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日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 衣川 和秀）は、魅力ある天体の世界を題材

とした、特殊切手「天体シリーズ 第 4 集」を発行します。また、太陽系の天体を一つの切手シートに

描いた、販売品「天体シリーズ特別切手帳」を発売します。 

 

1 発行する郵便切手の内容  
 

名 称 天体シリーズ 第 4集 

発 行 日 2021 年 2 月 3 日（水） 

種 類 84 円郵便切手（シール式） 

シ ー ト 

構成・意匠 

 

   
 

（1）中性子星（想像図） 

（2）ブラックホール（想像図） 

（3）オウムアムア（想像図） 

（4）土星（部分）とミマス 

（5）アロコス 

（6）レア 

（7）冥王星 

（8）天王星（部分）とミランダ 

（9）海王星（部分） 

（10）トリトン 

背景：宇宙のイメージ、バーナードループ（部分）、 

タイタニア（部分）、カロン（部分） 

売 価 840 円（シート単位で販売します。） 

小切・印面 

寸 法 
 

(1)、(3)縦 25.5mm×横 21.5mm 

(2)、(5)縦 21.5mm×横 25.5mm 

(4) 縦 32.0mm×横 44.0mm 

(6) 縦 21.5mm×横 32.0mm 

(7)、(8) 直径 32.0mm 

(9)、(10) 縦 32.0mm×横 21.5mm 

シート寸法 縦 160.0 ㎜×横 86.0 ㎜ 

写 真 撮 影 

提 供 

（1）EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（2）NASA'S CONCEPTUAL IMAGE LAB/GSFC/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（3）MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（4）土星  : DETLEV VAN RAVENSWAAY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

ミマス: NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE/ 

SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（5）NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/ 

Southwest Research Institute/Roman Tkachenko 

（6）Stocktrek Images 

特殊切手「天体シリーズ 第 4 集」の発行および 
販売品「天体シリーズ特別切手帳」の発売 

 



（7）NASA/APL/Southwest Research Institute/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（8）天王星  : Stocktrek Images 

ミランダ: NASA/Science Source 

（9）NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（10）QA International/Science Source 

背景（宇宙のイメージ）：ADAM BLOCK/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

背景（バーナードループ）：ROBERT GENDLER/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

背景（タイタニア）：QA International/Science Source 

背景（カロン）：NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/ 

Southwest Research Institute/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

監 修 井上 毅（明石市立天文科学館 館長） 

切手デザイン 丸山 智（切手デザイナー） 

版 式 刷 色 オフセット 6色・箔 

発 行 枚 数 3,000 万枚（300 万シート） 

販 売 場 所 

・全国の郵便局など 

・「郵便局のネットショップ」（注 1） 

・銀座郵便局での郵便振替による通信販売 

 （注 1）｢郵便局のネットショップ｣への掲載は、2021 年 2月 3 日（水）の予定です。 

  



2 発売する切手帳の内容  

 

名 称 天体シリーズ特別切手帳 

発 売 日 2021 年 2 月 3 日（水） 

種 類 84 円郵便切手（シール式） 

価 格 1 部 3,000 円（切手 1 シート 2,100 円を含みます。）（注 2） 

意 匠 ・ 

シート構成 

 

 

（1）太陽（部分） 

（2）ヘール・ボップ彗星 

（3）水星 

（4）金星 

（5）地球 

（6）月 

（7）火星 

（8）ケレス 

（9）木星（部分） 

（10）イオ 

（11）エウロパ 

（12）テーベ（想像図）と 

アマルテア（想像図） 

（13）ガニメデ 

（14）カリスト 

（15）タイタン 

（16）エンケラドゥス 

（17）レア 

（18）土星（部分）とミマス 

（19）天王星（部分） 

（20）タイタニア 

（21）ミランダ 

（22）海王星（部分） 

（23）トリトン 

（24）冥王星 

（25）カロン 

背景：宇宙のイメージ 

小切・印面寸法 

   (1)、(3)、(4)、(7)、(9)、(13)、(14)、(18)、(22) 直径 32.0mm 

   (2)、(19)、(20) 縦 32.0mm×横 21.5mm 

   (5) 直径 43.0mm 

   (6)、(11)、(12)、(24) 縦 25.5mm×横 21.5mm 

   (8)、(16)、(21)、(23) 縦 21.5mm×横 32.0mm 

   (10)、(15)、(17)、(25) 縦 21.5mm×横 25.5mm 

シート寸法 縦 160.0mm×横 258.0mm 

写 真 撮 影 

提 供 

（1）NASA 

（2）Jerry Lodriguss/Science Source 

（3）NASA 

（4）NASA 

（5）PlanetObserver/株式会社写真化学メディアカンパニー ジオサイエンス 



事業部/株式会社 VGL 

（6）RUSSELL CROMAN/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（7）NASA/Science Source 

（8）NASA/JPL-CALTECH /UCLA/MPS/DLR/IDA/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（9）IMAGEMORE 

（10）NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（11）NASA/JPL/DLR/Science Source 

（12）テーベ：Time Life Pictures/NASA/JPL/The LIFE Picture Collection  

via Getty Images  

アマルテア：MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（13）JPL/NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（14）NASA/JPL/DLR/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（15）NASA/JPL/SPACE SCIENCE INSTITUTE /SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（16）NASA/JPL/SSI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（17）Stocktrek Images 

（18）土星 ：DETLEV VAN RAVENSWAAY/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

