
　　６５８-００００・兵庫県神戸市東灘区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５８-００８３・兵庫県神戸市東灘区魚崎中町・うおざきなかまち

　　６５８-００２６・兵庫県神戸市東灘区魚崎西町・うおざきにしまち

　　６５８-００２５・兵庫県神戸市東灘区魚崎南町・うおざきみなみまち

　　６５８-００８２・兵庫県神戸市東灘区魚崎北町・うおざききたまち

　　６５８-００２４・兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町・うおざきはままち

　　６５８-００６６・兵庫県神戸市東灘区渦森台・うずもりだい

　　６５８-００２７・兵庫県神戸市東灘区青木・おうぎ

　　６５８-００７２・兵庫県神戸市東灘区岡本・おかもと

　　６５８-００６４・兵庫県神戸市東灘区鴨子ケ原・かもこがはら

　　６５８-００１４・兵庫県神戸市東灘区北青木・きたおうぎ

　　６５８-０００２・兵庫県神戸市東灘区甲南台・こうなんだい

　　６５８-００８４・兵庫県神戸市東灘区甲南町・こうなんちよう

　　６５８-００３２・兵庫県神戸市東灘区向洋町中・こうようちようなか

　　６５８-００３１・兵庫県神戸市東灘区向洋町東・ こうようちようひがじ

　　６５８-００３３・兵庫県神戸市東灘区向洋町西・ こうようちようにじ

　　６５８-００６２・兵庫県神戸市東灘区住吉台・すみよしだい

　　６５８-００４２・兵庫県神戸市東灘区住吉浜町・すみよしはままち

　　６５８-００５１・兵庫県神戸市東灘区住吉本町・すみよしほんまち

　　６５８-００５２・兵庫県神戸市東灘区住吉東町・すみよしひがしまち

　　６５８-００４１・兵庫県神戸市東灘区住吉南町・すみよしみなみまち

　　６５８-００５３・兵庫県神戸市東灘区住吉宮町・すみよしみやまち

　　６５８-００６３・兵庫県神戸市東灘区住吉山手・すみよしやまて

　　６５８-００８１・兵庫県神戸市東灘区田中町・たなかちよう

　　６５８-００７３・兵庫県神戸市東灘区西岡本・にしおかもと

　　６５８-００２３・兵庫県神戸市東灘区深江浜町・ふかえはままち

　　６５８-００２１・兵庫県神戸市東灘区深江本町・ふかえほんまち

　　６５８-００２２・兵庫県神戸市東灘区深江南町・ふかえみなみまち

　　６５８-００１３・兵庫県神戸市東灘区深江北町・ふかえきたまち

　　６５８-００１２・兵庫県神戸市東灘区本庄町・ほんじようちよう

　　６５８-００４７・兵庫県神戸市東灘区御影・みかげ

　　６５８-００４５・兵庫県神戸市東灘区御影石町・みかげいしまち

　　６５８-００４８・兵庫県神戸市東灘区御影郡家・みかげぐんげ

　　６５８-００４４・兵庫県神戸市東灘区御影塚町・みかげつかまち

　　６５８-００５４・兵庫県神戸市東灘区御影中町・みかげなかまち

　　６５８-００４３・兵庫県神戸市東灘区御影浜町・みかげはままち

　　６５８-００４６・兵庫県神戸市東灘区御影本町・みかげほんまち

　　６５８-００６５・兵庫県神戸市東灘区御影山手・みかげやまて

　　６５８-０００３・兵庫県神戸市東灘区本山北町・もとやまきたまち

　　６５８-００７１・兵庫県神戸市東灘区本山町岡本・もとやまちようおかもと

　　６５８-０００５・兵庫県神戸市東灘区本山町北畑・もとやまちようきたはた

　　６５８-００６１・兵庫県神戸市東灘区本山町田中・もとやまちようたなか

　　６５８-０００４・兵庫県神戸市東灘区本山町田辺・もとやまちようたなべ

　　６５７-０１１１・兵庫県神戸市東灘区本山町森（７４８－１)・もとやまちようもり(７４８-１)

　　６５８-００１６・兵庫県神戸市東灘区本山中町・もとやまなかまち

　　６５８-００１５・兵庫県神戸市東灘区本山南町・もとやまみなみまち

　　６５８-０００１・兵庫県神戸市東灘区森北町・もりきたまち

　　６５８-００１１・兵庫県神戸市東灘区森南町・もりみなみまち

　　６５７-００００・兵庫県神戸市灘区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５７-０８０５・兵庫県神戸市灘区青谷町・あおたにちよう

　　６５７-０８２１・兵庫県神戸市灘区赤坂通・あかさかどおり

　　６５７-００６１・兵庫県神戸市灘区赤松町・あかまつちよう

　　６５７-０８２３・兵庫県神戸市灘区天城通・あまぎどおり

　　６５７-０８３４・兵庫県神戸市灘区泉通・いずみどおり

　　６５７-００１２・兵庫県神戸市灘区一王山町・いちのうさんちよう

　　６５７-０８０３・兵庫県神戸市灘区岩屋・いわや

　　６５７-０８４６・兵庫県神戸市灘区岩屋北町・いわやきたまち

　　６５７-０８４５・兵庫県神戸市灘区岩屋中町・いわやなかまち

　　６５７-０８５６・兵庫県神戸市灘区岩屋南町・いわやみなみまち

　　６５７-０１０３・兵庫県神戸市灘区上野（小ヤバ三ノ休原）・うえの(こやはﾞさんのやすみがはら)

　　６５７-０８１７・兵庫県神戸市灘区上野通・うえのどおり

　　６５７-００４２・兵庫県神戸市灘区烏帽子町・えほﾞしちよう

　　６５７-０８３８・兵庫県神戸市灘区王子町・おうじちよう

　　６５７-０８４３・兵庫県神戸市灘区大石北町・おおいしきたまち

　　６５７-００４３・兵庫県神戸市灘区大石東町・おおいしひがしまち

　　６５７-０８５２・兵庫県神戸市灘区大石南町・おおいしみなみまち

　　６５７-０８３３・兵庫県神戸市灘区大内通・おおうちどおり

　　６５７-００１７・兵庫県神戸市灘区大月台・おおつきだい

　　６５７-００１４・兵庫県神戸市灘区大土平町・おおどがひらちよう

　　６５７-００５５・兵庫県神戸市灘区上河原通・かみがわらどおり

　　兵庫県地名一覧(郵便番号付)・　オフライン検索可・検索入力は　Ctrl+f  http://tainak.jp/

http://tainak.jp


　　６５７-００５７・兵庫県神戸市灘区神ノ木通・かみのきどおり

　　６５７-００５２・兵庫県神戸市灘区神前町・かみまえちよう

　　６５７-０８３２・兵庫県神戸市灘区岸地通・きしちどおり

　　６５７-００３４・兵庫県神戸市灘区記田町・きだちよう

　　６５７-００２４・兵庫県神戸市灘区楠丘町・くすがおかちよう

　　６５７-０８１６・兵庫県神戸市灘区国玉通・くにたまどおり

　　６５７-０８２６・兵庫県神戸市灘区倉石通・くらいしどおり

　　６５７-００２５・兵庫県神戸市灘区高徳町・こうとくちよう

　　６５７-０８０１・兵庫県神戸市灘区五毛・ごもう

　　６５７-０８１４・兵庫県神戸市灘区五毛通・ごもうどおり

　　６５７-００２１・兵庫県神戸市灘区桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　６５７-００３６・兵庫県神戸市灘区桜口町・さくらぐちちよう

　　６５７-００４４・兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通・しかのしたどおり

　　６５７-００１５・兵庫県神戸市灘区篠原伯母野山町・しのはらおはﾞのやまちよう

　　６５７-００６８・兵庫県神戸市灘区篠原北町・しのはらきたまち

　　６５７-００１６・兵庫県神戸市灘区篠原台・しのはらだい

　　６５７-００６６・兵庫県神戸市灘区篠原中町・しのはらなかまち

　　６５７-００６７・兵庫県神戸市灘区篠原本町・しのはらほんまち

　　６５７-００５９・兵庫県神戸市灘区篠原南町・しのはらみなみまち

　　６５７-０００２・兵庫県神戸市灘区篠原（その他）・しのはら(そのた)

　　６５７-００４５・兵庫県神戸市灘区下河原通・しもがわらどおり

　　６５７-００５８・兵庫県神戸市灘区将軍通・しようぐんどおり

　　６５７-０８３６・兵庫県神戸市灘区城内通・しろのうちどおり

　　６５７-０８０４・兵庫県神戸市灘区城の下通・しろのしたどおり

　　６５７-０８６４・兵庫県神戸市灘区新在家南町・しんざいけみなみまち

　　６５７-０８６１・兵庫県神戸市灘区新在家北町・しんざいけきたまち

　　６５７-００１８・兵庫県神戸市灘区水車新田・すいしやしんでん

　　６５７-０８３１・兵庫県神戸市灘区水道筋・すいどうすじ

　　６５７-００５６・兵庫県神戸市灘区千旦通・せんたんどおり

　　６５７-００６３・兵庫県神戸市灘区曾和町・そわちよう

　　６５７-０８１３・兵庫県神戸市灘区高尾通・たかおどおり

　　６５７-０００１・兵庫県神戸市灘区高羽・たかは

　　６５７-００２３・兵庫県神戸市灘区高羽町・たかはちよう

　　６５７-００２２・兵庫県神戸市灘区土山町・つちやまちよう

　　６５７-００１１・兵庫県神戸市灘区鶴甲・つるかぶと

　　６５７-００６２・兵庫県神戸市灘区寺口町・てらぐちちよう

　　６５７-００３３・兵庫県神戸市灘区徳井町・とくいちよう

　　６５７-００３５・兵庫県神戸市灘区友田町・ともだちよう

　　６５７-００３２・兵庫県神戸市灘区中郷町・なかごうちよう

　　６５７-０８２５・兵庫県神戸市灘区中原通・なかはらどおり

　　６５７-００２７・兵庫県神戸市灘区永手町・ながてちよう

　　６５７-０８１１・兵庫県神戸市灘区長峰台・ながみねだい

　　６５７-０８３５・兵庫県神戸市灘区灘北通・なだきたどおり

　　６５７-０８５３・兵庫県神戸市灘区灘浜町・なだはまちよう

　　６５７-０８６３・兵庫県神戸市灘区灘浜東町・なだはまひがしちよう

　　６５７-０８４１・兵庫県神戸市灘区灘南通・なだみなみどおり

　　６５７-０１０２・兵庫県神戸市灘区畑原（ノタ山）・はたはら(のたやま)

　　６５７-０８２２・兵庫県神戸市灘区畑原通・はたはらどおり

　　６５７-０８６２・兵庫県神戸市灘区浜田町・はまだちよう

　　６５７-０８０２・兵庫県神戸市灘区原田・はらだ

　　６５７-０８３７・兵庫県神戸市灘区原田通・はらだどおり

　　６５７-００５４・兵庫県神戸市灘区稗原町・ひえはらちよう

　　６５７-００２９・兵庫県神戸市灘区日尾町・ひおちよう

　　６５７-００４１・兵庫県神戸市灘区琵琶町・びわちよう

　　６５７-００３７・兵庫県神戸市灘区備後町・びんごちよう

　　６５７-００３８・兵庫県神戸市灘区深田町・ふかだちよう

　　６５７-０８２４・兵庫県神戸市灘区福住通・ふくずみどおり

　　６５７-０８４２・兵庫県神戸市灘区船寺通・ふなでらどおり

　　６５７-０８５５・兵庫県神戸市灘区摩耶海岸通・まやかいがんどおり

　　６５７-０１０４・兵庫県神戸市灘区摩耶山・まやさん

　　６５７-０１０５・兵庫県神戸市灘区摩耶山町・まやさんちよう

　　６５７-０８５４・兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭・まやふとう

　　６５７-０８５１・兵庫県神戸市灘区味泥町・みどろちよう

　　６５７-０８１２・兵庫県神戸市灘区箕岡通・みのおかどおり

　　６５７-０８４４・兵庫県神戸市灘区都通・みやこどおり

　　６５７-００６５・兵庫県神戸市灘区宮山町・みややまちよう

　　６５７-００２８・兵庫県神戸市灘区森後町・もりごちよう

　　６５７-０８１５・兵庫県神戸市灘区薬師通・やくしどおり

　　６５７-００５１・兵庫県神戸市灘区八幡町・やはたちよう

　　６５７-００６４・兵庫県神戸市灘区山田町・やまだちよう



　　６５７-００３１・兵庫県神戸市灘区大和町・やまとちよう

　　６５７-００２６・兵庫県神戸市灘区弓木町・ゆみのきちよう

　　６５７-０１０１・兵庫県神戸市灘区六甲山町・ろつこうさんちよう

　　６５７-００１３・兵庫県神戸市灘区六甲台町・ろつこうだいちよう

　　６５７-００５３・兵庫県神戸市灘区六甲町・ろつこうちよう

　　６５２-００００・兵庫県神戸市兵庫区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５２-０８８２・兵庫県神戸市兵庫区芦原通・あしはらどおり

　　６５２-００３２・兵庫県神戸市兵庫区荒田町・あらたちよう

　　６５２-００６１・兵庫県神戸市兵庫区石井町・いしいちよう

　　６５２-０８４２・兵庫県神戸市兵庫区磯之町・いそのちよう

　　６５２-０８５３・兵庫県神戸市兵庫区今出在家町・いまでざいけちよう

　　６５２-０８９４・兵庫県神戸市兵庫区入江通・いりえどおり

　　６５２-０００３・兵庫県神戸市兵庫区梅元町・うめもとちよう

　　６５２-０８１６・兵庫県神戸市兵庫区永沢町・えいざわちよう

　　６５２-０８９８・兵庫県神戸市兵庫区駅前通・えきまえどおり

　　６５２-０８９７・兵庫県神戸市兵庫区駅南通・えきみなみどおり

　　６５２-００４３・兵庫県神戸市兵庫区会下山町・えげやまちよう

　　６５２-００４４・兵庫県神戸市兵庫区大井通・おおいどおり

　　６５２-０８９５・兵庫県神戸市兵庫区小河通・おがわどおり

　　６５２-０８６４・兵庫県神戸市兵庫区笠松通・かさまつどおり

　　６５２-０８３２・兵庫県神戸市兵庫区鍛冶屋町・かじやちよう

　　６５２-０００８・兵庫県神戸市兵庫区上祇園町・かみぎおんちよう

　　６５２-００４６・兵庫県神戸市兵庫区上沢通・かみさわどおり

　　６５２-００１３・兵庫県神戸市兵庫区上三条町・かみさんじようちよう

　　６５２-０８６２・兵庫県神戸市兵庫区上庄通・かみしようどおり

　　６５２-０００１・兵庫県神戸市兵庫区烏原町・からすはらちよう

　　６５２-０００６・兵庫県神戸市兵庫区神田町・かんだちよう

　　６５２-００５８・兵庫県神戸市兵庫区菊水町・きくすいちよう

　　６５２-０８３７・兵庫県神戸市兵庫区北逆瀬川町・きたさかせがわちよう

　　６５２-００５３・兵庫県神戸市兵庫区北山町・きたやまちよう

　　６５２-０８４７・兵庫県神戸市兵庫区切戸町・きれとちよう

　　６５２-０８７３・兵庫県神戸市兵庫区金平町・きんへﾟいちよう

　　６５２-０００４・兵庫県神戸市兵庫区楠谷町・くすだにちよう

　　６５２-００６４・兵庫県神戸市兵庫区熊野町・くまのちよう

　　６５２-０８８５・兵庫県神戸市兵庫区御所通・ごしよどおり

　　６５２-０００７・兵庫県神戸市兵庫区五宮町・ごのみやちよう

　　６５２-０８６５・兵庫県神戸市兵庫区小松通・こまつどおり

　　６５２-００５５・兵庫県神戸市兵庫区小山町・こやまちよう

　　６５２-０８５１・兵庫県神戸市兵庫区材木町・ざいもくちよう

　　６５２-００５１・兵庫県神戸市兵庫区里山町・さとやまちよう

　　６５２-０８２１・兵庫県神戸市兵庫区佐比江町・さびえちよう

　　６５２-００１１・兵庫県神戸市兵庫区山王町・さんのうちよう

　　６５２-０８３１・兵庫県神戸市兵庫区七宮町・しちのみやちよう

　　６５２-０８３３・兵庫県神戸市兵庫区島上町・しまがみちよう

　　６５２-００６５・兵庫県神戸市兵庫区清水町・しみずちよう

　　６５２-００１５・兵庫県神戸市兵庫区下祇園町・しもぎおんちよう

　　６５２-００４７・兵庫県神戸市兵庫区下沢通・しもさわどおり

　　６５２-００１４・兵庫県神戸市兵庫区下三条町・しもさんじようちよう

　　６５２-０８１１・兵庫県神戸市兵庫区新開地・しんかいち

　　６５２-０８３６・兵庫県神戸市兵庫区神明町・しんめいちよう

　　６５２-０８９６・兵庫県神戸市兵庫区須佐野通・すさのどおり

　　６５２-００６２・兵庫県神戸市兵庫区大同町・だいどうちよう

　　６５２-０８７４・兵庫県神戸市兵庫区高松町・たかまつちよう

　　６５２-００５６・兵庫県神戸市兵庫区滝山町・たきやまちよう

　　６５２-０８０３・兵庫県神戸市兵庫区大開通・だいかいどおり

　　６５２-００２２・兵庫県神戸市兵庫区千鳥町・ちどりちよう

　　６５２-０８０４・兵庫県神戸市兵庫区塚本通・つかもとどおり

　　６５２-０８４５・兵庫県神戸市兵庫区築地町・つきじちよう

　　６５２-００２３・兵庫県神戸市兵庫区都由乃町・つゆのちよう

　　６５２-０８４６・兵庫県神戸市兵庫区出在家町・でざいけちよう

　　６５２-００２１・兵庫県神戸市兵庫区天王町・てんのうちよう

　　６５２-０８６６・兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町・とおやはまちよう

　　６５２-０８４４・兵庫県神戸市兵庫区中之島・なかのしま

　　６５２-０８０１・兵庫県神戸市兵庫区中道通・なかみちどおり

　　６５２-００３３・兵庫県神戸市兵庫区西上橘通・にしかみたちはﾞなどおり

　　６５２-００３４・兵庫県神戸市兵庫区西橘通・にしたちはﾞなどおり

　　６５２-００３５・兵庫県神戸市兵庫区西多聞通・にしたもんどおり

　　６５２-０８２２・兵庫県神戸市兵庫区西出町・にしでまち

　　６５２-０８３５・兵庫県神戸市兵庫区西仲町・にしなかまち

　　６５２-０８９１・兵庫県神戸市兵庫区西宮内町・にしみやうちちよう



　　６５２-０８０６・兵庫県神戸市兵庫区西柳原町・にしやなぎわらちよう

　　６５２-０８０５・兵庫県神戸市兵庫区羽坂通・はさかどおり

　　６５２-００１６・兵庫県神戸市兵庫区馬場町・はﾞはﾞちよう

　　６５２-０８０７・兵庫県神戸市兵庫区浜崎通・はまさきどおり

　　６５２-０８７５・兵庫県神戸市兵庫区浜中町・はまなかちよう

　　６５２-０８７１・兵庫県神戸市兵庫区浜山通・はまやまどおり

　　６５２-０８２３・兵庫県神戸市兵庫区東出町・ひがしでまち

　　６５２-０８９２・兵庫県神戸市兵庫区東柳原町・ひがしやなぎわらちよう

　　６５２-００４２・兵庫県神戸市兵庫区東山町・ひがしやまちよう

　　６５２-００５４・兵庫県神戸市兵庫区氷室町・ひむろちよう

　　６５２-０８１３・兵庫県神戸市兵庫区兵庫町・ひようごちよう

　　６５２-００５２・兵庫県神戸市兵庫区鵯越筋・ひよどりごえすじ

　　６５２-００５７・兵庫県神戸市兵庫区鵯越町・ひよどりごえちよう

　　６５２-０００２・兵庫県神戸市兵庫区平野町・ひらのちよう

　　６５２-００３６・兵庫県神戸市兵庫区福原町・ふくわらちよう

　　６５２-０８４３・兵庫県神戸市兵庫区船大工町・ふなだいくちよう

　　６５２-０８３４・兵庫県神戸市兵庫区本町・ほんまち

　　６５２-０８８１・兵庫県神戸市兵庫区松原通・まつはﾞらどおり

　　６５２-００４５・兵庫県神戸市兵庫区松本通・まつもとどおり

　　６５２-０８１５・兵庫県神戸市兵庫区三川口町・みかわぐちちよう

　　６５２-０８５５・兵庫県神戸市兵庫区御崎町・みさきちよう

　　６５２-０８５２・兵庫県神戸市兵庫区御崎本町・みさきほんまち

　　６５２-０８０２・兵庫県神戸市兵庫区水木通・みずきどおり

　　６５２-０８６１・兵庫県神戸市兵庫区三石通・みついしどおり

　　６５２-００４１・兵庫県神戸市兵庫区湊川町・みなとがわちよう

　　６５２-０８１２・兵庫県神戸市兵庫区湊町・みなとちよう

　　６５２-００１２・兵庫県神戸市兵庫区湊山町・みなとやまちよう

　　６５２-０８９３・兵庫県神戸市兵庫区南逆瀬川町・みなみさかせがわちよう

　　６５２-０８４１・兵庫県神戸市兵庫区南仲町・みなみなかまち

　　６５２-０８８３・兵庫県神戸市兵庫区明和通・めいわどおり

　　６５２-０８１４・兵庫県神戸市兵庫区門口町・もんぐちちよう

　　６５２-０００５・兵庫県神戸市兵庫区矢部町・やべちよう

　　６５２-００３１・兵庫県神戸市兵庫区雪御所町・ゆきのごしよちよう

　　６５２-００６３・兵庫県神戸市兵庫区夢野町・ゆめのちよう

　　６５２-０８７２・兵庫県神戸市兵庫区吉田町・よしだちよう

　　６５２-０８５４・兵庫県神戸市兵庫区和田崎町・わださきちよう

　　６５２-０８６３・兵庫県神戸市兵庫区和田宮通・わだみやどおり

　　６５２-０８８４・兵庫県神戸市兵庫区和田山通・わだやまどおり

　　６５３-００００・兵庫県神戸市長田区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５３-０８２４・兵庫県神戸市長田区池田上町・いけだうえまち

　　６５３-０８２３・兵庫県神戸市長田区池田経町・いけだきようまち

　　６５３-０８２６・兵庫県神戸市長田区池田塩町・いけだしおまち

　　６５３-０８２５・兵庫県神戸市長田区池田新町・いけだしんまち

　　６５３-０８６４・兵庫県神戸市長田区池田惣町・いけだそうまち

　　６５３-０８２２・兵庫県神戸市長田区池田寺町・いけだてらまち

　　６５３-０８１４・兵庫県神戸市長田区池田広町・いけだひろまち

　　６５３-０８６５・兵庫県神戸市長田区池田宮町・いけだみやまち

　　６５３-０８２１・兵庫県神戸市長田区池田谷町・いけだたにまち

　　６５３-００１３・兵庫県神戸市長田区一番町・いちはﾞんちよう

　　６５３-０８７８・兵庫県神戸市長田区一里山町・いちりやまちよう

　　６５３-０８７１・兵庫県神戸市長田区鶯町・うぐいすちよう

　　６５３-００３６・兵庫県神戸市長田区腕塚町・うでつﾞかちよう

　　６５３-００２１・兵庫県神戸市長田区梅ケ香町・うめがかちよう

　　６５３-０８３８・兵庫県神戸市長田区大谷町・おおたにちよう

　　６５３-０８１１・兵庫県神戸市長田区大塚町・おおつかちよう

　　６５３-００３７・兵庫県神戸市長田区大橋町・おおはしちよう

　　６５３-０８３３・兵庫県神戸市長田区大道通・おおみちどおり

　　６５３-０８０２・兵庫県神戸市長田区重池町・おもいけちよう

　　６５３-０８４３・兵庫県神戸市長田区御屋敷通・おやしきどおり

　　６５３-００５２・兵庫県神戸市長田区海運町・かいうんちよう

　　６５３-０８３６・兵庫県神戸市長田区神楽町・かぐらちよう

　　６５３-０８０５・兵庫県神戸市長田区片山町・かたやまちよう

　　６５３-０８２７・兵庫県神戸市長田区上池田・かみいけだ

　　６５３-００３３・兵庫県神戸市長田区苅藻島町・かるもじまちよう

　　６５３-００３２・兵庫県神戸市長田区苅藻通・かるもどおり

　　６５３-０８３４・兵庫県神戸市長田区川西通・かわにしどおり

　　６５３-００１６・兵庫県神戸市長田区北町・きたまち

　　６５３-００４１・兵庫県神戸市長田区久保町・くほﾞちよう

　　６５３-０８８８・兵庫県神戸市長田区源平町・げんへﾟいちよう

　　６５３-０８５１・兵庫県神戸市長田区五位ノ池町・ごいのいけちよう



　　６５３-０８６７・兵庫県神戸市長田区高東町・こうとうちよう

　　６５３-０００３・兵庫県神戸市長田区五番町・ごはﾞんちよう

　　６５３-００３４・兵庫県神戸市長田区駒栄町・こまえちよう

　　６５３-００４３・兵庫県神戸市長田区駒ケ林町・こまがはﾞやしちよう

　　６５３-００４５・兵庫県神戸市長田区駒ケ林南町・こまがはﾞやしみなみちよう

　　６５３-００１１・兵庫県神戸市長田区三番町・さんはﾞんちよう

　　６５３-０８７７・兵庫県神戸市長田区鹿松町・しかまつちよう

　　６５３-００３５・兵庫県神戸市長田区庄田町・しようだちよう

　　６５３-０８５３・兵庫県神戸市長田区庄山町・しようやまちよう

　　６５３-００１５・兵庫県神戸市長田区菅原通・すがはらどおり

　　６５３-０８０６・兵庫県神戸市長田区大丸町・だいまるちよう

　　６５３-０８５６・兵庫県神戸市長田区高取山町・たかとりさんちよう

　　６５３-０８８１・兵庫県神戸市長田区滝谷町・たきたにちよう

　　６５３-０８７２・兵庫県神戸市長田区大日丘町・だいにちがおかちよう

　　６５３-０８６６・兵庫県神戸市長田区長者町・ちようじやまち

　　６５３-０８０４・兵庫県神戸市長田区寺池町・てらいけちよう

　　６５３-０８４５・兵庫県神戸市長田区戸崎通・とざきどおり

　　６５３-０８５５・兵庫県神戸市長田区長尾町・ながおちよう

　　６５３-０８１２・兵庫県神戸市長田区長田町・ながたちよう

　　６５３-０８８２・兵庫県神戸市長田区長田天神町・ながたてんじんちよう

　　６５３-００５４・兵庫県神戸市長田区長楽町・ながらちよう

　　６５３-０８８３・兵庫県神戸市長田区名倉町・なぐらちよう

　　６５３-０００１・兵庫県神戸市長田区七番町・ななはﾞんちよう

　　６５３-００５５・兵庫県神戸市長田区浪松町・なみまつちよう

　　６５３-００３１・兵庫県神戸市長田区西尻池町・にししりいけちよう

　　６５３-０８４４・兵庫県神戸市長田区西代通・にしだいどおり

　　６５３-０８７４・兵庫県神戸市長田区西丸山町・にしまるやまちよう

　　６５３-０８６２・兵庫県神戸市長田区西山町・にしやまちよう

　　６５３-００１２・兵庫県神戸市長田区二番町・にはﾞんちよう

　　６５３-００５１・兵庫県神戸市長田区野田町・のだちよう

　　６５３-０８７３・兵庫県神戸市長田区萩乃町・はぎのちよう

　　６５３-０８３７・兵庫県神戸市長田区蓮池町・はすいけちよう

　　６５３-０８３１・兵庫県神戸市長田区蓮宮通・はすみやどおり

　　６５３-０８７６・兵庫県神戸市長田区花山町・はなやまちよう

　　６５３-００２４・兵庫県神戸市長田区浜添通・はまぞえどおり

　　６５３-０８６１・兵庫県神戸市長田区林山町・はやしやまちよう

　　６５３-０８８７・兵庫県神戸市長田区檜川町・ひかわちよう

　　６５３-００２３・兵庫県神戸市長田区東尻池新町・ひがししりいけしんちよう

　　６５３-００２２・兵庫県神戸市長田区東尻池町・ひがししりいけちよう

　　６５３-０８８６・兵庫県神戸市長田区東丸山町・ひがしまるやまちよう

　　６５３-０８７９・兵庫県神戸市長田区雲雀ケ丘・ひはﾞりがおか

　　６５３-００３９・兵庫県神戸市長田区日吉町・ひよしちよう

　　６５３-００４２・兵庫県神戸市長田区二葉町・ふたはﾞちよう

　　６５３-０８５４・兵庫県神戸市長田区平和台町・へいわだいちよう

　　６５３-０８０１・兵庫県神戸市長田区房王寺町・ほﾞうおうじちよう

　　６５３-０８３５・兵庫県神戸市長田区細田町・ほそだちよう

　　６５３-０８８５・兵庫県神戸市長田区堀切町・ほりきりちよう

　　６５３-００５３・兵庫県神戸市長田区本庄町・ほんじようちよう

　　６５３-０８０３・兵庫県神戸市長田区前原町・まえはﾞらちよう

　　６５３-０８４１・兵庫県神戸市長田区松野通・まつのどおり

　　６５３-００２５・兵庫県神戸市長田区真野町・まのちよう

　　６５３-０８７５・兵庫県神戸市長田区丸山町・まるやまちよう

　　６５３-００１４・兵庫県神戸市長田区御蔵通・みくらどおり

　　６５３-０８４２・兵庫県神戸市長田区水笠通・みずかさどおり

　　６５３-００４４・兵庫県神戸市長田区南駒栄町・みなみこまえちよう

　　６５３-０８３２・兵庫県神戸市長田区御船通・みふねどおり

　　６５３-０８６３・兵庫県神戸市長田区宮丘町・みやおかちよう

　　６５３-０８１３・兵庫県神戸市長田区宮川町・みやがわちよう

　　６５３-０８８４・兵庫県神戸市長田区明泉寺町・みようせんじちよう

　　６５３-０８５２・兵庫県神戸市長田区山下町・やましたちよう

　　６５３-０００４・兵庫県神戸市長田区四番町・よんはﾞんちよう

　　６５３-０００２・兵庫県神戸市長田区六番町・ろくはﾞんちよう

　　６５３-００３８・兵庫県神戸市長田区若松町・わかまつちよう

　　６５４-００００・兵庫県神戸市須磨区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５４-００３８・兵庫県神戸市須磨区青葉町・あおはﾞちよう

　　６５４-００４７・兵庫県神戸市須磨区磯馴町・いそなれちよう

　　６５４-０００９・兵庫県神戸市須磨区板宿町・いたやどちよう

　　６５４-００７６・兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町・いちのたにちよう

　　６５４-００４４・兵庫県神戸市須磨区稲葉町・いなはﾞちよう

　　６５４-０００４・兵庫県神戸市須磨区永楽町・えいらくちよう



　　６５４-００２３・兵庫県神戸市須磨区戎町・えびすちよう

　　６５４-００２６・兵庫県神戸市須磨区大池町・おおいけちよう

　　６５４-００２４・兵庫県神戸市須磨区大田町・おおたちよう

　　６５４-００１７・兵庫県神戸市須磨区大手・おおて

　　６５４-００１３・兵庫県神戸市須磨区大手町・おおてちよう

　　６５４-００１５・兵庫県神戸市須磨区奥山畑町・おくやまはたちよう

　　６５４-０１６２・兵庫県神戸市須磨区神の谷・かみのたに

　　６５４-００１６・兵庫県神戸市須磨区上細沢町・かみほそざわちよう

　　６５４-０００５・兵庫県神戸市須磨区川上町・かわかみちよう

　　６５４-０００８・兵庫県神戸市須磨区菊池町・きくいけちよう

　　６５４-０１５１・兵庫県神戸市須磨区北落合・きたおちあい

　　６５４-００６４・兵庫県神戸市須磨区北町・きたまち

　　６５４-００４８・兵庫県神戸市須磨区衣掛町・きぬがけちよう

　　６５４-０１１１・兵庫県神戸市須磨区車・くるま

　　６５４-００４２・兵庫県神戸市須磨区小寺町・こでらちよう

　　６５４-００３１・兵庫県神戸市須磨区権現町・ごんげんちよう

　　６５４-００６６・兵庫県神戸市須磨区桜木町・さくらぎちよう

　　６５４-０１１４・兵庫県神戸市須磨区桜の杜・さくらのもり

　　６５４-００７５・兵庫県神戸市須磨区潮見台町・しおみだいちよう

　　６５４-０１２３・兵庫県神戸市須磨区清水台・しみずだい

　　６５４-０１０１・兵庫県神戸市須磨区白川・しらかわ

　　６５４-０１０３・兵庫県神戸市須磨区白川台・しらかわだい

　　６５４-０００３・兵庫県神戸市須磨区神撫町・じんぶちよう

　　６５４-０１４３・兵庫県神戸市須磨区菅の台・すがのだい

　　６５４-００５５・兵庫県神戸市須磨区須磨浦通・すまうらどおり

　　６５４-００７１・兵庫県神戸市須磨区須磨寺町・すまでらちよう

　　６５４-００５４・兵庫県神戸市須磨区須磨本町・すまほんまち

　　６５４-００７３・兵庫県神戸市須磨区関守町・せきもりちよう

　　６５４-０００１・兵庫県神戸市須磨区禅昌寺町・ぜんしようじちよう

　　６５４-００４３・兵庫県神戸市須磨区外浜町・そとはまちよう

　　６５４-００２２・兵庫県神戸市須磨区大黒町・だいこくちよう

　　６５４-０１３３・兵庫県神戸市須磨区多井畑・たいのはた

　　６５４-０１３４・兵庫県神戸市須磨区多井畑東町・たいのはたひがしまち

　　６５４-０１３２・兵庫県神戸市須磨区多井畑南町・たいのはたみなみまち

　　６５４-００６１・兵庫県神戸市須磨区高尾台・たかおだい

　　６５４-００８１・兵庫県神戸市須磨区高倉台・たかくらだい

　　６５４-００７４・兵庫県神戸市須磨区高倉町・たかくらちよう

　　６５４-００３９・兵庫県神戸市須磨区鷹取町・たかとりちよう

　　６５４-００２７・兵庫県神戸市須磨区千歳町・ちとせちよう

　　６５４-００７２・兵庫県神戸市須磨区千守町・ちもりちよう

　　６５４-００６３・兵庫県神戸市須磨区月見山町・つきみやまちよう

　　６５４-００５１・兵庫県神戸市須磨区月見山本町・つきみやまほんまち

　　６５４-００２５・兵庫県神戸市須磨区寺田町・てらだちよう

　　６５４-００５３・兵庫県神戸市須磨区天神町・てんじんちよう

　　６５４-０１２２・兵庫県神戸市須磨区道正台・どうしようだい

　　６５４-００２８・兵庫県神戸市須磨区常盤町・ときわちよう

　　６５４-００１２・兵庫県神戸市須磨区飛松町・とびまつちよう

　　６５４-００３４・兵庫県神戸市須磨区戸政町・とまさちよう

　　６５４-０１４２・兵庫県神戸市須磨区友が丘・ともがおか

　　６５４-０１５４・兵庫県神戸市須磨区中落合・なかおちあい

　　６５４-００３５・兵庫県神戸市須磨区中島町・なかじまちよう

　　６５４-０１５５・兵庫県神戸市須磨区西落合・にしおちあい

　　６５４-００６８・兵庫県神戸市須磨区西須磨・にしすま

　　６５４-０１５２・兵庫県神戸市須磨区東落合・ひがしおちあい

　　６５４-０１０２・兵庫県神戸市須磨区東白川台・ひがししらかわだい

　　６５４-００１８・兵庫県神戸市須磨区東須磨・ひがしすま

　　６５４-００３３・兵庫県神戸市須磨区東町・ひがしまち

　　６５４-００２１・兵庫県神戸市須磨区平田町・ひらたちよう

　　６５４-００４１・兵庫県神戸市須磨区古川町・ふるかわちよう

　　６５４-０００７・兵庫県神戸市須磨区宝田町・ほうでんちよう

　　６５４-００３２・兵庫県神戸市須磨区堀池町・ほりいけちよう

　　６５４-００１１・兵庫県神戸市須磨区前池町・まえいけちよう

　　６５４-００４５・兵庫県神戸市須磨区松風町・まつかぜちよう

　　６５４-００６２・兵庫県神戸市須磨区水野町・みずのちよう

　　６５４-０１１３・兵庫県神戸市須磨区緑が丘・みどりがおか

　　６５４-０１６３・兵庫県神戸市須磨区緑台・みどりだい

　　６５４-０１５３・兵庫県神戸市須磨区南落合・みなみおちあい

　　６５４-００３６・兵庫県神戸市須磨区南町・みなみまち

　　６５４-００５２・兵庫県神戸市須磨区行幸町・みゆきちよう

　　６５４-０００２・兵庫県神戸市須磨区明神町・みようじんちよう



　　６５４-０１２１・兵庫県神戸市須磨区妙法寺・みようほうじ

　　６５４-００４６・兵庫県神戸市須磨区村雨町・むらさめちよう

　　６５４-０１６１・兵庫県神戸市須磨区弥栄台・やさかだい

　　６５４-００３７・兵庫県神戸市須磨区行平町・ゆきひらちよう

　　６５４-０００６・兵庫県神戸市須磨区養老町・ようろうちよう

　　６５４-０１３１・兵庫県神戸市須磨区横尾・よこお

　　６５４-００６７・兵庫県神戸市須磨区離宮西町・りきゆうにしちよう

　　６５４-００６５・兵庫県神戸市須磨区離宮前町・りきゆうまえまち

　　６５４-０１４１・兵庫県神戸市須磨区竜が台・りゆうがだい

　　６５４-００１４・兵庫県神戸市須磨区若木町・わかぎちよう

　　６５４-０１１２・兵庫県神戸市須磨区若草町・わかくさちよう

　　６５４-００４９・兵庫県神戸市須磨区若宮町・わかみやちよう

　　６５５-００００・兵庫県神戸市垂水区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５５-０８７３・兵庫県神戸市垂水区青山台・あおやまだい

　　６５５-０８６２・兵庫県神戸市垂水区朝谷町・あさたにちよう

　　６５５-００３３・兵庫県神戸市垂水区旭が丘・あさひがおか

　　６５５-０８８５・兵庫県神戸市垂水区泉が丘・いずみがおか

　　６５５-００３７・兵庫県神戸市垂水区歌敷山・うたしきやま

　　６５５-０８８３・兵庫県神戸市垂水区王居殿・おういでん

　　６５５-００１４・兵庫県神戸市垂水区大町・おおまち

　　６５５-０８８２・兵庫県神戸市垂水区乙木・おとぎ

　　６５５-００３６・兵庫県神戸市垂水区海岸通・かいがんどおり

　　６５５-００３９・兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘・かすみがおか

　　６５５-００１７・兵庫県神戸市垂水区上高丸・かみたかまる

　　６５５-００４９・兵庫県神戸市垂水区狩口台・かりぐちだい

　　６５５-０８９４・兵庫県神戸市垂水区川原・かわはら

　　６５５-００２７・兵庫県神戸市垂水区神田町・かんだちよう

　　６５５-００４５・兵庫県神戸市垂水区北舞子・きたまいこ

　　６５５-００２６・兵庫県神戸市垂水区陸ノ町・くがのちよう

　　６５５-００１２・兵庫県神戸市垂水区向陽・こうよう

　　６５５-０００８・兵庫県神戸市垂水区小束台・こつﾞかだい

　　６５５-００６１・兵庫県神戸市垂水区小束台東・ こつﾞかだいひがじ

　　６５５-０００２・兵庫県神戸市垂水区小束山・こつﾞかやま

　　６５５-０００９・兵庫県神戸市垂水区小束山手・こつﾞかやまて

　　６５５-０００３・兵庫県神戸市垂水区小束山本町・こつﾞかやまほんまち

　　６５５-００３５・兵庫県神戸市垂水区五色山・ごしきやま

　　６５５-００２４・兵庫県神戸市垂水区御霊町・ごりようちよう

　　６５５-０８９５・兵庫県神戸市垂水区坂上・さかがみ

　　６５５-０００５・兵庫県神戸市垂水区潮見が丘・しおみがおか

　　６５５-０８６３・兵庫県神戸市垂水区塩屋北町・しおやきたまち

　　６５５-０８６４・兵庫県神戸市垂水区塩屋台・しおやだい

　　６５５-０８７２・兵庫県神戸市垂水区塩屋町・しおやちよう

　　６５５-００３１・兵庫県神戸市垂水区清水が丘・しみずがおか

　　６５５-００２３・兵庫県神戸市垂水区清水通・しみずどおり

　　６５５-０８６１・兵庫県神戸市垂水区下畑町・しもはたちよう

　　６５５-０８７１・兵庫県神戸市垂水区松風台・しようふうだい

　　６５５-０８８４・兵庫県神戸市垂水区城が山・しろがやま

　　６５５-００４１・兵庫県神戸市垂水区神陵台・しんりようだい

　　６５５-０８５１・兵庫県神戸市垂水区神和台・しんわだい

　　６５５-０８６５・兵庫県神戸市垂水区清玄町・せいげんちよう

　　６５５-００３８・兵庫県神戸市垂水区星陵台・せいりようだい

　　６５５-００１６・兵庫県神戸市垂水区高丸・たかまる

　　６５５-０００７・兵庫県神戸市垂水区多聞台・たもんだい

　　６５５-０００１・兵庫県神戸市垂水区多聞町・たもんちよう

　　６５５-００１１・兵庫県神戸市垂水区千鳥が丘・ちどりがおか

　　６５５-００１８・兵庫県神戸市垂水区千代が丘・ちよがおか

　　６５５-０８５３・兵庫県神戸市垂水区つつじが丘・つつじがおか

　　６５５-００２９・兵庫県神戸市垂水区天ノ下町・てんのしたちよう

　　６５５-００３４・兵庫県神戸市垂水区仲田・なかた

　　６５５-０８９６・兵庫県神戸市垂水区中道・なかみち

　　６５５-００４８・兵庫県神戸市垂水区西舞子・にしまいこ

　　６５５-００４２・兵庫県神戸市垂水区西脇・にしわき

　　６５５-００１５・兵庫県神戸市垂水区野田通・のだどおり

　　６５５-００２１・兵庫県神戸市垂水区馬場通・はﾞはﾞどおり

　　６５５-０８８６・兵庫県神戸市垂水区東垂水・ひがしたるみ

　　６５５-０８８１・兵庫県神戸市垂水区東垂水町・ひがしたるみちよう

　　６５５-００４７・兵庫県神戸市垂水区東舞子町・ひがしまいこちよう

　　６５５-０８９３・兵庫県神戸市垂水区日向・ひゆうが

　　６５５-０８９２・兵庫県神戸市垂水区平磯・ひらいそ

　　６５５-００１３・兵庫県神戸市垂水区福田・ふくだ



　　６５５-００３２・兵庫県神戸市垂水区星が丘・ほしがおか

　　６５５-０００６・兵庫県神戸市垂水区本多聞・ほんたもん

　　６５５-００４４・兵庫県神戸市垂水区舞子坂・まいこざか

　　６５５-００４６・兵庫県神戸市垂水区舞子台・まいこだい

　　６５５-００５１・兵庫県神戸市垂水区舞多聞西・ まいたもんにじ

　　６５５-００５２・兵庫県神戸市垂水区舞多聞東・ まいたもんひがじ

　　６５５-０００４・兵庫県神戸市垂水区学が丘・まなびがおか

　　６５５-００２５・兵庫県神戸市垂水区瑞ケ丘・みずがおか

　　６５５-００２２・兵庫県神戸市垂水区瑞穂通・みずほどおり

　　６５５-００４３・兵庫県神戸市垂水区南多聞台・みなみたもんだい

　　６５５-０８７４・兵庫県神戸市垂水区美山台・みやまだい

　　６５５-００２８・兵庫県神戸市垂水区宮本町・みやもとちよう

　　６５５-０８５２・兵庫県神戸市垂水区名谷町・みようだにちよう

　　６５５-０８５４・兵庫県神戸市垂水区桃山台・ももやまだい

　　６５５-０８９１・兵庫県神戸市垂水区山手・やまて

　　６５１-１１００・兵庫県神戸市北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５１-１２３１・兵庫県神戸市北区青葉台・あおはﾞだい

　　６５１-１５１６・兵庫県神戸市北区赤松台・あかまつだい

　　６５１-１３２１・兵庫県神戸市北区有野台・ありのだい

　　６５１-１３１２・兵庫県神戸市北区有野町有野・ありのちようありの

　　６５１-１３３１・兵庫県神戸市北区有野町唐櫃・ありのちようからと

　　６５１-１３１１・兵庫県神戸市北区有野町二郎・ありのちようにろう

　　６５１-１３１３・兵庫県神戸市北区有野中町・ありのなかまち

　　６５１-１４０１・兵庫県神戸市北区有馬町・ありまちよう

　　６５１-１１４１・兵庫県神戸市北区泉台・いずみだい

　　６５１-１６０３・兵庫県神戸市北区淡河町淡河・おうごちようおうご

　　６５１-１６０４・兵庫県神戸市北区淡河町勝雄・おうごちようかつお

　　６５１-１６０１・兵庫県神戸市北区淡河町北僧尾・おうごちようきたそお

　　６５１-１６１６・兵庫県神戸市北区淡河町北畑・おうごちようきたはた

　　６５１-１６１４・兵庫県神戸市北区淡河町木津・おうごちようきつﾞ

　　６５１-１６１３・兵庫県神戸市北区淡河町行原・おうごちようぎようのはら

　　６５１-１６２２・兵庫県神戸市北区淡河町神田・おうごちようこうだ

　　６５１-１６１１・兵庫県神戸市北区淡河町中山・おうごちようなかやま

　　６５１-１６２３・兵庫県神戸市北区淡河町野瀬・おうごちようのせ

　　６５１-１６１５・兵庫県神戸市北区淡河町萩原・おうごちようはぎわら

　　６５１-１６１２・兵庫県神戸市北区淡河町東畑・おうごちようひがしはﾞた

　　６５１-１６２１・兵庫県神戸市北区淡河町神影・おうごちようみかげ

　　６５１-１６０２・兵庫県神戸市北区淡河町南僧尾・おうごちようみなみそお

　　６５１-１２０６・兵庫県神戸市北区大池見山台・おおいけみやまだい

　　６５１-１５２１・兵庫県神戸市北区大沢町市原・おおぞうちよういちはら

　　６５１-１５２２・兵庫県神戸市北区大沢町上大沢・おおぞうちようかみおおぞう

　　６５１-１５２３・兵庫県神戸市北区大沢町神付・おおぞうちようかんつﾞけ

　　６５１-１５２６・兵庫県神戸市北区大沢町簾・おおぞうちようすだれ

　　６５１-１５２４・兵庫県神戸市北区大沢町中大沢・おおぞうちようなかおおぞう

　　６５１-１５２５・兵庫県神戸市北区大沢町日西原・おおぞうちようひさいはﾞら

　　６５１-１２２２・兵庫県神戸市北区大原・おおはら

　　６５１-１１４４・兵庫県神戸市北区大脇台・おおわきだい

　　６５１-１２１１・兵庫県神戸市北区小倉台・おぐらだい

　　６５１-１２５５・兵庫県神戸市北区柏尾台・かしおだい

　　６５１-１２２３・兵庫県神戸市北区桂木・かつらぎ

　　６５１-１５１４・兵庫県神戸市北区鹿の子台南町・かのこだいみなみまち

　　６５１-１５１３・兵庫県神戸市北区鹿の子台北町・かのこだいきたまち

　　６５１-１３３２・兵庫県神戸市北区唐櫃台・からとだい

　　６５１-１３３４・兵庫県神戸市北区唐櫃六甲台・からとろつこうだい

　　６５１-１１３１・兵庫県神戸市北区北五葉・きたごよう

　　６５１-１１２２・兵庫県神戸市北区君影町・きみかげちよう

　　６５１-１３０４・兵庫県神戸市北区京地・きようじ

　　６５１-１１４２・兵庫県神戸市北区甲栄台・こうえいだい

　　６５１-１５１５・兵庫県神戸市北区上津台・こうつﾞだい

　　６５１-１２０３・兵庫県神戸市北区幸陽町・こうようちよう

　　６５１-１２１３・兵庫県神戸市北区広陵町・こうりようちよう

　　６５１-１２１４・兵庫県神戸市北区桜森町・さくらしんまち

　　６５１-１１０６・兵庫県神戸市北区しあわせの村・しあわせのむら

　　６５１-１３０６・兵庫県神戸市北区菖蒲が丘・しようぶがおか

　　６５１-１１４６・兵庫県神戸市北区杉尾台・すぎおだい

　　６５１-１１１２・兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町・すずらんだいひがしまち

　　６５１-１１１４・兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町・すずらんだいにしまち

　　６５１-１１１３・兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町・すずらんだいみなみまち

　　６５１-１１１１・兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町・すずらんだいきたまち

　　６５１-１１２１・兵庫県神戸市北区星和台・せいわだい



　　６５１-１１４５・兵庫県神戸市北区惣山町・そうやまちよう

　　６５１-１２４５・兵庫県神戸市北区谷上東町・たにがみひがしまち

　　６５１-１２４６・兵庫県神戸市北区谷上西町・たにがみにしまち

　　６５１-１２４４・兵庫県神戸市北区谷上南町・たにがみみなみまち

　　６５１-１２１２・兵庫県神戸市北区筑紫が丘・つくしがおか

　　６５１-１５０５・兵庫県神戸市北区道場町日下部・どうじようちようくさかべ

　　６５１-１５０２・兵庫県神戸市北区道場町塩田・どうじようちようしおた

　　６５１-１５０１・兵庫県神戸市北区道場町道場・どうじようちようどうじよう

　　６５１-１５０４・兵庫県神戸市北区道場町平田・どうじようちようひらた

　　６６９-１１６１・兵庫県神戸市北区道場町生野（１１７２)・どうじようちよういくの(１１７２)

　　６５１-１５０３・兵庫県神戸市北区道場町生野（その他）・どうじようちよういくの(そのた)

　　６５１-１１０３・兵庫県神戸市北区中里町・なかざとちよう

　　６５１-１５１１・兵庫県神戸市北区長尾町宅原・ながおちようえいはﾞら

　　６５１-１５１２・兵庫県神戸市北区長尾町上津・ながおちようこうつﾞ

　　６５１-１１３３・兵庫県神戸市北区鳴子・なるこ

　　６５１-１２０１・兵庫県神戸市北区西大池・にしおおいけ

　　６５１-１３０５・兵庫県神戸市北区西山・にしやま

　　６５１-１３５４・兵庫県神戸市北区八多町上小名田・はたちようかみおなだ

　　６５１-１３５２・兵庫県神戸市北区八多町下小名田・はたちようしもおなだ

　　６５１-１３４３・兵庫県神戸市北区八多町附物・はたちようつくもの

　　６５１-１３５１・兵庫県神戸市北区八多町中・はたちようなか

　　６５１-１３４５・兵庫県神戸市北区八多町西畑・はたちようにしはﾞた

　　６５１-１３４４・兵庫県神戸市北区八多町屏風・はたちようびようぶ

　　６５１-１３４１・兵庫県神戸市北区八多町深谷・はたちようふかたに

　　６５１-１３４２・兵庫県神戸市北区八多町柳谷・はたちようやなぎだに

　　６５１-１３５３・兵庫県神戸市北区八多町吉尾・はたちようよしお

　　６５１-１２０５・兵庫県神戸市北区花山台・はなやまだい

　　６５１-１２０２・兵庫県神戸市北区花山中尾台・はなやまなかおだい

　　６５１-１２０４・兵庫県神戸市北区花山東町・はなやまひがしまち

　　６５１-１３２２・兵庫県神戸市北区東有野台・ひがしありのだい

　　６５１-１３３３・兵庫県神戸市北区東大池・ひがしおおいけ

　　６５１-１２３３・兵庫県神戸市北区日の峰・ひのみね

　　６５１-１１２４・兵庫県神戸市北区ひよどり北町・ひよどりきたまち

　　６５１-１１２３・兵庫県神戸市北区ひよどり台・ひよどりだい

　　６５１-１１２５・兵庫県神戸市北区ひよどり台南町・ひよどりだいみなみまち

　　６５１-１３０１・兵庫県神戸市北区藤原台北町・ふじわらだいきたまち

　　６５１-１３０２・兵庫県神戸市北区藤原台中町・ふじわらだいなかまち

　　６５１-１３０３・兵庫県神戸市北区藤原台南町・ふじわらだいみなみまち

　　６５１-１２３２・兵庫県神戸市北区松が枝町・まつがえちよう

　　６５１-１１４７・兵庫県神戸市北区松宮台・まつみやだい

　　６５１-１２２１・兵庫県神戸市北区緑町・みどりまち

　　６５１-１１３２・兵庫県神戸市北区南五葉・みなみごよう

　　６５１-１１０４・兵庫県神戸市北区山田町藍那・やまだちようあいな

　　６５１-１１０５・兵庫県神戸市北区山田町小河・やまだちようおうご

　　６５１-１１０１・兵庫県神戸市北区山田町小部・やまだちようおうぶ

　　６５１-１２４１・兵庫県神戸市北区山田町大池・やまだちようおおいけ

　　６５１-１２４２・兵庫県神戸市北区山田町上谷上・やまだちようかみたにがみ

　　６５１-１２６１・兵庫県神戸市北区山田町坂本・やまだちようさかもと

　　６５１-１１０２・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（大上谷」、・しもたにがみ(おおかみだに)

　　６５１-１１０２・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（修法ケ原」、・しもたにがみ(しゆうほうがはら)

　　６５１-１１０２・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（中一里山「９番地の４」、・しもたにがみ

　　６５１-１１０２・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（１２番地を除く」、・(１２はﾞんちｦのぞく>､

　　６５１-１１０２・兵庫県神戸市北区長尾山、再度公園）・ながおやま､ふたたびこうえん)

　　６５２-００７１・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（菊水山)・しもたにがみ(きくすいやま)

　　６５２-００７１・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（高座川向)・しもたにがみ(こうざかわむかい)

　　６５２-００７１・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（中一里山９番地の４)・(なかいちりやま<９はﾞん

ちの４)

　　６５２-００７１・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（１２番地)・しもたにがみ(１２はﾞんち)

　　６５２-００７１・兵庫県神戸市北区念仏堂、ひよどり越）・ねんぶつどう､ひよどりごえ)

　　６５１-１２４３・兵庫県神戸市北区山田町下谷上（その他）・やまだちようしもたにがみ(そのた)

　　６５１-１２６４・兵庫県神戸市北区山田町衝原・やまだちようつくはら

　　６５１-１２５３・兵庫県神戸市北区山田町中・やまだちようなか

　　６５１-１２６３・兵庫県神戸市北区山田町西下・やまだちようにししも

　　６５１-１２５２・兵庫県神戸市北区山田町原野・やまだちようはらの

　　６５１-１２６２・兵庫県神戸市北区山田町東下・やまだちようひがししも

　　６５１-１２５４・兵庫県神戸市北区山田町福地・やまだちようふくち

　　６５１-１２５１・兵庫県神戸市北区山田町与左衛門新田・やまだちようよざえもんしんでん

　　６５１-１１４３・兵庫県神戸市北区若葉台・わかはﾞだい

　　６５０-００００・兵庫県神戸市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５０-００２５・兵庫県神戸市中央区相生町・あいおいちよう



