
兵庫県　販売エリア

市区 町以下
尼崎市 全て
芦屋市 全て
伊丹市 全て
明石市 全て
加古郡播磨町 全て
西宮市 次の区域を除く。

東山台五丁目のうち元　塩瀬町名塩前坂。
名塩一丁目のうち

元　塩瀬町名塩北篝山、南篝山、辻堂ノ奥。
元　塩瀬町名塩東垣内のうち「市道塩第35号線」より南。
以外の区域。

名塩東久保のうち
元　塩瀬町名塩奥保、上狐丸、北山、下二軒谷垣内、西等ケ谷、滑ゴ、上滑以外の区域。

塩瀬町名塩のうち
寅ケ瀬、小川ノ向、開ノ鼻、開ノ岡、船田、下垣内、猪見ケ原、上東道、船山、赤尾、上登尾、中登尾、下金場、滝ノ向、
手間ケ辻󠄀、ドン尻、カニ池、宮ノ谷山、宮ノ谷、土林、大林、六ツ池、金場向、中尼子谷、踊場、東野際、アクセ、野際、
西野際、奥保、中奥保、箱木原、下滑、クチハメ谷、西奥保、西等ケ谷、西ショウブ、松尾、午ケ瀬、土林上、上金場、溝辺、
下尼子谷、水木谷、辻󠄀堂ノ奥、辻󠄀堂、下尼ケ谷。
北山のうち

「ドン尻丘道」より西。
「細ノ谷川」より南および「市道塩第372号線」より南。

西野条、助垣内のうち「中国自動車道」より南。
「中国自動車道」「国道176号線」より南で「水木谷」より東、
ショウブ、茶園場、米山、丸尾のうち「国道176号線」より南。

以外の区域。
山口町のうち

「有馬川」より東のうち
「中国自動車道」より南で「国道176号線」「旧　国道176号線」「市道山第425号線」「国道176号線」より北。
「国道176号線」より南で、「市道山第39号線」「市道山第38号線」「市道山第40号線」より西で、
「市道山第45号線」「県道大沢西宮線」より北。
「市道山第45号線」「県道大沢西宮線」より南のうち上山口四丁目。

以外の区域。
宝塚市 「県道塩瀬宝塚線」より西および「県道切畑多田院線」より北を除く。
川西市 次の地区を除く。

黒川、横路、若宮。
国崎のうち小路以外の区域。

猪名川町
つつじヶ丘一丁目〜五丁目、荘苑一丁目〜三丁目、上野、広根。

神戸市　東灘区 全て
神戸市　灘区 全て
神戸市　兵庫区 全て
神戸市　長田区 全て
神戸市　須磨区 全て
神戸市　垂水区 全て
神戸市　中央区 全て
神戸市　北区 次の区域を除く。

有馬町、淡河町。
八多町のうち

附物、西畑、屏風、深谷。
上小名田のうち井出ノ上、ふけ、下スゴ、中前元、平田垣内、トノ垣内、梶屋垣内、鯖ノワタ、友釜、畑ノ垣内、音谷、
天井垣内、寺ケ花、末釜口、末釜奥、ニヨリ坂、八坂、メグリ、石原、大ノシカ、アマ淵、コメノ木、出羽、雨谷、薬師谷、
雉子谷、奥ノ谷、宮ノ下、中、高町、玉泉、坂ノ裾、北谷、谷垣内、寺垣内、エンホウ、床浪、ミコ垣内、中前ノ本、梶谷垣内、
九々ノ木、西谷、仲、高田ノ下。
下小名田のうち

平井、四反田廻り、日屋、寺谷奥、寺谷上通、取坂、馬場北通、宮ノ前、馬場南通、丁田、小林廻り、田畑垣内、
原地谷、宮ケ谷、原地奥、森廻り、鍬村、北谷、米山谷、ガントウダニ、宮ノ、京地谷、城ノ垣内上、宮元。
大谷口のうち「市道八多里88号線」より東。

