
　　７５０-００００・山口県下関市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５２-０９０２・山口県下関市赤池町・あかいけちよう

　　７５１-０８４６・山口県下関市垢田・あかだ

　　７５１-０８４１・山口県下関市垢田町・あかだちよう

　　７５０-０００７・山口県下関市赤間町・あかまちよう

　　７５１-０８７１・山口県下関市秋根・あきね

　　７５１-０８７８・山口県下関市秋根上町・あきねかみまち

　　７５１-０８７４・山口県下関市秋根新町・あきねしんまち

　　７５１-０８７７・山口県下関市秋根東町・あきねひがしまち

　　７５１-０８７３・山口県下関市秋根西町・あきねにしまち

　　７５１-０８７２・山口県下関市秋根南町・あきねみなみまち

　　７５１-０８７６・山口県下関市秋根北町・あきねきたまち

　　７５１-０８７５・山口県下関市秋根本町・あきねほんまち

　　７５０-０００３・山口県下関市阿弥陀寺町・あみだいじちよう

　　７５１-０８６６・山口県下関市綾羅木・あやらぎ

　　７５１-０８６５・山口県下関市綾羅木新町・あやらぎしんまち

　　７５１-０８４９・山口県下関市綾羅木本町・あやらぎほんまち

　　７５１-０８４８・山口県下関市綾羅木南町・あやらぎみなみまち

　　７５１-０８６８・山口県下関市有冨・ありどみ

　　７５０-００３６・山口県下関市あるかぽーと・あるかほﾟｰと

　　７５１-０８３２・山口県下関市生野町・いくのちよう

　　７５１-０８６２・山口県下関市伊倉・いくら

　　７５１-０８６９・山口県下関市伊倉新町・いくらしんまち

　　７５１-０８６１・山口県下関市伊倉東町・いくらひがしまち

　　７５１-０８６３・山口県下関市伊倉本町・いくらほんまち

　　７５１-０８６４・山口県下関市伊倉町・いくらちよう

　　７５０-００６５・山口県下関市伊崎町・いざきちよう

　　７５１-０８２５・山口県下関市石神町・いしがみちよう

　　７５１-０８８６・山口県下関市石原・いしはら

　　７５１-０８８１・山口県下関市井田・いだ

　　７５１-０８１７・山口県下関市一の宮卸本町・いちのみやおろしほんまち

　　７５１-０８０７・山口県下関市一の宮学園町・いちのみやがくえんちよう

　　７５１-０８０５・山口県下関市一の宮住吉・ いちのみやすみよじ

　　７５１-０８０９・山口県下関市一の宮東町・いちのみやひがしまち

　　７５１-０８０８・山口県下関市一の宮本町・いちのみやほんまち

　　７５１-０８０６・山口県下関市一の宮町・いちのみやちよう

　　７５０-００６４・山口県下関市今浦町・いまうらちよう

　　７５０-００１３・山口県下関市入江町・いりえちよう

　　７５０-００２７・山口県下関市上条町・うえじようちよう

　　７５０-０２５１・山口県下関市植田・うえだ

　　７５１-０８２６・山口県下関市後田町・うしろだちよう

　　７５０-０２５２・山口県下関市内日上・うついかみ

　　７５０-０２５３・山口県下関市内日下・うついしも

　　７５０-１１１１・山口県下関市宇津井・うつﾞい

　　７５２-０９２３・山口県下関市宇部・うべ

　　７５０-１１１５・山口県下関市王喜宇津井・おうきうつﾞい

　　７５０-１１１４・山口県下関市王喜本町・おうきほんまち

　　７５２-０９１６・山口県下関市王司上町・おうじかみまち

　　７５２-０９１２・山口県下関市王司川端・おうじかわはﾞた

　　７５２-０９１１・山口県下関市王司神田・おうじかんだ

　　７５２-０９１５・山口県下関市王司本町・おうじほんまち

　　７５２-０９２４・山口県下関市王司南町・おうじみなみまち

　　７５０-１１７１・山口県下関市阿内・おうち

　　７５０-００５１・山口県下関市大坪本町・おおつほﾞほんまち

　　７５０-１１４７・山口県下関市小月市原町・おつﾞきいちはらちよう

　　７５０-１１４３・山口県下関市小月駅前・おつﾞきえきまえ

　　７５０-１１３４・山口県下関市小月京泊・おつﾞききようどまり

　　７５０-１１４６・山口県下関市小月公園町・おつﾞきこうえんちよう

　　７５０-１１３６・山口県下関市小月小島・おつﾞきこじま

　　７５０-１１４１・山口県下関市小月幸町・おつﾞきさいわいまち

　　７５０-１１４５・山口県下関市小月杉迫・おつﾞきすぎさこ

　　７５０-１１３３・山口県下関市小月高雄町・おつﾞきたかおちよう

　　７５０-１１４４・山口県下関市小月茶屋・おつﾞきちやや

　　７５０-１１３１・山口県下関市小月町・おつﾞきちよう

　　７５０-１１３５・山口県下関市小月西の台・おつﾞきにしのだい

　　７５０-１１４２・山口県下関市小月本町・おつﾞきほんまち

　　７５０-１１３７・山口県下関市小月南町・おつﾞきみなみまち

　　７５０-１１３２・山口県下関市小月宮の町・おつﾞきみやのまち

　　７５１-０８８７・山口県下関市小野・おの

　　７５１-０８１８・山口県下関市卸新町・おろししんまち

山口県の地名(郵便番号付)・オフラィン検索可・検索には ( Ctrl+f)　http://tainak.jp/

http://tainak.jp/


　　７５９-６６１４・山口県下関市梶栗町・かじくりちよう

　　７５０-００３１・山口県下関市春日町・かすがちよう

　　７５２-０９０４・山口県下関市員光・かずみつ

　　７５２-０９０３・山口県下関市員光町・かずみつちよう

　　７５１-０８８４・山口県下関市形山・かたちやま

　　７５１-０８８８・山口県下関市形山町・かたちやまちよう

　　７５１-０８８５・山口県下関市形山みどり町・かたちやまみどりまち

　　７５０-００６１・山口県下関市上新地町・かみしんちちよう

　　７５０-０００９・山口県下関市上田中町・かみたなかまち

　　７５２-０９２５・山口県下関市亀浜町・かめはまちよう

　　７５９-６６０２・山口県下関市蒲生野・かもうの

　　７５０-０００５・山口県下関市唐戸町・からとちよう

　　７５１-０８５９・山口県下関市川中本町・かわなかほんまち

　　７５１-０８５３・山口県下関市川中豊町・かわなかゆたかまち

　　７５０-００３２・山口県下関市関西町・かんせいちよう

　　７５０-００２２・山口県下関市関西本町・かんせいほんまち

　　７５２-０９０７・山口県下関市神田・かんだ

　　７５０-００４４・山口県下関市神田町・かんだちよう

　　７５０-００１２・山口県下関市観音崎町・かんのんざきちよう

　　７５０-０３１１・山口県下関市菊川町上大野・きくがわちようかみおおの

　　７５０-０３２１・山口県下関市菊川町上岡枝・きくがわちようかみおかえだ

　　７５０-０３１４・山口県下関市菊川町上田部・きくがわちようかみたべ

　　７５０-０３０７・山口県下関市菊川町上保木・きくがわちようかみほき

　　７５０-０３２５・山口県下関市菊川町貴飯・きくがわちようきはﾞ

　　７５０-０３０５・山口県下関市菊川町轡井・きくがわちようくつわい

　　７５０-０３２４・山口県下関市菊川町久野・きくがわちようくの

　　７５０-０３１２・山口県下関市菊川町下大野・きくがわちようしもおおの

　　７５０-０３１７・山口県下関市菊川町下岡枝・きくがわちようしもおかえだ

　　７５０-０３０６・山口県下関市菊川町下保木・きくがわちようしもほき

　　７５０-０３１３・山口県下関市菊川町田部・きくがわちようたべ

　　７５０-０３１５・山口県下関市菊川町七見・きくがわちようななみ

　　７５０-０３２２・山口県下関市菊川町楢崎・きくがわちようならざき

　　７５０-０３０１・山口県下関市菊川町西中山・きくがわちようにしなかやま

　　７５０-０３２３・山口県下関市菊川町日新・きくがわちようにつしん

　　７５０-０３０２・山口県下関市菊川町東中山・きくがわちようひがしなかやま

　　７５０-０３０４・山口県下関市菊川町道市・きくがわちようみちいち

　　７５０-０３０３・山口県下関市菊川町樅ノ木・きくがわちようもみのき

　　７５０-０３１６・山口県下関市菊川町吉賀・きくがわちようよしか

　　７５１-０８２３・山口県下関市貴船町・きぶねまち

　　７５０-１１５１・山口県下関市清末・きよすえ

　　７５０-１１５６・山口県下関市清末東町・きよすえひがしまち

　　７５０-１１５３・山口県下関市清末鞍馬・きよすえくらま

　　７５０-１１６２・山口県下関市清末五毛・きよすえごもう

　　７５０-１１５２・山口県下関市清末陣屋・きよすえじんや

　　７５０-１１６３・山口県下関市清末千房・きよすえせんほﾞう

　　７５０-１１６４・山口県下関市清末大門・きよすえだいもん

　　７５０-１１５５・山口県下関市清末中町・きよすえなかまち

　　７５０-１１６１・山口県下関市清末西町・きよすえにしまち

　　７５０-１１５４・山口県下関市清末本町・きよすえほんまち

　　７５１-０８０４・山口県下関市楠乃・くすの

　　７５１-０８５２・山口県下関市熊野町・くまのちよう

　　７５１-０８５１・山口県下関市熊野西町・くまのにしまち

　　７５０-００４１・山口県下関市向洋町・こうようちよう

　　７５０-１１１２・山口県下関市木屋川本町・こやがわほんまち

　　７５０-１１１３・山口県下関市木屋川南町・こやがわみなみまち

　　７５０-００５８・山口県下関市金比羅町・こんひﾟらちよう

　　７５２-０９２１・山口県下関市才川・さいがわ

　　７５０-０００１・山口県下関市幸町・さいわいまち

　　７５０-００４９・山口県下関市栄町・さかえまち

　　７５０-００３５・山口県下関市桜山町・さくらやまちよう

　　７５０-００２４・山口県下関市笹山町・ささやまちよう

　　７５０-００５９・山口県下関市汐入町・しおいりちよう

　　７５１-０８０１・山口県下関市勝谷・しようや

　　７５１-０８０２・山口県下関市勝谷新町・しようやしんまち

　　７５０-１１１６・山口県下関市白崎・しらさき

　　７５１-０８４３・山口県下関市新垢田東町・しんあかだひがしまち

　　７５１-０８４４・山口県下関市新垢田西町・しんあかだにしまち

　　７５１-０８４２・山口県下関市新垢田南町・しんあかだみなみまち

　　７５１-０８４５・山口県下関市新垢田北町・しんあかだきたまち

　　７５０-００６３・山口県下関市新地町・しんちちよう



　　７５０-００６２・山口県下関市新地西町・しんちにしまち

　　７５１-０８２０・山口県下関市新椋野・しんむくの

　　７５０-００５７・山口県下関市筋川町・すじかわちよう

　　７５０-００５６・山口県下関市筋ケ浜町・すじがはまちよう

　　７５０-００５３・山口県下関市大平町・たいへいちよう

　　７５２-０９９１・山口県下関市高畑・たかはた

　　７５１-０８２２・山口県下関市宝町・たからまち

　　７５１-０８８３・山口県下関市田倉・たくら

　　７５１-０８８２・山口県下関市田倉御殿町・たくらごてんまち

　　７５０-００２５・山口県下関市竹崎町・たけざきちよう

　　７５１-０８３３・山口県下関市武久町・たけひさちよう

　　７５１-０８１９・山口県下関市武久西原台・たけひさにしはらだい

　　７５０-０００８・山口県下関市田中町・たなかまち

　　７５１-０８３１・山口県下関市大学町・だいがくちよう

　　７５１-０８１４・山口県下関市壇之浦町・だんのうらちよう

　　７５２-０９２２・山口県下関市千鳥ケ丘町・ちどりがおかちよう

　　７５２-０９１４・山口県下関市千鳥浜町・ちどりはまちよう

　　７５０-００４２・山口県下関市中央町・ちゆうおうちよう

　　７５１-０８４０・山口県下関市長州出島・ちようしゆうでじま

　　７５２-０９６２・山口県下関市長府安養寺・ちようふあんようじ

　　７５２-０９５７・山口県下関市長府印内町・ちようふいんないちよう

　　７５２-０９５２・山口県下関市長府江下町・ちようふえげまち

　　７５２-０９７１・山口県下関市長府逢坂町・ちようふおうさかちよう

　　７５２-０９２７・山口県下関市長府扇町・ちようふおおぎまち

　　７５２-０９５９・山口県下関市長府金屋町・ちようふかなやちよう

　　７５２-０９５８・山口県下関市長府金屋浜町・ちようふかなやはまちよう

　　７５２-０９６６・山口県下関市長府亀の甲・ちようふかめのこう

　　７５２-０９７９・山口県下関市長府川端・ちようふかわはﾞた

　　７５２-０９８０・山口県下関市長府黒門町・ちようふくろもんちよう

　　７５２-０９８６・山口県下関市長府黒門東町・ちようふくろもんひがしまち

　　７５２-０９８９・山口県下関市長府黒門南町・ちようふくろもんみなみまち

　　７５２-０９５４・山口県下関市長府古城町・ちようふこじようちよう

　　７５２-０９６８・山口県下関市長府紺屋町・ちようふこんやちよう

　　７５２-０９２８・山口県下関市長府才川・ちようふさいがわ

　　７５２-０９７８・山口県下関市長府侍町・ちようふさむらいまち

　　７５２-０９４２・山口県下関市長府四王司町・ちようふしおうじちよう

　　７５２-０９４１・山口県下関市長府新四王司町・ちようふしんしおうじちよう

　　７５２-０９８２・山口県下関市長府新松原町・ちようふしんまつはﾞらちよう

　　７５２-０９７０・山口県下関市長府惣社町・ちようふそうしやまち

　　７５２-０９８５・山口県下関市長府外浦町・ちようふそとうらちよう

　　７５２-０９９４・山口県下関市長府高場町・ちようふたかはﾞちよう

　　７５２-０９６１・山口県下関市長府珠の浦町・ちようふたまのうらちよう

　　７５２-０９４５・山口県下関市長府豊浦町・ちようふとよらちよう

　　７５２-０９７４・山口県下関市長府土居の内町・ちようふどいのうちちよう

　　７５２-０９４６・山口県下関市長府中尾町・ちようふなかおちよう

　　７５２-０９６３・山口県下関市長府中土居北町・ちようふなかどいきたまち

　　７５２-０９６４・山口県下関市長府中土居本町・ちようふなかどいほんまち

　　７５２-０９７３・山口県下関市長府中之町・ちようふなかのちよう

　　７５２-０９７５・山口県下関市長府中浜町・ちようふなかはまちよう

　　７５２-０９４４・山口県下関市長府中六波町・ちようふなかろつはﾟちよう

　　７５２-０９９２・山口県下関市長府野久留米町・ちようふのぐるめちよう

