
　　７７０-００００・徳島県徳島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７０-０８３５・徳島県徳島市藍場町・あいはﾞちよう

　　７７０-０９３４・徳島県徳島市秋田町・あきたまち

　　７７０-００４６・徳島県徳島市鮎喰町・あくいちよう

　　７７０-０８６３・徳島県徳島市安宅・あたけ

　　７７１-４２６５・徳島県徳島市飯谷町・いいたにちよう

　　７７０-０９２６・徳島県徳島市伊賀町・いがちよう

　　７７９-３１３２・徳島県徳島市一宮町・いちのみやちよう

　　７７０-０８３３・徳島県徳島市一番町・いちはﾞんちよう

　　７７０-０９３５・徳島県徳島市伊月町・いつきちよう

　　７７１-１１５６・徳島県徳島市応神町応神産業団地・おうじんちようおうじんさんぎようだんち

　　７７１-１１５２・徳島県徳島市応神町中原・おうじんちようなかはら

　　７７１-１１５４・徳島県徳島市応神町東貞方・おうじんちようひがしさだかた

　　７７１-１１５５・徳島県徳島市応神町西貞方・おうじんちようにしさだかた

　　７７１-１１５１・徳島県徳島市応神町古川・おうじんちようふるかわ

　　７７１-１１５３・徳島県徳島市応神町吉成・おうじんちようよしなり

　　７７０-８０３１・徳島県徳島市大谷町・おおたにちよう

　　７７３-００７０・徳島県徳島市大原町（小神子、小神子山）・おおはﾞらちよう(こみこ､こみこやま)

　　７７０-８０１２・徳島県徳島市大原町（その他）・おおはﾞらちよう(そのた)

　　７７０-８０２２・徳島県徳島市大松町・おおまつちよう

　　７７０-０９２３・徳島県徳島市大道・おおみち

　　７７０-８０５２・徳島県徳島市沖浜・おきのはま

　　７７０-８０５１・徳島県徳島市沖浜町・おきのはまちよう

　　７７０-８０５３・徳島県徳島市沖浜東・ おきのはまひがじ

　　７７０-０９１４・徳島県徳島市籠屋町・かごやまち

　　７７０-０００２・徳島県徳島市春日・かすが

　　７７０-０００１・徳島県徳島市春日町・かすがちよう

　　７７０-８０３３・徳島県徳島市方上町・かたのかみちよう

　　７７０-０９３９・徳島県徳島市かちどき橋・ かちどきはﾞじ

　　７７０-８０２３・徳島県徳島市勝占町・かつらちよう

　　７７０-０８７１・徳島県徳島市金沢・かなざわ

　　７７０-０８０１・徳島県徳島市上助任町・かみすけとうちよう

　　７７０-８０４１・徳島県徳島市上八万町西山（しらさぎ台）・にしやま(しらさぎだい)
　　７７０-８０４０・徳島県徳島市上八万町（その他）・かみはちまんちよう(そのた)

　　７７０-０８０３・徳島県徳島市上吉野町・かみよしのちよう

　　７７０-００４８・徳島県徳島市加茂名町・かもなちよう

　　７７１-０１０１・徳島県徳島市川内町（旭野）・かわうちちよう(あさひの)

　　７７１-０１４４・徳島県徳島市川内町（榎瀬）・かわうちちよう(えのきせ)

　　７７１-０１３１・徳島県徳島市川内町（大松）・かわうちちよう(おおまつ)

　　７７１-０１４２・徳島県徳島市川内町（沖島）・かわうちちよう(おきのしま)

　　７７１-０１３０・徳島県徳島市川内町（加賀須野）・かわうちちよう(かがすの)

　　７７１-０１２５・徳島県徳島市川内町（金岡）・かわうちちよう(かなおか)

　　７７１-０１２６・徳島県徳島市川内町（上別宮東）・かわうちちよう(かみべつくひがし)

　　７７１-０１２７・徳島県徳島市川内町（上別宮南）・かわうちちよう(かみべつくみなみ)

　　７７１-０１２８・徳島県徳島市川内町（上別宮北）・かわうちちよう(かみべつくきた)

　　７７１-０１２９・徳島県徳島市川内町（北原）・かわうちちよう(きたはら)

　　７７１-０１０３・徳島県徳島市川内町（小松東）・かわうちちよう(こまつひがし)

　　７７１-０１０４・徳島県徳島市川内町（小松西）・かわうちちよう(こまつにし)

　　７７１-０１０２・徳島県徳島市川内町（小松北）・かわうちちよう(こまつきた)

　　７７１-０１０６・徳島県徳島市川内町（下別宮東）・かわうちちよう(しもべつくひがし)

　　７７１-０１０５・徳島県徳島市川内町（下別宮西）・かわうちちよう(しもべつくにし)

　　７７１-０１２１・徳島県徳島市川内町（鈴江東）・かわうちちよう(すずえひがし)

　　７７１-０１２２・徳島県徳島市川内町（鈴江西）・かわうちちよう(すずえにし)

　　７７１-０１２４・徳島県徳島市川内町（鈴江南）・かわうちちよう(すずえみなみ)

　　７７１-０１２３・徳島県徳島市川内町（鈴江北）・かわうちちよう(すずえきた)

　　７７１-０１４１・徳島県徳島市川内町（竹須賀）・かわうちちよう(たけずか)

　　７７１-０１１７・徳島県徳島市川内町（鶴島）・かわうちちよう(つるしま)

　　７７１-０１１１・徳島県徳島市川内町（富久）・かわうちちよう(とみひさ)

　　７７１-０１１２・徳島県徳島市川内町（富吉）・かわうちちよう(とみよし)

　　７７１-０１４３・徳島県徳島市川内町（中島）・かわうちちよう(なかしま)

　　７７１-０１３２・徳島県徳島市川内町（平石夷野）・かわうちちよう(ひらいしえびすの)

　　７７１-０１３３・徳島県徳島市川内町（平石夷野番外）・かわうちちよう(ひらいしえびすのはﾞんが

い)

　　７７１-０１３６・徳島県徳島市川内町（平石古田）・かわうちちよう(ひらいしこでん)

　　７７１-０１３４・徳島県徳島市川内町（平石住吉）・かわうちちよう(ひらいしすみよし)

　　７７１-０１３８・徳島県徳島市川内町（平石流通団地）・かわうちちよう(ひらいしりゆうつうだん

ち)

　　７７１-０１３５・徳島県徳島市川内町（平石若松）・かわうちちよう(ひらいしわかまつ)

　　７７１-０１３７・徳島県徳島市川内町（平石若宮）・かわうちちよう(ひらいしわかみや)
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　　７７１-０１１３・徳島県徳島市川内町（松岡）・かわうちちよう(まつおか)

　　７７１-０１１６・徳島県徳島市川内町（宮島錦野）・かわうちちよう(みやじまにしきの)

　　７７１-０１１５・徳島県徳島市川内町（宮島浜）・かわうちちよう(みやじまはま)

　　７７１-０１１４・徳島県徳島市川内町（宮島本浦）・かわうちちよう(みやじまほんうら)

　　７７１-０１３９・徳島県徳島市川内町（米津）・かわうちちよう(よねつﾞ)

　　７７０-０８７２・徳島県徳島市北沖洲・きたおきのす

　　７７０-００１１・徳島県徳島市北佐古一番町・きたさこいちはﾞんちよう

　　７７０-００１２・徳島県徳島市北佐古二番町・きたさこにはﾞんちよう

　　７７０-００５１・徳島県徳島市北島田町・きたしまだちよう

　　７７０-０８１２・徳島県徳島市北常三島町・きたじようさんじまちよう

　　７７０-０００３・徳島県徳島市北田宮・きたたみや

　　７７０-０８２１・徳島県徳島市北出来島町・きたできじまちよう

　　７７０-０８０６・徳島県徳島市北前川町・きたまえがわちよう

　　７７０-０００６・徳島県徳島市北矢三町・きたやそちよう

　　７７０-８０３２・徳島県徳島市北山町・きたやまちよう

　　７７０-０９１６・徳島県徳島市銀座・ぎんざ

　　７７０-００４２・徳島県徳島市蔵本町・くらもとちよう

　　７７０-００４１・徳島県徳島市蔵本元町・くらもともとまち

　　７７９-３１１６・徳島県徳島市国府町池尻・こくふちよういけじり

　　７７９-３１１８・徳島県徳島市国府町井戸・こくふちよういど

　　７７９-３１２８・徳島県徳島市国府町延命・こくふちようえんめい

　　７７９-３１１３・徳島県徳島市国府町川原田・こくふちようかわらだ

　　７７９-３１２３・徳島県徳島市国府町観音寺・こくふちようかんのんじ

　　７７９-３１２２・徳島県徳島市国府町府中・こくふちようこう

　　７７９-３１１４・徳島県徳島市国府町桜間・こくふちようさくらま

　　７７９-３１０１・徳島県徳島市国府町佐野塚・こくふちようさのつﾞか

　　７７９-３１１５・徳島県徳島市国府町敷地・こくふちようしきじ

　　７７９-３１１２・徳島県徳島市国府町芝原・こくふちようしはﾞはら

　　７７９-３１２４・徳島県徳島市国府町中・こくふちようなか

　　７７９-３１２７・徳島県徳島市国府町西矢野・こくふちようにしやの

　　７７９-３１０６・徳島県徳島市国府町花園・こくふちようはなぞの

　　７７９-３１２５・徳島県徳島市国府町早淵・こくふちようはやぶち

　　７７９-３１１７・徳島県徳島市国府町日開・こくふちようひがい

　　７７９-３１０３・徳島県徳島市国府町東黒田・こくふちようひがしくろだ

　　７７９-３１０２・徳島県徳島市国府町西黒田・こくふちようにしくろだ

　　７７９-３１２０・徳島県徳島市国府町南岩延・こくふちようみなみいわのぶ

　　７７９-３１１９・徳島県徳島市国府町北岩延・こくふちようきたいわのぶ

　　７７９-３１０５・徳島県徳島市国府町東高輪・こくふちようひがしたかわ

　　７７９-３１０４・徳島県徳島市国府町西高輪・こくふちようにしたかわ

　　７７９-３１２６・徳島県徳島市国府町矢野・こくふちようやの

　　７７９-３１１１・徳島県徳島市国府町竜王・こくふちようりゆうおう

　　７７９-３１２１・徳島県徳島市国府町和田・こくふちようわだ

　　７７０-０９１８・徳島県徳島市紺屋町・こんやまち

　　７７０-８０２１・徳島県徳島市雑賀町・さいかちよう

　　７７０-０８４７・徳島県徳島市幸町・さいわいちよう

　　７７０-０９２１・徳島県徳島市栄町・さかえまち

　　７７０-００２１・徳島県徳島市佐古一番町・さこ１はﾞんちよう

　　７７０-００２２・徳島県徳島市佐古二番町・さこ２はﾞんちよう

　　７７０-００２３・徳島県徳島市佐古三番町・さこ３はﾞんちよう

　　７７０-００２４・徳島県徳島市佐古四番町・さこ４はﾞんちよう

　　７７０-００２５・徳島県徳島市佐古五番町・さこ５はﾞんちよう

　　７７０-００２６・徳島県徳島市佐古六番町・さこ６はﾞんちよう

　　７７０-００２７・徳島県徳島市佐古七番町・さこ７はﾞんちよう

　　７７０-００２８・徳島県徳島市佐古八番町・さこ８はﾞんちよう

　　７７０-００３９・徳島県徳島市佐古山町・さこやまちよう

　　７７０-８０２５・徳島県徳島市三軒屋町・さんげんやちよう

　　７７１-４２６７・徳島県徳島市渋野町・しぶのちよう

　　７７０-０８０５・徳島県徳島市下助任町・しもすけとうちよう

　　７７９-３１３１・徳島県徳島市下町・しもまち

　　７７０-０８６２・徳島県徳島市城東町・じようとうちよう

　　７７０-８０６４・徳島県徳島市城南町・じようなんちよう

　　７７０-００４４・徳島県徳島市庄町・しようまち

　　７７１-４２６３・徳島県徳島市丈六町（丈領）・じようろくちよう(じようりよう)

　　７７１-４２６２・徳島県徳島市丈六町（長尾）・じようろくちよう(ながお)

　　７７１-４２６１・徳島県徳島市丈六町（その他）・じようろくちよう(そのた)

　　７７０-０９４２・徳島県徳島市昭和町・しようわちよう

　　７７０-０８４５・徳島県徳島市新内町・しんうちまち

　　７７０-０８５５・徳島県徳島市新蔵町・しんくらちよう

　　７７０-８００６・徳島県徳島市新浜町・しんはまちよう

　　７７０-８００７・徳島県徳島市新浜本町・しんはまほんちよう



　　７７０-０９０４・徳島県徳島市新町橋・ しんまちはﾞじ

　　７７０-０８６７・徳島県徳島市新南福島・しんみなみふくしま

　　７７０-０８６６・徳島県徳島市末広・すえひろ

　　７７０-０８１５・徳島県徳島市助任橋・ すけとうはﾞじ

　　７７０-０８１６・徳島県徳島市助任本町・すけとうほんちよう

　　７７０-０８６１・徳島県徳島市住吉・ すみよじ

　　７７０-０９２７・徳島県徳島市勢見町・せいみちよう

　　７７０-０９２２・徳島県徳島市鷹匠町・たかじようまち

　　７７１-４２６４・徳島県徳島市多家良町・たからちよう

　　７７０-０９３６・徳島県徳島市中央通・ちゆうおうどおり

　　７７０-８００１・徳島県徳島市津田海岸町・つだかいがんちよう

　　７７０-８００４・徳島県徳島市津田西町・つだにしまち

　　７７０-８００５・徳島県徳島市津田浜之町・つだはまのちよう

　　７７０-８００３・徳島県徳島市津田本町・つだほんちよう

　　７７０-８００２・徳島県徳島市津田町・つだちよう

　　７７０-０８２３・徳島県徳島市出来島本町・できじまほんちよう

　　７７０-０８３２・徳島県徳島市寺島本町東・ てらしまほんちようひがじ

　　７７０-０８３１・徳島県徳島市寺島本町西・ てらしまほんちようにじ

　　７７０-０９０９・徳島県徳島市寺町・てらまち

　　７７０-８０５６・徳島県徳島市問屋町・といやまち

　　７７０-０８４２・徳島県徳島市通町・とおりまち

　　７７０-０８５２・徳島県徳島市徳島町・とくしまちよう

　　７７０-０８５１・徳島県徳島市徳島町城内・とくしまちようじようない

　　７７０-０８５４・徳島県徳島市徳島本町・とくしまほんちよう

　　７７０-０９３１・徳島県徳島市富田浜・とみだはま

　　７７０-０９３７・徳島県徳島市富田橋・ とみだはﾞじ

　　７７０-０９１５・徳島県徳島市富田町・とみだまち

　　７７０-００５２・徳島県徳島市中島田町・なかしまだちよう

　　７７０-０９４３・徳島県徳島市中昭和町・なかしようわちよう

　　７７０-０８１３・徳島県徳島市中常三島町・なかじようさんじまちよう

　　７７０-０８５６・徳島県徳島市中洲町・なかずちよう

　　７７０-０８４４・徳島県徳島市中通町・なかとおりまち

　　７７０-０８５３・徳島県徳島市中徳島町・なかとくしまちよう

　　７７０-０９３２・徳島県徳島市仲之町・なかのちよう

　　７７０-０８０７・徳島県徳島市中前川町・なかまえがわちよう

　　７７０-０８０４・徳島県徳島市中吉野町・なかよしのちよう

　　７７０-０９２８・徳島県徳島市二軒屋町・にけんやちよう

　　７７０-８００８・徳島県徳島市西新浜町・にししんはまちよう

　　７７０-０９０２・徳島県徳島市西新町・にししんまち

　　７７０-８０２４・徳島県徳島市西須賀町・にしずかちよう

　　７７０-０９０１・徳島県徳島市西船場町・にしせんはﾞちよう

　　７７０-０９０３・徳島県徳島市西大工町・にしだいくまち

　　７７０-０９２９・徳島県徳島市西富田町・にしとみだちよう

　　７７０-８０６１・徳島県徳島市西二軒屋町・にしにけんやちよう

　　７７０-０９０７・徳島県徳島市西山手町・にしやまてちよう

　　７７９-３１３３・徳島県徳島市入田町・にゆうたちよう

　　７７０-０９２４・徳島県徳島市幟町・のほﾞりちよう

　　７７１-４２６６・徳島県徳島市八多町・はたちよう

　　７７０-８０７６・徳島県徳島市八万町（内浜）・はちまんちよう(うちはま)

