
別紙

 飯豊町 庄内町
提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル

大字黒沢 米沢飯豊 沢新田 余目
大字小白川 米沢飯豊 島田 余目
大字添川 米沢飯豊 常万　 余目
大字椿 米沢飯豊 松陽１～３丁目　 余目
大字手ノ子 米沢飯豊 杉浦 余目
大字中 米沢飯豊 高田麦 余目
大字萩生 米沢飯豊 田谷 余目
大字松原 米沢飯豊 千河原 余目

堤新田 余目
廿六木　 余目
西小野方 余目

米沢市 西野 余目
提供町丁目 交換所ビル 西袋 余目

大字赤崩　 南原 払田 余目
吾妻町　 南原 提興屋 余目
泉町１～２丁目　 南原 平岡 余目
大字大平　 南原 深川 余目
太田町１，４，５丁目　南原 福原　 余目
大字笹野　 南原 古関 余目
笹野本町　 南原 堀野 余目
笹野町　 南原 槇島 余目
諸仏町　 南原 廻館　 余目
杉の目町　 南原 宮曽根 余目
大字李山　 南原 茗荷瀬 余目
大字関　 南原 吉岡 余目
大字関町　 南原 連枝　 余目
大字立石　 南原
遠山町 南原
直江石堤 南原
大字福田　 南原 高畠町
古志田町　 南原 提供町丁目 交換所ビル
大字芳泉町　 南原 大字相森 高畠

大字南原石垣町　 南原 大字安久津 高畠

大字南原猪苗代町　 南原 大字泉岡 高畠

大字南原笹野町　 南原 大字一本柳 高畠

大字南原新町　 南原 大字柏木目 高畠

大字南原横堀町　 南原 大字金原 高畠

大字亀岡 高畠

大字川沼 高畠

大字高安 高畠

庄内町 大字小郡山 高畠

提供町丁目 交換所ビル 大字三条目 高畠

赤渕新田 余目 大字塩森 高畠

跡　 余目 大字高畠 高畠

余目　 余目 大字竹森 高畠

余目新田 余目 大字時沢 高畠

生三 余目 大字中里 高畠

榎木 余目 大字二井宿 高畠

近江新田 余目 大字根岸 高畠

大野 余目 大字深沼 高畠

落合　 余目
家根合　 余目
久田 余目
小出新田 余目

お申込み受付開始日:2009年11月18日

サービス提供開始日:2010年2月1日

お申込み受付開始日:2010年1月19日

サービス提供開始日:2010年1月22日

お申込み受付開始日:2009年12月17日

サービス提供開始日:2010年1月22日

お申込み受付開始日:2009年12月17日

サービス提供開始日:2010年2月1日

 

