
６５８-８５０１ 甲南学園,兵庫県,神戸市東灘区,岡本,８-９－１

６５８-８５５８ 神戸薬科大学,兵庫県,神戸市東灘区,本山北町,４-１９－１

６５８-８５５５ 生活協同組合 コープこうべ,兵庫県,神戸市東灘区,住吉本町,１-３－１９

６５８-８５７０ 東灘区役所,兵庫県,神戸市東灘区,住吉東町,５-２－１

６５７-８５０１ 神戸大学,兵庫県,神戸市灘区,六甲台町,１－１

６５７-８５７０ 灘区役所,兵庫県,神戸市灘区,桜口町,４-２－１

６５２-８５１０ (株) デンソーテン,兵庫県,神戸市兵庫区,御所通,１-２－２８

６５２-８５０１ 神戸トヨペット (株）,兵庫県,神戸市兵庫区,水木通,２-１－１

６５２-８５７０ 兵庫区役所,兵庫県,神戸市兵庫区,荒田町,１-２１－１

６５２-８５５０ 兵庫税務署,兵庫県,神戸市兵庫区,水木通,２-１－４

６５２-８５８５ 三菱重工業 (株） 神戸造船所,兵庫県,神戸市兵庫区,和田崎町,１-１－１

６５２-８５５５ 三菱電機 (株) 電力産業システム事業所,兵庫県,神戸市兵庫区,和田崎町,１-１－２

６５３-８５８５ (株) ケーブルネット神戸芦屋,兵庫県,神戸市長田区,御屋敷通,３-１番１号

６５３-８５８５ (株) Ｊ：ＣＯＭ神戸・三木,兵庫県,神戸市長田区,御屋敷通,３-１番１号

６５３-８５７０ 長田区役所,兵庫県,神戸市長田区,北町,３-４－３

６５４-８５８５ 神戸女子大学,兵庫県,神戸市須磨区,東須磨,青山２－１

６５４-８５７０ 須磨区役所,兵庫県,神戸市須磨区,大黒町,４-１－１

６５４-０１９３ カネボウ薬品 (株) 関西配送センター,兵庫県,神戸市須磨区,弥栄台,３-１６－４

６５４-０１９２ (株) シャルレ,兵庫県,神戸市須磨区,弥栄台,３-１－２

６５４-０１９８ (株） フェリシモ,兵庫県,神戸市須磨区,弥栄台,２-７

６５１-８５２５ (株) フェリシモ 交換返品係,兵庫県,神戸市須磨区,弥栄台,２-７

６５４-０１９５ 須磨区役所 北須磨支所,兵庫県,神戸市須磨区,中落合,２-２－５

６５５-８５７０ 垂水区役所,兵庫県,神戸市垂水区,日向,１-５－１

６５１-１１９５ 神戸市北区役所,兵庫県,神戸市北区,鈴蘭台北町,１-９－１

６５１-１５９６ 神戸三田プレミアム・アウトレット,兵庫県,神戸市北区,上津台,７-３

６５０-８５２２ あいおい損害保険 (株),兵庫県,神戸市中央区,明石町,４４

６５０-８５１５ ＮＨＫ 神戸放送局,兵庫県,神戸市中央区,中山手通,２-２４-７号

６５０-８５２０ 大阪ガス (株) 兵庫リビング営業部,兵庫県,神戸市中央区,東川崎町,１-８－２

６５０-８５５５ (株) アシックス,兵庫県,神戸市中央区,港島中町,７-１－１

６５０-８５８８ (株) Ｊコンテンツ,兵庫県,神戸市中央区,東川崎町,１-３－３

６５０-８５２１ (株) ノエビア,兵庫県,神戸市中央区,港島中町,６-１３－１

６５１-０１８７ (株) ノザワ,兵庫県,神戸市中央区,浪花町,１５

６５０-８５２５ (株) フェリシモ,兵庫県,神戸市中央区,浪花町,５９

６５０-８５６０ (株) ホテルオークラ神戸,兵庫県,神戸市中央区,波止場町,２－１

６５０-８６６０ (株) 三井住友銀行,兵庫県,神戸市中央区,浪花町,５６

６５１-０１７０ (株) みなとカード,兵庫県,神戸市中央区,西町,３５-

６５０-８５０３ (株) メディセオ,兵庫県,神戸市中央区,山本通,２-１４－１

６５０-８５６６ (株) メディセオ 買掛管理グループ,兵庫県,神戸市中央区,山本通,２-１４－１

６５０-８７８７ (株) ゆうちょ銀行 兵庫地域センター,兵庫県,神戸市中央区,栄町通,６-２－１

６５０-８５８０ (株) ラジオ関西,兵庫県,神戸市中央区,東川崎町,１-５－７

６５０-８５７６ (株) リーフ・パブリケーションズ 神戸支局 ぱど事業部,兵庫県,神戸市中央区,元町通,６－１－８-

６５０-８５８４ (株) リクルート ホットペッパー神戸版編集部,兵庫県,神戸市中央区,江戸町,９５

６５０-８５８５ (株) ワールド,兵庫県,神戸市中央区,港島中町,６-８－１

６５０-８５０６ 関西電力 (株),兵庫県,神戸市中央区,加納町,６-２番１号

６５０-８５６５ 神戸簡易裁判所,兵庫県,神戸市中央区,橘通,２-２－１

６５０-８５８６ 神戸学院大学 ポートアイランド キャンパス,兵庫県,神戸市中央区,港島,１-１番３

６５０-８５０２ 神戸県税事務所,兵庫県,神戸市中央区,中山手通,６-１－１

６５０-８５７０ 神戸市役所,兵庫県,神戸市中央区,加納町,６-５－１

６５０-８５４３ 神戸商工会議所,兵庫県,神戸市中央区,港島中町,６-１

６５０-８５３９ 神戸親和女子大学 通信教育部事務室,兵庫県,神戸市中央区,三宮町,１-９－１－９０８

６５０-８５１１ 神戸税務署,兵庫県,神戸市中央区,中山手通,２-２－２０

６５０-８５７５ 神戸地方裁判所,兵庫県,神戸市中央区,橘通,２-２－１

６５１-０１７８ 神栄 (株),兵庫県,神戸市中央区,京町,７７－１（神戸ポート郵便局私書箱第１７８号）

６５１-０１８５ 住友生命保険 相互会社 神戸支社,兵庫県,神戸市中央区,東町,１２６

６５０-８５３３ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),兵庫県,神戸市中央区,栄町通,４-２－１６

