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■「JR西日本＜新幹線＞フォルムカードセット」近畿　販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２
滋賀 大津市役所内郵便局 520-0037 滋賀県大津市御陵町３－１

大津唐崎郵便局 520-0106 滋賀県大津市唐崎３－３－２０
堅田郵便局 520-0299 滋賀県大津市今堅田２－２１－２６
安曇川郵便局 520-1299 滋賀県高島市安曇川町末広１－３９
今津郵便局 520-1699 滋賀県高島市今津町住吉１－５－１５

大津瀬田郵便局 520-2153 滋賀県大津市一里山３－３４－１４
野洲郵便局 520-2399 滋賀県野洲市小篠原１１０２－４
大宝郵便局 520-3031 滋賀県栗東市綣５－１５－１８
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
甲西郵便局 520-3299 滋賀県湖南市中央１－５０

大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜１－４
稲枝郵便局 521-1199 滋賀県彦根市金沢町６１６－１０
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
米原郵便局 521-8799 滋賀県米原市下多良１－１３０

彦根大藪郵便局 522-0053 滋賀県彦根市大藪町２０３５－２２
高宮郵便局 522-0299 滋賀県彦根市高宮町１０９０
彦根郵便局 522-8799 滋賀県彦根市中央町３－５

近江八幡郵便局 523-8799 滋賀県近江八幡市中村町２７
守山駅前郵便局 524-0022 滋賀県守山市守山１－７－１
近江守山郵便局 524-8799 滋賀県守山市守山６－１７－１
草津大路郵便局 525-0032 滋賀県草津市大路１－６－１４
草津若草郵便局 525-0045 滋賀県草津市若草５－８－２２
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
八日市郵便局 527-8799 滋賀県東近江市八日市野々宮町１－２７
水口郵便局 528-8799 滋賀県甲賀市水口町水口５９９９－１

彦根亀山郵便局 529-1156 滋賀県彦根市清崎町５３２－７
近江日野郵便局 529-1699 滋賀県蒲生郡日野町松尾１－８６

京都 京都高島屋内郵便局 600-8001 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町５２
京都東洞院仏光寺郵便局 600-8095 京都府京都市下京区東洞院通仏光寺上る扇酒屋町３０７

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
京都パセオ・ダイゴロー郵便局 601-1375 京都府京都市伏見区醍醐高畑町３０－１

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
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
京都北郵便局 603-8799 京都府京都市北区紫竹下本町３９

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

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
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

京都岩倉郵便局 606-0025 京都府京都市左京区岩倉中町４１９
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
左京郵便局 606-8799 京都府京都市左京区高野竹屋町１－１

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
城陽郵便局 610-0199 京都府城陽市寺田袋尻２７－２

京田辺松井山手郵便局 610-0354 京都府京田辺市山手南２－２－５
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

宇治木幡郵便局 611-0002 京都府宇治市木幡大瀬戸４９
宇治菟道郵便局 611-0013 京都府宇治市莵道車田４－３
新田郵便局 611-0031 京都府宇治市広野町東裏５６
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
京都向島四ツ谷池郵便局 612-8136 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池１４－１０
京都西大手筋郵便局 612-8368 京都府京都市伏見区周防町３３１－２９

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
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
京都西京極郵便局 615-0852 京都府京都市右京区西京極西川町４３
京都葛野郵便局 615-0881 京都府京都市右京区西京極北大入町１２
京都桂郵便局 615-8072 京都府京都市西京区桂木ノ下町１４－１９

京都桂西口郵便局 615-8191 京都府京都市西京区川島有栖川町３５－１
京都山田郵便局 615-8264 京都府京都市西京区山田六ノ坪町８－６２
右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町１６

京都桂ケ原郵便局 616-8167 京都府京都市右京区太秦多藪町１９－７



都道府県 局名 郵便番号 住所
京都 京都嵯峨郵便局 616-8381 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町１８－７

京都西郵便局 616-8799 京都府京都市右京区嵯峨五島町１－６４
長岡開田郵便局 617-0826 京都府長岡京市開田３－２－４
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

