
別紙1

局数 局名 局数

北海道 163 札幌南三条郵便局 357 札幌南一条郵便局 函館昭和郵便局 石狩北郵便局
520局 札幌南一条中郵便局 札幌南八条西郵便局 函館花園郵便局 石狩花川北二条郵便局

札幌南二十七条郵便局 札幌南五条郵便局 函館神山郵便局 石狩花川南五条郵便局
札幌大通郵便局 札幌北三条郵便局 銭函郵便局 石狩市役所前郵便局
山鼻郵便局 札幌北一条郵便局 小樽堺町郵便局 石狩花川南八条郵便局
札幌北三条西郵便局 札幌南四条郵便局 塩谷郵便局 石狩南高校前郵便局
篠路郵便局 札幌南八条郵便局 小樽住吉郵便局 石狩花川南一条郵便局
札幌北二十三条郵便局 札幌北五条郵便局 小樽高島郵便局 太美郵便局
篠路駅前郵便局 札幌南一条西郵便局 小樽花園郵便局 新篠津郵便局
札幌北郵便局 札幌南十四条郵便局 小樽緑町郵便局 由仁郵便局
札幌麻生郵便局 札幌円山郵便局 小樽若竹郵便局 三川郵便局
札幌駅パセオ郵便局 札幌南十一条郵便局 小樽奥沢郵便局 南長沼郵便局
札幌新川二条郵便局 札幌北一条西郵便局 小樽錦町郵便局 継立郵便局
札幌屯田八条郵便局 山鼻東屯田通郵便局 小樽長橋郵便局 幌加内郵便局
札幌中央郵便局 札幌南十条郵便局 小樽緑二郵便局 和寒郵便局
札幌北九条郵便局 札幌北四条西郵便局 小樽入船郵便局 剣渕郵便局
札幌美香保郵便局 札幌南六条西郵便局 小樽奥沢三郵便局 美深郵便局
札幌東郵便局 札幌南二十一条郵便局 小樽梅ヶ枝郵便局 増毛郵便局
札幌伏古郵便局 北海道庁内郵便局 小樽稲穂郵便局 羽幌郵便局
札幌北四十三条郵便局 札幌南九条郵便局 小樽望洋台郵便局 天塩郵便局
丘珠郵便局 札幌南十四条西郵便局 小樽最上郵便局 木野郵便局
白石北郷郵便局 札幌双子山郵便局 小樽赤岩郵便局 音更大通郵便局
札幌菊水元町郵便局 札幌北七条西郵便局 旭川大町郵便局 鈴蘭郵便局
札幌白石郵便局 札幌宮の森郵便局 旭川一条東郵便局 音更緑陽台郵便局
白石南郷一郵便局 札幌北二条中郵便局 旭川二条郵便局 士幌郵便局
豊平郵便局 札幌南二条郵便局 旭川春光六郵便局 上士幌郵便局
豊平平岸郵便局 札幌北一条中郵便局 旭川三条郵便局 新得郵便局
札幌月寒中央通郵便局 札幌丸井内郵便局 旭川四条郵便局 清水郵便局
札幌平岸五条郵便局 北海道庁赤れんが前郵便局 旭川一条西郵便局 幕別郵便局
札幌南郵便局 サッポロファクトリー内郵便局 新旭川郵便局 札内桜町郵便局
