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■お取り寄せによる販売郵便局一覧
都道府県 局名 住所
兵庫県 神戸魚崎 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町8－1－3

神戸住吉 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町6－14－14
神戸深江 兵庫県神戸市東灘区深江本町3－3－25
阪神住吉 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町5－1－33
東明 兵庫県神戸市東灘区御影塚町4－4－1
上御影 兵庫県神戸市東灘区御影郡家2－19－11
神戸青木 兵庫県神戸市東灘区青木5－5－7
神戸甲南 兵庫県神戸市東灘区甲南町3－9－6
神戸本山駅前 兵庫県神戸市東灘区本山中町4－18－14
神戸森 兵庫県神戸市東灘区森南町2－2－3
神戸西岡本 兵庫県神戸市東灘区西岡本3－10－30
神戸御影中町 兵庫県神戸市東灘区御影中町8－3－31
神戸鴨子ケ原 兵庫県神戸市東灘区住吉山手7－6－7
神戸東部市場内 兵庫県神戸市東灘区深江浜町1－1
神戸御影山手 兵庫県神戸市東灘区御影山手2－7－6
神戸水道筋 兵庫県神戸市灘区泉通5－1－2
神戸福住 兵庫県神戸市灘区福住通6－7－22
神戸桜口 兵庫県神戸市灘区桜口町5－1－1
神戸篠原 兵庫県神戸市灘区篠原中町3－5－8
神戸国玉 兵庫県神戸市灘区国玉通2－1－18
神戸将軍 兵庫県神戸市灘区将軍通1－4－11
神戸灘南 兵庫県神戸市灘区灘南通5－4－25
神戸西郷 兵庫県神戸市灘区大石東町6－1－9
神戸高羽 兵庫県神戸市灘区高徳町6－3－15
灘駅前 兵庫県神戸市灘区城内通4－7－20
神戸大和 兵庫県神戸市灘区大和町4－1－15
六甲山 兵庫県神戸市灘区六甲山町南六甲1034－144
神戸鶴甲 兵庫県神戸市灘区鶴甲3－2－1
神戸脇浜 兵庫県神戸市中央区脇浜町2－11－5
神戸中島 兵庫県神戸市中央区中島通1－1－9
神戸布引 兵庫県神戸市中央区二宮町3－11－4
神戸熊内 兵庫県神戸市中央区熊内橋通4－3－10
神戸日暮通 兵庫県神戸市中央区日暮通4－2－8
神戸上筒井 兵庫県神戸市中央区上筒井通5－1－3
神戸春日野 兵庫県神戸市中央区東雲通1－7－1
神戸南本町 兵庫県神戸市中央区南本町通6－3－23
葺合 兵庫県神戸市中央区吾妻通1－1－5
神戸商工貿易ビル内 兵庫県神戸市中央区浜辺通5－1－14
神戸ハーバーランド 兵庫県神戸市中央区東川崎町1－3－3
神戸橘 兵庫県神戸市中央区橘通2－1－12
神戸相生 兵庫県神戸市中央区相生町5－17－24
兵庫県庁内 兵庫県神戸市中央区下山手通5－10－1
神戸山本通 兵庫県神戸市中央区中山手通4－11－19
神戸海岸通 兵庫県神戸市中央区海岸通2－4－13
神戸中山手 兵庫県神戸市中央区中山手通1－21－12
神戸パークシティ内 兵庫県神戸市中央区港島中町6－2－1
神戸港島中町 兵庫県神戸市中央区港島中町2－1－3
淡河 兵庫県神戸市北区淡河町淡河4－1
神戸鹿の子台 兵庫県神戸市北区鹿の子台北町8－2－2
有馬 兵庫県神戸市北区有馬町1670－8
道場 兵庫県神戸市北区道場町塩田1961
上淡河 兵庫県神戸市北区淡河町野瀬510－1
山口 兵庫県西宮市山口町下山口3－1－2
神戸大沢 兵庫県神戸市北区大沢町中大沢901－8
神戸八多 兵庫県神戸市北区八多町附物799－7
神戸唐櫃 兵庫県神戸市北区唐櫃台2－2－21



