
神戸県民センター管内取次局

郵便局名 フリガナ 郵便番号 住所
神戸魚崎 ｺｳﾍﾞｳｵｻﾞｷ 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町８－１－３
神戸青木 ｺｳﾍﾞｵｳｷﾞ 658-0027 兵庫県神戸市東灘区青木５－５－７
神戸岡本 ｺｳﾍﾞｵｶﾓﾄ 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本１－５－１１
神戸甲南 ｺｳﾍﾞｺｳﾅﾝ 658-0084 兵庫県神戸市東灘区甲南町３－９－６
神戸西岡本 ｺｳﾍﾞﾆｼｵｶﾓﾄ 658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本３－１０－３０
神戸東部市場内 ｺｳﾍﾞﾄｳﾌﾞｲﾁﾊﾞﾅｲ 658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１－１
神戸深江 ｺｳﾍﾞﾌｶｴ 658-0021 兵庫県神戸市東灘区深江本町３－３－２５
神戸本山駅前 ｺｳﾍﾞﾓﾄﾔﾏｴｷﾏｴ 658-0016 兵庫県神戸市東灘区本山中町４－１８－１４
神戸森 ｺｳﾍﾞﾓﾘ 658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町１－７－１３
阪神住吉 ﾊﾝｼﾝｽﾐﾖｼ 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町５－１－３３
神戸住吉 ｺｳﾍﾞｽﾐﾖｼ 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町６－１４－１４
神戸鴨子ケ原 ｺｳﾍﾞｶﾓｺｶﾞﾊﾗ 658-0063 兵庫県神戸市東灘区住吉山手７－６－７
上御影 ｶﾐﾐｶｹﾞ 658-0048 兵庫県神戸市東灘区御影郡家２－１９－１１
東明 ﾄｳﾐｮｳ 658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町４－４－１
阪神御影駅前 ﾊﾝｼﾝﾐｶｹﾞｴｷﾏｴ 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町３－１－１４
神戸御影中町 ｺｳﾍﾞﾐｶｹﾞﾅｶﾏﾁ 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町８－３－３１
御影浜中 ﾐｶｹﾞﾊﾏﾅｶ 658-0046 兵庫県神戸市東灘区御影本町６－１－２
神戸御影山手 ｺｳﾍﾞﾐｶｹﾞﾔﾏﾃ 658-0065 兵庫県神戸市東灘区御影山手２－７－６
神戸六甲アイランド ｺｳﾍﾞﾛｯｺｳｱｲﾗﾝﾄﾞ 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中５－１５
東灘 ﾋｶﾞｼﾅﾀﾞ 658-8799 兵庫県神戸市東灘区住吉東町２－２－１７
神戸水道筋 ｺｳﾍﾞｽｲﾄﾞｳｽｼﾞ 657-0834 兵庫県神戸市灘区泉通５－１－２
神戸西郷 ｺｳﾍﾞﾆｼｺﾞｳ 657-0043 兵庫県神戸市灘区大石東町６－１－９
神戸国玉 ｺｳﾍﾞｸﾆﾀﾏ 657-0816 兵庫県神戸市灘区国玉通２－１－１８
神戸高羽 ｺｳﾍﾞﾀｶﾊ 657-0025 兵庫県神戸市灘区高徳町６－３－１５
神戸桜口 ｺｳﾍﾞｻｸﾗｸﾞﾁ 657-0036 兵庫県神戸市灘区桜口町５－１－１
神戸篠原 ｺｳﾍﾞｼﾉﾊﾗ 657-0066 兵庫県神戸市灘区篠原中町３－５－８
神戸将軍 ｺｳﾍﾞｼｮｳｸﾞﾝ 657-0058 兵庫県神戸市灘区将軍通１－４－１１
灘駅前 ﾅﾀﾞｴｷﾏｴ 657-0836 兵庫県神戸市灘区城内通４－７－２０
神戸鶴甲 ｺｳﾍﾞﾂﾙｶﾌﾞﾄ 657-0011 兵庫県神戸市灘区鶴甲３－２－１
神戸永手 ｺｳﾍﾞﾅｶﾞﾃ 657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町５－８－１４
