
別紙3

局数 局名 局数

新潟県 56 豊栄郵便局 231 木崎郵便局 新関郵便局 岩塚郵便局 柏崎西中通郵便局 鼓岡郵便局
287局 松浜郵便局 岡方郵便局 新津駅前郵便局 長岡十日町郵便局 柏崎諏訪郵便局 平木田駅前郵便局

新崎駅前郵便局 太郎代郵便局 金津郵便局 蓬平郵便局 越後広田郵便局 大長谷郵便局
新潟秋葉町郵便局 長浦郵便局 新津中新田郵便局 長岡四郎丸郵便局 刈羽上条郵便局 本郷郵便局
新潟河渡郵便局 豊栄早通郵便局 荻川郵便局 長岡新町郵便局 柏崎上米山郵便局 亀代郵便局
新潟船場町郵便局 新潟本所郵便局 小合郵便局 東谷郵便局 柏崎桜木町郵便局 弥彦郵便局
新潟学校町郵便局 新潟山の下郵便局 新津滝谷郵便局 長岡日赤町郵便局 柏崎西本町郵便局 弥彦麓郵便局
新潟関屋本村郵便局 新潟大山郵便局 新津新町郵便局 七日町郵便局 柏崎春日郵便局
新潟中央郵便局 新潟山木戸郵便局 新津田家郵便局 種苧原郵便局 柏崎半田郵便局
新潟堀之内郵便局 新潟船江町郵便局 新津山谷郵便局 長岡栖吉郵便局 紫雲寺郵便局
新潟近江郵便局 新潟中島郵便局 月潟郵便局 中野俣郵便局 天王郵便局
亀田郵便局 新潟太平郵便局 新飯田郵便局 敦ヶ曽根郵便局 赤谷郵便局
横越郵便局 新潟牡丹山郵便局 味方郵便局 押切駅前郵便局 川東郵便局
新津郵便局 大形郵便局 庄瀬郵便局 宮本郵便局 加治郵便局
白根郵便局 新潟卸団地郵便局 臼井郵便局 長岡殿町郵便局 菅谷郵便局
大野町郵便局 新潟紫竹郵便局 白根中央通郵便局 長岡宮原郵便局 佐々木郵便局
新潟西郵便局 新潟物見山郵便局 白根大通郵便局 長岡東神田郵便局 新発田大手郵便局
坂井輪郵便局 新潟粟山郵便局 赤塚郵便局 桐原郵便局 藤塚浜郵便局
巻郵便局 新潟中郵便局 中野小屋郵便局 深沢郵便局 加治駅前郵便局
西川郵便局 新潟沼垂郵便局 小針郵便局 吉水郵便局 金塚郵便局
長岡郵便局 新潟本町十三番郵便局 浦山郵便局 栃堀郵便局 月岡温泉郵便局
栃尾郵便局 新潟東中通郵便局 上新栄町郵便局 石津郵便局 米倉郵便局
長岡西郵便局 新潟礎町郵便局 小針南郵便局 長岡中島郵便局 新発田諏訪町郵便局
長岡呉服町郵便局 新潟上大川前郵便局 新潟大学前郵便局 長岡川崎町郵便局 松浦郵便局
越後宮内郵便局 新潟南浜通郵便局 内野町郵便局 長岡宝郵便局 豊浦郵便局
三条郵便局 新潟横七番町郵便局 青山郵便局 長岡花園郵便局 新発田住吉郵便局
三条井栗郵便局 新潟白山浦郵便局 新潟大野郵便局 長岡希望が丘郵便局 東山郵便局
三条石上郵便局 新潟沼垂上町郵便局 五十嵐中島郵便局 長岡三和郵便局 加茂上条郵便局
柏崎郵便局 山二ツ郵便局 寺尾台郵便局 長岡永田郵便局 七谷郵便局
新発田郵便局 万代シテイ郵便局 真砂郵便局 長岡新産郵便局 加茂駅前郵便局
五十公野郵便局 新潟関屋郵便局 竹野町郵便局 関原郵便局 西加茂郵便局
小千谷郵便局 新潟学校町三郵便局 岩室郵便局 長岡下柳郵便局 今町郵便局
加茂郵便局 新潟西大畑郵便局 和納郵便局 長岡イオン郵便局 上北谷郵便局
十日町郵便局 新潟竜ヶ島郵便局 漆山郵便局 三条一ノ木戸郵便局 見附駅前郵便局
見附郵便局 新潟県庁内郵便局 間瀬郵便局 三条本町五郵便局 見附南本町郵便局
村上郵便局 新潟本町三郵便局 峰岡郵便局 三条大崎郵便局 島上郵便局
坂町郵便局 新潟有明台郵便局 越前浜郵便局 三条四日町郵便局 大河津郵便局
燕郵便局 新潟米山郵便局 潟東郵便局 三条島田郵便局 粟生津郵便局
分水郵便局 新潟下所島郵便局 中之口郵便局 東三条郵便局 米納津郵便局
越後吉田郵便局 新潟女池郵便局 太郎丸郵便局 三条本成寺郵便局 小中川郵便局
小池郵便局 新潟浜浦郵便局 塚山郵便局 三条本町一郵便局 燕中央通郵便局
糸魚川郵便局 新潟姥ヶ山郵便局 竹沢郵便局 三条塚野目郵便局 国上郵便局
新井郵便局 新潟弁天橋通郵便局 六日市郵便局 高柳郵便局 燕南郵便局
村松郵便局 新潟上所郵便局 大積郵便局 中鯖石郵便局 燕東郵便局
五泉郵便局 新潟紫竹山郵便局 南蒲原中条郵便局 野田郵便局 神田町郵便局
高田郵便局 酒屋郵便局 西谷郵便局 鉢崎郵便局 安田郵便局
直江津郵便局 亀田袋津郵便局 来迎寺郵便局 田尻郵便局 笹神郵便局
高田本町郵便局 沢海郵便局 長岡柳原郵便局 新道郵便局 村杉温泉郵便局
阿賀野郵便局 新潟中央卸売市場内郵便局 浦瀬郵便局 北条郵便局 分田郵便局
佐和田郵便局 曽野木郵便局 二日町郵便局 柏崎東本町郵便局 京ヶ瀬郵便局
両津郵便局 曽野木団地郵便局 長岡石内郵便局 柏崎中浜郵便局 堀越郵便局
小出郵便局 亀田城山郵便局 長岡大島郵便局 柏崎鯨波郵便局 築地郵便局
六日町郵便局 イオンモール新潟南郵便局 荷頃郵便局 柏崎枇杷島郵便局 乙郵便局
中条郵便局 小須戸郵便局 入東谷郵便局 柏崎四谷郵便局 黒川郵便局
聖籠郵便局 中村郵便局 浦村郵便局 南鯖石郵便局 荒井浜郵便局
津川郵便局 矢代田郵便局 中里郵便局 門出郵便局 桃崎浜郵便局

