
2022/7/22現在

市区郡町村名 郵便局名 郵便番号 住　所
千代田区 宮内庁内郵便局 1000001 東京都千代田区千代田１－１
千代田区 パレスサイドビル内郵便局 1000003 東京都千代田区一ツ橋１－１－１
千代田区 大手町ビル内郵便局 1000004 東京都千代田区大手町１－６－１
千代田区 大手町郵便局 1000004 東京都千代田区大手町２－３－１
千代田区 ＫＤＤＩ大手町ビル内郵便局 1000004 東京都千代田区大手町１－８－１
千代田区 丸の内センタービル内郵便局 1000005 東京都千代田区丸の内１－６－１
千代田区 鉄鋼ビル郵便局 1000005 東京都千代田区丸の内１－８－２
千代田区 第一生命館内郵便局 1000006 東京都千代田区有楽町１－１３－１
千代田区 東京交通会館内郵便局 1000006 東京都千代田区有楽町２－１０－１
千代田区 帝国ホテル内郵便局 1000011 東京都千代田区内幸町１－１－１
千代田区 霞ヶ関郵便局 1000013 東京都千代田区霞が関１－２－１
千代田区 第二霞ケ関郵便局 1000013 東京都千代田区霞が関２－１－２
千代田区 東京高等裁判所内郵便局 1000013 東京都千代田区霞が関１－１－４
千代田区 山王グランドビル内郵便局 1000014 東京都千代田区永田町２－１４－２
千代田区 国会内郵便局 1000014 東京都千代田区永田町１－７－１
千代田区 霞が関ビル内郵便局 1006003 東京都千代田区霞が関３－２－５
千代田区 山王パークタワー内郵便局 1006190 東京都千代田区永田町２－１１－１
千代田区 東京中央郵便局 1008994 東京都千代田区丸の内２－７－２
千代田区 秋葉原ＵＤＸ内郵便局 1010021 東京都千代田区外神田４－１４－１
千代田区 東神田郵便局 1010031 東京都千代田区東神田２－４－５
千代田区 千代田岩本町郵便局 1010032 東京都千代田区岩本町２－１１－９
千代田区 神田須田町郵便局 1010041 東京都千代田区神田須田町２－８
千代田区 神田今川橋郵便局 1010044 東京都千代田区鍛冶町１－７－１１
千代田区 千代田鍛冶町郵便局 1010044 東京都千代田区鍛冶町２－１１－２２
千代田区 神田駅前郵便局 1010046 東京都千代田区神田多町２－２－６
千代田区 神田北神保町郵便局 1010051 東京都千代田区神田神保町２－２
千代田区 神田南神保町郵便局 1010051 東京都千代田区神田神保町１－１３
千代田区 小川町駅前郵便局 1010052 東京都千代田区神田小川町１－３－１
千代田区 小川町郵便局 1010052 東京都千代田区神田小川町３－２２
千代田区 神田錦町郵便局 1010054 東京都千代田区神田錦町１－１７－４
千代田区 神田駿河台郵便局 1010062 東京都千代田区神田駿河台２－３－４５
千代田区 新御茶ノ水駅前郵便局 1010062 東京都千代田区神田駿河台３－９
千代田区 西神田郵便局 1010065 東京都千代田区西神田１－４－５
千代田区 神田郵便局 1018799 東京都千代田区神田淡路町２－１２
千代田区 飯田橋郵便局 1020071 東京都千代田区富士見２－１０－２
千代田区 麹町飯田橋通郵便局 1020072 東京都千代田区飯田橋２－７－６
千代田区 九段郵便局 1020074 東京都千代田区九段南１－４－６
千代田区 千代田四番町郵便局 1020081 東京都千代田区四番町４－８
千代田区 千代田一番町郵便局 1020082 東京都千代田区一番町１０－２２
千代田区 海事ビル内郵便局 1020083 東京都千代田区麹町４－５
千代田区 麹町本通郵便局 1020083 東京都千代田区麹町５－３
千代田区 半蔵門駅前郵便局 1020083 東京都千代田区麹町２－１２
千代田区 最高裁判所内郵便局 1020092 東京都千代田区隼町４－２
千代田区 都道府県会館内郵便局 1020093 東京都千代田区平河町２－６－３
千代田区 ホテルニューオータニ内郵便局 1020094 東京都千代田区紀尾井町４－１
千代田区 麹町郵便局 1028799 東京都千代田区九段南４－５－９
中央区 銀座郵便局 1008799 東京都中央区銀座８－２０－２６
中央区 小伝馬町郵便局 1030001 東京都中央区日本橋小伝馬町１０－１０
中央区 両国郵便局 1030004 東京都中央区東日本橋２－２７－１２
中央区 東日本橋三郵便局 1030004 東京都中央区東日本橋３－４－１０
中央区 日本橋浜町郵便局 1030007 東京都中央区日本橋浜町３－２５－１０
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中央区 中央浜町一郵便局 1030007 東京都中央区日本橋浜町１－５－１
中央区 日本橋大伝馬町郵便局 1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町１２－１
中央区 日本橋人形町郵便局 1030013 東京都中央区日本橋人形町１－５－１０
中央区 中央人形町二郵便局 1030013 東京都中央区日本橋人形町２－１５－１
中央区 東京シティターミナル内郵便局 1030015 東京都中央区日本橋箱崎町２２－１
中央区 ＩＢＭ箱崎ビル内郵便局 1030015 東京都中央区日本橋箱崎町１９－２１
中央区 日本橋小網町郵便局 1030016 東京都中央区日本橋小網町１１－５
中央区 日本橋室町三井タワー内郵便局 1030022 東京都中央区日本橋室町３－２－１
中央区 日本橋室町郵便局 1030022 東京都中央区日本橋室町１－１２－１３
中央区 日本橋本町郵便局 1030023 東京都中央区日本橋本町４－１４－２
中央区 新日本橋駅前郵便局 1030023 東京都中央区日本橋本町３－３－４
中央区 日本橋小舟町郵便局 1030024 東京都中央区日本橋小舟町４－１
中央区 日本橋茅場町郵便局 1030025 東京都中央区日本橋茅場町２－４－６
中央区 日本橋南郵便局 1030027 東京都中央区日本橋２－２－１０
中央区 日本橋郵便局 1038799 東京都中央区日本橋１－１８－１
中央区 八重洲地下街郵便局 1040028 東京都中央区八重洲２－１
中央区 京橋通郵便局 1040031 東京都中央区京橋３－６－３
中央区 中央八丁堀郵便局 1040032 東京都中央区八丁堀２－９－１
中央区 中央新川郵便局 1040033 東京都中央区新川１－９－１１
中央区 中央新川二郵便局 1040033 東京都中央区新川２－１５－１１
中央区 中央新富二郵便局 1040041 東京都中央区新富２－５－１
中央区 新富郵便局 1040041 東京都中央区新富１－１９－１
中央区 中央湊郵便局 1040043 東京都中央区湊２－７－４
中央区 聖路加ガーデン内郵便局 1040044 東京都中央区明石町８－１
中央区 中央佃郵便局 1040051 東京都中央区佃３－５－８
中央区 リバーシティ２１郵便局 1040051 東京都中央区佃２－２－６－１０１
中央区 京橋月島郵便局 1040052 東京都中央区月島４－１－１４
中央区 晴海トリトンスクエア郵便局 1040053 東京都中央区晴海１－８－１６
中央区 中央勝どき郵便局 1040054 東京都中央区勝どき１－７－１
中央区 中央勝どき三郵便局 1040054 東京都中央区勝どき３－１３－１
中央区 中央豊海郵便局 1040055 東京都中央区豊海町５－１
中央区 銀座三郵便局 1040061 東京都中央区銀座３－１４－１６
中央区 銀座西郵便局 1040061 東京都中央区銀座８－３先
中央区 銀座みゆき通郵便局 1040061 東京都中央区銀座６－８－３
中央区 銀座通郵便局 1040061 東京都中央区銀座２－７－１８
中央区 銀座四郵便局 1040061 東京都中央区銀座４－６－１１
中央区 銀座並木通郵便局 1040061 東京都中央区銀座３－２－１０
中央区 銀座七郵便局 1040061 東京都中央区銀座７－１５－５
中央区 銀座一郵便局 1040061 東京都中央区銀座１－２０－１４
中央区 京橋郵便局 1048799 東京都中央区築地４－２－２
中央区 晴海郵便局 1048799 東京都中央区晴海４－６－２６
港区 虎ノ門郵便局 1050001 東京都港区虎ノ門１－７－１２
港区 神谷町郵便局 1050001 東京都港区虎ノ門４－２－１２
港区 西新橋郵便局 1050003 東京都港区西新橋１－５－１３
港区 新橋四郵便局 1050004 東京都港区新橋４－３０－６
港区 新橋郵便局 1050004 東京都港区新橋１－６－９
港区 ニュー新橋ビル内郵便局 1050004 東京都港区新橋２－１６－１
港区 機械振興会館内郵便局 1050011 東京都港区芝公園３－５－８
港区 芝公園郵便局 1050011 東京都港区芝公園１－８－１２
港区 芝大門郵便局 1050012 東京都港区芝大門１－１－１３
港区 港浜松町郵便局 1050012 東京都港区芝大門２－４－１８
港区 芝三郵便局 1050014 東京都港区芝３－４－１３
港区 芝一郵便局 1050014 東京都港区芝１－１１－１５
港区 港竹芝郵便局 1050022 東京都港区海岸１－１６－１
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港区 東芝ビル内郵便局 1050023 東京都港区芝浦１－１－１
港区 シーバンスＮ館内郵便局 1050023 東京都港区芝浦１－２－１
港区 世界貿易センター内郵便局 1055103 東京都港区浜松町２－４－１
港区 虎ノ門ヒルズ郵便局 1056302 東京都港区虎ノ門１－２３－１
港区 汐留シティセンター郵便局 1057190 東京都港区東新橋１－５－２
港区 芝郵便局 1058799 東京都港区西新橋３－２２－５
港区 西麻布郵便局 1060031 東京都港区西麻布１－１３－１４
港区 乃木坂駅前郵便局 1060032 東京都港区六本木７－３－７
港区 六本木駅前郵便局 1060032 東京都港区六本木６－７－１０
港区 全特六本木ビル内郵便局 1060032 東京都港区六本木１－７－２７
港区 麻布十番郵便局 1060045 東京都港区麻布十番２－３－５
港区 南麻布五郵便局 1060047 東京都港区南麻布５－１６－１０
港区 南麻布二郵便局 1060047 東京都港区南麻布２－６－１７
港区 六本木ヒルズ郵便局 1066106 東京都港区六本木６－１０－１
港区 麻布郵便局 1068799 東京都港区麻布台１－７－３
港区 小松ビル内郵便局 1070052 東京都港区赤坂２－３－６
港区 赤坂七郵便局 1070052 東京都港区赤坂７－６－３８
港区 赤坂通郵便局 1070052 東京都港区赤坂２－６－２４
港区 赤坂一ツ木通郵便局 1070052 東京都港区赤坂３－２０－６
港区 外苑前郵便局 1070062 東京都港区南青山２－２７－２３
港区 アーク森ビル内郵便局 1076003 東京都港区赤坂１－１２－３２
港区 東京ミッドタウン郵便局 1076203 東京都港区赤坂９－７－１
港区 赤坂郵便局 1078799 東京都港区赤坂８－４－１７
港区 慶應義塾前郵便局 1080014 東京都港区芝５－１３－１８
港区 港芝四郵便局 1080014 東京都港区芝４－１３－１
港区 港芝五郵便局 1080014 東京都港区芝５－２７－１４
港区 港芝浦郵便局 1080023 東京都港区芝浦３－４－１７
港区 芝浦海岸通郵便局 1080023 東京都港区芝浦４－１３－２３
港区 港白金台郵便局 1080071 東京都港区白金台３－２－１０
港区 港白金三郵便局 1080072 東京都港区白金３－１－８
港区 三田国際ビル内郵便局 1080073 東京都港区三田１－４－２８
港区 港三田四郵便局 1080073 東京都港区三田４－１－３１
港区 泉岳寺駅前郵便局 1080074 東京都港区高輪２－１５－１９
港区 高輪二郵便局 1080074 東京都港区高輪２－４－１０
港区 品川駅前郵便局 1080074 東京都港区高輪３－２５－２７
港区 高輪台郵便局 1080074 東京都港区高輪３－１０－２
港区 港港南郵便局 1080075 東京都港区港南２－４－１３
港区 品川インターシティ郵便局 1086101 東京都港区港南２－１５－２
港区 高輪郵便局 1088799 東京都港区三田３－８－６
港区 お台場海浜公園前郵便局 1350091 東京都港区台場１－５－４－３０１
新宿区 四谷駅前郵便局 1600004 東京都新宿区四谷１－６－１
新宿区 四谷通二郵便局 1600008 東京都新宿区四谷三栄町１０－１１
新宿区 四谷大木戸郵便局 1600014 東京都新宿区内藤町１－５
新宿区 四谷郵便局 1600016 東京都新宿区信濃町３１
新宿区 新宿区役所内郵便局 1600021 東京都新宿区歌舞伎町１－４－１
新宿区 新宿歌舞伎町郵便局 1600021 東京都新宿区歌舞伎町２－４１－８
新宿区 新宿三郵便局 1600022 東京都新宿区新宿３－１７－２３
新宿区 新宿明治通郵便局 1600022 東京都新宿区新宿６－２８－８
新宿区 新宿一郵便局 1600022 東京都新宿区新宿１－１４－６
新宿区 新宿花園郵便局 1600022 東京都新宿区新宿１－２７－１
新宿区 新宿二郵便局 1600022 東京都新宿区新宿２－１１－２
新宿区 東京都庁内郵便局 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１
新宿区 西新宿四郵便局 1600023 東京都新宿区西新宿４－４－１６
新宿区 ＫＤＤＩビル内郵便局 1600023 東京都新宿区西新宿２－３－３
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市区郡町村名 郵便局名 郵便番号 住　所
新宿区 西新宿七郵便局 1600023 東京都新宿区西新宿７－４－３
新宿区 西新宿八郵便局 1600023 東京都新宿区西新宿８－８－８
新宿区 新宿西落合郵便局 1610031 東京都新宿区西落合１－２１－１７
新宿区 新宿中落合郵便局 1610032 東京都新宿区中落合３－１６－１４
新宿区 新宿下落合三郵便局 1610033 東京都新宿区下落合３－１８－５
新宿区 新目白通郵便局 1610033 東京都新宿区下落合４－１－１２
新宿区 新宿下落合四郵便局 1610033 東京都新宿区下落合４－２６－６
新宿区 新宿上落合郵便局 1610034 東京都新宿区上落合２－２３－１４
新宿区 早稲田大学前郵便局 1620041 東京都新宿区早稲田鶴巻町５３３
新宿区 新宿馬場下郵便局 1620045 東京都新宿区馬場下町６１
新宿区 新宿戸山郵便局 1620052 東京都新宿区戸山２－１０－１０１
新宿区 牛込抜弁天郵便局 1620055 東京都新宿区余丁町８－１５
新宿区 牛込若松町郵便局 1620056 東京都新宿区若松町６－９
新宿区 新宿住吉郵便局 1620065 東京都新宿区住吉町２－１３
新宿区 新宿改代町郵便局 1620802 東京都新宿区改代町３－２
新宿区 新宿天神郵便局 1620808 東京都新宿区天神町２２－３
新宿区 飯田橋駅東口郵便局 1620822 東京都新宿区下宮比町３－２
新宿区 新宿神楽坂郵便局 1620825 東京都新宿区神楽坂４－１
新宿区 新宿保健会館内郵便局 1620842 東京都新宿区市谷砂土原町１－２
新宿区 牛込郵便局 1628799 東京都新宿区北山伏町１－５
新宿区 新宿三井ビル内郵便局 1630401 東京都新宿区西新宿２－１－１
新宿区 新宿野村ビル内郵便局 1630590 東京都新宿区西新宿１－２６－２
新宿区 新宿センタービル内郵便局 1630690 東京都新宿区西新宿１－２５－１
新宿区 新宿第一生命ビル内郵便局 1630701 東京都新宿区西新宿２－７－１
新宿区 新宿パークタワー内郵便局 1631090 東京都新宿区西新宿３－７－１
新宿区 新宿アイランド郵便局 1631302 東京都新宿区西新宿６－５－１
