
【別添】

【東京都に所在する販売局】
郵便局名 住所 電話番号

江戸川今井 江戸川区江戸川３－５０－１５ 03-3670-9924

江戸川一之江 江戸川区一之江４－６－１５ 03-3651-9927

江戸川中央 江戸川区中央２－２４－３ 03-3651-9934

江戸川西一之江 江戸川区西一之江３－１７－１８ 03-3651-3000

江戸川東瑞江二 江戸川区東瑞江２－５２－１９ 03-3670-6911

江戸川中央三 江戸川区中央３－２４－１８ 03-3654-5511

江戸川椿 江戸川区春江町３－４８－１３ 03-3678-2685

江戸川一 江戸川区江戸川１－２６－２ 03-3678-7751

江戸川区役所前 江戸川区中央１－３－１３ 03-3651-2001

江戸川平井五 江戸川区平井５－４８－１ 03-3611-9742

江戸川東小松川 江戸川区東小松川１－１２－２３ 03-3651-9926

江戸川小松川 江戸川区小松川３－１１－１ 03-3682-7350

江戸川松島 江戸川区松島３－２－３ 03-3651-9928

江戸川平井 江戸川区平井４－８－２４ 03-3683-2430

江戸川平井七 江戸川区平井７－２９－４ 03-3613-1383

江戸川東小松川三 江戸川区東小松川３－１３－４ 03-3654-1885

江戸川中央四 江戸川区中央４－４－１９ 03-5607-3355

江戸川松江 江戸川区松江７－２－１１ 03-5662-4717

平井駅前 江戸川区平井５－６－３ 03-3616-1189

江戸川船堀 江戸川区船堀２－２１－９ 03-3680-9920

江戸川中葛西五 江戸川区中葛西５－７－１６ 03-3675-0421

小岩駅前 江戸川区南小岩８－１８－２ 03-3672-4695

北小岩三 江戸川区北小岩３－１３－８ 03-3672-4694

西小岩一 江戸川区西小岩１－１５－６ 03-3672-4696

北小岩六 江戸川区北小岩６－９－１２ 03-3672-4697

南小岩五 江戸川区南小岩５－３－１７ 03-3672-4698

西小岩四 江戸川区西小岩４－４－８ 03-3672-4699

江戸川本一色 江戸川区本一色２－３－１１ 03-3651-7101

東小岩五 江戸川区東小岩５－２６－７ 03-3659-4405

江戸川上一色 江戸川区上一色２－１８－４ 03-3651-5915

北小岩七 江戸川区北小岩７－１７－５ 03-3650-0021

南小岩フラワーロード 江戸川区南小岩６－２７－１７ 03-5694-8865

江東亀戸六 江東区亀戸６－４２－３ 03-3682-7320

江東大島 江東区大島７－２２－１６ 03-3682-7370

江東亀戸七 江東区亀戸７－３８－５ 03-3682-8687

江東亀戸一 江東区亀戸１－１７－６ 03-3682-7617

森下町 江東区森下１－１２－６ 03-3631-2362

江東木場 江東区木場５－５－１２ 03-3641-2443

江東白河 江東区白河４－１－５ 03-3641-0009

江東住吉 江東区住吉２－３－９ 03-3633-9755

江東千田 江東区千田２１－６ 03-3644-9706

江東洲崎橋 江東区東陽３－２０－９ 03-3644-9701

深川一 江東区深川１－８－１６ 03-3642-0198

江東永代 江東区永代１－１４－９ 03-3642-0277

江東区文化センター内 江東区東陽４－１１－１ 03-3615-0064

墨田吾妻橋 墨田区吾妻橋２－３－２ 03-3622-9917

墨田江東橋 墨田区江東橋１－７－１９ 03-3633-9753

墨田太平町 墨田区太平１－１２－５ 03-3622-9912

押上駅前 墨田区業平４－１７－１２ 03-3622-9913

墨田菊川 墨田区菊川３－８－７ 03-3633-9754

墨田両国三 墨田区両国３－７－３ 03-3633-9751

本所二 墨田区本所２－１５－５ 03-3622-9914

墨田横川 墨田区横川４－７－３ 03-3622-9904

墨田緑町 墨田区緑１－１４－１２ 03-3633-9588

墨田石原 墨田区石原３－２５－６ 03-3623-9860

墨田横網 墨田区横網１－６－１ 03-3622-0606

錦糸町駅前 墨田区錦糸３－２－１ 03-5610-3691

深川 江東区東陽４－４－２ 03-3648-5041

東京中央 千代田区丸の内２－７－２ 03-3217-5247

渋谷 渋谷区渋谷１－１２－１３ 03-5469-9911

新宿 新宿区西新宿１－８－８ 03-3340-1094



【北海道に所在する販売局】
郵便局名 住所 電話番号

札幌中央 札幌市東区北６条東１丁目２－１ 011-748-2340
札幌大通 札幌市中央区大通西２丁目９番地 011-221-4280
札幌大通公園前 札幌市中央区大通西４丁目６－８ 011-242-7088
北海道庁赤れんが前 札幌市中央区北２条西４丁目３番地 011-214-4100
札幌中央市場前 札幌市中央区北１０条西２１丁目２番３０号 011-611-9958
