
別添

■販売局一覧(373局)
都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東１－２－１

小樽郵便局 047-8799 北海道小樽市色内１－８－１
千歳郵便局新千歳空港内分室 066-0012 北海道千歳市美々
小樽堺町郵便局 047-0027 北海道小樽市堺町６－１４
豊平郵便局 062-8799 北海道札幌市豊平区美園三条６－３－４
札幌南一条郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西５－２０
札幌白石郵便局 003-8799 北海道札幌市白石区平和通７－南４－１
白石北郷二条郵便局 003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条１２－５－４
北海道庁赤れんが前郵便局 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西４－３
帯広郵便局 080-8799 北海道帯広市西三条南８－１０
帯広つつじが丘郵便局 080-2474 北海道帯広市西二十四条南２－２２－１１
釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町１３－２－１
岩見沢郵便局 068-8799 北海道岩見沢市九条西２－１－５
旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通６－２８－１
北見郵便局 090-8799 北海道北見市北六条東１－１－１

青森 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町１－７－２４
青森西郵便局 038-8799 青森県青森市石江岡部４８－１

岩手 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
盛岡北郵便局 020-0199 岩手県盛岡市月が丘３－２８－１

宮城 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町１－７
仙台北郵便局 981-8799 宮城県仙台市青葉区台原３－１７－１０
泉西郵便局 981-3299 宮城県仙台市泉区寺岡６－８－１
若林郵便局 984-8799 宮城県仙台市若林区南小泉梅木４３
仙台南郵便局 982-0011 宮城県仙台市太白区長町７－２１－１２
泉郵便局 981-3199 宮城県仙台市泉区将監８－１０－３
仙台東郵便局 983-8799 宮城県仙台市宮城野区原町６－２－３２

秋田 土崎郵便局 011-8799 秋田県秋田市土崎港中央３－６－１０
秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

山形 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町１－７－２４
山形南郵便局 990-9799 山形県山形市白山１－１３－８

福島 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０
いわき郵便局 970-8799 福島県いわき市平正月町４９－１
郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日２－２４－６

茨城 水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
土浦郵便局 300-8799 茨城県土浦市城北町２－２１
常陸太田郵便局 313-8799 茨城県常陸太田市宮本町２３５２
守谷郵便局 302-0199 茨城県守谷市本町７０１－２
ひたちなか郵便局 312-8799 茨城県ひたちなか市石川町２８－１
嘉田生崎郵便局 308-0834 茨城県筑西市西石田１３４１－２
谷田部松代郵便局 305-0035 茨城県つくば市松代４－２００－１

栃木 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
大田原郵便局 324-8799 栃木県大田原市新富町１－９－８
日光郵便局 321-1499 栃木県日光市中鉢石町８９６－１

群馬 前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町１－６－５
高崎郵便局 370-8799 群馬県高崎市高松町５－６
前橋東郵便局 379-2199 群馬県前橋市山王町２－４０－１４
桐生宮前町郵便局 376-0046 群馬県桐生市宮前町１－５－１９

埼玉 さいたま中央郵便局 336-8799 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
熊谷郵便局 360-8799 埼玉県熊谷市本町２－７
春日部郵便局 344-8799 埼玉県春日部市中央１－５２－７
久喜郵便局 346-8799 埼玉県久喜市本町３－１７－１
東松山郵便局 355-8799 埼玉県東松山市本町２－１０－２７
本庄郵便局 367-8799 埼玉県本庄市本庄１－２－２
草加郵便局 340-8799 埼玉県草加市栄町３－８－１
所沢郵便局 359-8799 埼玉県所沢市並木１－３
鳩ヶ谷郵便局 334-8799 埼玉県川口市坂下町１－６－１２
越谷郵便局 343-8799 埼玉県越谷市大沢４－６－１５
北本郵便局 364-8799 埼玉県北本市緑１－１６７
秩父上町郵便局 368-0035 埼玉県秩父市上町２－１３－３
大宮宮原郵便局 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町４－１２－１
越谷柳田郵便局 343-0815 埼玉県越谷市元柳田町９－２９
新座石神郵便局 352-0033 埼玉県新座市石神４－４－２２

