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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
石川 金沢諸江郵便局 920-0015 石川県金沢市諸江町上丁２３３－１

金沢西念郵便局 920-0024 石川県金沢市西念４－４－１１
金沢中橋郵便局 920-0042 石川県金沢市長田町３－１０
金沢桜田郵便局 920-0057 石川県金沢市桜田町２－１１５

金沢問屋町郵便局 920-0061 石川県金沢市問屋町２－６８－３
森本二日市郵便局 920-0107 石川県金沢市二日市町ヌ１３７－１３

三谷郵便局 920-0153 石川県金沢市宮野町リ２－３
金沢木越郵便局 920-0202 石川県金沢市木越１－１５１
鶴ケ丘郵便局 920-0271 石川県河北郡内灘町鶴ケ丘５－１－１７７

内灘向陽台郵便局 920-0272 石川県河北郡内灘町向陽台１－１４２－４
粟崎郵便局 920-0299 石川県金沢市粟崎町２－３８３－２

金沢金石西郵便局 920-0337 石川県金沢市金石西３－７－１４
金石郵便局 920-0341 石川県金沢市寺中町１７－４４

金沢松村町郵便局 920-0348 石川県金沢市松村５－８６
金沢緑郵便局 920-0373 石川県金沢市みどり２－２７

金沢鳴和町郵便局 920-0804 石川県金沢市鳴和１－１６－３１
金沢東大通郵便局 920-0806 石川県金沢市神宮寺１－１４－１２
金沢森山郵便局 920-0843 石川県金沢市森山１－２－１３
金沢笠市郵便局 920-0851 石川県金沢市笠市町２－３４
金沢駅前郵便局 920-0852 石川県金沢市此花町５－６
金沢彦三郵便局 920-0854 石川県金沢市安江町１－３１
金沢駅内郵便局 920-0858 石川県金沢市木ノ新保町１－１

金沢宝船路郵便局 920-0866 石川県金沢市中央通町１９－３１
金沢小橋郵便局 920-0901 石川県金沢市彦三町１－１１－６

金沢尾張町郵便局 920-0902 石川県金沢市尾張町２－１３－１
金沢近江町郵便局 920-0902 石川県金沢市尾張町１－１－７
金沢兼六郵便局 920-0912 石川県金沢市大手町６－５

金沢高岡町郵便局 920-0919 石川県金沢市南町４－６０
金沢天神橋郵便局 920-0921 石川県金沢市材木町２８－２７
金沢桜町郵便局 920-0926 石川県金沢市暁町７－１２

金沢大学病院内郵便局 920-0934 石川県金沢市宝町１３－１
金沢石引郵便局 920-0935 石川県金沢市石引１－１－６６

金沢小立野郵便局 920-0942 石川県金沢市小立野３－１１－１３
東小立野郵便局 920-0942 石川県金沢市小立野１－６－１
金沢涌波郵便局 920-0953 石川県金沢市涌波１－１－２
金沢広坂郵便局 920-0964 石川県金沢市本多町３－１－２７
金沢笠舞郵便局 920-0965 石川県金沢市笠舞２－１－２６
金沢菊川郵便局 920-0967 石川県金沢市菊川１－１８－２１

金沢香林坊郵便局 920-0981 石川県金沢市片町２－１－３
金沢新竪町郵便局 920-0983 石川県金沢市池田町一番丁１５－１

湯涌郵便局 920-1123 石川県金沢市湯涌町イ２１－４
浅川郵便局 920-1156 石川県金沢市田上の里１－９７

金沢大学内郵便局 920-1164 石川県金沢市角間町
犀川郵便局 920-1399 石川県金沢市末町９－３４－３
舘畑郵便局 920-2146 石川県白山市日向町ニ８５－３
鶴来郵便局 920-2199 石川県白山市鶴来本町４－ヘ５２－３
河内郵便局 920-2301 石川県白山市河内町口直海イ３８－１
尾口郵便局 920-2331 石川県白山市瀬戸申２７－１
別宮郵便局 920-2362 石川県白山市別宮町ロ１１８－３
吉野郵便局 920-2399 石川県白山市吉野南２２－２
白峰郵便局 920-2599 石川県白山市白峰イ－６２
森本郵便局 920-3115 石川県金沢市弥勒町カ１１８－２

