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あ 愛光町 ｱｲｺｳﾁﾖｳ 味酒 和泉北１丁目 ｲﾂﾞﾐｷﾀ 1 ﾁﾖｳﾒ 石井 大西谷 ｵｵﾆｼﾀﾞﾆ 粟井
安居島 ｱｲｼﾞﾏ 北条 和泉北２丁目 ｲﾂﾞﾐｷﾀ 2 ﾁﾖｳﾒ 石井 大橋町 ｵｵﾊｼﾏﾁ 荏原
会津町 ｱｲﾂﾞﾏﾁ 宮前 和泉北３丁目 ｲﾂﾞﾐｷﾀ 3 ﾁﾖｳﾒ 石井 小川 ｵｶﾞﾜ 粟井
青波町 ｱｵﾅﾐﾏﾁ 日浦 和泉北４丁目 ｲﾂﾞﾐｷﾀ 4 ﾁﾖｳﾒ 石井 尾儀原 ｵｷﾞﾊﾗ 立岩
青葉台 ｱｵﾊﾞﾀﾞｲ 宮前 和泉南１丁目 ｲﾂﾞﾐﾐﾅﾐ 1 ﾁﾖｳﾒ 石井 小栗１丁目 ｵｸﾞﾘ 1 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
浅海原 ｱｻﾅﾐﾊﾗ 浅海 和泉南２丁目 ｲﾂﾞﾐﾐﾅﾐ 2 ﾁﾖｳﾒ 石井 小栗２丁目 ｵｸﾞﾘ 2 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
浅海本谷 ｱｻﾅﾐﾎﾝﾀﾞﾆ 浅海 和泉南３丁目 ｲﾂﾞﾐﾐﾅﾐ 3 ﾁﾖｳﾒ 石井 小栗３丁目 ｵｸﾞﾘ 3 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
朝日ヶ丘１丁目 ｱｻﾋｶﾞｵｶ 1 ﾁﾖｳﾒ 味酒 和泉南４丁目 ｲﾂﾞﾐﾐﾅﾐ 4 ﾁﾖｳﾒ 石井 小栗４丁目 ｵｸﾞﾘ 4 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
朝日ヶ丘２丁目 ｱｻﾋｶﾞｵｶ 2 ﾁﾖｳﾒ 味酒 和泉南５丁目 ｲﾂﾞﾐﾐﾅﾐ 5 ﾁﾖｳﾒ 石井 小栗５丁目 ｵｸﾞﾘ 5 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
旭町 ｱｻﾋﾏﾁ 東雲 和泉南６丁目 ｲﾂﾞﾐﾐﾅﾐ 6 ﾁﾖｳﾒ 石井 小栗６丁目 ｵｸﾞﾘ 6 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
朝美１丁目 ｱｻﾐ 1 ﾁﾖｳﾒ 味酒 井門町 ｲﾄﾞﾏﾁ 浮穴 小栗７丁目 ｵｸﾞﾘ 7 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
朝美２丁目 ｱｻﾐ 2 ﾁﾖｳﾒ 味酒 猪木 ｲﾉｷ 立岩 小栗町 ｵｸﾞﾘﾏﾁ 雄郡
朝生田町 ｱｿﾀﾞﾏﾁ 石井 今在家１丁目 ｲﾏｻﾞｲｹ 1 ﾁﾖｳﾒ 石井 越智町 ｵﾁﾏﾁ 石井
朝生田町１丁目 ｱｿﾀﾞﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 石井 今在家２丁目 ｲﾏｻﾞｲｹ 2 ﾁﾖｳﾒ 石井 小野町 ｵﾉﾏﾁ 小野
朝生田町２丁目 ｱｿﾀﾞﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 石井 今在家３丁目 ｲﾏｻﾞｲｹ 3 ﾁﾖｳﾒ 石井 小浜 ｵﾊﾞﾏ 中島
朝生田町３丁目 ｱｿﾀﾞﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 石井 今在家４丁目 ｲﾏｻﾞｲｹ 4 ﾁﾖｳﾒ 石井 小山田 ｵﾔﾏﾀﾞ 立岩
朝生田町４丁目 ｱｿﾀﾞﾏﾁ 4 ﾁﾖｳﾒ 石井 今在家町 ｲﾏｻﾞｲｹﾏﾁ 石井 恩地町 ｵﾝｼﾞﾏﾁ 五明
朝生田町５丁目 ｱｿﾀﾞﾏﾁ 5 ﾁﾖｳﾒ 石井 祝谷２丁目 ｲﾜｲﾀﾞﾆ 2 ﾁﾖｳﾒ 道後 か 海岸通 ｶｲｶﾞﾝﾄﾞｵﾘ 味生
朝生田町６丁目 ｱｿﾀﾞﾏﾁ 6 ﾁﾖｳﾒ 石井 祝谷３丁目 ｲﾜｲﾀﾞﾆ 3 ﾁﾖｳﾒ 道後 春日町 ｶｽｶﾞﾏﾁ 雄郡
朝生田町７丁目 ｱｿﾀﾞﾏﾁ 7 ﾁﾖｳﾒ 石井 祝谷４丁目 ｲﾜｲﾀﾞﾆ 4 ﾁﾖｳﾒ 道後 上総町 ｶｽﾞｻﾏﾁ 五明
天山１丁目 ｱﾏﾔﾏ 1 ﾁﾖｳﾒ 石井 祝谷５丁目 ｲﾜｲﾀﾞﾆ 5 ﾁﾖｳﾒ 道後 片山 ｶﾀﾔﾏ 河野
天山２丁目 ｱﾏﾔﾏ 2 ﾁﾖｳﾒ 石井 祝谷６丁目 ｲﾜｲﾀﾞﾆ 6 ﾁﾖｳﾒ 道後 歩行町１丁目 ｶﾁﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 東雲
天山３丁目 ｱﾏﾔﾏ 3 ﾁﾖｳﾒ 石井 祝谷西町 ｲﾜｲﾀﾞﾆﾆｼﾏﾁ 道後 歩行町２丁目 ｶﾁﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 東雲
天山町 ｱﾏﾔﾏﾏﾁ 石井 祝谷東町 ｲﾜｲﾀﾞﾆﾋｶﾞｼﾏﾁ 道後 勝岡町 ｶﾂｵｶﾁﾖｳ 和気
粟井河原 ｱﾜｲｶﾜﾗ 粟井 祝谷町１丁目 ｲﾜｲﾀﾞﾆﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 道後 勝山町１丁目 ｶﾂﾔﾏﾁﾖｳ 1 ﾁﾖｳﾒ 東雲
安城寺町 ｱﾝｼﾞﾖｳｼﾞﾏﾁ 久枝 岩崎町１丁目 ｲﾜｻｷﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 道後 勝山町２丁目 ｶﾂﾔﾏﾁﾖｳ 2 ﾁﾖｳﾒ 東雲

