
　　３２１-００００・栃木県宇都宮市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-１１１３・栃木県宇都宮市相野沢町・あいのさわちよう

　　３２０-０８４５・栃木県宇都宮市明保野町・あけほﾞのちよう

　　３２０-０８１８・栃木県宇都宮市旭・あさひ

　　３２１-０４０４・栃木県宇都宮市芦沼町・あしぬまちよう

　　３２１-０３４７・栃木県宇都宮市飯田町・いいだまち

　　３２１-２１０１・栃木県宇都宮市飯山町・いいやままち

　　３２０-０８０１・栃木県宇都宮市池上町・いけがみちよう

　　３２１-０９１２・栃木県宇都宮市石井町・いしいまち

　　３２１-２１０３・栃木県宇都宮市石那田町・いしなだまち

　　３２１-０９５２・栃木県宇都宮市泉が丘・いずみがおか

　　３２０-００３４・栃木県宇都宮市泉町・いずみちよう

　　３２１-３２２１・栃木県宇都宮市板戸町・いたどまち

　　３２０-０８２１・栃木県宇都宮市一条・いちじよう

　　３２０-００４７・栃木県宇都宮市一の沢・いちのさわ

　　３２０-００４９・栃木県宇都宮市一ノ沢町・いちのさわまち

　　３２０-０８１２・栃木県宇都宮市一番町・いちはﾞんちよう

　　３２１-０９６６・栃木県宇都宮市今泉・いまいずみ

　　３２１-０９６１・栃木県宇都宮市今泉新町・いまいずみしんまち

　　３２１-０９６２・栃木県宇都宮市今泉町・いまいずみちよう

　　３２１-０４０２・栃木県宇都宮市今里町・いまざとちよう

　　３２１-０１６６・栃木県宇都宮市今宮・いまみや

　　３２１-０９７３・栃木県宇都宮市岩曽町・いわぞまち

　　３２１-２１１７・栃木県宇都宮市岩原町・いわはらまち

　　３２１-０９７６・栃木県宇都宮市岩本町・いわもとちよう

　　３２１-０１１８・栃木県宇都宮市インターパーク・いんたｰはﾟｰく

　　３２１-０９８１・栃木県宇都宮市上野町・うえのまち

　　３２１-０４０５・栃木県宇都宮市上田町・うわだちよう

　　３２１-０９６４・栃木県宇都宮市駅前通り・えきまえどおり

　　３２１-０１０７・栃木県宇都宮市江曽島・えそじま

　　３２１-０１０１・栃木県宇都宮市江曽島本町・えそじまほんちよう

　　３２１-０１０２・栃木県宇都宮市江曽島町・えそじままち

　　３２０-０８０２・栃木県宇都宮市江野町・えのまち

　　３２１-２１１１・栃木県宇都宮市大網町・おおあみまち

　　３２０-００１４・栃木県宇都宮市大曽・おおぞ

　　３２１-０１６１・栃木県宇都宮市大塚町・おおつかちよう

　　３２０-０８１１・栃木県宇都宮市大通り・おおどおり

　　３２１-０３４５・栃木県宇都宮市大谷町・おおやまち

　　３２０-０８２３・栃木県宇都宮市御蔵町・おくらまち

　　３２０-００３６・栃木県宇都宮市小幡・おはﾞた

　　３２１-０９７１・栃木県宇都宮市海道町・かいどうまち

　　３２１-０１０８・栃木県宇都宮市春日町・かすがちよう

　　３２１-０４０６・栃木県宇都宮市金田町・かねだちよう

　　３２９-１１１７・栃木県宇都宮市叶谷町・かのうやちよう

　　３２０-００１３・栃木県宇都宮市上大曽町・かみおおぞまち

　　３２９-１１０６・栃木県宇都宮市上大塚町・かみおおつかちよう

　　３２０-０８５５・栃木県宇都宮市上欠町・かみかけまち

　　３２１-２１１５・栃木県宇都宮市上金井町・かみかないまち

　　３２１-０９１３・栃木県宇都宮市上桑島町・かみくわじままち

　　３２１-２１０４・栃木県宇都宮市上小池町・かみこいけまち

　　３２１-０４０１・栃木県宇都宮市上小倉町・かみこぐらちよう

　　３２１-３２３３・栃木県宇都宮市上籠谷町・かみこもりやまち

　　３２９-１１１２・栃木県宇都宮市上田原町・かみたわらちよう

　　３２０-００５８・栃木県宇都宮市上戸祭・かみとまつり

　　３２０-００５１・栃木県宇都宮市上戸祭町・かみとまつりちよう

　　３２１-０１１５・栃木県宇都宮市上御田町・かみみたちよう

　　３２１-２１１２・栃木県宇都宮市上横倉町・かみよこくらまち

　　３２１-０１０６・栃木県宇都宮市上横田町・かみよこたまち

　　３２１-３２２４・栃木県宇都宮市刈沼町・かりぬままち

　　３２１-０１１１・栃木県宇都宮市川田町・かわだまち

　　３２１-０９７７・栃木県宇都宮市川俣町・かわまたちよう

　　３２１-０９６５・栃木県宇都宮市川向町・かわむこうちよう

　　３２０-０８２２・栃木県宇都宮市河原町・かわらまち

　　３２０-０００２・栃木県宇都宮市瓦谷町・かわらやちよう

　　３２１-０４１２・栃木県宇都宮市関白町・かんはﾟくちよう

　　３２０-０８４４・栃木県宇都宮市菊水町・きくすいちよう

　　３２０-００４８・栃木県宇都宮市北一の沢町・きたいちのさわまち

　　３２１-０１５３・栃木県宇都宮市北若松原・きたわかまつはら

　　３２０-０８４２・栃木県宇都宮市京町・きようまち

　　３２０-００３７・栃木県宇都宮市清住・きよすみ

栃木県地名一覧(郵便番号付)・　オフライン検索可・検索入力は　Ctrl+f 　 http://tainak.jp/

http://tainak.jp/


　　３２１-３２３１・栃木県宇都宮市清原工業団地・きよはらこうぎようだんち

　　３２１-３２２３・栃木県宇都宮市清原台・きよはらだい

　　３２１-３２３４・栃木県宇都宮市桑島町・くわじままち

　　３２１-０９５１・栃木県宇都宮市越戸・こえど

　　３２１-０９５１・栃木県宇都宮市越戸町・こえどまち

　　３２１-０３４１・栃木県宇都宮市古賀志町・こがしまち

　　３２１-０１３５・栃木県宇都宮市五代・ごだい

　　３２１-３２３５・栃木県宇都宮市鐺山町・こてやままち

　　３２０-００６６・栃木県宇都宮市駒生・こまにゆう

　　３２０-００６５・栃木県宇都宮市駒生町・こまにゆうまち

　　３２０-００４２・栃木県宇都宮市材木町・ざいもくちよう

　　３２０-０８４８・栃木県宇都宮市幸町・さいわいちよう

　　３２０-００２４・栃木県宇都宮市栄町・さかえちよう

　　３２９-１１１１・栃木県宇都宮市逆面町・さかつﾞらちよう

　　３２０-０８５４・栃木県宇都宮市鷺の谷町・さぎのやまち

　　３２０-００４３・栃木県宇都宮市桜・さくら

　　３２９-１１０１・栃木県宇都宮市下ケ橋町・さげはしちよう

　　３２１-０１４１・栃木県宇都宮市さつき・さつき

　　３２１-０９２２・栃木県宇都宮市さるやま町・さるやままち

　　３２０-０８１４・栃木県宇都宮市三番町・さんはﾞんちよう

　　３２１-２１０２・栃木県宇都宮市篠井町・しのいまち

　　３２１-０３４６・栃木県宇都宮市下荒針町・しもあらはりまち

　　３２９-１１０４・栃木県宇都宮市下岡本町・しもおかもとちよう

　　３２０-０８５３・栃木県宇都宮市下欠町・しもかけまち

　　３２１-２１１４・栃木県宇都宮市下金井町・しもかないまち

　　３２１-０９７２・栃木県宇都宮市下川俣町・しもかわまたまち

　　３２０-０８２４・栃木県宇都宮市下河原・しもがわら

　　３２０-０８２５・栃木県宇都宮市下河原町・しもがわらまち

　　３２１-０９１４・栃木県宇都宮市下桑島町・しもくわじままち

　　３２１-０９２４・栃木県宇都宮市下栗・しもぐり

　　３２１-０９２３・栃木県宇都宮市下栗町・しもぐりまち

　　３２１-２１０５・栃木県宇都宮市下小池町・しもこいけまち

　　３２１-０４０３・栃木県宇都宮市下小倉町・しもこぐらちよう

　　３２１-０１２２・栃木県宇都宮市下反町町・しもそりまちちよう

　　３２９-１１１５・栃木県宇都宮市下田原町・しもたわらちよう

　　３２０-０８５２・栃木県宇都宮市下砥上町・しもとかみちよう

　　３２０-００５５・栃木県宇都宮市下戸祭・しもとまつり

　　３２１-０９０３・栃木県宇都宮市下平出町・しもひらいでまち

　　３２１-２１１３・栃木県宇都宮市下横倉町・しもよこくらまち

　　３２１-０１２４・栃木県宇都宮市下横田町・しもよこたちよう

　　３２１-０９４５・栃木県宇都宮市宿郷・しゆくごう

　　３２１-０９３５・栃木県宇都宮市城東・じようとう

　　３２１-０１１７・栃木県宇都宮市城南・じようなん

　　３２１-０４１３・栃木県宇都宮市松風台・しようふうだい

　　３２０-００３２・栃木県宇都宮市昭和・しようわ

　　３２９-１１０２・栃木県宇都宮市白沢町・しらさわちよう

　　３２１-０１３３・栃木県宇都宮市新富町・しんとみちよう

　　３２０-０８３１・栃木県宇都宮市新町・しんまち

　　３２１-０１４４・栃木県宇都宮市末広・すえひろ

　　３２１-０１３２・栃木県宇都宮市雀の宮・すずめのみや

　　３２１-０１２１・栃木県宇都宮市雀宮町・すずめのみやちよう

　　３２１-０１１３・栃木県宇都宮市砂田町・すなたまち

　　３２０-０８６４・栃木県宇都宮市住吉町・すみよしちよう

　　３２１-０９７５・栃木県宇都宮市関堀町・せきほﾞりちよう

　　３２０-００２２・栃木県宇都宮市千波町・せんなみまち

　　３２０-０８６７・栃木県宇都宮市大寛・だいかん

　　３２１-０１０４・栃木県宇都宮市台新田・だいしんでん

　　３２１-０１０３・栃木県宇都宮市台新田町・だいしんでんまち

　　３２１-０１３４・栃木県宇都宮市高砂町・たかさごちよう

　　３２１-０４１６・栃木県宇都宮市高松町・たかまつちよう

　　３２９-１１１４・栃木県宇都宮市宝井町・たからいちよう

　　３２０-００６１・栃木県宇都宮市宝木町・たからぎちよう

　　３２０-００７５・栃木県宇都宮市宝木本町・たからぎほんちよう

　　３２０-０８４６・栃木県宇都宮市滝の原・たきのはら

　　３２０-０８４７・栃木県宇都宮市滝谷町・たきやちよう

　　３２１-３２３６・栃木県宇都宮市竹下町・たけしたまち

　　３２１-０９７４・栃木県宇都宮市竹林町・たけはﾞやしまち

　　３２１-０３４３・栃木県宇都宮市田下町・たげまち

　　３２１-０３４４・栃木県宇都宮市田野町・たのまち

　　３２０-０８０６・栃木県宇都宮市中央・ちゆうおう



　　３２０-０８０５・栃木県宇都宮市中央本町・ちゆうおうほんちよう

　　３２０-０８５７・栃木県宇都宮市鶴田・つるた

　　３２０-０８５１・栃木県宇都宮市鶴田町・つるたまち

　　３２０-０８１６・栃木県宇都宮市天神・てんじん

　　３２０-００３５・栃木県宇都宮市伝馬町・でんまちよう

　　３２１-３２３７・栃木県宇都宮市道場宿町・どうじようじゆくまち

　　３２１-０１２３・栃木県宇都宮市東谷町・とうやちよう

　　３２０-０８５６・栃木県宇都宮市砥上町・とかみちよう

　　３２１-２１１６・栃木県宇都宮市徳次郎町・とくじらまち

　　３２０-００５６・栃木県宇都宮市戸祭・とまつり

　　３２０-００１７・栃木県宇都宮市戸祭台・とまつりだい

　　３２０-００５３・栃木県宇都宮市戸祭町・とまつりちよう

　　３２０-００３１・栃木県宇都宮市戸祭元町・とまつりもとちよう

　　３２０-０００３・栃木県宇都宮市豊郷台・とよさとだい

　　３２１-０９１１・栃木県宇都宮市問屋町・とんやまち

　　３２０-００４５・栃木県宇都宮市中一の沢町・なかいちのさわまち

　　３２１-０９６８・栃木県宇都宮市中今泉・なかいまいずみ

　　３２０-０００４・栃木県宇都宮市長岡町・ながおかちよう

　　３２９-１１０５・栃木県宇都宮市中岡本町・なかおかもとちよう

　　３２０-０８１５・栃木県宇都宮市中河原町・なかがわらまち

　　３２１-０９０６・栃木県宇都宮市中久保・なかくほﾞ

　　３２１-０４１４・栃木県宇都宮市中里町・なかざとちよう

　　３２１-０１１４・栃木県宇都宮市中島町・なかじまちよう

　　３２０-００５７・栃木県宇都宮市中戸祭・なかとまつり

　　３２０-００５２・栃木県宇都宮市中戸祭町・なかとまつりちよう

　　３２０-００２３・栃木県宇都宮市仲町・なかまち

　　３２９-１１０７・栃木県宇都宮市長峰町・ながみねちよう

　　３２０-０８６１・栃木県宇都宮市西・にじ

　　３２０-００４６・栃木県宇都宮市西一の沢町・にしいちのさわまち

　　３２１-０９１７・栃木県宇都宮市西刑部町・にしおさかべまち

　　３２１-０１５２・栃木県宇都宮市西川田・にしかわた

　　３２１-０１５４・栃木県宇都宮市西川田東町・にしかわたひがしまち

　　３２１-０１５８・栃木県宇都宮市西川田本町・にしかわたほんちよう

　　３２１-０１５１・栃木県宇都宮市西川田町・にしかわたまち

　　３２１-０１５５・栃木県宇都宮市西川田南・にしかわたみなみ

　　３２１-０９６７・栃木県宇都宮市錦・にしき

　　３２０-０８６６・栃木県宇都宮市西大寛・にしだいかん

　　３２０-００６４・栃木県宇都宮市西の宮・にしのみや

　　３２０-０８６２・栃木県宇都宮市西原・にしはら

　　３２０-０８２６・栃木県宇都宮市西原町・にしはらちよう

　　３２１-２１１８・栃木県宇都宮市新里町・につさとまち

　　３２０-０８１３・栃木県宇都宮市二番町・にはﾞんちよう

　　３２１-３２２２・栃木県宇都宮市野高谷町・のごやまち

　　３２０-００７１・栃木県宇都宮市野沢町・のざわまち

　　３２１-０１２７・栃木県宇都宮市羽牛田町・はぎゆうだちよう

　　３２０-００１５・栃木県宇都宮市八幡台・はちまんだい

　　３２０-０８４３・栃木県宇都宮市花園町・はなぞのちよう

　　３２０-０８２７・栃木県宇都宮市花房・はなぶさ

　　３２０-０８２８・栃木県宇都宮市花房本町・はなぶさほんちよう

　　３２０-００２７・栃木県宇都宮市塙田・はなわだ

　　３２０-００２６・栃木県宇都宮市馬場通り・はﾞはﾞどおり

　　３２１-０１３７・栃木県宇都宮市針ケ谷・はりがや

　　３２１-０１４７・栃木県宇都宮市針ケ谷町・はりがやちよう

　　３２１-０９４１・栃木県宇都宮市東今泉・ひがしいまいずみ

　　３２１-０１６７・栃木県宇都宮市東浦町・ひがしうらまち

　　３２９-１１０３・栃木県宇都宮市東岡本町・ひがしおかもとちよう

　　３２１-０９１５・栃木県宇都宮市東刑部町・ひがしおさかべまち

　　３２１-０９１６・栃木県宇都宮市東木代町・ひがしきのしろまち

