
　　６８０-００００・鳥取県鳥取市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８０-０８０５・鳥取県鳥取市相生町・あいおいちよう

　　６８０-０８０２・鳥取県鳥取市青葉町・あおはﾞちよう

　　６８９-０５０１・鳥取県鳥取市青谷町青谷・あおやちようあおや

　　６８９-０５３５・鳥取県鳥取市青谷町井手・あおやちよういで

　　６８９-０５１８・鳥取県鳥取市青谷町大坪・あおやちようおおつほﾞ

　　６８９-０５１９・鳥取県鳥取市青谷町奥崎・あおやちようおくざき

　　６８９-０５１６・鳥取県鳥取市青谷町小畑・あおやちようおはﾞた

　　６８９-０５２６・鳥取県鳥取市青谷町紙屋・あおやちようかみや

　　６８９-０５２２・鳥取県鳥取市青谷町亀尻・あおやちようかめじり

　　６８９-０５１５・鳥取県鳥取市青谷町河原・あおやちようかわら

　　６８９-０５３２・鳥取県鳥取市青谷町北河原・あおやちようきたがわら

　　６８９-０５３３・鳥取県鳥取市青谷町絹見・あおやちようきぬみ

　　６８９-０５２７・鳥取県鳥取市青谷町楠根・あおやちようくすね

　　６８９-０５１３・鳥取県鳥取市青谷町蔵内・あおやちようくらうち

　　６８９-０５２９・鳥取県鳥取市青谷町桑原・あおやちようくわはﾞら

　　６８９-０５３７・鳥取県鳥取市青谷町栄町・あおやちようさかえまち

　　６８９-０５２８・鳥取県鳥取市青谷町澄水・あおやちようすんず

　　６８９-０５２５・鳥取県鳥取市青谷町田原谷・あおやちようたわらだに

　　６８９-０５２１・鳥取県鳥取市青谷町露谷・あおやちようつゆだに

　　６８９-０５３６・鳥取県鳥取市青谷町長和瀬・あおやちようながわせ

　　６８９-０５３１・鳥取県鳥取市青谷町鳴滝・あおやちようなるたき

　　６８９-０５２４・鳥取県鳥取市青谷町八葉寺・あおやちようはつしようじ

　　６８９-０５１７・鳥取県鳥取市青谷町早牛・あおやちようはやうじ

　　６８９-０５２３・鳥取県鳥取市青谷町山田・あおやちようやまだ

　　６８９-０５１４・鳥取県鳥取市青谷町山根・あおやちようやまね

　　６８９-０５１２・鳥取県鳥取市青谷町養郷・あおやちようようごう

　　６８９-０５３４・鳥取県鳥取市青谷町吉川・あおやちようよしかわ

　　６８９-０５１１・鳥取県鳥取市青谷町善田・あおやちようよしだ

　　６８０-０９０２・鳥取県鳥取市秋里・あきさと

　　６８０-１１４６・鳥取県鳥取市赤子田・あこだ

　　６８０-１１６６・鳥取県鳥取市朝月・あさつﾞき

　　６８０-１１７６・鳥取県鳥取市有富・ありどめ

　　６８０-１１６４・鳥取県鳥取市猪子・いのこ

　　６８０-０８２２・鳥取県鳥取市今町・いままち

　　６８０-００８１・鳥取県鳥取市岩倉・いわくら

　　６８０-１１５７・鳥取県鳥取市岩坪・いわつほﾞ

　　６８０-０９３１・鳥取県鳥取市岩吉・ いわよじ

　　６８０-１４２２・鳥取県鳥取市上原・うえはﾞら

　　６８０-００１５・鳥取県鳥取市上町・うえまち

　　６８９-０２０５・鳥取県鳥取市内海中・うつみなか

　　６８０-０８３４・鳥取県鳥取市永楽温泉町・えいらくおんせんちよう

　　６８０-００１３・鳥取県鳥取市江崎町・えざきちよう

　　６８０-０９０１・鳥取県鳥取市江津・えつﾞ

　　６８０-００５５・鳥取県鳥取市戎町・えびすまち

　　６８０-０００５・鳥取県鳥取市円護寺・えんごじ

　　６８０-１１４４・鳥取県鳥取市円通寺・えんつうじ

　　６８０-０８４６・鳥取県鳥取市扇町・おうぎまち

　　６８０-００４３・鳥取県鳥取市大榎町・おおえのきちよう

　　６８０-０８５１・鳥取県鳥取市大杙・おおくい

　　６８０-１４１５・鳥取県鳥取市大塚・おおつﾞか

　　６８０-１４３７・鳥取県鳥取市大畑・おおはﾞたけ

　　６８０-０９０４・鳥取県鳥取市晩稲・おくて

　　６８０-００５４・鳥取県鳥取市桶屋町・おけやまち

　　６８０-１４２７・鳥取県鳥取市尾崎・おさき

　　６８０-０８５５・鳥取県鳥取市面影・おもかげ

　　６８０-００４４・鳥取県鳥取市御弓町・おゆみのちよう

　　６８９-１１１７・鳥取県鳥取市海蔵寺・かいぞうじ

　　６８０-０００３・鳥取県鳥取市覚寺・かくじ

　　６８０-００４１・鳥取県鳥取市掛出町・かけだしちよう

　　６８９-１１１５・鳥取県鳥取市紙子谷・かごだに

　　６８０-００５２・鳥取県鳥取市鍛冶町・かじまち

　　６８０-００２３・鳥取県鳥取市片原・かたはら

　　６８９-１１０４・鳥取県鳥取市桂木・かつらぎ

　　６８０-１４１７・鳥取県鳥取市桂見・かつらみ

　　６８９-１１１４・鳥取県鳥取市香取・かとり

　　６８０-１４３９・鳥取県鳥取市金沢・かなざわ

　　６８０-０８７４・鳥取県鳥取市叶・かのう

　　６８０-１１６７・鳥取県鳥取市上味野・かみあじの

　　６８０-００４７・鳥取県鳥取市上魚町・かみうおまち
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　　６８０-１１５６・鳥取県鳥取市上砂見・かみすなみ