６５０-８５０１ 損害保険ジャパン日本興亜 (株),兵庫県,神戸市中央区,栄町通,３-３番１７号

６５０-８５５０ 田崎真珠 (株),兵庫県,神戸市中央区,港島中町,６-３－２

６５０-８５５１ 第五管区海上保安本部,兵庫県,神戸市中央区,波止場町,１番１号

６５０-８５４６ トラスコ中山 (株) プラネット神戸,兵庫県,神戸市中央区,港島中町,１-３－５

６５０-８５３０ 兵庫医療大学,兵庫県,神戸市中央区,港島,１-３番６

６５０-８５１０ 兵庫県 警察本部,兵庫県,神戸市中央区,下山手通,５-４－１

６５０-８５２８ 兵庫県 社会保険診療報酬支払基金,兵庫県,神戸市中央区,港島中町,４-４－４

６５１-０１９５ 兵庫県 信用保証協会,兵庫県,神戸市中央区,浪花町,６２－１

６５０-８５６７ 兵庫県庁,兵庫県,神戸市中央区,下山手通,５-１０－１

６５０-８５５８ フジッコ (株),兵庫県,神戸市中央区,港島中町,６-１３番４号

６５０-８５５９ フジッコ (株) ウェルネス倶楽部,兵庫県,神戸市中央区,港島中町,６-１３－４

６５１-０１７１ 三井住友海上火災保険 (株) 神戸支店,兵庫県,神戸市中央区,栄町通,１-１番１８号

６５０-８５７７ ＵＣＣ上島珈琲 (株),兵庫県,神戸市中央区,港島中町,７-７－７

６５０-８５３６ (株) サンテレビジョン,兵庫県,神戸市中央区,港島中町,６-９－１

６５０-８５７１ (株) 神戸新聞社,兵庫県,神戸市中央区,東川崎町,１-５－７

６５０-８５８９ (株) Ｋｉｓｓ－ＦＭ ＫＯＢＥ,兵庫県,神戸市中央区,波止場町,５番４号

６５０-８６７０ 川崎重工業 (株) 神戸工場,兵庫県,神戸市中央区,東川崎町,３-１－１

６５０-８６８０ 川崎重工業 (株) 神戸本社,兵庫県,神戸市中央区,東川崎町,１-１－３

６５０-８６８６ 神戸信用金庫,兵庫県,神戸市中央区,浪花町,６１

６５０-８６６６ 全国農業協同組合連合会 兵庫県本部,兵庫県,神戸市中央区,海岸通,１-

６５１-０１９３ みなと銀行,兵庫県,神戸市中央区,三宮町,２-１－１

６５０-８６７７ 宮野医療器 (株),兵庫県,神戸市中央区,楠町,５-４－８

６５０-８７９４ 大阪貯金事務センター 神戸分館,兵庫県,神戸市中央区,栄町通,７-１－１

６５１-０１７７ ＳＭＢＣ日興証券 (株) 神戸支店,兵庫県,神戸市中央区,三宮町,２-７－４

６５１-８５８５ (株) 神戸製鋼所,兵庫県,神戸市中央区,脇浜海岸通,２００２/２/４

６５０-８５０５ (株) ファミリア,兵庫県,神戸市中央区,磯上通,２００４/３/１０

６５１-８５７０ 神戸市中央区役所,兵庫県,神戸市中央区,雲井通,５-１－１

６５１-８５２６ 神戸市郵送請求処理センター,兵庫県,神戸市中央区,雲井通,５-１番１号

６５１-８７９８ 神戸逓信病院,兵庫県,神戸市中央区,上筒井通,６-２－４３

６５１-８５１１ 神戸阪急,兵庫県,神戸市中央区,小野柄通,２００８/１/８

６５１-８５０２ 三宮オーパ２,兵庫県,神戸市中央区,雲井通,２００６/１/１５

６５１-８５５５ 社団法人 兵庫県医師会,兵庫県,神戸市中央区,磯上通,６-１－１１

６５１-８５６７ 住友ゴム工業 (株）,兵庫県,神戸市中央区,脇浜町,３-６－９
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６５１-８５１２ 全国健康保険協会 兵庫支部,兵庫県,神戸市中央区,磯上通,７－１－５