　　３２１-０９５３・栃木県宇都宮市東宿郷・ひがししゆくごう

　　３２０-００６２・栃木県宇都宮市東宝木町・ひがしたからぎちよう

　　３２０-００５４・栃木県宇都宮市東戸祭・ひがしとまつり

　　３２０-００２１・栃木県宇都宮市東塙田・ひがしはなわだ

　　３２１-０１６８・栃木県宇都宮市東原町・ひがしはらまち

　　３２１-０９８５・栃木県宇都宮市東町・ひがしまち

　　３２１-０９４４・栃木県宇都宮市東峰町・ひがしみねまち

　　３２１-０９２５・栃木県宇都宮市東簗瀬・ひがしやなぜ

　　３２１-０１１６・栃木県宇都宮市東横田町・ひがしよこたまち

　　３２０-０８３２・栃木県宇都宮市日の出・ひので

　　３２１-３２３２・栃木県宇都宮市氷室町・ひむろまち

　　３２１-０１３８・栃木県宇都宮市兵庫塚・ひようごつか



　　３２１-０１５６・栃木県宇都宮市兵庫塚町・ひようごつかまち

　　３２１-０９０５・栃木県宇都宮市平出工業団地・ひらいでこうぎようだんち

　　３２１-０９０１・栃木県宇都宮市平出町・ひらいでまち

　　３２１-０９１８・栃木県宇都宮市平塚町・ひらつかまち

　　３２１-０９３１・栃木県宇都宮市平松町・ひらまつちよう

　　３２１-０９３２・栃木県宇都宮市平松本町・ひらまつほんちよう

　　３２１-０３４２・栃木県宇都宮市福岡町・ふくおかまち

　　３２０-００１１・栃木県宇都宮市富士見が丘・ふじみがおか

　　３２１-０１４６・栃木県宇都宮市富士見町・ふじみちよう

　　３２０-０８０４・栃木県宇都宮市二荒町・ふたあらまち

　　３２１-０１６４・栃木県宇都宮市双葉・ふたはﾞ

　　３２０-０８３３・栃木県宇都宮市不動前・ふどうまえ

　　３２１-０４１７・栃木県宇都宮市冬室町・ふゆむろちよう

　　３２９-１１０８・栃木県宇都宮市古田町・ふるたちよう

　　３２０-００３８・栃木県宇都宮市星が丘・ほしがおか

　　３２０-００７３・栃木県宇都宮市細谷・ほそや

　　３２０-００７４・栃木県宇都宮市細谷町・ほそやちよう

　　３２０-００３３・栃木県宇都宮市本町・ほんちよう

　　３２０-０８１７・栃木県宇都宮市本丸町・ほんまるちよう

　　３２１-０１５７・栃木県宇都宮市幕田町・まくたまち

　　３２０-０８０３・栃木県宇都宮市曲師町・まげしちよう

　　３２０-０８０７・栃木県宇都宮市松が峰・まつがみね

　　３２１-０４０７・栃木県宇都宮市松田新田町・まつだしんでんちよう

　　３２０-００４１・栃木県宇都宮市松原・まつはﾞら

　　３２１-３２２５・栃木県宇都宮市満美穴町・まみあなまち

　　３２０-０８６３・栃木県宇都宮市操町・みさおちよう

　　３２１-０９２１・栃木県宇都宮市瑞穂・みずほ

　　３２１-０１２５・栃木県宇都宮市御田長島町・みたながしまちよう

　　３２１-０１６５・栃木県宇都宮市緑・みどり

　　３２１-０１３６・栃木県宇都宮市みどり野町・みどりのまち

　　３２０-００４４・栃木県宇都宮市南一の沢町・みなみいちのさわまち

　　３２１-０９６３・栃木県宇都宮市南大通り・みなみおおどおり

　　３２１-０１４３・栃木県宇都宮市南高砂町・みなみたかさごちよう

　　３２１-０１４２・栃木県宇都宮市南町・みなみまち

　　３２１-０９４２・栃木県宇都宮市峰・みね

　　３２１-０９４３・栃木県宇都宮市峰町・みねまち

　　３２０-０８０８・栃木県宇都宮市宮園町・みやぞのちよう

　　３２１-０１３１・栃木県宇都宮市宮の内・みやのうち

　　３２０-０８３５・栃木県宇都宮市宮原・みやはら

　　３２０-００２５・栃木県宇都宮市宮町・みやまち

　　３２１-０９６９・栃木県宇都宮市宮みらい・みやみらい

　　３２１-０１６３・栃木県宇都宮市宮本町・みやもとちよう

　　３２１-０４１１・栃木県宇都宮市宮山田町・みややまだちよう

　　３２１-０９８２・栃木県宇都宮市御幸ケ原町・みゆきがはらまち

　　３２１-０９８４・栃木県宇都宮市御幸町・みゆきちよう

　　３２１-０９８３・栃木県宇都宮市御幸本町・みゆきほんちよう

　　３２０-０８６５・栃木県宇都宮市睦町・むつみちよう

　　３２１-０４１５・栃木県宇都宮市免ノ内町・めんのうちちよう

　　３２１-０９５４・栃木県宇都宮市元今泉・もといまいずみ

　　３２１-０１４５・栃木県宇都宮市茂原・もはﾞら

　　３２１-０１２６・栃木県宇都宮市茂原町・もはﾞらちよう

　　３２１-０１１２・栃木県宇都宮市屋板町・やいたまち

　　３２１-０１６９・栃木県宇都宮市八千代・やちよ

　　３２１-０９０２・栃木県宇都宮市柳田町・やなぎたまち

　　３２１-０９３４・栃木県宇都宮市簗瀬・やなぜ

　　３２１-０９３３・栃木県宇都宮市簗瀬町・やなぜまち

　　３２１-０１６２・栃木県宇都宮市大和（１、２丁目）・やまと(１､２)

　　３２０-０８３６・栃木県宇都宮市大和（３丁目）・やまと(３)

　　３２０-００１２・栃木県宇都宮市山本・やまもと

　　３２０-００１６・栃木県宇都宮市山本町・やまもとまち

　　３２０-０８３７・栃木県宇都宮市弥生・やよい

　　３２１-３２２６・栃木県宇都宮市ゆいの杜・ゆいのもり

　　３２０-００６３・栃木県宇都宮市陽西町・ようさいちよう

　　３２１-０９０４・栃木県宇都宮市陽東・ようとう

　　３２０-０８３４・栃木県宇都宮市陽南・ようなん

　　３２１-０１０５・栃木県宇都宮市横田新町・よこたしんまち

　　３２０-０００５・栃木県宇都宮市横山・よこやま

　　３２０-０００１・栃木県宇都宮市横山町・よこやまちよう

　　３２０-０８３８・栃木県宇都宮市吉野・よしの

　　３２９-１１１６・栃木県宇都宮市立伏町・りゆうぶくちよう



　　３２０-０８４１・栃木県宇都宮市六道町・ろくどうまち

　　３２０-００７２・栃木県宇都宮市若草・わかくさ

　　３２１-０１３９・栃木県宇都宮市若松原・わかまつはら

　　３２６-００００・栃木県足利市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２６-００５２・栃木県足利市相生町・あいおいちよう

　　３２６-００６２・栃木県足利市赤松台・あかまつだい

　　３２６-０３２８・栃木県足利市県町・あがたちよう

　　３２６-０８２３・栃木県足利市朝倉町・あさくらちよう

　　３２６-０８０２・栃木県足利市旭町・あさひちよう

　　３２６-０８３２・栃木県足利市荒金町・あらかねちよう

　　３２６-０８３４・栃木県足利市新宿町・あらじゆくちよう

　　３２６-０１０３・栃木県足利市粟谷町・あわのやちよう

　　３２６-０８０３・栃木県足利市家富町・いえとみちよう

　　３２６-００１４・栃木県足利市鵤木町・いかるぎちよう

　　３２６-０８１１・栃木県足利市井草町・いぐさちよう

　　３２６-００５３・栃木県足利市伊勢町・いせちよう

　　３２６-００５４・栃木県足利市伊勢南町・いせみなみちよう

　　３２６-０１０２・栃木県足利市板倉町・いたくらちよう

　　３２９-４２１２・栃木県足利市稲岡町・いなおかちよう

　　３２６-０８４２・栃木県足利市今福町・いまふくちよう

　　３２６-００４６・栃木県足利市岩井町・いわいちよう

　　３２６-００５５・栃木県足利市永楽町・えいらくちよう

　　３２６-００６７・栃木県足利市江川町・えがわちよう

　　３２６-０８４１・栃木県足利市大岩町・おおいわちよう

　　３２６-００１２・栃木県足利市大久保町・おおくほﾞちよう

　　３２６-０００５・栃木県足利市大月町・おおつきちよう

　　３２６-００１１・栃木県足利市大沼田町・おおぬまたちよう

　　３２６-００５１・栃木県足利市大橋町・おおはしちよう

　　３２６-０８４５・栃木県足利市大前町・おおまえちよう

　　３２９-４２１５・栃木県足利市奥戸町・おくどちよう

　　３２６-０３２６・栃木県足利市小曽根町・おぞねちよう

　　３２６-０１４１・栃木県足利市小俣町・おまたちよう

　　３２６-０１４２・栃木県足利市小俣南町・おまたみなみちよう

　　３２６-０００６・栃木県足利市利保町・かかほﾞちよう

　　３２６-０８４４・栃木県足利市鹿島町・かしまちよう

　　３２６-０００４・栃木県足利市樺崎町・かはﾞさきちよう

　　３２６-０３３５・栃木県足利市上渋垂町・かみしぶたれちよう

　　３２６-０８２６・栃木県足利市借宿町・かりやどちよう

　　３２６-００１３・栃木県足利市川崎町・かわさきちよう

　　３２６-０３２４・栃木県足利市久保田町・くほﾞたちよう

　　３２６-００１６・栃木県足利市毛野新町・けのしんまち

　　３２６-００２５・栃木県足利市寿町・ことぶきちよう

　　３２９-４２１７・栃木県足利市駒場町・こまはﾞちよう

　　３２６-０８１５・栃木県足利市栄町・さかえちよう

　　３２６-０８３５・栃木県足利市里矢場町・さとやはﾞちよう

　　３２６-００２３・栃木県足利市猿田町・さるたちよう

　　３２６-０３３７・栃木県足利市島田町・しまだちよう

　　３２６-０３３４・栃木県足利市下渋垂町・しもしぶたれちよう

　　３２６-０８１３・栃木県足利市昌平町・しようへいちよう

　　３２６-００６３・栃木県足利市新山町・しんやまちよう

　　３２６-００３１・栃木県足利市末広町・すえひろちよう

　　３２６-００４４・栃木県足利市助戸・すけど

　　３２６-００４８・栃木県足利市助戸大橋町・すけどおおはしちよう

　　３２６-００４１・栃木県足利市助戸新山町・すけどしんやまちよう

　　３２６-００４３・栃木県足利市助戸仲町・すけどなかちよう

　　３２６-００４２・栃木県足利市助戸東山町・すけどひがしやまちよう

　　３２６-０００７・栃木県足利市菅田町・すげたちよう

　　３２６-０８０７・栃木県足利市大正町・たいしようちよう

　　３２６-００５６・栃木県足利市大町・だいちよう

　　３２６-０８１２・栃木県足利市大門通・だいもんどおり

　　３２６-０３２５・栃木県足利市高松町・たかまつちよう

　　３２６-００６１・栃木県足利市田島町・たじまちよう

　　３２９-４２１４・栃木県足利市多田木町・ただきちよう

　　３２６-００６６・栃木県足利市田所町・たどころちよう

　　３２６-０８２２・栃木県足利市田中町・たなかちよう

　　３２６-００４５・栃木県足利市千歳町・ちとせちよう

　　３２６-００６８・栃木県足利市月谷町・つきやちよう

　　３２６-００２２・栃木県足利市常見町・つねみちよう

　　３２９-４２１３・栃木県足利市寺岡町・てらおかちよう

　　３２６-０８１４・栃木県足利市通・とおり



　　３２６-００２６・栃木県足利市常盤町・ときわちよう

　　３２６-０８０５・栃木県足利市巴町・ともえちよう

　　３２６-０３３３・栃木県足利市問屋町・とんやちよう

　　３２６-０８２５・栃木県足利市中川町・なかがわちよう

　　３２６-０００１・栃木県足利市名草上町・なぐさかみちよう

　　３２６-０００２・栃木県足利市名草中町・なぐさなかちよう

　　３２６-０００３・栃木県足利市名草下町・なぐさしもちよう

　　３２６-０８３７・栃木県足利市西新井町・にしあらいちよう

　　３２６-００４７・栃木県足利市錦町・にしきちよう

　　３２６-００６５・栃木県足利市西砂原後町・にしさわらごちよう

　　３２６-０８１７・栃木県足利市西宮町・にしのみやちよう

　　３２９-４２１１・栃木県足利市西場町・にしはﾞちよう

　　３２６-０３２２・栃木県足利市野田町・のだちよう

　　３２６-０３２７・栃木県足利市羽刈町・はかりちよう

　　３２９-４２１６・栃木県足利市迫間町・はさまちよう

　　３２６-０１４３・栃木県足利市葉鹿町・はじかちよう

　　３２６-０１４４・栃木県足利市葉鹿南町・はじかみなみちよう

　　３２６-００３３・栃木県足利市花園町・はなぞのちよう

　　３２６-００６４・栃木県足利市東砂原後町・ひがしさわらごちよう

　　３２６-００３４・栃木県足利市久松町・ひさまつちよう

　　３２６-０３３８・栃木県足利市福居町・ふくいちよう

　　３２６-０３３２・栃木県足利市福富新町・ふくとみしんちよう

　　３２６-０３３１・栃木県足利市福富町・ふくとみちよう

　　３２６-００３７・栃木県足利市富士見町・ふじみちよう

　　３２６-０８３３・栃木県足利市藤本町・ふじもとちよう

　　３２６-０８３１・栃木県足利市堀込町・ほりごめちよう

　　３２６-０８０８・栃木県足利市本城・ほんじよう

　　３２６-００３２・栃木県足利市真砂町・まさごちよう

　　３２６-０１０１・栃木県足利市松田町・まつだちよう

　　３２６-００５７・栃木県足利市丸山町・まるやまちよう

　　３２６-０３２３・栃木県足利市瑞穂野町・みずほのちよう

　　３２６-０８１６・栃木県足利市緑町・みどりちよう

　　３２６-０８３６・栃木県足利市南大町・みなみおおまち

　　３２６-０８２１・栃木県足利市南町・みなみちよう

　　３２６-００２７・栃木県足利市宮北町・みやきたちよう

　　３２６-００５８・栃木県足利市元学町・もとがくちよう

　　３２６-０３３６・栃木県足利市百頭町・ももがしらちよう

　　３２６-００１５・栃木県足利市八椚町・やつくぬぎちよう

　　３２６-０８０６・栃木県足利市柳原町・やなぎわらちよう

　　３２６-０３２１・栃木県足利市梁田町・やなだちよう

　　３２６-００２１・栃木県足利市山川町・やまがわちよう

　　３２６-０８４６・栃木県足利市山下町・やましたちよう

　　３２６-００３６・栃木県足利市弥生町・やよいちよう

　　３２６-０８２４・栃木県足利市八幡町・やわたちよう

　　３２６-０８０１・栃木県足利市有楽町・ゆうらくちよう

　　３２６-０８０４・栃木県足利市雪輪町・ゆきわちよう

　　３２６-００３５・栃木県足利市芳町・よしちよう

　　３２６-０８４３・栃木県足利市五十部町・よべちよう

　　３２６-００２４・栃木県足利市若草町・わかくさちよう

　　３２８-００００・栃木県栃木市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２８-００３５・栃木県栃木市旭町・あさひちよう