ミマス：NASA/JPL-CALTECH/SPACE SCIENCE INSTITUTE/ 

  SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（19）Stocktrek Images 

（20）QA International/Science Source 

（21）NASA/Science Source 

（22）NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（23）QA International/Science Source 

（24）NASA/ APL/ Southwest Research Institute/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

（25）NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/ 

Southwest Research Institute/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

背景：ADAM BLOCK/SCIENCE PHOTO LIBRARY 

版 式 刷 色 オフセット 6色・箔 

切手帳寸法 
見開き時  縦約 420mm×横約 297mm（注 3） 

二つ折り時 縦約 210mm×横約 297mm 

商 品 概 要 
特殊切手 1 シートを収めた見開きの切手ケースです。 

ケース内側には解説を記載しています。 

発 売 部 数 20,000 部 

販 売 場 所 

・発売日に郵便窓口で販売する郵便局は別添のとおり（注 4） 

・「郵便局のネットショップ」（注 5） 

・銀座郵便局での郵便振替による通信販売 

（注 2）切手帳は切手 1 シートとのセット販売のみです。切手を除いたケースのみの販売は 

行いません。 

（注 3）寸法は若干変更となる場合があります。 

（注 4）その他の郵便局においては、お取り寄せによる販売となります。なお、発売部数が 

20,000 部のため、売り切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

（注 5）「郵便局のネットショップ」への掲載は、2021 年 2 月 3 日（水）の予定です。 

  



 

3 発行する郵便切手のデザインについて  

美しい天体の世界をイメージし、切手のデザインとしています。 

また、透明ホログラム箔を使用しており、切手シートを傾けると光を反射し、切手の一部が 

キラキラ光ります。 

 

4 発売する切手帳について 

太陽系は、太陽を中心に 8 個の惑星、5 個の準惑星、多数の衛星、数十万を超える小惑星・ 

彗星・太陽系外縁天体など多種多様な天体で構成されます。本切手帳では、天体シリーズ全 4集の 

発行を記念し、個性豊かな太陽系の天体たちを絵巻物のようにデザインしました。 

 

5 その他  

「郵趣のための押印サービス」については別紙 1 をご参照ください。 

 

日本郵便株式会社銀座郵便局において、通信販売を行います。 

→郵便振替による通信販売の詳細は別紙 2 をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売業者：販売業者名 日本郵便株式会社 

      代表者氏名 衣川 和秀 

      住所    〒100-8792  

東京都千代田区大手町二丁目 3 番 1 号 大手町プレイスウエストタワー 

受付窓口  お客様サービス相談センター  電話番号：0120-23-28-86 

受付時間 平日 8:00～21:00 / 土・日・休日 9:00～21:00 

■支払方法：ゆうちょ銀行の「振替払込書」の払込みによってお支払いただきます。 

■申込期限：2021 年 3 月 3 日（水）まで。 

      なお、申込期限前であっても、販売状況により早期に締め切る場合があります。 

通信販売のお申込みを早期に締め切る場合は、弊社 Web サイトでお知らせします。 

■商品の引渡し時期： 

2021 年 1 月 20 日（水）までにお申込みの場合は、発行日から順次送付します。 

      2021 年 1 月 21 日（木）以降にお申込みの場合は、商品到着までに、入金の確認後から 

おおむね 3 週間かかる場合があります。 

■返品に関する特約： 

お届けした切手に瑕疵
か し

があった場合は、到着後、上記受付窓口にご連絡ください。なお 

切手の瑕疵
か し

以外での返品には応じかねます。 

■申込締め切り後のご注文に関する返金： 

申込締め切り後にご注文をいただいた場合には、商品代金と送料を現金書留郵便物に 

より返金いたします。お申込み時にお支払いいただいた郵便振替手数料につきましては、 

返金いたしかねますので、ご了承ください。 

通信販売についてのお知らせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

【お客さまのお問い合わせ先】 

お客様サービス相談センター 

＜電話番号＞ 

0120
ﾌﾘｰｺｰﾙ

－23
フミ

-28
ニハ

－86
ﾊﾛｰ

 

携帯電話からご利用のお客さま 

0570－046－666 

  （通話料はお客さま負担です。） 

＜ご案内時間＞ 

平日：8:00～21:00 

土・日・休日：9:00～21:00 

※おかけ間違いのないようにご注意ください。 



特殊切手「天体シリーズ 第 4 集」 

「郵趣のための押印サービス」 

 

 

 

 

 

 

郵趣のための押印サービス 

 押印には、台紙等に切手を貼付して押印する「記念押印」と、実際に差し出される郵便物に切手を  

貼付して押印する「引受消印」があります。 

 

押印サービスの実施方法 

 「郵便窓口」で行うものと郵便により申し込む「郵頼」の二つの方法があり、詳細は次のとおりです。 

 

１ 郵便窓口での押印 

種類 
絵入り（押印機） 絵入り（手押し） 黒活（和文ハト

印） 

黒活（機械ハト印） 黒活（欧文ハト

印） 

使用期間 

 

取扱郵便局 

2021 年 2 月 3日（水） 

のみ 

2021 年 2 月 3日（水） 

のみ 
2021 年 2 月 3日（水）のみ 

9:00～19:00 9:00～19:00 9:00～12:00 

 

 

別表１ 

 

  
記念押印・引受消印 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消

印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

別表２ 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消

印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消

印 

 

 

 

別表３ 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消

印 

  

 

 

 

 