　　７５２-０９８７・山口県下関市長府羽衣町・ちようふはごろもちよう

　　７５２-０９８８・山口県下関市長府羽衣南町・ちようふはごろもみなみまち

　　７５２-０９９３・山口県下関市長府浜浦町・ちようふはまうらちよう

　　７５２-０９９８・山口県下関市長府浜浦西町・ちようふはまうらにしまち

　　７５２-０９９５・山口県下関市長府浜浦南町・ちようふはまうらみなみまち

　　７５２-０９７７・山口県下関市長府東侍町・ちようふひがしさむらいまち

　　７５２-０９５１・山口県下関市長府日の出町・ちようふひのでちよう

　　７５２-０９７２・山口県下関市長府古江小路町・ちようふふるえしようじちよう

　　７５２-０９４３・山口県下関市長府豊城町・ちようふほうじようちよう

　　７５２-０９５６・山口県下関市長府前八幡町・ちようふまえやはたちよう

　　７５２-０９３５・山口県下関市長府松小田中町・ちようふまつおだなかまち

　　７５２-０９３４・山口県下関市長府松小田東町・ちようふまつおだひがしまち

　　７５２-０９３７・山口県下関市長府松小田西町・ちようふまつおだにしまち

　　７５２-０９３６・山口県下関市長府松小田南町・ちようふまつおだみなみまち

　　７５２-０９３２・山口県下関市長府松小田北町・ちようふまつおだきたまち

　　７５２-０９３３・山口県下関市長府松小田本町・ちようふまつおだほんまち

　　７５２-０９８３・山口県下関市長府松原町・ちようふまつはﾞらちよう

　　７５２-０９４８・山口県下関市長府満珠新町・ちようふまんじゆしんまち

　　７５２-０９４７・山口県下関市長府満珠町・ちようふまんじゆちよう



　　７５２-０９６５・山口県下関市長府三島町・ちようふみしまちよう

　　７５２-０９５３・山口県下関市長府港町・ちようふみなとまち

　　７５２-０９７６・山口県下関市長府南之町・ちようふみなみのちよう

　　７５２-０９８４・山口県下関市長府宮崎町・ちようふみやざきちよう

　　７５２-０９６７・山口県下関市長府宮の内町・ちようふみやのうちちよう

　　７５２-０９９６・山口県下関市長府向田町・ちようふむかいだちよう

　　７５２-０９５５・山口県下関市長府八幡町・ちようふやはたちよう

　　７５９-６６１５・山口県下関市冨任・とみとう

　　７５９-６６１３・山口県下関市富任町・とみとうちよう

　　７５９-６３１４・山口県下関市豊浦町厚母郷・とようらちようあつもごう

　　７５９-６３０３・山口県下関市豊浦町宇賀・とようらちよううか

　　７５９-６３０１・山口県下関市豊浦町川棚・とようらちようかわたな

　　７５９-６３１２・山口県下関市豊浦町黒井・とようらちようくろい

　　７５９-６３０２・山口県下関市豊浦町小串・ とようらちようこぐじ

　　７５９-６３１３・山口県下関市豊浦町豊洋台・とようらちようほうようだい

　　７５９-６３１３・山口県下関市豊浦町豊洋台新町・とようらちようほうようだいしんまち

　　７５９-６３１５・山口県下関市豊浦町室津上・とようらちようむろつかみ

　　７５９-６３１６・山口県下関市豊浦町室津下・とようらちようむろつしも

　　７５９-６３１１・山口県下関市豊浦町吉永・とようらちようよしなが

　　７５９-６３１７・山口県下関市豊浦町涌田後地・とようらちようわいたうしろじ

　　７５２-０９８１・山口県下関市豊浦村・とようらむら

　　７５０-０４５１・山口県下関市豊田町阿座上・とよたちようあざかみ

　　７５０-０４０４・山口県下関市豊田町荒木・とよたちようあらき

　　７５０-０４０３・山口県下関市豊田町一ノ俣・とよたちよういちのまた

　　７５０-０４１２・山口県下関市豊田町稲見・とよたちよういなみ

　　７５０-０４４２・山口県下関市豊田町稲光・とよたちよういなみつ

　　７５０-０４３１・山口県下関市豊田町今出・とよたちよういまで

　　７５０-０４１５・山口県下関市豊田町浮石・ とよたちよううきいじ

　　７５０-０４１１・山口県下関市豊田町宇内・とよたちよううない

　　７５０-０４５２・山口県下関市豊田町江良・とよたちようえら

　　７５０-０４３３・山口県下関市豊田町大河内・とよたちようおおかわち

　　７５０-０４５５・山口県下関市豊田町城戸・とよたちようきど

　　７５０-０４１３・山口県下関市豊田町金道・とよたちようきんどう

　　７５０-０４０２・山口県下関市豊田町佐野・とよたちようさの

　　７５０-０４３２・山口県下関市豊田町地吉・ とよたちようじよじ

　　７５０-０４１６・山口県下関市豊田町鷹子・とよたちようたかのこ

　　７５０-０４４６・山口県下関市豊田町高山・とよたちようたかやま

　　７５０-０４５３・山口県下関市豊田町手洗・とよたちようたらい

　　７５０-０４０１・山口県下関市豊田町殿居・とよたちようとのい

　　７５０-０４２１・山口県下関市豊田町殿敷・とよたちようとのしき

　　７５０-０４４１・山口県下関市豊田町中村・とよたちようなかむら

　　７５０-０４２２・山口県下関市豊田町楢原・とよたちようならわら

　　７５０-０４２３・山口県下関市豊田町西市・とよたちようにしいち

　　７５０-０４５４・山口県下関市豊田町西長野・とよたちようにしながの

　　７５０-０４２５・山口県下関市豊田町庭田・とよたちようにわた

　　７５０-０４４４・山口県下関市豊田町萩原・とよたちようはぎわら

　　７５０-０４４５・山口県下関市豊田町東長野・とよたちようひがしながの

　　７５０-０４４３・山口県下関市豊田町日野・とよたちようひの

　　７５０-０４０５・山口県下関市豊田町杢路子・とよたちようむくろうじ

　　７５０-０４１４・山口県下関市豊田町八道・とよたちようやじ

　　７５０-０４２４・山口県下関市豊田町矢田・とよたちようやた

　　７５０-０００４・山口県下関市中之町・なかのちよう

　　７５０-００２３・山口県下関市長崎新町・ながさきしんまち

　　７５０-００２１・山口県下関市長崎中央町・ながさきちゆうおうちよう

　　７５０-００２８・山口県下関市長崎本町・ながさきほんまち

　　７５０-００２９・山口県下関市長崎町・ながさきちよう

　　７５９-６５３４・山口県下関市永田郷・ながたごう

　　７５９-６５３３・山口県下関市永田本町・ながたほんまち

　　７５０-００２６・山口県下関市長門町・ながとまち

　　７５０-０００６・山口県下関市南部町・なべちよう

　　７５０-００１５・山口県下関市西入江町・にしいりえちよう

　　７５０-００５４・山口県下関市西大坪町・にしおおつほﾞちよう

　　７５０-００３４・山口県下関市西神田町・にしかんだちよう

　　７５２-０９０５・山口県下関市西観音町・にしかんのんちよう

　　７５２-０９１３・山口県下関市乃木浜・のぎはま

　　７５１-０８６７・山口県下関市延行・のぶゆき

　　７５１-０８３０・山口県下関市幡生新町・はたぶしんまち

　　７５１-０８２７・山口県下関市幡生本町・はたぶほんまち

　　７５１-０８２９・山口県下関市幡生宮の下町・はたぶみやのしたちよう

　　７５１-０８２８・山口県下関市幡生町・はたぶちよう



　　７５０-００１４・山口県下関市岬之町・はなのちよう

　　７５０-００４６・山口県下関市羽山町・はやまちよう

　　７５１-０８５６・山口県下関市稗田中町・ひえだなかまち

　　７５１-０８５５・山口県下関市稗田西町・ひえだにしまち

　　７５１-０８５４・山口県下関市稗田南町・ひえだみなみまち

　　７５１-０８５７・山口県下関市稗田北町・ひえだきたまち

　　７５１-０８５８・山口県下関市稗田町・ひえだちよう

　　７５０-００４３・山口県下関市東神田町・ひがしかんだちよう

　　７５２-０９０６・山口県下関市東観音町・ひがしかんのんちよう

　　７５１-０８７９・山口県下関市東勝谷・ひがししようや

　　７５０-００４８・山口県下関市東向山町・ひがしむかいやまちよう

　　７５０-００６６・山口県下関市東大和町・ひがしやまとまち

　　７５０-００７１・山口県下関市彦島海士郷町・ひこしまあまのごうちよう

　　７５０-００７５・山口県下関市彦島江の浦町・ひこしまえのうらちよう

　　７５０-００７３・山口県下関市彦島老の山公園・ひこしまおいのやまこうえん

　　７５０-００７２・山口県下関市彦島老町・ひこしまおいまち

　　７５０-００８３・山口県下関市彦島桜ケ丘町・ひこしまさくらがおかちよう

　　７５０-００９２・山口県下関市彦島迫町・ひこしまさこまち

　　７５０-００８６・山口県下関市彦島塩浜町・ひこしましおはまちよう

　　７５０-００７８・山口県下関市彦島杉田町・ひこしますぎたちよう

　　７５０-００８１・山口県下関市彦島角倉町・ひこしますまくらちよう

　　７５０-００９４・山口県下関市彦島竹ノ子島町・ひこしまたけのこじまちよう

　　７５０-００８５・山口県下関市彦島田の首町・ひこしまたのくびちよう

　　７５０-００７６・山口県下関市彦島弟子待町・ひこしまでしまつちよう

　　７５０-００７７・山口県下関市彦島弟子待東町・ひこしまでしまつひがしまち

　　７５０-００９３・山口県下関市彦島西山町・ひこしまにしやまちよう

　　７５０-００８７・山口県下関市彦島福浦町・ひこしまふくうらちよう

　　７５０-００７４・山口県下関市彦島本村町・ひこしまほんむらちよう

　　７５０-００９１・山口県下関市彦島緑町・ひこしまみどりちよう

　　７５０-００８４・山口県下関市彦島向井町・ひこしまむかいちよう

　　７５０-００８２・山口県下関市彦島山中町・ひこしまやまなかちよう

　　７５９-６６０１・山口県下関市福江・ふくえ

　　７５１-０８１１・山口県下関市藤ケ谷町・ふじがたにちよう

　　７５０-００５２・山口県下関市藤附町・ふじつくちよう

　　７５０-００１８・山口県下関市豊前田町・ぶぜんだちよう

　　７５９-６５４２・山口県下関市蓋井島・ふたおいじま

　　７５１-０８４７・山口県下関市古屋町・ふるやちよう

　　７５９-５２４１・山口県下関市豊北町阿川・ほうほくちようあがわ

　　７５９-５１０１・山口県下関市豊北町粟野・ほうほくちようあわの

　　７５９-５３３１・山口県下関市豊北町神田・ほうほくちようかんだ

　　７５９-５５１３・山口県下関市豊北町神田上（７２８６～７３３９)

　　７５９-６１２１・山口県下関市豊北町神田上（その他）・かんだかみ(そのた)

　　７５９-５５１３・山口県下関市豊北町北宇賀・ほうほくちようきたうか

　　７５９-５５１１・山口県下関市豊北町滝部・ほうほくちようたきべ

　　７５９-５５１２・山口県下関市豊北町田耕・ほうほくちようたすき

　　７５９-５３３２・山口県下関市豊北町角島・ほうほくちようつのしま

　　７５９-６１２２・山口県下関市豊北町矢玉・ほうほくちようやたま

　　７５０-００１７・山口県下関市細江新町・ほそえしんまち

　　７５０-００１６・山口県下関市細江町・ほそえちよう

　　７５１-０８１５・山口県下関市本町・ほんまち

　　７５１-０８０３・山口県下関市前勝谷町・まえしようやちよう

　　７５２-０９９７・山口県下関市前田・まえだ

　　７５２-０９３１・山口県下関市松小田・まつおだ

　　７５０-１１２１・山口県下関市松屋・まつや

　　７５０-１１２２・山口県下関市松屋上町・まつやかみまち

　　７５０-１１２３・山口県下関市松屋東町・まつやひがしまち

　　７５０-１１２４・山口県下関市松屋本町・まつやほんまち

　　７５０-００１９・山口県下関市丸山町・まるやまちよう

　　７５１-０８２１・山口県下関市三河町・みかわちよう

　　７５０-００５５・山口県下関市南大坪町・みなみおおつほﾞちよう

　　７５１-０８１３・山口県下関市みもすそ川町・みもすそがわちよう

　　７５０-０００２・山口県下関市宮田町・みやだまち

　　７５０-００４７・山口県下関市向山町・むかいやまちよう

　　７５１-０８１２・山口県下関市椋野上町・むくのかみまち

　　７５１-０８１６・山口県下関市椋野町・むくのちよう

　　７５０-００９５・山口県下関市六連島・むつれじま

　　７５０-００１１・山口県下関市名池町・めいちちよう

　　７５０-００４５・山口県下関市元町・もとまち

　　７５９-６６０５・山口県下関市安岡・やすおか

　　７５９-６６１２・山口県下関市安岡駅前・やすおかえきまえ



　　７５９-６６０３・山口県下関市安岡町・やすおかちよう

　　７５９-６６１１・山口県下関市安岡本町・やすおかほんまち

　　７５２-０９０１・山口県下関市山田・やまだ

　　７５０-００３３・山口県下関市山手町・やまてちよう

　　７５０-００６７・山口県下関市大和町・やまとまち

　　７５１-０８２４・山口県下関市山の口町・やまのくちちよう

　　７５１-０８３７・山口県下関市山の田中央町・やまのたちゆうおうちよう

　　７５１-０８３４・山口県下関市山の田東町・やまのたひがしまち

　　７５１-０８３６・山口県下関市山の田西町・やまのたにしまち

　　７５１-０８３５・山口県下関市山の田南町・やまのたみなみまち

　　７５１-０８３９・山口県下関市山の田北町・やまのたきたまち

　　７５１-０８３８・山口県下関市山の田本町・やまのたほんまち

　　７５２-０９２６・山口県下関市ゆめタウン・ゆめたうん

　　７５９-６６０４・山口県下関市横野町・よこのちよう

　　７５０-１１０１・山口県下関市吉田・よしだ

　　７５０-１１０２・山口県下関市吉田地方・よしだじかた

　　７５９-６５２４・山口県下関市吉見上・よしみかみ

　　７５９-６５２３・山口県下関市吉見下・よしみしも

　　７５９-６５２１・山口県下関市吉見古宿町・よしみこじゆくちよう

　　７５９-６５２５・山口県下関市吉見里町・よしみさとまち

　　７５９-６５３２・山口県下関市吉見新町・よしみしんまち

　　７５９-６５３１・山口県下関市吉見本町・よしみほんまち

　　７５９-６５２２・山口県下関市吉見竜王町・よしみりゆうおうちよう

　　７５９-６５４１・山口県下関市吉母・よしも

　　７５５-００００・山口県宇部市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５５-００４３・山口県宇部市相生町・あいおいちよう