札幌澄川駅前郵便局 札幌桑園駅前郵便局 旭川七条郵便局 釧路桂郵便局
札幌藤ヶ丘郵便局 札幌大通公園前郵便局 旭川神居郵便局
札幌西郵便局 札幌新琴似郵便局 旭川宮下郵便局
札幌発寒五条郵便局 札幌北七条郵便局 旭川豊岡郵便局
琴似二条郵便局 札幌北大病院前郵便局 旭川神居三条郵便局
札幌宮の沢郵便局 札幌北二十八条郵便局 旭川九条郵便局
厚別郵便局 札幌新琴似八条郵便局 旭川神楽郵便局
大谷地東郵便局 札幌拓北郵便局 旭川近文郵便局
札幌森林公園駅前郵便局 札幌屯田郵便局 永山西郵便局
手稲郵便局 札幌北三十四条郵便局 旭川四条西郵便局
手稲本町郵便局 札幌北二十四条西郵便局 旭川南六条通郵便局
手稲星置駅前郵便局 札幌新琴似一条郵便局 旭川住吉郵便局
札幌平岡郵便局 札幌北二十九条西郵便局 旭川金星橋郵便局
札幌平岡イオン郵便局 札幌太平郵便局 旭川春光郵便局
函館中央郵便局 札幌屯田七条郵便局 旭川東光郵便局
函館東郵便局 札幌屯田四条郵便局 旭川新富郵便局
函館柏木郵便局 札幌新琴似五条郵便局 旭川豊岡東郵便局
函館白鳥郵便局 札幌あいの里郵便局 永山南郵便局
函館富岡郵便局 札幌新川四条郵便局 旭川川端郵便局
函館港町郵便局 札幌北十三条東郵便局 旭川北門郵便局
函館中道郵便局 札幌北十二条郵便局 旭川東光四条郵便局
函館日吉郵便局 札幌苗穂郵便局 旭川緑が丘郵便局
函館北郵便局 札幌北十八条郵便局 旭川忠和郵便局
函館本通郵便局 札幌北二十四条郵便局 旭川末広郵便局
小樽郵便局 札幌北二十六条郵便局 旭川豊岡四条郵便局
小樽駅前郵便局 札幌北三十三条郵便局 東鷹栖郵便局
小樽花園二郵便局 札幌東苗穂郵便局 旭川神楽岡五条郵便局
小樽産業会館内郵便局 札幌本町郵便局 旭川駅内郵便局
小樽銭函西郵便局 札幌北四十一条郵便局 旭川千代田郵便局
ウイングベイ小樽内郵便局 札幌栄町郵便局 旭川十条郵便局
朝里郵便局 札幌北二十五条郵便局 旭川緑南郵便局
永山郵便局 札幌伏古十一条郵便局 旭川末広五条郵便局
旭川中央郵便局 札幌北五十条郵便局 旭川神居東郵便局
東旭川郵便局 札幌北三十一条郵便局 釧路南大通郵便局
旭川北郵便局 札幌東苗穂十二条郵便局 釧路富士見郵便局
旭川旭町郵便局 札幌菊水北郵便局 釧路春日郵便局
旭川神楽岡郵便局 札幌菊水三条郵便局 釧路武佐郵便局
旭川東郵便局 白石本郷郵便局 釧路松浦郵便局
旭川春光台郵便局 東札幌郵便局 釧路貝塚郵便局
永山七条郵便局 札幌菊水上町郵便局 釧路新川郵便局
