
（税込）

地名(漢字など) かな読み 郵便番号 地名(漢字など) かな読み 郵便番号

卸団地 おろしだんち 411-0912 上土狩 かみとがり 411-0941

柿田 かきだ 411-0904 上長窪 かみながくぼ 411-0935

久米田 くまいでん 411-0911 桜堤 さくらづつみ 411-0951

新宿 しんしゅく 411-0901 下土狩 しもとがり 411-0943

玉川 たまがわ 411-0902 下長窪 しもながくぼ 411-0934

堂庭 どうにわ 411-0903 竹原 たけはら 411-0944

徳倉（上徳倉、下徳倉、外原）とくら(かみとくら、しもとくら、そとはら)411-0917 中土狩 なかとがり 411-0942

戸田 とだ 411-0913 納米里 なめり 411-0933

中徳倉 なかとくら 411-0916 東野 ひがしの 411-0931

長沢 ながさわ 411-0905 本宿 ほんじゅく 411-0945

畑中 はたけなか 411-0914 南一色 みなみいしき 411-0932

伏見 ふしみ 411-0907 元長窪 もとながくぼ 411-0936

的場 まとば 411-0915

八幡 やはた 411-0906

湯川 ゆかわ 411-0918

地名(漢字など) かな読み 郵便番号 地名(漢字など) かな読み 郵便番号

青木 あおき 411-0811 上土町 あげつちちょう 410-0802

旭ケ丘 あさひがおか 411-0020 旭町 あさひちょう 410-0852

新谷 あらや 411-0834 足高 あしたか 410-0001

泉町 いずみちょう 411-0037 石川 いしかわ 410-0317

市山新田 いちのやましんでん411-0015 泉町 いずみちょう 410-0045

一番町 いちばんちょう 411-0036 井田 いた 410-3401

壱町田 いっちょうだ 411-0025 市場町 いちばちょう 410-0831

梅名 うめな 411-0816 市道 いちみち 410-0866

大宮町 おおみやちょう 411-0035 一本松 いっぽんまつ 410-0314

加茂 かも 411-0023 井出 いで 410-0319

加茂川町 かもがわちょう 411-0034 今沢 いまざわ 410-0875

加屋町 かやまち 411-0845 植田 うえだ 410-0316

川原ケ谷 かわはらがや 411-0022 魚町 うおちょう 410-0892

北沢 きたざわ 411-0805 内浦重須 うちうらおもす 410-0225

北田町 きたたまち 411-0854 内浦小海 うちうらこうみ 410-0222

清住町 きよずみちょう 411-0844 内浦重寺 うちうらしげでら410-0221

幸原町 こうばらちょう 411-0031 内浦長浜 うちうらながはま410-0224

寿町 ことぶきちょう 411-0039 内浦三津 うちうらみと 410-0223

栄町 さかえちょう 411-0846 江浦 えのうら 410-0103

笹原新田 ささはらしんでん411-0012 江原町 えばらちょう 410-0049

佐野 さの 411-0047 大岡 おおおか 410-0022

佐野見晴台 さのみはらしだい411-0041 大諏訪 おおずわ 410-0873

沢地 さわじ 411-0043 大塚 おおつか 410-0306

三恵台 さんけいだい 411-0017 大手町 おおてまち 410-0801

芝本町 しばほんちょう 411-0857 青野 おおの 410-0307

末広町 すえひろちょう 411-0032 大平 おおひら 410-0821

千枚原 せんまいばら 411-0027 岡一色 おかいっしき 410-0012

大社町 たいしゃちょう 411-0853 岡宮 おかのみや 410-0011

大場 だいば 411-0803 春日町 かすがちょう 410-0844

竹倉 たけくら 411-0807 我入道 がにゅうどう 410-0823

玉川 たまがわ 411-0835 香貫が丘 かぬきがおか 410-0824

玉沢 たまざわ 411-0014 上香貫 かみかぬき 410-0813

多呂 たろ 411-0804 神田町 かんだちょう 410-0042

中央町 ちゅうおうちょう411-0858 北今沢 きたいまざわ 410-0876

塚原新田 つかはらしんでん411-0016 北園町 きたぞのちょう 410-0061

鶴喰 つるはみ 411-0813 北高島町 きたたかしまちょう410-0054

徳倉 とくら 411-0044 共栄町 きょうえいちょう410-0064

富田町 とみたまち 411-0836 口野 くちの 410-0102

中 なか 411-0833 くまだか町 くまだかちょう 410-0893

中島 なかじま 411-0814 黒瀬町 くろせちょう 410-0819

中田町 なかたまち 411-0838 小諏訪 こずわ 410-0872

長伏 ながぶせ 411-0824 寿町 ことぶきちょう 410-0053