　　７５５-０８０１・山口県宇部市上条・あげじよう

　　７５５-００４１・山口県宇部市朝日町・あさひまち

　　７５７-０２１１・山口県宇部市芦河内・あしがわち

　　７５５-０１５２・山口県宇部市あすとぴあ・あすとひﾟあ

　　７５９-０１３１・山口県宇部市荒瀬・あらせ

　　７５４-１３１４・山口県宇部市櫟原・いちいはﾞら

　　７５５-００５５・山口県宇部市居能町・いのうちよう

　　７５７-０２１２・山口県宇部市今富・いまどみ

　　７５５-０１５５・山口県宇部市今村北・いまむらきた

　　７５５-０１５４・山口県宇部市今村南・いまむらみなみ

　　７５５-０８１０・山口県宇部市岩鼻町・いわはなちよう

　　７５５-００５１・山口県宇部市上町・うえまち

　　７５４-１３１２・山口県宇部市棯小野・うつぎおの

　　７５５-００６２・山口県宇部市鵜の島町・うのしまちよう

　　７５９-０１３５・山口県宇部市瓜生野・うりゆうの

　　７５５-００７６・山口県宇部市大小路・おおしようじ

　　７５５-０００１・山口県宇部市沖宇部・おきうべ

　　７５９-０２０２・山口県宇部市沖ノ旦・おきのだん

　　７５７-０２１３・山口県宇部市奥万倉・おくまぐら

　　７５４-１３１１・山口県宇部市小野・おの

　　７５５-００２３・山口県宇部市恩田町・おんだちよう

　　７５５-００３８・山口県宇部市海南町・かいなんちよう

　　７５５-００９１・山口県宇部市上宇部・かみうべ

　　７５５-００９２・山口県宇部市上野中町・かみのなかちよう

　　７５５-００２２・山口県宇部市神原町・かみはらちよう

　　７５５-０００２・山口県宇部市亀浦・かめうら

　　７５５-００８４・山口県宇部市川上・かわかみ

　　７５５-００７４・山口県宇部市川添・かわぞえ

　　７５５-００８１・山口県宇部市北小羽山町・きたおはﾞやまちよう

　　７５５-００３６・山口県宇部市北琴芝・きたことしはﾞ

　　７５５-００９３・山口県宇部市北迫新町・きたさこしんまち

　　７５５-０８０２・山口県宇部市北条・きたじよう

　　７５９-０１３６・山口県宇部市木田・きだ

　　７５９-０２０７・山口県宇部市際波・きわなみ

　　７５５-０００４・山口県宇部市草江・くさえ

　　７５９-０１３３・山口県宇部市車地・くるまじ

　　７５９-０２１３・山口県宇部市黒石北・くろいしきた

　　７５９-０２０９・山口県宇部市厚南北・こうなんきた

　　７５９-０２１２・山口県宇部市厚南中央・こうなんちゆうおう

　　７５５-００６７・山口県宇部市小串・ こぐじ

　　７５５-０００５・山口県宇部市五十目山町・ごじゆうめやまちよう

　　７５５-００７５・山口県宇部市琴崎町・ことざきちよう

　　７５５-００３３・山口県宇部市琴芝町・ことしはﾞちよう

　　７５５-００３２・山口県宇部市寿町・ことぶきちよう



　　７５５-００６６・山口県宇部市小松原町・こまつはﾞらちよう

　　７５５-００１２・山口県宇部市幸町・さいわいまち

　　７５５-００１５・山口県宇部市笹山町・ささやまちよう

　　７５５-００１７・山口県宇部市芝中町・しはﾞなかちよう

　　７５５-００４７・山口県宇部市島・しま

　　７５５-００４８・山口県宇部市下条・しもじよう

　　７５５-００１１・山口県宇部市昭和町・しようわちよう

　　７５５-００２９・山口県宇部市新天町・しんてんちよう

　　７５５-００４４・山口県宇部市新町・しんまち

　　７５９-０１２３・山口県宇部市末信・すえのぶ

　　７５５-００１４・山口県宇部市末広町・すえひろちよう

　　７５５-００５４・山口県宇部市助田町・すけだちよう

　　７５９-０１２１・山口県宇部市棚井・たない

　　７５５-００４５・山口県宇部市中央町・ちゆうおうちよう

　　７５５-００２１・山口県宇部市常藤町・つねふじちよう

　　７５９-０２０４・山口県宇部市妻崎開作・つまざきがいさく

　　７５５-００７８・山口県宇部市寺の前町・てらのまえちよう

　　７５５-００９７・山口県宇部市常盤台・ときわだい

　　７５５-００３１・山口県宇部市常盤町・ときわちよう

　　７５５-０１５３・山口県宇部市床波・とこなみ

　　７５５-００８６・山口県宇部市中宇部・なかうべ

　　７５５-００７３・山口県宇部市中尾・なかお

　　７５９-０２０３・山口県宇部市中野開作・なかのがいさく

　　７５５-００７２・山口県宇部市中村・なかむら

　　７５５-００５８・山口県宇部市中山・なかやま

　　７５５-００６４・山口県宇部市鍋倉町・なべくらちよう

　　７５９-０２１１・山口県宇部市西宇部北・にしうべきた

　　７５９-０２０８・山口県宇部市西宇部南・にしうべみなみ

　　７５９-０２０５・山口県宇部市西沖の山・にしおきのやま

　　７５５-００３７・山口県宇部市西梶返・ にしかじがえじ

　　７５５-００１８・山口県宇部市錦町・にしきちよう

　　７５７-０４０２・山口県宇部市西吉部・にしきべ

　　７５５-０１５１・山口県宇部市西岐波・にしきわ

　　７５５-００４９・山口県宇部市西小串・ にしこぐじ

　　７５５-００３５・山口県宇部市西琴芝・にしことしはﾞ

　　７５５-００５３・山口県宇部市西中町・にしなかちよう

　　７５５-０８０８・山口県宇部市西平原・にしひらはﾞら

　　７５５-００５２・山口県宇部市西本町・にしほんまち

　　７５７-０２１４・山口県宇部市西万倉・にしまぐら

　　７５５-００６９・山口県宇部市西桃山,2・にしももやま

　　７５４-１３１５・山口県宇部市如意寺・によいじ

　　７５５-００８５・山口県宇部市沼・ぬま

　　７５５-００２５・山口県宇部市野中・のなか

　　７５５-００２４・山口県宇部市野原・のはﾞら

　　７５５-０００３・山口県宇部市則貞・のりさだ

　　７５５-０００７・山口県宇部市八王子町・はちおうじちよう

　　７５５-０８０６・山口県宇部市浜田・はまだ

　　７５５-００６５・山口県宇部市浜町・はまちよう

　　７５５-００８２・山口県宇部市東小羽山町・ひがしおはﾞやまちよう

　　７５５-００３９・山口県宇部市東梶返・ ひがしかじがえじ

　　７５７-０４０１・山口県宇部市東吉部・ひがしきべ

　　７５５-０２４１・山口県宇部市東岐波・ひがしきわ

　　７５５-００６８・山口県宇部市東小串・ ひがしこぐじ

　　７５５-００３４・山口県宇部市東琴芝・ひがしことしはﾞ

　　７５５-００１６・山口県宇部市東芝中町・ひがししはﾞなかちよう

　　７５５-００１９・山口県宇部市東新川町・ひがししんかわちよう

　　７５９-０２０６・山口県宇部市東須恵・ひがしすえ

　　７５５-０８０７・山口県宇部市東平原・ひがしひらはﾞら

　　７５５-０８０３・山口県宇部市東藤曲・ひがしふじまがり

　　７５５-００２８・山口県宇部市東本町・ひがしほんまち

　　７５７-０２１５・山口県宇部市東万倉・ひがしまぐら

　　７５５-０００９・山口県宇部市東見初町・ひがしみぞめちよう

　　７５５-００９６・山口県宇部市開・ひらき

　　７５５-００９４・山口県宇部市ひらき台・ひらきだい

　　７５９-０１２４・山口県宇部市広瀬・ひろせ

　　７５４-１３１３・山口県宇部市藤河内・ふじごうち

　　７５５-００５７・山口県宇部市藤曲・ふじまがり

　　７５７-０２１６・山口県宇部市船木・ふなき

　　７５５-００９５・山口県宇部市風呂ケ迫町・ふろがさこちよう

　　７５５-０８０５・山口県宇部市文京台・ぶんきようだい



　　７５５-００５６・山口県宇部市文京町・ぶんきようちよう

　　７５５-０８０９・山口県宇部市松崎町・まつざきちよう

　　７５５-００４２・山口県宇部市松島町・まつしまちよう

　　７５５-００２６・山口県宇部市松山町・まつやまちよう

　　７５５-０００６・山口県宇部市岬町・みさきちよう

　　７５５-００２７・山口県宇部市港町・みなとまち

　　７５５-００８３・山口県宇部市南小羽山町・みなみおはﾞやまちよう

　　７５５-００４６・山口県宇部市南小串・ みなみこぐじ

　　７５５-０８０４・山口県宇部市南中山町・みなみなかやまちよう

　　７５５-００６３・山口県宇部市南浜町・みなみはまちよう

　　７５５-００７１・山口県宇部市宮地町・みやじちよう

　　７５５-０００８・山口県宇部市明神町・みようじんちよう

　　７５５-００１３・山口県宇部市明治町・めいじまち

　　７５７-０２１７・山口県宇部市矢矯・やはぎ

　　７５５-００７７・山口県宇部市山門・やまかど

　　７５９-０１３２・山口県宇部市山中・やまなか

　　７５９-０２０１・山口県宇部市山の手町・やまのてちよう

　　７５９-０１２２・山口県宇部市吉見・よしみ

　　７５９-０１３４・山口県宇部市善和・よしわ

　　７５５-００６１・山口県宇部市若松町・わかまつちよう

　　７５３-００００・山口県山口市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５４-１１０２・山口県山口市秋穂西・ あいおにじ

