
阪神南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
尼崎大島 ｱﾏｶﾞｻｷｵｵｼﾏ 660-0075 兵庫県尼崎市大庄中通１－１０４
尼崎竹谷 ｱﾏｶﾞｻｷﾀｹﾔ 660-0878 兵庫県尼崎市北竹谷町１－７
尼崎杭瀬 ｱﾏｶﾞｻｷｸｲｾ 660-0814 兵庫県尼崎市杭瀬本町２－１５－１
尼崎出屋敷 ｱﾏｶﾞｻｷﾃﾞﾔｼｷ 660-0873 兵庫県尼崎市玄番南之町１３
尼崎道意 ｱﾏｶﾞｻｷﾄﾞｳｲ 660-0082 兵庫県尼崎市水明町３７０－６
尼崎大物 ｱﾏｶﾞｻｷﾀﾞｲﾓﾂ 660-0823 兵庫県尼崎市大物町２－１０－１５
尼崎築地 ｱﾏｶﾞｻｷﾂｷｼﾞ 660-0858 兵庫県尼崎市築地１－１－１８
阪神尼崎駅前 ﾊﾝｼﾝｱﾏｶﾞｻｷｴｷﾏｴ 660-0861 兵庫県尼崎市御園町４６
武庫川 ﾑｺｶﾞﾜ 660-0084 兵庫県尼崎市武庫川町３－７１－８
尼崎元浜 ｱﾏｶﾞｻｷﾓﾄﾊﾏ 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町１－５９
尼崎大庄 ｱﾏｶﾞｻｷｵｵｼｮｳ 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町１－３９－１５
尼崎稲葉荘 ｱﾏｶﾞｻｷｲﾅﾊﾞｿｳ 660-0064 兵庫県尼崎市稲葉荘２－１２－７
尼崎神田 ｱﾏｶﾞｻｷｶﾝﾀﾞ 660-0885 兵庫県尼崎市神田南通１－９
尼崎長洲 ｱﾏｶﾞｻｷﾅｶﾞｽ 660-0804 兵庫県尼崎市北大物町２３－８
常光寺 ｼﾞｮｳｺｳｼﾞ 660-0811 兵庫県尼崎市常光寺２－６－１２
尼崎長洲本通 ｱﾏｶﾞｻｷﾅｶﾞｽﾎﾝﾄﾞｵﾘ 660-0803 兵庫県尼崎市長洲本通１－６－１７
尼崎七松 ｱﾏｶﾞｻｷﾅﾅﾏﾂ 660-0052 兵庫県尼崎市七松町１－１６－１２
尼崎西難波 ｱﾏｶﾞｻｷﾆｼﾅﾆﾜ 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町３－２９－９
尼崎西難波北 ｱﾏｶﾞｻｷﾆｼﾅﾆﾜｷﾀ 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町６－９－２６
尼崎浜田 ｱﾏｶﾞｻｷﾊﾏﾀﾞ 660-0062 兵庫県尼崎市浜田町５－６－３
尼崎市役所内 ｱﾏｶﾞｻｷｼﾔｸｼｮﾅｲ 660-0051 兵庫県尼崎市東七松町１－２３－１
尼崎難波 ｱﾏｶﾞｻｷﾅﾆﾜ 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町５－４－５
尼崎今北 ｱﾏｶﾞｻｷｲﾏｷﾀ 660-0063 兵庫県尼崎市大庄北２－１－５
尼崎小中島 ｱﾏｶﾞｻｷｺﾅｶｼﾞﾏ 661-0972 兵庫県尼崎市小中島３－１４－１
尼崎潮江 ｱﾏｶﾞｻｷｼｵｴ 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１－１５－３
尼崎下坂部 ｱﾏｶﾞｻｷｼﾓｻｶﾍﾞ 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部１－２０－２６
尼崎次屋 ｱﾏｶﾞｻｷﾂｷﾞﾔ 661-0965 兵庫県尼崎市次屋３－１－３１
尼崎戸ノ内 ｱﾏｶﾞｻｷﾄﾉｳﾁ 661-0961 兵庫県尼崎市戸ノ内町３－２６－１６
尼崎額田 ｱﾏｶﾞｻｷﾇｶﾀ 661-0962 兵庫県尼崎市額田町１７－３２