　　３２８-０１３１・栃木県栃木市梓町・あずさまち

　　３２８-００６１・栃木県栃木市新井町・あらいまち

　　３２８-００６２・栃木県栃木市泉川町・いずみがわまち

　　３２８-００１４・栃木県栃木市泉町・いずみちよう

　　３２８-０２０６・栃木県栃木市出流町・いずるまち

　　３２８-００２７・栃木県栃木市今泉町・いまいずみまち

　　３２８-００１６・栃木県栃木市入舟町・いりふねちよう

　　３２８-００５２・栃木県栃木市祝町・いわいちよう

　　３２８-００６３・栃木県栃木市岩出町・いわでまち

　　３２９-４３０２・栃木県栃木市岩舟町五十畑・いわふねまちいかはﾞた

　　３２９-４３０３・栃木県栃木市岩舟町和泉・いわふねまちいずみ

　　３２９-４３１４・栃木県栃木市岩舟町小野寺・いわふねまちおのでら

　　３２９-４３１３・栃木県栃木市岩舟町上岡・いわふねまちかみおか

　　３２９-４３０７・栃木県栃木市岩舟町静・いわふねまちしずか

　　３２９-４３０５・栃木県栃木市岩舟町静戸・いわふねまちしずこ

　　３２９-４３０４・栃木県栃木市岩舟町静和・いわふねまちしずわ

　　３２９-４３１２・栃木県栃木市岩舟町下岡・いわふねまちしもおか

　　３２９-４３０８・栃木県栃木市岩舟町下津原・いわふねまちしもつはﾞら

　　３２９-４３０９・栃木県栃木市岩舟町畳岡・いわふねまちたたみおか



　　３２９-４３１６・栃木県栃木市岩舟町新里・いわふねまちにつさと

　　３２９-４３１１・栃木県栃木市岩舟町古江・いわふねまちふるえ

　　３２９-４３０６・栃木県栃木市岩舟町曲ケ島・いわふねまちまがのしま

　　３２９-４３１５・栃木県栃木市岩舟町三谷・いわふねまちみや

　　３２９-４３０１・栃木県栃木市岩舟町鷲巣・いわふねまちわしのす

　　３２８-０２０４・栃木県栃木市梅沢町・うめざわまち

　　３２８-０２０２・栃木県栃木市大久保町・おおくほﾞまち

　　３２８-０００７・栃木県栃木市大塚町・おおつかまち

　　３２９-４４２５・栃木県栃木市大平町新・おおひらまちあらい

　　３２９-４４０１・栃木県栃木市大平町牛久・おおひらまちうしく

　　３２９-４４２２・栃木県栃木市大平町榎本・おおひらまちえのもと

　　３２９-４４１３・栃木県栃木市大平町上高島・おおひらまちかみたかしま

　　３２９-４４０７・栃木県栃木市大平町川連・おおひらまちかわつれ

　　３２９-４４１２・栃木県栃木市大平町北武井・おおひらまちきたたけい

　　３２９-４４０３・栃木県栃木市大平町蔵井・おおひらまちくらい

　　３２９-４４１４・栃木県栃木市大平町下高島・おおひらまちしもたかしま

　　３２９-４４０６・栃木県栃木市大平町下皆川・おおひらまちしもみながわ

　　３２９-４４０４・栃木県栃木市大平町富田・おおひらまちとみだ

　　３２９-４４０２・栃木県栃木市大平町土与・おおひらまちどよ

　　３２９-４４２１・栃木県栃木市大平町西野田・おおひらまちにしのだ

　　３２９-４４２３・栃木県栃木市大平町西水代・おおひらまちにしみずしろ

　　３２９-４４０５・栃木県栃木市大平町西山田・おおひらまちにしやまだ

　　３２９-４４２４・栃木県栃木市大平町伯仲・おおひらまちはくちゆう

　　３２９-４４１５・栃木県栃木市大平町真弓・おおひらまちまゆみ

　　３２９-４４１１・栃木県栃木市大平町横堀・おおひらまちよこほﾞり

　　３２８-００６８・栃木県栃木市大皆川町・おおみながわまち

　　３２８-００１１・栃木県栃木市大宮町・おおみやまち

　　３２８-０１３３・栃木県栃木市大森町・おおもりまち

　　３２８-００６５・栃木県栃木市小野口町・おのぐちまち

　　３２８-００７２・栃木県栃木市嘉右衛門町・かうえもんちよう

　　３２８-００６６・栃木県栃木市柏倉町・かしわぐらまち

　　３２８-００５３・栃木県栃木市片柳町・かたやなぎちよう

　　３２８-００４１・栃木県栃木市河合町・かわいちよう

　　３２８-０１２３・栃木県栃木市川原田町・かわらだまち

　　３２８-００３２・栃木県栃木市神田町・かんだちよう

　　３２８-０１２２・栃木県栃木市木野地町・きのじまち

　　３２８-００２１・栃木県栃木市久保田町・くほﾞたまち

　　３２８-０００６・栃木県栃木市国府町・こうまち

　　３２８-００２３・栃木県栃木市高谷町・こうやまち

　　３２８-００７３・栃木県栃木市小平町・こひらちよう

　　３２８-００４３・栃木県栃木市境町・さかいちよう

　　３２８-００６４・栃木県栃木市志鳥町・しとりまち

　　３２８-００３３・栃木県栃木市城内町・じようないちよう

　　３２８-００１３・栃木県栃木市昭和町・しようわちよう

　　３２８-０２０３・栃木県栃木市尻内町・しりうちまち

　　３２８-０００２・栃木県栃木市惣社町・そうじやまち

　　３２８-００７４・栃木県栃木市薗部町・そのべちよう

　　３２８-０００３・栃木県栃木市大光寺町・だいこうじまち

　　３２８-００７１・栃木県栃木市大町・だいちよう

　　３２８-０００４・栃木県栃木市田村町・たむらまち

　　３２８-０１３５・栃木県栃木市千塚町・ちつﾞかまち

　　３２８-０１１１・栃木県栃木市都賀町家中・つがまちいえなか

　　３２８-０１０５・栃木県栃木市都賀町臼久保・つがまちうすくほﾞ

　　３２８-０１０１・栃木県栃木市都賀町大柿・つがまちおおがき

　　３２８-０１０６・栃木県栃木市都賀町大橋・つがまちおおはじ

　　３２８-０１１３・栃木県栃木市都賀町合戦場・つがまちかつせんはﾞ

　　３２８-０１０４・栃木県栃木市都賀町木・つがまちき

　　３２８-０１０２・栃木県栃木市都賀町富張・つがまちとみはり

　　３２８-０１０３・栃木県栃木市都賀町原宿・つがまちはらじゆく

　　３２８-０１１２・栃木県栃木市都賀町平川・つがまちひらかわ

　　３２８-０１０７・栃木県栃木市都賀町深沢・つがまちふかさわ

　　３２８-０１１４・栃木県栃木市都賀町升塚・つがまちますつﾞか

　　３２８-０１３２・栃木県栃木市仲方町・なかがたまち

　　３２８-００２５・栃木県栃木市仲仕上町・なかしあげまち

　　３２８-０２０５・栃木県栃木市鍋山町・なべやままち

　　３２２-０６０２・栃木県栃木市西方町金井・にしかたまちかない

　　３２２-０６０１・栃木県栃木市西方町金崎・にしかたまちかなさき

　　３２２-０６０３・栃木県栃木市西方町本郷・にしかたまちほんごう

　　３２２-０６０６・栃木県栃木市西方町本城・にしかたまちほんじよう

　　３２２-０６０５・栃木県栃木市西方町真名子・にしかたまちまなご



　　３２２-０６０４・栃木県栃木市西方町元・にしかたまちもと

　　３２８-００１７・栃木県栃木市錦町・にしきちよう

　　３２８-００４２・栃木県栃木市沼和田町・ぬまわだちよう

　　３２８-０１２４・栃木県栃木市野中町・のなかまち

　　３２８-００７５・栃木県栃木市箱森町・はこのもりまち

　　３２８-００２４・栃木県栃木市樋ノ口町・ひのくちまち

　　３２８-００３１・栃木県栃木市日ノ出町・ひのでちよう

　　３２８-００５４・栃木県栃木市平井町・ひらいちよう

　　３２８-００１２・栃木県栃木市平柳町・ひらやなぎまち

　　３２８-０１２５・栃木県栃木市吹上町・ふきあげまち

　　３２３-１１０２・栃木県栃木市藤岡町赤麻・ふじおかまちあかま

　　３２９-０３１６・栃木県栃木市藤岡町石川・ふじおかまちいしかわ

　　３２３-１１０３・栃木県栃木市藤岡町内野・ふじおかまちうちの

　　３２３-１１０８・栃木県栃木市藤岡町太田・ふじおかまちおおた

　　３２３-１１０７・栃木県栃木市藤岡町大田和・ふじおかまちおおだわ

　　３２３-１１０１・栃木県栃木市藤岡町大前・ふじおかまちおおまえ

　　３２３-１１０５・栃木県栃木市藤岡町甲・ふじおかまちこう

　　３４９-１２２１・栃木県栃木市藤岡町下宮・ふじおかまちしたみや

　　３２９-０３１７・栃木県栃木市藤岡町帯刀・ふじおかまちたてわき

　　３２３-１１０６・栃木県栃木市藤岡町都賀・ふじおかまちつが

　　３２９-０３１１・栃木県栃木市藤岡町富吉・ふじおかまちとみよじ

　　３２９-０３１９・栃木県栃木市藤岡町中根・ふじおかまちなかね

　　３２９-０３１８・栃木県栃木市藤岡町西前原・ふじおかまちにしまえはら

　　３２９-０３１４・栃木県栃木市藤岡町新波・ふじおかまちにつはﾟ

　　３２９-０３１２・栃木県栃木市藤岡町蛭沼・ふじおかまちひるぬま

　　３２３-１１０４・栃木県栃木市藤岡町藤岡・ふじおかまちふじおか

　　３２９-０３１５・栃木県栃木市藤岡町部屋・ふじおかまちへや

　　３２９-０３１３・栃木県栃木市藤岡町緑川・ふじおかまちみどりかわ

　　３２８-００２６・栃木県栃木市藤田町・ふじたまち

　　３２８-００４４・栃木県栃木市富士見町・ふじみちよう

　　３２８-０２０１・栃木県栃木市星野町・ほしのまち

　　３２８-０１２１・栃木県栃木市細堀町・ほそほﾞりまち

　　３２８-００３４・栃木県栃木市本町・ほんちよう

　　３２８-００６７・栃木県栃木市皆川城内町・みながわじようないまち

　　３２８-００４５・栃木県栃木市湊町・みなとちよう

　　３２８-００２２・栃木県栃木市宮田町・みやたまち

　　３２８-０１３４・栃木県栃木市宮町・みやまち

　　３２８-００３６・栃木県栃木市室町・むろまち

　　３２８-００５１・栃木県栃木市柳橋町・やなぎはﾞしちよう

　　３２８-０００１・栃木県栃木市柳原町・やなぎはらまち

　　３２８-００３７・栃木県栃木市倭町・やまとちよう

　　３２８-０００５・栃木県栃木市寄居町・よりいまち

　　３２８-００１５・栃木県栃木市万町・よろずちよう

　　３２７-００００・栃木県佐野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２７-００２３・栃木県佐野市相生町・あいおいちよう

　　３２７-０５１１・栃木県佐野市会沢町・あいさわちよう

　　３２７-０００４・栃木県佐野市赤坂町・あかさかちよう

　　３２７-０１０４・栃木県佐野市赤見町・あかみちよう

　　３２７-０５１７・栃木県佐野市秋山町・あきやまちよう

　　３２７-０５２５・栃木県佐野市あくと町・あくとちよう

　　３２７-０８３１・栃木県佐野市浅沼町・あさぬまちよう

　　３２７-００１１・栃木県佐野市朝日町・あさひちよう

　　３２７-０８１５・栃木県佐野市鐙塚町・あぶつかちよう

　　３２７-０８２５・栃木県佐野市飯田町・いいたちよう

　　３２７-００２１・栃木県佐野市伊賀町・いがちよう

　　３２７-０１０３・栃木県佐野市石塚町・いしつﾞかちよう

　　３２７-０１０２・栃木県佐野市出流原町・いずるはらちよう

　　３２７-０８１７・栃木県佐野市伊勢山町・いせやまちよう

　　３２７-０８０６・栃木県佐野市犬伏上町・いぬぶしかみちよう

　　３２７-０８０５・栃木県佐野市犬伏中町・いぬぶしなかちよう

　　３２７-０８０４・栃木県佐野市犬伏下町・いぬぶししもちよう

　　３２７-０８０３・栃木県佐野市犬伏新町・いぬぶししんまち

　　３２７-００３４・栃木県佐野市伊保内町・いほﾞうちちよう

　　３２７-０３０７・栃木県佐野市岩崎町・いわざきちよう

　　３２７-０８３２・栃木県佐野市植上町・うえかみちよう

　　３２７-０８３５・栃木県佐野市植下町・うえしもちよう

　　３２７-０８３７・栃木県佐野市植野町・うえのちよう

　　３２７-０３２２・栃木県佐野市梅園町・うめぞのちよう

　　３２７-００１２・栃木県佐野市大蔵町・おおくらちよう

　　３２７-０８０７・栃木県佐野市大栗町・おおぐりちよう



　　３２７-００３３・栃木県佐野市大古屋町・おおごやちよう

　　３２７-０００３・栃木県佐野市大橋町・おおはしちよう

　　３２７-０３１６・栃木県佐野市小見町・おみちよう

　　３２７-０５１５・栃木県佐野市柿平町・かきだいらちよう

　　３２７-０５２３・栃木県佐野市嘉多山町・かたやまちよう

　　３２７-００１５・栃木県佐野市金井上町・かないかみちよう

　　３２７-０００７・栃木県佐野市金吹町・かなふきちよう

　　３２７-００２５・栃木県佐野市金屋下町・かなやしもちよう

　　３２７-００２６・栃木県佐野市金屋仲町・かなやなかちよう

　　３２７-００３２・栃木県佐野市庚申塚町・かねつﾞかちよう

　　３２７-０００６・栃木県佐野市上台町・かみだいちよう

　　３２７-００４２・栃木県佐野市上羽田町・かみはねだちよう

　　３２７-００２４・栃木県佐野市亀井町・かめいちよう

　　３２７-０３２１・栃木県佐野市閑馬町・かんまちよう

　　３２７-０８２７・栃木県佐野市北茂呂町・きたもろちよう

　　３２７-００４３・栃木県佐野市君田町・きみたちよう

　　３２７-０５０７・栃木県佐野市葛生西・くずうにじ

　　３２７-０５０１・栃木県佐野市葛生東・くずうひがじ

　　３２７-０８４５・栃木県佐野市久保町・くほﾞちよう

　　３２７-０８１３・栃木県佐野市黒袴町・くろはかまちよう

　　３２７-０８２２・栃木県佐野市越名町・こえなちよう

　　３２７-０００１・栃木県佐野市小中町・こなかちよう

　　３２７-０８１６・栃木県佐野市栄町・さかえちよう

　　３２７-０３０１・栃木県佐野市作原町・さくはらちよう

　　３２７-０００５・栃木県佐野市七軒町・しちけんちよう

　　３２７-０８３６・栃木県佐野市寺中町・じちゆうちよう

　　３２７-００４４・栃木県佐野市下羽田町・しもはねだちよう

　　３２７-０３２５・栃木県佐野市下彦間町・しもひこまちよう

　　３２７-０３０２・栃木県佐野市白岩町・しらいわちよう

　　３２７-０３１４・栃木県佐野市新吉水町・しんよしみずちよう

　　３２７-０８１１・栃木県佐野市関川町・せきがわちよう

　　３２８-０２２１・栃木県佐野市仙波町（坂東）・せんはﾞちよう(はﾞんどう)

　　３２８-０２２１・栃木県佐野市仙波町（松ケ坂）・せんはﾞちよう(まつがさか)

　　３２７-０５１４・栃木県佐野市仙波町（その他）・せんはﾞちよう(そのた)

　　３２７-００１６・栃木県佐野市大祝町・だいしゆくちよう

　　３２７-００１７・栃木県佐野市大町・だいちよう

　　３２７-００２２・栃木県佐野市高砂町・たかさごちよう

　　３２７-０８２１・栃木県佐野市高萩町・たかはぎちよう

　　３２７-００４５・栃木県佐野市高橋町・たかはしちよう

　　３２７-０８２３・栃木県佐野市高山町・たかやまちよう

　　３２７-００３１・栃木県佐野市田島町・たじまちよう

　　３２７-０３１１・栃木県佐野市多田町・ただちよう

　　３２７-０３１７・栃木県佐野市田沼町・たぬまちよう

　　３２７-０８４１・栃木県佐野市田之入町・たのいりちよう

　　３２７-０５０２・栃木県佐野市築地町・ついじちよう

　　３２７-０１０１・栃木県佐野市寺久保町・てらくほﾞちよう

　　３２７-０８４７・栃木県佐野市天神町・てんじんちよう

　　３２７-００１４・栃木県佐野市天明町・てんみようちよう

　　３２７-０３１２・栃木県佐野市栃本町・とちもとちよう

　　３２７-０３２３・栃木県佐野市戸奈良町・とならちよう

　　３２７-０８４４・栃木県佐野市富岡町・とみおかちよう

　　３２７-０３０６・栃木県佐野市戸室町・とむろちよう

　　３２７-０５１２・栃木県佐野市豊代町・とよしろちよう

　　３２７-０５２４・栃木県佐野市長坂町・ながさかちよう

　　３２７-０５０４・栃木県佐野市中町・なかちよう

　　３２７-０００２・栃木県佐野市並木町・なみきちよう

　　３２７-０８４２・栃木県佐野市奈良渕町・ならぶちちよう

　　３２７-０８１４・栃木県佐野市西浦町・にしうらちよう

　　３２７-０８０２・栃木県佐野市韮川町・にらがわちよう

　　３２７-０３０３・栃木県佐野市長谷場町・はせはﾞちよう

　　３２７-０５０８・栃木県佐野市鉢木町・はちのきちよう

　　３２７-０２３１・栃木県佐野市飛駒町・ひこまちよう

　　３２７-０８０１・栃木県佐野市富士町・ふじちよう

　　３２７-０５０３・栃木県佐野市富士見町・ふじみちよう

　　３２７-０３０５・栃木県佐野市船越町・ふなこしちよう

　　３２７-００３５・栃木県佐野市船津川町・ふなつがわちよう

　　３２７-０８４３・栃木県佐野市堀米町・ほりごめちよう

　　３２７-００１３・栃木県佐野市本町・ほんちよう

　　３２７-０８２４・栃木県佐野市馬門町・まかどちよう

　　３２７-０５１３・栃木県佐野市牧町・まぎちよう



　　３２７-０８１２・栃木県佐野市町谷町・まちやちよう

　　３２７-０３０４・栃木県佐野市御神楽町・みかぐらちよう

　　３２７-０５１６・栃木県佐野市水木町・みずきちよう

　　３２７-０５０９・栃木県佐野市宮下町・みやしたちよう

　　３２７-００４６・栃木県佐野市村上町・むらかみちよう

　　３２７-００４１・栃木県佐野市免鳥町・めんどりちよう

　　３２７-０８２６・栃木県佐野市茂呂山町・もろやまちよう

　　３２７-０３２４・栃木県佐野市山形町・やまがたちよう

　　３２７-０３１８・栃木県佐野市山越町・やまこしちよう

　　３２７-０５０５・栃木県佐野市山菅町・やますげちよう

　　３２７-００２７・栃木県佐野市大和町・やまとちよう

　　３２７-０３１５・栃木県佐野市吉水駅前・よしみずえきまえ

　　３２７-０３１３・栃木県佐野市吉水町・よしみずちよう

　　３２７-０８１８・栃木県佐野市米山南町・よねやまみなみちよう

　　３２７-００２８・栃木県佐野市万町・よろずちよう

　　３２７-０８４６・栃木県佐野市若松町・わかまつちよう

　　３２７-０８３３・栃木県佐野市若宮上町・わかみやかみちよう

　　３２７-０８３４・栃木県佐野市若宮下町・わかみやしもちよう

　　３２２-００００・栃木県鹿沼市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２２-００５８・栃木県鹿沼市麻苧町・あさうちよう