神戸灘南 ｺｳﾍﾞﾅﾀﾞﾐﾅﾐ 657-0841 兵庫県神戸市灘区灘南通５－４－２５
神戸福住 ｺｳﾍﾞﾌｸｽﾞﾐ 657-0824 兵庫県神戸市灘区福住通６－７－２２
神戸大和 ｺｳﾍﾞﾔﾏﾄ 657-0031 兵庫県神戸市灘区大和町４－１－１５
六甲山 ﾛｯｺｳｻﾝ 657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町南六甲１０３４－１４４
灘 ﾅﾀﾞ 657-8799 兵庫県神戸市灘区大石東町３－２－８
葺合 ﾌｷｱｲ 651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通１－１－５
神戸上筒井 ｺｳﾍﾞｶﾐﾂﾂｲ 651-0061 兵庫県神戸市中央区上筒井通５－１－３
神戸熊内 ｺｳﾍﾞｸﾓﾁ 651-0055 兵庫県神戸市中央区熊内橋通４－３－１０
神戸御幸通 ｺｳﾍﾞｺﾞｺｳﾄﾞｵﾘ 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通６－１－２０
神戸国際会館内 ｺｳﾍﾞｺｸｻｲｶｲｶﾝﾅｲ 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通８－１－６
神戸春日野 ｺｳﾍﾞｶｽｶﾞﾉ 651-0079 兵庫県神戸市中央区東雲通１－７－１
神戸中島 ｺｳﾍﾞﾅｶｼﾞﾏ 651-0052 兵庫県神戸市中央区中島通１－１－９
神戸布引 ｺｳﾍﾞﾇﾉﾋﾞｷ 651-0093 兵庫県神戸市中央区二宮町３－１１－４
神戸商工貿易ビル内 ｺｳﾍﾞｼｮｳｺｳﾎﾞｳｴｷﾋﾞﾙﾅｲ 651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通５－１－１４
神戸日暮通 ｺｳﾍﾞﾋｸﾞﾚﾄﾞｵﾘ 651-0077 兵庫県神戸市中央区日暮通４－２－８
神戸脇浜 ｺｳﾍﾞﾜｷﾊﾏ 651-0072 兵庫県神戸市中央区脇浜町２－１１－５
神戸相生 ｺｳﾍﾞｱｲｵｲ 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町５－１７－２４
神戸ポート ｺｳﾍﾞﾎﾟｰﾄ 650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１８
神戸海岸通 ｺｳﾍﾞｶｲｶﾞﾝﾄﾞｵﾘ 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通２－４－１３
神戸市役所内 ｺｳﾍﾞｼﾔｸｼｮﾅｲ 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町６－５－１
兵庫県庁内 ﾋｮｳｺﾞｹﾝﾁｮｳﾅｲ 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１０－１
神戸下山手 ｺｳﾍﾞｼﾓﾔﾏﾃ 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通８－１７－１９
神戸橘 ｺｳﾍﾞﾀﾁﾊﾞﾅ 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通２－１－１２
神戸中山手 ｺｳﾍﾞﾅｶﾔﾏﾃ 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通１－２１－１２
神戸山本通 ｺｳﾍﾞﾔﾏﾓﾄﾄﾞｵﾘ 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通４－１１－１９
神戸ハーバーランド ｺｳﾍﾞﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－３－３
神戸港島中町 ｺｳﾍﾞﾐﾅﾄｼﾞﾏﾅｶﾏﾁ 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町２－１－３