木津兜台郵便局 619-0224 京都府木津川市兜台３－３－２２
けいはんなプラザ郵便局 619-0237 京都府相楽郡精華町光台１－７

山城木津郵便局 619-0299 京都府木津川市相楽丸塚４－１
福知山篠尾郵便局 620-0055 京都府福知山市篠尾新町１－４３－１
福知山駅南郵便局 620-0940 京都府福知山市駅南町１－１８９
福知山郵便局 620-8799 京都府福知山市天田北本町一区１１２－４

亀岡東つつじヶ丘郵便局 621-0834 京都府亀岡市篠町広田２－２０－７
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

綾部本町郵便局 623-0014 京都府綾部市若竹町１２－２
綾部郵便局 623-8799 京都府綾部市幸通り５

舞鶴中筋郵便局 624-0816 京都府舞鶴市伊佐津３４４－１
西舞鶴郵便局 624-8799 京都府舞鶴市北田辺１６０
東舞鶴郵便局 625-8799 京都府舞鶴市浜７６０－１
宮津郵便局 626-8799 京都府宮津市鶴賀２０７０－９
峰山郵便局 627-8799 京都府京丹後市峰山町上１３－１
野田川郵便局 629-2399 京都府与謝郡与謝野町三河内７３５－５
網野郵便局 629-3199 京都府京丹後市網野町網野３６５－４

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
堂島アバンザ郵便局 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－６－２０
中之島郵便局 530-0005 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８

グランフロント大阪郵便局 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４－２０
阪急茶屋町ビル内郵便局 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１９－１９
大阪阪急内郵便局 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７
大阪天神橋三郵便局 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３－１１－１
大阪天神橋郵便局 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２－４－８

大阪宇治電ビル内郵便局 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４－８－１７
大阪西天満郵便局 530-0047 大阪府大阪市北区西天満３－４－３
大阪中津郵便局 531-0071 大阪府大阪市北区中津１－１１－８

淀川東三国二郵便局 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国２－１８－１
メルパルク大阪郵便局 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４－２－１
西中島南方駅前郵便局 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島４－３－２４
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
東淀川上新庄郵便局 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光１－９－８
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
都島大東郵便局 534-0002 大阪府大阪市都島区大東町１－８－２２
都島内代郵便局 534-0013 大阪府大阪市都島区内代町１－８－３３
都島本通二郵便局 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通２－５－３
都島郵便局 534-8799 大阪府大阪市都島区高倉町１－６－３
旭千林郵便局 535-0012 大阪府大阪市旭区千林２－１１－３
大阪旭郵便局 535-8799 大阪府大阪市旭区大宮１－２０－８
城東蒲生郵便局 536-0005 大阪府大阪市城東区中央１－１２－１７
城東関目郵便局 536-0008 大阪府大阪市城東区関目３－７－２０
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
大阪玉造郵便局 540-0004 大阪府大阪市中央区玉造１－４－１３
大阪谷町四郵便局 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町４－８－１３
大阪内本町郵便局 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町２－１－１９
北浜東郵便局 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東３－９

大阪ツイン２１内郵便局 540-6102 大阪府大阪市中央区城見２－１－６１
マーチャンダイズビル内郵便局 540-6591 大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１

北浜郵便局 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋２－３－２１
大阪淀屋橋郵便局 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋３－４－１０
大阪淡路町郵便局 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町２－４－４

大阪化繊ビル内郵便局 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町４－６－８
船場郵便局 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町２－６－５
大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８
大阪難波郵便局 542-0076 大阪府大阪市中央区難波５－１－６０
大阪南船場郵便局 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３－１１－１８
大阪南郵便局 542-8799 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－４－２

天王寺上汐郵便局 543-0002 大阪府大阪市天王寺区上汐３－２－１７
天王寺ＭｉＯ郵便局 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９
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
生野巽郵便局 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南３－１２－１５
生野勝山郵便局 544-0032 大阪府大阪市生野区中川西３－３－１２



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪 生野郵便局 544-8799 大阪府大阪市生野区勝山南３－２－２

阿倍野阪南郵便局 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－２５－２２
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

