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東京都 三宅島　三宅村 三宅島 100-1100 東京都 三宅島三宅村 以下に掲載がない場合
東京都 100-1101 東京都 三宅島三宅村 神着
東京都 100-1102 東京都 三宅島三宅村 伊豆
東京都 100-1103 東京都 三宅島三宅村 伊ケ谷
東京都 100-1211 東京都 三宅島三宅村 坪田
東京都 100-1212 東京都 三宅島三宅村 阿古
東京都 100-1213 東京都 三宅島三宅村 雄山
東京都 八丈島　八丈町 八丈島 100-1400 東京都 八丈島八丈町 以下に掲載がない場合
東京都 100-1401 東京都 八丈島八丈町 大賀郷
東京都 100-1511 東京都 八丈島八丈町 三根
東京都 100-1621 東京都 八丈島八丈町 樫立
東京都 100-1622 東京都 八丈島八丈町 末吉
東京都 100-1623 東京都 八丈島八丈町 中之郷
東京都 神津島村 神津島 100-0601 東京都 神津島村 神津島村一円
東京都 青ヶ島村 青ヶ島 100-1701 東京都 青ヶ島村 青ヶ島村一円
東京都 小笠原村沖ノ鳥島 鳥島 100-2100 東京都 小笠原村 以下に掲載がない場合
東京都 小笠原村父島 父島 100-2101 東京都 小笠原村 父島
東京都 小笠原村母島 母島 100-2211 東京都 小笠原村 母島
奄美市 奄美大島 894-0000 鹿児島県 奄美市 以下に掲載がない場合
奄美市 894-0001 鹿児島県 奄美市 名瀬大熊
奄美市 894-0002 鹿児島県 奄美市 名瀬有屋
奄美市 894-0003 鹿児島県 奄美市 名瀬仲勝
奄美市 894-0004 鹿児島県 奄美市 名瀬鳩浜町
奄美市 894-0005 鹿児島県 奄美市 名瀬佐大熊町
奄美市 894-0006 鹿児島県 奄美市 名瀬小浜町
奄美市 894-0007 鹿児島県 奄美市 名瀬和光町
奄美市 894-0008 鹿児島県 奄美市 名瀬浦上（その他）
奄美市 894-0009 鹿児島県 奄美市 名瀬大熊町
奄美市 894-0011 鹿児島県 奄美市 名瀬安勝町
奄美市 894-0012 鹿児島県 奄美市 名瀬小俣町
奄美市 894-0013 鹿児島県 奄美市 名瀬春日町
奄美市 894-0014 鹿児島県 奄美市 名瀬平田町
奄美市 894-0015 鹿児島県 奄美市 名瀬真名津町
奄美市 894-0016 鹿児島県 奄美市 名瀬古田町
奄美市 894-0017 鹿児島県 奄美市 名瀬石橋町
奄美市 894-0021 鹿児島県 奄美市 名瀬伊津部町
奄美市 894-0022 鹿児島県 奄美市 名瀬久里町
奄美市 894-0023 鹿児島県 奄美市 名瀬永田町
奄美市 894-0024 鹿児島県 奄美市 名瀬井根町
奄美市 894-0025 鹿児島県 奄美市 名瀬幸町
奄美市 894-0026 鹿児島県 奄美市 名瀬港町
奄美市 894-0027 鹿児島県 奄美市 名瀬末広町
奄美市 894-0031 鹿児島県 奄美市 名瀬金久町
奄美市 894-0032 鹿児島県 奄美市 名瀬柳町
奄美市 894-0033 鹿児島県 奄美市 名瀬矢之脇町
奄美市 894-0034 鹿児島県 奄美市 名瀬入舟町
奄美市 894-0035 鹿児島県 奄美市 名瀬塩浜町
奄美市 894-0036 鹿児島県 奄美市 名瀬長浜町
奄美市 894-0041 鹿児島県 奄美市 名瀬朝仁新町
奄美市 894-0042 鹿児島県 奄美市 名瀬朝仁町
奄美市 894-0043 鹿児島県 奄美市 名瀬朝仁
奄美市 894-0044 鹿児島県 奄美市 名瀬浜里町
奄美市 894-0045 鹿児島県 奄美市 名瀬平松町
奄美市 894-0046 鹿児島県 奄美市 名瀬小宿
奄美市 894-0047 鹿児島県 奄美市 名瀬知名瀬
奄美市 894-0048 鹿児島県 奄美市 名瀬根瀬部
奄美市 894-0061 鹿児島県 奄美市 名瀬朝日町
奄美市 894-0062 鹿児島県 奄美市 名瀬有屋町
奄美市 894-0063 鹿児島県 奄美市 名瀬仲勝町
奄美市 894-0068 鹿児島県 奄美市 名瀬浦上町
奄美市 894-0108 鹿児島県 奄美市 名瀬浦上（小又）
