
 
 
 

2008年4月22日 
郵便局株式会社 近畿支社 

   

オリジナルフレーム切手『源氏物語千年紀』の販売 

～京都府知事へ初刷り切手を贈呈～ 
 
郵便局株式会社 近畿支社（中央区北浜東、専務執行役員 支社長 日高信行）は、下記のとお

りオリジナルフレーム切手を販売いたします。 
 
 このたびのフレーム切手は、世界最古の長編小説である「源氏物語」が世に知られてから千年と

いう記念の年を迎えることから、郵便局株式会社としても千年紀事業の一層の盛り上げをはかるた

め、ねずみのキャラクター「ちゅう源氏」を題材として地域限定で販売するものです。 
また、販売開始を記念し、千年紀事業の中心となっている京都府へ初刷切手を贈呈します。 

 
１ 切手の概要 
名 称 源氏物語千年紀 
販 売 期 間 平成２０年４月２５日（金）～平成２０年７月２５日（金） 
デ ザ イ ン ねずみのキャラクター「ちゅう源氏」 
販 売 部 数 １００００シート 

販 売 地 域 

京都市を中心に京都府内の郵便局（２９９局）及び滋賀県大津市内の郵便局

（４８局）の計３４７局 
※簡易郵便局及び郵便切手類販売所では販売しません 
※通信販売は行いません       販売局一覧は別紙２のとおり 

シート構成 １シート８０円切手×１０枚（縦２枚・横５枚） 
販売価格 １シート １２００円 

２ 切手 
  別紙１のとおり 
 
３ 初刷り贈呈式 

日 時 平成２０年４月２４日（木）１１：３０～ 
場 所 京都府庁１号館３Ｆ知事応接室 

受 領 者 
京都府知事  
山田 啓二（やまだ けいじ）様 

贈 呈 者 
郵便局株式会社 専務執行役員 近畿支社長  
日高 信行（ひだか のぶゆき） 

 
 

 

 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

 郵便局株式会社近畿支社企画部（広報担当） 

 電話：（直通）０６－６９４４－５４１９  

【お客様のお問い合わせ先】 

 郵便局株式会社近畿支社営業本部（営業企画担当） 

 電話：（直通）０６－６９４４－８１５７ 

京都府政記者クラブ・逓信記者クラブ同時発表 



 
 
                                        別紙１ 

 



