
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

札幌中央市場前郵便局 060-0010 北海道札幌市中央区北十条西２１－２－３０
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
弘前郵便局 036-8799 青森県弘前市北瓦ケ町１８－１
青森西郵便局 038-8799 青森県青森市石江岡部４８－１

岩手 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
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
宮古郵便局 027-8799 岩手県宮古市栄町１－７

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
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

横手郵便局 013-8799 秋田県横手市大町６－１３
本荘郵便局 015-8799 秋田県由利本荘市給人町４３－１
大館郵便局 017-8799 秋田県大館市中城１２－３

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
米沢郵便局 992-8799 山形県米沢市金池３－１－４３
新庄郵便局 996-8799 山形県新庄市小田島町４－１８
酒田郵便局 998-8799 山形県酒田市新井田町１０－１

福島 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
郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日２－２４－６

会津若松郵便局 965-8799 福島県会津若松市中央１－２－１７
いわき郵便局 970-8799 福島県いわき市平正月町４９－１

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 東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２

ＴＦＴ内郵便局 135-0063 東京都江東区有明３－６－１１
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

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
東秦野郵便局 257-0023 神奈川県秦野市寺山２３２－１

新潟 長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町２－６－１
新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６

富山 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り６－６
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

福井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８
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 長野東郵便局 381-8799 長野県長野市東和田７０８－１

松本南郵便局 399-8799 長野県松本市平田東２－１７－１
岐阜 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町１－３－２



都道府県 局名 郵便番号 住所
岐阜 多治見郵便局 507-8799 岐阜県多治見市音羽町４－２
静岡 沼津郵便局 410-8799 静岡県沼津市寿町１－２５

静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町１－９
浜松西郵便局 432-8799 静岡県浜松市中区西伊場町５５－１

愛知 岡崎郵便局 444-8799 愛知県岡崎市戸崎町原山４－５
名古屋中央郵便局名古屋駅前分室 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４－２３－１３

名古屋中央郵便局 450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町４－５
一宮郵便局 491-8799 愛知県一宮市白旗通３－２１

三重 四日市西郵便局 512-8799 三重県四日市市智積町６２２７
津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央１－１

滋賀 大津観音寺郵便局 520-0032 滋賀県大津市観音寺７－１
堅田郵便局 520-0299 滋賀県大津市今堅田２－２１－２６

大津瀬田郵便局 520-2153 滋賀県大津市一里山３－３４－１４
祇王郵便局 520-2304 滋賀県野洲市永原１８１０－１
野洲郵便局 520-2399 滋賀県野洲市小篠原１１０２－４
中主郵便局 520-2499 滋賀県野洲市西河原２４５２

竜王川守郵便局 520-2521 滋賀県蒲生郡竜王町川守５８７－５
竜王郵便局 520-2562 滋賀県蒲生郡竜王町鵜川５０３－２
金勝郵便局 520-3005 滋賀県栗東市御園９９１－４
治田郵便局 520-3013 滋賀県栗東市目川５２４－２
大宝郵便局 520-3031 滋賀県栗東市綣５－１５－１８

栗東高野郵便局 520-3045 滋賀県栗東市高野２７７－４
栗東郵便局 520-3099 滋賀県栗東市安養寺２－３－１３
石部郵便局 520-3107 滋賀県湖南市石部東２－１－１

甲西下田郵便局 520-3201 滋賀県湖南市下田５１５
甲西大池郵便局 520-3213 滋賀県湖南市大池町１０－６
甲西三雲郵便局 520-3221 滋賀県湖南市三雲８９－１
甲西菩提寺郵便局 520-3248 滋賀県湖南市菩提寺西４－４－２３

甲西郵便局 520-3299 滋賀県湖南市中央１－５０
深川郵便局 520-3323 滋賀県甲賀市甲南町深川市場５７－１

甲南希望ヶ丘郵便局 520-3333 滋賀県甲賀市甲南町希望ケ丘１－４
甲南郵便局 520-3399 滋賀県甲賀市甲南町寺庄９６３－１
佐山郵便局 520-3404 滋賀県甲賀市甲賀町神保２１０１

甲賀大久保郵便局 520-3414 滋賀県甲賀市甲賀町大久保７７４－１
油日郵便局 520-3421 滋賀県甲賀市甲賀町上野１６８１－１
甲賀郵便局 520-3499 滋賀県甲賀市甲賀町大原市場７４９

大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜１－４
能登川港郵便局 521-1231 滋賀県東近江市能登川町１７８－３
能登川福堂郵便局 521-1242 滋賀県東近江市福堂町１４２３

能登川郵便局 521-1299 滋賀県東近江市佐野町７３５－３
安土郵便局 521-1311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦４７０８－１

安土老蘇郵便局 521-1332 滋賀県近江八幡市安土町東老蘇１３３４－２
米原郵便局 521-8799 滋賀県米原市下多良１－１３０
彦根郵便局 522-8799 滋賀県彦根市中央町３－５
武佐郵便局 523-0012 滋賀県近江八幡市武佐町７２０

近江八幡馬淵郵便局 523-0016 滋賀県近江八幡市千僧供町４５０－７
近江八幡中小森郵便局 523-0041 滋賀県近江八幡市中小森町３０５－１４
近江八幡桐原郵便局 523-0046 滋賀県近江八幡市上野町１２６
近江八幡江頭郵便局 523-0061 滋賀県近江八幡市江頭町７５０
近江八幡島郵便局 523-0087 滋賀県近江八幡市北津田町３２５－２
近江八幡沖島郵便局 523-0801 滋賀県近江八幡市沖島町２０２

八幡池田郵便局 523-0877 滋賀県近江八幡市池田町３－２－１
近江八幡鷹飼郵便局 523-0891 滋賀県近江八幡市鷹飼町６８５
近江八幡出町郵便局 523-0892 滋賀県近江八幡市出町６１５

近江八幡郵便局 523-8799 滋賀県近江八幡市中村町２７
守山播磨田郵便局 524-0012 滋賀県守山市播磨田町７４７－２
守山駅前郵便局 524-0022 滋賀県守山市守山１－７－１
守山浮気郵便局 524-0033 滋賀県守山市浮気町３４１－２
赤野井郵便局 524-0061 滋賀県守山市赤野井町３５－７
木浜郵便局 524-0199 滋賀県守山市木浜町１６８６
幸津川郵便局 524-0299 滋賀県守山市幸津川町１５３７
近江守山郵便局 524-8799 滋賀県守山市守山６－１７－１
草津郵便局 525-8799 滋賀県草津市西渋川１－３－３８
長浜郵便局 526-8799 滋賀県長浜市列見町１１－９

八日市本町郵便局 527-0012 滋賀県東近江市八日市本町１４－１０
八日市中野郵便局 527-0016 滋賀県東近江市今崎町３８１

御園郵便局 527-0051 滋賀県東近江市林田町１４８２－１
八日市玉緒郵便局 527-0055 滋賀県東近江市瓜生津町１２３６－４
八日市市辺郵便局 527-0074 滋賀県東近江市市辺町９３９
八日市平田郵便局 527-0084 滋賀県東近江市中羽田町６０６

湖東東郵便局 527-0115 滋賀県東近江市下里町６２－７
湖東小田苅郵便局 527-0125 滋賀県東近江市小田苅町２８７－４
湖東勝堂郵便局 527-0131 滋賀県東近江市勝堂町１７７３－２

湖東郵便局 527-0135 滋賀県東近江市横溝町１９７９
愛東上中野郵便局 527-0156 滋賀県東近江市上中野町６７３

愛東妹郵便局 527-0162 滋賀県東近江市妹町７０１－１
政所郵便局 527-0204 滋賀県東近江市政所町１６７０－１
永源寺郵便局 527-0299 滋賀県東近江市山上町１３２４－２



都道府県 局名 郵便番号 住所
滋賀 八日市郵便局 527-8799 滋賀県東近江市八日市野々宮町１－２７

水口本町郵便局 528-0031 滋賀県甲賀市水口町本町２－３２２７－２
貴生川郵便局 528-0046 滋賀県甲賀市水口町三大寺９６
水口北脇郵便局 528-0057 滋賀県甲賀市水口町北脇１１２８－１
伴谷郵便局 528-0064 滋賀県甲賀市水口町伴中山２３７１－４
山内郵便局 528-0208 滋賀県甲賀市土山町黒川９７７

土山大野郵便局 528-0235 滋賀県甲賀市土山町大野２１５４
土山郵便局 528-0299 滋賀県甲賀市土山町北土山１７６０－１
水口郵便局 528-8799 滋賀県甲賀市水口町水口５９９９－１
五個荘郵便局 529-1421 滋賀県東近江市五個荘竜田町１－１

五個荘山本郵便局 529-1431 滋賀県東近江市五個荘山本町５５５－２
朝日野郵便局 529-1522 滋賀県東近江市鋳物師町８４５－３
蒲生郵便局 529-1531 滋賀県東近江市市子川原町６４０－２
東桜谷郵便局 529-1617 滋賀県蒲生郡日野町中之郷４５２－３
西大路郵便局 529-1628 滋賀県蒲生郡日野町西大路１２４４
日野鎌掛郵便局 529-1631 滋賀県蒲生郡日野町鎌掛２８８５－６
日野清田郵便局 529-1636 滋賀県蒲生郡日野町清田９１６－４
日野雲雀野郵便局 529-1642 滋賀県蒲生郡日野町上野田１７０－４

内池郵便局 529-1644 滋賀県蒲生郡日野町内池３３４－６
西桜谷郵便局 529-1662 滋賀県蒲生郡日野町中在寺５２４
近江日野郵便局 529-1699 滋賀県蒲生郡日野町松尾１－８６
雲井郵便局 529-1803 滋賀県甲賀市信楽町牧８１１－４
朝宮郵便局 529-1841 滋賀県甲賀市信楽町上朝宮７５４－２
信楽郵便局 529-1899 滋賀県甲賀市信楽町長野４４１－２

京都 京都中珠数屋町郵便局 600-8153 京都府京都市下京区東洞院通正面上る廿人講町３０
京都堀川仏光寺郵便局 600-8482 京都府京都市下京区西堀川通仏光寺上る綾堀川町３２０－３

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
小野郷郵便局 601-0131 京都府京都市北区小野下ノ町７８－１
鞍馬郵便局 601-1111 京都府京都市左京区鞍馬本町１６２

京都静市市原郵便局 601-1123 京都府京都市左京区静市市原町１１０－１
山城大原郵便局 601-1242 京都府京都市左京区大原来迎院町２４６
伏見東郵便局 601-1399 京都府京都市伏見区醍醐鍵尾町１－２

京都東九条郵便局 601-8027 京都府京都市南区東九条中御霊町４４－１
京都室町上立売郵便局 602-0029 京都府京都市上京区室町通上立売上る室町頭町２８７
京都大宮鞍馬口郵便局 602-0085 京都府京都市上京区大宮通鞍馬口上る若宮竪町９４－１

京都府立医大病院内郵便局 602-0841 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５
京都出町郵便局 602-0846 京都府京都市上京区寺町通今出川下る米屋町２８９
京都荒神口郵便局 602-0856 京都府京都市上京区荒神口通河原町東入荒神町１１７

京都中立売室町郵便局 602-0918 京都府京都市上京区室町通一条下る薬屋町４３３－２
京都府庁前郵便局 602-8031 京都府京都市上京区釜座通下立売下る東裏辻町４０３－８

京都下立売堀川郵便局 602-8044 京都府京都市上京区下立売通堀川東入東橋詰町１７２－１
京都大宮丸太町郵便局 602-8134 京都府京都市上京区丸太町通大宮東入一町目８５７

