
　　４００-００００・山梨県甲府市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４００-０８５８・山梨県甲府市相生・あいおい

　　４００-０８６７・山梨県甲府市青沼・あおぬま

　　４００-０８２８・山梨県甲府市青葉町・あおはﾞちよう

　　４００-０８６２・山梨県甲府市朝気・あさけ

　　４００-００２５・山梨県甲府市朝日・あさひ

　　４００-００２３・山梨県甲府市愛宕町・あたごまち

　　４００-００６１・山梨県甲府市荒川・あらかわ

　　４００-００３５・山梨県甲府市飯田・いいだ

　　４００-１２１７・山梨県甲府市猪狩町・いかりちよう

　　４００-００６２・山梨県甲府市池田・いけだ

　　４００-０８５６・山梨県甲府市伊勢・いせ

　　４００-００１３・山梨県甲府市岩窪町・いわくほﾞちよう

　　４００-００４５・山梨県甲府市後屋町・うしろやちよう

　　４００-１５０４・山梨県甲府市右左口町・うはﾞぐちちよう

　　４００-００５３・山梨県甲府市大里町・おおさとちよう

　　４００-０８６５・山梨県甲府市太田町・おおたまち

　　４００-００５５・山梨県甲府市大津町・おおつまち

　　４００-００１５・山梨県甲府市大手・おおて

　　４００-０８３４・山梨県甲府市落合町・おちあいちよう

　　４００-００２８・山梨県甲府市音羽町・おとわちよう

　　４００-０８４１・山梨県甲府市小曲町・おまがりちよう

　　４０９-３７１１・山梨県甲府市梯町・かけはしまち

　　４００-００６３・山梨県甲府市金竹町・かねたけちよう

　　４００-０８１４・山梨県甲府市上阿原町・かみあはらまち

　　４００-００４１・山梨県甲府市上石田・かみいしだ

　　４００-０８４５・山梨県甲府市上今井町・かみいまいちよう

　　４００-００８１・山梨県甲府市上帯那町・かみおびなちよう

　　４００-００４４・山梨県甲府市上小河原町・かみこがわらちよう

　　４００-００５２・山梨県甲府市上条新居町・かみじようあらいまち

　　４００-００１１・山梨県甲府市上積翠寺町・かみせきすいじまち

　　４００-１５０１・山梨県甲府市上曽根町・かみそねちよう

　　４００-０８３１・山梨県甲府市上町・かみちよう

　　４００-１５０６・山梨県甲府市上向山町・かみむこうやまちよう

　　４００-１２１３・山梨県甲府市川窪町・かわくほﾞちよう

　　４００-０８１１・山梨県甲府市川田町・かわだまち

　　４００-００２４・山梨県甲府市北口・きたぐち

　　４００-０００５・山梨県甲府市北新・きたしん

　　４００-００６５・山梨県甲府市貢川・くがわ

　　４００-００４８・山梨県甲府市貢川本町・くがわほんちよう

　　４００-０８１５・山梨県甲府市国玉町・くだまちよう

　　４００-１２１１・山梨県甲府市黒平町・くろべらちよう

　　４００-００４３・山梨県甲府市国母・こくほﾞ

　　４００-０８３６・山梨県甲府市小瀬町・こせまち

　　４００-００３３・山梨県甲府市寿町・ことぶきちよう

　　４００-００１４・山梨県甲府市古府中町・こふちゆうまち

　　４００-０００２・山梨県甲府市小松町・こまつまち

　　４００-０８５７・山梨県甲府市幸町・さいわいちよう

　　４００-０８０５・山梨県甲府市酒折・さかおり

　　４００-０８０４・山梨県甲府市酒折町・さかおりちよう

　　４００-０８０３・山梨県甲府市桜井町・さくらいちよう

　　４００-０８２２・山梨県甲府市里吉・さとよじ

　　４００-０８２３・山梨県甲府市里吉町・さとよしちよう

　　４００-００２６・山梨県甲府市塩部・しおべ

　　４００-００６４・山梨県甲府市下飯田・しもいいだ

　　４００-００４６・山梨県甲府市下石田・しもいしだ

　　４００-０８４２・山梨県甲府市下今井町・しもいまいちよう

　　４００-００８２・山梨県甲府市下帯那町・しもおびなちよう

　　４００-０８３５・山梨県甲府市下鍛冶屋町・しもかじやまち

　　４００-００６８・山梨県甲府市下河原町・しもがわらちよう

　　４００-０８５３・山梨県甲府市下小河原町・しもこがわらちよう

　　４００-００１２・山梨県甲府市下積翠寺町・しもせきすいじまち

　　４００-１５０８・山梨県甲府市下曽根町・しもそねちよう

　　４００-１５０７・山梨県甲府市下向山町・しもむこうやまちよう

　　４００-０８６１・山梨県甲府市城東・じようとう

　　４００-１５０２・山梨県甲府市白井町・しらいちよう

　　４００-１５０３・山梨県甲府市心経寺町・しんぎようじちよう

　　４００-００６６・山梨県甲府市新田町・しんでんちよう

　　４００-０８２１・山梨県甲府市砂田町・すなだちよう

　　４００-０８５１・山梨県甲府市住吉・すみよじ

山梨県の地名(郵便番号付)・オフラィン検索可・検索には ( Ctrl+f)　http://tainak.jp/
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　　４００-０８５２・山梨県甲府市住吉本町・すみよしほんちよう

　　４００-０８０６・山梨県甲府市善光寺・ぜんこうじ

　　４００-０８０１・山梨県甲府市善光寺町・ぜんこうじまち

　　４００-１２１９・山梨県甲府市草鹿沢町・そうかざわちよう

　　４００-００７２・山梨県甲府市大和町・だいわちよう

　　４００-１２１４・山梨県甲府市高成町・たかなりちよう

　　４００-００４２・山梨県甲府市高畑・たかはﾞたけ

　　４００-１２１２・山梨県甲府市高町・たかまち

　　４００-００５７・山梨県甲府市高室町・たかむろちよう

　　４００-００３４・山梨県甲府市宝・たから

　　４００-００１６・山梨県甲府市武田・たけだ

　　４００-１２１５・山梨県甲府市竹日向町・たけひなたまち

　　４００-００７４・山梨県甲府市千塚・ちつﾞか

　　４００-００３２・山梨県甲府市中央・ちゆうおう

　　４００-００６７・山梨県甲府市長松寺町・ちようしようじちよう

　　４００-０００３・山梨県甲府市塚原町・つかはらちよう

　　４００-０００６・山梨県甲府市天神町・てんじんちよう

　　４００-１２１６・山梨県甲府市塔岩町・とういわちよう

　　４００-０８０７・山梨県甲府市東光寺・とうこうじ

　　４００-０８０８・山梨県甲府市東光寺町・とうこうじまち

　　４００-００４７・山梨県甲府市徳行・とくぎよう

　　４００-００４９・山梨県甲府市富竹・とみたけ

　　４００-０８５５・山梨県甲府市中小河原・なかこがわら

　　４００-０８５４・山梨県甲府市中小河原町・なかこがわらちよう

　　４００-０８４４・山梨県甲府市中町・なかちよう

　　４００-１５０５・山梨県甲府市中畑町・なかはﾞたけちよう

　　４００-００６９・山梨県甲府市中村町・なかむらちよう

　　４００-０８２５・山梨県甲府市七沢町・ななさわちよう

　　４００-０８３３・山梨県甲府市西油川町・にしあぶらかわちよう

　　４００-００５４・山梨県甲府市西下条町・にししもじようまち

　　４００-０８２６・山梨県甲府市西高橋町・にしたかはしちよう

　　４００-０００４・山梨県甲府市西田町・にしだちよう

　　４００-００７１・山梨県甲府市羽黒町・はぐろちよう

　　４００-０８４３・山梨県甲府市東下条町・ひがししもじようまち

　　４００-００８３・山梨県甲府市平瀬町・ひらせまち

　　４００-００２７・山梨県甲府市富士見・ふじみ

　　４００-００５１・山梨県甲府市古上条町・ふるかみじようまち

　　４０９-３７１２・山梨県甲府市古関町・ふるせきまち

　　４００-００５６・山梨県甲府市堀之内町・ほりのうちちよう

　　４００-０８３２・山梨県甲府市増坪町・ますつほﾞちよう

　　４００-００３１・山梨県甲府市丸の内・まるのうち

　　４００-０００７・山梨県甲府市美咲・みさき

　　４００-１２１８・山梨県甲府市御岳町・みたけちよう

　　４００-０００８・山梨県甲府市緑が丘・みどりがおか

　　４００-０８６３・山梨県甲府市南口町・みなみぐちちよう

　　４００-００５８・山梨県甲府市宮原町・みやはﾞらちよう

　　４００-００２１・山梨県甲府市宮前町・みやまえちよう

　　４００-０８１３・山梨県甲府市向町・むこうまち

　　４００-００２２・山梨県甲府市元紺屋町・もとこんやまち

　　４００-００１７・山梨県甲府市屋形・やかた

　　４００-００７５・山梨県甲府市山宮町・やまみやちよう

　　４００-０８６４・山梨県甲府市湯田・ゆだ

　　４００-００７３・山梨県甲府市湯村・ゆむら

　　４００-０８０２・山梨県甲府市横根町・よこねまち

　　４００-０８２７・山梨県甲府市蓬沢・よもぎさわ

　　４００-０８２４・山梨県甲府市蓬沢町・よもぎさわまち

　　４００-０８６６・山梨県甲府市若松町・わかまつちよう

　　４００-０００１・山梨県甲府市和田町・わだまち

　　４００-０８１２・山梨県甲府市和戸町・わどまち

　　４０３-００００・山梨県富士吉田市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０３-００１２・山梨県富士吉田市旭・あさひ

