
郵便番号 住所 読み方

971111 北海道礼文郡礼文町船泊村（その他） ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾚﾌﾞﾝｸﾞﾝﾚﾌﾞﾝﾁﾖｳﾌﾅﾄﾞﾏﾘﾑﾗ(ｿﾉﾀ)

971202 北海道礼文郡礼文町船泊村（ウヱンナイ） ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾚﾌﾞﾝｸﾞﾝﾚﾌﾞﾝﾁﾖｳﾌﾅﾄﾞﾏﾘﾑﾗ(ｳｴﾝﾅｲ)

971201 北海道礼文郡礼文町香深村 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾚﾌﾞﾝｸﾞﾝﾚﾌﾞﾝﾁﾖｳｶﾌｶﾑﾗ

971200 北海道礼文郡礼文町以下に掲載がない場合 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾚﾌﾞﾝｸﾞﾝﾚﾌﾞﾝﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

970211 北海道利尻郡利尻富士町鬼脇 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾘｼﾘｸﾞﾝﾘｼﾘﾌｼﾞﾁﾖｳｵﾆﾜｷ

970101 北海道利尻郡利尻富士町鴛泊 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾘｼﾘｸﾞﾝﾘｼﾘﾌｼﾞﾁﾖｳｵｼﾄﾞﾏﾘ

970100 北海道利尻郡利尻富士町以下に掲載がない場合 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾘｼﾘｸﾞﾝﾘｼﾘﾌｼﾞﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

970311 北海道利尻郡利尻町仙法志 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾘｼﾘｸﾞﾝﾘｼﾘﾁﾖｳｾﾝﾎﾟｳｼ

970401 北海道利尻郡利尻町沓形 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾘｼﾘｸﾞﾝﾘｼﾘﾁﾖｳｸﾂｶﾞﾀ

970400 北海道利尻郡利尻町以下に掲載がない場合 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳﾘｼﾘｸﾞﾝﾘｼﾘﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

431524 北海道奥尻郡奥尻町米岡 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳﾖﾈｵｶ

431522 北海道奥尻郡奥尻町富里 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳﾄﾐｻﾄ

431525 北海道奥尻郡奥尻町湯浜（神威脇、幌内） ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳﾕﾉﾊﾏ(ｶﾑｲﾜｷ､ﾎﾛﾅｲ)

431406 北海道奥尻郡奥尻町湯浜（その他） ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳﾕﾉﾊﾏ(ｿﾉﾀ)

431402 北海道奥尻郡奥尻町赤石 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳｱｶｲｼ

431521 北海道奥尻郡奥尻町青苗 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳｱｵﾅｴ

431523 北海道奥尻郡奥尻町松江 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳﾏﾂｴ

431403 北海道奥尻郡奥尻町球浦 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳﾀﾏｳﾗ

431404 北海道奥尻郡奥尻町宮津 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳﾐﾔﾂ

431401 北海道奥尻郡奥尻町奥尻 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳｵｸｼﾘ

431405 北海道奥尻郡奥尻町稲穂 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳｲﾅﾎ

431400 北海道奥尻郡奥尻町以下に掲載がない場合 ﾎﾂｶｲﾄﾞｳｵｸｼﾘｸﾞﾝｵｸｼﾘﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9792165 福島県南相馬市小高区金谷 ﾌｸｼﾏｹﾝﾐﾅﾐｿｳﾏｼｵﾀﾞｶｸｶﾅﾔ

9601723 福島県相馬郡飯舘村長泥 ﾌｸｼﾏｹﾝｿｳﾏｸﾞﾝｲｲﾀﾃﾑﾗﾅｶﾞﾄﾞﾛ

9791542 福島県双葉郡浪江町末森 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁｽｴﾉﾓﾘ

9791754 福島県双葉郡浪江町南津島 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁﾐﾅﾐﾂｼﾏ

9791757 福島県双葉郡浪江町津島 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁﾂｼﾏ

9791752 福島県双葉郡浪江町昼曽根 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁﾋﾙｿﾈ

9791544 福島県双葉郡浪江町大堀 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁｵｵﾎﾞﾘ

9791753 福島県双葉郡浪江町川房 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁｶﾜﾌﾞｻ

9791751 福島県双葉郡浪江町赤宇木 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁｱｺｳｷﾞ

9791545 福島県双葉郡浪江町小丸 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁｵﾏﾙ

9791706 福島県双葉郡浪江町室原（小伝谷６７） ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁﾑﾛﾊﾗ(ｺﾃﾞﾔ67)

9791756 福島県双葉郡浪江町下津島 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁｼﾓﾂｼﾏ

9791755 福島県双葉郡浪江町羽附 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁﾊﾂｹ

9791535 福島県双葉郡浪江町井手 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾅﾐｴﾏﾁｲﾃﾞ

9791161 福島県双葉郡富岡町夜の森 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾄﾐｵｶﾏﾁﾖﾉﾓﾘ

配送不可地域一覧



9791151 福島県双葉郡富岡町本岡 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾄﾐｵｶﾏﾁﾓﾄｵｶ

9791171 福島県双葉郡富岡町大菅 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾄﾐｵｶﾏﾁｵｵｽｹﾞ

9791101 福島県双葉郡富岡町小良ケ浜 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾄﾐｵｶﾏﾁｵﾗｶﾞﾊﾏ

9791162 福島県双葉郡富岡町桜 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾄﾐｵｶﾏﾁｻｸﾗ

9791307 福島県双葉郡大熊町野上 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｵｵｸﾏﾏﾁﾉｶﾞﾐ

9791301 福島県双葉郡大熊町夫沢 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｵｵｸﾏﾏﾁｵﾂﾄｻﾞﾜ

9791306 福島県双葉郡大熊町大川原 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｵｵｸﾏﾏﾁｵｵｶﾞﾜﾗ

9791304 福島県双葉郡大熊町小良浜 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｵｵｸﾏﾏﾁｵﾗﾊﾏ

9791302 福島県双葉郡大熊町小入野 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｵｵｸﾏﾏﾁｺｲﾘﾉ

9791303 福島県双葉郡大熊町熊川 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｵｵｸﾏﾏﾁｸﾏｶﾞﾜ

9791305 福島県双葉郡大熊町熊 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｵｵｸﾏﾏﾁｸﾏ

9791308 福島県双葉郡大熊町下野上 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｵｵｸﾏﾏﾁｼﾓﾉｶﾞﾐ

9791300 福島県双葉郡大熊町以下に掲載がない場合 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｵｵｸﾏﾏﾁｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9791461 福島県双葉郡双葉町両竹 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾓﾛﾀｹ

9791423 福島県双葉郡双葉町目迫 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾒｻｸ

9791471 福島県双葉郡双葉町長塚 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾅｶﾞﾂｶ

9791401 福島県双葉郡双葉町中野 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾅｶﾉ

9791402 福島県双葉郡双葉町中浜 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾅｶﾊﾏ

9791462 福島県双葉郡双葉町中田 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾅｶﾀﾞ

9791421 福島県双葉郡双葉町前田 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾏｴﾀﾞ

9791433 福島県双葉郡双葉町石熊 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁｲｼｸﾏ

9791422 福島県双葉郡双葉町水沢 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾐｽﾞｻﾜ

9791472 福島県双葉郡双葉町新山 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁｼﾝｻﾞﾝ

9791442 福島県双葉郡双葉町上羽鳥 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁｶﾐﾊﾄﾘ

9791432 福島県双葉郡双葉町松迫 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾏﾂｻﾞｸ

9791452 福島県双葉郡双葉町松倉 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾏﾂｸﾗ

9791451 福島県双葉郡双葉町渋川 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁｼﾌﾞｶﾜ

9791453 福島県双葉郡双葉町寺沢 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾃﾗｻﾞﾜ

9791431 福島県双葉郡双葉町山田 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾔﾏﾀﾞ

9791412 福島県双葉郡双葉町細谷 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁﾎｿﾔ

9791463 福島県双葉郡双葉町鴻草 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁｺｳﾉｸｻ

9791411 福島県双葉郡双葉町郡山 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁｺｵﾘﾔﾏ

9791441 福島県双葉郡双葉町下羽鳥 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁｼﾓﾊﾄﾘ

9791400 福島県双葉郡双葉町以下に掲載がない場合 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝﾌﾀﾊﾞﾏﾁｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9791601 福島県双葉郡葛尾村葛尾 ﾌｸｼﾏｹﾝﾌﾀﾊﾞｸﾞﾝｶﾂﾗｵﾑﾗｶﾂﾗｵ

1000301 東京都利島村利島村一円 ﾄｳｷﾖｳﾄﾄｼﾏﾑﾗﾄｼﾏﾑﾗｲﾁｴﾝ

1001701 東京都青ヶ島村青ヶ島村一円 ﾄｳｷﾖｳﾄｱｵｶﾞｼﾏﾑﾗｱｵｶﾞｼﾏﾑﾗｲﾁｴﾝ

1000601 東京都神津島村神津島村一円 ﾄｳｷﾖｳﾄｺｳﾂﾞｼﾏﾑﾗｺｳﾂﾞｼﾏﾑﾗｲﾁｴﾝ

1000402 東京都新島村本村 ﾄｳｷﾖｳﾄﾆｲｼﾞﾏﾑﾗﾎﾝｿﾝ



1000401 東京都新島村若郷 ﾄｳｷﾖｳﾄﾆｲｼﾞﾏﾑﾗﾜｶｺﾞｳ

1000511 東京都新島村式根島 ﾄｳｷﾖｳﾄﾆｲｼﾞﾏﾑﾗｼｷﾈｼﾞﾏ

1000400 東京都新島村以下に掲載がない場合 ﾄｳｷﾖｳﾄﾆｲｼﾞﾏﾑﾗｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

1002211 東京都小笠原村母島 ﾄｳｷﾖｳﾄｵｶﾞｻﾜﾗﾑﾗﾊﾊｼﾞﾏ

1002101 東京都小笠原村父島 ﾄｳｷﾖｳﾄｵｶﾞｻﾜﾗﾑﾗﾁﾁｼﾞﾏ

1002100 東京都小笠原村以下に掲載がない場合 ﾄｳｷﾖｳﾄｵｶﾞｻﾜﾗﾑﾗｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

1001213 東京都三宅島三宅村雄山 ﾄｳｷﾖｳﾄﾐﾔｹｼﾞﾏﾐﾔｹﾑﾗｵﾔﾏ

1001211 東京都三宅島三宅村坪田 ﾄｳｷﾖｳﾄﾐﾔｹｼﾞﾏﾐﾔｹﾑﾗﾂﾎﾞﾀ

1001101 東京都三宅島三宅村神着 ﾄｳｷﾖｳﾄﾐﾔｹｼﾞﾏﾐﾔｹﾑﾗｶﾐﾂｷ

1001102 東京都三宅島三宅村伊豆 ﾄｳｷﾖｳﾄﾐﾔｹｼﾞﾏﾐﾔｹﾑﾗｲｽﾞ

1001103 東京都三宅島三宅村伊ケ谷 ﾄｳｷﾖｳﾄﾐﾔｹｼﾞﾏﾐﾔｹﾑﾗｲｶﾞﾔ

1001100 東京都三宅島三宅村以下に掲載がない場合 ﾄｳｷﾖｳﾄﾐﾔｹｼﾞﾏﾐﾔｹﾑﾗｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

1001212 東京都三宅島三宅村阿古 ﾄｳｷﾖｳﾄﾐﾔｹｼﾞﾏﾐﾔｹﾑﾗｱｺ

1001301 東京都御蔵島村御蔵島村一円 ﾄｳｷﾖｳﾄﾐｸﾗｼﾞﾏﾑﾗﾐｸﾗｼﾞﾏﾑﾗｲﾁｴﾝ

9580061 新潟県岩船郡粟島浦村粟島浦村一円 ﾆｲｶﾞﾀｹﾝｲﾜﾌﾈｸﾞﾝｱﾜｼﾏｳﾗﾑﾗｱﾜｼﾏｳﾗﾑﾗｲﾁｴﾝ

6840106 島根県隠岐郡知夫村来居 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾁﾌﾞﾑﾗｸﾘｲ

6840104 島根県隠岐郡知夫村薄毛 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾁﾌﾞﾑﾗｳｽｹﾞ

6840101 島根県隠岐郡知夫村大江 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾁﾌﾞﾑﾗｵｵｴ

6840103 島根県隠岐郡知夫村多沢 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾁﾌﾞﾑﾗﾀﾀｸ

6840105 島根県隠岐郡知夫村仁夫 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾁﾌﾞﾑﾗﾆﾌﾞ

6840107 島根県隠岐郡知夫村古海 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾁﾌﾞﾑﾗｳﾙﾐ

6840102 島根県隠岐郡知夫村郡 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾁﾌﾞﾑﾗｺｵﾘ

6840100 島根県隠岐郡知夫村以下に掲載がない場合 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾁﾌﾞﾑﾗｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

6840302 島根県隠岐郡西ノ島町別府 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾆｼﾉｼﾏﾁﾖｳﾍﾞﾂﾌﾟ

6840303 島根県隠岐郡西ノ島町美田 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾆｼﾉｼﾏﾁﾖｳﾐﾀ

6840211 島根県隠岐郡西ノ島町浦郷 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾆｼﾉｼﾏﾁﾖｳｳﾗｺﾞｳ

6840301 島根県隠岐郡西ノ島町宇賀 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾆｼﾉｼﾏﾁﾖｳｳｶ

6840300 島根県隠岐郡西ノ島町以下に掲載がない場合 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝﾆｼﾉｼﾏﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

6840402 島根県隠岐郡海士町豊田 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝｱﾏﾁﾖｳﾄﾖﾀﾞ

6840404 島根県隠岐郡海士町福井 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝｱﾏﾁﾖｳﾌｸｲ

6840411 島根県隠岐郡海士町知々井 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝｱﾏﾁﾖｳﾁﾁｲ

6840413 島根県隠岐郡海士町崎 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝｱﾏﾁﾖｳｻｷ

6840412 島根県隠岐郡海士町御波 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝｱﾏﾁﾖｳﾐﾅﾐ

6840403 島根県隠岐郡海士町海士 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝｱﾏﾁﾖｳｱﾏ

6840401 島根県隠岐郡海士町宇受賀 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝｱﾏﾁﾖｳｳｽﾞｶ

6840400 島根県隠岐郡海士町以下に掲載がない場合 ｼﾏﾈｹﾝｵｷｸﾞﾝｱﾏﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

