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■窓口販売郵便局一覧
都道府県 局名 住所
兵庫県 神戸六甲アイランド 兵庫県神戸市東灘区向洋町中5－15

御影浜中 兵庫県神戸市東灘区御影本町6－1－2
神戸岡本 兵庫県神戸市東灘区岡本1－5－11
阪神御影駅前 兵庫県神戸市東灘区御影中町3－1－14
神戸永手 兵庫県神戸市灘区永手町5－8－14
神戸御幸通 兵庫県神戸市中央区御幸通6－1－20
神戸国際会館内 兵庫県神戸市中央区御幸通8－1－6
神戸ポート 兵庫県神戸市中央区伊藤町118
神戸下山手 兵庫県神戸市中央区下山手通8－17－19
神戸元町 兵庫県神戸市中央区元町通1－8－13
神戸市役所内 兵庫県神戸市中央区加納町6－5－1
神戸有野岡場 兵庫県神戸市北区有野中町1－10－9
神戸有野平井 兵庫県神戸市北区有野町有野473－4
神戸鈴蘭台 兵庫県神戸市北区鈴蘭台東町1－11－3
神戸キャナルタウン 兵庫県神戸市兵庫区駅南通5－1－1－101
神戸本町 兵庫県神戸市兵庫区本町1－5－18
神戸東山 兵庫県神戸市兵庫区東山町2－1－6
新長田駅前 兵庫県神戸市長田区大橋町4－4－9
神戸板宿 兵庫県神戸市須磨区大黒町2－1－11
神戸菅の台 兵庫県神戸市須磨区菅の台3－14
神戸塩屋 兵庫県神戸市垂水区塩屋町4－3－36
神戸天ノ下 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町9－28
神戸ジェームス山 兵庫県神戸市垂水区青山台7－5－20
神戸神陵台 兵庫県神戸市垂水区神陵台3－2
神戸本多聞 兵庫県神戸市垂水区本多聞4－1－253－102
神戸学園西町 兵庫県神戸市西区学園西町2－1－3
神戸高津橋 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋294－13
西神南センタービル内 兵庫県神戸市西区井吹台東町1－1－1
伊川谷 兵庫県神戸市西区池上4－3－2
玉津 兵庫県神戸市西区持子3－8
尼崎杭瀬 兵庫県尼崎市杭瀬本町2－15－1
尼崎西難波 兵庫県尼崎市西難波町3－29－9
伊丹鴻池 兵庫県伊丹市鴻池5－2－12
伊丹桜ケ丘 兵庫県伊丹市桜ケ丘7－1－12
伊丹美鈴 兵庫県伊丹市美鈴町5－5－1
尼崎潮江 兵庫県尼崎市潮江1－15－3
尼崎田能 兵庫県尼崎市田能1－4－26
尼崎園田 兵庫県尼崎市東園田町4－62－1
尼崎塚口 兵庫県尼崎市塚口町1－13－19
尼崎武庫之荘 兵庫県尼崎市武庫之荘1－19－1
尼崎西武庫 兵庫県尼崎市武庫元町2－22－3
尼崎塚口本町 兵庫県尼崎市塚口本町4－2－20
立花 兵庫県尼崎市立花町1－7－3
尼崎尾浜 兵庫県尼崎市尾浜町3－30－29
尼崎南武庫之荘 兵庫県尼崎市南武庫之荘3－21－28
尼崎上ノ島 兵庫県尼崎市南塚口町8－27－11
西宮北口 兵庫県西宮市北口町1－1－102
西宮甲東園 兵庫県西宮市甲東園1－2－12
西宮苦楽園口 兵庫県西宮市石刎町4－3
西宮樋ノ池 兵庫県西宮市樋之池町10－26
西宮夙川 兵庫県西宮市羽衣町1－31
西宮駅前 兵庫県西宮市池田町10－6
甲子園 兵庫県西宮市甲子園六番町15－16
甲子園口 兵庫県西宮市甲子園口2－3－28
西宮若草 兵庫県西宮市若草町2－8－32
西宮マリナパーク 兵庫県西宮市西宮浜4－14－2－101
西宮鳴尾 兵庫県西宮市鳴尾町5－7－21



