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地名の中の『魚』
県 魚種 市町村 町大字 郵便番号

北海道 アユ 048-1265

アユ 043-0402
043-0012

コイ 099-4357

コイ 059-1751

サカナ 088-1101

リョウ 061-1401

リョウ 061-1414

青森県 アジ 038-2714

アジ 038-2700

アジ 038-2723

アジ 038-2735

アジ 038-2733

アジ 038-2724

アジ 038-2744

アジ 038-2702

アジ 038-2752

アジ 038-2725

アジ 038-2703

アジ 038-2722

アジ 038-2713

アジ 038-2745

アジ 038-2742

アジ 038-2721

アジ 038-2731

アジ 038-2711

アジ 038-2712

アジ 038-2743

アジ 038-2751

アジ 038-2704

アジ 038-2734

アジ 038-2705

アジ 038-2732

アジ 038-2715

アジ 038-2741

アジ 038-2746

アジ 038-2761

アジ 038-2754

アジ 038-2701

アジ 038-2753

アジ 038-2747

クジラ 038-0101

サカナ 037-0042

サカナ 038-1313

サバ 038-0241

サメ 039-1503

サメ 031-0841

サメ 037-0525

リョウ 038-2744

ワニ 038-0200

ワニ 038-0233

ワニ 038-0201

ワニ 038-0203

ワニ 038-0241

ワニ 038-0232

ワニ 038-0231

ワニ 038-0242

ワニ 038-0222

ワニ 038-0212

ワニ 038-0211

ワニ 038-0202

ワニ 038-0204

ワニ 038-0223

ワニ 038-0221

ワニ 038-0243

岩手県 エビ 028-8401

カジカ 020-0657

サカナ 026-0012

宮城県 アユ 986-2522

アユ 986-2523

アユ 986-2524

サカナ 988-0037

サカナ 988-0013

サカナ 988-0008

サカナ 986-0022

サバ 988-0561

サバ 988-0562

サメ 986-2403

タラ 988-0122

タラ 988-0104

ヒレ 987-0145

ヒレ 987-0145

マグロ 988-0572

マグロ 988-0571

ワニ 989-4509

ワニ 987-0414

ワニ 987-0414

秋田県 アユ 015-0084

磯谷郡蘭越町(イソヤグンランコシチヨウ) 鮎川(アユカワ)
二海郡八雲町(フタミグンヤクモチヨウ) 熊石鮎川町(クマイシアユカワチヨウ)

ウグイ2 檜山郡江差町(ヒヤマグンエサシチヨウ) 鰔川町(ウグイカワチヨウ)
斜里郡斜里町(シヤリグンシヤリチヨウ) 真鯉(マコイ)
勇払郡厚真町(ユウフツグンアツマチヨウ) 鯉沼(コイヌマ)
厚岸郡厚岸町(アツケシグンアツケシチヨウ) 糸魚沢(イトイザワ)
恵庭市(エニワシ) 漁太(イザリブト)
恵庭市(エニワシ) 漁町(イザリマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 芦萢町(アシヤチマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 以下に掲載がない場合(イカニケイサイガナイバアイ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 一ツ森町(ヒトツモリマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 姥袋町(ウバフクロマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 館前町(タテマエマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 鬼袋町(オニフクロマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 漁師町(リヨウシマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 建石町(タテイシマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 七ツ石町(ナナツイシマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 種里町(タネサトマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 小屋敷町(コヤシキマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 小森町(コモリマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 松代町(マツダイマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 新地町(シンチマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 新町(アラマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 深谷町(フカヤマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 赤石町(アカイシマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 中村町(ナカムラマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 長平町(ナガダイマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 釣町(ツリマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 田中町(タナカマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 湯舟町(ユブネマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 南金沢町(ミナミカナザワマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 南浮田町(ミナミウキタマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 日照田町(ヒデリタマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 浜横沢町(ハマヨコサワマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 浜町(ハママチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 富根町(フネチヨウ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 舞戸町(マイトマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 米町(コメマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 北浮田町(キタウキタマチ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 本町(ホンチヨウ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 淀町(ヨドマチ)
平川市(ヒラカワシ) 碇ケ関鯨森(イカリガセキクジラモリ)
五所川原市(ゴシヨガワラシ) 不魚住(ウオスマズ)
青森市(アオモリシ) 浪岡王余魚沢(ナミオカカレイザワ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 鯖石(サバイシ)
三戸郡五戸町(サンノヘグンゴノヘマチ) 鮫ノ口(サメノクチ)
八戸市(ハチノヘシ) 鮫町(サメマチ)
北津軽郡中泊町(キタツガルグンナカドマリマチ) 小泊鮫貝(コドマリサメガイ)
西津軽郡鰺ヶ沢町(ニシツガルグンアジガサワマチ) 漁師町(リヨウシマチ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 以下に掲載がない場合(イカニケイサイガナイバアイ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 居土(イヅチ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 苦木(ニガキ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 駒木(コマキ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 鯖石(サバイシ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 三ツ目内(ミツメナイ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 宿川原(シユクガワラ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 森山(モリヤマ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 早瀬野(ハヤセノ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 蔵館(クラダテ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 大鰐(オオワニ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 長峰(ナガミネ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 唐牛(カロウジ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 島田(シマダ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 虹貝(ニジカイ)
南津軽郡大鰐町(ミナミツガルグンオオワニマチ) 八幡館(ハチマンダテ)
下閉伊郡田野畑村(シモヘイグンタノハタムラ) 蝦夷森(エゾモリ)
滝沢市(タキザワシ) 鵜飼鰍森(ウカイカジカモリ)
釜石市(カマイシシ) 魚河岸(ウオガシ)
石巻市(イシノマキシ) 鮎川大町(アユカワオオマチ)
石巻市(イシノマキシ) 鮎川浜(アユカワハマ)
石巻市(イシノマキシ) 鮎川浜丁(アユカワハマチヨウ)
気仙沼市(ケセンヌマシ) 魚市場前(ウオイチバマエ)
気仙沼市(ケセンヌマシ) 魚町(サカナマチ)
気仙沼市(ケセンヌマシ) 魚浜町(ウオハマチヨウ)
石巻市(イシノマキシ) 魚町(サカナマチ)
気仙沼市(ケセンヌマシ) 唐桑町小鯖(カラクワチヨウコサバ)
気仙沼市(ケセンヌマシ) 唐桑町上小鯖(カラクワチヨウカミコサバ)
石巻市(イシノマキシ) 鮫浦(サメノウラ)
気仙沼市(ケセンヌマシ) 松崎五駄鱈(マツザキゴダンタラ)
気仙沼市(ケセンヌマシ) 赤岩五駄鱈(アカイワゴダンタラ)
遠田郡涌谷町(トオダグンワクヤチヨウ) 新名鰭(シンナビレ)
遠田郡涌谷町(トオダグンワクヤチヨウ) 名鰭(ナビレ)
気仙沼市(ケセンヌマシ) 唐桑町上鮪立(カラクワチヨウカミシビタチ)
気仙沼市(ケセンヌマシ) 唐桑町鮪立(カラクワチヨウシビタチ)
栗原市(クリハラシ) 瀬峰大鰐谷(セミネオオワニヤ)
登米市(トメシ) 南方町内鰐丸(ミナミカタマチウチワニマル)
登米市(トメシ) 南方町鰐丸(ミナミカタマチワニマル)
由利本荘市(ユリホンジヨウシ) 鮎瀬(アユセ)
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アユ 015-0362