特別切手帳「春夏花鳥図屏風」を発売日に郵便窓口で販売する郵便局
※下表の郵便局においても、品切れの場合はお取り寄せとなる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
　　また、発行部数が3万部のため、売り切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。



都道府県 局名 郵便番号 住所
埼玉 越谷大里郵便局 343-0031 埼玉県越谷市大里２５５－２

所沢西郵便局 359-1199 埼玉県所沢市若狭２－２５９４－１
さいたま新都心郵便局 330-9799 埼玉県さいたま市中央区新都心３－１

千葉 若葉郵便局 264-8799 千葉県千葉市中央区中央２－９－１０
流山郵便局 270-0199 千葉県流山市西初石４－１４２３－１
野田郵便局 278-8799 千葉県野田市野田６１７－３
松戸郵便局 271-8799 千葉県松戸市松戸１７４３－８
茂原郵便局 297-8799 千葉県茂原市茂原２４８
八千代郵便局 276-8799 千葉県八千代市ゆりのき台１－１－１
市原南郵便局 290-0299 千葉県市原市山田７１４
我孫子郵便局 270-1199 千葉県我孫子市天王台６－８－１５
習志野郵便局 275-8799 千葉県習志野市津田沼２－５－１
柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町６－２９
茂原大芝郵便局 297-0033 千葉県茂原市大芝３８２－６
船橋東郵便局 274-8799 千葉県船橋市習志野台２－５０－１２
我孫子湖北台郵便局 270-1132 千葉県我孫子市湖北台３－１－４
松戸北郵便局 270-8799 千葉県松戸市小金原６－６－３
花見川郵便局 262-8799 千葉県千葉市花見川区さつきが丘１－３０－１
千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
茂原緑ヶ丘郵便局 297-0065 千葉県茂原市緑ケ丘１－４１－１
美浜郵便局 261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂４－１－１

東京 練馬中村郵便局 176-0023 東京都練馬区中村北３－１５－５
葛飾堀切郵便局 124-0006 東京都葛飾区堀切４－１１－２
荻窪郵便局 167-8799 東京都杉並区桃井２－３－２
田園調布郵便局 145-8799 東京都大田区南雪谷２－２１－１
新宿下落合三郵便局 161-0033 東京都新宿区下落合３－１８－５
足立柳原郵便局 120-0022 東京都足立区柳原１－９－１４
大田鵜の木郵便局 146-0091 東京都大田区鵜の木２－３－１
保谷東伏見郵便局 202-0021 東京都西東京市東伏見６－６－１５
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽４－４－２
西麻布郵便局 106-0031 東京都港区西麻布１－８－１１
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８
本所一郵便局 130-0004 東京都墨田区本所１－２５－７
城東郵便局 136-8799 東京都江東区大島３－１５－２
羽田空港郵便局 144-0041 東京都大田区羽田空港３－３－２
東浅草郵便局 111-0025 東京都台東区東浅草１－２１－６
西ヶ原四郵便局 114-0024 東京都北区西ケ原４－１－３
東京大学内郵便局 113-0033 東京都文京区本郷７－３－１
東京ドームシティ郵便局 112-0004 東京都文京区後楽１－３－６１
足立北郵便局 121-8799 東京都足立区竹の塚３－９－２０
湯島二郵便局 113-0034 東京都文京区湯島２－２１－１
板橋北郵便局 174-8799 東京都板橋区志村３－２４－１６
小金井郵便局 184-8799 東京都小金井市本町５－３８－２０
千代田霞が関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関１－３－２
荏原郵便局 142-8799 東京都品川区西中延１－７－２３
東久留米郵便局 203-8799 東京都東久留米市中央町１－１－４４
杉並南郵便局 168-8799 東京都杉並区浜田山４－５－５
足立西郵便局 123-8799 東京都足立区西新井本町４－４－３０
八王子西郵便局 193-8799 東京都八王子市散田町５－２７－７
千代田四番町郵便局 102-0081 東京都千代田区四番町４－８
板橋西郵便局 175-8799 東京都板橋区高島平３－１２－１
府中車返団地内郵便局 183-0011 東京都府中市白糸台５－２５－１
麻布郵便局 106-8799 東京都港区麻布台１－６－１９
牛込郵便局 162-8799 東京都新宿区北山伏町１－５
小石川郵便局 112-8799 東京都文京区小石川４－４－２
本郷郵便局 113-8799 東京都文京区本郷６－１－１５
神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町２－１２
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷１－５－１２
浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草１－１－１
足立郵便局 120-8799 東京都足立区千住曙町４２－４
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋３－１８－１
大森郵便局 143-8799 東京都大田区山王３－９－１３
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋３－２２－５
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
銀座みゆき通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座６－８－３
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋２－１－１
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町２－１４－３６
鶴川郵便局 195-8799 東京都町田市大蔵町４４６



