
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所

函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町1-6
札幌桑園駅前郵便局 060-0011 北海道札幌市中央区北十一条西14-1-35
札幌南一条郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西5-20
札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東1-2-1
旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通6-28-1
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
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

宮内庁内郵便局 100-0001 東京都千代田区千代田1-1
パレスサイドビル内郵便局 100-0003 東京都千代田区一ﾂ橋1-1-1
大手町ビル内郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1
日本ビル内郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2

ＫＤＤＩ大手町ビル内郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町1-8-1
丸の内センタービル内郵便局 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1

第一生命館内郵便局 100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-1
東京交通会館内郵便局 100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1
帝国ホテル内郵便局 100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1

ＮＴＴ日比谷ビル内郵便局 100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-6
東京高等裁判所内郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-4

霞ヶ関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関1-2-1
第二霞ケ関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関2-1-2
千代田霞が関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関1-3-2
国会内郵便局 100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1

山王グランドビル内郵便局 100-0014 東京都千代田区永田町2-14-2
霞が関ビル内郵便局 100-6003 東京都千代田区霞が関3-2-5

山王パークタワー内郵便局 100-6190 東京都千代田区永田町2-11-1
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2-7-2

秋葉原ＵＤＸ内郵便局 101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1
東神田郵便局 101-0031 東京都千代田区東神田2-4-5

千代田岩本町郵便局 101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-9
神田須田町郵便局 101-0041 東京都千代田区神田須田町2-8
神田今川橋郵便局 101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-7-11
千代田鍛冶町郵便局 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-11-22
神田駅前郵便局 101-0046 東京都千代田区神田多町2-2-6

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
小川町郵便局 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-22
神田錦町郵便局 101-0054 東京都千代田区神田錦町1-17-4
神田三崎町郵便局 101-0061 東京都千代田区三崎町2-2-12
神田駿河台郵便局 101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-3-45

新御茶ノ水駅前郵便局 101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-9
神田淡路町郵便局 101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-19
神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町2-12
飯田橋郵便局 102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2

麹町飯田橋通郵便局 102-0072 東京都千代田区飯田橋2-7-6
九段郵便局 102-0074 東京都千代田区九段南1-4-6

千代田四番町郵便局 102-0081 東京都千代田区四番町4-8
千代田一番町郵便局 102-0082 東京都千代田区一番町10-22
麹町本通郵便局 102-0083 東京都千代田区麹町5-3
海事ビル内郵便局 102-0083 東京都千代田区麹町4-5
半蔵門駅前郵便局 102-0083 東京都千代田区麹町2-12
最高裁判所内郵便局 102-0092 東京都千代田区隼町4-2
都道府県会館内郵便局 102-0093 東京都千代田区平河町2-6-3

ホテルニューオータニ内郵便局 102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1
麹町郵便局 102-8799 東京都千代田区九段南4-5-9

小伝馬町郵便局 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町10-10
両国郵便局 103-0004 東京都中央区東日本橋2-27-12

東日本橋三郵便局 103-0004 東京都中央区東日本橋3-4-10
日本橋浜町郵便局 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-25-10
中央浜町一郵便局 103-0007 東京都中央区日本橋浜町1-5-3

日本橋大伝馬町郵便局 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12-1
日本橋人形町郵便局 103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-5-10
中央人形町二郵便局 103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-15-1

東京シティターミナル内郵便局 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町22-1
ＩＢＭ箱崎ビル内郵便局 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町19-21
日本橋小網町郵便局 103-0016 東京都中央区日本橋小網町11-5

日本橋三井ビル内郵便局 103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1
日本橋室町郵便局 103-0022 東京都中央区日本橋室町1-12-13

北海道

東京



都道府県 局名 郵便番号 住所
日本橋本町郵便局 103-0023 東京都中央区日本橋本町4-14-2
新日本橋駅前郵便局 103-0023 東京都中央区日本橋本町3-3-4
日本橋小舟町郵便局 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町4-1
日本橋茅場町郵便局 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-4-6
日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋2-2-10
日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋1-18-1