京都聚楽郵便局 602-8155 京都府京都市上京区千本通丸太町下る主税町１２０８
京都中立売堀川郵便局 602-8241 京都府京都市上京区中立売通堀川西入役人町２５１－１０
京都中立売千本郵便局 602-8288 京都府京都市上京区中立売通千本東入２－田丸町３７９－７
京都千本寺之内郵便局 602-8305 京都府京都市上京区千本通寺之内下る花車町４８３－７

京都仁和郵便局 602-8361 京都府京都市上京区御前通下立売上る西上之町２５５
京都御前下立売郵便局 602-8365 京都府京都市上京区御前通下立売下る下之町４０７－１

京都北野郵便局 602-8381 京都府京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７２７－２
京都寺ノ内郵便局 602-8411 京都府京都市上京区寺之内通猪熊東入東西町３９３

西陣郵便局 602-8799 京都府京都市上京区今出川通浄福寺西入２丁目東上善寺町１５２
京都柊野郵便局 603-8035 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町９－１７
京都上賀茂郵便局 603-8077 京都府京都市北区上賀茂藤ノ木町３１－７
京都出雲路郵便局 603-8146 京都府京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町２８５－１０２

京都小山西花池郵便局 603-8148 京都府京都市北区小山西花池町１－１４
京都小山中溝郵便局 603-8156 京都府京都市北区小山中溝町３２
京都紫野御所田郵便局 603-8166 京都府京都市北区紫野上御所田町６２
京都小山初音郵便局 603-8172 京都府京都市北区小山初音町５０

京都紫竹郵便局 603-8208 京都府京都市北区紫竹西桃ノ本町２－２
京都北大路千本郵便局 603-8235 京都府京都市北区紫野下御輿町１２－１

京都大将軍郵便局 603-8331 京都府京都市北区大将軍西町４７
京都小松原郵便局 603-8341 京都府京都市北区小松原北町５５－３

金閣寺郵便局 603-8376 京都府京都市北区衣笠北天神森町３２
京都大宮小野堀郵便局 603-8406 京都府京都市北区大宮東小野堀町３９－２

京都鷹峯郵便局 603-8445 京都府京都市北区鷹峯藤林町６－３４８
京都北郵便局 603-8799 京都府京都市北区紫竹下本町３９

京都衣棚夷川郵便局 604-0003 京都府京都市中京区衣棚通夷川上る花立町２７３－２
京都二条油小路郵便局 604-0051 京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町２７４
京都東洞院押小路郵便局 604-0836 京都府京都市中京区押小路通東洞院西入船屋町４００－１
京都竹屋町高倉郵便局 604-0881 京都府京都市中京区竹屋町通高倉西入坂本町７０８
京都寺町二条郵便局 604-0931 京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町９７－１
京都御池柳馬場郵便局 604-0955 京都府京都市中京区柳馬場通御池上る虎石町５１
京都麩屋町竹屋町郵便局 604-0985 京都府京都市中京区麩屋町通竹屋町上る舟屋町４１９－１
京都三条御幸町郵便局 604-8076 京都府京都市中京区御幸町通三条下る海老屋町３１３
京都東洞院錦郵便局 604-8143 京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入阪東屋町６５３
京都新町蛸薬師郵便局 604-8212 京都府京都市中京区新町通蛸薬師上る六角町３６８
京都西洞院三条郵便局 604-8241 京都府京都市中京区三条通西洞院東入釜座町１
京都大宮六角郵便局 604-8344 京都府京都市中京区大宮通六角下る六角大宮町２３３



都道府県 局名 郵便番号 住所
京都 京都西ノ京職司郵便局 604-8381 京都府京都市中京区西ノ京職司町６９－１８

京都西ノ京内畑郵便局 604-8417 京都府京都市中京区西ノ京内畑町２４－１０
京都西ノ京西月光郵便局 604-8423 京都府京都市中京区西ノ京西月光町５０
京都西ノ京伯楽郵便局 604-8451 京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町１６－９
京都西ノ京上合郵便局 604-8483 京都府京都市中京区西ノ京南上合町９６

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
京都壬生坊城郵便局 604-8804 京都府京都市中京区壬生坊城町２５－５
京都壬生松原郵便局 604-8824 京都府京都市中京区壬生高樋町６５－１２

京都西院郵便局 604-8854 京都府京都市中京区壬生仙念町２４
京都三条大橋郵便局 605-0009 京都府京都市東山区三条通大橋東入大橋町９４
京都知恩院前郵便局 605-0014 京都府京都市東山区東大路三条下る北木之元町５２５－２
京都三条広道郵便局 605-0034 京都府京都市東山区三条通白川橋東入４－中之町２１０－５

京都祇園郵便局 605-0079 京都府京都市東山区大和大路通四条上ル常盤町１５３
京都大和大路郵便局 605-0815 京都府京都市東山区大和大路通松原下る北御門町２５１
京都月見町郵便局 605-0829 京都府京都市東山区東大路松原上る５丁目月見町５
京都清水郵便局 605-0862 京都府京都市東山区清水５－１２７
京都下馬町郵便局 605-0873 京都府京都市東山区渋谷通東大路東入２丁目下馬町４９１
京都今熊野郵便局 605-0951 京都府京都市東山区東大路七条下る東瓦町６７７

京都赤十字病院内郵便局 605-0975 京都府京都市東山区泉涌寺雀ケ森町７－１６
京都本町郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町１０－１８９
京都大仏前郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町４－１３６
京都鳥羽道郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町２０－４５４－１

東山郵便局 605-8799 京都府京都市東山区大和大路通五条下る石垣町西側４２
京都岩倉幡枝郵便局 606-0004 京都府京都市左京区岩倉北池田町５－１

京都岩倉郵便局 606-0025 京都府京都市左京区岩倉中町４１９
京都上高野郵便局 606-0093 京都府京都市左京区上高野上荒蒔町２－１
京都北山郵便局 606-0841 京都府京都市左京区下鴨南芝町３８－７

京都洛北高校前郵便局 606-0851 京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町１－２
京都下鴨高木郵便局 606-0864 京都府京都市左京区下鴨高木町３４－１

京都山端郵便局 606-8003 京都府京都市左京区山端川原町８－４
京都高野竹屋郵便局 606-8104 京都府京都市左京区高野竹屋町３１－２
京都高野東開郵便局 606-8107 京都府京都市左京区高野東開町１－１０
京都一乗寺郵便局 606-8151 京都府京都市左京区一乗寺花ノ木町１２
京都田中郵便局 606-8205 京都府京都市左京区田中上柳町６０

京都田中樋ノ口郵便局 606-8223 京都府京都市左京区田中東樋ノ口町２１－３
京都百万遍郵便局 606-8225 京都府京都市左京区田中門前町７７
京都田中高原郵便局 606-8243 京都府京都市左京区田中東高原町４６
京都北白川郵便局 606-8265 京都府京都市左京区北白川東小倉町１

京都吉田牛ノ宮郵便局 606-8305 京都府京都市左京区吉田河原町１－６
京都吉田郵便局 606-8314 京都府京都市左京区吉田下大路町１３
京都岡崎郵便局 606-8322 京都府京都市左京区岡崎入江町３９
京都天王町郵便局 606-8332 京都府京都市左京区岡崎東天王町３９
京都二条川端郵便局 606-8356 京都府京都市左京区二条通川端東入石原町２８０－１
京都聖護院郵便局 606-8392 京都府京都市左京区聖護院山王町１６－２０

京都丸太町川端郵便局 606-8395 京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町１１－１８
京都大学病院内郵便局 606-8397 京都府京都市左京区聖護院川原町５４

京都浄土寺郵便局 606-8412 京都府京都市左京区浄土寺馬場町１６
左京郵便局 606-8799 京都府京都市左京区高野竹屋町１－１

山科四宮郵便局 607-8029 京都府京都市山科区四ノ宮大将軍町５－２
京都山科音羽郵便局 607-8071 京都府京都市山科区音羽千本町１８－２６
京都山科竹鼻郵便局 607-8089 京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町２１

京都東野郵便局 607-8152 京都府京都市山科区東野八代２０－１
京都山科椥辻郵便局 607-8160 京都府京都市山科区椥辻東浦町１－５
京都山科大宅郵便局 607-8182 京都府京都市山科区大宅坂ノ辻町２５－２５
京都勧修寺郵便局 607-8212 京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町１９６
京都山科川田郵便局 607-8331 京都府京都市山科区川田御輿塚町２７－５
京都山科西野郵便局 607-8341 京都府京都市山科区西野今屋敷町３－１５
京都山科御陵郵便局 607-8424 京都府京都市山科区御陵原西町９
京都北花山郵便局 607-8475 京都府京都市山科区北花山横田町２６

山科郵便局 607-8799 京都府京都市山科区西野阿芸沢町１－５
城陽寺田郵便局 610-0121 京都府城陽市寺田中大小１４５

城陽郵便局 610-0199 京都府城陽市寺田袋尻２７－２
山城田辺郵便局 610-0399 京都府京田辺市興戸犬伏５－３

洛西郵便局 610-1199 京都府京都市西京区大原野東境谷町２－３
宇治堀池郵便局 611-0042 京都府宇治市小倉町堀池３９－１７６

宇治郵便局 611-8799 京都府宇治市宇治蔭山６
伏見西浦郵便局 612-0029 京都府京都市伏見区深草西浦町３－６９
伏見京町北郵便局 612-8083 京都府京都市伏見区京町９－４６－１

伏見郵便局 612-8799 京都府京都市伏見区撞木町１１４８
久御山郵便局 613-8799 京都府久世郡久御山町下津屋下ノ浜代１－１
有智郷郵便局 614-8224 京都府八幡市内里別所３８－２
八幡男山郵便局 614-8373 京都府八幡市男山八望３－１
山城八幡郵便局 614-8799 京都府八幡市八幡五反田５
京都三条口郵便局 615-0001 京都府京都市右京区西院上今田町２５
京都樫原郵便局 615-8183 京都府京都市西京区樫原分田５－３
右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町１６

京都広沢郵便局 616-8304 京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町１２－１０
京都嵯峨野郵便局 616-8314 京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町３１－６



都道府県 局名 郵便番号 住所
京都 京都西郵便局 616-8799 京都府京都市右京区嵯峨五島町１－６４

向日森本郵便局 617-0003 京都府向日市森本町前田７－８
向日町郵便局 617-8799 京都府向日市上植野町馬立６－１
山崎郵便局 618-8799 京都府乙訓郡大山崎町円明寺宝本９

山城木津郵便局 619-0299 京都府木津川市相楽丸塚４－１
笠置郵便局 619-1399 京都府相楽郡笠置町笠置市場２６
福知山郵便局 620-8799 京都府福知山市天田北本町一区１１２－４
亀岡郵便局 621-8799 京都府亀岡市追分町谷筋２５－１７
園部郵便局 622-8799 京都府南丹市園部町上本町南２－１０
綾部郵便局 623-8799 京都府綾部市幸通り５
西舞鶴郵便局 624-8799 京都府舞鶴市北田辺１６０
舞鶴市場郵便局 625-0025 京都府舞鶴市市場４２
舞鶴北吸郵便局 625-0080 京都府舞鶴市北吸７５０－１
西大浦郵便局 625-0133 京都府舞鶴市平４０２－１
東舞鶴郵便局 625-8799 京都府舞鶴市浜７６０－１
宮津西郵便局 626-0011 京都府宮津市白柏１２４３
宮津郵便局 626-8799 京都府宮津市鶴賀２０７０－９
中浜郵便局 627-0242 京都府京丹後市丹後町久僧７１７－３
峰山郵便局 627-8799 京都府京丹後市峰山町上１３－１
加悦郵便局 629-2499 京都府与謝郡与謝野町後野２－６

丹後木津郵便局 629-3241 京都府京丹後市網野町木津１６２－２
大阪 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３－２－４

