
阪神北県民局管内取次局

郵便局名 フリガナ 郵便番号 住所
伊丹荒牧 ｲﾀﾐｱﾗﾏｷ 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧１－４－２７
伊丹稲野 ｲﾀﾐｲﾅﾉ 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町７－１２
伊丹大野 ｲﾀﾐｵｵﾉ 664-0003 兵庫県伊丹市大野１－５７
北伊丹 ｷﾀｲﾀﾐ 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹２－６３
伊丹鴻池 ｲﾀﾐｺｳﾉｲｹ 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池５－２－１２
新伊丹 ｼﾝｲﾀﾐ 664-0855 兵庫県伊丹市御願塚１－６－７
伊丹桜ケ丘 ｲﾀﾐｻｸﾗｶﾞｵｶ 664-0897 兵庫県伊丹市桜ケ丘７－１－１２
伊丹船原 ｲﾀﾐﾌﾅﾊﾗ 664-0896 兵庫県伊丹市船原１－５－１
伊丹緑ケ丘 ｲﾀﾐﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ 664-0012 兵庫県伊丹市緑ケ丘５－６８－８
伊丹森本 ｲﾀﾐﾓﾘﾓﾄ 664-0842 兵庫県伊丹市森本３－５３
伊丹行基 ｲﾀﾐｷﾞｮｳｷ 664-0857 兵庫県伊丹市行基町３－９３－５
伊丹昆陽北 ｲﾀﾐｺﾔｷﾀ 664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北２－４－３
伊丹千僧 ｲﾀﾐｾﾝｿﾞ 664-0898 兵庫県伊丹市千僧６－７７
伊丹寺本 ｲﾀﾐﾃﾗﾓﾄ 664-0026 兵庫県伊丹市寺本４－３１－１
伊丹西野 ｲﾀﾐﾆｼﾉ 664-0028 兵庫県伊丹市西野１－１８１
伊丹野間 ｲﾀﾐﾉﾏ 664-0873 兵庫県伊丹市野間３－１－２４
伊丹美鈴 ｲﾀﾐﾐｽｽﾞ 664-0884 兵庫県伊丹市美鈴町５－５－１
伊丹南野 ｲﾀﾐﾐﾅﾐﾉ 664-0865 兵庫県伊丹市南野２－９－４５
伊丹昆陽 ｲﾀﾐｺﾔ 664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東４－１３－２
伊丹 ｲﾀﾐ 664-8799 兵庫県伊丹市中央６－２－１４
宝塚安倉 ﾀｶﾗﾂﾞｶｱｸﾗ 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中４－９－８
宝塚旭町 ﾀｶﾗﾂﾞｶｱｻﾋﾏﾁ 665-0835 兵庫県宝塚市旭町２－２１－１３
西谷 ﾆｼﾀﾆ 669-1299 兵庫県宝塚市大原野南宮２－２
宝塚清荒神 ﾀｶﾗﾂﾞｶｷﾖｼｺｳｼﾞﾝ 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神１－２－５
宝塚駅前 ﾀｶﾗﾂﾞｶｴｷﾏｴ 665-0845 兵庫県宝塚市栄町２－８－１
宝塚中筋 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾅｶｽｼﾞ 665-0874 兵庫県宝塚市中筋１－１－２
宝塚中山桜台 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾅｶﾔﾏｻｸﾗﾀﾞｲ 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台２－２－１
宝塚中山五月台 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾅｶﾔﾏｻﾂｷﾀﾞｲ 665-0871 兵庫県宝塚市中山五月台４－９－４
宝塚寿 ﾀｶﾗﾂﾞｶｺﾄﾌﾞｷ 665-0866 兵庫県宝塚市星の荘２－１４
宝塚売布 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾒﾌ 665-0852 兵庫県宝塚市売布２－５－１２
宝塚山本 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾔﾏﾓﾄ 665-0881 兵庫県宝塚市山本東２－８－１０
宝塚山本丸橋 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾔﾏﾓﾄﾏﾙﾊｼ 665-0815 兵庫県宝塚市山本丸橋１－６－１５
宝塚すみれガ丘 ﾀｶﾗﾂﾞｶｽﾐﾚｶﾞｵｶ 665-0847 兵庫県宝塚市すみれガ丘１－９－２
宝塚小林 ﾀｶﾗﾂﾞｶｵﾊﾞﾔｼ 665-0034 兵庫県宝塚市小林２－８－９
宝塚逆瀬川 ﾀｶﾗﾂﾞｶｻｶｾｶﾞﾜ 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川１－１－１
宝塚逆瀬台 ﾀｶﾗﾂﾞｶｻｶｾﾀﾞｲ 665-0024 兵庫県宝塚市逆瀬台４－１－８
宝塚大成 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾀｲｾｲ 665-0055 兵庫県宝塚市大成町６－１６
宝塚鹿塩 ﾀｶﾗﾂﾞｶｶｼｵ 665-0075 兵庫県宝塚市仁川宮西町３－３１
宝塚野上 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾉｶﾞﾐ 665-0022 兵庫県宝塚市野上４－８－２７
宝塚福井 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾌｸｲ 665-0046 兵庫県宝塚市福井町５－１７
宝塚南口 ﾀｶﾗﾂﾞｶﾐﾅﾐｸﾞﾁ 665-0011 兵庫県宝塚市南口１－７－３９
宝塚 ﾀｶﾗﾂﾞｶ 665-8799 兵庫県宝塚市小浜３－１－２０
川西小戸二 ｶﾜﾆｼｵｵﾍﾞﾆ 666-0014 兵庫県川西市小戸２－１４－７
川西加茂二 ｶﾜﾆｼｶﾓﾆ 666-0025 兵庫県川西市加茂２－６－２１
川西久代 ｶﾜﾆｼｸｼﾛ 666-0024 兵庫県川西市久代１－２１－２１
川西加茂 ｶﾜﾆｼｶﾓ 666-0022 兵庫県川西市下加茂１－２４－２
川西清和台 ｶﾜﾆｼｾｲﾜﾀﾞｲ 666-0143 兵庫県川西市清和台西２－２－２
川西花屋敷 ｶﾜﾆｼﾊﾅﾔｼｷ 666-0034 兵庫県川西市寺畑２－９－１１
川西萩原台 ｶﾜﾆｼﾊｷﾞﾊﾗﾀﾞｲ 666-0005 兵庫県川西市萩原台東１－２７５
川西美園 ｶﾜﾆｼﾐｿﾉ 666-0013 兵庫県川西市美園町１２－１０
川西けやき坂 ｶﾜﾆｼｹﾔｷｻﾞｶ 666-0145 兵庫県川西市けやき坂２－６２－１４
川西緑台 ｶﾜﾆｼﾐﾄﾞﾘﾀﾞｲ 666-0115 兵庫県川西市向陽台１－２－７
川西向陽台 ｶﾜﾆｼｺｳﾖｳﾀﾞｲ 666-0115 兵庫県川西市向陽台３－３－１４０
川西新田 ｶﾜﾆｼｼﾝﾃﾞﾝ 666-0125 兵庫県川西市新田１－３－２３
川西大和 ｶﾜﾆｼﾀﾞｲﾜ 666-0111 兵庫県川西市大和東３－３－２
川西見野 ｶﾜﾆｼﾐﾉ 666-0105 兵庫県川西市見野２－２８－２８
川西美山台 ｶﾜﾆｼﾐﾔﾏﾀﾞｲ 666-0151 兵庫県川西市美山台２－３－８
川西東多田 ｶﾜﾆｼﾋｶﾞｼﾀﾀﾞ 666-0123 兵庫県川西市鼓が滝２－１－２０
川西 ｶﾜﾆｼ 666-8799 兵庫県川西市栄町１３－１８
川西北 ｶﾜﾆｼｷﾀ 666-0199 兵庫県川西市東畦野２－８－１