　　３２２-０３４５・栃木県鹿沼市旭が丘・あさひがおか

　　３２２-００３５・栃木県鹿沼市朝日町・あさひちよう

　　３２２-００２２・栃木県鹿沼市東町・あずまちよう

　　３２２-０３４２・栃木県鹿沼市油田町・あぶらでんまち

　　３２２-００１８・栃木県鹿沼市池ノ森・いけのもり

　　３２２-００５５・栃木県鹿沼市石橋町・いしはﾞしちよう

　　３２２-００６２・栃木県鹿沼市泉町・いずみちよう

　　３２２-０５３６・栃木県鹿沼市磯町・いそまち

　　３２１-１１１１・栃木県鹿沼市板荷・いたが

　　３２２-００６８・栃木県鹿沼市今宮町・いまみやちよう

　　３２２-０３０７・栃木県鹿沼市入粟野・いりあわの

　　３２２-００２１・栃木県鹿沼市上野町・うわのまち

　　３２２-０５２５・栃木県鹿沼市大和田町・おおわだまち

　　３２２-０００５・栃木県鹿沼市御成橋町・おなりはﾞしちよう

　　３２２-００２７・栃木県鹿沼市貝島町・かいじままち

　　３２２-０３０４・栃木県鹿沼市柏木・かしわぎ

　　３２２-０２５２・栃木県鹿沼市加園・かぞの

　　３２２-００１５・栃木県鹿沼市上石川・かみいしかわ

　　３２２-０１０２・栃木県鹿沼市上大久保・かみおおくほﾞ

　　３２２-０４２３・栃木県鹿沼市上粕尾・かみかすお

　　３２２-０２５４・栃木県鹿沼市上久我・かみくが

　　３２２-００６５・栃木県鹿沼市上材木町・かみざいもくちよう

　　３２２-００６６・栃木県鹿沼市上田町・かみたまち

　　３２２-００４５・栃木県鹿沼市上殿町・かみどのまち

　　３２８-０２１１・栃木県鹿沼市上永野・かみながの

　　３２２-０５２２・栃木県鹿沼市上奈良部町・かみならぶまち

　　３２２-０３４６・栃木県鹿沼市上南摩町・かみなんままち

　　３２２-００７６・栃木県鹿沼市上日向・かみひなた

　　３２２-０５３４・栃木県鹿沼市亀和田町・かめわだまち

　　３２２-０５３３・栃木県鹿沼市北赤塚町・きたあかつﾞかまち

　　３２２-０３０１・栃木県鹿沼市北半田・きたはんだ

　　３２２-００５２・栃木県鹿沼市銀座・ぎんざ

　　３２２-０１０１・栃木県鹿沼市草久・くさぎゆう

　　３２２-０３０５・栃木県鹿沼市口粟野・くちあわの

　　３２２-０３０３・栃木県鹿沼市久野・くの

　　３２２-００５１・栃木県鹿沼市久保町・くほﾞちよう

　　３２２-００２４・栃木県鹿沼市晃望台・こうほﾞうだい

　　３２２-０００９・栃木県鹿沼市高谷・こうや

　　３２２-０００８・栃木県鹿沼市古賀志町・こがしまち

　　３２２-００２３・栃木県鹿沼市幸町・さいわいちよう

　　３２２-００２８・栃木県鹿沼市栄町・さかえちよう

　　３２２-００６９・栃木県鹿沼市坂田山・さかたやま

　　３２２-００４７・栃木県鹿沼市酒野谷・さけのや

　　３２２-００７８・栃木県鹿沼市笹原田・ささはらだ

　　３２２-００１４・栃木県鹿沼市さつき町・さつきちよう

　　３２２-０３４３・栃木県鹿沼市佐目町・さめまち

　　３２２-００４１・栃木県鹿沼市三幸町・さんこうちよう

　　３２２-０５２７・栃木県鹿沼市塩山町・しおやままち

　　３２２-００１７・栃木県鹿沼市下石川・しもいしかわ

　　３２２-０１０３・栃木県鹿沼市下大久保・しもおおくほﾞ



　　３２２-０４２１・栃木県鹿沼市下粕尾・しもかすお

　　３２２-０２５３・栃木県鹿沼市下久我・しもくが

　　３２２-００５６・栃木県鹿沼市下材木町・しもざいもくちよう

　　３２２-０２５６・栃木県鹿沼市下沢・しもざわ

　　３２２-０００４・栃木県鹿沼市下武子町・しもたけしまち

　　３２２-００３６・栃木県鹿沼市下田町・しもたまち

　　３２２-００７９・栃木県鹿沼市下遠部・しもとおべ

　　３２８-０２１２・栃木県鹿沼市下永野・しもながの

　　３２２-０５２３・栃木県鹿沼市下奈良部町・しもならぶまち

　　３２２-０３４１・栃木県鹿沼市下南摩町・しもなんままち

　　３２２-００７５・栃木県鹿沼市下日向・しもひなた

　　３２２-００５４・栃木県鹿沼市下横町・しもよこまち

　　３２２-００１１・栃木県鹿沼市白桑田・しらくわだ

　　３２２-００３８・栃木県鹿沼市末広町・すえひろちよう

　　３２２-００６１・栃木県鹿沼市千手町・せんじゆまち

　　３２２-０００２・栃木県鹿沼市千渡・せんど

　　３２２-０００７・栃木県鹿沼市武子・たけじ

　　３２２-００７２・栃木県鹿沼市玉田町・たまだまち

　　３２２-００５７・栃木県鹿沼市寺町・てらまち

　　３２２-００６７・栃木県鹿沼市天神町・てんじんちよう

　　３２２-０００１・栃木県鹿沼市栃窪・とちくほﾞ

　　３２２-００６３・栃木県鹿沼市戸張町・とはりちよう

　　３２２-０００６・栃木県鹿沼市富岡・とみおか

　　３２２-００４４・栃木県鹿沼市鳥居跡町・とりいどちよう

　　３２２-０３０６・栃木県鹿沼市中粟野・なかあわの

　　３２２-０４２２・栃木県鹿沼市中粕尾・なかかすお

　　３２２-００３７・栃木県鹿沼市中田町・なかたまち

　　３２２-００５３・栃木県鹿沼市仲町・なかまち

　　３２２-０５２８・栃木県鹿沼市奈佐原町・なさはらまち

　　３２２-０００３・栃木県鹿沼市仁神堂町・にがみどうまち

　　３２２-００７３・栃木県鹿沼市西鹿沼町・にしかぬままち

　　３２２-０３４４・栃木県鹿沼市西沢町・にしざわまち

　　３２２-００２９・栃木県鹿沼市西茂呂・にしもろ

　　３２２-０５２１・栃木県鹿沼市日光奈良部町・につこうならぶまち

　　３２２-０５２６・栃木県鹿沼市楡木町・にれぎまち

　　３２２-０５３５・栃木県鹿沼市野沢町・のざわまち

　　３２２-０２５１・栃木県鹿沼市野尻・のじり

　　３２２-００４９・栃木県鹿沼市花岡町・はなおかまち

　　３２２-００３９・栃木県鹿沼市東末広町・ひがしすえひろちよう

　　３２２-０２５５・栃木県鹿沼市引田・ひきだ

　　３２２-００７４・栃木県鹿沼市日吉町・ひよしちよう

　　３２２-００７７・栃木県鹿沼市深岩・ふかいわ

　　３２２-００１３・栃木県鹿沼市深津・ふかつﾞ

　　３２２-０３０２・栃木県鹿沼市深程・ふかほど

　　３２２-０５３２・栃木県鹿沼市藤江町・ふじえまち

　　３２２-００３４・栃木県鹿沼市府中町・ふちゆうまち

　　３２２-００３３・栃木県鹿沼市府所町・ふどころちよう

　　３２２-００３２・栃木県鹿沼市府所本町・ふどころほんちよう

　　３２２-００６４・栃木県鹿沼市文化橋町・ぶんかはﾞしちよう

　　３２２-００４２・栃木県鹿沼市蓬莱町・ほうらいちよう

　　３２２-００１２・栃木県鹿沼市松原・まつはﾞら

　　３２２-００２５・栃木県鹿沼市緑町・みどりちよう

　　３２２-０５３１・栃木県鹿沼市南上野町・みなみうえのまち

　　３２２-０５２４・栃木県鹿沼市みなみ町・みなみちよう

　　３２２-００７１・栃木県鹿沼市見野・みの

　　３２２-００３１・栃木県鹿沼市睦町・むつみちよう

　　３２２-００４８・栃木県鹿沼市村井町・むらいまち

　　３２２-００４６・栃木県鹿沼市樅山町・もみやままち

　　３２２-００２６・栃木県鹿沼市茂呂・もろ

　　３２２-００４３・栃木県鹿沼市万町・よろずちよう

　　３２２-００１６・栃木県鹿沼市流通センター・りゆうつうせんたｰ

　　３２１-１２００・栃木県日光市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-１４１３・栃木県日光市相生町・あいおいちよう

　　３２１-２６０４・栃木県日光市赤下・あかした

　　３２１-１５１１・栃木県日光市足尾町・あしおまち

　　３２１-１５０２・栃木県日光市足尾町赤倉・あしおまちあかくら

　　３２１-１５２４・栃木県日光市足尾町赤沢・あしおまちあかさわ

　　３２１-１５０１・栃木県日光市足尾町愛宕下・あしおまちあたごした

　　３２１-１５０５・栃木県日光市足尾町上の平・あしおまちうえのたいら

　　３２１-１５１２・栃木県日光市足尾町掛水・あしおまちかけみず



　　３２１-１５０４・栃木県日光市足尾町上間藤・あしおまちかみまとう

　　３２１-１５０６・栃木県日光市足尾町下間藤・あしおまちしもまとう

　　３２１-１５１５・栃木県日光市足尾町砂畑・あしおまちすなはた

　　３２１-１５１４・栃木県日光市足尾町通洞・あしおまちつうどう

　　３２１-１５２１・栃木県日光市足尾町遠下・あしおまちとおじも

　　３２１-１５２２・栃木県日光市足尾町中才・あしおまちなかさい

　　３２１-１５０７・栃木県日光市足尾町南橋・あしおまちなんきよう

　　３２１-１５０３・栃木県日光市足尾町深沢・あしおまちふかさわ

　　３２１-１５０８・栃木県日光市足尾町本山・あしおまちほんざん

　　３２１-１５２３・栃木県日光市足尾町松原・あしおまちまつはﾞら

　　３２１-１５１３・栃木県日光市足尾町向原・あしおまちむかいはら

　　３２１-２６１５・栃木県日光市五十里（東山）・いかり(ひがしやま)

　　３２１-２８０６・栃木県日光市五十里（その他）・いかり(そのた)

　　３２１-１４０５・栃木県日光市石屋町・いしやまち

　　３２１-１４２５・栃木県日光市和泉・いずみ

　　３２１-１１０２・栃木県日光市板橋・いたはﾞじ

　　３２１-１４１１・栃木県日光市稲荷町・いなりまち

　　３２１-２３４４・栃木県日光市猪倉・いのくら

　　３２１-１２６１・栃木県日光市今市・いまいち

　　３２１-１２７２・栃木県日光市今市本町・いまいちほんちよう

　　３２１-１１０４・栃木県日光市岩崎・いわざき

　　３２１-２３３３・栃木県日光市薄井沢・うすいざわ

　　３２１-２４１１・栃木県日光市大桑町・おおくわまち

　　３２１-２３４１・栃木県日光市大沢町・おおさわまち

　　３２１-２３３２・栃木県日光市大室・おおむろ

　　３２１-２４０２・栃木県日光市大渡・おおわたり

　　３２１-２３３６・栃木県日光市荊沢・おとろざわ

　　３２１-２３５４・栃木県日光市嘉多蔵・かたくら

　　３２１-２７１５・栃木県日光市上栗山・かみくりやま

　　３２１-１４０１・栃木県日光市上鉢石町・かみはついしまち

　　３２１-２８０２・栃木県日光市上三依・かみみより

　　３２１-２５２４・栃木県日光市柄倉・からくら

　　３２１-２６１１・栃木県日光市川治温泉川治・かわじおんせんかわじ

　　３２１-２６１２・栃木県日光市川治温泉高原・かわじおんせんたかはら

　　３２１-２６１４・栃木県日光市川治温泉滝・かわじおんせんたき

　　３２１-２７１７・栃木県日光市川俣・かわまた

　　３２１-２４０１・栃木県日光市川室・かわむろ

　　３２１-１２７３・栃木県日光市吉沢・きちさわ

　　３２１-２５２２・栃木県日光市鬼怒川温泉大原・きぬがわおんせんおおはら

　　３２１-２５２６・栃木県日光市鬼怒川温泉滝・きぬがわおんせんたき

　　３２１-１４４４・栃木県日光市清滝・きよたき

　　３２１-１４４１・栃木県日光市清滝安良沢町・きよたきあらさわまち

　　３２１-１４４３・栃木県日光市清滝桜ケ丘町・きよたきさくらがおかまち

　　３２１-１４４８・栃木県日光市清滝新細尾町・きよたきしんほそおまち

　　３２１-１４４２・栃木県日光市清滝丹勢町・きよたきたんぜまち

　　３２１-１４４６・栃木県日光市清滝中安戸町・きよたきなかやすどまち

　　３２１-１４４７・栃木県日光市清滝和の代町・きよたきわのしろまち

　　３２１-２３４５・栃木県日光市木和田島・きわだしま

　　３２１-１４３６・栃木県日光市久次良町・くじらまち

　　３２１-２３５３・栃木県日光市沓掛・くつかけ

　　３２１-２４１２・栃木県日光市倉ケ崎・くらがさき

　　３２１-２４１３・栃木県日光市倉ケ崎新田・くらがさきしんでん

　　３２１-２４２１・栃木県日光市栗原・くりはﾞら

　　３２１-２７１３・栃木県日光市黒部・くろべ

　　３２１-１１０６・栃木県日光市小倉・こぐら

　　３２１-１４０４・栃木県日光市御幸町・ごこうまち

　　３２１-２５２５・栃木県日光市小佐越・こさごえ

　　３２１-１１０７・栃木県日光市小代・こしろ

　　３２１-２３５２・栃木県日光市小林・こはﾞやじ

　　３２１-２４２６・栃木県日光市小百（筒置）・こびやく(つつおき)

　　３２１-２４２４・栃木県日光市小百（鳥屋下）・こびやく(とやした)

　　３２１-２４２５・栃木県日光市小百（楢原）・こびやく(ならはら)

　　３２１-１２６５・栃木県日光市小百（その他）・こびやく(そのた)

　　３２１-２４２７・栃木県日光市佐下部・さげぶ

　　３２１-２３５５・栃木県日光市沢又・さわまた

　　３２１-１４３１・栃木県日光市山内・さんない

　　３２１-２３５１・栃木県日光市塩野室町・しおのむろまち

　　３２１-１４２３・栃木県日光市七里・しちり

　　３２１-１２７６・栃木県日光市下の内・しものうち

　　３２１-１４０３・栃木県日光市下鉢石町・しもはついしまち



　　３２１-１２６３・栃木県日光市瀬川・せがわ

　　３２１-１２６４・栃木県日光市瀬尾・せのお

　　３２１-２８０４・栃木県日光市芹沢・せりさわ

　　３２１-２４０５・栃木県日光市芹沼・せりぬま

　　３２１-１２７７・栃木県日光市千本木・せんほﾞんぎ

　　３２１-２４２２・栃木県日光市高柴・たかしはﾞ

　　３２１-２５２３・栃木県日光市高徳・たかとく

　　３２１-２６１６・栃木県日光市高原・たかはら

　　３２１-１３５６・栃木県日光市滝ケ原・たきがはら

　　３２１-１４３３・栃木県日光市匠町・たくみちよう

　　３２１-１４４９・栃木県日光市丹勢・たんぜ

　　３２１-１２６６・栃木県日光市中央町・ちゆうおうちよう

　　３２１-１６６１・栃木県日光市中宮祠・ちゆうぐうじ

　　３２１-１１０３・栃木県日光市手岡・ちようか

　　３２１-１４１２・栃木県日光市東和町・

　　３２１-１４２１・栃木県日光市所野・ところの

　　３２１-１２７４・栃木県日光市土沢・どさわ

　　３２１-２８０５・栃木県日光市独鈷沢・とつこざわ

　　３２１-２４０４・栃木県日光市轟・とどろく

　　３２１-２４１４・栃木県日光市豊田・とよだ

　　３２１-２７１４・栃木県日光市土呂部・どろぶ

　　３２１-１３５４・栃木県日光市中小来川・なかおころがわ

　　３２１-１１０８・栃木県日光市長畑・ながはた

　　３２１-１４０２・栃木県日光市中鉢石町・なかはついしまち

　　３２１-２８０３・栃木県日光市中三依・なかみより

　　３２１-１２７１・栃木県日光市並木町・なみきちよう

　　３２１-１３５５・栃木県日光市西小来川・にしおころがわ

　　３２１-２６０３・栃木県日光市西川・にしかわ

　　３２１-１４１５・栃木県日光市日光・につこう

　　３２１-２３４２・栃木県日光市根室・ねむろ

　　３２１-２７１６・栃木県日光市野門・のかど

　　３２１-１４２４・栃木県日光市野口・のぐち

　　３２１-１４３５・栃木県日光市花石町・はないしちよう

　　３２１-２４２３・栃木県日光市原宿・はらじゆく

　　３２１-２３３１・栃木県日光市針貝・はりがい

　　３２１-１４１４・栃木県日光市萩垣面・はんがきめん

　　３２１-２７１２・栃木県日光市日蔭・ひかげ

　　３２１-１３５１・栃木県日光市東小来川・ひがしおころがわ

　　３２１-２６０２・栃木県日光市一ツ石・ひとついじ

　　３２１-２７１１・栃木県日光市日向・ひなた

　　３２１-１２６２・栃木県日光市平ケ崎・ひらがさき

　　３２１-２６１３・栃木県日光市藤原（１０４７～１２６８及び下平）

　　３２１-２５２１・栃木県日光市藤原（その他）・ふじはら(そのた)

　　３２１-１１０５・栃木県日光市文挾町・ふはﾞさみまち

　　３２１-１４２２・栃木県日光市宝殿・ほうでん

　　３２１-１４４５・栃木県日光市細尾町・ほそおまち

　　３２１-１４３４・栃木県日光市本町・ほんちよう

　　３２１-２４０３・栃木県日光市町谷・まちや

　　３２１-１４０６・栃木県日光市松原町・まつはﾞらちよう

　　３２１-２３３４・栃木県日光市水無・みずなじ

　　３２１-１３５３・栃木県日光市南小来川・みなみおころがわ

　　３２１-１３５２・栃木県日光市宮小来川・みやおころがわ

　　３２１-１１０１・栃木県日光市明神・みようじん

　　３２１-１２７５・栃木県日光市室瀬・むろぜ

　　３２１-２３３５・栃木県日光市森友・もりとも

　　３２１-１４３２・栃木県日光市安川町・やすかわちよう

　　３２１-２３５６・栃木県日光市矢野口・やのくち

　　３２１-２３４３・栃木県日光市山口・やまぐち

　　３２１-１４２６・栃木県日光市山久保・やまくほﾞ

　　３２１-２６０１・栃木県日光市湯西川・ゆにしかわ

　　３２１-１６６２・栃木県日光市湯元・ゆもと

　　３２１-２８０１・栃木県日光市横川・よこかわ

　　３２１-１４０７・栃木県日光市若杉町・わかすぎちよう

　　３２１-２７１８・栃木県日光市若間・わかま

　　３２３-００００・栃木県小山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-０２１１・栃木県小山市暁・あかつき

