
 
 
 
 

 

別添 

実施局一覧 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

北海道 登別 のぼりべつ 059-8799 北海道登別市中央町 2-15-1 

  登別駅前 のぼりべつえきまえ 059-0464 北海道登別市登別東町 1-5-12 

  鷲別 わしべつ 059-0034 北海道登別市鷲別町 1-6-18 

  登別温泉 のぼりべつおんせん 059-0599 北海道登別市登別温泉町 12-4 

  登別富士 のぼりべつふじ 059-0014 北海道登別市富士町 7-1-10 

  幌別鉄南 ほろべつてつなん 059-0013 北海道登別市幌別町 6-4-7 

  登別若草 のぼりべつわかくさ 059-0035 北海道登別市若草町 3-6-1 

  登別新生 のぼりべつしんせい 059-0032 北海道登別市新生町 3-19-16 

  白老 しらおい 059-0999 北海道白老郡白老町大町 3-4-20 

  竹浦 たけうら 059-0642 北海道白老郡白老町竹浦 33-4 

  虎杖浜 こじょうはま 059-0699 北海道白老郡白老町虎杖浜 47-2 

  社台 しゃだい 059-0901 北海道白老郡白老町社台 58-6 

  萩野 はぎの 059-0922 北海道白老郡白老町萩野 77-59 

宮城県 本田尻 もとたじり 989-4415 宮城県大崎市田尻町浦 22 

  田尻 たじり 989-4399 宮城県大崎市田尻沼部富岡浦 6-1 

  陸前大貫 りくぜんおおぬき 989-4302 宮城県大崎市田尻大貫上長根 1-4 

  小里 おさと 987-0281 宮城県遠田郡涌谷町小里鹿の子 10-13 

  涌谷 わくや 987-0199 宮城県遠田郡涌谷町本町 75 

  本小牛田 もとこごた 987-0004 宮城県遠田郡美里町牛飼新町 18-2 

  南郷 なんごう 989-4299 宮城県遠田郡美里町二郷高玉二号 7-9 

  小牛田 こごた 987-8799 宮城県遠田郡美里町藤ｹ崎町 127 

  大柳 おおやなぎ 989-4204 宮城県遠田郡美里町大柳梅ﾉ木 5-4 

  北浦駅前 きたうらえきまえ 987-0005 宮城県遠田郡美里町北浦道祖神前 10-4 

  中埣 なかぞね 987-0024 宮城県遠田郡美里町中埣高畑 87 

千葉県 天津 あまつ 299-5599 千葉県鴨川市天津 1216-1 

  鴨川 かもがわ 296-8799 千葉県鴨川市横渚 1026-4 

  長狭 ながさ 296-0199 千葉県鴨川市南小町 883-1 

  金束 こづか 296-0233 千葉県鴨川市金束 52-1 

  江見 えみ 299-2899 千葉県鴨川市西江見 104-1 

  小湊 こみなと 299-5502 千葉県鴨川市内浦 2836 

  東条 とうじょう 296-0044 千葉県鴨川市広場 1693 

  鴨川田原 かもがわたばら 296-0016 千葉県鴨川市坂東 318-2 

  太海 ふとみ 299-2862 千葉県鴨川市太海 2008 

  天津浜荻 あまつはまおぎ 299-5504 千葉県鴨川市浜荻 1263-3 

  曾呂 そろ 299-2851 千葉県鴨川市仲町 579-3 

  鴨川寺門 かもがわてらかど 296-0122 千葉県鴨川市寺門 147 

  鴨川前原 かもがわまえばら 296-0002 千葉県鴨川市前原 361-25 

  久留里 くるり 292-0499 千葉県君津市久留里市場 113 

  君津中野 きみつなかの 299-1151 千葉県君津市中野 5-1-17 

  秋元 あきもと 292-1199 千葉県君津市西粟倉 162-2 



 
 
 
 

 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

千葉県 君津 きみつ 299-1199 千葉県君津市久保 4-2-29 

  松丘 まつおか 292-0599 千葉県君津市広岡 1150-4 

  亀山 かめやま 292-0532 千葉県君津市坂畑 244-2 

  辻森 つじもり 292-1172 千葉県君津市辻森 594-1 

  小糸 こいと 299-1106 千葉県君津市中島 718-85 

  小櫃 おびつ 292-0451 千葉県君津市末吉 7-6 

  周南 すなみ 299-1117 千葉県君津市宮下 2-26-2 

  君津八重原 きみつやえはら 299-1162 千葉県君津市南子安 9-18-12 

  君津大和田 きみつおおわだ 299-1146 千葉県君津市大和田 1-6-2 

  君津南子安 きみつみなみこやす 299-1162 千葉県君津市南子安 4-8-10 

  君津外箕輪 きみつそとみのわ 299-1173 千葉県君津市外箕輪 2-15-17 

 千倉 ちくら 295-8799 千葉県南房総市千倉町南朝夷 1265-1 

  丸山 まるやま 299-2599 千葉県南房総市安馬谷 2051-4 

  白浜 しらはま 295-0199 千葉県南房総市白浜町乙浜 500-1 

  和田 わだ 299-2799 千葉県南房総市和田町仁我浦 142-3 

  平群 へぐり 299-2204 千葉県南房総市平久里中 1384-1 

  七浦 ななうら 295-0026 千葉県南房総市千倉町大川 332-1 

  千倉白子 ちくらしらこ 295-0003 千葉県南房総市千倉町白子 1667-1 

  南三原 みなみみはら 299-2715 千葉県南房総市和田町下三原 389-6 

  岩井 いわい 299-2299 千葉県南房総市市部 105-5 

  富浦 とみうら 299-2499 千葉県南房総市富浦町原岡 218-1 

  白浜滝口 しらはまたきぐち 295-0103 千葉県南房総市白浜町滝口 1466-4 

  小戸 おど 295-0102 千葉県南房総市白浜町白浜 2890-1 

  丸山石堂 まるやまいしどう 299-2503 千葉県南房総市石堂 263-1 

  三芳 みよし 294-0822 千葉県南房総市本織 373 

  北三原 きたみはら 299-2725 千葉県南房総市和田町黒岩 362-2 

  滝田 たきだ 294-0806 千葉県南房総市上滝田 1476-1 

  千倉牧田 ちくらまきた 295-0005 千葉県南房総市千倉町牧田 167-16 

  勝山 かつやま 299-2199 千葉県安房郡鋸南町勝山 426 

  保田 ほた 299-1999 千葉県安房郡鋸南町保田 226 

  佐久間 さくま 299-2113 千葉県安房郡鋸南町上佐久間 520-1 

東京都 西秋留 にしあきる 197-0827 東京都あきる野市油平 99-7 

  乙津 おつ 190-0174 東京都あきる野市乙津 1997 

  多西 たさい 197-0802 東京都あきる野市草花 3059 

  増戸 ますこ 190-0142 東京都あきる野市伊奈 1044-4 

  東秋留 ひがしあきる 197-0814 東京都あきる野市二宮 2306-7 

  秋川野辺 あきがわのべ 197-0823 東京都あきる野市野辺 384 

  五日市仲町 いつかいちなかちょう 190-0164 東京都あきる野市五日市 35 

  あきる野 あきるの 190-0199 東京都あきる野市秋川 3-2-1 

  秋川渕上 あきがわふちがみ 197-0833 東京都あきる野市渕上 192-5 

  五日市伊奈 いつかいちいな 190-0142 東京都あきる野市伊奈 466-5 

  あきる野小川 あきるのおがわ 197-0822 東京都あきる野市小川東 2-11-14 
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東京都 武蔵五日市駅前 むさしいつかいちえきまえ 190-0166 東京都あきる野市舘谷台 25-1 