金沢法光寺郵便局 920-3132 石川県金沢市法光寺町１３７
石川県庁内郵便局 920-8203 石川県金沢市鞍月１－１
金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町１－１

金沢高畠町郵便局 921-8001 石川県金沢市高畠１－４１
金沢新神田郵便局 921-8013 石川県金沢市新神田５－４６
金沢中村町郵便局 921-8021 石川県金沢市御影町２－２
金沢白菊郵便局 921-8024 石川県金沢市白菊町５－９
金沢増泉郵便局 921-8025 石川県金沢市増泉３－１２－２７
金沢野町郵便局 921-8031 石川県金沢市野町１－３－７１

金沢泉野町郵便局 921-8034 石川県金沢市泉野町６－１－３
金沢芦中郵便局 921-8036 石川県金沢市弥生１－３１－３２
弥生郵便局 921-8036 石川県金沢市弥生１－１８－１０

金沢西泉郵便局 921-8043 石川県金沢市西泉２－７９
西金沢駅前郵便局 921-8044 石川県金沢市米泉町８－６７
西金沢郵便局 921-8054 石川県金沢市西金沢５－２２７

金沢新保本郵便局 921-8062 石川県金沢市新保本５－１０２
金沢八日市郵便局 921-8063 石川県金沢市八日市出町９０５
金沢上荒屋郵便局 921-8065 石川県金沢市上荒屋２－２６－１
金沢平和町郵便局 921-8105 石川県金沢市平和町２－１３－１８
金沢四十万郵便局 921-8135 石川県金沢市四十万３－１６６－２
金沢額新保郵便局 921-8148 石川県金沢市額新保１－４３０
金沢三馬郵便局 921-8162 石川県金沢市三馬２－２４８

金沢円光寺町郵便局 921-8173 石川県金沢市円光寺３－１１－４０



都道府県 局名 郵便番号 住所
石川 金沢南郵便局 921-8797 石川県金沢市泉野町６－１７－１

押野郵便局 921-8802 石川県野々市市押野４－１１８
野々市御園郵便局 921-8803 石川県野々市市押越２－５
扇が丘郵便局 921-8812 石川県野々市市扇が丘４－１２
野々市郵便局 921-8815 石川県野々市市本町３－１６－２８
富奥郵便局 921-8823 石川県野々市市粟田１－１３６

太平寺郵便局 921-8845 石川県野々市市太平寺４－１５
大聖寺中央通郵便局 922-0027 石川県加賀市大聖寺耳聞山町９９－１
大聖寺聖南通郵便局 922-0044 石川県加賀市大聖寺東横町６７－６

河南郵便局 922-0103 石川県加賀市山中温泉長谷田町ロ４１９
塚谷郵便局 922-0111 石川県加賀市山中温泉塚谷町１－３３－１
山中郵便局 922-0199 石川県加賀市山中温泉本町２－ソ２２

山代桔梗ケ丘郵便局 922-0257 石川県加賀市山代温泉桔梗丘４－８
山代郵便局 922-0299 石川県加賀市山代温泉ヨ－２９
勅使郵便局 922-0313 石川県加賀市勅使町ヲ８２
動橋郵便局 922-0331 石川県加賀市動橋町イ２３１－１

片山津郵便局 922-0499 石川県加賀市片山津温泉ウ１７－１
橋立郵便局 922-0554 石川県加賀市橋立町イ甲１－２
塩屋郵便局 922-0673 石川県加賀市塩屋町イ１８

大聖寺菅生郵便局 922-0814 石川県加賀市大聖寺菅生町３３－１
加賀郵便局 922-8799 石川県加賀市大聖寺東町１－５
安宅郵便局 923-0003 石川県小松市安宅町ワ１０３－１
国府郵便局 923-0053 石川県小松市河田町ヌ３８－１

粟津駅前郵便局 923-0305 石川県小松市蓑輪町ロ８９－６
粟津郵便局 923-0321 石川県小松市白山田町イ３８
那谷郵便局 923-0336 石川県小松市那谷町サ３

