
　　６４０-００００・和歌山県和歌山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４０-８２７３・和歌山県和歌山市葵町・あおいちよう

　　６４０-８３２２・和歌山県和歌山市秋月・あきつﾞき

　　６４１-００５６・和歌山県和歌山市秋葉町・あきはﾞちよう

　　６４０-０３４４・和歌山県和歌山市朝日・あさひ

　　６４０-８１３４・和歌山県和歌山市芦辺丁・あしべちよう

　　６４９-６３３６・和歌山県和歌山市小豆島・あずしま

　　６４０-８２３８・和歌山県和歌山市網屋町・あみやまち

　　６４０-８３１６・和歌山県和歌山市有家・ありえ

　　６４０-８２４８・和歌山県和歌山市有田屋町・ありだやまち

　　６４０-８２４６・和歌山県和歌山市有田屋町西ノ丁・ありだやまちにしのちよう

　　６４０-８２４５・和歌山県和歌山市有田屋町南ノ丁・ありだやまちみなみのちよう

　　６４０-８３９０・和歌山県和歌山市有本・ありもと

　　６４０-８３５１・和歌山県和歌山市新内・あろち

　　６４０-８４６２・和歌山県和歌山市粟・あわ

　　６４０-８２０１・和歌山県和歌山市石橋丁・いしはﾞしちよう

　　６４０-０１１４・和歌山県和歌山市磯の浦・いそのうら

　　６４０-８０４４・和歌山県和歌山市板屋町・いたやまち

　　６４０-０３６１・和歌山県和歌山市伊太祈曽・いだきそ

　　６４０-８４６４・和歌山県和歌山市市小路・いちしようじ

　　６４０-８１４６・和歌山県和歌山市一番丁・いちはﾞんちよう

　　６４０-８０７６・和歌山県和歌山市五筋目・いつすじめ

　　６４０-０３５２・和歌山県和歌山市井戸・いど

　　６４９-６３２３・和歌山県和歌山市井ノ口・いのくち

　　６４１-００４４・和歌山県和歌山市今福・いまぶく

　　６４０-８３０１・和歌山県和歌山市岩橋・いわせ

　　６４０-８３０２・和歌山県和歌山市井辺・いんべ

　　６４９-６３１６・和歌山県和歌山市上野・うえの

　　６４０-８２４２・和歌山県和歌山市上野町・うえのまち

　　６４０-８２９８・和歌山県和歌山市植松丁・うえまつちよう

　　６４０-８０７８・和歌山県和歌山市宇治鉄砲場・うじてつほﾟうはﾞ

　　６４０-８０３９・和歌山県和歌山市宇治袋町・うじふくろまち

　　６４０-８０７２・和歌山県和歌山市宇治家裏・うじやうら

　　６４０-８０７１・和歌山県和歌山市宇治薮下・うじやぶした

　　６４１-００４３・和歌山県和歌山市宇須・うず

　　６４９-６３３２・和歌山県和歌山市宇田森・うだもり

　　６４１-００５３・和歌山県和歌山市打越町・うちこしちよう

　　６４１-００１３・和歌山県和歌山市内原・うちはら

　　６４０-８４５２・和歌山県和歌山市梅原・うめはら

　　６４０-８２３９・和歌山県和歌山市上町・うわまち

　　６４０-８３３５・和歌山県和歌山市餌差町・えさしまち

　　６４０-０３４３・和歌山県和歌山市江南・えな

　　６４０-８４３４・和歌山県和歌山市榎原・えのきはら

　　６４０-０１０１・和歌山県和歌山市大川・おおかわ

　　６４０-０３１６・和歌山県和歌山市大河内・おおかわち

　　６４９-６２７２・和歌山県和歌山市大垣内・おおがいと

　　６４０-８４７２・和歌山県和歌山市大谷・おおたに

　　６４０-８３２３・和歌山県和歌山市太田・おおだ

　　６４０-８３６１・和歌山県和歌山市岡円福院東ノ丁・おかえんふﾟくいんひがしのちよう

　　６４０-８３６４・和歌山県和歌山市岡円福院西ノ丁・おかえんふﾟくいんにしのちよう

　　６４０-８３６２・和歌山県和歌山市岡織屋小路・おかおりやしようじ

　　６４０-８３６５・和歌山県和歌山市岡北ノ丁・おかきたのちよう

　　６４０-８３６３・和歌山県和歌山市岡南ノ丁・おかみなみのちよう

　　６４０-８１４５・和歌山県和歌山市岡山丁・おかやまちよう

　　６４０-０３６２・和歌山県和歌山市奥須佐・おくずさ

　　６４９-６２６１・和歌山県和歌山市小倉・おぐら

　　６４０-８２７１・和歌山県和歌山市尾崎丁・おざきちよう

　　６４９-６３０８・和歌山県和歌山市落合・おちあい

　　６４０-８２３０・和歌山県和歌山市男野芝丁・おのしはﾞちよう

　　６４０-８２２４・和歌山県和歌山市小野町・おのまち

　　６４０-８１２４・和歌山県和歌山市雄松町・おまつちよう

　　６４０-８０７３・和歌山県和歌山市嘉家作丁・かけつﾞくりちよう

　　６４０-８２９３・和歌山県和歌山市駕町・かごまち

　　６４０-８１３９・和歌山県和歌山市片岡町・かたおかちよう

　　６４０-０１０３・和歌山県和歌山市加太・かだ

　　６４０-８２４３・和歌山県和歌山市徒町・かちまち

　　６４９-６２７４・和歌山県和歌山市金谷・かなや

　　６４０-８３９１・和歌山県和歌山市加納・かのう

　　６４０-８２８８・和歌山県和歌山市加納町・かのうまち

　　６４９-６３０６・和歌山県和歌山市上黒谷・かみくろだに
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　　６４９-６２６２・和歌山県和歌山市上三毛・かみみけ

