
都道府県 市区郡・町村 町域 島 郵便番号
岩手県 二戸郡一戸町 宇別 028-5131

小繋 028-5132
中山 028-5133
奥中山 028-5134
小鳥谷 028-5221
姉帯 028-5222
女鹿 028-5302
小友 028-5303
出ル町 028-5304
月舘 028-5305

岩手県 二戸市 下斗米 028-5702
宮城県 塩竈市 浦戸石浜 浦戸石浜 985-0191

浦戸桂島 浦戸桂島 985-0192
浦戸野々島 浦戸野々島 985-0193
浦戸寒風沢 浦戸寒風沢 985-0194
浦戸朴島 浦戸朴島 985-0195

宮城県 石巻市 田代浜 田代島 986-0023
宮城県 牡鹿郡女川町 出島 986-2211

江島 986-2212
宮城県 石巻市 鮎川浜 金華山 986-2523

長渡浜 網地島 986-2525
網地浜 網地島 986-2526

北海道 苫前郡羽幌町 焼尻 078-3871
天売 078-3951
天売 078-3952
天売 078-3953
天売 078-3954
天売 078-3955

東京都 利島村 100-0301
東京都 新島村 若郷 100-0401

本村 100-0402
式根島 100-0511

東京都 御蔵島村 100-1301
東京都 青ヶ島村 100-1701
東京都 小笠原村 父島 100-2101

母島 100-2211
静岡県 熱海市 初島 初島 413-0004
愛知県 西尾市 一色町佐久島 444-0416
愛知県 知多郡南知多町 日間賀島 470-3504

篠島 470-3505
三重県 鳥羽市 神島町 神島 517-0001

答志町 答志島 517-0002
桃取町 答志島 517-0003
菅島町 菅島 517-0004
坂手町 坂手島 517-0005

三重県 志摩市 磯部町渡鹿野 517-0205
兵庫県 姫路市 夢前町山之内 671-2101

夢前町新庄 671-2102
安富町末広 671-2413
安富町杤原 671-2414
安富町皆河 671-2415
安富町関 671-2416
家島町真浦 西島 672-0101
家島町宮 男鹿島 672-0102
家島町坊勢 坊勢島 672-0103

兵庫県 神崎郡神河町 長谷 679-3103
川上 679-3104



岡山県 備前市 日生町大多府 大多府島 701-3203
日生町日生 701-3204

岡山県 瀬戸内市 牛窓町牛窓 701-4302
岡山県 岡山市東区 犬島 イヌジマ 704-8153
岡山県 玉野市 石島 イシマ 706-0306
岡山県 笠岡市 高島 高島 714-0035

白石島 白石島 714-0036
真鍋島 真鍋島 714-0037
六島 六島 714-0038
北木島町 北木島 714-0301
飛島 飛島 714-0302

広島県 福山市 走島町 走島 720-0204
広島県 広島市南区 似島町 734-0017
広島県 大竹市 阿多田 739-0607
山口県 岩国市 柱島 柱島・黒島・端島 740-0051
山口県 柳井市 平郡 742-0041
山口県 熊毛郡平生町 佐合島 742-1114
山口県 熊毛郡上関町 祝島 742-1401
山口県 熊毛郡上関町 八島 742-1404
山口県 熊毛郡田布施町 馬島 742-1516
山口県 大島郡周防大島町 笠佐島 742-2108

久賀 742-2301
伊保田 742-2601
浮島 742-2801

山口県 光市 牛島 牛島 743-0003
山口県 周南市 大津島 黒髪島・大津島 745-0057
山口県 防府市 野島 野島 747-0832
山口県 下関市 六連島 六連島 750-0095
山口県 萩市 相島 相島 758-0001

大島 大島 758-0003
見島 見島 758-0701

山口県 下関市 蓋井島 蓋井島 759-6542
香川県 高松市 男木町 760-0091

女木町 760-0092
香川県 小豆郡土庄町 豊島家浦 761-4661

豊島唐櫃 761-4662
豊島甲生 761-4663

香川県 丸亀市 広島町立石 広島 763-0101
広島町江の浦 広島 763-0102
広島町釜の越 広島 763-0103
広島町甲路 広島 763-0104
広島町青木 広島 763-0105
広島町市井 広島 763-0106
広島町茂浦 広島 763-0107
広島町小手島 小手島 763-0108
手島町 手島 763-0111
本島町笠島 本島 763-0221
本島町甲生 本島 763-0222
本島町泊 本島 763-0223
本島町小阪 本島 763-0224
本島町生の浜 本島 763-0225
本島町尻浜 本島 763-0226
本島町福田 本島 763-0227
本島町大浦 本島 763-0228
牛島 牛島 763-0231

香川県 仲多度郡多度津町 佐柳 764-0040
高見 764-0050

香川県 観音寺市 伊吹町 伊吹島 768-0071



香川県 三豊市 詫間町粟島 粟島 769-1108
詫間町志々島 志々島 769-1109

徳島県 阿南市 伊島町 伊島 774-1760
徳島県 海部郡牟岐町 牟岐浦 775-0010

牟岐浦 775-0013
高知県 宿毛市 沖の島町母島 沖の島 788-0677

沖の島町弘瀬 沖の島 788-0678
沖の島町鵜来島 鵜来島 788-0679

愛媛県 松山市 元怒和 怒和島 791-4321
上怒和 怒和島 791-4322
二神 二神島 791-4323
津和地 津和地島 791-4324
睦月 睦月島 791-4431
野忽那 野忽那島 791-4432
中島大浦 791-4501
小浜 中島 791-4502
長師 中島 791-4503
宮野 中島 791-4504
神浦 中島 791-4505
宇和間 中島 791-4506
熊田 中島 791-4507
吉木 中島 791-4508
饒 中島 791-4509
畑里 中島 791-4510
中島粟井 中島 791-4511
門田町 791-8091
由良町 791-8092
泊町 791-8093