６５１-８５１４ 日本年金機構 兵庫事務センター,兵庫県,神戸市中央区,脇浜町,２－１１－１４

６５１-８５０１ 日本生命保険 相互会社 神戸支社,兵庫県,神戸市中央区,小野柄通,７-１－１

６５１-０１８８ 富永貿易 (株),兵庫県,神戸市中央区,御幸通,５-１－２１（

６５１-０１７２ 三井住友信託銀行 (株) 神戸三宮支店,兵庫県,神戸市中央区,御幸通,８-１番６号

６５１-２１８８ 学校法人中内学園 流通科学大学,兵庫県,神戸市西区,学園西町,３-１番

６５１-２１８０ 神戸学院大学 有瀬キャンパス,兵庫県,神戸市西区,伊川谷町有瀬,５１８

６５１-２１９６ 神戸芸術工科大学,兵庫県,神戸市西区,学園西町,８-１－１

６５１-２１８７ 神戸市外国語大学,兵庫県,神戸市西区,学園東町,９-１

６５１-２１９５ 神戸市西区役所,兵庫県,神戸市西区,玉津町小山,川端１８０－３

６５１-２１９４ 神戸市立工業高等専門学校,兵庫県,神戸市西区,学園東町,８-３

６５１-２１８１ 総合リハビリテーションセンター,兵庫県,神戸市西区,曙町,１０７０

６５１-２１９７ 兵庫県立大学 学園都市キャンパス,兵庫県,神戸市西区,学園西町,８-２－１

６５１-２４９２ 独立行政法人 情報通信研究機構 関西先端研究センター,兵庫県,神戸市西区,岩岡町岩岡,５-８８－２

６５１-２４９４ ヒラキ (株),兵庫県,神戸市西区,岩岡町野中,福吉５５６

６７０-８５８８ (株) 板文,兵庫県,姫路市,綿町,６７

６７０-８６６８ (株) 神崎組,兵庫県,姫路市,北条口,３-２２

６７０-８６６０ (株)さくら銀行 姫路支店,兵庫県,姫路市,呉服町,５４

６７０-８６６６ (株) サラト,兵庫県,姫路市,北条宮の町,１７２

６７０-８５７５ (株) 山陽百貨店,兵庫県,姫路市,南町,１-

６７０-８５１０ (株) タビックスジャパン 姫路営業支店,兵庫県,姫路市,北条口,２-７

６７０-８５５４ (株) 帝国データバンク 姫路支店,兵庫県,姫路市,綿町,１５１

６７０-８５０３ (株) 播磨リビング新聞社,兵庫県,姫路市,安田,一-５８-４

６７０-８５６６ (株) 姫路シティエフエム２１,兵庫県,姫路市,本町,６８-２９０

６７０-８５５０ (株) 富強,兵庫県,姫路市,古二階町,１３０

６７０-８５５５ (株) ヤマトヤシキ,兵庫県,姫路市,二階町,５５

６７０-８５５８ (株) ラボ,兵庫県,姫路市,駅前町,３０９

６７０-８５７７ 関西電力 (株) 姫路支店,兵庫県,姫路市,十二所前町,１１７

６７０-８５０２ 関西電力送配電 (株) 姫路配電営業所,兵庫県,姫路市,南車崎,２-１－２

６７０-８５６７ グローリー (株),兵庫県,姫路市,下手野,１-３－１

６７０-８５２０ 国立姫路病院,兵庫県,姫路市,本町,６８

６７０-８６８２ 商工組合中央金庫 姫路支店,兵庫県,姫路市,総社本町,１１１

６７０-８５１１ ジャスコ (株) 西部カンパニー,兵庫県,姫路市,北条口,４-４

６７０-８５８５ ジャスコ (株) 姫路フォーラス,兵庫県,姫路市,東駅前町,１００

６７０-８５３３ セルディア／(株) 三商,兵庫県,姫路市,呉服町,１５

６７０-８５１７ 千代田火災海上保険 (株),兵庫県,姫路市,安田,２-７

６７０-８６７５ 日本生命保険 相互会社 姫路支社,兵庫県,姫路市,南駅前町,１００

６７０-８６８９ 日本フエルト工業 (株),兵庫県,姫路市,城東町,１８０

６７０-８６８０ 播州信用金庫,兵庫県,姫路市,南駅前町,１１０

６７０-８５３０ 姫路市中央保健所,兵庫県,姫路市,坂田町,３

６７０-８５０１ 姫路市役所,兵庫県,姫路市,安田,４-１

６７０-８５０５ 姫路商工会議所,兵庫県,姫路市,下寺町,４３

６７０-８６５２ 姫路信用金庫,兵庫県,姫路市,十二所前町,１０５

６７０-８５４３ 姫路税務署,兵庫県,姫路市,北条,中道２５０

６７０-８５２４ 姫路獨協大学,兵庫県,姫路市,上大野,７-２－１

６７０-８６５５ 兵庫信用金庫,兵庫県,姫路市,北条口,３-２７

６７０-８５７０ 丸魚水産 (株),兵庫県,姫路市,延末,２９５

６７０-８６７７ 三菱電機 (株) 姫路製作所,兵庫県,姫路市,千代田町,８４０-

６７０-８５０６ むつみ (株),兵庫県,姫路市,市之郷,１２５３番１

６７０-８５８０ 陸上自衛隊 姫路駐屯地,兵庫県,姫路市,峰南町,１－７０

６７１-０２９５ (株) 寳角ギヤー,兵庫県,姫路市,花田町一本松,４０６番

６７１-１１８１ (株) 吉田組,兵庫県,姫路市,広畑区正門通,３-６－２

６７１-１１８８ 新日本製鐵 (株) 広畑製鐵所,兵庫県,姫路市,広畑区富士町,１

６７１-１１８０ 日鉄物流広畑 (株),兵庫県,姫路市,広畑区正門通,４-９-の６

６７１-１１９２ 大和工業 (株),兵庫県,姫路市,大津区吉美,３８０

６７１-１２８３ (株) ダイセル 総合研究所,兵庫県,姫路市,網干区新在家,１２３９-

６７１-１２９５ (株) 東芝 姫路工場,兵庫県,姫路市,余部区上余部,５０

６７１-１２９２ (株） 日本触媒 研究企画部,兵庫県,姫路市,網干区興浜,字西沖９９２－１

６７１-１２８２ (株) 日本触媒 姫路製造所,兵庫県,姫路市,網干区興浜,字西沖９９２－１

６７１-１２９３ シーダム (株) 姫路工場,兵庫県,姫路市,網干区新在家,１５０

