
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
青森 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町1-7-24
岩手 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通1-13-45
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
秋田 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
福島 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町10-30
東京 東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2-7-2

日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋2-2-10
港虎ノ門三郵便局 105-0001 東京都港区虎ﾉ門3-10-4
虎ノ門郵便局 105-0001 東京都港区虎ﾉ門1-7-12
神谷町郵便局 105-0001 東京都港区虎ﾉ門4-1-8
西新橋郵便局 105-0003 東京都港区西新橋1-5-13
新橋郵便局 105-0004 東京都港区新橋1-6-9
新橋四郵便局 105-0004 東京都港区新橋4-30-6

ニュー新橋ビル内郵便局 105-0004 東京都港区新橋2-16-1
芝公園郵便局 105-0011 東京都港区芝公園1-8-12

機械振興会館内郵便局 105-0011 東京都港区芝公園3-5-8
港浜松町郵便局 105-0012 東京都港区芝大門2-4-18
芝大門郵便局 105-0012 東京都港区芝大門1-1-13
芝三郵便局 105-0014 東京都港区芝3-4-13
芝一郵便局 105-0014 東京都港区芝1-11-15
港竹芝郵便局 105-0022 東京都港区海岸1-16-1

東芝ビル内郵便局 105-0023 東京都港区芝浦1-1-1
シーバンスＮ館内郵便局 105-0023 東京都港区芝浦1-2-1
世界貿易センター内郵便局 105-6101 東京都港区浜松町2-4-1
汐留シティセンター郵便局 105-7190 東京都港区東新橋1-5-2

芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋3-22-5
西麻布郵便局 106-0031 東京都港区西麻布1-8-11

乃木坂駅前郵便局 106-0032 東京都港区六本木7-3-7
六本木駅前郵便局 106-0032 東京都港区六本木6-7-10

全特六本木ビル内郵便局 106-0032 東京都港区六本木1-7-27
麻布十番郵便局 106-0045 東京都港区麻布十番2-3-5
南麻布五郵便局 106-0047 東京都港区南麻布5-16-10
南麻布二郵便局 106-0047 東京都港区南麻布2-6-17

六本木ヒルズ郵便局 106-6106 東京都港区六本木6-10-1
麻布郵便局 106-8799 東京都港区麻布台1-6-19
赤坂七郵便局 107-0052 東京都港区赤坂7-6-38

小松ビル内郵便局 107-0052 東京都港区赤坂2-3-6
赤坂通郵便局 107-0052 東京都港区赤坂2-6-24

赤坂一ツ木通郵便局 107-0052 東京都港区赤坂3-20-6
外苑前郵便局 107-0062 東京都港区南青山2-27-23

アーク森ビル内郵便局 107-6003 東京都港区赤坂1-12-32
東京ミッドタウン郵便局 107-6203 東京都港区赤坂9-7-1

赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂8-4-17
慶應義塾前郵便局 108-0014 東京都港区芝5-13-18
港芝四郵便局 108-0014 東京都港区芝4-13-1
港芝五郵便局 108-0014 東京都港区芝5-27-14

芝浦海岸通郵便局 108-0023 東京都港区芝浦4-13-23
港芝浦郵便局 108-0023 東京都港区芝浦3-4-17
港白金台郵便局 108-0071 東京都港区白金台3-2-10
港白金三郵便局 108-0072 東京都港区白金3-1-8

三田国際ビル内郵便局 108-0073 東京都港区三田1-4-28
港三田四郵便局 108-0073 東京都港区三田4-1-31
高輪二郵便局 108-0074 東京都港区高輪2-4-10
品川駅前郵便局 108-0074 東京都港区高輪3-25-27
高輪台郵便局 108-0074 東京都港区高輪3-10-2

泉岳寺駅前郵便局 108-0074 東京都港区高輪2-20-30
港港南郵便局 108-0075 東京都港区港南2-4-13

品川インターシティ郵便局 108-6101 東京都港区港南2-15-2
高輪郵便局 108-8799 東京都港区三田3-8-6

お台場海浜公園前郵便局 135-0091 東京都港区台場1-5-4-301
渋谷青山通郵便局 150-0001 東京都渋谷区神宮前5-52-2
神宮前六郵便局 150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-28
渋谷神宮前郵便局 150-0001 東京都渋谷区神宮前2-18-14
渋谷三郵便局 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-15
渋谷東二郵便局 150-0011 東京都渋谷区東2-22-14
渋谷橋郵便局 150-0012 東京都渋谷区広尾1-3-15
渋谷広尾郵便局 150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-18
渋谷広尾四郵便局 150-0012 東京都渋谷区広尾4-1-21
渋谷恵比寿郵便局 150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-10-7
恵比寿駅前郵便局 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-2-11

恵比寿駅ビル内郵便局 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5
渋谷桜丘郵便局 150-0031 東京都渋谷区桜丘町12-6
渋谷代官山郵便局 150-0033 東京都渋谷区猿楽町23-3
渋谷神南郵便局 150-0041 東京都渋谷区神南1-21-1

放送センター内郵便局 150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 渋谷道玄坂郵便局 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-19-13

渋谷中央街郵便局 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-2
渋谷松濤郵便局 150-0046 東京都渋谷区松濤1-29-24

恵比寿ガーデンプレイス郵便局 150-6003 東京都渋谷区恵比寿4-20-3
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1-12-13

渋谷千駄ケ谷郵便局 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-23-7
代々木駅前通郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木1-18-15
代々木三郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木3-35-10
代々木五郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木5-55-6
代々木二郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木2-2-13
新宿駅南口郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木2-10-8
元代々木郵便局 151-0062 東京都渋谷区元代々木町30-8

渋谷富ケ谷一郵便局 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-9-17
渋谷富ケ谷二郵便局 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷2-18-22
渋谷上原郵便局 151-0064 東京都渋谷区上原1-36-13
渋谷本町二郵便局 151-0071 東京都渋谷区本町2-3-14
渋谷本町五郵便局 151-0071 東京都渋谷区本町5-43-4
渋谷幡ヶ谷郵便局 151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷2-56-5
幡ヶ谷南郵便局 151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-32-3
渋谷笹塚郵便局 151-0073 東京都渋谷区笹塚2-21-1
笹塚駅前郵便局 151-0073 東京都渋谷区笹塚1-48-14
代々木郵便局 151-8799 東京都渋谷区西原1-42-2
目黒本町郵便局 152-0002 東京都目黒区目黒本町6-12-16

目黒碑文谷四郵便局 152-0003 東京都目黒区碑文谷4-16-2
目黒碑文谷二郵便局 152-0003 東京都目黒区碑文谷2-5-8
目黒鷹番郵便局 152-0004 東京都目黒区鷹番1-14-4
目黒原町郵便局 152-0012 東京都目黒区洗足1-11-20
目黒南三郵便局 152-0013 東京都目黒区南3-3-11