奄美市 894-0351 鹿児島県 奄美市 名瀬芦花部
奄美市 894-0352 鹿児島県 奄美市 名瀬有良
奄美市 894-0501 鹿児島県 奄美市 笠利町宇宿
奄美市 894-0502 鹿児島県 奄美市 笠利町万屋
奄美市 894-0503 鹿児島県 奄美市 笠利町和野
奄美市 894-0504 鹿児島県 奄美市 笠利町節田
奄美市 894-0505 鹿児島県 奄美市 笠利町平
奄美市 894-0506 鹿児島県 奄美市 笠利町手花部
奄美市 894-0507 鹿児島県 奄美市 笠利町喜瀬
奄美市 894-0508 鹿児島県 奄美市 笠利町用安
奄美市 894-0511 鹿児島県 奄美市 笠利町里
奄美市 894-0512 鹿児島県 奄美市 笠利町中金久
奄美市 894-0513 鹿児島県 奄美市 笠利町外金久
奄美市 894-0621 鹿児島県 奄美市 笠利町用
奄美市 894-0622 鹿児島県 奄美市 笠利町笠利
奄美市 894-0623 鹿児島県 奄美市 笠利町辺留
奄美市 894-0624 鹿児島県 奄美市 笠利町須野
奄美市 894-0625 鹿児島県 奄美市 笠利町川上
奄美市 894-0626 鹿児島県 奄美市 笠利町屋仁
奄美市 894-0627 鹿児島県 奄美市 笠利町佐仁
奄美市 894-0771 鹿児島県 奄美市 名瀬小湊
奄美市 894-0772 鹿児島県 奄美市 名瀬西仲勝
奄美市 894-0773 鹿児島県 奄美市 名瀬朝戸
奄美市 894-0774 鹿児島県 奄美市 名瀬伊津部勝
奄美市 894-0775 鹿児島県 奄美市 名瀬名瀬勝
奄美市 894-0776 鹿児島県 奄美市 名瀬崎原
奄美市 894-1111 鹿児島県 奄美市 住用町城
奄美市 894-1112 鹿児島県 奄美市 住用町和瀬
奄美市 894-1113 鹿児島県 奄美市 住用町見里
奄美市 894-1114 鹿児島県 奄美市 住用町東仲間

1



市・区・郡 町・村 島名 郵便番号 都道府県 市区郡町村名称 大字通称名称

奄美市 894-1115 鹿児島県 奄美市 住用町川内
奄美市 894-1116 鹿児島県 奄美市 住用町摺勝
奄美市 894-1201 鹿児島県 奄美市 住用町石原
奄美市 894-1202 鹿児島県 奄美市 住用町西仲間
奄美市 894-1203 鹿児島県 奄美市 住用町神屋
奄美市 894-1204 鹿児島県 奄美市 住用町山間（その他）
奄美市 894-1205 鹿児島県 奄美市 住用町役勝
奄美市 894-1304 鹿児島県 奄美市 住用町山間（４９３～５９２番地、戸玉）
奄美市 894-1321 鹿児島県 奄美市 住用町市
大島郡 大和村 奄美大島 894-3100 鹿児島県 大島郡大和村 以下に掲載がない場合
大島郡 894-3101 鹿児島県 大島郡大和村 国直
大島郡 894-3102 鹿児島県 大島郡大和村 湯湾釜
大島郡 894-3103 鹿児島県 大島郡大和村 津名久
大島郡 894-3104 鹿児島県 大島郡大和村 思勝
大島郡 894-3105 鹿児島県 大島郡大和村 大和浜
大島郡 894-3106 鹿児島県 大島郡大和村 大棚
大島郡 894-3107 鹿児島県 大島郡大和村 大金久
大島郡 894-3211 鹿児島県 大島郡大和村 戸円
大島郡 894-3212 鹿児島県 大島郡大和村 名音
大島郡 894-3213 鹿児島県 大島郡大和村 志戸勘
大島郡 894-3214 鹿児島県 大島郡大和村 今里
大島郡 宇検村 奄美大島 894-3300 鹿児島県 大島郡宇検村 以下に掲載がない場合
大島郡 894-3301 鹿児島県 大島郡宇検村 湯湾
大島郡 894-3302 鹿児島県 大島郡宇検村 芦検
大島郡 894-3303 鹿児島県 大島郡宇検村 田検
大島郡 894-3304 鹿児島県 大島郡宇検村 須古
大島郡 894-3305 鹿児島県 大島郡宇検村 石良
大島郡 894-3411 鹿児島県 大島郡宇検村 宇検
大島郡 894-3412 鹿児島県 大島郡宇検村 久志
大島郡 894-3413 鹿児島県 大島郡宇検村 生勝
大島郡 894-3521 鹿児島県 大島郡宇検村 名柄
大島郡 894-3522 鹿児島県 大島郡宇検村 佐念
