
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所

水戸下市郵便局 310-0816 茨城県水戸市紺屋町1386ー4
水戸五軒町郵便局 310-0063 茨城県水戸市五軒町1ー1ー10
水戸緑岡郵便局 310-0851 茨城県水戸市千波町1881
水戸本町郵便局 310-0815 茨城県水戸市本町3ー20ー35
水戸元吉田郵便局 310-0836 茨城県水戸市元吉田町1590ー4
水戸米沢郵便局 310-0836 茨城県水戸市元吉田町956
水戸城東郵便局 310-0012 茨城県水戸市城東2ー7ー76
水戸酒門郵便局 310-0841 茨城県水戸市酒門町1261ー5
水戸千波郵便局 310-0851 茨城県水戸市千波町214ー1

水戸市役所前郵便局 310-0805 茨城県水戸市中央2ー6ー7
水戸吉沢郵便局 310-0845 茨城県水戸市吉沢町816
茨城県庁内郵便局 310-0852 茨城県水戸市笠原町978ー6
水戸大工町郵便局 310-0031 茨城県水戸市大工町2ー1ー20
水戸末広郵便局 310-0053 茨城県水戸市末広町1ー4ー7
水戸袴塚郵便局 310-0055 茨城県水戸市袴塚2ー1ー43
水戸松が丘郵便局 310-0043 茨城県水戸市松が丘1ー2ー43
茨城大学前郵便局 310-0055 茨城県水戸市袴塚3ー9ー6
水戸東原郵便局 310-0035 茨城県水戸市東原1ー3ー4
水戸渡里郵便局 310-0902 茨城県水戸市渡里町2937ー2
水戸見和郵便局 310-0911 茨城県水戸市見和2ー251ー22
水戸平須郵便局 310-0853 茨城県水戸市平須町1819ー72
水戸石川郵便局 310-0905 茨城県水戸市石川1ー3900ー5
大場郵便局 311-1125 茨城県水戸市大場町3ー22
常澄郵便局 311-1199 茨城県水戸市東前2ー5
内原郵便局 319-0317 茨城県水戸市内原2ー1(ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原2F)
飯富郵便局 311-4299 茨城県水戸市飯富町1232
中妻郵便局 319-0312 茨城県水戸市大足町983
鯉淵郵便局 319-0323 茨城県水戸市鯉淵町1192ー3
国田郵便局 311-4205 茨城県水戸市下国井町311ー6

水戸東赤塚郵便局 311-4141 茨城県水戸市赤塚1ー2049
水戸双葉台郵便局 311-4145 茨城県水戸市双葉台4ー3ー11
水戸河和田郵便局 311-4152 茨城県水戸市河和田3ー2380ー1
水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸1ー4ー29
赤塚郵便局 311-4199 茨城県水戸市赤塚2ー212
湊本町郵便局 311-1221 茨城県ひたちなか市湊本町9ー1
馬渡郵便局 312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡3428ー4
平磯郵便局 311-1203 茨城県ひたちなか市平磯町1152

勝田稲田郵便局 312-0061 茨城県ひたちなか市稲田195
磯崎郵便局 311-1202 茨城県ひたちなか市磯崎町4272ー1

勝田枝川郵便局 312-0035 茨城県ひたちなか市枝川城の内228ー24
勝田東大島郵便局 312-0042 茨城県ひたちなか市東大島1ー23ー7
金上駅前郵便局 312-0023 茨城県ひたちなか市大平4ー4ー4
那珂湊相金郵便局 311-1246 茨城県ひたちなか市相金町16ー1
勝田堀口郵便局 312-0034 茨城県ひたちなか市堀口699ー1
勝田田彦郵便局 312-0063 茨城県ひたちなか市田彦940ー10
勝田津田郵便局 312-0032 茨城県ひたちなか市津田2802ー3
勝田中根郵便局 312-0011 茨城県ひたちなか市中根893ー4
勝田高野郵便局 312-0002 茨城県ひたちなか市高野堀向81ー5
ひたちなか郵便局 312-8799 茨城県ひたちなか市石川町28ー1
大洗郵便局 311-1399 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町6881ー364
大貫郵便局 311-1311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町64ー239
夏海郵便局 311-1313 茨城県東茨城郡大洗町成田町22

大洗祝町郵便局 311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町8093ー4
海老沢郵便局 311-3135 茨城県東茨城郡茨城町海老沢18ー5
川根郵便局 311-3153 茨城県東茨城郡茨城町上飯沼1017

茨城県



都道府県 局名 郵便番号 住所
上野合郵便局 311-3157 茨城県東茨城郡茨城町小幡1498ー2
茨城石崎郵便局 311-3124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎327ー2
茨城長岡郵便局 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡1803ー4
茨城郵便局 311-3199 茨城県東茨城郡茨城町小堤1021ー1
石塚郵便局 311-4399 茨城県東茨城郡城里町石塚2212ー3
塩子郵便局 311-4401 茨城県東茨城郡城里町塩子3421ー1
阿波山郵便局 311-4344 茨城県東茨城郡城里町阿波山1020ー1
徳蔵郵便局 311-4407 茨城県東茨城郡城里町徳蔵779ー1
岩船郵便局 311-4334 茨城県東茨城郡城里町孫根461ー5
宍戸郵便局 309-1722 茨城県笠間市平町2040
岩間郵便局 319-0299 茨城県笠間市下郷4438
福原郵便局 309-1634 茨城県笠間市福原1330ー6

笠間石井郵便局 309-1613 茨城県笠間市石井1090
稲田郵便局 309-1635 茨城県笠間市稲田2323ー1
南川根郵便局 319-0206 茨城県笠間市安居1465
大池田郵便局 309-1601 茨城県笠間市大橋2185ー4
笠間駅前郵便局 309-1611 茨城県笠間市笠間4399ー4
北川根郵便局 309-1715 茨城県笠間市湯崎894ー2

友部上市原郵便局 309-1731 茨城県笠間市上市原1891ー2
友部駅前郵便局 309-1705 茨城県笠間市東平1ー1ー22
笠間大町郵便局 309-1611 茨城県笠間市笠間1154ー2
友部旭町郵便局 309-1717 茨城県笠間市旭町91ー2
笠間郵便局 309-1699 茨城県笠間市笠間1593ー11
友部郵便局 309-1799 茨城県笠間市八雲2ー9ー12
瓜連郵便局 319-2102 茨城県那珂市瓜連321
額田郵便局 311-0108 茨城県那珂市額田北郷608ー4
戸多郵便局 311-0124 茨城県那珂市田崎1045ー1
木崎郵便局 311-0136 茨城県那珂市門部2822ー1

那珂五台郵便局 311-0111 茨城県那珂市後台2866ー9
那珂向山郵便局 311-0102 茨城県那珂市向山1269ー11
那珂菅谷郵便局 311-0105 茨城県那珂市菅谷3323ー4
那珂竹の内郵便局 311-0105 茨城県那珂市菅谷2655ー2
那珂郵便局 311-0199 茨城県那珂市菅谷167ー7
東海郵便局 319-1117 茨城県那珂郡東海村東海3ー1ー27