旭川東光南郵便局 白石南郷郵便局 釧路住吉郵便局
室蘭郵便局 大谷地郵便局 釧路新栄郵便局
東室蘭郵便局 白石栄通郵便局 釧路大町郵便局
室蘭港北郵便局 白石北郷東郵便局 釧路望洋郵便局
釧路中央郵便局 白石南郷北郵便局 釧路白樺台郵便局
釧路西郵便局 白石北郷二条郵便局 釧路若草郵便局
釧路桜ヶ岡郵便局 白石川下郵便局 釧路豊川郵便局
釧路愛国郵便局 白石本通北郵便局 釧路美原郵便局
釧路星が浦郵便局 豊平橋郵便局 釧路桜ヶ岡五郵便局
釧路昭和郵便局 豊平六郵便局 釧路愛国西郵便局
帯広郵便局 美園郵便局 釧路芦野郵便局
西帯広郵便局 札幌中の島郵便局 大正郵便局
帯広鉄南郵便局 札幌平岸三条郵便局 帯広西二条郵便局
帯広西八条郵便局 水車町郵便局 川西郵便局
帯広緑ヶ丘郵便局 中の島南郵便局 帯広大通郵便局
帯広自由が丘郵便局 東月寒郵便局 帯広東六条郵便局
帯広西十七条郵便局 札幌白樺郵便局 帯広長崎屋内郵便局
北見郵便局 札幌西岡郵便局 帯広南町郵便局
上常呂郵便局 札幌福住郵便局 帯広西二条南郵便局
北見緑町郵便局 札幌西岡二条郵便局 帯広西六条郵便局
北見北光郵便局 札幌平岸六条郵便局 帯広緑南郵便局
岩見沢郵便局 定山渓郵便局 帯広柏林台郵便局
岩見沢幌向郵便局 真駒内郵便局 帯広東十一条郵便局
岩見沢三条中郵便局 真駒内上町郵便局 帯広西十三条郵便局
岩見沢美園郵便局 札幌川沿八条郵便局 帯広西二十条郵便局
岩見沢六条郵便局 札幌澄川郵便局 帯広大空郵便局
網走郵便局 真駒内泉町郵便局 帯広開西郵便局
留萌郵便局 札幌川沿郵便局 帯広白樺郵便局
苫小牧郵便局 札幌芸術の森郵便局 栗沢郵便局
沼ノ端郵便局 札幌南沢郵便局 北村郵便局
錦岡郵便局 札幌石山郵便局 岩見沢志文郵便局
苫小牧川沿郵便局 札幌西町北郵便局 上幌向郵便局
稚内郵便局 札幌二十四軒南郵便局 岩見沢三条郵便局
美唄郵便局 札幌山の手郵便局 岩見沢元町郵便局
江別郵便局 札幌八軒郵便局 岩見沢日の出郵便局
野幌郵便局 札幌発寒十一条郵便局 岩見沢栄町郵便局
野幌若葉郵便局 札幌西野中郵便局 苫小牧旭町郵便局
紋別郵便局 札幌西野東郵便局 苫小牧三光郵便局
士別郵便局 札幌西野南郵便局 苫小牧緑町郵便局
士別大通郵便局 札幌宮の沢西郵便局 苫小牧花園郵便局
名寄郵便局 札幌福井郵便局 苫小牧中野郵便局
三笠郵便局 札幌二十四軒郵便局 苫小牧しらかば郵便局
根室郵便局 札幌発寒駅前郵便局 苫小牧新富郵便局