尼崎上坂部 ｱﾏｶﾞｻｷｶﾐｻｶﾍﾞ 661-0979 兵庫県尼崎市上坂部３－１２－１０
尼崎田能 ｱﾏｶﾞｻｷﾀﾉｳ 661-0951 兵庫県尼崎市田能１－４－２６
尼崎東園田 ｱﾏｶﾞｻｷﾋｶﾞｼｿﾉﾀﾞ 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町２－４６－９
尼崎園田 ｱﾏｶﾞｻｷｿﾉﾀﾞ 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町４－６２－１
尼崎東園田八 ｱﾏｶﾞｻｷﾋｶﾞｼｿﾉﾀﾞﾊﾁ 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町８－１１０－２６
尼崎御園 ｱﾏｶﾞｻｷﾐｿﾉ 661-0984 兵庫県尼崎市御園１－２３－１３
尼崎猪名寺 ｱﾏｶﾞｻｷｲﾅﾃﾞﾗ 661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺１－２３－２５
尼崎塚口 ｱﾏｶﾞｻｷﾂｶｸﾞﾁ 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１３－１９
尼崎塚口六 ｱﾏｶﾞｻｷﾂｶｸﾞﾁﾛｸ 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町６－９－６
尼崎東富松 ｱﾏｶﾞｻｷﾋｶﾞｼﾄﾏﾂ 661-0003 兵庫県尼崎市富松町１－８－４１
尼崎西昆陽 ｱﾏｶﾞｻｷﾆｼｺﾔ 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽３－１２－５
尼崎武庫之荘 ｱﾏｶﾞｻｷﾑｺﾉｿｳ 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘１－１９－１
尼崎北武庫之荘 ｱﾏｶﾞｻｷｷﾀﾑｺﾉｿｳ 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘５－３５－２０
尼崎西武庫 ｱﾏｶﾞｻｷﾆｼﾑｺ 661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町２－２２－３
尼崎塚口本町 ｱﾏｶﾞｻｷﾂｶｸﾞﾁﾎﾝﾏﾁ 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町４－２－２０
尼崎時友 ｱﾏｶﾞｻｷﾄｷﾄﾓ 661-0041 兵庫県尼崎市武庫の里２－２６－２２
尼崎尾浜 ｱﾏｶﾞｻｷｵﾊﾏ 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町３－３０－２９
尼崎上坂部二 ｱﾏｶﾞｻｷｶﾐｻｶﾍﾞﾆ 661-0979 兵庫県尼崎市上坂部２－３４－７
尼崎三反田 ｱﾏｶﾞｻｷｻﾝﾀﾝﾀﾞ 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町３－４－１４
立花 ﾀﾁﾊﾞﾅ 661-0025 兵庫県尼崎市立花町１－７－３
尼崎大西 ｱﾏｶﾞｻｷｵｵﾆｼ 661-0025 兵庫県尼崎市立花町３－３６－１７
尼崎上ノ島 ｱﾏｶﾞｻｷｶﾐﾉｼﾏ 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町８－２７－１１
尼崎南武庫之荘 ｱﾏｶﾞｻｷﾐﾅﾐﾑｺﾉｿｳ 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘３－２１－２８