東海駅西口郵便局 319-1116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西4ー7ー9
村松郵便局 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松3382ー1
原研前郵便局 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松229ー10
石下郵便局 300-2799 茨城県常総市新石下4527

石下飯沼郵便局 300-2736 茨城県常総市孫兵ヱ新田617ー16
菅生郵便局 303-0044 茨城県常総市菅生町1689ー3
三坂郵便局 300-2599 茨城県常総市三坂町1544ー4
菅原郵便局 300-2526 茨城県常総市大生郷新田町1139ー3

水海道五箇郵便局 300-2502 茨城県常総市上蛇町1503ー1
水海道豊岡郵便局 303-0041 茨城県常総市豊岡町丙1517ー2
水海道諏訪郵便局 303-0021 茨城県常総市水海道諏訪町2796ー5
水海道坂手郵便局 303-0042 茨城県常総市坂手町1269ー6
水海道郵便局 303-8799 茨城県常総市水海道諏訪町3220ー2
伊奈郵便局 300-2399 茨城県つくばみらい市板橋2788
小絹郵便局 300-2445 茨城県つくばみらい市小絹1219ー1
谷和原郵便局 300-2499 茨城県つくばみらい市古川1067ー2
谷井田郵便局 300-2337 茨城県つくばみらい市谷井田1535ー3
福岡郵便局 300-2406 茨城県つくばみらい市福岡1439ー5
野木崎郵便局 302-0117 茨城県守谷市野木崎539ー4

守谷松ヶ丘郵便局 302-0127 茨城県守谷市松ケ丘1ー12ー3
守谷久保ヶ丘郵便局 302-0104 茨城県守谷市久保ケ丘1ー19ー4
守谷みずき野郵便局 302-0121 茨城県守谷市みずき野7ー2ー8

茨城県



都道府県 局名 郵便番号 住所
守谷郵便局 302-0199 茨城県守谷市本町701ー2
藤沢郵便局 300-4115 茨城県土浦市藤沢1443
真鍋郵便局 300-0053 茨城県土浦市真鍋新町18ー9
沖宿郵便局 300-0023 茨城県土浦市沖宿町西妻1447ー1
沢辺郵便局 300-4104 茨城県土浦市沢辺879ー4

土浦都和郵便局 300-0061 茨城県土浦市並木3ー2ー48
山ノ荘郵便局 300-4101 茨城県土浦市永井686ー1
神立駅前郵便局 300-0011 茨城県土浦市神立中央1ー11ー6
土浦中貫郵便局 300-0005 茨城県土浦市中貫1917
土浦真鍋台郵便局 300-0051 茨城県土浦市真鍋6ー5ー13
土浦南郵便局 300-0871 茨城県土浦市荒川沖東3ー19ー4
土浦駅前郵便局 300-0036 茨城県土浦市大和町5ー4
土浦大手町郵便局 300-0044 茨城県土浦市大手町5ー12
土浦鷹匠町郵便局 300-0043 茨城県土浦市中央2ー14ー11
土浦下高津郵便局 300-0815 茨城県土浦市中高津1ー1ー4
土浦小松郵便局 300-0823 茨城県土浦市小松1ー5ー1
土浦中村郵便局 300-0843 茨城県土浦市中村南1ー1ー15
土浦霞ヶ岡郵便局 300-0823 茨城県土浦市小松2ー13ー5
土浦天川郵便局 300-0818 茨城県土浦市天川1ー28ー1
土浦荒川沖郵便局 300-0874 茨城県土浦市荒川沖西1ー18ー11
土浦宍塚郵便局 300-0805 茨城県土浦市宍塚1750
土浦乙戸郵便局 300-0845 茨城県土浦市乙戸南2ー8ー12
土浦永国郵便局 300-0816 茨城県土浦市永国東町1ー9
土浦郵便局 300-8799 茨城県土浦市城北町2ー21

佐貫駅前郵便局 301-0032 茨城県龍ヶ崎市佐貫1ー8ー11
龍ケ崎米町郵便局 301-0018 茨城県龍ヶ崎市米町4552ー2
龍ケ崎藤ケ丘郵便局 301-0855 茨城県龍ヶ崎市藤ケ丘2ー1ー14
北文間郵便局 301-0021 茨城県龍ヶ崎市北方町785ー1
長戸郵便局 301-0803 茨城県龍ヶ崎市塗戸町2031

稲敷大宮郵便局 301-0816 茨城県龍ヶ崎市大徳町2571
龍ケ崎下町郵便局 301-0824 茨城県龍ヶ崎市下町2842ー6
龍ケ崎長山郵便局 301-0042 茨城県龍ヶ崎市長山2ー1ー8
龍ケ崎中根台郵便局 301-0002 茨城県龍ヶ崎市中根台4ー1ー22
龍ケ崎郵便局 301-8799 茨城県龍ヶ崎市出し山町168
藤代山王郵便局 300-1544 茨城県取手市山王202
稲戸井郵便局 302-0033 茨城県取手市米ノ井1ー1
小文間郵便局 302-0001 茨城県取手市小文間4356ー2
取手白山郵便局 302-0023 茨城県取手市白山6ー21ー14
藤代清水郵便局 300-1535 茨城県取手市清水403ー3
取手新道郵便局 302-0013 茨城県取手市台宿235
藤代宮和田郵便局 300-1514 茨城県取手市宮和田531ー7
取手寺田郵便局 302-0031 茨城県取手市新取手1ー9ー1
藤代新川郵便局 300-1502 茨城県取手市新川729ー4
取手戸頭郵便局 302-0034 茨城県取手市戸頭6ー30ー3ー107
取手一郵便局 302-0004 茨城県取手市取手1ー12ー18

取手ボックスヒル内郵便局 302-0014 茨城県取手市中央町2ー5
取手井野郵便局 302-0011 茨城県取手市井野1ー5ー15
取手郵便局 302-8799 茨城県取手市西2ー37ー1
藤代郵便局 300-1599 茨城県取手市片町339ー1

筑波谷田部郵便局 305-0861 茨城県つくば市谷田部2961
吉沼郵便局 300-2617 茨城県つくば市吉沼4082
真瀬郵便局 300-2656 茨城県つくば市真瀬1124ー5
葛城郵便局 305-0822 茨城県つくば市苅間388
旭郵便局 289-2599 茨城県つくば市沼崎1854ー6

茎崎みなみ郵便局 300-1274 茨城県つくば市上岩崎944ー1
小野川郵便局 305-0067 茨城県つくば市館野398－1

茨城県



都道府県 局名 郵便番号 住所
島名郵便局 300-2655 茨城県つくば市島名643

茎崎高崎郵便局 300-1245 茨城県つくば市高崎1819ー1
桜並木郵便局 305-0044 茨城県つくば市並木4ー1ー2

谷田部松代郵便局 305-0035 茨城県つくば市松代4ー200ー1
つくば研究学園郵便局 305-0817 茨城県つくば市研究学園1－1－2

大穂郵便局 300-3253 茨城県つくば市大曽根3397
つくば小田郵便局 300-4223 茨城県つくば市小田2946ー1
筑波山郵便局 300-4352 茨城県つくば市筑波802
桜郵便局 305-0017 茨城県つくば市横町266

