
【別添 2】 

●7月 3日（木）から随時販売開始予定 

 

都道府県 局名 住所
青森 弘前笹森町郵便局 青森県弘前市笹森町４０－７
青森 天間林郵便局 青森県上北郡七戸町道ノ上６２－９
青森 青森小柳郵便局 青森県青森市小柳１－１８－１４
岩手 広田郵便局 岩手県陸前高田市広田町大久保１０７－１
岩手 松倉郵便局 岩手県釜石市甲子町１０－１６０－４２
岩手 繋温泉郵便局 岩手県盛岡市繋舘市８５－７
岩手 北上本通郵便局 岩手県北上市本通り３－１－１９
宮城 矢本郵便局 宮城県東松島市矢本町浦２３７－１
宮城 花山郵便局 宮城県栗原市花山本沢北ノ前９４－７
宮城 仙台八本松郵便局 宮城県仙台市太白区八本松２－８－１２
宮城 仙台栗生郵便局 宮城県仙台市青葉区栗生４－１３－３
宮城 名取ゆりが丘郵便局 宮城県名取市ゆりが丘４－３－１２
秋田 平鹿郵便局 秋田県横手市平鹿町浅舞浅舞１９８－１
秋田 八森郵便局 秋田県山本郡八峰町八森中浜４５－１
秋田 北内越郵便局 秋田県由利本荘市内越平岡４７１
秋田 秋田牛島東郵便局 秋田県秋田市牛島東６－５－４
山形 荒砥郵便局 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙７３７－５２
山形 朝日郵便局 山形県鶴岡市熊出日鑓７１－１
山形 間沢郵便局 山形県西村山郡西川町間沢下堀３１－８
山形 相模郵便局 山形県東村山郡山辺町大塚１１７６－５
福島 鹿島郵便局 福島県南相馬市鹿島区西町１－３０
福島 古殿郵便局 福島県石川郡古殿町竹貫上町７－３
福島 一ノ木郵便局 福島県喜多方市山都町一ノ木本村乙２０２２－１
福島 笹谷東郵便局 福島県福島市笹谷出水上２４－１
福島 郡山台新郵便局 福島県郡山市台新１－２０－２１
茨城 茨城郵便局 茨城県東茨城郡茨城町小堤１０２１－１
茨城 赤塚郵便局 茨城県水戸市赤塚２－２１２
茨城 笠間郵便局 茨城県笠間市笠間１５９３－１１
茨城 那珂郵便局 茨城県那珂市菅谷１６７－７
茨城 ひたちなか郵便局 茨城県ひたちなか市石川町２８－１
茨城 常陸小川郵便局 茨城県小美玉市小川１６３２
茨城 潮来郵便局 茨城県潮来市潮来１０３－３
茨城 神栖郵便局 茨城県神栖市溝口４９９１
茨城 鉾田郵便局 茨城県鉾田市鉾田１１１－５
茨城 石岡郵便局 茨城県石岡市府中１－７－２８
茨城 岩瀬郵便局 茨城県桜川市岩瀬７１－１
茨城 下館郵便局 茨城県筑西市乙１００８
茨城 結城郵便局 茨城県結城市結城７１９５－２
茨城 水海道郵便局 茨城県常総市水海道諏訪町３２２０－２
茨城 下妻郵便局 茨城県下妻市下妻乙１１６７－１
茨城 茨城境郵便局 茨城県猿島郡境町９５－１２
茨城 古河郵便局 茨城県古河市桜町１－１０
茨城 岩井郵便局 茨城県坂東市岩井４６３５－２
茨城 守谷郵便局 茨城県守谷市本町７０１－２
茨城 土浦郵便局 茨城県土浦市城北町２－２１
茨城 龍ケ崎郵便局 茨城県龍ケ崎市出し山町１６８
茨城 取手郵便局 茨城県取手市西２－３７－１
茨城 上郷郵便局 茨城県つくば市上郷１３８４－３
茨城 筑波学園郵便局 茨城県つくば市吾妻１－１３－２
茨城 阿見郵便局 茨城県稲敷郡阿見町阿見４３９７－７
茨城 牛久郵便局 茨城県牛久市中央３－５－２
茨城 高萩郵便局 茨城県高萩市高萩１９２９－１６
茨城 日立郵便局 茨城県日立市幸町２－３－２８
茨城 久慈浜郵便局 茨城県日立市久慈町３－３２－１５
茨城 大子郵便局 茨城県久慈郡大子町大子６７６
茨城 常陸太田郵便局 茨城県常陸太田市宮本町２３５２
栃木 宇都宮東郵便局 栃木県宇都宮市宿郷３－２０－２
栃木 宇都宮南郵便局 栃木県宇都宮市宮の内２－１７６－３３



 
 