八重洲地下街郵便局 104-0028 東京都中央区八重洲2-1
京橋通郵便局 104-0031 東京都中央区京橋3-6-3

中央八丁堀郵便局 104-0032 東京都中央区八丁堀2-9-1
中央新川郵便局 104-0033 東京都中央区新川1-9-11
中央新川二郵便局 104-0033 東京都中央区新川2-15-11
中央新富二郵便局 104-0041 東京都中央区新富2-5-1
新富郵便局 104-0041 東京都中央区新富1-19-1
中央湊郵便局 104-0043 東京都中央区湊2-7-4

聖路加ガーデン内郵便局 104-0044 東京都中央区明石町8-1
中央築地六郵便局 104-0045 東京都中央区築地6-8-6
中央築地郵便局 104-0045 東京都中央区築地5-2-1
中央佃郵便局 104-0051 東京都中央区佃3-5-8

リバーシティ２１郵便局 104-0051 東京都中央区佃2-2-6-101
京橋月島郵便局 104-0052 東京都中央区月島4-1-14

晴海トリトンスクエア郵便局 104-0053 東京都中央区晴海1-8-16
中央勝どき郵便局 104-0054 東京都中央区勝どき1-7-1
中央勝どき三郵便局 104-0054 東京都中央区勝どき3-13-1
中央豊海郵便局 104-0055 東京都中央区豊海町5-1
銀座西郵便局 104-0061 東京都中央区銀座西8-10

銀座みゆき通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座6-8-3
銀座三郵便局 104-0061 東京都中央区銀座3-14-16
銀座通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座2-7-18
銀座四郵便局 104-0061 東京都中央区銀座4-6-11

銀座並木通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座3-2-10
銀座七郵便局 104-0061 東京都中央区銀座7-15-5
銀座一郵便局 104-0061 東京都中央区銀座1-20-14
京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地4-2-2
西新橋郵便局 105-0003 東京都港区西新橋1-5-13
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋3-22-5
麻布郵便局 106-8799 東京都港区麻布台1-6-19
赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂8-4-17
高輪郵便局 108-8799 東京都港区三田3-8-6
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷1-5-12
浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草1-1-1
小石川郵便局 112-8799 東京都文京区小石川4-4-2
本郷郵便局 113-8799 東京都文京区本郷6-1-15
王子郵便局 114-8799 東京都北区王子6-2-28
赤羽郵便局 115-8799 東京都北区赤羽南1-12-10
荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川3-2-1
足立郵便局 120-8799 東京都足立区千住曙町42-4
足立北郵便局 121-8799 東京都足立区竹の塚3-9-20
足立西郵便局 123-8799 東京都足立区西新井本町4-4-30
葛飾郵便局 124-8799 東京都葛飾区四つ木2-28-1

葛飾新宿郵便局 125-8799 東京都葛飾区金町1-8-1
本所吾妻橋駅前郵便局 130-0001 東京都墨田区吾妻橋2-3-13
押上駅前郵便局 130-0002 東京都墨田区業平4-17-12
墨田横川郵便局 130-0003 東京都墨田区横川4-7-3
本所一郵便局 130-0004 東京都墨田区本所1-25-7
墨田石原郵便局 130-0011 東京都墨田区石原3-25-6
墨田太平町郵便局 130-0012 東京都墨田区太平1-12-5
錦糸町駅前郵便局 130-0013 東京都墨田区錦糸3-2-1
墨田横網郵便局 130-0015 東京都墨田区横網1-6-1
墨田緑町郵便局 130-0021 東京都墨田区緑1-14-12
墨田江東橋郵便局 130-0022 東京都墨田区江東橋1-7-19
墨田菊川郵便局 130-0024 東京都墨田区菊川3-8-7
墨田両国三郵便局 130-0026 東京都墨田区両国3-7-3
本所郵便局 130-8799 東京都墨田区太平4-21-2
墨田二郵便局 131-0031 東京都墨田区墨田2-6-10
墨田四郵便局 131-0031 東京都墨田区墨田4-50-1
東向島一郵便局 131-0032 東京都墨田区東向島1-4-8
墨田白鬚郵便局 131-0032 東京都墨田区東向島4-9-4
東向島五郵便局 131-0032 東京都墨田区東向島5-17-8
向島四郵便局 131-0033 東京都墨田区向島4-25-16