　　６８０-１４２１・鳥取県鳥取市上段・かみだん

　　６８０-０９０５・鳥取県鳥取市賀露町・かろちよう

　　６８０-０９０７・鳥取県鳥取市賀露町北・かろちようきた

　　６８０-０９０８・鳥取県鳥取市賀露町西・ かろちようにじ

　　６８０-０９０９・鳥取県鳥取市賀露町南・かろちようみなみ

　　６８０-００３６・鳥取県鳥取市川端・かわはﾞた

　　６８０-１２０８・鳥取県鳥取市河原町鮎ケ丘・かわはらちようあゆがおか

　　６８０-１２０３・鳥取県鳥取市河原町稲常・かわはらちよういなつね

　　６８０-１２０５・鳥取県鳥取市河原町今在家・かわはらちよういまざいけ

　　６８０-１２２５・鳥取県鳥取市河原町牛戸・かわはらちよううしと

　　６８０-１２４５・鳥取県鳥取市河原町小倉・かわはらちようおぐら

　　６８０-１２５３・鳥取県鳥取市河原町小河内・かわはらちようおごうち

　　６８０-１２３２・鳥取県鳥取市河原町小畑・かわはらちようおはﾞた

　　６８０-１２０４・鳥取県鳥取市河原町片山・かわはらちようかたやま

　　６８０-１２１６・鳥取県鳥取市河原町釜口・かわはらちようかまぐち

　　６８０-１２５１・鳥取県鳥取市河原町河原・かわはらちようかわはら

　　６８０-１２５４・鳥取県鳥取市河原町神馬・かわはらちようかんはﾞ

　　６８０-１２３４・鳥取県鳥取市河原町北村・かわはらちようきたむら

　　６８０-１２０７・鳥取県鳥取市河原町郷原・かわはらちようごうはﾞら

　　６８０-１２４３・鳥取県鳥取市河原町佐貫・かわはらちようさぬき

　　６８０-１２１３・鳥取県鳥取市河原町高福・かわはらちようたかふく

　　６８０-１２４２・鳥取県鳥取市河原町谷一木・かわはらちようたにひとつぎ

　　６８０-１２２３・鳥取県鳥取市河原町天神原・かわはらちようてんじんはﾞら

　　６８０-１２１２・鳥取県鳥取市河原町徳吉・ かわはらちようとくよじ

　　６８０-１２２４・鳥取県鳥取市河原町中井・かわはらちようなかい

　　６８０-１２４１・鳥取県鳥取市河原町長瀬・かわはらちようながせ

　　６８０-１２０９・鳥取県鳥取市河原町西円通寺・かわはらちようにしえんつうじ

　　６８０-１２２２・鳥取県鳥取市河原町曳田・かわはらちようひけた

　　６８０-１２０１・鳥取県鳥取市河原町袋河原・かわはらちようふくろがわら

　　６８０-１２０２・鳥取県鳥取市河原町布袋・かわはらちようほてい

　　６８０-１２５２・鳥取県鳥取市河原町本鹿・かわはらちようほんが

　　６８０-１２４４・鳥取県鳥取市河原町水根・かわはらちようみずね

　　６８０-１２０６・鳥取県鳥取市河原町三谷・かわはらちようみたに

　　６８０-１２４６・鳥取県鳥取市河原町山上・かわはらちようやまがみ

　　６８０-１２１１・鳥取県鳥取市河原町山手・かわはらちようやまて

　　６８０-１２３１・鳥取県鳥取市河原町湯谷・かわはらちようゆだに

　　６８０-１２３３・鳥取県鳥取市河原町弓河内・かわはらちようゆみごうち

　　６８０-１２１４・鳥取県鳥取市河原町八日市・かわはらちようようかいち

　　６８０-１２２１・鳥取県鳥取市河原町渡一木・かわはらちようわたりひとつぎ

　　６８０-１２１５・鳥取県鳥取市河原町和奈見・かわはらちようわなみ

　　６８０-０８２１・鳥取県鳥取市瓦町・かわらまち

　　６８０-０００４・鳥取県鳥取市北園・きたぞの

　　６８０-１１７２・鳥取県鳥取市北村・きたむら

　　６８０-０８２４・鳥取県鳥取市行徳・ぎようとく

　　６８０-１１３２・鳥取県鳥取市国安・くにやす

　　６８０-０８６２・鳥取県鳥取市雲山・くもやま

　　６８０-１１４１・鳥取県鳥取市蔵田・くらだ

　　６８０-００１２・鳥取県鳥取市栗谷町・くりたにちよう

　　６８９-０３４３・鳥取県鳥取市気高町飯里・けたかちよういいざと

　　６８９-０３５５・鳥取県鳥取市気高町会下・けたかちようえげ

　　６８９-０２１１・鳥取県鳥取市気高町奥沢見・けたかちようおくぞうみ

　　６８９-０３４１・鳥取県鳥取市気高町下石・けたかちようおろじ

　　６８９-０３３２・鳥取県鳥取市気高町勝見・けたかちようかちみ

　　６８９-０２１４・鳥取県鳥取市気高町上光・けたかちようかみみつ

　　６８９-０３４４・鳥取県鳥取市気高町上原・けたかちようかんはﾞら

　　６８９-０３３４・鳥取県鳥取市気高町北浜・けたかちようきたはま

　　６８９-０３５３・鳥取県鳥取市気高町郡家・けたかちようこうげ

　　６８９-０２１７・鳥取県鳥取市気高町酒津・けたかちようさけのつ

　　６８９-０２２４・鳥取県鳥取市気高町重高・けたかちようしげたか

　　６８９-０２２１・鳥取県鳥取市気高町下坂本・けたかちようしもさかもと

　　６８９-０３５６・鳥取県鳥取市気高町下原・けたかちようしもはﾞら

　　６８９-０２１３・鳥取県鳥取市気高町下光元・けたかちようしもみつもと

　　６８９-０２２６・鳥取県鳥取市気高町宿・けたかちようしゆく

　　６８９-０３３３・鳥取県鳥取市気高町新町・けたかちようしんまち

　　６８９-０３５２・鳥取県鳥取市気高町高江・けたかちようたかえ

　　６８９-０２１２・鳥取県鳥取市気高町常松・けたかちようつねまつ

　　６８９-０２２５・鳥取県鳥取市気高町土居・けたかちようどい

　　６８９-０３４２・鳥取県鳥取市気高町殿・けたかちようとの

　　６８９-０２１５・鳥取県鳥取市気高町冨吉・ けたかちようとみよじ



　　６８９-０２２２・鳥取県鳥取市気高町日光・けたかちようにつこう

　　６８９-０２２３・鳥取県鳥取市気高町二本木・けたかちようにほんぎ

　　６８９-０３３１・鳥取県鳥取市気高町浜村・けたかちようはまむら

　　６８９-０２１６・鳥取県鳥取市気高町宝木・けたかちようほうぎ

　　６８９-０３５４・鳥取県鳥取市気高町睦逢・けたかちようむつお

　　６８９-０３５７・鳥取県鳥取市気高町八束水・けたかちようやつかみ

　　６８９-０３４５・鳥取県鳥取市気高町山宮・けたかちようやまみや

　　６８９-０３５１・鳥取県鳥取市気高町八幡・けたかちようやわた

　　６８０-００２４・鳥取県鳥取市玄好町・げんこうちよう

　　６８０-１１３３・鳥取県鳥取市源太・げんた

　　６８９-１１２４・鳥取県鳥取市越路・こいじ

　　６８０-１４２５・鳥取県鳥取市河内・こうち

　　６８０-０８４４・鳥取県鳥取市興南町・こうなんちよう

　　６８０-１１７７・鳥取県鳥取市高路・こうろ

　　６８０-０１４２・鳥取県鳥取市国府町麻生・こくふちようあそう

　　６８０-０２０１・鳥取県鳥取市国府町雨滝・こくふちようあめだき

　　６８０-０２１６・鳥取県鳥取市国府町荒舟・こくふちようあらふね

　　６８０-０１３６・鳥取県鳥取市国府町糸谷・こくふちよういとたに

　　６８０-８０６２・鳥取県鳥取市国府町稲葉丘・こくふちよういなはﾞがおか

　　６８０-０２０２・鳥取県鳥取市国府町石井谷・こくふちよういわいだに

　　６８０-０２０３・鳥取県鳥取市国府町大石・ こくふちようおおいじ

　　６８０-０１４４・鳥取県鳥取市国府町岡益・こくふちようおかます

　　６８０-８０６３・鳥取県鳥取市国府町奥谷・こくふちようおくだに

　　６８０-０２１４・鳥取県鳥取市国府町上荒舟・こくふちようかみあらふね

　　６８０-０２１３・鳥取県鳥取市国府町上上地・こくふちようかみわじ

　　６８０-０２２１・鳥取県鳥取市国府町神護・こくふちようかんご

　　６８０-０２０８・鳥取県鳥取市国府町木原・こくふちようきはら

　　６８０-０１３２・鳥取県鳥取市国府町神垣・こくふちようこうがけ

　　６８０-０１５５・鳥取県鳥取市国府町国分寺・こくふちようこくぶんじ

　　６８０-０１５４・鳥取県鳥取市国府町三代寺・こくふちようさんだいじ

　　６８０-０２０５・鳥取県鳥取市国府町拾石・こくふちようじつこく

　　６８０-０２０７・鳥取県鳥取市国府町下木原・こくふちようしもきはら

　　６８０-８０６６・鳥取県鳥取市国府町新通り・こくふちようしんどおり

　　６８０-８０６５・鳥取県鳥取市国府町新町・こくふちようしんまち

　　６８０-０２１１・鳥取県鳥取市国府町菅野・こくふちようすがの

　　６８０-０１３４・鳥取県鳥取市国府町清水・こくふちようすんず

　　６８０-０１３１・鳥取県鳥取市国府町高岡・こくふちようたかおか

　　６８０-０１３５・鳥取県鳥取市国府町谷・こくふちようたに

　　６８０-０１４３・鳥取県鳥取市国府町玉鉾・こくふちようたまほﾞこ

　　６８０-０１５６・鳥取県鳥取市国府町中郷・こくふちようちゆうごう

　　６８０-０１５２・鳥取県鳥取市国府町庁・こくふちようちよう

　　６８０-０２０６・鳥取県鳥取市国府町栃本・こくふちようとちもと

　　６８０-０２２２・鳥取県鳥取市国府町殿・こくふちようとの

　　６８０-０２２３・鳥取県鳥取市国府町中河原・こくふちようなかがわら

　　６８０-０２０４・鳥取県鳥取市国府町楠城・こくふちようなわしろ

　　６８０-０２２６・鳥取県鳥取市国府町新井・こくふちようにい

　　６８０-０１４５・鳥取県鳥取市国府町広西・こくふちようひろせ

　　６８０-８０６４・鳥取県鳥取市国府町分上・こくふちようぶんじよう

　　６８０-０１５３・鳥取県鳥取市国府町法花寺・こくふちようほつけじ

　　６８０-０１４６・鳥取県鳥取市国府町町屋・こくふちようまちや

　　６８０-０２２４・鳥取県鳥取市国府町松尾・こくふちようまつお

　　６８０-０１４１・鳥取県鳥取市国府町美歎・こくふちようみたに

　　６８０-０１５１・鳥取県鳥取市国府町宮下・こくふちようみやのした

　　６８０-０２１５・鳥取県鳥取市国府町山崎・こくふちようやまさき

　　６８０-０１３３・鳥取県鳥取市国府町山根・こくふちようやまね

　　６８０-０２２５・鳥取県鳥取市国府町吉野・こくふちようよしの

　　６８０-０２１２・鳥取県鳥取市国府町上地・こくふちようわじ

　　６８９-１１２５・鳥取県鳥取市古郡家・ここおげ

　　６８０-００７３・鳥取県鳥取市小西谷・こざい

　　６８９-０２０７・鳥取県鳥取市小沢見・こぞみ

　　６８０-０９３２・鳥取県鳥取市五反田町・ごたんだちよう

　　６８０-０８１３・鳥取県鳥取市寿町・ことぶきちよう

　　６８０-０９４６・鳥取県鳥取市湖山町・こやまちよう

　　６８０-０９４２・鳥取県鳥取市湖山町東・ こやまちようひがじ

　　６８０-０９４７・鳥取県鳥取市湖山町西・ こやまちようにじ

　　６８０-０９４５・鳥取県鳥取市湖山町南・こやまちようみなみ

　　６８０-０９４１・鳥取県鳥取市湖山町北・こやまちようきた

　　６８０-００２１・鳥取県鳥取市材木町・ざいもくちよう

　　６８０-０８２３・鳥取県鳥取市幸町・さいわいちよう

　　６８０-０８３１・鳥取県鳥取市栄町・さかえまち



　　６８０-０８５３・鳥取県鳥取市桜谷・さくらだに

　　６８９-１３０４・鳥取県鳥取市佐治町大井・さじちようおおい

　　６８９-１３２４・鳥取県鳥取市佐治町尾際・さじちようおわい

　　６８９-１３０１・鳥取県鳥取市佐治町葛谷・さじちようかずらたに

　　６８９-１３１３・鳥取県鳥取市佐治町加瀬木・さじちようかせぎ

　　６８９-１３１４・鳥取県鳥取市佐治町加茂・さじちようかも

　　６８９-１３０３・鳥取県鳥取市佐治町刈地・さじちようかるち

　　６８９-１３２１・鳥取県鳥取市佐治町河本・さじちようかわもと

　　６８９-１３０２・鳥取県鳥取市佐治町小原・さじちようこはﾞら

　　６８９-１３１２・鳥取県鳥取市佐治町高山・さじちようたかやま

　　６８９-１３２２・鳥取県鳥取市佐治町つく谷・さじちようつくだに

　　６８９-１３０７・鳥取県鳥取市佐治町津無・ さじちようつなじ

　　６８９-１３１１・鳥取県鳥取市佐治町津野・さじちようつの

　　６８９-１３２６・鳥取県鳥取市佐治町栃原・さじちようとちわら

　　６８９-１３２５・鳥取県鳥取市佐治町中・さじちようなか

　　６８９-１３１５・鳥取県鳥取市佐治町畑・さじちようはた

　　６８９-１３１６・鳥取県鳥取市佐治町福園・さじちようふくぞの

　　６８９-１３０６・鳥取県鳥取市佐治町古市・さじちようふるいち

　　６８９-１３０５・鳥取県鳥取市佐治町森坪・さじちようもりつほﾞ

　　６８９-１３２３・鳥取県鳥取市佐治町余戸・さじちようよど

　　６８０-０９３５・鳥取県鳥取市里仁・さとに

　　６８９-０４２５・鳥取県鳥取市鹿野町今市・しかのちよういまいち

　　６８９-０４２２・鳥取県鳥取市鹿野町岡木・しかのちようおかき

　　６８９-０４２１・鳥取県鳥取市鹿野町乙亥正・しかのちようおつがせ

　　６８９-０４１２・鳥取県鳥取市鹿野町河内・しかのちようこうち

　　６８９-０４１３・鳥取県鳥取市鹿野町小別所・しかのちようこべつしよ

　　６８９-０４０５・鳥取県鳥取市鹿野町鹿野・しかのちようしかの

　　６８９-０４１１・鳥取県鳥取市鹿野町鷲峯・しかのちようじゆうほﾞう

　　６８９-０４０３・鳥取県鳥取市鹿野町末用・しかのちようすえもち

　　６８９-０４２６・鳥取県鳥取市鹿野町寺内・しかのちようてらうち

　　６８９-０４０２・鳥取県鳥取市鹿野町閉野・しかのちようとじの

　　６８９-０４２３・鳥取県鳥取市鹿野町中園・しかのちようなかぞの

　　６８９-０４０１・鳥取県鳥取市鹿野町広木・しかのちようひろぎ

　　６８９-０４０４・鳥取県鳥取市鹿野町水谷・しかのちようみずたに

　　６８９-０４２４・鳥取県鳥取市鹿野町宮方・しかのちようみやかた

　　６８０-１１５１・鳥取県鳥取市倭文・しとり

　　６８０-１１７４・鳥取県鳥取市篠坂・しのざか

　　６８０-１４１１・鳥取県鳥取市嶋・しま

　　６８０-１１６５・鳥取県鳥取市下味野・しもあじの

　　６８０-１１５４・鳥取県鳥取市下砂見・しもすなみ

　　６８０-１４１４・鳥取県鳥取市下段・しもだん

　　６８０-０９１２・鳥取県鳥取市商栄町・しようえいちよう

　　６８９-１１０３・鳥取県鳥取市生山・しようざん

　　６８０-００１７・鳥取県鳥取市尚徳町・しようとくちよう

　　６８０-０９２２・鳥取県鳥取市菖蒲・しようぶ

　　６８０-０８５４・鳥取県鳥取市正蓮寺・しようれんじ

　　６８０-００５６・鳥取県鳥取市職人町・しよくにんまち

　　６８０-０８６１・鳥取県鳥取市新・しん

　　６８０-０８１２・鳥取県鳥取市新品治町・しんほんじちよう

　　６８０-００３５・鳥取県鳥取市新町・しんまち

　　６８０-０８３３・鳥取県鳥取市末広温泉町・すえひろおんせんちよう

　　６８９-１１０１・鳥取県鳥取市杉崎・すぎざき

　　６８０-０８７５・鳥取県鳥取市数津・すつﾞ

　　６８０-１４３５・鳥取県鳥取市瀬田蔵・せたぐら

　　６８０-１４３２・鳥取県鳥取市双六原・そうろくはﾞら

　　６８０-１４１８・鳥取県鳥取市大桷・だいかく

　　６８０-０８６３・鳥取県鳥取市大覚寺・だいかくじ

　　６８０-１４１６・鳥取県鳥取市高住・たかずみ

　　６８０-００４５・鳥取県鳥取市大工町頭・だいくまちがしら

　　６８０-００７２・鳥取県鳥取市滝山・たきやま

　　６８０-１１６２・鳥取県鳥取市竹生・たけなり

　　６８０-０８０４・鳥取県鳥取市田島・たしま

　　６８０-００６１・鳥取県鳥取市立川町・たちかわちよう

　　６８０-１１５２・鳥取県鳥取市玉津・たまつﾞ

　　６８０-０９４３・鳥取県鳥取市足山・たりやま

　　６８０-００３２・鳥取県鳥取市茶町・ちやまち

　　６８０-０９１１・鳥取県鳥取市千代水・ちよみ

　　６８９-１１０２・鳥取県鳥取市津ノ井・つのい

　　６８０-００５３・鳥取県鳥取市寺町・てらまち

　　６８０-０８０３・鳥取県鳥取市田園町・でんえんちよう



　　６８０-０８４７・鳥取県鳥取市天神町・てんじんちよう

　　６８０-０９３４・鳥取県鳥取市徳尾・とくのお

　　６８０-０９３３・鳥取県鳥取市徳吉・ とくよじ

　　６８０-０８４５・鳥取県鳥取市富安・とみやす

　　６８９-１１０６・鳥取県鳥取市中大路・なかおおろ

　　６８０-１１５５・鳥取県鳥取市中砂見・なかすなみ

　　６８０-００１６・鳥取県鳥取市中町・なかまち

　　６８０-１１７５・鳥取県鳥取市中村・なかむら

　　６８０-１４３６・鳥取県鳥取市長柄・ながら

　　６８９-１１２１・鳥取県鳥取市南栄町・なんえいちよう

　　６８０-００３３・鳥取県鳥取市二階町・にかいまち

　　６８０-１１７３・鳥取県鳥取市西今在家・にしいまざいけ

　　６８０-１１４５・鳥取県鳥取市西円通寺・にしえんつうじ

　　６８９-１１０７・鳥取県鳥取市西大路・にしおおろ

　　６８０-０８１１・鳥取県鳥取市西品治・にしほんじ

　　６８０-００２２・鳥取県鳥取市西町・にしまち

　　６８９-１１１３・鳥取県鳥取市祢宜谷・ねぎだに

　　６８０-１４１３・鳥取県鳥取市野坂・のさか

　　６８０-０９２４・鳥取県鳥取市野寺・のでら

　　６８９-０２０６・鳥取県鳥取市白兎・はくと

　　６８０-１１４２・鳥取県鳥取市橋本・はしもと

　　６８０-１１５３・鳥取県鳥取市長谷・はせ

　　６８０-１１４３・鳥取県鳥取市八坂・はつさか

　　６８０-０９２３・鳥取県鳥取市服部・はつとり

　　６８０-１１３１・鳥取県鳥取市馬場・はﾞはﾞ

　　６８０-００１４・鳥取県鳥取市馬場町・はﾞはﾞのちよう

　　６８０-０００１・鳥取県鳥取市浜坂・はまさか

　　６８０-０００２・鳥取県鳥取市浜坂東・ はまさかひがじ

　　６８０-０８５２・鳥取県鳥取市東今在家・ひがしいまざいけ

　　６８９-１１０５・鳥取県鳥取市東大路・ひがしおおろ

　　６８０-０８３５・鳥取県鳥取市東品治町・ひがしほんじちよう

　　６８０-００１１・鳥取県鳥取市東町・ひがしまち

　　６８９-１１２３・鳥取県鳥取市久末・ひさすえ

　　６８９-１１１６・鳥取県鳥取市広岡・ひろおか

　　６８０-１４３８・鳥取県鳥取市福井・ふくい

　　６８９-０１０６・鳥取県鳥取市福部町海士・ふくべちようあもう

　　６８９-０１０１・鳥取県鳥取市福部町岩戸・ふくべちよういわど

　　６８０-８０２１・鳥取県鳥取市福部町久志羅（上野）・ふくべちようくじら(うえの)

　　６８９-０１１３・鳥取県鳥取市福部町久志羅（その他）・ふくべちようくじら(そのた)

　　６８９-０１１２・鳥取県鳥取市福部町蔵見・ふくべちようくらみ

　　６８９-０１１１・鳥取県鳥取市福部町栗谷・ふくべちようくりたに

　　６８０-８０２２・鳥取県鳥取市福部町左近（上野）・ふくべちようさこ(うえの)

　　６８９-０１１４・鳥取県鳥取市福部町左近（その他）・ふくべちようさこ(そのた)