コイ 018-2103

ドジョウ 013-0545

ドジョウ 010-0964

フナ 018-3113

マグロ 010-0355

山形県 アユ 992-0771

サケ 999-5200

サケ 999-5201

サケ 999-5206

サケ 999-5204

サケ 999-5202

サケ 999-5208

サケ 999-5203

サケ 999-5205

サケ 999-5207

スシ 990-0884

福島県 エビ 966-0891

エビ 960-8222

クジラ 970-8027

サメ 963-8400

サメ 963-8408

サメ 963-8404

サメ 963-8402

サメ 963-8407

サメ 963-8401

サメ 963-8403

サメ 963-8405

サメ 963-5505

サメ 963-8406

茨城県 アユ 316-0036

クジラ 304-0802

クジラ 315-0163

コイ 309-1703

コイ 319-0323

フナ 301-0815

ワニ 314-0024

ワニ 314-0147

栃木県 アユ 321-3535

群馬県 アユ 375-0042

サカナ 370-1601

埼玉県 クジラ 350-0815

クジラ 350-0809

サカナ 343-0101

千葉県 ヒレ 270-0161

新潟県 アジ 950-1227

ウロコ 955-0143
959-3234

クジラ 952-1643

クジラ 945-0855

サカナ 946-0000

サカナ 946-0038

サカナ 946-0076

サカナ 946-0062

サカナ 946-0002

サカナ 946-0302

サカナ 946-0084

サカナ 946-0012

サカナ 946-0125

サカナ 946-0307

サカナ 946-0107

サカナ 946-0005

サカナ 946-0036

サカナ 949-7417

サカナ 946-0085

サカナ 949-7401

サカナ 946-0107

サカナ 949-7416

サカナ 946-0102

サカナ 946-0023

サカナ 946-0107

サカナ 946-0122

サカナ 949-7421

サカナ 946-0075

サカナ 946-0121

サカナ 946-0105

サカナ 946-0205

サカナ 949-7423

サカナ 946-0105

サカナ 946-0104

サカナ 946-0304

サカナ 949-7422

サカナ 946-0031

サカナ 946-0025

サカナ 946-0052

サカナ 946-0052

サカナ 946-0201

サカナ 946-0051

サカナ 949-7403

サカナ 946-0021

由利本荘市(ユリホンジヨウシ) 東鮎川(ヒガシアユカワ)
山本郡三種町(ヤマモトグンミタネチヨウ) 鯉川(コイカワ)
横手市(ヨコテシ) 大森町鯲沼(オオモリマチドジヨウヌマ)
秋田市(アキタシ) 八橋鯲沼町(ヤバセドジヨウヌママチ)
能代市(ノシロシ) 二ツ井町仁鮒(フタツイマチニブナ)
男鹿市(オガシ) 五里合鮪川(イリアイシビカワ)
西置賜郡白鷹町(ニシオキタマグンシラタカマチ) 鮎貝(アユカイ)
最上郡鮭川村(モガミグンサケガワムラ) 以下に掲載がない場合(イカニケイサイガナイバアイ)
最上郡鮭川村(モガミグンサケガワムラ) 京塚(キヨウヅカ)
最上郡鮭川村(モガミグンサケガワムラ) 曲川(マガリガワ)
最上郡鮭川村(モガミグンサケガワムラ) 向居(ムカイ)
最上郡鮭川村(モガミグンサケガワムラ) 佐渡(サド)
最上郡鮭川村(モガミグンサケガワムラ) 石名坂(イシナザカ)
最上郡鮭川村(モガミグンサケガワムラ) 川口(カワグチ)
最上郡鮭川村(モガミグンサケガワムラ) 中渡(ナカワタリ)
最上郡鮭川村(モガミグンサケガワムラ) 庭月(ニワヅキ)
山形市(ヤマガタシ) 鮨洗(スシアライ)
喜多方市(キタカタシ) 蝦蟆渕(ガマブチ)
福島市(フクシマシ) 蝦貫(エゾヌキ)
いわき市(イワキシ) 平鯨岡(タイラクジラオカ)
東白川郡鮫川村(ヒガシシラカワグンサメガワムラ) 以下に掲載がない場合(イカニケイサイガナイバアイ)
東白川郡鮫川村(ヒガシシラカワグンサメガワムラ) 西山(ニシヤマ)
東白川郡鮫川村(ヒガシシラカワグンサメガワムラ) 青生野(アオノ)
東白川郡鮫川村(ヒガシシラカワグンサメガワムラ) 石井草(イシイクサ)
東白川郡鮫川村(ヒガシシラカワグンサメガワムラ) 赤坂西野(アカサカニシノ)
東白川郡鮫川村(ヒガシシラカワグンサメガワムラ) 赤坂中野(アカサカナカノ)
東白川郡鮫川村(ヒガシシラカワグンサメガワムラ) 赤坂東野(アカサカヒガシノ)
東白川郡鮫川村(ヒガシシラカワグンサメガワムラ) 渡瀬（その他）(ワタラセ(ソノタ))
東白川郡鮫川村(ヒガシシラカワグンサメガワムラ) 渡瀬（越虫６８）(ワタラセ(コエムシ68))
東白川郡鮫川村(ヒガシシラカワグンサメガワムラ) 富田(トミタ)
日立市(ヒタチシ) 鮎川町(アユカワチヨウ)
下妻市(シモツマシ) 鯨(クジラ)
石岡市(イシオカシ) 鯨岡(クジラオカ)
笠間市(カサマシ) 鯉淵(コイブチ)
水戸市(ミトシ) 鯉淵町(コイブチチヨウ)
龍ケ崎市(リユウガサキシ) 直鮒(スウブナ)
鹿嶋市(カシマシ) 鰐川(ワニガワ)
神栖市(カミスシ) 鰐川(ワニガワ)
芳賀郡茂木町(ハガグンモテギマチ) 鮎田(アイダ)
藤岡市(フジオカシ) 鮎川(アユガワ)
多野郡神流町(タノグンカンナマチ) 魚尾(ヨノオ)
川越市(カワゴエシ) 鯨井(クジライ)
川越市(カワゴエシ) 鯨井新田(クジライシンデン)
北葛飾郡松伏町(キタカツシカグンマツブシマチ) 魚沼(ウオヌマ)
流山市(ナガレヤマシ) 鰭ケ崎(ヒレガサキ)
新潟市南区(ニイガタシミナミク) 鰺潟(アジガタ)
三条市(サンジヨウシ) 棚鱗(タナヒレ)

カジカ2 岩船郡関川村(イワフネグンセキカワムラ) 鮖谷(カジカダニ

佐渡市(サドシ) 稲鯨(イナクジラ)
柏崎市(カシワザキシ) 鯨波(クジラナミ)
魚沼市(ウオヌマシ) 以下に掲載がない場合(イカニケイサイガナイバアイ)
魚沼市(ウオヌマシ) 伊勢島(イセジマ)
魚沼市(ウオヌマシ) 井口新田(イノクチシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 一日市(ヒトイチ)
魚沼市(ウオヌマシ) 稲荷町(イナリチヨウ)
魚沼市(ウオヌマシ) 芋鞘(イモザヤ)
魚沼市(ウオヌマシ) 宇津野(ウツノ)
魚沼市(ウオヌマシ) 浦町(ウラマチ)
魚沼市(ウオヌマシ) 越又(コシマタ)
魚沼市(ウオヌマシ) 横根(ヨコネ)
魚沼市(ウオヌマシ) 横瀬(ヨコゼ)
魚沼市(ウオヌマシ) 横町(ヨコチヨウ)
魚沼市(ウオヌマシ) 岡新田(オカシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 下新田(シモシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 下折立(シモオリタテ)
魚沼市(ウオヌマシ) 下倉(シタグラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 下田(シモダ)
魚沼市(ウオヌマシ) 下島(シモジマ)
魚沼市(ウオヌマシ) 外山(ソデヤマ)
魚沼市(ウオヌマシ) 干溝(ヒミゾ)
魚沼市(ウオヌマシ) 雁坂下(ガンザカシタ)
魚沼市(ウオヌマシ) 吉原(ヨシワラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 吉水(ヨシミズ)
魚沼市(ウオヌマシ) 吉田(ヨシダ)
魚沼市(ウオヌマシ) 吉平(ヨシダイラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 宮沢新田(ミヤザワシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 宮椿新田(ミヤツバキシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 魚野地(ウオノジ)
魚沼市(ウオヌマシ) 金ケ沢(カネガサワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 栗山(クリヤマ)
魚沼市(ウオヌマシ) 穴沢(アナザワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 原(ハラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 原虫野(ハラムシノ)
魚沼市(ウオヌマシ) 古新田(コシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 江口(エグチ)
魚沼市(ウオヌマシ) 江口新田(エグチシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 高倉(タカクラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 今泉(イマイズミ)
魚沼市(ウオヌマシ) 根小屋(ネゴヤ)
魚沼市(ウオヌマシ) 佐梨(サナシ)
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魚沼市(ウオヌマシ) 細野(ホソノ)
魚沼市(ウオヌマシ) 三ツ又(ミツマタ)
魚沼市(ウオヌマシ) 三渕沢(ミフチサワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 山口(ヤマグチ)
魚沼市(ウオヌマシ) 山田(ヤマダ)
魚沼市(ウオヌマシ) 山田下(ヤマダシタ)
魚沼市(ウオヌマシ) 四日町(ヨツカマチ)
魚沼市(ウオヌマシ) 七日市(ナノカイチ)
魚沼市(ウオヌマシ) 七日市新田(ナノカイチシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 十日町(トオカマチ)
魚沼市(ウオヌマシ) 渋川(シブカワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 小出島(コイデジマ)
魚沼市(ウオヌマシ) 小庭名(コテンミヨウ)
魚沼市(ウオヌマシ) 小庭名新田(コテンミヨウシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 小平尾(オビロオ)
魚沼市(ウオヌマシ) 松川(マツカワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 上原(カミハラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 上折立(カミオリタテ)
魚沼市(ウオヌマシ) 上長鳥新田(カミナガトリシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 新道島(シンドウジマ)
魚沼市(ウオヌマシ) 新保(シンボ)
魚沼市(ウオヌマシ) 新保新田(シンボシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 親柄(オヤガラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 諏訪町(スワチヨウ)
魚沼市(ウオヌマシ) 須原(スハラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 須川(スガワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 水沢(ミズサワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 清本(キヨモト)
魚沼市(ウオヌマシ) 西名(ニシミヨウ)
魚沼市(ウオヌマシ) 西名新田(ニシミヨウシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 青島(アオシマ)
魚沼市(ウオヌマシ) 赤土(アカツチ)
魚沼市(ウオヌマシ) 折立又新田(オリタテマタシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 泉沢(イズミサワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 大芋川(オオイモガワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 大浦(オオウラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 大浦新田(オオウラシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 大原新田(オオハラシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 大石(オオイシ)
魚沼市(ウオヌマシ) 大倉(オオクラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 大倉沢(オオクラサワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 大沢(オオサワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 大塚新田(オオヅカシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 大湯温泉(オオユオンセン)
魚沼市(ウオヌマシ) 大栃山(オオトチヤマ)
魚沼市(ウオヌマシ) 大白川(オオシラカワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 滝之又(タキノマタ)
魚沼市(ウオヌマシ) 池平(イケダイラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 池平新田(イケダイラシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 中家(チユウカ)
魚沼市(ウオヌマシ) 中家新田(チユウカシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 中原(ナカハラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 中子沢(チユウシザワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 中島(ナカジマ)
魚沼市(ウオヌマシ) 中島新田(ナカジマシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 中之島(ナカノシマ)
魚沼市(ウオヌマシ) 虫野(ムシノ)
魚沼市(ウオヌマシ) 長松(ナガマツ)
魚沼市(ウオヌマシ) 長鳥(ナガトリ)
魚沼市(ウオヌマシ) 長堀新田(ナガホリシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 田戸(タド)
魚沼市(ウオヌマシ) 田小屋(タゴヤ)
魚沼市(ウオヌマシ) 田尻(タジリ)
魚沼市(ウオヌマシ) 田川(タガワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 田中(タナカ)
魚沼市(ウオヌマシ) 東中(ヒガシナカ)
魚沼市(ウオヌマシ) 東野名(ヒガシノミヨウ)
魚沼市(ウオヌマシ) 湯之谷芋川(ユノタニイモガワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 徳田(トクダ)
魚沼市(ウオヌマシ) 日渡新田(ヒワタシシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 板木(イタギ)
魚沼市(ウオヌマシ) 福山新田(フクヤマシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 福田新田(フクダシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 平野又(ヒラノマタ)
魚沼市(ウオヌマシ) 並柳(ナミヤナギ)
魚沼市(ウオヌマシ) 米沢(ヨネザワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 堀之内(ホリノウチ)
魚沼市(ウオヌマシ) 本町(ホンチヨウ)
魚沼市(ウオヌマシ) 蓑和田(ミノワダ)
魚沼市(ウオヌマシ) 明神(ミヨウジン)
魚沼市(ウオヌマシ) 茂沢(モサワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 柳原(ヤナギハラ)
魚沼市(ウオヌマシ) 与五郎新田(ヨゴロウシンデン)
魚沼市(ウオヌマシ) 葎沢(ムグラザワ)
魚沼市(ウオヌマシ) 竜光(リユウコウ)
魚沼市(ウオヌマシ) 連日(レンニチ)
魚沼市(ウオヌマシ) 和長島(ワナガシマ)
魚沼市(ウオヌマシ) 和田(ワダ)
糸魚川市(イトイガワシ) 粟倉(アワクラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 以下に掲載がない場合(イカニケイサイガナイバアイ)
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サカナ 941-0012

