
佐川急便　配送時間帯指定不可地域（鹿児島県）
郵便番号 都道府県名 市区郡町村名 地域名称

890-0901 鹿児島県 鹿児島郡三島村 硫黄島

890-0902 鹿児島県 鹿児島郡三島村 黒島

890-0903 鹿児島県 鹿児島郡三島村 竹島

891-1401 鹿児島県 鹿児島市 黒神町（その他）

891-1402 鹿児島県 鹿児島市 高免町

891-1403 鹿児島県 鹿児島市 新島町

891-1411 鹿児島県 鹿児島市 桜島白浜町

891-1412 鹿児島県 鹿児島市 桜島二俣町

891-1413 鹿児島県 鹿児島市 桜島松浦町

891-1414 鹿児島県 鹿児島市 桜島西道町

891-1415 鹿児島県 鹿児島市 桜島藤野町

891-1416 鹿児島県 鹿児島市 桜島武町

891-1417 鹿児島県 鹿児島市 桜島赤生原町

891-1418 鹿児島県 鹿児島市 桜島小池町

891-1419 鹿児島県 鹿児島市 桜島横山町

891-1420 鹿児島県 鹿児島市 桜島赤水町

891-1501 鹿児島県 鹿児島市 黒神町（枦ノ木ケ谷）

891-1541 鹿児島県 鹿児島市 野尻町

891-1542 鹿児島県 鹿児島市 持木町

891-1543 鹿児島県 鹿児島市 東桜島町

891-1544 鹿児島県 鹿児島市 古里町

891-1545 鹿児島県 鹿児島市 有村町

891-3101 鹿児島県 西之表市 西之表

891-3102 鹿児島県 西之表市 安納（１～３０４８、４９０１～４９３０番地）

891-3103 鹿児島県 西之表市 現和

891-3104 鹿児島県 西之表市 住吉

891-3111 鹿児島県 西之表市 西町

891-3112 鹿児島県 西之表市 栄町

891-3113 鹿児島県 西之表市 東町

891-3114 鹿児島県 西之表市 池田

891-3115 鹿児島県 西之表市 天神町

891-3116 鹿児島県 西之表市 鴨女町

891-3117 鹿児島県 西之表市 桜が丘

891-3118 鹿児島県 西之表市 馬毛島

891-3202 鹿児島県 西之表市 安納（その他）

891-3221 鹿児島県 西之表市 伊関

891-3222 鹿児島県 西之表市 国上

891-3431 鹿児島県 西之表市 古田

891-3432 鹿児島県 西之表市 安城

891-3601 鹿児島県 熊毛郡中種子町 納官



891-3602 鹿児島県 熊毛郡中種子町 牧川

891-3603 鹿児島県 熊毛郡中種子町 増田

891-3604 鹿児島県 熊毛郡中種子町 野間

891-3605 鹿児島県 熊毛郡中種子町 油久

891-3606 鹿児島県 熊毛郡中種子町 坂井

891-3607 鹿児島県 熊毛郡中種子町 田島

891-3701 鹿児島県 熊毛郡南種子町 中之上

891-3702 鹿児島県 熊毛郡南種子町 平山

891-3703 鹿児島県 熊毛郡南種子町 茎永

891-3704 鹿児島県 熊毛郡南種子町 中之下

891-3705 鹿児島県 熊毛郡南種子町 西之

891-3706 鹿児島県 熊毛郡南種子町 島間

891-4201 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 永田

891-4202 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 吉田

891-4203 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 一湊

891-4204 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 志戸子

891-4205 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 宮之浦

891-4206 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 楠川

891-4207 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 小瀬田

891-4208 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 口永良部島

891-4311 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 安房

891-4312 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 船行

891-4401 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 麦生（高平）

891-4402 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 麦生（その他）

891-4403 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 原

891-4404 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 尾之間