大島郡 894-3523 鹿児島県 大島郡宇検村 部連
大島郡 894-3631 鹿児島県 大島郡宇検村 平田
大島郡 894-3632 鹿児島県 大島郡宇検村 阿室
大島郡 894-3633 鹿児島県 大島郡宇検村 屋鈍
大島郡 瀬戸内町大字古仁屋 奄美大島 894-1501 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（高丘）
大島郡 894-1502 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（宮前）
大島郡 894-1503 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（大湊）
大島郡 894-1504 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（春日）
大島郡 894-1505 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（松江）
大島郡 894-1506 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（船津）
大島郡 894-1507 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（瀬久井）
大島郡 894-1508 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋
大島郡 894-1509 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋瀬久井東
大島郡 894-1510 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋瀬久井西
大島郡 瀬戸内町古仁屋瀬久井西 奄美大島 894-1510 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋瀬久井西
大島郡 瀬戸内町古仁屋瀬久井東 奄美大島 894-1509 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋瀬久井東
大島郡 龍郷町 奄美大島 894-0100 鹿児島県 大島郡龍郷町 以下に掲載がない場合
大島郡 894-0101 鹿児島県 大島郡龍郷町 屋入
大島郡 894-0102 鹿児島県 大島郡龍郷町 瀬留
大島郡 894-0103 鹿児島県 大島郡龍郷町 玉里
大島郡 894-0104 鹿児島県 大島郡龍郷町 浦
大島郡 894-0105 鹿児島県 大島郡龍郷町 大勝
大島郡 894-0106 鹿児島県 大島郡龍郷町 中勝
大島郡 894-0107 鹿児島県 大島郡龍郷町 戸口
大島郡 894-0321 鹿児島県 大島郡龍郷町 龍郷
大島郡 894-0322 鹿児島県 大島郡龍郷町 久場
大島郡 894-0323 鹿児島県 大島郡龍郷町 安木屋場
大島郡 894-0324 鹿児島県 大島郡龍郷町 円
大島郡 894-0331 鹿児島県 大島郡龍郷町 嘉渡
大島郡 894-0332 鹿児島県 大島郡龍郷町 幾里
大島郡 894-0333 鹿児島県 大島郡龍郷町 秋名
大島郡 894-0411 鹿児島県 大島郡龍郷町 赤尾木
大島郡 894-0412 鹿児島県 大島郡龍郷町 芦徳
大島郡 喜界町 奄美大島 891-6141 鹿児島県 大島郡喜界町 伊実久
大島郡 891-6142 鹿児島県 大島郡喜界町 小野津
大島郡 891-6143 鹿児島県 大島郡喜界町 志戸桶
大島郡 891-6144 鹿児島県 大島郡喜界町 佐手久
大島郡 891-6151 鹿児島県 大島郡喜界町 塩道
大島郡 891-6152 鹿児島県 大島郡喜界町 早町
大島郡 891-6153 鹿児島県 大島郡喜界町 長嶺
大島郡 891-6154 鹿児島県 大島郡喜界町 白水
大島郡 891-6161 鹿児島県 大島郡喜界町 嘉鈍
大島郡 891-6162 鹿児島県 大島郡喜界町 阿伝
大島郡 891-6163 鹿児島県 大島郡喜界町 花良治（蒲生）