大阪駅前第２ビル内郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－２－２
中之島センタービル内郵便局 530-0005 大阪府大阪市北区中之島６－２－２７

大阪浪花町郵便局 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町１２－１５
淀川西中島郵便局 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３－１２－１５
淀川十三本町郵便局 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町３－６－４０

淀川郵便局 532-8799 大阪府大阪市淀川区十三元今里２－２－３６
東淀川井高野郵便局 533-0001 大阪府大阪市東淀川区井高野１－３３－３９
東淀川豊新郵便局 533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新４－６－５
東淀川淡路郵便局 533-0032 大阪府大阪市東淀川区淡路４－７－１４

東淀川郵便局 533-8799 大阪府大阪市東淀川区下新庄６－４－１４
都島北通郵便局 534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通２－６－２
都島郵便局 534-8799 大阪府大阪市都島区高倉町１－６－３

旭今市太子橋郵便局 535-0001 大阪府大阪市旭区太子橋１－２－２０
大阪旭郵便局 535-8799 大阪府大阪市旭区大宮１－２０－８

城東放出西郵便局 536-0011 大阪府大阪市城東区放出西２－１４－３２
大阪城東郵便局 536-8799 大阪府大阪市城東区今福東３－１６－２３
東成深江橋郵便局 537-0001 大阪府大阪市東成区深江北３－１－３３
東成深江南郵便局 537-0002 大阪府大阪市東成区深江南３－１９－１４
東成深江中郵便局 537-0002 大阪府大阪市東成区深江南２－３－３０
東成神路郵便局 537-0003 大阪府大阪市東成区神路１－１２－２８
東成今里郵便局 537-0012 大阪府大阪市東成区大今里４－４－３３
東成大今里郵便局 537-0012 大阪府大阪市東成区大今里３－１７－１１
東成大今里南郵便局 537-0013 大阪府大阪市東成区大今里南６－２８－９
東成大今里西郵便局 537-0014 大阪府大阪市東成区大今里西２－７－２２

東成中本郵便局 537-0021 大阪府大阪市東成区東中本３－２－３
東成東中本郵便局 537-0021 大阪府大阪市東成区東中本２－５－２２
東成中浜郵便局 537-0022 大阪府大阪市東成区中本１－３－３
東成玉津郵便局 537-0023 大阪府大阪市東成区玉津３－１－４

東成鶴橋駅前郵便局 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋３－１－９
東成中道郵便局 537-0025 大阪府大阪市東成区中道２－２４－１５
東成郵便局 537-8799 大阪府大阪市東成区東今里３－１３－１１

鶴見放出東郵便局 538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東３－２０－３０
大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８
大阪南郵便局 542-8799 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－４－２
天王寺郵便局 543-8799 大阪府大阪市天王寺区上汐５－５－１２

生野新今里郵便局 544-0001 大阪府大阪市生野区新今里４－４－２８
生野小路郵便局 544-0002 大阪府大阪市生野区小路２－１０－１
生野東小路郵便局 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東４－１６－１０
生野北巽郵便局 544-0004 大阪府大阪市生野区巽北３－１２－２１
生野中川一郵便局 544-0005 大阪府大阪市生野区中川１－５－１４
生野東中川郵便局 544-0006 大阪府大阪市生野区中川東１－２－１１
生野田島郵便局 544-0011 大阪府大阪市生野区田島４－８－２７
生野大池橋郵便局 544-0011 大阪府大阪市生野区田島１－２－２１
生野東巽郵便局 544-0014 大阪府大阪市生野区巽東２－３－１０
生野巽郵便局 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南３－１２－１５

生野林寺五郵便局 544-0023 大阪府大阪市生野区林寺５－５－３０
生野本通郵便局 544-0024 大阪府大阪市生野区生野西４－１７－６
大阪西生野郵便局 544-0024 大阪府大阪市生野区生野西１－５－２０
大阪東生野郵便局 544-0025 大阪府大阪市生野区生野東２－１０－８
生野北鶴橋郵便局 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋５－１７－２５
生野勝山郵便局 544-0032 大阪府大阪市生野区中川西３－３－１２

生野鶴橋本通郵便局 544-0034 大阪府大阪市生野区桃谷２－９－１７
生野桃谷郵便局 544-0034 大阪府大阪市生野区桃谷１－９－２１

生野郵便局 544-8799 大阪府大阪市生野区勝山南３－２－２
阿倍野高松郵便局 545-0001 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北１－１０－９
阿倍野美章園郵便局 545-0003 大阪府大阪市阿倍野区美章園３－２－１１



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪 阿倍野文ノ里郵便局 545-0004 大阪府大阪市阿倍野区文の里２－１７－９

阿倍野長池郵便局 545-0013 大阪府大阪市阿倍野区長池町８－１
阿倍野阪南郵便局 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－２５－２２
阿倍野阪南東郵便局 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町３－２－１０
阿倍野苗代田郵便局 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－１２－３１
阿倍野王子郵便局 545-0023 大阪府大阪市阿倍野区王子町４－２－２４
阿倍野相生郵便局 545-0033 大阪府大阪市阿倍野区相生通２－１５－１３
阿倍野保名郵便局 545-0034 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町４－２２
阿倍野旭町郵便局 545-0051 大阪府大阪市阿倍野区旭町２－１－１－１６１

あべのベルタ内郵便局 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋３－１０－１－１００
大阪阿倍野筋郵便局 545-0052 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋５－３－２３
阿倍野松崎郵便局 545-0053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－１２

阿倍野郵便局 545-8799 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－４７－１６
東住吉東部市場内郵便局 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林１－２－６８

東住吉杭全郵便局 546-0002 大阪府大阪市東住吉区杭全２－１１－１０
東住吉今川郵便局 546-0003 大阪府大阪市東住吉区今川３－１１－２
東住吉針中野郵便局 546-0011 大阪府大阪市東住吉区針中野４－９－１４
東住吉鷹合郵便局 546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合２－１３－２６

東住吉長居公園東郵便局 546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合３－３－１５
東住吉照ケ丘矢田郵便局 546-0021 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田２－１１－５
東住吉住道矢田郵便局 546-0022 大阪府大阪市東住吉区住道矢田２－１－１８
東住吉矢田五郵便局 546-0023 大阪府大阪市東住吉区矢田５－８－２９
東住吉行基橋郵便局 546-0024 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田４－１５－２４

東住吉公園南矢田郵便局 546-0024 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田１－７－２３
東住吉田辺郵便局 546-0031 大阪府大阪市東住吉区田辺１－１１－１５
東住吉東田辺郵便局 546-0032 大阪府大阪市東住吉区東田辺２－６－２０
東住吉山坂郵便局 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺１－１０－３７

東住吉南田辺五郵便局 546-0033 大阪府大阪市東住吉区南田辺５－７－１４
東住吉鶴ヶ丘郵便局 546-0035 大阪府大阪市東住吉区山坂５－４－２７
東住吉桑津一郵便局 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津１－８－１８
東住吉桑津郵便局 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津３－１４－２１

東住吉今川駅前郵便局 546-0042 大阪府大阪市東住吉区西今川２－１２－１８
東住吉西今川郵便局 546-0042 大阪府大阪市東住吉区西今川４－３３－１６
東住吉駒川五郵便局 546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川５－５－１３
東住吉駒川一郵便局 546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川１－１７－３２
東住吉北田辺郵便局 546-0044 大阪府大阪市東住吉区北田辺６－１３－１９

東住吉郵便局 546-8799 大阪府大阪市東住吉区今川８－８－２５
平野加美北郵便局 547-0001 大阪府大阪市平野区加美北４－５－２４
平野加美北九郵便局 547-0001 大阪府大阪市平野区加美北９－１４－３２
平野加美東郵便局 547-0002 大阪府大阪市平野区加美東２－８－２１
平野加美南郵便局 547-0003 大阪府大阪市平野区加美南５－６－４
平野加美西郵便局 547-0005 大阪府大阪市平野区加美西１－１８－２１

平野加美正覚寺郵便局 547-0006 大阪府大阪市平野区加美正覚寺２－５－８
平野出戸郵便局 547-0011 大阪府大阪市平野区長吉出戸７－１２－１０
平野六反郵便局 547-0012 大阪府大阪市平野区長吉六反２－６－３５
平野長原東郵便局 547-0013 大阪府大阪市平野区長吉長原東３－１３－３０
平野川辺郵便局 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺１－２－１２
平野長原郵便局 547-0016 大阪府大阪市平野区長吉長原１－２－１８
平野喜連東郵便局 547-0021 大阪府大阪市平野区喜連東２－２－３０
平野瓜破東郵便局 547-0022 大阪府大阪市平野区瓜破東４－１－８７
平野瓜破郵便局 547-0024 大阪府大阪市平野区瓜破５－４－１４

平野瓜破西二郵便局 547-0025 大阪府大阪市平野区瓜破西２－９－３１
平野瓜破西郵便局 547-0025 大阪府大阪市平野区瓜破西１－８－８８
平野喜連西郵便局 547-0026 大阪府大阪市平野区喜連西３－１３－２０
平野喜連郵便局 547-0027 大阪府大阪市平野区喜連７－１－４１
大阪平野南郵便局 547-0031 大阪府大阪市平野区平野南１－８－１０
大阪平野西郵便局 547-0033 大阪府大阪市平野区平野西６－７－２８
大阪平野北郵便局 547-0041 大阪府大阪市平野区平野北１－６－５
大阪平野本町郵便局 547-0044 大阪府大阪市平野区平野本町３－７－１２
大阪平野本町二郵便局 547-0044 大阪府大阪市平野区平野本町２－８－３０
平野大念仏寺前郵便局 547-0045 大阪府大阪市平野区平野上町１－６－３

平野郵便局 547-8799 大阪府大阪市平野区平野西３－１－５
大阪西本町郵便局 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１－１５－６

大阪西郵便局 550-8799 大阪府大阪市西区江之子島２－１－３
大正郵便局 551-8799 大阪府大阪市大正区三軒家東４－３－２２
大阪港郵便局 552-8799 大阪府大阪市港区市岡１－５－３３
大阪福島郵便局 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野１－２０－２７
大阪大開郵便局 553-0007 大阪府大阪市福島区大開１－２０－１３
此花西九条郵便局 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条３－１１－２６

此花郵便局 554-8799 大阪府大阪市此花区春日出北２－１－９
大阪姫島郵便局 555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島１－２３－１１
西淀川郵便局 555-8799 大阪府大阪市西淀川区姫里３－１－３３
浪速郵便局 556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中３－１０－１
西成郵便局 557-8799 大阪府大阪市西成区岸里２－３－２９
住吉郵便局 558-8799 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－１０－１

大阪南港ＡＴＣ内郵便局 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北２－１－１０
住之江郵便局 559-8799 大阪府大阪市住之江区新北島５－２－１８
豊中緑丘郵便局 560-0002 大阪府豊中市緑丘４－１２－１３



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪 豊中熊野郵便局 560-0003 大阪府豊中市東豊中町６－１５－４５

豊中東豊中郵便局 560-0003 大阪府豊中市東豊中町６－１２－１９
豊中上野西郵便局 560-0011 大阪府豊中市上野西１－１３－２
豊中上野東郵便局 560-0013 大阪府豊中市上野東１－１２－２３
豊中本町郵便局 560-0021 大阪府豊中市本町７－１－３８
豊中立花郵便局 560-0025 大阪府豊中市立花町１－１－５
豊中螢池郵便局 560-0032 大阪府豊中市螢池東町１－４－８
豊中箕輪郵便局 560-0035 大阪府豊中市箕輪２－１３－７
豊中阪大内郵便局 560-0043 大阪府豊中市待兼山町１－３１
豊中刀根山郵便局 560-0045 大阪府豊中市刀根山１－３－１
豊中永楽荘郵便局 560-0051 大阪府豊中市永楽荘４－１１－１３
豊中春日郵便局 560-0052 大阪府豊中市春日町４－１－１０
豊中柴原郵便局 560-0055 大阪府豊中市柴原町１－２－２－１０１
豊中宮山郵便局 560-0056 大阪府豊中市宮山町１－１－７