　　６４９-６３１２・和歌山県和歌山市川辺・かわなべ

　　６４０-８４１１・和歌山県和歌山市梶取・かんどり

　　６４９-６３３４・和歌山県和歌山市北・きた

　　６４０-８２５３・和歌山県和歌山市北相生丁・きたあいおいちよう

　　６４０-８２９９・和歌山県和歌山市北牛町・きたうしまち

　　６４０-８０２０・和歌山県和歌山市北桶屋町・きたおけやまち

　　６４０-８１０３・和歌山県和歌山市北休賀町・きたきゆうかまち

　　６４０-８０６２・和歌山県和歌山市北釘貫丁・きたくぎぬきちよう

　　６４０-８１１８・和歌山県和歌山市北細工町・きたさいくまち

　　６４０-８２３３・和歌山県和歌山市北坂ノ上丁・きたさかのうえちよう

　　６４０-８００２・和歌山県和歌山市北新・きたしん

　　６４０-８０１７・和歌山県和歌山市北新戎ノ丁・きたしんえびすのちよう

　　６４０-８０１５・和歌山県和歌山市北新桶屋町・きたしんおけやまち

　　６４０-８０１２・和歌山県和歌山市北新金屋丁・きたしんかなやちよう

　　６４０-８００１・和歌山県和歌山市北新七軒丁・きたしんしちけんちよう

　　６４０-８０１６・和歌山県和歌山市北新中ノ丁・きたしんなかのちよう

　　６４０-８００３・和歌山県和歌山市北新博労町・きたしんはﾞくろうまち

　　６４０-８０１１・和歌山県和歌山市北新元金屋丁・きたしんもとかなやちよう

　　６４０-８４０３・和歌山県和歌山市北島・きたじま

　　６４０-８２９１・和歌山県和歌山市北甚五兵衛丁・きたじんごべえちよう

　　６４０-８２５２・和歌山県和歌山市北田辺丁・きたたなべちよう

　　６４０-８０３１・和歌山県和歌山市北大工町・きただいくまち

　　６４０-８２９４・和歌山県和歌山市北中間町・きたちゆうげんまち

　　６４０-８３１７・和歌山県和歌山市北出島・きたでじま

　　６４０-８２９６・和歌山県和歌山市北土佐丁・きたとさちよう

　　６４１-０００８・和歌山県和歌山市北中島・きたなかじま

　　６４９-６３３１・和歌山県和歌山市北野・きたの

　　６４０-８３５５・和歌山県和歌山市北ノ新地・きたのしんち

　　６４０-８３５２・和歌山県和歌山市北ノ新地裏田町・きたのしんちうらたまち

　　６４０-８３５３・和歌山県和歌山市北ノ新地榎丁・きたのしんちえのきちよう

　　６４０-８３５６・和歌山県和歌山市北ノ新地上六軒丁・きたのしんちかみろつけんちよう

　　６４０-８３５７・和歌山県和歌山市北ノ新地中六軒丁・きたのしんちなかろつけんちよう

　　６４０-８３５８・和歌山県和歌山市北ノ新地下六軒丁・きたのしんちしもろつけんちよう

　　６４０-８３５９・和歌山県和歌山市北ノ新地田町・きたのしんちたまち

　　６４０-８３５４・和歌山県和歌山市北ノ新地東ノ丁・きたのしんちひがしのちよう

　　６４０-８３５０・和歌山県和歌山市北ノ新地分銅丁・きたのしんちふんどうちよう

　　６４９-６３０７・和歌山県和歌山市北別所・きたべつしよ

　　６４０-８０３８・和歌山県和歌山市北町・きたまち

　　６４０-８２３１・和歌山県和歌山市北汀丁・きたみぎわちよう

　　６４０-８４１２・和歌山県和歌山市狐島・きつねじま

　　６４０-８４５３・和歌山県和歌山市木ノ本・きのもと

　　６４０-８３２８・和歌山県和歌山市木広町・きひろちよう

　　６４１-００１２・和歌山県和歌山市紀三井寺・きみいでら

　　６４０-８２４４・和歌山県和歌山市久右衛門丁・きゆうえもんちよう

　　６４０-８１５５・和歌山県和歌山市九番丁・きゆうはﾞんちよう

　　６４０-０３５１・和歌山県和歌山市吉礼・きれ

　　６４０-８２７４・和歌山県和歌山市金龍寺丁・きんりゆうじちよう

　　６４１-０００１・和歌山県和歌山市杭ノ瀬・くいのせ

　　６４０-８０５５・和歌山県和歌山市九家ノ丁・くけのちよう

　　６４０-８３３２・和歌山県和歌山市楠右衛門小路・くすえもんしようじ

　　６４０-８４６３・和歌山県和歌山市楠見中・くすみなか

　　６４９-６３１３・和歌山県和歌山市楠本・くすもと

　　６４０-０３６４・和歌山県和歌山市口須佐・くちずさ

　　６４０-８２２５・和歌山県和歌山市久保丁・くほﾞちよう

　　６４０-８３３３・和歌山県和歌山市蔵小路・くらしようじ

　　６４０-８３０５・和歌山県和歌山市栗栖・くるす

　　６４０-０３１１・和歌山県和歌山市黒岩・くろいわ

　　６４０-８３４１・和歌山県和歌山市黒田・くろだ

　　６４０-０３１２・和歌山県和歌山市黒谷・くろだに

　　６４０-０３４５・和歌山県和歌山市桑山・くわやま

　　６４０-８３３７・和歌山県和歌山市毛革屋丁・けがわやちよう

　　６４１-００１４・和歌山県和歌山市毛見・けみ

　　６４０-８２２０・和歌山県和歌山市下町・げのまち

　　６４０-８０７５・和歌山県和歌山市源蔵馬場・げんぞうはﾞはﾞ

　　６４０-８３１４・和歌山県和歌山市神前・こうざき

　　６４９-６３１５・和歌山県和歌山市神波・こうなみ

　　６４１-０００７・和歌山県和歌山市小雑賀・こざいか

　　６４０-０３２３・和歌山県和歌山市小瀬田・こぜた

　　６４０-８１４１・和歌山県和歌山市五番丁・ごはﾞんちよう



　　６４０-８３７３・和歌山県和歌山市木挽丁・こびきちよう

　　６４０-８２２６・和歌山県和歌山市小人町・こびとまち

　　６４０-８２２８・和歌山県和歌山市小人町南ノ丁・こびとまちみなみのちよう

　　６４０-０３０１・和歌山県和歌山市木枕・こまくら

　　６４０-８２６５・和歌山県和歌山市小松原・こまつはﾞら

　　６４０-８２６９・和歌山県和歌山市小松原通・こまつはﾞらどおり

　　６４０-８０２７・和歌山県和歌山市米屋町・こめやまち

　　６４０-８４３５・和歌山県和歌山市古屋・こや

　　６４１-００６２・和歌山県和歌山市雑賀崎・さいかざき

　　６４０-８１０８・和歌山県和歌山市雑賀町・さいかまち

　　６４０-８１２１・和歌山県和歌山市雑賀道・さいかみち

　　６４０-８２４９・和歌山県和歌山市雑賀屋町・さいかやまち

　　６４０-８２４１・和歌山県和歌山市雑賀屋町東ノ丁・さいかやまちひがしのちよう

　　６４０-８２３７・和歌山県和歌山市材木丁・ざいもくちよう

　　６４０-０３１３・和歌山県和歌山市境原・さかいはﾞら

　　６４０-８４４１・和歌山県和歌山市栄谷・さかえだに

　　６４１-０００３・和歌山県和歌山市坂田・さかだ

　　６４０-８０５３・和歌山県和歌山市鷺ノ森・さぎのもり

　　６４０-８０５４・和歌山県和歌山市鷺ノ森片町・さぎのもりかたまち

　　６４０-８０５７・和歌山県和歌山市鷺ノ森新道・さぎのもりしんみち

　　６４０-８０５２・和歌山県和歌山市鷺ノ森堂前丁・さぎのもりどうまえちよう

　　６４０-８０５８・和歌山県和歌山市鷺ノ森中ノ丁・さぎのもりなかのちよう

　　６４０-８０５１・和歌山県和歌山市鷺ノ森東ノ丁・さぎのもりひがしのちよう

　　６４０-８０５６・和歌山県和歌山市鷺ノ森西ノ丁・さぎのもりにしのちよう

　　６４０-８０４７・和歌山県和歌山市鷺ノ森南ノ丁・さぎのもりみなみのちよう

　　６４０-８０５９・和歌山県和歌山市鷺ノ森明神丁・さぎのもりみようじんちよう

　　６４０-８２７６・和歌山県和歌山市作事丁・さくじちよう

　　６４９-６３１１・和歌山県和歌山市里・さと

　　６４０-０３０３・和歌山県和歌山市山東中・さんどうなか

　　６４０-８１４２・和歌山県和歌山市三番丁・さんはﾞんちよう

　　６４０-０３０６・和歌山県和歌山市塩ノ谷・しおのたに

　　６４０-８１２２・和歌山県和歌山市汐見町・しおみちよう

　　６４１-００５４・和歌山県和歌山市塩屋・しおや

　　６４０-８１５６・和歌山県和歌山市七番丁・しちはﾞんちよう

　　６４０-８２６７・和歌山県和歌山市芝ノ丁・しはﾞのちよう

　　６４９-６３１４・和歌山県和歌山市島・しま

　　６４０-８１２５・和歌山県和歌山市島崎町・しまざきちよう

　　６４０-８４１３・和歌山県和歌山市島橋東ノ丁・しまはﾞしひがしのちよう

　　６４０-８４１４・和歌山県和歌山市島橋西ノ丁・しまはﾞしにしのちよう

　　６４０-８４１５・和歌山県和歌山市島橋南ノ丁・しまはﾞしみなみのちよう

　　６４０-８４１６・和歌山県和歌山市島橋北ノ丁・しまはﾞしきたのちよう

　　６４９-６２６３・和歌山県和歌山市下三毛・しもみけ

　　６４９-６３２５・和歌山県和歌山市下和佐・しもわさ

　　６４０-８０７４・和歌山県和歌山市新魚町・しんぎよまち

　　６４０-８１０１・和歌山県和歌山市新雑賀町・しんさいかまち

　　６４０-８３７７・和歌山県和歌山市新堺丁・しんさかいちよう

　　６４０-８３４５・和歌山県和歌山市新在家・しんざいけ

　　６４９-６２６４・和歌山県和歌山市新庄・しんじよう

　　６４０-８３２５・和歌山県和歌山市新生町・しんせいちよう

　　６４０-８３７２・和歌山県和歌山市新大工町・しんだいくまち

　　６４０-８１１１・和歌山県和歌山市新通・しんとおり

　　６４１-０００２・和歌山県和歌山市新中島・しんなかじま

　　６４０-８３７６・和歌山県和歌山市新中通・しんなかどおり

　　６４１-００４２・和歌山県和歌山市新堀東・ しんほﾞりひがじ

　　６４０-８３７１・和歌山県和歌山市新八百屋丁・しんやおやちよう

　　６４１-００２３・和歌山県和歌山市新和歌浦・しんわかうら

　　６４０-８１５２・和歌山県和歌山市十番丁・じゆうはﾞんちよう

　　６４０-８１５９・和歌山県和歌山市十一番丁・じゆういちはﾞんちよう

　　６４０-８１５８・和歌山県和歌山市十二番丁・じゆうにはﾞんちよう

　　６４０-８１５０・和歌山県和歌山市十三番丁・じゆうさんはﾞんちよう

　　６４０-８４４４・和歌山県和歌山市次郎丸・じろまる

　　６４０-８３７４・和歌山県和歌山市数寄屋丁・すきやちよう

　　６４０-８２１２・和歌山県和歌山市杉ノ馬場・すぎのはﾞはﾞ

　　６４０-８３７８・和歌山県和歌山市鈴丸丁・すずまるちよう

　　６４０-０３１４・和歌山県和歌山市頭陀寺・ずだじ

　　６４０-８２７２・和歌山県和歌山市砂山南・すなやまみなみ

　　６４０-８０２２・和歌山県和歌山市住吉町・すみよしまち

　　６４０-８０３４・和歌山県和歌山市駿河町・するがまち

　　６４１-００３５・和歌山県和歌山市関戸・せきど

　　６４０-８０４１・和歌山県和歌山市専光寺門前丁・せんこうじもんぜんちよう



　　６４０-８１１４・和歌山県和歌山市船場町・せんはﾞちよう

　　６４０-８４７１・和歌山県和歌山市善明寺・ぜんみようじ

　　６４０-０３４１・和歌山県和歌山市相坂・そうざか

　　６４０-８４８３・和歌山県和歌山市園部・そのべ

　　６４０-８１３５・和歌山県和歌山市鷹匠町・たかじようまち

　　６４９-６３０１・和歌山県和歌山市滝畑・たきはた

　　６４０-８０２８・和歌山県和歌山市匠町・たくみまち

　　６４１-０００５・和歌山県和歌山市田尻・たじり

　　６４０-８０６１・和歌山県和歌山市畳屋町・たたみやまち

　　６４０-８３２９・和歌山県和歌山市田中町・たなかまち

　　６４９-６３０５・和歌山県和歌山市谷・たに

　　６４０-８１３３・和歌山県和歌山市谷町・たにまち

　　６４１-００６１・和歌山県和歌山市田野・たの

　　６４９-６３３７・和歌山県和歌山市田屋・たや

　　６４０-８２８７・和歌山県和歌山市築港・ちつこう

　　６４０-８２６３・和歌山県和歌山市茶屋ノ丁・ちややのちよう

　　６４０-８３３４・和歌山県和歌山市茶屋町・ちややまち

　　６４０-０１１５・和歌山県和歌山市つつじが丘・つつじがおか

　　６４０-８３１５・和歌山県和歌山市津秦・つわだ

　　６４０-８３１９・和歌山県和歌山市手平・てびら

　　６４０-８３２０・和歌山県和歌山市手平出島・てびらでじま

　　６４０-８３１１・和歌山県和歌山市寺内・てらうち

　　６４０-８２８２・和歌山県和歌山市出口甲賀丁・でぐちこうがちよう

　　６４０-８２８５・和歌山県和歌山市出口新端ノ丁・でぐちしんはしのちよう

　　６４０-８２８３・和歌山県和歌山市出口中ノ丁・でぐちなかのちよう

　　６４０-８２８４・和歌山県和歌山市出口端ノ丁・でぐちはしのちよう

　　６４０-８３０６・和歌山県和歌山市出島・でじま

　　６４０-８３２１・和歌山県和歌山市出水・でみず

　　６４０-８２０４・和歌山県和歌山市伝法橋南ノ丁・でんほﾟうはﾞしみなみのちよう

　　６４０-８２２９・和歌山県和歌山市道場町・どうじようまち

　　６４０-８４３２・和歌山県和歌山市土入・どうにゆう

　　６４０-８２０６・和歌山県和歌山市徳田木丁・とくだぎちよう

　　６４０-８２５６・和歌山県和歌山市土佐町・とさまち

　　６４０-８３４２・和歌山県和歌山市友田町・ともだちよう

　　６４０-８４５１・和歌山県和歌山市中・なか

　　６４１-０００６・和歌山県和歌山市中島・なかじま

　　６４９-６３０４・和歌山県和歌山市中筋日延・なかすじひのべ

　　６４０-８４３３・和歌山県和歌山市中野・なかの

　　６４０-８３９２・和歌山県和歌山市中之島・なかのしま

　　６４０-８０２５・和歌山県和歌山市中ノ店中ノ丁・なかのたななかのちよう

　　６４０-８０２６・和歌山県和歌山市中ノ店南ノ丁・なかのたなみなみのちよう

　　６４０-８０２３・和歌山県和歌山市中ノ店北ノ丁・なかのたなきたのちよう

　　６４０-０３０２・和歌山県和歌山市永山・ながやま

　　６４０-８２３６・和歌山県和歌山市七曲り・ななまがり

　　６４０-８００９・和歌山県和歌山市鍋屋町・なべやまち

　　６４０-８３０３・和歌山県和歌山市鳴神・なるかみ

　　６４９-６３３３・和歌山県和歌山市永穂・なんご

　　６４１-００３４・和歌山県和歌山市新高町・にいたかちよう

　　６４０-０３２２・和歌山県和歌山市仁井辺・にいべ

　　６４０-８３１３・和歌山県和歌山市西・ にじ

　　６４０-８０４６・和歌山県和歌山市西鍛冶屋町・にしかじやまち

　　６４０-８２９７・和歌山県和歌山市西河岸町・にしかわぎしちよう

　　６４０-８０６３・和歌山県和歌山市西釘貫丁・にしくぎぬきちよう

　　６４０-８２０５・和歌山県和歌山市西蔵前丁・にしくらまえちよう

　　６４１-００３１・和歌山県和歌山市西小二里・にしこにり

　　６４０-８１１６・和歌山県和歌山市西紺屋町・にしこんやまち

　　６４０-８２３４・和歌山県和歌山市西坂ノ上丁・にしさかのうえちよう

　　６４９-６３３５・和歌山県和歌山市西田井・にしたい

　　６４１-００５１・和歌山県和歌山市西高松・にしたかまつ

　　６４０-８０３７・和歌山県和歌山市西大工町・にしだいくまち

　　６４０-８０１４・和歌山県和歌山市西仲間町・にしちゆうげんまち

　　６４０-８２９０・和歌山県和歌山市西長町・にしながまち

　　６４０-８２１１・和歌山県和歌山市西布経丁・にしぬのえちよう

　　６４０-０１１２・和歌山県和歌山市西庄・にしのしよう

　　６４０-８０４２・和歌山県和歌山市西ノ店・にしのたな

　　６４０-８０２１・和歌山県和歌山市西旅籠町・にしはたごまち

　　６４１-００３６・和歌山県和歌山市西浜・にしはま

　　６４０-８２２７・和歌山県和歌山市西汀丁・にしみぎわちよう

　　６４０-８１４３・和歌山県和歌山市二番丁・にはﾞんちよう

　　６４０-８３２６・和歌山県和歌山市新留丁・にんとめちよう



　　６４１-００１５・和歌山県和歌山市布引・ぬのひき

　　６４９-６３２４・和歌山県和歌山市祢宜・ねぎ

　　６４０-８４８１・和歌山県和歌山市直川・のうがわ

　　６４０-８３４４・和歌山県和歌山市納定・のうじよう

　　６４０-８４０２・和歌山県和歌山市野崎・のざき

　　６４０-８４４３・和歌山県和歌山市延時・のぶとき

　　６４０-８２１５・和歌山県和歌山市橋丁・はしちよう

　　６４０-８３２７・和歌山県和歌山市橋向丁・はしむかいちよう

　　６４０-８３８２・和歌山県和歌山市畑屋敷榎丁・はたやしきえのきのちよう

　　６４０-８３８３・和歌山県和歌山市畑屋敷円福院東ノ丁・えんふﾟくいんひがしのちよう

　　６４０-８３８５・和歌山県和歌山市畑屋敷円福院西ノ丁・えんふﾟくいんにしのちよう

　　６４０-８３８６・和歌山県和歌山市畑屋敷雁木丁・はたやしきがんぎちよう

　　６４０-８３８４・和歌山県和歌山市畑屋敷葛屋丁・はたやしきくずやちよう

　　６４０-８３９７・和歌山県和歌山市畑屋敷新道丁・はたやしきしんみちちよう

　　６４０-８３９４・和歌山県和歌山市畑屋敷千体仏丁・はたやしきせんたいぶつちよう

　　６４０-８３９５・和歌山県和歌山市畑屋敷中ノ丁・はたやしきなかのちよう

　　６４０-８３９３・和歌山県和歌山市畑屋敷端ノ丁・はたやしきはしのちよう

　　６４０-８３８１・和歌山県和歌山市畑屋敷東ノ丁・はたやしきひがしのちよう

　　６４０-８３９６・和歌山県和歌山市畑屋敷西ノ丁・はたやしきにしのちよう

　　６４０-８３９９・和歌山県和歌山市畑屋敷兵庫ノ丁・はたやしきひようごのちよう

　　６４０-８３８７・和歌山県和歌山市畑屋敷袋町・はたやしきふくろまち

　　６４０-８３９８・和歌山県和歌山市畑屋敷松ケ枝丁・はたやしきまつがえちよう

　　６４０-８１５７・和歌山県和歌山市八番丁・はちはﾞんちよう

　　６４０-０３５３・和歌山県和歌山市馬場・はﾞはﾞ

　　６４９-６２７５・和歌山県和歌山市吐前・はんざき

　　６４０-８０３６・和歌山県和歌山市東鍛冶屋町・ひがしかじやまち

　　６４０-８０６４・和歌山県和歌山市東釘貫丁・ひがしくぎぬきちよう

　　６４０-８２０３・和歌山県和歌山市東蔵前丁・ひがしくらまえちよう

　　６４１-００３２・和歌山県和歌山市東小二里町・ひがしこにりちよう

　　６４０-８１１５・和歌山県和歌山市東紺屋町・ひがしこんやまち

　　６４０-８２４７・和歌山県和歌山市東坂ノ上丁・ひがしさかのうえちよう

　　６４１-００５２・和歌山県和歌山市東高松・ひがしたかまつ

　　６４９-６２７３・和歌山県和歌山市東田中・ひがしたなか

　　６４０-８０１３・和歌山県和歌山市東仲間町・ひがしちゆうげんまち

　　６４０-８２３５・和歌山県和歌山市東長町・ひがしながまち

　　６４０-８２６６・和歌山県和歌山市東長町中ノ丁・ひがしながまちなかのちよう

　　６４０-８０６６・和歌山県和歌山市東布経丁・ひがしぬのえちよう

　　６４０-８００４・和歌山県和歌山市東旅籠町・ひがしはたごまち

　　６４０-８０６７・和歌山県和歌山市一筋目・ひとすじめ

　　６４０-０１１１・和歌山県和歌山市日野・ひの

　　６４０-８２０２・和歌山県和歌山市屏風丁・びようぶちよう

　　６４０-８４４２・和歌山県和歌山市平井・ひらい

　　６４０-０３０４・和歌山県和歌山市平尾・ひらお