い 居相町 ｲｱｲﾏﾁ 石井 岩崎町２丁目 ｲﾜｻｷﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 道後 門田町 ｶﾄﾞﾀﾏﾁ 由良
居相１丁目 ｲｱｲ 1 ﾁﾖｳﾒ 石井 院内 ｲﾝﾅｲ 正岡 鹿峰 ｶﾉﾐﾈ 粟井
居相２丁目 ｲｱｲ 2 ﾁﾖｳﾒ 石井 う 上野町 ｳｴﾉﾏﾁ 荏原 上伊台町 ｶﾐｲﾀﾞｲﾏﾁ 伊台
居相３丁目 ｲｱｲ 3 ﾁﾖｳﾒ 石井 牛谷 ｳｼﾀﾞﾆ 河野 上市１丁目 ｶﾐｲﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 道後
居相４丁目 ｲｱｲ 4 ﾁﾖｳﾒ 石井 内浜町 ｳﾁﾊﾏﾁﾖｳ 宮前 上市２丁目 ｶﾐｲﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 道後
居相５丁目 ｲｱｲ 5 ﾁﾖｳﾒ 石井 内宮町 ｳﾁﾐﾔﾁﾖｳ 堀江 上川原町 ｶﾐｶﾞﾜﾗﾏﾁ 荏原
居相６丁目 ｲｱｲ 6 ﾁﾖｳﾒ 石井 馬木町 ｳﾏｷﾁﾖｳ 和気 上高野町 ｶﾐﾀｶﾉﾏﾁ 湯山
生石町 ｲｸｼﾏﾁ 新玉 梅木町 ｳﾒｷﾏﾁ 五明 上難波 ｶﾐﾅﾝﾊﾞ 難波
石手１丁目 ｲｼﾃ 1 ﾁﾖｳﾒ 道後 梅田町 ｳﾒﾀﾞﾏﾁ 三津浜 上怒和 ｶﾐﾇﾜ 中島
石手２丁目 ｲｼﾃ 2 ﾁﾖｳﾒ 道後 宇和間 ｳﾜﾏ 中島 鴨川１丁目 ｶﾓｶﾞﾜ 1 ﾁﾖｳﾒ 潮見
石手３丁目 ｲｼﾃ 3 ﾁﾖｳﾒ 道後 え 永代町 ｴｲﾀﾞｲﾏﾁ 雄郡 鴨川２丁目 ｶﾓｶﾞﾜ 2 ﾁﾖｳﾒ 潮見
石手４丁目 ｲｼﾃ 4 ﾁﾖｳﾒ 道後 枝松１丁目 ｴﾀﾞﾏﾂ 1 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 鴨川３丁目 ｶﾓｶﾞﾜ 3 ﾁﾖｳﾒ 久枝
石手５丁目 ｲｼﾃ 5 ﾁﾖｳﾒ 道後 枝松２丁目 ｴﾀﾞﾏﾂ 2 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 鴨之池 ｶﾓﾉｲｹ 粟井
石手白石 ｲｼﾃｼﾗｲｼ 道後 枝松３丁目 ｴﾀﾞﾏﾂ 3 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 萱町１丁目 ｶﾔﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 新玉
石風呂町 ｲｼﾌﾛﾏﾁ 高浜 枝松４丁目 ｴﾀﾞﾏﾂ 4 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 萱町２丁目 ｶﾔﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 味酒
泉町 ｲｽﾞﾐﾏﾁ 雄郡 枝松５丁目 ｴﾀﾞﾏﾂ 5 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 萱町３丁目 ｶﾔﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 味酒
磯河内 ｲｿｺｳﾁ 粟井 枝松６丁目 ｴﾀﾞﾏﾂ 6 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 萱町４丁目 ｶﾔﾏﾁ 4 ﾁﾖｳﾒ 味酒
市坪北１丁目 ｲﾁﾂﾎﾞｷﾀ 1 ﾁﾖｳﾒ 余土 恵原町 ｴﾊﾞﾗﾏﾁ 荏原 萱町５丁目 ｶﾔﾏﾁ 5 ﾁﾖｳﾒ 味酒
市坪北２丁目 ｲﾁﾂﾎﾞｷﾀ 2 ﾁﾖｳﾒ 余土 お 大井野町 ｵｵｲﾉﾏﾁ 日浦 萱町６丁目 ｶﾔﾏﾁ 6 ﾁﾖｳﾒ 味酒
市坪西町 ｲﾁﾂﾎﾞﾆｼﾏﾁ 余土 大浦 ｵｵｳﾗ 難波 河中町 ｶﾜﾅｶﾏﾁ 日浦
市坪町 ｲﾁﾂﾎﾞﾏﾁ 石井 大街道１丁目 ｵｵｶｲﾄﾞｳ 1 ﾁﾖｳﾒ 番町 川の郷町 ｶﾜﾉｺﾞｳﾏﾁ 日浦
市坪南１丁目 ｲﾁﾂﾎﾞﾐﾅﾐ 1 ﾁﾖｳﾒ 余土 大街道２丁目 ｵｵｶｲﾄﾞｳ 2 ﾁﾖｳﾒ 番町 河原町 ｶﾜﾗﾏﾁ 八坂
市坪南２丁目 ｲﾁﾂﾎﾞﾐﾅﾐ 2 ﾁﾖｳﾒ 余土 大街道３丁目 ｵｵｶｲﾄﾞｳ 3 ﾁﾖｳﾒ 東雲 神田町 ｶﾝﾀﾞﾏﾁ 三津浜
市坪南３丁目 ｲﾁﾂﾎﾞﾐﾅﾐ 3 ﾁﾖｳﾒ 余土 大可賀１丁目 ｵｵｶｶﾞ 1 ﾁﾖｳﾒ 味生 き 祗園町 ｷﾞｵﾝﾏﾁ 素鵞
一番町１丁目 ｲﾁﾊﾞﾝﾁﾖｳ 1 ﾁﾖｳﾒ 東雲 大可賀２丁目 ｵｵｶｶﾞ 2 ﾁﾖｳﾒ 味生 儀式 ｷﾞｼｷ 立岩
一番町２丁目 ｲﾁﾊﾞﾝﾁﾖｳ 2 ﾁﾖｳﾒ 東雲 大可賀３丁目 ｵｵｶｶﾞ 3 ﾁﾖｳﾒ 味生 来住町 ｷｼﾏﾁ 久米
一番町３丁目 ｲﾁﾊﾞﾝﾁﾖｳ 3 ﾁﾖｳﾒ 番町 大河内 ｵｵｶﾁ 河野 北井門町 ｷﾀｲﾄﾞﾏﾁ 石井
一番町４丁目 ｲﾁﾊﾞﾝﾁﾖｳ 4 ﾁﾖｳﾒ 番町 大手町１丁目 ｵｵﾃﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 新玉 北井門１丁目 ｷﾀｲﾄﾞ1ﾁﾖｳﾒ 石井
