
別添
■販売局一覧
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所

函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町１－６
札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東１－２－１
旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通６－２８－１
釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町１３－２－１

宮城県 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町１－７
福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０
郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日２－２４－６

岩手県 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
青森県 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町１－７－２４
山形県 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町１－７－２４
秋田県 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

日立郵便局 317-8799 茨城県日立市幸町２－３－２８
多賀郵便局 316-8799 茨城県日立市多賀町１－１１－１０

常陸太田郵便局 313-8799 茨城県常陸太田市宮本町２３５２
高萩郵便局 318-8799 茨城県高萩市高萩１９２９－１６
久慈浜郵便局 319-1299 茨城県日立市久慈町３－３２－１５
北茨城郵便局 319-1599 茨城県北茨城市磯原町磯原１－１２０
大子郵便局 319-3599 茨城県久慈郡大子町大子６７６

ひたちなか郵便局 312-8799 茨城県ひたちなか市石川町２８－１
水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
那珂郵便局 311-0199 茨城県那珂市菅谷１６７－７
笠間郵便局 309-1699 茨城県笠間市笠間１５９３－１１
赤塚郵便局 311-4199 茨城県水戸市赤塚２－２１２
茨城郵便局 311-3199 茨城県東茨城郡茨城町小堤１０２１－１
友部郵便局 309-1799 茨城県笠間市八雲２－９－１２
石岡郵便局 315-8799 茨城県石岡市府中１－７－２８
鹿嶋郵便局 314-8799 茨城県鹿嶋市鉢形１５２７－２
神栖郵便局 314-0199 茨城県神栖市溝口４９９１
鉾田郵便局 311-1599 茨城県鉾田市鉾田１１１－５
潮来郵便局 311-2499 茨城県潮来市潮来１０３－３

常陸小川郵便局 311-3499 茨城県小美玉市小川１６３２
筑波学園郵便局 305-8799 茨城県つくば市吾妻１－１３－２
土浦郵便局 300-8799 茨城県土浦市城北町２－２１
龍ケ崎郵便局 301-8799 茨城県龍ケ崎市出し山町１６８
牛久郵便局 300-1299 茨城県牛久市中央３－５－２
取手郵便局 302-8799 茨城県取手市西２－３７－１
阿見郵便局 300-0399 茨城県稲敷郡阿見町阿見４３９７－７
上郷郵便局 300-2699 茨城県つくば市上郷１３８４－３
藤代郵便局 300-1599 茨城県取手市片町３３９－１
筑波郵便局 300-4299 茨城県つくば市北条４３４７－６
下館郵便局 308-8799 茨城県筑西市乙１００８
古河郵便局 306-8799 茨城県古河市桜町１－１０
岩井郵便局 306-0699 茨城県坂東市岩井４６３５－２
下妻郵便局 304-8799 茨城県下妻市下妻乙１１６７－１
結城郵便局 307-8799 茨城県結城市結城７１９５－２
総和郵便局 306-0299 茨城県古河市下大野７４４－４
守谷郵便局 302-0199 茨城県守谷市本町７０１－２
三和郵便局 306-0199 茨城県古河市仁連１９１４
水海道郵便局 303-8799 茨城県常総市水海道諏訪町３２２０－２
岩瀬郵便局 309-1299 茨城県桜川市岩瀬７１－１
茨城境郵便局 306-0499 茨城県猿島郡境町９５－１２

宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
宇都宮東郵便局 321-8799 栃木県宇都宮市宿郷３－２０－２
鹿沼郵便局 322-8799 栃木県鹿沼市久保町１６９２－２

宇都宮南郵便局 321-0199 栃木県宇都宮市宮の内２－１７６－３３
日光郵便局 321-1499 栃木県日光市中鉢石町８９６－１

北海道

福島県

茨城県

栃木県



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
河内郵便局 329-1199 栃木県宇都宮市白沢町１２３４－１
今市郵便局 321-1261 栃木県日光市今市３１９
大田原郵便局 324-8799 栃木県大田原市新富町１－９－８
真岡郵便局 321-4399 栃木県真岡市並木町１－７－２
黒磯郵便局 325-8799 栃木県那須塩原市豊町１０－２５
矢板郵便局 329-2199 栃木県矢板市扇町２－１－２７