富山県 26 富山中央郵便局 118 越中八尾郵便局 杉谷郵便局 富山花園町郵便局 高岡五福町郵便局 石動福町郵便局
144局 富山北郵便局 四方郵便局 富山中島郵便局 富山若竹郵便局 高岡中川郵便局 北蟹谷郵便局

水橋郵便局 大久保郵便局 音川郵便局 富山開郵便局 北般若郵便局 若林郵便局
上滝郵便局 富山月岡郵便局 富山新保郵便局 富山富田郵便局 伏木古府郵便局 石動中央町郵便局
富山太田口郵便局 山田郵便局 神保郵便局 富山長江郵便局 石堤郵便局 大門郵便局
大沢野郵便局 福沢郵便局 富山不二越郵便局 富山高屋敷郵便局 高岡二塚郵便局 水戸田郵便局
富山清水郵便局 富山芝園郵便局 東富山駅前郵便局 富山赤江郵便局 高岡守山郵便局 二口郵便局
富山大橋通郵便局 古里郵便局 黒瀬谷郵便局 富山今泉郵便局 高岡南町郵便局 櫛田郵便局
富山県庁内郵便局 細入郵便局 富山稲荷郵便局 富山市役所内郵便局 高岡内免郵便局 大島郵便局
富山南郵便局 地角郵便局 草島郵便局 富山掛尾郵便局 高岡向野郵便局 舟橋郵便局
高岡郵便局 富山新庄郵便局 富山岩瀬郵便局 富山上飯野郵便局 高岡守護町郵便局 上市神明町郵便局
戸出郵便局 老田郵便局 池多郵便局 富山黒崎郵便局 高岡能町郵便局 新川郵便局
魚津郵便局 小見郵便局 富山石坂郵便局 富山金泉寺郵便局 高岡広小路郵便局 釜ヶ淵郵便局
氷見郵便局 富山浜黒崎郵便局 富山相生郵便局 富山山室郵便局 高岡芳野郵便局 大森郵便局
滑川郵便局 富山五福郵便局 富山総曲輪郵便局 富山金代郵便局 高岡佐野郵便局
黒部郵便局 呉羽郵便局 八尾駅前郵便局 富山駅北郵便局 高岡美幸町郵便局
砺波郵便局 婦中郵便局 富山桜谷郵便局 伏木郵便局 高岡野村郵便局
小矢部郵便局 富山小泉郵便局 富山柳町郵便局 福岡郵便局 高岡駅南郵便局
福光郵便局 富山奥田郵便局 富山高原町郵便局 立野郵便局 高岡いわせの郵便局
井波郵便局 楡原郵便局 水橋中村町郵便局 中田郵便局 高岡南星町郵便局
福野郵便局 富山駅前郵便局 富山豊田郵便局 高岡駅前郵便局 滑川高月郵便局
新湊郵便局 杉原郵便局 富山上堀郵便局 高岡本町郵便局 中加積郵便局
小杉郵便局 富山越前町郵便局 大沢野笹津郵便局 高岡横田郵便局 浜加積郵便局
上市郵便局 上条郵便局 富山大泉郵便局 高岡若富郵便局 滑川吾妻郵便局
立山郵便局 三郷郵便局 富山羽根町郵便局 高岡大手町郵便局 東加積郵便局
入善郵便局 野積郵便局 富山永楽町郵便局 国吉郵便局 津沢郵便局