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
東住吉郵便局 546-8799 大阪府大阪市東住吉区今川８－８－２５
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

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
平野郵便局 547-8799 大阪府大阪市平野区平野西３－１－５

泉佐野郵便局関西空港分室 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
大阪肥後橋郵便局 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１－９－６
大阪西本町郵便局 550-0005 大阪府大阪市西区西本町１－１５－６
大阪新町郵便局 550-0013 大阪府大阪市西区新町１－４－３０
大阪南堀江郵便局 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江１－２０－２０
大阪日吉郵便局 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４－１５－１１
大阪西郵便局 550-8799 大阪府大阪市西区江之子島２－１－３
大正千島郵便局 551-0003 大阪府大阪市大正区千島２－４－４－１
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
此花郵便局 554-8799 大阪府大阪市此花区春日出北２－１－９
西淀川郵便局 555-8799 大阪府大阪市西淀川区姫里３－１－３３

大阪ＯＣＡＴ内郵便局 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町１－４－１
浪速郵便局 556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中３－１０－１

西成玉出郵便局 557-0044 大阪府大阪市西成区玉出中２－１０－１７
西成郵便局 557-8799 大阪府大阪市西成区岸里２－３－２９

住吉長居四郵便局 558-0003 大阪府大阪市住吉区長居４－１－２９
住吉郵便局 558-8799 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－１０－１
住之江郵便局 559-8799 大阪府大阪市住之江区新北島５－２－１８

豊中東豊中郵便局 560-0003 大阪府豊中市東豊中町６－１２－１９
豊中本町郵便局 560-0021 大阪府豊中市本町７－１－３８
豊中螢池郵便局 560-0032 大阪府豊中市螢池東町１－４－８

豊中郵便局大阪国際空港内分室 560-0036 大阪府豊中市螢池西町３－５５５
豊中阪大内郵便局 560-0043 大阪府豊中市待兼山町１－３１
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

豊中郵便局 560-8799 大阪府豊中市岡上の町４－１－１５
豊中寺内郵便局 561-0872 大阪府豊中市寺内２－４－１
豊中桜塚郵便局 561-0882 大阪府豊中市南桜塚１－１－８
豊中南郵便局 561-8799 大阪府豊中市穂積２－２－８

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
箕面桜井郵便局 562-0043 大阪府箕面市桜井２－１１－５
箕面郵便局 562-8799 大阪府箕面市箕面６－５－３０

池田石橋郵便局 563-0032 大阪府池田市石橋１－４－２０
池田郵便局 563-8799 大阪府池田市城南２－１－１

吹田江の木郵便局 564-0053 大阪府吹田市江の木町１７－３３
吹田江坂一郵便局 564-0063 大阪府吹田市江坂町１－１７－２６
吹田片山郵便局 564-0082 大阪府吹田市片山町１－４－１
吹田郵便局 564-8799 大阪府吹田市穂波町４－１
上山手郵便局 565-0841 大阪府吹田市上山手町３０－１

アザール桃山台郵便局 565-0854 大阪府吹田市桃山台５－２－２
南千里駅前郵便局 565-0862 大阪府吹田市津雲台１－２－１

吹田阪大病院内郵便局 565-0871 大阪府吹田市山田丘２－１５
吹田古江台郵便局 565-0874 大阪府吹田市古江台２－１０－６

吹田千里北ビル内郵便局 565-0874 大阪府吹田市古江台４－２－Ｄ３－２０２
吹田千里郵便局 565-8799 大阪府吹田市津雲台７－２－Ｄ－１０１
摂津郵便局 566-8799 大阪府摂津市東正雀１９－１

茨木高瀬郵便局 567-0817 大阪府茨木市別院町２－１４
茨木市役所内郵便局 567-0888 大阪府茨木市駅前３－８－２０

茨木郵便局 567-8799 大阪府茨木市中穂積１－１－４０
高槻上牧駅前郵便局 569-0004 大阪府高槻市上牧南駅前町４－６
高槻駅前郵便局 569-0804 大阪府高槻市紺屋町５－１５
高槻富田郵便局 569-0814 大阪府高槻市富田町３－２－２４
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