栃木 河内郵便局 栃木県宇都宮市白沢町１２３４－１
栃木 鹿沼郵便局 栃木県鹿沼市久保町１６９２－２
栃木 今市郵便局 栃木県日光市今市３１９
栃木 大田原郵便局 栃木県大田原市新富町１－９－８
栃木 西那須野郵便局 栃木県那須塩原市五軒町５－１０
栃木 烏山郵便局 栃木県那須烏山市金井２－１９－１
栃木 黒磯郵便局 栃木県那須塩原市豊町１０－２５
栃木 矢板郵便局 栃木県矢板市扇町２－１－２７
栃木 真岡郵便局 栃木県真岡市並木町１－７－２
栃木 小山郵便局 栃木県小山市城東１－１３－１６
栃木 栃木郵便局 栃木県栃木市平柳町１－２０－１
栃木 間々田郵便局 栃木県小山市間々田７９１
栃木 壬生郵便局 栃木県下都賀郡壬生町落合１－１－８
栃木 佐野郵便局 栃木県佐野市浅沼町４１０－１
栃木 足利郵便局 栃木県足利市元学町８２２－１
群馬 沼田郵便局 群馬県沼田市西倉内町８１９
群馬 中之条郵便局 群馬県吾妻郡中之条町中之条町２０７５－３
群馬 群馬郵便局 群馬県高崎市金古町２０９３
群馬 渋川郵便局 群馬県渋川市渋川１９０２－２８
群馬 桐生郵便局 群馬県桐生市巴町２－１１１３
群馬 大間々郵便局 群馬県みどり市大間々町大間々１４７７
群馬 太田郵便局 群馬県太田市飯田町９４８
群馬 藪塚本町郵便局 群馬県太田市大原町６１０－１
群馬 大泉郵便局 群馬県邑楽郡大泉町中央３－２－１７
群馬 館林郵便局 群馬県館林市本町１－５－１
群馬 境郵便局 群馬県伊勢崎市境下武士３６０－２
群馬 伊勢崎郵便局 群馬県伊勢崎市曲輪町３６－２
群馬 前橋東郵便局 群馬県前橋市山王町２－４０－１４
群馬 高崎郵便局 群馬県高崎市高松町５－６
群馬 玉村郵便局 群馬県佐波郡玉村町下新田５０７－２
群馬 安中郵便局 群馬県安中市安中３－２４－７
群馬 富岡郵便局 群馬県富岡市富岡１０２２
群馬 藤岡郵便局 群馬県藤岡市藤岡５０－３
埼玉 大宮郵便局 埼玉県さいたま市北区東大成町１－６３１
埼玉 さいたま新都心郵便局 埼玉県さいたま市中央区新都心３－１
埼玉 桶川郵便局 埼玉県桶川市若宮１－６－３０
埼玉 大宮西郵便局 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－７１３
埼玉 上尾郵便局 埼玉県上尾市谷津１－８７－１
埼玉 杉戸郵便局 埼玉県北葛飾郡杉戸町内田１－６－１３
埼玉 蓮田郵便局 埼玉県蓮田市見沼町９－２１
埼玉 吉川郵便局 埼玉県吉川市保１－３２－１
埼玉 幸手郵便局 埼玉県幸手市東２－２４－８
埼玉 春日部郵便局 埼玉県春日部市中央１－５２－７
埼玉 岩槻郵便局 埼玉県さいたま市岩槻区加倉４－１０－１
埼玉 越谷郵便局 埼玉県越谷市大沢４－６－１５
埼玉 草加郵便局 埼玉県草加市栄町３－８－１
埼玉 川越郵便局 埼玉県川越市三久保町１３－１
埼玉 川越西郵便局 埼玉県川越市小室２２－１
埼玉 三芳郵便局 埼玉県入間郡三芳町藤久保３２０
埼玉 上福岡郵便局 埼玉県ふじみ野市福岡２－１－５
埼玉 越生郵便局 埼玉県入間郡越生町上野６３３－４
埼玉 坂戸郵便局 埼玉県坂戸市千代田２－５－１５
埼玉 川口北郵便局 埼玉県川口市伊刈牛田１０３２－１
埼玉 鳩ヶ谷郵便局 埼玉県川口市坂下町１－６－１２
埼玉 蕨郵便局 埼玉県蕨市中央５－８－２１
埼玉 川口郵便局 埼玉県川口市本町２－２－１
埼玉 加須郵便局 埼玉県加須市上三俣２３０９
埼玉 行田郵便局 埼玉県行田市行田１８－２３



 
 

埼玉 羽生郵便局 埼玉県羽生市南１－３－２
埼玉 熊谷郵便局 埼玉県熊谷市本町２－７
埼玉 鴻巣郵便局 埼玉県鴻巣市東４－１－５
埼玉 深谷郵便局 埼玉県深谷市深谷町３－６０
埼玉 和光郵便局 埼玉県和光市本町１２－３２
埼玉 新座郵便局 埼玉県新座市野火止８－１－５
埼玉 狭山郵便局 埼玉県狭山市富士見１－１５－３２
埼玉 所沢郵便局 埼玉県所沢市並木１－３
埼玉 所沢西郵便局 埼玉県所沢市若狭２－２５９４－１
埼玉 飯能郵便局 埼玉県飯能市柳町１６－２３
埼玉 寄居郵便局 埼玉県大里郡寄居町寄居３８９－１
埼玉 本庄郵便局 埼玉県本庄市本庄１－２－２
埼玉 秩父郵便局 埼玉県秩父市上宮地町３－１６
埼玉 東松山郵便局 埼玉県東松山市本町２－１０－２７
埼玉 小川郵便局 埼玉県比企郡小川町青山８６２－１
千葉 花見川郵便局 千葉県千葉市花見川区さつきが丘１－３０－１
千葉 若葉郵便局 千葉県千葉市中央区中央２－９－１０
千葉 千葉緑郵便局 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－３８－５
千葉 姉崎郵便局 千葉県市原市姉崎７２１
千葉 市原郵便局 千葉県市原市白金町４－１
千葉 美浜郵便局 千葉県千葉市美浜区真砂４－１－１
千葉 八日市場郵便局 千葉県匝瑳市八日市場ロ１４０－１
千葉 旭郵便局 千葉県旭市ロ１４４０－４
千葉 銚子郵便局 千葉県銚子市若宮町３－１
千葉 小見川郵便局 千葉県香取市本郷１１－２
千葉 佐原郵便局 千葉県香取市北２－３－１
千葉 市川郵便局 千葉県市川市平田２－１－１
千葉 行徳郵便局 千葉県市川市香取２－１－１６
千葉 船橋郵便局 千葉県船橋市南本町７－１７
千葉 船橋東郵便局 千葉県船橋市習志野台２－５０－１２
千葉 鎌ケ谷郵便局 千葉県鎌ケ谷市右京塚１３－２６
千葉 習志野郵便局 千葉県習志野市津田沼２－５－１
千葉 八千代郵便局 千葉県八千代市ゆりのき台１－１－１
千葉 鴨川郵便局 千葉県鴨川市横渚１０２６－４
千葉 館山郵便局 千葉県館山市北条１６３５－３
千葉 木更津郵便局 千葉県木更津市中央２－６－１５
千葉 君津郵便局 千葉県君津市久保４－２－２９
千葉 富津郵便局 千葉県富津市下飯野２５０９－１
千葉 松戸南郵便局 千葉県松戸市松飛台４７０－１
千葉 松戸郵便局 千葉県松戸市松戸１７４３－８
千葉 松戸北郵便局 千葉県松戸市小金原６－６－３
千葉 柏郵便局 千葉県柏市東上町６－２９
千葉 我孫子郵便局 千葉県我孫子市天王台６－８－１５
千葉 野田郵便局 千葉県野田市野田６１７－３
千葉 流山郵便局 千葉県流山市西初石４－１４２３－１
千葉 茂原郵便局 千葉県茂原市茂原２４８
千葉 東金郵便局 千葉県東金市東岩崎２－２３－１
千葉 横芝郵便局 千葉県山武郡横芝光町横芝１１５６－１
千葉 勝浦郵便局 千葉県勝浦市墨名８１６－１
千葉 大原郵便局 千葉県いすみ市大原８９２７－１
千葉 四街道郵便局 千葉県四街道市美しが丘１－１８－２
千葉 八街郵便局 千葉県八街市八街ほ２３４
千葉 印西郵便局 千葉県印西市中央南２－４
千葉 成田郵便局 千葉県成田市赤坂２－１－３
千葉 佐倉郵便局 千葉県佐倉市海隣寺町２－５
神奈川 横須賀郵便局 神奈川県横須賀市小川町８
神奈川 小田原郵便局 神奈川県小田原市栄町１－１３－１３
神奈川 厚木郵便局 神奈川県厚木市田村町２－１８