7250401 広島県豊田郡大崎上島町木江 ﾋﾛｼﾏｹﾝﾄﾖﾀｸﾞﾝｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳｷﾉｴ

7250403 広島県豊田郡大崎上島町明石 ﾋﾛｼﾏｹﾝﾄﾖﾀｸﾞﾝｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳｱｶｼ

7250231 広島県豊田郡大崎上島町東野 ﾋﾛｼﾏｹﾝﾄﾖﾀｸﾞﾝｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾋｶﾞｼﾉ



7250301 広島県豊田郡大崎上島町中野 ﾋﾛｼﾏｹﾝﾄﾖﾀｸﾞﾝｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾅｶﾉ

7250303 広島県豊田郡大崎上島町大串 ﾋﾛｼﾏｹﾝﾄﾖﾀｸﾞﾝｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳｵｵｸｼ

7250302 広島県豊田郡大崎上島町原田 ﾋﾛｼﾏｹﾝﾄﾖﾀｸﾞﾝｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾊﾗﾀﾞ

7250402 広島県豊田郡大崎上島町沖浦 ﾋﾛｼﾏｹﾝﾄﾖﾀｸﾞﾝｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳｵｷｳﾗ

7250200 広島県豊田郡大崎上島町以下に掲載がない場合 ﾋﾛｼﾏｹﾝﾄﾖﾀｸﾞﾝｵｵｻｷｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

7941103 愛媛県今治市関前大下 ｴﾋﾒｹﾝｲﾏﾊﾞﾘｼｾｷｾﾞﾝｵｵｹﾞ

7941102 愛媛県今治市関前小大下 ｴﾋﾒｹﾝｲﾏﾊﾞﾘｼｾｷｾﾞﾝｺｵｹﾞ

7942550 愛媛県越智郡上島町生名 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳｲｷﾅ

7942541 愛媛県越智郡上島町魚島二番耕地 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳｳｵｼﾏﾆﾊﾞﾝｺｳﾁ

7942542 愛媛県越智郡上島町魚島三番耕地 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳｳｵｼﾏｻﾝﾊﾞﾝｺｳﾁ

7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳｳｵｼﾏｲﾁﾊﾞﾝｺｳﾁ

7942505 愛媛県越智郡上島町弓削明神 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞﾐﾖｳｼﾞﾝ

7942530 愛媛県越智郡上島町弓削豊島 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞﾄﾖｼﾏ

7942511 愛媛県越智郡上島町弓削日比 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞﾋﾋﾞ

7942507 愛媛県越智郡上島町弓削藤谷 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞﾌｼﾞﾀﾆ

7942509 愛媛県越智郡上島町弓削土生 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞﾊﾌﾞ

7942502 愛媛県越智郡上島町弓削沢津 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞｻﾜﾂﾞ

7942513 愛媛県越智郡上島町弓削大谷 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞｵｵﾀﾆ

7942508 愛媛県越智郡上島町弓削太田 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞｵｵﾀ

7942503 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞｶﾐﾕｹﾞ

7942512 愛媛県越智郡上島町弓削狩尾 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞｶﾘｵ

7942520 愛媛県越智郡上島町弓削佐島 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞｻｼﾏ

7942501 愛媛県越智郡上島町弓削久司浦 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞｸｼﾞｳﾗ

7942510 愛媛県越智郡上島町弓削鎌田 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞｶﾏﾀﾞ

7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞｼﾓﾕｹﾞ

7942504 愛媛県越智郡上島町弓削引野 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳﾕｹﾞﾋｷﾉ

7942410 愛媛県越智郡上島町岩城 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳｲﾜｷﾞ

7942500 愛媛県越智郡上島町以下に掲載がない場合 ｴﾋﾒｹﾝｵﾁｸﾞﾝｶﾐｼﾞﾏﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8574712 長崎県北松浦郡小値賀町六島郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳﾑｼﾏｺﾞｳ

8574704 長崎県北松浦郡小値賀町柳郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳﾔﾅｷﾞｺﾞｳ

8574709 長崎県北松浦郡小値賀町野崎郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳﾉｻﾞｷｺﾞｳ

8574705 長崎県北松浦郡小値賀町浜津郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳﾊﾏﾂﾞｺﾞｳ

8574707 長崎県北松浦郡小値賀町班島郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳﾏﾀﾞﾗｼﾏｺﾞｳ

8574711 長崎県北松浦郡小値賀町納島郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳﾉｳｼﾏｺﾞｳ

8574701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳﾌｴﾌｷｺﾞｳ

8574703 長崎県北松浦郡小値賀町中村郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳﾅｶﾑﾗｺﾞｳ

8574708 長崎県北松浦郡小値賀町大島郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳｵｵｼﾏｺﾞｳ

8574702 長崎県北松浦郡小値賀町前方郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳﾏｴｶﾞﾀｺﾞｳ

8574706 長崎県北松浦郡小値賀町黒島郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳｸﾛｼﾏｺﾞｳ



8574700 長崎県北松浦郡小値賀町以下に掲載がない場合 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｷﾀﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｵﾁﾞｶﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8595805 長崎県平戸市大島村的山川内 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾋﾗﾄﾞｼｵｵｼﾏﾑﾗｱﾂﾞﾁｶﾜﾁ

8595806 長崎県平戸市大島村的山戸田 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾋﾗﾄﾞｼｵｵｼﾏﾑﾗｱﾂﾞﾁﾄﾀﾞ

8595804 長崎県平戸市大島村大根坂 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾋﾗﾄﾞｼｵｵｼﾏﾑﾗｵｵﾈｻﾞｶ

8595802 長崎県平戸市大島村前平 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾋﾗﾄﾞｼｵｵｼﾏﾑﾗﾏｴﾋﾞﾗ

8595803 長崎県平戸市大島村西宇戸 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾋﾗﾄﾞｼｵｵｼﾏﾑﾗﾆｼｳﾄﾞ

8595801 長崎県平戸市大島村神浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾋﾗﾄﾞｼｵｵｼﾏﾑﾗｺｳﾉｳﾗ

8574603 長崎県南松浦郡新上五島町立串郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾀﾃｸｼｺﾞｳ

8532313 長崎県南松浦郡新上五島町有福郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｱﾘﾌｸｺﾞｳ

8574211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｱﾘｶﾜｺﾞｳ

8574102 長崎県南松浦郡新上五島町友住郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾄﾓｽﾐｺﾞｳ

8574401 長崎県南松浦郡新上五島町網上郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｱﾐｱｹﾞｺﾞｳ

8574414 長崎県南松浦郡新上五島町飯ノ瀬戸郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｲﾉｾﾄﾞｺﾞｳ

8532312 長崎県南松浦郡新上五島町日島郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾋﾉｼﾏｺﾞｳ

8533101 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾅﾗｵｺﾞｳ

8574402 長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾅﾏｺﾞｳ

8574416 長崎県南松浦郡新上五島町道土井郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾐﾁﾄﾞｲｺﾞｳ

8533323 長崎県南松浦郡新上五島町東神ノ浦郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾋｶﾞｼｺｳﾉｳﾗｺﾞｳ

8574604 長崎県南松浦郡新上五島町津和崎郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾂﾜｻﾞｷｺﾞｳ

8533321 長崎県南松浦郡新上五島町鯛ノ浦郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾀｲﾉｳﾗｺﾞｳ

8574213 長崎県南松浦郡新上五島町太田郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｵｵﾀｺﾞｳ

8574415 長崎県南松浦郡新上五島町続浜ノ浦郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾂﾂﾞｷﾊﾏﾉｳﾗｺﾞｳ

8574411 長崎県南松浦郡新上五島町相河郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｱｲｺｺﾞｳ

8574602 長崎県南松浦郡新上五島町曽根郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｿﾈｺﾞｳ

8574405 長崎県南松浦郡新上五島町船崎郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾌﾅｻｷｺﾞｳ

8574101 長崎県南松浦郡新上五島町赤尾郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｱｶｵｺﾞｳ

8574404 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｱｵｶﾀｺﾞｳ

8532305 長崎県南松浦郡新上五島町西神ノ浦郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾆｼｺｳﾉｳﾗｺﾞｳ

8574601 長崎県南松浦郡新上五島町小串郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｺｸﾞｼｺﾞｳ

8574212 長崎県南松浦郡新上五島町小河原郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｵｶﾞﾜﾗｺﾞｳ

8532303 長崎県南松浦郡新上五島町宿ノ浦郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｼﾕｸﾉｳﾗｺﾞｳ

8532301 長崎県南松浦郡新上五島町若松郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾜｶﾏﾂｺﾞｳ

8574214 長崎県南松浦郡新上五島町七目郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾅﾅﾒｺﾞｳ

8574514 長崎県南松浦郡新上五島町似首郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾆﾀｸﾋﾞｺﾞｳ

8574412 長崎県南松浦郡新上五島町三日ノ浦郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾐｶﾉｳﾗｺﾞｳ

8532311 長崎県南松浦郡新上五島町榊ノ浦郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｻｶｷﾉｳﾗｺﾞｳ

8574413 長崎県南松浦郡新上五島町今里郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｲﾏｻﾞﾄｺﾞｳ

8532304 長崎県南松浦郡新上五島町荒川郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｱﾗｶﾜｺﾞｳ

8574103 長崎県南松浦郡新上五島町江ノ浜郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｴﾉﾊﾏｺﾞｳ



8532302 長崎県南松浦郡新上五島町桐古里郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｷﾘﾌﾙｻﾄｺﾞｳ

8532314 長崎県南松浦郡新上五島町漁生浦郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾘﾖｳｾｳﾗｺﾞｳ

8533102 長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｲﾜｾｳﾗｺﾞｳ

8574513 長崎県南松浦郡新上五島町丸尾郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾏﾙｵｺﾞｳ

8532315 長崎県南松浦郡新上五島町間伏郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳﾏﾌﾞｼｺﾞｳ

8574512 長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｴﾉｷﾂﾞｺﾞｳ

8574511 長崎県南松浦郡新上五島町浦桑郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｳﾗｸﾜｺﾞｳ

8574400 長崎県南松浦郡新上五島町以下に掲載がない場合 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8533322 長崎県南松浦郡新上五島町阿瀬津郷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾐﾅﾐﾏﾂｳﾗｸﾞﾝｼﾝｶﾐｺﾞﾄｳﾁﾖｳｱｾﾞﾂｺﾞｳ

8570071 長崎県長崎市池島町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾅｶﾞｻｷｼｲｹｼﾏﾏﾁ

8511315 長崎県長崎市高島町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾅｶﾞｻｷｼﾀｶｼﾏﾏﾁ

8171202 長崎県対馬市豊玉町和板 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁﾜｲﾀ

8171214 長崎県対馬市豊玉町鑓川 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁﾔﾘｶﾜ

8171257 長崎県対馬市豊玉町銘 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁﾒｲ

8171245 長崎県対馬市豊玉町唐洲 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｶﾗｽ

8171251 長崎県対馬市豊玉町田 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁﾀ

8171252 長崎県対馬市豊玉町大綱 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｵｵﾂﾅ

8171212 長崎県対馬市豊玉町曽 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｿ

8171213 長崎県対馬市豊玉町千尋藻 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁﾁﾛﾓ

8171201 長崎県対馬市豊玉町仁位 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁﾆｲ

8171256 長崎県対馬市豊玉町小綱 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｺﾂﾞﾅ

8171231 長崎県対馬市豊玉町糸瀬 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｲﾄｾ

8171255 長崎県対馬市豊玉町志多浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｼﾀﾉｳﾗ

8171232 長崎県対馬市豊玉町嵯峨 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｻｶﾞ

8171254 長崎県対馬市豊玉町佐保 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｻﾎ

8171234 長崎県対馬市豊玉町佐志賀 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｻｼｶ

8171233 長崎県対馬市豊玉町貝鮒 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｶｲﾌﾅ

8171241 長崎県対馬市豊玉町貝口 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｶｲｸﾞﾁ

8171246 長崎県対馬市豊玉町廻 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁﾏﾜﾘ

8171223 長崎県対馬市豊玉町横浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁﾖｺｳﾗ

8171253 長崎県対馬市豊玉町卯麦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾄﾖﾀﾏﾏﾁｳﾑｷﾞ

8171303 長崎県対馬市峰町木坂 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾈﾏﾁｷｻｶ

8171305 長崎県対馬市峰町津柳 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾈﾏﾁﾂﾔﾅｷﾞ

8171304 長崎県対馬市峰町青海 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾈﾏﾁｵｳﾐ

8171302 長崎県対馬市峰町狩尾 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾈﾏﾁｶﾘｵ

8171413 長崎県対馬市峰町志多賀 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾈﾏﾁｼﾀｶ

8171301 長崎県対馬市峰町三根 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾈﾏﾁﾐﾈ

8171412 長崎県対馬市峰町佐賀 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾈﾏﾁｻｶ

8171411 長崎県対馬市峰町櫛 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾈﾏﾁｸｼ



8171306 長崎県対馬市峰町吉田 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾈﾏﾁﾖｼﾀﾞ

8171307 長崎県対馬市峰町賀佐 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾈﾏﾁｶｻ

8170435 長崎県対馬市美津島町箕形 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁﾐｶﾀ

8170431 長崎県対馬市美津島町尾崎 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｵｻｷ

8171104 長崎県対馬市美津島町濃部 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁﾉﾌﾞ

8170514 長崎県対馬市美津島町島山 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｼﾏﾔﾏ

8170513 長崎県対馬市美津島町昼ケ浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁﾋﾙｶﾞｳﾗ

8170511 長崎県対馬市美津島町竹敷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁﾀｹｼｷ

8170323 長崎県対馬市美津島町大船越 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｵｵﾌﾅｺｼ

