神奈川県 販売エリア

市区
横浜市
川崎市川崎区
川崎市幸区
川崎市中原区
川崎市高津区
川崎市多摩区
川崎市宮前区

川崎市麻生区
横須賀市

町以下
全て
全て
全て
全て
全て
全て
以下を除く全て
南平台のうち
709 番地7，9，723 番地20，724 番地10,12,16,17,18，市道向ヶ丘43 号線と市道向ヶ丘134 号線と市道菅生677 号線と
市道向ヶ丘34 号線と市道宮前7 号線に囲まれた地域
初山２丁目のうち
市道向ヶ丘41 号線と市道向ヶ丘42 号線と市道向ヶ丘43 号線と市道向ヶ丘50 号線に囲まれた地域，
市道向ヶ丘50 号線以南かつ市道向ヶ丘46 号線以東かつ市道向ヶ丘48号線以西，市道向ヶ丘48 号線以東
全て
秋谷のうち市道4467 号線以東かつ市道4397 号線以東かつ市道4392 号線以北かつ市道4475 号線以北
阿部倉
粟田1 丁目，粟田2 丁目
安針台
池上1 丁目，池上2 丁目，池上3 丁目，池上4 丁目，池上5 丁目，池上6 丁目，池上7 丁目
池田町1 丁目，池田町2 丁目，池田町3 丁目，池田町4 丁目，池田町5 丁目，池田町6 丁目
稲岡町
不入斗町1 丁目，不入斗町2 丁目，不入斗町3 丁目，不入斗町4 丁目
岩戸1 丁目，岩戸2 丁目，岩戸3 丁目，岩戸4 丁目，岩戸5 丁目
内川1 丁目，内川2 丁目
内川新田
浦賀丘1 丁目，浦賀丘2 丁目，浦賀丘3 丁目
浦賀1 丁目，浦賀2 丁目，浦賀3 丁目，浦賀4 丁目，浦賀5 丁目，浦賀6 丁目，浦賀7 丁目
浦上台1 丁目，浦上台2 丁目，浦上台3 丁目，浦上台4 丁目
浦郷町1 丁目，浦郷町2 丁目，浦郷町3 丁目，浦郷町4 丁目，浦郷町5 丁目
上町1 丁目，上町2 丁目，上町3 丁目，上町4 丁目
大滝町1 丁目，大滝町2 丁目
太田和2 丁目
太田和4 丁目のうち市道3595 号線以南かつ市道5994 号線以北
太田和5 丁目
大津町1 丁目，大津町2 丁目，大津町3 丁目，大津町4 丁目，大津町5 丁目
大矢部1 丁目，大矢部2 丁目，大矢部3 丁目，大矢部4 丁目，大矢部5 丁目，大矢部6 丁目
小川町
追浜町1 丁目，追浜町2 丁目，追浜町3 丁目
追浜東町1 丁目，追浜東町2 丁目，追浜東町3 丁目
追浜本町1 丁目，追浜本町2 丁目
追浜南町1 丁目，追浜南町2 丁目，追浜南町3 丁目
小原台
金谷1 丁目，金谷2 丁目，金谷3 丁目
鴨居1 丁目，鴨居2 丁目，鴨居3 丁目，鴨居4 丁目
衣笠栄町1 丁目，衣笠栄町2 丁目，衣笠栄町3 丁目，衣笠栄町4 丁目
衣笠町
公郷町1 丁目，公郷町2 丁目，公郷町3 丁目，公郷町4 丁目，公郷町5 丁目，公郷町6 丁目
楠ヶ浦町
久比里1 丁目，久比里2 丁目
久村
グリーンハイツ
久里浜1 丁目，久里浜2 丁目，久里浜3 丁目，久里浜4 丁目，久里浜5 丁目，久里浜6 丁目，久里浜7 丁目，久里浜8 丁目，久里浜9 丁目
久里浜台1 丁目，久里浜台2 丁目
光風台
子安のうち1 番地～10 番地
小矢部1 丁目，小矢部2 丁目，小矢部3 丁目，小矢部4 丁目
坂本町1 丁目，坂本町2 丁目，坂本町3 丁目，坂本町4 丁目，坂本町5 丁目，坂本町6 丁目
桜が丘1 丁目，桜が丘2 丁目
佐野町1 丁目，佐野町2 丁目，佐野町3 丁目，佐野町4 丁目，佐野町5 丁目，佐野町6 丁目
