉県君津市塚原・つかはら

　　２９９-１１２４・千葉県君津市作木・つくりき

　　２９２-１１７２・千葉県君津市辻森・つじもり

　　２９２-０４４３・千葉県君津市寺沢・てらざわ

　　２９９-１１２１・千葉県君津市常代・とこしろ

　　２９２-０４４１・千葉県君津市戸崎・とざき

　　２９２-０５２１・千葉県君津市利根・とね

　　２９２-０４４４・千葉県君津市富田・とみだ

　　２９２-０５２３・千葉県君津市豊田・とよだ

　　２９２-１１７９・千葉県君津市豊英・とよふさ

　　２９９-１１０６・千葉県君津市中島・なかじま

　　２９９-１１３２・千葉県君津市中富・なかとみ

　　２９９-１１５１・千葉県君津市中野・なかの

　　２９２-１１４３・千葉県君津市長石・ながじ

　　２９２-１１６８・千葉県君津市西粟倉・にしあわぐら

　　２９２-１１６２・千葉県君津市西猪原・にしいのはら

　　２９９-１１４５・千葉県君津市西坂田・にしさかだ

　　２９２-０４０２・千葉県君津市西原・にしはﾞら

　　２９２-１１６５・千葉県君津市西日笠・にしひかさ

　　２９２-１１５２・千葉県君津市日渡根・につとね

　　２９９-１１０４・千葉県君津市糠田・ぬかた

　　２９２-１１４０・千葉県君津市糠田飛地・ぬかたとびち

　　２９２-１１７７・千葉県君津市怒田沢・ぬたざわ

　　２９２-０４３１・千葉県君津市怒田・ぬだ

　　２９２-１１４１・千葉県君津市根本・ねもと

　　２９９-１１０８・千葉県君津市練木・ねりき

　　２９２-０４１１・千葉県君津市長谷川・はせがわ

　　２９９-１１２２・千葉県君津市浜子・はまご

　　２９２-１１６３・千葉県君津市東粟倉・ひがしあわぐら

　　２９２-１１６１・千葉県君津市東猪原・ひがしいのはら

　　２９９-１１４４・千葉県君津市東坂田・ひがしさかだ

　　２９２-１１６４・千葉県君津市東日笠・ひがしひかさ

　　２９９-１１１３・千葉県君津市尾車・びしや

　　２９９-１１４７・千葉県君津市人見・ひとみ

　　２９２-１１６７・千葉県君津市平田・ひらつた

　　２９２-０５０２・千葉県君津市平山・ひらやま

　　２９２-０５０３・千葉県君津市広岡・ひろおか

　　２９２-１１５７・千葉県君津市福岡・ふくおか

　　２９２-０５３１・千葉県君津市藤林・ふじはﾞやじ

　　２９２-１１７１・千葉県君津市二入・ふたいり



　　２９２-１１４４・千葉県君津市法木・ほうぎ

　　２９９-１１７４・千葉県君津市法木作・ほうぎさく

　　２９２-１１７４・千葉県君津市正木・まさき

　　２９９-１１１５・千葉県君津市馬登・まのほﾞり

　　２９９-１１５４・千葉県君津市南久保・みなみくほﾞ

　　２９９-１１６２・千葉県君津市南子安・みなみこやす

　　２９９-１１７２・千葉県君津市三直・みのう

　　２９２-０４５３・千葉県君津市箕輪・みのわ

　　２９９-１１１７・千葉県君津市宮下・みやのした

　　２９２-０４３４・千葉県君津市向郷・むかいごう

　　２９９-１１１１・千葉県君津市六手・むて

　　２９９-１１６３・千葉県君津市杢師・もくじ

　　２９９-１１７１・千葉県君津市八重原・やえはら

　　２９２-０５１５・千葉県君津市柳城・やなしろ

　　２９９-１１２５・千葉県君津市山高原・やまたかはら

　　２９２-０５０１・千葉県君津市山滝野・やまたきの

　　２９２-０４０１・千葉県君津市山本・やまもと

　　２９９-１１３４・千葉県君津市八幡・やわた

　　２９９-１１６６・千葉県君津市陽光台・ようこうだい

　　２９２-０４１３・千葉県君津市吉野・よしの

　　２９３-００００・千葉県富津市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-１６１５・千葉県富津市相川・あいかわ

　　２９３-００３１・千葉県富津市相野谷・あいのやつ

　　２９３-００１２・千葉県富津市青木・あおき

　　２９３-００２２・千葉県富津市新井・あらい

　　２９３-００３３・千葉県富津市一色・いつしき

　　２９９-１６１３・千葉県富津市不入斗・いりやまず

　　２９９-１６０８・千葉県富津市岩坂・いわさか

　　２９３-００４３・千葉県富津市岩瀬・いわせ

　　２９９-１７４６・千葉県富津市岩本・いわもと

　　２９９-１７５３・千葉県富津市上後・うえご

　　２９９-１７３２・千葉県富津市宇藤原・うとうはﾞら

　　２９９-１６１７・千葉県富津市売津・うるつﾞ

　　２９９-１７３６・千葉県富津市大川崎・おおがわさき

　　２９９-１７３５・千葉県富津市大田和・おおたわ

　　２９３-０００１・千葉県富津市大堀・おおほり

　　２９９-１７５８・千葉県富津市大森・おおもり

　　２９９-１７５７・千葉県富津市押切・おしきり

　　２９９-１７５１・千葉県富津市恩田・おんだ

　　２９９-１６１６・千葉県富津市海良・かいら

　　２９９-１６０６・千葉県富津市数馬・かずま

　　２９９-１６０９・千葉県富津市加藤・かとう

　　２９９-１８６１・千葉県富津市金谷・かなや

　　２９３-００４１・千葉県富津市上・かみ

　　２９３-０００５・千葉県富津市上飯野・かみいいの

　　２９３-００５１・千葉県富津市亀沢・かめざわ

　　２９３-００５７・千葉県富津市亀田・かめだ

　　２９３-００２３・千葉県富津市川名・かわな

　　２９３-００３４・千葉県富津市絹・きぬ

　　２９３-００４２・千葉県富津市小久保・こくほﾞ

　　２９９-１７４７・千葉県富津市小志駒・こじこま

　　２９３-００４６・千葉県富津市近藤・こんどう

　　２９９-１６０２・千葉県富津市桜井・さくらい

　　２９９-１６０１・千葉県富津市桜井総稱鬼泪山・いそうしようきなだやま

　　２９３-００５５・千葉県富津市笹毛・ささげ

　　２９３-００５８・千葉県富津市佐貫・さぬき

　　２９９-１６０３・千葉県富津市更和・さらわ

　　２９９-１７４５・千葉県富津市志駒・しこま

　　２９３-００２４・千葉県富津市篠部・しのべ

　　２９３-０００６・千葉県富津市下飯野・しもいいの

　　２９３-００３２・千葉県富津市障子谷・しようじやつ

　　２９３-００１１・千葉県富津市新富・しんとみ

　　２９９-１７３４・千葉県富津市関・せき

　　２９９-１７５２・千葉県富津市関尻・せきじり

　　２９９-１６０４・千葉県富津市台原・だいはﾞら

　　２９９-１７３３・千葉県富津市高溝・たかみぞ

　　２９９-１７３１・千葉県富津市田倉・たぐら

　　２９９-１６２１・千葉県富津市竹岡・たけおか

　　２９９-１７５５・千葉県富津市田原・たはﾞら

　　２９３-００３６・千葉県富津市千種新田・ちぐさしんでん



　　２９３-００５４・千葉県富津市鶴岡・つるおか

　　２９９-１７５９・千葉県富津市寺尾・てらお

　　２９９-１７４２・千葉県富津市豊岡・とよおか

　　２９３-００４４・千葉県富津市中・なか

　　２９９-１６１１・千葉県富津市長崎・ながさき

　　２９９-１７４４・千葉県富津市梨沢（東井戸堀）・なしざわ(ひがしいどほﾞり)

　　２９９-１６１４・千葉県富津市梨沢（その他）・なしざわ(そのた)

　　２９３-００３５・千葉県富津市西大和田・にしおおわだ

　　２９３-００１３・千葉県富津市西川・にしかわ

　　２９９-１６２２・千葉県富津市萩生・はぎう

　　２９３-００５３・千葉県富津市花香谷・はながやつ

　　２９９-１６１８・千葉県富津市花輪・はなわ

　　２９９-１７３７・千葉県富津市東大和田・ひがしおおわだ

　　２９３-０００２・千葉県富津市二間塚・ふたまつﾞか

　　２９３-００２１・千葉県富津市富津・ふつつ

　　２９３-００５２・千葉県富津市宝竜寺・ほうりゆうじ

　　２９３-０００３・千葉県富津市本郷・ほんごう

　　２９３-０００４・千葉県富津市前久保・まえくほﾞ

　　２９９-１６０７・千葉県富津市湊・みなと

　　２９９-１７４１・千葉県富津市御代原・みよはﾞら

　　２９９-１７５６・千葉県富津市六野・むつの

　　２９９-１６０５・千葉県富津市望井・もちい

　　２９３-００４５・千葉県富津市八田沼・やたぬま

　　２９９-１７４３・千葉県富津市山中・やまなか

　　２９９-１７５４・千葉県富津市山脇・やまわき

　　２９３-００５６・千葉県富津市八幡・やわた

　　２９９-１６１２・千葉県富津市横山・よこやま

　　２７９-００００・千葉県浦安市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７９-００１４・千葉県浦安市明海・あけみ

　　２７９-００２２・千葉県浦安市今川・いまがわ

　　２７９-００１２・千葉県浦安市入船・いりふね

　　２７９-０００３・千葉県浦安市海楽・かいらく

　　２７９-０００２・千葉県浦安市北栄・きたざかえ

　　２７９-００２３・千葉県浦安市高洲・たかす

　　２７９-００３２・千葉県浦安市千鳥・ちどり

　　２７９-００２５・千葉県浦安市鉄鋼通り・てつこうどおり

　　２７９-０００１・千葉県浦安市当代島・とうだいじま

　　２７９-００２１・千葉県浦安市富岡・とみおか

　　２７９-０００４・千葉県浦安市猫実・ねこざね

　　２７９-００４２・千葉県浦安市東野・ひがしの

　　２７９-００１３・千葉県浦安市日の出・ひので

　　２７９-００４３・千葉県浦安市富士見・ふじみ

　　２７９-００２６・千葉県浦安市弁天・べんてん

　　２７９-００４１・千葉県浦安市堀江・ほりえ

　　２７９-００３１・千葉県浦安市舞浜・まいはま

　　２７９-００２４・千葉県浦安市港・みなと

　　２７９-００１１・千葉県浦安市美浜・みはま

　　２８４-００００・千葉県四街道市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８４-００２４・千葉県四街道市旭ケ丘・あさひがおか

　　２８４-００１４・千葉県四街道市池花・いけはな

　　２８４-００４１・千葉県四街道市上野・うえの

　　２８４-００１３・千葉県四街道市内黒田・うちくろだ

　　２８４-００４５・千葉県四街道市美しが丘・うつくしがおか

　　２８４-００４２・千葉県四街道市小名木・おなぎ

　　２８４-００１１・千葉県四街道市亀崎・かめざき

　　２８４-０００２・千葉県四街道市萱橋・かやはじ

　　２８４-００２７・千葉県四街道市栗山・くりやま

　　２８４-００２５・千葉県四街道市さちが丘・さちがおか

　　２８４-０００７・千葉県四街道市さつきケ丘・さつきがおか

　　２８４-０００３・千葉県四街道市鹿渡・しかわたじ

　　２８４-０００６・千葉県四街道市下志津新田・しもしつﾞしんでん

　　２８４-０００１・千葉県四街道市大日・だいにち

　　２８４-００３８・千葉県四街道市たかおの杜・たかおのもり

　　２８４-００３３・千葉県四街道市鷹の台・たかのだい

　　２８４-０００９・千葉県四街道市中央・ちゆうおう

　　２８４-００１５・千葉県四街道市千代田・ちよだ

　　２８４-００２６・千葉県四街道市つくし座・つくしざ

　　２８４-００３７・千葉県四街道市中台・なかだい

　　２８４-００３６・千葉県四街道市中野・なかの

　　２８４-００２１・千葉県四街道市長岡・ながおか



　　２８４-００３４・千葉県四街道市南波佐間・なはﾞさま

　　２８４-００３１・千葉県四街道市成山・なりやま

　　２８４-００２３・千葉県四街道市みそら・みそら

　　２８４-０００４・千葉県四街道市みのり町・みのりちよう

　　２８４-００４３・千葉県四街道市めいわ・めいわ

　　２８４-００１６・千葉県四街道市もねの里・もねのさと

　　２８４-００１２・千葉県四街道市物井・ものい

　　２８４-００２２・千葉県四街道市山梨・やまなじ

　　２８４-００３２・千葉県四街道市吉岡・よしおか

　　２８４-０００５・千葉県四街道市四街道・よつかいどう

　　２８４-０００８・千葉県四街道市鹿放ケ丘・ろつほﾟうがおか

　　２８４-００３５・千葉県四街道市和田・わだ

　　２８４-００４４・千葉県四街道市和良比・わらび

　　２９９-０２００・千葉県袖ケ浦市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-０２１６・千葉県袖ケ浦市阿部・あべ