尼崎南武庫 ｱﾏｶﾞｻｷﾐﾅﾐﾑｺ 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘４－２０－１
尼崎南武庫之荘十一 ｱﾏｶﾞｻｷﾐﾅﾐﾑｺﾉｿｳｼﾞｭｳｲﾁ 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘１１－９－１２
尼崎南塚口 ｱﾏｶﾞｻｷﾐﾅﾐﾂｶｸﾞﾁ 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町３－５－１３
尼崎 ｱﾏｶﾞｻｷ 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通２－１１－１
尼崎北 ｱﾏｶﾞｻｷｷﾀ 661-8799 兵庫県尼崎市南塚口町５－８－１

尼崎市



郵便局名 フリガナ 郵便番号 住所
西宮荒木 ﾆｼﾉﾐﾔｱﾗｷ 663-8025 兵庫県西宮市荒木町９－１７
西宮苦楽園口 ﾆｼﾉﾐﾔｸﾗｸｴﾝｸﾞﾁ 662-0074 兵庫県西宮市石刎町４－３
西宮上ケ原 ﾆｼﾉﾐﾔｳｴｶﾞﾊﾗ 662-0881 兵庫県西宮市上ケ原七番町２－６０
関西学院前 ｶﾝｾｲｶﾞｸｲﾝﾏｴ 662-0813 兵庫県西宮市上甲東園３－９－５
西宮北口 ﾆｼﾉﾐﾔｷﾀｸﾞﾁ 663-8035 兵庫県西宮市北口町１－１－１０２
西宮北昭和 ﾆｼﾉﾐﾔｷﾀｼｮｳﾜ 662-0833 兵庫県西宮市北昭和町２－５
西宮甲東園 ﾆｼﾉﾐﾔｺｳﾄｳｴﾝ 662-0812 兵庫県西宮市甲東園１－２－１２
西宮甲陽園 ﾆｼﾉﾐﾔｺｳﾖｳｴﾝ 662-0018 兵庫県西宮市甲陽園山王町３－６３
西宮下大市 ﾆｼﾉﾐﾔｼﾓｵｵｲﾁ 663-8004 兵庫県西宮市下大市東町６－３７
西宮新甲陽 ﾆｼﾉﾐﾔｼﾝｺｳﾖｳ 662-0013 兵庫県西宮市新甲陽町３－９
西宮段上 ﾆｼﾉﾐﾔﾀﾞﾝｼﾞｮｳ 663-8006 兵庫県西宮市段上町８－１０－１８
西宮広田 ﾆｼﾉﾐﾔﾋﾛﾀ 662-0868 兵庫県西宮市中屋町６－６
西宮仁川 ﾆｼﾉﾐﾔﾆｶﾜ 662-0811 兵庫県西宮市仁川町３－１４－１４
西宮樋ノ池 ﾆｼﾉﾐﾔﾋﾉｲｹ 662-0084 兵庫県西宮市樋之池町１０－２６
西宮丸橋 ﾆｼﾉﾐﾔﾏﾙﾊｼ 662-0831 兵庫県西宮市丸橋町８－２８
西宮駅前 ﾆｼﾉﾐﾔｴｷﾏｴ 662-0911 兵庫県西宮市池田町１０－６
西宮御茶家所 ﾆｼﾉﾐﾔｵﾁｬﾔｼｮ 662-0961 兵庫県西宮市御茶家所町４－１５
西宮瓦木 ﾆｼﾉﾐﾔｶﾜﾗｷﾞ 663-8114 兵庫県西宮市上甲子園４－３－１
西宮瓦林 ﾆｼﾉﾐﾔｶﾜﾗﾊﾞﾔｼ 663-8107 兵庫県西宮市瓦林町２１－１５
甲子園 ｺｳｼｴﾝ 663-8176 兵庫県西宮市甲子園六番町１５－１６
甲子園口 ｺｳｼｴﾝｸﾞﾁ 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口２－３－２８
上甲子園 ｶﾐｺｳｼｴﾝ 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口３－２９－１１
西宮小松 ﾆｼﾉﾐﾔｺﾏﾂ 663-8124 兵庫県西宮市小松南町３－２－１５
西宮神明 ﾆｼﾉﾐﾔｼﾝﾒｲ 662-0845 兵庫県西宮市神明町１－１７
西宮高松 ﾆｼﾉﾐﾔﾀｶﾏﾂ 663-8204 兵庫県西宮市高松町４－８
西宮綾羽 ﾆｼﾉﾐﾔｱﾔﾊ 663-8244 兵庫県西宮市津門綾羽町７－４３
