
 

【別添】 

郵便局名 都道府県名 郵便番号 住所

釧路美原郵便局 北海道 085-0065 北海道釧路市美原４－１－３１

手稲新発寒郵便局 北海道 006-0805 北海道札幌市手稲区新発寒五条６－８－１

札幌大通郵便局 北海道 060-0042 北海道札幌市中央区大通西２－９

札幌大通公園前郵便局 北海道 060-0042 北海道札幌市中央区大通西４－６－８

札幌丸井内郵便局 北海道 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西２－１１

北海道庁赤れんが前郵便局 北海道 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西４－３

札幌中央郵便局 北海道 060-8799 北海道札幌市東区北六条東１－２－１

札幌屯田八条郵便局 北海道 002-0858 北海道札幌市北区屯田八条４－５－１

札幌駅パセオ郵便局 北海道 060-0806 北海道札幌市北区北六条西２－１

小樽堺町郵便局 北海道 047-0027 北海道小樽市堺町６－１４

千歳郵便局新千歳空港内分室 北海道 066-0012 北海道千歳市美々

北見寿町郵便局 北海道 090-0065 北海道北見市寿町３－１－１１

水戸中央郵便局 茨城 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９

前橋中央郵便局 群馬 371-8799 群馬県前橋市城東町１－６－５

さいたま中央郵便局 埼玉 336-8799 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２

千葉中央郵便局 千葉 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１

宇都宮中央郵便局 栃木 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町４－１７

渋谷郵便局 東京 150-8799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３

新宿郵便局 東京 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８

東京中央郵便局 東京 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２

浅草郵便局 東京 111-8799 東京都台東区西浅草１－１－１

羽田空港郵便局 東京 144-0041 東京都大田区羽田空港３－３－２

甲府駅前郵便局 山梨 400-0031 山梨県甲府市丸の内２－１－１０

甲府中央郵便局 山梨 400-8799 山梨県甲府市太田町６－１０

山中湖郵便局 山梨 401-0599 山梨県南都留郡山中湖村山中土手外４４６－３

旭日丘郵便局 山梨 401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野５０６－２９６

忍野郵便局 山梨 401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草１４０９－４

河口郵便局 山梨 401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町河口１０８８

勝山郵便局 山梨 401-0310 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山４０４４－１

精進郵便局 山梨 401-0336 山梨県南都留郡富士河口湖町精進５１４－４５

河口湖郵便局 山梨 401-0399 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３４５１

大石郵便局 山梨 401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石２０４

鳴沢郵便局 山梨 401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村１８４１－１

新倉郵便局 山梨 403-0012 山梨県富士吉田市旭１－４－２

吉田本町郵便局 山梨 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田３－１－７

明見郵便局 山梨 403-0002 山梨県富士吉田市小明見２３８４－３

上吉田郵便局 山梨 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田７－１４－７

上暮地郵便局 山梨 403-0001 山梨県富士吉田市上暮地３－３－９

富士吉田本通郵便局 山梨 403-0007 山梨県富士吉田市中曽根１－１－２７

富士吉田郵便局 山梨 403-8799 山梨県富士吉田市中曽根３－１－１

横浜中央郵便局 神奈川 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２

川崎中央郵便局 神奈川 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２

新潟中央郵便局 新潟 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６

長野中央郵便局 長野 380-8799 長野県長野市南県町１０８５－４

加賀郵便局 石川 922-8799 石川県加賀市大聖寺東町１－５

粟崎郵便局 石川 920-0299 石川県金沢市粟崎町２－３８３－２

金沢中央郵便局 石川 920-8799 石川県金沢市三社町１－１

金沢南郵便局 石川 921-8797 石川県金沢市泉野町６－１７－１

金沢駅内郵便局 石川 920-0858 石川県金沢市木ノ新保町１－１

七尾郵便局 石川 926-8799 石川県七尾市生駒町１－１

小松郵便局 石川 923-8799 石川県小松市園町ハ１２８－１

松任郵便局 石川 924-8799 石川県白山市八ツ矢町６０９  



郵便局名 都道府県名 郵便番号 住所

高岡郵便局 富山 933-8799 富山県高岡市御馬出町３４

富山中央郵便局 富山 930-8799 富山県富山市桜橋通り６－６

富山南郵便局 富山 939-8799 富山県富山市堀川町２５７－２

鯖江郵便局 福井 916-8799 福井県鯖江市水落町１－２－２８

勝山郵便局 福井 911-8799 福井県勝山市本町２－１０－２０

福井中央郵便局 福井 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８

福井南郵便局 福井 918-8799 福井県福井市板垣４－２０１

名古屋中央郵便局 愛知 450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町４－５

岐阜中央郵便局 岐阜 500-8799 岐阜県岐阜市清住町１－３－２

津中央郵便局 三重 514-8799 三重県津市中央１－１

静岡中央郵便局 静岡 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町１－９

富士宮郵便局 静岡 418-8799 静岡県富士宮市若の宮町４７５

京都中央郵便局 京都 600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２

大津中央郵便局 滋賀 520-8799 滋賀県大津市打出浜１－４

大阪中央郵便局 大阪 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３－２－４

奈良中央郵便局 奈良 630-8799 奈良県奈良市大宮町５－３－３

神戸中央郵便局 兵庫 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１

和歌山中央郵便局 和歌山 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁４

岡山中央郵便局 岡山 700-8799 岡山県岡山市北区中山下２－１－１

広島中央郵便局 広島 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１

山口中央郵便局 山口 753-8799 山口県山口市中央１－１－１

鳥取中央郵便局 鳥取 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１

松江中央郵便局 島根 690-8799 島根県松江市東朝日町１３８

松山中央郵便局 愛媛 790-8799 愛媛県松山市三番町３－５－２

高松中央郵便局 香川 760-8799 香川県高松市内町１－１５

高知中央郵便局 高知 780-8799 高知県高知市北本町１－１０－１８

徳島中央郵便局 徳島 770-8799 徳島県徳島市八百屋町１－２

宮崎中央郵便局 宮崎 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４

熊本中央郵便局 熊本 860-8799 熊本県熊本市中央区新町２－１－１

佐賀中央郵便局 佐賀 840-8799 佐賀県佐賀市松原２－１－３５

鹿児島中央郵便局 鹿児島 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町１－２

大分中央郵便局 大分 870-8799 大分県大分市府内町３－４－１８

長崎中央郵便局 長崎 850-8799 長崎県長崎市恵美須町１－１

福岡中央郵便局 福岡 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１

博多郵便局 福岡 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１

北九州中央郵便局 福岡 802-8799 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１

浦添郵便局 沖縄 901-2199 沖縄県浦添市仲間３－３－１

沖縄郵便局 沖縄 904-8799 沖縄県沖縄市胡屋４－２－１６

宜野湾郵便局 沖縄 901-2299 沖縄県宜野湾市愛知３８－１

宮古郵便局 沖縄 906-8799 沖縄県宮古島市平良西里７８２－７

八重山郵便局 沖縄 907-8799 沖縄県石垣市大川１２

那覇東郵便局 沖縄 902-8799 沖縄県那覇市寄宮１－３－１

那覇中央郵便局 沖縄 900-8799 沖縄県那覇市壺川３－３－８

名護郵便局 沖縄 905-8799 沖縄県名護市東江１－１１－１４  


