
別添
■販売局一覧

都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町１－６

小樽堺町郵便局 047-0027 北海道小樽市堺町６－１４
北海道庁赤れんが前郵便局 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西４－３

札幌大通郵便局 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 060-0042 北海道札幌市中央区大通西４－６－８
札幌駅パセオ郵便局 060-0806 北海道札幌市北区北六条西２－１

札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東１－２－１
千歳郵便局新千歳空港内分室 066-0012 北海道千歳市美々

旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通６－２８－１
釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町１３－２－１

青森 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町１－７－２４
八戸郵便局 031-8799 青森県八戸市城下４－２５－９
三沢郵便局 033-8799 青森県三沢市幸町３－２－１５
十和田郵便局 034-8799 青森県十和田市西二番町３－４
むつ郵便局 035-8799 青森県むつ市新町８－１０
黒石郵便局 036-0399 青森県黒石市一番町５４－１
弘前郵便局 036-8799 青森県弘前市北瓦ケ町１８－１

五所川原郵便局 037-8799 青森県五所川原市旭町５３－１
青森西郵便局 038-8799 青森県青森市石江岡部４８－１
八戸西郵便局 039-1199 青森県八戸市長苗代二日市４－１
野辺地郵便局 039-3199 青森県上北郡野辺地町野辺地２８－１

岩手 盛岡北郵便局 020-0199 岩手県盛岡市月が丘３－２８－１
盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
一関郵便局 021-8799 岩手県一関市大手町６－１
大船渡郵便局 022-8799 岩手県大船渡市盛町内ノ目１１－１９
江刺郵便局 023-1199 岩手県奥州市江刺区南大通り７－４４
水沢郵便局 023-8799 岩手県奥州市水沢区寺脇１－５
北上郵便局 024-8799 岩手県北上市大通り３－６－１
花巻郵便局 025-8799 岩手県花巻市上町１２－４
釜石郵便局 026-8799 岩手県釜石市只越町３－２－２６
岩泉郵便局 027-0599 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉村木７－５
宮古郵便局 027-8799 岩手県宮古市栄町１－７
遠野郵便局 028-0599 岩手県遠野市中央通り６－１０
紫波郵便局 028-3399 岩手県紫波郡紫波町日詰西裏６８
二戸郵便局 028-6199 岩手県二戸市福岡五日町６７
久慈郵便局 028-8099 岩手県久慈市中の橋１－４４

陸前高田郵便局 029-2205 岩手県陸前高田市高田町鳴石５０－２１
宮城 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町１－７

名取郵便局 981-1299 宮城県名取市飯野坂１－２－３
角田郵便局 981-1599 宮城県角田市角田町２０２
泉郵便局 981-3199 宮城県仙台市泉区将監８－１０－３
泉西郵便局 981-3299 宮城県仙台市泉区寺岡６－８－１
富谷郵便局 981-3399 宮城県黒川郡富谷町富谷町北裏６９－１
仙台北郵便局 981-8799 宮城県仙台市青葉区台原３－１７－１０
仙台南郵便局 982-8791 宮城県仙台市太白区長町７－２１－１２
仙台東郵便局 983-8799 宮城県仙台市宮城野区原町６－２－３２
若林郵便局 984-8799 宮城県仙台市若林区南小泉梅木４３
塩釜郵便局 985-8799 宮城県塩竈市港町２－８－１８
石巻郵便局 986-8799 宮城県石巻市南中里３－１５－４２
佐沼郵便局 987-0599 宮城県登米市迫町佐沼中江３－１－１１
築館郵便局 987-2299 宮城県栗原市築館薬師４－６－７
気仙沼郵便局 988-8799 宮城県気仙沼市八日町１－２－１３
白石郵便局 989-0299 宮城県白石市城北町１－２５
大河原郵便局 989-1299 宮城県柴田郡大河原町新南３５－１
亘理郵便局 989-2399 宮城県亘理郡亘理町中町東３９
岩沼郵便局 989-2499 宮城県岩沼市桜３－５－３
古川郵便局 989-6199 宮城県大崎市古川駅前大通５－３－３