　　７５４-１１０１・山口県山口市秋穂東・ あいおひがじ

　　７５４-０８９３・山口県山口市秋穂二島・あいおふたじま

　　７５３-０８２１・山口県山口市葵・あおい

　　７５３-００１２・山口県山口市青葉台・あおはﾞだい

　　７５３-００６７・山口県山口市赤妻町・あかつﾞまちよう

　　７５３-００６１・山口県山口市朝倉町・あさくらちよう

　　７５３-０８７１・山口県山口市朝田・あさだ

　　７５３-０８７２・山口県山口市朝田流通センター・あさだりゆうつうせんたｰ

　　７５３-００５１・山口県山口市旭通り・あさひどおり

　　７５４-１２７７・山口県山口市阿知須・あじす

　　７５９-１３４２・山口県山口市阿東生雲中・あとういくもなか

　　７５９-１３４１・山口県山口市阿東生雲西分・あとういくもにしぶん

　　７５９-１２３１・山口県山口市阿東生雲東分・あとういくもひがしぶん

　　７５９-１６０１・山口県山口市阿東嘉年上・あとうかねかみ

　　７５９-１６０２・山口県山口市阿東嘉年下・あとうかねしも

　　７５９-１２３２・山口県山口市阿東篠目・あとうしのめ

　　７５９-１４２１・山口県山口市阿東地福上・あとうじふくかみ

　　７５９-１４２２・山口県山口市阿東地福下・あとうじふくしも

　　７５９-１３４３・山口県山口市阿東蔵目喜・あとうぞうめき

　　７５９-１５１１・山口県山口市阿東徳佐上・あとうとくさかみ

　　７５９-１５１３・山口県山口市阿東徳佐下・あとうとくさしも

　　７５９-１５１２・山口県山口市阿東徳佐中・あとうとくさなか

　　７５３-００３８・山口県山口市石観音町・いしがんのんちよう

　　７５３-０８１５・山口県山口市維新公園・いしんこうえん

　　７５３-００６６・山口県山口市泉町・いずみちよう

　　７５３-００７９・山口県山口市糸米・いとよね

　　７５３-００５５・山口県山口市今井町・いまいちよう

　　７５３-００８３・山口県山口市後河原・うしろがわら

　　７５３-００４８・山口県山口市駅通り・えきどおり

　　７５４-０８９６・山口県山口市江崎・えざき

　　７５３-００１７・山口県山口市江良・えら

　　７５３-００３６・山口県山口市円政寺・えんせいじ

　　７５３-００３６・山口県山口市円政寺町・えんせいじちよう

　　７５３-００３３・山口県山口市大市町・おおいちちよう

　　７５３-０２４２・山口県山口市大内小京都・おおうちしようきようと

　　７５３-０２５１・山口県山口市大内千坊・おおうちせんほﾞう

　　７５３-０２５２・山口県山口市大内中央・おおうちちゆうおう

　　７５３-０２４１・山口県山口市大内問田・おおうちといだ

　　７５３-０２１１・山口県山口市大内長野・おおうちながの

　　７５３-０２３１・山口県山口市大内氷上・おおうちひかみ

　　７５３-０２４３・山口県山口市大内姫山台・おおうちひめやまだい

　　７５３-０２１４・山口県山口市大内御堀・おおうちみほり

　　７５３-０２１５・山口県山口市大内矢田・おおうちやた

　　７５３-０２２１・山口県山口市大内矢田北・おおうちやたきた

　　７５３-０２２２・山口県山口市大内矢田南・おおうちやたみなみ

　　７５３-００７２・山口県山口市大手町・おおてまち

　　７５３-００９３・山口県山口市大殿大路・おおどのおおじ

　　７５３-００６２・山口県山口市荻町・おぎちよう



　　７５４-００２９・山口県山口市小郡維新町・おごおりいしんまち

　　７５４-０００８・山口県山口市小郡円座西町・おごおりえんざにしちよう

　　７５４-０００７・山口県山口市小郡円座東町・おごおりえんざひがしちよう

　　７５４-００１５・山口県山口市小郡大江町・おごおりおおえまち

　　７５４-０００６・山口県山口市小郡尾崎町・おごおりおざきちよう

　　７５４-００３４・山口県山口市小郡かぜの丘・おごおりかぜのおか

　　７５４-０００４・山口県山口市小郡金堀町・おごおりかなほりちよう

　　７５４-０００１・山口県山口市小郡上郷・おごおりかみごう

　　７５３-０８７２・山口県山口市小郡上郷流通センター・おごおりかみごうりゆうつう

　　７５４-００２８・山口県山口市小郡給領町・おごおりきゆうりようまち

　　７５４-００２１・山口県山口市小郡黄金町・おごおりこがねまち

　　７５４-００２６・山口県山口市小郡栄町・おごおりさかえまち

　　７５４-００２７・山口県山口市小郡三軒屋町・おごおりさんげんやまち

　　７５４-０００２・山口県山口市小郡下郷・おごおりしもごう

　　７５４-００３１・山口県山口市小郡新町・おごおりしんまち

　　７５４-００４４・山口県山口市小郡大正町,2・おごおりたいしようまち

　　７５４-００１４・山口県山口市小郡高砂町・おごおりたかさごまち

　　７５４-００４２・山口県山口市小郡長谷,2・おごおりながたに

　　７５４-００２２・山口県山口市小郡花園町・おごおりはなぞのまち

　　７５４-００３３・山口県山口市小郡光が丘・おごおりひかりがおか

　　７５４-００２５・山口県山口市小郡平砂町・おごおりひらさまち

　　７５４-００１２・山口県山口市小郡船倉町・おごおりふなくらまち

　　７５４-００２０・山口県山口市小郡平成町・おごおりへいせいまち

　　７５４-００２３・山口県山口市小郡前田町・おごおりまえだまち

　　７５４-０００３・山口県山口市小郡真名・おごおりまな

　　７５４-００１３・山口県山口市小郡緑町・おごおりみどりまち

　　７５４-００１１・山口県山口市小郡御幸町・おごおりみゆきまち

　　７５４-００３２・山口県山口市小郡みらい町・おごおりみらいまち

　　７５４-００４３・山口県山口市小郡明治,2・おごおりめいじ

　　７５４-０００５・山口県山口市小郡山手上町・おごおりやまてかみまち

　　７５４-００４１・山口県山口市小郡令和・おごおりれいわ

　　７５４-００２４・山口県山口市小郡若草町・おごおりわかくさまち

　　７５３-００２２・山口県山口市折本・おりもと

　　７５４-０８９７・山口県山口市嘉川・かがわ

　　７５３-００７３・山口県山口市春日町・かすがちよう

　　７５３-００２４・山口県山口市金古曽町・かなこそちよう

　　７５３-００９１・山口県山口市上宇野令・かみうのれい

　　７５３-０２１３・山口県山口市上小鯖・かみおさはﾞ

　　７５３-００３５・山口県山口市上竪小路・かみたてこうじ

　　７５３-０８９１・山口県山口市上天花町・かみてんげまち

　　７５３-００８９・山口県山口市亀山町・かめやまちよう

　　７５３-００６４・山口県山口市神田町・かんだちよう

　　７５３-００９５・山口県山口市木町・きまち

　　７５３-００６５・山口県山口市楠木町・くすのきちよう

　　７５３-００８４・山口県山口市久保小路・くほﾞしようじ

　　７５３-００７７・山口県山口市熊野町・くまのちよう

　　７５３-０８５１・山口県山口市黒川・くろかわ

　　７５３-００８１・山口県山口市香山町・こうざんちよう

　　７５３-００４５・山口県山口市黄金町・こがねちよう

　　７５３-００８７・山口県山口市米屋町・こめやちよう

　　７５３-０８２６・山口県山口市幸町・さいわいちよう

　　７５３-００２１・山口県山口市桜畠・さくらはﾞたけ

　　７５４-０８９４・山口県山口市佐山・さやま

　　７５３-００２３・山口県山口市三の宮・さんのみや

　　７５３-００５２・山口県山口市三和町・さんわちよう

　　７５３-００２５・山口県山口市芝崎町・しはﾞさきちよう

　　７５３-００５８・山口県山口市下市町・しもいちちよう

　　７５３-０２１２・山口県山口市下小鯖・しもおさはﾞ

　　７５３-００３４・山口県山口市下竪小路・しもたてこうじ

　　７５３-００８４・山口県山口市諸願小路・しよがんしようじ

　　７５３-００７０・山口県山口市白石・ しらいじ

　　７５３-００８５・山口県山口市新馬場・しんはﾞはﾞ

　　７５４-０８９１・山口県山口市陶・すえ

　　７４７-１２２１・山口県山口市鋳銭司・すぜんじ

　　７５３-０８２２・山口県山口市周布町・すふちよう

　　７５３-００８４・山口県山口市銭湯小路・せんとうしようじ

　　７５３-００７６・山口県山口市泉都町・せんとちよう

　　７５３-００４２・山口県山口市惣太夫町・そうだゆうちよう

　　７５３-０８１２・山口県山口市宝町・たからちよう

　　７５３-００７１・山口県山口市滝町・たきまち



　　７５３-００７４・山口県山口市中央・ちゆうおう

　　７５３-００９１・山口県山口市天花・てんげ

　　７５３-００４７・山口県山口市道場門前・どうじようもんぜん

　　７５３-００３７・山口県山口市道祖町・どうそちよう

　　７５３-００３２・山口県山口市堂の前町・どうのまえちよう

　　７４７-０２３２・山口県山口市徳地伊賀地・とくちﾞいかじ

　　７４７-０２３４・山口県山口市徳地小古祖・とくちﾞおごそ

　　７４７-０５２３・山口県山口市徳地上村・とくちﾞかみむら

　　７４７-０２３３・山口県山口市徳地岸見・とくちﾞきしみ

　　７４７-０６１２・山口県山口市徳地串・ とくちﾞくじ

　　７４７-０６１１・山口県山口市徳地鯖河内・とくちﾞさはﾞごうち

　　７４７-０５２２・山口県山口市徳地島地・とくちﾞしまじ

　　７４７-０４０１・山口県山口市徳地野谷・とくちﾞのたに

　　７４７-０３４１・山口県山口市徳地引谷・とくちﾞひくたに

　　７４７-０２３５・山口県山口市徳地深谷・とくちﾞふかだに

　　７４７-０５２４・山口県山口市徳地藤木・とくちﾞふじき

　　７４７-０３４２・山口県山口市徳地船路・とくちﾞふなじ

　　７４７-０２３１・山口県山口市徳地堀・とくちﾞほり

　　７４７-０３４３・山口県山口市徳地三谷・とくちﾞみたに

　　７４７-０３４４・山口県山口市徳地八坂・とくちﾞやさか

　　７４７-０５２１・山口県山口市徳地山畑・とくちﾞやまはた

　　７４７-０４０２・山口県山口市徳地柚木・とくちﾞゆのき

　　７５３-００５４・山口県山口市富田原町・とみたはﾞらちよう

　　７５３-００８６・山口県山口市中市町・なかいちちよう

　　７５３-０８０１・山口県山口市中尾・なかお

　　７５３-００８８・山口県山口市中河原・なかがわら

　　７５３-００８８・山口県山口市中河原町・なかがわらちよう

　　７５３-００７５・山口県山口市中園町・なかぞのちよう

　　７５４-０８９２・山口県山口市名田島・なたじま

　　７５３-００１８・山口県山口市七尾台・ななおだい

　　７５３-００６８・山口県山口市錦町・にしきちよう

　　７５３-０３０１・山口県山口市仁保上郷・にほかみごう

　　７５３-０３０３・山口県山口市仁保下郷・にほしもごう

　　７５３-０３０２・山口県山口市仁保中郷・にほなかごう

　　７５３-００９４・山口県山口市野田・のだ

　　７５３-００４１・山口県山口市東山・ひがしやま

　　７５３-０８３１・山口県山口市平井・ひらい

　　７５３-００１５・山口県山口市平野・ひらの

　　７５４-０８９５・山口県山口市深溝・ふかみぞ

　　７５３-００３１・山口県山口市古熊・ふるくま

　　７５３-０８２４・山口県山口市穂積町・ほつﾞみちよう

　　７５３-００４６・山口県山口市本町・ほんまち

　　７５３-００５７・山口県山口市前町・まえまち

　　７５３-００５３・山口県山口市松美町・まつみちよう

　　７５３-００８２・山口県山口市水の上町・みずのうえちよう

　　７５３-００１６・山口県山口市緑ヶ丘・みどりがおか

　　７５３-００７８・山口県山口市緑町・みどりちよう

　　７５３-００４３・山口県山口市宮島町・みやじまちよう

　　７５３-０００１・山口県山口市宮野上・みやのかみ

　　７５３-００１１・山口県山口市宮野下・みやのしも

　　７５３-００６３・山口県山口市元町・もとまち

　　７５３-０８６１・山口県山口市矢原・やはﾞら

　　７５３-０８２５・山口県山口市矢原町・やはﾞらちよう

　　７５３-０８７２・山口県山口市山口県流通センター・やまぐちけんりゆうつう

　　７５３-００９２・山口県山口市八幡馬場・やわたのはﾞはﾞ

　　７５３-００５６・山口県山口市湯田温泉・ゆだおんせん

　　７５３-０８１１・山口県山口市吉敷・よしき

　　７５３-０８１７・山口県山口市吉敷赤田・よしきあかだ

　　７５３-０８１８・山口県山口市吉敷上東・ よしきかみひがじ

　　７５３-０８１６・山口県山口市吉敷佐畑・よしきさはﾞた

　　７５３-０８１４・山口県山口市吉敷下東・ よしきしもひがじ

　　７５３-０８１３・山口県山口市吉敷中東・ よしきなかひがじ

　　７５３-０８４１・山口県山口市吉田・よしだ

　　７５３-０８２３・山口県山口市若宮町・わかみやちよう

　　７５３-００４４・山口県山口市鰐石町・わにいしちよう

　　７５８-００００・山口県萩市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５８-０００１・山口県萩市相島・あいしま

　　７５４-０４１１・山口県萩市明木・あきらぎ

　　７５８-００５１・山口県萩市油屋町・あぶらやちよう

　　７５８-００５２・山口県萩市今魚店町・いまうおのたなまち



　　７５８-００２１・山口県萩市今古萩町・いまふるはぎまち

　　７５９-３１１３・山口県萩市江崎・えさき

　　７５８-００３３・山口県萩市恵美須町・えびすちよう

　　７５８-００４１・山口県萩市江向・えむかい

　　７５９-３６１１・山口県萩市大井・おおい

　　７５８-０００３・山口県萩市大島・おおしま

　　７５８-００４２・山口県萩市御許町・おもとまち

　　７５８-０３０１・山口県萩市片俣・かたまた

　　７５９-３２０１・山口県萩市上小川西分・かみおがわにしぶん

　　７５９-３２０２・山口県萩市上小川東分・かみおがわひがしぶん

　　７５８-００４３・山口県萩市上五間町・かみごけんまち

　　７５９-３１１１・山口県萩市上田万・かみたま

　　７５８-００４４・山口県萩市唐樋町・からひまち

　　７５８-０１４１・山口県萩市川上・かわかみ

　　７５８-００３１・山口県萩市川島・かわしま

　　７５８-００７１・山口県萩市瓦町・かわらまち

　　７５８-００５３・山口県萩市北片河町・きたかたかわまち

　　７５８-００３２・山口県萩市北古萩町・きたふるはぎまち

　　７５８-０３０４・山口県萩市吉部上・きべかみ

　　７５８-０３０５・山口県萩市吉部下・きべしも

　　７５８-００３４・山口県萩市熊谷町・くまがやちよう

　　７５８-０２１３・山口県萩市黒川・くろがわ

　　７５８-００７３・山口県萩市河添・こうぞえ

　　７５８-００７２・山口県萩市呉服町・ごふくまち

　　７５８-００４５・山口県萩市米屋町・こめやちよう

　　７５８-００３５・山口県萩市細工町・さいくまち

　　７５３-０１０１・山口県萩市佐々並・ささなみ

　　７５９-３７２１・山口県萩市三見・さんみ

　　７５８-００３６・山口県萩市塩屋町・しおやちよう

　　７５８-０５０１・山口県萩市紫福・しぶき

　　７５９-３２０４・山口県萩市下小川・しもおがわ

　　７５８-００４３・山口県萩市下五間町・しもごけんまち

　　７５９-３１１２・山口県萩市下田万・しもたま

　　７５９-３４１１・山口県萩市須佐・すさ

　　７５９-３３０３・山口県萩市鈴野川・すずのがわ

　　７５８-０３０２・山口県萩市高佐上・たかさかみ

　　７５８-０３０３・山口県萩市高佐下・たかさしも

　　７５８-００５４・山口県萩市樽屋町・たるやちよう

　　７５８-００１１・山口県萩市椿東・ちんとう

　　７５８-００６１・山口県萩市椿・つはﾞき

　　７５８-００３７・山口県萩市津守町・つもりちよう

　　７５９-３２０３・山口県萩市中小川・なかおがわ

　　７５８-００４６・山口県萩市西田町・にしたまち

　　７５８-００６２・山口県萩市橋本町・はしもとまち

　　７５８-００２３・山口県萩市浜崎新町・はまさきしんちよう

　　７５８-００２２・山口県萩市浜崎町・はまさきまち

　　７５８-００５５・山口県萩市春若町・はるわかちよう

　　７５８-００４７・山口県萩市東田町・ひがしたまち

　　７５８-００２４・山口県萩市東浜崎町・ひがしはまさきまち

　　７５８-０００４・山口県萩市肥島・ひしま

　　７５８-００２５・山口県萩市土原・ひじわら

　　７５８-０００２・山口県萩市櫃島・ひつしま

　　７５８-００７４・山口県萩市平安古町・ひやこまち

　　７５８-０２１１・山口県萩市福井上・ふくいかみ

　　７５８-０２１２・山口県萩市福井下・ふくいしも

　　７５８-００５６・山口県萩市古魚店町・ふるうおのたなまち

　　７５８-００２６・山口県萩市古萩町・ふるはぎまち

　　７５８-００５７・山口県萩市堀内・ほりうち

　　７５８-０７０１・山口県萩市見島・みしま

　　７５８-００７６・山口県萩市南片河町・みなみかたかわまち

　　７５８-００７７・山口県萩市南古萩町・みなみふるはぎまち

　　７５９-３３０１・山口県萩市弥富上・やどみかみ

　　７５９-３３０２・山口県萩市弥富下・やどみしも

　　７５８-００６３・山口県萩市山田・やまだ

　　７５８-００２７・山口県萩市吉田町・よしだちよう

　　７４７-００００・山口県防府市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４７-０８４６・山口県防府市伊佐江・いさえ

　　７４７-０８４７・山口県防府市伊佐江町・いさえちよう

　　７４７-０８０６・山口県防府市石が口・いしがぐち

　　７４７-００５１・山口県防府市泉町・いずみちよう



　　７４７-００４２・山口県防府市今市町・いまいちちよう

　　７４７-０８１２・山口県防府市鋳物師町・いもじちよう

　　７４７-０００１・山口県防府市岩畠・いわはﾞたけ

　　７４７-０８３６・山口県防府市植松・うえまつ

　　７４７-０８０１・山口県防府市駅南町・えきみなみまち

　　７４７-００１４・山口県防府市江泊・えどまり

　　７４７-００３６・山口県防府市戎町・えびすまち

　　７４７-００６５・山口県防府市大崎・おおさき

　　７４７-０８０３・山口県防府市岡村町・おかむらちよう

　　７４７-００１３・山口県防府市沖今宿・おきいまじゆく

　　７４７-０１０１・山口県防府市奥畑・おくはた

　　７４７-０８１９・山口県防府市お茶屋町・おちややまち

　　７４７-００５２・山口県防府市開出・かいで

　　７４７-００５４・山口県防府市開出西町・かいでにしまち

　　７４７-００５３・山口県防府市開出本町・かいでほんまち

　　７４７-０８２２・山口県防府市勝間・かつま

　　７４７-０８２３・山口県防府市鐘紡町・かねほﾞうちよう

　　７４７-０８１６・山口県防府市華浦・かほ

　　７４７-００３３・山口県防府市上天神町・かみてんじんまち

　　７４７-００６２・山口県防府市上右田・かみみぎた

　　７４７-００１１・山口県防府市岸津・きしつﾞ

　　７４７-０８１５・山口県防府市協和町・きようわちよう

　　７４７-１２３１・山口県防府市切畑・きりはた

　　７４７-０８１１・山口県防府市車塚町・くるまつﾞかちよう

　　７４７-０８０８・山口県防府市桑山・くわのやま

　　７４７-０８２１・山口県防府市警固町・けいごまち

　　７４７-００２４・山口県防府市国衙・こくが

　　７４７-００２１・山口県防府市国分寺町・こくぶんじちよう

　　７４７-００５６・山口県防府市古祖原・こそはﾞら

　　７４７-０８０９・山口県防府市寿町・ことぶきちよう

　　７４７-００３５・山口県防府市栄町・さかえまち

　　７４７-００６７・山口県防府市佐野・さの

　　７４７-００４４・山口県防府市佐波・さはﾞ

　　７４７-０００６・山口県防府市敷山町・しきやまちよう

　　７４７-０８４２・山口県防府市清水町・しみずちよう

　　７４７-００６３・山口県防府市下右田・しもみぎた

　　７４７-０８２４・山口県防府市新築地町・しんつきじちよう

　　７４７-０８２５・山口県防府市新田・しんでん

　　７４７-００４７・山口県防府市新橋町・しんはﾞしちよう

　　７４７-００６６・山口県防府市自由ケ丘・じゆうがおか

　　７４７-０８１７・山口県防府市自力町・じりきちよう

　　７４７-０００２・山口県防府市酢貝・すがい

　　７４７-０１０５・山口県防府市鈴屋・すずや

　　７４７-００３１・山口県防府市迫戸町・せはﾞとちよう

　　７４７-００４６・山口県防府市千日・せんにち

　　７４７-００２２・山口県防府市惣社町・そうしやちよう

　　７４７-０８０７・山口県防府市桑南・そうなん

　　７４７-１２３２・山口県防府市台道・だいどう

　　７４７-００６４・山口県防府市高井・たかい

　　７４７-００４５・山口県防府市高倉・たかくら

　　７４７-０８３４・山口県防府市田島・たじま

　　７４７-００２３・山口県防府市多々良・たたら

　　７４７-０８０２・山口県防府市中央町・ちゆうおうちよう

　　７４７-００３４・山口県防府市天神・てんじん

　　７４７-１１１１・山口県防府市富海・とのみ

　　７４７-００５５・山口県防府市中泉町・なかいずみちよう

　　７４７-０００５・山口県防府市中西・ なかにじ

　　７４７-０１０７・山口県防府市中山・なかやま

　　７４７-０１０６・山口県防府市奈美・なみ

　　７４７-０８４５・山口県防府市仁井令・にいりよう

　　７４７-０８４１・山口県防府市仁井令町・にいりようちよう

　　７４７-０８４９・山口県防府市西仁井令・にしにいりよう

　　７４７-０８３５・山口県防府市西浦・にしのうら

　　７４７-０８３２・山口県防府市野島・のしま

　　７４７-００３７・山口県防府市八王子・はちおうじ

　　７４７-０８４８・山口県防府市華城中央・はなぎちゆうおう

　　７４７-０８４４・山口県防府市華園町・はなぞのちよう

　　７４７-０８３３・山口県防府市浜方・はまかた

　　７４７-００６１・山口県防府市東佐波令・ひがしさはﾞりよう

　　７４７-０８４３・山口県防府市東仁井令町・ひがしにいりようちよう



　　７４７-００２８・山口県防府市東松崎町・ひがしまつざきちよう

　　７４７-０８１３・山口県防府市東三田尻・ひがしみたじり

　　７４７-０１０２・山口県防府市久兼・ひさかね

　　７４７-００４３・山口県防府市平和町・へいわまち

　　７４７-００２９・山口県防府市松崎町・まつざきちよう

　　７４７-０８０４・山口県防府市松原町・まつはﾞらちよう

　　７４７-０１０４・山口県防府市真尾・まなお

　　７４７-０８０５・山口県防府市鞠生町・まりふちよう

　　７４７-０８１４・山口県防府市三田尻・みたじり

　　７４７-０８１８・山口県防府市三田尻本町・みたじりほんまち

　　７４７-００２６・山口県防府市緑町・みどりまち

　　７４７-００２７・山口県防府市南松崎町・みなみまつざきちよう

　　７４７-００３２・山口県防府市宮市町・みやちちよう

　　７４７-００２５・山口県防府市美和町・みわちよう

　　７４７-０８３１・山口県防府市向島・むこうしま

　　７４７-０００４・山口県防府市牟礼・むれ

　　７４７-００１２・山口県防府市牟礼今宿・むれいまじゆく

　　７４７-０００３・山口県防府市牟礼柳・むれやなぎ

　　７４７-００４１・山口県防府市本橋町・もとはﾞしちよう

　　７４７-０１０３・山口県防府市和字・わじ

　　７４４-００００・山口県下松市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４４-０００４・山口県下松市青柳・あおやぎ

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋・いくのや

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（猪ノ尻）・いくのや(いのしり)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（上時宗）・いくのや(かみときむね)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（高垣団地）・いくのや(こうがきだんち)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（下村）・いくのや(しもむら)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（為弘）・いくのや(ためひろ)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（大王団地）・いくのや(だいおうだんち)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（田園調布）・いくのや(でんえんちようふ)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（藤立）・いくのや(とうりゆう)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（時政）・いくのや(ときまさ)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（時宗）・いくのや(ときむね)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（中村）・いくのや(なかむら)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（西時宗）・いくのや(にしときむね)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（西村）・いくのや(にしむら)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（西村団地）・いくのや(にしむらだんち)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（羽根田町）・いくのや(はねだちよう)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（東時宗）・いくのや(ひがしときむね)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（東万ノ木団地）・いくのや(ひがしまんのきだんち)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（万ノ木町）・いくのや(まんのきちよう)

　　７４４-００３１・山口県下松市生野屋（宮本）・いくのや(みやもと)

　　７４４-００３２・山口県下松市生野屋西・ いくのやにじ

　　７４４-００３３・山口県下松市生野屋南・いくのやみなみ

　　７４４-０００７・山口県下松市駅南・えきみなみ

　　７４４-００１５・山口県下松市大手町・おおてまち

　　７４４-０２７２・山口県下松市大藤谷・おおふじだに

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島・かさどしま

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（江ノ浦）・かさどしま(えのうら)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（大松ケ浦）・かさどしま(おおまつがうら)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（尾郷）・かさどしま(おごう)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（尾泊）・かさどしま(おどまり)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（小深浦）・かさどしま(こぶかうら)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（瀬戸）・かさどしま(せと)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（深浦）・かさどしま(ふかうら)

　　７４４-０００１・山口県下松市笠戸島（本浦）・かさどしま(ほんうら)

　　７４４-００７１・山口県下松市清瀬町・きよせちよう

　　７４４-００４２・山口県下松市切山・きりやま

　　７４４-００４２・山口県下松市切山（切山上）・きりやま(きりやまかみ)

　　７４４-００４２・山口県下松市切山（切山中）・きりやま(きりやまなか)

　　７４４-００４２・山口県下松市切山（切山下）・きりやま(きりやましも)

　　７４４-００４２・山口県下松市切山（中）・きりやま(なか)

　　７４４-００２９・山口県下松市楠木町・くすのきちよう

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷・くだたに

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（赤谷）・くだたに(あかだに)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（清若）・くだたに(きよわか)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（下谷一区）・くだたに(くだたに１く)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（下谷二区）・くだたに(くだたに２く)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（下谷三区）・くだたに(くだたに３く)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（中瀬）・くだたに(なかせ)



　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（中原）・くだたに(なかはﾞら)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（西平谷）・くだたに(にしひらだに)

　　７４４-０２７１・山口県下松市下谷（山高）・くだたに(やまたか)

　　７４４-００５１・山口県下松市来巻・くるまき

　　７４４-００５１・山口県下松市来巻（東）・くるまき(ひがし)

