
長崎市配達エリア確認表
市 町・郷 市 町・郷 市 町・郷 市・町 町・郷 市 町・郷

あ 長崎市 相生町 あいおいまち う 長崎市 上田町 うえだまち か 長崎市 かき道１丁目 かきどう き 長崎市 木鉢町１丁目 きばちまち さ 長崎市 幸町 さいわいまち

長崎市 相川町 あいかわまち 長崎市 上野町 うえのまち 長崎市 かき道２丁目 かきどう 長崎市 木鉢町２丁目 きばちまち 長崎市 竿浦町 さおのうらまち

長崎市 青山町 あおやままち 長崎市 魚の町 うおのまち 長崎市 かき道３丁目 かきどう 長崎市 京太郎町 きょうたろうまち 長崎市 界 さかい

長崎市 赤迫１丁目 あかさこ 長崎市 馬町 うままち 長崎市 かき道４丁目 かきどう 長崎市 京泊１丁目 きょうどまり 長崎市 栄町 さかえまち

長崎市 赤迫２丁目 あかさこ 長崎市 梅香崎町 うめがさきまち 長崎市 かき道５丁目 かきどう 長崎市 京泊２丁目 きょうどまり 長崎市 坂本１丁目 さかもと

長崎市 赤迫３丁目 あかさこ 長崎市 上町 うわまち 長崎市 かき道６丁目 かきどう 長崎市 京泊３丁目 きょうどまり 長崎市 坂本２丁目 さかもと

長崎市 秋月町 あきずきまち え 長崎市 江川町 えがわまち 長崎市 柿泊町 かきどまりまち 長崎市 琴海大平町 きんかいおおひらまち 長崎市 坂本３丁目 さかもと

長崎市 飽の浦町 あくのうらまち 長崎市 江戸町 えどまち 長崎市 籠町（篭町） かごまち 長崎市 琴海形上町 きんかいかたがみまち 長崎市 桜木町 さくらぎまち

長崎市 曙町 あけぼのまち 長崎市 江の浦町 えのうらまち 長崎市 風頭町 かざがしらまち 長崎市 琴海戸根原町 きんかいとねばらまち 長崎市 さくらの里1丁目 さくらのさと

長崎市 旭町 あさひまち 長崎市 恵美須町 えびすまち 長崎市 鍛冶屋町 かじやまち 長崎市 琴海戸根町 きんかいとねまち 長崎市 さくらの里2丁目 さくらのさと

長崎市 畝刈町 あぜかりまち 長崎市 江平１丁目 えびら 長崎市 樫山町 かしやままち 長崎市 琴海村松町 きんかいむらまつまち 長崎市 さくらの里3丁目 さくらのさと

長崎市 愛宕１丁目 あたご 長崎市 江平２丁目 えびら 長崎市 片淵１丁目 かたふち 長崎市 銀屋町 ぎんやまち 長崎市 桜馬場１丁目 さくらばば

長崎市 愛宕２丁目 あたご 長崎市 江平３丁目 えびら 長崎市 片淵２丁目 かたふち く 長崎市 草住町 くさずみまち 長崎市 桜馬場２丁目 さくらばば

長崎市 愛宕３丁目 あたご 長崎市 ｴﾐﾈﾝﾄ葉山町 えみねんとはやままち 長崎市 片淵３丁目 かたふち け 長崎市 毛井首町 けいくびまち 長崎市 桜町 さくらまち

長崎市 愛宕４丁目 あたご 長崎市 江里町 えりまち 長崎市 片淵４丁目 かたふち 長崎市 けやき台町 けやきだいまち 長崎市 三京町 さんきょうまち

長崎市 網場 あばまち お 長崎市 扇町 おうぎまち 長崎市 片淵５丁目 かたふち こ 長崎市 麹屋町 こうじやまち 長崎市 三景台町 さんけいだいまち

長崎市 油木町 あぶらぎまち 長崎市 大井手町 おおいでまち 長崎市 勝山町 かつやままち 長崎市 興善町 こうぜんまち 長崎市 三和町 さんわまち

長崎市 油屋町 あぶらやまち 長崎市 大浦東町 おおうらひがしまち 長崎市 金堀町 かなほりまち 長崎市 香焼町 こうやぎまち し 長崎市 椎の木町 しいのきまち