　　４０３-００３１・山梨県富士吉田市浅間・あさま

　　４０３-００１１・山梨県富士吉田市新倉・あらくら

　　４０３-０００６・山梨県富士吉田市新屋・あらや

　　４０３-０００３・山梨県富士吉田市大明見・おおあすみ

　　４０３-０００１・山梨県富士吉田市上暮地・かみくれち

　　４０３-０００５・山梨県富士吉田市上吉田・かみよしだ

　　４０３-００３２・山梨県富士吉田市上吉田東・かみよしだひがじ

　　４０３-０００２・山梨県富士吉田市小明見・こあすみ

　　４０３-０００４・山梨県富士吉田市下吉田・しもよしだ



　　４０３-０００８・山梨県富士吉田市下吉田東・しもよしだひがじ

　　４０３-００１７・山梨県富士吉田市新西原・しんにしはら

　　４０３-００１９・山梨県富士吉田市新町・しんまち

　　４０３-００１４・山梨県富士吉田市竜ケ丘・たつがおか

　　４０３-００１５・山梨県富士吉田市ときわ台・ときわだい

　　４０３-０００７・山梨県富士吉田市中曽根・なかぞね

　　４０３-０００９・山梨県富士吉田市富士見・ふじみ

　　４０３-００１６・山梨県富士吉田市松山・まつやま

　　４０３-００１３・山梨県富士吉田市緑ケ丘・みどりがおか

　　４０３-００１８・山梨県富士吉田市向原・むかいはﾞら

　　４０２-００００・山梨県都留市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０２-００１５・山梨県都留市朝日曽雌・あさひそじ

　　４０２-００１４・山梨県都留市朝日馬場・あさひはﾞはﾞ

　　４０２-００４２・山梨県都留市厚原・あつはら

　　４０２-００１１・山梨県都留市井倉・いぐら

　　４０２-００２３・山梨県都留市大野・おおの

　　４０２-００４５・山梨県都留市大幡・おおはた

　　４０２-０００２・山梨県都留市大原・おおはら

　　４０２-０００６・山梨県都留市小形山・おがたやま

　　４０２-００２４・山梨県都留市小野・おの

　　４０２-００３４・山梨県都留市桂町・かつらまち

　　４０２-００４１・山梨県都留市金井・かない

　　４０２-００４４・山梨県都留市加畑・かはた

　　４０２-００５３・山梨県都留市上谷・かみや

　　４０２-００５５・山梨県都留市川棚・かわだな

　　４０２-０００３・山梨県都留市川茂・かわも

　　４０２-００３３・山梨県都留市境・さかい

　　４０２-００３２・山梨県都留市鹿留・ししどめ

　　４０２-００５１・山梨県都留市下谷・しもや

　　４０２-０００１・山梨県都留市田野倉・たのくら

　　４０２-００５４・山梨県都留市田原・たはら

　　４０２-００２１・山梨県都留市玉川・たまがわ

　　４０２-００５２・山梨県都留市中央・ちゆうおう

　　４０２-００５６・山梨県都留市つる・つる

　　４０２-００３１・山梨県都留市十日市場・とおかいちはﾞ

　　４０２-００２２・山梨県都留市戸沢・とざわ

　　４０２-００４６・山梨県都留市中津森・なかつもり

　　４０２-００３５・山梨県都留市夏狩・なつがり

　　４０２-００４３・山梨県都留市平栗・ひらぐり

　　４０２-０００４・山梨県都留市古川渡・ふるかわど

　　４０２-００２５・山梨県都留市法能・ほうのう

　　４０２-００１３・山梨県都留市盛里・もりさと

　　４０２-０００５・山梨県都留市四日市場・よつかいちはﾞ

　　４０２-００１２・山梨県都留市与縄・よなわ

　　４０５-００００・山梨県山梨市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０５-００４４・山梨県山梨市市川・いちがわ

　　４０５-００２５・山梨県山梨市一町田中・いつちようたなか

　　４０５-００２４・山梨県山梨市歌田・うただ

　　４０５-００４３・山梨県山梨市江曽原・えぞはら

　　４０５-００１６・山梨県山梨市大野・おおの

　　４０５-００３３・山梨県山梨市落合・おちあい

　　４０５-００１４・山梨県山梨市上石森・かみいしもり

　　４０５-００３４・山梨県山梨市上岩下・かみいわした

　　４０５-００１８・山梨県山梨市上神内川・かみかのがわ

　　４０５-００２２・山梨県山梨市上栗原・かみくりはﾞら

　　４０５-０００４・山梨県山梨市上之割・かみのわり

　　４０５-００１３・山梨県山梨市鴨居寺・かもいでら

　　４０５-００４１・山梨県山梨市北・きた

　　４０５-００４８・山梨県山梨市切差・きつさつ

　　４０５-０００５・山梨県山梨市小原東・こはﾞらひがじ

　　４０５-０００６・山梨県山梨市小原西・こはﾞらにじ

　　４０５-００１１・山梨県山梨市三ケ所・さんがしよ

　　４０５-００１５・山梨県山梨市下石森・しもいしもり

　　４０５-０００３・山梨県山梨市下井尻・しもいじり

　　４０５-００１７・山梨県山梨市下神内川・しもかのがわ

　　４０５-００２３・山梨県山梨市下栗原・しもくりはﾞら

　　４０５-００３２・山梨県山梨市正徳寺・しようとくじ

　　４０５-００４５・山梨県山梨市大工・だいく

　　４０５-００２１・山梨県山梨市中村・なかむら

　　４０５-０００７・山梨県山梨市七日市場・なのかいちはﾞ



　　４０５-０００１・山梨県山梨市西・にじ

　　４０５-０００２・山梨県山梨市東・ひがじ

　　４０５-００１２・山梨県山梨市東後屋敷・ひがしごやしき

　　４０５-００４６・山梨県山梨市堀内・ほりのうち

　　４０４-０００７・山梨県山梨市牧丘町北原・まきおかちようきたはﾞら

　　４０４-００１３・山梨県山梨市牧丘町窪平・まきおかちようくほﾞだいら

　　４０４-０００３・山梨県山梨市牧丘町倉科・まきおかちようくらしな

　　４０４-００１５・山梨県山梨市牧丘町城古寺・まきおかちようじようこじ

　　４０４-０００２・山梨県山梨市牧丘町杣口・まきおかちようそまぐち

　　４０４-００１６・山梨県山梨市牧丘町千野々宮・まきおかちようちののみや

　　４０４-００１１・山梨県山梨市牧丘町成沢・まきおかちようなるさわ

　　４０４-０００４・山梨県山梨市牧丘町西保下・まきおかちようにしほしも

　　４０４-０００５・山梨県山梨市牧丘町西保中・まきおかちようにしほなか

　　４０４-００１４・山梨県山梨市牧丘町隼・まきおかちようはやぶさ

　　４０４-０００６・山梨県山梨市牧丘町牧平・まきおかちようまきだいら

　　４０４-００１２・山梨県山梨市牧丘町室伏・まきおかちようむろふじ

　　４０４-０００１・山梨県山梨市牧丘町柳平・まきおかちようやなぎだいら

　　４０５-００３１・山梨県山梨市万力・まんりき

　　４０５-００４７・山梨県山梨市水口・みずくち

　　４０４-０２０６・山梨県山梨市三富上釜口・みとみかみかまくち

　　４０４-０２０２・山梨県山梨市三富上柚木・みとみかみゆのき

　　４０４-０２０１・山梨県山梨市三富川浦・みとみかわうら

　　４０４-０２０３・山梨県山梨市三富下荻原・みとみしもおぎはら

　　４０４-０２０４・山梨県山梨市三富下釜口・みとみしもかまくち

　　４０４-０２０５・山梨県山梨市三富徳和・みとみとくわ

　　４０５-００４２・山梨県山梨市南・みなみ

　　４０５-００３６・山梨県山梨市矢坪・やつほﾞ

　　４０５-００３５・山梨県山梨市山根・やまね

　　４０１-００００・山梨県大月市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０１-００１３・山梨県大月市大月（１～３丁目）・おおつき

　　４０１-００１４・山梨県大月市大月町大月・おおつきまちおおつき

　　４０１-００１５・山梨県大月市大月町花咲・おおつきまちはなさき

　　４０１-００１６・山梨県大月市大月町真木・おおつきまちまぎ

　　４０１-００１１・山梨県大月市駒橋・こまはじ

　　４０１-００２５・山梨県大月市笹子町黒野田・ささごまちくろのだ

　　４０１-００２３・山梨県大月市笹子町白野・ささごまちしらの

　　４０１-００２４・山梨県大月市笹子町吉久保・ささごまちよしくほﾞ

　　４０９-０６１５・山梨県大月市猿橋町朝日小沢・さるはしまちあさひおざわ

　　４０９-０６１３・山梨県大月市猿橋町伊良原・さるはしまちいらはﾞら

　　４０９-０６１６・山梨県大月市猿橋町小沢・さるはしまちおざわ

　　４０９-０６１１・山梨県大月市猿橋町小篠・さるはしまちおしの

　　４０９-０６１８・山梨県大月市猿橋町桂台・さるはしまちかつらだい

　　４０９-０６１４・山梨県大月市猿橋町猿橋・さるはしまちさるはし

　　４０９-０６１７・山梨県大月市猿橋町殿上・さるはしまちとのうえ

　　４０９-０６１２・山梨県大月市猿橋町藤崎・さるはしまちふじさき

　　４０９-０５０２・山梨県大月市富浜町鳥沢・とみはままちとりさわ

　　４０９-０５０１・山梨県大月市富浜町宮谷・とみはままちみやたに

　　４０９-０６２１・山梨県大月市七保町浅川・ななほまちあさかわ

　　４０９-０６２３・山梨県大月市七保町葛野・ななほまちかずの

　　４０９-０６２７・山梨県大月市七保町駒宮・ななほまちこまみや

　　４０９-０６２２・山梨県大月市七保町下和田・ななほまちしもわだ

　　４０９-０６２６・山梨県大月市七保町瀬戸・ななほまちせと

　　４０９-０６２５・山梨県大月市七保町奈良子・ななほまちならご

　　４０９-０６２４・山梨県大月市七保町林・ななほまちはやじ

　　４０１-０００５・山梨県大月市賑岡町浅利・にぎおかまちあさり

　　４０１-０００２・山梨県大月市賑岡町岩殿・にぎおかまちいわどの

　　４０１-０００６・山梨県大月市賑岡町奥山・にぎおかまちおくやま

　　４０１-０００４・山梨県大月市賑岡町強瀬・にぎおかまちこわぜ

　　４０１-０００１・山梨県大月市賑岡町畑倉・にぎおかまちはたぐら

　　４０１-０００３・山梨県大月市賑岡町ゆりケ丘・にぎおかまちゆりがおか

　　４０１-００２１・山梨県大月市初狩町下初狩・はつかりまちしもはつかり

　　４０１-００２２・山梨県大月市初狩町中初狩・はつかりまちなかはつかり

　　４０１-００１２・山梨県大月市御太刀・みたち

　　４０９-０５０４・山梨県大月市梁川町新倉・やながわまちあらくら

　　４０９-０５０５・山梨県大月市梁川町塩瀬・やながわまちしおぜ

　　４０９-０５０６・山梨県大月市梁川町立野・やながわまちたちの

　　４０９-０５０３・山梨県大月市梁川町綱の上・やながわまちつなのうえ

　　４０７-００００・山梨県韮崎市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０７-００４５・山梨県韮崎市旭町上條中割・あさひまちかみじようなかわり