　　６８９-０１０３・鳥取県鳥取市福部町高江・ふくべちようたかえ

　　６８９-０１１６・鳥取県鳥取市福部町中・ふくべちようなか

　　６８９-０１１７・鳥取県鳥取市福部町南田・ふくべちようのうだ

　　６８９-０１０２・鳥取県鳥取市福部町細川・ふくべちようほそがわ

　　６８９-０１１５・鳥取県鳥取市福部町八重原・ふくべちようやえはﾞら

　　６８９-０１０４・鳥取県鳥取市福部町箭溪・ふくべちようやだに

　　６８９-０１０５・鳥取県鳥取市福部町湯山・ふくべちようゆやま

　　６８９-０２０１・鳥取県鳥取市伏野・ふしの

　　６８０-０９４４・鳥取県鳥取市布勢・ふせ

　　６８９-１１２２・鳥取県鳥取市船木・ふなき

　　６８０-０８６５・鳥取県鳥取市古市・ふるいち

　　６８０-０９２１・鳥取県鳥取市古海・ふるみ

　　６８０-００７４・鳥取県鳥取市卯垣・ほﾞうがき

　　６８０-００４２・鳥取県鳥取市庖丁人町・ほうちようにんまち

　　６８０-１４２６・鳥取県鳥取市細見・ほそみ

　　６８０-１４３４・鳥取県鳥取市洞谷・ほらだに

　　６８０-００３１・鳥取県鳥取市本町・ほんまち

　　６８０-１４２４・鳥取県鳥取市槇原・まきはﾞら

　　６８０-１４２３・鳥取県鳥取市松上・まつがみ

　　６８０-０８０１・鳥取県鳥取市松並町・まつなみちよう

　　６８０-１４４４・鳥取県鳥取市松原・まつはﾞら

　　６８０-０８７３・鳥取県鳥取市的場・まとはﾞ

　　６８０-０００６・鳥取県鳥取市丸山町・まるやまちよう

　　６８９-０２０４・鳥取県鳥取市御熊・みくま

　　６８９-０２０３・鳥取県鳥取市三津・みつ

　　６８０-０９１５・鳥取県鳥取市緑ケ丘・みどりがおか

　　６８０-０９０６・鳥取県鳥取市港町・みなとまち



　　６８０-０９０３・鳥取県鳥取市南隈・みなみがくま

　　６８０-０８１４・鳥取県鳥取市南町・みなみまち

　　６８０-０９１４・鳥取県鳥取市南安長・みなみやすなが

　　６８０-０８４３・鳥取県鳥取市南吉方・みなみよしかた

　　６８９-０２０２・鳥取県鳥取市美萩野・みはぎの

　　６８０-１４１２・鳥取県鳥取市宮谷・みやだに

　　６８０-０８７２・鳥取県鳥取市宮長・みやなが

　　６８０-１４２８・鳥取県鳥取市三山口・みやまぐち

　　６８０-１４３１・鳥取県鳥取市妙徳寺・みようとくじ

　　６８９-１１２６・鳥取県鳥取市美和・みわ

　　６８０-１１６１・鳥取県鳥取市向国安・むこうぐにやす

　　６８９-１２１５・鳥取県鳥取市用瀬町赤波・もちがせちようあがなみ

　　６８９-１２１４・鳥取県鳥取市用瀬町旭ケ丘・もちがせちようあさひがおか

　　６８９-１２２７・鳥取県鳥取市用瀬町安蔵・もちがせちようあぞう

　　６８９-１２２２・鳥取県鳥取市用瀬町家奥・もちがせちよういえおく

　　６８９-１２２９・鳥取県鳥取市用瀬町江波・もちがせちようえなみ

　　６８９-１２２３・鳥取県鳥取市用瀬町金屋・もちがせちようかなや

　　６８９-１２２６・鳥取県鳥取市用瀬町川中・もちがせちようかわなか

　　６８９-１２２４・鳥取県鳥取市用瀬町樟原・もちがせちようくぬぎわら

　　６８９-１２１３・鳥取県鳥取市用瀬町鷹狩・もちがせちようたかがり

　　６８９-１２２１・鳥取県鳥取市用瀬町古用瀬・もちがせちようふるもちがせ

　　６８９-１２１１・鳥取県鳥取市用瀬町別府・もちがせちようべふ

　　６８９-１２１２・鳥取県鳥取市用瀬町美成・もちがせちようみなり

　　６８９-１２２５・鳥取県鳥取市用瀬町宮原・もちがせちようみやはﾞら

　　６８９-１２０１・鳥取県鳥取市用瀬町用瀬・もちがせちようもちがせ

　　６８９-１２２８・鳥取県鳥取市用瀬町屋住・もちがせちようやずみ

　　６８０-００３４・鳥取県鳥取市元魚町・もとうおまち

　　６８０-００４６・鳥取県鳥取市元大工町・もとだいくまち

　　６８０-１１７１・鳥取県鳥取市本高・もとだか

　　６８０-００３７・鳥取県鳥取市元町・もとまち

　　６８０-００７１・鳥取県鳥取市百谷・ももだに

　　６８０-０８０６・鳥取県鳥取市薬師町・やくしまち

　　６８０-０９１３・鳥取県鳥取市安長・やすなが

　　６８０-１４３３・鳥取県鳥取市矢矯・やはぎ

　　６８０-０００８・鳥取県鳥取市山城町・やましろちよう

　　６８０-０８３２・鳥取県鳥取市弥生町・やよいちよう

　　６８０-０００７・鳥取県鳥取市湯所町・ゆところちよう

　　６８０-１１６３・鳥取県鳥取市横枕・よこまくら

　　６８０-１４４２・鳥取県鳥取市吉岡温泉町・よしおかおんせんちよう

　　６８０-０８４２・鳥取県鳥取市吉方・よしかた

　　６８０-０８４１・鳥取県鳥取市吉方温泉・よしかたおんせん

　　６８０-００６２・鳥取県鳥取市吉方町・よしかたちよう

　　６８０-１４４１・鳥取県鳥取市良田・よしだ

　　６８０-０８６４・鳥取県鳥取市吉成・よしなり

　　６８０-０８７１・鳥取県鳥取市吉成南町・よしなりみなみまち

　　６８０-１４４３・鳥取県鳥取市六反田・ろくたんだ

　　６８０-００５１・鳥取県鳥取市若桜町・わかさまち

　　６８９-１１１２・鳥取県鳥取市若葉台南・わかはﾞだいみなみ

　　６８９-１１１１・鳥取県鳥取市若葉台北・わかはﾞだいきた

　　６８３-００００・鳥取県米子市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８３-０２５２・鳥取県米子市青木・あおき

　　６８９-３５１５・鳥取県米子市赤井手・あかいで

　　６８３-０８１３・鳥取県米子市朝日町・あさひまち

　　６８３-００４６・鳥取県米子市愛宕町・あたごちよう

　　６８３-０８４６・鳥取県米子市安倍・あべ

　　６８３-００２１・鳥取県米子市石井・いしい

　　６８９-３５１２・鳥取県米子市泉・いずみ

　　６８９-３５３３・鳥取県米子市一部・いちぶ

　　６８９-３５４２・鳥取県米子市今在家・いまざいけ

　　６８３-０８３３・鳥取県米子市岩倉町・いわくらまち

　　６８３-００２７・鳥取県米子市陰田町・いんだちよう

　　６８３-０８３４・鳥取県米子市内町・うちまち

　　６８９-３５４４・鳥取県米子市浦津・うらつ

　　６８３-０２５７・鳥取県米子市榎原・えのきはら

　　６８３-０１０４・鳥取県米子市大崎・おおざき

　　６８３-０１０１・鳥取県米子市大篠津町・おおしのつﾞちよう

　　６８３-００４５・鳥取県米子市大谷町・おおだにちよう

　　６８３-０２５６・鳥取県米子市大袋・おおぶくろ

　　６８９-３５１３・鳥取県米子市岡成・おかなり

　　６８３-００１６・鳥取県米子市奥谷・おくのたに



　　６８９-３５１４・鳥取県米子市尾高・おだか

　　６８３-０８１４・鳥取県米子市尾高町・おだかまち

　　６８３-０００３・鳥取県米子市皆生・かいけ

　　６８３-０００１・鳥取県米子市皆生温泉・かいけおんせん

　　６８３-０００２・鳥取県米子市皆生新田・かいけしんでん

　　６８３-０８１２・鳥取県米子市角盤町・かくはﾞんちよう

　　６８３-０２５１・鳥取県米子市兼久・かねひさ

　　６８３-０２５５・鳥取県米子市上安曇・かみあずま

　　６８３-０８４１・鳥取県米子市上後藤・かみごとう

　　６８９-３５３２・鳥取県米子市上新印・かみしい

　　６８３-０００４・鳥取県米子市上福原・かみふくはﾞら

　　６８３-０８２３・鳥取県米子市加茂町・かもちよう

　　６８９-３５４３・鳥取県米子市蚊屋・かや

　　６８９-３５２１・鳥取県米子市河岡・かわおか

　　６８３-０８５２・鳥取県米子市河崎・かわさき

　　６８３-００５１・鳥取県米子市勝田町・かんだまち

　　６８３-０００７・鳥取県米子市観音寺・かんのんじ

　　６８３-０００９・鳥取県米子市観音寺新町・かんのんじしんまち

　　６８３-００４７・鳥取県米子市祇園町・ぎおんちよう

　　６８３-０８４４・鳥取県米子市義方町・ぎほうちよう

　　６８３-０８２５・鳥取県米子市錦海町・きんかいちよう

　　６８９-３５２２・鳥取県米子市日下・くさか

　　６８３-０００６・鳥取県米子市車尾・くずも

　　６８３-０００８・鳥取県米子市車尾南・くずもみなみ

　　６８９-３５４６・鳥取県米子市熊党・くまんとう

　　６８３-０８２４・鳥取県米子市久米町・くめちよう

　　６８３-００５４・鳥取県米子市糀町・こうじまち

　　６８３-００６２・鳥取県米子市紺屋町・こうやまち

　　６８９-３５３７・鳥取県米子市古豊千・こほうち

　　６８３-０８４２・鳥取県米子市三本松・さんほﾞんまつ

　　６８３-００４２・鳥取県米子市塩町・しおまち

　　６８３-０２５３・鳥取県米子市下安曇・しもあずま

　　６８９-３５３１・鳥取県米子市下新印・しもしい

　　６８９-３５１１・鳥取県米子市下郷・しものごう

　　６８３-００３７・鳥取県米子市昭和町・しようわちよう

　　６８３-０８０１・鳥取県米子市新開・しんかい

　　６８３-００４３・鳥取県米子市末広町・すえひろちよう

　　６８３-００１３・鳥取県米子市諏訪・すわ

　　６８９-３５２４・鳥取県米子市石州府・せきしゆうふ

　　６８３-００４４・鳥取県米子市大工町・だいくまち

　　６８９-３５３６・鳥取県米子市高島・たかしま

　　６８３-０８３２・鳥取県米子市立町・たてまち

　　６８３-００４１・鳥取県米子市茶町・ちやまち

　　６８３-０８３１・鳥取県米子市寺町・てらまち

　　６８３-０８２１・鳥取県米子市天神町・てんじんまち

　　６８３-００６４・鳥取県米子市道笑町・どうしようまち

　　６８３-０１０３・鳥取県米子市富益町・とみますちよう

　　６８３-０００５・鳥取県米子市中島・なかしま

　　６８３-０８２２・鳥取県米子市中町・なかまち

　　６８３-００１４・鳥取県米子市永江・ながえ

　　６８３-００３３・鳥取県米子市長砂町・ながすなちよう

　　６８３-００２２・鳥取県米子市奈喜良・なぎら

　　６８３-０８３５・鳥取県米子市灘町・なだまち

　　６８３-００２６・鳥取県米子市新山・にいやま

　　６８３-０８１１・鳥取県米子市錦町・にしきちよう

　　６８３-０８１６・鳥取県米子市西倉吉町・にしくらよしまち

　　６８３-０８２６・鳥取県米子市西町・にしちよう

　　６８３-０８０５・鳥取県米子市西福原・にしふくはﾞら

　　６８９-３５４１・鳥取県米子市二本木・にほんぎ

　　６８３-００５２・鳥取県米子市博労町・はﾞくろうまち

　　６８３-００２３・鳥取県米子市橋本・はしもと

　　６８３-０８４５・鳥取県米子市旗ヶ崎・はたがさき

　　６８３-０８３６・鳥取県米子市花園町・はなぞのちよう

　　６８３-０８１５・鳥取県米子市東倉吉町・ひがしくらよしまち

　　６８３-００６７・鳥取県米子市東町・ひがしちよう

　　６８３-０８０２・鳥取県米子市東福原・ひがしふくはﾞら

　　６８３-００３１・鳥取県米子市東山町・ひがしやまちよう

　　６８９-３５３５・鳥取県米子市東八幡・ひがしやわた

　　６８３-０８５５・鳥取県米子市彦名新田・ひこなしんでん

　　６８３-０８５４・鳥取県米子市彦名町・ひこなちよう



　　６８３-０８０３・鳥取県米子市日ノ出町・ひのでちよう

　　６８３-００６６・鳥取県米子市日野町・ひのまち

　　６８３-００１５・鳥取県米子市日原・ひはﾞら

　　６８３-００１１・鳥取県米子市福市・ふくいち

　　６８９-３５２３・鳥取県米子市福万・ふくまん

　　６８３-００５５・鳥取県米子市冨士見町・ふじみちよう

　　６８３-００２５・鳥取県米子市古市・ふるいち

　　６８３-０２５４・鳥取県米子市別所・べつしよ

　　６８３-００６３・鳥取県米子市法勝寺町・ほつしようじまち

　　６８３-００６５・鳥取県米子市万能町・まんのうちよう

　　６８９-３５３４・鳥取県米子市水浜・みずはま

　　６８３-０８４３・鳥取県米子市三旗町・みはたちよう

　　６８３-００３４・鳥取県米子市美吉・ みよじ

　　６８３-００１７・鳥取県米子市宗像・むなかた

　　６８３-００５３・鳥取県米子市明治町・めいじちよう

　　６８３-００３５・鳥取県米子市目久美町・めぐみちよう

　　６８３-００３６・鳥取県米子市弥生町・やよいちよう

　　６８３-００１２・鳥取県米子市八幡・やわた

　　６８３-００３２・鳥取県米子市陽田町・ようでんちよう

　　６８９-３５４５・鳥取県米子市吉岡・よしおか

　　６８３-００２４・鳥取県米子市吉谷・よしたに

　　６８３-０１０５・鳥取県米子市葭津・よしつﾞ

　　６８３-００６１・鳥取県米子市四日市町・よつかいちまち

　　６８９-３４１２・鳥取県米子市淀江町稲吉・ よどえちよういなよじ

　　６８９-３４０１・鳥取県米子市淀江町今津・よどえちよういまつﾞ

　　６８９-３４２３・鳥取県米子市淀江町小波・よどえちようこなみ

　　６８９-３４２５・鳥取県米子市淀江町佐陀・よどえちようさだ

　　６８９-３４１８・鳥取県米子市淀江町高井谷・よどえちようたかいだに

　　６８９-３４１５・鳥取県米子市淀江町富繁・よどえちようとみしげ

　　６８９-３４１７・鳥取県米子市淀江町中西尾・よどえちようなかにしお

　　６８９-３４２４・鳥取県米子市淀江町中間・よどえちようなかま

　　６８９-３４１４・鳥取県米子市淀江町西尾原・よどえちようにしおはら

　　６８９-３４０３・鳥取県米子市淀江町西原・よどえちようにしはﾞら

　　６８９-３４２２・鳥取県米子市淀江町平岡・よどえちようひらおか

　　６８９-３４１６・鳥取県米子市淀江町福井・よどえちようふくい

　　６８９-３４１１・鳥取県米子市淀江町福岡・よどえちようふくおか

　　６８９-３４２１・鳥取県米子市淀江町福頼・よどえちようふくより

　　６８９-３４１３・鳥取県米子市淀江町本宮・よどえちようほんぐう

　　６８９-３４０２・鳥取県米子市淀江町淀江・よどえちようよどえ

　　６８３-０８０４・鳥取県米子市米原・よねはら

　　６８３-０８５１・鳥取県米子市夜見町・よみちよう

　　６８９-３５４７・鳥取県米子市流通町・りゆうつうちよう

　　６８３-０８５３・鳥取県米子市両三柳・りようみつやなぎ

　　６８３-０１０２・鳥取県米子市和田町・わだちよう

　　６８２-００００・鳥取県倉吉市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８２-０８２２・鳥取県倉吉市葵町・あおいまち