豊中新千里北郵便局 560-0081 大阪府豊中市新千里北町２－２０－１６
千里中央駅前郵便局 560-0082 大阪府豊中市新千里東町１－３－２３７
豊中新千里東郵便局 560-0082 大阪府豊中市新千里東町３－６－１１５
豊中新千里西郵便局 560-0083 大阪府豊中市新千里西町３－２
豊中新千里南郵便局 560-0084 大阪府豊中市新千里南町２－１２－１
豊中上新田郵便局 560-0085 大阪府豊中市上新田４－３－１３

豊中郵便局 560-8799 大阪府豊中市岡上の町４－１－１５
豊中曽根郵便局 561-0801 大阪府豊中市曽根西町３－６－１２

豊中原田元町郵便局 561-0808 大阪府豊中市原田元町３－９－６
豊中小曽根郵便局 561-0813 大阪府豊中市小曽根１－１－３５
豊中豊南町南郵便局 561-0815 大阪府豊中市豊南町南４－２－１

豊中豊南郵便局 561-0816 大阪府豊中市豊南町西１－５－７
豊中大黒郵便局 561-0827 大阪府豊中市大黒町２－１３－１７
豊中千成郵便局 561-0829 大阪府豊中市千成町２－７－１６
豊中庄内郵便局 561-0831 大阪府豊中市庄内東町５－３－２
豊中庄内北郵便局 561-0832 大阪府豊中市庄内西町１－１－１７
豊中庄内西郵便局 561-0834 大阪府豊中市庄内栄町４－４－１
豊中庄本郵便局 561-0835 大阪府豊中市庄本町３－１－３
豊中服部郵便局 561-0851 大阪府豊中市服部元町２－４－２２
豊中服部南郵便局 561-0853 大阪府豊中市服部南町３－１１－１２
豊中服部西郵便局 561-0858 大阪府豊中市服部西町３－２－３０
豊中東泉丘郵便局 561-0861 大阪府豊中市東泉丘４－６－１５
豊中旭ヶ丘郵便局 561-0865 大阪府豊中市旭丘１－１１
豊中寺内郵便局 561-0872 大阪府豊中市寺内２－４－１

豊中長興寺南郵便局 561-0874 大阪府豊中市長興寺南４－２－１５
豊中桜塚郵便局 561-0882 大阪府豊中市南桜塚１－１－８
豊中岡町郵便局 561-0884 大阪府豊中市岡町北３－１－１９
豊中宝山郵便局 561-0893 大阪府豊中市宝山町１４－７
豊中南郵便局 561-8799 大阪府豊中市穂積２－２－８

箕面西小路郵便局 562-0003 大阪府箕面市西小路３－１－４
箕面新稲郵便局 562-0005 大阪府箕面市新稲３－１－３０
箕面桜ケ丘郵便局 562-0005 大阪府箕面市新稲７－１０－３
箕面如意谷郵便局 562-0013 大阪府箕面市坊島３－１９－６
箕面粟生間谷郵便局 562-0023 大阪府箕面市粟生間谷西２－６－１－１０３
箕面粟生外院郵便局 562-0025 大阪府箕面市粟生外院１－１１－２６
箕面小野原郵便局 562-0031 大阪府箕面市小野原東２－７－１３９

箕面繊維団地内郵便局 562-0035 大阪府箕面市船場東１－１－３８
箕面桜郵便局 562-0041 大阪府箕面市桜４－１３－５
箕面桜井郵便局 562-0043 大阪府箕面市桜井２－１１－５
箕面瀬川郵便局 562-0045 大阪府箕面市瀬川２－３－４６
箕面郵便局 562-8799 大阪府箕面市箕面６－５－３０

池田細河郵便局 563-0013 大阪府池田市中川原町１４４－３
池田伏尾台郵便局 563-0017 大阪府池田市伏尾台５－８－１

池田畑郵便局 563-0021 大阪府池田市畑１－３－１８
池田井口堂郵便局 563-0023 大阪府池田市井口堂２－５－１６
池田鉢塚郵便局 563-0024 大阪府池田市鉢塚３－３－３
池田五月丘郵便局 563-0029 大阪府池田市五月丘１－７－２
池田石橋郵便局 563-0032 大阪府池田市石橋１－４－２０
池田石橋四郵便局 563-0032 大阪府池田市石橋４－１０－２７
池田北豊島郵便局 563-0036 大阪府池田市豊島北２－１－１３
池田宇保郵便局 563-0042 大阪府池田市宇保町１１－１５
池田神田郵便局 563-0043 大阪府池田市神田１－３－１５
池田栄本町郵便局 563-0058 大阪府池田市栄本町６－２７
豊能ときわ台郵便局 563-0102 大阪府豊能郡豊能町ときわ台１－８－１３
豊能東ときわ台郵便局 563-0103 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台３－１－５

豊能光風台郵便局 563-0105 大阪府豊能郡豊能町新光風台１－２－１
歌垣郵便局 563-0113 大阪府豊能郡能勢町倉垣６６５－３
地黄郵便局 563-0199 大阪府豊能郡能勢町地黄３１３
豊能郵便局 563-0299 大阪府豊能郡豊能町余野１７２－４
西能勢郵便局 563-0399 大阪府豊能郡能勢町森上３６－１
池田郵便局 563-8799 大阪府池田市城南２－１－１
吹田郵便局 564-8799 大阪府吹田市穂波町４－１

吹田千里郵便局 565-8799 大阪府吹田市津雲台７－２－Ｄ－１０１
摂津香露園郵便局 566-0034 大阪府摂津市香露園１－３３



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪 摂津郵便局 566-8799 大阪府摂津市東正雀１９－１

茨木郵便局 567-8799 大阪府茨木市中穂積１－１－４０
高槻北郵便局 569-1199 大阪府高槻市別所新町４－１
高槻郵便局 569-8799 大阪府高槻市中川町１－１

守口大久保郵便局 570-0012 大阪府守口市大久保町５－１６－３１
守口郵便局 570-8799 大阪府守口市日吉町２－５－２

門真下島郵便局 571-0075 大阪府門真市下島町２１－２
門真郵便局 571-8799 大阪府門真市一番町４－８

寝屋川池田北郵便局 572-0073 大阪府寝屋川市池田北町４１－９
寝屋川高宮郵便局 572-0847 大阪府寝屋川市高宮新町２２－１

寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町４－５
枚方松丘郵便局 573-0012 大阪府枚方市松丘町１８－２３
枚方東郵便局 573-0199 大阪府枚方市津田北町２－２－１

枚方牧野駅前郵便局 573-1146 大阪府枚方市牧野阪２－８－４
枚方北郵便局 573-1199 大阪府枚方市牧野北町５－２０
枚方郵便局 573-8799 大阪府枚方市大垣内町２－１０－５

大東新町郵便局 574-0037 大阪府大東市新町１４－１７
大東郵便局 574-8799 大阪府大東市曙町３－２０
四條畷郵便局 575-8799 大阪府四條畷市中野本町２５－２０
交野星田郵便局 576-0016 大阪府交野市星田５－１５－１８
交野郵便局 576-8799 大阪府交野市私部３－２－２５

東大阪荒本郵便局 577-0024 大阪府東大阪市荒本西４－３－３１
東大阪永和郵便局 577-0809 大阪府東大阪市永和２－２３－１７

布施郵便局 577-8799 大阪府東大阪市永和２－３－５
東大阪吉田駅前郵便局 578-0903 大阪府東大阪市今米１－２－１
東大阪若江北郵便局 578-0945 大阪府東大阪市若江北町１－１７－１５

河内郵便局 578-8799 大阪府東大阪市菱江１－１４－２９
東大阪豊浦郵便局 579-8031 大阪府東大阪市豊浦町１３－１２

枚岡郵便局 579-8799 大阪府東大阪市鷹殿町１９－７
松原駅前郵便局 580-0016 大阪府松原市上田３－６－１

松原郵便局 580-8799 大阪府松原市上田１－１－１０
八尾久宝寺郵便局 581-0001 大阪府八尾市末広町４－４－１２
八尾亀井郵便局 581-0066 大阪府八尾市北亀井町２－２－１４

八尾郵便局 581-8799 大阪府八尾市陽光園１－５－５
柏原上市郵便局 582-0007 大阪府柏原市上市３－１２－２２

柏原郵便局 582-8799 大阪府柏原市大正３－１－３０
羽曳野野々上郵便局 583-0871 大阪府羽曳野市野々上４－３－１２

藤井寺郵便局 583-8799 大阪府藤井寺市藤ケ丘３－１１－１４
富田林小金台郵便局 584-0083 大阪府富田林市小金台３－１－１

富田林郵便局 584-8799 大阪府富田林市甲田１－３－１６
河内長野青葉台郵便局 586-0068 大阪府河内長野市北青葉台２－１５

河内長野郵便局 586-8799 大阪府河内長野市喜多町１５４
美原黒山郵便局 587-0002 大阪府堺市美原区黒山４２２－１
美原丹上郵便局 587-0011 大阪府堺市美原区丹上３９４

美原さつき野郵便局 587-0032 大阪府堺市美原区さつき野東１－１－１０
美原余部郵便局 587-0051 大阪府堺市美原区北余部５２
美原郵便局 587-8799 大阪府堺市美原区黒山３１－６

狭山駅前郵便局 589-0008 大阪府大阪狭山市池尻自由丘２－２－１２
大阪狭山郵便局 589-8799 大阪府大阪狭山市岩室１－４０１－５
堺錦綾郵便局 590-0006 大阪府堺市堺区錦綾町２－４－１
堺香ヶ丘郵便局 590-0011 大阪府堺市堺区香ケ丘町１－１４－２０
堺浅香山郵便局 590-0012 大阪府堺市堺区浅香山町３－１－１
堺三国ヶ丘郵便局 590-0022 大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町５－３－２
堺向陵中町郵便局 590-0024 大阪府堺市堺区向陵中町４－１－５
堺向陵東郵便局 590-0025 大阪府堺市堺区向陵東町２－７－１１
堺七条郵便局 590-0042 大阪府堺市堺区七条通４－２４
堺一条郵便局 590-0048 大阪府堺市堺区一条通１－１
堺永代郵便局 590-0065 大阪府堺市堺区永代町１－１－２０
堺東駅前郵便局 590-0074 大阪府堺市堺区北花田口町３－２－２７
泉北宮山台郵便局 590-0101 大阪府堺市南区宮山台３－１－３
泉北竹城台郵便局 590-0105 大阪府堺市南区竹城台３－２－８
泉北泉ヶ丘郵便局 590-0105 大阪府堺市南区竹城台１－１－２
泉北三原台郵便局 590-0111 大阪府堺市南区三原台３－１－１
泉北晴美台郵便局 590-0113 大阪府堺市南区晴美台１－３０－１４
泉北槙塚台郵便局 590-0114 大阪府堺市南区槇塚台３－１－１２
泉北茶山台郵便局 590-0115 大阪府堺市南区茶山台３－２２－１８
泉北高倉台郵便局 590-0117 大阪府堺市南区高倉台３－２－１５
泉北栂郵便局 590-0132 大阪府堺市南区原山台２－２－１