　　７４４-００５１・山口県下松市来巻（西）・くるまき(にし)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内・こうち

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（青葉台）・こうち(あおはﾞだい)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（大河内）・こうち(おおこうち)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（岡市）・こうち(おかいち)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（岡ノ原町）・こうち(おかのはらちよう)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（川瀬）・こうち(かわせ)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（下松セントシティ）・こうち(くだまつせんとしてい)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（久保）・こうち(くほﾞ)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（久保市）・こうち(くほﾞいち)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（黒杭）・こうち(くろくい)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（小野）・こうち(この)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（幸ケ丘）・こうち(さちがおか)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（昭和通り）・こうち(しようわどおり)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（城山台）・こうち(じようやまだい)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（素通り）・こうち(すどおり)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（谷）・こうち(たに)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（つつじケ丘）・こうち(つつじがおか)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（出合）・こうち(であい)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（殿ケ浴）・こうち(とのがえき)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（中戸原）・こうち(なかとはら)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（成川）・こうち(なるかわ)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（二ノ瀬）・こうち(にのせ)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（葉山）・こうち(はやま)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（日ノ出町）・こうち(ひのでちよう)

　　７４４-００６１・山口県下松市河内（吉原）・こうち(よしわら)

　　７４４-０００３・山口県下松市琴平町・ことひらちよう

　　７４４-００１３・山口県下松市栄町・さかえまち

　　７４４-００１９・山口県下松市桜町・さくらちよう

　　７４４-００７４・山口県下松市潮音町・しおねちよう

　　７４４-００６２・山口県下松市昭和町・しようわまち

　　７４４-０００８・山口県下松市新川・しんかわ

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上・すえたけかみ

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（上地）・すえたけかみ(あげちﾞ)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（浴）・すえたけかみ(えき)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（戎町）・すえたけかみ(えびすまち)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（華陵）・すえたけかみ(かりよう)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（下高塚）・すえたけかみ(しもたかつか)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（昭和）・すえたけかみ(しようわ)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（高橋）・すえたけかみ(たかはし)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（大黒町）・すえたけかみ(だいこくちよう)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（常森）・すえたけかみ(つねもり)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（中市）・すえたけかみ(なかいち)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（西町）・すえたけかみ(にしまち)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（東町）・すえたけかみ(ひがしまち)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（緑ケ丘）・すえたけかみ(みどりがおか)

　　７４４-００２４・山口県下松市末武上（南花岡）・すえたけかみ(みなみはなおか)

　　７４４-００２２・山口県下松市末武下・すえたけしも

　　７４４-００２２・山口県下松市末武下（あけぼの町）・すえたけしも(あけほﾞのちよう)

　　７４４-００２２・山口県下松市末武下（松中町）・すえたけしも(まつなかちよう)

　　７４４-００２２・山口県下松市末武下（弥生町）・すえたけしも(やよいちよう)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中・すえたけなか

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（朝日台）・すえたけなか(あさひだい)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（荒神）・すえたけなか(こうじん)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（西河原）・すえたけなか(にしがはら)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（東中村）・すえたけなか(ひがしなかむら)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（広石）・すえたけなか(ひろいし)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（向香力）・すえたけなか(むかいこうりき)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（山根）・すえたけなか(やまね)

　　７４４-００２３・山口県下松市末武中（和田）・すえたけなか(わだ)

　　７４４-００７６・山口県下松市せせらぎ町・せせらぎちよう

　　７４４-０２７３・山口県下松市瀬戸・せと

　　７４４-０２７３・山口県下松市瀬戸（後山）・せと(うしろやま)

　　７４４-０２７３・山口県下松市瀬戸（高橋）・せと(たかはし)

　　７４４-０２７３・山口県下松市瀬戸（中瀬）・せと(なかせ)



　　７４４-０２７３・山口県下松市瀬戸（中原）・せと(なかはﾞら)

　　７４４-００２５・山口県下松市中央町・ちゆうおうちよう

　　７４４-００２８・山口県下松市藤光町・とうみつちよう

　　７４４-００４３・山口県下松市東陽・とうよう

　　７４４-００５３・山口県下松市東和・とうわ

　　７４４-００１４・山口県下松市中市・なかいち

　　７４４-００７７・山口県下松市中島町・なかしまちよう

　　７４４-０２７５・山口県下松市中須南・なかすみなみ

　　７４４-００７８・山口県下松市西市・にしいち

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井・にしとよい

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（相生町）・にしとよい(あいおいちよう)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（旭町）・にしとよい(あさひまち)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（幸町）・にしとよい(さいわいちよう)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（汐見町）・にしとよい(しおみちよう)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（高砂町）・にしとよい(たかさごちよう)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（所田）・にしとよい(ところだ)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（本町）・にしとよい(ほんまち)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（都町）・にしとよい(みやこまち)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（元町東）・にしとよい(もとまちひがし)

　　７４４-００１１・山口県下松市西豊井（元町西）・にしとよい(もとまちにし)

　　７４４-００１８・山口県下松市西柳・にしやなぎ

　　７４４-０２７４・山口県下松市温見・ぬくみ

　　７４４-０２７４・山口県下松市温見（後山）・ぬくみ(うしろやま)

　　７４４-０２７４・山口県下松市温見（道谷）・ぬくみ(みちだに)

　　７４４-００７２・山口県下松市望町・のぞみちよう

　　７４４-０００６・山口県下松市旗岡・はたおか

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井・ひがしとよい

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（江口）・ひがしとよい(えぐち)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（上豊井）・ひがしとよい(かみとよい)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（下豊井）・ひがしとよい(しもとよい)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（神田町）・ひがしとよい(かんだまち)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（恋ケ浜）・ひがしとよい(こいがはま)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（新町）・ひがしとよい(しんまち)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（洲鼻）・ひがしとよい(すはﾞな)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（住吉町）・ひがしとよい(すみよしちよう)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（寺迫）・ひがしとよい(てらさこ)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（寺迫半上）・ひがしとよい(てらさこはんじよう)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（二宮町）・ひがしとよい(にのみやちよう)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（花垣）・ひがしとよい(はながき)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（東海岸通り）・ひがしとよい(ひがしかいがんどおり)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（東豊井開作）・ひがしとよい(ひがしとよいかいさく)

　　７４４-０００２・山口県下松市東豊井（松神町）・ひがしとよい(まつがみちよう)

　　７４４-００１７・山口県下松市東柳・ひがしやなぎ

　　７４４-００２１・山口県下松市平田・ひらた

　　７４４-００２１・山口県下松市平田（東開作）・ひらた(ひがしがいさく)

　　７４４-００２１・山口県下松市平田（西開作）・ひらた(にしがいさく)

　　７４４-０００５・山口県下松市古川町・ふるかわちよう

　　７４４-００１２・山口県下松市北斗町・ほくとちよう

　　７４４-００６５・山口県下松市星が丘・ほしがおか

　　７４４-００７３・山口県下松市美里町・みさとちよう

　　７４４-００７５・山口県下松市瑞穂町・みずほちよう

　　７４４-００２７・山口県下松市南花岡・みなみはなおか

　　７４４-００５２・山口県下松市桃山町・ももやまちよう

　　７４４-００４１・山口県下松市山田・やまだ

　　７４４-００４１・山口県下松市山田（梅ノ木原）・やまだ(うめのきはら)

　　７４４-００４１・山口県下松市山田（浴条）・やまだ(えきじよう)

　　７４４-００４１・山口県下松市山田（山田上）・やまだ(やまだかみ)

　　７４４-００４１・山口県下松市山田（山田下）・やまだ(やまだしも)

　　７４４-０２７６・山口県下松市米川・よねがわ

　　７４４-００６３・山口県下松市若宮町・わかみやちよう

　　７４０-００００・山口県岩国市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４０-０３０４・山口県岩国市相ノ谷・あいのたに

　　７４０-００２４・山口県岩国市旭町・あさひまち

　　７４１-００９４・山口県岩国市阿品・あじな

　　７４０-００３７・山口県岩国市愛宕町・あたごまち

　　７４０-０００３・山口県岩国市飯田町・いいだまち

　　７４０-０３２４・山口県岩国市伊房・いふさ

　　７４０-００１７・山口県岩国市今津町・いまつﾞまち

　　７４０-０３２１・山口県岩国市入野・いりの

　　７４１-００６２・山口県岩国市岩国・いわくに



　　７４０-０３１７・山口県岩国市上田・うえだ

　　７４１-００７１・山口県岩国市牛野谷町・うしのやまち

　　７４０-００４２・山口県岩国市青木町・おおぎまち

　　７４１-００８４・山口県岩国市大谷・おおたに

　　７４０-０３２３・山口県岩国市大山・おおやま

　　７４１-００９１・山口県岩国市小瀬・おぜ

　　７４０-００３２・山口県岩国市尾津町・おつﾞまち

　　７４０-００１３・山口県岩国市桂町・かつらまち

　　７４１-００７５・山口県岩国市叶木・かのうぎ

　　７４０-００１５・山口県岩国市川口町・かわぐちまち

　　７４０-００２３・山口県岩国市川下町・かわしもまち

　　７４０-０３１１・山口県岩国市瓦谷・かわらだに

　　７４１-００８２・山口県岩国市川西・ かわにじ

　　７４０-０３０３・山口県岩国市杭名・くいな

　　７４２-０３３２・山口県岩国市玖珂町（阿山）・くがまち(あやま)

　　７４２-０３３８・山口県岩国市玖珂町（有延）・くがまち(ありのぶ)

　　７４２-０３２１・山口県岩国市玖珂町（市頭）・くがまち(いちがしら)

　　７４２-０３３４・山口県岩国市玖珂町（臼田）・くがまち(うすだ)

　　７４２-０３２２・山口県岩国市玖珂町（上市）・くがまち(うわいち)

　　７４２-０３２４・山口県岩国市玖珂町（駅通）・くがまち(えきどおり)

　　７４２-０３４２・山口県岩国市玖珂町（大田）・くがまち(おおた)

　　７４２-０３１２・山口県岩国市玖珂町（上谷）・くがまち(かみだに)

　　７４２-０３１１・山口県岩国市玖珂町（欽明路）・くがまち(きんめいじ)

　　７４２-０３３７・山口県岩国市玖珂町（久門給）・くがまち(くもんきゆう)

　　７４２-０３３１・山口県岩国市玖珂町（鞍掛）・くがまち(くらかけ)

　　７４２-０３１３・山口県岩国市玖珂町（下谷）・くがまち(しもだに)

　　７４２-０３３６・山口県岩国市玖珂町（新市）・くがまち(しんいち)

　　７４２-０３３５・山口県岩国市玖珂町（新町）・くがまち(しんまち)

　　７４２-０３１５・山口県岩国市玖珂町（瀬田）・くがまち(せだ)

　　７４２-０３３３・山口県岩国市玖珂町（千束）・くがまち(せんぞく)

　　７４２-０３２６・山口県岩国市玖珂町（同道）・くがまち(どうどう)

　　７４２-０３１４・山口県岩国市玖珂町（野口）・くがまち(のぐち)

　　７４２-０３４３・山口県岩国市玖珂町（野地）・くがまち(のじ)

　　７４２-０３４４・山口県岩国市玖珂町（番地のみ）・くがまち(はﾞんちのみ)

　　７４２-０３２５・山口県岩国市玖珂町（本町）・くがまち(ほんまち)

　　７４２-０３２３・山口県岩国市玖珂町（谷津）・くがまち(やつ)

　　７４２-０３４１・山口県岩国市玖珂町（柳井田）・くがまち(やないだ)

　　７４０-００２８・山口県岩国市楠町・くすのきまち

　　７４０-００２６・山口県岩国市車町・くるままち

　　７４０-００４１・山口県岩国市黒磯町・くろいそまち

　　７４０-０３０２・山口県岩国市下・しも

　　７４０-０３１２・山口県岩国市守内・しゆうち

　　７４２-０４１１・山口県岩国市周東町明見谷・しゆうとうまちあけみだに

　　７４２-０４２２・山口県岩国市周東町獺越・しゆうとうまちおそごえ

　　７４２-０４１３・山口県岩国市周東町上久原・しゆうとうまちかみくはﾞら

　　７４２-０４２６・山口県岩国市周東町上須通・しゆうとうまちかみすどおり

　　７４２-０４１２・山口県岩国市周東町川上・しゆうとうまちかわかみ

　　７４２-０４２４・山口県岩国市周東町差川・しゆうとうまちさすがわ

　　７４２-０４２１・山口県岩国市周東町三瀬川・しゆうとうまちさんぜがわ

　　７４２-０４１７・山口県岩国市周東町下久原・しゆうとうまちしもくはﾞら

　　７４２-０４２３・山口県岩国市周東町下須通・しゆうとうまちしもすどおり

　　７４２-０３０１・山口県岩国市周東町祖生・しゆうとうまちそお

　　７４２-０４１４・山口県岩国市周東町田尻・しゆうとうまちたじり

　　７４２-０４１５・山口県岩国市周東町中山・しゆうとうまちなかやま

　　７４２-０４２５・山口県岩国市周東町西長野・しゆうとうまちにしながの

　　７４２-０４２７・山口県岩国市周東町樋余地・しゆうとうまちひよじ

　　７４２-０４１６・山口県岩国市周東町用田・しゆうとうまちようだ

　　７４０-０００１・山口県岩国市装束町・しようぞくまち

　　７４０-０００４・山口県岩国市昭和町・しようわまち

　　７４０-０００２・山口県岩国市新港町・しんみなとまち

　　７４０-００１９・山口県岩国市砂山町・すなやままち

　　７４０-０３２７・山口県岩国市角・すみ

　　７４１-００６３・山口県岩国市関戸・せきど

　　７４０-０３２５・山口県岩国市竹安・たけやす

　　７４１-００９２・山口県岩国市多田・ただ

　　７４０-００１１・山口県岩国市立石町・たていしまち

　　７４１-００９３・山口県岩国市田原・たわら

　　７４０-０３１５・山口県岩国市近延・ちかのぶ

　　７４０-００４４・山口県岩国市通津・つつﾞ

　　７４０-０３１４・山口県岩国市寺山・てらやま



　　７４０-０３０６・山口県岩国市天尾・てんのお

　　７４０-００２７・山口県岩国市中津町・なかつﾞまち

　　７４０-００４５・山口県岩国市長野・ながの

　　７４０-００３３・山口県岩国市灘町・なだまち

　　７４０-０９０１・山口県岩国市錦町宇佐・にしきまちうさ

　　７４０-０９０４・山口県岩国市錦町宇佐郷（向峠）・にしきまちうさごう(むかたお)

　　７４０-０９０２・山口県岩国市錦町宇佐郷（その他）・にしきまちうさごう(そのた)