墨田八広四郵便局 131-0041 東京都墨田区八広4-51-3
墨田八広三郵便局 131-0041 東京都墨田区八広3-32-16
墨田立花郵便局 131-0043 東京都墨田区立花5-23-1-102

墨田立花団地内郵便局 131-0043 東京都墨田区立花1-26-2
墨田京島一郵便局 131-0046 東京都墨田区京島1-23-9
墨田京島郵便局 131-0046 東京都墨田区京島3-47-3
向島郵便局 131-8799 東京都墨田区東向島2-32-25

江戸川椿郵便局 132-0003 東京都江戸川区春江町3-48-13
江戸川今井郵便局 132-0013 東京都江戸川区江戸川3-50-15

東京



都道府県 局名 郵便番号 住所
江戸川一郵便局 132-0013 東京都江戸川区江戸川1-26-2

江戸川東瑞江二郵便局 132-0014 東京都江戸川区東瑞江2-52-19
江戸川中央郵便局 132-0021 東京都江戸川区中央2-24-3
江戸川中央三郵便局 132-0021 東京都江戸川区中央3-24-18
江戸川区役所前郵便局 132-0021 東京都江戸川区中央1-3-13
江戸川中央四郵便局 132-0021 東京都江戸川区中央4-4-19
江戸川西一之江郵便局 132-0023 東京都江戸川区西一之江3-17-18
江戸川一之江郵便局 132-0024 東京都江戸川区一之江4-6-15
江戸川松江郵便局 132-0025 東京都江戸川区松江7-2-11
江戸川松島郵便局 132-0031 東京都江戸川区松島3-2-3

江戸川東小松川郵便局 132-0033 東京都江戸川区東小松川1-12-23
江戸川東小松川三郵便局 132-0033 東京都江戸川区東小松川3-13-4
江戸川小松川郵便局 132-0034 東京都江戸川区小松川3-11-1
江戸川平井五郵便局 132-0035 東京都江戸川区平井5-48-1
江戸川平井郵便局 132-0035 東京都江戸川区平井4-8-24
江戸川平井七郵便局 132-0035 東京都江戸川区平井7-29-4
平井駅前郵便局 132-0035 東京都江戸川区平井5-6-3
江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島1-19-24

江戸川上一色郵便局 133-0041 東京都江戸川区上一色2-18-4
江戸川本一色郵便局 133-0044 東京都江戸川区本一色2-3-11
北小岩三郵便局 133-0051 東京都江戸川区北小岩3-13-8
北小岩六郵便局 133-0051 東京都江戸川区北小岩6-9-12
北小岩七郵便局 133-0051 東京都江戸川区北小岩7-17-5
東小岩一郵便局 133-0052 東京都江戸川区東小岩1-13-1
東小岩五郵便局 133-0052 東京都江戸川区東小岩5-26-7

江戸川上篠崎郵便局 133-0054 東京都江戸川区上篠崎3-14-9
小岩駅前郵便局 133-0056 東京都江戸川区南小岩8-18-2
南小岩五郵便局 133-0056 東京都江戸川区南小岩5-3-17

南小岩フラワーロード郵便局 133-0056 東京都江戸川区南小岩6-27-16
西小岩一郵便局 133-0057 東京都江戸川区西小岩1-15-6
西小岩四郵便局 133-0057 東京都江戸川区西小岩4-4-8
江戸川篠崎郵便局 133-0061 東京都江戸川区篠崎町3-23-6
江戸川篠崎七郵便局 133-0061 東京都江戸川区篠崎町7-8-20
江戸川東篠崎郵便局 133-0063 東京都江戸川区東篠崎1-7-48
江戸川南篠崎二郵便局 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町2-45-15
瑞江駅前郵便局 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町2-10-4

江戸川東松本郵便局 133-0071 東京都江戸川区東松本1-14-5
江戸川鹿骨郵便局 133-0073 東京都江戸川区鹿骨5-14-12
江戸川鹿骨二郵便局 133-0073 東京都江戸川区鹿骨2-45-1