小松軽海郵便局 923-0825 石川県小松市西軽海町１－１０８
小松本江郵便局 923-0841 石川県小松市本江町ワ１３－１
小松大領郵便局 923-0854 石川県小松市大領町ロ３９
小松大川郵便局 923-0911 石川県小松市大川町３－８
小松京町郵便局 923-0918 石川県小松市京町２０－１
小松駅前郵便局 923-0921 石川県小松市土居原町１８２－１

小松大文字郵便局 923-0931 石川県小松市大文字町１３９－３
小松今江郵便局 923-0964 石川県小松市今江町１－２３０
御幸郵便局 923-0965 石川県小松市串町ス１１－１
月津郵便局 923-0972 石川県小松市月津町ミ１３－１

小松浮柳郵便局 923-0993 石川県小松市浮柳町丙７
粟生郵便局 923-1101 石川県能美市粟生町チ１４０
寺井郵便局 923-1199 石川県能美市寺井町タ２０３－２
宮竹郵便局 923-1205 石川県能美市宮竹町ホ９－１

辰口緑が丘郵便局 923-1226 石川県能美市緑が丘９－１３
川北郵便局 923-1267 石川県能美郡川北町壱ツ屋ヲ２４－１
辰口郵便局 923-1299 石川県能美市倉重町丁２９－１
小松郵便局 923-8799 石川県小松市園町ハ１２８－１

松任宮永郵便局 924-0016 石川県白山市宮永市町４６６－４
松任蕪城郵便局 924-0020 石川県白山市新成３－８１
松任柏郵便局 924-0045 石川県白山市西柏１－１－１
水島郵便局 924-0855 石川県白山市水島町３４

松任安田郵便局 924-0862 石川県白山市安田町５２－１
松任郵便局 924-8799 石川県白山市八ツ矢町６０９

一ノ宮郵便局 925-0004 石川県羽咋市一ノ宮町ナ２７－２
羽咋千里浜郵便局 925-0054 石川県羽咋市千里浜町タ１１２－３

高浜郵便局 925-0199 石川県羽咋郡志賀町高浜町ト－７
上熊野郵便局 925-0371 石川県羽咋郡志賀町釈迦堂ケ１－１
福浦郵便局 925-0399 石川県羽咋郡志賀町福浦港浦１４３
富来郵便局 925-0499 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町７－１１－４
西海郵便局 925-0599 石川県羽咋郡志賀町西海風無ヘ３７－１
羽咋郵便局 925-8799 石川県羽咋市川原町メ１３６－４

七尾大田郵便局 926-0006 石川県七尾市大田町１０９－１６－１
七尾矢田郵便局 926-0014 石川県七尾市矢田町２－１４４

七尾矢田新郵便局 926-0015 石川県七尾市矢田新町イ部２９－１
和倉温泉郵便局 926-0199 石川県七尾市和倉町ワ１８－２
えの目郵便局 926-0203 石川県七尾市能登島えの目町５５－３９－５
能登島郵便局 926-0299 石川県七尾市能登島向田町に２
佐々波郵便局 926-0399 石川県七尾市佐々波町ト部１０
徳田郵便局 926-0826 石川県七尾市飯川町１２－１３甲

七尾松本郵便局 926-0865 石川県七尾市松本町７２－１
七尾郵便局 926-8799 石川県七尾市生駒町１－１
比良郵便局 927-0009 石川県鳳珠郡穴水町比良い－４５－６
中居郵便局 927-0015 石川県鳳珠郡穴水町中居ヲ７７
瑞穂郵便局 927-0311 石川県鳳珠郡能登町瑞穂１６３－２
能都郵便局 927-0499 石川県鳳珠郡能登町宇出津ナ３４－１
真脇郵便局 927-0562 石川県鳳珠郡能登町真脇４４－７２－５
松波郵便局 927-0699 石川県鳳珠郡能登町松波イ２２－４
蛸島郵便局 927-1204 石川県珠洲市蛸島町ナ部４１
正院郵便局 927-1206 石川県珠洲市正院町正院２１－６７