大島郡 891-6164 鹿児島県 大島郡喜界町 花良治
大島郡 891-6200 鹿児島県 大島郡喜界町 以下に掲載がない場合
大島郡 891-6201 鹿児島県 大島郡喜界町 赤連
大島郡 891-6202 鹿児島県 大島郡喜界町 湾
大島郡 891-6203 鹿児島県 大島郡喜界町 中里
大島郡 891-6211 鹿児島県 大島郡喜界町 中間
大島郡 891-6212 鹿児島県 大島郡喜界町 中熊（先内）
大島郡 891-6213 鹿児島県 大島郡喜界町 大朝戸
大島郡 891-6214 鹿児島県 大島郡喜界町 西目
大島郡 891-6215 鹿児島県 大島郡喜界町 中熊
大島郡 891-6216 鹿児島県 大島郡喜界町 坂嶺
大島郡 891-6217 鹿児島県 大島郡喜界町 伊砂
大島郡 891-6221 鹿児島県 大島郡喜界町 池治
大島郡 891-6222 鹿児島県 大島郡喜界町 島中
大島郡 891-6223 鹿児島県 大島郡喜界町 滝川
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大島郡 891-6224 鹿児島県 大島郡喜界町 城久
大島郡 891-6225 鹿児島県 大島郡喜界町 山田
大島郡 891-6226 鹿児島県 大島郡喜界町 羽里
大島郡 891-6227 鹿児島県 大島郡喜界町 川嶺
大島郡 891-6228 鹿児島県 大島郡喜界町 浦原
大島郡 891-6229 鹿児島県 大島郡喜界町 先山
大島郡 891-6231 鹿児島県 大島郡喜界町 荒木
大島郡 891-6232 鹿児島県 大島郡喜界町 手久津久
大島郡 891-6233 鹿児島県 大島郡喜界町 上嘉鉄
大島郡 徳之島町 徳之島 891-7100 鹿児島県 大島郡徳之島町 以下に掲載がない場合
大島郡 891-7101 鹿児島県 大島郡徳之島町 亀津
大島郡 891-7102 鹿児島県 大島郡徳之島町 亀徳
大島郡 891-7103 鹿児島県 大島郡徳之島町 南原
大島郡 891-7104 鹿児島県 大島郡徳之島町 尾母
大島郡 891-7105 鹿児島県 大島郡徳之島町 白井
大島郡 891-7111 鹿児島県 大島郡徳之島町 徳和瀬
大島郡 891-7112 鹿児島県 大島郡徳之島町 諸田
大島郡 891-7113 鹿児島県 大島郡徳之島町 神之嶺
大島郡 891-7114 鹿児島県 大島郡徳之島町 井之川
大島郡 891-7115 鹿児島県 大島郡徳之島町 下久志
大島郡 891-7116 鹿児島県 大島郡徳之島町 旭ケ丘
大島郡 891-7421 鹿児島県 大島郡徳之島町 手々
大島郡 891-7422 鹿児島県 大島郡徳之島町 金見
大島郡 891-7423 鹿児島県 大島郡徳之島町 山
大島郡 891-7424 鹿児島県 大島郡徳之島町 轟木
大島郡 891-7425 鹿児島県 大島郡徳之島町 花徳
大島郡 891-7426 鹿児島県 大島郡徳之島町 母間
大島郡 天城町 徳之島 891-7600 鹿児島県 大島郡天城町 以下に掲載がない場合
大島郡 891-7601 鹿児島県 大島郡天城町 与名間
大島郡 891-7602 鹿児島県 大島郡天城町 松原
大島郡 891-7603 鹿児島県 大島郡天城町 岡前
大島郡 891-7604 鹿児島県 大島郡天城町 前野
大島郡 891-7605 鹿児島県 大島郡天城町 浅間
大島郡 891-7611 鹿児島県 大島郡天城町 天城
大島郡 891-7612 鹿児島県 大島郡天城町 平土野
大島郡 891-7621 鹿児島県 大島郡天城町 兼久
大島郡 891-7622 鹿児島県 大島郡天城町 大津川
大島郡 891-7623 鹿児島県 大島郡天城町 瀬滝
大島郡 891-7624 鹿児島県 大島郡天城町 当部
大島郡 891-7731 鹿児島県 大島郡天城町 西阿木名
大島郡 伊仙町 徳之島 891-8111 鹿児島県 大島郡伊仙町 喜念
大島郡 891-8112 鹿児島県 大島郡伊仙町 佐弁
大島郡 891-8113 鹿児島県 大島郡伊仙町 目手久
大島郡 891-8114 鹿児島県 大島郡伊仙町 面縄
大島郡 891-8115 鹿児島県 大島郡伊仙町 古里
大島郡 891-8116 鹿児島県 大島郡伊仙町 検福（その他）