  大久野 おおぐの 190-0181 東京都西多摩郡日の出町大久野 1177 

  平井 ひらい 190-0182 東京都西多摩郡日の出町平井 1186 

  檜原 ひのはら 190-0212 東京都西多摩郡檜原村 467 

  大島 おおしま 100-0199 東京都大島町元町 4-1-6 

  波浮港 はぶみなと 100-0299 東京都大島町波浮港 17 

  岡田 おかだ 100-0102 東京都大島町岡田榎戸 17-18 

  差木地 さしきぢ 100-0211 東京都大島町差木地 1 

  野増 のまし 100-0104 東京都大島町野増 11 

  泉津 せんづ 100-0103 東京都大島町泉津 28-5 

  利島 としま 100-0301 東京都利島村 21 

  式根島 しきねじま 100-0599 東京都新島村式根島 160 

  若郷 わかごう 100-0401 東京都新島村若郷 5-1 

  新島 にいじま 100-0499 東京都新島村本村 1-7-2 

  神津島 こうづしま 100-0699 東京都神津島村 1114 

山梨県 甲府中央 こうふちゅうおう 400-8799 山梨県甲府市太田町 6-10 

  中道 なかみち 400-1504 山梨県甲府市右左口町 1340-1 

  甲府朝日五 こうふあさひご 400-0025 山梨県甲府市朝日 5-6-9 

  上九一色 かみくいしき 409-3712 山梨県甲府市古関町 1364 

  昇仙峡 しょうせんきょう 400-1217 山梨県甲府市猪狩町 414 

  甲府中央四 こうふちゅうおうよん 400-0032 山梨県甲府市中央 4-12-21 

  甲府丸の内 こうふまるのうち 400-0031 山梨県甲府市丸の内 3-29-10 

  甲府城東 こうふじょうとう 400-0861 山梨県甲府市城東 3-3-7 

  上曽根 かみそね 400-1501 山梨県甲府市上曽根町 2924-1 

  甲府中央三 こうふちゅうおうさん 400-0032 山梨県甲府市中央 3-12-23 

  甲府善光寺 こうふぜんこうじ 400-0806 山梨県甲府市善光寺 1-25-9 

  甲府武田 こうふたけだ 400-0016 山梨県甲府市武田 3-17-13 

  貢川 くがわ 400-0047 山梨県甲府市徳行 1-4-22 

  甲府青沼 こうふあおぬま 400-0867 山梨県甲府市青沼 2-25-1 

  湯村 ゆむら 400-0073 山梨県甲府市湯村 3-2-44 

  甲府宝 こうふたから 400-0034 山梨県甲府市宝 1-39-6 

  甲府愛宕町 こうふあたごまち 400-0023 山梨県甲府市愛宕町 26-1 

  甲府大鎌田 こうふおおかまた 400-0058 山梨県甲府市宮原町 1334-8 

  甲府山城 こうふやましろ 400-0836 山梨県甲府市小瀬町 395-6 

  甲府国母 こうふこくぼ 400-0043 山梨県甲府市国母 4-2-1 

  南甲府駅前 みなみこうふえきまえ 400-0863 山梨県甲府市南口町 7-15 

  甲府伊勢四 こうふいせよん 400-0856 山梨県甲府市伊勢 4-1-10 

  甲府美咲 こうふみさき 400-0007 山梨県甲府市美咲 2-15-17 

  甲府塩部 こうふしおべ 400-0008 山梨県甲府市緑が丘 1-4-18 

  甲府和戸 こうふわど 400-0802 山梨県甲府市横根町 473-2 

  甲府東光寺 こうふとうこうじ 400-0807 山梨県甲府市東光寺 1-12-14 

  甲府飯田 こうふいいだ 400-0035 山梨県甲府市飯田 4-3-3 
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山梨県 甲府上石田 こうふかみいしだ 400-0041 山梨県甲府市上石田 2-32-31 

  甲府北口二 こうふきたぐちに 400-0024 山梨県甲府市北口 2-12-1 

  甲府里吉 こうふさとよし 400-0822 山梨県甲府市里吉 4-8-32 

  甲府駅前 こうふえきまえ 400-0031 山梨県甲府市丸の内 2-1-10 

  甲府千塚町 こうふちづかちょう 400-0074 山梨県甲府市千塚 5-7-1 

  甲府西田 こうふにしだ 400-0004 山梨県甲府市西田町 5-33 

  甲府朝日三 こうふあさひさん 400-0025 山梨県甲府市朝日 3-7-3 

  甲府下石田 こうふしもいしだ 400-0043 山梨県甲府市国母 1-13-27 

  甲府市役所内 こうふしやくしょない 400-0031 山梨県甲府市丸の内 1-18-1 

  甲府中村 こうふなかむら 400-0069 山梨県甲府市中村町 14-18 

  甲府大国 こうふおおくに 400-0045 山梨県甲府市後屋町 436 

  甲府川田町 こうふかわだまち 400-0811 山梨県甲府市川田町 934-1 

  富士吉田 ふじよしだ 403-8799 山梨県富士吉田市中曽根 3-1-1 

  明見 あすみ 403-0002 山梨県富士吉田市小明見 2384-3 

  吉田本町 よしだほんちょう 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田 3-1-7 

  新倉 あらくら 403-0012 山梨県富士吉田市旭 1-4-2 

  上吉田 かみよしだ 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田 7-14-7 

  上暮地 かみくれち 403-0001 山梨県富士吉田市上暮地 3-3-9 

  富士吉田本通 ふじよしだほんどおり 403-0007 山梨県富士吉田市中曽根 1-1-27 

  都留中央二 つるちゅうおうに 402-0052 山梨県都留市中央 2-5-8 

  禾生 かせい 402-0004 山梨県都留市古川渡 531-1 

  東桂 ひがしかつら 402-0034 山梨県都留市桂町 1440-1 

  宝 たから 402-0046 山梨県都留市中津森 862-1 

 都留朝日 つるあさひ 402-0014 山梨県都留市朝日馬場 305 

  都留上谷 つるかみや 402-0053 山梨県都留市上谷 5-11-19 

  都留 つる 402-8799 山梨県都留市下谷 3-2-1 

  山梨 やまなし 405-8799 山梨県山梨市小原西 1043 

  日川 ひかわ 405-0025 山梨県山梨市一町田中 1125 

  牧丘 まきおか 404-0013 山梨県山梨市牧丘町窪平 267-5 

  山梨正徳寺 やまなししょうとくじ 405-0031 山梨県山梨市万力 70-6 

  三富 みとみ 404-0203 山梨県山梨市三富下荻原 358 

  山梨加納岩 やまなしかのいわ 405-0018 山梨県山梨市上神内川 1231-7 

  八幡 やはた 405-0044 山梨県山梨市市川 1115-4 

  山梨三ヶ所 やまなしさんがしょ 405-0011 山梨県山梨市三ｹ所 899-2 

  山梨下井尻 やまなししもいじり 405-0003 山梨県山梨市下井尻 1281-2 

  猿橋 さるはし 409-0617 山梨県大月市猿橋町殿上 423-5 

  初狩 はつかり 401-0021 山梨県大月市初狩町下初狩 3388-3 

  鳥沢 とりさわ 409-0502 山梨県大月市富浜町鳥沢 395-2 

  大月 おおつき 401-8799 山梨県大月市御太刀 1-13-1 

  七保 ななほ 409-0623 山梨県大月市七保町葛野 2370-1 

  笹子 ささご 401-0024 山梨県大月市笹子町吉久保 27 

  真木 まぎ 401-0016 山梨県大月市大月町真木 3583 
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山梨県 梁川 やながわ 409-0503 山梨県大月市梁川町綱の上 1443 

  大月駒橋 おおつきこまはし 401-0011 山梨県大月市駒橋 3-4-21 

  韮崎 にらさき 407-8799 山梨県韮崎市中央町 5-22 

  中田 なかだ 407-0261 山梨県韮崎市中田町小田川 1383-1 

  円野 まるの 407-0052 山梨県韮崎市円野町下円井 26-3 

  大草 おおくさ 407-0036 山梨県韮崎市大草町上條東割 878-1 

  穂坂 ほさか 407-0175 山梨県韮崎市穂坂町宮久保 6165-3 

  清哲 せいてつ 407-0055 山梨県韮崎市清哲町青木 2250-1 

  韮崎藤井 にらさきふじい 407-0002 山梨県韮崎市藤井町坂井 75-1 

  穴山 あなやま 407-0263 山梨県韮崎市穴山町 4380 

  韮崎本町南 にらさきほんちょうみなみ 407-0024 山梨県韮崎市本町 3-2-21 

  小笠原 おがさわら 400-0306 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市小笠原 250-8 

  白根 しらね 400-0299 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市在家塚 1195-4 

  桃園 ももその 400-0302 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市沢登 983-1 

  鏡中條 かがみなかじょう 400-0337 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市寺部 1315 

  荊沢 ばらざわ 400-0422 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市荊沢 1324 

  白根今諏訪 しらねいますわ 400-0211 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市上今諏訪 1320-3 

  白根源 しらねみなもと 400-0226 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市有野 523 

  野之瀬 ののせ 400-0317 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市上市之瀬 750-1 

