
【別添】

都道府県 局名 住所
滋賀県 大津中央 大津市打出浜1-4

草津 草津市西渋川1-3-38
八日市 東近江市八日市野々宮町1-27
彦根 彦根市中央町3-5
近江八幡 近江八幡市中村町27
大津瀬田 大津市一里山3-34-14
米原 米原市下多良1-130

京都府 京都中央 京都市下京区東塩小路町843-12
右京 京都市右京区西院清水町16
伏見 京都市伏見区撞木町1148
宇治 宇治市宇治蔭山6
山城木津 木津川市相楽丸塚4-1
向日町 向日市上植野町馬立6-1
洛西 京都市西京区大原野東境谷町2-3
中京 京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町30番地
左京 京都市左京区高野竹屋町1-1
西陣 京都市上京区今出川通浄福寺西入2丁目東上善寺町152
東山 京都市東山区大和大路通五条下る石垣町西側42
福知山 福知山市天田北本町一区112-4
亀岡 亀岡市追分町谷筋25-17
峰山 京丹後市峰山町上13-1
西舞鶴 舞鶴市北田辺160

大阪府 大阪中央 大阪市北区梅田3-2-4
大阪曽根崎新地 大阪市北区曽根崎新地2-4-18
堂島アバンザ 大阪市北区堂島1-6-20
大阪古河ビル内 大阪市北区堂島浜2-1-29
大阪市役所内 大阪市北区中之島1-3-20
中之島 大阪市北区中之島2-3-18
グランフロント大阪 大阪市北区大深町4-20
阪急茶屋町ビル内 大阪市北区茶屋町19-19
大阪阪急内 大阪府大阪市北区角田町8-7
大阪太融寺前 大阪市北区堂山町1-5
大阪天神橋六 大阪市北区天神橋6-3-23
大阪天神橋三 大阪市北区天神橋3-11-1
大阪天神橋 大阪市北区天神橋2-4-8
大阪天満橋 大阪市北区天満2-5-10
大阪東天満 大阪市北区東天満1-3-11
堂島ビル内 大阪市北区西天満2-6-8
大阪宇治電ビル内 大阪市北区西天満4-8-17
大阪西天満 大阪市北区西天満3-4-3
大阪ＯＡＰタワー内 大阪市北区天満橋1-8-30
中之島ダイビル内 大阪市北区中之島3-3-23
大阪豊崎 大阪市北区豊崎4-2-11-101
新梅田シティ内 大阪市北区大淀中1-1-90-B100
メルパルク大阪 大阪市淀川区宮原4-2-1
新大阪西宮原 大阪市淀川区西宮原1-8-29
淀川三国本町 大阪市淀川区三国本町3-19-5
西中島南方駅前 大阪市淀川区西中島4-3-24
淀川西中島 大阪市淀川区西中島3-12-15
淀川木川東 大阪市淀川区木川東4-3-34
淀川加島一 大阪市淀川区加島1-57-1
淀川 大阪市淀川区十三元今里2-2-36
東淀川相川 大阪市東淀川区相川2-6-6
東淀川大桐 大阪市東淀川区大桐2-2-21
東淀川豊新 大阪市東淀川区豊新4-6-5
東淀川菅原四 大阪市東淀川区菅原4-2-4



