
　地名読み方 〒
Super名字太郎プレミアム３＆人名外字物語V2は

明朝／ゴシック／楷書体で表示･印刷可
　※IPAmj明朝は明朝限

あしやし 兵庫県 屋市　※市内全収録
あしきたまち 葦北郡 北町　※町内全収録
いしへつりさわやま 968-0423 南会津郡只見町田子倉石 沢山
いばらがばさま 480-1342 長久手市 ケ廻間
いばらがひら 411-0001 田方郡函南町桑原 ケ平
いばらがわちょう 527-0216 東近江市 川町
いばらきけん 城県　　※県内全収録
いばらぎし 大阪府 木市　　※市内全収録

920-0994 金沢市 木町
いばらぎちょう 500-8161 岐阜市 木町

467-0045 名古屋市瑞穂区 木町
いばらきまち 311-3100 東 城郡 城町
いばらさわ 943-0129 上越市 沢
いばらしま 959-0513 新潟市西蒲区 島
いばらそね 950-1456 新潟市南区 曽根
いばらだにやま 459-8012 名古屋市緑区 谷山
いばらやま 467-0039 名古屋市瑞穂区弥富町 山
いりまい 037-0102 つがる市稲垣町繁田糴
うつぼぎ 849-3132 唐津市厳木町箞木
うどぎ 039-3351 東津軽郡平内町外童子柼木
うなぎさわ 039-0505 戸郡南部町鳥谷鱣沢
うなぎなわしろ 039-1103 八戸市長苗代鱣苗代
うるしばやし 023-0831 奥州市水沢姉体町㯃林
うるしばら 981-2156 伊具郡丸森町㯃原
えぞばな 039-2507 上北郡七戸町犾花
えぞもり 031-0023 八戸市是川字犾森
えびあな 959-0301 西蒲原郡弥彦村魵穴
えんだて 031-0202 八戸市南郷島守犾舘
えんしょうだいら 036-0100 平川市碇ケ関焔焇平
おおげ 714-0061 笠岡市大冝
おおそねおつ 783-0005 南国市大埇乙
おおそねこう 783-0004 南国市大埇甲
おおぬかり 963-5114 東白川郡矢祭町大垬
おたるし 047-0000 北海道小 市
かきさきちょう 446-0003 安城市柿 町
かけ 989-5504 栗原市若柳上畑岡
かざさらい 031-0012 八戸市十日風浚

031-0813 八戸市新井田風浚
かつらぎし 奈良県 城市　　※市内全収録
かみばらだ 989-2351 亘理郡亘理町上 田
がむしした 036-0411 黒石市温湯䖸下
がむしつつみざわ 036-0411 黒石市温湯䖸堤澤
きたいばらきし 城県北 城市　　※市内全収録
きたおおひちょう 569-0041 大阪府高槻市北大 町
きたのまた 039-1527 三戸郡五戸町扇田北ノ脵
きたほうりょう 021-0814 一関市北霻霳
ぎゃくだい 969-1103 本宮市仁井田 台
くごやち 039-2241 八戸市市川町 谷地
くしやま 756-0080 山陽小野田市揥山
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くまだかちょう 410-0893 沼津市鵰町
げんびちょう 021-0101 一関市巌美町
さい 703-8248 岡山市穝
さいかち 020-0585 岩手郡雫石町長山第２２地割梍
さいひがしまち 703-8247 岡山市穝東町
さそう 039-2852 上北郡七戸町哘
さそうざき 039-2852 上北郡七戸町哘崎
さそうたい 039-285３ 上北郡七戸町哘平
さつませんだいし 鹿児島県 摩川内市　※市内全収録
しいなづか 981-1512 角田市横倉 塚
しなのき 039-4401 むつ市大畑町榀ノ木

039-5203 むつ市川内町宿野部榀木
しもばらだ 989-2351 亘理郡亘理町下 田
しもみざわ 036-1514 弘前市沢田字葚沢
じゃくうち 973-8406 いわき市内郷高野町 打
しんかけした 989-5504 栗原市若柳上畑岡新 下
そうせんどうきた 036-0351 黒石市黒石字萗染堂北
たかそね 780-0071 高知市高埇
たもやま 995-0005 村山市櫤山
たらのきだい 997-0303 鶴岡市 代
ちゃうすやま 610-0114 城陽市市辺茶 山
ちゅうせり 034-0001 十和田市三本木中掫
つくたに 689-1322 鳥取市佐治町 谷
つくよね 680-0728 八頭郡若桜町 米
つじい 670-0083 兵庫県姫路市 井
つるがそね 987-0621 登米市中田町宝江黒沼鶴ケ
つるまいみさき 038-3306 つがる市下牛潟町靎舞岬
てっぽうとめ 031-0833 八戸市大久保字鉄砲畄
ところひら 039-0314 三戸郡田子町遠瀬字薢比良
とせい 771-4503 勝浦郡上勝町生実 山
とどがわちょう 043-0066 檜山郡江差町椵川町
とどろきやま 038-2412 西津軽郡深浦町驫木驫木山
どてのした 038-3285 つがる市木造大湯町埞ノ下
なかうつぼ 039-0505 三戸郡南部町鳥谷中荢坪
なかぞね 029-2501 気仙郡住田町上有住中埣
にしいばらちょう 489-0884 瀬戸市西 町
にしばらと 002-8038 札幌市北区西 戸
ぬでしままち 371-0817 前橋市橳島町
のとじまえのめまち 926-0203 七尾市能登島 目町
はぎなが 501-0622 揖斐川町 永

揖斐川町脛永
はだのきだ 023-1762 奥州市江刺藤里枛ノ木田
はのき 024-0324 北上市和賀町山口枛木
はのきだち 021-0101 一関市巌美町枛木立
はのきやち 023-1134 奥州市江刺玉里枛ノ木谷地
ばらじま 010-0065 秋田市 島
ばらしんでん 997-1111 鶴岡市 新田
ばらのしんでん 998-0813 酒田市 野新田
ばらだうしろ 989-2351 亘理郡亘理町 田後
ばらつぼ 444-0077 岡崎市井田町 坪
ひう 947-0003 小千谷市 生
ひえじまちょう 571-0037 門真市薭島町
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ひえだのちょう 621-0034 亀岡市薭田野町 ノ山　　※その他有り
ひがしいばらきぐん 城県東 城郡
ひがしいばらちょう 489-0897 瀬戸市東 町
ひがしばらと 002-8043 札幌市北区東 戸
ひだし 岐阜県飛驒市　　※市内全収録
ぶなさわやま 035-0095 むつ市城ケ沢椈沢山
へそくぼ 031-0841 八戸市鮫町字綣久保
ほっけまやまのうえ 045-0301 古宇郡神恵内村神恵内村 澗山ノ上
ほとけさわ 039-2652 上北郡東北町 沢
ほろがけ 037-0602 五所川原市松野木字袰掛
ほろかわ 039-5201 むつ市川内町袰川
ほろべ 035-0021 むつ市田名部字袰部

035-0113 下北郡東通村岩屋袰
ほろむらもと 030-1513 東津軽郡今別町袰月袰村元
またくぼ 039-1801 三戸郡新郷村戸来橾久保
まだのき 039-0201 三戸郡田子町田子极ノ木
まったおおみや 538-0031 大阪市鶴見区 田大宮
みさざき 028-0534 遠野市綾織町鵢崎
みたけ 299-1151 君津市中野御
みなみほうりょう 021-0813 一関市南霻霳
もちくれざわ 987-2309 栗原市一迫柳目持 沢
よもぎだ 309-1102 筑西市 田
よむら 638-0011 吉野郡下市町伃邑
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