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赤堤一丁目 あかつつみ 2,273 上用賀五丁目 かみようが 1,265 下馬二丁目 しもうま 3,281 等々力二丁目 とどろき 1,901

赤堤二丁目 あかつつみ 1,935 上用賀六丁目 かみようが 1,181 下馬三丁目 しもうま 1,870 等々力三丁目 とどろき 1,242

赤堤三丁目 あかつつみ 1,729 北烏山一丁目 きたからすやま 2,345 下馬四丁目 しもうま 1,027 等々力四丁目 とどろき 1,229

赤堤四丁目 あかつつみ 2,196 北烏山二丁目 きたからすやま 1,236 下馬五丁目 しもうま 2,082 等々力五丁目 とどろき 1,642

赤堤五丁目 あかつつみ 2,111 北烏山三丁目 きたからすやま 1,886 下馬六丁目 しもうま 3,082 等々力六丁目 とどろき 2,217

池尻一丁目 いけじり 822 北烏山四丁目 きたからすやま 1,030 新町一丁目 しんまち 1,541 等々力七丁目 とどろき 1,803

池尻二丁目 いけじり 2,797 北烏山五丁目 きたからすやま 583 新町二丁目 しんまち 1,841 等々力八丁目 とどろき 1,379

池尻三丁目 いけじり 3,083 北烏山六丁目 きたからすやま 1,838 新町三丁目 しんまち 997 中町一丁目 なかまち 885

池尻四丁目 いけじり 2,580 北烏山七丁目 きたからすやま 1,549 成城一丁目 せいじょう 812 中町二丁目 なかまち 1,561

宇奈根一丁目 うなね 930 北烏山八丁目 きたからすやま 1,608 成城二丁目 せいじょう 1,388 中町三丁目 なかまち 1,339

宇奈根二丁目 うなね 847 北烏山九丁目 きたからすやま 1,254 成城三丁目 せいじょう 898 中町四丁目 なかまち 1,173

宇奈根三丁目 うなね 509 北沢一丁目 きたざわ 2,962 成城四丁目 せいじょう 1,348 中町五丁目 なかまち 1,278

梅丘一丁目 うめがおか 2,237 北沢二丁目 きたざわ 1,704 成城五丁目 せいじょう 857 野毛一丁目 のげ 1,018

梅丘二丁目 うめがおか 1,660 北沢三丁目 きたざわ 1,937 成城六丁目 せいじょう 694 野毛二丁目 のげ 1,108

梅丘三丁目 うめがおか 806 北沢四丁目 きたざわ 1,938 成城七丁目 せいじょう 1,073 野毛三丁目 のげ 709

大蔵一丁目 おおくら 879 北沢五丁目 きたざわ 2,510 成城八丁目 せいじょう 1,633 野沢一丁目 のざわ 1,826

大蔵二丁目 おおくら 802 喜多見一丁目 きたみ 751 成城九丁目 せいじょう 1,105 野沢二丁目 のざわ 1,664

大蔵三丁目 おおくら 1,207 喜多見二丁目 きたみ 785 瀬田一丁目 せた 1,192 野沢三丁目 のざわ 2,535

大蔵四丁目 おおくら 65 喜多見三丁目 きたみ 563 瀬田二丁目 せた 1,455 野沢四丁目 のざわ 1,648

大蔵五丁目 おおくら 715 喜多見四丁目 きたみ 1,199 瀬田三丁目 せた 1,063 八幡山一丁目 はちまんやま 1,250

大蔵六丁目 おおくら 417 喜多見五丁目 きたみ 850 瀬田四丁目 せた 1,531 八幡山二丁目 はちまんやま 653

大原一丁目 おおはら 3,176 喜多見六丁目 きたみ 750 瀬田五丁目 せた 1,214 八幡山三丁目 はちまんやま 2,428

大原二丁目 おおはら 1,765 喜多見七丁目 きたみ 1,507 世田谷一丁目 せたがや 3,391 羽根木一丁目 はねぎ 1,678

岡本一丁目 おかもと 1,328 喜多見八丁目 きたみ 1,213 世田谷二丁目 せたがや 1,800 羽根木二丁目 はねぎ 2,144