都道府県 局名 住所
大阪府 東淀川柴島 大阪市東淀川区柴島2-12-4

東淀川 大阪市東淀川区下新庄6-4-14
京橋Ｋ２ビル内 大阪市都島区東野田町2-9-7
大阪京橋 大阪市都島区片町2-3-51
都島中野 大阪市都島区中野町4-15-3
都島 大阪市都島区高倉町1-6-3
大阪旭 大阪市旭区大宮1-20-8
城東鴫野西 大阪市城東区鴫野西2-17-9
城東新喜多東 大阪市城東区新喜多東1-2-11
城東中浜 大阪市城東区中浜2-16-14
大阪城東 大阪市城東区今福東3-16-23
東成今里 大阪市東成区大今里4-4-33
東成大今里西 大阪市東成区大今里西2-7-22
東成中本 大阪市東成区東中本3-2-3
東成鶴橋駅前 大阪市東成区東小橋3-1-9
東成中道 大阪市東成区中道2-24-15
東成 大阪市東成区東今里3-13-11
大阪玉造 大阪市中央区玉造1-4-13
大阪玉造二 大阪市中央区玉造2-25-15
大阪府庁内 大阪市中央区大手前2-1-22
大阪谷町四 大阪市中央区谷町4-8-13
大阪内本町 大阪市中央区内本町2-1-19
北浜東 大阪市中央区北浜東3-9
大阪高麗橋 大阪市中央区内平野町2-3-13
大阪ツイン２１内 大阪市中央区城見2-1-61
マーチャンダイズビル内 大阪市中央区大手前1-7-31
北浜 大阪市中央区今橋2-3-21
大阪淀屋橋 大阪市中央区今橋3-4-10
大阪伏見町 大阪市中央区伏見町2-6-6
大阪平野町 大阪市中央区道修町4-5-8
御堂筋本町 大阪市中央区瓦町4-2-14
船場 大阪市中央区久太郎町2-6-5
大阪東 大阪市中央区備後町1-3-8
大阪末吉橋 大阪市中央区松屋町10-14
大阪千日前中央通 大阪市中央区千日前2-5-10
大阪千日前 大阪市中央区千日前1-6-5
大阪難波 大阪市中央区難波5-1-60
大阪南船場 大阪市中央区南船場3-11-18
大阪南船場一 大阪市中央区南船場1-13-21
大阪心斎橋 大阪市中央区心斎橋筋1-5-4
大阪戎橋 大阪市中央区西心斎橋2-10-21
大阪南 大阪市中央区東心斎橋1-4-2
大阪上本町六 大阪市天王寺区上本町6-1-78
天王寺上汐 大阪市天王寺区上汐3-2-17
天王寺小橋 大阪市天王寺区小橋町3-13
天王寺石ケ辻 大阪市天王寺区石ｹ辻町3-4
天王寺堂ケ芝 大阪市天王寺区堂ｹ芝2-3-18
天王寺真法院 大阪市天王寺区真法院町2-2
大阪寺田町 大阪市天王寺区寺田町1-6-24
天王寺ＭｉＯ 大阪市天王寺区悲田院町10-39
大阪四天王寺 大阪市天王寺区逢阪2-4-23
天王寺茶臼山 大阪市天王寺区茶臼山町2-9
天王寺 大阪市天王寺区上汐5-5-12
生野新今里 大阪市生野区新今里4-4-28
生野鶴橋本通 大阪市生野区桃谷2-9-17
生野 大阪市生野区勝山南3-2-2
阿倍野高松 大阪市阿倍野区天王寺町北1-10-9
阿倍野美章園 大阪市阿倍野区美章園3-2-11