　　４０７-００４６・山梨県韮崎市旭町上條南割・あさひまちかみじようみなみわり



　　４０７-００４４・山梨県韮崎市旭町上條北割・あさひまちかみじようきたわり

　　４０７-０２６３・山梨県韮崎市穴山町・あなやままち

　　４０７-００１２・山梨県韮崎市岩下・いわした

　　４０７-００１１・山梨県韮崎市上ノ山・うえのやま

　　４０７-００３６・山梨県韮崎市大草町上條東割・おおくさまちかみじようひがしわり

　　４０７-００３５・山梨県韮崎市大草町下條西割・おおくさまちしもじようにしわり

　　４０７-００３４・山梨県韮崎市大草町下條中割・おおくさまちしもじようなかわり

　　４０７-００３７・山梨県韮崎市大草町若尾・おおくさまちわかお

　　４０７-０００７・山梨県韮崎市上祖母石・かみうはﾞいじ

　　４０７-００４２・山梨県韮崎市神山町北宮地・かみやままちきたみやじ

　　４０７-００４１・山梨県韮崎市神山町武田・かみやままちたけた

　　４０７-００４３・山梨県韮崎市神山町鍋山・かみやままちなべやま

　　４０７-００２５・山梨県韮崎市栄・さかえ

　　４０７-０００６・山梨県韮崎市下祖母石・しもうはﾞいじ

　　４０７-００２２・山梨県韮崎市水神・すいじん

　　４０７-００５５・山梨県韮崎市清哲町青木・せいてつまちあおき

　　４０７-００５４・山梨県韮崎市清哲町折居・せいてつまちおりい

　　４０７-００５７・山梨県韮崎市清哲町樋口・せいてつまちひのぐち

　　４０７-００５８・山梨県韮崎市清哲町水上・せいてつまちみずかみ

　　４０７-００３２・山梨県韮崎市龍岡町下條東割・たつおかまちしもじようひがしわり

　　４０７-００３３・山梨県韮崎市龍岡町下條南割・たつおかまちしもじようみなみわり

　　４０７-００３１・山梨県韮崎市龍岡町若尾新田・たつおかまちわかおしんでん

　　４０７-００２３・山梨県韮崎市中央町・ちゆうおうちよう

　　４０７-００１３・山梨県韮崎市中島・なかじま

　　４０７-０２６１・山梨県韮崎市中田町小田川・なかだまちこたがわ

　　４０７-０２６２・山梨県韮崎市中田町中條・なかだまちなかじよう

　　４０７-０００５・山梨県韮崎市一ツ谷・ひとつや

　　４０７-０００１・山梨県韮崎市藤井町駒井・ふじいまちこまい

　　４０７-０００２・山梨県韮崎市藤井町坂井・ふじいまちさかい

　　４０７-０００４・山梨県韮崎市藤井町南下條・ふじいまちみなみげじよう

　　４０７-０００３・山梨県韮崎市藤井町北下條・ふじいまちきたげじよう

　　４０７-００１４・山梨県韮崎市富士見・ふじみ

　　４０７-００２１・山梨県韮崎市富士見ケ丘・ふじみがおか

　　４０７-０１７２・山梨県韮崎市穂坂町上今井・ほさかまちかみいまい

　　４０７-０１７６・山梨県韮崎市穂坂町三之蔵・ほさかまちさんのくら

　　４０７-０１７３・山梨県韮崎市穂坂町長久保・ほさかまちながくほﾞ

　　４０７-０１７４・山梨県韮崎市穂坂町三ツ沢・ほさかまちみつさわ

　　４０７-０１７５・山梨県韮崎市穂坂町宮久保・ほさかまちみやくほﾞ

　　４０７-０１７１・山梨県韮崎市穂坂町柳平・ほさかまちやなぎだいら

　　４０７-００２４・山梨県韮崎市本町・ほんちよう

　　４０７-００５１・山梨県韮崎市円野町上円井・まるのまちかみつぶらい

　　４０７-００５２・山梨県韮崎市円野町下円井・まるのまちしもつぶらい

　　４０７-００５３・山梨県韮崎市円野町入戸野・まるのまちにつとの

　　４０７-００１５・山梨県韮崎市若宮・わかみや

　　４００-０４００・山梨県南アルプス市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４００-０４２４・山梨県南アルプス市秋山・あきやま

　　４００-０３３３・山梨県南アルプス市浅原・あさはﾞら

　　４００-０２４１・山梨県南アルプス市芦安芦倉・あしやすあしくら

　　４００-０２４２・山梨県南アルプス市芦安安通・あしやすあんつう

　　４００-０３１９・山梨県南アルプス市あやめが丘・あやめがおか

　　４００-０４０３・山梨県南アルプス市鮎沢・あゆざわ

　　４００-０２２６・山梨県南アルプス市有野・ありの

　　４００-０２２２・山梨県南アルプス市飯野・いいの

　　４００-０２２４・山梨県南アルプス市飯野新田・いいのしんでん

　　４００-０４１３・山梨県南アルプス市和泉・いずみ

　　４００-０３１５・山梨県南アルプス市上野・うえの

　　４００-０２１５・山梨県南アルプス市上八田・うえはつた

　　４００-０２０４・山梨県南アルプス市榎原・えのきはら

　　４００-０４０１・山梨県南アルプス市江原・えはﾞら

　　４００-０２３４・山梨県南アルプス市大嵐・おおあらじ

　　４００-０３０６・山梨県南アルプス市小笠原・おがさはら

　　４００-０４２３・山梨県南アルプス市落合・おちあい

　　４００-０３３５・山梨県南アルプス市加賀美・かがみ

　　４００-０３３２・山梨県南アルプス市鏡中條・かがみなかじよう

　　４００-０３１７・山梨県南アルプス市上市之瀬・かみいちのせ

　　４００-０３０３・山梨県南アルプス市上今井・かみいまい

　　４００-０２１１・山梨県南アルプス市上今諏訪・かみいますわ

　　４００-０２０１・山梨県南アルプス市上高砂・かみたかすな

　　４００-０３１２・山梨県南アルプス市上宮地・かみみやじ

　　４００-０４２１・山梨県南アルプス市川上・かわかみ



　　４００-０３１１・山梨県南アルプス市曲輪田・くるわだ

　　４００-０２２３・山梨県南アルプス市曲輪田新田・くるわだしんでん

　　４００-０２３２・山梨県南アルプス市駒場・こまはﾞ

　　４００-０２２１・山梨県南アルプス市在家塚・ざいけつか

　　４００-０３０２・山梨県南アルプス市沢登・さわのほﾞり

　　４００-０２３１・山梨県南アルプス市塩前・しおのまえ

　　４００-０４１７・山梨県南アルプス市清水・しみず

　　４００-０３１４・山梨県南アルプス市下市之瀬・しもいちのせ

　　４００-０３３１・山梨県南アルプス市下今井・しもいまい

　　４００-０２１２・山梨県南アルプス市下今諏訪・しもいますわ

　　４００-０２０２・山梨県南アルプス市下高砂・しもたかすな

　　４００-０４０５・山梨県南アルプス市下宮地・しもみやじ

　　４００-０３０５・山梨県南アルプス市十五所・じゆうごしよ

　　４００-０２３３・山梨県南アルプス市須沢・すさわ

　　４００-０４１６・山梨県南アルプス市大師・だいじ

　　４００-０３１８・山梨県南アルプス市高尾・たかお

　　４００-０４０２・山梨県南アルプス市田島・たじま

　　４００-０４２６・山梨県南アルプス市塚原・つかはら

　　４００-０２２５・山梨県南アルプス市築山・つくやま

　　４００-０３３７・山梨県南アルプス市寺部・てらべ

　　４００-０３３４・山梨県南アルプス市藤田・とうだ

　　４００-０２１４・山梨県南アルプス市百々・どうどう

　　４００-０３３６・山梨県南アルプス市十日市場・とうかいちはﾞ

　　４００-０２０３・山梨県南アルプス市徳永・とくなが

　　４００-０４１４・山梨県南アルプス市戸田・とだ

　　４００-０３１６・山梨県南アルプス市中野・なかの

　　４００-０４１１・山梨県南アルプス市西南湖・にしなんご

　　４００-０２１３・山梨県南アルプス市西野・にしの

　　４００-０４２２・山梨県南アルプス市荊沢・はﾞらざわ

　　４００-０４１２・山梨県南アルプス市東南湖・ひがしなんご

　　４００-０３１３・山梨県南アルプス市平岡・ひらおか

　　４００-０４０４・山梨県南アルプス市古市場・ふるいちはﾞ

　　４００-０４１５・山梨県南アルプス市宮沢・みやざわ

　　４００-０２０６・山梨県南アルプス市六科・むじな

　　４００-０３０１・山梨県南アルプス市桃園・ももその

　　４００-０２０５・山梨県南アルプス市野牛島・やごしま

　　４００-０３０８・山梨県南アルプス市山寺・やまでら

　　４００-０４２５・山梨県南アルプス市湯沢・ゆざわ

　　４００-０３０４・山梨県南アルプス市吉田・よしだ

　　４０８-００００・山梨県北杜市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０８-０２０１・山梨県北杜市明野町浅尾・あけのちようあさお

