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郵便局名 フリガナ 郵便番号 住所
姫路豊国 ﾋﾒｼﾞﾄﾖｸﾆ 671-0219 兵庫県姫路市飾東町豊国６１－６
姫路谷内 ﾋﾒｼﾞﾀﾆｳﾁ 671-0208 兵庫県姫路市飾東町八重畑１９１－１
姫路四郷 ﾋﾒｼﾞｼｺﾞｳ 671-0246 兵庫県姫路市四郷町坂元１９７－１０
姫路砥堀 ﾋﾒｼﾞﾄﾎﾘ 670-0802 兵庫県姫路市砥堀１１３－５
姫路江鮒 ﾋﾒｼﾞｴﾌﾞﾅ 679-2123 兵庫県姫路市豊富町豊富１５５５－５
姫路豊富 ﾋﾒｼﾞﾄﾖﾄﾐ 679-2122 兵庫県姫路市豊富町御蔭１１０５－３
姫路西中島 ﾋﾒｼﾞﾆｼﾅｶｼﾞﾏ 670-0805 兵庫県姫路市西中島３２－１
仁豊野 ﾆﾌﾞﾉ 670-0801 兵庫県姫路市仁豊野２９１
姫路花田 ﾋﾒｼﾞﾊﾅﾀﾞ 671-0255 兵庫県姫路市花田町小川９０８－６
姫路別所 ﾋﾒｼﾞﾍﾞｯｼｮ 671-0221 兵庫県姫路市別所町別所２００１
姫路山田 ﾋﾒｼﾞﾔﾏﾀﾞ 679-2115 兵庫県姫路市山田町西山田１９４－１
溝口 ﾐｿﾞｸﾞﾁ 679-2161 兵庫県姫路市香寺町溝口１２４８－２
姫路大野町 ﾋﾒｼﾞｵｵﾉﾏﾁ 670-0868 兵庫県姫路市大野町１６－５
姫路野里門 ﾋﾒｼﾞﾉｻﾞﾄﾓﾝ 670-0009 兵庫県姫路市鍵町３８
姫路神屋 ﾋﾒｼﾞｶﾐﾔ 670-0836 兵庫県姫路市神屋町５－８８－４
姫路五軒邸 ﾋﾒｼﾞｺﾞｹﾝﾔｼｷ 670-0854 兵庫県姫路市五軒邸２－９２
姫路白国 ﾋﾒｼﾞｼﾗｸﾆ 670-0808 兵庫県姫路市白国１－１３－１４
姫路橋元 ﾋﾒｼﾞﾊｼﾓﾄ 670-0831 兵庫県姫路市城見町１
姫路二本松 ﾋﾒｼﾞﾆﾎﾝﾏﾂ 670-0811 兵庫県姫路市野里１４０－５
姫路日出 ﾋﾒｼﾞﾋﾉﾃﾞ 670-0942 兵庫県姫路市日出町１－１７－２
姫路北条 ﾋﾒｼﾞﾎｳｼﾞｮｳ 670-0947 兵庫県姫路市北条１－８５
姫路元塩 ﾋﾒｼﾞﾓﾄｼｵ 670-0937 兵庫県姫路市元塩町１２
姫路八代 ﾋﾒｼﾞﾔｼﾛ 670-0873 兵庫県姫路市八代東光寺町３－６
姫路北平野 ﾋﾒｼﾞｷﾀﾋﾗﾉ 670-0887 兵庫県姫路市北平野南の町５－５
姫路大工町 ﾋﾒｼﾞﾀﾞｲｸﾁｮｳ 670-0924 兵庫県姫路市紺屋町９
姫路城の西 ﾋﾒｼﾞｼﾛﾉﾆｼ 670-0029 兵庫県姫路市嵐山町１７－３
姫路荒川 ﾋﾒｼﾞｱﾗｶﾜ 670-0983 兵庫県姫路市井ノ口２１
姫路今宿 ﾋﾒｼﾞｲﾏｼﾞｭｸ 670-0058 兵庫県姫路市車崎１－１－２
姫路船場 ﾋﾒｼﾞｾﾝﾊﾞ 670-0043 兵庫県姫路市小姓町３５－１
姫路下手野 ﾋﾒｼﾞｼﾓﾃﾉ 670-0063 兵庫県姫路市下手野２－１１－４１
姫路中地南 ﾋﾒｼﾞﾁｭｳｼﾞﾐﾅﾐ 670-0975 兵庫県姫路市中地南町３－２
姫路辻井 ﾋﾒｼﾞﾂｼﾞｲ 670-0083 兵庫県姫路市辻井８－１７－２９
姫路土山 ﾋﾒｼﾞﾂﾁﾔﾏ 670-0996 兵庫県姫路市土山５－１－１３
姫路高岡 ﾋﾒｼﾞﾀｶｵｶ 670-0061 兵庫県姫路市西今宿３－４－１
姫路手柄 ﾋﾒｼﾞﾃｶﾞﾗ 670-0965 兵庫県姫路市東延末５－５７