都道府県 局名 住所
兵庫県 芦屋西山 兵庫県芦屋市西山町15－14

芦屋駅前 兵庫県芦屋市船戸町2－1－117
芦屋公光 兵庫県芦屋市公光町4－22
三田ウッディタウン 兵庫県三田市すずかけ台2－2－3
三田フラワータウン駅前 兵庫県三田市武庫が丘7－3－1
三田けやき台 兵庫県三田市けやき台1－10
柏原 兵庫県丹波市柏原町柏原3456
川西清和台 兵庫県川西市清和台西2－2－2
川西向陽台 兵庫県川西市向陽台3－3－140
猪名川松尾台 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台3－1－3
宝塚山本 兵庫県宝塚市山本東2－8－10
宝塚駅前 兵庫県宝塚市栄町2－8－1
宝塚逆瀬川 兵庫県宝塚市逆瀬川1－1－1
宝塚南口 兵庫県宝塚市南口1－7－39
丹南 兵庫県篠山市杉美輪町72
神戸中央 神戸市中央区栄町通6－2－1
東灘 神戸市東灘区住吉東町2－2－17
洲本 洲本市本町3－1－34
灘 神戸市灘区大石東町3－2－8
垂水 神戸市垂水区星陵台1－4－29
神戸西 神戸市西区糀台5－12－1
長田 神戸市長田区細田町7－1－1
兵庫 神戸市兵庫区大開通2－2－19
神戸北 神戸市北区北五葉2－1－15
有野 神戸市北区藤原台北町6－19
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
神戸山田 神戸市北区松が枝町2－1－2
南淡 南あわじ市福良甲512－54
尼崎 尼崎市昭和通2－11－1
西宮東 西宮市甲子園春風町5－1
宝塚 宝塚市小浜3－1－20
尼崎北 尼崎市南塚口町5－8－1
伊丹 伊丹市中央6－2－14
西宮 西宮市和上町6－28
三田 三田市天神1－5－20
芦屋 芦屋市平田北町4－13
川西北 川西市東畦野2－8－1
丹波 丹波市柏原町柏原3456
川西 川西市栄町13－18
篠山 篠山市北新町99
猪名川 川辺郡猪名川町白金3－2－2

大阪府 淀川東三国二 大阪府大阪市淀川区東三国2－18－1
メルパルク大阪 大阪府大阪市淀川区宮原4－2－1
西中島南方駅前 大阪府大阪市淀川区西中島4－3－24
淀川西中島 大阪府大阪市淀川区西中島3－12－15
淀川東三国 大阪府大阪市淀川区東三国6－19－32
淀川木川西 大阪府大阪市淀川区木川西2－13－18
旭今市太子橋 大阪府大阪市旭区太子橋1－2－20
京橋Ｋ2ビル内 大阪府大阪市都島区東野田町2－9－7
大阪京橋 大阪府大阪市都島区片町2－3－51
都島中野 大阪府大阪市都島区中野町4－15－3
城東野江 大阪府大阪市城東区野江3－26－25
城東蒲生 大阪府大阪市城東区中央1－12－17
鶴見放出東 大阪府大阪市鶴見区放出東3－20－30
鶴見横堤 大阪府大阪市鶴見区横堤3－7－7
東淀川上新庄 大阪府大阪市東淀川区瑞光1－9－8
東淀川淡路 大阪府大阪市東淀川区淡路4－7－14
大阪姫島 大阪府大阪市西淀川区姫島1－23－11



