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■引受条件緩和型医療保険2018年4月拡大局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 江差郵便局 043-8799 北海道檜山郡江差町姥神町49-2

岩内郵便局 045-8799 北海道岩内郡岩内町高台180-2
長万部郵便局 049-3599 北海道山越郡長万部町長万部452-24
鵡川郵便局 054-8799 北海道勇払郡むかわ町松風1-51-3
富川郵便局 055-8799 北海道沙流郡日高町富川北3-2-1
夕張郵便局 068-0499 北海道夕張市末広1-92
鷹栖郵便局 071-1299 北海道上川郡鷹栖町南一条2-9-24
苫前郵便局 078-3799 北海道苫前郡苫前町苫前195-3
赤平郵便局 079-1199 北海道赤平市東大町3-1
別海郵便局 086-0299 北海道野付郡別海町別海旭町25-1
厚岸郵便局 088-1199 北海道厚岸郡厚岸町港町2-139
標茶郵便局 088-2399 北海道川上郡標茶町旭1-3-6
中札内郵便局 089-1399 北海道河西郡中札内村東一条南2-4
本別郵便局 089-3399 北海道中川郡本別町南2-4-2
足寄郵便局 089-3799 北海道足寄郡足寄町北一条4-43-2

音威子府郵便局 098-2599 北海道中川郡音威子府村音威子府447
訓子府郵便局 099-1499 北海道常呂郡訓子府町元町21
小清水郵便局 099-3699 北海道斜里郡小清水町小清水315

青森県 蟹田郵便局 030-1399 青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田32-1
平賀郵便局 036-0199 青森県平川市柏木町藤山25-28
黒石郵便局 036-0399 青森県黒石市一番町54-1
鰺ケ沢郵便局 038-2799 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町本町85
木造郵便局 038-3199 青森県つがる市木造千代町37-5
板柳郵便局 038-3699 青森県北津軽郡板柳町福野田実田98-1
階上郵便局 039-1299 青森県三戸郡階上町赤保内耳ケ吠6-28
五戸郵便局 039-1599 青森県三戸郡五戸町天満7-1
小湊郵便局 039-3399 青森県東津軽郡平内町小湊小湊51
大間郵便局 039-4699 青森県下北郡大間町大間大間52

岩手県 雫石郵便局 020-0599 岩手県岩手郡雫石町上町東18
江刺郵便局 023-1199 岩手県奥州市江刺区南大通り7-44
大槌郵便局 028-1131 岩手県上閉伊郡大槌町大槌15-迫田48-3
川井郵便局 028-2399 岩手県宮古市川井2-167-7
石鳥谷郵便局 028-3199 岩手県花巻市石鳥谷町好地8-96-46
好摩郵便局 028-4199 岩手県盛岡市好摩夏間木134-1
種市郵便局 028-7999 岩手県九戸郡洋野町種市23-27-330
千厩郵便局 029-0899 岩手県一関市千厩町千厩前田85-9

陸前高田郵便局 029-2205 岩手県陸前高田市高田町鳴石50-21
花泉郵便局 029-3199 岩手県一関市花泉町花泉袋32-2

宮城県 利府郵便局 981-0199 宮城県宮城郡利府町中央2-7-5
丸森郵便局 981-2199 宮城県伊具郡丸森町除30
富谷郵便局 981-3399 宮城県富谷市富谷北裏69-1
志津川郵便局 986-0799 宮城県本吉郡南三陸町志津川沼田150-108
涌谷郵便局 987-0199 宮城県遠田郡涌谷町本町75
河南郵便局 987-1199 宮城県石巻市前谷地黒沢前25
築館郵便局 987-2299 宮城県栗原市築館薬師4-6-7
亘理郵便局 989-2399 宮城県亘理郡亘理町中町東39
栗駒郵便局 989-5399 宮城県栗原市栗駒岩ケ崎茂庭町40