和泉 ｲﾂﾞﾐ 石井 大手町２丁目 ｵｵﾃﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 新玉 北井門２丁目 ｷﾀｲﾄﾞ2ﾁﾖｳﾒ 石井
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北井門３丁目 ｷﾀｲﾄﾞ3ﾁﾖｳﾒ 石井 小坂３丁目 ｺｻｶ 3 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 苞木 ｽﾎﾞｷ 粟井
北井門４丁目 ｷﾀｲﾄﾞ4ﾁﾖｳﾒ 石井 小坂４丁目 ｺｻｶ 4 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 住吉１丁目 ｽﾐﾖｼ 1 ﾁﾖｳﾒ 三津浜
北井門５丁目 ｷﾀｲﾄﾞ5ﾁﾖｳﾒ 石井 小坂５丁目 ｺｻｶ 5 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 住吉２丁目 ｽﾐﾖｼ 2 ﾁﾖｳﾒ 三津浜
北梅本町 ｷﾀｳﾒﾓﾄﾏﾁ 小野 此花町 ｺﾉﾊﾅﾏﾁ 東雲 せ 善応寺 ｾﾞﾝｵｳｼﾞ 河野
北久米町 ｷﾀｸﾒﾏﾁ 久米 小村町 ｺﾑﾗﾏﾁ 荏原 た 太山寺町 ﾀｲｻﾝｼﾞﾁﾖｳ 和気
北斎院町 ｷﾀｻﾔﾁﾖｳ 味生 米野町 ｺﾒﾉﾏﾁ 日浦 高井町 ﾀｶｲﾏﾁ 久米
北立花町 ｷﾀﾀﾁﾊﾞﾅﾏﾁ 八坂 小屋町 ｺﾔﾏﾁ 五明 高岡町 ﾀｶｵｶﾏﾁ 生石
北土居町 ｷﾀﾄﾞｲﾏﾁ 石井 権現町 ｺﾞﾝｹﾞﾝﾁﾖｳ 堀江 高木町 ﾀｶｷﾞﾁﾖｳ 久枝
北藤原町 ｷﾀﾌｼﾞﾜﾗﾏﾁ 雄郡 さ 才之原 ｻｲﾉﾊﾗ 立岩 高砂町１丁目 ﾀｶｻｺﾞﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 清水
北持田町 ｷﾀﾓﾁﾀﾞﾏﾁ 東雲 桜ケ丘 ｻｸﾗｶﾞｵｶ 宮前 高砂町２丁目 ﾀｶｻｺﾞﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 清水
北山町 ｷﾀﾔﾏﾏﾁ 宮前 桜谷町 ｻｸﾗﾀﾞﾆﾁﾖｳ 道後 高砂町３丁目 ﾀｶｻｺﾞﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 清水
北吉田町 ｷﾀﾖｼﾀﾞﾏﾁ 生石 佐古 ｻｺ 河野 高砂町４丁目 ﾀｶｻｺﾞﾏﾁ 4 ﾁﾖｳﾒ 清水
衣山１丁目 ｷﾇﾔﾏ 1 ﾁﾖｳﾒ 味酒 猿川 ｻﾙｶﾜ 立岩 高田 ﾀｶﾀ 正岡
衣山２丁目 ｷﾇﾔﾏ 2 ﾁﾖｳﾒ 味酒 猿川原 ｻﾙｶﾜﾊﾞﾗ 立岩 鷹子町 ﾀｶﾉｺﾏﾁ 久米
衣山３丁目 ｷﾇﾔﾏ 3 ﾁﾖｳﾒ 味酒 三町 ｻﾝﾁﾞﾖｳ 桑原 高野町 ﾀｶﾉﾏﾁ 湯山
衣山４丁目 ｷﾇﾔﾏ 4 ﾁﾖｳﾒ 味酒 三町１丁目 ｻﾝﾁﾖｳ 1 ﾁﾖｳﾒ 桑原 高浜町１丁目 ﾀｶﾊﾏﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 高浜
衣山５丁目 ｷﾇﾔﾏ 5 ﾁﾖｳﾒ 味酒 三町２丁目 ｻﾝﾁﾖｳ 2 ﾁﾖｳﾒ 桑原 高浜町２丁目 ﾀｶﾊﾏﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 高浜
客 ｷﾔｸ 粟井 三町３丁目 ｻﾝﾁﾖｳ 3 ﾁﾖｳﾒ 桑原 高浜町３丁目 ﾀｶﾊﾏﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 高浜
木屋町１丁目 ｷﾔﾁﾖｳ 1 ﾁﾖｳﾒ 味酒 三番町１丁目 ｻﾝﾊﾞﾝﾁﾖｳ 1 ﾁﾖｳﾒ 八坂 高浜町４丁目 ﾀｶﾊﾏﾏﾁ 4 ﾁﾖｳﾒ 高浜
木屋町２丁目 ｷﾔﾁﾖｳ 2 ﾁﾖｳﾒ 味酒 三番町２丁目 ｻﾝﾊﾞﾝﾁﾖｳ 2 ﾁﾖｳﾒ 番町 高浜町５丁目 ﾀｶﾊﾏﾏﾁ 5 ﾁﾖｳﾒ 高浜
木屋町３丁目 ｷﾔﾁﾖｳ 3 ﾁﾖｳﾒ 清水 三番町３丁目 ｻﾝﾊﾞﾝﾁﾖｳ 3 ﾁﾖｳﾒ 番町 高浜町６丁目 ﾀｶﾊﾏﾏﾁ 6 ﾁﾖｳﾒ 高浜
木屋町４丁目 ｷﾔﾁﾖｳ 4 ﾁﾖｳﾒ 清水 三番町４丁目 ｻﾝﾊﾞﾝﾁﾖｳ 4 ﾁﾖｳﾒ 番町 高山町 ﾀｶﾔﾏﾁﾖｳ 宮前
清住１丁目 ｷﾖｽﾐ 1 ﾁﾖｳﾒ 味生 三番町５丁目 ｻﾝﾊﾞﾝﾁﾖｳ 5 ﾁﾖｳﾒ 番町 滝本 ﾀｷﾓﾄ 立岩
清住２丁目 ｷﾖｽﾐ 2 ﾁﾖｳﾒ 味生 三番町６丁目 ｻﾝﾊﾞﾝﾁﾖｳ 6 ﾁﾖｳﾒ 新玉 拓川町 ﾀｸｾﾝﾁﾖｳ 素鵞
喜与町１丁目 ｷﾖﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 東雲 三番町７丁目 ｻﾝﾊﾞﾝﾁﾖｳ 7 ﾁﾖｳﾒ 新玉 竹原２丁目 ﾀｹﾜﾗ 2 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
喜与町２丁目 ｷﾖﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 東雲 三番町８丁目 ｻﾝﾊﾞﾝﾁﾖｳ 8 ﾁﾖｳﾒ 新玉 竹原３丁目 ﾀｹﾜﾗ 3 ﾁﾖｳﾒ 雄郡