別紙２
郵便番号 郵便局名 住所
520-0832 石山駅前 滋賀県大津市粟津町１２－１５
520-0861 石山寺 滋賀県大津市石山寺１－３－２４
520-0861 石山別所 滋賀県大津市石山寺３－２０－５
520-2153 大津瀬田 滋賀県大津市一里山３－３４－１４
520-2141 瀬田大江 滋賀県大津市大江４－３－１６
520-0867 大津大平 滋賀県大津市大平２－１５－１
520-0855 大津栄町 滋賀県大津市栄町２２－１１
520-2131 大津神領 滋賀県大津市三大寺４－１８
520-2134 大津瀬田橋本 滋賀県大津市瀬田２－３－２９
520-0837 大津中庄 滋賀県大津市中庄１－８－５
520-0865 大津南郷 滋賀県大津市南郷１－５－２３
520-0846 大津富士見台 滋賀県大津市富士見台６－３５
520-0813 大津膳所本町 滋賀県大津市丸の内町３－３２
520-2277 関ノ津 滋賀県大津市関津１－５－８
520-2263 大津大石 滋賀県大津市大石中町６０－３
520-2113 大津上田上 滋賀県大津市平野１－１７－１７
520-0003 大津あかね 滋賀県大津市あかね町１０－７
520-8799 大津中央 滋賀県大津市打出浜１番４号
520-0106 大津唐崎 滋賀県大津市唐崎３－３－２０
520-0032 大津観音寺 滋賀県大津市観音寺７－１
520-0044 大津京町 滋賀県大津市京町１－１－２３
520-0044 滋賀県庁前 滋賀県大津市京町３－４－２２
520-0037 大津市役所内 滋賀県大津市御陵町３－１
520-0105 大津下阪本 滋賀県大津市下坂本３－１６－１９
520-0046 大津長等 滋賀県大津市長等３－４－１５
520-0027 大津錦織 滋賀県大津市錦織２－９－１２
520-0047 浜大津 滋賀県大津市浜大津４－１－１
520-0802 大津膳所駅前 滋賀県大津市馬場２－１０－１９
520-0807 大津松本 滋賀県大津市松本２－１０－１２
520-0011 大津南志賀 滋賀県大津市南志賀２－１－３
520-0057 大津駅前 滋賀県大津市御幸町４－３２
520-0804 大津本宮 滋賀県大津市本宮２－９－１０
520-0353 大津伊香立 滋賀県大津市伊香立向在地町１０８－７
520-0299 堅田 滋賀県大津市今堅田２丁目２１番２６号
520-0101 大津雄琴 滋賀県大津市雄琴１－１７－２１
520-0475 葛川 滋賀県大津市葛川坊村町５８－２
520-0224 大津向陽 滋賀県大津市向陽町１８－１
520-0104 比叡辻 滋賀県大津市比叡辻１－１５－１０
520-0112 大津日吉台 滋賀県大津市日吉台２－２０－１５
520-0242 大津本堅田 滋賀県大津市本堅田１－２０－１３
520-0113 大津坂本本町 滋賀県大津市坂本６－３－４０
520-0231 真野 滋賀県大津市真野普門１－４－３４
520-0247 仰木 滋賀県大津市仰木２－６－１
520-0246 大津仰木の里 滋賀県大津市仰木の里７－１－２８
520-0501 志賀小松 滋賀県大津市北小松７１７
520-0514 志賀 滋賀県大津市木戸１４２
520-0532 志賀小野駅前 滋賀県大津市湖青１－１－２６
520-0524 和邇 滋賀県大津市和邇今宿９０５－２
603-8406 京都大宮小野堀 京都府京都市北区大宮東小野堀町３９－２
601-0131 小野郷 京都府京都市北区小野下ノ町７８－１
603-8035 京都柊野 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町９－１７
603-8077 京都上賀茂 京都府京都市北区上賀茂藤ノ木町３１－７
603-8375 京都衣笠 京都府京都市北区衣笠天神森町２８
603-8341 京都小松原 京都府京都市北区小松原北町５５
603-8156 京都小山中溝 京都府京都市北区小山中溝町３２
603-8148 京都小山西花池 京都府京都市北区小山西花池町１－１４