都道府県 局名 住所
大阪府 阿倍野阪南 大阪市阿倍野区阪南町5-25-22

阿倍野王子 大阪市阿倍野区王子町4-2-24
阿倍野松崎 大阪市阿倍野区松崎町2-2-12
阿倍野 大阪市阿倍野区阪南町1-47-16
東住吉東部市場内 大阪市東住吉区今林1-2-68
東住吉今川 大阪市東住吉区今川3-11-2
東住吉長居公園東 大阪市東住吉区鷹合3-3-15
東住吉田辺 大阪市東住吉区田辺1-11-15
東住吉東田辺 大阪市東住吉区東田辺2-6-20
東住吉駒川五 大阪市東住吉区駒川5-5-13
東住吉 大阪市東住吉区今川8-8-25
平野瓜破 大阪市平野区瓜破5-4-14
平野喜連 大阪市平野区喜連7-1-41
大阪平野西 大阪市平野区平野西6-7-28
平野 大阪市平野区平野西3-1-5
大阪肥後橋 大阪市西区江戸堀1-9-6
大阪江戸堀 大阪市西区江戸堀2-3-1
大阪西本町 大阪市西区西本町1-15-6
なにわ筋新町 大阪市西区新町1-34-15
大阪問屋橋 大阪市西区新町3-5-7
大阪新町 大阪市西区新町1-4-30
大阪南堀江 大阪市西区南堀江1-20-20
大阪日吉 大阪市西区南堀江4-15-11
大阪九条南 大阪市西区九条南4-26-19
大阪境川 大阪市西区九条南1-11-21
大阪九条 大阪市西区九条1-6-7
大阪西 大阪市西区江之子島2-1-3
大正三軒家 大阪市大正区三軒家西2-8-12
大正泉尾一 大阪市大正区泉尾1-21-9
大正 大阪市大正区三軒家東4-3-22
大阪夕凪橋 大阪市港区夕凪1-2-17
弁天町オーク内 大阪市港区弁天1-2-4-100
港八幡屋 大阪市港区八幡屋1-9-25
大阪築港 大阪市港区築港3-8-9
大阪港 大阪市港区市岡1-5-33
大阪福島駅前 大阪市福島区福島1-7-10
大阪中央市場内 大阪市福島区野田1-1-86
大阪福島野田 大阪市福島区野田2-13-5
大阪吉野 大阪市福島区吉野2-9-3
大阪福島 大阪市福島区吉野1-20-27
大阪大開 大阪市福島区大開1-20-13
此花伝法 大阪市此花区伝法4-3-33
此花西九条 大阪市此花区西九条3-11-26
大阪安治川口駅前 大阪市此花区島屋4-1-18
此花桜島 大阪市此花区桜島3-7-24
此花 大阪市此花区春日出北2-1-9
西淀川歌島橋 大阪市西淀川区御幣島2-13-1
西淀川御幣島 大阪市西淀川区御幣島6-9-7
西淀川柏里 大阪市西淀川区柏里1-16-19
西淀川出来島 大阪市西淀川区出来島2-6-2
西淀川福 大阪市西淀川区福町2-4-48
西淀川 大阪市西淀川区姫里3-1-33
浪速日本橋 大阪市浪速区日本橋東1-4-9
浪速日本橋東 大阪市浪速区日本橋東3-16-8
浪速大国 大阪市浪速区大国2-1-22
大阪ＯＣＡＴ内 大阪市浪速区湊町1-4-1
浪速稲荷 大阪市浪速区稲荷1-12-27
浪速芦原 大阪市浪速区浪速西2-1-1