新宿区 東京オペラシティ郵便局 1631401 東京都新宿区西新宿３－２０－２
新宿区 新宿アイタウン郵便局 1638012 東京都新宿区西新宿６－２１－１
新宿区 新宿郵便局 1638799 東京都新宿区西新宿１－８－８
新宿区 西早稲田一郵便局 1690051 東京都新宿区西早稲田１－８－２２
新宿区 早稲田通郵便局 1690051 東京都新宿区西早稲田３－１４－２
新宿区 新宿大久保郵便局 1690072 東京都新宿区大久保２－１３－１０
新宿区 新宿百人町郵便局 1690073 東京都新宿区百人町３－２８－１
新宿区 新大久保駅前郵便局 1690073 東京都新宿区百人町１－１０－１０
新宿区 北新宿三郵便局 1690074 東京都新宿区北新宿３－９－６
新宿区 高田馬場郵便局 1690075 東京都新宿区高田馬場４－１３－１３
新宿区 新宿諏訪町郵便局 1690075 東京都新宿区高田馬場１－２９－１８
新宿区 新宿小滝橋郵便局 1690075 東京都新宿区高田馬場４－４０－１１
新宿区 高田馬場二郵便局 1690075 東京都新宿区高田馬場２－１４－２６
新宿区 新宿北郵便局 1698799 東京都新宿区大久保３－１４－８
文京区 文京白山五郵便局 1120001 東京都文京区白山５－１８－１１
文京区 小石川一郵便局 1120002 東京都文京区小石川１－２７－１
文京区 小石川五郵便局 1120002 東京都文京区小石川５－６－１０
文京区 文京春日郵便局 1120003 東京都文京区春日１－１６－２１
文京区 東京ドームシティ郵便局 1120004 東京都文京区後楽１－３－６１
文京区 文京水道郵便局 1120005 東京都文京区水道２－１２－１６
文京区 文京千石郵便局 1120011 東京都文京区千石４－３７－２０
文京区 文京大塚五郵便局 1120012 東京都文京区大塚５－７－１１
文京区 文京大塚三郵便局 1120012 東京都文京区大塚３－３９－７
文京区 文京音羽郵便局 1120013 東京都文京区音羽１－１５－１５
文京区 文京関口一郵便局 1120014 東京都文京区関口１－２３－６
文京区 文京目白台一郵便局 1120015 東京都文京区目白台１－２３－８
文京区 文京目白台二郵便局 1120015 東京都文京区目白台２－１２－１
文京区 小石川郵便局 1128799 東京都文京区小石川４－４－２
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市区郡町村名 郵便局名 郵便番号 住　所
文京区 文京白山下郵便局 1130001 東京都文京区白山１－１１－８
文京区 本駒込二郵便局 1130021 東京都文京区本駒込２－２８－２９
文京区 本駒込郵便局 1130021 東京都文京区本駒込３－２２－１
文京区 文京グリーンコート郵便局 1130021 東京都文京区本駒込２－２８－８
文京区 文京千駄木四郵便局 1130022 東京都文京区千駄木４－６－７
文京区 文京千駄木三郵便局 1130022 東京都文京区千駄木３－４１－３
文京区 文京向丘郵便局 1130023 東京都文京区向丘２－３－８
文京区 文京向丘二郵便局 1130023 東京都文京区向丘２－３０－６
文京区 文京白山上郵便局 1130023 東京都文京区向丘１－９－１６
文京区 文京根津郵便局 1130031 東京都文京区根津１－１７－１
文京区 本郷四郵便局 1130033 東京都文京区本郷４－２－５
文京区 東京大学内郵便局 1130033 東京都文京区本郷７－３－１
文京区 本郷一郵便局 1130033 東京都文京区本郷１－２７－８
文京区 本郷五郵便局 1130033 東京都文京区本郷５－９－７
文京区 本郷三郵便局 1130033 東京都文京区本郷３－２５－１３
文京区 湯島二郵便局 1130034 東京都文京区湯島２－２１－１
文京区 湯島四郵便局 1130034 東京都文京区湯島４－６－１１
文京区 御茶ノ水郵便局 1130034 東京都文京区湯島１－５－４５
文京区 本郷郵便局 1138799 東京都文京区本郷６－１－１５
台東区 台東谷中郵便局 1100001 東京都台東区谷中２－５－２３
台東区 台東桜木郵便局 1100002 東京都台東区上野桜木１－１０－１０
台東区 台東根岸三郵便局 1100003 東京都台東区根岸３－２－１０
台東区 台東根岸二郵便局 1100003 東京都台東区根岸２－１８－１９
台東区 下谷三郵便局 1100004 東京都台東区下谷３－２０－７
台東区 上野駅前郵便局 1100005 東京都台東区上野６－１５－１
台東区 上野七郵便局 1100005 東京都台東区上野７－９－１５
台東区 上野三郵便局 1100005 東京都台東区上野３－２１－５
台東区 上野黒門郵便局 1100005 東京都台東区上野３－１４－１
台東区 仲御徒町郵便局 1100005 東京都台東区上野５－１６－１２
台東区 台東竜泉郵便局 1100012 東京都台東区竜泉３－９－６
台東区 台東入谷郵便局 1100013 東京都台東区入谷１－１７－２
台東区 東上野六郵便局 1100015 東京都台東区東上野６－１９－１１
台東区 下谷神社前郵便局 1100015 東京都台東区東上野３－２９－８
台東区 台東三郵便局 1100016 東京都台東区台東３－１２－５
台東区 台東一郵便局 1100016 東京都台東区台東１－２３－５
台東区 上野郵便局 1108799 東京都台東区下谷１－５－１２
台東区 台東日本堤郵便局 1110021 東京都台東区日本堤１－３１－７
台東区 台東清川郵便局 1110022 東京都台東区清川１－２８－４
台東区 東浅草郵便局 1110025 東京都台東区東浅草１－２１－６
台東区 台東千束郵便局 1110031 東京都台東区千束１－１６－９
台東区 台東聖天前郵便局 1110032 東京都台東区浅草６－３４－８
台東区 浅草四郵便局 1110032 東京都台東区浅草４－４２－１
台東区 台東花川戸郵便局 1110033 東京都台東区花川戸２－８－１
台東区 雷門郵便局 1110034 東京都台東区雷門２－２－８
台東区 西浅草郵便局 1110035 東京都台東区西浅草３－１２－１
台東区 台東松が谷郵便局 1110036 東京都台東区松が谷１－２－１１
台東区 元浅草郵便局 1110041 東京都台東区元浅草１－５－２
台東区 蔵前郵便局 1110051 東京都台東区蔵前２－１５－６
台東区 くらまえ橋郵便局 1110051 東京都台東区蔵前１－３－１７
台東区 浅草橋郵便局 1110053 東京都台東区浅草橋５－５－６
台東区 鳥越神社前郵便局 1110053 東京都台東区浅草橋３－３３－６
台東区 台東三筋郵便局 1110055 東京都台東区三筋２－７－１１
台東区 浅草郵便局 1118799 東京都台東区西浅草１－１－１
墨田区 本所吾妻橋駅前郵便局 1300001 東京都墨田区吾妻橋２－３－１３
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墨田区 押上駅前郵便局 1300002 東京都墨田区業平４－１７－１２
墨田区 墨田横川郵便局 1300003 東京都墨田区横川４－７－３
墨田区 本所一郵便局 1300004 東京都墨田区本所１－２５－７
墨田区 墨田石原郵便局 1300011 東京都墨田区石原３－２５－６
墨田区 錦糸町駅前郵便局 1300013 東京都墨田区錦糸３－２－１
墨田区 墨田横網郵便局 1300015 東京都墨田区横網１－６－１
墨田区 墨田緑町郵便局 1300021 東京都墨田区緑１－１４－１２
墨田区 墨田江東橋郵便局 1300022 東京都墨田区江東橋１－７－１９
墨田区 錦糸町パルコ内郵便局 1300022 東京都墨田区江東橋４－２７－１４
墨田区 墨田菊川郵便局 1300024 東京都墨田区菊川３－８－７
墨田区 墨田両国三郵便局 1300026 東京都墨田区両国３－７－３
墨田区 本所郵便局 1308799 東京都墨田区太平４－２１－２
墨田区 墨田四郵便局 1310031 東京都墨田区墨田４－５０－１
墨田区 墨田二郵便局 1310031 東京都墨田区墨田２－６－１０
墨田区 東向島五郵便局 1310032 東京都墨田区東向島５－１７－８
墨田区 東向島一郵便局 1310032 東京都墨田区東向島１－４－８
墨田区 墨田白鬚郵便局 1310032 東京都墨田区東向島４－９－４
墨田区 向島四郵便局 1310033 東京都墨田区向島４－２５－１６
墨田区 墨田八広四郵便局 1310041 東京都墨田区八広４－５１－３
墨田区 墨田八広三郵便局 1310041 東京都墨田区八広３－３２－１６
墨田区 墨田立花郵便局 1310043 東京都墨田区立花５－２３－１－１０２
墨田区 墨田立花団地内郵便局 1310043 東京都墨田区立花１－２６－２
墨田区 墨田京島一郵便局 1310046 東京都墨田区京島１－２３－９
墨田区 墨田京島郵便局 1310046 東京都墨田区京島３－４７－３
墨田区 向島郵便局 1318799 東京都墨田区東向島２－３２－２５
江東区 江東住吉郵便局 1350002 東京都江東区住吉２－３－９
江東区 森下町郵便局 1350004 東京都江東区森下１－１２－６
江東区 江東千田郵便局 1350013 東京都江東区千田２１－６
江東区 江東洲崎橋郵便局 1350016 東京都江東区東陽３－２０－９
江東区 江東区文化センター内郵便局 1350016 東京都江東区東陽４－１１－１
江東区 江東白河郵便局 1350021 東京都江東区白河４－１－５
江東区 深川一郵便局 1350033 東京都江東区深川１－８－１６
江東区 江東永代郵便局 1350034 東京都江東区永代１－１４－９
江東区 江東木場郵便局 1350042 東京都江東区木場５－５－１２
江東区 江東塩浜郵便局 1350043 東京都江東区塩浜２－２３－２
江東区 江東牡丹郵便局 1350046 東京都江東区牡丹３－８－３
江東区 江東牡丹一郵便局 1350046 東京都江東区牡丹１－２－１
江東区 江東潮見郵便局 1350052 東京都江東区潮見１－２－１
江東区 江東辰巳郵便局 1350053 東京都江東区辰巳１－９－４９
江東区 江東豊洲郵便局 1350061 東京都江東区豊洲３－２－２０
江東区 豊洲市場郵便局 1350061 東京都江東区豊洲６－６－１
江東区 江東東雲郵便局 1350062 東京都江東区東雲１－８－３－１０１
江東区 ＴＦＴ内郵便局 1350063 東京都江東区有明３－６－１１
江東区 テレコムセンター内郵便局 1350064 東京都江東区青海２－５－１０
江東区 深川郵便局 1358799 東京都江東区東陽４－４－２
江東区 江東亀戸郵便局 1360071 東京都江東区亀戸３－６２－１２
江東区 江東亀戸六郵便局 1360071 東京都江東区亀戸６－４２－３
江東区 江東亀戸一郵便局 1360071 東京都江東区亀戸１－１７－６
江東区 江東亀戸七郵便局 1360071 東京都江東区亀戸７－３８－５
江東区 江東亀戸五郵便局 1360071 東京都江東区亀戸５－４２－１３
江東区 江東大島郵便局 1360072 東京都江東区大島８－２２－８
江東区 東大島駅前郵便局 1360072 東京都江東区大島９－４－１－１１０
江東区 江東北砂一郵便局 1360073 東京都江東区北砂１－１１－１
江東区 江東北砂七郵便局 1360073 東京都江東区北砂７－５－１５
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江東区 江東北砂五郵便局 1360073 東京都江東区北砂５－１９－２５－１０１
江東区 江東北砂三郵便局 1360073 東京都江東区北砂３－２０－９
江東区 江東東砂郵便局 1360074 東京都江東区東砂３－１－１２
江東区 江東東砂二郵便局 1360074 東京都江東区東砂２－１３－１０－１０３
江東区 江東東砂八郵便局 1360074 東京都江東区東砂８－１９－１３
江東区 江東南砂郵便局 1360076 東京都江東区南砂４－１－１２
江東区 江東南砂六郵便局 1360076 東京都江東区南砂６－１０－１０
江東区 江東南砂北郵便局 1360076 東京都江東区南砂５－２４－１１－１０１
江東区 江東南砂団地内郵便局 1360076 東京都江東区南砂２－３－１４
江東区 新木場センタービル内郵便局 1360082 東京都江東区新木場１－１８－６
江東区 城東郵便局 1368799 東京都江東区大島３－１５－２
江東区 江東新砂郵便局 1378799 東京都江東区新砂２－４－２３
江東区 新東京郵便局 1378799 東京都江東区新砂２－４－２３
江東区 東京国際郵便局 1388799 東京都江東区新砂３－５－１４
品川区 北品川郵便局 1400001 東京都品川区北品川１－２２－２０
品川区 品川御殿山郵便局 1400001 東京都品川区北品川４－７－３５
品川区 東品川一郵便局 1400002 東京都品川区東品川１－３４－７
品川区 品川天王洲郵便局 1400002 東京都品川区東品川２－３－１０－１１６
品川区 品川八潮郵便局 1400003 東京都品川区八潮５－５－７
品川区 南品川二郵便局 1400004 東京都品川区南品川２－１７－２１
品川区 南品川一郵便局 1400004 東京都品川区南品川１－８－１０
品川区 南品川四郵便局 1400004 東京都品川区南品川４－１８－１
品川区 品川東大井二郵便局 1400011 東京都品川区東大井２－１２－１８
品川区 品川鮫洲郵便局 1400011 東京都品川区東大井１－６－９
品川区 品川南大井郵便局 1400013 東京都品川区南大井４－１１－３
品川区 大森ベルポート郵便局 1400013 東京都品川区南大井６－２６－３
品川区 品川水神郵便局 1400013 東京都品川区南大井６－１２－６
品川区 品川大井二郵便局 1400014 東京都品川区大井２－２４－１１
品川区 品川大井七郵便局 1400014 東京都品川区大井７－２７－９
品川区 品川大井三郵便局 1400014 東京都品川区大井３－６－１３
品川区 品川西大井五郵便局 1400015 東京都品川区西大井５－１５－９
品川区 品川西大井二郵便局 1400015 東京都品川区西大井２－１７－１６
品川区 品川郵便局 1408799 東京都品川区東大井５－２３－３４
品川区 目黒駅前郵便局 1410021 東京都品川区上大崎３－５－３
品川区 品川東五反田郵便局 1410022 東京都品川区東五反田１－１８－１
品川区 品川不動前郵便局 1410031 東京都品川区西五反田４－２９－１５
品川区 品川西五反田六郵便局 1410031 東京都品川区西五反田６－１５－６
品川区 ＴＯＣビル内郵便局 1410031 東京都品川区西五反田７－２２－１７
品川区 大崎駅西口郵便局 1410032 東京都品川区大崎２－１１－１
品川区 大崎三郵便局 1410032 東京都品川区大崎３－２０－１２
品川区 大崎駅前郵便局 1410032 東京都品川区大崎１－６－４
品川区 ゲートシティ大崎郵便局 1410032 東京都品川区大崎１－１１－１
品川区 大崎郵便局 1418799 東京都品川区西五反田２－３２－７
品川区 品川戸越郵便局 1420041 東京都品川区戸越４－９－１７
品川区 品川豊郵便局 1420042 東京都品川区豊町６－１３－２
品川区 品川二葉郵便局 1420043 東京都品川区二葉２－４－２０
品川区 品川区役所前郵便局 1420043 東京都品川区二葉１－８－１８
品川区 品川平塚橋郵便局 1420051 東京都品川区平塚３－１６－３２
品川区 品川平塚一郵便局 1420051 東京都品川区平塚１－７－１８
品川区 品川中延五郵便局 1420053 東京都品川区中延５－５－１
品川区 品川中延三郵便局 1420053 東京都品川区中延３－２－８
品川区 品川小山三郵便局 1420062 東京都品川区小山３－８－１
品川区 品川小山五郵便局 1420062 東京都品川区小山５－１６－１５
品川区 品川洗足郵便局 1420062 東京都品川区小山７－１６－４