西那須野郵便局 329-2799 栃木県那須塩原市五軒町５－１０
烏山郵便局 321-0699 栃木県那須烏山市金井２－１９－１
高根沢郵便局 329-1299 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺２３２４－６
足利郵便局 326-8799 栃木県足利市元学町８２２－１
小山郵便局 323-8799 栃木県小山市城東１－１３－１６
佐野郵便局 327-8799 栃木県佐野市浅沼町４１０－１
栃木郵便局 328-8799 栃木県栃木市平柳町１－２０－１

下野小金井郵便局 329-0499 栃木県下野市駅東６－１－１
壬生郵便局 321-0299 栃木県下都賀郡壬生町落合１－１－８
間々田郵便局 329-0299 栃木県小山市間々田７９１
前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町１－６－５
群馬郵便局 370-3599 群馬県高崎市金古町２０９３
沼田郵便局 378-8799 群馬県沼田市西倉内町８１９
渋川郵便局 377-8799 群馬県渋川市渋川１９０２－２８
中之条郵便局 377-0499 群馬県吾妻郡中之条町中之条町２０７５－３
高崎郵便局 370-8799 群馬県高崎市高松町５－６
藤岡郵便局 375-8799 群馬県藤岡市藤岡５０－３
安中郵便局 379-0199 群馬県安中市安中３－２４－７
富岡郵便局 370-2399 群馬県富岡市富岡１０２２
玉村郵便局 370-1199 群馬県佐波郡玉村町下新田５０７－２
桐生郵便局 376-8799 群馬県桐生市巴町２－１１１３
太田郵便局 373-8799 群馬県太田市飯田町９４８
伊勢崎郵便局 372-8799 群馬県伊勢崎市曲輪町３６－２
館林郵便局 374-8799 群馬県館林市本町１－５－１
大泉郵便局 370-0599 群馬県邑楽郡大泉町中央３－２－１７
前橋東郵便局 379-2199 群馬県前橋市山王町２－４０－１４
大間々郵便局 376-0199 群馬県みどり市大間々町大間々１４７７
藪塚本町郵便局 379-2399 群馬県太田市大原町６１０－１
国定郵便局 379-2299 群馬県伊勢崎市国定町２－２０１６－５
大胡郵便局 371-0299 群馬県前橋市堀越町１１９４－１
境郵便局 370-0199 群馬県伊勢崎市境下武士３６０－２

大宮西郵便局 331-8799 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－７１３
さいたま新都心郵便局 330-9799 埼玉県さいたま市中央区新都心３－１

上尾郵便局 362-8799 埼玉県上尾市谷津１－８７－１
大宮郵便局 337-8799 埼玉県さいたま市北区東大成町１－６３１
北本郵便局 364-8799 埼玉県北本市緑１－１６７
桶川郵便局 363-8799 埼玉県桶川市若宮１－６－３０
与野郵便局 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合５－６－８

さいたま中央郵便局 336-8799 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
川口北郵便局 333-8799 埼玉県川口市伊刈牛田１０３２－１
川口郵便局 332-8799 埼玉県川口市本町２－２－１
蕨郵便局 335-8799 埼玉県蕨市中央５－８－２１

鳩ヶ谷郵便局 334-8799 埼玉県川口市坂下町１－６－１２
春日部郵便局 344-8799 埼玉県春日部市中央１－５２－７
越谷郵便局 343-8799 埼玉県越谷市大沢４－６－１５
草加郵便局 340-8799 埼玉県草加市栄町３－８－１
久喜郵便局 346-8799 埼玉県久喜市本町３－１７－１
三郷郵便局 341-8799 埼玉県三郷市中央５－２－１
岩槻郵便局 339-8799 埼玉県さいたま市岩槻区加倉４－１０－１
吉川郵便局 342-8799 埼玉県吉川市保１－３２－１
杉戸郵便局 345-8799 埼玉県北葛飾郡杉戸町内田１－６－１３
蓮田郵便局 349-0199 埼玉県蓮田市見沼町９－２１