　　６５０-００３７・兵庫県神戸市中央区明石町・あかしまち

　　６５１-００９５・兵庫県神戸市中央区旭通・あさひどおり

　　６５１-００７６・兵庫県神戸市中央区吾妻通・あつﾞまどおり

　　６５１-００９２・兵庫県神戸市中央区生田町・いくたちよう

　　６５１-００８６・兵庫県神戸市中央区磯上通・いそがみどおり

　　６５１-００８４・兵庫県神戸市中央区磯辺通・いそべどおり

　　６５０-００３２・兵庫県神戸市中央区伊藤町・いとうまち

　　６５０-００３３・兵庫県神戸市中央区江戸町・えどまち

　　６５１-００８８・兵庫県神戸市中央区小野柄通・おのえどおり

　　６５１-００８２・兵庫県神戸市中央区小野浜町・おのはまちよう

　　６５０-００２４・兵庫県神戸市中央区海岸通・かいがんどおり

　　６５１-００５３・兵庫県神戸市中央区籠池通・かごいけどおり

　　６５０-０００１・兵庫県神戸市中央区加納町・かのうちよう

　　６５１-００６１・兵庫県神戸市中央区上筒井通・かみつついどおり

　　６５１-００６７・兵庫県神戸市中央区神若通・かみわかどおり

　　６５０-００１２・兵庫県神戸市中央区北長狭通・きたながさどおり

　　６５０-０００２・兵庫県神戸市中央区北野町・きたのちよう

　　６５１-００７５・兵庫県神戸市中央区北本町通・きたほんまちどおり

　　６５０-００３４・兵庫県神戸市中央区京町・きようまち

　　６５０-００１７・兵庫県神戸市中央区楠町・くすのきちよう

　　６５１-００６６・兵庫県神戸市中央区国香通・くにかどおり

　　６５１-００９６・兵庫県神戸市中央区雲井通・くもいどおり

　　６５１-００５６・兵庫県神戸市中央区熊内町・くもちちよう

　　６５１-００５５・兵庫県神戸市中央区熊内橋通・くもちはﾞしどおり

　　６５０-００４８・兵庫県神戸市中央区神戸空港・こうべくうこう

　　６５０-０００７・兵庫県神戸市中央区神戸港地方・こうべこうじかた

　　６５１-００８７・兵庫県神戸市中央区御幸通・ごこうどおり

　　６５１-００９４・兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町・ことのおちよう

　　６５０-００２６・兵庫県神戸市中央区古湊通・こみなとどおり

　　６５０-００２３・兵庫県神戸市中央区栄町通・さかえまちどおり

　　６５１-００６２・兵庫県神戸市中央区坂口通・さかぐちどおり

　　６５０-００２１・兵庫県神戸市中央区三宮町・さんのみやちよう

　　６５１-００７９・兵庫県神戸市中央区東雲通・しののめどおり

　　６５０-００１１・兵庫県神戸市中央区下山手通・しもやまてどおり

　　６５０-００４１・兵庫県神戸市中央区新港町・しんこうちよう

　　６５１-００５１・兵庫県神戸市中央区神仙寺通・しんせんじどおり

　　６５０-０００６・兵庫県神戸市中央区諏訪山町・すわやまちよう

　　６５１-００６４・兵庫県神戸市中央区大日通・だいにちどおり

　　６５０-００１６・兵庫県神戸市中央区橘通・たちはﾞなどおり

　　６５０-００１５・兵庫県神戸市中央区多聞通・たもんどおり

　　６５１-００７１・兵庫県神戸市中央区筒井町・つついちよう

　　６５１-００５７・兵庫県神戸市中央区中尾町・なかおちよう

　　６５１-００５２・兵庫県神戸市中央区中島通・なかじまどおり

　　６５０-００２７・兵庫県神戸市中央区中町通・なかまちどおり

　　６５０-０００４・兵庫県神戸市中央区中山手通・なかやまてどおり

　　６５０-００３５・兵庫県神戸市中央区浪花町・なにわまち

　　６５０-００３８・兵庫県神戸市中央区西町・にしまち

　　６５１-００９３・兵庫県神戸市中央区二宮町・にのみやちよう

　　６５１-００９７・兵庫県神戸市中央区布引町・ぬのびきちよう

　　６５１-００５４・兵庫県神戸市中央区野崎通・のざきどおり

　　６５１-００６８・兵庫県神戸市中央区旗塚通・はたつかどおり

　　６５１-００８５・兵庫県神戸市中央区八幡通・はちまんどおり

　　６５０-００４２・兵庫県神戸市中央区波止場町・はとはﾞちよう

　　６５０-００１３・兵庫県神戸市中央区花隈町・はなくまちよう

　　６５１-００８３・兵庫県神戸市中央区浜辺通・はまべどおり

　　６５０-００３６・兵庫県神戸市中央区播磨町・はりままち

　　６５０-００４４・兵庫県神戸市中央区東川崎町・ひがしかわさきちよう

　　６５０-００３１・兵庫県神戸市中央区東町・ひがしまち

　　６５１-００７７・兵庫県神戸市中央区日暮通・ひぐれどおり

　　６５１-００５８・兵庫県神戸市中央区葺合町・ふきあいちよう

　　６５０-０００５・兵庫県神戸市中央区再度筋町・ふたたびすじちよう

　　６５０-００４３・兵庫県神戸市中央区弁天町・べんてんちよう

　　６５０-００３９・兵庫県神戸市中央区前町・まえまち

　　６５１-００８１・兵庫県神戸市中央区真砂通・まさごどおり

　　６５０-００４５・兵庫県神戸市中央区港島・みなとじま

　　６５０-００４６・兵庫県神戸市中央区港島中町・みなとじまなかまち

　　６５０-００４７・兵庫県神戸市中央区港島南町・みなとじまみなみまち

　　６５１-００７４・兵庫県神戸市中央区南本町通・みなみほんまちどおり

　　６５１-００６３・兵庫県神戸市中央区宮本通・みやもとどおり

　　６５０-００１４・兵庫県神戸市中央区元町高架通・もとまちこうかどおり



　　６５０-００２２・兵庫県神戸市中央区元町通・もとまちどおり

　　６５１-００７８・兵庫県神戸市中央区八雲通・やぐもどおり

　　６５０-０００３・兵庫県神戸市中央区山本通・やまもとどおり

　　６５１-００９１・兵庫県神戸市中央区若菜通・わかなどおり

　　６５１-００７３・兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通・わきのはまかいがんどおり

　　６５１-００７２・兵庫県神戸市中央区脇浜町・わきのはまちよう

　　６５１-００６５・兵庫県神戸市中央区割塚通・わりつﾞかどおり

　　６５０-００００・兵庫県神戸市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５１-２２２４・兵庫県神戸市西区秋葉台・あきはﾞだい

　　６５１-２１３４・兵庫県神戸市西区曙町・あけほﾞのちよう

　　６５１-２１４１・兵庫県神戸市西区天が岡・あまがおか

　　６５１-２１１３・兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬・いかわだにちようありせ

　　６５１-２１０６・兵庫県神戸市西区伊川谷町井吹・いかわだにちよういぶき

　　６５１-２１０５・兵庫県神戸市西区伊川谷町上脇・いかわだにちようかみわき

　　６５１-２１０７・兵庫県神戸市西区伊川谷町小寺・いかわだにちようこでら

　　６５１-２１２４・兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和・いかわだにちようじゆんな

　　６５１-２１０８・兵庫県神戸市西区伊川谷町前開・いかわだにちようぜんかい

　　６５１-２１０４・兵庫県神戸市西区伊川谷町長坂・いかわだにちようながさか

　　６５１-２１０１・兵庫県神戸市西区伊川谷町布施畑・いかわだにちようふせはた

　　６５１-２１１５・兵庫県神戸市西区伊川谷町別府・いかわだにちようべふ

　　６５１-２１１１・兵庫県神戸市西区池上・いけがみ

　　６５１-２２４２・兵庫県神戸市西区井吹台東町・いぶきだいひがしまち

　　６５１-２２４３・兵庫県神戸市西区井吹台西町・いぶきだいにしまち

　　６５１-２２４４・兵庫県神戸市西区井吹台北町・いぶきだいきたまち

　　６５１-２１１４・兵庫県神戸市西区今寺・いまでら

　　６５１-２４０１・兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡・いわおかちよういわおか

　　６５１-２４０２・兵庫県神戸市西区岩岡町印路・いわおかちよういんじ

　　６５１-２４０３・兵庫県神戸市西区岩岡町西脇・いわおかちようにしわき

　　６５１-２４０５・兵庫県神戸市西区岩岡町野中・いわおかちようのなか

　　６５１-２４０４・兵庫県神戸市西区岩岡町古郷・いわおかちようふるさと

　　６５１-２１３３・兵庫県神戸市西区枝吉・ えだよじ

　　６５１-２１３５・兵庫県神戸市西区王塚台・おうつかだい

　　６５１-２４１４・兵庫県神戸市西区大沢・おおさわ

　　６５１-２１１２・兵庫県神戸市西区大津和・おおつわ

　　６５１-２２１２・兵庫県神戸市西区押部谷町押部・おしべだにちようおしべ

　　６５１-２２２２・兵庫県神戸市西区押部谷町木津・おしべだにちようきつﾞ

　　６５１-２２０３・兵庫県神戸市西区押部谷町近江・おしべだにちようきんこう

　　６５１-２２２３・兵庫県神戸市西区押部谷町木見・おしべだにちようこうみ

　　６５１-２２２１・兵庫県神戸市西区押部谷町木幡・おしべだにちようこはﾞた

　　６５１-２２０７・兵庫県神戸市西区押部谷町細田・おしべだにちようさいた

　　６５１-２２１１・兵庫県神戸市西区押部谷町栄・おしべだにちようさかえ

　　６５１-２２０４・兵庫県神戸市西区押部谷町高和・おしべだにちようたかわ

　　６５１-２２０２・兵庫県神戸市西区押部谷町西盛・おしべだにちようにしもり

　　６５１-２２１３・兵庫県神戸市西区押部谷町福住・おしべだにちようふくすみ

　　６５１-２２０５・兵庫県神戸市西区押部谷町養田・おしべだにちようようだ

　　６５１-２２０６・兵庫県神戸市西区押部谷町和田・おしべだにちようわだ

　　６５１-２１０３・兵庫県神戸市西区学園西町・がくえんにしまち

　　６５１-２１０２・兵庫県神戸市西区学園東町・がくえんひがしまち

　　６５１-２２７５・兵庫県神戸市西区樫野台・かしのだい

　　６５１-２２７６・兵庫県神戸市西区春日台・かすがだい

　　６５１-２４１１・兵庫県神戸市西区上新地・かみしんち

　　６５１-２２７２・兵庫県神戸市西区狩場台・かりはﾞだい

　　６５１-２３０３・兵庫県神戸市西区神出町五百蔵・かんでちよういおろい

　　６５１-２３３３・兵庫県神戸市西区神出町池田・かんでちよういけだ

　　６５１-２３０２・兵庫県神戸市西区神出町古神・かんでちようこがみ

　　６５１-２３０４・兵庫県神戸市西区神出町小束野・かんでちようこそくの

　　６５１-２３１３・兵庫県神戸市西区神出町田井・かんでちようたい

　　６５１-２３３１・兵庫県神戸市西区神出町広谷・かんでちようひろたに

　　６５１-２３２１・兵庫県神戸市西区神出町宝勢・かんでちようほうせい

　　６５１-２３３４・兵庫県神戸市西区神出町紫合・かんでちようゆうだ

　　６５１-２３０１・兵庫県神戸市西区神出町勝成・かんでちようよしなり

　　６５１-２３１１・兵庫県神戸市西区神出町東・ かんでちようひがじ

　　６５１-２３１２・兵庫県神戸市西区神出町南・かんでちようみなみ

　　６５１-２３３２・兵庫県神戸市西区神出町北・かんでちようきた

　　６５１-２１１７・兵庫県神戸市西区北別府・きたべふ

　　６５１-２２１５・兵庫県神戸市西区北山台・きたやまだい

　　６５１-２２７３・兵庫県神戸市西区糀台・こうじだい

　　６５１-２１４４・兵庫県神戸市西区小山・こやま

　　６５１-２２２６・兵庫県神戸市西区桜が丘中町・さくらがおかなかまち

　　６５１-２２２５・兵庫県神戸市西区桜が丘東町・さくらがおかひがしまち



　　６５１-２２２７・兵庫県神戸市西区桜が丘西町・さくらがおかにしまち

　　６５１-２１２９・兵庫県神戸市西区白水・しらみず

　　６５１-２１０９・兵庫県神戸市西区前開南町・ぜんかいみなみまち

　　６５１-２２０１・兵庫県神戸市西区高雄台・たかおだい

　　６５１-２２７１・兵庫県神戸市西区高塚台・たかつかだい

　　６５１-２２７４・兵庫県神戸市西区竹の台・たけのだい

　　６５１-２１４５・兵庫県神戸市西区玉津町居住・たまつちよういすみ

　　６５１-２１２８・兵庫県神戸市西区玉津町今津・たまつちよういまつﾞ

　　６５１-２１２６・兵庫県神戸市西区玉津町上池・たまつちようかみいけ

　　６５１-２１２２・兵庫県神戸市西区玉津町高津橋・ たまつちようこうつﾞはﾞじ

　　６５１-２１４４・兵庫県神戸市西区玉津町小山・たまつちようこやま

　　６５１-２１２５・兵庫県神戸市西区玉津町新方・たまつちようしんほﾟう

　　６５１-２１４７・兵庫県神戸市西区玉津町田中・たまつちようたなか

　　６５１-２１３７・兵庫県神戸市西区玉津町出合・たまつちようであい

　　６５１-２１２７・兵庫県神戸市西区玉津町西河原・たまつちようにしがわら

　　６５１-２１４２・兵庫県神戸市西区玉津町二ツ屋・たまつちようふたつや

　　６５１-２１４３・兵庫県神戸市西区玉津町丸塚・たまつちようまるつﾞか

　　６５１-２１２１・兵庫県神戸市西区玉津町水谷・たまつちようみたに

　　６５１-２１３８・兵庫県神戸市西区玉津町吉田・たまつちようよしだ

　　６５１-２２１７・兵庫県神戸市西区月が丘・つきがおか

　　６５１-２１２３・兵庫県神戸市西区天王山・てんのうざん

　　６５１-２１３６・兵庫県神戸市西区中野・なかの

　　６５１-２１４８・兵庫県神戸市西区長畑町・ながはたちよう

　　６５１-２２３４・兵庫県神戸市西区櫨谷町池谷・はせたにちよういけたに

　　６５１-２２３８・兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野・はせたにちようすがの

　　６５１-２２３７・兵庫県神戸市西区櫨谷町谷口・はせたにちようたにぐち

　　６５１-２２３１・兵庫県神戸市西区櫨谷町寺谷・はせたにちようてらたに

　　６５１-２２３６・兵庫県神戸市西区櫨谷町栃木・はせたにちようとちのき

　　６５１-２２３２・兵庫県神戸市西区櫨谷町友清・はせたにちようともきよ

　　６５１-２２３５・兵庫県神戸市西区櫨谷町長谷・はせたにちようはせ

　　６５１-２２３３・兵庫県神戸市西区櫨谷町福谷・はせたにちようふくたに

　　６５１-２２３９・兵庫県神戸市西区櫨谷町松本・はせたにちようまつもと

　　６５１-２２６６・兵庫県神戸市西区平野町印路・ひらのちよういんじ

　　６５１-２２５６・兵庫県神戸市西区平野町大野・ひらのちようおおの

　　６５１-２２６４・兵庫県神戸市西区平野町大畑・ひらのちようおおはた

　　６５１-２２６１・兵庫県神戸市西区平野町堅田・ひらのちようかただ

　　６５１-２２６８・兵庫県神戸市西区平野町黒田・ひらのちようくろだ

　　６５１-２２５５・兵庫県神戸市西区平野町慶明・ひらのちようけいめい

　　６５１-２２６２・兵庫県神戸市西区平野町繁田・ひらのちようしげた

　　６５１-２２５４・兵庫県神戸市西区平野町芝崎・ひらのちようしはﾞさき

　　６５１-２２５１・兵庫県神戸市西区平野町下村・ひらのちようしもむら

　　６５１-２２６３・兵庫県神戸市西区平野町常本・ひらのちようつねもと

　　６５１-２２５７・兵庫県神戸市西区平野町中津・ひらのちようなかつ

　　６５１-２２６７・兵庫県神戸市西区平野町西戸田・ひらのちようにしとだ

　　６５１-２２５２・兵庫県神戸市西区平野町福中・ひらのちようふくなか

　　６５１-２２６５・兵庫県神戸市西区平野町宮前・ひらのちようみやまえ

　　６５１-２２５３・兵庫県神戸市西区平野町向井・ひらのちようむかい

　　６５１-２４１３・兵庫県神戸市西区福吉台・ふくよしだい

　　６５１-２２１４・兵庫県神戸市西区富士見が丘・ふじみがおか

　　６５１-２１４２・兵庫県神戸市西区二ツ屋・ふたつや

　　６５１-２１４３・兵庫県神戸市西区丸塚・まるつﾞか

　　６５１-２２７７・兵庫県神戸市西区美賀多台・みかただい

　　６５１-２１２１・兵庫県神戸市西区水谷・みたに

　　６５１-２２２８・兵庫県神戸市西区見津が丘・みつがおか

　　６５１-２１１６・兵庫県神戸市西区南別府・みなみべふ

　　６５１-２２１６・兵庫県神戸市西区美穂が丘・みほがおか

　　６５１-２１４６・兵庫県神戸市西区宮下・みやした

　　６５１-２２４１・兵庫県神戸市西区室谷・むろたに

　　６５１-２１３１・兵庫県神戸市西区持子・もちこ

　　６５１-２１３２・兵庫県神戸市西区森友・もりとも

　　６５１-２４１２・兵庫県神戸市西区竜が岡・りゆうがおか

　　６５１-２１２０・兵庫県神戸市西区和井取・わいどり

　　６７０-００００・兵庫県姫路市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７１-２２３２・兵庫県姫路市相野・あいの

　　６７１-２２２２・兵庫県姫路市青山・あおやま

　　６７１-２２２４・兵庫県姫路市青山西・ あおやまにじ

　　６７１-２２２３・兵庫県姫路市青山南・あおやまみなみ

　　６７１-２２２１・兵庫県姫路市青山北・あおやまきた

　　６７０-０９３４・兵庫県姫路市朝日町・あさひまち

　　６７０-０９４４・兵庫県姫路市阿保・あほﾞ



　　６７１-１２３６・兵庫県姫路市網干区網干浜・あほﾞしくあほﾞしはま

　　６７１-１２３１・兵庫県姫路市網干区大江島・あほﾞしくおおえじま

　　６７１-１２３２・兵庫県姫路市網干区大江島寺前町・あほﾞしくおおえじまてらまえちよう

　　６７１-１２３３・兵庫県姫路市網干区大江島古川町・あほﾞしくおおえじまふるかわちよう

　　６７１-１２４１・兵庫県姫路市網干区興浜・あほﾞしくおきのはま

　　６７１-１２５３・兵庫県姫路市網干区垣内中町・あほﾞしくかいちなかまち

　　６７１-１２５２・兵庫県姫路市網干区垣内東町・あほﾞしくかいちひがしまち

　　６７１-１２５６・兵庫県姫路市網干区垣内西町・あほﾞしくかいちにしまち

　　６７１-１２５５・兵庫県姫路市網干区垣内南町・あほﾞしくかいちみなみまち

　　６７１-１２５１・兵庫県姫路市網干区垣内北町・あほﾞしくかいちきたまち

　　６７１-１２５７・兵庫県姫路市網干区垣内本町・あほﾞしくかいちほんまち

　　６７１-１２３５・兵庫県姫路市網干区北新在家・あほﾞしくきたしんざいけ

　　６７１-１２２３・兵庫県姫路市網干区坂上・あほﾞしくさかうえ

　　６７１-１２２８・兵庫県姫路市網干区坂出・あほﾞしくさかで

　　６７１-１２３４・兵庫県姫路市網干区新在家・あほﾞしくしんざいけ

　　６７１-１２２１・兵庫県姫路市網干区田井・あほﾞしくたい

　　６７１-１２２６・兵庫県姫路市網干区高田・あほﾞしくたかだ

　　６７１-１２２４・兵庫県姫路市網干区津市場・あほﾞしくついちはﾞ

　　６７１-１２４２・兵庫県姫路市網干区浜田・あほﾞしくはまだ

　　６７１-１２２５・兵庫県姫路市網干区福井・あほﾞしくふくい

　　６７１-１２２２・兵庫県姫路市網干区宮内・あほﾞしくみやうち

　　６７１-１２５４・兵庫県姫路市網干区余子浜・あほﾞしくよこはま

　　６７１-１２２７・兵庫県姫路市網干区和久・あほﾞしくわく

　　６７０-００２９・兵庫県姫路市嵐山町・あらしやまちよう

　　６７０-０９７４・兵庫県姫路市飯田・いいだ

　　６７２-０１０３・兵庫県姫路市家島町坊勢・いえしまちようほﾞうぜ

　　６７２-０１０１・兵庫県姫路市家島町真浦・いえしまちようまうら

　　６７２-０１０２・兵庫県姫路市家島町宮・いえしまちようみや

　　６７０-０００７・兵庫県姫路市生野町・いくのまち

　　６７１-２２３１・兵庫県姫路市石倉・いしくら

　　６７０-０８２２・兵庫県姫路市市川台・いちかわだい

　　６７０-０８２５・兵庫県姫路市市川橋通・いちかわはﾞしどおり

　　６７０-０９４３・兵庫県姫路市市之郷・いちのごう

　　６７０-０９４３・兵庫県姫路市市之郷町・いちのごうちよう

　　６７０-０８７１・兵庫県姫路市伊伝居・いでい

　　６７０-０８１６・兵庫県姫路市威徳寺町・いとくじまち

　　６７０-０９８３・兵庫県姫路市井ノ口・いのぐち

　　６７０-００５２・兵庫県姫路市今宿・いまじゆく

　　６７０-００２８・兵庫県姫路市岩端町・いわはﾞなちよう

　　６７０-０９０５・兵庫県姫路市魚町・うおまち

　　６７１-２２４６・兵庫県姫路市打越・ うちこじ

　　６７０-０８１７・兵庫県姫路市梅ケ枝町・うめがえちよう

　　６７０-０８９４・兵庫県姫路市梅ケ谷町・うめがたにちよう

　　６７０-０９２７・兵庫県姫路市駅前町・えきまえちよう

　　６７１-２２３３・兵庫県姫路市太市中・おおいちなか

　　６７１-０１０１・兵庫県姫路市大塩町・おおしおちよう

　　６７１-０１０２・兵庫県姫路市大塩町汐咲・おおしおちようしおさき

　　６７１-０１０３・兵庫県姫路市大塩町宮前・おおしおちようみやまえ

　　６７１-１１３６・兵庫県姫路市大津区恵美酒町・おおつくえびすまち

　　６７１-１１４６・兵庫県姫路市大津区大津町・おおつくおおつちよう

　　６７１-１１３２・兵庫県姫路市大津区勘兵衛町・おおつくかんべえちよう

　　６７１-１１４２・兵庫県姫路市大津区北天満町・おおつくきたてんまんちよう

　　６７１-１１３３・兵庫県姫路市大津区吉美・おおつくきび

　　６７１-１１３５・兵庫県姫路市大津区新町・おおつくしんまち

　　６７１-１１３１・兵庫県姫路市大津区天神町・おおつくてんじんまち

　　６７１-１１４３・兵庫県姫路市大津区天満・おおつくてんま

　　６７１-１１４４・兵庫県姫路市大津区長松・おおつくながまつ

　　６７１-１１４１・兵庫県姫路市大津区西土井・おおつくにしどい

　　６７１-１１４５・兵庫県姫路市大津区平松・おおつくひらまつ

　　６７１-１１３４・兵庫県姫路市大津区真砂町・おおつくまさごちよう

　　６７０-０８６８・兵庫県姫路市大野町・おおのまち

　　６７０-０９８２・兵庫県姫路市岡田・おかだ

　　６７０-００２６・兵庫県姫路市岡町・おかまち

　　６７２-８００３・兵庫県姫路市奥山・おくやま

　　６７０-００３７・兵庫県姫路市柿山伏・ かきやまぶじ

　　６７０-０００９・兵庫県姫路市鍵町・かぎまち

　　６７０-０００２・兵庫県姫路市鍛冶町・かじまち

　　６７０-００４５・兵庫県姫路市片田町・かただまち

　　６７１-２２４１・兵庫県姫路市刀出・かたなで

　　６７１-１２０４・兵庫県姫路市勝原区朝日谷・かつはらくあさひだに



　　６７１-１２０５・兵庫県姫路市勝原区大谷・かつはらくおおたに

　　６７１-１２１２・兵庫県姫路市勝原区勝原町・かつはらくかつはらちよう

　　６７１-１２０２・兵庫県姫路市勝原区勝山町・かつはらくかつやまちよう

　　６７１-１２１１・兵庫県姫路市勝原区熊見・かつはらくくまみ

　　６７１-１２０１・兵庫県姫路市勝原区下太田・かつはらくしもおおた

　　６７１-１２１３・兵庫県姫路市勝原区宮田・かつはらくみやだ

　　６７１-１２１４・兵庫県姫路市勝原区山戸・かつはらくやまと

　　６７１-１２０３・兵庫県姫路市勝原区丁・かつはらくよろ

　　６７０-０００５・兵庫県姫路市金屋町・かなやまち

　　６７２-８００１・兵庫県姫路市兼田・かねだ

　　６７０-０８９６・兵庫県姫路市上大野・かみおおの

　　６７０-００４１・兵庫県姫路市上片町・かみかたまち

　　６７０-００６５・兵庫県姫路市上手野・かみての

　　６７０-０８３６・兵庫県姫路市神屋町・かみやちよう

　　６７０-０９２５・兵庫県姫路市亀井町・かめいまち

　　６７０-０９７３・兵庫県姫路市亀山・かめやま

　　６７１-２２１３・兵庫県姫路市川西台・かわにしだい

　　６７１-２２１２・兵庫県姫路市川西・ かわにじ

　　６７０-０９９１・兵庫県姫路市神田町・かんだちよう

　　６７０-００５７・兵庫県姫路市北今宿・きたいまじゆく

　　６７０-００９１・兵庫県姫路市北新在家・きたしんざいけ

　　６７２-８００２・兵庫県姫路市北原・きたはら

　　６７０-０８９３・兵庫県姫路市北平野・きたひらの

　　６７０-０８９２・兵庫県姫路市北平野奥垣内・きたひらのおくがいち

　　６７０-０８９５・兵庫県姫路市北平野台町・きたひらのだいちよう

　　６７０-０８８７・兵庫県姫路市北平野南の町・きたひらのみなみのちよう

　　６７０-０８７７・兵庫県姫路市北八代・きたやしろ

　　６７１-２２０２・兵庫県姫路市北夢前台（１丁目１～７７)・きたゆめさきだい

　　６７０-００７５・兵庫県姫路市北夢前台（その他）・きたゆめさきだい(そのた)

　　６７２-８０１６・兵庫県姫路市木場・きはﾞ

　　６７２-８０１７・兵庫県姫路市木場十八反町・きはﾞじゆうはつたんちよう

　　６７２-８０１８・兵庫県姫路市木場前中町・きはﾞまえなかちよう

　　６７２-８０１９・兵庫県姫路市木場前七反町・きはﾞまえななたんちよう

　　６７０-０８５１・兵庫県姫路市京口町・きようぐちまち

　　６７０-０８２４・兵庫県姫路市京町・きようまち

　　６７０-０８２６・兵庫県姫路市楠町・くすのきちよう

　　６７０-０９１６・兵庫県姫路市久保町・くほﾞちよう

　　６７０-０９５４・兵庫県姫路市栗山町・くりやまちよう

　　６７０-００５８・兵庫県姫路市車崎・くるまざき

　　６７０-００２７・兵庫県姫路市景福寺前・けいふくじまえ

　　６７９-２１５４・兵庫県姫路市香寺町相坂・こうでらちようあいさか

　　６７９-２１３１・兵庫県姫路市香寺町犬飼・こうでらちよういぬかい

　　６７９-２１４１・兵庫県姫路市香寺町岩部・こうでらちよういわべ

　　６７９-２１６７・兵庫県姫路市香寺町久畑・こうでらちようくはﾞた

　　６７９-２１５１・兵庫県姫路市香寺町香呂・こうでらちようこうろ

　　６７９-２１３２・兵庫県姫路市香寺町須加院・こうでらちようすかいん

　　６７９-２１５３・兵庫県姫路市香寺町田野・こうでらちようたの

　　６７９-２１６５・兵庫県姫路市香寺町恒屋・こうでらちようつねや

　　６７９-２１６４・兵庫県姫路市香寺町中寺・こうでらちようなかでら

　　６７９-２１４３・兵庫県姫路市香寺町中仁野・こうでらちようなかにの

　　６７９-２１６６・兵庫県姫路市香寺町中村・こうでらちようなかむら

　　６７９-２１４４・兵庫県姫路市香寺町中屋・こうでらちようなかや

　　６７９-２１６２・兵庫県姫路市香寺町野田・こうでらちようのだ

　　６７９-２１６３・兵庫県姫路市香寺町土師・こうでらちようはぜ

　　６７９-２１４２・兵庫県姫路市香寺町広瀬・こうでらちようひろせ

　　６７９-２１６１・兵庫県姫路市香寺町溝口・こうでらちようみぞぐち

　　６７９-２１５５・兵庫県姫路市香寺町矢田部・こうでらちようやたべ

　　６７９-２１５２・兵庫県姫路市香寺町行重・こうでらちようゆきしげ

　　６７０-０８５２・兵庫県姫路市国府寺町・こおでらまち

　　６７０-０８５４・兵庫県姫路市五軒邸・ごけんやしき

　　６７０-００４３・兵庫県姫路市小姓町・こしようまち

　　６７０-００３５・兵庫県姫路市琴岡町・ことおかちよう

　　６７０-０９３６・兵庫県姫路市古二階町・こにかいまち

　　６７０-０００１・兵庫県姫路市河間町・こはﾞさまちよう

　　６７０-０００３・兵庫県姫路市米屋町・こめやまち

　　６７０-００２２・兵庫県姫路市小利木町・こりきまち

　　６７０-０９２４・兵庫県姫路市紺屋町・こんやまち

　　６７０-０９２３・兵庫県姫路市呉服町・ごふくまち

　　６７０-０８５７・兵庫県姫路市五郎右衛門邸・ごろうえもんてい

　　６７０-０９８１・兵庫県姫路市西庄・さいしよう



　　６７０-００２５・兵庫県姫路市材木町・ざいもくまち

　　６７０-０８３５・兵庫県姫路市幸町・さいわいちよう

　　６７０-００１４・兵庫県姫路市堺町・さかいまち

　　６７０-０９３１・兵庫県姫路市坂田町・さかたまち

　　６７０-００１６・兵庫県姫路市坂元町・さかもとまち

　　６７０-０９９４・兵庫県姫路市定元町・さだもとまち

　　６７０-０９４０・兵庫県姫路市三左衛門堀西の町・さんざえもんほﾞりにしのまち

　　６７０-０９４９・兵庫県姫路市三左衛門堀東の町・さんざえもんほﾞりひがしのまち

　　６７０-０９５３・兵庫県姫路市三条町（１丁目）・さんじようちよう(１)

　　６７２-８０４１・兵庫県姫路市三条町（２丁目）・さんじようちよう(２)

　　６７０-０９０４・兵庫県姫路市塩町・しおまち

　　６７２-８０７８・兵庫県姫路市飾磨区英賀・しかまくあが

　　６７２-８０９２・兵庫県姫路市飾磨区英賀春日町・しかまくあがかすがちよう

　　６７２-８０８４・兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町・しかまくあがしみずちよう

　　６７２-８０８７・兵庫県姫路市飾磨区英賀東町・しかまくあがひがしちよう

　　６７２-８０８８・兵庫県姫路市飾磨区英賀西町・しかまくあがにしちよう

　　６７２-８０９１・兵庫県姫路市飾磨区英賀保駅前町・しかまくあがほえきまえちよう

　　６７２-８０８９・兵庫県姫路市飾磨区英賀宮台・しかまくあがみやだい

　　６７２-８０８０・兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町・しかまくあがみやちよう

　　６７２-８０３７・兵庫県姫路市飾磨区阿成・しかまくあなせ

　　６７２-８０３０・兵庫県姫路市飾磨区阿成植木・しかまくあなせうえき

　　６７２-８０３８・兵庫県姫路市飾磨区阿成鹿古・しかまくあなせかこ

　　６７２-８０５９・兵庫県姫路市飾磨区阿成下垣内・しかまくあなせしもかいち

　　６７２-８０５８・兵庫県姫路市飾磨区阿成中垣内・しかまくあなせなかかいち

　　６７２-８０３９・兵庫県姫路市飾磨区阿成渡場・しかまくあなせわたしはﾞ

　　６７２-８０７９・兵庫県姫路市飾磨区今在家・しかまくいまざいけ

　　６７２-８０９０・兵庫県姫路市飾磨区今在家北・しかまくいまざいけきた

　　６７２-８０７６・兵庫県姫路市飾磨区入船町・しかまくいりふねちよう

　　６７２-８０５７・兵庫県姫路市飾磨区恵美酒・しかまくえびす

　　６７２-８０６２・兵庫県姫路市飾磨区大浜・しかまくおおはま

　　６７２-８０７７・兵庫県姫路市飾磨区粕谷新町・しかまくかすやしんまち

　　６７２-８０７１・兵庫県姫路市飾磨区構・しかまくかまえ

　　６７２-８０９４・兵庫県姫路市飾磨区鎌倉町・しかまくかまくらちよう

　　６７２-８０４３・兵庫県姫路市飾磨区上野田・しかまくかみのだ

　　６７２-８０４７・兵庫県姫路市飾磨区亀山・しかまくかめやま

　　６７２-８０７４・兵庫県姫路市飾磨区加茂・しかまくかも

　　６７２-８０７３・兵庫県姫路市飾磨区加茂北・しかまくかもきた

　　６７２-８０７０・兵庫県姫路市飾磨区加茂東・ しかまくかもひがじ

　　６７２-８０６９・兵庫県姫路市飾磨区加茂南・しかまくかもみなみ

　　６７２-８０５６・兵庫県姫路市飾磨区御幸・しかまくごこう

　　６７２-８０５３・兵庫県姫路市飾磨区栄町・しかまくさかえまち

　　６７２-８０３６・兵庫県姫路市飾磨区三和町・しかまくさんわちよう

　　６７２-８０７５・兵庫県姫路市飾磨区思案橋・ しかまくしあんはﾞじ

　　６７２-８０５１・兵庫県姫路市飾磨区清水・しかまくしみず

　　６７２-８０４４・兵庫県姫路市飾磨区下野田・しかまくしものだ

　　６７２-８０８３・兵庫県姫路市飾磨区城南町・しかまくじようなんちよう

　　６７２-８０６３・兵庫県姫路市飾磨区須加・しかまくすか

　　６７２-８０８１・兵庫県姫路市飾磨区高町・しかまくたかまち

　　６７２-８０７２・兵庫県姫路市飾磨区蓼野町・しかまくたでのちよう

　　６７２-８０５２・兵庫県姫路市飾磨区玉地・しかまくたまち

　　６７２-８０８２・兵庫県姫路市飾磨区付城・しかまくつけしろ

　　６７２-８０６１・兵庫県姫路市飾磨区天神・しかまくてんじん

　　６７２-８０４６・兵庫県姫路市飾磨区都倉・しかまくとくら

　　６７２-８０３５・兵庫県姫路市飾磨区中島・しかまくなかしま

　　６７２-８０４５・兵庫県姫路市飾磨区中野田・しかまくなかのだ

　　６７２-８０８５・兵庫県姫路市飾磨区中浜町・しかまくなかはまちよう

　　６７２-８０８６・兵庫県姫路市飾磨区西浜町・しかまくにしはまちよう

　　６７２-８０４０・兵庫県姫路市飾磨区野田町・しかまくのだちよう

　　６７２-８０５４・兵庫県姫路市飾磨区東堀・しかまくひがしほﾞり

　　６７２-８０９８・兵庫県姫路市飾磨区富士見ケ丘町・しかまくふじみがおかちよう

　　６７２-８０６４・兵庫県姫路市飾磨区細江・しかまくほそえ

　　６７２-８０２５・兵庫県姫路市飾磨区堀川町・しかまくほりかわちよう

　　６７２-８０５５・兵庫県姫路市飾磨区宮・しかまくみや

　　６７２-８０４８・兵庫県姫路市飾磨区三宅・しかまくみやけ

　　６７２-８０３１・兵庫県姫路市飾磨区妻鹿・しかまくめが

　　６７２-８０３２・兵庫県姫路市飾磨区妻鹿東海町・しかまくめがとうかいちよう

　　６７２-８０３４・兵庫県姫路市飾磨区妻鹿常盤町・しかまくめがときわちよう

　　６７２-８０３３・兵庫県姫路市飾磨区妻鹿日田町・しかまくめがひだちよう

　　６７２-８０９３・兵庫県姫路市飾磨区矢倉町・しかまくやぐらちよう

　　６７２-８０９７・兵庫県姫路市飾磨区山崎・しかまくやまさき



　　６７２-８０９６・兵庫県姫路市飾磨区山崎台・しかまくやまさきだい

　　６７２-８０９５・兵庫県姫路市飾磨区若宮町・しかまくわかみやちよう

　　６７１-２２１６・兵庫県姫路市飾西・しきさい

　　６７１-２２１５・兵庫県姫路市飾西台・しきさいだい

　　６７１-０２０３・兵庫県姫路市飾東町大釜・しきとうちようおおがま

　　６７１-０２０４・兵庫県姫路市飾東町大釜新・しきとうちようおおがましん

　　６７１-０２０９・兵庫県姫路市飾東町小原・しきとうちようおはら

　　６７１-０２０１・兵庫県姫路市飾東町小原新・しきとうちようおはらしん

　　６７１-０２１４・兵庫県姫路市飾東町唐端新・しきとうちようからはたしん

　　６７１-０２０２・兵庫県姫路市飾東町北野・しきとうちようきたの

　　６７１-０２１２・兵庫県姫路市飾東町北山・しきとうちようきたやま

　　６７１-０２０５・兵庫県姫路市飾東町清住・しきとうちようきよすみ

　　６７１-０２１７・兵庫県姫路市飾東町佐良和・しきとうちようさろお

　　６７１-０２１１・兵庫県姫路市飾東町塩崎・しきとうちようしおざき

　　６７１-０２１６・兵庫県姫路市飾東町志吹・しきとうちようしぶき

　　６７１-０２１８・兵庫県姫路市飾東町庄・しきとうちようしよう

　　６７１-０２１９・兵庫県姫路市飾東町豊国・しきとうちようとよくに

　　６７１-０２０８・兵庫県姫路市飾東町八重畑・しきとうちようやえはﾞた

　　６７１-０２０７・兵庫県姫路市飾東町山崎・しきとうちようやまさき

　　６７１-０２１５・兵庫県姫路市飾東町夕陽ケ丘・しきとうちようゆうひがおか

　　６７１-０２４５・兵庫県姫路市四郷町明田・しごうちようあけだ

　　６７１-０２４１・兵庫県姫路市四郷町上鈴・しごうちようかみすず

　　６７１-０２４６・兵庫県姫路市四郷町坂元・しごうちようさかもと

　　６７１-０２４２・兵庫県姫路市四郷町中鈴・しごうちようなかすず

　　６７１-０２４７・兵庫県姫路市四郷町東阿保・しごうちようひがしあほﾞ

　　６７１-０２４３・兵庫県姫路市四郷町本郷・しごうちようほんごう

　　６７１-０２４４・兵庫県姫路市四郷町見野・しごうちようみの

　　６７１-０２４８・兵庫県姫路市四郷町山脇・しごうちようやまわき

　　６７０-００４４・兵庫県姫路市地内町・じないまち

　　６７０-００４６・兵庫県姫路市東雲町・しののめちよう

　　６７０-０９１７・兵庫県姫路市忍町・しのぶまち

　　６７１-２２４４・兵庫県姫路市実法寺・じほうじ

　　６７０-００６３・兵庫県姫路市下手野・しもての

　　６７０-０９３２・兵庫県姫路市下寺町・しもでらまち

　　６７０-０９１１・兵庫県姫路市十二所前町・じゆうにしよまえちよう

　　６７０-０９５１・兵庫県姫路市庄田・しようだ

　　６７０-０８４１・兵庫県姫路市城東町・じようとうまち

　　６７０-０８４５・兵庫県姫路市城東町京口台・じようとうまちきようぐちだい

　　６７０-０８４９・兵庫県姫路市城東町五軒屋・じようとうまちごけんや

　　６７０-０８４３・兵庫県姫路市城東町清水・じようとうまちしみず

　　６７０-０８４８・兵庫県姫路市城東町竹之門・じようとうまちたけのもん

　　６７０-０８４７・兵庫県姫路市城東町中河原・じようとうまちなかがわら

　　６７０-０８４４・兵庫県姫路市城東町野田・じようとうまちのだ

　　６７０-０８４２・兵庫県姫路市城東町毘沙門・じようとうまちびしやもん

　　６７０-０８８３・兵庫県姫路市城北新町・じようほくしんまち

　　６７０-０８８４・兵庫県姫路市城北本町・じようほくほんちよう

　　６７１-２２０１・兵庫県姫路市書写・しよしや

　　６７１-２２０３・兵庫県姫路市書写台・しよしやだい

　　６７０-０８０８・兵庫県姫路市白国・しらくに

　　６７２-８０２３・兵庫県姫路市白浜町・しらはまちよう

　　６７２-８０２１・兵庫県姫路市白浜町宇佐崎中・しらはまちよううさざきなか

　　６７２-８０２２・兵庫県姫路市白浜町宇佐崎南・しらはまちよううさざきみなみ

　　６７２-８０１３・兵庫県姫路市白浜町宇佐崎北・しらはまちよううさざききた

　　６７２-８０１１・兵庫県姫路市白浜町神田・しらはまちようかんだ

　　６７２-８０１２・兵庫県姫路市白浜町寺家・しらはまちようじけ

　　６７２-８０２４・兵庫県姫路市白浜町灘浜・しらはまちようなだはま

　　６７０-０９０２・兵庫県姫路市白銀町・しろがねまち

　　６７０-０８０３・兵庫県姫路市城見台・しろみだい

　　６７０-０８３１・兵庫県姫路市城見町・しろみちよう

　　６７０-００９５・兵庫県姫路市新在家・しんざいけ

　　６７０-００９４・兵庫県姫路市新在家中の町・しんざいけなかのちよう

　　６７０-００９２・兵庫県姫路市新在家本町・しんざいけほんちよう

　　６７０-０８３４・兵庫県姫路市神和町・しんわちよう

　　６７１-２２４３・兵庫県姫路市菅生台・すごうだい

　　６７０-００１５・兵庫県姫路市総社本町・そうしやほんまち

　　６７０-０８５３・兵庫県姫路市大黒壱丁町・だいこくいつちようまち

　　６７０-０８９８・兵庫県姫路市大寿台・だいじゆだい

　　６７０-０８３３・兵庫県姫路市大善町・だいぜんちよう

　　６７１-２２１１・兵庫県姫路市田井台・たいだい

　　６７０-００６２・兵庫県姫路市高岡新町・たかおかしんまち



　　６７０-０９１５・兵庫県姫路市高尾町・たかおちよう

　　６７０-００２４・兵庫県姫路市鷹匠町・たかじようちよう

　　６７０-００１３・兵庫県姫路市竹田町・たけだまち

　　６７０-００３２・兵庫県姫路市龍野町・たつのまち

　　６７０-０９０３・兵庫県姫路市立町・たてまち

　　６７０-００８６・兵庫県姫路市田寺・たでら

　　６７０-００８２・兵庫県姫路市田寺山手町・たでらやまてちよう

　　６７０-００８１・兵庫県姫路市田寺東・ たでらひがじ

　　６７０-０９８５・兵庫県姫路市玉手・たまて

　　６７０-０９７６・兵庫県姫路市中地・ちゆうじ

　　６７０-０９７５・兵庫県姫路市中地南町・ちゆうじみなみのちよう

　　６７１-２２１７・兵庫県姫路市町田・ちようだ

　　６７０-０９８４・兵庫県姫路市町坪・ちようのつほﾞ

　　６７０-０９８９・兵庫県姫路市町坪南町・ちようのつほﾞみなみまち

　　６７０-０９９３・兵庫県姫路市千代田町・ちよだまち

　　６７２-８００４・兵庫県姫路市継・つぎ

　　６７２-８０４９・兵庫県姫路市佃町・つくだちよう

　　６７０-００８３・兵庫県姫路市辻井・つじい

　　６７０-０９９６・兵庫県姫路市土山・つちやま

　　６７０-０９９５・兵庫県姫路市土山東の町・つちやまひがしのちよう

　　６７０-０９７２・兵庫県姫路市手柄・てがら

　　６７０-０８４６・兵庫県姫路市天神町・てんじんまち

　　６７０-０８２１・兵庫県姫路市東郷町・とうごうちよう

　　６７０-０８５６・兵庫県姫路市同心町・どうしんまち

　　６７０-０９１４・兵庫県姫路市豆腐町・とうふまち

　　６７０-０８０２・兵庫県姫路市砥堀・とほり

　　６７０-０９８６・兵庫県姫路市苫編・とまみ

　　６７０-０９８７・兵庫県姫路市苫編南・とまみみなみ

　　６７０-０９６４・兵庫県姫路市豊沢町・とよざわちよう

　　６７９-２１２４・兵庫県姫路市豊富町甲丘・とよとみちようかぶとおか

　　６７９-２１２１・兵庫県姫路市豊富町神谷・とよとみちようこだに

　　６７９-２１２３・兵庫県姫路市豊富町豊富・とよとみちようとよとみ

　　６７９-２１２２・兵庫県姫路市豊富町御蔭・とよとみちようみかげ

　　６７０-００５１・兵庫県姫路市名古山町・なごやまちよう

　　６７０-０９５２・兵庫県姫路市南条・なんじよう

　　６７０-０９２２・兵庫県姫路市二階町・にかいまち

　　６７０-００６１・兵庫県姫路市西今宿・にしいまじゆく

　　６７０-０９１３・兵庫県姫路市西駅前町・にしえきまえちよう

　　６７０-００９６・兵庫県姫路市西新在家・にししんざいけ

　　６７０-００３３・兵庫県姫路市西新町・にししんまち

　　６７０-０８９７・兵庫県姫路市西大寿台・にしだいじゆだい

　　６７０-０８０５・兵庫県姫路市西中島・にしなかじま

　　６７０-０９０１・兵庫県姫路市西二階町・にしにかいまち

　　６７０-０９７１・兵庫県姫路市西延末・にしのぶすえ

　　６７０-０８７６・兵庫県姫路市西八代町・にしやしろちよう

　　６７１-２２１４・兵庫県姫路市西夢前台・にしゆめさきだい

　　６７１-２２３４・兵庫県姫路市西脇・にしわき

　　６７０-０８０１・兵庫県姫路市仁豊野・にぶの

　　６７０-００３８・兵庫県姫路市農人町・のうにんまち

　　６７０-０９６１・兵庫県姫路市南畝町・のうねんちよう

　　６７０-０８１１・兵庫県姫路市野里・のざと

　　６７０-０８１４・兵庫県姫路市野里上野町・のざとうえのちよう

　　６７０-０８１３・兵庫県姫路市野里慶雲寺前町・のざとけいうんじまえちよう

　　６７０-０８６２・兵庫県姫路市野里新町・のざとしんまち

　　６７０-０８１５・兵庫県姫路市野里大和町・のざとやまとちよう

　　６７０-０８６５・兵庫県姫路市野里月丘町・のざとつきおかまち

　　６７０-０８６７・兵庫県姫路市野里寺町・のざとてらまち

　　６７０-０８６４・兵庫県姫路市野里中町・のざとなかまち

　　６７０-０８６３・兵庫県姫路市野里東同心町・のざとひがしどうしんまち

　　６７０-０８６１・兵庫県姫路市野里東町・のざとひがしまち

　　６７０-０８６６・兵庫県姫路市野里堀留町・のざとほりどめまち

　　６７０-０９６６・兵庫県姫路市延末・のぶすえ

　　６７１-２２４５・兵庫県姫路市白鳥台・はくちようだい

　　６７０-０９０６・兵庫県姫路市博労町・はﾞくろうまち

　　６７０-０００８・兵庫県姫路市橋之町・はしのまち

　　６７０-００４７・兵庫県姫路市花影町・はなかげちよう

　　６７１-０２５３・兵庫県姫路市花田町一本松・はなだちよういつほﾟんまつ

　　６７１-０２５５・兵庫県姫路市花田町小川・はなだちようおがわ

　　６７１-０２５２・兵庫県姫路市花田町加納原田・はなだちようかのうはらだ

　　６７１-０２５１・兵庫県姫路市花田町上原田・はなだちようかみはらだ



　　６７１-０２５６・兵庫県姫路市花田町高木・はなだちようたかぎ

　　６７１-０２５４・兵庫県姫路市花田町勅旨・ はなだちようちよくじ

　　６７９-４２３１・兵庫県姫路市林田町大堤・はやしだちようおおつﾞつみ

　　６７９-４２２３・兵庫県姫路市林田町奥佐見・はやしだちようおくさみ

　　６７９-４２３２・兵庫県姫路市林田町上伊勢・はやしだちようかみいせ

　　６７９-４２３３・兵庫県姫路市林田町下伊勢・はやしだちようしもいせ

　　６７９-４２０４・兵庫県姫路市林田町上構・はやしだちようかみかまえ

　　６７９-４２０３・兵庫県姫路市林田町中構・はやしだちようなかかまえ

　　６７９-４２０２・兵庫県姫路市林田町下構・はやしだちようしもかまえ

　　６７９-４２２２・兵庫県姫路市林田町口佐見・はやしだちようくちさみ

　　６７９-４２０１・兵庫県姫路市林田町久保・はやしだちようくほﾞ

　　６７９-４２０５・兵庫県姫路市林田町新町・はやしだちようしんまち

　　６７９-４２１４・兵庫県姫路市林田町中山下・はやしだちようなかやました

　　６７９-４２０６・兵庫県姫路市林田町林田・はやしだちようはやしだ

　　６７９-４２２１・兵庫県姫路市林田町林谷・はやしだちようはやしだに

　　６７９-４２１２・兵庫県姫路市林田町松山・はやしだちようまつやま

　　６７９-４２１１・兵庫県姫路市林田町六九谷・はやしだちようむくだに

　　６７９-４２１５・兵庫県姫路市林田町八幡・はやしだちようやはた

　　６７９-４２１３・兵庫県姫路市林田町山田・はやしだちようやまだ

　　６７０-００５６・兵庫県姫路市東今宿・ひがしいまじゆく

　　６７０-０９２６・兵庫県姫路市東駅前町・ひがしえきまえちよう

　　６７０-００８４・兵庫県姫路市東辻井・ひがしつじい

　　６７０-０９６５・兵庫県姫路市東延末・ひがしのぶすえ

　　６７２-８０１４・兵庫県姫路市東山・ひがしやま

　　６７０-００６４・兵庫県姫路市東夢前台・ひがしゆめさきだい

　　６７０-０９４２・兵庫県姫路市日出町・ひのでちよう

　　６７０-０９３３・兵庫県姫路市平野町・ひらのまち

　　６７１-１１５４・兵庫県姫路市広畑区吾妻町・ひろはたくあつﾞまちよう

　　６７１-１１５５・兵庫県姫路市広畑区大町・ひろはたくおおまち

　　６７１-１１０２・兵庫県姫路市広畑区蒲田・ひろはたくかまだ

　　６７１-１１１１・兵庫県姫路市広畑区北河原町・ひろはたくきたかわらちよう

　　６７１-１１１２・兵庫県姫路市広畑区北野町・ひろはたくきたのちよう

　　６７１-１１０６・兵庫県姫路市広畑区京見町・ひろはたくきようみちよう

　　６７１-１１５６・兵庫県姫路市広畑区小坂・ひろはたくこさか

　　６７１-１１５２・兵庫県姫路市広畑区小松町・ひろはたくこまつちよう

　　６７１-１１０４・兵庫県姫路市広畑区才・ひろはたくさい

　　６７１-１１１３・兵庫県姫路市広畑区清水町・ひろはたくしみずちよう

　　６７１-１１０８・兵庫県姫路市広畑区城山町・ひろはたくしろやまちよう

　　６７１-１１１５・兵庫県姫路市広畑区末広町・ひろはたくすえひろちよう

　　６７１-１１１６・兵庫県姫路市広畑区正門通・ひろはたくせいもんどおり

　　６７１-１１５３・兵庫県姫路市広畑区高浜町・ひろはたくたかはまちよう

　　６７１-１１２４・兵庫県姫路市広畑区鶴町・ひろはたくつるまち

　　６７１-１１２５・兵庫県姫路市広畑区長町・ひろはたくながまち

　　６７１-１１０７・兵庫県姫路市広畑区西蒲田・ひろはたくにしかまだ

　　６７１-１１０５・兵庫県姫路市広畑区則直・ひろはたくのりなお

　　６７１-１１５１・兵庫県姫路市広畑区早瀬町・ひろはたくはやせちよう

　　６７１-１１２１・兵庫県姫路市広畑区東新町・ひろはたくひがししんまち

　　６７１-１１０１・兵庫県姫路市広畑区東夢前台・ひろはたくひがしゆめさきだい

　　６７１-１１０３・兵庫県姫路市広畑区西夢前台・ひろはたくにしゆめさきだい

　　６７１-１１２３・兵庫県姫路市広畑区富士町・ひろはたくふじちよう

　　６７１-１１１４・兵庫県姫路市広畑区本町・ひろはたくほんまち

　　６７１-１１２２・兵庫県姫路市広畑区夢前町・ひろはたくゆめさきちよう

　　６７０-０８８２・兵庫県姫路市広峰・ひろみね

　　６７０-０８９１・兵庫県姫路市広嶺山・ひろみねやま

　　６７０-０８５５・兵庫県姫路市福居町・ふくいまち

　　６７０-０９９２・兵庫県姫路市福沢町・ふくざわちよう

　　６７０-００１７・兵庫県姫路市福中町・ふくなかまち

　　６７０-０００４・兵庫県姫路市福本町・ふくもとまち

　　６７０-００６６・兵庫県姫路市藤ケ台・ふじがだい

　　６７０-０８３２・兵庫県姫路市双葉町・ふたはﾞちよう

　　６７０-００３４・兵庫県姫路市船丘町・ふなおかちよう

　　６７９-２１０１・兵庫県姫路市船津町・ふなつちよう

　　６７０-００４８・兵庫県姫路市船橋町・ふなはしちよう

　　６７１-０２２５・兵庫県姫路市別所町家具町・べつしよちようかぐまち

　　６７１-０２２３・兵庫県姫路市別所町北宿・べつしよちようきたじゆく

　　６７１-０２２２・兵庫県姫路市別所町小林・ べつしよちようこはﾞやじ

　　６７１-０２２４・兵庫県姫路市別所町佐土・べつしよちようさつﾞち

　　６７１-０２２６・兵庫県姫路市別所町佐土新・べつしよちようさつﾞちしん

　　６７１-０２２１・兵庫県姫路市別所町別所・べつしよちようべつしよ

　　６７０-０９４７・兵庫県姫路市北条・ほうじよう



　　６７０-０９４５・兵庫県姫路市北条梅原町・ほうじよううめはらちよう

　　６７０-０９４６・兵庫県姫路市北条永良町・ほうじようながらちよう

　　６７０-０９４８・兵庫県姫路市北条宮の町・ほうじようみやのまち

　　６７０-０９３５・兵庫県姫路市北条口・ほうじようぐち

　　６７０-０８０４・兵庫県姫路市保城・ほうしろ

　　６７０-００１１・兵庫県姫路市坊主町・ほﾞうずまち

　　６７０-０８８１・兵庫県姫路市峰南町・ほうなんちよう

　　６７０-００１２・兵庫県姫路市本町・ほんまち

　　６７０-０８０６・兵庫県姫路市増位新町・ますいしんまち

　　６７０-０８０７・兵庫県姫路市増位本町・ますいほんまち

　　６７１-０１１２・兵庫県姫路市的形町福泊・まとがたちようふくどまり

　　６７１-０１１１・兵庫県姫路市的形町的形・まとがたちようまとがた

　　６７０-０８２７・兵庫県姫路市丸尾町・まるおちよう

　　６７１-０２３４・兵庫県姫路市御国野町国分寺・みくにのちようこくぶんじ

　　６７１-０２３２・兵庫県姫路市御国野町御着・みくにのちようごちやく

　　６７１-０２３３・兵庫県姫路市御国野町西御着・みくにのちようにしごちやく

　　６７１-０２３１・兵庫県姫路市御国野町深志野・みくにのちようふかしの

　　６７０-００５５・兵庫県姫路市神子岡前・みこおかまえ

　　６７０-００７３・兵庫県姫路市御立中・みたちなか

　　６７０-００７２・兵庫県姫路市御立東・ みたちひがじ

　　６７０-００７４・兵庫県姫路市御立西・ みたちにじ

　　６７０-００７１・兵庫県姫路市御立北・みたちきた

　　６７１-２２４７・兵庫県姫路市緑台・みどりだい

　　６７０-００５４・兵庫県姫路市南今宿・みなみいまじゆく

　　６７０-０９６２・兵庫県姫路市南駅前町・みなみえきまえちよう

　　６７０-００５３・兵庫県姫路市南車崎・みなみくるまざき

　　６７０-００９３・兵庫県姫路市南新在家・みなみしんざいけ

　　６７０-０９１２・兵庫県姫路市南町・みなみまち

　　６７０-０８７５・兵庫県姫路市南八代町・みなみやしろちよう

　　６７０-０８２３・兵庫県姫路市宮上町・みやうえちよう

　　６７０-０８３７・兵庫県姫路市宮西町・みやにしちよう

　　６７０-０８１２・兵庫県姫路市睦町・むつみちよう

　　６７０-０９３７・兵庫県姫路市元塩町・もとしおまち

　　６７０-００４９・兵庫県姫路市元町・もとまち

　　６７２-８０１５・兵庫県姫路市八家・やか

　　６７０-０００６・兵庫県姫路市八木町・やぎまち

　　６７０-０８７２・兵庫県姫路市八代・やしろ

　　６７０-０８７３・兵庫県姫路市八代東光寺町・やしろとうこうじちよう

　　６７０-０８７４・兵庫県姫路市八代本町・やしろほんちよう

　　６７０-０８８６・兵庫県姫路市八代緑ケ丘町・やしろみどりがおかちよう

　　６７０-０８８５・兵庫県姫路市八代宮前町・やしろみやまえちよう

　　６７０-０９５５・兵庫県姫路市安田・やすだ

　　６７１-２４０１・兵庫県姫路市安富町安志・やすとみちようあんじ

　　６７１-２４２６・兵庫県姫路市安富町植木野・やすとみちよううえきの

　　６７１-２４２２・兵庫県姫路市安富町塩野・やすとみちようしおの

　　６７１-２４１３・兵庫県姫路市安富町末広・やすとみちようすえひろ

　　６７１-２４２４・兵庫県姫路市安富町瀬川・やすとみちようせがわ

　　６７１-２４１６・兵庫県姫路市安富町関・やすとみちようせき

　　６７１-２４２３・兵庫県姫路市安富町狭戸・やすとみちようせはﾞと

　　６７１-２４１４・兵庫県姫路市安富町杤原・やすとみちようとちはら

　　６７１-２４２１・兵庫県姫路市安富町長野・やすとみちようながの

　　６７１-２４１２・兵庫県姫路市安富町名坂・やすとみちようなさか

　　６７１-２４２５・兵庫県姫路市安富町三坂・やすとみちようみさか

　　６７１-２４１１・兵庫県姫路市安富町三森・やすとみちようみつもり

　　６７１-２４１５・兵庫県姫路市安富町皆河・やすとみちようみなご

　　６７０-００２３・兵庫県姫路市柳町・やなぎまち

　　６７９-２１１１・兵庫県姫路市山田町多田・やまだちようただ

　　６７９-２１１４・兵庫県姫路市山田町牧野・やまだちようまきの

　　６７９-２１１５・兵庫県姫路市山田町西山田・やまだちようにしやまだ

　　６７９-２１１３・兵庫県姫路市山田町南山田・やまだちようみなみやまだ

　　６７９-２１１２・兵庫県姫路市山田町北山田・やまだちようきたやまだ

　　６７０-００２１・兵庫県姫路市山野井町・やまのいちよう

　　６７０-００３６・兵庫県姫路市山畑新田・やまはたしんでん

　　６７０-００８５・兵庫県姫路市山吹・やまぶき

　　６７１-２１３３・兵庫県姫路市夢前町芦田・ゆめさきちようあしだ

　　６７１-２１０６・兵庫県姫路市夢前町莇野・ゆめさきちようあぞの

　　６７１-２１１４・兵庫県姫路市夢前町糸田・ゆめさきちよういとた

　　６７１-２１２２・兵庫県姫路市夢前町置本・ゆめさきちようおきもと

　　６７１-２１１７・兵庫県姫路市夢前町高長・ゆめさきちようこうちよう

　　６７１-２１３６・兵庫県姫路市夢前町護持・ゆめさきちようごじ



　　６７１-２１３２・兵庫県姫路市夢前町古瀬畑・ゆめさきちようこせはﾞた

　　６７１-２１１３・兵庫県姫路市夢前町古知之庄・ゆめさきちようこちのしよう

　　６７１-２１０５・兵庫県姫路市夢前町神種・ゆめさきちようこのくさ

　　６７１-２１１２・兵庫県姫路市夢前町塩田・ゆめさきちようしおた

　　６７１-２１０２・兵庫県姫路市夢前町新庄・ゆめさきちようしんじよう

　　６７１-２１１１・兵庫県姫路市夢前町杉之内・ゆめさきちようすぎのうち

　　６７１-２１３４・兵庫県姫路市夢前町菅生澗・ゆめさきちようすごうだに

　　６７１-２１２４・兵庫県姫路市夢前町玉田・ゆめさきちようたまだ

　　６７１-２１３５・兵庫県姫路市夢前町塚本・ゆめさきちようつかもと

　　６７１-２１１６・兵庫県姫路市夢前町寺・ゆめさきちようてら

　　６７１-２１３１・兵庫県姫路市夢前町戸倉・ゆめさきちようとくら

　　６７１-２１３７・兵庫県姫路市夢前町野畑・ゆめさきちようのはﾞたけ

　　６７１-２１０３・兵庫県姫路市夢前町前之庄・ゆめさきちようまえのしよう

　　６７１-２１１５・兵庫県姫路市夢前町又坂・ゆめさきちようまたさか

　　６７１-２１２１・兵庫県姫路市夢前町宮置・ゆめさきちようみやおき

　　６７１-２１２３・兵庫県姫路市夢前町山冨・ゆめさきちようやまとみ

　　６７１-２１０１・兵庫県姫路市夢前町山之内・ゆめさきちようやまのうち

　　６７０-００３１・兵庫県姫路市吉田町・よしだまち

　　６７０-００４２・兵庫県姫路市米田町・よねだまち

　　６７１-１２６３・兵庫県姫路市余部区上川原・よべくかみがわら

　　６７１-１２６２・兵庫県姫路市余部区上余部・よべくかみよべ

　　６７１-１２６１・兵庫県姫路市余部区下余部・よべくしもよべ

　　６７１-２２４２・兵庫県姫路市六角・ろつかく

　　６７０-０９４１・兵庫県姫路市若菜町・わかなちよう

　　６７０-０９２１・兵庫県姫路市綿町・わたまち

　　６６０-００００・兵庫県尼崎市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６１-０９８１・兵庫県尼崎市猪名寺・いなでら