サカナ 949-0541

サカナ 949-0532

サカナ 949-0551

サカナ 949-0112

サカナ 941-0022

サカナ 941-0065

サカナ 941-0041

サカナ 941-0035
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サカナ 941-0044
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サカナ 941-0015
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サカナ 941-0061
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糸魚川市(イトイガワシ) 一の宮(イチノミヤ)
糸魚川市(イトイガワシ) 羽生(ハニユウ)
糸魚川市(イトイガワシ) 栄(サカエ)
糸魚川市(イトイガワシ) 越(コシ)
糸魚川市(イトイガワシ) 猿倉(サルクラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 押上(オシアゲ)
糸魚川市(イトイガワシ) 横町(ヨコマチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 下出(シモイデ)
糸魚川市(イトイガワシ) 下倉(シタクラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 歌(ウタ)
糸魚川市(イトイガワシ) 外波(トナミ)
糸魚川市(イトイガワシ) 角間(カクマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 梶屋敷(カジヤシキ)
糸魚川市(イトイガワシ) 梶山(カジヤマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 蒲池(ガマイケ)
糸魚川市(イトイガワシ) 釜沢(カマザワ)
糸魚川市(イトイガワシ) 間脇(マワキ)
糸魚川市(イトイガワシ) 岩木(イワキ)
糸魚川市(イトイガワシ) 鬼舞(キブ)
糸魚川市(イトイガワシ) 鬼伏(オニブシ)
糸魚川市(イトイガワシ) 宮平(ミヤダイラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 京ケ峰(キヨウガミネ)
糸魚川市(イトイガワシ) 橋立(ハシダテ)
糸魚川市(イトイガワシ) 栗山(クリヤマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 桂(カツラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 見滝(ミタキ)
糸魚川市(イトイガワシ) 五十原(イカハラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 御前山(ゴゼンヤマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 厚田(アツダ)
糸魚川市(イトイガワシ) 溝尾(ミゾオ)
糸魚川市(イトイガワシ) 高倉(タカクラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 今村新田(イマムラシンデン)
糸魚川市(イトイガワシ) 根小屋(ネゴヤ)
糸魚川市(イトイガワシ) 砂場(スナバ)
糸魚川市(イトイガワシ) 柵口(マセグチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 桜木(サクラギ)
糸魚川市(イトイガワシ) 山口(ヤマグチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 山寺(ヤマデラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 山之坊(ヤマノボウ)
糸魚川市(イトイガワシ) 山本(ヤマモト)
糸魚川市(イトイガワシ) 四ツ屋(ヨツヤ)
糸魚川市(イトイガワシ) 市振(イチブリ)
糸魚川市(イトイガワシ) 市野々(イチノノ)
糸魚川市(イトイガワシ) 指塩(サシオ)
糸魚川市(イトイガワシ) 寺山(テラヤマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 寺地(テラジ)
糸魚川市(イトイガワシ) 寺町(テラマチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 寺島(テラジマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 小見(オミ)
糸魚川市(イトイガワシ) 小滝(コタキ)
糸魚川市(イトイガワシ) 上横(ウエヨコ)
糸魚川市(イトイガワシ) 上覚(ジヨウカク)
糸魚川市(イトイガワシ) 上刈(ウエカリ)
糸魚川市(イトイガワシ) 上出(カミイデ)
糸魚川市(イトイガワシ) 上沢(カミザワ)
糸魚川市(イトイガワシ) 上野(ウワノ)
糸魚川市(イトイガワシ) 上野山(ウエノヤマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 上路(アゲロ)
糸魚川市(イトイガワシ) 新町(アラマチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 新鉄(シンテツ)
糸魚川市(イトイガワシ) 真光寺(シンコウジ)
糸魚川市(イトイガワシ) 真木(マキ)
糸魚川市(イトイガワシ) 須川(スガワ)
糸魚川市(イトイガワシ) 須沢(スザワ)
糸魚川市(イトイガワシ) 吹原(フキハラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 水保(ミズホ)
糸魚川市(イトイガワシ) 杉之当(スギノトウ)
糸魚川市(イトイガワシ) 成沢(ナリサワ)
糸魚川市(イトイガワシ) 清崎(キヨサキ)
糸魚川市(イトイガワシ) 清水山(シミズヤマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 西山（その他）(ニシヤマ(ソノタ))
糸魚川市(イトイガワシ) 西山（大前）(ニシヤマ(オオマエ))
糸魚川市(イトイガワシ) 西川原(ニシガワラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 西谷内(ニシヤチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 西中(ニシナカ)
糸魚川市(イトイガワシ) 西塚(ニシツカ)
糸魚川市(イトイガワシ) 西飛山(ニシヒヤマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 青海(オウミ)
糸魚川市(イトイガワシ) 仙納(センノウ)
糸魚川市(イトイガワシ) 川詰(カワヅメ)
糸魚川市(イトイガワシ) 川島(カワシマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大王(タイオウ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大久保(オオクボ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大工屋敷(ダイクヤシキ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大所(オオトコロ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大神堂(ダイジンドウ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大沢(オオサワ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大谷内(オオヤチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大町(オオマチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大洞(オオホラ)
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サカナ 949-1317

サカナ 949-1221

サカナ 949-1341

サカナ 941-0071

サカナ 941-0007

サカナ 941-0011

サカナ 949-1215

サカナ 941-0006

サカナ 941-0062

サカナ 941-0003

サカナ 949-1223

サカナ 941-0075

サカナ 941-0002

サカナ 949-1203

サカナ 949-1314

サカナ 949-1204

サカナ 949-1316

サカナ 949-1208

サカナ 941-0026

サカナ 949-0303

サカナ 941-0043

サカナ 949-1323

サカナ 941-0008

サカナ 949-1205

サカナ 949-1222

サカナ 949-1333

サカナ 941-0021

サカナ 941-0053

サカナ 941-0027

サカナ 949-1321

サカナ 949-0531

サカナ 949-1212

サカナ 949-1306

サカナ 949-1332

サカナ 949-1305

サカナ 941-0077

サカナ 941-0037

サカナ 941-0019

サカナ 949-1301

サカナ 941-0052

サカナ 941-0057

サカナ 941-0069

サカナ 941-0014

サカナ 949-1352

サカナ 949-1351

サカナ 949-1304

サカナ 949-1326

サカナ 949-1334

サカナ 941-0047

サカナ 949-0555

サカナ 949-1325

サカナ 949-1226

サカナ 941-0025

サカナ 941-0068

サカナ 949-1342

サカナ 949-0558

サカナ 941-0032

サカナ 941-0055

サカナ 949-0534

サカナ 949-1318

サカナ 949-1336

サカナ 949-1312

サカナ 950-1218

サカナ 949-8202

サカナ 949-8314

サカナ 949-8200

サカナ 949-8201

サカナ 949-8206

サカナ 949-8315

サカナ 949-8127

サカナ 949-8316

サカナ 949-8207

サカナ 949-8313

サカナ 949-8125

サカナ 949-8124

サカナ 949-8126

サカナ 949-8121

サカナ 949-8205

サカナ 949-8122

サカナ 949-8123

サカナ 949-8203

サカナ 949-8317

サカナ 949-8204

サカナ 949-8311

サカナ 949-8312

サカナ 949-6100

サカナ 949-6212

サカナ 949-6211

サカナ 949-6102

サカナ 949-6103

糸魚川市(イトイガワシ) 大道寺(ダイドウジ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大平(オオダイラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大平寺(タイヘイジ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大野(オオノ)
糸魚川市(イトイガワシ) 大和川(ヤマトガワ)
糸魚川市(イトイガワシ) 滝川原(タキカワラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 谷根(タンネ)
糸魚川市(イトイガワシ) 竹ケ花(タケガハナ)
糸魚川市(イトイガワシ) 中央(チユウオウ)
糸魚川市(イトイガワシ) 中宿(ナカシユク)
糸魚川市(イトイガワシ) 中川原新田(ナカガワラシンデン)
糸魚川市(イトイガワシ) 中谷内(ナカヤチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 中浜(ナカハマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 中野(ナカノ)
糸魚川市(イトイガワシ) 中野口(ナカノクチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 中林(ナカバヤシ)
糸魚川市(イトイガワシ) 柱道(ハシラミチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 坪野(ツボノ)
糸魚川市(イトイガワシ) 田屋(タヤ)
糸魚川市(イトイガワシ) 田海(トウミ)
糸魚川市(イトイガワシ) 田中(タナカ)
糸魚川市(イトイガワシ) 田麦平(タムギダイラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 田伏(タブセ)
糸魚川市(イトイガワシ) 土塩(ツチシオ)
糸魚川市(イトイガワシ) 土倉(ツチクラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 島道(シマミチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 東海(ヒガシウミ)
糸魚川市(イトイガワシ) 東寺町(ヒガシテラマチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 東川原(ヒガシカワラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 東谷内(ヒガシタニウチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 東中(ヒガシナカ)
糸魚川市(イトイガワシ) 東塚(ヒガシツカ)
糸魚川市(イトイガワシ) 筒石(ツツイシ)
糸魚川市(イトイガワシ) 藤後(トウゴ)
糸魚川市(イトイガワシ) 藤崎(トウザキ)
糸魚川市(イトイガワシ) 頭山(ツムリヤマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 道平(ドウタイラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 道明(ドウミヨウ)
糸魚川市(イトイガワシ) 徳合(トクアイ)
糸魚川市(イトイガワシ) 南押上(ミナミオシアゲ)
糸魚川市(イトイガワシ) 南寺町(ミナミテラマチ)
糸魚川市(イトイガワシ) 南寺島(ミナミテラジマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 日光寺(ニツコウジ)
糸魚川市(イトイガワシ) 能生(ノウ)
糸魚川市(イトイガワシ) 能生小泊(ノウコドマリ)
糸魚川市(イトイガワシ) 百川(モモガワ)
糸魚川市(イトイガワシ) 物出(モノイデ)
糸魚川市(イトイガワシ) 平(タイラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 平牛(ヒラウシ)
糸魚川市(イトイガワシ) 別所(ベツシヨ)
糸魚川市(イトイガワシ) 崩(クズレ)
糸魚川市(イトイガワシ) 北山(キタヤマ)
糸魚川市(イトイガワシ) 堀切(ホリキリ)
糸魚川市(イトイガワシ) 本町(ホンチヨウ)
糸魚川市(イトイガワシ) 木浦(コノウラ)
糸魚川市(イトイガワシ) 余所(ヨシヨ)
糸魚川市(イトイガワシ) 来海沢(クルミザワ)
糸魚川市(イトイガワシ) 蓮台寺(レンダイジ)
糸魚川市(イトイガワシ) 和泉(イズミ)
糸魚川市(イトイガワシ) 鷲尾(ワシオ)
糸魚川市(イトイガワシ) 鶉石(ウズライシ)
糸魚川市(イトイガワシ) 槇(マキ)
新潟市南区(ニイガタシミナミク) 白根魚町(シロネサカナマチ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 芦ケ崎（その他）(アシガサキ(ソノタ))
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 芦ケ崎（石坂）(アシガサキ(イシザカ))
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 以下に掲載がない場合(イカニケイサイガナイバアイ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 下船渡(シモフナト)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 外丸(トマル)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 穴藤(ケツトウ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 結東（その他）(ケツトウ(ソノタ))
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 結東（逆巻・前倉・結東）(ケツトウ(サカサマキ・マエクラ・ケツトウ))
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 三箇(サンガ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 秋成(アキナリ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 上郷宮野原(カミゴウミヤノハラ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 上郷子種新田(カミゴウコタネシンデン)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 上郷寺石(カミゴウテライシ)