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品川区 品川旗の台郵便局 1420064 東京都品川区旗の台２－７－７
品川区 荏原郵便局 1428799 東京都品川区西中延１－７－２３
目黒区 目黒本町郵便局 1520002 東京都目黒区目黒本町６－１２－１６
目黒区 目黒碑文谷四郵便局 1520003 東京都目黒区碑文谷４－１６－２
目黒区 目黒碑文谷二郵便局 1520003 東京都目黒区碑文谷２－５－８
目黒区 目黒鷹番郵便局 1520003 東京都目黒区碑文谷６－１－２０
目黒区 目黒原町郵便局 1520012 東京都目黒区洗足１－１１－２０
目黒区 目黒南三郵便局 1520013 東京都目黒区南３－３－１１
目黒区 目黒八雲四郵便局 1520023 東京都目黒区八雲４－２０－１４
目黒区 目黒八雲二郵便局 1520023 東京都目黒区八雲２－２４－１８
目黒区 目黒柿ノ木坂郵便局 1520023 東京都目黒区八雲１－３－４
目黒区 目黒緑が丘郵便局 1520034 東京都目黒区緑が丘１－１９－６
目黒区 目黒自由が丘郵便局 1520035 東京都目黒区自由が丘２－１１－１９
目黒区 目黒郵便局 1528799 東京都目黒区目黒本町１－１５－１６
目黒区 目黒駒場郵便局 1530041 東京都目黒区駒場１－９－６
目黒区 目黒東山一郵便局 1530043 東京都目黒区東山１－１－１
目黒区 目黒東山二郵便局 1530043 東京都目黒区東山２－１５－１７
目黒区 目黒大橋郵便局 1530044 東京都目黒区大橋１－１０－１－１０３
目黒区 中目黒駅前郵便局 1530051 東京都目黒区上目黒２－１５－８
目黒区 上目黒四郵便局 1530051 東京都目黒区上目黒４－２１－１３
目黒区 目黒五本木郵便局 1530053 東京都目黒区五本木１－２２－５
目黒区 目黒三田郵便局 1530062 東京都目黒区三田２－４－１０
目黒区 目黒四郵便局 1530063 東京都目黒区目黒４－９－１４
目黒区 目黒三郵便局 1530063 東京都目黒区目黒３－１－２６
目黒区 下目黒郵便局 1530064 東京都目黒区下目黒３－２－３
目黒区 目黒中町郵便局 1530065 東京都目黒区中町２－４８－３３
大田区 大田市場内郵便局 1430001 東京都大田区東海３－２－１
大田区 大田京浜島郵便局 1430003 東京都大田区京浜島２－９－１
大田区 大田平和島二郵便局 1430006 東京都大田区平和島２－１－１
大田区 東京流通センター内郵便局 1430006 東京都大田区平和島６－１－１
大田区 大森東四郵便局 1430012 東京都大田区大森東４－３７－１０
大田区 大森東一郵便局 1430012 東京都大田区大森東１－９－１７
大田区 大森南二郵便局 1430013 東京都大田区大森南２－４－７
大田区 大森西六郵便局 1430015 東京都大田区大森西６－１４－１０
大田区 大森西二郵便局 1430015 東京都大田区大森西２－１９－２２
大田区 大森北六郵便局 1430016 東京都大田区大森北６－２－１１
大田区 大森駅前郵便局 1430016 東京都大田区大森北１－２９－１１
大田区 大田入新井郵便局 1430016 東京都大田区大森北３－９－３
大田区 大田東馬込郵便局 1430022 東京都大田区東馬込１－１２－２
大田区 大田山王郵便局 1430023 東京都大田区山王２－５－７
大田区 大田中央四郵便局 1430024 東京都大田区中央４－３－１
大田区 大田中央一郵便局 1430024 東京都大田区中央１－１６－５
大田区 大田中央七郵便局 1430024 東京都大田区中央７－４－３
大田区 大田中央八郵便局 1430024 東京都大田区中央８－３９－２
大田区 大田南馬込一郵便局 1430025 東京都大田区南馬込１－５５－４
大田区 大田南馬込二郵便局 1430025 東京都大田区南馬込２－２８－１
大田区 大田西馬込郵便局 1430026 東京都大田区西馬込２－３－８
大田区 大田中馬込郵便局 1430027 東京都大田区中馬込１－１４－１７
大田区 大森郵便局 1438799 東京都大田区山王３－９－１３
大田区 東蒲田二郵便局 1440031 東京都大田区東蒲田２－６－１０
大田区 大田東糀谷郵便局 1440033 東京都大田区東糀谷１－１９－１８
大田区 大田西糀谷三郵便局 1440034 東京都大田区西糀谷３－２０－２
大田区 大田西糀谷二郵便局 1440034 東京都大田区西糀谷２－２１－２０
大田区 大田西糀谷郵便局 1440034 東京都大田区西糀谷１－２１－１３
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大田区 大田南蒲田郵便局 1440035 東京都大田区南蒲田３－７－２６
大田区 羽田空港郵便局 1440041 東京都大田区羽田空港３－３－２
大田区 大田羽田郵便局 1440043 東京都大田区羽田４－４－２７
大田区 大田南六郷一郵便局 1440045 東京都大田区南六郷１－１５－１９
大田区 大田南六郷二郵便局 1440045 東京都大田区南六郷２－３５－１
大田区 大田萩中郵便局 1440047 東京都大田区萩中２－８－１３
大田区 大田萩中三郵便局 1440047 東京都大田区萩中３－２３－３
大田区 西蒲田一郵便局 1440051 東京都大田区西蒲田１－６－１９
大田区 蒲田駅前郵便局 1440051 東京都大田区西蒲田７－４６－１１
大田区 蒲田一郵便局 1440052 東京都大田区蒲田１－２６－１０
大田区 アロマスクエア郵便局 1440052 東京都大田区蒲田５－３７－１
大田区 新蒲田二郵便局 1440054 東京都大田区新蒲田２－１７－７
大田区 大田仲六郷郵便局 1440055 東京都大田区仲六郷２－９－１１
大田区 六郷土手郵便局 1440055 東京都大田区仲六郷４－３１－８
大田区 大田西六郷郵便局 1440056 東京都大田区西六郷１－１９－１５
大田区 大田西六郷三郵便局 1440056 東京都大田区西六郷３－２８－７
大田区 蒲田郵便局 1448799 東京都大田区蒲田本町１－２－８
大田区 大田北千束郵便局 1450062 東京都大田区北千束２－１４－９
大田区 大岡山駅前郵便局 1450062 東京都大田区北千束３－２６－１２
大田区 大田洗足郵便局 1450064 東京都大田区上池台２－３１－８
大田区 大田上池台郵便局 1450064 東京都大田区上池台１－６－３
大田区 大田東雪谷五郵便局 1450065 東京都大田区東雪谷５－９－３
大田区 大田東雪谷二郵便局 1450065 東京都大田区東雪谷２－２２－１３
大田区 大田南雪谷郵便局 1450066 東京都大田区南雪谷２－１５－２
大田区 田園調布五郵便局 1450071 東京都大田区田園調布５－３４－２
大田区 田園調布駅前郵便局 1450071 東京都大田区田園調布３－１－８
大田区 田園調布一郵便局 1450071 東京都大田区田園調布１－４７－７
大田区 田園調布本町郵便局 1450072 東京都大田区田園調布本町２５－２１
大田区 大田東嶺町郵便局 1450074 東京都大田区東嶺町３－１３
大田区 田園調布郵便局 1458799 東京都大田区南雪谷２－２１－１
大田区 大田池上六郵便局 1460082 東京都大田区池上６－３８－９
大田区 池上郵便局 1460082 東京都大田区池上３－３９－３
大田区 千鳥町駅前郵便局 1460083 東京都大田区千鳥１－１６－１７
大田区 大田南久が原郵便局 1460084 東京都大田区南久が原２－１６－１６
大田区 大田久が原郵便局 1460085 東京都大田区久が原２－２４－１
大田区 大田久が原西郵便局 1460085 東京都大田区久が原４－１－１７
大田区 大田下丸子郵便局 1460092 東京都大田区下丸子２－８－１
大田区 大田矢口三郵便局 1460093 東京都大田区矢口３－７－１２
大田区 大田矢口一郵便局 1460093 東京都大田区矢口１－１３－１２
大田区 大田東矢口三郵便局 1460094 東京都大田区東矢口３－１－１
大田区 蒲田安方郵便局 1460095 東京都大田区多摩川１－１０－４
大田区 千鳥郵便局 1468799 東京都大田区千鳥２－３４－１０
世田谷区 世田谷池尻郵便局 1540001 東京都世田谷区池尻３－２８－５
世田谷区 世田谷淡島郵便局 1540001 東京都世田谷区池尻４－３８－１３
世田谷区 学芸大学前郵便局 1540002 東京都世田谷区下馬６－３８－６
世田谷区 世田谷下馬二郵便局 1540002 東京都世田谷区下馬２－２０－５
世田谷区 世田谷下馬郵便局 1540002 東京都世田谷区下馬１－４１－４
世田谷区 世田谷野沢郵便局 1540003 東京都世田谷区野沢３－３９－１０
世田谷区 世田谷太子堂郵便局 1540004 東京都世田谷区太子堂３－１８－３
世田谷区 三軒茶屋駅前郵便局 1540004 東京都世田谷区太子堂４－２２－５
世田谷区 世田谷上馬一郵便局 1540011 東京都世田谷区上馬１－１５－１４
世田谷区 世田谷上馬郵便局 1540011 東京都世田谷区上馬４－２－５
世田谷区 世田谷駒沢二郵便局 1540012 東京都世田谷区駒沢２－６１－１
世田谷区 世田谷駒沢郵便局 1540012 東京都世田谷区駒沢３－１５－２
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世田谷区 世田谷桜新町郵便局 1540015 東京都世田谷区桜新町１－１４－２３
世田谷区 世田谷弦巻郵便局 1540016 東京都世田谷区弦巻２－３３－１５
世田谷区 世田谷四郵便局 1540017 東京都世田谷区世田谷４－１６－１１
世田谷区 世田谷一郵便局 1540017 東京都世田谷区世田谷１－２５－８
世田谷区 豪徳寺駅前郵便局 1540021 東京都世田谷区豪徳寺１－３８－６
世田谷区 世田谷梅丘郵便局 1540022 東京都世田谷区梅丘３－１４－１６
世田谷区 世田谷若林四郵便局 1540023 東京都世田谷区若林４－３－９
世田谷区 世田谷若林三郵便局 1540023 東京都世田谷区若林３－１６－４
世田谷区 世田谷郵便局 1548799 東京都世田谷区三軒茶屋２－１－１
世田谷区 世田谷北沢三郵便局 1550031 東京都世田谷区北沢３－２－８
世田谷区 世田谷北沢郵便局 1550031 東京都世田谷区北沢２－４０－８
世田谷区 池ノ上駅前郵便局 1550032 東京都世田谷区代沢２－４２－１１
世田谷区 世田谷代沢郵便局 1550032 東京都世田谷区代沢５－３０－４
世田谷区 新代田駅前郵便局 1550033 東京都世田谷区代田５－２９－７
世田谷区 世田谷大原郵便局 1560041 東京都世田谷区大原２－１８－５
世田谷区 東松原駅前郵便局 1560043 東京都世田谷区松原５－４－１１
世田谷区 世田谷明大前郵便局 1560043 東京都世田谷区松原１－３８－１２
世田谷区 梅ケ丘駅前郵便局 1560043 東京都世田谷区松原６－２－９
世田谷区 世田谷赤堤郵便局 1560044 東京都世田谷区赤堤５－４３－１７
世田谷区 世田谷赤堤二郵便局 1560044 東京都世田谷区赤堤２－４４－８
世田谷区 世田谷桜上水五郵便局 1560045 東京都世田谷区桜上水５－６－２０
世田谷区 世田谷桜上水一郵便局 1560045 東京都世田谷区桜上水１－２２－５
世田谷区 経堂駅前郵便局 1560051 東京都世田谷区宮坂３－１１－７
世田谷区 世田谷桜郵便局 1560053 東京都世田谷区桜３－２６－２
世田谷区 世田谷桜丘三郵便局 1560054 東京都世田谷区桜丘３－２８－２
世田谷区 世田谷桜丘二郵便局 1560054 東京都世田谷区桜丘２－８－１３
世田谷区 世田谷桜丘五郵便局 1560054 東京都世田谷区桜丘５－２８－１１
世田谷区 千歳船橋駅前郵便局 1560055 東京都世田谷区船橋１－３－３
世田谷区 世田谷船橋郵便局 1560055 東京都世田谷区船橋４－２－１０
世田谷区 世田谷八幡山郵便局 1560056 東京都世田谷区八幡山１－１２－８
世田谷区 八幡山駅前郵便局 1560056 東京都世田谷区八幡山３－３４－１５
世田谷区 千歳郵便局 1568799 東京都世田谷区経堂１－４０－１
世田谷区 世田谷北烏山郵便局 1570061 東京都世田谷区北烏山３－２６－６
世田谷区 世田谷北烏山八郵便局 1570061 東京都世田谷区北烏山８－３－１７
世田谷区 芦花公園駅前郵便局 1570062 東京都世田谷区南烏山１－１２－１７
世田谷区 千歳烏山郵便局 1570062 東京都世田谷区南烏山６－２９－８
世田谷区 世田谷粕谷郵便局 1570063 東京都世田谷区粕谷４－１３－１４
世田谷区 世田谷給田郵便局 1570064 東京都世田谷区給田３－２８－５
世田谷区 世田谷上祖師谷郵便局 1570065 東京都世田谷区上祖師谷７－１６－８
世田谷区 世田谷上祖師谷二郵便局 1570065 東京都世田谷区上祖師谷２－７－１０
世田谷区 成城学園前郵便局 1570066 東京都世田谷区成城６－１６－３０
世田谷区 世田谷成城二郵便局 1570066 東京都世田谷区成城２－１５－２３
世田谷区 喜多見駅前郵便局 1570067 東京都世田谷区喜多見９－１－１
世田谷区 世田谷喜多見三郵便局 1570067 東京都世田谷区喜多見３－２１－２２
世田谷区 世田谷千歳台郵便局 1570071 東京都世田谷区千歳台５－７－１１
世田谷区 祖師谷大蔵駅前郵便局 1570072 東京都世田谷区祖師谷３－２７－１
世田谷区 世田谷祖師谷四郵便局 1570072 東京都世田谷区祖師谷４－２３－２１
世田谷区 世田谷砧郵便局 1570073 東京都世田谷区砧３－１７－４
世田谷区 世田谷岡本郵便局 1570076 東京都世田谷区岡本１－３０－７
世田谷区 世田谷鎌田郵便局 1570077 東京都世田谷区鎌田２－２３－１０
世田谷区 成城郵便局 1578799 東京都世田谷区成城８－３０－２５
世田谷区 世田谷深沢郵便局 1580081 東京都世田谷区深沢４－３５－５
世田谷区 世田谷深沢一郵便局 1580081 東京都世田谷区深沢１－９－９
世田谷区 尾山台駅前郵便局 1580082 東京都世田谷区等々力５－５－１２
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世田谷区 世田谷等々力郵便局 1580082 東京都世田谷区等々力３－９－１
世田谷区 世田谷九品仏郵便局 1580083 東京都世田谷区奥沢８－１５－９
世田谷区 世田谷奥沢郵便局 1580083 東京都世田谷区奥沢２－１０－７
世田谷区 東玉川郵便局 1580084 東京都世田谷区東玉川１－４０－１１
世田谷区 世田谷中町郵便局 1580091 東京都世田谷区中町５－１６－６
世田谷区 世田谷野毛郵便局 1580092 東京都世田谷区野毛１－５－１３
世田谷区 世田谷上野毛郵便局 1580093 東京都世田谷区上野毛１－３４－１５
世田谷区 二子玉川郵便局 1580094 東京都世田谷区玉川２－２０－１
世田谷区 世田谷瀬田郵便局 1580096 東京都世田谷区玉川台２－１０－４
世田谷区 世田谷用賀郵便局 1580097 東京都世田谷区用賀３－１８－８
世田谷区 用賀駅前郵便局 1580097 東京都世田谷区用賀４－１０－１
世田谷区 玉川郵便局 1588799 東京都世田谷区等々力８－２２－１
渋谷区 渋谷神宮前郵便局 1500001 東京都渋谷区神宮前２－１８－１４
渋谷区 渋谷青山通郵便局 1500001 東京都渋谷区神宮前５－５２－２
渋谷区 神宮前六郵便局 1500001 東京都渋谷区神宮前６－１２－２８
渋谷区 渋谷三郵便局 1500002 東京都渋谷区渋谷３－２７－１５
渋谷区 渋谷東二郵便局 1500011 東京都渋谷区東２－２２－１４
渋谷区 渋谷橋郵便局 1500012 東京都渋谷区広尾１－３－１５
渋谷区 渋谷広尾郵便局 1500012 東京都渋谷区広尾５－８－１８