珠洲駅前郵便局 927-1213 石川県珠洲市野々江町シ２７－２
宝立郵便局 927-1222 石川県珠洲市宝立町鵜飼卯４３－５



都道府県 局名 郵便番号 住所
石川 鵜島郵便局 927-1223 石川県珠洲市宝立町鵜島２１－３４

珠洲郵便局 927-1299 石川県珠洲市上戸町北方４－１２９－１
大谷郵便局 927-1321 石川県珠洲市大谷町１７－１２－１
狼煙郵便局 927-1441 石川県珠洲市狼煙町ヘ部９２

門前道下郵便局 927-2164 石川県輪島市門前町道下２４－２７
黒島郵便局 927-2165 石川県輪島市門前町黒島町ロ７４－４
門前郵便局 927-2199 石川県輪島市門前町清水３－３２－３
穴水郵便局 927-8799 石川県鳳珠郡穴水町大町ハ６３－６
鵠巣郵便局 928-0006 石川県輪島市惣領町五部６２－２

河原田郵便局 928-0011 石川県輪島市杉平町蝦夷穴５５－７
西保郵便局 928-0054 石川県輪島市大沢町宝来町１０

輪島昭南町郵便局 928-0064 石川県輪島市釜屋谷町１－２５－５
輪島鳳至郵便局 928-0077 石川県輪島市鳳至町上町１０７－４
南志見郵便局 928-0246 石川県輪島市里町１－３９
町野郵便局 928-0299 石川県輪島市町野町広江４－７８－３
柳田郵便局 928-0399 石川県鳳珠郡能登町柳田礼部３０－１
輪島郵便局 928-8799 石川県輪島市河井町１５部１３－１０

根上高坂郵便局 929-0116 石川県能美市高坂町ロ２７１－３
根上郵便局 929-0199 石川県能美市大成町ト５６
美川郵便局 929-0224 石川県白山市美川中町ル３３

津幡駅前郵便局 929-0342 石川県河北郡津幡町北中条ラ２７－７
津幡郵便局 929-0399 石川県河北郡津幡町加賀爪ハ３０－１

倶利伽羅郵便局 929-0426 石川県河北郡津幡町竹橋西２３４－５
宇野気郵便局 929-1125 石川県かほく市宇野気ニ１１４－２
木津郵便局 929-1171 石川県かほく市木津ニ１５８

外日角郵便局 929-1176 石川県かほく市外日角へ７
高松郵便局 929-1299 石川県かほく市高松ク１－１
押水郵便局 929-1399 石川県羽咋郡宝達志水町今浜ト１４１－２
志雄郵便局 929-1425 石川県羽咋郡宝達志水町子浦甲４８
金丸郵便局 929-1599 石川県鹿島郡中能登町金丸又れ部３６－１
鹿島郵便局 929-1811 石川県鹿島郡中能登町二宮ソ３２

田鶴浜郵便局 929-2199 石川県七尾市田鶴浜町ト部１７０
西岸郵便局 929-2213 石川県七尾市中島町外イ－６８
中島郵便局 929-2299 石川県七尾市中島町中島甲１０３－１

福井 福井幾久町郵便局 910-0002 福井県福井市町屋３－２１－１２
福井松本郵便局 910-0003 福井県福井市松本２－１－１
福井宝永郵便局 910-0004 福井県福井市宝永３－３５－１６
福井大手郵便局 910-0005 福井県福井市大手２－３－２０

福井佐佳枝郵便局 910-0006 福井県福井市中央１－６－８
福井二の宮郵便局 910-0015 福井県福井市二の宮２－３０－２０
福井大宮郵便局 910-0016 福井県福井市大宮３－１０－１
福井文京郵便局 910-0017 福井県福井市文京３－２３－６

福井文京六郵便局 910-0017 福井県福井市文京６－１１－５
福井田原町郵便局 910-0018 福井県福井市田原１－１３－２５
福井春山郵便局 910-0019 福井県福井市春山２－１６－１６
福井乾徳郵便局 910-0021 福井県福井市乾徳２－４－２１
福井錦町郵便局 910-0023 福井県福井市順化２－２２－１
福井照手郵便局 910-0024 福井県福井市照手１－１－２２

福井学園三郵便局 910-0028 福井県福井市学園３－４－１５
西藤島郵便局 910-0038 福井県福井市三ツ屋１－５１５

福井新田塚郵便局 910-0067 福井県福井市新田塚１－２０－１５
河合郵便局 910-0102 福井県福井市川合鷲塚町２５－１９－１
森田郵便局 910-0157 福井県福井市八重巻東町１０－７

