
○初回配達の完了が12月9日以降となる郵便局等一覧 別紙1

※現時点の予定であり、天候条件等により前後することがあります。
※郵便局名の後ろにかっこを付しているのは、旧集配センターおよび集配分室等の名称です。

都道府県 郵便局 市区町村 配達完了予定時期 都道府県 郵便局 市区町村 配達完了予定時期

原町郵便局 南相馬市 12月9日 四日市郵便局 四日市市 12月10日

郡山西郵便局 郡山市 12月9日 四日市郵便局 朝日町 12月10日

郡山南郵便局 郡山市 12月10日 四日市郵便局 川越町 12月10日

さいたま中央郵便局 さいたま市南区 12月10日 滋賀県 草津郵便局（野洲） 野洲市 12月10日

熊谷郵便局 熊谷市 12月13日 東山郵便局 京都市東山区 12月13日

岩槻郵便局 さいたま市岩槻区 12月15日 中京郵便局 京都市中京区 12月13日

川口郵便局 川口市 12月19日 門真郵便局 門真市 12月9日

鳩ヶ谷郵便局 川口市 12月19日 摂津郵便局 摂津市 12月12日

上尾郵便局 伊奈町 12月15日 住吉郵便局 大阪市住吉区 12月12日

川口北郵便局 川口市 12月17日 高槻北郵便局 高槻市 12月11日

さいたま新都心郵便局 さいたま市大宮区 12月19日 枚方北郵便局 枚方市 12月11日

さいたま新都心郵便局 さいたま市中央区 12月19日 天王寺郵便局 大阪市天王寺区 12月12日

さいたま新都心郵便局 さいたま市桜区 12月19日 高槻郵便局 高槻市 12月12日

さいたま新都心郵便局 さいたま市浦和区 12月19日 大阪城東郵便局 大阪市城東区 12月12日

茂原郵便局（一宮） 長生村 12月15日 大阪城東郵便局 大阪市鶴見区 12月12日

千葉緑郵便局 千葉市緑区 12月12日 茨木郵便局 茨木市 12月9日

四街道郵便局 四街道市 12月20日 泉佐野郵便局 泉佐野市 12月11日

東京都 葛飾新宿郵便局 葛飾区（白鳥地区） 12月20日 堺中郵便局 堺市中区 12月11日

神奈川郵便局 横浜市神奈川区 12月12日 堺中郵便局 堺市東区 12月11日

神奈川郵便局 横浜市西区 12月12日 貝塚郵便局 貝塚市 12月12日

高津郵便局 川崎市高津区 12月12日 布施郵便局 東大阪市 12月12日

港北郵便局 横浜市港北区 12月10日 四條畷郵便局 四條畷市 12月9日

川崎港郵便局 川崎市川崎区 12月12日 大正郵便局 大阪市大正区 12月12日

川崎港郵便局 川崎市幸区 12月12日 都島郵便局 大阪市都島区 12月15日

都筑郵便局 横浜市都筑区 12月12日 阿倍野郵便局 大阪市阿倍野区 12月15日

静岡県 焼津郵便局（吉田） 吉田町 12月13日 枚岡郵便局 東大阪市 12月11日

熱田郵便局 名古屋市熱田区 12月11日 交野郵便局 交野市 12月13日

岡崎郵便局 岡崎市 12月13日 寝屋川郵便局 寝屋川市 12月11日

豊川郵便局（御油） 豊川市 12月13日 泉大津郵便局 泉大津市 12月14日

豊橋郵便局 豊橋市 12月13日 泉大津郵便局 忠岡町 12月14日

豊田郵便局 豊田市 12月13日 鳳郵便局 堺市西区 12月12日

知立郵便局 知立市 12月10日 和泉郵便局 和泉市 12月9日

瀬戸郵便局 瀬戸市 12月11日 富田林郵便局（河南） 河南町 12月12日

東海南郵便局 東海市 12月9日 富田林郵便局（河南） 千早赤阪村 12月12日

半田郵便局 半田市 12月13日 八尾郵便局 八尾市 12月11日

半田郵便局 阿久比町 12月13日 大東郵便局 大東市 12月11日

半田郵便局 武豊町 12月13日 豊中郵便局 豊中市 12月11日

緑郵便局 名古屋市緑区 12月9日 守口郵便局 守口市 12月15日

刈谷郵便局 刈谷市 12月13日 堺郵便局 堺市堺区 12月11日

弥富郵便局 弥富市 12月13日 岸和田郵便局 岸和田市 12月12日

弥富郵便局 飛島村 12月13日 泉北郵便局 堺市南区 12月14日

安城郵便局 安城市 12月13日 西成郵便局 大阪市西成区 12月9日

大府郵便局 大府市 12月10日 生野郵便局 大阪市生野区 12月13日