渋谷区 渋谷広尾四郵便局 1500012 東京都渋谷区広尾４－１－２１
渋谷区 渋谷恵比寿郵便局 1500013 東京都渋谷区恵比寿２－１０－７
渋谷区 恵比寿駅前郵便局 1500022 東京都渋谷区恵比寿南１－２－１１
渋谷区 恵比寿駅ビル内郵便局 1500022 東京都渋谷区恵比寿南１－５－５
渋谷区 渋谷桜丘郵便局 1500031 東京都渋谷区桜丘町１２－６
渋谷区 渋谷代官山郵便局 1500033 東京都渋谷区猿楽町２３－３
渋谷区 放送センター内郵便局 1500041 東京都渋谷区神南２－２－１
渋谷区 渋谷神南郵便局 1500041 東京都渋谷区神南１－２１－１
渋谷区 渋谷道玄坂郵便局 1500043 東京都渋谷区道玄坂１－１９－１３
渋谷区 渋谷中央街郵便局 1500043 東京都渋谷区道玄坂１－１０－２
渋谷区 渋谷松濤郵便局 1500046 東京都渋谷区松濤１－２９－２４
渋谷区 恵比寿ガーデンプレイス郵便局 1506003 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３
渋谷区 渋谷郵便局 1508799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
渋谷区 渋谷千駄ケ谷郵便局 1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－２３－７
渋谷区 代々木五郵便局 1510053 東京都渋谷区代々木５－５５－６
渋谷区 代々木二郵便局 1510053 東京都渋谷区代々木２－２－１３
渋谷区 代々木駅前通郵便局 1510053 東京都渋谷区代々木１－１８－１５
渋谷区 代々木三郵便局 1510053 東京都渋谷区代々木３－３５－１０
渋谷区 新宿駅南口郵便局 1510053 東京都渋谷区代々木２－１０－８
渋谷区 元代々木郵便局 1510062 東京都渋谷区元代々木町３０－８
渋谷区 渋谷富ケ谷二郵便局 1510063 東京都渋谷区富ヶ谷２－１８－２２
渋谷区 渋谷富ケ谷一郵便局 1510063 東京都渋谷区富ヶ谷１－９－１７
渋谷区 渋谷上原郵便局 1510064 東京都渋谷区上原１－３６－１３
渋谷区 渋谷本町五郵便局 1510071 東京都渋谷区本町５－４３－４
渋谷区 渋谷本町二郵便局 1510071 東京都渋谷区本町２－３－１４
渋谷区 渋谷幡ヶ谷郵便局 1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷２－５６－５
渋谷区 幡ヶ谷南郵便局 1510072 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３２－３
渋谷区 笹塚駅前郵便局 1510073 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４
渋谷区 渋谷笹塚郵便局 1510073 東京都渋谷区笹塚２－２１－１
渋谷区 代々木郵便局 1518799 東京都渋谷区西原１－４２－２
中野区 落合郵便局 1618799 東京都中野区東中野４－２７－２１
中野区 中野サンクォーレ内郵便局 1640001 東京都中野区中野４－３－１
中野区 中野五郵便局 1640001 東京都中野区中野５－５０－９
中野区 中野上高田一郵便局 1640002 東京都中野区上高田１－３５－３
中野区 中野上高田郵便局 1640002 東京都中野区上高田３－１９－９
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中野区 東中野郵便局 1640003 東京都中野区東中野５－１１－１１
中野区 中野中央一郵便局 1640003 東京都中野区東中野１－９－１
中野区 新中野駅前郵便局 1640011 東京都中野区中央５－６－２
中野区 中野本町五郵便局 1640012 東京都中野区本町５－３３－１１
中野区 中野本町三郵便局 1640012 東京都中野区本町３－３１－１０
中野区 中野新橋駅前郵便局 1640012 東京都中野区本町３－２－５
中野区 中野坂上郵便局 1640012 東京都中野区本町１－３２－２
中野区 中野弥生郵便局 1640013 東京都中野区弥生町１－１９－８
中野区 中野南台郵便局 1640014 東京都中野区南台３－３７－８
中野区 中野南台二郵便局 1640014 東京都中野区南台２－５１－１０
中野区 中野郵便局 1648799 東京都中野区中野２－２７－１
中野区 中野丸山郵便局 1650021 東京都中野区丸山１－２－６
中野区 中野江古田三郵便局 1650022 東京都中野区江古田３－１０－１
中野区 中野沼袋郵便局 1650025 東京都中野区沼袋３－２６－１２
中野区 中野新井郵便局 1650026 東京都中野区新井１－３１－９
中野区 中野野方五郵便局 1650027 東京都中野区野方５－３－１
中野区 富士見台駅前郵便局 1650031 東京都中野区上鷺宮４－１６－１
中野区 鷺ノ宮駅前郵便局 1650032 東京都中野区鷺宮４－３４－８
中野区 中野鷺宮五郵便局 1650032 東京都中野区鷺宮５－２３－８
中野区 中野鷺宮北郵便局 1650032 東京都中野区鷺宮２－５－９
中野区 中野若宮郵便局 1650033 東京都中野区若宮３－３７－１０
中野区 中野大和町郵便局 1650034 東京都中野区大和町１－６４－１
中野区 中野白鷺郵便局 1650035 東京都中野区白鷺２－３５－１２
中野区 中野北郵便局 1658799 東京都中野区丸山１－２８－１０
杉並区 阿佐谷北六郵便局 1660001 東京都杉並区阿佐谷北６－９－５
杉並区 阿佐谷北三郵便局 1660001 東京都杉並区阿佐谷北３－４０－１５
杉並区 高円寺北三郵便局 1660002 東京都杉並区高円寺北３－１０－６
杉並区 高円寺駅前郵便局 1660002 東京都杉並区高円寺北２－２０－７
杉並区 高円寺中央通郵便局 1660003 東京都杉並区高円寺南４－２－６
杉並区 高円寺南三郵便局 1660003 東京都杉並区高円寺南３－３７－２１
杉並区 新高円寺駅前郵便局 1660003 東京都杉並区高円寺南２－１６－３
杉並区 阿佐谷南三郵便局 1660004 東京都杉並区阿佐谷南３－１３－６
杉並区 阿佐谷駅前郵便局 1660004 東京都杉並区阿佐谷南３－３５－８
杉並区 杉並聖堂前郵便局 1660012 東京都杉並区和田２－９－１０
杉並区 東高円寺郵便局 1660012 東京都杉並区和田３－６０－１５
杉並区 杉並和田郵便局 1660012 東京都杉並区和田２－４０－７
杉並区 杉並堀ノ内郵便局 1660013 東京都杉並区堀ノ内１－１２－６
杉並区 杉並松ノ木郵便局 1660014 東京都杉並区松ノ木２－３３－４
杉並区 杉並成田西郵便局 1660016 東京都杉並区成田西１－２９－５
杉並区 杉並郵便局 1668799 東京都杉並区成田東４－３８－１４
杉並区 杉並井草郵便局 1670021 東京都杉並区井草２－２６－７
杉並区 杉並下井草郵便局 1670022 東京都杉並区下井草３－３０－１４
杉並区 下井草南郵便局 1670022 東京都杉並区下井草１－２５－１３
杉並区 杉並上井草郵便局 1670023 東京都杉並区上井草３－３１－２５
杉並区 井荻駅前郵便局 1670023 東京都杉並区上井草１－２３－２３
杉並区 杉並本天沼郵便局 1670031 東京都杉並区本天沼３－４０－１０
杉並区 杉並四面道郵便局 1670032 東京都杉並区天沼３－１２－４
杉並区 杉並今川四郵便局 1670035 東京都杉並区今川４－２０－７
杉並区 杉並今川三郵便局 1670035 東京都杉並区今川３－１４－１７
杉並区 杉並善福寺郵便局 1670041 東京都杉並区善福寺１－４－５
杉並区 西荻窪郵便局 1670042 東京都杉並区西荻北２－１３－５
杉並区 杉並西荻北郵便局 1670042 東京都杉並区西荻北４－３１－２
杉並区 西友荻窪郵便局 1670043 東京都杉並区上荻１－９－１
杉並区 荻窪川南郵便局 1670051 東京都杉並区荻窪２－３１－７
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杉並区 荻窪二郵便局 1670051 東京都杉並区荻窪２－４－３１
杉並区 荻窪四郵便局 1670051 東京都杉並区荻窪４－２２－１１
杉並区 杉並西荻南郵便局 1670053 東京都杉並区西荻南２－２２－９
杉並区 杉並松庵郵便局 1670054 東京都杉並区松庵２－１７－３
杉並区 荻窪郵便局 1678799 東京都杉並区桃井２－３－２
杉並区 杉並方南二郵便局 1680062 東京都杉並区方南２－１２－１２
杉並区 杉並和泉二郵便局 1680063 東京都杉並区和泉２－３６－３
杉並区 杉並和泉郵便局 1680063 東京都杉並区和泉１－３１－６
杉並区 杉並永福郵便局 1680064 東京都杉並区永福２－５０－１９
杉並区 杉並浜田山郵便局 1680065 東京都杉並区浜田山３－３６－１８
杉並区 杉並西永福郵便局 1680065 東京都杉並区浜田山３－６－１
杉並区 高井戸駅前郵便局 1680072 東京都杉並区高井戸東２－２６－９
杉並区 杉並高井戸東郵便局 1680072 東京都杉並区高井戸東４－１９－３０
杉並区 杉並桜上水郵便局 1680073 東京都杉並区下高井戸１－２３－９
杉並区 杉並上高井戸郵便局 1680074 東京都杉並区上高井戸１－３０－５０
杉並区 杉並宮前五郵便局 1680081 東京都杉並区宮前５－１９－１８
杉並区 杉並宮前三郵便局 1680081 東京都杉並区宮前３－３１－２０
杉並区 杉並久我山郵便局 1680082 東京都杉並区久我山３－１８－１２
杉並区 杉並富士見ヶ丘郵便局 1680082 東京都杉並区久我山５－１－２２
杉並区 杉並南郵便局 1688799 東京都杉並区浜田山４－５－５
豊島区 西巣鴨四郵便局 1700001 東京都豊島区西巣鴨４－１３－１０
豊島区 西巣鴨一郵便局 1700001 東京都豊島区西巣鴨１－９－３
豊島区 巣鴨駅前郵便局 1700002 東京都豊島区巣鴨２－９－７
豊島区 巣鴨郵便局 1700002 東京都豊島区巣鴨４－２６－１
豊島区 駒込駅前郵便局 1700003 東京都豊島区駒込１－４４－９
豊島区 大塚駅前郵便局 1700004 東京都豊島区北大塚２－２５－６
豊島区 豊島南大塚郵便局 1700005 東京都豊島区南大塚１－４８－７
豊島区 池袋本町郵便局 1700011 東京都豊島区池袋本町４－４－１４
豊島区 池袋本町三郵便局 1700011 東京都豊島区池袋本町３－２３－５
豊島区 上池袋郵便局 1700012 東京都豊島区上池袋１－９－８
豊島区 東池袋郵便局 1700013 東京都豊島区東池袋５－１０－８
豊島区 池袋駅前郵便局 1700013 東京都豊島区東池袋１－１７－１
豊島区 池袋サンシャイン通郵便局 1700013 東京都豊島区東池袋１－２０－３
豊島区 サンシャイン６０内郵便局 1706090 東京都豊島区東池袋３－１－１
豊島区 豊島郵便局 1708799 東京都豊島区東池袋３－１８－１
豊島区 池袋四郵便局 1710014 東京都豊島区池袋４－２５－１３
豊島区 池袋郵便局 1710014 東京都豊島区池袋２－４０－１３
豊島区 立教学院内郵便局 1710021 東京都豊島区西池袋５－１０－１４
豊島区 西池袋郵便局 1710021 東京都豊島区西池袋３－２２－１３
豊島区 東京芸術劇場郵便局 1710021 東京都豊島区西池袋１－８－１
豊島区 南池袋郵便局 1710022 東京都豊島区南池袋２－２４－１
豊島区 豊島区役所前郵便局 1710022 東京都豊島区南池袋２－３０－１７
豊島区 雑司が谷郵便局 1710032 東京都豊島区雑司が谷２－７－１４
豊島区 豊島高田郵便局 1710033 東京都豊島区高田３－４０－１２
豊島区 豊島千川一郵便局 1710041 東京都豊島区千川１－１４－８
豊島区 豊島高松郵便局 1710042 東京都豊島区高松１－１１－１３
豊島区 豊島千川駅前郵便局 1710043 東京都豊島区要町３－１１－４
豊島区 豊島要町一郵便局 1710043 東京都豊島区要町１－８－１６
豊島区 豊島千早郵便局 1710044 東京都豊島区千早２－２－８
豊島区 豊島⾧崎郵便局 1710051 東京都豊島区⾧崎４－２５－１
豊島区 豊島⾧崎六郵便局 1710051 東京都豊島区⾧崎６－２０－１
豊島区 豊島⾧崎一郵便局 1710051 東京都豊島区⾧崎１－１６－１６
豊島区 豊島南⾧崎六郵便局 1710052 東京都豊島区南⾧崎６－９－１２
豊島区 豊島南⾧崎郵便局 1710052 東京都豊島区南⾧崎４－２７－５
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北区 東十条郵便局 1140001 東京都北区東十条４－１３－９
北区 東十条駅前郵便局 1140001 東京都北区東十条２－１４－５
北区 東十条六郵便局 1140001 東京都北区東十条６－７－８
北区 王子三郵便局 1140002 東京都北区王子３－１１－１４
北区 王子五郵便局 1140002 東京都北区王子５－１０－８
北区 北豊島三郵便局 1140003 東京都北区豊島３－１７－２０
北区 北豊島二郵便局 1140003 東京都北区豊島２－１－９
北区 北豊島団地内郵便局 1140003 東京都北区豊島５－５－５
北区 北堀船郵便局 1140004 東京都北区堀船２－２－１８
北区 北田端新町郵便局 1140012 東京都北区田端新町２－１４－８
北区 東田端郵便局 1140013 東京都北区東田端２－１０－４
北区 田端郵便局 1140014 東京都北区田端５－７－１１
北区 北田端郵便局 1140014 東京都北区田端３－４－１０
北区 中里郵便局 1140015 東京都北区中里２－１－５
北区 王子本町郵便局 1140022 東京都北区王子本町１－２－１１
北区 滝野川六郵便局 1140023 東京都北区滝野川６－７６－１
北区 滝野川三郵便局 1140023 東京都北区滝野川３－７９－５
北区 滝野川郵便局 1140023 東京都北区滝野川６－２８－５
北区 飛鳥山前郵便局 1140023 東京都北区滝野川２－１－１０
北区 西ヶ原四郵便局 1140024 東京都北区西ケ原４－１－３
北区 西ヶ原郵便局 1140024 東京都北区西ケ原３－２－１
北区 十条仲原郵便局 1140031 東京都北区十条仲原１－２２－１
北区 中十条郵便局 1140032 東京都北区中十条２－１２－４
北区 上十条四郵便局 1140034 東京都北区上十条４－１７－８
北区 上十条郵便局 1140034 東京都北区上十条１－２－１８
北区 王子郵便局 1148799 東京都北区王子６－２－２８
北区 北志茂一郵便局 1150042 東京都北区志茂１－３－９
北区 北志茂郵便局 1150042 東京都北区志茂４－５－１
北区 北神谷郵便局 1150043 東京都北区神谷２－１２－３
北区 赤羽二郵便局 1150045 東京都北区赤羽２－９－２
北区 赤羽岩淵駅前郵便局 1150045 東京都北区赤羽１－５５－９
北区 北浮間郵便局 1150051 東京都北区浮間３－１９－１
北区 北浮間二郵便局 1150051 東京都北区浮間２－１０－１０
北区 赤羽北二郵便局 1150052 東京都北区赤羽北２－１３－１６
北区 赤羽台郵便局 1150053 東京都北区赤羽台２－４－５１
北区 北桐ケ丘郵便局 1150054 東京都北区桐ケ丘２－７－２７
北区 赤羽西四郵便局 1150055 東京都北区赤羽西４－４４－１
北区 赤羽西六郵便局 1150055 東京都北区赤羽西６－１７－１３
北区 赤羽駅前郵便局 1150055 東京都北区赤羽西１－３３－１３
北区 赤羽西二郵便局 1150055 東京都北区赤羽西２－２－５
北区 赤羽郵便局 1158799 東京都北区赤羽南１－１２－１０
荒川区 荒川北町屋郵便局 1160001 東京都荒川区町屋８－３－１１