　　７７０-８０７７・徳島県徳島市八万町（夷山）・はちまんちよう(えびすやま)

　　７７０-８０７９・徳島県徳島市八万町（大坪）・はちまんちよう(おおつほﾞ)

　　７７０-８０７３・徳島県徳島市八万町（上福万）・はちまんちよう(かみふくまん)

　　７７０-８０７４・徳島県徳島市八万町（下福万）・はちまんちよう(しもふくまん)

　　７７０-８０８２・徳島県徳島市八万町（川南）・はちまんちよう(かわみなみ)

　　７７０-８０７５・徳島県徳島市八万町（千鳥）・はちまんちよう(ちどり)

　　７７０-８０７２・徳島県徳島市八万町（中津浦）・はちまんちよう(なかつうら)

　　７７０-８０７１・徳島県徳島市八万町（中津山）・はちまんちよう(なかつやま)

　　７７０-８０８１・徳島県徳島市八万町（弐丈）・はちまんちよう(にじよう)

　　７７０-８０７８・徳島県徳島市八万町（橋本）・はちまんちよう(はしもと)

　　７７０-８０８３・徳島県徳島市八万町（法花）・はちまんちよう(ほつけ)

　　７７０-８０８４・徳島県徳島市八万町（法花谷）・はちまんちよう(ほつけだに)

　　７７０-８０７０・徳島県徳島市八万町（その他）・はちまんちよう(そのた)

　　７７０-０９４１・徳島県徳島市万代町・はﾞんだいちよう

　　７７０-０８７３・徳島県徳島市東沖洲・ひがしおきのす

　　７７０-０９１２・徳島県徳島市東新町・ひがししんまち

　　７７０-０９１１・徳島県徳島市東船場町・ひがしせんはﾞちよう

　　７７０-０９０５・徳島県徳島市東大工町・ひがしだいくまち

　　７７０-０８２２・徳島県徳島市東出来島町・ひがしできじまちよう

　　７７０-０９０６・徳島県徳島市東山手町・ひがしやまてちよう

　　７７０-０８１１・徳島県徳島市東吉野町・ひがしよしのちよう



　　７７０-０９０８・徳島県徳島市眉山町・びざんちよう

　　７７０-０８６８・徳島県徳島市福島・ふくしま

　　７７０-００６２・徳島県徳島市不動東町・ふどうひがしまち

　　７７０-００６４・徳島県徳島市不動西町・ふどうにしまち

　　７７０-００６１・徳島県徳島市不動北町・ふどうきたまち

　　７７０-００６３・徳島県徳島市不動本町・ふどうほんちよう

　　７７０-０８４６・徳島県徳島市南内町・みなみうちまち

　　７７０-０８７４・徳島県徳島市南沖洲・みなみおきのす

　　７７０-００４３・徳島県徳島市南蔵本町・みなみくらもとちよう

　　７７０-００３１・徳島県徳島市南佐古一番町・みなみさこ１はﾞんちよう

　　７７０-００３２・徳島県徳島市南佐古二番町・みなみさこ２はﾞんちよう

　　７７０-００３３・徳島県徳島市南佐古三番町・みなみさこ３はﾞんちよう

　　７７０-００３４・徳島県徳島市南佐古四番町・みなみさこ４はﾞんちよう

　　７７０-００３５・徳島県徳島市南佐古五番町・みなみさこ５はﾞんちよう

　　７７０-００３６・徳島県徳島市南佐古六番町・みなみさこ６はﾞんちよう

　　７７０-００３７・徳島県徳島市南佐古七番町・みなみさこ７はﾞんちよう

　　７７０-００３８・徳島県徳島市南佐古八番町・みなみさこ８はﾞんちよう

　　７７０-００５３・徳島県徳島市南島田町・みなみしまだちよう

　　７７０-００４５・徳島県徳島市南庄町・みなみしようまち

　　７７０-０９４４・徳島県徳島市南昭和町・みなみしようわちよう

　　７７０-０９１３・徳島県徳島市南新町・みなみしんまち

　　７７０-０８１４・徳島県徳島市南常三島町・みなみじようさんじまちよう

　　７７０-０８６５・徳島県徳島市南末広町・みなみすえひろちよう

　　７７０-０００４・徳島県徳島市南田宮・みなみたみや

　　７７０-０８２４・徳島県徳島市南出来島町・みなみできじまちよう

　　７７０-０９３３・徳島県徳島市南仲之町・みなみなかのちよう

　　７７０-８０６３・徳島県徳島市南二軒屋町・みなみにけんやちよう

　　７７０-０８０８・徳島県徳島市南前川町・みなみまえがわちよう

　　７７０-０００５・徳島県徳島市南矢三町・みなみやそちよう

　　７７０-０９３８・徳島県徳島市明神町・みようじんちよう

　　７７０-００４７・徳島県徳島市名東町・みようどうちよう

　　７７０-０８３４・徳島県徳島市元町・もとまち

　　７７０-０８４１・徳島県徳島市八百屋町・やおやまち

　　７７０-８０５５・徳島県徳島市山城町・やましろちよう

　　７７０-８０５４・徳島県徳島市山城西・ やましろにじ

　　７７０-０８６４・徳島県徳島市大和町・やまとちよう

　　７７０-０９２５・徳島県徳島市弓町・ゆみちよう

　　７７０-０８０２・徳島県徳島市吉野本町・よしのほんちよう

　　７７０-０９１７・徳島県徳島市両国橋・ りようごくはﾞじ

　　７７０-０８４３・徳島県徳島市両国本町・りようごくほんちよう

　　７７０-８０１１・徳島県徳島市論田町・ろんでんちよう

　　７７２-００００・徳島県鳴門市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-０３０３・徳島県鳴門市大麻町池谷・おおあさちよういけのたに

　　７７９-０３１５・徳島県鳴門市大麻町市場・おおあさちよういちはﾞ

　　７７９-０３１１・徳島県鳴門市大麻町牛屋島・おおあさちよううしやじま

　　７７９-０３０２・徳島県鳴門市大麻町大谷・おおあさちようおおたに

　　７７９-０２２３・徳島県鳴門市大麻町川崎・おおあさちようかわさき

　　７７９-０３０５・徳島県鳴門市大麻町高畑・おおあさちようたかはﾞたけ

　　７７９-０２２４・徳島県鳴門市大麻町津慈・おおあさちようつじ

　　７７９-０３１３・徳島県鳴門市大麻町中馬詰・おおあさちようなかうまつﾞめ

　　７７９-０３１４・徳島県鳴門市大麻町西馬詰・おおあさちようにしうまつﾞめ

　　７７９-０２２１・徳島県鳴門市大麻町萩原・おおあさちようはぎわら

　　７７９-０２３４・徳島県鳴門市大麻町板東（采女）・おおあさちようはﾞんどう(うねめ)

　　７７９-０２３１・徳島県鳴門市大麻町板東（大林）・おおあさちようはﾞんどう(おおはﾞやし)

　　７７９-０２３２・徳島県鳴門市大麻町板東（辻見堂）・おおあさちようはﾞんどう(つじみどう)

　　７７９-０２３５・徳島県鳴門市大麻町板東（永井）・おおあさちようはﾞんどう(ながい)

　　７７９-０２３８・徳島県鳴門市大麻町板東（東山田）・おおあさちようはﾞんどう(ひがしやまだ)

　　７７９-０２３６・徳島県鳴門市大麻町板東（西山田）・おおあさちようはﾞんどう(にしやまだ)

　　７７９-０２３７・徳島県鳴門市大麻町板東（北条）・おおあさちようはﾞんどう(ほうじよう)

　　７７９-０２３３・徳島県鳴門市大麻町板東（宝蔵）・おおあさちようはﾞんどう(ほうぞう)

　　７７９-０２３０・徳島県鳴門市大麻町板東（その他）・おおあさちようはﾞんどう(そのた)

　　７７９-０３１２・徳島県鳴門市大麻町東馬詰・おおあさちようひがしうまつﾞめ

　　７７９-０２２５・徳島県鳴門市大麻町檜・おおあさちようひのき

　　７７９-０３０１・徳島県鳴門市大麻町姫田・おおあさちようひめだ

　　７７９-０３０４・徳島県鳴門市大麻町松村・おおあさちようまつむら

　　７７９-０２２２・徳島県鳴門市大麻町三俣・おおあさちようみつまた

　　７７２-００４１・徳島県鳴門市大津町大代・おおつちようおおしろ

　　７７２-００３１・徳島県鳴門市大津町木津野・おおつちようきつﾞの

　　７７２-００４４・徳島県鳴門市大津町大幸・おおつちようだいこう

　　７７２-００４３・徳島県鳴門市大津町段関・おおつちようだんぜき



　　７７２-００３４・徳島県鳴門市大津町徳長・おおつちようとくなが

　　７７２-００３３・徳島県鳴門市大津町長江・おおつちようながえ

　　７７２-００４２・徳島県鳴門市大津町備前島・おおつちようびぜんじま

　　７７２-００３５・徳島県鳴門市大津町矢倉・おおつちようやぐら

　　７７２-００３２・徳島県鳴門市大津町吉永・おおつちようよしなが

　　７７１-０３７２・徳島県鳴門市北灘町粟田・きたなだちようあわた

　　７７１-０３７３・徳島県鳴門市北灘町大浦・きたなだちようおおうら

　　７７１-０３７７・徳島県鳴門市北灘町大須・きたなだちようおおず

　　７７１-０３７６・徳島県鳴門市北灘町折野・きたなだちようおりの

　　７７１-０３７１・徳島県鳴門市北灘町櫛木・きたなだちようくしき

　　７７１-０３７８・徳島県鳴門市北灘町碁浦・きたなだちようごのうら

　　７７１-０３７４・徳島県鳴門市北灘町宿毛谷・きたなだちようしゆくもだに

　　７７１-０３７５・徳島県鳴門市北灘町鳥ケ丸・きたなだちようとりがまる

　　７７２-００２２・徳島県鳴門市里浦町粟津・さとうらちようあわつﾞ

　　７７２-００２１・徳島県鳴門市里浦町里浦・さとうらちようさとうら

　　７７２-００６０・徳島県鳴門市瀬戸町明神（楠谷）・せとちようあきのかみ(くすのきだに)

　　７７２-００６０・徳島県鳴門市瀬戸町明神（弐軒家）・せとちようあきのかみ(にけんや)

　　７７２-００６０・徳島県鳴門市瀬戸町明神（水汲谷）・せとちようあきのかみ(みずくみだに)

　　７７１-０３６０・徳島県鳴門市瀬戸町明神（その他）・せとちようあきのかみ(そのた)

　　７７１-０３６２・徳島県鳴門市瀬戸町北泊（小海）・せとちようきたどまり(おおみ)

　　７７１-０３６４・徳島県鳴門市瀬戸町北泊（その他）・せとちようきたどまり(そのた)

　　７７１-０３６７・徳島県鳴門市瀬戸町大島田・せとちようおおしまだ

　　７７１-０３６６・徳島県鳴門市瀬戸町中島田・せとちようなかしまだ

　　７７１-０３６５・徳島県鳴門市瀬戸町小島田・せとちようこしまだ

　　７７１-０３６１・徳島県鳴門市瀬戸町堂浦・せとちようどうのうら

　　７７１-０３６３・徳島県鳴門市瀬戸町湊谷・せとちようみなとだに

　　７７１-０３６９・徳島県鳴門市瀬戸町撫佐・せとちようむさ

　　７７１-０３６８・徳島県鳴門市瀬戸町室・せとちようむろ

　　７７２-００５１・徳島県鳴門市鳴門町高島・なるとちようたかしま

　　７７２-００５３・徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦・なるとちようとさどまりうら

　　７７２-００５２・徳島県鳴門市鳴門町三ツ石・ なるとちようみついじ

　　７７２-００１１・徳島県鳴門市撫養町大桑島・むやちようおおくわじま

　　７７２-００１２・徳島県鳴門市撫養町小桑島・むやちようこくわじま

　　７７２-００１３・徳島県鳴門市撫養町岡崎・むやちようおかざき

　　７７２-０００４・徳島県鳴門市撫養町木津・むやちようきつﾞ

　　７７２-０００１・徳島県鳴門市撫養町黒崎・むやちようくろさき

　　７７２-０００２・徳島県鳴門市撫養町斎田・むやちようさいた

　　７７２-００１７・徳島県鳴門市撫養町立岩・むやちようたていわ

　　７７２-００１６・徳島県鳴門市撫養町林崎・むやちようはやさき

　　７７２-００１４・徳島県鳴門市撫養町弁財天・むやちようべざいてん

　　７７２-０００３・徳島県鳴門市撫養町南浜・むやちようみなみはま

　　７７２-００１５・徳島県鳴門市撫養町北浜・むやちようきたはま

　　７７３-００００・徳島県小松島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７３-００２４・徳島県小松島市間新田町・あいしんでんちよう

　　７７３-００２１・徳島県小松島市赤石町・あかいしちよう

　　７７３-００１４・徳島県小松島市江田町・えだちよう

　　７７３-００２２・徳島県小松島市大林町・おおはやしちよう

　　７７３-０００７・徳島県小松島市金磯町・かないそちよう

　　７７３-０００２・徳島県小松島市神田瀬町・かんだせちよう

　　７７３-００１８・徳島県小松島市櫛淵町・くしぶちちよう

　　７７３-０００１・徳島県小松島市小松島町・こまつしまちよう

　　７７３-００２３・徳島県小松島市坂野町・さかのちよう

　　７７３-０００９・徳島県小松島市芝生町・しほﾞうちよう

　　７７３-００１２・徳島県小松島市田浦町・たうらちよう

　　７７３-００１７・徳島県小松島市立江町・たつえちよう

　　７７３-０００８・徳島県小松島市田野町・たのちよう

　　７７３-００１５・徳島県小松島市中田町・ちゆうでんちよう

　　７７３-００１９・徳島県小松島市豊浦町・とようらちよう

　　７７３-００１６・徳島県小松島市中郷町・なかのごうちよう

　　７７３-００１１・徳島県小松島市新居見町・にいみちよう

　　７７３-００１０・徳島県小松島市日開野町・ひがいのちよう

　　７７３-０００４・徳島県小松島市堀川町・ほりかわちよう

　　７７３-００１３・徳島県小松島市前原町・まえはﾞらちよう

　　７７３-０００３・徳島県小松島市松島町・まつしまちよう

　　７７３-０００５・徳島県小松島市南小松島町・みなみこまつしまちよう

　　７７３-０００６・徳島県小松島市横須町・よこすちよう

　　７７３-００３１・徳島県小松島市和田島町（松田新田）・わだじまちよう(まつだしんでん)