西宮常磐 ﾆｼﾉﾐﾔﾄｷﾜ 662-0043 兵庫県西宮市常磐町３－３１
西宮大社 ﾆｼﾉﾐﾔﾀｲｼｬ 662-0034 兵庫県西宮市西田町６－１６
西宮夙川 ﾆｼﾉﾐﾔｼｭｸｶﾞﾜ 662-0051 兵庫県西宮市羽衣町１－３１
西宮若草 ﾆｼﾉﾐﾔﾜｶｸｻ 663-8181 兵庫県西宮市若草町２－８－３２
西宮今津 ﾆｼﾉﾐﾔｲﾏﾂﾞ 663-8215 兵庫県西宮市今津水波町１３－１９
西宮枝川 ﾆｼﾉﾐﾔｴﾀﾞｶﾞﾜ 663-8143 兵庫県西宮市枝川町９－７
西宮浜甲子園 ﾆｼﾉﾐﾔﾊﾏｺｳｼｴﾝ 663-8143 兵庫県西宮市枝川町１７－６
西宮笠屋 ﾆｼﾉﾐﾔｶｻﾔ 663-8136 兵庫県西宮市笠屋町３－１７
西宮香枦園 ﾆｼﾉﾐﾔｺｳﾛｴﾝ 662-0945 兵庫県西宮市川東町２－２２
西宮鞍掛 ﾆｼﾉﾐﾔｸﾗｶｹ 662-0927 兵庫県西宮市久保町１１－２０
西宮高須南 ﾆｼﾉﾐﾔﾀｶｽﾐﾅﾐ 663-8141 兵庫県西宮市高須町１－２－１
西宮高須 ﾆｼﾉﾐﾔﾀｶｽ 663-8141 兵庫県西宮市高須町２－１－１９－１０１
西宮戎 ﾆｼﾉﾐﾔｴﾋﾞｽ 662-0973 兵庫県西宮市田中町４－１０
西宮津門 ﾆｼﾉﾐﾔﾂﾄﾞ 663-8233 兵庫県西宮市津門川町１３－１７
西宮鳴尾 ﾆｼﾉﾐﾔﾅﾙｵ 663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町５－７－２１
西宮本町 ﾆｼﾉﾐﾔﾎﾝﾏﾁ 662-0914 兵庫県西宮市本町１２－２２
西宮南甲子園 ﾆｼﾉﾐﾔﾐﾅﾐｺｳｼｴﾝ 663-8153 兵庫県西宮市南甲子園２－１７－２６
西宮マリナパーク ﾆｼﾉﾐﾔﾏﾘﾅﾊﾟｰｸ 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜４－１４－２－１０１
西宮東山台 ﾆｼﾉﾐﾔﾋｶﾞｼﾔﾏﾀﾞｲ 669-1133 兵庫県西宮市東山台１－９－１
塩瀬 ｼｵｾ 669-1102 兵庫県西宮市生瀬町１－２８－１２
西宮東 ﾆｼﾉﾐﾔﾋｶﾞｼ 663-8799 兵庫県西宮市甲子園春風町５－１
西宮 ﾆｼﾉﾐﾔ 662-8799 兵庫県西宮市和上町６－２８
芦屋伊勢 ｱｼﾔｲｾ 659-0052 兵庫県芦屋市伊勢町４－２６
芦屋打出小槌 ｱｼﾔｳﾁﾃﾞﾉｺﾂﾞﾁ 659-0028 兵庫県芦屋市打出小槌町１３－９
芦屋公光 ｱｼﾔｷﾝﾐﾂ 659-0065 兵庫県芦屋市公光町４－２２
芦屋清水 ｱｼﾔｼﾐｽﾞ 659-0076 兵庫県芦屋市清水町３－５
芦屋高浜 ｱｼﾔﾀｶﾊﾏ 659-0033 兵庫県芦屋市高浜町７－２－１０１
芦屋南宮 ｱｼﾔﾅﾝｸﾞｳ 659-0024 兵庫県芦屋市南宮町１２－２０
芦屋西山 ｱｼﾔﾆｼﾔﾏ 659-0083 兵庫県芦屋市西山町１５－１４
芦屋東山 ｱｼﾔﾋｶﾞｼﾔﾏ 659-0091 兵庫県芦屋市東山町４－１０
芦屋駅前 ｱｼﾔｴｷﾏｴ 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２－１－１１７
芦屋翠ケ丘 ｱｼﾔﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 659-0014 兵庫県芦屋市翠ケ丘町１５－９
芦屋宮塚 ｱｼﾔﾐﾔﾂﾞｶ 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１－８
芦屋 ｱｼﾔ 659-8799 兵庫県芦屋市平田北町４－１３

西宮市

芦屋市