 
 

神奈川 高津郵便局 神奈川県川崎市高津区末長１－４０－２８
神奈川 伊勢原郵便局 神奈川県伊勢原市田中４３２
神奈川 戸塚郵便局 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４１０２－１
神奈川 秦野郵便局 神奈川県秦野市室町２－４４
神奈川 松田郵便局 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１５９６－１
神奈川 南足柄郵便局 神奈川県南足柄市関本１５６
神奈川 吉浜郵便局 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１３９６
神奈川 茅ヶ崎郵便局 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１３－２０
神奈川 愛川郵便局 神奈川県愛甲郡愛川町角田１４５
神奈川 鎌倉郵便局 神奈川県鎌倉市小町１－１０－３
神奈川 小田原東郵便局 神奈川県小田原市前川１４－１
神奈川 秦野南が丘郵便局 神奈川県秦野市南が丘３－１
神奈川 平塚郵便局 神奈川県平塚市追分１－３３
神奈川 長井郵便局 神奈川県横須賀市長井３－４７－５
神奈川 葉山郵便局 神奈川県三浦郡葉山町一色９６５－１
神奈川 二宮郵便局 神奈川県中郡二宮町二宮４００－８
神奈川 逗子郵便局 神奈川県逗子市逗子６－１－３
神奈川 瀬谷郵便局 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－４５－１０
神奈川 登戸郵便局 神奈川県川崎市多摩区登戸１６８５－１
神奈川 半原郵便局 神奈川県愛甲郡愛川町半原４２２０
神奈川 南下浦郵便局 神奈川県三浦市南下浦町上宮田３３９１－１
神奈川 長津田郵便局 神奈川県横浜市緑区長津田６－７－１
神奈川 中原郵便局 神奈川県川崎市中原区小杉町３－４３６
神奈川 横須賀大津郵便局 神奈川県横須賀市大津町１－２０－３４
神奈川 小田原早川郵便局 神奈川県小田原市早川１７３
神奈川 大和郵便局 神奈川県大和市深見西３－１－２９
神奈川 寒川郵便局 神奈川県高座郡寒川町宮山１８７
神奈川 大船郵便局 神奈川県鎌倉市大船２－２０－２３
神奈川 平塚田村郵便局 神奈川県平塚市田村６－１２－３１
神奈川 横浜長者町郵便局 神奈川県横浜市中区長者町４－９－１
神奈川 相模原金属団地内郵便局 神奈川県相模原市緑区橋本台２－３－１１
神奈川 横須賀汐入郵便局 神奈川県横須賀市汐入町２－５
神奈川 厚木北郵便局 神奈川県厚木市下荻野９７０
神奈川 座間立野台郵便局 神奈川県座間市立野台２－１９－３
神奈川 横浜生麦郵便局 神奈川県横浜市鶴見区生麦４－１４－７
神奈川 横浜中華街郵便局 神奈川県横浜市中区山下町１２３－１
神奈川 寄郵便局 神奈川県足柄上郡松田町寄３２２７
神奈川 小田原富水郵便局 神奈川県小田原市堀之内１９３
神奈川 テクノウェイブ１００ビル内郵便局 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１－１－２５
神奈川 追浜郵便局 神奈川県横須賀市追浜町３－１３
神奈川 海老名郵便局 神奈川県海老名市中央２－７－５
神奈川 平塚御殿郵便局 神奈川県平塚市御殿２－２－２３
神奈川 磯子郵便局 神奈川県横浜市磯子区森３－１－１５
神奈川 青葉郵便局 神奈川県横浜市青葉区荏田西１－７－５
神奈川 田浦郵便局 神奈川県横須賀市田浦町２－８３－１
神奈川 横浜金沢文庫郵便局 神奈川県横浜市金沢区寺前１－１－２８
神奈川 横浜川和町郵便局 神奈川県横浜市都筑区川和町６２０
神奈川 深沢郵便局 神奈川県鎌倉市常盤６０－３
神奈川 新横浜駅前郵便局 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１４
神奈川 横須賀池上郵便局 神奈川県横須賀市池上３－１－３
神奈川 日連郵便局 神奈川県相模原市緑区日連４８８
神奈川 横浜浅間町郵便局 神奈川県横浜市西区浅間町１－１５－３
神奈川 横浜三ツ境郵便局 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境１６－１
神奈川 横浜旭郵便局 神奈川県横浜市旭区本村町４４－２
神奈川 相模原郵便局 神奈川県相模原市中央区富士見１－１－２０
神奈川 港南郵便局 神奈川県横浜市港南区最戸１－２０－６
神奈川 横浜中田郵便局 神奈川県横浜市泉区中田北２－７－１５
神奈川 座間郵便局 神奈川県座間市相模が丘１－３６－３４



 
 

