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■「JR西日本＜新幹線＞フォルムカードセット 」富山　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
富山 富山駅前郵便局 930-0002 富山県富山市新富町１－１－１２

富山市役所内郵便局 930-0005 富山県富山市新桜町７－３８
富山県庁内郵便局 930-0006 富山県富山市新総曲輪１－７
富山稲荷郵便局 930-0010 富山県富山市稲荷元町２－８－１０
富山柳町郵便局 930-0016 富山県富山市柳町１－２－１５

富山総曲輪郵便局 930-0029 富山県富山市本町６－２０
富山清水郵便局 930-0033 富山県富山市元町１－５－４

富山四十物町郵便局 930-0049 富山県富山市豊川町５－７
富山太田口郵便局 930-0063 富山県富山市太田口通り３－４－６
富山越前町郵便局 930-0067 富山県富山市越前町１－１４
富山相生郵便局 930-0072 富山県富山市桃井町２－３－１３

富山大橋通郵便局 930-0088 富山県富山市諏訪川原１－１０－２４
富山芝園郵便局 930-0097 富山県富山市芝園町２－３－２
呉羽郵便局 930-0115 富山県富山市茶屋町６２５－３

富山富田郵便局 930-0123 富山県富山市呉羽富田町７３５５
杉谷郵便局 930-0152 富山県富山市杉谷４１６－１

釜ヶ淵郵便局 930-0241 富山県中新川郡立山町道源寺９２４
大森郵便局 930-0264 富山県中新川郡立山町東大森３４０－２
舟橋郵便局 930-0289 富山県中新川郡舟橋村竹内４８９－１
立山郵便局 930-0299 富山県中新川郡立山町五百石７９－６

上市神明町郵便局 930-0342 富山県中新川郡上市町神明町５１
上市郵便局 930-0399 富山県中新川郡上市町三日市３－９

富山中島郵便局 930-0801 富山県富山市中島２－５－１２
富山赤江郵便局 930-0813 富山県富山市下赤江町２－３－２２

富山上飯野郵便局 930-0827 富山県富山市上飯野前田２－５
富山永楽町郵便局 930-0853 富山県富山市永楽町６－１
富山奥田郵便局 930-0854 富山県富山市城北町１０－５
富山駅北郵便局 930-0859 富山県富山市牛島本町１－６－２２

富山羽根町郵便局 930-0864 富山県富山市羽根１３７９－２
富山五福郵便局 930-0887 富山県富山市五福五区３４６０
富山桜谷郵便局 930-0887 富山県富山市五福５８９７－２
富山石坂郵便局 930-0891 富山県富山市石坂新折田７８０－１
富山金代郵便局 930-0926 富山県富山市金代１９５－３
富山開郵便局 930-0944 富山県富山市開４４６
富山長江郵便局 930-0972 富山県富山市長江新町４－６－１１
富山新庄郵便局 930-0982 富山県富山市荒川２－２５－６４
福沢郵便局 930-1281 富山県富山市東福沢１６９１－３
上滝郵便局 930-1399 富山県富山市中滝２２８
小見郵便局 930-1456 富山県富山市小見１６６－１
山田郵便局 930-2105 富山県富山市山田湯１８９７
草島郵便局 930-2201 富山県富山市草島２３５－１１３

富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り６－６
富山豊田郵便局 931-8316 富山県富山市豊丘町３１－９
富山岩瀬郵便局 931-8356 富山県富山市東岩瀬町岩瀬大町１６８

東富山駅前郵便局 931-8452 富山県富山市東富山寿町３－１５－３２
富山北郵便局 931-8799 富山県富山市森４－９－１

石動中央町郵便局 932-0045 富山県小矢部市中央町７－１５
津沢郵便局 932-0115 富山県小矢部市津沢１－９５
井波郵便局 932-0299 富山県南砺市山見釜土９４７－１
庄川郵便局 932-0399 富山県砺波市庄川町青島１０２－１
若林郵便局 932-0805 富山県小矢部市西中３４８

北蟹谷郵便局 932-0851 富山県小矢部市末友３２
小矢部郵便局 932-8799 富山県小矢部市綾子５５３－１
高岡野村郵便局 933-0014 富山県高岡市野村４６５－２