愛媛県 新居浜市 大島 大島 792-0891
愛媛県 今治市 関前岡村 岡村島 794-1101

関前小大下 小大下島 794-1102
関前大下 大下島 794-1103

愛媛県 八幡浜市 大島 大島 796-8060
愛媛県 宇和島市 本九島 九島 798-0096

百之浦 九島 798-0097
蛤 九島 798-0098
日振島 日振島 798-0099
戸島 戸島 798-0212
津島町竹ケ島 竹ケ島 798-3358

愛媛県 松山市 安居島 安居島 799-2433
愛媛県 大洲市 長浜町青島 青島 799-3470
福岡県 北九州市小倉北区 藍島 802-0091

馬島 802-0092
福岡県 宗像市 地島 地島 811-3511

大島 大島 811-3701
長崎県 壱岐市 郷ノ浦町大島 壱岐島 811-5161

郷ノ浦町長島 壱岐島 811-5162
郷ノ浦町原島 壱岐島 811-5163

福岡県 福岡市西区 小呂島 819-0011
能古 819-0012
玄界島 819-0205

福岡県 糸島市 志摩姫島 姫島 819-1336
佐賀県 唐津市 高島 高島 847-0027

神集島 神集島 847-0131
呼子町小川島 小川島 847-0306
鎮西町加唐島 加唐島 847-0317
鎮西町馬渡島 馬渡島 847-0405
鎮西町松島 松島 847-0406



肥前町向島 向島 847-1524
長崎県 五島市 黄島町 853-0061

赤島町 853-0062
富江町黒島 853-0208
三井楽町嵯峨島 853-0611
久賀町 853-2171
蕨町 853-2172
田ノ浦町 853-2173
猪之木町 853-2174
奈留町浦 853-2201
奈留町大串 853-2202
奈留町泊 853-2203
奈留町船廻 853-2204
伊福貴町 853-2481
本窯町 853-2482

長崎県 西海市 大瀬戸町松島内郷 松島 857-2531
大瀬戸町松島外郷 松島 857-2532
崎戸町江島 857-3103
崎戸町平島 857-3311

長崎県 平戸市 田平町横島免 859-4827
宮崎県 延岡市 島浦町 島浦 882-0096
鹿児島県 鹿児島郡三島村 硫黄島 890-0901

黒島 890-0902
竹島 890-0903

鹿児島県 鹿児島郡十島村 口之島 891-5101
中之島 891-5201
平島 891-5202
諏訪之瀬島 891-5203
悪石島 891-5204
小宝島 891-5205
宝島 891-5301

鹿児島県 大島郡瀬戸内町 池地 894-2501
請阿室 894-2502
与路 894-2601

沖縄県 南城市 知念久高 沖縄本島 901-1501
沖縄県 島尻郡座間味村 阿嘉 901-3311

慶留間 901-3312
阿佐 901-3401
座間味 901-3402
阿真 901-3403

沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 渡嘉敷 901-3501
阿波連 901-3502

沖縄県 島尻郡渡名喜村 901-3601
沖縄県 島尻郡粟国村 浜 901-3701

東 901-3702
西 901-3703

沖縄県 島尻郡南大東村 北 901-3801
新東 901-3802
旧東 901-3803
南 901-3804
在所 901-3805
池之沢 901-3806

沖縄県 島尻郡北大東村 南 901-3901
中野 901-3902
港 901-3903

沖縄県 うるま市 勝連津堅 904-2317
沖縄県 国頭郡伊江村 東江上 伊江島 905-0501

東江前 伊江島 905-0502



川平 伊江島 905-0503
西江前 伊江島 905-0504
西江上 伊江島 905-0505

沖縄県 島尻郡伊是名村 内花 伊是名島 905-0601
諸見 伊是名島 905-0602
仲田 伊是名島 905-0603
伊是名 伊是名島 905-0604
勢理客 伊是名島 905-0605

沖縄県 島尻郡伊平屋村 田名 伊平屋島 905-0701
前泊 伊平屋島 905-0702
我喜屋 伊平屋島 905-0703
島尻 伊平屋島 905-0704
野甫 伊平屋島 905-0705

沖縄県 宮古島市 伊良部前里添 906-0501
伊良部池間添 906-0502
伊良部伊良部 906-0503
伊良部仲地 906-0504
伊良部国仲 906-0505
伊良部長浜 906-0506
伊良部佐和田 906-0507

沖縄県 宮古郡多良間村 塩川 906-0601
仲筋 906-0602
水納 906-0603

沖縄県 八重山郡竹富町 竹富 907-1101
小浜 907-1221
黒島 907-1311
高那 907-1431
古見 907-1432
南風見仲 907-1433
南風見 907-1434
新城 907-1435
上原 907-1541
西表 907-1542
崎山 907-1543
鳩間 907-1544
波照間 907-1751

沖縄県 八重山郡与那国町 与那国 907-1801
福井県 大飯郡おおい町 成海 919-2107
石川県 輪島市 海士町 928-0072
新潟県 岩船郡粟島浦村 958-0061
山形県 酒田市 飛島 飛島 998-0281