8171105 長崎県対馬市美津島町大山 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｵﾔﾏ

8170434 長崎県対馬市美津島町吹崎 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁﾌｸｻﾞｷ

8171101 長崎県対馬市美津島町小船越 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｺﾌﾅｺｼ

8170325 長崎県対馬市美津島町緒方 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｵｶﾀ

8170321 長崎県対馬市美津島町洲藻 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｽﾓ

8170326 長崎県対馬市美津島町根緒 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁﾈｵ

8170432 長崎県対馬市美津島町今里 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｲﾏｻﾞﾄ

8170512 長崎県対馬市美津島町黒瀬 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｸﾛｾ

8171106 長崎県対馬市美津島町犬吠 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｲﾇﾎﾞｴ

8170322 長崎県対馬市美津島町鶏知 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｹﾁ

8170324 長崎県対馬市美津島町久須保 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｸｽﾎﾞ

8171107 長崎県対馬市美津島町鴨居瀬 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｶﾓｲｾ

8171103 長崎県対馬市美津島町賀谷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｶﾞﾔ

8170433 長崎県対馬市美津島町加志 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁｶｼ

8171102 長崎県対馬市美津島町芦浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼﾐﾂｼﾏﾏﾁﾖｼｶﾞｳﾗ

8171723 長崎県対馬市上対馬町鰐浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁﾜﾆｳﾗ

8171704 長崎県対馬市上対馬町網代 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁｱｼﾞﾛ

8171724 長崎県対馬市上対馬町豊 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁﾄﾖ

8171711 長崎県対馬市上対馬町冨浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁﾄﾐｶﾞｳﾗ

8171713 長崎県対馬市上対馬町浜久須 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁﾊﾏｸﾞｽ

8171701 長崎県対馬市上対馬町比田勝 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁﾋﾀｶﾂ

8171712 長崎県対馬市上対馬町唐舟志 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁﾄｳｼﾞﾕｳｼ

8171715 長崎県対馬市上対馬町大増 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁｵｵﾏｽ

8171722 長崎県対馬市上対馬町大浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁｵｵｳﾗ

8171725 長崎県対馬市上対馬町泉 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁｲｽﾞﾐ

8171703 長崎県対馬市上対馬町西泊 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁﾆｼﾄﾞﾏﾘ

8172241 長崎県対馬市上対馬町小鹿 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁｵｼｶ

8172333 長崎県対馬市上対馬町舟志 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁｼﾕｳｼ

8172332 長崎県対馬市上対馬町五根緒 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁｺﾞﾈｵ

8171702 長崎県対馬市上対馬町古里 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁﾌﾙｻﾄ



8171714 長崎県対馬市上対馬町玖須 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁｸｽ

8172331 長崎県対馬市上対馬町琴 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁｷﾝ

8171721 長崎県対馬市上対馬町河内 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁｶﾜﾁ

8172242 長崎県対馬市上対馬町一重 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁﾋﾄｴ

8172243 長崎県対馬市上対馬町芦見 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐﾂｼﾏﾏﾁｱｼﾐ

8171601 長崎県対馬市上県町西津屋 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁﾆｼﾂﾔ

8171523 長崎県対馬市上県町瀬田 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｾﾀ

8171513 長崎県対馬市上県町女連 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｳﾅﾂﾗ

8171511 長崎県対馬市上県町鹿見 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｼｼﾐ

8171521 長崎県対馬市上県町飼所 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｶｲﾄﾞｺﾛ

8171533 長崎県対馬市上県町志多留 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｼﾀﾙ

8171602 長崎県対馬市上県町佐須奈 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｻｽﾅ

8171603 長崎県対馬市上県町佐護 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｻｺﾞ

8171525 長崎県対馬市上県町御園 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁﾐｿ

8171524 長崎県対馬市上県町犬ケ浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｲﾇｶﾞｳﾗ

8171512 長崎県対馬市上県町久原 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｸﾊﾞﾗ

8171522 長崎県対馬市上県町樫滝 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｶｼﾀｷ

8171531 長崎県対馬市上県町越高 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｺｼﾀｶ

8171532 長崎県対馬市上県町伊奈 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｶﾐｱｶﾞﾀﾏﾁｲﾅ

8170151 長崎県対馬市厳原町与良内院 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾖﾗﾅｲｲﾝ

8170006 長崎県対馬市厳原町北里 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｷﾀｻﾞﾄ

8170033 長崎県対馬市厳原町尾浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｵｳﾗ

8170012 長崎県対馬市厳原町日吉 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾋﾖｼ

8170003 長崎県対馬市厳原町南室 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾅﾑﾛ

8170157 長崎県対馬市厳原町内山 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｳﾁﾔﾏ

8170152 長崎県対馬市厳原町豆酘内院 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾂﾂﾅｲｲﾝ

8170155 長崎県対馬市厳原町豆酘瀬 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾂﾂｾ

8170154 長崎県対馬市厳原町豆酘 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾂﾂ

8170016 長崎県対馬市厳原町東里 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾋｶﾞｼｻﾞﾄ

8170023 長崎県対馬市厳原町田渕 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾀﾌﾞﾁ

8170014 長崎県対馬市厳原町天道茂 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾃﾝﾄﾞｳｼｹﾞ

8170247 長崎県対馬市厳原町椎根 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｼｲﾈ

8170013 長崎県対馬市厳原町中村 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾅｶﾑﾗ

8170024 長崎県対馬市厳原町大手橋 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｵｵﾃﾊﾞｼ

8170153 長崎県対馬市厳原町浅藻 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｱｻﾞﾓ

8170015 長崎県対馬市厳原町西里 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾆｼｻﾞﾄ

8170246 長崎県対馬市厳原町上槻 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｺｳﾂｷ

8170248 長崎県対馬市厳原町小茂田 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｺﾓﾀﾞ

8170001 長崎県対馬市厳原町小浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｺｳﾗ



8170005 長崎県対馬市厳原町桟原 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｻｼﾞｷﾊﾞﾗ

8170156 長崎県対馬市厳原町佐須瀬 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｻｽｾ

8170021 長崎県対馬市厳原町今屋敷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｲﾏﾔｼｷ

8170022 長崎県対馬市厳原町国分 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｺｸﾌﾞ

8170002 長崎県対馬市厳原町曲 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾏｶﾞﾘ

8170011 長崎県対馬市厳原町宮谷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁﾐﾔﾀﾞﾆ

8170035 長崎県対馬市厳原町久和 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｸﾜ

8170031 長崎県対馬市厳原町久田道 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｸﾀﾐﾁ

8170032 長崎県対馬市厳原町久田 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｸﾀ

8170244 長崎県対馬市厳原町久根浜 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｸﾈﾊﾏ

8170245 長崎県対馬市厳原町久根田舎 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｸﾈｲﾅｶ

8170243 長崎県対馬市厳原町樫根 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｶｼﾈ

8170242 長崎県対馬市厳原町下原 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｼﾓﾊﾞﾙ

8170034 長崎県対馬市厳原町安神 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｱｶﾞﾐ

8170241 長崎県対馬市厳原町阿連 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲﾂﾞﾊﾗﾏﾁｱﾚ

8170000 長崎県対馬市以下に掲載がない場合 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾂｼﾏｼｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8573311 長崎県西海市崎戸町平島 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｲｶｲｼｻｷﾄﾁﾖｳﾋﾗｼﾏ

8573103 長崎県西海市崎戸町江島 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｲｶｲｼｻｷﾄﾁﾖｳｴﾉｼﾏ

8594309 長崎県松浦市鷹島町黒島免 ﾅｶﾞｻｷｹﾝﾏﾂｳﾗｼﾀｶｼﾏﾁﾖｳｸﾛｼﾏﾒﾝ

8574902 長崎県佐世保市宇久町野方 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｾﾎﾞｼｳｸﾏﾁﾉｶﾞﾀ

8574904 長崎県佐世保市宇久町木場 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｾﾎﾞｼｳｸﾏﾁｺﾊﾞ

8574814 長崎県佐世保市宇久町本飯良 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｾﾎﾞｼｳｸﾏﾁﾓﾄｲｲﾗ

8574901 長崎県佐世保市宇久町平 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｾﾎﾞｼｳｸﾏﾁﾀｲﾗ

8574813 長崎県佐世保市宇久町飯良 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｾﾎﾞｼｳｸﾏﾁｲｲﾗ

8574815 長崎県佐世保市宇久町大久保 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｾﾎﾞｼｳｸﾏﾁｵｵｸﾎﾞ

8574903 長崎県佐世保市宇久町太田江 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｾﾎﾞｼｳｸﾏﾁｵｵﾀﾞｴ

8574811 長崎県佐世保市宇久町神浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｾﾎﾞｼｳｸﾏﾁｺｳﾉｳﾗ

8574812 長崎県佐世保市宇久町小浜 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｾﾎﾞｼｳｸﾏﾁｵﾊﾞﾏ

8574816 長崎県佐世保市宇久町寺島 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｻｾﾎﾞｼｳｸﾏﾁﾃﾗｼﾏ

8530041 長崎県五島市籠淵町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｺﾓﾘﾌﾞﾁﾁﾖｳ

8532172 長崎県五島市蕨町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾜﾗﾋﾞﾁﾖｳ

8530024 長崎県五島市野々切町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾉﾉｷﾚﾁﾖｳ

8530033 長崎県五島市木場町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｺﾊﾞﾁﾖｳ

8530005 長崎県五島市末広町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｽｴﾋﾛﾏﾁ

8532482 長崎県五島市本窯町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾓﾄｶﾞﾏﾁﾖｳ

8530051 長崎県五島市平蔵町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾋﾗｿﾞｳﾁﾖｳ

8530007 長崎県五島市福江町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾌｸｴﾁﾖｳ

8530017 長崎県五島市武家屋敷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾌﾞｹﾔｼｷ

8530201 長崎県五島市富江町富江 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁﾄﾐｴ



8530204 長崎県五島市富江町繁敷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁｼｹﾞｼﾞｷ

8530214 長崎県五島市富江町土取 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁﾂﾁﾄﾘ

8530203 長崎県五島市富江町田尾 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁﾀｵ

8530207 長崎県五島市富江町長峰 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁﾅｶﾞﾐﾈ

8530215 長崎県五島市富江町職人 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁｼﾖｸﾆﾝ

8530202 長崎県五島市富江町松尾 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁﾏﾂｵ

8530205 長崎県五島市富江町狩立 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁｶﾘﾀﾃ

8530206 長崎県五島市富江町山手 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁﾔﾏﾃ

8530212 長崎県五島市富江町山下 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁﾔﾏｼﾀ

8530208 長崎県五島市富江町黒島 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁｸﾛｼﾏ

8530211 長崎県五島市富江町黒瀬 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁｸﾛｾ

8530213 長崎県五島市富江町岳 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄﾐｴﾏﾁﾀｹ

8530026 長崎県五島市浜町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾊﾏﾁﾖｳ

8532203 長崎県五島市奈留町泊 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾅﾙﾏﾁﾄﾏﾘ

8532202 長崎県五島市奈留町大串 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾅﾙﾏﾁｵｵｸｼ

8532204 長崎県五島市奈留町船廻 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾅﾙﾏﾁﾌﾅﾏﾜﾘ

8532201 長崎県五島市奈留町浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾅﾙﾏﾁｳﾗ

8530015 長崎県五島市東浜町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾋｶﾞｼﾊﾏﾏﾁ

8532173 長崎県五島市田ノ浦町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾉｳﾗﾁﾖｳ

8530044 長崎県五島市堤町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾂﾂﾐﾁﾖｳ

8530012 長崎県五島市長手町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾅｶﾞﾃﾁﾖｳ

8532174 長崎県五島市猪之木町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｲﾉｷﾁﾖｳ

8530002 長崎県五島市中央町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾁﾕｳｵｳﾏﾁ

8530018 長崎県五島市池田町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｲｹﾀﾞﾏﾁ

8530032 長崎県五島市大荒町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｵｵｱﾚﾁﾖｳ

8530066 長崎県五島市大円寺町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾞｲｴﾝｼﾞﾁﾖｳ

8530027 長崎県五島市増田町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾏｽﾀﾞﾁﾖｳ

8530062 長崎県五島市赤島町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｱｶｼﾏﾁﾖｳ

8530063 長崎県五島市新港町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｼﾝﾐﾅﾄﾏﾁ

8530013 長崎県五島市上大津町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｶﾐｵｵﾂﾞﾁﾖｳ

8530023 長崎県五島市上崎山町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｶﾐｻｷﾔﾏﾁﾖｳ

8530052 長崎県五島市松山町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾏﾂﾔﾏﾁﾖｳ

8530025 長崎県五島市小泊町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｵﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳ

8530014 長崎県五島市三尾野町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｵﾉﾁﾖｳ

8530064 長崎県五島市三尾野 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｵﾉ

8530605 長崎県五島市三井楽町濱窄 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁﾊﾏｻｺ

8530601 長崎県五島市三井楽町濱ノ畔 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁﾊﾏﾉｸﾘ

8530609 長崎県五島市三井楽町渕ノ元 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁﾌﾁﾉﾓﾄ

8530607 長崎県五島市三井楽町嶽 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁﾀｹ



8530603 長崎県五島市三井楽町柏 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁｶｼﾜ

8530608 長崎県五島市三井楽町波砂間 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁﾊｻﾏ

8530602 長崎県五島市三井楽町大川 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁｵｵｶﾜ

8530611 長崎県五島市三井楽町嵯峨島 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁｻｶﾞﾉｼﾏ

8530612 長崎県五島市三井楽町高崎 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁﾀｶｻｷ

8530604 長崎県五島市三井楽町貝津 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁｶｲﾂ

8530613 長崎県五島市三井楽町塩水 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁｼｵﾐｽﾞ

8530606 長崎県五島市三井楽町丑ノ浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾐｲﾗｸﾏﾁｳｼﾉｳﾗ

8530065 長崎県五島市坂の上 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｻｶﾉｳｴ

8530016 長崎県五島市紺屋町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｺﾝﾔﾏﾁ

8530043 長崎県五島市高田町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｺｳﾀﾞﾁﾖｳ

8530006 長崎県五島市江川町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｴｶﾞﾜﾏﾁ

8530004 長崎県五島市幸町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｻｲﾜｲﾏﾁ

8530022 長崎県五島市向町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾑｶｴﾁﾖｳ

8530054 長崎県五島市戸岐町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾄｷﾞﾁﾖｳ

8530003 長崎県五島市錦町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾆｼｷﾏﾁ

8530412 長崎県五島市玉之浦町立谷 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾏﾉｳﾗﾏﾁﾀﾁﾔ

8530508 長崎県五島市玉之浦町布浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾏﾉｳﾗﾏﾁﾇﾉｳﾗ

8530507 長崎県五島市玉之浦町頓泊 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾏﾉｳﾗﾏﾁﾄﾝﾄﾏﾘ