神戸パークシティ内 ｺｳﾍﾞﾊﾟｰｸｼﾃｨﾅｲ 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町６－２－１
神戸元町 ｺｳﾍﾞﾓﾄﾏﾁ 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通１－８－１３
神戸中央 ｺｳﾍﾞﾁｭｳｵｳ 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
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郵便局名 フリガナ 郵便番号 住所
神戸有野台 ｺｳﾍﾞｱﾘﾉﾀﾞｲ 651-1321 兵庫県神戸市北区有野台２－１－１
神戸有野平井 ｺｳﾍﾞｱﾘﾉﾋﾗｲ 651-1312 兵庫県神戸市北区有野町有野４７３－４
有馬 ｱﾘﾏ 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町１６７０－８
淡河 ｵｳｺﾞ 651-1699 兵庫県神戸市北区淡河町淡河４－１
上淡河 ｶﾐｵｳｺﾞ 651-1623 兵庫県神戸市北区淡河町野瀬５１０－１
神戸大沢 ｺｳﾍﾞｵｵｿﾞｳ 651-1524 兵庫県神戸市北区大沢町中大沢９０１－８
神戸唐櫃 ｺｳﾍﾞｶﾗﾄ 651-1332 兵庫県神戸市北区唐櫃台２－２－２１
道場 ﾄﾞｳｼﾞｮｳ 651-1502 兵庫県神戸市北区道場町塩田１９６１
神戸八多 ｺｳﾍﾞﾊﾀ 651-1343 兵庫県神戸市北区八多町附物７９９－７
神戸鹿の子台 ｺｳﾍﾞｶﾉｺﾀﾞｲ 651-1513 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町８－２－２
神戸有野岡場 ｺｳﾍﾞｱﾘﾉｵｶﾊﾞ 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町１－１０－９
山口 ﾔﾏｸﾞﾁ 651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口３－１－２
神戸泉台 ｺｳﾍﾞｲｽﾞﾐﾀﾞｲ 651-1141 兵庫県神戸市北区泉台４－３－１３
神戸北鈴蘭台 ｺｳﾍﾞｷﾀｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲ 651-1142 兵庫県神戸市北区甲栄台１－３－８
神戸鈴蘭台東 ｺｳﾍﾞｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲﾋｶﾞｼ 651-1111 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町７－３－１４
神戸鈴蘭台西 ｺｳﾍﾞｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲﾆｼ 651-1114 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町２－１－８
神戸鈴蘭台 ｺｳﾍﾞｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲ 651-1112 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町１－１１－３
神戸鈴蘭台南 ｺｳﾍﾞｽｽﾞﾗﾝﾀﾞｲﾐﾅﾐ 651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町５－１－１３
神戸星和台 ｺｳﾍﾞｾｲﾜﾀﾞｲ 651-1121 兵庫県神戸市北区星和台６－２８－１５
神戸筑紫が丘 ｺｳﾍﾞﾂｸｼｶﾞｵｶ 651-1212 兵庫県神戸市北区筑紫が丘１－６－８
神戸花山東 ｺｳﾍﾞﾊﾅﾔﾏﾋｶﾞｼ 651-1204 兵庫県神戸市北区花山東町３－３１