　　７７３-００２５・徳島県小松島市和田島町（その他）・わだじまちよう(そのた)

　　７７３-００２０・徳島県小松島市和田津開町・わだつびらきちよう

　　７７４-００００・徳島県阿南市・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　７７９-１４０４・徳島県阿南市阿瀬比町・あせびちよう

　　７７９-１５１０・徳島県阿南市新野町・あらたのちよう

　　７７４-１７６０・徳島県阿南市伊島町・いしまちよう

　　７７９-１４０１・徳島県阿南市内原町・うちわらちよう

　　７７１-５１７７・徳島県阿南市大井町・おおいちよう

　　７７４-００２２・徳島県阿南市大潟町・おおがたちよう

　　７７１-５１７６・徳島県阿南市大田井町・おおたいちよう

　　７７４-００１４・徳島県阿南市学原町・がくはﾞらちよう

　　７７４-００４９・徳島県阿南市上大野町・かみおおのちよう

　　７７４-００４４・徳島県阿南市上中町・かみなかちよう

　　７７１-５１７３・徳島県阿南市加茂町・かもちよう

　　７７１-５１７０・徳島県阿南市楠根町・くすねちよう

　　７７１-５１７１・徳島県阿南市熊谷町・くまだにちよう

　　７７４-０００６・徳島県阿南市黒津地町・くろつちちよう

　　７７９-１４０２・徳島県阿南市桑野町・くわのちよう

　　７７４-００１５・徳島県阿南市才見町・さいみちよう

　　７７４-０００９・徳島県阿南市西路見町・さいろみちよう

　　７７１-５１７８・徳島県阿南市十八女町・さかりちよう

　　７７４-００４７・徳島県阿南市下大野町・しもおおのちよう

　　７７１-５１７４・徳島県阿南市水井町・すいいちよう

　　７７４-００４１・徳島県阿南市住吉町・すみよしちよう

　　７７４-００４５・徳島県阿南市宝田町・たからだちよう

　　７７９-１６３１・徳島県阿南市橘町（小勝）・たちはﾞなちよう(こかつ)

　　７７９-１６３０・徳島県阿南市橘町（タテアジロ）・たちはﾞなちよう(たてあじろ)

　　７７９-１６３０・徳島県阿南市橘町（袴）・たちはﾞなちよう(はかま)

　　７７９-１６３０・徳島県阿南市橘町（袴傍示）・たちはﾞなちよう(はかまほうじ)

　　７７９-１６３０・徳島県阿南市橘町（棒面）・たちはﾞなちよう(ほﾞうめん)

　　７７４-００２３・徳島県阿南市橘町（その他）・たちはﾞなちよう(そのた)

　　７７４-０００１・徳島県阿南市辰巳町・たつみちよう

　　７７４-００２１・徳島県阿南市津乃峰町・つのみねちよう

　　７７９-１７５０・徳島県阿南市椿町・つはﾞきちよう

　　７７９-１７４０・徳島県阿南市椿泊町・つはﾞきどまりちよう

　　７７４-０００７・徳島県阿南市出来町・できまち

　　７７４-００３０・徳島県阿南市富岡町・とみおかちよう

　　７７４-０００２・徳島県阿南市豊益町・とよますちよう

　　７７４-００４６・徳島県阿南市長生町・ながいけちよう

　　７７４-００４８・徳島県阿南市中大野町・なかおおのちよう

　　７７９-１２４２・徳島県阿南市那賀川町赤池・なかがわちようあかいけ

　　７７９-１１１４・徳島県阿南市那賀川町今津浦・なかがわちよういまつﾞうら

　　７７９-１１１２・徳島県阿南市那賀川町色ケ島・なかがわちよういろがしま

　　７７９-１１１１・徳島県阿南市那賀川町江野島・なかがわちようえのしま

　　７７９-１２４３・徳島県阿南市那賀川町上福井・なかがわちようかみふくい

　　７７９-１２３５・徳島県阿南市那賀川町苅屋・なかがわちようかりや

　　７７９-１２４６・徳島県阿南市那賀川町北中島・なかがわちようきたなかしま

　　７７９-１１２１・徳島県阿南市那賀川町黒地・なかがわちようくろじ

　　７７９-１１１６・徳島県阿南市那賀川町小延・なかがわちようこのぶ

　　７７９-１１１５・徳島県阿南市那賀川町敷地・なかがわちようしきじ

　　７７９-１１１７・徳島県阿南市那賀川町島尻・なかがわちようしまじり

　　７７９-１２３３・徳島県阿南市那賀川町大京原・なかがわちようだいきようはﾞら

　　７７９-１２３６・徳島県阿南市那賀川町工地・なかがわちようたくむじ

　　７７９-１１２３・徳島県阿南市那賀川町手島・なかがわちようてしま

　　７７９-１２４５・徳島県阿南市那賀川町中島・なかがわちようなかしま

　　７７９-１２３２・徳島県阿南市那賀川町西原・なかがわちようにしはら

　　７７９-１２３１・徳島県阿南市那賀川町原・なかがわちようはら

　　７７９-１１１９・徳島県阿南市那賀川町日向・なかがわちようひなた

　　７７９-１２３４・徳島県阿南市那賀川町古津・なかがわちようふるつ

　　７７９-１１１３・徳島県阿南市那賀川町芳崎・なかがわちようほうざき

　　７７９-１２４１・徳島県阿南市那賀川町三栗・なかがわちようみぐりゆう

　　７７９-１２４４・徳島県阿南市那賀川町みどり台・なかがわちようみどりだい

　　７７９-１１２２・徳島県阿南市那賀川町八幡・なかがわちようやわた

　　７７９-１１１８・徳島県阿南市那賀川町豊香野・なかがわちようゆたかの

　　７７４-００１６・徳島県阿南市中林町・なかはﾞやしちよう

　　７７４-００１２・徳島県阿南市七見町・ななみちよう

　　７７９-１１０７・徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇（奥ノ谷）・はのうらちよういわわき(おくのたに)

　　７７９-１１０６・徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇（その他）・はのうらちよういわわき(そのた)

　　７７９-１１０３・徳島県阿南市羽ノ浦町春日野・はのうらちようかすがの

　　７７９-１１０９・徳島県阿南市羽ノ浦町古毛・はのうらちようこもう

　　７７９-１１０１・徳島県阿南市羽ノ浦町中庄・はのうらちようなかのしよう

　　７７９-１１０４・徳島県阿南市羽ノ浦町西春日野・はのうらちようにしかすがの

　　７７９-１１０５・徳島県阿南市羽ノ浦町古庄・はのうらちようふるしよう



　　７７９-１１０２・徳島県阿南市羽ノ浦町宮倉・はのうらちようみやぐら

　　７７９-１１０８・徳島県阿南市羽ノ浦町明見・はのうらちようみようけん

　　７７４-０００８・徳島県阿南市原ケ崎町・はらがさきちよう

　　７７４-０００３・徳島県阿南市畭町・はりちよう

　　７７４-００１３・徳島県阿南市日開野町・ひがいのちよう

　　７７１-５１７９・徳島県阿南市深瀬町・ふかせちよう

　　７７９-１６２０・徳島県阿南市福井町・ふくいちよう

　　７７４-０００４・徳島県阿南市福村町・ふくむらちよう

　　７７１-５１７５・徳島県阿南市細野町・ほそのちよう

　　７７４-００１７・徳島県阿南市見能林町・みのはﾞやしちよう

　　７７４-０００５・徳島県阿南市向原町・むかいはﾞらちよう

　　７７４-００４３・徳島県阿南市柳島町・やなぎじまちよう

　　７７９-１４０３・徳島県阿南市山口町・やまぐちちよう

　　７７４-００４２・徳島県阿南市横見町・よこみちよう

　　７７１-５１７２・徳島県阿南市吉井町・よしいちよう

　　７７４-００１１・徳島県阿南市領家町・りようけちよう

　　７７６-００００・徳島県吉野川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７６-００１５・徳島県吉野川市鴨島町粟島・かもじまちようあわじま

　　７７６-００３３・徳島県吉野川市鴨島町飯尾・かもじまちよういのお

　　７７６-０００１・徳島県吉野川市鴨島町牛島・かもじまちよううししま

　　７７６-０００３・徳島県吉野川市鴨島町内原・かもじまちよううちはﾞら

　　７７６-０００２・徳島県吉野川市鴨島町麻植塚・かもじまちようおえつﾞか

　　７７６-００３７・徳島県吉野川市鴨島町上浦・かもじまちようかみうら

　　７７６-００１０・徳島県吉野川市鴨島町鴨島・かもじまちようかもじま

　　７７６-００１１・徳島県吉野川市鴨島町鴨島甲・かもじまちようかもじまこう

　　７７６-００１２・徳島県吉野川市鴨島町鴨島乙・かもじまちようかもじまおつ

　　７７６-０００５・徳島県吉野川市鴨島町喜来・かもじまちようきらい

　　７７６-０００６・徳島県吉野川市鴨島町喜来甲・かもじまちようきらいこう

　　７７６-０００７・徳島県吉野川市鴨島町喜来乙・かもじまちようきらいおつ

　　７７６-００３４・徳島県吉野川市鴨島町呉郷団地・かもじまちようごきようだんち

　　７７６-００３６・徳島県吉野川市鴨島町山路・かもじまちようさんじ

　　７７６-００３１・徳島県吉野川市鴨島町敷地・かもじまちようしきじ

　　７７６-００１３・徳島県吉野川市鴨島町上下島・かもじまちようじようげじま

　　７７６-００１４・徳島県吉野川市鴨島町知恵島・かもじまちようちえじま

　　７７６-０００４・徳島県吉野川市鴨島町中島・かもじまちようなかじま

　　７７６-００２０・徳島県吉野川市鴨島町西麻植・かもじまちようにしおえ

　　７７６-００３２・徳島県吉野川市鴨島町樋山地・かもじまちようひやまじ

　　７７６-００３５・徳島県吉野川市鴨島町森藤・かもじまちようもりとう

　　７７９-３３０６・徳島県吉野川市川島町学・かわしまちようがく

　　７７９-３３０１・徳島県吉野川市川島町川島・かわしまちようかわしま

　　７７９-３３０３・徳島県吉野川市川島町桑村・かわしまちようくわむら

　　７７９-３３０５・徳島県吉野川市川島町児島・かわしまちようこじま

　　７７９-３３０７・徳島県吉野川市川島町三ツ島・かわしまちようみつじま

　　７７９-３３０４・徳島県吉野川市川島町宮島・かわしまちようみやのしま

　　７７９-３３０２・徳島県吉野川市川島町山田・かわしまちようやまだ

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷愛後・みさとあいご

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷穴地・みさとあなじ

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷一野山・みさといちのやま

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷恵美子・みさとえびす

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷大神・みさとおおがみ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷大岸・ みさとおおぎじ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷大佐古・みさとおおざこ

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷大鹿・みさとおおじか

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷大野・みさとおおの

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷大平・みさとおおひら

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷奥分・みさとおくぶん

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷奥丸・みさとおくまる

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷柿谷・みさとかきだに

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷樫平・みさとかしだいら

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷上谷・みさとかみだに

　　７７９-３５０３・徳島県吉野川市美郷川俣・みさとかわまた

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷川向・みさとかわむかい

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷岸宗・みさときしのむね

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷倉羅・みさとくらら

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷栗木・みさとくりのき

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷来見坂・みさとくるみざか

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷暮石・ みさとくれいじ

　　７７９-３５０４・徳島県吉野川市美郷毛無・ みさとけなじ

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷古井・みさとこい

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷小竹・みさとこだけ



　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷古土地・みさとこどち

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷木屋浦・みさとこやのうら

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷山王・みさとさんのう

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷重野尾・みさとしげのお

　　７７９-３５０３・徳島県吉野川市美郷品野・みさとしなの

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷下浦・みさとしもうら

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷下城戸・みさとしもじようど

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷下畠・みさとしもはた

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷下林・ みさとしもはﾞやじ

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷上戸峯・みさとじようどみね

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷菅草・みさとすげそう

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷平・みさとたいら

　　７７９-３５０３・徳島県吉野川市美郷高野尾・みさとたかのお

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷滝ケ山・みさとたきがやま

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷竹屋敷・みさとたけやしき

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷田平・みさとただいら

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷立石・ みさとたていじ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷谷向・みさとたにむかい

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷月野・みさとつきの

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷照尾・みさとてらお

　　７７９-３５０４・徳島県吉野川市美郷土井ノ奥・みさとどいのおく

　　７７９-３５０４・徳島県吉野川市美郷峠・みさととうげ

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷栩谷・みさととちだに

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷殿河・みさととのかわ

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷土用地・みさとどようじ

　　７７９-３５０３・徳島県吉野川市美郷中筋・みさとなかすじ

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷中谷・みさとなかのたに

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷中畠・みさとなかはた

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷中分・みさとなかぶん

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷中村中筋・みさとなかむらなかすじ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷西條・みさとにしじよう

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷西谷・みさとにしたに

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷西畠・みさとにしはた

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷西槇山・みさとにしまきやま

　　７７９-３５０４・徳島県吉野川市美郷刷石・ みさとはけいじ

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷花地・みさとはなじ

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷張・みさとはり

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷張峯・みさとはりみね

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷日浦・みさとひうら

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷東・ みさとひがじ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷東條・みさとひがしじよう

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷東槇山・みさとひがしまきやま

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷東山峠・みさとひがしやまとうげ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷槇山・みさとまきやま

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷松尾・みさとまつお

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷丸山・みさとまるやま

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷宮倉・みさとみやぐら

　　７７９-３５０１・徳島県吉野川市美郷宗田・みさとむねだ

　　７７９-３５０２・徳島県吉野川市美郷矢ノ丸・みさとやのまる

　　７７９-３５０５・徳島県吉野川市美郷湯下・みさとゆげ

　　７７９-３５０３・徳島県吉野川市美郷湯殿・みさとゆどの

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町青木・やまかわちようあおぎ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町赤岩・やまかわちようあかいわ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町赤刎・やまかわちようあかはね

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町朝日・やまかわちようあさひ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町安楽寺・やまかわちようあんらくじ

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町石堂・やまかわちよういしどう

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町伊端穂・やまかわちよういずほ

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町市久保・やまかわちよういちくほﾞ

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町一里塚・やまかわちよういちりつﾞか

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町井上・やまかわちよういのうえ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町井傍・やまかわちよういのそはﾞ

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町忌部・やまかわちよういむべ

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町忌部山・やまかわちよういむべやま

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町岩戸・やまかわちよういわと

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町牛ノ子尾・やまかわちよううしのこお

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町浦山・やまかわちよううらやま

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町恵下・やまかわちようえげ

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町榎谷・やまかわちようえのきだに

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町大内・やまかわちようおおうち



　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町大須賀・やまかわちようおおすか

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町大塚・やまかわちようおおつか

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町大藤谷・やまかわちようおおとだに

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町大峰・やまかわちようおおみね

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町大室・やまかわちようおおむろ

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町麻掛・やまかわちようおかけ

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町翁喜台・やまかわちようおきだい

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町奥川田・やまかわちようおくかわた

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町奥野井・やまかわちようおくのい

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町奥原・やまかわちようおくはﾞら

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町皆瀬・やまかわちようかいぜ

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町槻原・やまかわちようかえきはﾞら

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町柿木谷・やまかわちようかきのきだに

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町楮本・やまかわちようかしのもと

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町春日・やまかわちようかすが

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町片岸・ やまかわちようかたぎじ

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町川田・やまかわちようかわた

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町川田市・やまかわちようかわたいち

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町川田天神・やまかわちようかわたてんじん

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町川田八幡・やまかわちようかわたはちまん

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町川東・ やまかわちようかわひがじ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町祗園・やまかわちようぎおん