　　７４０-０７２１・山口県岩国市錦町大野・にしきまちおおの

　　７４０-０９０３・山口県岩国市錦町大原・にしきまちおおはら

　　７４０-０８１１・山口県岩国市錦町須川・にしきまちすがわ

　　７４０-０７２２・山口県岩国市錦町中ノ瀬・にしきまちなかのせ

　　７４０-０７２５・山口県岩国市錦町野谷・にしきまちのたに

　　７４０-０７２４・山口県岩国市錦町広瀬・にしきまちひろせ

　　７４０-０８１２・山口県岩国市錦町深川・にしきまちふかがわ

　　７４０-０７２３・山口県岩国市錦町府谷・にしきまちふのたに

　　７４１-００６１・山口県岩国市錦見・にしみ

　　７４０-００５１・山口県岩国市柱島・はしらじま

　　７４１-００７３・山口県岩国市柱野・はしらの

　　７４０-０３２２・山口県岩国市廿木・はたき

　　７４０-０３２６・山口県岩国市土生・はぶ

　　７４０-００１４・山口県岩国市日の出町・ひのでまち

　　７４１-００７２・山口県岩国市平田・ひらた

　　７４０-００３６・山口県岩国市藤生町・ふじゆうまち

　　７４０-０３０５・山口県岩国市二鹿・ふたしか

　　７４０-０３１３・山口県岩国市保木・ほうき

　　７４０-００４３・山口県岩国市保津町・ほうつﾞまち

　　７４０-０６０４・山口県岩国市本郷町宇塚・ほんごうまちうつﾞか

　　７４０-０６０５・山口県岩国市本郷町西黒沢・ほんごうまちにしくろざわ

　　７４０-０６０３・山口県岩国市本郷町波野・ほんごうまちはの

　　７４０-０６０２・山口県岩国市本郷町本郷・ほんごうまちほんごう

　　７４０-０６０１・山口県岩国市本郷町本谷・ほんごうまちほんだに

　　７４０-００１８・山口県岩国市麻里布町・まりふまち

　　７４０-００１６・山口県岩国市三笠町・みかさまち

　　７４０-０５０１・山口県岩国市美川町小川・みかわまちこがわ

　　７４０-０５０２・山口県岩国市美川町四馬神・みかわまちしめがみ

　　７４０-０５０３・山口県岩国市美川町添谷・みかわまちそえだに

　　７４０-０５０４・山口県岩国市美川町南桑・みかわまちなぐわ

　　７４０-０５０５・山口県岩国市美川町根笠・みかわまちねかさ

　　７４１-００８３・山口県岩国市御庄・みしよう

　　７４０-００２５・山口県岩国市三角町・みすみまち

　　７４０-００３５・山口県岩国市海土路町・みどろまち

　　７４０-００３４・山口県岩国市南岩国町・みなみいわくにまち

　　７４０-１２４１・山口県岩国市美和町阿賀・みわまちあか

　　７４０-１２０１・山口県岩国市美和町秋掛・みわまちあきがけ

　　７４０-１２３１・山口県岩国市美和町生見・みわまちいきみ

　　７４０-１２１７・山口県岩国市美和町大根川・みわまちおおねがわ

　　７４０-１２１１・山口県岩国市美和町釜ケ原・みわまちかまがはら

　　７４０-１２２１・山口県岩国市美和町上駄床・みわまちかみだとこ

　　７４０-１２１３・山口県岩国市美和町岸根・みわまちがんね

　　７４０-１２０２・山口県岩国市美和町北中山・みわまちきたなかやま

　　７４０-１２１２・山口県岩国市美和町黒沢・みわまちくろさわ

　　７４０-１２２４・山口県岩国市美和町佐坂・みわまちさざか

　　７４０-１２２５・山口県岩国市美和町渋前・みわまちしぶくま

　　７４０-１２４２・山口県岩国市美和町下畑・みわまちしもはﾞた

　　７４０-１２１９・山口県岩国市美和町瀬戸ノ内・みわまちせとのうち

　　７４０-１２２２・山口県岩国市美和町田ノ口・みわまちたのくち

　　７４０-１２１８・山口県岩国市美和町中垣内・みわまちなかがうち

　　７４０-１２１５・山口県岩国市美和町長谷・みわまちながたに

　　７４０-１２２３・山口県岩国市美和町滑・みわまちなめら

　　７４０-１２３２・山口県岩国市美和町西畑・みわまちにしはﾞた

　　７４０-１２１６・山口県岩国市美和町日宛・みわまちひなた

　　７４０-１２１４・山口県岩国市美和町百合谷・みわまちゆりたに

　　７４０-００２１・山口県岩国市室の木町・むろのきまち

　　７４１-００８５・山口県岩国市持国・もちくに

　　７４０-００１２・山口県岩国市元町・もとまち

　　７４０-００３１・山口県岩国市門前町・もんぜんまち

　　７４０-００２２・山口県岩国市山手町・やまてまち

　　７４０-１４５５・山口県岩国市由宇町北・ゆうまちきた

　　７４０-１４３２・山口県岩国市由宇町神東・ゆうまちしんとう

　　７４０-１４４１・山口県岩国市由宇町千鳥ケ丘・ゆうまちちどりがおか



　　７４０-１４２８・山口県岩国市由宇町中央・ゆうまちちゆうおう

　　７４０-１４５４・山口県岩国市由宇町西・ ゆうまちにじ

　　７４０-１４２４・山口県岩国市由宇町港・ゆうまちみなと

　　７４０-１４５１・山口県岩国市由宇町南・ゆうまちみなみ

　　７４０-１４２５・山口県岩国市由宇町南沖・ゆうまちみなみおき

　　７４０-１４２６・山口県岩国市由宇町由宇崎・ゆうまちゆうさき

　　７４０-１４３１・山口県岩国市由宇町（有家）・ゆうまち(あらけ)

　　７４０-１４０５・山口県岩国市由宇町（笠塚）・ゆうまち(かさつﾞか)

　　７４０-１４１３・山口県岩国市由宇町（上北）・ゆうまち(かみきた)

　　７４０-１４０６・山口県岩国市由宇町（峇清）・ゆうまち(ごうせい)

　　７４０-１４１１・山口県岩国市由宇町（清水）・ゆうまち(しみず)

　　７４０-１４０２・山口県岩国市由宇町（小槇）・ゆうまち(しようしん)

　　７４０-１４５２・山口県岩国市由宇町（正南）・ゆうまち(せいなん)

　　７４０-１４０１・山口県岩国市由宇町（寺迫）・ゆうまち(てらざこ)

　　７４０-１４０３・山口県岩国市由宇町（中倉）・ゆうまち(なかくら)

　　７４０-１４１２・山口県岩国市由宇町（中村）・ゆうまち(なかむら)

　　７４０-１４０４・山口県岩国市由宇町（西区）・ゆうまち(にしく)

　　７４０-１４０７・山口県岩国市由宇町（横道）・ゆうまち(よこみち)

　　７４０-１４８８・山口県岩国市由宇町（その他）・ゆうまち(そのた)

　　７４０-０３０１・山口県岩国市行波・ゆかはﾞ

　　７４０-０３１６・山口県岩国市行正・ゆきまさ

　　７４１-００８１・山口県岩国市横山・よこやま

　　７４１-００７４・山口県岩国市六呂師・ ろくろじ

　　７４３-００００・山口県光市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４３-００２１・山口県光市浅江・あさえ

　　７４３-００５１・山口県光市岩狩・いわがり

　　７４３-０１０３・山口県光市岩田・いわた

　　７４３-０１０４・山口県光市岩田立野・いわたたての

　　７４３-０００３・山口県光市牛島・うしま

　　７４３-００６５・山口県光市上島田・かみしまた

　　７４３-００４６・山口県光市木園・きぞの

　　７４３-００４３・山口県光市協和町・きようわちよう

　　７４３-００６１・山口県光市小周防・こずおう

　　７４３-０１０１・山口県光市塩田・しおた

　　７４３-００６３・山口県光市島田・しまた

　　７４３-００１２・山口県光市千坊台・せんほﾞうだい

　　７４３-００４２・山口県光市宝町・たからまち

　　７４３-００６２・山口県光市立野・たての

　　７４３-００１３・山口県光市中央・ちゆうおう

　　７４３-０１０５・山口県光市束荷・つかり

　　７４３-００６４・山口県光市中島田・なかしまた

　　７４３-００４８・山口県光市中村町・なかむらちよう

　　７４３-００３１・山口県光市虹ケ丘・にじがおか

　　７４３-００２２・山口県光市虹ケ浜・にじがはま

　　７４３-００４７・山口県光市花園・はなぞの

　　７４３-００２３・山口県光市光ケ丘・ひかりがおか

　　７４３-００４１・山口県光市丸山町・まるやまちよう

　　７４３-００５２・山口県光市三井・みい

　　７４３-００１１・山口県光市光井・みつい

　　７４３-００４５・山口県光市宮ノ下町・みやのしたちよう

　　７４３-０１０２・山口県光市三輪・みわ

　　７４３-０００７・山口県光市室積・むろつﾞみ

　　７４３-０００４・山口県光市室積市延・むろつﾞみいちのべ

　　７４３-０００２・山口県光市室積浦・むろつﾞみうら

　　７４３-００７２・山口県光市室積大町・むろつﾞみおおまち

　　７４３-００７５・山口県光市室積沖田・むろつﾞみおきた

　　７４３-００７１・山口県光市室積新開・むろつﾞみしんかい

　　７４３-０００６・山口県光市室積神田・むろつﾞみじんでん

　　７４３-０００８・山口県光市室積中央町・むろつﾞみちゆうおうちよう

　　７４３-００７４・山口県光市室積西ノ庄・むろつﾞみにしのしよう

　　７４３-０００５・山口県光市室積東ノ庄・むろつﾞみひがしのしよう

　　７４３-００７３・山口県光市室積正木・むろつﾞみまさき

　　７４３-０００９・山口県光市室積松原・むろつﾞみまつはﾞら

　　７４３-０００１・山口県光市室積村・むろつﾞみむら

　　７４３-００４４・山口県光市和田町・わだちよう

　　７５９-４１００・山口県長門市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５９-４１０７・山口県長門市通・かよい

　　７５９-４１０４・山口県長門市渋木・しぶき

　　７５９-４１０６・山口県長門市仙崎・せんざき

　　７５９-４２１１・山口県長門市俵山・たわらやま



　　７５９-４１０２・山口県長門市西深川・にしふかわ

　　７５９-４１０１・山口県長門市東深川・ひがしふかわ

　　７５９-４１０３・山口県長門市深川湯本・ふかわゆもと

　　７５９-４４０１・山口県長門市日置上・へきかみ

　　７５９-４４０５・山口県長門市日置蔵小田・へきくらおだ

　　７５９-４４０３・山口県長門市日置下・へきしも

　　７５９-４４０２・山口県長門市日置中・へきなか

　　７５９-４４０４・山口県長門市日置野田・へきのだ

　　７５９-４１０５・山口県長門市真木・まき

　　７５９-３８０１・山口県長門市三隅上・みすみかみ

　　７５９-３８０３・山口県長門市三隅下・みすみしも

　　７５９-３８０２・山口県長門市三隅中・みすみなか

　　７５９-４５０５・山口県長門市油谷伊上・ゆやいがみ

　　７５９-４７１１・山口県長門市油谷後畑・ゆやうしろはﾞた

　　７５９-４７１３・山口県長門市油谷角山・ゆやかどやま

　　７５９-４６２１・山口県長門市油谷川尻・ゆやかわしり

　　７５９-４５０４・山口県長門市油谷河原・ゆやかわら

　　７５９-４５０１・山口県長門市油谷蔵小田・ゆやくらおだ

　　７５９-４５０３・山口県長門市油谷新別名・ゆやしんべつみよう

　　７５９-４７１２・山口県長門市油谷津黄・ゆやつおう

　　７５９-４５０２・山口県長門市油谷久富・ゆやひさどみ

　　７５９-４６２２・山口県長門市油谷向津具上・ゆやむかつくかみ

　　７５９-４６２３・山口県長門市油谷向津具下・ゆやむかつくしも

　　７５９-４６２３・山口県長門市油谷向津具下（大浦）・ゆやむかつくしも(おおうら)

　　７５９-４６２３・山口県長門市油谷向津具下（久津）・ゆやむかつくしも(くつﾞ)

　　７４２-００００・山口県柳井市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４２-１３５１・山口県柳井市旭ケ丘・あさひがおか

　　７４２-１３５３・山口県柳井市阿月・あつき

　　７４２-０２０１・山口県柳井市伊陸・いかち

　　７４２-１３５２・山口県柳井市伊保庄・いほのしよう

　　７４２-００３６・山口県柳井市駅南・えきなん

　　７４９-０１０２・山口県柳井市大畠・おおはﾞたけ

　　７４２-０００３・山口県柳井市片野西・ かたのにじ

　　７４２-００１２・山口県柳井市北浜・きたはま

　　７４９-０１０１・山口県柳井市神代・こうじろ

　　７４２-００３２・山口県柳井市古開作・こがいさく

　　７４２-０００９・山口県柳井市新市・しんいち

　　７４２-００１１・山口県柳井市新市沖・しんいちおき

　　７４２-０００８・山口県柳井市新市北・しんいちきた

　　７４２-００１０・山口県柳井市新市南・しんいちみなみ

　　７４２-００３３・山口県柳井市新庄・しんじよう

　　７４２-０００６・山口県柳井市新天地・しんてんち

　　７４２-００３５・山口県柳井市中央・ちゆうおう

　　７４２-０００５・山口県柳井市天神・てんじん

　　７４９-０１０３・山口県柳井市遠崎・とおざき

　　７４２-０００４・山口県柳井市土手町・どてまち

　　７４２-００２４・山口県柳井市ニュータウン南町・にゆｰたうんみなみまち

　　７４２-０００７・山口県柳井市東土手・ひがしどて

　　７４２-０１１１・山口県柳井市日積・ひつﾞみ

　　７４２-０００１・山口県柳井市姫田・ひめだ

　　７４２-００４１・山口県柳井市平郡・へいぐん

　　７４２-００２３・山口県柳井市南浜・みなみはま

　　７４２-００３１・山口県柳井市南町・みなみまち

　　７４２-００２１・山口県柳井市柳井・やない

　　７４２-００２２・山口県柳井市柳井津・やないつ

　　７４２-０００２・山口県柳井市山根・やまね

　　７４２-００３４・山口県柳井市余田・よた

　　７５９-２２００・山口県美祢市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５９-２２２２・山口県美祢市伊佐町伊佐・いさちよういさ

　　７５９-２２２３・山口県美祢市伊佐町奥万倉・いさちようおくまぐら

　　７５９-２２２１・山口県美祢市伊佐町河原・いさちようかわら

　　７５９-２１３１・山口県美祢市伊佐町堀越・ いさちようほりこじ

　　７５９-２２１４・山口県美祢市大嶺町奥分・おおみねちようおくぶん

　　７５９-２２１２・山口県美祢市大嶺町東分・おおみねちようひがしぶん

　　７５９-２２１３・山口県美祢市大嶺町西分・おおみねちようにしぶん

　　７５９-２２１１・山口県美祢市大嶺町北分・おおみねちようきたぶん

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（駅前)・おふくちようかみ(えきまえ)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（岡田)・おふくちようかみ(おかだ)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（上田代)・おふくちようかみ(かみたしろ)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（栗ケ原)・おふくちようかみ(くりがはら)



　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（下田代)・おふくちようかみ(しもたしろ)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（神柳)・おふくちようかみ(えしんりゆう)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（大明)・おふくちようかみ(たいめい)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（立石)・おふくちようかみ(たていし)､

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（西寺)・おふくちようかみ(にしでら)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（平野）・ひらの)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（古屋）・ふるや)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（宗済）・むねずみ)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（横道）・よこみち)

　　７５９-２３０１・山口県美祢市於福町上（竜現地）・りゆうげんじ)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（入水)、・おふくちようしも(いりみず)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（榎田)、・おふくちようしも(えのきだ)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（金山)・おふくちようしも(かねやま)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（小杉)・おふくちようしも(こすぎ)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（砂地)・おふくちようしも(すなじ)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（台)・おふくちようしも(だい)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（西畑)・おふくちようしも(にしはﾞた)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（萩原)・おふくちようしも(はぎわら)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町下（東中村)・おふくちようしも(ひがしなかむら)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町上（平国木）・ひらくにぎ)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町上（緑ケ丘）・みどりがおか)

　　７５９-２３０２・山口県美祢市於福町上（宮の前）・みやのまえ)

　　７５４-０６０２・山口県美祢市秋芳町青景・しゆうほうちようあおかげ

　　７５４-０５１１・山口県美祢市秋芳町秋吉・ しゆうほうちようあきよじ

　　７５４-０５１３・山口県美祢市秋芳町岩永下郷・しゆうほうちよういわながしもごう

　　７５４-０５１２・山口県美祢市秋芳町岩永本郷・しゆうほうちよういわながほんごう

　　７５４-０６０１・山口県美祢市秋芳町嘉万・しゆうほうちようかま

　　７５４-０６０３・山口県美祢市秋芳町別府・しゆうほうちようべつふﾟ

　　７５４-０５１４・山口県美祢市秋芳町（その他）・しゆうほうちよう(そのた)

　　７５０-０６０１・山口県美祢市豊田前町麻生上・とよたまえちようあそうかみ

　　７５０-０６０２・山口県美祢市豊田前町麻生下・とよたまえちようあそうしも

　　７５０-０６０３・山口県美祢市豊田前町今山・とよたまえちよういまやま

　　７５０-０６０６・山口県美祢市豊田前町嶽・とよたまえちようだけ

　　７５０-０６０５・山口県美祢市豊田前町古烏帽子・ とよたまえちようふるえほﾞじ

　　７５０-０６０４・山口県美祢市豊田前町保々・とよたまえちようほうほう

　　７５９-２１５２・山口県美祢市西厚保町原・にしあつちようはら

　　７５９-２１５１・山口県美祢市西厚保町本郷・にしあつちようほんごう

　　７５９-２１４２・山口県美祢市東厚保町川東・ ひがしあつちようかわひがじ

　　７５９-２１４１・山口県美祢市東厚保町山中・ひがしあつちようやまなか

　　７５４-０３０２・山口県美祢市美東町赤・みとうちようあか

　　７５４-０２１２・山口県美祢市美東町綾木・みとうちようあやぎ

　　７５４-０３０１・山口県美祢市美東町絵堂・みとうちようえどう

　　７５４-０２１１・山口県美祢市美東町大田・みとうちようおおだ

　　７５４-０１２３・山口県美祢市美東町小野・みとうちようおの

　　７５４-０１２１・山口県美祢市美東町長田・みとうちようながた

　　７５４-０２１３・山口県美祢市美東町長登・みとうちようながのほﾞり

　　７５４-０１２２・山口県美祢市美東町真名・みとうちようまな

　　７５４-０２１４・山口県美祢市美東町（その他）・みとうちよう(そのた)

　　７４５-００００・山口県周南市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４５-００５５・山口県周南市相生町・あいおいちよう