  芦安 あしやす 400-0241 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市芦安芦倉 516 

  榊 さかき 400-0312 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市上宮地 366 

  南湖 なんご 400-0411 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市西南湖 4075-1 

  櫛形吉田 くしがたよしだ 400-0304 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市吉田 338-9 

  白根百田 しらねひゃくた 400-0214 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市百々2425-1 

  南アルプス みなみあるぷす 400-0499 山梨県南ｱﾙﾌﾟｽ市下宮地 563-4 

  須玉 すだま 408-0112 山梨県北杜市須玉町若神子 1476-1 

  台ヶ原 だいがはら 408-0312 山梨県北杜市白州町台ヶ原 2291 

  篠尾 しのお 408-0041 山梨県北杜市小淵沢町上笹尾 468-1 

  秋田 あきた 408-0034 山梨県北杜市長坂町大八田 492 

  津金 つがね 407-0322 山梨県北杜市須玉町下津金 2873 

  大泉 おおいずみ 409-1502 山梨県北杜市大泉町谷戸 2972 

 小淵沢 こぶちさわ 408-0044 山梨県北杜市小淵沢町 1043-4 

  日野春 ひのはる 408-0024 山梨県北杜市長坂町富岡 82-1 

  多麻 たま 408-0105 山梨県北杜市須玉町東向 2719 

  長坂 ながさか 408-0021 山梨県北杜市長坂町長坂上条 2493-1 

  増富 ますとみ 408-0102 山梨県北杜市須玉町比志 274-1 

  安都那 あつな 408-0019 山梨県北杜市高根町村山東割 710-7 

  駒城 こまき 408-0307 山梨県北杜市武川町柳澤 1640-1 

  穂足 ほたり 408-0115 山梨県北杜市須玉町大豆生田 585 

  清里 きよさと 407-0301 山梨県北杜市高根町清里 3545-405 

  武川 むかわ 408-0302 山梨県北杜市武川町牧原 951-1 

  明野ひまわり あけのひまわり 408-0204 山梨県北杜市明野町上手 5037-1 



 
 
 
 

 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

山梨県 江草 えぐさ 408-0103 山梨県北杜市須玉町江草 7149-4 

  小泉 こいずみ 408-0031 山梨県北杜市長坂町小荒間 1984-1 

  熱見 あつみ 408-0018 山梨県北杜市高根町村山西割 2115-1 

  鳳来 ほうらい 408-0317 山梨県北杜市白州町下教来石 1-6 

  竜王 りゅうおう 400-0199 山梨県甲斐市名取 12-1 

  松島 まつしま 400-0124 山梨県甲斐市中下条 1661 

  吉沢 きつさわ 400-1112 山梨県甲斐市吉沢 3821-3 

  双葉 ふたば 400-0105 山梨県甲斐市下今井 186-1 

  敷島島上条 しきしましまかみじょう 400-0123 山梨県甲斐市島上条 1656 

  玉幡 たまはた 400-0117 山梨県甲斐市西八幡 1833-7 

  竜王榎 りゅうおうえのき 400-0114 山梨県甲斐市万才 117-2 

  双葉竜地 ふたばりゅうじ 400-0104 山梨県甲斐市龍地 2783-6 

  石和 いさわ 406-8799 山梨県笛吹市石和町市部 458 

  上黒駒 かみくろこま 406-0813 山梨県笛吹市御坂町上黒駒 858-6 

  八代 やつしろ 406-0822 山梨県笛吹市八代町南 741 

  春日居 かすがい 406-0002 山梨県笛吹市春日居町別田 17 

  一宮 いちのみや 405-0056 山梨県笛吹市一宮町一ﾉ宮 987-1 

  境川 さかいがわ 406-0842 山梨県笛吹市境川町石橋 2294-3 

  御坂 みさか 406-0805 山梨県笛吹市御坂町栗合 88 

  中芦川 なかあしかわ 409-3703 山梨県笛吹市芦川町中芦川 643 

  富士見 ふじみ 406-0041 山梨県笛吹市石和町東高橋 319-1 

  石和駅前 いさわえきまえ 406-0028 山梨県笛吹市石和町駅前 2-5 

  上野原 うえのはら 409-0199 山梨県上野原市上野原 1070 

  西原 さいはら 409-0141 山梨県上野原市西原 3983-1 

  四方津 しおつ 409-0121 山梨県上野原市四方津 746-1 

  秋山 あきやま 401-0201 山梨県上野原市秋山 11917 

  棡原 ゆずりはら 409-0111 山梨県上野原市棡原 2331 

  大目 おおめ 409-0123 山梨県上野原市大野 1332-2 

  日向海戸 ひなたかいど 401-0201 山梨県上野原市秋山 7137-2 

  島田 しまだ 409-0113 山梨県上野原市新田 739-1 

  上野原羽佐間 うえのはらはざま 409-0112 山梨県上野原市上野原 3655 

  勝沼 かつぬま 409-1399 山梨県甲州市勝沼町勝沼 1416 

  塩山 えんざん 404-8799 山梨県甲州市塩山上於曽 326 

  大和 やまと 409-1203 山梨県甲州市大和町初鹿野 1676-7 

  下岩崎 しもいわさき 409-1313 山梨県甲州市勝沼町下岩崎 1966-1 

  神金 かみかね 404-0022 山梨県甲州市塩山上萩原 471-2 

  松里 まつさと 404-0046 山梨県甲州市塩山上井尻 669-6 

  東雲 しののめ 409-1304 山梨県甲州市勝沼町休息 1560-5 

  塩山駅前 えんざんえきまえ 404-0042 山梨県甲州市塩山上於曽 1719-15 

 田富 たとみ 409-3899 山梨県中央市臼井阿原 270-1 

  田富花輪 たとみはなわ 409-3843 山梨県中央市西花輪 4582-1 

  豊富 とよとみ 400-1513 山梨県中央市大鳥居 3644-8 



 
 
 
 