提供済みエリアは次ページより 



山形市 山形市 山形市
提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル

相生町 山形 春日町 あかねケ丘 大字志戸田　 あかねケ丘・今塚

青田１～５丁目 山形 香澄町１～３丁目 山形 大字渋江　 今塚

大字青田 山形 大字片谷地　 山形金井 島　 今塚

青田南 山形 金石田　 あかねケ丘 大字下椹沢　 あかねケ丘

大字青野 山形 大字上椹沢　 あかねケ丘 下条町１～４丁目 あかねケ丘

大字青柳　 山形・山形十文字 大字上桜田 山形 下条町５丁目 今塚

明石堂 あかねケ丘 上桜田１～５丁目 山形 大字下反田　 あかねケ丘

あかねケ丘１～３丁目 あかねケ丘 大字上反田　 あかねケ丘 下田　 今塚

あけぼの１～２丁目　 山形十文字 大字上東山　 山形十文字 大字下東山　 山形十文字

あこや町１～３丁目 山形 上柳　 山形・山形十文字 下柳 山形

旭が丘 山形 上山家町 山形 下山家町 山形

あさひ町 山形 河原田　 今塚 大字釈迦堂 山形

あずま町 山形 大字神尾 山形 大字十文字　 山形十文字

阿弥陀 あかねケ丘 北江俣 今塚 城南町１～３丁目 あかねケ丘

荒楯町１～２丁目 山形 北志戸田 あかねケ丘 城北町１～２丁目 あかねケ丘

飯沢 あかねケ丘 北田　 今塚 大字常明寺　 あかねケ丘

飯田１～５丁目 山形 北町１～４丁目 今塚 白川　 今塚

飯田西１～５丁目 山形 北山形１～２丁目 あかねケ丘 城西町１～５丁目 あかねケ丘

飯塚口 あかねケ丘 木の実町 山形 城森　 あかねケ丘

飯塚町 あかねケ丘 木ノ目田　 あかねケ丘 新開１～３丁目　 山形十文字

石関 あかねケ丘 行才 今塚 大字陣場 今塚

石寺　 あかねケ丘 京旦 あかねケ丘 陣場１～３丁目 今塚

五十鈴１～３丁目 山形 清住町１～３丁目 あかねケ丘 大字陣場新田 今塚

泉町 山形 大字切畑　 山形十文字 陣場南 今塚

五日町 あかねケ丘 久保田１～３丁目 あかねケ丘 末広町 山形

大字今塚　 今塚 大字黒沢　 山形金井 菅原　 あかねケ丘

鋳物町 あかねケ丘 江南１～４丁目 今塚 大字菅沢 あかねケ丘

大字岩波 山形 黄金　 あかねケ丘 すげさわの丘 あかねケ丘

印役町１～５丁目 山形 小姓町 山形 大字鮨洗 今塚

大字内表 今塚 小白川町 山形 鈴川町１～４丁目 山形

内表東 今塚 小白川町１～５丁目 山形 砂田　 あかねケ丘

内城 あかねケ丘 寿町 山形 砂塚 あかねケ丘

馬洗場 今塚 小荷駄町 山形 諏訪町１～２丁目 山形

梅野木前　 今塚 才津 あかねケ丘 瀬波１～３丁目 今塚

大字漆山　 今塚・山形十文字 幸町 山形 千石　 山形・山形十文字

上江　 あかねケ丘 蔵王飯田 山形 大字千手堂 今塚

上町１～５丁目 あかねケ丘 蔵王上野　 山形金井 双月新町 山形

江俣１～５丁目 今塚 蔵王成沢　 山形・山形金井 双月町 山形

円応寺町 山形 蔵王西成沢　 山形・山形金井 双月町１～４丁目 山形

追散 あかねケ丘 蔵王半郷　 山形金井 反町　 あかねケ丘

大手町 山形 蔵王松ケ丘１～２丁目 山形金井 大師堂　 山形金井

大道端 あかねケ丘 蔵王南成沢　 山形金井 大野目１～４丁目 山形

大字大森　 山形十文字 蔵王山田　 山形金井 大野目町 山形

沖町 今塚 早乙女 山形 高木 あかねケ丘

小立１～４丁目 山形 境田町　 今塚 大字高沢　 山形十文字

大字小立 山形 栄原 山形 高田 今塚

落合町 山形 肴町 あかねケ丘 高堂 あかねケ丘

御手作　 山形金井 桜ケ丘　 あかねケ丘 高堂１～２丁目 あかねケ丘

表蔵王　 山形金井 佐倉宿 あかねケ丘 高原町 山形

替所　 あかねケ丘 桜田西１～５丁目 山形・あかねケ丘 大字滝平　 あかねケ丘

籠田１～３丁目 あかねケ丘 桜田東１～４丁目 山形 立谷川１～３丁目　 山形十文字

大字風間　 山形十文字 桜田南 山形 伊達城１～３丁目　 山形十文字

霞城町 あかねケ丘 桜町 山形 立道 あかねケ丘

大字柏倉 あかねケ丘 三社 今塚 田端　 今塚

【 村山地域 】

 