都道府県 局名 住所
大阪府 浪速 大阪市浪速区難波中3-10-1

西成山王 大阪市西成区山王1-6-19
西成今池 大阪市西成区天下茶屋北1-5-3
西成天下茶屋 大阪市西成区天下茶屋2-6-28
西成花園 大阪市西成区花園北2-13-6
西成千本北 大阪市西成区千本北1-7-20
西成 大阪市西成区岸里2-3-29
住吉長居四 大阪市住吉区長居4-1-29
住吉長居 大阪市住吉区長居2-5-6
住吉我孫子東 大阪市住吉区我孫子東3-1-3
住吉千躰 大阪市住吉区墨江2-5-22
住吉大社前 大阪市住吉区長峡町5-4
住吉東粉浜 大阪市住吉区東粉浜3-21-14
住吉 大阪市住吉区我孫子西2-10-1
住之江粉浜西 大阪市住之江区粉浜西1-2-1
住之江北加賀屋 大阪市住之江区北加賀屋1-12-37
大阪ポートタウン西駅前 大阪市住之江区南港中3-2-68
大阪南港ＡＴＣ内 大阪市住之江区南港北2-1-10
住之江 大阪市住之江区新北島5-2-18
豊中緑丘 豊中市緑丘4-12-13
豊中熊野 豊中市東豊中町6-15-45
豊中宮山 豊中市宮山町1-1-7
千里中央駅前 豊中市新千里東町1-3-237
豊中新千里西 豊中市新千里西町3-2
豊中 豊中市岡上の町4-1-15
豊中庄内北 豊中市庄内西町1-1-17
豊中庄内西 豊中市庄内栄町4-4-1
豊中服部西 豊中市服部西町3-2-30
豊中旭ヶ丘 豊中市旭丘1-11
豊中寺内 豊中市寺内2-4-1
豊中南 豊中市穂積2-2-8
箕面西小路 箕面市西小路3-1-4
箕面 箕面市箕面6-5-30
池田畑 池田市畑1-3-18
池田五月丘 池田市五月丘1-7-2
池田神田 池田市神田1-3-15
池田栄本町 池田市栄本町6-27
池田 池田市城南2-1-1
吹田岸辺駅前 吹田市岸部南2-19-16
吹田内本町 吹田市内本町1-23-15
吹田江の木 吹田市江の木町17-33
吹田江坂 吹田市江坂町2-11-33
吹田山手 吹田市山手町1-30-15
吹田片山 吹田市片山町1-4-1
吹田 吹田市穂波町4-1
吹田山田西 吹田市山田西1-26-16-101
吹田山田西二 吹田市山田西2-4-1
アザール桃山台 吹田市桃山台5-2-2
南千里駅前 吹田市津雲台1-2-1
吹田阪大内 吹田市山田丘2-1
吹田阪大病院内 吹田市山田丘2-15
吹田千里北ビル内 吹田市古江台4-2-D3-202
吹田青山台 吹田市青山台2-1-1
摂津千里丘 摂津市千里丘1-11-6
摂津市場 摂津市千里丘5-3-10
摂津千里丘東 摂津市千里丘東4-24-11
摂津鳥飼 摂津市鳥飼中1-37-1
摂津 摂津市東正雀19-1



都道府県 局名 住所
大阪府 茨木太田 茨木市太田1-12-33

茨木鮎川 茨木市鮎川4-7-11
茨木星見 茨木市星見町18-2
茨木 茨木市中穂積1-1-40
高槻上牧駅前 高槻市上牧南駅前町4-6
高槻下田部 高槻市登町16-1
高槻城内 高槻市八幡町10-2
高槻富田 高槻市富田町3-2-24
高槻唐崎西 高槻市唐崎西1-25-3
高槻牧田 高槻市牧田町7-56-4
高槻松が丘 高槻市松が丘4-7-10
高槻南平台 高槻市南平台5-22-10
高槻宮田 高槻市宮田町1-25-13
高槻北 高槻市別所新町4-1
高槻 高槻市中川町1-1
イオン大日ＳＣ内 守口市大日東町1-18
守口 守口市日吉町2-5-2
二島 門真市桑才179-8
門真 門真市一番町4-8
寝屋川成田 寝屋川市成田町10-40
寝屋川萱島 寝屋川市南水苑町2-1
枚方松丘 枚方市松丘町18-23
枚方宮之阪 枚方市宮之阪3-1-30
枚方中振 枚方市北中振3-18-13
枚方春日野 枚方市春日野1-1-65
枚方東 枚方市津田北町2-2-1
枚方楠葉 枚方市南楠葉1-10-5
枚方船橋 枚方市船橋本町2-10-6-101
枚方楠葉並木 枚方市楠葉並木2-13-8
枚方中宮 枚方市中宮本町4-20
枚方北 枚方市牧野北町5-20
枚方 枚方市大垣内町2-10-5
大東野崎 大東市野崎4-4-7
大東住道 大東市住道2-8-2
大東氷野 大東市氷野2-12-22
四條畷 四條畷市中野本町25-20
交野私市 交野市私市3-38-10
郡津駅前 交野市松塚12-24
東大阪長田 東大阪市長田西1-1-16
大阪近大前 東大阪市小若江2-3-9
東大阪足代 東大阪市足代1-10-3
布施 東大阪市永和2-3-5
東大阪玉串元町 東大阪市玉串元町1-1-16
東大阪岩田 東大阪市岩田町3-12-39
河内 東大阪市菱江1-14-29
枚岡 東大阪市鷹殿町19-7
松原駅前 松原市上田3-6-1
松原新町 松原市南新町1-13-5
松原天美東 松原市天美東6-15-14
松原 松原市上田1-1-10
八尾志紀 八尾市志紀町2-17-2
八尾幸町 八尾市幸町3-109-11
八尾上之島 八尾市上之島町南7-2-3
千塚 八尾市千塚3-159
八尾 八尾市陽光園1-5-5
柏原玉手 柏原市玉手町10-6
柏原 柏原市大正3-1-30
藤井寺西古室 藤井寺市西古室1-21-20