　　６６０-００６４・兵庫県尼崎市稲葉荘・いなはﾞそう

　　６６０-００５５・兵庫県尼崎市稲葉元町・いなはﾞもとまち

　　６６０-０８１２・兵庫県尼崎市今福・いまふく

　　６６０-００９６・兵庫県尼崎市扇町・おうぎまち

　　６６０-００７６・兵庫県尼崎市大島・おおしま

　　６６０-００７２・兵庫県尼崎市大庄川田町・おおしようかわたちよう

　　６６０-００７５・兵庫県尼崎市大庄中通・おおしようなかどおり

　　６６０-００７７・兵庫県尼崎市大庄西町・おおしようにしまち

　　６６０-００６３・兵庫県尼崎市大庄北・おおしようきた

　　６６０-０８４２・兵庫県尼崎市大高洲町・おおたかすちよう

　　６６１-００２３・兵庫県尼崎市大西町・おおにしちよう

　　６６０-００９５・兵庫県尼崎市大浜町・おおはまちよう

　　６６１-００２２・兵庫県尼崎市尾浜町・おはまちよう

　　６６０-０８６２・兵庫県尼崎市開明町・かいめいちよう

　　６６０-０８２１・兵庫県尼崎市梶ケ島・かじがしま

　　６６１-０９７９・兵庫県尼崎市上坂部・かみさかべ

　　６６１-００１４・兵庫県尼崎市上ノ島町・かみのしまちよう

　　６６１-０９７１・兵庫県尼崎市瓦宮・かわらのみや

　　６６１-０９６４・兵庫県尼崎市神崎町・かんざきちよう

　　６６０-０８８４・兵庫県尼崎市神田中通・かんだなかどおり

　　６６０-０８８５・兵庫県尼崎市神田南通・かんだみなみどおり

　　６６０-０８８３・兵庫県尼崎市神田北通・かんだきたどおり

　　６６０-０８２６・兵庫県尼崎市北城内・きたじようない

　　６６０-０８７８・兵庫県尼崎市北竹谷町・きたたけやちよう

　　６６０-０８０４・兵庫県尼崎市北大物町・きただいもつちよう

　　６６０-０８３４・兵庫県尼崎市北初島町・きたはつしまちよう

　　６６０-０８０６・兵庫県尼崎市金楽寺町・きんらくじちよう

　　６６０-０８１３・兵庫県尼崎市杭瀬寺島・くいせてらじま

　　６６０-０８１４・兵庫県尼崎市杭瀬本町・くいせほんまち

　　６６０-０８２２・兵庫県尼崎市杭瀬南新町・くいせみなみしんまち

　　６６０-０８１５・兵庫県尼崎市杭瀬北新町・くいせきたしんまち

　　６６１-０９７７・兵庫県尼崎市久々知・くくち

　　６６１-０９７８・兵庫県尼崎市久々知西町・くくちにしまち

　　６６１-０９８３・兵庫県尼崎市口田中・くちたなか

　　６６１-００１３・兵庫県尼崎市栗山町・くりやまちよう

　　６６０-０８７３・兵庫県尼崎市玄番南之町・げんはﾞんみなみのちよう

　　６６０-０８７２・兵庫県尼崎市玄番北之町・げんはﾞんきたのちよう

　　６６１-０９８２・兵庫県尼崎市食満・けま

　　６６０-００７４・兵庫県尼崎市琴浦町・ことうらちよう

　　６６１-０９７２・兵庫県尼崎市小中島・こなかじま

　　６６１-００２４・兵庫県尼崎市三反田町・さんたんだちよう

　　６６０-０８０８・兵庫県尼崎市潮江（１丁目１番)・しおえ

　　６６０-０８０８・兵庫県尼崎市潮江（５丁目１)・しおえ



　　６６１-０９７６・兵庫県尼崎市潮江（その他）・しおえ(そのた)

　　６６０-０８６６・兵庫県尼崎市汐町・しおまち

　　６６１-０９５２・兵庫県尼崎市椎堂・しどう

　　６６１-０９７５・兵庫県尼崎市下坂部・しもさかべ

　　６６０-０８１１・兵庫県尼崎市常光寺・じようこうじ

　　６６０-０８８１・兵庫県尼崎市昭和通・しようわどおり

　　６６０-０８８２・兵庫県尼崎市昭和南通・しようわみなみどおり

　　６６０-００８２・兵庫県尼崎市水明町・すいめいちよう

　　６６０-００９４・兵庫県尼崎市末広町・すえひろちよう

　　６６０-００７１・兵庫県尼崎市崇徳院・すとくいん

　　６６１-０９７３・兵庫県尼崎市善法寺町・ぜんほﾟうじちよう

　　６６０-０８２３・兵庫県尼崎市大物町・だいもつちよう

　　６６１-０９６３・兵庫県尼崎市高田町・たかたちよう

　　６６０-０８７６・兵庫県尼崎市竹谷町・たけやちよう

　　６６１-００２５・兵庫県尼崎市立花町・たちはﾞなちよう

　　６６０-０８７１・兵庫県尼崎市建家町・たてやちよう

　　６６１-０９５１・兵庫県尼崎市田能・たのう

　　６６１-０００２・兵庫県尼崎市塚口町・つかぐちちよう

　　６６１-０００１・兵庫県尼崎市塚口本町・つかぐちほんまち

　　６６０-０８５８・兵庫県尼崎市築地・つきじ

　　６６１-０９６５・兵庫県尼崎市次屋・つぎや

　　６６１-００４６・兵庫県尼崎市常松・つねまつ

　　６６１-００４２・兵庫県尼崎市常吉・ つねよじ

　　６６０-００９２・兵庫県尼崎市鶴町・つるまち

　　６６０-０８６７・兵庫県尼崎市寺町・てらまち

　　６６０-００８３・兵庫県尼崎市道意町・どいちよう

　　６６１-０９６１・兵庫県尼崎市戸ノ内町・とのうちちよう

　　６６１-０００３・兵庫県尼崎市富松町・とまつちよう

　　６６０-０８５１・兵庫県尼崎市中在家町・なかざいけちよう

　　６６０-００９１・兵庫県尼崎市中浜町・なかはまちよう

　　６６０-０８０２・兵庫県尼崎市長洲中通・ながすなかどおり

　　６６０-０８０１・兵庫県尼崎市長洲東通・ながすひがしどおり

　　６６０-０８０７・兵庫県尼崎市長洲西通・ながすにしどおり

　　６６０-０８０３・兵庫県尼崎市長洲本通・ながすほんどおり

　　６６０-００７３・兵庫県尼崎市菜切山町・なきりやまちよう

　　６６１-０９７４・兵庫県尼崎市若王寺・なこうじ

　　６６０-００５２・兵庫県尼崎市七松町・ななまつちよう

　　６６０-００９３・兵庫県尼崎市西海岸町・にしかいがんちよう

　　６６１-０９６６・兵庫県尼崎市西川・にしかわ

　　６６１-００４７・兵庫県尼崎市西昆陽・にしこや

　　６６０-０８６５・兵庫県尼崎市西桜木町・にしさくらぎちよう

　　６６０-０８４５・兵庫県尼崎市西高洲町・にしたかすちよう

　　６６０-００５４・兵庫県尼崎市西立花町・にしたちはﾞなちよう

　　６６０-０８２７・兵庫県尼崎市西大物町・にしだいもつちよう

　　６６０-０８０５・兵庫県尼崎市西長洲町・にしながすちよう

　　６６０-０８９３・兵庫県尼崎市西難波町・にしなにわちよう

　　６６０-０８７４・兵庫県尼崎市西本町・にしほんまち

　　６６０-０８６３・兵庫県尼崎市西本町北通・にしほんまちきたどおり

　　６６０-０８３７・兵庫県尼崎市西松島町・にしまつしまちよう

　　６６０-０８６８・兵庫県尼崎市西御園町・にしみそのちよう

　　６６０-０８５７・兵庫県尼崎市西向島町・にしむこうじまちよう

　　６６１-０９６２・兵庫県尼崎市額田町・ぬかたちよう

　　６６１-０９６７・兵庫県尼崎市浜・はま

　　６６０-００６２・兵庫県尼崎市浜田町・はまだちよう

　　６６０-０８４３・兵庫県尼崎市東海岸町・ひがしかいがんちよう

　　６６０-０８６４・兵庫県尼崎市東桜木町・ひがしさくらぎちよう

　　６６１-０９５３・兵庫県尼崎市東園田町・ひがしそのだちよう

　　６６０-０８４１・兵庫県尼崎市東高洲町・ひがしたかすちよう

　　６６０-０８２８・兵庫県尼崎市東大物町・ひがしだいもつちよう

　　６６１-００１１・兵庫県尼崎市東塚口町・ひがしつかぐちちよう

　　６６０-００５１・兵庫県尼崎市東七松町・ひがしななまつちよう

　　６６０-０８９２・兵庫県尼崎市東難波町・ひがしなにわちよう

　　６６０-０８３２・兵庫県尼崎市東初島町・ひがしはつしまちよう

　　６６０-０８４４・兵庫県尼崎市東浜町・ひがしはまちよう

　　６６０-０８２４・兵庫県尼崎市東本町・ひがしほんまち

　　６６０-０８３１・兵庫県尼崎市東松島町・ひがしまつしまちよう

　　６６０-０８３５・兵庫県尼崎市東向島東之町・ひがしむこうじまひがしのちよう

　　６６０-０８５６・兵庫県尼崎市東向島西之町・ひがしむこうじまにしのちよう

　　６６０-０８９１・兵庫県尼崎市扶桑町・ふそうちよう

　　６６０-０８４６・兵庫県尼崎市船出・ふなで



　　６６０-００８７・兵庫県尼崎市平左衛門町・へいざえもんちよう

　　６６０-００８６・兵庫県尼崎市丸島町・まるしまちよう

　　６６１-００２６・兵庫県尼崎市水堂町・みずどうちよう

　　６６１-０９８４・兵庫県尼崎市御園・みその

　　６６０-０８６１・兵庫県尼崎市御園町・みそのちよう

　　６６１-０９８５・兵庫県尼崎市南清水・みなみしみず

　　６６０-０８２５・兵庫県尼崎市南城内・みなみじようない

　　６６０-０８７５・兵庫県尼崎市南竹谷町・みなみたけやちよう

　　６６１-００１２・兵庫県尼崎市南塚口町・みなみつかぐちちよう

　　６６０-００５３・兵庫県尼崎市南七松町・みなみななまつちよう

　　６６０-０８３３・兵庫県尼崎市南初島町・みなみはつしまちよう

　　６６１-００３３・兵庫県尼崎市南武庫之荘・みなみむこのそう

　　６６０-０８７７・兵庫県尼崎市宮内町・みやうちちよう

　　６６０-００８４・兵庫県尼崎市武庫川町・むこがわちよう

　　６６１-００４４・兵庫県尼崎市武庫町・むこちよう

　　６６１-００４１・兵庫県尼崎市武庫の里・むこのさと

　　６６１-００３５・兵庫県尼崎市武庫之荘・むこのそう

　　６６１-００３１・兵庫県尼崎市武庫之荘本町・むこのそうほんまち

　　６６１-００３２・兵庫県尼崎市武庫之荘東・ むこのそうひがじ

　　６６１-００３４・兵庫県尼崎市武庫之荘西・ むこのそうにじ

　　６６１-００４３・兵庫県尼崎市武庫元町・むこもとまち

　　６６１-００４５・兵庫県尼崎市武庫豊町・むこゆたかまち

　　６６１-００２１・兵庫県尼崎市名神町・めいしんちよう

　　６６０-００８５・兵庫県尼崎市元浜町・もとはまちよう

　　６６１-０９７０・兵庫県尼崎市弥生ケ丘町・やよいがおかちよう

　　６６０-００６１・兵庫県尼崎市蓬川荘園・よもがわそうえん

　　６６０-００８１・兵庫県尼崎市蓬川町・よもがわちよう

　　６７３-００００・兵庫県明石市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７３-０８８２・兵庫県明石市相生町・あいおいちよう

　　６７３-０８４７・兵庫県明石市明石公園・あかしこうえん

　　６７３-０８５１・兵庫県明石市朝霧北町・あさぎりきたまち

　　６７３-０８５２・兵庫県明石市朝霧台・あさぎりだい

　　６７３-０８６６・兵庫県明石市朝霧町・あさぎりちよう

　　６７３-０８６０・兵庫県明石市朝霧東町・あさぎりひがしまち

　　６７３-０８７０・兵庫県明石市朝霧南町・あさぎりみなみまち

　　６７３-０８５３・兵庫県明石市朝霧山手町・あさぎりやまてちよう

　　６７３-０００２・兵庫県明石市旭が丘・あさひがおか

　　６７３-０８４６・兵庫県明石市上ノ丸・うえのまる

　　６７４-００７１・兵庫県明石市魚住町金ケ崎・うおずみちようかながさき

　　６７４-００７３・兵庫県明石市魚住町鴨池・うおずみちようかもいけ

　　６７４-００７４・兵庫県明石市魚住町清水・うおずみちようしみず

　　６７４-００８３・兵庫県明石市魚住町住吉・ うおずみちようすみよじ

　　６７４-００７２・兵庫県明石市魚住町長坂寺・うおずみちようちようはんじ

　　６７４-００８２・兵庫県明石市魚住町中尾・うおずみちようなかお

　　６７４-００８４・兵庫県明石市魚住町西岡・うおずみちようにしおか

　　６７４-００８１・兵庫県明石市魚住町錦が丘・うおずみちようにしきがおか

　　６７３-００２２・兵庫県明石市王子・おうじ

　　６７３-０８９１・兵庫県明石市大明石町・おおあかしちよう

　　６７４-００５９・兵庫県明石市大久保町茜・おおくほﾞちようあかね

　　６７４-００６４・兵庫県明石市大久保町江井島・おおくほﾞちようえいがしま

　　６７４-００５８・兵庫県明石市大久保町駅前・おおくほﾞちようえきまえ

　　６７４-００５１・兵庫県明石市大久保町大窪・おおくほﾞちようおおくほﾞ

　　６７４-００６７・兵庫県明石市大久保町大久保町・おおくほﾞちようおおくほﾞまち

　　６７４-００５７・兵庫県明石市大久保町高丘・おおくほﾞちようたかおか

　　６７４-００６２・兵庫県明石市大久保町谷八木・おおくほﾞちようたにやぎ

　　６７４-００６５・兵庫県明石市大久保町西島・おおくほﾞちようにしじま

　　６７４-００５４・兵庫県明石市大久保町西脇・おおくほﾞちようにしわき

　　６７４-００６６・兵庫県明石市大久保町福田・おおくほﾞちようふくだ

　　６７４-００５３・兵庫県明石市大久保町松陰・おおくほﾞちようまつかげ

　　６７４-００５２・兵庫県明石市大久保町松陰新田・おおくほﾞちようまつかげしんでん

　　６７４-００５０・兵庫県明石市大久保町松陰山手・おおくほﾞちようまつかげやまて

　　６７４-００５５・兵庫県明石市大久保町緑が丘・おおくほﾞちようみどりがおか

　　６７４-００６１・兵庫県明石市大久保町森田・おおくほﾞちようもりた

　　６７４-００６３・兵庫県明石市大久保町八木・おおくほﾞちようやぎ

　　６７４-００５６・兵庫県明石市大久保町山手台・おおくほﾞちようやまてだい

　　６７４-００６８・兵庫県明石市大久保町ゆりのき通・おおくほﾞちようゆりのきどおり

　　６７４-００６９・兵庫県明石市大久保町わかば・おおくほﾞちようわかはﾞ

　　６７３-０８７９・兵庫県明石市大蔵海岸通・おおくらかいがんどおり

　　６７３-０８７５・兵庫県明石市大蔵天神町・おおくらてんじんちよう

　　６７３-０８７３・兵庫県明石市大蔵中町・おおくらなかまち



　　６７３-０８７１・兵庫県明石市大蔵八幡町・おおくらはちまんちよう

　　６７３-０８７４・兵庫県明石市大蔵本町・おおくらほんまち

　　６７３-０８６７・兵庫県明石市大蔵谷奥・おおくらだにおく

　　６７３-０８７２・兵庫県明石市大蔵町・おおくらちよう

　　６７３-０８８４・兵庫県明石市鍛治屋町・かじやちよう

　　６７３-００１２・兵庫県明石市和坂・かにがさか

　　６７３-００１４・兵庫県明石市川崎町・かわさきちよう

　　６７３-００３７・兵庫県明石市貴崎・きさき

　　６７３-０８５７・兵庫県明石市北朝霧丘・きたあさぎりおか

　　６７３-００２１・兵庫県明石市北王子町・きたおうじちよう

　　６７３-０００５・兵庫県明石市小久保・こくほﾞ

　　６７３-０８９３・兵庫県明石市材木町・ざいもくちよう

　　６７３-０８４９・兵庫県明石市茶園場町・さえんはﾞちよう

　　６７３-０８８５・兵庫県明石市桜町・さくらちよう

　　６７３-０００８・兵庫県明石市沢野・さわの

　　６７３-００１９・兵庫県明石市沢野南町・さわのみなみまち

　　６７３-００２７・兵庫県明石市新明町・しんめいちよう

　　６７３-００２８・兵庫県明石市硯町・すずりちよう

　　６７３-０８９７・兵庫県明石市大観町・たいかんちよう

　　６７３-０８４５・兵庫県明石市太寺・たいでら

　　６７３-０８４３・兵庫県明石市太寺大野町・たいでらおおのちよう

　　６７３-０８４１・兵庫県明石市太寺天王町・たいでらてんのうちよう

　　６７３-００２９・兵庫県明石市大道町・だいどうちよう

　　６７３-０８４８・兵庫県明石市鷹匠町・たかしようまち

　　６７３-００３２・兵庫県明石市立石・ たていじ

　　６７３-００２５・兵庫県明石市田町・たまち

　　６７３-０８９８・兵庫県明石市樽屋町・たるやまち

　　６７３-０８８１・兵庫県明石市天文町・てんもんちよう

　　６７３-０００３・兵庫県明石市鳥羽・とはﾞ

　　６７３-０００７・兵庫県明石市鳥羽西鳥羽・とはﾞにしとはﾞ

　　６７３-０００６・兵庫県明石市鳥羽二本松・とはﾞにほんまつ

　　６７３-０００４・兵庫県明石市鳥羽弁財天・とはﾞべんざいてん

　　６７３-０８５５・兵庫県明石市中朝霧丘・なかあさぎりおか

　　６７３-０８８３・兵庫県明石市中崎・なかさき

　　６７３-０００９・兵庫県明石市西明石東町・にしあかしひがしまち

　　６７３-００４９・兵庫県明石市西明石西町・にしあかしにしまち

　　６７３-００４１・兵庫県明石市西明石南町・にしあかしみなみちよう

　　６７３-００１８・兵庫県明石市西明石北町・にしあかしきたまち

　　６７３-００１１・兵庫県明石市西明石町・にしあかしちよう

　　６７３-０８５６・兵庫県明石市西朝霧丘・にしあさぎりおか

　　６７３-００２３・兵庫県明石市西新町・にししんまち

　　６７３-０８４２・兵庫県明石市荷山町・にやまちよう

　　６７３-００１７・兵庫県明石市野々上・ののうえ

　　６７３-００１５・兵庫県明石市花園町・はなぞのちよう

　　６７３-００３４・兵庫県明石市林・ はやじ

　　６７３-００３３・兵庫県明石市林崎町・はやしさきちよう

　　６７３-０８５４・兵庫県明石市東朝霧丘・ひがしあさぎりおか

　　６７３-０８８６・兵庫県明石市東仲ノ町・ひがしなかのちよう

　　６７３-０８４４・兵庫県明石市東野町・ひがしのちよう

　　６７３-０８７６・兵庫県明石市東人丸町・ひがしひとまるちよう

　　６７３-００４２・兵庫県明石市東藤江・ひがしふじえ

　　６７３-０８６８・兵庫県明石市東山町・ひがしやまちよう

　　６７３-０８７７・兵庫県明石市人丸町・ひとまるちよう

　　６７３-０８９６・兵庫県明石市日富美町・ひふみちよう

　　６７３-００４４・兵庫県明石市藤江・ふじえ

　　６７３-００４３・兵庫県明石市藤江（川添）・ふじえ(かわぞえ)

　　６７３-００４７・兵庫県明石市藤江（中谷町）・ふじえ(なかたにちよう)

　　６７３-００４８・兵庫県明石市藤江（中谷山）・ふじえ(なかたにやま)

　　６７３-００４５・兵庫県明石市藤江（若林）・ふじえ(わかはﾞやし)

　　６７３-００４６・兵庫県明石市藤が丘・ふじがおか

　　６７４-００９２・兵庫県明石市二見町東二見・ふたみちようひがしふたみ

　　６７４-００９４・兵庫県明石市二見町西二見・ふたみちようにしふたみ

　　６７４-００９５・兵庫県明石市二見町西二見駅前・ふたみちようにしふたみえきまえ

　　６７４-００９３・兵庫県明石市二見町南二見・ふたみちようみなみふたみ

　　６７４-００９１・兵庫県明石市二見町福里・ふたみちようふくさと

　　６７３-００２６・兵庫県明石市船上町・ふなげちよう

　　６７３-００３８・兵庫県明石市別所町・べつしよちよう

　　６７３-０８９２・兵庫県明石市本町・ほんまち

　　６７３-００３６・兵庫県明石市松江・まつえ

　　６７３-０８６２・兵庫県明石市松が丘・まつがおか



　　６７３-０８６１・兵庫県明石市松が丘北町・まつがおかきたまち

　　６７３-００１６・兵庫県明石市松の内・まつのうち

　　６７３-０８９５・兵庫県明石市岬町・みさきちよう

　　６７３-０８９４・兵庫県明石市港町・みなとちよう

　　６７３-００２４・兵庫県明石市南王子町・みなみおうじちよう

　　６７３-００３５・兵庫県明石市南貴崎町・みなみきさきちよう

　　６７３-００３１・兵庫県明石市宮の上・みやのうえ

　　６７３-０００１・兵庫県明石市明南町・めいなんちよう

　　６７３-０８７８・兵庫県明石市山下町・やましたちよう

　　６７３-００１２・兵庫県明石市和坂・わさか

　　６７３-００１３・兵庫県明石市和坂稲荷町・わさかいなりちよう

　　６６２-００００・兵庫県西宮市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６２-００６３・兵庫県西宮市相生町・あいおいちよう

　　６６２-０８６２・兵庫県西宮市青木町・あおきちよう

　　６６９-１１２２・兵庫県西宮市青葉台・あおはﾞだい

　　６６３-８１８６・兵庫県西宮市上鳴尾町・あげなるおちよう

　　６６２-０９２５・兵庫県西宮市朝凪町・あさなぎちよう

　　６６２-０８４２・兵庫県西宮市芦原町・あしはらちよう

　　６６２-０８７１・兵庫県西宮市愛宕山・あたごやま

　　６６２-０９４６・兵庫県西宮市荒戎町・あらえびすちよう

　　６６３-８０２５・兵庫県西宮市荒木町・あらきちよう

　　６６２-０９１１・兵庫県西宮市池田町・いけだちよう

　　６６３-８１３７・兵庫県西宮市池開町・いけびらきちよう

　　６６２-０９２８・兵庫県西宮市石在町・いしざいちよう

　　６６２-００７４・兵庫県西宮市石刎町・いしはﾞねちよう

　　６６２-０９３２・兵庫県西宮市泉町・いずみちよう

　　６６２-０８７３・兵庫県西宮市一ケ谷町・いちがやちよう

　　６６２-０９７５・兵庫県西宮市市庭町・いちにわちよう

　　６６３-８００２・兵庫県西宮市一里山町・いちりやまちよう

　　６６２-０９７２・兵庫県西宮市今在家町・いまざいけちよう

　　６６３-８２１４・兵庫県西宮市今津曙町・いまつﾞあけほﾞのちよう

　　６６３-８２１３・兵庫県西宮市今津上野町・いまつﾞうえのちよう

　　６６３-８２２１・兵庫県西宮市今津大東町・いまつﾞおおひがしちよう

　　６６３-８２２２・兵庫県西宮市今津久寿川町・いまつﾞくすがわちよう

　　６６３-８２２９・兵庫県西宮市今津社前町・いまつﾞしやぜんちよう

　　６６３-８２２３・兵庫県西宮市今津巽町・いまつﾞたつみちよう

　　６６３-８２２７・兵庫県西宮市今津出在家町・いまつﾞでざいけちよう

　　６６３-８２２５・兵庫県西宮市今津西浜町・いまつﾞにしはまちよう

　　６６３-８２１２・兵庫県西宮市今津野田町・いまつﾞのだちよう

　　６６３-８２２８・兵庫県西宮市今津二葉町・いまつﾞふたはﾞちよう

　　６６３-８２２４・兵庫県西宮市今津真砂町・いまつﾞまさごちよう

　　６６３-８２１５・兵庫県西宮市今津水波町・いまつﾞみずなみちよう

　　６６３-８２２６・兵庫県西宮市今津港町・いまつﾞみなとちよう

　　６６３-８２１１・兵庫県西宮市今津山中町・いまつﾞやまなかちよう

　　６６２-０８８６・兵庫県西宮市上ケ原山田町・うえがはらやまだちよう

　　６６２-０８８５・兵庫県西宮市上ケ原山手町・うえがはらやまてちよう

　　６６２-０８９１・兵庫県西宮市上ケ原一番町・うえがはら１はﾞんちよう

　　６６２-０８９２・兵庫県西宮市上ケ原二番町・うえがはら２はﾞんちよう

　　６６２-０８９３・兵庫県西宮市上ケ原三番町・うえがはら３はﾞんちよう

　　６６２-０８９４・兵庫県西宮市上ケ原四番町・うえがはら４はﾞんちよう

　　６６２-０８９５・兵庫県西宮市上ケ原五番町・うえがはら５はﾞんちよう

　　６６２-０８９６・兵庫県西宮市上ケ原六番町・うえがはら６はﾞんちよう

　　６６２-０８８１・兵庫県西宮市上ケ原七番町・うえがはら７はﾞんちよう

　　６６２-０８８２・兵庫県西宮市上ケ原八番町・うえがはら８はﾞんちよう

　　６６２-０８８３・兵庫県西宮市上ケ原九番町・うえがはら９はﾞんちよう

　　６６２-０８８４・兵庫県西宮市上ケ原十番町・うえがはら１０はﾞんちよう

　　６６３-８１３４・兵庫県西宮市上田中町・うえだなかまち

　　６６３-８１３３・兵庫県西宮市上田東町・うえだひがしまち

　　６６３-８１３５・兵庫県西宮市上田西町・うえだにしまち

　　６６２-０８５５・兵庫県西宮市江上町・えがみちよう

　　６６３-８１４３・兵庫県西宮市枝川町・えだがわちよう

　　６６２-００８５・兵庫県西宮市老松町・おいまつちよう

　　６６２-００３６・兵庫県西宮市大井手町・おおいでちよう

　　６６３-８０１７・兵庫県西宮市大島町・おおしまちよう

　　６６２-００５４・兵庫県西宮市大谷町・おおたにちよう

　　６６２-０８３６・兵庫県西宮市大畑町・おおはたちよう

　　６６２-０９５７・兵庫県西宮市大浜町・おおはまちよう

　　６６３-８０２３・兵庫県西宮市大森町・おおもりちよう

　　６６３-８１０６・兵庫県西宮市大屋町・おおやちよう

　　６６２-０８２７・兵庫県西宮市岡田山・おかだやま



　　６６２-００２２・兵庫県西宮市奥畑・おくはた

　　６６２-０９６１・兵庫県西宮市御茶家所町・おちややしよちよう

　　６６３-８１８２・兵庫県西宮市学文殿町・がくぶんでんちよう

　　６６２-０９７７・兵庫県西宮市神楽町・かぐらちよう

　　６６３-８１３６・兵庫県西宮市笠屋町・かさやちよう

　　６６２-００５２・兵庫県西宮市霞町・かすみちよう

　　６６２-０００１・兵庫県西宮市甲山町・かぶとやまちよう

　　６６３-８００３・兵庫県西宮市上大市・かみおおいち

　　６６２-０８６５・兵庫県西宮市神垣町・かみがきちよう

　　６６３-８１１４・兵庫県西宮市上甲子園・かみこうしえん

　　６６２-０８１３・兵庫県西宮市上甲東園・かみこうとうえん

　　６６２-００２７・兵庫県西宮市神園町・かみぞのちよう

　　６６３-８０２１・兵庫県西宮市上之町・かみのちよう

　　６６２-０９５４・兵庫県西宮市上葭原町・かみよしはらちよう

　　６６２-００９７・兵庫県西宮市柏堂町・かやんどうちよう

　　６６２-００９８・兵庫県西宮市柏堂西町・かやんどうにしまち

　　６６２-０９４４・兵庫県西宮市川添町・かわぞえちよう

　　６６２-０９５１・兵庫県西宮市川西町・かわにしちよう

　　６６２-０８６１・兵庫県西宮市河原町・かわはらちよう

　　６６２-０９４５・兵庫県西宮市川東町・かわひがしちよう

　　６６３-８１０７・兵庫県西宮市瓦林町・かわらはﾞやしちよう

　　６６２-０８２３・兵庫県西宮市神呪町・かんのうちよう

　　６６２-００２１・兵庫県西宮市神原・かんはﾞら

　　６６２-００７８・兵庫県西宮市菊谷町・きくたにちよう

　　６６２-００６２・兵庫県西宮市木津山町・きずやまちよう

　　６６３-８０３５・兵庫県西宮市北口町・きたぐちちよう

　　６６２-０８３３・兵庫県西宮市北昭和町・きたしようわちよう

　　６６２-００２５・兵庫県西宮市北名次町・きたなつぎちよう

　　６６２-００９１・兵庫県西宮市北山町・きたやまちよう

　　６５１-１４１３・兵庫県西宮市北六甲台・きたろつこうだい

　　６６９-１１３１・兵庫県西宮市清瀬台・きよせだい

　　６６２-００７７・兵庫県西宮市久出ケ谷町・くでがやちよう

　　６６９-１１３５・兵庫県西宮市国見台・くにみだい

　　６６２-０９２７・兵庫県西宮市久保町・くほﾞちよう

　　６６３-８１０３・兵庫県西宮市熊野町・くまのちよう

　　６６２-００６４・兵庫県西宮市雲井町・くもいちよう

　　６６２-０９２６・兵庫県西宮市鞍掛町・くらかけちよう

　　６６２-００８３・兵庫県西宮市苦楽園一番町・くらくえん１はﾞんちよう

　　６６２-００８２・兵庫県西宮市苦楽園二番町・くらくえん２はﾞんちよう

　　６６２-００８１・兵庫県西宮市苦楽園三番町・くらくえん３はﾞんちよう

　　６６２-００８８・兵庫県西宮市苦楽園四番町・くらくえん４はﾞんちよう

　　６６２-００８７・兵庫県西宮市苦楽園五番町・くらくえん５はﾞんちよう

　　６６２-００８６・兵庫県西宮市苦楽園六番町・くらくえん６はﾞんちよう

　　６６２-００３７・兵庫県西宮市結善町・けつぜんちよう

　　６６２-００９９・兵庫県西宮市剣谷町・けんだにちよう

　　６６３-８１５６・兵庫県西宮市甲子園網引町・こうしえんあびきちよう

　　６６３-８１６５・兵庫県西宮市甲子園浦風町・こうしえんうらかぜちよう

　　６６３-８１５１・兵庫県西宮市甲子園洲鳥町・こうしえんすどりちよう

　　６６３-８１６２・兵庫県西宮市甲子園砂田町・こうしえんすなだちよう

　　６６３-８１６６・兵庫県西宮市甲子園高潮町・こうしえんたかしおちよう

　　６６３-８１６７・兵庫県西宮市甲子園浜田町・こうしえんはまだちよう

　　６６３-８１６１・兵庫県西宮市甲子園春風町・こうしえんはるかぜちよう

　　６６３-８１６３・兵庫県西宮市甲子園三保町・こうしえんみほちよう

　　６６３-８１６４・兵庫県西宮市甲子園六石町・こうしえんろつこくちよう

　　６６３-８１７１・兵庫県西宮市甲子園一番町・こうしえん１はﾞんちよう

　　６６３-８１７２・兵庫県西宮市甲子園二番町・こうしえん２はﾞんちよう

　　６６３-８１７３・兵庫県西宮市甲子園三番町・こうしえん３はﾞんちよう

　　６６３-８１７４・兵庫県西宮市甲子園四番町・こうしえん４はﾞんちよう

　　６６３-８１７５・兵庫県西宮市甲子園五番町・こうしえん５はﾞんちよう

　　６６３-８１７６・兵庫県西宮市甲子園六番町・こうしえん６はﾞんちよう

　　６６３-８１７７・兵庫県西宮市甲子園七番町・こうしえん７はﾞんちよう

　　６６３-８１７８・兵庫県西宮市甲子園八番町・こうしえん８はﾞんちよう

　　６６３-８１７９・兵庫県西宮市甲子園九番町・こうしえん９はﾞんちよう

　　６６３-８１１３・兵庫県西宮市甲子園口・こうしえんぐち

　　６６３-８１１２・兵庫県西宮市甲子園口北町・こうしえんぐちきたまち

　　６６３-８１５２・兵庫県西宮市甲子園町・こうしえんちよう

　　６６３-８１５５・兵庫県西宮市甲子園浜・こうしえんはま

　　６６２-０８１２・兵庫県西宮市甲東園・こうとうえん

　　６６２-０８３２・兵庫県西宮市甲風園・こうふうえん

　　６６２-０９６５・兵庫県西宮市郷免町・ごうめんちよう



　　６６２-００１８・兵庫県西宮市甲陽園山王町・こうようえんさんのうちよう

　　６６２-００１２・兵庫県西宮市甲陽園東山町・こうようえんひがしやまちよう

　　６６２-００１７・兵庫県西宮市甲陽園西山町・こうようえんにしやまちよう

　　６６２-００１４・兵庫県西宮市甲陽園日之出町・こうようえんひのでちよう

　　６６２-００１５・兵庫県西宮市甲陽園本庄町・こうようえんほんじようちよう

　　６６２-００１１・兵庫県西宮市甲陽園目神山町・こうようえんめがみやまちよう

　　６６２-００１６・兵庫県西宮市甲陽園若江町・こうようえんわかえちよう

　　６６２-００９２・兵庫県西宮市甑岩町・こしきいわちよう

　　６６２-０００６・兵庫県西宮市越水社家郷山・こしみずしやけごうやま

　　６６２-０８６４・兵庫県西宮市越水町・こしみずちよう

　　６６３-８１２２・兵庫県西宮市小曽根町・こそねちよう

　　６６２-００４７・兵庫県西宮市寿町・ことぶきちよう

　　６６３-８１２３・兵庫県西宮市小松東町・こまつひがしまち

　　６６３-８１２５・兵庫県西宮市小松西町・こまつにしまち

　　６６３-８１２４・兵庫県西宮市小松南町・こまつみなみまち

　　６６３-８１２６・兵庫県西宮市小松北町・こまつきたまち

　　６６３-８１２７・兵庫県西宮市小松町・こまつちよう

　　６６２-０８４４・兵庫県西宮市西福町・さいふくちよう

　　６６２-００３２・兵庫県西宮市桜谷町・さくらだにちよう

　　６６２-００７１・兵庫県西宮市桜町・さくらまち

　　６６２-０８７５・兵庫県西宮市五月ケ丘・さつきがおか

　　６６３-８１８３・兵庫県西宮市里中町・さとなかちよう

　　６６２-０９７８・兵庫県西宮市産所町・さんしよちよう

　　６６９-１１０１・兵庫県西宮市塩瀬町生瀬・しおせちようなまぜ

　　６６９-１２５１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（４２０５－１)・しおせちようなじお

　　６６９-１２５１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（５２０５)・しおせちようなじお

　　６６９-１２５１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（５３１３－２０)・しおせちようなじお

　　６６９-１２５１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（５３１３－３３)・しおせちようなじお

　　６６９-１２５１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（５３１３－３５)・しおせちようなじお

　　６６９-１１４１・兵庫県西宮市塩瀬町名塩（その他）・しおせちようなじお(そのた)

　　６６２-００２６・兵庫県西宮市獅子ケ口町・ししがぐちちよう

　　６６２-００３３・兵庫県西宮市清水町・しみずちよう

　　６６３-８００４・兵庫県西宮市下大市東町・しもおおいちひがしまち

　　６６３-８００５・兵庫県西宮市下大市西町・しもおおいちにしまち

　　６６２-０９５６・兵庫県西宮市下葭原町・しもよしはらちよう

　　６６２-０９７４・兵庫県西宮市社家町・しやけちよう

　　６６２-０００４・兵庫県西宮市鷲林寺・じゆうりんじ

　　６６２-０００３・兵庫県西宮市鷲林寺町・じゆうりんじちよう

　　６６２-０００２・兵庫県西宮市鷲林寺南町・じゆうりんじみなみまち

　　６６２-０８５６・兵庫県西宮市城ケ堀町・じようがほﾞりちよう

　　６６２-０８２２・兵庫県西宮市松籟荘・しようらいそう

　　６６２-００２３・兵庫県西宮市城山・しろやま

　　６６２-０８４３・兵庫県西宮市神祇官町・じんぎかんちよう

　　６６２-００１３・兵庫県西宮市新甲陽町・しんこうようちよう

　　６６２-０８４５・兵庫県西宮市神明町・しんめいちよう

　　６６２-００４１・兵庫県西宮市末広町・すえひろちよう

　　６６２-００９６・兵庫県西宮市角石町・すみいしちよう

　　６５１-１４３２・兵庫県西宮市すみれ台・すみれだい

　　６６２-０９１３・兵庫県西宮市染殿町・そめどのちよう

　　６６２-０８６７・兵庫県西宮市大社町・たいしやちよう

　　６６３-８０３３・兵庫県西宮市高木東町・たかぎひがしまち

　　６６３-８０３２・兵庫県西宮市高木西町・たかぎにしまち

　　６６２-０８７２・兵庫県西宮市高座町・たかくらちよう

　　６６３-８１４１・兵庫県西宮市高須町・たかすちよう

　　６６２-００６６・兵庫県西宮市高塚町・たかつかちよう

　　６６３-８２０２・兵庫県西宮市高畑町・たかはたちよう

　　６６３-８２０４・兵庫県西宮市高松町・たかまつちよう

　　６６３-８２０１・兵庫県西宮市田代町・たしろちよう

　　６６３-８００１・兵庫県西宮市田近野町・たじかのちよう

　　６６２-０９４３・兵庫県西宮市建石町・たていしちよう

　　６６２-０９７３・兵庫県西宮市田中町・たなかちよう

　　６６３-８００６・兵庫県西宮市段上町・だんじようちよう

　　６６２-００４６・兵庫県西宮市千歳町・ちとせちよう

　　６６２-０８５３・兵庫県西宮市津田町・つだちよう

　　６６３-８０１２・兵庫県西宮市堤町・つつみちよう

　　６６３-８２４４・兵庫県西宮市津門綾羽町・つとあやはちよう

　　６６３-８２４２・兵庫県西宮市津門飯田町・つといいでんちよう

　　６６３-８２４７・兵庫県西宮市津門稲荷町・つといなりちよう

　　６６３-８２４３・兵庫県西宮市津門大箇町・つとおおごちよう

　　６６３-８２４１・兵庫県西宮市津門大塚町・つとおおつかちよう



　　６６３-８２４５・兵庫県西宮市津門呉羽町・つとくれはちよう

　　６６３-８２３４・兵庫県西宮市津門住江町・つとすみえちよう

　　６６３-８２３１・兵庫県西宮市津門西口町・つとにしぐちちよう

　　６６３-８２４６・兵庫県西宮市津門仁辺町・つとにべちよう

　　６６３-８２３２・兵庫県西宮市津門宝津町・つとほうずちよう

　　６６３-８２３３・兵庫県西宮市津門川町・つとがわちよう

　　６６３-８１０４・兵庫県西宮市天道町・てんどうちよう

　　６６２-００４３・兵庫県西宮市常磐町・ときわちよう

　　６６３-８１２１・兵庫県西宮市戸崎町・とざきちよう

　　６６２-０９１６・兵庫県西宮市戸田町・とだちよう

　　６６２-００６５・兵庫県西宮市殿山町・とのやまちよう

　　６６３-８１０５・兵庫県西宮市中島町・なかじまちよう

　　６６２-０８５１・兵庫県西宮市中須佐町・なかすさちよう

　　６６２-０８５２・兵庫県西宮市中殿町・なかどのちよう

　　６６２-０９５２・兵庫県西宮市中浜町・なかはまちよう

　　６６２-０８５７・兵庫県西宮市中前田町・なかまえだちよう

　　６６２-０８６８・兵庫県西宮市中屋町・なかやちよう

　　６６２-０９５５・兵庫県西宮市中葭原町・なかよしはらちよう

　　６６３-８０３４・兵庫県西宮市長田町・ながたちよう

　　６６９-１１４７・兵庫県西宮市名塩・なじお

　　６６９-１１４９・兵庫県西宮市名塩赤坂・なじおあかさか

　　６６９-１１４３・兵庫県西宮市名塩ガーデン・なじおがｰでん

　　６６９-１１３６・兵庫県西宮市名塩木之元・なじおこのもと

　　６６９-１１４６・兵庫県西宮市名塩さくら台・なじおさくらだい

　　６６９-１１４２・兵庫県西宮市名塩山荘・なじおさんそう

　　６６９-１１４４・兵庫県西宮市名塩茶園町・なじおちやえんちよう

　　６６９-１１４８・兵庫県西宮市名塩東久保・なじおとうくほﾞ

　　６６９-１１４５・兵庫県西宮市名塩平成台・なじおへいせいだい

　　６６９-１１３２・兵庫県西宮市名塩南台・なじおみなみだい

　　６６９-１１６２・兵庫県西宮市名塩美山・なじおみやま

　　６６９-１１３４・兵庫県西宮市名塩新町・なじおしんまち

　　６６２-００２４・兵庫県西宮市名次町・なつぎちよう

　　６６９-１１０３・兵庫県西宮市生瀬東町・なまぜひがしまち

　　６６９-１１１１・兵庫県西宮市生瀬高台・なまぜたかだい

　　６６９-１１０２・兵庫県西宮市生瀬町・なまぜちよう

　　６６９-１１０４・兵庫県西宮市生瀬武庫川町・なませむこがわちよう

　　６６３-８１８４・兵庫県西宮市鳴尾町・なるおちよう

　　６６３-８１４２・兵庫県西宮市鳴尾浜・なるおはま

　　６６２-００３８・兵庫県西宮市南郷町・なんごうちよう

　　６６２-０８１４・兵庫県西宮市仁川五ケ山町・にがわごかやまちよう

　　６６２-０８１５・兵庫県西宮市仁川百合野町・にがわゆりのちよう

　　６６２-０８１１・兵庫県西宮市仁川町・にがわちよう

　　６６２-００３４・兵庫県西宮市西田町・にしだちよう

　　６６２-０９３４・兵庫県西宮市西宮浜・にしのみやはま

　　６６２-０９３３・兵庫県西宮市西波止町・にしはとちよう

　　６６２-００９３・兵庫県西宮市西平町・にしひらちよう

　　６６２-０８３８・兵庫県西宮市能登町・のとちよう

　　６６３-８０１５・兵庫県西宮市野間町・のまちよう

　　６６２-００５１・兵庫県西宮市羽衣町・はごろもちよう

　　６６２-０８５４・兵庫県西宮市櫨塚町・はぜつかちよう

　　６６３-８１８７・兵庫県西宮市花園町・はなぞのちよう

　　６６９-１１２１・兵庫県西宮市花の峯・はなのみね

　　６６２-０９１５・兵庫県西宮市馬場町・はﾞはﾞちよう

　　６６３-８１５４・兵庫県西宮市浜甲子園・はまこうしえん

　　６６２-０９４２・兵庫県西宮市浜町・はまちよう

　　６６２-０９２３・兵庫県西宮市浜松原町・はままつはﾞらちよう

　　６６２-０９４１・兵庫県西宮市浜脇町・はまわきちよう

　　６６３-８０１４・兵庫県西宮市林田町・はやしだちよう

　　６６３-８１３２・兵庫県西宮市東鳴尾町・ひがしなるおちよう

　　６６２-０９２４・兵庫県西宮市東浜町・ひがしはまちよう

　　６６２-０９２２・兵庫県西宮市東町・ひがしまち

　　６６９-１１３３・兵庫県西宮市東山台・ひがしやまだい

　　６６２-００９４・兵庫県西宮市毘沙門町・びしやもんちよう

　　６６２-００８４・兵庫県西宮市樋之池町・ひのいけちよう

　　６６３-８０１１・兵庫県西宮市樋ノ口町・ひのくちちよう

　　６６３-８０２２・兵庫県西宮市日野町・ひのちよう

　　６６２-０８３５・兵庫県西宮市平木町・ひらきちよう

　　６６２-００４４・兵庫県西宮市平松町・ひらまつちよう

　　６６２-０８３７・兵庫県西宮市広田町・ひろたちよう

　　６６３-８２０３・兵庫県西宮市深津町・ふかずちよう



　　６６２-００６７・兵庫県西宮市深谷町・ふかたにちよう

　　６６３-８０３１・兵庫県西宮市伏原町・ふしはらちよう

　　６６３-８１１１・兵庫県西宮市二見町・ふたみちよう

　　６６３-８１８５・兵庫県西宮市古川町・ふるかわちよう

　　６６２-００４２・兵庫県西宮市分銅町・ぶんどうちよう

　　６６９-１１１２・兵庫県西宮市宝生ケ丘・ほうしようがおか

　　６６２-００７２・兵庫県西宮市豊楽町・ほうらくちよう

　　６６２-０９５３・兵庫県西宮市堀切町・ほりきりちよう

　　６６２-０９１４・兵庫県西宮市本町・ほんまち

　　６６２-０９３１・兵庫県西宮市前浜町・まえはまちよう

　　６６２-００７６・兵庫県西宮市松生町・まつおいちよう

　　６６２-００７３・兵庫県西宮市松風町・まつかぜちよう

　　６６２-００６１・兵庫県西宮市松ケ丘町・まつがおかちよう

　　６６２-０９６２・兵庫県西宮市松下町・まつしたちよう

　　６６２-００５３・兵庫県西宮市松園町・まつぞのちよう

　　６６３-８１０２・兵庫県西宮市松並町・まつなみちよう

　　６６２-０９１２・兵庫県西宮市松原町・まつはﾞらちよう

　　６６３-８１０１・兵庫県西宮市松山町・まつやまちよう

　　６６２-０８３１・兵庫県西宮市丸橋町・まるはしちよう

　　６６２-００３１・兵庫県西宮市満池谷町・まんちだにちよう

　　６６２-００９５・兵庫県西宮市美作町・みさくちよう

　　６６３-８１５３・兵庫県西宮市南甲子園・みなみこうしえん

　　６６２-００７５・兵庫県西宮市南越木岩町・みなみこしきいわちよう

　　６６２-０８３４・兵庫県西宮市南昭和町・みなみしようわちよう

　　６６２-０９７６・兵庫県西宮市宮西町・みやにしちよう

　　６６２-０９４７・兵庫県西宮市宮前町・みやまえちよう

　　６６３-８１３１・兵庫県西宮市武庫川町・むこがわちよう

　　６６２-０８６３・兵庫県西宮市室川町・むろかわちよう

　　６６２-０８４６・兵庫県西宮市森下町・もりしたちよう

　　６６３-８０１３・兵庫県西宮市門前町・もんぜんちよう

　　６６２-０８２６・兵庫県西宮市門戸岡田町・もんどおかだちよう

　　６６２-０８２４・兵庫県西宮市門戸東町・もんどひがしまち

　　６６２-０８２８・兵庫県西宮市門戸西町・もんどにしまち

　　６６２-０８２５・兵庫県西宮市門戸荘・もんどそう

　　６６３-８０２４・兵庫県西宮市薬師町・やくしちよう

　　６６２-０９６３・兵庫県西宮市屋敷町・やしきちよう

　　６６２-００４５・兵庫県西宮市安井町・やすいちよう

　　６６２-０８６６・兵庫県西宮市柳本町・やなぎもとちよう

　　６５１-１４２１・兵庫県西宮市山口町上山口・やまぐちちようかみやまぐち

　　６５１-１４２２・兵庫県西宮市山口町金仙寺・やまぐちちようきんせんじ

　　６５１-１４２４・兵庫県西宮市山口町香花園・やまぐちちようこうかえん

　　６５１-１４１２・兵庫県西宮市山口町下山口・やまぐちちようしもやまぐち

　　６５１-１４３３・兵庫県西宮市山口町中野・やまぐちちようなかの

　　６５１-１４１１・兵庫県西宮市山口町名来・やまぐちちようならい

　　６５１-１４３１・兵庫県西宮市山口町阪神流通センター・やまぐちちようはんしんりゆうつうせんた

ｰ

　　６５１-１４２３・兵庫県西宮市山口町船坂・やまぐちちようふなさか

　　６６２-０００５・兵庫県西宮市湯元町・ゆのもとちよう

　　６６２-０９６４・兵庫県西宮市弓場町・ゆはﾞちよう

　　６６２-０９２１・兵庫県西宮市用海町・ようがいちよう

　　６６２-０９１７・兵庫県西宮市与古道町・よこみちちよう

　　６６２-０８４１・兵庫県西宮市両度町・りようどちよう

　　６６２-０９１８・兵庫県西宮市六湛寺町・ろくたんじちよう

　　６６２-０８７４・兵庫県西宮市六軒町・ろつけんちよう

　　６６３-８１８１・兵庫県西宮市若草町・わかくさちよう

　　６６２-００３５・兵庫県西宮市若松町・わかまつちよう

　　６６３-８０１６・兵庫県西宮市若山町・わかやまちよう

　　６６２-０９７１・兵庫県西宮市和上町・わじようちよう

　　６５６-００００・兵庫県洲本市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５６-２５３１・兵庫県洲本市相川組・あいかわぐみ