６７１-１２８１ ダイセル化学工業姫路製造所,兵庫県,姫路市,網干区新在家,１２３９

６７１-１２８９ 大日本プラスチック (株),兵庫県,姫路市,網干区新在家,１５０

６７１-１２８８ 大和産業 (株),兵庫県,姫路市,網干区新在家,３３４

６７１-１２８５ ティー・エフ・ピー・ディー (株),兵庫県,姫路市,余部区上余部,５０-

６７１-１２８０ 西芝電機 (株),兵庫県,姫路市,網干区浜田,１０００

６７１-１２８６ 兵庫県立網干高校,兵庫県,姫路市,網干区新在家,塩浜２５９－１

６７１-２１９３ 日生学園第三高等学校,兵庫県,姫路市,夢前町戸倉,５６６-

６７１-２１９２ 姫路市夢前事務所,兵庫県,姫路市,夢前町前之庄,２１６０-

６７１-２１９８ ヤマサ蒲鉾 (株),兵庫県,姫路市,夢前町置本,３２７-１６

６７１-２２８８ 三相電機 (株),兵庫県,姫路市,青山北,１-１番１号

６７１-２２８０ 兵庫県立大学,兵庫県,姫路市,書写,２１６７-

６７２-８５８５ 出光興産 (株) 兵庫製油所,兵庫県,姫路市,飾磨区妻鹿日田町,１－１

６７２-８５０１ 医療法人公仁会 姫路中央病院,兵庫県,姫路市,飾磨区三宅,２-３６

６７２-８５６７ (株) アスノ,兵庫県,姫路市,飾磨区上野田,２-１０

６７２-８５５０ (株) フードサプライジャスコ兵庫事業所,兵庫県,姫路市,白浜町,甲８４１－５１

６７２-８６５５ 合同製鐵 (株) 姫路製造所,兵庫県,姫路市,飾磨区中島,２９４６

６７２-８６７７ 山陽特殊製鋼 (株),兵庫県,姫路市,飾磨区中島,一文字３００７

６７２-８５８８ 自動車検査独立行政法人 近畿検査部 姫路事務所,兵庫県,姫路市,飾磨区中島,３３２２

６７２-８５５５ 第一燃料工業 (株),兵庫県,姫路市,飾磨区中島,３００１

６７２-８５５８ トラスコ中山 (株) 姫路支店,兵庫県,姫路市,飾磨区中野田,２-５

６７２-８６６６ 横田石油 (株),兵庫県,姫路市,飾磨区恵美酒,１４７

６７９-４２９８ ヤヱガキ (株),兵庫県,姫路市,林田町六九谷,６８１

６６０-８５４４ 尼崎 税務署,兵庫県,尼崎市,西難波町,１-８－１

６６０-８５０１ 尼崎市役所,兵庫県,尼崎市,東七松町,１-２３－１

６６０-８５４０ (株) エディオン,兵庫県,尼崎市,潮江,１-１－５０

６６０-８５３３ (株) 大阪チタニウムテクノロジーズ,兵庫県,尼崎市,東浜町,１-

６６０-８５１０ (株) ＭｏｎｏｔａＲＯ 尼崎ディストリビューションセンター,兵庫県,尼崎市,西向島町,７５－１

６６０-８５５８ 関西電力 (株) 阪神営業所,兵庫県,尼崎市,西長洲町,２-３３－６０



６６０-８５６７ 木村化工機 (株),兵庫県,尼崎市,杭瀬寺島,２-１番２号

６６０-８５１１ 独立行政法人 労働者健康福祉機構 関西労災病院,兵庫県,尼崎市,稲葉荘,３-１－６９

６６０-８５８０ 日本山村硝子 (株),兵庫県,尼崎市,西向島町,１－１５

６６０-８５５５ 阪神南県民局 尼崎県税事務所,兵庫県,尼崎市,東難波町,５-２１－８

６６０-８５８８ 兵庫県 阪神南県民局,兵庫県,尼崎市,東難波町,５-２１－８

６６０-８５５０ 兵庫県立尼崎総合医療センター,兵庫県,尼崎市,東難波町,二-１７番７７号

６６０-８５８５ ヤンマー (株) 特機エンジン事業部,兵庫県,尼崎市,長洲東通,１-１－１

６６１-８５７７ (株) アシックス 関西支社,兵庫県,尼崎市,潮江,１-３番２８号

６６１-８５６７ (株) クボタ 本社阪神事務所,兵庫県,尼崎市,浜,１-１－１

６６１-８５０１ (株) 日立プラントテクノロジー尼崎事業所,兵庫県,尼崎市,下坂部,３-４－１

６６１-８５５５ 関西ペイント (株) 尼崎工場,兵庫県,尼崎市,神崎町, 1-３３

６６１-８５３０ 学校法人 英知大学,兵庫県,尼崎市,若王寺,２-１８－１

６６１-８５５０ 技研化成 (株),兵庫県,尼崎市,猪名寺,３-５－１３

６６１-８５１１ 神東塗料 (株),兵庫県,尼崎市,南塚口町,６-１０－７３

６６１-８５５８ ジャパン・エア・ガシズ (株),兵庫県,尼崎市,南塚口町,４-３－２３

６６１-８５８８ 住友ベークライト (株) 尼崎工場,兵庫県,尼崎市,東塚口町,２-３番４７号

６６１-８５２０ 園田学園女子大学・短期大学部,兵庫県,尼崎市,南塚口町,７-２９－１

６６１-８５８５ 第一電工 (株) 尼崎工場,兵庫県,尼崎市,猪名寺,２-１９－１

６６１-８５６４ トーヨーケム (株) 尼崎工場,兵庫県,尼崎市,潮江,２００５/８/１１

６６１-８５１０ 日本スピンドル製造 (株),兵庫県,尼崎市,潮江,４-２－３０

６６１-８６６１ 三菱電機 (株),兵庫県,尼崎市,塚口本町,８-１－１

６７３-８６８６ 明石市役所,兵庫県,明石市,中崎,１-５－１

６７３-８６６６ 川崎重工業 (株) 明石工場,兵庫県,明石市,川崎町,１－１

６７３-８５１１ 関西電力 (株) 明石営業所,兵庫県,明石市,東仲ノ町,２－１４

６７３-８５８５ 兵庫県立明石高等学校,兵庫県,明石市,荷山町,１７４４

６７３-８５０１ 明石市立市民病院,兵庫県,明石市,鷹匠町,１番３３号

６７４-８５０１ 明石工業高等専門学校,兵庫県,明石市,魚住町西岡,６７９－３

６７４-８６８６ キャタピラージャパン 合同会社 明石事業所,兵庫県,明石市,魚住町清水,１１０６－４