都道府県 局名 住所
兵庫県 神戸有野台 兵庫県神戸市北区有野台2－1－1

神戸星和台 兵庫県神戸市北区星和台6－28－15
神戸泉台 兵庫県神戸市北区泉台4－3－13
神戸北町 兵庫県神戸市北区日の峰5－1－3
神戸大池 兵庫県神戸市北区山田町上谷上古々山29－220
神戸山の街 兵庫県神戸市北区緑町1－6－2
神戸鈴蘭台南 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町5－1－13
神戸北鈴蘭台 兵庫県神戸市北区甲栄台1－3－8
神戸鈴蘭台東 兵庫県神戸市北区鈴蘭台北町7－3－14
神戸花山東 兵庫県神戸市北区花山東町3－31
神戸ひよどり台 兵庫県神戸市北区ひよどり台2－1－2
神戸鈴蘭台西 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町2－1－8
神戸筑紫が丘 兵庫県神戸市北区筑紫が丘1－6－8
神戸東出 兵庫県神戸市兵庫区東出町2－5－12
神戸和田崎 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町3－1－24
神戸五宮 兵庫県神戸市兵庫区五宮町1－4
神戸御崎 兵庫県神戸市兵庫区御崎町2－9－2
神戸石井 兵庫県神戸市兵庫区石井町7－3－4
神戸湊川 兵庫県神戸市兵庫区湊川町6－3－18
神戸荒田 兵庫県神戸市兵庫区荒田町3－1－12
神戸塚本 兵庫県神戸市兵庫区塚本通4－4－20
神戸多聞 兵庫県神戸市兵庫区西多聞通1－1－9
神戸小松 兵庫県神戸市兵庫区御崎町1－2－1
神戸上沢 兵庫県神戸市兵庫区上沢通2－3－6
神戸中道 兵庫県神戸市兵庫区中道通7－4－17
神戸松原 兵庫県神戸市兵庫区松原通2－1－28
神戸大開通 兵庫県神戸市兵庫区大開通10－2－21
神戸鵯越 兵庫県神戸市兵庫区鵯越町3－16
神戸久保 兵庫県神戸市長田区久保町8－2－1
神戸神楽 兵庫県神戸市長田区神楽町3－7－8
神戸山下 兵庫県神戸市長田区山下町1－2－8
神戸長田神社通 兵庫県神戸市長田区五番町7－3－2
神戸御蔵 兵庫県神戸市長田区御蔵通4－202－5
神戸二葉 兵庫県神戸市長田区二葉町4－6－22
神戸本庄 兵庫県神戸市長田区長楽町4－2－10
神戸大橋 兵庫県神戸市長田区大橋町9－4－3
神戸大道 兵庫県神戸市長田区御船通5－5－3
神戸海運 兵庫県神戸市長田区海運町7－1－3
神戸水笠 兵庫県神戸市長田区水笠通5－5－17
神戸房王寺 兵庫県神戸市長田区房王寺町4－6－12
神戸東尻池 兵庫県神戸市長田区東尻池町2－10－1
神戸六番町 兵庫県神戸市長田区六番町2－7－4
神戸長田五 兵庫県神戸市長田区長田町5－3－25
神戸丸山 兵庫県神戸市長田区西丸山町2－7－26
神戸宮丘 兵庫県神戸市長田区宮丘町1－3－5
神戸北落合 兵庫県神戸市須磨区北落合2－11－4
神戸大田 兵庫県神戸市須磨区大田町7－3－3
神戸西須磨 兵庫県神戸市須磨区天神町5－3－2
神戸大手 兵庫県神戸市須磨区大手町2－4－24
神戸須磨本町 兵庫県神戸市須磨区須磨本町2－3－4
神戸南町 兵庫県神戸市須磨区南町2－1－1
神戸月見山 兵庫県神戸市須磨区離宮前町2－1－1
神戸菊池 兵庫県神戸市須磨区菊池町1－2－4
神戸衣掛 兵庫県神戸市須磨区衣掛町4－1－6
神戸妙法寺 兵庫県神戸市須磨区妙法寺界地84－1
神戸白川台 兵庫県神戸市須磨区白川台3－63－1
神戸高倉台 兵庫県神戸市須磨区高倉台4－2
神戸東落合 兵庫県神戸市須磨区東落合2－11－23



都道府県 局名 住所
兵庫県 神戸友が丘 兵庫県神戸市須磨区友が丘7－1－11

神戸西落合 兵庫県神戸市須磨区西落合5－13－1
神戸横尾 兵庫県神戸市須磨区横尾1－11－4
神戸つつじが丘 兵庫県神戸市垂水区つつじが丘4－5－9
神戸清水が丘 兵庫県神戸市垂水区清水が丘3－2－23
神戸舞子 兵庫県神戸市垂水区西舞子3－14－17
神戸霞ケ丘 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘4－3－6
神戸東垂水 兵庫県神戸市垂水区城が山2－8－19
神戸高丸 兵庫県神戸市垂水区大町3－2－12
神戸東舞子 兵庫県神戸市垂水区舞子台3－13－2
神戸多聞台 兵庫県神戸市垂水区多聞台4－14－4
神戸上高丸 兵庫県神戸市垂水区上高丸2－1－15
神戸旭が丘 兵庫県神戸市垂水区旭が丘3－13－2
神戸坂上 兵庫県神戸市垂水区坂上4－2－5
神戸福田 兵庫県神戸市垂水区福田4－3－20
神戸小束山 兵庫県神戸市垂水区小束山本町2－2－21
神戸塩屋八 兵庫県神戸市垂水区塩屋町8－1－20
神戸桃山台 兵庫県神戸市垂水区桃山台3－12－5
神戸有瀬 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬729－1
神戸春日台 兵庫県神戸市西区春日台3－3－2
神戸竹の台 兵庫県神戸市西区竹の台2－20－5
神戸美賀多台 兵庫県神戸市西区美賀多台3－13－3
神出 兵庫県神戸市西区神出町田井188－3
神戸押部谷 兵庫県神戸市西区押部谷町福住482－1
神戸岩岡 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡1084－10
櫨谷 兵庫県神戸市西区櫨谷町長谷210－6
神戸桜が丘 兵庫県神戸市西区桜が丘中町3－2－3
神戸富士見が丘 兵庫県神戸市西区富士見が丘1－15－10
神戸狩場台 兵庫県神戸市西区狩場台3－9－3
尼崎出屋敷 兵庫県尼崎市玄番南之町13
尼崎大庄 兵庫県尼崎市大庄西町1－39－15
武庫川 兵庫県尼崎市武庫川町3－71－8
尼崎竹谷 兵庫県尼崎市北竹谷町1－7
尼崎大島 兵庫県尼崎市大庄中通1－104
尼崎築地 兵庫県尼崎市築地1－1－18
尼崎道意 兵庫県尼崎市水明町370－6
尼崎大物 兵庫県尼崎市大物町2－10－15
阪神尼崎駅前 兵庫県尼崎市御園町46
尼崎元浜 兵庫県尼崎市元浜町1－59
常光寺 兵庫県尼崎市常光寺2－6－12
尼崎難波 兵庫県尼崎市東難波町5－4－5
尼崎長洲 兵庫県尼崎市北大物町23－8
尼崎神田 兵庫県尼崎市神田南通1－9
尼崎浜田 兵庫県尼崎市浜田町5－6－3
尼崎西難波北 兵庫県尼崎市西難波町6－9－26
尼崎稲葉荘 兵庫県尼崎市稲葉荘2－12－7
尼崎市役所内 兵庫県尼崎市東七松町1－23－1
尼崎長洲本通 兵庫県尼崎市長洲本通1－6－17
尼崎七松 兵庫県尼崎市七松町1－16－12
尼崎今北 兵庫県尼崎市大庄北2－1－5
伊丹荒牧 兵庫県伊丹市荒牧1－4－27
伊丹船原 兵庫県伊丹市船原1－5－1
新伊丹 兵庫県伊丹市御願塚1－6－7
伊丹稲野 兵庫県伊丹市稲野町7－12
伊丹緑ケ丘 兵庫県伊丹市緑ケ丘5－68－8
北伊丹 兵庫県伊丹市北伊丹2－63
伊丹森本 兵庫県伊丹市森本3－53
伊丹大野 兵庫県伊丹市大野1－57