8530505 長崎県五島市玉之浦町中須 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾏﾉｳﾗﾏﾁﾅｶｽ

8530504 長崎県五島市玉之浦町丹奈 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾏﾉｳﾗﾏﾁﾀﾝﾅ

8530413 長崎県五島市玉之浦町大宝 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾏﾉｳﾗﾏﾁﾀﾞｲﾎｳ

8530506 長崎県五島市玉之浦町上の平 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾏﾉｳﾗﾏﾁｶﾐﾉﾋﾗ

8530503 長崎県五島市玉之浦町小川 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾏﾉｳﾗﾏﾁｵｶﾞﾜ

8530501 長崎県五島市玉之浦町荒川 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾏﾉｳﾗﾏﾁｱﾗｶﾜ

8530411 長崎県五島市玉之浦町玉之浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾏﾉｳﾗﾏﾁﾀﾏﾉｳﾗ

8530502 長崎県五島市玉之浦町幾久山 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾀﾏﾉｳﾗﾏﾁｲﾂｸﾔﾏ

8532171 長崎県五島市久賀町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾋｻｶﾁﾖｳ

8530042 長崎県五島市吉田町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾖｼﾀﾞﾁﾖｳ

8530031 長崎県五島市吉久木町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼﾖｼｸｷﾞﾁﾖｳ

8530311 長崎県五島市岐宿町二本楠 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｷｼｸﾏﾁﾆﾎﾝｸﾞｽ

8530703 長崎県五島市岐宿町楠原 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｷｼｸﾏﾁｸｽﾊﾗ

8530706 長崎県五島市岐宿町唐船ノ浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｷｼｸﾏﾁﾄｳｾﾝﾉｳﾗ

8530312 長崎県五島市岐宿町中嶽 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｷｼｸﾏﾁﾅｶﾀﾞｹ

8530702 長崎県五島市岐宿町川原 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｷｼｸﾏﾁｶﾜﾗ

8530313 長崎県五島市岐宿町松山 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｷｼｸﾏﾁﾏﾂﾔﾏ

8530705 長崎県五島市岐宿町戸岐ノ首 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｷｼｸﾏﾁﾄｷﾞﾉｸﾋﾞ

8530701 長崎県五島市岐宿町岐宿 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｷｼｸﾏﾁｷｼｸ

8530704 長崎県五島市岐宿町河務 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｷｼｸﾏﾁｺｳﾑ



8530011 長崎県五島市下大津町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｼﾓｵｵﾂﾞﾁﾖｳ

8530021 長崎県五島市下崎山町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｼﾓｻｷﾔﾏﾁﾖｳ

8530061 長崎県五島市黄島町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｵｳｼﾏﾁﾖｳ

8530053 長崎県五島市奥浦町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｵｸｳﾗﾁﾖｳ

8530001 長崎県五島市栄町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｻｶｴﾏﾁ

8532481 長崎県五島市伊福貴町 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｲﾌｷﾁﾖｳ

8530000 長崎県五島市以下に掲載がない場合 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｺﾞﾄｳｼｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8115212 長崎県壱岐市石田町本村触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳﾎﾝﾑﾗﾌﾚ

8115213 長崎県壱岐市石田町南触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳﾐﾅﾐﾌﾚ

8115203 長崎県壱岐市石田町筒城東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳﾂﾂｷﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115202 長崎県壱岐市石田町筒城仲触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳﾂﾂｷﾅｶﾌﾚ

8115204 長崎県壱岐市石田町筒城西触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳﾂﾂｷﾆｼﾌﾚ

8115226 長崎県壱岐市石田町湯岳射手吉触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳﾕﾀｹｲﾃﾖｼﾌﾚ

8115225 長崎県壱岐市石田町湯岳興触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳﾕﾀｹｺｳﾌﾚ

8115221 長崎県壱岐市石田町池田東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳｲｹﾀﾞﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115222 長崎県壱岐市石田町池田仲触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳｲｹﾀﾞﾅｶﾌﾚ

8115224 長崎県壱岐市石田町池田西触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳｲｹﾀﾞﾆｼﾌﾚ

8115211 長崎県壱岐市石田町石田東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳｲｼﾀﾞﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115215 長崎県壱岐市石田町石田西触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳｲｼﾀﾞﾆｼﾌﾚ

8115201 長崎県壱岐市石田町山崎触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳﾔﾏｻｷﾌﾚ

8115223 長崎県壱岐市石田町久喜触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳｸｷﾌﾚ

8115214 長崎県壱岐市石田町印通寺浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｼﾀﾞﾁﾖｳｲﾝﾄﾞｵｼﾞｳﾗ

8115555 長崎県壱岐市勝本町立石南触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾀﾃｲｼﾐﾅﾐﾌﾚ

8115553 長崎県壱岐市勝本町立石東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾀﾃｲｼﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115554 長崎県壱岐市勝本町立石仲触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾀﾃｲｼﾅｶﾌﾚ

8115556 長崎県壱岐市勝本町立石西触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾀﾃｲｼﾆｼﾌﾚ

8115545 長崎県壱岐市勝本町本宮南触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾎﾝｸﾞｳﾐﾅﾐﾌﾚ

8115542 長崎県壱岐市勝本町本宮東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾎﾝｸﾞｳﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115546 長崎県壱岐市勝本町本宮仲触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾎﾝｸﾞｳﾅｶﾌﾚ

8115541 長崎県壱岐市勝本町本宮西触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾎﾝｸﾞｳﾆｼﾌﾚ

8115513 長崎県壱岐市勝本町北触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳｷﾀﾌﾚ

8115523 長崎県壱岐市勝本町片山触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳｶﾀﾔﾏﾌﾚ

8115544 長崎県壱岐市勝本町布気触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾌｹﾌﾚ

8115552 長崎県壱岐市勝本町百合畑触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾕﾘﾊﾀﾌﾚ

8115551 長崎県壱岐市勝本町湯本浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾕﾉﾓﾄｳﾗ

8115512 長崎県壱岐市勝本町東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115511 長崎県壱岐市勝本町仲触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳﾅｶﾌﾚ

8115532 長崎県壱岐市勝本町大久保触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳｵｵｸﾎﾞﾌﾚ

8115521 長崎県壱岐市勝本町西戸触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳｻｲﾄﾞﾌﾚ



8115522 長崎県壱岐市勝本町新城東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳｼﾝｼﾞﾖｳﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115533 長崎県壱岐市勝本町新城西触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳｼﾝｼﾞﾖｳﾆｼﾌﾚ

8115543 長崎県壱岐市勝本町上場触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳｳﾜﾊﾞﾌﾚ

8115501 長崎県壱岐市勝本町勝本浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳｶﾂﾓﾄｳﾗ

8115531 長崎県壱岐市勝本町坂本触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｶﾂﾓﾄﾁﾖｳｻｶﾓﾄﾌﾚ

8115104 長崎県壱岐市郷ノ浦町里触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｻﾄﾌﾚ

8115107 長崎県壱岐市郷ノ浦町有安触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｱﾘﾔｽﾌﾚ

8115114 長崎県壱岐市郷ノ浦町柳田触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾔﾅｷﾞﾀﾞﾌﾚ

8115115 長崎県壱岐市郷ノ浦町木田触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｷﾀﾞﾌﾚ

8115133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾎﾝﾑﾗﾌﾚ

8115136 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｶﾀﾊﾞﾙﾌﾚ

8115121 長崎県壱岐市郷ノ浦町平人触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾋﾛｳﾄﾌﾚ

8115116 長崎県壱岐市郷ノ浦町物部本村触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾓﾉﾍﾞﾎﾝﾑﾗﾌﾚ

8115111 長崎県壱岐市郷ノ浦町半城本村触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾊﾝｾｲﾎﾝﾑﾗﾌﾚ

8115155 長崎県壱岐市郷ノ浦町麦谷触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾑｷﾞﾔﾌﾚ

8115132 長崎県壱岐市郷ノ浦町東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115152 長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良南触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾜﾀﾗﾐﾅﾐﾌﾚ

8115154 長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾜﾀﾗﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115153 長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良西触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾜﾀﾗﾆｼﾌﾚ

8115151 長崎県壱岐市郷ノ浦町渡良浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾜﾀﾗｳﾗ

8115117 長崎県壱岐市郷ノ浦町田中触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾀﾅｶﾌﾚ

8115123 長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｸｷﾞﾔﾏﾌﾚ

8115142 長崎県壱岐市郷ノ浦町坪触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾂﾎﾞﾌﾚ

8115101 長崎県壱岐市郷ノ浦町長峰本村触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾅｶﾞﾐﾈﾎﾝﾑﾗﾌﾚ

8115102 長崎県壱岐市郷ノ浦町長峰東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾅｶﾞﾐﾈﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115162 長崎県壱岐市郷ノ浦町長島 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾅｶﾞｼﾏ

8115161 長崎県壱岐市郷ノ浦町大島 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｵｵｼﾏ

8115122 長崎県壱岐市郷ノ浦町大原触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾀｲﾊﾞﾙﾌﾚ

8115112 長崎県壱岐市郷ノ浦町大浦触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｵｵｳﾗﾌﾚ

8115103 長崎県壱岐市郷ノ浦町新田触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｼﾝﾃﾞﾝﾌﾚ

8115134 長崎県壱岐市郷ノ浦町庄触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｼﾖｳﾌﾚ

8115106 長崎県壱岐市郷ノ浦町小牧東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｺﾏｷﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115105 長崎県壱岐市郷ノ浦町小牧西触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｺﾏｷﾆｼﾌﾚ

8115144 長崎県壱岐市郷ノ浦町初山東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾊﾂﾔﾏﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115143 長崎県壱岐市郷ノ浦町初山西触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾊﾂﾔﾏﾆｼﾌﾚ

8115141 長崎県壱岐市郷ノ浦町若松触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾜｶﾏﾂﾌﾚ

8115124 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原南触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｼﾊﾗﾐﾅﾐﾌﾚ

8115125 長崎県壱岐市郷ノ浦町志原西触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｼﾊﾗﾆｼﾌﾚ

8115163 長崎県壱岐市郷ノ浦町原島 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾊﾙｼﾏ



8115135 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｺﾞｳﾉｳﾗ

8115113 長崎県壱岐市郷ノ浦町牛方触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳｳｼｶﾀﾌﾚ

8115131 長崎県壱岐市郷ノ浦町永田触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｺﾞｳﾉｳﾗﾁﾖｳﾅｶﾞﾀﾌﾚ

8115100 長崎県壱岐市以下に掲載がない場合 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8115466 長崎県壱岐市芦辺町箱崎本村触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾊｺｻﾞｷﾎﾝﾑﾗﾌﾚ

8115465 長崎県壱岐市芦辺町箱崎釘ノ尾触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾊｺｻﾞｷｸｷﾞﾉｵﾌﾚ

8115463 長崎県壱岐市芦辺町箱崎中山触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾊｺｻﾞｷﾅｶﾔﾏﾌﾚ

8115464 長崎県壱岐市芦辺町箱崎谷江触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾊｺｻﾞｷﾀﾆｴﾌﾚ

8115462 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾊｺｻﾞｷﾀｲｿｳﾌﾚ

8115468 長崎県壱岐市芦辺町箱崎諸津触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾊｺｻﾞｷﾓﾛﾂﾌﾚ

8115467 長崎県壱岐市芦辺町箱崎江角触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾊｺｻﾞｷｴｽﾐﾌﾚ

8115753 長崎県壱岐市芦辺町湯岳本村触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾕﾀｹﾎﾝﾑﾗﾌﾚ

8115754 長崎県壱岐市芦辺町湯岳今坂触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾕﾀｹｺﾝｻﾞｶﾌﾚ

8115755 長崎県壱岐市芦辺町湯岳興触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾕﾀｹｺｳﾌﾚ

8115756 長崎県壱岐市芦辺町中野郷本村触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾅｶﾉｺﾞｳﾎﾝﾑﾗﾌﾚ

8115752 長崎県壱岐市芦辺町中野郷東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾅｶﾉｺﾞｳﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115751 長崎県壱岐市芦辺町中野郷仲触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾅｶﾉｺﾞｳﾅｶﾌﾚ

8115757 長崎県壱岐市芦辺町中野郷西触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾅｶﾉｺﾞｳﾆｼﾌﾚ

8115461 長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳｾﾄｳﾗ

8115326 長崎県壱岐市芦辺町深江本村触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾌｶｴﾎﾝﾑﾗﾌﾚ

8115323 長崎県壱岐市芦辺町深江平触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾌｶｴﾋﾗﾌﾚ

8115325 長崎県壱岐市芦辺町深江南触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾌｶｴﾐﾅﾐﾌﾚ

8115324 長崎県壱岐市芦辺町深江東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾌｶｴﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115322 長崎県壱岐市芦辺町深江鶴亀触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾌｶｴﾂﾙｷﾌﾚ

8115321 長崎県壱岐市芦辺町深江栄触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾌｶｴｻｶｴﾌﾚ

8115311 長崎県壱岐市芦辺町諸吉本村触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾓﾛﾖｼﾎﾝﾑﾗﾌﾚ

8115315 長崎県壱岐市芦辺町諸吉二亦触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾓﾛﾖｼﾌﾀﾏﾀﾌﾚ

8115312 長崎県壱岐市芦辺町諸吉南触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾓﾛﾖｼﾐﾅﾐﾌﾚ

8115314 長崎県壱岐市芦辺町諸吉東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾓﾛﾖｼﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115313 長崎県壱岐市芦辺町諸吉仲触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾓﾛﾖｼﾅｶﾌﾚ

8115316 長崎県壱岐市芦辺町諸吉大石触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳﾓﾛﾖｼｵｵｲｼﾌﾚ

8115742 長崎県壱岐市芦辺町住吉東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳｽﾐﾖｼﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115743 長崎県壱岐市芦辺町住吉前触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳｽﾐﾖｼﾏｴﾌﾚ

8115741 長崎県壱岐市芦辺町住吉山信触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳｽﾐﾖｼﾔﾏﾉﾌﾞﾌﾚ

8115744 長崎県壱岐市芦辺町住吉後触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳｽﾐﾖｼｳｼﾛﾌﾚ

8115734 長崎県壱岐市芦辺町国分本村触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳｺｸﾌﾞﾎﾝﾑﾗﾌﾚ

8115731 長崎県壱岐市芦辺町国分当田触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳｺｸﾌﾞﾄｳﾀﾞﾌﾚ