　　２９９-０２５６・千葉県袖ケ浦市飯富・いいとみ

　　２９９-０２６４・千葉県袖ケ浦市今井・いまい

　　２９９-０２３３・千葉県袖ケ浦市岩井・いわい

　　２９９-０２１７・千葉県袖ケ浦市打越・うちこじ

　　２９９-０２３２・千葉県袖ケ浦市永地・えいち

　　２９９-０２２１・千葉県袖ケ浦市大竹・おおたけ

　　２９９-０２３７・千葉県袖ケ浦市大鳥居・おおどりい

　　２９９-０２５３・千葉県袖ケ浦市大曽根・おぞね

　　２９９-０２５２・千葉県袖ケ浦市勝・かつ

　　２９９-０２０５・千葉県袖ケ浦市上泉・かみいずみ

　　２９９-０２２２・千葉県袖ケ浦市上宮田・かみみやだ

　　２９９-０２０１・千葉県袖ケ浦市川原井・かわはらい

　　２９９-０２５７・千葉県袖ケ浦市神納・かんのう

　　２９９-０２６６・千葉県袖ケ浦市北袖・きたそで

　　２９９-０２４２・千葉県袖ケ浦市久保田・くほﾞた

　　２９９-０２４３・千葉県袖ケ浦市蔵波・くらなみ

　　２９９-０２４５・千葉県袖ケ浦市蔵波台・くらなみだい

　　２９９-０２６２・千葉県袖ケ浦市坂戸市場・さかどいちはﾞ

　　２９９-０２１２・千葉県袖ケ浦市三箇・さんが

　　２９９-０２４７・千葉県袖ケ浦市椎の森・しいのもり

　　２９９-０２３１・千葉県袖ケ浦市下泉・しもいずみ

　　２９９-０２５５・千葉県袖ケ浦市下新田・しもにつた

　　２９９-０２１４・千葉県袖ケ浦市下根岸・しもねぎじ

　　２９９-０２２３・千葉県袖ケ浦市下宮田・しもみやだ

　　２９９-０２６９・千葉県袖ケ浦市袖ケ浦駅前・そでがうらえきまえ

　　２９９-０２４１・千葉県袖ケ浦市代宿・だいじゆく

　　２９９-０２０３・千葉県袖ケ浦市高谷・たかや

　　２９９-０２２６・千葉県袖ケ浦市滝の口・たきのくち

　　２９９-０２２５・千葉県袖ケ浦市玉野・たまの

　　２９９-０２１３・千葉県袖ケ浦市百目木・どうめき

　　２９９-０２１５・千葉県袖ケ浦市堂谷・どうやつ

　　２９９-０２６７・千葉県袖ケ浦市中袖・なかそで

　　２９９-０２６５・千葉県袖ケ浦市長浦・ながうら

　　２９９-０２４６・千葉県袖ケ浦市長浦駅前・ながうらえきまえ

　　２９９-０２０４・千葉県袖ケ浦市永吉・ながよじ

　　２９９-０２６３・千葉県袖ケ浦市奈良輪・ならわ

　　２９９-０２１１・千葉県袖ケ浦市野里・のざと

　　２９９-０２５１・千葉県袖ケ浦市のぞみ野・のぞみの

　　２９９-０２４４・千葉県袖ケ浦市野田・のだ

　　２９９-０２０２・千葉県袖ケ浦市林・はやじ

　　２９９-０２６１・千葉県袖ケ浦市福王台・ふくおうだい

　　２９９-０２３５・千葉県袖ケ浦市三黒・みくろ

　　２９９-０２５４・千葉県袖ケ浦市三ツ作・みつざく

　　２９９-０２６８・千葉県袖ケ浦市南袖・みなみそで

　　２９９-０２３４・千葉県袖ケ浦市谷中・やなか

　　２９９-０２３６・千葉県袖ケ浦市横田・よこた

　　２９９-０２２４・千葉県袖ケ浦市吉野田・よしのだ

　　２８９-１１００・千葉県八街市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-１１０１・千葉県八街市朝日・あさひ

　　２８９-１１２１・千葉県八街市砂・いさご

　　２８９-１１０５・千葉県八街市泉台・いずみだい

　　２８９-１１０６・千葉県八街市榎戸・えのきど

　　２８９-１１１１・千葉県八街市大木・おおぎ

　　２８９-１１４２・千葉県八街市大関・おおせき

　　２８９-１１３４・千葉県八街市大谷流・おおやる



　　２８９-１１３７・千葉県八街市岡田・おかだ

　　２８９-１１２６・千葉県八街市沖・おき

　　２８９-１１０２・千葉県八街市沖渡・おきわたじ

　　２８９-１１２５・千葉県八街市上砂・かみいさご

　　２８９-１１０８・千葉県八街市雁丸・がんまる

　　２８９-１１１２・千葉県八街市木原・きはﾞら

　　２８９-１１３１・千葉県八街市希望ケ丘・きほﾞうがおか

　　２８９-１１３５・千葉県八街市小谷流・こやる

　　２８９-１１２２・千葉県八街市四木・しもく

　　２８９-１１３２・千葉県八街市勢田・せた

　　２８９-１１２３・千葉県八街市滝台・たきだい

　　２８９-１１１６・千葉県八街市中央・ちゆうおう

　　２８９-１１４１・千葉県八街市富山・とやま

　　２８９-１１３６・千葉県八街市根古谷・ねごや

　　２８９-１１１４・千葉県八街市東吉田・ひがしよしだ

　　２８９-１１０４・千葉県八街市文違・ひじかい

　　２８９-１１４５・千葉県八街市みどり台・みどりだい

　　２８９-１１３８・千葉県八街市用草・もちくさ

　　２８９-１１４３・千葉県八街市八街い・やちまたい

　　２８９-１１４４・千葉県八街市八街ろ・やちまたろ

　　２８９-１１０７・千葉県八街市八街は・やちまたは

　　２８９-１１０３・千葉県八街市八街に・やちまたに

　　２８９-１１１５・千葉県八街市八街ほ・やちまたほ

　　２８９-１１１３・千葉県八街市八街へ・やちまたへ

　　２８９-１１２４・千葉県八街市山田台・やまだだい

　　２８９-１１３３・千葉県八街市吉倉・よしくら

　　２７０-１３００・千葉県印西市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-１３２１・千葉県印西市相嶋・あいじま

　　２７０-２３０２・千葉県印西市安食卜杭・あじきほﾞつくい

　　２７０-１３５１・千葉県印西市和泉・いずみ

　　２７０-１３５３・千葉県印西市泉・いずみ

　　２７０-１３６０・千葉県印西市泉野・いずみの

　　２７０-２３２３・千葉県印西市和泉屋・いずみや

　　２７０-１６１６・千葉県印西市岩戸・いわと

　　２７０-１３４７・千葉県印西市内野・うちの

　　２７０-１３６４・千葉県印西市浦幡新田・うらはたしんでん

　　２７０-１３６７・千葉県印西市浦部・うらべ

　　２７０-１３６８・千葉県印西市浦部村新田・うらべむらしんでん

　　２７０-１３５２・千葉県印西市大塚・おおつか

　　２７０-１６１２・千葉県印西市大廻・おおはﾞ

　　２７０-１３２７・千葉県印西市大森・おおもり

　　２７０-１３５８・千葉県印西市小倉・おぐら

　　２７０-１３５６・千葉県印西市小倉台・おぐらだい

　　２７０-２３１８・千葉県印西市押付・おしつけ

　　２７０-１３６３・千葉県印西市鹿黒・かぐろ

　　２７０-１３６９・千葉県印西市鹿黒南・かぐろみなみ

　　２７０-２３２２・千葉県印西市笠神・かさがみ

　　２７０-１６１３・千葉県印西市鎌苅・かまがり

　　２７０-１３６２・千葉県印西市亀成・かめなり

　　２７０-２３１９・千葉県印西市川向・かわむかい

　　２７０-１３２６・千葉県印西市木下・きおろじ

　　２７０-１３２３・千葉県印西市木下東・きおろしひがじ

　　２７０-１３２８・千葉県印西市木下南・きおろしみなみ

　　２７０-１３５９・千葉県印西市木刈・きかり

　　２７０-２３１６・千葉県印西市行徳・ぎようとく

　　２７０-１３４３・千葉県印西市結縁寺・けつえんじ

　　２７０-１３６５・千葉県印西市高西新田・こうさいしんでん

　　２７０-２３２６・千葉県印西市荒野・こうや

　　２７０-１３１８・千葉県印西市小林・こはﾞやじ

　　２７０-１３１３・千葉県印西市小林北・こはﾞやしきた

　　２７０-１３１５・千葉県印西市小林浅間・こはﾞやしせんげん

　　２７０-１３１６・千葉県印西市小林大門下・こはﾞやしだいもんした

　　２７０-２３０３・千葉県印西市酒直卜杭・さかなおほﾞつくい

　　２７０-２３１４・千葉県印西市桜野・さくらの

　　２７０-２３０５・千葉県印西市佐野屋・さのや

　　２７０-２３１３・千葉県印西市下井・しもい

　　２７０-２３１７・千葉県印西市下曽根・しもぞね

　　２７０-２３０１・千葉県印西市将監・しようげん

　　２７０-１３６６・千葉県印西市白幡・しらはた

　　２７０-２３０４・千葉県印西市甚兵衛・じんべえ



　　２７０-１６１４・千葉県印西市瀬戸・せと

　　２７０-１３２２・千葉県印西市浅間前・せんげんまえ

　　２７０-１３３７・千葉県印西市草深・そうふけ

　　２７０-１３３３・千葉県印西市宗甫・そうほ

　　２７０-１３４２・千葉県印西市高花・たかはﾞな

　　２７０-２３２８・千葉県印西市滝・たき

　　２７０-２３２９・千葉県印西市滝野・たきの

　　２７０-１３２５・千葉県印西市竹袋・たけふくろ

　　２７０-１３４６・千葉県印西市多々羅田・たたらだ

　　２７０-１３５０・千葉県印西市中央北・ちゆうおうきた

　　２７０-１３４０・千葉県印西市中央南・ちゆうおうみなみ

　　２７０-１６１１・千葉県印西市造谷・つくりや

　　２７０-１６１８・千葉県印西市つくりや台・つくりやだい

　　２７０-２３２５・千葉県印西市角田・つのだ

　　２７０-１３４８・千葉県印西市戸神・とかみ

　　２７０-１３４９・千葉県印西市戸神台・とかみだい

　　２７０-２３１５・千葉県印西市中・なか

　　２７０-２３０６・千葉県印西市中田切・なかたぎり

　　２７０-２３１２・千葉県印西市長門屋・ながとや

　　２７０-２３２４・千葉県印西市中根・なかね

　　２７０-１３３４・千葉県印西市西の原・にしのはら

　　２７０-２３１１・千葉県印西市萩埜・はぎの

　　２７０-１６０１・千葉県印西市萩原・はぎわら

　　２７０-１３３５・千葉県印西市原・はら

　　２７０-１３４１・千葉県印西市原山・はらやま

　　２７０-１３３６・千葉県印西市東の原・ひがしのはら

　　２７０-１３２４・千葉県印西市平岡・ひらおか

　　２７０-１６０５・千葉県印西市平賀・ひらか

　　２７０-１６０６・千葉県印西市平賀学園台・ひらかがくえんだい

　　２７０-１３４５・千葉県印西市船尾・ふなお

　　２７０-１３３２・千葉県印西市別所・べつしよ

　　２７０-１３６１・千葉県印西市発作・ほつさく

　　２７０-１６０８・千葉県印西市舞姫・まいひめ

　　２７０-１３５７・千葉県印西市牧の木戸・まきのきど

　　２７０-１３３９・千葉県印西市牧の台・まきのだい

　　２７０-１３３１・千葉県印西市牧の原・まきのはら

　　２７０-２３０７・千葉県印西市松木・まつき

　　２７０-１３４４・千葉県印西市松崎・まつざき

　　２７０-１３３８・千葉県印西市松崎台・まつざきだい

　　２７０-１６０２・千葉県印西市松虫・まつむじ

　　２７０-１６０７・千葉県印西市美瀬・みせ

　　２７０-２３３１・千葉県印西市みどり台・みどりだい

　　２７０-１３５４・千葉県印西市武西・むざい

　　２７０-１３５５・千葉県印西市武西学園台・むざいがくえんだい

　　２７０-２３０８・千葉県印西市本埜小林・もとのこはﾞやじ

　　２７０-２３２１・千葉県印西市物木・ものき

　　２７０-１６１５・千葉県印西市師戸・もろと

　　２７０-１６０４・千葉県印西市山田・やまだ

　　２７０-１６１７・千葉県印西市吉田・よしだ

　　２７０-１６０３・千葉県印西市吉高・よしたか

　　２７０-２３２７・千葉県印西市竜腹寺・りゆうふくじ

　　２７０-１６０９・千葉県印西市若萩・わかはぎ

　　２７０-１４００・千葉県白井市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-１４２５・千葉県白井市池の上・いけのかみ