都道府県 局名 住所
兵庫県 伊丹昆陽 兵庫県伊丹市昆陽東4－13－2

伊丹南野 兵庫県伊丹市南野2－9－45
伊丹寺本 兵庫県伊丹市寺本4－31－1
伊丹行基 兵庫県伊丹市行基町3－93－5
伊丹西野 兵庫県伊丹市西野1－181
伊丹野間 兵庫県伊丹市野間3－1－24
伊丹千僧 兵庫県伊丹市千僧6－77
伊丹昆陽北 兵庫県伊丹市昆陽北2－4－3
尼崎下坂部 兵庫県尼崎市下坂部1－20－26
尼崎次屋 兵庫県尼崎市次屋3－1－31
尼崎戸ノ内 兵庫県尼崎市戸ノ内町3－26－16
尼崎小中島 兵庫県尼崎市小中島3－14－1
尼崎額田 兵庫県尼崎市額田町17－32
尼崎御園 兵庫県尼崎市御園1－23－13
尼崎上坂部 兵庫県尼崎市上坂部3－12－10
尼崎東園田 兵庫県尼崎市東園田町2－46－9
尼崎東園田八 兵庫県尼崎市東園田町8－110－26
尼崎時友 兵庫県尼崎市武庫の里2－26－22
尼崎東富松 兵庫県尼崎市富松町1－8－41
尼崎北武庫之荘 兵庫県尼崎市武庫之荘5－35－20
尼崎西昆陽 兵庫県尼崎市西昆陽3－12－5
尼崎猪名寺 兵庫県尼崎市猪名寺1－23－25
尼崎塚口六 兵庫県尼崎市塚口町6－9－6
尼崎大西 兵庫県尼崎市立花町3－36－17
尼崎南武庫 兵庫県尼崎市南武庫之荘4－20－1
尼崎三反田 兵庫県尼崎市三反田町3－4－14
尼崎南武庫之荘十一 兵庫県尼崎市南武庫之荘11－9－12
尼崎上坂部二 兵庫県尼崎市上坂部2－34－7
尼崎南塚口 兵庫県尼崎市南塚口町3－5－13
西宮仁川 兵庫県西宮市仁川町3－14－14
西宮広田 兵庫県西宮市中屋町6－6
西宮下大市 兵庫県西宮市下大市東町6－37
関西学院前 兵庫県西宮市上甲東園3－9－5
西宮新甲陽 兵庫県西宮市新甲陽町3－9
西宮北昭和 兵庫県西宮市北昭和町2－5
西宮荒木 兵庫県西宮市荒木町9－17
西宮上ケ原 兵庫県西宮市上ケ原七番町2－60
西宮段上 兵庫県西宮市段上町8－10－18
西宮丸橋 兵庫県西宮市丸橋町8－28
西宮甲陽園 兵庫県西宮市甲陽園山王町3－63
西宮高松 兵庫県西宮市高松町4－8
上甲子園 兵庫県西宮市甲子園口3－29－11
西宮常磐 兵庫県西宮市常磐町3－31
西宮御茶家所 兵庫県西宮市御茶家所町4－15
西宮瓦木 兵庫県西宮市上甲子園4－3－1
西宮神明 兵庫県西宮市神明町1－17
西宮瓦林 兵庫県西宮市瓦林町21－15
西宮小松 兵庫県西宮市小松南町3－2－15
西宮大社 兵庫県西宮市西田町6－16
西宮綾羽 兵庫県西宮市津門綾羽町7－43
西宮高須南 兵庫県西宮市高須町1－2－1
西宮津門 兵庫県西宮市津門川町13－17
西宮浜甲子園 兵庫県西宮市枝川町17－6
西宮戎 兵庫県西宮市田中町4－10
西宮今津 兵庫県西宮市今津水波町13－19
西宮本町 兵庫県西宮市本町12－22
西宮香枦園 兵庫県西宮市川東町2－22
西宮笠屋 兵庫県西宮市笠屋町3－17