　　３２９-０２１５・栃木県小山市網戸・あじと

　　３２３-０８２６・栃木県小山市雨ケ谷・あまがや

　　３２３-０８２４・栃木県小山市雨ケ谷新田・あまがやしんでん

　　３２３-０８３１・栃木県小山市雨ケ谷町・あまがやちよう



　　３２３-００１３・栃木県小山市荒井・あらい

　　３２３-０００６・栃木県小山市荒川・あらかわ

　　３２９-０２０１・栃木県小山市粟宮・あわのみや

　　３２３-００１７・栃木県小山市飯塚・いいつﾞか

　　３２３-００５４・栃木県小山市井岡・いおか

　　３２３-００５１・栃木県小山市生駒・いこま

　　３２３-００４５・栃木県小山市石ノ上・いしのうえ

　　３２３-０８０８・栃木県小山市出井・いでい

　　３２３-００２１・栃木県小山市稲葉郷・いなはﾞごう

　　３２３-０８１１・栃木県小山市犬塚・いぬつﾞか

　　３２３-００６７・栃木県小山市今里・いまざと

　　３２９-０２０７・栃木県小山市美しが丘・うつくしがおか

　　３２３-００２２・栃木県小山市駅東通り・えきひがしどおり

　　３２３-０８２２・栃木県小山市駅南町・えきみなみちよう

　　３２３-００５８・栃木県小山市大川島・おおかわしま

　　３２３-０００９・栃木県小山市大本・おおもと

　　３２９-０２２８・栃木県小山市押切・おしきり

　　３２９-０２１４・栃木県小山市乙女・おとめ

　　３２３-０００１・栃木県小山市小宅・おやけ

　　３２３-０８２５・栃木県小山市小山・おやま

　　３２９-０２２９・栃木県小山市鏡・かがみ

　　３２３-００６３・栃木県小山市上石塚・かみいしつﾞか

　　３２３-００５６・栃木県小山市上泉・かみいずみ

　　３２３-００６６・栃木県小山市上国府塚・かみこうつﾞか

　　３２９-０２２２・栃木県小山市上生井・かみなまい

　　３２３-００６９・栃木県小山市上初田・かみはつだ

　　３２３-０８２８・栃木県小山市神山・かみやま

　　３２３-０８０４・栃木県小山市萱橋・かやはﾞじ

　　３２３-００１４・栃木県小山市喜沢・きざわ

　　３２３-０８０３・栃木県小山市北飯田・きたいいだ

　　３２９-０２２１・栃木県小山市生良・きら

　　３２３-０００２・栃木県小山市黒本・くろもと

　　３２３-０００８・栃木県小山市小薬・こぐすり

　　３２３-００５３・栃木県小山市小袋・こぶくろ

　　３２９-０２２６・栃木県小山市寒川・さむかわ

　　３２３-００１５・栃木県小山市三拝川岸・さんはﾞいかわぎじ

　　３２３-００４３・栃木県小山市塩沢・しおざわ

　　３２３-０００５・栃木県小山市渋井・しぶい

　　３２３-０００４・栃木県小山市島田・しまだ

　　３２３-００６４・栃木県小山市下石塚・しもいしつﾞか

　　３２３-００５５・栃木県小山市下泉・しもいずみ

　　３２３-００５２・栃木県小山市下河原田・しもかわらだ

　　３２３-００６５・栃木県小山市下国府塚・しもこうつﾞか

　　３２９-０２２３・栃木県小山市下生井・しもなまい

　　３２３-００６８・栃木県小山市下初田・しもはつだ

　　３２３-０８０７・栃木県小山市城東・じようとう

　　３２３-００２９・栃木県小山市城北・じようほく

　　３２９-０２２４・栃木県小山市白鳥・しらとり

　　３２３-００２５・栃木県小山市城山町・しろやまちよう

　　３２３-００３３・栃木県小山市神明町・しんめいちよう

　　３２９-０２０２・栃木県小山市千駄塚・せんだつﾞか

　　３２３-００６１・栃木県小山市卒島・そしま

　　３２３-００４１・栃木県小山市大行寺・だいぎようじ

　　３２３-０１５４・栃木県小山市高椅・たかはじ

　　３２３-０１５１・栃木県小山市田川・たがわ

　　３２３-０８１５・栃木県小山市武井・たけい

　　３２３-００６２・栃木県小山市立木・たつぎ

　　３２３-０８１４・栃木県小山市田間・たま

　　３２３-００２３・栃木県小山市中央町・ちゆうおうちよう

　　３２３-０８１８・栃木県小山市塚崎・つかざき

　　３２３-００３２・栃木県小山市天神町・てんじんちよう

　　３２３-００４２・栃木県小山市外城・とじよう

　　３２３-０８１２・栃木県小山市土塔・どとう

　　３２３-０１５７・栃木県小山市中河原・なかがわら

　　３２３-０８０６・栃木県小山市中久喜・なかくき

　　３２９-０２２７・栃木県小山市中里・なかざと

　　３２３-０１５６・栃木県小山市中島・なかじま

　　３２９-０２１６・栃木県小山市楢木・ならのき

　　３２９-０２０３・栃木県小山市西黒田・にしくろだ

　　３２３-０８２０・栃木県小山市西城南・にしじようなん



　　３２３-０１５２・栃木県小山市延島・のぶしま

　　３２３-０１５３・栃木県小山市延島新田・のぶしましんでん

　　３２３-００４６・栃木県小山市萩島・はぎしま

　　３２９-０２２５・栃木県小山市迫間田・はさまだ

　　３２３-０８０１・栃木県小山市鉢形・はちがた

　　３２３-００２７・栃木県小山市花垣町・はながきちよう

　　３２３-００１２・栃木県小山市羽川・はねかわ

　　３２９-０２０４・栃木県小山市東黒田・ひがしくろだ

　　３２３-０００３・栃木県小山市東島田・ひがししまだ

　　３２３-０８２９・栃木県小山市東城南・ひがしじようなん

　　３２３-０８１７・栃木県小山市東野田・ひがしのだ

　　３２９-０２０６・栃木県小山市東間々田・ひがしままだ

　　３２３-０８０２・栃木県小山市東山田・ひがしやまだ

　　３２３-００３４・栃木県小山市神鳥谷（丁目）・ひととのや

　　３２３-０８２７・栃木県小山市神鳥谷（)・ひととのや

　　３２９-０２１２・栃木県小山市平和・ひらわ

　　３２３-０１５５・栃木県小山市福良・ふくら

　　３２３-００１６・栃木県小山市扶桑・ふそう

　　３２３-００２６・栃木県小山市本郷町・ほんごうちよう

　　３２３-０００７・栃木県小山市松沼・まつぬま

　　３２３-００４４・栃木県小山市間中・まなか

　　３２９-０２０５・栃木県小山市間々田・ままだ

　　３２３-０８２１・栃木県小山市三峯・みつみね

　　３２９-０２１３・栃木県小山市南飯田・みなみいいだ

　　３２３-０８１６・栃木県小山市南和泉・みなみいずみ

　　３２９-０２１７・栃木県小山市南乙女・みなみおとめ

　　３２３-００５７・栃木県小山市南小林・みなみおはﾞやじ

　　３２３-００１１・栃木県小山市南半田・みなみはんだ

　　３２３-００２４・栃木県小山市宮本町・みやもとちよう

　　３２３-０８０５・栃木県小山市向野・むかいの

　　３２３-０８２３・栃木県小山市向原新田・むかいはらしんでん

　　３２３-０１５８・栃木県小山市梁・やな

　　３２３-００３１・栃木県小山市八幡町・やはたちよう

　　３２３-０８１３・栃木県小山市横倉・よこくら

　　３２３-０８１９・栃木県小山市横倉新田・よこくらしんでん

　　３２３-００２８・栃木県小山市若木町・わかぎちよう

　　３２１-４３００・栃木県真岡市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-４５３１・栃木県真岡市青田・あおた

　　３２１-４３１２・栃木県真岡市青谷・あおや

　　３２１-４４０１・栃木県真岡市赤羽・あかはﾞね

　　３２１-４５１２・栃木県真岡市阿部岡・あべおか

　　３２１-４５１７・栃木県真岡市阿部品・あべしな

　　３２１-４３０５・栃木県真岡市荒町・あらまち

　　３２１-４４０５・栃木県真岡市飯貝・いいがい

　　３２１-４５４６・栃木県真岡市砂ケ原・いさがはら

　　３２１-４５０７・栃木県真岡市石島・いしじま

　　３２１-４３４２・栃木県真岡市伊勢崎・いせさき

　　３２１-４３５６・栃木県真岡市大沼・おおぬま

　　３２１-４５０６・栃木県真岡市大根田・おおねだ

　　３２１-４３３２・栃木県真岡市大谷新町・おおやしんまち

　　３２１-４３３８・栃木県真岡市大谷台町・おおやだいまち

　　３２１-４３３３・栃木県真岡市大谷本町・おおやほんまち

　　３２１-４５０８・栃木県真岡市大和田・おおわだ

　　３２１-４５０５・栃木県真岡市沖・おき

　　３２１-４３４７・栃木県真岡市加倉・かくら

　　３２１-４３５３・栃木県真岡市粕田・かすだ

　　３２１-４３６６・栃木県真岡市勝瓜・かつうり

　　３２１-４５３６・栃木県真岡市上江連・かみえつﾞら

　　３２１-４５４２・栃木県真岡市上大曽・かみおおぞ

　　３２１-４４１１・栃木県真岡市上大田和・かみおおだわ

　　３２１-４３５５・栃木県真岡市上大沼・かみおおぬま

　　３２１-４３３７・栃木県真岡市上高間木・かみこうまぎ

　　３２１-４４１６・栃木県真岡市上鷺谷・かみさぎのや

　　３２１-４５４１・栃木県真岡市上谷貝・かみやがい

　　３２１-４３６３・栃木県真岡市亀山・かめやま

　　３２１-４３４４・栃木県真岡市茅堤・かやつつみ

　　３２１-４３６７・栃木県真岡市鬼怒ケ丘・きぬがおか

　　３２１-４３１６・栃木県真岡市君島・きみじま

　　３２１-４４０６・栃木県真岡市京泉・きようせん

　　３２１-４５２１・栃木県真岡市久下田・くげた



　　３２１-４５２２・栃木県真岡市久下田西・くげたにじ

　　３２１-４３６９・栃木県真岡市熊倉・くまくら

　　３２１-４３６２・栃木県真岡市熊倉町・くまくらちよう

　　３２１-４５０３・栃木県真岡市桑ノ川・くわのがわ

　　３２１-４３４３・栃木県真岡市小橋・こはﾞじ

　　３２１-４３２１・栃木県真岡市小林・こはﾞやじ

　　３２１-４５３５・栃木県真岡市古山・こやま

　　３２１-４５３４・栃木県真岡市境・さかい

　　３２１-４５２３・栃木県真岡市さくら・さくら

　　３２１-４３１５・栃木県真岡市道祖土・さやど

　　３２１-４５０４・栃木県真岡市鹿・しか

　　３２１-４３２６・栃木県真岡市島・しま

　　３２１-４４０２・栃木県真岡市清水・しみず

　　３２１-４５４３・栃木県真岡市下大曽・しもおおぞ

　　３２１-４４１３・栃木県真岡市下大田和・しもおおだわ

　　３２１-４３５７・栃木県真岡市下大沼・しもおおぬま

　　３２１-４３３５・栃木県真岡市下高間木・しもこうまぎ

　　３２１-４４１５・栃木県真岡市下籠谷・しもこもりや

　　３２１-４４１４・栃木県真岡市下鷺谷・しもさぎのや

　　３２１-４３１３・栃木県真岡市須釜・すがま

　　３２１-４５１５・栃木県真岡市反町・そりまち

　　３２１-４５４５・栃木県真岡市大道泉・だいどういずみ

　　３２１-４３０６・栃木県真岡市台町・だいまち

　　３２１-４３４１・栃木県真岡市高勢町・たかせちよう

　　３２１-４５１１・栃木県真岡市高田・たかだ

　　３２１-４４０４・栃木県真岡市田島・たじま

　　３２１-４３２５・栃木県真岡市田町・たまち

　　３２１-４３０２・栃木県真岡市鶴田・つるた

　　３２１-４３４５・栃木県真岡市寺内・てらうち

　　３２１-４３６８・栃木県真岡市寺久保・てらくほﾞ

　　３２１-４３５４・栃木県真岡市寺分・てらぶん

　　３２１-４３０９・栃木県真岡市東光寺・とうこうじ

　　３２１-４３５１・栃木県真岡市中・なか

　　３２１-４３０８・栃木県真岡市中郷・なかごう

　　３２１-４５３２・栃木県真岡市長島・ながしま

　　３２１-４３６４・栃木県真岡市長田・ながた

　　３２１-４５３９・栃木県真岡市長沼・ながぬま

　　３２１-４３６１・栃木県真岡市並木町・なみきちよう

　　３２１-４５３７・栃木県真岡市西大島・にしおおじま

　　３２１-４３３６・栃木県真岡市西高間木・にしこうまぎ

　　３２１-４３０７・栃木県真岡市西郷・にしごう

　　３２１-４３０１・栃木県真岡市西田井・にしだい

　　３２１-４３２４・栃木県真岡市西沼・にしぬま

　　３２１-４５１６・栃木県真岡市根小屋・ねごや

　　３２１-４３１１・栃木県真岡市根本・ねもと

　　３２１-４３３１・栃木県真岡市白布ケ丘・はくふがおか

　　３２１-４３０３・栃木県真岡市八條・はちじよう

　　３２１-４４０３・栃木県真岡市原町・はらまち

　　３２１-４３２２・栃木県真岡市東大島・ひがしおおしま

　　３２１-４３０４・栃木県真岡市東郷・ひがしごう

　　３２１-４３２３・栃木県真岡市東沼・ひがしぬま

　　３２１-４５３３・栃木県真岡市程島・ほどしま

　　３２１-４４１２・栃木県真岡市堀内・ほりうち

　　３２１-４５４４・栃木県真岡市堀込・ほりごめ

　　３２１-４３４６・栃木県真岡市松山町・まつやまちよう

　　３２１-４５１４・栃木県真岡市水戸部・みとべ

　　３２１-４３１４・栃木県真岡市南高岡・みなみたかおか

　　３２１-４５１３・栃木県真岡市三谷・みや

　　３２１-４５０２・栃木県真岡市物井・ものい

　　３２１-４５４７・栃木県真岡市谷貝新田・やがいしんでん

　　３２１-４３３４・栃木県真岡市八木岡・やぎおか

　　３２１-４３６５・栃木県真岡市柳林・やなぎはﾞやじ

　　３２１-４５０１・栃木県真岡市横田・よこた

　　３２１-４５５１・栃木県真岡市若旅（五丁歩）・わかたび(５ちようぶ)

　　３２１-４３５２・栃木県真岡市若旅（その他）・わかたび(そのた)

　　３２１-４５３８・栃木県真岡市鷲巣・わしのす

　　３２４-００００・栃木県大田原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２４-００１５・栃木県大田原市赤瀬・あかぜ

