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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
鳥取 鳥取東町郵便局 680-0011 鳥取県鳥取市東町２－２０５－２

鳥取湯所郵便局 680-0021 鳥取県鳥取市材木町３０１
鳥取本町郵便局 680-0031 鳥取県鳥取市本町３－２０１

鳥取大工町郵便局 680-0045 鳥取県鳥取市大工町頭１７
鳥取岩倉郵便局 680-0081 鳥取県鳥取市岩倉４６４－１
国府郵便局 680-0146 鳥取県鳥取市国府町町屋２５５－６
郡家郵便局 680-0499 鳥取県八頭郡八頭町郡家５９２－１８
八頭郵便局 680-0521 鳥取県八頭郡八頭町安井宿４７１－１
若桜郵便局 680-0799 鳥取県八頭郡若桜町若桜３４０－１
鳥取寿郵便局 680-0813 鳥取県鳥取市寿町３１１
鳥取栄町郵便局 680-0831 鳥取県鳥取市栄町１０７
鳥取富安郵便局 680-0845 鳥取県鳥取市富安１－２１７－２
鳥取大正郵便局 680-0921 鳥取県鳥取市古海７４８－６

鳥取湖山北郵便局 680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北６－２３５
湖山郵便局 680-0945 鳥取県鳥取市湖山町南１－６３７
河原郵便局 680-1299 鳥取県鳥取市河原町河原７８－８
豊実郵便局 680-1413 鳥取県鳥取市野坂１５３－１

鳥取明治郵便局 680-1423 鳥取県鳥取市松上１６９－３
鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１
岩美郵便局 681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富１０４８－３

岩美岩井郵便局 681-0024 鳥取県岩美郡岩美町岩井３３１
岩美大谷郵便局 681-0073 鳥取県岩美郡岩美町大谷６１８
倉吉福庭郵便局 682-0018 鳥取県倉吉市福庭町１－４６

倉吉上井一郵便局 682-0022 鳥取県倉吉市上井町１－１６８
三朝温泉郵便局 682-0123 鳥取県東伯郡三朝町三朝９６８－１
三朝郵便局 682-0199 鳥取県東伯郡三朝町大瀬１２０３－１
関金郵便局 682-0411 鳥取県倉吉市関金町関金宿１８８－５
山守郵便局 682-0422 鳥取県倉吉市関金町堀１８９８－７
高城郵便局 682-0602 鳥取県倉吉市上米積広田１０７４－４
はわい郵便局 682-0702 鳥取県東伯郡湯梨浜町橋津７２６－７

はわい長瀬郵便局 682-0723 鳥取県東伯郡湯梨浜町久留２７－２
倉吉西倉吉郵便局 682-0851 鳥取県倉吉市西倉吉町朝日８－２２
倉吉大正郵便局 682-0871 鳥取県倉吉市旭田町２１－３
倉吉灘手郵便局 682-0904 鳥取県倉吉市尾原５００－２２

倉吉上小鴨郵便局 682-0934 鳥取県倉吉市上古川１３１－１５
倉吉横田郵便局 682-0946 鳥取県倉吉市横田４１５－２
倉吉郵便局 682-8799 鳥取県倉吉市昭和町２－１２９

米子皆生郵便局 683-0001 鳥取県米子市皆生温泉４－２２－４３
米子車尾郵便局 683-0006 鳥取県米子市車尾２－１８－３６

米子道笑町三郵便局 683-0064 鳥取県米子市道笑町３－１１０
米子元町サンロード郵便局 683-0066 鳥取県米子市日野町１５４

大篠津郵便局 683-0101 鳥取県米子市大篠津町２００１－１
西伯郵便局 683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺３２５－２

米子西福原郵便局 683-0805 鳥取県米子市西福原６－１９－１６
米子しんまち郵便局 683-0805 鳥取県米子市西福原２－１－４０

米子錦町郵便局 683-0811 鳥取県米子市錦町３－６８－７
米子角盤町郵便局 683-0812 鳥取県米子市角盤町１－３４
米子加茂町郵便局 683-0823 鳥取県米子市加茂町２－６２
米子浜橋郵便局 683-0853 鳥取県米子市両三柳３４８８
米子郵便局 683-8799 鳥取県米子市弥生町１０

水木ロード郵便局 684-0004 鳥取県境港市大正町５７
境港東本町郵便局 684-0027 鳥取県境港市東本町３３－４
境港竹内郵便局 684-0043 鳥取県境港市竹内町７４７
境港中浜郵便局 684-0054 鳥取県境港市財ノ木町６６４－３
境港郵便局 684-8799 鳥取県境港市上道町３３０８
末恒郵便局 689-0201 鳥取県鳥取市伏野駅前２３８１－２
宝木郵便局 689-0299 鳥取県鳥取市気高町宝木屋敷廻り８２６－７
浜村郵便局 689-0399 鳥取県鳥取市気高町勝見６７２－７
鹿野郵便局 689-0499 鳥取県鳥取市鹿野町鹿野１１８６－４
青谷郵便局 689-0599 鳥取県鳥取市青谷町青谷４３１３－４
松崎郵便局 689-0799 鳥取県東伯郡湯梨浜町龍島４９８－３
津ノ井郵便局 689-1102 鳥取県鳥取市津ノ井２６１－２

鳥取若葉台郵便局 689-1112 鳥取県鳥取市若葉台南１－１３
用瀬郵便局 689-1299 鳥取県鳥取市用瀬町用瀬３８６－１
山形郵便局 689-1415 鳥取県八頭郡智頭町郷原１５１－５
那岐郵便局 689-1445 鳥取県八頭郡智頭町早瀬２８１－９
智頭郵便局 689-1499 鳥取県八頭郡智頭町智頭京免１５３９－１
中北条郵便局 689-2101 鳥取県東伯郡北栄町江北５１３－４
北条郵便局 689-2114 鳥取県東伯郡北栄町北尾５１８－６

大栄瀬戸郵便局 689-2205 鳥取県東伯郡北栄町瀬戸３３－５
由良郵便局 689-2221 鳥取県東伯郡北栄町由良宿８０４－１４
八橋郵便局 689-2301 鳥取県東伯郡琴浦町八橋３９４－７
東伯郵便局 689-2399 鳥取県東伯郡琴浦町浦安４０８－８
赤碕郵便局 689-2599 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕１２０６－５
中山郵便局 689-3102 鳥取県西伯郡大山町石井垣３９５－２



都道府県 局名 郵便番号 住所
鳥取 下市郵便局 689-3199 鳥取県西伯郡大山町上市２３１－４

大山所子郵便局 689-3303 鳥取県西伯郡大山町所子５２４－２
大山寺郵便局 689-3318 鳥取県西伯郡大山町大山１１６－２１
淀江郵便局 689-3403 鳥取県米子市淀江町西原１１４９－１
尾高郵便局 689-3514 鳥取県米子市尾高１５１４
県郵便局 689-3521 鳥取県米子市河岡１０４０
巌郵便局 689-3543 鳥取県米子市蚊屋２８５－１０

日吉津郵便局 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１３１８－１
八郷郵便局 689-4103 鳥取県西伯郡伯耆町真野１０５７－１
岸本郵便局 689-4133 鳥取県西伯郡伯耆町吉長２３－９
江尾郵便局 689-4401 鳥取県日野郡江府町江尾２１０６－３
根雨郵便局 689-4599 鳥取県日野郡日野町根雨４０９
黒坂郵便局 689-5131 鳥取県日野郡日野町黒坂１２４８－１
多里郵便局 689-5224 鳥取県日野郡日南町多里１７０－１
日南郵便局 689-5299 鳥取県日野郡日南町霞１５８８
印賀郵便局 689-5531 鳥取県日野郡日南町印賀１１８４－３

島根 知夫郵便局 684-0199 島根県隠岐郡知夫村１２００－３
浦郷郵便局 684-0299 島根県隠岐郡西ノ島町浦郷２４５
別府郵便局 684-0399 島根県隠岐郡西ノ島町別府１１－２
大久郵便局 685-0001 島根県隠岐郡隠岐の島町大久寺空１０
中条郵便局 685-0027 島根県隠岐郡隠岐の島町原田４３５－１
五箇郵便局 685-0301 島根県隠岐郡隠岐の島町北方２６３－２
中村郵便局 685-0434 島根県隠岐郡隠岐の島町中村１６８－１
西郷郵便局 685-8799 島根県隠岐郡隠岐の島町西町八尾の一５５

松江東朝日郵便局 690-0001 島根県松江市東朝日町１５２－１
松江合同庁舎内郵便局 690-0011 島根県松江市東津田町１７４１－１
松江古志原郵便局 690-0012 島根県松江市古志原１－７－１
松江上乃木郵便局 690-0015 島根県松江市上乃木９－２０－４８
松江津田郵便局 690-0017 島根県松江市西津田３－５－２５
松江忌部郵便局 690-0036 島根県松江市東忌部町１８３－１７

松江浜乃木郵便局 690-0044 島根県松江市浜乃木２－１５－３８
松江竪町郵便局 690-0052 島根県松江市竪町５１－１

松江白潟本町郵便局 690-0061 島根県松江市白潟本町７３
恵曇郵便局 690-0399 島根県松江市鹿島町武代４７－８
講武郵便局 690-0804 島根県松江市鹿島町北講武５８８－３

松江川津郵便局 690-0823 島根県松江市西川津町１２３０－２
松江東本町郵便局 690-0842 島根県松江市東本町４－６８
松江城西郵便局 690-0875 島根県松江市外中原町１２０
松江大輪郵便局 690-0882 島根県松江市大輪町３９７－９
松江母衣郵便局 690-0886 島根県松江市母衣町１８０－１５
松江殿町郵便局 690-0887 島根県松江市殿町１
本庄郵便局 690-1102 島根県松江市上本庄町御崎田３９２－７
森山郵便局 690-1312 島根県松江市美保関町森山４６９－２
万原郵便局 690-1313 島根県松江市美保関町下宇部尾５７２－６
大根島郵便局 690-1499 島根県松江市八束町亀尻２０５
美保関郵便局 690-1599 島根県松江市美保関町美保関６６１－３
八雲郵便局 690-2102 島根県松江市八雲町東岩坂１５－１
三刀屋郵便局 690-2499 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１０－１０
掛合郵便局 690-2799 島根県雲南市掛合町掛合８４１－１
吉田郵便局 690-2899 島根県雲南市吉田町吉田１０８０－１７
頓原郵便局 690-3299 島根県飯石郡飯南町頓原２０８２－８
来島郵便局 690-3499 島根県飯石郡飯南町野萱３０２－１
赤名郵便局 690-3511 島根県飯石郡飯南町赤名２２

松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町１３８
平田郵便局 691-8799 島根県出雲市平田町２２４６
安来中郵便局 692-0011 島根県安来市安来町１５０４
伯太郵便局 692-0211 島根県安来市伯太町母里５３９－１
比田郵便局 692-0731 島根県安来市広瀬町西比田１４４７－４
安来郵便局 692-8799 島根県安来市安来町９０７－３