　　６４９-６３０３・和歌山県和歌山市平岡・ひらおか

　　６４０-８１１３・和歌山県和歌山市広瀬通丁・ひろせとおりちよう

　　６４０-８１２８・和歌山県和歌山市広瀬中ノ丁・ひろせなかのちよう

　　６４０-０３３３・和歌山県和歌山市広原・ひろはら

　　６４０-８２６８・和歌山県和歌山市広道・ひろみち

　　６４９-６３３９・和歌山県和歌山市弘西・ ひろにじ

　　６４０-８１３７・和歌山県和歌山市吹上・ふきあげ

　　６４０-８３２４・和歌山県和歌山市吹屋町・ふきやちよう

　　６４０-８４０１・和歌山県和歌山市福島・ふくしま

　　６４０-８０４３・和歌山県和歌山市福町・ふくまち

　　６４９-６３１８・和歌山県和歌山市藤田・ふじた

　　６４０-８０６８・和歌山県和歌山市二筋目・ふたすじめ

　　６４９-６３３８・和歌山県和歌山市府中・ふちゆう

　　６４０-８２１３・和歌山県和歌山市舟大工町・ふなだいくまち

　　６４０-８２５５・和歌山県和歌山市舟津町・ふなつﾞちよう

　　６４０-８４６１・和歌山県和歌山市船所・ふなどころ

　　６４０-０３３２・和歌山県和歌山市冬野・ふゆの

　　６４０-８１３１・和歌山県和歌山市弁財天丁・べざいてんちよう

　　６４０-８３７５・和歌山県和歌山市坊主丁・ほﾞうずちよう

　　６４０-８０４５・和歌山県和歌山市卜半町・ほﾞくはんまち

　　６４９-６３２１・和歌山県和歌山市布施屋・ほしや

　　６４１-００４１・和歌山県和歌山市堀止南ノ丁・ほりどめみなみのちよう

　　６４０-８１３６・和歌山県和歌山市堀止東・ ほりどめひがじ

　　６４１-００４５・和歌山県和歌山市堀止西・ ほりどめにじ

　　６４０-８０３３・和歌山県和歌山市本町・ほんまち

　　６４０-８２６１・和歌山県和歌山市真砂丁・まさごちよう

　　６４０-８４２１・和歌山県和歌山市松江・まつえ



　　６４０-８４２３・和歌山県和歌山市松江中・まつえなか

　　６４０-８４２２・和歌山県和歌山市松江東・ まつえひがじ

　　６４０-８４２４・和歌山県和歌山市松江西・ まつえにじ

　　６４０-８４２５・和歌山県和歌山市松江北・まつえきた

　　６４１-００３３・和歌山県和歌山市松ケ丘・まつがおか

　　６４０-８３０４・和歌山県和歌山市松島・まつしま

　　６４０-０３４２・和歌山県和歌山市松原・まつはﾞら

　　６４１-００１１・和歌山県和歌山市三葛・みかずら

　　６４０-８１５３・和歌山県和歌山市三木町台所町・みきまちだいどころまち

　　６４０-８１０６・和歌山県和歌山市三木町中ノ丁・みきまちなかのちよう

　　６４０-８１０７・和歌山県和歌山市三木町堀詰・みきまちほりつﾞめ

　　６４０-８１０５・和歌山県和歌山市三木町南ノ丁・みきまちみなみのちよう

　　６４０-８１２３・和歌山県和歌山市三沢町・みさわちよう

　　６４０-８０６９・和歌山県和歌山市三筋目・みすじめ

　　６４０-８３３１・和歌山県和歌山市美園町・みそのちよう

　　６４９-６２７１・和歌山県和歌山市満屋・みつや

　　６４０-８４０４・和歌山県和歌山市湊・みなと

　　６４０-８２６４・和歌山県和歌山市湊桶屋町・みなとおけやまち

　　６４０-８２２３・和歌山県和歌山市湊北町・みなときたまち

　　６４０-８２２１・和歌山県和歌山市湊紺屋町・みなとこんやまち

　　６４０-８２８６・和歌山県和歌山市湊御殿・みなとごてん

　　６４０-８２８１・和歌山県和歌山市湊通丁南・みなととおりちようみなみ

　　６４０-８２６２・和歌山県和歌山市湊通丁北・みなととおりちようきた

　　６４０-８２２２・和歌山県和歌山市湊本町・みなとほんまち

　　６４０-８２７５・和歌山県和歌山市南相生丁・みなみあいおいちよう

　　６４０-８２９５・和歌山県和歌山市南牛町・みなみうしまち

　　６４０-８０２９・和歌山県和歌山市南桶屋町・みなみおけやまち

　　６４０-８１２６・和歌山県和歌山市南片原・みなみかたはら

　　６４０-８１０４・和歌山県和歌山市南休賀町・みなみきゆうかまち

　　６４０-８１０２・和歌山県和歌山市南雑賀町・みなみさいかまち

　　６４０-８１１７・和歌山県和歌山市南細工町・みなみさいくまち

　　６４０-８１１２・和歌山県和歌山市南材木丁・みなみざいもくちよう

　　６４０-８２９２・和歌山県和歌山市南甚五兵衛丁・みなみじんごべえちよう

　　６４０-８２５４・和歌山県和歌山市南田辺丁・みなみたなべちよう

　　６４０-８０３２・和歌山県和歌山市南大工町・みなみだいくまち

　　６４０-８２５１・和歌山県和歌山市南中間町・みなみちゆうげんまち

　　６４０-８３１８・和歌山県和歌山市南出島・みなみでじま

　　６４０-０３１５・和歌山県和歌山市南畑・みなみはﾞた

　　６４０-８２３２・和歌山県和歌山市南汀丁・みなみみぎわちよう

　　６４０-０１０２・和歌山県和歌山市深山・みやま

　　６４０-０３０５・和歌山県和歌山市明王寺・みようおうじ

　　６４０-８４３１・和歌山県和歌山市向・むかい

　　６４０-８０７７・和歌山県和歌山市六筋目・むすじめ

　　６４０-８４８２・和歌山県和歌山市六十谷・むそた

　　６４０-８０２４・和歌山県和歌山市元寺町・もとでらまち

　　６４０-８００６・和歌山県和歌山市元寺町東ノ丁・もとでらまちひがしのちよう

　　６４０-８００７・和歌山県和歌山市元寺町西ノ丁・もとでらまちにしのちよう

　　６４０-８００５・和歌山県和歌山市元寺町南ノ丁・もとでらまちみなみのちよう

　　６４０-８００８・和歌山県和歌山市元寺町北ノ丁・もとでらまちきたのちよう

　　６４０-８２１６・和歌山県和歌山市元博労町・もとはﾞくろうまち

　　６４０-８１２７・和歌山県和歌山市元町奉行丁・もとまちぶぎようちよう

　　６４０-０１１３・和歌山県和歌山市本脇・もとわき

　　６４０-０３２４・和歌山県和歌山市本渡・もとわたり

　　６４０-８３１２・和歌山県和歌山市森小手穂・もりおてほﾞ

　　６４０-８１５１・和歌山県和歌山市屋形町・やかたまち

　　６４０-０３２１・和歌山県和歌山市薬勝寺・やくしようじ

　　６４０-０３０７・和歌山県和歌山市矢田・やた

　　６４０-８３３６・和歌山県和歌山市柳丁・やなぎちよう

　　６４０-８１３８・和歌山県和歌山市薮ノ丁・やぶのちよう

　　６４０-８１３２・和歌山県和歌山市山蔭丁・やまかげちよう

　　６４９-６３１７・和歌山県和歌山市山口西・ やまぐちにじ

　　６４０-８０６５・和歌山県和歌山市山吹丁・やまぶきちよう

　　６４９-６３０２・和歌山県和歌山市湯屋谷・ゆやだに

　　６４０-０３６３・和歌山県和歌山市吉里・よしざと

　　６４０-８３４３・和歌山県和歌山市吉田・よしだ

　　６４０-０３３１・和歌山県和歌山市吉原・よしはら

　　６４０-８０６０・和歌山県和歌山市四筋目・よすじめ

　　６４０-８２１４・和歌山県和歌山市寄合町・よりあいまち

　　６４０-８０３５・和歌山県和歌山市万町・よろずまち

　　６４０-８１４４・和歌山県和歌山市四番丁・よんはﾞんちよう



　　６４０-８１５４・和歌山県和歌山市六番丁・ろくはﾞんちよう

　　６４１-００２５・和歌山県和歌山市和歌浦中・わかうらなか

　　６４１-００２１・和歌山県和歌山市和歌浦東・ わかうらひがじ

　　６４１-００２４・和歌山県和歌山市和歌浦西・ わかうらにじ

　　６４１-００２２・和歌山県和歌山市和歌浦南・わかうらみなみ

　　６４１-００５５・和歌山県和歌山市和歌川町・わかがわちよう

　　６４０-８１１９・和歌山県和歌山市和歌町・わかまち

　　６４９-６３２２・和歌山県和歌山市和佐関戸・わさせきど

　　６４９-６３２６・和歌山県和歌山市和佐中・わさなか

　　６４１-０００４・和歌山県和歌山市和田・わだ

　　６４２-００００・和歌山県海南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４０-１１６３・和歌山県海南市赤沼・あかぬま

　　６４２-００１５・和歌山県海南市且来・あつそ

　　６４２-００２１・和歌山県海南市井田・いだ

　　６４０-１１６４・和歌山県海南市海老谷・えびたに

　　６４２-００１３・和歌山県海南市多田・おおた

　　６４２-００２２・和歌山県海南市大野中・おおのなか

　　６４２-００１２・和歌山県海南市岡田・おかだ

　　６４０-１１７５・和歌山県海南市沖野々・おきのの

　　６４２-００１４・和歌山県海南市小野田・おのだ

　　６４０-１１６２・和歌山県海南市上谷・かみだに

　　６４０-１１７４・和歌山県海南市木津・きつﾞ

　　６４２-００１６・和歌山県海南市北赤坂・きたあかさか

　　６４０-１１６７・和歌山県海南市九品寺・くほんじ

　　６４２-００２７・和歌山県海南市扱沢・ぐみざわ

　　６４２-００１１・和歌山県海南市黒江・くろえ

　　６４２-００２４・和歌山県海南市阪井・さかい

　　６４２-００２３・和歌山県海南市重根・しこね

　　６４２-００１９・和歌山県海南市重根西・ しこねにじ

　　６４２-００１８・和歌山県海南市重根東・ しこねひがじ

　　６４２-００３５・和歌山県海南市冷水・しみず

　　６４９-０１４７・和歌山県海南市下津町青枝・ しもつちようあおじ

　　６４９-０１４５・和歌山県海南市下津町市坪・しもつちよういちつほﾞ

　　６４９-０１３２・和歌山県海南市下津町梅田・しもつちよううめだ

　　６４９-０１５５・和歌山県海南市下津町大窪・しもつちようおおくほﾞ

　　６４９-０１１２・和歌山県海南市下津町大崎・しもつちようおおさき

　　６４９-０１５３・和歌山県海南市下津町興・しもつちようおき

　　６４９-０１６２・和歌山県海南市下津町小原・しもつちようおはﾞら

　　６４９-０１５４・和歌山県海南市下津町笠畑・しもつちようかさはﾞた

　　６４９-０１１１・和歌山県海南市下津町方・しもつちようかた

　　６４９-０１６４・和歌山県海南市下津町上・しもつちようかみ

　　６４９-０１６３・和歌山県海南市下津町鰈川・しもつちようかれがわ

　　６４９-０１４４・和歌山県海南市下津町橘本・しもつちようきつもと

　　６４９-０１４６・和歌山県海南市下津町沓掛・しもつちようくつかけ

　　６４９-０１２２・和歌山県海南市下津町黒田・しもつちようくろだ

　　６４９-０１６１・和歌山県海南市下津町小畑・しもつちようこはﾞた

　　６４９-０１４３・和歌山県海南市下津町小松原・しもつちようこまつはﾞら

　　６４９-０１４１・和歌山県海南市下津町小南・しもつちようこみなみ

　　６４９-０１３１・和歌山県海南市下津町塩津・しもつちようしおつ

　　６４９-０１３３・和歌山県海南市下津町下・しもつちようしも

　　６４９-０１０１・和歌山県海南市下津町下津・しもつちようしもつ

　　６４９-０１５１・和歌山県海南市下津町曽根田・しもつちようそねだ

　　６４９-０１４２・和歌山県海南市下津町中・しもつちようなか

　　６４９-０１５２・和歌山県海南市下津町引尾・しもつちようひきお

　　６４９-０１２１・和歌山県海南市下津町丸田・しもつちようまるだ

　　６４９-０１５６・和歌山県海南市下津町百垣内・しもつちようももがいと

　　６４９-０１２３・和歌山県海南市下津町丁・しもつちようよろ

　　６４０-０４４３・和歌山県海南市下津野・しもつの

　　６４０-０４５１・和歌山県海南市高津・たかつﾞ

　　６４２-００３１・和歌山県海南市築地・つきじ

　　６４０-１１６６・和歌山県海南市次ケ谷・つげだに

　　６４２-００３３・和歌山県海南市鳥居・とりい

　　６４２-００３２・和歌山県海南市名高・なたか

　　６４０-０４４１・和歌山県海南市七山・ななやま

　　６４０-１１６１・和歌山県海南市野上新・のかみしん

　　６４０-１１７１・和歌山県海南市野上中・のかみなか

　　６４０-０４５３・和歌山県海南市野尻・のじり

　　６４２-００２８・和歌山県海南市幡川・はたがわ

　　６４２-０００４・和歌山県海南市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　６４０-０４４２・和歌山県海南市原野・はらの



　　６４２-０００２・和歌山県海南市日方・ひかた

　　６４２-００２５・和歌山県海南市東畑・ひがしはﾞた

　　６４０-１１６５・和歌山県海南市ひや水・ひやみず

　　６４２-００３４・和歌山県海南市藤白・ふじしろ

　　６４２-０００１・和歌山県海南市船尾・ふのお

　　６４０-０４５４・和歌山県海南市別院・べついん

　　６４２-００２６・和歌山県海南市別所・べつしよ

　　６４０-１１７２・和歌山県海南市溝ノ口・みぞのくち

　　６４２-００１７・和歌山県海南市南赤坂・みなみあかさか

　　６４０-１１７３・和歌山県海南市椋木・むくのき

　　６４０-０４５２・和歌山県海南市孟子・もうこ

　　６４２-０００３・和歌山県海南市山崎町・やまさきちよう

　　６４２-００２９・和歌山県海南市山田・やまだ

　　６４８-００００・和歌山県橋本市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４８-００２２・和歌山県橋本市赤塚・あかつか

　　６４８-００１９・和歌山県橋本市あやの台・あやのだい

　　６４８-００７３・和歌山県橋本市市脇・いちわき

　　６４８-００２４・和歌山県橋本市上田・うえだ

　　６４８-００７１・和歌山県橋本市小原田・おはらた

　　６４８-０００５・和歌山県橋本市小峰台・おみねだい

　　６４８-００９７・和歌山県橋本市柿の木坂・かきのきざか

　　６４８-００３７・和歌山県橋本市賢堂・かしこど

　　６４８-００８４・和歌山県橋本市柏原・かせはﾞら

　　６４８-００４３・和歌山県橋本市学文路・かむろ

　　６４８-００８５・和歌山県橋本市岸上・きしかみ

　　６４８-００６１・和歌山県橋本市北馬場・きたはﾞはﾞ

　　６４８-００３３・和歌山県橋本市北宿・きたやどり

　　６４８-０００７・和歌山県橋本市紀ノ光台・きのひかりだい

　　６４８-００５２・和歌山県橋本市紀見・きみ

　　６４８-００９２・和歌山県橋本市紀見ケ丘・きみがおか

　　６４８-００９３・和歌山県橋本市慶賀野・けがの

　　６４８-００２１・和歌山県橋本市恋野・こいの

　　６４９-７２０１・和歌山県橋本市高野口町応其・こうやぐちちようおうご

　　６４９-７２０７・和歌山県橋本市高野口町大野・こうやぐちちようおおの

　　６４９-７２０４・和歌山県橋本市高野口町小田・こうやぐちちようおだ

　　６４９-７２１２・和歌山県橋本市高野口町上中・こうやぐちちようかみなか

　　６４９-７２１５・和歌山県橋本市高野口町九重・こうやぐちちようくじゆう

　　６４９-７２１３・和歌山県橋本市高野口町嵯峨谷・こうやぐちちようさがたに

　　６４９-７２１１・和歌山県橋本市高野口町下中・こうやぐちちようしもなか

　　６４９-７２１４・和歌山県橋本市高野口町竹尾・こうやぐちちようたけお

　　６４９-７２１６・和歌山県橋本市高野口町田原・こうやぐちちようたはら

　　６４９-７２０５・和歌山県橋本市高野口町名倉・こうやぐちちようなぐら

　　６４９-７２０３・和歌山県橋本市高野口町名古曽・こうやぐちちようなごそ

　　６４９-７２０２・和歌山県橋本市高野口町伏原・こうやぐちちようふしはら

　　６４９-７２０６・和歌山県橋本市高野口町向島・こうやぐちちようむこうじま

　　６４８-００９９・和歌山県橋本市光陽台・こうようだい

　　６４８-００６５・和歌山県橋本市古佐田・こさだ

　　６４８-００８６・和歌山県橋本市神野々・このの

　　６４８-００６６・和歌山県橋本市胡麻生・ごもう

　　６４８-０００６・和歌山県橋本市境原・さかいはら

　　６４８-００７５・和歌山県橋本市さつき台・さつきだい

　　６４８-００４１・和歌山県橋本市清水・しみず

　　６４８-００８２・和歌山県橋本市菖蒲谷・しようぶたに

　　６４８-００５３・和歌山県橋本市しらさぎ台・しらさぎだい

　　６４８-００５４・和歌山県橋本市城山台・しろやまだい

　　６４８-０００１・和歌山県橋本市杉尾・すぎお

　　６４８-００３８・和歌山県橋本市須河・すごう

　　６４８-００１２・和歌山県橋本市隅田町芋生・すだちよういもう

　　６４８-００１４・和歌山県橋本市隅田町上兵庫・すだちようかみひようご

　　６４８-００１６・和歌山県橋本市隅田町下兵庫・すだちようしもひようご

　　６４８-００１５・和歌山県橋本市隅田町河瀬・すだちようこうぜ

　　６４８-０００４・和歌山県橋本市隅田町霜草・すだちようしもくさ

　　６４８-００１８・和歌山県橋本市隅田町垂井・すだちようたるい

　　６４８-００１３・和歌山県橋本市隅田町中下・すだちようちゆうげ

　　６４８-００１７・和歌山県橋本市隅田町中島・すだちようなかじま

　　６４８-０００２・和歌山県橋本市隅田町平野・すだちようひらの

　　６４８-００１１・和歌山県橋本市隅田町真土・すだちようまつち

　　６４８-０００３・和歌山県橋本市隅田町山内・すだちようやまうち

　　６４８-００３１・和歌山県橋本市只野・ただの

　　６４８-００３２・和歌山県橋本市谷奥深・たにおぶか



　　６４８-００６２・和歌山県橋本市妻・つま

　　６４８-００８３・和歌山県橋本市出塔・でとう

　　６４８-００７２・和歌山県橋本市東家・とうげ

　　６４８-００２３・和歌山県橋本市中道・なかどう

　　６４８-００４２・和歌山県橋本市西畑・にしはた

　　６４８-００７４・和歌山県橋本市野・の

　　６４８-００９５・和歌山県橋本市橋谷・はしたに

　　６４８-００６４・和歌山県橋本市橋本・はしもと

　　６４８-００９１・和歌山県橋本市柱本・はしらもと

　　６４８-００６３・和歌山県橋本市原田・はらだ

　　６４８-００３５・和歌山県橋本市彦谷・ひこたに

　　６４８-００５１・和歌山県橋本市細川・ほそかわ

　　６４８-００９４・和歌山県橋本市三石台・みついしだい

　　６４８-００４４・和歌山県橋本市南馬場・みなみはﾞはﾞ

　　６４８-００３４・和歌山県橋本市南宿・みなみやどり

　　６４８-００８８・和歌山県橋本市みゆき台・みゆきだい

　　６４８-００９６・和歌山県橋本市御幸辻・みゆきつじ

　　６４８-００２５・和歌山県橋本市向副・むかそい

　　６４８-００９８・和歌山県橋本市矢倉脇・やぐらわき

　　６４８-００８１・和歌山県橋本市山田・やまだ

　　６４８-００３６・和歌山県橋本市横座・よこざ

　　６４８-００８７・和歌山県橋本市吉原・よしはら

　　６４９-０３００・和歌山県有田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-０４２１・和歌山県有田市糸我町中番・いとがちようなかはﾞん