　　６８２-００２１・鳥取県倉吉市上井・あげい

　　６８２-００２２・鳥取県倉吉市上井町・あげいちよう

　　６８２-０８７１・鳥取県倉吉市旭田町・あさひだちよう

　　６８２-０００１・鳥取県倉吉市穴窪・あなくほﾞ

　　６８２-０９０１・鳥取県倉吉市穴沢・あなざわ

　　６８２-００２４・鳥取県倉吉市伊木・いぎ

　　６８２-０８５５・鳥取県倉吉市生田・いくた

　　６８２-０９３３・鳥取県倉吉市石塚・いしつﾞか

　　６８２-０００６・鳥取県倉吉市井手畑・いではﾞた

　　６８２-０６４１・鳥取県倉吉市今在家・いまざいけ

　　６８２-０８０１・鳥取県倉吉市巌城・いわき

　　６８２-０８４２・鳥取県倉吉市岩倉・いわくら

　　６８２-０８２１・鳥取県倉吉市魚町・うおまち

　　６８２-０８１１・鳥取県倉吉市上灘町・うわなだちよう

　　６８２-０８６５・鳥取県倉吉市越中町・えつちゆうまち

　　６８２-０８１３・鳥取県倉吉市円谷町・えんだにちよう

　　６８２-０６２３・鳥取県倉吉市大河内・おおかち

　　６８２-０９４７・鳥取県倉吉市大沢・おおさわ

　　６８２-０６３２・鳥取県倉吉市大立・おおたち

　　６８２-０９４１・鳥取県倉吉市大谷・おおたに

　　６８２-０９４８・鳥取県倉吉市大谷茶屋・おおたにちやや

　　６８２-００１１・鳥取県倉吉市大塚・おおつか

　　６８２-００４２・鳥取県倉吉市大平町・おおひらちよう

　　６８２-０８４１・鳥取県倉吉市大宮・おおみや



　　６８２-０６４５・鳥取県倉吉市岡・おか

　　６８２-０９３１・鳥取県倉吉市小鴨・おがも

　　６８２-０６０７・鳥取県倉吉市尾田・おだ

　　６８２-００３４・鳥取県倉吉市大原・おはら

　　６８２-０９０４・鳥取県倉吉市尾原・おわら

　　６８２-００１４・鳥取県倉吉市海田東町・かいだひがしまち

　　６８２-００１６・鳥取県倉吉市海田西町・かいだにしまち

　　６８２-００１５・鳥取県倉吉市海田南町・かいだみなみまち

　　６８２-０８６４・鳥取県倉吉市鍛冶町・かじまち

　　６８２-０９０２・鳥取県倉吉市上神・かずわ

　　６８２-０６２１・鳥取県倉吉市忰谷・かせだに

　　６８２-０８７５・鳥取県倉吉市金森町・かなもりちよう

　　６８２-００４１・鳥取県倉吉市河北町・かほくちよう

　　６８２-０６３１・鳥取県倉吉市上大立・かみおおたち

　　６８２-０６４２・鳥取県倉吉市上福田・かみふくだ

　　６８２-０９３４・鳥取県倉吉市上古川・かみふるかわ

　　６８２-００３２・鳥取県倉吉市上余戸・かみよど

　　６８２-０６０２・鳥取県倉吉市上米積・かみよなつﾞみ

　　６８２-０９２３・鳥取県倉吉市鴨川町・かもがわちよう

　　６８２-０８４６・鳥取県倉吉市鴨河内・かもごうち

　　６８２-０６３３・鳥取県倉吉市河来見・かわくるみ

　　６８２-０９２４・鳥取県倉吉市河原町・かわらまち

　　６８２-０８５７・鳥取県倉吉市北野・きたの

　　６８２-０９０３・鳥取県倉吉市北面・きたも

　　６８２-０９３２・鳥取県倉吉市蔵内・くらうち

　　６８２-００３３・鳥取県倉吉市栗尾・くりお

　　６８２-０９４５・鳥取県倉吉市黒見・くろみ

　　６８２-０９４２・鳥取県倉吉市国府・こう

　　６８２-００３５・鳥取県倉吉市広栄町・こうえいちよう

　　６８２-０８８３・鳥取県倉吉市荒神町・こうじんちよう

　　６８２-０９４３・鳥取県倉吉市国分寺・こくぶんじ

　　６８２-０８６７・鳥取県倉吉市越殿町・こしどのちよう

　　６８２-００４４・鳥取県倉吉市小田・こだ

　　６８２-００４５・鳥取県倉吉市小田東・ こだひがじ

　　６８２-０８０７・鳥取県倉吉市幸町・さいわいまち

　　６８２-０８８５・鳥取県倉吉市堺町・さかえまち

　　６８２-０６３４・鳥取県倉吉市桜・さくら

　　６８２-０６０６・鳥取県倉吉市沢谷・さわだに

　　６８２-０６１３・鳥取県倉吉市志津・しつ

　　６８２-０８３７・鳥取県倉吉市下大江・しもおおえ

　　６８２-０８１２・鳥取県倉吉市下田中町・しもたなかちよう

　　６８２-０６４３・鳥取県倉吉市下福田・しもふくだ

　　６８２-０００５・鳥取県倉吉市下古川・しもふるかわ

　　６８２-００３１・鳥取県倉吉市下余戸・しもよど

　　６８２-０６０１・鳥取県倉吉市下米積・しもよなつﾞみ

　　６８２-０９２５・鳥取県倉吉市秋喜・しゆうき

　　６８２-０９２６・鳥取県倉吉市秋喜西町・しゆうきにしまち

　　６８２-０８０６・鳥取県倉吉市昭和町・しようわまち

　　６８２-０００３・鳥取県倉吉市新田・しんでん

　　６８２-０８６１・鳥取県倉吉市新町・しんまち

　　６８２-０８１５・鳥取県倉吉市新陽町・しんようちよう

　　６８２-０９５２・鳥取県倉吉市鋤・すき

　　６８２-０６１１・鳥取県倉吉市杉野・すぎの

　　６８２-０８４３・鳥取県倉吉市菅原・すげがはら

　　６８２-０８１７・鳥取県倉吉市住吉町・すみよしちよう

　　６８２-００１２・鳥取県倉吉市清谷・せいだに

　　６８２-００１７・鳥取県倉吉市清谷町・せいだにちよう

　　６８２-０４０１・鳥取県倉吉市関金町安歩・せきがねちようあぶ

　　６８２-０４２１・鳥取県倉吉市関金町今西・ せきがねちよういまにじ

　　６８２-０４０２・鳥取県倉吉市関金町大鳥居・せきがねちようおおどりい

　　６８２-０４３３・鳥取県倉吉市関金町小泉・せきがねちようこいずみ

　　６８２-０４１３・鳥取県倉吉市関金町郡家・せきがねちようこおげ

　　６８２-０４１１・鳥取県倉吉市関金町関金宿・せきがねちようせきがねしゆく

　　６８２-０４０４・鳥取県倉吉市関金町泰久寺・せきがねちようたいきゆうじ

　　６８２-０４３４・鳥取県倉吉市関金町野添・せきがねちようのぞえ

　　６８２-０４３２・鳥取県倉吉市関金町福原・せきがねちようふくはら

　　６８２-０４２２・鳥取県倉吉市関金町堀・せきがねちようほり

　　６８２-０４０３・鳥取県倉吉市関金町松河原・せきがねちようまつがわら

　　６８２-０４２３・鳥取県倉吉市関金町明高・せきがねちようみようこう

　　６８２-０４１２・鳥取県倉吉市関金町山口・せきがねちようやまぐち



　　６８２-０４３１・鳥取県倉吉市関金町米富・せきがねちようよねどめ

　　６８２-０８６３・鳥取県倉吉市瀬崎町・せさきまち

　　６８２-０８８６・鳥取県倉吉市大正町・たいしようまち

　　６８２-０８１６・鳥取県倉吉市駄経寺町・だきようじちよう

　　６８２-０６２６・鳥取県倉吉市立見・たてみ

　　６８２-０９５４・鳥取県倉吉市谷・たに

　　６８２-０９５１・鳥取県倉吉市津原・つわら

　　６８２-０９１１・鳥取県倉吉市寺谷・てらだに

　　６８２-００４３・鳥取県倉吉市天神町・てんじんちよう

　　６８２-０８８４・鳥取県倉吉市研屋町・とぎやまち

　　６８２-０８３２・鳥取県倉吉市富海・とどみ

　　６８２-０００２・鳥取県倉吉市中江・なかえ

　　６８２-０８５６・鳥取県倉吉市中河原・なかがわら

　　６８２-０６１２・鳥取県倉吉市中野・なかの

　　６８２-０８２４・鳥取県倉吉市仲ノ町・なかのちよう

　　６８２-０８３６・鳥取県倉吉市長坂新町・ながさかしんまち

　　６８２-０８３５・鳥取県倉吉市長坂町・ながさかちよう

　　６８２-０６２２・鳥取県倉吉市長谷・ながたに

　　６８２-０８７４・鳥取県倉吉市西岩倉町・にしいわくらまち

　　６８２-０８５１・鳥取県倉吉市西倉吉町・にしくらよしちよう

　　６８２-０８２５・鳥取県倉吉市西仲町・にしなかまち

　　６８２-０９２１・鳥取県倉吉市西福守町・にしふくもりちよう

　　６８２-０８６２・鳥取県倉吉市西町・にしまち

　　６８２-００３６・鳥取県倉吉市虹ケ丘町・にじがおかちよう

　　６８２-０８３１・鳥取県倉吉市八幡町・はちまんちよう

　　６８２-０６３５・鳥取県倉吉市服部・はつとり

　　６８２-０９５３・鳥取県倉吉市半坂・はんざか

　　６８２-０９１４・鳥取県倉吉市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　６８２-０６２４・鳥取県倉吉市般若・はんにや

　　６８２-０８０２・鳥取県倉吉市東巌城町・ひがしいわきちよう

　　６８２-０８７３・鳥取県倉吉市東岩倉町・ひがしいわくらまち

　　６８２-０８３４・鳥取県倉吉市東鴨・ひがしがも

　　６８２-０８３３・鳥取県倉吉市東鴨新町・ひがしがもしんまち

　　６８２-０８０４・鳥取県倉吉市東昭和町・ひがししようわまち

　　６８２-０８２６・鳥取県倉吉市東仲町・ひがしなかまち

　　６８２-０８２３・鳥取県倉吉市東町・ひがしまち

　　６８２-０８４４・鳥取県倉吉市広瀬・ひろせ

　　６８２-０８６６・鳥取県倉吉市広瀬町・ひろせまち

　　６８２-０６４４・鳥取県倉吉市福積・ふくつﾞみ

　　６８２-０６０５・鳥取県倉吉市福富・ふくどみ

　　６８２-００１３・鳥取県倉吉市福庭・ふくはﾞ

　　６８２-００１８・鳥取県倉吉市福庭町・ふくはﾞちよう

　　６８２-０９４４・鳥取県倉吉市福光・ふくみつ

　　６８２-０６０４・鳥取県倉吉市福本・ふくもと

　　６８２-０９２２・鳥取県倉吉市福守町・ふくもりちよう

　　６８２-０８４７・鳥取県倉吉市福山・ふくやま

　　６８２-０８７２・鳥取県倉吉市福吉町・ふくよしちよう

　　６８２-０９１５・鳥取県倉吉市不入岡・ふにおか

　　６８２-０００４・鳥取県倉吉市古川沢・ふるかわさわ

　　６８２-０９０５・鳥取県倉吉市別所・べつしよ

　　６８２-０８５２・鳥取県倉吉市丸山町・まるやまちよう

　　６８２-０６０３・鳥取県倉吉市三江・みえ

　　６８２-０８５４・鳥取県倉吉市みどり町・みどりまち

　　６８２-０８８２・鳥取県倉吉市湊町・みなとまち

　　６８２-０８０５・鳥取県倉吉市南昭和町・みなみしようわまち

　　６８２-０８４５・鳥取県倉吉市耳・みみ

　　６８２-０８８１・鳥取県倉吉市宮川町・みやがわちよう

　　６８２-０８０３・鳥取県倉吉市見日町・みるかちよう

　　６８２-０８８７・鳥取県倉吉市明治町・めいじまち

　　６８２-０６２５・鳥取県倉吉市椋波・もくなみ

　　６８２-０６１５・鳥取県倉吉市森・もり

　　６８２-００２５・鳥取県倉吉市八屋・やつや

　　６８２-００２３・鳥取県倉吉市山根・やまね

　　６８２-０９４６・鳥取県倉吉市横田・よこた

　　６８２-０８５３・鳥取県倉吉市余戸谷町・よどやちよう

　　６８２-０８１４・鳥取県倉吉市米田町・よねだちよう

　　６８２-０９１２・鳥取県倉吉市和田・わだ

　　６８２-０９１３・鳥取県倉吉市和田東町・わだひがしまち

　　６８４-００００・鳥取県境港市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８４-００１１・鳥取県境港市相生町・あいおいちよう