　　３２４-００４３・栃木県大田原市浅香・あさか

　　３２４-００６１・栃木県大田原市荒井・あらい



　　３２４-０４１３・栃木県大田原市新宿・あらじゆく

　　３２４-０００６・栃木県大田原市市野沢・いちのさわ

　　３２４-００６４・栃木県大田原市今泉・いまいずみ

　　３２４-００３５・栃木県大田原市薄葉・うすはﾞ

　　３２４-００２２・栃木県大田原市宇田川・うだがわ

　　３２４-０２１３・栃木県大田原市雲岩寺・うんがんじ

　　３２４-００２５・栃木県大田原市大神・おおがみ

　　３２４-０２０４・栃木県大田原市大久保・おおくほﾞ

　　３２４-０２４２・栃木県大田原市大豆田・おおまめだ

　　３２４-０２３６・栃木県大田原市大輪・おおわ

　　３２４-００６５・栃木県大田原市岡・おか

　　３２４-００２７・栃木県大田原市荻野目・おぎのめ

　　３２４-００１７・栃木県大田原市奥沢・おくさわ

　　３２４-０００１・栃木県大田原市乙連沢・おとれざわ

　　３２４-００４６・栃木県大田原市加治屋・かじや

　　３２４-０２２３・栃木県大田原市片田・かたた

　　３２４-０４１４・栃木県大田原市片府田・かたふた

　　３２４-００１３・栃木県大田原市鹿畑・かはﾞた

　　３２４-００３７・栃木県大田原市上石上・かみいしがみ

　　３２４-００１８・栃木県大田原市上奥沢・かみおくさわ

　　３２４-０２２１・栃木県大田原市亀久・かめひさ

　　３２４-０２１４・栃木県大田原市川上・かわかみ

　　３２４-０２０８・栃木県大田原市川田・かわだ

　　３２４-０２０７・栃木県大田原市河原・かわら

　　３２４-０２０２・栃木県大田原市木佐美・きざみ

　　３２４-００１６・栃木県大田原市北大和久・きたおおわぐ

　　３２４-００１１・栃木県大田原市北金丸・きたかねまる

　　３２４-０２２４・栃木県大田原市北滝・きたたき

　　３２４-０２３１・栃木県大田原市北野上・きたのがみ

　　３２４-０２０５・栃木県大田原市久野又・くのまた

　　３２４-００１４・栃木県大田原市倉骨・くらほね

　　３２４-０２３３・栃木県大田原市黒羽田町・くろはﾞねたまち

　　３２４-０２４１・栃木県大田原市黒羽向町・くろはﾞねむこうまち

　　３２４-０００３・栃木県大田原市小滝・こだき

　　３２４-０４０２・栃木県大田原市小船渡・こぶなと

　　３２４-００３２・栃木県大田原市佐久山・さくやま

　　３２４-０２４６・栃木県大田原市寒井・さぶい

　　３２４-０４０４・栃木県大田原市佐良土・さらど

　　３２４-０４１５・栃木県大田原市品川・しながわ

　　３２４-００３６・栃木県大田原市下石上・しもいしがみ

　　３２４-００５２・栃木県大田原市城山・しろやま

　　３２４-００５５・栃木県大田原市新富町・しんとみちよう

　　３２４-００４２・栃木県大田原市末広・すえひろ

　　３２４-０２１１・栃木県大田原市須賀川・すかがわ

　　３２４-０２１２・栃木県大田原市須佐木・すさぎ

　　３２４-００５７・栃木県大田原市住吉町・すみよしちよう

　　３２４-０４０１・栃木県大田原市狭原・せはﾞはら

　　３２４-００２６・栃木県大田原市滝岡・たきおか

　　３２４-００３３・栃木県大田原市滝沢・たきざわ

　　３２４-００４４・栃木県大田原市親園・ちかその

　　３２４-００５６・栃木県大田原市中央・ちゆうおう

　　３２４-０２０３・栃木県大田原市寺宿・てらじゆく

　　３２４-００６６・栃木県大田原市戸野内・とのうち

　　３２４-０００４・栃木県大田原市富池・とみいけ

　　３２４-００６２・栃木県大田原市中田原・なかだわら

　　３２４-０２０６・栃木県大田原市中野内・なかのうち

　　３２４-０４０５・栃木県大田原市中の原・なかのはら

　　３２４-０２１５・栃木県大田原市南方・なんほﾞう

　　３２４-０００５・栃木県大田原市練貫・ねりぬき

　　３２４-００３８・栃木県大田原市野崎・のざき

　　３２４-０２４４・栃木県大田原市蜂巣・はちす

　　３２４-００２３・栃木県大田原市花園・はなぞの

　　３２４-０００２・栃木県大田原市羽田・はんだ

　　３２４-０２４５・栃木県大田原市桧木沢・ひのきざわ

　　３２４-００３４・栃木県大田原市平沢・ひらさわ

　　３２４-０４１２・栃木県大田原市蛭田・ひるた

　　３２４-０４１１・栃木県大田原市蛭畑・ひるはた

　　３２４-００２４・栃木県大田原市福原・ふくわら

　　３２４-００３１・栃木県大田原市藤沢・ふじさわ

　　３２４-００２８・栃木県大田原市富士見・ふじみ



　　３２４-０２３５・栃木県大田原市堀之内・ほりのうち

　　３２４-００４１・栃木県大田原市本町・ほんちよう

　　３２４-０２３４・栃木県大田原市前田・まえた

　　３２４-００６３・栃木県大田原市町島・まちじま

　　３２４-００４５・栃木県大田原市実取・みどり

　　３２４-００１２・栃木県大田原市南金丸・みなみかねまる

　　３２４-００４７・栃木県大田原市美原・みはら

　　３２４-００５８・栃木県大田原市紫塚・むらさきつﾞか

　　３２４-００５３・栃木県大田原市元町・もとまち

　　３２４-０２２２・栃木県大田原市矢倉・やぐら

　　３２４-０２３２・栃木県大田原市八塩・やしお

　　３２４-００５１・栃木県大田原市山の手・やまのて

　　３２４-０４０３・栃木県大田原市湯津上・ゆつﾞかみ

　　３２４-０２４３・栃木県大田原市余瀬・よぜ

　　３２４-０２０１・栃木県大田原市両郷・りようごう

　　３２４-００２１・栃木県大田原市若草・わかくさ

　　３２４-００５４・栃木県大田原市若松町・わかまつちよう

　　３２９-２１００・栃木県矢板市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-２１３６・栃木県矢板市東町・あずまちよう

　　３２９-２１２１・栃木県矢板市荒井・あらい

　　３２９-１５７２・栃木県矢板市安沢・あんざわ

　　３２９-１５７６・栃木県矢板市石関・いしぜき

　　３２９-２５０４・栃木県矢板市泉・いずみ

　　３２９-２１６１・栃木県矢板市扇町・おうぎちよう

　　３２９-１５７５・栃木県矢板市大槻・おおつき

　　３２９-１５７４・栃木県矢板市乙畑・おつはた

　　３２９-２１６３・栃木県矢板市鹿島町・かしまちよう

　　３２９-１５７１・栃木県矢板市片岡・かたおか

　　３２９-２１５５・栃木県矢板市片俣・かたまた

　　３２９-２５０１・栃木県矢板市上伊佐野・かみいさの

　　３２９-２５１３・栃木県矢板市上太田・かみおおた

　　３２９-２１２３・栃木県矢板市上町・かみちよう

　　３２９-２１４４・栃木県矢板市川崎反町・かわさきそりまち

　　３２９-２１４２・栃木県矢板市木幡・きはﾞた

　　３２９-２１５４・栃木県矢板市倉掛・くらかけ

　　３２９-２１５１・栃木県矢板市幸岡・こうおか

　　３２９-１５７３・栃木県矢板市越畑・こえはた

　　３２９-１５７９・栃木県矢板市こぶし台・こぶしだい

　　３２９-２１４３・栃木県矢板市境林・さかいはﾞやじ

　　３２９-２１３２・栃木県矢板市沢・さわ

　　３２９-２１５６・栃木県矢板市塩田・しおだ

　　３２９-２５０２・栃木県矢板市下伊佐野・しもいさの

　　３２９-２１２４・栃木県矢板市下太田・しもおおた

　　３２９-２１６２・栃木県矢板市末広町・すえひろちよう

　　３２９-２１５３・栃木県矢板市高塩・たかしお

　　３２９-２５０５・栃木県矢板市立足・たつあじ

　　３２９-２１５２・栃木県矢板市館ノ川・たてのかわ

　　３２９-２５０３・栃木県矢板市田野原・たのはら

　　３２９-１５７７・栃木県矢板市玉田・たまだ

　　３２９-２１３１・栃木県矢板市土屋・つちや

　　３２９-２１４５・栃木県矢板市富田・とみた

　　３２９-２１３３・栃木県矢板市豊田・とよだ

　　３２９-２１３５・栃木県矢板市中・なか

　　３２９-２５１４・栃木県矢板市長井・ながい

　　３２９-２１３４・栃木県矢板市成田・なりた

　　３２９-２１４１・栃木県矢板市早川町・はやかわちよう

　　３２９-２１２２・栃木県矢板市針生・はりう

　　３２９-２５１２・栃木県矢板市東泉・ひがしいずみ

　　３２９-２５０６・栃木県矢板市平野・ひらの

　　３２９-２１６４・栃木県矢板市本町・ほんちよう

　　３２９-２１６５・栃木県矢板市矢板・やいた

　　３２９-２５１１・栃木県矢板市山田・やまだ

　　３２９-１５７８・栃木県矢板市山苗代・やまなわしろ

　　３２５-００００・栃木県那須塩原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２５-０１０３・栃木県那須塩原市青木・あおき

　　３２９-２７２１・栃木県那須塩原市東町・あずまちよう

　　３２９-２７２５・栃木県那須塩原市あたご町・あたごちよう

　　３２５-００７３・栃木県那須塩原市阿波町・あわちよう

　　３２５-００２１・栃木県那須塩原市安藤町・あんどうちよう

　　３２９-２７６３・栃木県那須塩原市井口・いぐち



　　３２９-２７１１・栃木県那須塩原市石林・いしはﾞやじ

　　３２５-０１１１・栃木県那須塩原市板室・いたむろ

　　３２９-２７３２・栃木県那須塩原市一区町・いつくちよう

　　３２９-２８１６・栃木県那須塩原市宇都野・うつの

　　３２９-２７２６・栃木県那須塩原市扇町・おうぎちよう

　　３２９-３１５３・栃木県那須塩原市大原間・おおはらま

　　３２９-３１５７・栃木県那須塩原市大原間西・おおはらまにじ

　　３２９-２８０３・栃木県那須塩原市遅野沢・おそのさわ

　　３２９-２８０４・栃木県那須塩原市折戸・おりど

　　３２５-００７５・栃木県那須塩原市春日町・かすがちよう

　　３２９-２８１２・栃木県那須塩原市金沢・かねざわ

　　３２９-３１２１・栃木県那須塩原市鹿野崎・かのさき

　　３２５-０１０４・栃木県那須塩原市鹿野崎新田・かのさきしんでん

　　３２９-２７４８・栃木県那須塩原市上赤田・かみあかだ

　　３２５-００２６・栃木県那須塩原市上厚崎・かみあつさき

　　３２９-３１３４・栃木県那須塩原市上大塚新田・かみおおつかしんでん

　　３２９-２８１４・栃木県那須塩原市上大貫・かみおおぬき

　　３２９-３１２７・栃木県那須塩原市上郷屋・かみごうや

　　３２９-２９２３・栃木県那須塩原市上塩原・かみしおはﾞら

　　３２９-３１５４・栃木県那須塩原市上中野・かみなかの

　　３２９-２８０５・栃木県那須塩原市上横林・かみよこはﾞやじ

　　３２５-０１０２・栃木県那須塩原市亀山・かめやま

　　３２９-３１３１・栃木県那須塩原市唐杉・からすぎ

　　３２９-３１４５・栃木県那須塩原市木曾畑中・きそはたなか

　　３２９-２７４１・栃木県那須塩原市北赤田・きたあかだ

　　３２５-００３９・栃木県那須塩原市北栄町・きたさかえちよう

　　３２９-２７３４・栃木県那須塩原市北二つ室・きたふたつむろ

　　３２９-３１３２・栃木県那須塩原市北弥六・きたやろく

　　３２９-３１５１・栃木県那須塩原市北和田・きたわだ

　　３２５-００２７・栃木県那須塩原市共墾社・きようこんしや

　　３２５-００６７・栃木県那須塩原市清住町・きよすみちよう

　　３２５-０１１６・栃木県那須塩原市木綿畑・きわたはた

　　３２９-３１３３・栃木県那須塩原市沓掛・くつかけ

　　３２５-００１７・栃木県那須塩原市黒磯・くろいそ

　　３２５-００５７・栃木県那須塩原市黒磯幸町・くろいそさいわいちよう

　　３２５-００１２・栃木県那須塩原市越堀・こえほﾞり

　　３２９-２７５３・栃木県那須塩原市五軒町・ごけんちよう

　　３２５-００３５・栃木県那須塩原市小結・こゆい

　　３２５-００４８・栃木県那須塩原市材木町・ざいもくちよう

　　３２５-００３３・栃木県那須塩原市埼玉・さきたま

　　３２５-００４２・栃木県那須塩原市桜町・さくらちよう

　　３２９-３１５５・栃木県那須塩原市笹沼・ささぬま

　　３２９-３１４２・栃木県那須塩原市佐野・さの

　　３２９-２７４５・栃木県那須塩原市三区町・さんくちよう

　　３２９-３１４３・栃木県那須塩原市三本木・さんほﾞんぎ

　　３２９-３１２２・栃木県那須塩原市塩野崎・しおのさき

　　３２９-３１２３・栃木県那須塩原市塩野崎新田・しおのさきしんでん

　　３２９-２９２１・栃木県那須塩原市塩原・しおはﾞら

　　３２５-０１１８・栃木県那須塩原市鴫内・しぎうち

　　３２９-３１５２・栃木県那須塩原市島方・しまかた

　　３２５-００２５・栃木県那須塩原市下厚崎・しもあつさき

　　３２９-２８１５・栃木県那須塩原市下大貫・しもおおぬき

　　３２９-２８１１・栃木県那須塩原市下田野・しもたの

　　３２９-２７１２・栃木県那須塩原市下永田・しもながた

　　３２９-３１４６・栃木県那須塩原市下中野・しもなかの

　　３２５-００５４・栃木県那須塩原市新朝日・しんあさひ

　　３２９-２７０４・栃木県那須塩原市新南・しんなん

　　３２５-００７１・栃木県那須塩原市新町・しんまち

　　３２５-００６６・栃木県那須塩原市新緑町・しんみどりちよう

　　３２５-００６１・栃木県那須塩原市末広町・すえひろちよう

　　３２５-００６２・栃木県那須塩原市住吉町・すみよしちよう

　　３２９-２７０１・栃木県那須塩原市関根・せきね

　　３２９-２８０１・栃木県那須塩原市関谷・せきや

　　３２９-２７４７・栃木県那須塩原市千本松・せんほﾞんまつ

　　３２５-００４６・栃木県那須塩原市大黒町・だいこくちよう

　　３２９-２８１３・栃木県那須塩原市高阿津・たかあつ

　　３２５-００４５・栃木県那須塩原市高砂町・たかさごちよう

　　３２５-０１０７・栃木県那須塩原市高林・たかはﾞやじ

　　３２９-２７０７・栃木県那須塩原市高柳・たかやなぎ

　　３２９-２７３５・栃木県那須塩原市太夫塚・たゆうつﾞか



　　３２５-００５２・栃木県那須塩原市中央町・ちゆうおうちよう

　　３２９-２７０３・栃木県那須塩原市槻沢・つきぬきざわ

　　３２５-００１１・栃木県那須塩原市寺子・てらご

　　３２５-００１６・栃木県那須塩原市東栄・とうえい

　　３２５-０１０６・栃木県那須塩原市洞島・どうじま

　　３２５-０１１４・栃木県那須塩原市戸田・とだ

　　３２５-００２３・栃木県那須塩原市豊浦・とようら

　　３２５-００３８・栃木県那須塩原市豊浦北町・とようらきたまち

　　３２５-００６４・栃木県那須塩原市豊浦町・とようらちよう

　　３２５-００６３・栃木県那須塩原市豊浦中町・とようらなかまち

　　３２５-００６５・栃木県那須塩原市豊浦南町・とようらみなみちよう

　　３２５-００７２・栃木県那須塩原市豊住町・とよすみちよう

　　３２５-００３６・栃木県那須塩原市鳥野目・とりのめ

　　３２９-３１２６・栃木県那須塩原市中内・なかうち

　　３２９-２９２４・栃木県那須塩原市中塩原・なかしおはﾞら

　　３２９-２７２７・栃木県那須塩原市永田町・ながたちよう

　　３２５-００１３・栃木県那須塩原市鍋掛・なべかけ

　　３２５-００３１・栃木県那須塩原市並木町・なみきちよう

　　３２９-２７３３・栃木県那須塩原市二区町・にくちよう

　　３２９-２７４４・栃木県那須塩原市西赤田・にしあかだ

　　３２９-２７２２・栃木県那須塩原市西朝日町・にしあさひちよう

　　３２５-０１０１・栃木県那須塩原市西岩崎・にしいわざき

　　３２９-２７６４・栃木県那須塩原市西遅沢・にしおそざわ

　　３２５-００５８・栃木県那須塩原市錦町・にしきちよう

　　３２９-２７２４・栃木県那須塩原市西幸町・にしさいわいちよう

　　３２９-２７２８・栃木県那須塩原市西栄町・にしさかえちよう

　　３２５-００７６・栃木県那須塩原市西新町・にししんまち

　　３２９-２７６２・栃木県那須塩原市西富山・にしとみやま

　　３２９-２７５５・栃木県那須塩原市西原町・にしはらちよう

　　３２９-２７５６・栃木県那須塩原市西三島・にしみしま

　　３２９-２７５４・栃木県那須塩原市西大和・にしやまと

　　３２９-２８０７・栃木県那須塩原市接骨木・にわとこ

　　３２９-３１４４・栃木県那須塩原市沼野田和・ぬまのたわ

　　３２５-００１４・栃木県那須塩原市野間・のま

　　３２５-００４３・栃木県那須塩原市橋本町・はしもとちよう

　　３２９-３１２４・栃木県那須塩原市波立・はつたち

　　３２５-００１５・栃木県那須塩原市原町・はらまち

　　３２９-２７４２・栃木県那須塩原市東赤田・ひがしあかだ

　　３２９-２７６１・栃木県那須塩原市東遅沢・ひがしおそざわ

　　３２９-３１４７・栃木県那須塩原市東小屋・ひがしこや

　　３２９-２７０２・栃木県那須塩原市東関根・ひがしせきね

　　３２５-００２２・栃木県那須塩原市東豊浦・ひがしとようら

　　３２５-００３４・栃木県那須塩原市東原・ひがしはら

　　３２９-２７５１・栃木県那須塩原市東三島・ひがしみしま

　　３２５-００４１・栃木県那須塩原市東大和町・ひがしやまとちよう

　　３２９-２８０２・栃木県那須塩原市蟇沼・ひきぬま

　　３２９-２７３１・栃木県那須塩原市二つ室・ふたつむろ

　　３２９-３１５６・栃木県那須塩原市方京・ほうきよう

　　３２５-０１１３・栃木県那須塩原市細竹・ほそだけ

　　３２５-００５３・栃木県那須塩原市本郷町・ほんごうちよう

　　３２５-００５６・栃木県那須塩原市本町・ほんちよう

　　３２９-３１３５・栃木県那須塩原市前弥六・まえやろく

　　３２９-３１３６・栃木県那須塩原市前弥六南町・まえやろくみなみちよう

　　３２５-００７４・栃木県那須塩原市松浦町・まつうらちよう

　　３２９-２７５２・栃木県那須塩原市三島・みしま

　　３２９-２７１３・栃木県那須塩原市緑・みどり

　　３２９-２７４３・栃木県那須塩原市南赤田・みなみあかだ

　　３２９-２７０５・栃木県那須塩原市南郷屋・みなみごうや

　　３２９-２７２３・栃木県那須塩原市南町・みなみちよう

　　３２５-０１０５・栃木県那須塩原市箕輪・みのわ

　　３２５-００３７・栃木県那須塩原市美原町・みはらちよう

　　３２５-００５５・栃木県那須塩原市宮町・みやちよう

　　３２９-３１２５・栃木県那須塩原市無栗屋・むくりや

　　３２９-２７０６・栃木県那須塩原市睦・むつみ

　　３２５-０１１５・栃木県那須塩原市百村・もむら

　　３２５-０１０８・栃木県那須塩原市箭坪・やつほﾞ

　　３２９-３１４１・栃木県那須塩原市山中新田・やまなかしんでん

　　３２５-００４４・栃木県那須塩原市弥生町・やよいちよう

　　３２５-０１１２・栃木県那須塩原市油井・ゆい

　　３２５-０１１７・栃木県那須塩原市湯宮・ゆぐう



　　３２５-００５１・栃木県那須塩原市豊町・ゆたかちよう

　　３２９-２９２２・栃木県那須塩原市湯本塩原・ゆもとしおはﾞら

　　３２９-２８０６・栃木県那須塩原市横林・よこはﾞやじ

　　３２９-２７４６・栃木県那須塩原市四区町・よんくちよう

　　３２５-００３２・栃木県那須塩原市若草町・わかくさちよう

　　３２５-００４７・栃木県那須塩原市若葉町・わかはﾞちよう

　　３２５-００２４・栃木県那須塩原市渡辺・わたなべ

　　３２９-１３００・栃木県さくら市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-１３１１・栃木県さくら市氏家・うじいえ