891-4405 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 小島

891-4406 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 平内

891-4407 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 湯泊

891-4408 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 中間

891-4409 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 栗生

891-5101 鹿児島県 鹿児島郡十島村 口之島

891-5201 鹿児島県 鹿児島郡十島村 中之島

891-5202 鹿児島県 鹿児島郡十島村 平島

891-5203 鹿児島県 鹿児島郡十島村 諏訪之瀬島

891-5204 鹿児島県 鹿児島郡十島村 悪石島

891-5205 鹿児島県 鹿児島郡十島村 小宝島

891-5301 鹿児島県 鹿児島郡十島村 宝島

891-6141 鹿児島県 大島郡喜界町 伊実久

891-6142 鹿児島県 大島郡喜界町 小野津

891-6143 鹿児島県 大島郡喜界町 志戸桶

891-6144 鹿児島県 大島郡喜界町 佐手久



891-6151 鹿児島県 大島郡喜界町 塩道

891-6152 鹿児島県 大島郡喜界町 早町

891-6153 鹿児島県 大島郡喜界町 長嶺

891-6154 鹿児島県 大島郡喜界町 白水

891-6161 鹿児島県 大島郡喜界町 嘉鈍

891-6162 鹿児島県 大島郡喜界町 阿伝

891-6163 鹿児島県 大島郡喜界町 花良治（蒲生）

891-6164 鹿児島県 大島郡喜界町 花良治

891-6201 鹿児島県 大島郡喜界町 赤連

891-6202 鹿児島県 大島郡喜界町 湾

891-6203 鹿児島県 大島郡喜界町 中里

891-6211 鹿児島県 大島郡喜界町 中間

891-6212 鹿児島県 大島郡喜界町 中熊（先内）

891-6213 鹿児島県 大島郡喜界町 大朝戸

891-6214 鹿児島県 大島郡喜界町 西目

891-6215 鹿児島県 大島郡喜界町 中熊

891-6216 鹿児島県 大島郡喜界町 坂嶺

891-6217 鹿児島県 大島郡喜界町 伊砂

891-6221 鹿児島県 大島郡喜界町 池治

891-6222 鹿児島県 大島郡喜界町 島中

891-6223 鹿児島県 大島郡喜界町 滝川

891-6224 鹿児島県 大島郡喜界町 城久

891-6225 鹿児島県 大島郡喜界町 山田

891-6226 鹿児島県 大島郡喜界町 羽里

891-6227 鹿児島県 大島郡喜界町 川嶺

891-6228 鹿児島県 大島郡喜界町 浦原

891-6229 鹿児島県 大島郡喜界町 先山

891-6231 鹿児島県 大島郡喜界町 荒木

891-6232 鹿児島県 大島郡喜界町 手久津久

891-6233 鹿児島県 大島郡喜界町 上嘉鉄

891-7101 鹿児島県 大島郡徳之島町 亀津

891-7102 鹿児島県 大島郡徳之島町 亀徳

891-7103 鹿児島県 大島郡徳之島町 南原

891-7104 鹿児島県 大島郡徳之島町 尾母

891-7105 鹿児島県 大島郡徳之島町 白井

891-7111 鹿児島県 大島郡徳之島町 徳和瀬

891-7112 鹿児島県 大島郡徳之島町 諸田

891-7113 鹿児島県 大島郡徳之島町 神之嶺

891-7114 鹿児島県 大島郡徳之島町 井之川

891-7115 鹿児島県 大島郡徳之島町 下久志

891-7116 鹿児島県 大島郡徳之島町 旭ケ丘

891-7421 鹿児島県 大島郡徳之島町 手々



891-7422 鹿児島県 大島郡徳之島町 金見

891-7423 鹿児島県 大島郡徳之島町 山

891-7424 鹿児島県 大島郡徳之島町 轟木

891-7425 鹿児島県 大島郡徳之島町 花徳

891-7426 鹿児島県 大島郡徳之島町 母間

891-7601 鹿児島県 大島郡天城町 与名間

891-7602 鹿児島県 大島郡天城町 松原

891-7603 鹿児島県 大島郡天城町 岡前

891-7604 鹿児島県 大島郡天城町 前野

891-7605 鹿児島県 大島郡天城町 浅間

891-7611 鹿児島県 大島郡天城町 天城

891-7612 鹿児島県 大島郡天城町 平土野

891-7621 鹿児島県 大島郡天城町 兼久

891-7622 鹿児島県 大島郡天城町 大津川

891-7623 鹿児島県 大島郡天城町 瀬滝

891-7624 鹿児島県 大島郡天城町 当部

891-7731 鹿児島県 大島郡天城町 西阿木名

891-8111 鹿児島県 大島郡伊仙町 喜念

891-8112 鹿児島県 大島郡伊仙町 佐弁

891-8113 鹿児島県 大島郡伊仙町 目手久

891-8114 鹿児島県 大島郡伊仙町 面縄

891-8115 鹿児島県 大島郡伊仙町 古里

891-8116 鹿児島県 大島郡伊仙町 検福（その他）

891-8117 鹿児島県 大島郡伊仙町 中山

891-8201 鹿児島県 大島郡伊仙町 伊仙

891-8216 鹿児島県 大島郡伊仙町 検福（４１６～５１６番地）