目黒柿ノ木坂郵便局 152-0023 東京都目黒区八雲1-3-4
目黒八雲五郵便局 152-0023 東京都目黒区八雲5-10-17
目黒八雲二郵便局 152-0023 東京都目黒区八雲2-24-18
目黒緑が丘郵便局 152-0034 東京都目黒区緑が丘1-19-6
目黒自由が丘郵便局 152-0035 東京都目黒区自由が丘2-11-19

目黒郵便局 152-8799 東京都目黒区目黒本町1-15-16
目黒駒場郵便局 153-0041 東京都目黒区駒場1-9-6
目黒東山一郵便局 153-0043 東京都目黒区東山1-1-1
目黒東山二郵便局 153-0043 東京都目黒区東山2-15-17
目黒大橋郵便局 153-0044 東京都目黒区大橋1-10-1-103
上目黒四郵便局 153-0051 東京都目黒区上目黒4-21-13
中目黒駅前郵便局 153-0051 東京都目黒区上目黒2-15-8
目黒五本木郵便局 153-0053 東京都目黒区五本木1-22-5
目黒三田郵便局 153-0062 東京都目黒区三田2-4-10
目黒四郵便局 153-0063 東京都目黒区目黒4-9-14
目黒三郵便局 153-0063 東京都目黒区目黒3-1-26
下目黒郵便局 153-0064 東京都目黒区下目黒3-2-3
目黒中町郵便局 153-0065 東京都目黒区中町2-48-31
世田谷池尻郵便局 154-0001 東京都世田谷区池尻3-28-5
世田谷淡島郵便局 154-0001 東京都世田谷区池尻4-38-13
世田谷下馬郵便局 154-0002 東京都世田谷区下馬1-41-4
世田谷下馬二郵便局 154-0002 東京都世田谷区下馬2-20-5
学芸大学前郵便局 154-0002 東京都世田谷区下馬6-38-6
世田谷野沢郵便局 154-0003 東京都世田谷区野沢3-39-10
世田谷太子堂郵便局 154-0004 東京都世田谷区太子堂3-18-3
三軒茶屋駅前郵便局 154-0004 東京都世田谷区太子堂4-22-5
世田谷上馬郵便局 154-0011 東京都世田谷区上馬4-2-5
世田谷上馬一郵便局 154-0011 東京都世田谷区上馬1-15-14
世田谷駒沢郵便局 154-0012 東京都世田谷区駒沢3-15-2
世田谷駒沢二郵便局 154-0012 東京都世田谷区駒沢2-61-1
世田谷桜新町郵便局 154-0015 東京都世田谷区桜新町1-14-23
世田谷弦巻郵便局 154-0016 東京都世田谷区弦巻2-33-15
世田谷一郵便局 154-0017 東京都世田谷区世田谷1-25-8
世田谷四郵便局 154-0017 東京都世田谷区世田谷4-16-11
豪徳寺駅前郵便局 154-0021 東京都世田谷区豪徳寺1-38-6
世田谷梅丘郵便局 154-0022 東京都世田谷区梅丘3-14-16
世田谷若林三郵便局 154-0023 東京都世田谷区若林3-16-4
世田谷若林四郵便局 154-0023 東京都世田谷区若林4-3-9
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋2-1-1

世田谷北沢郵便局 155-0031 東京都世田谷区北沢2-40-8
世田谷北沢三郵便局 155-0031 東京都世田谷区北沢3-2-8
池ノ上駅前郵便局 155-0032 東京都世田谷区代沢2-42-11
世田谷代沢郵便局 155-0032 東京都世田谷区代沢5-30-4
新代田駅前郵便局 155-0033 東京都世田谷区代田5-29-7
世田谷大原郵便局 156-0041 東京都世田谷区大原2-18-5
世田谷羽根木郵便局 156-0042 東京都世田谷区羽根木1-26-8
東松原駅前郵便局 156-0043 東京都世田谷区松原5-4-11
世田谷明大前郵便局 156-0043 東京都世田谷区松原1-38-12
梅ケ丘駅前郵便局 156-0043 東京都世田谷区松原6-2-9
世田谷赤堤郵便局 156-0044 東京都世田谷区赤堤5-43-17



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 世田谷赤堤二郵便局 156-0044 東京都世田谷区赤堤2-44-8

世田谷桜上水五郵便局 156-0045 東京都世田谷区桜上水5-6-20
世田谷桜上水一郵便局 156-0045 東京都世田谷区桜上水1-22-5
経堂駅前郵便局 156-0051 東京都世田谷区宮坂3-11-7
世田谷桜郵便局 156-0053 東京都世田谷区桜3-26-2

世田谷桜丘三郵便局 156-0054 東京都世田谷区桜丘3-28-2
世田谷桜丘二郵便局 156-0054 東京都世田谷区桜丘2-8-13
世田谷桜丘五郵便局 156-0054 東京都世田谷区桜丘5-28-11
千歳船橋駅前郵便局 156-0055 東京都世田谷区船橋1-3-3
世田谷船橋郵便局 156-0055 東京都世田谷区船橋4-2-10
世田谷八幡山郵便局 156-0056 東京都世田谷区八幡山1-12-8
八幡山駅前郵便局 156-0056 東京都世田谷区八幡山3-34-15
千歳郵便局 156-8799 東京都世田谷区経堂1-40-1

世田谷北烏山郵便局 157-0061 東京都世田谷区北烏山3-26-6
世田谷北烏山八郵便局 157-0061 東京都世田谷区北烏山8-3-17
千歳烏山郵便局 157-0062 東京都世田谷区南烏山6-29-8

芦花公園駅前郵便局 157-0062 東京都世田谷区南烏山1-12-17
世田谷粕谷郵便局 157-0063 東京都世田谷区粕谷4-13-14
世田谷給田郵便局 157-0064 東京都世田谷区給田3-28-5

世田谷上祖師谷郵便局 157-0065 東京都世田谷区上祖師谷7-16-8
世田谷上祖師谷二郵便局 157-0065 東京都世田谷区上祖師谷2-7-10
成城学園前郵便局 157-0066 東京都世田谷区成城6-16-30
世田谷成城二郵便局 157-0066 東京都世田谷区成城2-15-23
喜多見駅前郵便局 157-0067 東京都世田谷区喜多見9-1-1

世田谷喜多見三郵便局 157-0067 東京都世田谷区喜多見3-21-22
世田谷千歳台郵便局 157-0071 東京都世田谷区千歳台5-7-11
祖師谷大蔵駅前郵便局 157-0072 東京都世田谷区祖師谷3-27-1
世田谷祖師谷四郵便局 157-0072 東京都世田谷区祖師谷4-23-21
世田谷砧郵便局 157-0073 東京都世田谷区砧3-17-4
世田谷岡本郵便局 157-0076 東京都世田谷区岡本1-30-7
世田谷鎌田郵便局 157-0077 東京都世田谷区鎌田2-23-10
成城郵便局 157-8799 東京都世田谷区成城8-30-25