記念押印・引受消

印 

（注１）「絵入り」とは、絵入りハト印のことです。また、「黒活」とは、和文ハト印、欧文ハト印およ

び機械ハト印の総称です。 

  （注２）「引受消印」のうち、欧文ハト印および機械ハト印については、外国宛てとする郵便物に対する

ものに限ります。 

（注３）押印見本（イメージ画像）の局名表示、年月日は、それぞれの使用局名、使用年月日に読み替 

別紙 1 

◎ 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、「郵趣のための押印サービス」については、

可能な限り、郵便により申し込む「郵頼」をご利用いただきますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

◎ 押印の時間については、郵便局の営業時間よりも短縮して行うこと、また、特設会場での

押印を中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

  



えます。 

２ 郵頼による押印 

(1) 郵頼の意匠等 

種類 絵入り 黒活 

取扱郵便局 
押印

方法 

お申込期限 

2021 年 1 月 20 日（水）（当日消印有効） 

東京中央郵

便局 

日本橋郵便

局 

 

押印

機 

 
記念押印 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

手押

し 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

（注１）「絵入り」とは、絵入りハト印のことです。また、「黒活」とは、和文ハト印、欧文ハト印およ

び機械ハト印の総称です。 

  （注２）「引受消印」のうち、機械ハト印については、外国宛てとする郵便物に対するものに限ります。 

（注３）押印見本（イメージ画像）の局名表示、年月日は、それぞれの使用局名、使用年月日に読み替 

えます。 

 

(2) お申込み方法 

切手の発行ごとに、お申込郵便局を指定させていただきます。所要の郵便切手代金（「普通為替」

又は「定額小為替」によること。）を添え、次の要領で「記念押印」、「引受消印」、「手押し」又は「押

印機」の各別にお申込みください。シート単位での販売のため、必要となるシート数の代金を添え

てお申込みいただく必要がありますので、ご注意ください。 

なお、既に発行済みの郵便切手、郵便はがき等を送付し、その郵便切手、郵便はがき等に対して

の本件の特殊通信日付印、黒活の郵頼は、受付いたしません。 

また、黒活（機械ハト印）による押印において、切手の貼付位置は、印影のかかる位置になるよ

う指定してください（以下の図参照）。 

 



  ア 記念押印 

    郵便切手を貼る位置、郵便切手の意匠（種類）および押印箇所等を指定した封筒、若しく

は台紙又はこれに類するもので、材質が紙であるもの（１枚の大きさが 23.5 ㎝×12.0 ㎝以

内のもの。ただし、切手シートのまま押印を希望される場合は、22.9cm×16.2cm 以上、33.2cm

×24.0cm 以内のものとしてください｡）および返信用封筒(返送先を明記し、必要な郵便切手

を貼り付けたもの)を送付してください。 

今回はシール式のため、1 シートの重さは 2.5ｇです。返信用封筒の郵便料金にご注意く

ださい。 

    押印機による押印については、押印箇所が光沢紙などのように表面に特殊加工がされてい

ない材質の紙とするようにしてください。 

    なお、お申込封筒の表面左横には、それぞれ次のとおり朱書きしてください。 

(ｱ) 手押しによる押印(東京中央郵便局のもの)…「天体４・手押し（東京中央局）」 

(ｲ) 押印機による押印(東京中央郵便局のもの)…「天体４・押印機（東京中央局）」 

(ｳ) 手押しによる押印(日本橋郵便局のもの)…「天体４・手押し（日本橋局）」 

(ｴ) 押印機による押印(日本橋郵便局のもの)…「天体４・押印機（日本橋局)」 

イ 引受消印 

    郵便切手の意匠(種類)を指定の上、宛名を明記した定形郵便物の大きさの封筒又は私製葉

書を送付してください。 

    なお、残りの切手シートは返送しますので、返信用封筒（返送先を明記し、必要な郵便  

切手を貼り付けたもの）を同封してください。（1シートの重さは 2.5ｇです。） 

また、お申込み封筒の表面左横には、それぞれ次のとおり朱書きしてください。 

(ｱ) 東京中央郵便局のもの…「天体４・引受(東京中央局)」 

(ｲ) 日本橋郵便局のもの……「天体４・引受(日本橋局)」 

ウ お申込先(郵頼指定局) 

取扱郵便局 押印方法 申込先 

東京中央郵便局 

手押し 

〒100-8994 東京都千代田区丸の内 2-7-2 

東京中央郵便局 

「天体４・手押し（東京中央局）」郵頼担当係 

押印機 

〒100-8994 東京都千代田区丸の内 2-7-2 

 東京中央郵便局 

「天体４・押印機（東京中央局）」郵頼担当係 

日本橋郵便局 

手押し 

【日本橋郵便局名によるもの】 

〒100-8799 東京都中央区銀座 8-20-26 

銀座郵便局気付 日本橋郵便局 

「天体４・手押し（日本橋局）」郵頼担当係 

押印機 

【日本橋郵便局名によるもの】 

〒100-8799 東京都中央区銀座 8-20-26 

 銀座郵便局気付 日本橋郵便局 

「天体４・押印機（日本橋局）」郵頼担当係 

エ お申込期限 

    2021 年 1 月 20 日（水）（当日消印有効） 
 

オ ご連絡先の記載 

   郵頼に関する確認のご連絡をさせていただく場合がございますので、お申込封筒にご連絡

先の電話番号を記載してください。 

 



別表１ 絵入りハト印(手押し、押印機とも)、和文ハト印および機械ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