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 品川郵便局 140-8799 東京都品川区東大井５－２３－３４

京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地４－２－２
蒲田郵便局 144-8799 東京都大田区蒲田本町１－２－８
練馬北町郵便局 179-0081 東京都練馬区北町１－３２－５
世田谷駒沢郵便局 154-0012 東京都世田谷区駒沢３－１５－２
台東谷中郵便局 110-0001 東京都台東区谷中２－５－２３
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野２－２７－１
西新橋郵便局 105-0003 東京都港区西新橋１－５－１３
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町７－２１－１
武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町１－７
青梅郵便局 198-8799 東京都青梅市東青梅１－１３－２
町田郵便局 194-8799 東京都町田市旭町３－２－２２
あきる野郵便局 190-0199 東京都あきる野市秋川３－２－１
西東京郵便局 188-8799 東京都西東京市田無町３－２－２
文京千駄木三郵便局 113-0022 東京都文京区千駄木３－４１－３
日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋１－１８－１
江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島１－１９－２４
小岩郵便局 133-8799 東京都江戸川区南小岩８－１－１０
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北６－４－２
青梅藤橋郵便局 198-0022 東京都青梅市藤橋２－１１７－４
石神井郵便局 177-8799 東京都練馬区石神井台３－３－７
武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保３－１－２６
目黒郵便局 152-8799 東京都目黒区目黒本町１－１５－１６
八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野１－６－７
赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂８－４－１７
新宿小滝橋郵便局 169-0075 東京都新宿区高田馬場４－４０－１１
杉並郵便局 166-8799 東京都杉並区成田東４－３８－１４
荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川３－２－１
葛飾郵便局 124-8799 東京都葛飾区四つ木２－２８－１
葛西郵便局 134-8799 東京都江戸川区中葛西１－３－１
日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋２－２－１０
世田谷岡本郵便局 157-0076 東京都世田谷区岡本１－３０－７
瑞江駅前郵便局 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町２－１０－４
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘２－９－７
台東一郵便局 110-0016 東京都台東区台東１－２３－５
多摩桜ヶ丘郵便局 206-0013 東京都多摩市桜ヶ丘４－１－２
五日市伊奈郵便局 190-0142 東京都あきる野市伊奈４６６－５
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２

神奈川 横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通５－３
横浜中郵便局 231-0057 神奈川県横浜市中区曙町２－３１
横須賀郵便局 238-8799 神奈川県横須賀市小川町８
横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
厚木郵便局 243-8799 神奈川県厚木市田村町２－１８
藤沢郵便局 251-8799 神奈川県藤沢市藤沢１１５－２
鎌倉郵便局 248-8799 神奈川県鎌倉市小町１－１０－３
川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２
平塚郵便局 254-8799 神奈川県平塚市追分１－３３
二宮郵便局 259-0199 神奈川県中郡二宮町二宮４００－８
鶴見郵便局 230-8799 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－２２－１
平塚幸町郵便局 254-0804 神奈川県平塚市幸町２４－２
寒川郵便局 253-0199 神奈川県高座郡寒川町宮山１８７
淵野辺郵便局 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺４－１３－６
横浜浅間町郵便局 220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町１－１５－３
港北郵便局 222-8799 神奈川県横浜市港北区菊名６－２０－１８
横浜永田郵便局 232-0072 神奈川県横浜市南区永田東３－１５－３
港南郵便局 233-8799 神奈川県横浜市港南区最戸１－２０－６
横浜笹下郵便局 234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下２－４－２３
厚木妻田郵便局 243-0812 神奈川県厚木市妻田北１－２－３
小田原飯田岡郵便局 250-0854 神奈川県小田原市飯田岡４９６－１０
さがみ野駅前郵便局 252-0005 神奈川県座間市さがみ野２－２－２３
和田河原駅前郵便局 250-0112 神奈川県南足柄市和田河原５１８－３
相模原上鶴間郵便局 252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間５－１－２２
都筑郵便局 224-8799 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３３－１