世田谷深沢郵便局 158-0081 東京都世田谷区深沢4-35-5
世田谷深沢一郵便局 158-0081 東京都世田谷区深沢1-9-9
世田谷等々力郵便局 158-0082 東京都世田谷区等々力3-9-1
尾山台駅前郵便局 158-0082 東京都世田谷区等々力5-5-12
世田谷奥沢郵便局 158-0083 東京都世田谷区奥沢2-10-7
世田谷九品仏郵便局 158-0083 東京都世田谷区奥沢8-15-9
東玉川郵便局 158-0084 東京都世田谷区東玉川1-40-11

世田谷中町郵便局 158-0091 東京都世田谷区中町5-16-6
世田谷野毛郵便局 158-0092 東京都世田谷区野毛1-5-13
世田谷上野毛郵便局 158-0093 東京都世田谷区上野毛1-34-15
二子玉川郵便局 158-0094 東京都世田谷区玉川2-20-1
世田谷瀬田郵便局 158-0096 東京都世田谷区玉川台2-10-4
世田谷用賀郵便局 158-0097 東京都世田谷区用賀3-18-8
用賀駅前郵便局 158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-1
玉川郵便局 158-8799 東京都世田谷区等々力8-22-1
落合郵便局 161-8799 東京都中野区東中野4-27-21
中野三郵便局 164-0001 東京都中野区中野3-37-10
中野五郵便局 164-0001 東京都中野区中野5-50-9

中野サンクォーレ内郵便局 164-0001 東京都中野区中野4-3-1
中野上高田郵便局 164-0002 東京都中野区上高田3-19-9
中野上高田一郵便局 164-0002 東京都中野区上高田1-35-3
中野中央一郵便局 164-0003 東京都中野区東中野1-9-1
東中野郵便局 164-0003 東京都中野区東中野5-11-11

新中野駅前郵便局 164-0011 東京都中野区中央5-6-2
中野本町五郵便局 164-0012 東京都中野区本町5-33-11
中野本町三郵便局 164-0012 東京都中野区本町3-31-10
中野新橋駅前郵便局 164-0012 東京都中野区本町3-2-5
中野坂上郵便局 164-0012 東京都中野区本町1-32-2
中野弥生郵便局 164-0013 東京都中野区弥生町1-19-8
中野南台郵便局 164-0014 東京都中野区南台3-37-8
中野南台二郵便局 164-0014 東京都中野区南台2-51-10
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野2-27-1

中野丸山郵便局 165-0021 東京都中野区丸山1-2-6
中野江古田三郵便局 165-0022 東京都中野区江古田3-10-1
中野沼袋郵便局 165-0025 東京都中野区沼袋3-26-12
中野新井郵便局 165-0026 東京都中野区新井1-31-9
中野野方五郵便局 165-0027 東京都中野区野方5-3-1
富士見台駅前郵便局 165-0031 東京都中野区上鷺宮4-15-6
鷺ノ宮駅前郵便局 165-0032 東京都中野区鷺宮4-34-8
中野鷺宮北郵便局 165-0032 東京都中野区鷺宮2-5-9
中野鷺宮五郵便局 165-0032 東京都中野区鷺宮5-23-8
中野若宮郵便局 165-0033 東京都中野区若宮3-37-10
中野大和町郵便局 165-0034 東京都中野区大和町1-64-1
中野白鷺郵便局 165-0035 東京都中野区白鷺2-35-12
中野北郵便局 165-8799 東京都中野区丸山1-28-10

阿佐谷北三郵便局 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北3-40-15



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 阿佐谷北六郵便局 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北6-9-5

高円寺北三郵便局 166-0002 東京都杉並区高円寺北3-10-6
高円寺駅前郵便局 166-0002 東京都杉並区高円寺北2-20-7
高円寺中央通郵便局 166-0003 東京都杉並区高円寺南4-2-6
新高円寺駅前郵便局 166-0003 東京都杉並区高円寺南2-16-3
高円寺南三郵便局 166-0003 東京都杉並区高円寺南3-37-21
阿佐谷駅前郵便局 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-35-8
阿佐谷南三郵便局 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-13-6
東高円寺郵便局 166-0012 東京都杉並区和田3-60-15
杉並和田郵便局 166-0012 東京都杉並区和田2-40-7
杉並聖堂前郵便局 166-0012 東京都杉並区和田2-9-10
杉並堀ノ内郵便局 166-0013 東京都杉並区堀ﾉ内1-12-6
杉並松ノ木郵便局 166-0014 東京都杉並区松ﾉ木2-33-4
杉並成田西郵便局 166-0016 東京都杉並区成田西1-29-5
杉並郵便局 166-8799 東京都杉並区成田東4-38-14

杉並井草郵便局 167-0021 東京都杉並区井草2-26-7
杉並下井草郵便局 167-0022 東京都杉並区下井草3-30-14
下井草南郵便局 167-0022 東京都杉並区下井草1-25-13
杉並上井草郵便局 167-0023 東京都杉並区上井草3-31-25
井荻駅前郵便局 167-0023 東京都杉並区上井草1-23-23
杉並本天沼郵便局 167-0031 東京都杉並区本天沼3-40-10
杉並四面道郵便局 167-0032 東京都杉並区天沼3-12-4
杉並今川四郵便局 167-0035 東京都杉並区今川4-20-7
杉並今川三郵便局 167-0035 東京都杉並区今川3-14-17
杉並善福寺郵便局 167-0041 東京都杉並区善福寺1-4-5
西荻窪郵便局 167-0042 東京都杉並区西荻北2-13-5

杉並西荻北郵便局 167-0042 東京都杉並区西荻北4-31-2
西友荻窪郵便局 167-0043 東京都杉並区上荻1-9-1
荻窪四郵便局 167-0051 東京都杉並区荻窪4-22-11
荻窪川南郵便局 167-0051 東京都杉並区荻窪2-31-7
荻窪二郵便局 167-0051 東京都杉並区荻窪2-4-31

杉並西荻南郵便局 167-0053 東京都杉並区西荻南2-22-9
杉並松庵郵便局 167-0054 東京都杉並区松庵2-17-3
荻窪郵便局 167-8799 東京都杉並区桃井2-3-2

杉並方南二郵便局 168-0062 東京都杉並区方南2-12-12
杉並和泉郵便局 168-0063 東京都杉並区和泉1-31-6
杉並和泉二郵便局 168-0063 東京都杉並区和泉2-36-3
杉並永福郵便局 168-0064 東京都杉並区永福2-50-19
杉並浜田山郵便局 168-0065 東京都杉並区浜田山3-36-18
杉並西永福郵便局 168-0065 東京都杉並区浜田山3-6-1
高井戸駅前郵便局 168-0072 東京都杉並区高井戸東2-26-9
杉並高井戸東郵便局 168-0072 東京都杉並区高井戸東4-19-30
杉並下高井戸郵便局 168-0073 東京都杉並区下高井戸1-40-8
杉並桜上水郵便局 168-0073 東京都杉並区下高井戸1-23-9
杉並上高井戸郵便局 168-0074 東京都杉並区上高井戸1-30-50
杉並宮前五郵便局 168-0081 東京都杉並区宮前5-19-18
杉並宮前三郵便局 168-0081 東京都杉並区宮前3-31-20
杉並久我山郵便局 168-0082 東京都杉並区久我山3-18-12