山形市 山形市 山形市
提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル

田吹 あかねケ丘 西原１～２丁目　 あかねケ丘 南二番町 山形

壇野前　 今塚 西前明石 あかねケ丘 南三番町 山形

近田 山形 西見田　 あかねケ丘 南四番町 山形

千歳１～２丁目 今塚 大字沼木 あかねケ丘 南志戸田　 あかねケ丘

千代田　 あかねケ丘 沼の辺町 山形 南反田 あかねケ丘

塚野目 今塚 馬合　 今塚 南館１～５丁目 あかねケ丘

大字津金沢　 山形金井 大字灰塚　 今塚 大字南館 あかねケ丘

辻 あかねケ丘 白山１～３丁目 山形 南館西 あかねケ丘

大字土坂 山形 羽黒堂 あかねケ丘 南原町１～３丁目 山形

土屋倉 あかねケ丘 大字長谷堂　 山形金井 南半郷　 山形金井

鉄砲町１～３丁目 山形 旅籠町１～３丁目 山形 南松原１～２丁目　 山形金井

寺西　 山形十文字 八幡前　 今塚 みのりが丘　 あかねケ丘

天神台　 あかねケ丘 大字八森 山形 美畑町 山形

天神町　 今塚 服部 今塚 宮浦　 あかねケ丘

藤治屋敷　 今塚 花岡　 山形十文字 宮町１～５丁目 山形

塔の前 山形 花楯１～２丁目 山形 大字妙見寺 山形

銅町１～２丁目 山形 浜崎 山形 明神前 あかねケ丘

銅谷口 今塚 東青田１～５丁目 山形 六日町 山形

十日町１～４丁目 山形 東篭野町 今塚 大字向新田字向野　 今塚

富神台 あかねケ丘 東志戸田　 あかねケ丘・今塚 大字村木沢　 あかねケ丘

富神前 あかねケ丘 東二位田　 山形金井 元木１～３丁目 山形

富の中１～４丁目 あかねケ丘 東原町１～４丁目 山形 本屋敷 今塚

百目鬼 あかねケ丘 東半郷　 山形金井 大字門伝 あかねケ丘

樋越　 今塚 東古館　 あかねケ丘 大字谷柏　 山形金井

豊原 あかねケ丘 東山形１～２丁目 山形 薬師町１～２丁目 山形

鳥居ケ丘 山形 桧町１～４丁目 今塚 谷地前　 山形金井

中江 あかねケ丘 平久保 山形 柳原 あかねケ丘

長表 今塚 平清水１～２丁目 山形 やよい１～２丁目 あかねケ丘

中桜田１～３丁目 山形 大字平清水 山形 八ツ口 あかねケ丘

大字中桜田 山形 深町１～３丁目 あかねケ丘 柳田 あかねケ丘

大字中里　 山形十文字 藤沢川　 あかねケ丘 山家本町１～２丁目 山形

中田 今塚 舞台 あかねケ丘 山家町１～２丁目 山形

長苗代 あかねケ丘 双葉町１～２丁目 あかねケ丘 八日町１～２丁目 山形

中沼 あかねケ丘 大字船町 今塚 横井 あかねケ丘

大字中野 今塚 大字古館　 あかねケ丘 横道　 あかねケ丘

大字中野目　 今塚 平田　 あかねケ丘 大字芳沢　 あかねケ丘

長町 今塚・山形 穂積 山形 芳野 山形

長町１～４丁目 今塚 本町１～２丁目 山形 大字吉野宿 今塚

中道 今塚 大字前明石 あかねケ丘 吉原１～３丁目 あかねケ丘

中屋敷 あかねケ丘 前田町 山形 大字吉原 あかねケ丘

大字七浦 今塚 松栄 あかねケ丘 吉原南 あかねケ丘

七十刈　 今塚 松栄１～２丁目 あかねケ丘 流通ｾﾝﾀｰ１～４丁目 山形

七日町１～５丁目 山形 松波１～５丁目 山形 大字若木　 あかねケ丘

並柳　 あかねケ丘 大字松原　 山形金井 若葉町 山形

成沢西１～５丁目　 山形・山形金井 松見町 山形 若宮 あかねケ丘

大字成安　 今塚 松山１～３丁目 山形 若宮１～４丁目 あかねケ丘

南栄町１～３丁目 山形 馬見ケ崎１～４丁目 今塚 和合町１～３丁目 山形

大字二位田 あかねケ丘・山形金井 大字見崎 今塚 割田 今塚

西江俣 今塚 見崎川原　 今塚

錦町 山形 三つ江 あかねケ丘 寒河江市
西越 山形 三日町１～２丁目 山形 提供町丁目 交換所ビル
西崎　 あかねケ丘 緑町１～４丁目 山形 石持町 寒河江

西田１～５丁目 あかねケ丘 南石関 あかねケ丘 内の袋１丁目 寒河江

大字西中野 今塚 南一番町 山形 落衣前 寒河江

【 村山地域 】

 



寒河江市 上山市 上山市
提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル

字上河原 寒河江 石堂　 山形上山 南町　 山形上山

字菊地堂 寒河江 泉川　 山形上山 宮脇 山形上山

字雲河原 寒河江 裏町 山形上山 元城内　 山形上山

越井坂町 寒河江 御井戸丁　 山形上山 矢来１～４丁目　 山形上山

小沼町 寒河江 大石１～２丁目　 山形上山 湯町　 山形上山

幸町 寒河江 小倉　 山形上山 八日町　 山形上山

大字寒河江 寒河江 金生１丁目　 山形上山 四ツ谷１～２丁目　 山形上山

栄町 寒河江 金生 山形上山

幸田町 寒河江 金生西１～３丁目　 山形上山 村山市
大字柴橋 寒河江 金生東１～２丁目　 山形上山 提供町丁目 交換所ビル
大字島　 寒河江 金瓶 山形上山 駅西　 村山