神奈川 横浜帷子郵便局 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町２－８９
神奈川 横浜飯島郵便局 神奈川県横浜市栄区飯島町５２７
神奈川 横浜小高郵便局 神奈川県横浜市旭区左近山１６－１
神奈川 横浜笹下郵便局 神奈川県横浜市港南区笹下２－４－２３
神奈川 海老名大谷郵便局 神奈川県海老名市大谷北４－５－３
神奈川 横浜金沢郵便局 神奈川県横浜市金沢区泥亀２－１０－２
神奈川 横浜池辺郵便局 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６７２－１
神奈川 横浜中尾郵便局 神奈川県横浜市旭区中尾１－４８－７
神奈川 相模大野駅前郵便局 神奈川県相模原市南区相模大野７－６－４
神奈川 相模原光が丘郵便局 神奈川県相模原市中央区光が丘３－７－１２
神奈川 横浜上矢部郵便局 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町３１５－４
神奈川 綱島郵便局 神奈川県横浜市港北区綱島台１７－１３
神奈川 横浜菅田郵便局 神奈川県横浜市神奈川区菅田町４８８
神奈川 横浜南永田郵便局 神奈川県横浜市南区永田みなみ台２－１－１０１
神奈川 横浜日限山郵便局 神奈川県横浜市港南区日限山３－４０－１９
神奈川 横浜金沢振興センター郵便局 神奈川県横浜市金沢区福浦１－５－２
神奈川 磯子浜西郵便局 神奈川県横浜市磯子区磯子２－１９－２１
神奈川 横浜泉郵便局 神奈川県横浜市泉区和泉町４２５９－３
神奈川 横浜しらとり台郵便局 神奈川県横浜市青葉区しらとり台３４－２０
神奈川 三浦城山郵便局 神奈川県三浦市城山町１０－７
神奈川 厚木松枝町郵便局 神奈川県厚木市松枝１－３－３
神奈川 鎌倉七里ガ浜郵便局 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東４－１３－４
神奈川 港南台郵便局 神奈川県横浜市港南区港南台８－１１－３
神奈川 日吉駅内郵便局 神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１
神奈川 江田駅北口郵便局 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２－４－８
神奈川 橋本郵便局 神奈川県相模原市緑区西橋本５－２－１
神奈川 綾瀬郵便局 神奈川県綾瀬市小園６９８－７
神奈川 川崎港郵便局 神奈川県川崎市川崎区南渡田町１－３
神奈川 都筑郵便局 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３３－１
神奈川 三浦郵便局 神奈川県三浦市三崎町諸磯４３－１
新潟 新潟中央郵便局 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６
富山 富山南郵便局 富山県富山市堀川町２５７－２
石川 小松郵便局 石川県小松市園町ハ１２８－１
石川 加賀郵便局 石川県加賀市大聖寺東町１－５
石川 松任郵便局 石川県白山市八ツ矢町６０９
石川 金沢南郵便局 石川県金沢市泉野町６－１７－１
福井 武生郵便局 福井県越前市中央１－１０－３０
福井 敦賀郵便局 福井県敦賀市元町１１－５
福井 福井南郵便局 福井県福井市板垣４－２０１
長野 松本郵便局 長野県松本市中央２－７－５
岐阜 大垣郵便局 岐阜県大垣市郭町４－１
岐阜 羽島郵便局 岐阜県羽島市竹鼻町日吉町１２５－１
岐阜 関郵便局 岐阜県関市平和通６－７－１
岐阜 郡上八幡郵便局 岐阜県郡上市八幡町島谷７７６－１
岐阜 笠松郵便局 岐阜県羽島郡笠松町友楽町３９
岐阜 美濃郵便局 岐阜県美濃市８７－５
岐阜 中津川郵便局 岐阜県中津川市新町７－４１
岐阜 高山郵便局 岐阜県高山市名田町５－９５－１
岐阜 北方郵便局 岐阜県本巣郡北方町東加茂３－４８
岐阜 恵那郵便局 岐阜県恵那市大井町１８５－１
岐阜 土岐郵便局 岐阜県土岐市土岐津町高山東田１４０－１
岐阜 垂井郵便局 岐阜県不破郡垂井町追分２３１１－５
岐阜 多治見郵便局 岐阜県多治見市音羽町４－２
岐阜 美濃加茂郵便局 岐阜県美濃加茂市太田町飛鹿２１６９－２
岐阜 瑞浪郵便局 岐阜県瑞浪市寺河戸町１１７７－１
岐阜 巣南郵便局 岐阜県瑞穂市田之上６２２－４
岐阜 白鳥郵便局 岐阜県郡上市白鳥町白鳥長藤１９１－１
岐阜 萩原郵便局 岐阜県下呂市萩原町萩原１２９６－８



 
 