新たな取扱局(2014年10月1日開始）

局名

北海道・東北エリア

都道府県
現在の郵便局



局数 局名 局数

新たな取扱局(2014年10月1日開始）

局名
都道府県

現在の郵便局

北海道 千歳郵便局 札幌八軒一条郵便局 苫小牧木場郵便局
千歳白樺郵便局 札幌八軒西郵便局 苫小牧日吉郵便局
滝川郵便局 厚別ひばりが丘郵便局 苫小牧桜木郵便局
砂川郵便局 札幌もみじ台西郵便局 苫小牧澄川郵便局
深川郵便局 厚別西二条郵便局 苫小牧明野郵便局
富良野郵便局 厚別原始林通郵便局 苫小牧ナナカマド郵便局
登別郵便局 新札幌駅デュオ郵便局 芦別郵便局
登別若草郵便局 手稲曙東郵便局 江別西郵便局
恵庭郵便局 手稲富丘郵便局 野幌駅前郵便局
島松郵便局 手稲新発寒郵便局 江別大麻郵便局
恵庭恵み野郵便局 手稲稲積郵便局 江別大麻東町郵便局
伊達郵便局 手稲駅前郵便局 江別大麻西郵便局
北広島郵便局 清田郵便局 江別若草郵便局
北広島西郵便局 札幌清田南郵便局 江別文京台郵便局
北広島元町郵便局 札幌北野郵便局 江別見晴台郵便局
石狩郵便局 札幌北野六条郵便局 野幌錦町郵便局
北斗郵便局 札幌北野通郵便局 赤平郵便局
当別郵便局 札幌美しが丘郵便局 士別中央通郵便局
松前郵便局 札幌羊ヶ丘通郵便局 風連郵便局
木古内郵便局 札幌美しが丘南公園前郵便局 名寄駅前郵便局
七飯郵便局 札幌真栄郵便局 名寄錦町郵便局
森郵便局 函館万代郵便局 名寄東三条郵便局
八雲郵便局 函館鍛治町郵便局 名寄西四条郵便局
江差郵便局 函館元町郵便局 千歳富丘郵便局
倶知安郵便局 函館旭町郵便局 千歳駅前郵便局
岩内郵便局 函館駅前郵便局 千歳末広郵便局
余市郵便局 函館大町郵便局 千歳北栄郵便局
南幌郵便局 函館宝来郵便局 千歳春日郵便局
奈井江郵便局 函館桔梗郵便局 千歳梅ヶ丘郵便局
長沼郵便局 函館公園通郵便局 千歳自由ヶ丘郵便局
栗山郵便局 五稜郭駅前郵便局 千歳長都駅前郵便局
鷹栖郵便局 函館千代台郵便局 千歳ヤマセミ郵便局
当麻郵便局 函館弁天郵便局 千歳東郊郵便局
東川郵便局 函館堀川郵便局 江部乙郵便局
美瑛郵便局 函館松川郵便局 滝川本町郵便局
上富良野郵便局 函館松陰郵便局 滝川黄金郵便局
幌延郵便局 函館上野郵便局 滝川駅前郵便局
浜頓別郵便局 函館赤川郵便局 登別駅前郵便局
美幌郵便局 函館亀田郵便局 登別富士郵便局
斜里郵便局 函館時任郵便局 登別新生郵便局
遠軽郵便局 函館北浜郵便局 恵庭恵み野中郵便局
興部郵便局 函館人見郵便局 恵庭有明郵便局
白老郵便局 函館日乃出郵便局 恵庭福住郵便局
浦河郵便局 湯川温泉郵便局 恵庭漁町郵便局
静内郵便局 函館湯浜郵便局 恵庭柏木中通郵便局
音更郵便局 函館東富岡郵便局 恵庭黄金郵便局
芽室郵便局 函館上湯川郵便局 北広島広葉郵便局
札内郵便局 函館東山郵便局 北広島里見郵便局
中標津郵便局 函館日吉四郵便局 北広島西の里郵便局
羅臼郵便局 函館西旭岡郵便局 北広島中央六郵便局

青森県 38 青森中央郵便局 58 後潟郵便局 青森戸山郵便局
96局 浪岡郵便局 大釈迦郵便局 青森中筒井郵便局

青森古川一郵便局 荒川郵便局 青森駅前郵便局
青森県庁内郵便局 浅虫郵便局 温湯郵便局
青森西郵便局 油川郵便局 陸奥六郷郵便局
弘前郵便局 青森新町郵便局 浅瀬石郵便局
相馬郵便局 青森本町郵便局 黒石浜町郵便局
岩木郵便局 青森栄町郵便局 中郷郵便局
弘前駅前郵便局 青森橋本郵便局 黒石山形町郵便局
八戸郵便局 野内郵便局 清水川郵便局
八戸西郵便局 青森古川三郵便局 東田沢郵便局
黒石郵便局 久栗坂郵便局 西平内郵便局
五所川原郵便局 津軽新城郵便局 袰月郵便局
金木郵便局 青森沖館郵便局 今別郵便局
十和田郵便局 青森港町郵便局 陸奥蓬田郵便局
三沢郵便局 青森合浦郵便局 三厩郵便局
むつ郵便局 樽沢郵便局 陸奥平舘郵便局
大畑郵便局 奥内郵便局 龍飛岬郵便局
木造郵便局 青森高田郵便局 陸奥船岡郵便局
尾上郵便局 横内郵便局 野辺地郵便局
平賀郵便局 青森青柳郵便局
小湊郵便局 青森長島郵便局
蟹田郵便局 原別郵便局
鰺ケ沢郵便局 青森筒井郵便局
藤崎郵便局 青森大野郵便局
陸奥常盤郵便局 青森千刈郵便局
大鰐郵便局 青森佃郵便局
田舎館郵便局 浪岡本郷郵便局
板柳郵便局 青森松森郵便局
鶴田郵便局 青森造道郵便局
七戸郵便局 青森千富郵便局
上北郵便局 青森三内郵便局
乙供郵便局 青森幸畑郵便局
百石郵便局 青森浪館郵便局
下田郵便局 青森金沢郵便局
三戸郵便局 青森小柳郵便局
五戸郵便局 青森浜田郵便局
階上郵便局 青森西滝郵便局