中のうち
菅谷、口その谷、吉安、林ケ谷、谷田、新谷。
アフギ、向畑のうち「市道数合谷越線」より西。

柳谷のうち九日田、呑取、大脇、角ケ谷、中谷、下西谷、後白、蓮池垣、林垣、町垣、釜ケ谷、湯ノ谷、下湯ノ谷、上湯ノ谷。
吉尾のうち椚ノ堂、安場、五龍、西側、山添、ふけ、学校辻、干ケ谷、友釜、大田フケ、ミコ垣内、大町、堀切、中筋、今北、
中通、マタニ、鹿堀、大松、龍元、山崎、介垣、川添、桐山、木戸、平井、城ノ越、北大畑、南大畑、馬渡、上藤原、奥ノ谷、
下藤原、八坂、宮ケ谷、九日田、一里山、面水、中ノ上、下五龍、上五龍、上安場、西山、三ツ池山、清水谷、但馬谷、
元奥ノ谷、小谷、西ノ池、奥大畑、笹池、古池、城山、呑取。

道場町のうち
道場、平田、生野、塩田。
日下部のうち「有野川」より東。

長尾町のうち
宅原
上津のうち

深山池ノ西、西若林、切道、菰谷、浮谷、神子谷奥、ダウド、西谷ノ南、大西垣内、西高津甲、杭ケ内、井込谷、
上平井谷、土器谷、西谷、六郎ケ谷、八ケ坪、赤子背、東谷、奥谷、鍛治屋垣内、雨堤、堂ノ前、下地ケ谷、
七ツ谷、坊ケ内、奥ノ小谷、高坂、姥ケ谷、今西、石田ケ越。
上垣内、袋谷、木ノ元のうち「中国自動車道」より西。
土井ノ内、ドヘノ跡、火打坂、下保代、栂の脇、塚ケ坪のうち「市道上津谷線」より南。
正権寺のうち「県道西脇三田線」より北。以外の区域。

山田町のうち「県道神戸加東線」より北で「国道428号線」より西。
大沢町のうち

上大沢のうち沢内、善入東、善入下、善入上、善入西明、善入馬田、グアガ谷、細池西、細池下、細池中、細池上、細池東、
尾通帽子、井尻上、井尻下、井尻、井尻柳池、畑ケ谷、栂ケ谷東、西谷、西谷上、西谷東小谷、細池口。
市原のうち

笹ケ谷、野垂、美之谷、百合林、原久谷。
正厳寺のうち「県道西脇三田線」より北。

以外の区域。
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神戸市　西区 次の区域を除く。
神出町。
岩岡町のうち

野中。
岩岡のうち「県道大久保稲美加古川線」より西。
古郷のうち

古知庵、西場、添池下、白古瀬、前山、広谷、古力、辻ケ内、南場、十三号池、大南原、寛政池、大池下。
福吉西のうち「印篭川」より北で「市道古郷第207号線」「市道岩岡里342号線」より西。

西脇のうち山ノ神、畳谷、中島、岩ケ岡、一本松、十二号池。
三木市

大塚のうち下り松、高町、出張。
福井のうち

喜春、鷹尾、高野。
三木山のうち

「市道三木山幹線」「市道三木山総合公園小林線」より東。
「県道加古川三田線」より北。
「県道神戸三木線」より西で「市道福井小林線」より東。

宿原のうち
新田山、狩屋谷、西山、赤松ノ谷、寺ノ前、開キ谷。
門前、門前ノ西のうち「県道三木三田線」より南。
三昧ノ下のうち「県道三木三田線」より南および「県道三木環状線」より西。
二位谷1279番。

加佐のうち「山陽自動車道」より南。
平田のうち

「県道三木山崎線」より北で「金剛寺谷川」より東で「山陽自動車道」より南。
道ノ上、岸ノ上、足田のうち「県道三木山崎線」より南。

大村のうち
堀端、高柳、川ノ上。
砂、谷後、寺カイチ、坊貝チ、北山のうち「県道三木山崎線」より南。
城ノ前、宮カネのうち「国道175号明石舞鶴線」より東。

別所町のうち
高木、朝日ケ丘、近藤。
小林のうち釜ケ谷。

志染町のうち
青山一丁目～七丁目。
四合谷のうち

西谷615番～617番。
「市道広野窟屋線」より北で「四合谷川」「細目川」より西。

西自由が丘一丁目・二丁目。
中自由が丘一丁目～三丁目。
東自由が丘一丁目～三丁目。
吉田のうち芝林、一本松谷、新田山、山の神、寺谷、大歳前、丸山。
細目のうち橋ケ谷。
広野一丁目。
広野五丁目のうち元　志染町広野上池の谷。
広野八丁目のうち元　志染町広野上池の谷、下二子谷、上二子谷。
高男寺のうち