　　６４９-０４２２・和歌山県有田市糸我町西・ いとがちようにじ

　　６４９-０３１７・和歌山県有田市古江見・こえみ

　　６４９-０３０１・和歌山県有田市下中島・しもなかしま

　　６４９-０３０３・和歌山県有田市新堂・しんどう

　　６４９-０３１３・和歌山県有田市千田・ちだ

　　６４９-０３１１・和歌山県有田市辻堂・つじどう

　　６４９-０３１４・和歌山県有田市野・の

　　６４９-０３０７・和歌山県有田市初島町里・はつしまちようさと

　　６４９-０３０６・和歌山県有田市初島町浜・はつしまちようはま

　　６４９-０３１２・和歌山県有田市星尾・ほしお

　　６４９-０３０５・和歌山県有田市港町・みなとまち

　　６４９-０３０４・和歌山県有田市箕島・みのしま

　　６４９-０３１６・和歌山県有田市宮崎町・みやざきちよう

　　６４９-０４３４・和歌山県有田市宮原町新町・みやはらちようしんまち

　　６４９-０４３３・和歌山県有田市宮原町須谷・みやはらちようすがい

　　６４９-０４３７・和歌山県有田市宮原町滝・みやはらちようたき

　　６４９-０４３５・和歌山県有田市宮原町滝川原・みやはらちようたきがはら

　　６４９-０４３６・和歌山県有田市宮原町道・みやはらちようどう

　　６４９-０４３１・和歌山県有田市宮原町畑・みやはらちようはた

　　６４９-０４３２・和歌山県有田市宮原町東・ みやはらちようひがじ

　　６４９-０３０２・和歌山県有田市山田原・やまだはら

　　６４９-０３１５・和歌山県有田市山地・やまち

　　６４４-００００・和歌山県御坊市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４４-００１５・和歌山県御坊市荊木・いはﾞらき

　　６４４-００３３・和歌山県御坊市熊野・いや

　　６４４-００３２・和歌山県御坊市岩内・いわうち

　　６４４-０００１・和歌山県御坊市御坊・ごほﾞう

　　６４４-００２４・和歌山県御坊市塩屋町南塩屋・しおやちようみなみしおや

　　６４４-００２５・和歌山県御坊市塩屋町北塩屋・しおやちようきたしおや

　　６４４-０００３・和歌山県御坊市島・しま

　　６４４-０００２・和歌山県御坊市薗・その

　　６４４-００２２・和歌山県御坊市名田町上野・なだちよううえの

　　６４４-００２１・和歌山県御坊市名田町楠井・なだちようくすい

　　６４４-００２３・和歌山県御坊市名田町野島・なだちようのしま

　　６４４-０００４・和歌山県御坊市名屋・なや

　　６４４-０００５・和歌山県御坊市名屋町・なやちよう

　　６４４-００３１・和歌山県御坊市野口・のぐち

　　６４９-１３４１・和歌山県御坊市藤田町藤井・ふじたちようふじい

　　６４９-１３４２・和歌山県御坊市藤田町吉田・ふじたちようよしだ

　　６４４-００３４・和歌山県御坊市明神川・みようじんがわ

　　６４４-００１２・和歌山県御坊市湯川町小松原・ゆかわちようこまつはﾞら

　　６４４-００１１・和歌山県御坊市湯川町財部・ゆかわちようたから

　　６４４-００１４・和歌山県御坊市湯川町富安・ゆかわちようとみやす

　　６４４-００１３・和歌山県御坊市湯川町丸山・ゆかわちようまるやま

　　６４６-００００・和歌山県田辺市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４６-０１０２・和歌山県田辺市秋津川・あきつﾞがわ



　　６４６-０００５・和歌山県田辺市秋津町・あきつﾞちよう

　　６４６-００２１・和歌山県田辺市あけぼの・あけほﾞの

　　６４６-００２７・和歌山県田辺市朝日ヶ丘・あさひがおか

　　６４６-１１０１・和歌山県田辺市鮎川・あゆかわ

　　６４６-００３７・和歌山県田辺市磯間・いそま

　　６４６-００５１・和歌山県田辺市稲成町・いなりちよう

　　６４６-００４３・和歌山県田辺市今福町・いまふくまち

　　６４６-１３２１・和歌山県田辺市熊野・いや

　　６４６-０２１２・和歌山県田辺市上野・うえの

　　６４６-００６１・和歌山県田辺市上の山・うえのやま

　　６４６-００５４・和歌山県田辺市江川・えがわ

　　６４６-００３４・和歌山県田辺市扇ケ浜・おうぎがはま

　　６４６-００２４・和歌山県田辺市学園・がくえん

　　６４６-００１２・和歌山県田辺市神島台・かしまだい

　　６４６-００４５・和歌山県田辺市片町・かたまち

　　６４６-０００１・和歌山県田辺市上秋津・かみあきつﾞ

　　６４６-０１０１・和歌山県田辺市上芳養・かみはや

　　６４６-０００２・和歌山県田辺市上万呂・かみまろ

　　６４６-０２１４・和歌山県田辺市上三栖・かみみす

　　６４６-００３６・和歌山県田辺市上屋敷・かみやしき

　　６４６-００４１・和歌山県田辺市北新町・きたしんまち

　　６４６-１３３４・和歌山県田辺市九川・くがわ

　　６４６-１３３５・和歌山県田辺市串・ くじ

　　６４６-１３３８・和歌山県田辺市合川・ごうがわ

　　６４６-１３２５・和歌山県田辺市小谷・こだに

　　６４６-１３３２・和歌山県田辺市五味・ごみ

　　６４６-１３３１・和歌山県田辺市木守・こもり

　　６４６-００４７・和歌山県田辺市紺屋町・こんやまち

　　６４６-００４８・和歌山県田辺市栄町・さかえまち

　　６４６-１２１２・和歌山県田辺市下川上・しもがわかみ

　　６４６-１２１３・和歌山県田辺市下川下・しもがわしも

　　６４６-１３３７・和歌山県田辺市下露・しもつゆ

　　６４６-０００４・和歌山県田辺市下万呂・しもまろ

　　６４６-０２１６・和歌山県田辺市下三栖・しもみす

　　６４６-００３２・和歌山県田辺市下屋敷町・しもやしきまち

　　６４６-０２１７・和歌山県田辺市城山台・しろやまだい

　　６４６-００１１・和歌山県田辺市新庄町・しんじようちよう

　　６４６-００１４・和歌山県田辺市新万・しんまん

　　６４６-００３３・和歌山県田辺市新屋敷町・しんやしきまち

　　６４６-００３８・和歌山県田辺市末広町・すえひろちよう

　　６４６-００２８・和歌山県田辺市高雄・たかお

　　６４６-００１５・和歌山県田辺市たきない町・たきないちよう

　　６４６-１３２４・和歌山県田辺市竹ノ平・たけのたいら

　　６４６-１３３６・和歌山県田辺市谷野口・たにのくち

　　６４６-００５０・和歌山県田辺市天神崎・てんじんざき

　　６４６-００２９・和歌山県田辺市東陽・とうよう

　　６４６-１３３９・和歌山県田辺市長瀬・ながせ

　　６４６-００５７・和歌山県田辺市中芳養・なかはや

　　６４６-１４１２・和歌山県田辺市中辺路町石船・なかへちちよういしぶり

　　６４６-１４３９・和歌山県田辺市中辺路町内井川・なかへちちよううちいがわ

　　６４６-１４１１・和歌山県田辺市中辺路町大内川・なかへちちようおおうちがわ

　　６４６-１４３３・和歌山県田辺市中辺路町大川・なかへちちようおおかわ

　　６４６-１４１７・和歌山県田辺市中辺路町川合・なかへちちようかわい

　　６４６-１４３６・和歌山県田辺市中辺路町熊野川・なかへちちようくまのがわ

　　６４６-１４２１・和歌山県田辺市中辺路町栗栖川・なかへちちようくりすがわ

　　６４６-１４３５・和歌山県田辺市中辺路町小皆・なかへちちようこかい

　　６４６-１４３１・和歌山県田辺市中辺路町小松原・なかへちちようこまつはﾞら

　　６４６-１４３７・和歌山県田辺市中辺路町沢・なかへちちようさわ

　　６４６-１４１６・和歌山県田辺市中辺路町高原・なかへちちようたかはら

　　６４６-１４０２・和歌山県田辺市中辺路町近露・なかへちちようちかつゆ

　　６４６-１４１４・和歌山県田辺市中辺路町西谷・なかへちちようにしだに

　　６４６-１４３４・和歌山県田辺市中辺路町温川・なかへちちようぬるみがわ

　　６４６-１４０１・和歌山県田辺市中辺路町野中・なかへちちようのなか

　　６４６-１４３２・和歌山県田辺市中辺路町福定・なかへちちようふくさだ

　　６４６-１４１３・和歌山県田辺市中辺路町北郡・なかへちちようほくそぎ

　　６４６-１４１５・和歌山県田辺市中辺路町真砂・なかへちちようまなご

　　６４６-１４３８・和歌山県田辺市中辺路町水上・なかへちちようみずかみ

　　６４６-０００３・和歌山県田辺市中万呂・なかまろ

　　６４６-０２１５・和歌山県田辺市中三栖・なかみす

　　６４６-００３５・和歌山県田辺市中屋敷町・なかやしきまち



　　６４６-０２１３・和歌山県田辺市長野・ながの

　　６４６-００５６・和歌山県田辺市芳養町・はやちよう

　　６４６-００６３・和歌山県田辺市芳養松原・はやまつはﾞら

　　６４６-１３３３・和歌山県田辺市東伏菟野・ひがしふどの

　　６４６-００２２・和歌山県田辺市東山・ひがしやま

　　６４６-１２１４・和歌山県田辺市平瀬・ひらせ

　　６４６-１３２６・和歌山県田辺市深谷・ふかたに

　　６４６-００４４・和歌山県田辺市福路町・ふくろまち

　　６４６-０２１１・和歌山県田辺市伏菟野・ふどの

　　６４６-００５９・和歌山県田辺市古尾・ふるお

　　６４６-００２６・和歌山県田辺市宝来町・ほうらいちよう

　　６４７-１７４２・和歌山県田辺市本宮町一本松・ほんぐうちよういつほﾟんまつ

　　６４７-１７０３・和歌山県田辺市本宮町請川・ほんぐうちよううけがわ

　　６４７-１７４１・和歌山県田辺市本宮町大居・ほんぐうちようおおい

　　６４７-１７２５・和歌山県田辺市本宮町大瀬・ほんぐうちようおおぜ

　　６４７-１７０２・和歌山県田辺市本宮町大津荷・ほんぐうちようおおつが

　　６４７-１７１６・和歌山県田辺市本宮町上大野・ほんぐうちようかみおおの

　　６４７-１７５１・和歌山県田辺市本宮町上切原・ほんぐうちようかみきりはﾞら

　　６４７-１７１７・和歌山県田辺市本宮町川湯・ほんぐうちようかわゆ

　　６４７-１７５２・和歌山県田辺市本宮町切畑・ほんぐうちようきりはた

　　６４７-１７３６・和歌山県田辺市本宮町久保野・ほんぐうちようくほﾞの

　　６４７-１７２２・和歌山県田辺市本宮町小々森・ほんぐうちようこごもり

　　６４７-１７０１・和歌山県田辺市本宮町小津荷・ほんぐうちようこつが

　　６４７-１７１４・和歌山県田辺市本宮町静川・ほんぐうちようしずかわ

　　６４７-１７３４・和歌山県田辺市本宮町下湯川・ほんぐうちようしもゆかわ

　　６４７-１７０５・和歌山県田辺市本宮町高山・ほんぐうちようたかやま

　　６４７-１７１２・和歌山県田辺市本宮町田代・ほんぐうちようたしろ

　　６４７-１７５３・和歌山県田辺市本宮町土河屋・ほんぐうちようつちごや

　　６４７-１７２４・和歌山県田辺市本宮町野竹・ほんぐうちようのだけ

　　６４７-１７１５・和歌山県田辺市本宮町東和田・ほんぐうちようひがしわだ

　　６４７-１７２１・和歌山県田辺市本宮町檜葉・ほんぐうちようひはﾞ

　　６４７-１７４３・和歌山県田辺市本宮町伏拝・ほんぐうちようふしおがみ

　　６４７-１７２６・和歌山県田辺市本宮町武住・ほんぐうちようぶじゆう

　　６４７-１７３１・和歌山県田辺市本宮町本宮・ほんぐうちようほんぐう

　　６４７-１７３５・和歌山県田辺市本宮町曲川・ほんぐうちようまがりかわ

　　６４７-１７４４・和歌山県田辺市本宮町三越・ ほんぐうちようみこじ

　　６４７-１７１１・和歌山県田辺市本宮町皆瀬川・ほんぐうちようみなせがわ

　　６４７-１７２３・和歌山県田辺市本宮町皆地・ほんぐうちようみなち

　　６４７-１７１３・和歌山県田辺市本宮町簑尾谷・ほんぐうちようみのおだに

　　６４７-１７０４・和歌山県田辺市本宮町耳打・ほんぐうちようみみうち

　　６４７-１７３２・和歌山県田辺市本宮町湯峯・ほんぐうちようゆのみね

　　６４７-１７３３・和歌山県田辺市本宮町渡瀬・ほんぐうちようわたぜ

　　６４６-００４６・和歌山県田辺市本町・ほんまち

　　６４６-００２５・和歌山県田辺市神子浜・みこのはま

　　６４６-００３１・和歌山県田辺市湊・みなと

　　６４６-００４２・和歌山県田辺市南新町・みなみしんまち

　　６４６-００１３・和歌山県田辺市南新万・みなみしんまん

　　６４６-１３２３・和歌山県田辺市向山・むかいやま

　　６４６-００５２・和歌山県田辺市むつみ・むつみ

　　６４６-００６２・和歌山県田辺市明洋・めいよう

　　６４６-００５８・和歌山県田辺市目良・めら

　　６４６-１３２２・和歌山県田辺市面川・めんがわ

　　６４６-００５３・和歌山県田辺市元町・もとまち

　　６４６-００２３・和歌山県田辺市文里・もり

　　６４５-０３０３・和歌山県田辺市龍神村小家・りゆうじんむらおいえ

　　６４５-０３０２・和歌山県田辺市龍神村甲斐ノ川・りゆうじんむらかいのがわ

　　６４５-０５２１・和歌山県田辺市龍神村小又川・りゆうじんむらこまたがわ

　　６４５-０４１３・和歌山県田辺市龍神村殿原・りゆうじんむらとのはら

　　６４５-０４１５・和歌山県田辺市龍神村西・ りゆうじんむらにじ

　　６４５-０４１２・和歌山県田辺市龍神村丹生ノ川・りゆうじんむらにゆうのがわ

　　６４５-０４１４・和歌山県田辺市龍神村東・ りゆうじんむらひがじ

　　６４５-０５２３・和歌山県田辺市龍神村広井原・りゆうじんむらひろいはら

　　６４５-０３０１・和歌山県田辺市龍神村福井・りゆうじんむらふくい

　　６４５-０５２２・和歌山県田辺市龍神村三ツ又・りゆうじんむらみつまた

　　６４５-０４１１・和歌山県田辺市龍神村宮代・りゆうじんむらみやしろ

　　６４５-０４１６・和歌山県田辺市龍神村安井・りゆうじんむらやすい

　　６４５-０４１７・和歌山県田辺市龍神村柳瀬・りゆうじんむらやなせ

　　６４５-０５２４・和歌山県田辺市龍神村湯ノ又・りゆうじんむらゆのまた

　　６４５-０５２５・和歌山県田辺市龍神村龍神・りゆうじんむらりゆうじん

　　６４６-１２１１・和歌山県田辺市和田・わだ



　　６４７-００００・和歌山県新宮市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４７-０００１・和歌山県新宮市相筋・あいすじ