泉北庭代台郵便局 590-0133 大阪府堺市南区庭代台２－９－２０
泉北御池台郵便局 590-0134 大阪府堺市南区御池台３－１－２
泉北城山台郵便局 590-0137 大阪府堺市南区城山台２－２－２０
泉北鴨谷台郵便局 590-0138 大阪府堺市南区鴨谷台２－５－１
泉北桃山台郵便局 590-0141 大阪府堺市南区桃山台３－１－１
泉北新桧尾台郵便局 590-0143 大阪府堺市南区新檜尾台３－６－１６
泉北赤坂台郵便局 590-0144 大阪府堺市南区赤坂台２－５－３－１０１
堺野々井郵便局 590-0155 大阪府堺市南区野々井１１７－１

泉北郵便局 590-0199 大阪府堺市南区若松台３－１－３
熊取郵便局 590-0499 大阪府泉南郡熊取町紺屋２－２７－１



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪 泉南郵便局 590-0599 大阪府泉南市樽井７－２６－１

堺旭ケ丘郵便局 590-0807 大阪府堺市堺区旭ケ丘南町３－２－３２
堺神石郵便局 590-0812 大阪府堺市堺区霞ケ丘町１－２－２９
堺東湊郵便局 590-0820 大阪府堺市堺区高砂町１－１６－７
堺協和郵便局 590-0822 大阪府堺市堺区協和町２－６１
堺出島郵便局 590-0833 大阪府堺市堺区出島海岸通１－１６－２０
堺湊郵便局 590-0835 大阪府堺市堺区西湊町４－６－１
堺三宝郵便局 590-0906 大阪府堺市堺区三宝町４－２５６－６
堺七道郵便局 590-0911 大阪府堺市堺区七道西町１２－１１－１－１０７
堺柳之町郵便局 590-0930 大阪府堺市堺区柳之町西１－１－２
堺材木町郵便局 590-0942 大阪府堺市堺区材木町東３－２－３
堺宿院郵便局 590-0958 大阪府堺市堺区宿院町西３－２－１

堺南旅籠町郵便局 590-0966 大阪府堺市堺区南半町東２－１－３２
堺大浜郵便局 590-0974 大阪府堺市堺区大浜北町２－２－１０
堺海山郵便局 590-0982 大阪府堺市堺区海山町５－１９８
堺戎島郵便局 590-0985 大阪府堺市堺区戎島町１－３４－２

南海堺駅内郵便局 590-0985 大阪府堺市堺区戎島町３－２２－１
堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６

堺北花田郵便局 591-8002 大阪府堺市北区北花田町３－１７－７
堺蔵前郵便局 591-8004 大阪府堺市北区蔵前町１－１－３
堺宮本郵便局 591-8006 大阪府堺市北区宮本町７７－３

堺東浅香山郵便局 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町２－３５２
堺南花田郵便局 591-8011 大阪府堺市北区南花田町１８７－４
堺北八下郵便局 591-8013 大阪府堺市北区野遠町５５７－３
堺新金岡五郵便局 591-8021 大阪府堺市北区新金岡町５－１－５

堺金田郵便局 591-8022 大阪府堺市北区金岡町２２５１
堺中百舌鳥郵便局 591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町６－１０５１－１６
堺長曽根郵便局 591-8025 大阪府堺市北区長曽根町１２１３
百舌鳥郵便局 591-8031 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町５－４１３

堺百舌鳥梅町郵便局 591-8032 大阪府堺市北区百舌鳥梅町３－４３－１
堺赤畑町郵便局 591-8037 大阪府堺市北区百舌鳥赤畑町３－１９３
堺東雲郵便局 591-8041 大阪府堺市北区東雲東町１－７－３

堺東三国ヶ丘郵便局 591-8046 大阪府堺市北区東三国ケ丘町５－６－２
堺金岡郵便局 591-8799 大阪府堺市北区新金岡町４－１－１

高石東羽衣郵便局 592-0003 大阪府高石市東羽衣７－２－１０
高石千代田郵便局 592-0005 大阪府高石市千代田６－１０－８

高石郵便局 592-0005 大阪府高石市千代田１－１６－６
高石加茂郵便局 592-0011 大阪府高石市加茂２－２９－２１
高石富木郵便局 592-0013 大阪府高石市取石２－２－３３
高石綾園郵便局 592-0014 大阪府高石市綾園３－１２－３４
堺浜寺石津郵便局 592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中３－１３－１８
堺浜寺船尾郵便局 592-8342 大阪府堺市西区浜寺船尾町西１－２５４
堺浜寺昭和郵便局 592-8345 大阪府堺市西区浜寺昭和町２－２６９－１
諏訪ノ森郵便局 592-8348 大阪府堺市西区浜寺諏訪森町中３－２４４－１１

浜寺郵便局 592-8799 大阪府高石市羽衣２－３－２０
堺上野芝郵便局 593-8301 大阪府堺市西区上野芝町３－３－１２
堺北条郵便局 593-8302 大阪府堺市西区北条町１－３６－２
堺家原寺郵便局 593-8304 大阪府堺市西区家原寺町２－７－３２
堺上郵便局 593-8311 大阪府堺市西区上２４８－３
堺万崎郵便局 593-8312 大阪府堺市西区草部１０９４－７
福泉郵便局 593-8312 大阪府堺市西区草部１４０９－１
堺鳳東郵便局 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町５－４５６－６
堺鳳南郵便局 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町２－１０２－５
堺鳳西郵便局 593-8326 大阪府堺市西区鳳西町３－９－５
鳳千種郵便局 593-8327 大阪府堺市西区鳳中町２－５２
鳳郵便局 593-8799 大阪府堺市西区津久野町１－７－９
和泉郵便局 594-8799 大阪府和泉市いぶき野５－４－１

泉大津森郵便局 595-0007 大阪府泉大津市助松団地１－１
泉大津曽根郵便局 595-0011 大阪府泉大津市曽根町３－８－１
泉大津豊中郵便局 595-0023 大阪府泉大津市豊中町１－７－２３
泉大津池浦郵便局 595-0024 大阪府泉大津市池浦町４－３－１１
泉大津我孫子郵便局 595-0024 大阪府泉大津市池浦町２－１１－２４
泉大津虫取郵便局 595-0037 大阪府泉大津市虫取町１－１１－１２
泉大津上之町郵便局 595-0046 大阪府泉大津市上之町４－３
泉大津田中郵便局 595-0062 大阪府泉大津市田中町９－１７
泉大津助松郵便局 595-0071 大阪府泉大津市助松町３－２－４３

東忠岡郵便局 595-0804 大阪府泉北郡忠岡町馬瀬２－２－６
忠岡郵便局 595-0813 大阪府泉北郡忠岡町忠岡南１－４－８
泉大津郵便局 595-8799 大阪府泉大津市小松町１－８５
岸和田郵便局 596-8799 大阪府岸和田市沼町３３－３３
貝塚郵便局 597-8799 大阪府貝塚市海塚３０８－１
泉佐野郵便局 598-8799 大阪府泉佐野市上町２－８－４５
阪南郵便局 599-0299 大阪府阪南市黒田２４２－２
堺菩提郵便局 599-8103 大阪府堺市東区菩提町３－１２－３
堺引野郵便局 599-8104 大阪府堺市東区引野町３－８２
堺白鷺郵便局 599-8107 大阪府堺市東区白鷺町２－３－２５

堺日置荘西町郵便局 599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町６－３－１５
堺日置荘郵便局 599-8114 大阪府堺市東区日置荘西町２－２７－２５



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪 堺登美丘郵便局 599-8122 大阪府堺市東区丈六１７１－１７

堺南野田郵便局 599-8124 大阪府堺市東区南野田１－１３
堺大美野郵便局 599-8126 大阪府堺市東区大美野１５９－２１
堺福田郵便局 599-8127 大阪府堺市東区草尾３１３－５
堺大野芝郵便局 599-8233 大阪府堺市中区大野芝町１８７－７
堺深井沢郵便局 599-8236 大阪府堺市中区深井沢町２４８６－１０
堺土師郵便局 599-8238 大阪府堺市中区土師町３－１０－１２
堺福田西郵便局 599-8241 大阪府堺市中区福田８１５－６
堺田園郵便局 599-8246 大阪府堺市中区田園９４８－３
堺東山郵便局 599-8247 大阪府堺市中区東山７２２－５
堺八田西郵便局 599-8265 大阪府堺市中区八田西町２－６－４０
堺八田荘郵便局 599-8266 大阪府堺市中区毛穴町３２４－１０
堺深井郵便局 599-8272 大阪府堺市中区深井中町１８３８－３
堺小阪郵便局 599-8276 大阪府堺市中区小阪８６－１
堺中郵便局 599-8799 大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１

兵庫 神戸元町郵便局 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通１－８－１３
神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
神戸北郵便局 651-1199 兵庫県神戸市北区北五葉２－１－１５
神戸山田郵便局 651-1299 兵庫県神戸市北区松が枝町２－１－２
有野郵便局 651-1399 兵庫県神戸市北区藤原台北町６－１９

神戸竹の台郵便局 651-2274 兵庫県神戸市西区竹の台２－２０－５
神戸西郵便局 651-2299 兵庫県神戸市西区糀台５－１２－１
兵庫郵便局 652-8799 兵庫県神戸市兵庫区大開通２－２－１９
長田郵便局 653-8799 兵庫県神戸市長田区細田町７－１－１
須磨北郵便局 654-0199 兵庫県神戸市須磨区西落合１－１－１０
須磨郵便局 654-8799 兵庫県神戸市須磨区鷹取町２－１－１
垂水郵便局 655-8799 兵庫県神戸市垂水区星陵台１－４－２９
淡路灘郵便局 656-0551 兵庫県南あわじ市灘土生１８５
南淡郵便局 656-0599 兵庫県南あわじ市福良甲５１２－５４
広石郵便局 656-1335 兵庫県洲本市五色町広石下２０６１

淡路尾崎郵便局 656-1501 兵庫県淡路市尾崎１６３１－３
淡路山田郵便局 656-1553 兵庫県淡路市山田乙２６－１

佐野郵便局 656-2299 兵庫県淡路市佐野１６５５－５
洲本郵便局 656-8799 兵庫県洲本市本町３－１－３４
灘郵便局 657-8799 兵庫県神戸市灘区大石東町３－２－８
東灘郵便局 658-8799 兵庫県神戸市東灘区住吉東町２－２－１７

芦屋翠ケ丘郵便局 659-0014 兵庫県芦屋市翠ケ丘町１５－９
芦屋南宮郵便局 659-0024 兵庫県芦屋市南宮町１２－２０

芦屋打出小槌郵便局 659-0028 兵庫県芦屋市打出小槌町１３－９
芦屋高浜郵便局 659-0033 兵庫県芦屋市高浜町７－２－１０１
芦屋伊勢郵便局 659-0052 兵庫県芦屋市伊勢町４－２６
芦屋宮塚郵便局 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１－８
芦屋公光郵便局 659-0065 兵庫県芦屋市公光町４－２２
芦屋西山郵便局 659-0083 兵庫県芦屋市西山町１５－１４
芦屋東山郵便局 659-0091 兵庫県芦屋市東山町４－１０
芦屋駅前郵便局 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２－１－１１７

芦屋郵便局 659-8799 兵庫県芦屋市平田北町４－１３
尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通２－１１－１

尼崎大西郵便局 661-0025 兵庫県尼崎市立花町３－３６－１７
尼崎北郵便局 661-8799 兵庫県尼崎市南塚口町５－８－１

西宮新甲陽郵便局 662-0013 兵庫県西宮市新甲陽町３－９
西宮甲陽園郵便局 662-0018 兵庫県西宮市甲陽園山王町３－６３
西宮大社郵便局 662-0034 兵庫県西宮市西田町６－１６
西宮常磐郵便局 662-0043 兵庫県西宮市常磐町３－３１
西宮夙川郵便局 662-0051 兵庫県西宮市羽衣町１－３１