都道府県 局名 住所
兵庫県 西宮鞍掛 兵庫県西宮市久保町11－20

西宮枝川 兵庫県西宮市枝川町9－7
西宮南甲子園 兵庫県西宮市南甲子園2－17－26
西宮高須 兵庫県西宮市高須町2－1－19－101
芦屋打出小槌 兵庫県芦屋市打出小槌町13－9
芦屋清水 兵庫県芦屋市清水町3－5
芦屋伊勢 兵庫県芦屋市伊勢町4－26
芦屋東山 兵庫県芦屋市東山町4－10
芦屋南宮 兵庫県芦屋市南宮町12－20
芦屋宮塚 兵庫県芦屋市宮塚町1－8
芦屋翠ケ丘 兵庫県芦屋市翠ケ丘町15－9
芦屋高浜 兵庫県芦屋市高浜町7－2－101
三田弥生が丘 兵庫県三田市弥生が丘5－14－1
三田ゆりのき台 兵庫県三田市ゆりのき台5－31－1
三田つつじが丘 兵庫県三田市つつじが丘北2－1－7
三田四ツ辻 兵庫県三田市四ツ辻616－4
木器 兵庫県三田市木器1550－4
相野 兵庫県三田市下相野379－5
広野 兵庫県三田市上井沢東奥田141－5
三輪 兵庫県三田市三輪1－3－2
三田上野 兵庫県三田市三輪1294－44
三田福島 兵庫県三田市福島425－3
三田本町 兵庫県三田市三田町12－40
三田武庫が丘 兵庫県三田市武庫が丘3－2－2
市島 兵庫県丹波市市島町市島391－23
山南 兵庫県丹波市山南町谷川149－4
黒井 兵庫県丹波市春日町黒井993
国領 兵庫県丹波市春日町国領923－1
山南和田 兵庫県丹波市山南町和田25－3
中竹田 兵庫県丹波市市島町中竹田2138－1
下滝 兵庫県丹波市山南町下滝245
大路 兵庫県丹波市春日町中山1294－2
春日部 兵庫県丹波市春日町多利1745－3
山南小川 兵庫県丹波市山南町井原363－5
美和 兵庫県丹波市市島町酒梨196－7
前山 兵庫県丹波市市島町上竹田38－14
鴨庄 兵庫県丹波市市島町上牧723－3
春日新才 兵庫県丹波市春日町新才374－2
谷川駅前 兵庫県丹波市山南町池谷60－3
青垣 兵庫県丹波市青垣町佐治626－2
成松 兵庫県丹波市氷上町成松500－14
石生 兵庫県丹波市氷上町石生770－3
沼貫 兵庫県丹波市氷上町谷村玉光山139－1
幸世 兵庫県丹波市氷上町香良1174－1
神楽 兵庫県丹波市青垣町文室42－10
葛野 兵庫県丹波市氷上町上新庄1181－3
遠阪 兵庫県丹波市青垣町山垣1728－4
芦田 兵庫県丹波市青垣町西芦田353
氷上沼 兵庫県丹波市氷上町沼舟渡250
氷上市辺 兵庫県丹波市氷上町市辺221－3
川西けやき坂 兵庫県川西市けやき坂2－62－14
川西久代 兵庫県川西市久代1－21－21
川西花屋敷 兵庫県川西市寺畑2－9－11
川西美園 兵庫県川西市美園町12－10
川西加茂 兵庫県川西市下加茂1－24－2
川西萩原台 兵庫県川西市萩原台東1－275
川西小戸二 兵庫県川西市小戸2－14－7
川西加茂二 兵庫県川西市加茂2－6－21



都道府県 局名 住所
兵庫県 川西東多田 兵庫県川西市鼓が滝2－1－20

川西美山台 兵庫県川西市美山台2－3－8
六瀬 兵庫県川辺郡猪名川町木津中島15－1
川西見野 兵庫県川西市見野2－28－28
杉生 兵庫県川辺郡猪名川町鎌倉横大道20－6
川西大和 兵庫県川西市大和東3－3－2
川西新田 兵庫県川西市新田1－3－23
川西緑台 兵庫県川西市向陽台1－2－7
西谷 兵庫県宝塚市大原野南宮2－2
宝塚中山五月台 兵庫県宝塚市中山五月台4－9－4
宝塚すみれガ丘 兵庫県宝塚市すみれガ丘1－9－2
宝塚旭町 兵庫県宝塚市旭町2－21－13
宝塚売布 兵庫県宝塚市売布3－11－22
宝塚中筋 兵庫県宝塚市中筋1－1－2
宝塚安倉 兵庫県宝塚市安倉中4－9－8
宝塚寿 兵庫県宝塚市星の荘2－14
宝塚中山桜台 兵庫県宝塚市中山桜台2－2－1
宝塚山本丸橋 兵庫県宝塚市山本丸橋1－6－15
宝塚清荒神 兵庫県宝塚市清荒神1－2－5
宝塚逆瀬台 兵庫県宝塚市逆瀬台4－1－8
塩瀬 兵庫県西宮市生瀬町1－28－12
西宮東山台 兵庫県西宮市東山台1－9－1
宝塚鹿塩 兵庫県宝塚市仁川宮西町3－31
宝塚福井 兵庫県宝塚市福井町5－17
宝塚小林 兵庫県宝塚市小林2－8－9
宝塚野上 兵庫県宝塚市野上4－8－27
宝塚大成 兵庫県宝塚市大成町6－16
福住 兵庫県篠山市福住350－1
福井 兵庫県篠山市福井1379－1
篠山日置 兵庫県篠山市日置271－1
篠山乾新町 兵庫県篠山市乾新町54－16
篠山本荘 兵庫県篠山市西本荘331－2
篠山後川 兵庫県篠山市後川上341
畑 兵庫県篠山市畑宮321
篠山河原 兵庫県篠山市河原町179－1
村雲 兵庫県篠山市草ノ上147－1
大山 兵庫県篠山市大山新96－2
古市 兵庫県篠山市不来坂三十代ノ坪4－5
西紀 兵庫県篠山市宮田231－1
今田 兵庫県篠山市今田町下小野原3－10
本郷 兵庫県篠山市本郷116－3
西古佐 兵庫県篠山市西古佐954
城南 兵庫県篠山市小枕109－3