　　４０８-０２０５・山梨県北杜市明野町浅尾新田・あけのちようあさおしんでん

　　４０８-０２０４・山梨県北杜市明野町上手・あけのちよううえで

　　４０８-０２０２・山梨県北杜市明野町小笠原・あけのちようおがさはら

　　４０８-０２０７・山梨県北杜市明野町上神取・あけのちようかみかんどり

　　４０８-０２０３・山梨県北杜市明野町三之蔵・あけのちようさんのくら

　　４０８-０２０６・山梨県北杜市明野町下神取・あけのちようしもかんどり

　　４０７-０３１１・山梨県北杜市大泉町西井出８２４０－１（美森、たかね荘、清泉寮、サンメドウズ

スキー場）・おおいずみちようにしいで８２４０-１(うつくしもり､たかねそう､せいせんりよう､さんめど

うずすきｰじよう)

　　４０９-１５０１・山梨県北杜市大泉町西井出（その他）・おおいずみちようにしいで(そのた)

　　４０９-１５０２・山梨県北杜市大泉町谷戸・おおいずみちようやと

　　４０８-００４４・山梨県北杜市小淵沢町・こぶちさわちよう

　　４０８-００４１・山梨県北杜市小淵沢町上笹尾・こぶちさわちようかみささお

　　４０８-００４３・山梨県北杜市小淵沢町下笹尾・こぶちさわちようしもささお

　　４０８-００４２・山梨県北杜市小淵沢町松向・こぶちさわちようしようこう

　　４０８-０１１１・山梨県北杜市須玉町穴平・すたまちようあなだいら

　　４０８-０１０３・山梨県北杜市須玉町江草・すたまちようえぐさ

　　４０８-０１１３・山梨県北杜市須玉町大蔵・すたまちようおおくら

　　４０８-０１０１・山梨県北杜市須玉町小尾・すたまちようおび

　　４０７-０３２１・山梨県北杜市須玉町上津金・すたまちようかみつがね

　　４０８-０１０４・山梨県北杜市須玉町小倉・すたまちようこごえ

　　４０８-０１１６・山梨県北杜市須玉町境之澤・すたまちようさかいのさわ

　　４０７-０３２２・山梨県北杜市須玉町下津金・すたまちようしもつがね

　　４０８-０１１４・山梨県北杜市須玉町藤田・すたまちようとうだ

　　４０８-０１０５・山梨県北杜市須玉町東向・すたまちようひがしむき

　　４０８-０１０２・山梨県北杜市須玉町比志・すたまちようひじ

　　４０８-０１１５・山梨県北杜市須玉町大豆生田・すたまちようまみようだ

　　４０８-０１１２・山梨県北杜市須玉町若神子・すたまちようわかみこ

　　４０８-０１１７・山梨県北杜市須玉町若神子新町・すたまちようわかみこしんまち



　　４０７-０３０２・山梨県北杜市高根町浅川・たかねちようあさかわ

　　４０８-００１６・山梨県北杜市高根町上黒澤・たかねちようかみくろざわ

　　４０７-０３０１・山梨県北杜市高根町清里・たかねちようきよさと

　　４０８-００１３・山梨県北杜市高根町蔵原・たかねちようくらはﾞら

　　４０８-００１４・山梨県北杜市高根町小池・たかねちようこいけ

　　４０８-００１７・山梨県北杜市高根町五町田・たかねちようごちようだ

　　４０８-００１５・山梨県北杜市高根町下黒澤・たかねちようしもくろざわ

　　４０８-０００４・山梨県北杜市高根町堤・たかねちようつつみ

　　４０８-０００１・山梨県北杜市高根町長沢・たかねちようながさわ

　　４０８-０００３・山梨県北杜市高根町東井出・たかねちようひがしいで

　　４０８-００１２・山梨県北杜市高根町箕輪・たかねちようみのわ

　　４０８-００１１・山梨県北杜市高根町箕輪新町・たかねちようみのわしんまち

　　４０８-０００２・山梨県北杜市高根町村山北割・たかねちようむらやまきたわり

　　４０８-００１８・山梨県北杜市高根町村山西割・たかねちようむらやまにしわり

　　４０８-００１９・山梨県北杜市高根町村山東割・たかねちようむらやまひがしわり

　　４０８-００３２・山梨県北杜市長坂町大井ケ森・ながさかちようおいがもり

　　４０８-００３４・山梨県北杜市長坂町大八田・ながさかちようおおはﾞつた

　　４０８-００３１・山梨県北杜市長坂町小荒間・ながさかちようこあらま

　　４０８-００２３・山梨県北杜市長坂町渋沢・ながさかちようしぶさわ

　　４０８-００３３・山梨県北杜市長坂町白井沢・ながさかちようしろいざわ

　　４０８-００２２・山梨県北杜市長坂町塚川・ながさかちようつかかわ

　　４０８-００２４・山梨県北杜市長坂町富岡・ながさかちようとみおか

　　４０８-００２１・山梨県北杜市長坂町長坂上条・ながさかちようながさかかみじよう

　　４０８-００２５・山梨県北杜市長坂町長坂下条・ながさかちようながさかしもじよう

　　４０８-００３７・山梨県北杜市長坂町中島・ながさかちようなかじま

　　４０８-００３６・山梨県北杜市長坂町中丸・ながさかちようなかまる

　　４０８-００３５・山梨県北杜市長坂町夏秋・ながさかちようなつあき

　　４０８-００２６・山梨県北杜市長坂町日野・ながさかちようひの

　　４０８-０３１９・山梨県北杜市白州町大武川・はくしゆうちようおおむかわ

　　４０８-０３１８・山梨県北杜市白州町上教来石・はくしゆうちようかみきようらいじ

　　４０８-０３１７・山梨県北杜市白州町下教来石・はくしゆうちようしもきようらいじ

　　４０８-０３１５・山梨県北杜市白州町白須・はくしゆうちようしらす

　　４０８-０３１２・山梨県北杜市白州町台ケ原・はくしゆうちようだいがはら

　　４０８-０３１４・山梨県北杜市白州町大坊・はくしゆうちようだいほﾞう

　　４０８-０３１６・山梨県北杜市白州町鳥原・はくしゆうちようとりはら

　　４０８-０３１１・山梨県北杜市白州町花水・はくしゆうちようはなみず

　　４０８-０３１３・山梨県北杜市白州町横手・はくしゆうちようよこて

　　４０８-０３０５・山梨県北杜市武川町黒澤・むかわちようくろさわ

　　４０８-０３０４・山梨県北杜市武川町新奥・むかわちようしんおく

　　４０８-０３０２・山梨県北杜市武川町牧原・むかわちようまぎのはら

　　４０８-０３０１・山梨県北杜市武川町三吹・むかわちようみふき

　　４０８-０３０３・山梨県北杜市武川町宮脇・むかわちようみやのわき

　　４０８-０３０７・山梨県北杜市武川町柳澤・むかわちようやなぎさわ

　　４０８-０３０６・山梨県北杜市武川町山高・むかわちようやまたか

　　４００-０１００・山梨県甲斐市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４００-１１２６・山梨県甲斐市安寺・あてら

　　４００-０１０６・山梨県甲斐市岩森・いわもり

　　４００-０１２１・山梨県甲斐市牛句・うしく

　　４００-１１１４・山梨県甲斐市打返・うちがえじ

　　４００-０１０８・山梨県甲斐市宇津谷・うつや

　　４００-１１１５・山梨県甲斐市漆戸・うるしど

　　４００-０１２８・山梨県甲斐市大久保・おおくほﾞ

　　４００-０１２６・山梨県甲斐市大下条・おおしもじよう

　　４００-０１０３・山梨県甲斐市大垈・おおぬた

　　４００-１１２１・山梨県甲斐市上芦沢・かみあしざわ

　　４００-１１１７・山梨県甲斐市上菅口・かみすげくち

　　４００-１１２３・山梨県甲斐市上福沢・かみふくざわ

　　４００-１１１３・山梨県甲斐市亀沢（その他）・かめざわ(そのた)

　　４００-１１３１・山梨県甲斐市亀沢（大明神、６９４９)・かめざわ(だいみようじん､６９４９)

　　４００-１１１２・山梨県甲斐市吉沢・きつさわ

　　４００-１１２７・山梨県甲斐市神戸・ごうど

　　４００-０１２２・山梨県甲斐市境・さかい

　　４００-１１１６・山梨県甲斐市獅子平・ししだいら

　　４００-０１０７・山梨県甲斐市志田・しだ

　　４００-０１１５・山梨県甲斐市篠原・しのはら

　　４００-０１２３・山梨県甲斐市島上条・しまかみじよう

　　４００-１１２２・山梨県甲斐市下芦沢・しもあしざわ

　　４００-０１０５・山梨県甲斐市下今井・しもいまい

　　４００-１１２５・山梨県甲斐市下菅口・しもすげぐち

　　４００-１１２４・山梨県甲斐市下福沢・しもふくざわ



　　４００-０１０１・山梨県甲斐市菖蒲沢・しようぶざわ

　　４００-１１１１・山梨県甲斐市千田・せんだ

　　４００-０１１６・山梨県甲斐市玉川・たまがわ

　　４００-０１０２・山梨県甲斐市団子新居・だんごあらい

　　４００-０１２７・山梨県甲斐市天狗沢・てんぐさわ

　　４００-０１１３・山梨県甲斐市富竹新田・とみたけしんでん

　　４００-０１２４・山梨県甲斐市中下条・なかしもじよう

　　４００-０１２５・山梨県甲斐市長塚・ながつﾞか

　　４００-０１１２・山梨県甲斐市名取・なとり

　　４００-０１１７・山梨県甲斐市西八幡・にしやはた

　　４００-０１１４・山梨県甲斐市万才・まんざい

　　４００-０１１８・山梨県甲斐市竜王・りゆうおう

　　４００-０１１１・山梨県甲斐市竜王新町・りゆうおうしんまち

　　４００-０１０４・山梨県甲斐市龍地・りゆうじ

　　４０６-００００・山梨県笛吹市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-３７０２・山梨県笛吹市芦川町新井原・あしがわちようあらいはﾞら