群馬県

埼玉県

栃木県



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
幸手郵便局 340-0199 埼玉県幸手市東２－２４－８
庄和郵便局 344-0199 埼玉県春日部市金崎８５１－１
熊谷郵便局 360-8799 埼玉県熊谷市本町２－７
深谷郵便局 366-8799 埼玉県深谷市深谷町３－６０
行田郵便局 361-8799 埼玉県行田市行田１８－２３
加須郵便局 347-8799 埼玉県加須市上三俣２３０９
鴻巣郵便局 365-8799 埼玉県鴻巣市東４－１－５
羽生郵便局 348-8799 埼玉県羽生市南１－３－２
栗橋郵便局 349-1199 埼玉県久喜市栗橋東２－４－６
吹上郵便局 369-0199 埼玉県鴻巣市筑波１－９－１
坂戸郵便局 350-0299 埼玉県坂戸市千代田２－５－１５
川越西郵便局 350-1199 埼玉県川越市小室２２－１
川越郵便局 350-8799 埼玉県川越市三久保町１３－１
三芳郵便局 354-8799 埼玉県入間郡三芳町藤久保３２０
上福岡郵便局 356-8799 埼玉県ふじみ野市福岡２－１－５
越生郵便局 350-0499 埼玉県入間郡越生町上野６３３－４
所沢西郵便局 359-1199 埼玉県所沢市若狭２－２５９４－１
狭山郵便局 350-1399 埼玉県狭山市富士見１－１５－３２
所沢郵便局 359-8799 埼玉県所沢市並木１－３
新座郵便局 352-8799 埼玉県新座市野火止８－１－５
朝霞郵便局 351-8799 埼玉県朝霞市本町２－１－３２
和光郵便局 351-0199 埼玉県和光市本町１２－３２
志木郵便局 353-8799 埼玉県志木市本町５－２０－９
飯能郵便局 357-8799 埼玉県飯能市柳町１６－２３
日高郵便局 350-1299 埼玉県日高市鹿山２７６－１
東松山郵便局 355-8799 埼玉県東松山市本町２－１０－２７
秩父郵便局 368-8799 埼玉県秩父市上宮地町３－１６
本庄郵便局 367-8799 埼玉県本庄市本庄１－２－２
小川郵便局 355-0399 埼玉県比企郡小川町青山８６２－１
児玉郵便局 367-0299 埼玉県本庄市児玉町児玉３３０－７
寄居郵便局 369-1299 埼玉県大里郡寄居町寄居３８９－１
美浜郵便局 261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂４－１－１

千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
花見川郵便局 262-8799 千葉県千葉市花見川区さつきが丘１－３０－１
若葉郵便局 264-8799 千葉県千葉市中央区中央２－９－１０
市原郵便局 290-8799 千葉県市原市白金町４－１
千葉緑郵便局 266-8799 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－３８－５
市原南郵便局 290-0299 千葉県市原市山田７１４
姉崎郵便局 299-0199 千葉県市原市姉崎７２１
木更津郵便局 292-8799 千葉県木更津市中央２－６－１５
館山郵便局 294-8799 千葉県館山市北条１６３５－３
君津郵便局 299-1199 千葉県君津市久保４－２－２９
袖ケ浦郵便局 299-0299 千葉県袖ケ浦市福王台２－２－８
富津郵便局 293-8799 千葉県富津市下飯野２５０９－１
鴨川郵便局 296-8799 千葉県鴨川市横渚１０２６－４
成田郵便局 286-8799 千葉県成田市赤坂２－１－３
佐倉郵便局 285-8799 千葉県佐倉市海隣寺町２－５
印西郵便局 270-1399 千葉県印西市中央南２－４
四街道郵便局 284-8799 千葉県四街道市美しが丘１－１８－２
八街郵便局 289-1199 千葉県八街市八街ほ２３４
富里郵便局 286-0299 千葉県富里市七栄６７４－６
白井郵便局 270-1499 千葉県白井市堀込１－１－１０
銚子郵便局 288-8799 千葉県銚子市若宮町３－１
佐原郵便局 287-8799 千葉県香取市北２－３－１

八日市場郵便局 289-2199 千葉県匝瑳市八日市場ロ１４０－１
旭郵便局 289-2599 千葉県旭市ロ１４４０－４

小見川郵便局 289-0399 千葉県香取市本郷１１－２
茂原郵便局 297-8799 千葉県茂原市茂原２４８

埼玉県

千葉県



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
東金郵便局 283-8799 千葉県東金市東岩崎２－２３－１
大網郵便局 299-3299 千葉県大網白里市大網１３４－５
大原郵便局 298-8799 千葉県いすみ市大原８９２７－１
勝浦郵便局 299-5299 千葉県勝浦市墨名８１６－１
横芝郵便局 289-1799 千葉県山武郡横芝光町横芝１１５６－１
市川郵便局 272-8799 千葉県市川市平田２－１－１
船橋郵便局 273-8799 千葉県船橋市南本町７－１７
船橋東郵便局 274-8799 千葉県船橋市習志野台２－５０－１２
浦安郵便局 279-8799 千葉県浦安市東野１－６－１
八千代郵便局 276-8799 千葉県八千代市ゆりのき台１－１－１
習志野郵便局 275-8799 千葉県習志野市津田沼２－５－１
鎌ケ谷郵便局 273-0199 千葉県鎌ケ谷市右京塚１３－２６
行徳郵便局 272-0141 千葉県市川市香取２－１－１６
柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町６－２９

