
○旧五泉市

No. 合併前の住所表示 平成１８年１月１日からの住所表示 読み仮名 郵便番号

1 五泉市本町１丁目 五泉市本町１丁目

2 五泉市本町２丁目 五泉市本町２丁目

3 五泉市本町３丁目 五泉市本町３丁目

4 五泉市本町４丁目 五泉市本町４丁目

5 五泉市本町５丁目 五泉市本町５丁目

6 五泉市本町６丁目 五泉市本町６丁目

7 五泉市南本町１丁目 五泉市南本町１丁目

8 五泉市南本町２丁目 五泉市南本町２丁目

9 五泉市南本町３丁目 五泉市南本町３丁目

10 五泉市横町１丁目 五泉市横町１丁目

11 五泉市横町２丁目 五泉市横町２丁目

12 五泉市横町３丁目 五泉市横町３丁目

13 五泉市錦町 五泉市錦町 にしきちょう 959-1873

14 五泉市馬場町１丁目 五泉市馬場町１丁目

15 五泉市馬場町２丁目 五泉市馬場町２丁目

16 五泉市宮町 五泉市宮町 みやちょう 959-1872

17 五泉市白山 五泉市白山 はくさん 959-1871

18 五泉市泉町１丁目 五泉市泉町１丁目

19 五泉市泉町２丁目 五泉市泉町２丁目

20 五泉市大川前 五泉市大川前 おおかわまえ 959-1867

21 五泉市伊勢の川 五泉市伊勢の川 いせのかわ 959-1813

22 五泉市北五泉駅前 五泉市北五泉駅前 きたごせんえきまえ 959-1814

23 五泉市吉沢１丁目 五泉市吉沢１丁目

24 五泉市吉沢２丁目 五泉市吉沢２丁目

25 五泉市吉沢３丁目 五泉市吉沢３丁目

26 五泉市駅前１丁目 五泉市駅前１丁目

27 五泉市駅前２丁目 五泉市駅前２丁目

28 五泉市緑町 五泉市緑町 みどりちょう 959-1822

29 五泉市寺沢１丁目 五泉市寺沢１丁目

30 五泉市寺沢２丁目 五泉市寺沢２丁目

31 五泉市寺沢３丁目 五泉市寺沢３丁目

32 五泉市寺沢４丁目 五泉市寺沢４丁目

33 五泉市郷屋川１丁目 五泉市郷屋川１丁目

34 五泉市郷屋川２丁目 五泉市郷屋川２丁目

35 五泉市東本町１丁目 五泉市東本町１丁目

36 五泉市東本町２丁目 五泉市東本町２丁目

37 五泉市太田１丁目 五泉市太田１丁目

38 五泉市太田２丁目 五泉市太田２丁目

39 五泉市赤海１丁目 五泉市赤海１丁目

40 五泉市赤海２丁目 五泉市赤海２丁目

41 五泉市赤海３丁目 五泉市赤海３丁目

42 五泉市曙町 五泉市曙町 あけぼのちょう 959-1831

43 五泉市学校町 五泉市学校町 がっこうちょう 959-1866

44 五泉市旭町 五泉市旭町 あさひちょう 959-1862

45 五泉市水島町 五泉市水島町 みずしまちょう 959-1812

46 五泉市粟島 五泉市粟島 あわしま 959-1861

あこうみ 959-1821

こうやがわ 959-1864

ひがしほんちょう 959-1863

おおた 959-1825

よしざわ 959-1824

えきまえ 959-1823

てらざわ 959-1837

959-1836

よこまち 959-1874

ばばちょう 959-1875

いずみちょう 959-1876

新市住所表示一覧

ほんちょう 959-1865

みなみほんちょう
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No. 合併前の住所表示 平成１８年１月１日からの住所表示 読み仮名 郵便番号