秋田県 男鹿郵便局 010-0599 秋田県男鹿市船川港船川外ケ沢126-14
仁井田郵便局 010-1499 秋田県秋田市仁井田本町6-3-5
中仙郵便局 014-0299 秋田県大仙市長野六日町76-5
由利郵便局 015-0399 秋田県由利本荘市前郷堤下いかり37-1
五城目郵便局 018-1799 秋田県南秋田郡五城目町下タ町112-1
二ツ井郵便局 018-3199 秋田県能代市二ツ井町山根3-3
鷹巣郵便局 018-3399 秋田県北秋田市住吉町7-32
花輪郵便局 018-5299 秋田県鹿角市花輪堰向49
刈和野郵便局 019-2199 秋田県大仙市刈和野愛宕下80-1

山形県 南原郵便局 992-1499 山形県米沢市笹野4714-1
村山郵便局 995-8799 山形県村山市楯岡十日町1-3
小松郵便局 999-0199 山形県東置賜郡川西町上小松3429-9
萩生郵便局 999-0699 山形県西置賜郡飯豊町萩生908-10
南陽郵便局 999-2299 山形県南陽市二色根7-3
舟形郵便局 999-4699 山形県最上郡舟形町舟形野々田259-17
藤島郵便局 999-7699 山形県鶴岡市藤島古楯跡38
余目郵便局 999-7799 山形県東田川郡庄内町余目猿田89-4

福島県 保原郵便局 960-0699 福島県伊達市保原町十-17
岩代大森郵便局 960-1199 福島県福島市大森下町42-5
長沼郵便局 962-0299 福島県須賀川市長沼金町73
宮城郵便局 963-0799 福島県郡山市中田町高倉宮ノ脇195



都道府県 局名 郵便番号 住所
福島県 小野新町郵便局 963-3499 福島県田村郡小野町小野新町横町30

田島郵便局 967-8799 福島県南会津郡南会津町田島後町甲3973-4
矢吹郵便局 969-0299 福島県西白河郡矢吹町本町316
本宮郵便局 969-1199 福島県本宮市本宮中條1-3
桑折郵便局 969-1699 福島県伊達郡桑折町北町11-3
広田郵便局 969-3499 福島県会津若松市河東町広田沢目13
塩川郵便局 969-3599 福島県喜多方市塩川町岡ノ前235-2
野沢郵便局 969-4499 福島県耶麻郡西会津町野沢本町甲1200-1
四倉郵便局 979-0299 福島県いわき市四倉町西1-101-1

茨城県 江戸崎郵便局 300-0599 茨城県稲敷市江戸崎甲3558-1
藤代郵便局 300-1599 茨城県取手市片町339-1
上郷郵便局 300-2699 茨城県つくば市上郷1384-3
筑波郵便局 300-4299 茨城県つくば市北条4347-6
茨城境郵便局 306-0499 茨城県猿島郡境町95-12
岩瀬郵便局 309-1299 茨城県桜川市岩瀬71-1
友部郵便局 309-1799 茨城県笠間市八雲2-9-12

常陸小川郵便局 311-3499 茨城県小美玉市小川1632
久慈浜郵便局 319-1299 茨城県日立市久慈町3-32-15
北茨城郵便局 319-1599 茨城県北茨城市磯原町磯原1-120
大宮郵便局 319-2299 茨城県常陸大宮市東富町630
大子郵便局 319-3599 茨城県久慈郡大子町大子676

栃木県 烏山郵便局 321-0699 栃木県那須烏山市金井2-19-1
鬼怒川温泉郵便局 321-2599 栃木県日光市鬼怒川温泉大原1406-10
道場宿郵便局 321-3299 栃木県宇都宮市道場宿町1208-4
宇都宮東郵便局 321-8799 栃木県宇都宮市宿郷3-20-2
楡木郵便局 322-0599 栃木県鹿沼市楡木町345
福居郵便局 326-0399 栃木県足利市福居町654-1
葛生郵便局 327-0599 栃木県佐野市葛生東1-7-4
間々田郵便局 329-0299 栃木県小山市間々田791
河内郵便局 329-1199 栃木県宇都宮市白沢町1234-1
高根沢郵便局 329-1299 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2324-6

群馬県 境郵便局 370-0199 群馬県伊勢崎市境下武士360-2
草津郵便局 377-1799 群馬県吾妻郡草津町草津21-2
川場郵便局 378-0199 群馬県利根郡川場村生品1123