神戸ひよどり台 ｺｳﾍﾞﾋﾖﾄﾞﾘﾀﾞｲ 651-1123 兵庫県神戸市北区ひよどり台２－１－２
神戸山の街 ｺｳﾍﾞﾔﾏﾉﾏﾁ 651-1221 兵庫県神戸市北区緑町１－６－２
神戸大池 ｺｳﾍﾞｵｵｲｹ 651-1242 兵庫県神戸市北区山田町上谷上古々山２９－２２０
神戸北町 ｺｳﾍﾞｷﾀﾏﾁ 651-1233 兵庫県神戸市北区日の峰５－１－３
神戸山田 ｺｳﾍﾞﾔﾏﾀﾞ 651-1299 兵庫県神戸市北区松が枝町２－１－２
有野 ｱﾘﾉ 651-1399 兵庫県神戸市北区藤原台北町６－１９
神戸北 ｺｳﾍﾞｷﾀ 651-1199 兵庫県神戸市北区北五葉２－１－１５
神戸荒田 ｺｳﾍﾞｱﾗﾀ 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町３－１－１２
神戸石井 ｺｳﾍﾞｲｼｲ 652-0061 兵庫県神戸市兵庫区石井町７－３－４
神戸キャナルタウン ｺｳﾍﾞｷｬﾅﾙﾀｳﾝ 652-0897 兵庫県神戸市兵庫区駅南通５－１－１－１０１
神戸上沢 ｺｳﾍﾞｶﾐｻﾜ 652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通２－３－６
神戸五宮 ｺｳﾍﾞｺﾞﾉﾐﾔ 652-0007 兵庫県神戸市兵庫区五宮町１－４
神戸大開通 ｺｳﾍﾞﾀﾞｲｶｲﾄﾞｵﾘ 652-0803 兵庫県神戸市兵庫区大開通１０－２－２１
神戸塚本 ｺｳﾍﾞﾂｶﾓﾄ 652-0804 兵庫県神戸市兵庫区塚本通４－４－２０
神戸中道 ｺｳﾍﾞﾅｶﾐﾁ 652-0801 兵庫県神戸市兵庫区中道通７－４－１７
神戸多聞 ｺｳﾍﾞﾀﾓﾝ 652-0035 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通１－１－９
神戸東出 ｺｳﾍﾞﾋｶﾞｼﾃﾞ 652-0823 兵庫県神戸市兵庫区東出町２－５－１２
神戸東山 ｺｳﾍﾞﾋｶﾞｼﾔﾏ 652-0042 兵庫県神戸市兵庫区東山町２－１－６
神戸鵯越 ｺｳﾍﾞﾋﾖﾄﾞﾘｺﾞｴ 652-0057 兵庫県神戸市兵庫区鵯越町３－１６
神戸本町 ｺｳﾍﾞﾎﾝﾏﾁ 652-0834 兵庫県神戸市兵庫区本町１－５－１８
神戸松原 ｺｳﾍﾞﾏﾂﾊﾞﾗ 652-0881 兵庫県神戸市兵庫区松原通２－１－２８
神戸小松 ｺｳﾍﾞｺﾏﾂ 652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町１－２－１
神戸御崎 ｺｳﾍﾞﾐｻｷ 652-0855 兵庫県神戸市兵庫区御崎町２－９－２
神戸湊川 ｺｳﾍﾞﾐﾅﾄｶﾞﾜ 652-0041 兵庫県神戸市兵庫区湊川町６－３－１８
神戸和田崎 ｺｳﾍﾞﾜﾀﾞｻｷ 652-0854 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町３－１－２４
兵庫 ﾋｮｳｺﾞ 652-8799 兵庫県神戸市兵庫区大開通２－２－１９
新長田駅前 ｼﾝﾅｶﾞﾀｴｷﾏｴ 653-0037 兵庫県神戸市長田区大橋町４－４－９
神戸大橋 ｺｳﾍﾞｵｵﾊｼ 653-0037 兵庫県神戸市長田区大橋町９－４－３
神戸海運 ｺｳﾍﾞｶｲｳﾝ 653-0052 兵庫県神戸市長田区海運町７－１－３
神戸神楽 ｺｳﾍﾞｶｸﾞﾗ 653-0836 兵庫県神戸市長田区神楽町３－７－８
神戸久保 ｺｳﾍﾞｸﾎﾞ 653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町８－２－１
神戸長田神社通 ｺｳﾍﾞﾅｶﾞﾀｼﾞﾝｼﾞｬﾄﾞｵﾘ 653-0003 兵庫県神戸市長田区五番町７－３－２
神戸長田五 ｺｳﾍﾞﾅｶﾞﾀｺﾞ 653-0812 兵庫県神戸市長田区長田町５－３－２５
神戸本庄 ｺｳﾍﾞﾎﾝｼﾞｮｳ 653-0054 兵庫県神戸市長田区長楽町４－２－１０
神戸丸山 ｺｳﾍﾞﾏﾙﾔﾏ 653-0874 兵庫県神戸市長田区西丸山町２－７－２６