岡本二丁目 おかもと 781 喜多見九丁目 きたみ 1,403 世田谷三丁目 せたがや 1,864 東玉川一丁目 ひがしたまがわ 1,824

岡本三丁目 おかもと 1,160 砧一丁目 きぬた 1,668 世田谷四丁目 せたがや 1,788 東玉川二丁目 ひがしたまがわ 2,063

奥沢一丁目 おくさわ 2,519 砧二丁目 きぬた 1,654 祖師谷一丁目 そしがや 1,717 深沢一丁目 ふかさわ 1,448

奥沢二丁目 おくさわ 2,310 砧三丁目 きぬた 1,968 祖師谷二丁目 そしがや 1,382 深沢二丁目 ふかさわ 1,741

奥沢三丁目 おくさわ 2,183 砧四丁目 きぬた 1,923 祖師谷三丁目 そしがや 2,292 深沢三丁目 ふかさわ 1,221

奥沢四丁目 おくさわ 1,104 砧五丁目 きぬた 1,084 祖師谷四丁目 そしがや 1,630 深沢四丁目 ふかさわ 1,476

奥沢五丁目 おくさわ 2,133 砧六丁目 きぬた 1,267 祖師谷五丁目 そしがや 1,213 深沢五丁目 ふかさわ 1,751

奥沢六丁目 おくさわ 1,775 砧七丁目 きぬた 769 祖師谷六丁目 そしがや 1,316 深沢六丁目 ふかさわ 1,095

奥沢七丁目 おくさわ 1,854 砧八丁目 きぬた 1,562 代沢一丁目 だいざわ 1,565 深沢七丁目 ふかさわ 905

奥沢八丁目 おくさわ 1,075 砧公園 きぬたこうえん 0 代沢二丁目 だいざわ 2,509 深沢八丁目 ふかさわ 756

尾山台一丁目 おやまだい 695 給田一丁目 きゅうでん 640 代沢三丁目 だいざわ 1,006 船橋一丁目 ふなばし 2,805

尾山台二丁目 おやまだい 862 給田二丁目 きゅうでん 735 代沢四丁目 だいざわ 2,297 船橋二丁目 ふなばし 1,061

尾山台三丁目 おやまだい 1,503 給田三丁目 きゅうでん 2,133 代沢五丁目 だいざわ 1,611 船橋三丁目 ふなばし 1,603

粕谷一丁目 かすや 1,137 給田四丁目 きゅうでん 1,705 太子堂一丁目 たいしどう 1,791 船橋四丁目 ふなばし 1,434

粕谷二丁目 かすや 1,511 給田五丁目 きゅうでん 1,074 太子堂二丁目 たいしどう 2,700 船橋五丁目 ふなばし 2,236

粕谷三丁目 かすや 1,370 経堂一丁目 きょうどう 2,505 太子堂三丁目 たいしどう 2,571 船橋六丁目 ふなばし 1,223

粕谷四丁目 かすや 1,309 経堂二丁目 きょうどう 1,691 太子堂四丁目 たいしどう 1,914 船橋七丁目 ふなばし 2,254

鎌田一丁目 かまた 519 経堂三丁目 きょうどう 1,580 太子堂五丁目 たいしどう 2,300 松原一丁目 まつばら 3,876

鎌田二丁目 かまた 1,212 経堂四丁目 きょうどう 2,248 代田一丁目 だいた 2,123 松原二丁目 まつばら 2,881

鎌田三丁目 かまた 1,116 経堂五丁目 きょうどう 2,216 代田二丁目 だいた 1,912 松原三丁目 まつばら 2,900

鎌田四丁目 かまた 566 豪徳寺一丁目 ごうとくじ 2,351 代田三丁目 だいた 2,697 松原四丁目 まつばら 1,696

上馬一丁目 かみうま 2,883 豪徳寺二丁目 ごうとくじ 1,251 代田四丁目 だいた 2,114 松原五丁目 まつばら 3,034

上馬二丁目 かみうま 2,781 駒沢一丁目 こまざわ 1,512 代田五丁目 だいた 1,930 松原六丁目 まつばら 2,237

上馬三丁目 かみうま 816 駒沢二丁目 こまざわ 2,744 代田六丁目 だいた 2,014 三宿一丁目 みしゅく 2,451

上馬四丁目 かみうま 2,701 駒沢三丁目 こまざわ 1,511 玉川一丁目 たまがわ 1,597 三宿二丁目 みしゅく 2,310