丸岡霞郵便局 910-0231 福井県坂井市丸岡町霞町１－１
丸岡郵便局 910-0299 福井県坂井市丸岡町今福１２－４
高椋郵便局 910-0326 福井県坂井市丸岡町末政４－７４－１

丸岡横地郵便局 910-0374 福井県坂井市丸岡町北横地１５－１
中藤島郵便局 910-0808 福井県福井市舟橋２－１１３
福井開発郵便局 910-0843 福井県福井市西開発２－２０４－２

福井志比口郵便局 910-0845 福井県福井市志比口１－２－２
福井城東郵便局 910-0853 福井県福井市城東１－１２－１
福井西方郵便局 910-0854 福井県福井市御幸４－１０－３１
福井豊島郵便局 910-0857 福井県福井市豊島１－９－８
五領ケ島郵便局 910-1142 福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島２５－２０
松岡郵便局 910-1199 福井県吉田郡永平寺町松岡春日１－２

永平寺郵便局 910-1228 福井県吉田郡永平寺町志比５－１５
志比郵便局 910-1299 福井県吉田郡永平寺町谷口１０地蔵丸３４－３
山王郵便局 910-1399 福井県吉田郡永平寺町山王２３－３

一乗谷郵便局 910-2154 福井県福井市東新町１１－４６
市波郵便局 910-2299 福井県福井市市波町１７－２１
池田郵便局 910-2599 福井県今立郡池田町稲荷２８－７
棗郵便局 910-3133 福井県福井市石新保町１１－１－１
鷹巣郵便局 910-3399 福井県福井市浜住町２－８５
国見郵便局 910-3499 福井県福井市鮎川町９４－１０－１
天津郵便局 910-3616 福井県福井市真栗町４３－７
清水郵便局 910-3634 福井県福井市大森町４０－４３
芦原郵便局 910-4199 福井県あわら市二面４－５０２
北潟郵便局 910-4299 福井県あわら市北潟４１－２



都道府県 局名 郵便番号 住所
福井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８

勝山滝波郵便局 911-0034 福井県勝山市滝波町３－３０７
荒土郵便局 911-0041 福井県勝山市荒土町北新在家２１－１４

勝山沢郵便局 911-0801 福井県勝山市沢町２－３－９
勝山立石郵便局 911-0804 福井県勝山市元町３－２－４
勝山元町郵便局 911-0804 福井県勝山市元町２－１５－１７
平泉寺郵便局 911-0822 福井県勝山市平泉寺町平泉寺１１５－１６
勝山郵便局 911-8799 福井県勝山市本町２－１０－２０

大野童子丸郵便局 912-0015 福井県大野市中挾１－１４０９
大野中野郵便局 912-0025 福井県大野市本町７－２
大野元町郵便局 912-0081 福井県大野市元町８－１２
阪谷郵便局 912-0149 福井県大野市伏石２５－１

下穴馬郵便局 912-0299 福井県大野市朝日１７－４－１
上庄郵便局 912-0415 福井県大野市稲郷２９－６－２
富田郵便局 912-0813 福井県大野市上野６９－５－１
大野郵便局 912-8799 福井県大野市陽明町２－２１０

三国中元郵便局 913-0044 福井県坂井市三国町山王２－９－３
三国真砂郵便局 913-0047 福井県坂井市三国町神明２－１１－１３
雄島郵便局 913-0064 福井県坂井市三国町安島２７－６５－２
三国郵便局 913-8799 福井県坂井市三国町錦４－３－６４
中郷郵便局 914-0037 福井県敦賀市道口６２－５－３

