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郵便局名 フリガナ 郵便番号 住所
明石朝霧 ｱｶｼｱｻｷﾞﾘ 673-0866 兵庫県明石市朝霧町２－１１－１
明石上ノ丸 ｱｶｼｳｴﾉﾏﾙ 673-0846 兵庫県明石市上ノ丸１－１－２７
明石子午線 ｱｶｼｼｺﾞｾﾝ 673-0881 兵庫県明石市天文町１－３－６
明石朝霧駅前 ｱｶｼｱｻｷﾞﾘｴｷﾏｴ 673-0870 兵庫県明石市朝霧南町２－２３２
明石貴崎 ｱｶｼｷｻｷ 673-0037 兵庫県明石市貴崎２－１７－１
明石茶園場 ｱｶｼﾁｬｴﾝﾊﾞ 673-0849 兵庫県明石市茶園場町１－２
明石田町 ｱｶｼﾀﾏﾁ 673-0025 兵庫県明石市田町２－１１－２３
明石鳥羽 ｱｶｼﾄﾊﾞ 673-0005 兵庫県明石市小久保６－１３－１６
西明石駅前 ﾆｼｱｶｼｴｷﾏｴ 673-0041 兵庫県明石市西明石南町２－１９－３
明石和坂 ｱｶｼｶﾆｶﾞｻｶ 673-0011 兵庫県明石市西明石町５－１４－７
明石西新町 ｱｶｼﾆｼｼﾝﾏﾁ 673-0023 兵庫県明石市西新町１－２１－５
明石東仲ノ町 ｱｶｼﾋｶﾞｼﾅｶﾉﾁｮｳ 673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町３－２５
明石太寺 ｱｶｼﾀｲﾃﾞﾗ 673-0844 兵庫県明石市東野町１８７２－１４
明石藤江 ｱｶｼﾌｼﾞｴ 673-0046 兵庫県明石市藤が丘２－１７－２７
明石松が丘 ｱｶｼﾏﾂｶﾞｵｶ 673-0862 兵庫県明石市松が丘２－３－３
明石明南 ｱｶｼﾒｲﾅﾝ 673-0001 兵庫県明石市明南町１－６－７
明石清水 ｱｶｼｼﾐｽﾞ 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水１０１４－４
魚住 ｳｵｽﾞﾐ 674-0072 兵庫県明石市魚住町長坂寺７３０
明石江井ケ島 ｱｶｼｴｲｶﾞｼﾏ 674-0064 兵庫県明石市大久保町江井島７５１
明石大久保 ｱｶｼｵｵｸﾎﾞ 674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前１－１８－１２
明石岡田 ｱｶｼｵｶﾀﾞ 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪９４６－５
明石山手台 ｱｶｼﾔﾏﾃﾀﾞｲ 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪１７０７－４
明石森田 ｱｶｼﾓﾘﾀ 674-0067 兵庫県明石市大久保町大久保町４５０－４
明石高丘 ｱｶｼﾀｶｵｶ 674-0057 兵庫県明石市大久保町高丘３－３－９３－１０１
明石八木 ｱｶｼﾔｷﾞ 674-0062 兵庫県明石市大久保町谷八木１１９１－１３６
明石二見北 ｱｶｼﾌﾀﾐｷﾀ 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見１５７－１４
二見 ﾌﾀﾐ 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見１３３５
明石東二見 ｱｶｼﾋｶﾞｼﾌﾀﾐ 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見１９２７－１
オーズタウン ｵｰｽﾞﾀｳﾝ 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通１－２－３－５－１０２
明石西 ｱｶｼﾆｼ 674-8799 兵庫県明石市魚住町錦が丘４－２－２２
明石 ｱｶｼ 673-8799 兵庫県明石市樽屋町１－７
平岡 ﾋﾗｵｶ 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家３８６－１
加古川北野 ｶｺｶﾞﾜｷﾀﾉ 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－１１２
加古川北芳苑 ｶｺｶﾞﾜﾎｯﾎﾟｳｴﾝ 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１７１５－１
加古川北畑 ｶｺｶﾞﾜｷﾀﾊﾞﾀｹ 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山３９０－１
加古川二俣 ｶｺｶﾞﾜﾌﾀﾏﾀ 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣９０７－６
加古川別府 ｶｺｶﾞﾜﾍﾞﾌ 675-0127 兵庫県加古川市別府町石町２３－２