杉並富士見ヶ丘郵便局 168-0082 東京都杉並区久我山5-1-22
杉並南郵便局 168-8799 東京都杉並区浜田山4-5-5
西巣鴨四郵便局 170-0001 東京都豊島区西巣鴨4-13-10
西巣鴨一郵便局 170-0001 東京都豊島区西巣鴨1-9-3
巣鴨郵便局 170-0002 東京都豊島区巣鴨4-26-1

駒込駅前郵便局 170-0003 東京都豊島区駒込1-44-9
大塚駅前郵便局 170-0004 東京都豊島区北大塚2-25-6
豊島南大塚郵便局 170-0005 東京都豊島区南大塚1-48-7
池袋本町郵便局 170-0011 東京都豊島区池袋本町4-4-14
池袋本町三郵便局 170-0011 東京都豊島区池袋本町3-23-5
上池袋郵便局 170-0012 東京都豊島区上池袋1-9-8
東池袋郵便局 170-0013 東京都豊島区東池袋5-10-8
池袋駅前郵便局 170-0013 東京都豊島区東池袋1-17-1

池袋サンシャイン通郵便局 170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-3
サンシャイン６０内郵便局 170-6090 東京都豊島区東池袋3-1-1

豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋3-18-1
池袋郵便局 171-0014 東京都豊島区池袋2-40-13
池袋四郵便局 171-0014 東京都豊島区池袋4-25-13

立教学院内郵便局 171-0021 東京都豊島区西池袋5-10-14
西池袋郵便局 171-0021 東京都豊島区西池袋3-22-13

東京芸術劇場郵便局 171-0021 東京都豊島区西池袋1-8-1
南池袋郵便局 171-0022 東京都豊島区南池袋2-24-1

池袋グリーン通郵便局 171-0022 東京都豊島区南池袋2-30-14
雑司が谷郵便局 171-0032 東京都豊島区雑司が谷2-7-14
豊島高田郵便局 171-0033 東京都豊島区高田3-40-12
豊島千川一郵便局 171-0041 東京都豊島区千川1-14-8
豊島高松郵便局 171-0042 東京都豊島区高松1-11-13

豊島千川駅前郵便局 171-0043 東京都豊島区要町3-11-4
豊島要町一郵便局 171-0043 東京都豊島区要町1-8-16
豊島千早郵便局 171-0044 東京都豊島区千早2-2-8



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 豊島長崎一郵便局 171-0051 東京都豊島区長崎1-16-16

豊島長崎郵便局 171-0051 東京都豊島区長崎4-25-1
豊島長崎六郵便局 171-0051 東京都豊島区長崎6-20-1
豊島南長崎郵便局 171-0052 東京都豊島区南長崎4-27-5
豊島南長崎六郵便局 171-0052 東京都豊島区南長崎6-9-12
板橋四郵便局 173-0004 東京都板橋区板橋4-62-4
新板橋郵便局 173-0012 東京都板橋区大和町6-11
大山駅前郵便局 173-0014 東京都板橋区大山東町16-6
中板橋郵便局 173-0016 東京都板橋区中板橋13-8
板橋弥生郵便局 173-0021 東京都板橋区弥生町12-8

板橋ハッピーロード郵便局 173-0023 東京都板橋区大山町3-3
板橋中丸郵便局 173-0026 東京都板橋区中丸町17-14

板橋大谷口北郵便局 173-0031 東京都板橋区大谷口北町76-4
板橋大谷口郵便局 173-0032 東京都板橋区大谷口上町49-8
板橋大山郵便局 173-0033 東京都板橋区大山西町52-12
板橋幸町郵便局 173-0034 東京都板橋区幸町37-2
板橋向原郵便局 173-0036 東京都板橋区向原2-24-27
板橋小茂根郵便局 173-0037 東京都板橋区小茂根2-31-10
板橋郵便局 173-8799 東京都板橋区板橋2-42-1

板橋舟渡郵便局 174-0041 東京都板橋区舟渡2-5-10
志村橋郵便局 174-0043 東京都板橋区坂下3-25-2
板橋坂下郵便局 174-0043 東京都板橋区坂下1-16-10
板橋坂下一郵便局 174-0043 東京都板橋区坂下1-3-1
板橋蓮根郵便局 174-0046 東京都板橋区蓮根2-31-10
板橋蓮沼郵便局 174-0052 東京都板橋区蓮沼町23-7
板橋清水郵便局 174-0053 東京都板橋区清水町20-5
板橋志村郵便局 174-0056 東京都板橋区志村1-12-27
板橋富士見郵便局 174-0062 東京都板橋区富士見町31-6
板橋中台郵便局 174-0064 東京都板橋区中台1-34-7
板橋中台二郵便局 174-0064 東京都板橋区中台2-30-15
板橋常盤台郵便局 174-0071 東京都板橋区常盤台1-30-9
板橋常盤台三郵便局 174-0071 東京都板橋区常盤台3-16-11
板橋南常盤台郵便局 174-0072 東京都板橋区南常盤台1-20-3
板橋東新町郵便局 174-0074 東京都板橋区東新町2-56-2
上板橋郵便局 174-0076 東京都板橋区上板橋2-2-13
板橋北郵便局 174-8799 東京都板橋区志村3-24-16
板橋西台郵便局 175-0045 東京都板橋区西台3-18-11

板橋新河岸団地内郵便局 175-0081 東京都板橋区新河岸2-10-15-107
大東文化学園内郵便局 175-0082 東京都板橋区高島平1-9-1
板橋高島平郵便局 175-0082 東京都板橋区高島平5-10-11
板橋高島平七郵便局 175-0082 東京都板橋区高島平7-27-1
板橋西台駅前郵便局 175-0082 東京都板橋区高島平9-3-14
板橋徳丸郵便局 175-0083 東京都板橋区徳丸2-28-9
板橋徳丸三郵便局 175-0083 東京都板橋区徳丸3-10-8
板橋徳丸五郵便局 175-0083 東京都板橋区徳丸5-5-5
板橋三園郵便局 175-0091 東京都板橋区三園1-22-23
板橋赤塚郵便局 175-0092 東京都板橋区赤塚6-40-11
赤塚三郵便局 175-0092 東京都板橋区赤塚3-7-12

板橋赤塚新町郵便局 175-0093 東京都板橋区赤塚新町1-25-10
板橋成増郵便局 175-0094 東京都板橋区成増1-28-10

板橋成増ヶ丘郵便局 175-0094 東京都板橋区成増3-13-1
板橋西郵便局 175-8799 東京都板橋区高島平3-12-1
練馬二郵便局 176-0001 東京都練馬区練馬2-21-7
練馬四郵便局 176-0001 東京都練馬区練馬4-25-14