秋田 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
土崎郵便局 011-8799 秋田県秋田市土崎港中央３－６－１０
湯沢郵便局 012-8799 秋田県湯沢市材木町１－１－３６
横手郵便局 013-8799 秋田県横手市大町６－１３
角館郵便局 014-0399 秋田県仙北市角館町中町２１－１
大曲郵便局 014-8799 秋田県大仙市佐野町１－１９
本荘郵便局 015-8799 秋田県由利本荘市給人町４３－１
能代郵便局 016-8799 秋田県能代市上町９－１
大館郵便局 017-8799 秋田県大館市中城１２－３
鷹巣郵便局 018-3399 秋田県北秋田市住吉町７－３２
花輪郵便局 018-5299 秋田県鹿角市花輪堰向４９

山形 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町１－７－２４
山形南郵便局 990-9799 山形県山形市白山１－１３－８
寒河江郵便局 991-8799 山形県寒河江市丸内１－２－２
米沢郵便局 992-8799 山形県米沢市金池３－１－４３
長井郵便局 993-8799 山形県長井市ままの上６－８
天童郵便局 994-8799 山形県天童市久野本４－３－１２
村山郵便局 995-8799 山形県村山市楯岡十日町１－３
新庄郵便局 996-8799 山形県新庄市小田島町４－１８



都道府県 局名 郵便番号 住所
山形 鶴岡郵便局 997-8799 山形県鶴岡市山王町４－１５

酒田郵便局 998-8799 山形県酒田市新井田町１０－１
南陽郵便局 999-2299 山形県南陽市二色根７－３
上山郵便局 999-3199 山形県上山市八日町１－５
東根郵便局 999-3799 山形県東根市三日町３－３－１８

福島 福島東郵便局 960-0199 福島県福島市鎌田下田４－２
飯坂郵便局 960-0299 福島県福島市飯坂町八幡内３５－２

福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０
白河郵便局 961-8799 福島県白河市天神町７８－１
須賀川郵便局 962-8799 福島県須賀川市上北町１－１１
郡山南郵便局 963-0199 福島県郡山市安積３－３３３
郡山西郵便局 963-0299 福島県郡山市大槻町前畑４３
三春郵便局 963-7799 福島県田村郡三春町大町３
石川郵便局 963-7899 福島県石川郡石川町南町１４
郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日２－２４－６
二本松郵便局 964-8799 福島県二本松市本町２－２－２
会津若松郵便局 965-8799 福島県会津若松市中央１－２－１７
喜多方郵便局 966-8799 福島県喜多方市惣座宮２７９８
田島郵便局 967-8799 福島県南会津郡南会津町田島後町甲３９７３－４
本宮郵便局 969-1199 福島県本宮市本宮中條１－３
いわき郵便局 970-8799 福島県いわき市平正月町４９－１
小名浜郵便局 971-8799 福島県いわき市小名浜定西４７－２
植田郵便局 974-8799 福島県いわき市植田町本町１－６－８
原町郵便局 975-8799 福島県南相馬市原町区三島町１－３４
相馬郵便局 976-8799 福島県相馬市中村曲田１２５

茨城 水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
栃木 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
群馬 前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町１－６－５
埼玉 さいたま中央郵便局 336-8799 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
千葉 千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
東京 千代田霞が関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関１－３－２

東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８

神奈川 川崎港郵便局 210-0899 神奈川県川崎市川崎区南渡田町１－３
川崎溝ノ口郵便局 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口３－１５－１２
横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
横浜北寺尾郵便局 230-0074 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾７－９－１
横浜住吉町郵便局 231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町１－１３

横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通５－３
武山郵便局 238-0315 神奈川県横須賀市林２－１－３８

横浜小高郵便局 241-0831 神奈川県横浜市旭区左近山１６－１
大和下鶴間郵便局 242-0001 神奈川県大和市下鶴間２７７３－６
厚木松枝町郵便局 243-0005 神奈川県厚木市松枝１－３－３

半原郵便局 243-0307 神奈川県愛甲郡愛川町半原４２２０
海老名大谷郵便局 243-0419 神奈川県海老名市大谷北４－５－３
横浜上矢部郵便局 245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町３１５－４