　　６５６-２１２４・兵庫県洲本市安乎町北谷・あいがちようきただに

　　６５６-２１２２・兵庫県洲本市安乎町中田・あいがちようなかだ

　　６５６-２１２３・兵庫県洲本市安乎町古宮・あいがちようふるみや

　　６５６-２１２１・兵庫県洲本市安乎町平安浦・あいがちようへいあんうら

　　６５６-２１２６・兵庫県洲本市安乎町宮野原・あいがちようみやのはら

　　６５６-２１２５・兵庫県洲本市安乎町山田原・あいがちようやまだはら

　　６５６-０１１１・兵庫県洲本市鮎屋・あいや

　　６５６-００４３・兵庫県洲本市池田・いけだ

　　６５６-００４２・兵庫県洲本市池内・いけのうち

　　６５６-００５４・兵庫県洲本市宇原・うはら



　　６５６-００１２・兵庫県洲本市宇山・うやま

　　６５６-００５５・兵庫県洲本市大野・おおの

　　６５６-００１８・兵庫県洲本市奥畑・おくはた

　　６５６-０１０１・兵庫県洲本市納・おさめ

　　６５６-００２３・兵庫県洲本市小路谷・おろだに

　　６５６-００２２・兵庫県洲本市海岸通・かいがんどおり

　　６５６-００４６・兵庫県洲本市金屋・かなや

　　６５６-００１５・兵庫県洲本市上加茂・かみがも

　　６５６-００１７・兵庫県洲本市上内膳・かみないぜん

　　６５６-００５３・兵庫県洲本市上物部・かみものべ

　　６５６-００４５・兵庫県洲本市木戸・きど

　　６５６-００１４・兵庫県洲本市桑間・くわま

　　６５６-１３１４・兵庫県洲本市五色町鮎原鮎の郷・ごしきちようあいはらあゆのさと

　　６５６-１３１５・兵庫県洲本市五色町鮎原宇谷・ごしきちようあいはらうだに

　　６５６-１３２２・兵庫県洲本市五色町鮎原上・ごしきちようあいはらかみ

　　６５６-１３１６・兵庫県洲本市五色町鮎原栢野・ごしきちようあいはらかやの

　　６５６-１３１７・兵庫県洲本市五色町鮎原小山田・ごしきちようあいはらこやまだ

　　６５６-１３２６・兵庫県洲本市五色町鮎原下・ごしきちようあいはらしも

　　６５６-１３１８・兵庫県洲本市五色町鮎原神陽・ごしきちようあいはらしんよう

　　６５６-１３２７・兵庫県洲本市五色町鮎原田処・ごしきちようあいはらたどころ

　　６５６-１３１１・兵庫県洲本市五色町鮎原葛尾・ごしきちようあいはらつつﾞらお

　　６５６-１３２３・兵庫県洲本市五色町鮎原塔下・ごしきちようあいはらとうげ

　　６５６-１３２１・兵庫県洲本市五色町鮎原中邑・ごしきちようあいはらなかむら

　　６５６-１３１３・兵庫県洲本市五色町鮎原西・ ごしきちようあいはらにじ

　　６５６-１３２５・兵庫県洲本市五色町鮎原南谷・ごしきちようあいはらみなみだに

　　６５６-１３２４・兵庫県洲本市五色町鮎原三野畑・ごしきちようあいはらみのはた

　　６５６-１３１２・兵庫県洲本市五色町鮎原吉田・ごしきちようあいはらよしだ

　　６５６-１３３６・兵庫県洲本市五色町上堺・ごしきちようかみさかい

　　６５６-１３３７・兵庫県洲本市五色町下堺・ごしきちようしもさかい

　　６５６-１３０１・兵庫県洲本市五色町都志・ ごしきちようつじ

　　６５６-１３０３・兵庫県洲本市五色町都志大宮・ごしきちようつしおおみや

　　６５６-１３０２・兵庫県洲本市五色町都志米山・ごしきちようつしこめやま

　　６５６-１３３１・兵庫県洲本市五色町都志大日・ごしきちようつしだいにち

　　６５６-１３４１・兵庫県洲本市五色町都志角川・ごしきちようつしつのかわ

　　６５６-１３０４・兵庫県洲本市五色町都志万歳・ごしきちようつしまんざい

　　６５６-１３４４・兵庫県洲本市五色町鳥飼浦・ごしきちようとりかいうら

　　６５６-１３４２・兵庫県洲本市五色町鳥飼上・ごしきちようとりかいかみ

　　６５６-１３４３・兵庫県洲本市五色町鳥飼中・ごしきちようとりかいなか

　　６５６-１３３３・兵庫県洲本市五色町広石上・ごしきちようひろいしかみ

　　６５６-１３３２・兵庫県洲本市五色町広石北・ごしきちようひろいしきた

　　６５６-１３３５・兵庫県洲本市五色町広石下・ごしきちようひろいししも

　　６５６-１３３４・兵庫県洲本市五色町広石中・ごしきちようひろいしなか

　　６５６-００２６・兵庫県洲本市栄町・さかえまち

　　６５６-００２１・兵庫県洲本市塩屋・しおや

　　６５６-００１３・兵庫県洲本市下加茂・しもがも

　　６５６-００１６・兵庫県洲本市下内膳・しもないぜん

　　６５６-００４１・兵庫県洲本市新村・しんむら

　　６５６-００１１・兵庫県洲本市炬口・たけのくち

　　６５６-００３１・兵庫県洲本市千草・ちくさ

　　６５６-００５２・兵庫県洲本市津田・つだ

　　６５６-０００１・兵庫県洲本市中川原町厚浜・なかがわらちようあつはま

　　６５６-０００５・兵庫県洲本市中川原町市原・なかがわらちよういちはﾞら

　　６５６-０００２・兵庫県洲本市中川原町中川原・なかがわらちようなかがわら

　　６５６-０００６・兵庫県洲本市中川原町二ツ石・ なかがわらちようふたついじ

　　６５６-０００３・兵庫県洲本市中川原町三木田・なかがわらちようみきだ

　　６５６-０００４・兵庫県洲本市中川原町安坂・なかがわらちようやすさか

　　６５６-２５３２・兵庫県洲本市中津川組・なかつがわぐみ

　　６５６-２５３３・兵庫県洲本市畑田組・はただぐみ

　　６５６-００２５・兵庫県洲本市本町・ほんまち

　　６５６-００４４・兵庫県洲本市前平・まえひら

　　６５６-００２７・兵庫県洲本市港・みなと

　　６５６-００５１・兵庫県洲本市物部・ものべ

　　６５６-００２４・兵庫県洲本市山手・やまて

　　６５６-２５４１・兵庫県洲本市由良・ゆら

　　６５６-２５４２・兵庫県洲本市由良町内田・ゆらちよううちだ

　　６５６-２５４３・兵庫県洲本市由良町由良・ゆらちようゆら

　　６５９-００００・兵庫県芦屋市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５９-００１２・兵庫県芦屋市朝日ケ丘町・あさひがおかちよう

　　６５９-００５２・兵庫県芦屋市伊勢町・いせちよう

　　６５９-００１３・兵庫県芦屋市岩園町・いわぞのちよう



　　６５９-００２８・兵庫県芦屋市打出小槌町・うちでこつﾞちちよう

　　６５９-００２２・兵庫県芦屋市打出町・うちでちよう

　　６５９-００９２・兵庫県芦屋市大原町・おおはらちよう

　　６５９-００６６・兵庫県芦屋市大桝町・おおますちよう

　　６５９-０００３・兵庫県芦屋市奥池町・おくいけちよう

　　６５９-０００４・兵庫県芦屋市奥池南町・おくいけみなみちよう

　　６５９-０００２・兵庫県芦屋市奥山・おくやま

　　６５９-００３５・兵庫県芦屋市海洋町・かいようちよう

　　６５９-００２１・兵庫県芦屋市春日町・かすがちよう

　　６５９-００６１・兵庫県芦屋市上宮川町・かみみやがわちよう

　　６５９-００７２・兵庫県芦屋市川西町・かわにしちよう

　　６５９-００６５・兵庫県芦屋市公光町・きんみつちよう

　　６５９-００１５・兵庫県芦屋市楠町・くすのきちよう

　　６５９-００５１・兵庫県芦屋市呉川町・くれかわちよう

　　６５９-０００１・兵庫県芦屋市剣谷・けんたに

　　６５９-００８７・兵庫県芦屋市三条町・さんじようちよう

　　６５９-００８６・兵庫県芦屋市三条南町・さんじようみなみちよう

　　６５９-００４３・兵庫県芦屋市潮見町・しおみちよう

　　６５９-００７６・兵庫県芦屋市清水町・しみずちよう

　　６５９-００８１・兵庫県芦屋市城山・しろやま

　　６５９-００１６・兵庫県芦屋市親王塚町・しんのうつﾞかちよう

　　６５９-００３６・兵庫県芦屋市涼風町・すずかぜちよう

　　６５９-００６４・兵庫県芦屋市精道町・せいどうちよう

　　６５９-００２３・兵庫県芦屋市大東町・だいとうちよう

　　６５９-００３３・兵庫県芦屋市高浜町・たかはまちよう

　　６５９-００５５・兵庫県芦屋市竹園町・たけぞのちよう

　　６５９-００６７・兵庫県芦屋市茶屋之町・ちややのちよう

　　６５９-００８４・兵庫県芦屋市月若町・つきわかちよう

　　６５９-００７５・兵庫県芦屋市津知町・つちちよう

　　６５９-００６８・兵庫県芦屋市業平町・なりひらちよう

　　６５９-００２４・兵庫県芦屋市南宮町・なんぐうちよう

　　６５９-００３１・兵庫県芦屋市新浜町・にいはまちよう

　　６５９-００８５・兵庫県芦屋市西芦屋町・にしあしやちよう

　　６５９-００２６・兵庫県芦屋市西蔵町・にしくらちよう

　　６５９-００８３・兵庫県芦屋市西山町・にしやまちよう

　　６５９-００５４・兵庫県芦屋市浜芦屋町・はまあしやちよう

　　６５９-００３２・兵庫県芦屋市浜風町・はまかぜちよう

　　６５９-００２５・兵庫県芦屋市浜町・はまちよう

　　６５９-００９５・兵庫県芦屋市東芦屋町・ひがしあしやちよう

　　６５９-００９１・兵庫県芦屋市東山町・ひがしやまちよう

　　６５９-００７３・兵庫県芦屋市平田北町・ひらたきたちよう

　　６５９-００７４・兵庫県芦屋市平田町・ひらたちよう

　　６５９-００９３・兵庫県芦屋市船戸町・ふなどちよう

　　６５９-００７１・兵庫県芦屋市前田町・まえだちよう

　　６５９-００９４・兵庫県芦屋市松ノ内町・まつのうちちよう

　　６５９-００５３・兵庫県芦屋市松浜町・まつはまちよう

　　６５９-００１４・兵庫県芦屋市翠ケ丘町・みどりがおかちよう

　　６５９-００４２・兵庫県芦屋市緑町・みどりちよう

　　６５９-００３７・兵庫県芦屋市南浜町・みなみはまちよう

　　６５９-００６３・兵庫県芦屋市宮川町・みやがわちよう

　　６５９-００６２・兵庫県芦屋市宮塚町・みやつﾞかちよう

　　６５９-００８２・兵庫県芦屋市山芦屋町・やまあしやちよう

　　６５９-００９６・兵庫県芦屋市山手町・やまてちよう

　　６５９-００３４・兵庫県芦屋市陽光町・ようこうちよう

　　６５９-００１１・兵庫県芦屋市六麓荘町・ろくろくそうちよう

　　６５９-００４１・兵庫県芦屋市若葉町・わかはﾞちよう

　　６５９-００２７・兵庫県芦屋市若宮町・わかみやちよう

　　６６４-００００・兵庫県伊丹市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６４-０００１・兵庫県伊丹市荒牧・あらまき

　　６６４-０００８・兵庫県伊丹市荒牧南・あらまきみなみ

　　６６４-０８６４・兵庫県伊丹市安堂寺町・あんどうじちよう

　　６６４-００２７・兵庫県伊丹市池尻・いけじり

　　６６４-０８４６・兵庫県伊丹市伊丹・いたみ

　　６６４-０８６１・兵庫県伊丹市稲野町・いなのちよう

　　６６４-００１１・兵庫県伊丹市鋳物師・いもじ

　　６６４-０８４３・兵庫県伊丹市岩屋・いわや

　　６６４-０８５６・兵庫県伊丹市梅ノ木・うめのき

　　６６４-０８９９・兵庫県伊丹市大鹿・おおじか

　　６６４-０００３・兵庫県伊丹市大野・おおの

　　６６４-０００２・兵庫県伊丹市荻野・おぎの



　　６６４-００３１・兵庫県伊丹市荻野西・ おぎのにじ

　　６６４-００２５・兵庫県伊丹市奥畑・おくはた

　　５６３-０８０１・兵庫県伊丹市小阪田（食田）・おさかでん(くいた)

　　６６４-０８３３・兵庫県伊丹市小阪田（都賀元）・おさかでん(とがもと)

　　６６４-０８６３・兵庫県伊丹市柏木町・かしわぎちよう

　　６６４-０８９３・兵庫県伊丹市春日丘・かすがおか

　　６６４-０８３１・兵庫県伊丹市北伊丹・きたいたみ

　　６６４-０８３７・兵庫県伊丹市北河原・きたがわら

　　６６４-０８９１・兵庫県伊丹市北園・きたぞの

　　６６４-０００７・兵庫県伊丹市北野・きたの

　　６６４-０８３６・兵庫県伊丹市北本町・きたほんまち

　　６６４-０８５７・兵庫県伊丹市行基町・ぎようぎちよう

　　６６４-０８４４・兵庫県伊丹市口酒井・くちさかい

　　６６４-０８７２・兵庫県伊丹市車塚・くるまつﾞか

　　６６４-０８３９・兵庫県伊丹市桑津・くわつﾞ

　　６６４-０００６・兵庫県伊丹市鴻池・こうのいけ

　　６６４-０８５５・兵庫県伊丹市御願塚・ごがつﾞか

　　６６４-０８８１・兵庫県伊丹市昆陽・こや

　　６６４-００１５・兵庫県伊丹市昆陽池・こやいけ

　　６６４-０８８５・兵庫県伊丹市昆陽泉町・こやいずみちよう

　　６６４-００１６・兵庫県伊丹市昆陽北・こやきた

　　６６４-０８８６・兵庫県伊丹市昆陽東・ こやひがじ

　　６６４-０８８８・兵庫県伊丹市昆陽南・こやみなみ

　　６６４-０８９７・兵庫県伊丹市桜ケ丘・さくらがおか

　　６６４-０８９４・兵庫県伊丹市清水・しみず

　　６６４-０８３２・兵庫県伊丹市下河原・しもがわら

　　６６４-０８８２・兵庫県伊丹市鈴原町・すずはらちよう

　　６６４-０８９８・兵庫県伊丹市千僧・せんぞ

　　６６４-０８９２・兵庫県伊丹市高台・たかだい

　　６６４-０８５１・兵庫県伊丹市中央・ちゆうおう

　　６６４-００２６・兵庫県伊丹市寺本・てらもと

　　６６４-００２０・兵庫県伊丹市寺本東・ てらもとひがじ

　　６６４-００２２・兵庫県伊丹市中野東・ なかのひがじ

　　６６４-００２３・兵庫県伊丹市中野西・ なかのにじ

　　６６４-００２９・兵庫県伊丹市中野北・なかのきた

　　６６４-０８３８・兵庫県伊丹市中村・なかむら

　　６６４-０８３４・兵庫県伊丹市西桑津・にしくわつﾞ

　　６６４-０８５８・兵庫県伊丹市西台・にしだい

　　６６４-００２８・兵庫県伊丹市西野・にしの

　　６６４-０８７３・兵庫県伊丹市野間・のま

　　６６４-０８７５・兵庫県伊丹市野間北・のまきた

　　６６４-０８４５・兵庫県伊丹市東有岡・ひがしありおか

　　６６４-０８３５・兵庫県伊丹市東桑津・ひがしくわつﾞ

　　６６４-０００４・兵庫県伊丹市東野・ひがしの

　　６６４-０８５３・兵庫県伊丹市平松・ひらまつ

　　６６４-００１４・兵庫県伊丹市広畑・ひろはた

　　６６４-０８４７・兵庫県伊丹市藤ノ木・ふじのき

　　６６４-０８９６・兵庫県伊丹市船原・ふなはら

　　６６４-０８７１・兵庫県伊丹市堀池・ほりいけ

　　６６４-００２４・兵庫県伊丹市松ケ丘・まつがおか

　　６６４-０８８４・兵庫県伊丹市美鈴町・みすずちよう

　　６６４-００１７・兵庫県伊丹市瑞ケ丘・みずがおか

　　６６４-０００５・兵庫県伊丹市瑞原・みずはら

　　６６４-００１３・兵庫県伊丹市瑞穂町・みずほちよう

　　６６４-００１２・兵庫県伊丹市緑ケ丘・みどりがおか

　　６６４-０８８３・兵庫県伊丹市南鈴原・みなみすずはら

　　６６４-０８５４・兵庫県伊丹市南町・みなみちよう

　　６６４-０８６５・兵庫県伊丹市南野・みなみの

　　６６４-０８８７・兵庫県伊丹市南野北・みなみのきた

　　６６４-０８５２・兵庫県伊丹市南本町・みなみほんまち

　　６６４-０８９５・兵庫県伊丹市宮ノ前・みやのまえ

　　６６４-０８４２・兵庫県伊丹市森本・もりもと

　　６６４-０８７４・兵庫県伊丹市山田・やまだ

　　６６４-０８６２・兵庫県伊丹市若菱町・わかびしちよう

　　６７８-００００・兵庫県相生市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７８-０１４１・兵庫県相生市相生（５１３３番地２～５１８７番地）・あいおい

　　６７８-０１４１・兵庫県相生市相生（５３１６番地１～５３１６番地１６７）・あいおい

　　６７８-００４１・兵庫県相生市相生（その他）・あいおい(そのた)

　　６７８-００６４・兵庫県相生市青葉台・あおはﾞだい



　　６７８-００２１・兵庫県相生市赤坂・あかさか

　　６７８-００３１・兵庫県相生市旭・あさひ

　　６７８-０００４・兵庫県相生市池之内・いけのうち

　　６７８-０００５・兵庫県相生市大石町・おおいしちよう

　　６７８-００５２・兵庫県相生市大島町・おおしまちよう

　　６７８-００４３・兵庫県相生市大谷町・おおたにちよう

　　６７８-００２２・兵庫県相生市垣内町・かきうちちよう

　　６７８-００４２・兵庫県相生市川原町・かわはらちよう

　　６７８-０００３・兵庫県相生市陸・くが

　　６７８-０００７・兵庫県相生市陸本町・くがほんまち

　　６７８-００２３・兵庫県相生市向陽台・こうようだい

　　６７８-０００８・兵庫県相生市栄町・さかえまち

　　６７８-００６３・兵庫県相生市佐方・さがた

　　６７８-００６１・兵庫県相生市桜ケ丘町・さくらがおかちよう

　　６７８-０００２・兵庫県相生市汐見台・しおみだい

　　６７８-００７３・兵庫県相生市菅原町・すがはらちよう

　　６７８-００６２・兵庫県相生市千尋町・ちひろちよう

　　６７８-００６７・兵庫県相生市那波・なはﾞ

　　６７８-００５１・兵庫県相生市那波大浜町・なはﾞおおはまちよう

　　６７８-００５６・兵庫県相生市那波東本町・なはﾞひがしほんまち

　　６７８-００５４・兵庫県相生市那波西本町・なはﾞにしほんまち

　　６７８-００５３・兵庫県相生市那波南本町・なはﾞみなみほんまち

　　６７８-００５５・兵庫県相生市那波本町・なはﾞほんまち

　　６７８-００１１・兵庫県相生市那波野・なはﾞの

　　６７８-００６５・兵庫県相生市西谷町・にしたにちよう

　　６７８-００４４・兵庫県相生市野瀬・のせ

　　６７８-００７４・兵庫県相生市ひかりが丘・ひかりがおか

　　６７８-００２４・兵庫県相生市双葉・ふたはﾞ

　　６７８-００１２・兵庫県相生市古池・ふるいけ

　　６７８-００２５・兵庫県相生市古池本町・ふるいけほんまち

　　６７８-０００６・兵庫県相生市本郷町・ほんごうちよう

　　６７８-００７１・兵庫県相生市緑ケ丘・みどりがおか

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町瓜生・やのちよううりゆう

　　６７８-００９２・兵庫県相生市矢野町小河・やのちようおうご

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町金坂・やのちようかねさか

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町釜出・やのちようかまで

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町上・やのちようかみ

　　６７８-００９２・兵庫県相生市矢野町上土井・やのちようかみどい

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町榊・やのちようさかき

　　６７８-００９２・兵庫県相生市矢野町下田・やのちようしもだ

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町菅谷・やのちようすがたに

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町中野・やのちようなかの

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町能下・やのちようのうげ

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町二木・やのちようふたつぎ

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町真広・やのちようまひろ

　　６７８-００９１・兵庫県相生市矢野町森・やのちようもり

　　６７８-００６６・兵庫県相生市山崎町・やまさきちよう

　　６７８-０００１・兵庫県相生市山手・やまて

　　６７８-００７２・兵庫県相生市竜泉町・りゆうせんちよう

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町雨内・わかさのちようあまうち

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町入野・わかさのちよういりの

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町上松・わかさのちよううえまつ

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町下土井・わかさのちようしもどい

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町寺田・わかさのちようてらだ

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町出・わかさのちようで

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町野々・わかさのちようのの

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町八洞・わかさのちようはつとう

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町東後明・わかさのちようひがしごみよう

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町西後明・わかさのちようにしごみよう

　　６７８-００８２・兵庫県相生市若狭野町福井・わかさのちようふくい

　　６７８-００８１・兵庫県相生市若狭野町若狭野・わかさのちようわかさの

　　６６８-００００・兵庫県豊岡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６８-０８０１・兵庫県豊岡市赤石・ あかいじ

　　６６８-０００１・兵庫県豊岡市伊賀谷・いがだに

　　６６８-０２６１・兵庫県豊岡市出石町荒木・いずしちようあらき

　　６６８-０２１３・兵庫県豊岡市出石町伊木・いずしちよういぎ

　　６６８-０２０７・兵庫県豊岡市出石町伊豆・いずしちよういず

　　６６８-０２１８・兵庫県豊岡市出石町入佐・いずしちよういるさ

　　６６８-０２４４・兵庫県豊岡市出石町上野・いずしちよううえの

　　６６８-０２１５・兵庫県豊岡市出石町魚屋・いずしちよううおや



　　６６８-０２１４・兵庫県豊岡市出石町内町・いずしちよううちまち

　　６６８-０２７１・兵庫県豊岡市出石町大谷・いずしちようおおたに

　　６６８-０２０１・兵庫県豊岡市出石町奥小野・いずしちようおくおの

　　６６８-０２５１・兵庫県豊岡市出石町奥山・いずしちようおくやま

　　６６８-０２３５・兵庫県豊岡市出石町鍛冶屋・いずしちようかじや

　　６６８-０２７９・兵庫県豊岡市出石町片間・いずしちようかたま

　　６６８-０２５５・兵庫県豊岡市出石町上村・いずしちようかみむら

　　６６８-０２３１・兵庫県豊岡市出石町川原・いずしちようかわら

　　６６８-０２４２・兵庫県豊岡市出石町桐野・いずしちようきりの

　　６６８-０２０２・兵庫県豊岡市出石町口小野・いずしちようくちおの

　　６６８-０２６４・兵庫県豊岡市出石町暮坂・いずしちようくれさか

　　６６８-０２５６・兵庫県豊岡市出石町小人・いずしちようこびと

　　６６８-０２１６・兵庫県豊岡市出石町材木・いずしちようざいもく

　　６６８-０２０５・兵庫県豊岡市出石町嶋・いずしちようしま

　　６６８-０２１１・兵庫県豊岡市出石町下谷・いずしちようしもたに

　　６６８-０２３３・兵庫県豊岡市出石町田結庄・いずしちようたいのしよう

　　６６８-０２０９・兵庫県豊岡市出石町田多地・いずしちようただち

　　６６８-０２１２・兵庫県豊岡市出石町谷山・いずしちようたにやま

　　６６８-０２７３・兵庫県豊岡市出石町坪井・いずしちようつほﾞい

　　６６８-０２５７・兵庫県豊岡市出石町坪口・いずしちようつほﾞぐち

　　６６８-０２２３・兵庫県豊岡市出石町鉄砲・いずしちようてつほﾟう

　　６６８-０２４１・兵庫県豊岡市出石町寺坂・いずしちようてらさか

　　６６８-０２２２・兵庫県豊岡市出石町寺町・いずしちようてらまち

　　６６８-０２１７・兵庫県豊岡市出石町東條・いずしちようとうじよう

　　６６８-０２７２・兵庫県豊岡市出石町鳥居・いずしちようとりい

　　６６８-０２７５・兵庫県豊岡市出石町長砂・いずしちようながすな

　　６６８-０２４３・兵庫県豊岡市出石町中野・いずしちようなかの

　　６６８-０２５４・兵庫県豊岡市出石町中村・いずしちようなかむら

　　６６８-０２０３・兵庫県豊岡市出石町袴狭・いずしちようはかざ

　　６６８-０２３７・兵庫県豊岡市出石町馬場・いずしちようはﾞはﾞ

　　６６８-０２４６・兵庫県豊岡市出石町日野辺・いずしちようひのべ

　　６６８-０２６６・兵庫県豊岡市出石町平田・いずしちようひらた

　　６６８-０２３８・兵庫県豊岡市出石町弘原・いずしちようひろはら

　　６６８-０２０６・兵庫県豊岡市出石町福居・いずしちようふくい

　　６６８-０２６３・兵庫県豊岡市出石町福住・いずしちようふくすみ

　　６６８-０２６５・兵庫県豊岡市出石町福見・いずしちようふくみ

　　６６８-０２６２・兵庫県豊岡市出石町細見・いずしちようほそみ

　　６６８-０２２４・兵庫県豊岡市出石町本町・いずしちようほんまち

　　６６８-０２２１・兵庫県豊岡市出石町町分・いずしちようまちぶん

　　６６８-０２３６・兵庫県豊岡市出石町松枝・いずしちようまつがえ

　　６６８-０２７７・兵庫県豊岡市出石町丸中・いずしちようまるなか

　　６６８-０２７８・兵庫県豊岡市出石町三木・いずしちようみつき

　　６６８-０２０４・兵庫県豊岡市出石町宮内・いずしちようみやうち

　　６６８-０２７４・兵庫県豊岡市出石町水上・いずしちようむながい

　　６６８-０２７６・兵庫県豊岡市出石町森井・いずしちようもりい

　　６６８-０２２５・兵庫県豊岡市出石町八木・いずしちようやぎ

　　６６８-０２０８・兵庫県豊岡市出石町安良・いずしちようやすら

　　６６８-０２３４・兵庫県豊岡市出石町柳・いずしちようやなぎ

　　６６８-０２４５・兵庫県豊岡市出石町百合・いずしちようゆり

　　６６８-０２３２・兵庫県豊岡市出石町宵田・いずしちようよいだ

　　６６８-０２５３・兵庫県豊岡市出石町榎見・いずしちようよのみ

　　６６８-０２５２・兵庫県豊岡市出石町和屋・いずしちようわや

　　６６８-００２１・兵庫県豊岡市泉町・いずみちよう

　　６６８-０８２１・兵庫県豊岡市市場・いちはﾞ

　　６６８-０８５１・兵庫県豊岡市今森・いまもり

　　６６８-００８１・兵庫県豊岡市岩井・いわい

　　６６８-０００２・兵庫県豊岡市岩熊・いわくま

　　６６８-００７１・兵庫県豊岡市内町・うちまち

　　６６８-０８５２・兵庫県豊岡市江本・えもと

　　６６８-００４１・兵庫県豊岡市大磯町・おおいそちよう

　　６６８-０８６１・兵庫県豊岡市大篠岡・おおしのか

　　６６８-００７２・兵庫県豊岡市大谷・おおたに

　　６６８-００３１・兵庫県豊岡市大手町・おおてまち

　　６６８-０８２２・兵庫県豊岡市奥野・おくの

　　６６９-６１２３・兵庫県豊岡市小島・おしま

　　６６８-００２２・兵庫県豊岡市小田井町・おだいちよう

　　６６８-０８７１・兵庫県豊岡市梶原・かじわら

　　６６８-０８６２・兵庫県豊岡市香住・かすみ

　　６６８-００２３・兵庫県豊岡市加広町・かひろちよう

　　６６８-０８１１・兵庫県豊岡市鎌田・かまた



　　６６８-００１１・兵庫県豊岡市上陰・かみかげ

　　６６８-００６１・兵庫県豊岡市上佐野・かみさの

　　６６８-０８６３・兵庫県豊岡市上鉢山・かみはちやま

　　６６８-０８３１・兵庫県豊岡市神美台・かみよしだい

　　６６８-０８４１・兵庫県豊岡市加陽・かや

　　６６８-０８６４・兵庫県豊岡市木内・ きなじ

　　６６９-６１０３・兵庫県豊岡市城崎町今津・きのさきちよういまつﾞ

　　６６９-６１１６・兵庫県豊岡市城崎町上山・きのさきちよううやま

　　６６９-６１１５・兵庫県豊岡市城崎町来日・きのさきちようくるひ

　　６６９-６１１１・兵庫県豊岡市城崎町楽々浦・きのさきちようささうら

　　６６９-６１１４・兵庫県豊岡市城崎町戸島・きのさきちようとしま

　　６６９-６１１２・兵庫県豊岡市城崎町飯谷・きのさきちようはんだに

　　６６９-６１１３・兵庫県豊岡市城崎町結・きのさきちようむすぶ

　　６６９-６１０２・兵庫県豊岡市城崎町桃島・きのさきちようももしま

　　６６９-６１０１・兵庫県豊岡市城崎町湯島・きのさきちようゆしま

　　６６８-００４２・兵庫県豊岡市京町・きようまち

　　６６８-０８３２・兵庫県豊岡市倉見・くらみ

　　６６９-６１２４・兵庫県豊岡市気比・けひ

　　６６８-０８７２・兵庫県豊岡市河谷・こうだに

　　６６８-０００３・兵庫県豊岡市江野・ごうの

　　６６８-００５１・兵庫県豊岡市九日市上町・ここのかいちかみのちよう

　　６６８-００５３・兵庫県豊岡市九日市中町・ここのかいちなかのちよう

　　６６８-００５２・兵庫県豊岡市九日市下町・ここのかいちしものちよう

　　６６８-００２４・兵庫県豊岡市寿町・ことぶきちよう

　　６６８-０８０２・兵庫県豊岡市金剛寺・こんごうじ

　　６６８-００２５・兵庫県豊岡市幸町・さいわいちよう

　　６６８-０８１２・兵庫県豊岡市栄町・さかえまち

　　６６８-００４３・兵庫県豊岡市桜町・さくらまち

　　６６８-００６２・兵庫県豊岡市佐野・さの

　　６６８-００４４・兵庫県豊岡市山王町・さんのうちよう

　　６６８-００５４・兵庫県豊岡市塩津町・しおつちよう

　　６６８-００１２・兵庫県豊岡市下陰・しもかげ

　　６６８-０８０３・兵庫県豊岡市下鶴井・しもつるい

　　６６８-０８１３・兵庫県豊岡市下宮・しものみや

　　６６８-０８６５・兵庫県豊岡市下鉢山・しもはちやま

　　６６８-００８２・兵庫県豊岡市庄・しよう

　　６６８-０８１４・兵庫県豊岡市祥雲寺・しよううんじ

　　６６８-０８７３・兵庫県豊岡市庄境・しようざかい

　　６６８-００４５・兵庫県豊岡市城南町・じようなんちよう

　　６６８-００６３・兵庫県豊岡市正法寺・しようほﾞうじ

　　６６８-０８５３・兵庫県豊岡市清冷寺・しようれんじ

　　６６８-００５５・兵庫県豊岡市昭和町・しようわちよう

　　６６８-０００４・兵庫県豊岡市新堂・しんどう

　　６６９-６１２２・兵庫県豊岡市瀬戸・せと

　　６６９-６１２５・兵庫県豊岡市田結・たい

　　６６８-００６４・兵庫県豊岡市高屋・たかや

　　６６８-０００５・兵庫県豊岡市滝・たき

　　６６９-６２１４・兵庫県豊岡市竹野町阿金谷・たけのちようあこんだに

　　６６９-６２２３・兵庫県豊岡市竹野町芦谷・たけのちようあしだに

　　６６９-６２０２・兵庫県豊岡市竹野町宇日・たけのちよううひ

　　６６９-６３５２・兵庫県豊岡市竹野町大森・たけのちようおおもり

　　６６９-６２１８・兵庫県豊岡市竹野町奥須井・たけのちようおくすい

　　６６９-６２２４・兵庫県豊岡市竹野町鬼神谷・たけのちようおじんだに

　　６６９-６３３３・兵庫県豊岡市竹野町御又・たけのちようおんまた

　　６６９-６３５４・兵庫県豊岡市竹野町川南谷・たけのちようかなんだに

　　６６９-６３３４・兵庫県豊岡市竹野町河内・たけのちようかわち

　　６６９-６２１６・兵庫県豊岡市竹野町切浜・たけのちようきりはま

　　６６９-６２２９・兵庫県豊岡市竹野町金原・たけのちようきんはﾞら

　　６６９-６２１５・兵庫県豊岡市竹野町草飼・たけのちようくさかい

　　６６９-６３５３・兵庫県豊岡市竹野町桑野本・たけのちようくわのもと

　　６６９-６３４１・兵庫県豊岡市竹野町小城・たけのちようこじよう

　　６６９-６２２２・兵庫県豊岡市竹野町小丸・たけのちようこまる

　　６６９-６２２６・兵庫県豊岡市竹野町下塚・たけのちようしもつﾞか

　　６６９-６２２１・兵庫県豊岡市竹野町須谷・たけのちようすだに

　　６６９-６３５１・兵庫県豊岡市竹野町須野谷・たけのちようすのたに

　　６６９-６２０３・兵庫県豊岡市竹野町田久日・たけのちようたくひ

　　６６９-６２０１・兵庫県豊岡市竹野町竹野・たけのちようたけの

　　６６９-６３４３・兵庫県豊岡市竹野町段・たけのちようだん

　　６６９-６２２５・兵庫県豊岡市竹野町轟・たけのちようとどろき

　　６６９-６３４２・兵庫県豊岡市竹野町二連原・たけのちようにれんはﾞら



　　６６９-６３４４・兵庫県豊岡市竹野町椒・たけのちようはじかみ

　　６６９-６２１３・兵庫県豊岡市竹野町羽入・たけのちようはにゆう

　　６６９-６２１７・兵庫県豊岡市竹野町浜須井・たけのちようはますい

　　６６９-６２２７・兵庫県豊岡市竹野町林・ たけのちようはやじ

　　６６９-６２２８・兵庫県豊岡市竹野町東大谷・たけのちようひがしおおたに

　　６６９-６３３１・兵庫県豊岡市竹野町坊岡・たけのちようほﾞうおか

　　６６９-６２１２・兵庫県豊岡市竹野町松本・たけのちようまつもと

　　６６９-６３５５・兵庫県豊岡市竹野町三原・たけのちようみはら

　　６６９-６３３２・兵庫県豊岡市竹野町森本・たけのちようもりもと

　　６６９-６３３５・兵庫県豊岡市竹野町門谷・たけのちようもんだに

　　６６９-６２１１・兵庫県豊岡市竹野町和田・たけのちようわだ

　　６６８-０８６６・兵庫県豊岡市駄坂・ださか

　　６６８-００４６・兵庫県豊岡市立野町・たちのちよう

　　６６８-０８３３・兵庫県豊岡市立石・ たていじ

　　６６８-０３２４・兵庫県豊岡市但東町相田・たんとうちようあいだ

　　６６８-０３５２・兵庫県豊岡市但東町赤花・たんとうちようあかはﾞな

　　６６８-０３１６・兵庫県豊岡市但東町天谷・たんとうちようあまだに

　　６６８-０３７４・兵庫県豊岡市但東町後・たんとうちよううしろ

　　６６８-０３７２・兵庫県豊岡市但東町大河内・たんとうちようおおごうち

　　６６８-０３３５・兵庫県豊岡市但東町太田・たんとうちようおおた

　　６６８-０３５３・兵庫県豊岡市但東町奥赤・たんとうちようおくあか

　　６６８-０３４３・兵庫県豊岡市但東町奥藤・たんとうちようおくふじ

　　６６８-０３０１・兵庫県豊岡市但東町奥矢根・たんとうちようおくやね

　　６６８-０３２３・兵庫県豊岡市但東町小谷・たんとうちようおだに

　　６６８-０３２１・兵庫県豊岡市但東町唐川・たんとうちようからかわ

　　６６８-０３３１・兵庫県豊岡市但東町木村・たんとうちようきむら

　　６６８-０３４１・兵庫県豊岡市但東町口藤・たんとうちようくちふじ

　　６６８-０３７３・兵庫県豊岡市但東町久畑・たんとうちようくはﾞた

　　６６８-０３６３・兵庫県豊岡市但東町栗尾・たんとうちようくりお

　　６６８-０３１５・兵庫県豊岡市但東町河本・たんとうちようこうもと

　　６６８-０３３３・兵庫県豊岡市但東町高龍寺・たんとうちようこうりゆうじ

　　６６８-０３７６・兵庫県豊岡市但東町小坂・たんとうちようこざこ

　　６６８-０３５４・兵庫県豊岡市但東町坂津・たんとうちようさかつﾞ

　　６６８-０３３４・兵庫県豊岡市但東町坂野・たんとうちようさかの

　　６６８-０３２５・兵庫県豊岡市但東町佐々木・たんとうちようささき

　　６６８-０３６４・兵庫県豊岡市但東町佐田・たんとうちようさだ

　　６６８-０３６１・兵庫県豊岡市但東町正法寺・たんとうちようしようほﾞうじ

　　６６８-０３１１・兵庫県豊岡市但東町出合・たんとうちようであい

　　６６８-０３１３・兵庫県豊岡市但東町出合市場・たんとうちようであいいちはﾞ

　　６６８-０３３７・兵庫県豊岡市但東町東里・たんとうちようとうり

　　６６８-０３４２・兵庫県豊岡市但東町中藤・たんとうちようなかふじ

　　６６８-０３４５・兵庫県豊岡市但東町中山・たんとうちようなかやま

　　６６８-０３１７・兵庫県豊岡市但東町西谷・たんとうちようにしだに

　　６６８-０３３２・兵庫県豊岡市但東町西野々・たんとうちようにしのの

　　６６８-０３０３・兵庫県豊岡市但東町畑・たんとうちようはた

　　６６８-０３５１・兵庫県豊岡市但東町畑山・たんとうちようはたやま

　　６６８-０３７５・兵庫県豊岡市但東町東中・たんとうちようひがしなか

　　６６８-０３１４・兵庫県豊岡市但東町日殿・たんとうちようひどの

　　６６８-０３３６・兵庫県豊岡市但東町日向・たんとうちようひなだ

　　６６８-０３６２・兵庫県豊岡市但東町平田・たんとうちようひらた

　　６６８-０３０４・兵庫県豊岡市但東町水石・ たんとうちようみずじ

　　６６８-０３１２・兵庫県豊岡市但東町南尾・たんとうちようみのお

　　６６８-０３２２・兵庫県豊岡市但東町三原・たんとうちようみはら

　　６６８-０３４４・兵庫県豊岡市但東町虫生・たんとうちようむしゆう

　　６６８-０３７１・兵庫県豊岡市但東町薬王寺・たんとうちようやくおうじ

　　６６８-０３０２・兵庫県豊岡市但東町矢根・たんとうちようやね

　　６６８-００３３・兵庫県豊岡市中央町・ちゆうおうまち

　　６６８-００３２・兵庫県豊岡市千代田町・ちよだちよう

　　６６９-６１２１・兵庫県豊岡市津居山・ついやま

　　６６８-００７３・兵庫県豊岡市辻・つじ

　　６６８-００８３・兵庫県豊岡市栃江・とちえ

　　６６８-００６５・兵庫県豊岡市戸牧・とべら

　　６６８-００１３・兵庫県豊岡市中陰・なかかげ

　　６６８-０８４２・兵庫県豊岡市中郷・なかのごう

　　６６８-０８７４・兵庫県豊岡市中谷・なかのたに

　　６６８-０８３４・兵庫県豊岡市長谷・ながたに

　　６６８-００７４・兵庫県豊岡市野垣・のがき

　　６６８-０８０４・兵庫県豊岡市野上・のじよう

　　６６８-００１４・兵庫県豊岡市野田・のだ

　　６６８-０８５４・兵庫県豊岡市八社宮・はさみ



　　６６９-６１２７・兵庫県豊岡市畑上・はたがみ

　　６６８-０８４３・兵庫県豊岡市引野・ひきの

　　６６８-０８４４・兵庫県豊岡市土渕・ひじうち

　　６６９-５３１４・兵庫県豊岡市日高町赤崎・ひだかちようあかさき

　　６６９-５３３１・兵庫県豊岡市日高町上石・ ひだかちようあげじ

　　６６９-５３１５・兵庫県豊岡市日高町浅倉・ひだかちようあさくら

　　６６９-５３５６・兵庫県豊岡市日高町荒川・ひだかちようあらかわ

　　６６９-５３２６・兵庫県豊岡市日高町池上・ひだかちよういけがみ

　　６６９-５３６７・兵庫県豊岡市日高町石井・ひだかちよういしい

　　６６９-５３７５・兵庫県豊岡市日高町稲葉・ひだかちよういなんはﾞ

　　６６９-５３５７・兵庫県豊岡市日高町猪子垣・ひだかちよういのこがき

　　６６９-５３３８・兵庫県豊岡市日高町猪爪・ひだかちよういのつめ

　　６６９-５３４６・兵庫県豊岡市日高町伊府・ひだかちよういぶ

　　６６９-５３０２・兵庫県豊岡市日高町岩中・ひだかちよういわなか

　　６６９-５３０１・兵庫県豊岡市日高町江原・ひだかちようえはﾞら

　　６６９-５３３９・兵庫県豊岡市日高町大岡・ひだかちようおおおか

　　６６９-５３２４・兵庫県豊岡市日高町上郷・ひだかちようかみのごう

　　６６９-５３３９・兵庫県豊岡市日高町河江・ひだかちようかわえ

　　６６９-５３５４・兵庫県豊岡市日高町観音寺・ひだかちようかんのんじ

　　６６９-５３４５・兵庫県豊岡市日高町久田谷・ひだかちようくただに

　　６６９-５３４２・兵庫県豊岡市日高町久斗・ひだかちようくと

　　６６９-５３７２・兵庫県豊岡市日高町栗栖野・ひだかちようくりすの

　　６６９-５３６１・兵庫県豊岡市日高町栗山・ひだかちようくりやま

　　６６９-５３３９・兵庫県豊岡市日高町小河江・ひだかちようこがわえ

　　６６９-５３４１・兵庫県豊岡市日高町国分寺・ひだかちようこくぶんじ

　　６６９-５３６６・兵庫県豊岡市日高町頃垣・ひだかちようころがき

　　６６９-５３５１・兵庫県豊岡市日高町佐田・ひだかちようさた

　　６６９-５３５５・兵庫県豊岡市日高町篠垣・ひだかちようしのがき

　　６６９-５３６２・兵庫県豊岡市日高町芝・ひだかちようしはﾞ

　　６６９-５３６５・兵庫県豊岡市日高町十戸・ひだかちようじゆうご

　　６６９-５３６４・兵庫県豊岡市日高町庄境・ひだかちようしようざかえ

　　６６９-５３３２・兵庫県豊岡市日高町竹貫・ひだかちようたかぬき

　　６６９-５３７１・兵庫県豊岡市日高町太田・ひだかちようただ

　　６６９-５３３６・兵庫県豊岡市日高町谷・ひだかちようたに

　　６６９-５３５７・兵庫県豊岡市日高町田ノ口・ひだかちようたのくち

　　６６９-５３５２・兵庫県豊岡市日高町知見・ひだかちようちみ

　　６６９-５３１３・兵庫県豊岡市日高町鶴岡・ひだかちようつるおか

　　６６９-５３２１・兵庫県豊岡市日高町土居・ひだかちようどい

　　６６９-５３４３・兵庫県豊岡市日高町道場・ひだかちようどうじよう

　　６６９-５３６９・兵庫県豊岡市日高町栃本・ひだかちようとちもと

　　６６９-５３５８・兵庫県豊岡市日高町殿・ひだかちようとの

　　６６９-５３３７・兵庫県豊岡市日高町中・ひだかちようなか

　　６６９-５３３５・兵庫県豊岡市日高町奈佐路・ひだかちようなさじ

　　６６９-５３７９・兵庫県豊岡市日高町名色・ひだかちようなしき

　　６６９-５３４４・兵庫県豊岡市日高町夏栗・ひだかちようなつくり

　　６６９-５３２８・兵庫県豊岡市日高町西芝・ひだかちようにししはﾞ

　　６６９-５３０５・兵庫県豊岡市日高町祢布・ひだかちようによう

　　６６９-５３６３・兵庫県豊岡市日高町野・ひだかちようの

　　６６９-５３２７・兵庫県豊岡市日高町野々庄・ひだかちようののしよう

　　６６９-５３５９・兵庫県豊岡市日高町羽尻・ひだかちようはじり

　　６６９-５３１１・兵庫県豊岡市日高町日置・ひだかちようひおき

　　６６９-５３０３・兵庫県豊岡市日高町東構・ひだかちようひがしがまえ

　　６６９-５３７３・兵庫県豊岡市日高町東河内・ひだかちようひがしごうち

　　６６９-５３２８・兵庫県豊岡市日高町東芝・ひだかちようひがししはﾞ

　　６６９-５３１２・兵庫県豊岡市日高町日高・ひだかちようひだか

　　６６９-５３５８・兵庫県豊岡市日高町広井・ひだかちようひろい

　　６６９-５３２２・兵庫県豊岡市日高町府市場・ひだかちようふいちはﾞ

　　６６９-５３３３・兵庫県豊岡市日高町藤井・ひだかちようふじい

　　６６９-５３２３・兵庫県豊岡市日高町府中新・ひだかちようふちゆうしん

　　６６９-５３２５・兵庫県豊岡市日高町堀・ひだかちようほり

　　６６９-５３０７・兵庫県豊岡市日高町松岡・ひだかちようまつおか

　　６６９-５３７６・兵庫県豊岡市日高町万劫・ひだかちようまんごう

　　６６９-５３７８・兵庫県豊岡市日高町万場・ひだかちようまんはﾞ

　　６６９-５３０６・兵庫県豊岡市日高町水上・ひだかちようみのかみ

　　６６９-５３７４・兵庫県豊岡市日高町水口・ひだかちようみのくち

　　６６９-５３５３・兵庫県豊岡市日高町森山・ひだかちようもりやま

　　６６９-５３３９・兵庫県豊岡市日高町八代・ひだかちようやしろ

　　６６９-５３７７・兵庫県豊岡市日高町山田・ひだかちようやまた

　　６６９-５３６８・兵庫県豊岡市日高町山宮・ひだかちようやまのみや

　　６６９-５３３４・兵庫県豊岡市日高町山本・ひだかちようやまもと



　　６６９-５３０４・兵庫県豊岡市日高町宵田・ひだかちようよいだ

　　６６８-００１５・兵庫県豊岡市一日市・ひといち

　　６６８-０８１５・兵庫県豊岡市日撫・ひなど

　　６６８-００７５・兵庫県豊岡市福成寺・ふくじようじ

　　６６８-００８４・兵庫県豊岡市福田・ふくだ

　　６６８-０８５５・兵庫県豊岡市伏・ ふじ

　　６６８-００７６・兵庫県豊岡市船谷・ふなだに

　　６６８-０８０５・兵庫県豊岡市船町・ふなまち

　　６６８-０８１６・兵庫県豊岡市法花寺・ほつけいじ

　　６６８-００４７・兵庫県豊岡市三坂町・みさかちよう

　　６６９-６１２６・兵庫県豊岡市三原・みはら

　　６６８-００８５・兵庫県豊岡市宮井・みやい

　　６６８-０８２３・兵庫県豊岡市三宅・みやけ

　　６６８-００１６・兵庫県豊岡市宮島・みやじま

　　６６８-００５６・兵庫県豊岡市妙楽寺・みようらくじ

　　６６８-００７７・兵庫県豊岡市目坂・めさか

　　６６８-００２６・兵庫県豊岡市元町・もとまち

　　６６８-０８０６・兵庫県豊岡市森・もり

　　６６８-０８２４・兵庫県豊岡市森尾・もりお

　　６６８-０００６・兵庫県豊岡市森津・もりつﾞ

　　６６８-００５７・兵庫県豊岡市弥栄町・やさかちよう

　　６６８-０８０７・兵庫県豊岡市山本・やまもと

　　６６８-０８７５・兵庫県豊岡市百合地・ゆるじ

　　６６８-００７８・兵庫県豊岡市吉井・よしい

　　６６８-０８１７・兵庫県豊岡市六地蔵・ろくじぞう

　　６６８-００２７・兵庫県豊岡市若松町・わかまつちよう

　　６７５-００００・兵庫県加古川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７５-００２６・兵庫県加古川市尾上町旭・おのえちようあさひ