西旭ケ丘町 にしあさひがおかちょう411-0030 小林台 こばやしだい 410-0021

錦が丘 にしきがおか 411-0808 西条町 さいじょうちょう410-0804

西本町 にしほんちょう 411-0847 幸町 さいわいちょう 410-0862

西若町 にしわかちょう 411-0038 五月町 さつきちょう 410-0044

萩 はぎ 411-0045 沢田町 さわだちょう 410-0052

八反畑 はったばた 411-0817 山王台 さんのうだい 410-0035

初音台 はつねだい 411-0018 三枚橋 さんまいばし 410-0031

光ケ丘 ひかりがおか 411-0029 三枚橋町 さんまいばしちょう410-0037

東壱町田 ひがしいっちょうだ411-0026 志下 しげ 410-0106

東大場 ひがしだいば 411-0802 獅子浜 ししはま 410-0104

東町 ひがしちょう 411-0852 下小路町 したこうじちょう410-0868

東本町 ひがしほんちょう411-0831 下一丁田 しもいっちょうだ410-0863

日の出町 ひのでちょう 411-0851 下香貫 しもかぬき 410-0822

平田 ひらた 411-0821 下河原町 しもがわらちょう410-0841

広小路町 ひろこうじちょう411-0856 下中溝 しもなかみぞ 410-0867

藤代町 ふじしろちょう 411-0812 下本町 しもほんちょう 410-0885

富士ビレッジ ふじびれっじ 411-0028 蛇松町 じゃまつちょう 410-0842

富士見台 ふじみだい 411-0021 庄栄町 しょうえいちょう410-0047

芙蓉台 ふようだい 411-0046 白銀町 しろがねちょう 410-0805

文教町 ぶんきょうちょう411-0033 新沢田町 しんさわだちょう410-0003

平成台 へいせいだい 411-0042 新宿町 しんじゅくちょう410-0048

本町 ほんちょう 411-0855 新町 しんちょう 410-0895

松が丘 まつがおか 411-0019 末広町 すえひろちょう 410-0888

松本 まつもと 411-0822 杉崎町 すぎざきちょう 410-0033

御園 みその 411-0823 住吉町 すみよしちょう 410-0816

三ツ谷新田 みつやしんでん 411-0013 駿河台 するがだい 410-0015

緑町 みどりちょう 411-0848 浅間町 せんげんちょう 410-0886

南田町 みなみたまち 411-0837 千本 せんぼん 410-0867

南町 みなみちょう 411-0842 千本常盤町 せんぼんときわちょう410-0854

南二日町 みなみふつかまち411-0832 千本中町 せんぼんなかちょう410-0847

南本町 みなみほんちょう411-0841 千本東町 せんぼんひがしちょう410-0846

三好町 みよしちょう 411-0843 千本西町 せんぼんにしちょう410-0848

安久 やすひさ 411-0815 千本緑町 せんぼんみどりちょう410-0855

往診料目安 赤：2200円、黄色：2750円、緑：3850円、青：4950円、灰：5500円、紫：5500円以上

新東名より北側は緑

縦貫道より三島駅よりは黄色

縦貫道より三島駅よりは黄色

縦貫道より三島駅よりは黄色

新幹線より南側は緑

清水町 長泉町

三島市 沼津市

縦貫道より三島駅よりは黄色



谷田 やた 411-0801 千本港町 せんぼんみなとちょう410-0845

柳郷地 やなぎごうち 411-0806 千本郷林 せんぼんごうりん410-0849

山中新田 やまなかしんでん411-0011 添地町 そえちちょう 410-0803

若松町 わかまつちょう 411-0024 大門町 だいもんちょう 410-0883

高尾台 たかおだい 410-0017

高砂町 たかさごちょう 410-0016

地名(漢字など) かな読み 郵便番号 高沢町 たかざわちょう 410-0057

高島町 たかしまちょう 410-0056

上ケ田 あげた 410-1108 高島本町 たかしまほんちょう410-0055

石脇 いしわき 410-1117 蓼原町 たではらちょう 410-0843

伊豆島田 いずしまた 410-1123 多比 たび 410-0101

稲荷 いなり 410-1113 玉江町 たまえちょう 410-0814

今里 いまざと 410-1104 筒井町 つついちょう 410-0041

岩波 いわなみ 410-1101 出口町 でぐちちょう 410-0867

大畑 おおはた 410-1114 通横町 とおりよこちょう410-0891

葛山 かずらやま 410-1103 常盤町 ときわちょう 410-0853

金沢 かねざわ 410-1106 鳥谷 とや 410-0305

久根 くね 410-1111 中沢田 なかさわだ 410-0006

公文名 くもみょう 410-1112 中瀬町 なかせちょう 410-0811

佐野 さの 410-1118 仲町 なかちょう 410-0894

下和田 しもわだ 410-1105 中原町 なかはらちょう 410-0818