新潟 新潟中郵便局 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通７番町１０１８
長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町２－６－１
加茂郵便局 959-1399 新潟県加茂市青海町１－１－３５
長岡西郵便局 940-2099 新潟県長岡市上除町西１－４０２
湯沢郵便局 949-6199 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢３－７－４



都道府県 局名 郵便番号 住所
新潟 城内郵便局 949-7137 新潟県南魚沼市上原１２０－２２

長岡東神田郵便局 940-0035 新潟県長岡市東神田２－２－１８
新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６

富山 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り６－６
高岡郵便局 933-8799 富山県高岡市御馬出町３４
大沢野郵便局 939-2299 富山県富山市上大久保９４８
富山柳町郵便局 930-0016 富山県富山市柳町１－２－１５

石川 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町１－１
金石郵便局 920-0339 石川県金沢市木曳野１－２１４
松任郵便局 924-8799 石川県白山市八ツ矢町６０９
押水郵便局 929-1399 石川県羽咋郡宝達志水町今浜ト１４１－２
金沢駅内郵便局 920-0858 石川県金沢市木ノ新保町１－１

福井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８
勝山郵便局 911-8799 福井県勝山市本町２－１０－２０
武生郵便局 915-8799 福井県越前市中央１－１０－３０
福井新田塚郵便局 910-0067 福井県福井市新田塚１－２０－１５

山梨 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町６－１０
富士吉田郵便局 403-8799 山梨県富士吉田市中曽根３－１－１

長野 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町１０８５－４
松本郵便局 390-8799 長野県松本市中央２－７－５
仁礼郵便局 382-0034 長野県須坂市仁礼４５４－１
外様郵便局 389-2418 長野県飯山市寿７９３－１５
長野東郵便局 381-8799 長野県長野市東和田７０８－１

岐阜 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町１－３－２
大垣郵便局 503-8799 岐阜県大垣市郭町４－１
羽島郵便局 501-6299 岐阜県羽島市竹鼻町日吉町１２５－１
高山郵便局 506-8799 岐阜県高山市名田町５－９５－１

静岡 静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町１－９
沼津郵便局 410-8799 静岡県沼津市寿町１－２５
浜松郵便局 430-8799 静岡県浜松市中区旭町８－１
吉原郵便局 417-8799 静岡県富士市国久保２－１－２５
富士宮郵便局 418-8799 静岡県富士宮市若の宮町４７５
清水郵便局 424-8799 静岡県静岡市清水区辻１－９－２７
浜松鷺宮郵便局 435-0056 静岡県浜松市東区小池町１
広見郵便局 417-0864 静岡県富士市広見本町３－３

愛知 名古屋中郵便局 460-8799 愛知県名古屋市中区大須３－１－１０
豊橋郵便局 440-8799 愛知県豊橋市神明町１０６
刈谷郵便局 448-8799 愛知県刈谷市寿町２－５０５
名古屋東郵便局 461-8799 愛知県名古屋市東区白壁５－１１
豊明郵便局 470-1199 愛知県豊明市阿野町滑１－８
名東郵便局 465-8799 愛知県名古屋市名東区一社４－１６６
千種郵便局 464-8799 愛知県名古屋市千種区今池４－９－１８
名古屋昭和橋郵便局 454-0836 愛知県名古屋市中川区福船町５－１－１１
中村郵便局 453-8799 愛知県名古屋市中村区大宮町３－４７
守山郵便局 463-8799 愛知県名古屋市守山区小幡中２－１－６７
豊橋松山郵便局 440-0877 愛知県豊橋市南松山町１０６
名古屋天満通郵便局 464-0095 愛知県名古屋市千種区天満通２－２２－１
瑞穂郵便局 467-8799 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通２－３７
名古屋中日ビル内郵便局 460-0008 愛知県名古屋市中区栄４－１－１
名古屋北郵便局 462-8799 愛知県名古屋市北区辻本通２－２０－１
中川郵便局 454-8799 愛知県名古屋市中川区吉良町９８－１
名古屋中央郵便局 450-8998 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－１