松戸南郵便局 270-2299 千葉県松戸市松飛台４７０－１
松戸郵便局 271-8799 千葉県松戸市松戸１７４３－８
流山郵便局 270-0199 千葉県流山市西初石４－１４２３－１
我孫子郵便局 270-1199 千葉県我孫子市天王台６－８－１５
松戸北郵便局 270-8799 千葉県松戸市小金原６－６－３
野田郵便局 278-8799 千葉県野田市野田６１７－３
川間郵便局 270-0299 千葉県野田市中里８１

千代田霞が関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関１－３－２
日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋２－２－１０

ゲートシティ大崎郵便局 141-0032 東京都品川区大崎１－１１－１
西新橋郵便局 105-0003 東京都港区西新橋１－５－１３

品川インターシティ郵便局 108-6101 東京都港区港南２－１５－２
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２
神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町２－１２
麹町郵便局 102-8799 東京都千代田区九段南４－５－９
日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋１－１８－１
京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地４－２－２
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷１－５－１２
浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草１－１－１
小石川郵便局 112-8799 東京都文京区小石川４－４－２
本郷郵便局 113-8799 東京都文京区本郷６－１－１５
荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川３－２－１
足立郵便局 120-8799 東京都足立区千住曙町４２－４
足立北郵便局 121-8799 東京都足立区竹の塚３－９－２０
足立西郵便局 123-8799 東京都足立区西新井本町４－４－３０
葛飾郵便局 124-8799 東京都葛飾区四つ木２－２８－１

葛飾新宿郵便局 125-8799 東京都葛飾区金町１－８－１
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽４－４－２
本所郵便局 130-8799 東京都墨田区太平４－２１－２
向島郵便局 131-8799 東京都墨田区東向島２－３２－２５
江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島１－１９－２４
小岩郵便局 133-8799 東京都江戸川区南小岩８－１－１０
葛西郵便局 134-8799 東京都江戸川区中葛西１－３－１
城東郵便局 136-8799 東京都江東区大島３－１５－２
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋３－２２－５
麻布郵便局 106-8799 東京都港区麻布台１－６－１９
赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂８－４－１７
高輪郵便局 108-8799 東京都港区三田３－８－６
代々木郵便局 151-8799 東京都渋谷区西原１－４２－２
目黒郵便局 152-8799 東京都目黒区目黒本町１－１５－１６
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋２－１－１
品川郵便局 140-8799 東京都品川区東大井５－２３－３４
大崎郵便局 141-8799 東京都品川区西五反田２－３２－７

千葉県

東京都



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
荏原郵便局 142-8799 東京都品川区西中延１－７－２３
大森郵便局 143-8799 東京都大田区山王３－９－１３
蒲田郵便局 144-8799 東京都大田区蒲田本町１－２－８

田園調布郵便局 145-8799 東京都大田区南雪谷２－２１－１
千鳥郵便局 146-8799 東京都大田区千鳥２－３４－１０
千歳郵便局 156-8799 東京都世田谷区経堂１－４０－１
成城郵便局 157-8799 東京都世田谷区成城８－３０－２５
玉川郵便局 158-8799 東京都世田谷区等々力８－２２－１
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８
落合郵便局 161-8799 東京都中野区東中野４－２７－２１
牛込郵便局 162-8799 東京都新宿区北山伏町１－５
新宿北郵便局 169-8799 東京都新宿区大久保３－１４－８
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野２－２７－１
中野北郵便局 165-8799 東京都中野区丸山１－２８－１０
杉並郵便局 166-8799 東京都杉並区成田東４－３８－１４
荻窪郵便局 167-8799 東京都杉並区桃井２－３－２
杉並南郵便局 168-8799 東京都杉並区浜田山４－５－５
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋３－１８－１
王子郵便局 114-8799 東京都北区王子６－２－２８
赤羽郵便局 115-8799 東京都北区赤羽南１－１２－１０
板橋郵便局 173-8799 東京都板橋区板橋２－４２－１
板橋北郵便局 174-8799 東京都板橋区志村３－２４－１６
板橋西郵便局 175-8799 東京都板橋区高島平３－１２－１
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北６－４－２
石神井郵便局 177-8799 東京都練馬区石神井台３－３－７
大泉郵便局 178-8799 東京都練馬区大泉学園町４－２０－２３
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘２－９－７
武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保３－１－２６
三鷹郵便局 181-8799 東京都三鷹市野崎１－１－２
調布郵便局 182-8799 東京都調布市八雲台２－６－１