8115732 長崎県壱岐市芦辺町国分東触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳｺｸﾌﾞﾋｶﾞｼﾌﾚ

8115733 長崎県壱岐市芦辺町国分川迎触 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳｺｸﾌﾞｶﾜﾑｶｴﾌﾚ



8115301 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦 ﾅｶﾞｻｷｹﾝｲｷｼｱｼﾍﾞﾁﾖｳｱｼﾍﾞｳﾗ

8660334 熊本県天草市御所浦町牧島 ｸﾏﾓﾄｹﾝｱﾏｸｻｼｺﾞｼﾖｳﾗﾏﾁﾏｷｼﾏ

8660313 熊本県天草市御所浦町御所浦 ｸﾏﾓﾄｹﾝｱﾏｸｻｼｺﾞｼﾖｳﾗﾏﾁｺﾞｼﾖｳﾗ

8660303 熊本県天草市御所浦町横浦 ｸﾏﾓﾄｹﾝｱﾏｸｻｼｺﾞｼﾖｳﾗﾏﾁﾖｺｳﾗ

8721501 大分県東国東郡姫島村姫島村一円 ｵｵｲﾀｹﾝﾋｶﾞｼｸﾆｻｷｸﾞﾝﾋﾒｼﾏﾑﾗﾋﾒｼﾏﾑﾗｲﾁｴﾝ

8919112 鹿児島県大島郡和泊町和泊 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾜﾄﾞﾏﾘ

8919113 鹿児島県大島郡和泊町和 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾜ

8919131 鹿児島県大島郡和泊町内城 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳｳﾁｼﾞﾛ

8919133 鹿児島県大島郡和泊町谷山 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾀﾆﾔﾏ

8919125 鹿児島県大島郡和泊町大城 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳｵｵｼﾞﾛ

8919104 鹿児島県大島郡和泊町西原 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾆｼﾊﾞﾙ

8919136 鹿児島県大島郡和泊町瀬名 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳｾﾅ

8919134 鹿児島県大島郡和泊町仁志 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾆｼ

8919116 鹿児島県大島郡和泊町上手々知名 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳｳｴﾃﾃﾁﾅ

8919103 鹿児島県大島郡和泊町出花 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾃﾞｷﾞ

8919111 鹿児島県大島郡和泊町手々知名 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾃﾃﾞﾁﾅ

8919121 鹿児島県大島郡和泊町根折 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾈｵﾘ

8919101 鹿児島県大島郡和泊町国頭 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳｸﾆｶﾞﾐ

8919132 鹿児島県大島郡和泊町後蘭 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳｺﾞﾗﾝ

8919124 鹿児島県大島郡和泊町古里 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾌﾙｻﾄ

8919114 鹿児島県大島郡和泊町畦布 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳｱｾﾞﾌ

8919122 鹿児島県大島郡和泊町玉城 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾀﾏｼﾞﾛ

8919102 鹿児島県大島郡和泊町喜美留 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳｷﾋﾞﾙ

8919123 鹿児島県大島郡和泊町皆川 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾐﾅｶﾜ

8919135 鹿児島県大島郡和泊町永嶺 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳﾅｶﾞﾐﾈ

8919115 鹿児島県大島郡和泊町伊延 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳｲﾉﾍﾞ

8919100 鹿児島県大島郡和泊町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾜﾄﾞﾏﾘﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8940321 鹿児島県大島郡龍郷町龍郷 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳﾀﾂｺﾞｳ

8940106 鹿児島県大島郡龍郷町中勝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳﾅｶｶﾞﾁ

8940105 鹿児島県大島郡龍郷町大勝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｵｵｶﾞﾁ

8940411 鹿児島県大島郡龍郷町赤尾木 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｱｶｵｷﾞ

8940102 鹿児島県大島郡龍郷町瀬留 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｾﾄﾞﾒ

8940333 鹿児島県大島郡龍郷町秋名 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｱｷﾅ

8940107 鹿児島県大島郡龍郷町戸口 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳﾄｸﾞﾁ

8940103 鹿児島県大島郡龍郷町玉里 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳﾀﾏｻﾞﾄ

8940322 鹿児島県大島郡龍郷町久場 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｸﾊﾞ

8940332 鹿児島県大島郡龍郷町幾里 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｲｸｻﾄ

8940331 鹿児島県大島郡龍郷町嘉渡 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｶﾄﾞ

8940101 鹿児島県大島郡龍郷町屋入 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳﾔﾆﾕｳ



8940324 鹿児島県大島郡龍郷町円 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｴﾝ

8940104 鹿児島県大島郡龍郷町浦 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｳﾗ

8940100 鹿児島県大島郡龍郷町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8940323 鹿児島県大島郡龍郷町安木屋場 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｱﾝｷﾔﾊﾞ

8940412 鹿児島県大島郡龍郷町芦徳 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾀﾂｺﾞｳﾁﾖｳｱｼﾄｸ

8919302 鹿児島県大島郡与論町立長 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾖﾛﾝﾁﾖｳﾘﾂﾁﾖｳ

8919308 鹿児島県大島郡与論町那間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾖﾛﾝﾁﾖｳﾅﾏ

8919306 鹿児島県大島郡与論町東区 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾖﾛﾝﾁﾖｳﾋｶﾞｼｸ

8919304 鹿児島県大島郡与論町朝戸 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾖﾛﾝﾁﾖｳｱｻﾄ

8919301 鹿児島県大島郡与論町茶花 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾖﾛﾝﾁﾖｳﾁﾔﾊﾞﾅ

8919305 鹿児島県大島郡与論町西区 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾖﾛﾝﾁﾖｳﾆｼｸ

8919303 鹿児島県大島郡与論町城 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾖﾛﾝﾁﾖｳｸﾞｽｸ

8919307 鹿児島県大島郡与論町古里 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾖﾛﾝﾁﾖｳﾌﾙｻﾄ

8919309 鹿児島県大島郡与論町叶 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾖﾛﾝﾁﾖｳｶﾉｳ

8919300 鹿児島県大島郡与論町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾖﾛﾝﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8917426 鹿児島県大島郡徳之島町母間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳﾎﾞﾏ

8917104 鹿児島県大島郡徳之島町尾母 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｵﾓ

8917105 鹿児島県大島郡徳之島町白井 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｼﾗｲ

8917103 鹿児島県大島郡徳之島町南原 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳﾐﾅﾐﾊﾗ

8917111 鹿児島県大島郡徳之島町徳和瀬 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳﾄｸﾜｾ

8917113 鹿児島県大島郡徳之島町神之嶺 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｶﾐﾉﾐﾈ

8917112 鹿児島県大島郡徳之島町諸田 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｼﾖﾀﾞ

8917421 鹿児島県大島郡徳之島町手々 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳﾃﾃ

8917423 鹿児島県大島郡徳之島町山 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｻﾝ

8917424 鹿児島県大島郡徳之島町轟木 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳﾄﾄﾞﾛｷ

8917422 鹿児島県大島郡徳之島町金見 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｶﾅﾐ

8917102 鹿児島県大島郡徳之島町亀徳 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｶﾒﾄｸ

8917101 鹿児島県大島郡徳之島町亀津 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｶﾒﾂ

8917425 鹿児島県大島郡徳之島町花徳 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｹﾄﾞｸ

8917115 鹿児島県大島郡徳之島町下久志 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｼﾓｸｼ

8917114 鹿児島県大島郡徳之島町井之川 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｲﾉｶﾜ

8917100 鹿児島県大島郡徳之島町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8917116 鹿児島県大島郡徳之島町旭ケ丘 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾄｸﾉｼﾏﾁﾖｳｱｻﾋｶﾞｵｶ

8917601 鹿児島県大島郡天城町与名間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳﾖﾅﾏ

8917612 鹿児島県大島郡天城町平土野 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳﾍﾄﾉ

8917624 鹿児島県大島郡天城町当部 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳﾄｳﾍﾞ

8917611 鹿児島県大島郡天城町天城 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳｱﾏｷﾞ

8917622 鹿児島県大島郡天城町大津川 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳｵｵﾂｶﾜ

8917604 鹿児島県大島郡天城町前野 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳﾏｴﾉ



8917605 鹿児島県大島郡天城町浅間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳｱｻﾏ

8917731 鹿児島県大島郡天城町西阿木名 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳﾆｼｱｷﾞﾅ

8917623 鹿児島県大島郡天城町瀬滝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳｾﾀｷ

8917602 鹿児島県大島郡天城町松原 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳﾏﾂﾊﾞﾗ

8917621 鹿児島県大島郡天城町兼久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳｶﾈｸ

8917603 鹿児島県大島郡天城町岡前 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳｵｶｾﾞﾝ

8917600 鹿児島県大島郡天城町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｱﾏｷﾞﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8919201 鹿児島県大島郡知名町余多 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｱﾏﾀ

8919222 鹿児島県大島郡知名町徳時 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳﾄｸﾄﾞｷ

8919231 鹿児島県大島郡知名町田皆 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳﾀﾐﾅ

8919214 鹿児島県大島郡知名町知名 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳﾁﾅ

8919221 鹿児島県大島郡知名町大津勘 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｵｵﾂｶﾝ

8919206 鹿児島県大島郡知名町赤嶺 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｱｶﾐﾈ

8919224 鹿児島県大島郡知名町正名 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳﾏｻﾅ

8919213 鹿児島県大島郡知名町瀬利覚 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｾﾘｶｸ

8919232 鹿児島県大島郡知名町新城 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｼﾝｼﾞﾖｳ

8919204 鹿児島県大島郡知名町上平川 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｶﾐﾋﾗｶﾜ

8919234 鹿児島県大島郡知名町上城 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｶﾐｼﾛ

8919223 鹿児島県大島郡知名町住吉 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｽﾐﾖｼ

8919212 鹿児島県大島郡知名町黒貫 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｸﾛﾇｷ

8919205 鹿児島県大島郡知名町久志検 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｸﾞｼｹﾝ

8919207 鹿児島県大島郡知名町竿津 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｻｵﾂﾞ

8919203 鹿児島県大島郡知名町下平川 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｼﾓﾋﾗｶﾜ

8919233 鹿児島県大島郡知名町下城 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｼﾓｼﾞﾛ

8919202 鹿児島県大島郡知名町屋者 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳﾔｼﾞﾔ

8919215 鹿児島県大島郡知名町屋子母 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳﾔｺﾓ

8919200 鹿児島県大島郡知名町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8919211 鹿児島県大島郡知名町芦清良 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾁﾅﾁﾖｳｱｼｷﾖｳﾗ

8943212 鹿児島県大島郡大和村名音 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝﾅｵﾝ

8943102 鹿児島県大島郡大和村湯湾釜 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝﾕﾜﾝｶﾞﾏ

8943103 鹿児島県大島郡大和村津名久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝﾂﾅｸﾞ

8943105 鹿児島県大島郡大和村大和浜 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝﾔﾏﾄﾊﾏ

8943106 鹿児島県大島郡大和村大棚 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝｵｵﾀﾞﾅ

8943107 鹿児島県大島郡大和村大金久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝｵｵｶﾞﾈｸ

8943104 鹿児島県大島郡大和村思勝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝｵﾝｶﾞﾁ

8943213 鹿児島県大島郡大和村志戸勘 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝｼﾄﾞｶﾝ

8943214 鹿児島県大島郡大和村今里 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝｲﾏｻﾞﾄ

8943101 鹿児島県大島郡大和村国直 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝｸﾆﾅｵ

8943211 鹿児島県大島郡大和村戸円 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝﾄｴﾝ



8943100 鹿児島県大島郡大和村以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝﾔﾏﾄｿﾝｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8942601 鹿児島県大島郡瀬戸内町与路 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳﾖﾛ

8941745 鹿児島県大島郡瀬戸内町油井 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳﾕｲ

8942233 鹿児島県大島郡瀬戸内町野見山 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳﾉﾐﾔﾏ

8942417 鹿児島県大島郡瀬戸内町木慈 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｷｼﾞ

8941513 鹿児島県大島郡瀬戸内町網野子 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｱﾐﾉｺ

8942416 鹿児島県大島郡瀬戸内町武名 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳﾀｹﾅ

8942323 鹿児島県大島郡瀬戸内町俵 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳﾋﾖｳ

8942143 鹿児島県大島郡瀬戸内町渡連 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳﾄﾞﾚﾝ

8942501 鹿児島県大島郡瀬戸内町池地 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｲｹｼﾞ

8942415 鹿児島県大島郡瀬戸内町知之浦 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳﾁﾉｳﾗ

8941523 鹿児島県大島郡瀬戸内町蘇刈 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｿｶﾙ

8941514 鹿児島県大島郡瀬戸内町節子 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｾﾂｺ

8942502 鹿児島県大島郡瀬戸内町請阿室 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｳｹｱﾑﾛ

8941855 鹿児島県大島郡瀬戸内町西古見 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳﾆｼｺﾐ

8942321 鹿児島県大島郡瀬戸内町西阿室 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳﾆｼｱﾑﾛ

8942142 鹿児島県大島郡瀬戸内町生間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｲｹﾝﾏ

8941521 鹿児島県大島郡瀬戸内町清水 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｾｲｽｲ

8942401 鹿児島県大島郡瀬戸内町瀬武 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｾﾀｹ

8942322 鹿児島県大島郡瀬戸内町瀬相 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｾｿｳ

8942412 鹿児島県大島郡瀬戸内町須子茂 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｽｺﾓ

8941743 鹿児島県大島郡瀬戸内町小名瀬 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺﾅｾ

8942232 鹿児島県大島郡瀬戸内町勝能 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｶﾁﾕｷ

8941512 鹿児島県大島郡瀬戸内町勝浦 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｶﾁｳﾗ

8942141 鹿児島県大島郡瀬戸内町諸鈍 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｼﾖﾄﾞﾝ

8942144 鹿児島県大島郡瀬戸内町諸数 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｼﾖｶｽﾞ

8942234 鹿児島県大島郡瀬戸内町秋徳 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｱｷﾄｸ

8941531 鹿児島県大島郡瀬戸内町手安 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳﾃｱﾝ

8942404 鹿児島県大島郡瀬戸内町芝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｼﾊﾞ

8941741 鹿児島県大島郡瀬戸内町篠川 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｼﾉｶﾜ

8942403 鹿児島県大島郡瀬戸内町実久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｻﾈｸ

8942414 鹿児島県大島郡瀬戸内町三浦 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳﾐｳﾗ

8942402 鹿児島県大島郡瀬戸内町薩川 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｻﾂｶﾜ

8941509 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井東 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺﾆﾔｾｸｲﾋｶﾞｼ