神戸東尻池 ｺｳﾍﾞﾋｶﾞｼｼﾘｲｹ 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２－１０－１
神戸二葉 ｺｳﾍﾞﾌﾀﾊﾞ 653-0042 兵庫県神戸市長田区二葉町４－６－２２
神戸房王寺 ｺｳﾍﾞﾎﾞｳｵｳｼﾞ 653-0801 兵庫県神戸市長田区房王寺町４－６－１２
神戸御蔵 ｺｳﾍﾞﾐｸﾗ 653-0014 兵庫県神戸市長田区御蔵通４－２０２－５
神戸水笠 ｺｳﾍﾞﾐｽﾞｶｻ 653-0842 兵庫県神戸市長田区水笠通５－５－１７
神戸大道 ｺｳﾍﾞｵｵﾐﾁ 653-0832 兵庫県神戸市長田区御船通５－５－３
神戸宮丘 ｺｳﾍﾞﾐﾔｵｶ 653-0863 兵庫県神戸市長田区宮丘町１－３－５
神戸山下 ｺｳﾍﾞﾔﾏｼﾀ 653-0852 兵庫県神戸市長田区山下町１－２－８
神戸六番町 ｺｳﾍﾞﾛｸﾊﾞﾝﾁｮｳ 653-0002 兵庫県神戸市長田区六番町２－７－４
長田 ﾅｶﾞﾀ 653-8799 兵庫県神戸市長田区細田町７－１－１

北区

兵庫区

長田区



郵便局名 フリガナ 郵便番号 住所
神戸大田 ｺｳﾍﾞｵｵﾀ 654-0024 兵庫県神戸市須磨区大田町７－３－３
神戸大手 ｺｳﾍﾞｵｵﾃ 654-0013 兵庫県神戸市須磨区大手町２－４－２４
神戸菊池 ｺｳﾍﾞｷｸｲｹ 654-0008 兵庫県神戸市須磨区菊池町１－２－４
神戸北落合 ｺｳﾍﾞｷﾀｵﾁｱｲ 654-0151 兵庫県神戸市須磨区北落合２－１１－４
神戸衣掛 ｺｳﾍﾞｷﾇｶﾞｹ 654-0048 兵庫県神戸市須磨区衣掛町４－１－６
神戸白川台 ｺｳﾍﾞｼﾗｶﾜﾀﾞｲ 654-0103 兵庫県神戸市須磨区白川台３－６３－１
神戸菅の台 ｺｳﾍﾞｽｶﾞﾉﾀﾞｲ 654-0143 兵庫県神戸市須磨区菅の台３－１４－８
神戸須磨本町 ｺｳﾍﾞｽﾏﾎﾝﾏﾁ 654-0054 兵庫県神戸市須磨区須磨本町２－３－４
神戸高倉台 ｺｳﾍﾞﾀｶｸﾗﾀﾞｲ 654-0081 兵庫県神戸市須磨区高倉台４－２
神戸板宿 ｺｳﾍﾞｲﾀﾔﾄﾞ 654-0022 兵庫県神戸市須磨区大黒町２－１－１１
神戸西須磨 ｺｳﾍﾞﾆｼｽﾏ 654-0053 兵庫県神戸市須磨区天神町５－３－２
神戸友が丘 ｺｳﾍﾞﾄﾓｶﾞｵｶ 654-0142 兵庫県神戸市須磨区友が丘７－１－１１
神戸西落合 ｺｳﾍﾞﾆｼｵﾁｱｲ 654-0155 兵庫県神戸市須磨区西落合５－１３－１
神戸東落合 ｺｳﾍﾞﾋｶﾞｼｵﾁｱｲ 654-0152 兵庫県神戸市須磨区東落合２－１１－２３
神戸南町 ｺｳﾍﾞﾐﾅﾐﾏﾁ 654-0036 兵庫県神戸市須磨区南町２－１－１
神戸妙法寺 ｺｳﾍﾞﾐｮｳﾎｳｼﾞ 654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字界地８４－１
神戸横尾 ｺｳﾍﾞﾖｺｵ 654-0131 兵庫県神戸市須磨区横尾１－１１－４
神戸月見山 ｺｳﾍﾞﾂｷﾐﾔﾏ 654-0065 兵庫県神戸市須磨区離宮前町２－１－１
須磨北 ｽﾏｷﾀ 654-0199 兵庫県神戸市須磨区西落合１－１－１０
須磨 ｽﾏ 654-8799 兵庫県神戸市須磨区鷹取町２－１－１
神戸ジェームス山 ｺｳﾍﾞｼﾞｪｰﾑｽﾔﾏ 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台７－５－２０
神戸旭が丘 ｺｳﾍﾞｱｻﾋｶﾞｵｶ 655-0033 兵庫県神戸市垂水区旭が丘３－１３－２
神戸高丸 ｺｳﾍﾞﾀｶﾏﾙ 655-0014 兵庫県神戸市垂水区大町３－２－１２
神戸霞ケ丘 ｺｳﾍﾞｶｽﾐｶﾞｵｶ 655-0039 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘４－３－６
神戸上高丸 ｺｳﾍﾞｶﾐﾀｶﾏﾙ 655-0017 兵庫県神戸市垂水区上高丸２－１－１５
神戸坂上 ｺｳﾍﾞｻｶｶﾞﾐ 655-0895 兵庫県神戸市垂水区坂上４－２－５
神戸塩屋 ｺｳﾍﾞｼｵﾔ 655-0872 兵庫県神戸市垂水区塩屋町４－３－３６