西宮苦楽園口郵便局 662-0074 兵庫県西宮市石刎町４－３
西宮樋ノ池郵便局 662-0084 兵庫県西宮市樋之池町１０－２６
西宮仁川郵便局 662-0811 兵庫県西宮市仁川町３－１４－１４
西宮甲東園郵便局 662-0812 兵庫県西宮市甲東園１－２－１２
関西学院前郵便局 662-0813 兵庫県西宮市上甲東園３－９－５
西宮丸橋郵便局 662-0831 兵庫県西宮市丸橋町８－２８
西宮北昭和郵便局 662-0833 兵庫県西宮市北昭和町２－５
西宮神明郵便局 662-0845 兵庫県西宮市神明町１－１７
西宮広田郵便局 662-0868 兵庫県西宮市中屋町６－６
西宮駅前郵便局 662-0911 兵庫県西宮市池田町１０－６
西宮本町郵便局 662-0914 兵庫県西宮市本町１２－２２
西宮鞍掛郵便局 662-0927 兵庫県西宮市久保町１１－２０

西宮マリナパーク郵便局 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜４－１４－２－１０１
西宮香枦園郵便局 662-0945 兵庫県西宮市川東町２－２２
西宮戎郵便局 662-0973 兵庫県西宮市田中町４－１０
西宮郵便局 662-8799 兵庫県西宮市和上町６－２８

西宮下大市郵便局 663-8004 兵庫県西宮市下大市東町６－３７
西宮段上郵便局 663-8006 兵庫県西宮市段上町８－１０－１８
西宮荒木郵便局 663-8025 兵庫県西宮市荒木町９－１７
西宮北口郵便局 663-8035 兵庫県西宮市北口町１－１－１０２
西宮瓦林郵便局 663-8107 兵庫県西宮市瓦林町２１－１５
上甲子園郵便局 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口３－２９－１１
甲子園口郵便局 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口２－３－２８



都道府県 局名 郵便番号 住所
兵庫 西宮小松郵便局 663-8124 兵庫県西宮市小松南町３－２－１５

西宮笠屋郵便局 663-8136 兵庫県西宮市笠屋町３－１７
西宮高須南郵便局 663-8141 兵庫県西宮市高須町１－２－１
西宮高須郵便局 663-8141 兵庫県西宮市高須町２－１－１９－１０１

西宮浜甲子園郵便局 663-8143 兵庫県西宮市枝川町１７－６
西宮南甲子園郵便局 663-8153 兵庫県西宮市南甲子園２－１７－２６

甲子園郵便局 663-8176 兵庫県西宮市甲子園六番町１５－１６
西宮若草郵便局 663-8181 兵庫県西宮市若草町２－８－３２
西宮鳴尾郵便局 663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町５－７－２１
西宮高松郵便局 663-8204 兵庫県西宮市高松町４－８
西宮今津郵便局 663-8215 兵庫県西宮市今津水波町１３－１９
西宮津門郵便局 663-8233 兵庫県西宮市津門川町１３－１７
西宮綾羽郵便局 663-8244 兵庫県西宮市津門綾羽町７－４３
西宮東郵便局 663-8799 兵庫県西宮市甲子園春風町５－１
伊丹郵便局 664-8799 兵庫県伊丹市中央６－２－１４
宝塚郵便局 665-8799 兵庫県宝塚市小浜３－１－２０
川西北郵便局 666-0199 兵庫県川西市東畦野２－８－１
猪名川郵便局 666-0299 兵庫県川辺郡猪名川町白金３－２－２
川西郵便局 666-8799 兵庫県川西市栄町１３－１８
八鹿郵便局 667-8799 兵庫県養父市八鹿町八鹿１８０９－２
豊岡郵便局 668-8799 兵庫県豊岡市泉町３－２７
三田郵便局 669-1399 兵庫県三田市天神１－５－２０
篠山郵便局 669-2399 兵庫県篠山市北新町９９
鴨庄郵便局 669-4317 兵庫県丹波市市島町上牧７２３－３
和田山郵便局 669-5299 兵庫県朝来市和田山町東谷１０５－１

姫路大野町郵便局 670-0868 兵庫県姫路市大野町１６－５
姫路立町郵便局 670-0903 兵庫県姫路市立町７６

姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町２１０
大塩郵便局 671-0103 兵庫県姫路市大塩町宮前８

姫路谷内郵便局 671-0208 兵庫県姫路市飾東町八重畑１９１－１
御着郵便局 671-0299 兵庫県姫路市御国野町御着７８３－２

姫路小松郵便局 671-1152 兵庫県姫路市広畑区小松町２－１６－４
太子郵便局 671-1599 兵庫県揖保郡太子町鵤１３９０－１

姫路書写郵便局 671-2201 兵庫県姫路市書写１０２２－６
飾西郵便局 671-2299 兵庫県姫路市飾西４１－３

播磨山崎郵便局 671-2599 兵庫県宍粟市山崎町山田２－１
姫路南郵便局 672-8799 兵庫県姫路市飾磨区中島１１３９－２９
明石明南郵便局 673-0001 兵庫県明石市明南町１－６－７
明石鳥羽郵便局 673-0005 兵庫県明石市小久保６－１３－１６
明石和坂郵便局 673-0011 兵庫県明石市西明石町５－１４－７
明石西新町郵便局 673-0023 兵庫県明石市西新町１－２１－５
明石貴崎郵便局 673-0037 兵庫県明石市貴崎２－１７－１
西明石駅前郵便局 673-0041 兵庫県明石市西明石南町２－１９－３
明石藤江郵便局 673-0046 兵庫県明石市藤が丘２－１７－２７
三木郵便局 673-0499 兵庫県三木市別所町小林宿谷北６５７－８

三木東自由が丘郵便局 673-0553 兵庫県三木市志染町東自由が丘２－５１３
明石太寺郵便局 673-0844 兵庫県明石市東野町１８７２－１４
明石松が丘郵便局 673-0862 兵庫県明石市松が丘２－３－３
明石朝霧駅前郵便局 673-0870 兵庫県明石市朝霧南町２－２３２
明石東仲ノ町郵便局 673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町３－２５

社郵便局 673-1499 兵庫県加東市社１７３８－６７
明石郵便局 673-8799 兵庫県明石市樽屋町１－７

明石山手台郵便局 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪１７０７－４
明石高丘郵便局 674-0057 兵庫県明石市大久保町高丘３－３－９３－１０１
明石大久保郵便局 674-0058 兵庫県明石市大久保町駅前１－１８－１２
明石八木郵便局 674-0062 兵庫県明石市大久保町谷八木１１９１－１３６

明石江井ケ島郵便局 674-0064 兵庫県明石市大久保町江井島７５１
明石森田郵便局 674-0067 兵庫県明石市大久保町大久保町４５０－４

オーズタウン郵便局 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通１－２－３－５－１０２
魚住郵便局 674-0072 兵庫県明石市魚住町長坂寺７３０

明石二見北郵便局 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見１５７－１４
明石西郵便局 674-8799 兵庫県明石市魚住町錦が丘４－２－２２

加古川北芳苑郵便局 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１７１５－１
平岡郵便局 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家３８６－１

加古川北野郵便局 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－１１２
加古川別府郵便局 675-0127 兵庫県加古川市別府町石町２３－２
播磨本荘郵便局 675-0143 兵庫県加古郡播磨町宮北１－２－２３
播磨辻ケ内郵便局 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘３－７－２３
土山駅前郵便局 675-0151 兵庫県加古郡播磨町野添１６９９－１０
加古川東郵便局 675-0199 兵庫県加古川市平岡町一色三ツ池７９７－３１０

母里郵便局 675-1116 兵庫県加古郡稲美町蛸草７５９－５
稲美郵便局 675-1199 兵庫県加古郡稲美町加古１８１７－４

小野本町郵便局 675-1374 兵庫県小野市本町１－６３－１０
小野郵便局 675-1399 兵庫県小野市王子町山ノ下１５
中野郵便局 675-2102 兵庫県加西市中野町１３２９－４
加西郵便局 675-2399 兵庫県加西市北条町横尾１５０－５
在田郵便局 675-2434 兵庫県加西市上野町２０
加古川郵便局 675-8799 兵庫県加古川市加古川町北在家２５７８



都道府県 局名 郵便番号 住所
兵庫 高砂郵便局 676-8799 兵庫県高砂市荒井町御旅２－６－１５

西脇東本町郵便局 677-0044 兵庫県西脇市上野芝添３７１－５
西脇郵便局 677-8799 兵庫県西脇市野村町１７９６－４８１
赤穂郵便局 678-0299 兵庫県赤穂市加里屋駅前町６４－１
上郡郵便局 678-1299 兵庫県赤穂郡上郡町大持１４２－１
相生郵便局 678-8799 兵庫県相生市垣内町２－４
香寺郵便局 679-2199 兵庫県姫路市香寺町香呂７６－１
市川郵便局 679-2399 兵庫県神崎郡市川町甘地１７８－３
龍野郵便局 679-4199 兵庫県たつの市龍野町富永４５２－５
林田郵便局 679-4299 兵庫県姫路市林田町林谷５８２－１
佐用郵便局 679-5399 兵庫県佐用郡佐用町佐用２９００－１

奈良 生駒あすか野郵便局 630-0133 奈良県生駒市あすか野南２－１－１３
生駒本町郵便局 630-0256 奈良県生駒市本町９－１６

生駒郵便局 630-0299 奈良県生駒市谷田町１２３４－１
東山郵便局 630-2299 奈良県山辺郡山添村峰寺１０５－１２

奈良市役所内郵便局 630-8012 奈良県奈良市二条大路南１－１－１
奈良東向郵便局 630-8214 奈良県奈良市東向北町２４
奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町５－３－３
奈良富雄郵便局 631-0078 奈良県奈良市富雄元町２－６－３３

奈良ファミリー内郵便局 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１
奈良西郵便局 631-8799 奈良県奈良市学園北２－３－２

天理親里館郵便局 632-0015 奈良県天理市三島町４２９－１－１
染田郵便局 632-0299 奈良県宇陀市室生染田１４－１
天理郵便局 632-8799 奈良県天理市川原城町２９６－５
三輪郵便局 633-0001 奈良県桜井市三輪５４３－１

桜井忍阪郵便局 633-0005 奈良県桜井市忍阪１６３１
朝倉郵便局 633-0017 奈良県桜井市慈恩寺２４－１
安倍郵便局 633-0054 奈良県桜井市阿部６２６－３

桜井戒重郵便局 633-0064 奈良県桜井市戒重３４７－５
桜井大泉郵便局 633-0076 奈良県桜井市大泉３５２－６

纒向郵便局 633-0082 奈良県桜井市巻野内２５０－６
桜井西本町郵便局 633-0091 奈良県桜井市桜井２５９－１
桜井北本町郵便局 633-0091 奈良県桜井市桜井１４１－１
桜井薬師郵便局 633-0091 奈良県桜井市桜井５７０－６
上之郷郵便局 633-0101 奈良県桜井市小夫３１８２－１
初瀬郵便局 633-0112 奈良県桜井市初瀬８７０

榛原天満台西郵便局 633-0206 奈良県宇陀市榛原天満台西２－１－２
榛原高井郵便局 633-0212 奈良県宇陀市榛原高井４６１－３
榛原新町郵便局 633-0253 奈良県宇陀市榛原萩原２４４８－２
大和榛原郵便局 633-0299 奈良県宇陀市榛原下井足９０－１
三本松郵便局 633-0399 奈良県宇陀市室生三本松１９０８－１
室生郵便局 633-0499 奈良県宇陀市室生１３２３－１
山粕郵便局 633-1216 奈良県宇陀郡曽爾村山粕１２９９－１
曽爾郵便局 633-1299 奈良県宇陀郡曽爾村葛８２９－２
御杖郵便局 633-1399 奈良県宇陀郡御杖村菅野２４６２
大宇陀郵便局 633-2199 奈良県宇陀市大宇陀拾生８７５－３
菟田野郵便局 633-2299 奈良県宇陀市菟田野古市場３５０－１
桜井郵便局 633-8799 奈良県桜井市粟殿４７４－３