武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町１－７
狛江郵便局 201-8799 東京都狛江市和泉本町３－２９－７
多摩郵便局 206-8799 東京都多摩市鶴牧１－２４－２
西東京郵便局 188-8799 東京都西東京市田無町３－２－２
小金井郵便局 184-8799 東京都小金井市本町５－３８－２０
国分寺郵便局 185-8799 東京都国分寺市日吉町４－１－１０
小平郵便局 187-8799 東京都小平市小川東町５－１６－１
東村山郵便局 189-8799 東京都東村山市本町２－１－２
東久留米郵便局 203-8799 東京都東久留米市中央町１－１－４４
清瀬郵便局 204-8799 東京都清瀬市元町２－２８－１２
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町２－１４－３６
国立郵便局 186-8799 東京都国立市富士見台２－４３－４

あきる野郵便局 190-0199 東京都あきる野市秋川３－２－１
昭島郵便局 196-8799 東京都昭島市松原町１－９－３１
青梅郵便局 198-8799 東京都青梅市東青梅１－１３－２
羽村郵便局 205-8799 東京都羽村市緑ヶ丘５－３－２

武蔵村山郵便局 208-8799 東京都武蔵村山市学園３－２４－１
八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野１－６－７
日野郵便局 191-8799 東京都日野市宮３４５
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町７－２１－１
八王子西郵便局 193-8799 東京都八王子市散田町５－２７－７
町田郵便局 194-8799 東京都町田市旭町３－２－２２
町田西郵便局 194-0299 東京都町田市小山町４２７５－２
鶴川郵便局 195-8799 東京都町田市大蔵町４４６

横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２
横浜駅西口郵便局 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－１０－１６
横浜六角橋郵便局 221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－４－１

東京都

神奈川県



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
横浜川上郵便局 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町５７０－４
横浜六浦川郵便局 236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦４－２３－２３
川崎溝ノ口郵便局 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口３－１５－１２
大和中央一郵便局 242-0021 神奈川県大和市中央１－６－１５
山北岸郵便局 258-0112 神奈川県足柄上郡山北町岸１３２６－３
葉山一色郵便局 240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色１９９９－４
相模原相原郵便局 252-0141 神奈川県相模原市緑区相原４－１２－３
甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町６－１０
甲府大鎌田郵便局 400-0058 山梨県甲府市宮原町１３３４－８
青柳郵便局 400-0599 山梨県南巨摩郡富士川町青柳町１２１０

新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６
長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町２－６－１
長野東郵便局 381-8799 長野県長野市東和田７０８－１
松本南郵便局 399-8799 長野県松本市平田東２－１７－１

富山県 富山南郵便局 939-8799 富山県富山市堀川町２５７－２
石川県 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町１－１
福井県 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８
愛知県 名古屋中央郵便局 450-8998 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－１
岐阜県 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町１－３－２
静岡県 静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町１－９
三重県 津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央１－１
京都府 京都中央郵便局 600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２
大阪府 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３－２－４
兵庫県 神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１

米子郵便局 683-8799 鳥取県米子市弥生町１０
鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１

島根県 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町１３８
岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下２－１－１
倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形１－８－１５
福山東郵便局 721-8799 広島県福山市引野町５－３１－６
広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
広島西郵便局 733-8799 広島県広島市西区天満町５－１０
徳山郵便局 745-8799 山口県周南市御幸通１－３

山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央１－１－１
下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町２－１２－１２

徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町１－２
鳴門郵便局 772-8799 徳島県鳴門市撫養町斎田大堤２０９
川内郵便局 771-0199 徳島県徳島市川内町沖島２４３－１

徳島末広郵便局 770-0865 徳島県徳島市南末広町５－８－８
徳島八万郵便局 770-8082 徳島県徳島市八万町川南１４４－６
鴨島本町郵便局 776-0010 徳島県吉野川市鴨島町鴨島５２３－４
三加茂郵便局 779-4799 徳島県三好郡東みよし町加茂１７３７－１
宍喰郵便局 775-0599 徳島県海部郡海陽町宍喰浦宍喰３５０