大島郡 891-8117 鹿児島県 大島郡伊仙町 中山
大島郡 891-8201 鹿児島県 大島郡伊仙町 伊仙
大島郡 891-8216 鹿児島県 大島郡伊仙町 検福（４１６～５１６番地）
大島郡 891-8221 鹿児島県 大島郡伊仙町 阿三（７９９の１～８６７番地）
大島郡 891-8300 鹿児島県 大島郡伊仙町 以下に掲載がない場合
大島郡 891-8321 鹿児島県 大島郡伊仙町 阿三（その他）
大島郡 891-8322 鹿児島県 大島郡伊仙町 阿権
大島郡 891-8323 鹿児島県 大島郡伊仙町 木之香
大島郡 891-8324 鹿児島県 大島郡伊仙町 糸木名
大島郡 891-8325 鹿児島県 大島郡伊仙町 八重竿
大島郡 891-8326 鹿児島県 大島郡伊仙町 馬根
大島郡 891-8327 鹿児島県 大島郡伊仙町 犬田布
大島郡 891-8328 鹿児島県 大島郡伊仙町 崎原
大島郡 891-8329 鹿児島県 大島郡伊仙町 小島
大島郡 和泊町 沖永良部島 891-9100 鹿児島県 大島郡和泊町 以下に掲載がない場合
大島郡 891-9101 鹿児島県 大島郡和泊町 国頭
大島郡 891-9102 鹿児島県 大島郡和泊町 喜美留
大島郡 891-9103 鹿児島県 大島郡和泊町 出花
大島郡 891-9104 鹿児島県 大島郡和泊町 西原
大島郡 891-9111 鹿児島県 大島郡和泊町 手々知名
大島郡 891-9112 鹿児島県 大島郡和泊町 和泊
大島郡 891-9113 鹿児島県 大島郡和泊町 和
大島郡 891-9114 鹿児島県 大島郡和泊町 畦布
大島郡 891-9115 鹿児島県 大島郡和泊町 伊延
大島郡 891-9116 鹿児島県 大島郡和泊町 上手々知名
大島郡 891-9121 鹿児島県 大島郡和泊町 根折
大島郡 891-9122 鹿児島県 大島郡和泊町 玉城
大島郡 891-9123 鹿児島県 大島郡和泊町 皆川
大島郡 891-9124 鹿児島県 大島郡和泊町 古里
大島郡 891-9125 鹿児島県 大島郡和泊町 大城
大島郡 891-9131 鹿児島県 大島郡和泊町 内城
大島郡 891-9132 鹿児島県 大島郡和泊町 後蘭
大島郡 891-9133 鹿児島県 大島郡和泊町 谷山
大島郡 891-9134 鹿児島県 大島郡和泊町 仁志
大島郡 891-9135 鹿児島県 大島郡和泊町 永嶺
大島郡 891-9136 鹿児島県 大島郡和泊町 瀬名
大島郡 知名町 沖永良部島 891-9200 鹿児島県 大島郡知名町 以下に掲載がない場合
大島郡 891-9201 鹿児島県 大島郡知名町 余多
大島郡 891-9202 鹿児島県 大島郡知名町 屋者
大島郡 891-9203 鹿児島県 大島郡知名町 下平川
大島郡 891-9204 鹿児島県 大島郡知名町 上平川
大島郡 891-9205 鹿児島県 大島郡知名町 久志検
大島郡 891-9206 鹿児島県 大島郡知名町 赤嶺
大島郡 891-9207 鹿児島県 大島郡知名町 竿津
大島郡 891-9211 鹿児島県 大島郡知名町 芦清良
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大島郡 891-9212 鹿児島県 大島郡知名町 黒貫
大島郡 891-9213 鹿児島県 大島郡知名町 瀬利覚
大島郡 891-9214 鹿児島県 大島郡知名町 知名
大島郡 891-9215 鹿児島県 大島郡知名町 屋子母
大島郡 891-9221 鹿児島県 大島郡知名町 大津勘
大島郡 891-9222 鹿児島県 大島郡知名町 徳時
大島郡 891-9223 鹿児島県 大島郡知名町 住吉
大島郡 891-9224 鹿児島県 大島郡知名町 正名
大島郡 891-9231 鹿児島県 大島郡知名町 田皆
大島郡 891-9232 鹿児島県 大島郡知名町 新城
大島郡 891-9233 鹿児島県 大島郡知名町 下城
大島郡 891-9234 鹿児島県 大島郡知名町 上城
大島郡 与論町 与論島 891-9300 鹿児島県 大島郡与論町 以下に掲載がない場合
大島郡 891-9301 鹿児島県 大島郡与論町 茶花
大島郡 891-9302 鹿児島県 大島郡与論町 立長
大島郡 891-9303 鹿児島県 大島郡与論町 城