い 長崎市 家野町 いえのまち 長崎市 大浦町 おおうらまち 長崎市 金屋町 かなやまち 長崎市 小浦町 こうらまち 長崎市 塩浜町 しおはままち

長崎市 伊王島 いおうじままち 長崎市 大園町 おおぞのまち 長崎市 鹿尾町 かのおまち 長崎市 小江原１丁目 こえばる 長崎市 式見町 しきみまち

長崎市 石神町 いしがみまち 長崎市 大谷町 おおたにまち 長崎市 樺島町 かばしままち 長崎市 小江原２丁目 こえばる 長崎市 下町 したまち

長崎市 泉１丁目 いずみ 長崎市 大手１丁目 おおて 長崎市 上浦町 かみうらまち 長崎市 小江原３丁目 こえばる 長崎市 清水町 しみずまち

長崎市 泉２丁目 いずみ 長崎市 大手３丁目 おおて 長崎市 上小島１丁目 かみこしま 長崎市 小江原４丁目 こえばる 長崎市 下西山町 しもにしやままち

長崎市 泉３丁目 いずみ 長崎市 大手２丁目 おおて 長崎市 上小島２丁目 かみこしま 長崎市 小江原５丁目 こえばる 長崎市 十人町 じゅうにんまち

長崎市 泉町 いずみまち 長崎市 大鳥町 おおとりまち 長崎市 上小島３丁目 かみこしま 長崎市 小江町 こえまち 長崎市 宿町 しゅくまち

長崎市 出雲１丁目 いずも 長崎市 大橋町 おおはしまち 長崎市 上小島４丁目 かみこしま 長崎市 小ケ倉町１丁目 こがくらまち 長崎市 城栄町 じょうえいまち

長崎市 出雲２丁目 いずも 長崎市 大浜町 おおはままち 長崎市 上小島５丁目 かみこしま 長崎市 小ケ倉町２丁目 こがくらまち 長崎市 昭和１丁目 しょうわ

長崎市 出雲３丁目 いずも 長崎市 大宮町 おおみやまち 長崎市 上銭座町 かみぜんざまち 長崎市 小ケ倉町３丁目 こがくらまち 長崎市 昭和２丁目 しょうわ

長崎市 伊勢町 いせまち 長崎市 岡町 おかまち 長崎市 上戸石町 かみといしまち 長崎市 古賀町 こがまち 長崎市 昭和３丁目 しょうわ

長崎市 磯道町 いそみちまち 長崎市 桶屋町 おけやまち 長崎市 上戸町 かみとまち 長崎市 国分町 こくぶまち 長崎市 白木町 しらきまち

長崎市 稲佐町 いなさまち 長崎市 音無町 おとなしまち 長崎市 上戸町１丁目 かみとまち 長崎市 小菅町 こすげまち 長崎市 白鳥町 しらとりまち

長崎市 稲田町 いなだまち 長崎市 尾上町 おのうえまち 長崎市 上戸町２丁目 かみとまち 長崎市 小瀬戸町 こせどまち 長崎市 城山台１丁目 しろやまだい

長崎市 今博多町 いまはかたまち 長崎市 御船蔵町 おふなぐらまち 長崎市 上戸町３丁目 かみとまち 長崎市 小曽根町 こぞねまち 長崎市 城山台２丁目 しろやまだい

長崎市 伊良林１丁目 いらばやし 長崎市 上戸町４丁目 かみとまち 長崎市 五島町 ごとうまち 長崎市 城山町 しろやままち

長崎市 伊良林２丁目 いらばやし 長崎市 上西山町 かみにしやままち 長崎市 木場町 こばまち 長崎市 新小が倉１丁目 しんこがくら

長崎市 伊良林３丁目 いらばやし 長崎市 神ノ島町１丁目 かみのしままち 長崎市 小峰町 こみねまち 長崎市 新小が倉２丁目 しんこがくら

長崎市 入船町 いりふねまち 長崎市 神ノ島町２丁目 かみのしままち 長崎市 米の山町 こめのやままち 長崎市 新大工町 しんだいくまち

長崎市 岩川町 いわかわまち 長崎市 神ノ島町３丁目 かみのしままち 長崎市 新地町 しんちまち

長崎市 岩瀬道町 いわせどうまち 長崎市 蚊焼町 かやきまち 長崎市 新戸町１丁目 しんとまち

長崎市 岩見町 いわみまち 長崎市 川内町 かわうちまち 長崎市 新戸町２丁目 しんとまち

長崎市 岩屋町 いわやまち 長崎市 川上町 かわかみまち 長崎市 新戸町３丁目 しんとまち

長崎市 川口町 かわぐちまち 長崎市 新戸町４丁目 しんとまち

長崎市 川原町 かわはらまち 長崎市 新中川町 しんなかがわまち

長崎市 川平町 かわひらまち 長崎市 新牧野町 しんまきのまち

長崎市 館内町 かんないまち す 長崎市 末石町 すえいしまち

長崎市 住吉台町 すみよしだいまち

長崎市 住吉町 すみよしまち

長崎市 諏訪町 すわまち

せ 長崎市 銭座町 ぜんざまち

そ 長崎市 園田町 そのだまち



長崎市配達エリア確認表
市 町・郷 市 町・郷 市 町・郷 市 町・郷 市 町・郷

た 長崎市 大黒町 だいこくまち ち 長崎市 筑後町 ちくごまち な 長崎市 長浦町 ながうらまち は 長崎市 橋口町 はしぐちまち ふ 長崎市 夫婦川町 ふうふがわまち

長崎市 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ１丁目 だいやらんど 長崎市 千歳町 ちとせまち 長崎市 中川２丁目 なかがわ 長崎市 八景町 はっけいまち 長崎市 深堀町１丁目 ふかほりまち

長崎市 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ２丁目 だいやらんど つ 長崎市 築町 つきまち 長崎市 中川１丁目 なかがわ 長崎市 花丘町 はなおかまち 長崎市 深堀町２丁目 ふかほりまち

長崎市 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ３丁目 だいやらんど 長崎市 辻町 つじまち 長崎市 中小島１丁目 なかこしま 長崎市 花園町 はなぞのまち 長崎市 深堀町３丁目 ふかほりまち

長崎市 ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ４丁目 だいやらんど 長崎市 つつじが丘１丁目 つつじがおか 長崎市 中小島２丁目 なかこしま 長崎市 浜口町 はまぐちまち 長崎市 深堀町４丁目 ふかほりまち

長崎市 多以良町 たいらまち 長崎市 つつじが丘２丁目 つつじがおか 長崎市 中里町 なかざとまち 長崎市 浜町 はまのまち 長崎市 深堀町５丁目 ふかほりまち

長崎市 高尾町 たかお 長崎市 つつじが丘３丁目 つつじがおか 長崎市 中新町 なかしんまち 長崎市 浜平１丁目 はまひら 長崎市 深堀町６丁目 ふかほりまち

長崎市 高丘１丁目 たかおか 長崎市 つつじが丘４丁目 つつじがおか 長崎市 中園町 なかぞのまち 長崎市 浜平２丁目 はまひら 長崎市 福田本町 ふくだほんまち

長崎市 高丘2丁目 たかおか 長崎市 つつじが丘５丁目 つつじがおか 長崎市 中町 なかまち 長崎市 早坂町 はやさかまち 長崎市 富士見町 ふじみまち

長崎市 高城台１丁目 たかしろだい 長崎市 椿が丘町 つばきがおかまち 長崎市 浪の平町 なみのひらまち 長崎市 葉山１丁目 はやま 長崎市 淵町 ふちまち

長崎市 高城台２丁目 たかしろだい 長崎市 鶴の尾 つるのおまち 長崎市 滑石１丁目 なめし 長崎市 葉山２丁目 はやま 長崎市 船石町 ふないしまち

長崎市 高平町 たかひらまち 長崎市 鶴見台１丁目 つるみだい 長崎市 滑石２丁目 なめし 長崎市 春木町 はるきまち 長崎市 船大工町 ふなだいくまち

長崎市 田上１丁目 たがみ 長崎市 鶴見台２丁目 つるみだい 長崎市 滑石３丁目 なめし 長崎市 晴海台町 はるみだいまち 長崎市 古川町 ふるかわまち

長崎市 田上２丁目 たがみ て 長崎市 出来大工町 できだいくまち 長崎市 滑石４丁目 なめし ひ 長崎市 東小島町 ひがしこしままち 長崎市 古河町 ふるこまち