藤沢郵便局 251-8799 神奈川県藤沢市藤沢１１５－２
座間立野台郵便局 252-0023 神奈川県座間市立野台２－１９－３

相模原金属団地内郵便局 252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台２－３－１１
日連郵便局 252-0185 神奈川県相模原市緑区日連４８８

相模原光が丘郵便局 252-0227 神奈川県相模原市中央区光が丘３－７－１２
相模大野駅前郵便局 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野７－６－４

綾瀬郵便局 252-1199 神奈川県綾瀬市小園６９８－７
新潟 長岡西郵便局 940-2099 新潟県長岡市上除町西１－４０２

長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町２－６－１
新潟西郵便局 950-2099 新潟県新潟市西区寺尾朝日通２５－１０
新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６
新潟中郵便局 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通７番町１０１８
三条郵便局 955-8799 新潟県三条市旭町２－１－１

越後吉田郵便局 959-0299 新潟県燕市吉田日之出町１２－１
燕郵便局 959-1299 新潟県燕市白山町１－１－６

富山 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り６－６
高岡郵便局 933-8799 富山県高岡市御馬出町３４
富山南郵便局 939-8799 富山県富山市堀川町２５７－２

石川 金沢駅内郵便局 920-0858 石川県金沢市木ノ新保町１－１
金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町１－１
金沢南郵便局 921-8797 石川県金沢市泉野町６－１７－１
小松郵便局 923-8799 石川県小松市園町ハ１２８－１
松任郵便局 924-8799 石川県白山市八ツ矢町６０９

福井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８
三国郵便局 913-8799 福井県坂井市三国町錦４－３－６４
敦賀郵便局 914-8799 福井県敦賀市元町１１－５
福井南郵便局 918-8799 福井県福井市板垣４－２０１

山梨 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町６－１０
長野 長野駅前郵便局 380-0825 長野県長野市南長野末広町１３５５－５

長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町１０８５－４
長野東郵便局 381-8799 長野県長野市東和田７０８－１



都道府県 局名 郵便番号 住所
長野 信州中野郵便局 383-8799 長野県中野市三好町２－１－１

佐久郵便局 385-8799 長野県佐久市中込３７３４－１２
上田駅前郵便局 386-0025 長野県上田市天神１－２－３７

上田郵便局 386-8799 長野県上田市中央西２－２－２
千曲郵便局 387-8799 長野県千曲市粟佐１５８７

軽井沢駅前郵便局 389-0104 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東１２－１１
中軽井沢郵便局 389-0112 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢２－１
軽井沢郵便局 389-0199 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢７６７－３
飯山郵便局 389-2299 長野県飯山市飯山９７４

岐阜 厳美郵便局 501-2599 岐阜県岐阜市石原１－２４６－４
高鷲郵便局 501-5399 岐阜県郡上市高鷲町大鷲７４３－１

大垣久瀬川郵便局 503-0974 岐阜県大垣市久瀬川町４－３７
丹生川郵便局 506-2199 岐阜県高山市丹生川町町方１８－４
田瀬郵便局 508-0201 岐阜県中津川市田瀬９９３－１２

静岡 川奈郵便局 414-0044 静岡県伊東市川奈１２１３－１４
田子浦南郵便局 416-0934 静岡県富士市鮫島２６２－３
静岡井宮郵便局 420-0001 静岡県静岡市葵区井宮町１８－４
藤枝本町郵便局 426-0018 静岡県藤枝市本町２－７－２
浜松西崎郵便局 431-3115 静岡県浜松市東区西ケ崎町７８０－１
掛川新町郵便局 436-0094 静岡県掛川市喜町６－１

愛知 長篠郵便局 441-1699 愛知県新城市長篠下り筬１９－５
名古屋那古野郵便局 451-0042 愛知県名古屋市西区那古野２－１８－１
名古屋土古郵便局 455-0068 愛知県名古屋市港区土古町１－３３

