
                                           別添 

【販売局一覧】 

 硫黄島郵便局 鹿児島坂元郵便局 国分広瀬郵便局 牧之内郵便局 入来麓郵便局

西桜島郵便局 鹿児島緑ヶ丘団地郵便局 重久郵便局 知覧松山郵便局 樋脇郵便局

東桜島郵便局 鹿児島玉里団地郵便局 牧之原郵便局 南薩大川郵便局 祁答院郵便局

鹿児島春日郵便局 鹿児島川上郵便局 霧島神宮前郵便局 粟ヶ窪郵便局 入来郵便局

二俣郵便局 鹿児島菖蒲谷郵便局 清水郵便局 西頴娃郵便局 藺牟田郵便局

鹿児島松原郵便局 岩川郵便局 霧島西口郵便局 枕崎郵便局 高江郵便局

鹿児島東千石郵便局 末吉郵便局 南国分郵便局 川辺郵便局 市比野温泉郵便局

鹿児島小川郵便局 通山郵便局 牧園中津川郵便局 勝目郵便局 隈之城郵便局

鹿児島山之口郵便局 恒吉郵便局 国分中央町郵便局 枕崎金山郵便局 永利郵便局

鹿児島東郵便局 財部郵便局 加治木郵便局 鹿篭郵便局 吉野山郵便局

中之島郵便局 月野郵便局 横川郵便局 枕崎別府郵便局 川内向田郵便局

口之島郵便局 南之郷郵便局 重富郵便局 神殿郵便局 西方郵便局

宝島郵便局 坂元郵便局 蒲生郵便局 枕崎立神郵便局 東郷郵便局

鹿児島甲突郵便局 大川原郵便局 浜之市郵便局 高田郵便局 高城郵便局

照国神社前通り郵便局 岩崎郵便局 吉松郵便局 枕崎中町郵便局 川内五代郵便局

鹿児島南林寺郵便局 南財部郵便局 栗野郵便局 田部田郵便局 水引郵便局

鹿児島加治屋町郵便局 柳迫郵便局 山ヶ野金山郵便局 枕崎住吉郵便局 川内大小路郵便局

伊敷郵便局 笠木郵便局 日当山郵便局 加世田郵便局 南瀬郵便局

鹿児島西郵便局 伊屋松郵便局 姶良郵便局 坊津久志郵便局 東郷鳥丸郵便局

鹿児島下伊敷郵便局 種子島郵便局 溝辺郵便局 笠沙郵便局 上川内郵便局

鹿児島大平田郵便局 鹿屋郵便局 山田郵便局 坊郵便局 東郷山田郵便局

鹿児島永吉郵便局 大姶良郵便局 隼人郵便局 万世郵便局 陽成郵便局

鹿児島西伊敷三郵便局 吾平郵便局 帖佐駅前郵便局 片浦郵便局 城上郵便局

鹿児島日当平郵便局 鹿屋笠之原郵便局 幸田郵便局 野間池郵便局 川内中郷郵便局

鹿児島明和郵便局 細山田郵便局 加治木須崎郵便局 大浦郵便局 宮之城郵便局

鹿児島武岡団地郵便局 鹿屋永野田郵便局 三船郵便局 津貫郵便局 鶴田郵便局

鹿児島伊敷台郵便局 祓川郵便局 松永郵便局 小湊郵便局 永野郵便局

武岡ハイランド郵便局 鹿屋大手町郵便局 志布志郵便局 泊郵便局 山崎郵便局

鹿児島中央郵便局 鹿屋南町郵便局 大崎郵便局 内山田郵便局 永野金山郵便局

鹿児島田上町郵便局 鹿屋上野郵便局 松山郵便局 益山郵便局 薩摩郵便局

鹿児島城西郵便局 串良岡崎郵便局 野方郵便局 赤生木郵便局 宮之城佐志郵便局

鹿児島上之園郵便局 鹿屋寿郵便局 菱田郵便局 吹上郵便局 宮之城湯田郵便局

鹿児島草牟田郵便局 鹿屋西原郵便局 有明郵便局 郡山郵便局 宮之城平川郵便局

鹿児島西田郵便局 鹿屋寿八郵便局 泰野郵便局 吉利郵便局 中津川郵便局