大阪府 新大阪西宮原 大阪府大阪市淀川区西宮原1－8－29
淀川木川東 大阪府大阪市淀川区木川東4－3－34
大阪三国町 大阪府大阪市淀川区西三国4－7－9
淀川西三国二 大阪府大阪市淀川区西三国2－6－7
淀川宮原 大阪府大阪市淀川区宮原5－3－37
淀川三国本町 大阪府大阪市淀川区三国本町3－19－5
淀川新北野 大阪府大阪市淀川区新北野3－4－2
淀川加島一 大阪府大阪市淀川区加島1－57－1
淀川加島 大阪府大阪市淀川区加島3－8－20
淀川野中 大阪府大阪市淀川区野中北1－4－20
淀川塚本 大阪府大阪市淀川区塚本4－2－1
淀川三津屋 大阪府大阪市淀川区三津屋中1－2－4
淀川十三本町 大阪府大阪市淀川区十三本町3－6－40
淀川十三東 大阪府大阪市淀川区十三東1－18－24
淀川田川 大阪府大阪市淀川区田川3－4－31



都道府県 局名 住所
大阪府 淀川新高 大阪府大阪市淀川区新高5－12－2

旭新森六 大阪府大阪市旭区新森6－11－20
旭千林 大阪府大阪市旭区千林2－11－3
旭大宮 大阪府大阪市旭区大宮3－5－30
旭清水 大阪府大阪市旭区清水2－21－18
旭新森 大阪府大阪市旭区新森2－11－12
旭生江 大阪府大阪市旭区生江1－5－8
旭赤川 大阪府大阪市旭区赤川4－1－37
旭中宮 大阪府大阪市旭区中宮4－15－11
旭高殿 大阪府大阪市旭区高殿6－14－45
大阪旭東 大阪府大阪市旭区清水4－2－1
桜宮リバーシティ 大阪府大阪市都島区中野町5－13－4
都島毛馬 大阪府大阪市都島区毛馬町2－1－15
都島内代 大阪府大阪市都島区内代町1－8－33
都島大東 大阪府大阪市都島区大東町1－8－22
都島東野田 大阪府大阪市都島区東野田町4－1－14
都島本通二 大阪府大阪市都島区都島本通2－5－3
都島中通三 大阪府大阪市都島区都島中通3－18－3
都島高倉 大阪府大阪市都島区高倉町3－2－23
都島北通 大阪府大阪市都島区都島北通2－6－2
都島南通 大阪府大阪市都島区都島南通2－1－57
城東放出西 大阪府大阪市城東区放出西2－14－32
城東鴫野西 大阪府大阪市城東区鴫野西2－17－9
城東新喜多東 大阪府大阪市城東区新喜多東1－2－11
城東中浜 大阪府大阪市城東区中浜2－16－14
城東関目 大阪府大阪市城東区関目3－7－20
城東鴫野東 大阪府大阪市城東区鴫野東3－9－3
城東関目二 大阪府大阪市城東区関目1－14－18
城東今福西 大阪府大阪市城東区今福西1－1－27
城東古市 大阪府大阪市城東区古市1－8－4
城東諏訪 大阪府大阪市城東区諏訪2－8－39
城東古市三 大阪府大阪市城東区古市3－11－23
鶴見浜五 大阪府大阪市鶴見区浜5－5－24
大阪鶴見五 大阪府大阪市鶴見区鶴見5－10－26
徳庵駅前 大阪府大阪市鶴見区今津北5－11－10
大阪鶴見 大阪府大阪市鶴見区鶴見3－2－28
鶴見浜 大阪府大阪市鶴見区浜3－5－21
鶴見茨田大宮 大阪府大阪市鶴見区茨田大宮3－1－39
鶴見今津 大阪府大阪市鶴見区今津北2－6－22
鶴見諸口 大阪府大阪市鶴見区諸口2－10－34
東淀川南江口 大阪府大阪市東淀川区南江口3－1－57
東淀川豊新 大阪府大阪市東淀川区豊新4－6－5
東淀川小松二 大阪府大阪市東淀川区小松2－12－4
東淀川瑞光 大阪府大阪市東淀川区瑞光4－8－40
東淀川相川 大阪府大阪市東淀川区相川2－6－6
東淀川井高野 大阪府大阪市東淀川区井高野1－33－39
東淀川豊里 大阪府大阪市東淀川区豊里4－3－13
東淀川大桐 大阪府大阪市東淀川区大桐2－2－21
東淀川東淡路 大阪府大阪市東淀川区東淡路1－5－1－104
東淀川東中島 大阪府大阪市東淀川区東中島2－13－5
東淀川菅原七 大阪府大阪市東淀川区菅原7－10－5
東淀川柴島 大阪府大阪市東淀川区柴島2－12－4
東淀川崇禅寺 大阪府大阪市東淀川区東中島5－20－21
東淀川西淡路 大阪府大阪市東淀川区西淡路4－5－23
東淀川菅原四 大阪府大阪市東淀川区菅原4－2－4
東淀川下新庄四 大阪府大阪市東淀川区下新庄4－15－21
西淀川中島 大阪府大阪市西淀川区中島1－18－1
西淀川福 大阪府大阪市西淀川区福町2－4－48