く 空港通１丁目 ｸｳｺｳﾄﾞｵﾘ 1 ﾁﾖｳﾒ 雄郡 し 食場町 ｼﾞｷﾊﾞﾏﾁ 湯山 竹原４丁目 ﾀｹﾜﾗ 4 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
空港通２丁目 ｸｳｺｳﾄﾞｵﾘ 2 ﾁﾖｳﾒ 雄郡 志津川町 ｼﾂｶﾜﾏﾁ 潮見 竹原町 ﾀｹﾜﾗﾏﾁ 雄郡
空港通３丁目 ｸｳｺｳﾄﾞｵﾘ 3 ﾁﾖｳﾒ 味生 東雲町 ｼﾉﾉﾒﾁﾖｳ 東雲 竹原町１丁目 ﾀｹﾜﾗﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
空港通４丁目 ｸｳｺｳﾄﾞｵﾘ 4 ﾁﾖｳﾒ 味生 清水町１丁目 ｼﾐｽﾞﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 清水 立花１丁目 ﾀﾁﾊﾞﾅ 1 ﾁﾖｳﾒ 素鵞
空港通５丁目 ｸｳｺｳﾄﾞｵﾘ 5 ﾁﾖｳﾒ 味生 清水町２丁目 ｼﾐｽﾞﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 清水 立花２丁目 ﾀﾁﾊﾞﾅ 2 ﾁﾖｳﾒ 素鵞
空港通６丁目 ｸｳｺｳﾄﾞｵﾘ 6 ﾁﾖｳﾒ 味生 清水町３丁目 ｼﾐｽﾞﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 清水 立花３丁目 ﾀﾁﾊﾞﾅ 3 ﾁﾖｳﾒ 素鵞
空港通７丁目 ｸｳｺｳﾄﾞｵﾘ 7 ﾁﾖｳﾒ 味生 清水町４丁目 ｼﾐｽﾞﾏﾁ 4 ﾁﾖｳﾒ 清水 立花４丁目 ﾀﾁﾊﾞﾅ 4 ﾁﾖｳﾒ 素鵞
九川 ｸｶﾞﾜ 河野 下伊台町 ｼﾓｲﾀﾞｲﾏﾁ 伊台 立花５丁目 ﾀﾁﾊﾞﾅ 5 ﾁﾖｳﾒ 素鵞
久谷町 ｸﾀﾆﾏﾁ 坂本 下難波 ｼﾓﾅﾝﾊﾞ 難波 立花６丁目 ﾀﾁﾊﾞﾅ 6 ﾁﾖｳﾒ 素鵞
久保 ｸﾎﾞ 粟井 宿野町 ｼﾕｸﾉﾏﾁ 湯山 辰巳町 ﾀﾂﾐﾁﾖｳ 宮前
久保田町 ｸﾎﾞﾀﾏﾁ 生石 庄 ｼﾖｳ 難波 立岩米之野 ﾀﾃｲﾜｺﾒﾉﾉ 立岩
窪野町 ｸﾎﾞﾉﾏﾁ 坂本 正円寺１丁目 ｼﾖｳｴﾝｼﾞ 1 ﾁﾖｳﾒ 桑原 立岩中村 ﾀﾃｲﾜﾅｶﾑﾗ 立岩
熊田 ｸﾏﾀ 中島 正円寺２丁目 ｼﾖｳｴﾝｼﾞ 2 ﾁﾖｳﾒ 桑原 谷町 ﾀﾆﾏﾁ 潮見
久万ノ台 ｸﾏﾉﾀﾞｲ 久枝 正円寺３丁目 ｼﾖｳｴﾝｼﾞ 3 ﾁﾖｳﾒ 桑原 玉谷町 ﾀﾏﾀﾆﾏﾁ 日浦
久米窪田町 ｸﾒｸﾎﾞﾀﾏﾁ 久米 正円寺４丁目 ｼﾖｳｴﾝｼﾞ 4 ﾁﾖｳﾒ 桑原 樽味１丁目 ﾀﾙﾐ 1 ﾁﾖｳﾒ 桑原
桑原１丁目 ｸﾜﾊﾞﾗ 1 ﾁﾖｳﾒ 桑原 正円寺町 ｼﾖｳｴﾝｼﾞﾏﾁ 桑原 樽味２丁目 ﾀﾙﾐ 2 ﾁﾖｳﾒ 桑原
桑原２丁目 ｸﾜﾊﾞﾗ 2 ﾁﾖｳﾒ 桑原 常光寺町 ｼﾞﾖｳｺｳｼﾞﾁﾖｳ 道後 樽味３丁目 ﾀﾙﾐ 3 ﾁﾖｳﾒ 桑原
桑原３丁目 ｸﾜﾊﾞﾗ 3 ﾁﾖｳﾒ 桑原 城山町 ｼﾞﾖｳｻﾞﾝﾏﾁ 五明 樽味４丁目 ﾀﾙﾐ 4 ﾁﾖｳﾒ 桑原
桑原４丁目 ｸﾜﾊﾞﾗ 4 ﾁﾖｳﾒ 桑原 庄府 ｼﾖｳﾌﾞ 立岩 樽味町 ﾀﾙﾐﾏﾁ 桑原
桑原５丁目 ｸﾜﾊﾞﾗ 5 ﾁﾖｳﾒ 桑原 常保免 ｼﾞﾖｳﾎｳﾒﾝ 河野 ち 千舟町１丁目 ﾁﾌﾈﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 八坂
桑原６丁目 ｸﾜﾊﾞﾗ 6 ﾁﾖｳﾒ 桑原 浄瑠璃町 ｼﾞﾖｳﾙﾘﾏﾁ 坂本 千舟町２丁目 ﾁﾌﾈﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 八坂
桑原７丁目 ｸﾜﾊﾞﾗ 7 ﾁﾖｳﾒ 桑原 昭和町 ｼﾖｳﾜﾏﾁ 東雲 千舟町３丁目 ﾁﾌﾈﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 番町
桑原町 ｸﾜﾊﾞﾗﾏﾁ 桑原 新石手 ｼﾝｲｼﾃ 道後 千舟町４丁目 ﾁﾌﾈﾏﾁ 4 ﾁﾖｳﾒ 番町

こ 神浦 ｺｳﾉｳﾗ 中島 神次郎町 ｼﾞﾝｼﾞﾛｳﾏﾁ 五明 千舟町５丁目 ﾁﾌﾈﾏﾁ 5 ﾁﾖｳﾒ 番町
河野高山 ｺｳﾉｺﾔﾏ 河野 新立町 ｼﾝﾀﾞﾃﾏﾁ 八坂 千舟町６丁目 ﾁﾌﾈﾏﾁ 6 ﾁﾖｳﾒ 新玉
河野中須賀 ｺｳﾉﾅｶｽｶ 河野 新浜町 ｼﾝﾊﾏﾏﾁ 高浜 千舟町７丁目 ﾁﾌﾈﾏﾁ 7 ﾁﾖｳﾒ 新玉
河野別府 ｺｳﾉﾍﾞﾂﾌﾟ 河野 す 末広町 ｽｴﾋﾛﾏﾁ 雄郡 千舟町８丁目 ﾁﾌﾈﾏﾁ 8 ﾁﾖｳﾒ 新玉
光洋台 ｺｳﾖｳﾀﾞｲ 粟井 末町 ｽｴﾏﾁ 湯山 中央１丁目 ﾁﾕｳｵｳ 1 ﾁﾖｳﾒ 清水
小川谷 ｺｶﾞﾀﾞﾆ 粟井 須賀町 ｽｶﾞﾏﾁ 三津浜 中央２丁目 ﾁﾕｳｵｳ 2 ﾁﾖｳﾒ 清水
小坂１丁目 ｺｻｶ 1 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 杉立町 ｽｷﾞﾀﾃﾏﾁ 湯山 つ 束本１丁目 ﾂｶﾓﾄ 1 ﾁﾖｳﾒ 桑原
小坂２丁目 ｺｻｶ 2 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 菅沢町 ｽｹﾞｻﾞﾜﾏﾁ 五明 束本２丁目 ﾂｶﾓﾄ 2 ﾁﾖｳﾒ 桑原