イオン大日ＳＣ内郵便局 570-0016 大阪府守口市大日東町１－１８
守口西郷郵便局 570-0034 大阪府守口市西郷通１－１１－１７
守口郵便局 570-8799 大阪府守口市日吉町２－５－２

門真上島頭郵便局 571-0014 大阪府門真市千石西町１－３６
門真古川橋郵便局 571-0066 大阪府門真市幸福町１０－１２
門真郵便局 571-8799 大阪府門真市一番町４－８

寝屋川香里三井郵便局 572-0013 大阪府寝屋川市三井が丘４－１１－６
寝屋川池田東郵便局 572-0033 大阪府寝屋川市池田東町８－１１
寝屋川大利郵便局 572-0042 大阪府寝屋川市東大利町９－１１
寝屋川香里郵便局 572-0082 大阪府寝屋川市香里本通町８－３－２０１

寝屋川香里西之町郵便局 572-0089 大阪府寝屋川市香里西之町２－２
寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町４－５



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪 枚方香里ケ丘郵便局 573-0084 大阪府枚方市香里ケ丘３－１３

枚方藤阪郵便局 573-0158 大阪府枚方市藤阪西町３－１
枚方東郵便局 573-0199 大阪府枚方市津田北町２－２－１

枚方楠葉並木郵便局 573-1118 大阪府枚方市楠葉並木２－１３－８
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

四條畷楠公郵便局 575-0036 大阪府四條畷市雁屋南町２７－３５
四條畷郵便局 575-8799 大阪府四條畷市中野本町２５－２０
交野郵便局 576-8799 大阪府交野市私部３－２－２５

東大阪森河内郵便局 577-0061 大阪府東大阪市森河内西２－２６－３０
東大阪下小阪郵便局 577-0803 大阪府東大阪市下小阪４－２－１８
大阪近大前郵便局 577-0818 大阪府東大阪市小若江２－３－９
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
東大阪岩田郵便局 578-0941 大阪府東大阪市岩田町３－１２－３９
河内郵便局 578-8799 大阪府東大阪市菱江１－１４－２９

東大阪西石切郵便局 579-8013 大阪府東大阪市西石切町５－４－５
瓢箪山郵便局 579-8046 大阪府東大阪市昭和町６－４
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
松原新町郵便局 580-0023 大阪府松原市南新町１－１３－５
松原郵便局 580-8799 大阪府松原市上田１－１－１０

八尾山本郵便局 581-0013 大阪府八尾市山本町南１－４－２０
八尾志紀郵便局 581-0031 大阪府八尾市志紀町２－１７－２
八尾太田郵便局 581-0037 大阪府八尾市太田３－４４
八尾北本町郵便局 581-0802 大阪府八尾市北本町１－２－２６
八尾郵便局 581-8799 大阪府八尾市陽光園１－５－５

柏原旭ケ丘郵便局 582-0026 大阪府柏原市旭ケ丘３－９－１
柏原郵便局 582-8799 大阪府柏原市大正３－１－３０

藤井寺駅前郵便局 583-0026 大阪府藤井寺市春日丘１－８－８
羽曳が丘郵便局 583-0864 大阪府羽曳野市羽曳が丘４－３－５
藤井寺郵便局 583-8799 大阪府藤井寺市藤ケ丘３－１１－１４

富田林寺池台郵便局 584-0073 大阪府富田林市寺池台１－９－７０
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
千代田郵便局 586-0003 大阪府河内長野市楠町東１６０２－５
河内長野郵便局 586-8799 大阪府河内長野市喜多町１５４
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
泉北泉ヶ丘郵便局 590-0105 大阪府堺市南区竹城台１－１－２
泉北栂郵便局 590-0132 大阪府堺市南区原山台２－２－１

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

泉南信達牧野郵便局 590-0522 大阪府泉南市信達牧野８４０－１
泉南郵便局 590-0599 大阪府泉南市樽井７－２６－１

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
堺東浅香山郵便局 591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町２－３５２
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
堺東雲郵便局 591-8041 大阪府堺市北区東雲東町１－７－３
堺金岡郵便局 591-8799 大阪府堺市北区新金岡町４－１－１