練馬桜台二郵便局 176-0002 東京都練馬区桜台2-17-13
練馬小竹郵便局 176-0004 東京都練馬区小竹町2-42-4
練馬旭丘郵便局 176-0005 東京都練馬区旭丘1-76-3
練馬桜台郵便局 176-0011 東京都練馬区豊玉上2-22-14
練馬豊玉郵便局 176-0013 東京都練馬区豊玉中2-27-2
練馬豊玉中郵便局 176-0013 東京都練馬区豊玉中1-17-1
練馬貫井郵便局 176-0021 東京都練馬区貫井5-10-4
練馬中村郵便局 176-0023 東京都練馬区中村北3-15-5
練馬中村二郵便局 176-0024 東京都練馬区中村2-5-10
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北6-4-2

練馬谷原郵便局 177-0032 東京都練馬区谷原2-2-23
練馬高野台郵便局 177-0033 東京都練馬区高野台5-39-11

練馬高野台駅前郵便局 177-0033 東京都練馬区高野台1-7-3
練馬富士見台四郵便局 177-0034 東京都練馬区富士見台4-11-12
練馬南田中郵便局 177-0035 東京都練馬区南田中3-5-6
練馬南田中二郵便局 177-0035 東京都練馬区南田中2-14-3
石神井公園駅前郵便局 177-0041 東京都練馬区石神井町3-25-11
石神井四郵便局 177-0041 東京都練馬区石神井町4-28-13
下石神井三郵便局 177-0042 東京都練馬区下石神井3-7-1
上石神井郵便局 177-0044 東京都練馬区上石神井1-17-13

練馬下石神井通郵便局 177-0044 東京都練馬区上石神井3-9-1
練馬上石神井北郵便局 177-0044 東京都練馬区上石神井4-8-9
石神井台六郵便局 177-0045 東京都練馬区石神井台6-15-8
練馬関町郵便局 177-0051 東京都練馬区関町北2-3-4



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 武蔵関駅前郵便局 177-0051 東京都練馬区関町北4-6-11

練馬関一郵便局 177-0053 東京都練馬区関町南1-6-1
練馬立野郵便局 177-0054 東京都練馬区立野町8-7
石神井郵便局 177-8799 東京都練馬区石神井台3-3-7

練馬大泉学園郵便局 178-0061 東京都練馬区大泉学園町6-11-44
練馬大泉学園北郵便局 178-0061 東京都練馬区大泉学園町8-32-2
練馬大泉二郵便局 178-0062 東京都練馬区大泉町2-51-1
練馬大泉四郵便局 178-0062 東京都練馬区大泉町4-28-13
練馬東大泉三郵便局 178-0063 東京都練馬区東大泉3-19-14
練馬東大泉四郵便局 178-0063 東京都練馬区東大泉4-31-8
練馬東大泉七郵便局 178-0063 東京都練馬区東大泉7-35-25
練馬東大泉二郵便局 178-0063 東京都練馬区東大泉2-15-8
練馬南大泉五郵便局 178-0064 東京都練馬区南大泉5-21-24
練馬南大泉一郵便局 178-0064 東京都練馬区南大泉1-15-38
練馬南大泉三郵便局 178-0064 東京都練馬区南大泉3-19-34
練馬西大泉三郵便局 178-0065 東京都練馬区西大泉3-32-5
練馬西大泉五郵便局 178-0065 東京都練馬区西大泉5-34-49
練馬西大泉二郵便局 178-0065 東京都練馬区西大泉2-1-32

大泉郵便局 178-8799 東京都練馬区大泉学園町4-20-23
練馬旭町郵便局 179-0071 東京都練馬区旭町2-43-11

練馬光が丘団地内郵便局 179-0072 東京都練馬区光が丘5-5-6
練馬田柄郵便局 179-0073 東京都練馬区田柄3-14-3
練馬田柄東郵便局 179-0073 東京都練馬区田柄1-19-21
練馬田柄二郵便局 179-0073 東京都練馬区田柄2-19-36
練馬春日郵便局 179-0074 東京都練馬区春日町6-1-3
練馬春日南郵便局 179-0074 東京都練馬区春日町1-12-3
練馬春日二郵便局 179-0074 東京都練馬区春日町2-7-31
練馬高松郵便局 179-0075 東京都練馬区高松6-7-9
練馬高松三郵便局 179-0075 東京都練馬区高松3-21-19
練馬土支田郵便局 179-0076 東京都練馬区土支田2-29-16
練馬北町郵便局 179-0081 東京都練馬区北町1-32-5
練馬平和台郵便局 179-0083 東京都練馬区平和台4-21-12
練馬平和台一郵便局 179-0083 東京都練馬区平和台1-38-25
練馬氷川台郵便局 179-0084 東京都練馬区氷川台4-49-1
練馬早宮郵便局 179-0085 東京都練馬区早宮3-9-22
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘2-9-7

小金井緑町郵便局 184-0003 東京都小金井市緑町2-2-12
小金井本町郵便局 184-0004 東京都小金井市本町4-21-12
小金井東町郵便局 184-0011 東京都小金井市東町4-12-2
小金井東二郵便局 184-0011 東京都小金井市東町2-1-6
東小金井駅前郵便局 184-0011 東京都小金井市東町4-43-7
小金井前原三郵便局 184-0013 東京都小金井市前原町3-40-1
小金井前原五郵便局 184-0013 東京都小金井市前原町5-9-24
小金井貫井南郵便局 184-0014 東京都小金井市貫井南町4-3-7
小金井貫井北郵便局 184-0015 東京都小金井市貫井北町2-19-3
小金井郵便局 184-8799 東京都小金井市本町5-38-20

国分寺本多郵便局 185-0011 東京都国分寺市本多5-10-3
国分寺本町郵便局 185-0012 東京都国分寺市本町4-7-3

国分寺東恋ケ窪四郵便局 185-0014 東京都国分寺市東恋ヶ窪4-21-18
国分寺南郵便局 185-0021 東京都国分寺市南町3-13-3
国分寺泉郵便局 185-0024 東京都国分寺市泉町3-6-7

国分寺富士本郵便局 185-0031 東京都国分寺市富士本1-1-20
国分寺内藤郵便局 185-0033 東京都国分寺市内藤2-9-1
国分寺光郵便局 185-0034 東京都国分寺市光町3-16-25
国立駅北口郵便局 185-0034 東京都国分寺市光町1-41-6
国分寺西町郵便局 185-0035 東京都国分寺市西町3-26-8
国分寺郵便局 185-8799 東京都国分寺市日吉町4-1-10
国立北郵便局 186-0001 東京都国立市北3-24-2
国立東郵便局 186-0002 東京都国立市東4-4-29
国立旭通郵便局 186-0002 東京都国立市東1-15-33

国立富士見台郵便局 186-0003 東京都国立市富士見台1-7
国立駅前郵便局 186-0004 東京都国立市中1-17-26
国立西郵便局 186-0005 東京都国立市西1-8-34

中央郵政研修所内郵便局 186-0005 東京都国立市西2-18-4
国立谷保郵便局 186-0011 東京都国立市谷保6249
国立天神下郵便局 186-0011 東京都国立市谷保5859
国立郵便局 186-8799 東京都国立市富士見台2-43-4