 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

山梨県 田富流通団地 たとみりゅうつうだんち 409-3845 山梨県中央市山之神流通団地 2-1-1 

  市川大門 いちかわだいもん 409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門 234-5 

  黒沢 くろさわ 409-3603 山梨県西八代郡市川三郷町黒沢 757 

  下九一色 しもくいしき 409-3623 山梨県西八代郡市川三郷町高萩 894 

  上野 うえの 409-3612 山梨県西八代郡市川三郷町上野 2291-14 

  峡南 きょうなん 409-3299 山梨県西八代郡市川三郷町岩間 928 

  早川 はやかわ 409-2713 山梨県南巨摩郡早川町保 62 

  三里 みさと 409-2703 山梨県南巨摩郡早川町新倉 284 

  七面山口 しちめんさんぐち 409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住 645-24 

  西山 にしやま 409-2702 山梨県南巨摩郡早川町湯島 83-1 

  硯島 すずりしま 409-2734 山梨県南巨摩郡早川町雨畑 686 

  切石 きりいし 409-3304 山梨県南巨摩郡身延町切石 186-1 

  富里 とみさと 409-2936 山梨県南巨摩郡身延町常葉 799-1 

  大河内 おおこうち 409-2411 山梨県南巨摩郡身延町丸滝 653 

  下山 しもやま 409-2522 山梨県南巨摩郡身延町下山 2360-1 

  身延 みのぶ 409-2599 山梨県南巨摩郡身延町梅平 2483-37 

  身延山 みのぶさん 409-2524 山梨県南巨摩郡身延町身延 3760 

  西島 にしじま 409-3301 山梨県南巨摩郡身延町西嶋 1158-1 

  飯富 いいとみ 409-3423 山梨県南巨摩郡身延町飯富 1524 

  久那土 くなど 409-3116 山梨県南巨摩郡身延町車田 1130-4 

  下部 しもべ 409-2936 山梨県南巨摩郡身延町常葉雨河内 7052 

  古関 ふるせき 409-3106 山梨県南巨摩郡身延町古関 100-1 

  豊岡 とよおか 409-2536 山梨県南巨摩郡身延町相又 610 

  南部 なんぶ 409-2299 山梨県南巨摩郡南部町南部 8323 

  万沢 まんざわ 409-2103 山梨県南巨摩郡南部町万沢 3477-1 

  内船 うつぶな 409-2305 山梨県南巨摩郡南部町内船 7380-3 

  富河 とみかわ 409-2102 山梨県南巨摩郡南部町福士 2737-2 

  鰍沢 かじかざわ 400-0699 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢 1830-2 

  青柳 あおやぎ 400-0599 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町 1210 

  平林 ひらばやし 400-0514 山梨県南巨摩郡富士川町平林 1060-6 

  穂積 ほづみ 400-0512 山梨県南巨摩郡富士川町小室 3328 

  増穂小林 ますほこばやし 400-0504 山梨県南巨摩郡富士川町小林 2143-1 

  昭和 しょうわ 409-3864 山梨県中巨摩郡昭和町押越 668-3 

  国母駅前 こくぼえきまえ 409-3866 山梨県中巨摩郡昭和町西条 510 

  道志 どうし 402-0200 山梨県南都留郡道志村 8340 

  小沼 おぬま 403-0022 山梨県南都留郡西桂町小沼 1454-3 

  忍野 おしの 401-0511 山梨県南都留郡忍野村忍草 1409-4 

  山中湖 やまなかこ 401-0599 山梨県南都留郡山中湖村山中土手外 446-3 

  旭日丘 あさひがおか 401-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野 506-296 

  鳴沢 なるさわ 401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村 1841-1 

  河口湖 かわぐちこ 401-0399 山梨県南都留郡富士河口湖町船津 3451 

  河口 かわぐち 401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町河口 1088 
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山梨県 勝山 かつやま 401-0310 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山 4044-1 

  精進 しょうじ 401-0336 山梨県南都留郡富士河口湖町精進 514-45 

  大石 おおいし 401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石 204 

  小菅 こすげ 409-0211 山梨県北都留郡小菅村 4688 

  丹波山 たばやま 409-0399 山梨県北都留郡丹波山村 2543-3 

新潟県 相川 あいかわ 952-1599 新潟県佐渡市相川羽田町 2 

  小木 おぎ 952-0699 新潟県佐渡市小木町 1542-2 

  佐和田 さわた 952-1399 新潟県佐渡市中原 315-1 

  両津 りょうつ 952-8799 新潟県佐渡市両津夷 2-1 

  新穂 にいぼ 952-0199 新潟県佐渡市新穂瓜生屋 421 

  真野 まの 952-0318 新潟県佐渡市真野新町 471 

  羽茂 はもち 952-0599 新潟県佐渡市羽茂本郷 673-1 

  赤泊 あかどまり 952-0799 新潟県佐渡市赤泊 2207-14 

  多田 おおた 952-0822 新潟県佐渡市多田 4-3 

  二見 ふたみ 952-1641 新潟県佐渡市二見 128-2 

  金井 かない 952-1299 新潟県佐渡市中興乙 1458-1 

  高千 たかち 952-2299 新潟県佐渡市後尾 1338 

  水津 すいつ 952-3541 新潟県佐渡市水津 134 

  西三川 にしみかわ 952-0434 新潟県佐渡市西三川 1313 

  鷲崎 わしざき 952-3205 新潟県佐渡市鷲崎 868 

  浦川 うらかわ 952-3199 新潟県佐渡市浦川 352 

  沢根 さわね 952-1432 新潟県佐渡市沢根五十里 1152 

  畑野 はたの 952-0299 新潟県佐渡市畑野 237-3 

  小田 こだ 952-2206 新潟県佐渡市小田 134-5 

  河崎 かわさき 952-3425 新潟県佐渡市河崎岡 2866-2 

  姫津 ひめづ 952-2134 新潟県佐渡市姫津 1439-5 

  両津湊 りょうつみなと 952-0014 新潟県佐渡市両津湊 293-1 

  相川下戸 あいかわおりと 952-1575 新潟県佐渡市相川下戸町 54-6 

  吉井 よしい 952-1203 新潟県佐渡市吉井 29 

  小木宿根木 おぎしゅくねぎ 952-0612 新潟県佐渡市宿根木 286-6 

  和木 わき 952-3118 新潟県佐渡市和木 304-1 

  稲鯨 いなくじら 952-1643 新潟県佐渡市稲鯨 1334 

  北田野浦 きたたのうら 952-2213 新潟県佐渡市北田野浦 1454-5 

  白瀬 しろせ 952-0001 新潟県佐渡市白瀬 42-1 

  下川茂 しもかわも 952-0701 新潟県佐渡市下川茂 146-12 

  赤玉 あかだま 952-0852 新潟県佐渡市赤玉 331 

  月布施 つきぶせ 952-3543 新潟県佐渡市月布施 106-1 

石川県 三崎 みさき 927-1451 石川県珠洲市三崎町寺家ﾎ部 113-3 

  若山 わかやま 927-1239 石川県珠洲市若山町古蔵丑の部 33-1 

  珠洲 すず 927-1299 石川県珠洲市上戸町北方 4-129-1 

  正院 しょういん 927-1206 石川県珠洲市正院町正院 21-67 

  大谷 おおたに 927-1321 石川県珠洲市大谷町 17-12-1 
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石川県 蛸島 たこじま 927-1204 石川県珠洲市蛸島町ﾅ部 41 

  宝立 ほうりゅう 927-1222 石川県珠洲市宝立町鵜飼卯 43-5 

  鵜島 うしま 927-1223 石川県珠洲市宝立町鵜島 21-34 

  珠洲駅前 すずえきまえ 927-1213 石川県珠洲市野々江町ｼ 27-2 

  狼煙 のろし 927-1441 石川県珠洲市狼煙町ﾍ部 92 

  小木 おぎ 927-0553 石川県鳳珠郡能登町小木 15-13-1 

  松波 まつなみ 927-0699 石川県鳳珠郡能登町松波ｲ 22-4 

  真脇 まわき 927-0562 石川県鳳珠郡能登町真脇 44-72-5 

  白丸 しろまる 927-0607 石川県鳳珠郡能登町白丸 3-18-5 

岐阜県 郡上八幡 ぐじょうはちまん 501-4299 岐阜県郡上市八幡町島谷 776-1 

  美並 みなみ 501-4106 岐阜県郡上市美並町白山 1762 

  和良 わら 501-4599 岐阜県郡上市和良町沢 996-5 

  大和 やまと 501-4607 岐阜県郡上市大和町徳永 145-2 

  白鳥 しろとり 501-5199 岐阜県郡上市白鳥町白鳥長藤 191-1 

  八幡小野 はちまんおの 501-4221 岐阜県郡上市八幡町小野 4-1-26 

  高鷲 たかす 501-5399 岐阜県郡上市高鷲町大鷲 743-1 

  明宝 めいほう 501-4399 岐阜県郡上市明宝畑佐 298 

  西和良 にしわら 501-4499 岐阜県郡上市八幡町美山 2363-1 

  相生 あいおい 501-4236 岐阜県郡上市八幡町相生 1245-10 

  牛道 うしみち 501-5116 岐阜県郡上市白鳥町中西 739-2 

  北濃 ほくのう 501-5104 岐阜県郡上市白鳥町長滝蓮原 332-16 

  弥富 やとみ 501-4612 岐阜県郡上市大和町剣 269-2 

  石徹白 いとしろ 501-5299 岐阜県郡上市白鳥町石徹白第 41-5 

和歌山県 塩津 しおつ 649-0131 和歌山県海南市下津町塩津 174 

  下津 しもつ 649-0101 和歌山県海南市下津町下津 801-1 

  加茂 かも 649-0144 和歌山県海南市下津町橘本 95 

  加茂郷 かもごう 649-0122 和歌山県海南市下津町黒田 44-3 

  野上 のかみ 640-1131 和歌山県海草郡紀美野町動木 96-1 

  毛原 けばら 640-1499 和歌山県海草郡紀美野町毛原宮 253-2 

  美里 みさと 640-1299 和歌山県海草郡紀美野町神野市場 409-1 

  真国 まくに 640-1205 和歌山県海草郡紀美野町真国宮 140-2 

  国吉 くによし 640-1399 和歌山県海草郡紀美野町田 70 

  梅本 うめもと 640-1113 和歌山県海草郡紀美野町梅本 3 

  金屋 かなや 643-0152 和歌山県有田郡有田川町金屋 24-1 

  押手 おして 643-0601 和歌山県有田郡有田川町押手 751-4 

  清水 しみず 643-0599 和歌山県有田郡有田川町清水 415-3 

  城山 しろやま 643-0542 和歌山県有田郡有田川町二川 337 

  吉備 きび 643-0021 和歌山県有田郡有田川町下津野 563-5 

  岩倉 いわくら 643-0399 和歌山県有田郡有田川町粟生 201-1 

  五西月 さしき 643-0142 和歌山県有田郡有田川町小川 809-1 

  石垣 いしがき 643-0166 和歌山県有田郡有田川町吉原 1380-3 

  田殿 たどの 643-0844 和歌山県有田郡有田川町井口 84-1 



 
 