都道府県 局名 住所
大阪府 西淀川歌島橋 大阪府大阪市西淀川区御幣島2－13－1

西淀川大和田 大阪府大阪市西淀川区大和田4－6－8
西淀川歌島 大阪府大阪市西淀川区歌島2－2－9
西淀川千船 大阪府大阪市西淀川区佃3－2－26
西淀川佃 大阪府大阪市西淀川区佃2－14－25
西淀川柏里 大阪府大阪市西淀川区柏里1－16－19
西淀川御幣島 大阪府大阪市西淀川区御幣島6－9－7
西淀川出来島 大阪府大阪市西淀川区出来島2－6－2
大阪中央市場内 大阪府大阪市福島区野田1－1－86
大阪福島新家 大阪府大阪市福島区吉野5－11－22
大阪海老江 大阪府大阪市福島区海老江4－3－4
大阪福島野田 大阪府大阪市福島区野田2－13－5
大阪吉野 大阪府大阪市福島区吉野2－9－3
大阪上福島 大阪府大阪市福島区福島3－8－18
大阪聖天前 大阪府大阪市福島区福島8－19－8
大阪福島駅前 大阪府大阪市福島区福島1－7－10
港波除 大阪府大阪市港区波除5－7－15
弁天町オーク内 大阪府大阪市港区弁天1－2－4－100
此花伝法 大阪府大阪市此花区伝法4－3－33
此花高見 大阪府大阪市此花区高見2－2－23
大阪夕凪橋 大阪府大阪市港区夕凪1－2－15
此花酉島 大阪府大阪市此花区酉島3－4－24
港市岡 大阪府大阪市港区南市岡2－9－25
港弁天 大阪府大阪市港区弁天2－5－27
大阪築港 大阪府大阪市港区築港3－8－9
港八幡屋 大阪府大阪市港区八幡屋1－9－25
此花梅香 大阪府大阪市此花区梅香3－30－10
大阪安治川口駅前 大阪府大阪市此花区島屋4－1－18
港田中 大阪府大阪市港区田中2－1－12
此花春日出 大阪府大阪市此花区春日出中1－1－9
港入舟 大阪府大阪市港区八幡屋2－14－15
此花桜島 大阪府大阪市此花区桜島3－7－24
大阪九条南 大阪府大阪市西区九条南4－26－19
なにわ筋新町 大阪府大阪市西区新町1－34－15
大阪九条 大阪府大阪市西区九条1－6－7
大阪南安治川 大阪府大阪市西区安治川1－2－6
大阪境川 大阪府大阪市西区九条南1－11－21
大阪南堀江 大阪府大阪市西区南堀江1－20－20
大阪江戸堀 大阪府大阪市西区江戸堀2－3－1
大阪本田 大阪府大阪市西区本田1－5－8
大阪日吉 大阪府大阪市西区南堀江4－15－11
大阪淀川リバーサイド 大阪府大阪市北区長柄東1－4－26－101
新梅田シティ内 大阪府大阪市北区大淀中1－1－90－Ｂ100
阪急茶屋町ビル内 大阪府大阪市北区茶屋町19－19
大阪鶴野町 大阪府大阪市北区鶴野町1－3
大阪浪花町 大阪府大阪市北区浪花町12－15
大阪本庄 大阪府大阪市北区本庄東2－8－18
大阪天神橋六 大阪府大阪市北区天神橋6－3－23
大阪中崎 大阪府大阪市北区中崎西4－1－3
大阪豊崎 大阪府大阪市北区豊崎4－2－11－101
大阪天神橋三 大阪府大阪市北区天神橋3－11－1
大阪天神橋八 大阪府大阪市北区天神橋8－14－25
大阪中津六 大阪府大阪市北区中津6－5－1
中之島センタービル内 大阪府大阪市北区中之島6－2－27
大阪市役所内 大阪府大阪市北区中之島1－3－20
大阪ＯＡＰタワー内 大阪府大阪市北区天満橋1－8－30
堂島アバンザ 大阪府大阪市北区堂島1－6－20
堂島ビル内 大阪府大阪市北区西天満2－6－8