上大島郵便局 300-4351 茨城県つくば市上大島1046
栗原郵便局 305-0001 茨城県つくば市栗原1567

つくば作谷郵便局 300-4204 茨城県つくば市作谷149
つくば九重郵便局 305-0023 茨城県つくば市上ノ室1271ー3
つくば田井郵便局 300-4212 茨城県つくば市神郡870ー5
桜竹園郵便局 305-0032 茨城県つくば市竹園3ー21

筑波大学内郵便局 305-0005 茨城県つくば市天久保3ー1ー1
上郷郵便局 300-2699 茨城県つくば市上郷1384ー3
筑波郵便局 300-4299 茨城県つくば市北条4347ー6

筑波学園郵便局 305-8799 茨城県つくば市吾妻1ー1376
奥野郵便局 300-1283 茨城県牛久市奥原町618ー2

牛久本町郵便局 300-1234 茨城県牛久市中央5ー8ー5
牛久岡見郵便局 300-1204 茨城県牛久市岡見町2337ー6

牛久みどり野郵便局 300-1222 茨城県牛久市南4ー43ー5
本牛久郵便局 300-1221 茨城県牛久市牛久町81

牛久駅西口郵便局 300-1221 茨城県牛久市牛久町3333ー4
ひたち野うしく郵便局 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東1－33－6

牛久郵便局 300-1299 茨城県牛久市中央3ー5ー2
利根郵便局 300-1622 茨城県北相馬郡利根町布川2599
東文間郵便局 300-1614 茨城県北相馬郡利根町立崎106ー5
実穀郵便局 300-1153 茨城県稲敷郡阿見町実穀1311
君原郵便局 300-0322 茨城県稲敷郡阿見町君島695ー1
阿見原郵便局 300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見4666ー1644

阿見中央一郵便局 300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央1ー4ー17
阿見青宿郵便局 300-0301 茨城県稲敷郡阿見町青宿669ー10
阿見郵便局 300-0399 茨城県稲敷郡阿見町阿見4397ー7
美浦郵便局 300-0412 茨城県稲敷郡美浦村宮地1211ー10
安中郵便局 379-0199 茨城県稲敷郡美浦村土浦2032

美浦木原郵便局 300-0421 茨城県稲敷郡美浦村木原444
田伏郵便局 300-0299 茨城県かすみがうら市田伏1633ー1
出島郵便局 300-0199 茨城県かすみがうら市深谷1365ー1
安飾郵便局 300-0205 茨城県かすみがうら市安食989ー1
牛渡郵便局 300-0213 茨城県かすみがうら市牛渡1936ー1
志士庫郵便局 300-0121 茨城県かすみがうら市宍倉1799ー7
江戸崎郵便局 300-0599 茨城県稲敷市江戸崎甲3558ー1
鳩崎郵便局 300-0508 茨城県稲敷市佐倉708ー2

岩槻和土郵便局 339-0034 さいたま市岩槻区笹久保204ー1
岩槻上野郵便局 339-0073 さいたま市岩槻区上野228ー1
川通郵便局 339-0014 さいたま市岩槻区大戸1729ー3
慈恩寺郵便局 339-0009 さいたま市岩槻区慈恩寺256ー18
岩槻西町郵便局 339-0067 さいたま市岩槻区西町1ー3ー9
岩槻本丸郵便局 339-0058 さいたま市岩槻区本丸2ー17ー28
岩槻仲町郵便局 339-0054 さいたま市岩槻区仲町2ー7ー21
東岩槻郵便局 339-0005 さいたま市岩槻区東岩槻4ー5ー1
岩槻本町郵便局 339-0057 さいたま市岩槻区本町1ー18ー7
岩槻西原郵便局 339-0076 さいたま市岩槻区平林寺1491ー5
岩槻郵便局 339-8799 さいたま市岩槻区加倉4ー10ー1

茨城県

埼玉県



都道府県 局名 郵便番号 住所
宝珠花郵便局 344-0102 埼玉県春日部市西宝珠花112ー2
庄和米島郵便局 344-0115 埼玉県春日部市米島1133ー51

庄和西金野井郵便局 344-0112 埼玉県春日部市西金野井324ー92
武里郵便局 344-0022 埼玉県春日部市大畑266ー1

春日部豊春郵便局 344-0046 埼玉県春日部市上蛭田494ー1
春日部武里団地内郵便局 344-0023 埼玉県春日部市大枝89（2ー114）
春日部藤塚郵便局 344-0016 埼玉県春日部市本田町1ー197
春日部仲町郵便局 344-0061 埼玉県春日部市粕壁1ー4ー37
春日部一ノ割郵便局 344-0031 埼玉県春日部市一ノ割1ー12ー2
春日部小渕郵便局 344-0007 埼玉県春日部市小渕595ー1
春日部浜川戸郵便局 344-0054 埼玉県春日部市浜川戸2ー2ー4
春日部牛島郵便局 344-0004 埼玉県春日部市牛島1544ー4
春日部大沼郵便局 344-0038 埼玉県春日部市大沼3ー12ー2
春日部栄町郵便局 344-0058 埼玉県春日部市栄町1ー436ー1
春日部豊町郵便局 344-0066 埼玉県春日部市豊町2ー3ー4
春日部緑町郵便局 344-0063 埼玉県春日部市緑町4ー2ー5
庄和郵便局 344-0199 埼玉県春日部市金崎851ー1
春日部郵便局 344-8799 埼玉県春日部市中央1ー52ー7
菖蒲郵便局 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲5013－51
鷲宮郵便局 340-0217 埼玉県久喜市鷲宮4－1－6
江面郵便局 346-0027 埼玉県久喜市除堀959ー1

久喜東町郵便局 346-0016 埼玉県久喜市東5ー31ー8
鷲宮上内郵便局 340-0211 埼玉県久喜市上内478

久喜青葉団地内郵便局 346-0013 埼玉県久喜市青葉1ー1ー2ー105
久喜本町郵便局 346-0005 埼玉県久喜市本町1ー2ー48
東鷲宮駅前郵便局 340-0203 埼玉県久喜市桜田3－1－6
久喜郵便局 346-8799 埼玉県久喜市本町3ー17ー1
八代郵便局 340-0142 埼玉県幸手市中野578ー1

幸手団地内郵便局 340-0154 埼玉県幸手市栄3ー7
幸手中郵便局 340-0115 埼玉県幸手市中4ー12ー3
幸手郵便局 340-0199 埼玉県幸手市東2ー24ー8
白岡郵便局 349-0215 埼玉県白岡市千駄野941ー1
大山郵便局 349-0201 埼玉県白岡市柴山1161ー1