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町北島・やまかわちようきたじま

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町北須賀・やまかわちようきたすが

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町木戸口・やまかわちようきどぐち

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町楠根地・やまかわちようくすねじ

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町雲宮・やまかわちようくもみや

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町黒岩・やまかわちようくろいわ

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町桑内・やまかわちようくわうち

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町桑ノ峰・やまかわちようくわのみね

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町高頭・やまかわちようこうず

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町御饌免・やまかわちようごせんめん

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町御旅館・やまかわちようごりよかん

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町権現谷・やまかわちようごんげんだに

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町境谷・やまかわちようさかいだに

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町坂口・やまかわちようさかぐち

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町坂田・やまかわちようさかた

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町貞田・やまかわちようさだた

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町小路・やまかわちようしようじ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町新田谷・やまかわちようしんただに

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町季邦・やまかわちようすえくに

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町住吉・ やまかわちようすみよじ

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町諏訪・やまかわちようすわ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町瀬津・やまかわちようせつﾞ

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町建石・ やまかわちようたていじ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町田ノ浦・やまかわちようたのうら

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町塚穴・やまかわちようつかあな

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町土仏西向・やまかわちようつちほﾞとけにしむかい

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町鼓山・やまかわちようつつみやま

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町津由谷・やまかわちようつゆだに

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町堤外・やまかわちようていがい

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町堤内・やまかわちようていない

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町天神・やまかわちようてんじん

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町天神佐古・やまかわちようてんじんさこ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町天王原・やまかわちようてんのうはﾞら

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町土橋・ やまかわちようどはﾞじ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町土橋ノ上・やまかわちようどはﾞしのうえ

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町中須賀・やまかわちようなかすか

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町中ノ郷・やまかわちようなかのごう

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町流・やまかわちようながれ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町鍋倉・やまかわちようなべくら

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町西久保・やまかわちようにしくほﾞ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町西ノ原・やまかわちようにしのはら

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町西野峰・やまかわちようにしのみね

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町西麓・やまかわちようにしふもと

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町野宮谷・やまかわちようのみやだに

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町旗見・やまかわちようはたみ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町八ケ久保・やまかわちようはちがくほﾞ

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町八幡・やまかわちようはちまん

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町榛木原・やまかわちようはりのきはﾞら



　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町東麓・やまかわちようひがしふもと

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町東麦原・やまかわちようひがしむぎはら

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町引地・やまかわちようひきち

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町久宗・やまかわちようひさむね

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町日知利子・やまかわちようひちﾞりこ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町一ツ石・ やまかわちようひとついじ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町平山・やまかわちようひらやま

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町日鷲谷・やまかわちようひわしだに

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町藤生・やまかわちようふじしよう

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町舟戸・やまかわちようふなと

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町古城・やまかわちようふるしろ

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町前川・やまかわちようまえがわ

　　７７９-３４０１・徳島県吉野川市山川町町・やまかわちようまち

　　７７９-３４０６・徳島県吉野川市山川町馬見尾・やまかわちようまみお

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町丸山・やまかわちようまるやま

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町三島・やまかわちようみしま

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町宮北・やまかわちようみやきた

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町宮地・やまかわちようみやじ

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町宮島・やまかわちようみやじま

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町宮谷・やまかわちようみやだに

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町迎坂・やまかわちようむかえざか

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町麦原・やまかわちようむぎはら

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町向坂・やまかわちようむこうざか

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町村雲・やまかわちようむらくも

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町茂草・やまかわちようもそう

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町矢落・やまかわちようやおち

　　７７９-３４０２・徳島県吉野川市山川町山路・やまかわちようやまじ

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町山ノ神・やまかわちようやまのかみ

　　７７９-３４０５・徳島県吉野川市山川町木綿麻山・やまかわちようゆうまやま

　　７７９-３４０４・徳島県吉野川市山川町湯立・やまかわちようゆだて

　　７７９-３４０７・徳島県吉野川市山川町横走・やまかわちようよこはしり

　　７７９-３４０３・徳島県吉野川市山川町若宮・やまかわちようわかみや

　　７７１-１７００・徳島県阿波市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町赤坂・あわちようあかさか

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町医王寺・あわちよういおうじ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町伊沢市・あわちよういさわいち

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町伊沢田・あわちよういさわだ

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町伊沢谷東縁・あわちよういさわだにひがしべり

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町伊勢・あわちよういせ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町井出口・あわちよういでぐち

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町糸下・あわちよういとが

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町稲荷・あわちよういなり

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町芋場・あわちよういもはﾞ

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町居屋敷・あわちよういやしき

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町岩津・あわちよういわつﾞ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町植桜・あわちよううえざくら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町梅川内・あわちよううめかわうち

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町梅ノ木原・あわちよううめのきはﾞら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町梅ノ東・ あわちよううめのひがじ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町王地・あわちようおうじ

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町王子川・あわちようおうじがわ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町王地南・あわちようおうじみなみ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町大久保・あわちようおおくほﾞ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町大坪・あわちようおおつほﾞ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町大原・あわちようおおはら

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町大道北・あわちようおおみちきた

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町大道南・あわちようおおみちみなみ

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町岡地・あわちようおかじ

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町小倉・あわちようおぐら

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町乙岩津・あわちようおついわつﾞ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町柏谷左右・あわちようかしわだにさゆう

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町勝命・あわちようかつみよう

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町勝命北・あわちようかつみようきた

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町亀底・あわちようかめぞこ

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町川久保・あわちようかわくほﾞ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町川添・あわちようかわぞえ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町北岡・あわちようきたおか

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町北久保・あわちようきたくほﾞ

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町北五味知・あわちようきたごみじり

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町北柴生・あわちようきたしほﾞう



　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町北整理・あわちようきたせいり

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町北西谷・あわちようきたにしだに

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町北ノ名・あわちようきたのみよう

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町北原・あわちようきたはﾞら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町北正広・あわちようきたまさひろ

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町北山・あわちようきたやま

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町庚申原・あわちようこうしんはﾞら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町五明・あわちようごみよう

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町桜ノ岡・あわちようさくらのおか

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町寒風・あわちようさむかぜ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町山王・あわちようさんのう

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町三本柳・あわちようさんほﾞんやなぎ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町四歩一・あわちようしぶいち

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町下喜来・あわちようしもぎらい

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町下喜来南・あわちようしもぎらいみなみ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町下原・あわちようしもはﾞら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町十善地・あわちようじゆうぜんじ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町新開・あわちようしんはﾞり

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町真福寺・あわちようしんふﾟくじ

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町清原・あわちようせいはﾞら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町善地・あわちようぜんじ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町大次郎・あわちようだいじろう

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町高垣・あわちようたかがき

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町立割・あわちようたてわり

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町谷口・あわちようたにぐち

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町谷島・あわちようたにじま

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町谷島北・あわちようたにじまきた

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町綱懸・あわちようつなかけ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町寺サコ・あわちようてらさこ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町天西山・あわちようてんさいざん

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町東条・あわちようとうじよう

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町栩ケ窪・あわちようとちがくほﾞ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町中川原・あわちようなかがわはら

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町中坪・あわちようなかつほﾞ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町中長峰・あわちようなかながみね

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町中原・あわちようなかはら

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町西柴生・あわちようにししほﾞう

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町西島・あわちようにしじま

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町西清原・あわちようにしせいはﾞら

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町西整理・あわちようにしせいり

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町西長峰・あわちようにしながみね

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町西ノ岡・あわちようにしのおか

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町西林・ あわちようにしはﾞやじ

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町西原・あわちようにしはﾞら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町西正広・あわちようにしまさひろ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町野神・あわちようのがみ

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町八丁原・あわちようはつちようはﾞら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町馬場・あわちようはﾞはﾞ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町東川原・あわちようひがしかわはら

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町東柴生・あわちようひがししほﾞう

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町東島・あわちようひがしじま

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町東整理・あわちようひがしせいり

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町東長峰・あわちようひがしながみね

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町東原・あわちようひがしはﾞら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町東正広・あわちようひがしまさひろ

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町東村・あわちようひがしむら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町引地・あわちようひきち

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町久原・あわちようひさはら

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町日吉谷・あわちようひよしだに

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町広野・あわちようひろの

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町平川原北・あわちようへいがわらきた

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町平川原南・あわちようへいがわらみなみ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町本町・あわちようほんまち

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町本安・あわちようほんやす

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町前島・あわちようまえじま

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町真重・あわちようましげ

　　７７１-１７０５・徳島県阿波市阿波町松川内・あわちようまつかわうち

　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町丸山・あわちようまるやま

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町南川原・あわちようみなみかわはら

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町南五味知・あわちようみなみごみじり



　　７７１-１７０３・徳島県阿波市阿波町南柴生・あわちようみなみしほﾞう

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町南整理・あわちようみなみせいり

　　７７１-１７０１・徳島県阿波市阿波町南谷島・あわちようみなみたにじま

　　７７１-１７０６・徳島県阿波市阿波町南西谷・あわちようみなみにしだに

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町元町・あわちようもとまち

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町森沢・あわちようもりさわ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町安政・あわちようやすまさ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町山尻・あわちようやまじり

　　７７１-１７０４・徳島県阿波市阿波町山ノ神・あわちようやまのかみ

　　７７１-１７０２・徳島県阿波市阿波町早田・あわちようわさだ

　　７７１-１６０２・徳島県阿波市市場町市場（上野段）・いちはﾞちよういちはﾞ(うえのだん)

　　７７１-１６０３・徳島県阿波市市場町市場（岸ノ下）・いちはﾞちよういちはﾞ(きしのした)

　　７７１-１６０１・徳島県阿波市市場町市場（興崎）・いちはﾞちよういちはﾞ(こうざき)

　　７７１-１６０４・徳島県阿波市市場町市場（町筋）・いちはﾞちよういちはﾞ(まちすじ)

　　７７１-１６２６・徳島県阿波市市場町伊月・いちはﾞちよういつき

　　７７１-１７１４・徳島県阿波市市場町犬墓（小竹）・いちはﾞちよういぬのはか(こたけ)

　　７７１-１６１４・徳島県阿波市市場町犬墓（その他）・いちはﾞちよういぬのはか(そのた)

　　７７１-１６１５・徳島県阿波市市場町大影・いちはﾞちようおおかげ

　　７７１-１６２７・徳島県阿波市市場町大野島・いちはﾞちようおおのじま

　　７７１-１６１３・徳島県阿波市市場町大俣・いちはﾞちようおおまた

　　７７１-１６２１・徳島県阿波市市場町尾開・いちはﾞちようおはﾞり

　　７７１-１６１１・徳島県阿波市市場町香美（北香美）・いちはﾞちようかがみ(きたかがみ)

　　７７１-１６１０・徳島県阿波市市場町香美（その他）・いちはﾞちようかがみ(そのた)

　　７７１-１６１２・徳島県阿波市市場町上喜来・いちはﾞちようかみぎらい

　　７７１-１６２３・徳島県阿波市市場町切幡・いちはﾞちようきりはた

　　７７１-１６２２・徳島県阿波市市場町興崎・いちはﾞちようこうざき

　　７７１-１６１６・徳島県阿波市市場町日開谷・いちはﾞちようひがいだに

　　７７１-１６２４・徳島県阿波市市場町山野上・いちはﾞちようやまのうえ

　　７７１-１６２５・徳島県阿波市市場町八幡・いちはﾞちようやわた

　　７７１-１５０１・徳島県阿波市土成町秋月・どなりちようあきつﾞき

　　７７１-１５０３・徳島県阿波市土成町浦池・どなりちよううらのいけ

　　７７１-１５０５・徳島県阿波市土成町郡・どなりちようこおり

　　７７１-１５０９・徳島県阿波市土成町高尾・どなりちようたかお

　　７７１-１５０６・徳島県阿波市土成町土成・どなりちようどなり

　　７７１-１５０４・徳島県阿波市土成町成当・どなりちようなりとう

　　７７１-１５０２・徳島県阿波市土成町水田・どなりちようみずた

　　７７１-１５０８・徳島県阿波市土成町宮川内・どなりちようみやがわうち

　　７７１-１５０７・徳島県阿波市土成町吉田・どなりちようよしだ

　　７７１-１４０１・徳島県阿波市吉野町柿原・よしのちようかきはら

　　７７１-１４０３・徳島県阿波市吉野町五条・よしのちようごじよう

　　７７１-１４０２・徳島県阿波市吉野町西条・よしのちようさいじよう

　　７７９-３６００・徳島県美馬市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７７-０００５・徳島県美馬市穴吹町穴吹・あなぶきちようあなぶき

　　７７７-０００６・徳島県美馬市穴吹町口山・あなぶきちようくちやま

　　７７７-０００７・徳島県美馬市穴吹町古宮・あなぶきちようふるみや

　　７７７-０００４・徳島県美馬市穴吹町三島（大重）・あなぶきちようみしま(おおしげ)

　　７７７-０００１・徳島県美馬市穴吹町三島（小島）・あなぶきちようみしま(おしま)

　　７７７-０００２・徳島県美馬市穴吹町三島（舞中島）・あなぶきちようみしま(まいなかしま)

　　７７７-０００３・徳島県美馬市穴吹町三島（三谷）・あなぶきちようみしま(みたに)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（麻衣）・こやだいら(あさぎぬ)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（大北）・こやだいら(おおきた)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（川井）・こやだいら(かわい)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（下名）・こやだいら(しもみよう)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（竹尾）・こやだいら(たけお)

　　７７７-０３０２・徳島県美馬市木屋平（櫟木）・こやだいら(ちちのぎ)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（市初)・こやだいら(いちはな)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（今丸)・こやだいら(いままる)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（尾山)・こやだいら(おやま)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（カゴミ)・かごみ)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（樫原)・こやだいら(かしわら)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（木中)・こやだいら(きなか)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（桑柄)・こやだいら(くわがら)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（ケヤキヒラ)・こやだいら(けやきひら)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（小日浦)・こやだいら(こびうら)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（地神滝)・じじんだき)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（菅蔵)・すげぞう)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（杖谷)・つえだに)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（葛尾)・つつﾞ)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（ハジコノ)・はじこの)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（ビヤガイチ)・びやがいち)



　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（二戸)・ふたど)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（三ツ木)・みつぎ)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（貢)・みつぐ)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（南張）・みなみはﾞり)

　　７７７-０３０１・徳島県美馬市木屋平（向樫原）・むこうかしわら)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（川上）・こやだいら(かわかみ)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（川上カケ）・こやだいら(かわかみかけ)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（太合）・こやだいら(たいごう)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（太合カケ）・こやだいら(たいごうかけ)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（谷口）・こやだいら(たにぐち)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（谷口カケ）・こやだいら(たにぐちかけ)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（森遠）・こやだいら(もりとお)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（八幡）・こやだいら(やわた)