　　６８４-００３３・鳥取県境港市上道町・あがりみちちよう

　　６８４-００１３・鳥取県境港市朝日町・あさひまち

　　６８４-０００６・鳥取県境港市栄町・えいまち

　　６８４-００２３・鳥取県境港市京町・きようまち

　　６８４-００５６・鳥取県境港市幸神町・こうじんちよう

　　６８４-００５３・鳥取県境港市小篠津町・こしのつﾞちよう

　　６８４-００５５・鳥取県境港市佐斐神町・さいのかみちよう

　　６８４-００５４・鳥取県境港市財ノ木町・さいのきちよう

　　６８４-００６４・鳥取県境港市三軒屋町・さんげんやちよう

　　６８４-００７４・鳥取県境港市潮見町・しおみちよう

　　６８４-００１５・鳥取県境港市東雲町・しののめちよう

　　６８４-００６６・鳥取県境港市芝町・しはﾞちよう

　　６８４-０００１・鳥取県境港市清水町・しみずちよう

　　６８４-００３４・鳥取県境港市昭和町・しようわまち

　　６８４-００２６・鳥取県境港市末広町・すえひろちよう

　　６８４-００６３・鳥取県境港市誠道町・せいどうちよう

　　６８４-０００４・鳥取県境港市大正町・たいしようまち

　　６８４-００４５・鳥取県境港市高松町・たかまつちよう

　　６８４-００４６・鳥取県境港市竹内団地・たけのうちだんち

　　６８４-００４３・鳥取県境港市竹内町・たけのうちちよう

　　６８４-００７１・鳥取県境港市外江町・とのえちよう

　　６８４-００７３・鳥取県境港市中海干拓地・なかうみかんたくち

　　６８４-００４１・鳥取県境港市中野町・なかのちよう

　　６８４-００１２・鳥取県境港市中町・なかまち

　　６８４-００５１・鳥取県境港市新屋町・にいやちよう

　　６８４-００７５・鳥取県境港市西工業団地・にしこうぎようだんち

　　６８４-００１４・鳥取県境港市入船町・にゆうせんちよう

　　６８４-００６２・鳥取県境港市蓮池町・はすいけちよう

　　６８４-００１６・鳥取県境港市花町・はなまち

　　６８４-００２１・鳥取県境港市馬場崎町・はﾞはﾞさきちよう

　　６８４-０００３・鳥取県境港市浜ノ町・はまのちよう

　　６８４-００２７・鳥取県境港市東本町・ひがしほんまち

　　６８４-００２４・鳥取県境港市日ノ出町・ひのでちよう

　　６８４-００４２・鳥取県境港市福定町・ふくさだちよう

　　６８４-００２５・鳥取県境港市本町・ほんまち

　　６８４-０００５・鳥取県境港市松ケ枝町・まつがえちよう

　　６８４-００１７・鳥取県境港市岬町・みさきちよう

　　６８４-００３１・鳥取県境港市湊町・みなとまち

　　６８４-００４４・鳥取県境港市美保町・みほちよう

　　６８４-００５２・鳥取県境港市麦垣町・むぎかきちよう

　　６８４-００２２・鳥取県境港市明治町・めいじまち

　　６８４-００３２・鳥取県境港市元町・もとまち

　　６８４-００６５・鳥取県境港市森岡町・もりおかちよう

　　６８４-０００２・鳥取県境港市弥生町・やよいちよう

　　６８４-００７６・鳥取県境港市夕日ケ丘・ゆうひがおか

　　６８４-００６１・鳥取県境港市米川町・よねがわちよう

　　６８４-００７２・鳥取県境港市渡町・わたりちよう

　　６８１-００００・鳥取県岩美郡岩美町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８１-０００２・鳥取県岩美郡岩美町相谷・あいだに

　　６８１-００３６・鳥取県岩美郡岩美町相山・あいやま

　　６８１-００７４・鳥取県岩美郡岩美町網代・あじろ

　　６８１-００３２・鳥取県岩美郡岩美町洗井・あらい

　　６８１-００５５・鳥取県岩美郡岩美町荒金・あらかね

　　６８１-００４７・鳥取県岩美郡岩美町池谷・いけだに

　　６８１-００２４・鳥取県岩美郡岩美町岩井・いわい

　　６８１-００５２・鳥取県岩美郡岩美町岩常・いわつね

　　６８１-００７２・鳥取県岩美郡岩美町岩本・いわもと

　　６８１-００５４・鳥取県岩美郡岩美町院内・いんない

　　６８１-００２５・鳥取県岩美郡岩美町宇治・うじ

　　６８１-０００３・鳥取県岩美郡岩美町浦富・うらどめ

　　６８１-００４６・鳥取県岩美郡岩美町延興寺・えんごうじ

　　６８１-００４３・鳥取県岩美郡岩美町大坂・おおさか

　　６８１-００６３・鳥取県岩美郡岩美町太田・おおた

　　６８１-００７３・鳥取県岩美郡岩美町大谷・おおたに

　　６８１-００１４・鳥取県岩美郡岩美町大羽尾・おおはﾞねお

　　６８１-００４２・鳥取県岩美郡岩美町小田・おだ

　　６８１-００６２・鳥取県岩美郡岩美町恩志・おんじ

　　６８１-００３１・鳥取県岩美郡岩美町蒲生・がもう

　　６８１-００４５・鳥取県岩美郡岩美町唐川・からかわ

　　６８１-００５１・鳥取県岩美郡岩美町河崎・かわさき



　　６８１-００３４・鳥取県岩美郡岩美町銀山・ぎんざん

　　６８１-００１１・鳥取県岩美郡岩美町陸上・くがみ

　　６８１-００４１・鳥取県岩美郡岩美町黒谷・くろだに

　　６８１-００１３・鳥取県岩美郡岩美町小羽尾・こはﾞねお

　　６８１-００２２・鳥取県岩美郡岩美町白地・しらじ

　　６８１-００５３・鳥取県岩美郡岩美町高住・たかずみ

　　６８１-００６１・鳥取県岩美郡岩美町高山・たかやま

　　６８１-００７１・鳥取県岩美郡岩美町田後・たじり

　　６８１-００１２・鳥取県岩美郡岩美町田河内・たのこうじ

　　６８１-００５６・鳥取県岩美郡岩美町長郷・ちようごう

　　６８１-００４４・鳥取県岩美郡岩美町外邑・とのむら

　　６８１-００３３・鳥取県岩美郡岩美町鳥越・とりごえ

　　６８１-００２１・鳥取県岩美郡岩美町長谷・ながたに

　　６８１-００６５・鳥取県岩美郡岩美町新井・にい

　　６８１-００３５・鳥取県岩美郡岩美町馬場・はﾞはﾞ

　　６８１-００６４・鳥取県岩美郡岩美町本庄・ほんじよう

　　６８１-０００１・鳥取県岩美郡岩美町牧谷・まきだに

　　６８１-００２３・鳥取県岩美郡岩美町真名・まな

　　６８０-０７００・鳥取県八頭郡若桜町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８０-０７１３・鳥取県八頭郡若桜町赤松・あかまつ

　　６８０-０７２２・鳥取県八頭郡若桜町浅井・あさい

　　６８０-０７４３・鳥取県八頭郡若桜町糸白見・いとしろみ

　　６８０-０７３１・鳥取県八頭郡若桜町岩屋堂・いわやどう

　　６８０-０７４１・鳥取県八頭郡若桜町大炊・おおい

　　６８０-０７３３・鳥取県八頭郡若桜町大野・おおの

　　６８０-０７３５・鳥取県八頭郡若桜町落折・おちおり

　　６８０-０７３４・鳥取県八頭郡若桜町小船・おぶね

　　６８０-０７４２・鳥取県八頭郡若桜町岸野・きしの

　　６８０-０７１４・鳥取県八頭郡若桜町来見野・くるみの

　　６８０-０７２３・鳥取県八頭郡若桜町香田・こうだ

　　６８０-０７４５・鳥取県八頭郡若桜町須澄・すすみ

　　６８０-０７１２・鳥取県八頭郡若桜町高野・たかの

　　６８０-０７２８・鳥取県八頭郡若桜町つく米・つくよね

　　６８０-０７３２・鳥取県八頭郡若桜町中原・なかはら

　　６８０-０７２４・鳥取県八頭郡若桜町長砂・ながすな

　　６８０-０７４４・鳥取県八頭郡若桜町根安・ねやす

　　６８０-０７２６・鳥取県八頭郡若桜町淵見・ふちみ

　　６８０-０７１１・鳥取県八頭郡若桜町三倉・みくら

　　６８０-０７２７・鳥取県八頭郡若桜町茗荷谷・みようがだに

　　６８０-０７１５・鳥取県八頭郡若桜町諸鹿・もろが

　　６８０-０７２１・鳥取県八頭郡若桜町屋堂羅・やどら

　　６８０-０７２５・鳥取県八頭郡若桜町湯原・ゆわら

　　６８０-０７４６・鳥取県八頭郡若桜町吉川・よしかわ

　　６８０-０７０１・鳥取県八頭郡若桜町若桜・わかさ

　　６８９-１４００・鳥取県八頭郡智頭町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-１４１２・鳥取県八頭郡智頭町芦津・あしつﾞ

　　６８９-１４０１・鳥取県八頭郡智頭町市瀬・いちのせ

　　６８９-１４０４・鳥取県八頭郡智頭町岩神・いわがみ

　　６８９-１４６５・鳥取県八頭郡智頭町宇波・うなみ

　　６８９-１４５１・鳥取県八頭郡智頭町大背・おおせ

　　６８９-１４２１・鳥取県八頭郡智頭町大内・おおち

　　６８９-１４４２・鳥取県八頭郡智頭町大屋・おおや

　　６８９-１４１３・鳥取県八頭郡智頭町大呂・おおろ

　　６８９-１４５２・鳥取県八頭郡智頭町奥本・おくもと

　　６８９-１４２２・鳥取県八頭郡智頭町尾見・おみ

　　６８９-１４３６・鳥取県八頭郡智頭町木原・きはら

　　６８９-１４６４・鳥取県八頭郡智頭町口宇波・くちうなみ

　　６８９-１４６７・鳥取県八頭郡智頭町口波多・くちはた

　　６８９-１４４１・鳥取県八頭郡智頭町慶所・けいじよ

　　６８９-１４１６・鳥取県八頭郡智頭町毛谷・けだに

　　６８９-１４５４・鳥取県八頭郡智頭町河津原・こうつﾞわら

　　６８９-１４１５・鳥取県八頭郡智頭町郷原・ごうはﾞら

　　６８９-１４２４・鳥取県八頭郡智頭町駒帰・こまがえり

　　６８９-１４６１・鳥取県八頭郡智頭町坂原・さかわら

　　６８９-１４１７・鳥取県八頭郡智頭町篠坂・しのざか

　　６８９-１４６８・鳥取県八頭郡智頭町惣地・そうち

　　６８９-１４０２・鳥取県八頭郡智頭町智頭・ちず

　　６８９-１４６２・鳥取県八頭郡智頭町中田・なかだ

　　６８９-１４２３・鳥取県八頭郡智頭町中原・なかはﾞら

　　６８９-１４６３・鳥取県八頭郡智頭町新見・にいみ



　　６８９-１４５５・鳥取県八頭郡智頭町西宇塚・にしうつﾞか

　　６８９-１４２６・鳥取県八頭郡智頭町西谷・にしだに

　　６８９-１４１４・鳥取県八頭郡智頭町西野・にしの

　　６８９-１４４４・鳥取県八頭郡智頭町野原・のはﾞら

　　６８９-１４６６・鳥取県八頭郡智頭町波多・はた

　　６８９-１４３３・鳥取県八頭郡智頭町埴師・ はにじ

　　６８９-１４４５・鳥取県八頭郡智頭町早瀬・はやせ

　　６８９-１４５３・鳥取県八頭郡智頭町東宇塚・ひがしうつﾞか

　　６８９-１４２５・鳥取県八頭郡智頭町福原・ふくわら

　　６８９-１４３２・鳥取県八頭郡智頭町穂見・ほのみ

　　６８９-１４４３・鳥取県八頭郡智頭町真鹿野・まがの

　　６８９-１４３７・鳥取県八頭郡智頭町三田・みた

　　６８９-１４０３・鳥取県八頭郡智頭町南方・みなみがた

　　６８９-１４３４・鳥取県八頭郡智頭町三吉・ みよじ

　　６８９-１４１１・鳥取県八頭郡智頭町八河谷・やこうだに

　　６８９-１４３１・鳥取県八頭郡智頭町山根・やまね

　　６８９-１４３５・鳥取県八頭郡智頭町横田・よこた

　　６８０-０４００・鳥取県八頭郡八頭町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８０-０３０２・鳥取県八頭郡八頭町明辺・あけなべ