石川県 27 金沢中央郵便局 78 金沢尾張町郵便局 三谷郵便局 金沢新神田郵便局
105局 金石郵便局 金沢高岡町郵便局 金沢近江町郵便局 金沢八日市郵便局

金沢香林坊郵便局 金沢石引郵便局 金沢小立野郵便局 金沢四十万郵便局
粟崎郵便局 金沢玉川町郵便局 金沢中橋郵便局 金沢額新保郵便局
金沢南郵便局 森本郵便局 金沢諸江郵便局 金沢増泉郵便局
金沢中村町郵便局 金沢寺町郵便局 金沢大学病院内郵便局 金沢大学内郵便局
金沢高畠町郵便局 金沢広坂郵便局 弥生郵便局 金沢涌波郵便局
金沢西念郵便局 金沢笠市郵便局 金沢平和町郵便局 金沢三十苅郵便局
七尾郵便局 金沢扇町郵便局 金沢天神橋郵便局 金沢泉丘郵便局
小松郵便局 金沢芦中郵便局 金沢円光寺町郵便局 金沢桜田郵便局
輪島郵便局 犀川郵便局 金沢有松郵便局 西金沢郵便局
加賀郵便局 金沢森山郵便局 森本二日市郵便局 金沢新保本郵便局
山中郵便局 金沢大野郵便局 金沢松村町郵便局 金沢駅内郵便局
山代郵便局 金沢新竪町郵便局 金沢笠舞郵便局 石川県庁内郵便局
片山津郵便局 金沢宝船路郵便局 金沢桜町郵便局 野々市郵便局
羽咋郵便局 二俣郵便局 金沢泉野町郵便局 富奥郵便局
高松郵便局 金沢駅前郵便局 金沢東大通郵便局 太平寺郵便局
宇野気郵便局 金沢兼六郵便局 金沢西泉郵便局 扇が丘郵便局
松任郵便局 金沢緑郵便局 金沢法光寺郵便局 野々市御園郵便局
寺井郵便局 金沢彦三郵便局 金沢額郵便局 押野郵便局
辰口郵便局 浅川郵便局 金沢野町郵便局 下林郵便局
根上郵便局 金沢菊川郵便局 金沢問屋町郵便局 内灘郵便局
津幡郵便局 西金沢駅前郵便局 東小立野郵便局 鶴ケ丘郵便局
高浜郵便局 金沢木越郵便局 金沢三馬郵便局 内灘向陽台郵便局
押水郵便局 湯涌郵便局 金沢上荒屋郵便局
能都郵便局 金沢鳴和町郵便局 金沢金石西郵便局
松波郵便局 金沢小橋郵便局 金沢久安郵便局

福井県 18 森田郵便局 70 越廼郵便局 六条郵便局 福井大手郵便局 福井文京郵便局
88局 福井中央郵便局 東郷郵便局 越前三方郵便局 福井錦町郵便局 福井上北野郵便局

福井文京六郵便局 清水郵便局 東藤島郵便局 福井豊島郵便局 福井二の宮郵便局

信越・北陸エリア

都道府県
現在の郵便局 新たな取扱局(2014年10月1日開始）
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都道府県