長崎市 田上３丁目 たがみ 長崎市 手熊町 てぐままち 長崎市 滑石５丁目 なめし 長崎市 東琴平１丁目 ひがしことひら 長崎市 古町 ふるまち

長崎市 田上４丁目 たがみ 長崎市 出島町 でじままち 長崎市 滑石６丁目 なめし 長崎市 東琴平２丁目 ひがしことひら 長崎市 古道町 ふるみちまち

長崎市 宝町 たからまち 長崎市 寺町 てらまち 長崎市 鳴滝１丁目 なるたき 長崎市 東立神町 ひがしたてがみまち 長崎市 文教町 ぶんきょうまち

長崎市 竹の久保町 たけのくぼまち 長崎市 天神町 てんじんまち 長崎市 鳴滝２丁目 なるたき 長崎市 東古川町 ひがしふるかわまち へ 長崎市 平和町 へいわまち

長崎市 立岩町 たていわまち と 長崎市 戸石町 といしまち 長崎市 鳴滝３丁目 なるたき 長崎市 東町 ひがしまち 長崎市 弁天町 べんてんまち

長崎市 立山１丁目 たてやま 長崎市 土井首町 どいのくび 長崎市 鳴見台１丁目 なるみだい 長崎市 東山手町 ひがしやまてまち ほ 長崎市 宝栄町 ほうえいまち