　　６８０-０３０５・鳥取県八頭郡八頭町麻生・あそう

　　６８０-０４５２・鳥取県八頭郡八頭町池田・いけだ

　　６８０-０４２５・鳥取県八頭郡八頭町井古・いご

　　６８０-０４５４・鳥取県八頭郡八頭町石田百井・いしだももい

　　６８０-０４４２・鳥取県八頭郡八頭町市谷・いちのたに

　　６８０-０３１１・鳥取県八頭郡八頭町市場・いちはﾞ

　　６８０-０４２４・鳥取県八頭郡八頭町稲荷・いなり

　　６８０-０５３７・鳥取県八頭郡八頭町岩淵・いわぶち

　　６８０-０４３４・鳥取県八頭郡八頭町延命寺・えんめいじ

　　６８０-０４１６・鳥取県八頭郡八頭町大江・おおえ

　　６８０-０４３５・鳥取県八頭郡八頭町大坪・おおつほﾞ

　　６８０-０４２７・鳥取県八頭郡八頭町奥谷・おくだに

　　６８０-０５４３・鳥取県八頭郡八頭町奥野・おくの

　　６８０-０３０３・鳥取県八頭郡八頭町落岩・おちいわ

　　６８０-０４２６・鳥取県八頭郡八頭町下坂・おりさか

　　６８０-０５３３・鳥取県八頭郡八頭町皆原・かいはら

　　６８０-０５４５・鳥取県八頭郡八頭町柿原・かきはら

　　６８０-０３１２・鳥取県八頭郡八頭町覚王寺・かくおうじ

　　６８０-０５３４・鳥取県八頭郡八頭町鍛冶屋・かじや

　　６８０-０４２２・鳥取県八頭郡八頭町門尾・かどお

　　６８０-０３１３・鳥取県八頭郡八頭町上津黒・かみつぐろ

　　６８０-０４０１・鳥取県八頭郡八頭町上野・かみの

　　６８０-０４３２・鳥取県八頭郡八頭町上峰寺・かみみねでら

　　６８０-０６０１・鳥取県八頭郡八頭町北山・きたやま

　　６８０-０５２６・鳥取県八頭郡八頭町日下部・くさかべ

　　６８０-０４５７・鳥取県八頭郡八頭町国中・くになか

　　６８０-０４５１・鳥取県八頭郡八頭町久能寺・くのうじ

　　６８０-０４４３・鳥取県八頭郡八頭町郡家殿・こうげとの

　　６８０-０４６１・鳥取県八頭郡八頭町郡家・こおげ

　　６８０-０５２３・鳥取県八頭郡八頭町小別府・こべふ

　　６８０-０５３１・鳥取県八頭郡八頭町才代・さいたい

　　６８０-０４７３・鳥取県八頭郡八頭町坂田・さかだ

　　６８０-０５２７・鳥取県八頭郡八頭町桜ヶ丘・さくらがおか

　　６８０-０５４４・鳥取県八頭郡八頭町佐崎・ささき

　　６８０-０３１６・鳥取県八頭郡八頭町篠波・ささなみ

　　６８０-０４１３・鳥取県八頭郡八頭町塩上・しおのうえ

　　６８０-０６０６・鳥取県八頭郡八頭町重枝・しげえだ

　　６８０-０４０７・鳥取県八頭郡八頭町志子部・しこべ

　　６８０-０６１２・鳥取県八頭郡八頭町志谷・したに

　　６８０-０６０５・鳥取県八頭郡八頭町島・しま

　　６８０-０４２１・鳥取県八頭郡八頭町下門尾・しもかどお

　　６８０-０３１４・鳥取県八頭郡八頭町下津黒・しもつぐろ

　　６８０-０４１５・鳥取県八頭郡八頭町下野・しもつけ

　　６８０-０４７２・鳥取県八頭郡八頭町下濃・しもの

　　６８０-０４３１・鳥取県八頭郡八頭町下峰寺・しもみねでら

　　６８０-０５２２・鳥取県八頭郡八頭町新興寺・しんごうじ

　　６８０-０５４１・鳥取県八頭郡八頭町清徳・せいとく

　　６８０-０４４５・鳥取県八頭郡八頭町大門・だいもん

　　６８０-０６０７・鳥取県八頭郡八頭町徳丸・とくまる

　　６８０-０６１１・鳥取県八頭郡八頭町富枝・とみえだ

　　６８０-０６１４・鳥取県八頭郡八頭町中・なか



　　６８０-０４０８・鳥取県八頭郡八頭町西谷・にしだに

　　６８０-０４４１・鳥取県八頭郡八頭町西御門・にしみかど

　　６８０-０３０６・鳥取県八頭郡八頭町野町・のまち

　　６８０-０４１４・鳥取県八頭郡八頭町橋本・はしもと

　　６８０-０４５５・鳥取県八頭郡八頭町土師百井・はじももい

　　６８０-０４４４・鳥取県八頭郡八頭町花・はな

　　６８０-０４３７・鳥取県八頭郡八頭町花原・はなはﾞら

　　６８０-０４０２・鳥取県八頭郡八頭町隼福・はやふく

　　６８０-０４０５・鳥取県八頭郡八頭町隼郡家・はやぶさこおげ

　　６８０-０６１３・鳥取県八頭郡八頭町稗谷・ひえだに

　　６８０-０５３２・鳥取県八頭郡八頭町東・ ひがじ

　　６８０-０６０３・鳥取県八頭郡八頭町日田・ひだ

　　６８０-０３０１・鳥取県八頭郡八頭町姫路・ひめじ

　　６８０-０４０３・鳥取県八頭郡八頭町福井・ふくい

　　６８０-０３０７・鳥取県八頭郡八頭町福地・ふくち

　　６８０-０４６２・鳥取県八頭郡八頭町福本・ふくもと

　　６８０-０４７１・鳥取県八頭郡八頭町船岡・ふなおか

　　６８０-０４１１・鳥取県八頭郡八頭町船岡殿・ふなおかとの

　　６８０-０３１５・鳥取県八頭郡八頭町別府・べふ

　　６８０-０４２３・鳥取県八頭郡八頭町堀越・ ほりごじ

　　６８０-０４５３・鳥取県八頭郡八頭町万代寺・まんたいじ

　　６８０-０５３６・鳥取県八頭郡八頭町三浦・みうら

　　６８０-０４０６・鳥取県八頭郡八頭町見槻・みつﾞき

　　６８０-０４０４・鳥取県八頭郡八頭町見槻中・みつﾞきなか

　　６８０-０４１２・鳥取県八頭郡八頭町水口・みなくち

　　６８０-０６０４・鳥取県八頭郡八頭町南・みなみ

　　６８０-０４６３・鳥取県八頭郡八頭町宮谷・みやだに

　　６８０-０５３５・鳥取県八頭郡八頭町三山口・みやまぐち

　　６８０-０５２４・鳥取県八頭郡八頭町茂田・もだ

　　６８０-０５４２・鳥取県八頭郡八頭町茂谷・もたに

　　６８０-０５２１・鳥取県八頭郡八頭町安井宿・やすいしゆく

　　６８０-０４３６・鳥取県八頭郡八頭町山路・やまじ

　　６８０-０３０４・鳥取県八頭郡八頭町山志谷・やましだに

　　６８０-０４３８・鳥取県八頭郡八頭町山田・やまだ

　　６８０-０４３３・鳥取県八頭郡八頭町山上・やまのうえ

　　６８０-０６０２・鳥取県八頭郡八頭町用呂・ようろ

　　６８０-０５２５・鳥取県八頭郡八頭町横田・よこた

　　６８０-０４５６・鳥取県八頭郡八頭町米岡・よねおか

　　６８０-０４７４・鳥取県八頭郡八頭町破岩・われいわ

　　６８２-０１００・鳥取県東伯郡三朝町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８２-０１７２・鳥取県東伯郡三朝町赤松・あかまつ

　　６８２-０３０３・鳥取県東伯郡三朝町穴鴨・あながも

　　６８２-０１５１・鳥取県東伯郡三朝町今泉・いまいずみ

　　６８２-０１７７・鳥取県東伯郡三朝町大柿・おおがき

　　６８２-０１２１・鳥取県東伯郡三朝町大瀬・おおぜ

　　６８２-０３１５・鳥取県東伯郡三朝町大谷・おおたに

　　６８２-０１５７・鳥取県東伯郡三朝町小河内・おごち

　　６８２-０１７３・鳥取県東伯郡三朝町恩地・おんじ

　　６８２-０１６１・鳥取県東伯郡三朝町柿谷・かきだに

　　６８２-０１３５・鳥取県東伯郡三朝町片柴・かたしはﾞ

　　６８２-０３０２・鳥取県東伯郡三朝町加谷・かだに

　　６８２-０１５４・鳥取県東伯郡三朝町鎌田・かまだ

　　６８２-０３１３・鳥取県東伯郡三朝町上西谷・かみにしだに

　　６８２-０１４２・鳥取県東伯郡三朝町神倉・かんのくら

　　６８２-０３０１・鳥取県東伯郡三朝町木地山・きじやま

　　６８２-０３７５・鳥取県東伯郡三朝町久原・くはﾞら

　　６８２-０１２３・鳥取県東伯郡三朝町恋谷・こいだに

　　６８２-０１３６・鳥取県東伯郡三朝町坂本・さかもと

　　６８２-０１３３・鳥取県東伯郡三朝町桜ケ丘・さくらがおか

　　６８２-０１５６・鳥取県東伯郡三朝町下谷・しもだに

　　６８２-０３１２・鳥取県東伯郡三朝町下西谷・しもにしだに

　　６８２-０３１６・鳥取県東伯郡三朝町下畑・しもはﾞた

　　６８２-０１７６・鳥取県東伯郡三朝町助谷・すけだに

　　６８２-０１２４・鳥取県東伯郡三朝町砂原・すなわら

　　６８２-０３７４・鳥取県東伯郡三朝町曹源寺・そうげんじ

　　６８２-０１４６・鳥取県東伯郡三朝町高橋・ たかはじ

　　６８２-０３１４・鳥取県東伯郡三朝町田代・たしろ

　　６８２-０１３１・鳥取県東伯郡三朝町俵原・たわら

　　６８２-０１５８・鳥取県東伯郡三朝町笏賀・つが

　　６８２-０１５３・鳥取県東伯郡三朝町天神・てんじん



　　６８２-０１２５・鳥取県東伯郡三朝町徳本・とくもと

　　６８２-０１４１・鳥取県東伯郡三朝町中津・なかつ

　　６８２-０１６２・鳥取県東伯郡三朝町鉛山・なまりやま

　　６８２-０１４５・鳥取県東伯郡三朝町西尾・にしお

　　６８２-０１４４・鳥取県東伯郡三朝町西小鹿・にしおしか

　　６８２-０１４３・鳥取県東伯郡三朝町東小鹿・ひがしおしか

　　６８２-０１５９・鳥取県東伯郡三朝町福田・ふくだ

　　６８２-０３１７・鳥取県東伯郡三朝町福本・ふくもと

　　６８２-０３１１・鳥取県東伯郡三朝町福山・ふくやま

　　６８２-０１６３・鳥取県東伯郡三朝町福吉・ ふくよじ

　　６８２-０１７８・鳥取県東伯郡三朝町牧・まき

　　６８２-０１２３・鳥取県東伯郡三朝町三朝・みささ

　　６８２-０１３２・鳥取県東伯郡三朝町三徳・みとく

　　６８２-０１５２・鳥取県東伯郡三朝町本泉・もといずみ

　　６８２-０１５３・鳥取県東伯郡三朝町森・もり

　　６８２-０１２２・鳥取県東伯郡三朝町山田・やまだ

　　６８２-０１７１・鳥取県東伯郡三朝町湯谷・ゆたに

　　６８２-０１２５・鳥取県東伯郡三朝町横手・よこて

　　６８２-０１５５・鳥取県東伯郡三朝町吉尾・よしお

　　６８２-０１３３・鳥取県東伯郡三朝町吉田・よしだ

　　６８２-０１３４・鳥取県東伯郡三朝町余戸・よど

　　６８２-０１５１・鳥取県東伯郡三朝町若宮・わかみや

　　６８２-０７００・鳥取県東伯郡湯梨浜町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８２-０７１４・鳥取県東伯郡湯梨浜町赤池・あかいけ

　　６８９-０７２１・鳥取県東伯郡湯梨浜町麻畑・あさはﾞたけ

　　６８９-０７１３・鳥取県東伯郡湯梨浜町旭・あさひ

　　６８９-０６０２・鳥取県東伯郡湯梨浜町石脇・いしわき

　　６８９-０７３３・鳥取県東伯郡湯梨浜町羽衣石・ うえじ

　　６８９-０６０７・鳥取県東伯郡湯梨浜町宇谷・うたに

　　６８２-０７０１・鳥取県東伯郡湯梨浜町宇野・うの

　　６８９-０７０２・鳥取県東伯郡湯梨浜町漆原・うるしはﾞら

　　６８９-０７２９・鳥取県東伯郡湯梨浜町小鹿谷・おしかだに

　　６８９-０７２４・鳥取県東伯郡湯梨浜町方面・かたも

　　６８９-０７３６・鳥取県東伯郡湯梨浜町門田・かどた

　　６８２-０７１２・鳥取県東伯郡湯梨浜町上浅津・かみあそつﾞ

　　６８２-０７０３・鳥取県東伯郡湯梨浜町上橋津・かみはしつﾞ

　　６８９-０７２２・鳥取県東伯郡湯梨浜町川上・かわかみ

　　６８９-０７０１・鳥取県東伯郡湯梨浜町北福・きたふく

　　６８９-０７２６・鳥取県東伯郡湯梨浜町国信・くにのぶ

　　６８９-０６０３・鳥取県東伯郡湯梨浜町小浜・こはﾞま

　　６８９-０７３５・鳥取県東伯郡湯梨浜町佐美・さび

　　６８２-０７１１・鳥取県東伯郡湯梨浜町下浅津・しもあそつﾞ

　　６８９-０７０４・鳥取県東伯郡湯梨浜町白石・ しらいじ

　　６８９-０６０５・鳥取県東伯郡湯梨浜町園・その

　　６８９-０７２３・鳥取県東伯郡湯梨浜町高辻・たかつじ

　　６８２-０７２１・鳥取県東伯郡湯梨浜町田後・たじり

　　６８９-０７２７・鳥取県東伯郡湯梨浜町田畑・たはﾞたけ

　　６８９-０７１２・鳥取県東伯郡湯梨浜町中興寺・ちゆうこうじ

　　６８９-０６０４・鳥取県東伯郡湯梨浜町筒地・つつじ

　　６８９-０６０１・鳥取県東伯郡湯梨浜町泊・とまり

　　６８９-０７３７・鳥取県東伯郡湯梨浜町長江・ながえ

　　６８９-０７３２・鳥取県東伯郡湯梨浜町長和田・なごうた

　　６８９-０７０５・鳥取県東伯郡湯梨浜町野方・のかた

　　６８９-０７３１・鳥取県東伯郡湯梨浜町野花・のきよう

　　６８２-０７０２・鳥取県東伯郡湯梨浜町橋津・はしつﾞ

　　６８９-０７３４・鳥取県東伯郡湯梨浜町埴見・はなみ

　　６８９-０６０６・鳥取県東伯郡湯梨浜町原・はら

　　６８２-０７１５・鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい温泉・はわいおんせん

　　６８２-０７２２・鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬・はわいながせ

　　６８９-０７１５・鳥取県東伯郡湯梨浜町引地・ひきじ

　　６８２-０７２３・鳥取県東伯郡湯梨浜町久留・ひさどめ

　　６８９-０７２８・鳥取県東伯郡湯梨浜町久見・ひさみ

　　６８９-０７０６・鳥取県東伯郡湯梨浜町藤津・ふじつ

　　６８９-０７２５・鳥取県東伯郡湯梨浜町別所・べつしよ

　　６８９-０７０３・鳥取県東伯郡湯梨浜町方地・ほうじ

　　６８９-０７１１・鳥取県東伯郡湯梨浜町松崎・まつざき

　　６８２-０７２４・鳥取県東伯郡湯梨浜町水下・みずおち

　　６８２-０７１３・鳥取県東伯郡湯梨浜町光吉・ みつよじ

　　６８２-０７０４・鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷・みなみだに

　　６８９-０７０７・鳥取県東伯郡湯梨浜町宮内・みやうち



　　６８９-０７１４・鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島・りゆうとう

　　６８９-２３００・鳥取県東伯郡琴浦町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-２５０１・鳥取県東伯郡琴浦町赤碕・あかさき