北海道 札幌中央 

東 北 仙台中央 

南関東 横浜中央 

東 京 東京中央（注１）、日本橋（注２） 

信 越 長野中央 

東 海 名古屋中央（注３） 

近 畿 大阪中央 

九 州 福岡中央 

（注１）切手発行日の東京中央郵便局における押印は、東京中央郵便局窓口等では行わず京橋郵便局内に 

東京中央郵便局の記念押印特設会場を開設して実施します（局名表示は「東京中央」です。）。 

（注２）日本橋局で使用する絵入りハト印（手押し、押印機とも）の局名表示は「日本橋」です。 

（注３）切手発行日の名古屋中央郵便局における押印は、名古屋中央郵便局窓口等では行わず名古屋柳橋 

郵便局隣接の会議施設において名古屋中央郵便局の記念押印特設会場を開設して実施します。 

 

別表２ 絵入りハト印(手押し)、和文ハト印および機械ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

信 越 新潟中央 

北 陸 金沢中央 

東 海 岐阜中央 

近 畿 京都中央および神戸中央 

中 国 広島中央および岡山中央 

四 国 松山中央 

九 州 鹿児島中央 

沖 縄 那覇中央 

 

 



別表３ 絵入りハト印(手押し)、和文ハト印および欧文ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

北海道 旭川中央、函館中央および釧路中央 

東 北 青森中央、盛岡中央、秋田中央、山形中央および福島中央 

関 東 水戸中央、宇都宮中央、前橋中央、さいたま中央および千葉中央 

南関東 甲府中央 

東 京 神田、京橋、芝、上野、渋谷および新宿 

北 陸 富山中央および福井中央 

東 海 静岡中央および津中央 

近 畿 大津中央、大阪東、奈良中央および和歌山中央 

中 国 鳥取中央、松江中央、福山および山口中央 

四 国 徳島中央、高松中央および高知中央 

九 州 北九州中央、長崎中央、佐賀中央、大分中央、熊本中央および宮崎中央 

 

 



別紙2

種　　類 申込略称 申込限度 申込締切日 種　　類 申込略称 申込限度 申込締切日 種　　類 申込略称 申込限度 申込締切日

天体シリーズ
第4集

天体4
シート単位で
20シートまで

2021年3月3日（水）
天体シリーズ特
別切手帳

天体切手帳 2部まで 2021年3月3日（水）

天体シリーズ
第4集・天体シ
リーズ特別切手
帳セット

天体セット
セット単位で
2セットまで

2021年3月3日（水）

申込数量別送金額は下表のとおりです。 申込数量別送金額は下表のとおりです。 申込数量別送金額は下表のとおりです。

申込数量
（シート）

切手代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

申込数量
（シート）

切手代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

申込数量
（セット）

切手代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

1 840 440 1,280 1 3,000 520 3,520 1 3,840 520 4,360

2 1,680 440 2,120 2 6,000 520 6,520 2 7,680 520 8,200

3 2,520 440 2,960

4 3,360 440 3,800

5 4,200 440 4,640

6 5,040 460 5,500

7 5,880 460 6,340

8 6,720 460 7,180

9 7,560 460 8,020

10 8,400 460 8,860

11 9,240 460 9,700

12 10,080 460 10,540

13 10,920 460 11,380

14 11,760 460 12,220

15 12,600 460 13,060

16 13,440 460 13,900

17 14,280 460 14,740

18 15,120 460 15,580

19 15,960 460 16,420

20 16,800 460 17,260

通信販売の実施

＊天体シリーズ第4集・天体シリーズ特別切手帳セットは、「天体シリーズ
第4集」1シートと、「天体シリーズ特別切手帳」1部のセットです。

〈通信販売振込先〉
口座番号：００１４０－３－９５４７１ ／ 加入者名：一般通販係

※ 申込用紙には、住所、氏名、電話番号、お申し込みいただく切
手等の名称（申込略称）、注文数及び送金額（切手等代金＋郵送
料）を明記ください。
※ 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。



別添

■販売局一覧(389局)
都道府県 局名 郵便番号 住所

函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町1-6
札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東1-2-1
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
青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町1-7-24
八戸郵便局 031-8799 青森県八戸市城下4－25－9
三沢郵便局 033-8799 青森県三沢市幸町3－2－15
十和田郵便局 034-8799 青森県十和田市西二番町3－4
むつ郵便局 035-8799 青森県むつ市新町8－10
黒石郵便局 036-0399 青森県黒石市一番町54－1
弘前郵便局 036-8799 青森県弘前市北瓦ケ町18－1

五所川原郵便局 037-8799 青森県五所川原市旭町53－1
青森西郵便局 038-8799 青森県青森市石江岡部48-1
八戸西郵便局 039-1199 青森県八戸市長苗代二日市4－1
野辺地郵便局 039-3199 青森県上北郡野辺地町野辺地28－1
盛岡北郵便局 020-0199 岩手県盛岡市月が丘3-28-1

イオンモール盛岡南内郵便局 020-0866 岩手県盛岡市本宮7-1-1
盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通1-13-45
一関郵便局 021-8799 岩手県一関市大手町6－1
大船渡郵便局 022-8799 岩手県大船渡市盛町内ノ目11－19
江刺郵便局 023-1199 岩手県奥州市江刺南大通り7－44
水沢郵便局 023-8799 岩手県奥州市水沢寺脇1－5
北上郵便局 024-8799 岩手県北上市大通り3－6－1
花巻郵便局 025-8799 岩手県花巻市上町12－4
釜石郵便局 026-8799 岩手県釜石市只越町3－2－26
岩泉郵便局 027-0599 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉村木7－5
宮古郵便局 027-8799 岩手県宮古市栄町1－7
遠野郵便局 028-0599 岩手県遠野市中央通り6－10
紫波郵便局 028-3399 岩手県紫波郡紫波町日詰西裏68
二戸郵便局 028-6199 岩手県二戸市福岡五日町67
久慈郵便局 028-8099 岩手県久慈市中の橋1－44