　　７７７-０３０３・徳島県美馬市木屋平（弓道）・こやだいら(ゆどう)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（雨下)、・みまちよう(あまげ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（上野)、・みまちよう(うえの)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（小原)、・みまちよう(こはﾞら)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（境目)、・みまちよう(さかいめ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（里西屋敷)、・みまちよう(さとにしやしき)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（下ノ段)、・みまちよう(しものだん)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（城)、・みまちよう(しろ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（滝下)、・みまちよう(たきした､)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（竹ノ内)、・みまちよう(たけのうち)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（田辺)、・みまちよう(たなべ､)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（谷口)・たにぐち)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（栂尾)・つがお)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（突落)・つきおとし)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中尾)・なかお)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中耕地)・なかごうち)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中筋)・なかすじ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中通)・なかどおり)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中西)・なかにし)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（中山)・なかやま)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（長畑)・ながはた)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（夏蕨)・なつわらび)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（西宮ノ上)・にしみやのうえ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（東宮ノ上)・ひがしみやのうえ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（細野)・ほその)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（前田)・まえだ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（松ノ花)・にまつのはな)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（松ノ本)・まつのもと)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（宮前)・みやまえ)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（宮北)・みやきた)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（八幡)・やはた)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（山夏蕨）・やまなつわらび)

　　７７１-２１０７・徳島県美馬市美馬町（吉水）・よしみず)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（荒川)・みまちよう(あらかわ)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（井出縁)・みまちよう(いでべり)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（井ノ神)・みまちよう(いのかみ)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（大泉)・みまちよう(おおいずみ)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（大宮西)・みまちよう(おおみやにし)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（上突出)・みまちよう(かみつきだし)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（岸ノ下)・みまちよう(きしのした)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（北東原)・みまちよう(きたひがしはﾞら)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（里平野)・さとひらの

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（下突出)・､しもつきだし)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（谷ヨリ西)・たによりにし

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（乳ノ木)・ちちのき)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（寺ノ下)・てらのした)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（天神)・てんじん)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（天神北)・てんじんきた)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（中東原)・なかひがしはﾞら)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（西荒川）・にしあらかわ)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（沼田島）・ぬまだじま)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（東荒川）・ひがしあらかわ)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（南荒川）・みなみあらかわ)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（南東原）・みなみひがしはﾞら)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（妙見）・みようけん)

　　７７１-２１０６・徳島県美馬市美馬町（山嫁坂）・やまよめざか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（家ノ前)・みまちよう(いえのまえ)



　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（大池)・みまちよう(おおいけ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（大上)・みまちよう(おおうえ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（大北)・みまちよう(おおきた)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（大佐古)・みまちよう(おおさこ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（大前)・みまちよう(おおまえ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（岡ノ内)・みまちよう(おかのうち)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（押上)・みまちよう(おしあげ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（茅原)・みまちよう(かやはﾞら)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（川ノ上)・かわのうえ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（観音)・かんのん)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（栗林)・くりはﾞやし)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（黒砂)・くろすな)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（狙ケ内)・さるがうち)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（猿坂)・さるさか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（下白地)・しもしろじ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（白地)・しろじ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（炭釜)・すみがま)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（芹佐古)・せりざこ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（惣後)・そうご)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（惣田)・そうだ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（外墓)・そとはﾞか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（滝ノ上)・たきのうえ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（立見山)・たつみやま)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（田ノ岡)・たのおか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（狙坂)・たんざか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（中岡)・なかおか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（中野田ノ井)・なかのたのい)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（中横尾)・なかよこお)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（長地)・ながじ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（西浦)・にしうら)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（西ノ谷)・にしのたに)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（野田ノ井)・のたのい)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（橋谷)・はしだに)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（場シ所)・はﾞしとこ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（東筋)・ひがしすじ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（平尾)・ひらお)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（平野)・ひらの)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（藤宇)・ふじゆう)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（前坂)・まえざか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（水ノ岡)・みずのおか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（味噌ケ久保)・みそがくほﾞ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（道ノ上)・みちのうえ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（宮ノ岡)・みやのおか)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（南畠)・むなはﾞた)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（薬師ケ久保)・やくしがくほ)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（山西屋敷)・やまにしやしき)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（山橋谷）・やまはしだに)

　　７７１-２１０２・徳島県美馬市美馬町（横尾）・よこお)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（池ノ浦)・みまちよう(いけのうら)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（銀杏木)・みまちよう(いちようぎ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（梅ケ久保)・みまちよう(うめがくほﾞ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（駅)・みまちよう(えき)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（蛭子)・みまちよう(えびす)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（柿木)・みまちよう(かきのき)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（鍵掛)・みまちよう(かんかけ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（願勝寺)・がんしようじ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（北土ケ久保）・きたつちがくほﾞ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（喜入道）・きにゆうどう)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（滝宮）・たきのみや)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（土ケ久保）・つちがくほ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（西段）・にしだん)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（宮東）・みやひがし)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（宮西）・みやにし)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（宮南）・みやみなみ)

　　７７１-２１０５・徳島県美馬市美馬町（養泉）・ようせん)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（一ノ宮)・みまちよう(いちのみや

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（後谷)・みまちよう(うしろだに

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（倉尾)・みまちよう(くらお

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（三頭山)・みまちよう(さんとうざん

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（下後谷)・みまちよう(しもうしろだに



　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（高惣)・みまちよう(たかそう

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（谷尻)・みまちよう(たにじり､

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（露口)・つゆぐち)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（中沼田)・なかぬまだ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（中野)・なかの)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（夏弥喜)・なつやき)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（ナロヲ)・なろお)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（西大久保)・にしおおくほﾞ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（西沼田)・にしぬまだ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（沼田)・ぬまだ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（八ノ坪)・はちのつほﾞ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（坊ケ谷）・ほﾞうがたに)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（水久保）・みずくほﾞ)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（宗ノ分）・むねのぶん､)

　　７７１-２１０３・徳島県美馬市美馬町（屋内）・やない)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（入倉）・みまちよう(いりくら)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（大久保）・みまちよう(おおくほﾞ)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（切久保）・みまちよう(きりくほﾞ)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（正部）・みまちよう(しようぶ)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（丈寄）・みまちよう(じようより)

　　７７１-２１０１・徳島県美馬市美馬町（清田）・みまちよう(せいだ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（鵜飼口)・みまちよう(うがいぐち)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（岡)・みまちよう(おか)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（小長谷)・みまちよう(おはﾞせ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（小長谷端)・みまちよう(おはﾞせはﾞた)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（笠仏)・みまちよう(かさほﾞとけ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（川縁)・みまちよう(かわべり)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（荒神)・みまちよう(こうじん)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（助松)・みまちよう(すけまつ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（高畑)・みまちよう(たかはﾞたけ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（辰角)・みまちよう(たつかく)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（谷頭)・たにがしら)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（玉振前)・たまふりまえ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（チゲジ)・ちげじ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（天神東)・てんじんひがし)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（轟)・とどろき)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（中黒)・なかぐろ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（中須)・なかす)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（中道北)・なかみちきた)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（中道南)・なかみちみなみ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（ノツゴ)・のつご)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（ノリコヘ)・のりこへ､)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（橋本)・はしのもと)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（東岸ノ下)・ひがしきしのした)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（東段)・､ひがしだん)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（東宗重)・ひがしむねしげ)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（坊僧)・うそう)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（丸山)・まるやま)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（南原)・みなみはら)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（明神原)・みようじんはﾞら)

　　７７１-２１０４・徳島県美馬市美馬町（宗重、薬師）・むねしげ､やくし)

　　７７９-３６０４・徳島県美馬市脇町猪尻（古作）・わきまちいのしり(こさく)

　　７７９-３６０３・徳島県美馬市脇町猪尻（庄）・わきまちいのしり(しよう)

　　７７９-３６０３・徳島県美馬市脇町猪尻（土井）・わきまちいのしり(どい)

　　７７９-３６０３・徳島県美馬市脇町猪尻（西上野）・わきまちいのしり(にしうえの)

　　７７９-３６０２・徳島県美馬市脇町猪尻（その他）・わきまちいのしり(そのた)

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町岩倉・わきまちいわくら

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町上ノ原・わきまちうえのはら

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町馬木・わきまちうまき

　　７７９-３６１０・徳島県美馬市脇町脇町・わきまちわきまち

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町川原町・わきまちかわらまち

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町木ノ内・わきまちきのうち

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町新町・わきまちしんまち

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町助松・わきまちすけまつ

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町田上・わきまちたねえ

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町野村・わきまちのむら

　　７７９-３６２０・徳島県美馬市脇町別所・わきまちべつしよ

　　７７９-３６３３・徳島県美馬市脇町（井口）・わきまち(いぐち)

　　７７９-３６３２・徳島県美馬市脇町（井口東）・わきまち(いぐちひがし)

　　７７９-３６３２・徳島県美馬市脇町（上ノ原）・わきまち(うえのはら)



　　７７９-３６３６・徳島県美馬市脇町（芋穴）・わきまち(いもあな)

　　７７９-３６３６・徳島県美馬市脇町（中八）・わきまち(なかはﾞち)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（芋尻）・わきまち(いもじり)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（小丸）・わきまち(こまる)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（白木）・わきまち(しらき)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（段）・わきまち(だん)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（段名）・わきまち(だんみよう)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（中段）・わきまち(なかだん)

　　７７９-３６３９・徳島県美馬市脇町（羽出床）・わきまち(はでとこ)

　　７７９-３６３８・徳島県美馬市脇町（神楽田）・わきまち(かぐらでん)

　　７７９-３６３８・徳島県美馬市脇町（西大谷）・わきまち(にしおおたに)

　　７７９-３６３８・徳島県美馬市脇町（東大谷）・わきまち(ひがしおおたに)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（上中野）・わきまち(かみなかの､しもなかの､ひらほﾞうし､ふ

なき)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（下中野）・わきまち(かみなかの､しもなかの､ひらほﾞうし､ふ

なき)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（平帽子）・わきまち(かみなかの､しもなかの､ひらほﾞうし､ふ

なき)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（上中野）・わきまち(かみなかの)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（下中野）・わきまち(しもなかの)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（平帽子）・わきまち(ひらほﾞうし)

　　７７９-３６３７・徳島県美馬市脇町（舟木）・わきまち(ふなき)

　　７７９-３６３５・徳島県美馬市脇町（川原柴）・わきまち(かわらしはﾞ)

　　７７９-３６３５・徳島県美馬市脇町（暮畑）・わきまち(くれはﾞたけ)

　　７７９-３６３５・徳島県美馬市脇町（梨子木）・わきまち(なしのき)

　　７７９-３６３５・徳島県美馬市脇町（横倉）・わきまち(よこぐら)

　　７７９-３６０４・徳島県美馬市脇町（北庄）・わきまち(きたしよう)

　　７７９-３６２５・徳島県美馬市脇町（北星）・わきまち(きたほﾞし)

　　７７９-３６３４・徳島県美馬市脇町（小星）・わきまち(こほﾞし)

　　７７９-３６３１・徳島県美馬市脇町（新山）・わきまち(しんやま)

　　７７９-３７４１・徳島県美馬市脇町（曽江名）・わきまち(そえみよう)

　　７７９-３７４２・徳島県美馬市脇町（西赤谷）・わきまち(にしあかたに)

　　７７９-３７４４・徳島県美馬市脇町（西俣名）・わきまち(にしまたみよう)

　　７７９-３６０１・徳島県美馬市脇町（拝原）・わきまち(はいはﾞら)

　　７７９-３７４３・徳島県美馬市脇町（東赤谷名）・わきまち(ひがしあかたにみよう)

　　７７９-３７４５・徳島県美馬市脇町（東俣名）・わきまち(ひがしまたみよう)

　　７７８-００００・徳島県三好市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町旭町・いかわちようあさひまち

　　７７９-４８０５・徳島県三好市井川町井内西・ いかわちよういうちにじ

　　７７９-４８０４・徳島県三好市井川町井内東・ いかわちよういうちひがじ

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町井関・いかわちよういぜき

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町大佐古・いかわちようおおさこ

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町岡野前・いかわちようおかのまえ

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町片山・いかわちようかたやま

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町御領田・いかわちようごりようでん

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町才長谷・いかわちようさいはぜ

　　７７９-４８０７・徳島県三好市井川町里川・いかわちようさとがわ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町島・いかわちようしま

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町新町・いかわちようしんまち

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町タクミ田・いかわちようたくみだ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町田中・いかわちようたなか

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町辻・いかわちようつじ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町中岡・いかわちようなかおか

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町仲ノ町・いかわちようなかのまち

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町中村西・ いかわちようなかむらにじ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町中村東・ いかわちようなかむらひがじ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町中村南・いかわちようなかむらみなみ

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町流堂・いかわちようながれどう

　　７７９-４８０６・徳島県三好市井川町西井川・いかわちようにしいかわ

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町野津後・いかわちようのつご

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町野津後流・いかわちようのつごながれ

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町八幡・いかわちようはちまん

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町浜西・ いかわちようはまにじ

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町浜東・ いかわちようはまひがじ

　　７７９-４８０１・徳島県三好市井川町本町・いかわちようほんまち

　　７７９-４８０２・徳島県三好市井川町向坂・いかわちようむこうざか

　　７７９-４８０３・徳島県三好市井川町吉岡・いかわちようよしおか

　　７７８-００１２・徳島県三好市池田町イケミナミ・いけだちよういけみなみ

　　７７８-００１４・徳島県三好市池田町イタノ・いけだちよういたの

　　７７８-０００１・徳島県三好市池田町ウエノ・いけだちよううえの



　　７７８-００１０・徳島県三好市池田町ウエマツ・いけだちよううえまつ

　　７７８-５２５２・徳島県三好市池田町馬路・いけだちよううまじ

　　７７９-５１６４・徳島県三好市池田町大利・いけだちようおおり

　　７７９-５１６６・徳島県三好市池田町川崎・いけだちようかわさき

　　７７８-０００８・徳島県三好市池田町クヤウジ・いけだちようくやうじ

　　７７８-５２５３・徳島県三好市池田町佐野・いけだちようさの

　　７７８-０００３・徳島県三好市池田町サラダ・いけだちようさらだ

　　７７９-５１６２・徳島県三好市池田町漆川・いけだちようしつかわ

　　７７８-０００５・徳島県三好市池田町シマ・いけだちようしま

　　７７８-００２０・徳島県三好市池田町州津・いけだちようしゆうつﾞ

　　７７８-０００４・徳島県三好市池田町シンマチ・いけだちようしんまち

　　７７８-００１３・徳島県三好市池田町シンヤマ・いけだちようしんやま

　　７７８-０００６・徳島県三好市池田町トウゲ・いけだちようとうげ

　　７７９-５１６３・徳島県三好市池田町中津川・いけだちようなかつがわ

　　７７９-５１６１・徳島県三好市池田町中西・ いけだちようなかにじ

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（上久保）・いけだちようにしやま(うわくほﾞ)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（落）・いけだちようにしやま(おち)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（蔭）・いけだちようにしやま(かげ)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（樫ノ下）・いけだちようにしやま(かしのした)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（上中尾）・いけだちようにしやま(かみなかお)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（岸ノ上）・いけだちようにしやま(きしのうえ)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（込野）・いけだちようにしやま(こみの)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（下ノ浦）・いけだちようにしやま(しものうら)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（谷浦）・いけだちようにしやま(たにうら)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（乳ノ木）・いけだちようにしやま(ちちのき)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（乳ノ木道北）・いけだちようにしやま(ちちのきみちき

た)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（津寺）・いけだちようにしやま(つでら)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（坪尻）・いけだちようにしやま(つほﾞじり)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（中尾）・いけだちようにしやま(なかお)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（中塚）・いけだちようにしやま(なかつか)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（西谷）・いけだちようにしやま(にしたに)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（西ノ岡）・いけだちようにしやま(にしのおか)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（登リ尾）・いけだちようにしやま(のほﾞりお)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（船原）・いけだちようにしやま(ふなはﾞら)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（宮ノ西）・いけだちようにしやま(みやのにし)

　　７７８-００３２・徳島県三好市池田町西山（宮ノ東）・いけだちようにしやま(みやのひがし)