　　６７５-００２３・兵庫県加古川市尾上町池田・おのえちよういけだ

　　６７５-００２７・兵庫県加古川市尾上町今福・おのえちよういまふく

　　６７５-００２２・兵庫県加古川市尾上町口里・おのえちようくちり

　　６７５-００２４・兵庫県加古川市尾上町長田・おのえちようながた

　　６７５-００２１・兵庫県加古川市尾上町安田・おのえちようやすた

　　６７５-００２５・兵庫県加古川市尾上町養田・おのえちようようた

　　６７５-００３９・兵庫県加古川市加古川町粟津・かこがわちようあわつﾞ

　　６７５-００３４・兵庫県加古川市加古川町稲屋・かこがわちよういなや

　　６７５-００６１・兵庫県加古川市加古川町大野・かこがわちようおおの

　　６７５-００６７・兵庫県加古川市加古川町河原・かこがわちようかわら

　　６７５-００３１・兵庫県加古川市加古川町北在家・かこがわちようきたざいけ

　　６７５-００３８・兵庫県加古川市加古川町木村・かこがわちようきむら

　　６７５-００６５・兵庫県加古川市加古川町篠原町・かこがわちようしのはらちよう

　　６７５-００６６・兵庫県加古川市加古川町寺家町・かこがわちようじけまち

　　６７５-００３５・兵庫県加古川市加古川町友沢・かこがわちようともさわ

　　６７５-００６８・兵庫県加古川市加古川町中津・かこがわちようなかつ

　　６７５-００３６・兵庫県加古川市加古川町西河原・かこがわちようにしがわら

　　６７５-００６３・兵庫県加古川市加古川町平野・かこがわちようひらの

　　６７５-００３２・兵庫県加古川市加古川町備後・かこがわちようびんご

　　６７５-００３７・兵庫県加古川市加古川町本町・かこがわちようほんまち

　　６７５-００６４・兵庫県加古川市加古川町溝之口・かこがわちようみぞのくち

　　６７５-００３３・兵庫県加古川市加古川町南備後・かこがわちようみなみびんご

　　６７５-００６２・兵庫県加古川市加古川町美乃利・かこがわちようみのり

　　６７５-０１３７・兵庫県加古川市金沢町・かなざわちよう

　　６７５-１２１２・兵庫県加古川市上荘町井ノ口・かみそうちよういのくち

　　６７５-１２１８・兵庫県加古川市上荘町小野・かみそうちようおの

　　６７５-１２１７・兵庫県加古川市上荘町薬栗・かみそうちようくすくり

　　６７５-１２１３・兵庫県加古川市上荘町国包・かみそうちようくにかね

　　６７５-１２１１・兵庫県加古川市上荘町白沢・かみそうちようしらさわ

　　６７５-１２１６・兵庫県加古川市上荘町都染・かみそうちようつぞめ

　　６７５-１２１４・兵庫県加古川市上荘町見土呂・かみそうちようみどろ

　　６７５-１２１５・兵庫県加古川市上荘町都台・かみそうちようみやこだい

　　６７５-０００５・兵庫県加古川市神野町石守・かんのちよういしもり

　　６７５-０００３・兵庫県加古川市神野町神野・かんのちようかんの

　　６７５-０００９・兵庫県加古川市神野町西条・かんのちようさいじよう

　　６７５-０００７・兵庫県加古川市神野町西之山・かんのちようにしのやま

　　６７５-０００６・兵庫県加古川市神野町日岡苑・かんのちようひおかえん

　　６７５-０００４・兵庫県加古川市神野町福留・かんのちようふくどめ

　　６７５-０００１・兵庫県加古川市西条山手・さいじようやまて

　　６７５-０３０１・兵庫県加古川市志方町大澤・しかたちようおおざわ

　　６７５-０３０５・兵庫県加古川市志方町大宗・しかたちようおおむね

　　６７５-０３１１・兵庫県加古川市志方町岡・しかたちようおか



　　６７５-０３１４・兵庫県加古川市志方町上冨木・しかたちようかみとみき

　　６７５-０３０３・兵庫県加古川市志方町細工所・しかたちようさいくじよ

　　６７５-０３２１・兵庫県加古川市志方町志方町・しかたちようしかたまち

　　６７５-０３４２・兵庫県加古川市志方町雑郷・しかたちようぞうごう

　　６７５-０３０４・兵庫県加古川市志方町高畑・しかたちようたかはた

　　６７５-０３４７・兵庫県加古川市志方町永室・しかたちようながむろ

　　６７５-０３３４・兵庫県加古川市志方町成井・しかたちようなるい

　　６７５-０３４５・兵庫県加古川市志方町西飯坂・しかたちようにしいいざか

　　６７５-０３４６・兵庫県加古川市志方町西中・しかたちようにしなか

　　６７５-０３３１・兵庫県加古川市志方町西牧・しかたちようにしまき

　　６７５-０３３３・兵庫県加古川市志方町西山・しかたちようにしやま

　　６７５-０３１３・兵庫県加古川市志方町投松・しかたちようねじまつ

　　６７５-０３０２・兵庫県加古川市志方町野尻・しかたちようのじり

　　６７５-０３４１・兵庫県加古川市志方町畑・しかたちようはた

　　６７５-０３３５・兵庫県加古川市志方町原・しかたちようはら

　　６７５-０３４４・兵庫県加古川市志方町東飯坂・しかたちようひがしいいざか

　　６７５-０３０６・兵庫県加古川市志方町東中・しかたちようひがしなか

　　６７５-０３１２・兵庫県加古川市志方町広尾・しかたちようひろお

　　６７５-０３３６・兵庫県加古川市志方町山中・しかたちようやまなか

　　６７５-０３４３・兵庫県加古川市志方町行常・しかたちようゆきつね

　　６７５-０３３２・兵庫県加古川市志方町横大路・しかたちようよこおおじ

　　６７５-０００８・兵庫県加古川市新神野・しんかんの

　　６７５-００４４・兵庫県加古川市西神吉町大国・にしかんきちようおおぐに

　　６７５-００４７・兵庫県加古川市西神吉町鼎・にしかんきちようかなえ

　　６７５-００４５・兵庫県加古川市西神吉町岸・ にしかんきちようきじ

　　６７５-００４６・兵庫県加古川市西神吉町辻・にしかんきちようつじ

　　６７５-００４３・兵庫県加古川市西神吉町中西・ にしかんきちようなかにじ

　　６７５-００４２・兵庫県加古川市西神吉町西村・にしかんきちようにしむら

　　６７５-００４１・兵庫県加古川市西神吉町宮前・にしかんきちようみやまえ

　　６７５-００１１・兵庫県加古川市野口町北野・のぐちちようきたの

　　６７５-００１５・兵庫県加古川市野口町坂井・のぐちちようさかい

　　６７５-００１８・兵庫県加古川市野口町坂元・のぐちちようさかもと

　　６７５-００１０・兵庫県加古川市野口町坂元北・のぐちちようさかもときた

　　６７５-００１６・兵庫県加古川市野口町長砂・のぐちちようながすな

　　６７５-００１２・兵庫県加古川市野口町野口・のぐちちようのぐち

　　６７５-００１３・兵庫県加古川市野口町二屋・のぐちちようふたや

　　６７５-００１４・兵庫県加古川市野口町古大内・のぐちちようふるおうち

　　６７５-００１９・兵庫県加古川市野口町水足・ のぐちちようみずあじ

　　６７５-００１７・兵庫県加古川市野口町良野・のぐちちようよしの

　　６７５-００５８・兵庫県加古川市東神吉町天下原・ひがしかんきちようあまがはら

　　６７５-００５６・兵庫県加古川市東神吉町砂部・ひがしかんきちよういさべ

　　６７５-００５７・兵庫県加古川市東神吉町神吉・ひがしかんきちようかんき

　　６７５-００５２・兵庫県加古川市東神吉町出河原・ひがしかんきちようでがはら

　　６７５-００５５・兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口・ひがしかんきちようにしいのくち

　　６７５-００５１・兵庫県加古川市東神吉町升田・ひがしかんきちようますだ

　　６７５-０１１５・兵庫県加古川市平岡町一色・ひらおかちよういしき

　　６７５-０１１６・兵庫県加古川市平岡町一色東・ ひらおかちよういしきひがじ

　　６７５-０１１７・兵庫県加古川市平岡町一色西・ ひらおかちよういしきにじ

　　６７５-０１０１・兵庫県加古川市平岡町新在家・ひらおかちようしんざいけ

　　６７５-０１０３・兵庫県加古川市平岡町高畑・ひらおかちようたかはた

　　６７５-０１０４・兵庫県加古川市平岡町土山・ひらおかちようつちやま

　　６７５-０１０５・兵庫県加古川市平岡町つつじ野・ひらおかちようつつじの

　　６７５-０１１３・兵庫県加古川市平岡町中野・ひらおかちようなかの

　　６７５-０１０２・兵庫県加古川市平岡町西谷・ひらおかちようにしたに

　　６７５-０１１４・兵庫県加古川市平岡町八反田・ひらおかちようはつたんだ

　　６７５-０１１１・兵庫県加古川市平岡町二俣・ひらおかちようふたまた

　　６７５-０１１２・兵庫県加古川市平岡町山之上・ひらおかちようやまのうえ

　　６７５-１２３３・兵庫県加古川市平荘町池尻・へいそうちよういけじり

　　６７５-１２３６・兵庫県加古川市平荘町一本松・へいそうちよういつほﾟんまつ

　　６７５-１２２６・兵庫県加古川市平荘町磐・へいそうちよういわお

　　６７５-１２２４・兵庫県加古川市平荘町上原・へいそうちようかみはら

　　６７５-１２２２・兵庫県加古川市平荘町神木・へいそうちようこうぎ

　　６７５-１２３５・兵庫県加古川市平荘町小畑・へいそうちようこはﾞた

　　６７５-１２３２・兵庫県加古川市平荘町里・へいそうちようさと

　　６７５-１２２３・兵庫県加古川市平荘町新中山・へいそうちようしんなかやま

　　６７５-１２２５・兵庫県加古川市平荘町中山・へいそうちようなかやま

　　６７５-１２３４・兵庫県加古川市平荘町西山・へいそうちようにしやま

　　６７５-１２２１・兵庫県加古川市平荘町山角・へいそうちようやまかど

　　６７５-１２３１・兵庫県加古川市平荘町養老・へいそうちようようろう

　　６７５-０１２３・兵庫県加古川市別府町朝日町・べふちようあさひまち



　　６７５-０１２７・兵庫県加古川市別府町石町・べふちよういしまち

　　６７５-０１３１・兵庫県加古川市別府町新野辺・べふちようしのべ

　　６７５-０１２１・兵庫県加古川市別府町新野辺北町・べふちようしのべきたまち

　　６７５-０１２８・兵庫県加古川市別府町中島町・べふちようなかしままち

　　６７５-０１３３・兵庫県加古川市別府町西町・べふちようにしまち

　　６７５-０１２５・兵庫県加古川市別府町西脇・べふちようにしわき

　　６７５-０１３５・兵庫県加古川市別府町東町・べふちようひがしまち

　　６７５-０１２２・兵庫県加古川市別府町別府・べふちようべふ

　　６７５-０１２６・兵庫県加古川市別府町本町・べふちようほんまち

　　６７５-０１２４・兵庫県加古川市別府町緑町・べふちようみどりまち

　　６７５-０１３６・兵庫県加古川市別府町港町・べふちようみなとまち

　　６７５-０１３２・兵庫県加古川市別府町宮田町・べふちようみやでんまち

　　６７５-０１３４・兵庫県加古川市別府町元町・べふちようもとまち

　　６７５-１２０４・兵庫県加古川市八幡町上西条・やはたちようかみさいじよう

　　６７５-１２０３・兵庫県加古川市八幡町下村・やはたちようしもむら

　　６７５-１２０１・兵庫県加古川市八幡町宗佐・やはたちようそうさ

　　６７５-１２０５・兵庫県加古川市八幡町中西条・やはたちようなかさいじよう

　　６７５-１２０２・兵庫県加古川市八幡町野村・やはたちようのむら

　　６７５-１２０６・兵庫県加古川市八幡町船町・やはたちようふなまち

　　６７５-０００２・兵庫県加古川市山手・やまて

　　６７５-００５３・兵庫県加古川市米田町船頭・よねだちようせんどう

　　６７５-００５４・兵庫県加古川市米田町平津・よねだちようひらつ

　　６７８-０２００・兵庫県赤穂市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７８-０２１４・兵庫県赤穂市朝日町・あさひちよう

　　６７８-０２５０・兵庫県赤穂市磯浜町・いそはまちよう

　　６７８-０２４８・兵庫県赤穂市板屋町・いたやちよう

　　６７８-１１８１・兵庫県赤穂市有年楢原・うねならはﾞら

　　６７８-１１８２・兵庫県赤穂市有年原・うねはら

　　６７８-１１８３・兵庫県赤穂市有年牟礼・うねむれ

　　６７８-１１８４・兵庫県赤穂市有年横尾・うねよこお

　　６７８-０２５２・兵庫県赤穂市大津・おおつ

　　６７８-０２２９・兵庫県赤穂市大橋町・おおはしちよう

　　６７８-０２０５・兵庫県赤穂市大町・おおまち

　　６７８-０２２１・兵庫県赤穂市尾崎・おさき

　　６７８-０２５４・兵庫県赤穂市折方・おりかた

　　６７８-０２２５・兵庫県赤穂市海浜町・かいひんちよう

　　６７８-０２４９・兵庫県赤穂市片浜町・かたはまちよう

　　６７８-０２３５・兵庫県赤穂市上仮屋・かみかりや

　　６７８-０２３６・兵庫県赤穂市上仮屋南・かみかりやみなみ

　　６７８-０２３７・兵庫県赤穂市上仮屋北・かみかりやきた

　　６７８-０２３９・兵庫県赤穂市加里屋・かりや

　　６７８-０２３３・兵庫県赤穂市加里屋中洲・かりやなかす

　　６７８-０２３４・兵庫県赤穂市加里屋南・かりやみなみ

　　６７８-０１７５・兵庫県赤穂市北野中・きたのなか

　　６７８-０１６５・兵庫県赤穂市木津・きつﾞ

　　６７８-０２５３・兵庫県赤穂市木生谷・きゆうのたに

　　６７８-０２５９・兵庫県赤穂市黒崎町・くろさきちよう

　　６７８-０２２３・兵庫県赤穂市元禄橋町・げんろくはﾞしちよう

　　６７８-０１７１・兵庫県赤穂市高野・こうの

　　６７８-０２０４・兵庫県赤穂市寿町・ことぶきちよう

　　６７８-０２５８・兵庫県赤穂市古浜町・こはまちよう

　　６７８-０１７２・兵庫県赤穂市坂越・ さこじ

　　６７８-０２２６・兵庫県赤穂市さつき町・さつきちよう

　　６７８-０２０１・兵庫県赤穂市塩屋・しおや

　　６７８-０２１２・兵庫県赤穂市清水町・しみずちよう

　　６７８-０２４４・兵庫県赤穂市城西町・じようさいちよう

　　６７８-０２１６・兵庫県赤穂市正保橋町・しようほはﾞしちよう

　　６７８-０２５５・兵庫県赤穂市新田・しんでん

　　６７８-０１６２・兵庫県赤穂市周世・すせ

　　６７８-０２４１・兵庫県赤穂市惣門町・そうもんちよう

　　６７８-０１６３・兵庫県赤穂市高雄・たかお

　　６７８-０２５６・兵庫県赤穂市鷆和・てんわ

　　６７８-０２２７・兵庫県赤穂市中浜町・なかはまちよう

　　６７８-０２３２・兵庫県赤穂市中広・なかひろ

　　６７８-０１６１・兵庫県赤穂市中山・なかやま

　　６７８-０２４２・兵庫県赤穂市長池町・ながいけちよう

　　６７８-０２１１・兵庫県赤穂市南宮町・なんぐうちよう

　　６７８-０２５１・兵庫県赤穂市西有年（湯の内）・にしうね(ゆのうち)

　　６７８-１１８６・兵庫県赤穂市西有年（その他）・にしうね(そのた)

　　６７８-０２０７・兵庫県赤穂市西浜北町・にしはまきたまち



　　６７８-０２０８・兵庫県赤穂市西浜町・にしはまちよう

　　６７８-０２３８・兵庫県赤穂市農神町・のうじんちよう

　　６７８-０１７３・兵庫県赤穂市浜市・はまいち

　　６７８-１１８５・兵庫県赤穂市東有年・ひがしうね

　　６７８-０２２２・兵庫県赤穂市東浜町・ひがしはまちよう

　　６７８-０２５７・兵庫県赤穂市福浦・ふくうら

　　６７８-０２４７・兵庫県赤穂市平成町・へいせいちよう

　　６７８-０２３１・兵庫県赤穂市細野町・ほそのちよう

　　６７８-０２１７・兵庫県赤穂市本水尾町・ほんみおちよう

　　６７８-０２２８・兵庫県赤穂市松原町・まつはﾞらちよう

　　６７８-０１６６・兵庫県赤穂市真殿・まとの

　　６７８-０１７４・兵庫県赤穂市砂子・まなご

　　６７８-０２１５・兵庫県赤穂市御崎・みさき

　　６７８-０２４５・兵庫県赤穂市三樋町・みつひちよう

　　６７８-０１７６・兵庫県赤穂市南野中・みなみのなか

　　６７８-０２０６・兵庫県赤穂市宮前町・みやまえちよう

　　６７８-０１６４・兵庫県赤穂市目坂・めさか

　　６７８-０２２４・兵庫県赤穂市元沖町・もとおきちよう

　　６７８-０２１３・兵庫県赤穂市元塩町・もとしおちよう

　　６７８-０２０３・兵庫県赤穂市元町・もとまち

　　６７８-０２０２・兵庫県赤穂市山手町・やまてちよう

　　６７８-０２４６・兵庫県赤穂市六百目町・ろつひﾟやくめちよう

　　６７８-０２４３・兵庫県赤穂市若草町・わかくさちよう

　　６７７-００００・兵庫県西脇市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７７-００６１・兵庫県西脇市合山町・あやまちよう

　　６７７-００５６・兵庫県西脇市板波町・いたはﾞちよう

　　６７７-０００４・兵庫県西脇市市原町・いちはらちよう

　　６７７-００４４・兵庫県西脇市上野・うえの

　　６７７-００３８・兵庫県西脇市大垣内・おおがち

　　６７７-０００１・兵庫県西脇市大木町・おおぎちよう

　　６７７-００２５・兵庫県西脇市大野・おおの

　　６７７-００６５・兵庫県西脇市岡崎町・おかざきちよう

　　６７７-００６８・兵庫県西脇市落方町・おちかたちよう

　　６７７-００６９・兵庫県西脇市上王子町・かみおうじちよう

　　６７７-００３５・兵庫県西脇市上戸田・かみとだ

　　６７７-００３９・兵庫県西脇市上比延町・かみひえちよう

　　６７９-０３２２・兵庫県西脇市黒田庄町石原・くろだしようちよういしはら

　　６７９-０３２４・兵庫県西脇市黒田庄町大伏・ くろだしようちようおおふじ

　　６７９-０３１３・兵庫県西脇市黒田庄町岡・くろだしようちようおか

　　６７９-０３１１・兵庫県西脇市黒田庄町喜多・くろだしようちようきた

　　６７９-０３０２・兵庫県西脇市黒田庄町黒田・くろだしようちようくろだ

　　６７９-０３０１・兵庫県西脇市黒田庄町小苗・くろだしようちようこなえ

　　６７９-０３１６・兵庫県西脇市黒田庄町大門・くろだしようちようだいもん

　　６７９-０３２１・兵庫県西脇市黒田庄町田高・くろだしようちようたこう

　　６７９-０３１５・兵庫県西脇市黒田庄町津万井・くろだしようちようつまい

　　６７９-０３２３・兵庫県西脇市黒田庄町西澤・くろだしようちようにしざわ

　　６７９-０３１４・兵庫県西脇市黒田庄町福地・くろだしようちようふくじ

　　６７９-０３０４・兵庫県西脇市黒田庄町船町・くろだしようちようふなまち

　　６７９-０３０３・兵庫県西脇市黒田庄町前坂・くろだしようちようまえさか

　　６７９-０３１２・兵庫県西脇市黒田庄町門柳・くろだしようちようもんりゆう

　　６７７-００１６・兵庫県西脇市高田井町・こうだいちよう

　　６７７-００１７・兵庫県西脇市小坂町・こさかちよう

　　６７７-００１４・兵庫県西脇市郷瀬町・ごのせちよう

　　６７７-００２１・兵庫県西脇市蒲江・こもえ

　　６７７-００２６・兵庫県西脇市坂本・さかもと

　　６７７-００３３・兵庫県西脇市鹿野町・しかのちよう

　　６７７-００２４・兵庫県西脇市嶋・しま

　　６７７-００４３・兵庫県西脇市下戸田・しもとだ

　　６７７-００３１・兵庫県西脇市住吉町・すみよしちよう

　　６７７-００４１・兵庫県西脇市高嶋町・たかしまちよう

　　６７７-００５５・兵庫県西脇市高松町・たかまつちよう

　　６７７-００５１・兵庫県西脇市谷町・たにちよう

　　６７７-００３４・兵庫県西脇市塚口町・つかぐちちよう

　　６７７-００３６・兵庫県西脇市津万・つま

　　６７７-００６２・兵庫県西脇市出会町・であいちよう

　　６７７-００２２・兵庫県西脇市寺内・てらうち

　　６７７-００１８・兵庫県西脇市富田町・とみたちよう

　　６７７-００１１・兵庫県西脇市富吉上町・とみよしかみまち

　　６７７-００１２・兵庫県西脇市富吉南町・とみよしみなみちよう

　　６７７-００３２・兵庫県西脇市中畑町・なかはたちよう



　　６７７-００２３・兵庫県西脇市西嶋・にしじま

　　６７７-０００３・兵庫県西脇市西田町・にしだちよう

　　６７７-００１５・兵庫県西脇市西脇・にしわき

　　６７７-０００５・兵庫県西脇市野中町・のなかちよう

　　６７７-００５４・兵庫県西脇市野村町・のむらちよう

　　６７７-００５７・兵庫県西脇市野村町茜が丘・のむらちようあかねがおか

　　６７７-０００６・兵庫県西脇市羽安町・はやすちよう

　　６７７-００３７・兵庫県西脇市比延町・ひえちよう

　　６７７-００１３・兵庫県西脇市日野町・ひのちよう

　　６７７-００６３・兵庫県西脇市平野町・ひらのちよう

　　６７７-００４２・兵庫県西脇市堀町・ほりちよう

　　６７７-０００２・兵庫県西脇市前島町・まえじまちよう

　　６７７-００６６・兵庫県西脇市水尾町・みずおちよう

　　６７７-００６７・兵庫県西脇市明楽寺町・みようらくじちよう

　　６７７-００６４・兵庫県西脇市八坂町・やさかちよう

　　６７７-００５２・兵庫県西脇市和田町・わだちよう

　　６７７-００５３・兵庫県西脇市和布町・わぶちよう

　　６６５-００００・兵庫県宝塚市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６５-００１４・兵庫県宝塚市青葉台・あおはﾞだい

　　６６５-０８２２・兵庫県宝塚市安倉中・あくらなか

　　６６５-０８２５・兵庫県宝塚市安倉西・ あくらにじ

　　６６５-０８２３・兵庫県宝塚市安倉南・あくらみなみ

　　６６５-０８２１・兵庫県宝塚市安倉北・あくらきた

　　６６５-０８３５・兵庫県宝塚市旭町・あさひまち

　　６６５-０８５１・兵庫県宝塚市泉ガ丘・いずみがおか

　　６６５-０８６４・兵庫県宝塚市泉町・いずみちよう

　　６６５-００３３・兵庫県宝塚市伊孑志・ いそじ

　　６６５-０００７・兵庫県宝塚市伊孑志（武庫山）・いそし(むこやま)

　　６６５-０８６２・兵庫県宝塚市今里町・いまざとちよう

　　６６５-０００４・兵庫県宝塚市梅野町・うめのちよう

　　６６９-１２１１・兵庫県宝塚市大原野・おおはらの

　　６６５-００５７・兵庫県宝塚市大吹町・おおぶきちよう

　　６６５-００３４・兵庫県宝塚市小林・ おはﾞやじ

　　６６５-００１７・兵庫県宝塚市小林西山・おはﾞやしにしやま

　　６６５-００５４・兵庫県宝塚市鹿塩・かしお

　　６６５-０８２４・兵庫県宝塚市金井町・かないちよう

　　６６９-１２０２・兵庫県宝塚市上佐曽利・かみさそり

　　６６５-００４７・兵庫県宝塚市亀井町・かめいちよう

　　６６５-０８４２・兵庫県宝塚市川面・かわも

　　６６５-０８４８・兵庫県宝塚市川面（長尾山）・かわも(ながおやま)

　　６６５-０８３６・兵庫県宝塚市清荒神・きよしこうじん

　　６６９-１２４１・兵庫県宝塚市切畑（長尾山１９－６４）・きりはた(ながおさん)

　　６６６-０１６１・兵庫県宝塚市切畑（長尾山１９－１４）・きりはた(ながおさん)

　　６６５-０８０８・兵庫県宝塚市切畑（長尾山「その他」）・(ながおさん<そのた>)

　　６６９-１２４１・兵庫県宝塚市切畑（その他）・きりはた(そのた)

　　６６５-０８１２・兵庫県宝塚市口谷東・ くちたにひがじ

　　６６５-０８１３・兵庫県宝塚市口谷西・ くちたににじ

　　６６５-００２３・兵庫県宝塚市蔵人・くらんど

　　６６５-０８３２・兵庫県宝塚市向月町・こうげつちよう

　　６６９-１２０１・兵庫県宝塚市香合新田・こうはﾞこしんでん

　　６６５-００４５・兵庫県宝塚市光明町・こうみようちよう

　　６６５-００４１・兵庫県宝塚市御所の前町・ごしよのまえちよう

　　６６５-０８４１・兵庫県宝塚市御殿山・ごてんやま

　　６６５-０８６５・兵庫県宝塚市寿町・ことぶきちよう

　　６６５-０８２７・兵庫県宝塚市小浜・こはま

　　６６５-００５３・兵庫県宝塚市駒の町・こまのちよう

　　６６９-１２２２・兵庫県宝塚市境野・さかいの

　　６６５-０８４５・兵庫県宝塚市栄町・さかえまち

　　６６５-００３５・兵庫県宝塚市逆瀬川・さかせがわ

　　６６５-００２４・兵庫県宝塚市逆瀬台・さかせだい

　　６６５-０８４６・兵庫県宝塚市桜ガ丘・さくらがおか

　　６６９-１２０５・兵庫県宝塚市芝辻新田・しはﾞつじしんでん

　　６６９-１２０３・兵庫県宝塚市下佐曽利・しもさそり

　　６６５-００１２・兵庫県宝塚市寿楽荘・じゆらくそう

　　６６５-００５２・兵庫県宝塚市新明和町・しんめいわちよう

　　６６５-００４４・兵庫県宝塚市末成町・すえなりちよう

　　６６５-００３１・兵庫県宝塚市末広町・すえひろちよう

　　６６５-０８４７・兵庫県宝塚市すみれガ丘・すみれがおか

　　６６５-００５５・兵庫県宝塚市大成町・たいせいちよう

　　６６５-００５１・兵庫県宝塚市高司・たかつかさ



　　６６５-００４３・兵庫県宝塚市高松町・たかまつちよう

　　６６５-００７６・兵庫県宝塚市谷口町・たにぐちちよう

　　６６９-１２３１・兵庫県宝塚市玉瀬・たませ

　　６６５-００７２・兵庫県宝塚市千種・ちぐさ

　　６６５-０００１・兵庫県宝塚市長寿ガ丘・ちようじゆがおか

　　６６５-０００２・兵庫県宝塚市月見山・つきみやま

　　６６５-０８３３・兵庫県宝塚市鶴の荘・つるのそう

　　６６５-００７３・兵庫県宝塚市塔の町・とうのちよう

　　６６５-００３２・兵庫県宝塚市東洋町・とうようちよう

　　６６５-００２１・兵庫県宝塚市中州・なかす

　　６６５-０８７４・兵庫県宝塚市中筋・なかすじ

　　６６５-０８７２・兵庫県宝塚市中筋（平井）・なかすじ(ひらい)

　　６６５-０８７５・兵庫県宝塚市中筋山手・なかすじやまて

　　６６５-００５６・兵庫県宝塚市中野町・なかのちよう

　　６６５-０８７７・兵庫県宝塚市中山桜台・なかやまさくらだい

　　６６５-０８７１・兵庫県宝塚市中山五月台・なかやまさつきだい

　　６６５-０８６８・兵庫県宝塚市中山荘園・なかやまそうえん

　　６６５-０８７６・兵庫県宝塚市中山台・なかやまだい

　　６６５-０８６１・兵庫県宝塚市中山寺・なかやまでら

　　６６５-０８０７・兵庫県宝塚市長尾台・ながおだい

　　６６５-０８７３・兵庫県宝塚市長尾町・ながおちよう

　　６６９-１２０４・兵庫県宝塚市長谷・ながたに

　　６６５-００６５・兵庫県宝塚市仁川旭ガ丘・にがわあさひがおか

　　６６５-００６４・兵庫県宝塚市仁川うぐいす台・にがわうぐいすだい

　　６６５-００６８・兵庫県宝塚市仁川清風台・にがわせいふうだい

　　６６５-００６２・兵庫県宝塚市仁川高台・にがわたかだい

　　６６５-００６３・兵庫県宝塚市仁川高丸・にがわたかまる

　　６６５-００６６・兵庫県宝塚市仁川団地・にがわだんち

　　６６５-００６７・兵庫県宝塚市仁川月見ガ丘・にがわつきみがおか

　　６６５-００７５・兵庫県宝塚市仁川宮西町・にがわみやにしちよう

　　６６５-００６１・兵庫県宝塚市仁川北・にがわきた

　　６６５-００７４・兵庫県宝塚市仁川台・にがわだい

　　６６５-００２２・兵庫県宝塚市野上・のがみ

　　６６９-１２２１・兵庫県宝塚市波豆・はず

　　６６５-０８０２・兵庫県宝塚市花屋敷荘園・はなやしきそうえん

　　６６５-０８０３・兵庫県宝塚市花屋敷つつじガ丘・はなやしきつつじがおか

　　６６５-０８０１・兵庫県宝塚市花屋敷松ガ丘・はなやしきまつがおか

　　６６６-０１６２・兵庫県宝塚市花屋敷緑ガ丘・はなやしきみどりがおか

　　６６５-００１５・兵庫県宝塚市光ガ丘・ひかりがおか

　　６６５-０８０５・兵庫県宝塚市雲雀丘・ひはﾞりがおか

　　６６５-０８０４・兵庫県宝塚市雲雀丘山手・ひはﾞりがおかやまて

　　６６５-０８１６・兵庫県宝塚市平井・ひらい

　　６６５-０８１７・兵庫県宝塚市平井山荘・ひらいさんそう

　　６６５-００４６・兵庫県宝塚市福井町・ふくいちよう

　　６６５-０８０６・兵庫県宝塚市ふじガ丘・ふじがおか

　　６６５-００１６・兵庫県宝塚市宝松苑・ほうしようえん

　　６６５-００１３・兵庫県宝塚市宝梅・ほうはﾞい

　　６６５-０８６６・兵庫県宝塚市星の荘・ほしのそう

　　６６５-０８３１・兵庫県宝塚市米谷・まいたに

　　６６５-０８３７・兵庫県宝塚市米谷清・ まいたにきよじ

　　６６５-０８６３・兵庫県宝塚市三笠町・みかさちよう

　　６６５-０８３４・兵庫県宝塚市美座・みざ

　　６６５-００１１・兵庫県宝塚市南口・みなみぐち

　　６６５-０８１１・兵庫県宝塚市南ひばりガ丘・みなみひはﾞりがおか

　　６６５-０８４３・兵庫県宝塚市宮の町・みやのちよう

　　６６５-００４２・兵庫県宝塚市美幸町・みゆきちよう

　　６６５-０８４４・兵庫県宝塚市武庫川町・むこがわちよう

　　６６５-０００５・兵庫県宝塚市武庫山・むこやま

　　６６５-０８５２・兵庫県宝塚市売布・めふ

　　６６５-０８５５・兵庫県宝塚市売布きよしガ丘・めふきよしがおか

　　６６５-０８５６・兵庫県宝塚市売布自由ガ丘・めふじゆうがおか

　　６６５-０８６７・兵庫県宝塚市売布東の町・めふひがしのちよう

　　６６５-０８５４・兵庫県宝塚市売布山手町・めふやまてちよう

　　６６５-０８５３・兵庫県宝塚市売布ガ丘・めふがおか

　　６６５-０００６・兵庫県宝塚市紅葉ガ丘・もみじがおか

　　６６５-００７１・兵庫県宝塚市社町・やしろちよう

　　６６５-０８８７・兵庫県宝塚市山手台東・ やまてだいひがじ

　　６６５-０８８６・兵庫県宝塚市山手台西・ やまてだいにじ

　　６６５-０８８３・兵庫県宝塚市山本中・やまもとなか

　　６６５-０８１４・兵庫県宝塚市山本野里・やまもとのざと



　　６６５-０８１５・兵庫県宝塚市山本丸橋・ やまもとまるはじ

　　６６５-０８８１・兵庫県宝塚市山本東・ やまもとひがじ

　　６６５-０８８４・兵庫県宝塚市山本西・ やまもとにじ

　　６６５-０８８２・兵庫県宝塚市山本南・やまもとみなみ

　　６６５-０８８５・兵庫県宝塚市山本台・やまもとだい

　　６６５-０８２６・兵庫県宝塚市弥生町・やよいちよう

　　６６５-００２５・兵庫県宝塚市ゆずり葉台・ゆずりはだい

　　６６５-０００３・兵庫県宝塚市湯本町・ゆもとちよう

　　６７３-０４００・兵庫県三木市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７３-０４０１・兵庫県三木市跡部・あとべ

　　６７３-０４１２・兵庫県三木市岩宮・いわみや

　　６７３-０４３２・兵庫県三木市上の丸町・うえのまるちよう

　　６７３-０４１３・兵庫県三木市大塚・おおつか

　　６７３-０４０４・兵庫県三木市大村・おおむら

　　６７３-０４０２・兵庫県三木市加佐・かさ

　　６７３-０７２３・兵庫県三木市加佐草荷野・かさそうかの

　　６７３-０４２５・兵庫県三木市君が峰町・きみがみねちよう

　　６７３-０７５５・兵庫県三木市口吉川町大島・くちよかわちようおおしま

　　６７３-０７５２・兵庫県三木市口吉川町吉祥寺・くちよかわちようきつしようじ

　　６７３-０７４３・兵庫県三木市口吉川町桾原・くちよかわちようくぬぎはら

　　６７３-０７５７・兵庫県三木市口吉川町笹原・くちよかわちようささはら

　　６７３-０７５１・兵庫県三木市口吉川町里脇・くちよかわちようさとわき

　　６７３-０７５４・兵庫県三木市口吉川町善祥寺・くちよかわちようぜんしようじ

　　６７３-０７４１・兵庫県三木市口吉川町殿畑・くちよかわちようとのはた

　　６７３-０７３５・兵庫県三木市口吉川町西中・くちよかわちようにしなか

　　６７３-０７３２・兵庫県三木市口吉川町馬場・くちよかわちようはﾞはﾞ

　　６７３-０７３１・兵庫県三木市口吉川町東中・くちよかわちようひがしなか

　　６７３-０７５８・兵庫県三木市口吉川町久次・くちよかわちようひさつぐ

　　６７３-０７４２・兵庫県三木市口吉川町保木・くちよかわちようほき

　　６７３-０７５３・兵庫県三木市口吉川町槇・くちよかわちようまき

　　６７３-０７５６・兵庫県三木市口吉川町南畑・くちよかわちようみなみはﾞた

　　６７３-０７３６・兵庫県三木市口吉川町桃坂・くちよかわちようももざか

　　６７３-０７３４・兵庫県三木市口吉川町蓮花寺・くちよかわちようれんげじ

　　６７３-０７３３・兵庫県三木市口吉川町東・ くちよかわちようひがじ

　　６７３-０４１１・兵庫県三木市久留美・くるみ

　　６７３-０４３６・兵庫県三木市さつき台・さつきだい

　　６７３-０５２１・兵庫県三木市志染町青山・しじみちようあおやま

　　６７３-０５０２・兵庫県三木市志染町安福田・しじみちようあぶた

　　６７３-０５１２・兵庫県三木市志染町井上・しじみちよういのうえ

　　６７３-０５０３・兵庫県三木市志染町窟屋・しじみちよういわや

　　６７３-０５１３・兵庫県三木市志染町大谷・しじみちようおおたに

　　６７３-０５０４・兵庫県三木市志染町高男寺・しじみちようこうなんじ

　　６７３-０５０６・兵庫県三木市志染町四合谷・しじみちようしごうだに

　　６７３-０５１１・兵庫県三木市志染町志染中・しじみちようしじみなか

　　６７３-０５１４・兵庫県三木市志染町戸田・しじみちようとだ

　　６７３-０５５２・兵庫県三木市志染町中自由が丘・しじみちようなかじゆうがおか

　　６７３-０５５３・兵庫県三木市志染町東自由が丘・しじみちようひがしじゆうがおか

　　６７３-０５５１・兵庫県三木市志染町西自由が丘・しじみちようにしじゆうがおか

　　６７３-０５４１・兵庫県三木市志染町広野・しじみちようひろの

　　６７３-０５０５・兵庫県三木市志染町細目・しじみちようほそめ

　　６７３-０５１６・兵庫県三木市志染町御坂・しじみちようみさか

　　６７３-０５１５・兵庫県三木市志染町三津田・しじみちようみつだ

　　６７３-０５０１・兵庫県三木市志染町吉田・しじみちようよしだ

　　６７３-０４１４・兵庫県三木市芝町・しはﾞまち

　　６７３-０４２４・兵庫県三木市自由が丘本町・じゆうがおかほんまち

　　６７３-０４２３・兵庫県三木市宿原・しゆくはら

　　６７３-０４０３・兵庫県三木市末広・すえひろ

　　６７３-０４５６・兵庫県三木市鳥町・とりまち

　　６７３-０４２１・兵庫県三木市平井・ひらい

　　６７３-０４０５・兵庫県三木市平田・ひらた

　　６７３-０４３３・兵庫県三木市福井・ふくい

　　６７３-０４１５・兵庫県三木市府内・ふない

　　６７３-０４１６・兵庫県三木市府内町・ふないちよう

　　６７３-０４４１・兵庫県三木市別所町朝日ケ丘・べつしよちようあさひがおか

　　６７３-０４５２・兵庫県三木市別所町石野・べつしよちよういしの

　　６７３-０４４２・兵庫県三木市別所町興治・べつしよちようおきはる

　　６７３-０４３４・兵庫県三木市別所町小林・ べつしよちようこはﾞやじ

　　６７３-０４５１・兵庫県三木市別所町近藤・べつしよちようこんどう

　　６７３-０４５３・兵庫県三木市別所町下石野・べつしよちようしもいしの

　　６７３-０４５４・兵庫県三木市別所町正法寺・べつしよちようしようほﾞうじ



　　６７３-０４３５・兵庫県三木市別所町高木・べつしよちようたかぎ

　　６７３-０４４３・兵庫県三木市別所町巴・べつしよちようともえ

　　６７３-０４４６・兵庫県三木市別所町花尻・べつしよちようはなじり

　　６７３-０４４４・兵庫県三木市別所町東這田・べつしよちようひがしほうだ

　　６７３-０４４５・兵庫県三木市別所町西這田・べつしよちようにしほうだ

　　６７３-０４５５・兵庫県三木市別所町和田・べつしよちようわだ

　　６７３-０７１１・兵庫県三木市細川町金屋・ほそかわちようかなや

　　６７３-０７２１・兵庫県三木市細川町高篠・ほそかわちようたかしの

　　６７３-０７２４・兵庫県三木市細川町高畑・ほそかわちようたかはた

　　６７３-０７０３・兵庫県三木市細川町垂穂・ほそかわちようたるほ

　　６７３-０７１３・兵庫県三木市細川町豊地・ほそかわちようとよち

　　６７３-０７０２・兵庫県三木市細川町中里・ほそかわちようなかざと

　　６７３-０７１４・兵庫県三木市細川町細川中・ほそかわちようほそかわなか

　　６７３-０７０４・兵庫県三木市細川町増田・ほそかわちようますだ

　　６７３-０７０１・兵庫県三木市細川町瑞穂・ほそかわちようみずほ

　　６７３-０７１２・兵庫県三木市細川町桃津・ほそかわちようももつﾞ

　　６７３-０７２２・兵庫県三木市細川町脇川・ほそかわちようわきがわ

　　６７３-０７１５・兵庫県三木市細川町西・ ほそかわちようにじ

　　６７３-０４３１・兵庫県三木市本町・ほんまち

　　６７３-０５３２・兵庫県三木市緑が丘町中・みどりがおかちようなか

　　６７３-０５３４・兵庫県三木市緑が丘町本町・みどりがおかちようほんまち

　　６７３-０５３３・兵庫県三木市緑が丘町東・ みどりがおかちようひがじ

　　６７３-０５３１・兵庫県三木市緑が丘町西・ みどりがおかちようにじ

　　６７３-１１０７・兵庫県三木市吉川町有安・よかわちようありやす

　　６７３-１２３５・兵庫県三木市吉川町市野瀬・よかわちよういちのせ

　　６７３-１２３１・兵庫県三木市吉川町稲田・よかわちよういなだ

　　６７３-１１２６・兵庫県三木市吉川町上松・よかわちよううえまつ

　　６７３-１１１５・兵庫県三木市吉川町大沢・よかわちようおおそ

　　６７３-１１１６・兵庫県三木市吉川町大畑・よかわちようおおはた

　　６７３-１２４２・兵庫県三木市吉川町奥谷・よかわちようおくだに

　　６７３-１１１８・兵庫県三木市吉川町貸潮・よかわちようかしお

　　６７３-１１１９・兵庫県三木市吉川町鍛治屋・よかわちようかじや

　　６７３-１１１１・兵庫県三木市吉川町上荒川・よかわちようかみあらかわ

　　６７３-１１０４・兵庫県三木市吉川町上中・よかわちようかみなか

　　６７３-１１１４・兵庫県三木市吉川町吉安・よかわちようきちやす

　　６７３-１２３２・兵庫県三木市吉川町金会・よかわちようきんかい

　　６７３-１２４１・兵庫県三木市吉川町楠原・よかわちようくすはら

　　６７３-１１０６・兵庫県三木市吉川町実楽・よかわちようじつらく

　　６７３-１１２５・兵庫県三木市吉川町田谷・よかわちようたや

　　６７３-１１０２・兵庫県三木市吉川町冨岡・よかわちようとみおか

　　６７３-１２４３・兵庫県三木市吉川町豊岡・よかわちようとよおか

　　６７３-１１２７・兵庫県三木市吉川町長谷・よかわちようながたに

　　６７３-１１２２・兵庫県三木市吉川町西奥・よかわちようにしおく

　　６７３-１１０１・兵庫県三木市吉川町新田・よかわちようにつた

　　６７３-１１１２・兵庫県三木市吉川町畑枝・よかわちようはたえだ

　　６７３-１２３６・兵庫県三木市吉川町東田・よかわちようひがしだ

　　６７３-１２３３・兵庫県三木市吉川町毘沙門・よかわちようびしやもん

　　６７３-１１１３・兵庫県三木市吉川町福井・よかわちようふくい

　　６７３-１２３４・兵庫県三木市吉川町福吉・ よかわちようふくよじ

　　６７３-１１０８・兵庫県三木市吉川町古市・よかわちようふるいち

　　６７３-１１０５・兵庫県三木市吉川町古川・よかわちようふるかわ

　　６７３-１１２４・兵庫県三木市吉川町法光寺・よかわちようほうこうじ

　　６７３-１１０３・兵庫県三木市吉川町前田・よかわちようまえだ

　　６７３-１２４４・兵庫県三木市吉川町水上・よかわちようみずかみ

　　６７３-１１１７・兵庫県三木市吉川町みなぎ台・よかわちようみなぎだい

　　６７３-１１２８・兵庫県三木市吉川町山上・よかわちようやまのうえ

　　６７３-１１２３・兵庫県三木市吉川町湯谷・よかわちようゆだに

　　６７３-１１２１・兵庫県三木市吉川町米田・よかわちようよねだ

　　６７３-１１２９・兵庫県三木市吉川町渡瀬・よかわちようわたせ

　　６７３-０４２２・兵庫県三木市与呂木・よろき

　　６７６-００００・兵庫県高砂市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７６-０８１５・兵庫県高砂市阿弥陀（丁目）・あみだ

　　６７６-０８２７・兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀（)・あみだちようあみだ

　　６７６-０８２２・兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋・ あみだちよううおはじ

　　６７６-０８２３・兵庫県高砂市阿弥陀町生石・あみだちようおおしこ

　　６７６-０８２５・兵庫県高砂市阿弥陀町北池・あみだちようきたいけ

　　６７６-０８２６・兵庫県高砂市阿弥陀町北山・あみだちようきたやま

　　６７６-０８２８・兵庫県高砂市阿弥陀町地徳・あみだちようじとく

　　６７６-０８２１・兵庫県高砂市阿弥陀町長尾・あみだちようながお

　　６７６-０８２４・兵庫県高砂市阿弥陀町南池・あみだちようみなみいけ



　　６７６-００１６・兵庫県高砂市荒井町扇町・あらいちようおおぎまち

　　６７６-０００５・兵庫県高砂市荒井町御旅・あらいちようおたび

　　６７６-００１５・兵庫県高砂市荒井町紙町・あらいちようかみまち

　　６７６-００１１・兵庫県高砂市荒井町小松原・あらいちようこまつはﾞら

　　６７６-０００８・兵庫県高砂市荒井町新浜・あらいちようしんはま

　　６７６-０００４・兵庫県高砂市荒井町千鳥・あらいちようちどり

　　６７６-００１２・兵庫県高砂市荒井町中新町・あらいちようなかしんまち

　　６７６-０００７・兵庫県高砂市荒井町中町・あらいちようなかまち

　　６７６-００１３・兵庫県高砂市荒井町蓮池・あらいちようはすいけ

　　６７６-００１７・兵庫県高砂市荒井町東本町・あらいちようひがしほんまち

　　６７６-００１４・兵庫県高砂市荒井町日之出町・あらいちようひのでちよう

　　６７６-０００６・兵庫県高砂市荒井町南栄町・あらいちようみなみさかえまち

　　６７６-００１８・兵庫県高砂市荒井町若宮町・あらいちようわかみやまち

　　６７６-００７８・兵庫県高砂市伊保・いほ

　　６７６-００７２・兵庫県高砂市伊保港町・いほみなとまち

　　６７６-００７１・兵庫県高砂市伊保東・ いほひがじ

　　６７６-００７６・兵庫県高砂市伊保崎・いほざき

　　６７６-００７５・兵庫県高砂市伊保崎南・いほざきみなみ

　　６７６-００８１・兵庫県高砂市伊保町中筋・いほちようなかすじ

　　６７６-０００３・兵庫県高砂市今市・いまいち

　　６７６-００７４・兵庫県高砂市梅井・うめい

　　６７６-０８１４・兵庫県高砂市春日野町・かすがのちよう

　　６７６-０８０８・兵庫県高砂市神爪・かつﾞめ

　　６７６-０８１６・兵庫県高砂市金ケ田町・かなけだちよう

　　６７１-０１２１・兵庫県高砂市北浜町牛谷・きたはまちよううしたに

　　６７１-０１２２・兵庫県高砂市北浜町北脇・きたはまちようきたわき

　　６７１-０１２３・兵庫県高砂市北浜町西浜・きたはまちようにしはま

　　６７６-０８１３・兵庫県高砂市時光寺町・じこうじちよう

　　６７６-００７７・兵庫県高砂市松陽・しようよう

　　６７６-０００２・兵庫県高砂市末広町・すえひろちよう

　　６７６-００８２・兵庫県高砂市曽根町・そねちよう

　　６７６-００２８・兵庫県高砂市高砂町相生町・たかさごちようあいおいちよう

　　６７６-００３７・兵庫県高砂市高砂町藍屋町・たかさごちようあいやまち

　　６７６-００２１・兵庫県高砂市高砂町朝日町・たかさごちようあさひまち

　　６７６-００４１・兵庫県高砂市高砂町今津町・たかさごちよういまつﾞまち

　　６７６-００５３・兵庫県高砂市高砂町魚町・たかさごちよううおまち

　　６７６-００４５・兵庫県高砂市高砂町戎町・たかさごちようえびすまち

　　６７６-００２６・兵庫県高砂市高砂町沖浜町・たかさごちようおきはまちよう

　　６７６-００６６・兵庫県高砂市高砂町鍵町・たかさごちようかぎまち

　　６７６-００６８・兵庫県高砂市高砂町鍛冶屋町・たかさごちようかじやまち

　　６７６-００５４・兵庫県高砂市高砂町狩網町・たかさごちようかりあみまち

　　６７６-００２４・兵庫県高砂市高砂町木曽町・たかさごちようきそまち

　　６７６-００６２・兵庫県高砂市高砂町北渡海町・たかさごちようきたとかいまち

　　６７６-００６４・兵庫県高砂市高砂町北本町・たかさごちようきたほんまち

　　６７６-００６５・兵庫県高砂市高砂町細工町・たかさごちようさいくまち

　　６７６-００３８・兵庫県高砂市高砂町栄町・たかさごちようさかえまち

　　６７６-００３３・兵庫県高砂市高砂町材木町・たかさごちようざいもくまち

　　６７６-００３５・兵庫県高砂市高砂町清水町・たかさごちようしみずまち

　　６７６-００６３・兵庫県高砂市高砂町次郎助町・たかさごちようじろすけまち

　　６７６-００３４・兵庫県高砂市高砂町船頭町・たかさごちようせんどうまち

　　６７６-００３６・兵庫県高砂市高砂町高瀬町・たかさごちようたかせまち

　　６７６-００４９・兵庫県高砂市高砂町田町・たかさごちようたまち

　　６７６-００５６・兵庫県高砂市高砂町大工町・たかさごちようだいくまち

　　６７６-００５５・兵庫県高砂市高砂町釣船町・たかさごちようつりふねまち

　　６７６-００４６・兵庫県高砂市高砂町西宮町・たかさごちようにしみやまち

　　６７６-００６１・兵庫県高砂市高砂町農人町・たかさごちようのうにんまち

　　６７６-００２２・兵庫県高砂市高砂町浜田町・たかさごちようはまだまち

　　６７６-００６７・兵庫県高砂市高砂町東農人町・たかさごちようひがしのうにんまち

　　６７６-００３２・兵庫県高砂市高砂町東浜町・たかさごちようひがしはままち

　　６７６-００４３・兵庫県高砂市高砂町東宮町・たかさごちようひがしみやまち

　　６７６-００２３・兵庫県高砂市高砂町松波町・たかさごちようまつなみちよう

　　６７６-００４４・兵庫県高砂市高砂町南材木町・たかさごちようみなみざいもくまち

　　６７６-００５２・兵庫県高砂市高砂町南渡海町・たかさごちようみなみとかいまち

　　６７６-００４２・兵庫県高砂市高砂町南浜町・たかさごちようみなみはままち

　　６７６-００４７・兵庫県高砂市高砂町南本町・たかさごちようみなみほんまち

　　６７６-００２７・兵庫県高砂市高砂町宮前町・たかさごちようみやまえちよう

　　６７６-００３１・兵庫県高砂市高砂町向島町・たかさごちようむこうじまちよう

　　６７６-００５１・兵庫県高砂市高砂町横町・たかさごちようよこまち

　　６７６-００４８・兵庫県高砂市高砂町猟師町・たかさごちようりようしまち

　　６７６-００７３・兵庫県高砂市高須・たかす



　　６７６-０８１１・兵庫県高砂市竜山・たつやま

　　６７６-０００１・兵庫県高砂市中島・なかしま

　　６７６-０８１２・兵庫県高砂市中筋・なかすじ

　　６７６-００２５・兵庫県高砂市西畑・にしはた

　　６７６-００１９・兵庫県高砂市緑丘・みどりがおか

　　６７６-０８０４・兵庫県高砂市美保里・みほのさと

　　６７６-０８０３・兵庫県高砂市百合丘・ゆりがおか

　　６７６-０８０９・兵庫県高砂市米田団地・よねだだんち

　　６７６-０８０２・兵庫県高砂市米田町古新・よねだちようこしん

　　６７６-０８０６・兵庫県高砂市米田町塩市・よねだちようしおいち

　　６７６-０８０７・兵庫県高砂市米田町島・よねだちようしま

　　６７６-０８０５・兵庫県高砂市米田町米田・よねだちようよねだ

　　６７６-０８０１・兵庫県高砂市米田町米田新・よねだちようよねだしん

　　６６６-００００・兵庫県川西市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６６-０１４８・兵庫県川西市赤松・あかまつ

　　６６６-０１５６・兵庫県川西市石道・いしみち

　　６６６-０１４６・兵庫県川西市芋生・いもお

　　６６６-０００７・兵庫県川西市鴬が丘・うぐいすがおか

　　６６６-０１３３・兵庫県川西市鴬台・うぐいすだい

　　６６６-０００１・兵庫県川西市鴬の森町・うぐいすのもりちよう

　　６６６-００１４・兵庫県川西市小戸・おおべ

　　６６６-００１５・兵庫県川西市小花・おはﾞな

　　６６６-００３１・兵庫県川西市霞ケ丘・かすみがおか

　　６６６-００２５・兵庫県川西市加茂・かも

　　６６６-００１２・兵庫県川西市絹延町・きぬのべちよう

　　６６６-０１３５・兵庫県川西市錦松台・きんしようだい

　　６６６-００２４・兵庫県川西市久代・くしろ

　　６６６-０１０３・兵庫県川西市国崎・くにさき

　　６６６-０１０１・兵庫県川西市黒川・くろかわ

　　６６６-０１０７・兵庫県川西市下財町・げざいちよう

　　６６６-０１４５・兵庫県川西市けやき坂・けやきざか

　　６６６-０１１５・兵庫県川西市向陽台・こうようだい

　　６６６-００３３・兵庫県川西市栄町・さかえまち

　　６６６-００２１・兵庫県川西市栄根・さかね

　　６６６-０１０４・兵庫県川西市笹部・ささべ

　　６６６-００２２・兵庫県川西市下加茂・したかも

　　６６６-０１２５・兵庫県川西市新田・しんでん

　　６６６-０１１６・兵庫県川西市水明台・すいめいだい

　　６６６-０１５８・兵庫県川西市清流台・せいりゆうだい

　　６６６-０１４２・兵庫県川西市清和台東・ せいわだいひがじ

　　６６６-０１４３・兵庫県川西市清和台西・ せいわだいにじ

　　６６６-０１１１・兵庫県川西市大和東・ だいわひがじ

　　６６６-０１１２・兵庫県川西市大和西・ だいわにじ

　　６６６-０００２・兵庫県川西市滝山町・たきやまちよう

　　６６６-０１２６・兵庫県川西市多田院・ただいん

　　６６６-０１２７・兵庫県川西市多田院多田所町・ただいんただどころちよう

　　６６６-０１２８・兵庫県川西市多田院西・ ただいんにじ

　　６６６-０１２４・兵庫県川西市多田桜木・たださくらぎ

　　６６６-００１６・兵庫県川西市中央町・ちゆうおうちよう

　　６６６-０１２３・兵庫県川西市鼓が滝・つつみがたき

　　６６６-００１１・兵庫県川西市出在家町・でざいけちよう

　　６６６-００３４・兵庫県川西市寺畑・てらはた

　　６６６-０１１３・兵庫県川西市長尾町・ながおちよう

　　６６６-０１５５・兵庫県川西市西畦野・にしうねの

　　６６６-０１３８・兵庫県川西市西多田・にしただ

　　６６６-０００４・兵庫県川西市萩原・はぎはら

　　６６６-０００５・兵庫県川西市萩原台東・ はぎはらだいひがじ

　　６６６-０００６・兵庫県川西市萩原台西（１丁目)・はぎはらだいにし

　　６６６-０００６・兵庫県川西市萩原台西（２丁目)・はぎはらだいにし

　　６６６-０００６・兵庫県川西市萩原台西（３丁目１番～２８２)・はぎはらだいにし

　　６６６-０１３４・兵庫県川西市萩原台西（３丁目２８３番以上）・はぎはらだいにし

　　６６６-００３５・兵庫県川西市花屋敷・はなやしき

　　６６６-００３６・兵庫県川西市花屋敷山手町・はなやしきやまてちよう

　　６６６-００１７・兵庫県川西市火打・ひうち

　　６６６-０１１７・兵庫県川西市東畦野・ひがしうねの

　　６６６-０１１４・兵庫県川西市東畦野山手・ひがしうねのやまて

　　６６６-００２３・兵庫県川西市東久代・ひがしくしろ

　　６６６-０１２２・兵庫県川西市東多田・ひがしただ

　　６６６-００３２・兵庫県川西市日高町・ひだかちよう

　　６６６-０１５３・兵庫県川西市一庫・ひとくら



　　６６６-０１２１・兵庫県川西市平野・ひらの

　　６６６-００３７・兵庫県川西市松が丘町・まつがおかちよう

　　６６６-０００３・兵庫県川西市丸の内町・まるのうちちよう

　　６６６-０１５２・兵庫県川西市丸山台・まるやまだい

　　６６５-０８９１・兵庫県川西市満願寺町・まんがんじちよう

　　６６６-００１３・兵庫県川西市美園町・みそのちよう

　　６６６-０１５７・兵庫県川西市緑が丘・みどりがおか

　　６６６-０１２９・兵庫県川西市緑台・みどりだい

　　６６６-０１３６・兵庫県川西市南野坂・みなみのさか

　　６６６-００２６・兵庫県川西市南花屋敷・みなみはなやしき

　　６６６-０１０５・兵庫県川西市見野・みの

　　６６６-０１５１・兵庫県川西市美山台・みやまだい

　　６６６-０１４１・兵庫県川西市虫生・むしゆう

　　６６６-０１３１・兵庫県川西市矢問・やとう

　　６６６-０１３２・兵庫県川西市矢問東町・やとうひがしまち

　　６６６-０１４４・兵庫県川西市柳谷・やなぎたに

　　６６６-０１０６・兵庫県川西市山下町・やましたちよう

　　６６６-０１５４・兵庫県川西市山原・やまはら

　　６６６-０１３７・兵庫県川西市湯山台・ゆやまだい

　　６６６-０１０２・兵庫県川西市横路・よこじ

　　６６６-０１４７・兵庫県川西市若宮・わかみや

　　６７５-１３００・兵庫県小野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７５-１３５８・兵庫県小野市粟生町・あおちよう