白岡岡泉郵便局 349-0226 埼玉県白岡市岡泉1262
西白岡郵便局 349-0218 埼玉県白岡市白岡1050ー2

新白岡駅前郵便局 349-0211 埼玉県白岡市野牛1117ー2
蓮田黒浜郵便局 349-0101 埼玉県蓮田市黒浜4748ー28
蓮田閏戸郵便局 349-0133 埼玉県蓮田市閏戸4005
蓮田西新宿郵便局 349-0141 埼玉県蓮田市西新宿2ー71ー6
蓮田椿山郵便局 349-0144 埼玉県蓮田市椿山4ー1ー12
蓮田駅東口郵便局 349-0111 埼玉県蓮田市東6ー3ー24
蓮田郵便局 349-0199 埼玉県蓮田市見沼町9ー21
蒲生郵便局 343-0838 埼玉県越谷市蒲生1ー5ー40

越谷蒲生三郵便局 343-0838 埼玉県越谷市蒲生3ー7ー38
越谷柳田郵便局 343-0815 埼玉県越谷市元柳田町9ー29
越谷登戸郵便局 343-0846 埼玉県越谷市登戸町27ー24
越谷大間野郵便局 343-0844 埼玉県越谷市大間野町2ー52
越谷相模町郵便局 343-0823 埼玉県越谷市相模町2ー188ー1
越谷瓦曽根郵便局 343-0821 埼玉県越谷市瓦曽根1ー3ー24
越谷赤山郵便局 343-0807 埼玉県越谷市赤山町1ー178ー1
南越谷郵便局 343-0845 埼玉県越谷市南越谷2ー14ー5

北越谷駅前郵便局 343-0026 埼玉県越谷市北越谷2ー24ー21
越谷袋山郵便局 343-0032 埼玉県越谷市袋山251ー2
越谷弥栄郵便局 343-0046 埼玉県越谷市弥栄町2ー514ー7
越谷平方郵便局 343-0002 埼玉県越谷市平方1614

越谷千間台西郵便局 343-0041 埼玉県越谷市千間台西3ー4ー14

埼玉県



都道府県 局名 郵便番号 住所
東越谷郵便局 343-0023 埼玉県越谷市東越谷6ー71ー4

越谷千間台東郵便局 343-0042 埼玉県越谷市千間台東2ー22ー5
越谷大里郵便局 343-0031 埼玉県越谷市大里255ー2
越谷大房郵便局 343-0027 埼玉県越谷市大房941ー7
越谷宮前郵便局 343-0014 埼玉県越谷市宮前1ー6ー10

北越谷駅東口郵便局 343-0025 埼玉県越谷市大澤3ー12ー28
越谷郵便局 343-8799 埼玉県越谷市大沢4ー6ー15

八潮中馬場郵便局 340-0815 埼玉県八潮市八潮8ー2ー13
八潮中央二郵便局 340-0816 埼玉県八潮市中央2ー5ー2
八潮木曽根郵便局 340-0813 埼玉県八潮市木曽根904ー1
八潮八條郵便局 340-0801 埼玉県八潮市八條幸之宮2728
八潮古新田郵便局 340-0822 埼玉県八潮市大瀬1507ー2
八潮柳之宮郵便局 340-0808 埼玉県八潮市緑町5ー13ー8
八潮駅前郵便局 340-0822 埼玉県八潮市大瀬6ー1ー6
三郷彦成郵便局 341-0055 埼玉県三郷市上口1ー64
三郷一郵便局 341-0024 埼玉県三郷市三郷1ー11ー18
三郷高州郵便局 341-0037 埼玉県三郷市高州1ー106ー4
三郷戸ヶ崎郵便局 341-0044 埼玉県三郷市戸ケ崎2172
みさと団地内郵便局 341-0003 埼玉県三郷市彦成3ー7ー3ー101
三郷丹後郵便局 341-0018 埼玉県三郷市早稲田6ー1ー14

三郷天王橋通郵便局 341-0044 埼玉県三郷市戸ケ崎3ー49ー2
三郷さつき郵便局 341-0021 埼玉県三郷市さつき平2ー1ー2ー102
三郷郵便局 341-8799 埼玉県三郷市中央5ー2ー1

吉川団地前郵便局 342-0055 埼玉県吉川市吉川1ー21ー25
吉川駅前郵便局 342-0036 埼玉県吉川市高富1ー4ー2
吉川平沼郵便局 342-0050 埼玉県吉川市栄町1415ー4
吉川郵便局 342-8799 埼玉県吉川市保1ー32ー1
中草加郵便局 340-0017 埼玉県草加市吉町1ー1ー40
草加青柳郵便局 340-0002 埼玉県草加市青柳7ー19ー18
草加弁天郵便局 340-0004 埼玉県草加市弁天4ー1ー16

草加工業団地内郵便局 340-0002 埼玉県草加市青柳3ー7ー17
草加八幡郵便局 340-0006 埼玉県草加市八幡町127ー2
谷塚郵便局 340-0022 埼玉県草加市瀬崎町103ー1

松原団地駅前郵便局 340-0041 埼玉県草加市松原1ー1ー6
草加松原西郵便局 340-0041 埼玉県草加市松原4ー4ー5
草加氷川郵便局 340-0034 埼玉県草加市氷川町933
草加柳島郵便局 340-0033 埼玉県草加市柳島町59－3
草加清門郵便局 340-0055 埼玉県草加市清門2ー23ー5
草加新栄郵便局 340-0056 埼玉県草加市新栄4ー813ー10
草加旭町郵便局 340-0053 埼玉県草加市旭町4ー4ー11
草加谷塚西郵便局 340-0023 埼玉県草加市谷塚町755ー2ー3
草加住吉郵便局 340-0014 埼玉県草加市住吉1ー13ー1
草加郵便局 340-8799 埼玉県草加市栄町3ー8ー1

杉戸清地郵便局 345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地2ー6ー21
杉戸高野台郵便局 345-0045 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西1ー1ー2
杉戸郵便局 345-8799 埼玉県北葛飾郡杉戸町内田1ー6ー13

宮代和戸郵便局 345-0836 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸2ー2ー7
宮代郵便局 345-0821 埼玉県南埼玉郡宮代町中央3ー8ー26

宮代姫宮郵便局 345-0804 埼玉県南埼玉郡宮代町川端1ー9ー19
松伏郵便局 343-0112 埼玉県北葛飾郡松伏町松葉1ー5ー4
金杉郵便局 343-0102 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地1692ー2

松戸六実郵便局 270-2204 千葉県松戸市六実3ー3ー1
常盤平郵便局 270-2261 千葉県松戸市常盤平3ー30
五香駅前郵便局 270-2251 千葉県松戸市金ケ作416
松戸松飛台郵便局 270-2214 千葉県松戸市松飛台63ー6
松戸元山郵便局 270-2212 千葉県松戸市五香南3ー2ー1