岩手県 38 盛岡中央郵便局 57 盛岡南大通郵便局 盛岡東安庭郵便局
95局 好摩郵便局 盛岡材木町郵便局 盛岡三ツ割郵便局

盛岡北郵便局 乙部郵便局 盛岡マリオス郵便局
盛岡見前郵便局 盛岡本町郵便局 小岩井郵便局
盛岡内丸郵便局 簗川郵便局 滝沢郵便局
盛岡ホットライン肴町郵便局 薮川郵便局 滝沢駅前郵便局
宮古郵便局 渋民郵便局 一本木郵便局
大船渡郵便局 盛岡駅前郵便局 滝沢ニュータウン郵便局
花巻郵便局 盛岡仙北町郵便局 岩手西山郵便局
石鳥谷郵便局 盛岡上田郵便局 御所郵便局
北上郵便局 盛岡飯岡郵便局 御明神郵便局
横川目郵便局 盛岡米内郵便局 鴬宿温泉郵便局
北上駅前郵便局 玉山郵便局 上平沢郵便局
久慈郵便局 盛岡加賀野郵便局 赤沢郵便局
遠野郵便局 盛岡大通郵便局 日詰駅前郵便局
一関郵便局 盛岡八幡郵便局 古館郵便局
花泉郵便局 盛岡太田郵便局 徳田郵便局
摺沢郵便局 盛岡夕顔瀬郵便局 不動郵便局
陸前高田郵便局 繋温泉郵便局 岩手流通センター内郵便局
釜石郵便局 盛岡高松郵便局
二戸郵便局 盛岡厨川郵便局
大更郵便局 盛岡青山町郵便局
松尾郵便局 盛岡住吉郵便局
水沢郵便局 盛岡茶畑郵便局
前沢郵便局 盛岡山岸郵便局
江刺郵便局 岩手県庁内郵便局
胆沢郵便局 盛岡津志田郵便局
水沢大町郵便局 盛岡緑が丘郵便局
雫石郵便局 盛岡前九年郵便局



局数 局名 局数

新たな取扱局(2014年10月1日開始）

局名
都道府県

現在の郵便局

岩手県 沼宮内郵便局 盛岡中屋敷郵便局
紫波郵便局 盛岡松園郵便局
矢幅郵便局 盛岡月が丘郵便局
金ヶ崎郵便局 盛岡上堂郵便局
大槌郵便局 盛岡本宮郵便局
山田郵便局 盛岡サンタウン郵便局
岩泉郵便局 盛岡永井郵便局
種市郵便局 盛岡北厨川郵便局
一戸郵便局 盛岡中野郵便局