高岡いわせの郵便局 933-0014 富山県高岡市野村１３４８－３
高岡駅前郵便局 933-0021 富山県高岡市下関町２－２３－１

高岡大手町郵便局 933-0039 富山県高岡市大手町１１－２
高岡中川郵便局 933-0046 富山県高岡市中川本町１４－３８
高岡能町郵便局 933-0073 富山県高岡市荻布１２３
伏木古府郵便局 933-0111 富山県高岡市伏木東一宮６－１０
伏木郵便局 933-0199 富山県高岡市伏木錦町４－１０

海老江郵便局 933-0299 富山県射水市東明中町４－７
立野郵便局 933-0325 富山県高岡市立野５９６－１
石堤郵便局 933-0355 富山県高岡市石堤５０５

高岡佐野郵便局 933-0826 富山県高岡市佐野１３０７－５
高岡若富郵便局 933-0831 富山県高岡市北島若富町２３３
高岡横田郵便局 933-0842 富山県高岡市横田町１－１－１２

高岡南星町郵便局 933-0857 富山県高岡市木津６８８－１
高岡駅南郵便局 933-0871 富山県高岡市駅南４－３－３８
高岡芳野郵便局 933-0872 富山県高岡市芳野１８１
高岡向野郵便局 933-0901 富山県高岡市向野本町１１０－３

高岡広小路郵便局 933-0911 富山県高岡市あわら町２－２
高岡本町郵便局 933-0913 富山県高岡市本町１０－１５
高岡南町郵便局 933-0933 富山県高岡市南幸町３－７
高岡内免郵便局 933-0941 富山県高岡市内免５－１－７



都道府県 局名 郵便番号 住所
富山 高岡美幸町郵便局 933-0954 富山県高岡市美幸町１－２－８

高岡守山郵便局 933-0986 富山県高岡市西海老坂２９３
高岡郵便局 933-8799 富山県高岡市御馬出町３４

新湊立町郵便局 934-0013 富山県射水市立町２－２１
作道郵便局 934-0042 富山県射水市作道２０９５－７
塚原郵便局 934-0052 富山県射水市松木６７１
新湊郵便局 934-8799 富山県射水市本町３－１７－１０

氷見北大町郵便局 935-0004 富山県氷見市北大町１９－２
氷見駅前郵便局 935-0015 富山県氷見市伊勢大町１－３－１９
氷見柳田郵便局 935-0031 富山県氷見市柳田１１７３－５
島尾郵便局 935-0032 富山県氷見市島尾４６２－１
上庄郵便局 935-0065 富山県氷見市泉４６９－１
布勢郵便局 935-0199 富山県氷見市飯久保２６８－４
女良郵便局 935-0403 富山県氷見市中田８６－２
藪田郵便局 935-0425 富山県氷見市薮田９８７
宇波郵便局 935-0499 富山県氷見市宇波４８３３－１
氷見郵便局 935-8799 富山県氷見市丸の内１１－２８

滑川吾妻郵便局 936-0033 富山県滑川市吾妻町５０５
滑川高月郵便局 936-0078 富山県滑川市高月町１３７
浜加積郵便局 936-0806 富山県滑川市北野２４２
中加積郵便局 936-0846 富山県滑川市堀江３５７－１
滑川郵便局 936-8799 富山県滑川市清水町３－３０
経田郵便局 937-0007 富山県魚津市経田中町７－１３

魚津上村木郵便局 937-0046 富山県魚津市上村木１－６－１
魚津金屋郵便局 937-0055 富山県魚津市中央通り２－６－５
魚津住吉郵便局 937-0851 富山県魚津市住吉尻井２８７７－１
魚津双葉郵便局 937-0868 富山県魚津市双葉町１－１７
魚津郵便局 937-8799 富山県魚津市本江１００７

黒部三日市郵便局 938-0031 富山県黒部市三日市１２１９－６
生地郵便局 938-0071 富山県黒部市生地山新７６６－９
舟見郵便局 938-0103 富山県下新川郡入善町舟見１０９７－２

宇奈月郵便局 938-0282 富山県黒部市宇奈月温泉７－３０
宇奈月浦山郵便局 938-0862 富山県黒部市宇奈月町浦山２０６６－１

黒部郵便局 938-8799 富山県黒部市三日市３９９３
福岡郵便局 939-0199 富山県高岡市福岡町下蓑２１６９－２
大門郵便局 939-0234 富山県射水市二口８７６
大島郵便局 939-0274 富山県射水市小島７３３－１
黒河郵便局 939-0311 富山県射水市黒河２６７７－１
金山郵便局 939-0321 富山県射水市青井谷６１－２