　　６４７-００２５・和歌山県新宮市あけぼの・あけほﾞの

　　６４７-００２２・和歌山県新宮市阿須賀・あすか

　　６４７-００２１・和歌山県新宮市池田・いけだ

　　６４７-００１２・和歌山県新宮市伊佐田町・いさだちよう

　　６４７-００４５・和歌山県新宮市井の沢・いのさわ

　　６４７-００５１・和歌山県新宮市磐盾・いわたて

　　６４７-００１４・和歌山県新宮市浮島・うきじま

　　６４７-０００８・和歌山県新宮市馬町・うままち

　　６４７-１１０２・和歌山県新宮市相賀・おうが

　　６４７-００３２・和歌山県新宮市王子町・おうじちよう

　　６４７-０００４・和歌山県新宮市大橋通・おおはしどおり

　　６４７-００１３・和歌山県新宮市春日・かすが

　　６４７-００４４・和歌山県新宮市神倉・かみくら

　　６４７-０００３・和歌山県新宮市上本町・かみほんまち

　　６４７-００７３・和歌山県新宮市木ノ川・きのかわ

　　６４７-１２１６・和歌山県新宮市熊野川町相須・くまのがわちようあいす

　　６４７-１２１４・和歌山県新宮市熊野川町赤木・くまのがわちようあかぎ

　　６４７-１２０７・和歌山県新宮市熊野川町畝畑・くまのがわちよううねはた

　　６４７-１２０３・和歌山県新宮市熊野川町大山・くまのがわちようおおやま

　　６４７-１２０４・和歌山県新宮市熊野川町鎌塚・くまのがわちようかまつﾞか

　　６４７-１２０１・和歌山県新宮市熊野川町上長井・くまのがわちようかみながい

　　６４７-１２３３・和歌山県新宮市熊野川町九重・くまのがわちようくじゆう

　　６４７-１２２３・和歌山県新宮市熊野川町篠尾・くまのがわちようささび

　　６４７-１２３４・和歌山県新宮市熊野川町四滝・くまのがわちようしたき

　　６４７-１２３２・和歌山県新宮市熊野川町嶋津・くまのがわちようしまつﾞ

　　６４７-１２０５・和歌山県新宮市熊野川町滝本・くまのがわちようたきもと

　　６４７-１２１２・和歌山県新宮市熊野川町田長・くまのがわちようたなご

　　６４７-１２３１・和歌山県新宮市熊野川町玉置口・くまのがわちようたまきぐち

　　６４７-１２０６・和歌山県新宮市熊野川町西・ くまのがわちようにじ

　　６４７-１２２１・和歌山県新宮市熊野川町西敷屋・くまのがわちようにししきや

　　６４７-１２１３・和歌山県新宮市熊野川町能城山本・くまのがわちようのきやまもと

　　６４７-１２０２・和歌山県新宮市熊野川町東・ くまのがわちようひがじ

　　６４７-１２２２・和歌山県新宮市熊野川町東敷屋・くまのがわちようひがししきや

　　６４７-１２１１・和歌山県新宮市熊野川町日足・くまのがわちようひたり

　　６４７-１２３５・和歌山県新宮市熊野川町宮井・くまのがわちようみやい

　　６４７-１２１５・和歌山県新宮市熊野川町椋井・くまのがわちようむくのい

　　６４７-００２４・和歌山県新宮市熊野地・くまのじ

　　６４７-００５３・和歌山県新宮市五新・ごしん

　　６４７-００７１・和歌山県新宮市佐野・さの

　　６４７-００３３・和歌山県新宮市清水元・しみずもと

　　６４７-００４２・和歌山県新宮市下田・しもだ

　　６４７-００１１・和歌山県新宮市下本町・しもほんまち

　　６４７-００２０・和歌山県新宮市徐福・じよふく

　　６４７-００８１・和歌山県新宮市新宮・しんぐう

　　６４７-００１９・和歌山県新宮市新町・しんまち

　　６４７-１１０１・和歌山県新宮市高田・たかた

　　６４７-００３１・和歌山県新宮市田鶴原町・たずはらちよう

　　６４７-００１６・和歌山県新宮市谷王子町・たにおうじちよう

　　６４７-００１０・和歌山県新宮市丹鶴・たんかく

　　６４７-００１５・和歌山県新宮市千穂・ちほ

　　６４７-００１８・和歌山県新宮市仲之町・なかのちよう

　　６４７-００４１・和歌山県新宮市野田・のだ

　　６４７-００５２・和歌山県新宮市橋本・はしもと

　　６４７-００７２・和歌山県新宮市蜂伏・はちぶせ

　　６４７-０００２・和歌山県新宮市船町・ふなまち

　　６４７-０００７・和歌山県新宮市別当屋敷町・べつとうやしきちよう

　　６４７-００２３・和歌山県新宮市蓬莱・ほうらい

　　６４７-００３４・和歌山県新宮市丸山・まるやま

　　６４７-００４３・和歌山県新宮市緑ケ丘・みどりがおか

　　６４７-００５４・和歌山県新宮市南檜杖・みなみひつﾞえ

　　６４７-１１０３・和歌山県新宮市南檜杖（土ノ河）・みなみひつﾞえ(つちのこ)

　　６４７-００６１・和歌山県新宮市三輪崎・みわさき

　　６４７-０００５・和歌山県新宮市元鍛治町・もとかじちよう

　　６４７-０００６・和歌山県新宮市薬師町・やくしまち

　　６４７-００１７・和歌山県新宮市横町・よこまち

　　６４９-６４００・和歌山県紀の川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-６４０４・和歌山県紀の川市赤尾・あかお

　　６４９-６６１４・和歌山県紀の川市赤沼田・あかんた



　　６４９-６６１１・和歌山県紀の川市穴伏・ あなぶじ

　　６４９-６５６１・和歌山県紀の川市荒見・あらみ

　　６４９-６４０７・和歌山県紀の川市池田新・いけだしん

　　６４９-６５４１・和歌山県紀の川市井田・いだ

　　６４９-６５１１・和歌山県紀の川市猪垣・いのかけ

　　６４９-６４１６・和歌山県紀の川市上野・うえの

　　６４９-６４１４・和歌山県紀の川市打田・うちた

　　６４９-６５２１・和歌山県紀の川市馬宿・うまやど

　　６４９-６６０５・和歌山県紀の川市江川中・えかわなか

　　６４９-６６２４・和歌山県紀の川市王子・おうじ

　　６４９-６６１５・和歌山県紀の川市麻生津中・おうつﾞなか

　　６４９-６４２３・和歌山県紀の川市尾崎・おざき

　　６４９-６５６２・和歌山県紀の川市遠方・おちかた

　　６４９-６５６３・和歌山県紀の川市風市・ かざじ

　　６４９-６５６４・和歌山県紀の川市勝神・かすかみ

　　６４９-６５７１・和歌山県紀の川市上鞆渕・かみともぶち

　　６４９-６５２２・和歌山県紀の川市上丹生谷・かみにゆうや

　　６４０-０４０３・和歌山県紀の川市貴志川町尼寺・きしがわちようあまてら

　　６４０-０４２４・和歌山県紀の川市貴志川町井ノ口・きしがわちよういのくち

　　６４０-０４１２・和歌山県紀の川市貴志川町上野山・きしがわちよううえのやま

　　６４０-０４２２・和歌山県紀の川市貴志川町岸小野・きしがわちようきしおの

　　６４０-０４０５・和歌山県紀の川市貴志川町岸宮・きしがわちようきしみや

　　６４０-０４２１・和歌山県紀の川市貴志川町北・きしがわちようきた

　　６４０-０４０２・和歌山県紀の川市貴志川町北山・きしがわちようきたやま

　　６４０-０４１４・和歌山県紀の川市貴志川町国主・ きしがわちようくにじ

　　６４０-０４１３・和歌山県紀の川市貴志川町神戸・きしがわちようこうど

　　６４０-０４２３・和歌山県紀の川市貴志川町高尾・きしがわちようたかお

　　６４０-０４０４・和歌山県紀の川市貴志川町鳥居・きしがわちようとりい

　　６４０-０４１５・和歌山県紀の川市貴志川町長原・きしがわちようながはら

　　６４０-０４１６・和歌山県紀の川市貴志川町長山・きしがわちようながやま

　　６４０-０４０６・和歌山県紀の川市貴志川町西山・きしがわちようにしやま

　　６４０-０４１１・和歌山県紀の川市貴志川町前田・きしがわちようまえだ

　　６４０-０４０１・和歌山県紀の川市貴志川町丸栖・きしがわちようまるす

　　６４９-６４０６・和歌山県紀の川市北大井・きたおおい

　　６４９-６５０１・和歌山県紀の川市北志野・きたしの

　　６４９-６４０２・和歌山県紀の川市北勢田・きたせいだ

　　６４９-６４４３・和歌山県紀の川市北中・きたなか

　　６４９-６５０２・和歌山県紀の川市北長田・きたながた

　　６４９-６６１２・和歌山県紀の川市北涌・きたわき

　　６４９-６６０６・和歌山県紀の川市切畑・きりはた

　　６４９-６４１５・和歌山県紀の川市窪・くほﾞ

　　６４９-６４１８・和歌山県紀の川市久留壁・くるべき

　　６４９-６４１２・和歌山県紀の川市黒土・くろつち

　　６４９-６４２２・和歌山県紀の川市花野・けや

　　６４９-６５５１・和歌山県紀の川市上田井・こうだい

　　６４９-６５３１・和歌山県紀の川市粉河・こかわ

　　６４９-６４０１・和歌山県紀の川市重行・しげき

　　６４９-６５５２・和歌山県紀の川市嶋・しま

　　６４９-６４２６・和歌山県紀の川市下井阪・しもいさか

　　６４９-６５７２・和歌山県紀の川市下鞆渕・しもともぶち

　　６４９-６５２３・和歌山県紀の川市下丹生谷・しもにゆうや

　　６４９-６６２２・和歌山県紀の川市後田・しれだ

　　６４９-６４５１・和歌山県紀の川市神通・じんつﾞう

　　６４９-６４４２・和歌山県紀の川市神領・じんりよう

　　６４９-６５６５・和歌山県紀の川市杉原・すいはﾞら

　　６４９-６１６１・和歌山県紀の川市高野・たかの

　　６４９-６４１３・和歌山県紀の川市竹房（４５０番地以下）・たけぶさ(

　　６４９-６１６２・和歌山県紀の川市竹房（４５１番地以上）・たけぶさ

　　６４９-６４２１・和歌山県紀の川市田中馬場・たなかはﾞはﾞ

　　６４９-６５１２・和歌山県紀の川市東毛・とうげ

　　６４９-６４４５・和歌山県紀の川市豊田・とよだ

　　６４９-６４２５・和歌山県紀の川市中井阪・なかいさか

　　６４９-６５０３・和歌山県紀の川市長田中・ながたなか

　　６４９-６５１３・和歌山県紀の川市中津川・なかつがわ

　　６４９-６５７３・和歌山県紀の川市中鞆渕・なかともぶち

　　６４９-６４５２・和歌山県紀の川市中畑・なかはた

　　６４９-６４３４・和歌山県紀の川市中三谷・なかみたに

　　６４９-６５３２・和歌山県紀の川市中山・なかやま

　　６４９-６６３１・和歌山県紀の川市名手市場・なていちはﾞ

　　６４９-６６０１・和歌山県紀の川市名手上・なてかみ



　　６４９-６６０３・和歌山県紀の川市名手下・なてしも

　　６４９-６６２１・和歌山県紀の川市名手西野・なてにしの

　　６４９-６４２７・和歌山県紀の川市西井阪・にしいさか

　　６４９-６４１７・和歌山県紀の川市西大井・にしおおい

　　６４９-６５２４・和歌山県紀の川市西川原・にしかわはら

　　６４９-６６０４・和歌山県紀の川市西野山・にしのやま

　　６４９-６４３３・和歌山県紀の川市西三谷・にしみたに

　　６４９-６４４７・和歌山県紀の川市西山田・にしやまだ

　　６４９-６６１６・和歌山県紀の川市西脇・にしわき

　　６４９-６５２５・和歌山県紀の川市野上・のがみ

　　６４９-６４４４・和歌山県紀の川市登尾・のほﾞりお

　　６４９-６４２４・和歌山県紀の川市畑野上・はたのうえ

　　６４９-６４０５・和歌山県紀の川市東大井・ひがしおおい

　　６４９-６５２６・和歌山県紀の川市東川原・ひがしかわはら

　　６４９-６４２８・和歌山県紀の川市東国分・ひがしこくぶ

　　６４９-６５４２・和歌山県紀の川市東野・ひがしの

　　６４９-６４３５・和歌山県紀の川市東三谷・ひがしみたに

　　６４９-６４４１・和歌山県紀の川市東山田・ひがしやまだ

　　６４９-６６０２・和歌山県紀の川市平野・ひらの

　　６４９-６４１１・和歌山県紀の川市広野・ひろの

　　６４９-６４４６・和歌山県紀の川市枇杷谷・びわだに

　　６４９-６５５３・和歌山県紀の川市深田・ふけだ

　　６４９-６５１４・和歌山県紀の川市藤井・ふじい

　　６４９-６６２３・和歌山県紀の川市藤崎・ふじさき

　　６４９-６４３２・和歌山県紀の川市古和田・ふるわだ

　　６４９-６５５４・和歌山県紀の川市別所・べつしよ

　　６４９-６５５５・和歌山県紀の川市松井・まつい

　　６４９-６５０４・和歌山県紀の川市南志野・みなみしの

　　６４９-６４０３・和歌山県紀の川市南勢田・みなみせいだ

　　６４９-６４３１・和歌山県紀の川市南中・みなみなか

　　６４９-６１２４・和歌山県紀の川市桃山町市場・ももやまちよういちはﾞ

　　６４９-６１０５・和歌山県紀の川市桃山町大原・ももやまちようおおはﾞら

　　６４０-１３３３・和歌山県紀の川市桃山町垣内・ももやまちようかいと

　　６４９-６１０２・和歌山県紀の川市桃山町黒川・ももやまちようくろかわ

　　６４９-６１２３・和歌山県紀の川市桃山町神田・ももやまちようこうだ

　　６４９-６１０１・和歌山県紀の川市桃山町善田・ももやまちようぜんだ

　　６４９-６１２５・和歌山県紀の川市桃山町段・ももやまちようだん

　　６４９-６１２１・和歌山県紀の川市桃山町段新田・ももやまちようだんしんでん

　　６４９-６１１２・和歌山県紀の川市桃山町調月・ももやまちようつかつき

　　６４０-１３３２・和歌山県紀の川市桃山町中畑・ももやまちようなかはた

　　６４９-６１０３・和歌山県紀の川市桃山町野田原・ももやまちようのたはら

　　６４０-１３３１・和歌山県紀の川市桃山町峯・ももやまちようみね

　　６４９-６１１１・和歌山県紀の川市桃山町最上・ももやまちようもがみ

　　６４９-６１２２・和歌山県紀の川市桃山町元・ももやまちようもと

　　６４９-６１０４・和歌山県紀の川市桃山町脇谷・ももやまちようわきだに

　　６４９-６６１３・和歌山県紀の川市横谷・よこだに

　　６４９-６２００・和歌山県岩出市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-６２５７・和歌山県岩出市相谷・あいだに

　　６４９-６２４２・和歌山県岩出市赤垣内・あかがいと

　　６４９-６２０７・和歌山県岩出市尼ケ辻・あまがつじ

　　６４９-６２５２・和歌山県岩出市安上・あんじよう

　　６４９-６２３２・和歌山県岩出市荊本・いはﾞらもと

　　６４９-６２０４・和歌山県岩出市今中・いまなか

　　６４９-６２０８・和歌山県岩出市今畑・いまはた

　　６４９-６２２８・和歌山県岩出市大町・おおまち

　　６４９-６２２２・和歌山県岩出市岡田・おかだ

　　６４９-６２０１・和歌山県岩出市押川・おしがわ

　　６４９-６２５６・和歌山県岩出市金池・かないけ

　　６４９-６２４３・和歌山県岩出市金屋・かなや

　　６４９-６２３１・和歌山県岩出市川尻・かわしり

　　６４９-６２５３・和歌山県岩出市紀泉台・きせんだい

　　６４９-６２１９・和歌山県岩出市北大池・きたおいけ

　　６４９-６２５１・和歌山県岩出市境谷・さかいだに

　　６４９-６２０３・和歌山県岩出市桜台・さくらだい

　　６４９-６２２７・和歌山県岩出市清水・しみず

　　６４９-６２１２・和歌山県岩出市新田広芝・しんでんひろしはﾞ

　　６４９-６２３６・和歌山県岩出市曽屋・そうや

　　６４９-６２３４・和歌山県岩出市高瀬・たかせ

　　６４９-６２２３・和歌山県岩出市高塚・たかつか

　　６４９-６２４８・和歌山県岩出市中黒・なかくろ



　　６４９-６２４５・和歌山県岩出市中島・なかじま

　　６４９-６２１５・和歌山県岩出市中迫・なかぶさ

　　６４９-６２５５・和歌山県岩出市西安上・にしあんじよう

　　６４９-６２１３・和歌山県岩出市西国分・にしこくぶ

　　６４９-６２３５・和歌山県岩出市西野・にしの

　　６４９-６２０２・和歌山県岩出市根来・ねごろ

　　６４９-６２１６・和歌山県岩出市野上野・のじよの

　　６４９-６２４４・和歌山県岩出市畑毛・はたけ

　　６４９-６２４１・和歌山県岩出市波分・はぶ

　　６４９-６２５４・和歌山県岩出市原・はら

　　６４９-６２１１・和歌山県岩出市東坂本・ひがしさかもと

　　６４９-６２３３・和歌山県岩出市備前・びぜん

　　６４９-６２２５・和歌山県岩出市船戸・ふなと

　　６４９-６２０６・和歌山県岩出市堀口・ほりぐち

　　６４９-６２１４・和歌山県岩出市水栖・みずす

　　６４９-６２２１・和歌山県岩出市溝川・みぞかわ

　　６４９-６２１８・和歌山県岩出市南大池・みなみおいけ

　　６４９-６２２６・和歌山県岩出市宮・みや

　　６４９-６２０５・和歌山県岩出市森・もり

　　６４９-６２５８・和歌山県岩出市山・やま

　　６４９-６２２４・和歌山県岩出市山崎・やまさき

　　６４９-６２１７・和歌山県岩出市山田・やまだ

　　６４９-６２４８・和歌山県岩出市湯窪・ゆくほﾞ

　　６４９-６２４６・和歌山県岩出市吉田・よしだ

　　６４０-１１００・和歌山県海草郡紀美野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４０-１２１３・和歌山県海草郡紀美野町赤木・あかぎ