中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ)
上郷上田乙（３２４４〜３７５０番地）(カミゴウウエダオツ(3244-3750バン
チ))

中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 上郷上田乙（その他）(カミゴウウエダオツ(ソノタ))
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 上郷上田甲(カミゴウウエダコウ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 上郷大井平(カミゴウオオイダイラ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 赤沢(アカサワ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 大赤沢(オオアカサワ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 谷内(ヤチ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 中深見(ナカフカミ)
中魚沼郡津南町(ナカウオヌマグンツナンマチ) 米原(マイバラ)
南魚沼郡湯沢町(ミナミウオヌマグンユザワマチ) 以下に掲載がない場合(イカニケイサイガナイバアイ)
南魚沼郡湯沢町(ミナミウオヌマグンユザワマチ) 三国(ミクニ)
南魚沼郡湯沢町(ミナミウオヌマグンユザワマチ) 三俣(ミツマタ)
南魚沼郡湯沢町(ミナミウオヌマグンユザワマチ) 神立(カンダツ)
南魚沼郡湯沢町(ミナミウオヌマグンユザワマチ) 土樽(ツチダル)
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サカナ 949-6101

サカナ 949-6600

サカナ 949-7316

サカナ 949-6554

サカナ 949-7222

サカナ 949-6607

サカナ 949-7142

サカナ 949-6551

サカナ 949-6425

サカナ 949-7302

サカナ 949-6542

サカナ 949-6754

サカナ 949-6408

サカナ 949-7102

サカナ 949-7122

サカナ 949-6363

サカナ 949-7113

サカナ 949-7116

サカナ 949-7127

サカナ 949-7125

サカナ 949-7256

サカナ 949-6552

サカナ 949-6431

サカナ 949-6432

サカナ 949-6371

サカナ 949-6426

サカナ 949-6765

サカナ 949-6417

サカナ 949-6402

サカナ 949-6775

サカナ 949-6764

サカナ 949-6365

サカナ 949-6756

サカナ 949-6757

サカナ 949-7233

サカナ 949-7311

サカナ 949-7312

サカナ 949-6601

サカナ 949-6366

サカナ 949-6602

サカナ 949-7245

サカナ 949-7246

サカナ 949-6755

サカナ 949-7301

サカナ 949-7101

サカナ 949-6428

サカナ 949-7235

サカナ 949-7234

サカナ 949-7248

サカナ 949-7242

サカナ 949-7241

サカナ 949-7313

サカナ 949-7254

サカナ 949-6611

サカナ 949-6541

サカナ 949-7121

サカナ 949-7225

サカナ 949-7226

サカナ 949-6763

サカナ 949-7145

サカナ 949-7318

サカナ 949-7317

サカナ 949-7319

サカナ 949-6403

サカナ 949-6544

サカナ 949-7104

サカナ 949-6636

サカナ 949-6556

サカナ 949-6415

サカナ 949-6745

サカナ 949-6413

サカナ 949-6364

サカナ 949-7137

サカナ 949-7138

サカナ 949-6411

サカナ 949-7126

サカナ 949-6373

サカナ 949-7124

サカナ 949-7314

サカナ 949-7136

サカナ 949-7135

サカナ 949-6774

サカナ 949-7252

サカナ 949-7253

サカナ 949-6553

サカナ 949-6741

サカナ 949-6615

サカナ 949-6605

サカナ 949-7141

サカナ 949-6372

南魚沼郡湯沢町(ミナミウオヌマグンユザワマチ) 湯沢(ユザワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 以下に掲載がない場合(イカニケイサイガナイバアイ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 一村尾(ヒトムラオ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 一之沢(イチノサワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 芋赤(イモアカ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 宇津野新田（７１７、７１８番地）(ウツノシンデン(717、718バンチ))
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 宇津野新田（その他）(ウツノシンデン(ソノタ))
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 姥沢新田(ウバサワシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 姥島新田(ウバシマシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 浦佐(ウラサ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 雲洞(ウントウ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 永松(ナガマツ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 塩沢(シオザワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 奥(オク)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 岡(オカ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 下一日市(シモヒトイチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 下原(シモハラ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 下原新田(シモハラシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 下出浦(シモイズナ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 下薬師堂(シモヤクシドウ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 海士ケ島新田(アマガシマシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 蟹沢新田(カニサワシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 樺野沢(カバノサワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 樺野沢新田(カバノサワシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 関(セキ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 丸池新田(マルイケシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 岩崎(イワサキ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 吉山新田(ヨシヤマシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 吉里(ヨシザト)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 宮(ミヤ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 宮村下新田(ミヤムラシモシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 宮野下(ミヤノシタ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 京岡(キヨウオカ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 京岡新田(キヨウオカシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 桐沢(キリサワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 芹田(セリダ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 九日町(ココノカマチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 君帰(キミガエリ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 君沢(キミザワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 欠之上(カケノウエ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 穴地(アナジ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 穴地新田(アナジシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 原(ハラ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 五箇(ゴカ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 五日町(イツカマチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 五郎丸(ゴロウマル)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 荒金(アラカネ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 荒山(アラヤマ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 国際町(コクサイチヨウ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 黒土(クロツチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 黒土新田(クロツチシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 今町(イママチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 今町新田(イママチシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 坂戸(サカド)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 三郎丸(サブロウマル)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 山口(ヤマグチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 山崎(ヤマザキ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 山崎新田(ヤマザキシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 山谷(ヤマヤ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 四十日(シトカ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 市野江乙（後山）(イチノエオツ(ウシロヤマ))
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 市野江甲(イチノエコウ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 市野江丙（辻又）(イチノエヘイ(ツジマタ))
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 思川(オモイガワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 枝吉(エダヨシ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 寺尾(テラオ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 小栗山(コグリヤマ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 小松沢(コマツザワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 小杉新田(コスギシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 小川(オガワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 小木六(コギロク)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 上一日市(カミヒトイチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 上原(カミハラ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 上原新田(カミハラシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 上十日町(カミトオカマチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 上出浦(カミイズナ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 上野(ウワノ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 上薬師堂(カミヤクシドウ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 城山新田(ジヨウヤマシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 新堀(ニイボリ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 新堀新田(ニイボリシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 深沢(フカサワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 水尾(ミズオ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 水尾新田(ミズオシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 清水(シミズ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 清水瀬(シミズセ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 西泉田(ニシイズミダ)

南魚沼市(ミナミウオヌマシ)
青木新田（６９５、７２９、９９２、９９３、１０６８〜１０７４番地）(アオキシン
デン(695、729、992、993、1068-1074バンチ))

南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 青木新田（その他）(アオキシンデン(ソノタ))
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 石打(イシウチ)
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サカナ 949-6418