長崎市 立山２丁目 たてやま 長崎市 銅座町 どうざまち 長崎市 鳴見台２丁目 なるみだい 長崎市 東山町 ひがしやままち 長崎市 豊洋台１丁目 ほうようだい

長崎市 立山３丁目 たてやま 長崎市 常盤町 ときわまち 長崎市 鳴見町 なるみまち 長崎市 光町 ひかりまち 長崎市 豊洋台２丁目 ほうようだい

長崎市 立山４丁目 たてやま 長崎市 戸町１丁目 とまち に 長崎市 賑町 にぎわいまち 長崎市 彦見町 ひこみまち 長崎市 北栄町 ほくえいまち

長崎市 立山５丁目 たてやま 長崎市 戸町２丁目 とまち 長崎市 西海町 にしうみまち 長崎市 日の出町 ひのでまち 長崎市 北陽町 ほくようまち

長崎市 田手原町 たてわらまち 長崎市 戸町３丁目 とまち 長崎市 虹が丘町 にじがおかまち 長崎市 平瀬町 ひらせまち 長崎市 星取１丁目 ほしとり

長崎市 田中町 たなかまち 長崎市 戸町４丁目 とまち 長崎市 錦町１丁目 にしき 長崎市 平戸小屋町 ひらどごやまち 長崎市 星取２丁目 ほしとり

長崎市 玉園町 たまぞのまち 長崎市 戸町５丁目 とまち 長崎市 錦町２丁目 にしき 長崎市 平野町 ひらのまち 長崎市 本河内１丁目 ほんごうち

長崎市 為石町 ためしまち 長崎市 錦町３丁目 にしき 長崎市 平間 ひらままち 長崎市 本河内２丁目 ほんごうち

長崎市 西北町 にしきたまち 長崎市 平山町 ひらやま 長崎市 本河内３丁目 ほんごうち

長崎市 西小島１丁目 にしこしま 長崎市 平山台１丁目 ひらやまだい 長崎市 本河内４丁目 ほんごうち

長崎市 西小島２丁目 にしこしま 長崎市 平山台２丁目 ひらやまだい

長崎市 西琴平町 にしことひらまち

長崎市 西坂町 にしざかまち

長崎市 西立神町 にしたてがみまち

長崎市 西泊町 にしどまりまち

長崎市 西町 にしまち

長崎市 西山１丁目 にしやま

長崎市 西山２丁目 にしやま

長崎市 西山３丁目 にしやま

長崎市 西山４丁目 にしやま

長崎市 西山台１丁目 にしやまだい

長崎市 西山台２丁目 にしやまだい

長崎市 西山本町 にしやまほんまち

ぬ 長崎市 布巻町 ぬのまきまち



長崎市配達エリア確認表
市 町・郷 市 町・郷

ま 長崎市 牧島町 まきしままち や 長崎市 八百屋町 やおやまち 市・町 町・郷

長崎市 牧野町 まきのまち 長崎市 矢上町 やがみまち 長与町 本川内郷 ほんがわちごう

長崎市 松が枝町 まつがえまち 長崎市 八千代町 やちよまち 長与町 平木場郷 ひらこばごう

長崎市 松原町 まつばらまち 長崎市 八つ尾町 やつおまち 長与町 三根郷 みねごう

長崎市 松山町 まつやままち 長崎市 梁川町 やながわまち 長与町 吉無田郷 よしむたごう

長崎市 丸尾町 まるおまち 長崎市 柳谷町 やなぎだにまち 長与町 高田郷 こうだごう

長崎市 丸山町 まるやままち 長崎市 柳田町 やなぎだまち 長与町 丸田郷 まるたごう

長崎市 万才町 まんざいまち 長崎市 矢の平１丁目 やのひら 長与町 嬉里郷 うれりごう

み 長崎市 三重田町 みえだまち 長崎市 矢の平２丁目 やのひら 長与町 斉藤郷 さいとうごう

長崎市 三重町 みえまち 長崎市 矢の平３丁目 やのひら 長与町 岡郷 おかごう

長崎市 三川町 みかわまち 長崎市 矢の平４丁目 やのひら 長与町 まなび野1丁目 まなびの

長崎市 見崎町 みさきまち 長崎市 八幡町 やはたまち 長与町 まなび野2丁目 まなびの

長崎市 水の浦町 みずのうらまち 長崎市 弥生町 やよいまち 長与町 まなび野3丁目 まなびの

長崎市 三ッ山町 みつやままち よ 長崎市 横尾１丁目 よこお 時津町 子々川郷 ししがわごう

長崎市 緑が丘町 みどりがおかまち 長崎市 横尾２丁目 よこお 時津町 日並郷 ひなみごう

長崎市 緑町 みどりまち 長崎市 横尾３丁目 よこお 時津町 久留里郷 くるりごう

長崎市 みなと坂１丁目 みなとざか 長崎市 横尾４丁目 よこお 時津町 左底郷 さそこごう

長崎市 みなと坂２丁目 みなとざか 長崎市 横尾５丁目 よこお 時津町 元村郷 もとむらごう

長崎市 南が丘町 みなみがおかまち 長崎市 四杖町 よつえまち 時津町 野田郷 のだごう

長崎市 南町 みなみまち 長崎市 寄合町 よりあいまち 時津町 浦郷 うらごう

長崎市 南山手町 みなみやまてまち 長崎市 万屋町 よろずやまち 時津町 浜田郷 はまだごう

長崎市 三原１丁目 みはら ろ 長崎市 炉粕町 ろかすまち 時津町 西時津郷 にしとぎつごう

長崎市 三原２丁目 みはら わ 長崎市 若草町 わかくさまち

長崎市 三原３丁目 みはら 長崎市 若竹町 わかたけまち

長崎市 宮崎町 みやざきまち 長崎市 若葉町 わかばまち

長崎市 三芳町 みよしまち

む 長崎市 向町 むかえまち

め 長崎市 目覚町 めざめまち

長崎市 女の都１丁目 めのと

長崎市 女の都２丁目 めのと

長崎市 女の都３丁目 めのと

長崎市 女の都４丁目 めのと

も 長崎市 本尾町 もとおまち

長崎市 本石灰町 もとしっくいまち

長崎市 本原町 もとはらまち

長崎市 元船町 もとふなまち

長崎市 元町 もとまち

長崎市 茂里町 もりまち

長与／時津／西海市



諫早市配達エリア確認表
市・町 町・郷 市・町 町・郷 市・町 町・郷 市・町 町・郷

あ 諫早市 青葉台 あおばだい く 諫早市 久山台 くやまだい ち 諫早市 中央干拓 ちゅうおうかんたく も 諫早市 本野町 もとのまち

諫早市 赤崎町 あかさきまち 諫早市 久山町 くやままち つ 諫早市 津久葉町 つくばまち や 諫早市 八坂町 やさかまち

諫早市 旭町 あさひまち 諫早市 栗面町 くれもまち 諫早市 津水町 つみずまち 諫早市 山川町 やまかわまち

諫早市 小豆崎町 あずきざきまち こ 諫早市 黒崎町 くろさきまち 諫早市 鶴田町 つるたまち ゆ 諫早市 湯野尾町 ゆのおまち

い 諫早市 飯盛町池下 いいもりちょういけしも 諫早市 厚生町 こうせいまち て 諫早市 天神町 てんじんまち わ 諫早市 若葉町 わかばまち

諫早市 飯盛町上原 いいもりちょううえはら 諫早市 高天町 こうてんまち 諫早市 天満町 てんまんまち 諫早市 鷲崎町 わしざきまち

諫早市 飯盛町後田 いいもりちょううしろだ 諫早市 小ケ倉町 こがくらまち と 諫早市 堂崎町 どうざきまち 諫早市 破籠井町 わりごいまち