　　７７８-００３１・徳島県三好市池田町西山（横佐古）・いけだちようにしやま(よこさこ)

　　７７８-００４０・徳島県三好市池田町西山（その他）・いけだちようにしやま(そのた)

　　７７８-５２５１・徳島県三好市池田町白地・いけだちようはくち

　　７７８-００１１・徳島県三好市池田町ハヤシ・ いけだちようはやじ

　　７７８-０００２・徳島県三好市池田町マチ・いけだちようまち

　　７７８-０１６５・徳島県三好市池田町松尾（祖谷温泉、松本３６７－２)・いけだちようまつお(いや

おんせん､まつもと３６７-２)

　　７７９-５１６５・徳島県三好市池田町松尾（その他）・いけだちようまつお(そのた)

　　７７８-０００９・徳島県三好市池田町ヤサン・いけだちようやさん

　　７７８-０００７・徳島県三好市池田町ヤマダ・いけだちようやまだ

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村吾橋・ にしいややまむらあはじ

　　７７８-０１０３・徳島県三好市西祖谷山村有瀬・にしいややまむらあるせ

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村一宇・にしいややまむらいちう

　　７７８-０１０２・徳島県三好市西祖谷山村今久保・にしいややまむらいまくほﾞ

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村後山・にしいややまむらうしろやま

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村後山西・ にしいややまむらうしろやまにじ

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村後山向・にしいややまむらうしろやまむかい

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村榎・にしいややまむらえのき

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村尾井ノ内・にしいややまむらおいのうち

　　７７９-５１７２・徳島県三好市西祖谷山村小祖谷・にしいややまむらおいや

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村上吾橋・ にしいややまむらかみあはじ

　　７７８-０１０２・徳島県三好市西祖谷山村閑定・にしいややまむらかんじよう

　　７７９-５１７３・徳島県三好市西祖谷山村坂瀬・にしいややまむらさかせ

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村重末・にしいややまむらしげすえ

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村下吾橋・ にしいややまむらしもあはじ

　　７７９-５１７１・徳島県三好市西祖谷山村下名・にしいややまむらしもみよう

　　７７８-０１０２・徳島県三好市西祖谷山村善徳・にしいややまむらぜんとく

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村田ノ内・にしいややまむらたのうち

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村土日浦・にしいややまむらつちひうら

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村徳善・にしいややまむらとくぜん

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村徳善北・にしいややまむらとくぜんきた

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村徳善西・ にしいややまむらとくぜんにじ

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村戸ノ谷・にしいややまむらとのたに



　　７７８-０１０２・徳島県三好市西祖谷山村中尾・にしいややまむらなかお

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村西岡・にしいややまむらにしおか

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村眠谷・にしいややまむらねむりだに

　　７７８-０１０５・徳島県三好市西祖谷山村東西岡・にしいややまむらひがしにしおか

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村東山・にしいややまむらひがしやま

　　７７８-０１０４・徳島県三好市西祖谷山村南山・にしいややまむらみなみやま

　　７７８-０１０１・徳島県三好市西祖谷山村冥地・にしいややまむらみようじ

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷阿佐・ひがしいやあさ

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷今井・ひがしいやいまい

　　７７８-０２０４・徳島県三好市東祖谷大枝・ひがしいやおおえだ

　　７７８-０２０４・徳島県三好市東祖谷大西・ ひがしいやおおにじ

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷小川・ひがしいやおがわ

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷奥の井・ひがしいやおくのい

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷小島・ひがしいやおしま

　　７７８-０２０２・徳島県三好市東祖谷落合・ひがしいやおちあい

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷樫尾・ひがしいやかしお

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷釜ケ谷・ひがしいやかまがたに

　　７７８-０２０４・徳島県三好市東祖谷京上・ひがしいやきようじよう

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷九鬼・ひがしいやくき

　　７７８-０２０２・徳島県三好市東祖谷久保・ひがしいやくほﾞ

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷栗枝渡・ひがしいやくりすど

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷古味・ひがしいやこみ

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷佐野・ひがしいやさの

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷下瀬・ひがしいやしもせ

　　７７８-０２０１・徳島県三好市東祖谷菅生・ひがしいやすげおい

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷高野・ひがしいやたかの

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷釣井・ひがしいやつるい

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷中上・ひがしいやなかうえ

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷新居屋・ひがしいやにいや

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷西山・ひがしいやにしやま

　　７７８-０２０３・徳島県三好市東祖谷林・ ひがしいやはやじ

　　７７８-０２０１・徳島県三好市東祖谷見ノ越・ ひがしいやみのこじ

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷麦生土・ひがしいやむじゆうと

　　７７８-０２０５・徳島県三好市東祖谷元井・ひがしいやもつとい

　　７７８-０２０４・徳島県三好市東祖谷若林・ ひがしいやわかはﾞやじ

　　７７８-０２０６・徳島県三好市東祖谷和田・ひがしいやわだ

　　７７１-２３０２・徳島県三好市三野町加茂野宮・みのちようかものみや

　　７７１-２３０４・徳島県三好市三野町芝生・みのちようしほﾞう

　　７７１-２３０１・徳島県三好市三野町清水・みのちようしみず

　　７７１-２３０３・徳島県三好市三野町勢力・みのちようせいりき

　　７７１-２３０５・徳島県三好市三野町太刀野・みのちようたちの

　　７７１-２３０６・徳島県三好市三野町太刀野山・みのちようたちのやま

　　７７９-５３０７・徳島県三好市山城町相川・やましろちようあいかわ

　　７７９-５３３６・徳島県三好市山城町赤谷・やましろちようあかだに

　　７７９-５３２８・徳島県三好市山城町粟山・やましろちようあわやま

　　７７９-５３１４・徳島県三好市山城町岩戸・やましろちよういわど

　　７７９-５３０４・徳島県三好市山城町大川持・やましろちようおおかわもち

　　７７９-５３４２・徳島県三好市山城町大谷・やましろちようおおたに

　　７７９-５３４７・徳島県三好市山城町大月・やましろちようおおつき

　　７７９-５３３３・徳島県三好市山城町大野・やましろちようおおの

　　７７９-５３３２・徳島県三好市山城町小川谷・やましろちようおがわだに

　　７７９-５３２７・徳島県三好市山城町尾又・やましろちようおまた

　　７７９-５４５２・徳島県三好市山城町上名・やましろちようかみみよう

　　７７９-５３０５・徳島県三好市山城町川口・やましろちようかわぐち

　　７７９-５３２１・徳島県三好市山城町国政・やましろちようくにまさ

　　７７９-５３１３・徳島県三好市山城町黒川・やましろちようくろかわ

　　７７８-５２５４・徳島県三好市山城町佐連（ミネ畑）・やましろちようされ(みねはﾞた)

　　７７９-５３４１・徳島県三好市山城町佐連（その他）・やましろちようされ(そのた)

　　７７９-５４２２・徳島県三好市山城町重実（殿野）・やましろちようしげざね(とのの)

　　７７９-５３２２・徳島県三好市山城町重実（その他）・やましろちようしげざね(そのた)

　　７７９-５３４３・徳島県三好市山城町柴川・やましろちようしはﾞかわ

　　７７９-５３０３・徳島県三好市山城町下川・やましろちようしもかわ

　　７７９-５４５３・徳島県三好市山城町下名・やましろちようしもみよう

　　７７９-５３２４・徳島県三好市山城町白川・やましろちようしろかわ

　　７７９-５３１６・徳島県三好市山城町末貞・やましろちようすえさだ

　　７７９-５３４５・徳島県三好市山城町瀬貝・やましろちようせがい

　　７７９-５３３７・徳島県三好市山城町平野・やましろちようたいらの

　　７７９-５３０６・徳島県三好市山城町寺野・やましろちようてらの

　　７７９-５３２３・徳島県三好市山城町中野・やましろちようなかの

　　７７９-５３１１・徳島県三好市山城町中ノ瀬・やましろちようなかのせ



　　７７９-５４５１・徳島県三好市山城町西宇・やましろちようにしう

　　７７９-５３３４・徳島県三好市山城町信正・やましろちようのぶまさ

　　７７９-５３１２・徳島県三好市山城町八千坊・やましろちようはつせんほﾞう

　　７７９-５３１５・徳島県三好市山城町引地・やましろちようひきち

　　７７９-５３２６・徳島県三好市山城町仏子・ やましろちようぶつじ

　　７７９-５３４４・徳島県三好市山城町政友・やましろちようまさとも

　　７７９-５３２５・徳島県三好市山城町光兼・やましろちようみつかね

　　７７９-５３３１・徳島県三好市山城町茂地・やましろちようもじ

　　７７９-５３０１・徳島県三好市山城町大和川・やましろちようやまとがわ

　　７７９-５３３５・徳島県三好市山城町頼広・やましろちようよりひろ

　　７７９-５３０２・徳島県三好市山城町若山・やましろちようわかやま

　　７７９-５３４６・徳島県三好市山城町脇・やましろちようわき

　　７７１-４３００・徳島県勝浦郡勝浦町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-４３０３・徳島県勝浦郡勝浦町生名・いくな

　　７７１-４３０８・徳島県勝浦郡勝浦町坂本・さかもと

　　７７１-４３０６・徳島県勝浦郡勝浦町棚野・たなの

　　７７１-４３０２・徳島県勝浦郡勝浦町中角・なかつの

　　７７１-４３０１・徳島県勝浦郡勝浦町沼江・ぬえ

　　７７１-４３０５・徳島県勝浦郡勝浦町久国・ひさくに

　　７７１-４３０４・徳島県勝浦郡勝浦町星谷・ほしたに

　　７７１-４３０７・徳島県勝浦郡勝浦町三渓・みたに

　　７７１-４５００・徳島県勝浦郡上勝町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-４５０２・徳島県勝浦郡上勝町旭・あさひ

　　７７１-４５０３・徳島県勝浦郡上勝町生実・いくみ

　　７７１-４５０１・徳島県勝浦郡上勝町福原・ふくはら

　　７７１-４５０４・徳島県勝浦郡上勝町傍示・ほうじ

　　７７１-４５０５・徳島県勝浦郡上勝町正木・まさき

　　７７１-４１００・徳島県名東郡佐那河内村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-４１０２・徳島県名東郡佐那河内村上・かみ

　　７７１-４１０１・徳島県名東郡佐那河内村下・しも

　　７７９-３２００・徳島県名西郡石井町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-３２１３・徳島県名西郡石井町藍畑（高畑）・あいはた(たかはﾞたけ)

　　７７９-３２１４・徳島県名西郡石井町藍畑（第十）・あいはた(だいじゆう)

　　７７９-３２１２・徳島県名西郡石井町藍畑（東覚円）・あいはた(ひがしかくえん)

　　７７９-３２１１・徳島県名西郡石井町藍畑（西覚円）・あいはた(にしかくえん)

　　７７９-３２１５・徳島県名西郡石井町藍畑（竜王）・あいはた(りゆうおう)

　　７７９-３２３３・徳島県名西郡石井町石井（石井）・いしい(いしい)

　　７７９-３２３６・徳島県名西郡石井町石井（内谷）・いしい(うちだに)

　　７７９-３２３１・徳島県名西郡石井町石井（重松）・いしい(しげまつ)

　　７７９-３２３４・徳島県名西郡石井町石井（白鳥）・いしい(しろとり)

　　７７９-３２３２・徳島県名西郡石井町石井（城の内）・いしい(じようのうち)

　　７７９-３２３５・徳島県名西郡石井町石井（尼寺）・いしい(にじ)

　　７７９-３２４５・徳島県名西郡石井町浦庄（上浦）・うらしよう(かみうら)

　　７７９-３２４２・徳島県名西郡石井町浦庄（国実）・うらしよう(くにざね)

　　７７９-３２４４・徳島県名西郡石井町浦庄（下浦）・うらしよう(しもうら)

　　７７９-３２４１・徳島県名西郡石井町浦庄（諏訪）・うらしよう(すわ)

　　７７９-３２４３・徳島県名西郡石井町浦庄（大万）・うらしよう(だいまん)

　　７７９-３２２６・徳島県名西郡石井町高川原（市楽）・たかがわら(いちらく)

　　７７９-３２２４・徳島県名西郡石井町高川原（加茂野）・たかがわら(かもの)

　　７７９-３２２５・徳島県名西郡石井町高川原（桜間）・たかがわら(さくらま)

　　７７９-３２２３・徳島県名西郡石井町高川原（高川原）・たかがわら(たかがわら)

　　７７９-３２２２・徳島県名西郡石井町高川原（天神）・たかがわら(てんじん)

　　７７９-３２２１・徳島県名西郡石井町高川原（南島）・たかがわら(みなみじま)

　　７７９-３２０６・徳島県名西郡石井町高原（池北）・たかはら(いけきた)

　　７７９-３２０７・徳島県名西郡石井町高原（桑島）・たかはら(くわじま)

　　７７９-３２０２・徳島県名西郡石井町高原（関）・たかはら(せき)

　　７７９-３２０８・徳島県名西郡石井町高原（中島）・たかはら(なかしま)

　　７７９-３２０１・徳島県名西郡石井町高原（中須）・たかはら(なかす)

　　７７９-３２０５・徳島県名西郡石井町高原（東高原）・たかはら(ひがしたかはら)

　　７７９-３２０４・徳島県名西郡石井町高原（西高原）・たかはら(にしたかはら)

　　７７９-３２０３・徳島県名西郡石井町高原（平島）・たかはら(へいしま)

　　７７１-３２００・徳島県名西郡神山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（石堂）・あの(いしどう)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（井ノ谷）・あの(いのたに)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（宇度木）・あの(うとぎ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（上河内）・あの(かみごうち)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（川平）・あの(かわひら)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（黒木）・あの(くろぎ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（駒坂）・あの(こまさか)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（地ノ平）・あの(じのたいら)



　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（神木）・あの(じんぎ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（須賀）・あの(すが)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（長瀬）・あの(ながせ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（長代）・あの(ながたい)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（二ノ宮）・あの(にのみや)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（日浦）・あの(ひうら)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（東代次）・あの(ひがしよつぎ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（広石）・あの(ひろいし)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（福原）・あの(ふくはら)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（府中）・あの(ふちゆう)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（船底）・あの(ふなぞこ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（本名）・あの(ほんみよう)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（松尾）・あの(まつお)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（宮分）・あの(みやぶん)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（屋那瀬）・あの(やなぜ)

　　７７１-３２０２・徳島県名西郡神山町阿野（代次）・あの(よつぎ)

　　７７１-３２０１・徳島県名西郡神山町阿野（その他）・あの(そのた)

　　７７１-３２０３・徳島県名西郡神山町鬼籠野・おろの

　　７７１-３４２２・徳島県名西郡神山町上分・かみぶん

　　７７１-３４２１・徳島県名西郡神山町下分・しもぶん

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（石堂）・じんりよう(いしどう)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（川北）・じんりよう(かわきた)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（北）・じんりよう(きた)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（谷）・じんりよう(たに)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（東野間）・じんりよう(ひがしのま)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（西野間）・じんりよう(にしのま)

　　７７１-３３１１・徳島県名西郡神山町神領（本野間）・じんりよう(ほんのま)

　　７７１-３３１０・徳島県名西郡神山町神領（その他）・じんりよう(そのた)

　　７７１-５２００・徳島県那賀郡那賀町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-５２０７・徳島県那賀郡那賀町阿井・あい