瀧ケ谷のうち「市道窟屋環状線」より南。
窟屋のうち

ヤケ尾、五台山、西谷、本谷、中尾。
上ケ原のうち「市道窟屋環状線」より南。
岩屋谷のうち「市道窟屋2号線」より南。

広野のうち奥ノ谷口、奥ノ谷、常尾谷。
三津田のうち

熊ケ谷、西亀屋、亀屋。
西谷、西谷山のうち「県道平野三木線」より北。
東栗林、西栗林のうち「市道細目三津田線」より南。

御坂のうち
岩井口のうち「市道窟屋2号線」より東で「市道細目三津田線」より南。
與三兵衛垣内、市原のうち「市道細目三津田線」より南。
老谷。
法鑑のうち「市道御坂北線」より北。
岩ノ前、田中のうち「県道三木三田線」より北。
黒岩ノ前のうち「市道御坂北線」より北。
宮ノ東のうち「県道三木三田線」より北で「市道御坂北線」より東。

大谷のうち
鷹尾、千條谷、南谷。
明蓮寺のうち「市道大谷線」より東。
随光のうち「県道神戸加東線」より東。

戸田のうち
西谷、中尾、山ノ口、東奥谷、奥谷。
墓尾、柳谷のうち「県道三木三田線」より北。
栃谷のうち「県道三木三田線」より北。
場中のうち「県道三木三田線」より北。
仲ケ市のうち「県道三木三田線」より北のうち「市道堂大日線」より北。
十力のうち「県道三木三田線」より北で「市道薮本線」より東。

緑が丘町のうち
本町一丁目・二丁目、西二丁目～五丁目、中二丁目・三丁目、東一丁目～四丁目。
西一丁目のうち元　緑が丘町西一丁目。
中一丁目のうち元　緑が丘町中一丁目。

吉川町みなぎ台一丁目・二丁目。
吉川町鍛冶屋のうち

中ノ坪、浅之谷、畑谷、庵ノ谷、岩井谷、山添、森ノ本、川ノ上、西谷、外ケ波。
小橋（元　吉川町大畑のうち大谷、鬼乕、久保を除く）。
天王（元　吉川町大畑のうち大谷を除く）。

吉川町大畑のうち
堂本、中通。
大谷のうち元　吉川町鍛冶屋のうち天王、畑谷、岩井谷。
鬼乕のうち元　吉川町鍛冶屋のうち天王。
久保のうち元　吉川町鍛冶屋のうち小橋。

吉川町上荒川のうち奥山。
吉川町畑枝のうち壹本松、真谷。
吉川町新田のうち屋嵜。
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三田市 池尻、上深田、下深田、友が丘一丁目～三丁目、狭間が丘一丁目～五丁目、武庫が丘一丁目～八丁目、弥生が丘一丁目～六丁目、
富士が丘一丁目～六丁目、あかしあ台一丁目～五丁目、すずかけ台一丁目～四丁目、けやき台一丁目～六丁目、ゆりのき台一丁目～六丁目、
学園一丁目～八丁目、テクノパーク、西山一丁目・二丁目、天神一丁目～三丁目、さくら坂、高次一丁目・二丁目、南が丘一丁目・二丁目、
横山町、対中町、相生町、中央町、駅前町、宮脇、屋敷町、中町、三田町、寺村町、広沢、下内神、中内神、福島、福島一丁目～三丁目、
学園上ケ原。
貴志のうち美内、吉谷、大先、奈良、平方。
沢谷のうち平町、政レゴ、福田垣内、永禅寺谷、南山、畑田、岩脇、松田、神田、広田、小田、七合池、大神石。
西野上のうち北谷、下西山、中西山、上西山、上山添、前田、上通り、菰尾、川の上。
溝口のうち天通り、西谷、下林、上林。
下相野のうち

早稲田。
「近畿自動車道敦賀線」より西。

上内神のうち
長井、中島、才の谷、地蔵田、とち、宮ノ下、西ノ勝、奥ノ谷、茶木ノ下。
永禅谷、森勝、岡ケ谷、遠〆のうち「内神川」より東。
「県道三田西インター吉川線」「県道三田西インター線」より北。

大原のうち
本谷。
水取のうち「市道大原貴志線」より北。
「国道176号線」より東で「市道大原友が丘線」より南。

川除のうち
「国道176号線」より北。
「武庫川」「池尻川」より南。

三輪のうち
「市道三輪香下線」「市道三輪ゴルフ場線」より西。
小島田。

三輪一丁目・三丁目・四丁目。
三輪二丁目のうち

「JR福知山線」より北で「市道三輪片浮線」より東。
「JR福知山線」より南で「西谷川」より東で「武庫川」より北。

桑原のうち「山田川」より西。
高次のうち泓、大深、諏訪原、藤野、池谷、狐ヶ谷。
下田中のうち「武庫川」より北で「山田川」より西。
下井沢、上井沢のうち「武庫川」より東。
加茂のうち「青野川」より西。