佐原1 丁目，佐原2 丁目，佐原3 丁目，佐原4 丁目，佐原5 丁目
汐入町1 丁目，汐入町2 丁目，汐入町3 丁目，汐入町4 丁目，汐入町5 丁目
汐見台1 丁目，汐見台2 丁目，汐見台3 丁目
湘南国際村1 丁目，湘南国際村2 丁目，湘南国際村3 丁目
湘南鷹取1 丁目，湘南鷹取2 丁目，湘南鷹取3 丁目，湘南鷹取4 丁目，湘南鷹取5 丁目，湘南鷹取6 丁目
新港町
神明町
田浦町1 丁目，田浦町2 丁目，田浦町3 丁目，田浦町4 丁目，田浦町5 丁目，田浦町6 丁目
田浦港町
鷹取1 丁目，鷹取2 丁目
武1 丁目，武2 丁目，武3 丁目，武4 丁目，武5 丁目
田戸台
津久井1 丁目
津久井2 丁目（ただし，18 番地～20 番地を除く。）
神奈川県 津久井3 丁目のうち市道3072 号線以東かつ市道3132 号線以東
津久井5 丁目のうち1 番地，2 番地
鶴が丘1 丁目，鶴が丘2 丁目
泊町
長浦町1 丁目，長浦町2 丁目，長浦町3 丁目，長浦町4 丁目，長浦町5 丁目
長坂1 丁目,長坂2 丁目
長沢1 丁目，長沢2 丁目，長沢3 丁目，長沢4 丁目，長沢6 丁目
長瀬1 丁目，長瀬2 丁目，長瀬3 丁目
夏島町
西浦賀1 丁目，西浦賀2 丁目，西浦賀3 丁目，西浦賀4 丁目，西浦賀5 丁目，西浦賀6 丁目
西逸見町1 丁目，西逸見町2 丁目，西逸見町3 丁目
根岸町1 丁目，根岸町2 丁目，根岸町3 丁目，根岸町4 丁目，根岸町5 丁目
野比1 丁目，野比2 丁目，野比3 丁目，野比4 丁目，野比5 丁目
ハイランド1 丁目，ハイランド2 丁目，ハイランド3 丁目，ハイランド4 丁目，ハイランド5 丁目
箱崎町
走水1 丁目，走水2 丁目
浜見台1 丁目，浜見台2 丁目
林1 丁目、林２丁目
東浦賀1 丁目，東浦賀2 丁目
東逸見町1 丁目，東逸見町2 丁目，東逸見町3 丁目，東逸見町4 丁目
光の丘
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横須賀市

平塚市

日の出町1 丁目，日の出町2 丁目，日の出町3 丁目
平作1 丁目，平作2 丁目，平作3 丁目，平作4 丁目，平作5 丁目，平作6 丁目，平作7 丁目，平作8 丁目
深田台
富士見町1 丁目，富士見町2 丁目，富士見町3 丁目
二葉1 丁目，二葉2 丁目
舟倉1 丁目，舟倉2 丁目
船越町1 丁目，船越町2 丁目，船越町3 丁目，船越町4 丁目，船越町5 丁目，船越町6 丁目，船越町7 丁目，船越町8 丁目
平成町1 丁目，平成町2 丁目，平成町3 丁目
平和台
逸見が丘
望洋台
本町1 丁目，本町2 丁目，本町3 丁目
馬堀海岸1 丁目，馬堀海岸2 丁目，馬堀海岸3 丁目，馬堀海岸4 丁目
馬堀町1 丁目，馬堀町2 丁目，馬堀町3 丁目，馬堀町4 丁目
緑が丘
港が丘1 丁目，港が丘2 丁目
南浦賀
三春町1 丁目，三春町2 丁目，三春町3 丁目，三春町4 丁目，三春町5 丁目，三春町6 丁目
森崎1 丁目，森崎2 丁目，森崎3 丁目，森崎4 丁目，森崎5 丁目，森崎6 丁目
安浦町1 丁目，安浦町2 丁目，安浦町3 丁目
山科台
吉井1 丁目，吉井2 丁目，吉井3 丁目，吉井4 丁目
吉倉町1 丁目，吉倉町2 丁目
米が浜通1 丁目，米が浜通2 丁目