橿原新賀郵便局 634-0006 奈良県橿原市新賀町２７５－１７
橿原新口郵便局 634-0007 奈良県橿原市葛本町２６８－９
香久山郵便局 634-0011 奈良県橿原市出垣内町５３－２
耳成郵便局 634-0014 奈良県橿原市石原田町３１７

橿原城殿郵便局 634-0033 奈良県橿原市城殿町３４６－３
橿原菖蒲郵便局 634-0042 奈良県橿原市菖蒲町３－３－１１
橿原白橿郵便局 634-0051 奈良県橿原市白橿町２－３１－１７

畝傍郵便局 634-0063 奈良県橿原市久米町９０９－２
明日香平田郵便局 634-0144 奈良県高市郡明日香村平田１３８－３

明日香郵便局 634-0199 奈良県高市郡明日香村岡５４－２
今井郵便局 634-0812 奈良県橿原市今井町２－８－２３

橿原四条郵便局 634-0813 奈良県橿原市四条町２８６－１
橿原新沢郵便局 634-0824 奈良県橿原市一町１４３２－１
橿原曽我郵便局 634-0831 奈良県橿原市曽我町８９５－３０

金橋郵便局 634-0835 奈良県橿原市東坊城町５３０－６
小槻郵便局 634-0844 奈良県橿原市土橋町１５８－３
橿原郵便局 634-8799 奈良県橿原市八木町１－９－２０

大和高田日之出郵便局 635-0023 奈良県大和高田市日之出東本町３－１６
大和高田旭北郵便局 635-0036 奈良県大和高田市旭北町５－５

天満郵便局 635-0051 奈良県大和高田市根成柿５２５－１
大和高田曽大根郵便局 635-0056 奈良県大和高田市甘田町７－１９
大和高田築山郵便局 635-0071 奈良県大和高田市築山７８９－５

陵西郵便局 635-0074 奈良県大和高田市市場２７９
大和高田片塩郵便局 635-0085 奈良県大和高田市片塩町５－１
大和高田北本町郵便局 635-0097 奈良県大和高田市北本町５－１３

市尾郵便局 635-0123 奈良県高市郡高取町市尾９７２－５
高取土佐郵便局 635-0152 奈良県高市郡高取町上土佐３５－２

高取郵便局 635-0199 奈良県高市郡高取町観覚寺１４６９
箸尾郵便局 635-0805 奈良県北葛城郡広陵町萱野６７５－３
瀬南郵便局 635-0814 奈良県北葛城郡広陵町南郷９２９



都道府県 局名 郵便番号 住所
奈良 広陵疋相郵便局 635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相１２１－１７

広陵真美ケ丘北郵便局 635-0831 奈良県北葛城郡広陵町馬見北６－１－６
広陵真美ケ丘南郵便局 635-0833 奈良県北葛城郡広陵町馬見南２－５－１２

大和高田郵便局 635-8799 奈良県大和高田市神楽２－７－４６
王寺駅前郵便局 636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度２－３－１－１０１

畠田郵便局 636-0021 奈良県北葛城郡王寺町畠田８－１５１０
河合郵便局 636-0051 奈良県北葛城郡河合町川合７８７－２

西大和高塚台郵便局 636-0071 奈良県北葛城郡河合町高塚台３－４－１
西大和星和台郵便局 636-0081 奈良県北葛城郡河合町星和台１－９－２４

竜田郵便局 636-0153 奈良県生駒郡斑鳩町龍田南３－３－３８
川西結崎郵便局 636-0202 奈良県磯城郡川西町結崎５８９－３

川西郵便局 636-0204 奈良県磯城郡川西町唐院４２８－１
三宅郵便局 636-0213 奈良県磯城郡三宅町伴堂７２－３

田原本法貴寺郵便局 636-0222 奈良県磯城郡田原本町法貴寺４９４－２
味間郵便局 636-0245 奈良県磯城郡田原本町味間１６３－８

田原本市町郵便局 636-0332 奈良県磯城郡田原本町６４３－２
田原本郵便局 636-0399 奈良県磯城郡田原本町十六面３０－１
三郷立野郵便局 636-0822 奈良県生駒郡三郷町立野南２－１１－７
平群西宮郵便局 636-0914 奈良県生駒郡平群町西宮３－８－１０
平群郵便局 636-0932 奈良県生駒郡平群町吉新２－４－４

平群緑ケ丘郵便局 636-0941 奈良県生駒郡平群町緑ケ丘１－１－１９
王寺郵便局 636-8799 奈良県北葛城郡王寺町王寺１－１－１２

五條今井郵便局 637-0004 奈良県五條市今井４－３－１４
五條須恵郵便局 637-0005 奈良県五條市須恵１－７－４
北宇智郵便局 637-0014 奈良県五條市住川町８１３
大阿太郵便局 637-0021 奈良県五條市東阿田町２８２－１
野原郵便局 637-0036 奈良県五條市野原西２－１１－３０
坂合部郵便局 637-0061 奈良県五條市中町６６
五條二見郵便局 637-0071 奈良県五條市二見４－３－３２
五條田園郵便局 637-0093 奈良県五條市田園３－３－１４
賀名生郵便局 637-0116 奈良県五條市西吉野町和田１８２－１
立川渡郵便局 637-0222 奈良県五條市西吉野町立川渡８６－４
宗桧郵便局 637-0299 奈良県五條市西吉野町阪巻２－１
阪本郵便局 637-0417 奈良県五條市大塔町阪本５４２－１６
辻堂郵便局 637-0499 奈良県五條市大塔町辻堂３７
風屋郵便局 637-1299 奈良県吉野郡十津川村風屋６８０－１
折立郵便局 637-1499 奈良県吉野郡十津川村折立２６０－２
平谷郵便局 637-1599 奈良県吉野郡十津川村平谷４２８－３
五條郵便局 637-8799 奈良県五條市須恵３－８－３０
洞川郵便局 638-0499 奈良県吉野郡天川村洞川３３３－１３

大淀越部郵便局 638-0803 奈良県吉野郡大淀町越部１６４３－３
大淀下渕郵便局 638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕１５６

下市郵便局 638-8799 奈良県吉野郡下市町下市４８９
西大和片岡台郵便局 639-0201 奈良県北葛城郡上牧町片岡台１－１－７
西大和まきのは郵便局 639-0205 奈良県北葛城郡上牧町下牧１－６－３１

香芝西真美郵便局 639-0222 奈良県香芝市西真美３－１１－８
香芝真美ケ丘郵便局 639-0223 奈良県香芝市真美ヶ丘６－１０

香芝別所郵便局 639-0224 奈良県香芝市別所１０２５－１
香芝五位堂郵便局 639-0226 奈良県香芝市五位堂５－３１７－５
香芝二上郵便局 639-0245 奈良県香芝市畑４－５４７
香芝関屋郵便局 639-0255 奈良県香芝市関屋９３２－３

香芝郵便局 639-0299 奈良県香芝市下田西２－２－１０
近鉄郡山駅前郵便局 639-1013 奈良県大和郡山市朝日町２３９－１３

昭和郵便局 639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町６０７－４
大和郡山郵便局 639-1199 奈良県大和郡山市杉町２５０－３
新庄疋田郵便局 639-2101 奈良県葛城市疋田１４０－１０

新庄郵便局 639-2113 奈良県葛城市北花内７３４－３
忍海郵便局 639-2123 奈良県葛城市忍海２６２－６
長尾郵便局 639-2164 奈良県葛城市長尾３８８－１

御所寺内郵便局 639-2236 奈良県御所市１４１５－３
御所掖上郵便局 639-2244 奈良県御所市柏原１２７５－４
御所葛郵便局 639-2251 奈良県御所市戸毛１１７８

御所吉野口郵便局 639-2254 奈良県御所市古瀬３８５－３
御所葛城郵便局 639-2264 奈良県御所市五百家２８５－３

御所郵便局 639-2299 奈良県御所市７１－３
御所柳田郵便局 639-2305 奈良県御所市柳田町３－７
御所大正郵便局 639-2312 奈良県御所市櫛羅１３３

名柄郵便局 639-2327 奈良県御所市増４８－１
竜門郵便局 639-3103 奈良県吉野郡吉野町平尾１５－２

吉野上市郵便局 639-3111 奈良県吉野郡吉野町上市３０７
吉野山郵便局 639-3115 奈良県吉野郡吉野町吉野山５４８－２
六田郵便局 639-3126 奈良県吉野郡大淀町新野２４１－２
吉野郵便局 639-3199 奈良県吉野郡吉野町丹治１０９３
中竜門郵便局 639-3325 奈良県吉野郡吉野町柳１４３４－１
新子郵便局 639-3433 奈良県吉野郡吉野町新子２８７－５

吉野宮滝郵便局 639-3443 奈良県吉野郡吉野町宮滝２８４
大滝郵便局 639-3599 奈良県吉野郡川上村大滝３１
上北山郵便局 639-3799 奈良県吉野郡上北山村河合３５７－１



都道府県 局名 郵便番号 住所
奈良 下北山郵便局 639-3899 奈良県吉野郡下北山村寺垣内１０４５－２

野迫川郵便局 648-0399 奈良県吉野郡野迫川村北股１１１－１
和歌山 加太郵便局 640-0103 和歌山県和歌山市加太１２１１－３

和歌山宇治郵便局 640-8067 和歌山県和歌山市一筋目１８
和歌山井辺郵便局 640-8302 和歌山県和歌山市井辺１４４－１１０
和歌山狐島郵便局 640-8416 和歌山県和歌山市島橋北ノ丁１－１０
和歌山松江西郵便局 640-8424 和歌山県和歌山市松江西１－３－２２
和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁４
和歌山堀止郵便局 641-0041 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁１－６
和歌山南郵便局 641-8799 和歌山県和歌山市和歌川町５－１６

海南郵便局 642-8799 和歌山県海南市船尾２００
湯浅郵便局 643-8799 和歌山県有田郡湯浅町湯浅１５２０－１
崎ノ原郵便局 644-0216 和歌山県日高郡印南町崎ノ原２７５－８
御坊郵便局 644-8799 和歌山県御坊市薗３０１－５
南部郵便局 645-8799 和歌山県日高郡みなべ町芝４４７－１
田辺郵便局 646-8799 和歌山県田辺市中屋敷町１－９
新宮郵便局 647-8799 和歌山県新宮市伊佐田町２－１－１８
橋本郵便局 648-8799 和歌山県橋本市市脇５－４－２２
箕島郵便局 649-0399 和歌山県有田市箕島２６３－２
串本郵便局 649-3599 和歌山県東牟婁郡串本町串本２３７７
田原郵便局 649-4112 和歌山県東牟婁郡串本町田原４２６

紀伊勝浦郵便局 649-5399 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地７－１０－１
岩出郵便局 649-6299 和歌山県岩出市清水３５７

かつらぎ笠田郵便局 649-7161 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東６６２－１
かつらぎ郵便局 649-7199 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町５０