上馬五丁目 かみうま 2,327 駒沢四丁目 こまざわ 1,827 玉川二丁目 たまがわ 1,027 南烏山一丁目 みなみからすやま 1,791

上北沢一丁目 かみきたざわ 1,847 駒沢五丁目 こまざわ 1,064 玉川三丁目 たまがわ 1,758 南烏山二丁目 みなみからすやま 2,530

上北沢二丁目 かみきたざわ 161 駒沢公園 こまざわこうえん 0 玉川四丁目 たまがわ 1,865 南烏山三丁目 みなみからすやま 2,130

上北沢三丁目 かみきたざわ 1,363 桜一丁目 さくら 2,182 玉川台一丁目 たまがわだい 1,124 南烏山四丁目 みなみからすやま 1,929

上北沢四丁目 かみきたざわ 2,684 桜二丁目 さくら 1,510 玉川台二丁目 たまがわだい 2,043 南烏山五丁目 みなみからすやま 1,251

上北沢五丁目 かみきたざわ 2,528 桜三丁目 さくら 1,836 玉川田園調布一丁目 たまがわでんえんちょうふ 497 南烏山六丁目 みなみからすやま 3,283

上祖師谷一丁目 かみそしがや 1,781 桜丘一丁目 さくらがおか 1,098 玉川田園調布二丁目 たまがわでんえんちょうふ 534 宮坂一丁目 みやさか 2,163

上祖師谷二丁目 かみそしがや 1,861 桜丘二丁目 さくらがおか 1,892 玉堤一丁目 たまづつみ 2,097 宮坂二丁目 みやさか 1,702

上祖師谷三丁目 かみそしがや 586 桜丘三丁目 さくらがおか 1,816 玉堤二丁目 たまづつみ 511 宮坂三丁目 みやさか 2,644

上祖師谷四丁目 かみそしがや 1,368 桜丘四丁目 さくらがおか 1,926 千歳台一丁目 ちとせだい 1,466 用賀一丁目 ようが 1,487

上祖師谷五丁目 かみそしがや 1,484 桜丘五丁目 さくらがおか 2,298 千歳台二丁目 ちとせだい 1,590 用賀二丁目 ようが 2,247

上祖師谷六丁目 かみそしがや 908 桜上水一丁目 さくらじょうすい 1,388 千歳台三丁目 ちとせだい 1,131 用賀三丁目 ようが 2,123

上祖師谷七丁目 かみそしがや 886 桜上水二丁目 さくらじょうすい 1,019 千歳台四丁目 ちとせだい 1,002 用賀四丁目 ようが 1,666

上野毛一丁目 かみのげ 2,179 桜上水三丁目 さくらじょうすい 845 千歳台五丁目 ちとせだい 897 若林一丁目 わかばやし 2,607

上野毛二丁目 かみのげ 1,171 桜上水四丁目 さくらじょうすい 1,066 千歳台六丁目 ちとせだい 1,601 若林二丁目 わかばやし 1,933

上野毛三丁目 かみのげ 899 桜上水五丁目 さくらじょうすい 1,539 弦巻一丁目 つるまき 2,184 若林三丁目 わかばやし 1,997

上野毛四丁目 かみのげ 1,896 桜新町一丁目 さくらしんまち 1,846 弦巻二丁目 つるまき 2,134 若林四丁目 わかばやし 2,268

上用賀一丁目 かみようが 1,461 桜新町二丁目 さくらしんまち 1,760 弦巻三丁目 つるまき 2,017 若林五丁目 わかばやし 1,833

上用賀二丁目 かみようが 446 三軒茶屋一丁目 さんげんぢゃや 3,229 弦巻四丁目 つるまき 2,439

上用賀三丁目 かみようが 1,107 三軒茶屋二丁目 さんげんぢゃや 4,675 弦巻五丁目 つるまき 2,488

上用賀四丁目 かみようが 1,467 下馬一丁目 しもうま 3,052 等々力一丁目 とどろき 1,145

＜注1＞町丁名はあいうえお順です。 ＜注2＞世帯数はチラシ携行の際の参考として下さい。（世田谷区の「町丁別の人口と世帯」平成26年9月1日現在。）

＜注3＞ポスティングは個人の住宅の他、各種法人・団体等の事務所等も対象（マンション管理組合事務所は除く。）となりますので、世帯数とポスティング数は異なる場合があります。

【世田谷区町名地番一覧表】