小松島横須郵便局 773-0006 徳島県小松島市横須町１５－４１
高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町１－１５

高松レインボーロード郵便局 760-0079 香川県高松市松縄町１０６６－１
ゆめタウン高松内郵便局 761-8072 香川県高松市三条町中所６０８－１

丸亀郵便局 763-8799 香川県丸亀市大手町３－５－１
坂出郵便局 762-8799 香川県坂出市京町２－６－３３

松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町３－５－２
新居浜郵便局 792-8799 愛媛県新居浜市繁本町３－２
今治郵便局 794-8799 愛媛県今治市旭町１－３－４

西条四軒町郵便局 793-0023 愛媛県西条市明屋敷２３０－９
フジゆるぎの郵便局 791-0216 愛媛県東温市野田３－１－１３

エミフルＭＡＳＡＫＩ郵便局 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０
まつやまマドンナ郵便局 790-0012 愛媛県松山市湊町５－１－１
松山宮田郵便局 790-0066 愛媛県松山市宮田町８－５
宇和島郵便局 798-8799 愛媛県宇和島市丸之内１－３－１２

愛媛県

神奈川県

山梨県

新潟県

長野県

鳥取県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町１－１０－１８
安芸郵便局 784-8799 高知県安芸市矢ノ丸４－１１－１

野市中ノ村郵便局 781-5211 高知県香南市野市町中ノ村１４２５－１
高知本町郵便局 780-0870 高知県高知市本町３－２－５
高知中万々郵便局 780-0972 高知県高知市中万々保曾田９９－１０
土佐中村郵便局 787-8799 高知県四万十市中村本町３－３９
須崎郵便局 785-8799 高知県須崎市東古市町１－４

福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－１９
博多南郵便局 816-8799 福岡県福岡市博多区元町２－２－１２
城南郵便局 814-0199 福岡県福岡市城南区干隈２－５６－１
粕屋南郵便局 811-2299 福岡県糟屋郡志免町田富伊賀杭１６２－１
筑紫郵便局 811-1399 福岡県福岡市南区屋形原３－４４－１
福岡東郵便局 813-8799 福岡県福岡市東区香椎浜１－９－５
岡垣郵便局 811-4299 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前８－１０
宗像郵便局 811-4199 福岡県宗像市自由ケ丘２－７－９
早良郵便局 814-8799 福岡県福岡市早良区高取１－１－１
福岡南郵便局 815-8799 福岡県福岡市南区向野１－２０－１
福岡西郵便局 819-8799 福岡県福岡市西区石丸３－２－１１
前原郵便局 819-1199 福岡県糸島市前原中央２－１１－１０
甘木郵便局 838-8799 福岡県朝倉市甘木９４８
筑紫野郵便局 818-8799 福岡県筑紫野市二日市南２－１３－１５
和白郵便局 811-0299 福岡県福岡市東区塩浜１－９－１
太宰府郵便局 818-0199 福岡県太宰府市五条２－２－１０
古賀郵便局 811-3199 福岡県古賀市中央３－１－１
福間郵便局 811-3299 福岡県福津市中央６－１８－７
飯塚郵便局 820-8799 福岡県飯塚市本町４－１
行橋郵便局 824-8799 福岡県行橋市中央１－５－２５
直方郵便局 822-8799 福岡県直方市殿町４－１２

豊前川崎郵便局 827-8799 福岡県田川郡川崎町田原７４６－１
後藤寺郵便局 826-8799 福岡県田川市大黒町１－１
伊田郵便局 825-8799 福岡県田川市番田町４－３２
豊前郵便局 828-8799 福岡県豊前市赤熊１４１８

北九州中央郵便局 802-8799 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１
八幡南郵便局 807-8799 福岡県北九州市八幡西区八枝４－３－２１
小倉西郵便局 803-8799 福岡県北九州市小倉北区田町２０－１
苅田郵便局 800-0399 福岡県京都郡苅田町富久町１－２３－１
門司郵便局 800-8799 福岡県北九州市門司区中町２－２
八幡郵便局 805-8799 福岡県北九州市八幡東区中央２－８－８
曽根郵便局 800-0299 福岡県北九州市小倉南区中曽根１－６－１０
八幡西郵便局 806-8799 福岡県北九州市八幡西区東王子町３－１
戸畑郵便局 804-8799 福岡県北九州市戸畑区新池１－２－２
二島郵便局 808-0199 福岡県北九州市若松区二島５－８－１４
若松郵便局 808-8799 福岡県北九州市若松区浜町１－１１－１
門司港郵便局 801-8799 福岡県北九州市門司区港町２－２７
久留米郵便局 830-8799 福岡県久留米市日吉町２３－７
田主丸郵便局 839-1299 福岡県久留米市田主丸町田主丸７３０－４
浮羽郵便局 839-1499 福岡県うきは市浮羽町西隈上３－７