　　７４５-０８４２・山口県周南市青山町・あおやまちよう

　　７４５-０８２５・山口県周南市秋月・あきつﾞき

　　７４５-０８２１・山口県周南市曙町・あけほﾞのちよう

　　７４５-０１２４・山口県周南市莇地・あどうじ

　　７４５-００１４・山口県周南市飯島町・いいじまちよう

　　７４５-０８３３・山口県周南市泉原町・いずみはﾞらちよう

　　７４５-０８８２・山口県周南市一ノ井手・いちのいで

　　７４５-０８７２・山口県周南市一番丁・いちはﾞんちよう

　　７４５-００７４・山口県周南市今宿町・いまじゆくちよう

　　７４５-００６３・山口県周南市今住町・いまずみちよう

　　７４５-００４７・山口県周南市入船町・いりふねちよう

　　７４６-０１０５・山口県周南市馬神・うまがみ

　　７４５-０８８７・山口県周南市馬屋・うまや

　　７４５-００７６・山口県周南市梅園町・うめぞのちよう

　　７４５-０８５６・山口県周南市浦山・うらやま

　　７４５-０８５７・山口県周南市浦山開作・うらやまかいさく

　　７４５-０８６２・山口県周南市江口・えぐち

　　７４５-０８２６・山口県周南市江の宮町・えのみやちよう

　　７４５-００４１・山口県周南市戎町・えびすまち

　　７４５-０８３２・山口県周南市扇町・おうぎちよう



　　７４５-０８２４・山口県周南市大内町・おおうちちよう

　　７４５-０６５１・山口県周南市大河内・おおかわち

　　７４５-０３０１・山口県周南市大潮・おおしお

　　７４５-０８０３・山口県周南市大島・おおしま

　　７４５-００５７・山口県周南市大津島・おおつﾞしま

　　７４５-０２４２・山口県周南市大道理・おおどうり

　　７４５-０２４１・山口県周南市大向・おおむかい

　　７４５-００６６・山口県周南市岡田町・おかだちよう

　　７４６-００２７・山口県周南市小川屋町・おがわやちよう

　　７４５-００５１・山口県周南市沖見町・おきみちよう

　　７４５-０６１１・山口県周南市奥関屋・おくせきや

　　７４６-００１３・山口県周南市桶川町・おけがわちよう

　　７４６-００８３・山口県周南市小畑・おはﾞた

　　７４６-００５１・山口県周南市御姫町・おひめちよう

　　７４５-０８７１・山口県周南市御弓町・おゆみちよう

　　７４６-００３６・山口県周南市温田・おんだ

　　７４６-０００６・山口県周南市開成町・かいせいちよう

　　７４６-００５５・山口県周南市かせ河原町・かせがわらちよう

　　７４５-０６１５・山口県周南市勝間ヶ丘・かつまがおか

　　７４５-０６１７・山口県周南市勝間原・かつまはﾞら

　　７４５-０３０２・山口県周南市鹿野上・かのかみ

　　７４５-０３０４・山口県周南市鹿野下・かのしも

　　７４５-０３０３・山口県周南市鹿野中・かのなか

　　７４６-００６５・山口県周南市上迫町・かみさこちよう

　　７４５-０８１７・山口県周南市上遠石町・かみといしちよう

　　７４５-０８５８・山口県周南市花陽・かよう

　　７４５-０８５５・山口県周南市川上・かわかみ

　　７４６-０００１・山口県周南市川崎・かわさき

　　７４６-０００９・山口県周南市川手・かわて

　　７４５-００１２・山口県周南市川端町・かわはﾞたちよう

　　７４５-０８４５・山口県周南市河東町・かわひがしちよう

　　７４５-０８５２・山口県周南市川曲・かわまがり

　　７４５-００７１・山口県周南市岐山通り・きさんどおり

　　７４５-０８６４・山口県周南市北山・きたやま

　　７４５-０００７・山口県周南市岐南町・きなんちよう

　　７４５-００３２・山口県周南市銀座・ぎんざ

　　７４５-００３１・山口県周南市銀南街・ぎんなんがい

　　７４５-０８０５・山口県周南市櫛ヶ浜・くしがはま

　　７４５-０８３１・山口県周南市楠木・くすのき

　　７４５-０６６３・山口県周南市熊毛中央町・くまげちゆうおうちよう

　　７４５-０８０１・山口県周南市久米・くめ

　　７４５-０８０９・山口県周南市久米中央,2・くめちゆうおう

　　７４５-０８０２・山口県周南市栗屋・くりや

　　７４５-０８８６・山口県周南市黒岩町・くろいわちよう

　　７４５-０８３６・山口県周南市慶万町・けいまんちよう

　　７４６-００２４・山口県周南市古泉・こいずみ

　　７４５-０８７４・山口県周南市公園区・こうえんく

　　７４５-００２７・山口県周南市糀町・こうじまち

　　７４５-０８２２・山口県周南市孝田町・こうだちよう

　　７４６-００３２・山口県周南市河内町・こうちちよう

　　７４５-０８７８・山口県周南市幸の台・こうのだい

　　７４５-０８１４・山口県周南市鼓海・こかい

　　７４５-０６１４・山口県周南市御所尾原・ごしよおはﾞら

　　７４５-０００５・山口県周南市児玉町・こだまちよう

　　７４５-０６４１・山口県周南市小松原・こまつはﾞら

　　７４５-００４６・山口県周南市権現町・ごんげんちよう

　　７４５-０８８３・山口県周南市栄谷・さかえだに

　　７４５-００３７・山口県周南市栄町・さかえまち

　　７４６-００３１・山口県周南市坂根町・さかねちよう

　　７４５-０８０６・山口県周南市桜木・さくらぎ

　　７４５-００１１・山口県周南市桜馬場通り・さくらはﾞはﾞどおり

　　７４５-０６５２・山口県周南市幸ケ丘・さちがおか

　　７４５-０８１１・山口県周南市五月町・さつきちよう

　　７４６-００６１・山口県周南市皿山町・さらやまちよう

　　７４５-０００３・山口県周南市三番町・さんはﾞんちよう

　　７４６-０００８・山口県周南市椎木町・しいぎちよう

　　７４６-００８１・山口県周南市四熊・しくま

　　７４６-００１５・山口県周南市清水・しみず

　　７４５-０８３４・山口県周南市清水町・しみずちよう

　　７４６-００８２・山口県周南市下上・しもかみ



　　７４６-００４１・山口県周南市社地町・しやちちよう

　　７４５-０６５４・山口県周南市自由ケ丘・じゆうがおか

　　７４５-０８２３・山口県周南市周陽・しゆうよう

　　７４５-０８０７・山口県周南市城ケ丘・じようがおか

　　７４５-０８５３・山口県周南市上村・じようそん

　　７４５-００６１・山口県周南市鐘楼町・しようろうちよう

　　７４５-００１３・山口県周南市昭和通り・しようわどおり

　　７４５-０８４３・山口県周南市新宮町・しんぐうちよう

　　７４５-００５６・山口県周南市新宿通・しんじゆくどおり

　　７４５-０６４３・山口県周南市新清光台・しんせいこうだい

　　７４５-０８６１・山口県周南市新地・しんち

　　７４６-００４５・山口県周南市新地町・しんちちよう

　　７４６-００３３・山口県周南市新堤町・しんつﾞつみちよう

　　７４６-００４３・山口県周南市新田・しんでん

　　７４５-０８６７・山口県周南市新堀・しんほﾞり

　　７４５-００１７・山口県周南市新町・しんまち

　　７４５-０８０４・山口県周南市粭島・すくもじま

　　７４５-０１２１・山口県周南市須々万奥・すすまおく

　　７４５-０１２２・山口県周南市須々万本郷・すすまほんごう

　　７４５-０４０１・山口県周南市須万・すま

　　７４５-００２６・山口県周南市住崎町・すみざきちよう

　　７４５-００６４・山口県周南市住吉町・すみよしちよう

　　７４７-０６２１・山口県周南市巣山・すやま

　　７４５-０６５３・山口県周南市清光台町・せいこうだいちよう

　　７４５-０６２３・山口県周南市清尾・せいのお

　　７４５-０８２７・山口県周南市瀬戸見町・せとみちよう

　　７４６-００１８・山口県周南市大神・だいじん

　　７４６-０１０３・山口県周南市垰・たお

　　７４５-０８８５・山口県周南市高尾団地・たかおだんち

　　７４６-０１０１・山口県周南市高瀬・たかせ

　　７４５-０６６２・山口県周南市高水原・たかみずはら

　　７４６-０００７・山口県周南市竹島町・たけしまちよう

　　７４５-００２５・山口県周南市築港町・ちつこうちよう

　　７４６-００１６・山口県周南市中央町・ちゆうおうちよう

　　７４５-００４４・山口県周南市千代田町・ちよだちよう

　　７４５-００６２・山口県周南市月丘町・つきおかちよう

　　７４５-０００１・山口県周南市辻町・つじまち

　　７４５-０６３２・山口県周南市鶴見台・つるみだい

　　７４６-００１１・山口県周南市土井・どい

　　７４５-０８１６・山口県周南市遠石・ といじ

　　７４６-０００３・山口県周南市道源町・どうげんちよう

　　７４５-０１２３・山口県周南市徳山（杉ケ峠）・とくやま(すぎがとうげ)

　　７４５-０８５１・山口県周南市徳山（その他）・とくやま(そのた)

　　７４５-００４５・山口県周南市徳山港町・とくやまみなとまち

　　７４６-００３４・山口県周南市富田・とんだ

　　７４５-０８７６・山口県周南市中金剛山・なかこんごうざん

　　７４５-０５１１・山口県周南市中須北・なかずきた

　　７４５-０５１２・山口県周南市中須南・なかずみなみ

　　７４６-００５４・山口県周南市長田町・ながたちよう

　　７４６-００５２・山口県周南市中畷町・なかなわてちよう

　　７４５-０８５４・山口県周南市中野・なかの

　　７４５-０１２５・山口県周南市長穂・ながほ

　　７４５-０６４２・山口県周南市中村・なかむら

　　７４６-０００５・山口県周南市渚町・なぎさちよう

　　７４５-００２３・山口県周南市那智町・なちちよう

　　７４６-０１０２・山口県周南市夏切・なつきり

　　７４５-０８７５・山口県周南市西金剛山・にしこんごうざん

　　７４６-０００２・山口県周南市西千代田町・にしちよだちよう

　　７４６-００４４・山口県周南市西桝町・にしますちよう

　　７４５-００５４・山口県周南市西松原・にしまつはﾞら

　　７４５-０８８４・山口県周南市二ノ井手・にのいで

　　７４５-０００２・山口県周南市二番町・にはﾞんちよう

　　７４５-００４２・山口県周南市野上町・のがみちよう

　　７４６-００２２・山口県周南市野村・のむら

　　７４６-００２３・山口県周南市野村南町・のむらみなみまち

　　７４６-００５６・山口県周南市羽島・はじま

　　７４５-００２２・山口県周南市橋本町・はしもとちよう

　　７４５-０８６５・山口県周南市蓮ヶ浴・はすがえき

　　７４５-００５２・山口県周南市初音町・はつねちよう

　　７４６-００２１・山口県周南市花園町・はなぞのちよう



　　７４５-０００６・山口県周南市花畠町・はなはﾞたけちよう

　　７４６-００２６・山口県周南市浜田・はまだ

　　７４５-０８４４・山口県周南市速玉町・はやたまちよう

　　７４５-０６２１・山口県周南市原・はら

　　７４５-００６５・山口県周南市原宿町・はらじゆくちよう

　　７４５-００２４・山口県周南市晴海町・はるみちよう

　　７４５-０８６９・山口県周南市東北山・ひがしきたやま

　　７４５-０８７７・山口県周南市東金剛山・ひがしこんごうざん

　　７４５-０８８１・山口県周南市東辻・ひがしつじ

　　７４５-０８４６・山口県周南市東山町・ひがしやまちよう

　　７４５-０６２２・山口県周南市樋口・ひぐち

　　７４５-０８６６・山口県周南市土越・ ひじこじ

　　７４６-００３５・山口県周南市日地町・ひじちよう

　　７４６-００２９・山口県周南市平野・ひらの

　　７４５-０８０８・山口県周南市平原町・ひらはﾞらちよう

　　７４６-００３８・山口県周南市福川・ふくがわ

　　７４６-００６２・山口県周南市福川中市町・ふくがわなかいちちよう

　　７４６-００４２・山口県周南市福川南町・ふくがわみなみまち

　　７４５-０６１８・山口県周南市藤ヶ台・ふじがだい

　　７４６-００２５・山口県周南市古市・ふるいち

　　７４６-００１４・山口県周南市古川町・ふるかわちよう

　　７４５-００１５・山口県周南市平和通り・へいわどおり

　　７４５-１１３１・山口県周南市戸田・へた

　　７４６-００６３・山口県周南市本陣町・ほんじんちよう

　　７４５-００３６・山口県周南市本町・ほんまち

　　７４５-０８３５・山口県周南市舞車町・まいぐるまちよう

　　７４５-０８４７・山口県周南市松保町・まつほちよう

　　７４６-００１２・山口県周南市政所・まどころ

　　７４６-００３７・山口県周南市丸山町・まるやまちよう

　　７４５-００５３・山口県周南市御影町・みかげちよう

　　７４６-０００４・山口県周南市三笹町・みささちよう

　　７４５-０８７３・山口県周南市三田川・みたがわ

　　７４５-０４０２・山口県周南市金峰・みたけ

　　７４５-０６１６・山口県周南市緑ケ丘・みどりがおか

　　７４５-００７５・山口県周南市緑町・みどりまち

　　７４６-００２８・山口県周南市港町・みなとまち

　　７４５-０８６８・山口県周南市南浦山町・みなみうらやまちよう

　　７４５-００３３・山口県周南市みなみ銀座・みなみぎんざ

　　７４５-００４３・山口県周南市都町・みやこまち

　　７４６-００１７・山口県周南市宮の前・みやのまえ

　　７４５-０８１５・山口県周南市宮前町・みやまえちよう

　　７４５-０８６３・山口県周南市御山町・みやまちよう

　　７４５-００３４・山口県周南市御幸通り・みゆきどおり

　　７４６-００５３・山口県周南市室尾・むろお

　　７４５-０００４・山口県周南市毛利町・もうりちよう

　　７４６-００８４・山口県周南市夜市・やじ

　　７４５-０５０１・山口県周南市八代・やしろ

　　７４５-０６３１・山口県周南市安田・やすだ

　　７４５-００２１・山口県周南市柳町・やなぎまち

　　７４５-００７２・山口県周南市弥生町・やよいちよう

　　７４５-００３５・山口県周南市有楽町・ゆうらくちよう

　　７４５-０８１３・山口県周南市由加町・ゆかちよう

　　７４５-０８３７・山口県周南市譲羽・ゆずりは

　　７４５-１１３２・山口県周南市湯野・ゆの

　　７４５-０６１３・山口県周南市夢ケ丘・ゆめがおか

　　７４５-０８１２・山口県周南市横浜町・よこはまちよう

　　７４６-０１０４・山口県周南市米光・よねみつ

　　７４５-０６１２・山口県周南市呼坂・よびさか

　　７４５-０６６１・山口県周南市呼坂本町・よびさかほんまち

　　７４５-００７３・山口県周南市代々木通り・よよぎどおり

　　７４６-００１９・山口県周南市臨海町・りんかいちよう

　　７４５-０８４１・山口県周南市若草町・わかくさちよう

　　７４５-００１６・山口県周南市若宮町・わかみやちよう

　　７４６-００６４・山口県周南市若山・わかやま

　　７５６-００００・山口県山陽小野田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５６-００３０・山口県山陽小野田市青葉台・あおはﾞだい