8941510 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋瀬久井西 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺﾆﾔｾｸｲﾆｼ

8941503 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（大湊） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺﾆﾔ(ｵｵﾐﾅﾄ)

8941506 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（船津） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺﾆﾔ(ﾌﾅﾂ)

8941507 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（瀬久井） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺﾆﾔ(ｾｸｲ)

8941505 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（松江） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺﾆﾔ(ﾏﾂｴ)



8941504 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（春日） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺﾆﾔ(ｶｽｶﾞ)

8941501 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（高丘） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺﾆﾔ(ﾀｶｵｶ)

8941502 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋（宮前） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺﾆﾔ(ﾐﾔﾏｴ)

8941508 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺﾆﾔ

8941852 鹿児島県大島郡瀬戸内町古志 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｺｼ

8941851 鹿児島県大島郡瀬戸内町久慈 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｸｼﾞ

8941746 鹿児島県大島郡瀬戸内町久根津 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｸﾈﾂ

8941854 鹿児島県大島郡瀬戸内町管鈍 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｸﾀﾞﾄﾞﾝ

8942237 鹿児島県大島郡瀬戸内町花富 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｹﾄﾞﾐ

8941853 鹿児島県大島郡瀬戸内町花天 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｹﾃﾝ

8942413 鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉入 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｶﾆﾕｳ

8941515 鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉徳 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｶﾄｸ

8941522 鹿児島県大島郡瀬戸内町嘉鉄 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｶﾃﾂ

8942231 鹿児島県大島郡瀬戸内町押角 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｵｼｶｸ

8942235 鹿児島県大島郡瀬戸内町於斉 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｵｻｲ

8941524 鹿児島県大島郡瀬戸内町伊須 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｲｽ

8942236 鹿児島県大島郡瀬戸内町伊子茂 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｲｺﾓ

8941500 鹿児島県大島郡瀬戸内町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8941511 鹿児島県大島郡瀬戸内町阿木名 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｱｷﾞﾅ

8941744 鹿児島県大島郡瀬戸内町阿鉄 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｱﾃﾂ

8942411 鹿児島県大島郡瀬戸内町阿多地 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｱﾀﾞﾁ

8941742 鹿児島県大島郡瀬戸内町阿室釜 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｾﾄｳﾁﾁﾖｳｱﾑﾛｶﾞﾏ

8916202 鹿児島県大島郡喜界町湾 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳﾜﾝ

8916154 鹿児島県大島郡喜界町白水 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｼﾗﾐｽﾞ

8916222 鹿児島県大島郡喜界町島中 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｼﾏﾅｶ

8916153 鹿児島県大島郡喜界町長嶺 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳﾅｶﾞﾐﾈ

8916203 鹿児島県大島郡喜界町中里 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳﾅｶｻﾄ

8916212 鹿児島県大島郡喜界町中熊（先内） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳﾅｶｸﾞﾏ(ｻｷﾅｲ)

8916215 鹿児島県大島郡喜界町中熊 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳﾅｶｸﾞﾏ

8916211 鹿児島県大島郡喜界町中間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳﾅｶﾏ

8916221 鹿児島県大島郡喜界町池治 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｲｹｼﾞ

8916223 鹿児島県大島郡喜界町滝川 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳﾀｷｶﾞﾜ

8916213 鹿児島県大島郡喜界町大朝戸 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｵｵｱｻﾄ

8916152 鹿児島県大島郡喜界町早町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｿｳﾏﾁ

8916227 鹿児島県大島郡喜界町川嶺 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｶﾜﾐﾈ

8916229 鹿児島県大島郡喜界町先山 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｻｷﾔﾏ

8916201 鹿児島県大島郡喜界町赤連 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｱｶﾚﾝ

8916214 鹿児島県大島郡喜界町西目 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳﾆｼﾒ

8916224 鹿児島県大島郡喜界町城久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｸﾞｽｸ



8916233 鹿児島県大島郡喜界町上嘉鉄 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｶﾐｶﾃﾂ

8916142 鹿児島県大島郡喜界町小野津 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｵﾉﾂ

8916232 鹿児島県大島郡喜界町手久津久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳﾃｸﾂﾞｸ

8916143 鹿児島県大島郡喜界町志戸桶 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｼﾄｵｹ

8916225 鹿児島県大島郡喜界町山田 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳﾔﾏﾀﾞ

8916216 鹿児島県大島郡喜界町坂嶺 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｻｶﾐﾈ

8916144 鹿児島県大島郡喜界町佐手久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｻﾃﾞｸ

8916231 鹿児島県大島郡喜界町荒木 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｱﾗｷ

8916163 鹿児島県大島郡喜界町花良治（蒲生） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｹﾗｼﾞ(ｶﾞﾓｳ)

8916164 鹿児島県大島郡喜界町花良治 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｹﾗｼﾞ

8916161 鹿児島県大島郡喜界町嘉鈍 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｶﾄﾞﾝ

8916151 鹿児島県大島郡喜界町塩道 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｼｵﾐﾁ

8916228 鹿児島県大島郡喜界町浦原 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｳﾗﾊﾗ

8916226 鹿児島県大島郡喜界町羽里 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳﾊｻﾄ

8916141 鹿児島県大島郡喜界町伊実久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｲｻﾈｸ

8916217 鹿児島県大島郡喜界町伊砂 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｲｻｺﾞ

8916200 鹿児島県大島郡喜界町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8916162 鹿児島県大島郡喜界町阿伝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｷｶｲﾁﾖｳｱﾃﾞﾝ

8943521 鹿児島県大島郡宇検村名柄 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝﾅｶﾞﾗ

8943631 鹿児島県大島郡宇検村平田 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝﾍﾀﾞ

8943523 鹿児島県大島郡宇検村部連 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝﾌﾞﾚﾝ

8943301 鹿児島県大島郡宇検村湯湾 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝﾕﾜﾝ

8943303 鹿児島県大島郡宇検村田検 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝﾀｹﾝ

8943305 鹿児島県大島郡宇検村石良 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝｲｼﾗ

8943413 鹿児島県大島郡宇検村生勝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝｲｹｶﾞﾁ

8943304 鹿児島県大島郡宇検村須古 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝｽｺ

8943522 鹿児島県大島郡宇検村佐念 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝｻﾈﾝ

8943412 鹿児島県大島郡宇検村久志 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝｸｼ

8943633 鹿児島県大島郡宇検村屋鈍 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝﾔﾄﾞﾝ

8943411 鹿児島県大島郡宇検村宇検 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝｳｹﾝ

8943300 鹿児島県大島郡宇検村以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8943302 鹿児島県大島郡宇検村芦検 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝｱｼｹﾝ

8943632 鹿児島県大島郡宇検村阿室 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｳｹﾝｿﾝｱﾑﾛ

8918113 鹿児島県大島郡伊仙町目手久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳﾒﾃｸﾞ

8918323 鹿児島県大島郡伊仙町木之香 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｷﾉｺ

8918114 鹿児島県大島郡伊仙町面縄 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｵﾓﾅﾜ

8918325 鹿児島県大島郡伊仙町八重竿 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳﾔｴｻﾞｵ

8918326 鹿児島県大島郡伊仙町馬根 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳﾊﾞﾈ

8918117 鹿児島県大島郡伊仙町中山 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳﾅｶﾔﾏ



8918329 鹿児島県大島郡伊仙町小島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｺｼﾞﾏ

8918324 鹿児島県大島郡伊仙町糸木名 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｲﾄｷﾅ

8918328 鹿児島県大島郡伊仙町崎原 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｻｷﾊﾞﾙ

8918112 鹿児島県大島郡伊仙町佐弁 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｻﾍﾞﾝ

8918115 鹿児島県大島郡伊仙町古里 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳﾌﾙｻﾄ

8918327 鹿児島県大島郡伊仙町犬田布 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｲﾇﾀﾌﾞ

8918116 鹿児島県大島郡伊仙町検福（その他） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｹﾝﾌﾞｸ(ｿﾉﾀ)

8918216 鹿児島県大島郡伊仙町検福（４１６～５１６番地） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｹﾝﾌﾞｸ(416-516ﾊﾞﾝﾁ)

8918111 鹿児島県大島郡伊仙町喜念 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｷﾈﾝ

8918201 鹿児島県大島郡伊仙町伊仙 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｲｾﾝ

8918300 鹿児島県大島郡伊仙町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8918321 鹿児島県大島郡伊仙町阿三（その他） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｱｻﾝ(ｿﾉﾀ)

8918221 鹿児島県大島郡伊仙町阿三（７９９の１～８６７番地） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｱｻﾝ(799ﾉ1-867ﾊﾞﾝﾁ)

8918322 鹿児島県大島郡伊仙町阿権 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｵｵｼﾏｸﾞﾝｲｾﾝﾁﾖｳｱｺﾞﾝ

8913118 鹿児島県西之表市馬毛島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼﾏｹﾞｼﾏ

8913113 鹿児島県西之表市東町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼﾋｶﾞｼﾏﾁ

8913115 鹿児島県西之表市天神町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼﾃﾝｼﾞﾝﾁﾖｳ

8913114 鹿児島県西之表市池田 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｲｹﾀﾞ

8913101 鹿児島県西之表市西之表 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼﾆｼﾉｵﾓﾃ

8913111 鹿児島県西之表市西町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼﾆｼﾏﾁ

8913104 鹿児島県西之表市住吉 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｽﾐﾖｼ

8913117 鹿児島県西之表市桜が丘 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｻｸﾗｶﾞｵｶ

8913222 鹿児島県西之表市国上 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｸﾆｶﾞﾐ

8913431 鹿児島県西之表市古田 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼﾌﾙﾀ

8913103 鹿児島県西之表市現和 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｹﾞﾝﾅ

8913116 鹿児島県西之表市鴨女町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｶﾓﾒﾁﾖｳ

8913112 鹿児島県西之表市栄町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｻｶｴﾏﾁ

8913221 鹿児島県西之表市伊関 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｲｾｷ

8913100 鹿児島県西之表市以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8913202 鹿児島県西之表市安納（その他） ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｱﾝﾉｳ(ｿﾉﾀ)

8913102 鹿児島県西之表市安納（１～３０４８、４９０１～４９３０番地） ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｱﾝﾉｳ(1-3048､4901-4930ﾊﾞﾝﾁ)

8913432 鹿児島県西之表市安城 ｶｺﾞｼﾏｹﾝﾆｼﾉｵﾓﾃｼｱﾝｼﾞﾖｳ

8900000 鹿児島県鹿児島市以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｼｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8915301 鹿児島県鹿児島郡十島村宝島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｸﾞﾝﾄｼﾏﾑﾗﾀｶﾗｼﾞﾏ

8915202 鹿児島県鹿児島郡十島村平島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｸﾞﾝﾄｼﾏﾑﾗﾀｲﾗｼﾞﾏ

8915201 鹿児島県鹿児島郡十島村中之島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｸﾞﾝﾄｼﾏﾑﾗﾅｶﾉｼﾏ

8915203 鹿児島県鹿児島郡十島村諏訪之瀬島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｸﾞﾝﾄｼﾏﾑﾗｽﾜﾉｾｼﾞﾏ

8915205 鹿児島県鹿児島郡十島村小宝島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｸﾞﾝﾄｼﾏﾑﾗｺﾀﾞｶﾗｼﾞﾏ

8915101 鹿児島県鹿児島郡十島村口之島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｸﾞﾝﾄｼﾏﾑﾗｸﾁﾉｼﾏ



8915200 鹿児島県鹿児島郡十島村以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｸﾞﾝﾄｼﾏﾑﾗｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8915204 鹿児島県鹿児島郡十島村悪石島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｸﾞﾝﾄｼﾏﾑﾗｱｸｾｷｼﾞﾏ

8900901 鹿児島県鹿児島郡三島村硫黄島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｸﾞﾝﾐｼﾏﾑﾗｲｵｳｼﾞﾏ

8900903 鹿児島県鹿児島郡三島村竹島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｸﾞﾝﾐｼﾏﾑﾗﾀｹｼﾏ

8900902 鹿児島県鹿児島郡三島村黒島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｶｺﾞｼﾏｸﾞﾝﾐｼﾏﾑﾗｸﾛｼﾏ

8961101 鹿児島県薩摩川内市里町里 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｻﾄﾁﾖｳｻﾄ

8961281 鹿児島県薩摩川内市上甑町平良 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｶﾐｺｼｷﾁﾖｳﾀｲﾗ

8961202 鹿児島県薩摩川内市上甑町中野 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｶﾐｺｼｷﾁﾖｳﾅｶﾉ

8961201 鹿児島県薩摩川内市上甑町中甑 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｶﾐｺｼｷﾁﾖｳﾅｶｺｼｷ

8961205 鹿児島県薩摩川内市上甑町瀬上 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｶﾐｺｼｷﾁﾖｳｾｶﾞﾐ

8961204 鹿児島県薩摩川内市上甑町小島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｶﾐｺｼｷﾁﾖｳｵｼﾏ

8961203 鹿児島県薩摩川内市上甑町江石 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｶﾐｺｼｷﾁﾖｳｴｲｼ

8961206 鹿児島県薩摩川内市上甑町桑之浦 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｶﾐｺｼｷﾁﾖｳｸﾜﾉｳﾗ

8961301 鹿児島県薩摩川内市鹿島町藺牟田 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｶｼﾏﾁﾖｳｲﾑﾀ

8961602 鹿児島県薩摩川内市下甑町片野浦 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｼﾓｺｼｷﾁﾖｳｶﾀﾉｳﾗ

8961411 鹿児島県薩摩川内市下甑町長浜 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｼﾓｺｼｷﾁﾖｳﾅｶﾞﾊﾏ

8961521 鹿児島県薩摩川内市下甑町青瀬 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｼﾓｺｼｷﾁﾖｳｱｵｾ

8961512 鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦（その他） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｼﾓｺｼｷﾁﾖｳｾｾﾉｳﾗ(ｿﾉﾀ)