岐阜 岐阜東郵便局 岐阜県岐阜市芥見５－３１
岐阜 墨俣郵便局 岐阜県大垣市墨俣町墨俣９５５－３
岐阜 各務原東郵便局 岐阜県各務原市鵜沼東町４－２２
岐阜 岐阜西郵便局 岐阜県岐阜市黒野南４－９９
岐阜 各務原郵便局 岐阜県各務原市那加栄町２
岐阜 久々野郵便局 岐阜県高山市久々野町無数河６４５
岐阜 養老公園口郵便局 岐阜県養老郡養老町鷲巣養老道北１５８４－２４
岐阜 板取郵便局 岐阜県関市板取６５１４－１
岐阜 可児郵便局 岐阜県可児市広見８５３－１
岐阜 蛭川郵便局 岐阜県中津川市蛭川２３２７－３
岐阜 国府郵便局 岐阜県高山市国府町広瀬町１３３５
岐阜 竹原郵便局 岐阜県下呂市宮地巾７０２－４
岐阜 上石津時郵便局 岐阜県大垣市上石津町下山笹尾１９４－１
岐阜 穂積郵便局 岐阜県瑞穂市別府１０６１－２
岐阜 表佐郵便局 岐阜県不破郡垂井町表佐１５４５－５
岐阜 洲原郵便局 岐阜県美濃市下河和４２７
岐阜 岐阜本荘郵便局 岐阜県岐阜市久保見町８３－１
岐阜 肥田郵便局 岐阜県土岐市肥田町肥田２１５２－１
岐阜 清水郵便局 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水後川５０
岐阜 西郷郵便局 岐阜県岐阜市上西郷６－３１－１
岐阜 高山上枝駅前郵便局 岐阜県高山市下切町１９２－１
岐阜 白川下油井郵便局 岐阜県加茂郡白川町白山１４９１－１
岐阜 岐阜神田郵便局 岐阜県岐阜市神田町１－１１－２
岐阜 多治見坂上郵便局 岐阜県多治見市坂上町８－３２
岐阜 笠松春日郵便局 岐阜県羽島郡笠松町春日町２
岐阜 岐阜領下郵便局 岐阜県岐阜市領下２－３３－１
岐阜 各務原手力郵便局 岐阜県各務原市那加長塚町３－５９
岐阜 岐阜北郵便局 岐阜県岐阜市鷺山２５６３－７５
岐阜 可児桜ケ丘郵便局 岐阜県可児市桜ケ丘６－６８
岐阜 岐阜長良校前郵便局 岐阜県岐阜市長良校前町４－８－４
岐阜 坂祝郵便局 岐阜県加茂郡坂祝町取組４１９－１
岐阜 上矢作郵便局 岐阜県恵那市上矢作町１８３５－５
愛知 名古屋平手郵便局 愛知県名古屋市緑区平手南１－１０１１
愛知 刈谷一ツ木郵便局 愛知県刈谷市一ツ木町４－３８－１０
愛知 豊橋南郵便局 愛知県豊橋市中野町上新切１－１
愛知 名古屋天子田郵便局 愛知県名古屋市守山区天子田３－８１４
愛知 名古屋豊が丘郵便局 愛知県名古屋市名東区豊が丘６１
愛知 名古屋亀島郵便局 愛知県名古屋市中村区亀島１－１１－１４
愛知 西春西之保郵便局 愛知県北名古屋市西之保深坪２－２
愛知 名古屋中郵便局 愛知県名古屋市中区大須３－１－１０
愛知 熱田郵便局 愛知県名古屋市熱田区神宮４－５－１８
愛知 一宮郵便局 愛知県一宮市白旗通３－２１
愛知 西尾郵便局 愛知県西尾市丁田町五助４０－２
愛知 岡崎郵便局 愛知県岡崎市戸崎町原山４－５
愛知 足助郵便局 愛知県豊田市足助町本町２３
愛知 豊橋郵便局 愛知県豊橋市神明町１０６
愛知 豊田郵便局 愛知県豊田市十塚町２－１６－１
愛知 碧南郵便局 愛知県碧南市栄町１－２２
愛知 知立郵便局 愛知県知立市弘栄３－３０
愛知 新城郵便局 愛知県新城市城北１－１－１
愛知 田原郵便局 愛知県田原市田原町清谷８４－６
愛知 犬山郵便局 愛知県犬山市天神町１－７
愛知 稲沢郵便局 愛知県稲沢市朝府町１５－６
愛知 瀬戸郵便局 愛知県瀬戸市共栄通４－１４
愛知 津島郵便局 愛知県津島市松原町２５－２
愛知 三河大野郵便局 愛知県新城市大野中野２２－３
愛知 岩倉郵便局 愛知県岩倉市旭町１－２３－１
愛知 尾西郵便局 愛知県一宮市小信中島仁井西４７－１



 
 

愛知 祖父江郵便局 愛知県稲沢市祖父江町祖父江南川原１８－４
愛知 東海南郵便局 愛知県東海市高横須賀町町新田２－１
愛知 常滑郵便局 愛知県常滑市栄町１－８３
愛知 甚目寺郵便局 愛知県あま市新居屋江ノ橋８３－３
愛知 小牧郵便局 愛知県小牧市中央１－４０５
愛知 豊川郵便局 愛知県豊川市諏訪１－５７
愛知 半田郵便局 愛知県半田市東洋町１－５－２
愛知 渥美郵便局 愛知県田原市古田町宮ノ前１９－１
愛知 蒲郡郵便局 愛知県蒲郡市港町１６－１８
愛知 緑郵便局 愛知県名古屋市緑区六田２－４３
愛知 下山郵便局 愛知県豊田市大沼町八沢４７－２
愛知 三好郵便局 愛知県みよし市三好町大坪２６
愛知 蟹江郵便局 愛知県海部郡蟹江町本町８－１７０
愛知 師崎郵便局 愛知県知多郡南知多町片名新師崎４６
愛知 刈谷郵便局 愛知県刈谷市寿町２－５０５
愛知 二川郵便局 愛知県豊橋市大岩町東郷内８－４
愛知 天白郵便局 愛知県名古屋市天白区島田５－２０１
愛知 弥富郵便局 愛知県弥富市鯏浦町中六８２－１
愛知 安城郵便局 愛知県安城市桜町１６－３
愛知 幸田郵便局 愛知県額田郡幸田町芦谷大西１－１
愛知 木曽川郵便局 愛知県一宮市木曽川町内割田二の通り３０
愛知 大府郵便局 愛知県大府市中央町６－１１８－１
愛知 豊田北郵便局 愛知県豊田市四郷町森前１８５
愛知 長久手郵便局 愛知県長久手市西浦８１５
愛知 高豊郵便局 愛知県豊橋市高塚町西石神１－１３
愛知 小原郵便局 愛知県豊田市上仁木町白山１０８６－１
愛知 岩津郵便局 愛知県岡崎市東蔵前町木平７５
愛知 知多郵便局 愛知県知多市岡田美里町５
愛知 名古屋東郵便局 愛知県名古屋市東区白壁５－１１
愛知 江南郵便局 愛知県江南市赤童子町良原１４３－１
愛知 東浦郵便局 愛知県知多郡東浦町緒川家下３２－１
愛知 渥美中山郵便局 愛知県田原市小中山町一本松２５０－６６
愛知 草井郵便局 愛知県江南市草井町南３３番地先
愛知 西春郵便局 愛知県北名古屋市弥勒寺西２－３３
愛知 扶桑郵便局 愛知県丹羽郡扶桑町柏森中切４４５
愛知 名古屋那古野郵便局 愛知県名古屋市西区那古野２－１８－１
愛知 尾張旭郵便局 愛知県尾張旭市向町２－２－１
愛知 豊田高岡郵便局 愛知県豊田市若林西町六反ケ坪１３－１
愛知 犬山羽黒郵便局 愛知県犬山市羽黒神明３４－１
愛知 高蔵寺郵便局 愛知県春日井市中央台２－４－２
愛知 春日井郵便局 愛知県春日井市柏井町３－１０２－１
愛知 尾張三和郵便局 愛知県常滑市久米陸地７３
愛知 名古屋大曽根駅前郵便局 愛知県名古屋市東区矢田南５－２－６２
愛知 常磐郵便局 愛知県岡崎市滝町本部１－１３
愛知 名古屋平安通郵便局 愛知県名古屋市北区平安１－４－３０
愛知 名古屋運河通郵便局 愛知県名古屋市中川区福住町９－３２
愛知 日進郵便局 愛知県日進市蟹甲町池下６７－１８
愛知 長岡郵便局 愛知県北設楽郡東栄町三輪市原６４－４
愛知 豊明郵便局 愛知県豊明市阿野町滑１－８
愛知 一宮千秋郵便局 愛知県一宮市千秋町佐野郷浦１０３－４
愛知 名古屋高田郵便局 愛知県名古屋市瑞穂区高田町２－３１－１
愛知 西尾室場郵便局 愛知県西尾市室町東一色３８
愛知 名古屋新栄郵便局 愛知県名古屋市中区新栄２－１－９
愛知 名古屋水主町郵便局 愛知県名古屋市中村区名駅南３－１０－２
愛知 名東郵便局 愛知県名古屋市名東区一社４－１６６
愛知 昭和郵便局 愛知県名古屋市昭和区桜山町６－１０５
愛知 千種郵便局 愛知県名古屋市千種区今池４－９－１８
愛知 名古屋光音寺郵便局 愛知県名古屋市北区金城町３－８－３