郵便番号 郵便局名 住所
603-8172 京都小山初音 京都府京都市北区小山初音町５０
603-8799 京都北 京都府京都市北区紫竹下本町３９
603-8208 京都紫竹 京都府京都市北区紫竹西桃ノ本町３１
603-8146 京都出雲路 京都府京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町２８５－１０２
603-8331 京都大将軍 京都府京都市北区大将軍西町４７
603-8445 京都鷹峯 京都府京都市北区鷹峯藤林町６
603-8166 京都紫野御所田 京都府京都市北区紫野上御所田町６２
603-8235 京都北大路千本 京都府京都市北区紫野下御輿町１２－１
602-8134 京都大宮丸太町 京都府京都市上京区丸太町通大宮東入１－８５７
602-8281 京都中立売千本 京都府京都市上京区中立売通浄福寺西入加賀屋町３９３
602-0841 京都府立医大病院内 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町４６５
602-8799 西陣 京都府京都市上京区今出川通浄福寺西入２丁目東上善寺町152
602-0918 京都中立売室町 京都府京都市上京区室町通一条下ル薬屋町４３３－２
602-0856 京都荒神口 京都府京都市上京区荒神口通河原町東入荒神町１１７
602-0846 京都出町 京都府京都市上京区寺町通今出川下ル米屋町２８９
602-8365 京都御前下立売 京都府京都市上京区御前通下立売下ル下之町４０７－１
602-8155 京都聚楽 京都府京都市上京区千本通丸太町下ル主税町１２０８
602-8381 京都北野 京都府京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７２７－２
602-8411 京都寺ノ内 京都府京都市上京区寺之内通猪熊東入東西町３９３
602-8361 京都仁和 京都府京都市上京区御前通下立売上ル西上之町２５５
602-8305 京都千本寺之内 京都府京都市上京区千本通寺之内下ル花車町４８３－７
602-8031 京都府庁前 京都府京都市上京区釜座通下立売下ル東裏辻町４０３－８
602-8044 京都下立売堀川 京都府京都市上京区下立売通堀川東入東橋詰町１７２
602-0029 京都室町上立売 京都府京都市上京区室町通上立売上ル室町頭町２８７
602-8241 京都中立売堀川 京都府京都市上京区中立売通堀川西入役人町２５１－１０
602-0085 京都大宮鞍馬口 京都府京都市上京区大宮通鞍馬口上ル若宮竪町９４－１
606-8151 京都一乗寺 京都府京都市左京区一乗寺花ノ木町１２
606-0004 京都岩倉幡枝 京都府京都市左京区岩倉北池田町５－１
606-0025 京都岩倉 京都府京都市左京区岩倉中町４１９
601-1242 山城大原 京都府京都市左京区大原来迎院町２４６
606-0093 京都上高野 京都府京都市左京区上高野上荒蒔町２－１
601-1111 鞍馬 京都府京都市左京区鞍馬本町１６２
601-1123 京都静市市原 京都府京都市左京区静市市原町１１０－１
606-0851 京都洛北高校前 京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町１－２
606-0864 京都下鴨高木 京都府京都市左京区下鴨高木町３４－１
606-0841 京都北山 京都府京都市左京区下鴨南芝町３８－７
606-8799 左京 京都府京都市左京区高野竹屋町１－１
606-8104 京都高野竹屋 京都府京都市左京区高野竹屋町３１－２
606-8003 京都山端 京都府京都市左京区山端川原町８－４
606-8356 京都二条川端 京都府京都市左京区二条通川端東入石原町２８０
606-8322 京都岡崎 京都府京都市左京区岡崎入江町３９
606-8332 京都天王町 京都府京都市左京区岡崎東天王町３９
606-8265 京都北白川 京都府京都市左京区北白川東小倉町１
606-8397 京都大学病院内 京都府京都市左京区聖護院川原町５４
606-8392 京都聖護院 京都府京都市左京区聖護院山王町１６
606-8412 京都浄土寺 京都府京都市左京区浄土寺馬場町１６
606-8107 京都高野東開 京都府京都市左京区高野東開町１－１０
606-8205 京都田中 京都府京都市左京区田中上柳町６０
606-8243 京都田中高原 京都府京都市左京区田中東高原町４５－２
606-8223 京都田中樋ノ口 京都府京都市左京区田中東樋ノ口町２１－３
606-8225 京都百万遍 京都府京都市左京区田中門前町７７
606-8395 京都丸太町川端 京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町１１－１８
606-8302 京都吉田牛ノ宮 京都府京都市左京区吉田牛ノ宮町１９
606-8314 京都吉田 京都府京都市左京区吉田下大路町１３
604-0931 京都寺町二条 京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町９７－１
604-8076 京都三条御幸町 京都府京都市中京区御幸町通三条下ル海老屋町３１３
604-8241 京都西洞院三条 京都府京都市中京区三条通西洞院東入釜座町１