花小金井駅前郵便局 187-0002 東京都小平市花小金井1-9-13-101
小平花小金井五郵便局 187-0002 東京都小平市花小金井8-34-3
小平天神郵便局 187-0004 東京都小平市天神町1-1-21
小平鈴木二郵便局 187-0011 東京都小平市鈴木町2-186-8
小平回田町郵便局 187-0013 東京都小平市回田町278-25
小平上水南郵便局 187-0021 東京都小平市上水南町2-3-23
小平上水本町郵便局 187-0022 東京都小平市上水本町1-31-9
たかの台駅前郵便局 187-0024 東京都小平市たかの台39-3

小平ブリヂストン前郵便局 187-0031 東京都小平市小川東町1-22-12
小平上宿郵便局 187-0032 東京都小平市小川町1-625
小平小川西郵便局 187-0035 東京都小平市小川西町3-7-12



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 小平駅前郵便局 187-0041 東京都小平市美園町2-2-24

小平仲町郵便局 187-0042 東京都小平市仲町630
小平喜平郵便局 187-0044 東京都小平市喜平町3-2-5-102

小平学園西町郵便局 187-0045 東京都小平市学園西町1-37-16
一橋学園駅前郵便局 187-0045 東京都小平市学園西町2-28-29

小平郵便局 187-8799 東京都小平市小川東町5-16-1
ひばりが丘郵便局 188-0001 東京都西東京市谷戸町3-25-3
田無緑町郵便局 188-0002 東京都西東京市緑町3-5-19
田無西原郵便局 188-0004 東京都西東京市西原町5-4-17
田無南町二郵便局 188-0012 東京都西東京市南町2-1-15
田無向台郵便局 188-0012 東京都西東京市南町5-14-23
田無芝久保郵便局 188-0014 東京都西東京市芝久保町1-3-1
田無北芝久保郵便局 188-0014 東京都西東京市芝久保町4-14-2
田無芝久保二郵便局 188-0014 東京都西東京市芝久保町2-14-33
西東京郵便局 188-8799 東京都西東京市田無町3-2-2

東村山秋津郵便局 189-0001 東京都東村山市秋津町3-10-10
新秋津駅前郵便局 189-0001 東京都東村山市秋津町5-36-2
東村山青葉郵便局 189-0002 東京都東村山市青葉町2-4-43
萩山駅前郵便局 189-0012 東京都東村山市萩山町1-2-6
八坂駅前郵便局 189-0013 東京都東村山市栄町3-10-22
東村山栄町郵便局 189-0013 東京都東村山市栄町1-15-56
久米川駅前郵便局 189-0013 東京都東村山市栄町2-8-10

東村山市役所前郵便局 189-0014 東京都東村山市本町4-7
東村山諏訪郵便局 189-0021 東京都東村山市諏訪町1-21-10
東村山野口郵便局 189-0022 東京都東村山市野口町3-14-24
東村山郵便局 189-8799 東京都東村山市本町2-1-2

立川けやき台郵便局 190-0001 東京都立川市若葉町1-13-2
立川若葉町郵便局 190-0001 東京都立川市若葉町4-25-1
立川幸郵便局 190-0002 東京都立川市幸町1-13-2
立川幸四郵便局 190-0002 東京都立川市幸町4-56-9
立川栄郵便局 190-0003 東京都立川市栄町2-45-6
立川柏町郵便局 190-0004 東京都立川市柏町4-51-1
立川高松郵便局 190-0011 東京都立川市高松町3-17-2

ファーレ立川郵便局 190-0012 東京都立川市曙町2-34-7
立川富士見郵便局 190-0013 東京都立川市富士見町1-12-5
立川富士見六郵便局 190-0013 東京都立川市富士見町6-15-2
立川錦郵便局 190-0022 東京都立川市錦町1-11-10

立川錦町四郵便局 190-0022 東京都立川市錦町4-11-18
立川柴崎郵便局 190-0023 東京都立川市柴崎町3-14-4
砂川郵便局 190-0031 東京都立川市砂川町1-52-13

立川大山郵便局 190-0032 東京都立川市上砂町3-11-17
立川松中郵便局 190-0033 東京都立川市一番町5-8-23
立川西砂郵便局 190-0034 東京都立川市西砂町5-26-1
増戸郵便局 190-0142 東京都あきる野市伊奈1044-4

五日市伊奈郵便局 190-0142 東京都あきる野市伊奈466-5
五日市仲町郵便局 190-0164 東京都あきる野市五日市35

武蔵五日市駅前郵便局 190-0166 東京都あきる野市舘谷台25-1
乙津郵便局 190-0174 東京都あきる野市乙津1997
大久野郵便局 190-0181 東京都西多摩郡日の出町大久野1177
平井郵便局 190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井1186

あきる野郵便局 190-0199 東京都あきる野市秋川3-2-1
檜原郵便局 190-0212 東京都西多摩郡檜原村467
瑞穂郵便局 190-1213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵20-1

瑞穂むさし野郵便局 190-1214 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野2-54-5
瑞穂長岡郵便局 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡4-1-4
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町2-14-36

日野新町郵便局 191-0002 東京都日野市新町3-3-13
日野台郵便局 191-0003 東京都日野市日野台4-31-3
日野駅前郵便局 191-0011 東京都日野市日野本町4-2-8
日野北郵便局 191-0012 東京都日野市日野1047-3
日野神明郵便局 191-0016 東京都日野市神明1-11-12
日野下田郵便局 191-0024 東京都日野市万願寺2-29-29
日野高幡郵便局 191-0031 東京都日野市高幡1003-2
日野百草郵便局 191-0033 東京都日野市百草999
百草園駅前郵便局 191-0034 東京都日野市落川416-6
日野南平郵便局 191-0041 東京都日野市南平8-14-21
日野高幡台郵便局 191-0042 東京都日野市程久保650
七生郵便局 191-0043 東京都日野市平山5-19-2

豊田駅前郵便局 191-0053 東京都日野市豊田4-24-11
日野多摩平郵便局 191-0062 東京都日野市多摩平2-4-1
日野多摩平六郵便局 191-0062 東京都日野市多摩平6-39-3
日野旭が丘郵便局 191-0065 東京都日野市旭が丘3-3-7
日野郵便局 191-8799 東京都日野市宮345

八王子丹木郵便局 192-0003 東京都八王子市丹木町3-107-1
八王子中野郵便局 192-0015 東京都八王子市中野町2545-21

八王子宇津木台郵便局 192-0023 東京都八王子市久保山町2-43-6
八王子宇津木郵便局 192-0024 東京都八王子市宇津木町627
八王子左入郵便局 192-0024 東京都八王子市宇津木町798-1



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 北八王子駅前郵便局 192-0032 東京都八王子市石川町2955-13

