
 

別紙 2 

【販売郵便局（102 局）】 

 

局　名 住　所 局　名 住　所
1 東京中央 千代田区丸の内2-7-2 52 あきる野 あきる野市秋川3-2-1
2 神田 千代田区神田淡路町2-12 53 武蔵村山 武蔵村山市学園3-24-1
3 麹町 千代田区九段南4-5-9 54 青梅 青梅市東青梅1-13-2
4 日本橋 中央区日本橋1-18-1 55 立川 立川市曙町2-14-36
5 日本橋南 中央区日本橋2-2-10 56 昭島 昭島市松原町1-9-31
6 京橋 中央区築地4-2-2 57 国立 国立市富士見台2-43-4
7 江戸川 江戸川区松島1-19-24 58 八王子 八王子市大和田町7-21-1
8 葛西 江戸川区中葛西1-3-1 59 八王子西 八王子市散田町5-27-7
9 小岩 江戸川区南小岩8-1-10 60 八王子南 八王子市みなみ野1-6-7
10 城東 江東区大島3-15-2 61 日野 日野市宮345
11 向島 墨田区東向島2-32-25 62 町田 町田市旭町3-2-22
12 深川 江東区東陽4-4-2 63 鶴川 町田市大蔵町446
13 本所 墨田区太平4-21-2 64 町田西 町田市小山町4275-2
14 中野 中野区中野2-27-1 65 小平 小平市小川東町5-16-1
15 中野北 中野区丸山1-28-10 66 東村山 東村山市本町2-1-2
16 荻窪 杉並区桃井2-3-2 67 国分寺 国分寺市日吉町4-1-10
17 杉並南 杉並区浜田山4-5-5 68 小金井 小金井市本町5-38-20
18 杉並 杉並区成田東4-38-14 69 東久留米 東久留米市中央町1-1-44
19 蒲田 大田区蒲田本町1-2-8 70 清瀬 清瀬市元町2-28-12
20 大森 大田区山王3-9-13 71 西東京 西東京市田無町3-2-2
21 田園調布 大田区南雪谷2-21-1 72 文京大塚二 文京区大塚2-16-10
22 千鳥 大田区千鳥2-34-10 73 文京水道 文京区水道2-14-2
23 品川 品川区東大井5-23-34 74 文京目白台一 文京区目白台1-23-8
24 大崎 品川区西五反田2-32-7 75 文京音羽 文京区音羽1-15-15
25 荏原 品川区西中延1-7-23 76 小石川一 文京区小石川1-27-1
26 王子 北区王子6-2-28 77 小石川五 文京区小石川5-6-10
27 赤羽 北区赤羽南1-12-10 78 文京千石 文京区千石4-37-20
28 板橋西 板橋区高島平3-12-1 79 文京大塚五 文京区大塚5-7-11
29 板橋 板橋区板橋2-42-1 80 文京大塚三 文京区大塚3-39-7
30 板橋北 板橋区志村3-24-16 81 文京目白台二 文京区目白台2-12-1
31 新宿 新宿区西新宿1-8-8 82 文京春日 文京区春日1-16-21
32 新宿北 新宿区大久保3-14-8 83 文京白山五 文京区白山5-18-11
33 落合 中野区東中野4-27-21 84 東京ドームシティ 文京区後楽1-3-61
34 牛込 新宿区北山伏町1-5 85 文京関口一 文京区関口1-23-6
35 麻布 港区麻布台1-6-19 86 足立北 足立区竹の塚3-9-20
36 赤坂 港区赤坂8-4-17 87 世田谷 世田谷区三軒茶屋2-1-1
37 芝 港区西新橋3-22-5 88 千歳 世田谷区経堂1-40-1
38 西新橋 港区西新橋1-5-13 89 成城 世田谷区成城8-30-25
39 高輪 港区三田3-8-6 90 玉川 世田谷区等々力8-22-1
40 目黒 目黒区目黒本町1-15-16 91 光が丘 練馬区光が丘2-9-7
41 渋谷 渋谷区渋谷1-12-13 92 練馬 練馬区豊玉北6-4-2
42 代々木 渋谷区西原1-42-2 93 石神井 練馬区石神井台3-3-7
43 荒川 荒川区荒川3-2-1 94 大泉 練馬区大泉学園町4-20-23
44 小石川 文京区小石川4-4-2 95 豊島 豊島区東池袋3-18-1
45 本郷 文京区本郷6-1-15 96 武蔵野 武蔵野市西久保3-1-26
46 上野 台東区下谷1-5-12 97 三鷹 三鷹市野崎1-1-2
47 浅草 台東区西浅草1-1-1 98 武蔵府中 府中市寿町1-7
48 葛飾新宿 葛飾区金町1-8-1 99 多摩 多摩市鶴牧1-24-2
49 葛飾 葛飾区四つ木2-28-1 100 狛江 狛江市和泉本町3-29-7
50 足立西 足立区西新井本町4-4-30 101 調布 調布市八雲台2-6-1
51 足立 足立区千住曙町42-4 102 羽村 羽村市緑ヶ丘5-3-2