久留米東郵便局 839-8799 福岡県久留米市御井旗崎４－３－７
江浦郵便局 839-0299 福岡県みやま市高田町江浦町５２７
瀬高郵便局 835-8799 福岡県みやま市瀬高町下庄１６２８－４
大牟田郵便局 836-8799 福岡県大牟田市不知火町１－４－７
八女郵便局 834-8799 福岡県八女市本村７５－２
小郡郵便局 838-0199 福岡県小郡市小郡２９１－１
筑後郵便局 833-8799 福岡県筑後市山ノ井７７９
柳川郵便局 832-8799 福岡県柳川市坂本町２８－１０
三池郵便局 837-8799 福岡県大牟田市歴木４６０－４３
大川郵便局 831-8799 福岡県大川市向島１８３０－２

福岡県

高知県



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原２－１－３５
小城郵便局 845-8799 佐賀県小城市小城町２５６－５
佐賀北郵便局 849-8799 佐賀県佐賀市高木瀬西３－２－５
多久郵便局 846-8799 佐賀県多久市北多久町小侍７－３５
武雄郵便局 843-8799 佐賀県武雄市武雄町武雄５５９９
嬉野郵便局 843-0399 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙２２０２－１３
唐津郵便局 847-8799 佐賀県唐津市千代田町２５６４－４
鳥栖郵便局 841-8799 佐賀県鳥栖市元町横田１２３４－２

肥前中原郵便局 849-0199 佐賀県三養基郡みやき町原古賀１１６０
有田郵便局 844-8799 佐賀県西松浦郡有田町赤絵町２－２－１２
伊万里郵便局 848-8799 佐賀県伊万里市伊万里町甲８２７－２
神埼郵便局 842-8799 佐賀県神埼市神埼町神埼３４１
鹿島郵便局 849-1399 佐賀県鹿島市高津原４２８２－１

長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町１－１
大村郵便局 856-8799 長崎県大村市森園町６６３－９

佐世保西郵便局 858-8799 長崎県佐世保市新田町６７－３
佐世保北郵便局 857-0199 長崎県佐世保市田原町１８－１１
佐世保郵便局 857-8799 長崎県佐世保市京坪町３－１０
長崎北郵便局 852-8799 長崎県長崎市川口町９－２０
西彼杵郵便局 851-2199 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷４６５－１
諫早郵便局 854-8799 長崎県諫早市八坂町１－７
島原郵便局 855-8799 長崎県島原市坂上町６９９０
福江郵便局 853-8799 長崎県五島市幸町１－１
長崎東郵便局 851-0199 長崎県長崎市かき道１－３９－１
平戸郵便局 859-5199 長崎県平戸市築地町４９９－１
早岐郵便局 859-3299 長崎県佐世保市早岐１－４－３０
日宇郵便局 857-1199 長崎県佐世保市日宇町６６８－２
郷ノ浦郵便局 811-5199 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１７６
厳原郵便局 817-8799 長崎県対馬市厳原町今屋敷６７６

熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
宇土郵便局 869-0499 熊本県宇土市浦田町２６－２
益城郵便局 861-2299 熊本県上益城郡益城町宮園７２１－６
松橋郵便局 869-0599 熊本県宇城市松橋町松橋９６４－１
熊本北郵便局 861-8799 熊本県菊池郡菊陽町光の森２－６－１
熊本東郵便局 862-8799 熊本県熊本市東区錦ケ丘１－１０
八代郵便局 866-8799 熊本県八代市本町２－３－３４
玉名郵便局 865-8799 熊本県玉名市中１８０８－２
人吉郵便局 868-8799 熊本県人吉市上青井町１３４－４
本渡郵便局 863-8799 熊本県天草市東浜町１－１９
山鹿郵便局 861-0599 熊本県山鹿市山鹿３１４
水俣郵便局 867-8799 熊本県水俣市浜町２－１－１
川尻郵便局 861-4199 熊本県熊本市南区八幡１１－２－１
荒尾郵便局 864-8799 熊本県荒尾市大正町２－１－１１
菊池郵便局 861-1399 熊本県菊池市隈府７７２－１
大津郵便局 869-1299 熊本県菊池郡大津町大津１１７３－４
植木郵便局 861-0199 熊本県熊本市北区植木町植木１８２－１
一の宮郵便局 869-2699 熊本県阿蘇市一の宮町宮地２３００
大矢野郵便局 869-3699 熊本県上天草市大矢野町登立９１５８－２
玖珠郵便局 879-4499 大分県玖珠郡玖珠町帆足４５２－４