字下河原 寒河江 金谷　 山形上山 大字大淀　 村山

新山１～２丁目 寒河江 軽井沢１～２丁目　 山形上山 金谷　 村山

新山町 寒河江 川口　 山形上山 大字河島　 村山

末広町 寒河江 河崎１～４丁目　 山形上山 河島山　 村山

高田１～３丁目 寒河江 河崎　 山形上山 大字杉島　 村山

大字高屋　 寒河江 北町１～２丁目　 山形上山 大字楯岡　 村山

中央１～２丁目 寒河江 北町 山形上山 楯岡荒町１～２丁目　 村山

中央工業団地 寒河江 北町本丁　 山形上山 楯岡五日町　 村山

字道生 寒河江 久保手 山形上山 楯岡大沢川　 村山

字中河原 寒河江 けやきの森　 山形上山 楯岡北町１～２丁目　 村山

大字中郷　 寒河江 小穴 山形上山 楯岡新高田　 村山

仲谷地１～３丁目 寒河江 高野　 山形上山 楯岡新町１～４丁目　 村山

七日町 寒河江 権現堂　 山形上山 楯岡楯　 村山

西根１～２丁目 寒河江 蔵王　 山形上山 楯岡俵町　 村山

大字西根 寒河江 蔵王の森　 山形上山 楯岡鶴ケ町１～２丁目　村山

西根北町 寒河江 栄町１～２丁目　 山形上山 楯岡十日町　 村山

大字日田 寒河江 沢丁　 山形上山 楯岡中町　 村山

字入倉 寒河江 三本松 山形上山 楯岡馬場　 村山

東新山町 寒河江 新金谷　 山形上山 楯岡東沢　 村山

大字平塩 寒河江 新北浦　 山形上山 楯岡笛田１～４丁目　 村山

船橋町 寒河江 新丁　 山形上山 楯岡二日町　 村山

本町１～３丁目 寒河江 新町１～２丁目　 山形上山 楯岡晦日町　 村山

丸内１～３丁目 寒河江 新湯　 山形上山 楯岡湯沢　 村山

みずき１～３丁目 寒河江 関根 山形上山 大字タモ山　 村山

緑町 寒河江 仙石　 山形上山 中央１～２丁目　 村山

南町１～３丁目 寒河江 高松　 山形上山 大字名取　 村山

本楯１～４丁目 寒河江 鶴脛町１～２丁目　 山形上山 大字西郷　 村山

元町１～４丁目 寒河江 鶴脛町　 山形上山 大字林崎　 村山

山岸町 寒河江 藤吾 山形上山 大字湯沢　 村山

八幡町 寒河江 十日町　 山形上山

字夕カヘ 寒河江 長清水１～３丁目　 山形上山 天童市
六供町１～２丁目 寒河江 長清水 山形上山 提供町丁目 交換所ビル
若葉町 寒河江 永野　 山形上山 大字荒谷　 天童・高擶

中山　 山形上山 石鳥居１～２丁目 高擶

上山市 葉山　 山形上山 泉町１～２丁目 天童

提供町丁目 交換所ビル 東金瓶 山形上山 五日町１～２丁目 天童

相生 山形上山 東町　 山形上山 大字今町　 天童

朝日台１～２丁目　 山形上山 二日町　 山形上山 駅西１～５丁目 天童

旭町１～３丁目　 山形上山 弁天１～２丁目　 山形上山 老野森１～３丁目 天童

阿弥陀地 山形上山 細谷 山形上山 大字老野森 天童

石崎１～２丁目　 山形上山 松山１～３丁目　 山形上山 大字大清水　 天童

石曽根　 山形上山 美咲町１～２丁目　 山形上山 大字大町　 天童

【 村山地域 】

 



