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828 高槻市 赤大路町
829 高槻市 芥川町１丁目
830 高槻市 芥川町２丁目
831 高槻市 芥川町３丁目
832 高槻市 芥川町４丁目
833 高槻市 明田町
834 高槻市 朝日町
835 高槻市 安満北の町
836 高槻市 安満新町
837 高槻市 安満中の町
838 高槻市 安満西の町
839 高槻市 安満東の町
840 高槻市 天川新町
841 高槻市 井尻１丁目
842 高槻市 井尻２丁目
843 高槻市 今城町
844 高槻市 美しが丘２丁目
845 高槻市 永楽町
846 高槻市 大冠町１丁目
847 高槻市 大冠町３丁目
848 高槻市 大塚町１丁目
849 高槻市 大塚町２丁目
850 高槻市 大塚町３丁目
851 高槻市 大塚町４丁目
852 高槻市 大塚町５丁目
853 高槻市 大手町
854 高槻市 大畑町
855 高槻市 岡本町
856 高槻市 梶原４丁目
857 高槻市 梶原６丁目
858 高槻市 梶原中村町
859 高槻市 春日町
860 高槻市 上田辺町
861 高槻市 上土室１丁目
862 高槻市 上土室２丁目
863 高槻市 上土室６丁目
864 高槻市 唐崎北３丁目
865 高槻市 唐崎西１丁目
866 高槻市 唐崎西２丁目
867 高槻市 川添２丁目
868 高槻市 川西町１丁目
869 高槻市 川西町２丁目
870 高槻市 上牧北駅前町
871 高槻市 上牧南駅前町
872 高槻市 北大樋町
873 高槻市 北園町
874 高槻市 北柳川町
875 高槻市 京口町
876 高槻市 高西町
877 高槻市 大字神内
878 高槻市 神内２丁目
879 高槻市 古曽部町１丁目
880 高槻市 古曽部町２丁目
881 高槻市 寿町１丁目
882 高槻市 寿町２丁目
883 高槻市 紺屋町
884 高槻市 五領町
885 高槻市 幸町
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886 高槻市 栄町１丁目
887 高槻市 桜町
888 高槻市 沢良木町
889 高槻市 芝生町１丁目
890 高槻市 芝生町２丁目
891 高槻市 芝生町３丁目
892 高槻市 芝生町４丁目
893 高槻市 清水台１丁目
894 高槻市 下田部町１丁目
895 高槻市 下田部町２丁目
896 高槻市 庄所町
897 高槻市 昭和台町１丁目
898 高槻市 昭和台町２丁目
899 高槻市 城西町
900 高槻市 城内町
901 高槻市 城北町１丁目
902 高槻市 城北町２丁目
903 高槻市 須賀町
904 高槻市 辻子１丁目
905 高槻市 辻子２丁目
906 高槻市 辻子３丁目
907 高槻市 高槻町
908 高槻市 玉川１丁目
909 高槻市 玉川２丁目
910 高槻市 玉川３丁目
911 高槻市 玉川新町
912 高槻市 大学町
913 高槻市 大蔵司１丁目
914 高槻市 大蔵司３丁目
915 高槻市 大和２丁目
916 高槻市 千代田町
917 高槻市 塚原２丁目
918 高槻市 月見町
919 高槻市 堤町
920 高槻市 津之江町１丁目
921 高槻市 津之江町２丁目
922 高槻市 天神町１丁目
923 高槻市 天神町２丁目
924 高槻市 天王町
925 高槻市 出丸町
926 高槻市 桃園町
927 高槻市 殿町
928 高槻市 富田丘町
929 高槻市 富田町１丁目
930 高槻市 富田町２丁目
931 高槻市 富田町３丁目
932 高槻市 富田町４丁目
933 高槻市 富田町５丁目
934 高槻市 富田町６丁目
935 高槻市 中川町
936 高槻市 奈佐原１丁目
937 高槻市 奈佐原２丁目
938 高槻市 南平台１丁目
939 高槻市 南平台５丁目
940 高槻市 西大樋町
941 高槻市 西冠１丁目
942 高槻市 西冠２丁目
943 高槻市 西冠３丁目
944 高槻市 西真上１丁目
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945 高槻市 西真上２丁目
946 高槻市 西町
947 高槻市 西五百住町
948 高槻市 如是町
949 高槻市 野田１丁目
950 高槻市 野田２丁目
951 高槻市 野田３丁目
952 高槻市 野田４丁目
953 高槻市 登町
954 高槻市 野見町
955 高槻市 萩之庄３丁目
956 高槻市 萩之庄５丁目
957 高槻市 白梅町
958 高槻市 柱本５丁目
959 高槻市 柱本６丁目
960 高槻市 柱本新町
961 高槻市 柱本南町
962 高槻市 八丁畷町
963 高槻市 八丁西町
964 高槻市 土室町
965 高槻市 番田１丁目
966 高槻市 番田２丁目
967 高槻市 東天川２丁目
968 高槻市 東天川３丁目
969 高槻市 東上牧１丁目
970 高槻市 東五百住町２丁目
971 高槻市 東五百住町３丁目
972 高槻市 氷室町１丁目
973 高槻市 氷室町２丁目
974 高槻市 氷室町４丁目
975 高槻市 氷室町６丁目
976 高槻市 日向町
977 高槻市 深沢町１丁目
978 高槻市 藤の里町
979 高槻市 別所新町
980 高槻市 別所中の町
981 高槻市 別所本町
982 高槻市 紅茸町
983 高槻市 真上町１丁目
984 高槻市 真上町２丁目
985 高槻市 真上町５丁目
986 高槻市 真上町６丁目
987 高槻市 牧田町
988 高槻市 松川町
989 高槻市 松が丘１丁目
990 高槻市 松原町
991 高槻市 緑が丘１丁目
992 高槻市 緑が丘２丁目
993 高槻市 緑が丘３丁目
994 高槻市 緑町
995 高槻市 南芥川町
996 高槻市 南大樋町
997 高槻市 南庄所町
998 高槻市 南松原町
999 高槻市 宮が谷町
1000 高槻市 宮田町１丁目
1001 高槻市 宮田町２丁目
1002 高槻市 宮田町３丁目
1003 高槻市 紫町
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1004 高槻市 名神町
1005 高槻市 柳川町１丁目
1006 高槻市 柳川町２丁目
1007 高槻市 若松町
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