小岩郵便局 133-8799 東京都江戸川区南小岩8-1-10
江戸川春江五郵便局 134-0003 東京都江戸川区春江町5-11-7
江戸川北葛西三郵便局 134-0081 東京都江戸川区北葛西3-1-32
江戸川中葛西一郵便局 134-0083 東京都江戸川区中葛西1-49-14
江戸川中葛西五郵便局 134-0083 東京都江戸川区中葛西5-7-16
葛西駅前郵便局 134-0083 東京都江戸川区中葛西3-29-19
葛西仲町郵便局 134-0084 東京都江戸川区東葛西7-19-16
江戸川長島郵便局 134-0084 東京都江戸川区東葛西5-45-1

江戸川東葛西六郵便局 134-0084 東京都江戸川区東葛西6-8-1
江戸川南葛西六郵便局 134-0085 東京都江戸川区南葛西6-7-4
江戸川臨海郵便局 134-0086 東京都江戸川区臨海町5-2-2

葛西クリーンタウン内郵便局 134-0087 東京都江戸川区清新町1-3-9
西葛西駅前郵便局 134-0088 東京都江戸川区西葛西6-8-16
江戸川船堀郵便局 134-0091 東京都江戸川区船堀2-21-9
葛西郵便局 134-8799 東京都江戸川区中葛西1-3-1

江東住吉郵便局 135-0002 東京都江東区住吉2-3-9
森下町郵便局 135-0004 東京都江東区森下1-12-6
江東千田郵便局 135-0013 東京都江東区千田21-6
江東洲崎橋郵便局 135-0016 東京都江東区東陽3-20-9

江東区文化センター内郵便局 135-0016 東京都江東区東陽4-11-1
江東白河郵便局 135-0021 東京都江東区白河4-1-5
深川一郵便局 135-0033 東京都江東区深川1-8-16
江東永代郵便局 135-0034 東京都江東区永代1-14-9
江東木場郵便局 135-0042 東京都江東区木場5-5-12
江東塩浜郵便局 135-0043 東京都江東区塩浜2-23-2
江東牡丹郵便局 135-0046 東京都江東区牡丹3-8-3
江東牡丹一郵便局 135-0046 東京都江東区牡丹1-2-1
江東潮見郵便局 135-0052 東京都江東区潮見1-2-1
江東辰巳郵便局 135-0053 東京都江東区辰巳1-9-49
江東豊洲郵便局 135-0061 東京都江東区豊洲3-2-20
江東東雲郵便局 135-0062 東京都江東区東雲1-8-3-101
ＴＦＴ内郵便局 135-0063 東京都江東区有明3-6-11

テレコムセンター内郵便局 135-0064 東京都江東区青海2-5-10
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽4-4-2

江東亀戸郵便局 136-0071 東京都江東区亀戸3-62-12
江東亀戸六郵便局 136-0071 東京都江東区亀戸6-42-3
江東亀戸七郵便局 136-0071 東京都江東区亀戸7-38-5
江東亀戸一郵便局 136-0071 東京都江東区亀戸1-17-6
江東亀戸五郵便局 136-0071 東京都江東区亀戸5-42-13

東京



都道府県 局名 郵便番号 住所
江東大島郵便局 136-0072 東京都江東区大島7-22-16
東大島駅前郵便局 136-0072 東京都江東区大島9-4-1-110
江東北砂一郵便局 136-0073 東京都江東区北砂1-11-1
江東北砂七郵便局 136-0073 東京都江東区北砂7-5-15
江東北砂五郵便局 136-0073 東京都江東区北砂5-19-25-101
江東北砂三郵便局 136-0073 東京都江東区北砂3-20-9
江東東砂郵便局 136-0074 東京都江東区東砂3-1-12
江東東砂二郵便局 136-0074 東京都江東区東砂2-13-10-103
江東東砂八郵便局 136-0074 東京都江東区東砂8-19-13
江東南砂郵便局 136-0076 東京都江東区南砂4-1-12
江東南砂六郵便局 136-0076 東京都江東区南砂6-10-10
江東南砂北郵便局 136-0076 東京都江東区南砂5-24-11-101