大島郡 891-9304 鹿児島県 大島郡与論町 朝戸
大島郡 891-9305 鹿児島県 大島郡与論町 西区
大島郡 891-9306 鹿児島県 大島郡与論町 東区
大島郡 891-9307 鹿児島県 大島郡与論町 古里
大島郡 891-9308 鹿児島県 大島郡与論町 那間
大島郡 891-9309 鹿児島県 大島郡与論町 叶
石垣市 石垣島 907-0000 沖縄県 石垣市 以下に掲載がない場合
石垣市 907-0001 沖縄県 石垣市 大浜
石垣市 907-0002 沖縄県 石垣市 真栄里
石垣市 907-0003 沖縄県 石垣市 平得
石垣市 907-0004 沖縄県 石垣市 登野城
石垣市 907-0011 沖縄県 石垣市 八島町
石垣市 907-0012 沖縄県 石垣市 美崎町
石垣市 907-0013 沖縄県 石垣市 浜崎町
石垣市 907-0014 沖縄県 石垣市 新栄町
石垣市 907-0021 沖縄県 石垣市 名蔵
石垣市 907-0022 沖縄県 石垣市 大川
石垣市 907-0023 沖縄県 石垣市 石垣
石垣市 907-0024 沖縄県 石垣市 新川
石垣市 907-0241 沖縄県 石垣市 桃里
石垣市 907-0242 沖縄県 石垣市 白保
石垣市 907-0243 沖縄県 石垣市 宮良
石垣市 907-0244 沖縄県 石垣市 盛山
石垣市 907-0331 沖縄県 石垣市 平久保
石垣市 907-0332 沖縄県 石垣市 伊原間
石垣市 907-0333 沖縄県 石垣市 野底
石垣市 907-0451 沖縄県 石垣市 桴海
石垣市 907-0452 沖縄県 石垣市 崎枝
石垣市 907-0453 沖縄県 石垣市 川平
宮古島市 伊良部字池間添 伊良部島 906-0502 沖縄県 宮古島市 伊良部池間添
宮古島市 伊良部字伊良部 伊良部島 906-0503 沖縄県 宮古島市 伊良部伊良部
宮古島市 伊良部字国仲 下地島 906-0505 沖縄県 宮古島市 伊良部国仲
宮古島市 伊良部字佐和田 伊良部島 906-0507 沖縄県 宮古島市 伊良部佐和田
宮古島市 伊良部字仲地 伊良部島 906-0504 沖縄県 宮古島市 伊良部仲地
宮古島市 伊良部字長浜 伊良部島 906-0506 沖縄県 宮古島市 伊良部長浜
宮古島市 伊良部字前里添 伊良部島 906-0501 沖縄県 宮古島市 伊良部前里添
宮古島市 上野 宮古島 906-0201 沖縄県 宮古島市 上野野原
宮古島市 906-0202 沖縄県 宮古島市 上野新里
宮古島市 906-0203 沖縄県 宮古島市 上野宮国
宮古島市 906-0204 沖縄県 宮古島市 上野上野
宮古島市 城辺 宮古島 906-0101 沖縄県 宮古島市 城辺保良
宮古島市 906-0102 沖縄県 宮古島市 城辺新城
宮古島市 906-0103 沖縄県 宮古島市 城辺福里
宮古島市 906-0104 沖縄県 宮古島市 城辺比嘉
宮古島市 906-0105 沖縄県 宮古島市 城辺長間
宮古島市 906-0106 沖縄県 宮古島市 城辺西里添
宮古島市 906-0107 沖縄県 宮古島市 城辺友利
宮古島市 906-0108 沖縄県 宮古島市 城辺砂川
宮古島市 906-0109 沖縄県 宮古島市 城辺下里添
宮古島市 下地字上池 宮古島 906-0304 沖縄県 宮古島市 下地上地
宮古島市 下地字嘉手苅 宮古島 906-0302 沖縄県 宮古島市 下地嘉手苅
宮古島市 下地字川満 宮古島 906-0301 沖縄県 宮古島市 下地川満
宮古島市 下地字来間 来間島 906-0306 沖縄県 宮古島市 下地来間
宮古島市 下地字洲鎌 宮古島 906-0303 沖縄県 宮古島市 下地洲鎌
宮古島市 下地字与那覇 宮古島 906-0305 沖縄県 宮古島市 下地与那覇
宮古島市 平良字池間 池間島 906-0421 沖縄県 宮古島市 平良池間
宮古島市 平良字大浦 宮古島 906-0004 沖縄県 宮古島市 平良大浦
宮古島市 平良字大神 大神島 906-0001 沖縄県 宮古島市 平良大神
宮古島市 平良字狩俣 宮古島 906-0002 沖縄県 宮古島市 平良狩俣
宮古島市 平良字久貝 宮古島 906-0015 沖縄県 宮古島市 平良久貝