　　２７０-１４０１・千葉県白井市今井・いまい

　　２７０-１４３４・千葉県白井市大山口・おおやまぐち

　　２７０-１４０４・千葉県白井市折立・おりたて

　　２７０-１４０３・千葉県白井市河原子・かわらご

　　２７０-１４３７・千葉県白井市木・き

　　２７０-１４１５・千葉県白井市清戸・きよど

　　２７０-１４３３・千葉県白井市けやき台・けやきだい

　　２７０-１４１２・千葉県白井市桜台・さくらだい

　　２７０-１４２６・千葉県白井市笹塚・ささつﾞか

　　２７０-１４１６・千葉県白井市神々廻・ししはﾞ

　　２７０-１４３５・千葉県白井市清水口・しみずぐち

　　２７０-１４２１・千葉県白井市白井・しろい

　　２７０-１４３９・千葉県白井市大松・だいまつ

　　２７０-１４０５・千葉県白井市富塚・とみつか

　　２７０-１４１１・千葉県白井市十余一・とよいち

　　２７０-１４０７・千葉県白井市名内・なうち



　　２７０-１４０６・千葉県白井市中・なか

　　２７０-１４３６・千葉県白井市七次台・ななつぎだい

　　２７０-１４０８・千葉県白井市西白井・にししろい

　　２７０-１４３１・千葉県白井市根・ね

　　２７０-１４３８・千葉県白井市野口・のぐち

　　２７０-１４０２・千葉県白井市平塚・ひらつか

　　２７０-１４２２・千葉県白井市復・ふく

　　２７０-１４３２・千葉県白井市冨士・ふじ

　　２７０-１４２４・千葉県白井市堀込・ほりごめ

　　２７０-１４２３・千葉県白井市南山・みなみやま

　　２７０-１４１３・千葉県白井市武西・むざい

　　２７０-１４１４・千葉県白井市谷田・やた

　　２８６-０２００・千葉県富里市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８６-０２０４・千葉県富里市大和・おおわ

　　２８６-０２０３・千葉県富里市久能・くのう

　　２８６-０２１６・千葉県富里市高野・こうや

　　２８６-０２１１・千葉県富里市御料・ごりよう

　　２８６-０２２３・千葉県富里市新中沢・しんなかざわ

　　２８６-０２１３・千葉県富里市高松・たかまつ

　　２８６-０２１４・千葉県富里市立沢・たつざわ

　　２８６-０２１５・千葉県富里市立沢新田・たつざわしんでん

　　２８６-０２１２・千葉県富里市十倉・とくら

　　２８６-０２２２・千葉県富里市中沢・なかざわ

　　２８６-０２２１・千葉県富里市七栄・ななえ

　　２８６-０２２４・千葉県富里市新橋・につはﾟじ

　　２８６-０２０５・千葉県富里市根木名・ねこな

　　２８６-０２０２・千葉県富里市日吉倉・ひよしくら

　　２８６-０２０１・千葉県富里市日吉台・ひよしだい

　　２８６-０２２５・千葉県富里市美沢・みさわ

　　２９９-２４００・千葉県南房総市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９４-０８２１・千葉県南房総市明石・あかじ

　　２９９-２２０１・千葉県南房総市荒川・あらかわ

　　２９９-２５２２・千葉県南房総市安馬谷・あんはﾞや

　　２９４-０８１２・千葉県南房総市池之内・いけのうち

　　２９９-２５１５・千葉県南房総市石神・いしがみ

　　２９９-２５０３・千葉県南房総市石堂・いしどう

　　２９９-２５０２・千葉県南房総市石堂原・いしどうはら

　　２９９-２２２６・千葉県南房総市市部・いちぶ

　　２９９-２２０５・千葉県南房総市犬掛・いぬかけ

　　２９９-２２１２・千葉県南房総市井野・いの

　　２９９-２５１２・千葉県南房総市岩糸・いわいと

　　２９４-０８０４・千葉県南房総市海老敷・えびしき

　　２９９-２５０７・千葉県南房総市大井・おおい

　　２９４-０８１７・千葉県南房総市大学口・おおがくち

　　２９９-２５１１・千葉県南房総市小戸・おど

　　２９４-０８０６・千葉県南房総市上滝田・かみたきだ

　　２９４-０８２５・千葉県南房総市上堀・かみほり

　　２９９-２５２５・千葉県南房総市加茂・かも

　　２９９-２２１１・千葉県南房総市川上・かわかみ

　　２９４-０８１４・千葉県南房総市川田・かわた

　　２９９-２５０４・千葉県南房総市川谷・かわやつ

　　２９９-２２１６・千葉県南房総市久枝・くじ

　　２９９-２５２６・千葉県南房総市沓見・くつみ

　　２９９-２５２４・千葉県南房総市久保・くほﾞ

　　２９９-２２１５・千葉県南房総市検儀谷・けぎや

　　２９９-２２２１・千葉県南房総市合戸・ごうど

　　２９９-２２２４・千葉県南房総市小浦・こうら

　　２９４-０８０５・千葉県南房総市下滝田・しもたきだ

　　２９４-０８２４・千葉県南房総市下堀・しもほり

　　２９９-２５０１・千葉県南房総市珠師ケ谷・しゆしがやつ

　　２９９-２５２１・千葉県南房総市白子・しらこ

　　２９５-０１０１・千葉県南房総市白浜町乙浜・しらはまちようおとはま

　　２９５-０１０２・千葉県南房総市白浜町白浜・しらはまちようしらはま

　　２９５-０１０３・千葉県南房総市白浜町滝口・しらはまちようたきぐち

　　２９５-０１０４・千葉県南房総市白浜町根本・しらはまちようねもと

　　２９４-０８１５・千葉県南房総市千代・せんだい

　　２９９-２２２３・千葉県南房総市高崎・たかさき

　　２９９-２２２５・千葉県南房総市竹内・たけのうち

　　２９５-０００６・千葉県南房総市千倉町宇田・ちくらちよううだ

　　２９５-００２６・千葉県南房総市千倉町大川・ちくらちようおおかわ



　　２９５-００１３・千葉県南房総市千倉町大貫・ちくらちようおおぬき

　　２９５-０００２・千葉県南房総市千倉町川合・ちくらちようかわい

　　２９５-００２３・千葉県南房総市千倉町川口・ちくらちようかわぐち

　　２９５-００１４・千葉県南房総市千倉町川戸・ちくらちようかわと

　　２９５-００１１・千葉県南房総市千倉町北朝夷・ちくらちようきたあさい

　　２９５-０００１・千葉県南房総市千倉町久保・ちくらちようくほﾞ

　　２９５-００２２・千葉県南房総市千倉町忽戸・ちくらちようこつと

　　２９５-０００３・千葉県南房総市千倉町白子・ちくらちようしらこ

　　２９５-００２７・千葉県南房総市千倉町白間津・ちくらちようしらまつﾞ

　　２９５-０００４・千葉県南房総市千倉町瀬戸・ちくらちようせと

　　２９５-００２５・千葉県南房総市千倉町千田・ちくらちようせんだ

　　２９５-００２４・千葉県南房総市千倉町平磯・ちくらちようひらいそ

　　２９５-００２１・千葉県南房総市千倉町平舘・ちくらちようへだて

　　２９５-０００５・千葉県南房総市千倉町牧田・ちくらちようまきだ

　　２９５-００１２・千葉県南房総市千倉町南朝夷・ちくらちようみなみあさい

　　２９９-２４１６・千葉県南房総市富浦町青木・とみうらちようあおき

　　２９９-２４１１・千葉県南房総市富浦町居倉・とみうらちよういぐら

　　２９９-２４１２・千葉県南房総市富浦町大津・とみうらちようおおつ

　　２９９-２４０４・千葉県南房総市富浦町多田良・とみうらちようただら

　　２９９-２４１８・千葉県南房総市富浦町手取・とみうらちようてどり

　　２９９-２４０２・千葉県南房総市富浦町豊岡・とみうらちようとよおか

　　２９９-２４０１・千葉県南房総市富浦町南無谷・とみうらちようなむや

　　２９９-２４１７・千葉県南房総市富浦町丹生・とみうらちようにゆう

　　２９９-２４０３・千葉県南房総市富浦町原岡・とみうらちようはらおか

　　２９９-２４１５・千葉県南房総市富浦町深名・とみうらちようふかな

　　２９９-２４１４・千葉県南房総市富浦町福澤・とみうらちようふくざわ

　　２９９-２４１３・千葉県南房総市富浦町宮本・とみうらちようみやもと

　　２９４-０８１１・千葉県南房総市中・なか

　　２９９-２５１４・千葉県南房総市西原・にしはﾞら

　　２９９-２２１４・千葉県南房総市二部・にぶ

　　２９９-２２０２・千葉県南房総市平塚・ひらつか

　　２９４-０８２３・千葉県南房総市府中・ふちゆう

　　２９９-２５１３・千葉県南房総市古川・ふるかわ

　　２９９-２２０６・千葉県南房総市平久里下・へぐりしも

　　２９９-２２０４・千葉県南房総市平久里中・へぐりなか

　　２９９-２５１６・千葉県南房総市前田・まえだ

　　２９４-０８０１・千葉県南房総市増間・ますま

　　２９９-２５１７・千葉県南房総市丸本郷・まるほんごう

　　２９９-２５０８・千葉県南房総市丸山平塚・まるやまひらつか

　　２９９-２５０６・千葉県南房総市御子神・みこがみ

　　２９４-０８２６・千葉県南房総市三坂・みさか

　　２９４-０８０３・千葉県南房総市御庄・みしよう

　　２９９-２５２３・千葉県南房総市峰・みね

　　２９９-２５０５・千葉県南房総市宮下・みやした

　　２９９-２２２２・千葉県南房総市宮谷・みやのやつ

　　２９４-０８２２・千葉県南房総市本織・もとおり

　　２９４-０８１６・千葉県南房総市山下・やました

　　２９９-２２０３・千葉県南房総市山田・やまだ

　　２９４-０８０２・千葉県南房総市山名・やまな

　　２９４-０８１３・千葉県南房総市谷向・やむかい

　　２９９-２２１３・千葉県南房総市吉沢・よしざわ

　　２９９-２７２８・千葉県南房総市和田町石堂・わだちよういしどう

　　２９９-２７２６・千葉県南房総市和田町小川・わだちようおがわ

　　２９９-２７１２・千葉県南房総市和田町海発・わだちようかいほつ

　　２９９-２７２７・千葉県南房総市和田町上三原・わだちようかみみはら

　　２９９-２７２５・千葉県南房総市和田町黒岩・わだちようくろいわ

　　２９９-２７２１・千葉県南房総市和田町五十蔵・わだちようごじゆうくら

　　２９９-２７２４・千葉県南房総市和田町小向・わだちようこむかい

　　２９９-２７０２・千葉県南房総市和田町柴・わだちようしはﾞ

　　２９９-２７１５・千葉県南房総市和田町下三原・わだちようしもみはら

　　２９９-２７１１・千葉県南房総市和田町白渚・わだちようしらすか

　　２９９-２７２２・千葉県南房総市和田町磑森・わだちようするすもり

　　２９９-２７１６・千葉県南房総市和田町中三原・わだちようなかみはら

　　２９９-２７０３・千葉県南房総市和田町仁我浦・わだちようにがうら

　　２９９-２７１４・千葉県南房総市和田町沼・わだちようぬま

　　２９９-２７０１・千葉県南房総市和田町花園・わだちようはなその

　　２９９-２７２３・千葉県南房総市和田町布野・わだちようふの

　　２９９-２７１３・千葉県南房総市和田町松田・わだちようまつだ

　　２９９-２７０５・千葉県南房総市和田町真浦・わだちようもうら

　　２９９-２７０４・千葉県南房総市和田町和田・わだちようわだ



　　２８９-２１００・千葉県匝瑳市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-２１７８・千葉県匝瑳市安久山・あぐやま