　　４０９-３７０４・山梨県笛吹市芦川町鶯宿・あしがわちようおうしゆく

　　４０９-３７０１・山梨県笛吹市芦川町上芦川・あしがわちようかみあしがわ

　　４０９-３７０３・山梨県笛吹市芦川町中芦川・あしがわちようなかあしがわ

　　４０６-００３１・山梨県笛吹市石和町市部・いさわちよういちべ

　　４０６-００４５・山梨県笛吹市石和町井戸・いさわちよういど

　　４０６-００４２・山梨県笛吹市石和町今井・いさわちよういまい

　　４０６-００２８・山梨県笛吹市石和町駅前・いさわちようえきまえ

　　４０６-００２５・山梨県笛吹市石和町上平井・いさわちようかみひらい

　　４０６-００３４・山梨県笛吹市石和町唐柏・いさわちようからかしわ

　　４０６-００２４・山梨県笛吹市石和町川中島・いさわちようかわなかじま

　　４０６-００３６・山梨県笛吹市石和町窪中島・いさわちようくほﾞなかじま

　　４０６-００３３・山梨県笛吹市石和町小石和・いさわちようこいさわ

　　４０６-００４３・山梨県笛吹市石和町河内・いさわちようこうち

　　４０６-００２７・山梨県笛吹市石和町下平井・いさわちようしもひらい

　　４０６-００４４・山梨県笛吹市石和町砂原・いさわちようすなはら

　　４０６-００２６・山梨県笛吹市石和町中川・いさわちようなかがわ

　　４０６-００２３・山梨県笛吹市石和町八田・いさわちようはつた

　　４０６-００４６・山梨県笛吹市石和町東油川・いさわちようひがしあぶらかわ

　　４０６-００４１・山梨県笛吹市石和町東高橋・いさわちようひがしたかはじ

　　４０６-００３５・山梨県笛吹市石和町広瀬・いさわちようひろせ

　　４０６-００２１・山梨県笛吹市石和町松本・いさわちようまつもと

　　４０６-００２２・山梨県笛吹市石和町山崎・いさわちようやまさき

　　４０６-００３２・山梨県笛吹市石和町四日市場・いさわちようよつかいちはﾞ

　　４０５-００６５・山梨県笛吹市一宮町新巻・いちのみやちようあらまき

　　４０５-００６１・山梨県笛吹市一宮町石・いちのみやちよういじ

　　４０５-００６３・山梨県笛吹市一宮町市之蔵・いちのみやちよういちのくら

　　４０５-００５６・山梨県笛吹市一宮町一ノ宮・いちのみやちよういちのみや

　　４０５-００６２・山梨県笛吹市一宮町金沢・いちのみやちようかなざわ

　　４０５-００７９・山梨県笛吹市一宮町金田・いちのみやちようかねた

　　４０５-００５９・山梨県笛吹市一宮町上矢作・いちのみやちようかみやはぎ

　　４０５-００６６・山梨県笛吹市一宮町神沢・いちのみやちようかんざわ

　　４０５-００５１・山梨県笛吹市一宮町北野呂・いちのみやちようきたのろ

　　４０５-００７１・山梨県笛吹市一宮町北都塚・いちのみやちようきたみやこつﾞか

　　４０５-００６８・山梨県笛吹市一宮町狐新居・いちのみやちようきつねあらい

　　４０５-００７４・山梨県笛吹市一宮町国分・いちのみやちようこくぶ

　　４０５-００５８・山梨県笛吹市一宮町小城・いちのみやちようこじよう

　　４０５-００６４・山梨県笛吹市一宮町塩田・いちのみやちようしおだ

　　４０５-００５５・山梨県笛吹市一宮町地蔵堂・いちのみやちようじぞうどう

　　４０５-００５７・山梨県笛吹市一宮町下矢作・いちのみやちようしもやはぎ

　　４０５-００７３・山梨県笛吹市一宮町末木・いちのみやちようすえき

　　４０５-００５４・山梨県笛吹市一宮町千米寺・いちのみやちようせんべいじ

　　４０５-００７６・山梨県笛吹市一宮町竹原田・いちのみやちようたけはらだ

　　４０５-００７８・山梨県笛吹市一宮町田中・いちのみやちようたなか

　　４０５-００６７・山梨県笛吹市一宮町土塚・いちのみやちようつちつﾞか

　　４０５-００７７・山梨県笛吹市一宮町坪井・いちのみやちようつほﾞい

　　４０５-００５３・山梨県笛吹市一宮町中尾・いちのみやちようなかお

　　４０５-００７５・山梨県笛吹市一宮町橋立・いちのみやちようはしたて

　　４０５-００６９・山梨県笛吹市一宮町東新居・いちのみやちようひがしあらい

　　４０５-００７５・山梨県笛吹市一宮町東原・いちのみやちようひがしはﾞら

　　４０５-００５２・山梨県笛吹市一宮町南野呂・いちのみやちようみなみのろ

　　４０５-００７２・山梨県笛吹市一宮町本都塚・いちのみやちようもとみやこつﾞか

　　４０６-０００５・山梨県笛吹市春日居町加茂・かすがいちようかも

　　４０６-００１２・山梨県笛吹市春日居町熊野堂・かすがいちようくまのどう

　　４０６-０００３・山梨県笛吹市春日居町桑戸・かすがいちようくわど



　　４０６-００１４・山梨県笛吹市春日居町国府・かすがいちようこくふ

　　４０６-０００４・山梨県笛吹市春日居町小松・かすがいちようこまつ

　　４０６-００１５・山梨県笛吹市春日居町鎮目・かすがいちようしずめ

　　４０６-０００１・山梨県笛吹市春日居町下岩下・かすがいちようしもいわした

　　４０６-００１３・山梨県笛吹市春日居町寺本・かすがいちようてらもと

　　４０６-００１１・山梨県笛吹市春日居町徳条・かすがいちようとくじよう

　　４０６-０００２・山梨県笛吹市春日居町別田・かすがいちようべつでん

　　４０６-０８４２・山梨県笛吹市境川町石橋・さかいがわちよういしはﾞじ

　　４０６-０８５５・山梨県笛吹市境川町大窪・さかいがわちようおおくほﾞ

　　４０６-０８５２・山梨県笛吹市境川町大黒坂・さかいがわちようおおぐろさか

　　４０６-０８４１・山梨県笛吹市境川町大坪・さかいがわちようおおつほﾞ

　　４０６-０８５１・山梨県笛吹市境川町小黒坂・さかいがわちようこぐろさか

　　４０６-０８４４・山梨県笛吹市境川町小山・さかいがわちようこやま

　　４０６-０８５４・山梨県笛吹市境川町寺尾・さかいがわちようてらお

　　４０６-０８５３・山梨県笛吹市境川町藤垈・さかいがわちようふじぬた

　　４０６-０８４５・山梨県笛吹市境川町坊ケ峰・さかいがわちようほﾞうがみね

　　４０６-０８４３・山梨県笛吹市境川町前間田・さかいがわちようまえまだ

　　４０６-０８４６・山梨県笛吹市境川町三椚・さかいがわちようみつくぬぎ

　　４０６-０８０３・山梨県笛吹市御坂町井之上・みさかちよういのうえ

　　４０６-０８１７・山梨県笛吹市御坂町大野寺・みさかちようおおのじ

　　４０６-０８１５・山梨県笛吹市御坂町尾山・みさかちようおやま

　　４０６-０８０２・山梨県笛吹市御坂町金川原・みさかちようかねがわはﾞら

　　４０６-０８１３・山梨県笛吹市御坂町上黒駒・みさかちようかみくろこま

　　４０６-０８０５・山梨県笛吹市御坂町栗合・みさかちようくりあい

　　４０６-０８０８・山梨県笛吹市御坂町国衙・みさかちようこくが

　　４０６-０８１２・山梨県笛吹市御坂町下黒駒・みさかちようしもくろこま

　　４０６-０８１１・山梨県笛吹市御坂町下野原・みさかちようしものはら

　　４０６-０８１８・山梨県笛吹市御坂町蕎麦塚・みさかちようそはﾞつか

　　４０６-０８１６・山梨県笛吹市御坂町竹居・みさかちようたけい

　　４０６-０８１４・山梨県笛吹市御坂町藤野木・みさかちようとうのき

　　４０６-０８０４・山梨県笛吹市御坂町夏目原・みさかちようなつめはら

　　４０６-０８０１・山梨県笛吹市御坂町成田・みさかちようなりた

　　４０６-０８０７・山梨県笛吹市御坂町二之宮・みさかちようにのみや

　　４０６-０８０６・山梨県笛吹市御坂町八千蔵・みさかちようやちくら

　　４０６-０８２５・山梨県笛吹市八代町大間田・やつしろちようおおまだ

　　４０６-０８３４・山梨県笛吹市八代町岡・やつしろちようおか

　　４０６-０８２１・山梨県笛吹市八代町北・やつしろちようきた

　　４０６-０８３１・山梨県笛吹市八代町高家・やつしろちようこうか

　　４０６-０８３２・山梨県笛吹市八代町竹居・やつしろちようたけい

　　４０６-０８２３・山梨県笛吹市八代町永井・やつしろちようながい

　　４０６-０８３３・山梨県笛吹市八代町奈良原・やつしろちようならはﾞら

　　４０６-０８２４・山梨県笛吹市八代町増利・やつしろちようまさり

　　４０６-０８２２・山梨県笛吹市八代町南・やつしろちようみなみ

　　４０６-０８３５・山梨県笛吹市八代町米倉・やつしろちようよねくら

　　４０９-０１００・山梨県上野原市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０１-０２０１・山梨県上野原市秋山・あきやま