鹿児島中洲郵便局 鹿屋旭原郵便局 内之倉郵便局 伊集院郵便局 紫尾郵便局

鹿児島原良郵便局 鹿屋向江町郵便局 蓬原郵便局 田布施郵便局 大口郵便局

鹿児島西陵郵便局 大根占郵便局 志布志東町郵便局 吹上温泉郵便局 菱刈郵便局

鹿児島西郷団地郵便局 佐多郵便局 持留郵便局 日置郵便局 山野郵便局

鹿児島武郵便局 内之浦郵便局 田之浦郵便局 吹上永吉郵便局 薩摩本城郵便局

鹿児島鴨池郵便局 串良郵便局 志布志安楽郵便局 阿多郵便局 羽月郵便局

鹿児島下荒田四郵便局 高山郵便局 伊崎田郵便局 上伊集院郵便局 湯之尾郵便局

鹿児島宇宿三郵便局 根占郵便局 山重郵便局 伊集院北郵便局 西太良郵便局

鹿児島荒田一郵便局 波見郵便局 野井倉郵便局 大坂郵便局 牛尾郵便局

鹿児島唐湊郵便局 田代郵便局 尾野見郵便局 松元駅前郵便局 菱刈重留郵便局

鹿児島真砂本町郵便局 大浜郵便局 指宿北郵便局 東俣郵便局 針持郵便局

鹿児島荒田二郵便局 柏原郵便局 山川郵便局 妙円寺団地郵便局 米ノ津郵便局

鹿児島南郡元郵便局 神川郵便局 喜入郵便局 市来郵便局 高尾野郵便局

鹿児島紫原一郵便局 岸良郵便局 指宿郵便局 下伊集院郵便局 出水郵便局

鹿児島紫原五郵便局 大泊郵便局 今和泉郵便局 串木野郵便局 大川内郵便局

鹿児島三和郵便局 横別府郵便局 開聞郵便局 東市来郵便局 野田郵便局

鹿児島下荒田一郵便局 大隅垂水郵便局 川尻郵便局 羽島郵便局 福ノ江郵便局

鹿児島県庁内郵便局 高隈郵便局 大山郵便局 芹ヶ野郵便局 荘郵便局

鹿児島南郵便局 古江郵便局 前之浜郵便局 江口郵便局 江内郵便局

鹿児島山田郵便局 牛根郵便局 瀬々串郵便局 上市来郵便局 西出水郵便局

平川郵便局 百引郵便局 池田郵便局 東市来長里郵便局 出水上知識郵便局

谷山上福元郵便局 市成郵便局 十町郵便局 生福郵便局 阿久根郵便局

坂之上郵便局 高須郵便局 生見郵便局 串木野浜町郵便局 脇本郵便局

鹿児島笹貫郵便局 新城郵便局 徳光郵便局 島平郵便局 鷹巣郵便局

鹿児島清見郵便局 海潟郵便局 利永郵便局 市来川上郵便局 蔵之元郵便局

鹿児島桜ヶ丘郵便局 柊原郵便局 成川郵便局 市来大里郵便局 山門野郵便局

鹿児島星ヶ峯郵便局 牛根境郵便局 指宿湯の浜郵便局 中甑郵便局 獅子島郵便局

鹿児島皇徳寺郵便局 高尾郵便局 開聞入野郵便局 手打郵便局 大川郵便局

鹿児島慈眼寺郵便局 水之上郵便局 知覧郵便局 里郵便局 長島郵便局

鹿児島下福元郵便局 福山郵便局 塩屋郵便局 鹿島郵便局 西目郵便局

鹿児島池之上郵便局 国分郵便局 頴娃郵便局 長浜郵便局 川床郵便局

吉田郵便局 牧園郵便局 石垣郵便局 青瀬郵便局 阿久根大丸郵便局

鹿児島吉野郵便局 霧島郵便局 青戸郵便局 平良郵便局 平尾郵便局

吉田麓郵便局 敷根郵便局 霜出郵便局 西山郵便局 鶴川内郵便局

鹿児島大竜郵便局 霧島温泉郵便局 浮辺郵便局 瀬上郵便局 阿久根山下郵便局

鹿児島下田郵便局 安楽郵便局 永里郵便局 川内郵便局 名瀬郵便局

鹿児島大明丘郵便局