荒川区 荒川町屋郵便局 1160001 東京都荒川区町屋１－１９－９
荒川区 荒川町屋五郵便局 1160001 東京都荒川区町屋５－６－５
荒川区 荒川五郵便局 1160002 東京都荒川区荒川５－１１－１２
荒川区 荒川汐入郵便局 1160003 東京都荒川区南千住８－４－５－１１８
荒川区 荒川南千住五郵便局 1160003 東京都荒川区南千住５－３９－５
荒川区 荒川南千住郵便局 1160003 東京都荒川区南千住６－１－８
荒川区 荒川西尾久七郵便局 1160011 東京都荒川区西尾久７－１６－１３
荒川区 荒川西尾久三郵便局 1160011 東京都荒川区西尾久３－２５－１８
荒川区 荒川西尾久二郵便局 1160011 東京都荒川区西尾久２－１６－７
荒川区 荒川東尾久四郵便局 1160012 東京都荒川区東尾久４－２１－６
荒川区 荒川東尾久二郵便局 1160012 東京都荒川区東尾久２－４０－２
荒川区 熊野前郵便局 1160012 東京都荒川区東尾久８－１４－１
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荒川区 西日暮里郵便局 1160013 東京都荒川区西日暮里１－６０－３
荒川区 日暮里駅前郵便局 1160013 東京都荒川区西日暮里２－２１－６－１０２
荒川区 西日暮里駅前郵便局 1160013 東京都荒川区西日暮里５－１１－８
荒川区 東日暮里二郵便局 1160014 東京都荒川区東日暮里２－２７－７
荒川区 東日暮里六郵便局 1160014 東京都荒川区東日暮里６－７－２
荒川区 荒川郵便局 1168799 東京都荒川区荒川３－２－１
板橋区 板橋四郵便局 1730004 東京都板橋区板橋４－６２－４
板橋区 新板橋郵便局 1730012 東京都板橋区大和町６－１１
板橋区 大山駅前郵便局 1730014 東京都板橋区大山東町１６－６
板橋区 中板橋郵便局 1730016 東京都板橋区中板橋１３－８
板橋区 板橋弥生郵便局 1730021 東京都板橋区弥生町１２－８
板橋区 板橋ハッピーロード郵便局 1730023 東京都板橋区大山町３－３
板橋区 板橋中丸郵便局 1730026 東京都板橋区中丸町１７－１４
板橋区 板橋大谷口北郵便局 1730031 東京都板橋区大谷口北町７６－４
板橋区 板橋大谷口郵便局 1730032 東京都板橋区大谷口上町４９－８
板橋区 板橋大山郵便局 1730033 東京都板橋区大山西町５２－１２
板橋区 板橋幸町郵便局 1730034 東京都板橋区幸町３７－２
板橋区 板橋向原郵便局 1730036 東京都板橋区向原２－２４－２７
板橋区 板橋郵便局 1738799 東京都板橋区板橋２－４２－１
板橋区 板橋舟渡郵便局 1740041 東京都板橋区舟渡２－５－１０
板橋区 志村橋郵便局 1740043 東京都板橋区坂下３－２５－２
板橋区 板橋坂下郵便局 1740043 東京都板橋区坂下１－１６－１０
板橋区 板橋坂下一郵便局 1740043 東京都板橋区坂下１－３－１
板橋区 板橋蓮根郵便局 1740046 東京都板橋区蓮根２－３１－１０
板橋区 板橋蓮沼郵便局 1740052 東京都板橋区蓮沼町２３－７
板橋区 板橋清水郵便局 1740053 東京都板橋区清水町２０－５
板橋区 板橋志村郵便局 1740056 東京都板橋区志村１－１２－２７
板橋区 板橋富士見郵便局 1740062 東京都板橋区富士見町３１－６
板橋区 板橋前野郵便局 1740063 東京都板橋区前野町４－２１－２２
板橋区 板橋中台郵便局 1740064 東京都板橋区中台１－３４－７
板橋区 板橋中台二郵便局 1740064 東京都板橋区中台２－３０－１５
板橋区 板橋常盤台郵便局 1740071 東京都板橋区常盤台１－３０－９
板橋区 板橋常盤台三郵便局 1740071 東京都板橋区常盤台３－１６－１１
板橋区 板橋南常盤台郵便局 1740072 東京都板橋区南常盤台１－２０－４
板橋区 板橋東新町郵便局 1740074 東京都板橋区東新町２－５６－２
板橋区 上板橋郵便局 1740076 東京都板橋区上板橋２－２－１３
板橋区 板橋北郵便局 1748799 東京都板橋区志村３－２４－１６
板橋区 板橋西台郵便局 1750045 東京都板橋区西台３－１８－１１
板橋区 大東文化学園内郵便局 1750082 東京都板橋区高島平１－９－１
板橋区 板橋高島平八郵便局 1750082 東京都板橋区高島平８－７－５
板橋区 板橋高島平七郵便局 1750082 東京都板橋区高島平７－２７－１
板橋区 板橋西台駅前郵便局 1750082 東京都板橋区高島平９－３－１４
板橋区 板橋徳丸郵便局 1750083 東京都板橋区徳丸２－２８－９
板橋区 板橋徳丸三郵便局 1750083 東京都板橋区徳丸３－１０－８
板橋区 板橋徳丸五郵便局 1750083 東京都板橋区徳丸５－５－５
板橋区 イオン板橋ＳＣ内郵便局 1750083 東京都板橋区徳丸２－６－１
板橋区 板橋三園郵便局 1750091 東京都板橋区三園１－２２－２３
板橋区 板橋赤塚郵便局 1750092 東京都板橋区赤塚６－４０－１１
板橋区 赤塚三郵便局 1750092 東京都板橋区赤塚３－７－１２
板橋区 板橋赤塚新町郵便局 1750093 東京都板橋区赤塚新町１－２５－１０
板橋区 板橋成増郵便局 1750094 東京都板橋区成増１－２８－１０
板橋区 板橋成増ヶ丘郵便局 1750094 東京都板橋区成増３－１３－１
板橋区 板橋西郵便局 1758799 東京都板橋区高島平３－１２－１
練馬区 練馬二郵便局 1760001 東京都練馬区練馬２－２１－７
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練馬区 練馬四郵便局 1760001 東京都練馬区練馬４－２５－１４
練馬区 練馬桜台二郵便局 1760002 東京都練馬区桜台２－１７－１３
練馬区 練馬小竹郵便局 1760004 東京都練馬区小竹町２－４２－４
練馬区 練馬旭丘郵便局 1760005 東京都練馬区旭丘１－７６－３
練馬区 練馬桜台郵便局 1760011 東京都練馬区豊玉上２－２２－１４
練馬区 練馬豊玉郵便局 1760013 東京都練馬区豊玉中２－２７－２
練馬区 練馬豊玉中郵便局 1760013 東京都練馬区豊玉中１－１７－１
練馬区 練馬貫井郵便局 1760021 東京都練馬区貫井５－１０－４
練馬区 練馬中村郵便局 1760023 東京都練馬区中村北３－１５－５
練馬区 練馬中村二郵便局 1760024 東京都練馬区中村２－５－１０
練馬区 練馬郵便局 1768799 東京都練馬区豊玉北６－４－２
練馬区 練馬谷原郵便局 1770032 東京都練馬区谷原２－２－２３
練馬区 練馬高野台郵便局 1770033 東京都練馬区高野台５－３９－１１
練馬区 練馬高野台駅前郵便局 1770033 東京都練馬区高野台１－７－３
練馬区 練馬富士見台四郵便局 1770034 東京都練馬区富士見台４－１１－１２
練馬区 練馬南田中郵便局 1770035 東京都練馬区南田中３－５－６
練馬区 練馬南田中二郵便局 1770035 東京都練馬区南田中２－１４－３
練馬区 石神井公園駅前郵便局 1770041 東京都練馬区石神井町３－２５－１１
練馬区 石神井四郵便局 1770041 東京都練馬区石神井町４－２８－１３
練馬区 下石神井三郵便局 1770042 東京都練馬区下石神井３－７－１
練馬区 上石神井郵便局 1770044 東京都練馬区上石神井１－１３－１９
練馬区 練馬下石神井通郵便局 1770044 東京都練馬区上石神井３－９－１
練馬区 練馬上石神井北郵便局 1770044 東京都練馬区上石神井４－８－９
練馬区 石神井台六郵便局 1770045 東京都練馬区石神井台６－１５－８
練馬区 練馬関町郵便局 1770051 東京都練馬区関町北２－３－４
練馬区 武蔵関駅前郵便局 1770051 東京都練馬区関町北４－６－１１
練馬区 練馬関一郵便局 1770053 東京都練馬区関町南１－６－１
練馬区 練馬立野郵便局 1770054 東京都練馬区立野町８－７
練馬区 石神井郵便局 1778799 東京都練馬区石神井台３－３－７
練馬区 練馬大泉学園郵便局 1780061 東京都練馬区大泉学園町６－１１－４４
練馬区 練馬大泉学園北郵便局 1780061 東京都練馬区大泉学園町８－３２－２
練馬区 練馬大泉二郵便局 1780062 東京都練馬区大泉町２－５１－１
練馬区 練馬大泉四郵便局 1780062 東京都練馬区大泉町４－２８－１３
練馬区 練馬東大泉四郵便局 1780063 東京都練馬区東大泉４－３１－８
練馬区 練馬東大泉七郵便局 1780063 東京都練馬区東大泉７－３５－２５
練馬区 練馬東大泉二郵便局 1780063 東京都練馬区東大泉２－１５－８
練馬区 練馬東大泉三郵便局 1780063 東京都練馬区東大泉３－１９－１４
練馬区 練馬南大泉五郵便局 1780064 東京都練馬区南大泉５－２１－２４
練馬区 練馬南大泉一郵便局 1780064 東京都練馬区南大泉１－１５－３８
練馬区 練馬南大泉四郵便局 1780064 東京都練馬区南大泉４－４９－２４
練馬区 練馬西大泉三郵便局 1780065 東京都練馬区西大泉３－３２－５
練馬区 練馬西大泉五郵便局 1780065 東京都練馬区西大泉５－３４－４９
練馬区 練馬西大泉二郵便局 1780065 東京都練馬区西大泉２－１－３２
練馬区 大泉郵便局 1788799 東京都練馬区大泉学園町４－２０－２３
練馬区 練馬旭町郵便局 1790071 東京都練馬区旭町２－４３－１１
練馬区 練馬光が丘団地内郵便局 1790072 東京都練馬区光が丘５－５－６
練馬区 練馬田柄郵便局 1790073 東京都練馬区田柄３－１４－３
練馬区 練馬田柄東郵便局 1790073 東京都練馬区田柄１－１９－２１
練馬区 練馬田柄二郵便局 1790073 東京都練馬区田柄２－１９－３６
練馬区 練馬春日郵便局 1790074 東京都練馬区春日町６－２－６
練馬区 練馬春日南郵便局 1790074 東京都練馬区春日町１－１２－３
練馬区 練馬春日二郵便局 1790074 東京都練馬区春日町２－７－３１
練馬区 練馬高松郵便局 1790075 東京都練馬区高松６－７－９
練馬区 練馬高松三郵便局 1790075 東京都練馬区高松３－２１－１９
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練馬区 練馬土支田郵便局 1790076 東京都練馬区土支田２－２９－１６
練馬区 練馬北町郵便局 1790081 東京都練馬区北町１－３２－５
練馬区 練馬平和台郵便局 1790083 東京都練馬区平和台４－２１－１２
練馬区 練馬平和台一郵便局 1790083 東京都練馬区平和台１－３８－２５
練馬区 練馬氷川台郵便局 1790084 東京都練馬区氷川台４－４９－１
練馬区 練馬早宮郵便局 1790085 東京都練馬区早宮３－９－２２
練馬区 光が丘郵便局 1798799 東京都練馬区光が丘２－９－７
足立区 足立大谷田団地内郵便局 1200001 東京都足立区大谷田１－１－４
足立区 足立中川郵便局 1200002 東京都足立区中川３－３－１７
足立区 足立東和郵便局 1200003 東京都足立区東和４－８－５
足立区 足立東和二郵便局 1200003 東京都足立区東和２－１５－１６
足立区 足立東綾瀬郵便局 1200004 東京都足立区東綾瀬１－１８－１７
足立区 綾瀬駅前郵便局 1200005 東京都足立区綾瀬４－５－２
足立区 足立綾瀬郵便局 1200005 東京都足立区綾瀬４－３１－１０
足立区 足立谷中郵便局 1200006 東京都足立区谷中２－５－１
足立区 足立谷中三郵便局 1200006 東京都足立区谷中３－１９－５
足立区 足立中央本町郵便局 1200011 東京都足立区中央本町２－１９－１０
足立区 足立西綾瀬郵便局 1200014 東京都足立区西綾瀬３－３９－７
足立区 足立一郵便局 1200015 東京都足立区足立１－１１－１０
足立区 足立三郵便局 1200015 東京都足立区足立３－１８－１６
足立区 足立柳原郵便局 1200022 東京都足立区柳原１－９－１４
足立区 足立旭町郵便局 1200026 東京都足立区千住旭町２７－１３
足立区 足立大川町郵便局 1200031 東京都足立区千住大川町２０－１３
足立区 北千住郵便局 1200034 東京都足立区千住４－１５－７
足立区 足立中居郵便局 1200035 東京都足立区千住中居町１７－２４
足立区 足立仲町郵便局 1200036 東京都足立区千住仲町１９－１３
足立区 千住大橋駅前郵便局 1200038 東京都足立区千住橋戸町１－５４
足立区 千住竜田郵便局 1200042 東京都足立区千住龍田町２０－９
足立区 足立宮元町郵便局 1200043 東京都足立区千住宮元町１９－３
足立区 足立宮城郵便局 1200047 東京都足立区宮城１－１２－１９
足立区 足立郵便局 1208799 東京都足立区千住曙町４２－４
足立区 足立青井郵便局 1210012 東京都足立区青井６－２２－１０
足立区 足立西加平郵便局 1210012 東京都足立区青井４－４５－６
足立区 足立六木郵便局 1210052 東京都足立区六木４－７－３０
足立区 足立佐野郵便局 1210053 東京都足立区佐野２－１１－１２
足立区 足立花畑五郵便局 1210061 東京都足立区花畑５－１２－８２
足立区 足立花畑一郵便局 1210061 東京都足立区花畑１－１５－１８
足立区 花畑西郵便局 1210061 東京都足立区花畑４－２８－３
足立区 足立花畑郵便局 1210062 東京都足立区南花畑３－１９－２５
足立区 足立保木間郵便局 1210064 東京都足立区保木間１－３１－１１
足立区 足立保木間四郵便局 1210064 東京都足立区保木間４－１－１７
足立区 足立六町郵便局 1210073 東京都足立区六町４－２－２７
足立区 足立ひとつや郵便局 1210075 東京都足立区一ツ家２－１３－３
足立区 足立東伊興郵便局 1210807 東京都足立区伊興本町２－７－１０
足立区 足立西保木間郵便局 1210812 東京都足立区西保木間４－５－１４－１０６
足立区 足立竹の塚郵便局 1210813 東京都足立区竹の塚５－８－５
足立区 足立島根郵便局 1210815 東京都足立区島根２－１９－１３
足立区 足立梅島郵便局 1210816 東京都足立区梅島２－２－１０
足立区 足立西竹の塚郵便局 1210822 東京都足立区西竹の塚２－４－１７
足立区 足立伊興二郵便局 1210823 東京都足立区伊興２－１８－１
足立区 足立西伊興郵便局 1210824 東京都足立区西伊興１－９－３０
足立区 足立舎人郵便局 1210831 東京都足立区舎人５－１７－４
足立区 足立古千谷郵便局 1210832 東京都足立区古千谷本町２－２０－１２
足立区 足立入谷郵便局 1210836 東京都足立区入谷９－１５－１
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足立区 足立北郵便局 1218799 東京都足立区竹の塚３－９－２０
足立区 足立西新井郵便局 1230841 東京都足立区西新井１－５－２
足立区 足立西新井二郵便局 1230841 東京都足立区西新井２－２１－８
足立区 足立栗原北郵便局 1230842 東京都足立区栗原２－１７－６
足立区 西新井駅前郵便局 1230843 東京都足立区西新井栄町２－７－９
足立区 足立西新井栄町郵便局 1230843 東京都足立区西新井栄町１－４－１２
足立区 足立興野郵便局 1230844 東京都足立区興野２－３１－９
足立区 足立西新井本町郵便局 1230845 東京都足立区西新井本町２－２１－２
足立区 足立梅田郵便局 1230851 東京都足立区梅田６－３２－１
足立区 足立関原郵便局 1230852 東京都足立区関原２－３７－１６
足立区 足立本木一郵便局 1230853 東京都足立区本木１－１－１２
足立区 足立本木郵便局 1230857 東京都足立区本木北町１－８