天童市 天童市 東根市
提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル

柏木町１～３丁目 天童 大字矢野目　 天童 大字野田 東根・神町
鎌田１～２丁目 天童 大字山元　 天童 大字羽入　 神町
鎌田本町１～３丁目 天童 羽入東　 神町
大字上荻野戸 天童 東根市 大字東根　 東根・神町
北久野本１～５丁目 天童 提供町丁目 交換所ビル 本町 東根
北目１～４丁目 天童 板垣大通り　 神町 本丸北１～２丁目 東根
大字北目　 天童・高擶 板垣北小路　 神町 本丸西１～４丁目 東根
久野本１～５丁目 天童 板垣北通り　 神町 本丸東　 東根
大字久野本 天童 大字板垣新田　 神町 本丸南１～３丁目 東根
大字窪野目　 天童 板垣中通り　 神町 大字松沢 東根
大字蔵増　 天童 板垣西小路　 神町 三日町１～３丁目 東根
小路１～２丁目 天童 一本木１～３丁目　 東根 宮崎１～５丁目 東根
小関１～２丁目 天童 大林１～２丁目 東根 四ツ家１丁目　 東根
大字小関　 天童 大森１～２丁目 東根 六田１～２丁目 東根
桜町 天童 大字若木　 神町 大字六田 東根
山王　 高擶 若木一条通り　 神町
大字下荻野戸 天童 若木大通り　 神町 尾花沢市
大字清池　 高擶 若木小路　 神町 提供町丁目 交換所ビル
清池東１～２丁目 高擶 若木五条通り　 神町 大字市野々 尾花沢

大字高木　 天童 若木三条通り　 神町 大字岩谷沢 尾花沢

大字高擶　 天童・高擶 若木四条通り　 神町 大字押切 尾花沢

大字高野辺　 天童 若木通り１～５丁目　 神町 大字尾花沢 尾花沢

田鶴町１～４丁目 天童 若木二条通り　 神町 大字朧気 尾花沢

大字塚野目　 天童 温泉町１～３丁目　 東根 朧気１丁目 尾花沢

大字寺津　 天童 柏原１～３丁目 神町 上町１～６丁目 尾花沢

大字天童　 天童 大字蟹沢　 東根 北町１～２丁目 尾花沢

天童中１～３丁目 天童 大字郡山 東根 大字牛房野 尾花沢

大字東善寺　 天童 小林１～２丁目 東根 大字正厳 尾花沢

大字藤内新田　 天童 鷺の宿 東根 新町１～５丁目 尾花沢

大字道満　 天童 鷺ノ森１～２丁目 東根 新町中央 尾花沢

大字長岡　 高擶 さくらんぼ駅前１～３丁東根 大字高橋 尾花沢

長岡北１～４丁目　 高擶 大字島大堀 東根 大字富山 尾花沢

中里１～７丁目　 高擶 下川原１丁目　 東根 大字中島 尾花沢

仲町１丁目 天童 新田町１丁目　 東根 中町 尾花沢

大字奈良沢　 天童 大字神町　 神町 大字行沢 尾花沢

大字成生　 天童 神町営団一条通り　 神町 大字二藤袋 尾花沢

糠塚１～２丁目 天童 神町営団大通り　 神町 大字丹生 尾花沢

大字貫津　 天童 神町営団中通り　 神町 梺町１～４丁目 尾花沢

大字芳賀　 天童・高擶 神町営団南通り　 神町 横町１～２丁目 尾花沢

大字原町　 天童・高擶 神町北１丁目　 神町 若葉町１～４丁目 尾花沢

万代　 天童 神町中央１～２丁目 神町
東長岡１～４丁目　 高擶 神町西１～６丁目 神町 山辺町
東芳賀１～３丁目　 天童・高擶 神町東１～４丁目 神町 提供町丁目 交換所ビル
東本町１～３丁目 天童 神町南１～３丁目 神町 近江 山辺

一日町１～４丁目 天童 中央１～４丁目 東根 大字大塚 山辺

大字干布　 天童 中央西　 東根 大字大寺 山辺

本町１～２丁目 天童 中央東１～３丁目 東根 大字北垣 山辺

交り江１～５丁目 天童 中央南１～２丁目 東根 大字杉下 山辺

松城町　 天童・高擶 大字藤助新田 神町 大字根際 山辺

乱川１～４丁目 天童 大字中島新田　 神町 大字三河尻 山辺

大字乱川　 天童 中島通り１～２丁目 神町 緑ケ丘 山辺

三日町１～２丁目 天童 中島東通り　 神町 宮の前 山辺

南小畑１～６丁目 天童 大字長瀞　 東根 大字山辺 山辺

南町１～３丁目 天童 大字荷口 神町 大字要害 山辺

【 村山地域 】

 