藪塚本町郵便局 379-2399 群馬県太田市大原町610-1
埼玉県 庄和郵便局 344-0199 埼玉県春日部市金崎851-1

吹上郵便局 369-0199 埼玉県鴻巣市筑波1-9-1
皆野郵便局 369-1499 埼玉県秩父郡皆野町皆野1623

千葉県 行徳郵便局 272-0141 千葉県市川市香取2-1-16
小見川郵便局 289-0399 千葉県香取市本郷11-2
横芝郵便局 289-1799 千葉県山武郡横芝光町横芝1156-1
富浦郵便局 299-2499 千葉県南房総市富浦町原岡218-1
一宮郵便局 299-4399 千葉県長生郡一宮町一宮2947

東京都 神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町2-12
麹町郵便局 102-8799 東京都千代田区九段南4-5-9
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
高輪郵便局 108-8799 東京都港区三田3-8-6
代々木郵便局 151-8799 東京都渋谷区西原1-42-2
牛込郵便局 162-8799 東京都新宿区北山伏町1-5
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿1-8-8

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
綱島郵便局 223-8799 神奈川県横浜市港北区綱島台17-13
港南台郵便局 234-8799 神奈川県横浜市港南区港南台8-11-3
南下浦郵便局 238-0199 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3391-1
三浦郵便局 238-0299 神奈川県三浦市三崎町諸磯43-1
長井郵便局 238-0399 神奈川県横須賀市長井3-47-5
津久井郵便局 252-0157 神奈川県相模原市緑区中野578-1

新潟県 新井郵便局 944-8799 新潟県妙高市上町6-5
小出郵便局 946-8799 新潟県魚沼市小出島180-1
六日町郵便局 949-6699 新潟県南魚沼市六日町2115
亀田郵便局 950-0165 新潟県新潟市江南区西町1-1-3
大野町郵便局 950-1199 新潟県新潟市西区大野町2721-1
新潟中郵便局 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通7番町1018
両津郵便局 952-8799 新潟県佐渡市両津夷2-1

越後吉田郵便局 959-0299 新潟県燕市吉田日之出町12-1
村松郵便局 959-1799 新潟県五泉市村松乙239-1

富山県 立山郵便局 930-0299 富山県中新川郡立山町五百石79-6
伏木郵便局 933-0105 富山県高岡市伏木錦町4-10



都道府県 局名 郵便番号 住所
富山県 入善郵便局 939-0699 富山県下新川郡入善町入膳3729-2

福光郵便局 939-1699 富山県南砺市福光963-11
越中八尾郵便局 939-2399 富山県富山市八尾町上新町2657-1

石川県 津幡郵便局 929-0399 石川県河北郡津幡町加賀爪ハ30-1
押水郵便局 929-1399 石川県羽咋郡宝達志水町今浜ト141-2

福井県 南条郵便局 919-0223 福井県南条郡南越前町東大道33-5-1
美浜郵便局 919-1199 福井県三方郡美浜町郷市23-12

山梨県 白根郵便局 400-0299 山梨県南アルプス市在家塚1195-4
大月郵便局 401-8799 山梨県大月市御太刀1-13-1
塩山郵便局 404-8799 山梨県甲州市塩山上於曽326
日野春郵便局 408-0024 山梨県北杜市長坂町富岡82-1
南部郵便局 409-2299 山梨県南巨摩郡南部町南部8323

長野県 軽井沢郵便局 389-0199 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢767-3
飯山郵便局 389-2299 長野県飯山市飯山974

木曽福島郵便局 397-8799 長野県木曽郡木曽町福島6183-11
箕輪郵便局 399-4699 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪9444-1

岐阜県 穂積郵便局 501-0299 岐阜県瑞穂市別府1061-2
北方郵便局 501-0499 岐阜県本巣郡北方町東加茂3-48
岐阜東郵便局 501-3199 岐阜県岐阜市芥見5-31
養老郵便局 503-1399 岐阜県養老郡養老町高田421-3
垂井郵便局 503-2199 岐阜県不破郡垂井町追分2311-5
池田郵便局 503-2499 岐阜県揖斐郡池田町本郷1307-1
白川郵便局 509-1199 岐阜県加茂郡白川町河岐720-27
萩原郵便局 509-2599 岐阜県下呂市萩原町萩原1296-8
久々野郵便局 509-3299 岐阜県高山市久々野町無数河645
飛騨古川郵便局 509-4299 岐阜県飛騨市古川町新栄町3-1
瑞浪郵便局 509-6199 岐阜県瑞浪市寺河戸町1177-1