サカナ 949-6603

サカナ 949-7114

サカナ 949-7115

サカナ 949-6433

サカナ 949-7244

サカナ 949-7229

サカナ 949-6543

サカナ 949-6557

サカナ 949-7224

サカナ 949-6682

サカナ 949-7251

サカナ 949-7103

サカナ 949-7243

サカナ 949-6361

サカナ 949-6416

サカナ 949-6438

サカナ 949-6412

サカナ 949-6555

サカナ 949-6405

サカナ 949-6406

サカナ 949-6436

サカナ 949-6427

サカナ 949-6421

サカナ 949-6761

サカナ 949-6762

サカナ 949-6437

サカナ 949-6545

サカナ 949-7112

サカナ 949-7117

サカナ 949-6771

サカナ 949-6773

サカナ 949-6766

サカナ 949-6434

サカナ 949-7134

サカナ 949-6744

サカナ 949-6407

サカナ 949-6612

サカナ 949-7221

サカナ 949-7132

サカナ 949-7232

サカナ 949-6422

サカナ 949-6401

サカナ 949-6362

サカナ 949-6772

サカナ 949-7247

サカナ 949-6609

サカナ 949-6414

サカナ 949-6746

サカナ 949-6751

サカナ 949-6608

サカナ 949-6753

サカナ 949-6423

サカナ 949-6743

サカナ 949-6404

サカナ 949-7133

サカナ 949-7143

サカナ 949-6424

サカナ 949-7123

サカナ 949-7315

サカナ 949-6435

サカナ 949-7223

サカナ 949-7131

サカナ 949-6742

サカナ 949-7144

サカナ 949-7255

サカナ 949-6681

サカナ 949-7228

サカナ 949-7227

サカナ 949-6680

サカナ 949-7111

サカナ 949-7231

サカナ 949-7236

スズキ 959-0421

タラ 955-0815

タラ 955-0816

ワニ 959-0157

富山県 サカナ 936-0077

サカナ 937-0000

サカナ 937-0812

サカナ 937-0051

サカナ 937-0044

サカナ 937-0004

サカナ 937-0802

サカナ 937-0844

サカナ 937-0058

サカナ 937-0032

サカナ 937-0861

サカナ 937-0831

サカナ 937-0041

南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 仙石(センゴク)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 川窪(カワクボ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 泉(イズミ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 泉新田(イズミシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 泉盛寺(センジヨウジ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 船ケ沢新田(フネガサワシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 前原町(マエハラチヨウ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 早川(ハヤカワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 台上(ダイウエ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 大桑原(オオクワバラ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 大月(オオヅキ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 大崎(オオサキ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 大杉新田(オオスギシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 大倉(オオクラ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 大沢(オオサワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 大木六(オオキロク)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 大木六新田(オオキロクシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 大里(オオザト)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 滝谷(タキヤ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 竹俣(タケマタ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 竹俣新田(タケマタシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 中(ナカ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 中子新田乙(ナカゴシンデンオツ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 中子新田甲(ナカゴシンデンコウ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 中川(ナカガワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 中川新田(ナカガワシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 中野(ナカノ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 長崎(ナガサキ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 長森(ナガモリ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 長森新田(ナガモリシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 津久野(ツクノ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 津久野下新田(ツクノシモシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 津久野上新田(ツクノカミシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 天野沢(アマノサワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 田崎(タザキ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 土沢(ツチサワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 島新田(シマシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 東泉田(ヒガシイズミダ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 湯谷(ユヤ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 藤原(フジハラ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 堂島新田(ドウジマシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 徳田新田(トクダシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 栃窪(トチクボ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 南田中(ミナミタナカ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 二日町(フツカマチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 八色原(ヤイロハラ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 八幡(ヤワタ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 八竜新田(ハチリユウシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 畔地(アゼチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 畔地新田(アゼチシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 美佐島(ミサシマ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 蛭窪(ヒルクボ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 舞子(マイゴ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 舞台(ブタイ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 片田(カタタ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 法音寺(ホウオンジ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 北田中(キタタナカ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 万条新田(マンジヨウシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 妙音寺(ミヨウオンジ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 名木沢(ナギサワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 目来田(モクライデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 門前(モンゼン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 野際(ノギワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 野中(ノナカ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 野田(ノダ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 柳古新田(リユウコシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 余川(ヨカワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 雷土(イカヅチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 雷土新田(イカヅチシンデン)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 六日町(ムイカマチ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 麓(フモト)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 茗荷沢(ミヨウガサワ)
南魚沼市(ミナミウオヌマシ) 茗荷沢新田(ミヨウガサワシンデン)
新潟市西蒲区(ニイガタシニシカンク) 鱸(スズキ)
三条市(サンジヨウシ) 西鱈田(ニシタラダ)
三条市(サンジヨウシ) 東鱈田(ヒガシタラダ)
長岡市(ナガオカシ) 寺泊鰐口(テラドマリワニクチ)
滑川市(ナメリカワシ) 魚躬(ウオノミ)
魚津市(ウオヅシ) 以下に掲載がない場合(イカニケイサイガナイバアイ)
魚津市(ウオヅシ) 印田(インデン)
魚津市(ウオヅシ) 駅前新町(エキマエシンマチ)
魚津市(ウオヅシ) 横枕(ヨコマクラ)
魚津市(ウオヅシ) 岡経田(オカキヨウデン)
魚津市(ウオヅシ) 下村木町(シモムラキマチ)
魚津市(ウオヅシ) 下椿(シモツバキ)
魚津市(ウオヅシ) 火の宮町(ヒノミヤマチ)
魚津市(ウオヅシ) 貝田新(カイダシン)
魚津市(ウオヅシ) 鴨川町(カモガワマチ)
魚津市(ウオヅシ) 観音堂(カンノンドウ)
魚津市(ウオヅシ) 吉島(キチジマ)
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サカナ 937-0842

サカナ 937-0853

サカナ 937-0054

サカナ 937-0832

サカナ 937-0852

サカナ 937-0006

サカナ 937-0007

サカナ 937-0837

サカナ 937-0027

サカナ 937-0017

サカナ 937-0057

サカナ 937-0064

サカナ 937-0025

サカナ 937-0035

サカナ 937-0841

サカナ 937-0857

サカナ 937-0811

サカナ 937-0036

サカナ 937-0003

サカナ 937-0834

サカナ 937-0824

サカナ 937-0021

サカナ 937-0067

サカナ 937-0009

サカナ 937-0851

サカナ 937-0821

サカナ 937-0833

サカナ 937-0022

サカナ 937-0865

サカナ 937-0046

サカナ 937-0843

サカナ 937-0864

サカナ 937-0801

サカナ 937-0010

サカナ 937-0863

サカナ 937-0867

サカナ 937-0056

サカナ 937-0018

サカナ 937-0063

サカナ 937-0014

サカナ 937-0814

サカナ 937-0813

サカナ 937-0856

サカナ 937-0855

サカナ 937-0847

サカナ 937-0822

サカナ 937-0845

サカナ 937-0868

サカナ 937-0045

サカナ 937-0047

サカナ 937-0053

サカナ 937-0043

サカナ 937-0815

サカナ 937-0816

サカナ 937-0835

サカナ 937-0807

サカナ 937-0039

サカナ 937-0026

サカナ 937-0828

サカナ 937-0055

サカナ 937-0023

サカナ 937-0827

サカナ 937-0005

サカナ 937-0013

サカナ 937-0033

サカナ 937-0015

サカナ 937-0034

サカナ 937-0037

サカナ 937-0008

サカナ 937-0012

サカナ 937-0823

サカナ 937-0031

サカナ 937-0028

サカナ 937-0836

サカナ 937-0825

サカナ 937-0001

サカナ 937-0024

サカナ 937-0061

サカナ 937-0062

サカナ 937-0862

サカナ 937-0038

サカナ 937-0002

サカナ 937-0804

サカナ 937-0066

サカナ 937-0826

サカナ 937-0065

サカナ 937-0805

サカナ 937-0803

サカナ 937-0068

サカナ 937-0068

魚津市(ウオヅシ) 吉野(ヨシノ)
魚津市(ウオヅシ) 宮津(ミヤヅ)
魚津市(ウオヅシ) 金浦町(カナウラマチ)
魚津市(ウオヅシ) 金山谷(カナヤマダニ)
魚津市(ウオヅシ) 慶野(ケイノ)
魚津市(ウオヅシ) 経田西町(キヨウデンニシマチ)
魚津市(ウオヅシ) 経田中町(キヨウデンナカマチ)
魚津市(ウオヅシ) 虎谷(トラダニ)
魚津市(ウオヅシ) 御影(ミカゲ)
魚津市(ウオヅシ) 江口(エグチ)
魚津市(ウオヅシ) 港町(ミナトマチ)
魚津市(ウオヅシ) 高畠(タカバタケ)
魚津市(ウオヅシ) 黒沢(クロサワ)
魚津市(ウオヅシ) 黒谷(クロダニ)
魚津市(ウオヅシ) 佐伯(サエキ)
魚津市(ウオヅシ) 三ケ(サンガ)
魚津市(ウオヅシ) 三田(サンダ)
魚津市(ウオヅシ) 山女(アケビ)
魚津市(ウオヅシ) 持光寺(ジコウジ)
魚津市(ウオヅシ) 鹿熊(カクマ)
魚津市(ウオヅシ) 室田(ムロダ)
魚津市(ウオヅシ) 蛇田(ヘビタ)
魚津市(ウオヅシ) 釈迦堂(シヤカドウ)
魚津市(ウオヅシ) 寿町(コトブキマチ)
魚津市(ウオヅシ) 住吉(スミヨシ)
魚津市(ウオヅシ) 出(イデ)
魚津市(ウオヅシ) 小菅沼(コスガヌマ)
魚津市(ウオヅシ) 小川寺(オガワジ)
魚津市(ウオヅシ) 上口(カミグチ)
魚津市(ウオヅシ) 上村木(カミムラキ)
魚津市(ウオヅシ) 上野(ウワノ)
魚津市(ウオヅシ) 新角川(シンカドガワ)
魚津市(ウオヅシ) 新金屋(シンカナヤ)
魚津市(ウオヅシ) 新経田(シンキヨウデン)
魚津市(ウオヅシ) 新宿(シンジユク)
魚津市(ウオヅシ) 真成寺町(シンジヨウジマチ)
魚津市(ウオヅシ) 諏訪町(スワマチ)
魚津市(ウオヅシ) 西尾崎(ニシオサキ)
魚津市(ウオヅシ) 青島(アオジマ)
魚津市(ウオヅシ) 青柳(アオヤナギ)
魚津市(ウオヅシ) 石垣(イシガキ)
魚津市(ウオヅシ) 石垣新(イシガキシン)
魚津市(ウオヅシ) 川縁(カワベリ)
魚津市(ウオヅシ) 川原(カワハラ)
魚津市(ウオヅシ) 浅生(アソウ)
魚津市(ウオヅシ) 舛田(マスダ)
魚津市(ウオヅシ) 舛方(マスカタ)
魚津市(ウオヅシ) 双葉町(フタバチヨウ)
魚津市(ウオヅシ) 相木(アイノキ)
魚津市(ウオヅシ) 相木新(アイノキシン)
魚津市(ウオヅシ) 村木町(ムラキマチ)
魚津市(ウオヅシ) 袋(フクロ)
魚津市(ウオヅシ) 大海寺新(ダイカイジシン)
魚津市(ウオヅシ) 大海寺野(ダイカイジノ)
魚津市(ウオヅシ) 大熊(オオクマ)
魚津市(ウオヅシ) 大光寺(ダイコウジ)
魚津市(ウオヅシ) 大菅沼(オオスガヌマ)
魚津市(ウオヅシ) 大沢(オオサワ)
魚津市(ウオヅシ) 池谷(イケダニ)
魚津市(ウオヅシ) 中央通り(チユウオウドオリ)
魚津市(ウオヅシ) 長引野(ナガビキノ)
魚津市(ウオヅシ) 坪野(ツボノ)
魚津市(ウオヅシ) 天王(テンノウ)
魚津市(ウオヅシ) 天神野新(テンジンノシン)
魚津市(ウオヅシ) 島尻(シマジリ)
魚津市(ウオヅシ) 東山(ヒガシヤマ)
魚津市(ウオヅシ) 東城(トウジヨウ)
魚津市(ウオヅシ) 東蔵(トウゾウ)
魚津市(ウオヅシ) 東町(ヒガシマチ)
魚津市(ウオヅシ) 東尾崎(ヒガシオザキ)
魚津市(ウオヅシ) 湯上(ユノエ)
魚津市(ウオヅシ) 道坂(ドウザカ)
魚津市(ウオヅシ) 日尾(ヒオ)
魚津市(ウオヅシ) 鉢(ハチ)
魚津市(ウオヅシ) 稗畠(ヒエバタケ)
魚津市(ウオヅシ) 浜経田(ハマキヨウデン)
魚津市(ウオヅシ) 布施爪(フセヅメ)
魚津市(ウオヅシ) 仏田(ブツデン)
魚津市(ウオヅシ) 仏又(ブツマタ)
魚津市(ウオヅシ) 文化町(ブンカマチ)
魚津市(ウオヅシ) 平沢(ヒラサワ)
魚津市(ウオヅシ) 平伝寺(ヘイデンジ)
魚津市(ウオヅシ) 並木町(ナミキチヨウ)
魚津市(ウオヅシ) 北鬼江(キタオニエ)
魚津市(ウオヅシ) 北山(キタヤマ)
魚津市(ウオヅシ) 北中(キタナカ)
魚津市(ウオヅシ) 本江(ホンゴウ)
魚津市(ウオヅシ) 本江新町(ホンゴウシンマチ)
魚津市(ウオヅシ) 本新(モトシン)
魚津市(ウオヅシ) 本新町(モトシンマチ)
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サカナ 937-0866