都道府県 局名 住所
大阪府 大阪大開 大阪府大阪市福島区大開1－20－13

此花西九条 大阪府大阪市此花区西九条3－11－26
大阪西本町 大阪府大阪市西区西本町1－15－6
大阪肥後橋 大阪府大阪市西区江戸堀1－9－6
大阪問屋橋 大阪府大阪市西区新町3－5－7
大阪新町 大阪府大阪市西区新町1－4－30
グランフロント大阪 大阪府大阪市北区大深町4－20
大阪中津 大阪府大阪市北区中津1－11－8
大阪阪急内 大阪府大阪市北区角田町8－7
大阪大淀中 大阪府大阪市北区大淀中2－3－12
大阪曽根崎新地 大阪府大阪市北区曽根崎新地2－4－18
中之島 大阪府大阪市北区中之島2－3－18
大阪駅前第2ビル内 大阪府大阪市北区梅田1－2－2
大阪宇治電ビル内 大阪府大阪市北区西天満4－8－17
大阪天神橋 大阪府大阪市北区天神橋2－4－8
ＫＤＤＩ大阪ビル内 大阪府大阪市中央区城見2－2－72
北浜東 大阪府大阪市中央区北浜東3－9
大阪玉造 大阪府大阪市中央区玉造1－4－13
マーチャンダイズビル内 大阪府大阪市中央区大手前1－7－31
大阪南船場 大阪府大阪市中央区南船場3－11－18
北浜 大阪府大阪市中央区今橋2－3－21
大阪淀屋橋 大阪府大阪市中央区今橋3－4－10
大阪難波 大阪府大阪市中央区難波5－1－60
大阪平野町 大阪府大阪市中央区道修町4－5－8
船場 大阪府大阪市中央区久太郎町2－6－5
大阪淡路町 大阪府大阪市中央区淡路町2－4－4
御堂筋本町 大阪府大阪市中央区瓦町4-2-14
天王寺小橋 大阪府大阪市天王寺区小橋町3－13
天王寺ＭｉＯ 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10－39
大阪ＯＣＡＴ内 大阪府大阪市浪速区湊町1－4－1
天王寺真法院 大阪府大阪市天王寺区真法院町2－2
大正南恩加島 大阪府大阪市大正区南恩加島2－7－25
西成玉出 大阪府大阪市西成区玉出中2－10－17
住吉長居 大阪府大阪市住吉区長居2－5－6
住吉沢之町 大阪府大阪市住吉区沢之町1－2－5
大阪南港ＡＴＣ内 大阪府大阪市住之江区南港北2－1－10
住之江安立 大阪府大阪市住之江区安立2－6－13
東成玉津 大阪府大阪市東成区玉津3－1－4
あべのベルタ内 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3－10－1－100
阿倍野阪南 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5－25－22
阿倍野苗代田 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1－12－31
阿倍野高松 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1－10－9
東住吉今川駅前 大阪府大阪市東住吉区西今川2－12－18
東住吉桑津 大阪府大阪市東住吉区桑津3－14－21
東住吉駒川一 大阪府大阪市東住吉区駒川1－17－32
東住吉公園南矢田 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田1－7－23
平野加美北 大阪府大阪市平野区加美北4－5－24
大阪平野本町 大阪府大阪市平野区平野本町3－7－12
平野長原 大阪府大阪市平野区長吉長原1－2－18
平野喜連東 大阪府大阪市平野区喜連東2－2－30
生野巽 大阪府大阪市生野区巽南3－12－15
生野北巽 大阪府大阪市生野区巽北3－12－21
生野新今里 大阪府大阪市生野区新今里4－4－28
大阪西生野 大阪府大阪市生野区生野西1－5－20
大阪中央 大阪市北区梅田3－2－4
大阪城東 大阪市城東区今福東3－16－23
淀川 大阪市淀川区十三元今里2－2－36
大阪西 大阪市西区江之子島2－1－3
東淀川 大阪市東淀川区下新庄6－4－14



都道府県 局名 住所
大阪府 大阪旭 大阪市旭区大宮1－20－8

都島 大阪市都島区高倉町1－6－3
西淀川 大阪市西淀川区姫里3－1－33
大阪港 大阪市港区市岡1－5－33
此花 大阪市此花区春日出北2－1－9
大阪福島 大阪市福島区吉野1－20－27
大阪東 大阪市中央区備後町1－3－8
東住吉 大阪市東住吉区今川8－8－25
大阪南 大阪市中央区東心斎橋1－4－2
住之江 大阪市住之江区新北島5－2－18
平野 大阪市平野区平野西3－1－5
生野 大阪市生野区勝山南3－2－2
阿倍野 大阪市阿倍野区阪南町1－47－16
住吉 大阪市住吉区我孫子西2－10－1
天王寺 大阪市天王寺区上汐5－5－12
西成 大阪市西成区岸里2－3－29
浪速 大阪市浪速区難波中3－10－1
東成 大阪市東成区東今里3－13－11
大正 大阪市大正区三軒家東4－3－22