出雲駅前郵便局 693-0001 島根県出雲市今市町２０６５
出雲中央通郵便局 693-0001 島根県出雲市今市町６３－１０
出雲大津郵便局 693-0011 島根県出雲市大津町５５９
出雲朝倉郵便局 693-0015 島根県出雲市大津朝倉２－７－７
出雲古志郵便局 693-0031 島根県出雲市古志町１０２９－５
知井宮郵便局 693-0033 島根県出雲市知井宮町嘉儀９９１－２
出雲長浜郵便局 693-0041 島根県出雲市西園町２０６－３
出雲荒茅郵便局 693-0044 島根県出雲市荒茅町８０６
出雲高松郵便局 693-0053 島根県出雲市高松町１２５８－３
出雲稲岡郵便局 693-0071 島根県出雲市稲岡町５４－１
稗原郵便局 693-0104 島根県出雲市稗原町２８０１－１
須佐郵便局 693-0503 島根県出雲市佐田町須佐７４３－１２
佐田郵便局 693-0599 島根県出雲市佐田町反邊１５８６－４０
出雲郵便局 693-8799 島根県出雲市駅南町３－１５－１
川合郵便局 694-0011 島根県大田市川合町川合１５２２－２９
久利郵便局 694-0024 島根県大田市久利町久利７５６－２
静間郵便局 694-0031 島根県大田市静間町１０４１－９
五十猛郵便局 694-0035 島根県大田市五十猛町２０７２

大田さつか郵便局 694-0052 島根県大田市久手町刺鹿７４７－６



都道府県 局名 郵便番号 住所
島根 大田市駅前郵便局 694-0064 島根県大田市大田町大田松の前イ４１３－１０

石見銀山大森郵便局 694-0399 島根県大田市大森町ハ９１－３
祖式郵便局 694-0499 島根県大田市祖式町５７６－２

石見大田郵便局 694-8799 島根県大田市大田町大田ロ９２６－１
江津本町郵便局 695-0011 島根県江津市江津町１４９

江津都野津郵便局 695-0021 島根県江津市都野津町２０１２
有福郵便局 695-0156 島根県江津市有福温泉町５２４－１
跡市郵便局 695-0199 島根県江津市跡市町３９０－１
江津郵便局 695-8799 島根県江津市江津町１５２０－８６
井原郵便局 696-0101 島根県邑智郡邑南町井原９８４－１
中野郵便局 696-0199 島根県邑智郡邑南町中野７４４－１０
口羽郵便局 696-0699 島根県邑智郡邑南町下口羽１２０７－１
川本郵便局 696-8799 島根県邑智郡川本町川本５２２－５

浜田国分郵便局 697-0003 島根県浜田市国分町６８２－１
浜田松原郵便局 697-0021 島根県浜田市松原町２８６－１
浜田黒川郵便局 697-0024 島根県浜田市黒川町４１０３
浜田駅前郵便局 697-0026 島根県浜田市田町１６１２

浜田朝日町郵便局 697-0033 島根県浜田市朝日町４１－１
浜田高田町郵便局 697-0054 島根県浜田市高田町３１－８
浜田長浜郵便局 697-0063 島根県浜田市長浜町１４２８
波佐郵便局 697-0299 島根県浜田市金城町波佐イ４２３－２
旭和田郵便局 697-0424 島根県浜田市旭町和田１５２－１１
木田郵便局 697-0427 島根県浜田市旭町木田２９５－１０

石見今市郵便局 697-0499 島根県浜田市旭町今市４８５－５
都川郵便局 697-0511 島根県浜田市旭町都川７６０－３
杵束郵便局 697-1122 島根県浜田市弥栄町木都賀イ５２２－１

浜田内田郵便局 697-1323 島根県浜田市内田町１５４０－２
浜田郵便局 697-8799 島根県浜田市殿町８０－１

益田本町郵便局 698-0005 島根県益田市本町４－２８
益田駅前郵便局 698-0024 島根県益田市駅前町２８－２
益田高津郵便局 698-0041 島根県益田市高津２－２－１４
東仙道郵便局 698-0212 島根県益田市美都町仙道６３８－２
美都郵便局 698-0299 島根県益田市美都町都茂１１６８－２
匹見郵便局 698-1299 島根県益田市匹見町匹見イ２９－１
白上郵便局 698-2199 島根県益田市白上町イ６９０－１
益田郵便局 698-8799 島根県益田市常盤町４－１５
東出雲郵便局 699-0199 島根県松江市東出雲町揖屋７０７－２
玉造郵便局 699-0299 島根県松江市玉湯町玉造３２－６
来待郵便局 699-0404 島根県松江市宍道町東来待１３７８－１
宍道郵便局 699-0499 島根県松江市宍道町宍道８７３－６
荘原郵便局 699-0502 島根県出雲市斐川町荘原３８５３－２
斐川郵便局 699-0631 島根県出雲市斐川町直江５４０３
大社郵便局 699-0711 島根県出雲市大社町杵築南１２３７－１７

大社荒木郵便局 699-0722 島根県出雲市大社町北荒木４６４－４
大社遙堪郵便局 699-0731 島根県出雲市大社町遙堪４５０－１
湖陵郵便局 699-0811 島根県出雲市湖陵町差海７－１

出雲神西沖郵便局 699-0822 島根県出雲市神西沖町１６７５－１
神西郵便局 699-0824 島根県出雲市西神西町西代４６８
田儀郵便局 699-0904 島根県出雲市多伎町口田儀６８３－２
小田郵便局 699-0999 島根県出雲市多伎町小田５５０
加茂郵便局 699-1199 島根県雲南市加茂町加茂中９５１－１

出雲大東郵便局 699-1299 島根県雲南市大東町大東２４０１－１
木次郵便局 699-1399 島根県雲南市木次町木次３７２－５
仁多郵便局 699-1599 島根県仁多郡奥出雲町三成４０７－４
鳥上郵便局 699-1802 島根県仁多郡奥出雲町大呂９９０－６
八川郵便局 699-1822 島根県仁多郡奥出雲町下横田４３９
波根郵便局 699-2211 島根県大田市波根町１７９２－１
仁万郵便局 699-2399 島根県大田市仁摩町仁万８５０－１１
湯里郵便局 699-2502 島根県大田市温泉津町湯里１２８１－６
温泉津郵便局 699-2599 島根県大田市温泉津町小浜イ２１－２
黒松郵便局 699-2899 島根県江津市黒松町６０５－２
三隅郵便局 699-3299 島根県浜田市三隅町向野田６０２－３
鎌手郵便局 699-3506 島根県益田市西平原町７０３－１
津田郵便局 699-3699 島根県益田市遠田町３２７－３
粕淵郵便局 699-4699 島根県邑智郡美郷町粕渕２５８
浜原郵便局 699-4701 島根県邑智郡美郷町浜原３７２－２

石見横田郵便局 699-5199 島根県益田市横田町１３３－２
日原左鐙郵便局 699-5202 島根県鹿足郡津和野町左鐙９４３－５
日原郵便局 699-5299 島根県鹿足郡津和野町日原２６８－２
柿木郵便局 699-5399 島根県鹿足郡吉賀町柿木村柿木５４１－１
七日市郵便局 699-5522 島根県鹿足郡吉賀町七日市９４２－９
六日市郵便局 699-5599 島根県鹿足郡吉賀町六日市９５９－１１
津和野郵便局 699-5699 島根県鹿足郡津和野町後田ロ２９７

岡山 岡山伊福町郵便局 700-0013 岡山県岡山市北区伊福町３－２－１
岡山駅前郵便局 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町１－３－１
岡山寿郵便局 700-0024 岡山県岡山市北区駅元町１５－１

岡山奉還町郵便局 700-0026 岡山県岡山市北区奉還町４－１４－７
岡山三門郵便局 700-0043 岡山県岡山市北区三門中町１－１



都道府県 局名 郵便番号 住所
岡山 岡山西崎郵便局 700-0055 岡山県岡山市北区西崎２－１０－２２

岡山津島郵便局 700-0083 岡山県岡山市北区津島新野１－１－３１
岡山笹が瀬郵便局 700-0088 岡山県岡山市北区津島笹が瀬２－１０
岡山北方郵便局 700-0803 岡山県岡山市北区北方１－４－３

岡山広瀬町郵便局 700-0806 岡山県岡山市北区広瀬町９－２４
岡山南方郵便局 700-0807 岡山県岡山市北区南方２－５－１２
岡山出石郵便局 700-0812 岡山県岡山市北区出石町１－２－２６
岡山天神郵便局 700-0814 岡山県岡山市北区天神町１０－１７

岡山野田屋町郵便局 700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町２－５－１４
岡山中央郵便局天満屋内分室 700-0822 岡山県岡山市北区表町２－１－１
岡山中央郵便局岡山県庁内分室 700-0824 岡山県岡山市北区内山下２－４－６

岡山西川郵便局 700-0827 岡山県岡山市北区平和町５－１
岡山京橋郵便局 700-0831 岡山県岡山市北区京橋町１１－１
岡山桜町郵便局 700-0837 岡山県岡山市北区南中央町１２－１５
岡山豊成郵便局 700-0853 岡山県岡山市南区豊浜町１－２５
岡山清輝郵便局 700-0863 岡山県岡山市北区新道２－２１
岡山柳町郵便局 700-0904 岡山県岡山市北区柳町１－７－２６

岡山大学町郵便局 700-0906 岡山県岡山市北区大学町２－１８
岡山大供郵便局 700-0913 岡山県岡山市北区大供２－６－２３

岡山東古松郵便局 700-0921 岡山県岡山市北区東古松３－１－１０
岡山大元郵便局 700-0924 岡山県岡山市北区大元１－７－２６
岡山奥田郵便局 700-0932 岡山県岡山市北区奥田本町２５－２４
岡山青江郵便局 700-0941 岡山県岡山市北区青江５－１７－１
岡山芳田郵便局 700-0944 岡山県岡山市南区泉田４１９－６
岡山西市郵便局 700-0953 岡山県岡山市南区西市６００

岡山中仙道郵便局 700-0964 岡山県岡山市北区中仙道５５－１０５
岡山野田郵便局 700-0971 岡山県岡山市北区野田２－２－３０
岡山島田郵便局 700-0982 岡山県岡山市北区中島田町１－６－５
岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下２－１－１

庄郵便局 701-0114 岡山県倉敷市松島８０－３
岡山白石郵便局 701-0144 岡山県岡山市北区久米３９３－７
吉備郵便局 701-0199 岡山県岡山市北区庭瀬４８９－１

岡山大福郵便局 701-0204 岡山県岡山市南区大福６３９－５
興除郵便局 701-0213 岡山県岡山市南区中畦４２１－３

岡山藤田郵便局 701-0221 岡山県岡山市南区藤田４３０－２２
岡山藤田錦郵便局 701-0221 岡山県岡山市南区藤田６３８－２０

妹尾郵便局 701-0299 岡山県岡山市南区妹尾８５６－１
早島郵便局 701-0399 岡山県都窪郡早島町早島３８０－１

岡山吉宗郵便局 701-1143 岡山県岡山市北区吉宗４８８－２
横井郵便局 701-1145 岡山県岡山市北区横井上６３６－３
津高郵便局 701-1199 岡山県岡山市北区栢谷１０３９－１

岡山芳賀佐山郵便局 701-1221 岡山県岡山市北区芳賀５１１２－１０３
備前一宮郵便局 701-1299 岡山県岡山市北区一宮山崎２６５－３

岡山吉備津郵便局 701-1341 岡山県岡山市北区吉備津１７３４－７
高松郵便局 701-1399 岡山県岡山市北区高松２５４－２
足守郵便局 701-1463 岡山県岡山市北区足守８４２－１
牟佐郵便局 701-2141 岡山県岡山市北区牟佐９８５－２
牧石郵便局 701-2142 岡山県岡山市北区玉柏１８９４－２
周匝郵便局 701-2599 岡山県赤磐市周匝７１８－１