若松町1 丁目，若松町2 丁目，若松町3 丁目
若宮台
明石町
天沼
出縄
榎木町
老松町
追分
大神
大原
片岡
上吉沢
上平塚
河内
北金目のうち字北久保，字北ノ前，字五反田，字松場
北金目１丁目
北金目２丁目（ただし，33 番地・34 番地を除く。）
北金目３丁目
公所
久領堤
黒部丘
御殿1 丁目，御殿2 丁目，御殿3 丁目，御殿4 丁目
幸町
桜ヶ丘
真田のうち字寺尾前、字宮ノ前
真田１丁目（ただし，大根川より北，旧大字真田字鬼城および字折元を除く。）
真田２丁目
真田３丁目（ただし，大根川より北を除く。）
真田4 丁目 旧大字真田字与市谷津、字大原を除く
四之宮
四之宮１丁目，四之宮２丁目，四之宮３丁目，四之宮４丁目，四之宮５丁目，四之宮６丁目，四之宮７丁目
下島
新町
須賀
菫平
諏訪町
浅間町
千石河岸
千須谷のうち
字水タリ，字東ノ谷津，字山崎，字宮ノ山，字宮ノ腰
袖ヶ浜
代官町
高根
高浜台
高村
宝町
立野町
田村
田村１丁目，田村２丁目，田村３丁目，田村４丁目，田村５丁目，田村６丁目，田村７丁目，田村８丁目，田村９丁目
達上ヶ丘
土屋のうち字堀切，字八反田脇，字八坂下，字見越，字秦ノ前，字北堀切，字西ノ谷，字向坂，字上稲荷谷，字風越，字下水上
堤町
唐ヶ原
徳延
豊田打間木のうち農道豊田打間木２号線以南
豊原町
中里
中堂
長瀞
中原1 丁目，中原2 丁目，中原3 丁目
撫子原
虹ヶ浜
錦町
西真土１丁目，西真土２丁目，西真土３丁目，西真土４丁目
西八幡１丁目，西八幡２丁目，西八幡３丁目，西八幡４丁目
根坂間
花水台
馬入
馬入本町
東真土１丁目，東真土２丁目，東真土３丁目，東真土４丁目
東豊田のうち字道下，字川合，字散田
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平塚市

東中原1 丁目，東中原2 丁目
東八幡1 丁目，東八幡2 丁目，東八幡3 丁目，東八幡4 丁目，東八幡5 丁目
日向岡1 丁目，日向岡2 丁目
平塚1 丁目，平塚2 丁目，平塚3 丁目，平塚4 丁目，平塚5 丁目
富士見町
札場町
紅谷町
松風町
纒
万田のうち市道万田20 号線以北かつ市道万田18 号線以西
見附町
南金目のうち字榎戸原，字下榎戸原
南原1 丁目，南原2 丁目，南原3 丁目，南原4 丁目
宮の前
宮松町
めぐみが丘１丁目，めぐみが丘２丁目
桃浜町
八重咲町
八千代町
山下
八幡
夕陽ヶ丘
横内
龍城ヶ丘
鎌倉市
全て
藤沢市
以下を除く全て
獺郷
宮原
茅ヶ崎市
以下を除く全て
下寺尾のうち
字東方(市道７５６０号線以北，市道７５６０号線より南かつ市道７３５９号線以西)，
字西方(市道７２８１号線以北かつ市道０１１１号線以北)，
字北方(市道７２９８号線以北かつ市道７３０８号線以東かつ市道７３０９号線以北かつ市道７３７５号線以北)，字南方
堤のうち
字天神原，字大洞谷，字山田谷，字仲谷，字諏訪谷，字神明谷，
字杉山原，字南谷，字十二天，字東原
行谷のうち
字長久保(市道８１４２号線以北)，字広町
逗子市
全て
相模原市緑区
相原1 丁目，相原2 丁目，相原3 丁目，相原4 丁目，相原5 丁目，相原6 丁目
大島
大山町
上九沢
川尻のうち国道４１３号線より南かつ国道１６号線より西
久保沢１丁目、久保沢２丁目
下九沢
田名