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束本町 ﾂｶﾓﾄﾏﾁ 桑原 西谷 ﾆｼﾀﾞﾆ 粟井 ひばりヶ丘 ﾋﾊﾞﾘｶﾞｵｶ 宮前
築山町 ﾂｷﾔﾏﾁﾖｳ 八坂 西長戸町 ﾆｼﾅｶﾞﾄﾁﾖｳ 久枝 姫原１丁目 ﾋﾒﾊﾞﾗ 1 ﾁﾖｳﾒ 清水
辻町 ﾂｼﾞﾏﾁ 味酒 西野町 ﾆｼﾉﾏﾁ 荏原 姫原２丁目 ﾋﾒﾊﾞﾗ 2 ﾁﾖｳﾒ 清水
常竹 ﾂﾈﾀｹ 粟井 西垣生町 ﾆｼﾊﾌﾞﾏﾁ 垣生 姫原３丁目 ﾋﾒﾊﾞﾗ 3 ﾁﾖｳﾒ 清水
津吉町 ﾂﾖｼﾏﾁ 荏原 二番町１丁目 ﾆﾊﾞﾝﾁﾖｳ 1 ﾁﾖｳﾒ 東雲 平井町 ﾋﾗｲﾏﾁ 小野
津和地 ﾂﾜｼﾞ 中島 二番町２丁目 ﾆﾊﾞﾝﾁﾖｳ 2 ﾁﾖｳﾒ 番町 平田町 ﾋﾗﾀﾏﾁ 潮見

て 出合 ﾃﾞｱｲ 余土 二番町３丁目 ﾆﾊﾞﾝﾁﾖｳ 3 ﾁﾖｳﾒ 番町 平林 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ 粟井
鉄砲町 ﾃﾂﾎﾟｳﾁﾖｳ 清水 二番町４丁目 ﾆﾊﾞﾝﾁﾖｳ 4 ﾁﾖｳﾒ 番町 ふ 福音寺町 ﾌｸｵﾝｼﾞﾏﾁ 久米

と 土居田町 ﾄﾞｲﾀﾞﾏﾁ 雄郡 饒 ﾆﾖｳ 中島 福角町 ﾌｸｽﾞﾐﾁﾖｳ 堀江
土居町 ﾄﾞｲﾏﾁ 石井 の 野忽那 ﾉｸﾞﾂﾅ 中島 福見川町 ﾌｸﾐｶﾞﾜﾏﾁ 日浦
問屋町 ﾄｲﾔﾁﾖｳ 久枝 は 梅津寺町 ﾊﾞｲｼﾝｼﾞﾏﾁ 高浜 藤野町 ﾌｼﾞﾉﾏﾁ 日浦
道後一万 ﾄﾞｳｺﾞｲﾁﾏﾝ 道後 萩原 ﾊｷﾞﾜﾗ 浅海 藤原１丁目 ﾌｼﾞﾜﾗ 1 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
道後今市 ﾄﾞｳｺﾞｲﾏｲﾁ 道後 白水台１丁目 ﾊｸｽｲﾀﾞｲ 1 ﾁﾖｳﾒ 伊台 藤原２丁目 ﾌｼﾞﾜﾗ 2 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
道後北代 ﾄﾞｳｺﾞｷﾀｼﾛ 道後 白水台２丁目 ﾊｸｽｲﾀﾞｲ 2 ﾁﾖｳﾒ 伊台 藤原町 ﾌｼﾞﾜﾗﾏﾁ 雄郡
道後喜多町 ﾄﾞｳｺﾞｷﾀﾏﾁ 道後 白水台３丁目 ﾊｸｽｲﾀﾞｲ 3 ﾁﾖｳﾒ 伊台 二神 ﾌﾀｶﾞﾐ 中島
道後公園 ﾄﾞｳｺﾞｺｳｴﾝ 道後 白水台４丁目 ﾊｸｽｲﾀﾞｲ 4 ﾁﾖｳﾒ 伊台 府中 ﾌﾁﾕｳ 河野
道後鷺谷町 ﾄﾞｳｺﾞｻｷﾞﾀﾞﾆﾁﾖｳ 道後 白水台５丁目 ﾊｸｽｲﾀﾞｲ 5 ﾁﾖｳﾒ 伊台 船ヶ谷町 ﾌﾈｶﾞﾀﾆﾁﾖｳ 久枝
道後多幸町 ﾄﾞｳｺﾞﾀｺｳﾁﾖｳ 道後 白水台６丁目 ﾊｸｽｲﾀﾞｲ 6 ﾁﾖｳﾒ 伊台 麓 ﾌﾓﾄ 粟井
道後樋又 ﾄﾞｳｺﾞﾋﾏﾀ 道後 畑寺１丁目 ﾊﾀﾃﾞﾗ 1 ﾁﾖｳﾒ 桑原 古川北１丁目 ﾌﾙｶﾜｷﾀ 1 ﾁﾖｳﾒ 石井
道後姫塚 ﾄﾞｳｺﾞﾋﾒﾂﾞｶ 道後 畑寺２丁目 ﾊﾀﾃﾞﾗ 2 ﾁﾖｳﾒ 桑原 古川北２丁目 ﾌﾙｶﾜｷﾀ 2 ﾁﾖｳﾒ 石井
道後町１丁目 ﾄﾞｳｺﾞﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 道後 畑寺３丁目 ﾊﾀﾃﾞﾗ 3 ﾁﾖｳﾒ 桑原 古川北３丁目 ﾌﾙｶﾜｷﾀ 3 ﾁﾖｳﾒ 石井
道後町２丁目 ﾄﾞｳｺﾞﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 道後 畑寺４丁目 ﾊﾀﾃﾞﾗ 4 ﾁﾖｳﾒ 桑原 古川北４丁目 ﾌﾙｶﾜｷﾀ 4 ﾁﾖｳﾒ 石井
道後緑台 ﾄﾞｳｺﾞﾐﾄﾞﾘﾀﾞｲ 道後 畑寺町 ﾊﾀﾃﾞﾗﾏﾁ 桑原 古川西１丁目 ﾌﾙｶﾜﾆｼ 1 ﾁﾖｳﾒ 石井
道後湯月町 ﾄﾞｳｺﾞﾕﾂﾞｷﾁﾖｳ 道後 畑里 ﾊﾀﾘ 中島 古川西２丁目 ﾌﾙｶﾜﾆｼ 2 ﾁﾖｳﾒ 石井
道後湯之町 ﾄﾞｳｺﾞﾕﾉﾏﾁ 道後 八反地 ﾊﾂﾀﾝｼﾞ 正岡 古川西３丁目 ﾌﾙｶﾜﾆｼ 3 ﾁﾖｳﾒ 石井
土手内 ﾄﾞﾃｳﾁ 北条 花園町 ﾊﾅｿﾞﾉﾏﾁ 番町 古川町 ﾌﾙｶﾜﾏﾁ 石井
土橋町 ﾄﾞﾊﾞｼﾏﾁ 雄郡 祓川１丁目 ﾊﾗｲｶﾜ 1 ﾁﾖｳﾒ 宮前 古川南１丁目 ﾌﾙｶﾜﾐﾅﾐ 1 ﾁﾖｳﾒ 石井
泊町 ﾄﾏﾘﾏﾁ 泊 祓川２丁目 ﾊﾗｲｶﾜ 2 ﾁﾖｳﾒ 宮前 古川南２丁目 ﾌﾙｶﾜﾐﾅﾐ 2 ﾁﾖｳﾒ 石井
富久町 ﾄﾐﾋｻﾏﾁ 生石 針田町 ﾊﾘﾀﾏﾁ 雄郡 古川南３丁目 ﾌﾙｶﾜﾐﾅﾐ 3 ﾁﾖｳﾒ 石井

な 中一万町 ﾅｶｲﾁﾏﾝﾏﾁ 東雲 春美町 ﾊﾙﾐﾁﾖｳ 宮前 古三津１丁目 ﾌﾙﾐﾂ 1 ﾁﾖｳﾒ 宮前
永木町１丁目 ﾅｶﾞｷﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 八坂 ひ 東石井1丁目 ﾋｶﾞｼｲｼｲ 1ﾁｮｳﾒ 石井 古三津２丁目 ﾌﾙﾐﾂ 2 ﾁﾖｳﾒ 宮前
永木町２丁目 ﾅｶﾞｷﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 八坂 東石井2丁目 ﾋｶﾞｼｲｼｲ 2ﾁｮｳﾒ 石井 古三津３丁目 ﾌﾙﾐﾂ 3 ﾁﾖｳﾒ 宮前