47 五泉市三本木１丁目 五泉市三本木１丁目

48 五泉市三本木２丁目 五泉市三本木２丁目

49 五泉市三本木３丁目 五泉市三本木３丁目

50 五泉市大字五泉 五泉市五泉 ごせん 959-1851

51 五泉市大字吉沢 五泉市吉沢 よしざわ 959-1824

52 五泉市大字三本木 五泉市三本木 さんぼんぎ 959-1811

53 五泉市大字赤海 五泉市赤海 あこうみ 959-1821

54 五泉市大字太田 五泉市太田 おおた 959-1825

55 五泉市大字川瀬 五泉市川瀬 かわぜ 959-1832

56 五泉市大字五十嵐新田 五泉市五十嵐新田 いからししんでん 959-1833

57 五泉市大字土深 五泉市土深 どぶけ 959-1853

58 五泉市大字能代 五泉市能代 のうだい 959-1842

59 五泉市大字二ツ柳 五泉市二ツ柳 ふたつやなぎ 959-1841

60 五泉市大字荻曽根 五泉市荻曽根 おぎぞね 959-1852

61 五泉市大字木越 五泉市木越 きごし 959-1834

62 五泉市大字町屋 五泉市町屋 まちや 959-1843

63 五泉市大字今泉 五泉市今泉 いまいずみ 959-1835

64 五泉市大字船越 五泉市船越 ふなこし 959-1805

65 五泉市大字下条 五泉市下条 しもじょう 959-1803

66 五泉市大字次屋 五泉市次屋 つぎや 959-1807

67 五泉市大字羽下 五泉市羽下 はが 959-1801

68 五泉市大字田屋 五泉市田屋 たや 959-1804

69 五泉市大字猿橋 五泉市猿橋 さるはし 959-1806

70 五泉市大字下新 五泉市下新 しもしん 959-1802

71 五泉市大字不動堂 五泉市不動堂 ふどうどう 959-1634

72 五泉市大字柄沢 五泉市柄沢 からさわ 959-1635

73 五泉市大字大蔵 五泉市大蔵 おおくら 959-1636

74 五泉市大字菅出 五泉市菅出 すがいで 959-1637

75 五泉市大字中川新 五泉市中川新 なかがわしん 959-1632

76 五泉市大字東四ツ屋 五泉市東四ツ屋 ひがしよつや 959-1644

77 五泉市大字赤羽 五泉市赤羽 あかはね 959-1641

78 五泉市大字四ツ屋新 五泉市四ツ屋新 よつやしん 959-1642

79 五泉市大字土堀 五泉市土堀 つちぼり 959-1643

80 五泉市大字猿和田 五泉市猿和田 さるわだ 959-1631

81 五泉市大字大須郷 五泉市大須郷 おおすごう 959-1633

82 五泉市大字尾白 五泉市尾白 おじろ 959-1621

83 五泉市大字笹堀 五泉市笹堀 ささぼり 959-1611

84 五泉市大字小搦 五泉市小搦 こがらみ 959-1612

85 五泉市大字小流 五泉市小流 こながし 959-1613

86 五泉市大字荻野島 五泉市荻野島 おぎのしま 959-1603

87 五泉市大字小山田 五泉市小山田 おやまだ 959-1624

88 五泉市大字小栗山 五泉市小栗山 こぐりやま 959-1622

89 五泉市大字切畑 五泉市切畑 きりはた 959-1625

90 五泉市大字大谷 五泉市大谷 おおたに 959-1623

91 五泉市大字馬下 五泉市馬下 まおろし 959-1614

92 五泉市大字佐取 五泉市佐取 さどり 959-1615

93 五泉市大字橋田 五泉市橋田 はした 959-1848

94 五泉市大字菅沢 五泉市菅沢 すげさわ 959-1847

95 五泉市大字大沢 五泉市大沢 おおさわ 959-1845

96 五泉市大字尻上 五泉市尻上 しりあがり 959-1846

さんぼんぎ 959-1811
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No. 合併前の住所表示 平成１８年１月１日からの住所表示 読み仮名 郵便番号