陸前高田郵便局 029-2205 岩手県陸前高田市高田町鳴石50－21
仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町1-7

イオンモール名取内郵便局 981-1294 宮城県名取市杜せきのした5－3－1
名取郵便局 981-1299 宮城県名取市飯野坂1－2－3
角田郵便局 981-1599 宮城県角田市角田町202
泉郵便局 981-3199 宮城県仙台市泉区将監8－10－3
泉西郵便局 981-3299 宮城県仙台市泉区寺岡6-8-1
富谷郵便局 981-3399 宮城県富谷市富谷北裏69－1
仙台北郵便局 981-8799 宮城県仙台市青葉区台原3－17－10
仙台南郵便局 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7－21－12
仙台東郵便局 983-8799 宮城県仙台市宮城野区原町6－2－32
若林郵便局 984-8799 宮城県仙台市若林区かすみ町17－44
塩釜郵便局 985-8799 宮城県塩竈市港町2－8－18
石巻郵便局 986-8799 宮城県石巻市南中里3－15－42
佐沼郵便局 987-0599 宮城県登米市迫町佐沼中江3－1－1
築館郵便局 987-2299 宮城県栗原市築館薬師4－6－7
気仙沼郵便局 988-8799 宮城県気仙沼市八日町1－2－13
白石郵便局 989-0299 宮城県白石市城北町1－25
大河原郵便局 989-1299 宮城県柴田郡大河原町新南35－1
亘理郵便局 989-2399 宮城県亘理郡亘理町中町東39
岩沼郵便局 989-2499 宮城県岩沼市桜3－5－3
古川郵便局 989-6199 宮城県大崎市古川駅前大通5－3－3

秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町5-1
土崎郵便局 011-8799 秋田県秋田市土崎港中央3－6－10
角館郵便局 011-8799 秋田県秋田市土崎港中央3-6-10
湯沢郵便局 012-8799 秋田県湯沢市材木町1－1－36
横手郵便局 013-8799 秋田県横手市大町6－13
大曲郵便局 014-8799 秋田県大仙市佐野町1－19
本荘郵便局 015-8799 秋田県由利本荘市給人町43－1
能代郵便局 016-8799 秋田県能代市上町9－1
大館郵便局 017-8799 秋田県大館市中城12－3
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

販売品「天体シリーズ特別切手帳」を発売日に郵便窓口で販売する郵便局

　売り切れる場合もございますので、これらの点をあらかじめご了承ください。

※下表の郵便局においても、品切れの場合はお取り寄せとなる場合があること、また、発売部数が限られるため、

北海道

岩手

青森

宮城

秋田



都道府県 局名 郵便番号 住所
山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町1-7-24
山形南郵便局 990-9799 山形県山形市白山1-13-8
寒河江郵便局 991-8799 山形県寒河江市丸内1－2－2
米沢郵便局 992-8799 山形県米沢市金池3－1－43
長井郵便局 993-8799 山形県長井市ままの上6－8
天童郵便局 994-8799 山形県天童市久野本4－3－12
村山郵便局 995-8799 山形県村山市楯岡十日町1－3
新庄郵便局 996-8799 山形県新庄市小田島町4－18

イオンモール三川内郵便局 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫128番地1
鶴岡郵便局 997-8799 山形県鶴岡市山王町4－15
酒田郵便局 998-8799 山形県酒田市新井田町10－1
南陽郵便局 999-2299 山形県南陽市二色根7－3
上山郵便局 999-3199 山形県上山市八日町1－5
東根郵便局 999-3799 山形県東根市三日町3－3－18
福島東郵便局 960-0199 福島県福島市鎌田下田4－2
飯坂郵便局 960-0299 福島県福島市飯坂町八幡内35－2

福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町10-30
白河郵便局 961-8799 福島県白河市天神町78－1
須賀川郵便局 962-8799 福島県須賀川市上北町1－11
郡山南郵便局 963-0199 福島県郡山市安積3－333
郡山西郵便局 963-0299 福島県郡山市大槻町前畑43
三春郵便局 963-7799 福島県田村郡三春町大町3
石川郵便局 963-7899 福島県石川郡石川町南町14
郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日2-24-6
二本松郵便局 964-8799 福島県二本松市本町2－2－2
会津若松郵便局 965-8799 福島県会津若松市中央1－2－17
喜多方郵便局 966-8799 福島県喜多方市惣座宮2798
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
本宮郵便局 969-1199 福島県本宮市本宮中條1－3
いわき郵便局 970-8799 福島県いわき市平正月町49－1
小名浜郵便局 971-8799 福島県いわき市小名浜定西47－2
植田郵便局 974-8799 福島県いわき市植田町本町1－6－8
原町郵便局 975-8799 福島県南相馬市原町区三島町1－34
相馬郵便局 976-8799 福島県相馬市中村曲田125
土浦郵便局 300-8799 茨城県土浦市城北町2-21

水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸1-4-29
宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町4-17
宇都宮東郵便局 321-8799 栃木県宇都宮市宿郷3-20-2
高崎郵便局 370-8799 群馬県高崎市高松町5-6