三重 津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央１－１
桑名郵便局 511-8799 三重県桑名市中央町３－４３
鈴鹿郵便局 513-8799 三重県鈴鹿市西条４－９６
白山川口郵便局 515-2603 三重県津市白山町川口１９３３－１

滋賀 大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜１－４
草津郵便局 525-8799 滋賀県草津市西渋川１－３－３８

京都 右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町１６
東山郵便局 605-8799 京都府京都市東山区大和大路通五条下る石垣町西側４２
京都中央郵便局 600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２
山科郵便局 607-8799 京都府京都市山科区西野阿芸沢町１－５
中京郵便局 604-8799 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町３０番地
京都四条柳馬場郵便局 600-8071 京都府京都市下京区柳馬場通四条下る相之町１３３
亀岡郵便局 621-8799 京都府亀岡市追分町谷筋２５－１７
宇治郵便局 611-8799 京都府宇治市宇治蔭山６
京都北郵便局 603-8799 京都府京都市北区紫竹下本町３９



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪 門真郵便局 571-8799 大阪府門真市一番町４－８

東住吉郵便局 546-8799 大阪府大阪市東住吉区今川８－８－２５
住吉郵便局 558-8799 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－１０－１
枚方北郵便局 573-1199 大阪府枚方市牧野北町５－２０
天王寺郵便局 543-8799 大阪府大阪市天王寺区上汐５－５－１２
泉佐野郵便局関西空港分室 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８
住之江郵便局 559-8799 大阪府大阪市住之江区新北島５－２－１８
大正郵便局 551-8799 大阪府大阪市大正区三軒家東４－３－２２
枚岡郵便局 579-8799 大阪府東大阪市鷹殿町１９－７
交野郵便局 576-8799 大阪府交野市私部３－２－２５
東成郵便局 537-8799 大阪府大阪市東成区東今里３－１３－１１
寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町４－５
大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－３－１
平野郵便局 547-8799 大阪府大阪市平野区平野西３－１－５
泉大津郵便局 595-8799 大阪府泉大津市小松町１－８５
鳳郵便局 593-8799 大阪府堺市西区津久野町１－７－９
大東郵便局 574-8799 大阪府大東市曙町３－２０
豊中郵便局大阪国際空港内分室 560-0036 大阪府豊中市螢池西町３－５５５
柏原郵便局 582-8799 大阪府柏原市大正３－１－３０
守口郵便局 570-8799 大阪府守口市日吉町２－５－２
堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６
岸和田郵便局 596-8799 大阪府岸和田市沼町３３－３３
西成郵便局 557-8799 大阪府大阪市西成区岸里２－３－２９
大阪駅前第２ビル内郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－２－２
生野郵便局 544-8799 大阪府大阪市生野区勝山南３－２－２
大阪四天王寺郵便局 543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢阪２－４－２３
四條畷楠公郵便局 575-0036 大阪府四條畷市雁屋南町２７－３５
浪速郵便局 556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中３－１０－１
豊中南郵便局 561-8799 大阪府豊中市穂積２－２－８

兵庫 須磨北郵便局 654-0199 兵庫県神戸市須磨区西落合１－１－１０
神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町２１０
東灘郵便局 658-8799 兵庫県神戸市東灘区住吉東町２－２－１７
尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通２－１１－１
姫路南郵便局 672-8799 兵庫県姫路市飾磨区中島１１３９－２９
有野郵便局 651-1399 兵庫県神戸市北区藤原台北町６－１９
灘郵便局 657-8799 兵庫県神戸市灘区大石東町３－２－８
芦屋駅前郵便局 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２－１－１１７
神戸海岸通郵便局 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通２－４－１３

奈良 奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町５－３－３
和歌山 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁４