　　６７５-１３５２・兵庫県小野市青野ケ原町・あおのがはらちよう

　　６７５-１３４２・兵庫県小野市阿形町・あがたちよう

　　６７５-１３５６・兵庫県小野市旭町・あさひちよう

　　６７５-１３２４・兵庫県小野市育ケ丘町・いくがおかちよう

　　６７５-１３２６・兵庫県小野市池尻町・いけじりちよう

　　６７５-１３０３・兵庫県小野市池田町・いけだちよう

　　６７５-１３２７・兵庫県小野市市場町・いちはﾞちよう

　　６７５-１３７８・兵庫県小野市王子町・おうじちよう

　　６７５-１３３４・兵庫県小野市大島町・おおしまちよう

　　６７５-１３０１・兵庫県小野市小田町・おだちよう

　　６７５-１３２５・兵庫県小野市樫山町・かしやまちよう

　　６７５-１３３５・兵庫県小野市片山町・かたやまちよう

　　６７５-１３６４・兵庫県小野市鹿野町・かのちよう

　　６７５-１３７８・兵庫県小野市上新町・かみしんまち

　　６７５-１３７９・兵庫県小野市上本町・かみほんまち

　　６７５-１３５３・兵庫県小野市河合中町・かわいなかちよう

　　６７５-１３５４・兵庫県小野市河合西町・かわいにしちよう

　　６７５-１３４３・兵庫県小野市来住町・きしちよう

　　６７５-１３１８・兵庫県小野市北丘町・きたおかちよう

　　６７５-１３６０・兵庫県小野市喜多町・きたちよう

　　６７５-１３４５・兵庫県小野市黍田町・きびたちよう

　　６７５-１３１７・兵庫県小野市浄谷町・きよたにちよう

　　６７５-１３６２・兵庫県小野市久保木町・くほﾞきちよう

　　６７５-１３３７・兵庫県小野市久茂町・くもちよう

　　６７５-１３７１・兵庫県小野市黒川町・くろかわちよう

　　６７５-１３６５・兵庫県小野市広渡町・こうどちよう

　　６７５-１３１２・兵庫県小野市栄町・さかえちよう

　　６７５-１３２３・兵庫県小野市榊町・さがきちよう

　　６７５-１３５１・兵庫県小野市桜台・さくらだい

　　６７５-１３６７・兵庫県小野市敷地町・しきじちよう

　　６７５-１３３６・兵庫県小野市下大部町・しもおおべちよう

　　６７５-１３４４・兵庫県小野市下来住町・しもきしちよう

　　６７５-１３５９・兵庫県小野市昭和町・しようわちよう

　　６７５-１３５５・兵庫県小野市新部町・しんべちよう

　　６７５-１３３１・兵庫県小野市神明町・しんめいちよう

　　６７５-１３０７・兵庫県小野市菅田町・すがたちよう

　　６７５-１３６８・兵庫県小野市住永町・すみながちよう

　　６７５-１３６１・兵庫県小野市住吉町・すみよしちよう

　　６７５-１３０２・兵庫県小野市曽根町・そねちよう

　　６７５-１３１３・兵庫県小野市大開町・だいかいちよう

　　６７５-１３６９・兵庫県小野市高田町・たかたちよう

　　６７５-１３６２・兵庫県小野市高山町・たかやまちよう

　　６７５-１３２２・兵庫県小野市匠台・たくみだい

　　６７５-１３３３・兵庫県小野市垂井町・たるいちよう

　　６７５-１３３８・兵庫県小野市田園町・でんえんちよう

　　６７５-１３１６・兵庫県小野市天神町・てんじんちよう

　　６７５-１３６６・兵庫県小野市中島町・なかしまちよう



　　６７５-１３０４・兵庫県小野市中谷町・なかたにちよう

　　６７５-１３３２・兵庫県小野市中町・なかちよう

　　６７５-１３０８・兵庫県小野市中番町・なかはﾞんちよう

　　６７５-１３１４・兵庫県小野市長尾町・ながおちよう

　　６７５-１３７５・兵庫県小野市西本町・にしほんまち

　　６７５-１３５２・兵庫県小野市西山町・にしやまちよう

　　６７５-１３４１・兵庫県小野市西脇町・にしわきちよう

　　６７５-１３７７・兵庫県小野市葉多町・はたちよう

　　６７５-１３７３・兵庫県小野市東本町・ひがしほんまち

　　６７５-１３１５・兵庫県小野市日吉町・ひよしちよう

　　６７５-１３５２・兵庫県小野市復井町・ふくいちよう

　　６７５-１３０９・兵庫県小野市福住町・ふくずみちよう

　　６７５-１３４６・兵庫県小野市福甸町・ふくでんちよう

　　６７５-１３２８・兵庫県小野市二葉町・ふたはﾞちよう

　　６７５-１３０６・兵庫県小野市船木町・ふなきちよう

　　６７５-１３６３・兵庫県小野市古川町・ふるかわちよう

　　６７５-１３７４・兵庫県小野市本町（１丁目）・ほんまち(１)

　　６７５-１３７２・兵庫県小野市本町（その他）・ほんまち(そのた)

　　６７５-１３７６・兵庫県小野市丸山町・まるやまちよう

　　６７５-１３１１・兵庫県小野市万勝寺町・まんしようじちよう

　　６７５-１３５０・兵庫県小野市南青野町・みなみあおのちよう

　　６７５-１３５７・兵庫県小野市三和町・みわちよう

　　６７５-１３２１・兵庫県小野市山田町・やまだちよう

　　６７５-１３０５・兵庫県小野市脇本町・わきもとちよう

　　６６９-１３００・兵庫県三田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６９-１５３６・兵庫県三田市三田市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　６６９-１５２６・兵庫県三田市相生町・あいおいちよう

　　６６９-１３５８・兵庫県三田市藍本・あいもと

　　６６９-１３２３・兵庫県三田市あかしあ台・あかしあだい

　　６６９-１５４８・兵庫県三田市池尻・いけじり

　　６６９-１４１４・兵庫県三田市市之瀬・いちのせ

　　６６９-１３５６・兵庫県三田市井ノ草・いのくさ

　　６６９-１３３６・兵庫県三田市馬渡・うまわたり

　　６６９-１５０２・兵庫県三田市永沢寺・えいたくじ

　　６６９-１５２８・兵庫県三田市駅前町・えきまえちよう

　　６６９-１３４９・兵庫県三田市大川瀬・おおかわせ

　　６６９-１３５４・兵庫県三田市大畑・おおはた

　　６６９-１５１５・兵庫県三田市大原・おおはら

　　６６９-１５０３・兵庫県三田市乙原・おちはﾞら

　　６６９-１５０４・兵庫県三田市小野・おの

　　６６９-１３３７・兵庫県三田市学園・がくえん

　　６６９-１５０７・兵庫県三田市香下・かした

　　６６９-１３４６・兵庫県三田市上相野・かみあいの

　　６６９-１３０１・兵庫県三田市上青野・かみあおの

　　６６９-１３１６・兵庫県三田市上井沢・かみいさわ

　　６６９-１３３８・兵庫県三田市上内神・かみうちがみ

　　６６９-１４１５・兵庫県三田市上槻瀬・かみつﾞきせ

　　６６９-１５４２・兵庫県三田市上深田・かみふかた

　　６６９-１３５１・兵庫県三田市上本庄・かみほんじよう

　　６６９-１３１１・兵庫県三田市加茂・かも

　　６６９-１５１４・兵庫県三田市川除・かわよけ

　　６６９-１４０３・兵庫県三田市川原・かわら

　　６６９-１５４１・兵庫県三田市貴志・ きじ

　　６６９-１３０４・兵庫県三田市北浦・きたうら

　　６６９-１５２１・兵庫県三田市桑原・くわはﾞら

　　６６９-１３２１・兵庫県三田市けやき台・けやきだい

　　６６９-１４１２・兵庫県三田市木器・こうつﾞき

　　６６９-１４０１・兵庫県三田市小柿・こがき

　　６６９-１４０５・兵庫県三田市酒井・さかい

　　６６９-１３２５・兵庫県三田市さくら坂・さくらざか

　　６６９-１３３５・兵庫県三田市沢谷・さわだに

　　６６９-１５３３・兵庫県三田市三田町・さんだちよう

　　６６９-１５０６・兵庫県三田市志手原・しではら

　　６６９-１３４５・兵庫県三田市下相野・しもあいの

　　６６９-１３０２・兵庫県三田市下青野・しもあおの

　　６６９-１３１５・兵庫県三田市下井沢・しもいさわ

　　６６９-１３３３・兵庫県三田市下内神・しもうちがみ

　　６６９-１４１６・兵庫県三田市下里・しもざと

　　６６９-１５２２・兵庫県三田市下田中・しもたなか

　　６６９-１４１３・兵庫県三田市下槻瀬・しもつﾞきせ



　　６６９-１５４３・兵庫県三田市下深田・しもふかた

　　６６９-１３０３・兵庫県三田市末・すえ

　　６６９-１４０２・兵庫県三田市末吉・ すえよじ

　　６６９-１４１７・兵庫県三田市鈴鹿・すずか

　　６６９-１３２２・兵庫県三田市すずかけ台・すずかけだい

　　６６９-１３５２・兵庫県三田市須磨田・すまだ

　　６６９-１５２５・兵庫県三田市対中町・たいなかちよう

　　６６９-１５１２・兵庫県三田市高次・たかすぎ

　　６６９-１４０６・兵庫県三田市田中・たなか

　　６６９-１５２９・兵庫県三田市中央町・ちゆうおうちよう

　　６６９-１３４７・兵庫県三田市つつじが丘南・つつじがおかみなみ

　　６６９-１３４８・兵庫県三田市つつじが丘北・つつじがおかきた

　　６６９-１３３９・兵庫県三田市テクノパーク・てくのはﾟｰく

　　６６９-１５２３・兵庫県三田市寺村町・てらむらちよう

　　６６９-１５３１・兵庫県三田市天神・てんじん

　　６６９-１４０４・兵庫県三田市十倉・とくら

　　６６９-１５１６・兵庫県三田市友が丘・ともがおか

　　６６９-１３３４・兵庫県三田市中内神・なかうちがみ

　　６６９-１５２７・兵庫県三田市中町・なかまち

　　６６９-１３５５・兵庫県三田市長坂・ながさか

　　６６９-１５１７・兵庫県三田市成谷・なるたに

　　６６９-１３４１・兵庫県三田市西相野・にしあいの

　　６６９-１３１４・兵庫県三田市西野上・にしのがみ

　　６６９-１５３７・兵庫県三田市西山・にしやま

　　６６９-１５０５・兵庫県三田市尼寺・にんじ

　　６６９-１５４５・兵庫県三田市狭間が丘・はさまがおか

　　６６９-１４１１・兵庫県三田市波豆川・はずかわ

　　６６９-１５２４・兵庫県三田市八景町・はつけいちよう

　　６６９-１３１２・兵庫県三田市東野上・ひがしのがみ

　　６６９-１３５７・兵庫県三田市東本庄・ひがしほんじよう

　　６６９-１３５３・兵庫県三田市東山・ひがしやま

　　６６９-１３３２・兵庫県三田市広沢・ひろさわ

　　６６９-１３３１・兵庫県三田市広野・ひろの

　　６６９-１４０７・兵庫県三田市布木・ふき

　　６６９-１３１３・兵庫県三田市福島・ふくしま

　　６６９-１５４７・兵庫県三田市富士が丘・ふじがおか

　　６６９-１３４３・兵庫県三田市洞・ほら

　　６６９-１３４４・兵庫県三田市溝口・みぞぐち

　　６６９-１５３５・兵庫県三田市南が丘・みなみがおか

　　６６９-１３１７・兵庫県三田市宮脇・みやわき

　　６６９-１５１３・兵庫県三田市三輪・みわ

　　６６９-１５４４・兵庫県三田市武庫が丘・むこがおか

　　６６９-１５０１・兵庫県三田市母子・ もうじ

　　６６９-１５３２・兵庫県三田市屋敷町・やしきまち

　　６６９-１５１１・兵庫県三田市山田・やまた

　　６６９-１５４６・兵庫県三田市弥生が丘・やよいがおか

　　６６９-１３２４・兵庫県三田市ゆりのき台・ゆりのきだい

　　６６９-１５３４・兵庫県三田市横山町・よこやまちよう

　　６６９-１３４２・兵庫県三田市四ツ辻・よつつじ

　　６７５-００００・兵庫県加西市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７５-２４１３・兵庫県加西市青野町・あおのちよう

　　６７９-０１０２・兵庫県加西市青野原町・あおのはらちよう

　　６７９-０１０５・兵庫県加西市朝妻町・あさつﾞまちよう

　　６７５-２１１３・兵庫県加西市網引町・あびきちよう

　　６７５-２４２５・兵庫県加西市池上町・いけがみちよう

　　６７５-２４２３・兵庫県加西市和泉町・いずみちよう

　　６７５-２３３７・兵庫県加西市市村町・いちむらちよう

　　６７５-２４３４・兵庫県加西市上野町・うえのちよう

　　６７５-２２０３・兵庫県加西市牛居町・うしいちよう

　　６７５-２１０３・兵庫県加西市鶉野町・うずらのちよう

　　６７５-２４４１・兵庫県加西市越水町・うてみちよう

　　６７５-２２３１・兵庫県加西市王子町・おうじちよう

　　６７５-２４５５・兵庫県加西市大内町・おおちちよう

　　６７５-２２３４・兵庫県加西市大村町・おおむらちよう

　　６７５-２２４２・兵庫県加西市尾崎町・おさきちよう

　　６７５-２３４４・兵庫県加西市大柳町・おやなぎちよう

　　６７５-２４１２・兵庫県加西市鍛治屋町・かじやちよう

　　６７５-２４６５・兵庫県加西市上芥田町・かみげたちよう

　　６７５-２４５１・兵庫県加西市上万願寺町・かみまんがんじちよう

　　６７５-２４５３・兵庫県加西市上道山町・かみみちやまちよう



　　６７５-２１０４・兵庫県加西市上宮木町・かみみやきちよう

　　６７５-２４４４・兵庫県加西市鴨谷町・かもだにちよう

　　６７５-２３３３・兵庫県加西市岸呂町・きしろちよう

　　６７５-２４３３・兵庫県加西市北町・きたちよう

　　６７５-２４０１・兵庫県加西市国正町・くにまさちよう

　　６７５-２３６４・兵庫県加西市窪田町・くほﾞたちよう

　　６７５-２２２１・兵庫県加西市倉谷町・くらたにちよう

　　６７５-２１１１・兵庫県加西市桑原田町・くわはらだちよう

　　６７５-２４０３・兵庫県加西市小印南町・こいなみちよう

　　６７５-２４２１・兵庫県加西市河内町・こうちちよう

　　６７５-２１１２・兵庫県加西市栄町・さかえちよう

　　６７５-２２２２・兵庫県加西市坂本町・さかもとちよう

　　６７５-２３３６・兵庫県加西市坂元町・さかもとちよう

　　６７５-２４４３・兵庫県加西市笹倉町・ささくらちよう

　　６７５-２４６１・兵庫県加西市佐谷町・さたにちよう

　　６７５-２４３１・兵庫県加西市島町・しまちよう

　　６７５-２４６４・兵庫県加西市下芥田町・しもげたちよう

　　６７５-２４５２・兵庫県加西市下万願寺町・しもまんがんじちよう

　　６７５-２４５４・兵庫県加西市下道山町・しもみちやまちよう

　　６７５-２１０５・兵庫県加西市下宮木町・しもみやきちよう

　　６７５-２２０４・兵庫県加西市新生町・しんじようちよう

　　６７５-２３６３・兵庫県加西市吸谷町・すいだにちよう

　　６７５-２４１１・兵庫県加西市大工町・だいくちよう

　　６７５-２３５２・兵庫県加西市谷口町・たにぐちちよう

　　６７５-２３６１・兵庫県加西市谷町・たにちよう

　　６７５-２１１４・兵庫県加西市田原町・たはらちよう

　　６７９-０１０９・兵庫県加西市玉丘町・たまおかちよう

　　６７９-０１０７・兵庫県加西市玉野町・たまのちよう

　　６７５-２４０２・兵庫県加西市田谷町・たやちよう

　　６７５-２２４１・兵庫県加西市段下町・だんげちよう

　　６７９-０１０１・兵庫県加西市都染町・つそめちよう

　　６７９-０１０４・兵庫県加西市常吉町・つねよしちよう

　　６７５-２３３２・兵庫県加西市鎮岩町・とこなべちよう

　　６７５-２２３２・兵庫県加西市戸田井町・とたいちよう

　　６７５-２４４５・兵庫県加西市殿原町・とのはらちよう

　　６７９-０１０６・兵庫県加西市豊倉町・とよくらちよう

　　６７５-２４４２・兵庫県加西市中富町・なかとみちよう

　　６７５-２２４３・兵庫県加西市中西町・なかにしちよう

　　６７５-２１０２・兵庫県加西市中野町・なかのちよう

　　６７５-２３４３・兵庫県加西市中山町・なかやまちよう

　　６７５-２３６２・兵庫県加西市西上野町・にしうえのちよう

　　６７５-２３４２・兵庫県加西市西長町・にしおさちよう

　　６７５-２２１３・兵庫県加西市西笠原町・にしかさはらちよう

　　６７５-２３４５・兵庫県加西市西剣坂町・にしけんざかちよう

　　６７５-２３６６・兵庫県加西市西谷町・にしたにちよう

　　６７５-２４２６・兵庫県加西市西野々町・にしののちよう

　　６７５-２３３５・兵庫県加西市西横田町・にしよこたちよう

　　６７５-２２０２・兵庫県加西市野条町・のうじようちよう

　　６７５-２４２４・兵庫県加西市野上町・のがみちよう

　　６７５-２２１１・兵庫県加西市野田町・のだちよう

　　６７５-２３６５・兵庫県加西市畑町・はたちよう

　　６７５-２１０１・兵庫県加西市繁昌町・はんじようちよう

　　６７５-２３４１・兵庫県加西市東長町・ひがしおさちよう

　　６７５-２２１２・兵庫県加西市東笠原町・ひがしかさはらちよう

　　６７５-２３４６・兵庫県加西市東剣坂町・ひがしけんざかちよう

　　６７５-２３３１・兵庫県加西市東横田町・ひがしよこたちよう

　　６７５-２４６３・兵庫県加西市広原町・ひろはらちよう

　　６７５-２２０１・兵庫県加西市琵琶甲町・びわこうちよう

　　６７５-２３５１・兵庫県加西市福居町・ふくいちよう

　　６７５-２３３４・兵庫県加西市福住町・ふくずみちよう

　　６７５-２４６２・兵庫県加西市別所町・べつしよちよう

　　６７９-０１０３・兵庫県加西市別府町・べふちよう

　　６７５-２３０２・兵庫県加西市北条町栗田・ほうじようちようくりだ

　　６７５-２３１３・兵庫県加西市北条町黒駒・ほうじようちようくろこま

　　６７５-２３０１・兵庫県加西市北条町小谷・ほうじようちようこだに

　　６７５-２３２１・兵庫県加西市北条町東高室・ほうじようちようひがしたかむろ

　　６７５-２３２２・兵庫県加西市北条町西高室・ほうじようちようにしたかむろ

　　６７５-２３２４・兵庫県加西市北条町東南・ほうじようちようひがしなん

　　６７５-２３２３・兵庫県加西市北条町西南・ほうじようちようにしなん

　　６７５-２３０３・兵庫県加西市北条町古坂・ほうじようちようふるさか



　　６７５-２３１２・兵庫県加西市北条町北条・ほうじようちようほうじよう

　　６７５-２３１１・兵庫県加西市北条町横尾・ほうじようちようよこお

　　６７５-２４３２・兵庫県加西市満久町・まくちよう

　　６７５-２２２３・兵庫県加西市三口町・みくちちよう

　　６７５-２４１４・兵庫県加西市馬渡谷町・もおたにちよう

　　６７９-０１０８・兵庫県加西市山枝町・やまえだちよう

　　６７５-２３５４・兵庫県加西市山下町・やましたちよう

　　６７５-２４２２・兵庫県加西市山田町・やまだちよう

　　６７５-２４０４・兵庫県加西市油谷町・ゆだにちよう

　　６７５-２３５３・兵庫県加西市吉野町・よしのちよう

　　６７５-２４５６・兵庫県加西市若井町・わかいちよう

　　６７５-２２３３・兵庫県加西市両月町・わちちよう

　　６６９-２３００・兵庫県丹波篠山市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６９-２２０５・兵庫県丹波篠山市網掛・あがけ

　　６６９-２４０２・兵庫県丹波篠山市県守・あがたもり

　　６６９-２８２２・兵庫県丹波篠山市明野・あけの

　　６６９-２２２３・兵庫県丹波篠山市味間奥・あじまおく

　　６６９-２２２４・兵庫県丹波篠山市味間北・あじまきた

　　６６９-２２１４・兵庫県丹波篠山市味間新・あじましん

　　６６９-２２２２・兵庫県丹波篠山市味間南・あじまみなみ

　　６６９-２１１４・兵庫県丹波篠山市油井・あぶらい

　　６６９-２８０４・兵庫県丹波篠山市荒子新田・あらこしんでん

　　６６９-２３５４・兵庫県丹波篠山市有居・ありい

　　６６９-２５４１・兵庫県丹波篠山市井串・ いくじ

　　６６９-２４３６・兵庫県丹波篠山市池上・いけがみ

　　６６９-２８１１・兵庫県丹波篠山市石住・いしずみ

　　６６９-２４０６・兵庫県丹波篠山市泉・いずみ

　　６６９-２８１３・兵庫県丹波篠山市一印谷・いちいんだに

　　６６９-２６１３・兵庫県丹波篠山市市野々・いちのの

　　６６９-２７１８・兵庫県丹波篠山市市山・いちやま

　　６６９-２３３５・兵庫県丹波篠山市乾新町・いぬいしんまち

　　６６９-２１０５・兵庫県丹波篠山市犬飼・いぬかい

　　６６９-２４１６・兵庫県丹波篠山市井ノ上・いのうえ

　　６６９-２３０４・兵庫県丹波篠山市今谷・いまだに

　　６６９-２３５７・兵庫県丹波篠山市今福・いまふく

　　６６９-２４５４・兵庫県丹波篠山市岩崎・いわざき

　　６６９-２３３６・兵庫県丹波篠山市魚屋町・うおやまち

　　６６９-２１０６・兵庫県丹波篠山市牛ケ瀬・うしがせ

　　６６９-２７１５・兵庫県丹波篠山市打坂・うちさか

　　６６９-２４５５・兵庫県丹波篠山市宇土・うど

　　６６９-２８０１・兵庫県丹波篠山市追入・おいれ

　　６６９-２３０６・兵庫県丹波篠山市大上・おおがみ

　　６６９-２３１８・兵庫県丹波篠山市大熊・おおくま

　　６６９-２２１２・兵庫県丹波篠山市大沢・おおざわ

　　６６９-２２１１・兵庫県丹波篠山市大沢新・おおざわしん

　　６６９-２３６３・兵庫県丹波篠山市大谷・おおたに

　　６６９-２３５５・兵庫県丹波篠山市大野・おおの

　　６６９-２６１１・兵庫県丹波篠山市大藤・おおふじ

　　６６９-２３０９・兵庫県丹波篠山市大渕・おおぶち

　　６６９-２８０３・兵庫県丹波篠山市大山上・おおやまかみ

　　６６９-２８２３・兵庫県丹波篠山市大山下・おおやましも

　　６６９-２８２７・兵庫県丹波篠山市大山新・おおやましん

　　６６９-２８０２・兵庫県丹波篠山市大山宮・おおやまみや

　　６６９-２３２６・兵庫県丹波篠山市小川町・おがわまち

　　６６９-２４０１・兵庫県丹波篠山市奥県守・おくあがたもり

　　６６９-２３０２・兵庫県丹波篠山市奥畑・おくはた

　　６６９-２５０１・兵庫県丹波篠山市奥原山・おくはらやま

　　６６９-２６１６・兵庫県丹波篠山市奥山・おくやま

　　６６９-２６１４・兵庫県丹波篠山市小倉・おぐら

　　６６９-２７３１・兵庫県丹波篠山市小坂・おさか

　　６６９-２４３５・兵庫県丹波篠山市小多田・おただ

　　６６９-２５３２・兵庫県丹波篠山市小立・おだち

　　６６９-２７０４・兵庫県丹波篠山市遠方・おちかた

　　６６９-２５２２・兵庫県丹波篠山市小野奥谷・おのおくだに

　　６６９-２５２３・兵庫県丹波篠山市小野新・おのしん

　　６６９-２６０４・兵庫県丹波篠山市小原・おはﾞら

　　６６９-２５５４・兵庫県丹波篠山市貝田・かいた

　　６６９-２７１４・兵庫県丹波篠山市垣屋・かきや

　　６６９-２４０８・兵庫県丹波篠山市春日江・かすがえ

　　６６９-２７３２・兵庫県丹波篠山市上板井・かみいたい



　　６６９-２５３４・兵庫県丹波篠山市上筱見・かみささみ

　　６６９-２４１５・兵庫県丹波篠山市上宿・かみじゆく

　　６６９-２７２２・兵庫県丹波篠山市河内台・こうちだい

　　６６９-２７２４・兵庫県丹波篠山市川北・かわぎた

　　６６９-２７２５・兵庫県丹波篠山市川北新田・かわぎたしんでん

　　６６９-２７０１・兵庫県丹波篠山市川阪・かわさか

　　６６９-２７３５・兵庫県丹波篠山市川西・ かわにじ

　　６６９-２５１２・兵庫県丹波篠山市川原・かわら

　　６６９-２３２５・兵庫県丹波篠山市河原町・かわらまち

　　６６９-２４５１・兵庫県丹波篠山市北・きた

　　６６９-２３１７・兵庫県丹波篠山市北沢田・きたさわだ

　　６６９-２４１７・兵庫県丹波篠山市北島・きたじま

　　６６９-２３３２・兵庫県丹波篠山市北新町・きたしんまち

　　６６９-２８２４・兵庫県丹波篠山市北野・きたの

　　６６９-２８２５・兵庫県丹波篠山市北野新田・きたのしんでん

　　６６９-２４３８・兵庫県丹波篠山市京町・きようまち

　　６６９-２１１３・兵庫県丹波篠山市草野・くさの

　　６６９-２５４４・兵庫県丹波篠山市草ノ上・くさのかみ

　　６６９-２７２３・兵庫県丹波篠山市口阪本・くちさかもと

　　６６９-２３６７・兵庫県丹波篠山市熊谷・くまだに

　　６６９-２４０７・兵庫県丹波篠山市倉谷・くらたに

　　６６９-２７１３・兵庫県丹波篠山市倉本・くらもと

　　６６９-２７１１・兵庫県丹波篠山市栗柄・くりから

　　６６９-２４６５・兵庫県丹波篠山市栗栖野・くりすの

　　６６９-２３２１・兵庫県丹波篠山市黒岡・くろおか

　　６６９-２７２６・兵庫県丹波篠山市黒田・くろだ

　　６６９-２７０３・兵庫県丹波篠山市桑原・くわはﾞら

　　６６９-２３４１・兵庫県丹波篠山市郡家・ぐんげ

　　６６９-２１１２・兵庫県丹波篠山市古森・こうもり

　　６６９-２５４５・兵庫県丹波篠山市小田中・こだなか

　　６６９-２４１２・兵庫県丹波篠山市小中・こなか

　　６６９-２１２４・兵庫県丹波篠山市不来坂・このさか

　　６６９-２３２２・兵庫県丹波篠山市呉服町・ごふくまち

　　６６９-２４６１・兵庫県丹波篠山市小枕・こまくら

　　６６９-２１４４・兵庫県丹波篠山市今田町間新田・こんだちようあいしんでん

　　６６９-２１５５・兵庫県丹波篠山市今田町芦原新田・こんだちようあしはらしんでん

　　６６９-２１５４・兵庫県丹波篠山市今田町市原・こんだちよういちはら

　　６６９-２１５２・兵庫県丹波篠山市今田町荻野分・こんだちようおぎのぶん

　　６６９-２１４３・兵庫県丹波篠山市今田町釜屋・こんだちようかまや

　　６６９-２１３２・兵庫県丹波篠山市今田町上小野原・こんだちようかみおのはﾞら

　　６６９-２１３５・兵庫県丹波篠山市今田町上立杭・こんだちようかみたちくい

　　６６９-２１６２・兵庫県丹波篠山市今田町黒石・ こんだちようくろいじ

　　６６９-２１４５・兵庫県丹波篠山市今田町木津・こんだちようこつ

　　６６９-２１５１・兵庫県丹波篠山市今田町今田・こんだちようこんだ

　　６６９-２１５３・兵庫県丹波篠山市今田町今田新田・こんだちようこんだしんでん

　　６６９-２１５６・兵庫県丹波篠山市今田町佐曽良新田・こんだちようさそらしんでん

　　６６９-２１６１・兵庫県丹波篠山市今田町四斗谷・こんだちようしとだに

　　６６９-２１３３・兵庫県丹波篠山市今田町下小野原・こんだちようしもおのはﾞら

　　６６９-２１４１・兵庫県丹波篠山市今田町下立杭・こんだちようしもたちくい

　　６６９-２１３１・兵庫県丹波篠山市今田町辰巳・こんだちようたつみ

　　６６９-２１４２・兵庫県丹波篠山市今田町東庄・こんだちようひがししよう

　　６６９-２１６３・兵庫県丹波篠山市今田町本荘・こんだちようほんじよう

　　６６９-２１３４・兵庫県丹波篠山市今田町休場・こんだちようやすんはﾞ

　　６６９-２５４２・兵庫県丹波篠山市細工所・さいくじよ

　　６６９-２７１２・兵庫県丹波篠山市坂本・さかもと

　　６６９-２３６５・兵庫県丹波篠山市佐倉・さくら

　　６６９-２４０５・兵庫県丹波篠山市佐貫谷・さぬきだに

　　６６９-２４２５・兵庫県丹波篠山市後川奥・しつかわおく

　　６６９-２４２２・兵庫県丹波篠山市後川上・しつかわかみ

　　６６９-２４２４・兵庫県丹波篠山市後川下・しつかわしも

　　６６９-２４２１・兵庫県丹波篠山市後川新田・しつかわしんでん

　　６６９-２４２３・兵庫県丹波篠山市後川中・しつかわなか

　　６６９-２４３９・兵庫県丹波篠山市渋谷・しぶたに

　　６６９-２７３３・兵庫県丹波篠山市下板井・しもいたい

　　６６９-２５３５・兵庫県丹波篠山市下筱見・しもささみ

　　６６９-２５０３・兵庫県丹波篠山市下原山・しもはらやま

　　６６９-２５４３・兵庫県丹波篠山市塩岡・しようか

　　６６９-２３１１・兵庫県丹波篠山市新荘・しんじよう

　　６６９-２２０４・兵庫県丹波篠山市杉・すぎ

　　６６９-２３１２・兵庫県丹波篠山市菅・すげ



　　６６９-２３１５・兵庫県丹波篠山市筋山・すじやま

　　６６９-２１２５・兵庫県丹波篠山市住山・すみやま

　　６６９-２２３１・兵庫県丹波篠山市住吉台・すみよしだい

　　６６９-２３０３・兵庫県丹波篠山市瀬利・せり

　　６６９-２４４４・兵庫県丹波篠山市曽地奥・そうじおく

　　６６９-２４４２・兵庫県丹波篠山市曽地口・そうじくち

　　６６９-２４４３・兵庫県丹波篠山市曽地中・そうじなか

　　６６９-２８０５・兵庫県丹波篠山市園田分・そのだぶん

　　６６９-２８１２・兵庫県丹波篠山市高倉・たかくら

　　６６９-２７１７・兵庫県丹波篠山市高坂・たかさか

　　６６９-２７２７・兵庫県丹波篠山市高屋・たかや

　　６６９-２６１２・兵庫県丹波篠山市立金・たつがね

　　６６９-２３２３・兵庫県丹波篠山市立町・たつまち

　　６６９-２４５３・兵庫県丹波篠山市谷山・たにやま

　　６６９-２５３１・兵庫県丹波篠山市垂水・たるみ

　　６６９-２３６２・兵庫県丹波篠山市知足・ちそく

　　６６９-２８１４・兵庫県丹波篠山市長安寺・ちようあんじ

　　６６９-２８１５・兵庫県丹波篠山市町ノ田・ちようのた

　　６６９-２４１１・兵庫県丹波篠山市辻・つじ

　　６６９-２３６６・兵庫県丹波篠山市寺内・てらうち

　　６６９-２８２１・兵庫県丹波篠山市東河地・とうこうち

　　６６９-２１１１・兵庫県丹波篠山市当野・とうの

　　６６９-２８２６・兵庫県丹波篠山市徳永・とくなが

　　６６９-２５２５・兵庫県丹波篠山市栃梨・ とちなじ

　　６６９-２４３４・兵庫県丹波篠山市殿町・とのまち

　　６６９-２６０１・兵庫県丹波篠山市中・なか

　　６６９-２２１３・兵庫県丹波篠山市中野・なかの

　　６６９-２５０２・兵庫県丹波篠山市中原山・なかはらやま

　　６６９-２３３１・兵庫県丹波篠山市二階町・にかいまち

　　６６９-２３４６・兵庫県丹波篠山市西岡屋・にしおかや

　　６６９-２７３６・兵庫県丹波篠山市西木之部・にしきのべ

　　６６９-２２２１・兵庫県丹波篠山市西古佐・にしこさ

　　６６９-２７２８・兵庫県丹波篠山市西阪本・にしさかもと

　　６６９-２４４７・兵庫県丹波篠山市西荘・にしじよう

　　６６９-２３３４・兵庫県丹波篠山市西新町・にししんまち

　　６６９-２７２１・兵庫県丹波篠山市西谷・にしたに

　　６６９-２５０４・兵庫県丹波篠山市西野々・にしのの

　　６６９-２３５２・兵庫県丹波篠山市西浜谷・にしはまだに

　　６６９-２２０６・兵庫県丹波篠山市西吹・にしぶき

　　６６９-２４０４・兵庫県丹波篠山市西本荘・にしほんじよう

　　６６９-２３４２・兵庫県丹波篠山市西町・にしまち

　　６６９-２４３３・兵庫県丹波篠山市西八上・にしやかみ

　　６６９-２５２１・兵庫県丹波篠山市二之坪・にのつほﾞ

　　６６９-２３５３・兵庫県丹波篠山市野尻・のじり

　　６６９-２４５２・兵庫県丹波篠山市野中・のなか

　　６６９-２４４５・兵庫県丹波篠山市野々垣・ののがき

　　６６９-２３１３・兵庫県丹波篠山市野間・のま

　　６６９-２７１６・兵庫県丹波篠山市乗竹・のりたけ

　　６６９-２１０３・兵庫県丹波篠山市波賀野・はがの

　　６６９-２１２２・兵庫県丹波篠山市波賀野新田・はがのしんでん

　　６６９-２５２４・兵庫県丹波篠山市箱谷・はこだに

　　６６９-２４１８・兵庫県丹波篠山市畑井・はたい

　　６６９-２４１３・兵庫県丹波篠山市畑市・はたいち

　　６６９-２５０５・兵庫県丹波篠山市安口・はだかす

　　６６９-２５５３・兵庫県丹波篠山市幡路・はだち

　　６６９-２３０５・兵庫県丹波篠山市畑宮・はたみや

　　６６９-２１０１・兵庫県丹波篠山市初田・はつだ

　　６６９-２３０７・兵庫県丹波篠山市般若寺・はんにやじ

　　６６９-２３０１・兵庫県丹波篠山市火打岩・ひうちわん

　　６６９-２４４１・兵庫県丹波篠山市日置・ひおき

　　６６９-２３４５・兵庫県丹波篠山市東岡屋・ひがしおかや

　　６６９-２７３７・兵庫県丹波篠山市東木之部・ひがしきのべ

　　６６９-２２０１・兵庫県丹波篠山市東古佐・ひがしこさ

　　６６９-２３１４・兵庫県丹波篠山市東沢田・ひがしさわだ

　　６６９-２３２４・兵庫県丹波篠山市東新町・ひがししんまち

　　６６９-２３５１・兵庫県丹波篠山市東浜谷・ひがしはまだに

　　６６９-２２０２・兵庫県丹波篠山市東吹・ひがしぶき

　　６６９-２４０３・兵庫県丹波篠山市東本荘・ひがしほんじよう

　　６６９-２３４３・兵庫県丹波篠山市風深・ふうか

　　６６９-２３４４・兵庫県丹波篠山市吹上・ふきがみ



　　６６９-２２０３・兵庫県丹波篠山市吹新・ふきしん

　　６６９-２６０３・兵庫県丹波篠山市福井・ふくい

　　６６９-２５１３・兵庫県丹波篠山市福住・ふくすみ

　　６６９-２３６９・兵庫県丹波篠山市藤岡奥・ふじおかおく

　　６６９-２３６８・兵庫県丹波篠山市藤岡口・ふじおかくち

　　６６９-２６０５・兵庫県丹波篠山市藤坂・ふじさか

　　６６９-２５５２・兵庫県丹波篠山市藤之木・ふじのき

　　６６９-２１２３・兵庫県丹波篠山市古市・ふるいち

　　６６９-２７０２・兵庫県丹波篠山市本郷・ほんごう

　　６６９-２５１１・兵庫県丹波篠山市本明谷・ほんみようだに

　　６６９-２３１６・兵庫県丹波篠山市前沢田・まえさわだ

　　６６９-２５２７・兵庫県丹波篠山市松ケ鼻・まつがはな

　　６６９-２４６２・兵庫県丹波篠山市真南条上・まなんじようかみ

　　６６９-２４６４・兵庫県丹波篠山市真南条下・まなんじようしも

　　６６９-２４６３・兵庫県丹波篠山市真南条中・まなんじようなか

　　６６９-２３６１・兵庫県丹波篠山市丸山・まるやま

　　６６９-２１２１・兵庫県丹波篠山市見内・みうち

　　６６９-２６０２・兵庫県丹波篠山市三熊・みくま

　　６６９-２３３３・兵庫県丹波篠山市南新町・みなみしんまち

　　６６９-２１０２・兵庫県丹波篠山市南矢代・みなみやしろ

　　６６９-２６１５・兵庫県丹波篠山市宮代・みやしろ

　　６６９-２７３４・兵庫県丹波篠山市宮田・みやだ

　　６６９-２４１４・兵庫県丹波篠山市宮ノ前・みやのまえ

　　６６９-２５２６・兵庫県丹波篠山市向井・むかい

　　６６９-２４３７・兵庫県丹波篠山市糯ケ坪・もちがつほﾞ

　　６６９-２４３２・兵庫県丹波篠山市八上内・やかみうち

　　６６９-２４４６・兵庫県丹波篠山市八上上・やかみかみ

　　６６９-２４３１・兵庫県丹波篠山市八上下・やかみしも

　　６６９-２３５６・兵庫県丹波篠山市矢代・やしろ

　　６６９-２１０４・兵庫県丹波篠山市矢代新・やしろしん

　　６６９-２５５１・兵庫県丹波篠山市安田・やすだ

　　６６９-２３３７・兵庫県丹波篠山市山内町・やまうちちよう

　　６６９-２５３３・兵庫県丹波篠山市山田・やまだ

　　６６９-２３６４・兵庫県丹波篠山市鷲尾・わしお

　　６６９-２３０８・兵庫県丹波篠山市和田・わだ

　　６６７-００００・兵庫県養父市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６７-０１１５・兵庫県養父市上箇・あげ

　　６６７-０１０３・兵庫県養父市浅野・あざの

　　６６７-０１０４・兵庫県養父市伊豆・いず

　　６６７-０１３２・兵庫県養父市稲津・いなつﾞ

　　６６７-０１３１・兵庫県養父市上野・うえの

　　６６７-１１１９・兵庫県養父市鵜縄・うなわ

　　６６７-１１２７・兵庫県養父市大久保・おおくほﾞ

　　６６７-１１０２・兵庫県養父市大谷・おおたに

　　６６７-０１２５・兵庫県養父市大塚・おおつか

　　６６７-０１３４・兵庫県養父市大坪・おおつほﾞ

　　６６７-０４３６・兵庫県養父市大屋町明延・おおやちようあけのべ

　　６６７-０３２２・兵庫県養父市大屋町筏・おおやちよういかだ

　　６６７-０４３１・兵庫県養父市大屋町糸原・おおやちよういとわら

　　６６７-０３０１・兵庫県養父市大屋町上山・おおやちよううやま

　　６６７-０３０３・兵庫県養父市大屋町おうみ・おおやちようおうみ

　　６６７-０３１４・兵庫県養父市大屋町大杉・おおやちようおおすぎ

　　６６７-０３１１・兵庫県養父市大屋町大屋市場・おおやちようおおやいちはﾞ

　　６６７-０３１３・兵庫県養父市大屋町笠谷・おおやちようかさだに

　　６６７-０４３３・兵庫県養父市大屋町門野・おおやちようかどの

　　６６７-０３１５・兵庫県養父市大屋町加保・おおやちようかほﾞ

　　６６７-０３２１・兵庫県養父市大屋町蔵垣・おおやちようくらがき

　　６６７-０３２５・兵庫県養父市大屋町栗ノ下・おおやちようくりのした

　　６６７-０４３４・兵庫県養父市大屋町須西・おおやちようすさい

　　６６７-０３０２・兵庫県養父市大屋町樽見・おおやちようたるみ

　　６６７-０３０４・兵庫県養父市大屋町中・おおやちようなか

　　６６７-０３２５・兵庫県養父市大屋町中間・おおやちようなかま

　　６６７-０３０５・兵庫県養父市大屋町夏梅・おおやちようなつめ

　　６６７-０３０６・兵庫県養父市大屋町宮垣・おおやちようみやがき

　　６６７-０４３２・兵庫県養父市大屋町宮本・おおやちようみやもと

　　６６７-０３１２・兵庫県養父市大屋町山路・おおやちようやまじ

　　６６７-０３０４・兵庫県養父市大屋町由良・おおやちようゆら

　　６６７-０３２４・兵庫県養父市大屋町横行・おおやちようよこいき

　　６６７-０３２３・兵庫県養父市大屋町若杉・おおやちようわかす

　　６６７-０４３５・兵庫県養父市大屋町和田・おおやちようわだ



　　６６７-０１１１・兵庫県養父市大薮・おおやぶ

　　６６７-０１２１・兵庫県養父市奥米地・おくめいじ

　　６６７-１１０４・兵庫県養父市尾崎・おさき

　　６６７-１１１４・兵庫県養父市小路頃・おじころ

　　６６７-１１１５・兵庫県養父市葛畑・かずらはた

　　６６７-０１２３・兵庫県養父市鉄屋米地・かなやめいじ

　　６６７-１１１３・兵庫県養父市川原場・かわらはﾞ

　　６６７-１１２２・兵庫県養父市草出・くさいで

　　６６７-０１２４・兵庫県養父市口米地・くちめいじ

　　６６７-０１１４・兵庫県養父市小城・こじよう

　　６６７-０１０５・兵庫県養父市左近山・さこやま

　　６６７-０１０２・兵庫県養父市十二所・じゆうにしよ

　　６６７-０１０７・兵庫県養父市新津・しんつﾞ

　　６６７-１１０５・兵庫県養父市関宮・せきのみや

　　６６７-０１４２・兵庫県養父市建屋・たきのや

　　６６７-０１０６・兵庫県養父市玉見・たまみ

　　６６７-１１２４・兵庫県養父市丹戸・たんど

　　６６７-１１１２・兵庫県養父市出合・であい

　　６６７-１１１７・兵庫県養父市轟・とどろき

　　６６７-１１２１・兵庫県養父市外野・との

　　６６７-１１１６・兵庫県養父市中瀬・なかぜ

　　６６７-０１４５・兵庫県養父市長野・ながの

　　６６７-０１２２・兵庫県養父市中米地・なかめいじ

　　６６７-１１２３・兵庫県養父市梨ケ原・なしがはら

　　６６７-１１２５・兵庫県養父市奈良尾・ならお

　　６６７-０１４３・兵庫県養父市能座・のうざ

　　６６７-０１３３・兵庫県養父市畑・はた

　　６６７-０１０１・兵庫県養父市広谷・ひろたに

　　６６７-１１２６・兵庫県養父市福定・ふくさだ

　　６６７-０１３５・兵庫県養父市船谷・ふねだに

　　６６７-１１２８・兵庫県養父市別宮・べつくう

　　６６７-０１２６・兵庫県養父市堀畑・ほりはた

　　６６７-１１０３・兵庫県養父市万久里・まくり

　　６６７-０１３６・兵庫県養父市三谷・みたに

　　６６７-１１０１・兵庫県養父市三宅・みやけ

　　６６７-０１４４・兵庫県養父市餅耕地・もちごうち

　　６６７-０１４１・兵庫県養父市森・もり

　　６６７-１１１８・兵庫県養父市安井・やすい

　　６６７-０１１２・兵庫県養父市養父市場・やぶいちはﾞ

　　６６７-０１１３・兵庫県養父市薮崎・やぶさき

　　６６７-０００１・兵庫県養父市八鹿町青山・ようかちようあおやま

　　６６７-００２４・兵庫県養父市八鹿町朝倉・ようかちようあさくら

　　６６７-００１１・兵庫県養父市八鹿町浅間・ようかちようあさま

　　６６７-００１２・兵庫県養父市八鹿町伊佐・ようかちよういざ

　　６６７-００５１・兵庫県養父市八鹿町石原・ようかちよういしはら

　　６６７-００１４・兵庫県養父市八鹿町岩崎・ようかちよういわさい

　　６６７-００１５・兵庫県養父市八鹿町大江・ようかちようおおえ

　　６６７-００５３・兵庫県養父市八鹿町小佐・ようかちようおさ

　　６６７-０００４・兵庫県養父市八鹿町上小田・ようかちようかみおだ

　　６６７-００２３・兵庫県養父市八鹿町上網場・ようかちようかみなんはﾞ

　　６６７-００４４・兵庫県養父市八鹿町国木・ようかちようくぬぎ

　　６６７-００３１・兵庫県養父市八鹿町九鹿・ようかちようくろく

　　６６７-００３２・兵庫県養父市八鹿町小山・ようかちようこやま

　　６６７-００４２・兵庫県養父市八鹿町今滝寺・ようかちようこんりゆうじ

　　６６７-００１３・兵庫県養父市八鹿町坂本・ようかちようさかもと

　　６６７-０００５・兵庫県養父市八鹿町下小田・ようかちようしもおだ

　　６６７-００２２・兵庫県養父市八鹿町下網場・ようかちようしもなんはﾞ

　　６６７-０００３・兵庫県養父市八鹿町宿南・ようかちようしゆくなみ

　　６６７-００４３・兵庫県養父市八鹿町高柳・ようかちようたかやなぎ

　　６６７-００５２・兵庫県養父市八鹿町日畑・ようかちようひはﾞた

　　６６７-００１６・兵庫県養父市八鹿町舞狂・ようかちようぶきよう

　　６６７-０００２・兵庫県養父市八鹿町三谷・ようかちようみたに

　　６６７-００４５・兵庫県養父市八鹿町米里・ようかちようめいり

　　６６７-００４１・兵庫県養父市八鹿町八木・ようかちようやぎ

　　６６７-００２１・兵庫県養父市八鹿町八鹿・ようかちようようか

　　６６７-１１１１・兵庫県養父市吉井・よしい

　　６６９-３３００・兵庫県丹波市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６９-３８３１・兵庫県丹波市青垣町市原・あおがきちよういちはﾞら

　　６６９-３８２７・兵庫県丹波市青垣町稲土・あおがきちよういなつﾞち

　　６６９-３８４３・兵庫県丹波市青垣町奥塩久・あおがきちようおくしおく



　　６６９-３８１２・兵庫県丹波市青垣町小倉・あおがきちようおぐら

　　６６９-３８２２・兵庫県丹波市青垣町大名草・あおがきちようおなざ

　　６６９-３８２３・兵庫県丹波市青垣町大稗・あおがきちようおびえ

　　６６９-３８４１・兵庫県丹波市青垣町口塩久・あおがきちようくちしおく

　　６６９-３８０２・兵庫県丹波市青垣町栗住野・あおがきちようくりすの

　　６６９-３８２４・兵庫県丹波市青垣町小稗・あおがきちようこびえ

　　６６９-３８１１・兵庫県丹波市青垣町佐治・あおがきちようさじ

　　６６９-３８４２・兵庫県丹波市青垣町沢野・あおがきちようさわの

　　６６９-３８２５・兵庫県丹波市青垣町惣持・あおがきちようそうじ

　　６６９-３８０４・兵庫県丹波市青垣町田井縄・あおがきちようたいなわ

　　６６９-３８３２・兵庫県丹波市青垣町遠阪・あおがきちようとおざか

　　６６９-３８３４・兵庫県丹波市青垣町中佐治・あおがきちようなかさじ

　　６６９-３８０３・兵庫県丹波市青垣町西芦田・あおがきちようにしあしだ

　　６６９-３８０１・兵庫県丹波市青垣町東芦田・あおがきちようひがしあしだ

　　６６９-３８２１・兵庫県丹波市青垣町桧倉・あおがきちようひのくら

　　６６９-３８２６・兵庫県丹波市青垣町文室・あおがきちようふむろ

　　６６９-３８３３・兵庫県丹波市青垣町山垣・あおがきちようやまがい

　　６６９-４３２４・兵庫県丹波市市島町市島・いちじまちよういちじま

　　６６９-４３１６・兵庫県丹波市市島町岩戸・いちじまちよういわと

　　６６９-４３２１・兵庫県丹波市市島町上垣・いちじまちよううえがい

　　６６９-４３１７・兵庫県丹波市市島町上牧・いちじまちよううえまき

　　６６９-４３３６・兵庫県丹波市市島町乙河内・いちじまちようおとがわち

　　６６９-４３２３・兵庫県丹波市市島町梶原・いちじまちようかじわら

　　６６９-４３４４・兵庫県丹波市市島町上鴨阪・いちじまちようかみかもさか

　　６６９-４３２２・兵庫県丹波市市島町上田・いちじまちようかみだ

　　６６９-４３４１・兵庫県丹波市市島町上竹田・いちじまちようかみたけだ

　　６６９-４３１５・兵庫県丹波市市島町喜多・いちじまちようきた

　　６６９-４３２５・兵庫県丹波市市島町北岡本・いちじまちようきたおかもと

　　６６９-４３１２・兵庫県丹波市市島町北奥・いちじまちようきたおく

　　６６９-４３３７・兵庫県丹波市市島町酒梨・いちじまちようさなせ

　　６６９-４３４３・兵庫県丹波市市島町下鴨阪・いちじまちようしもかもさか

　　６６９-４３０１・兵庫県丹波市市島町下竹田・いちじまちようしもたけだ

　　６６９-４３１３・兵庫県丹波市市島町多利・いちじまちようたり

　　６６９-４３３２・兵庫県丹波市市島町勅使・ いちじまちようちよくじ

　　６６９-４３４５・兵庫県丹波市市島町徳尾・いちじまちようとくお

　　６６９-４３３３・兵庫県丹波市市島町戸坂・いちじまちようとさか

　　６６９-４３１１・兵庫県丹波市市島町戸平・いちじまちようとべら

　　６６９-４３０２・兵庫県丹波市市島町中竹田・いちじまちようなかたけだ

　　６６９-４３３１・兵庫県丹波市市島町東勅使・ いちじまちようひがしちよくじ

　　６６９-４３３４・兵庫県丹波市市島町白毫寺・いちじまちようびやくごうじ

　　６６９-４３１４・兵庫県丹波市市島町南・いちじまちようみなみ

　　６６９-４３４２・兵庫県丹波市市島町矢代・いちじまちようやしろ

　　６６９-４３３５・兵庫県丹波市市島町与戸・いちじまちようよと

　　６６９-３３１４・兵庫県丹波市柏原町挙田・かいはﾞらちようあぐた

　　６６９-３３０７・兵庫県丹波市柏原町石戸・かいはﾞらちよういしど

　　６６９-３３１５・兵庫県丹波市柏原町大新屋・かいはﾞらちようおおにや

　　６６９-３３０９・兵庫県丹波市柏原町柏原・かいはﾞらちようかいはﾞら

　　６６９-３３０４・兵庫県丹波市柏原町上小倉・かいはﾞらちようかみおぐら

　　６６９-３３１６・兵庫県丹波市柏原町鴨野・かいはﾞらちようかもの

　　６６９-３３０６・兵庫県丹波市柏原町北中・かいはﾞらちようきたなか

　　６６９-３３１３・兵庫県丹波市柏原町北山・かいはﾞらちようきたやま

　　６６９-３３０８・兵庫県丹波市柏原町小南・かいはﾞらちようこみなみ

　　６６９-３３０５・兵庫県丹波市柏原町下小倉・かいはﾞらちようしもおぐら

　　６６９-３３１２・兵庫県丹波市柏原町田路・かいはﾞらちようたじ

　　６６９-３３０２・兵庫県丹波市柏原町東奥・かいはﾞらちようひがしおく

　　６６９-３３１１・兵庫県丹波市柏原町母坪・かいはﾞらちようほつほﾞ

　　６６９-３３０３・兵庫県丹波市柏原町見長・かいはﾞらちようみなが

　　６６９-３３０１・兵庫県丹波市柏原町南多田・かいはﾞらちようみなみただ

　　６６９-３４１１・兵庫県丹波市春日町朝日・かすがちようあさひ

　　６６９-４１２１・兵庫県丹波市春日町池尾・かすがちよういけお

　　６６９-３４１３・兵庫県丹波市春日町石才・かすがちよういしざい

　　６６９-４１３５・兵庫県丹波市春日町稲塚・かすがちよういなつﾞか

　　６６９-３４０４・兵庫県丹波市春日町牛河内・かすがちよううしがわち

　　６６９-３４１４・兵庫県丹波市春日町歌道谷・かすがちよううとうだに

　　６６９-４２５１・兵庫県丹波市春日町上三井庄・かすがちようかみみのしよう

　　６６９-４２６２・兵庫県丹波市春日町栢野・かすがちようかやの

　　６６９-４２５３・兵庫県丹波市春日町鹿場・かすがちようかんはﾞ

　　６６９-４１４１・兵庫県丹波市春日町黒井・かすがちようくろい

　　６６９-４２７３・兵庫県丹波市春日町国領・かすがちようこくりよう

　　６６９-４１２２・兵庫県丹波市春日町小多利・かすがちようこだり



　　６６９-３４１５・兵庫県丹波市春日町坂・かすがちようさか

　　６６９-４２５２・兵庫県丹波市春日町下三井庄・かすがちようしもみのしよう

　　６６９-３４０２・兵庫県丹波市春日町新才・かすがちようしんさい

　　６６９-３４１２・兵庫県丹波市春日町園部・かすがちようそのべ

　　６６９-４１２５・兵庫県丹波市春日町多田・かすがちようただ

　　６６９-４２７４・兵庫県丹波市春日町棚原・かすがちようたなはﾞら

　　６６９-４１２３・兵庫県丹波市春日町多利・かすがちようたり

　　６６９-３４０３・兵庫県丹波市春日町長王・かすがちようながおう

　　６６９-４２６５・兵庫県丹波市春日町中山・かすがちようなかやま

　　６６９-４１３１・兵庫県丹波市春日町七日市・かすがちようなぬかいち

　　６６９-４１２４・兵庫県丹波市春日町野上野・かすがちようのこの

　　６６９-４２６１・兵庫県丹波市春日町野瀬・かすがちようのせ

　　６６９-４１３２・兵庫県丹波市春日町野村・かすがちようのむら

　　６６９-３４１６・兵庫県丹波市春日町野山・かすがちようのやま

　　６６９-４２７２・兵庫県丹波市春日町東中・かすがちようひがしなか

　　６６９-４１３３・兵庫県丹波市春日町平松・かすがちようひらまつ

　　６６９-４２６３・兵庫県丹波市春日町広瀬・かすがちようひろせ

　　６６９-４１３４・兵庫県丹波市春日町古河・かすがちようふるかわ

　　６６９-４２６４・兵庫県丹波市春日町松森・かすがちようまつもり

　　６６９-３４０１・兵庫県丹波市春日町山田・かすがちようやまだ

　　６６９-４２７１・兵庫県丹波市春日町柚津・かすがちようゆつﾞ

　　６６９-３１１２・兵庫県丹波市山南町青田・さんなんちようあおだ

　　６６９-３１１１・兵庫県丹波市山南町阿草・さんなんちようあくさ

　　６６９-３１２５・兵庫県丹波市山南町池谷・さんなんちよういけだに

　　６６９-３１４３・兵庫県丹波市山南町井原・さんなんちよういはﾞら

　　６６９-３１４１・兵庫県丹波市山南町岩屋・さんなんちよういわや

　　６６９-３１５８・兵庫県丹波市山南町応地・さんなんちようおうち

　　６６９-３１２３・兵庫県丹波市山南町大河・さんなんちようおおか

　　６６９-３１１３・兵庫県丹波市山南町太田・さんなんちようおおだ

　　６６９-３１２４・兵庫県丹波市山南町大谷・さんなんちようおおたに

　　６６９-３１２７・兵庫県丹波市山南町岡本・さんなんちようおかもと

　　６６９-３１４４・兵庫県丹波市山南町奥・さんなんちようおく

　　６６９-３１２１・兵庫県丹波市山南町奥野々・さんなんちようおくのの

　　６６９-３１６６・兵庫県丹波市山南町小野尻・さんなんちようおのじり

　　６６９-３１６７・兵庫県丹波市山南町小畑・さんなんちようおはﾞたけ

　　６６９-３１５４・兵庫県丹波市山南町梶・さんなんちようかじ

　　６６９-３１５６・兵庫県丹波市山南町金倉・さんなんちようかなくら

　　６６９-３１２８・兵庫県丹波市山南町金屋・さんなんちようかなや

　　６６９-３１０１・兵庫県丹波市山南町上滝・さんなんちようかみたき

　　６６９-３１０５・兵庫県丹波市山南町北太田・さんなんちようきたおおだ

　　６６９-３１５２・兵庫県丹波市山南町北和田・さんなんちようきたわだ

　　６６９-３１４８・兵庫県丹波市山南町きらら通・さんなんちようきららどおり

　　６６９-３１５１・兵庫県丹波市山南町草部・さんなんちようくさべ

　　６６９-３１６１・兵庫県丹波市山南町五ケ野・さんなんちようごがの

　　６６９-３１５５・兵庫県丹波市山南町小新屋・さんなんちようこにや

　　６６９-３１６２・兵庫県丹波市山南町坂尻・さんなんちようさかじり

　　６６９-３１０３・兵庫県丹波市山南町篠場・さんなんちようささはﾞ

　　６６９-３１４７・兵庫県丹波市山南町子茂田・さんなんちようしもだ

　　６６９-３１０２・兵庫県丹波市山南町下滝・さんなんちようしもたき

　　６６９-３１３１・兵庫県丹波市山南町谷川・さんなんちようたにがわ

　　６６９-３１２２・兵庫県丹波市山南町玉巻・さんなんちようたまき

　　６６９-３１６５・兵庫県丹波市山南町富田・さんなんちようとみた

　　６６９-３１２６・兵庫県丹波市山南町長野・さんなんちようながの

　　６６９-３１６８・兵庫県丹波市山南町西谷・さんなんちようにしたに

　　６６９-３１４５・兵庫県丹波市山南町野坂・さんなんちようのさか

　　６６９-３１０４・兵庫県丹波市山南町畑内・さんなんちようはたうち

　　６６９-３１５３・兵庫県丹波市山南町前川・さんなんちようまえがわ

　　６６９-３１４６・兵庫県丹波市山南町南中・さんなんちようみなみなか

　　６６９-３１５９・兵庫県丹波市山南町美和・さんなんちようみわ

　　６６９-３１４２・兵庫県丹波市山南町村森・さんなんちようむらもり

　　６６９-３１３２・兵庫県丹波市山南町山崎・さんなんちようやまさき

　　６６９-３１６３・兵庫県丹波市山南町山本・さんなんちようやまもと

　　６６９-３１６４・兵庫県丹波市山南町若林・ さんなんちようわかはﾞやじ

　　６６９-３１５７・兵庫県丹波市山南町和田・さんなんちようわだ

　　６６９-３６０６・兵庫県丹波市氷上町上成松・ひかみちようあげなりまつ

　　６６９-３５７４・兵庫県丹波市氷上町朝阪・ひかみちようあさか

　　６６９-３６４３・兵庫県丹波市氷上町伊佐口・ひかみちよういさくち

　　６６９-３４６４・兵庫県丹波市氷上町石生・ひかみちよういそう

　　６６９-３４６１・兵庫県丹波市氷上町市辺・ひかみちよういちべ

　　６６９-３６３２・兵庫県丹波市氷上町井中・ひかみちよういなか



　　６６９-３４６６・兵庫県丹波市氷上町稲継・ひかみちよういなつぎ

　　６６９-３５８１・兵庫県丹波市氷上町稲畑・ひかみちよういなはた

　　６６９-３６０４・兵庫県丹波市氷上町犬岡・ひかみちよういぬおか

　　６６９-３４６２・兵庫県丹波市氷上町大崎・ひかみちようおおさき

　　６６９-３６２１・兵庫県丹波市氷上町大谷・ひかみちようおおたに

　　６６９-３６１２・兵庫県丹波市氷上町長野・ひかみちようおさの

　　６６９-３５７５・兵庫県丹波市氷上町小野・ひかみちようおの

　　６６９-３６１１・兵庫県丹波市氷上町柿柴・ひかみちようかきしはﾞ

　　６６９-３６１３・兵庫県丹波市氷上町上新庄・ひかみちようかみしんじよう

　　６６９-３６３１・兵庫県丹波市氷上町賀茂・ひかみちようかも

　　６６９-３６４５・兵庫県丹波市氷上町鴨内・ひかみちようかもうち

　　６６９-３４６３・兵庫県丹波市氷上町北野・ひかみちようきたの

　　６６９-３６５３・兵庫県丹波市氷上町北油良・ひかみちようきたゆら

　　６６９-３６４１・兵庫県丹波市氷上町絹山・ひかみちようきぬやま

　　６６９-３６２６・兵庫県丹波市氷上町清住・ひかみちようきよずみ

　　６６９-３６０５・兵庫県丹波市氷上町黒田・ひかみちようくろだ

　　６６９-３６４２・兵庫県丹波市氷上町香良・ひかみちようこうら

　　６６９-３６４６・兵庫県丹波市氷上町小谷・ひかみちようこたに

　　６６９-３６３３・兵庫県丹波市氷上町御油・ひかみちようごゆ

　　６６９-３６５２・兵庫県丹波市氷上町桟敷・ひかみちようさじき

　　６６９-３５８２・兵庫県丹波市氷上町佐野・ひかみちようさの

　　６６９-３６１４・兵庫県丹波市氷上町下新庄・ひかみちようしもしんじよう

　　６６９-３６０２・兵庫県丹波市氷上町常楽・ひかみちようじようらく

　　６６９-３５７１・兵庫県丹波市氷上町新郷・ひかみちようしんごう

　　６６９-３５７２・兵庫県丹波市氷上町谷村・ひかみちようたにむら

　　６６９-３６２５・兵庫県丹波市氷上町中・ひかみちようなか

　　６６９-３６２３・兵庫県丹波市氷上町中野・ひかみちようなかの

　　６６９-３６０１・兵庫県丹波市氷上町成松・ひかみちようなりまつ

　　６６９-３６０３・兵庫県丹波市氷上町西中・ひかみちようにしなか

　　６６９-３６３４・兵庫県丹波市氷上町沼・ひかみちようぬま

　　６６９-３６５１・兵庫県丹波市氷上町氷上・ひかみちようひかみ

　　６６９-３６４４・兵庫県丹波市氷上町日比宇・ひかみちようひびう

　　６６９-３５８３・兵庫県丹波市氷上町福田・ひかみちようふくた

　　６６９-３４６７・兵庫県丹波市氷上町本郷・ひかみちようほんごう

　　６６９-３６２４・兵庫県丹波市氷上町三方・ひかみちようみかた

　　６６９-３６５４・兵庫県丹波市氷上町南油良・ひかみちようみなみゆら

　　６６９-３６２２・兵庫県丹波市氷上町三原・ひかみちようみはら

　　６６９-３５７３・兵庫県丹波市氷上町油利・ひかみちようゆり

　　６６９-３４６５・兵庫県丹波市氷上町横田・ひかみちようよこた

　　６５６-０４００・兵庫県南あわじ市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５６-０６６１・兵庫県南あわじ市阿那賀・あなが