 
 

愛知 中村郵便局 愛知県名古屋市中村区大宮町３－４７
愛知 塩津郵便局 愛知県蒲郡市竹谷町元町２
愛知 名古屋春岡郵便局 愛知県名古屋市千種区春岡２－２７－１５
愛知 瀬戸幡山郵便局 愛知県瀬戸市赤重町１２８－４
愛知 豊田司郵便局 愛知県豊田市司町２－１２－４
愛知 名古屋三本松郵便局 愛知県名古屋市熱田区三本松町２３
愛知 名古屋惟信郵便局 愛知県名古屋市港区神宮寺２－１０４
愛知 豊川市田郵便局 愛知県豊川市市田町山鳥３８－１
愛知 守山郵便局 愛知県名古屋市守山区小幡中２－１－６７
愛知 一宮文京郵便局 愛知県一宮市文京１－１－１８
愛知 豊橋羽根井郵便局 愛知県豊橋市八通町９３
愛知 瀬戸效範郵便局 愛知県瀬戸市北脇町３１
愛知 名古屋港郵便局 愛知県名古屋市港区港栄２－１－７
愛知 名古屋鶴舞郵便局 愛知県名古屋市中区千代田２－１５－１８
愛知 名古屋星丘郵便局 愛知県名古屋市千種区桜が丘１１
愛知 名古屋鳥栖郵便局 愛知県名古屋市南区鳥栖２－３－５
愛知 名古屋元禄郵便局 愛知県名古屋市南区豊３－２２－２２
愛知 東海北郵便局 愛知県東海市荒尾町外山３９－１
愛知 名古屋千音寺郵便局 愛知県名古屋市中川区新家１－１４８
愛知 東海高横須賀郵便局 愛知県東海市高横須賀町６－１９７
愛知 瑞穂郵便局 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通２－３７
愛知 名古屋平田郵便局 愛知県名古屋市西区中沼町２３５
愛知 豊橋大蚊里郵便局 愛知県豊橋市下地町操穴３８
愛知 半田有楽町郵便局 愛知県半田市有楽町４－２６－３
愛知 名古屋北郵便局 愛知県名古屋市北区辻本通２－２０－１
愛知 中川郵便局 愛知県名古屋市中川区吉良町９８－１
愛知 安城池浦郵便局 愛知県安城市池浦町池東８－７
愛知 津島駅前郵便局 愛知県津島市藤浪町１－１７
愛知 富塚郵便局 愛知県あま市富塚先速２５－１
愛知 名古屋南郵便局 愛知県名古屋市南区松城町２－２９
愛知 岡崎康生郵便局 愛知県岡崎市康生通南３－４１－１
愛知 阿久比宮津郵便局 愛知県知多郡阿久比町宮津新海山１－３
愛知 小牧東田中郵便局 愛知県小牧市小牧原新田南原１７７４－１
愛知 日進米野木郵便局 愛知県日進市米野木町家下３１－５
愛知 豊田永覚郵便局 愛知県豊田市永覚新町１－１４－５
愛知 碧南北新川郵便局 愛知県碧南市田尻町３－１１１
愛知 名古屋桶狭間郵便局 愛知県名古屋市緑区桶狭間神明１６１８
愛知 稲沢稲葉郵便局 愛知県稲沢市稲葉２－７－２６
愛知 蟹江富吉郵便局 愛知県海部郡蟹江町富吉４－１２２
愛知 春日井東野郵便局 愛知県春日井市東野町３－４－２０
愛知 一宮戸塚郵便局 愛知県一宮市大和町戸塚町長５５－２３
愛知 岡崎六名郵便局 愛知県岡崎市六名本町１２－１６
愛知 高蔵寺石尾台郵便局 愛知県春日井市石尾台１－２－７
愛知 幸田大草郵便局 愛知県額田郡幸田町大草三ツ石２９
愛知 名古屋杁中郵便局 愛知県名古屋市昭和区隼人町１－４
愛知 名古屋南平針郵便局 愛知県名古屋市天白区平針南１－２１２
三重 四日市郵便局 三重県四日市市沖の島町４－９
三重 伊勢郵便局 三重県伊勢市岩渕３－６－１０
三重 亀山郵便局 三重県亀山市東御幸町実泥２２－３
三重 桑名郵便局 三重県桑名市中央町３－４３
三重 松阪郵便局 三重県松阪市南町１７８－１
三重 名張郵便局 三重県名張市栄町２９３０－１
三重 上野郵便局 三重県伊賀市上野丸之内１５１－３
三重 鳥羽郵便局 三重県鳥羽市鳥羽４－１－８
三重 白子郵便局 三重県鈴鹿市白子町２７９６－１
三重 尾鷲郵便局 三重県尾鷲市中央町１－１
三重 鈴鹿郵便局 三重県鈴鹿市西条４－９６
三重 熊野郵便局 三重県熊野市井戸町７６４