郵便番号 郵便局名 住所
604-0881 京都竹屋町高倉 京都府京都市中京区竹屋町通高倉西入坂本町７０８
604-0955 京都御池柳馬場 京都府京都市中京区柳馬場通御池上ル虎石町５１
604-8417 京都西ノ京内畑 京都府京都市中京区西ノ京内畑町２４－１０
604-8381 京都西ノ京職司 京都府京都市中京区西ノ京職司町６９－１８
604-8423 京都西ノ京西月光 京都府京都市中京区西ノ京西月光町５０
604-8483 京都西ノ京上合 京都府京都市中京区西ノ京南上合町９６
604-8451 京都西ノ京伯楽 京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町１６－９
604-0051 京都二条油小路 京都府京都市中京区油小路通二条下ル二条油小路町２７４
604-0003 京都衣棚夷川 京都府京都市中京区衣棚通夷川上ル花立町２７３－２
604-8143 京都東洞院錦 京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入阪東屋町６５３
604-8799 中京 京都府京都市中京区三条通東洞院東入ル菱屋町３０番地
604-0985 京都麩屋町竹屋町 京都府京都市中京区麩屋町通竹屋町上ル舟屋町４１９－１
604-0836 京都東洞院押小路 京都府京都市中京区押小路通東洞院西入船屋町４００－１
604-8854 京都西院 京都府京都市中京区壬生仙念町２４
604-8824 京都壬生松原 京都府京都市中京区壬生高樋町６５－１２
604-8804 京都壬生坊城 京都府京都市中京区壬生坊城町２５－５
604-8344 京都大宮六角 京都府京都市中京区大宮通六角下ル六角大宮町２３３
604-8212 京都新町蛸薬師 京都府京都市中京区新町通蛸薬師上ル六角町３６８
605-8799 東山 京都府京都市東山区大和大路五条下ル石垣町西側４２番地
605-0009 京都三条大橋 京都府京都市東山区三条通大橋東入大橋町９４
605-0014 京都知恩院前 京都府京都市東山区東大路三条下ル北木之元町５２５－２
605-0815 京都大和大路 京都府京都市東山区大和大路通松原下ル北御門町２５１
605-0862 京都清水 京都府京都市東山区清水５－１２７
605-0873 京都下馬町 京都府京都市東山区渋谷通東大路東入２丁目下馬町４９１
605-0829 京都月見町 京都府京都市東山区東大路松原上ル５月見町５
605-0079 京都祇園 京都府京都市東山区大和大路通四条上ル常盤町１５３
605-0034 京都三条広道 京都府京都市東山区三条通白川橋東入４中之町２１０－５
605-0951 京都今熊野 京都府京都市東山区東大路七条下ル東瓦町６７７
605-0981 京都本町 京都府京都市東山区本町１０－１８９
605-0981 京都赤十字病院内 京都府京都市東山区本町１５－７４９
605-0981 京都鳥羽道 京都府京都市東山区本町２０－４５４－１
605-0981 京都大仏前 京都府京都市東山区本町４－１３６
607-8182 京都山科大宅 京都府京都市山科区大宅坂ノ辻町２５－２５
607-8071 京都山科音羽 京都府京都市山科区音羽千本町１８－２６
607-8331 京都山科川田 京都府京都市山科区川田御輿塚町２７－５
607-8212 京都勧修寺 京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町１９６
607-8475 京都北花山 京都府京都市山科区北花山横田町２６
607-8029 山科四宮 京都府京都市山科区四ノ宮大将軍町５－２
607-8089 京都山科竹鼻 京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町４１－１
607-8160 京都山科椥辻 京都府京都市山科区椥辻東浦町１－５
607-8799 山科 京都府京都市山科区西野阿芸沢町１－５
607-8341 京都山科西野 京都府京都市山科区西野今屋敷町３－１５
607-8152 京都東野 京都府京都市山科区東野八代２０－１
607-8424 京都山科御陵 京都府京都市山科区御陵原西町９
600-8071 京都四条柳馬場 京都府京都市下京区柳馬場通四条下ル相之町１３３
600-8028 京都寺町松原 京都府京都市下京区寺町通松原下ル植松町７０２
600-8095 京都東洞院仏光寺 京都府京都市下京区東洞院通仏光寺上ル扇酒屋町３０７
600-8135 京都七条米浜 京都府京都市下京区三ノ宮町通正面下る上三之宮町２６０
600-8207 京都塩小路 京都府京都市下京区上之町１０－５
600-8171 京都五条東洞院 京都府京都市下京区不明門通五条下ル上平野町４４７
600-8451 京都若宮松原 京都府京都市下京区若宮通松原下ル亀屋町３９
600-8001 京都髙島屋内 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町５２
600-8078 京都柳馬場松原 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２９５
600-8456 京都六条 京都府京都市下京区六条通油小路東入ル天使突抜４－４７８
600-8153 京都中珠数屋町 京都府京都市下京区東洞院通正面西入廿人講町３０
600-8799 京都中央 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２
600-8173 京都東本願寺前 京都府京都市下京区不明門通六条下ル仏具屋町１５９