長師 ﾅｶﾞｼ 中島 東石井3丁目 ﾋｶﾞｼｲｼｲ 3ﾁｮｳﾒ 石井 古三津４丁目 ﾌﾙﾐﾂ 4 ﾁﾖｳﾒ 宮前
中西内 ﾅｶｼﾆｳﾁ 正岡 東石井4丁目 ﾋｶﾞｼｲｼｲ 4ﾁｮｳﾒ 石井 古三津５丁目 ﾌﾙﾐﾂ 5 ﾁﾖｳﾒ 宮前
中島粟井 ﾅｶｼﾞﾏｱﾜｲ 中島 東石井5丁目 ﾋｶﾞｼｲｼｲ 5ﾁｮｳﾒ 石井 古三津６丁目 ﾌﾙﾐﾂ 6 ﾁﾖｳﾒ 宮前
中島大浦 ﾅｶｼﾞﾏｵｵｳﾗ 中島 東石井6丁目 ﾋｶﾞｼｲｼｲ 6ﾁｮｳﾒ 石井 古三津町 ﾌﾙﾐﾂﾏﾁ 宮前
中須賀１丁目 ﾅｶｽｶﾞ 1 ﾁﾖｳﾒ 宮前 東石井7丁目 ﾋｶﾞｼｲｼｲ 7ﾁｮｳﾒ 石井 文京町 ﾌﾞﾝｷﾖｳﾁﾖｳ 東雲
中須賀２丁目 ﾅｶｽｶﾞ 2 ﾁﾖｳﾒ 宮前 東石井町 ﾋｶﾞｼｲｼｲﾏﾁ 石井 へ 平和通１丁目 ﾍｲﾜﾄﾞｵﾘ 1 ﾁﾖｳﾒ 東雲
中須賀３丁目 ﾅｶｽｶﾞ 3 ﾁﾖｳﾒ 宮前 東一万町 ﾋｶﾞｼｲﾁﾏﾝﾏﾁ 東雲 平和通２丁目 ﾍｲﾜﾄﾞｵﾘ 2 ﾁﾖｳﾒ 清水
中通 ﾅｶﾄﾞｵﾘ 難波 東大栗町 ﾋｶﾞｼｵｵｸﾞﾘﾁﾖｳ 堀江 平和通３丁目 ﾍｲﾜﾄﾞｵﾘ 3 ﾁﾖｳﾒ 清水
中西外 ﾅｶﾆｼｿﾄ 正岡 東方町 ﾋｶﾞｼｶﾞﾀﾏﾁ 荏原 平和通４丁目 ﾍｲﾜﾄﾞｵﾘ 4 ﾁﾖｳﾒ 清水
中野町 ﾅｶﾉﾏﾁ 荏原 東川町 ﾋｶﾞｼｶﾞﾜﾏﾁ 日浦 平和通５丁目 ﾍｲﾜﾄﾞｵﾘ 5 ﾁﾖｳﾒ 味酒
中村１丁目 ﾅｶﾑﾗ 1 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 東長戸１丁目 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾄ 1 ﾁﾖｳﾒ 久枝 平和通６丁目 ﾍｲﾜﾄﾞｵﾘ 6 ﾁﾖｳﾒ 味酒
中村２丁目 ﾅｶﾑﾗ 2 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 東長戸２丁目 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾄ 2 ﾁﾖｳﾒ 久枝 別府町 ﾍﾞﾌﾁﾖｳ 味生
中村３丁目 ﾅｶﾑﾗ 3 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 東長戸３丁目 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾄ 3 ﾁﾖｳﾒ 久枝 ほ 北条 ﾎｳｼﾞﾖｳ 北条
中村４丁目 ﾅｶﾑﾗ 4 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 東長戸４丁目 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾄ 4 ﾁﾖｳﾒ 久枝 北条辻 ﾎｳｼﾞﾖｳﾂｼﾞ 北条
中村５丁目 ﾅｶﾑﾗ 5 ﾁﾖｳﾒ 素鵞 東長戸町 ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾄﾁﾖｳ 久枝 保免上１丁目 ﾎｳﾒﾝｶﾐ 1 ﾁﾖｳﾒ 余土
夏目 ﾅﾂﾒ 河野 東野１丁目 ﾋｶﾞｼﾉ 1 ﾁﾖｳﾒ 桑原 保免上２丁目 ﾎｳﾒﾝｶﾐ 2 ﾁﾖｳﾒ 余土

に 西石井１丁目 ﾆｼｲｼｲ １ﾁﾖｳﾒ 石井 東野２丁目 ﾋｶﾞｼﾉ 2 ﾁﾖｳﾒ 桑原 保免中１丁目 ﾎｳﾒﾝﾅｶ 1 ﾁﾖｳﾒ 余土
西石井2丁目 ﾆｼｲｼｲ 2ﾁﾖｳﾒ 石井 東野３丁目 ﾋｶﾞｼﾉ 3 ﾁﾖｳﾒ 桑原 保免中２丁目 ﾎｳﾒﾝﾅｶ 2 ﾁﾖｳﾒ 余土
西石井3丁目 ﾆｼｲｼｲ 3ﾁﾖｳﾒ 石井 東野４丁目 ﾋｶﾞｼﾉ 4 ﾁﾖｳﾒ 桑原 保免中３丁目 ﾎｳﾒﾝﾅｶ 3 ﾁﾖｳﾒ 余土
西石井4丁目 ﾆｼｲｼｲ 4ﾁﾖｳﾒ 石井 東野５丁目 ﾋｶﾞｼﾉ 5 ﾁﾖｳﾒ 桑原 保免西１丁目 ﾎｳﾒﾝﾆｼ 1 ﾁﾖｳﾒ 余土
西石井5丁目 ﾆｼｲｼｲ 5ﾁﾖｳﾒ 石井 東野６丁目 ﾋｶﾞｼﾉ 6 ﾁﾖｳﾒ 桑原 保免西２丁目 ﾎｳﾒﾝﾆｼ 2 ﾁﾖｳﾒ 余土
西石井6丁目 ﾆｼｲｼｲ 6ﾁﾖｳﾒ 石井 東野町 ﾋｶﾞｼﾉﾏﾁ 桑原 保免西３丁目 ﾎｳﾒﾝﾆｼ 3 ﾁﾖｳﾒ 余土
西石井町 ﾆｼｲｼｲﾏﾁ 石井 東垣生町 ﾋｶﾞｼﾊﾌﾞﾏﾁ 垣生 保免西４丁目 ﾎｳﾒﾝﾆｼ 4 ﾁﾖｳﾒ 余土
西一万町 ﾆｼｲﾁﾏﾝﾏﾁ 東雲 東山町 ﾋｶﾞｼﾔﾏﾏﾁ 宮前 保免町 ﾎｳﾒﾝﾏﾁ 余土
錦町 ﾆｼｷﾏﾁ 八坂 日の出町 ﾋﾉﾃﾞﾏﾁ 素鵞 星岡町 ﾎｼｵｶﾏﾁ 石井
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星岡１丁目 ﾎｼｵｶ 1 ﾁﾖｳﾒ 石井 南江戸２丁目 ﾐﾅﾐｴﾄﾞ 2 ﾁﾖｳﾒ 新玉 湯の山２丁目 ﾕﾉﾔﾏ 2 ﾁﾖｳﾒ 湯山
星岡２丁目 ﾎｼｵｶ 2 ﾁﾖｳﾒ 石井 南江戸３丁目 ﾐﾅﾐｴﾄﾞ 3 ﾁﾖｳﾒ 新玉 湯の山３丁目 ﾕﾉﾔﾏ 3 ﾁﾖｳﾒ 湯山