都道府県 局名 住所
大阪府 藤井寺小山 藤井寺市小山4-7-6

羽曳野白鳥 羽曳野市翠鳥園401-1
羽曳野高鷲 羽曳野市高鷲6-9-3
藤井寺 藤井寺市藤ｹ丘3-11-14
富田林梅の里 富田林市梅の里2-12-1
富田林若松一 富田林市若松町1-12-20
富田林若松 富田林市若松町4-6-5
富田林藤沢台 富田林市藤沢台1-4-7
富田林寺池台 富田林市寺池台1-9-70
富田林久野喜台 富田林市久野喜台1-3-39
富田林小金台 富田林市小金台3-1-1
富田林 富田林市甲田1-3-16
河内長野美加の台 河内長野市美加の台7-22-1
三日市 河内長野市三日市町1109
河内長野 河内長野市喜多町154
美原 堺市美原区黒山31-6
大阪狭山 大阪狭山市岩室1-401-5
堺三国ヶ丘 堺市堺区中三国ヶ丘町5-3-2
堺向陵東 堺市堺区向陵東町2-7-11
堺七条 堺市堺区七条通4-24
堺一条 堺市堺区一条通1-1
堺東駅前 堺市堺区北花田口町3-2-27
泉北宮山台 堺市南区宮山台3-1-3
泉北茶山台 堺市南区茶山台3-22-18
泉北御池台 堺市南区御池台3-1-2
泉北新桧尾台 堺市南区新檜尾台3-6-16
泉北 堺市南区若松台3-1-3
熊取 泉南郡熊取町紺屋2-27-1
泉南 泉南市樽井7-26-1
堺大浜 堺市堺区大浜北町2-2-10
南海堺駅内 堺市堺区戎島町3-22-1
堺 堺市堺区南瓦町2-16
堺蔵前 堺市北区蔵前町1丁1番3号
堺中百舌鳥 堺市北区中百舌鳥町6-1051-16
堺長曽根 堺市北区長曽根町1213
百舌鳥 堺市北区百舌鳥梅北町5-413
堺金岡 堺市北区新金岡町4-1-1
高石東羽衣 高石市東羽衣7-2-10
高石加茂 高石市加茂2-29-21
高石富木 高石市取石2-2-33
堺浜寺石津 堺市西区浜寺石津町中3-13-18
堺浜寺船尾 堺市西区浜寺船尾町西1-254
浜寺 高石市羽衣2-3-20
堺上野芝 堺市西区上野芝町3-3-12
堺鳳南 堺市西区鳳南町2-102-5
鳳 堺市西区津久野町1-7-9
和泉 和泉市いぶき野5-4-1
泉大津森 泉大津市助松団地1-1
泉大津豊中 泉大津市豊中町1-7-23
泉大津田中 泉大津市田中町9-17
泉大津 泉大津市小松町1-85
岸和田吉井 岸和田市吉井町2-20-5
岸和田下松 岸和田市下松町2-7-4
岸和田土生 岸和田市土生町4-3-1
岸和田 岸和田市沼町33-33
貝塚 貝塚市海塚308-1
泉佐野湊 泉佐野市湊4-5-32
泉佐野 泉佐野市上町2-8-45