宮城県 58 仙台中央郵便局 108 仙台駅内郵便局 仙台荒井郵便局
166局 仙台北郵便局 作並郵便局 仙台今泉郵便局

愛子郵便局 仙台八幡町郵便局 仙台保春院前丁郵便局
仙台宮町郵便局 仙台柏木郵便局 仙台薬師堂郵便局
宮城県庁内郵便局 大沢郵便局 仙台南小泉郵便局
仙台中央三郵便局 仙台米ケ袋郵便局 仙台若林一郵便局
仙台中山郵便局 仙台木町通郵便局 仙台五橋郵便局
仙台宮城野郵便局 東北大学病院内郵便局 卸町郵便局
仙台福室郵便局 仙台上杉六郵便局 仙台遠見塚郵便局
仙台東郵便局 仙台花京院通郵便局 仙台大和町郵便局
仙台幸町郵便局 仙台大町郵便局 仙台沖野郵便局
若林郵便局 北仙台駅前郵便局 秋保郵便局
仙台上飯田郵便局 熊ヶ根郵便局 仙台生出郵便局
仙台南郵便局 仙台一番町郵便局 秋保温泉郵便局
仙台鈎取郵便局 仙台上杉四郵便局 仙台中田郵便局
泉西郵便局 仙台立町郵便局 仙台越路郵便局
泉郵便局 仙台北山郵便局 仙台富沢郵便局
泉高森郵便局 仙台子平町郵便局 仙台諏訪郵便局
泉中央駅内郵便局 仙台中江郵便局 仙台向山郵便局
泉八乙女駅前郵便局 仙台台原郵便局 仙台長町三郵便局
石巻郵便局 仙台川内郵便局 仙台八本松郵便局
河北郵便局 仙台小松島郵便局 仙台四郎丸郵便局
渡波郵便局 仙台荒巻郵便局 仙台八木山香澄町郵便局
塩釜郵便局 仙台合同庁舎内郵便局 仙台長町六郵便局
気仙沼郵便局 仙台旭ケ丘郵便局 仙台緑ケ丘郵便局
津谷郵便局 仙台桜ケ丘郵便局 仙台八木山本町郵便局
唐桑郵便局 仙台東勝山郵便局 仙台西ノ平郵便局
白石郵便局 仙台中郵便局 仙台太白郵便局
名取郵便局 仙台本沢郵便局 仙台青山郵便局
名取大手町郵便局 仙台広瀬通郵便局 仙台大野田郵便局
角田郵便局 仙台川平郵便局 仙台人来田郵便局
大代郵便局 仙台栗生郵便局 仙台袋原郵便局
岩沼郵便局 仙台吉成郵便局 仙台茂庭台郵便局
岩沼土ケ崎郵便局 仙台貝ケ森郵便局 仙台泉崎郵便局
石森郵便局 仙台東二番丁郵便局 泉黒松郵便局
米山郵便局 仙台原町郵便局 泉南光台郵便局
若柳郵便局 仙台岩切郵便局 泉七北田郵便局
栗駒郵便局 仙台二十人町郵便局 泉向陽台郵便局
矢本郵便局 仙台福田町郵便局 泉南光台南三郵便局
古川郵便局 仙台小田原郵便局 泉鶴が丘郵便局
鹿島台郵便局 仙台国立病院前郵便局 泉館郵便局
田尻郵便局 東仙台四郵便局 泉長命ケ丘郵便局
大河原郵便局 仙台苦竹郵便局 泉加茂郵便局
槻木郵便局 仙台榴ケ岡郵便局 泉松陵郵便局
柴田郵便局 仙台燕沢郵便局 泉根白石郵便局
丸森郵便局 仙台岡田郵便局 泉南中山郵便局
亘理郵便局 仙台新田郵便局 泉住吉台郵便局
松島郵便局 仙台鶴ケ谷郵便局 佐沼郵便局
吉岡郵便局 仙台自由ケ丘郵便局 築館郵便局
大郷郵便局 仙台第三合同庁舎内郵便局 富谷郵便局
富谷日吉台郵便局 仙台栄郵便局
中新田郵便局 メルパルク仙台郵便局
小野田郵便局 仙台田子郵便局
涌谷郵便局 仙台荒町郵便局
南郷郵便局 仙台河原町郵便局
小牛田郵便局 仙台連坊郵便局
女川郵便局 仙台穀町郵便局
志津川郵便局 仙台新寺郵便局