名古屋中日ビル内郵便局 460-0008 愛知県名古屋市中区栄４－１－１
名古屋清水郵便局 462-0844 愛知県名古屋市北区清水２－２０－９

藤岡郵便局 470-0499 愛知県豊田市藤岡飯野町神田２４２－３
東海大田郵便局 477-0031 愛知県東海市大田町後田１２４－２
小牧山西郵便局 485-0047 愛知県小牧市曙町２１

飛島郵便局 490-1434 愛知県海部郡飛島村松之郷１－３４－２
三重 四日市追分郵便局 510-0882 三重県四日市市追分２－１－１１

津高茶屋郵便局 514-0819 三重県津市高茶屋１－６－１８
慥柄郵便局 516-1399 三重県度会郡南伊勢町慥柄浦４５７

上野本町通郵便局 518-0869 三重県伊賀市上野中町３０００
紀伊井田郵便局 519-5711 三重県南牟婁郡紀宝町井田１６２２－２

滋賀 大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜１－４
京都 京都中央郵便局 600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２

中京郵便局 604-8799 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町３０番地
福知山郵便局 620-8799 京都府福知山市天田北本町一区１１２－４

大阪 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３－２－４
大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８
茨木郵便局 567-8799 大阪府茨木市中穂積１－１－４０
枚方東郵便局 573-0199 大阪府枚方市津田北町２－２－１
布施郵便局 577-8799 大阪府東大阪市永和２－３－５
堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６

兵庫 神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通２－１１－１
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町２１０
明石郵便局 673-8799 兵庫県明石市樽屋町１－７

奈良 奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町５－３－３
和歌山 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁４
鳥取 鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１

米子郵便局 683-8799 鳥取県米子市弥生町１０
島根 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町１３８
岡山 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下２－１－１

倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形１－８－１５
広島 福山東郵便局 721-8799 広島県福山市引野町５－３１－６

広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
広島西郵便局 733-8799 広島県広島市西区天満町５－１０

山口 徳山郵便局 745-8799 山口県周南市御幸通１－３
下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町２－１２－１２

山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央１－１－１
徳島 徳島田宮郵便局 770-0004 徳島県徳島市南田宮４－１－４

徳島大学病院内郵便局 770-0042 徳島県徳島市蔵本町２－５０－１
徳島庄町郵便局 770-0044 徳島県徳島市庄町５－６６

徳島吉野本町郵便局 770-0804 徳島県徳島市中吉野町３－２８
徳島駅前郵便局 770-0834 徳島県徳島市元町１－２４

徳島かごや町郵便局 770-0914 徳島県徳島市籠屋町２－１８
徳島城南郵便局 770-8064 徳島県徳島市城南町３－５－２１
徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町１－２
川内郵便局 771-0199 徳島県徳島市川内町沖島２４３－１
松茂郵便局 771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野灘２－６
北島郵便局 771-0299 徳島県板野郡北島町江尻柳池１６－４

藍住富吉郵便局 771-1231 徳島県板野郡藍住町富吉富吉３２－１
柿原郵便局 771-1401 徳島県阿波市吉野町柿原二条８－１
御所郵便局 771-1599 徳島県阿波市土成町吉田川久保６－７
林郵便局 771-1706 徳島県阿波市阿波町南整理９７－１

加茂谷郵便局 771-5199 徳島県阿南市加茂町不け１０５
鳴門郵便局 772-8799 徳島県鳴門市撫養町斎田大堤２０９



都道府県 局名 郵便番号 住所
徳島 金長だぬき郵便局 773-0001 徳島県小松島市小松島町新港２９－１３

小松島横須郵便局 773-0006 徳島県小松島市横須町１５－４１
中田郵便局 773-0015 徳島県小松島市中田町土持５－３
小松島郵便局 773-8799 徳島県小松島市堀川町２－７

阿南富岡東郵便局 774-0030 徳島県阿南市富岡町佃町５４６－３
阿南富岡西郵便局 774-0030 徳島県阿南市富岡町東新町８４－８

阿南郵便局 774-8799 徳島県阿南市富岡町滝の下４－２
牟岐郵便局 775-8799 徳島県海部郡牟岐町中村本村５４－４４

鴨島本町郵便局 776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島５２３－４
飯尾郵便局 776-0033 徳島県吉野川市鴨島町飯尾７９９－１
鴨島郵便局 776-8799 徳島県吉野川市鴨島町上下島１２８－２１
穴吹郵便局 777-8799 徳島県美馬市穴吹町穴吹柏８４－１