前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町1-6-5
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

大宮西郵便局 331-8799 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-713
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
春日部郵便局 344-8799 埼玉県春日部市中央1-52-7
坂戸郵便局 350-0299 埼玉県坂戸市千代田2-5-15
川越西郵便局 350-1199 埼玉県川越市小室22-1
東松山郵便局 355-8799 埼玉県東松山市本町2-10-27
所沢西郵便局 359-1199 埼玉県所沢市若狭2-2594-1
熊谷郵便局 360-8799 埼玉県熊谷市本町2-7

千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港1-14-1
美浜郵便局 261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂4-1-1
松戸南郵便局 270-2299 千葉県松戸市松飛台470-1
市川郵便局 272-8799 千葉県市川市平田2-1-1
柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町6-29
佐倉郵便局 285-8799 千葉県佐倉市海隣寺町2-5
成田郵便局 286-8799 千葉県成田市赤坂2-1-3
木更津郵便局 292-8799 千葉県木更津市中央2-6-15
茂原郵便局 297-8799 千葉県茂原市茂原248
大手町郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町2-3-1
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2-7-2
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

日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋2-2-10
日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋1-18-1
京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地4-2-2
西新橋郵便局 105-0003 東京都港区西新橋1-5-13
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋3-22-5
麻布郵便局 106-8799 東京都港区麻布台1-7-3
赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂8-4-17

山形

福島

茨城

栃木

群馬

埼玉

千葉

東京



都道府県 局名 郵便番号 住所
高輪郵便局 108-8799 東京都港区三田3-8-6
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷1-5-12
浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草1-1-1
小石川郵便局 112-8799 東京都文京区小石川4-4-2
本郷郵便局 113-8799 東京都文京区本郷6-1-15
王子郵便局 114-8799 東京都北区王子6-2-28
赤羽郵便局 115-8799 東京都北区赤羽南1-12-10
荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川3-2-1
足立郵便局 120-8799 東京都足立区千住曙町42-4
足立北郵便局 121-8799 東京都足立区竹の塚3-9-20
足立西郵便局 123-8799 東京都足立区西新井本町4-4-30
葛飾郵便局 124-8799 東京都葛飾区四つ木2-28-1

葛飾新宿郵便局 125-8799 東京都葛飾区金町1-8-1
本所郵便局 130-8799 東京都墨田区太平4-21-2
向島郵便局 131-8799 東京都墨田区東向島2-32-25
江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島1-19-24
小岩郵便局 133-8799 東京都江戸川区南小岩8-1-10
葛西郵便局 134-8799 東京都江戸川区中葛西1-3-1
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽4-4-2
城東郵便局 136-8799 東京都江東区大島3-15-2
品川郵便局 140-8799 東京都品川区東大井5-23-34
大崎郵便局 141-8799 東京都品川区西五反田2-32-7
荏原郵便局 142-8799 東京都品川区西中延1-7-23
大森郵便局 143-8799 東京都大田区山王3-9-13
蒲田郵便局 144-8799 東京都大田区蒲田本町1-2-8

田園調布郵便局 145-8799 東京都大田区南雪谷2-21-1
千鳥郵便局 146-8799 東京都大田区千鳥2-34-10
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1-12-13
代々木郵便局 151-8799 東京都渋谷区西原1-42-2
目黒郵便局 152-8799 東京都目黒区目黒本町1-15-16
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋2-1-1
千歳郵便局 156-8799 東京都世田谷区経堂1-40-1
成城郵便局 157-8799 東京都世田谷区成城8-30-25
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
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
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野2-27-1
中野北郵便局 165-8799 東京都中野区丸山1-28-10
杉並郵便局 166-8799 東京都杉並区成田東4-38-14
荻窪郵便局 167-8799 東京都杉並区桃井2-3-2
杉並南郵便局 168-8799 東京都杉並区浜田山4-5-5
新宿北郵便局 169-8799 東京都新宿区大久保3-14-8
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋3-18-1
板橋郵便局 173-8799 東京都板橋区板橋2-42-1
板橋北郵便局 174-8799 東京都板橋区志村3-24-16
板橋西郵便局 175-8799 東京都板橋区高島平3-12-1
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北6-4-2
石神井郵便局 177-8799 東京都練馬区石神井台3-3-7
大泉郵便局 178-8799 東京都練馬区大泉学園町4-20-23
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘2-9-7
武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保3-1-26
三鷹郵便局 181-8799 東京都三鷹市野崎1-1-2
調布郵便局 182-8799 東京都調布市八雲台2-6-1

武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町1-7
小金井郵便局 184-8799 東京都小金井市本町5-38-20
国分寺郵便局 185-8799 東京都国分寺市日吉町4-1-10
国立郵便局 186-8799 東京都国立市富士見台2-43-4
小平郵便局 187-8799 東京都小平市小川東町5-16-1
西東京郵便局 188-8799 東京都西東京市田無町3-2-2
東村山郵便局 189-8799 東京都東村山市本町2-1-2
あきる野郵便局 190-0199 東京都あきる野市秋川3-2-1
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町2-14-36
日野郵便局 191-8799 東京都日野市宮345番地

八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野1-6-7
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町7-21-1
八王子西郵便局 193-8799 東京都八王子市散田町5-27-7
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
鶴川郵便局 195-8799 東京都町田市大蔵町446