姫路将軍橋 ﾋﾒｼﾞｼｮｳｸﾞﾝﾊﾞｼ 670-0915 兵庫県姫路市高尾町８９－１
姫路南駅前 ﾋﾒｼﾞﾐﾅﾐｴｷﾏｴ 670-0964 兵庫県姫路市豊沢町１３７
姫路立町 ﾋﾒｼﾞﾀﾃﾏﾁ 670-0903 兵庫県姫路市立町７６
姫路御立 ﾋﾒｼﾞﾐﾀﾁ 670-0074 兵庫県姫路市御立西２－１－３３
飾磨清水 ｼｶﾏｼﾐｽﾞ 672-8051 兵庫県姫路市飾磨区清水５８
姫路下野田 ﾋﾒｼﾞｼﾓﾉﾀﾞ 672-8044 兵庫県姫路市飾磨区下野田２－２７１－３
姫路妻鹿 ﾋﾒｼﾞﾒｶﾞ 672-8031 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿１１３１－２
姫路白浜 ﾋﾒｼﾞｼﾗﾊﾏ 672-8023 兵庫県姫路市白浜町乙５４１
姫路白浜北 ﾋﾒｼﾞｼﾗﾊﾏｷﾀ 672-8012 兵庫県姫路市白浜町寺家２－４８－２
姫路市役所前 ﾋﾒｼﾞｼﾔｸｼｮﾏｴ 672-8049 兵庫県姫路市佃町７２
姫路的形 ﾋﾒｼﾞﾏﾄｶﾞﾀ 671-0111 兵庫県姫路市的形町的形１７６６－３４
姫路八家 ﾋﾒｼﾞﾔｶ 672-8015 兵庫県姫路市八家１２７５－５４
大塩 ｵｵｼｵ 671-0103 兵庫県姫路市大塩町宮前８
家島坊勢 ｲｴｼﾏﾎﾞｳｾﾞ 672-0103 兵庫県姫路市家島町坊勢８３
家島 ｲｴｼﾏ 672-0199 兵庫県姫路市家島町真浦２１３９
姫路天神 ﾋﾒｼﾞﾃﾝｼﾞﾝ 671-1131 兵庫県姫路市大津区天神町２－７５－３
飾磨英賀 ｼｶﾏｱｶﾞ 672-8087 兵庫県姫路市飾磨区英賀東町２－４５－２
英賀保駅前 ｱｶﾞﾎｴｷﾏｴ 672-8091 兵庫県姫路市飾磨区英賀保駅前町３８
姫路今在家 ﾋﾒｼﾞｲﾏｻﾞｲｹ 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家２－５４－４
姫路恵美酒 ﾋﾒｼﾞｴﾋﾞｽ 672-8057 兵庫県姫路市飾磨区恵美酒３６４－１
姫路津田 ﾋﾒｼﾞﾂﾀﾞ 672-8072 兵庫県姫路市飾磨区蓼野町１４６
姫路細江 ﾋﾒｼﾞﾎｿｴ 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江６６０
姫路小松 ﾋﾒｼﾞｺﾏﾂ 671-1152 兵庫県姫路市広畑区小松町２－１６－４
姫路西蒲田 ﾋﾒｼﾞﾆｼｶﾏﾀﾞ 671-1108 兵庫県姫路市広畑区城山町２－８
姫路長町 ﾋﾒｼﾞﾅｶﾞﾏﾁ 671-1125 兵庫県姫路市広畑区長町２－１３７
姫路広畑 ﾋﾒｼﾞﾋﾛﾊﾀ 671-1121 兵庫県姫路市広畑区東新町１－３３－１
姫路広畑本町 ﾋﾒｼﾞﾋﾛﾊﾀﾎﾝﾏﾁ 671-1114 兵庫県姫路市広畑区本町５－６３９
網干本町 ｱﾎﾞｼﾎﾝﾏﾁ 671-1234 兵庫県姫路市網干区新在家５２３
姫路網干 ﾋﾒｼﾞｱﾎﾞｼ 671-1234 兵庫県姫路市網干区新在家２０２３－１５５
姫路田井 ﾋﾒｼﾞﾀｲ 671-1221 兵庫県姫路市網干区田井２３５－７
姫路浜田 ﾋﾒｼﾞﾊﾏﾀﾞ 671-1242 兵庫県姫路市網干区浜田５６－２
網干駅前 ｱﾎﾞｼｴｷﾏｴ 671-1227 兵庫県姫路市網干区和久字鈍川６街区６区画