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
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
鳳郵便局 593-8799 大阪府堺市西区津久野町１－７－９

和泉鶴山台郵便局 594-0013 大阪府和泉市鶴山台２－１
伯太西郵便局 594-0023 大阪府和泉市伯太町２－１－１１

和泉中央駅前郵便局 594-0041 大阪府和泉市いぶき野４－５－２
和泉府中郵便局 594-0071 大阪府和泉市府中町１－３－５
和泉光明台郵便局 594-1111 大阪府和泉市光明台３－２－２
和泉郵便局 594-8799 大阪府和泉市いぶき野５－４－１
泉大津郵便局 595-8799 大阪府泉大津市小松町１－８５
春木若松郵便局 596-0006 大阪府岸和田市春木若松町７－１８
岸和田駅前郵便局 596-0076 大阪府岸和田市野田町１－８－９
岸和田土生郵便局 596-0825 大阪府岸和田市土生町４－３－１
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

堺登美丘郵便局 599-8122 大阪府堺市東区丈六１７１－１７



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪 堺中郵便局 599-8799 大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１

島本水無瀬郵便局 618-0012 大阪府三島郡島本町高浜３－１－１
兵庫 神戸市役所内郵便局 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町６－５－１

兵庫県庁内郵便局 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１０－１
神戸元町郵便局 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通１－８－１３
神戸ポート郵便局 650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１８
神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
神戸御幸通郵便局 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通６－１－２０

神戸国際会館内郵便局 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通８－１－６
神戸鈴蘭台郵便局 651-1112 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町１－１１－３
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

神戸有野岡場郵便局 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町１－１０－９
有野郵便局 651-1399 兵庫県神戸市北区藤原台北町６－１９

神戸学園西町郵便局 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町２－１－３
伊川谷郵便局 651-2111 兵庫県神戸市西区池上４－３－２
玉津郵便局 651-2131 兵庫県神戸市西区持子３－８

西神南センタービル内郵便局 651-2242 兵庫県神戸市西区井吹台東町１－１－１
神戸西郵便局 651-2299 兵庫県神戸市西区糀台５－１２－１
神戸東山郵便局 652-0042 兵庫県神戸市兵庫区東山町２－１－６

神戸キャナルタウン郵便局 652-0897 兵庫県神戸市兵庫区駅南通５－１－１－１０１
兵庫郵便局 652-8799 兵庫県神戸市兵庫区大開通２－２－１９

新長田駅前郵便局 653-0037 兵庫県神戸市長田区大橋町４－４－９
長田郵便局 653-8799 兵庫県神戸市長田区細田町７－１－１

神戸板宿郵便局 654-0022 兵庫県神戸市須磨区大黒町２－１－１１
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

神戸本多聞郵便局 655-0006 兵庫県神戸市垂水区本多聞４－１－２５３－１０２
神戸天ノ下郵便局 655-0029 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町９－２８

神戸ジェームス山郵便局 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台７－５－２０
垂水郵便局 655-8799 兵庫県神戸市垂水区星陵台１－４－２９

淡路三原郵便局 656-0499 兵庫県南あわじ市市福永５６１－１
南淡郵便局 656-0599 兵庫県南あわじ市福良甲５１２－５４
志筑郵便局 656-2199 兵庫県淡路市志筑３３５９
洲本郵便局 656-8799 兵庫県洲本市本町３－１－３４

神戸永手郵便局 657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町５－８－１４
神戸桜口郵便局 657-0036 兵庫県神戸市灘区桜口町５－１－１
灘郵便局 657-8799 兵庫県神戸市灘区大石東町３－２－８

神戸六甲アイランド郵便局 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中５－１５
神戸岡本郵便局 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本１－５－１１
神戸甲南郵便局 658-0084 兵庫県神戸市東灘区甲南町３－９－６
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

尼崎杭瀬郵便局 660-0814 兵庫県尼崎市杭瀬本町２－１５－１
尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通２－１１－１

尼崎塚口郵便局 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１３－１９
立花郵便局 661-0025 兵庫県尼崎市立花町１－７－３