都道府県 局名 住所
大阪府 中之島ダイビル内 大阪府大阪市北区中之島3－3－23

大阪天満橋 大阪府大阪市北区天満2－5－10
大阪西天満 大阪府大阪市北区西天満3－4－3
大阪野崎 大阪府大阪市北区野崎町1－18
大阪東天満 大阪府大阪市北区東天満1－3－11
大阪古河ビル内 大阪府大阪市北区堂島浜2－1－29
大阪太融寺前 大阪府大阪市北区堂山町1－5
大阪内本町 大阪府大阪市中央区内本町2－1－19
大阪ツイン21内 大阪府大阪市中央区城見2－1－61
大阪谷町四 大阪府大阪市中央区谷町4－8－13
大阪谷町 大阪府大阪市中央区谷町8－1－52－104
大阪府庁内 大阪府大阪市中央区大手前2－1－22
大阪高麗橋 大阪府大阪市中央区内平野町2－3－13
大阪末吉橋 大阪府大阪市中央区松屋町10－14
大阪玉造二 大阪府大阪市中央区玉造2－25－15
大阪千日前中央通 大阪府大阪市中央区千日前2－5－10
大阪伏見町 大阪府大阪市中央区伏見町2－6－6
大阪心斎橋 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1－5－4
大阪高津 大阪府大阪市中央区道頓堀1－東3－26
大阪南船場一 大阪府大阪市中央区南船場1－13－21
大阪千日前 大阪府大阪市中央区千日前1－6－5
大阪戎橋 大阪府大阪市中央区西心斎橋2－10－21
天王寺上汐 大阪府大阪市天王寺区上汐3－2－17
大阪上本町六 大阪府大阪市天王寺区上本町6－1－78
天王寺茶臼山 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町2－9
大阪寺田町 大阪府大阪市天王寺区寺田町1－6－24
浪速日本橋 大阪府大阪市浪速区日本橋東1－4－9
浪速桜川 大阪府大阪市浪速区桜川3－4－4
天王寺堂ケ芝 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝2－3－18
浪速日本橋東 大阪府大阪市浪速区日本橋東3－16－8
浪速大国 大阪府大阪市浪速区大国2－1－22
浪速芦原 大阪府大阪市浪速区浪速西2－1－1
大阪四天王寺 大阪府大阪市天王寺区逢阪2－4－23
天王寺石ケ辻 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町3－4
浪速稲荷 大阪府大阪市浪速区稲荷1－12－27
天王寺清水谷 大阪府大阪市天王寺区上本町3－1－10
大正千島 大阪府大阪市大正区千島2－4－4－1
大正泉尾 大阪府大阪市大正区泉尾3－8－17
大正三軒家 大阪府大阪市大正区三軒家西2－8－12
大正平尾 大阪府大阪市大正区平尾3－24－15
大正泉尾一 大阪府大阪市大正区泉尾1－21－9
大正小林 大阪府大阪市大正区小林西2－2－8
大正鶴町 大阪府大阪市大正区鶴町2－1－1
大正北村 大阪府大阪市大正区北村1－10－16
西成花園 大阪府大阪市西成区花園北2－13－6
西成今池 大阪府大阪市西成区天下茶屋北1－5－3
西成津守 大阪府大阪市西成区津守1－2－18
西成橘 大阪府大阪市西成区橘3－2－14
西成岸里東 大阪府大阪市西成区岸里東1－24－6
西成鶴見橋 大阪府大阪市西成区鶴見橋2－11－13
西成千本南 大阪府大阪市西成区千本南1－15－8
西成山王 大阪府大阪市西成区山王1－6－19
西成花園南 大阪府大阪市西成区花園南1－13－30
西成北津守 大阪府大阪市西成区北津守3－2－23
西成千本 大阪府大阪市西成区玉出西1－20－4
西成千本北 大阪府大阪市西成区千本北1－7－20
西成出城 大阪府大阪市西成区出城2－1－13
西成天下茶屋 大阪府大阪市西成区天下茶屋2－6－28



都道府県 局名 住所
大阪府 西成中津守 大阪府大阪市西成区津守2－6－6

西成天下茶屋東 大阪府大阪市西成区天下茶屋東2－6－21
西成梅南通 大阪府大阪市西成区松1－8－4
住吉長居東 大阪府大阪市住吉区長居東3－12－12
住吉山之内三 大阪府大阪市住吉区山之内3－5－2
住吉長居西 大阪府大阪市住吉区長居西1－1－3
住吉長居四 大阪府大阪市住吉区長居4－1－29
住吉東粉浜 大阪府大阪市住吉区東粉浜3－21－14
住吉遠里小野 大阪府大阪市住吉区遠里小野4－6－22
大阪住吉町 大阪府大阪市住吉区住吉1－1－3
住吉神ノ木 大阪府大阪市住吉区万代5－6－9
住吉千躰 大阪府大阪市住吉区墨江2－5－22
住吉山之内 大阪府大阪市住吉区遠里小野1－6－9
住吉大社前 大阪府大阪市住吉区長峡町5－4
住吉万代東一 大阪府大阪市住吉区万代東1－1－35
住吉万代東 大阪府大阪市住吉区万代東4－4－28
住吉我孫子 大阪府大阪市住吉区我孫子4－15－21
住吉帝塚山 大阪府大阪市住吉区帝塚山東2－3－10
住吉苅田 大阪府大阪市住吉区苅田5－9－3
住吉我孫子東 大阪府大阪市住吉区我孫子東3－1－3
住之江平林南 大阪府大阪市住之江区平林南2－12－63
住之江南港中 大阪府大阪市住之江区南港中2－1－99
住之江浜口 大阪府大阪市住之江区浜口東2－5－16
大阪ポートタウン西駅前 大阪府大阪市住之江区南港中3－2－68
住之江粉浜西 大阪府大阪市住之江区粉浜西1－2－1
住之江東加賀屋 大阪府大阪市住之江区東加賀屋2－16－17
住之江西加賀屋 大阪府大阪市住之江区西加賀屋3－18－5
住之江北島 大阪府大阪市住之江区北島1－4－20
住之江南加賀屋 大阪府大阪市住之江区南加賀屋2－2－29
住之江北加賀屋 大阪府大阪市住之江区北加賀屋1－12－37
東成中浜 大阪府大阪市東成区中本1－3－3
東成今里 大阪府大阪市東成区大今里4－4－33
東成鶴橋駅前 大阪府大阪市東成区東小橋3－1－9
東成深江南 大阪府大阪市東成区深江南3－19－14
東成中本 大阪府大阪市東成区東中本3－2－3
東成深江中 大阪府大阪市東成区深江南2－3－30
東成深江橋 大阪府大阪市東成区深江北3－1－33
東成大今里南 大阪府大阪市東成区大今里南6－28－9
東成東中本 大阪府大阪市東成区東中本2－5－22
東成中道 大阪府大阪市東成区中道2－24－15
東成大今里西 大阪府大阪市東成区大今里西2－7－22
東成神路 大阪府大阪市東成区神路1－12－28
東成大今里 大阪府大阪市東成区大今里3－17－11
阿倍野旭町 大阪府大阪市阿倍野区旭町2－1－1－161
阿倍野保名 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町4－22
阿倍野文ノ里 大阪府大阪市阿倍野区文の里2－17－9
大阪阿倍野筋 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋5－3－23
阿倍野王子 大阪府大阪市阿倍野区王子町4－2－24
阿倍野美章園 大阪府大阪市阿倍野区美章園3－2－11
阿倍野長池 大阪府大阪市阿倍野区長池町8－1
阿倍野阪南東 大阪府大阪市阿倍野区阪南町3－2－10
阿倍野相生 大阪府大阪市阿倍野区相生通2－15－13
阿倍野松崎 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2－2－12
東住吉北田辺 大阪府大阪市東住吉区北田辺6－13－19
東住吉田辺 大阪府大阪市東住吉区田辺1－11－15
東住吉杭全 大阪府大阪市東住吉区杭全2－11－10
東住吉桑津一 大阪府大阪市東住吉区桑津1－8－18
東住吉山坂 大阪府大阪市東住吉区南田辺1－10－32