足立区 足立鹿浜郵便局 1230864 東京都足立区鹿浜２－３４－１９
足立区 足立鹿浜八郵便局 1230864 東京都足立区鹿浜８－１１－４
足立区 足立新田郵便局 1230865 東京都足立区新田２－１２－８
足立区 足立椿郵便局 1230871 東京都足立区椿２－１８－１５
足立区 足立江北四郵便局 1230872 東京都足立区江北４－２－４
足立区 足立江北郵便局 1230872 東京都足立区江北６－３０－２１
足立区 足立西郵便局 1238799 東京都足立区西新井本町４－４－３０
葛飾区 葛飾小菅郵便局 1240001 東京都葛飾区小菅１－１０－１１
葛飾区 葛飾東堀切三郵便局 1240004 東京都葛飾区東堀切３－２９－１２
葛飾区 葛飾東堀切二郵便局 1240004 東京都葛飾区東堀切２－２１－２４
葛飾区 お花茶屋駅前郵便局 1240005 東京都葛飾区宝町２－３４－１３－１１３
葛飾区 葛飾堀切郵便局 1240006 東京都葛飾区堀切４－１１－２
葛飾区 葛飾堀切八郵便局 1240006 東京都葛飾区堀切８－１－７
葛飾区 葛飾堀切一郵便局 1240006 東京都葛飾区堀切１－４２－１０
葛飾区 葛飾堀切六郵便局 1240006 東京都葛飾区堀切６－２８－１２
葛飾区 葛飾四つ木郵便局 1240011 東京都葛飾区四つ木４－２－２
葛飾区 葛飾立石一郵便局 1240012 東京都葛飾区立石１－８－１９
葛飾区 葛飾区役所内郵便局 1240012 東京都葛飾区立石５－１３－１
葛飾区 立石郵便局 1240012 東京都葛飾区立石８－７－１０
葛飾区 葛飾東立石郵便局 1240013 東京都葛飾区東立石３－２７－１
葛飾区 葛飾東四つ木郵便局 1240014 東京都葛飾区東四つ木３－４７－５
葛飾区 葛飾細田郵便局 1240021 東京都葛飾区細田３－２８－５
葛飾区 葛飾奥戸郵便局 1240022 東京都葛飾区奥戸３－２８－９
葛飾区 葛飾東新小岩郵便局 1240023 東京都葛飾区東新小岩３－１１－５
葛飾区 葛飾東新小岩六郵便局 1240023 東京都葛飾区東新小岩６－１６－２
葛飾区 新小岩駅前郵便局 1240024 東京都葛飾区新小岩１－４８－１３
葛飾区 葛飾西新小岩郵便局 1240025 東京都葛飾区西新小岩５－３１－１１
葛飾区 葛飾郵便局 1248799 東京都葛飾区四つ木２－２８－１
葛飾区 葛飾西亀有郵便局 1250002 東京都葛飾区西亀有３－３９－１２
葛飾区 葛飾西水元郵便局 1250031 東京都葛飾区西水元５－１１－５
葛飾区 葛飾水元五郵便局 1250032 東京都葛飾区水元５－１－９
葛飾区 葛飾水元郵便局 1250033 東京都葛飾区東水元３－４－１８
葛飾区 葛飾南水元二郵便局 1250035 東京都葛飾区南水元２－２７－１６
葛飾区 葛飾東金町郵便局 1250041 東京都葛飾区東金町３－９－１
葛飾区 葛飾東金町二郵便局 1250041 東京都葛飾区東金町２－１７－１３
葛飾区 葛飾東金町五郵便局 1250041 東京都葛飾区東金町５－３２－３
葛飾区 金町郵便局 1250042 東京都葛飾区金町５－３１－１４
葛飾区 葛飾新宿二郵便局 1250051 東京都葛飾区新宿２－２５－５
葛飾区 葛飾柴又郵便局 1250052 東京都葛飾区柴又４－１０－７
葛飾区 葛飾柴又一郵便局 1250052 東京都葛飾区柴又１－１１－８
葛飾区 葛飾鎌倉郵便局 1250053 東京都葛飾区鎌倉４－１０－７
葛飾区 葛飾高砂四郵便局 1250054 東京都葛飾区高砂４－２－２６－１０１
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葛飾区 葛飾高砂七郵便局 1250054 東京都葛飾区高砂７－２１－１０
葛飾区 高砂郵便局 1250054 東京都葛飾区高砂５－２７－６
葛飾区 葛飾亀有二郵便局 1250061 東京都葛飾区亀有２－１５－２０
葛飾区 亀有郵便局 1250061 東京都葛飾区亀有３－３３－１
葛飾区 亀有駅前郵便局 1250061 東京都葛飾区亀有５－３７－７
葛飾区 葛飾青戸郵便局 1250062 東京都葛飾区青戸３－３８－４
葛飾区 葛飾青戸四郵便局 1250062 東京都葛飾区青戸４－２８－１３
葛飾区 葛飾青戸三郵便局 1250062 東京都葛飾区青戸３－１２－１６
葛飾区 葛飾白鳥郵便局 1250063 東京都葛飾区白鳥３－２２－９
葛飾区 葛飾新宿郵便局 1258799 東京都葛飾区金町１－８－１
江戸川区 江戸川椿郵便局 1320003 東京都江戸川区春江町３－４３－１４
江戸川区 江戸川一郵便局 1320013 東京都江戸川区江戸川１－２３－６
江戸川区 江戸川今井郵便局 1320013 東京都江戸川区江戸川３－５０－１５
江戸川区 江戸川東瑞江二郵便局 1320014 東京都江戸川区東瑞江２－１１－２１
江戸川区 江戸川中央郵便局 1320021 東京都江戸川区中央２－２４－３
江戸川区 江戸川中央三郵便局 1320021 東京都江戸川区中央３－２４－１８
江戸川区 江戸川中央四郵便局 1320021 東京都江戸川区中央４－４－１９
江戸川区 江戸川区役所前郵便局 1320021 東京都江戸川区中央１－３－１３
江戸川区 江戸川西一之江郵便局 1320023 東京都江戸川区西一之江３－１７－１８
江戸川区 江戸川松江郵便局 1320025 東京都江戸川区松江７－２－１１
江戸川区 江戸川松島郵便局 1320031 東京都江戸川区松島３－２－３
江戸川区 江戸川東小松川郵便局 1320033 東京都江戸川区東小松川１－１２－２３
江戸川区 江戸川東小松川三郵便局 1320033 東京都江戸川区東小松川３－１３－４
江戸川区 江戸川小松川郵便局 1320034 東京都江戸川区小松川３－１１－１
江戸川区 江戸川平井郵便局 1320035 東京都江戸川区平井４－８－２４
江戸川区 江戸川平井七郵便局 1320035 東京都江戸川区平井７－２９－４
江戸川区 江戸川平井五郵便局 1320035 東京都江戸川区平井５－４８－１
江戸川区 平井駅前郵便局 1320035 東京都江戸川区平井５－６－３
江戸川区 江戸川郵便局 1328799 東京都江戸川区松島１－１９－２４
江戸川区 江戸川上一色郵便局 1330041 東京都江戸川区上一色２－１８－４
江戸川区 江戸川本一色郵便局 1330044 東京都江戸川区本一色２－３－１１
江戸川区 北小岩三郵便局 1330051 東京都江戸川区北小岩３－１３－８
江戸川区 北小岩六郵便局 1330051 東京都江戸川区北小岩６－９－１２
江戸川区 北小岩七郵便局 1330051 東京都江戸川区北小岩７－１７－５
江戸川区 東小岩一郵便局 1330052 東京都江戸川区東小岩１－１３－１
江戸川区 東小岩五郵便局 1330052 東京都江戸川区東小岩５－２６－７
江戸川区 江戸川上篠崎郵便局 1330054 東京都江戸川区上篠崎３－１４－９
江戸川区 南小岩五郵便局 1330056 東京都江戸川区南小岩５－３－１７
江戸川区 小岩駅前郵便局 1330056 東京都江戸川区南小岩８－１１－１
江戸川区 南小岩フラワーロード郵便局 1330056 東京都江戸川区南小岩６－２７－１６
江戸川区 西小岩一郵便局 1330057 東京都江戸川区西小岩１－１５－６
江戸川区 西小岩四郵便局 1330057 東京都江戸川区西小岩４－４－８
江戸川区 江戸川篠崎郵便局 1330061 東京都江戸川区篠崎町３－２５－１
江戸川区 江戸川篠崎七郵便局 1330061 東京都江戸川区篠崎町７－８－２０
江戸川区 江戸川東篠崎郵便局 1330063 東京都江戸川区東篠崎１－７－４８
江戸川区 江戸川南篠崎二郵便局 1330065 東京都江戸川区南篠崎町２－４５－１５
江戸川区 瑞江駅前郵便局 1330065 東京都江戸川区南篠崎町２－１０－４
江戸川区 江戸川東松本郵便局 1330071 東京都江戸川区東松本１－１４－５
江戸川区 江戸川鹿骨郵便局 1330073 東京都江戸川区鹿骨５－１４－１２
江戸川区 江戸川鹿骨二郵便局 1330073 東京都江戸川区鹿骨２－４５－１
江戸川区 小岩郵便局 1338799 東京都江戸川区南小岩８－１－１０
江戸川区 江戸川春江五郵便局 1340003 東京都江戸川区春江町５－１１－７
江戸川区 江戸川北葛西三郵便局 1340081 東京都江戸川区北葛西３－１－３２
江戸川区 江戸川中葛西五郵便局 1340083 東京都江戸川区中葛西５－７－１６
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江戸川区 江戸川中葛西一郵便局 1340083 東京都江戸川区中葛西１－４９－１４
江戸川区 葛西駅前郵便局 1340083 東京都江戸川区中葛西３－２９－１９
江戸川区 葛西仲町郵便局 1340084 東京都江戸川区東葛西７－１９－１６
江戸川区 江戸川⾧島郵便局 1340084 東京都江戸川区東葛西５－４５－１
江戸川区 江戸川東葛西六郵便局 1340084 東京都江戸川区東葛西６－８－１
江戸川区 江戸川南葛西六郵便局 1340085 東京都江戸川区南葛西６－７－４
江戸川区 江戸川臨海郵便局 1340086 東京都江戸川区臨海町５－２－２
江戸川区 葛西クリーンタウン内郵便局 1340087 東京都江戸川区清新町１－３－９
江戸川区 西葛西駅前郵便局 1340088 東京都江戸川区西葛西６－８－１６
江戸川区 江戸川船堀郵便局 1340091 東京都江戸川区船堀２－２１－９
江戸川区 葛西郵便局 1348799 東京都江戸川区中葛西１－３－１
八王子市 八王子丹木郵便局 1920003 東京都八王子市丹木町３－１０７－１
八王子市 八王子中野郵便局 1920015 東京都八王子市中野町２５４５－２１
八王子市 八王子宇津木台郵便局 1920023 東京都八王子市久保山町２－４３－６
八王子市 八王子左入郵便局 1920024 東京都八王子市宇津木町７９８－１
八王子市 八王子宇津木郵便局 1920024 東京都八王子市宇津木町６２７
八王子市 北八王子駅前郵便局 1920032 東京都八王子市石川町２９５５－１３
八王子市 八王子高倉郵便局 1920033 東京都八王子市高倉町４０－７
八王子市 八王子中野上町郵便局 1920041 東京都八王子市中野上町１－３２－１３
八王子市 八王子中野上町五郵便局 1920041 東京都八王子市中野上町５－５－９
八王子市 八王子中野山王郵便局 1920042 東京都八王子市中野山王２－１４－２
八王子市 八王子富士見郵便局 1920044 東京都八王子市富士見町４－１
八王子市 八王子大和田郵便局 1920045 東京都八王子市大和田町３－２０－１５
八王子市 八王子明神町郵便局 1920046 東京都八王子市明神町４－２－２－１０５
八王子市 八王子市役所前郵便局 1920051 東京都八王子市元本郷町３－１７－２
八王子市 八王子追分町郵便局 1920056 東京都八王子市追分町１０－１５
八王子市 八王子大横郵便局 1920062 東京都八王子市大横町２－１
八王子市 八王子元横山町郵便局 1920063 東京都八王子市元横山町３－９－２
八王子市 八王子寺町郵便局 1920073 東京都八王子市寺町４９－５
八王子市 八王子横山町郵便局 1920081 東京都八王子市横山町１０－１９
八王子市 八王子駅前郵便局 1920083 東京都八王子市旭町９－１
八王子市 上恩方郵便局 1920156 東京都八王子市上恩方町２１３５
八王子市 恩方郵便局 1920199 東京都八王子市西寺方町６９－２
八王子市 中央大学内郵便局 1920351 東京都八王子市東中野７４２－１
八王子市 大塚・帝京大学駅前郵便局 1920352 東京都八王子市大塚９－１
八王子市 八王子松が谷郵便局 1920354 東京都八王子市松が谷１１－２
八王子市 京王堀之内駅前郵便局 1920363 東京都八王子市別所２－１
八王子市 八王子南大沢郵便局 1920364 東京都八王子市南大沢３－９
八王子市 八王子南大沢五郵便局 1920364 東京都八王子市南大沢５－１４－４
八王子市 南大沢駅前郵便局 1920364 東京都八王子市南大沢２－２３
八王子市 八王子由木郵便局 1920372 東京都八王子市下柚木２－７－９
八王子市 八王子上柚木郵便局 1920373 東京都八王子市上柚木６８２－１
八王子市 八王子南郵便局 1920399 東京都八王子市みなみ野１－６－７
八王子市 八王子上野町郵便局 1920902 東京都八王子市上野町３８－６
八王子市 八王子子安郵便局 1920904 東京都八王子市子安町４－６－１４
八王子市 八王子子安南郵便局 1920904 東京都八王子市子安町２－２９－１２
八王子市 八王子北野郵便局 1920911 東京都八王子市打越町３４４－４
八王子市 八王子絹ケ丘郵便局 1920912 東京都八王子市絹ケ丘２－２１－１５
八王子市 八王子片倉郵便局 1920914 東京都八王子市片倉町４３９－１
八王子市 八王子片倉台郵便局 1920914 東京都八王子市片倉町１１０１－６１
八王子市 八王子郵便局 1928799 東京都八王子市大和田町７－２１－１
八王子市 下川口郵便局 1930801 東京都八王子市川口町３２７９
八王子市 八王子川口東郵便局 1930801 東京都八王子市川口町３７３７－１
八王子市 八王子犬目郵便局 1930802 東京都八王子市犬目町１３２－３
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八王子市 元八王子郵便局 1930816 東京都八王子市大楽寺町４０８
八王子市 八王子川町郵便局 1930821 東京都八王子市川町２８１－４
八王子市 八王子弐分方郵便局 1930822 東京都八王子市弐分方町４－１５
八王子市 八王子横川郵便局 1930823 東京都八王子市横川町５３６－３
八王子市 八王子⾧房郵便局 1930824 東京都八王子市⾧房町５８８
八王子市 元八王子三郵便局 1930826 東京都八王子市元八王子町３－２２５６
八王子市 八王子並木町郵便局 1930831 東京都八王子市並木町１２－１０
八王子市 めじろ台駅前郵便局 1930833 東京都八王子市めじろ台４－１－１
八王子市 八王子千人町郵便局 1930835 東京都八王子市千人町４－６－４
八王子市 京王高尾駅前郵便局 1930845 東京都八王子市初沢町１２３１－１６
八王子市 八王子台町郵便局 1930931 東京都八王子市台町４－４６－３
八王子市 八王子緑町郵便局 1930932 東京都八王子市緑町２９１－６
八王子市 八王子小比企郵便局 1930934 東京都八王子市小比企町１７７４
八王子市 八王子狭間通郵便局 1930941 東京都八王子市狭間町１４５５－１
八王子市 八王子椚田郵便局 1930942 東京都八王子市椚田町２０３
八王子市 八王子グリーンヒル寺田郵便局 1930943 東京都八王子市寺田町４３２－１０１－１０２
八王子市 八王子館町郵便局 1930944 東京都八王子市館町１０９７
八王子市 八王子西郵便局 1938799 東京都八王子市散田町５－２７－７
立川市 立川けやき台郵便局 1900001 東京都立川市若葉町１－１３－２
立川市 立川若葉町郵便局 1900001 東京都立川市若葉町４－２５－１
立川市 立川幸郵便局 1900002 東京都立川市幸町１－１３－２
立川市 立川幸四郵便局 1900002 東京都立川市幸町４－５６－９
立川市 立川栄郵便局 1900003 東京都立川市栄町２－４５－６
立川市 立川柏町郵便局 1900004 東京都立川市柏町４－５１－１
立川市 立川高松郵便局 1900011 東京都立川市高松町３－１７－２
立川市 ファーレ立川郵便局 1900012 東京都立川市曙町２－３４－７
立川市 立川富士見郵便局 1900013 東京都立川市富士見町１－１２－５
立川市 立川富士見六郵便局 1900013 東京都立川市富士見町６－１５－２
立川市 立川錦郵便局 1900022 東京都立川市錦町１－１１－１０