 
 

 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

和歌山県 紀伊勝浦 きいかつうら 649-5399 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地 7-10-1 

  下里 しもさと 649-5143 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野 641 

  色川 いろかわ 649-5461 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大野 2733-1 

  那智天満 なちてんま 649-5331 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満 539-1 

  那智浦神 なちうらがみ 649-5145 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神 373-8 

  那智宇久井 なちうぐい 649-5312 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町宇久井 68-1 

  那智山 なちさん 649-5301 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山 169 

  那智井関 なちいぜき 649-5303 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町井関 946-1 

  太田 おおた 649-5134 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町南大居 1000-7 

  那智勝浦港 なちかつうらみなと 649-5334 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町勝浦 442-1 

  那智勝浦朝日 なちかつうらあさひ 649-5332 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日 3-179 

  太地 たいじ 649-5171 和歌山県東牟婁郡太地町太地 3393 

岡山県 新見本町 にいみほんまち 718-0011 岡山県新見市新見 863 

  刑部 おさかべ 719-3599 岡山県新見市大佐小阪部 1468-4 

  矢神 やがみ 719-3799 岡山県新見市哲西町矢田 1685-3 

  新郷 にいざと 719-2899 岡山県新見市神郷釜村 1183-2 

  千屋 ちや 718-0199 岡山県新見市千屋 1635-1 

  井倉 いくら 719-2599 岡山県新見市井倉 554-2 

  本郷 ほんごう 718-0303 岡山県新見市哲多町本郷 648-1 

  豊永 とよなが 719-2722 岡山県新見市豊永佐伏 894-1 

  神代 こうじろ 719-3699 岡山県新見市神郷下神代 3953-5 

  野馳 のち 719-3899 岡山県新見市哲西町八鳥 969 

  菅生 すごう 718-0211 岡山県新見市菅生 6133-1 

  新砥 あらと 718-0311 岡山県新見市哲多町蚊家 4406-4 

  唐松 からまつ 718-0012 岡山県新見市唐松 2949-3 

  万歳 まんざい 718-0306 岡山県新見市哲多町矢戸 721-1 

  新見熊谷 にいみくまたに 718-0001 岡山県新見市上熊谷 3985-7 

  正田 しょうでん 718-0013 岡山県新見市正田 228-32 

  新見足立 にいみあしだち 718-0006 岡山県新見市足立 3808 

  草間 くさま 719-2641 岡山県新見市草間 7462-15 

  新見上市 にいみかみいち 718-0005 岡山県新見市上市 618 

  田治部 たじべ 719-3506 岡山県新見市大佐田治部 2864-12 

愛媛県 御荘 みしょう 798-4199 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城 2283 

  西海 にしうみ 798-4299 愛媛県南宇和郡愛南町船越 1289-1 

  柏 かしわ 798-3701 愛媛県南宇和郡愛南町柏 376 

  一本松 いっぽんまつ 798-4408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松 5050-1 

  城辺 じょうへん 798-4131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2415-4 

  魚神山 ながみやま 798-3707 愛媛県南宇和郡愛南町魚神山 724 

  深浦 ふかうら 798-4342 愛媛県南宇和郡愛南町深浦 257-2 

  福浦 ふくうら 798-4216 愛媛県南宇和郡愛南町福浦 241-2 

  家串 いえくし 798-3705 愛媛県南宇和郡愛南町家串 1072 

  久良 ひさよし 798-4353 愛媛県南宇和郡愛南町久良 1438 



 
 
 
 

 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

愛媛県 中浦 なかうら 798-4125 愛媛県南宇和郡愛南町中浦 868 

  緑 みどり 798-4135 愛媛県南宇和郡愛南町緑丙 823-2 

長崎県 長崎中央 ながさきちゅうおう 850-8799 長崎県長崎市恵美須町 1-1 

  長崎万屋 ながさきよろずや 850-0852 長崎県長崎市万屋町 6-29 

  長崎東 ながさきひがし 851-0199 長崎県長崎市かき道 1-39-1 

  長崎小江原 ながさきこえばる 851-1132 長崎県長崎市小江原 3-2-8 

  式見 しきみ 851-1199 長崎県長崎市式見町 200-1 

  長浦 ながうら 851-3212 長崎県長崎市長浦町 2722-1 

  三重 みえ 851-2299 長崎県長崎市三重町 1096-7 

  野母崎 のもざき 851-0599 長崎県長崎市野母町 2151-14 

  高島 たかしま 851-1315 長崎県長崎市高島町 2706-36 

  深堀 ふかほり 851-0399 長崎県長崎市深堀町 2-230-1 

  長崎漁港 ながさきぎょこう 851-2211 長崎県長崎市京泊 3-10-2 

  茂木 もぎ 851-0299 長崎県長崎市茂木町 76-16 

  神浦 こうのうら 851-2499 長崎県長崎市神浦夏井町 408-6 

  長崎銅座町 ながさきどうざまち 850-0841 長崎県長崎市銅座町 4-14 

  伊王島 いおうじま 851-1201 長崎県長崎市伊王島町 1-3277-2 

  長崎飽ノ浦 ながさきあくのうら 850-0063 長崎県長崎市飽の浦町 4-1 

  長崎大浦 ながさきおおうら 850-0916 長崎県長崎市大浦東町 1-28 

  長崎稲佐 ながさきいなさ 852-8001 長崎県長崎市光町 16-24 

  長崎北 ながさききた 852-8799 長崎県長崎市川口町 9-20 

  長崎新大工町 ながさきしんだいくまち 850-0017 長崎県長崎市新大工町 1-7 

  長崎県庁内 ながさきけんちょうない 850-0861 長崎県長崎市江戸町 2-13 

  長崎小曽根 ながさきこぞね 850-0937 長崎県長崎市小曽根町 1-32 

  長崎麹屋 ながさきこうじや 850-0871 長崎県長崎市麹屋町 6-2 

  長崎戸町 ながさきとまち 850-0952 長崎県長崎市戸町 2-11-1 

  香焼 こうやぎ 851-0310 長崎県長崎市香焼町 1070-4 

  黒崎 くろさき 851-2399 長崎県長崎市下黒崎町 1335 

  樺島 かばしま 851-0507 長崎県長崎市野母崎樺島町 1729-4 

  長崎思案橋 ながさきしあんばし 850-0832 長崎県長崎市油屋町 1-14 

  福田 ふくだ 850-0068 長崎県長崎市福田本町 210-1 

  長崎立神 ながさきたてがみ 850-0073 長崎県長崎市東立神町 18-3 

  為石 ためいし 851-0405 長崎県長崎市為石町 3213-4 

  脇岬 わきみさき 851-0506 長崎県長崎市脇岬町 3314 

  長浜 ながはま 851-0310 長崎県長崎市香焼町 381-5 

  長崎戸石 ながさきといし 851-0113 長崎県長崎市戸石町 1754-1 

  日見 ひみ 851-0121 長崎県長崎市宿町 27-2 

  土井首 どいのくび 850-0971 長崎県長崎市磯道町 575-1 

  古賀 こが 851-0101 長崎県長崎市古賀町 897-3 

  村松 むらまつ 851-3199 長崎県長崎市琴海村松町 703-7 

  三和 さんわ 851-0499 長崎県長崎市蚊焼町 3026 

  高浜 たかはま 851-0503 長崎県長崎市高浜町 3265-7 



 
 
 
 