鳥取 鳥取東町郵便局 680-0011 鳥取県鳥取市東町２－２０５－２
鳥取湯所郵便局 680-0021 鳥取県鳥取市材木町３０１
鳥取本町郵便局 680-0031 鳥取県鳥取市本町３－２０１
鳥取大工町郵便局 680-0045 鳥取県鳥取市大工町頭１７
鳥取立川郵便局 680-0061 鳥取県鳥取市立川町３－４０５
鳥取岩倉郵便局 680-0081 鳥取県鳥取市岩倉４６４－１
国府郵便局 680-0146 鳥取県鳥取市国府町町屋２５５－６
中河原郵便局 680-0223 鳥取県鳥取市国府町中河原７１－２
中私都郵便局 680-0311 鳥取県八頭郡八頭町市場１５３－５
下私都郵便局 680-0435 鳥取県八頭郡八頭町大坪７２－４
船岡郵便局 680-0471 鳥取県八頭郡八頭町船岡５６２－４
郡家郵便局 680-0499 鳥取県八頭郡八頭町郡家５９２－１８
八頭郵便局 680-0521 鳥取県八頭郡八頭町安井宿４７１－１
八東郵便局 680-0531 鳥取県八頭郡八頭町才代１５１－１５
丹比郵便局 680-0699 鳥取県八頭郡八頭町北山５７－２
池田郵便局 680-0731 鳥取県八頭郡若桜町岩屋堂１１３－１
若桜郵便局 680-0799 鳥取県八頭郡若桜町若桜３４０－１
鳥取寿郵便局 680-0813 鳥取県鳥取市寿町３１１
鳥取瓦町郵便局 680-0821 鳥取県鳥取市瓦町６５２－１
鳥取栄町郵便局 680-0831 鳥取県鳥取市栄町１０７
鳥取吉方郵便局 680-0841 鳥取県鳥取市吉方温泉３－７０６
鳥取富安郵便局 680-0845 鳥取県鳥取市富安１－２１７－２
賀露郵便局 680-0909 鳥取県鳥取市賀露町南６－４－３４

鳥取大正郵便局 680-0921 鳥取県鳥取市古海７４８－６
鳥取湖山北郵便局 680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北６－２３５

湖山郵便局 680-0945 鳥取県鳥取市湖山町南１－６３７
神戸郵便局 680-1155 鳥取県鳥取市中砂見２８７－１
美穂郵便局 680-1167 鳥取県鳥取市上味野３４５－２

因幡西郷郵便局 680-1225 鳥取県鳥取市河原町牛戸１６－４
散岐郵便局 680-1243 鳥取県鳥取市河原町佐貫神田７５７－１
河原郵便局 680-1299 鳥取県鳥取市河原町河原７８－８
豊実郵便局 680-1413 鳥取県鳥取市野坂１５３－１

鳥取明治郵便局 680-1423 鳥取県鳥取市松上１６９－３
吉岡郵便局 680-1442 鳥取県鳥取市吉岡温泉町１３３－１

鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１
岩美郵便局 681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富１０４８－３

岩美岩井郵便局 681-0024 鳥取県岩美郡岩美町岩井３３１
岩美蒲生郵便局 681-0031 鳥取県岩美郡岩美町蒲生２１２７－７
岩美院内郵便局 681-0054 鳥取県岩美郡岩美町院内５４９－６
岩美大谷郵便局 681-0073 鳥取県岩美郡岩美町大谷６１８
倉吉福庭郵便局 682-0018 鳥取県倉吉市福庭町１－４６
倉吉上井一郵便局 682-0022 鳥取県倉吉市上井町１－１６８
三朝温泉郵便局 682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝９６８－１

三朝郵便局 682-0199 鳥取県東伯郡三朝町大瀬１２０３－１
穴鴨郵便局 682-0303 鳥取県東伯郡三朝町穴鴨２０１－１
関金郵便局 682-0411 鳥取県倉吉市関金町関金宿１８８－５
山守郵便局 682-0422 鳥取県倉吉市関金町堀１８９８－７
高城郵便局 682-0602 鳥取県倉吉市上米積広田１０７４－４
はわい郵便局 682-0702 鳥取県東伯郡湯梨浜町橋津７２６－７

はわい長瀬郵便局 682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留２７－２
倉吉西倉吉郵便局 682-0851 鳥取県倉吉市西倉吉町朝日８－２２
倉吉越殿町郵便局 682-0867 鳥取県倉吉市越殿町１５６１－４
倉吉大正郵便局 682-0871 鳥取県倉吉市旭田町２１－３



都道府県 局名 郵便番号 住所
鳥取 倉吉灘手郵便局 682-0904 鳥取県倉吉市尾原５００－２２

倉吉上小鴨郵便局 682-0934 鳥取県倉吉市上古川１３１－１５
倉吉横田郵便局 682-0946 鳥取県倉吉市横田４１５－２
倉吉郵便局 682-8799 鳥取県倉吉市昭和町２－１２９

米子皆生郵便局 683-0001 鳥取県米子市皆生温泉４－２２－４３
米子車尾郵便局 683-0006 鳥取県米子市車尾２－１８－３６
五千石郵便局 683-0013 鳥取県米子市諏訪５９－９
米子永江郵便局 683-0014 鳥取県米子市永江５６０－２
米子石井郵便局 683-0021 鳥取県米子市石井７００－７
米子博労町郵便局 683-0052 鳥取県米子市博労町１－４６－２
米子道笑町三郵便局 683-0064 鳥取県米子市道笑町３－１１０

米子元町サンロード郵便局 683-0066 鳥取県米子市日野町１５４
大篠津郵便局 683-0101 鳥取県米子市大篠津町２００１－１
富益郵便局 683-0103 鳥取県米子市富益町１２２４－３
崎津郵便局 683-0104 鳥取県米子市大崎１７００
会見郵便局 683-0201 鳥取県西伯郡南部町天萬６６６－１

西伯天津郵便局 683-0301 鳥取県西伯郡南部町東町１
東長田郵便局 683-0335 鳥取県西伯郡南部町中４４６－２
西伯郵便局 683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺３２５－２

米子西福原郵便局 683-0805 鳥取県米子市西福原６－１９－１６
米子しんまち郵便局 683-0805 鳥取県米子市西福原２－１－４０

米子錦町郵便局 683-0811 鳥取県米子市錦町３－６８－７
米子角盤町郵便局 683-0812 鳥取県米子市角盤町１－３４
米子天神町郵便局 683-0821 鳥取県米子市天神町２－２８－３
米子加茂町郵便局 683-0823 鳥取県米子市加茂町２－６２
米子上後藤郵便局 683-0841 鳥取県米子市上後藤２－１－６
米子浜橋郵便局 683-0853 鳥取県米子市両三柳３４８８
米子彦名郵便局 683-0854 鳥取県米子市彦名町４５６９－１
米子郵便局 683-8799 鳥取県米子市弥生町１０

水木ロード郵便局 684-0004 鳥取県境港市大正町５７
境港東本町郵便局 684-0027 鳥取県境港市東本町３３－４
境港竹内郵便局 684-0043 鳥取県境港市竹内町７４７
境港中浜郵便局 684-0054 鳥取県境港市財ノ木町６６４－３
境港外江郵便局 684-0071 鳥取県境港市外江町２８０６－２
境港渡郵便局 684-0072 鳥取県境港市渡町１２８５
境港郵便局 684-8799 鳥取県境港市上道町３３０８
福部郵便局 689-0102 鳥取県鳥取市福部町細川６６８
末恒郵便局 689-0201 鳥取県鳥取市伏野駅前２３８１－２
宝木郵便局 689-0299 鳥取県鳥取市気高町宝木屋敷廻り８２６－７
浜村郵便局 689-0399 鳥取県鳥取市気高町勝見６７２－７
鹿野郵便局 689-0499 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野１１８６－４

青谷日置郵便局 689-0514 鳥取県鳥取市青谷町山根１２２－１
青谷勝部郵便局 689-0526 鳥取県鳥取市青谷町紙屋１９４－３

青谷郵便局 689-0599 鳥取県鳥取市青谷町青谷４３１３－４
泊郵便局 689-0699 鳥取県東伯郡湯梨浜町泊５１３－１０
松崎郵便局 689-0799 鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島４９８－３
津ノ井郵便局 689-1102 鳥取県鳥取市津ノ井２６１－２

鳥取若葉台郵便局 689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南１－１３
因幡社郵便局 689-1227 鳥取県鳥取市用瀬町安蔵１０３５－９
用瀬郵便局 689-1299 鳥取県鳥取市用瀬町用瀬３８６－１
佐治郵便局 689-1399 鳥取県鳥取市佐治町高山１７－７
山形郵便局 689-1415 鳥取県八頭郡智頭町郷原１５１－５
那岐郵便局 689-1445 鳥取県八頭郡智頭町早瀬２８１－９
智頭郵便局 689-1499 鳥取県八頭郡智頭町智頭京免１５３９－１
中北条郵便局 689-2101 鳥取県東伯郡北栄町江北５１３－４
北条郵便局 689-2114 鳥取県東伯郡北栄町北尾５１８－６

大栄瀬戸郵便局 689-2205 鳥取県東伯郡北栄町瀬戸３３－５
由良郵便局 689-2221 鳥取県東伯郡北栄町由良宿８０４－１４
八橋郵便局 689-2301 鳥取県東伯郡琴浦町八橋３９４－７
古布庄郵便局 689-2332 鳥取県東伯郡琴浦町古長１９３－４
美好郵便局 689-2354 鳥取県東伯郡琴浦町美好２２８－２０
東伯郵便局 689-2399 鳥取県東伯郡琴浦町浦安４０８－８
成美郵便局 689-2511 鳥取県東伯郡琴浦町出上１５３
以西郵便局 689-2523 鳥取県東伯郡琴浦町高岡４７５－２
赤碕郵便局 689-2599 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕１２０６－５
中山郵便局 689-3102 鳥取県西伯郡大山町石井垣３９５－２
下市郵便局 689-3199 鳥取県西伯郡大山町上市２３１－４
光徳郵便局 689-3201 鳥取県西伯郡大山町豊成１６６
御来屋郵便局 689-3299 鳥取県西伯郡大山町御来屋１３２－９
大山所子郵便局 689-3303 鳥取県西伯郡大山町所子５２４－２
大山寺郵便局 689-3318 鳥取県西伯郡大山町大山１１６－２１
高麗郵便局 689-3324 鳥取県西伯郡大山町妻木５７６
大山郵便局 689-3399 鳥取県西伯郡大山町坊領１１５６－５
淀江郵便局 689-3403 鳥取県米子市淀江町西原１１４９－１
大和郵便局 689-3425 鳥取県米子市淀江町佐陀４９０－２
尾高郵便局 689-3514 鳥取県米子市尾高１５１４
県郵便局 689-3521 鳥取県米子市河岡１０４０
巌郵便局 689-3543 鳥取県米子市蚊屋２８５－１０



都道府県 局名 郵便番号 住所
鳥取 日吉津郵便局 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１３１８－１

八郷郵便局 689-4103 鳥取県西伯郡伯耆町真野１０５７－１
岸本郵便局 689-4133 鳥取県西伯郡伯耆町吉長２３－９
溝口郵便局 689-4201 鳥取県西伯郡伯耆町溝口４２４－３
二部郵便局 689-4233 鳥取県西伯郡伯耆町二部６６４－２
江尾郵便局 689-4401 鳥取県日野郡江府町江尾２１０６－３
根雨郵便局 689-4599 鳥取県日野郡日野町根雨４０９
黒坂郵便局 689-5131 鳥取県日野郡日野町黒坂１２４８－１
生山郵便局 689-5211 鳥取県日野郡日南町生山７１５
矢戸郵便局 689-5215 鳥取県日野郡日南町矢戸１１６６
多里郵便局 689-5224 鳥取県日野郡日南町多里１７０－１
日南郵便局 689-5299 鳥取県日野郡日南町霞１５８８
印賀郵便局 689-5531 鳥取県日野郡日南町印賀１１８４－３
山上郵便局 689-5544 鳥取県日野郡日南町茶屋２３２０－６
上石見郵便局 689-5664 鳥取県日野郡日南町中石見２１－１
日南福栄郵便局 689-5671 鳥取県日野郡日南町福塚１０３４－８

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

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



都道府県 局名 郵便番号 住所
香川 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
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



都道府県 局名 郵便番号 住所
高知 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
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