 
 

三重 多度郵便局 三重県桑名市多度町多度７９３－６
三重 東員郵便局 三重県員弁郡東員町大木下仮宿２２１２
三重 大宮郵便局 三重県度会郡大紀町滝原１３７３－４
三重 賀田郵便局 三重県尾鷲市賀田町３６０－２
三重 尾呂志郵便局 三重県南牟婁郡御浜町栗須１００－５
三重 阿児郵便局 三重県志摩市阿児町鵜方４８７９
三重 津塔世橋郵便局 三重県津市栄町１－８５０
三重 津南郵便局 三重県津市雲出長常町長常北８４２－４
三重 島ヶ原郵便局 三重県伊賀市島ヶ原６０３９－１
三重 大淀郵便局 三重県多気郡明和町大淀的場５－１
三重 二木島郵便局 三重県熊野市二木島町５６６－１
三重 奥津郵便局 三重県津市美杉町奥津１３８４
三重 比奈知郵便局 三重県名張市下比奈知２４０５－７
三重 大台郵便局 三重県多気郡大台町佐原寺前通８４１－１
三重 香良洲郵便局 三重県津市香良洲町１２４２－１
三重 上野猪田郵便局 三重県伊賀市上之庄１３１８－１
三重 鵜川原郵便局 三重県三重郡菰野町下村２２０７
三重 東藤原郵便局 三重県いなべ市藤原町石川９２７－１
三重 松阪新町郵便局 三重県松阪市新町１００５－１
三重 度会小川郷郵便局 三重県度会郡度会町中之郷１１７７－５
三重 桑名馬道郵便局 三重県桑名市本願寺南崩３２１－２
三重 草生郵便局 三重県津市安濃町草生４２１８－３
三重 鈴鹿磯山郵便局 三重県鈴鹿市磯山２－１２－３５
三重 四日市羽津郵便局 三重県四日市市別名５－１－５
三重 四日市高花平郵便局 三重県四日市市高花平３－１－５７
三重 四日市高角郵便局 三重県四日市市高角町７０５－１
三重 上野緑ケ丘郵便局 三重県伊賀市緑ケ丘南町３９３７－３
三重 四日市あかつき郵便局 三重県四日市市中村町小角３９３－２
三重 鈴鹿暁郵便局 三重県鈴鹿市南玉垣町玉垣４９６９
三重 四日市西郵便局 三重県四日市市智積町６２２７
三重 松阪船江郵便局 三重県松阪市船江町１３９２－２７
三重 宮本郵便局 三重県伊勢市佐八町２１６６－３
三重 二見郵便局 三重県伊勢市二見町荘３９－１
滋賀 近江八幡桐原郵便局 滋賀県近江八幡市上野町１２６
京都 京都東洞院錦郵便局 京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入阪東屋町６５３

京都 京都広沢郵便局 京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町１２－１０
京都 有智郷郵便局 京都府八幡市内里別所３８－２
京都 福知山新庄郵便局 京都府福知山市新庄和久田１２１－２
京都 舞鶴市場郵便局 京都府舞鶴市市場４２
京都 中京郵便局 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町３０番地

京都 福知山郵便局 京都府福知山市天田北本町一区１１２－４
大阪 東淀川井高野郵便局 大阪府大阪市東淀川区井高野１－３３－３９
大阪 大阪駅前第２ビル内郵便局 大阪府大阪市北区梅田１－２－２
大阪 大阪南港ＡＴＣ内郵便局 大阪府大阪市住之江区南港北２－１－１０
大阪 東住吉長居公園東郵便局 大阪府大阪市東住吉区鷹合３－３－１５
大阪 摂津香露園郵便局 大阪府摂津市香露園１－３３
大阪 豊中原田元町郵便局 大阪府豊中市原田元町３－９－６
大阪 寝屋川大利郵便局 大阪府寝屋川市東大利町９－１１
大阪 東大阪吉田駅前郵便局 大阪府東大阪市今米１－２－１
大阪 河内長野青葉台郵便局 大阪府河内長野市北青葉台２－１５
大阪 泉北宮山台郵便局 大阪府堺市南区宮山台３－１－３
大阪 岸和田岡山郵便局 大阪府岸和田市岡山町１９９
大阪 大阪東郵便局 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８
大阪 茨木郵便局 大阪府茨木市中穂積１－１－４０
大阪 寝屋川郵便局 大阪府寝屋川市初町４－５
大阪 布施郵便局 大阪府東大阪市永和２－３－５
大阪 堺郵便局 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６
兵庫 神戸元町郵便局 兵庫県神戸市中央区元町通１－８－１３



 
 

