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都道府県 局名 住所
北海道 札幌中央郵便局 北海道札幌市東区北六条東１－２－１
北海道 小樽堺町郵便局 北海道小樽市堺町６－１４
北海道 札幌大通郵便局 北海道札幌市中央区大通西２－９
北海道 札幌駅パセオ郵便局 北海道札幌市北区北六条西２－１
青森 青森中央郵便局 青森県青森市堤町１－７－２４
岩手 盛岡中央郵便局 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
宮城 仙台中央郵便局 宮城県仙台市青葉区北目町１－７
宮城 仙台東二番丁郵便局 宮城県仙台市青葉区一番町１－１－３４
秋田 秋田中央郵便局 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
山形 山形中央郵便局 山形県山形市十日町１－７－２４
福島 福島中央郵便局 福島県福島市森合町１０－３０
茨城 水戸中央郵便局 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
栃木 宇都宮中央郵便局 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
群馬 前橋中央郵便局 群馬県前橋市城東町１－６－５
埼玉 さいたま中央郵便局 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
千葉 千葉中央郵便局 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
東京
神奈川 横浜港郵便局 神奈川県横浜市中区日本大通５－３
神奈川 横浜中央郵便局 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
神奈川 久里浜郵便局 神奈川県横須賀市久里浜５－１０－１
神奈川 藤沢郵便局 神奈川県藤沢市藤沢１１５－２
神奈川 緑郵便局 神奈川県横浜市緑区中山町１４９－４
神奈川 津久井郵便局 神奈川県相模原市緑区中野５７８－１
神奈川 川崎中央郵便局 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２
神奈川 保土ヶ谷郵便局 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－８
神奈川 鶴見郵便局 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－２２－１
神奈川 横浜桜木郵便局 神奈川県横浜市中区桜木町１－１
神奈川 田名郵便局 神奈川県相模原市中央区田名５２４８
神奈川 武山郵便局 神奈川県横須賀市林２－１－３８
神奈川 横浜住吉町郵便局 神奈川県横浜市中区住吉町１－１３
神奈川 東秦野郵便局 神奈川県秦野市寺山２３２－１
神奈川 港北郵便局 神奈川県横浜市港北区菊名６－２０－１８
神奈川 湯河原郵便局 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥２－２－５
神奈川 川崎溝ノ口郵便局 神奈川県川崎市高津区溝口３－１５－１２
神奈川 藤沢北郵便局 神奈川県藤沢市高倉１２２０
神奈川 麻生郵便局 神奈川県川崎市麻生区万福寺５－１－１
神奈川 横浜北寺尾郵便局 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾７－９－１
神奈川 横浜川上郵便局 神奈川県横浜市戸塚区川上町５７０－４
神奈川 大和下鶴間郵便局 神奈川県大和市下鶴間２７７３－６
神奈川 横浜南郵便局 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町１－１
神奈川 宮前郵便局 神奈川県川崎市宮前区有馬４－１－１
新潟 新潟中郵便局 新潟県新潟市中央区東堀通７番町１０１８
新潟 長岡郵便局 新潟県長岡市坂之上町２－６－１
新潟 三条郵便局 新潟県三条市旭町２－１－１
新潟 直江津郵便局 新潟県上越市中央２－８－１４
富山 富山中央郵便局 富山県富山市桜橋通り６－６
石川 金沢中央郵便局 石川県金沢市三社町１－１
福井 福井中央郵便局 福井県福井市大手３－１－２８
山梨 甲府中央郵便局 山梨県甲府市太田町６－１０
山梨 富士吉田郵便局 山梨県富士吉田市中曽根３－１－１
山梨 下山郵便局 山梨県南巨摩郡身延町下山２３６０－１
山梨 吉田本町郵便局 山梨県富士吉田市下吉田３－１－７
山梨 甲府大鎌田郵便局 山梨県甲府市宮原町１３３４－８
長野 長野中央郵便局 長野県長野市南県町１０８５－４
長野 飯田郵便局 長野県飯田市鈴加町１－７
長野 諏訪郵便局 長野県諏訪市諏訪２－１１－４３

東京都内全局にて販売



 