西橋本1 丁目，西橋本2 丁目，西橋本3 丁目，西橋本4 丁目，西橋本5 丁目
二本松1 丁目，二本松2 丁目，二本松3 丁目，二本松4 丁目
橋本1 丁目，橋本2 丁目，橋本3 丁目，橋本4 丁目，
橋本5 丁目，橋本6 丁目，橋本7 丁目，橋本8 丁目
橋本台1 丁目，橋本台2 丁目，橋本台3 丁目，橋本台4 丁目
原宿1 丁目，原宿2 丁目，原宿3 丁目，原宿4 丁目，原宿5 丁目
原宿南1 丁目，原宿南2 丁目，原宿南3 丁目
東橋本1 丁目，東橋本2 丁目， 東橋本3 丁目，東橋本4 丁目
町屋1 丁目，町屋2 丁目，町屋3 丁目，町屋4 丁目
向原1 丁目，向原2 丁目,向原3 丁目
元橋本町
相模原市中央区 相生1 丁目，相生2 丁目，相生3 丁目，相生4 丁目
青葉1 丁目，青葉2 丁目，
青葉3 丁目のうち
市道当麻10 号線以西かつ市道当麻11 号線以北，
市道当麻11 号線より南かつ市道当麻23 号線以西
大野台3 丁目
小山
小山1 丁目，小山2 丁目，小山3 丁目，小山4 丁目
鹿沼台1 丁目，鹿沼台2 丁目
上溝
上溝1 丁目，上溝2 丁目，上溝3 丁目，上溝4 丁目，上溝5 丁目，上溝6 丁目，上溝7 丁目
上矢部
上矢部1 丁目，上矢部2 丁目，上矢部3 丁目，上矢部4 丁目，上矢部5 丁目
共和1 丁目，共和2 丁目，共和3 丁目，共和4 丁目
向陽町
小町通1 丁目，小町通2 丁目
相模原1 丁目，相模原2 丁目，相模原3 丁目，相模原4 丁目，相模原5 丁目，相模原6 丁目，相模原7 丁目，相模原8 丁目
下九沢
すすきの町
清新1 丁目，清新2 丁目，清新3 丁目，清新4 丁目，清新5 丁目，清新6 丁目，清新7 丁目，清新8 丁目
高根1 丁目，高根2 丁目，高根3 丁目
田名
中央1 丁目，中央2 丁目，中央3 丁目，中央4 丁目，中央5 丁目，中央6 丁目
千代田1 丁目，千代田2 丁目，千代田3 丁目，千代田4 丁目，千代田5 丁目，千代田6 丁目，千代田7 丁目
並木1 丁目，並木2 丁目，並木3 丁目，並木4 丁目
東淵野辺1 丁目，東淵野辺2 丁目，東淵野辺3 丁目，東淵野辺4 丁目，東淵野辺5 丁目
光が丘1 丁目，光が丘2 丁目，光が丘3 丁目
氷川町
富士見1 丁目，富士見2 丁目，富士見3 丁目，富士見4 丁目，富士見5 丁目，富士見6 丁目
淵野辺1 丁目，淵野辺2 丁目，淵野辺3 丁目，淵野辺4 丁目，淵野辺5 丁目
淵野辺本町1 丁目，淵野辺本町2 丁目，淵野辺本町3 丁目，淵野辺本町4 丁目，淵野辺本町5 丁目
星が丘1 丁目，星が丘2 丁目，星が丘3 丁目，星が丘4 丁目
松が丘1 丁目
緑が丘1 丁目，緑が丘2 丁目
南橋本1 丁目，南橋本2 丁目，南橋本3 丁目，南橋本4 丁目
宮下1 丁目，宮下2 丁目，宮下3 丁目
宮下本町1 丁目，宮下本町2 丁目，宮下本町3 丁目
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相模原市中央区 弥栄1 丁目，弥栄2 丁目，弥栄3 丁目
矢部1 丁目，矢部2 丁目，矢部3 丁目，矢部4 丁目
矢部新町
矢部新田
陽光台1 丁目，陽光台2 丁目，陽光台3 丁目，陽光台4 丁目，陽光台5 丁目，陽光台6 丁目，
陽光台7 丁目のうち１番地～９番地