千葉県

埼玉県



都道府県 局名 郵便番号 住所

牧の原団地内郵便局 270-2267
千葉県松戸市牧の原2ー48

牧の原団地一街区20号棟117号
松戸西窪郵便局 270-2266 千葉県松戸市常盤平西窪町8ー5
松戸六高台郵便局 270-2203 千葉県松戸市六高台8ー127
常盤平駅前郵便局 270-2261 千葉県松戸市常盤平1ー23ー6
馬橋郵便局 271-0051 千葉県松戸市馬橋1902

松戸根本郵便局 271-0077 千葉県松戸市根本328ー3
松戸矢切郵便局 271-0096 千葉県松戸市下矢切79ー5
松戸東口郵便局 271-0077 千葉県松戸市根本465
松戸栄郵便局 271-0062 千葉県松戸市栄町6ー443ー17

松戸馬橋西郵便局 271-0048 千葉県松戸市西馬橋広手町11
松戸二十世紀ケ丘郵便局 271-0086 千葉県松戸市二十世紀が丘萩町235ー1

松戸新作郵便局 271-0052 千葉県松戸市新作3ー1270
松戸駅西口郵便局 271-0092 千葉県松戸市松戸1305ー25
松戸日暮郵便局 270-2253 千葉県松戸市日暮5ー54
松戸仲井郵便局 270-2242 千葉県松戸市仲井町3ー112ー3
松戸稔台郵便局 270-2231 千葉県松戸市稔台1ー12ー12
松戸上本郷郵便局 271-0064 千葉県松戸市上本郷4065
秋山駅前郵便局 270-2222 千葉県松戸市高塚新田409ー2
松戸梨香台郵便局 270-2222 千葉県松戸市高塚新田508
松戸野菊野郵便局 270-2243 千葉県松戸市野菊野1ー102
松戸胡録台郵便局 271-0075 千葉県松戸市胡録台136ー3
八柱駅前郵便局 270-2251 千葉県松戸市金ケ作27ー9
松戸河原塚郵便局 270-2254 千葉県松戸市河原塚147ー5
小金郵便局 270-0013 千葉県松戸市小金きよしケ丘2ー20ー4

松戸小金原郵便局 270-0021 千葉県松戸市小金原4ー12ー36
松戸中和倉郵便局 270-0025 千葉県松戸市中和倉105ー2
松戸大金平郵便局 270-0006 千葉県松戸市大金平2ー67ー3
新松戸郵便局 270-0034 千葉県松戸市新松戸4ー59
新松戸南郵便局 270-0035 千葉県松戸市新松戸南2ー79
新松戸北郵便局 270-0034 千葉県松戸市新松戸7ー165ー2
新松戸駅前郵便局 270-0034 千葉県松戸市新松戸1ー366
松戸八ヶ崎郵便局 270-0023 千葉県松戸市八ヶ崎7ー32ー24
松戸南郵便局 270-2299 千葉県松戸市松飛台470ー1
松戸郵便局 271-8799 千葉県松戸市松戸1743ー8
松戸北郵便局 270-8799 千葉県松戸市小金原6ー6ー3
手賀郵便局 270-1456 千葉県柏市泉1368ー8
増尾郵便局 277-0033 千葉県柏市増尾3ー1ー14

柏千代田郵便局 277-0025 千葉県柏市千代田2ー9ー31
沼南大井郵便局 277-0902 千葉県柏市大井728
沼南高柳郵便局 277-0941 千葉県柏市高柳466ー9

柏ひばりが丘郵便局 277-0088 千葉県柏市ひばりが丘4ー2
沼南大津ヶ丘郵便局 277-0921 千葉県柏市大津ケ丘2ー27ー2
北柏駅前郵便局 277-0832 千葉県柏市北柏1ー1ー12
柏東台郵便局 277-0005 千葉県柏市柏954ー3
新柏駅前郵便局 277-0084 千葉県柏市新柏1ー2ー2
南柏駅前郵便局 277-0855 千葉県柏市南柏2ー4ー7
柏光ヶ丘郵便局 277-0062 千葉県柏市光ヶ丘団地4ー10
柏逆井郵便局 277-0042 千葉県柏市逆井1ー7ー9
柏加賀郵便局 277-0051 千葉県柏市加賀1ー3ー8
柏酒井根郵便局 277-0053 千葉県柏市酒井根7ー6ー33
柏中原郵便局 277-0052 千葉県柏市増尾台2ー28ー1
柏逆井南郵便局 277-0043 千葉県柏市南逆井6ー2ー8

柏つくしが丘郵便局 277-0071 千葉県柏市豊住3ー15ー15
柏中新宿郵便局 277-0066 千葉県柏市中新宿3ー1ー7
沼南高柳西郵便局 277-0943 千葉県柏市高柳新田2ー30
柏田中郵便局 277-0812 千葉県柏市花野井759ー9

千葉県



都道府県 局名 郵便番号 住所
富勢郵便局 277-0831 千葉県柏市根戸385ー35

豊四季駅前郵便局 277-0863 千葉県柏市豊四季167ー25
柏豊四季台郵便局 277-0845 千葉県柏市豊四季台4ー1ー102ー105
柏駅西口郵便局 277-0852 千葉県柏市旭町1ー4ー18
柏十余二東郵便局 277-0872 千葉県柏市十余二249ー259
柏松葉郵便局 277-0827 千葉県柏市松葉町4ー9ー4
柏髙島屋郵便局 277-0842 千葉県柏市末広町3ー16
柏豊上郵便局 277-0858 千葉県柏市豊上町20ー13

柏みどり台郵便局 277-0884 千葉県柏市みどり台3ー27ー40
柏の葉キャンパス郵便局 277-0871 千葉県柏市若柴174

柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町6ー29
布佐郵便局 270-1101 千葉県我孫子市布佐2474
湖北郵便局 270-1121 千葉県我孫子市中峠1304

東我孫子駅前郵便局 270-1144 千葉県我孫子市東我孫子1ー1ー4
我孫子緑郵便局 270-1153 千葉県我孫子市緑1ー5ー2

我孫子湖北台郵便局 270-1132 千葉県我孫子市湖北台3ー1ー4
我孫子つくし野郵便局 270-1164 千葉県我孫子市つくし野3ー22ー2
我孫子新木郵便局 270-1114 千葉県我孫子市新木野2ー1ー8
我孫子泉郵便局 270-1142 千葉県我孫子市泉12ー14

我孫子柴崎台郵便局 270-1176 千葉県我孫子市柴崎台2ー11ー14
我孫子平和台郵便局 270-1108 千葉県我孫子市布佐平和台4ー1ー39
我孫子駅前郵便局 270-1166 千葉県我孫子市我孫子1ー9ー18
我孫子郵便局 270-1199 千葉県我孫子市天王台6ー8ー15
関宿郵便局 270-0202 千葉県野田市関宿台町315ー1

木間ケ瀬郵便局 270-0222 千葉県野田市木間ケ瀬3171ー5
野田本町通郵便局 278-0037 千葉県野田市野田20ー2
二川郵便局 270-0213 千葉県野田市桐ケ作846ー1