郵便番号 郵便局名 住所
600-8474 京都西洞院綾小路 京都府京都市下京区西洞院通綾小路下ル綾西洞院町７３９－１
600-8482 京都堀川仏光寺 京都府京都市下京区堀川通仏光寺角綾堀川町３２０－３
600-8377 京都大宮松原 京都府京都市下京区大宮通松原下ル西側上五条町３８６－３
600-8821 京都島原 京都府京都市下京区小坂町７－６
600-8389 京都四条大宮 京都府京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町２６
600-8863 京都御所ノ内 京都府京都市下京区七条御所ノ内本町７０
600-8814 京都中堂寺 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町１
600-8811 京都中堂寺坊城 京都府京都市下京区中堂寺坊城町２－２
600-8886 京都春日 京都府京都市下京区西七条北月読町６６
600-8871 京都西七条 京都府京都市下京区西七条北東野町７
600-8269 京都本派本願寺 京都府京都市下京区七条通猪熊東入西八百屋町１４２－２
600-8222 京都七条油小路 京都府京都市下京区北小路通油小路東入文覚町３８１
601-8183 京都上鳥羽 京都府京都市南区上鳥羽南島田町３０
601-8451 京都唐橋 京都府京都市南区唐橋川久保町１－１９
601-8347 京都吉祥院観音堂 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町１－１８
601-8330 京都吉祥院 京都府京都市南区吉祥院船戸町１３－２
601-8473 京都八条 京都府京都市南区大宮通八条下ル九条町６２１－２３
601-8205 京都久世 京都府京都市南区久世殿城町４４７－１
601-8447 京都羅城門 京都府京都市南区西九条唐戸町２－２
601-8414 京都西九条 京都府京都市南区西九条蔵王町５２－２
601-8441 京都東寺 京都府京都市南区西九条南田町２０
601-8433 京都十条 京都府京都市南区西九条東柳ノ内町６
601-8002 京都駅八条口 京都府京都市南区東九条上殿田町４０
601-8031 京都札ノ辻 京都府京都市南区東九条河辺町２３
601-8027 京都東九条 京都府京都市南区東九条中御霊町４４－１
616-8107 京都太秦一ノ井 京都府京都市右京区太秦一ノ井町２６
616-8137 京都太秦朱雀 京都府京都市右京区太秦朱雀町１－２０
615-0935 京都梅津徳丸 京都府京都市右京区梅津徳丸町９
615-0913 京都梅津 京都府京都市右京区梅津南上田町３６
615-0061 京都四条乾 京都府京都市右京区西院乾町５６
615-0001 京都三条口 京都府京都市右京区西院上今田町２５
615-8799 右京 京都府京都市右京区西院清水町１６番地
615-0042 京都東中水 京都府京都市右京区西院東中水町７
615-0881 京都葛野 京都府京都市右京区西京極北大入町１２
615-0852 京都西京極 京都府京都市右京区西京極西川町４３
615-0093 京都山ノ内 京都府京都市右京区山ノ内宮前町４
616-8167 京都桂ケ原 京都府京都市右京区太秦多薮町１９－７
616-8077 京都太秦安井 京都府京都市右京区太秦安井馬塚町５
616-8208 京都宇多野 京都府京都市右京区宇多野福王子町２２
616-8799 京都西 京都府京都市右京区嵯峨五島町１－６４
616-8421 京都愛宕 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町３－３
616-8373 京都嵯峨 京都府京都市右京区嵯峨天竜寺車道町１
616-8314 京都嵯峨野 京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町３１－６
616-8304 京都広沢 京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町１２－１０
616-8224 京都常盤 京都府京都市右京区常盤窪町１５－１８
616-8041 京都花園 京都府京都市右京区花園寺ノ前町５３－１９
616-8021 京都竜安寺 京都府京都市右京区花園天授ヶ岡町１０－１９
616-0014 京都嵐山 京都府京都市西京区嵐山谷ケ辻子町３７
610-1112 京都大枝北福西 京都府京都市西京区大枝北福西町３－２－１
610-1141 京都大枝西新林 京都府京都市西京区大枝西新林町５－１－１
610-1124 京都上里 京都府京都市西京区大原野上里紅葉町３－１
610-1132 京都大原野灰方 京都府京都市西京区大原野灰方町１８９－３
610-1145 京都大原野西竹の里 京都府京都市西京区大原野西竹の里町１－１９
610-1199 洛西 京都府京都市西京区大原野東境谷町２丁目３番
615-8183 京都樫原 京都府京都市西京区樫原分田５－３
615-8082 京都桂上豆田 京都府京都市西京区桂上豆田町３９－３７
615-8072 京都桂 京都府京都市西京区桂木ノ下町１４－１９