横山1 丁目，横山2 丁目，横山3 丁目，横山4 丁目，横山5 丁目，横山6 丁目
横山台1 丁目，横山台2 丁目
由野台1 丁目，由野台2 丁目，由野台3 丁目
相模原市南区
旭町
麻溝台
麻溝台1 丁目，麻溝台2 丁目，
麻溝台3 丁目のうち市道当麻15 号線以西
麻溝台4 丁目のうち市道当麻15 号線以西
麻溝台5 丁目，麻溝台6 丁目，麻溝台7 丁目，麻溝台8 丁目
新磯野
新磯野1 丁目，新磯野2 丁目，新磯野3 丁目，新磯野4 丁目，新磯野5 丁目
鵜野森1 丁目，鵜野森2 丁目， 鵜野森3 丁目
大野台1 丁目，大野台2 丁目，
大野台3 丁目のうち
市道大沼２３１号線以東，
旧当麻であった地域，
旧下溝字三ノ原であった地域
大野台4 丁目のうち
市道大沼２３１号線以東，
旧当麻であった地域，
旧下溝字三ノ原であった地域，
旧麻溝台であった地域
大野台5 丁目，大野台6 丁目，大野台7 丁目，大野台8 丁目
上鶴間
上鶴間1 丁目，上鶴間2 丁目，上鶴間3 丁目，上鶴間4 丁目，上鶴間5 丁目，上鶴間6 丁目，上鶴間7 丁目，上鶴間8 丁目
上鶴間本町1 丁目，上鶴間本町2 丁目，上鶴間本町3 丁目，上鶴間本町4 丁目，上鶴間本町5 丁目，上鶴間本町6 丁目，上鶴間本町7 丁目，
上鶴間本町8 丁目，上鶴間本町9 丁目
（ただし，市道上鶴間237 号線より西かつ市道上鶴間
248 号線以北かつ市道上鶴間239 号線より南かつ市道上鶴間370 号線以
東，市道上鶴間237 号線以西かつ市道上鶴間248 号線より南かつ市道上
鶴間370 号線以東，市道上鶴間237 号線より西かつ市道上鶴間238 号線
以南かつ市道上鶴間694 号線以東かつ市道上鶴間644 号線以北，市道上
鶴間237 号線より西かつ市道上鶴間644 号線より南かつ市道上鶴間698
号線以東かつ市道上鶴間239 号線以北，7 番1～6，9 番1～6，30 番1～7，
神奈川県 31 番1～6，41 番3，53 番1～10，896 番1，3，4，市道上鶴間237 号線以
東かつ境川より西かつ921 番1～3 以北，922 番1～3，
927 番1，2，4～6，969 番1～12，970 番1～15，971 番1～19，973 番2～14 を除く。）
北里1 丁目，北里2 丁目
古淵1 丁目，古淵2 丁目，古淵3 丁目，古淵4 丁目，古淵5 丁目，古淵6 丁目
栄町
相模大野1 丁目，相模大野2 丁目，相模大野3 丁目，相模大野4 丁目，相模大野5 丁目，相模大野6 丁目，相模大野7 丁目，
相模大野8 丁目，相模大野9 丁目
相模台1 丁目，相模台2 丁目，相模台3 丁目，相模台4 丁目，相模台5 丁目，相模台6 丁目，相模台7 丁目
相模台団地
桜台
下溝のうちＪＲ相模線以東
新戸のうち在日米陸軍座間キャンプ
相南1 丁目，相南2 丁目，相南3 丁目，相南4 丁目
相武台1 丁目，相武台2 丁目，相武台3 丁目
相武台団地1 丁目，相武台団地2 丁目
当麻
西大沼1 丁目，西大沼2 丁目，西大沼3 丁目，西大沼4 丁目，西大沼5 丁目
東大沼1 丁目，東大沼2 丁目，東大沼3 丁目，東大沼4 丁目
東林間1 丁目，東林間2 丁目，東林間3 丁目，東林間4 丁目，東林間5 丁目，東林間6 丁目，東林間7 丁目，東林間8 丁目
双葉1 丁目のうち市道当麻15 号線以南