宮古島市 平良字島尻 宮古島 906-0003 沖縄県 宮古島市 平良島尻
宮古島市 平良字下里 宮古島 906-0013 沖縄県 宮古島市 平良下里
宮古島市 平良字荷川取 宮古島 906-0008 沖縄県 宮古島市 平良荷川取
宮古島市 平良字西里 宮古島 906-0012 沖縄県 宮古島市 平良西里
宮古島市 平良字西仲宗根 宮古島 906-0006 沖縄県 宮古島市 平良西仲宗根
宮古島市 平良字西原 宮古島 906-0005 沖縄県 宮古島市 平良西原
宮古島市 平良字東仲宗根 宮古島 906-0007 沖縄県 宮古島市 平良東仲宗根
宮古島市 906-0011 沖縄県 宮古島市 平良東仲宗根添
宮古島市 平良字前里 池間島 906-0422 沖縄県 宮古島市 平良前里
宮古島市 平良字松原 宮古島 906-0014 沖縄県 宮古島市 平良松原
島尻郡 南大東村 南大東島 901-3800 沖縄県 島尻郡南大東村 以下に掲載がない場合
島尻郡 901-3801 沖縄県 島尻郡南大東村 北
島尻郡 901-3802 沖縄県 島尻郡南大東村 新東
島尻郡 901-3803 沖縄県 島尻郡南大東村 旧東
島尻郡 901-3804 沖縄県 島尻郡南大東村 南
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島尻郡 901-3805 沖縄県 島尻郡南大東村 在所
島尻郡 901-3806 沖縄県 島尻郡南大東村 池之沢
島尻郡 北大東村 北大東島 901-3900 沖縄県 島尻郡北大東村 以下に掲載がない場合
島尻郡 901-3901 沖縄県 島尻郡北大東村 南
島尻郡 901-3902 沖縄県 島尻郡北大東村 中野
島尻郡 901-3903 沖縄県 島尻郡北大東村 港
島尻郡 久米島町 久米島 901-3100 沖縄県 島尻郡久米島町 以下に掲載がない場合
島尻郡 901-3101 沖縄県 島尻郡久米島町 宇江城
島尻郡 901-3102 沖縄県 島尻郡久米島町 比屋定
島尻郡 901-3103 沖縄県 島尻郡久米島町 阿嘉
島尻郡 901-3104 沖縄県 島尻郡久米島町 真謝
島尻郡 901-3105 沖縄県 島尻郡久米島町 宇根
島尻郡 901-3106 沖縄県 島尻郡久米島町 奥武
島尻郡 901-3107 沖縄県 島尻郡久米島町 謝名堂
島尻郡 901-3108 沖縄県 島尻郡久米島町 比嘉
島尻郡 901-3111 沖縄県 島尻郡久米島町 山城
島尻郡 901-3112 沖縄県 島尻郡久米島町 真我里
島尻郡 901-3113 沖縄県 島尻郡久米島町 銭田
島尻郡 901-3114 沖縄県 島尻郡久米島町 島尻
島尻郡 901-3115 沖縄県 島尻郡久米島町 儀間
島尻郡 901-3121 沖縄県 島尻郡久米島町 嘉手苅
島尻郡 901-3122 沖縄県 島尻郡久米島町 兼城
島尻郡 901-3123 沖縄県 島尻郡久米島町 大田
島尻郡 901-3124 沖縄県 島尻郡久米島町 仲泊
島尻郡 901-3125 沖縄県 島尻郡久米島町 鳥島
島尻郡 901-3131 沖縄県 島尻郡久米島町 西銘
島尻郡 901-3132 沖縄県 島尻郡久米島町 大原
島尻郡 901-3133 沖縄県 島尻郡久米島町 北原
島尻郡 901-3134 沖縄県 島尻郡久米島町 具志川
島尻郡 901-3135 沖縄県 島尻郡久米島町 仲村渠
島尻郡 901-3136 沖縄県 島尻郡久米島町 仲地
島尻郡 901-3137 沖縄県 島尻郡久米島町 山里
島尻郡 901-3138 沖縄県 島尻郡久米島町 上江洲
宮古郡 多良間村 多良間島 906-0600 沖縄県 宮古郡多良間村 以下に掲載がない場合
宮古郡 906-0601 沖縄県 宮古郡多良間村 塩川
宮古郡 906-0602 沖縄県 宮古郡多良間村 仲筋
宮古郡 906-0603 沖縄県 宮古郡多良間村 水納
八重山郡 竹富町字新城 新城島 907-1435 沖縄県 八重山郡竹富町 新城
八重山郡 竹富町字西表 西表島 907-1542 沖縄県 八重山郡竹富町 西表
八重山郡 竹富町字上原 西表島 907-1541 沖縄県 八重山郡竹富町 上原
八重山郡 竹富町字黒島 黒島 907-1311 沖縄県 八重山郡竹富町 黒島