サカナ 937-0059

サカナ 937-0011

サカナ 937-0854

サカナ 937-0806

サカナ 937-0846

サカナ 937-0016

サカナ 937-0052

サカナ 937-0042

サカナ 939-0511

石川県 ウロコ 920-0971

サカナ 922-0042

サカナ 920-1111

サカナ 926-0864

サケ 927-0323

福井県 アユ 910-3402

コイ 917-0047

サカナ 910-2534

サカナ 912-0054

サバ 916-0011

サバ 916-0025

サバ 916-0000

サバ 916-1114

サバ 916-0036

サバ 916-0046

サバ 916-0051

サバ 916-1104

サバ 916-0038

サバ 916-0064

サバ 916-0067

サバ 916-0034

サバ 916-0073

サバ 916-1222

サバ 916-0019

サバ 916-0001

サバ 916-1105

サバ 916-0086

サバ 916-0045

サバ 916-0031

サバ 916-1231

サバ 916-0062

サバ 916-1113

サバ 916-0044

サバ 916-0015

サバ 916-0018

サバ 916-0027

サバ 916-0007

サバ 916-0021

サバ 916-1106

サバ 916-1232

サバ 916-0071

サバ 916-0075

サバ 916-0032

サバ 916-0054

サバ 916-0056

サバ 916-0028

サバ 916-0084

サバ 916-1118

サバ 916-0037

サバ 916-1235

サバ 916-1111

サバ 916-0055

サバ 916-0055

サバ 916-0066

サバ 916-0074

サバ 916-0042

サバ 916-0035

サバ 916-0052

サバ 916-0016

サバ 916-0017

サバ 916-0022

サバ 916-0005

サバ 916-0023

サバ 916-1221

サバ 916-0078

サバ 916-0006

サバ 916-0076

サバ 916-0081

サバ 916-0083

サバ 916-0082

サバ 916-0088

サバ 916-1116

サバ 916-1101

サバ 916-0085

サバ 916-1102

サバ 916-1234

サバ 916-1112

サバ 916-1133

サバ 916-0033

サバ 916-0024

魚津市(ウオヅシ) 本町(ホンマチ)
魚津市(ウオヅシ) 末広町(スエヒロチヨウ)
魚津市(ウオヅシ) 木下新(キノシタシン)
魚津市(ウオヅシ) 弥源寺(ヤゲンジ)
魚津市(ウオヅシ) 友道(トモミチ)
魚津市(ウオヅシ) 有山(アリヤマ)
魚津市(ウオヅシ) 立石(タテイシ)
魚津市(ウオヅシ) 緑町(ミドリチヨウ)
魚津市(ウオヅシ) 六郎丸(ロクロウマル)
富山市(トヤマシ) 水橋魚躬(ミズハシウオノミ)
金沢市(カナザワシ) 鱗町(ウロコマチ)
加賀市(カガシ) 大聖寺魚町(ダイシヨウジウオマチ)
金沢市(カナザワシ) 魚帰町(ウオガエリマチ)
七尾市(ナナオシ) 魚町(ウオマチ)
鳳珠郡能登町(ホウスグンノトチヨウ) 鮭尾(サケオ)
福井市(フクイシ) 鮎川町(アユカワチヨウ)
小浜市(オバマシ) 鯉川(コイガワ)
今立郡池田町(イマダテグンイケダチヨウ) 魚見(ウオミ)
大野市(オオノシ) 糸魚町(イトヨチヨウ)
鯖江市(サバエシ) つつじケ丘町(ツツジガオカチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 旭町(アサヒマチ)
鯖江市(サバエシ) 以下に掲載がない場合(イカニケイサイガナイバアイ)
鯖江市(サバエシ) 磯部町(イソベチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 横越町(ヨコゴシチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 横江町(ヨコエチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 屋形町(ヤカタチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 乙坂今北町(オツサカコンボクチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 下河端町(シモコウバタチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 下司町(ゲシチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 下氏家町(シモウズエチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 下新庄町(シモシンジヨウチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 下野田町(シモノダチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 河和田町(カワダチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 丸山町(マルヤマチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 吉江町(ヨシエチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 吉谷町(ヨシタニチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 吉田町(ヨシダチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 宮前(ミヤマエ)
鯖江市(サバエシ) 橋立町(ハシタテチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 金谷町(カナダニチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 熊田町(クマダチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 戸口町(トノクチチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 五郎丸町(ゴロウマルチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 御幸町(ミユキチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 幸町(サイワイチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 桜町(サクラマチ)
鯖江市(サバエシ) 三尾野出作町(ミオノシユツサクチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 三六町(サンロクチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 四方谷町(シホウダニチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 寺中町(ジチユウチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 持明寺町(ジミヨウジチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 漆原町(ウルシハラチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 舟枝町(フナエダチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 舟津町(フナツチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 住吉町(スミヨシチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 小黒町(コグロマチ)
鯖江市(サバエシ) 小泉町(コイズミチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 松成町(マツナリチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 上河端町(カミコウバタチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 上河内町(カミコウチチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 上戸口町(カミトノクチチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 上鯖江(カミサバエ)
鯖江市(サバエシ) 上鯖江町(カミサバエチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 上氏家町(カミウズエチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 上野田町(カミノダチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 新横江(シンヨコエ)
鯖江市(サバエシ) 新町(シンマチ)
鯖江市(サバエシ) 深江町(フカエチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 神中町(カミナカチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 神明町(シンメイチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 水落町(ミズオチチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 杉本町(スギモトチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 西山町(ニシヤマチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 西袋町(ニシブクロチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 西大井町(ニシオオイチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 西番町(ニシバンチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 石生谷町(イシヨウダニチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 石田下町(イシダシモチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 石田上町(イシダカミチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 石田中町(イシダナカチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 川去町(カワサリチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 川島町(カワシマチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 大正寺町(ダイシヨウジチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 大倉町(オオクラチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 大野町(オオノチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 沢町(サワチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 中戸口町(ナカトノクチチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 中野松成(ナカノマツナリ)
鯖江市(サバエシ) 中野町(ナカノチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 長泉寺町(チヨウセンジチヨウ)
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サバ 916-0063