野田目吹郵便局 278-0001 千葉県野田市目吹1365ー2
福田郵便局 278-0011 千葉県野田市三ツ堀586ー4

野田山崎郵便局 278-0022 千葉県野田市山崎1695ー5
野田清水郵便局 278-0043 千葉県野田市清水452ー1
野田宮崎郵便局 278-0005 千葉県野田市宮崎133ー36
野田岩名郵便局 278-0055 千葉県野田市岩名2ー8ー20
野田イオン郵便局 278-0031 千葉県野田市中根36ー1
野田梅郷団地郵便局 278-0012 千葉県野田市瀬戸上灰毛189ー22

野田郵便局 278-8799 千葉県野田市野田617ー3
川間郵便局 270-0299 千葉県野田市中里81
新川郵便局 270-0101 千葉県流山市東深井318
八木郵便局 270-0113 千葉県流山市駒木台209ー1

流山江戸川台郵便局 270-0111 千葉県流山市江戸川台東3ー2
流山松ヶ丘郵便局 270-0141 千葉県流山市松ケ丘1ー456ー10
流山西初石郵便局 270-0121 千葉県流山市西初石3ー104ー3
流山鰭ヶ崎郵便局 270-0161 千葉県流山市鰭ケ崎1307ー2
流山富士見台郵便局 270-0127 千葉県流山市富士見台2ー2ー5
南流山郵便局 270-0163 千葉県流山市南流山6ー7ー1
流山加台郵便局 270-0176 千葉県流山市加4ー17ー26
流山平和台郵便局 270-0157 千葉県流山市平和台5ー42ー19

流山おおたかの森郵便局 270-0121
千葉県流山市西初石6－185－2

流山おおたかの森Ｓ・Ｃ　ＡＮＮＥＸ1階
流山郵便局 270-0199 千葉県流山市西初石4ー1423ー1
国会内郵便局 100-0014 東京都千代田区永田町1－7－1

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
帝国ホテル内郵便局 100-0011 東京都千代田区内幸町1－1－1

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
第一生命館内郵便局 100-0006 東京都千代田区有楽町1－13－1
霞ヶ関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関1－2－1

霞が関ビル内郵便局 100-6003 東京都千代田区霞が関3－2－5

千葉県

東京都



都道府県 局名 郵便番号 住所
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

第二霞ケ関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関2－1－2
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
千代田霞が関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関1－3－2

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
宮内庁内郵便局 100-0001 東京都千代田区千代田1－1

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
大手町ビル内郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町1－6－1

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
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

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

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
神田今川橋郵便局 101-0044 東京都千代田区鍛冶町1－7－11
神田淡路町郵便局 101-0063 東京都千代田区神田淡路町1－19
神田三崎町郵便局 101-0061 東京都千代田区三崎町2－2－12
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
東神田郵便局 101-0031 東京都千代田区東神田2－4－5

神田須田町郵便局 101-0041 東京都千代田区神田須田町2－8
秋葉原ＵＤＸ内郵便局 101-0021 東京都千代田区外神田4－14－1
神田駅前郵便局 101-0046 東京都千代田区神田多町2－2－6

千代田鍛冶町郵便局 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2－11－22
神田駿河台郵便局 101-0062 東京都千代田区神田駿河台2－3－45
千代田岩本町郵便局 101-0032 東京都千代田区岩本町2－11－9
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
麹町本通郵便局 102-0083 東京都千代田区麹町5－3
九段郵便局 102-0074 東京都千代田区九段南1－4－6

麹町飯田橋通郵便局 102-0072 東京都千代田区飯田橋2－7－6
飯田橋郵便局 102-0071 東京都千代田区富士見2－10－2

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

最高裁判所内郵便局 102-0092 東京都千代田区隼町4－2
千代田四番町郵便局 102-0081 東京都千代田区四番町4－8
海事ビル内郵便局 102-0083 東京都千代田区麹町4－5
千代田一番町郵便局 102-0082 東京都千代田区一番町10－22
半蔵門駅前郵便局 102-0083 東京都千代田区麹町2－12
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

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
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
日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋2－2－10

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
日本橋茅場町郵便局 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2－4－6
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

両国郵便局 103-0004 東京都中央区東日本橋2－27－12
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
日本橋本町郵便局 103-0023 東京都中央区日本橋本町4－14－2

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
日本橋大伝馬町郵便局 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町12－1
小伝馬町郵便局 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町10－10
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
東日本橋三郵便局 103-0004 東京都中央区東日本橋3－4－10
日本橋室町郵便局 103-0022 東京都中央区日本橋室町1－12－13
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
中央新富二郵便局 104-0041 東京都中央区新富2－5－1

東京都



都道府県 局名 郵便番号 住所
京橋月島郵便局 104-0052 東京都中央区月島4－1－14
中央八丁堀郵便局 104-0032 東京都中央区八丁堀2－9－1
中央築地六郵便局 104-0045 東京都中央区築地6－8－6
中央湊郵便局 104-0043 東京都中央区湊2－7－4
中央佃郵便局 104-0051 東京都中央区佃3－5－8
新富郵便局 104-0041 東京都中央区新富1－19－1

中央勝どき郵便局 104-0054 東京都中央区勝どき1－7－1
中央新川郵便局 104-0033 東京都中央区新川1－9－11
中央築地郵便局 104-0045 東京都中央区築地5－2－1

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
中央豊海郵便局 104-0055 東京都中央区豊海町5－1

リバーシティ２１郵便局 104-0051 東京都中央区佃2－2－6－101
中央勝どき三郵便局 104-0054 東京都中央区勝どき3－13－1

聖路加ガーデン内郵便局 104-0044 東京都中央区明石町8－1
中央新川二郵便局 104-0033 東京都中央区新川2－15－11
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
京橋通郵便局 104-0031 東京都中央区京橋3－6－3
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

八重洲地下街郵便局 104-0028 東京都中央区八重洲2－1
銀座一郵便局 104-0061 東京都中央区銀座1－20－14

東日暮里六郵便局 116-0014 東京都荒川区東日暮里6－7－2
東日暮里二郵便局 116-0014 東京都荒川区東日暮里2－27－7
日暮里駅前郵便局 116-0013 東京都荒川区西日暮里2－21－6－102
西日暮里郵便局 116-0013 東京都荒川区西日暮里1－60－3
荒川南千住郵便局 116-0003 東京都荒川区南千住6－1－8
荒川五郵便局 116-0002 東京都荒川区荒川5－11－12
荒川汐入郵便局 116-0003 東京都荒川区南千住8－4－5－118

荒川南千住五郵便局 116-0003 東京都荒川区南千住5－39－5
西日暮里駅前郵便局 116-0013 東京都荒川区西日暮里5－11－8
荒川町屋郵便局 116-0001 東京都荒川区町屋1－19－9
熊野前郵便局 116-0012 東京都荒川区東尾久8－14－1