６７４-８５８５ 日工 (株),兵庫県,明石市,大久保町江井島,１０１３－１

６７４-８５５５ 富士通 (株) 明石工場,兵庫県,明石市,大久保町西脇,６４

６６２-８５５８ アサヒパーツ (株),兵庫県,西宮市,西宮浜,３-２－４

６６２-８５５２ 大手前大学,兵庫県,西宮市,御茶家所町,６－４２

６６２-８５４３ 加藤産業 (株),兵庫県,西宮市,松原町,９－２０

６６２-８５０２ (株) 新井組,兵庫県,西宮市,池田町,１２－２０

６６２-８５０１ 学校法人 関西学院 (西宮上ケ原キャンパス）,兵庫県,西宮市,上ケ原一番町,１－１５５

６６２-８５０５ 学校法人 神戸女学院,兵庫県,西宮市,岡田山,４－１

６６２-８５５５ 夙川学院短期大学,兵庫県,西宮市,甑岩町,６－５８

６６２-８５６７ 西宮市役所,兵庫県,西宮市,六湛寺町,１０－３

６６２-８５８５ 西宮税務署,兵庫県,西宮市,江上町,３－３５

６６２-８５２１ 日本盛 (株),兵庫県,西宮市,用海町,４－５７

６６２-８５０３ 阪神南県民局 西宮県税事務所,兵庫県,西宮市,櫨塚町,２－２８

６６２-８５３３ 兵庫栄養専門学校,兵庫県,西宮市,北昭和町,９－３２

６６２-８５８０ 古野電気 (株),兵庫県,西宮市,芦原町,９－５２

６６２-８５８６ 山村硝子 (株),兵庫県,西宮市,浜松原町,２－２１

６６２-８５１０ 辰馬本家酒造 (株),兵庫県,西宮市,建石町,２－１０

６６３-８６０１ アマゾン西宮フルフィルメントセンター,兵庫県,西宮市,鳴尾浜,１－２０－２

６６３-８５８６ 伊藤ハム (株),兵庫県,西宮市,高畑町,４－２７

６６３-８５７７ エスフーズ (株),兵庫県,西宮市,鳴尾浜,１-２２－１３

６６３-８５８８ 加藤産業 (株) 西近畿支社,兵庫県,西宮市,鳴尾浜,２-２９－１

６６３-８５１０ 関電システムソリューションズ (株),兵庫県,西宮市,笠屋町,２－２６

６６３-８５０１ 学校法人 兵庫医科大学,兵庫県,西宮市,武庫川町,１－１

６６３-８５５８ 学校法人 武庫川学院,兵庫県,西宮市,池開町,６－４６

６６３-８５４５ 極東開発工業 (株),兵庫県,西宮市,甲子園口,６-１－４５

６６３-８５６７ 日本年金機構 西宮年金事務所,兵庫県,西宮市,津門大塚町,８－２６

６６３-８５８５ 布亀 (株),兵庫県,西宮市,今津二葉町,２－６

６５６-８５５５ 三洋電機 (株) 小型二次電池事業部,兵庫県,洲本市,上内膳,２２２-の１

６５６-８６８６ 洲本市役所,兵庫県,洲本市,本町,３-４－１０

６５６-８６５６ 洲本税務署,兵庫県,洲本市,山手,２００１/１/１５

６５６-８６６６ 淡陽信用組合,兵庫県,洲本市,栄町,１-３－１７

６５６-１３９５ 洲本市役所 五色庁舎,兵庫県,洲本市,五色町都志,２０３

６５９-８５１１ 学校法人 芦屋学園,兵庫県,芦屋市,六麓荘町,１３－２２

６５９-８５０１ 芦屋市役所,兵庫県,芦屋市,精道町,７－６

６５９-８５０３ 芦屋税務署,兵庫県,芦屋市,公光町,６－２

６５９-８５０２ 市立 芦屋病院,兵庫県,芦屋市,朝日ケ丘町, 1-３９

５３９-８７９４ 大阪貯金事務センター,兵庫県,伊丹市,北河原,２００１/２/１

６６４-８５４５ 伊丹簡易裁判所,兵庫県,伊丹市,千僧,１-４７－１

６６４-８５５８ 伊丹コミュニティ放送 (株),兵庫県,伊丹市,宮ノ前,２-２－２

６６４-８５１０ 伊丹産業 (株),兵庫県,伊丹市,中央,５-５－１０

６６４-８５０３ 伊丹市役所,兵庫県,伊丹市,千僧,１-１-

６６４-８５０５ 伊丹税務署,兵庫県,伊丹市,千僧,１-４７－３

６６４-８６１５ (株) フジコー,兵庫県,伊丹市,行基町,１-５

６６４-８５３３ 公立学校共済組合 近畿中央病院,兵庫県,伊丹市,車塚,３-１-

６６４-８５１１ コニカミノルタ 伊丹サイト,兵庫県,伊丹市,高台,４-１８

６６４-８６２４ 小西酒造 (株),兵庫県,伊丹市,中央,３-５－８

６６４-８５０７ サカタインクス (株) 大阪工場,兵庫県,伊丹市,北河原,４-１番１２号

６６４-８５４０ 市立 伊丹病院,兵庫県,伊丹市,昆陽池,１-１００-

６６４-８５８８ 凸版印刷 (株) 伊丹工場,兵庫県,伊丹市,北河原,１-２－１

６６４-８５０１ 日東紡績 (株) 伊丹生産センター,兵庫県,伊丹市,桑津,１-６－１

６６４-８５２０ 日本板硝子 (株) 技術研究所,兵庫県,伊丹市,鴻池,字街道下１

６６４-８５０２ パスカル (株),兵庫県,伊丹市,鴻池,字街道下１０

６６４-８５２２ 兵庫県阪神北県民局 企画調整部 伊丹県税事務所,兵庫県,伊丹市,千僧,１-５１-

６６４-８５０８ 松谷化学工業 (株),兵庫県,伊丹市,北伊丹,５-３

６６４-８６５０ 陸上自衛隊 中部方面総監部,兵庫県,伊丹市,緑ケ丘,７-１－１

６６４-８６１１ 住友電気工業 (株) 伊丹製作所,兵庫県,伊丹市,昆陽北,１-１番１号

６６４-８６１０ 東リ (株),兵庫県,伊丹市,東有岡,５-１２５-

６６４-８６４１ 三菱電機 (株) 高周波光デバイス製作所,兵庫県,伊丹市,瑞原,４-１-

６７８-８５８５ 相生市役所,兵庫県,相生市,旭,１-１番３号

６７８-８５４３ 関西電力 (株） 相生発電所,兵庫県,相生市,相生,字柳山５３１５－４６



６６８-８６５０ (株) 但馬銀行,兵庫県,豊岡市,千代田町,１－５