　　３２９-１３１５・栃木県さくら市氏家新田・うじいえしんでん

　　３２９-１３２３・栃木県さくら市卯の里・うのさと

　　３２９-１３０６・栃木県さくら市上野・うわの

　　３２９-１４１５・栃木県さくら市小入・おいれ

　　３２９-１３２５・栃木県さくら市大中・おおなか

　　３２９-１３３４・栃木県さくら市押上・おしあげ

　　３２９-１３１４・栃木県さくら市柿木沢・かきのきざわ

　　３２９-１３１３・栃木県さくら市柿木沢新田・かきのきざわしんでん

　　３２９-１３０４・栃木県さくら市鍛冶ケ沢・かじがさわ

　　３２９-１４１３・栃木県さくら市葛城・かつらぎ

　　３２９-１４０５・栃木県さくら市金枝・かなえだ

　　３２９-１４０４・栃木県さくら市鹿子畑・かのこはた

　　３２９-１３３２・栃木県さくら市蒲須坂・かますさか

　　３２９-１３１６・栃木県さくら市上阿久津・かみあくつ

　　３２９-１４０１・栃木県さくら市上河戸・かみこうど

　　３２９-１３２２・栃木県さくら市北草川・きたくさがわ

　　３２９-１４１２・栃木県さくら市喜連川・きつれがわ

　　３２９-１３２４・栃木県さくら市草川・くさがわ

　　３２９-１４１６・栃木県さくら市桜ケ丘・さくらがおか

　　３２９-１３１２・栃木県さくら市櫻野・さくらの

　　３２９-１４０２・栃木県さくら市下河戸・しもこうど

　　３２９-１４１４・栃木県さくら市早乙女・そうとめ

　　３２９-１３２７・栃木県さくら市富野岡・とみのおか

　　３２９-１３３３・栃木県さくら市長久保・ながくほﾞ

　　３２９-１３０１・栃木県さくら市箱森新田・はこのもりしんでん

　　３２９-１３０５・栃木県さくら市狹間田・はさまだ

　　３２９-１３２１・栃木県さくら市馬場・はﾞはﾞ

　　３２９-１４１７・栃木県さくら市フィオーレ喜連川・ふいおｰれきつれがわ

　　３２９-１４０３・栃木県さくら市穂積・ほつﾞみ

　　３２９-１３３１・栃木県さくら市松島・まつしま

　　３２９-１３０３・栃木県さくら市松山・まつやま

　　３２９-１３０２・栃木県さくら市松山新田・まつやましんでん

　　３２９-１４０６・栃木県さくら市南和田・みなみわだ

　　３２９-１３２６・栃木県さくら市向河原・むこうがわら

　　３２９-１４１１・栃木県さくら市鷲宿・わしじゆく

　　３２１-０６００・栃木県那須烏山市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-０６２４・栃木県那須烏山市旭・あさひ

　　３２１-０６２９・栃木県那須烏山市愛宕台・あたごだい

　　３２１-０５２１・栃木県那須烏山市岩子・いわこ

　　３２１-０５２７・栃木県那須烏山市宇井・うい

　　３２１-０５２２・栃木県那須烏山市大金・おおがね

　　３２１-０６１３・栃木県那須烏山市大木須・おおぎす

　　３２１-０６０２・栃木県那須烏山市大桶・おおけ

　　３２１-０５１６・栃木県那須烏山市大里・おおさと

　　３２１-０６１２・栃木県那須烏山市大沢・おおさわ

　　３２１-０５２８・栃木県那須烏山市小倉・おぐら

　　３２１-０６３６・栃木県那須烏山市落合・おちあい

　　３２１-０６２３・栃木県那須烏山市表・おもて

　　３２１-０６２８・栃木県那須烏山市金井・かない

　　３２１-０６３２・栃木県那須烏山市神長・かなが

　　３２１-０５０５・栃木県那須烏山市上川井・かみかわい

　　３２１-０６１７・栃木県那須烏山市上境・かみざかい

　　３２１-０６１１・栃木県那須烏山市興野・きようの

　　３２１-０５０２・栃木県那須烏山市熊田・くまだ

　　３２１-０５３４・栃木県那須烏山市鴻野山・こうのやま

　　３２１-０５１１・栃木県那須烏山市小河原・こがわら

　　３２１-０６１４・栃木県那須烏山市小木須・こぎす

　　３２１-０５３５・栃木県那須烏山市小白井・こじろい

　　３２１-０５１３・栃木県那須烏山市小塙・こはﾞな

　　３２１-０６１５・栃木県那須烏山市小原沢・こはらざわ

　　３２１-０５３１・栃木県那須烏山市三箇・さんが



　　３２１-０５０１・栃木県那須烏山市志鳥・しとり

　　３２１-０５０４・栃木県那須烏山市下川井・しもかわい

　　３２１-０６１６・栃木県那須烏山市下境・しもざかい

　　３２１-０６２２・栃木県那須烏山市城東・じようとう

　　３２１-０６０１・栃木県那須烏山市白久・しらく

　　３２１-０６３１・栃木県那須烏山市城山・しろやま

　　３２１-０５２３・栃木県那須烏山市曲畑・そりはた

　　３２１-０５１２・栃木県那須烏山市高瀬・たかせ

　　３２１-０６３３・栃木県那須烏山市滝・たき

　　３２１-０６０５・栃木県那須烏山市滝田・たきた

　　３２１-０５２６・栃木県那須烏山市田野倉・たのくら

　　３２１-０６２１・栃木県那須烏山市中央・ちゆうおう

　　３２１-０５０３・栃木県那須烏山市月次・つきなみ

　　３２１-０５１７・栃木県那須烏山市東原・とうはﾞら

　　３２１-０６０４・栃木県那須烏山市中山・なかやま

　　３２１-０６３４・栃木県那須烏山市野上・のがみ

　　３２１-０６２６・栃木県那須烏山市初音・はつね

　　３２１-０５２５・栃木県那須烏山市福岡・ふくおか

　　３２１-０５３２・栃木県那須烏山市藤田・ふじた

　　３２１-０５１５・栃木県那須烏山市曲田・まがつた

　　３２１-０６２７・栃木県那須烏山市南・みなみ

　　３２１-０５３３・栃木県那須烏山市南大和久・みなみおおわぐ

　　３２１-０６２５・栃木県那須烏山市宮原・みやはﾞら

　　３２１-０６３５・栃木県那須烏山市向田・むかだ

　　３２１-０５１４・栃木県那須烏山市森田・もりた

　　３２１-０６０３・栃木県那須烏山市谷浅見・やあざみ

　　３２１-０５２４・栃木県那須烏山市八ケ代・やかしろ

　　３２１-０６１８・栃木県那須烏山市横枕・よこまくら

　　３２９-０４００・栃木県下野市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-０５１１・栃木県下野市石橋・いしはﾞじ

　　３２３-０１１１・栃木県下野市磯部・いそべ

　　３２９-０４０３・栃木県下野市医大前・いだいまえ

　　３２９-０４１３・栃木県下野市駅東・えきひがじ

　　３２９-０５１９・栃木県下野市大松山・おおまつやま

　　３２３-０１０３・栃木県下野市上川島・かみかわしま

　　３２９-０５０１・栃木県下野市上古山・かみこやま

　　３２９-０５０４・栃木県下野市上台・かみだい

　　３２９-０５１７・栃木県下野市上大領・かみだいりよう

　　３２３-０１１３・栃木県下野市上坪山・かみつほﾞやま

　　３２３-０１０２・栃木県下野市上吉田・かみよしだ

　　３２９-０４１１・栃木県下野市烏ケ森・からすがもり

　　３２９-０４１５・栃木県下野市川中子・かわなご

　　３２９-０４３４・栃木県下野市祇園・ぎおん

　　３２３-０１１４・栃木県下野市絹板・きぬいた

　　３２９-０４１４・栃木県下野市小金井・こがねい

　　３２９-０４１７・栃木県下野市国分寺・こくぶんじ

　　３２９-０４０２・栃木県下野市笹原・ささはら

　　３２３-０１０１・栃木県下野市三王山・さんのうやま

　　３２９-０４１２・栃木県下野市柴・しはﾞ

　　３２９-０５１２・栃木県下野市下石橋・しもいしはﾞじ

　　３２９-０５０２・栃木県下野市下古山・しもこやま

　　３２９-０５１３・栃木県下野市下大領・しもだいりよう

　　３２３-０１１５・栃木県下野市下坪山・しもつほﾞやま

　　３２９-０５０３・栃木県下野市下長田・しもながた

　　３２９-０４２４・栃木県下野市下文狹・しもふはﾞさみ

　　３２３-０１０６・栃木県下野市下吉田・しもよしだ

　　３２９-０５１６・栃木県下野市大光寺・だいこうじ

　　３２９-０４２５・栃木県下野市田中・たなか

　　３２３-０１０４・栃木県下野市中川島・なかかわしま

　　３２９-０５１５・栃木県下野市中大領・なかだいりよう

　　３２９-０４２１・栃木県下野市成田・なりた

　　３２９-０４３２・栃木県下野市仁良川・にらがわ

　　３２９-０５０６・栃木県下野市橋本・はしもと

　　３２３-０１１６・栃木県下野市花田・はなだ

　　３２９-０５１８・栃木県下野市花の木・はなのき

　　３２３-０１１２・栃木県下野市東根・ひがしね

　　３２９-０５１４・栃木県下野市東前原・ひがしまえはら

　　３２９-０５０７・栃木県下野市文教・ぶんきよう

　　３２３-０１０７・栃木県下野市別当河原・べつとうがわら

　　３２９-０５０５・栃木県下野市細谷・ほそや



　　３２９-０４２２・栃木県下野市町田・まちだ

　　３２９-０４３３・栃木県下野市緑・みどり

　　３２９-０４０１・栃木県下野市箕輪・みのわ

　　３２９-０４１８・栃木県下野市紫・むらさき

　　３２３-０１０５・栃木県下野市本吉田・もとよしだ

　　３２９-０４３１・栃木県下野市薬師寺・やくしじ

　　３２９-０４２３・栃木県下野市谷地賀・やじつか

　　３２９-０６００・栃木県河内郡上三川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-０５２１・栃木県河内郡上三川町石田・いした

　　３２９-０６０６・栃木県河内郡上三川町磯岡・いそおか

　　３２９-０５２５・栃木県河内郡上三川町大山・おおやま

　　３２９-０６１７・栃木県河内郡上三川町上蒲生・かみかもう

　　３２９-０５２７・栃木県河内郡上三川町上神主・かみこうぬじ

　　３２９-０６０４・栃木県河内郡上三川町上郷・かみごう

　　３２９-０６１１・栃木県河内郡上三川町上三川・かみのかわ

　　３２９-０６０１・栃木県河内郡上三川町上文挾・かみふはﾞさみ

　　３２９-０５２２・栃木県河内郡上三川町川中子・かわなご

　　３２９-０６１４・栃木県河内郡上三川町五分一・ごぶいち

　　３２９-０６１３・栃木県河内郡上三川町坂上・さかうえ

　　３２９-０５２６・栃木県河内郡上三川町鞘堂・さやどう

　　３２９-０６１２・栃木県河内郡上三川町三本木・さんほﾞんぎ

　　３２９-０６１６・栃木県河内郡上三川町下蒲生・しもかもう

　　３２９-０５２９・栃木県河内郡上三川町下神主・しもこうぬじ

　　３２９-０６１８・栃木県河内郡上三川町しらさぎ・しらさぎ

　　３２９-０５２４・栃木県河内郡上三川町多功・たこう

　　３２９-０５３０・栃木県河内郡上三川町天神町・てんじんちよう

　　３２９-０６０８・栃木県河内郡上三川町西木代・にしきのしろ

　　３２９-０６０５・栃木県河内郡上三川町西蓼沼・にしたてぬま

　　３２９-０６０７・栃木県河内郡上三川町西汗・にしふざかじ

　　３２９-０６０３・栃木県河内郡上三川町東蓼沼・ひがしたてぬま

　　３２９-０６０２・栃木県河内郡上三川町東汗・ひがしふざかじ

　　３２９-０６１５・栃木県河内郡上三川町三村・みむら

　　３２９-０５２３・栃木県河内郡上三川町梁・やな

　　３２９-０５２８・栃木県河内郡上三川町ゆうきが丘・ゆうきがおか

　　３２１-４２００・栃木県芳賀郡益子町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-４１０２・栃木県芳賀郡益子町芦沼・あしぬま

　　３２１-４２２３・栃木県芳賀郡益子町梅ケ内・うめがうち

　　３２１-４２２１・栃木県芳賀郡益子町大郷戸・おおごうど

　　３２１-４１０４・栃木県芳賀郡益子町大沢・おおさわ

　　３２１-４１０３・栃木県芳賀郡益子町大平・おおひら

　　３２１-４１０１・栃木県芳賀郡益子町小宅・おやけ

　　３２１-４２１２・栃木県芳賀郡益子町上大羽・かみおおはﾞ

　　３２１-４２２６・栃木県芳賀郡益子町上山・かみやま

　　３２１-４１０５・栃木県芳賀郡益子町北中・きたなか

　　３２１-４２２２・栃木県芳賀郡益子町小泉・こいずみ

　　３２１-４２１１・栃木県芳賀郡益子町下大羽・しもおおはﾞ

　　３２１-４２１８・栃木県芳賀郡益子町城内坂・じようないざか

　　３２１-４２２５・栃木県芳賀郡益子町長堤・ながつつみ

　　３２１-４１０６・栃木県芳賀郡益子町七井・なない

　　３２１-４１０７・栃木県芳賀郡益子町七井中央・なないちゆうおう

　　３２１-４２１５・栃木県芳賀郡益子町生田目・なはﾞため

　　３２１-４２１６・栃木県芳賀郡益子町塙・はなわ

　　３２１-４２２７・栃木県芳賀郡益子町東田井・ひがしだい

　　３２１-４２１４・栃木県芳賀郡益子町前沢・まえざわ

　　３２１-４２１７・栃木県芳賀郡益子町益子・ましこ

　　３２１-４２２４・栃木県芳賀郡益子町本沼・もとぬま

　　３２１-４２１３・栃木県芳賀郡益子町山本・やまもと

　　３２１-３５００・栃木県芳賀郡茂木町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-３５３５・栃木県芳賀郡茂木町鮎田・あいだ

　　３２１-３６２１・栃木県芳賀郡茂木町天子・あまこ

　　３２１-３６２６・栃木県芳賀郡茂木町飯・いい

　　３２１-３７０２・栃木県芳賀郡茂木町飯野・いいの

　　３２１-３７０５・栃木県芳賀郡茂木町入郷・いりごう

　　３２１-３５４１・栃木県芳賀郡茂木町烏生田・うごうだ

　　３２１-３５６１・栃木県芳賀郡茂木町後郷・うらごう

　　３２１-３５３４・栃木県芳賀郡茂木町青梅・おうめ

　　３２１-３５５４・栃木県芳賀郡茂木町大瀬・おおせ

　　３２１-３５５３・栃木県芳賀郡茂木町大畑・おおはﾞたけ

　　３２１-３６２７・栃木県芳賀郡茂木町小貫・おぬき

　　３２１-３７０７・栃木県芳賀郡茂木町小深・おぶか



　　３２１-３６２４・栃木県芳賀郡茂木町小山・おやま

　　３２１-３５３６・栃木県芳賀郡茂木町神井・かのい

　　３２１-３５４３・栃木県芳賀郡茂木町上後郷・かみうらごう

　　３２１-３５４６・栃木県芳賀郡茂木町上菅又・かみすがまた

　　３２１-３７０３・栃木県芳賀郡茂木町河井・かわい

　　３２１-３７０６・栃木県芳賀郡茂木町河又・かわまた

　　３２１-３６２２・栃木県芳賀郡茂木町北高岡・きたたかおか

　　３２１-３６２３・栃木県芳賀郡茂木町木幡・きはﾞた

　　３２１-３５５７・栃木県芳賀郡茂木町黒田・くろだ

　　３２１-３５６６・栃木県芳賀郡茂木町小井戸・こいど

　　３２１-３５４４・栃木県芳賀郡茂木町坂井・さかのい

　　３２１-３５４２・栃木県芳賀郡茂木町九石・さざらじ

　　３２１-３５６５・栃木県芳賀郡茂木町塩田・しおだ

　　３２１-３５４５・栃木県芳賀郡茂木町下菅又・しもすがまた

　　３２１-３５４７・栃木県芳賀郡茂木町千本・せんほﾞ

　　３２１-３５５２・栃木県芳賀郡茂木町竹原・たけわら

　　３２１-３５５５・栃木県芳賀郡茂木町所草・ところくさ

　　３２１-３５５１・栃木県芳賀郡茂木町生井・なまい

　　３２１-３５６３・栃木県芳賀郡茂木町林・はやじ

　　３１１-４４１１・栃木県芳賀郡茂木町桧山（道木橋）・ひやま(どうぎはﾞし)

　　３２１-３５３３・栃木県芳賀郡茂木町桧山（その他）・ひやま(そのた)