長野 佐久郵便局 長野県佐久市中込３７３４－１２
長野 下諏訪郵便局 長野県諏訪郡下諏訪町栄町５２３７－１
長野 岡谷郵便局 長野県岡谷市本町３－２－３０
長野 諏訪角間郵便局 長野県諏訪市元町３－３
長野 茅野駅前郵便局 長野県茅野市ちの３０９９－１
岐阜 岐阜中央郵便局 岐阜県岐阜市清住町１－３－２
静岡 静岡中央郵便局 静岡県静岡市葵区黒金町１－９
静岡 沼津郵便局 静岡県沼津市寿町１－２５
静岡 藤枝郵便局 静岡県藤枝市青木３－６－１８
静岡 三島郵便局 静岡県三島市南田町４－５０
静岡 熱海郵便局 静岡県熱海市水口町１３－１４
静岡 浜松郵便局 静岡県浜松市中区旭町８－１
静岡 相良郵便局 静岡県牧之原市波津１－３６
静岡 磐田見付郵便局 静岡県磐田市見付２６６４－１
静岡 掛川郵便局 静岡県掛川市中央１－１７－３
静岡 吉原郵便局 静岡県富士市国久保２－１－２５
静岡 吉田郵便局 静岡県榛原郡吉田町住吉１３２－５
静岡 金谷郵便局 静岡県島田市金谷代官町３３９２
静岡 天竜郵便局 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣１５９３－３
静岡 笠井郵便局 静岡県浜松市東区笠井町８８８
静岡 下田郵便局 静岡県下田市二－４－２６
静岡 富士宮郵便局 静岡県富士宮市若の宮町４７５
静岡 御殿場郵便局 静岡県御殿場市萩原５３７－１
静岡 島田郵便局 静岡県島田市中央町１７－１
静岡 袋井郵便局 静岡県袋井市新屋１－１－１０
静岡 磐田郵便局 静岡県磐田市見付只来２９６６－８
静岡 沼津西郵便局 静岡県沼津市原１５４０－１
静岡 伊東郵便局 静岡県伊東市広野１－３－３３
静岡 土肥郵便局 静岡県伊豆市土肥４６７
静岡 三の浦郵便局 静岡県沼津市口野尾高２４０－４
静岡 裾野郵便局 静岡県裾野市佐野５２４－１
静岡 菊川郵便局 静岡県菊川市半済１７７４－１
静岡 犬居郵便局 静岡県浜松市天竜区春野町堀之内９８８－７
静岡 中川根郵便局 静岡県榛原郡川根本町上長尾３７９－４
静岡 熱川郵便局 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２５３－６７
静岡 焼津郵便局 静岡県焼津市焼津１－４－１
静岡 舞阪郵便局 静岡県浜松市西区舞阪町浜田１９５
静岡 瀬戸谷郵便局 静岡県藤枝市本郷２１１
静岡 日向郵便局 静岡県静岡市葵区日向下島６６９－２
静岡 下土狩郵便局 静岡県駿東郡長泉町下土狩１３１８－１０
静岡 静岡西郵便局 静岡県静岡市駿河区用宗１－２９－１６
静岡 湖西郵便局 静岡県湖西市鷲津７４６－１
静岡 井伊谷郵便局 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷６９３－１
静岡 富士郵便局 静岡県富士市本市場１５０－１
静岡 岩松郵便局 静岡県富士市松岡８９４
静岡 神山郵便局 静岡県御殿場市神山１６８９－２２
静岡 城下郵便局 静岡県周智郡森町城下３０７
静岡 芳川郵便局 静岡県浜松市南区芳川町１９９
静岡 浜北郵便局 静岡県浜松市浜北区横須賀９１０
静岡 積志郵便局 静岡県浜松市東区有玉北町７７４－１
静岡 松野郵便局 静岡県富士市南松野２７５８－７
静岡 沼津金岡郵便局 静岡県沼津市東椎路川向７７－７
静岡 清水郵便局 静岡県静岡市清水区辻１－９－２７
静岡 北山郵便局 静岡県富士宮市北山４９９４－１
静岡 静岡安東郵便局 静岡県静岡市葵区安東２－１７－１４
静岡 函南郵便局 静岡県田方郡函南町平井８３２－７５
静岡 相川郵便局 静岡県焼津市下江留１８９１
静岡 川上郵便局 静岡県菊川市川上１３１１－１１
静岡 土方郵便局 静岡県掛川市上土方７１－４