尼崎南武庫之荘郵便局 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘３－２１－２８
尼崎武庫之荘郵便局 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘１－１９－１
尼崎西武庫郵便局 661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町２－２２－３
尼崎園田郵便局 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町４－６２－１
尼崎潮江郵便局 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１－１５－３
尼崎北郵便局 661-8799 兵庫県尼崎市南塚口町５－８－１

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
西宮甲東園郵便局 662-0812 兵庫県西宮市甲東園１－２－１２
西宮郵便局 662-8799 兵庫県西宮市和上町６－２８

西宮北口郵便局 663-8035 兵庫県西宮市北口町１－１－１０２
甲子園口郵便局 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口２－３－２８
西宮鳴尾郵便局 663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町５－７－２１
西宮東郵便局 663-8799 兵庫県西宮市甲子園春風町５－１
伊丹鴻池郵便局 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池５－２－１２
伊丹郵便局 664-8799 兵庫県伊丹市中央６－２－１４

宝塚南口郵便局 665-0011 兵庫県宝塚市南口１－７－３９
宝塚逆瀬川郵便局 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川１－１－１
宝塚駅前郵便局 665-0845 兵庫県宝塚市栄町２－８－１
宝塚山本郵便局 665-0881 兵庫県宝塚市山本東２－８－１０
宝塚郵便局 665-8799 兵庫県宝塚市小浜３－１－２０

川西向陽台郵便局 666-0115 兵庫県川西市向陽台３－３－１４０
川西清和台郵便局 666-0143 兵庫県川西市清和台西２－２－２
川西北郵便局 666-0199 兵庫県川西市東畦野２－８－１

猪名川松尾台郵便局 666-0261 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台３－１－３
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



都道府県 局名 郵便番号 住所
兵庫 三田ウッディタウン郵便局 669-1322 兵庫県三田市すずかけ台２－２－３

三田郵便局 669-1399 兵庫県三田市天神１－５－２０
三田フラワータウン駅前郵便局 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘７－３－１

篠山郵便局 669-2399 兵庫県篠山市北新町９９
和田山郵便局 669-5299 兵庫県朝来市和田山町東谷１０５－１
但馬日高郵便局 669-5399 兵庫県豊岡市日高町江原２０６
香住郵便局 669-6599 兵庫県美方郡香美町香住区香住１０５
浜坂郵便局 669-6799 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７４０－２

姫路城の西郵便局 670-0029 兵庫県姫路市嵐山町１７－３
姫路白国郵便局 670-0808 兵庫県姫路市白国１－１３－１４
姫路二本松郵便局 670-0811 兵庫県姫路市野里１４０－５
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町２１０
御着郵便局 671-0299 兵庫県姫路市御国野町御着７８３－２

姫路天神郵便局 671-1131 兵庫県姫路市大津区天神町２－７５－３
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
夢前郵便局 671-2199 兵庫県姫路市夢前町前之庄１３７８－３
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
飾磨清水郵便局 672-8051 兵庫県姫路市飾磨区清水５８
姫路今在家郵便局 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家２－５４－４
姫路南郵便局 672-8799 兵庫県姫路市飾磨区中島１１３９－２９

西明石駅前郵便局 673-0041 兵庫県明石市西明石南町２－１９－３
三木末広郵便局 673-0403 兵庫県三木市末広３－１０－２６
三木郵便局 673-0499 兵庫県三木市別所町小林宿谷北６５７－８

三木緑ケ丘郵便局 673-0532 兵庫県三木市緑が丘町中１－１１－１５
三木西自由が丘郵便局 673-0551 兵庫県三木市志染町西自由が丘１－１７１
明石松が丘郵便局 673-0862 兵庫県明石市松が丘２－３－３
明石朝霧郵便局 673-0866 兵庫県明石市朝霧町２－１１－１

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
二見郵便局 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見１３３５
明石西郵便局 674-8799 兵庫県明石市魚住町錦が丘４－２－２２