　　６４０-１２３１・和歌山県海草郡紀美野町上ケ井・あげい

　　６４０-１２０７・和歌山県海草郡紀美野町井堰・いせき

　　６４０-１３６５・和歌山県海草郡紀美野町今西・ いまにじ

　　６４０-１２０２・和歌山県海草郡紀美野町初生谷,5・ういだに

　　６４０-１１１３・和歌山県海草郡紀美野町梅本・うめもと

　　６４０-１３５３・和歌山県海草郡紀美野町円明寺・えんみようじ

　　６４０-１２２２・和歌山県海草郡紀美野町大角・おおすみ

　　６４０-１１１５・和歌山県海草郡紀美野町奥佐々・おくささ

　　６４０-１３５１・和歌山県海草郡紀美野町勝谷・かちや

　　６４０-１２１１・和歌山県海草郡紀美野町桂瀬・かつらせ

　　６４０-１２５５・和歌山県海草郡紀美野町釜滝・かまたき

　　６４０-１２１５・和歌山県海草郡紀美野町鎌滝・かまたき

　　６４０-１２０１・和歌山県海草郡紀美野町北野・きたの

　　６４０-１２５１・和歌山県海草郡紀美野町国木原・くにぎはら

　　６４０-１４７２・和歌山県海草郡紀美野町毛原上・けはﾞらかみ

　　６４０-１４７６・和歌山県海草郡紀美野町毛原下・けはﾞらしも

　　６４０-１４７４・和歌山県海草郡紀美野町毛原中・けはﾞらなか

　　６４０-１４７３・和歌山県海草郡紀美野町毛原宮・けはﾞらみや

　　６４０-１２４３・和歌山県海草郡紀美野町神野市場・こうのいちはﾞ

　　６４０-１４７５・和歌山県海草郡紀美野町小西・ こにじ

　　６４０-１１１２・和歌山県海草郡紀美野町坂本・さかもと

　　６４０-１１０２・和歌山県海草郡紀美野町柴目・しはﾞめ

　　６４０-１１２１・和歌山県海草郡紀美野町下佐々・しもささ

　　６４０-１１４１・和歌山県海草郡紀美野町小畑・しようはﾞた

　　６４０-１３６４・和歌山県海草郡紀美野町菅沢・すげざわ

　　６４０-１３６３・和歌山県海草郡紀美野町田・た

　　６４０-１２１２・和歌山県海草郡紀美野町高畑・たかはた

　　６４０-１３６２・和歌山県海草郡紀美野町滝ノ川・たきのがわ

　　６４０-１３５２・和歌山県海草郡紀美野町谷・たに

　　６４０-１２２３・和歌山県海草郡紀美野町津川・つがわ

　　６４０-１１３１・和歌山県海草郡紀美野町動木・とどろき

　　６４０-１３６１・和歌山県海草郡紀美野町中・なか

　　６４０-１１１４・和歌山県海草郡紀美野町中田・なかだ

　　６４０-１１０１・和歌山県海草郡紀美野町長谷・ながたに

　　６４０-１２４１・和歌山県海草郡紀美野町永谷・ながたに

　　６４０-１２５２・和歌山県海草郡紀美野町西野・にしの

　　６４０-１２３５・和歌山県海草郡紀美野町野中・のなか

　　６４０-１４７１・和歌山県海草郡紀美野町長谷宮・はせみや

　　６４０-１２０３・和歌山県海草郡紀美野町花野原・はなのはら

　　６４０-１２５３・和歌山県海草郡紀美野町東野・ひがしの

　　６４０-１２４２・和歌山県海草郡紀美野町樋下・ひのした

　　６４０-１１１１・和歌山県海草郡紀美野町福井・ふくい

　　６４０-１２４４・和歌山県海草郡紀美野町福田・ふくだ

　　６４０-１２０５・和歌山県海草郡紀美野町真国宮・まくにみや



　　６４０-１３６６・和歌山県海草郡紀美野町松ケ峯,5・まつがみね

　　６４０-１２５４・和歌山県海草郡紀美野町松瀬・まつせ

　　６４０-１２２１・和歌山県海草郡紀美野町三尾川・みおがわ

　　６４０-１２３３・和歌山県海草郡紀美野町南畑,5・みなみはた

　　６４０-１２０６・和歌山県海草郡紀美野町蓑垣内・みのがいと

　　６４０-１２０４・和歌山県海草郡紀美野町蓑津呂・みのつろ

　　６４０-１２１４・和歌山県海草郡紀美野町明添・みようぞえ

　　６４０-１２３２・和歌山県海草郡紀美野町箕六・みろく

　　６４０-１２３４・和歌山県海草郡紀美野町安井・やすい

　　６４０-１３５４・和歌山県海草郡紀美野町四郷・よごう

　　６４０-１１０３・和歌山県海草郡紀美野町吉野・よしの

　　６４９-７１００・和歌山県伊都郡かつらぎ町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-７１３７・和歌山県伊都郡かつらぎ町兄井・あにい

　　６４９-７１６７・和歌山県伊都郡かつらぎ町移・うつり

　　６４９-７１７２・和歌山県伊都郡かつらぎ町蛭子・えびす

　　６４９-７１７３・和歌山県伊都郡かつらぎ町大谷・おおたに

　　６４９-７１１１・和歌山県伊都郡かつらぎ町大畑・おおはた

　　６４９-７１７１・和歌山県伊都郡かつらぎ町大薮・おおやぶ

　　６４９-７１２３・和歌山県伊都郡かつらぎ町柏木・かしわぎ

　　６４９-７１６２・和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田中・かせだなか

　　６４９-７１６１・和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東・ かせだひがじ

　　６４９-７１４１・和歌山県伊都郡かつらぎ町上天野・かみあまの

　　６４９-７１３２・和歌山県伊都郡かつらぎ町教良寺・きようらじ

　　６４９-７１６４・和歌山県伊都郡かつらぎ町窪・くほﾞ

　　６４９-７１４３・和歌山県伊都郡かつらぎ町神田・こうだ

　　６４９-７１５３・和歌山県伊都郡かつらぎ町御所・ごせ

　　６４９-７１７４・和歌山県伊都郡かつらぎ町佐野・さや

　　６４９-７１４４・和歌山県伊都郡かつらぎ町志賀・しが

　　６４９-７１５５・和歌山県伊都郡かつらぎ町島・しま

　　６４９-７１４２・和歌山県伊都郡かつらぎ町下天野・しもあまの

　　６４０-１４８１・和歌山県伊都郡かつらぎ町新城・しんじよう

　　６４９-７１２２・和歌山県伊都郡かつらぎ町新田・しんでん

　　６４９-７１６５・和歌山県伊都郡かつらぎ町背ノ山・せのやま

　　６４９-７１０４・和歌山県伊都郡かつらぎ町平・たいら

　　６４９-７１６６・和歌山県伊都郡かつらぎ町高田・たかだ

　　６４９-７１０２・和歌山県伊都郡かつらぎ町滝・たき

　　６４９-７１２１・和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町・ちようのまち

　　６４９-７１３６・和歌山県伊都郡かつらぎ町寺尾・てらお

　　６４９-７１１２・和歌山県伊都郡かつらぎ町中飯降・なかいぶり

　　６４９-７１１４・和歌山県伊都郡かつらぎ町西飯降・にしいぶり

　　６４９-７１５４・和歌山県伊都郡かつらぎ町西渋田・にししぶた

　　６４９-７１６３・和歌山県伊都郡かつらぎ町萩原・はぎはら

　　６４３-０６１４・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園新子・ はなぞのあたらじ

　　６４３-０６１３・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園池ノ窪・はなぞのいけのくほﾞ

　　６４３-０６１２・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園北寺・はなぞのきたでら

　　６４８-０２０１・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園久木・はなぞのくき

　　６４８-０２０２・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園中南・はなぞのなかみなみ

　　６４３-０６１１・和歌山県伊都郡かつらぎ町花園梁瀬・はなぞのやなせ

　　６４９-７１５１・和歌山県伊都郡かつらぎ町東渋田・ひがししぶた

　　６４９-７１０１・和歌山県伊都郡かつらぎ町東谷・ひがしたに

　　６４９-７１４５・和歌山県伊都郡かつらぎ町日高・ひだか

　　６４９-７１３５・和歌山県伊都郡かつらぎ町平沼田・ひらんた

　　６４９-７１７５・和歌山県伊都郡かつらぎ町広浦・ひろうら

　　６４９-７１０３・和歌山県伊都郡かつらぎ町広口・ひろくち

　　６４９-７１５２・和歌山県伊都郡かつらぎ町星川・ほしかわ

　　６４９-７１４６・和歌山県伊都郡かつらぎ町星山・ほしやま

　　６４９-７１１５・和歌山県伊都郡かつらぎ町短野・みじかの

　　６４９-７１３３・和歌山県伊都郡かつらぎ町三谷・みたに

　　６４９-７１３４・和歌山県伊都郡かつらぎ町宮本・みやもと

　　６４９-７１１３・和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺・みようじ

　　６４９-７１３１・和歌山県伊都郡かつらぎ町山崎・やまさき

　　６４８-０１００・和歌山県伊都郡九度山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４８-０１３１・和歌山県伊都郡九度山町市平・いちたいら

　　６４８-０１４２・和歌山県伊都郡九度山町笠木・かさぎ

　　６４８-０１１１・和歌山県伊都郡九度山町河根・かね

　　６４８-０１４３・和歌山県伊都郡九度山町上古沢・かみこさわ

　　６４８-０１３２・和歌山県伊都郡九度山町北又・きたまた

　　６４８-０１０１・和歌山県伊都郡九度山町九度山・くどやま

　　６４８-０１４１・和歌山県伊都郡九度山町椎出・しいで

　　６４８-０１５１・和歌山県伊都郡九度山町慈尊院・じそんいん



　　６４８-０１４５・和歌山県伊都郡九度山町下古沢・しもこさわ

　　６４８-０１４４・和歌山県伊都郡九度山町中古沢・なかこさわ

　　６４８-０１２１・和歌山県伊都郡九度山町丹生川・にゆうかわ

　　６４８-０１６１・和歌山県伊都郡九度山町入郷・にゆうごう

　　６４８-０１３３・和歌山県伊都郡九度山町東郷・ひがしごう

　　６４８-０２００・和歌山県伊都郡高野町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４８-０２４１・和歌山県伊都郡高野町相ノ浦・あいのうら

　　６４８-０２３１・和歌山県伊都郡高野町大滝・おおたき

　　６４８-０２２７・和歌山県伊都郡高野町樫原・かしはら

　　６４８-０４０３・和歌山県伊都郡高野町上筒香・かみつつが

　　６４８-０２１１・和歌山県伊都郡高野町高野山・こうやさん

　　６４８-０４０５・和歌山県伊都郡高野町下筒香・しもつつが

　　６４８-０２２５・和歌山県伊都郡高野町杖ケ薮・つえがやぶ

　　６４８-０４０４・和歌山県伊都郡高野町中筒香・なかつつが

　　６４８-０２２１・和歌山県伊都郡高野町西ケ峰・にしがみね

　　６４８-０２６１・和歌山県伊都郡高野町西郷（神谷）・にしごう(かみや)

　　６４８-０１７１・和歌山県伊都郡高野町西郷（その他）・にしごう(そのた)

　　６４８-０４０１・和歌山県伊都郡高野町西富貴・にしふき

　　６４８-０２６３・和歌山県伊都郡高野町花坂・はなさか

　　６４８-０２２３・和歌山県伊都郡高野町林・ はやじ

　　６４８-０４０２・和歌山県伊都郡高野町東富貴・ひがしふき

　　６４８-０２２６・和歌山県伊都郡高野町東又・ひがしまた

　　６４８-０２２４・和歌山県伊都郡高野町平原・ひらはら

　　６４８-０２６２・和歌山県伊都郡高野町細川・ほそかわ

　　６４８-０２２２・和歌山県伊都郡高野町南・みなみ

　　６４８-０２５１・和歌山県伊都郡高野町湯川・ゆかわ

　　６４３-００００・和歌山県有田郡湯浅町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４３-０００２・和歌山県有田郡湯浅町青木・あおき

　　６４３-０００５・和歌山県有田郡湯浅町栖原・すはら

　　６４３-０００６・和歌山県有田郡湯浅町田・た

　　６４３-０００３・和歌山県有田郡湯浅町別所・べつしよ

　　６４３-０００１・和歌山県有田郡湯浅町山田・やまだ

　　６４３-０００４・和歌山県有田郡湯浅町湯浅・ゆあさ

　　６４３-０００７・和歌山県有田郡湯浅町吉川・よしかわ

　　６４３-００００・和歌山県有田郡広川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４３-００５５・和歌山県有田郡広川町井関・いせき

　　６４３-００５２・和歌山県有田郡広川町上津木・かみつぎ

　　６４３-００６４・和歌山県有田郡広川町上中野・かみなかの

　　６４３-００７３・和歌山県有田郡広川町唐尾・かろ

　　６４３-００５３・和歌山県有田郡広川町河瀬・ごのせ

　　６４３-００５１・和歌山県有田郡広川町下津木・しもつぎ

　　６４３-００６２・和歌山県有田郡広川町殿・との

　　６４３-００６６・和歌山県有田郡広川町名島・なしま

　　６４３-００７４・和歌山県有田郡広川町西広・にしひろ

　　６４３-００６５・和歌山県有田郡広川町東中・ひがしなか

　　６４３-００７１・和歌山県有田郡広川町広・ひろ

　　６４３-００５４・和歌山県有田郡広川町前田・まえだ

　　６４３-００６３・和歌山県有田郡広川町南金屋・みなみかなや

　　６４３-００６１・和歌山県有田郡広川町柳瀬・やなせ

　　６４３-００７２・和歌山県有田郡広川町山本・やまもと

　　６４３-００７５・和歌山県有田郡広川町和田・わだ

　　６４３-００００・和歌山県有田郡有田川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４３-０３６６・和歌山県有田郡有田川町粟生・あお