双葉2 丁目
文京1 丁目，文京2 丁目
松が枝町
御園1 丁目，御園2 丁目，御園3 丁目，御園4 丁目，御園5 丁目
南台1 丁目，南台2 丁目，南台3 丁目，南台4 丁目，南台5 丁目，南台6 丁目
豊町
若松1 丁目，若松2 丁目，若松3 丁目，若松4 丁目，若松5 丁目，若松6 丁目
三浦市
初声町入江
初声町下宮田
南下浦町上宮田
南下浦町菊名
大和市
全て
葉山町
一色
上山口のうち字間門，字正吟
下山口
長柄
堀内
海老名市
以下を除く全て。
門沢橋
門沢橋１丁目，門沢橋２丁目，門沢橋３丁目，門沢橋４丁目，
門沢橋５丁目，門沢橋６丁目
上今泉のうち国道２４６号線以北
上郷２丁目
上河内のうち字山王原，字永池
下今泉２丁目，
下今泉３丁目のうち
市道２３６号線以東，
市道２３９号線以西，
市道２３９号線より東かつ市道２３５号線以北かつ市道２３６号線より西
下今泉４丁目，
下今泉５丁目のうち
市道３１０号線以西，
市道３１０号線より東かつ市道２６５号線以北
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海老名市

杉久保南１丁目のうち
932 番地1～7，934 番地1,2， 935 番地1～4，936 番地1,6,7，938 番地1～3
杉久保南５丁目のうち
1058 番地，4138 番地～4141 番地，4156 番地～4159 番地，
4243 番地～4251 番地，4253 番地，4254 番地
中河内
中新田２丁目のうちＪＲ相模線以西
中新田５丁目のうちＪＲ相模線以西かつ貫抜川放水路以南
中新田のうちＪＲ相模線以西
本郷のうち主要地方道横浜伊勢原線以北
座間市
以下を除く全て。
入谷２丁目のうち
ＪＲ相模線以西かつ市道２号線以南かつ相模川左岸幹線用水路以東
在日米陸軍座間キャンプのうち主要地方道町田厚木線以南
相模が丘６丁目のうち
市道相模が丘161 号線以南かつ市道相模が丘172 号線以北，
市道相模が丘168 号線以西かつ市道相模が丘161 号線より北，
1017 番地2，49，71，73，81～87
座間１丁目，座間２丁目
新田宿
緑ヶ丘３丁目のうち
市道30 号線以東かつ市道緑ヶ丘66 号線より西かつ市道緑ヶ丘58 号線以北，
市道緑ヶ丘66 号線以東かつ市道緑ヶ丘46 号線以西，
市道緑ヶ丘46 号線より東かつ市道緑ヶ丘58 号線以西，
1343 番地39～44，58，59， 1363 番地4，5
緑ヶ丘５丁目のうち市道30 号線以北
緑ヶ丘６丁目のうち主要地方道町田厚木線（座間隧道側）以東かつ市道17 号線以西
明王
四ツ谷
高座郡寒川町
一之宮のうち目久尻川以南
一之宮1 丁目，一之宮2 丁目，一之宮3 丁目，一之宮4 丁目，
一之宮5 丁目のうち主要地方道藤沢平塚線以北
一之宮6 丁目，一之宮7 丁目，一之宮8 丁目，一之宮9 丁目
大蔵のうち主要地方道丸子中山茅ヶ崎線以西
大曲1 丁目，大曲2 丁目，大曲3 丁目，大曲4 丁目，
岡田
岡田3 丁目，岡田4 丁目，岡田5 丁目，岡田6 丁目，岡田7 丁目，岡田8 丁目
倉見のうちＪＲ東海道新幹線以南
小谷
小谷1 丁目，小谷2 丁目，小谷3 丁目，小谷4 丁目
小動
田端
中瀬
宮山
綾瀬市
大上１丁目のうち主要地方道横浜厚木線（大上橋）以北