中山町
提供町丁目 交換所ビル

あおば　 山形中山

いずみ　 山形中山

大字岡　 山形中山

大字金沢　 山形中山

大字小塩　 山形中山

大字達磨寺　 山形中山

大字土橋　 山形中山

大字長崎　 山形中山

大字向新田　 山形中山

大字柳沢　 山形中山

河北町
提供町丁目 交換所ビル

大字岩木　 河北

大字新吉田　 河北

大字田井　 河北

字造山　 河北

西里　 河北

字畑中　 河北

大字溝延　 河北

谷地　 河北

谷地荒町東１、２丁目　河北

谷地中央１～５丁目　 河北

谷地所岡１～３丁目　 河北

大字吉田　 河北

【 村山地域 】

 



新庄市
提供町丁目 交換所ビル

新町　 新庄

石川町　 新庄

五日町　 新庄

大手町　 新庄

大町　 新庄

沖の町　 新庄

小田島町　 新庄

金沢　 新庄

上金沢町　 新庄

北町　 新庄

栄町　 新庄

下金沢町　 新庄

下田町　 新庄

城南町　 新庄

城西町　 新庄

末広町　 新庄

住吉町　 新庄

千門町　 新庄

多門町　 新庄

大字角沢　 新庄

鉄砲町　 新庄

十日町 新庄

常葉町　 新庄

大字鳥越 新庄

中道町　 新庄

大字仁間　 新庄

沼田　 新庄

沼田町　 新庄

万場町　 新庄

東谷地田町　 新庄

桧町　 新庄

大字福田　 新庄

堀端町　 新庄

本町　 新庄

大字松本　 新庄

宮内町　 新庄

若葉町　 新庄

舟形町
提供町丁目 交換所ビル

長者原 舟形

富田 舟形・堀内

長沢 舟形・長沢

舟形 舟形

堀内 堀内

【 上地域 】

 



米沢市 長井市 南陽市
提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル

相生町 米沢 泉 長井 郡山　 南陽
駅前１～４丁目 米沢 今泉　 長井 坂井　 南陽
大町１～５丁目 米沢 歌丸　 長井 島貫　 南陽
鍛冶町 米沢 大町　 長井 新田　 南陽
春日１～５丁目 米沢 片田町　 長井 関根　 南陽
金池１～８丁目 米沢 上伊佐沢 長井 高梨　 南陽
川井小路 米沢 河井 長井 露橋　 南陽
木場町 米沢 川原沢 長井 長岡　 南陽
御廟１～３丁目 米沢 勧進代 長井 中落合　 南陽
栄町 米沢 草岡 長井 長瀞　 南陽
桜木町 米沢 九野本 長井 中ノ目　 南陽
塩井町塩野 米沢 小出 長井 鍋田　 南陽
大字塩野 米沢 高野町１～２丁目　 長井 二色根　 南陽
信夫町 米沢 幸町　 長井 西落合　 南陽
下花沢１～３丁目 米沢 栄町　 長井 萩生田　 南陽
城西１～４丁目 米沢 清水町１～２丁目　 長井 法師柳　 南陽
城南１～５丁目 米沢 下伊佐沢 長井 松沢　 南陽
城北１～２丁目 米沢 白兎 長井 爼柳　 南陽
立町 米沢 新町　 長井 三間通 南陽
大字舘山 米沢 神明町　 長井 宮崎　 南陽
舘山１～６丁目 米沢 台町　 長井 元中山　 南陽
舘山矢子町 米沢 館町北　 長井 若狭郷屋　 南陽
中央１～７丁目 米沢 館町南　 長井 上野 南陽
遠山町 米沢 寺泉 長井