秋田県 35 秋田中央郵便局 40 新屋郵便局 秋田御所野郵便局
75局 土崎郵便局 秋田通町郵便局 秋田菅野郵便局

和田郵便局 秋田牛島郵便局 秋田新藤田郵便局
追分郵便局 大正寺郵便局 秋田屋敷田郵便局
秋田川尻郵便局 下浜郵便局 秋田外旭川郵便局
秋田駅前郵便局 秋田中通一郵便局
秋田県庁構内郵便局 雄和郵便局
能代郵便局 秋田旭南郵便局
二ツ井郵便局 岩見三内郵便局
東能代郵便局 秋田楢山郵便局
横手郵便局 秋田手形郵便局
増田郵便局 仁井田郵便局
平鹿郵便局 土崎港郵便局
大森郵便局 秋田保戸野郵便局
雄物川郵便局 太平郵便局
羽後金沢郵便局 秋田大町郵便局
十文字郵便局 秋田寺内郵便局
大館郵便局 上新城郵便局
船越郵便局 秋田中通六郵便局
男鹿郵便局 秋田将軍野郵便局
湯沢郵便局 秋田泉郵便局
横堀郵便局 八橋郵便局
稲川郵便局 戸島郵便局
花輪郵便局 豊岩郵便局
毛馬内郵便局 川添郵便局
本荘郵便局 秋田茨島郵便局
飯田川郵便局 飯島郵便局
大久保郵便局 上北手郵便局
天王郵便局 土崎東郵便局
大曲郵便局 秋田明田郵便局
鷹巣郵便局 秋田割山郵便局
象潟郵便局 新屋駅前郵便局
角館郵便局 秋田新国道郵便局
五城目郵便局 秋田牛島東郵便局
西馬音内郵便局 秋田広面郵便局

山形県 33 山形中央郵便局 47 山形三日町郵便局 山形流通センター内郵便局
80局 山形駅前郵便局 山形旅籠町郵便局 山形上町郵便局

滝山郵便局 柏倉郵便局 霞城セントラル郵便局
楯山郵便局 出羽郵便局 楢下郵便局
山形七日町二郵便局 半郷郵便局 中山郵便局
椹沢郵便局 山寺郵便局 藤吾郵便局
山形あこや町郵便局 蔵王温泉郵便局 宮生郵便局
山形南郵便局 山形中野郵便局 上山十日町郵便局
米沢郵便局 山形五日町郵便局 村山中川郵便局
鶴岡郵便局 山形宮町五郵便局 上山旭町郵便局
大山郵便局 山形木の実町郵便局 山辺郵便局
藤島郵便局 山形緑町一郵便局 作谷沢郵便局
羽黒郵便局 山形長町郵便局 相模郵便局
酒田郵便局 山形宮町二郵便局 村山豊田郵便局
平田郵便局 金井郵便局
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山形県 新庄郵便局 江俣郵便局
寒河江郵便局 山形七日町五郵便局
上山郵便局 村木沢郵便局
村山郵便局 本沢郵便局
長井郵便局 山形緑町二郵便局
天童郵便局 山形諏訪郵便局
東根郵便局 村山高瀬郵便局
神町郵便局 東沢郵便局
尾花沢郵便局 山形肴町郵便局
宮内郵便局 村山明治郵便局
南陽郵便局 南沼原郵便局
長崎郵便局 山形銅町郵便局
河北郵便局 山形鈴川郵便局
大石田郵便局 山形城西郵便局
真室川郵便局 山形緑町四郵便局
小松郵便局 山形南二番町郵便局
荒砥郵便局 山形下条郵便局
遊佐郵便局 山形県庁内郵便局