郵便番号 郵便局名 住所
615-8227 京都上桂 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町３３－４
615-8191 京都桂西口 京都府京都市西京区川島有栖川町３５－１
615-8111 京都川島 京都府京都市西京区川島松園町９７
615-8293 京都松尾 京都府京都市西京区松室庄田町４－２
615-8264 京都山田 京都府京都市西京区山田六ノ坪町８－６２
610-1102 京都桂坂 京都府京都市西京区御陵大枝山町５－２７－４
615-8037 京都下津林 京都府京都市西京区下津林南大般若町４３－１
601-1432 京都石田 京都府京都市伏見区石田内里町３５
601-1456 伏見小栗栖 京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町６
612-8083 京都京町 京都府京都市伏見区京町２－２３６－１
612-8085 伏見京町北 京都府京都市伏見区京町南８－９４－１
601-1351 伏見醍醐 京都府京都市伏見区醍醐和泉町７－２
601-1399 伏見東 京都府京都市伏見区醍醐鍵尾町１－２
601-1327 京都醍醐北 京都府京都市伏見区醍醐切レ戸町１２
601-1375 京都パセオ・ダイゴロー 京都府京都市伏見区醍醐高畑町３０－１
612-0807 伏見稲荷 京都府京都市伏見区深草稲荷中之町５３
612-0846 京都深草大亀谷 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町１６６－５４
612-0868 京都藤森 京都府京都市伏見区深草直違橋南１－４９７－８
612-0889 深草 京都府京都市伏見区深草直違橋５－３３２
612-8112 京都向島 京都府京都市伏見区向島本丸町７
612-8136 京都向島四ツ谷池 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池１４－１０
612-8018 京都桃山南口 京都府京都市伏見区桃山町丹後２３－３
612-8003 伏見桃山西尾 京都府京都市伏見区桃山町西尾２６－１
612-8031 伏見桃山 京都府京都市伏見区桃山町松平筑前１０－１８
612-8065 京都御駕篭 京都府京都市伏見区御駕籠町８９－４
612-8305 伏見竹田口 京都府京都市伏見区上神泉苑町８０１
612-8466 伏見下鳥羽 京都府京都市伏見区下鳥羽城ノ越町９７
612-8799 伏見 京都府京都市伏見区撞木町１１４８－１
612-8368 京都西大手筋 京都府京都市伏見区周防町３３１－２９
612-8416 京都下川原 京都府京都市伏見区竹田流池町１１８－５
612-8271 京都納所 京都府京都市伏見区納所岸ノ下１６－１
612-8484 伏見羽束師鴨川 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町１７－３
612-8487 伏見羽束師菱川 京都府京都市伏見区羽束師菱川町３１１－１０
612-8437 京都小久保 京都府京都市伏見区深草小久保町１２３
612-0082 伏見墨染 京都府京都市伏見区深草山村町１００６
612-0029 伏見西浦 京都府京都市伏見区深草西浦町３丁目６９
612-8483 京都横大路 京都府京都市伏見区横大路草津町６６－１
613-0904 京都淀池上 京都府京都市伏見区淀池上町８５－２
612-8421 京都竹田 京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町１５３
617-0006 向日上植野 京都府向日市上植野町樋爪８－３
617-8799 向日町 京都府向日市上植野町馬立６－１
617-0002 向日町駅前 京都府向日市寺戸町久々相１８
617-0002 向日町寺戸 京都府向日市寺戸町南垣内２５－３
617-0001 向日物集女 京都府向日市物集女町豆尾１９－２
617-0003 向日森本 京都府向日市森本町前田７－８
617-0814 長岡今里 京都府長岡京市今里２－１３－３
617-0841 長岡京花山 京都府長岡京市梅が丘１－７２－３
617-0853 長岡京海印寺 京都府長岡京市奥海印寺岡本３－６
617-0826 長岡開田 京都府長岡京市開田３－２－４
617-0818 長岡京柴の里 京都府長岡京市柴の里１－３６
617-0824 長岡京天神 京都府長岡京市天神４－７－２
617-0828 長岡京馬場 京都府長岡京市馬場川原４１－１
617-0832 長岡京神足 京都府長岡京市東神足２－１１－１５
618-0091 円明寺 京都府乙訓郡大山崎町円明寺葛原５１－２６
618-8799 山崎 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺小字宝本９番地
618-0071 山崎駅前 京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷２１－１
614-8224 有智郷 京都府八幡市内里別所３８－２