 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

長崎県 長崎中川 ながさきなかがわ 850-0013 長崎県長崎市中川 2-1-9 

  長崎岩屋 ながさきいわや 852-8052 長崎県長崎市岩屋町 23-3 

  長崎片淵 ながさきかたふち 850-0003 長崎県長崎市片淵 2-8-5 

  長崎丸尾 ながさきまるお 852-8004 長崎県長崎市丸尾町 1-45 

  長崎小榊 ながさきこさかき 850-0077 長崎県長崎市小瀬戸町 82-2 

  形上 かたがみ 851-3213 長崎県長崎市琴海形上町 1862-12 

  長崎桜町 ながさきさくらまち 850-0031 長崎県長崎市桜町 5-3 

  長崎梅香崎 ながさきうめがさき 850-0909 長崎県長崎市梅香崎町 1-3 

  長崎住吉 ながさきすみよし 852-8135 長崎県長崎市千歳町 5-1 

  長崎文教 ながさきぶんきょう 852-8131 長崎県長崎市文教町 8-1 

 長崎松山 ながさきまつやま 852-8118 長崎県長崎市松山町 6-8 

  長崎大橋 ながさきおおはし 852-8134 長崎県長崎市大橋町 7-21 

  長崎富士見 ながさきふじみ 852-8022 長崎県長崎市富士見町 3-24 

  長崎天神 ながさきてんじん 850-0044 長崎県長崎市天神町 3-5 

  長崎本原 ながさきもとはら 852-8133 長崎県長崎市本原町 1-24 

  長崎愛宕 ながさきあたご 850-0822 長崎県長崎市愛宕 3-10-3 

  長崎油木 ながさきあぶらき 852-8035 長崎県長崎市油木町 11-7 

  長崎白鳥 ながさきしらとり 852-8042 長崎県長崎市白鳥町 5-12 

  長崎梁川 ながさきやながわ 852-8013 長崎県長崎市梁川町 5-21 

  長崎滑石 ながさきなめし 852-8061 長崎県長崎市滑石 5-1-60 

  長崎白木 ながさきしろき 850-0812 長崎県長崎市白木町 5-6 

  長崎小ヶ倉 ながさきこがくら 850-0961 長崎県長崎市小ｹ倉町 2-211 

  長崎若竹 ながさきわかたけ 852-8047 長崎県長崎市若竹町 15-15 

  長崎花園 ながさきはなぞの 852-8024 長崎県長崎市花園町 5-2 

  長崎末石 ながさきすえいし 850-0991 長崎県長崎市末石町 297-9 

  長崎三原 ながさきみはら 852-8123 長崎県長崎市三原 1-27-1 

  長崎横尾 ながさきよこお 852-8065 長崎県長崎市横尾 1-12-17 

  長崎田上 ながさきたがみ 851-0251 長崎県長崎市田上 2-6-6 

  長崎平山 ながさきひらやま 850-0995 長崎県長崎市平山町 816 

  長崎中園 ながさきなかぞの 852-8155 長崎県長崎市中園町 10-4 

  長崎ダイヤランド ながさきだいやらんど 850-0963 長崎県長崎市ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ 4-7-1 

  長崎矢上団地 ながさきやがみだんち 851-0115 長崎県長崎市かき道 3-1-11 

  長崎大学病院内 ながさきだいがくびょういんない 852-8102 長崎県長崎市坂本 1-7-1 

  長崎大園 ながさきおおぞの 852-8061 長崎県長崎市滑石 5-3-5-101 

  早岐 はいき 859-3299 長崎県佐世保市早岐 1-4-30 

  佐世保西 させぼにし 858-8799 長崎県佐世保市新田町 67-3 

  江迎 えむかえ 859-6199 長崎県佐世保市江迎町長坂 172-8 

  宇久神浦 うくこうのうら 857-4899 長崎県佐世保市宇久町神浦 2883-3 

  佐世保 させぼ 857-8799 長崎県佐世保市京坪町 3-10 

  世知原 せちばる 859-6499 長崎県佐世保市世知原町栗迎 100-1 

  黒島 くろしま 857-3271 長崎県佐世保市黒島町 193-11 

  宇久平 うくたいら 857-4999 長崎県佐世保市宇久町平 3033-2 



 
 
 
 

 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

長崎県 佐世保勝富 させぼかつとみ 857-0803 長崎県佐世保市勝富町 6-1 

  柚木 ゆのき 857-0112 長崎県佐世保市柚木町 1418-1 

  佐世保駅前 させぼえきまえ 857-0862 長崎県佐世保市白南風町 9-2 

  佐世保今福 させぼいまふく 857-0061 長崎県佐世保市今福町 20-8 

  楠泊 くすどまり 857-0413 長崎県佐世保市小佐々町楠泊 690-2 

  俵ケ浦 たわらがうら 857-1299 長崎県佐世保市俵ｹ浦町 554-1 

  佐世保北 させぼきた 857-0199 長崎県佐世保市田原町 18-11 

  皆瀬 かいぜ 857-0144 長崎県佐世保市皆瀬町 25 

  南風崎 はえのさき 859-3236 長崎県佐世保市南風崎町 117-2 

  三川内 みかわち 859-3199 長崎県佐世保市三川内本町 289-1 

  鹿町 しかまち 859-6299 長崎県佐世保市鹿町町下歌ヶ浦 527-14 

  潮見 しおみ 857-0834 長崎県佐世保市潮見町 6-11 

  江上 えがみ 859-3242 長崎県佐世保市指方町 1778-5 

  針尾 はりお 859-3499 長崎県佐世保市針尾東町 612-1 

  日宇 ひう 857-1199 長崎県佐世保市日宇町 668-2 

  吉井 よしい 859-6399 長崎県佐世保市吉井町立石 497-1 

  佐世保木場田 させぼこばた 857-0041 長崎県佐世保市木場田町 2-5 

  福井 ふくい 859-6305 長崎県佐世保市吉井町直谷 1074-2 

 小佐々 こさざ 857-0499 長崎県佐世保市小佐々町田原 69-23 

  佐世保塩浜 させぼしおはま 857-0876 長崎県佐世保市塩浜町 1-3 

  佐世保栄町 させぼさかえまち 857-0054 長崎県佐世保市栄町 6-1 

  佐世保春日 させぼかすが 857-0011 長崎県佐世保市春日町 16-2 

  佐世保稲荷 させぼいなり 857-0851 長崎県佐世保市稲荷町 2-9 

  佐世保花園 させぼはなぞの 857-0024 長崎県佐世保市花園町 2-9 

  佐世保日野 させぼひの 858-0923 長崎県佐世保市日野町 1224-1 

  猪調 いのつき 859-6134 長崎県佐世保市江迎町田ﾉ元 472-4 

  佐世保広田 させぼひろた 859-3223 長崎県佐世保市広田 1-10-26 

  佐世保天神 させぼてんじん 857-1174 長崎県佐世保市天神 4-13-8 

  佐世保宮田 させぼみやだ 857-0032 長崎県佐世保市宮田町 1-16 

  中里 なかざと 858-0904 長崎県佐世保市中里町 2081-2 

  佐世保相浦 させぼあいのうら 858-0918 長崎県佐世保市相浦町 44-3 

  佐世保船越 させぼふなこし 857-1231 長崎県佐世保市船越町 728-1 

  佐世保矢峰 させぼやみね 857-0133 長崎県佐世保市矢峰町 223-2 

  佐世保御船 させぼみふね 857-0068 長崎県佐世保市御船町 9-14 

  御橋 おはし 859-6311 長崎県佐世保市吉井町橋川内 471-8 

  佐世保浜田 させぼはまだ 857-0059 長崎県佐世保市元町 7-4 

  佐世保黒髪 させぼくろかみ 857-1152 長崎県佐世保市黒髪町 18-41 

  佐世保赤崎 させぼあかさき 857-0064 長崎県佐世保市赤崎町 596-47 

  佐世保十郎原 させぼじゅうろうばる 857-1173 長崎県佐世保市十郎新町 14-25 

  佐世保花高 させぼはなたか 859-3212 長崎県佐世保市花高 1-4-3 

  佐世保大塔 させぼだいとう 857-1161 長崎県佐世保市大塔町 664-8 

  島原 しまばら 855-8799 長崎県島原市坂上町 6990 



 
 
 
 