サバ 916-0013

サバ 916-0014

サバ 916-0043

サバ 916-0003

サバ 916-0087

サバ 916-0072

サバ 916-0041

サバ 916-1236

サバ 916-0012

サバ 916-0065

サバ 916-1107

サバ 916-0068

サバ 916-0053

サバ 916-0008

サバ 916-1233

サバ 916-0061

サバ 916-0002

サバ 916-1225

サバ 916-1103

サバ 916-1223

サバ 916-1237

サバ 916-0029

サバ 916-0026

サバ 916-0047

サバ 916-0057

サバ 916-1115

サバ 916-0077

サバ 916-0004

サバ 916-1224

サバ 919-0212

山梨県 アユ 400-0403

カジカ 400-0601

岐阜県 アユ 501-5304

アユ 509-4531

サカナ 500-8033

サカナ 503-0871

サカナ 501-3724

静岡県 イワシ 425-0032

サカナ 410-0892

サカナ 432-8026

サメ 438-0055

サメ 416-0934

フナ 419-0316

愛知県 イワシ 496-0923

ウグイ 498-0021

ウグイ 498-0022

ウグイ 498-0024

ウグイ 498-0023

ウグイ 498-0026

ウグイ 498-0028

ウグイ 498-0027

カツオ 441-1327

コイ 479-0838

コイ 480-1347

サカナ 444-0058

サカナ 444-0055

サカナ 440-0894

サメ 490-1415

サメ 490-1415

タイ 457-0031

ナマズ 497-0015

三重県 サカナ 518-0865

サカナ 511-0088

サカナ 511-0024

サカナ 515-0128

サカナ 515-0082

ハヤ 516-2108

フナ 519-5714

滋賀県 アユ 528-0202

サカナ 523-0867

サカナ 523-0869

サカナ 523-0868

ナマズ 527-0172

京都府 ウロコ 600-8059

ウロコ 600-8058

コイ 604-8163

サカナ 626-0015

サカナ 600-8266

サカナ 600-8263

サカナ 600-8268

サカナ 600-8268

サカナ 600-8223

サカナ 600-8266

サカナ 600-8160

サカナ 600-8268

サカナ 600-8169

サカナ 600-8223

サカナ 600-8262

サカナ 602-8038

鯖江市(サバエシ) 鳥井町(トリイチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 鳥羽(トバ)
鯖江市(サバエシ) 鳥羽町(トバチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 定次町(サダツギチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 田所町(タドコロチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 田村町(タムラチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 冬島町(フジマチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 東鯖江(ヒガシサバエ)
鯖江市(サバエシ) 東清水町(ヒガシシミズチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 東米岡(ヒガシヨネオカ)
鯖江市(サバエシ) 当田町(トウデチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 南井町(ナオイチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 二丁掛町(ニチヨガケチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 日の出町(ヒノデチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 入町(イリチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 尾花町(オバナチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 平井町(ヒライチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 米岡町(ヨネオカチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 別司町(ベツシチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 別所町(ベツシヨチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 片山町(カタヤマチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 北中町(キタナカチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 北野町(キタノチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 本町(ホンマチ)
鯖江市(サバエシ) 柳町(ヤナギマチ)
鯖江市(サバエシ) 有定町(アリサダチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 落井町(オチイチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 和田町(ワダチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 糺町(タダスチヨウ)
鯖江市(サバエシ) 莇生田町(アゾウダチヨウ)
南条郡南越前町(ナンジヨウグンミナミエチゼンチヨウ) 鯖波(サバナミ)
南アルプス市(ミナミアルプスシ) 鮎沢(アユザワ)
南巨摩郡富士川町(ミナミコマグンフジカワチヨウ) 鰍沢(カジカザワ)
郡上市(グジヨウシ) 高鷲町鮎立(タカスチヨウアユタテ)
飛騨市(ヒダシ) 宮川町鮎飛(ミヤガワチヨウアユトビ)
岐阜市(ギフシ) 魚屋町(ウオヤチヨウ)
大垣市(オオガキシ) 魚屋町(ウオヤチヨウ)
美濃市(ミノシ) 魚屋町(ウオヤチヨウ)
焼津市(ヤイヅシ) 鰯ケ島(イワシガシマ)
沼津市(ヌマヅシ) 魚町(ウオチヨウ)
浜松市中区(ハママツシナカク) 元魚町(モトウオチヨウ)
磐田市(イワタシ) 鮫島(サメジマ)
富士市(フジシ) 鮫島(サメジマ)
富士宮市(フジノミヤシ) 羽鮒(ハブナ)
愛西市(アイサイシ) 鰯江町(イワシエチヨウ)
弥富市(ヤトミシ) 鯏浦町（その他）(ウグイウラチヨウ(ソノタ))
弥富市(ヤトミシ) 鯏浦町（下六）(ウグイウラチヨウ(シモロク))
弥富市(ヤトミシ) 鯏浦町（気開）(ウグイウラチヨウ(キトケ))
弥富市(ヤトミシ) 鯏浦町（上六）(ウグイウラチヨウ(カミロク))
弥富市(ヤトミシ) 鯏浦町（西前新田）(ウグイウラチヨウ(ニシマエシンデン))
弥富市(ヤトミシ) 鯏浦町（中六）(ウグイウラチヨウ(ナカロク))
弥富市(ヤトミシ) 鯏浦町（南前新田）(ウグイウラチヨウ(ミナミマエシンデン))
新城市(シンシロシ) 鰹淵(カツオブチ)
常滑市(トコナメシ) 鯉江本町(コイエホンマチ)
長久手市(ナガクテシ) 鯉ケ廻間(コイガバサマ)
岡崎市(オカザキシ) 魚町(ウオマチ)
岡崎市(オカザキシ) 西魚町(ニシウオマチ)
豊橋市(トヨハシシ) 魚町(ウオマチ)
弥富市(ヤトミシ) 鮫ケ地(サメガンジ)
弥富市(ヤトミシ) 鮫ケ地町(サメガンジチヨウ)
名古屋市南区(ナゴヤシミナミク) 鯛取通(タイトリトオリ)
あま市(アマシ) 七宝町鯰橋(シツポウチヨウナマズバシ)
伊賀市(イガシ) 上野魚町(ウエノウオマチ)
桑名市(クワナシ) 南魚町(ミナミウオマチ)
桑名市(クワナシ) 北魚町(キタウオマチ)
松阪市(マツサカシ) 魚見町(ウオミチヨウ)
松阪市(マツサカシ) 魚町(ウオマチ)
度会郡度会町(ワタライグンワタライチヨウ) 鮠川(ハイカワ)
南牟婁郡紀宝町(ミナミムログンキホウチヨウ) 鮒田(フナダ)
甲賀市(コウカシ) 土山町鮎河(ツチヤマチヨウアユカワ)
近江八幡市(オウミハチマンシ) 魚屋町元(ウワイチヨウモト)
近江八幡市(オウミハチマンシ) 魚屋町上(ウワイチヨウカミ)
近江八幡市(オウミハチマンシ) 魚屋町中(ウワイチヨウナカ)
東近江市(ヒガシオウミシ) 鯰江町(ナマズエチヨウ)
京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク) 下鱗形町(シモウロコガタチヨウ)
京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク) 上鱗形町(カミウロコガタチヨウ)
京都市中京区(キヨウトシナカギヨウク) 鯉山町(コイヤマチヨウ)
宮津市(ミヤヅシ) 魚屋(ウオヤ)
京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク) る、木津屋橋通大宮東入、下魚棚通大宮東入）(カミノチヨウ)
京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク) 下魚棚（４丁目）(シモウオノタナ(4チヨウメ))
京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク) 下魚棚通大宮東入下る、下魚棚通黒門東入）(ダイクチヨウ)
京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク) 下魚棚通猪熊西入、下魚棚通大宮東入、(ダイクチヨウ)
京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク) 筋通七条下る、東中筋通下魚棚下る）(ダイコクチヨウ)

京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク)
上之町（大宮通木津屋橋上る、大宮通七条下る、大宮通下魚棚下(カミ
ノチヨウ)

京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク) 西魚屋町(ニシウオヤチヨウ)

京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク)
大工町（猪熊通七条上る、猪熊通七条下る、猪熊通下魚棚上る、七(ダ
イクチヨウ)

京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク) 東魚屋町(ヒガシウオヤチヨウ)

京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク)
入、下魚棚通油小路東入、下魚棚通西洞院西入、西洞院通七条下る、
東中(ダイコクチヨウ)

京都市下京区(キヨウトシシモギヨウク)
入、七条通堀川西入下る、東堀川通七条下る西入、下魚棚通堀川西
入）(ヤオヤチヨウ)

京都市上京区(キヨウトシカミギヨウク) 東魚屋町(ヒガシウオヤチヨウ)
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サカナ 604-0984

