
 
 
 
 

 

別添   

みまもりサービス実施局一覧
支社 局名 局名かな 郵便番号 所在地 支社 局名 局名かな 郵便番号 所在地
北海道 登別 のぼりべつ 059-8799 北海道登別市中央町２－１５－１ 中国 新見本町 にいみほんまち 718-0011 岡山県新見市新見８６３

白老 しらおい 059-0999 北海道白老郡白老町大町３－４－２０ 千屋 ちや 718-0199 岡山県新見市千屋１６３５－１
登別駅前 のぼりべつえきまえ 059-0464 北海道登別市登別東町１－５－１２ 井倉 いくら 719-2599 岡山県新見市井倉５５４－２
竹浦 たけうら 059-0642 北海道白老郡白老町竹浦３３－４ 豊永 とよなが 719-2722 岡山県新見市豊永佐伏８９４－１
鷲別 わしべつ 059-0034 北海道登別市鷲別町１－６－１８ 菅生 すごう 718-0211 岡山県新見市菅生６１３３－１
登別温泉 のぼりべつおんせん 059-0599 北海道登別市登別温泉町１２－４ 唐松 からまつ 718-0012 岡山県新見市唐松２９４９－３
虎杖浜 こじょうはま 059-0699 北海道白老郡白老町虎杖浜４７－２ 新見熊谷 にいみくまたに 718-0001 岡山県新見市上熊谷３９８５－７
社台 しゃだい 059-0901 北海道白老郡白老町社台５８－６ 正田 しょうでん 718-0013 岡山県新見市正田２２８－３２
萩野 はぎの 059-0922 北海道白老郡白老町萩野７７－５９ 新見足立 にいみあしだち 718-0006 岡山県新見市足立３８０８
登別富士 のぼりべつふじ 059-0014 北海道登別市富士町７－１－１０ 草間 くさま 719-2641 岡山県新見市草間７４６２－１５
幌別鉄南 ほろべつてつなん 059-0013 北海道登別市幌別町６－４－７ 新見上市 にいみかみいち 718-0005 岡山県新見市上市６１８
登別若草 のぼりべつわかくさ 059-0035 北海道登別市若草町３－６－１ 刑部 おさかべ 719-3599 岡山県新見市大佐小阪部１４６８－４
登別新生 のぼりべつしんせい 059-0032 北海道登別市新生町３－１９－１６ 矢神 やがみ 719-3799 岡山県新見市哲西町矢田１６８５－３

東北 涌谷 わくや 987-0199 宮城県遠田郡涌谷町本町７５ 新郷 にいざと 719-2899 岡山県新見市神郷釜村１１８３－２
本田尻 もとたじり 989-4415 宮城県大崎市田尻町浦２２ 本郷 ほんごう 718-0303 岡山県新見市哲多町本郷６４８－１
本小牛田 もとこごた 987-0004 宮城県遠田郡美里町牛飼新町１８－２ 神代 こうじろ 719-3699 岡山県新見市神郷下神代３９５３－５
小里 おさと 987-0281 宮城県遠田郡涌谷町小里鹿の子１０－１３ 野馳 のち 719-3899 岡山県新見市哲西町八鳥９６９
南郷 なんごう 989-4299 宮城県遠田郡美里町二郷高玉二号７－９ 新砥 あらと 718-0311 岡山県新見市哲多町蚊家４４０６－４
小牛田 こごた 987-8799 宮城県遠田郡美里町藤ケ崎町１２７ 万歳 まんざい 718-0306 岡山県新見市哲多町矢戸７２１－１
田尻 たじり 989-4399 宮城県大崎市田尻沼部富岡浦６－１ 田治部 たじべ 719-3506 岡山県新見市大佐田治部２８６４－１２
大柳 おおやなぎ 989-4204 宮城県遠田郡美里町大柳梅ノ木５－４ 九州 琴 きん 817-2399 長崎県対馬市上対馬町琴８０２－４
北浦駅前 きたうらえきまえ 987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦道祖神前１０－４ 佐須奈 さすな 817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈乙９２５
中埣 なかぞね 987-0024 宮城県遠田郡美里町中埣高畑８７ 鹿見 ししみ 817-1599 長崎県対馬市上県町鹿見１６
陸前大貫 りくぜんおおぬき 989-4302 宮城県大崎市田尻大貫上長根１－４ 対馬佐賀 つしまさか 817-1499 長崎県対馬市峰町佐賀４５９－７