　　２８９-２１４７・千葉県匝瑳市飯倉・いいぐら

　　２８９-２１４８・千葉県匝瑳市飯倉台・いいぐらだい

　　２８９-２１７３・千葉県匝瑳市飯高・いいだか

　　２８９-２１０６・千葉県匝瑳市飯塚・いいつﾞか

　　２８９-３１８２・千葉県匝瑳市今泉・いまいずみ

　　２８９-２１６１・千葉県匝瑳市入山崎・いりやまざき

　　２８９-２１７１・千葉県匝瑳市内山・うちやま

　　２８９-２１０４・千葉県匝瑳市生尾・おいお

　　２８９-２１５１・千葉県匝瑳市大浦・おおうら

　　２８９-２１０８・千葉県匝瑳市大寺・おおでら

　　２８９-２１７６・千葉県匝瑳市大堀・おおほり

　　２８９-２１１２・千葉県匝瑳市荻野・おぎの

　　２８９-２１７９・千葉県匝瑳市小高・おだか

　　２８９-２１４９・千葉県匝瑳市貝塚・かいつﾞか

　　２８９-２１７５・千葉県匝瑳市片子・かたこ

　　２８９-２１７７・千葉県匝瑳市金原・かなはﾞら

　　２８９-２１３３・千葉県匝瑳市蕪里・かぶざと

　　２８９-２１６７・千葉県匝瑳市亀崎・かめざき

　　２８９-３１８４・千葉県匝瑳市栢田・かやだ

　　２８９-３１８６・千葉県匝瑳市川辺・かわべ

　　２８９-２１１１・千葉県匝瑳市川向・かわむかい

　　２８９-２１６４・千葉県匝瑳市木積・きずみ

　　２８９-２１７４・千葉県匝瑳市公崎・こうざき

　　２８９-２１３５・千葉県匝瑳市高野・こうや

　　２８９-２１６６・千葉県匝瑳市新・しむら

　　２８９-２１１４・千葉県匝瑳市上谷中・じようやなか

　　２８９-２１３２・千葉県匝瑳市高・たか

　　２８９-２１６５・千葉県匝瑳市田久保・たくほﾞ

　　２８９-２１０２・千葉県匝瑳市椿・つはﾞき

　　２８９-２１３６・千葉県匝瑳市時曽根・ときぞね

　　２８９-２１５４・千葉県匝瑳市富岡・とみおか

　　２８９-２１５６・千葉県匝瑳市長岡・ながおか

　　２８９-２１５３・千葉県匝瑳市中台・なかだい

　　２８９-２１２３・千葉県匝瑳市長谷・ながや

　　２８９-３１８３・千葉県匝瑳市新堀・にいほﾞり

　　２８９-２１２５・千葉県匝瑳市西小笹・にしこざさ

　　２８９-２１７２・千葉県匝瑳市城下・ねごや

　　２８９-３１８１・千葉県匝瑳市野手・ので

　　２８９-２１２４・千葉県匝瑳市登戸・のぶと

　　２８９-２１０１・千葉県匝瑳市春海・はるみ

　　２８９-２１２１・千葉県匝瑳市東小笹・ひがしこざさ

　　２８９-２１１５・千葉県匝瑳市東谷・ひがしや

　　２８９-２１６８・千葉県匝瑳市久方・ひさかた

　　２８９-２１１３・千葉県匝瑳市平木・ひらぎ

　　２８９-３１８５・千葉県匝瑳市堀川・ほりかわ

　　２８９-２１５７・千葉県匝瑳市堀之内・ほりのうち

　　２８９-２１５２・千葉県匝瑳市松山・まつやま

　　２８９-２１３１・千葉県匝瑳市みどり平・みどりだいら

　　２８９-２１６３・千葉県匝瑳市南神崎・みなみかんざき

　　２８９-２１６２・千葉県匝瑳市南山崎・みなみやまざき

　　２８９-２１０３・千葉県匝瑳市宮本・みやもと

　　２８９-２１５５・千葉県匝瑳市八辺・やつへﾟ

　　２８９-２１０５・千葉県匝瑳市山桑・やまくわ

　　２８９-２１４４・千葉県匝瑳市八日市場イ・ようかいちはﾞい

　　２８９-２１４２・千葉県匝瑳市八日市場ニ・ようかいちはﾞに

　　２８９-２１４１・千葉県匝瑳市八日市場ハ・ようかいちはﾞは

　　２８９-２１４６・千葉県匝瑳市八日市場ホ・ようかいちはﾞほ

　　２８９-２１４３・千葉県匝瑳市八日市場ロ・ようかいちはﾞろ

　　２８９-２１３４・千葉県匝瑳市横須賀・よこすか

　　２８９-２１２２・千葉県匝瑳市吉崎・よしざき

　　２８９-２１６９・千葉県匝瑳市吉田・よしだ

　　２８９-２１０７・千葉県匝瑳市米持・よねもち

　　２８９-２１４５・千葉県匝瑳市若潮町・わかしおちよう

　　２８７-００００・千葉県香取市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-０３２１・千葉県香取市阿玉川・あたまがわ

　　２８９-０３２６・千葉県香取市阿玉台・あたまだい

　　２８９-０３４６・千葉県香取市油田・あぶらた

　　２８７-０１０６・千葉県香取市荒北・あらきた



　　２８７-００５６・千葉県香取市飯島・いいじま

　　２８９-０３２４・千葉県香取市和泉・いずみ

　　２８７-０８０３・千葉県香取市磯山・いそやま

　　２８９-０３０１・千葉県香取市一ノ分目・いちのわけめ

　　２８７-００２３・千葉県香取市伊地山・いちやま

　　２８７-０８０４・千葉県香取市市和田・いちわだ

　　２８９-０３３３・千葉県香取市入会地・いりあいち

　　２８７-０００４・千葉県香取市岩ケ崎台・いわがさきだい

　　２８７-０１０２・千葉県香取市岩部・いわべ

　　２８９-０３４９・千葉県香取市内野・うちの

　　２８７-０８０１・千葉県香取市扇島・おうぎしま

　　２８７-００１３・千葉県香取市大倉・おおくら

　　２８７-００１２・千葉県香取市大倉丁子・おおくらようろご

　　２８７-００３５・千葉県香取市大崎・おおさき

　　２８７-０８１１・千葉県香取市大島・おおしま

　　２８７-００４３・千葉県香取市大戸・おおと

　　２８９-０４２５・千葉県香取市大角・おおとがり

　　２８７-００５４・千葉県香取市大戸川・おおとがわ

　　２８７-００５３・千葉県香取市大戸新田・おおとしんでん

　　２８７-００２６・千葉県香取市大根・おおね

　　２８９-０３２３・千葉県香取市岡飯田・おかいいだ

　　２８９-０４２３・千葉県香取市小川・おがわ

　　２８９-０４０２・千葉県香取市小見・おみ

　　２８９-０３１３・千葉県香取市小見川・おみがわ

　　２８９-０３４８・千葉県香取市織幡・おりはた

　　２８９-０３２５・千葉県香取市貝塚・かいつﾞか

　　２８７-００４４・千葉県香取市片野・かたの

　　２８７-０８０２・千葉県香取市加藤洲・かどうず

　　２８７-００１７・千葉県香取市香取・かとり

　　２８７-００３２・千葉県香取市釜塚・かまつﾞか

　　２８７-００４６・千葉県香取市上小川・かみおがわ

　　２８９-０３０６・千葉県香取市上小堀・かみこほﾞり

　　２８７-００２７・千葉県香取市返田・かやだ

　　２８７-０１０４・千葉県香取市苅毛・かりけ

　　２８９-０３３４・千葉県香取市川頭・かわがしら

　　２８９-０４０３・千葉県香取市川上・かわかみ

　　２８７-００６７・千葉県香取市川尻・かわじり

　　２８７-００３６・千葉県香取市観音・かんのう

　　２８９-０４０８・千葉県香取市神生・かんのう

　　２８７-０００２・千葉県香取市北・きた

　　２８９-０３３５・千葉県香取市北原地新田・きたはらちしんでん

　　２８９-０３３７・千葉県香取市木内・きのうち

　　２８９-０３０８・虫幡上小堀入会地大平・むしはたかみこほﾞりいりあいちおおだいら

　　２８９-０４２２・千葉県香取市桐谷・きりざく

　　２８９-０３２７・千葉県香取市久保・くほﾞ

　　２８７-００２２・千葉県香取市九美上・くみあげ

　　２８７-０８２３・千葉県香取市笄島・こうがいじま

　　２８７-０８０５・千葉県香取市公官洲・こうかんず

　　２８９-０４０４・千葉県香取市高野・こうや

　　２８７-０８２６・千葉県香取市石納・こくのう

　　２８９-０３２８・千葉県香取市五郷内・ごごうち

　　２８９-０４０１・千葉県香取市米野井・こめのい

　　２８７-０８１３・千葉県香取市境島・さかいじま

　　２８７-０１０５・千葉県香取市沢・さわ

　　２８７-０００３・千葉県香取市佐原イ・さわらい

　　２８７-０８２２・千葉県香取市佐原ニ・さわらに

　　２８７-０８１６・千葉県香取市佐原ハ・さわらは

　　２８７-０００５・千葉県香取市佐原ホ・さわらほ

　　２８７-０００１・千葉県香取市佐原ロ・さわらろ

　　２８９-０３０２・千葉県香取市三ノ分目・さんのわけめ

　　２８９-０４１３・千葉県香取市志高・しだか

　　２８７-０００６・千葉県香取市篠原イ・しのはらい

　　２８７-０８２１・千葉県香取市篠原ロ・しのはらろ

　　２８９-０３２２・千葉県香取市下飯田・しもいいだ

　　２８９-０３３８・千葉県香取市下小川・しもおがわ

　　２８７-００２１・千葉県香取市下小野・しもおの

　　２８９-０３０４・千葉県香取市下小堀・しもこほﾞり

　　２８７-００５５・千葉県香取市昭和町・しようわまち

　　２８９-０３４４・千葉県香取市白井・しらい

　　２８９-０３３６・千葉県香取市新々田・しんしんでん



　　２８７-０１０７・千葉県香取市助沢・すけざわ

　　２８７-００４５・千葉県香取市関・せき

　　２８７-０１０１・千葉県香取市高萩・たかはぎ

　　２８９-０４０５・千葉県香取市竹之内・たけのうち

　　２８７-００１４・千葉県香取市多田・ただ

　　２８９-０４０６・千葉県香取市田部・たべ

　　２８７-００４１・千葉県香取市玉造・たまつくり

　　２８７-０８０６・千葉県香取市附洲新田・つきすしんでん

　　２８７-００１１・千葉県香取市津宮・つのみや

　　２８７-００６２・千葉県香取市寺内・てらうち

　　２８７-００４７・千葉県香取市鴇崎・ときざき

　　２８７-００３８・千葉県香取市鳥羽・とつはﾟ

　　２８９-０３０３・千葉県香取市富田・とみた

　　２８９-０４１４・千葉県香取市長岡・ながおか

　　２８７-０８２４・千葉県香取市長島・ながしま

　　２８７-０８１４・千葉県香取市中洲・なかず

　　２８７-００３４・千葉県香取市長山・ながやま

　　２８７-００１６・千葉県香取市新市場・にいちはﾞ

　　２８７-００５１・千葉県香取市新寺・にいでら

　　２８７-００６３・千葉県香取市西坂・にしざか

　　２８７-０１０３・千葉県香取市西田部・にしたべ

　　２８７-００６５・千葉県香取市西部田・にしべた

　　２８７-００４８・千葉県香取市西和田・にしわだ

　　２８９-０４２４・千葉県香取市新里・につさと

　　２８７-００３１・千葉県香取市新部・につへﾟ

　　２８９-０４０７・千葉県香取市仁良・にら

　　２８９-０３１４・千葉県香取市野田・のだ

　　２８７-０８２５・千葉県香取市野間谷原・のまやわら

　　２８９-０３４７・千葉県香取市旗鉾・はたほこ

　　２８９-０３４５・千葉県香取市八本・はちほん

　　２８９-０４２１・千葉県香取市鳩山・はとやま

　　２８９-０３３１・千葉県香取市羽根川・はねがわ

　　２８７-００２４・千葉県香取市福田・ふくだ

　　２８９-０３２９・千葉県香取市布野・ふの

　　２８９-０４１１・千葉県香取市府馬・ふま

　　２８９-０４１２・千葉県香取市古内・ふるうち

　　２８７-００６６・千葉県香取市堀之内・ほりのうち

　　２８９-０３１２・千葉県香取市本郷・ほんごう

　　２８７-００３３・千葉県香取市牧野・まきの

　　２８９-０３０７・千葉県香取市増田・ました

　　２８７-０８１２・千葉県香取市三島・みしま

　　２８７-００６４・千葉県香取市みずほ台・みずほだい

　　２８９-０３３２・千葉県香取市南原地新田・みなみはらちしんでん

　　２８９-０３４１・千葉県香取市虫幡・むしはた

　　２８７-００２５・千葉県香取市本矢作・もとやはぎ

　　２８７-００５２・千葉県香取市森戸・もりど

　　２８７-０８１５・千葉県香取市八筋川・やすじかわ

　　２８７-００６１・千葉県香取市谷中・やなか

　　２８９-０３４３・千葉県香取市山川・やまがわ

　　２８９-０４２６・千葉県香取市山倉・やまくら

　　２８７-００４２・千葉県香取市山之辺・やまのべ

　　２８９-０３１１・千葉県香取市八日市場・ようかいちはﾞ

　　２８７-００１８・千葉県香取市丁子・ようろご

　　２８７-００３７・千葉県香取市与倉・よくら

　　２８７-００１５・千葉県香取市吉原・よしわら

　　２８９-０３４２・千葉県香取市竜谷・りゆうざく

　　２８９-０３０５・千葉県香取市分郷・わかれごう

　　２８９-１３００・千葉県山武市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-１２０３・千葉県山武市麻生新田・あそうしんでん