891-8221 鹿児島県 大島郡伊仙町 阿三（７９９の１～８６７番地）

891-8321 鹿児島県 大島郡伊仙町 阿三（その他）

891-8322 鹿児島県 大島郡伊仙町 阿権

891-8323 鹿児島県 大島郡伊仙町 木之香

891-8324 鹿児島県 大島郡伊仙町 糸木名

891-8325 鹿児島県 大島郡伊仙町 八重竿

891-8326 鹿児島県 大島郡伊仙町 馬根

891-8327 鹿児島県 大島郡伊仙町 犬田布

891-8328 鹿児島県 大島郡伊仙町 崎原

891-8329 鹿児島県 大島郡伊仙町 小島

891-9101 鹿児島県 大島郡和泊町 国頭

891-9102 鹿児島県 大島郡和泊町 喜美留

891-9103 鹿児島県 大島郡和泊町 出花

891-9104 鹿児島県 大島郡和泊町 西原

891-9111 鹿児島県 大島郡和泊町 手々知名

891-9112 鹿児島県 大島郡和泊町 和泊



891-9113 鹿児島県 大島郡和泊町 和

891-9114 鹿児島県 大島郡和泊町 畦布

891-9115 鹿児島県 大島郡和泊町 伊延

891-9116 鹿児島県 大島郡和泊町 上手々知名

891-9121 鹿児島県 大島郡和泊町 根折

891-9122 鹿児島県 大島郡和泊町 玉城

891-9123 鹿児島県 大島郡和泊町 皆川

891-9124 鹿児島県 大島郡和泊町 古里

891-9125 鹿児島県 大島郡和泊町 大城

891-9131 鹿児島県 大島郡和泊町 内城

891-9132 鹿児島県 大島郡和泊町 後蘭

891-9133 鹿児島県 大島郡和泊町 谷山

891-9134 鹿児島県 大島郡和泊町 仁志

891-9135 鹿児島県 大島郡和泊町 永嶺

891-9136 鹿児島県 大島郡和泊町 瀬名

891-9201 鹿児島県 大島郡知名町 余多

891-9202 鹿児島県 大島郡知名町 屋者

891-9203 鹿児島県 大島郡知名町 下平川

891-9204 鹿児島県 大島郡知名町 上平川

891-9205 鹿児島県 大島郡知名町 久志検

891-9206 鹿児島県 大島郡知名町 赤嶺

891-9207 鹿児島県 大島郡知名町 竿津

891-9211 鹿児島県 大島郡知名町 芦清良

891-9212 鹿児島県 大島郡知名町 黒貫

891-9213 鹿児島県 大島郡知名町 瀬利覚

891-9214 鹿児島県 大島郡知名町 知名

891-9215 鹿児島県 大島郡知名町 屋子母

891-9221 鹿児島県 大島郡知名町 大津勘

891-9222 鹿児島県 大島郡知名町 徳時

891-9223 鹿児島県 大島郡知名町 住吉

891-9224 鹿児島県 大島郡知名町 正名

891-9231 鹿児島県 大島郡知名町 田皆

891-9232 鹿児島県 大島郡知名町 新城

891-9233 鹿児島県 大島郡知名町 下城

891-9234 鹿児島県 大島郡知名町 上城

891-9301 鹿児島県 大島郡与論町 茶花

891-9302 鹿児島県 大島郡与論町 立長

891-9303 鹿児島県 大島郡与論町 城

891-9304 鹿児島県 大島郡与論町 朝戸

891-9305 鹿児島県 大島郡与論町 西区

891-9306 鹿児島県 大島郡与論町 東区

891-9307 鹿児島県 大島郡与論町 古里



891-9308 鹿児島県 大島郡与論町 那間

891-9309 鹿児島県 大島郡与論町 叶

893-1201 鹿児島県 肝属郡肝付町 野崎

893-1202 鹿児島県 肝属郡肝付町 波見

893-1204 鹿児島県 肝属郡肝付町 富山

893-1205 鹿児島県 肝属郡肝付町 宮下

893-1207 鹿児島県 肝属郡肝付町 新富

893-1401 鹿児島県 肝属郡肝付町 北方

893-1402 鹿児島県 肝属郡肝付町 南方

893-1511 鹿児島県 肝属郡肝付町 岸良

893-1611 鹿児島県 肝属郡東串良町 岩弘

893-1612 鹿児島県 肝属郡東串良町 池之原

893-1613 鹿児島県 肝属郡東串良町 川西

893-1614 鹿児島県 肝属郡東串良町 新川西

893-1615 鹿児島県 肝属郡東串良町 川東

893-2301 鹿児島県 肝属郡錦江町 神川

893-2302 鹿児島県 肝属郡錦江町 城元

893-2303 鹿児島県 肝属郡錦江町 馬場

893-2401 鹿児島県 肝属郡錦江町 田代麓

893-2402 鹿児島県 肝属郡錦江町 田代川原

893-2501 鹿児島県 肝属郡南大隅町 根占川北

893-2502 鹿児島県 肝属郡南大隅町 根占川南

893-2503 鹿児島県 肝属郡南大隅町 根占横別府

893-2504 鹿児島県 肝属郡南大隅町 根占山本

893-2505 鹿児島県 肝属郡南大隅町 根占辺田

893-2601 鹿児島県 肝属郡南大隅町 佐多伊座敷

893-2602 鹿児島県 肝属郡南大隅町 佐多辺塚

893-2603 鹿児島県 肝属郡南大隅町 佐多郡

893-2604 鹿児島県 肝属郡南大隅町 佐多馬籠

894-0101 鹿児島県 大島郡龍郷町 屋入

894-0102 鹿児島県 大島郡龍郷町 瀬留

894-0103 鹿児島県 大島郡龍郷町 玉里

894-0104 鹿児島県 大島郡龍郷町 浦