諫早市 飯盛町川下 いいもりちょうかわしも さ 諫早市 幸町 さいわいまち な 諫早市 仲沖町 なかおきまち

諫早市 飯盛町久保 いいもりちょうくぼ 諫早市 栄町 さかえまち 諫早市 中尾町 なかおまち

諫早市 飯盛町古場 いいもりちょうこば 諫早市 猿崎町 さるざきまち 諫早市 中田町 なかだまち

諫早市 飯盛町佐田 いいもりちょうさだ し 諫早市 下大渡野町 しもおおわたのまち 諫早市 中通町 なかどおりまち

諫早市 飯盛町里 いいもりちょうさと 諫早市 正久寺町 しょうきゅうじまち 諫早市 長田町 ながたまち

諫早市 飯盛町下釜 いいもりちょうしもがま 諫早市 白岩町 しらいわまち 諫早市 長野町 ながのまち

諫早市 飯盛町中山 いいもりちょうなかやま 諫早市 白浜町 しらはままち に 諫早市 西栄田町 にしえいだまち

諫早市 飯盛町野中 いいもりちょうのなか 諫早市 城見町 しろみまち 諫早市 西小路町 にしこうじまち

諫早市 飯盛町開 いいもりちょうひらき 諫早市 新道町 しんみちまち 諫早市 西郷町 にしごうまち

諫早市 飯盛町平古場 いいもりちょうひらこば た 諫早市 高城町 たかしろまち 諫早市 西里町 にしざとまち

諫早市 飯盛町山口 いいもりちょうやまぐち 諫早市 立石町 たていしまち の 諫早市 野中町 のなかまち

諫早市 泉町 いずみまち 諫早市 多良見町市布 たらみちょういちぬの は 諫早市 土師野尾町 はじのおまち

う 諫早市 上野町 うえのまち 諫早市 多良見町囲 たらみちょうかこい 諫早市 八天町 はってんまち

諫早市 有喜町 うきまち 諫早市 多良見町木床 たらみちょうきどこ 諫早市 早見町 はやみまち

諫早市 宇都町 うづまち 諫早市 多良見町化屋 たらみちょうけや 諫早市 原口町 はらぐちまち

え 諫早市 永昌東町 えいしょうひがしまち 諫早市 多良見町シーサイド たらみちょうしーさいど ひ 諫早市 東小路町 ひがしこうじまち

諫早市 永昌町 えいしょうまち 諫早市 多良見町中里 たらみちょうなかざと 諫早市 東本町 ひがしほんまち

諫早市 栄田町 えいだまち 諫早市 日の出町 ひのでまち

お 諫早市 大さこ町 おおさこまち 諫早市 平山町 ひらやままち

諫早市 小川町 おがわまち ふ 諫早市 福田町 ふくだまち

諫早市 御手水町 おちょうずまち 諫早市 船越町 ふなこしまち

諫早市 小野島町 おのじままち ほ 諫早市 堀の内町 ほりのうちまち

諫早市 小野町 おのまち 諫早市 本町 ほんまち

諫早市 小船越町 おぶなこしまち 諫早市 本明町 ほんみょうまち

か 諫早市 貝津小船越名 かいづおぶなこしみょう ま 諫早市 真崎本村名 まさきほんむらみょう

諫早市 貝津町 かいづまち 諫早市 真崎町 まさきまち

諫早市 金谷町 かなやまち 諫早市 松里町 まつざとまち

諫早市 上町 かみまち 諫早市 馬渡町 まわたりまち

諫早市 川内町 かわちまち む 諫早市 宗方町 むなかたまち

諫早市 川床町 かわとこまち



大村市配達エリア確認表
市・町 町・郷 市・町 町・郷 市・町 町・郷 東彼杵エリア確認表

あ 大村市 赤佐古町 あかさこまち す 大村市 寿古町 すこまち み 大村市 箕島町 みしままち 市・町 町・郷

大村市 荒瀬町 あらせまち 大村市 須田ノ木町 すだのきまち 大村市 水田町 みずたまち あ東彼杵郡大音琴郷 おおねごとごう

大村市 荒平町 あらひらまち 大村市 諏訪 すわ 大村市 水計町 みずはかりまち か 東彼杵郡 川内郷 かわちごう

い 大村市 池田 いけだ せ 大村市 西部町 せいぶまち 大村市 溝陸町 みぞろくまち く 東彼杵郡 口木田郷 くちきだごう

大村市 池田新町 いけだしんまち た 大村市 武部町 たけべまち 大村市 宮小路 みやしょうじ 東彼杵郡 蔵本郷 くらもとごう

大村市 乾馬場町 いぬいばばまち 大村市 竹松本町 たけまつほんまち 宮代町 みやだいまち こ 東彼杵郡 小音琴郷 こねごとごう

大村市 今津町 いまづまち 大村市 竹松町 たけまつまち 大村市 弥勒寺町 みろくじまち 東彼杵郡 木場郷 こばごう

大村市 今富町 いまとみまち 田下町 たじもまち む 大村市 向木場町 むかいこばまち さ 東彼杵郡 里郷 さとごう

大村市 今村町 いまむらまち と 大村市 徳泉川内町 とくせんがわちまち 大村市 武留路町 むるろまち す 東彼杵郡 菅無田郷 すがむたごう

大村市 岩松町 いわまつまち 大村市 富の原 とみのはら も 大村市 森園町 もりぞのまち せ 東彼杵郡 瀬戸郷 せとごう

う 大村市 植松 うえまつ な 大村市 中里町 なかざとまち り 大村市 立福寺町 りふくじまち そ 東彼杵郡 彼杵宿郷 そのぎしゅくごう

お 大村市 大川田町 おおかわだまち に 大村市 西乾馬場町 にしいぬいばばまち た 東彼杵郡 駄地郷 だじごう

大村市 大里町 おおざとまち 大村市 西大村本町 にしおおむらほんまち ち 東彼杵郡 千綿宿郷 ちわたしゅくごう

大村市 沖田町 おきたまち 大村市 西三城町 にしさんじょうちょう は 東彼杵郡 八反田郷 はちたんだごう

大村市 鬼橋町 おにばしまち 大村市 西本町 にしほんまち ひ 東彼杵郡 一ツ石郷 ひとついしごう

大村市 小路口本町 おろぐちほんまち の 大村市 野岳町 のだけまち 東彼杵郡 平似田郷 ひらにたごう

大村市 小路口町 おろぐちまち 大村市 野田町 のだまち ほ 東彼杵郡 法音寺郷 ほうおんじごう

か 大村市 皆同町 かいどうまち は 大村市 原口町 はらぐちまち み 東彼杵郡 三根郷 みねごう

大村市 陰平町 かげひらまち ひ 大村市 東大村 ひがしおおむら

大村市 水主町 かこまち 大村市 東三城町 ひがしさんじょうちょう

大村市 片町 かたまち 大村市 東本町 ひがしほんまち

大村市 上諏訪町 かみすわまち ふ 大村市 福重町 ふくしげまち

き 大村市 協和町 きょうわまち 大村市 古町 ふるまち

く 大村市 杭出津 くいでつ ほ 大村市 本町 ほんまち

大村市 草場町 くさばまち ま 大村市 松並 まつなみ

大村市 玖島 くしま 大村市 松原 まつばら

大村市 久原 くばら 大村市 松原本町 まつばらほんまち

大村市 黒丸町 くろまるまち 大村市 松山町 まつやままち

こ 大村市 古賀島町 こがしままち

