
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町1-6

札幌駅パセオ郵便局 060-0806 北海道札幌市北区北六条西2-1
札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東1-2-1
札幌西郵便局 063-8799 北海道札幌市西区山の手五条1-3-1
山鼻郵便局 064-8799 北海道札幌市中央区南十六条西15-2-1

旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通6-28-1
釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町13-2-1

青森県 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町1-7-24
岩手県 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通1-13-45
宮城県 仙台駅内郵便局 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1

仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町1-7
秋田県 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町5-1
山形県 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町1-7-24
福島県 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町10-30
茨城県 筑波学園郵便局 305-8799 茨城県つくば市吾妻1-13-2

水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸1-4-29
栃木県 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町4-17
群馬県 前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町1-6-5
埼玉県 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

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
上尾郵便局 362-8799 埼玉県上尾市谷津1-87-1

千葉県 千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港1-14-1
習志野郵便局 275-8799 千葉県習志野市津田沼2-5-1
八千代郵便局 276-8799 千葉県八千代市ゆりのき台1-1-1

東京都 千代田霞が関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関1-3-2
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2-7-2
神田須田町郵便局 101-0041 東京都千代田区神田須田町2-8
日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋2-2-10

八重洲地下街郵便局 104-0028 東京都中央区八重洲2-1
京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地4-2-2
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋3-22-5
赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂8-4-17
浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草1-1-1
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽4-4-2
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1-12-13
目黒郵便局 152-8799 東京都目黒区目黒本町1-15-16
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿1-8-8
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野2-27-1
杉並南郵便局 168-8799 東京都杉並区浜田山4-5-5
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋3-18-1
板橋北郵便局 174-8799 東京都板橋区志村3-24-16
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北6-4-2

練馬関町郵便局 177-0051 東京都練馬区関町北2-3-4
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘2-9-7
武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町1-7
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町2-14-36
多摩郵便局 206-8799 東京都多摩市鶴牧1-24-2

神奈川県 川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町1-2
中原郵便局 211-8799 神奈川県川崎市中原区小杉町3-436
登戸郵便局 214-8799 神奈川県川崎市多摩区登戸1685-1

横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島2-14-2
港北郵便局 222-8799 神奈川県横浜市港北区菊名6-20-18
藤沢郵便局 251-8799 神奈川県藤沢市藤沢115-2
平塚郵便局 254-8799 神奈川県平塚市追分1-33

新潟県 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

富山県 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り6-6
石川県 金沢駅内郵便局 920-0858 石川県金沢市木ﾉ新保町1-1

金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町1-1
福井県 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手3-1-28
山梨県 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町6-10
長野県 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町1085-4

松本南郵便局 399-8799 長野県松本市平田東2-17-1
岐阜県 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町1-3-2
静岡県 静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町1-9
愛知県 名古屋西郵便局 450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町4-5

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
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
ループ金山郵便局 460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-17-18

三重県 津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央1-1
滋賀県 大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜1-4
京都府 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

右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町16
大阪府 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1

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
天王寺ＭｉＯ郵便局 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪府 八尾郵便局 581-8799 大阪府八尾市陽光園1-5-5
兵庫県 神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6-2-1

神戸山田郵便局 651-1299 兵庫県神戸市北区松が枝町2-1-2
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町210

奈良県 奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町5-3-3
和歌山県 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁4
鳥取県 鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町101
島根県 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町138
岡山県 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下2-1-1
広島県 広島中郵便局 730-0011 広島県広島市中区基町6-36

広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町1-4-1
広島東郵便局 732-8799 広島県広島市南区松原町2-62
呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央2-1-1

山口県 山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央1-1-1
徳島県 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町1-2
香川県 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町1-15

高松南郵便局 761-8799 香川県高松市勅使町700
愛媛県 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町3-5-2
高知県 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町1-10-18
福岡県 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
博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1
久留米郵便局 830-8799 福岡県久留米市日吉町23-7

佐賀県 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原2-1-35
長崎県 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町1-1
熊本県 熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町2-1-1
大分県 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町3-4-18
宮崎県 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通1-1-34
鹿児島県 鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町1-2
沖縄県 牧志郵便局 900-0013 沖縄県那覇市牧志3-13-19

美栄橋郵便局 900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1
那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川3-3-8