日生寒河郵便局 701-3202 岡山県備前市日生町寒河３９６２－１
日生郵便局 701-3299 岡山県備前市日生町日生２２１５－２
大富郵便局 701-4234 岡山県瀬戸内市邑久町大富６７０－３

長船土師郵便局 701-4264 岡山県瀬戸内市長船町土師７９０
福岡郵便局 701-4265 岡山県瀬戸内市長船町福岡９４－４
邑久郵便局 701-4299 岡山県瀬戸内市邑久町尾張２７７－８
牛窓郵便局 701-4399 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓３９１１－３１

岡山沖元郵便局 702-8001 岡山県岡山市中区沖元５８０－１２
三蟠郵便局 702-8004 岡山県岡山市中区江並１１５－２
甲浦郵便局 702-8011 岡山県岡山市南区郡１３９６－５

岡山浦安郵便局 702-8026 岡山県岡山市南区浦安本町４２－１０
岡山芳泉郵便局 702-8027 岡山県岡山市南区芳泉３－３－１
岡山福富郵便局 702-8032 岡山県岡山市南区福富中２－６－５
岡山千鳥郵便局 702-8037 岡山県岡山市南区千鳥町９－５

岡山築港緑町郵便局 702-8055 岡山県岡山市南区築港緑町１－１４－７
岡山南郵便局 702-8799 岡山県岡山市南区築港栄町９－２０

岡山四御神郵便局 703-8201 岡山県岡山市中区四御神１７０－４
岡山雄町郵便局 703-8204 岡山県岡山市中区雄町１３４－４
岡山長岡郵便局 703-8221 岡山県岡山市中区長岡９７－２

岡山乙多見郵便局 703-8228 岡山県岡山市中区乙多見１０５－１０
岡山高島団地郵便局 703-8242 岡山県岡山市中区高島１－５－６

岡山藤原郵便局 703-8246 岡山県岡山市中区藤原光町２－１－１３
岡山浜郵便局 703-8256 岡山県岡山市中区浜３－３－１２
岡山海吉郵便局 703-8261 岡山県岡山市中区海吉１８４８－６
岡山円山郵便局 703-8271 岡山県岡山市中区円山１７８－１
岡山東山郵便局 703-8275 岡山県岡山市中区門田屋敷２－２－１１
岡山古京郵便局 703-8278 岡山県岡山市中区古京町１－３－８
岡山平井郵便局 703-8282 岡山県岡山市中区平井６－２３－２０
岡山旭東郵便局 703-8286 岡山県岡山市中区旭東町３－６－１３



都道府県 局名 郵便番号 住所
岡山 岡山東郵便局 703-8799 岡山県岡山市中区原尾島４－１－１３

西大寺中郵便局 704-8116 岡山県岡山市東区西大寺中３－１５－１
神崎郵便局 704-8138 岡山県岡山市東区神崎町４５－８
朝日郵便局 704-8151 岡山県岡山市東区東片岡５０６０－２

西大寺益野郵便局 704-8173 岡山県岡山市東区可知４－４－２
西大寺広谷郵便局 704-8182 岡山県岡山市東区広谷４８４－９
西大寺渡場町郵便局 704-8194 岡山県岡山市東区金岡東町１－１－１８
西大寺金岡郵便局 704-8194 岡山県岡山市東区金岡東町２－１５－３８

西大寺郵便局 704-8799 岡山県岡山市東区西大寺中野本町１－３５
備前伊部郵便局 705-0001 岡山県備前市伊部１６６２－１
備前郵便局 705-8799 岡山県備前市西片上１２７８－２０

玉野田井郵便局 706-0001 岡山県玉野市田井３－６－１７
玉野宇野郵便局 706-0002 岡山県玉野市築港１－１３－２７

玉野宇野二郵便局 706-0011 岡山県玉野市宇野２－３６－１１
玉野玉郵便局 706-0012 岡山県玉野市玉４－１－６
玉野日比郵便局 706-0027 岡山県玉野市日比２－２－１８
玉野荘内郵便局 706-0151 岡山県玉野市長尾７５０－３
秀天郵便局 706-0199 岡山県玉野市用吉１６０６－３
八浜郵便局 706-0299 岡山県玉野市八浜町八浜１４７８
山田郵便局 706-0399 岡山県玉野市山田３８５－１
玉野郵便局 706-8799 岡山県玉野市宇野１－２１－１
豊国郵便局 707-0014 岡山県美作市北山９０２－２
湯郷郵便局 707-0062 岡山県美作市湯郷４６９－３
大原郵便局 707-0499 岡山県美作市古町１６１２－２７
影石郵便局 707-0503 岡山県英田郡西粟倉村影石３５－１０
美作郵便局 707-8799 岡山県美作市入田１４７－１

津山二宮郵便局 708-0013 岡山県津山市二宮２１６８－１
津山坪井郵便局 708-0075 岡山県津山市坪井町３１
鏡野郵便局 708-0399 岡山県苫田郡鏡野町寺元９４－１
奥津郵便局 708-0499 岡山県苫田郡鏡野町女原１１５－２

奥津温泉郵便局 708-0504 岡山県苫田郡鏡野町奥津川西２６３－１１
津山一宮郵便局 708-0815 岡山県津山市一宮４３１

津山中之町郵便局 708-0834 岡山県津山市中之町２７
津山川崎郵便局 708-0841 岡山県津山市川崎７３－１
津山口郵便局 708-0884 岡山県津山市津山口２２２－１
成名郵便局 708-1199 岡山県津山市野村３１３－１
新野郵便局 708-1205 岡山県津山市新野東１８５－２
奈義郵便局 708-1399 岡山県勝田郡奈義町豊沢３３６－３

柵原大戸郵便局 708-1546 岡山県久米郡美咲町大戸下１７６
津山郵便局 708-8799 岡山県津山市元魚町１８
吉永郵便局 709-0299 岡山県備前市吉永町吉永中８７２－７
和気郵便局 709-0499 岡山県和気郡和気町和気３７０－１

岡山楢原郵便局 709-0611 岡山県岡山市東区楢原４２８－３
岡山上道郵便局 709-0626 岡山県岡山市東区中尾１０７－１５

岡山東平島郵便局 709-0631 岡山県岡山市東区東平島１３３９－１
熊山郵便局 709-0705 岡山県赤磐市松木５１１－７
桜が丘郵便局 709-0721 岡山県赤磐市桜が丘東５－５－３８９
可真郵便局 709-0736 岡山県赤磐市稗田８６７－１

岡山山陽団地郵便局 709-0827 岡山県赤磐市山陽１－６－１
万富郵便局 709-0841 岡山県岡山市東区瀬戸町万富３４５－１

備前瀬戸郵便局 709-0899 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸４０９－１
彦崎郵便局 709-1213 岡山県岡山市南区彦崎２８１７－１
迫川郵便局 709-1299 岡山県岡山市南区迫川１１７１－２
五城郵便局 709-2106 岡山県岡山市北区御津新庄１５６５－２

御津野々口郵便局 709-2117 岡山県岡山市北区御津野々口１１３５－８
御津高津郵便局 709-2124 岡山県岡山市北区御津高津１６１１－１
御津郵便局 709-2199 岡山県岡山市北区御津金川３２０－８
円城郵便局 709-2499 岡山県加賀郡吉備中央町円城７７０
福渡郵便局 709-3199 岡山県岡山市北区建部町福渡８７５
旭郵便局 709-3499 岡山県久米郡美咲町西川９１４
弓削郵便局 709-3699 岡山県久米郡久米南町下弓削５１９－１
亀甲郵便局 709-3799 岡山県久米郡美咲町原田２１４２－１
加茂郵便局 709-3999 岡山県津山市加茂町塔中３３
土居郵便局 709-4244 岡山県美作市土居２７９－２
万善郵便局 709-4254 岡山県美作市万善１３－４
作東郵便局 709-4299 岡山県美作市江見４８６－１
植月郵便局 709-4335 岡山県勝田郡勝央町植月中２８５２－１
勝央郵便局 709-4399 岡山県勝田郡勝央町岡４２－１１
桑村郵便局 709-4623 岡山県津山市桑下１４１７－３

倉敷中庄郵便局 710-0015 岡山県倉敷市中庄団地１８－７
倉敷有城郵便局 710-0031 岡山県倉敷市有城５００－６
倉敷羽島郵便局 710-0043 岡山県倉敷市羽島１８５－５
倉敷本町郵便局 710-0054 岡山県倉敷市本町２－１６
倉敷駅前郵便局 710-0055 岡山県倉敷市阿知１－７－２
倉敷浜町郵便局 710-0062 岡山県倉敷市浜町２－９－４
天城郵便局 710-0132 岡山県倉敷市藤戸町天城６５８－１
船穂郵便局 710-0261 岡山県倉敷市船穂町船穂１７３８
長尾郵便局 710-0299 岡山県倉敷市玉島長尾２６７９－２



都道府県 局名 郵便番号 住所
岡山 倉敷中島郵便局 710-0803 岡山県倉敷市中島２２４４－３２

倉敷大橋郵便局 710-0804 岡山県倉敷市西阿知町新田８７－３
西阿知郵便局 710-0807 岡山県倉敷市西阿知町１０４８
倉敷寿町郵便局 710-0813 岡山県倉敷市寿町１１－８

倉敷八王寺郵便局 710-0816 岡山県倉敷市八王寺町６７－１
倉敷白楽町郵便局 710-0824 岡山県倉敷市白楽町３９－６
倉敷老松郵便局 710-0826 岡山県倉敷市老松町２－８－２０

倉敷市役所内郵便局 710-0833 岡山県倉敷市西中新田６４０
倉敷笹沖郵便局 710-0834 岡山県倉敷市笹沖５４５－３
大高郵便局 710-0847 岡山県倉敷市東富井９２７－８
茶屋町郵便局 710-1199 岡山県倉敷市茶屋町４４８－２
新本郵便局 710-1299 岡山県総社市新本８５１３－２
箭田郵便局 710-1301 岡山県倉敷市真備町箭田８６６－２
川辺郵便局 710-1313 岡山県倉敷市真備町川辺２０９－１
倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形１－８－１５

児島田の口郵便局 711-0903 岡山県倉敷市児島田の口７－５－１
児島上之町郵便局 711-0906 岡山県倉敷市児島下の町６－５－１１
児島下の町郵便局 711-0906 岡山県倉敷市児島下の町１０－３－４４
児島小川郵便局 711-0911 岡山県倉敷市児島小川７－３－１９
児島味野郵便局 711-0913 岡山県倉敷市児島味野３－３－１８
下津井郵便局 711-0926 岡山県倉敷市下津井吹上２－１－２０
児島赤崎郵便局 711-0931 岡山県倉敷市児島赤崎１－１６－３８
児島塩生郵便局 711-0934 岡山県倉敷市児島塩生１９４１
児島稗田郵便局 711-0937 岡山県倉敷市児島稗田町１９４８－５
児島郵便局 711-8799 岡山県倉敷市児島駅前２－４５
連島郵便局 712-8001 岡山県倉敷市連島町西之浦２８