南関東 都留中央二 つるちゅうおうに 402-0052 山梨県都留市中央２－５－８ 比田勝 ひたかつ 817-1799 長崎県対馬市上対馬町比田勝１７５
猿橋 さるはし 409-0617 山梨県大月市猿橋町殿上４２３－５ 志多賀 したか 817-1413 長崎県対馬市峰町志多賀６４３
初狩 はつかり 401-0021 山梨県大月市初狩町下初狩３３８８－３ 仁田 にた 817-1522 長崎県対馬市上県町樫滝５５８－１
小沼 おぬま 403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼１４５４－３ 鰐浦 わにうら 817-1723 長崎県対馬市上対馬町鰐浦８３６
鳥沢 とりさわ 409-0502 山梨県大月市富浜町鳥沢３９５－２ 小鹿 おしか 817-2299 長崎県対馬市上対馬町小鹿１１２
道志 どうし 402-0200 山梨県南都留郡道志村８３４０ 佐護 さご 817-1603 長崎県対馬市上県町佐護北里６５９－１
大月 おおつき 401-8799 山梨県大月市御太刀１－１３－１ 峯 みね 817-1399 長崎県対馬市峰町三根４５０－２４
禾生 かせい 402-0004 山梨県都留市古川渡５３１－１ 伊奈 いな 817-1532 長崎県対馬市上県町伊奈１２７９－２
七保 ななほ 409-0623 山梨県大月市七保町葛野２３７０－１ 厳原 いづはら 817-8799 長崎県対馬市厳原町今屋敷６７６
東桂 ひがしかつら 402-0034 山梨県都留市桂町１４４０－１ 豊玉 とよたま 817-1299 長崎県対馬市豊玉町仁位１５６７－１
笹子 ささご 401-0024 山梨県大月市笹子町吉久保２７ 豆酘 つつ 817-0199 長崎県対馬市厳原町豆酘２５１１－３
宝 たから 402-0046 山梨県都留市中津森８６２－１ 小船越 こふなこし 817-1101 長崎県対馬市美津島町小船越３６０－２
真木 まぎ 401-0016 山梨県大月市大月町真木３５８３ 鶏知 けち 817-0399 長崎県対馬市美津島町鶏知甲５５１
都留朝日 つるあさひ 402-0014 山梨県都留市朝日馬場３０５ 小茂田 こもだ 817-0299 長崎県対馬市厳原町小茂田７１３－１１９
都留上谷 つるかみや 402-0053 山梨県都留市上谷５－１１－１９ 竹敷 たけしき 817-0599 長崎県対馬市美津島町竹敷２０４
梁川 やながわ 409-0503 山梨県大月市梁川町綱の上１４４３ 大船越 おおふなこし 817-0323 長崎県対馬市美津島町大船越３４９
大月駒橋 おおつきこまはし 401-0011 山梨県大月市駒橋３－４－２１ 鴨居瀬 かもいぜ 817-1107 長崎県対馬市美津島町鴨居瀬２４２
都留 つる 402-8799 山梨県都留市下谷３－２－１ 尾崎 おさき 817-0499 長崎県対馬市美津島町尾崎４２４－５

北陸 珠洲 すず 927-1299 石川県珠洲市上戸町北方４－１２９－１ 厳原宮谷 いづはらみやだに 817-0011 長崎県対馬市厳原町宮谷６２
小木 おぎ 927-0553 石川県鳳珠郡能登町小木１５－１３－１ 曽 そ 817-1212 長崎県対馬市豊玉町曽８４２－１
大谷 おおたに 927-1321 石川県珠洲市大谷町１７－１２－１ 浅藻 あさも 817-0153 長崎県対馬市厳原町浅藻１０
三崎 みさき 927-1451 石川県珠洲市三崎町寺家ホ部１１３－３ 小綱 こづな 817-1256 長崎県対馬市豊玉町小綱９－３
松波 まつなみ 927-0699 石川県鳳珠郡能登町松波イ２２－４ 水崎 みずさき 817-1232 長崎県対馬市豊玉町嵯峨５６２－２２
蛸島 たこじま 927-1204 石川県珠洲市蛸島町ナ部４１
宝立 ほうりゅう 927-1222 石川県珠洲市宝立町鵜飼卯４３－５
鵜島 うしま 927-1223 石川県珠洲市宝立町鵜島２１－３４
真脇 まわき 927-0562 石川県鳳珠郡能登町真脇４４－７２－５
正院 しょういん 927-1206 石川県珠洲市正院町正院２１－６７
若山 わかやま 927-1239 石川県珠洲市若山町古蔵丑の部３３－１
白丸 しろまる 927-0607 石川県鳳珠郡能登町白丸３－１８－５
狼煙 のろし 927-1441 石川県珠洲市狼煙町ヘ部９２
珠洲駅前 すずえきまえ 927-1213 石川県珠洲市野々江町シ２７－２  