　　４０９-０１３５・山梨県上野原市芦垣・あしがき

　　４０９-０１１３・山梨県上野原市新田・あらた

　　４０９-０１２４・山梨県上野原市犬目・いぬめ

　　４０９-０１１２・山梨県上野原市上野原・うえのはら

　　４０９-０１３４・山梨県上野原市大椚・おおくぬぎ

　　４０９-０１３８・山梨県上野原市大倉・おおくら

　　４０９-０１３１・山梨県上野原市大曽根・おおぞね

　　４０９-０１２３・山梨県上野原市大野・おおの

　　４０９-０１２２・山梨県上野原市川合・かわい

　　４０９-０１３６・山梨県上野原市桑久保・くわくほﾞ

　　４０９-０１２６・山梨県上野原市コモアしおつ・こもあしおつ

　　４０９-０１４１・山梨県上野原市西原・さいはら

　　４０９-０１２１・山梨県上野原市四方津・しおつ

　　４０９-０１３２・山梨県上野原市鶴川・つるがわ

　　４０９-０１１４・山梨県上野原市鶴島・つるしま

　　４０９-０１２５・山梨県上野原市野田尻・のたじり

　　４０９-０１１５・山梨県上野原市松留・まつどめ

　　４０９-０１３３・山梨県上野原市八ツ沢・やつさわ

　　４０９-０１１１・山梨県上野原市棡原・ゆずりはら

　　４０９-０１３７・山梨県上野原市和見・わみ

　　４０４-００００・山梨県甲州市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０４-００３３・山梨県甲州市塩山赤尾・えんざんあかお

　　４０４-００２１・山梨県甲州市塩山一之瀬高橋・えんざんいちのせたかはじ

　　４０９-１２１３・山梨県甲州市塩山牛奥（５５３２～５５５０、奥野田開拓、嵯峨塩開拓、嵯峨塩温



泉）・えんざんうしおく(５５３２-５５５０､おくのたかいたく､さがしおかいたく､さがしおおんせん)

　　４０９-１３２１・山梨県甲州市塩山牛奥（５２８８、５２８８－１、５２８８－３、５２８９、５２

８９・えんざんうしおく(５２８８､５２８８-１､５２８８-３､５２８９､５２８９

　　４０９-１３２１・山梨県甲州市－２、５２８９－１５）・-２､５２８９-１５)

　　４０４-００３４・山梨県甲州市塩山牛奥（その他）・えんざんうしおく(そのた)

　　４０４-０２１１・山梨県甲州市塩山小屋敷（滑沢）・えんざんおやしき(なめざわ)

　　４０４-００５３・山梨県甲州市塩山小屋敷（その他）・えんざんおやしき(そのた)

　　４０４-００３１・山梨県甲州市塩山上粟生野・えんざんかみあおの

　　４０４-００４６・山梨県甲州市塩山上井尻・えんざんかみいじり

　　４０４-００４２・山梨県甲州市塩山上於曽・えんざんかみおぞ

　　４０４-００２６・山梨県甲州市塩山上小田原・えんざんかみおだわら

　　４０４-００４５・山梨県甲州市塩山上塩後・えんざんかみしおご

　　４０９-１２１１・山梨県甲州市塩山上萩原（４０５１、４７８３、４７８４、すずらん荘、東電上部

ダム）・えんざんかみはぎはら(４０５１､４７８３､４７８４､すずらんそう､とうでんじようぶだむ)

　　４０４-００２２・山梨県甲州市塩山上萩原（その他）・えんざんかみはぎはら(そのた)

　　４０４-００３７・山梨県甲州市塩山西広門田・えんざんかわだ

　　４０４-００３６・山梨県甲州市塩山熊野・えんざんくまの

　　４０４-００３２・山梨県甲州市塩山下粟生野・えんざんしもあおの

　　４０４-００４３・山梨県甲州市塩山下於曽・えんざんしもおぞ

　　４０４-００２５・山梨県甲州市塩山下小田原・えんざんしもおだわら

　　４０４-００４４・山梨県甲州市塩山下塩後・えんざんしもしおご

　　４０４-００２４・山梨県甲州市塩山下萩原・えんざんしもはぎはら

　　４０４-００５５・山梨県甲州市塩山下柚木・えんざんしもゆのき

　　４０４-００５１・山梨県甲州市塩山竹森・えんざんたけもり

　　４０４-００４１・山梨県甲州市塩山千野・えんざんちの

　　４０９-１２１２・山梨県甲州市塩山中萩原（日川小屋）・えんざんなかはぎはら(ひかわこや)

　　４０４-００２３・山梨県甲州市塩山中萩原（その他）・えんざんなかはぎはら(そのた)

　　４０４-００３５・山梨県甲州市塩山西野原・えんざんにしのはら

　　４０４-００５２・山梨県甲州市塩山平沢・えんざんひらさわ

　　４０４-００５６・山梨県甲州市塩山福生里・えんざんふくおり

　　４０４-００５４・山梨県甲州市塩山藤木・えんざんふじき

　　４０４-００４７・山梨県甲州市塩山三日市場・えんざんみつかいちはﾞ

　　４０９-１３０３・山梨県甲州市勝沼町小佐手・かつぬまちようおさで

　　４０９-１３１６・山梨県甲州市勝沼町勝沼・かつぬまちようかつぬま

　　４０９-１３１２・山梨県甲州市勝沼町上岩崎・かつぬまちようかみいわさき

　　４０９-１３０４・山梨県甲州市勝沼町休息・かつぬまちようきゆうそく

　　４０９-１３１３・山梨県甲州市勝沼町下岩崎・かつぬまちようしもいわさき

　　４０９-１３１５・山梨県甲州市勝沼町等々力・かつぬまちようとどろき

　　４０９-１３０１・山梨県甲州市勝沼町中原・かつぬまちようなかはら

　　４０９-１３０２・山梨県甲州市勝沼町菱山・かつぬまちようひしやま

　　４０９-１３１１・山梨県甲州市勝沼町深沢・かつぬまちようふかさわ

　　４０９-１３１４・山梨県甲州市勝沼町藤井・かつぬまちようふじい

　　４０９-１３０６・山梨県甲州市勝沼町山・かつぬまちようやま

　　４０９-１３０５・山梨県甲州市勝沼町綿塚・かつぬまちようわたつﾞか

　　４０９-１２０２・山梨県甲州市大和町田野・やまとちようたの

　　４０９-１２０５・山梨県甲州市大和町鶴瀬・やまとちようつるせ

　　４０９-１２０１・山梨県甲州市大和町木賊・やまとちようとくさ

　　４０９-１２０３・山梨県甲州市大和町初鹿野・やまとちようはじかの

　　４０９-１２０４・山梨県甲州市大和町日影・やまとちようひかげ

　　４０９-３８００・山梨県中央市・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４００-１５１４・山梨県中央市浅利・あさり

　　４０９-３８１３・山梨県中央市一町畑・いつちようはた

　　４０９-３８０４・山梨県中央市井之口・いのくち

　　４０９-３８３４・山梨県中央市今福・いまふく

　　４０９-３８３５・山梨県中央市今福新田・いまふくしんでん

　　４０９-３８４４・山梨県中央市臼井阿原・うすいあわら

　　４０９-３８３１・山梨県中央市大田和・おおだわ

　　４００-１５１３・山梨県中央市大鳥居・おおとりい

　　４０９-３８１２・山梨県中央市乙黒・おとぐろ

　　４０９-３８２３・山梨県中央市上三條・かみさんじよう

　　４００-１５１１・山梨県中央市木原・きはら

　　４０９-３８１１・山梨県中央市極楽寺・ごくらくじ

　　４０９-３８２１・山梨県中央市下河東・しもかとう

　　４０９-３８２２・山梨県中央市下三條・しもさんじよう

　　４００-１５１２・山梨県中央市関原・せきはら

　　４００-１５１５・山梨県中央市高部・たかべ

　　４０９-３８０１・山梨県中央市中楯・なかだて

　　４０９-３８１５・山梨県中央市成島・なるしま

　　４０９-３８０２・山梨県中央市西新居・にしあらい

　　４０９-３８４３・山梨県中央市西花輪・にしはなわ



　　４０９-３８４２・山梨県中央市東花輪・ひがしはなわ

　　４０９-３８３３・山梨県中央市藤巻・ふじまき

　　４０９-３８４１・山梨県中央市布施・ふせ

　　４０９-３８３２・山梨県中央市馬籠・まごめ

　　４０９-３８１４・山梨県中央市町之田・まちのた

　　４０９-３８４５・山梨県中央市山之神・やまのかみ

　　４０９-３８０３・山梨県中央市若宮・わかみや

　　４０９-３６００・山梨県西八代郡市川三郷町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-３６０１・山梨県西八代郡市川三郷町市川大門・いちかわだいもん

　　４０９-３２３４・山梨県西八代郡市川三郷町岩下・いわした

　　４０９-３２４４・山梨県西八代郡市川三郷町岩間・いわま

　　４０９-３６０７・山梨県西八代郡市川三郷町印沢・いんざわ

　　４０９-３６１２・山梨県西八代郡市川三郷町上野・うえの

　　４０９-３６１１・山梨県西八代郡市川三郷町大塚・おおつか

　　４０９-３２３１・山梨県西八代郡市川三郷町落居・おちい

　　４０９-３２４３・山梨県西八代郡市川三郷町鴨狩津向・かもがりつむぎ

　　４０９-３２４５・山梨県西八代郡市川三郷町楠甫・くすほ

　　４０９-３６０３・山梨県西八代郡市川三郷町黒沢・くろざわ

　　４０９-３２３３・山梨県西八代郡市川三郷町五八・ごはち

　　４０９-３６２２・山梨県西八代郡市川三郷町三帳・さんちよう

　　４０９-３６２１・山梨県西八代郡市川三郷町下芦川・しもあしがわ

　　４０９-３６０５・山梨県西八代郡市川三郷町下大鳥居・しもおおどりい

　　４０９-３６０６・山梨県西八代郡市川三郷町高田・たかた

　　４０９-３６２３・山梨県西八代郡市川三郷町高萩・たかはぎ

　　４０９-３２４１・山梨県西八代郡市川三郷町葛籠沢・つつﾞらさわ

　　４０９-３２３２・山梨県西八代郡市川三郷町寺所・てらどこ

　　４０９-３６２５・山梨県西八代郡市川三郷町中山・なかやま

　　４０９-３６２４・山梨県西八代郡市川三郷町垈・ぬた

　　４０９-３６２６・山梨県西八代郡市川三郷町畑熊・はたくま

　　４０９-３６０４・山梨県西八代郡市川三郷町八之尻・はちのしり

　　４０９-３２４２・山梨県西八代郡市川三郷町宮原・みやはﾞら

　　４０９-３６０２・山梨県西八代郡市川三郷町山保・やまほ

　　４０９-２７００・山梨県南巨摩郡早川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-２７３３・山梨県南巨摩郡早川町赤沢・あかさわ