倉敷鶴の浦郵便局 712-8007 岡山県倉敷市鶴の浦１－５－６
倉敷亀島二郵便局 712-8013 岡山県倉敷市亀島２－３－１４
倉敷連島中央郵便局 712-8014 岡山県倉敷市連島中央３－１４－１４

倉敷福田郵便局 712-8043 岡山県倉敷市広江１－３－１８
倉敷広江郵便局 712-8043 岡山県倉敷市広江３－１－２
倉敷東塚郵便局 712-8044 岡山県倉敷市東塚４－１６－２１
倉敷中畝郵便局 712-8051 岡山県倉敷市中畝６－２－１１

倉敷青葉町郵便局 712-8064 岡山県倉敷市水島青葉町１－２１
水島郵便局 712-8799 岡山県倉敷市水島北幸町２－１

玉島上成郵便局 713-8101 岡山県倉敷市玉島上成２８６－３５
玉島乙島郵便局 713-8103 岡山県倉敷市玉島乙島７４１３－２
玉島富田郵便局 713-8113 岡山県倉敷市玉島八島１７５０－５
玉島新町郵便局 713-8122 岡山県倉敷市玉島中央町１－２２－１１
玉島天満郵便局 713-8123 岡山県倉敷市玉島柏島９１７－１
玉島郵便局 713-8799 岡山県倉敷市玉島中央町２－１－５２
新賀郵便局 714-0005 岡山県笠岡市新賀１９５－８

笠岡大井郵便局 714-0012 岡山県笠岡市小平井１３３９－１
笠岡入江郵便局 714-0041 岡山県笠岡市入江１２４－８
笠岡金浦郵便局 714-0057 岡山県笠岡市金浦１０５１－１
笠岡駅前郵便局 714-0088 岡山県笠岡市中央町３６－１
小田郵便局 714-1227 岡山県小田郡矢掛町小田５５１０－１
矢掛郵便局 714-1299 岡山県小田郡矢掛町矢掛２６８３
芳井郵便局 714-2199 岡山県井原市芳井町与井１９６－４
笠岡郵便局 714-8799 岡山県笠岡市四番町６－８
木之子郵便局 715-0004 岡山県井原市木之子町３９０－１
西江原郵便局 715-0006 岡山県井原市西江原町１６９７－２
稲倉郵便局 715-0015 岡山県井原市西方町１４９５－１
高屋郵便局 715-0024 岡山県井原市高屋町７７１－１
井原郵便局 715-8799 岡山県井原市七日市町２

高梁鍛冶町郵便局 716-0023 岡山県高梁市鍜冶町１１－１
成羽郵便局 716-0111 岡山県高梁市成羽町下原５９９－２

吉備川上郵便局 716-0299 岡山県高梁市川上町地頭１７８５－５
平川郵便局 716-0311 岡山県高梁市備中町平川６５１１－６
巨瀬郵便局 716-1311 岡山県高梁市巨瀬町４７７４

北房上水田郵便局 716-1411 岡山県真庭市上水田３８２１－３－１
大和郵便局 716-1599 岡山県加賀郡吉備中央町西５６８－１
高梁郵便局 716-8799 岡山県高梁市旭町１３８９－１
美甘郵便局 717-0199 岡山県真庭市美甘３９９７

湯原温泉郵便局 717-0402 岡山県真庭市湯原温泉６９
二川郵便局 717-0421 岡山県真庭市粟谷１１８－３
湯原郵便局 717-0499 岡山県真庭市禾津３２２－２
上長田郵便局 717-0599 岡山県真庭市蒜山上長田４５９－７
川上郵便局 717-0699 岡山県真庭市蒜山下徳山４３－４０

美作勝山郵便局 717-8799 岡山県真庭市勝山３６７－６
新見本町郵便局 718-0011 岡山県新見市新見８６３
正田郵便局 718-0013 岡山県新見市正田２２８－３２
本郷郵便局 718-0303 岡山県新見市哲多町本郷６４８－１
新見郵便局 718-8799 岡山県新見市高尾２４８５－１１

金光宮黒郵便局 719-0104 岡山県浅口市金光町占見新田７５９－３
金光郵便局 719-0199 岡山県浅口市金光町大谷４５２－３

かもがた町家郵便局 719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方２２４－１
鴨方郵便局 719-0299 岡山県浅口市鴨方町六条院中３２８３



都道府県 局名 郵便番号 住所
岡山 服部郵便局 719-1113 岡山県総社市南溝手４５０－５

常盤郵便局 719-1134 岡山県総社市真壁９９６－５
総社秦郵便局 719-1142 岡山県総社市秦３９２－４
山手郵便局 719-1163 岡山県総社市地頭片山６３－３
総社郵便局 719-1199 岡山県総社市総社１－１－４５
川面郵便局 719-2121 岡山県高梁市川面町２２１８－１０
吹屋郵便局 719-2341 岡山県高梁市成羽町吹屋３２１
井倉郵便局 719-2599 岡山県新見市井倉５５４－２
豊永郵便局 719-2722 岡山県新見市豊永佐伏８９４－１
津田郵便局 719-3133 岡山県真庭市旦土１７１６

落合鹿田郵便局 719-3152 岡山県真庭市鹿田３４１
落合郵便局 719-3199 岡山県真庭市落合垂水５１０－２
久世郵便局 719-3299 岡山県真庭市鍋屋８－５
刑部郵便局 719-3599 岡山県新見市大佐小阪部１４６８－４
神代郵便局 719-3699 岡山県新見市神郷下神代３９５３－５
矢神郵便局 719-3799 岡山県新見市哲西町矢田１６８５－３
野馳郵便局 719-3899 岡山県新見市哲西町八鳥９６９

広島 福山御幸郵便局 720-0003 広島県福山市御幸町森脇２２３－１
福山千田郵便局 720-0017 広島県福山市千田町２－４－６
福山三吉郵便局 720-0031 広島県福山市三吉町５－７－２５
福山船町郵便局 720-0043 広島県福山市船町２－２２
福山胡町郵便局 720-0055 広島県福山市胡町５－２５

福山駅ローズ郵便局 720-0066 広島県福山市三之丸町３０－１
福山西町郵便局 720-0067 広島県福山市西町３－１６－４
福山本庄郵便局 720-0076 広島県福山市本庄町中３－４－１７

福山木之庄郵便局 720-0082 広島県福山市木之庄町３－１０－３９
福山山手郵便局 720-0092 広島県福山市山手町６－２４－１

鞆郵便局 720-0299 広島県福山市鞆町後地７９７－１２
常石郵便局 720-0313 広島県福山市沼隈町常石８４７－１
千年郵便局 720-0399 広島県福山市沼隈町草深１７０３－１
山南郵便局 720-0499 広島県福山市沼隈町中山南１４２４－２
藤江郵便局 720-0543 広島県福山市藤江町７６－２

福山ばら公園前郵便局 720-0803 広島県福山市花園町１－１－３０
福山霞町郵便局 720-0812 広島県福山市霞町４－３－１０
福山桜町郵便局 720-0818 広島県福山市西桜町２－１－３
福山川口郵便局 720-0821 広島県福山市東川口町４－５－３０

福山多治米郵便局 720-0824 広島県福山市多治米町３－７－１８
福山沖野上郵便局 720-0825 広島県福山市沖野上町４－１２－１８
福山草戸郵便局 720-0831 広島県福山市草戸町４－１６－１６
水呑郵便局 720-0832 広島県福山市水呑町三新田１６ブロック３ロットの２
水越郵便局 720-0842 広島県福山市津之郷町加屋１３－１

福山近田郵便局 720-1133 広島県福山市駅家町近田８０７－７
福山中島郵便局 720-1134 広島県福山市駅家町中島７７６－６
駅家郵便局 720-1199 広島県福山市駅家町江良１０－３
芦田郵便局 720-1261 広島県福山市芦田町上有地９２７－２
豊松郵便局 720-1702 広島県神石郡神石高原町上豊松１７７８－４
油木郵便局 720-1899 広島県神石郡神石高原町油木乙２００１－２
竹尋郵便局 720-2115 広島県福山市神辺町下竹田７１－５
御領郵便局 720-2117 広島県福山市神辺町下御領２７４－６

神辺駅前郵便局 720-2124 広島県福山市神辺町川南７２６－１
神辺郵便局 720-2199 広島県福山市神辺町川北１１２８－１
山野郵便局 720-2699 広島県福山市山野町山野上市２０１－８
福山郵便局 720-8799 広島県福山市東桜町３－４
春日郵便局 721-0907 広島県福山市春日町３－１０－１

福山東陽郵便局 721-0912 広島県福山市東陽台１－１２－２０
福山幕山郵便局 721-0913 広島県福山市幕山台２－２８－６
大門郵便局 721-0926 広島県福山市大門町１－３４－１

福山野々浜郵便局 721-0926 広島県福山市大門町３－３８－２３
福山高屋郵便局 721-0941 広島県福山市引野町北４－２２－１９
引野郵便局 721-0942 広島県福山市引野町３－１８－５

福山旭ケ丘郵便局 721-0945 広島県福山市引野町南１－１８－２６－１
福山新涯郵便局 721-0955 広島県福山市新涯町１－２７－４５
手城郵便局 721-0966 広島県福山市手城町４－２８－１４

福山手城六郵便局 721-0966 広島県福山市手城町２－７－１９
福山蔵王郵便局 721-0973 広島県福山市南蔵王町２－９－２３

福山東深津郵便局 721-0974 広島県福山市東深津町２－６－１５
福山東郵便局 721-8799 広島県福山市引野町５－３１－６
尾道古浜郵便局 722-0002 広島県尾道市古浜町１２－４
尾道吉和郵便局 722-0006 広島県尾道市沖側町２－３４
尾道亀川郵便局 722-0022 広島県尾道市栗原町８２５０－２
尾道則末郵便局 722-0024 広島県尾道市西則末町６－１６
尾道栗原郵便局 722-0026 広島県尾道市栗原西１－４－２２

尾道しまなみ郵便局 722-0036 広島県尾道市東御所町１－８
尾道西御所郵便局 722-0037 広島県尾道市西御所町８－３
尾道久保町郵便局 722-0045 広島県尾道市久保２－３－８
尾道長江郵便局 722-0046 広島県尾道市長江２－２－１６
尾道山波郵便局 722-0052 広島県尾道市山波町山波崎９５７－２４
向島東郵便局 722-0062 広島県尾道市向東町８８２１－３



都道府県 局名 郵便番号 住所
広島 彦ノ上郵便局 722-0062 広島県尾道市向東町１０３７－６

向島郵便局 722-0073 広島県尾道市向島町甲１８－２
向島中郵便局 722-0073 広島県尾道市向島町５５８１－１
美ノ郷郵便局 722-0215 広島県尾道市美ノ郷町三成１６１３
御調郵便局 722-0399 広島県尾道市御調町大田４６－１
宇津戸郵便局 722-0499 広島県世羅郡世羅町宇津戸１４３７－３
世羅大田郵便局 722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷８７８－４
甲山郵便局 722-1199 広島県世羅郡世羅町西上原宮田垣内９０－１１
久井郵便局 722-1399 広島県三原市久井町江木９６－１－１

因島大浜郵便局 722-2101 広島県尾道市因島大浜町２０００－１
重井郵便局 722-2102 広島県尾道市因島重井町２６４６－１
中庄郵便局 722-2211 広島県尾道市因島中庄町５９６－２