　　２８９-１２１３・千葉県山武市雨坪・あめつほﾞ

　　２８９-１２０１・千葉県山武市板川・いたがわ

　　２８９-１３３５・千葉県山武市板附・いたつき

　　２８９-１２２２・千葉県山武市板中新田・いたなかしんでん

　　２８９-１３３３・千葉県山武市市場・いちはﾞ

　　２８９-１３０４・千葉県山武市井之内・いのうち

　　２８９-１２１６・千葉県山武市植草・うえくさ

　　２８９-１２１１・千葉県山武市大木・おおぎ

　　２８９-１２２５・千葉県山武市沖渡・おきわたじ

　　２８９-１３３２・千葉県山武市親田・おやだ

　　２８９-１３１３・千葉県山武市上横地・かみよこじ



　　２８９-１３３１・千葉県山武市川崎・かわさき

　　２８９-１３０１・千葉県山武市木戸・きど

　　２８９-１２１２・千葉県山武市木原・きはﾞら

　　２８９-１３１５・千葉県山武市草深・くさぶか

　　２８９-１３１７・千葉県山武市小泉・こいずみ

　　２８９-１３１６・千葉県山武市五木田・ごきた

　　２８９-１３０２・千葉県山武市小松・こまつ

　　２８９-１２２１・千葉県山武市実門・さねかど

　　２８９-１２０５・千葉県山武市椎崎・しいざき

　　２８９-１３１２・千葉県山武市柴原・しはﾞはら

　　２８９-１３２５・千葉県山武市島・しま

　　２８９-１３４２・千葉県山武市嶋戸・しまど

　　２８９-１２１７・千葉県山武市下布田・しもふだ

　　２８９-１３１４・千葉県山武市下横地・しもよこちﾞ

　　２８９-１３０６・千葉県山武市白幡・しらはた

　　２８９-１３４３・千葉県山武市真行寺・しんぎようじ

　　２８９-１３４５・千葉県山武市津辺・つべ

　　２８９-１３１８・千葉県山武市寺崎・てらざき

　　２８９-１２０４・千葉県山武市戸田・とだ

　　２８９-１３２４・千葉県山武市殿台・とのだい

　　２８９-１３２３・千葉県山武市富口・とみぐち

　　２８９-１３２１・千葉県山武市富田・とみだ

　　２８９-１３２２・千葉県山武市富田幸谷・とみだごうや

　　２８９-１２０２・千葉県山武市中津田・なかつた

　　２８９-１３２６・千葉県山武市成東・なるとう

　　２８９-１３４４・千葉県山武市新泉・にいのみ

　　２８９-１３４１・千葉県山武市野堀・のほﾞり

　　２８９-１８０１・千葉県山武市蓮沼イ・はすぬまい

　　２８９-１８０５・千葉県山武市蓮沼ニ・はすぬまに

　　２８９-１８０６・千葉県山武市蓮沼ハ・はすぬまは

　　２８９-１８０４・千葉県山武市蓮沼平・はすぬまひら

　　２８９-１８０３・千葉県山武市蓮沼ホ・はすぬまほ

　　２８９-１８０２・千葉県山武市蓮沼ロ・はすぬまろ

　　２８９-１２２３・千葉県山武市埴谷・はにや

　　２８９-１３１１・千葉県山武市早船・はやふね

　　２８９-１３２７・千葉県山武市姫島・ひめしま

　　２８９-１２０６・千葉県山武市日向台・ひゆうがだい

　　２８９-１５２４・千葉県山武市松尾町祝田・まつおまちいわいた

　　２８９-１５２７・千葉県山武市松尾町大堤・まつおまちおおつつみ

　　２８９-１５０７・千葉県山武市松尾町小川・まつおまちおがわ

　　２８９-１５３５・千葉県山武市松尾町折戸・まつおまちおりと

　　２８９-１５３７・千葉県山武市松尾町借毛本郷・まつおまちかしけほんごう

　　２８９-１５１１・千葉県山武市松尾町蕪木・まつおまちかぶらき

　　２８９-１５０６・千葉県山武市松尾町上大蔵・まつおまちかみおおくら

　　２８９-１５０５・千葉県山武市松尾町金尾・まつおまちかんのお

　　２８９-１５３１・千葉県山武市松尾町木刀・まつおまちきがたな

　　２８９-１５２３・千葉県山武市松尾町五反田・まつおまちごたんだ

　　２８９-１５０４・千葉県山武市松尾町古和・まつおまちこわ

　　２８９-１５１３・千葉県山武市松尾町猿尾・まつおまちさるお

　　２８９-１５１７・千葉県山武市松尾町下大蔵・まつおまちしもおおくら

　　２８９-１５３４・千葉県山武市松尾町下野・まつおまちしもの

　　２８９-１５３６・千葉県山武市松尾町下之郷・まつおまちしものごう

　　２８９-１５２２・千葉県山武市松尾町高富・まつおまちたかとみ

　　２８９-１５３２・千葉県山武市松尾町武野里・まつおまちたけのさと

　　２８９-１５１６・千葉県山武市松尾町田越・まつおまちたこえ

　　２８９-１５１２・千葉県山武市松尾町八田・まつおまちはつた

　　２８９-１５０２・千葉県山武市松尾町引越・まつおまちひつこじ

　　２８９-１５３３・千葉県山武市松尾町広根・まつおまちひろね

　　２８９-１５１５・千葉県山武市松尾町富士見台・まつおまちふじみだい

　　２８９-１５１４・千葉県山武市松尾町松尾・まつおまちまつお

　　２８９-１５２６・千葉県山武市松尾町水深・まつおまちみずふか

　　２８９-１５２１・千葉県山武市松尾町本柏・まつおまちもとがしわ

　　２８９-１５２５・千葉県山武市松尾町本水深・まつおまちもとみずふか

　　２８９-１５０３・千葉県山武市松尾町谷津・まつおまちやつ

　　２８９-１５０１・千葉県山武市松尾町山室・まつおまちやまむろ

　　２８９-１３０３・千葉県山武市松ヶ谷・まつがや

　　２８９-１２２４・千葉県山武市美杉野・みすぎの

　　２８９-１２１８・千葉県山武市武勝・むしよう

　　２８９-１３０５・千葉県山武市本須賀・もとすか

　　２８９-１２１４・千葉県山武市森・もり



　　２８９-１２１５・千葉県山武市矢部・やべ

　　２８９-１３２８・千葉県山武市湯坂・ゆさか

　　２８９-１２２６・千葉県山武市横田・よこた

　　２８９-１３３４・千葉県山武市和田・わだ

　　２９８-００００・千葉県いすみ市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９８-０１２６・千葉県いすみ市今関・いまぜき

　　２９８-００１１・千葉県いすみ市岩船・いわふね

　　２９８-００１３・千葉県いすみ市小池・おいけ

　　２９８-０１１３・千葉県いすみ市大野・おおの

　　２９８-０００４・千葉県いすみ市大原・おおはら

　　２９８-００１４・千葉県いすみ市大原台・おおはらだい

　　２９８-０００６・千葉県いすみ市大原最上台・おおはらもがみだい

　　２９８-００２９・千葉県いすみ市大和田・おおわだ

　　２９８-０１３１・千葉県いすみ市荻原・おぎわら

　　２９８-００１２・千葉県いすみ市小沢・おざわ

　　２９８-０１０２・千葉県いすみ市小高・おだか

　　２９８-０１１５・千葉県いすみ市柿和田・かきわだ

　　２９８-０１０３・千葉県いすみ市神置・かみおき

　　２９８-００１８・千葉県いすみ市上布施・かみぶせ

　　２９８-０１２３・千葉県いすみ市苅谷・かりや

　　２９８-０１１２・千葉県いすみ市国府台・こうのだい

　　２９８-０１０１・千葉県いすみ市小又井・こまたい

　　２９８-０１３５・千葉県いすみ市作田・さくだ

　　２９８-０１１４・千葉県いすみ市札森・さつもり

　　２９８-００２２・千葉県いすみ市佐室・さむろ

　　２９８-００２３・千葉県いすみ市沢部・さわべ

　　２９８-０１２１・千葉県いすみ市島・しま

　　２９８-００２７・千葉県いすみ市下原・しもはら

　　２９８-００１７・千葉県いすみ市下布施・しもぶせ

　　２９８-００１５・千葉県いすみ市釈迦谷・しやかやつ

　　２９８-０１１６・千葉県いすみ市正立寺・しようりゆうじ

　　２９８-０１０６・千葉県いすみ市須賀谷・すがや

　　２９８-００２１・千葉県いすみ市高谷・たかだに

　　２９８-００２４・千葉県いすみ市長志・ながじ

　　２９８-０１３４・千葉県いすみ市行川・なめがわ

　　２９８-０００５・千葉県いすみ市新田・につた

　　２９８-００２６・千葉県いすみ市新田野・につたの

　　２９８-００１６・千葉県いすみ市新田若山深堀入会地・わかやまふかほりいりあいち

　　２９８-０１０５・千葉県いすみ市能実・のうじつ

　　２９８-０００２・千葉県いすみ市日在・ひあり

　　２９８-０１３３・千葉県いすみ市引田・ひきだ

　　２９８-０００３・千葉県いすみ市深堀・ふかほり

　　２９８-０１２５・千葉県いすみ市深谷・ふかや

　　２９８-００２８・千葉県いすみ市細尾・ほそお

　　２９８-０１１７・千葉県いすみ市増田・ますだ

　　２９８-０１０４・千葉県いすみ市松丸・まつまる

　　２９８-０１１１・千葉県いすみ市万木・まんぎ

　　２９９-４６１５・千葉県いすみ市岬町井沢・みさきちよういざわ

　　２９９-４６１１・千葉県いすみ市岬町和泉（４４００番以上）・みさきちよういずみ

　　２９９-４５０３・千葉県いすみ市岬町和泉（その他）・みさきちよういずみ(そのた)

　　２９９-４５０６・千葉県いすみ市岬町市野々・みさきちよういちのの

　　２９９-４５０５・千葉県いすみ市岬町岩熊・みさきちよういわくま

　　２９９-４５０８・千葉県いすみ市岬町榎沢・みさきちようえのきさわ

　　２９９-４６１２・千葉県いすみ市岬町江場土・みさきちようえはﾞど

　　２９９-４６２２・千葉県いすみ市岬町押日・みさきちようおしび

　　２９９-４６２４・千葉県いすみ市岬町鴨根・みさきちようかもね

　　２９９-４６２５・千葉県いすみ市岬町嘉谷・みさきちようかや

　　２９９-４５０４・千葉県いすみ市岬町桑田・みさきちようくわだ

　　２９９-４５０１・千葉県いすみ市岬町椎木・みさきちようしいぎ

　　２９９-４６１６・千葉県いすみ市岬町長者・みさきちようちようじや

　　２９９-４６２３・千葉県いすみ市岬町中滝・みさきちようなかだき

　　２９９-４５０２・千葉県いすみ市岬町中原・みさきちようなかはら

　　２９９-４６１４・千葉県いすみ市岬町東小高・みさきちようひがしおだか

　　２９９-４６２１・千葉県いすみ市岬町東中滝・みさきちようひがしなかたき

　　２９９-４６１３・千葉県いすみ市岬町三門・みさきちようみかど

　　２９９-４５０７・千葉県いすみ市岬町谷上・みさきちようやがみ

　　２９８-０１３２・千葉県いすみ市八乙女・やおとめ

　　２９８-０１２４・千葉県いすみ市弥正・やまさ

　　２９８-００２５・千葉県いすみ市山田・やまだ

　　２９８-０１２２・千葉県いすみ市楽町・らくまち



　　２９８-０００１・千葉県いすみ市若山・わかやま

　　２９９-３２００・千葉県大網白里市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-３２４５・千葉県大網白里市池田・いけだ