６６８-８５０１ 公立豊岡病院組合立豊岡病院,兵庫県,豊岡市,戸牧,１０９４-

６６８-８６５５ 但馬信用金庫 本店,兵庫県,豊岡市,中央町,１７－８

６６８-８６６６ 豊岡市,兵庫県,豊岡市,中央町,２－４

６６８-０２９３ (株) 川嶋建設,兵庫県,豊岡市,出石町町分,３９６－２

６６８-０２９２ 豊岡市役所 出石総合支所,兵庫県,豊岡市,出石町内町,１

６６８-０２９８ パナソニック エレクトロニックデバイス但馬 (株),兵庫県,豊岡市,出石町田多地,１

６６８-０３９３ 豊岡市役所 但東総合支所,兵庫県,豊岡市,但東町出合,１５０

６６９-５３９５ 県立日高高等学校,兵庫県,豊岡市,日高町岩中,１

６６９-５３９２ 公立豊岡病院 日高医療センター,兵庫県,豊岡市,日高町岩中,８１

６６９-５３９８ フジテック (株) Ｂｉｇ Ｓｔｅｐ,兵庫県,豊岡市,日高町宵田,１８０

６６９-６１９５ 豊岡市役所 城崎総合支所,兵庫県,豊岡市,城崎町桃島,１０５７－１

６６９-６１９２ 日和山観光 (株)・城崎マリンワールド,兵庫県,豊岡市,瀬戸,１０９０

６６９-６２９２ 豊岡市役所 竹野総合支所,兵庫県,豊岡市,竹野町竹野,１５８５－１

６７５-８５１０ (株） マルアイ,兵庫県,加古川市,加古川町木村,３０３－１

６７５-８５２２ 加古川市 中央消防署,兵庫県,加古川市,加古川町本町,１９４

６７５-８５８８ 加古川市上下水道局,兵庫県,加古川市,野口町良野,３９８－１

６７５-８５０１ 加古川市役所,兵庫県,加古川市,加古川町北在家,２０００

６７５-８６１１ 加古川中央市民病院,兵庫県,加古川市,加古川町本町,４３９

６７５-８５５８ 加古川プラスチックス (株),兵庫県,加古川市,野口町古大内,５１０

６７５-８６８８ (株) アプコ,兵庫県,加古川市,野口町水足,１７１－１

６７５-８５３３ (株) コスモライフ,兵庫県,加古川市,加古川町備後,３５８－１

６７５-８５１１ (株) テイエルブイ,兵庫県,加古川市,野口町長砂,８８１

６７５-８５７７ 社会福祉法人 加古川市社会福祉協議会,兵庫県,加古川市,加古川町寺家町,１７７－１２

６７５-８６８６ 但陽信用金庫,兵庫県,加古川市,加古川町溝之口,５３9

６７５-８５６６ 兵庫県 加古川県税事務所,兵庫県,加古川市,加古川町寺家町,天神木９７－１

６７５-８５５５ 兵庫県立 加古川医療センター,兵庫県,加古川市,神野町神野,２０３

６７５-８５１９ 本州製罐 (株) 兵庫工場,兵庫県,加古川市,野口町水足,２６４-の１

６７５-０１８５ (株) 神戸製鋼所 加古川製鉄所,兵庫県,加古川市,金沢町,１番

６７５-０１９４ (株) 大真空,兵庫県,加古川市,平岡町新在家,１３８９-

６７５-０１８４ 関西熱化学 (株),兵庫県,加古川市,金沢町,７-

６７５-０１９６ (財) 加古川総合保健センター,兵庫県,加古川市,平岡町新在家,１２２４－１２

６７５-０１９３ 昭和住宅 (株),兵庫県,加古川市,平岡町新在家,１１７-

６７５-０１９２ 多木化学 (株),兵庫県,加古川市,別府町緑町,２-

６７５-０１８６ 滝川工業 (株),兵庫県,加古川市,別府町石町,５２-

６７５-０１９８ バンドー化学 (株) 加古川工場,兵庫県,加古川市,平岡町土山,字コモ池之内６４８

６７５-０１８８ 兵庫県 いなみの学園,兵庫県,加古川市,平岡町新在家,９０２－３

６７５-１２９７ 播磨社会復帰促進センター,兵庫県,加古川市,八幡町宗佐,５４４

６７８-０１９２ アース製薬 (株) 赤穂本部,兵庫県,赤穂市,坂越,12-１８

６７８-０１９３ 赤穂化成 (株),兵庫県,赤穂市,坂越,３２９

６７８-０１９５ 大木産業 (株),兵庫県,赤穂市,北野中,１１

６７８-０２９２ 赤穂市役所,兵庫県,赤穂市,加里屋,８１

６７８-１１９８ (株) 赤穂国際カントリークラブ,兵庫県,赤穂市,西有年,字馬路谷３００７－１

６７８-１１９５ 兵庫丸門運輸 (株),兵庫県,赤穂市,有年楢原,１０９０－１

６７７-８５１１ 西脇市役所,兵庫県,西脇市,郷瀬町,６０５

６７７-８５１０ 西脇ロイヤルホテル,兵庫県,西脇市,西脇,９９１

６６５-８５４３ (株) エフエム宝塚,兵庫県,宝塚市,逆瀬川,１-１１番１号

６６５-８５０１ (株) ハイレックスコーポレーション,兵庫県,宝塚市,栄町,１-１２番２８号

６６５-８５５０ 新明和工業 (株) 本社,兵庫県,宝塚市,新明和町,１－１

６６５-８５５５ 住友化学工業 (株） 農業化学品研究所,兵庫県,宝塚市,高司,４-２番１号

６６５-８５８５ 宝塚歌劇団,兵庫県,宝塚市,栄町,１-１－５７

６６５-８６６５ 宝塚市役所,兵庫県,宝塚市,東洋町,１番１号

６６５-８５８８ 大本山 中山寺,兵庫県,宝塚市,中山寺,２-１１－１

６６５-８５６７ 阪神北県民局,兵庫県,宝塚市,旭町,２-４番１５号

６７３-０４９２ 三木市役所,兵庫県,三木市,上の丸町,１０－３０

６７３-０５９２ 生活協同組合 コープこうべ,兵庫県,三木市,志染町青山,７-１－４

６７３-１１９２ 三木市役所 吉川支所,兵庫県,三木市,吉川町吉安,２４６

６７６-８６５５ 旭硝子 (株) 高砂工場,兵庫県,高砂市,梅井,５-６－１

６７６-８６７０ (株) 神戸製鋼所 高砂製作所,兵庫県,高砂市,荒井町新浜,２-３－１

６７６-８５４０ (株) タクマ 播磨工場,兵庫県,高砂市,荒井町新浜,１-２－１