894-0105 鹿児島県 大島郡龍郷町 大勝

894-0106 鹿児島県 大島郡龍郷町 中勝

894-0107 鹿児島県 大島郡龍郷町 戸口

894-0321 鹿児島県 大島郡龍郷町 龍郷

894-0322 鹿児島県 大島郡龍郷町 久場

894-0323 鹿児島県 大島郡龍郷町 安木屋場

894-0324 鹿児島県 大島郡龍郷町 円

894-0331 鹿児島県 大島郡龍郷町 嘉渡

894-0332 鹿児島県 大島郡龍郷町 幾里



894-0333 鹿児島県 大島郡龍郷町 秋名

894-0411 鹿児島県 大島郡龍郷町 赤尾木

894-0412 鹿児島県 大島郡龍郷町 芦徳

894-0501 鹿児島県 奄美市 笠利町宇宿

894-0502 鹿児島県 奄美市 笠利町万屋

894-0503 鹿児島県 奄美市 笠利町和野

894-0504 鹿児島県 奄美市 笠利町節田

894-0505 鹿児島県 奄美市 笠利町平

894-0506 鹿児島県 奄美市 笠利町手花部

894-0507 鹿児島県 奄美市 笠利町喜瀬

894-0508 鹿児島県 奄美市 笠利町用安

894-0511 鹿児島県 奄美市 笠利町里

894-0512 鹿児島県 奄美市 笠利町中金久

894-0513 鹿児島県 奄美市 笠利町外金久

894-0621 鹿児島県 奄美市 笠利町用

894-0622 鹿児島県 奄美市 笠利町笠利

894-0623 鹿児島県 奄美市 笠利町辺留

894-0624 鹿児島県 奄美市 笠利町須野

894-0625 鹿児島県 奄美市 笠利町川上

894-0626 鹿児島県 奄美市 笠利町屋仁

894-0627 鹿児島県 奄美市 笠利町佐仁

894-1111 鹿児島県 奄美市 住用町城

894-1112 鹿児島県 奄美市 住用町和瀬

894-1113 鹿児島県 奄美市 住用町見里

894-1114 鹿児島県 奄美市 住用町東仲間

894-1115 鹿児島県 奄美市 住用町川内

894-1116 鹿児島県 奄美市 住用町摺勝

894-1201 鹿児島県 奄美市 住用町石原

894-1202 鹿児島県 奄美市 住用町西仲間

894-1203 鹿児島県 奄美市 住用町神屋

894-1204 鹿児島県 奄美市 住用町山間（その他）

894-1205 鹿児島県 奄美市 住用町役勝

894-1304 鹿児島県 奄美市 住用町山間（４９３～５９２番地、戸玉）

894-1321 鹿児島県 奄美市 住用町市

894-1501 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（高丘）

894-1502 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（宮前）

894-1503 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（大湊）

894-1504 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（春日）

894-1505 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（松江）

894-1506 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（船津）

894-1507 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋（瀬久井）

894-1508 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋



894-1509 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋瀬久井東

894-1510 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古仁屋瀬久井西

894-1511 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 阿木名

894-1512 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 勝浦

894-1513 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 網野子

894-1514 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 節子

894-1515 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 嘉徳

894-1521 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 清水

894-1522 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 嘉鉄

894-1523 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 蘇刈