　　６５６-０６６２・兵庫県南あわじ市阿那賀志知川・あながしちがわ

　　６５６-０６６３・兵庫県南あわじ市阿那賀西路・あながにしじ

　　６５６-０５４１・兵庫県南あわじ市阿万上町・あまかみまち

　　６５６-０５４３・兵庫県南あわじ市阿万塩屋町・あましおやまち

　　６５６-０５４４・兵庫県南あわじ市阿万下町・あましもまち

　　６５６-０５４５・兵庫県南あわじ市阿万西町・あまにしまち

　　６５６-０５４６・兵庫県南あわじ市阿万東町・あまひがしまち

　　６５６-０５４２・兵庫県南あわじ市阿万吹上町・あまふきあげまち

　　６５６-０６５１・兵庫県南あわじ市伊加利・いかり

　　６５６-０４６２・兵庫県南あわじ市市青木・いちあおき

　　６５６-０４７４・兵庫県南あわじ市市市・いちいち

　　６５６-０４６１・兵庫県南あわじ市市円行寺・いちえんぎようじ

　　６５６-０４７３・兵庫県南あわじ市市小井・いちおい

　　６５６-０４７５・兵庫県南あわじ市市三條・いちさんじよう

　　６５６-０４７１・兵庫県南あわじ市市十一ケ所・いちじゆういつかしよ

　　６５６-０４７６・兵庫県南あわじ市市新・いちしん

　　６５６-０４７２・兵庫県南あわじ市市善光寺・いちぜんこうじ

　　６５６-０４７７・兵庫県南あわじ市市徳長・いちとくなが

　　６５６-０４７８・兵庫県南あわじ市市福永・いちふくなが

　　６５６-０４２６・兵庫県南あわじ市榎列大榎列・えなみおおえなみ

　　６５６-０４２２・兵庫県南あわじ市榎列上幡多・えなみかみはだ

　　６５６-０４２８・兵庫県南あわじ市榎列掃守・えなみかもり

　　６５６-０４２５・兵庫県南あわじ市榎列小榎列・えなみこえなみ

　　６５６-０４２３・兵庫県南あわじ市榎列下幡多・えなみしもはだ

　　６５６-０４２４・兵庫県南あわじ市榎列西川・えなみにしがわ

　　６５６-０４２７・兵庫県南あわじ市榎列松田・えなみまつだ

　　６５６-０４２１・兵庫県南あわじ市榎列山所・えなみやまじよ

　　６５６-０３２８・兵庫県南あわじ市桜花の郷・おうかのさと

　　６５６-０５１８・兵庫県南あわじ市賀集牛内・かしゆううしうち



　　６５６-０５１７・兵庫県南あわじ市賀集内ケ原・かしゆううちがはら

　　６５６-０５１５・兵庫県南あわじ市賀集鍛治屋・かしゆうかじや

　　６５６-０５１７・兵庫県南あわじ市賀集生子・かしゆうせいご

　　６５６-０５１２・兵庫県南あわじ市賀集立川瀬・かしゆうたてがわせ

　　６５６-０５１７・兵庫県南あわじ市賀集長原・かしゆうながはら

　　６５６-０５１３・兵庫県南あわじ市賀集野田・かしゆうのた

　　６５６-０５１６・兵庫県南あわじ市賀集福井・かしゆうふくい

　　６５６-０５１１・兵庫県南あわじ市賀集八幡・かしゆうやはた

　　６５６-０５１４・兵庫県南あわじ市賀集（賀集）・かしゆう(かしゆう)

　　６５６-０５３１・兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野・きたあまいがの

　　６５６-０５３２・兵庫県南あわじ市北阿万稲田南・きたあまいなだみなみ

　　６５６-０５３３・兵庫県南あわじ市北阿万新田（北、中）・きたあましんでん(きた､なか)

　　６５６-０５３４・兵庫県南あわじ市北阿万筒井・きたあまつつい

　　６５６-０５２１・兵庫県南あわじ市潮美台・しおみだい

　　６５６-０３２１・兵庫県南あわじ市志知・しち

　　６５６-０３２５・兵庫県南あわじ市志知奥・しちおく

　　６５６-０３２７・兵庫県南あわじ市志知北・しちきた

　　６５６-０３２４・兵庫県南あわじ市志知口・しちくち

　　６５６-０４８４・兵庫県南あわじ市志知佐礼尾・しちされお

　　６５６-０３２２・兵庫県南あわじ市志知鈩・しちたたら

　　６５６-０４８３・兵庫県南あわじ市志知中島・しちなかしま

　　６５６-０４８２・兵庫県南あわじ市志知難波・しちなんはﾞ

　　６５６-０３２３・兵庫県南あわじ市志知飯山寺・しちはんさんじ

　　６５６-０４８１・兵庫県南あわじ市志知松本・しちまつもと

　　６５６-０３２６・兵庫県南あわじ市志知南・しちみなみ

　　６５６-０１５１・兵庫県南あわじ市倭文安住寺・しとおりあんじゆうじ

　　６５６-０４１２・兵庫県南あわじ市倭文委文・しとおりいぶん

　　６５６-０４１１・兵庫県南あわじ市倭文高・しとおりこう

　　６５６-０１５３・兵庫県南あわじ市倭文庄田・しとおりしようだ

　　６５６-０１５４・兵庫県南あわじ市倭文神道・しとおりじんどう

　　６５６-０１６１・兵庫県南あわじ市倭文土井・しとおりどい

　　６５６-０１５２・兵庫県南あわじ市倭文長田・しとおりながた

　　６５６-０４１３・兵庫県南あわじ市倭文流・しとおりながれ

　　６５６-０４５２・兵庫県南あわじ市神代浦壁・じんだいうらかべ

　　６５６-０４５４・兵庫県南あわじ市神代喜来・じんだいきらい

　　６５６-０４５３・兵庫県南あわじ市神代黒道・じんだいくろみち

　　６５６-０４５５・兵庫県南あわじ市神代國衙・じんだいこくが

　　６５６-０４５６・兵庫県南あわじ市神代地頭方・じんだいじとほう

　　６５６-０４５１・兵庫県南あわじ市神代社家・じんだいしやけ

　　６５６-０４５７・兵庫県南あわじ市神代富田・じんだいとみだ

　　６５６-０１４３・兵庫県南あわじ市中条中筋・ちゆうじようちゆうきん

　　６５６-０１４２・兵庫県南あわじ市中条徳原・ちゆうじようとくはら

　　６５６-０１４１・兵庫県南あわじ市中条広田・ちゆうじようひろた

　　６５６-０３４１・兵庫県南あわじ市津井・つい

　　６５６-０５５１・兵庫県南あわじ市灘・なだ

　　６５６-０９６１・兵庫県南あわじ市沼島・ぬしま

　　６５６-０１３１・兵庫県南あわじ市広田中筋・ひろたなかすじ

　　６５６-０１２２・兵庫県南あわじ市広田広田・ひろたひろた

　　６５６-０５０２・兵庫県南あわじ市福良乙・ふくらおつ

　　６５６-０５０１・兵庫県南あわじ市福良甲・ふくらこう

　　６５６-０５０３・兵庫県南あわじ市福良丙・ふくらへい

　　６５６-０３０７・兵庫県南あわじ市松帆檪田・まつほいちだ

　　６５６-０３０３・兵庫県南あわじ市松帆江尻・まつほえじり

　　６５６-０３１１・兵庫県南あわじ市松帆戒旦寺・まつほかいだんじ

　　６５６-０３０１・兵庫県南あわじ市松帆北方・まつほきたかた

　　６５６-０３０５・兵庫県南あわじ市松帆北浜・まつほきたはま

　　６５６-０３０６・兵庫県南あわじ市松帆慶野・まつほけいの

　　６５６-０３０４・兵庫県南あわじ市松帆古津路・まつほこつろ

　　６５６-０３０２・兵庫県南あわじ市松帆塩浜・まつほしおはま

　　６５６-０３１３・兵庫県南あわじ市松帆志知川・まつほしちがわ

　　６５６-０３１５・兵庫県南あわじ市松帆高屋・まつほたかや

　　６５６-０３１４・兵庫県南あわじ市松帆西路・まつほにしじ

　　６５６-０３０８・兵庫県南あわじ市松帆宝明寺・まつほほうみようじ

　　６５６-０３１２・兵庫県南あわじ市松帆脇田・まつほわきだ

　　６５６-０３３２・兵庫県南あわじ市湊・みなと

　　６５６-０３３１・兵庫県南あわじ市湊里・みなとさと

　　６５６-０４４１・兵庫県南あわじ市八木入田・やぎいりた

　　６５６-０４４５・兵庫県南あわじ市八木馬回・やぎうままわり

　　６５６-０４４４・兵庫県南あわじ市八木大久保・やぎおおくほﾞ

　　６５６-０４３４・兵庫県南あわじ市八木国分・やぎこくぶ



　　６５６-０４４６・兵庫県南あわじ市八木寺内・やぎじない

　　６５６-０４３６・兵庫県南あわじ市八木新庄・やぎしんじよう

　　６５６-０４３５・兵庫県南あわじ市八木立石・ やぎたていじ

　　６５６-０４３２・兵庫県南あわじ市八木徳野・やぎとくの

　　６５６-０４３３・兵庫県南あわじ市八木鳥井・やぎとりい

　　６５６-０４３１・兵庫県南あわじ市八木野原・やぎのはら

　　６５６-０４４３・兵庫県南あわじ市八木養宜上・やぎようぎかみ

　　６５６-０４４２・兵庫県南あわじ市八木養宜中・やぎようぎなか

　　６５６-０１２１・兵庫県南あわじ市山添・やまぞえ

　　６６９-５２００・兵庫県朝来市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-３３２５・兵庫県朝来市生野町猪野々・いくのちよういのの

　　６７９-３３２２・兵庫県朝来市生野町奥銀谷・いくのちようおくがなや

　　６７９-３３３２・兵庫県朝来市生野町川尻・いくのちようかわしり

　　６７９-３３０１・兵庫県朝来市生野町口銀谷・いくのちようくちがなや

　　６７９-３３４１・兵庫県朝来市生野町黒川・いくのちようくろかわ

　　６７９-３３２４・兵庫県朝来市生野町小野・いくのちようこの

　　６７９-３３２６・兵庫県朝来市生野町白口・いくのちようしらくち

　　６７９-３３２１・兵庫県朝来市生野町新町・いくのちようしんまち

　　６７９-３３２３・兵庫県朝来市生野町竹原野・いくのちようたけはらの

　　６７９-３３３１・兵庫県朝来市生野町栃原・いくのちようとちはら

　　６７９-３３１１・兵庫県朝来市生野町真弓・いくのちようまゆみ

　　６７９-３３０２・兵庫県朝来市生野町円山・いくのちようまるやま

　　６７９-３４２２・兵庫県朝来市石田・いしだ

　　６７９-３４２１・兵庫県朝来市伊由市場・いゆういちはﾞ

　　６７９-３４３３・兵庫県朝来市岩津・いわつ

　　６７９-３４５１・兵庫県朝来市上八代・かみやしろ

　　６７９-３４１４・兵庫県朝来市川上・かわかみ

　　６７９-３４０２・兵庫県朝来市桑市・くわいち

　　６７９-３４５３・兵庫県朝来市佐嚢・さのう

　　６７９-３４１１・兵庫県朝来市沢・さわ

　　６６９-５１２５・兵庫県朝来市山東町粟鹿・さんとうちようあわが

　　６６９-５１２３・兵庫県朝来市山東町一品・さんとうちよういつほﾟう

　　６６９-５１１２・兵庫県朝来市山東町大内・さんとうちようおおうち

　　６６９-５１０２・兵庫県朝来市山東町大垣・さんとうちようおおかい

　　６６９-５１５３・兵庫県朝来市山東町大月・さんとうちようおおつき

　　６６９-５１４２・兵庫県朝来市山東町越田・さんとうちようおつた

　　６６９-５１４３・兵庫県朝来市山東町柿坪・さんとうちようかきつほﾞ

　　６６９-５１５２・兵庫県朝来市山東町楽音寺・さんとうちようがくおんじ

　　６６９-５１１５・兵庫県朝来市山東町金浦・さんとうちようかなうら

　　６６９-５１３３・兵庫県朝来市山東町喜多垣・さんとうちようきたがき

　　６６９-５１５１・兵庫県朝来市山東町小谷・さんとうちようこたに

　　６６９-５１１３・兵庫県朝来市山東町塩田・さんとうちようしおた

　　６６９-５１２４・兵庫県朝来市山東町柴・さんとうちようしはﾞ

　　６６９-５１１１・兵庫県朝来市山東町新堂・さんとうちようしんどう

　　６６９-５１０１・兵庫県朝来市山東町滝田・さんとうちようたきた

　　６６９-５１１４・兵庫県朝来市山東町野間・さんとうちようのま

　　６６９-５１３４・兵庫県朝来市山東町迫間・さんとうちようはさま

　　６６９-５１３１・兵庫県朝来市山東町柊木・さんとうちようひいらぎ

　　６６９-５１０４・兵庫県朝来市山東町末歳・さんとうちようまつさい

　　６６９-５１３２・兵庫県朝来市山東町溝黒・さんとうちようみぞくろ

　　６６９-５１４１・兵庫県朝来市山東町三保・さんとうちようみほ

　　６６９-５１３５・兵庫県朝来市山東町森・さんとうちようもり

　　６６９-５１０３・兵庫県朝来市山東町矢名瀬町・さんとうちようやなせまち

　　６６９-５１３６・兵庫県朝来市山東町与布土・さんとうちようよふど

　　６６９-５１２１・兵庫県朝来市山東町和賀・さんとうちようわが

　　６６９-５１２２・兵庫県朝来市山東町早田・さんとうちようわさだ

　　６７９-３４２３・兵庫県朝来市多々良木・たたらぎ

　　６７９-３４０３・兵庫県朝来市立脇・たちわき

　　６７９-３４２４・兵庫県朝来市立野・たての

　　６７９-３４４２・兵庫県朝来市田路・とうじ

　　６７９-３４３１・兵庫県朝来市新井・にい

　　６７９-３４１３・兵庫県朝来市納座・のうざ

　　６７９-３４４１・兵庫県朝来市羽渕・はぶち

　　６７９-３４０１・兵庫県朝来市物部・もののべ

　　６７９-３４５２・兵庫県朝来市八代・やしろ

　　６７９-３４１２・兵庫県朝来市山内・やまうち

　　６７９-３４３２・兵庫県朝来市山口・やまぐち

　　６６９-５２２１・兵庫県朝来市和田山町秋葉台・わだやまちようあきはﾞだい

　　６６９-５２３８・兵庫県朝来市和田山町朝日・わだやまちようあさひ

　　６６９-５２３４・兵庫県朝来市和田山町市場・わだやまちよういちはﾞ



　　６６９-５２６２・兵庫県朝来市和田山町市御堂・わだやまちよういちみどう

　　６６９-５２３６・兵庫県朝来市和田山町内海・わだやまちよううつのみ

　　６６９-５２０４・兵庫県朝来市和田山町駅北・わだやまちようえききた

　　６６９-５２４６・兵庫県朝来市和田山町岡・わだやまちようおか

　　６６９-５２２４・兵庫県朝来市和田山町岡田・わだやまちようおかだ

　　６６９-５２６４・兵庫県朝来市和田山町加都・わだやまちようかつ

　　６６９-５２５３・兵庫県朝来市和田山町久世田・わだやまちようくせだ

　　６６９-５２２８・兵庫県朝来市和田山町久田和・わだやまちようくだわ

　　６６９-５２６３・兵庫県朝来市和田山町久留引・わだやまちようくるぶき

　　６６９-５２１４・兵庫県朝来市和田山町桑原・わだやまちようくわはﾞら

　　６６９-５２５１・兵庫県朝来市和田山町栄町・わだやまちようさかえまち

　　６６９-５２５６・兵庫県朝来市和田山町三波・わだやまちようさんなみ

　　６６９-５２５８・兵庫県朝来市和田山町城南台・わだやまちようじようなんだい

　　６６９-５２２０・兵庫県朝来市和田山町白井・わだやまちようしらい

　　６６９-５２４３・兵庫県朝来市和田山町高田・わだやまちようたかた

　　６６９-５２５２・兵庫県朝来市和田山町竹田・わだやまちようたけだ

　　６６９-５２３７・兵庫県朝来市和田山町竹ノ内・わだやまちようたけのうち

　　６６９-５２３３・兵庫県朝来市和田山町高生田・わだやまちようたこうだ

　　６６９-５２６８・兵庫県朝来市和田山町立ノ原・わだやまちようたつのはら

　　６６９-５２１３・兵庫県朝来市和田山町玉置・わだやまちようたまき

　　６６９-５２６５・兵庫県朝来市和田山町筒江・わだやまちようつつえ

　　６６９-５２３２・兵庫県朝来市和田山町寺内・わだやまちようてらうち

　　６６９-５２０３・兵庫県朝来市和田山町寺谷・わだやまちようてらだに

　　６６９-５２５５・兵庫県朝来市和田山町殿・わだやまちようとの

　　６６９-５２２６・兵庫県朝来市和田山町中・わだやまちようなか

　　６６９-５２２５・兵庫県朝来市和田山町野村・わだやまちようのむら

　　６６９-５２３１・兵庫県朝来市和田山町林垣・わだやまちようはやしがき

　　６６９-５２４１・兵庫県朝来市和田山町土田・わだやまちようはんだ

　　６６９-５２０２・兵庫県朝来市和田山町東谷・わだやまちようひがしだに

　　６６９-５２２７・兵庫県朝来市和田山町東和田・わだやまちようひがしわだ

　　６６９-５２６６・兵庫県朝来市和田山町比治・わだやまちようひじ

　　６６９-５２６１・兵庫県朝来市和田山町枚田・わだやまちようひらた

　　６６９-５２１５・兵庫県朝来市和田山町枚田岡・わだやまちようひらたおか

　　６６９-５２１１・兵庫県朝来市和田山町平野・わだやまちようひらの

　　６６９-５２５７・兵庫県朝来市和田山町藤和・わだやまちようふじわ

　　６６９-５２４５・兵庫県朝来市和田山町法道寺・わだやまちようほうどうじ

　　６６９-５２６７・兵庫県朝来市和田山町法興寺・わだやまちようほつこうじ

　　６６９-５２２２・兵庫県朝来市和田山町万葉台・わだやまちようまんようだい

　　６６９-５２２９・兵庫県朝来市和田山町宮・わだやまちようみや

　　６６９-５２４４・兵庫県朝来市和田山町宮内・わだやまちようみやうち

　　６６９-５２４２・兵庫県朝来市和田山町宮田・わだやまちようみやだ

　　６６９-５２２３・兵庫県朝来市和田山町室尾・わだやまちようむろお

　　６６９-５２５４・兵庫県朝来市和田山町安井・わだやまちようやすい

　　６６９-５２１２・兵庫県朝来市和田山町柳原・わだやまちようやなぎはら

　　６６９-５２１６・兵庫県朝来市和田山町弥生が丘・わだやまちようやよいがおか

　　６６９-５２３５・兵庫県朝来市和田山町和田・わだやまちようわだ

　　６６９-５２０１・兵庫県朝来市和田山町和田山・わだやまちようわだやま

　　６５６-２１００・兵庫県淡路市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６５６-１７４２・兵庫県淡路市浅野神田・あさのかんだ

　　６５６-１７４１・兵庫県淡路市浅野南・あさのみなみ

　　６５６-１６０３・兵庫県淡路市生田大坪・いくたおおつほﾞ

　　６５６-１６０５・兵庫県淡路市生田田尻・いくたたじり

　　６５６-１６０４・兵庫県淡路市生田畑・いくたはた

　　６５６-１６０２・兵庫県淡路市育波・いくは

　　６５６-２２２３・兵庫県淡路市生穂・いくほ

　　６５６-２２２５・兵庫県淡路市生穂新島・いくほにいじま

　　６５６-２１６１・兵庫県淡路市池ノ内・いけのうち

　　６５６-１７１２・兵庫県淡路市石田・いしだ

　　６５６-１５２５・兵庫県淡路市井手・いで

　　６５６-１５５２・兵庫県淡路市入野・いりの

　　６５６-２４０１・兵庫県淡路市岩屋・いわや

　　６５６-２３０５・兵庫県淡路市浦・うら

　　６５６-１５３１・兵庫県淡路市江井・えい

　　６５６-２１６２・兵庫県淡路市王子・おうじ

　　６５６-２３０２・兵庫県淡路市大磯・おおいそ

　　６５６-２２２４・兵庫県淡路市大谷・おおたに

　　６５６-２１５５・兵庫県淡路市大町上・おおまちかみ

　　６５６-２１５６・兵庫県淡路市大町下・おおまちしも

　　６５６-２１５１・兵庫県淡路市大町畑・おおまちはた

　　６５６-１７３６・兵庫県淡路市小倉・おぐら



　　６５６-１５０１・兵庫県淡路市尾崎・おさき

　　６５６-１７３２・兵庫県淡路市小田・おだ

　　６５６-２３３４・兵庫県淡路市釜口・かまぐち

　　６５６-１５２３・兵庫県淡路市上河合・かみがわい

　　６５６-２３３１・兵庫県淡路市仮屋・かりや

　　６５６-２１５２・兵庫県淡路市木曽上・きそかみ

　　６５６-２１５３・兵庫県淡路市木曽上畑・きそかみはた

　　６５６-２１５４・兵庫県淡路市木曽下・きそしも

　　６５６-１５１２・兵庫県淡路市北山・きたやま

　　６５６-１５５６・兵庫県淡路市草香・くさか

　　６５６-１５５８・兵庫県淡路市草香北・くさかきた

　　６５６-２３０１・兵庫県淡路市楠本・くすもと

　　６５６-２１４４・兵庫県淡路市下司・ くだじ

　　６５６-１７３５・兵庫県淡路市久野々・くのの

　　６５６-２３１１・兵庫県淡路市久留麻・くるま

　　６５６-１６０１・兵庫県淡路市黒谷・くろだに

　　６５６-１５１１・兵庫県淡路市郡家・ぐんげ

　　６５６-２３０３・兵庫県淡路市小磯・こいそ

　　６５６-２３２３・兵庫県淡路市河内・こうち

　　６５６-２２１１・兵庫県淡路市興隆寺・こうりゆうじ

　　６５６-２１４３・兵庫県淡路市里・さと

　　６５６-２２１２・兵庫県淡路市佐野・さの

　　６５６-２２１３・兵庫県淡路市佐野新島・さのにいじま

　　６５６-２１４１・兵庫県淡路市塩尾・しお

　　６５６-２１４２・兵庫県淡路市塩田新島・しおたにいじま

　　６５６-２１３１・兵庫県淡路市志筑・しつﾞき

　　６５６-２１３２・兵庫県淡路市志筑新島・しつﾞきにいじま

　　６５６-１５２２・兵庫県淡路市下河合・しもがわい

　　６５６-２３３３・兵庫県淡路市下田・しもだ

　　６５６-２３２２・兵庫県淡路市白山・しらやま

　　６５６-１５０２・兵庫県淡路市新村・しんむら

　　６５６-１５２１・兵庫県淡路市多賀・たが

　　６５６-１５５１・兵庫県淡路市高山・たかやま

　　６５６-１５２４・兵庫県淡路市竹谷・たけだに

　　６５６-２３３２・兵庫県淡路市谷・たに

　　６５６-２２１４・兵庫県淡路市津名の郷・つなのさと

　　６５６-１５０３・兵庫県淡路市遠田・とおだ

　　６５６-１７１１・兵庫県淡路市富島・としま

　　６５６-１７４３・兵庫県淡路市斗ノ内・とのうち

　　６５６-２２２１・兵庫県淡路市長沢・ながさわ

　　６５６-２１６３・兵庫県淡路市中田・なかだ

　　６５６-１７３３・兵庫県淡路市長畠・ながはﾞたけ

　　６５６-１５２６・兵庫県淡路市中村・なかむら

　　６５６-２３２１・兵庫県淡路市中持・なかもち

　　６５６-１７３１・兵庫県淡路市仁井・にい

　　６５６-１７２３・兵庫県淡路市野島大川・のじまおおかわ

　　６５６-１７２７・兵庫県淡路市野島貴船・のじまきふね

　　６５６-１７２６・兵庫県淡路市野島常盤・のじまときわ

　　６５６-１７２２・兵庫県淡路市野島轟木・のじまとどろき

　　６５６-１７２１・兵庫県淡路市野島蟇浦・のじまひきのうら

　　６５６-１７２４・兵庫県淡路市野島平林・ のじまひらはﾞやじ

　　６５６-２４５１・兵庫県淡路市野島江崎（１３番地）・のじまえざき

　　６５６-２４５１・兵庫県淡路市野島江崎（１４番地）・のじまえざき

　　６５６-２４５１・兵庫県淡路市野島江崎（１０番地の２）・のじまえざき

　　６５６-２４５１・兵庫県淡路市野島江崎（１０番地の５）・のじまえざき

　　６５６-１７２５・兵庫県淡路市野島江崎（その他）・のじまえざき(そのた)

　　６５６-２２２２・兵庫県淡路市野田尾・のたお

　　６５６-２３０４・兵庫県淡路市浜・はま

　　６５６-１５５４・兵庫県淡路市深草・ふかくさ

　　６５６-１７３４・兵庫県淡路市舟木・ふなき

　　６５６-１５５５・兵庫県淡路市南・みなみ

　　６５６-２３０７・兵庫県淡路市南鵜崎・みなみうざき

　　６５６-１５５７・兵庫県淡路市明神・みようじん

　　６５６-１６０６・兵庫県淡路市室津・むろつ

　　６５６-１５４１・兵庫県淡路市柳沢・やなぎさわ

　　６５６-１５５３・兵庫県淡路市山田・やまだ

　　６５６-２３０６・兵庫県淡路市夢舞台・ゆめぶたい

　　６７１-２５００・兵庫県宍粟市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７１-４１３５・兵庫県宍粟市一宮町安黒・いちのみやちようあぐろ

　　６７１-４１３１・兵庫県宍粟市一宮町安積・いちのみやちようあつﾞみ



　　６７１-４１０４・兵庫県宍粟市一宮町井内・いちのみやちよういうち

　　６７１-４１２３・兵庫県宍粟市一宮町生栖・いちのみやちよういぎす

　　６７１-４１３４・兵庫県宍粟市一宮町伊和・いちのみやちよういわ

　　６７１-４１３７・兵庫県宍粟市一宮町閏賀・いちのみやちよううるか

　　６７１-４１０６・兵庫県宍粟市一宮町百千家満・いちのみやちようおちやま

　　６７１-４１０５・兵庫県宍粟市一宮町上岸田・いちのみやちようかみきしだ

　　６７１-４１４３・兵庫県宍粟市一宮町上野田・いちのみやちようかみのだ

　　６７１-４１１５・兵庫県宍粟市一宮町河原田・いちのみやちようかわはらだ

　　６７１-４１０７・兵庫県宍粟市一宮町草木・いちのみやちようくさぎ

　　６７１-４１１１・兵庫県宍粟市一宮町公文・いちのみやちようくもん

　　６７１-４１０１・兵庫県宍粟市一宮町倉床・いちのみやちようくらとこ

　　６７１-４１０３・兵庫県宍粟市一宮町黒原・いちのみやちようくろはら

　　６７１-４１３６・兵庫県宍粟市一宮町嶋田・いちのみやちようしまだ

　　６７１-４１４４・兵庫県宍粟市一宮町下野田・いちのみやちようしものだ

　　６７１-４１３９・兵庫県宍粟市一宮町杉田・いちのみやちようすぎた

　　６７１-４１３３・兵庫県宍粟市一宮町須行名・いちのみやちようすぎようめ

　　６７１-４１０８・兵庫県宍粟市一宮町千町・いちのみやちようせんちよう

　　６７１-４１３８・兵庫県宍粟市一宮町西安積・いちのみやちようにしあつﾞみ

　　６７１-４１２５・兵庫県宍粟市一宮町西深・いちのみやちようにしぶか

　　６７１-４１３２・兵庫県宍粟市一宮町東市場・いちのみやちようひがしいちはﾞ

　　６７１-４１４１・兵庫県宍粟市一宮町東河内・いちのみやちようひがしごうち

　　６７１-４１２４・兵庫県宍粟市一宮町深河谷・いちのみやちようふかだに

　　６７１-４１２２・兵庫県宍粟市一宮町福知・いちのみやちようふくち

　　６７１-４１２１・兵庫県宍粟市一宮町福中・いちのみやちようふくなか

　　６７１-４１１４・兵庫県宍粟市一宮町福野・いちのみやちようふくの

　　６７１-４１１３・兵庫県宍粟市一宮町三方町・いちのみやちようみかたまち

　　６７１-４１１２・兵庫県宍粟市一宮町森添・いちのみやちようもりそえ

　　６７１-４１４２・兵庫県宍粟市一宮町能倉・いちのみやちようよくら

　　６７１-４１０２・兵庫県宍粟市一宮町横山・いちのみやちようよこやま

　　６７１-３２１１・兵庫県宍粟市千種町岩野辺・ちくさちよういわのべ

　　６７１-３２２２・兵庫県宍粟市千種町奥西山・ちくさちようおくにしやま

　　６７１-３２０２・兵庫県宍粟市千種町黒土・ちくさちようくろつﾞち

　　６７１-３２２５・兵庫県宍粟市千種町下河野・ちくさちようけごの

　　６７１-３２３２・兵庫県宍粟市千種町河内・ちくさちようこうち

　　６７１-３２３１・兵庫県宍粟市千種町河呂・ちくさちようこうろ

　　６７１-３２１２・兵庫県宍粟市千種町鷹巣・ちくさちようたかのす

　　６７１-３２０１・兵庫県宍粟市千種町千草・ちくさちようちくさ

　　６７１-３２３３・兵庫県宍粟市千種町西河内・ちくさちようにしごうち

　　６７１-３２２１・兵庫県宍粟市千種町西山・ちくさちようにしやま

　　６７１-３２２４・兵庫県宍粟市千種町七野・ちくさちようひつの

　　６７１-３２２３・兵庫県宍粟市千種町室・ちくさちようむろ

　　６７１-４２３１・兵庫県宍粟市波賀町有賀・はがちようありが

　　６７１-４２１５・兵庫県宍粟市波賀町飯見・はがちよういいみ

　　６７１-４２４２・兵庫県宍粟市波賀町今市・はがちよういまいち

　　６７１-４２２１・兵庫県宍粟市波賀町上野・はがちよううえの

　　６７１-４２４３・兵庫県宍粟市波賀町小野・はがちようおの

　　６７１-４２１１・兵庫県宍粟市波賀町音水・はがちようおんずい

　　６７１-４２３２・兵庫県宍粟市波賀町斉木・はがちようさいき

　　６７１-４２０３・兵庫県宍粟市波賀町鹿伏・ はがちようしかぶじ

　　６７１-４２４４・兵庫県宍粟市波賀町谷・はがちようたに

　　６７１-４２０２・兵庫県宍粟市波賀町道谷・はがちようどうたに

　　６７１-４２０１・兵庫県宍粟市波賀町戸倉・はがちようとくら

　　６７１-４２１４・兵庫県宍粟市波賀町野尻・はがちようのじり

　　６７１-４２１３・兵庫県宍粟市波賀町原・はがちようはら

　　６７１-４２０４・兵庫県宍粟市波賀町引原・はがちようひきはら

　　６７１-４２１２・兵庫県宍粟市波賀町日ノ原・はがちようひのはら

　　６７１-４２４５・兵庫県宍粟市波賀町日見谷・はがちようひみたに

　　６７１-４２１６・兵庫県宍粟市波賀町皆木・はがちようみなぎ

　　６７１-４２４１・兵庫県宍粟市波賀町安賀・はがちようやすが

　　６７１-２５６４・兵庫県宍粟市山崎町青木・やまさきちようあおき

　　６７１-２５１５・兵庫県宍粟市山崎町五十波・やまさきちよういかはﾞ

　　６７１-２５１７・兵庫県宍粟市山崎町生谷・やまさきちよういぎだに

　　６７１-２５６６・兵庫県宍粟市山崎町市場・やまさきちよういちはﾞ

　　６７１-２５７３・兵庫県宍粟市山崎町今宿・やまさきちよういまじゆく

　　６７１-２５７１・兵庫県宍粟市山崎町上寺・やまさきちよううえでら

　　６７１-２５０６・兵庫県宍粟市山崎町宇野・やまさきちよううの

　　６７１-２５３５・兵庫県宍粟市山崎町宇原・やまさきちよううわら

　　６７１-２５６２・兵庫県宍粟市山崎町大沢・やまさきちようおおさわ

　　６７１-２５０３・兵庫県宍粟市山崎町大谷・やまさきちようおおたに

　　６７１-２５１３・兵庫県宍粟市山崎町梯・ やまさきちようかけはじ



　　６７１-２５７０・兵庫県宍粟市山崎町加生・やまさきちようかしよう

　　６７１-２５６８・兵庫県宍粟市山崎町葛根・やまさきちようかずらね

　　６７１-２５０５・兵庫県宍粟市山崎町片山・やまさきちようかたやま

　　６７１-２５５５・兵庫県宍粟市山崎町金谷・やまさきちようかなや

　　６７１-２５０１・兵庫県宍粟市山崎町上ノ・やまさきちようかみの

　　６７１-２５５８・兵庫県宍粟市山崎町上比地・やまさきちようかみひじ

　　６７１-２５０８・兵庫県宍粟市山崎町上牧谷・やまさきちようかみまきだに

　　６７１-２５３４・兵庫県宍粟市山崎町川戸・やまさきちようかわと

　　６７１-２５２７・兵庫県宍粟市山崎町岸田・やまさきちようきしだ

　　６７１-２５６７・兵庫県宍粟市山崎町木谷・やまさきちようきだに

　　６７１-２５２１・兵庫県宍粟市山崎町木ノ谷・やまさきちようきのたに

　　６７１-２５６５・兵庫県宍粟市山崎町高下・やまさきちようこうげ

　　６７１-２５３２・兵庫県宍粟市山崎町高所・やまさきちようこうぞ

　　６７１-２５２５・兵庫県宍粟市山崎町神谷・やまさきちようこうだに

　　６７１-２５６１・兵庫県宍粟市山崎町小茅野・やまさきちようこがいの

　　６７１-２５５４・兵庫県宍粟市山崎町御名・やまさきちようごみよう

　　６７１-２５６３・兵庫県宍粟市山崎町塩田・やまさきちようしおた

　　６７１-２５６０・兵庫県宍粟市山崎町塩山・やまさきちようしおやま

　　６７１-２５７６・兵庫県宍粟市山崎町鹿沢・やまさきちようしかさわ

　　６７１-２５３６・兵庫県宍粟市山崎町下宇原・やまさきちようしもうわら

　　６７１-２５５６・兵庫県宍粟市山崎町下比地・やまさきちようしもひじ

　　６７１-２５４１・兵庫県宍粟市山崎町下広瀬・やまさきちようしもびろせ

　　６７１-２５０７・兵庫県宍粟市山崎町下牧谷・やまさきちようしもまきだに

　　６７１-２５１９・兵庫県宍粟市山崎町下町・やまさきちようしもまち

　　６７１-２５７２・兵庫県宍粟市山崎町庄能・やまさきちようしようのう

　　６７１-２５３３・兵庫県宍粟市山崎町須賀沢・やまさきちようすかざわ

　　６７１-２５２２・兵庫県宍粟市山崎町杉ケ瀬・やまさきちようすぎがせ

　　６７１-２５１１・兵庫県宍粟市山崎町清野・やまさきちようせいの

　　６７１-２５４４・兵庫県宍粟市山崎町千本屋・やまさきちようせんほﾞんや

　　６７１-２５１４・兵庫県宍粟市山崎町田井・やまさきちようたい

　　６７１-２５５２・兵庫県宍粟市山崎町段・やまさきちようだん

　　６７１-２５５３・兵庫県宍粟市山崎町鶴木・やまさきちようつるぎ

　　６７１-２５３１・兵庫県宍粟市山崎町中・やまさきちようなか

　　６７１-２５４５・兵庫県宍粟市山崎町中井・やまさきちようなかい

　　６７１-２５０２・兵庫県宍粟市山崎町中野・やまさきちようなかの

　　６７１-２５５７・兵庫県宍粟市山崎町中比地・やまさきちようなかひじ

　　６７１-２５７４・兵庫県宍粟市山崎町中広瀬・やまさきちようなかびろせ

　　６７１-２５４３・兵庫県宍粟市山崎町野・やまさきちようの

　　６７１-２５２８・兵庫県宍粟市山崎町野々上・やまさきちようののうえ

　　６７１-２５５１・兵庫県宍粟市山崎町春安・やまさきちようはるやす

　　６７１-２５０４・兵庫県宍粟市山崎町東下野・やまさきちようひがししもの

　　６７１-２５６９・兵庫県宍粟市山崎町土万・やまさきちようひじま

　　６７１-２５４２・兵庫県宍粟市山崎町船元・やまさきちようふなもと

　　６７１-２５２４・兵庫県宍粟市山崎町三谷・やまさきちようみたに

　　６７１-２５１６・兵庫県宍粟市山崎町三津・やまさきちようみつつﾞ

　　６７１-２５２３・兵庫県宍粟市山崎町母栖・やまさきちようもす

　　６７１-２５７８・兵庫県宍粟市山崎町元山崎・やまさきちようもとやまさき

　　６７１-２５７９・兵庫県宍粟市山崎町門前・やまさきちようもんぜん

　　６７１-２５２６・兵庫県宍粟市山崎町矢原・やまさきちようやはﾞら

　　６７１-２５７７・兵庫県宍粟市山崎町山崎・やまさきちようやまさき

　　６７１-２５７５・兵庫県宍粟市山崎町山田・やまさきちようやまだ

　　６７１-２５１２・兵庫県宍粟市山崎町与位・やまさきちようよい

　　６７１-２５１８・兵庫県宍粟市山崎町横須・やまさきちようよこす

　　６７３-１４００・兵庫県加東市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７３-１３０２・兵庫県加東市秋津・あきつ

　　６７３-１３３８・兵庫県加東市厚利・ あつとじ

　　６７３-１４５１・兵庫県加東市家原・いえはら

　　６７３-１４１３・兵庫県加東市池之内・いけのうち

　　６７３-１４４２・兵庫県加東市出水・いずみ

　　６７９-０２０３・兵庫県加東市稲尾・いなお

　　６７３-１３２１・兵庫県加東市岩屋・いわや

　　６７３-１４４６・兵庫県加東市上田・うえだ

　　６７３-１４０４・兵庫県加東市馬瀬・うまぜ

　　６７３-１３１３・兵庫県加東市永福・えいふく

　　６７９-０２０２・兵庫県加東市多井田・おいだ

　　６７３-１３２５・兵庫県加東市大畑・おおはた

　　６７３-１３２３・兵庫県加東市岡本・おかもと

　　６７３-１３３３・兵庫県加東市小沢・おざわ

　　６７３-１４５３・兵庫県加東市貝原・かいはら

　　６７３-１４６３・兵庫県加東市梶原・かじわら



　　６７３-１４０１・兵庫県加東市上鴨川・かみかもがわ

　　６７３-１４１４・兵庫県加東市上久米・かみくめ

　　６７９-０２１１・兵庫県加東市上滝野・かみたきの

　　６７３-１４６４・兵庫県加東市上中・かみなか

　　６７３-１４７２・兵庫県加東市上三草・かみみくさ

　　６７３-１４６５・兵庫県加東市喜田・きた

　　６７９-０２０５・兵庫県加東市北野・きたの

　　６７３-１４６１・兵庫県加東市木梨・ きなじ

　　６７３-１４５６・兵庫県加東市窪田・くほﾞた

　　６７３-１４１６・兵庫県加東市久米・くめ

　　６７３-１３０１・兵庫県加東市黒谷・くろだに

　　６７９-０２２１・兵庫県加東市河高・こうたか

　　６７９-０２１３・兵庫県加東市光明寺・こうみようじ

　　６７３-１３３２・兵庫県加東市栄枝・さかえ

　　６７９-０２２３・兵庫県加東市桜台・さくらだい

　　６７３-１４４７・兵庫県加東市佐保・さほ

　　６７３-１４４４・兵庫県加東市沢部・さわべ

　　６７３-１４０３・兵庫県加東市下鴨川・しもかもがわ

　　６７３-１４１５・兵庫県加東市下久米・しもくめ

　　６７９-０２１２・兵庫県加東市下滝野・しもたきの

　　６７３-１４７３・兵庫県加東市下三草・しもみくさ

　　６７３-１３０３・兵庫県加東市少分谷・しようぶだに

　　６７３-１３２４・兵庫県加東市新定・しんじよう

　　６７９-０２０４・兵庫県加東市新町・しんまち

　　６７９-０２０１・兵庫県加東市曽我・そが

　　６７３-１４４５・兵庫県加東市大門・だいもん

　　６７９-０２２２・兵庫県加東市高岡・たかおか

　　６７９-０２０７・兵庫県加東市滝野団地・たきのだんち

　　６７３-１４４１・兵庫県加東市田中・たなか

　　６７３-１３１１・兵庫県加東市天神・てんじん

　　６７３-１４３４・兵庫県加東市東実・とうじつ

　　６７３-１４５２・兵庫県加東市鳥居・とりい

　　６７３-１４２４・兵庫県加東市中古瀬・なかごせ

　　６７３-１３０４・兵庫県加東市長貞・ながさだ

　　６７３-１４２５・兵庫県加東市西古瀬・にしこせ

　　６７３-１４５５・兵庫県加東市西垂水・にしたるみ

　　６７３-１４５４・兵庫県加東市野村・のむら

　　６７３-１３１２・兵庫県加東市掎鹿谷・はしかだに

　　６７３-１４１１・兵庫県加東市畑・はた

　　６７３-１４２３・兵庫県加東市東古瀬・ひがしごせ

　　６７３-１３３６・兵庫県加東市東垂水・ひがしたるみ

　　６７３-１４０２・兵庫県加東市平木・ひらき

　　６７３-１４３２・兵庫県加東市ひろのが丘・ひろのがおか

　　６７３-１４４３・兵庫県加東市福吉・ ふくよじ

　　６７３-１４６２・兵庫県加東市藤田・ふじた

　　６７９-０２０６・兵庫県加東市穂積・ほつﾞみ

　　６７３-１４７４・兵庫県加東市牧野・まきの

　　６７３-１４３３・兵庫県加東市松尾・まつお

　　６７３-１３３７・兵庫県加東市松沢・まつざわ

　　６７３-１４１２・兵庫県加東市廻渕・まわりぶち

　　６７３-１３４１・兵庫県加東市南山・みなみやま

　　６７３-１３２２・兵庫県加東市森・もり

　　６７３-１３３１・兵庫県加東市森尾・もりお

　　６７３-１４３１・兵庫県加東市社・やしろ

　　６７３-１４２２・兵庫県加東市屋度・やど

　　６７３-１３３５・兵庫県加東市藪・やぶ

　　６７３-１４７１・兵庫県加東市山口・やまぐち

　　６７３-１４２１・兵庫県加東市山国・やまくに

　　６７３-１３１４・兵庫県加東市横谷・よこだに

　　６７３-１３３４・兵庫県加東市吉井・よしい

　　６７３-１４７５・兵庫県加東市吉馬・よしま

　　６７９-４１００・兵庫県たつの市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-４００８・兵庫県たつの市揖西町芦原台・いつさいちようあしはらだい