静岡県 田子郵便局 410-3599 静岡県賀茂郡西伊豆町田子1155-2
函南郵便局 419-0199 静岡県田方郡函南町平井832-75
相良郵便局 421-0599 静岡県牧之原市波津1-36
服織郵便局 421-1215 静岡県静岡市葵区羽鳥6-1-12
富士川郵便局 421-3399 静岡県富士市中之郷3808-3
金谷郵便局 428-8799 静岡県島田市金谷代官町3392
舞阪郵便局 431-0299 静岡県浜松市西区舞阪町浜田195
浜岡郵便局 437-1699 静岡県御前崎市池新田2719-1
菊川郵便局 439-8799 静岡県菊川市半済1774-1

愛知県 設楽郵便局 441-2399 愛知県北設楽郡設楽町田口川原田2-4
渥美郵便局 441-3699 愛知県田原市古田町宮ノ前19-1
幸田郵便局 444-0199 愛知県額田郡幸田町芦谷大西1-1
岩津郵便局 444-2199 愛知県岡崎市東蔵前町木平75
足助郵便局 444-2499 愛知県豊田市足助町本町23
額田郵便局 444-3699 愛知県岡崎市牧平町荒井野79-1

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
東浦郵便局 470-2199 愛知県知多郡東浦町緒川家下32-1
美浜郵便局 470-3299 愛知県知多郡美浜町奥田儀路31-4
祖父江郵便局 495-8799 愛知県稲沢市祖父江町祖父江南川原18-4

三重県 安濃郵便局 514-2399 三重県津市安濃町粟加490-3
宮前郵便局 515-1599 三重県松阪市飯高町宮前239-2
嬉野郵便局 515-2399 三重県松阪市嬉野須賀町1336-1
阿児郵便局 517-0599 三重県志摩市阿児町鵜方4879
鳥羽郵便局 517-8799 三重県鳥羽市鳥羽4-1-8
玉城郵便局 519-0499 三重県度会郡玉城町佐田1002-45
伊賀郵便局 519-1499 三重県伊賀市下柘植670-1
大台郵便局 519-2499 三重県多気郡大台町佐原寺前通841-1

紀伊長島郵便局 519-3299 三重県北牟婁郡紀北町長島899-1
鵜殿郵便局 519-5799 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿1336-2

滋賀県 安曇川郵便局 520-1299 滋賀県高島市安曇川町末広1-39
大津瀬田郵便局 520-2153 滋賀県大津市一里山3-34-14
野洲郵便局 520-2399 滋賀県野洲市小篠原1102-4
米原郵便局 521-8799 滋賀県米原市下多良1-130

近江日野郵便局 529-1699 滋賀県蒲生郡日野町松尾1-86
信楽郵便局 529-1899 滋賀県甲賀市信楽町長野441-2

京都府 美山郵便局 601-0799 京都府南丹市美山町島往古瀬39-1
久御山郵便局 613-8799 京都府久世郡久御山町下津屋下ノ浜代1-1

大阪府 大阪南郵便局 542-8799 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-4-2
平野郵便局 547-8799 大阪府大阪市平野区平野西3-1-5
地黄郵便局 563-0199 大阪府豊能郡能勢町地黄313
熊取郵便局 590-0499 大阪府泉南郡熊取町紺屋2-27-1

兵庫県 南淡郵便局 656-0599 兵庫県南あわじ市福良甲512-54
淡路一宮郵便局 656-1599 兵庫県淡路市郡家86-9



都道府県 局名 郵便番号 住所
兵庫県 志筑郵便局 656-2199 兵庫県淡路市志筑3359

猪名川郵便局 666-0299 兵庫県川辺郡猪名川町白金3-2-2
成松郵便局 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松500-14
市島郵便局 669-4399 兵庫県丹波市市島町市島391-23