現在の郵便局 新たな取扱局(2014年10月1日開始）

局名

福井県 福井南郵便局 麻生津郵便局 福井御幸郵便局 福井宝永郵便局 福井北四ツ居郵便局
粟野郵便局 鶉郵便局 大土呂郵便局 福井春山郵便局 福井みのり郵便局
敦賀郵便局 福井西木田郵便局 上文殊郵便局 福井毛矢郵便局 福井種池郵便局
小浜郵便局 市波郵便局 福井花堂郵便局 福井城東郵便局 福井西方郵便局
大野郵便局 羽生郵便局 棗郵便局 福井春日郵便局 福井開発郵便局
勝山郵便局 鷹巣郵便局 越前本郷郵便局 福井田原町郵便局 福井問屋町郵便局
鯖江郵便局 福井松本郵便局 岡保郵便局 福井志比口郵便局 四箇浦郵便局
金津郵便局 国見郵便局 福井乾徳郵便局 福井幾久町郵便局 織田郵便局
芦原郵便局 下味見郵便局 福井足羽郵便局 福井若杉郵便局 宮崎郵便局
武生郵便局 上宇坂郵便局 河合郵便局 福井学園三郵便局 米ノ浦郵便局
春江郵便局 西安居郵便局 西藤島郵便局 福井江端町郵便局 厨郵便局
三国郵便局 酒生郵便局 中藤島郵便局 福井新田塚郵便局 糸生郵便局
丸岡郵便局 天津郵便局 大安寺郵便局 森田栗森郵便局 八田郵便局
朝日郵便局 上味見郵便局 一乗谷郵便局 福井大宮郵便局
高浜郵便局 殿下郵便局 福井照手郵便局 福井福町郵便局

長野県 57 長野中央郵便局 101 松代郵便局 松本出川郵便局
158局 長野南郵便局 塩崎郵便局 奈川郵便局

長野吉田郵便局 若穂郵便局 松本城東郵便局
豊野郵便局 大岡郵便局 松本高宮郵便局
長野若里郵便局 長野相ノ木郵便局 松本蟻ヶ崎郵便局
長野古牧郵便局 長野権堂郵便局 松本元原郵便局
青木島郵便局 篠ノ井郵便局 南松本駅前郵便局
長野東郵便局 長野桜枝郵便局 神林郵便局
松本郵便局 大豆島郵便局 岡田郵便局
松本南郵便局 更北郵便局 松本渚郵便局
松本本庄郵便局 長野淀ヶ橋郵便局 松本村井郵便局
波田郵便局 長野中御所郵便局 松本あいらんど郵便局
松本城西郵便局 長野鶴賀郵便局 南浅間郵便局
松本清水郵便局 信更郵便局 井上郵便局
松本筑摩東郵便局 長野旭郵便局 須坂坂田郵便局
上田郵便局 川田郵便局 仁礼郵便局
丸子郵便局 長野駅前郵便局 須坂村山郵便局
岡谷郵便局 安茂里郵便局 須坂新町郵便局
岡谷天竜町郵便局 保科郵便局 須坂穀町郵便局
長地郵便局 川中島駅前郵便局 須坂旭ヶ丘郵便局
三沢郵便局 稲荷山駅前郵便局 塩尻中町郵便局
飯田郵便局 長野緑郵便局 洗馬郵便局
上郷郵便局 芋井郵便局 奈良井郵便局
諏訪郵便局 豊栄郵便局 本洗馬郵便局
諏訪大手郵便局 長野七瀬郵便局 平沢郵便局
四賀郵便局 小島田郵便局 広丘郵便局
須坂郵便局 長野県庁内郵便局 贄川郵便局
小諸郵便局 長野箱清水郵便局 塩尻大門南郵便局
伊那郵便局 浅川郵便局 北熊井郵便局
伊那大芦郵便局 朝陽郵便局 三郷郵便局
駒ヶ根郵便局 更府郵便局 温郵便局
信州中野郵便局 善光寺郵便局 柏矢郵便局
大町郵便局 長野柳町郵便局 高家郵便局
飯山郵便局 寺尾郵便局 楡郵便局
茅野郵便局 長野吉田東町郵便局 有明郵便局
塩尻郵便局 長野吉田一郵便局 三田郵便局
佐久郵便局 三本柳郵便局 北穂高郵便局
千曲郵便局 メルパルク長野郵便局 田沢郵便局
戸倉郵便局 長野栗田郵便局 小倉郵便局
東御郵便局 浅間温泉郵便局 烏川郵便局
豊科郵便局 和田町郵便局 山形郵便局
穂高郵便局 島々郵便局 朝日郵便局
軽井沢郵便局 梓川郵便局 山田郵便局
御代田郵便局 島内郵便局 高山郵便局
下諏訪郵便局 松本北深志郵便局
富士見郵便局 里山辺郵便局
辰野郵便局 今井郵便局
箕輪郵便局 松本大手郵便局
南箕輪郵便局 稲核郵便局
宮田郵便局 松本巾上郵便局
大島郵便局 新村郵便局
市田郵便局 入山辺郵便局
坂城郵便局 片丘郵便局
小布施郵便局 松本埋橋郵便局
湯田中郵便局 松本駅前郵便局
木島平郵便局 倭郵便局
信濃町郵便局 中山郵便局