小杉三ケ郵便局 939-0341 富山県射水市三ケ本中町３２８６
太閤山郵便局 939-0362 富山県射水市太閤山１－９
南太閤山郵便局 939-0364 富山県射水市南太閤山３－１－１４
小杉郵便局 939-0399 富山県射水市戸破若葉町１１９５

水戸田郵便局 939-0403 富山県射水市生源寺１６７
上条郵便局 939-0554 富山県富山市水橋専光寺１８１－２
水橋郵便局 939-0599 富山県富山市水橋畠等２２９－１

入善駅前郵便局 939-0626 富山県下新川郡入善町入膳７２０７－７
新屋郵便局 939-0637 富山県下新川郡入善町新屋２５３０－３
入善郵便局 939-0699 富山県下新川郡入善町入膳３７２９－２

朝日桜町郵便局 939-0714 富山県下新川郡朝日町桜町３０９０－３
泊郵便局 939-0731 富山県下新川郡朝日町東草野１５９９－１
中田郵便局 939-1251 富山県高岡市常国３２０－３
油田郵便局 939-1308 富山県砺波市三郎丸１８９
太田郵便局 939-1315 富山県砺波市太田１７６３
中野郵便局 939-1322 富山県砺波市中野１１７５－１

五鹿屋郵便局 939-1327 富山県砺波市五郎丸１５３
東野尻郵便局 939-1333 富山県砺波市苗加４４０２－５
鷹栖郵便局 939-1335 富山県砺波市鷹栖１１５０－３

砺波本町郵便局 939-1368 富山県砺波市本町２－６
砺波郵便局 939-1399 富山県砺波市三島町１１－３

栴檀野郵便局 939-1404 富山県砺波市宮森新１０８
安居郵便局 939-1554 富山県南砺市安居１８４
福野郵便局 939-1599 富山県南砺市苗島４９１２
福光郵便局 939-1699 富山県南砺市福光９６３－１１

福光荒木郵便局 939-1732 富山県南砺市荒木１５３２
城端郵便局 939-1899 富山県南砺市城端１１７１－１
上平郵便局 939-1968 富山県南砺市上平細島１１６５
平郵便局 939-1999 富山県南砺市下梨２５０５
細入郵便局 939-2199 富山県富山市猪谷１０７４－２

大久保郵便局 939-2251 富山県富山市下大久保１５４３－３
大沢野郵便局 939-2299 富山県富山市上大久保９４８
杉原郵便局 939-2304 富山県富山市八尾町黒田３６１３－１

黒瀬谷郵便局 939-2323 富山県富山市八尾町村杉１４４
八尾駅前郵便局 939-2376 富山県富山市八尾町福島５７０－５
越中八尾郵便局 939-2399 富山県富山市八尾町上新町２６５７－１
古里郵便局 939-2606 富山県富山市婦中町長沢山ノ下３２８５－７
婦中郵便局 939-2706 富山県富山市婦中町速星６１６
地角郵便局 939-2744 富山県富山市婦中町地角４３０



都道府県 局名 郵便番号 住所
富山 富山不二越郵便局 939-8005 富山県富山市中市１－３－５３

富山高原町郵便局 939-8015 富山県富山市中川原７８－２９
富山高屋敷郵便局 939-8036 富山県富山市高屋敷６０６
富山上堀郵便局 939-8057 富山県富山市堀２６８
富山小泉郵便局 939-8082 富山県富山市小泉町古道割１５８
富山大泉郵便局 939-8093 富山県富山市大泉東町１－８－１７
富山月岡郵便局 939-8132 富山県富山市月岡町６－６８５
富山若竹郵便局 939-8181 富山県富山市若竹町６－４８

富山花園町郵便局 939-8201 富山県富山市花園町１－７－１９
富山掛尾郵便局 939-8212 富山県富山市掛尾町２８４－１
富山黒崎郵便局 939-8214 富山県富山市黒崎１５６－１
富山新保郵便局 939-8253 富山県富山市新保２８８－１
富山今泉郵便局 939-8282 富山県富山市今泉北部町１－５
富山南郵便局 939-8799 富山県富山市堀川町２５７－２