須山 すやま 410-1231 西浦足保 にしうらあしぼ 410-0242

千福 せんぷく 410-1116 西浦江梨 にしうらえなし 410-0244

千福が丘 せんぷくがおか 410-1115 西浦木負 にしうらきしょう410-0231

茶畑 ちゃばたけ 410-1121 西浦久連 にしうらくづら 410-0233

富沢 とみざわ 410-1125 西浦久料 にしうらくりょう410-0243

平松 ひらまつ 410-1127 西浦古宇 にしうらこう 410-0241

深良 ふから 410-1102 西浦河内 にしうらこうち 410-0232

二ツ屋 ふたつや 410-1128 西浦立保 にしうらたちぼ 410-0235

御宿 みしゅく 410-1107 西浦平沢 にしうらひらさわ410-0234

水窪 みずくぼ 410-1124 西浦大瀬 にしうらおおせ 410-0244

麦塚 むぎつか 410-1122 錦町 にしきちょう 410-0807

桃園 ももぞの 410-1126 西熊堂 にしくまんどう 410-0051

呼子 よびこ 410-1109 西沢田 にしさわだ 410-0007

西椎路 にししいじ 410-0303

西島町 にしじまちょう 410-0835

地名(漢字など) かな読み 郵便番号 西添町 にしぞえちょう 410-0313

西野 にしの 410-0321

大竹 おおだけ 419-0121 西間門 にしまかど 410-0871

大土肥 おおどい 419-0113 西松下 にしまつした 410-0867

柏谷 かしや 419-0112 沼北町 ぬまきたちょう 410-0058

上沢 かみざわ 419-0122 根古屋 ねごや 410-0309

軽井沢 かるいさわ 419-0103 八幡町 はちまんちょう 410-0881

桑原（茨ケ平） くわはら(いばらがひら)411-0001 花園町 はなぞのちょう 410-0065

桑原（箱根峠） くわはら(はこねとうげ)411-0001 原 はら 410-0312

桑原（その他） くわはら(そのた)419-0101 原町中 はらまちなか 410-0311

新田 しんでん 419-0115 東熊堂 ひがしくまんどう410-0013

田代 たしろ 419-0102 東沢田 ひがしさわだ 410-0002

丹那 たんな 419-0105 東椎路 ひがししいじ 410-0302

塚本 つかもと 419-0124 東原 ひがしばら 410-0304

仁田 にった 419-0114 東間門 ひがしまかど 410-0865

畑 はた 419-0104 東宮後町 ひがしみやうしろちょう410-0887

畑毛 はたけ 419-0111 日の出町 ひのでちょう 410-0032

肥田 ひた 419-0125 平沼 ひらぬま 410-0318

日守 ひもり 419-0116 平町 ひらまち 410-0036

平井 ひらい 419-0107 富士見町 ふじみちょう 410-0034

間宮 まみや 419-0123 双葉町 ふたばちょう 410-0005

南箱根ダイヤランド みなみはこねだいやらんど419-0106 戸田 へだ 410-3402

本 ほん 410-0867

本郷町 ほんごうちょう 410-0817

その他 富士市 6000円から 本田町 ほんたまち 410-0004

伊豆の国市 5000円から 本町 ほんちょう 410-0884

伊豆市 6000円から 前田 まえだ 410-0867

御殿場市 6000円から 槇島町 まきじまちょう 410-0834

富士宮市 7500円から 馬込 まごめ 410-0105

熱海市 8000円から 真砂町 まさごちょう 410-0861

町方町 まちかたまち 410-0882

松沢町 まつさわちょう 410-0014

松下 まつした 410-0864

松下七反田 まつしたひちたんだ410-0867

松長 まつなが 410-0874

丸子町 まるこちょう 410-0806

三園町 みそのちょう 410-0833

緑ケ丘 みどりがおか 410-0063

南本郷町 みなみほんごうちょう410-0815

宮前町 みやまえちょう 410-0062

宮町 みやちょう 410-0851

宮本 みやもと 410-0301

御幸町 みゆきちょう 410-0832

三芳町 みよしちょう 410-0038

桃里 ももざと 410-0315

柳沢 やなぎさわ 410-0308

柳町 やなぎちょう 410-0043

山ケ下町 やまがしたちょう410-0812

豊町 ゆたかちょう 410-0018

吉田町 よしだちょう 410-0836

米山町 よねやまちょう 410-0046

若葉町 わかばちょう 410-0059

新東名より御殿場線側は青

新東名より御殿場線側は緑

新幹線より南側は青

新東名より南側は緑

函南町

裾野市

新幹線より南側は緑

新幹線より南側は緑

原駅より沼津駅側は黄色

ららぽーとより東は黄色

新幹線より南側は緑

縦貫道より三島駅よりは黄色

新東名より御殿場線側は緑