八王子高倉郵便局 192-0033 東京都八王子市高倉町40-7
八王子中野上町郵便局 192-0041 東京都八王子市中野上町1-32-13
八王子中野上町一郵便局 192-0041 東京都八王子市中野上町1-3-10
八王子中野上町五郵便局 192-0041 東京都八王子市中野上町5-5-9
八王子中野山王郵便局 192-0042 東京都八王子市中野山王3-6-4-108
八王子富士見郵便局 192-0044 東京都八王子市富士見町4-1
八王子大和田郵便局 192-0045 東京都八王子市大和田町3-20-15
八王子明神町郵便局 192-0046 東京都八王子市明神町4-2-2-105
八王子市役所前郵便局 192-0051 東京都八王子市元本郷町3-17-2
八王子追分町郵便局 192-0056 東京都八王子市追分町10-15
八王子大横郵便局 192-0062 東京都八王子市大横町2-1

八王子元横山町郵便局 192-0063 東京都八王子市元横山町3-9-2
八王子寺町郵便局 192-0073 東京都八王子市寺町49-5
八王子横山町郵便局 192-0081 東京都八王子市横山町10-19
八王子駅前郵便局 192-0083 東京都八王子市旭町9-1
上恩方郵便局 192-0156 東京都八王子市上恩方町2135
恩方郵便局 192-0199 東京都八王子市西寺方町69-2

中央大学内郵便局 192-0351 東京都八王子市東中野742-1
大塚・帝京大学駅前郵便局 192-0352 東京都八王子市大塚9-1
八王子松が谷郵便局 192-0354 東京都八王子市松が谷11-2
京王堀之内駅前郵便局 192-0363 東京都八王子市別所2-1
八王子南大沢郵便局 192-0364 東京都八王子市南大沢3-9
八王子南大沢五郵便局 192-0364 東京都八王子市南大沢5-14-4
南大沢駅前郵便局 192-0364 東京都八王子市南大沢2-23
八王子由木郵便局 192-0372 東京都八王子市下柚木2-7-9
八王子上柚木郵便局 192-0373 東京都八王子市上柚木682-1
八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野1-6-7

八王子上野町郵便局 192-0902 東京都八王子市上野町38-6
八王子子安郵便局 192-0904 東京都八王子市子安町4-6-14
八王子子安南郵便局 192-0904 東京都八王子市子安町2-29-12
八王子北野郵便局 192-0911 東京都八王子市打越町344-4
八王子絹ケ丘郵便局 192-0912 東京都八王子市絹ｹ丘2-21-15
八王子片倉郵便局 192-0914 東京都八王子市片倉町439-1
八王子片倉台郵便局 192-0914 東京都八王子市片倉町1101-61
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町7-21-1
下川口郵便局 193-0801 東京都八王子市川口町3279

八王子川口東郵便局 193-0801 東京都八王子市川口町3737-1
八王子犬目郵便局 193-0802 東京都八王子市犬目町132-3
元八王子郵便局 193-0816 東京都八王子市大楽寺町408
八王子川町郵便局 193-0821 東京都八王子市川町281-4
八王子弐分方郵便局 193-0822 東京都八王子市弐分方町4-15
八王子横川郵便局 193-0823 東京都八王子市横川町536-3
八王子長房郵便局 193-0824 東京都八王子市長房町588
元八王子三郵便局 193-0826 東京都八王子市元八王子町3-2256
八王子並木町郵便局 193-0831 東京都八王子市並木町12-10
めじろ台駅前郵便局 193-0833 東京都八王子市めじろ台4-1-1
八王子千人町郵便局 193-0835 東京都八王子市千人町4-6-4
京王高尾駅前郵便局 193-0845 東京都八王子市初沢町1231-16
八王子台町郵便局 193-0931 東京都八王子市台町4-46-3
八王子緑町郵便局 193-0932 東京都八王子市緑町291-6
八王子小比企郵便局 193-0934 東京都八王子市小比企町1774
八王子椚田郵便局 193-0942 東京都八王子市椚田町203
八王子狭間通郵便局 193-0942 東京都八王子市椚田町1214-1

八王子グリーンヒル寺田郵便局 193-0943 東京都八王子市寺田町432-101-102
八王子館町郵便局 193-0944 東京都八王子市館町1097
八王子西郵便局 193-8799 東京都八王子市散田町5-27-7

町田つくし野郵便局 194-0001 東京都町田市つくし野1-36-12
町田南つくし野郵便局 194-0002 東京都町田市南つくし野2-31-22

南郵便局 194-0004 東京都町田市鶴間182
グランベリーモール郵便局 194-0004 東京都町田市鶴間3-3-1

原町田郵便局 194-0013 東京都町田市原町田3-7-11
原町田六郵便局 194-0013 東京都町田市原町田6-17-1
町田駅前郵便局 194-0013 東京都町田市原町田4-1-14
町田高ケ坂郵便局 194-0014 東京都町田市高ヶ坂2-9-4
町田金森郵便局 194-0015 東京都町田市金森東1-24-23
町田金森東郵便局 194-0015 東京都町田市金森東4-35-15
町田森野郵便局 194-0022 東京都町田市森野2-30-6
町田南大谷郵便局 194-0031 東京都町田市南大谷301
町田藤の台郵便局 194-0032 東京都町田市本町田3486
町田本町田郵便局 194-0032 東京都町田市本町田1227
町田木曽郵便局 194-0036 東京都町田市木曽東3-33-13
町田木曽西郵便局 194-0037 東京都町田市木曽西3-4-4
玉川学園前郵便局 194-0041 東京都町田市玉川学園2-10-11
町田成瀬台郵便局 194-0043 東京都町田市成瀬台3-8-28
成瀬清水谷郵便局 194-0044 東京都町田市成瀬1-2-12
成瀬駅前郵便局 194-0045 東京都町田市南成瀬1-11-25
忠生郵便局 194-0203 東京都町田市図師町626-5



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 町田小山田桜台郵便局 194-0204 東京都町田市小山田桜台1-20-1

町田相原郵便局 194-0211 東京都町田市相原町792-5
町田大戸郵便局 194-0211 東京都町田市相原町3160-4
町田小山郵便局 194-0212 東京都町田市小山町827
町田西郵便局 194-0299 東京都町田市小山町4275-2
町田郵便局 194-8799 東京都町田市旭町3-2-22

鶴川駅前郵便局 195-0053 東京都町田市能ヶ谷4-3-24
町田三輪郵便局 195-0055 東京都町田市三輪緑山1-5-1
鶴川団地内郵便局 195-0061 東京都町田市鶴川6-7-1
町田鶴川四郵便局 195-0061 東京都町田市鶴川4-28-4
町田山崎郵便局 195-0074 東京都町田市山崎町2200
町田山崎北郵便局 195-0074 東京都町田市山崎町776-4
鶴川郵便局 195-8799 東京都町田市大蔵町446
拝島郵便局 196-0002 東京都昭島市拝島町5-1-25

昭島松原四郵便局 196-0003 東京都昭島市松原町4-4-12
昭島緑郵便局 196-0004 東京都昭島市緑町2-28-7

昭島つつじが丘ハイツ郵便局 196-0012 東京都昭島市つつじが丘3-5-6-117
昭島田中郵便局 196-0014 東京都昭島市田中町2-22-7
昭島駅前郵便局 196-0014 東京都昭島市田中町562-1
昭島中神郵便局 196-0022 東京都昭島市中神町1277-1601
昭和郵便局 196-0024 東京都昭島市宮沢町2-33-7