　　７７１-５４０３・徳島県那賀郡那賀町鮎川・あいかわ

　　７７１-５３２３・徳島県那賀郡那賀町相名・あいな

　　７７１-５４０１・徳島県那賀郡那賀町朝生・あそう

　　７７１-６１０１・徳島県那賀郡那賀町阿津江・あつﾞえ

　　７７１-６１０３・徳島県那賀郡那賀町出羽・いずりは

　　７７１-５３２４・徳島県那賀郡那賀町井ノ谷・いのたに

　　７７１-５４０５・徳島県那賀郡那賀町入野・いりの

　　７７１-６１１８・徳島県那賀郡那賀町岩倉・いわくら

　　７７１-５３２８・徳島県那賀郡那賀町請ノ谷・うけのたに

　　７７１-５４０４・徳島県那賀郡那賀町牛輪・うしわ

　　７７１-５５０４・徳島県那賀郡那賀町臼ケ谷・うすがたに

　　７７１-５３２６・徳島県那賀郡那賀町内山・うちやま

　　７７１-５３２１・徳島県那賀郡那賀町馬路・うまじ

　　７７１-５３２０・徳島県那賀郡那賀町榎谷・えのきだに

　　７７１-５４１０・徳島県那賀郡那賀町大久保・おおくほﾞ

　　７７１-５５１６・徳島県那賀郡那賀町大戸・おおと

　　７７１-６３２２・徳島県那賀郡那賀町大殿・おおとの

　　７７１-６１１５・徳島県那賀郡那賀町小畠・おはﾞたけ

　　７７１-５５０１・徳島県那賀郡那賀町音谷・おんだに

　　７７１-５４０７・徳島県那賀郡那賀町雄・おんどり

　　７７１-６３２８・徳島県那賀郡那賀町海川・かいかわ

　　７７１-５４１３・徳島県那賀郡那賀町蔭谷・かげだに

　　７７１-６１０７・徳島県那賀郡那賀町掛盤・かけはﾞん

　　７７１-６１１７・徳島県那賀郡那賀町川成・かわなり

　　７７１-５５１５・徳島県那賀郡那賀町川俣・かわまた

　　７７１-６１０５・徳島県那賀郡那賀町木頭・きとう

　　７７１-６４０２・徳島県那賀郡那賀町木頭出原・きとういずはら

　　７７１-６５１１・徳島県那賀郡那賀町木頭折宇・きとうおりう

　　７７１-６５１２・徳島県那賀郡那賀町木頭北川・きとうきたがわ

　　７７１-６４０１・徳島県那賀郡那賀町木頭助・きとうすけ

　　７７１-６４０５・徳島県那賀郡那賀町木頭西宇・きとうにしう

　　７７１-６４０４・徳島県那賀郡那賀町木頭南宇・きとうみなみう

　　７７１-６４０３・徳島県那賀郡那賀町木頭和無田・きとうわむだ

　　７７１-６１０２・徳島県那賀郡那賀町木頭名・きとうみよう

　　７７１-６１１１・徳島県那賀郡那賀町小泉・こいずみ

　　７７１-６３２４・徳島県那賀郡那賀町御所谷・ごしよだに

　　７７１-５２０９・徳島県那賀郡那賀町小仁宇・こにう

　　７７１-５５１２・徳島県那賀郡那賀町小計・こはﾞかり

　　７７１-５５０３・徳島県那賀郡那賀町小浜・こはま

　　７７１-６１０６・徳島県那賀郡那賀町坂州・さかしゆう



　　７７１-５５０２・徳島県那賀郡那賀町桜谷・さくらだに

　　７７１-６１１４・徳島県那賀郡那賀町沢谷・さわだに

　　７７１-６３２５・徳島県那賀郡那賀町丈ケ谷・じようがたに

　　７７１-５５０７・徳島県那賀郡那賀町菖蒲・しようぶ

　　７７１-６３２３・徳島県那賀郡那賀町白石・ しらいじ

　　７７１-６１１２・徳島県那賀郡那賀町高野・たかの

　　７７１-５３２９・徳島県那賀郡那賀町竹ケ谷・たけがたに

　　７７１-５３２２・徳島県那賀郡那賀町谷内・たにうち

　　７７１-６１１３・徳島県那賀郡那賀町寺内・てらうち

　　７７１-６１０４・徳島県那賀郡那賀町当山・とうやま

　　７７１-５２０２・徳島県那賀郡那賀町土佐・とさ

　　７７１-５５０５・徳島県那賀郡那賀町長安・ながやす

　　７７１-５２０４・徳島県那賀郡那賀町中山・なかやま

　　７７１-６３２７・徳島県那賀郡那賀町成瀬・なるせ

　　７７１-５２０８・徳島県那賀郡那賀町仁宇・にう

　　７７１-５３２７・徳島県那賀郡那賀町西納・にしの

　　７７１-５４０６・徳島県那賀郡那賀町延野・のぶの

　　７７１-５５１８・徳島県那賀郡那賀町拝宮・はいぎゆう

　　７７１-５４０９・徳島県那賀郡那賀町鉢・はち

　　７７１-５５３２・徳島県那賀郡那賀町花瀬・はなぜ

　　７７１-５５３１・徳島県那賀郡那賀町日浦・ひうら

　　７７１-５５０８・徳島県那賀郡那賀町東尾・ひがしお

　　７７１-５５０６・徳島県那賀郡那賀町桧曽根・ひそね

　　７７１-５５１７・徳島県那賀郡那賀町日真・ひま

　　７７１-６３２１・徳島県那賀郡那賀町平谷・ひらだに

　　７７１-５３２５・徳島県那賀郡那賀町平野・ひらの

　　７７１-５５１４・徳島県那賀郡那賀町深森・ふかもり

　　７７１-６３２６・徳島県那賀郡那賀町府殿・ふどの

　　７７１-５５１３・徳島県那賀郡那賀町古屋・ふるや

　　７７１-５４１２・徳島県那賀郡那賀町朴野・ほおの

　　７７１-５５１１・徳島県那賀郡那賀町水崎・みさき

　　７７１-５２０６・徳島県那賀郡那賀町百合・もまえ

　　７７１-５２０５・徳島県那賀郡那賀町百合谷・もまえだに

　　７７１-５４０２・徳島県那賀郡那賀町簗ノ上・やなのうえ

　　７７１-５４１１・徳島県那賀郡那賀町横石・ よこいじ

　　７７１-６１１６・徳島県那賀郡那賀町横谷・よこだに

　　７７１-５４０８・徳島県那賀郡那賀町吉野・よしの

　　７７１-５２０１・徳島県那賀郡那賀町和食・わじき

　　７７１-５２０３・徳島県那賀郡那賀町和食郷・わじきごう

　　７７５-００００・徳島県海部郡牟岐町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７５-０００７・徳島県海部郡牟岐町内妻・うちつﾞま

　　７７５-０００４・徳島県海部郡牟岐町川長・かわたけ

　　７７５-０００１・徳島県海部郡牟岐町河内・こうち

　　７７５-０００２・徳島県海部郡牟岐町橘・たちはﾞな

　　７７５-０００６・徳島県海部郡牟岐町中村・なかむら

　　７７５-０００５・徳島県海部郡牟岐町灘・なだ

　　７７５-０００３・徳島県海部郡牟岐町辺川・へがわ

　　７７５-００１３・徳島県海部郡牟岐町牟岐浦（出羽島）・むぎうら(てはﾞじま)

　　７７５-００１１・徳島県海部郡牟岐町牟岐浦（浜崎）・むぎうら(はまさき)

　　７７５-００１２・徳島県海部郡牟岐町牟岐浦（宮ノ本）・むぎうら(みやのもと)

　　７７５-００１０・徳島県海部郡牟岐町牟岐浦（その他）・むぎうら(そのた)

　　７７９-２３００・徳島県海部郡美波町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-２３０１・徳島県海部郡美波町赤松・あかまつ

　　７７９-２１０６・徳島県海部郡美波町阿部・あぶ

　　７７９-２１０７・徳島県海部郡美波町伊座利・いざり

　　７７９-２３０３・徳島県海部郡美波町恵比須浜・えびすはま

　　７７９-２３０５・徳島県海部郡美波町奥河内・おくがわうち

　　７７９-２１０８・徳島県海部郡美波町木岐・きき

　　７７９-２３０２・徳島県海部郡美波町北河内・きたがわうち

　　７７９-２１０５・徳島県海部郡美波町志和岐・しわぎ

　　７７９-２１０９・徳島県海部郡美波町田井・たい

　　７７９-２３０６・徳島県海部郡美波町西河内・にしがわうち

　　７７９-２１０３・徳島県海部郡美波町西の地・にしのじ

　　７７９-２１０１・徳島県海部郡美波町西由岐・にしゆき

　　７７９-２１０４・徳島県海部郡美波町東由岐・ひがしゆき

　　７７９-２３０４・徳島県海部郡美波町日和佐浦・ひわさうら

　　７７９-２１０２・徳島県海部郡美波町港町・みなとまち

　　７７９-２３０７・徳島県海部郡美波町山河内・やまがわうち

　　７７５-０２００・徳島県海部郡海陽町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７５-０４１５・徳島県海部郡海陽町相川・あいかわ



　　７７５-０１０１・徳島県海部郡海陽町浅川・あさかわ

　　７７５-０３１０・徳島県海部郡海陽町大井・おおい

　　７７５-０２０３・徳島県海部郡海陽町大里・おおざと

　　７７５-０４１２・徳島県海部郡海陽町小川・おがわ

　　７７５-０３０２・徳島県海部郡海陽町奥浦・おくうら

　　７７５-０５０４・徳島県海部郡海陽町尾崎・おさき

　　７７５-０５０６・徳島県海部郡海陽町角坂・かくさか

　　７７５-０５１１・徳島県海部郡海陽町久尾・くお

　　７７５-０５０５・徳島県海部郡海陽町芥附・くぐつけ

　　７７５-０３０６・徳島県海部郡海陽町櫛川・くしかわ

　　７７５-０５０２・徳島県海部郡海陽町久保・くほﾞ

　　７７５-０４１３・徳島県海部郡海陽町神野・こうの

　　７７５-０５０８・徳島県海部郡海陽町小谷・こだに

　　７７５-０５０９・徳島県海部郡海陽町塩深・しおふか

　　７７５-０５１３・徳島県海部郡海陽町宍喰浦（竹ケ島）・ししくいうら(たけがしま)

　　７７５-０５１２・徳島県海部郡海陽町宍喰浦（那佐）・ししくいうら(なさ)

　　７７５-０５０１・徳島県海部郡海陽町宍喰浦（その他）・ししくいうら(そのた)

　　７７５-０３０７・徳島県海部郡海陽町芝・しはﾞ

　　７７５-０２０２・徳島県海部郡海陽町四方原・しほうはら

　　７７５-０２０６・徳島県海部郡海陽町熟田・ずくだ

　　７７５-０３０３・徳島県海部郡海陽町高園・たかぞの

　　７７５-０２０４・徳島県海部郡海陽町多良・たら

　　７７５-０３０９・徳島県海部郡海陽町富田・とみだ

　　７７５-０３０１・徳島県海部郡海陽町鞆浦・ともうら

　　７７５-０３０５・徳島県海部郡海陽町中山・なかやま

　　７７５-０３０４・徳島県海部郡海陽町野江・のえ

　　７７５-０５０３・徳島県海部郡海陽町日比原・ひびはら

　　７７５-０４１１・徳島県海部郡海陽町平井・ひらい

　　７７５-０５０７・徳島県海部郡海陽町広岡・ひろおか

　　７７５-０５１０・徳島県海部郡海陽町船津・ふなつ

　　７７５-０３０８・徳島県海部郡海陽町吉田・よしだ

　　７７５-０２０５・徳島県海部郡海陽町吉野・よしの

　　７７５-０４１４・徳島県海部郡海陽町若松・わかまつ

　　７７１-０２００・徳島県板野郡松茂町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-０２１９・徳島県板野郡松茂町笹木野・ささぎの

　　７７１-０２１８・徳島県板野郡松茂町住吉・ すみよじ

　　７７１-０２１５・徳島県板野郡松茂町豊岡・とよおか

　　７７１-０２１７・徳島県板野郡松茂町豊中・とよなか

　　７７１-０２１３・徳島県板野郡松茂町豊久・とよひさ

　　７７１-０２１２・徳島県板野郡松茂町中喜来・なかぎらい

　　７７１-０２１１・徳島県板野郡松茂町長岸・ ながぎじ

　　７７１-０２１６・徳島県板野郡松茂町長原・ながはら

　　７７１-０２２０・徳島県板野郡松茂町広島・ひろしま

　　７７１-０２１４・徳島県板野郡松茂町満穂・みつほ

　　７７１-０２００・徳島県板野郡北島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-０２０５・徳島県板野郡北島町江尻・えじり

　　７７１-０２０１・徳島県板野郡北島町北村・きたむら

　　７７１-０２０７・徳島県板野郡北島町新喜来・しんきらい

　　７７１-０２０４・徳島県板野郡北島町鯛浜・たいのはま

　　７７１-０２０６・徳島県板野郡北島町高房・たかほﾞう

　　７７１-０２０２・徳島県板野郡北島町太郎八須・たろうはちず

　　７７１-０２０３・徳島県板野郡北島町中村・なかむら

　　７７１-１２００・徳島県板野郡藍住町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-１２０２・徳島県板野郡藍住町奥野（猪熊）・おくの(いのくま)

　　７７１-１２０２・徳島県板野郡藍住町奥野（東中須）・おくの(ひがしなかず)

　　７７１-１２０２・徳島県板野郡藍住町奥野（前川）・おくの(まえがわ)

　　７７１-１２０３・徳島県板野郡藍住町奥野（矢上前）・おくの(やかみまえ)

　　７７１-１２０２・徳島県板野郡藍住町奥野（和田）・おくの(わだ)

　　７７１-１２０１・徳島県板野郡藍住町奥野（その他）・おくの(そのた)

　　７７１-１２４０・徳島県板野郡藍住町乙瀬・おとぜ

　　７７１-１２６２・徳島県板野郡藍住町笠木（中野）・かさぎ(なかの)

　　７７１-１２６１・徳島県板野郡藍住町笠木（東野）・かさぎ(ひがしの)

　　７７１-１２６２・徳島県板野郡藍住町笠木（西野）・かさぎ(にしの)

　　７７１-１２６０・徳島県板野郡藍住町笠木（その他）・かさぎ(そのた)

　　７７１-１２７１・徳島県板野郡藍住町勝瑞（幸島）・しようずい(こうじま)

　　７７１-１２７３・徳島県板野郡藍住町勝瑞（正喜地）・しようずい(しようきち)

　　７７１-１２７２・徳島県板野郡藍住町勝瑞（成長）・しようずい(せいちよう)

　　７７１-１２７３・徳島県板野郡藍住町勝瑞（東勝地）・しようずい(ひがしかつち)

　　７７１-１２７０・徳島県板野郡藍住町勝瑞（その他）・しようずい(そのた)

　　７７１-１２６７・徳島県板野郡藍住町住吉（乾）・すみよし(いぬい)



　　７７１-１２６７・徳島県板野郡藍住町住吉（江端）・すみよし(えはﾞた)

　　７７１-１２６５・徳島県板野郡藍住町住吉（逆藤）・すみよし(さかふじ)

　　７７１-１２６５・徳島県板野郡藍住町住吉（神蔵）・すみよし(じんぞう)

　　７７１-１２６５・徳島県板野郡藍住町住吉（千鳥ケ浜）・すみよし(ちどりがはま)

　　７７１-１２６６・徳島県板野郡藍住町住吉（藤ノ木）・すみよし(ふじのき)

　　７７１-１２６６・徳島県板野郡藍住町住吉（若宮）・すみよし(わかみや)