八重山郡 竹富町字小浜 小浜島 907-1221 沖縄県 八重山郡竹富町 小浜
八重山郡 竹富町字古見 西表島 907-1432 沖縄県 八重山郡竹富町 古見
八重山郡 竹富町字崎山 西表島 907-1543 沖縄県 八重山郡竹富町 崎山
八重山郡 竹富町字高那 西表島 907-1431 沖縄県 八重山郡竹富町 高那
八重山郡 竹富町字竹富 竹富島 907-1101 沖縄県 八重山郡竹富町 竹富
八重山郡 竹富町字南風見 西表島 907-1433 沖縄県 八重山郡竹富町 南風見仲
八重山郡 907-1434 沖縄県 八重山郡竹富町 南風見
八重山郡 竹富町字南風見仲 西表島 907-1433 沖縄県 八重山郡竹富町 南風見仲
八重山郡 竹富町字波照間 波照間島 907-1751 沖縄県 八重山郡竹富町 波照間
八重山郡 竹富町字鳩間 鳩間島 907-1544 沖縄県 八重山郡竹富町 鳩間
八重山郡 与那国町 与那国島 907-1800 沖縄県 八重山郡与那国町 以下に掲載がない場合
八重山郡 907-1801 沖縄県 八重山郡与那国町 与那国
うるま市 勝連津堅 津堅島 904-2317 沖縄県 うるま市 勝連津堅
南城市 知念字久高 久高島 901-1501 沖縄県 南城市 知念久高
国頭郡 伊江村 905-0500 沖縄県 国頭郡伊江村 以下に掲載がない場合
国頭郡 905-0501 沖縄県 国頭郡伊江村 東江上
国頭郡 905-0502 沖縄県 国頭郡伊江村 東江前
国頭郡 905-0503 沖縄県 国頭郡伊江村 川平
国頭郡 905-0504 沖縄県 国頭郡伊江村 西江前
国頭郡 905-0505 沖縄県 国頭郡伊江村 西江上
島尻郡 渡嘉敷村 渡嘉敷島 901-3500 沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 以下に掲載がない場合
島尻郡 901-3501 沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷
島尻郡 901-3502 沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 阿波連
島尻郡 渡嘉敷村字前島 渡嘉敷島 901-3500 沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 以下に掲載がない場合
島尻郡 座間味村字阿嘉 阿嘉島 901-3311 沖縄県 島尻郡座間味村 阿嘉
島尻郡 座間味村字阿佐 座間味島 901-3401 沖縄県 島尻郡座間味村 阿佐
島尻郡 座間味村字阿真 座間味島 901-3403 沖縄県 島尻郡座間味村 阿真
島尻郡 座間味村字慶留間 慶留間島 901-3312 沖縄県 島尻郡座間味村 慶留間
島尻郡 座間味村字座間味 座間味島 901-3402 沖縄県 島尻郡座間味村 座間味
島尻郡 粟国村 粟国島 901-3700 沖縄県 島尻郡粟国村 以下に掲載がない場合
島尻郡 901-3701 沖縄県 島尻郡粟国村 浜
島尻郡 901-3702 沖縄県 島尻郡粟国村 東
島尻郡 901-3703 沖縄県 島尻郡粟国村 西
島尻郡 渡名喜村 渡名喜島 901-3601 沖縄県 島尻郡渡名喜村 渡名喜村一円
島尻郡 伊平屋村 伊平屋島 905-0700 沖縄県 島尻郡伊平屋村 以下に掲載がない場合
島尻郡 905-0701 沖縄県 島尻郡伊平屋村 田名
島尻郡 905-0702 沖縄県 島尻郡伊平屋村 前泊
島尻郡 905-0703 沖縄県 島尻郡伊平屋村 我喜屋
島尻郡 905-0704 沖縄県 島尻郡伊平屋村 島尻
島尻郡 905-0705 沖縄県 島尻郡伊平屋村 野甫
島尻郡 伊是名村 伊是名島 905-0600 沖縄県 島尻郡伊是名村 以下に掲載がない場合
島尻郡 905-0601 沖縄県 島尻郡伊是名村 内花
島尻郡 905-0602 沖縄県 島尻郡伊是名村 諸見
島尻郡 905-0603 沖縄県 島尻郡伊是名村 仲田
島尻郡 905-0604 沖縄県 島尻郡伊是名村 伊是名
島尻郡 905-0605 沖縄県 島尻郡伊是名村 勢理客
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