
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町１－６
北海道 札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東１－２－１
北海道 札幌西郵便局 063-8799 北海道札幌市西区山の手五条１－３－１
北海道 旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通６－２８－１
北海道 釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町１３－２－１
青森 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町１－７－２４
岩手 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
宮城 仙台駅内郵便局 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１
宮城 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町１－７
秋田 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
山形 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町１－７－２４
福島 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０
茨城 水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
栃木 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
群馬 前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町１－６－５
埼玉 さいたま中央郵便局 336-8799 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
埼玉 上尾郵便局 362-8799 埼玉県上尾市谷津１－８７－１
千葉 千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
千葉 八千代郵便局 276-8799 千葉県八千代市ゆりのき台１－１－１
東京 千代田霞が関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関１－３－２
東京 東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２
東京 秋葉原ＵＤＸ内郵便局 101-0021 東京都千代田区外神田４－１４－１
東京 神田南神保町郵便局 101-0051 東京都千代田区神田神保町１－１３
東京 深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽４－４－２
東京 渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
東京 新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８
東京 練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北６－４－２
東京 光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘２－９－７
東京 立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町２－１４－３６
神奈川 川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２
神奈川 横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
神奈川 藤沢郵便局 251-8799 神奈川県藤沢市藤沢１１５－２
神奈川 平塚郵便局 254-8799 神奈川県平塚市追分１－３３
新潟 長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町２－６－１
新潟 新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６
新潟 新潟中郵便局 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通７番町１０１８
富山 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り６－６
石川 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町１－１
石川 松任郵便局 924-8799 石川県白山市八ツ矢町６０９
福井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８
山梨 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町６－１０
長野 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町１０８５－４
長野 長野南郵便局 381-2299 長野県長野市川中島町御厨堂野９５４－１
岐阜 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町１－３－２
静岡 静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町１－９
愛知 タワーズ内郵便局 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４
愛知 名古屋中央郵便局 450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町４－５
愛知 名古屋中日ビル内郵便局 460-0008 愛知県名古屋市中区栄４－１－１
三重 津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央１－１
滋賀 大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜１－４
京都 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
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 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
兵庫 神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
兵庫 加古川郵便局 675-8799 兵庫県加古川市加古川町北在家２５７８
奈良 奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町５－３－３
和歌山 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁４
鳥取 鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１
島根 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町１３８
岡山 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下２－１－１
広島 広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
広島 呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央２－１－１
山口 山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央１－１－１
徳島 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町１－２
香川 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町１－１５
愛媛 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町３－５－２
高知 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町１－１０－１８
福岡 北九州中央郵便局 802-8799 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１
福岡 福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
福岡 博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－１９
佐賀 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原２－１－３５
長崎 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町１－１
熊本 熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
熊本 熊本東郵便局 862-8799 熊本県熊本市東区錦ケ丘１－１０
大分 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町３－４－１８
宮崎 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４
鹿児島 鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町１－２
沖縄 美栄橋郵便局 900-0015 沖縄県那覇市久茂地１－１－１
沖縄 那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川３－３－８
沖縄 八重山郵便局 907-8799 沖縄県石垣市大川１２