　　７７１-１２６４・徳島県板野郡藍住町住吉（その他）・すみよし(そのた)

　　７７１-１２１２・徳島県板野郡藍住町徳命（前須東）・とくめい(まえずひがし)

　　７７１-１２１２・徳島県板野郡藍住町徳命（前須西）・とくめい(まえずにし)

　　７７１-１２１１・徳島県板野郡藍住町徳命（元村）・とくめい(もとむら)

　　７７１-１２１１・徳島県板野郡藍住町徳命（元村東）・とくめい(もとむらひがし)

　　７７１-１２１０・徳島県板野郡藍住町徳命（その他）・とくめい(そのた)

　　７７１-１２３２・徳島県板野郡藍住町富吉（地神）・とみよし(じがみ)

　　７７１-１２３１・徳島県板野郡藍住町富吉（須崎）・とみよし(すざき)

　　７７１-１２３１・徳島県板野郡藍住町富吉（富吉）・とみよし(とみよし)

　　７７１-１２３１・徳島県板野郡藍住町富吉（豊吉）・とみよし(とよよし)

　　７７１-１２３２・徳島県板野郡藍住町富吉（穂実）・とみよし(ほうみ)

　　７７１-１２３０・徳島県板野郡藍住町富吉（その他）・とみよし(そのた)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（大塚傍示）・ひがしなかとみ(おおつかほうじ)

　　７７１-１２２２・徳島県板野郡藍住町東中富（北傍示）・ひがしなかとみ(きたほうじ)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（慶長）・ひがしなかとみ(けいちよう)

　　７７１-１２２３・徳島県板野郡藍住町東中富（敷地傍示）・ひがしなかとみ(しきじほうじ)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（貞享）・ひがしなかとみ(ていきよう)

　　７７１-１２２３・徳島県板野郡藍住町東中富（天王傍示）・ひがしなかとみ(てんのうほうじ)

　　７７１-１２２１・徳島県板野郡藍住町東中富（長江傍示）・ひがしなかとみ(ながえほうじ)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（東安永）・ひがしなかとみ(ひがしあんえい)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（西安永）・ひがしなかとみ(にしあんえい)

　　７７１-１２２４・徳島県板野郡藍住町東中富（鑓場傍示）・ひがしなかとみ(やりはﾞほうじ)

　　７７１-１２２０・徳島県板野郡藍住町東中富（その他）・ひがしなかとみ(そのた)

　　７７１-１２５３・徳島県板野郡藍住町矢上（江ノ口）・やかみ(えのくち)

　　７７１-１２５２・徳島県板野郡藍住町矢上（春日）・やかみ(かすが)

　　７７１-１２５２・徳島県板野郡藍住町矢上（北分）・やかみ(きたぶん)

　　７７１-１２５１・徳島県板野郡藍住町矢上（西）・やかみ(にし)

　　７７１-１２５１・徳島県板野郡藍住町矢上（原）・やかみ(はら)

　　７７１-１２５３・徳島県板野郡藍住町矢上（安任）・やかみ(やすとう)

　　７７１-１２５０・徳島県板野郡藍住町矢上（その他）・やかみ(そのた)

　　７７９-０１００・徳島県板野郡板野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７９-０１０８・徳島県板野郡板野町犬伏・ いぬぶじ

　　７７９-０１０１・徳島県板野郡板野町大坂・おおさか

　　７７９-０１０６・徳島県板野郡板野町大寺（岡ノ宮）・おおてら(おかのみや)

　　７７９-０１０５・徳島県板野郡板野町大寺（その他）・おおてら(そのた)

　　７７９-０１０３・徳島県板野郡板野町川端（新田）・かわはﾞた(しんでん)

　　７７９-０１０２・徳島県板野郡板野町川端（その他）・かわはﾞた(そのた)

　　７７９-０１１３・徳島県板野郡板野町黒谷・くろだに

　　７７９-０１１８・徳島県板野郡板野町下庄・しものしよう

　　７７９-０１１６・徳島県板野郡板野町唐園・とうのそ

　　７７９-０１１７・徳島県板野郡板野町中久保・なかくほﾞ

　　７７９-０１１１・徳島県板野郡板野町那東・なとう

　　７７９-０１１９・徳島県板野郡板野町西中富・にしなかとみ

　　７７９-０１０４・徳島県板野郡板野町吹田・ふきた

　　７７９-０１０７・徳島県板野郡板野町古城・ふるしろ

　　７７９-０１１２・徳島県板野郡板野町松谷・まつだに

　　７７９-０１１５・徳島県板野郡板野町矢武・やたけ

　　７７９-０１１４・徳島県板野郡板野町羅漢・らかん

　　７７１-１３００・徳島県板野郡上板町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-１３１０・徳島県板野郡上板町泉谷・いずみだに

　　７７１-１３０１・徳島県板野郡上板町鍛冶屋原・かじやはﾞら

　　７７１-１３４５・徳島県板野郡上板町上六條・かみろくじよう

　　７７１-１３２０・徳島県板野郡上板町神宅・かんやけ

　　７７１-１３４２・徳島県板野郡上板町佐藤塚・さとうつﾞか

　　７７１-１３４３・徳島県板野郡上板町椎本・しいのもと

　　７７１-１３０２・徳島県板野郡上板町七條・しちじよう

　　７７１-１３４４・徳島県板野郡上板町下六條・しもろくじよう

　　７７１-１３５０・徳島県板野郡上板町瀬部・せべ

　　７７１-１３４１・徳島県板野郡上板町第十新田・だいじゆうしんでん

　　７７１-１３４６・徳島県板野郡上板町高磯・たかいそ

　　７７１-１３４７・徳島県板野郡上板町高瀬・たかせ

　　７７１-１３３０・徳島県板野郡上板町西分・にしぶん

　　７７１-１３１１・徳島県板野郡上板町引野・ひきの

　　７７９-４１００・徳島県美馬郡つるぎ町・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　７７９-４３０２・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（赤松）・いちう(あかまつ)

　　７７９-４３０２・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（寺地）・いちう(てらじ)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（出羽）・いちう(いずりは)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（臼木）・いちう(うすき)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（漆日浦）・いちう(うるしびうら)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（大屋内）・いちう(おおやうち)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（白井）・いちう(しろい)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（平）・いちう(いたいら)

　　７７９-４３０５・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（明谷）・いちう(みようだに)

　　７７９-４３０１・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（一宇）・いちう(いちう)

　　７７９-４３０１・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（蔭）・いちう(かげ)

　　７７９-４３０１・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（樫地）・いちう(かしじ)

　　７７９-４３０１・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（剪宇）・いちう(きりう)

　　７７９-４３０１・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（太刀之本）・いちう(たちのもと)

　　７７９-４３０４・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（伊良原）・いちう(いらはら)

　　７７９-４３０４・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（大野）・いちう(おおの)

　　７７９-４３０４・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（九藤中）・いちう(くどうじゆう)

　　７７９-４３０４・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（子安）・いちう(こやす)

　　７７９-４３０４・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（久藪）・いちう(ひさやぶ)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（漆野瀬）・いちう(うるしのせ)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（河内）・いちう(かわち)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（桑平）・いちう(くわだいら)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（葛籠）・いちう(つつﾞろ)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（平井）・いちう(ひらい)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（廣澤）・いちう(ひろさわ)

　　７７９-４３０６・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（法正）・いちう(ほうしよう)

　　７７９-４３０７・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（大佐古）・いちう(おおざこ)

　　７７９-４３０７・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（奥大野）・いちう(おくおおの)

　　７７９-４３０７・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（川又）・いちう(かわまた)

　　７７９-４３０７・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（實平）・いちう(さねひら)

　　７７９-４３０７・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（中野）・いちう(おなかの)

　　７７９-４３０３・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（大横）・いちう(おおよこ)

　　７７９-４３０３・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（木地屋）・いちう(きじや)

　　７７９-４３０３・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（切越）・いちう(きりこし)

　　７７９-４３０３・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（十家）・いちう(､といえ)

　　７７９-４３０３・徳島県美馬郡つるぎ町一宇（中横）・いちう(なかよこ)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（馬出）・さだみつ(うまだし)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（大須賀）・さだみつ(おおすか)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（中須賀）・さだみつ(なかすか)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（西浦）・さだみつ(にしうら)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（東浦）・さだみつ(ひがしうら)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（町）・さだみつ(まち)

　　７７９-４１０１・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（宮下）・さだみつ(みやした)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（浦山）・さだみつ(うらやま)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（乙部）・さだみつ(おとべ)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（皆瀬）・さだみつ(かいぜ)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（竹屋敷）・さだみつ(たけやしき)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（長谷）・さだみつ(ながたに)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（西丸井）・さだみつ(にしまるい)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（引地）・さだみつ(ひきち)

　　７７９-４１０５・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（宅熊）・さだみつ(やけぐま)

　　７７９-４１０３・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（江ノ脇）・さだみつ(えのわき)

　　７７９-４１０３・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（岡）・さだみつ(おか)

　　７７９-４１０３・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（せせらぎ）・さだみつ(せせらぎ)

　　７７９-４１０３・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（宮内）・さだみつ(みやうち)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（大久保）・さだみつ(おおくほﾞ)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（皆瀬川向）・さだみつ(かいぜかわむかい)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（捨子谷南）・さだみつ(すつこたにみなみ)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（捨子谷北）・さだみつ(すつこたにきた)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（谷向）・さだみつ(たにむかい)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（中山）・さだみつ(なかやま)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（西谷）・さだみつ(にしたに)

　　７７９-４１０６・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（白村）・さだみつ(しらむら)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（太田西）・さだみつ(おおたにし)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（太田東）・さだみつ(おおたひがし)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（太田東山）・さだみつ(おおたひがしやま)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（小長谷）・さだみつ(こはﾞせ)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（小山北）・さだみつ(こやまきた)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（柴内）・さだみつ(しはﾞうち)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（柴山）・さだみつ(しはﾞやま)



　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（僧地）・さだみつ(そうち)

　　７７９-４１０４・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（僧山）・さだみつ(そうやま)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（川見）・さだみつ(かわみ)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（川見津）・さだみつ(かわみつ)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（川見西）・さだみつ(かわみにし)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（長瀬）・さだみつ(ながせ)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（日浦川向）・さだみつ(ひうらかわむかい)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（東丸井）・さだみつ(ひがしまるい)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（三木枋）・さだみつ(みきどち)

　　７７９-４１０８・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（森ノ本）・さだみつ(もりのもと)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（吉良）・さだみつ(きら)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（木屋）・さだみつ(こや)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（猿飼）・さだみつ(さるかい)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（成谷）・さだみつ(なるたに)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（日浦）・さだみつ(ひうら)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（宮平）・さだみつ(みやだいら)

　　７７９-４１０９・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（横野）・さだみつ(よこの)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（家賀道上）・さだみつ(けかみちうえ)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（家賀道下）・さだみつ(けかみちした)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（平野）・さだみつ(たいらの)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（長木）・さだみつ(ながき)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（長木影）・さだみつ(ながきかげ)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（広谷）・さだみつ(､ひろたに)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（広谷影）・さだみつ(ひろたにかげ)

　　７７９-４１０７・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（広谷東）・さだみつ(ひろたにひがし)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（大坊）・さだみつ(だいほﾞう)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（辻）・さだみつ(つじ)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（西山）・さだみつ(にしやま)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（野口）・さだみつ(のぐち)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（平石）・さだみつ(ひらいし)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（別所）・さだみつ(べつしよ)

　　７７９-４１０２・徳島県美馬郡つるぎ町貞光（前田）・さだみつ(まえだ)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（青野）・はんだ(あおの)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（折坂）・はんだ(おりさか)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（小井野）・はんだ(こいの)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（高清）・はんだ(こうせ)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（坂根）・はんだ(さかね)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（下尾尻）・はんだ(しもうじり)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（下竹）・はんだ(しもたけ)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（上蓮）・はんだ(じようれん)

　　７７９-４４０４・徳島県美馬郡つるぎ町半田（日谷尾）・はんだ(ひがお)

　　７７９-４４０２・徳島県美馬郡つるぎ町半田（上蔭）・はんだ(うわかげ)

　　７７９-４４０２・徳島県美馬郡つるぎ町半田（蔭名）・はんだ(かげみよう)

　　７７９-４４０２・徳島県美馬郡つるぎ町半田（田井）・はんだ(たい､)

　　７７９-４４０２・徳島県美馬郡つるぎ町半田（日浦）・はんだ(ひうら)

　　７７９-４４０１・徳島県美馬郡つるぎ町半田（逢坂）・はんだ(おうさか)

　　７７９-４４０１・徳島県美馬郡つるぎ町半田（小野）・はんだ(おの)

　　７７９-４４０１・徳島県美馬郡つるぎ町半田（天皇）・はんだ(てんのう)

　　７７９-４４０１・徳島県美馬郡つるぎ町半田（中藪）・はんだ(なかやぶ)

　　７７９-４４０１・徳島県美馬郡つるぎ町半田（松生）・はんだ(まつはﾞえ)

　　７７９-４４０６・徳島県美馬郡つるぎ町半田（樫尾）・はんだ(かしお)

　　７７９-４４０６・徳島県美馬郡つるぎ町半田（紙屋）・はんだ(かみや)

　　７７９-４４０６・徳島県美馬郡つるぎ町半田（小谷）・はんだ(こだに)

　　７７９-４４０６・徳島県美馬郡つるぎ町半田（佐古戸）・はんだ(さこおど)

　　７７９-４４０６・徳島県美馬郡つるぎ町半田（下喜来）・はんだ(しもぎらい)

　　７７９-４４０５・徳島県美馬郡つるぎ町半田（葛城）・はんだ(かつらぎ)

　　７７９-４４０５・徳島県美馬郡つるぎ町半田（上喜来）・はんだ(かみぎらい)

　　７７９-４４０５・徳島県美馬郡つるぎ町半田（中熊）・はんだ(なかぐま)

　　７７９-４４０５・徳島県美馬郡つるぎ町半田（長野）・はんだ(ながの)

　　７７９-４４０５・徳島県美馬郡つるぎ町半田（日開野）・はんだ(ひがいの)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（木ノ内）・はんだ(きのうち)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（京都）・はんだ(きようと)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（猿飼）・はんだ(さるかい)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（白石）・はんだ(しろいし)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（西久保）・はんだ(にしくほ)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（東久保）・はんだ(ひがしくほ)

　　７７９-４４０３・徳島県美馬郡つるぎ町半田（平良石）・はんだ(ひららいし)

　　７７９-４４０７・徳島県美馬郡つるぎ町半田（東毛田）・はんだ(ひがしけた)

　　７７９-４７００・徳島県三好郡東みよし町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７７１-２５０２・徳島県三好郡東みよし町足代・あしろ



　　７７９-４７０１・徳島県三好郡東みよし町加茂・かも

　　７７９-４７０７・徳島県三好郡東みよし町毛田（大藤）・けた(おおと)

　　７７９-４７０６・徳島県三好郡東みよし町毛田（黒長谷）・けた(くろはぜ)

　　７７９-４７０５・徳島県三好郡東みよし町毛田（その他）・けた(そのた)

　　７７９-４７０４・徳島県三好郡東みよし町中庄（奥村）・なかしよう(おくむら)

　　７７９-４７０３・徳島県三好郡東みよし町中庄（その他）・なかしよう(そのた)

　　７７９-４７０２・徳島県三好郡東みよし町西庄・にししよう

　　７７１-２５０３・徳島県三好郡東みよし町東山・ひがしやま

　　７７１-２５０１・徳島県三好郡東みよし町昼間・ひるま