　　４０９-２７３４・山梨県南巨摩郡早川町雨畑・あめはた

　　４０９-２７０３・山梨県南巨摩郡早川町新倉・あらくら

　　４０９-２７３１・山梨県南巨摩郡早川町大島・おおしま

　　４０９-２７０４・山梨県南巨摩郡早川町大原野・おおはらの

　　４０９-２７１５・山梨県南巨摩郡早川町京ケ島・きようがしま

　　４０９-２７１４・山梨県南巨摩郡早川町草塩・くさしお

　　４０９-２７２３・山梨県南巨摩郡早川町榑坪・くれつほﾞ

　　４０９-２７３２・山梨県南巨摩郡早川町高住・こうじゆう

　　４０９-２７２５・山梨県南巨摩郡早川町小縄・こなわ

　　４０９-２７２２・山梨県南巨摩郡早川町笹走・ささはﾞしり

　　４０９-２７２１・山梨県南巨摩郡早川町塩之上・しおのうえ

　　４０９-２７２６・山梨県南巨摩郡早川町千須和・せんずわ

　　４０９-２７１１・山梨県南巨摩郡早川町黒桂・つつﾞら

　　４０９-２７０１・山梨県南巨摩郡早川町奈良田・ならだ

　　４０９-２７１２・山梨県南巨摩郡早川町西之宮・にしのみや

　　４０９-２７２４・山梨県南巨摩郡早川町初鹿島・はじかじま

　　４０９-２７０５・山梨県南巨摩郡早川町早川・はやかわ

　　４０９-２７１３・山梨県南巨摩郡早川町保・ほ

　　４０９-２７２７・山梨県南巨摩郡早川町薬袋・みない

　　４０９-２７０２・山梨県南巨摩郡早川町湯島・ゆじま

　　４０９-２５００・山梨県南巨摩郡身延町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-２５３６・山梨県南巨摩郡身延町相又・あいまた

　　４０９-２５２１・山梨県南巨摩郡身延町粟倉・あわぐら

　　４０９-３４２３・山梨県南巨摩郡身延町飯富・いいとみ

　　４０９-２９３８・山梨県南巨摩郡身延町市之瀬・いちのせ

　　４０９-２９３７・山梨県南巨摩郡身延町一色・いつしき

　　４０９-３４２４・山梨県南巨摩郡身延町伊沼・いぬま

　　４０９-２９３３・山梨県南巨摩郡身延町岩欠・いわかけ

　　４０９-２９４７・山梨県南巨摩郡身延町上之平・うえのたいら

　　４０９-２５３１・山梨県南巨摩郡身延町梅平・うめだいら

　　４０９-３４３４・山梨県南巨摩郡身延町江尻窪・えじりくほﾞ

　　４０９-２９３４・山梨県南巨摩郡身延町大炊平・おいだいら

　　４０９-３１１１・山梨県南巨摩郡身延町大磯小磯・おおいそこいそ

　　４０９-２４０６・山梨県南巨摩郡身延町大崩・おおくずれ

　　４０９-３３１１・山梨県南巨摩郡身延町大塩・おおしお

　　４０９-２４１５・山梨県南巨摩郡身延町大島・おおしま



　　４０９-２５３７・山梨県南巨摩郡身延町大城・おおじろ

　　４０９-２４０４・山梨県南巨摩郡身延町大垈・おおぬた

　　４０９-２５３２・山梨県南巨摩郡身延町大野・おおの

　　４０９-３１２１・山梨県南巨摩郡身延町大山・おおやま

　　４０９-３４３３・山梨県南巨摩郡身延町遅沢・おそざわ

　　４０９-２５３９・山梨県南巨摩郡身延町小田船原・おだふなはら

　　４０９-２４０３・山梨県南巨摩郡身延町帯金・おびかね

　　４０９-３１０１・山梨県南巨摩郡身延町折門・おりかど

　　４０９-２５３８・山梨県南巨摩郡身延町門野・かどの

　　４０９-３１０５・山梨県南巨摩郡身延町釜額・かまひたい

　　４０９-３１１８・山梨県南巨摩郡身延町上田原・かみたんはﾞら

　　４０９-２４０１・山梨県南巨摩郡身延町上八木沢・かみやぎさわ

　　４０９-２９４３・山梨県南巨摩郡身延町川向・かわむき

　　４０９-２９３１・山梨県南巨摩郡身延町北川・きたがわ

　　４０９-２９３５・山梨県南巨摩郡身延町清沢・きよざわ

　　４０９-３３０４・山梨県南巨摩郡身延町切石・きりいじ

　　４０９-３１１５・山梨県南巨摩郡身延町切房木・きりふさぎ

　　４０９-３３１２・山梨県南巨摩郡身延町久成・くなり

　　４０９-３１２２・山梨県南巨摩郡身延町久保・くほﾞ

　　４０９-３１２３・山梨県南巨摩郡身延町熊沢・くまざわ

　　４０９-３１１６・山梨県南巨摩郡身延町車田・くるまだ

　　４０９-３１１２・山梨県南巨摩郡身延町芝草・しはﾞくさ

　　４０９-３３０５・山梨県南巨摩郡身延町下田原・しもたんはﾞら

　　４０９-２９４２・山梨県南巨摩郡身延町下部・しもべ

　　４０９-２４０２・山梨県南巨摩郡身延町下八木沢・しもやぎさわ

　　４０９-２５２２・山梨県南巨摩郡身延町下山・しもやま

　　４０９-２９３２・山梨県南巨摩郡身延町杉山・すぎやま

　　４０９-２５３３・山梨県南巨摩郡身延町清子・せいご

　　４０９-３１０７・山梨県南巨摩郡身延町瀬戸・せと

　　４０９-２９４６・山梨県南巨摩郡身延町大子・だいご

　　４０９-２４１２・山梨県南巨摩郡身延町角打・つのうち

　　４０９-２４０５・山梨県南巨摩郡身延町椿草里・つはﾞきぞうり

　　４０９-３３０２・山梨県南巨摩郡身延町手打沢・てうちざわ

　　４０９-３３０３・山梨県南巨摩郡身延町寺沢・てらさわ

　　４０９-３１２４・山梨県南巨摩郡身延町樋田・といだ

　　４０９-２９３６・山梨県南巨摩郡身延町常葉・ときわ

　　４０９-３１０４・山梨県南巨摩郡身延町中之倉・なかのくら

　　４０９-３４３２・山梨県南巨摩郡身延町中山・なかやま

　　４０９-３４３５・山梨県南巨摩郡身延町梨子・なしご

　　４０９-３３０１・山梨県南巨摩郡身延町西嶋・にしじま

　　４０９-３１０３・山梨県南巨摩郡身延町根子・ねつこ

　　４０９-２５２３・山梨県南巨摩郡身延町波木井・はきい

　　４０９-２９４５・山梨県南巨摩郡身延町波高島・はだかじま

　　４０９-３１０２・山梨県南巨摩郡身延町八坂・はつさか

　　４０９-３３０７・山梨県南巨摩郡身延町日向南沢・ひなたみなみざわ

　　４０９-２４１４・山梨県南巨摩郡身延町樋之上・ひのうえ

　　４０９-３３１３・山梨県南巨摩郡身延町平須・ひらす

　　４０９-３４３６・山梨県南巨摩郡身延町福原・ふくはら

　　４０９-３１０６・山梨県南巨摩郡身延町古関・ふるせき

　　４０９-３４３７・山梨県南巨摩郡身延町古長谷・ふるはせ

　　４０９-２４１１・山梨県南巨摩郡身延町丸滝・まるたき

　　４０９-３１１７・山梨県南巨摩郡身延町三沢・みさわ

　　４０９-３１１３・山梨県南巨摩郡身延町水船・みずふね

　　４０９-３１１４・山梨県南巨摩郡身延町道・みち

　　４０９-２５３４・山梨県南巨摩郡身延町光子沢・みつござわ

　　４０９-３１２５・山梨県南巨摩郡身延町嶺・みね

　　４０９-２５２４・山梨県南巨摩郡身延町身延・みのぶ

　　４０９-３４２２・山梨県南巨摩郡身延町宮木・みやき

　　４０９-２９４４・山梨県南巨摩郡身延町桃ケ窪・ももがくほﾞ

　　４０９-３４３１・山梨県南巨摩郡身延町矢細工・やさいく

　　４０９-３１２６・山梨県南巨摩郡身延町山家・やまが

　　４０９-２９４１・山梨県南巨摩郡身延町湯之奥・ゆのおく

　　４０９-３４２１・山梨県南巨摩郡身延町八日市場・ようかいちはﾞ

　　４０９-３３０６・山梨県南巨摩郡身延町夜子沢・よごさわ

　　４０９-２５３５・山梨県南巨摩郡身延町横根中・よこねなか

　　４０９-２４１３・山梨県南巨摩郡身延町和田・わだ

　　４０９-２１００・山梨県南巨摩郡南部町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-２３０４・山梨県南巨摩郡南部町井出・いで