加古川駅前郵便局 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口５１０－３
加古川別府郵便局 675-0127 兵庫県加古川市別府町石町２３－２
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
稲美郵便局 675-1199 兵庫県加古郡稲美町加古１８１７－４
小野郵便局 675-1399 兵庫県小野市王子町山ノ下１５
加西郵便局 675-2399 兵庫県加西市北条町横尾１５０－５
加古川郵便局 675-8799 兵庫県加古川市加古川町北在家２５７８
高砂郵便局 676-8799 兵庫県高砂市荒井町御旅２－６－１５
西脇郵便局 677-8799 兵庫県西脇市野村町１７９６－４８１

赤穂忠臣蔵郵便局 678-0234 兵庫県赤穂市加里屋南５－３
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
福崎郵便局 679-2299 兵庫県神崎郡福崎町南田原３１１７－４
龍野郵便局 679-4199 兵庫県たつの市龍野町富永４５２－５

播磨新宮郵便局 679-4399 兵庫県たつの市新宮町新宮１０６５
佐用郵便局 679-5399 兵庫県佐用郡佐用町佐用２９００－１

奈良 生駒鹿ノ台郵便局 630-0113 奈良県生駒市鹿ノ台南２－３－１
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

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
奈良右京郵便局 631-0805 奈良県奈良市右京１－３－１
奈良朱雀郵便局 631-0806 奈良県奈良市朱雀６－９－４

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
天理郵便局 632-8799 奈良県天理市川原城町２９６－５

大和榛原郵便局 633-0299 奈良県宇陀市榛原下井足９０－１
桜井郵便局 633-8799 奈良県桜井市粟殿４７４－３

橿原白橿郵便局 634-0051 奈良県橿原市白橿町２－３１－１７
橿原郵便局 634-8799 奈良県橿原市八木町１－９－２０

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
川西結崎郵便局 636-0202 奈良県磯城郡川西町結崎５８９－３
田原本郵便局 636-0399 奈良県磯城郡田原本町十六面３０－１
王寺郵便局 636-8799 奈良県北葛城郡王寺町王寺１－１－１２

五條田園郵便局 637-0093 奈良県五條市田園３－３－１４
五條郵便局 637-8799 奈良県五條市須恵３－８－３０
下市郵便局 638-8799 奈良県吉野郡下市町下市４８９



都道府県 局名 郵便番号 住所
奈良 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

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
大和郡山郵便局 639-1199 奈良県大和郡山市杉町２５０－３
新庄郵便局 639-2113 奈良県葛城市北花内７３４－３
御所郵便局 639-2299 奈良県御所市７１－３
吉野郵便局 639-3199 奈良県吉野郡吉野町丹治１０９３

和歌山 和歌山西庄中郵便局 640-0112 和歌山県和歌山市西庄３８０－１３
貴志川郵便局 640-0499 和歌山県紀の川市貴志川町神戸４３０－１

和歌山湊南郵便局 640-8244 和歌山県和歌山市久右衛門丁５２
和歌山松江北郵便局 640-8425 和歌山県和歌山市松江北２－１８－２１
和歌山向郵便局 640-8431 和歌山県和歌山市向６－７
有功郵便局 640-8482 和歌山県和歌山市六十谷２１９－１

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
吉備郵便局 643-0021 和歌山県有田郡有田川町下津野５６３－５
湯浅郵便局 643-8799 和歌山県有田郡湯浅町湯浅１５２０－１

御坊財部郵便局 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部南無栗６６５－１６
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

田辺朝日ヶ丘郵便局 646-0027 和歌山県田辺市朝日ケ丘１２－１
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
高野郵便局 648-0299 和歌山県伊都郡高野町高野山７７０
橋本郵便局 648-8799 和歌山県橋本市市脇５－４－２２
加茂郷郵便局 649-0122 和歌山県海南市下津町黒田４４－３
箕島郵便局 649-0399 和歌山県有田市箕島２６３－２
上富田郵便局 649-2199 和歌山県西牟婁郡上富田町朝来１３２３－３
白浜郵便局 649-2299 和歌山県西牟婁郡白浜町９１１－２９
串本郵便局 649-3599 和歌山県東牟婁郡串本町串本２３７７

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

かつらぎ郵便局 649-7199 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町５０