　　２９９-３２４９・千葉県大網白里市砂田・いさごだ

　　２９９-３２６８・千葉県大網白里市上谷新田・うわやしんでん

　　２９９-３２５１・千葉県大網白里市大網・おおあみ

　　２９９-３２４３・千葉県大網白里市大竹・おおだけ

　　２９９-３２６４・千葉県大網白里市柿餅・かきもち

　　２９９-３２６２・千葉県大網白里市桂山・かつらやま

　　２９９-３２４２・千葉県大網白里市金谷郷・かなやごう

　　２９９-３２６５・千葉県大網白里市上貝塚・かみかいつﾞか

　　２９９-３２４８・千葉県大網白里市萱野・かやの

　　２９９-３２４７・千葉県大網白里市神房・かんほﾞう

　　２９９-３２１７・千葉県大網白里市木崎・きさき

　　２９９-３２１８・千葉県大網白里市北飯塚・きたいいつﾞか

　　２９９-３２０１・千葉県大網白里市北今泉・きたいまいずみ

　　２９９-３２６６・千葉県大網白里市北横川・きたよこかわ

　　２９９-３２１６・千葉県大網白里市北吉田・きたよしだ

　　２９９-３２４１・千葉県大網白里市季美の森南・きみのもりみなみ

　　２９９-３２３１・千葉県大網白里市経田・きようでん

　　２９９-３２６１・千葉県大網白里市九十根・くじゆうね

　　２９９-３２４６・千葉県大網白里市小中・こなか

　　２９９-３２５３・千葉県大網白里市小西・こにじ

　　２９９-３２３５・千葉県大網白里市駒込・こまごめ

　　２９９-３２１４・千葉県大網白里市下ヶ傍示・さげほうじ

　　２９９-３２０３・千葉県大網白里市四天木・してんぎ

　　２９９-３２１２・千葉県大網白里市清水・しみず

　　２９９-３２６７・千葉県大網白里市清名幸谷・せいなごうや

　　２９９-３２２１・千葉県大網白里市富田・とみだ

　　２９９-３２１５・千葉県大網白里市長国・ながくに

　　２９９-３２３３・千葉県大網白里市永田・ながた

　　２９９-３２３２・千葉県大網白里市ながた野・ながたの

　　２９９-３２１３・千葉県大網白里市二之袋・にのふくろ

　　２９９-３２２２・千葉県大網白里市星谷・ほしや

　　２９９-３２１１・千葉県大網白里市細草・ほそくさ

　　２９９-３２３７・千葉県大網白里市仏島・ほとけしま

　　２９９-３２３４・千葉県大網白里市みずほ台・みずほだい

　　２９９-３２５５・千葉県大網白里市みどりが丘・みどりがおか

　　２９９-３２１９・千葉県大網白里市南飯塚・みなみいいつﾞか

　　２９９-３２０２・千葉県大網白里市南今泉・みなみいまいずみ

　　２９９-３２４４・千葉県大網白里市南玉・みなみだま

　　２９９-３２２３・千葉県大網白里市南横川・みなみよこかわ

　　２９９-３２３６・千葉県大網白里市みやこ野・みやこの

　　２９９-３２５２・千葉県大網白里市餅木・もちのき

　　２９９-３２６３・千葉県大網白里市柳橋・やなぎはﾞじ

　　２９９-３２５６・千葉県大網白里市山口・やまぐち

　　２９９-３２５４・千葉県大網白里市養安寺・ようあんじ

　　２８５-０９００・千葉県印旛郡酒々井町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８５-０９１２・千葉県印旛郡酒々井町飯積・いいずみ

　　２８５-０９０２・千葉県印旛郡酒々井町伊篠・いじの

　　２８５-０９０４・千葉県印旛郡酒々井町伊篠新田・いじのしんでん

　　２８５-０９０３・千葉県印旛郡酒々井町今倉新田・いまくらしんでん

　　２８５-０９１１・千葉県印旛郡酒々井町尾上・おがみ

　　２８５-０９０６・千葉県印旛郡酒々井町柏木・かしわき

　　２８５-０９０５・千葉県印旛郡酒々井町上岩橋・かみいわはじ

　　２８５-０９２５・千葉県印旛郡酒々井町上本佐倉・かみもとさくら

　　２８５-０９２７・千葉県印旛郡酒々井町酒々井・しすい

　　２８５-０９０１・千葉県印旛郡酒々井町篠山新田・しのやましんでん

　　２８５-０９０７・千葉県印旛郡酒々井町下岩橋・しもいわはじ

　　２８５-０９２４・千葉県印旛郡酒々井町下台・しもだい

　　２８５-０９１３・千葉県印旛郡酒々井町墨・すみ

　　２８５-０９２２・千葉県印旛郡酒々井町中央台・ちゆうおうだい

　　２８５-０９２１・千葉県印旛郡酒々井町中川・なかがわ

　　２８５-０９２３・千葉県印旛郡酒々井町東酒々井・ひがししすい

　　２８５-０９２８・千葉県印旛郡酒々井町ふじき野・ふじきの

　　２８５-０９１４・千葉県印旛郡酒々井町馬橋・まはﾞじ

　　２８５-０９２６・千葉県印旛郡酒々井町本佐倉・もとさくら

　　２７０-１５００・千葉県印旛郡栄町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２７０-１５１６・千葉県印旛郡栄町安食・あじき

　　２７０-１５１５・千葉県印旛郡栄町安食台・あじきだい



　　２７０-１５１７・千葉県印旛郡栄町安食卜杭新田・あじきほﾞつくいしんでん

　　２７０-１５０４・千葉県印旛郡栄町麻生・あそう

　　２７０-１５４３・千葉県印旛郡栄町請方・うけかた

　　２７０-１５２６・千葉県印旛郡栄町大森・おおもり

　　２７０-１５０３・千葉県印旛郡栄町興津・おきつ

　　２７０-１５２７・千葉県印旛郡栄町押付・おしつけ

　　２７０-１５４５・千葉県印旛郡栄町北・きた

　　２７０-１５１１・千葉県印旛郡栄町北辺田・きたべた

　　２７０-１５１３・千葉県印旛郡栄町酒直・さかなお

　　２７０-１５１４・千葉県印旛郡栄町酒直台・さかなおだい

　　２７０-１５２５・千葉県印旛郡栄町四箇・しか

　　２７０-１５１２・千葉県印旛郡栄町須賀・すか

　　２７０-１５３１・千葉県印旛郡栄町曽根・そね

　　２７０-１５４４・千葉県印旛郡栄町中谷・なかや

　　２７０-１５２４・千葉県印旛郡栄町長門谷・ながとや

　　２７０-１５３４・千葉県印旛郡栄町西・にじ

　　２７０-１５２２・千葉県印旛郡栄町布鎌酒直・ふかまさかなお

　　２７０-１５３５・千葉県印旛郡栄町布太・ふだ

　　２７０-１５４６・千葉県印旛郡栄町生板鍋子新田・まないたなべこしんでん

　　２７０-１５３２・千葉県印旛郡栄町南・みなみ

　　２７０-１５３３・千葉県印旛郡栄町南ケ丘・みなみがおか

　　２７０-１５３６・千葉県印旛郡栄町三和・みわ

　　２７０-１５０２・千葉県印旛郡栄町矢口・やこう

　　２７０-１５０１・千葉県印旛郡栄町矢口神明・やこうしんめい

　　２７０-１５４２・千葉県印旛郡栄町四ッ谷・よつや

　　２７０-１５０６・千葉県印旛郡栄町龍角寺・りゆうかくじ

　　２７０-１５０５・千葉県印旛郡栄町竜角寺台・りゆうかくじだい

　　２７０-１５４１・千葉県印旛郡栄町龍ケ崎町歩・りゆうがさきちようぶ

　　２７０-１５２３・千葉県印旛郡栄町脇川・わきかわ

　　２７０-１５２１・千葉県印旛郡栄町和田・わだ

　　２８９-０１００・千葉県香取郡神崎町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-０２０５・千葉県香取郡神崎町今・いま

　　２８９-０２１６・千葉県香取郡神崎町植房・うえほﾞう

　　２８９-０２０３・千葉県香取郡神崎町大貫・おおぬき

　　２８９-０２１４・千葉県香取郡神崎町毛成・けなり

　　２８９-０２２６・千葉県香取郡神崎町神崎神宿・こうざきしんしゆく

　　２８９-０２２１・千葉県香取郡神崎町神崎本宿・こうざきほんしゆく

　　２８９-０２０１・千葉県香取郡神崎町高谷・こうや

　　２８９-０２０２・千葉県香取郡神崎町郡・こおり

　　２８９-０２１５・千葉県香取郡神崎町古原・こはら

　　２８９-０２２３・千葉県香取郡神崎町小松・こまつ

　　２８９-０２０４・千葉県香取郡神崎町四季の丘・しきのおか

　　２８９-０２２５・千葉県香取郡神崎町十三間戸・じゆうさんまど

　　２８９-０２１３・千葉県香取郡神崎町新・しん

　　２８９-０２１２・千葉県香取郡神崎町武田・たけだ

　　２８９-０２１１・千葉県香取郡神崎町立野・たちの

　　２８９-０２２２・千葉県香取郡神崎町並木・なみき

　　２８９-０２１７・千葉県香取郡神崎町藤の台・ふじのだい

　　２８９-０２２４・千葉県香取郡神崎町松崎・まつざき

　　２８９-２２００・千葉県香取郡多古町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-２２３１・千葉県香取郡多古町飯笹・いいざさ

　　２８９-２３０１・千葉県香取郡多古町出沼・いでぬま

　　２８９-２３１７・千葉県香取郡多古町井戸山・いどやま

　　２８９-２２４５・千葉県香取郡多古町牛尾・うしのお

　　２８９-２３０３・千葉県香取郡多古町大門・おおかど

　　２８９-２３０５・千葉県香取郡多古町大高・おおたか

　　２８９-２３２４・千葉県香取郡多古町川島・かわしま

　　２８９-２２３２・千葉県香取郡多古町喜多・きた

　　２８９-２２５１・千葉県香取郡多古町北中・きたなか

　　２８９-２３１５・千葉県香取郡多古町御所台・ごしよだい

　　２８９-２２３４・千葉県香取郡多古町五反田・ごたんだ

　　２８９-２３２２・千葉県香取郡多古町坂・さか

　　２８９-２３１２・千葉県香取郡多古町谷三倉・さくみくら

　　２８９-２２４３・千葉県香取郡多古町島・しま

　　２８９-２２４２・千葉県香取郡多古町染井・そめい

　　２８９-２３０４・千葉県香取郡多古町高津原・たかつはら

　　２８９-２２４１・千葉県香取郡多古町多古・たこ

　　２８９-２２４６・千葉県香取郡多古町千田・ちだ

　　２８９-２３１３・千葉県香取郡多古町次浦・つぎうら

　　２８９-２３１６・千葉県香取郡多古町寺作・てらさく



　　２８９-２２５４・千葉県香取郡多古町東輝・とうき

　　２８９-２３０６・千葉県香取郡多古町十余三・とよみ

　　２８９-２２５６・千葉県香取郡多古町中村新田・なかむらしんでん

　　２８９-２３１４・千葉県香取郡多古町西古内・にしふるうち

　　２８９-２２３３・千葉県香取郡多古町林・はやじ

　　２８９-２３２１・千葉県香取郡多古町東松崎・ひがしまつさき

　　２８２-００３１・千葉県香取郡多古町一鍬田（成田国際空港内）・ひとくわだ

　　２８９-２２３６・千葉県香取郡多古町一鍬田（その他）・ひとくわだ(そのた)

　　２８９-２３０２・千葉県香取郡多古町桧木・ひのき

　　２８９-２２４４・千葉県香取郡多古町船越・ふなこじ

　　２８９-２３２３・千葉県香取郡多古町方田・ほうだ

　　２８９-２２３５・千葉県香取郡多古町間倉・まぐら

　　２８９-２２４７・千葉県香取郡多古町水戸・みと

　　２８９-２２５３・千葉県香取郡多古町南借当・みなみかりあて

　　２８９-２３２５・千葉県香取郡多古町南玉造・みなみたまつくり

　　２８９-２２５７・千葉県香取郡多古町南中・みなみなか

　　２８９-２２５５・千葉県香取郡多古町南並木・みなみなみき

　　２８９-２２５２・千葉県香取郡多古町南和田・みなみわだ

　　２８９-２３１１・千葉県香取郡多古町本三倉・もとみくら

　　２８９-０６００・千葉県香取郡東庄町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-０６２７・千葉県香取郡東庄町粟野・あわの

　　２８９-０６１２・千葉県香取郡東庄町石出・いしで

　　２８９-０６１９・千葉県香取郡東庄町今郡・いまごおり

　　２８９-０６３３・千葉県香取郡東庄町大久保・おおくほﾞ

　　２８９-０６２１・千葉県香取郡東庄町大友・おおとも

　　２８９-０６１５・千葉県香取郡東庄町青馬・おおま

　　２８９-０６２２・千葉県香取郡東庄町小座・おざ

　　２８９-０６３５・千葉県香取郡東庄町神田・かんだ

　　２８９-０６３２・千葉県香取郡東庄町窪野谷・くほﾞのや

　　２８９-０６３７・千葉県香取郡東庄町小貝野・こがいの

　　２８９-０６２４・千葉県香取郡東庄町小南・こみなみ

　　２８９-０６０１・千葉県香取郡東庄町笹川い・ささがわい

　　２８９-０６０２・千葉県香取郡東庄町笹川ろ・ささがわろ

　　２８９-０６１６・千葉県香取郡東庄町高部・たかべ

　　２８９-０６３６・千葉県香取郡東庄町東和田・とうわだ

　　２８９-０６２５・千葉県香取郡東庄町夏目・なつめ

　　２８９-０６１１・千葉県香取郡東庄町新宿・にいじゆく

　　２８９-０６１７・千葉県香取郡東庄町羽計・ははﾞかり

　　２８９-０６１３・千葉県香取郡東庄町東今泉・ひがしいまいずみ

　　２８９-０６３１・千葉県香取郡東庄町平山・ひらやま

　　２８９-０６３４・千葉県香取郡東庄町舟戸・ふなど

　　２８９-０６２３・千葉県香取郡東庄町宮野台・みやのだい

　　２８９-０６１４・千葉県香取郡東庄町宮本・みやもと

　　２８９-０６２６・千葉県香取郡東庄町八重穂・やえほﾞ

　　２８９-０６１８・千葉県香取郡東庄町谷津・やつﾞ

　　２８３-０１００・千葉県山武郡九十九里町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８３-０１０５・千葉県山武郡九十九里町粟生・あお