阿波池田郵便局 778-8799 徳島県三好市池田町マチ２１７３－７
板東郵便局 779-0299 徳島県鳴門市大麻町板東采女８
中庄郵便局 779-1101 徳島県阿南市羽ノ浦町中庄市２－２
福井郵便局 779-1699 徳島県阿南市福井町高田１１６－５
日和佐郵便局 779-2399 徳島県海部郡美波町日和佐浦１１９－４
徳島西郵便局 779-3199 徳島県徳島市国府町府中１２－１
石井郵便局 779-3299 徳島県名西郡石井町石井石井４９５－７
川島郵便局 779-3399 徳島県吉野川市川島町川島１５０
山川郵便局 779-3499 徳島県吉野川市山川町翁喜台１５３－３
脇町郵便局 779-3699 徳島県美馬市脇町猪尻八幡神社下南１４５－１
貞光郵便局 779-4199 徳島県美馬郡つるぎ町貞光中須賀３８－３
辻町郵便局 779-4899 徳島県三好市井川町辻８８

香川 高松西宝町郵便局 760-0004 香川県高松市西宝町１－１０－１２
香川県庁内郵便局 760-0017 香川県高松市番町４－１－１０

サンポート高松郵便局 760-0019 香川県高松市サンポート３－３３
高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町１－１５
高松東郵便局 761-0199 香川県高松市高松町角屋２２９３－１
川島郵便局 761-0442 香川県高松市川島本町１２１－６
三木郵便局 761-0799 香川県木田郡三木町池戸３０１１－２
昭和郵便局 761-2101 香川県綾歌郡綾川町畑田６８４－７
滝宮郵便局 761-2399 香川県綾歌郡綾川町滝宮１３５１－２４
直島郵便局 761-3199 香川県香川郡直島町１１２１－６
土庄郵便局 761-4199 香川県小豆郡土庄町甲２８９－９
豊島郵便局 761-4661 香川県小豆郡土庄町豊島家浦２０８３－３
高松南郵便局 761-8799 香川県高松市勅使町７００

坂出入船町郵便局 762-0002 香川県坂出市入船町１－１－１１
坂出金山郵便局 762-0005 香川県坂出市横津町１－２－２０
坂出白金町郵便局 762-0043 香川県坂出市寿町３－２－１４

坂出郵便局 762-8799 香川県坂出市京町２－６－３３
丸亀津森郵便局 763-0052 香川県丸亀市津森町２８０－１
丸亀塩屋郵便局 763-0064 香川県丸亀市前塩屋町１－２－３１

丸亀郵便局 763-8799 香川県丸亀市大手町３－５－１
多度津東浜郵便局 764-0016 香川県仲多度郡多度津町東浜６－２８

多度津郵便局 764-8799 香川県仲多度郡多度津町仲ノ町８－５
善通寺郵便局 765-8799 香川県善通寺市文京町２－９－２
吉野郵便局 766-0023 香川県仲多度郡まんのう町吉野１２４２－６
琴平郵便局 766-8799 香川県仲多度郡琴平町６６５
高瀬郵便局 767-8799 香川県三豊市高瀬町新名９５２－４
観音寺郵便局 768-8799 香川県観音寺市観音寺町甲１０８７－３
宇多津郵便局 769-0299 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁９２－５
志度郵便局 769-2199 香川県さぬき市志度９９３－１
長尾郵便局 769-2399 香川県さぬき市長尾東８９４－１
三本松郵便局 769-2699 香川県東かがわ市三本松１７１４
福栄郵便局 769-2713 香川県東かがわ市与田山４１１－１
白鳥郵便局 769-2799 香川県東かがわ市湊１９５２
引田郵便局 769-2999 香川県東かがわ市引田７４６