豊田郵便局（上郷） 豊田市 12月13日 藤井寺郵便局 羽曳野市 12月13日

岡崎郵便局（岩津） 岡崎市 12月13日 藤井寺郵便局 藤井寺市 12月13日

知多郵便局 知多市 12月10日 浪速郵便局 大阪市浪速区 12月11日

名古屋西郵便局 名古屋市西区 12月10日 堺金岡郵便局 堺市北区 12月15日

名古屋西郵便局 名古屋市中村区 12月10日 吹田千里郵便局 吹田市 12月9日

名古屋西郵便局 清須市 12月10日 豊中南郵便局 豊中市 12月12日

名古屋東郵便局 名古屋市東区 12月10日 東淀川郵便局 大阪市東淀川区 12月13日

半田郵便局（東浦） 東浦町 12月13日 姫路郵便局 姫路市 12月12日

刈谷郵便局（高浜） 高浜市 12月13日 赤穂郵便局 赤穂市 12月9日

常滑郵便局（美浜） 美浜町 12月12日 明石郵便局 明石市 12月13日

安城郵便局（明治） 安城市 12月13日 洲本郵便局 洲本市 12月13日

安城郵便局（桜井） 安城市 12月10日 加古川郵便局 加古川市 12月11日

豊田高岡郵便局 豊田市 12月13日 東灘郵便局 神戸市東灘区 12月12日

日進郵便局 日進市 12月13日 尼崎郵便局 尼崎市 12月9日

日進郵便局 東郷町 12月13日 高砂郵便局 高砂市 12月9日

昭和郵便局 名古屋市昭和区 12月10日 洲本郵便局（志筑） 淡路市 12月13日

中村郵便局 名古屋市中村区 12月13日 洲本郵便局（岩屋） 淡路市 12月13日

守山郵便局 名古屋市守山区 12月13日 姫路南郵便局 姫路市 12月12日

名古屋港郵便局 名古屋市港区 12月13日 御着郵便局 姫路市 12月15日

東海北郵便局 東海市 12月13日 明石西郵便局 明石市 12月13日

瑞穂郵便局 名古屋市瑞穂区 12月13日 須磨郵便局 神戸市須磨区 12月11日

三重県 津中央郵便局 津市 12月13日 洲本郵便局（仮屋） 淡路市 12月13日
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※現時点の予定であり、天候条件等により前後することがあります。

都道府県 郵便局 市区町村 配達完了予定時期

洲本郵便局（淡路三原） 南あわじ市 12月13日

洲本郵便局（南淡） 南あわじ市 12月13日

香寺郵便局（福崎） 福崎町 12月9日

洲本郵便局（湊） 南あわじ市 12月13日

洲本郵便局（淡路室津） 淡路市 12月13日

洲本郵便局（淡路一宮） 淡路市 12月13日

加古川東郵便局 加古川市 12月15日

加古川東郵便局 播磨町 12月15日

垂水郵便局 神戸市垂水区 12月13日

洲本郵便局（富島） 淡路市 12月13日

灘郵便局 神戸市灘区 12月14日

洲本郵便局（五色） 洲本市 12月13日

洲本郵便局（緑） 南あわじ市 12月13日

宝塚郵便局 宝塚市 12月12日

芦屋郵便局 芦屋市 12月11日

尼崎北郵便局 尼崎市 12月15日

和歌山県 和歌山中央郵便局 和歌山市 12月12日

岡山中央郵便局 岡山市北区 12月13日

岡山中央郵便局 岡山市南区 12月13日

玉島郵便局 倉敷市 12月11日

倉敷郵便局 倉敷市 12月11日

吉備郵便局 岡山市北区 12月10日

岡山南郵便局 岡山市中区 12月11日

岡山南郵便局 岡山市南区 12月11日

岡山東郵便局 岡山市中区 12月13日

岡山東郵便局 岡山市東区 12月13日

三次郵便局 三次市 12月11日

高陽郵便局 広島市安佐北区 12月9日

福山東郵便局（駅家） 福山市 12月12日

広島中央郵便局 広島市中区 12月13日

福山東郵便局 福山市 12月13日

安芸五日市郵便局 広島市佐伯区 12月13日

那覇中央郵便局 那覇市 12月9日

宜野湾郵便局（中城） 中城村 12月9日

宜野湾郵便局 宜野湾市 12月9日

浦添郵便局 浦添市 12月10日

沖縄郵便局（読谷） 読谷村 12月13日

具志川郵便局（石川） 金武町 12月10日
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