894-1524 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 伊須

894-1531 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 手安

894-1741 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 篠川

894-1742 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 阿室釜

894-1743 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 小名瀬

894-1744 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 阿鉄

894-1745 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 油井

894-1746 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 久根津

894-1851 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 久慈

894-1852 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 古志

894-1853 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 花天

894-1854 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 管鈍

894-1855 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 西古見

894-2141 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 諸鈍

894-2142 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 生間

894-2143 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 渡連

894-2144 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 諸数

894-2231 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 押角

894-2232 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 勝能

894-2233 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 野見山

894-2234 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 秋徳

894-2235 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 於斉

894-2236 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 伊子茂

894-2237 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 花富

894-2321 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 西阿室

894-2322 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 瀬相

894-2323 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 俵

894-2401 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 瀬武

894-2402 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 薩川

894-2403 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 実久

894-2404 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 芝

894-2411 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 阿多地



894-2412 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 須子茂

894-2413 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 嘉入

894-2414 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 三浦

894-2415 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 知之浦

894-2416 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 武名

894-2417 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 木慈

894-2501 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 池地

894-2502 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 請阿室

894-2601 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 与路

894-3101 鹿児島県 大島郡大和村 国直

894-3102 鹿児島県 大島郡大和村 湯湾釜

894-3103 鹿児島県 大島郡大和村 津名久

894-3104 鹿児島県 大島郡大和村 思勝

894-3105 鹿児島県 大島郡大和村 大和浜

894-3106 鹿児島県 大島郡大和村 大棚

894-3107 鹿児島県 大島郡大和村 大金久

894-3211 鹿児島県 大島郡大和村 戸円

894-3212 鹿児島県 大島郡大和村 名音

894-3213 鹿児島県 大島郡大和村 志戸勘

894-3214 鹿児島県 大島郡大和村 今里

894-3301 鹿児島県 大島郡宇検村 湯湾

894-3302 鹿児島県 大島郡宇検村 芦検

894-3303 鹿児島県 大島郡宇検村 田検

894-3304 鹿児島県 大島郡宇検村 須古

894-3305 鹿児島県 大島郡宇検村 石良

894-3411 鹿児島県 大島郡宇検村 宇検

894-3412 鹿児島県 大島郡宇検村 久志

894-3413 鹿児島県 大島郡宇検村 生勝

894-3521 鹿児島県 大島郡宇検村 名柄

894-3522 鹿児島県 大島郡宇検村 佐念

894-3523 鹿児島県 大島郡宇検村 部連

894-3631 鹿児島県 大島郡宇検村 平田

894-3632 鹿児島県 大島郡宇検村 阿室

894-3633 鹿児島県 大島郡宇検村 屋鈍

895-0002 鹿児島県 薩摩川内市 楠元町

895-0003 鹿児島県 薩摩川内市 中村町

895-0004 鹿児島県 薩摩川内市 久住町

895-0071 鹿児島県 薩摩川内市 田海町

895-1101 鹿児島県 薩摩川内市 東郷町宍野

895-1102 鹿児島県 薩摩川内市 東郷町藤川

895-1103 鹿児島県 薩摩川内市 東郷町鳥丸

895-1104 鹿児島県 薩摩川内市 東郷町山田



895-1105 鹿児島県 薩摩川内市 東郷町南瀬

895-1201 鹿児島県 薩摩川内市 樋脇町倉野

895-1202 鹿児島県 薩摩川内市 樋脇町塔之原

895-1203 鹿児島県 薩摩川内市 樋脇町市比野

895-1401 鹿児島県 薩摩川内市 入来町副田

895-1402 鹿児島県 薩摩川内市 入来町浦之名

895-1502 鹿児島県 薩摩川内市 祁答院町藺牟田

895-1504 鹿児島県 薩摩川内市 祁答院町黒木

895-1721 鹿児島県 薩摩郡さつま町 山崎

895-1722 鹿児島県 薩摩郡さつま町 久富木

895-1723 鹿児島県 薩摩郡さつま町 二渡

895-1801 鹿児島県 薩摩郡さつま町 広瀬

895-1802 鹿児島県 薩摩郡さつま町 田原

895-1803 鹿児島県 薩摩郡さつま町 宮之城屋地

895-1804 鹿児島県 薩摩郡さつま町 船木

895-1805 鹿児島県 薩摩郡さつま町 白男川

895-1806 鹿児島県 薩摩郡さつま町 泊野

895-1807 鹿児島県 薩摩郡さつま町 平川

895-1811 鹿児島県 薩摩郡さつま町 虎居

895-1812 鹿児島県 薩摩郡さつま町 虎居町

895-1813 鹿児島県 薩摩郡さつま町 轟町

895-1814 鹿児島県 薩摩郡さつま町 旭町

895-1815 鹿児島県 薩摩郡さつま町 西新町

895-1816 鹿児島県 薩摩郡さつま町 時吉

895-1817 鹿児島県 薩摩郡さつま町 湯田

895-2101 鹿児島県 薩摩郡さつま町 鶴田

895-2102 鹿児島県 薩摩郡さつま町 神子

895-2103 鹿児島県 薩摩郡さつま町 紫尾

895-2104 鹿児島県 薩摩郡さつま町 柏原

895-2131 鹿児島県 薩摩郡さつま町 柊野

895-2201 鹿児島県 薩摩郡さつま町 求名

895-2202 鹿児島県 薩摩郡さつま町 中津川

895-2203 鹿児島県 薩摩郡さつま町 永野

896-0061 鹿児島県 いちき串木野市 愛木町

896-0062 鹿児島県 いちき串木野市 浜田町

896-0063 鹿児島県 いちき串木野市 口之町

896-0064 鹿児島県 いちき串木野市 羽島

896-0065 鹿児島県 いちき串木野市 荒川

896-1101 鹿児島県 薩摩川内市 里町里

896-1201 鹿児島県 薩摩川内市 上甑町中甑

896-1202 鹿児島県 薩摩川内市 上甑町中野

896-1203 鹿児島県 薩摩川内市 上甑町江石



896-1204 鹿児島県 薩摩川内市 上甑町小島