　　６４３-０１３６・和歌山県有田郡有田川町青田・あおた

　　６４３-０１２９・和歌山県有田郡有田川町畦田・あぜた

　　６４３-０１２７・和歌山県有田郡有田川町有原・ありはら

　　６４３-０６０３・和歌山県有田郡有田川町板尾・いたお

　　６４３-０６０４・和歌山県有田郡有田川町井谷・いだに

　　６４３-０１４４・和歌山県有田郡有田川町市場・いちはﾞ

　　６４３-０８５１・和歌山県有田郡有田川町出・いで

　　６４３-０１６５・和歌山県有田郡有田川町糸川・いとがわ

　　６４３-０１７４・和歌山県有田郡有田川町糸野・いとの

　　６４３-０８４４・和歌山県有田郡有田川町井口・いのくち

　　６４３-０３１２・和歌山県有田郡有田川町岩野河・いわのがわ

　　６４３-０１６４・和歌山県有田郡有田川町宇井苔・ういごけ

　　６４３-００２６・和歌山県有田郡有田川町植野・うえの

　　６４３-０１３１・和歌山県有田郡有田川町生石・ おいじ

　　６４３-０８４７・和歌山県有田郡有田川町大賀畑・おおかはた

　　６４３-０５１３・和歌山県有田郡有田川町大蔵・おおぞう

　　６４３-０１３４・和歌山県有田郡有田川町大薗・おおその



　　６４３-０８４５・和歌山県有田郡有田川町大谷・おおたに

　　６４３-０１３５・和歌山県有田郡有田川町大西・ おおにじ

　　６４３-０１４２・和歌山県有田郡有田川町小川・おがわ

　　６４３-００２２・和歌山県有田郡有田川町奥・おき

　　６４３-０６０１・和歌山県有田郡有田川町押手・おして

　　６４３-００３４・和歌山県有田郡有田川町小島・おしま

　　６４３-０８５２・和歌山県有田郡有田川町尾中・おなか

　　６４３-０１３３・和歌山県有田郡有田川町尾上・おのうえ

　　６４３-０１３２・和歌山県有田郡有田川町小原・おはら

　　６４３-０８１２・和歌山県有田郡有田川町垣倉・かいぐら

　　６４３-０８４３・和歌山県有田郡有田川町賢・かしこ

　　６４３-０１５２・和歌山県有田郡有田川町金屋・かなや

　　６４３-０１７６・和歌山県有田郡有田川町釜中・かまなか

　　６４３-０８５５・和歌山県有田郡有田川町上中島・かみなかしま

　　６４３-０１７１・和歌山県有田郡有田川町上六川・かみむつがわ

　　６４３-０５５１・和歌山県有田郡有田川町上湯川・かみゆかわ

　　６４３-０３６４・和歌山県有田郡有田川町川合・かわい

　　６４３-０３１３・和歌山県有田郡有田川町川口・かわぐち

　　６４３-０１６１・和歌山県有田郡有田川町歓喜寺・かんぎじ

　　６４３-０３６２・和歌山県有田郡有田川町北野川・きたのかわ

　　６４３-０５３１・和歌山県有田郡有田川町楠本・くすもと

　　６４３-０５１４・和歌山県有田郡有田川町久野原・くのはら

　　６４３-００２３・和歌山県有田郡有田川町熊井・くまい

　　６４３-０１７２・和歌山県有田郡有田川町黒松・くろまつ

　　６４３-０５４４・和歌山県有田郡有田川町境川・さかいがわ

　　６４３-０５２１・和歌山県有田郡有田川町清水・しみず

　　６４３-００２１・和歌山県有田郡有田川町下津野・しもつの

　　６４３-０１７３・和歌山県有田郡有田川町下六川・しもむつがわ

　　６４３-０５２２・和歌山県有田郡有田川町下湯川・しもゆかわ

　　６４３-０８１１・和歌山県有田郡有田川町庄・しよう

　　６４３-０６０２・和歌山県有田郡有田川町杉野原・すぎのはら

　　６４３-０８５３・和歌山県有田郡有田川町角・すみ

　　６４３-０１６３・和歌山県有田郡有田川町修理川・すりがわ

　　６４３-０１２２・和歌山県有田郡有田川町瀬井・せい

　　６４３-０８４６・和歌山県有田郡有田川町田口・たぐち

　　６４３-０８４８・和歌山県有田郡有田川町田角・たずみ

　　６４３-０３１４・和歌山県有田郡有田川町立石・ たていじ

　　６４３-０３１１・和歌山県有田郡有田川町谷・たに

　　６４３-００３２・和歌山県有田郡有田川町天満・てんま

　　６４３-０５３３・和歌山県有田郡有田川町遠井・とい

　　６４３-０８０１・和歌山県有田郡有田川町徳田・とくだ

　　６４３-０１２３・和歌山県有田郡有田川町中・なか

　　６４３-０１５３・和歌山県有田郡有田川町中井原・なかいはﾞら

　　６４３-０８５４・和歌山県有田郡有田川町長田・ながた

　　６４３-０８４１・和歌山県有田郡有田川町長谷・ながたに

　　６４３-０１４３・和歌山県有田郡有田川町中野・なかの

　　６４３-０３６５・和歌山県有田郡有田川町中原・なかはら

　　６４３-０１２４・和歌山県有田郡有田川町中峯・なかみね

　　６４３-０１７５・和歌山県有田郡有田川町丹生・にう

　　６４３-０３６３・和歌山県有田郡有田川町二沢・にさわ

　　６４３-０１２８・和歌山県有田郡有田川町西ケ峯・にしがみね

　　６４３-０８１３・和歌山県有田郡有田川町西丹生図・にしにゆうのず

　　６４３-０１２５・和歌山県有田郡有田川町沼田・ぬただ

　　６４３-０５３２・和歌山県有田郡有田川町沼・ぬま

　　６４３-０６０５・和歌山県有田郡有田川町沼谷・ぬまたに

　　６４３-００３１・和歌山県有田郡有田川町野田・のだ

　　６４３-０１３７・和歌山県有田郡有田川町延坂・のぶさか

　　６４３-０１５１・和歌山県有田郡有田川町長谷川・はせがわ

　　６４３-００２５・和歌山県有田郡有田川町土生・はぶ

　　６４３-０５４１・和歌山県有田郡有田川町東大谷・ひがしおおだに

　　６４３-０８０３・和歌山県有田郡有田川町東丹生図・ひがしにゆうのず

　　６４３-０１２１・和歌山県有田郡有田川町彦ケ瀬・ひこがせ

　　６４３-０５４３・和歌山県有田郡有田川町日物川・ひものがわ

　　６４３-０５４２・和歌山県有田郡有田川町二川・ふたがわ

　　６４３-０８４２・和歌山県有田郡有田川町船坂・ふなさか

　　６４３-０１４１・和歌山県有田郡有田川町伏羊・ぶよう

　　６４３-０１２６・和歌山県有田郡有田川町本堂・ほんどう

　　６４３-０１６２・和歌山県有田郡有田川町松原・まつはﾞら

　　６４３-００２４・和歌山県有田郡有田川町水尻・みずしり

　　６４３-０３６１・和歌山県有田郡有田川町三瀬川・みせがわ



　　６４３-０５１１・和歌山県有田郡有田川町三田・みた

　　６４３-０５１２・和歌山県有田郡有田川町宮川・みやがわ

　　６４３-００３３・和歌山県有田郡有田川町明王寺・みようじ

　　６４３-０５１５・和歌山県有田郡有田川町室川・むろがわ

　　６４３-０１６６・和歌山県有田郡有田川町吉原・よしはら

　　６４３-０８０２・和歌山県有田郡有田川町吉見・よしみ

　　６４４-００００・和歌山県日高郡美浜町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４４-００４１・和歌山県日高郡美浜町田井・たい

　　６４４-００４２・和歌山県日高郡美浜町浜ノ瀬・はまのせ

　　６４４-００４５・和歌山県日高郡美浜町三尾・みお

　　６４４-００４３・和歌山県日高郡美浜町吉原・よしはら

　　６４４-００４４・和歌山県日高郡美浜町和田・わだ

　　６４９-１２００・和歌山県日高郡日高町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-１２３２・和歌山県日高郡日高町阿尾・あお

　　６４９-１２０３・和歌山県日高郡日高町池田・いけだ

　　６４９-１２１１・和歌山県日高郡日高町荊木・いはﾞらき

　　６４９-１２３３・和歌山県日高郡日高町産湯・うぶゆ

　　６４９-１２２２・和歌山県日高郡日高町小池・おいけ

　　６４９-１２２３・和歌山県日高郡日高町小浦・おうら

　　６４９-１２３１・和歌山県日高郡日高町小坂・おさか

　　６４９-１２１２・和歌山県日高郡日高町小中・おなか

　　６４９-１２２５・和歌山県日高郡日高町方杭・かたくい

　　６４９-１２２１・和歌山県日高郡日高町志賀・しが

　　６４９-１２１３・和歌山県日高郡日高町高家・たいえ

　　６４９-１２２４・和歌山県日高郡日高町津久野・つくの

　　６４９-１２０２・和歌山県日高郡日高町萩原・はぎわら

　　６４９-１２０１・和歌山県日高郡日高町原谷・はらだに

　　６４９-１２３４・和歌山県日高郡日高町比井・ひい

　　６４９-１１００・和歌山県日高郡由良町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-１１１２・和歌山県日高郡由良町網代・あじろ

　　６４９-１１１３・和歌山県日高郡由良町阿戸・あと

　　６４９-１１３２・和歌山県日高郡由良町衣奈・えな

　　６４９-１１０４・和歌山県日高郡由良町江ノ駒・えのこま

　　６４９-１１２３・和歌山県日高郡由良町大引・おおびき

　　６４９-１１２２・和歌山県日高郡由良町神谷・かみや

　　６４９-１１３１・和歌山県日高郡由良町小引・こびき

　　６４９-１１１１・和歌山県日高郡由良町里・さと

　　６４９-１１３４・和歌山県日高郡由良町戸津井・とつい

　　６４９-１１０２・和歌山県日高郡由良町中・なか

　　６４９-１１０１・和歌山県日高郡由良町畑・はた

　　６４９-１１２１・和歌山県日高郡由良町吹井・ふけい

　　６４９-１１３３・和歌山県日高郡由良町三尾川・みおがわ

　　６４９-１１０３・和歌山県日高郡由良町門前・もんぜん

　　６４９-１５００・和歌山県日高郡印南町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-１５３４・和歌山県日高郡印南町印南・いなみ

　　６４９-１５３２・和歌山県日高郡印南町印南原・いなんはﾞら

　　６４４-０２１５・和歌山県日高郡印南町皆瀬川・かいぜがわ

　　６４４-０２０２・和歌山県日高郡印南町上洞・かほﾞら

　　６４４-０２０１・和歌山県日高郡印南町川又・かわまた

　　６４４-０２１４・和歌山県日高郡印南町小原・こはﾞら

　　６４４-０２１６・和歌山県日高郡印南町崎ノ原・さきのはら

　　６４９-１５２７・和歌山県日高郡印南町島田・しまだ

　　６４４-０２１１・和歌山県日高郡印南町高串・ たかくじ

　　６４９-１５３１・和歌山県日高郡印南町立石・ たていじ

　　６４４-０２１２・和歌山県日高郡印南町田ノ垣内・たのかいと

　　６４９-１５３５・和歌山県日高郡印南町津井・つい

　　６４４-０２１３・和歌山県日高郡印南町西神ノ川・にしこうのがわ

　　６４９-１５２８・和歌山県日高郡印南町西ノ地・にしのじ

　　６４４-０２１７・和歌山県日高郡印南町丹生・にゆう

　　６４９-１５２４・和歌山県日高郡印南町羽六・はろく

　　６４９-１５２２・和歌山県日高郡印南町古井・ふるい

　　６４９-１５２５・和歌山県日高郡印南町古屋・ふるや

　　６４９-１５２３・和歌山県日高郡印南町樮川・ほくそがわ

　　６４４-０２１８・和歌山県日高郡印南町松原・まつはﾞら

　　６４９-１５２１・和歌山県日高郡印南町美里・みさと

　　６４９-１５３６・和歌山県日高郡印南町南谷・みなみだに

　　６４９-１５２６・和歌山県日高郡印南町宮ノ前・みやのまえ

　　６４９-１５３７・和歌山県日高郡印南町明神川・みようじんがわ

　　６４９-１５３３・和歌山県日高郡印南町山口・やまぐち

　　６４５-００００・和歌山県日高郡みなべ町・以下に不掲載・いかにふけいさい



　　６４５-０２０８・和歌山県日高郡みなべ町市井川・いちいがわ

　　６４５-００２２・和歌山県日高郡みなべ町晩稲・おしね

　　６４５-００１１・和歌山県日高郡みなべ町気佐藤・きさと

　　６４５-０００６・和歌山県日高郡みなべ町北道・きたどう

　　６４５-０２０１・和歌山県日高郡みなべ町清川・きよかわ

　　６４５-００２３・和歌山県日高郡みなべ町熊岡・くまおか

　　６４５-００２８・和歌山県日高郡みなべ町熊瀬川・くませがわ

　　６４５-０００３・和歌山県日高郡みなべ町堺・さかい

　　６４５-０００２・和歌山県日高郡みなべ町芝・しはﾞ

　　６４５-０２０３・和歌山県日高郡みなべ町島之瀬・しまのせ

　　６４５-００２５・和歌山県日高郡みなべ町筋・すじ

　　６４５-０２０７・和歌山県日高郡みなべ町高野・たかの

　　６４５-０２０５・和歌山県日高郡みなべ町滝・たき

　　６４５-００２６・和歌山県日高郡みなべ町谷口・たにぐち

　　６４５-０２０６・和歌山県日高郡みなべ町土井・どい

　　６４５-００２４・和歌山県日高郡みなべ町徳蔵・とくぞう

　　６４５-００１４・和歌山県日高郡みなべ町西岩代・にしいわしろ

　　６４５-００２７・和歌山県日高郡みなべ町西本庄・にしほんじよう

　　６４５-０００４・和歌山県日高郡みなべ町埴田・はねた

　　６４５-００１３・和歌山県日高郡みなべ町東岩代・ひがしいわしろ

　　６４５-０２０２・和歌山県日高郡みなべ町東神野川・ひがしこうのがわ

　　６４５-００２１・和歌山県日高郡みなべ町東本庄・ひがしほんじよう

　　６４５-０００１・和歌山県日高郡みなべ町東吉田・ひがしよしだ

　　６４５-０２０４・和歌山県日高郡みなべ町広野・ひろの

　　６４５-０００５・和歌山県日高郡みなべ町南道・みなみどう

　　６４５-００１２・和歌山県日高郡みなべ町山内・やまうち

　　６４９-１３００・和歌山県日高郡日高川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４４-１２４３・和歌山県日高郡日高川町浅間・あさま

　　６４４-１２１３・和歌山県日高郡日高川町愛川・あたいがわ

　　６４４-１１３２・和歌山県日高郡日高川町姉子・あねこ

　　６４９-１３１３・和歌山県日高郡日高川町伊藤川・いとご

　　６４４-１２１１・和歌山県日高郡日高川町弥谷・いやだに

　　６４４-１２３１・和歌山県日高郡日高川町初湯川・うぶゆがわ

　　６４９-１４４２・和歌山県日高郡日高川町江川・えかわ

　　６４４-１１６２・和歌山県日高郡日高川町老星・ おいほﾞじ

　　６４４-１１６３・和歌山県日高郡日高川町大又・おおまた

　　６４４-１２１２・和歌山県日高郡日高川町皆瀬・かいぜ

　　６４９-１３３１・和歌山県日高郡日高川町鐘巻・かねまき

　　６４４-１２１４・和歌山県日高郡日高川町上初湯川・かみうぶゆがわ

　　６４４-１２４４・和歌山県日高郡日高川町上越方・かみこしかた

　　６４４-１１４１・和歌山県日高郡日高川町上田原・かみたはら

　　６４４-１２０１・和歌山県日高郡日高川町川原河・かわはらごう

　　６４４-１２２２・和歌山県日高郡日高川町串本・くしもと

　　６４４-１２４２・和歌山県日高郡日高川町熊野川・くまのがわ

　　６４９-１３１５・和歌山県日高郡日高川町玄子・げんご

　　６４４-１１４３・和歌山県日高郡日高川町小釜本・こかもと

　　６４９-１３２３・和歌山県日高郡日高川町小熊・こぐま

　　６４４-１１６４・和歌山県日高郡日高川町佐井・さい

　　６４４-１１６１・和歌山県日高郡日高川町坂野川・さかのがわ

　　６４９-１４４１・和歌山県日高郡日高川町山野・さんや

　　６４４-１１４２・和歌山県日高郡日高川町下田原・しもたはら

　　６４９-１３３２・和歌山県日高郡日高川町千津川・せんつﾞがわ

　　６４４-１２２１・和歌山県日高郡日高川町寒川・そうがわ

　　６４５-０５５１・和歌山県日高郡日高川町寒川（小川）・そうがわ(おがわ)