　　６７９-４００３・兵庫県たつの市揖西町小神・いつさいちようおがみ

　　６７９-４０２４・兵庫県たつの市揖西町尾崎・いつさいちようおさき

　　６７９-４０２５・兵庫県たつの市揖西町小畑・いつさいちようおはﾞたけ

　　６７９-４００７・兵庫県たつの市揖西町構・いつさいちようかまえ

　　６７９-４０２２・兵庫県たつの市揖西町北沢・いつさいちようきたさわ

　　６７９-４０１３・兵庫県たつの市揖西町北山・いつさいちようきたやま

　　６７９-４０２１・兵庫県たつの市揖西町小犬丸・いつさいちようこいぬまる



　　６７９-４０１１・兵庫県たつの市揖西町佐江・いつさいちようさえ

　　６７９-４００５・兵庫県たつの市揖西町清水・いつさいちようしみず

　　６７９-４００４・兵庫県たつの市揖西町清水新・いつさいちようしみずしん

　　６７９-４００１・兵庫県たつの市揖西町新宮・いつさいちようしんぐう

　　６７９-４０２３・兵庫県たつの市揖西町住吉・ いつさいちようすみよじ

　　６７９-４００６・兵庫県たつの市揖西町田井・いつさいちようたい

　　６７９-４０２６・兵庫県たつの市揖西町竹原・いつさいちようたけはら

　　６７９-４０１４・兵庫県たつの市揖西町竹万・いつさいちようちくま

　　６７９-４０２７・兵庫県たつの市揖西町長尾・いつさいちようながお

　　６７９-４００２・兵庫県たつの市揖西町中垣内・いつさいちようなかがいち

　　６７９-４０１７・兵庫県たつの市揖西町土師・いつさいちようはぜ

　　６７９-４０１２・兵庫県たつの市揖西町前地・いつさいちようまえじ

　　６７９-４０１６・兵庫県たつの市揖西町南山・いつさいちようみなみやま

　　６７９-４０１５・兵庫県たつの市揖西町龍子・いつさいちようりゆうこ

　　６７１-１６６２・兵庫県たつの市揖保川町市場・いほﾞがわちよういちはﾞ

　　６７１-１６６５・兵庫県たつの市揖保川町馬場・いほﾞがわちよううまはﾞ

　　６７１-１６６３・兵庫県たつの市揖保川町浦部・いほﾞがわちよううらべ

　　６７１-１６５１・兵庫県たつの市揖保川町片島・いほﾞがわちようかたしま

　　６７１-１６４３・兵庫県たつの市揖保川町神戸北山・いほﾞがわちようかんべきたやま

　　６７１-１６３２・兵庫県たつの市揖保川町黍田・いほﾞがわちようきびた

　　６７１-１６６４・兵庫県たつの市揖保川町金剛山・いほﾞがわちようこんごうさん

　　６７１-１６２１・兵庫県たつの市揖保川町正條・いほﾞがわちようしようじよう

　　６７１-１６１１・兵庫県たつの市揖保川町新在家・いほﾞがわちようしんざいけ

　　６７１-１６４２・兵庫県たつの市揖保川町大門・いほﾞがわちようだいもん

　　６７１-１６０２・兵庫県たつの市揖保川町野田・いほﾞがわちようのだ

　　６７１-１６４１・兵庫県たつの市揖保川町原・いほﾞがわちようはら

　　６７１-１６０１・兵庫県たつの市揖保川町半田・いほﾞがわちようはんだ

　　６７１-１６６１・兵庫県たつの市揖保川町袋尻・いほﾞがわちようふくろじり

　　６７１-１６１３・兵庫県たつの市揖保川町二塚・いほﾞがわちようふたつか

　　６７１-１６１２・兵庫県たつの市揖保川町本條・いほﾞがわちようほんじよう

　　６７１-１６０３・兵庫県たつの市揖保川町養久・いほﾞがわちようやく

　　６７１-１６３１・兵庫県たつの市揖保川町山津屋・いほﾞがわちようやまつや

　　６７９-４１５６・兵庫県たつの市揖保町揖保上・いほﾞちよういほﾞかみ

　　６７９-４１５５・兵庫県たつの市揖保町揖保中・いほﾞちよういほﾞなか

　　６７９-４１４６・兵庫県たつの市揖保町今市・いほﾞちよういまいち

　　６７９-４１４１・兵庫県たつの市揖保町栄・いほﾞちようさかえ

　　６７９-４１４３・兵庫県たつの市揖保町東用・いほﾞちようとうよう

　　６７９-４１５２・兵庫県たつの市揖保町中臣・いほﾞちようなかじん

　　６７９-４１５４・兵庫県たつの市揖保町西構・いほﾞちようにしがまえ

　　６７９-４１４５・兵庫県たつの市揖保町萩原・いほﾞちようはいはﾞら

　　６７９-４１４４・兵庫県たつの市揖保町真砂・いほﾞちようまさご

　　６７９-４１４２・兵庫県たつの市揖保町松原・いほﾞちようまつはﾞら

　　６７９-４１５３・兵庫県たつの市揖保町門前・いほﾞちようもんぜん

　　６７９-４１５１・兵庫県たつの市揖保町山下・いほﾞちようやました

　　６７９-４１１５・兵庫県たつの市神岡町入野・かみおかちよういりの

　　６７９-４１１２・兵庫県たつの市神岡町追分・かみおかちようおいわけ

　　６７９-４１０１・兵庫県たつの市神岡町奥村・かみおかちようおくむら

　　６７９-４１０３・兵庫県たつの市神岡町上横内・かみおかちようかみよこうち

　　６７９-４１０２・兵庫県たつの市神岡町北横内・かみおかちようきたよこうち

　　６７９-４１１６・兵庫県たつの市神岡町沢田・かみおかちようさわだ

　　６７９-４１０８・兵庫県たつの市神岡町大住寺・かみおかちようだいじゆうじ

　　６７９-４１１３・兵庫県たつの市神岡町田中・かみおかちようたなか

　　６７９-４１０４・兵庫県たつの市神岡町筒井・かみおかちようつつい

　　６７９-４１０５・兵庫県たつの市神岡町西鳥井・かみおかちようにしとりい

　　６７９-４１０７・兵庫県たつの市神岡町西横内・かみおかちようにしよこうち

　　６７９-４１１１・兵庫県たつの市神岡町野部・かみおかちようのべ

　　６７９-４１０９・兵庫県たつの市神岡町東觜崎・かみおかちようひがしはしさき

　　６７９-４１０６・兵庫県たつの市神岡町横内・かみおかちようよこうち

　　６７９-４１１４・兵庫県たつの市神岡町寄井・かみおかちようよりい

　　６７９-４３３１・兵庫県たつの市新宮町市野保・しんぐうちよういちのほ

　　６７９-４３１５・兵庫県たつの市新宮町井野原・しんぐうちよういのはら

　　６７９-４３３２・兵庫県たつの市新宮町馬立・しんぐうちよううまたて

　　６７９-４３４３・兵庫県たつの市新宮町大屋・しんぐうちようおおや

　　６７９-５１５１・兵庫県たつの市新宮町奥小屋・しんぐうちようおくごや

　　６７９-５１５４・兵庫県たつの市新宮町鍛冶屋・しんぐうちようかじや

　　６７９-５１６２・兵庫県たつの市新宮町上莇原・しんぐうちようかみあざわら

　　６７９-４３０３・兵庫県たつの市新宮町上笹・しんぐうちようかみささ

　　６７９-４３２３・兵庫県たつの市新宮町北村・しんぐうちようきたむら

　　６７９-５１５５・兵庫県たつの市新宮町栗町・しんぐうちようくりまち

　　６７９-５１６５・兵庫県たつの市新宮町光都・しんぐうちようこうと



　　６７９-４３０２・兵庫県たつの市新宮町香山・しんぐうちようこうやま

　　６７９-４３１６・兵庫県たつの市新宮町芝田・しんぐうちようこげた

　　６７９-４３２５・兵庫県たつの市新宮町佐野・しんぐうちようさの

　　６７９-４３０１・兵庫県たつの市新宮町篠首・しんぐうちようしのくび

　　６７９-５１６１・兵庫県たつの市新宮町下莇原・しんぐうちようしもあざわら

　　６７９-４３０４・兵庫県たつの市新宮町下笹・しんぐうちようしもささ

　　６７９-４３１２・兵庫県たつの市新宮町下野・しんぐうちようしもの

　　６７９-４３３３・兵庫県たつの市新宮町下野田・しんぐうちようしものだ

　　６７９-４３１３・兵庫県たつの市新宮町新宮・しんぐうちようしんぐう

　　６７９-４３４４・兵庫県たつの市新宮町善定・しんぐうちようぜんじよ

　　６７９-４３２２・兵庫県たつの市新宮町仙正・しんぐうちようせんしよう

　　６７９-４３４６・兵庫県たつの市新宮町千本・しんぐうちようせんほﾞん

　　６７９-４３１４・兵庫県たつの市新宮町曽我井・しんぐうちようそがい

　　６７９-４３２１・兵庫県たつの市新宮町段之上・しんぐうちようだんのうえ

　　６７９-５１６３・兵庫県たつの市新宮町角亀・しんぐうちようつのがめ

　　６７９-５１５３・兵庫県たつの市新宮町時重・しんぐうちようときしげ

　　６７９-４３２７・兵庫県たつの市新宮町中野庄・しんぐうちようなかのしよう

　　６７９-４３４１・兵庫県たつの市新宮町能地・しんぐうちようのうじ

　　６７９-４３２４・兵庫県たつの市新宮町觜崎・しんぐうちようはしさき

　　６７９-４３４２・兵庫県たつの市新宮町平野・しんぐうちようひらの

　　６７９-４３４５・兵庫県たつの市新宮町福栖・しんぐうちようふくす

　　６７９-５１６４・兵庫県たつの市新宮町二柏野・しんぐうちようふたつがいの

　　６７９-４３２６・兵庫県たつの市新宮町船渡・しんぐうちようふなと

　　６７９-５１５２・兵庫県たつの市新宮町牧・しんぐうちようまき

　　６７９-４３１１・兵庫県たつの市新宮町宮内・しんぐうちようみやうち

　　６７９-４３０５・兵庫県たつの市新宮町吉島・しんぐうちようよしま

　　６７９-４１７５・兵庫県たつの市龍野町旭町・たつのちようあさひまち

　　６７９-４１７８・兵庫県たつの市龍野町大手・たつのちようおおて

　　６７９-４１２８・兵庫県たつの市龍野町小宅北・たつのちようおやけきた

　　６７９-４１２３・兵庫県たつの市龍野町片山・たつのちようかたやま

　　６７９-４１７９・兵庫県たつの市龍野町上霞城・たつのちようかみかじよう

　　６７９-４１７２・兵庫県たつの市龍野町上川原・たつのちようかみがわら

　　６７９-４１６６・兵庫県たつの市龍野町川原町・たつのちようかわらちよう

　　６７９-４１７１・兵庫県たつの市龍野町北龍野・たつのちようきたたつの

　　６７９-４１２１・兵庫県たつの市龍野町島田・たつのちようしまだ

　　６７９-４１６２・兵庫県たつの市龍野町下霞城・たつのちようしもかじよう

　　６７９-４１７７・兵庫県たつの市龍野町下川原・たつのちようしもがわら

　　６７９-４１７６・兵庫県たつの市龍野町水神町・たつのちようすいじんちよう

　　６７９-４１２５・兵庫県たつの市龍野町末政・たつのちようすえまさ

　　６７９-４１６９・兵庫県たつの市龍野町大道・たつのちようだいどう

　　６７９-４１６４・兵庫県たつの市龍野町立町・たつのちようたてまち

　　６７９-４１２９・兵庫県たつの市龍野町堂本・たつのちようどうもと

　　６７９-４１６７・兵庫県たつの市龍野町富永・たつのちようとみなが

　　６７９-４１２４・兵庫県たつの市龍野町中井・たつのちようなかい

　　６７９-４１７０・兵庫県たつの市龍野町中霞城・たつのちようなかかじよう

　　６７９-４１２６・兵庫県たつの市龍野町中村・たつのちようなかむら

　　６７９-４１２２・兵庫県たつの市龍野町日飼・たつのちようひがい

　　６７９-４１６１・兵庫県たつの市龍野町日山・たつのちようひやま

　　６７９-４１６３・兵庫県たつの市龍野町福の神・たつのちようふくのかみ

　　６７９-４１６５・兵庫県たつの市龍野町本町・たつのちようほんまち

　　６７９-４１２７・兵庫県たつの市龍野町宮脇・たつのちようみやわき

　　６７９-４１７３・兵庫県たつの市龍野町門の外・たつのちようもんのそと

　　６７９-４１７４・兵庫県たつの市龍野町柳原・たつのちようやなぎはら

　　６７９-４１６８・兵庫県たつの市龍野町四箇・たつのちようよつか

　　６７９-４１３６・兵庫県たつの市誉田町井上・ほんだちよういのかみ

　　６７９-４１３１・兵庫県たつの市誉田町内山・ほんだちよううちやま

　　６７９-４１３７・兵庫県たつの市誉田町片吹・ほんだちようかたぶき

　　６７９-４１３９・兵庫県たつの市誉田町上沖・ほんだちようかみおき

　　６７９-４１３８・兵庫県たつの市誉田町下沖・ほんだちようしもおき

　　６７９-４１３５・兵庫県たつの市誉田町高駄・ほんだちようたかだ

　　６７９-４１３０・兵庫県たつの市誉田町長真・ほんだちようながざね

　　６７９-４１３４・兵庫県たつの市誉田町広山・ほんだちようひろやま

　　６７９-４１３２・兵庫県たつの市誉田町福田・ほんだちようふくだ

　　６７９-４１３３・兵庫県たつの市誉田町誉・ほんだちようほまれ

　　６７１-１３４２・兵庫県たつの市御津町朝臣・みつちようあさとみ

　　６７１-１３１２・兵庫県たつの市御津町碇岩・みつちよういかりいわ

　　６７１-１３３１・兵庫県たつの市御津町岩見・みつちよういわみ

　　６７１-１３４１・兵庫県たつの市御津町釜屋・みつちようかまや

　　６７１-１３２１・兵庫県たつの市御津町苅屋・みつちようかりや

　　６７１-１３０１・兵庫県たつの市御津町黒崎・みつちようくろさき



　　６７１-１３１１・兵庫県たつの市御津町中島・みつちようなかしま

　　６７１-１３３２・兵庫県たつの市御津町室津・みつちようむろつ

　　６６６-０２００・兵庫県川辺郡猪名川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６６-０２１２・兵庫県川辺郡猪名川町旭ケ丘・あさひがおか

　　６６６-０２４６・兵庫県川辺郡猪名川町猪名川台・いながわだい

　　６６６-０２５５・兵庫県川辺郡猪名川町猪渕・いぶち

　　６６６-０２４４・兵庫県川辺郡猪名川町上野・うえの

　　６６６-０２４１・兵庫県川辺郡猪名川町内馬場・うちはﾞはﾞ

　　６６６-０２４３・兵庫県川辺郡猪名川町柏梨田・かしうだ

　　６６６-０２０４・兵庫県川辺郡猪名川町柏原・かしはら

　　６６６-０２０２・兵庫県川辺郡猪名川町鎌倉・かまくら

　　６６６-０２３１・兵庫県川辺郡猪名川町上阿古谷・かみあこたに

　　６６６-０２３６・兵庫県川辺郡猪名川町北田原・きたたはら

　　６６６-０２３４・兵庫県川辺郡猪名川町北野・きたの

　　６６６-０２２５・兵庫県川辺郡猪名川町木津・きつﾞ

　　６６６-０２５４・兵庫県川辺郡猪名川町肝川・きもかわ

　　６６６-０２５６・兵庫県川辺郡猪名川町銀山・ぎんざん

　　６６６-０２２３・兵庫県川辺郡猪名川町木間生・こもお

　　６６６-０２２７・兵庫県川辺郡猪名川町笹尾・ささお

　　６６６-０２５３・兵庫県川辺郡猪名川町差組・さしくみ

　　６６６-０２１５・兵庫県川辺郡猪名川町島・しま

　　６６６-０２１４・兵庫県川辺郡猪名川町清水・しみず

　　６６６-０２１３・兵庫県川辺郡猪名川町清水東・ しみずひがじ

　　６６６-０２３７・兵庫県川辺郡猪名川町下阿古谷・しもあこたに

　　６６６-０２５７・兵庫県川辺郡猪名川町白金・しろがね

　　６６６-０２０１・兵庫県川辺郡猪名川町杉生・すぎお

　　６６６-０２３８・兵庫県川辺郡猪名川町荘苑・そうえん

　　６６６-０２３２・兵庫県川辺郡猪名川町民田・たみだ

　　６６６-０２２２・兵庫県川辺郡猪名川町槻並・つくなみ

　　６６６-０２４５・兵庫県川辺郡猪名川町つつじが丘・つつじがおか

　　６６６-０２２１・兵庫県川辺郡猪名川町杤原・とちはら

　　６６６-０２０３・兵庫県川辺郡猪名川町西畑・にしはた

　　６６６-０２１１・兵庫県川辺郡猪名川町仁頂寺・にじようじ

　　６６６-０２２６・兵庫県川辺郡猪名川町林田・はやした

　　６６６-０２４２・兵庫県川辺郡猪名川町原・はら

　　６６６-０２５２・兵庫県川辺郡猪名川町広根・ひろね

　　６６６-０２６２・兵庫県川辺郡猪名川町伏見台・ふしみだい

　　６６６-０２６１・兵庫県川辺郡猪名川町松尾台・まつおだい

　　６６６-０２２４・兵庫県川辺郡猪名川町万善・まんぜん

　　６６６-０２３５・兵庫県川辺郡猪名川町南田原・みなみたはら

　　６６６-０２３３・兵庫県川辺郡猪名川町紫合・ゆうだ

　　６６６-０２５１・兵庫県川辺郡猪名川町若葉・わかはﾞ

　　６７９-１１００・兵庫県多可郡多可町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-１２０５・兵庫県多可郡多可町加美区岩座神・かみくいさりがみ

　　６７９-１３２７・兵庫県多可郡多可町加美区市原・かみくいちはら

　　６７９-１３３２・兵庫県多可郡多可町加美区大袋・かみくおおぶくろ

　　６７９-１２１５・兵庫県多可郡多可町加美区奥荒田・かみくおくあらた

　　６７９-１３３７・兵庫県多可郡多可町加美区奥豊部・かみくおくとよべ

　　６７９-１３３５・兵庫県多可郡多可町加美区門村・かみくかどむら

　　６７９-１３３８・兵庫県多可郡多可町加美区観音寺・かみくかんのんじ

　　６７９-１３２３・兵庫県多可郡多可町加美区清水・かみくきよみず

　　６７９-１２０２・兵庫県多可郡多可町加美区熊野部・かみくくまのべ

　　６７９-１３３６・兵庫県多可郡多可町加美区杉原・かみくすぎはら

　　６７９-１２０３・兵庫県多可郡多可町加美区多田・かみくただ

　　６７９-１２０４・兵庫県多可郡多可町加美区棚釜・かみくたなかま

　　６７９-１３３１・兵庫県多可郡多可町加美区丹治・かみくたんじ

　　６７９-１２１１・兵庫県多可郡多可町加美区寺内・かみくてらうち

　　６７９-１３２４・兵庫県多可郡多可町加美区轟・かみくとどろき

　　６７９-１２０１・兵庫県多可郡多可町加美区豊部・かみくとよべ

　　６７９-１３２２・兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽・かみくとりま

　　６７９-１３２６・兵庫県多可郡多可町加美区西山・かみくにしやま

　　６７９-１２１２・兵庫県多可郡多可町加美区西脇・かみくにしわき

　　６７９-１３３４・兵庫県多可郡多可町加美区箸荷・かみくはせがい

　　６７９-１２１４・兵庫県多可郡多可町加美区的場・かみくまとはﾞ

　　６７９-１３３３・兵庫県多可郡多可町加美区三谷・かみくみだに

　　６７９-１３２５・兵庫県多可郡多可町加美区山口・かみくやまぐち

　　６７９-１２１３・兵庫県多可郡多可町加美区山野部・かみくやまのべ

　　６７９-１３２１・兵庫県多可郡多可町加美区山寄上・かみくやまよりかみ

　　６７９-１１３５・兵庫県多可郡多可町中区安坂・なかくあさか

　　６７９-１１１５・兵庫県多可郡多可町中区天田・なかくあまだ



　　６７９-１１０２・兵庫県多可郡多可町中区安楽田・なかくあらた

　　６７９-１１０７・兵庫県多可郡多可町中区奥中・なかくおくなか

　　６７９-１１１１・兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋・なかくかじや

　　６７９-１１１４・兵庫県多可郡多可町中区岸上・なかくきしかみ

　　６７９-１１３３・兵庫県多可郡多可町中区糀屋・なかくこうじや

　　６７９-１１３２・兵庫県多可郡多可町中区坂本・なかくさかもと

　　６７９-１１３４・兵庫県多可郡多可町中区茂利・なかくしげり

　　６７９-１１３１・兵庫県多可郡多可町中区曽我井・なかくそがい

　　６７９-１１０６・兵庫県多可郡多可町中区高岸・ なかくたかぎじ

　　６７９-１１０４・兵庫県多可郡多可町中区田野口・なかくたのくち

　　６７９-１１０７・兵庫県多可郡多可町中区徳畑・なかくとくはﾞた

　　６７９-１１１３・兵庫県多可郡多可町中区中村町・なかくなかむらまち

　　６７９-１１２２・兵庫県多可郡多可町中区中安田・なかくなかやすだ

　　６７９-１１２３・兵庫県多可郡多可町中区西安田・なかくにしやすだ

　　６７９-１１２１・兵庫県多可郡多可町中区東安田・なかくひがしやすだ

　　６７９-１１０５・兵庫県多可郡多可町中区東山・なかくひがしやま

　　６７９-１１０３・兵庫県多可郡多可町中区牧野・なかくまきの

　　６７９-１１１２・兵庫県多可郡多可町中区間子・なかくまこう

　　６７９-１１２４・兵庫県多可郡多可町中区森本・なかくもりもと

　　６７９-１１０１・兵庫県多可郡多可町中区門前・なかくもんぜん

　　６７７-０１１２・兵庫県多可郡多可町八千代区赤坂・やちよくあかさか

　　６７７-０１０１・兵庫県多可郡多可町八千代区大屋・やちよくおおや

　　６７７-０１１１・兵庫県多可郡多可町八千代区門田・やちよくかどた

　　６７７-０１０２・兵庫県多可郡多可町八千代区坂本・やちよくさかもと

　　６７７-０１１４・兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原・やちよくしではら

　　６７７-０１２２・兵庫県多可郡多可町八千代区下野間・やちよくしものま

　　６７７-０１３１・兵庫県多可郡多可町八千代区下三原・やちよくしもみはら

　　６７７-０１０５・兵庫県多可郡多可町八千代区下村・やちよくしもむら

　　６７７-０１１３・兵庫県多可郡多可町八千代区俵田・やちよくたわらだ

　　６７７-０１２１・兵庫県多可郡多可町八千代区中野間・やちよくなかのま

　　６７７-０１０３・兵庫県多可郡多可町八千代区中村・やちよくなかむら

　　６７７-０１３２・兵庫県多可郡多可町八千代区大和・やちよくやまと

　　６７７-０１０４・兵庫県多可郡多可町八千代区横屋・やちよくよこや

　　６７５-１１００・兵庫県加古郡稲美町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７５-１１１１・兵庫県加古郡稲美町印南・いんなみ

　　６７５-１１１３・兵庫県加古郡稲美町岡・おか

　　６７５-１１０５・兵庫県加古郡稲美町加古・かこ

　　６７５-１１２１・兵庫県加古郡稲美町北山・きたやま

　　６７５-１１０２・兵庫県加古郡稲美町草谷・くさだに

　　６７５-１１１５・兵庫県加古郡稲美町国岡・くにおか

　　６７５-１１２３・兵庫県加古郡稲美町国北・くにほく

　　６７５-１１１４・兵庫県加古郡稲美町国安・くにやす

　　６７５-１１２６・兵庫県加古郡稲美町幸竹・こうたけ

　　６７５-１１０１・兵庫県加古郡稲美町下草谷・しもくさだに

　　６７５-１１１６・兵庫県加古郡稲美町蛸草・たこくさ

　　６７５-１１２７・兵庫県加古郡稲美町中一色・なかいしき

　　６７５-１１２２・兵庫県加古郡稲美町中村・なかむら

　　６７５-１１０３・兵庫県加古郡稲美町野谷・のだに

　　６７５-１１０４・兵庫県加古郡稲美町野寺・のでら

　　６７５-１１２４・兵庫県加古郡稲美町森安・もりやす

　　６７５-１１１２・兵庫県加古郡稲美町六分一・ろくぶいち

　　６７５-１１２５・兵庫県加古郡稲美町和田・わだ

　　６７５-０１００・兵庫県加古郡播磨町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７５-０１４２・兵庫県加古郡播磨町大中・おおなか

　　６７５-０１５７・兵庫県加古郡播磨町上野添・かみのぞえ

　　６７５-０１５８・兵庫県加古郡播磨町北野添・きたのぞえ

　　６７５-０１４８・兵庫県加古郡播磨町北古田・きたふるた

　　６７５-０１４４・兵庫県加古郡播磨町北本荘・きたほんじよう

　　６７５-０１６３・兵庫県加古郡播磨町古宮・こみや

　　６７５-０１５５・兵庫県加古郡播磨町新島・にいじま

　　６７５-０１６０・兵庫県加古郡播磨町西野添・にしのぞえ

　　６７５-０１５１・兵庫県加古郡播磨町野添・のぞえ

　　６７５-０１４１・兵庫県加古郡播磨町野添城・のぞえじよう

　　６７５-０１６４・兵庫県加古郡播磨町東新島・ひがしにいじま

　　６７５-０１５９・兵庫県加古郡播磨町東野添・ひがしのぞえ

　　６７５-０１５６・兵庫県加古郡播磨町東本荘・ひがしほんじよう

　　６７５-０１６２・兵庫県加古郡播磨町二子・ふたご

　　６７５-０１４６・兵庫県加古郡播磨町古田・ふるた

　　６７５-０１５４・兵庫県加古郡播磨町本荘・ほんじよう

　　６７５-０１４７・兵庫県加古郡播磨町南大中・みなみおおなか



　　６７５-０１５０・兵庫県加古郡播磨町南野添・みなみのぞえ

　　６７５-０１４３・兵庫県加古郡播磨町宮北・みやきた

　　６７５-０１４５・兵庫県加古郡播磨町宮西・ みやにじ

　　６７９-２３００・兵庫県神崎郡市川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-２３１７・兵庫県神崎郡市川町浅野・あさの

　　６７９-２３２３・兵庫県神崎郡市川町甘地・あまじ

　　６７９-２３１１・兵庫県神崎郡市川町上田中・うえだなか

　　６７９-２３２５・兵庫県神崎郡市川町奥・おく

　　６７９-２３１８・兵庫県神崎郡市川町小畑・おはﾞた

　　６７９-２３０１・兵庫県神崎郡市川町上牛尾・かみうしお

　　６７９-２３０３・兵庫県神崎郡市川町上瀬加・かみせか

　　６７９-２３３３・兵庫県神崎郡市川町神崎・かんざき

　　６７９-２３１４・兵庫県神崎郡市川町北田中・きたたなか

　　６７９-２３２２・兵庫県神崎郡市川町小谷・こだに

　　６７９-２３３１・兵庫県神崎郡市川町小室・こむろ

　　６７９-２３２４・兵庫県神崎郡市川町坂戸・さかど

　　６７９-２３３６・兵庫県神崎郡市川町沢・さわ

　　６７９-２３０２・兵庫県神崎郡市川町下牛尾・しもうしお

　　６７９-２３０４・兵庫県神崎郡市川町下瀬加・しもせか

　　６７９-２３３２・兵庫県神崎郡市川町田中・たなか

　　６７９-２３２６・兵庫県神崎郡市川町谷・たに

　　６７９-２３２７・兵庫県神崎郡市川町近平・ちから

　　６７９-２３２１・兵庫県神崎郡市川町千原・ちはら

　　６７９-２３３４・兵庫県神崎郡市川町鶴居・つるい

　　６７９-２３１５・兵庫県神崎郡市川町西川辺・にしかわなべ

　　６７９-２３１３・兵庫県神崎郡市川町西田中・にしたなか

　　６７９-２３１６・兵庫県神崎郡市川町東川辺・ひがしかわなべ

　　６７９-２３１２・兵庫県神崎郡市川町保喜・ほき

　　６７９-２３３５・兵庫県神崎郡市川町美佐・みさ

　　６７９-２３３７・兵庫県神崎郡市川町屋形・やかた

　　６７９-２２００・兵庫県神崎郡福崎町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-２２１３・兵庫県神崎郡福崎町馬田・うまだ

　　６７９-２２０１・兵庫県神崎郡福崎町大貫・おおぬき

　　６７９-２２１５・兵庫県神崎郡福崎町西治・さいじ

　　６７９-２２１７・兵庫県神崎郡福崎町高岡・たかおか

　　６７９-２２１６・兵庫県神崎郡福崎町高橋・ たかはじ

　　６７９-２２１８・兵庫県神崎郡福崎町田口・たぐち

　　６７９-２２０４・兵庫県神崎郡福崎町西田原・にしたわら

　　６７９-２２０５・兵庫県神崎郡福崎町東田原・ひがしたわら

　　６７９-２２１４・兵庫県神崎郡福崎町福崎新・ふくさきしん

　　６７９-２２１２・兵庫県神崎郡福崎町福田・ふくだ

　　６７９-２２０３・兵庫県神崎郡福崎町南田原・みなみたわら

　　６７９-２２０２・兵庫県神崎郡福崎町八千種・やちくさ

　　６７９-２２１１・兵庫県神崎郡福崎町山崎・やまさき

　　６７９-３１００・兵庫県神崎郡神河町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-３１２１・兵庫県神崎郡神河町上岩・あげいわ

　　６７９-２４１４・兵庫県神崎郡神河町粟賀町・あわがまち

　　６７９-２４３１・兵庫県神崎郡神河町猪篠・いざさ

　　６７９-２４０５・兵庫県神崎郡神河町岩屋・いわや

　　６７９-３１１１・兵庫県神崎郡神河町大河・おおかわ

　　６７９-２４０３・兵庫県神崎郡神河町大畑・おおはた

　　６７９-２４３２・兵庫県神崎郡神河町大山・おおやま

　　６７９-２４０４・兵庫県神崎郡神河町越知・おち

　　６７９-２４２２・兵庫県神崎郡神河町貝野・かいの

　　６７９-３１１２・兵庫県神崎郡神河町鍛治・かじ

　　６７９-２４２４・兵庫県神崎郡神河町柏尾・かしお

　　６７９-２４２１・兵庫県神崎郡神河町加納・かのう

　　６７９-３１２５・兵庫県神崎郡神河町上小田・かみおだ

　　６７９-３１０４・兵庫県神崎郡神河町川上・かわかみ

　　６７９-３１０２・兵庫県神崎郡神河町栗・くり

　　６７９-２４０２・兵庫県神崎郡神河町作畑・さくはた

　　６７９-２４０１・兵庫県神崎郡神河町新田・しんでん

　　６７９-２４３３・兵庫県神崎郡神河町杉・すぎ

　　６７９-３１２２・兵庫県神崎郡神河町高朝田・たかちようだ

　　６７９-２４２３・兵庫県神崎郡神河町寺野・てらの

　　６７９-３１１６・兵庫県神崎郡神河町寺前・てらまえ

　　６７９-２４１３・兵庫県神崎郡神河町中村・なかむら

　　６７９-３１１４・兵庫県神崎郡神河町新野・にいの

　　６７９-３１１３・兵庫県神崎郡神河町野村・のむら

　　６７９-３１０３・兵庫県神崎郡神河町長谷・はせ



　　６７９-３１１５・兵庫県神崎郡神河町比延・ひえ

　　６７９-２４２５・兵庫県神崎郡神河町東柏尾・ひがしかしお

　　６７９-２４１５・兵庫県神崎郡神河町福本・ふくもと

　　６７９-３１０１・兵庫県神崎郡神河町渕・ふち

　　６７９-３１２４・兵庫県神崎郡神河町南小田・みなみおだ

　　６７９-３１２３・兵庫県神崎郡神河町宮野・みやの

　　６７９-２４１１・兵庫県神崎郡神河町根宇野・みよの

　　６７９-２４１２・兵庫県神崎郡神河町山田・やまだ

　　６７９-２４３４・兵庫県神崎郡神河町吉冨・よしとみ

　　６７１-１５００・兵庫県揖保郡太子町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７１-１５５７・兵庫県揖保郡太子町阿曽・あそ

　　６７１-１５６１・兵庫県揖保郡太子町鵤・いかるが

　　６７１-１５３２・兵庫県揖保郡太子町糸井・いとい

　　６７１-１５４５・兵庫県揖保郡太子町岩見構・いわみかまえ

　　６７１-１５５３・兵庫県揖保郡太子町老原・おいはﾞら

　　６７１-１５７２・兵庫県揖保郡太子町王子・おうじ

　　６７１-１５１１・兵庫県揖保郡太子町太田・おおた

　　６７１-１５４３・兵庫県揖保郡太子町沖代・おきだい

　　６７１-１５７３・兵庫県揖保郡太子町上太田・かみおおだ

　　６７１-１５０４・兵庫県揖保郡太子町黒岡・くろおか

　　６７１-１５７５・兵庫県揖保郡太子町佐用岡・さよおか

　　６７１-１５５２・兵庫県揖保郡太子町下阿曽・しもあそ

　　６７１-１５５６・兵庫県揖保郡太子町常全・じようぜん

　　６７１-１５３３・兵庫県揖保郡太子町竹広・たけひろ

　　６７１-１５３１・兵庫県揖保郡太子町立岡・たつおか

　　６７１-１５４１・兵庫県揖保郡太子町塚森・つかもり

　　６７１-１５０３・兵庫県揖保郡太子町天満山・てんまやま

　　６７１-１５２１・兵庫県揖保郡太子町東出・とうで

　　６７１-１５２３・兵庫県揖保郡太子町東南・とうなん

　　６７１-１５２４・兵庫県揖保郡太子町東保・とうほﾞ

　　６７１-１５５１・兵庫県揖保郡太子町馬場・はﾞはﾞ

　　６７１-１５０２・兵庫県揖保郡太子町原・はら

　　６７１-１５７１・兵庫県揖保郡太子町広坂・ひろさか

　　６７１-１５３４・兵庫県揖保郡太子町福地・ふくじ

　　６７１-１５５４・兵庫県揖保郡太子町船代・ふなだい

　　６７１-１５７６・兵庫県揖保郡太子町松尾・まつお

　　６７１-１５７４・兵庫県揖保郡太子町松ケ下・まつがした

　　６７１-１５５５・兵庫県揖保郡太子町宮本・みやもと

　　６７１-１５２２・兵庫県揖保郡太子町矢田部・やたべ

　　６７１-１５０１・兵庫県揖保郡太子町山田・やまだ

　　６７１-１５４４・兵庫県揖保郡太子町吉福・よしふく

　　６７１-１５４２・兵庫県揖保郡太子町米田・よねだ

　　６７１-１５３５・兵庫県揖保郡太子町蓮常寺・れんじようじ

　　６７８-１２００・兵庫県赤穂郡上郡町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７８-１２７３・兵庫県赤穂郡上郡町赤松・あかまつ

　　６７８-１２６１・兵庫県赤穂郡上郡町旭日・あさひ

　　６７８-１２５１・兵庫県赤穂郡上郡町井上・いのかみ

　　６７８-１２６２・兵庫県赤穂郡上郡町岩木・いわき

　　６７８-１２１８・兵庫県赤穂郡上郡町宇治山・うじやま

　　６７８-１２１３・兵庫県赤穂郡上郡町宇野山・うのやま

　　６７８-１２３４・兵庫県赤穂郡上郡町駅前・えきまえ

　　６７８-１２７５・兵庫県赤穂郡上郡町大枝・おえだ

　　６７８-１２７６・兵庫県赤穂郡上郡町大枝新・おえだしん

　　６７８-１２０４・兵庫県赤穂郡上郡町大冨・おおとみ

　　６７８-１２１９・兵庫県赤穂郡上郡町奥・おく

　　６７８-１２０３・兵庫県赤穂郡上郡町尾長谷・おながだに

　　６７８-１２１１・兵庫県赤穂郡上郡町小野豆・おのず

　　６７８-１２４３・兵庫県赤穂郡上郡町落地・おろち

　　６７８-１２７４・兵庫県赤穂郡上郡町柏野・かしわの

　　６７８-１２０１・兵庫県赤穂郡上郡町金出地・かなじ

　　６７８-１２２３・兵庫県赤穂郡上郡町釜島・かましま

　　６７８-１２３１・兵庫県赤穂郡上郡町上郡・かみごおり

　　６７８-１２１４・兵庫県赤穂郡上郡町休治・きゆうじ

　　６７８-１２７１・兵庫県赤穂郡上郡町楠・くすのき

　　６７８-１２４２・兵庫県赤穂郡上郡町栗原・くりはﾞら

　　６７８-１２０５・兵庫県赤穂郡上郡町光都・こうと

　　６７８-１２７８・兵庫県赤穂郡上郡町河野原・こうのはら

　　６７８-１２７７・兵庫県赤穂郡上郡町苔縄・こけなわ

　　６７８-１２１２・兵庫県赤穂郡上郡町佐用谷・さよだに

　　６７８-１２２１・兵庫県赤穂郡上郡町神明寺・じみようじ



　　６７８-１２１７・兵庫県赤穂郡上郡町宿・しゆく

　　６７８-１２１５・兵庫県赤穂郡上郡町正福寺・しようふくじ

　　６７８-１２３３・兵庫県赤穂郡上郡町大持・だいもち

　　６７８-１２２６・兵庫県赤穂郡上郡町高田台・たかただい

　　６７８-１２５４・兵庫県赤穂郡上郡町高山・たかやま

　　６７８-１２３２・兵庫県赤穂郡上郡町竹万・ちくま

　　６７８-１２１６・兵庫県赤穂郡上郡町中野・なかの

　　６７８-１２４４・兵庫県赤穂郡上郡町梨ケ原・なしがはら

　　６７８-１２２２・兵庫県赤穂郡上郡町西野山・にしのやま

　　６７８-１２０２・兵庫県赤穂郡上郡町野桑・のくわ

　　６７８-１２５２・兵庫県赤穂郡上郡町船坂・ふなさか

　　６７８-１２５３・兵庫県赤穂郡上郡町別名・べつみよう

　　６７８-１２７２・兵庫県赤穂郡上郡町細野・ほその

　　６７８-１２５６・兵庫県赤穂郡上郡町八保・やほ

　　６７８-１２４１・兵庫県赤穂郡上郡町山野里・やまのさと

　　６７８-１２５５・兵庫県赤穂郡上郡町行頭・ゆくとう

　　６７８-１２２５・兵庫県赤穂郡上郡町與井・よい

　　６７８-１２２４・兵庫県赤穂郡上郡町與井新・よいしん

　　６７９-５３００・兵庫県佐用郡佐用町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６７９-５３３３・兵庫県佐用郡佐用町庵・いおり

　　６７９-５５３１・兵庫県佐用郡佐用町宇根・うね

　　６７９-５２２１・兵庫県佐用郡佐用町漆野・うるしの

　　６７９-５６４２・兵庫県佐用郡佐用町円光寺・えんこうじ

　　６７９-５３０７・兵庫県佐用郡佐用町円応寺・えんのうじ

　　６７９-５５０４・兵庫県佐用郡佐用町大垣内・おおがいち

　　６７９-５３１４・兵庫県佐用郡佐用町大木谷・おおきだに

　　６７９-５１４６・兵庫県佐用郡佐用町大下り・おおさがり

　　６７９-５６５４・兵庫県佐用郡佐用町大酒・おおざけ

　　６７９-５１４５・兵庫県佐用郡佐用町大畑・おおはた

　　６７９-５３１９・兵庫県佐用郡佐用町大畠・おおはﾞたけ

　　６７９-５６４６・兵庫県佐用郡佐用町大日山・おおびやま

　　６７９-５３４５・兵庫県佐用郡佐用町奥金近・おくかねちか

　　６７９-５３４４・兵庫県佐用郡佐用町奥長谷・おくながたに

　　６７９-５３２４・兵庫県佐用郡佐用町奥海・おねみ

　　６７９-５５０５・兵庫県佐用郡佐用町皆田・かいた

　　６７９-５５１３・兵庫県佐用郡佐用町金屋・かなや

　　６７９-５６４４・兵庫県佐用郡佐用町上秋里・かみあきさと

　　６７９-５３２２・兵庫県佐用郡佐用町上石井・かみいしい

　　６７９-５１３１・兵庫県佐用郡佐用町上本郷・かみほんごう

　　６７９-５２２５・兵庫県佐用郡佐用町上三河・かみみかわ

　　６７９-５６４１・兵庫県佐用郡佐用町久崎・くざき

　　６７９-５６５１・兵庫県佐用郡佐用町櫛田・くしだ

　　６７９-５３４６・兵庫県佐用郡佐用町口金近・くちかねちか

　　６７９-５３４３・兵庫県佐用郡佐用町口長谷・くちながたに

　　６７９-５３３４・兵庫県佐用郡佐用町桑野・くわの

　　６７９-５６５２・兵庫県佐用郡佐用町家内・けない

　　６７９-５６５３・兵庫県佐用郡佐用町小赤松・こあかまつ

　　６７９-５２２６・兵庫県佐用郡佐用町河崎・こうざき

　　６７９-５５２３・兵庫県佐用郡佐用町上月・こうつﾞき

　　６７９-５１４８・兵庫県佐用郡佐用町光都・こうと

　　６７９-５５３５・兵庫県佐用郡佐用町小日山・こびやま

　　６７９-５２０４・兵庫県佐用郡佐用町小山・こやま

　　６７９-５５０２・兵庫県佐用郡佐用町才金・さいかね

　　６７９-５５０１・兵庫県佐用郡佐用町桜山・さくらやま

　　６７９-５３０３・兵庫県佐用郡佐用町真盛・さねもり

　　６７９-５１３７・兵庫県佐用郡佐用町真宗・さのむね

　　６７９-５３０１・兵庫県佐用郡佐用町佐用・さよう

　　６７９-５１３６・兵庫県佐用郡佐用町志文・しぶみ

　　６７９-５６４３・兵庫県佐用郡佐用町下秋里・しもあきさと

　　６７９-５３２１・兵庫県佐用郡佐用町下石井・しもいしい

　　６７９-５２１１・兵庫県佐用郡佐用町下徳久・しもとくさ

　　６７９-５１３２・兵庫県佐用郡佐用町下本郷・しもほんごう

　　６７９-５２２３・兵庫県佐用郡佐用町下三河・しもみかわ

　　６７９-５３１７・兵庫県佐用郡佐用町末包・すえかね

　　６７９-５１４７・兵庫県佐用郡佐用町末廣・すえひろ

　　６７９-５５３２・兵庫県佐用郡佐用町須安・すやす

　　６７９-５２０１・兵庫県佐用郡佐用町多賀・たが

　　６７９-５１４２・兵庫県佐用郡佐用町弦谷・つるだに

　　６７９-５２０６・兵庫県佐用郡佐用町土井・どい

　　６７９-５３１６・兵庫県佐用郡佐用町豊福・とよふく



　　６７９-５２０２・兵庫県佐用郡佐用町中島・なかしま

　　６７９-５２２４・兵庫県佐用郡佐用町中三河・なかみかわ

　　６７９-５３０５・兵庫県佐用郡佐用町長尾・ながお

　　６７９-５５２２・兵庫県佐用郡佐用町仁位・にい

　　６７９-５３１２・兵庫県佐用郡佐用町仁方・にがた

　　６７９-５５３４・兵庫県佐用郡佐用町西大畠・にしおおはﾞたけ

　　６７９-５３１３・兵庫県佐用郡佐用町西河内・にしがいち

　　６７９-５２２２・兵庫県佐用郡佐用町西下野・にししもの

　　６７９-５６４５・兵庫県佐用郡佐用町西新宿・にししんじゆく

　　６７９-５２１４・兵庫県佐用郡佐用町西徳久・にしとくさ

　　６７９-５１３４・兵庫県佐用郡佐用町乃井野・のいの

　　６７９-５３３２・兵庫県佐用郡佐用町延吉・ のぶよじ

　　６７９-５２１２・兵庫県佐用郡佐用町林崎・はやしさき

　　６７９-５５２１・兵庫県佐用郡佐用町早瀬・はやせ

　　６７９-５１３５・兵庫県佐用郡佐用町春哉・はるかな

　　６７９-５２１３・兵庫県佐用郡佐用町東徳久・ひがしとくさ

　　６７９-５３１８・兵庫県佐用郡佐用町東中山・ひがしなかやま

　　６７９-５３３１・兵庫県佐用郡佐用町平福・ひらふく

　　６７９-５２１５・兵庫県佐用郡佐用町平松・ひらまつ

　　６７９-５１４１・兵庫県佐用郡佐用町廣山・ひろやま

　　６７９-５３１１・兵庫県佐用郡佐用町福沢・ふくさわ

　　６７９-５５１１・兵庫県佐用郡佐用町福中・ふくなか

　　６７９-５５１４・兵庫県佐用郡佐用町福吉・ ふくよじ

　　６７９-５２２７・兵庫県佐用郡佐用町船越・ ふなこじ

　　６７９-５２０７・兵庫県佐用郡佐用町宝蔵寺・ほうぞうじ

　　６７９-５３０６・兵庫県佐用郡佐用町本位田・ほんいでん

　　６７９-５５０３・兵庫県佐用郡佐用町本郷・ほんごう

　　６７９-５３３５・兵庫県佐用郡佐用町海内・みうち

　　６７９-５１３３・兵庫県佐用郡佐用町三日月・みかつﾞき

　　６７９-５３２５・兵庫県佐用郡佐用町水根・みずね

　　６７９-５１４４・兵庫県佐用郡佐用町三ツ尾・みつお

　　６７９-５５１２・兵庫県佐用郡佐用町南中山・みなみなかやま

　　６７９-５１４３・兵庫県佐用郡佐用町三原・みはら

　　６７９-５３４２・兵庫県佐用郡佐用町宗行・むねゆき

　　６７９-５５２５・兵庫県佐用郡佐用町目高・めたか

　　６７９-５２０５・兵庫県佐用郡佐用町安川・やすかわ

　　６７９-５３０４・兵庫県佐用郡佐用町山田・やまだ

　　６７９-５３０２・兵庫県佐用郡佐用町山脇・やまわき

　　６７９-５３４１・兵庫県佐用郡佐用町横坂・よこさか

　　６７９-５３１５・兵庫県佐用郡佐用町淀・よど

　　６７９-５２０３・兵庫県佐用郡佐用町米田・よねだ

　　６７９-５５２４・兵庫県佐用郡佐用町寄延・よりのぶ

　　６７９-５５３３・兵庫県佐用郡佐用町力万・りきまん

　　６７９-５３２３・兵庫県佐用郡佐用町若州・わかす

　　６６９-６５００・兵庫県美方郡香美町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６７-１５３３・兵庫県美方郡香美町小代区秋岡・おじろくあきおか

　　６６７-１５１２・兵庫県美方郡香美町小代区石寺・おじろくいしでら

　　６６７-１５０３・兵庫県美方郡香美町小代区大谷・おじろくおおたに

　　６６７-１５４２・兵庫県美方郡香美町小代区鍛治屋・おじろくかじや

　　６６７-１５３１・兵庫県美方郡香美町小代区茅野・おじろくかやの

　　６６７-１５１１・兵庫県美方郡香美町小代区神水・おじろくかんずい

　　６６７-１５１４・兵庫県美方郡香美町小代区神場・おじろくかんはﾞ

　　６６７-１５０１・兵庫県美方郡香美町小代区久須部・おじろくくすべ

　　６６７-１５２２・兵庫県美方郡香美町小代区実山・おじろくさねやま

　　６６７-１５４１・兵庫県美方郡香美町小代区佐坊・おじろくさほﾞう

　　６６７-１５０２・兵庫県美方郡香美町小代区城山・おじろくじようやま

　　６６７-１５４３・兵庫県美方郡香美町小代区忠宮・おじろくただのみや

　　６６７-１５３２・兵庫県美方郡香美町小代区新屋・おじろくにいや

　　６６７-１５４４・兵庫県美方郡香美町小代区貫田・おじろくぬきだ

　　６６７-１５２１・兵庫県美方郡香美町小代区野間谷・おじろくのまたに

　　６６７-１５４５・兵庫県美方郡香美町小代区東垣・おじろくひがしがき

　　６６７-１５２３・兵庫県美方郡香美町小代区平野・おじろくひらの

　　６６７-１５１３・兵庫県美方郡香美町小代区広井・おじろくひろい

　　６６７-１５１５・兵庫県美方郡香美町小代区水間・おじろくみずま

　　６６９-６４０４・兵庫県美方郡香美町香住区相谷・かすみくあいだに

　　６６９-６４３２・兵庫県美方郡香美町香住区上計・かすみくあげ

　　６６９-６６７１・兵庫県美方郡香美町香住区余部・かすみくあまるべ

　　６６９-６４３１・兵庫県美方郡香美町香住区浦上・かすみくうらがみ

　　６６９-６４２５・兵庫県美方郡香美町香住区大梶・かすみくおおかじ

　　６６９-６５５４・兵庫県美方郡香美町香住区大谷・かすみくおおだに



　　６６９-６５５５・兵庫県美方郡香美町香住区大野・かすみくおおの

　　６６９-６４３３・兵庫県美方郡香美町香住区沖浦・かすみくおきのうら

　　６６９-６５５２・兵庫県美方郡香美町香住区加鹿野・かすみくかじかの

　　６６９-６５４４・兵庫県美方郡香美町香住区香住・かすみくかすみ

　　６６９-６４１４・兵庫県美方郡香美町香住区上岡・かすみくかみおか

　　６６９-６４１１・兵庫県美方郡香美町香住区九斗・かすみくくと

　　６６９-６４０２・兵庫県美方郡香美町香住区訓谷・かすみくくんだに

　　６６９-６５５９・兵庫県美方郡香美町香住区小原・かすみくこはﾞら

　　６６９-６５４１・兵庫県美方郡香美町香住区境・かすみくさかい

　　６６９-６４１３・兵庫県美方郡香美町香住区下岡・かすみくしもおか

　　６６９-６５６４・兵庫県美方郡香美町香住区下浜・かすみくしものはま

　　６６９-６５５１・兵庫県美方郡香美町香住区守柄・かすみくすから

　　６６９-６５５６・兵庫県美方郡香美町香住区中野・かすみくなかの

　　６６９-６５４６・兵庫県美方郡香美町香住区七日市・かすみくなぬかいち

　　６６９-６４１６・兵庫県美方郡香美町香住区丹生地・かすみくにうじ

　　６６９-６４１５・兵庫県美方郡香美町香住区西下岡・かすみくにししもおか

　　６６９-６４２３・兵庫県美方郡香美町香住区畑・かすみくはた

　　６６９-６４２２・兵庫県美方郡香美町香住区土生・かすみくはぶ

　　６６９-６４２４・兵庫県美方郡香美町香住区隼人・かすみくはやと

　　６６９-６５４２・兵庫県美方郡香美町香住区一日市・かすみくひといち

　　６６９-６５５７・兵庫県美方郡香美町香住区藤・かすみくふじ

　　６６９-６５６１・兵庫県美方郡香美町香住区間室・かすみくまむろ

　　６６９-６４２６・兵庫県美方郡香美町香住区三川・かすみくみかわ

　　６６９-６５５３・兵庫県美方郡香美町香住区三谷・かすみくみたに

　　６６９-６４０１・兵庫県美方郡香美町香住区無南垣・かすみくむながい

　　６６９-６４１２・兵庫県美方郡香美町香住区米地・かすみくめじ

　　６６９-６４２１・兵庫県美方郡香美町香住区本見塚・かすみくもとみつﾞか

　　６６９-６５４５・兵庫県美方郡香美町香住区森・かすみくもり

　　６６９-６４０３・兵庫県美方郡香美町香住区安木・かすみくやすぎ

　　６６９-６５６３・兵庫県美方郡香美町香住区矢田・かすみくやだ

　　６６９-６５５８・兵庫県美方郡香美町香住区八原・かすみくやはら

　　６６９-６５４７・兵庫県美方郡香美町香住区山手・かすみくやまて

　　６６９-６５６２・兵庫県美方郡香美町香住区油良・かすみくゆら

　　６６９-６６７２・兵庫県美方郡香美町香住区鎧・かすみくよろい

　　６６９-６５４３・兵庫県美方郡香美町香住区若松・かすみくわかまつ

　　６６７-１３１２・兵庫県美方郡香美町村岡区相田・むらおかくあいだ

　　６６７-１３４６・兵庫県美方郡香美町村岡区池ケ平・むらおかくいけがなる

　　６６７-１３１５・兵庫県美方郡香美町村岡区板仕野・むらおかくいたしの

　　６６７-１３２４・兵庫県美方郡香美町村岡区市原・むらおかくいちはﾞら

　　６６７-１３６８・兵庫県美方郡香美町村岡区入江・むらおかくいりえ

　　６６７-１３４４・兵庫県美方郡香美町村岡区大笹・むらおかくおおささ

　　６６７-１３２１・兵庫県美方郡香美町村岡区大糠・むらおかくおおぬか

　　６６７-１３３３・兵庫県美方郡香美町村岡区大野・むらおかくおおの

　　６６７-１３２３・兵庫県美方郡香美町村岡区耀山・むらおかくかかやま

　　６６７-１３６６・兵庫県美方郡香美町村岡区川会・むらおかくかわい

　　６６７-１３１３・兵庫県美方郡香美町村岡区神坂・むらおかくかんざか

　　６６７-１３４２・兵庫県美方郡香美町村岡区口大谷・むらおかくくちおおたに

　　６６７-１３５３・兵庫県美方郡香美町村岡区熊波・むらおかくくまなみ

　　６６７-１３３５・兵庫県美方郡香美町村岡区黒田・むらおかくくろだ

　　６６７-１３５４・兵庫県美方郡香美町村岡区柤岡・むらおかくけびおか

　　６６７-１３２６・兵庫県美方郡香美町村岡区光陽・むらおかくこうよう

　　６６７-１３０３・兵庫県美方郡香美町村岡区小城・むらおかくこじよう

　　６６７-１３０１・兵庫県美方郡香美町村岡区境・むらおかくさかい

　　６６７-１３１６・兵庫県美方郡香美町村岡区鹿田・むらおかくしかだ

　　６６７-１３２５・兵庫県美方郡香美町村岡区高井・むらおかくたかい

　　６６７-１３４５・兵庫県美方郡香美町村岡区高坂・むらおかくたかさか

　　６６７-１３６５・兵庫県美方郡香美町村岡区高津・むらおかくたかつﾞ

　　６６７-１３３１・兵庫県美方郡香美町村岡区作山・むらおかくつくりやま

　　６６７-１３２２・兵庫県美方郡香美町村岡区寺河内・むらおかくてらがわうち

　　６６７-１３５２・兵庫県美方郡香美町村岡区長板・むらおかくながいた

　　６６７-１３４３・兵庫県美方郡香美町村岡区中大谷・むらおかくなかおおたに

　　６６７-１３６４・兵庫県美方郡香美町村岡区長須・むらおかくながす

　　６６７-１３６１・兵庫県美方郡香美町村岡区長瀬・むらおかくながせ

　　６６７-１３１４・兵庫県美方郡香美町村岡区萩山・むらおかくはぎやま

　　６６７-１３６２・兵庫県美方郡香美町村岡区原・むらおかくはら

　　６６７-１３３７・兵庫県美方郡香美町村岡区日影・むらおかくひかげ

　　６６７-１３３４・兵庫県美方郡香美町村岡区福岡・むらおかくふくおか

　　６６７-１３５１・兵庫県美方郡香美町村岡区丸味・むらおかくまるみ

　　６６７-１３６３・兵庫県美方郡香美町村岡区味取・むらおかくみどり

　　６６７-１３１１・兵庫県美方郡香美町村岡区村岡・むらおかくむらおか



　　６６７-１３４１・兵庫県美方郡香美町村岡区森脇・むらおかくもりわき

　　６６７-１３３２・兵庫県美方郡香美町村岡区八井谷・むらおかくやいだに

　　６６７-１３３６・兵庫県美方郡香美町村岡区宿・むらおかくやど

　　６６７-１３０２・兵庫県美方郡香美町村岡区山田・むらおかくやまだ

　　６６７-１３１７・兵庫県美方郡香美町村岡区用野・むらおかくようの

　　６６７-１３０４・兵庫県美方郡香美町村岡区和佐父・むらおかくわさぶ

　　６６７-１３６７・兵庫県美方郡香美町村岡区和田・むらおかくわだ

　　６６７-１３４７・兵庫県美方郡香美町村岡区和池・むらおかくわち

　　６６９-６７００・兵庫県美方郡新温泉町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　６６９-６７１４・兵庫県美方郡新温泉町赤崎・あかさき

　　６６９-６７０１・兵庫県美方郡新温泉町芦屋・あしや

　　６６９-６８３２・兵庫県美方郡新温泉町飯野・いいの

　　６６９-６７５１・兵庫県美方郡新温泉町居組・いぐみ

　　６６９-６９５３・兵庫県美方郡新温泉町石橋・ いしはﾞじ

　　６６９-６８０５・兵庫県美方郡新温泉町伊角・いすみ

　　６６９-６８０１・兵庫県美方郡新温泉町井土・いど

　　６６９-６８０３・兵庫県美方郡新温泉町今岡・いまおか

　　６６９-６８０８・兵庫県美方郡新温泉町歌長・うたおさ

　　６６９-６９４５・兵庫県美方郡新温泉町内山・うちやま

　　６６９-６９５２・兵庫県美方郡新温泉町海上・うみがみ

　　６６９-６８１１・兵庫県美方郡新温泉町多子・おいご

　　６６９-６９４６・兵庫県美方郡新温泉町越坂・おつさか

　　６６９-６８０２・兵庫県美方郡新温泉町金屋・かなや

　　６６９-６９４２・兵庫県美方郡新温泉町鐘尾・かねお

　　６６９-６７５２・兵庫県美方郡新温泉町釜屋・かまや

　　６６９-６９５４・兵庫県美方郡新温泉町岸田・きしだ

　　６６９-６７１１・兵庫県美方郡新温泉町清富・きよとみ

　　６６９-６８１５・兵庫県美方郡新温泉町桐岡・きりおか

　　６６９-６８１２・兵庫県美方郡新温泉町切畑・きりはた

　　６６９-６７２１・兵庫県美方郡新温泉町久谷・くたに

　　６６９-６７２７・兵庫県美方郡新温泉町久斗山・くとやま

　　６６９-６８０４・兵庫県美方郡新温泉町熊谷・くまだに

　　６６９-６７２６・兵庫県美方郡新温泉町境・さかい

　　６６９-６７１２・兵庫県美方郡新温泉町指杭・さしくい

　　６６９-６８３３・兵庫県美方郡新温泉町塩山・しおやま

　　６６９-６７４１・兵庫県美方郡新温泉町七釜・しちかま

　　６６９-６７２３・兵庫県美方郡新温泉町正法庵・しようほﾞうあん

　　６６９-６７４２・兵庫県美方郡新温泉町新市・しんいち

　　６６９-６７１３・兵庫県美方郡新温泉町田井・たい

　　６６９-６７２８・兵庫県美方郡新温泉町対田・たいた

　　６６９-６７２２・兵庫県美方郡新温泉町高末・たかすえ

　　６６９-６７６１・兵庫県美方郡新温泉町竹田（後山）・たけだ(うしろやま)

　　６６９-６７６１・兵庫県美方郡新温泉町竹田（細見谷）・たけだ(ほそみだに)

　　６６９-６８３１・兵庫県美方郡新温泉町竹田（その他）・たけだ(そのた)

　　６６９-６８１３・兵庫県美方郡新温泉町丹土・たんど

　　６６９-６９４３・兵庫県美方郡新温泉町千谷・ちだに

　　６６９-６９４１・兵庫県美方郡新温泉町千原・ちはら

　　６６９-６７４５・兵庫県美方郡新温泉町栃谷・とちだに

　　６６９-６８１４・兵庫県美方郡新温泉町中辻・なかつじ

　　６６９-６７０２・兵庫県美方郡新温泉町浜坂・はまさか

　　６６９-６８０７・兵庫県美方郡新温泉町春来・はるき

　　６６９-６８０６・兵庫県美方郡新温泉町桧尾・ひのきお

　　６６９-６７３２・兵庫県美方郡新温泉町福富・ふくとみ

　　６６９-６７２５・兵庫県美方郡新温泉町藤尾・ふじお

　　６６９-６７３１・兵庫県美方郡新温泉町二日市・ふつかいち

　　６６９-６７４３・兵庫県美方郡新温泉町古市・ふるいち

　　６６９-６７４６・兵庫県美方郡新温泉町戸田・へだ

　　６６９-６７２４・兵庫県美方郡新温泉町辺地・へつち

　　６６９-６８２２・兵庫県美方郡新温泉町細田・ほそだ

　　６６９-６９５１・兵庫県美方郡新温泉町前・まえ

　　６６９-６７１５・兵庫県美方郡新温泉町三尾・みお

　　６６９-６７４７・兵庫県美方郡新温泉町三谷・みたに

　　６６９-６９４４・兵庫県美方郡新温泉町宮脇・みやわき

　　６６９-６７５３・兵庫県美方郡新温泉町諸寄・もろよせ

　　６６９-６８２１・兵庫県美方郡新温泉町湯・ゆ

　　６６９-６７４４・兵庫県美方郡新温泉町用土・ようど

　　６６９-６７１６・兵庫県美方郡新温泉町和田・わだ