愛媛 愛媛県庁内郵便局 790-0001 愛媛県松山市一番町４－４－２
まつやまマドンナ郵便局 790-0012 愛媛県松山市湊町５－１－１

松山余戸郵便局 790-0045 愛媛県松山市余戸中６－４－３０
松山宮田郵便局 790-0066 愛媛県松山市宮田町８－５
松山松末町郵便局 790-0915 愛媛県松山市松末１－１４－５
松山石井郵便局 790-0932 愛媛県松山市東石井６－７－４４
松山立花郵便局 790-0966 愛媛県松山市立花２－２－２９
松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町３－５－２

愛媛大学病院内郵便局 791-0204 愛媛県東温市志津川４５４
重信郵便局 791-0299 愛媛県東温市田窪３３３－２
松山南郵便局 791-1199 愛媛県松山市森松町６４７

エミフルＭＡＳＡＫＩ郵便局 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０
松前郵便局 791-3199 愛媛県伊予郡松前町筒井３４７－１
内子郵便局 791-3399 愛媛県喜多郡内子町内子１５２７

松山問屋町郵便局 791-8018 愛媛県松山市問屋町４－１８
松山西郵便局 791-8799 愛媛県松山市古三津６－１３－１６

新居浜西原町郵便局 792-0011 愛媛県新居浜市西原町３－１－１１
新居浜駅前郵便局 792-0812 愛媛県新居浜市坂井町２－４－２３
新居浜垣生郵便局 792-0872 愛媛県新居浜市垣生４－１３－４

新居浜郵便局 792-8799 愛媛県新居浜市繁本町３－２



都道府県 局名 郵便番号 住所
愛媛 西条公園通り郵便局 793-0030 愛媛県西条市大町５１５－３

西条郵便局 793-8799 愛媛県西条市大町１７１０－４
今治近見郵便局 794-0004 愛媛県今治市鐘場町１－３－１
今治北日吉郵便局 794-0054 愛媛県今治市北日吉町１－１４－４
今治小泉郵便局 794-0064 愛媛県今治市小泉４－１２－１７

吉海郵便局 794-2199 愛媛県今治市吉海町八幡１６７－２
今治郵便局 794-8799 愛媛県今治市旭町１－３－４
大洲郵便局 795-8799 愛媛県大洲市大洲７２８－１

八幡浜向灘郵便局 796-0001 愛媛県八幡浜市向灘３０７９－３
八幡浜浜之町郵便局 796-0068 愛媛県八幡浜市浜之町１９２－２
八幡浜桧谷郵便局 796-0088 愛媛県八幡浜市１００８－１

喜木郵便局 796-0112 愛媛県八幡浜市保内町須川６０－１
八幡浜日土郵便局 796-0170 愛媛県八幡浜市日土町８－４－２

伊方郵便局 796-0399 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９５－２
八幡浜五反田郵便局 796-8010 愛媛県八幡浜市五反田１－１４３－２

八幡浜郵便局 796-8799 愛媛県八幡浜市下浜田１３５５－１６
宇和郵便局 797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町３－４３０

宇和島佐伯町郵便局 798-0064 愛媛県宇和島市佐伯町１－１－１１
宇和海郵便局 798-0299 愛媛県宇和島市蒋淵１４０８
宇和島郵便局 798-8799 愛媛県宇和島市丸之内１－３－１２
川之江郵便局 799-0199 愛媛県四国中央市金生町下分８５７－１
伊予三島郵便局 799-0499 愛媛県四国中央市三島中央５－６－１７
東予郵便局 799-1399 愛媛県西条市三津屋南１１－２９

今治国分郵便局 799-1533 愛媛県今治市国分３－２－４１
桜井郵便局 799-1599 愛媛県今治市桜井４－４－１０
波止浜郵便局 799-2199 愛媛県今治市地堀１－３－１
北条郵便局 799-2499 愛媛県松山市北条辻１７６
伊予郵便局 799-3199 愛媛県伊予市米湊７８５－２

高知 高知秦泉寺郵便局 780-0033 高知県高知市西秦泉寺４０３－１
高知愛宕郵便局 780-0051 高知県高知市愛宕町２－１７－１５
高知本町郵便局 780-0870 高知県高知市本町３－２－５