６７６-８５１０ キッコーマン (株) 高砂工場,兵庫県,高砂市,荒井町新浜,１-１－１

６７６-８５１３ 黒崎播磨 (株),兵庫県,高砂市,荒井町新浜,１-３－１

６７６-８５８５ 高砂市民病院,兵庫県,高砂市,荒井町紙町, 1-３３

６７６-８５０１ 高砂市役所,兵庫県,高砂市,荒井町千鳥,１-１－１

６７６-８５５８ 高砂商工会議所,兵庫県,高砂市,高砂町北本町,１１０４

６７６-８５６６ 丸山印刷 (株),兵庫県,高砂市,神爪,１-１１－３３

６７６-８６８６ 三菱重工業 (株) 高砂製作所,兵庫県,高砂市,荒井町新浜,２-１－１

６７６-８６７７ 三菱製紙 (株) 高砂工場,兵庫県,高砂市,高砂町栄町,１０５-

６７６-８５３３ ヤング開発 (株),兵庫県,高砂市,米田町島,２-

６７６-８６８８ (株) カネカ 高砂工業所,兵庫県,高砂市,高砂町宮前町,１－８

６６６-８５０１ 川西市役所,兵庫県,川西市,中央町,１２－１

６７５-１３８０ 小野市役所,兵庫県,小野市,王子町,８０６－１

６７５-１３９５ 小野商工会議所,兵庫県,小野市,王子町,８００－１

６７５-１３９２ 北播磨総合医療センター,兵庫県,小野市,市場町,９２６-の２５０

６６９-１５９５ 三田市役所,兵庫県,三田市,三輪,２-１－１

６６９-１５９２ 独立行政法人 国立病院機構 兵庫中央病院,兵庫県,三田市,大原,１３１４

６７５-２３９５ 加西市役所,兵庫県,加西市,北条町横尾,１０００

６７５-２３９３ 市立加西病院,兵庫県,加西市,北条町横尾,１-１３

６７９-０１８０ 伊東電機 (株),兵庫県,加西市,朝妻町,１１４６－２

６７９-０１８７ (財) 兵庫県フラワーセンター協会,兵庫県,加西市,豊倉町,飯森１２８２－１

６７９-０１８１ 椿本チエイン 兵庫工場,兵庫県,加西市,朝妻町,１１４０

６７９-０１９８ 兵庫県立 中央農業技術センター,兵庫県,加西市,別府町,南ノ岡甲１５３３

６７９-０１８８ 兵庫みらい農業協同組合,兵庫県,加西市,玉野町,１１５６－１

６６９-２１９２ 丹波篠山市役所 今田支所,兵庫県,丹波篠山市,今田町今田新田,１－１４

６６９-２２９２ 丹波篠山市役所 丹南支所,兵庫県,丹波篠山市,網掛,４２９-

６６９-２３９７ 丹波篠山市役所,兵庫県,丹波篠山市,北新町,４１-

６６７-８５５５ 公立八鹿病院,兵庫県,養父市,八鹿町八鹿,１８７８－１

６６７-８６５１ 養父市役所,兵庫県,養父市,八鹿町八鹿,１６７５



６６７-０１９８ 養父市 養父地域局,兵庫県,養父市,広谷,２５０－１

６６９-３１９２ 宗教法人・円応教,兵庫県,丹波市,山南町村森,１－１

６６９-３１９８ 丹波市役所 山南支所,兵庫県,丹波市,山南町谷川,１１１０

６６９-３３９２ 柏原税務署,兵庫県,丹波市,柏原町柏原,５１８－１

６６９-３３９４ 関西電力 (株） 柏原営業所,兵庫県,丹波市,柏原町柏原, 1-４４

６６９-３３９６ 丹波市役所 柏原支所,兵庫県,丹波市,柏原町柏原,５５２８-

６６９-３３９５ 兵庫県立 柏原病院,兵庫県,丹波市,柏原町柏原, 1-０８

６６９-３４９５ 兵庫県立丹波医療センター,兵庫県,丹波市,氷上町石生,２００２-７

６６９-３６９２ 丹波市役所,兵庫県,丹波市,氷上町成松,字甲賀１

６６９-３６９３ 中兵庫信用金庫,兵庫県,丹波市,氷上町成松,２２６－１

６６９-３８９２ 丹波市役所 青垣支所,兵庫県,丹波市,青垣町佐治,１１４

６６９-４１９２ 丹波市役所 春日庁舎,兵庫県,丹波市,春日町黒井,８１１

６６９-４３９２ 丹波市役所 市島支所,兵庫県,丹波市,市島町上田,４４８－１

６５６-０４９２ 南あわじ市役所,兵庫県,南あわじ市,市善光寺,２２-１

６５６-０５９５ (株) 森長組,兵庫県,南あわじ市,賀集,８２３

６６９-５１９２ 朝来市役所 山東支所,兵庫県,朝来市,山東町楽音寺,９５

６６９-５１９７ 公立朝来梁瀬医療センター,兵庫県,朝来市,山東町矢名瀬町,９００－１

６６９-５１９３ 但南建設 (株),兵庫県,朝来市,山東町滝田,１４８－１

６６９-５１９８ 藤井電機 (株),兵庫県,朝来市,山東町末歳,７０５－１

６６９-５２９２ 朝来市役所,兵庫県,朝来市,和田山町東谷,２１３-の１

６７９-３３９２ 朝来市役所 生野支所,兵庫県,朝来市,生野町口銀谷,７９１－１

６７９-３３９３ ヒラキ (株) 生野事業所,兵庫県,朝来市,生野町真弓,道順山３７３－６９

６５６-２４９２ 淡路市 岩屋事務所,兵庫県,淡路市,岩屋,１５１４-１８

６５６-１５９２ 淡路市 一宮総合事務所,兵庫県,淡路市,郡家,１７０-１

６５６-１５９８ (株) 大発,兵庫県,淡路市,多賀,７３－２

６５６-１７９２ 淡路市 北淡総合事務所,兵庫県,淡路市,富島,４０３

６５６-２１９３ 有限会社 すみ孫,兵庫県,淡路市,志筑新島,１０－６

６５６-２２９２ 淡路市役所,兵庫県,淡路市,生穂新島,８

６５６-２３９２ 淡路市 東浦総合事務所,兵庫県,淡路市,久留麻,２３９－１

６７１-２５９８ 宍粟市 山崎市民局,兵庫県,宍粟市,山崎町鹿沢,７８-７

６７１-２５９３ 宍粟市役所,兵庫県,宍粟市,山崎町中広瀬,１３３－６

６７１-２５９５ 西兵庫信用金庫,兵庫県,宍粟市,山崎町山崎,１９０

６７１-４１９２ 宍粟市 一宮市民局,兵庫県,宍粟市,一宮町安積,１３４７-３