立川市 立川錦町四郵便局 1900022 東京都立川市錦町４－１１－１８
立川市 立川柴崎郵便局 1900023 東京都立川市柴崎町３－１４－４
立川市 砂川郵便局 1900031 東京都立川市砂川町１－５２－１３
立川市 立川大山郵便局 1900032 東京都立川市上砂町３－１１－１７
立川市 立川松中郵便局 1900033 東京都立川市一番町５－８－２３
立川市 立川西砂郵便局 1900034 東京都立川市西砂町５－２６－１
立川市 立川郵便局 1908799 東京都立川市曙町２－１４－３６
武蔵野市 吉祥寺北町郵便局 1800001 東京都武蔵野市吉祥寺北町５－１０－１０
武蔵野市 吉祥寺東町郵便局 1800002 東京都武蔵野市吉祥寺東町３－３－４
武蔵野市 吉祥寺南町郵便局 1800003 東京都武蔵野市吉祥寺南町５－１－７
武蔵野市 アトレ吉祥寺内郵便局 1800003 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－１２
武蔵野市 吉祥寺本町郵便局 1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－３１－１５
武蔵野市 吉祥寺本町二郵便局 1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－２６－１
武蔵野市 吉祥寺駅前郵便局 1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１３－４
武蔵野市 武蔵野御殿山郵便局 1800005 東京都武蔵野市御殿山１－１－３
武蔵野市 武蔵野中町郵便局 1800006 東京都武蔵野市中町１－３０－６
武蔵野市 武蔵野関前郵便局 1800014 東京都武蔵野市関前５－９－２
武蔵野市 武蔵野関前三郵便局 1800014 東京都武蔵野市関前３－１３－９
武蔵野市 武蔵野桜堤郵便局 1800021 東京都武蔵野市桜堤１－８－２
武蔵野市 武蔵野上向台郵便局 1800021 東京都武蔵野市桜堤３－３１－１８
武蔵野市 武蔵野境郵便局 1800022 東京都武蔵野市境１－３－４－１０５
武蔵野市 武蔵野境南郵便局 1800023 東京都武蔵野市境南町３－１８－１３
武蔵野市 武蔵野郵便局 1808799 東京都武蔵野市西久保３－１－２６
三鷹市 三鷹井の頭郵便局 1810001 東京都三鷹市井の頭５－３－２９
三鷹市 三鷹台郵便局 1810001 東京都三鷹市井の頭１－２９－１４
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三鷹市 三鷹牟礼二郵便局 1810002 東京都三鷹市牟礼２－１１－１８
三鷹市 三鷹北野郵便局 1810003 東京都三鷹市北野３－１３－１９
三鷹市 三鷹新川郵便局 1810004 東京都三鷹市新川６－３－１０
三鷹市 三鷹新川五郵便局 1810004 東京都三鷹市新川５－３－１２
三鷹市 三鷹新川一郵便局 1810004 東京都三鷹市新川１－１１－１５
三鷹市 三鷹中原四郵便局 1810005 東京都三鷹市中原４－１１－７
三鷹市 三鷹井口郵便局 1810011 東京都三鷹市井口１－２５－９
三鷹市 三鷹上連雀郵便局 1810012 東京都三鷹市上連雀９－４２－２４
三鷹市 三鷹上連雀五郵便局 1810012 東京都三鷹市上連雀５－１５－１６
三鷹市 三鷹下連雀郵便局 1810013 東京都三鷹市下連雀１－１１－６
三鷹市 三鷹下連雀四郵便局 1810013 東京都三鷹市下連雀４－１８－１４
三鷹市 三鷹駅前郵便局 1810013 東京都三鷹市下連雀３－３６－１
三鷹市 三鷹大沢郵便局 1810015 東京都三鷹市大沢２－２－１２
三鷹市 国際基督教大学内郵便局 1810015 東京都三鷹市大沢３－１０－２
三鷹市 三鷹大沢四郵便局 1810015 東京都三鷹市大沢４－１６－１８
三鷹市 三鷹深大寺郵便局 1810016 東京都三鷹市深大寺１－１４－２５
三鷹市 三鷹郵便局 1818799 東京都三鷹市野崎１－１－２
青梅市 成木郵便局 1980001 東京都青梅市成木５－１４９８
青梅市 小曽木郵便局 1980003 東京都青梅市小曾木３－１８８７－３
青梅市 青梅藤橋郵便局 1980022 東京都青梅市藤橋２－１１７－４
青梅市 青梅新町郵便局 1980024 東京都青梅市新町２－２２－６
青梅市 青梅末広郵便局 1980025 東京都青梅市末広町２－２－１
青梅市 青梅霞台郵便局 1980031 東京都青梅市師岡町４－５－２
青梅市 青梅若草郵便局 1980036 東京都青梅市河辺町８－１２－２８
青梅市 青梅河辺郵便局 1980036 東京都青梅市河辺町５－１７－２３
青梅市 青梅勝沼郵便局 1980041 東京都青梅市勝沼３－７８－４
青梅市 青梅⾧淵郵便局 1980052 東京都青梅市⾧淵４－１３６６
青梅市 吉野郵便局 1980063 東京都青梅市梅郷３－７７７－１
青梅市 青梅上町郵便局 1980081 東京都青梅市上町３７１
青梅市 青梅住江町郵便局 1980084 東京都青梅市住江町６１－１
青梅市 二俣尾郵便局 1980171 東京都青梅市二俣尾４－１０７８－１１
青梅市 御岳郵便局 1980199 東京都青梅市御岳本町１６３－５
青梅市 青梅郵便局 1988799 東京都青梅市東青梅１－１３－２
府中市 府中浅間郵便局 1830001 東京都府中市浅間町２－１２－２
府中市 府中紅葉丘郵便局 1830004 東京都府中市紅葉丘３－３７－２
府中市 府中若松町郵便局 1830005 東京都府中市若松町４－３７－４９
府中市 府中車返団地内郵便局 1830011 東京都府中市白糸台５－２５－１
府中市 府中白糸台郵便局 1830011 東京都府中市白糸台２－１－２
府中市 府中小柳町郵便局 1830013 東京都府中市小柳町５－３６－１２
府中市 府中是政郵便局 1830014 東京都府中市是政３－３４－６
府中市 府中清水が丘郵便局 1830015 東京都府中市清水が丘２－３－１２
府中市 府中八幡宿郵便局 1830016 東京都府中市八幡町１－１３－１
府中市 府中片町郵便局 1830021 東京都府中市片町１－１９－７
府中市 府中本町二郵便局 1830027 東京都府中市本町２－２０－１６
府中市 府中西府町郵便局 1830031 東京都府中市西府町３－１３－１
府中市 府中分梅郵便局 1830033 東京都府中市分梅町２－４３－１２
府中市 府中中河原郵便局 1830034 東京都府中市住吉町２－１１－１１
府中市 府中四谷郵便局 1830035 東京都府中市四谷３－２７－２６
府中市 府中日新郵便局 1830036 東京都府中市日新町１－５－３
府中市 府中北山郵便局 1830041 東京都府中市北山町２－８－１１
府中市 府中日鋼町郵便局 1830044 東京都府中市日鋼町１－１
府中市 府中美好郵便局 1830045 東京都府中市美好町２－１２－５
府中市 府中栄町郵便局 1830051 東京都府中市栄町２－１０－１２
府中市 府中学園通郵便局 1830053 東京都府中市天神町３－１２－３２
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府中市 府中三郵便局 1830055 東京都府中市府中町３－５－２４
府中市 武蔵府中郵便局 1838799 東京都府中市寿町１－７
府中市 東京多摩郵便局 2098799 東京都府中市南町４－４０－３５
昭島市 拝島郵便局 1960002 東京都昭島市拝島町５－１－２５
昭島市 昭島松原四郵便局 1960003 東京都昭島市松原町４－４－１２
昭島市 昭島緑郵便局 1960004 東京都昭島市緑町２－２８－７
昭島市 昭島つつじが丘ハイツ郵便局 1960012 東京都昭島市つつじが丘３－５－６－１１７
昭島市 昭島田中郵便局 1960014 東京都昭島市田中町２－２２－７
昭島市 昭島駅前郵便局 1960014 東京都昭島市田中町５６２－１
昭島市 昭島中神郵便局 1960022 東京都昭島市中神町１１６９－６
昭島市 昭和郵便局 1960024 東京都昭島市宮沢町２－３３－７
昭島市 中神駅前郵便局 1960025 東京都昭島市朝日町１－６－１
昭島市 昭島郷地郵便局 1960032 東京都昭島市郷地町２－３６－１０
昭島市 昭島玉川郵便局 1960034 東京都昭島市玉川町３－２３－１
昭島市 昭島郵便局 1968799 東京都昭島市松原町１－９－３１
調布市 調布緑ケ丘郵便局 1820001 東京都調布市緑ケ丘２－４０－６
調布市 調布仙川郵便局 1820002 東京都調布市仙川町１－２０－１６
調布市 調布仙川二郵便局 1820002 東京都調布市仙川町２－１８－２１
調布市 神代郵便局 1820006 東京都調布市西つつじケ丘３－３７－４
調布市 調布金子郵便局 1820006 東京都調布市西つつじケ丘４－２３
調布市 調布西つつじケ丘郵便局 1820006 東京都調布市西つつじケ丘１－２４－６
調布市 柴崎駅前郵便局 1820007 東京都調布市菊野台２－２１－９
調布市 調布深大寺郵便局 1820012 東京都調布市深大寺東町６－１６－５
調布市 調布八雲台郵便局 1820015 東京都調布市八雲台１－２６－１
調布市 神代植物公園前郵便局 1820017 東京都調布市深大寺元町４－３０－３５
調布市 国領駅前郵便局 1820022 東京都調布市国領町１－４３－７
調布市 調布くすのき郵便局 1820022 東京都調布市国領町３－８－１５
調布市 調布国領五郵便局 1820022 東京都調布市国領町５－４－４
調布市 調布染地郵便局 1820023 東京都調布市染地３－１－８１６
調布市 調布小島郵便局 1820025 東京都調布市多摩川５－８－３
調布市 調布駅前郵便局 1820026 東京都調布市小島町１－１３－１３
調布市 調布市役所前郵便局 1820026 東京都調布市小島町２－４０－７
調布市 調布上石原郵便局 1820035 東京都調布市上石原１－２５－１０
調布市 調布上石原三郵便局 1820035 東京都調布市上石原３－２９－１７
調布市 調布飛田給郵便局 1820036 東京都調布市飛田給１－４４－４
調布市 調布郵便局 1828799 東京都調布市八雲台２－６－１
町田市 町田つくし野郵便局 1940001 東京都町田市つくし野１－３６－１２
町田市 町田南つくし野郵便局 1940002 東京都町田市南つくし野２－３１－２２
町田市 グランベリーパーク郵便局 1940004 東京都町田市鶴間３－３－１
町田市 南郵便局 1940005 東京都町田市南町田１－６－６
町田市 原町田郵便局 1940013 東京都町田市原町田３－７－１１
町田市 原町田六郵便局 1940013 東京都町田市原町田６－１７－１
町田市 町田駅前郵便局 1940013 東京都町田市原町田４－１－１４
町田市 町田高ケ坂郵便局 1940014 東京都町田市高ヶ坂５－１７－１１
町田市 町田金森郵便局 1940015 東京都町田市金森東１－２４－２３
町田市 町田金森東郵便局 1940015 東京都町田市金森東４－３５－１５
町田市 町田森野郵便局 1940022 東京都町田市森野２－３０－６
町田市 町田南大谷郵便局 1940031 東京都町田市南大谷３０１
町田市 町田本町田郵便局 1940032 東京都町田市本町田１２２７
町田市 忠生郵便局 1940035 東京都町田市忠生３－７－２４
町田市 町田木曽郵便局 1940036 東京都町田市木曽東３－３３－１３
町田市 町田木曽西郵便局 1940037 東京都町田市木曽西３－４－４
町田市 町田藤の台郵便局 1940039 東京都町田市藤の台１－１－５２－１０２
町田市 玉川学園前郵便局 1940041 東京都町田市玉川学園２－１０－１１
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町田市 町田成瀬台郵便局 1940043 東京都町田市成瀬台３－８－２８
町田市 成瀬清水谷郵便局 1940044 東京都町田市成瀬１－２－１２
町田市 成瀬駅前郵便局 1940045 東京都町田市南成瀬１－１１－２５
町田市 町田小山田桜台郵便局 1940204 東京都町田市小山田桜台１－２０－１
町田市 町田相原郵便局 1940211 東京都町田市相原町７９２－５
町田市 町田大戸郵便局 1940211 東京都町田市相原町３１６０－４
町田市 町田小山郵便局 1940212 東京都町田市小山町８２７
町田市 町田西郵便局 1940299 東京都町田市小山町４２７５－２
町田市 町田郵便局 1948799 東京都町田市旭町３－２－２２
町田市 町田三輪郵便局 1950055 東京都町田市三輪緑山１－５－１
町田市 町田鶴川一郵便局 1950061 東京都町田市鶴川１－２６－１
町田市 鶴川団地内郵便局 1950061 東京都町田市鶴川６－７－１
町田市 町田鶴川四郵便局 1950061 東京都町田市鶴川４－２８－４
町田市 町田山崎郵便局 1950074 東京都町田市山崎町２２００
町田市 町田山崎北郵便局 1950074 東京都町田市山崎町７７６－４
町田市 鶴川郵便局 1958799 東京都町田市大蔵町４４６
小金井市 小金井緑町郵便局 1840003 東京都小金井市緑町２－２－１２
小金井市 小金井本町郵便局 1840004 東京都小金井市本町４－２１－１２
小金井市 武蔵小金井駅南口郵便局 1840004 東京都小金井市本町６－２－３０
小金井市 小金井東町郵便局 1840011 東京都小金井市東町４－１２－２
小金井市 小金井東二郵便局 1840011 東京都小金井市東町２－１－６
小金井市 東小金井駅前郵便局 1840011 東京都小金井市東町４－４３－７
小金井市 小金井前原五郵便局 1840013 東京都小金井市前原町５－９－２４
小金井市 小金井貫井南郵便局 1840014 東京都小金井市貫井南町４－３－７
小金井市 小金井貫井北郵便局 1840015 東京都小金井市貫井北町２－１９－３
小金井市 小金井郵便局 1848799 東京都小金井市本町５－３８－２０
小平市 花小金井駅前郵便局 1870002 東京都小平市花小金井１－９－１３－１０１
小平市 小平花小金井五郵便局 1870002 東京都小平市花小金井８－３４－３
小平市 小平天神郵便局 1870004 東京都小平市天神町１－１－２１
小平市 小平鈴木二郵便局 1870011 東京都小平市鈴木町２－１８６－８
小平市 小平回田町郵便局 1870013 東京都小平市回田町２７８－２５
小平市 小平上水南郵便局 1870021 東京都小平市上水南町２－３－２３
小平市 小平上水本町郵便局 1870022 東京都小平市上水本町１－３１－９
小平市 たかの台駅前郵便局 1870024 東京都小平市たかの台３９－３
小平市 小平ブリヂストン前郵便局 1870031 東京都小平市小川東町１－２２－１２
小平市 小平上宿郵便局 1870032 東京都小平市小川町１－６２５
小平市 小平小川西郵便局 1870035 東京都小平市小川西町３－７－１２
小平市 小平駅前郵便局 1870041 東京都小平市美園町２－２－２４
小平市 小平仲町郵便局 1870042 東京都小平市仲町６３０
小平市 小平喜平郵便局 1870044 東京都小平市喜平町３－２－５－１０２
小平市 小平学園西町郵便局 1870045 東京都小平市学園西町１－３７－１６
小平市 一橋学園駅前郵便局 1870045 東京都小平市学園西町２－２８－２９
小平市 小平郵便局 1878799 東京都小平市小川東町５－１６－１
日野市 日野新町郵便局 1910002 東京都日野市新町３－３－１３
日野市 日野台郵便局 1910003 東京都日野市日野台４－３１－３
日野市 日野駅前郵便局 1910011 東京都日野市日野本町４－２－８
日野市 日野北郵便局 1910012 東京都日野市日野１０４７－３
日野市 日野神明郵便局 1910016 東京都日野市神明１－１１－１２
日野市 日野下田郵便局 1910024 東京都日野市万願寺２－２９－２９