97 五泉市大字西四ツ屋 五泉市西四ツ屋 にしよつや 959-1844

98 五泉市大字丸田 五泉市丸田 まるた 959-1854

99 五泉市大字石倉 五泉市石倉 いしくら 959-1857

100 五泉市大字小熊 五泉市小熊 おぐま 959-1855

101 五泉市大字山崎 五泉市山崎 やまざき 959-1856

102 五泉市大字清瀬 五泉市清瀬 きよせ 959-1600

103 五泉市大字論瀬 五泉市論瀬 ろんぜ 959-1604

104 五泉市大字高山 五泉市高山 たかやま 959-1602

105 五泉市大字一本杉 五泉市一本杉 いっぽんすぎ 959-1601

○旧村松町

No. 合併前の住所表示 平成１８年１月１日からの住所表示 読み仮名 郵便番号

五泉市村松甲 むらまつこう 959-1704

五泉市城下１丁目甲

五泉市城下２丁目甲

五泉市愛宕甲 あたご 959-1765

五泉市番坂甲 ばんざか 959-1766

五泉市村松乙 むらまつおつ 959-1705

五泉市城下２丁目乙 しろした 959-1758

五泉市村松丙 むらまつへい 959-1706

五泉市愛宕丙 あたご 959-1765

五泉市番坂丙 ばんざか 959-1766

五泉市村松 むらまつ 959-1707

五泉市城下１丁目

五泉市城下２丁目

五泉市美郷 みさと 959-1759

5 中蒲原郡村松町村松工業団地１丁目五泉市村松工業団地１丁目

6 中蒲原郡村松町村松工業団地２丁目五泉市村松工業団地２丁目

7 中蒲原郡村松町村松工業団地３丁目五泉市村松工業団地３丁目

8 中蒲原郡村松町大字高松 五泉市高松 たかまつ 959-1747

9 中蒲原郡村松町大字上大蒲原 五泉市上大蒲原 かみおおかんばら 959-1744

10 中蒲原郡村松町大字下大蒲原 五泉市下大蒲原 しもおおかんばら 959-1743

11 中蒲原郡村松町大字牧 五泉市牧 まき 959-1748

12 中蒲原郡村松町大字上野 五泉市上野 うえの 959-1749

13 中蒲原郡村松町大字寺田 五泉市寺田 てらだ 959-1742

14 中蒲原郡村松町大字南田中 五泉市南田中 みなみたなか 959-1741

15 中蒲原郡村松町大字青橋 五泉市青橋 あおはし 959-1755

16 中蒲原郡村松町大字中野橋 五泉市中野橋 なかのはし 959-1754

17 中蒲原郡村松町大字刈羽 五泉市刈羽 かりわ 959-1756

18 中蒲原郡村松町大字笹野町 五泉市笹野町 ささのまち 959-1753

19 中蒲原郡村松町大字長橋 五泉市長橋 ながはし 959-1757

20 中蒲原郡村松町大字中名沢 五泉市中名沢 ちゅうなざわ 959-1751

五泉市別所 べっしょ 959-1738

五泉市美郷 みさと 959-1759

22 中蒲原郡村松町大字大口 五泉市大口 おおくち 959-1731

23 中蒲原郡村松町大字中島 五泉市中島 なかじま 959-1732

24 中蒲原郡村松町大字安出 五泉市安出 やすいで 959-1733

25 中蒲原郡村松町大字大原 五泉市大原 おおはら 959-1734

26 中蒲原郡村松町大字蛭野 五泉市蛭野 ひるの 959-1735

27 中蒲原郡村松町大字新屋 五泉市新屋 あらや 959-1737

28 中蒲原郡村松町大字山谷 五泉市山谷 やまや 959-1736

1

2

3

しろした

4

中蒲原郡村松町甲

中蒲原郡村松町乙

中蒲原郡村松町丙

中蒲原郡村松町

21 中蒲原郡村松町大字別所

959-1758

959-1758しろした

むらまつこうぎょうだんち 959-1739
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No. 合併前の住所表示 平成１８年１月１日からの住所表示 読み仮名 郵便番号

29 中蒲原郡村松町大字下戸倉 五泉市下戸倉 しもとぐら 959-1745

30 中蒲原郡村松町大字上戸倉 五泉市上戸倉 かみとぐら 959-1746

31 中蒲原郡村松町大字矢津 五泉市矢津 やづ 959-1703

32 中蒲原郡村松町大字下阿弥陀瀬 五泉市下阿弥陀瀬 しもあみだせ 959-1718

33 中蒲原郡村松町大字阿弥陀瀬 五泉市阿弥陀瀬 あみだせ 959-1717

34 中蒲原郡村松町大字熊沢 五泉市熊沢 くまのさわ 959-1716

35 中蒲原郡村松町大字夏針 五泉市夏針 なつはり 959-1715

36 中蒲原郡村松町大字仙見谷 五泉市仙見谷 せんみだに 959-1714

37 中蒲原郡村松町大字川内 五泉市川内 かわち 959-1711

38 中蒲原郡村松町大字水戸野 五泉市水戸野 みとの 959-1713

39 中蒲原郡村松町大字土渕 五泉市土渕 どぶち 959-1712

40 中蒲原郡村松町大字暮坪 五泉市暮坪 くれつぼ 959-1721

41 中蒲原郡村松町大字松野 五泉市松野 まつの 959-1722

42 中蒲原郡村松町大字橫渡 五泉市橫渡 よこわたし 959-1723

43 中蒲原郡村松町大字下杉川 五泉市下杉川 しもすぎかわ 959-1727

44 中蒲原郡村松町大字上杉川 五泉市上杉川 かみすぎかわ 959-1726

45 中蒲原郡村松町大字笹目 五泉市笹目 ささめ 959-1724

46 中蒲原郡村松町大字小面谷 五泉市小面谷 こづらだに 959-1725

五泉市石曽根 いしぞね 959-1701

五泉市村松 むらまつ 959-1707

五泉市千原 ちわら 959-1752

五泉市本田屋 もとだい 959-1761

五泉市東石曽根 ひがしいしぞね 959-1762

五泉市熊野堂 くまのどう 959-1763

五泉市宮野下 みやのした 959-1764

五泉市愛宕 あたご 959-1765

五泉市番坂 ばんざか 959-1766

五泉市新田町 しんでんまち 959-1767

五泉市上木越 かみきごし 959-1708

五泉市木越荒屋 きごしあらや 959-1709

49 中蒲原郡村松町大字千原 五泉市千原 ちわら 959-1752

48

中蒲原郡村松町大字石曽根

中蒲原郡村松町大字木越

47
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