8961412 鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦（１７００番地～、内川内） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｼﾓｺｼｷﾁﾖｳｾｾﾉｳﾗ(1700ﾊﾞﾝﾁ-､ｳﾁｶﾜｳﾁ)

8961601 鹿児島県薩摩川内市下甑町手打 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｻﾂﾏｾﾝﾀﾞｲｼｼﾓｺｼｷﾁﾖｳﾃｳﾁ

8913702 鹿児島県熊毛郡南種子町平山 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾈﾁﾖｳﾋﾗﾔﾏ

8913706 鹿児島県熊毛郡南種子町島間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾈﾁﾖｳｼﾏﾏ

8913701 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾈﾁﾖｳﾅｶﾉｶﾐ

8913704 鹿児島県熊毛郡南種子町中之下 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾈﾁﾖｳﾅｶﾉｼﾓ

8913705 鹿児島県熊毛郡南種子町西之 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾈﾁﾖｳﾆｼﾉ

8913703 鹿児島県熊毛郡南種子町茎永 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾈﾁﾖｳｸｷﾅｶﾞ

8913700 鹿児島県熊毛郡南種子町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾈﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8913605 鹿児島県熊毛郡中種子町油久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾅｶﾀﾈﾁﾖｳﾕｸ

8913604 鹿児島県熊毛郡中種子町野間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾅｶﾀﾈﾁﾖｳﾉﾏ

8913602 鹿児島県熊毛郡中種子町牧川 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾅｶﾀﾈﾁﾖｳﾏｷｶﾞﾜ

8913601 鹿児島県熊毛郡中種子町納官 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾅｶﾀﾈﾁﾖｳﾉｳｶﾝ

8913607 鹿児島県熊毛郡中種子町田島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾅｶﾀﾈﾁﾖｳﾀｼﾏ

8913603 鹿児島県熊毛郡中種子町増田 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾅｶﾀﾈﾁﾖｳﾏｽﾀﾞ

8913606 鹿児島県熊毛郡中種子町坂井 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾅｶﾀﾈﾁﾖｳｻｶｲ

8913600 鹿児島県熊毛郡中種子町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾅｶﾀﾈﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8914406 鹿児島県熊毛郡屋久島町平内 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳﾋﾗｳﾁ

8914404 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳｵﾉｱｲﾀﾞ

8914401 鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生（高平） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳﾑｷﾞｵ(ﾀｶﾋﾞﾗ)

8914402 鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生（その他） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳﾑｷﾞｵ(ｿﾉﾀ)



8914206 鹿児島県熊毛郡屋久島町楠川 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳｸｽｶﾞﾜ

8914407 鹿児島県熊毛郡屋久島町湯泊 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳﾕﾄﾞﾏﾘ

8914408 鹿児島県熊毛郡屋久島町中間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳﾅｶﾏ

8914312 鹿児島県熊毛郡屋久島町船行 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳﾌﾅﾕｷ

8914405 鹿児島県熊毛郡屋久島町小島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳｺｼﾏ

8914207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳｺｾﾀﾞ

8914204 鹿児島県熊毛郡屋久島町志戸子 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳｼﾄｺﾞ

8914208 鹿児島県熊毛郡屋久島町口永良部島 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳｸﾁｴﾗﾌﾞｼﾞﾏ

8914403 鹿児島県熊毛郡屋久島町原 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳﾊﾗ

8914409 鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳｸﾘｵ

8914205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳﾐﾔﾉｳﾗ

8914202 鹿児島県熊毛郡屋久島町吉田 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳﾖｼﾀﾞ

8914201 鹿児島県熊毛郡屋久島町永田 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳﾅｶﾞﾀ

8914203 鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳｲﾂｿｳ

8914200 鹿児島県熊毛郡屋久島町以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

8914311 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｸﾏｹﾞｸﾞﾝﾔｸｼﾏﾁﾖｳｱﾝﾎﾞｳ

8940007 鹿児島県奄美市名瀬和光町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾜｺｳﾁﾖｳ

8940352 鹿児島県奄美市名瀬有良 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｱﾘﾗ

8940062 鹿児島県奄美市名瀬有屋町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｱﾘﾔﾁﾖｳ

8940002 鹿児島県奄美市名瀬有屋 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｱﾘﾔ

8940032 鹿児島県奄美市名瀬柳町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾔﾅｷﾞﾏﾁ

8940033 鹿児島県奄美市名瀬矢之脇町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾔﾉﾜｷﾁﾖｳ

8940775 鹿児島県奄美市名瀬名瀬勝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾅｾﾞｶﾞﾁ

8940027 鹿児島県奄美市名瀬末広町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｽｴﾋﾛﾁﾖｳ

8940014 鹿児島県奄美市名瀬平田町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾋﾗﾀﾁﾖｳ

8940045 鹿児島県奄美市名瀬平松町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾋﾗﾏﾂﾁﾖｳ

8940044 鹿児島県奄美市名瀬浜里町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾊﾏｻﾄﾁﾖｳ

8940004 鹿児島県奄美市名瀬鳩浜町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾊﾄﾊﾏﾁﾖｳ

8940034 鹿児島県奄美市名瀬入舟町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｲﾘﾌﾈﾁﾖｳ

8940036 鹿児島県奄美市名瀬長浜町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾅｶﾞﾊﾏﾁﾖｳ

8940061 鹿児島県奄美市名瀬朝日町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｱｻﾋﾁﾖｳ

8940042 鹿児島県奄美市名瀬朝仁町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｱｻﾆﾁﾖｳ

8940041 鹿児島県奄美市名瀬朝仁新町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｱｻﾆｼﾝﾏﾁ

8940043 鹿児島県奄美市名瀬朝仁 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｱｻﾆ

8940773 鹿児島県奄美市名瀬朝戸 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｱｻﾄ

8940063 鹿児島県奄美市名瀬仲勝町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾅｶｶﾞﾁﾁﾖｳ

8940003 鹿児島県奄美市名瀬仲勝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾅｶｶﾞﾁ

8940047 鹿児島県奄美市名瀬知名瀬 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾁﾅｾ

8940009 鹿児島県奄美市名瀬大熊町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾀﾞｲｸﾏﾁﾖｳ



8940001 鹿児島県奄美市名瀬大熊 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾀﾞｲｸﾏ

8940017 鹿児島県奄美市名瀬石橋町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｲｼﾊﾞｼﾁﾖｳ

8940772 鹿児島県奄美市名瀬西仲勝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾆｼﾅｶｶﾞﾁ

8940015 鹿児島県奄美市名瀬真名津町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾏﾅﾂﾞﾁﾖｳ

8940771 鹿児島県奄美市名瀬小湊 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｺﾐﾅﾄ

8940012 鹿児島県奄美市名瀬小俣町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｺﾏﾀﾁﾖｳ

8940006 鹿児島県奄美市名瀬小浜町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｺﾊﾏﾁﾖｳ

8940046 鹿児島県奄美市名瀬小宿 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｺｼﾕｸ

8940013 鹿児島県奄美市名瀬春日町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｶｽｶﾞﾁﾖｳ

8940776 鹿児島県奄美市名瀬崎原 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｻｷﾊﾞﾙ

8940005 鹿児島県奄美市名瀬佐大熊町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｻﾀﾞｲｸﾏﾁﾖｳ

8940048 鹿児島県奄美市名瀬根瀬部 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾈｾﾌﾞ

8940026 鹿児島県奄美市名瀬港町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾐﾅﾄﾏﾁ

8940025 鹿児島県奄美市名瀬幸町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｻｲﾜｲﾁﾖｳ

8940016 鹿児島県奄美市名瀬古田町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾌﾙﾀﾁﾖｳ

8940031 鹿児島県奄美市名瀬金久町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｶﾈｸﾁﾖｳ

8940022 鹿児島県奄美市名瀬久里町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｸｻﾄﾁﾖｳ

8940035 鹿児島県奄美市名瀬塩浜町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｼｵﾊﾏﾁﾖｳ

8940023 鹿児島県奄美市名瀬永田町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞﾅｶﾞﾀﾁﾖｳ

8940068 鹿児島県奄美市名瀬浦上町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｳﾗｶﾞﾐﾁﾖｳ

8940108 鹿児島県奄美市名瀬浦上（小又） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｳﾗｶﾞﾐ(ｺﾏﾀ)

8940008 鹿児島県奄美市名瀬浦上（その他） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｳﾗｶﾞﾐ(ｿﾉﾀ)

8940024 鹿児島県奄美市名瀬井根町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｲﾈﾁﾖｳ

8940021 鹿児島県奄美市名瀬伊津部町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｲﾂﾌﾞﾁﾖｳ

8940774 鹿児島県奄美市名瀬伊津部勝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｲﾂﾌﾞｶﾞﾁ

8940011 鹿児島県奄美市名瀬安勝町 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｱﾝｶﾞﾁﾁﾖｳ

8940351 鹿児島県奄美市名瀬芦花部 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼﾅｾﾞｱｼｹﾌﾞ

8941112 鹿児島県奄美市住用町和瀬 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳﾜｾ

8941205 鹿児島県奄美市住用町役勝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳﾔｸｶﾞﾁ

8941114 鹿児島県奄美市住用町東仲間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳﾋｶﾞｼﾅｶﾏ

8941115 鹿児島県奄美市住用町川内 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳｶﾜｳﾁ

8941201 鹿児島県奄美市住用町石原 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳｲｼﾊﾗ

8941202 鹿児島県奄美市住用町西仲間 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳﾆｼﾅｶﾏ

8941116 鹿児島県奄美市住用町摺勝 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳｽﾘｶﾞﾁ

8941203 鹿児島県奄美市住用町神屋 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳｶﾐﾔ

8941111 鹿児島県奄美市住用町城 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳｸﾞｽｸ

8941321 鹿児島県奄美市住用町市 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳｲﾁ

8941204 鹿児島県奄美市住用町山間（その他） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳﾔﾝﾏ(ｿﾉﾀ)

8941304 鹿児島県奄美市住用町山間（４９３～５９２番地、戸玉） ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳﾔﾝﾏ(493-592ﾊﾞﾝﾁ､ﾄﾀﾞﾏ)



8941113 鹿児島県奄美市住用町見里 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｽﾐﾖｳﾁﾖｳﾐｻﾞﾄ

8940503 鹿児島県奄美市笠利町和野 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳﾜﾉ

8940511 鹿児島県奄美市笠利町里 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳｻﾄ

8940508 鹿児島県奄美市笠利町用安 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳﾖｳｱﾝ

8940621 鹿児島県奄美市笠利町用 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳﾖｳ

8940502 鹿児島県奄美市笠利町万屋 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳﾏﾝﾔ

8940623 鹿児島県奄美市笠利町辺留 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳﾍﾞﾙ

8940505 鹿児島県奄美市笠利町平 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳﾀｲﾗ

8940512 鹿児島県奄美市笠利町中金久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳﾅｶｶﾞﾈｸ

8940625 鹿児島県奄美市笠利町川上 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳｶﾜｶﾐ

8940504 鹿児島県奄美市笠利町節田 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳｾﾂﾀ

8940624 鹿児島県奄美市笠利町須野 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳｽﾉ

8940506 鹿児島県奄美市笠利町手花部 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳﾃｹﾌﾞ

8940627 鹿児島県奄美市笠利町佐仁 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳｻﾆ

8940507 鹿児島県奄美市笠利町喜瀬 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳｷｾ

8940622 鹿児島県奄美市笠利町笠利 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳｶｻﾘ

8940513 鹿児島県奄美市笠利町外金久 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳｿﾄｶﾞﾈｸ

8940626 鹿児島県奄美市笠利町屋仁 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳﾔﾆ

8940501 鹿児島県奄美市笠利町宇宿 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｶｻﾘﾁﾖｳｳｼﾕｸ

8940000 鹿児島県奄美市以下に掲載がない場合 ｶｺﾞｼﾏｹﾝｱﾏﾐｼｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9071801 沖縄県八重山郡与那国町与那国 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾖﾅｸﾞﾆﾁﾖｳﾖﾅｸﾞﾆ

9071800 沖縄県八重山郡与那国町以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾖﾅｸﾞﾆﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9071544 沖縄県八重山郡竹富町鳩間 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳﾊﾄﾏ

9071751 沖縄県八重山郡竹富町波照間 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳﾊﾃﾙﾏ

9071433 沖縄県八重山郡竹富町南風見仲 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳﾊｲﾐﾅｶ

9071434 沖縄県八重山郡竹富町南風見 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳﾊｲﾐ

9071101 沖縄県八重山郡竹富町竹富 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳﾀｹﾄﾐ

9071542 沖縄県八重山郡竹富町西表 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳｲﾘｵﾓﾃ

9071435 沖縄県八重山郡竹富町新城 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳｱﾗｸﾞｽｸ

9071541 沖縄県八重山郡竹富町上原 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳｳｴﾊﾗ

9071221 沖縄県八重山郡竹富町小浜 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳｺﾊﾏ

9071543 沖縄県八重山郡竹富町崎山 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳｻｷﾔﾏ

9071311 沖縄県八重山郡竹富町黒島 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳｸﾛｼﾏ

9071431 沖縄県八重山郡竹富町高那 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳﾀｶﾅ

9071432 沖縄県八重山郡竹富町古見 ｵｷﾅﾜｹﾝﾔｴﾔﾏｸﾞﾝﾀｹﾄﾐﾁﾖｳｺﾐ

9013901 沖縄県島尻郡北大東村南 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｷﾀﾀﾞｲﾄｳｿﾝﾐﾅﾐ

9013902 沖縄県島尻郡北大東村中野 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｷﾀﾀﾞｲﾄｳｿﾝﾅｶﾉ

9013903 沖縄県島尻郡北大東村港 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｷﾀﾀﾞｲﾄｳｿﾝﾐﾅﾄ

9013900 沖縄県島尻郡北大東村以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｷﾀﾀﾞｲﾄｳｿﾝｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ



9013801 沖縄県島尻郡南大東村北 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾞｲﾄｳｿﾝｷﾀ

9013804 沖縄県島尻郡南大東村南 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾞｲﾄｳｿﾝﾐﾅﾐ

9013806 沖縄県島尻郡南大東村池之沢 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾞｲﾄｳｿﾝｲｹﾉｻﾜ