福島県 54 福島中央郵便局 139 庭坂郵便局 郡山細沼郵便局 いわき鹿島郵便局
193局 飯坂郵便局 福島中町郵便局 郡山本町郵便局 山田小湊郵便局

松川郵便局 福島置賜町郵便局 安子ヶ島郵便局 平胡摩沢郵便局
福島東郵便局 土湯温泉郵便局 郡山長者郵便局 高久郵便局
飯野郵便局 八島田郵便局 舞木郵便局 田人郵便局
岩代大森郵便局 福島豊田町郵便局 久保田郵便局 錦郵便局
福島栄町郵便局 文知摺郵便局 郡山虎丸町郵便局 沢渡郵便局
佐倉郵便局 茂庭郵便局 郡山麓山郵便局 平窪郵便局
福島県庁内郵便局 笹谷郵便局 富田郵便局 小名浜東郵便局
福島蓬莱郵便局 福島曾根田郵便局 高瀬郵便局 平柳町郵便局
会津若松郵便局 福島太田町郵便局 郡山深沢郵便局 石城山田郵便局
広田郵便局 金谷川郵便局 郡山方八町郵便局 四倉新町郵便局
郡山郵便局 福島渡利郵便局 郡山希望ケ丘郵便局 北好間郵便局
守山郵便局 福島新浜町郵便局 郡山五百淵郵便局 湯本駅前郵便局
郡山西郵便局 福島伏拝郵便局 郡山若葉町郵便局 住吉郵便局
宮城郵便局 福島南町郵便局 郡山卸町郵便局 小名浜西郵便局
日和田郵便局 立子山郵便局 郡山中町郵便局 内郷御厩郵便局
郡山南郵便局 鳥川郵便局 郡山台新郵便局 内郷高坂町郵便局
いわき郵便局 平田郵便局 郡山久留米郵便局 石城夏井郵便局
小名浜郵便局 下川崎郵便局 郡山緑ヶ丘郵便局 常磐傾城郵便局
勿来郵便局 福島泉郵便局 郡山大槻郵便局 磐城新地郵便局
四倉郵便局 福島三河町郵便局 郡山笹川郵便局 いわき金山郵便局
植田郵便局 水原郵便局 郡山金屋郵便局 八ツ坂郵便局
白河郵便局 湯野郵便局 郡山荒井郵便局 神谷郵便局
須賀川郵便局 平野郵便局 郡山市役所内郵便局 小名浜北郵便局
喜多方郵便局 福島本内郵便局 郡山柴宮郵便局 常磐下船尾郵便局
塩川郵便局 福島花園町郵便局 郡山駅前大通り郵便局 いわき中央台郵便局
相馬郵便局 福島八島町郵便局 郡山並木郵便局 田島郵便局
二本松郵便局 北沢又郵便局 久ノ浜郵便局 三春八幡町郵便局
岩代郵便局 松川駅前郵便局 合戸郵便局 中妻郵便局
船引郵便局 笹谷東郵便局 江名郵便局 三春駅前郵便局
原町郵便局 福島吉倉郵便局 上遠野郵便局
鹿島郵便局 福島御山郵便局 いわき泉郵便局
原ノ町駅前郵便局 福島医科大学内郵便局 常磐郵便局
原町桜井町郵便局 福島野田町郵便局 川前郵便局
梁川郵便局 福良郵便局 小川郵便局
保原郵便局 中野郵便局 三阪郵便局
掛田郵便局 熱海郵便局 渡辺郵便局
伊達郵便局 柳橋郵便局 中之作郵便局
本宮郵便局 小泉郵便局 内郷郵便局
白沢郵便局 高野郵便局 いわき中央台東郵便局
桑折郵便局 郡山開成郵便局 好間郵便局
国見郵便局 谷田川郵便局 白水郵便局
川俣郵便局 喜久田郵便局 平新川町郵便局
猪苗代郵便局 郡山小原田郵便局 上湯長谷郵便局
坂下郵便局 富久山郵便局 内郷宮郵便局
会津高田郵便局 西田郵便局 磐崎郵便局
棚倉郵便局 郡山香久池郵便局 西小川郵便局
石川郵便局 郡山駅前郵便局 勿来駅前郵便局
蓬田郵便局 三和郵便局 草野郵便局
古殿郵便局 三穂田郵便局 平紺屋町郵便局
三春郵便局 月形郵便局 いわき川部郵便局
小野新町郵便局 片平郵便局 赤井郵便局
新地郵便局 多田野郵便局 入遠野郵便局