兵庫 神戸竹の台郵便局 兵庫県神戸市西区竹の台２－２０－５
兵庫 上甲子園郵便局 兵庫県西宮市甲子園口３－２９－１１
兵庫 鴨庄郵便局 兵庫県丹波市市島町上牧７２３－３
兵庫 明石大久保郵便局 兵庫県明石市大久保町駅前１－１８－１２
兵庫 淡路山田郵便局 兵庫県淡路市山田乙２６－１
兵庫 林田郵便局 兵庫県姫路市林田町林谷５８２－１
兵庫 佐用郵便局 兵庫県佐用郡佐用町佐用２９００－１
兵庫 香住森郵便局 兵庫県美方郡香美町香住区森３６７－１
兵庫 尼崎郵便局 兵庫県尼崎市昭和通２－１１－１
兵庫 明石郵便局 兵庫県明石市樽屋町１－７
兵庫 姫路郵便局 兵庫県姫路市総社本町２１０
奈良 昭和郵便局 奈良県大和郡山市額田部北町６０７－４
奈良 瀬南郵便局 奈良県北葛城郡広陵町南郷９２９
奈良 洞川郵便局 奈良県吉野郡天川村洞川３３３－１３
和歌山 かつらぎ笠田郵便局 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東６６２－１
和歌山 和歌山狐島郵便局 和歌山県和歌山市島橋北ノ丁１－１０
和歌山 崎ノ原郵便局 和歌山県日高郡印南町崎ノ原２７５－８
和歌山 田原郵便局 和歌山県東牟婁郡串本町田原４２６
鳥取 倉吉郵便局 鳥取県倉吉市昭和町２－１２９
鳥取 境港郵便局 鳥取県境港市上道町３３０８
島根 浜田郵便局 島根県浜田市殿町８０－１
島根 安来郵便局 島根県安来市安来町９０７－３
島根 出雲郵便局 島根県出雲市駅南町３－１５－１
島根 江津郵便局 島根県江津市江津町１５２０－８６
島根 石見大田郵便局 島根県大田市大田町大田ロ９２６－１
島根 平田郵便局 島根県出雲市平田町２２４６
島根 益田郵便局 島根県益田市常盤町４－１５
岡山 玉島郵便局 岡山県倉敷市玉島中央町２－１－５２
岡山 津山郵便局 岡山県津山市元魚町１８
岡山 美作郵便局 岡山県美作市入田１４７－１
岡山 笠岡郵便局 岡山県笠岡市四番町６－８
岡山 高梁郵便局 岡山県高梁市旭町１３８９－１
岡山 西大寺郵便局 岡山県岡山市東区西大寺中野本町１－３５
岡山 矢掛郵便局 岡山県小田郡矢掛町矢掛２６８３
岡山 備前郵便局 岡山県備前市西片上１２７８－２０
岡山 妹尾郵便局 岡山県岡山市南区妹尾８５６－１
岡山 総社郵便局 岡山県総社市総社１－１－４５
岡山 児島郵便局 岡山県倉敷市児島駅前２－４５
岡山 吉備郵便局 岡山県岡山市北区庭瀬４８９－１
岡山 新見郵便局 岡山県新見市高尾２４８５－１１
岡山 井原郵便局 岡山県井原市七日市町２
岡山 邑久郵便局 岡山県瀬戸内市邑久町尾張２７７－８
岡山 備前瀬戸郵便局 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸４０９－１
岡山 玉野郵便局 岡山県玉野市宇野１－２１－１
岡山 岡山南郵便局 岡山県岡山市南区築港栄町９－２０
岡山 水島郵便局 岡山県倉敷市水島北幸町２－１
岡山 岡山東郵便局 岡山県岡山市中区原尾島４－１－１３
広島 福山郵便局 広島県福山市東桜町３－４
広島 尾道郵便局 広島県尾道市土堂２－１－２０
広島 三次郵便局 広島県三次市十日市東４－２－２
広島 廿日市郵便局 広島県廿日市市新宮１－１６－１０
広島 竹原郵便局 広島県竹原市中央３－１－２
広島 三原郵便局 広島県三原市城町２－１３－３３
広島 可部郵便局 広島県広島市安佐北区可部４－１－４
広島 安芸西条郵便局 広島県東広島市西条栄町１０－３８
広島 府中郵便局 広島県府中市元町４５８－４
広島 広郵便局 広島県呉市広本町１－６－１
広島 庄原郵便局 広島県庄原市中本町１－６－１



 

広島 海田郵便局 広島県安芸郡海田町曙町１０－３４
広島 呉郵便局 広島県呉市西中央２－１－１
広島 松永郵便局 広島県福山市松永町４－１２－１９
広島 新市郵便局 広島県福山市新市町新市６８２
広島 大竹郵便局 広島県大竹市新町２－１０－１６
広島 宇品郵便局 広島県広島市南区宇品東１－１－６３
広島 因島郵便局 広島県尾道市因島土生町１８９９－１
広島 大野郵便局 広島県廿日市市大野原１－２－１
広島 高陽郵便局 広島県広島市安佐北区亀崎１－１－３３
広島 駅家郵便局 広島県福山市駅家町江良１０－３
広島 安佐南郵便局 広島県広島市安佐南区西原５－１０－８
広島 安芸府中郵便局 広島県安芸郡府中町浜田本町１－４４
広島 安芸五日市郵便局 広島県広島市佐伯区五日市中央６－１－１
広島 広島東郵便局 広島県広島市南区松原町２－６２
広島 神辺郵便局 広島県福山市神辺町川北１１２８－１
広島 広島中郵便局 広島県広島市中区基町６－３６
広島 広島胡町郵便局 広島県広島市中区胡町４－１
山口 萩郵便局 山口県萩市江向４４０－１
山口 下関東郵便局 山口県下関市山の田東町１２－２５
山口 岩国西郵便局 山口県岩国市岩国２－１７－１７
山口 柳井郵便局 山口県柳井市中央２－８－１７
山口 長門郵便局 山口県長門市東深川８９４－１
山口 小郡郵便局 山口県山口市小郡下郷６０９－２
山口 長府郵便局 山口県下関市長府中浜町５－１９
山口 小月郵便局 山口県下関市小月本町１－９－７
山口 防府郵便局 山口県防府市佐波２－１１－１
山口 厚狭郵便局 山口県山陽小野田市厚狭１－６－３０
山口 下松郵便局 山口県下松市新川１－４－５
山口 岩国郵便局 山口県岩国市麻里布町２－６－８
山口 小野田郵便局 山口県山陽小野田市中川４－４－５
山口 宇部郵便局 山口県宇部市常盤町２－１－２３
山口 新南陽郵便局 山口県周南市富田１－２－２３
山口 光郵便局 山口県光市中央４－１－１
沖縄 浦添郵便局 沖縄県浦添市仲間３－３－１