因島田熊郵便局 722-2324 広島県尾道市因島田熊町甲１１６９－４
因島郵便局 722-2399 広島県尾道市因島土生町１８９９－１

瀬戸田中野郵便局 722-2415 広島県尾道市瀬戸田町中野４０５－９
名荷郵便局 722-2417 広島県尾道市瀬戸田町名荷５３１－８
瀬戸田郵便局 722-2499 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田４０１－１
尾道郵便局 722-8799 広島県尾道市土堂２－１－２０

三原中之町郵便局 723-0003 広島県三原市中之町２－１－２７
三原東町郵便局 723-0011 広島県三原市東町２－４－１４
三原宮沖郵便局 723-0016 広島県三原市宮沖２－６－１６
三原和田郵便局 723-0041 広島県三原市和田２－３－１

三原宮浦町郵便局 723-0051 広島県三原市宮浦６－７－２９
三原本町郵便局 723-0062 広島県三原市本町３－１４－１６
三原西町郵便局 723-0063 広島県三原市西町２－６－１４
三原郵便局 723-8799 広島県三原市城町２－１３－３３

竹原本川郵便局 725-0026 広島県竹原市中央１－１０－１２
大崎郵便局 725-0399 広島県豊田郡大崎上島町中野４６１０－１

木江沖浦郵便局 725-0402 広島県豊田郡大崎上島町沖浦１０１０－３
木江明石郵便局 725-0403 広島県豊田郡大崎上島町明石２４０８－１
竹原郵便局 725-8799 広島県竹原市中央３－１－２

府中本町郵便局 726-0005 広島県府中市府中町７３９－１
府中高木郵便局 726-0013 広島県府中市高木町４９

府中高木南郵便局 726-0013 広島県府中市高木町上川原１２２４－１
父石郵便局 726-0035 広島県府中市父石町甲５２９－１
府中郵便局 726-8799 広島県府中市元町４５８－４

庄原板橋郵便局 727-0014 広島県庄原市板橋町１３５７－１
庄原三日市郵便局 727-0021 広島県庄原市三日市町上市南裏２９８－１２

高野郵便局 727-0402 広島県庄原市高野町新市６７４－６
備後本村郵便局 727-0623 広島県庄原市本村町６０１－８
庄原郵便局 727-8799 広島県庄原市中本町１－６－１
八次郵便局 728-0006 広島県三次市畠敷町１７０３－８

三次小文町郵便局 728-0007 広島県三次市小文町３７０－１
三次十日市郵便局 728-0012 広島県三次市十日市中４－７－１４
三次日出郵便局 728-0012 広島県三次市十日市中２－１－３３

三次胡子町郵便局 728-0021 広島県三次市三次町１５９３－１
三次西中町郵便局 728-0021 広島県三次市三次町１８９６－６
三次東酒屋町郵便局 728-0023 広島県三次市東酒屋町３８７－５

作木郵便局 728-0199 広島県三次市作木町下作木１５４２
横谷郵便局 728-0211 広島県三次市布野町横谷８２６－５
布野郵便局 728-0299 広島県三次市布野町上布野１４１９－１０
三次郵便局 728-8799 広島県三次市十日市東４－２－２
南松永郵便局 729-0105 広島県福山市南松永町２－１１－１０
備後今津郵便局 729-0111 広島県福山市今津町５－４－１６
松永宮前郵便局 729-0113 広島県福山市宮前町２－１－３
高須郵便局 729-0141 広島県尾道市高須町９２４－３５

東尾道駅前郵便局 729-0141 広島県尾道市高須町４７７３－５
松永郵便局 729-0199 広島県福山市松永町４－１２－１９
糸崎郵便局 729-0324 広島県三原市糸崎５－１２－１
本郷郵便局 729-0417 広島県三原市本郷南５－１６－１０
忠海郵便局 729-2399 広島県竹原市忠海中町２－２４－２
戸手郵便局 729-3101 広島県福山市新市町戸手２０６０－５
網引郵便局 729-3104 広島県福山市新市町宮内３１８－２
金丸郵便局 729-3111 広島県福山市新市町金丸３７５－３
新市郵便局 729-3199 広島県福山市新市町新市６８２

府中久佐郵便局 729-3222 広島県府中市久佐町９４９－１２
東郵便局 729-3305 広島県世羅郡世羅町別迫８２９－５
三川郵便局 729-3399 広島県世羅郡世羅町伊尾田谷１９１０－１
神石郵便局 729-3599 広島県神石郡神石高原町高光２１１７－１１
甲奴郵便局 729-4199 広島県三次市甲奴町西野５４３－３
吉舎郵便局 729-4299 広島県三次市吉舎町吉舎３７３－４
三良坂郵便局 729-4304 広島県三次市三良坂町三良坂２２５１－１
東城郵便局 729-5199 広島県庄原市東城町川東１３４５－４
小奴可郵便局 729-5599 広島県庄原市東城町小奴可２５９７－１
西城郵便局 729-5799 広島県庄原市西城町西城１１０－２
山内郵便局 729-6199 広島県庄原市山内町７１３
塩町郵便局 729-6205 広島県三次市塩町２１８２－５
川地郵便局 729-6331 広島県三次市下志和地町６２１－４



都道府県 局名 郵便番号 住所
広島 吉川郵便局 729-6799 広島県世羅郡世羅町黒川１５１３

広島白島中郵便局 730-0002 広島県広島市中区白島中町８－５
広島白島郵便局 730-0004 広島県広島市中区東白島町１９－８
広島基町郵便局 730-0011 広島県広島市中区基町１６－１７－１０１
広島中郵便局 730-0011 広島県広島市中区基町６－３６

広島県庁内郵便局 730-0011 広島県広島市中区基町１０－５２
広島合同庁舎内郵便局 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀６－３０
広島八丁堀郵便局 730-0013 広島県広島市中区八丁堀１１－１０

広島幟町中特ビル内郵便局 730-0016 広島県広島市中区幟町３－５７
広島胡町郵便局 730-0021 広島県広島市中区胡町４－１

広島福屋内郵便局 730-0021 広島県広島市中区胡町６－２６
広島並木通り郵便局 730-0029 広島県広島市中区三川町５－１１

広島立町郵便局 730-0032 広島県広島市中区立町６－１１
広島小町郵便局 730-0041 広島県広島市中区小町２－２０

広島鷹野橋郵便局 730-0042 広島県広島市中区国泰寺町２－４－１０
広島富士見郵便局 730-0043 広島県広島市中区富士見町１６－３３
広島昭和郵便局 730-0046 広島県広島市中区昭和町８－４０

ＮＨＫ広島放送センタービル内郵便局 730-0051 広島県広島市中区大手町２－１１－１０
広島千田郵便局 730-0052 広島県広島市中区千田町２－１１－１８

広島十日市郵便局 730-0806 広島県広島市中区西十日市町９－６
広島加古町郵便局 730-0812 広島県広島市中区加古町５－１１
広島吉島郵便局 730-0821 広島県広島市中区吉島町８－１

広島吉島東郵便局 730-0822 広島県広島市中区吉島東１－２０－１８
広島光南郵便局 730-0825 広島県広島市中区光南１－６－８
広島江波郵便局 730-0833 広島県広島市中区江波本町１４－２２

広島江波栄町郵便局 730-0836 広島県広島市中区江波栄町１－７
広島舟入町郵便局 730-0841 広島県広島市中区舟入町１２－１
広島舟入川口郵便局 730-0845 広島県広島市中区舟入川口町１４－２４
広島舟入南郵便局 730-0847 広島県広島市中区舟入南５－３－５
広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
八木郵便局 731-0101 広島県広島市安佐南区八木４－２－９

広島緑井郵便局 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井５－５－３
広島下緑井郵便局 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井２－４－１７
広島東野郵便局 731-0111 広島県広島市安佐南区東野２－２４－４３

広島祇園原郵便局 731-0113 広島県広島市安佐南区西原６－１－３１
古市郵便局 731-0123 広島県広島市安佐南区古市２－８－２
大町郵便局 731-0125 広島県広島市安佐南区大町西１－２－１１
長束郵便局 731-0135 広島県広島市安佐南区長束３－２０－１４
山本郵便局 731-0137 広島県広島市安佐南区山本１－１０－７
中祇園郵便局 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園１－４－１５
広島高取郵便局 731-0144 広島県広島市安佐南区高取北３－６－５

広島毘沙門台郵便局 731-0152 広島県広島市安佐南区毘沙門台２－２３－６
安郵便局 731-0154 広島県広島市安佐南区上安１－１－１０

広島上安郵便局 731-0154 広島県広島市安佐南区上安２－３３－１
安佐南郵便局 731-0199 広島県広島市安佐南区西原５－１０－８
三入郵便局 731-0211 広島県広島市安佐北区三入６－１１－１７

広島南原口郵便局 731-0221 広島県広島市安佐北区可部９－３９－８
可部中島郵便局 731-0223 広島県広島市安佐北区可部南５－１１－１０
広島亀山郵便局 731-0231 広島県広島市安佐北区亀山４－４－４２
可部郵便局 731-0299 広島県広島市安佐北区可部４－１－４
八千代郵便局 731-0305 広島県安芸高田市八千代町上根１０６２－３
可愛郵便局 731-0524 広島県安芸高田市吉田町川本１１９３－１
吉田郵便局 731-0599 広島県安芸高田市吉田町吉田６４９－４
横田郵便局 731-0699 広島県安芸高田市美土里町横田２１２６－３
飯室郵便局 731-1142 広島県広島市安佐北区安佐町飯室１４６４－２
鈴張郵便局 731-1199 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張２０２５－５
蔵迫郵便局 731-1502 広島県山県郡北広島町蔵迫２１１－１
壬生郵便局 731-1515 広島県山県郡北広島町壬生５６９－１
本地郵便局 731-1526 広島県山県郡北広島町本地２０３１－１
千代田郵便局 731-1599 広島県山県郡北広島町有田５－１
都志見郵便局 731-1712 広島県山県郡北広島町都志見５２２７－２
新庄郵便局 731-2103 広島県山県郡北広島町新庄９４６－１
大朝郵便局 731-2199 広島県山県郡北広島町大朝２４４７

広島小野原郵便局 731-3164 広島県広島市安佐南区伴東３－２－１４
広島大塚郵便局 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西３－１１－１

伴郵便局 731-3199 広島県広島市安佐南区伴東７－６３－１５
戸山郵便局 731-3271 広島県広島市安佐南区沼田町阿戸３４４－１
日浦郵便局 731-3399 広島県広島市安佐北区あさひが丘３－１７－１８
坪野郵便局 731-3412 広島県山県郡安芸太田町坪野７４８－１
加計郵便局 731-3599 広島県山県郡安芸太田町加計３３１５－１
上殿郵便局 731-3664 広島県山県郡安芸太田町上殿１９９９－１
筒賀郵便局 731-3702 広島県山県郡安芸太田町中筒賀１６９１－２
戸河内郵便局 731-3899 広島県山県郡安芸太田町戸河内３２８－１
熊野西郵便局 731-4227 広島県安芸郡熊野町貴船９－１１
熊野郵便局 731-4299 広島県安芸郡熊野町出来庭４－１－３４
坂郵便局 731-4399 広島県安芸郡坂町横浜中央１－６－４５