 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

長崎県 有明 ありあけ 859-1415 長崎県島原市有明町大三東戊 1351-1 

  島原湊町 しまばらみなとまち 855-0824 長崎県島原市白山町 55 

  三会 みえ 855-0005 長崎県島原市中原町乙 1822-2 

  島原江戸町 しまばらえどまち 855-0057 長崎県島原市新建 2105 

  島原安中 しまばらあんなか 855-0865 長崎県島原市船泊町丁 3293-1 

  南高湯江 なんこうゆえ 859-1401 長崎県島原市有明町湯江甲 614-3 

  杉谷 すぎたに 855-0062 長崎県島原市本町乙 351-4 

  島原大手 しまばらおおて 855-0801 長崎県島原市高島 1-402-2 

  諫早 いさはや 854-8799 長崎県諫早市八坂町 1-7 

  有喜 うき 854-0199 長崎県諫早市有喜町 219 

  高来 たかき 859-0199 長崎県諫早市高来町三部壱 405-2 

  多良見 たらみ 859-0499 長崎県諫早市多良見町化屋 479 

  飯盛 いいもり 854-1199 長崎県諫早市飯盛町開 26-8 

  森山 もりやま 854-0299 長崎県諫早市森山町下井牟田 1017-3 

  北諫早 きたいさはや 854-0006 長崎県諫早市天満町 17-15 

  大草 おおくさ 859-0414 長崎県諫早市多良見町元釜 95-12 

  諫早小野 いさはやおの 854-0034 長崎県諫早市小野町 514-3 

  深海 ふかのみ 859-0106 長崎県諫早市高来町冨地戸 449-1 

  小長井 こながい 859-0166 長崎県諫早市小長井町井崎 679-3 

  長田 ながた 859-0399 長崎県諫早市長田町 2149-3 

  本野 もとの 854-0095 長崎県諫早市上大渡野町 6-3 

  南諫早 みなみいさはや 854-0043 長崎県諫早市立石町 1030-4 

  真津山 まつやま 854-0063 長崎県諫早市貝津町 2973-2 

  田結 たゆい 854-1123 長崎県諫早市飯盛町里 191-5 

  諫早永昌 いさはやえいしょう 854-0072 長崎県諫早市永昌町 9-7 

  西諫早 にしいさはや 854-0074 長崎県諫早市山川町 1-4 

 諫早真崎 いさはやまさき 854-0084 長崎県諫早市真崎町 1715-1 

  喜々津シーサイド ききつしーさいど 859-0407 長崎県諫早市多良見町ｼｰｻｲﾄﾞ 1-278 

  大村 おおむら 856-8799 長崎県大村市森園町 663-9 

  松原 まつばら 856-0009 長崎県大村市松原本町 330-2 

  西大村 にしおおむら 856-0813 長崎県大村市西大村本町 210-1 

  大村玖島 おおむらくしま 856-0834 長崎県大村市玖島 1-78-3 

  竹松 たけまつ 856-0804 長崎県大村市大川田町 419-1 

  鈴田 すずた 856-0845 長崎県大村市大里町 1549-14 

  萱瀬 かやせ 856-0014 長崎県大村市田下町 1590-1 

  大村水田 おおむらみずた 856-0823 長崎県大村市乾馬場町 784-6 

  大村池田 おおむらいけだ 856-0024 長崎県大村市諏訪 1-1 

  福重 ふくしげ 856-0802 長崎県大村市皆同町 199-5 

  大村三浦 おおむらみうら 856-0846 長崎県大村市日泊町 1054-5 

  大村荒瀬 おおむらあらせ 856-0017 長崎県大村市荒瀬町 1083-6 

  大村杭出津 おおむらくいでつ 856-0828 長崎県大村市杭出津 3-477 

  大村駅前 おおむらえきまえ 856-0826 長崎県大村市東三城町 4-21 



 
 
 
 

 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

長崎県 平戸 ひらど 859-5199 長崎県平戸市築地町 499-1 

  紐差 ひもさし 859-5399 長崎県平戸市紐差町 1021-1 

  大島 おおしま 859-5899 長崎県平戸市大島村神浦 331 

  田平 たびら 859-4899 長崎県平戸市田平町山内免 463 

  志々伎 しじき 859-5533 長崎県平戸市志々伎町 289 

  生月 いきつき 859-5799 長崎県平戸市生月町壱部浦 168-4 

  田助 たすけ 859-5103 長崎県平戸市田助町 97-1 

  川内 かわち 859-5132 長崎県平戸市川内町 1216-32 

  舘浦 たちうら 859-5705 長崎県平戸市生月町舘浦 107-2 

  津吉 つよし 859-5599 長崎県平戸市津吉町 791-1 

  東田平 ひがしたびら 859-4806 長崎県平戸市田平町下亀免 327-1 

  前津吉 まえつよし 859-5523 長崎県平戸市前津吉町 183-2 

  中津良 なかつら 859-5504 長崎県平戸市下中津良町平床 412-6 

  宮ノ浦 みやのうら 859-5535 長崎県平戸市野子町 1251-3 

  根獅子 ねしこ 859-5381 長崎県平戸市根獅子町 894-1 

  御厨 みくりや 859-4799 長崎県松浦市御厨町里免 886 

  今福 いまぶく 859-4522 長崎県松浦市今福町東免 10-6 

  松浦 まつうら 859-4599 長崎県松浦市志佐町里免 381-1 

  鷹島 たかしま 859-4399 長崎県松浦市鷹島町神崎免 2-6 

  福島 ふくしま 848-0499 長崎県松浦市福島町塩浜免 2944-142 

  星鹿 ほしか 859-4743 長崎県松浦市星鹿町下田免 174-1 

  調川 つきのかわ 859-4536 長崎県松浦市調川町下免 682-16 

  上志佐 かみしさ 859-4512 長崎県松浦市志佐町笛吹免 1052-3 

  厳原 いづはら 817-8799 長崎県対馬市厳原町今屋敷 676 

  豊玉 とよたま 817-1299 長崎県対馬市豊玉町仁位 1567-1 

  豆酘 つつ 817-0199 長崎県対馬市厳原町豆酘 2511-3 

  琴 きん 817-2399 長崎県対馬市上対馬町琴 802-4 

  佐須奈 さすな 817-1602 長崎県対馬市上県町佐須奈乙 925 

  小船越 こふなこし 817-1101 長崎県対馬市美津島町小船越 360-2 

  鶏知 けち 817-0399 長崎県対馬市美津島町鶏知甲 551 

  小茂田 こもだ 817-0299 長崎県対馬市厳原町小茂田 713-119 

  鹿見 ししみ 817-1599 長崎県対馬市上県町鹿見 16 

  竹敷 たけしき 817-0599 長崎県対馬市美津島町竹敷 204 

  対馬佐賀 つしまさか 817-1499 長崎県対馬市峰町佐賀 459-7 

 比田勝 ひたかつ 817-1799 長崎県対馬市上対馬町比田勝 175 

  大船越 おおふなこし 817-0323 長崎県対馬市美津島町大船越 349 

  志多賀 したか 817-1413 長崎県対馬市峰町志多賀 643 

  仁田 にた 817-1522 長崎県対馬市上県町樫滝 558-1 

  鴨居瀬 かもいぜ 817-1107 長崎県対馬市美津島町鴨居瀬 242 

  鰐浦 わにうら 817-1723 長崎県対馬市上対馬町鰐浦 836 

  尾崎 おさき 817-0499 長崎県対馬市美津島町尾崎 424-5 

  小鹿 おしか 817-2299 長崎県対馬市上対馬町小鹿 112 



 
 
 
 