加古川日岡 ｶｺｶﾞﾜﾋｵｶ 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津６０１－５
加古川駅前 ｶｺｶﾞﾜｴｷﾏｴ 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口７７８
加古川野口 ｶｺｶﾞﾜﾉｸﾞﾁ 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足８０７－３
加古川浜ノ宮 ｶｺｶﾞﾜﾊﾏﾉﾐﾔ 675-0022 兵庫県加古川市尾上町口里７７０－２
加古川尾上 ｶｺｶﾞﾜｵﾉｴ 675-0024 兵庫県加古川市尾上町長田５１８－１６
加古川木村 ｶｺｶﾞﾜｷﾑﾗ 675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村２０－１４
加古川備後 ｶｺｶﾞﾜﾋﾞﾝｺﾞ 675-0032 兵庫県加古川市加古川町備後３７４－５
加古川西本町 ｶｺｶﾞﾜﾆｼﾎﾝﾏﾁ 675-0037 兵庫県加古川市加古川町本町２８－８
加古川野口南 ｶｺｶﾞﾜﾉｸﾞﾁﾐﾅﾐ 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口５０－３
加古川神野 ｶｺｶﾞﾜｶﾝﾉ 675-0005 兵庫県加古川市神野町石守中芝１０４１－１
加古川西条山手 ｶｺｶﾞﾜｻｲｼﾞｮｳﾔﾏﾃ 675-0001 兵庫県加古川市西条山手１－４－１５
加古川東志方 ｶｺｶﾞﾜﾋｶﾞｼｼｶﾀ 675-0303 兵庫県加古川市志方町細工所５８５－２
志方 ｼｶﾀ 675-0399 兵庫県加古川市志方町志方町１６２８－３
加古川新神野 ｶｺｶﾞﾜｼﾝｶﾝﾉ 675-0008 兵庫県加古川市新神野５－５－２
加古川東神吉 ｶｺｶﾞﾜﾋｶﾞｼｶﾝｷ 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉１０２７－２
平荘 ﾍｲｿｳ 675-1221 兵庫県加古川市平荘町山角８４－１
国包 ｸﾆｶﾈ 675-1299 兵庫県加古川市上荘町国包７７９－１
加古川船頭 ｶｺｶﾞﾜﾌﾅﾓﾄ 675-0053 兵庫県加古川市米田町船頭１５３－２
加古川米田 ｶｺｶﾞﾜﾖﾈﾀﾞ 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津３４９－７
加古川 ｶｺｶﾞﾜ 675-8799 兵庫県加古川市加古川町北在家２５７８
加古川東 ｶｺｶﾞﾜﾋｶﾞｼ 675-0199 兵庫県加古川市平岡町一色三ツ池７９７－３１０
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高砂魚橋 ﾀｶｻｺﾞｳｵﾊｼ 676-0822 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋１０５６－１
高砂荒井 ﾀｶｻｺﾞｱﾗｲ 676-0016 兵庫県高砂市荒井町扇町１８－１８
高砂今市 ﾀｶｻｺﾞｲﾏｲﾁ 676-0003 兵庫県高砂市今市１－１－６
曽根 ｿﾈ 676-0082 兵庫県高砂市曽根町２０９７－１
高砂栄町 ﾀｶｻｺﾞｻｶｴﾏﾁ 676-0038 兵庫県高砂市高砂町栄町３９０－６
高砂横町 ﾀｶｻｺﾞﾖｺﾏﾁ 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０２８－２
高砂中筋 ﾀｶｻｺﾞﾅｶｽｼﾞ 676-0812 兵庫県高砂市中筋３－５－３２
高砂塩市 ﾀｶｻｺﾞｼｵｲﾁ 676-0805 兵庫県高砂市米田町米田８９３－７
高砂伊保崎 ﾀｶｻｺﾞｲﾎｻﾞｷ 676-0076 兵庫県高砂市伊保崎４－１－１７
高砂 ﾀｶｻｺﾞ 676-8799 兵庫県高砂市荒井町御旅２－６－１５
稲美天満 ｲﾅﾐﾃﾝﾏ 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安１２９８－１８
母里 ﾓﾘ 675-1116 兵庫県加古郡稲美町蛸草７５９－５
稲美 ｲﾅﾐ 675-1199 兵庫県加古郡稲美町加古１８１７－４
土山駅前 ﾂﾁﾔﾏｴｷﾏｴ 675-0151 兵庫県加古郡播磨町野添１６９９－１０
播磨辻ケ内 ﾊﾘﾏﾂｼﾞｶﾞｳﾁ 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘３－７－２３
播磨本荘 ﾊﾘﾏﾎﾝｼﾞｮｳ 675-0143 兵庫県加古郡播磨町宮北１－２－２３
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