星岡３丁目 ﾎｼｵｶ 3 ﾁﾖｳﾒ 石井 南江戸４丁目 ﾐﾅﾐｴﾄﾞ 4 ﾁﾖｳﾒ 新玉 湯の山４丁目 ﾕﾉﾔﾏ 4 ﾁﾖｳﾒ 湯山
星岡４丁目 ﾎｼｵｶ 4 ﾁﾖｳﾒ 石井 南江戸５丁目 ﾐﾅﾐｴﾄﾞ 5 ﾁﾖｳﾒ 新玉 湯の山５丁目 ﾕﾉﾔﾏ 5 ﾁﾖｳﾒ 湯山
星岡５丁目 ﾎｼｵｶ 5 ﾁﾖｳﾒ 石井 南江戸６丁目 ﾐﾅﾐｴﾄﾞ 6 ﾁﾖｳﾒ 新玉 湯の山６丁目 ﾕﾉﾔﾏ 6 ﾁﾖｳﾒ 湯山
堀江町 ﾎﾘｴﾁﾖｳ 堀江 南江戸町 ﾐﾅﾐｴﾄﾞﾏﾁ 新玉 湯の山７丁目 ﾕﾉﾔﾏ 7 ﾁﾖｳﾒ 湯山
堀之内 ﾎﾘﾉｳﾁ 番町 南久米町 ﾐﾅﾐｸﾒﾏﾁ 久米 湯の山８丁目 ﾕﾉﾔﾏ 8 ﾁﾖｳﾒ 湯山
本谷 ﾎﾝﾀﾞﾆ 粟井 南斎院町 ﾐﾅﾐｻﾔﾁﾖｳ 味生 湯の山東１丁目 ﾕﾉﾔﾏﾋｶﾞｼ 1 ﾁﾖｳﾒ 湯山
本町１丁目 ﾎﾝﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 新玉 南高井町 ﾐﾅﾐﾀｶｲﾏﾁ 浮穴 湯の山東２丁目 ﾕﾉﾔﾏﾋｶﾞｼ 2 ﾁﾖｳﾒ 湯山
本町２丁目 ﾎﾝﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 味酒 南土居町 ﾐﾅﾐﾄﾞｲﾏﾁ 久米 湯の山東３丁目 ﾕﾉﾔﾏﾋｶﾞｼ 3 ﾁﾖｳﾒ 湯山
本町３丁目 ﾎﾝﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 味酒 南白水１丁目 ﾐﾅﾐﾊｸｽｲ 1 ﾁﾖｳﾒ 伊台 湯の山東４丁目 ﾕﾉﾔﾏﾋｶﾞｼ 4 ﾁﾖｳﾒ 湯山
本町４丁目 ﾎﾝﾏﾁ 4 ﾁﾖｳﾒ 味酒 南白水2丁目 ﾐﾅﾐﾊｸｽｲ 2 ﾁﾖｳﾒ 伊台 湯の山東５丁目 ﾕﾉﾔﾏﾋｶﾞｼ 5 ﾁﾖｳﾒ 湯山
本町５丁目 ﾎﾝﾏﾁ 5 ﾁﾖｳﾒ 味酒 南白水3丁目 ﾐﾅﾐﾊｸｽｲ 3 ﾁﾖｳﾒ 伊台 湯山柳 ﾕﾔﾏﾔﾅｷﾞ 湯山
本町６丁目 ﾎﾝﾏﾁ 6 ﾁﾖｳﾒ 清水 南堀端町 ﾐﾅﾐﾎﾘﾊﾞﾀﾁﾖｳ 番町 由良町 ﾕﾗﾏﾁ 由良
本町７丁目 ﾎﾝﾏﾁ 7 ﾁﾖｳﾒ 清水 南町１丁目 ﾐﾅﾐﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 道後 湯渡町 ﾕﾜﾀﾘﾏﾁ 八坂

ま 正岡神田 ﾏｻｵｶｶﾝﾀﾞ 正岡 南町２丁目 ﾐﾅﾐﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 道後 よ 余戸中１丁目 ﾖｳｺﾞﾅｶ 1 ﾁﾖｳﾒ 余土
松前町１丁目 ﾏｻｷﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 新玉 南持田町 ﾐﾅﾐﾓﾁﾀﾞﾏﾁ 東雲 余戸中２丁目 ﾖｳｺﾞﾅｶ 2 ﾁﾖｳﾒ 余土
松前町２丁目 ﾏｻｷﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 味酒 南吉田町 ﾐﾅﾐﾖｼﾀﾞﾏﾁ 生石 余戸中３丁目 ﾖｳｺﾞﾅｶ 3 ﾁﾖｳﾒ 余土
松前町３丁目 ﾏｻｷﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 味酒 宮内 ﾐﾔｳﾁ 河野 余戸中４丁目 ﾖｳｺﾞﾅｶ 4 ﾁﾖｳﾒ 余土
松前町４丁目 ﾏｻｷﾏﾁ 4 ﾁﾖｳﾒ 味酒 宮田町 ﾐﾔﾀﾏﾁ 新玉 余戸中５丁目 ﾖｳｺﾞﾅｶ 5 ﾁﾖｳﾒ 余土
松前町５丁目 ﾏｻｷﾏﾁ 5 ﾁﾖｳﾒ 味酒 宮西１丁目 ﾐﾔﾆｼ 1 ﾁﾖｳﾒ 味酒 余戸中６丁目 ﾖｳｺﾞﾅｶ 6 ﾁﾖｳﾒ 余土
真砂町 ﾏｻｺﾞﾁﾖｳ 雄郡 宮西２丁目 ﾐﾔﾆｼ 2 ﾁﾖｳﾒ 味酒 余戸西１丁目 ﾖｳｺﾞﾆｼ 1 ﾁﾖｳﾒ 余土
松江町 ﾏﾂｴﾁﾖｳ 三津浜 宮西３丁目 ﾐﾔﾆｼ 3 ﾁﾖｳﾒ 味酒 余戸西２丁目 ﾖｳｺﾞﾆｼ 2 ﾁﾖｳﾒ 余土
松末１丁目 ﾏﾂｽｴ 1 ﾁﾖｳﾒ 桑原 宮野 ﾐﾔﾉ 中島 余戸西３丁目 ﾖｳｺﾞﾆｼ 3 ﾁﾖｳﾒ 余土
松末２丁目 ﾏﾂｽｴ 2 ﾁﾖｳﾒ 桑原 御幸１丁目 ﾐﾕｷ 1 ﾁﾖｳﾒ 清水 余戸西４丁目 ﾖｳｺﾞﾆｼ 4 ﾁﾖｳﾒ 余土
松末町 ﾏﾂｽｴﾏﾁ 桑原 御幸２丁目 ﾐﾕｷ 2 ﾁﾖｳﾒ 清水 余戸西５丁目 ﾖｳｺﾞﾆｼ 5 ﾁﾖｳﾒ 余土
松ノ木１丁目 ﾏﾂﾉｷ 1 ﾁﾖｳﾒ 高浜 明神丘 ﾐﾖｳｼﾞﾝｵｶ 宮前 余戸西６丁目 ﾖｳｺﾞﾆｼ 6 ﾁﾖｳﾒ 余土
松ノ木２丁目 ﾏﾂﾉｷ 2 ﾁﾖｳﾒ 高浜 む 睦月 ﾑﾂﾞｷ 中島 余戸東１丁目 ﾖｳｺﾞﾋｶﾞｼ 1 ﾁﾖｳﾒ 余土
丸之内 ﾏﾙﾉｳﾁ 番町 室町 ﾑﾛﾏﾁ 雄郡 余戸東２丁目 ﾖｳｺﾞﾋｶﾞｼ 2 ﾁﾖｳﾒ 余土

み 味酒町１丁目 ﾐｻｹﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 新玉 室町１丁目 ﾑﾛﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 雄郡 余戸東３丁目 ﾖｳｺﾞﾋｶﾞｼ 3 ﾁﾖｳﾒ 余土