広島五月が丘郵便局 731-5101 広島県広島市佐伯区五月が丘５－３－１７
広島美鈴が丘郵便局 731-5114 広島県広島市佐伯区美鈴が丘西１－２－３



都道府県 局名 郵便番号 住所
広島 寺田郵便局 731-5116 広島県広島市佐伯区八幡３－１－４

五日市郵便局 731-5127 広島県広島市佐伯区五日市１－２－１６
広島コイン通郵便局 731-5127 広島県広島市佐伯区五日市５－３－３６

吉見園郵便局 731-5132 広島県広島市佐伯区吉見園２－２４
楽々園郵便局 731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園２－１－１７
観音郵便局 731-5142 広島県広島市佐伯区坪井１－３３－１３

五日市河内郵便局 731-5151 広島県広島市佐伯区五日市町上河内１５８８－３
広島城山郵便局 731-5155 広島県広島市佐伯区城山１－３－２

安芸五日市郵便局 731-5199 広島県広島市佐伯区五日市中央６－１－１
広島戸坂中町郵便局 732-0003 広島県広島市東区戸坂中町６－１６
広島くるめ木郵便局 732-0008 広島県広島市東区戸坂くるめ木１－１－３１
広島戸坂新町郵便局 732-0012 広島県広島市東区戸坂新町１－５－１

広島中山郵便局 732-0023 広島県広島市東区中山東１－３－２１
広島福田郵便局 732-0029 広島県広島市東区福田１－４２４５－２
広島馬木郵便局 732-0031 広島県広島市東区馬木２－５４１－５
広島温品郵便局 732-0033 広島県広島市東区温品７－１３－４
広島鶴江郵便局 732-0033 広島県広島市東区温品２－１９－８
広島曙郵便局 732-0045 広島県広島市東区曙５－３－２７

広島山根町郵便局 732-0048 広島県広島市東区山根町１６－１７
広島光郵便局 732-0052 広島県広島市東区光町２－７－２

広島愛宕町郵便局 732-0054 広島県広島市東区愛宕町５－６
広島牛田早稲田郵便局 732-0062 広島県広島市東区牛田早稲田１－１５－７

広島牛田早稲田団地郵便局 732-0063 広島県広島市東区牛田東４－１５－１
広島牛田郵便局 732-0066 広島県広島市東区牛田本町３－７－２１

広島牛田本町五郵便局 732-0066 広島県広島市東区牛田本町５－３－１
広島大州郵便局 732-0802 広島県広島市南区大州２－１４－１８
広島蟹屋郵便局 732-0804 広島県広島市南区西蟹屋３－４－２２

広島段原東浦郵便局 732-0811 広島県広島市南区段原２－１３－２２
広島比治山本町郵便局 732-0816 広島県広島市南区比治山本町３－２６
広島段原日出郵便局 732-0818 広島県広島市南区段原日出１－１５－７
広島金屋町郵便局 732-0825 広島県広島市南区金屋町２－２

広島東郵便局 732-8799 広島県広島市南区松原町２－６２
広島楠木郵便局 733-0002 広島県広島市西区楠木町３－８－１
広島三篠郵便局 733-0003 広島県広島市西区三篠町２－６－１３
広島大宮郵便局 733-0007 広島県広島市西区大宮１－１－１１
広島横川郵便局 733-0011 広島県広島市西区横川町２－５－３

広島中広町郵便局 733-0012 広島県広島市西区中広町２－１９－１５
広島南観音郵便局 733-0035 広島県広島市西区南観音２－３－２５
広島南観音七郵便局 733-0035 広島県広島市西区南観音７－７－１９
広島観音新町郵便局 733-0036 広島県広島市西区観音新町１－１８－２２
広島観音町郵便局 733-0037 広島県広島市西区西観音町１８－３
広島己斐郵便局 733-0812 広島県広島市西区己斐本町１－９－１８

広島己斐上郵便局 733-0815 広島県広島市西区己斐上１－１０－２７
広島己斐上四郵便局 733-0815 広島県広島市西区己斐上４－２－６６
広島庚午北郵便局 733-0821 広島県広島市西区庚午北１－６－２２
広島庚午郵便局 733-0822 広島県広島市西区庚午中３－５－１２

広島総合卸センター郵便局 733-0832 広島県広島市西区草津港１－５－２５
広島商工センター郵便局 733-0834 広島県広島市西区草津新町２－２７－１１
広島井口明神郵便局 733-0841 広島県広島市西区井口明神３－３－９

広島井口郵便局 733-0842 広島県広島市西区井口２－３－１３
広島井口西郵便局 733-0842 広島県広島市西区井口４－７－２４
広島井口台郵便局 733-0844 広島県広島市西区井口台１－１４－２６
広島鈴が峰郵便局 733-0852 広島県広島市西区鈴が峰町４１－１
広島草津郵便局 733-0861 広島県広島市西区草津東１－７－２８
広島高須郵便局 733-0871 広島県広島市西区高須２－３－１
広島古江郵便局 733-0874 広島県広島市西区古江西町２－２３
広島西郵便局 733-8799 広島県広島市西区天満町５－１０

広島宇品神田郵便局 734-0004 広島県広島市南区宇品神田３－８－２３
広島郵政研修所前郵便局 734-0004 広島県広島市南区宇品神田３－１２－１５

広島翠一郵便局 734-0005 広島県広島市南区翠１－２－３３
広島翠三郵便局 734-0005 広島県広島市南区翠３－１１－１１

広島皆実町郵便局 734-0007 広島県広島市南区皆実町３－２－１６
広島元宇品郵便局 734-0012 広島県広島市南区元宇品町５－２０
広島宇品本通郵便局 734-0015 広島県広島市南区宇品御幸５－１７－１

広島似島郵便局 734-0017 広島県広島市南区似島町家下２８７－３
広島東雲二郵便局 734-0022 広島県広島市南区東雲２－８－６
広島本浦郵便局 734-0025 広島県広島市南区東本浦町５－５

広島仁保二郵便局 734-0026 広島県広島市南区仁保２－７－５
広島旭郵便局 734-0036 広島県広島市南区旭２－１７－５
広島霞郵便局 734-0037 広島県広島市南区霞１－１－９
広島東霞郵便局 734-0046 広島県広島市南区東霞町５－２１
広島青崎郵便局 734-0053 広島県広島市南区青崎１－１４－１８
大長郵便局 734-0301 広島県呉市豊町大長５９１５－３６
久友郵便局 734-0304 広島県呉市豊町久比２３０５－１
御手洗郵便局 734-0399 広島県呉市豊町御手洗２０９
宇品郵便局 734-8799 広島県広島市南区宇品東１－１－６３

えのみや郵便局 735-0006 広島県安芸郡府中町本町３－８－２５
青崎東郵便局 735-0015 広島県安芸郡府中町青崎東１９－４９－２４



都道府県 局名 郵便番号 住所
広島 西辻郵便局 735-0021 広島県安芸郡府中町大須３－２－１３

鹿籠郵便局 735-0026 広島県安芸郡府中町桃山１－３－１２
茂陰郵便局 735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰１－６－２８

安芸府中郵便局 735-8799 広島県安芸郡府中町浜田本町１－４４
海田三迫郵便局 736-0014 広島県安芸郡海田町三迫１－３－４
東海田郵便局 736-0021 広島県安芸郡海田町成本１４－５

海田大正町郵便局 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町４－２８
海田中店郵便局 736-0066 広島県安芸郡海田町中店９－３４
広島船越郵便局 736-0081 広島県広島市安芸区船越５－１３－２０
矢野郵便局 736-0085 広島県広島市安芸区矢野西５－１－３

広島矢野東郵便局 736-0085 広島県広島市安芸区矢野西７－２－２
海田郵便局 736-8799 広島県安芸郡海田町曙町１０－３４

呉阿賀中央郵便局 737-0003 広島県呉市阿賀中央８－４－５
呉警固屋郵便局 737-0012 広島県呉市警固屋４－６－８
呉宮原三郵便局 737-0024 広島県呉市宮原３－５－１１

呉宮原十一郵便局 737-0024 広島県呉市宮原１１－３－１３
呉宮原七郵便局 737-0024 広島県呉市宮原７－３－１７
呉本通七郵便局 737-0045 広島県呉市本通７－１４－６
呉中通郵便局 737-0046 広島県呉市中通１－４－１３
呉中通三郵便局 737-0046 広島県呉市中通３－５－１１－２
呉中央六郵便局 737-0051 広島県呉市中央６－３－７

呉東中央二郵便局 737-0052 広島県呉市東中央２－１－１６
呉吾妻郵便局 737-0076 広島県呉市吾妻２－６－２１
呉三坂地郵便局 737-0105 広島県呉市広中迫町１７－１４
呉横路郵便局 737-0113 広島県呉市広横路４－１－１５
呉広本町郵便局 737-0125 広島県呉市広本町３－１８－１８

呉広大新開郵便局 737-0131 広島県呉市広中町１１－１９
呉長浜郵便局 737-0136 広島県呉市広長浜１－１－３
呉両谷郵便局 737-0141 広島県呉市広大新開３－２－２２
呉仁方郵便局 737-0152 広島県呉市仁方本町１－８－４
広郵便局 737-0199 広島県呉市広本町１－６－１
向郵便局 737-0311 広島県呉市蒲刈町向２９０１－１

下蒲刈郵便局 737-0399 広島県呉市下蒲刈町下島２１２０－６
呉辰川郵便局 737-0809 広島県呉市西辰川２－２－２０
呉三条一郵便局 737-0821 広島県呉市三条１－８－２９
呉三条郵便局 737-0821 広島県呉市三条３－４－１０
呉海岸郵便局 737-0823 広島県呉市海岸３－１２－２
呉吉浦郵便局 737-0853 広島県呉市吉浦中町１－３－４
呉泉ケ丘郵便局 737-0913 広島県呉市焼山泉ヶ丘１－９－９
呉桜ケ丘郵便局 737-0933 広島県呉市焼山桜ヶ丘１－３－１２
呉焼山郵便局 737-0935 広島県呉市焼山中央２－１－８
音戸郵便局 737-1299 広島県呉市音戸町南隠渡１－８－２０
室尾郵便局 737-1377 広島県呉市倉橋町１１９６０－３
倉橋郵便局 737-1399 広島県呉市倉橋町２３６４
飛渡瀬郵便局 737-2101 広島県江田島市大柿町飛渡瀬１５８１－３
江田島郵便局 737-2199 広島県江田島市江田島町中央４－１６－２
大君郵便局 737-2212 広島県江田島市大柿町大君９８－１０
大柿郵便局 737-2213 広島県江田島市大柿町大原１０８７－１０
鹿川郵便局 737-2302 広島県江田島市能美町鹿川３２３９－９
高田郵便局 737-2303 広島県江田島市能美町高田３４４３－１
三高郵便局 737-2316 広島県江田島市沖美町三吉４３５－２
安登郵便局 737-2512 広島県呉市安浦町安登西５－１８－１９
安浦郵便局 737-2599 広島県呉市安浦町中央２－１－１
川尻郵便局 737-2699 広島県呉市川尻町東１－１－１
呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央２－１－１
佐方郵便局 738-0001 広島県廿日市市佐方１－４－１４
桜尾郵便局 738-0004 広島県廿日市市桜尾２－２－５６