伊丹市

宝塚市

川西市
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郵便局名 フリガナ 郵便番号 住所
広野 ﾋﾛﾉ 669-1316 兵庫県三田市上井沢東奥田１４１－５
木器 ｺｳﾂﾞｷ 669-1412 兵庫県三田市木器１５５０－４
相野 ｱｲﾉ 669-1345 兵庫県三田市下相野３７９－５
三田福島 ｻﾝﾀﾞﾌｸｼﾏ 669-1313 兵庫県三田市福島４２５－３
三田上野 ｻﾝﾀﾞｳｴﾉ 669-1513 兵庫県三田市三輪１２９４－４４
三輪 ﾐﾜ 669-1513 兵庫県三田市三輪１－３－２
三田武庫が丘 ｻﾝﾀﾞﾑｺｶﾞｵｶ 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘３－２－２
三田フラワータウン駅前 ｻﾝﾀﾞﾌﾗﾜｰﾀｳﾝｴｷﾏｴ 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘７－３－１
三田四ツ辻 ｻﾝﾀﾞﾖﾂﾂｼﾞ 669-1342 兵庫県三田市四ツ辻６１６－４
三田本町 ｻﾝﾀﾞﾎﾝﾏﾁ 669-1533 兵庫県三田市三田町１２－４０
三田けやき台 ｻﾝﾀﾞｹﾔｷﾀﾞｲ 669-1321 兵庫県三田市けやき台１－１０
三田ウッディタウン ｻﾝﾀﾞｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ 669-1322 兵庫県三田市すずかけ台２－２－３
三田弥生が丘 ｻﾝﾀﾞﾔﾖｲｶﾞｵｶ 669-1546 兵庫県三田市弥生が丘５－１４－１
三田つつじが丘 ｻﾝﾀﾞﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶ 669-1348 兵庫県三田市つつじが丘北２－１－７
三田ゆりのき台 ｻﾝﾀﾞﾕﾘﾉｷﾀﾞｲ 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台５－３１－１
三田 ｻﾝﾀﾞ 669-1399 兵庫県三田市天神１－５－２０
杉生 ｽｷﾞｵ 666-0202 兵庫県川辺郡猪名川町鎌倉横大道２０－６
六瀬 ﾑﾂｾ 666-0225 兵庫県川辺郡猪名川町木津中島１５－１
猪名川松尾台 ｲﾅｶﾞﾜﾏﾂｵﾀﾞｲ 666-0261 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台３－１－３
猪名川 ｲﾅｶﾞﾜ 666-0299 兵庫県川辺郡猪名川町白金３－２－２
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