味酒町２丁目 ﾐｻｹﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 味酒 室町２丁目 ﾑﾛﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 雄郡 余戸東４丁目 ﾖｳｺﾞﾋｶﾞｼ 4 ﾁﾖｳﾒ 余土
味酒町３丁目 ﾐｻｹﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 味酒 も 持田町１丁目 ﾓﾁﾀﾞﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 道後 余戸東５丁目 ﾖｳｺﾞﾋｶﾞｼ 5 ﾁﾖｳﾒ 余土
美沢１丁目 ﾐｻﾜ 1 ﾁﾖｳﾒ 味酒 持田町２丁目 ﾓﾁﾀﾞﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 東雲 余戸南１丁目 ﾖｳｺﾞﾐﾅﾐ 1 ﾁﾖｳﾒ 余土
美沢２丁目 ﾐｻﾜ 2 ﾁﾖｳﾒ 味酒 持田町３丁目 ﾓﾁﾀﾞﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 東雲 余戸南２丁目 ﾖｳｺﾞﾐﾅﾐ 2 ﾁﾖｳﾒ 余土
三杉町 ﾐｽｷﾞﾏﾁ 宮前 持田町４丁目 ﾓﾁﾀﾞﾏﾁ 4 ﾁﾖｳﾒ 東雲 余戸南３丁目 ﾖｳｺﾞﾐﾅﾐ 3 ﾁﾖｳﾒ 余土
溝辺町 ﾐｿﾞﾉﾍﾞﾏﾁ 湯山 元怒和 ﾓﾄﾇﾜ 中島 余戸南４丁目 ﾖｳｺﾞﾐﾅﾐ 4 ﾁﾖｳﾒ 余土
御宝町 ﾐﾀｶﾗﾏﾁ 東雲 元町 ﾓﾄﾏﾁ 三津浜 余戸南５丁目 ﾖｳｺﾞﾐﾅﾐ 5 ﾁﾖｳﾒ 余土
三津１丁目 ﾐﾂ 1 ﾁﾖｳﾒ 三津浜 紅葉町 ﾓﾐｼﾞﾏﾁ 道後 余戸南６丁目 ﾖｳｺﾞﾐﾅﾐ 6 ﾁﾖｳﾒ 余土
三津２丁目 ﾐﾂ 2 ﾁﾖｳﾒ 三津浜 森松町 ﾓﾘﾏﾂﾏﾁ 浮穴 横谷 ﾖｺﾀﾞﾆ 河野
三津３丁目 ﾐﾂ 3 ﾁﾖｳﾒ 三津浜 や 安岡 ﾔｽｵｶ 粟井 吉木 ﾖｼｷ 中島
三津ふ頭 ﾐﾂﾌﾄｳ 三津浜 柳谷町 ﾔﾅｲﾀﾞﾆﾏﾁ 五明 吉野町 ﾖｼﾉﾁﾖｳ 宮前
みどりヶ丘 ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 宮前 柳井町１丁目 ﾔﾅｲﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 番町 吉藤１丁目 ﾖｼﾌｼﾞ 1 ﾁﾖｳﾒ 潮見
緑町１丁目 ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 清水 柳井町２丁目 ﾔﾅｲﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 番町 吉藤２丁目 ﾖｼﾌｼﾞ 2 ﾁﾖｳﾒ 潮見
緑町２丁目 ﾐﾄﾞﾘﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 清水 柳井町３丁目 ﾔﾅｲﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 番町 吉藤３丁目 ﾖｼﾌｼﾞ 3 ﾁﾖｳﾒ 潮見
水泥町 ﾐﾄﾞﾛﾏﾁ 小野 柳原 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ 河野 吉藤４丁目 ﾖｼﾌｼﾞ 4 ﾁﾖｳﾒ 潮見
水口町 ﾐﾅｸﾁﾏﾁ 日浦 山越１丁目 ﾔﾏｺﾞｴ 1 ﾁﾖｳﾒ 清水 吉藤５丁目 ﾖｼﾌｼﾞ 5 ﾁﾖｳﾒ 潮見
湊町１丁目 ﾐﾅﾄﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 八坂 山越２丁目 ﾔﾏｺﾞｴ 2 ﾁﾖｳﾒ 清水 ろ 六軒家町 ﾛﾂｹﾝﾔﾁﾖｳ 味酒
湊町２丁目 ﾐﾅﾄﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 八坂 山越３丁目 ﾔﾏｺﾞｴ 3 ﾁﾖｳﾒ 清水 わ 若草町 ﾜｶｸｻﾁﾖｳ 味酒
湊町３丁目 ﾐﾅﾄﾏﾁ 3 ﾁﾖｳﾒ 番町 山越４丁目 ﾔﾏｺﾞｴ 4 ﾁﾖｳﾒ 清水 若葉町 ﾜｶﾊﾞﾁﾖｳ 三津浜
湊町４丁目 ﾐﾅﾄﾏﾁ 4 ﾁﾖｳﾒ 番町 山越５丁目 ﾔﾏｺﾞｴ 5 ﾁﾖｳﾒ 清水 和気町１丁目 ﾜｹﾏﾁ 1 ﾁﾖｳﾒ 和気
湊町５丁目 ﾐﾅﾄﾏﾁ 5 ﾁﾖｳﾒ 番町 山越６丁目 ﾔﾏｺﾞｴ 6 ﾁﾖｳﾒ 清水 和気町２丁目 ﾜｹﾏﾁ 2 ﾁﾖｳﾒ 和気
湊町６丁目 ﾐﾅﾄﾏﾁ 6 ﾁﾖｳﾒ 新玉 山越町 ﾔﾏｺﾞｴﾏﾁ 清水 和田 ﾜﾀﾞ 粟井
湊町７丁目 ﾐﾅﾄﾏﾁ 7 ﾁﾖｳﾒ 新玉 山田町 ﾔﾏﾀﾞﾁﾖｳ 道後
湊町８丁目 ﾐﾅﾄﾏﾁ 8 ﾁﾖｳﾒ 新玉 山西町 ﾔﾏﾆｼﾁﾖｳ 味生
港山町 ﾐﾅﾄﾔﾏﾏﾁ 高浜 ゆ 雄郡１丁目 ﾕｳｸﾞﾝ 1 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
南梅本町 ﾐﾅﾐｳﾒﾓﾄﾏﾁ 小野 雄郡２丁目 ﾕｳｸﾞﾝ 2 ﾁﾖｳﾒ 雄郡
南江戸１丁目 ﾐﾅﾐｴﾄﾞ 1 ﾁﾖｳﾒ 新玉 湯の山１丁目 ﾕﾉﾔﾏ 1 ﾁﾖｳﾒ 湯山