　　２８３-０１０７・千葉県山武郡九十九里町荒生・あらおい

　　２８３-０１０４・千葉県山武郡九十九里町片貝・かたかい

　　２８３-０１０２・千葉県山武郡九十九里町小関・こせき

　　２８３-０１０１・千葉県山武郡九十九里町作田・さくだ

　　２８３-０１１７・千葉県山武郡九十九里町下貝塚・しもかいつﾞか

　　２８３-０１０６・千葉県山武郡九十九里町宿・しゆく

　　２８３-０１０３・千葉県山武郡九十九里町田中荒生・たなかあらおい

　　２８３-０１１６・千葉県山武郡九十九里町西野・にしの

　　２８３-０１１２・千葉県山武郡九十九里町藤下・ふじした

　　２８３-０１１３・千葉県山武郡九十九里町不動堂・ふどうどう

　　２８３-０１１１・千葉県山武郡九十九里町細屋敷・ほそやしき

　　２８３-０１１４・千葉県山武郡九十九里町真亀・まがめ

　　２８３-０１１５・千葉県山武郡九十九里町真亀新田・まがめしんでん

　　２８９-１６００・千葉県山武郡芝山町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-１６０７・千葉県山武郡芝山町朝倉・あさくら

　　２８９-１６０４・千葉県山武郡芝山町飯櫃・いびつ

　　２８２-００３５・千葉県山武郡芝山町岩山（成田国際空港内）・いわやま

　　２８９-１６０８・千葉県山武郡芝山町岩山（その他）・いわやま(そのた)

　　２８２-００３４・千葉県山武郡芝山町大里（成田国際空港内）・おおさと

　　２８９-１６０３・千葉県山武郡芝山町大里（その他）・おおさと(そのた)

　　２８９-１６０５・千葉県山武郡芝山町大台・おおだい

　　２８９-１６１１・千葉県山武郡芝山町小原子・おはﾞらく

　　２８９-１６１２・千葉県山武郡芝山町上吹入・かみふきいれ



　　２８２-００３２・千葉県山武郡芝山町香山新田（成田国際空港内）・かやましんでん

　　２８９-１６０１・千葉県山武郡芝山町香山新田（その他）・かやましんでん(そのた)

　　２８９-１６２４・千葉県山武郡芝山町小池・こいけ

　　２８９-１６１５・千葉県山武郡芝山町境・さかい

　　２８９-１６１９・千葉県山武郡芝山町芝山・しはﾞやま

　　２８９-１６１３・千葉県山武郡芝山町下吹入・しもふきいれ

　　２８９-１６２３・千葉県山武郡芝山町高田・たかだ

　　２８９-１６１６・千葉県山武郡芝山町高谷・たかや

　　２８９-１６１７・千葉県山武郡芝山町殿部田・とのべた

　　２８９-１６２５・千葉県山武郡芝山町新井田・にいだ

　　２８９-１６２６・千葉県山武郡芝山町新井田新田・にいだしんでん

　　２８２-００３３・千葉県山武郡芝山町菱田（成田国際空港内）・ひしだ

　　２８９-１６０２・千葉県山武郡芝山町菱田（その他）・ひしだ(そのた)

　　２８９-１６２２・千葉県山武郡芝山町宝馬・ほうま

　　２８９-１６２１・千葉県山武郡芝山町牧野・まきの

　　２８９-１６１４・千葉県山武郡芝山町宮崎・みやざき

　　２８９-１６０６・千葉県山武郡芝山町山田・やまだ

　　２８９-１６１８・千葉県山武郡芝山町山中・やまなか

　　２８９-１７００・千葉県山武郡横芝光町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２８９-１７０７・千葉県山武郡横芝光町新井・あらい

　　２８９-１７０６・千葉県山武郡横芝光町市野原・いちのはら

　　２８９-１７４２・千葉県山武郡横芝光町牛熊・うしくま

　　２８９-１７５２・千葉県山武郡横芝光町姥山・うはﾞやま

　　２８９-１７１１・千葉県山武郡横芝光町小川台・おがわだい

　　２８９-１７４８・千葉県山武郡横芝光町於幾・おき

　　２８９-１７２５・千葉県山武郡横芝光町尾垂・おだれ

　　２８９-１７４５・千葉県山武郡横芝光町小堤・おんつﾞみ

　　２８９-１７２３・千葉県山武郡横芝光町上原・かんはﾞら

　　２８９-１７３４・千葉県山武郡横芝光町北清水・きたしみず

　　２８９-１７２６・千葉県山武郡横芝光町木戸・きど

　　２８９-１７４４・千葉県山武郡横芝光町木戸台・きどだい

　　２８９-１７３３・千葉県山武郡横芝光町栗山・くりやま

　　２８９-１７３１・千葉県山武郡横芝光町古川・こかわ

　　２８９-１７１３・千葉県山武郡横芝光町小田部・こたべ

　　２８９-１７５４・千葉県山武郡横芝光町坂田・さかた

　　２８９-１７５５・千葉県山武郡横芝光町坂田池・さかたいけ

　　２８９-１７０１・千葉県山武郡横芝光町篠本・ささもと

　　２８９-１７０８・千葉県山武郡横芝光町篠本根切・ささもとねぎり

　　２８９-１７１５・千葉県山武郡横芝光町芝崎・しはﾞさき

　　２８９-１７１６・千葉県山武郡横芝光町芝崎南・しはﾞさきみなみ

　　２８９-１７４７・千葉県山武郡横芝光町曽根合・そねあい

　　２８９-１７１２・千葉県山武郡横芝光町台・だい

　　２８９-１７４６・千葉県山武郡横芝光町寺方・てらかた

　　２８９-１７５７・千葉県山武郡横芝光町遠山・とおやま

　　２８９-１７０４・千葉県山武郡横芝光町富下・とみした

　　２８９-１７５３・千葉県山武郡横芝光町取立・とりたて

　　２８９-１７３８・千葉県山武郡横芝光町鳥喰上・とりはみかみ

　　２８９-１７３７・千葉県山武郡横芝光町鳥喰下・とりはみしも

　　２８９-１７３９・千葉県山武郡横芝光町鳥喰新田・とりはみしんでん

　　２８９-１７５６・千葉県山武郡横芝光町長倉・ながくら

　　２８９-１７４１・千葉県山武郡横芝光町中台・なかだい

　　２８９-１７５１・千葉県山武郡横芝光町長山台・ながやまだい

　　２８９-１７３６・千葉県山武郡横芝光町新島・にいじま

　　２８９-１７１４・千葉県山武郡横芝光町母子・ははこ

　　２８９-１７２４・千葉県山武郡横芝光町原方・はらかた

　　２８９-１７０２・千葉県山武郡横芝光町二又・ふたまた

　　２８９-１７０３・千葉県山武郡横芝光町傍示戸・ほうじど

　　２８９-１７０５・千葉県山武郡横芝光町宝米・ほうめ

　　２８９-１７２７・千葉県山武郡横芝光町宮川・みやがわ

　　２８９-１７１７・千葉県山武郡横芝光町虫生・むしよう

　　２８９-１７２２・千葉県山武郡横芝光町目篠・めじの

　　２８９-１７３５・千葉県山武郡横芝光町屋形・やかた

　　２８９-１７４３・千葉県山武郡横芝光町谷台・やつだい

　　２８９-１７２１・千葉県山武郡横芝光町谷中・やなか

　　２８９-１７３２・千葉県山武郡横芝光町横芝・よこしはﾞ

　　２８９-１７４９・千葉県山武郡横芝光町両国新田・りようごくしんでん

　　２９９-４３００・千葉県長生郡一宮町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-４３１４・千葉県長生郡一宮町新地・あらち

　　２９９-４３１５・千葉県長生郡一宮町新地甲・あらちこう

　　２９９-４３１６・千葉県長生郡一宮町新地丙・あらちへい



　　２９９-４３０１・千葉県長生郡一宮町一宮・いちのみや

　　２９９-４３１３・千葉県長生郡一宮町船頭給・せんどうきゆう

　　２９９-４３０２・千葉県長生郡一宮町田町・たまち

　　２９９-４３０４・千葉県長生郡一宮町綱田・つなだ

　　２９９-４３０３・千葉県長生郡一宮町東浪見・とらみ

　　２９９-４３１１・千葉県長生郡一宮町白山・はくさん

　　２９９-４３０６・千葉県長生郡一宮町東野・ひがしの

　　２９９-４３０５・千葉県長生郡一宮町本給・ほんきゆう

　　２９９-４３１２・千葉県長生郡一宮町宮原・みやはﾞら

　　２９９-４４００・千葉県長生郡睦沢町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-４４１２・千葉県長生郡睦沢町岩井・いわい

　　２９９-４４２３・千葉県長生郡睦沢町大上・おおがみ

　　２９９-４４０５・千葉県長生郡睦沢町大谷木・おおやぎ

　　２９９-４４０３・千葉県長生郡睦沢町上市場・かみいちはﾞ

　　２９９-４４１３・千葉県長生郡睦沢町上之郷・かみのごう

　　２９９-４４０２・千葉県長生郡睦沢町川島・かわしま

　　２９９-４４１１・千葉県長生郡睦沢町河須ケ谷・かわすがや

　　２９９-４４０４・千葉県長生郡睦沢町北山田・きたやまだ

　　２９９-４４０６・千葉県長生郡睦沢町北山田寺崎新田・きたやまだてらさきしんでん

　　２９９-４４１５・千葉県長生郡睦沢町小滝・こだき

　　２９９-４４２５・千葉県長生郡睦沢町佐貫・さぬき

　　２９９-４４１４・千葉県長生郡睦沢町下之郷・しものごう

　　２９９-４４２１・千葉県長生郡睦沢町長楽寺・ちようらくじ

　　２９９-４４０１・千葉県長生郡睦沢町寺崎・てらさき

　　２９９-４４２４・千葉県長生郡睦沢町妙楽寺・みようらくじ

　　２９９-４４２２・千葉県長生郡睦沢町森・もり

　　２９９-４３００・千葉県長生郡長生村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-４３２１・千葉県長生郡長生村入山津・ いりやまつﾞ

　　２９９-４３３６・千葉県長生郡長生村岩沼・ いわぬま

　　２９９-４３４３・千葉県長生郡長生村岩沼飛地・ いわぬまとびち

　　２９９-４３２２・千葉県長生郡長生村驚・ おどろき

　　２９９-４３３２・千葉県長生郡長生村金田・ かねだ

　　２９９-４３３７・千葉県長生郡長生村北水口・ きたみよぐち

　　２９９-４３４７・千葉県長生郡長生村小泉・ こいずみ

　　２９９-４３４４・千葉県長生郡長生村曽根・ そね

　　２９９-４３４６・千葉県長生郡長生村中之郷・ なかのごう

　　２９９-４３３３・千葉県長生郡長生村七井土・ なないど

　　２９９-４３３１・千葉県長生郡長生村信友・ のぶとも

　　２９９-４３２７・千葉県長生郡長生村一松・ ひとつまつ

　　２９９-４３２８・千葉県長生郡長生村一松甲・ ひとつまつこう

　　２９９-４３２６・千葉県長生郡長生村一松乙・ ひとつまつおつ

　　２９９-４３２５・千葉県長生郡長生村一松丙・ ひとつまつへい

　　２９９-４３２４・千葉県長生郡長生村一松丁・ ひとつまつてい

　　２９９-４３２３・千葉県長生郡長生村一松戊・ ひとつまつほﾞ

　　２９９-４３４２・千葉県長生郡長生村一松飛地甲・ ひとつまつとびちこう

　　２９９-４３４５・千葉県長生郡長生村本郷・ ほんごう

　　２９９-４３４１・千葉県長生郡長生村宮成・ みやなり

　　２９９-４３３５・千葉県長生郡長生村水口・ みよぐち

　　２９９-４３３８・千葉県長生郡長生村六ツ野飛地・ むつのとびち

　　２９９-４３３４・千葉県長生郡長生村薮塚・ やぶつか

　　２９９-４２００・千葉県長生郡白子町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-４２０２・千葉県長生郡白子町牛込・うしごめ