日野市 日野高幡郵便局 1910031 東京都日野市高幡１００３－２
日野市 日野百草郵便局 1910033 東京都日野市百草９９９
日野市 百草園駅前郵便局 1910034 東京都日野市落川４１６－６
日野市 日野南平郵便局 1910041 東京都日野市南平８－１４－２１
日野市 日野高幡台郵便局 1910042 東京都日野市程久保６５０
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日野市 七生郵便局 1910043 東京都日野市平山５－１９－２
日野市 豊田駅前郵便局 1910053 東京都日野市豊田４－２４－１１
日野市 日野多摩平郵便局 1910062 東京都日野市多摩平２－４－１
日野市 日野多摩平六郵便局 1910062 東京都日野市多摩平６－３９－３
日野市 日野旭が丘郵便局 1910065 東京都日野市旭が丘３－３－７
日野市 日野郵便局 1918799 東京都日野市宮３４５
東村山市 東村山秋津郵便局 1890001 東京都東村山市秋津町３－１０－１０
東村山市 新秋津駅前郵便局 1890001 東京都東村山市秋津町５－３６－２
東村山市 東村山青葉郵便局 1890002 東京都東村山市青葉町２－４－４３
東村山市 萩山駅前郵便局 1890012 東京都東村山市萩山町１－２－６
東村山市 八坂駅前郵便局 1890013 東京都東村山市栄町３－１０－２２
東村山市 東村山栄町郵便局 1890013 東京都東村山市栄町１－１５－５６
東村山市 久米川駅前郵便局 1890013 東京都東村山市栄町２－８－１０
東村山市 東村山市役所前郵便局 1890014 東京都東村山市本町４－７
東村山市 東村山諏訪郵便局 1890021 東京都東村山市諏訪町１－２１－１０
東村山市 東村山野口郵便局 1890022 東京都東村山市野口町３－１４－２４
東村山市 東村山郵便局 1898799 東京都東村山市本町２－１－２
国分寺市 国分寺本多郵便局 1850011 東京都国分寺市本多５－１０－３
国分寺市 国分寺本町郵便局 1850012 東京都国分寺市本町４－７－３
国分寺市 国分寺東恋ケ窪四郵便局 1850014 東京都国分寺市東恋ヶ窪４－２１－１８
国分寺市 国分寺南郵便局 1850021 東京都国分寺市南町３－１３－３
国分寺市 国分寺泉郵便局 1850024 東京都国分寺市泉町３－６－７
国分寺市 国分寺富士本郵便局 1850031 東京都国分寺市富士本１－１－２０
国分寺市 国分寺内藤郵便局 1850033 東京都国分寺市内藤２－９－１
国分寺市 国分寺光郵便局 1850034 東京都国分寺市光町３－１６－２５
国分寺市 国立駅北口郵便局 1850034 東京都国分寺市光町１－４１－６
国分寺市 国分寺西町郵便局 1850035 東京都国分寺市西町３－２６－８
国分寺市 国分寺郵便局 1858799 東京都国分寺市日吉町４－１－１０
国立市 国立北郵便局 1860001 東京都国立市北３－２４－２
国立市 国立東郵便局 1860002 東京都国立市東４－４－２９
国立市 国立旭通郵便局 1860002 東京都国立市東１－１５－３３
国立市 国立富士見台郵便局 1860003 東京都国立市富士見台１－７
国立市 国立駅前郵便局 1860004 東京都国立市中１－１７－２６
国立市 国立西郵便局 1860005 東京都国立市西１－８－３４
国立市 中央郵政研修所内郵便局 1860005 東京都国立市西２－１８－４
国立市 国立谷保郵便局 1860011 東京都国立市谷保６２４９
国立市 国立天神下郵便局 1860011 東京都国立市谷保５８５９
国立市 国立郵便局 1868799 東京都国立市富士見台２－４３－４
福生市 福生牛浜郵便局 1970003 東京都福生市熊川９８７
福生市 福生熊川南郵便局 1970003 東京都福生市熊川１６１－１
福生市 福生熊川郵便局 1970003 東京都福生市熊川５４５－１３
福生市 福生武蔵野台郵便局 1970011 東京都福生市福生２１２６
福生市 福生加美郵便局 1970012 東京都福生市加美平１－６－１０
福生市 福生郵便局 1970022 東京都福生市本町７７－２
狛江市 狛江西野川郵便局 2010001 東京都狛江市西野川４－２－１１
狛江市 狛江東野川郵便局 2010002 東京都狛江市東野川３－６－５
狛江市 狛江岩戸南郵便局 2010005 東京都狛江市岩戸南２－１９－１３
狛江市 狛江中和泉郵便局 2010012 東京都狛江市中和泉５－３－４
狛江市 和泉多摩川駅前郵便局 2010014 東京都狛江市東和泉３－５－５
狛江市 狛江駅前郵便局 2010014 東京都狛江市東和泉１－１６－１
狛江市 狛江郵便局 2018799 東京都狛江市和泉本町３－２９－７
東大和市 武蔵大和駅前郵便局 2070004 東京都東大和市清水３－７９９
東大和市 東大和清水郵便局 2070004 東京都東大和市清水６－１１９０－２
東大和市 東大和新堀郵便局 2070012 東京都東大和市新堀３－１１－１３
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東大和市 東大和向原郵便局 2070013 東京都東大和市向原３－１－６
東大和市 東大和南街郵便局 2070014 東京都東大和市南街５－６４－９
東大和市 東大和上北台郵便局 2070023 東京都東大和市上北台１－４－１２
東大和市 大和郵便局 2070031 東京都東大和市奈良橋５－７７５
東大和市 東大和芋窪郵便局 2070033 東京都東大和市芋窪１－２０７９－２
清瀬市 清瀬旭が丘郵便局 2040002 東京都清瀬市旭が丘２－５－１
清瀬市 清瀬中里郵便局 2040003 東京都清瀬市中里４－８２５
清瀬市 清瀬野塩郵便局 2040004 東京都清瀬市野塩１－１９４－３
清瀬市 清瀬中清戸郵便局 2040012 東京都清瀬市中清戸５－８３－２７８
清瀬市 清瀬松山郵便局 2040022 東京都清瀬市松山３－１－２７
清瀬市 清瀬駅前郵便局 2040022 東京都清瀬市松山１－４－２
清瀬市 清瀬郵便局 2048799 東京都清瀬市元町２－２８－１２

東久留米市 東久留米団地内郵便局 2030001 東京都東久留米市上の原１－４－１１－１０１
東久留米市 東久留米大門郵便局 2030011 東京都東久留米市大門町２－６－５
東久留米市 東久留米学園町郵便局 2030021 東京都東久留米市学園町２－１－２４
東久留米市 東久留米南沢五郵便局 2030023 東京都東久留米市南沢５－１８－４８
東久留米市 東久留米前沢郵便局 2030032 東京都東久留米市前沢３－７－９
東久留米市 東久留米滝山郵便局 2030033 東京都東久留米市滝山４－１－２２
東久留米市 東久留米本村郵便局 2030043 東京都東久留米市下里１－１１－１１
東久留米市 東久留米下里郵便局 2030043 東京都東久留米市下里３－１７－１１
東久留米市 東久留米小山郵便局 2030051 東京都東久留米市小山５－２－２６
東久留米市 東久留米本町郵便局 2030053 東京都東久留米市本町１－２－２２
東久留米市 東久留米中央町郵便局 2030054 東京都東久留米市中央町５－９－２４
東久留米市 東久留米郵便局 2038799 東京都東久留米市中央町１－１－４４
武蔵村山市 村山郵便局 2080004 東京都武蔵村山市本町４－３－１
武蔵村山市 村山団地内郵便局 2080012 東京都武蔵村山市緑が丘１４６０
武蔵村山市 武蔵村山大南郵便局 2080013 東京都武蔵村山市大南３－４－１
武蔵村山市 武蔵村山大南四郵便局 2080013 東京都武蔵村山市大南４－６１－５
武蔵村山市 武蔵村山三ツ藤郵便局 2080021 東京都武蔵村山市三ツ藤２－３６－１
武蔵村山市 武蔵村山中原郵便局 2080035 東京都武蔵村山市中原２－８－１１
武蔵村山市 武蔵村山郵便局 2088799 東京都武蔵村山市学園３－２４－１
多摩市 多摩和田郵便局 2060001 東京都多摩市和田３－２－１
多摩市 聖蹟桜ケ丘郵便局 2060003 東京都多摩市東寺方１－２－１３
多摩市 多摩関戸郵便局 2060011 東京都多摩市関戸５－１１－１
多摩市 せいせきＣ館内郵便局 2060011 東京都多摩市関戸１－７－５
多摩市 多摩貝取郵便局 2060012 東京都多摩市貝取４－２－１
多摩市 多摩貝取北郵便局 2060012 東京都多摩市貝取１－４５－１－１０５
多摩市 多摩桜ヶ丘郵便局 2060013 東京都多摩市桜ヶ丘４－１－２
多摩市 多摩聖ケ丘郵便局 2060022 東京都多摩市聖ヶ丘２－２０－４
多摩市 永山駅前郵便局 2060025 東京都多摩市永山１－５
多摩市 多摩永山郵便局 2060025 東京都多摩市永山４－２－６
多摩市 多摩落合郵便局 2060033 東京都多摩市落合３－１７－１
多摩市 多摩鶴牧郵便局 2060034 東京都多摩市鶴牧５－２－６
多摩市 唐木田駅前郵便局 2060035 東京都多摩市唐木田１－１－２２
多摩市 多摩センター郵便局 2060041 東京都多摩市愛宕４－１７－１１
多摩市 多摩郵便局 2068799 東京都多摩市鶴牧１－２４－２
稲城市 稲城⾧沼郵便局 2060802 東京都稲城市東⾧沼４５０
稲城市 稲城押立郵便局 2060802 東京都稲城市東⾧沼３８４－２
稲城市 稲城向陽台郵便局 2060803 東京都稲城市向陽台３－７－３
稲城市 稲城駅前郵便局 2060804 東京都稲城市百村１６１２－１
稲城市 矢野口郵便局 2060812 東京都稲城市矢野口６３６
稲城市 ＳＯＣＯＬＡ若葉台郵便局 2060822 東京都稲城市坂浜１３２５－１
稲城市 稲城平尾郵便局 2060823 東京都稲城市平尾３－１－１
稲城市 稲城若葉台郵便局 2060824 東京都稲城市若葉台２－４－３
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市区郡町村名 郵便局名 郵便番号 住　所
羽村市 羽村小作台郵便局 2050001 東京都羽村市小作台５－５－１
羽村市 羽村富士見郵便局 2050011 東京都羽村市五ノ神２－８－１９
羽村市 羽村南郵便局 2050014 東京都羽村市羽東３－８－２８
羽村市 羽村加美郵便局 2050016 東京都羽村市羽加美３－５－２８
羽村市 羽村郵便局 2058799 東京都羽村市緑ヶ丘５－３－２
あきる野市 増戸郵便局 1900142 東京都あきる野市伊奈１０４４－４
あきる野市 五日市伊奈郵便局 1900142 東京都あきる野市伊奈４６６－５
あきる野市 五日市仲町郵便局 1900164 東京都あきる野市五日市３５
あきる野市 武蔵五日市駅前郵便局 1900166 東京都あきる野市舘谷台２５－１
あきる野市 乙津郵便局 1900174 東京都あきる野市乙津１９９７
あきる野市 あきる野郵便局 1900199 東京都あきる野市秋川３－２－１
あきる野市 多西郵便局 1970802 東京都あきる野市草花３０５９
あきる野市 東秋留郵便局 1970814 東京都あきる野市二宮２３０６－７
あきる野市 あきる野小川郵便局 1970822 東京都あきる野市小川東２－１１－１４
あきる野市 秋川野辺郵便局 1970823 東京都あきる野市野辺３８４
あきる野市 西秋留郵便局 1970827 東京都あきる野市油平９９－７
あきる野市 秋川渕上郵便局 1970833 東京都あきる野市渕上１９２－５
西東京市 ひばりが丘郵便局 1880001 東京都西東京市谷戸町３－２５－３
西東京市 田無緑町郵便局 1880002 東京都西東京市緑町３－５－１９
西東京市 田無西原郵便局 1880004 東京都西東京市西原町５－４－１７
西東京市 田無南町二郵便局 1880012 東京都西東京市南町２－１－１５
西東京市 田無向台郵便局 1880012 東京都西東京市南町５－１４－２３
西東京市 田無芝久保郵便局 1880014 東京都西東京市芝久保町１－３－１
西東京市 田無北芝久保郵便局 1880014 東京都西東京市芝久保町４－１４－２
西東京市 田無芝久保二郵便局 1880014 東京都西東京市芝久保町２－１４－３３
西東京市 西東京郵便局 1888799 東京都西東京市田無町３－２－２
西東京市 ひばりが丘北郵便局 2020002 東京都西東京市ひばりが丘北３－５－１７
西東京市 保谷駅前郵便局 2020004 東京都西東京市下保谷４－１５－１１
西東京市 下保谷二郵便局 2020004 東京都西東京市下保谷２－４－１２
西東京市 保谷住吉郵便局 2020005 東京都西東京市住吉町１－２－１
西東京市 保谷東町郵便局 2020012 東京都西東京市東町１－５－２
西東京市 保谷中町四郵便局 2020013 東京都西東京市中町４－８－２５
西東京市 伏見通郵便局 2020013 東京都西東京市中町６－１２－４０
西東京市 保谷富士町郵便局 2020014 東京都西東京市富士町４－５－２３
西東京市 柳沢駅前郵便局 2020015 東京都西東京市保谷町３－１０－１６
西東京市 保谷東伏見郵便局 2020021 東京都西東京市東伏見６－６－１５

西多摩郡瑞穂町 瑞穂郵便局 1901213 東京都西多摩郡瑞穂町武蔵２０－１
西多摩郡瑞穂町 瑞穂むさし野郵便局 1901214 東京都西多摩郡瑞穂町むさし野２－５４－５
西多摩郡瑞穂町 瑞穂⾧岡郵便局 1901232 東京都西多摩郡瑞穂町⾧岡４－１－４
西多摩郡日の出町 大久野郵便局 1900181 東京都西多摩郡日の出町大久野１１７７
西多摩郡日の出町 平井郵便局 1900182 東京都西多摩郡日の出町平井１１８６
西多摩郡檜原村 檜原郵便局 1900212 東京都西多摩郡檜原村４６７
西多摩郡奥多摩町 古里郵便局 1980105 東京都西多摩郡奥多摩町小丹波１０９
西多摩郡奥多摩町 小河内郵便局 1980223 東京都西多摩郡奥多摩町原７１
西多摩郡奥多摩町 奥多摩郵便局 1980299 東京都西多摩郡奥多摩町氷川１３７９－６

大島町 岡田郵便局 1000102 東京都大島町岡田榎戸１７－１８
大島町 泉津郵便局 1000103 東京都大島町泉津２８－５
大島町 野増郵便局 1000104 東京都大島町野増１１
大島町 大島郵便局 1000199 東京都大島町元町４－１－６
大島町 差木地郵便局 1000211 東京都大島町差木地１
大島町 波浮港郵便局 1000299 東京都大島町波浮港１７
利島村 利島郵便局 1000301 東京都利島村２１
新島村 若郷郵便局 1000401 東京都新島村若郷５－１
新島村 新島郵便局 1000499 東京都新島村本村１－７－２
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新島村 式根島郵便局 1000599 東京都新島村式根島１６０
神津島村 神津島郵便局 1000699 東京都神津島村１１１４
三宅村 三宅島伊豆郵便局 1001102 東京都三宅島三宅村伊豆１０５４
三宅村 三宅島伊ヶ谷郵便局 1001103 東京都三宅島三宅村伊ヶ谷４３２
三宅村 三宅島郵便局 1001199 東京都三宅島三宅村神着２２２
三宅村 坪田郵便局 1001211 東京都三宅島三宅村坪田３０５０
三宅村 三宅島阿古郵便局 1001212 東京都三宅島三宅村阿古７００－６
御蔵島村 御蔵島郵便局 1001301 東京都御蔵島村
八丈町 八丈島郵便局 1001401 東京都八丈島八丈町大賀郷１２５５－１
八丈町 三根郵便局 1001599 東京都八丈島八丈町三根４３３－２
八丈町 八丈島樫立郵便局 1001621 東京都八丈島八丈町樫立３６５－１
八丈町 末吉郵便局 1001622 東京都八丈島八丈町末吉７９１－３
八丈町 中ノ郷郵便局 1001699 東京都八丈島八丈町中之郷２５７１－２
青ケ島村 青ケ島郵便局 1001701 東京都青ヶ島村無番地
小笠原村 小笠原郵便局 1002101 東京都小笠原村父島西町
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