但馬日高郵便局 669-5399 兵庫県豊岡市日高町江原206
浜坂郵便局 669-6799 兵庫県美方郡新温泉町浜坂740-2
太子郵便局 671-1599 兵庫県揖保郡太子町鵤1390-1
飾西郵便局 671-2299 兵庫県姫路市飾西41-3
志方郵便局 675-0399 兵庫県加古川市志方町志方町1628-3
稲美郵便局 675-1199 兵庫県加古郡稲美町加古1817-4
上郡郵便局 678-1299 兵庫県赤穂郡上郡町駅前18
福崎郵便局 679-2299 兵庫県神崎郡福崎町南田原3117-4
佐用郵便局 679-5399 兵庫県佐用郡佐用町佐用2900-1

奈良県 東山郵便局 630-2299 奈良県山辺郡山添村峰寺105-12
大和榛原郵便局 633-0299 奈良県宇陀市榛原下井足90-1
小川郵便局 633-2499 奈良県吉野郡東吉野村小川1794
小原郵便局 637-1399 奈良県吉野郡十津川村武蔵30-3

和歌山県 野上郵便局 640-1131 和歌山県海草郡紀美野町動木96-1
清水郵便局 643-0599 和歌山県有田郡有田川町清水415-3
美山郵便局 644-1299 和歌山県日高郡日高川町皆瀬1079-1
南部郵便局 645-8799 和歌山県日高郡みなべ町芝447-1
中辺路郵便局 646-1499 和歌山県田辺市中辺路町栗栖川361-1
白浜郵便局 649-2299 和歌山県西牟婁郡白浜町911-29
串本郵便局 649-3599 和歌山県東牟婁郡串本町串本2377

紀伊勝浦郵便局 649-5399 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地7-10-1
粉河郵便局 649-6599 和歌山県紀の川市粉河519-8

かつらぎ郵便局 649-7199 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町50
鳥取県 岩美郵便局 681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富1048-3

浜村郵便局 689-0399 鳥取県鳥取市気高町勝見672-7
用瀬郵便局 689-1299 鳥取県鳥取市用瀬町用瀬386-1
東伯郵便局 689-2399 鳥取県東伯郡琴浦町浦安408-8
御来屋郵便局 689-3299 鳥取県西伯郡大山町御来屋132-9
根雨郵便局 689-4599 鳥取県日野郡日野町根雨409

島根県 西郷郵便局 685-8799 島根県隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一55
千酌郵便局 690-1299 島根県松江市美保関町北浦171-1
三刀屋郵便局 690-2499 島根県雲南市三刀屋町三刀屋110-10
中野郵便局 696-0199 島根県邑智郡邑南町中野744-10
川本郵便局 696-8799 島根県邑智郡川本町川本522-5
雲城郵便局 697-0199 島根県浜田市金城町七条イ606-1
美都郵便局 698-0299 島根県益田市美都町都茂1168-2
温泉津郵便局 699-2599 島根県大田市温泉津町小浜イ21-2
六日市郵便局 699-5599 島根県鹿足郡吉賀町六日市959-11

岡山県 備前一宮郵便局 701-1299 岡山県岡山市北区一宮山崎265-3
高松郵便局 701-1399 岡山県岡山市北区高松254-2
鏡野郵便局 708-0399 岡山県苫田郡鏡野町寺元94-1
成名郵便局 708-1199 岡山県津山市野村313-1
奈義郵便局 708-1399 岡山県勝田郡奈義町豊沢336-3
御津郵便局 709-2199 岡山県岡山市北区御津金川320-8
亀甲郵便局 709-3799 岡山県久米郡美咲町原田2142-1
矢掛郵便局 714-1299 岡山県小田郡矢掛町矢掛2683
賀陽郵便局 716-1199 岡山県加賀郡吉備中央町竹荘495-5
湯原郵便局 717-0499 岡山県真庭市禾津322-2
金光郵便局 719-0199 岡山県浅口市金光町大谷452-3
久世郵便局 719-3299 岡山県真庭市鍋屋8-5