中神駅前郵便局 196-0025 東京都昭島市朝日町1-6-1
昭島郷地郵便局 196-0032 東京都昭島市郷地町2-36-10
昭島玉川郵便局 196-0034 東京都昭島市玉川町3-23-1
昭島郵便局 196-8799 東京都昭島市松原町1-9-31

福生牛浜郵便局 197-0003 東京都福生市熊川987
福生熊川南郵便局 197-0003 東京都福生市熊川161-1
福生熊川郵便局 197-0003 東京都福生市熊川545-13

福生武蔵野台郵便局 197-0011 東京都福生市福生2126
福生加美郵便局 197-0012 東京都福生市加美平1-6-10
福生郵便局 197-0022 東京都福生市本町77-2
多西郵便局 197-0802 東京都あきる野市草花3059
東秋留郵便局 197-0814 東京都あきる野市二宮2306-7

あきる野小川郵便局 197-0822 東京都あきる野市小川東2-11-14
秋川野辺郵便局 197-0823 東京都あきる野市野辺384
西秋留郵便局 197-0827 東京都あきる野市油平99-7
秋川渕上郵便局 197-0833 東京都あきる野市渕上192-5
成木郵便局 198-0001 東京都青梅市成木5-1498
小曽木郵便局 198-0003 東京都青梅市小曾木3-1887-3
青梅藤橋郵便局 198-0022 東京都青梅市藤橋2-117-4
青梅新町郵便局 198-0024 東京都青梅市新町2-22-6
青梅末広郵便局 198-0025 東京都青梅市末広町2-2-1
青梅霞台郵便局 198-0031 東京都青梅市師岡町4-5-2
青梅若草郵便局 198-0036 東京都青梅市河辺町8-12-28
青梅河辺郵便局 198-0036 東京都青梅市河辺町5-17-23
青梅勝沼郵便局 198-0041 東京都青梅市勝沼3-78-4
青梅長淵郵便局 198-0052 東京都青梅市長淵4-1366
吉野郵便局 198-0063 東京都青梅市梅郷3-777-1

青梅上町郵便局 198-0081 東京都青梅市上町371
青梅住江町郵便局 198-0084 東京都青梅市住江町61-1
古里郵便局 198-0105 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波109

沢井駅前郵便局 198-0172 東京都青梅市沢井2-771-4
御岳郵便局 198-0199 東京都青梅市御岳本町163-5
小河内郵便局 198-0223 東京都西多摩郡奥多摩町原71
奥多摩郵便局 198-0299 東京都西多摩郡奥多摩町氷川1379-6
青梅郵便局 198-8799 東京都青梅市東青梅1-13-2

ひばりが丘北郵便局 202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北3-5-17
保谷駅前郵便局 202-0004 東京都西東京市下保谷4-15-11
下保谷二郵便局 202-0004 東京都西東京市下保谷2-4-12
保谷住吉郵便局 202-0005 東京都西東京市住吉町1-2-1
保谷東町郵便局 202-0012 東京都西東京市東町1-5-2
保谷中町四郵便局 202-0013 東京都西東京市中町4-8-5
保谷富士町郵便局 202-0014 東京都西東京市富士町4-5-23
柳沢駅前郵便局 202-0015 東京都西東京市保谷町3-10-16
保谷郵便局 202-0015 東京都西東京市保谷町1-1-7

保谷東伏見郵便局 202-0021 東京都西東京市東伏見6-6-15
東久留米団地内郵便局 203-0001 東京都東久留米市上の原1-4-11-101
東久留米大門郵便局 203-0011 東京都東久留米市大門町2-6-5
東久留米学園町郵便局 203-0021 東京都東久留米市学園町2-1-24
東久留米南沢五郵便局 203-0023 東京都東久留米市南沢5-18-48
東久留米前沢郵便局 203-0032 東京都東久留米市前沢3-7-9
東久留米滝山郵便局 203-0033 東京都東久留米市滝山4-1-22
東久留米下里郵便局 203-0043 東京都東久留米市下里3-17-11
東久留米本村郵便局 203-0043 東京都東久留米市下里1-11-11
東久留米小山郵便局 203-0051 東京都東久留米市小山5-2-26
東久留米本町郵便局 203-0053 東京都東久留米市本町1-2-22
東久留米中央町郵便局 203-0054 東京都東久留米市中央町5-9-24
東久留米郵便局 203-8799 東京都東久留米市中央町1-1-44



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 清瀬旭が丘郵便局 204-0002 東京都清瀬市旭が丘2-5-1

清瀬中里郵便局 204-0003 東京都清瀬市中里4-825
清瀬野塩郵便局 204-0004 東京都清瀬市野塩1-194-3
清瀬中清戸郵便局 204-0012 東京都清瀬市中清戸5-83-278
清瀬松山郵便局 204-0022 東京都清瀬市松山3-1-27
清瀬駅前郵便局 204-0022 東京都清瀬市松山1-4-2
清瀬郵便局 204-8799 東京都清瀬市元町2-28-12

羽村小作台郵便局 205-0001 東京都羽村市小作台5-5-1
羽村富士見郵便局 205-0011 東京都羽村市五ﾉ神2-8-19
羽村南郵便局 205-0014 東京都羽村市羽東3-8-28
羽村加美郵便局 205-0016 東京都羽村市羽加美3-5-28
羽村郵便局 205-8799 東京都羽村市緑ヶ丘5-3-2

武蔵大和駅前郵便局 207-0004 東京都東大和市清水3-799
東大和清水郵便局 207-0004 東京都東大和市清水6-1190-2
東大和新堀郵便局 207-0012 東京都東大和市新堀3-11-13
東大和向原郵便局 207-0013 東京都東大和市向原3-816-60
東大和南街郵便局 207-0014 東京都東大和市南街5-64-9
東大和上北台郵便局 207-0023 東京都東大和市上北台1-4-12

大和郵便局 207-0031 東京都東大和市奈良橋5-775
東大和芋窪郵便局 207-0033 東京都東大和市芋窪3-1731-6
村山郵便局 208-0004 東京都武蔵村山市本町4-3-1

村山団地内郵便局 208-0012 東京都武蔵村山市緑が丘1460
武蔵村山大南郵便局 208-0013 東京都武蔵村山市大南3-4-1
武蔵村山大南四郵便局 208-0013 東京都武蔵村山市大南4-61-5
武蔵村山三ツ藤郵便局 208-0021 東京都武蔵村山市三ﾂ藤2-36-1
武蔵村山中原郵便局 208-0035 東京都武蔵村山市中原2-8-11
武蔵村山郵便局 208-8799 東京都武蔵村山市学園3-24-1

新潟 新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通2-6-26
新潟中郵便局 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通7番町1018

長野 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町1085-4
静岡 静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町1-9
愛知 名古屋中央郵便局 450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町4-5

ループ金山郵便局 460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-17-18
京都 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
大阪 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-2-4
鳥取 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
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
広島 広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町1-4-1
山口 山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央1-1-1
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
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 福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神4-3-1

博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街7-19