札幌駅パセオ 札幌市北区北６条西２丁目１ 011-213-5256
小樽堺町 小樽市堺町６－１４ 0134-32-9074
釧路中央 釧路市幸町１３丁目２－１ 0154-22-3467
釧路西 釧路市鳥取大通７丁目６－５ 0154-51-4669
釧路昭和 釧路市昭和中央４丁目２－１５ 0154-54-2915
釧路星が浦 釧路市星が浦大通２丁目８－６ 0154-52-5485
釧路鳥取 釧路市鳥取大通３丁目１１－４ 0154-51-0990
釧路新富士 釧路市新富士町３丁目３－１２ 0154-51-3791
布伏内 釧路市阿寒町布伏内 0154-69-2300
大楽毛 釧路市大楽毛４丁目３番８号 0154-57-8800
阿寒湖 釧路市阿寒町阿寒湖温泉２丁目６－１３ 0154-67-2158
音別 釧路市音別町本町１丁目１１７ 01547-6-2320
阿寒 釧路市阿寒町中央１丁目３－２３ 0154-66-3040
釧路桜ヶ岡五 釧路市桜ヶ岡５丁目１０－１７ 0154-91-7330
釧路若草 釧路市武佐３丁目１－１９ 0154-46-2161
釧路白樺台 釧路市白樺台２丁目２５－６ 0154-91-7950
釧路鶴ヶ岱 釧路市鶴ヶ岱３丁目２－２ 0154-41-8957
釧路望洋 釧路市春採４丁目１０－４ 0154-41-8948
釧路大町 釧路市大町５丁目１－１ 0154-41-6800
釧路住吉 釧路市鶴ヶ岱１丁目１－２１ 0154-41-8947
釧路貝塚 釧路市材木町２１－４４ 0154-41-6771
釧路桜ヶ岡 釧路市桜ヶ岡４丁目３－３２ 0154-91-7940
釧路武佐 釧路市武佐２丁目１－１５ 0154-46-4712
釧路富士見 釧路市富士見１丁目１－２０ 0154-41-6840
釧路城山 釧路市住吉２丁目４－６ 0154-41-6841
釧路南大通 釧路市南大通８丁目１－８ 0154-41-6839
釧路芦野 釧路市芦野２丁目１３－２８ 0154-37-7339
釧路愛国西 釧路市愛国西１丁目３１－１８ 0154-37-1070
フィッシャーマンズワーフ 釧路市錦町２丁目４－３ 0154-23-1411
釧路美原 釧路市美原４丁目１－３１ 0154-36-5010
釧路豊川 釧路市豊川町１３－９ 0154-25-4057
釧路愛国 釧路市愛国東２丁目５－１６ 0154-36-6812
釧路新栄 釧路市新栄町２０－１２ 0154-22-9857
釧路新川 釧路市新川町１４－１６ 0154-22-6893
釧路松浦 釧路市松浦町９－１４ 0154-22-6727
釧路川上 釧路市川上町７丁目２ 0154-22-6845
釧路春日 釧路市春日町１－４ 0154-22-6849
釧路浪花 釧路市浪花町７丁目１ 0154-22-6847
釧路駅前 釧路市黒金町１３丁目１－８ 0154-22-6846
釧路北大通六 釧路市北大通６丁目１－７ 0154-22-6844
千歳新千歳空港内分室 千歳市美々 0123-45-7110
別保 釧路郡釧路町別保２丁目４ 0154-62-2920
釧路桂 釧路郡釧路町桂５丁目１－２ 0154-36-6651
釧路東 釧路郡釧路町睦２丁目１－１ 0154-38-5401
遠矢 釧路郡釧路町河畔７丁目５２－３ 0154-40-2030
昆布森 釧路郡釧路町昆布森３丁目１０２ 0154-63-2360
上尾幌 厚岸郡厚岸町上尾幌５２ 0153-57-2260
床潭 厚岸郡厚岸町床潭１３８ 0153-52-4243
厚岸 厚岸郡厚岸町港町２丁目１３９ 0153-52-3701
尾幌 厚岸郡厚岸町尾幌２５３番地 0153-56-2310
釧路太田 厚岸郡厚岸町太田東６ 0153-52-4242
本厚岸 厚岸郡厚岸町松葉３－１０５ 0153-52-4133
琵琶瀬 厚岸郡浜中町琵琶瀬２２４番地 0153-62-3202
姉別 厚岸郡浜中町姉別１丁目４５番地 0153-68-6350
茶内 厚岸郡浜中町茶内本町４１番地 0153-65-2050
浜中 厚岸郡浜中町浜中桜西５５番地 0153-64-2260
霧多布 厚岸郡浜中町霧多布西２条１丁目４６ 0153-62-2160
磯分内 川上郡標茶町熊牛原野１５線西１－６１ 01548-6-2300
久著路 川上郡標茶町字中久著呂市街本通１０ 01548-8-4440
虹別 川上郡標茶町字虹別原野６７線１０５－２７ 01548-8-2461
塘路 川上郡標茶町字塘路原野北７線５１－８７ 01548-7-2300
標茶 川上郡標茶町旭１丁目３－６ 01548-5-2322
美留和 川上郡弟子屈町美留和７６ 01548-2-2610
川湯 川上郡弟子屈町川湯温泉３丁目１－５ 01548-3-2325
屈斜路 川上郡弟子屈町字屈斜路２２１-１０ 01548-4-2021
弟子屈 川上郡弟子屈町中央１丁目８－２５ 01548-2-2440
幌呂 阿寒郡鶴居村幌呂西４丁目１１－２ 0154-65-2150
鶴居 阿寒郡鶴居村鶴居西３丁目２９番地 0154-64-2120
西庶路 白糠郡白糠町西庶路東１条北２丁目１－３３ 01547-5-2110
庶路 白糠郡白糠町庶路東１線２ 01547-5-2260
白糠 白糠郡白糠町西１条南３丁目１－１ 01547-2-2217