大村市 木場 こば

さ 大村市 幸町 さいわいまち

大村市 坂口町 さかぐちまち

大村市 桜馬場 さくらばば

大村市 三城町 さんじょうちょう

要確認

要確認



島原市配達エリア確認表
市・町 町・郷 市・町 町・郷 市・町 町・郷 市・町 町・郷

あ 島原 青葉町 あおばまち き 島原 北安徳町 きたあんとくまち て 島原 寺町 てらまち み 島原 三会町 みえまち

島原 油堀町 あぶらぼりまち 島原 北上木場町 きたかみこばまち 島原 天神元町 てんじんもとまち 島原 緑町 みどりまち

島原 洗切町 あらいきりまち 島原 北千本木町 きたせんぼんぎまち な 島原 中安徳町 なかあんとくまち 島原 湊新地町 みなとしんちまち

島原 有明町大三東乙 ありあけちょうおおみさきおつ 島原 北原町 きたばらまち 島原 中尾町 なかおまち 島原 湊町 みなとまち

島原 有明町大三東甲 ありあけちょうおおみさきこう 島原 北門町 きたもんまち 島原 中組町 なかぐみまち 島原 湊道 みなとみち

島原 有明町大三東丁 ありあけちょうおおみさきてい く 島原 崩山町 くえやままち 島原 中野町 なかのまち 島原 南安徳町 みなみあんとくまち

島原 有明町大三東丙 ありあけちょうおおみさきへい 島原 礫石原町 くれいしばるまち 島原 中原町 なかばらまち 島原 南柏野町 みなみかしわのまち

島原 有明町大三東戊 ありあけちょうおおみさきぼ こ 島原 湖南町 こなんまち 島原 中堀町 なかほりまち 島原 南上木場町 みなみかみこばまち

島原 有馬船津町 ありまふなつまち 島原 小山町 こやままち 島原 中町 なかまち 島原 南崩山町 みなみくえやままち

い 島原 出の川町 いでのかわまち さ 島原 坂上町 さかうえまち 島原 長貫町 ながぬきまち 島原 南下川尻町 みなみしもかわしりまち

島原 出平町 いでひらまち 島原 栄町 さかえまち に 島原 西町 にしまち 島原 南千本木町 みなみせんぼんぎまち

島原 今川町 いまがわまち 島原 坂下町 さかしたまち 島原 西八幡町 にしやはたまち 島原 宮の町 みやのまち

う 島原 上の原 うえのはら 島原 先魁町 さきがけまち 島原 仁田町 にたまち む 島原 六ツ木町 むつぎまち

島原 上の町 うえのまち 島原 桜町 さくらまち は 島原 萩が丘 はぎがおか も 島原 元船津町 もとふなつまち

島原 宇土町 うとまち 島原 桜門町 さくらもんまち 島原 萩原 はぎはら や 島原 八幡町 やはたまち

島原 梅園町 うめぞのまち し 島原 下新丁 したじんちょう 島原 白山町 はくさんまち 島原 山寺町 やまでらまち

島原 浦田 うらだ 島原 下の丁 したのちょう 島原 浜の町 はまのまち よ 島原 万町 よろずまち

島原 浦の川 うらのかわ 島原 下折橋町 しもおりはしまち 島原 原口町 はらぐちまち れ 島原 霊南 れいなん

島原 上新丁 うわじんちょう 島原 下川尻町 しもかわしりまち 島原 原町 はらまち

え 島原 江戸丁 えどちょう 島原 下宮町 しもみやまち ひ 島原 稗田町 ひえだまち

島原 蛭子町 えびすまち 島原 白谷町 しらたにまち 島原 広高野町 ひろこうやまち

島原 江里町 えりまち 島原 白土町 しらちまち 島原 広馬場町 ひろばばまち

お 島原 大下町 おおじもまち 島原 白土桃山 しらちももやま ふ 島原 札の元町 ふだのもとまち

島原 大手原町 おおてばらまち 島原 城見町 しろみまち 島原 船泊町 ふなどまりまち

島原 御手水町 おちょうずまち 島原 新建 しんだち 島原 古丁 ふるちょう

島原 柿の木町 かきのきまち 島原 新田町 しんでんまち へ 島原 平成町 へいせいまち

か 島原 柏野町 かしわのまち 島原 新馬場町 しんばばまち 島原 弁天町 べんてんまち

島原 片町 かたまち 島原 新町 しんまち ほ 島原 堀町 ほりまち

島原 門内町 かどうちまち 島原 新湊 しんみなと 島原 本光寺町 ほんこうじまち

島原 鎌田町 かまだまち 島原 新山 しんやま 島原 本町 ほんまち

島原 上折橋町 かみおりはしまち 島原 親和町 しんわまち ま 島原 前浜町 まえはままち

島原 加美町 かみまち 島原 寺中町 じちゅうまち

島原 亀の甲町 かめのこうまち 島原 城西中の丁 じょうせいなかのちょう

島原 城内 じょうない

す 島原 杉山町 すぎやままち

た 島原 高島 たかじま

島原 立野町 たてのまち

島原 田町 たまち

ち 島原 秩父が浦町 ちちぶがうらまち

つ 島原 津吹町 つぶきまち

島原 津町 つまち



佐世保市配達エリア確認表

市・町 町・郷 市・町 町・郷 市・町 町・郷 市・町 町・郷 市・町 町・郷

あ 佐世保 相生町 あいおい お 佐世保 大潟町 おおがた こ 佐世保 光月町 こうげつ し 佐世保 椎木町 しいのき せ 佐世保 星和台町 せいわだい

佐世保 相浦町 あいのうら 佐世保 大岳台町 おおたけだい 佐世保 高天町 こうてん 佐世保 塩浜町 しおはま 佐世保 世知原町岩谷口 せちばるちょういわやぐち

佐世保 赤木町 あかぎ 佐世保 大野町 おおの 佐世保 心野町 ここんの 佐世保 塩浸町 しおひたし 佐世保 世知原町上野原 せちばるちょううえのはら

佐世保 赤崎町 あかさき 佐世保 大宮町 おおみや 佐世保 小佐々町臼ノ浦 こさざちょううすのうら 佐世保 潮見町 しおみ 佐世保 世知原町太田 せちばるちょうおおた

佐世保 浅子町 あさご 佐世保 小川内町 おがわち 佐世保 小佐々町楠泊 こさざちょうくすどまり 佐世保 鹿町町上歌ヶ浦 しかまちちょうかみうたがうら 佐世保 世知原町北川内 せちばるちょうきたがわち

佐世保 愛宕町 あたご 佐世保 沖新町 おきしん 佐世保 小佐々町黒石 こさざちょうくろいし 佐世保 鹿町町口ノ里 しかまちちょうくちのさと 佐世保 世知原町栗迎 せちばるちょうくりむかえ

佐世保 有福町　 ありふく 佐世保 奥山町　 おくやま 佐世保 小佐々町小坂 こさざちょうこさか 佐世保 鹿町町鹿町 しかまちちょうしかまち 佐世保 世知原町中通 せちばるちょうなかどおり

い 佐世保 庵浦町 いおのうら 佐世保 踊石町 おどりいし 佐世保 小佐々町岳ノ木場 こさざちょうたけのこば 佐世保 鹿町町下歌ヶ浦 しかまちちょうしもうたがうら 佐世保 世知原町笥瀬 せちばるちょうやなぜ