廿日市住吉郵便局 738-0013 広島県廿日市市廿日市１－８－１１
速谷神社前郵便局 738-0026 広島県廿日市市上平良堂垣内３４０－３
廿日市串戸郵便局 738-0033 広島県廿日市市串戸４－４－６

宮内郵便局 738-0034 広島県廿日市市宮内１０６５－４
廿日市宮園郵便局 738-0035 広島県廿日市市宮園３－７－８
四季が丘郵便局 738-0036 広島県廿日市市四季が丘５－２－１
地御前郵便局 738-0042 広島県廿日市市地御前３－２２－１６

廿日市ニュータウン郵便局 738-0053 広島県廿日市市阿品台４－１－１８
友和郵便局 738-0203 広島県廿日市市友田５７１－２
玖島郵便局 738-0205 広島県廿日市市玖島４３５０－６
浅原郵便局 738-0223 広島県廿日市市浅原２６４９－５
佐伯郵便局 738-0299 広島県廿日市市津田２０１６－４
砂谷郵便局 738-0599 広島県広島市佐伯区湯来町伏谷１１－５
上水内郵便局 738-0721 広島県広島市佐伯区湯来町多田２５７５－２
廿日市郵便局 738-8799 広島県廿日市市新宮１－１６－１０
三永郵便局 739-0023 広島県東広島市西条町下三永７０３－３
御薗宇郵便局 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇６４２７－１

東広島寺西郵便局 739-0041 広島県東広島市西条町寺家６６３８－１
広島大学内郵便局 739-0046 広島県東広島市鏡山１－１－３

サイエンスパーク前郵便局 739-0046 広島県東広島市鏡山３－６－２
八本松駅前郵便局 739-0141 広島県東広島市八本松町飯田１５４０



都道府県 局名 郵便番号 住所
広島 八本松東郵便局 739-0142 広島県東広島市八本松東３－１－２３

八本松郵便局 739-0199 広島県東広島市八本松南５－５－１４
西志和郵便局 739-0267 広島県東広島市志和町別府２７７
志和堀郵便局 739-0269 広島県東広島市志和町志和堀３５０６－２
広島中野郵便局 739-0321 広島県広島市安芸区中野２－１－６

広島中野東郵便局 739-0321 広島県広島市安芸区中野５－９－１８
宮島口郵便局 739-0411 広島県廿日市市宮島口１－１２－４
大野郵便局 739-0499 広島県廿日市市大野原１－２－１
宮島郵便局 739-0559 広島県廿日市市宮島町５９０

大竹栄町郵便局 739-0603 広島県大竹市西栄１－２０－９
大竹立戸郵便局 739-0605 広島県大竹市立戸２－４－１０
大竹本町郵便局 739-0613 広島県大竹市本町２－１６－１３
大竹小方郵便局 739-0621 広島県大竹市港町１－１－３
玖波郵便局 739-0651 広島県大竹市玖波２－３－２
大竹郵便局 739-0699 広島県大竹市新町２－１０－１６
甲田郵便局 739-1101 広島県安芸高田市甲田町高田原１４５２－２
井原郵便局 739-1301 広島県広島市安佐北区白木町井原４４０２
高南郵便局 739-1499 広島県広島市安佐北区白木町小越８７－５

広島高陽金平郵便局 739-1731 広島県広島市安佐北区落合３－８－４３－２
口田郵便局 739-1734 広島県広島市安佐北区口田１－８－３

高陽岩上郵便局 739-1734 広島県広島市安佐北区口田４－２３－６
広島中深川郵便局 739-1751 広島県広島市安佐北区深川６－３－３３

高陽郵便局 739-1799 広島県広島市安佐北区亀崎１－１－３３
来原郵便局 739-1805 広島県安芸高田市高宮町原田１６３６－４
高宮郵便局 739-1899 広島県安芸高田市高宮町佐々部１０８２－１５
造賀郵便局 739-2101 広島県東広島市高屋町造賀３５８５－１
白市郵便局 739-2114 広島県東広島市高屋町白市１０６１－２

西高屋駅前郵便局 739-2125 広島県東広島市高屋町中島４５６－５
高屋郵便局 739-2199 広島県東広島市高屋高美が丘４－３５－１
入野郵便局 739-2208 広島県東広島市河内町入野４９７３－８
河内郵便局 739-2299 広島県東広島市河内町中河内７９４－２
川源郵便局 739-2313 広島県東広島市豊栄町清武３５０－２
福富郵便局 739-2399 広島県東広島市福富町久芳金口１５３９－２６

安芸津木谷郵便局 739-2401 広島県東広島市安芸津町木谷４１６
安芸津郵便局 739-2499 広島県東広島市安芸津町三津４３８６
板城郵便局 739-2599 広島県東広島市黒瀬町小多田３２５

黒瀬楢原郵便局 739-2613 広島県東広島市黒瀬町楢原１６８４－１
黒瀬郵便局 739-2699 広島県東広島市黒瀬町菅田３７４－１
下黒瀬郵便局 739-2799 広島県東広島市黒瀬町兼沢１１０２
安芸西条郵便局 739-8799 広島県東広島市西条栄町１０－３８

山口 岩国元町郵便局 740-0012 山口県岩国市元町３－８－８
岩国今津郵便局 740-0017 山口県岩国市今津町５－４－１０
岩国室木郵便局 740-0018 山口県岩国市麻里布町７－１５－１０
岩国川下郵便局 740-0027 山口県岩国市中津町２－１４－４
南岩国三郵便局 740-0034 山口県岩国市南岩国町３－１４－３
岩国藤生郵便局 740-0036 山口県岩国市藤生町１－１９－２０
通津郵便局 740-0044 山口県岩国市通津２３６７－１
和木郵便局 740-0061 山口県玖珂郡和木町和木４－３－１８
北河内郵便局 740-0399 山口県岩国市下４５７－１
広瀬郵便局 740-0799 山口県岩国市錦町広瀬２６３－６
坂上郵便局 740-1225 山口県岩国市美和町渋前４７８－２
美和郵便局 740-1299 山口県岩国市美和町生見２１７１－３
由宇郵便局 740-1499 山口県岩国市由宇町中央１－８－１０
岩国郵便局 740-8799 山口県岩国市麻里布町２－６－８

岩国錦見郵便局 741-0061 山口県岩国市錦見６－１０－１３
岩国川西郵便局 741-0082 山口県岩国市川西１－１３－２０
御庄郵便局 741-0083 山口県岩国市御庄１－１１２－８
藤河郵便局 741-0092 山口県岩国市多田１２７７
岩国西郵便局 741-8799 山口県岩国市岩国２－１７－１７
柳井港郵便局 742-0021 山口県柳井市柳井９９１

柳井きたまち郵便局 742-0021 山口県柳井市柳井４７０４－８
柳井南町郵便局 742-0031 山口県柳井市南町７－８－１５
伊陸郵便局 742-0201 山口県柳井市伊陸４７０９－８
玖珂郵便局 742-0399 山口県岩国市玖珂町７９６－１０
高森郵便局 742-0499 山口県岩国市周東町下久原１２８２－４
佐賀郵便局 742-1111 山口県熊毛郡平生町佐賀１５９７－７
平生郵便局 742-1199 山口県熊毛郡平生町平生町東浜１９７－４２
伊保庄郵便局 742-1352 山口県柳井市伊保庄２５６２－２
上関郵便局 742-1499 山口県熊毛郡上関町室津１９９－１
麻郷郵便局 742-1513 山口県熊毛郡田布施町麻郷２９３７－１４
麻里府郵便局 742-1514 山口県熊毛郡田布施町別府１６８９－５
田布施郵便局 742-1599 山口県熊毛郡田布施町波野３２９－５
大島郵便局 742-2199 山口県大島郡周防大島町小松１９３－２
久賀郵便局 742-2301 山口県大島郡周防大島町久賀新開５０８４－３
平野郵便局 742-2599 山口県大島郡周防大島町平野１４８４－２
日良居郵便局 742-2804 山口県大島郡周防大島町日前１９７６－３
橘郵便局 742-2899 山口県大島郡周防大島町西安下庄３９２０－６
柳井郵便局 742-8799 山口県柳井市中央２－８－１７



都道府県 局名 郵便番号 住所
山口 光室積郵便局 743-0007 山口県光市室積３－２－１７

光虹ケ丘郵便局 743-0031 山口県光市虹ケ丘１－１０－１４
周防郵便局 743-0061 山口県光市小周防１６４１
光島田郵便局 743-0065 山口県光市上島田３－１１－２０
束荷郵便局 743-0105 山口県光市束荷１２５７－５
岩田郵便局 743-0199 山口県光市岩田１５４－１
光郵便局 743-8799 山口県光市中央４－１－１

下松東柳郵便局 744-0017 山口県下松市東柳２－１－７
下松花岡郵便局 744-0024 山口県下松市末武上１４３８－５

下松生野屋郵便局 744-0031 山口県下松市生野屋４－１－１
みずほ郵便局 744-0075 山口県下松市瑞穂町２－８－１
下松郵便局 744-8799 山口県下松市新川１－４－５

徳山有楽町郵便局 745-0035 山口県周南市有楽町５４
徳山岡田町郵便局 745-0066 山口県周南市岡田町１－５

須々万郵便局 745-0199 山口県周南市須々万本郷４８６－１０
向道郵便局 745-0241 山口県周南市大向１６７２－７
鹿野郵便局 745-0399 山口県周南市鹿野上３１９１－３
須金郵便局 745-0401 山口県周南市須万２５２０
八代郵便局 745-0501 山口県周南市八代８２８－１０
三丘郵便局 745-0631 山口県周南市安田６３９－１
熊毛郵便局 745-0662 山口県周南市高水原１－３－２５

徳山櫛浜郵便局 745-0805 山口県周南市櫛ケ浜４５８－３
徳山桜木郵便局 745-0806 山口県周南市桜木１－１０－１３
徳山周陽郵便局 745-0823 山口県周南市周陽２－７－１７
徳山秋月郵便局 745-0825 山口県周南市秋月３－１－２８
徳山速玉郵便局 745-0844 山口県周南市速玉町５－２９

徳山一番町郵便局 745-0872 山口県周南市徳山一番丁４１７２－５
徳山郵便局 745-8799 山口県周南市御幸通１－３

新南陽政所郵便局 746-0012 山口県周南市政所１－４－８
新南陽富田郵便局 746-0034 山口県周南市富田２９４１
南陽福川郵便局 746-0038 山口県周南市福川３－１３－２５
新南陽郵便局 746-8799 山口県周南市富田１－２－２３

防府牟礼西郵便局 747-0001 山口県防府市岩畠２－４－４３
防府牟礼郵便局 747-0014 山口県防府市江泊宮ノ前１８３４－２
防府緑町郵便局 747-0026 山口県防府市緑町２－４－５
防府宮市郵便局 747-0032 山口県防府市宮市町４－１
防府駅前郵便局 747-0036 山口県防府市戎町１－７－１０
防府新橋郵便局 747-0051 山口県防府市泉町１－２６
防府佐野郵便局 747-0067 山口県防府市佐野３４３－５
防府車塚郵便局 747-0811 山口県防府市車塚町１０－２

防府三田尻郵便局 747-0814 山口県防府市三田尻３－６－３３
防府錦橋郵便局 747-0825 山口県防府市新田１７７４－１
防府新田郵便局 747-0825 山口県防府市新田５８７－４