東京



都道府県 局名 郵便番号 住所
昭島郵便局 196-8799 東京都昭島市松原町1-9-31
青梅郵便局 198-8799 東京都青梅市東青梅1-13-2
狛江郵便局 201-8799 東京都狛江市和泉本町3-29-7

東久留米郵便局 203-8799 東京都東久留米市中央町1-1-44
清瀬郵便局 204-8799 東京都清瀬市元町2-28-12
羽村郵便局 205-8799 東京都羽村市緑ヶ丘5-3-2
多摩郵便局 206-8799 東京都多摩市鶴牧1-24-2

武蔵村山郵便局 208-8799 東京都武蔵村山市学園3-24-1
川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町1-2
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
都筑郵便局 224-8799 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央33-1
横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5-3
港南郵便局 233-8799 神奈川県横浜市港南区最戸1-20-6
厚木郵便局 243-8799 神奈川県厚木市田村町2-18
鎌倉郵便局 248-8799 神奈川県鎌倉市小町1-10-3
藤沢郵便局 251-8799 神奈川県藤沢市藤沢115-2
橋本郵便局 252-0199 神奈川県相模原市緑区西橋本5-2-1
相模原郵便局 252-0299 神奈川県相模原市中央区富士見1-1-20
寒川郵便局 253-0199 神奈川県高座郡寒川町宮山187
平塚郵便局 254-8799 神奈川県平塚市追分1-33
二宮郵便局 259-0199 神奈川県中郡二宮町二宮400-8
長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町2-6-1
直江津郵便局 942-0001 新潟県上越市中央2-8-14
柏崎郵便局 945-8799 新潟県柏崎市駅前1-5-11
小出郵便局 946-8799 新潟県魚沼市小出島180-1
新潟西郵便局 950-2099 新潟県新潟市西区寺尾朝日通25-10
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
新発田郵便局 957-8799 新潟県新発田市大手町4-3-20
富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り6-6
高岡郵便局 933-8799 富山県高岡市御馬出町34
富山南郵便局 939-8799 富山県富山市堀川町257-2
金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町1-1
金沢南郵便局 921-8797 石川県金沢市泉野町6-17-1
小松郵便局 923-8799 石川県小松市園町ハ128-1

福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手3-1-28
武生郵便局 915-8799 福井県越前市中央1-10-30
福井南郵便局 918-8799 福井県福井市板垣4-201
竜王郵便局 400-0199 山梨県甲斐市名取12-1

甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町6-10
富士吉田郵便局 403-8799 山梨県富士吉田市中曽根3-1-1
長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町1085-4
長野東郵便局 381-8799 長野県長野市東和田708-1
佐久郵便局 385-8799 長野県佐久市中込3734-12
松本郵便局 390-8799 長野県松本市中央2-7-5
岡谷郵便局 394-8799 長野県岡谷市本町3-2-30

岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町1-3-2
大垣郵便局 503-8799 岐阜県大垣市郭町4-1
高山郵便局 506-8799 岐阜県高山市名田町5-95-1
沼津郵便局 410-8799 静岡県沼津市寿町1-25
富士宮郵便局 418-8799 静岡県富士宮市若の宮町475
静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町1-9
清水郵便局 424-8799 静岡県静岡市清水区辻1-9-27
浜松郵便局 430-8799 静岡県浜松市中区旭町8-1
豊橋郵便局 440-8799 愛知県豊橋市神明町106
新城郵便局 441-1399 愛知県新城市城北1-1-1
豊川郵便局 442-8799 愛知県豊川市諏訪1-57
蒲郡郵便局 443-8799 愛知県蒲郡市港町16-18
西尾郵便局 445-8799 愛知県西尾市丁田町五助40-2
安城郵便局 446-8799 愛知県安城市桜町16-3
刈谷郵便局 448-8799 愛知県刈谷市寿町2-505

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
中村郵便局 453-8799 愛知県名古屋市中村区大宮町3-47
熱田郵便局 456-8799 愛知県名古屋市熱田区神宮4-5-18

名古屋中郵便局 460-8799 愛知県名古屋市中区大須3-1-10
守山郵便局 463-8799 愛知県名古屋市守山区小幡中2-1-67
千種郵便局 464-8799 愛知県名古屋市千種区今池4-9-18
昭和郵便局 466-8799 愛知県名古屋市昭和区桜山町6-105
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都道府県 局名 郵便番号 住所
瑞穂郵便局 467-8799 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通2-37
三好郵便局 470-0299 愛知県みよし市三好町大坪26
豊田北郵便局 470-0399 愛知県豊田市四郷町森前185
豊明郵便局 470-1199 愛知県豊明市阿野町滑1-8
豊田郵便局 471-8799 愛知県豊田市十塚町2-16-1
桑名郵便局 511-8799 三重県桑名市中央町3-43
津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央1-1
伊勢郵便局 516-8799 三重県伊勢市岩渕3-6-10
上野郵便局 518-8799 三重県伊賀市上野丸之内151-3
甲西郵便局 520-3299 滋賀県湖南市中央1-50

大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜1-4
彦根郵便局 522-8799 滋賀県彦根市中央町3-5
草津郵便局 525-8799 滋賀県草津市西渋川1-3-38
水口郵便局 528-8799 滋賀県甲賀市水口町水口5999-1

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
中京郵便局 604-8799 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町30番地
左京郵便局 606-8799 京都府京都市左京区高野竹屋町1-1
宇治郵便局 611-8799 京都府宇治市宇治蔭山6
伏見郵便局 612-8799 京都府京都市伏見区撞木町1148
右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町16
福知山郵便局 620-8799 京都府福知山市天田北本町一区112-4
大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1
淀川郵便局 532-8799 大阪府大阪市淀川区十三元今里2-2-36