龍馬郵便局 780-0901 高知県高知市上町１－８－１８
高知朝倉郵便局 780-8072 高知県高知市曙町１－１４－１５
高知卸団地郵便局 780-8692 高知県高知市南久保１１－１８
高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町１－１０－１８
高知薊野郵便局 781-0015 高知県高知市薊野西町３－２９－６

三里郵便局 781-0112 高知県高知市仁井田１６５２－５
高知横浜郵便局 781-0240 高知県高知市横浜１６５７－７８
高知南郵便局 781-0299 高知県高知市長浜６７５－２
土佐郵便局 781-1199 高知県土佐市蓮池１２１４－１
池川郵便局 781-1606 高知県吾川郡仁淀川町土居甲１０４０－３
伊野郵便局 781-2199 高知県吾川郡いの町幸町６
野市郵便局 781-5299 高知県香南市野市町西野６７７－１
芸西郵便局 781-5799 高知県安芸郡芸西村和食甲１５８３－１
田野郵便局 781-6410 高知県安芸郡田野町１８１８－６
安田郵便局 781-6421 高知県安芸郡安田町安田１７７８
奈半利郵便局 781-6499 高知県安芸郡奈半利町乙１２５７
室戸椎名郵便局 781-7101 高知県室戸市室戸岬町１５２５－６
室戸郵便局 781-7199 高知県室戸市浮津７４－５
佐喜浜郵便局 781-7220 高知県室戸市佐喜浜町１５９９
高知東郵便局 781-8799 高知県高知市介良乙９５２－１
土佐山田郵便局 782-8799 高知県香美市土佐山田町東本町２－２－３８
領石郵便局 783-0061 高知県南国市植野１５３－１０
南国郵便局 783-8799 高知県南国市日吉町１－１－３

安芸本町郵便局 784-0004 高知県安芸市本町３－９－８
安芸赤野郵便局 784-0034 高知県安芸市赤野乙２９３６－３

安芸郵便局 784-8799 高知県安芸市矢ノ丸４－１１－１
須崎緑町郵便局 785-0036 高知県須崎市緑町３１－１

梼原郵便局 785-0699 高知県高岡郡梼原町梼原１３３０－３
須崎郵便局 785-8799 高知県須崎市東古市町１－４
窪川郵便局 786-8799 高知県高岡郡四万十町茂串町１－３０

中村駅前郵便局 787-0014 高知県四万十市駅前町３－２８
足摺岬郵便局 787-0315 高知県土佐清水市足摺岬５７１－１
土佐清水郵便局 787-0399 高知県土佐清水市幸町３－１
江川崎郵便局 787-1699 高知県四万十市西土佐江川崎１８０－３
土佐中村郵便局 787-8799 高知県四万十市中村本町３－３９
姫ノ井郵便局 788-0331 高知県幡多郡大月町口目塚１０１－１０
柏島郵便局 788-0343 高知県幡多郡大月町柏島８９
宿毛郵便局 788-8799 高知県宿毛市中央２－８－２７
佐川郵便局 789-1299 高知県高岡郡佐川町甲１５２０－１
久礼郵便局 789-1399 高知県高岡郡中土佐町久礼６６１９－５
大方郵便局 789-1999 高知県幡多郡黒潮町入野２１０３－１

福岡 北九州中央郵便局 802-8799 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１
福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１

博多郵便局 812-0012 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 840-8799 佐賀県佐賀市松原２－１－３５
長崎 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町１－１
熊本 熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町２－１－１



都道府県 局名 郵便番号 住所
大分 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町３－４－１８
宮崎 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４

鹿児島 鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町１－２
沖縄 那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川３－３－８

浦添郵便局 901-2199 沖縄県浦添市仲間３－３－１
沖縄郵便局 904-8799 沖縄県沖縄市胡屋４－２－１６
名護郵便局 905-8799 沖縄県名護市東江１－１１－１４
宮古郵便局 906-8799 沖縄県宮古島市平良西里７８２－７
八重山郵便局 907-8799 沖縄県石垣市大川１２