荒川東尾久二郵便局 116-0012 東京都荒川区東尾久2－40－2
荒川西尾久三郵便局 116-0011 東京都荒川区西尾久3－25－18
荒川西尾久二郵便局 116-0011 東京都荒川区西尾久2－16－7
荒川町屋五郵便局 116-0001 東京都荒川区町屋5－6－5
荒川北町屋郵便局 116-0001 東京都荒川区町屋8－3－11
荒川東尾久四郵便局 116-0012 東京都荒川区東尾久4－21－6
荒川西尾久七郵便局 116-0011 東京都荒川区西尾久7－16－13
文京大塚二郵便局 112-0012 東京都文京区大塚2－16－10
文京水道郵便局 112-0005 東京都文京区水道2－14－2

文京目白台一郵便局 112-0015 東京都文京区目白台1－23－8
文京音羽郵便局 112-0013 東京都文京区音羽1－15－15
小石川一郵便局 112-0002 東京都文京区小石川1－27－1
小石川五郵便局 112-0002 東京都文京区小石川5－6－10
文京千石郵便局 112-0011 東京都文京区千石4－37－20
文京大塚五郵便局 112-0012 東京都文京区大塚5－7－11
文京大塚三郵便局 112-0012 東京都文京区大塚3－39－7
文京目白台二郵便局 112-0015 東京都文京区目白台2－12－1
文京春日郵便局 112-0003 東京都文京区春日1－16－21
文京白山五郵便局 112-0001 東京都文京区白山5－18－11

東京ドームシティ郵便局 112-0004 東京都文京区後楽1－3－61

東京都



都道府県 局名 郵便番号 住所
文京関口一郵便局 112-0014 東京都文京区関口1－23－6
本郷三郵便局 113-0033 東京都文京区本郷3－25－13

東京大学内郵便局 113-0033 東京都文京区本郷7－3－1
本駒込郵便局 113-0021 東京都文京区本駒込3－22－1
文京根津郵便局 113-0031 東京都文京区根津1－17－1
文京向丘郵便局 113-0023 東京都文京区向丘2－3－8
文京向丘二郵便局 113-0023 東京都文京区向丘2－30－6
文京千駄木四郵便局 113-0022 東京都文京区千駄木4－6－7
文京千駄木三郵便局 113-0022 東京都文京区千駄木3－41－3
湯島四郵便局 113-0034 東京都文京区湯島4－6－11
御茶ノ水郵便局 113-0034 東京都文京区湯島1－5－45
本郷一郵便局 113-0033 東京都文京区本郷1－27－8
本郷四郵便局 113-0033 東京都文京区本郷4－2－5

文京白山上郵便局 113-0023 東京都文京区向丘1－9－16
湯島二郵便局 113-0034 東京都文京区湯島2－21－1
本駒込二郵便局 113-0021 東京都文京区本駒込2－28－29
本郷五郵便局 113-0033 東京都文京区本郷5－9－7

文京白山下郵便局 113-0001 東京都文京区白山1－11－8
文京グリーンコート郵便局 113-0021 東京都文京区本駒込2－28－8

台東谷中郵便局 110-0001 東京都台東区谷中2－5－23
下谷神社前郵便局 110-0015 東京都台東区東上野3－29－8
台東根岸三郵便局 110-0003 東京都台東区根岸3－2－10
台東根岸二郵便局 110-0003 東京都台東区根岸2－18－19
上野七郵便局 110-0005 東京都台東区上野7－9－15
台東三郵便局 110-0016 東京都台東区台東3－12－5
下谷三郵便局 110-0004 東京都台東区下谷3－20－7
台東桜木郵便局 110-0002 東京都台東区上野桜木1－10－10
上野三郵便局 110-0005 東京都台東区上野3－21－5
台東入谷郵便局 110-0013 東京都台東区入谷1－17－2
台東竜泉郵便局 110-0012 東京都台東区竜泉3－9－6
東上野六郵便局 110-0015 東京都台東区東上野6－19－11
上野駅前郵便局 110-0005 東京都台東区上野6－15－1
上野黒門郵便局 110-0005 東京都台東区上野3－14－1
仲御徒町郵便局 110-0005 東京都台東区上野5－16－12
台東一郵便局 110-0016 東京都台東区台東1－23－5
雷門郵便局 111-0034 東京都台東区雷門2－2－8

鳥越神社前郵便局 111-0053 東京都台東区浅草橋3－33－6
台東日本堤郵便局 111-0021 東京都台東区日本堤1－31－7
台東三筋郵便局 111-0055 東京都台東区三筋2－7－11
台東清川郵便局 111-0022 東京都台東区清川1－28－4
浅草橋郵便局 111-0053 東京都台東区浅草橋5－6－12

台東聖天前郵便局 111-0032 東京都台東区浅草6－34－8
台東千束郵便局 111-0031 東京都台東区千束1－16－9
蔵前郵便局 111-0051 東京都台東区蔵前2－15－6
西浅草郵便局 111-0035 東京都台東区西浅草3－12－1
浅草四郵便局 111-0032 東京都台東区浅草4－42－1
東浅草郵便局 111-0025 東京都台東区東浅草1－21－6

台東松が谷郵便局 111-0036 東京都台東区松が谷1－2－11
元浅草郵便局 111-0041 東京都台東区元浅草1－5－2

台東花川戸郵便局 111-0033 東京都台東区花川戸2－8－1
くらまえ橋郵便局 111-0051 東京都台東区蔵前1－3－25
金町郵便局 125-0042 東京都葛飾区金町5－31－14
高砂郵便局 125-0054 東京都葛飾区高砂5－27－6

葛飾柴又郵便局 125-0052 東京都葛飾区柴又4－10－7
葛飾鎌倉郵便局 125-0053 東京都葛飾区鎌倉4－10－7
葛飾東金町郵便局 125-0041 東京都葛飾区東金町3－9－1

東京都



都道府県 局名 郵便番号 住所
葛飾新宿二郵便局 125-0051 東京都葛飾区新宿2－25－5
葛飾東金町二郵便局 125-0041 東京都葛飾区東金町2－17－13
葛飾高砂四郵便局 125-0054 東京都葛飾区高砂4－2－26－101
葛飾柴又一郵便局 125-0052 東京都葛飾区柴又1－11－8
葛飾東金町五郵便局 125-0041 東京都葛飾区東金町5－32－3
葛飾高砂七郵便局 125-0054 東京都葛飾区高砂7－21－10
葛飾四つ木郵便局 124-0011 東京都葛飾区四つ木4－2－2
葛飾小菅郵便局 124-0001 東京都葛飾区小菅1－10－11
葛飾堀切郵便局 124-0006 東京都葛飾区堀切4－11－2

お花茶屋駅前郵便局 124-0005 東京都葛飾区宝町2－34－13－113
葛飾堀切八郵便局 124-0006 東京都葛飾区堀切8－1－7
葛飾堀切一郵便局 124-0006 東京都葛飾区堀切1－42－10
葛飾区役所内郵便局 124-0012 東京都葛飾区立石5－13－1
葛飾堀切六郵便局 124-0006 東京都葛飾区堀切6－28－12
葛飾東堀切三郵便局 124-0004 東京都葛飾区東堀切3－29－12
葛飾東堀切二郵便局 124-0004 東京都葛飾区東堀切2－21－24