大上2 丁目，大上3 丁目，大上4 丁目，大上5 丁目，大上6 丁目，大上7 丁目，大上8 丁目，大上9 丁目
落合北1 丁目，落合北2 丁目，落合北3 丁目，落合北4 丁目，落合北5 丁目，落合北6 丁目
落合南1 丁目，落合南2 丁目，落合南3 丁目，落合南4 丁目，落合南5 丁目，落合南6 丁目，落合南7 丁目，落合南8 丁目，
落合南5 丁目，落合南6 丁目，落合南7 丁目，落合南8 丁目，
落合南9 丁目（ただし1 番地を除く。）
上土棚北3 丁目，上土棚北4 丁目，上土棚北5 丁目
上土棚中1 丁目，上土棚中2 丁目，上土棚中3 丁目，上土棚中4 丁目，上土棚中5 丁目，上土棚中6 丁目，上土棚中7 丁目
上土棚南1 丁目，上土棚南2 丁目，上土棚南3 丁目，上土棚南4 丁目，上土棚南5 丁目，上土棚南6 丁目
小園
小園南1 丁目，小園南2 丁目
寺尾釜田1 丁目，寺尾釜田2 丁目，寺尾釜田3 丁目
寺尾北1 丁目，寺尾北2 丁目，寺尾北3 丁目，寺尾北4 丁目
寺尾台1 丁目，寺尾台2 丁目，寺尾台3 丁目，寺尾台4 丁目
寺尾中1 丁目，寺尾中2 丁目，寺尾中3 丁目，寺尾中4 丁目
寺尾西1 丁目，寺尾西2 丁目，寺尾西3 丁目
寺尾本町1 丁目，寺尾本町2 丁目，寺尾本町3 丁目
早川
早川城山1 丁目，早川城山2 丁目，早川城山3 丁目，早川城山4 丁目，早川城山5 丁目
深谷
深谷上１丁目，深谷上２丁目，深谷上３丁目，深谷上４丁目，深谷上５丁目，深谷上６丁目，深谷上７丁目，深谷上８丁目
深谷中１丁目，深谷中２丁目，深谷中３丁目，深谷中４丁目，深谷中５丁目，深谷中６丁目，深谷中７丁目，深谷中８丁目，深谷中９丁目
深谷南１丁目，深谷南２丁目，深谷南３丁目，深谷南４丁目，深谷南５丁目，深谷南６丁目，深谷南７丁目
本蓼川のうち主要地方道丸子中山茅ヶ崎線以南
吉岡のうち
字入ヶ谷，字宮ノ際，字北山，字北山上，字江戸道南，字新道向，
字新道向(横須賀水道路以北) ，字新道前，字蟹ヶ谷，字下ノ原，字東根，
字堀ノ内，字芦久保，字山崎(市道1031 号線以南かつ市道３号線以西) ，字目坂谷
吉岡東1 丁目，吉岡東2 丁目，吉岡東3 丁目，吉岡東4 丁目，吉岡東5 丁目
綾西1 丁目，綾西2 丁目，綾西3 丁目，綾西4 丁目，綾西5 丁目
中郡大磯町
大磯
高麗
高麗1 丁目、高麗2 丁目、高麗3 丁目
東町１丁目，東町２丁目，東町３丁目
足柄上郡中井町 井ノ口のうち
字関ノ上，字長窪，字大長窪，字小長窪，字西長窪，字上横原，
字大的，字大的下，字大地窪，字堀添，字平治山，
字的下(東名高速道路以南)，
字的台(東名高速道路以南)，
字的(東名高速道路以南)，
字横原(主要地方道秦野二宮線以西)
境のうち
字清水，字吉添，字道平，字上道平，字平山，字谷戸，
字立足，字立野，字東大塚，字大塚，字才戸，
字木姓畑(東名高速道路以南)，
字三屋下(東名高速道路以南)
藤沢のうち
字向山，字源左エ門入(町道２７９号線以東)，
字扇附(町道２７９号線以北)，字向山坂(町道２７９号線以東)
足柄上郡開成町 宮台のうち要定川以西かつ主要地方道御殿場大井線以南
南足柄市
竹松のうち要定川以西かつ主要地方道御殿場大井線以南かつ洞川以東
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