　　６４４-１１２２・和歌山県日高郡日高川町高津尾・たかつお

　　６４４-１１２３・和歌山県日高郡日高川町高津尾川・たかつおがわ

　　６４４-１２４１・和歌山県日高郡日高川町滝頭・たきがしら

　　６４４-１１５１・和歌山県日高郡日高川町田尻・たじり

　　６４４-１１０１・和歌山県日高郡日高川町藤野川・とうのがわ

　　６４９-１３２５・和歌山県日高郡日高川町中津川・なかつかわ

　　６４４-１１２１・和歌山県日高郡日高川町西原・にしはら

　　６４９-１３２１・和歌山県日高郡日高川町入野・にゆうの

　　６４９-１３１４・和歌山県日高郡日高川町早藤・はいくず

　　６４９-１３２４・和歌山県日高郡日高川町土生・はぶ

　　６４４-１１３３・和歌山県日高郡日高川町原日浦・はらびうら

　　６４９-１３１１・和歌山県日高郡日高川町平川・ひゆうがわ

　　６４４-１１１１・和歌山県日高郡日高川町船津・ふなつ

　　６４９-１３１６・和歌山県日高郡日高川町蛇尾・へびお

　　６４９-１４４４・和歌山県日高郡日高川町松瀬・まつせ

　　６４４-１１５２・和歌山県日高郡日高川町三佐・みざ



　　６４４-１１３１・和歌山県日高郡日高川町三十井川・みそいがわ

　　６４４-１１３４・和歌山県日高郡日高川町三十木・みそぎ

　　６４９-１３１２・和歌山県日高郡日高川町三百瀬・みよせ

　　６４９-１３２２・和歌山県日高郡日高川町若野・わかの

　　６４９-１４４３・和歌山県日高郡日高川町和佐・わさ

　　６４９-２２００・和歌山県西牟婁郡白浜町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-２２１１・和歌山県西牟婁郡白浜町白浜町の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　６４９-２５３２・和歌山県西牟婁郡白浜町安居・あご

　　６４９-２５２４・和歌山県西牟婁郡白浜町安宅・あたぎ

　　６４６-０３０１・和歌山県西牟婁郡白浜町市鹿野・いちかの

　　６４９-２３２２・和歌山県西牟婁郡白浜町内ノ川・うちのかわ

　　６４９-２５３７・和歌山県西牟婁郡白浜町宇津木・うつぎ

　　６４６-０３１２・和歌山県西牟婁郡白浜町大・おお

　　６４６-０３０３・和歌山県西牟婁郡白浜町大瀬・おおせ

　　６４９-２５２１・和歌山県西牟婁郡白浜町大古・おおふる

　　６４６-０３１１・和歌山県西牟婁郡白浜町小房・おぶさ

　　６４９-２２０１・和歌山県西牟婁郡白浜町堅田・かたた

　　６４６-０３０５・和歌山県西牟婁郡白浜町北谷・きただに

　　６４９-２５３１・和歌山県西牟婁郡白浜町口ケ谷・くちがたに

　　６４６-０３０２・和歌山県西牟婁郡白浜町上露・こうつﾞゆ

　　６４９-２５３８・和歌山県西牟婁郡白浜町小川・こがわ

　　６４９-２３３４・和歌山県西牟婁郡白浜町才野・さいの

　　６４９-２３３２・和歌山県西牟婁郡白浜町栄・さかえ

　　６４６-０３１４・和歌山県西牟婁郡白浜町里谷・さとだに

　　６４９-２５２５・和歌山県西牟婁郡白浜町塩野・しおの

　　６４９-２３２３・和歌山県西牟婁郡白浜町庄川・しやがわ

　　６４９-２５３９・和歌山県西牟婁郡白浜町城・じよう

　　６４９-２３３１・和歌山県西牟婁郡白浜町平・たいら

　　６４６-０３０４・和歌山県西牟婁郡白浜町竹垣内・たけがいと

　　６４９-２５２３・和歌山県西牟婁郡白浜町田野井・たのい

　　６４６-０３１３・和歌山県西牟婁郡白浜町玉伝・たまで

　　６４９-２３２４・和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕・つつﾞらふち

　　６４９-２３２６・和歌山県西牟婁郡白浜町椿・つはﾞき

　　６４９-２５３４・和歌山県西牟婁郡白浜町寺山・てらやま

　　６４９-２３２５・和歌山県西牟婁郡白浜町富田・とんだ

　　６４９-２３３３・和歌山県西牟婁郡白浜町中・なか

　　６４９-２５３３・和歌山県西牟婁郡白浜町中嶋・なかじま

　　６４９-２５１１・和歌山県西牟婁郡白浜町日置・ひき

　　６４９-２５３６・和歌山県西牟婁郡白浜町久木・ひさぎ

　　６４９-２３２１・和歌山県西牟婁郡白浜町保呂・ほろ

　　６４９-２５３５・和歌山県西牟婁郡白浜町向平・むかいだいら

　　６４９-２５２２・和歌山県西牟婁郡白浜町矢田・やた

　　６４９-２１００・和歌山県西牟婁郡上富田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-２１０５・和歌山県西牟婁郡上富田町朝来・あつそ

　　６４９-２１０３・和歌山県西牟婁郡上富田町生馬・いくま

　　６４９-２１０７・和歌山県西牟婁郡上富田町市ノ瀬・いちのせ

　　６４９-２１０４・和歌山県西牟婁郡上富田町岩崎・いわさき

　　６４９-２１０２・和歌山県西牟婁郡上富田町岩田・いわだ

　　６４９-２１０１・和歌山県西牟婁郡上富田町岡・おか

　　６４９-２１０８・和歌山県西牟婁郡上富田町下鮎川・しもあゆかわ

　　６４９-２１０６・和歌山県西牟婁郡上富田町南紀の台・なんきのだい

　　６４９-２６００・和歌山県西牟婁郡すさみ町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-３１４２・和歌山県西牟婁郡すさみ町江住・えすみ

　　６４９-３１５１・和歌山県西牟婁郡すさみ町大鎌・おおがま

　　６４９-３１５３・和歌山県西牟婁郡すさみ町大谷・おおたに

　　６４９-２６０２・和歌山県西牟婁郡すさみ町大附・おおつき

　　６４９-２６０３・和歌山県西牟婁郡すさみ町小河内・おかうち

　　６４９-２６１２・和歌山県西牟婁郡すさみ町口和深・くちわぶか

　　６４９-２６０１・和歌山県西牟婁郡すさみ町小附・こつき

　　６４９-３１４３・和歌山県西牟婁郡すさみ町里野・さとの

　　６４９-３１６２・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本追川・さもとおいがわ

　　６４９-３１６１・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本中・さもとなか

　　６４９-３１６５・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本中野・さもとなかの

　　６４９-３１６３・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本西栗垣内・さもとにしくりがいと

　　６４９-３１６６・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本西野川・さもとにしのかわ

　　６４９-３１６８・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本根倉・さもとねくら

　　６４９-３１６４・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本東栗垣内・さもとひがしくりがいと

　　６４９-３１６７・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本平野・さもとひらの

　　６４９-３１６９・和歌山県西牟婁郡すさみ町佐本深谷・さもとふかたに

　　６４９-２６２１・和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見・すさみ



　　６４９-２６３１・和歌山県西牟婁郡すさみ町太間川・たいまがわ

　　６４９-３１５２・和歌山県西牟婁郡すさみ町防己・つつﾞら

　　６４９-３１４１・和歌山県西牟婁郡すさみ町見老津・みろつﾞ

　　６４９-２６０４・和歌山県西牟婁郡すさみ町矢野口・やのくち

　　６４９-２６１１・和歌山県西牟婁郡すさみ町和深川・わぶかがわ

　　６４９-５３００・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-５３３２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日・あさひ

　　６４９-５１３３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井鹿・ いじじ

　　６４９-５３０３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関・いせき

　　６４９-５３０２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市野々・いちのの

　　６４９-５３３９・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市屋（大浦１０５４－９）・いちや(おおうら)

　　６４９-５１４１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町市屋（その他）・いちや(そのた)

　　６４９-５３１２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井・うぐい

　　６４９-５１４５・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神・うらがみ

　　６４９-５４６１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野・おおの

　　６４９-５４６６・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町樫原・かしわら

　　６４９-５３３４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦・かつうら

　　６４９-５３０４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町川関・かわせき

　　６４９-５３３３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町北浜・きたはま

　　６４９-５３１３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町狗子ノ川・くじのかわ

　　６４９-５４５１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町口色川・くちいろかわ

　　６４９-５４５４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町熊瀬川・くませがわ

　　６４９-５３１１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町高津気・こうつﾞけ

　　６４９-５１３５・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町高遠井・こうどおい

　　６４９-５４５２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町小阪・こさか

　　６４９-５１３７・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町小匠・こだくみ

　　６４９-５１４４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町粉白・このしろ

　　６４９-５４６５・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町坂足・ さかあじ

　　６４９-５１４２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下里・しもさと

　　６４９-５１４８・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町下和田・しもわだ

　　６４９-５１４７・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町庄・しよう

　　６４９-５４６３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町高野・たかの

　　６４９-５４６２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町田垣内・たがいと

　　６４９-５３３５・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地・つきじ

　　６４９-５３３１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満・てんま

　　６４９-５１４６・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町中里・なかさと

　　６４９-５１３２・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町中ノ川・なかのかわ

　　６４９-５１３６・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町長井・ながい

　　６４９-５３０１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山・なちさん

　　６４９-５３３８・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町二河・にこう

　　６４９-５１３１・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町西中野川・にしなかのかわ

　　６４９-５３３７・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町橋ノ川・はしのかわ

　　６４９-５３１４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浜ノ宮・はまのみや

　　６４９-５４６４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町直柱・ひたはしら

　　６４９-５１３４・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町南大居・みなみおおい

　　６４９-５４５３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町南平野・みなみひらの

　　６４９-５１４３・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野・やたがの

　　６４９-５３３６・和歌山県東牟婁郡那智勝浦町湯川・ゆかわ

　　６４９-５１００・和歌山県東牟婁郡太地町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-５３７１・和歌山県東牟婁郡太地町太地（３７７２～３９０４)・たいじ

　　６４９-５１７１・和歌山県東牟婁郡太地町太地（その他）・たいじ(そのた)

　　６４９-５１７２・和歌山県東牟婁郡太地町森浦・もりうら

　　６４９-４１００・和歌山県東牟婁郡古座川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-４２３５・和歌山県東牟婁郡古座川町相瀬・あいせ

　　６４９-４１０３・和歌山県東牟婁郡古座川町池野山・いけのやま

　　６４９-４２３２・和歌山県東牟婁郡古座川町一雨・いちぶり

　　６４９-４４５３・和歌山県東牟婁郡古座川町洞尾・うつお

　　６４９-４１０５・和歌山県東牟婁郡古座川町宇津木・うつぎ

　　６４９-４２１４・和歌山県東牟婁郡古座川町宇筒井・うつﾞつい

　　６４９-４２２５・和歌山県東牟婁郡古座川町潤野・うるの

　　６４９-４４５１・和歌山県東牟婁郡古座川町大川・おおかわ

　　６４９-４２１５・和歌山県東牟婁郡古座川町大桑・おおぐわ

　　６４９-４２２７・和歌山県東牟婁郡古座川町大柳・おおやなぎ

　　６４９-４１０１・和歌山県東牟婁郡古座川町樫山・かしやま

　　６４９-４２２３・和歌山県東牟婁郡古座川町川口・かわぐち

　　６４９-４１０２・和歌山県東牟婁郡古座川町楠・くす

　　６４９-４４５２・和歌山県東牟婁郡古座川町蔵土・くろず

　　６４９-４２１６・和歌山県東牟婁郡古座川町小川・こがわ

　　６４９-４２１１・和歌山県東牟婁郡古座川町小森川・こもりがわ

　　６４９-４４４２・和歌山県東牟婁郡古座川町佐田・さだ



　　６４９-４５６２・和歌山県東牟婁郡古座川町下露・しもつゆ

　　６４９-４４４１・和歌山県東牟婁郡古座川町添野川・そいのがわ

　　６４９-４１０４・和歌山県東牟婁郡古座川町高池・たかいけ

　　６４９-４２２４・和歌山県東牟婁郡古座川町高瀬・たかせ

　　６４９-４２１２・和歌山県東牟婁郡古座川町田川・たがわ

　　６４９-４２３３・和歌山県東牟婁郡古座川町立合・たちあい

　　６４９-４２３６・和歌山県東牟婁郡古座川町立合川・たちあいがわ

　　６４９-４１０６・和歌山県東牟婁郡古座川町月野瀬・つきのせ

　　６４９-４２３１・和歌山県東牟婁郡古座川町鶴川・つるがわ

　　６４９-４２２１・和歌山県東牟婁郡古座川町中崎・なかざき

　　６４９-４４４４・和歌山県東牟婁郡古座川町長追・ながおい

　　６４９-４４５４・和歌山県東牟婁郡古座川町南平・なべら

　　６４９-４５６５・和歌山県東牟婁郡古座川町成川・なるかわ

　　６４９-４２１３・和歌山県東牟婁郡古座川町西赤木・にしあかぎ

　　６４９-４５６１・和歌山県東牟婁郡古座川町西川・にしかわ

　　６４９-４２２２・和歌山県東牟婁郡古座川町直見・ぬくみ

　　６４９-４５６３・和歌山県東牟婁郡古座川町平井・ひらい

　　６４９-４５６４・和歌山県東牟婁郡古座川町松根・まつね

　　６４９-４４４３・和歌山県東牟婁郡古座川町真砂・まなご

　　６４９-４４５５・和歌山県東牟婁郡古座川町三尾川・みとがわ

　　６４９-４２３４・和歌山県東牟婁郡古座川町峰・みね

　　６４９-４２２６・和歌山県東牟婁郡古座川町明神・みようじん

　　６４９-４２１７・和歌山県東牟婁郡古座川町山手・やまて

　　６４７-１６００・和歌山県東牟婁郡北山村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４７-１６０３・和歌山県東牟婁郡北山村大沼・おおぬま

　　６４７-１６０５・和歌山県東牟婁郡北山村小松・こまつ

　　６４７-１６０４・和歌山県東牟婁郡北山村下尾井・しもおい

　　６４７-１６０２・和歌山県東牟婁郡北山村竹原・たけはら

　　６４７-１６０１・和歌山県東牟婁郡北山村七色・なないろ

　　６４９-３５００・和歌山県東牟婁郡串本町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６４９-３５１４・和歌山県東牟婁郡串本町有田・ありだ

　　６４９-３５１８・和歌山県東牟婁郡串本町有田上・ありだかみ

　　６４９-４１２４・和歌山県東牟婁郡串本町伊串・ いくじ

　　６４９-３５０１・和歌山県東牟婁郡串本町出雲・いつも

　　６４９-４１１４・和歌山県東牟婁郡串本町上野山・うえのやま

　　６４９-３５２１・和歌山県東牟婁郡串本町江田・えだ

　　６４９-３６３３・和歌山県東牟婁郡串本町大島・おおしま

　　６４９-３６３１・和歌山県東牟婁郡串本町樫野・かしの

　　６４９-４１１１・和歌山県東牟婁郡串本町上田原・かみたわら

　　６４９-３５１１・和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川・くじのかわ

　　６４９-３５０３・和歌山県東牟婁郡串本町串本・くしもと

　　６４９-４１１５・和歌山県東牟婁郡串本町古座・こざ

　　６４９-４１２３・和歌山県東牟婁郡串本町神野川・このがわ

　　６４９-３５２４・和歌山県東牟婁郡串本町里川・さとがわ

　　６４９-４１１７・和歌山県東牟婁郡串本町佐部・さべ

　　６４９-３５１０・和歌山県東牟婁郡串本町サンゴ台・さんごだい

　　６４９-３５０２・和歌山県東牟婁郡串本町潮岬・しおのみさき

　　６４９-３６３２・和歌山県東牟婁郡串本町須江・すえ

　　６４９-３５１３・和歌山県東牟婁郡串本町高富・たかとみ

　　６４９-３５２２・和歌山県東牟婁郡串本町田子・たこ

　　６４９-３５１５・和歌山県東牟婁郡串本町田並・たなみ

　　６４９-３５１６・和歌山県東牟婁郡串本町田並上・たなみかみ

　　６４９-４１１２・和歌山県東牟婁郡串本町田原・たわら

　　６４９-４１１３・和歌山県東牟婁郡串本町津荷・つが

　　６４９-４１１６・和歌山県東牟婁郡串本町中湊・なかみなと

　　６４９-３５１２・和歌山県東牟婁郡串本町二色・にしき

　　６４９-４１２２・和歌山県東牟婁郡串本町西向・にしむかい

　　６４９-３５１７・和歌山県東牟婁郡串本町吐生・はぶ

　　６４９-４１２５・和歌山県東牟婁郡串本町姫・ひめ

　　６４９-４１２６・和歌山県東牟婁郡串本町姫川・ひめがわ

　　６４９-４１２１・和歌山県東牟婁郡串本町古田・ふるた

　　６４９-３５２３・和歌山県東牟婁郡串本町和深・わぶか