防府新前町郵便局 747-0834 山口県防府市田島６７８－４
防府新上地郵便局 747-0834 山口県防府市田島１４３４－６
防府華城郵便局 747-0836 山口県防府市植松６５７－１

防府仁井令郵便局 747-0845 山口県防府市仁井令１０４９－１
富海郵便局 747-1111 山口県防府市富海２６９６－３
鋳銭司郵便局 747-1221 山口県山口市鋳銭司５４３５－４
大道郵便局 747-1232 山口県防府市台道４９５－６
防府郵便局 747-8799 山口県防府市佐波２－１１－１
神代郵便局 749-0101 山口県柳井市神代２９５１－３
大畠郵便局 749-0102 山口県柳井市大畠１５０１

下関中之町郵便局 750-0004 山口県下関市中之町３－１８
下関南部町郵便局 750-0006 山口県下関市南部町２２－８
下関上田中二郵便局 750-0009 山口県下関市上田中町２－７－４

下関丸山郵便局 750-0009 山口県下関市上田中町７－２－１０
下関上田中四郵便局 750-0009 山口県下関市上田中町４－３－１１

下関入江郵便局 750-0013 山口県下関市入江町２－２
下関大平郵便局 750-0053 山口県下関市大平町８－７

下関大和町郵便局 750-0067 山口県下関市大和町１－１３－８
下関福浦郵便局 750-0075 山口県下関市彦島江の浦町２－２２－３２

下関江ノ浦郵便局 750-0075 山口県下関市彦島江の浦町５－１－１３
下関杉田郵便局 750-0078 山口県下関市彦島杉田町１－９－１
下関塩浜郵便局 750-0086 山口県下関市彦島塩浜町３－１５－１７
下関西山郵便局 750-0093 山口県下関市彦島西山町２－３－２７
内日郵便局 750-0299 山口県下関市内日下１１３３－３
岡枝郵便局 750-0321 山口県下関市菊川町上岡枝５７６－４
菊川郵便局 750-0399 山口県下関市菊川町下岡枝１５８－５
殿居郵便局 750-0401 山口県下関市豊田町殿居中村１１０４
豊田下郵便局 750-0453 山口県下関市豊田町手洗飯塚４６４－８
豊田前郵便局 750-0602 山口県美祢市豊田前町麻生下矢の原５８７－７
下関王喜郵便局 750-1124 山口県下関市松屋本町１－１－３０
下関清末郵便局 750-1154 山口県下関市清末本町１０－１７
小月郵便局 750-1199 山口県下関市小月本町１－９－７
下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町２－１２－１２

下関一の宮郵便局 751-0805 山口県下関市一の宮住吉２－８－３６
下関本町郵便局 751-0815 山口県下関市本町３－２－３７



都道府県 局名 郵便番号 住所
山口 下関山の口郵便局 751-0824 山口県下関市山の口町１－９

下関後田郵便局 751-0826 山口県下関市後田町５－１０－１０
下関武久郵便局 751-0833 山口県下関市武久町２－１４－５

下関新垢田郵便局 751-0842 山口県下関市新垢田南町２－１－６
下関綾羅木郵便局 751-0849 山口県下関市綾羅木本町１－１３－１８
下関川中豊町郵便局 751-0853 山口県下関市川中豊町７－１０－１

勝山郵便局 751-0872 山口県下関市秋根南町１－６－２３
下関東郵便局 751-8799 山口県下関市山の田東町１２－２５
王司郵便局 752-0916 山口県下関市王司上町４－４８６－６

長府駅前郵便局 752-0933 山口県下関市長府松小田本町２－１４
下関中土居郵便局 752-0963 山口県下関市長府中土居北町４－１

長府郵便局 752-8799 山口県下関市長府中浜町５－１９
山口宮野郵便局 753-0011 山口県山口市宮野下３０５４－５
山口桜畠郵便局 753-0021 山口県山口市桜畠２－５－２０

山口金古曽郵便局 753-0024 山口県山口市金古曽町６－３８
山口湯田郵便局 753-0058 山口県山口市下市町１－１
山口神田郵便局 753-0064 山口県山口市神田町２－２０

山口県庁内郵便局 753-0071 山口県山口市滝町１－１
山口中讃井郵便局 753-0074 山口県山口市中央５－１５－３６
山口後河原郵便局 753-0083 山口県山口市後河原２４６－１
山口中市郵便局 753-0086 山口県山口市中市町１－１３
御堀郵便局 753-0214 山口県山口市大内御堀１４３－６
大内郵便局 753-0221 山口県山口市大内矢田北６－１－２
仁保郵便局 753-0302 山口県山口市仁保中郷１０００－１

山口吉敷郵便局 753-0813 山口県山口市吉敷中東３－２－３８
山口平川郵便局 753-0831 山口県山口市平井１４５６－８
大歳郵便局 753-0861 山口県山口市矢原１４２９－１

山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央１－１－１
小郡大正町郵便局 754-0002 山口県山口市小郡下郷１３２９－２５
小郡黄金町郵便局 754-0021 山口県山口市小郡黄金町１４－２８
小郡新町郵便局 754-0031 山口県山口市小郡新町１－４－１
秋吉郵便局 754-0599 山口県美祢市秋芳町秋吉２６８９－３
嘉万郵便局 754-0601 山口県美祢市秋芳町嘉万２９５６
別府郵便局 754-0603 山口県美祢市秋芳町別府１６９９－１
深溝郵便局 754-0895 山口県山口市深溝１６１０－４
秋穂郵便局 754-1101 山口県山口市秋穂東６４７０－３
阿知須郵便局 754-1277 山口県山口市阿知須４７４５－３
小野郵便局 754-1399 山口県宇部市小野３９１０－８
小郡郵便局 754-8799 山口県山口市小郡下郷６０９－２

宇部則貞郵便局 755-0003 山口県宇部市則貞１－７－５
宇部明治郵便局 755-0013 山口県宇部市明治町２－３－１２
宇部錦郵便局 755-0018 山口県宇部市錦町７－１５
宇部岬郵便局 755-0026 山口県宇部市松山町５－５－６
宇部琴芝郵便局 755-0033 山口県宇部市琴芝町２－６－８

宇部新川駅前郵便局 755-0042 山口県宇部市松島町１５－１６
宇部山大病院内郵便局 755-0046 山口県宇部市南小串１－１－１

宇部助田郵便局 755-0053 山口県宇部市西中町１－２６
宇部居能郵便局 755-0055 山口県宇部市居能町３－１３－４３
宇部中村郵便局 755-0072 山口県宇部市中村３－６－２６
宇部山門郵便局 755-0077 山口県宇部市山門３－３－２８

宇部小羽山郵便局 755-0081 山口県宇部市北小羽山町４－１－１６
宇部常盤台郵便局 755-0097 山口県宇部市常盤台２－１３－７

床波郵便局 755-0153 山口県宇部市床波２－５－３０
東岐波郵便局 755-0241 山口県宇部市東岐波２１５３－３
宇部平原郵便局 755-0807 山口県宇部市東平原２－９－２４
宇部郵便局 755-8799 山口県宇部市常盤町２－１－２３
高千帆郵便局 756-0091 山口県山陽小野田市日の出３－１２－１４

小野田旭町郵便局 756-0808 山口県山陽小野田市旭町１－８－５
小野田本山郵便局 756-0817 山口県山陽小野田市小野田５２３－６
小野田本通南郵便局 756-0835 山口県山陽小野田市セメント町６－１２

小野田郵便局 756-8799 山口県山陽小野田市中川４－４－５
渡場郵便局 757-0002 山口県山陽小野田市郡３２２６－６５
埴生郵便局 757-0012 山口県山陽小野田市埴生５３０－４
万倉郵便局 757-0214 山口県宇部市西万倉１５４８－８
船木郵便局 757-0216 山口県宇部市船木２３０－２
厚狭郵便局 757-8799 山口県山陽小野田市厚狭１－６－３０

萩越ケ浜郵便局 758-0011 山口県萩市椿東６３７３－５２
萩新川郵便局 758-0011 山口県萩市椿東３１１３－８

萩松陰神社前郵便局 758-0011 山口県萩市椿東２５１７－３
萩浜崎郵便局 758-0022 山口県萩市浜崎町２４７－１４
萩たまち郵便局 758-0047 山口県萩市東田町８８－３
萩橋本郵便局 758-0062 山口県萩市橋本町３－１
萩平安古郵便局 758-0074 山口県萩市平安古町５２３－１
福井郵便局 758-0212 山口県萩市福井下４０６１－５
萩郵便局 758-8799 山口県萩市江向４４０－１
厚東郵便局 759-0122 山口県宇部市吉見１１７０－１
二俣瀬郵便局 759-0136 山口県宇部市木田白土５６８－３
宇部東割郵便局 759-0204 山口県宇部市妻崎開作３９－８



都道府県 局名 郵便番号 住所
山口 妻崎郵便局 759-0206 山口県宇部市東須恵２９７７－５

宇部中野郵便局 759-0206 山口県宇部市東須恵７１０－３
宇部駅前郵便局 759-0208 山口県宇部市西宇部南２－１２－３５
篠生郵便局 759-1231 山口県山口市阿東生雲東分８７－５
地福郵便局 759-1499 山口県山口市阿東地福上１８８９－１
厚保郵便局 759-2151 山口県美祢市西厚保町本郷６８０－３
伊佐郵便局 759-2222 山口県美祢市伊佐町伊佐４５９７－４
美祢郵便局 759-2299 山口県美祢市大嶺町東分３５４－７
江崎郵便局 759-3112 山口県萩市下田万１０８８－２
須佐郵便局 759-3499 山口県萩市須佐４６０５－９
大井郵便局 759-3611 山口県萩市大井古川１７４２－１４
三隅郵便局 759-3899 山口県長門市三隅下１３３５－１

長門深川郵便局 759-4101 山口県長門市東深川１３０８－４
湯本郵便局 759-4103 山口県長門市深川湯本９７３－８
仙崎郵便局 759-4106 山口県長門市仙崎錦町１３０２－１０
長門郵便局 759-4199 山口県長門市東深川８９４－１
日置郵便局 759-4499 山口県長門市日置上６３１１
油谷郵便局 759-4599 山口県長門市油谷新別名１００９－４
粟野郵便局 759-5199 山口県下関市豊北町粟野５０２０－１
阿川郵便局 759-5299 山口県下関市豊北町阿川６３０－８
角島郵便局 759-5332 山口県下関市豊北町角島２１７０
特牛郵便局 759-5399 山口県下関市豊北町神田１４７８－５
滝部郵便局 759-5599 山口県下関市豊北町滝部８５５－２
矢玉郵便局 759-6199 山口県下関市豊北町矢玉４８１

豊浦川棚郵便局 759-6301 山口県下関市豊浦町川棚５２４６－７
黒井郵便局 759-6312 山口県下関市豊浦町黒井１８２７－５

豊浦室津郵便局 759-6316 山口県下関市豊浦町室津下６８２－６
豊浦郵便局 759-6399 山口県下関市豊浦町小串２４３０－３
吉見郵便局 759-6599 山口県下関市吉見本町１－５－１４
安岡郵便局 759-6612 山口県下関市安岡駅前１－９－８

下関冨任郵便局 759-6613 山口県下関市富任町５－１９－７