神戸塩屋八 ｺｳﾍﾞｼｵﾔﾊﾁ 655-0872 兵庫県神戸市垂水区塩屋町８－１－２０
神戸清水が丘 ｺｳﾍﾞｼﾐｽﾞｶﾞｵｶ 655-0031 兵庫県神戸市垂水区清水が丘３－２－２３
神戸東垂水 ｺｳﾍﾞﾋｶﾞｼﾀﾙﾐ 655-0884 兵庫県神戸市垂水区城が山２－８－１９
神戸神陵台 ｺｳﾍﾞｼﾝﾘｮｳﾀﾞｲ 655-0041 兵庫県神戸市垂水区神陵台３－２
神戸多聞台 ｺｳﾍﾞﾀﾓﾝﾀﾞｲ 655-0007 兵庫県神戸市垂水区多聞台４－１４－４
神戸つつじが丘 ｺｳﾍﾞﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶ 655-0853 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘４－５－９
神戸天ノ下 ｺｳﾍﾞﾃﾝﾉｼﾀ 655-0029 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町９－２８
神戸舞子 ｺｳﾍﾞﾏｲｺ 655-0048 兵庫県神戸市垂水区西舞子３－１４－１７
神戸福田 ｺｳﾍﾞﾌｸﾀﾞ 655-0013 兵庫県神戸市垂水区福田４－３－２０
神戸本多聞 ｺｳﾍﾞﾎﾝﾀﾓﾝ 655-0006 兵庫県神戸市垂水区本多聞４－１－２５３－１０２
舞子駅前 ﾏｲｺｴｷﾏｴ 655-0047 兵庫県神戸市垂水区東舞子町１０－１
神戸桃山台 ｺｳﾍﾞﾓﾓﾔﾏﾀﾞｲ 655-0854 兵庫県神戸市垂水区桃山台３－１２－５
神戸小束山 ｺｳﾍﾞｺﾂﾞｶﾔﾏ 655-0003 兵庫県神戸市垂水区小束山本町２－２－２１
垂水 ﾀﾙﾐ 655-8799 兵庫県神戸市垂水区星陵台１－４－２９
神戸有瀬 ｺｳﾍﾞｱﾘｾ 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬７２９－１
神戸岩岡 ｺｳﾍﾞｲﾜｵｶ 651-2401 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡１０８４－１０
神戸押部谷 ｺｳﾍﾞｵｼﾍﾞﾀﾞﾆ 651-2213 兵庫県神戸市西区押部谷町福住４８２－１
神戸狩場台 ｺｳﾍﾞｶﾘﾊﾞﾀﾞｲ 651-2272 兵庫県神戸市西区狩場台３－９－３
神出 ｶﾝﾃﾞ 651-2313 兵庫県神戸市西区神出町田井１８８－３
神戸桜が丘 ｺｳﾍﾞｻｸﾗｶﾞｵｶ 651-2226 兵庫県神戸市西区桜が丘中町３－２－３
神戸高津橋 ｺｳﾍﾞｺｳﾂﾞﾊﾞｼ 651-2122 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋２９４－１３
櫨谷 ﾊｾﾞﾀﾆ 651-2235 兵庫県神戸市西区櫨谷町長谷２１０－６
神戸富士見が丘 ｺｳﾍﾞﾌｼﾞﾐｶﾞｵｶ 651-2214 兵庫県神戸市西区富士見が丘１－１５－１０
玉津 ﾀﾏﾂ 651-2131 兵庫県神戸市西区持子３－８
神戸春日台 ｺｳﾍﾞｶｽｶﾞﾀﾞｲ 651-2276 兵庫県神戸市西区春日台３－３－２
神戸美賀多台 ｺｳﾍﾞﾐｶﾀﾀﾞｲ 651-2277 兵庫県神戸市西区美賀多台３－１３－３
神戸学園西町 ｺｳﾍﾞｶﾞｸｴﾝﾆｼﾏﾁ 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町２－１－３
神戸竹の台 ｺｳﾍﾞﾀｹﾉﾀﾞｲ 651-2274 兵庫県神戸市西区竹の台２－２０－５
伊川谷 ｲｶﾜﾀﾞﾆ 651-2111 兵庫県神戸市西区池上４－３－２
西神南センタービル内 ｾｲｼﾝﾐﾅﾐｾﾝﾀｰﾋﾞﾙﾅｲ 651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町１－１－１
神戸西 ｺｳﾍﾞﾆｼ 651-2299 兵庫県神戸市西区糀台５－１２－１
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