都道府県 局名 住所
大阪府 阪南 阪南市黒田242-2

岬 泉南郡岬町淡輪3789-9
堺日置荘 堺市東区日置荘西町2-27-25
堺登美丘 堺市東区丈六171-17
堺大野芝 堺市中区大野芝町187-7
堺深井沢 堺市中区深井沢町2486-10
堺中 堺市中区深井沢町2470-21
島本水無瀬 三島郡島本町高浜3-1-1

兵庫県 神戸中央 神戸市中央区栄町通6-2-1
有野 神戸市北区藤原台北町6-19
神戸西 神戸市西区糀台5-12-1
兵庫 神戸市兵庫区大開通2-2-19
長田 神戸市長田区細田町7-1-1
須磨北 神戸市須磨区西落合1-1-10
須磨 神戸市須磨区鷹取町2-1-1
芦屋 芦屋市平田北町4-13
尼崎 尼崎市昭和通2-11-1
尼崎北 尼崎市南塚口町5-8-1
西宮 西宮市和上町6-28
宝塚 宝塚市小浜3-1-20
川西 川西市栄町13-18
和田山 朝来市和田山町東谷105-1
姫路 姫路市総社本町210
姫路南 姫路市飾磨区中島1139-29
明石 明石市樽屋町1-7
明石西 明石市魚住町錦が丘4-2-22
加古川東 加古川市平岡町一色三ﾂ池797-310
加古川 加古川市加古川町北在家2578
赤穂 赤穂市加里屋駅前町64-1
龍野 たつの市龍野町富永452-5

奈良県 生駒 生駒市谷田町1234-1
奈良中央 奈良市大宮町5-3-3
奈良西 奈良市学園北2-3-2
天理 天理市川原城町296-5
大和榛原 宇陀市榛原下井足90-1
桜井 桜井市粟殿474-3
橿原 橿原市八木町1-9-20
王寺 北葛城郡王寺町王寺1-1-12
五條 五條市須恵3-8-30
香芝 香芝市下田西2-2-10
大和郡山 大和郡山市杉町250-3
御所 御所市71-3
吉野 吉野郡吉野町丹治1093

和歌山県 加太 和歌山市加太1211-3
山東 和歌山市伊太祈曽101-1
貴志川長山 紀の川市貴志川町長山277-109
貴志川 紀の川市貴志川町神戸430-1
海南本郷 海南市野上中本郷257-5
美里 海草郡紀美野町神野市場409-1
和歌山本町 和歌山市本町4-63
和歌山島崎 和歌山市島崎町7-16
和歌山鷹匠 和歌山市鷹匠町2-51
和歌山吹上 和歌山市吹上2-5-9
和歌山湊北 和歌山市伝法橋南ﾉ丁10
和歌山井辺 和歌山市井辺144-110
和歌山太田 和歌山市太田590
和歌山美園 和歌山市美園町4-27
和歌山黒田 和歌山市黒田210-5