敦賀駅前通郵便局 914-0054 福井県敦賀市白銀町１３－４０
敦賀新和町郵便局 914-0122 福井県敦賀市新和町２－１７－３

疋田郵便局 914-0302 福井県敦賀市疋田１１－８－５
敦賀松原郵便局 914-0806 福井県敦賀市松原町７－９

敦賀中央町郵便局 914-0811 福井県敦賀市中央町１－１０－２０
敦賀郵便局 914-8799 福井県敦賀市元町１１－５

武生大山郵便局 915-0066 福井県越前市神明町３－１８
武生天王郵便局 915-0068 福井県越前市天王町２－３１
武生桂郵便局 915-0076 福井県越前市国府２－５－８
今立郵便局 915-0242 福井県越前市粟田部町２７－４１－１
芝原郵便局 915-0805 福井県越前市芝原５－１－１
河野郵便局 915-1199 福井県南条郡南越前町今泉１８－３１
武生郵便局 915-8799 福井県越前市中央１－１０－３０
吉江郵便局 916-0001 福井県鯖江市吉江町１－１６

鯖江鳥羽町郵便局 916-0013 福井県鯖江市鳥羽３－２－１
神明郵便局 916-0017 福井県鯖江市神明町１－２－１７

鯖江旭町郵便局 916-0025 福井県鯖江市旭町１－６－１３
鯖江桜郵便局 916-0027 福井県鯖江市桜町２－９０５
朝日郵便局 916-0141 福井県丹生郡越前町西田中１９－１９－３
厨郵便局 916-0422 福井県丹生郡越前町厨１１－３７

米ノ浦郵便局 916-0426 福井県丹生郡越前町米ノ５２－２３
片上郵便局 916-1105 福井県鯖江市吉谷町１０２－４－１

北中山郵便局 916-1199 福井県鯖江市落井町３９－２１－１
鯖江郵便局 916-8799 福井県鯖江市水落町１－２－２８

小浜今富郵便局 917-0024 福井県小浜市和久里９－１－２７
小浜駅前郵便局 917-0077 福井県小浜市駅前町６－２８
遠敷郵便局 917-0241 福井県小浜市遠敷５－５２１

奥名田郵便局 917-0386 福井県大飯郡おおい町名田庄口坂本３６－２－１
名田庄郵便局 917-0399 福井県大飯郡おおい町名田庄久坂２－３８
小浜郵便局 917-8799 福井県小浜市一番町１－１

福井西木田郵便局 918-8004 福井県福井市西木田２－１１－１
福井みのり郵便局 918-8005 福井県福井市みのり４－１３－１６
福井足羽郵便局 918-8007 福井県福井市足羽１－１５－１２
福井福町郵便局 918-8027 福井県福井市福１－１６０５
西安居郵便局 918-8076 福井県福井市本堂町１２－１０－１
麻生津郵便局 918-8181 福井県福井市浅水町１４－２９

福井上北野郵便局 918-8203 福井県福井市上北野２－１－６
福井北四ツ居郵便局 918-8205 福井県福井市北四ツ居３－１１－１５
福井問屋町郵便局 918-8231 福井県福井市問屋町３－６１５－２
福井南郵便局 918-8799 福井県福井市板垣４－２０１
南条郵便局 919-0299 福井県南条郡南越前町東大道３３－５－１

大土呂郵便局 919-0326 福井県福井市半田町１３－１０２－１
春江郵便局 919-0499 福井県坂井市春江町江留下屋敷２３０
坂井郵便局 919-0599 福井県坂井市坂井町新庄３－１０１－１
金津郵便局 919-0699 福井県あわら市市姫３－２２－１

細呂木郵便局 919-0899 福井県あわら市滝６－２０－１
早瀬郵便局 919-1124 福井県三方郡美浜町早瀬７－１０－３
美浜郵便局 919-1199 福井県三方郡美浜町郷市２３－１２
山東郵便局 919-1205 福井県三方郡美浜町佐田５６－４－４
三方郵便局 919-1399 福井県三方上中郡若狭町三方３０－２２
西田郵便局 919-1463 福井県三方上中郡若狭町成出第２１－８－４
熊川郵便局 919-1532 福井県三方上中郡若狭町熊川３３－１７
上中郵便局 919-1599 福井県三方上中郡若狭町市場１９－１－１
大飯郵便局 919-2199 福井県大飯郡おおい町本郷１５６天神７－３
高浜郵便局 919-2299 福井県大飯郡高浜町宮崎８７－６－１０
青郷郵便局 919-2384 福井県大飯郡高浜町青６－３５－３
吉崎郵便局 922-0699 福井県あわら市吉崎１－８０８