　　２９９-４２１４・千葉県長生郡白子町驚・おどろき

　　２９９-４２１７・千葉県長生郡白子町北高根・きただかね

　　２９９-４２０６・千葉県長生郡白子町北日当・きたひなた

　　２９９-４２１１・千葉県長生郡白子町五井・ごい

　　２９９-４２１６・千葉県長生郡白子町幸治・こうじ

　　２９９-４２１８・千葉県長生郡白子町関・せき

　　２９９-４２０３・千葉県長生郡白子町剃金・そりがね

　　２９９-４２１５・千葉県長生郡白子町中里・なかざと

　　２９９-４２１３・千葉県長生郡白子町八斗・はつと

　　２９９-４２０１・千葉県長生郡白子町浜宿・はましゆく

　　２９９-４２０４・千葉県長生郡白子町福島・ふくしま

　　２９９-４２１２・千葉県長生郡白子町古所・ふるところ

　　２９９-４２０５・千葉県長生郡白子町南日当・みなみひなた

　　２９７-０２００・千葉県長生郡長柄町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９７-０２０１・千葉県長生郡長柄町上野・うえの

　　２９７-０２１１・千葉県長生郡長柄町榎本・えもと

　　２９７-０２２３・千葉県長生郡長柄町大津倉・おおつﾞくら

　　２９７-０２２２・千葉県長生郡長柄町大庭・おおにわ



　　２９７-０２２５・千葉県長生郡長柄町刑部・おさかべ

　　２９７-０２２６・千葉県長生郡長柄町金谷・かなや

　　２９７-０２０３・千葉県長生郡長柄町国府里・こうり

　　２９７-０２１２・千葉県長生郡長柄町小榎本・こえもと

　　２９７-０２１８・千葉県長生郡長柄町桜谷・さくらや

　　２９７-０２３５・千葉県長生郡長柄町皿木・さらぎ

　　２９７-０２２１・千葉県長生郡長柄町高山・たかやま

　　２９７-０２２４・千葉県長生郡長柄町田代・たしろ

　　２９７-０２１６・千葉県長生郡長柄町立鳥・たつとり

　　２９７-０２０５・千葉県長生郡長柄町千代丸・ちよまる

　　２９７-０２１５・千葉県長生郡長柄町鴇谷・とうや

　　２９７-０２１３・千葉県長生郡長柄町徳増・とくます

　　２９７-０２３２・千葉県長生郡長柄町中野台・なかのだい

　　２９７-０２１４・千葉県長生郡長柄町長富・ながどみ

　　２９７-０２３４・千葉県長生郡長柄町長柄山・ながらやま

　　２９７-０２１７・千葉県長生郡長柄町針ケ谷・はりがや

　　２９７-０２０７・千葉県長生郡長柄町船木・ふなき

　　２９７-０２０２・千葉県長生郡長柄町味庄・みしよう

　　２９７-０２３１・千葉県長生郡長柄町山之郷・やまのごう

　　２９７-０２０６・千葉県長生郡長柄町山根・やまんね

　　２９７-０２０４・千葉県長生郡長柄町力丸・りきまる

　　２９７-０２３３・千葉県長生郡長柄町六地蔵・ろくじぞう

　　２９７-０１００・千葉県長生郡長南町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９７-０１４４・千葉県長生郡長南町市野々・いちのの

　　２９７-０１０３・千葉県長生郡長南町今泉・いまいずみ

　　２９７-０１０１・千葉県長生郡長南町岩川・いわかわ

　　２９７-０１５４・千葉県長生郡長南町岩撫・いわなで

　　２９７-０１４２・千葉県長生郡長南町小沢・おざわ

　　２９７-０１３６・千葉県長生郡長南町小生田・おぶた

　　２９７-０１２５・千葉県長生郡長南町笠森・かさもり

　　２９７-０１３７・千葉県長生郡長南町上小野田・かみおのだ

　　２９７-０１３２・千葉県長生郡長南町給田・きゆうでん

　　２９７-０１２３・千葉県長生郡長南町蔵持・くらもち

　　２９７-０１２２・千葉県長生郡長南町坂本・さかもと

　　２９７-０１４５・千葉県長生郡長南町佐坪・さつほﾞ

　　２９７-０１３４・千葉県長生郡長南町芝原・しはﾞはら

　　２９７-０１３５・千葉県長生郡長南町地引・じひき

　　２９７-０１３８・千葉県長生郡長南町下小野田・しもおのだ

　　２９７-０１１１・千葉県長生郡長南町須田・すだ

　　２９７-０１１３・千葉県長生郡長南町関原・せきはﾞら

　　２９７-０１１４・千葉県長生郡長南町千手堂・せんじゆどう

　　２９７-０１１５・千葉県長生郡長南町千田・せんだ

　　２９７-０１５５・千葉県長生郡長南町竹林・たけはﾞやじ

　　２９７-０１０５・千葉県長生郡長南町棚毛・たなげ

　　２９７-０１２１・千葉県長生郡長南町長南・ちようなん

　　２９７-０１３３・千葉県長生郡長南町豊原・とよはら

　　２９７-０１３１・千葉県長生郡長南町中原・なかはら

　　２９７-０１２４・千葉県長生郡長南町深沢・ふかさわ

　　２９７-０１４１・千葉県長生郡長南町報恩寺・ほうおんじ

　　２９７-０１０４・千葉県長生郡長南町又富・またどみ

　　２９７-０１５２・千葉県長生郡長南町水沼・みずぬま

　　２９７-０１４３・千葉県長生郡長南町美原台・みはらだい

　　２９７-０１５１・千葉県長生郡長南町茗荷沢・みようがざわ

　　２９７-０１０２・千葉県長生郡長南町本台・もとだい

　　２９７-０１５３・千葉県長生郡長南町山内・やまうち

　　２９７-０１１２・千葉県長生郡長南町米満・よねみち

　　２９８-０２００・千葉県夷隅郡大多喜町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９８-０２７７・千葉県夷隅郡大多喜町粟又・あわまた

　　２９８-０２５６・千葉県夷隅郡大多喜町石神・いしがみ

　　２９８-０２６１・千葉県夷隅郡大多喜町板谷・いたや

　　２９８-０２７２・千葉県夷隅郡大多喜町市川・いちかわ

　　２９８-０２６３・千葉県夷隅郡大多喜町伊保田・いほた

　　２９８-０２２３・千葉県夷隅郡大多喜町上原・うえはﾞら

　　２９８-０２０５・千葉県夷隅郡大多喜町上原西部田柳原入会・にしべたやなはﾞらいりあい

　　２９８-０２３５・千葉県夷隅郡大多喜町宇筒原・うとうはﾞら

　　２９８-０２１６・千葉県夷隅郡大多喜町大多喜・おおたき

　　２９８-０２６４・千葉県夷隅郡大多喜町大田代・おおただい

　　２９８-０２２５・千葉県夷隅郡大多喜町大戸・おおと

　　２９８-０２３４・千葉県夷隅郡大多喜町押沼・おしぬま

　　２９８-０２０１・千葉県夷隅郡大多喜町小土呂・おどろ



　　２９８-０２７９・千葉県夷隅郡大多喜町面白・おもじろ

　　２９８-０２７６・千葉県夷隅郡大多喜町会所・かいしよ

　　２９８-０２４１・千葉県夷隅郡大多喜町紙敷・かみしき

　　２９８-０２５３・千葉県夷隅郡大多喜町川畑・かわはた

　　２９８-０２５１・千葉県夷隅郡大多喜町久我原・くがはら

　　２９８-０２６７・千葉県夷隅郡大多喜町葛藤・くずふじ

　　２９８-０２１５・千葉県夷隅郡大多喜町久保・くほﾞ

　　２９８-０２５５・千葉県夷隅郡大多喜町黒原・くろはら

　　２９８-０２３２・千葉県夷隅郡大多喜町小内・こうち

　　２９８-０２３８・千葉県夷隅郡大多喜町小内笛倉入会・こうちふえぐらいりあい

　　２９８-０２１１・千葉県夷隅郡大多喜町紺屋・こうや

　　２９８-０２７８・千葉県夷隅郡大多喜町小沢又・こざわまた

　　２９８-０２６５・千葉県夷隅郡大多喜町小田代・こただい

　　２９８-０２４２・千葉県夷隅郡大多喜町小苗・こみよう

　　２９８-０２２８・千葉県夷隅郡大多喜町小谷松・こやまつ

　　２９８-０２１３・千葉県夷隅郡大多喜町桜台・さくらだい

　　２９８-０２１２・千葉県夷隅郡大多喜町猿稲・さるいね

　　２９８-０２７３・千葉県夷隅郡大多喜町三条・さんじよう

　　２９８-０２０２・千葉県夷隅郡大多喜町下大多喜・しもおおたき

　　２９８-０２４６・千葉県夷隅郡大多喜町庄司・しようじ

　　２９８-０２１４・千葉県夷隅郡大多喜町新丁・しんまち

　　２９８-０２０７・千葉県夷隅郡大多喜町泉水・せんずい

　　２９８-０２７４・千葉県夷隅郡大多喜町田代・たしろ

　　２９８-０２１７・千葉県夷隅郡大多喜町田丁・たまち

　　２９８-０２６６・千葉県夷隅郡大多喜町筒森・つつもり

　　２９８-０２７１・千葉県夷隅郡大多喜町中野・なかの

　　２９８-０２２７・千葉県夷隅郡大多喜町西部田・にしべた

　　２９８-０２３１・千葉県夷隅郡大多喜町馬場内・はﾞはﾞうち

　　２９８-０２３７・千葉県夷隅郡大多喜町原内・はらうち

　　２９８-０２５４・千葉県夷隅郡大多喜町平沢・ひらさわ

　　２９８-０２３３・千葉県夷隅郡大多喜町笛倉・ふえぐら

　　２９８-０２０４・千葉県夷隅郡大多喜町船子・ふなこ

　　２９８-０２２６・千葉県夷隅郡大多喜町部田・へた

　　２９８-０２６２・千葉県夷隅郡大多喜町堀切・ほりきり

　　２９８-０２２４・千葉県夷隅郡大多喜町堀之内・ほりのうち

　　２９８-０２４４・千葉県夷隅郡大多喜町松尾・まつお

　　２９８-０２５２・千葉県夷隅郡大多喜町三又・みまた

　　２９８-０２３６・千葉県夷隅郡大多喜町百鉾・もふく

　　２９８-０２０３・千葉県夷隅郡大多喜町森宮・もりみや

　　２９８-０２４５・千葉県夷隅郡大多喜町弥喜用・やきよう

　　２９８-０２２２・千葉県夷隅郡大多喜町八声・やこえ

　　２９８-０２２１・千葉県夷隅郡大多喜町柳原・やなはﾞら

　　２９８-０２４３・千葉県夷隅郡大多喜町湯倉・ゆぐら

　　２９８-０２７５・千葉県夷隅郡大多喜町弓木・ゆみぎ

　　２９８-０２０６・千葉県夷隅郡大多喜町横山・よこやま

　　２９９-５１００・千葉県夷隅郡御宿町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-５１０５・千葉県夷隅郡御宿町岩和田・いわわだ

　　２９９-５１１２・千葉県夷隅郡御宿町御宿台・おんじゆくだい

　　２９９-５１１１・千葉県夷隅郡御宿町上布施・かみふせ

　　２９９-５１０２・千葉県夷隅郡御宿町久保・くほﾞ

　　２９９-５１１４・千葉県夷隅郡御宿町実谷・じつこく

　　２９９-５１０３・千葉県夷隅郡御宿町新町・しんまち

　　２９９-５１０６・千葉県夷隅郡御宿町須賀・すか

　　２９９-５１０１・千葉県夷隅郡御宿町高山田・たかやまだ

　　２９９-５１１３・千葉県夷隅郡御宿町七本・ななもと

　　２９９-５１０７・千葉県夷隅郡御宿町浜・はま

　　２９９-５１０４・千葉県夷隅郡御宿町六軒町・ろつけんまち

　　２９９-２１００・千葉県安房郡鋸南町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　２９９-１９０５・千葉県安房郡鋸南町市井原・いちいはﾞら

　　２９９-２１１６・千葉県安房郡鋸南町岩井袋・いわいふくろ

　　２９９-１９０７・千葉県安房郡鋸南町江月・えつﾞき

　　２９９-１９０３・千葉県安房郡鋸南町大帷子・おおかたびら

　　２９９-２１１１・千葉県安房郡鋸南町大崩・おくずれ

　　２９９-２１１２・千葉県安房郡鋸南町奥山・おくやま

　　２９９-２１１７・千葉県安房郡鋸南町勝山・かつやま

　　２９９-２１１３・千葉県安房郡鋸南町上佐久間・かみさくま

　　２９９-１９０４・千葉県安房郡鋸南町小保田・こほﾞた

　　２９９-２１１５・千葉県安房郡鋸南町下佐久間・しもさくま

　　２９９-１９０９・千葉県安房郡鋸南町大六・だいろく

　　２９９-２１１４・千葉県安房郡鋸南町中佐久間・なかさくま



　　２９９-１９０２・千葉県安房郡鋸南町保田・ほた

　　２９９-１９０１・千葉県安房郡鋸南町元名・もとな

　　２９９-１９０６・千葉県安房郡鋸南町横根・よこね

　　２９９-１９０８・千葉県安房郡鋸南町吉浜・よしはま

　　２９９-２１１８・千葉県安房郡鋸南町竜島・りゆうしま