 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

長崎県 厳原宮谷 いづはらみやだに 817-0011 長崎県対馬市厳原町宮谷 62 

  佐護 さご 817-1603 長崎県対馬市上県町佐護北里 659-1 

  曽 そ 817-1212 長崎県対馬市豊玉町曽 842-1 

  浅藻 あさも 817-0153 長崎県対馬市厳原町浅藻 10 

  峯 みね 817-1399 長崎県対馬市峰町三根 450-24 

  伊奈 いな 817-1532 長崎県対馬市上県町伊奈 1279-2 

  小綱 こづな 817-1256 長崎県対馬市豊玉町小綱 9-3 

  水崎 みずさき 817-1232 長崎県対馬市豊玉町嵯峨 562-22 

  郷ノ浦 ごうのうら 811-5199 長崎県壱岐市郷ﾉ浦町郷ﾉ浦 176 

  芦辺 あしべ 811-5399 長崎県壱岐市芦辺町芦辺浦瀧ﾉ上 555-7 

  石田 いしだ 811-5299 長崎県壱岐市石田町印通寺浦 469-48 

  勝本 かつもと 811-5599 長崎県壱岐市勝本町勝本浦 345 

  湯本 ゆのもと 811-5551 長崎県壱岐市勝本町湯本浦 1 

  渡良 わたら 811-5152 長崎県壱岐市郷ﾉ浦町渡良南触 385-1 

  壱岐瀬戸 いきせと 811-5499 長崎県壱岐市芦辺町箱崎大左右触 508-12 

  壱岐国分 いきこくぶ 811-5799 長崎県壱岐市芦辺町国分東触 768-2 

  沼津 ぬまづ 811-5101 長崎県壱岐市郷ﾉ浦町長峰本村触 830-1 

  初山 はつやま 811-5143 長崎県壱岐市郷ﾉ浦町初山西触 796-1 

  福江 ふくえ 853-8799 長崎県五島市幸町 1-1 

  富江 とみえ 853-0299 長崎県五島市富江町富江 281-2 

  二本楠 にほんぐす 853-0399 長崎県五島市岐宿町中嶽八蔵木場 2037-5 

  玉之浦 たまのうら 853-0499 長崎県五島市玉之浦町玉之浦 638-2 

  奈留島 なるしま 853-2299 長崎県五島市奈留町浦 1750-3 

  岐宿 きしく 853-0799 長崎県五島市岐宿町岐宿 2398-1 

  三井楽 みいらく 853-0699 長崎県五島市三井楽町濱ﾉ畔 1287-1 

  久賀島 ひさかじま 853-2171 長崎県五島市久賀町 247-16 

  五島椛島 ごとうかばしま 853-2482 長崎県五島市本窯町 827 

  大浜 おおはま 853-0025 長崎県五島市小泊町 176 

  五島黒瀬 ごとうくろせ 853-0211 長崎県五島市富江町黒瀬 215 

  崎山 さきやま 853-0021 長崎県五島市下崎山町 32 

  荒川 あらかわ 853-0599 長崎県五島市玉之浦町荒川 275-1 

  奥浦 おくうら 853-0053 長崎県五島市奥浦町 1611 

  本山 もとやま 853-0044 長崎県五島市堤町 1316-1 

  岐宿川原 きしくかわら 853-0702 長崎県五島市岐宿町川原 584-1 

  五島柏 ごとうかしわ 853-0603 長崎県五島市三井楽町柏 637-3 

  福江城山町 ふくえしろやままち 853-0013 長崎県五島市上大津町 206-7 

  福江吉久木 ふくえよしくぎ 853-0031 長崎県五島市吉久木町 446-8 

  大瀬戸 おおせと 857-2399 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷 2373-6 

  面高 おもだか 851-3508 長崎県西海市西海町面高郷 1808-6 

  大串 おおぐし 851-3423 長崎県西海市西彼町八木原郷 2018-4 

  崎戸 さきと 857-3199 長崎県西海市崎戸町蠣浦郷 1806-19 

  平島 ひらしま 857-3311 長崎県西海市崎戸町平島 830 



 
 
 
 

 

都道府県 局名 局名かな 郵便番号 所在地 

長崎県 松島 まつしま 857-2531 長崎県西海市大瀬戸町松島内郷 1368 

  亀岳 かめだけ 851-3399 長崎県西海市西彼町喰場郷 683-2 

  七釜 ななつがま 857-2222 長崎県西海市西海町中浦北郷 920 

  雪浦 ゆきのうら 857-2326 長崎県西海市大瀬戸町雪浦下郷 1360-7 

  西海 さいかい 851-3599 長崎県西海市西海町川内郷 931-1 

  肥前大島 ひぜんおおしま 857-2499 長崎県西海市大島町 1905 

  横瀬 よこせ 851-3509 長崎県西海市西海町横瀬郷 2783-4 

  小浜 おばま 854-0599 長崎県雲仙市小浜町北本町 905-55 

  愛野 あいの 854-0302 長崎県雲仙市愛野町乙 600-2 

  神代 こうじろ 859-1301 長崎県雲仙市国見町神代甲 47-1 

  千々石 ちぢわ 854-0499 長崎県雲仙市千々石町戊 145-5 

  国見 くにみ 859-1311 長崎県雲仙市国見町土黒甲 28-1 

  雲仙 うんぜん 854-0621 長崎県雲仙市小浜町雲仙 320 

  南串山 みなみくしやま 854-0799 長崎県雲仙市南串山町丙 9904-5 

  吾妻 あづま 859-1199 長崎県雲仙市吾妻町大木場名 110 

  北串山 きたくしやま 854-0503 長崎県雲仙市小浜町飛子 3512-3 

  瑞穂 みずほ 859-1299 長崎県雲仙市瑞穂町西郷辛 163 

  小浜富津 おばまとみつ 854-0516 長崎県雲仙市小浜町富津 3039-2 

  吾妻大熊 あづまおおくま 859-1115 長崎県雲仙市吾妻町永中名 83-2 

  口之津 くちのつ 859-2599 長崎県南島原市口之津町甲 2711-6 

  有家 ありえ 859-2299 長崎県南島原市有家町久保 19-5 

  加津佐 かづさ 859-2699 長崎県南島原市加津佐町己 2824-4 

  南有馬 みなみありま 859-2499 長崎県南島原市南有馬町乙 1315-1 

  西有家 にしありえ 859-2212 長崎県南島原市西有家町須川 346-5 

  深江 ふかえ 859-1503 長崎県南島原市深江町丙 710 

  北有馬 きたありま 859-2304 長崎県南島原市北有馬町丁 29-1 

  堂崎 どうざき 859-2122 長崎県南島原市有家町大苑 20-4 

  布津 ふつ 859-2112 長崎県南島原市布津町乙 1459-7 

  口之津大屋 くちのつおおや 859-2503 長崎県南島原市口之津町丁 5721 

  長与嬉里 ながようれり 851-2128 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷 1140-3 

  長与 ながよ 851-2126 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷 2021-10 

  長与高田 ながよこうだ 851-2127 長崎県西彼杵郡長与町高田郷 2316 

  長崎女の都 ながさきめのと 851-2127 長崎県西彼杵郡長与町高田郷 849-20 

  西彼杵 にしそのぎ 851-2199 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 465-1 

  時津新開 ときつしんかい 851-2107 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷 1439-6 

  時津 とぎつ 851-2105 長崎県西彼杵郡時津町浦郷 436-5 

  彼杵 そのぎ 859-3899 長崎県東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷 491-1 

  千綿 ちわた 859-3999 長崎県東彼杵郡東彼杵町駄地郷 39-4 

  川棚 かわたな 859-3699 長崎県東彼杵郡川棚町栄町 79-2 

  小串 おぐし 859-3618 長崎県東彼杵郡川棚町小串郷 1463 

  波佐見 はさみ 859-3799 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷 625-2 

  東波佐見 ひがしはさみ 859-3702 長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷 1173 
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長崎県 下波佐見 しもはさみ 859-3725 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷 252-5 

  小値賀 おぢか 857-4799 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷 1867 

  佐々 さざ 857-0399 長崎県北松浦郡佐々町本田原免 188-7 

  小浦 こうら 857-0361 長崎県北松浦郡佐々町小浦免 219-35 

  佐々松瀬 さざまつせ 857-0322 長崎県北松浦郡佐々町松瀬免 26-5 

  有川 ありかわ 857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷 726 

  奈良尾 ならお 853-3199 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷 645-10 

  魚目 うおのめ 857-4512 長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷 433-1 

  立串 たてぐし 857-4699 長崎県南松浦郡新上五島町立串郷 300-13 

  鯛之浦 たいのうら 853-3321 長崎県南松浦郡新上五島町鯛ﾉ浦郷 132 

  若松 わかまつ 853-2399 長崎県南松浦郡新上五島町若松郷 160-37 

  浜ノ浦 はまのうら 857-4415 長崎県南松浦郡新上五島町続浜ﾉ浦郷 185-14 

  青方 あおかた 857-4499 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 2338 

  岩瀬浦 いわせうら 853-3102 長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷 420 

  友住 ともずみ 857-4102 長崎県南松浦郡新上五島町友住郷 213-2 

  奈摩 なま 857-4402 長崎県南松浦郡新上五島町奈摩郷 151 

  津和崎 つわざき 857-4604 長崎県南松浦郡新上五島町津和崎郷 476-3 

沖縄県 国頭 くにがみ 905-1499 沖縄県国頭郡国頭村辺土名 1420-1 

  大宜味 おおぎみ 905-1306 沖縄県国頭郡大宜味村大宜味 175 

  東 ひがし 905-1299 沖縄県国頭郡東村平良 550-12 

  今帰仁 なきじん 905-0499 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根 96-5 

  本部 もとぶ 905-0299 沖縄県国頭郡本部町渡久地 93 

  上本部 かみもとぶ 905-0203 沖縄県国頭郡本部町謝花 320 

  伊江 いえ 905-0503 沖縄県国頭郡伊江村川平 196-2 

  伊平屋 いへや 905-0703 沖縄県島尻郡伊平屋村我喜屋 257 

  伊是名 いぜな 905-0603 沖縄県島尻郡伊是名村仲田 1166 

 