佐世保 石坂町 いしざか 佐世保 小野町 おの 佐世保 小佐々町田原 こさざちょうたはら 佐世保 鹿町町新深江 しかまちちょうしんふかえ 佐世保 世知原町矢櫃 せちばるちょうやひつ

佐世保 泉町 いずみ 佐世保 折橋町 おりはし 佐世保 小佐々町葛籠 こさざちょうつづら 佐世保 鹿町町土肥ノ浦 しかまちちょうどいのうら 佐世保 世知原町槍巻 せちばるちょうやりまき

佐世保 稲荷町 いなり 佐世保 卸本町 おろしほん 佐世保 小佐々町西川内 こさざちょうにしがわち 佐世保 鹿町町長串 しかまちちょうながぐし 佐世保 瀬道町 せどお

佐世保 今福町 いまふく か 佐世保 皆瀬町 かいぜ 佐世保 小佐々町平原 こさざちょうひらはら 佐世保 鹿町町中野 しかまちちょうなかの 佐世保 瀬戸越一丁目 せとごえ

う 佐世保 鵜渡越町 うどごえ 佐世保 鹿子前町 かしまえ 佐世保 小佐々町矢岳 こさざちょうやたけ 佐世保 鹿町町深江 しかまちちょうふかえ 佐世保 瀬戸越二丁目 せとごえ

佐世保 梅田町 うめだ 佐世保 春日町 かすが 佐世保 小佐世保町 こさせぼ 佐世保 鹿町町深江潟 しかまちちょうふかえがた 佐世保 瀬戸越三丁目 せとごえ

佐世保 浦川内町 うらかわち 佐世保 勝海町 かつうみ 佐世保 小島町 こじま 佐世保 鹿町町船ノ村 しかまちちょうふねのむら 佐世保 瀬戸越四丁目 せとごえ

佐世保 上原町 うわばる 佐世保 勝富町　　　　　 かつとみ 佐世保 木場田町 こばた 佐世保 重尾町 しげお 佐世保 瀬戸越町 せとごえ

佐世保 上町 うわまち 佐世保 上相浦町 かみあいのうら 佐世保 小舟町 こふね 佐世保 島瀬町 しまのせ そ 佐世保 園田町 そのだ

え 佐世保 江上町 えがみ 佐世保 上京町 かみきょう 佐世保 菰田町 こもだ 佐世保 鹿町町大屋 しままちちょうおおや た 佐世保 大黒町 だいこく

佐世保 江永町 えなが 佐世保 神島町 かみしま 佐世保 権常寺町 ごんじょうじ 佐世保 鹿町町九十九島 しままちちょうくじゅうくしま 佐世保 大塔町 だいとう

佐世保 烏帽子町 えぼし 佐世保 上本山町 かみもとやま 佐世保 権常寺一丁目 ごんじょうじ 佐世保 島地町 しまんじ 佐世保 高砂町 たかさご
佐世保 江迎町上川内 えむかうぇちょうかみがわち 佐世保 上柚木町 かみゆのき 佐世保 金比良町 こんぴら 佐世保 清水町 しみず 佐世保 高島町 たかしま

佐世保 江迎町赤坂 えむかえちょうあかさか 佐世保 川下町 かわしも さ 佐世保 栄町 さかえ 佐世保 下宇戸町 しもうど 佐世保 高梨町 たかなし
佐世保 江迎町飯良坂 えむかえちょういいらさか 佐世保 川谷町 かわたに 佐世保 崎岡町 さきおか 佐世保 下京町 しもきょう 佐世保 高花町 たかはな

佐世保 江迎町猪調 えむかえちょういのつき き 佐世保 祇園町 ぎおん 佐世保 桜木町 さくらぎ 佐世保 下の原町 しものはる 佐世保 岳野町 たけの

佐世保 江迎町埋立 えむかえちょううめたて 佐世保 木風町 きかぜ 佐世保 指方町 さしかた 佐世保 下船越町 しもふなこし 佐世保 竹辺町 たけべ

佐世保 江迎町箙尾 えむかえちょうえびらお 佐世保 木宮町 きのみや 佐世保 里美町 さとよし 佐世保 下本山町 しももとやま 佐世保 田代町 たしろ
佐世保 江迎町奥川内 えむかえちょうおくがわち 佐世保 木原町　　 きはら 佐世保 早苗町 さなえ 佐世保 十郎新町 じゅうろうしんまち 佐世保 立神町 たてがみ

佐世保 江迎町梶ノ村 えむかえちょうかじのうら 佐世保 京坪町 きょうのつぼ 佐世保 城間町 じょうま 佐世保 棚方町 たなかた

佐世保 江迎町北田 えむかえちょうきただ く 佐世保 潜木町 くぐるぎ 佐世保 白木町　　 しらき 佐世保 谷郷町 たにごう

佐世保 江迎町北平 えむかえちょうきたひら 佐世保 楠木町 くすのき 佐世保 白岳町　　　 しらたけ 佐世保 田の浦町 たのうら

佐世保 江迎町栗越 えむかえちょうくりこし 佐世保 口の尾町 くちのお 佐世保 白仁田町 しらにた 佐世保 田原町 たはる

佐世保 江迎町小川内 えむかえちょうこがわち 佐世保 熊野町 くまの 佐世保 白南風町　　 しらはえ 佐世保 俵町 たわら
佐世保 江迎町志戸氏 えむかえちょうしとのうじ 佐世保 黒髪町 くろかみ 佐世保 城山町 しろやま 佐世保 俵ヶ浦町 たわらがうら

佐世保 江迎町末橘 えむかえちょうすえたちばな 佐世保 黒島町 くろしま 佐世保 新替町 しんかえ ち 佐世保 知見寺町 ちけんじ
佐世保 江迎町田ノ元 えむかえちょうたのもと 佐世保 桑木場町 くわこば 佐世保 新行江町 しんぎょうえ つ 佐世保 筒井町 つつい

佐世保 江迎町中尾 えむかえちょうなかお 佐世保 新田町 しんでん て 佐世保 天神一丁目 てんじん

佐世保 江迎町長坂 えむかえちょうながさか 佐世保 陣の内町 じんのうち 佐世保 天神二丁目 てんじん
佐世保 江迎町七腕 えむかえちょうななかい す 佐世保 須佐町 すさ 佐世保 天神三丁目 てんじん