広島県 小畠郵便局 720-1599 広島県神石郡神石高原町小畠1689
御調郵便局 722-0399 広島県尾道市御調町大田46-1
甲山郵便局 722-1199 広島県世羅郡世羅町西上原宮田垣内90-11
羽和泉郵便局 722-1499 広島県三原市久井町羽倉1362-1
因島郵便局 722-2399 広島県尾道市因島土生町1899-1
吉舎郵便局 729-4299 広島県三次市吉舎町吉舎373-4
東城郵便局 729-5199 広島県庄原市東城町川東1345-4
千代田郵便局 731-1599 広島県山県郡北広島町有田5-1
宇品郵便局 734-8799 広島県広島市南区宇品東1-1-63
蒲刈郵便局 737-0499 広島県呉市蒲刈町宮盛999-1
佐伯郵便局 738-0299 広島県廿日市市津田2016-4

山口県 美和郵便局 740-1299 山口県岩国市美和町生見12171-3
堀郵便局 747-0299 山口県山口市徳地堀1659-3
豊浦郵便局 759-6399 山口県下関市豊浦町小串2430-3

徳島県 川内郵便局 771-0199 徳島県徳島市川内町沖島243-1
市場郵便局 771-1699 徳島県阿波市市場町香美北香美65-1



都道府県 局名 郵便番号 住所
徳島県 多家良郵便局 771-4299 徳島県徳島市多家良町小路地65-4

延野郵便局 771-5499 徳島県那賀郡那賀町延野大原250-1
海南郵便局 775-0299 徳島県海部郡海陽町四方原町西132
福井郵便局 779-1699 徳島県阿南市福井町高田116-5
三加茂郵便局 779-4799 徳島県三好郡東みよし町加茂1737-1

香川県 三木郵便局 761-0799 香川県木田郡三木町池戸3011-2
滝宮郵便局 761-2399 香川県綾歌郡綾川町滝宮1351-24
高瀬郵便局 767-8799 香川県三豊市高瀬町新名952-4
志度郵便局 769-2101 香川県さぬき市志度993-1
三本松郵便局 769-2699 香川県東かがわ市三本松1714

愛媛県 湯山郵便局 791-0101 愛媛県松山市溝辺町甲391-1
久万郵便局 791-1299 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万224-3
松前郵便局 791-3199 愛媛県伊予郡松前町筒井347-1
伯方郵便局 794-2399 愛媛県今治市伯方町木浦甲3458-2
広見郵便局 798-1399 愛媛県北宇和郡鬼北町近永661
御荘郵便局 798-4199 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城2283
桜井郵便局 799-1599 愛媛県今治市桜井4-4-10

高知県 高知南郵便局 781-0299 高知県高知市長浜675-2
梼原郵便局 785-0699 高知県高岡郡梼原町梼原1330-3
窪川郵便局 786-8799 高知県高岡郡四万十町茂串町1-30

土佐清水郵便局 787-0399 高知県土佐清水市幸町3-1
宿毛郵便局 788-8799 高知県宿毛市中央2-8-27
佐川郵便局 789-1299 高知県高岡郡佐川町甲1520-1

福岡県 苅田郵便局 800-0399 福岡県京都郡苅田町富久町1-23-1
早良南郵便局 811-1199 福岡県福岡市早良区東入部6-15-7
岡垣郵便局 811-4236 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前8-10
後藤寺郵便局 826-8799 福岡県田川市大黒町1-1
豊前川崎郵便局 827-8799 福岡県田川郡川崎町田原746-1
黒木郵便局 834-1299 福岡県八女市黒木町本分1157-8
瀬高郵便局 835-8799 福岡県みやま市瀬高町下庄1628-4
江浦郵便局 839-0299 福岡県みやま市高田町江浦町527
田主丸郵便局 839-1299 福岡県久留米市田主丸町田主丸730-4
うきは郵便局 839-1499 福岡県うきは市浮羽町西隈上3-7

佐賀県 嬉野郵便局 843-0399 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2202-13
有田郵便局 844-8799 佐賀県西松浦郡有田町赤絵町2-2-12
小城郵便局 845-8799 佐賀県小城市小城町256-5
多久郵便局 846-8799 佐賀県多久市北多久町小侍7-35

肥前中原郵便局 849-0199 佐賀県三養基郡みやき町原古賀1160
長崎県 郷ノ浦郵便局 811-5199 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦176

