
区 名 フリガナ 郵便番号 郵便番号 区 名 フリガナ

ア 七宝町秋竹 アキタケ 497-0003 497-0001 七宝町沖之島 オキノシマ

七宝町伊福 イフク 497-0005 497-0002 七宝町遠島 トオシマ

七宝町沖之島 オキノシマ 497-0001 497-0003 七宝町秋竹 アキタケ

カ 七宝町桂 カツラ 497-0004 497-0004 七宝町桂 カツラ

七宝町川部 カワベ 497-0013 497-0005 七宝町伊福 イフク

サ 七宝町下田 シモダ 497-0012 497-0006 七宝町下之森 シモノモリ

七宝町下之森 シモノモリ 497-0006 497-0011 七宝町安松 ヤスマツ

タ 七宝町鷹居 タカイ 497-0014 497-0012 七宝町下田 シモダ

七宝町遠島 トオシマ 497-0002 497-0013 七宝町川部 カワベ

七宝町徳実 トクザネ 497-0016 497-0014 七宝町鷹居 タカイ

ナ 七宝町鯰橋 ナマズバシ 497-0015 497-0015 七宝町鯰橋 ナマズバシ

ヤ 七宝町安松 ヤスマツ 497-0011 497-0016 七宝町徳実 トクザネ

区名⇔郵便番号　一覧表
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住所でお探しの方 郵便番号でお探しの方



区 名 フリガナ 郵便番号 郵便番号 区 名 フリガナ

ア 乙之子 オトノコ 490-1213 490-1201 古道 フルミチ

カ 金岩 カナイワ 490-1221 490-1202 富塚 トミツカ

木折 キオリ 490-1203 490-1203 木折 キオリ

木田 キダ 490-1222 490-1204 花長 ハナオサ

北苅 キタガリ 490-1214 490-1205 花正 ハナマサ

小橋方 コバシガタ 490-1212 490-1206 東溝口 ヒガシミゾグチ

サ 篠田 シノダ 490-1211 490-1207 二ツ寺 フタツデラ

タ 丹波 タンバ 490-1224 490-1211 篠田 シノダ

富塚 トミツカ 490-1202 490-1212 小橋方 コバシガタ

ナ 中橋 ナカハシ 490-1226 490-1213 乙之子 オトノコ

ハ 蜂須賀 ハチスカ 490-1225 490-1214 北苅 キタガリ

花長 ハナオサ 490-1204 490-1221 金岩 カナイワ

花正 ハナマサ 490-1205 490-1222 木田 キダ

東溝口 ヒガシミゾグチ 490-1206 490-1223 森山 モリヤマ

二ツ寺 フタツデラ 490-1207 490-1224 丹波 タンバ

古道 フルミチ 490-1201 490-1225 蜂須賀 ハチスカ

マ 森山 モリヤマ 490-1223 490-1226 中橋 ナカハシ

区名⇔郵便番号　一覧表

住所でお探しの方 郵便番号でお探しの方
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区 名 フリガナ 郵便番号 郵便番号 区 名 フリガナ

ア 石作 イシヅクリ 490-1102 490-1101 方領 ホウリョウ

カ 上萱津 カミカヤヅ 490-1112 490-1102 石作 イシヅクリ

サ 栄 サカエ 490-1103 490-1103 栄 サカエ

坂牧 サカマキ 490-1115 490-1104 西今宿 ニシイマジュク

下萱津 シモカヤヅ 490-1114 490-1105 新居屋 ニイヤ

甚目寺 ジモクジ 490-1111 490-1106 小路 ショウジ

小路 ショウジ 490-1106 490-1107 森 モリ

ナ 中萱津 ナカカヤヅ 490-1113 490-1111 甚目寺 ジモクジ

新居屋 ニイヤ 490-1105 490-1112 上萱津 カミカヤヅ

西今宿 ニシイマジュク 490-1104 490-1113 中萱津 ナカカヤヅ

ハ 方領 ホウリョウ 490-1101 490-1114 下萱津 シモカヤヅ

本郷 ホンゴウ 490-1116 490-1115 坂牧 サカマキ

マ 森 モリ 490-1107 490-1116 本郷 ホンゴウ

区名⇔郵便番号　一覧表

住所でお探しの方 郵便番号でお探しの方
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