和歌山本町郵便局 640-8033 和歌山県和歌山市本町４－６３
鳥取 米子郵便局 683-8799 鳥取県米子市弥生町１０

鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１
島根 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町１３８

出雲郵便局 693-8799 島根県出雲市駅南町３－１５－１
岡山 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下２－１－１

倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形１－８－１５
落合郵便局 719-3199 岡山県真庭市落合垂水５１０－２
美袋郵便局 719-1399 岡山県総社市美袋１８２４－６
かもがた町家郵便局 719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方２２４－１
平川郵便局 716-0311 岡山県高梁市備中町平川６５１１－６
水島郵便局 712-8799 岡山県倉敷市水島北幸町２－１
岡山東郵便局 703-8799 岡山県岡山市中区原尾島４－１－１３

広島 福山郵便局 720-8799 広島県福山市東桜町３－４
尾道郵便局 722-8799 広島県尾道市土堂２－１－２０
三原郵便局 723-8799 広島県三原市城町２－１３－３３
安芸西条郵便局 739-8799 広島県東広島市西条栄町１０－３８
海田郵便局 736-8799 広島県安芸郡海田町曙町１０－３４
呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央２－１－１
玖波郵便局 739-0651 広島県大竹市玖波２－３－２
宇品郵便局 734-8799 広島県広島市南区宇品東１－１－６３
呉吉浦郵便局 737-0853 広島県呉市吉浦中町１－３－４
広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
福山東深津郵便局 721-0974 広島県福山市東深津町２－６－１５
福山東郵便局 721-8799 広島県福山市引野町５－３１－６
広島東郵便局 732-8799 広島県広島市南区松原町２－６２



都道府県 局名 郵便番号 住所
山口 山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央１－１－１

徳山郵便局 745-8799 山口県周南市御幸通１－３
小月郵便局 750-1199 山口県下関市小月本町１－９－７
由宇郵便局 740-1499 山口県岩国市由宇町中央１－８－１０
厚狭郵便局 757-8799 山口県山陽小野田市厚狭１－６－３０
岩国郵便局 740-8799 山口県岩国市麻里布町２－６－８
宇部郵便局 755-8799 山口県宇部市常盤町２－１－２３
下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町２－１２－１２
光郵便局 743-8799 山口県光市中央４－１－１
和木郵便局 740-0061 山口県玖珂郡和木町和木４－３－１８

徳島 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町１－２
香川 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町１－１５
愛媛 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町３－５－２

東予郵便局 799-1399 愛媛県西条市三津屋南１１－２９
高知 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町１－１０－１８
福岡 久留米郵便局 830-8799 福岡県久留米市日吉町２３－７

北九州中央郵便局 802-8799 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１
福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
大牟田郵便局 836-8799 福岡県大牟田市不知火町１－４－７
筑紫野郵便局 818-8799 福岡県筑紫野市二日市南２－１３－１５
八幡南郵便局 807-8799 福岡県北九州市八幡西区八枝４－３－２１
二島郵便局 808-0199 福岡県北九州市若松区二島５－８－１４
粕屋南郵便局 811-2299 福岡県糟屋郡志免町田富伊賀杭１６２－１
八女祈祷院郵便局 834-0025 福岡県八女市祈祷院１２３－７
博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１
北九州市役所内郵便局 803-0813 福岡県北九州市小倉北区城内１－１

長崎 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町１－１
佐世保郵便局 857-8799 長崎県佐世保市京坪町３－１０
佐々郵便局 857-0399 長崎県北松浦郡佐々町本田原免１８８－７

熊本 熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
熊本東郵便局 862-8799 熊本県熊本市東区錦ケ丘１－１０

大分 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町３－４－１８
臼杵平清水郵便局 875-0053 大分県臼杵市福良１８６９－３

宮崎 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４
鹿児島 鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町１－２

川辺郵便局 897-0299 鹿児島県南九州市川辺町平山６６２３
鹿児島東郵便局 892-8799 鹿児島県鹿児島市山下町３－３

沖縄 那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川３－３－８
羽地郵便局 905-1199 沖縄県名護市仲尾次４８８
美栄橋郵便局 900-0015 沖縄県那覇市久茂地１－１－１