厳原郵便局 817-8799 長崎県対馬市厳原町今屋敷676
深堀郵便局 851-0399 長崎県長崎市深堀町2-230-1
富江郵便局 853-0299 長崎県五島市富江町富江281-2
有喜郵便局 854-0199 長崎県諫早市有喜町219

佐世保北郵便局 857-0199 長崎県佐世保市田原町18-11
大瀬戸郵便局 857-2399 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2373-6
青方郵便局 857-4499 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷2338

佐世保西郵便局 858-8799 長崎県佐世保市新田町67-3
国見郵便局 859-1311 長崎県雲仙市国見町土黒甲28-1

熊本県 益城郵便局 861-2299 熊本県上益城郡益城町宮園721-6
栖本郵便局 861-6399 熊本県天草市栖本町湯船原742
牛深郵便局 863-1999 熊本県天草市牛深町1553-12
二江郵便局 863-2499 熊本県天草市五和町二江4728
菊水郵便局 865-0199 熊本県玉名郡和水町江田41-4
免田郵便局 868-0499 熊本県球磨郡あさぎり町免田東1699-13
宇土郵便局 869-0499 熊本県宇土市浦田町26-2
松橋郵便局 869-0599 熊本県宇城市松橋町松橋964-1
鏡郵便局 869-4299 熊本県八代市鏡町鏡330

日奈久郵便局 869-5199 熊本県八代市日奈久中西町478
大分県 柿坂郵便局 871-0499 大分県中津市耶馬溪町柿坂486-22

国東郵便局 873-0599 大分県国東市国東町鶴川726-1
大山郵便局 877-0299 大分県日田市大山町西大山903-2
日出郵便局 879-1599 大分県速見郡日出町2545-5
佐賀関郵便局 879-2299 大分県大分市佐賀関2188
津久見郵便局 879-2499 大分県津久見市中央町29-11
玖珠郵便局 879-4499 大分県玖珠郡玖珠町帆足452-4
由布院郵便局 879-5199 大分県由布市湯布院町川上3704-1
三重郵便局 879-7199 大分県豊後大野市三重町市場1619-2

宮崎県 西都郵便局 881-8799 宮崎県西都市中央町2-31
高千穂郵便局 882-1199 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井27-2
高鍋郵便局 884-8799 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋3516-2



都道府県 局名 郵便番号 住所
宮崎県 串間郵便局 888-8799 宮崎県串間市西方5616

清武郵便局 889-1699 宮崎県宮崎市清武町西新町3-6
飫肥郵便局 889-2599 宮崎県日南市飫肥1-4-30
えびの郵便局 889-4399 宮崎県えびの市原田3237-3

鹿児島県 指宿郵便局 891-0499 鹿児島県指宿市大牟礼3-20-6
鹿児島西郵便局 891-1299 鹿児島県鹿児島市小山田町39-2
大隅垂水郵便局 891-2199 鹿児島県垂水市栄町19
種子島郵便局 891-3199 鹿児島県西之表市西町61-1
安房郵便局 891-4399 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房187-67
喜界郵便局 891-6299 鹿児島県大島郡喜界町湾21-3
亀津郵便局 891-7199 鹿児島県大島郡徳之島町亀津2922-1
和泊郵便局 891-9199 鹿児島県大島郡和泊町和泊548-1
大根占郵便局 893-2399 鹿児島県肝属郡錦江町城元1058-2
古仁屋郵便局 894-1599 鹿児島県大島郡瀬戸内町古仁屋松江8
高城郵便局 895-0299 鹿児島県薩摩川内市高城町1561-1
宮之城郵便局 895-1899 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地2025-1
大口郵便局 895-2599 鹿児島県伊佐市大口元町11-1
川辺郵便局 897-0299 鹿児島県南九州市川辺町平山6623
知覧郵便局 897-0399 鹿児島県南九州市知覧町郡6198
出水郵便局 899-0299 鹿児島県出水市本町4-46
阿久根郵便局 899-1699 鹿児島県阿久根市栄町13
伊集院郵便局 899-2599 鹿児島県日置市伊集院町下谷口1933
志布志郵便局 899-7199 鹿児島県志布志市志布志町志布志2-12-1
末吉郵便局 899-8699 鹿児島県曽於市末吉町本町1-7-2