都道府県 局名 住所
大阪府 東住吉西今川 大阪府大阪市東住吉区西今川4－33－16

東住吉東部市場内 大阪府大阪市東住吉区今林1－2－68
東住吉今川 大阪府大阪市東住吉区今川3－11－2
東住吉矢田五 大阪府大阪市東住吉区矢田5－8－29
東住吉行基橋 大阪府大阪市東住吉区公園南矢田4－15－24
東住吉駒川五 大阪府大阪市東住吉区駒川5－5－13
東住吉照ケ丘矢田 大阪府大阪市東住吉区照ケ丘矢田2－11－5
東住吉東田辺 大阪府大阪市東住吉区東田辺2－6－20
東住吉鷹合 大阪府大阪市東住吉区鷹合2－13－26
東住吉南田辺五 大阪府大阪市東住吉区南田辺5－7－14
東住吉鶴ヶ丘 大阪府大阪市東住吉区山坂5－4－27
東住吉長居公園東 大阪府大阪市東住吉区鷹合3－3－15
東住吉針中野 大阪府大阪市東住吉区針中野4－9－14
東住吉住道矢田 大阪府大阪市東住吉区住道矢田2－1－18
平野加美北九 大阪府大阪市平野区加美北9－14－32
大阪平野北 大阪府大阪市平野区平野北1－6－5
大阪平野本町二 大阪府大阪市平野区平野本町2－8－30
平野加美西 大阪府大阪市平野区加美西1－18－21
平野加美南 大阪府大阪市平野区加美南5－6－4
平野加美正覚寺 大阪府大阪市平野区加美正覚寺2－5－8
平野大念仏寺前 大阪府大阪市平野区平野上町1－6－3
平野加美東 大阪府大阪市平野区加美東2－8－21
平野出戸 大阪府大阪市平野区長吉出戸7－12－10
平野瓜破東 大阪府大阪市平野区瓜破東4－1－87
平野瓜破西二 大阪府大阪市平野区瓜破西2－9－31
平野川辺 大阪府大阪市平野区長吉川辺1－2－12
平野瓜破 大阪府大阪市平野区瓜破5－4－14
平野喜連 大阪府大阪市平野区喜連7－1－41
平野六反 大阪府大阪市平野区長吉六反2－6－35
平野瓜破西 大阪府大阪市平野区瓜破西1－8－88
平野喜連西 大阪府大阪市平野区喜連西3－13－20
大阪平野南 大阪府大阪市平野区平野南1－8－10
平野長原東 大阪府大阪市平野区長吉長原東3－13－30
大阪平野西 大阪府大阪市平野区平野西6－7－28
生野小路 大阪府大阪市生野区小路2－10－1
生野東小路 大阪府大阪市生野区小路東4－16－10
生野中川一 大阪府大阪市生野区中川1－5－14
生野田島 大阪府大阪市生野区田島4－8－27
生野大池橋 大阪府大阪市生野区田島1－2－21
生野東中川 大阪府大阪市生野区中川東1－2－11
生野東巽 大阪府大阪市生野区巽東2－3－10
生野鶴橋本通 大阪府大阪市生野区桃谷2－9－17
生野桃谷 大阪府大阪市生野区桃谷1－9－21
生野本通 大阪府大阪市生野区生野西4－17－6
生野北鶴橋 大阪府大阪市生野区鶴橋5－17－25
大阪東生野 大阪府大阪市生野区生野東2－10－8
生野勝山 大阪府大阪市生野区中川西3－3－12
生野林寺五 大阪府大阪市生野区林寺5－5－30