通町１～８丁目 米沢 十日町１～２丁目　 長井 白鷹町
徳町 米沢 時庭 長井 提供町丁目 交換所ビル
直江町 米沢 中伊佐沢 長井 大字浅立 白鷹

成島町１～３丁目 米沢 中道１～２丁目　 長井 大字鮎貝 白鷹

西大通１～２丁目 米沢 成田 長井 大字荒砥乙 白鷹

大字花沢 米沢 花作町　 長井 大字荒砥甲 白鷹

花沢町 米沢 東町　 長井 大字大瀬 白鷹

花沢町1丁目 米沢 日の出町 長井 大字黒鴨 白鷹

万世町立沢 米沢 平山 長井 大字畔藤 白鷹

東１～３丁目 米沢 舟場　 長井 大字佐野原 白鷹

東大通１～３丁目 米沢 ままの上　 長井 大字下山 白鷹

大字吹屋敷 米沢 緑町　 長井 大字十王 白鷹

吹屋敷町 米沢 宮　 長井 大字菖蒲 白鷹

福田町１～２丁目 米沢 本町１～２丁目　 長井 大字高岡 白鷹

堀川町 米沢 森 長井 大字高玉 白鷹

本町１～３丁目 米沢 屋城町　 長井 大字滝野 白鷹

松が岬１～３丁目 米沢 横町　 長井 大字中山 白鷹

丸の内１～２丁目 米沢 四ツ谷１～２丁目　 長井 大字萩野 白鷹

門東町１～３丁目 米沢 大字針生 白鷹

矢来１～３丁目 米沢 南陽市 大字広野 白鷹

林泉寺１～３丁目 米沢 提供町丁目 交換所ビル 大字箕和田 白鷹

太田町２～３丁目 米沢 赤湯　 南陽 大字深山 白鷹

万世町片子 米沢 大橋　 南陽 大字山口 白鷹

大字三沢 米沢 沖田　 南陽 大字横田尻 白鷹

金沢　 南陽
長井市 釜渡戸　 南陽

提供町丁目 交換所ビル 蒲生田 南陽
芦沢 長井 川樋　 南陽
あら町　 長井 椚塚　 南陽
五十川 長井 小岩沢　 南陽

【 置賜地域 】

 



鶴岡市 鶴岡市 鶴岡市
提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル

青柳町 鶴岡 大宝寺 鶴岡 本田 鶴岡

油戸 酒田大山 大宝寺町 鶴岡 本町１～３丁目 鶴岡

荒井京田 鶴岡 高坂 鶴岡 美咲町 鶴岡

安丹 鶴岡 高田 鶴岡 道田町 鶴岡

泉町 鶴岡 宝田１～３丁目 鶴岡 みどり町 鶴岡

伊勢原町 鶴岡 宝町 鶴岡 美原町 鶴岡

伊勢横内 鶴岡 長者町 鶴岡 三和町 鶴岡

稲生１～２丁目 鶴岡 朝暘町 鶴岡 民田 鶴岡

井岡 鶴岡 茅原 鶴岡 睦町 鶴岡

今泉 酒田大山 茅原町 鶴岡 八ツ興屋 鶴岡

馬町 酒田大山 寺田 鶴岡 柳田 鶴岡

海老島町 鶴岡 道形 鶴岡 矢馳 鶴岡

大塚町 鶴岡 道形町 鶴岡 山田 酒田大山

大西町 鶴岡 栃屋 酒田大山 湯野沢 鶴岡

大山 酒田大山 外内島 鶴岡 陽光町 鶴岡

大山1～3丁目 酒田大山 友江 酒田大山 余慶町 鶴岡

大淀川 鶴岡 友江町 酒田大山 淀川町 鶴岡

岡山 鶴岡 豊田 鶴岡 若葉町 鶴岡

遠賀原 鶴岡 鳥居町 鶴岡

覚岸寺 鶴岡 苗津 鶴岡 酒田市
家中新町 鶴岡 苗津町 鶴岡 提供町丁目 交換所ビル
上清水 鶴岡 中京田 鶴岡 相生町１～２丁目 酒田
上畑町 鶴岡 中清水 鶴岡 あきほ町 酒田
加茂 酒田大山 中楯 酒田大山 曙町１～２丁目 酒田
我老林 鶴岡 中野京田 鶴岡 旭新町 酒田
北京田 鶴岡 中橋 鶴岡 東町１～２丁目 酒田
切添町 鶴岡 新形 鶴岡 飯森山１～３丁目 酒田緑ケ丘
小京田 鶴岡 新形町 鶴岡 泉町　 酒田高砂
寿 鶴岡 錦町 鶴岡 一番町 酒田
小真木原町 鶴岡 西京田 鶴岡 入船町 酒田
小淀川 鶴岡 西新斎町 鶴岡 駅東１～２丁目 酒田
斎藤川原 鶴岡 布目 鶴岡 大多新田 酒田
桜新町 鶴岡 のぞみ町 鶴岡 大槻新田 酒田
三光町 鶴岡 羽黒町押口　 鶴岡 大野新田　 酒田
山王町 鶴岡 羽黒町細谷 鶴岡 大浜１～２丁目　 酒田高砂
清水新田 鶴岡 馬場町 鶴岡 大町 酒田
下川 酒田大山 林崎 鶴岡 大宮　 酒田
下興屋 酒田大山 播磨 鶴岡 大宮町１～４丁目 酒田
下小中 酒田大山 番田 鶴岡 荻島 酒田
下清水 鶴岡 日枝 鶴岡 御成町 酒田
城南町 鶴岡 東新斎町 鶴岡 卸町 酒田
勝福寺 鶴岡 東原町 鶴岡 勝保関　 酒田
城北町 鶴岡 菱津 酒田大山 上本町 酒田
青龍寺 鶴岡 日出１～２丁目 鶴岡 亀ケ崎１～７丁目 酒田
昭和町 鶴岡 日吉町 鶴岡 北今町 酒田
白山 鶴岡 日和田町 鶴岡 北里町 酒田
新海町 鶴岡 平田 鶴岡 北新橋１～２丁目 酒田
神明町 鶴岡 福田 鶴岡 北新町１～２丁目 酒田
末広町 鶴岡 双葉町 鶴岡 北千日町　 酒田高砂
砂田町 鶴岡 文園町 鶴岡 北千日堂前 酒田高砂
千石町 鶴岡 平京田 鶴岡 北浜町　 酒田高砂
大東町 鶴岡 平成町 酒田大山 京田１～４丁目 酒田緑ケ丘
大半田 鶴岡 文下 鶴岡 熊手島 酒田
大部町 鶴岡 ほなみ町 鶴岡 熊野田 酒田
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酒田市 酒田市
提供町丁目 交換所ビル 提供町丁目 交換所ビル