サカナ 604-8142

サカナ 604-8125

サカナ 604-8055

サカナ 612-8041

サカナ 624-0923

リョウ 626-0003

大阪府 アユ 567-0831

サカナ 596-0071

兵庫県 アユ 656-0111

アユ 656-1314

アユ 656-1315

アユ 656-1326

アユ 656-1311

アユ 656-1316

アユ 656-1312

アユ 656-1324

アユ 656-1317

アユ 656-1322

アユ 656-1318

アユ 656-1313

アユ 656-1321

アユ 656-1327

アユ 656-1323

アユ 656-1325

サカナ 676-0822

サカナ 676-0053

サカナ 669-2336

サカナ 658-0026

サカナ 658-0083

サカナ 658-0025

サカナ 658-0024

サカナ 658-0082

サカナ 670-0905

サカナ 668-0215

サカナ 674-0073

サカナ 674-0081

サカナ 674-0071

サカナ 674-0083

サカナ 674-0074

サカナ 674-0084

サカナ 674-0082

サカナ 674-0072

奈良県 サカナ 636-0331

サカナ 639-2214

サカナ 639-1168

サカナ 630-8355

サカナ 630-8263

サカナ 630-8285

和歌山県 アユ 649-2108

アユ 646-1101

カレイ 649-0163

サカナ 640-8074

鳥取県 アユ 680-1208

サカナ 682-0821

サカナ 680-0034

サカナ 680-0047

島根県 サカナ 690-0266

サカナ 690-0062

岡山県 アユ 701-2153

サカナ 708-0061

サカナ 708-0065

ナマズ 709-4226

広島県 イワシ 737-1203

サカナ 739-0515

タイ 731-4325

タイ 739-0408

山口県 サカナ 758-0056

サカナ 758-0052

サバ 753-0212

サバ 753-0213

サバ 747-0611

ワニ 753-0044

徳島県 アユ 770-0046

アユ 771-5403

タイ 771-0204

香川県 サカナ 763-0006

愛媛県 イルカ 798-4351

コイ 794-0059

サカナ 799-3704

サカナ 794-2540

サカナ 794-2542

サカナ 794-2541

サカナ 797-1716

サカナ 798-3707

リョウ 798-3334

高知県 サカナ 781-6202

サカナ 786-0037

サカナ 787-1552

福岡県 アジ 838-0134

京都市中京区(キヨウトシナカギヨウク) 魚屋町(ウオヤチヨウ)
京都市中京区(キヨウトシナカギヨウク) 西魚屋町(ニシウオヤチヨウ)
京都市中京区(キヨウトシナカギヨウク) 中魚屋町(ナカウオヤチヨウ)
京都市中京区(キヨウトシナカギヨウク) 東魚屋町(ヒガシウオヤチヨウ)
京都市伏見区(キヨウトシフシミク) 魚屋町(ウオヤチヨウ)
舞鶴市(マイヅルシ) 魚屋(ウオヤ)
宮津市(ミヤヅシ) 漁師(リヨウシ)
茨木市(イバラキシ) 鮎川(アユカワ)
岸和田市(キシワダシ) 魚屋町(ウオヤマチ)
洲本市(スモトシ) 鮎屋(アイヤ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原鮎の郷(ゴシキチヨウアイハラアユノサト)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原宇谷(ゴシキチヨウアイハラウダニ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原下(ゴシキチヨウアイハラシモ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原葛尾(ゴシキチヨウアイハラツヅラオ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原栢野(ゴシキチヨウアイハラカヤノ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原吉田(ゴシキチヨウアイハラヨシダ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原三野畑(ゴシキチヨウアイハラミノハタ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原小山田(ゴシキチヨウアイハラコヤマダ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原上(ゴシキチヨウアイハラカミ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原神陽(ゴシキチヨウアイハラシンヨウ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原西(ゴシキチヨウアイハラニシ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原中邑(ゴシキチヨウアイハラナカムラ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原田処(ゴシキチヨウアイハラタドコロ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原塔下(ゴシキチヨウアイハラトウゲ)
洲本市(スモトシ) 五色町鮎原南谷(ゴシキチヨウアイハラミナミダニ)
高砂市(タカサゴシ) 阿弥陀町魚橋(アミダチヨウウオハシ)
高砂市(タカサゴシ) 高砂町魚町(タカサゴチヨウウオマチ)
篠山市(ササヤマシ) 魚屋町(ウオヤマチ)
神戸市東灘区(コウベシヒガシナダク) 魚崎西町(ウオザキニシマチ)
神戸市東灘区(コウベシヒガシナダク) 魚崎中町(ウオザキナカマチ)
神戸市東灘区(コウベシヒガシナダク) 魚崎南町(ウオザキミナミマチ)
神戸市東灘区(コウベシヒガシナダク) 魚崎浜町(ウオザキハママチ)
神戸市東灘区(コウベシヒガシナダク) 魚崎北町(ウオザキキタマチ)
姫路市(ヒメジシ) 魚町(ウオマチ)
豊岡市(トヨオカシ) 出石町魚屋(イズシチヨウウオヤ)
明石市(アカシシ) 魚住町鴨池(ウオズミチヨウカモイケ)
明石市(アカシシ) 魚住町錦が丘(ウオズミチヨウニシキガオカ)
明石市(アカシシ) 魚住町金ケ崎(ウオズミチヨウカナガサキ)
明石市(アカシシ) 魚住町住吉(ウオズミチヨウスミヨシ)
明石市(アカシシ) 魚住町清水(ウオズミチヨウシミズ)
明石市(アカシシ) 魚住町西岡(ウオズミチヨウニシオカ)
明石市(アカシシ) 魚住町中尾(ウオズミチヨウナカオ)
明石市(アカシシ) 魚住町長坂寺(ウオズミチヨウチヨウハンジ)
磯城郡田原本町(シキグンタワラモトチヨウ) 魚町(ウオマチ)
御所市(ゴセシ) 御堂魚棚町(ミドウウオンタナチヨウ)
大和郡山市(ヤマトコオリヤマシ) 魚町(ウオマチ)
奈良市(ナラシ) 南魚屋町(ミナミウオヤチヨウ)
奈良市(ナラシ) 北魚屋西町(キタウオヤニシマチ)
奈良市(ナラシ) 北魚屋東町(キタウオヤヒガシマチ)
西牟婁郡上富田町(ニシムログンカミトンダチヨウ) 下鮎川(シモアユカワ)
田辺市(タナベシ) 鮎川(アユカワ)
海南市(カイナンシ) 下津町鰈川(シモツチヨウカレガワ)
和歌山市(ワカヤマシ) 新魚町(シンギヨマチ)
鳥取市(トツトリシ) 河原町鮎ケ丘(カワハラチヨウアユガオカ)
倉吉市(クラヨシシ) 魚町(ウオマチ)
鳥取市(トツトリシ) 元魚町(モトウオマチ)
鳥取市(トツトリシ) 上魚町(カミウオマチ)
松江市(マツエシ) 魚瀬町(オノゼチヨウ)
松江市(マツエシ) 魚町(ウオマチ)
岡山市北区(オカヤマシキタク) 畑鮎(ハタアユ)
津山市(ツヤマシ) 元魚町(モトウオマチ)
津山市(ツヤマシ) 新魚町(シンウオマチ)
美作市(ミマサカシ) 鯰(ナマズ)
呉市(クレシ) 音戸町鰯浜(オンドチヨウイワシハマ)
廿日市市(ハツカイチシ) 宮島町（魚之棚町）(ミヤジマチヨウ(ウオノタナチヨウ))
安芸郡坂町(アキグンサカチヨウ) 鯛尾(タイビ)
廿日市市(ハツカイチシ) 大野鯛ノ原(オオノタイノハラ)
萩市(ハギシ) 古魚店町(フルウオノタナマチ)
萩市(ハギシ) 今魚店町(イマウオノタナマチ)
山口市(ヤマグチシ) 下小鯖(シモオサバ)
山口市(ヤマグチシ) 上小鯖(カミオサバ)
山口市(ヤマグチシ) 徳地鯖河内(トクヂサバゴウチ)
山口市(ヤマグチシ) 鰐石町(ワニイシチヨウ)
徳島市(トクシマシ) 鮎喰町(アクイチヨウ)
那賀郡那賀町(ナカグンナカチヨウ) 鮎川(アイカワ)
板野郡北島町(イタノグンキタジマチヨウ) 鯛浜(タイノハマ)
丸亀市(マルガメシ) 魚屋町(ウオヤマチ)
南宇和郡愛南町(ミナミウワグンアイナンチヨウ) 鯆越(イルカゴエ)
今治市(イマバリシ) 鯉池町(コイケチヨウ)
宇和島市(ウワジマシ) 吉田町魚棚(ヨシダチヨウウオタナ)
越智郡上島町(オチグンカミジマチヨウ) 魚島一番耕地(ウオシマイチバンコウチ)
越智郡上島町(オチグンカミジマチヨウ) 魚島三番耕地(ウオシマサンバンコウチ)
越智郡上島町(オチグンカミジマチヨウ) 魚島二番耕地(ウオシマニバンコウチ)
西予市(セイヨシ) 城川町魚成(シロカワチヨウウオナシ)
南宇和郡愛南町(ミナミウワグンアイナンチヨウ) 魚神山(ナガミヤマ)
宇和島市(ウワジマシ) 津島町漁家(ツシマチヨウリヨウケ)
安芸郡馬路村(アキグンウマジムラ) 魚梁瀬(ヤナセ)
高岡郡四万十町(タカオカグンシマントチヨウ) 魚の川(ウオノカワ)
四万十市(シマントシ) 片魚(カタウオ)
小郡市(オゴオリシ) 下西鰺坂(シモニシアジサカ)
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アジ 838-0136

コイ 807-0047

サカナ 825-0014

サカナ 802-0006

サカナ 832-0015

サカナ 832-0035

ナマズ 820-0001

佐賀県 サカナ 840-0046

サカナ 847-0042

長崎県 アユ 859-5515

サカナ 850-0874

サカナ 859-5117

タイ 853-3321

フナ 817-1233

リョウ 853-2314

ワニ 817-1723

熊本県 アユ 869-6104

サカナ 860-0031

サカナ 863-1721

ナマズ 861-3101

ワニ 861-4222

大分県 サカナ 871-0053

サカナ 871-0048

フナ 879-6615

宮崎県 タイ 889-0516

鹿児島県 サカナ 891-0112

サバ 899-0123

サバ 899-0203

駅名の中の『魚』
北海道 サカナ 函館市電

マス
青森県 アジ

サバ 弘南鉄道大鰐線
サメ

岩手県 マス

秋田県 アユ 由利高原鉄道鳥海山ろく線
コイ

山形県 アユ 山形鉄道フラワー長井線
千葉県 ヒレ 流鉄流山線
東京都 サメ 京浜急行電鉄本線

新潟県 クジラ
サカナ 北越急行ほくほく線

サカナ
サカナ

富山県 サカナ 魚津
福井県 サバ
山梨県 カジカ

兵庫県 サカナ 阪神電気鉄道・神戸新交通
サカナ

徳島県 アユ
徳島県 サバ
福岡県 ナマズ

小郡市(オゴオリシ) 上西鰺坂(カミニシアジサカ)
遠賀郡水巻町(オンガグンミズマキマチ) 鯉口(コイグチ)
田川市(タガワシ) 魚町(ウオマチ)
北九州市小倉北区(キタキユウシユウシコクラキタク) 魚町(ウオマチ)
柳川市(ヤナガワシ) 西魚屋町(ニシウオヤマチ)
柳川市(ヤナガワシ) 東魚屋町(ヒガシウオヤマチ)
飯塚市(イイヅカシ) 鯰田(ナマズタ)
佐賀市(サガシ) 西魚町(ニシウオマチ)
唐津市(カラツシ) 魚屋町(ウオヤマチ)
平戸市(ヒラドシ) 鮎川町(アユカワチヨウ)
長崎市(ナガサキシ) 魚の町(ウオノマチ)
平戸市(ヒラドシ) 魚の棚町(ウオノタナチヨウ)
南松浦郡新上五島町(ミナミマツウラグンシンカミゴトウチヨウ) 鯛ノ浦郷(タイノウラゴウ)
対馬市(ツシマシ) 豊玉町貝鮒(トヨタママチカイフナ)
南松浦郡新上五島町(ミナミマツウラグンシンカミゴトウチヨウ) 漁生浦郷(リヨウセウラゴウ)
対馬市(ツシマシ) 上対馬町鰐浦(カミツシママチワニウラ)
八代市(ヤツシロシ) 坂本町鮎帰(サカモトマチアユガエリ)
熊本市中央区(クマモトシチユウオウク) 魚屋町(ウオヤマチ)
天草市(アマクサシ) 魚貫町(オニキマチ)
上益城郡嘉島町(カミマシキグンカシママチ) 鯰(ナマズ)
熊本市南区(クマモトシミナミク) 城南町鰐瀬(ジヨウナンマチワニゼ)
中津市(ナカツシ) 古魚町(フルウオマチ)
中津市(ナカツシ) 新魚町(シンウオマチ)
豊後大野市(ブンゴオオノシ) 緒方町鮒川(オガタマチフナガワ)
延岡市(ノベオカシ) 鯛名町(タイナマチ)
鹿児島市(カゴシマシ) 魚見町(ウオミチヨウ)
出水市(イズミシ) 下鯖町(シモサバチヨウ)
出水市(イズミシ) 上鯖渕(カミサバブチ)

魚市場通(ウオイチバドオリ)
鱒浦(マスウラ) JR釧網本線
鰺ヶ沢(アジガサワ) JR五能線
鯖石(サバイシ)
鮫(サメ) JR八戸線
鱒沢(マスザワ) JR釜石線

鮎川(アユカワ)
鯉川(コイカワ) JR奥羽本線
鮎貝(アユカイ)
鰭ヶ崎(ヒレガサキ)
鮫洲(サメズ)
鯨波(クジラナミ） JR信越本線
魚沼丘陵(ウオヌマキュウリョウ)
魚沼中条(ウオヌマナカジョウ) JR飯山線
魚沼田中(ウオヌマタナカ) JR只見線

JR北陸本線 他

鯖江(サバエ) JR北陸本線
鰍沢口(カジカザワグチ) JR見延線
魚崎(ウオザキ)
魚住(ウオズミ) JR山陽本線
鮎喰(アクイ) JR徳島線

鯖瀬(サバセ) JR牟岐線
鯰田(ナマズタ) JR筑豊本線
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