６７１-４１９３ ハリマ農業協同組合,兵庫県,宍粟市,一宮町東市場,４２９－１

６７３-１３９５ 加東市役所 東条庁舎,兵庫県,加東市,天神,１２５

６７３-１４９３ 加東市役所 社庁舎,兵庫県,加東市,社,５０

６７３-１４９５ 加東市やしろ国際学習塾,兵庫県,加東市,上三草,１１７５-

６７３-１４９４ 国立大学法人 兵庫教育大学,兵庫県,加東市,下久米,９４２－１

６７９-０２９２ 加東市役所 滝野庁舎,兵庫県,加東市,下滝野,１２６９－２

６７９-０２９５ 藤井電工 (株),兵庫県,加東市,上滝野,１５７３－２

６７１-１３９３ タキロン (株) 網干工場,兵庫県,たつの市,御津町苅屋,１４５５

６７１-１３９２ たつの市 御津総合支所,兵庫県,たつの市,御津町釜屋,１８０－１

６７１-１６８４ 揖保川町商工会,兵庫県,たつの市,揖保川町原,８４９－３７

６７１-１６８８ 医療法人 古橋会 揖保川病院,兵庫県,たつの市,揖保川町半田,７０３－１

６７１-１６９２ たつの市 揖保川総合支所,兵庫県,たつの市,揖保川町正條,２７９－１

６７１-１６８１ ダイセル化学工業 (株) 播磨工場,兵庫県,たつの市,揖保川町馬場,８０５

６７１-１６８０ 日本丸天醤油 (株),兵庫県,たつの市,揖保川町半田,６７２

６７１-１６８２ 兵庫西農業協同組合 揖保川支店,兵庫県,たつの市,揖保川町山津屋,１４１－１

６７９-４１９５ 極東産機 (株),兵庫県,たつの市,龍野町日飼,１９０

６７９-４１９２ たつの市役所,兵庫県,たつの市,龍野町富永,１００５－１

６７９-４１９３ ヒガシマル醤油 (株),兵庫県,たつの市,龍野町富永,１００－３

６７９-４３９５ (株) 帝国電機製作所,兵庫県,たつの市,新宮町平野,６０

６７９-４３９２ たつの市 新宮総合支所,兵庫県,たつの市,新宮町宮内,１６

６７９-４３９３ ブンセン (株),兵庫県,たつの市,新宮町新宮,３８７（播磨新宮郵便局私書箱第３号）

６６６-０２９２ 猪名川町役場,兵庫県,川辺郡猪名川町,上野,字北畑１１－１

６７９-１１９２ 多可町役場,兵庫県,多可郡多可町,中区中村町,１２３

６７９-１２９２ 多可町役場 加美地域局,兵庫県,多可郡多可町,加美区豊部,２４０

６７５-１１９２ キング醸造 (株),兵庫県,加古郡稲美町,蛸草,３２１

６７５-０１８０ 川崎重工業 (株),兵庫県,加古郡播磨町,新島,８-

６７５-０１８３ 住友精化 (株),兵庫県,加古郡播磨町,宮西,３４６－１

６７５-０１８１ 日本エア・リキード (株),兵庫県,加古郡播磨町,新島,１６-

６７５-０１８２ 播磨町役場,兵庫県,加古郡播磨町,東本荘,１-５－３０

６７９-２３９２ 市川町役場,兵庫県,神崎郡市川町,西川辺,１６５－３

６７９-２２８９ エーモン工業 (株),兵庫県,神崎郡福崎町,南田原, 1-７７

６７９-２２８１ 近畿福祉大学,兵庫県,神崎郡福崎町,高岡,5-６６

６７９-２２８４ グローリープロダクツ (株),兵庫県,神崎郡福崎町,西治,８６０－３

６７９-２２９５ サンライズ工業 (株),兵庫県,神崎郡福崎町,福田,１１８

６７９-２２８５ 千寿製薬 (株）,兵庫県,神崎郡福崎町,西治,７６７－７

６７９-２２８２ 中小企業大学校関西校,兵庫県,神崎郡福崎町,高岡,１９２９

６７９-２２８３ 凸版印刷 (株) 福崎工場,兵庫県,神崎郡福崎町,高橋,２９０－２９

６７９-２２８０ 福崎町役場,兵庫県,神崎郡福崎町,南田原,３１１６－１

６７９-２２８８ 福伸電機 (株),兵庫県,神崎郡福崎町,福田,４４７－１

６７９-２４９３ 公立神崎総合病院,兵庫県,神崎郡神河町,粟賀町,３８５

６７１-１５９３ (株) うかいや,兵庫県,揖保郡太子町,東出,２６２－１

６７１-１５９５ (株) 東芝姫路工場太子分工場,兵庫県,揖保郡太子町,鵤,３００

６７１-１５９２ 太子町役場,兵庫県,揖保郡太子町,鵤,１３６９－１

６７８-１２９２ 上郡町役場,兵庫県,赤穂郡上郡町,大持,２７８

６７８-１２９５ 兵庫県 西播磨県民局 上郡県税事務所,兵庫県,赤穂郡上郡町,光都,２-２５

６７８-１２９７ 兵庫県立大学 理学部,兵庫県,赤穂郡上郡町,光都,３-２－１

６７９-５１９２ 佐用町役場 三日月支所,兵庫県,佐用郡佐用町,三日月,１１１０－１

６７９-５１９８ (財) 高輝度光科学研究センター,兵庫県,佐用郡佐用町,光都,１-１番１号

６７９-５２９２ 佐用町役場 南光支所,兵庫県,佐用郡佐用町,下徳久,１００４－１

６７９-５３８３ 医療法人 聖医会 佐用中央病院,兵庫県,佐用郡佐用町,佐用,3-２９

６７９-５３８２ 佐用共立病院,兵庫県,佐用郡佐用町,佐用,１１１１

６７９-５３８０ 佐用町役場,兵庫県,佐用郡佐用町,佐用, 1-１１

６７９-５３８１ 兵庫県立 佐用高等学校,兵庫県,佐用郡佐用町,佐用,２６０

６７９-５３９２ 兵庫西農業共同組合 佐用支店,兵庫県,佐用郡佐用町,円應寺,４５０

６７９-５５９５ 佐用町役場 上月支所,兵庫県,佐用郡佐用町,上月,７８７－２



６６９-６５９２ 香美町役場,兵庫県,美方郡香美町,香住区香住,１５９５－３

６６９-６７９２ 新温泉町役場,兵庫県,美方郡新温泉町,浜坂, 1-７３

６６９-６８９２ 新温泉町役場 温泉総合支所,兵庫県,美方郡新温泉町,湯,１６０４