大阪城東郵便局 536-8799 大阪府大阪市城東区今福東3-16-23
大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町1-3-8
大阪南郵便局 542-8799 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-4-2
天王寺郵便局 543-8799 大阪府大阪市天王寺区上汐5-5-12
大阪西郵便局 550-8799 大阪府大阪市西区江之子島2-1-3
浪速郵便局 556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中3-10-1
豊中郵便局 560-8799 大阪府豊中市岡上の町4-1-15
箕面郵便局 562-8799 大阪府箕面市箕面6-5-30
池田郵便局 563-8799 大阪府池田市城南2-1-1
茨木郵便局 567-8799 大阪府茨木市中穂積1-1-40
守口郵便局 570-8799 大阪府守口市日吉町2-5-2
寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町4-5
枚方郵便局 573-8799 大阪府枚方市大垣内町2-10-5
布施郵便局 577-8799 大阪府東大阪市永和2-3-5
八尾郵便局 581-8799 大阪府八尾市陽光園1-5-5
富田林郵便局 584-8799 大阪府富田林市甲田1-3-16
堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町2-16
和泉郵便局 594-8799 大阪府和泉市いぶき野5-4-1
泉佐野郵便局 598-8799 大阪府泉佐野市上町2-8-45
堺中郵便局 599-8799 大阪府堺市中区深井沢町2470-21

神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6-2-1
兵庫郵便局 652-8799 兵庫県神戸市兵庫区大開通2-2-19
東灘郵便局 658-8799 兵庫県神戸市東灘区住吉東町2-2-17
尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通2-11-1
尼崎北郵便局 661-8799 兵庫県尼崎市南塚口町5-8-1
西宮郵便局 662-8799 兵庫県西宮市和上町6-28
伊丹郵便局 664-8799 兵庫県伊丹市中央6-2-14
宝塚郵便局 665-8799 兵庫県宝塚市小浜3-1-20
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町210
明石郵便局 673-8799 兵庫県明石市樽屋町1-7
加古川郵便局 675-8799 兵庫県加古川市加古川町北在家2578
奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町5-3-3
橿原郵便局 634-8799 奈良県橿原市八木町1-9-20

和歌山 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁4
鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町101
米子郵便局 683-8799 鳥取県米子市弥生町10

松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町138
出雲郵便局 693-8799 島根県出雲市駅南町3-15-1
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都道府県 局名 郵便番号 住所
岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下2-1-1
岡山東郵便局 703-8799 岡山県岡山市中区原尾島4-1-13
倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形1-8-15
水島郵便局 712-8799 岡山県倉敷市水島北幸町2-1
平川郵便局 716-0311 岡山県高梁市備中町平川6511-6

かもがた町家郵便局 719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方224-1
美袋郵便局 719-1399 岡山県総社市美袋1824-6
落合郵便局 719-3199 岡山県真庭市落合垂水510-2
福山郵便局 720-8799 広島県福山市東桜町3-4

福山東深津郵便局 721-0974 広島県福山市東深津町2-6-15
福山東郵便局 721-8799 広島県福山市引野町5-31-6
尾道郵便局 722-8799 広島県尾道市土堂2-1-20
三原郵便局 723-8799 広島県三原市城町2-13-33

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 732-0822 広島県広島市南区松原町9-1
宇品郵便局 734-8799 広島県広島市南区宇品東1-1-63
海田郵便局 736-8799 広島県安芸郡海田町曙町10-34
呉吉浦郵便局 737-0853 広島県呉市吉浦中町1-3-4
呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央2-1-1
玖波郵便局 739-0651 広島県大竹市玖波2-3-2

安芸西条郵便局 739-8799 広島県東広島市西条栄町10-38
和木郵便局 740-0061 山口県玖珂郡和木町和木4-3-18
岩国郵便局 740-8799 山口県岩国市麻里布町2-6-8
光郵便局 743-8799 山口県光市中央4-1-1
徳山郵便局 745-8799 山口県周南市御幸通1-3
小月郵便局 750-1199 山口県下関市小月本町1-9-7
下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町2-12-12

山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央1-1-1
宇部郵便局 755-8799 山口県宇部市常盤町2-1-23
厚狭郵便局 757-8799 山口県山陽小野田市厚狭1-6-30

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

松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町3-5-2
新居浜郵便局 792-8799 愛媛県新居浜市繁本町3-2

高知 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町1-10-18
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
飯塚郵便局 820-8799 福岡県飯塚市本町4-1
久留米郵便局 830-8799 福岡県久留米市日吉町23-7
佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原2-1-35
佐賀北郵便局 849-8799 佐賀県佐賀市高木瀬西3-2-5
長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町1-1
佐世保郵便局 857-8799 長崎県佐世保市京坪町3-10
熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町2-1-1
熊本北郵便局 861-8799 熊本県菊池郡菊陽町光の森2-6-1
熊本東郵便局 862-8799 熊本県熊本市東区錦ｹ丘1-10

大分 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町3-4-18
宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通1-1-34
都城郵便局 885-8799 宮崎県宮崎市都城市中町14-18

鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町1-2
鹿児島東郵便局 892-8799 鹿児島県鹿児島市山下町3-3
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
羽地郵便局 905-1199 沖縄県名護市仲尾次488
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