郵便番号 郵便局名 住所
614-8376 八幡男山竹園 京都府八幡市男山竹園２－５
614-8373 八幡男山 京都府八幡市男山八望３－１
614-8362 八幡美桜 京都府八幡市男山美桜５－３０
614-8315 八幡橋本 京都府八幡市橋本北ノ町４８－２
614-8799 山城八幡 京都府八幡市八幡五反田５
614-8062 志水 京都府八幡市八幡清水井１６５
614-8015 八幡石清水 京都府八幡市八幡旦所３２－４
613-0045 御牧 京都府久世郡久御山町北川顔村西３
613-0034 久御山佐山 京都府久世郡久御山町佐山双置３８－２
613-8799 久御山 京都府久世郡久御山町下津屋下ノ浜代１－１
611-0043 宇治蔭田 京都府宇治市伊勢田町蔭田２３－２８
611-0043 宇治伊勢田 京都府宇治市伊勢田町若林５７
611-0021 宇治壱番 京都府宇治市宇治壱番１５１－２
611-8799 宇治 京都府宇治市宇治蔭山６
611-0021 宇治橋 京都府宇治市宇治里尻８１－１５
611-0033 宇治大久保 京都府宇治市大久保町井ノ尻２１－３
611-0042 小倉 京都府宇治市小倉町天王３６－１０
611-0042 宇治堀池 京都府宇治市小倉町堀池３９－１７６
611-0042 宇治西小倉 京都府宇治市小倉町南堀池８－４
611-0002 宇治御蔵山 京都府宇治市木幡赤塚３２－７
611-0002 宇治木幡 京都府宇治市木幡大瀬戸４９
611-0011 宇治五ケ庄 京都府宇治市五ケ庄西浦３７
611-0025 宇治神明宮 京都府宇治市神明宮北１９－１７
611-0013 宇治菟道 京都府宇治市菟道車田４－４－３
611-0028 宇治南陵 京都府宇治市南陵町２－２－９
611-0031 新田 京都府宇治市広野町東裏５６
611-0041 宇治槙島 京都府宇治市槙島町南落合７０－１９
610-0299 郷ノ口 京都府綴喜郡宇治田原町郷ノ口本町１６－２
610-0221 宇治田原 京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷長通４８
610-0114 青谷 京都府城陽市市辺小梨間９１
610-0121 城陽今堀 京都府城陽市寺田今堀７２－２９
610-0121 城陽寺田 京都府城陽市寺田中大小１４５
610-0121 城陽深谷 京都府城陽市寺田深谷２３－３
610-0199 城陽 京都府城陽市寺田袋尻２７－２
610-0111 城陽富野 京都府城陽市富野西垣内１５－２
610-0112 城陽長池 京都府城陽市長池北清水２０－２
610-0101 城陽平川西 京都府城陽市平川中道表３１－５
610-0101 城陽平川 京都府城陽市平川横道５３－４
610-0343 大住 京都府京田辺市大住西角７７－２
610-0351 京都田辺大住ケ丘 京都府京田辺市大住ケ丘３－１７－７
610-0361 京都田辺河原 京都府京田辺市河原北口２０－３
610-0311 草内 京都府京田辺市草内西垣内２
610-0399 山城田辺 京都府京田辺市興戸犬伏５－３
610-0331 新田辺 京都府京田辺市田辺平田１５－１７
610-0313 田辺三山木 京都府京田辺市三山木野神８－２
610-0354 京田辺松井山手 京都府京田辺市山手南２－２－５
610-0302 井手 京都府綴喜郡井手町井手柏原４３－３
610-0301 山城多賀 京都府綴喜郡井手町多賀東北２７
619-0201 棚倉 京都府木津川市山城町綺田綾杉５－３
619-0224 木津兜台 京都府木津川市兜台３－３－２２
619-1152 山城加茂 京都府木津川市加茂町里西鳥口９９
619-0214 木津南垣外 京都府木津川市木津南垣外７３－５
619-0299 山城木津 京都府相楽郡木津町大字相楽小字丸塚４－１
619-1127 山城南加茂台 京都府木津川市南加茂台５－６－４
619-0204 山城町 京都府木津川市山城町上狛乾町１－４
619-1399 笠置 京都府相楽郡笠置町笠置市場２６
619-1299 和束 京都府相楽郡和束町釜塚上切１４



郵便番号 郵便局名 住所
619-0245 下狛 京都府相楽郡精華町下狛拝殿１９－４
619-0241 祝園 京都府相楽郡精華町祝園幸田２
619-0231 山田荘 京都府相楽郡精華町山田下川原８－３
619-0237 けいはんなプラザ 京都府相楽郡精華町光台１丁目７
619-1499 南山城 京都府相楽郡南山城村北大河原久保７
619-1421 京都高山 京都府相楽郡南山城村田山上フケ６－４