こあら１～３丁目 酒田 穂積 酒田高砂
古荒新田 酒田 本川 酒田
広栄町１～３丁目 酒田緑ケ丘 本町１～３丁目 酒田
こがね町１～２丁目 酒田 松原南 酒田
寿町 酒田 松美町　 酒田高砂
小牧　 酒田 みずほ１～２丁目 酒田
小牧新田　 酒田 緑ケ丘１～２丁目 酒田緑ケ丘
字古湊　 酒田高砂 緑町 酒田
古湊町　 酒田高砂 南新町１～２丁目 酒田
幸町１～２丁目 酒田 南千日町 酒田
酒井新田　 酒田高砂 宮海　 酒田高砂
栄町 酒田 宮野浦１～３丁目 酒田緑ケ丘
坂野辺新田　 酒田緑ケ丘 宮野浦 酒田緑ケ丘
字鷺谷地　 酒田 遊摺部　 酒田
山居町１～２丁目 酒田 ゆたか１～３丁目　 酒田高砂
字下瀬 酒田 四ツ興野 酒田
下安町 酒田 両羽町 酒田
十里塚　 酒田緑ケ丘 若竹町１～２丁目 酒田
新橋１～５丁目 酒田 若浜町 酒田
新町 酒田高砂 若原町 酒田
末広町 酒田 若宮町１～２丁目 酒田緑ケ丘
住吉町　 酒田高砂
千石町１～２丁目 酒田 遊佐町
千日町　 酒田高砂 提供町丁目 交換所ビル
高砂　 酒田高砂 岩川 遊佐・酒田藤崎

高砂１～４丁目　 酒田高砂 大蕨岡 遊佐

高見台１～２丁目 酒田緑ケ丘 小原田 遊佐

中央西町 酒田 鹿野沢 遊佐

中央東町 酒田 上蕨岡 遊佐

土崎 酒田 北目 遊佐・吹浦

堤町 酒田 小松 遊佐

手蔵田 酒田 白井新田 遊佐

東栄町 酒田 菅里 遊佐・酒田藤崎・吹浦

豊里　 酒田高砂 杉沢 遊佐

中野新田 酒田 直世 遊佐・吹浦

中町１～３丁目 酒田 当山 遊佐

新井田町 酒田 富岡 遊佐

錦町１～５丁目 酒田緑ケ丘 豊岡 遊佐

西野町　 酒田高砂 野沢 遊佐

字仁助谷地　 酒田 遊佐 遊佐・酒田藤崎

二番町 酒田 吉出 遊佐

浜田１～２丁目 酒田 江地 酒田藤崎

浜松町　 酒田高砂 庄泉 酒田藤崎

茨野新田 酒田 比子 酒田藤崎

東泉町１～６丁目 酒田 藤崎 酒田藤崎

東大町１～３丁目 酒田 増穂 酒田藤崎

東中の口町 酒田 宮田 酒田藤崎

東両羽町 酒田 吹浦 吹浦

光ケ丘１～５丁目　 酒田高砂
日の出町１～２丁目 酒田
日吉町１～２丁目 酒田
藤塚　 酒田高砂
富士見町１～３丁目 酒田
船場町１～２丁目 酒田
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