　　３２１-３６２８・栃木県芳賀郡茂木町深沢・ふかさわ

　　３２１-３６２５・栃木県芳賀郡茂木町福手・ふぐて

　　３２１-３５６２・栃木県芳賀郡茂木町馬門・まかど

　　３２１-３７０４・栃木県芳賀郡茂木町牧野・まぎの

　　３２１-３５６４・栃木県芳賀郡茂木町増井・ましい

　　３２１-３５５６・栃木県芳賀郡茂木町町田・まちだ

　　３２１-３５３２・栃木県芳賀郡茂木町三坂・みさか

　　３２１-３５３１・栃木県芳賀郡茂木町茂木・もてぎ

　　３２１-３７０１・栃木県芳賀郡茂木町山内・やまうち

　　３２１-３４００・栃木県芳賀郡市貝町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-３４２６・栃木県芳賀郡市貝町赤羽・あかはﾞね

　　３２１-３４２２・栃木県芳賀郡市貝町石下・いしおろじ

　　３２１-３４２３・栃木県芳賀郡市貝町市塙・いちはな

　　３２１-３４０５・栃木県芳賀郡市貝町大谷津・おおやつ

　　３２１-３４２４・栃木県芳賀郡市貝町上根・かみね

　　３２１-３４１１・栃木県芳賀郡市貝町刈生田・かりうた

　　３２１-３４２１・栃木県芳賀郡市貝町笹原田・ささはらだ

　　３２１-３４０６・栃木県芳賀郡市貝町塩田・しおだ

　　３２１-３４１４・栃木県芳賀郡市貝町椎谷・しゆうがい

　　３２１-３４１５・栃木県芳賀郡市貝町杉山・すぎやま

　　３２１-３４０１・栃木県芳賀郡市貝町竹内・たけうち

　　３２１-３４２５・栃木県芳賀郡市貝町多田羅・たたら

　　３２１-３４１２・栃木県芳賀郡市貝町田野辺・たのべ

　　３２１-３４０４・栃木県芳賀郡市貝町続谷・つつﾞきや

　　３２１-３４０３・栃木県芳賀郡市貝町羽仏・はぶつ

　　３２１-３４１３・栃木県芳賀郡市貝町文谷・ふみや

　　３２１-３４０２・栃木県芳賀郡市貝町見上・みあげ

　　３２１-３３００・栃木県芳賀郡芳賀町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-３３０３・栃木県芳賀郡芳賀町稲毛田・いなげた

　　３２１-３３１４・栃木県芳賀郡芳賀町打越新田・うちごしんでん

　　３２１-３３０４・栃木県芳賀郡芳賀町祖母井・うはﾞがい

　　３２１-３３０７・栃木県芳賀郡芳賀町祖母井南・うはﾞがいみなみ

　　３２１-３３０２・栃木県芳賀郡芳賀町上稲毛田・かみいなげた

　　３２１-３３１１・栃木県芳賀郡芳賀町上延生・かみのぶ

　　３２１-３３２３・栃木県芳賀郡芳賀町北長島・きたながしま

　　３２１-３３０１・栃木県芳賀郡芳賀町給部・きゆうぶ

　　３２１-３３２１・栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢・しもたかねざわ

　　３２１-３３１２・栃木県芳賀郡芳賀町下延生・しものぶ

　　３２１-３３１５・栃木県芳賀郡芳賀町西高橋・にしたかはじ

　　３２１-３３２４・栃木県芳賀郡芳賀町西水沼・にしみずぬま

　　３２１-３３２５・栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台・はがだい

　　３２１-３３１３・栃木県芳賀郡芳賀町東高橋・ひがしたかはじ

　　３２１-３３２２・栃木県芳賀郡芳賀町東水沼・ひがしみずぬま

　　３２１-３３０５・栃木県芳賀郡芳賀町芳志戸・ほうしと

　　３２１-３３０６・栃木県芳賀郡芳賀町八ツ木・やつぎ

　　３２１-３３１６・栃木県芳賀郡芳賀町与能・よのう

　　３２１-０２００・栃木県下都賀郡壬生町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２１-０２０６・栃木県下都賀郡壬生町あけぼの町・あけほﾞのちよう

　　３２１-０２１３・栃木県下都賀郡壬生町いずみ町・いずみちよう



　　３２１-０２２２・栃木県下都賀郡壬生町駅東町・えきひがしちよう

　　３２１-０２１８・栃木県下都賀郡壬生町落合・おちあい

　　３２１-０２０２・栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち・おもちやのまち

　　３２１-０２２４・栃木県下都賀郡壬生町表町・おもてまち

　　３２１-０２３６・栃木県下都賀郡壬生町上稲葉・かみいなはﾞ

　　３２１-０２３１・栃木県下都賀郡壬生町上田・かみだ

　　３２１-０２０７・栃木県下都賀郡壬生町北小林・きたこはﾞやじ

　　３２１-０２１１・栃木県下都賀郡壬生町国谷・くにや

　　３２１-０２１２・栃木県下都賀郡壬生町寿町・ことぶきちよう

　　３２１-０２０３・栃木県下都賀郡壬生町幸町・さいわいちよう

　　３２１-０２１７・栃木県下都賀郡壬生町至宝・しほう

　　３２１-０２３７・栃木県下都賀郡壬生町下稲葉・しもいなはﾞ

　　３２１-０２３３・栃木県下都賀郡壬生町助谷・すけがい

　　３２１-０２２８・栃木県下都賀郡壬生町大師町・だいしまち

　　３２１-０２２６・栃木県下都賀郡壬生町中央町・ちゆうおうちよう

　　３２１-０２２７・栃木県下都賀郡壬生町通町・とおりまち

　　３２１-０２３２・栃木県下都賀郡壬生町中泉・なかいずみ

　　３２１-０２３５・栃木県下都賀郡壬生町七ツ石・ななついじ

　　３２１-０２３４・栃木県下都賀郡壬生町羽生田・はにゆうだ

　　３２１-０２１９・栃木県下都賀郡壬生町福和田・ふくわだ

　　３２１-０２２１・栃木県下都賀郡壬生町藤井・ふじい

　　３２１-０２２５・栃木県下都賀郡壬生町本丸・ほんまる

　　３２１-０２０４・栃木県下都賀郡壬生町緑町・みどりちよう

　　３２１-０２１４・栃木県下都賀郡壬生町壬生甲・みぶこう

　　３２１-０２１５・栃木県下都賀郡壬生町壬生乙・みぶおつ

　　３２１-０２１６・栃木県下都賀郡壬生町壬生丁・みぶてい

　　３２１-０２３８・栃木県下都賀郡壬生町みぶ羽生田産業団地・みぶはにゆうだ

　　３２１-０２２３・栃木県下都賀郡壬生町元町・もとまち

　　３２１-０２０１・栃木県下都賀郡壬生町安塚・やすつﾞか

　　３２１-０２０５・栃木県下都賀郡壬生町若草町・わかくさちよう

　　３２９-０１００・栃木県下都賀郡野木町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-０１０２・栃木県下都賀郡野木町潤島・うるうじま

　　３２９-０１０５・栃木県下都賀郡野木町川田・かわだ

　　３２９-０１０４・栃木県下都賀郡野木町佐川野・さがわの

　　３２９-０１０１・栃木県下都賀郡野木町友沼・ともぬま

　　３２９-０１１３・栃木県下都賀郡野木町中谷・なかや

　　３２９-０１１４・栃木県下都賀郡野木町野木・のぎ

　　３２９-０１１５・栃木県下都賀郡野木町野渡・のわた

　　３２９-０１１１・栃木県下都賀郡野木町丸林・まるはﾞやじ

　　３２９-０１１２・栃木県下都賀郡野木町南赤塚・みなみあかつか

　　３２９-０１０３・栃木県下都賀郡野木町若林・わかはﾞやじ

　　３２９-２２００・栃木県塩谷郡塩谷町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-２２２５・栃木県塩谷郡塩谷町飯岡・いいおか

　　３２９-２３３７・栃木県塩谷郡塩谷町泉・いずみ

　　３２９-２３３９・栃木県塩谷郡塩谷町上沢・うわさわ

　　３２９-２３３５・栃木県塩谷郡塩谷町上平・うわたいら

　　３２９-２３３４・栃木県塩谷郡塩谷町大久保・おおくほﾞ

　　３２９-２３３２・栃木県塩谷郡塩谷町大宮・おおみや

　　３２９-２３３６・栃木県塩谷郡塩谷町風見・かざみ

　　３２９-２３３８・栃木県塩谷郡塩谷町風見山田・かざみやまだ

　　３２９-２２２４・栃木県塩谷郡塩谷町金枝・かなえだ

　　３２１-２５０１・栃木県塩谷郡塩谷町上寺島（１６５３)・かみてらしま

　　３２１-２５０１・栃木県塩谷郡塩谷町上寺島（１６６１)・かみてらしま

　　３２１-２５０１・栃木県塩谷郡塩谷町上寺島（１６７８)・かみてらしま

　　３２１-２５０１・栃木県塩谷郡塩谷町上寺島（１６９４)・かみてらしま

　　３２９-２２１６・栃木県塩谷郡塩谷町上寺島（その他）・かみてらしま(そのた)

　　３２９-２２１２・栃木県塩谷郡塩谷町喜佐見・きざみ

　　３２９-２２１３・栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ木・くまのき

　　３２９-２４４２・栃木県塩谷郡塩谷町佐貫・さぬき

　　３２９-２２１５・栃木県塩谷郡塩谷町下寺島・しもてらしま

　　３２９-２３３１・栃木県塩谷郡塩谷町田所・たどころ

　　３２９-２２２１・栃木県塩谷郡塩谷町玉生・たまにゆう

　　３２９-２２２２・栃木県塩谷郡塩谷町道下・どうした

　　３２９-２２１１・栃木県塩谷郡塩谷町鳥羽新田・とはﾞしんでん

　　３２９-２２２３・栃木県塩谷郡塩谷町原荻野目・はらおぎのめ

　　３２９-２２１４・栃木県塩谷郡塩谷町東房・ひがしほﾞう

　　３２９-２３３３・栃木県塩谷郡塩谷町肘内・ひじうち

　　３２９-２４４１・栃木県塩谷郡塩谷町船生・ふにゆう

　　３２９-２２２６・栃木県塩谷郡塩谷町芦場新田・よしはﾞしんでん

　　３２９-１２００・栃木県塩谷郡高根沢町・以下に不掲載・ いかにふけいさい



　　３２９-１２０５・栃木県塩谷郡高根沢町飯室・いいむろ

　　３２９-１２２５・栃木県塩谷郡高根沢町石末・いしずえ

　　３２９-１２１７・栃木県塩谷郡高根沢町太田・おおた

　　３２９-１２２６・栃木県塩谷郡高根沢町大谷・おおや

　　３２９-１２０１・栃木県塩谷郡高根沢町柿木沢・かきのきざわ

　　３２９-１２３５・栃木県塩谷郡高根沢町上阿久津・かみあくつ

　　３２９-１２１２・栃木県塩谷郡高根沢町上柏崎・かみかしわざき

　　３２９-１２２４・栃木県塩谷郡高根沢町上高根沢・かみたかねざわ

　　３２９-１２１１・栃木県塩谷郡高根沢町亀梨・かめなじ

　　３２９-１２１５・栃木県塩谷郡高根沢町給部・きゆうぶ

　　３２９-１２２３・栃木県塩谷郡高根沢町栗ケ島・くりがしま

　　３２９-１２１６・栃木県塩谷郡高根沢町桑窪・くわくほﾞ

　　３２９-１２３２・栃木県塩谷郡高根沢町光陽台・こうようだい

　　３２９-１２１３・栃木県塩谷郡高根沢町下柏崎・しもかしわざき

　　３２９-１２２２・栃木県塩谷郡高根沢町寺渡戸・てらわたど

　　３２９-１２３４・栃木県塩谷郡高根沢町中阿久津・なかあくつ

　　３２９-１２１４・栃木県塩谷郡高根沢町中柏崎・なかかしわざき

　　３２９-１２２１・栃木県塩谷郡高根沢町西高谷・にしごうや

　　３２９-１２０２・栃木県塩谷郡高根沢町狭間田・はさまた

　　３２９-１２０７・栃木県塩谷郡高根沢町花岡・はなおか

　　３２９-１２０６・栃木県塩谷郡高根沢町平田・ひらた

　　３２９-１２０３・栃木県塩谷郡高根沢町伏久・ふすく

　　３２９-１２０４・栃木県塩谷郡高根沢町文挾・ふはﾞさみ

　　３２９-１２３３・栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺・ほうしやくじ

　　３２９-１２３１・栃木県塩谷郡高根沢町宝石台・ほうせきだい

　　３２９-３２００・栃木県那須郡那須町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２９-３４４３・栃木県那須郡那須町芦野・あしの

　　３２９-３４３２・栃木県那須郡那須町梓・あずさ

　　３２９-３４３６・栃木県那須郡那須町伊王野・いおうの

　　３２９-３４４７・栃木県那須郡那須町稲沢・いなざわ

　　３２９-３２２１・栃木県那須郡那須町漆塚・うるしつか

　　３２９-３２２３・栃木県那須郡那須町大島・おおしま

　　３２９-３４３１・栃木県那須郡那須町大畑・おおはた

　　３２９-３４３３・栃木県那須郡那須町大和須・おおわす

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（２８８８)・たかくこう､

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（４５９５)・たかくこう､

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（５２３５～６０１９)・たかくこう､

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（６０２１～６１１２)・たかくこう､

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（６１１４～６１４１）・

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（６３２８）・

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（６４３７）・

　　３２５-０３０４・栃木県那須郡那須町高久甲（６４３８）・

　　３２５-０００１・栃木県那須郡那須町高久甲（その他）・たかくこう(そのた)

　　３２５-０３０３・栃木県那須郡那須町高久乙・たかくおつ

　　３２５-０００２・栃木県那須郡那須町高久丙（穂積）・たかくへい(ほつﾞみ)

　　３２５-０００２・栃木県那須郡那須町高久丙（山梨子）・たかくへい(やまなし)

　　３２５-０３０２・栃木県那須郡那須町高久丙（その他）・たかくへい(そのた)

　　３２９-３４４４・栃木県那須郡那須町寺子（７０～１８０)・てらこ

　　３２５-０００３・栃木県那須郡那須町寺子乙（７２０)・てらこおつ(７２０)

　　３２９-３２１５・栃木県那須郡那須町寺子乙（その他）・てらこおつ(そのた)

　　３２９-３２２２・栃木県那須郡那須町寺子丙・てらこへい

　　３２９-３２１２・栃木県那須郡那須町富岡・とみおか

　　３２９-３２１３・栃木県那須郡那須町豊原・とよはら

　　３２９-３２１１・栃木県那須郡那須町豊原甲・とよはらこう

　　３２９-３２２４・栃木県那須郡那須町豊原乙・とよはらおつ

　　３２９-３２２５・栃木県那須郡那須町豊原丙・とよはらへい

　　３２９-３４４６・栃木県那須郡那須町沼野井・ぬまのい

　　３２９-３４４５・栃木県那須郡那須町東岩崎・ひがしいわざき

　　３２９-３４３７・栃木県那須郡那須町蓑沢・みのざわ

　　３２９-３４３５・栃木県那須郡那須町睦家・むつや

　　３２９-３４３４・栃木県那須郡那須町梁瀬・やなぜ

　　３２５-０３０１・栃木県那須郡那須町湯本・ゆもと

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１５６３・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１６６０・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１６７０・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１７２８・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１７３６・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１７４８・よこおか

　　３２９-３２１４・栃木県那須郡那須町横岡（１７６７－４）・よこおか

　　３２９-３４４２・栃木県那須郡那須町横岡（その他）・よこおか(そのた)



　　３２９-３４４１・栃木県那須郡那須町寄居・よりい

　　３２４-０６００・栃木県那須郡那珂川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　３２４-０６０５・栃木県那須郡那珂川町大内・おおうち

　　３２４-０６０６・栃木県那須郡那珂川町大那地・おおなち

　　３２４-０６０１・栃木県那須郡那珂川町大山田上郷・おおやまだかみごう

　　３２４-０６０２・栃木県那須郡那珂川町大山田下郷・おおやまだしもごう

　　３２４-０５０１・栃木県那須郡那珂川町小川・おがわ

　　３２４-０５０３・栃木県那須郡那珂川町恩田・おんだ

　　３２４-０５１５・栃木県那須郡那珂川町片平・かたひら

　　３２４-０６１７・栃木県那須郡那珂川町北向田・きたむかだ

　　３２４-０５０４・栃木県那須郡那珂川町薬利・くずり

　　３２４-０６１４・栃木県那須郡那珂川町久那瀬・くなせ

　　３２４-０６１１・栃木県那須郡那珂川町小砂・こいさご

　　３２４-０６１８・栃木県那須郡那珂川町小口・こぐち

　　３２４-０５０６・栃木県那須郡那珂川町浄法寺・じようほうじ

　　３２４-０５１３・栃木県那須郡那珂川町白久・しらく

　　３２４-０５１４・栃木県那須郡那珂川町高岡・たかおか

　　３２４-０６０８・栃木県那須郡那珂川町健武・たけぶ

　　３２４-０６１６・栃木県那須郡那珂川町富山・とみやま

　　３２４-０６１３・栃木県那須郡那珂川町馬頭・はﾞとう

　　３２４-０５１６・栃木県那須郡那珂川町東戸田・ひがしとだ

　　３２４-０６１５・栃木県那須郡那珂川町松野・まつの

　　３２４-０５０２・栃木県那須郡那珂川町三輪・みわ

　　３２４-０６０４・栃木県那須郡那珂川町盛泉・もりいずみ

　　３２４-０６０３・栃木県那須郡那珂川町谷川・やかわ

　　３２４-０５１２・栃木県那須郡那珂川町谷田・やだ

　　３２４-０６０７・栃木県那須郡那珂川町矢又・やまた

　　３２４-０５０５・栃木県那須郡那珂川町芳井・よしい

　　３２４-０５１１・栃木県那須郡那珂川町吉田・よしだ

　　３２４-０６１２・栃木県那須郡那珂川町和見・わみ