9013802 沖縄県島尻郡南大東村新東 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾞｲﾄｳｿﾝｼﾝﾄｳ

9013805 沖縄県島尻郡南大東村在所 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾞｲﾄｳｿﾝｻﾞｲｼﾖ

9013803 沖縄県島尻郡南大東村旧東 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾞｲﾄｳｿﾝｷﾕｳﾄｳ

9013800 沖縄県島尻郡南大東村以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝﾐﾅﾐﾀﾞｲﾄｳｿﾝｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9013601 沖縄県島尻郡渡名喜村渡名喜村一円 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝﾄﾅｷｿﾝﾄﾅｷｿﾝｲﾁｴﾝ

9013501 沖縄県島尻郡渡嘉敷村渡嘉敷 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝﾄｶｼｷｿﾝﾄｶｼｷ

9013500 沖縄県島尻郡渡嘉敷村以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝﾄｶｼｷｿﾝｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9013502 沖縄県島尻郡渡嘉敷村阿波連 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝﾄｶｼｷｿﾝｱﾊﾚﾝ

9013402 沖縄県島尻郡座間味村座間味 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｻﾞﾏﾐｿﾝｻﾞﾏﾐ

9013312 沖縄県島尻郡座間味村慶留間 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｻﾞﾏﾐｿﾝｹﾞﾙﾏ

9013400 沖縄県島尻郡座間味村以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｻﾞﾏﾐｿﾝｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9013403 沖縄県島尻郡座間味村阿真 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｻﾞﾏﾐｿﾝｱﾏ

9013401 沖縄県島尻郡座間味村阿佐 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｻﾞﾏﾐｿﾝｱｻ

9013311 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｻﾞﾏﾐｿﾝｱｶ

9013133 沖縄県島尻郡久米島町北原 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｷﾀﾊﾗ

9013108 沖縄県島尻郡久米島町比嘉 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳﾋｶﾞ

9013102 沖縄県島尻郡久米島町比屋定 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳﾋﾔｼﾞﾖｳ

9013114 沖縄県島尻郡久米島町島尻 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｼﾏｼﾞﾘ

9013125 沖縄県島尻郡久米島町鳥島 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳﾄﾘｼﾏ

9013124 沖縄県島尻郡久米島町仲泊 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳﾅｶﾄﾞﾏﾘ

9013136 沖縄県島尻郡久米島町仲地 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳﾅｶﾁ

9013135 沖縄県島尻郡久米島町仲村渠 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ

9013123 沖縄県島尻郡久米島町大田 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｵｵﾀ

9013132 沖縄県島尻郡久米島町大原 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｵｵﾊﾗ

9013113 沖縄県島尻郡久米島町銭田 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｾﾞﾝﾀﾞ

9013131 沖縄県島尻郡久米島町西銘 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳﾆｼﾒ

9013104 沖縄県島尻郡久米島町真謝 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳﾏｼﾞﾔ

9013112 沖縄県島尻郡久米島町真我里 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳﾏｶﾞﾘ

9013138 沖縄県島尻郡久米島町上江洲 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｳｴｽﾞ

9013107 沖縄県島尻郡久米島町謝名堂 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｼﾞﾔﾅﾄﾞｳ

9013137 沖縄県島尻郡久米島町山里 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳﾔﾏｻﾞﾄ

9013111 沖縄県島尻郡久米島町山城 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳﾔﾏｸﾞｽｸ

9013122 沖縄県島尻郡久米島町兼城 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｶﾈｸﾞｽｸ

9013134 沖縄県島尻郡久米島町具志川 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｸﾞｼｶﾜ

9013115 沖縄県島尻郡久米島町儀間 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｷﾞﾏ

9013121 沖縄県島尻郡久米島町嘉手苅 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｶﾃﾞｶﾙ



9013106 沖縄県島尻郡久米島町奥武 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｵｳ

9013105 沖縄県島尻郡久米島町宇根 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｳﾈ

9013101 沖縄県島尻郡久米島町宇江城 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｳｴｸﾞｽｸ

9013100 沖縄県島尻郡久米島町以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9013103 沖縄県島尻郡久米島町阿嘉 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｸﾒｼﾞﾏﾁﾖｳｱｶ

9050705 沖縄県島尻郡伊平屋村野甫 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲﾍﾔｿﾝﾉﾎ

9050704 沖縄県島尻郡伊平屋村島尻 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲﾍﾔｿﾝｼﾏｼﾞﾘ

9050701 沖縄県島尻郡伊平屋村田名 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲﾍﾔｿﾝﾀﾞﾅ

9050702 沖縄県島尻郡伊平屋村前泊 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲﾍﾔｿﾝﾏｴﾄﾞﾏﾘ

9050703 沖縄県島尻郡伊平屋村我喜屋 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲﾍﾔｿﾝｶﾞｷﾔ

9050700 沖縄県島尻郡伊平屋村以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲﾍﾔｿﾝｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9050601 沖縄県島尻郡伊是名村内花 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲｾﾞﾅｿﾝｳﾁﾊﾅ

9050603 沖縄県島尻郡伊是名村仲田 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲｾﾞﾅｿﾝﾅｶﾀﾞ

9050605 沖縄県島尻郡伊是名村勢理客 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲｾﾞﾅｿﾝｾﾘｷﾔｸ

9050602 沖縄県島尻郡伊是名村諸見 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲｾﾞﾅｿﾝｼﾖﾐ

9050604 沖縄県島尻郡伊是名村伊是名 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲｾﾞﾅｿﾝｲｾﾞﾅ

9050600 沖縄県島尻郡伊是名村以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｲｾﾞﾅｿﾝｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9013701 沖縄県島尻郡粟国村浜 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｱｸﾞﾆｿﾝﾊﾏ

9013702 沖縄県島尻郡粟国村東 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｱｸﾞﾆｿﾝﾋｶﾞｼ

9013703 沖縄県島尻郡粟国村西 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｱｸﾞﾆｿﾝﾆｼ

9013700 沖縄県島尻郡粟国村以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝｼﾏｼﾞﾘｸﾞﾝｱｸﾞﾆｿﾝｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9070451 沖縄県石垣市桴海 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾌｶｲ

9070333 沖縄県石垣市野底 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾉｿｺ

9070021 沖縄県石垣市名蔵 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾅｸﾞﾗ

9070003 沖縄県石垣市平得 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾋﾗｴ

9070331 沖縄県石垣市平久保 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾋﾗｸﾎﾞ

9070013 沖縄県石垣市浜崎町 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾊﾏｻｷﾁﾖｳ

9070012 沖縄県石垣市美崎町 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾐｻｷﾁﾖｳ

9070011 沖縄県石垣市八島町 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾔｼﾏﾁﾖｳ

9070242 沖縄県石垣市白保 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼｼﾗﾎ

9070015 沖縄県石垣市南ぬ浜町 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾊﾟｲﾇﾊﾏﾁﾖｳ

9070241 沖縄県石垣市桃里 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾄｳｻﾞﾄ

9070031 沖縄県石垣市登野城尖閣 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾄﾉｼﾛｾﾝｶｸ

9070004 沖縄県石垣市登野城 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾄﾉｼﾛ

9070001 沖縄県石垣市大浜 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼｵｵﾊﾏ

9070022 沖縄県石垣市大川 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼｵｵｶﾜ

9070453 沖縄県石垣市川平 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼｶﾋﾞﾗ

9070023 沖縄県石垣市石垣 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼｲｼｶﾞｷ

9070244 沖縄県石垣市盛山 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾓﾘﾔﾏ



9070002 沖縄県石垣市真栄里 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾏｴｻﾞﾄ

9070024 沖縄県石垣市新川 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼｱﾗｶﾜ

9070014 沖縄県石垣市新栄町 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼｼﾝｴｲﾁﾖｳ

9070452 沖縄県石垣市崎枝 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼｻｷｴﾀﾞ

9070243 沖縄県石垣市宮良 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼﾐﾔﾗ

9070332 沖縄県石垣市伊原間 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼｲﾊﾞﾙﾏ

9070000 沖縄県石垣市以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝｲｼｶﾞｷｼｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9050502 沖縄県国頭郡伊江村東江前 ｵｷﾅﾜｹﾝｸﾆｶﾞﾐｸﾞﾝｲｴｿﾝﾋｶﾞｼｴﾏｴ

9050501 沖縄県国頭郡伊江村東江上 ｵｷﾅﾜｹﾝｸﾆｶﾞﾐｸﾞﾝｲｴｿﾝﾋｶﾞｼｴｳｴ

9050503 沖縄県国頭郡伊江村川平 ｵｷﾅﾜｹﾝｸﾆｶﾞﾐｸﾞﾝｲｴｿﾝｶﾜﾋﾗ

9050504 沖縄県国頭郡伊江村西江前 ｵｷﾅﾜｹﾝｸﾆｶﾞﾐｸﾞﾝｲｴｿﾝﾆｼｴﾏｴ

9050505 沖縄県国頭郡伊江村西江上 ｵｷﾅﾜｹﾝｸﾆｶﾞﾐｸﾞﾝｲｴｿﾝﾆｼｴｳｴ

9050500 沖縄県国頭郡伊江村以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝｸﾆｶﾞﾐｸﾞﾝｲｴｿﾝｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9060011 沖縄県宮古島市平良東仲宗根添 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗﾋｶﾞｼﾅｶｿﾈｿﾞｴ

9060007 沖縄県宮古島市平良東仲宗根 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗﾋｶﾞｼﾅｶｿﾈ

9060003 沖縄県宮古島市平良島尻 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗｼﾏｼﾞﾘ

9060421 沖縄県宮古島市平良池間 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗｲｹﾏ

9060001 沖縄県宮古島市平良大神 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗｵｵｶﾞﾐ

9060004 沖縄県宮古島市平良大浦 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗｵｵｳﾗ

9060422 沖縄県宮古島市平良前里 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗﾏｴｻﾞﾄ

9060012 沖縄県宮古島市平良西里 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗﾆｼｻﾞﾄ

9060006 沖縄県宮古島市平良西仲宗根 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗﾆｼﾅｶｿﾈ

9060005 沖縄県宮古島市平良西原 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗﾆｼﾊﾗ

9060014 沖縄県宮古島市平良松原 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗﾏﾂﾊﾞﾗ

9060002 沖縄県宮古島市平良狩俣 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗｶﾘﾏﾀ

9060015 沖縄県宮古島市平良久貝 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗｸｶﾞｲ

9060008 沖縄県宮古島市平良荷川取 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗﾆｶﾄﾞﾘ

9060013 沖縄県宮古島市平良下里 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼﾋﾗﾗｼﾓｻﾞﾄ

9060107 沖縄県宮古島市城辺友利 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｸﾞｽｸﾍﾞﾄﾓﾘ

9060101 沖縄県宮古島市城辺保良 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｸﾞｽｸﾍﾞﾎﾞﾗ

9060103 沖縄県宮古島市城辺福里 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｸﾞｽｸﾍﾞﾌｸｻﾞﾄ

9060104 沖縄県宮古島市城辺比嘉 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｸﾞｽｸﾍﾞﾋｶﾞ

9060105 沖縄県宮古島市城辺長間 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｸﾞｽｸﾍﾞﾅｶﾞﾏ

9060106 沖縄県宮古島市城辺西里添 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｸﾞｽｸﾍﾞﾆｼｻﾞﾄｿｴ

9060102 沖縄県宮古島市城辺新城 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｸﾞｽｸﾍﾞｱﾗｸﾞｽｸ

9060108 沖縄県宮古島市城辺砂川 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｸﾞｽｸﾍﾞｳﾙｶ

9060109 沖縄県宮古島市城辺下里添 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｸﾞｽｸﾍﾞｼﾓｻﾞﾄｿｴ

9060201 沖縄県宮古島市上野野原 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｳｴﾉﾉﾊﾞﾙ

9060202 沖縄県宮古島市上野新里 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｳｴﾉｼﾝｻﾞﾄ



9060204 沖縄県宮古島市上野上野 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｳｴﾉｳｴﾉ

9060203 沖縄県宮古島市上野宮国 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｳｴﾉﾐﾔｸﾞﾆ

9060306 沖縄県宮古島市下地来間 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｼﾓｼﾞｸﾘﾏ

9060305 沖縄県宮古島市下地与那覇 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｼﾓｼﾞﾖﾅﾊ

9060301 沖縄県宮古島市下地川満 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｼﾓｼﾞｶﾜﾐﾂ

9060304 沖縄県宮古島市下地上地 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｼﾓｼﾞｳｴﾁ

9060303 沖縄県宮古島市下地洲鎌 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｼﾓｼﾞｽｶﾞﾏ

9060302 沖縄県宮古島市下地嘉手苅 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｼﾓｼﾞｶﾃﾞｶﾘ

9060506 沖縄県宮古島市伊良部長浜 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｲﾗﾌﾞﾅｶﾞﾊﾏ

9060504 沖縄県宮古島市伊良部仲地 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｲﾗﾌﾞﾅｶﾁ

9060502 沖縄県宮古島市伊良部池間添 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｲﾗﾌﾞｲｹﾏｿｴ

9060501 沖縄県宮古島市伊良部前里添 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｲﾗﾌﾞﾏｴｻﾄｿｴ

9060507 沖縄県宮古島市伊良部佐和田 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｲﾗﾌﾞｻﾜﾀﾞ

9060505 沖縄県宮古島市伊良部国仲 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｲﾗﾌﾞｸﾆﾅｶ

9060503 沖縄県宮古島市伊良部伊良部 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｲﾗﾌﾞｲﾗﾌﾞ

9060000 沖縄県宮古島市以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｼﾞﾏｼｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ

9060602 沖縄県宮古郡多良間村仲筋 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｸﾞﾝﾀﾗﾏｿﾝﾅｶｽｼﾞ

9060603 沖縄県宮古郡多良間村水納 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｸﾞﾝﾀﾗﾏｿﾝﾐﾝﾅ

9060601 沖縄県宮古郡多良間村塩川 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｸﾞﾝﾀﾗﾏｿﾝｼｵｶﾜ

9060600 沖縄県宮古郡多良間村以下に掲載がない場合 ｵｷﾅﾜｹﾝﾐﾔｺｸﾞﾝﾀﾗﾏｿﾝｲｶﾆｹｲｻｲｶﾞﾅｲﾊﾞｱｲ