　　７５６-０８４１・山口県山陽小野田市赤崎・あかさき

　　７５７-０００１・山口県山陽小野田市厚狭・あさ

　　７５６-０８７１・山口県山陽小野田市あさひが丘・あさひがおか

　　７５６-０８０８・山口県山陽小野田市旭町・あさひまち



　　７５６-００３８・山口県山陽小野田市有帆・ありほ

　　７５６-０００９・山口県山陽小野田市有帆上町・ありほうえまち

　　７５６-０００３・山口県山陽小野田市有帆新町・ありほしんまち

　　７５６-００６３・山口県山陽小野田市石井手・いしいで

　　７５６-０８１１・山口県山陽小野田市稲荷町・いなりまち

　　７５６-０８６３・山口県山陽小野田市上の台・うえのだい

　　７５６-００４９・山口県山陽小野田市後潟上・うしろがたかみ

　　７５６-００４８・山口県山陽小野田市後潟下・うしろがたしも

　　７５６-０８５５・山口県山陽小野田市えびす町・えびすちよう

　　７５６-００２５・山口県山陽小野田市烏帽子岩・えほﾞしいわ

　　７５６-００２６・山口県山陽小野田市烏帽子岩団地・えほﾞしいわだんち

　　７５６-００２７・山口県山陽小野田市烏帽子岩前・えほﾞしいわまえ

　　７５６-０８７３・山口県山陽小野田市大須恵・おおずえ

　　７５６-００４２・山口県山陽小野田市大塚・おおつか

　　７５６-００３６・山口県山陽小野田市大塚団地・おおつかだんち

　　７５６-０８６６・山口県山陽小野田市大浜・おおはま

　　７５６-０８５２・山口県山陽小野田市奥若山・おくわかやま

　　７５６-０８１７・山口県山陽小野田市小野田・おのだ

　　７５６-０８１２・山口県山陽小野田市小野山・おのやま

　　７５６-００６７・山口県山陽小野田市柿の木坂・かきのきざか

　　７５６-００１３・山口県山陽小野田市片山・かたやま

　　７５６-００１２・山口県山陽小野田市角石・ かどいじ

　　７５６-０８５４・山口県山陽小野田市叶松・かのうまつ

　　７５６-００５６・山口県山陽小野田市上木屋・かみごや

　　７５６-００４１・山口県山陽小野田市上の郷・かみのごう

　　７５６-００８６・山口県山陽小野田市神帆町・かみほちよう

　　７５６-００７５・山口県山陽小野田市亀の甲・かめのこう

　　７５７-０００５・山口県山陽小野田市鴨庄・かものしよう

　　７５６-０８４３・山口県山陽小野田市刈屋上条・かりやかみじよう

　　７５６-０８４２・山口県山陽小野田市刈屋中村・かりやなかむら

　　７５６-０８４８・山口県山陽小野田市刈屋西条・かりやにしじよう

　　７５６-００５１・山口県山陽小野田市杵築・きずき

　　７５６-０８０１・山口県山陽小野田市北栄町・きたさかえまち

　　７５６-０００７・山口県山陽小野田市北真土郷・きたまつちごう

　　７５６-０８３３・山口県山陽小野田市北竜王町・きたりゆうおうちよう

　　７５６-０８２２・山口県山陽小野田市北若山・きたわかやま

　　７５６-０８４４・山口県山陽小野田市木戸大鼻・きどおおはﾞな

　　７５６-０８４６・山口県山陽小野田市木戸新町・きどしんまち

　　７５６-０８４５・山口県山陽小野田市木戸中ノ町・きどなかのちよう

　　７５６-００１１・山口県山陽小野田市共和台・きようわだい

　　７５６-００２８・山口県山陽小野田市共和町・きようわちよう

　　７５６-００８０・山口県山陽小野田市くし山・くしやま

　　７５６-００４４・山口県山陽小野田市郷・ごう

　　７５６-０８１５・山口県山陽小野田市高栄・こうえい

　　７５７-０００２・山口県山陽小野田市郡・こおり

　　７５６-００３７・山口県山陽小野田市小松尾・こまつお

　　７５６-０８０２・山口県山陽小野田市栄町・さかえまち

　　７５７-０００６・山口県山陽小野田市桜・さくら

　　７５６-０８５１・山口県山陽小野田市桜が丘・さくらがおか

　　７５６-０８８８・山口県山陽小野田市笹尾西・ ささおにじ

　　７５６-０８８１・山口県山陽小野田市笹尾東・ ささおひがじ

　　７５６-００５３・山口県山陽小野田市下木屋・しもごや

　　７５６-０８０５・山口県山陽小野田市自由ヶ丘・じゆうがおか

　　７５６-００９４・山口県山陽小野田市市立病院・しりつびよういん

　　７５６-００１０・山口県山陽小野田市新有帆町・しんありほちよう

　　７５６-０８４７・山口県山陽小野田市新沖・しんおき

　　７５６-００９２・山口県山陽小野田市新生・しんせい

　　７５６-０８２３・山口県山陽小野田市心和園・しんわえん

　　７５６-０８３６・山口県山陽小野田市須恵・すえ

　　７５６-０８６２・山口県山陽小野田市須恵西・ すえにじ

　　７５６-０８８９・山口県山陽小野田市須恵東・ すえひがじ

　　７５６-０８８２・山口県山陽小野田市須田ノ木・すだのき

　　７５６-０８１３・山口県山陽小野田市住吉本町・すみよしほんまち

　　７５６-０８３５・山口県山陽小野田市セメント町・せめんとまち

　　７５６-０８８４・山口県山陽小野田市大学通・だいがくどおり

　　７５６-０００１・山口県山陽小野田市大休・たいきゆう

　　７５６-０００８・山口県山陽小野田市大休団地・たいきゆうだんち

　　７５６-００８７・山口県山陽小野田市高須・たかす

　　７５６-００６０・山口県山陽小野田市高千帆・たかちほ

　　７５６-００２１・山口県山陽小野田市高畑・たかはた



　　７５６-００４７・山口県山陽小野田市高浜・たかはま

　　７５６-０８６５・山口県山陽小野田市田の尻・たのしり

　　７５６-００５５・山口県山陽小野田市旦西・ だんにじ

　　７５６-００５４・山口県山陽小野田市旦東・ だんひがじ

　　７５６-００３９・山口県山陽小野田市千崎・ちざき

　　７５６-００２２・山口県山陽小野田市千崎西・ ちざきにじ

　　７５６-００２３・山口県山陽小野田市千崎東・ ちざきひがじ

　　７５６-０８２４・山口県山陽小野田市中央・ちゆうおう

　　７５６-０８０４・山口県山陽小野田市長寿園・ちようじゆえん

　　７５６-０８１４・山口県山陽小野田市千代町・ちよまち

　　７５７-００１１・山口県山陽小野田市津布田・つぶた

　　７５６-０８０６・山口県山陽小野田市中川・なかがわ

　　７５６-０００４・山口県山陽小野田市中里・なかざと

　　７５６-０００５・山口県山陽小野田市中村・なかむら

　　７５６-０８８６・山口県山陽小野田市夏目・なつめ

　　７５６-００１６・山口県山陽小野田市南平台・なんへﾟいだい

　　７５６-０８８５・山口県山陽小野田市西沖・にしおき

　　７５６-０８６４・山口県山陽小野田市西が迫・にしがさこ

　　７５６-０８１６・山口県山陽小野田市西住吉町・にしすみよしちよう

　　７５６-００５７・山口県山陽小野田市西高泊・にしたかどまり

　　７５６-００４６・山口県山陽小野田市西の郷・にしのごう

　　７５６-００９３・山口県山陽小野田市日産・につさん

　　７５６-００１７・山口県山陽小野田市仁保の上・にほのうえ

　　７５６-０８５３・山口県山陽小野田市野来見・のぐるみ

　　７５６-００２４・山口県山陽小野田市萩森・はぎもり

　　７５６-０８６１・山口県山陽小野田市波瀬・はぜ

　　７５７-００１２・山口県山陽小野田市埴生・はぶ

　　７５６-００４３・山口県山陽小野田市浜・はま

　　７５６-０８７２・山口県山陽小野田市浜河内・はまごうち

　　７５６-００５２・山口県山陽小野田市浜田町・はまだちよう

　　７５６-０８８３・山口県山陽小野田市東須田の木・ひがしすだのき

　　７５６-０８２５・山口県山陽小野田市東住吉町・ひがしすみよしちよう

　　７５６-００８８・山口県山陽小野田市東高泊・ひがしたかどまり

　　７５６-００１８・山口県山陽小野田市東町・ひがしまち

　　７５６-００１４・山口県山陽小野田市彼岸田・ひがんだ

　　７５６-００１５・山口県山陽小野田市ひがんだ団地・ひがんだだんち

　　７５６-００９１・山口県山陽小野田市日の出・ひので

　　７５６-００３２・山口県山陽小野田市平生町・ひらおちよう

　　７５６-００３５・山口県山陽小野田市平原・ひらはﾞら

　　７５７-００１３・山口県山陽小野田市福田・ふくだ

　　７５６-００２９・山口県山陽小野田市船越・ ふなこじ

　　７５６-０８５６・山口県山陽小野田市古開作・ふるがいさく

　　７５６-０８５７・山口県山陽小野田市古開作団地・ふるがいさくだんち

　　７５６-０８３７・山口県山陽小野田市平成町・へいせいちよう

　　７５６-００３１・山口県山陽小野田市平和町・へいわちよう

　　７５６-０８８７・山口県山陽小野田市松角・まつかく

　　７５６-０８７７・山口県山陽小野田市松浜・まつはま

　　７５６-０８７８・山口県山陽小野田市松浜団地・まつはまだんち

　　７５６-０８２１・山口県山陽小野田市丸河内・まるごうち

　　７５６-００３４・山口県山陽小野田市緑が丘・みどりがおか

　　７５６-０８３４・山口県山陽小野田市港町・みなとまち

　　７５６-００４５・山口県山陽小野田市南高泊・みなみたかとまり

　　７５６-０８０３・山口県山陽小野田市南中川町・みなみなかがわまち

　　７５６-００１９・山口県山陽小野田市南真土郷・みなみまつちごう

　　７５６-０８７５・山口県山陽小野田市南松浜・みなみまつはま

　　７５６-０８３２・山口県山陽小野田市南竜王町・みなみりゆうおうちよう

　　７５６-０８３１・山口県山陽小野田市南若山・みなみわかやま

　　７５６-００７６・山口県山陽小野田市目出・めで

　　７５６-００７４・山口県山陽小野田市目出湖畔町・めでこはんちよう

　　７５６-００７３・山口県山陽小野田市目出幸町・めでさいわいまち

　　７５６-００７７・山口県山陽小野田市目出新町・めでしんまち

　　７５６-００７１・山口県山陽小野田市目出文化町・めでぶんかちよう

　　７５６-００７２・山口県山陽小野田市目出緑町・めでみどりまち

　　７５６-０８７６・山口県山陽小野田市本山団地・もとやまだんち

　　７５６-０８７４・山口県山陽小野田市本山町・もとやまちよう

　　７５７-０００４・山口県山陽小野田市山川・やまかわ

　　７５７-０００３・山口県山陽小野田市山野井・やまのい

　　７５６-０８０９・山口県山陽小野田市横土手・よこどて

　　７５６-０８０７・山口県山陽小野田市硫酸町・りゆうさんまち

　　７５６-００９５・山口県山陽小野田市労災病院・ろうさいびよういん



　　７５６-００３３・山口県山陽小野田市若草町・わかくさちよう

　　７４２-２１００・山口県大島郡周防大島町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４２-２８０７・山口県大島郡周防大島町秋・あき

　　７４２-２７１２・山口県大島郡周防大島町出井・いずい

　　７４２-２６０１・山口県大島郡周防大島町伊保田・いほた

　　７４２-２６０１・山口県大島郡周防大島町伊保田（雨振）・いほた(あまふり)

　　７４２-２６０１・山口県大島郡周防大島町伊保田（小伊保田）・いほた(こいほた)

　　７４２-２６０１・山口県大島郡周防大島町伊保田（情島）・いほた(なさけじま)

　　７４２-２６０１・山口県大島郡周防大島町伊保田（両源田）・いほた(りようげんだ)

　　７４２-２８０１・山口県大島郡周防大島町浮島・うかしま

　　７４２-２５１５・山口県大島郡周防大島町内入・うちのにゆう

　　７４２-２９２２・山口県大島郡周防大島町沖家室島・おきかむろじま

　　７４２-２１０８・山口県大島郡周防大島町笠佐島・かささじま

　　７４２-２５１１・山口県大島郡周防大島町片添・かたぞえ

　　７４２-２７１１・山口県大島郡周防大島町家房・かほﾞう

　　７４２-２３０１・山口県大島郡周防大島町久賀・くか

　　７４２-２５１４・山口県大島郡周防大島町神浦・こうのうら

　　７４２-２５１７・山口県大島郡周防大島町小泊・こどまり

　　７４２-２１０６・山口県大島郡周防大島町小松・こまつ

　　７４２-２１０５・山口県大島郡周防大島町小松開作・こまつかいさく

　　７４２-２９２３・山口県大島郡周防大島町地家室・じかむろ

　　７４２-２９２３・山口県大島郡周防大島町地家室（佐連）・じかむろ(され)

　　７４２-２１０４・山口県大島郡周防大島町志佐・しさ

　　７４２-２７１３・山口県大島郡周防大島町津海木・つのうぎ

　　７４２-２８０３・山口県大島郡周防大島町土居・どい

　　７４２-２９２４・山口県大島郡周防大島町外入・とのにゆう

　　７４２-２９２４・山口県大島郡周防大島町外入（伊崎）・とのにゆう(いざき)

　　７４２-２８０６・山口県大島郡周防大島町西安下庄・にしあげのしよう

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方・にしがた

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方（大積）・にしがた(おおつみ)

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方（小積）・にしがた(おつみ)

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方（下田）・にしがた(したた)

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方（長崎）・にしがた(ながさき)

　　７４２-２９２１・山口県大島郡周防大島町西方（船越）・にしがた(ふなこし)

　　７４２-２１０１・山口県大島郡周防大島町西三蒲・にしみがま

　　７４２-２１０３・山口県大島郡周防大島町西屋代・にしやしろ

　　７４２-２８０５・山口県大島郡周防大島町東安下庄・ひがしあげのしよう

　　７４２-２１０２・山口県大島郡周防大島町東三蒲・ひがしみがま

　　７４２-２１０７・山口県大島郡周防大島町東屋代・ひがしやしろ

　　７４２-２８０４・山口県大島郡周防大島町日前・ひくま

　　７４２-２７１６・山口県大島郡周防大島町日見・ひみ

　　７４２-２５１２・山口県大島郡周防大島町平野・ひらの

　　７４２-２７１４・山口県大島郡周防大島町戸田・へた

　　７４２-２３０２・山口県大島郡周防大島町椋野・むくの

　　７４２-２５１３・山口県大島郡周防大島町森・もり

　　７４２-２６０２・山口県大島郡周防大島町油宇・ゆう

　　７４２-２６０２・山口県大島郡周防大島町油宇（馬ケ原）・ゆう(うまがはら)

　　７４２-２６０２・山口県大島郡周防大島町油宇（日向泊）・ゆう(ひゆうがどまり)

　　７４２-２８０２・山口県大島郡周防大島町油良・ゆら

　　７４２-２７１５・山口県大島郡周防大島町横見・よこみ

　　７４２-２５１８・山口県大島郡周防大島町和佐・わさ

　　７４２-２５１６・山口県大島郡周防大島町和田・わだ

　　７４０-００００・山口県玖珂郡和木町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４０-００６３・山口県玖珂郡和木町関ケ浜・せきがはま

　　７４０-００６２・山口県玖珂郡和木町瀬田・せた

　　７４０-００６１・山口県玖珂郡和木町和木・わき

　　７４２-１４００・山口県熊毛郡上関町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４２-１４０１・山口県熊毛郡上関町祝島・いわいしま

　　７４２-１４０２・山口県熊毛郡上関町長島・ながしま

　　７４２-１４０３・山口県熊毛郡上関町室津・むろつ

　　７４２-１４０４・山口県熊毛郡上関町八島・やしま

　　７４２-１５００・山口県熊毛郡田布施町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４２-１５１６・山口県熊毛郡田布施町馬島・うましま

　　７４２-１５０１・山口県熊毛郡田布施町大波野・おおはの

　　７４２-１５１３・山口県熊毛郡田布施町麻郷・おごう

　　７４２-１５１２・山口県熊毛郡田布施町麻郷奥・おごうおく

　　７４２-１５１３・山口県熊毛郡田布施町麻郷団地・おごうだんち

　　７４２-１５１５・山口県熊毛郡田布施町上田布施・かみたぶせ

　　７４２-１５０４・山口県熊毛郡田布施町川西・ かわにじ

　　７４２-１５１１・山口県熊毛郡田布施町下田布施・しもたぶせ



　　７４２-１５０３・山口県熊毛郡田布施町宿井・しゆくい

　　７４２-１５１７・山口県熊毛郡田布施町中央南・ちゆうおうみなみ

　　７４２-１５０２・山口県熊毛郡田布施町波野・はの

　　７４２-１５１４・山口県熊毛郡田布施町別府・べふ

　　７４２-１１００・山口県熊毛郡平生町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７４２-１１０４・山口県熊毛郡平生町宇佐木・うさなぎ

　　７４２-１１０６・山口県熊毛郡平生町大野南・おおのみなみ

　　７４２-１１０５・山口県熊毛郡平生町大野北・おおのきた

　　７４２-１１１３・山口県熊毛郡平生町尾国・おくに

　　７４２-１１１２・山口県熊毛郡平生町小郡・おぐに

　　７４２-１１１１・山口県熊毛郡平生町佐賀・さが

　　７４２-１１１４・山口県熊毛郡平生町佐合島・さごうじま

　　７４２-１１０７・山口県熊毛郡平生町曽根・そね

　　７４２-１１０３・山口県熊毛郡平生町竪ケ浜・たてがはま

　　７４２-１１０１・山口県熊毛郡平生町平生町・ひらおまち

　　７４２-１１０２・山口県熊毛郡平生町平生村・ひらおむら

　　７５９-３６００・山口県阿武郡阿武町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　７５９-３５０１・山口県阿武郡阿武町宇田・うた

　　７５８-０６１３・山口県阿武郡阿武町宇生賀・うぶか

　　７５９-３６２１・山口県阿武郡阿武町木与・きよ

　　７５９-３５０２・山口県阿武郡阿武町惣郷・そうごう

　　７５９-３６２２・山口県阿武郡阿武町奈古・なご

　　７５８-０６１２・山口県阿武郡阿武町福田上・ふくだかみ

　　７５８-０６１１・山口県阿武郡阿武町福田下・ふくだしも