896-1205 鹿児島県 薩摩川内市 上甑町瀬上

896-1206 鹿児島県 薩摩川内市 上甑町桑之浦

896-1281 鹿児島県 薩摩川内市 上甑町平良

896-1301 鹿児島県 薩摩川内市 鹿島町藺牟田

896-1411 鹿児島県 薩摩川内市 下甑町長浜

896-1412 鹿児島県 薩摩川内市 下甑町瀬々野浦（１７００番地～、内川内）

896-1512 鹿児島県 薩摩川内市 下甑町瀬々野浦（その他）

896-1521 鹿児島県 薩摩川内市 下甑町青瀬

896-1601 鹿児島県 薩摩川内市 下甑町手打

896-1602 鹿児島県 薩摩川内市 下甑町片野浦

899-1211 鹿児島県 出水郡長島町 山門野

899-1212 鹿児島県 出水郡長島町 川床

899-1301 鹿児島県 出水郡長島町 蔵之元

899-1302 鹿児島県 出水郡長島町 平尾

899-1303 鹿児島県 出水郡長島町 指江

899-1304 鹿児島県 出水郡長島町 城川内

899-1321 鹿児島県 出水郡長島町 下山門野

899-1401 鹿児島県 出水郡長島町 鷹巣

899-1402 鹿児島県 出水郡長島町 浦底

899-1403 鹿児島県 出水郡長島町 諸浦

899-1501 鹿児島県 出水郡長島町 獅子島

899-4101 鹿児島県 曽於市 財部町南俣

899-4102 鹿児島県 曽於市 財部町北俣

899-4103 鹿児島県 曽於市 財部町下財部

899-4305 鹿児島県 霧島市 国分郡田

899-5113 鹿児島県 霧島市 隼人町嘉例川

899-6101 鹿児島県 姶良郡湧水町 鶴丸

899-6102 鹿児島県 姶良郡湧水町 中津川

899-6103 鹿児島県 姶良郡湧水町 川添

899-6104 鹿児島県 姶良郡湧水町 川西

899-6105 鹿児島県 姶良郡湧水町 般若寺

899-6201 鹿児島県 姶良郡湧水町 木場

899-6202 鹿児島県 姶良郡湧水町 北方

899-6203 鹿児島県 姶良郡湧水町 田尾原

899-6204 鹿児島県 姶良郡湧水町 稲葉崎

899-6205 鹿児島県 姶良郡湧水町 幸田

899-6206 鹿児島県 姶良郡湧水町 恒次

899-6207 鹿児島県 姶良郡湧水町 米永

899-7101 鹿児島県 志布志市 志布志町夏井

899-7102 鹿児島県 志布志市 志布志町帖

899-7103 鹿児島県 志布志市 志布志町志布志



899-7104 鹿児島県 志布志市 志布志町安楽

899-7211 鹿児島県 志布志市 志布志町内之倉

899-7212 鹿児島県 志布志市 志布志町田之浦

899-7301 鹿児島県 曽於郡大崎町 菱田

899-7302 鹿児島県 曽於郡大崎町 神領

899-7303 鹿児島県 曽於郡大崎町 益丸

899-7304 鹿児島県 曽於郡大崎町 横瀬

899-7305 鹿児島県 曽於郡大崎町 假宿

899-7306 鹿児島県 曽於郡大崎町 永吉

899-7307 鹿児島県 曽於郡大崎町 持留

899-7308 鹿児島県 曽於郡大崎町 岡別府

899-7309 鹿児島県 曽於郡大崎町 井俣

899-7401 鹿児島県 志布志市 有明町伊崎田

899-7402 鹿児島県 志布志市 有明町野井倉

899-7403 鹿児島県 志布志市 有明町蓬原（春日）

899-7503 鹿児島県 志布志市 有明町蓬原（その他）

899-7511 鹿児島県 志布志市 有明町原田

899-7512 鹿児島県 志布志市 有明町野神（その他）

899-7513 鹿児島県 志布志市 有明町山重

899-7601 鹿児島県 志布志市 松山町新橋

899-7602 鹿児島県 志布志市 松山町泰野

899-7603 鹿児島県 志布志市 松山町尾野見

899-8101 鹿児島県 曽於市 末吉町岩崎（池原、岩之上、岩南、前田、牧原、道添、宮原）

899-8102 鹿児島県 曽於市 大隅町岩川

899-8103 鹿児島県 曽於市 大隅町中之内

899-8104 鹿児島県 曽於市 大隅町鳴神町

899-8105 鹿児島県 曽於市 大隅町段中町

899-8106 鹿児島県 曽於市 大隅町下窪町

899-8211 鹿児島県 曽於市 大隅町荒谷（荒谷、大迫、中大迫）

899-8212 鹿児島県 曽於市 大隅町月野

899-8213 鹿児島県 曽於市 大隅町境木町

899-8311 鹿児島県 曽於市 大隅町荒谷（その他）

899-8312 鹿児島県 志布志市 有明町野神（抜谷、塗木、本地、曲、水ノ谷）

899-8313 鹿児島県 曽於郡大崎町 野方

899-8421 鹿児島県 曽於市 大隅町大谷

899-8422 鹿児島県 曽於市 大隅町坂元

899-8423 鹿児島県 曽於市 大隅町須田木

899-8424 鹿児島県 曽於市 大隅町恒吉

899-8601 鹿児島県 曽於市 末吉町岩崎（その他）

899-8602 鹿児島県 曽於市 末吉町栄町

899-8603 鹿児島県 曽於市 末吉町新町

899-8604 鹿児島県 曽於市 末吉町諏訪方



899-8605 鹿児島県 曽於市 末吉町二之方

899-8606 鹿児島県 曽於市 末吉町深川

899-8607 鹿児島県 曽於市 末吉町本町

899-8608 鹿児島県 曽於市 末吉町南之郷