江東南砂団地内郵便局 136-0076 東京都江東区南砂2-3-14
新木場センタービル内郵便局 136-0082 東京都江東区新木場1-18-6

城東郵便局 136-8799 東京都江東区大島3-15-2
江東新砂郵便局 137-8799 東京都江東区新砂2-4-23
品川郵便局 140-8799 東京都品川区東大井5-23-34
大崎郵便局 141-8799 東京都品川区西五反田2-32-7
荏原郵便局 142-8799 東京都品川区西中延1-7-23
大森郵便局 143-8799 東京都大田区山王3-9-13
蒲田郵便局 144-8799 東京都大田区蒲田本町1-2-8

田園調布郵便局 145-8799 東京都大田区南雪谷2-21-1
千鳥郵便局 146-8799 東京都大田区千鳥2-34-10
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1-12-13
代々木郵便局 151-8799 東京都渋谷区西原1-42-2
目黒郵便局 152-8799 東京都目黒区目黒本町1-15-16
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋2-1-1
千歳郵便局 156-8799 東京都世田谷区経堂1-40-1
成城郵便局 157-8799 東京都世田谷区成城8-30-25
玉川郵便局 158-8799 東京都世田谷区等々力8-22-1
落合郵便局 161-8799 東京都中野区東中野4-27-21
牛込郵便局 162-8799 東京都新宿区北山伏町1-5
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿1-8-8
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野2-27-1
中野北郵便局 165-8799 東京都中野区丸山1-28-10
杉並郵便局 166-8799 東京都杉並区成田東4-38-14
荻窪郵便局 167-8799 東京都杉並区桃井2-3-2
杉並南郵便局 168-8799 東京都杉並区浜田山4-5-5
新宿北郵便局 169-8799 東京都新宿区大久保3-14-8
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋3-18-1
板橋郵便局 173-8799 東京都板橋区板橋2-42-1
板橋北郵便局 174-8799 東京都板橋区志村3-24-16
板橋西郵便局 175-8799 東京都板橋区高島平3-12-1
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北6-4-2
石神井郵便局 177-8799 東京都練馬区石神井台3-3-7
大泉郵便局 178-8799 東京都練馬区大泉学園町4-20-23
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘2-9-7
武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保3-1-26
三鷹郵便局 181-8799 東京都三鷹市野崎1-1-2
調布郵便局 182-8799 東京都調布市八雲台2-6-1

武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町1-7
小金井郵便局 184-8799 東京都小金井市本町5-38-20
国分寺郵便局 185-8799 東京都国分寺市日吉町4-1-10
国立郵便局 186-8799 東京都国立市富士見台2-43-4
小平郵便局 187-8799 東京都小平市小川東町5-16-1
西東京郵便局 188-8799 東京都西東京市田無町3-2-2
東村山郵便局 189-8799 東京都東村山市本町2-1-2
あきる野郵便局 190-0199 東京都あきる野市秋川3-2-1
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町2-14-36
日野郵便局 191-8799 東京都日野市宮345

八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野1-6-7
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町7-21-1
八王子西郵便局 193-8799 東京都八王子市散田町5-27-7
町田西郵便局 194-0299 東京都町田市小山町4275-2
町田郵便局 194-8799 東京都町田市旭町3-2-22
鶴川郵便局 195-8799 東京都町田市大蔵町446
昭島郵便局 196-8799 東京都昭島市松原町1-9-31
青梅郵便局 198-8799 東京都青梅市東青梅1-13-2
狛江郵便局 201-8799 東京都狛江市和泉本町3-29-7

東久留米郵便局 203-8799 東京都東久留米市中央町1-1-44
清瀬郵便局 204-8799 東京都清瀬市元町2-28-12
羽村郵便局 205-8799 東京都羽村市緑ヶ丘5-3-2
多摩郵便局 206-8799 東京都多摩市鶴牧1-24-2

武蔵村山郵便局 208-8799 東京都武蔵村山市学園3-24-1
川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町1-2
横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島2-14-2

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
富山 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り6-6

神奈川

東京



都道府県 局名 郵便番号 住所
石川 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町1-1
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
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 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
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
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
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
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

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
福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神4-3-1
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
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 那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川3-3-8

福岡