　　６８９-２５１１・鳥取県東伯郡琴浦町出上・いでかみ

　　６８９-２５４３・鳥取県東伯郡琴浦町梅田・うめだ

　　６８９-２３５２・鳥取県東伯郡琴浦町浦安・うらやす

　　６８９-２３４４・鳥取県東伯郡琴浦町大杉・おおすぎ

　　６８９-２３０４・鳥取県東伯郡琴浦町逢束・おおつか

　　６８９-２５２４・鳥取県東伯郡琴浦町大父・おおぶ

　　６８９-２５３５・鳥取県東伯郡琴浦町尾張・おわり

　　６８９-２３０６・鳥取県東伯郡琴浦町笠見・かさみ

　　６８９-２５１２・鳥取県東伯郡琴浦町勝田・かつた

　　６８９-２３１２・鳥取県東伯郡琴浦町金屋・かなや

　　６８９-２３１５・鳥取県東伯郡琴浦町上伊勢・かみいせ

　　６８９-２３４２・鳥取県東伯郡琴浦町公文・くもん

　　６８９-２３４１・鳥取県東伯郡琴浦町倉坂・くらさか

　　６８９-２３５５・鳥取県東伯郡琴浦町釛・こがね

　　６８９-２５３１・鳥取県東伯郡琴浦町佐崎・さざき

　　６８９-２３３４・鳥取県東伯郡琴浦町三本杉・さんほﾞんすぎ

　　６８９-２３１６・鳥取県東伯郡琴浦町下伊勢・しもいせ

　　６８９-２３１４・鳥取県東伯郡琴浦町下大江・しもおおえ

　　６８９-２３３１・鳥取県東伯郡琴浦町杉地・すぎじ

　　６８９-２３１３・鳥取県東伯郡琴浦町杉下・すぎした

　　６８９-２５３２・鳥取県東伯郡琴浦町太一垣・たいちがき

　　６８９-２５２３・鳥取県東伯郡琴浦町高岡・たかおか

　　６８９-２５２１・鳥取県東伯郡琴浦町竹内・たけうち

　　６８９-２３５６・鳥取県東伯郡琴浦町田越・たこえ

　　６８９-２３０５・鳥取県東伯郡琴浦町槻下・つきのした

　　６８９-２３０３・鳥取県東伯郡琴浦町徳万・とくまん

　　６８９-２３１１・鳥取県東伯郡琴浦町中尾・なかお

　　６８９-２３３５・鳥取県東伯郡琴浦町中津原・なかつはら

　　６８９-２５３３・鳥取県東伯郡琴浦町中村・なかむら

　　６８９-２５１３・鳥取県東伯郡琴浦町西宮・にしみや

　　６８９-２３３６・鳥取県東伯郡琴浦町野井倉・のいぐら

　　６８９-２３４６・鳥取県東伯郡琴浦町野田・のた

　　６８９-２５４４・鳥取県東伯郡琴浦町箆津・のつ

　　６８９-２３２２・鳥取県東伯郡琴浦町八反田・はつたんだ

　　６８９-２３４５・鳥取県東伯郡琴浦町福永・ふくなが

　　６８９-２３３２・鳥取県東伯郡琴浦町古長・ふるなが

　　６８９-２５０２・鳥取県東伯郡琴浦町別所・べつしよ

　　６８９-２３３３・鳥取県東伯郡琴浦町別宮・べつみや

　　６８９-２３５１・鳥取県東伯郡琴浦町保・ほう

　　６８９-２３２５・鳥取県東伯郡琴浦町法万・ほうまん

　　６８９-２５０３・鳥取県東伯郡琴浦町松谷・まつだに

　　６８９-２３０２・鳥取県東伯郡琴浦町丸尾・まるお

　　６８９-２５３４・鳥取県東伯郡琴浦町光・みつ

　　６８９-２３２６・鳥取県東伯郡琴浦町光好・ みつよじ

　　６８９-２３５３・鳥取県東伯郡琴浦町三保・みほ

　　６８９-２５２２・鳥取県東伯郡琴浦町宮木・みやき

　　６８９-２３２３・鳥取県東伯郡琴浦町宮場・みやはﾞ

　　６８９-２３５４・鳥取県東伯郡琴浦町美好・ みよじ

　　６８９-２３２１・鳥取県東伯郡琴浦町森藤・もりとう

　　６８９-２３２４・鳥取県東伯郡琴浦町矢下・やじた

　　６８９-２３０１・鳥取県東伯郡琴浦町八橋・やはﾞせ

　　６８９-２５２５・鳥取県東伯郡琴浦町山川・やまがわ

　　６８９-２３４３・鳥取県東伯郡琴浦町山田・やまた

　　６８９-２５４１・鳥取県東伯郡琴浦町八幡・やわた

　　６８９-２５４２・鳥取県東伯郡琴浦町湯坂・ゆざか

　　６８９-２２００・鳥取県東伯郡北栄町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-２２１６・鳥取県東伯郡北栄町岩坪・いわつほﾞ

　　６８９-２１０１・鳥取県東伯郡北栄町江北・えきた

　　６８９-２２０６・鳥取県東伯郡北栄町大島・おおしま

　　６８９-２２２３・鳥取県東伯郡北栄町大谷・おおだに

　　６８９-２２１３・鳥取県東伯郡北栄町上種・かみだね

　　６８９-２２１１・鳥取県東伯郡北栄町亀谷・かめだに

　　６８９-２１１４・鳥取県東伯郡北栄町北尾・きたお

　　６８９-２１０２・鳥取県東伯郡北栄町国坂・くにさか

　　６８９-２２１２・鳥取県東伯郡北栄町下種・しもだね

　　６８９-２１０５・鳥取県東伯郡北栄町下神・しもつわ

　　６８９-２２０５・鳥取県東伯郡北栄町瀬戸・せと



　　６８９-２１０３・鳥取県東伯郡北栄町田井・たい

　　６８９-２２２４・鳥取県東伯郡北栄町妻波・つまなみ

　　６８９-２２０１・鳥取県東伯郡北栄町西園・にしその

　　６８９-２２１５・鳥取県東伯郡北栄町西高尾・にしたかお

　　６８９-２２０７・鳥取県東伯郡北栄町西穂波・にしほなみ

　　６８９-２１１１・鳥取県東伯郡北栄町土下・はした

　　６８９-２２０３・鳥取県東伯郡北栄町原・はら

　　６８９-２２０２・鳥取県東伯郡北栄町東園・ひがしその

　　６８９-２２１４・鳥取県東伯郡北栄町東高尾・ひがしたかお

　　６８９-２１１２・鳥取県東伯郡北栄町北条島・ほうじようしま

　　６８９-２２０４・鳥取県東伯郡北栄町穂波・ほなみ

　　６８９-２１１５・鳥取県東伯郡北栄町曲・まがり

　　６８９-２１０６・鳥取県東伯郡北栄町松神・まつがみ

　　６８９-２２０８・鳥取県東伯郡北栄町六尾・むつお

　　６８９-２１０４・鳥取県東伯郡北栄町弓原・ゆみはら

　　６８９-２２２１・鳥取県東伯郡北栄町由良宿・ゆらしゆく

　　６８９-２１１３・鳥取県東伯郡北栄町米里・よねさと

　　６８９-３５００・鳥取県西伯郡日吉津村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-３５５１・鳥取県西伯郡日吉津村, 今吉"・ いまよじ

　　６８９-３５５２・鳥取県西伯郡日吉津村, 富吉"・ とみよじ

　　６８９-３５５３・鳥取県西伯郡日吉津村日吉津・ひえつﾞ

　　６８９-３２００・鳥取県西伯郡大山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-３１１１・鳥取県西伯郡大山町赤坂・あかざか

　　６８９-３３１９・鳥取県西伯郡大山町赤松・あかまつ

　　６８９-３３３４・鳥取県西伯郡大山町稲光・いなみつ

　　６８９-３３１４・鳥取県西伯郡大山町今在家・いまざいけ

　　６８９-３１０２・鳥取県西伯郡大山町石井垣・いわいがき

　　６８９-３３０２・鳥取県西伯郡大山町上野・うえの

　　６８９-３１２４・鳥取県西伯郡大山町上市・うわいち

　　６８９-３２２６・鳥取県西伯郡大山町大塚・おおつか

　　６８９-３１２１・鳥取県西伯郡大山町岡・おか

　　６８９-３２２５・鳥取県西伯郡大山町押平・おしなら

　　６８９-３２１４・鳥取県西伯郡大山町加茂・かも

　　６８９-３３０５・鳥取県西伯郡大山町神原・かんはﾞら

　　６８９-３３０８・鳥取県西伯郡大山町清原・きよはら

　　６８９-３３０９・鳥取県西伯郡大山町国信・くにのぶ

　　６８９-３２０２・鳥取県西伯郡大山町倉谷・くらだに

　　６８９-３２０３・鳥取県西伯郡大山町小竹・こだけ

　　６８９-３２２２・鳥取県西伯郡大山町古御堂・こみどう

　　６８９-３１１５・鳥取県西伯郡大山町栄田・さかえだ

　　６８９-３３１３・鳥取県西伯郡大山町佐摩・さま

　　６８９-３１２２・鳥取県西伯郡大山町塩津・しおつ

　　６８９-３１２５・鳥取県西伯郡大山町下市・しもいち

　　６８９-３１１２・鳥取県西伯郡大山町下甲・しもぎ

　　６８９-３３２３・鳥取県西伯郡大山町荘田・しようだ

　　６８９-３３３５・鳥取県西伯郡大山町上万・じようまん

　　６８９-３３３２・鳥取県西伯郡大山町末長・すえなが

　　６８９-３３３１・鳥取県西伯郡大山町末吉・ すえよじ

　　６８９-３１２３・鳥取県西伯郡大山町住吉・ すみよじ

　　６８９-３１３３・鳥取県西伯郡大山町退休寺・たいきゆうじ

　　６８９-３３１８・鳥取県西伯郡大山町大山・だいせん

　　６８９-３２２４・鳥取県西伯郡大山町高田・たかた

　　６８９-３１３４・鳥取県西伯郡大山町高橋・ たかはじ

　　６８９-３３１７・鳥取県西伯郡大山町鈑戸・たたらど

　　６８９-３１１４・鳥取県西伯郡大山町田中・たなか

　　６８９-３２２３・鳥取県西伯郡大山町茶畑・ちやはﾞた

　　６８９-３１０１・鳥取県西伯郡大山町潮音寺・ちようおんじ

　　６８９-３１０５・鳥取県西伯郡大山町束積・つかつﾞみ

　　６８９-３３３３・鳥取県西伯郡大山町唐王・とうのう

　　６８９-３３０３・鳥取県西伯郡大山町所子・ところご

　　６８９-３１３５・鳥取県西伯郡大山町殿河内・とのがわち

　　６８９-３３２５・鳥取県西伯郡大山町富岡・とみおか

　　６８９-３２２１・鳥取県西伯郡大山町富長・とみなが

　　６８９-３２０１・鳥取県西伯郡大山町豊成・とよしげ

　　６８９-３３１６・鳥取県西伯郡大山町豊房・とよふさ

　　６８９-３３２２・鳥取県西伯郡大山町長田・ながた

　　６８９-３３０６・鳥取県西伯郡大山町中高・なかだか

　　６８９-３１３６・鳥取県西伯郡大山町長野・ながの

　　６８９-３２１２・鳥取県西伯郡大山町名和・なわ

　　６８９-３２０５・鳥取県西伯郡大山町西坪・にしつほﾞ



　　６８９-３３０７・鳥取県西伯郡大山町野田・のだ

　　６８９-３１０６・鳥取県西伯郡大山町羽田井・はたい

　　６８９-３２０４・鳥取県西伯郡大山町東坪・ひがしつほﾞ

　　６８９-３１０３・鳥取県西伯郡大山町樋口・ひのくち

　　６８９-３３２１・鳥取県西伯郡大山町平・ひら

　　６８９-３３０４・鳥取県西伯郡大山町平木・ひらぎ

　　６８９-３３３６・鳥取県西伯郡大山町平田・ひらだ

　　６８９-３３０１・鳥取県西伯郡大山町福尾・ふくお

　　６８９-３３１２・鳥取県西伯郡大山町坊領・ほﾞうりよう

　　６８９-３３１５・鳥取県西伯郡大山町前・まえ

　　６８９-３１３２・鳥取県西伯郡大山町松河原・まつがわら

　　６８９-３２１１・鳥取県西伯郡大山町御来屋・みくりや

　　６８９-３１１３・鳥取県西伯郡大山町御崎・みさき

　　６８９-３３１１・鳥取県西伯郡大山町宮内・みやうち

　　６８９-３３２４・鳥取県西伯郡大山町妻木・むき

　　６８９-３２１３・鳥取県西伯郡大山町門前・もんぜん

　　６８９-３１０４・鳥取県西伯郡大山町八重・やえ

　　６８９-３３２７・鳥取県西伯郡大山町保田・やすだ

　　６８９-３３２６・鳥取県西伯郡大山町安原・やすはら

　　６８３-０３００・鳥取県西伯郡南部町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８３-０３２２・鳥取県西伯郡南部町阿賀・あが