 
 
 

静岡 清水草薙郵便局 静岡県静岡市清水区草薙３４－４
静岡 静岡鷹匠郵便局 静岡県静岡市葵区東鷹匠町４－１
静岡 浜松和地山郵便局 静岡県浜松市中区和地山２－２８－８
静岡 静岡栗原郵便局 静岡県静岡市駿河区栗原７－４
静岡 浜松浅田郵便局 静岡県浜松市中区西浅田２－６－２３
静岡 沼津駅前郵便局 静岡県沼津市大手町５－４－１０
静岡 浜松東郵便局 静岡県浜松市東区西塚町３０２
静岡 島田東町郵便局 静岡県島田市東町１１７８－２
静岡 浜松西山郵便局 静岡県浜松市西区西山町２１６８－３
静岡 浜松西郵便局 静岡県浜松市中区西伊場町５５－１
静岡 静岡南郵便局 静岡県静岡市駿河区有明町２－１０
静岡 吉原中央町郵便局 静岡県富士市中央町１－９－３８
静岡 伊東駅前郵便局 静岡県伊東市湯川１－１１－１８
静岡 函南駅前郵便局 静岡県田方郡函南町平井１０－１９
静岡 浜松北郵便局 静岡県浜松市北区初生町１４１６－８
静岡 静岡桃園郵便局 静岡県静岡市駿河区桃園町１０－１４
静岡 清水下野郵便局 静岡県静岡市清水区下野西１２－７１
静岡 浜松早出郵便局 静岡県浜松市中区早出町１３２９－１
愛知 名古屋中央郵便局 愛知県名古屋市西区天神山町４－５
愛知 名古屋中央郵便局名古屋駅前分室 愛知県名古屋市西区天神山町４－５
三重 津中央郵便局 三重県津市中央１－１
滋賀 大津中央郵便局 滋賀県大津市打出浜１－４
京都 京都中央郵便局 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２
大阪 大阪中央郵便局 大阪府大阪市北区梅田３－２－４
兵庫 神戸中央郵便局 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
奈良 奈良中央郵便局 奈良県奈良市大宮町５－３－３
和歌山 和歌山中央郵便局 和歌山県和歌山市一番丁４
鳥取 米子郵便局 鳥取県米子市弥生町１０
鳥取 鳥取中央郵便局 鳥取県鳥取市東品治町１０１
島根 松江中央郵便局 島根県松江市東朝日町１３８
岡山 岡山中央郵便局 岡山県岡山市北区中山下２－１－１
岡山 倉敷郵便局 岡山県倉敷市鶴形１－８－１５
広島 広島西郵便局 広島県広島市西区天満町５－１０
広島 広島中央郵便局 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
広島 福山東郵便局 広島県福山市引野町５－３１－６
山口 山口中央郵便局 山口県山口市中央１－１－１
山口 徳山郵便局 山口県周南市御幸通１－３
山口 下関郵便局 山口県下関市竹崎町２－１２－１２
徳島 徳島中央郵便局 徳島県徳島市八百屋町１－２
香川 高松中央郵便局 香川県高松市内町１－１５
愛媛 松山中央郵便局 愛媛県松山市三番町３－５－２
高知 高知中央郵便局 高知県高知市北本町１－１０－１８
福岡 北九州中央郵便局 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１
福岡 福岡中央郵便局 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
福岡 前原郵便局 福岡県糸島市前原中央２－１１－１０
福岡 八幡南郵便局 福岡県北九州市八幡西区八枝４－３－２１
福岡 博多郵便局 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－１９
佐賀 佐賀中央郵便局 佐賀県佐賀市松原２－１－３５
長崎 長崎中央郵便局 長崎県長崎市恵美須町１－１
長崎 長崎北郵便局 長崎県長崎市川口町９－２０
熊本 熊本中央郵便局 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
大分 大分中央郵便局 大分県大分市府内町３－４－１８
大分 中津郵便局 大分県中津市中殿余木５０３－１－６
宮崎 宮崎中央郵便局 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４
鹿児島 鹿児島中央郵便局 鹿児島県鹿児島市中央町１－２
沖縄 那覇中央郵便局 沖縄県那覇市壺川３－３－８
沖縄 沖縄郵便局 沖縄県沖縄市胡屋４－２－１６