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姫路大津 ﾋﾒｼﾞｵｵﾂ 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町１－１０４－１
姫路吉美 ﾋﾒｼﾞｷﾋﾞ 671-1133 兵庫県姫路市大津区吉美７８７
姫路天満 ﾋﾒｼﾞﾃﾝﾏ 671-1143 兵庫県姫路市大津区天満３５４－３
姫路山戸 ﾋﾒｼﾞﾔﾏﾄ 671-1214 兵庫県姫路市勝原区山戸３８４－６
広畑才 ﾋﾛﾊﾀｻｲ 671-1104 兵庫県姫路市広畑区才４６８－７
姫路余部 ﾋﾒｼﾞﾖﾍﾞ 671-1262 兵庫県姫路市余部区上余部７５１－１
網干宮内 ｱﾎﾞｼﾐﾔｳﾁ 671-1251 兵庫県姫路市網干区垣内北町１６５３－１０
太市 ｵｵｲﾁ 671-2232 兵庫県姫路市相野１２４－３
姫路書写 ﾋﾒｼﾞｼｮｼｬ 671-2201 兵庫県姫路市書写１０２２－６
姫路美ノ脇 ﾋﾒｼﾞﾐﾉﾜｷ 671-2201 兵庫県姫路市書写２７３６－５
林田 ﾊﾔｼﾀﾞ 679-4299 兵庫県姫路市林田町林谷５８２－１
姫路峰相 ﾋﾒｼﾞﾐﾈｱｲ 671-2242 兵庫県姫路市六角２５７－１
姫路青山北 ﾋﾒｼﾞｱｵﾔﾏｷﾀ 671-2221 兵庫県姫路市青山北３－１０－１０
姫路青山 ﾋﾒｼﾞｱｵﾔﾏ 671-2224 兵庫県姫路市青山西２－４－２０
安富 ﾔｽﾄﾐ 671-2401 兵庫県姫路市安富町安志１１３４－６
富栖 ﾄﾐｽ 671-2413 兵庫県姫路市安富町末広６４１－４
夢前四辻 ﾕﾒｻｷﾖﾂｼﾞ 671-2106 兵庫県姫路市夢前町莇野３２６－７
夢前糸田 ﾕﾒｻｷｲﾄﾀﾞ 671-2114 兵庫県姫路市夢前町糸田３３９－１
菅生澗 ｽｺﾞｳﾀﾞﾆ 671-2134 兵庫県姫路市夢前町菅生澗１７２７－６
夢前 ﾕﾒｻｷ 671-2199 兵庫県姫路市夢前町前之庄１３７８－３
御着 ｺﾞﾁｬｸ 671-0299 兵庫県姫路市御国野町御着７８３－２
香寺 ｺｳﾃﾞﾗ 679-2199 兵庫県姫路市香寺町香呂７６－１
飾西 ｼｷｻｲ 671-2299 兵庫県姫路市飾西４１－３
姫路南 ﾋﾒｼﾞﾐﾅﾐ 672-8799 兵庫県姫路市飾磨区中島１１３９－２９
姫路 ﾋﾒｼﾞ 670-8799 兵庫県姫路市総社本町２１０
市川 ｲﾁｶﾜ 679-2399 兵庫県神崎郡市川町甘地１７８－３
市川瀬加 ｲﾁｶﾜｾｶ 679-2303 兵庫県神崎郡市川町上瀬加１７１４－４
屋形 ﾔｶﾀ 679-2337 兵庫県神崎郡市川町屋形５２１－４
福崎新町 ﾌｸｻｷｼﾝﾏﾁ 679-2214 兵庫県神崎郡福崎町福崎新５６
福崎 ﾌｸｻｷ 679-2299 兵庫県神崎郡福崎町南田原３１１７－４
福崎八千種 ﾌｸｻｷﾔﾁｸｻ 679-2202 兵庫県神崎郡福崎町八千種２０８－２
神崎 ｶﾝｻﾞｷ 679-2499 兵庫県神崎郡神河町粟賀町５７７－３
神崎越知 ｶﾝｻﾞｷｵﾁ 679-2404 兵庫県神崎郡神河町越知３１３
大河内 ｵｵｶﾜﾁ 679-3199 兵庫県神崎郡神河町寺前２５６－５
大河内長谷 ｵｵｶﾜﾁﾊｾ 679-3103 兵庫県神崎郡神河町長谷６６３－１
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