　　４０９-２３０５・山梨県南巨摩郡南部町内船・うつぶな

　　４０９-２２１３・山梨県南巨摩郡南部町大和・おおわ



　　４０９-２１０１・山梨県南巨摩郡南部町楮根・かぞね

　　４０９-２３０１・山梨県南巨摩郡南部町上佐野・かみさの

　　４０９-２２１４・山梨県南巨摩郡南部町塩沢・しおざわ

　　４０９-２３０２・山梨県南巨摩郡南部町下佐野・しもさの

　　４０９-２３０３・山梨県南巨摩郡南部町十島・とおしま

　　４０９-２２１１・山梨県南巨摩郡南部町中野・なかの

　　４０９-２２１６・山梨県南巨摩郡南部町成島・なるしま

　　４０９-２２１２・山梨県南巨摩郡南部町南部・なんぶ

　　４０９-２１０２・山梨県南巨摩郡南部町福士・ふくじ

　　４０９-２２１７・山梨県南巨摩郡南部町本郷・ほんごう

　　４０９-２１０３・山梨県南巨摩郡南部町万沢・まんざわ

　　４０９-２２１５・山梨県南巨摩郡南部町柳島・やなぎしま

　　４００-０５００・山梨県南巨摩郡富士川町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４００-０５０１・山梨県南巨摩郡富士川町青柳町・あおやぎまち

　　４００-０６０２・山梨県南巨摩郡富士川町駅前通・えきまえどおり

　　４００-０５０６・山梨県南巨摩郡富士川町大椚・おおくぬぎ

　　４００-０５１１・山梨県南巨摩郡富士川町大久保・おおくほﾞ

　　４００-０６０１・山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢・かじかざわ

　　４００-０６０３・山梨県南巨摩郡富士川町鹿島・かしま

　　４００-０５０４・山梨県南巨摩郡富士川町小林・こはﾞやじ

　　４００-０５１２・山梨県南巨摩郡富士川町小室・こむろ

　　４００-０５０２・山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺・さいしようじ

　　４００-０６０６・山梨県南巨摩郡富士川町十谷・じつこく

　　４００-０５１３・山梨県南巨摩郡富士川町高下・たかおり

　　４００-０６０８・山梨県南巨摩郡富士川町長知沢・ちようちざわ

　　４００-０５１５・山梨県南巨摩郡富士川町舂米・つきよね

　　４００-０５０３・山梨県南巨摩郡富士川町天神中條・てんじんなかじよう

　　４００-０６０７・山梨県南巨摩郡富士川町鳥屋・とや

　　４００-０５０５・山梨県南巨摩郡富士川町長澤・ながさわ

　　４００-０６０４・山梨県南巨摩郡富士川町箱原・はこはﾞら

　　４００-０５１４・山梨県南巨摩郡富士川町平林・ひらはﾞやじ

　　４００-０６０５・山梨県南巨摩郡富士川町柳川・やながわ

　　４０９-３８００・山梨県中巨摩郡昭和町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-３８５２・山梨県中巨摩郡昭和町飯喰・いつくい

　　４０９-３８６４・山梨県中巨摩郡昭和町押越・おしこじ

　　４０９-３８５１・山梨県中巨摩郡昭和町河西・かさい

　　４０９-３８６３・山梨県中巨摩郡昭和町河東中島・かとうなかじま

　　４０９-３８６２・山梨県中巨摩郡昭和町上河東・かみがとう

　　４０９-３８６１・山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原・かみすきあわら

　　４０９-３８６６・山梨県中巨摩郡昭和町西条・さいじよう

　　４０９-３８６５・山梨県中巨摩郡昭和町西条新田・さいじようしんでん

　　４０９-３８６７・山梨県中巨摩郡昭和町清水新居・しみずあらい

　　４０９-３８５３・山梨県中巨摩郡昭和町築地新居・ついじあらい

　　４０９-３８５４・山梨県中巨摩郡昭和町築地新田・ついじしんでん

　　４０２-０２００・山梨県南都留郡道志村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０２-０２２５・"山梨県南都留郡道志村, 板橋"・いたはﾞじ

　　４０２-０２０７・山梨県南都留郡道志村大栗・ おおぐり

　　４０２-０２１５・山梨県南都留郡道志村大指・ おおざす

　　４０２-０２０２・山梨県南都留郡道志村大野・ おおの

　　４０２-０２０４・山梨県南都留郡道志村大室指・ おおむろざす

　　４０２-０２１４・山梨県南都留郡道志村川原畑・ かわらはた

　　４０２-０２１６・山梨県南都留郡道志村釜之前・ かまのまえ

　　４０２-０２２７・山梨県南都留郡道志村上白井平・ かみしろいたいら

　　４０２-０２２３・山梨県南都留郡道志村上善之木・ かみぜんのき

　　４０２-０２２１・山梨県南都留郡道志村上中山・ かみなかやま

　　４０２-０２２４・山梨県南都留郡道志村川村・ かわむら

　　４０２-０２０３・山梨県南都留郡道志村久保・ くほﾞ

　　４０２-０２０６・山梨県南都留郡道志村小善地・ こぜんじ

　　４０２-０２２６・山梨県南都留郡道志村下白井平・ しもしろいたいら

　　４０２-０２２２・山梨県南都留郡道志村下善之木・ しもぜんのき

　　４０２-０２１９・山梨県南都留郡道志村下中山・ しもなかやま

　　４０２-０２０９・山梨県南都留郡道志村竹之本・ たけのもと

　　４０２-０２０１・山梨県南都留郡道志村月夜野・ つきよの

　　４０２-０２０５・山梨県南都留郡道志村椿・ つはﾞき

　　４０２-０２１８・山梨県南都留郡道志村中神地・ なかかんじ

　　４０２-０２２８・山梨県南都留郡道志村長又・ ながまた

　　４０２-０２１２・山梨県南都留郡道志村西和出村・ にしわでむら

　　４０２-０２０８・山梨県南都留郡道志村馬場・ はﾞんはﾞ

　　４０２-０２１７・山梨県南都留郡道志村東神地・ ひがしかんじ

　　４０２-０２１１・山梨県南都留郡道志村東和出村・ ひがしわでむら



　　４０２-０２１３・山梨県南都留郡道志村谷相・ やそう

　　４０３-００００・山梨県南都留郡西桂町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０３-００２２・山梨県南都留郡西桂町小沼・おぬま

　　４０３-００２３・山梨県南都留郡西桂町倉見・くらみ

　　４０３-００２１・山梨県南都留郡西桂町下暮地・しもくれち

　　４０１-０５００・山梨県南都留郡忍野村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０１-０５１２・山梨県南都留郡忍野村内野・ うちの

　　４０１-０５１１・山梨県南都留郡忍野村忍草・ しほﾞくさ

　　４０１-０５００・山梨県南都留郡山中湖村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０１-０５０２・山梨県南都留郡山中湖村平野・ ひらの

　　４０１-０５０１・山梨県南都留郡山中湖村山中・ やまなか

　　４０１-０３２０・山梨県南都留郡鳴沢村鳴沢村一円・ なるさわむらいちえん

　　４０１-０３００・山梨県南都留郡富士河口湖町・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０１-０３０３・山梨県南都留郡富士河口湖町浅川・あざがわ

　　４０１-０３３５・山梨県南都留郡富士河口湖町大嵐・おおあらじ

　　４０１-０３０５・山梨県南都留郡富士河口湖町大石・おおいじ

　　４０１-０３１０・山梨県南都留郡富士河口湖町勝山・かつやま

　　４０１-０３０４・山梨県南都留郡富士河口湖町河口・かわぐち

　　４０１-０３０２・山梨県南都留郡富士河口湖町小立・こだち

　　４０１-０３３２・山梨県南都留郡富士河口湖町西湖・さいこ

　　４０１-０３３３・山梨県南都留郡富士河口湖町西湖西・さいこにじ

　　４０１-０３３４・山梨県南都留郡富士河口湖町西湖南・さいこみなみ

　　４０１-０３３６・山梨県南都留郡富士河口湖町精進・しようじ

　　４０１-０３３１・山梨県南都留郡富士河口湖町長浜・ながはま

　　４０１-０３３８・山梨県南都留郡富士河口湖町富士ケ嶺・ふじがね

　　４０１-０３０１・山梨県南都留郡富士河口湖町船津・ふなつ

　　４０１-０３３７・山梨県南都留郡富士河口湖町本栖・もとす

　　４０９-０２００・山梨県北都留郡小菅村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-０１４２・山梨県北都留郡小菅村小菅村の次に１～６６３番地がくる場合・ こすげむらのつ

ぎに１-６６３

　　４０９-０２１１・山梨県北都留郡小菅村小菅村の次に６６４番地以降がくる場合・ こすげむらのつ

ぎに６６４

　　４０９-０３００・山梨県北都留郡丹波山村・・以下に不掲載・ いかにふけいさい

　　４０９-０３０１・山梨県北都留郡丹波山村奥秋・ おくあき

　　４０９-０３０６・山梨県北都留郡丹波山村押垣外・ おしがいと

　　４０９-０３１４・山梨県北都留郡丹波山村御祭・ おまつり

　　４０９-０３１３・山梨県北都留郡丹波山村親川・ おやがわ

　　４０９-０３０２・山梨県北都留郡丹波山村上組・ かみぐみ

　　４０９-０３１８・山梨県北都留郡丹波山村鴨沢・ かもさわ

　　４０９-０３１７・山梨県北都留郡丹波山村小袖・ こそで

　　４０９-０３０４・山梨県北都留郡丹波山村下組・ しもぐみ

　　４０９-０３１５・山梨県北都留郡丹波山村杉奈久保・ すぎなくほﾞ

　　４０９-０３０５・山梨県北都留郡丹波山村高尾・ たかお

　　４０９-０３１２・山梨県北都留郡丹波山村高畑・ たかはた

　　４０９-０３１６・山梨県北都留郡丹波山村所畑・ ところはた

　　４０９-０３０３・山梨県北都留郡丹波山村中組・ なかぐみ

　　４０９-０３１１・山梨県北都留郡丹波山村保之瀬・ ほのせ