佐世保 江迎町根引 えむかえちょうねびき 佐世保 須田尾町 すだお 佐世保 天神四丁目 てんじん

佐世保 江迎町三浦 えむかえちょうみうら 佐世保 天神五丁目 てんじん
佐世保 江迎町乱橋 えむかえちょうみだればし 佐世保 天神町 てんじん

佐世保 天満町 てんまん



佐世保市配達エリア確認表 川棚エリア確認表

市・町 町・郷 市・町 町・郷 市・町 町・郷 市・町 町・郷

と 佐世保 戸ヶ倉町 とがくら ふ 佐世保 福石町　 ふくいし よ 佐世保 横尾町 よこお い 川棚町 石木郷 いしきごう

佐世保 常盤町 ときわ 佐世保 福田町 ふくだ 佐世保 横手町 よこて お 川棚町 小串郷 おぐしごう

佐世保 戸尾町 とのお 佐世保 藤原町 ふじわら 佐世保 吉井町板樋 よしいちょういたび か 川棚町 上組郷 かみぐみごう

佐世保 十文野町 ともんの 佐世保 船越町 ふなこし 佐世保 吉井町大渡 よしいちょうおおわたり こ 川棚町 小音琴郷 こねごとごう

な 佐世保 長尾町 ながお ほ 佐世保 母ヶ浦町 ほうがうら 佐世保 吉井町乙石尾 よしいちょうおついしお 川棚町 五反田郷 ごたんだごう

佐世保 長坂町 ながさか 佐世保 保立町 ほたて 佐世保 吉井町踊瀬 よしいちょうおどりぜ さ 川棚町 栄町 さかえまち

佐世保 中里町 なかざと ま 佐世保 牧の地町 まきのじ 佐世保 吉井町梶木場 よしいちょうかじこば し 川棚町 下組郷 しもぐみごう

佐世保 中通町 なかどおり 佐世保 松浦町 まつうら 佐世保 吉井町上吉田 よしいちょうかみよしだ 川棚町 白石郷 しろいしごう

佐世保 長畑町 ながはた 佐世保 松川町 まつかわ 佐世保 吉井町下原 よしいちょうしもはる 川棚町 城山町 しろやまちょう

佐世保 中原町 なかはら 佐世保 松瀬町 まつせ 佐世保 吉井町草ノ尾 よしいちょうそうのお 川棚町 新谷郷 しんがえごう

佐世保 名切町　 なきり 佐世保 松原町 まつばらま 佐世保 吉井町高峰 よしいちょうたかみね な 川棚町 中組郷 なかぐみごう

に 佐世保 西大久保町 にしおおくぼ 佐世保 松山町 まつやま 佐世保 吉井町立石 よしいちょうたていし 川棚町 中山郷 なかやまごう

の 佐世保 野崎町 のざき 佐世保 万徳町 まんとく 佐世保 吉井町田原 よしいちょうたばる み 川棚町 三越郷 みつごえごう

佐世保 野中町 のなか み 佐世保 三浦町 みうら 佐世保 吉井町直谷 よしいちょうなおや も 川棚町 百津郷 ももづごう

は 佐世保 早岐一丁目 はいき 佐世保 三川内町 みかわち 佐世保 吉井町橋川内 よしいちょうはしかわち

佐世保 早岐二丁目 はいき 佐世保 三川内新町 みかわちしん 佐世保 吉井町橋口 よしいちょうはしぐち 市・町 町・郷
佐世保 早岐三丁目 はいき 佐世保 三川内本町 みかわちほん 佐世保 吉井町春明 よしいちょうはるあけ 北松郡 佐々町

佐世保 ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ町 はうすてんぼす 佐世保 湊町　　　 みなと 佐世保 吉井町福井 よしいちょうふくい

佐世保 南風崎町 はえのさき 佐世保 峰坂町　　 みねのさか 佐世保 吉井町前岳 よしいちょうまえだけ

佐世保 萩坂町　　 はぎさか 佐世保 御船町 みふね 佐世保 吉井町吉元 よしいちょうよしもと

佐世保 八の久保町 はちのくぼ 佐世保 宮崎町 みやざき 佐世保 吉岡町 よしおか

佐世保 八幡町 はちまん 佐世保 宮地町 みやじ 佐世保 吉福町 よしふく
佐世保 花園町 はなぞの 佐世保 宮田町 みやた 佐世保 万津町　　 よろづ

佐世保 花高一丁目 はなたか 佐世保 宮津町 みやづ わ 佐世保 若竹台町 わかたけだい

佐世保 花高二丁目 はなたか も 佐世保 本島町　　 もとしま 佐世保 若葉町 わかば

佐世保 花高三丁目 はなたか 佐世保 元町 もとまち
佐世保 花高四丁目 はなたか 佐世保 もみじが丘町 もみじがおか

佐世保 浜田町 はまだ や 佐世保 矢岳町 やたけ

佐世保 針尾北町 はりおきた 佐世保 山県町 やまがた

佐世保 針尾中町 はりおなか 佐世保 山祗町 やまずみ

佐世保 針尾西町 はりおにし 佐世保 山手町 やまて

佐世保 針尾東町 はりおひがし 佐世保 大和町 やまと
佐世保 原分町 はるぶん 佐世保 矢峰町 やみね

ひ 佐世保 日宇町　　　　 ひう ゆ 佐世保 柚木町 ゆのき
佐世保 東大久保町 ひがしおおくぼ 佐世保 柚木元町 ゆのきもと

佐世保 東浜町 ひがしはま

佐世保 東山町 ひがしやま
佐世保 光町 ひかり

佐世保 干尽町 ひずくし

佐世保 日野町 ひの
佐世保 比良町 ひら

佐世保 平瀬町 ひらせ

佐世保 平松町　 ひらまつ

佐世保 広田一丁目 ひろた

佐世保 広田二丁目 ひろた

佐世保 広田三丁目 ひろた

佐世保 広田四丁目 ひろた
佐世保 広田町 ひろた
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