加東市 南山一丁目～六丁目。
横谷のうち

「県道平木南山線」より西。
魚ケ鼻のうち「県道西脇三田線」より南。
才ノ前のうち「県道平木南山線」より東で「県道西脇三田線」より南。

佐保、沢部。
河高のうち黒石。

姫路市 次の区域を除く。
林田町、船津町、山田町、相野、西脇、太市中、石倉、白鳥台一丁目～三丁目、緑台一丁目・二丁目、刀出、六角、
刀出栄立町、広嶺山。
勝原区のうち

丁。
下太田のうち西山、坂田以外の区域。

花田町のうち「国道2号線」より北のうち加納原田、上原田、小川、勅旨、一本松以外の区域。
別所町のうち

「国道2号線」より北のうち
別所、北宿、佐土、佐土二丁目・三丁目、別所三丁目～五丁目。
佐土新のうち向ヒ畑、向ヒ薬師。

以外の区域。
打越のうち「山陽自動車道」より北。
豊富町のうち

豊富のうち「市川」より西
以外の区域。

飾東町のうち
庄
以外の区域。

香寺町相坂、香寺町岩部、香寺町久畑、香寺町香呂、香寺町田野、香寺町恒屋、香寺町中寺、香寺町中仁野、香寺町中村、
香寺町中屋、香寺町野田、香寺町土師、香寺町広瀬、香寺町溝口、香寺町矢田部、香寺町行重。
安富町安志、安富町植木野、安富町塩野、安富町末広、安富町瀬川、安富町関、安富町狭戸、安富町杤原、安富町長野、安富町名坂、
安富町三坂、安富町三森、安富町皆河。
家島町坊勢、家島町真浦、家島町宮。
夢前町芦田、夢前町莇野、夢前町糸田、夢前町置本、夢前町高長、夢前町護持、夢前町古瀬畑、夢前町古知之庄、夢前町神種、
夢前町塩田、夢前町書写、夢前町新庄、夢前町杉之内、夢前町菅生澗、夢前町玉田、夢前町塚本、夢前町寺、夢前町戸倉、
夢前町野畑、夢前町前之庄、夢前町又坂、夢前町宮置、夢前町山冨、夢前町山之内。

相生市 相生。
太子町 馬場、鵤、米田、糸井、矢田部、立岡、東保、東南、東出、蓮常寺、老原、太田、福地、竹広、沖代。

阿曽のうち「県道門前鵤線」より北。
山田のうち「太子龍野バイパス」より北。

加古川市 次の区域を除く。
上荘町、平荘町、志方町。
八幡町のうち上西条、下村、宗佐、野村、船町。
東神吉町のうち升田、天下原。
西神吉町のうち

鼎、宮前。
辻のうち「法華山谷川」より南で「県道飾東宝殿停車場線」より西以外の区域。

赤穂市 西浜町。
高砂市 次の区域を除く。

阿弥陀町のうち
北山、長尾、地徳。
阿弥陀、北池のうち「国道2号線」より北。
魚橋のうち「国道2号線」より北のうち「法華山谷川」より北および西。

小野市 住吉町、菅田町。
加西市 北条町東高室、鎮岩町、段下町、下宮木町。
たつの市 新宮町光都一丁目～三丁目。

新宮町下莇原のうち「角亀川」より西。
龍野町大道、龍野町富永、龍野町日飼、龍野町堂本、龍野町島田、揖保町揖保中、揖保町今市、揖保町山下。
誉田町福田のうち「国道2号線（太子竜野バイパス）」より南。
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兵庫県　販売エリア

稲美町 和田、幸竹、国岡一丁目～六丁目、国北一丁目・二丁目、蛸草、岡、六分一、国安一丁目～四丁目、森安、国安。
中村のうち高台、山中、溜池の下、八反坪、ソケ谷、山ノ下、石町、古婦、海老子、中、神木戸、道間。
国岡のうち

「県道宗佐土山線」より西で「町道1003号線」より北
以外の区域。

印南のうち「県道六分一神出線」より南で「町道3396号線」より西。
上群町 光都一丁目～三丁目。
佐用町 光都一丁目。
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