　　６８３-０２２７・鳥取県西伯郡南部町浅井・あさい

　　６８３-０２１６・鳥取県西伯郡南部町朝金・あさかね

　　６８３-０２１８・鳥取県西伯郡南部町池野・いけの

　　６８３-０２２２・鳥取県西伯郡南部町市山・いちやま

　　６８３-０２２３・鳥取県西伯郡南部町井上・いのうえ

　　６８３-０３６７・鳥取県西伯郡南部町猪小路・いのこうじ

　　６８３-０３４５・鳥取県西伯郡南部町大木屋・おおきや

　　６８３-０２１５・鳥取県西伯郡南部町荻名・おぎな

　　６８３-０３３７・鳥取県西伯郡南部町落合・おちあい

　　６８３-０３３１・鳥取県西伯郡南部町掛相・かけあい

　　６８３-０２２４・鳥取県西伯郡南部町金田・かねだ

　　６８３-０３４４・鳥取県西伯郡南部町上中谷・かみなかたに

　　６８３-０３４１・鳥取県西伯郡南部町鴨部・かもべ

　　６８３-０３６１・鳥取県西伯郡南部町北方・きたがた

　　６８３-０３６４・鳥取県西伯郡南部町絹屋・きぬや

　　６８３-０３５６・鳥取県西伯郡南部町伐株・きりくい

　　６８３-０３１１・鳥取県西伯郡南部町境・さかえ

　　６８３-０３２１・鳥取県西伯郡南部町清水川・しみずがわ

　　６８３-０３４３・鳥取県西伯郡南部町下中谷・しもなかたに

　　６８３-０２２６・鳥取県西伯郡南部町高姫・たかひめ

　　６８３-０３５４・鳥取県西伯郡南部町武信・たけのぶ

　　６８３-０２１４・鳥取県西伯郡南部町田住・たすみ

　　６８３-０２１７・鳥取県西伯郡南部町鶴田・つるだ

　　６８３-０２０２・鳥取県西伯郡南部町寺内・てらうち

　　６８３-０２０１・鳥取県西伯郡南部町天万・てんまん

　　６８３-０３５５・鳥取県西伯郡南部町道河内・どうがわうち

　　６８３-０３３４・鳥取県西伯郡南部町東上・とうじよう

　　６８３-０３５３・鳥取県西伯郡南部町徳長・とくなが

　　６８３-０３３５・鳥取県西伯郡南部町中・なか

　　６８３-０３６５・鳥取県西伯郡南部町鍋倉・なべくら

　　６８３-０３６３・鳥取県西伯郡南部町西・ にじ

　　６８３-０２１３・鳥取県西伯郡南部町西原・にしはﾞら

　　６８３-０３０２・鳥取県西伯郡南部町西町・にしまち

　　６８３-０３４２・鳥取県西伯郡南部町能竹・のうじく

　　６８３-０３３２・鳥取県西伯郡南部町馬佐良・はﾞさら

　　６８３-０３５２・鳥取県西伯郡南部町馬場・はﾞはﾞ

　　６８３-０３６２・鳥取県西伯郡南部町原・はら

　　６８３-０３０１・鳥取県西伯郡南部町東町・ひがしまち

　　６８３-０２０４・鳥取県西伯郡南部町福里・ふくさと

　　６８３-０３１２・鳥取県西伯郡南部町福成・ふくなり

　　６８３-０３３６・鳥取県西伯郡南部町福頼・ふくより

　　６８３-０３５１・鳥取県西伯郡南部町法勝寺・ほつしようじ

　　６８３-０２１１・鳥取県西伯郡南部町円山・まるやま

　　６８３-０２２５・鳥取県西伯郡南部町御内谷・みうちだに

　　６８３-０２０３・鳥取県西伯郡南部町三崎・みさき

　　６８３-０２２１・鳥取県西伯郡南部町宮前・みやまえ

　　６８３-０２１２・鳥取県西伯郡南部町諸木・もろぎ

　　６８３-０３３３・鳥取県西伯郡南部町八金・やかね

　　６８３-０３２３・鳥取県西伯郡南部町倭・やまと



　　６８３-０３６６・鳥取県西伯郡南部町与一谷・よいちだに

　　６８９-４１００・鳥取県西伯郡伯耆町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-４２１４・鳥取県西伯郡伯耆町岩立・いわたて

　　６８９-４１２３・鳥取県西伯郡伯耆町岩屋谷・いわやだに

　　６８９-４２１２・鳥取県西伯郡伯耆町上野・うえの

　　６８９-４２０７・鳥取県西伯郡伯耆町宇代・うだい

　　６８９-４１３４・鳥取県西伯郡伯耆町遠藤・えんどう

　　６８９-４２１５・鳥取県西伯郡伯耆町大内・おおうち

　　６８９-４２１１・鳥取県西伯郡伯耆町大江・おおえ

　　６８９-４２０５・鳥取県西伯郡伯耆町大倉・おおくら

　　６８９-４２２６・鳥取県西伯郡伯耆町大坂・おおさか

　　６８９-４２２２・鳥取県西伯郡伯耆町大滝・おおたき

　　６８９-４１２１・鳥取県西伯郡伯耆町大殿・おおとの

　　６８９-４１０２・鳥取県西伯郡伯耆町大原・おおはら

　　６８９-４１３５・鳥取県西伯郡伯耆町押口・おさえぐち

　　６８９-４１１３・鳥取県西伯郡伯耆町小野・おの

　　６８９-４２１３・鳥取県西伯郡伯耆町金屋谷・かなやだに

　　６８９-４１１２・鳥取県西伯郡伯耆町上細見・かみほそみ

　　６８９-４１３２・鳥取県西伯郡伯耆町岸本・きしもと

　　６８９-４２０３・鳥取県西伯郡伯耆町貴住・きずみ

　　６８９-４１１１・鳥取県西伯郡伯耆町清原・きよはら

　　６８９-４１０５・鳥取県西伯郡伯耆町久古・くご

　　６８９-４１０６・鳥取県西伯郡伯耆町口別所・くちべつしよ

　　６８９-４１０１・鳥取県西伯郡伯耆町小林・ こはﾞやじ

　　６８９-４１１５・鳥取県西伯郡伯耆町小町・こまち

　　６８９-４１２２・鳥取県西伯郡伯耆町坂長・さかちよう

　　６８９-４２４６・鳥取県西伯郡伯耆町三部・さんぶ

　　６８９-４２４３・鳥取県西伯郡伯耆町荘・しよう

　　６８９-４２２５・鳥取県西伯郡伯耆町白水・しらみ

　　６８９-４１０７・鳥取県西伯郡伯耆町須村・すむら

　　６８９-４２１７・鳥取県西伯郡伯耆町添谷・そえだに

　　６８９-４１１４・鳥取県西伯郡伯耆町立岩・たていわ

　　６８９-４２０４・鳥取県西伯郡伯耆町谷川・たにがわ

　　６８９-４２４４・鳥取県西伯郡伯耆町父原・ちちはﾞら

　　６８９-４２２３・鳥取県西伯郡伯耆町栃原・とちはﾞら

　　６８９-４２２１・鳥取県西伯郡伯耆町富江・とみえ

　　６８９-４２４１・鳥取県西伯郡伯耆町中祖・なかぞ

　　６８９-４２０２・鳥取県西伯郡伯耆町長山・ながやま

　　６８９-４２３３・鳥取県西伯郡伯耆町二部・にぶ

　　６８９-４２２４・鳥取県西伯郡伯耆町根雨原・ねうはﾞら

　　６８９-４２３４・鳥取県西伯郡伯耆町畑池・はたいけ

　　６８９-４１０４・鳥取県西伯郡伯耆町番原・はﾞんはﾞら

　　６８９-４２３７・鳥取県西伯郡伯耆町福居・ふくい

　　６８９-４２３５・鳥取県西伯郡伯耆町福岡・ふくおか

　　６８９-４１３６・鳥取県西伯郡伯耆町福岡原・ふくおかはら

　　６８９-４２１６・鳥取県西伯郡伯耆町福兼・ふくかね

　　６８９-４２３２・鳥取県西伯郡伯耆町福島・ふくじま

　　６８９-４２４５・鳥取県西伯郡伯耆町福吉・ ふくよじ

　　６８９-４２３１・鳥取県西伯郡伯耆町船越・ ふなこじ

　　６８９-４２４２・鳥取県西伯郡伯耆町古市・ふるいち

　　６８９-４１０３・鳥取県西伯郡伯耆町真野・まの

　　６８９-４１０８・鳥取県西伯郡伯耆町丸山・まるやま

　　６８９-４２０１・鳥取県西伯郡伯耆町溝口・みぞくち

　　６８９-４２０６・鳥取県西伯郡伯耆町宮原・みやはﾞら

　　６８９-４２３６・鳥取県西伯郡伯耆町焼杉・やけすぎ

　　６８９-４１３１・鳥取県西伯郡伯耆町吉定・よしさだ

　　６８９-４１３３・鳥取県西伯郡伯耆町吉長・よしなが

　　６８９-５２００・鳥取県日野郡日南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-５５５１・鳥取県日野郡日南町阿毘縁・あびれ

　　６８９-５５３１・鳥取県日野郡日南町印賀・いんが

　　６８９-５５３４・鳥取県日野郡日南町折渡・おりわたり

　　６８９-５５４３・鳥取県日野郡日南町笠木・かさぎ

　　６８９-５２１２・鳥取県日野郡日南町霞・かすみ

　　６８９-５６６２・鳥取県日野郡日南町神戸上・かどのかみ

　　６８９-５６６３・鳥取県日野郡日南町上石見・かみいわみ

　　６８９-５２２３・鳥取県日野郡日南町上萩山・かみはぎやま

　　６８９-５６７２・鳥取県日野郡日南町神福・かみふく

　　６８９-５２２１・鳥取県日野郡日南町河上・かわかみ

　　６８９-５５４１・鳥取県日野郡日南町佐木谷・さぎだに

　　６８９-５５５２・鳥取県日野郡日南町下阿毘縁・しもあびれ



　　６８９-５６６５・鳥取県日野郡日南町下石見・しもいわみ

　　６８９-５２１１・鳥取県日野郡日南町生山・しようやま

　　６８９-５５３２・鳥取県日野郡日南町菅沢・すげざわ

　　６８９-５５３３・鳥取県日野郡日南町宝谷・たからだに

　　６８９-５２２４・鳥取県日野郡日南町多里・たり

　　６８９-５５４４・鳥取県日野郡日南町茶屋・ちやや

　　６８９-５６７３・鳥取県日野郡日南町豊栄・とよさかえ

　　６８９-５６６４・鳥取県日野郡日南町中石見・なかいわみ

　　６８９-５２２５・鳥取県日野郡日南町新屋・にいや

　　６８９-５２２２・鳥取県日野郡日南町萩原・はぎはら

　　６８９-５６６１・鳥取県日野郡日南町花口・はなぐち

　　６８９-５５４５・鳥取県日野郡日南町福寿実・ふくすみ

　　６８９-５６７１・鳥取県日野郡日南町福塚・ふくつﾞか

　　６８９-５５４２・鳥取県日野郡日南町福万来・ふくまき

　　６８９-５２１３・鳥取県日野郡日南町丸山・まるやま

　　６８９-５２１４・鳥取県日野郡日南町三栄・みさかえ

　　６８９-５２１６・鳥取県日野郡日南町宮内・みやうち

　　６８９-５６６６・鳥取県日野郡日南町三吉・ みよじ

　　６８９-５２１５・鳥取県日野郡日南町矢戸・やと

　　６８９-５２２６・鳥取県日野郡日南町湯河・ゆかわ

　　６８９-４５００・鳥取県日野郡日野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-４５１５・鳥取県日野郡日野町秋縄・あきつな

　　６８９-４５１３・鳥取県日野郡日野町板井原・いたいはﾞら

　　６８９-４５２３・鳥取県日野郡日野町榎市・えのきいち

　　６８９-５１３６・鳥取県日野郡日野町小河内・おごうじ

　　６８９-４５０１・鳥取県日野郡日野町貝原・かいはら

　　６８９-４５１６・鳥取県日野郡日野町門谷・かどたに

　　６８９-５１３７・鳥取県日野郡日野町上菅・かみすげ

　　６８９-４５１２・鳥取県日野郡日野町金持・かもち

　　６８９-５１３２・鳥取県日野郡日野町久住・くすみ

　　６８９-５１３１・鳥取県日野郡日野町黒坂・くろさか

　　６８９-４５１１・鳥取県日野郡日野町高尾・こお

　　６８９-４５２５・鳥取県日野郡日野町小原・こはﾞら

　　６８９-４５２６・鳥取県日野郡日野町下榎・しもえのき

　　６８９-５１３３・鳥取県日野郡日野町下黒坂・しもぐろさか

　　６８９-５１３４・鳥取県日野郡日野町下菅・しもすげ

　　６８９-４５２１・鳥取県日野郡日野町津地・つち

　　６８９-５１３５・鳥取県日野郡日野町中菅・なかすげ

　　６８９-４５１７・鳥取県日野郡日野町濁谷・にごたに

　　６８９-４５０３・鳥取県日野郡日野町根雨・ねう

　　６８９-４５０４・鳥取県日野郡日野町野田・のた

　　６８９-５１３７・鳥取県日野郡日野町福長・ふくなが

　　６８９-４５０５・鳥取県日野郡日野町舟場・ふなはﾞ

　　６８９-４５２４・鳥取県日野郡日野町別所・べつしよ

　　６８９-４５２２・鳥取県日野郡日野町本郷・ほんごう

　　６８９-４５０２・鳥取県日野郡日野町三谷・みたに

　　６８９-４５１４・鳥取県日野郡日野町三土・みつち

　　６８９-４５２７・鳥取県日野郡日野町安原・やすはら

　　６８９-４４００・鳥取県日野郡江府町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６８９-４４０１・鳥取県日野郡江府町江尾・えび

　　６８９-４４３４・鳥取県日野郡江府町大河原・おおかわら

　　６８９-４４３５・鳥取県日野郡江府町貝田・かいだ

　　６８９-４４３２・鳥取県日野郡江府町柿原・かきはﾞら

　　６８９-４４０３・鳥取県日野郡江府町久連・くれ

　　６８９-４４０２・鳥取県日野郡江府町小江尾・こえび

　　６８９-４４２５・鳥取県日野郡江府町下蚊屋・さがりかや

　　６８９-４４３１・鳥取県日野郡江府町佐川・さがわ

　　６８９-４４１２・鳥取県日野郡江府町下安井・しもやすい

　　６８９-４４１３・鳥取県日野郡江府町洲河崎・すがさき

　　６８９-４４２２・鳥取県日野郡江府町杉谷・すぎたに

　　６８９-４４２６・鳥取県日野郡江府町助沢・すけさわ

　　６８９-４４１４・鳥取県日野郡江府町俣野・またの

　　６８９-４４２４・鳥取県日野郡江府町御机・みつくえ

　　６８９-４４２１・鳥取県日野郡江府町宮市・みやいち

　　６８９-４４２３・鳥取県日野郡江府町美用・みよう

　　６８９-４４１１・鳥取県日野郡江府町武庫・むこ

　　６８９-４４３３・鳥取県日野郡江府町吉原・よしはら




