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■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所

札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北6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
函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町1－6
札幌大通郵便局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西2－9
釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町13－2－1
帯広郵便局 080-8799 北海道帯広市西3条南8－10
小樽郵便局 047-8799 北海道小樽市色内1－8－1
札幌西郵便局 063-8799 北海道札幌市西区山の手五条1－3－1
北見郵便局 090-8799 北海道北見市北六条東1－1－1
東室蘭郵便局 050-8799 北海道室蘭市東町2－27－2
豊平郵便局 062-8799 北海道札幌市豊平区美園三条6－3－4
岩見沢郵便局 068-8799 北海道岩見沢市九条西2－1－5
室蘭郵便局 051-8799 北海道室蘭市中央町1－1－10
千歳郵便局 066-8799 北海道千歳市千代田町7－101－20
函館東郵便局 042-8799 北海道函館市湯川町2－9－1
留萌郵便局 077-8799 北海道留萌市本町1－38
根室郵便局 087-8799 北海道根室市本町4－41－2
浦河郵便局 057-8799 北海道浦河郡浦河町浜町7

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

仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町1－7
仙台東郵便局 983-8799 宮城県仙台市宮城野区原町6－2－32
仙台南郵便局 982-8791 宮城県仙台市太白区長町7－21－12

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

福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町10－30
郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日2－24－6

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

東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2－7－2
日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋1－18－1
京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地4－2－2
神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町2－12
麹町郵便局 102-8799 東京都千代田区九段南4－5－9
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷1－5－12
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿1－8－8
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1－12－13
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋2－1－1
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野2－27－1
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋3－22－5
目黒郵便局 152-8799 東京都目黒区目黒本町1－15－16
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋3－18－1
武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保3－1－26
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町7－21－1
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町2－14－36

千代田霞が関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関1－2－1
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

横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5－3
横浜中郵便局 231-0057 神奈川県横浜市中区曙町2－31
川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町1－2

山　梨 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町6－10
新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通2－6－26
新潟中郵便局 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通7番町1018

東　京

新　潟

「ぽすくま＆ハローキティのノートレターセット」を発売開始日に郵便窓口で販売する郵便局
※下表の郵便局においても、品切れの場合はお取り寄せとなる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
　　また、発行部数が2万部のため、売り切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
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都道府県 局名 郵便番号 住所
長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南長野南県町1085－4
松本郵便局 390-8799 長野県松本市中央2－7－5

富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り6－6
高岡郵便局 933-8799 富山県高岡市御馬出町34

金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町1－1
金沢南郵便局 921-8799 石川県金沢市新保本4－65－2
小松郵便局 923-8799 石川県小松市園町ハ128－1

福　井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手3－1－28
岐　阜 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町1－3－2

静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町1－9
浜松郵便局 430-8799 静岡県浜松市中区旭町8－1

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（名古屋中央郵便局）
千種郵便局 464-8799 愛知県名古屋市千種区今池4－9－18

名古屋東郵便局 461-8799 愛知県名古屋市東区白壁5－11
名古屋中郵便局 460-8799 愛知県名古屋市中区大須3－1－10
豊橋郵便局 440-8799 愛知県豊橋市神明町106

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

京都中央郵便局 600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町843－12
中京郵便局 604-8799 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町30番地

大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3－2－4
大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町1－3－8
堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町2－16

神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6－2－1
灘郵便局 657-8799 兵庫県神戸市灘区大石東町3－2－8
長田郵便局 653-8799 兵庫県神戸市長田区細田町7－1－1
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町210
尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通2－11－1

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

岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下2－1－1
倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形1－8－15

広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町1－4－1
広島東郵便局 732-8799 広島県広島市南区松原町2－62
広島西郵便局 733-8799 広島県広島市西区天満町5－10
呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央2－1－1
福山郵便局 720-8799 広島県福山市東桜町3－4

山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央1－1－1
下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町2－12－12

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

松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町3－5－2
松山西郵便局 791-8799 愛媛県松山市古三津6－13－16
新居浜郵便局 792-8799 愛媛県新居浜市繁本町3－2

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

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
博多南郵便局 816-8799 福岡県福岡市博多区元町2－2－12
大牟田郵便局 836-8799 福岡県大牟田市不知火町1－4－7
早良郵便局 814-8799 福岡県福岡市早良区高取1－1－1

佐　賀 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原2－1－35
長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町1－1
長崎北郵便局 852-8799 長崎県長崎市川口町9－20
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
宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通1－1－34
都城郵便局 885-8799 宮崎県都城市中町14－18

鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町1－2
鹿児島東郵便局 892-8799 鹿児島県鹿児島市山下町3－3
那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壷川3－3－8
那覇東郵便局 902-8799 沖縄県那覇市寄宮1－3－1
宮古郵便局 906-8799 沖縄県宮古島市平良西里782－7
八重山郵便局 907-8799 沖縄県石垣市大川12
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