立石郵便局 124-0012 東京都葛飾区立石8－7－10
新小岩駅前郵便局 124-0024 東京都葛飾区新小岩1－48－13
葛飾西新小岩郵便局 124-0025 東京都葛飾区西新小岩5－31－11
葛飾立石一郵便局 124-0012 東京都葛飾区立石1－8－19
葛飾奥戸郵便局 124-0022 東京都葛飾区奥戸3－28－9

葛飾東四つ木郵便局 124-0014 東京都葛飾区東四つ木3－47－5
葛飾東新小岩郵便局 124-0023 東京都葛飾区東新小岩3－11－5
葛飾細田郵便局 124-0021 東京都葛飾区細田3－28－5
葛飾東立石郵便局 124-0013 東京都葛飾区東立石3－27－1

葛飾東新小岩六郵便局 124-0023 東京都葛飾区東新小岩6－16－2
亀有郵便局 125-0061 東京都葛飾区亀有3－33－1

葛飾青戸郵便局 125-0062 東京都葛飾区青戸3－38－4
葛飾水元郵便局 125-0033 東京都葛飾区東水元3－4－18
葛飾青戸四郵便局 125-0062 東京都葛飾区青戸4－28－13
葛飾青戸三郵便局 125-0062 東京都葛飾区青戸3－12－16
葛飾西亀有郵便局 125-0002 東京都葛飾区西亀有3－39－12
葛飾南水元二郵便局 125-0035 東京都葛飾区南水元2－27－16
葛飾亀有二郵便局 125-0061 東京都葛飾区亀有2－15－20
葛飾西水元郵便局 125-0031 東京都葛飾区西水元5－11－5
葛飾水元五郵便局 125-0032 東京都葛飾区水元5－1－9
葛飾白鳥郵便局 125-0063 東京都葛飾区白鳥3－22－9
亀有駅前郵便局 125-0061 東京都葛飾区亀有5－37－7
足立中川郵便局 120-0002 東京都足立区中川3－3－17
足立弘道郵便局 120-0013 東京都足立区弘道1－30－3
綾瀬駅前郵便局 120-0005 東京都足立区綾瀬4－5－2
足立東和郵便局 120-0003 東京都足立区東和4－8－5
足立綾瀬郵便局 120-0005 東京都足立区綾瀬4－31－10
足立東綾瀬郵便局 120-0004 東京都足立区東綾瀬1－18－17
足立東和二郵便局 120-0003 東京都足立区東和2－15－16
足立西綾瀬郵便局 120-0014 東京都足立区西綾瀬3－39－7

足立大谷田団地内郵便局 120-0001 東京都足立区大谷田1－1－4
足立佐野郵便局 121-0053 東京都足立区佐野2－11－12
足立六木郵便局 121-0052 東京都足立区六木4－7－30
足立谷中郵便局 120-0006 東京都足立区谷中2－5－1
足立谷中三郵便局 120-0006 東京都足立区谷中3－19－5
足立本木郵便局 123-0857 東京都足立区本木北町1－8
足立梅田郵便局 123-0851 東京都足立区梅田6－32－1
足立西新井郵便局 123-0841 東京都足立区西新井1－5－2
足立本木一郵便局 123-0853 東京都足立区本木1－1－12
足立興野郵便局 123-0844 東京都足立区興野2－31－9

東京都
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足立関原郵便局 123-0852 東京都足立区関原2－37－16
西新井駅前郵便局 123-0843 東京都足立区西新井栄町2－7－9
足立新田郵便局 123-0865 東京都足立区新田2－12－8
足立椿郵便局 123-0871 東京都足立区椿2－18－15

足立江北四郵便局 123-0872 東京都足立区江北4－2－4
足立鹿浜郵便局 123-0864 東京都足立区鹿浜2－34－19
足立江北郵便局 123-0872 東京都足立区江北6－30－21

足立西新井本町郵便局 123-0845 東京都足立区西新井本町2－21－2
足立西新井栄町郵便局 123-0843 東京都足立区西新井栄町1－4－12
足立旭町郵便局 120-0026 東京都足立区千住旭町27－13
足立大川町郵便局 120-0031 東京都足立区千住大川町20－13
足立一郵便局 120-0015 東京都足立区足立1－11－10
北千住郵便局 120-0034 東京都足立区千住4－15－7
足立中居郵便局 120-0035 東京都足立区千住中居町17－24
千住竜田郵便局 120-0042 東京都足立区千住龍田町20－9
足立柳原郵便局 120-0022 東京都足立区柳原1－9－14
足立宮元町郵便局 120-0043 東京都足立区千住宮元町19－3
千住河原郵便局 120-0037 東京都足立区千住河原町23－2
足立宮城郵便局 120-0047 東京都足立区宮城1－12－19
足立三郵便局 120-0015 東京都足立区足立3－18－16
足立仲町郵便局 120-0036 東京都足立区千住仲町19－13
六月町郵便局 121-0814 東京都足立区六月2－22－15

足立西竹の塚郵便局 121-0822 東京都足立区西竹の塚2－4－17
足立西新井二郵便局 123-0841 東京都足立区西新井2－21－8
足立古千谷郵便局 121-0832 東京都足立区古千谷本町2－20－12
足立伊興二郵便局 121-0823 東京都足立区伊興2－18－1
足立西保木間郵便局 121-0812 東京都足立区西保木間4－5－14－106
足立竹の塚郵便局 121-0813 東京都足立区竹の塚5－8－5
足立栗原北郵便局 123-0842 東京都足立区栗原2－17－6
足立西伊興郵便局 121-0824 東京都足立区西伊興1－9－30
足立入谷郵便局 121-0836 東京都足立区入谷9－15－1
足立東伊興郵便局 121-0807 東京都足立区伊興本町2－7－10
足立舎人郵便局 121-0831 東京都足立区舎人5－17－4
足立鹿浜八郵便局 123-0864 東京都足立区鹿浜8－11－4
足立花畑郵便局 121-0062 東京都足立区南花畑3－19－25
足立梅島郵便局 121-0816 東京都足立区梅島2－2－10
足立島根郵便局 121-0815 東京都足立区島根2－19－13
足立青井郵便局 121-0012 東京都足立区青井6－22－10
足立西加平郵便局 121-0012 東京都足立区青井4－45－6
足立花畑五郵便局 121-0061 東京都足立区花畑5－12－82
足立ひとつや郵便局 121-0075 東京都足立区一ツ家2－13－3
足立保木間郵便局 121-0064 東京都足立区保木間1－31－11
足立花畑一郵便局 121-0061 東京都足立区花畑1－15－18
足立保木間四郵便局 121-0064 東京都足立区保木間4－1－17
花畑西郵便局 121-0061 東京都足立区花畑4－28－3
足立六町郵便局 121-0073 東京都足立区六町4－2－27
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2－7－2
日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋2－2－10
西新橋郵便局 105-0003 東京都港区西新橋1－5－13
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1－12－13
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