都道府県 局名 住所
和歌山県 和歌山加納 和歌山市加納274-6

和歌山福島 和歌山市福島130-6
和歌山北島 和歌山市北島100-17
和歌山狐島 和歌山市島橋北ﾉ丁1-10
和歌山向 和歌山市向6-7
ふじと台 和歌山市中573-19
和歌山楠見中 和歌山市楠見中170-11
紀ノ川駅前 和歌山市市小路64
有功 和歌山市六十谷219-1
和歌山園部 和歌山市園部596-18
和歌山中央 和歌山市一番丁4
和歌山小雑賀 和歌山市小雑賀607-4
紀三井寺 和歌山市紀三井寺752-15
和歌山毛見 和歌山市毛見135-17
和歌浦 和歌山市和歌浦中1-4-3
和歌山堀止 和歌山市堀止南ﾉ丁1-6
和歌山高松 和歌山市西高松2-1-1
和歌山南 和歌山市和歌川町5-16
海南黒江 海南市黒江693-16
海南室山 海南市黒江1-101
亀川 海南市且来95-6
海南大野 海南市大野中506-6
海南名高 海南市名高302
海南 海南市船尾200
田殿 有田郡有田川町井口84-1
湯浅 有田郡湯浅町湯浅1520-1
御坊 御坊市薗301-5
岩代 日高郡みなべ町西岩代1650-2
上南部 日高郡みなべ町谷口504-2
南部 日高郡みなべ町芝447-1
上秋津 田辺市上秋津1969-2
田辺新庄 田辺市新庄町487-1
田辺神島台 田辺市神島台25-8
田辺朝日ヶ丘 田辺市朝日ｹ丘12-1
田辺駅前 田辺市湊958-6
田辺目良 田辺市目良24-29
田辺芳養 田辺市芳養松原1-10-7
大塔 田辺市鮎川608-17
中辺路 田辺市中辺路町栗栖川361-1
田辺 田辺市中屋敷町1-9
新宮横町 新宮市大橋通3-4-18
新宮初野地 新宮市千穂1-1-55
熊野地 新宮市蓬莱2-4-19
新宮中央通 新宮市井の沢9-4
本宮 田辺市本宮町本宮252-1
新宮 新宮市伊佐田町2-1-18
隅田 橋本市隅田町中島116-1
橋本城山台 橋本市城山台2-20-7
橋本古佐田 橋本市橋本2-6-9
橋本東家 橋本市東家4-18-16
橋本三石台 橋本市三石台1-3-1
橋本紀見 橋本市橋谷18-4
九度山 伊都郡九度山町九度山1714-4
椎出 伊都郡九度山町椎出445
高野 伊都郡高野町高野山770
橋本 橋本市市脇5-4-22
下津 海南市下津町下津801-1
加茂郷 海南市下津町黒田44-3



都道府県 局名 住所
和歌山県 塩津 海南市下津町塩津174

有田初島 有田市初島町浜1381-3
箕島 有田市箕島263-2
印南 日高郡印南町印南2248-6
白浜駅前 西牟婁郡白浜町堅田1384-3
白浜温泉 西牟婁郡白浜町2186
白浜 西牟婁郡白浜町911-29
富田 西牟婁郡白浜町十九渕439-8
すさみ 西牟婁郡すさみ町周参見4089-5
江住 西牟婁郡すさみ町江住1428
串本 東牟婁郡串本町串本2377
下里 東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野641
太地 東牟婁郡太地町太地3393
那智山 東牟婁郡那智勝浦町那智山169
那智天満 東牟婁郡那智勝浦町天満539-1
那智勝浦朝日 東牟婁郡那智勝浦町朝日3-179
紀伊勝浦 東牟婁郡那智勝浦町築地7-10-1
桃山 紀の川市桃山町元292-10
根来 岩出市根来1242-1
岩出中黒 岩出市中黒129
紀泉台 岩出市相谷10-1
岩出 岩出市清水357
紀伊駅前 和歌山市北野442-30
池田 紀の川市東大井332-5
粉河北石町 紀の川市粉河10-1
粉河 紀の川市粉河519-8
名手 紀の川市名手市場156
妙寺 伊都郡かつらぎ町妙寺381-2
かつらぎ笠田 伊都郡かつらぎ町笠田東662-1
かつらぎ 伊都郡かつらぎ町丁ﾉ町50
高野口伏原 橋本市高野口町伏原8-9
高野口 橋本市高野口町名倉557-1

東京都 東京中央郵便局 東京都千代田区丸の内2-7-2