大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町３－４－１８
三重郵便局 879-7199 大分県豊後大野市三重町市場１６１９－２
大分東郵便局 870-0199 大分県大分市森宮田９０８－１
日出郵便局 879-1599 大分県速見郡日出町２５４５－５
別府郵便局 874-8799 大分県別府市餅ケ浜町４－２３
津久見郵便局 879-2499 大分県津久見市中央町２９－１１
佐伯郵便局 876-8799 大分県佐伯市中村東町８－３５
大分南郵便局 870-1199 大分県大分市玉沢７８５－２
日田郵便局 877-8799 大分県日田市三本松２－５－２５

大分県

熊本県

佐賀県

長崎県



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
竹田郵便局 878-8799 大分県竹田市竹田町９７－２
中津郵便局 871-8799 大分県中津市中殿余木５０３－１－６
臼杵郵便局 875-8799 大分県臼杵市臼杵浜２－１０７－７１２
杵築郵便局 873-8799 大分県杵築市南杵築１６７１－３

豊後高田郵便局 879-0699 大分県豊後高田市金谷町１１８２－１
四日市郵便局 879-0499 大分県宇佐市葛原７８０－３
西都郵便局 881-8799 宮崎県西都市中央町２－３１
高鍋郵便局 884-8799 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋３５１６－２

宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４
えびの郵便局 889-4399 宮崎県えびの市原田３２３７－３
都城郵便局 885-8799 宮崎県都城市中町１４－１８
延岡郵便局 882-8799 宮崎県延岡市南町１－３－５
日向郵便局 883-8799 宮崎県日向市鶴町２－４－１
串間郵便局 888-8799 宮崎県串間市西方５６１６
飫肥郵便局 889-2599 宮崎県日南市飫肥１－４－３０
日南郵便局 887-8799 宮崎県日南市材木町１－１０
小林郵便局 886-8799 宮崎県小林市本町４０

大隅垂水郵便局 891-2199 鹿児島県垂水市栄町１９
種子島郵便局 891-3199 鹿児島県西之表市西町６１－１
伊集院郵便局 899-2599 鹿児島県日置市伊集院町下谷口１９３３

鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町１－２
鹿児島東郵便局 892-8799 鹿児島県鹿児島市山下町３－３
指宿郵便局 891-0499 鹿児島県指宿市大牟礼３－２０－６

鹿児島南郵便局 891-0199 鹿児島県鹿児島市谷山中央２－４５１９－１
鹿屋郵便局 893-8799 鹿児島県鹿屋市白崎町１－２０
末吉郵便局 899-8699 鹿児島県曽於市末吉町本町１－７－２
志布志郵便局 899-7199 鹿児島県志布志市志布志町志布志２－１２－１
国分郵便局 899-4399 鹿児島県霧島市国分中央３－３９－１
阿久根郵便局 899-1699 鹿児島県阿久根市栄町１３
出水郵便局 899-0299 鹿児島県出水市本町４－４６
川内郵便局 895-8799 鹿児島県薩摩川内市西向田町２－５
名瀬郵便局 894-8799 鹿児島県奄美市名瀬幸町３－１０
宮之城郵便局 895-1899 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地２０２５－１
大口郵便局 895-2599 鹿児島県伊佐市大口元町１１－１
加治木郵便局 899-5299 鹿児島県姶良市加治木町本町１７６
加世田郵便局 897-8799 鹿児島県南さつま市加世田麓町１０－１
川辺郵便局 897-0299 鹿児島県南九州市川辺町平山６６２３
串木野郵便局 896-8799 鹿児島県いちき串木野市大原町１５６
枕崎郵便局 898-8799 鹿児島県枕崎市松之尾町１８－１

那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川３－３－８
美栄橋郵便局 900-0015 沖縄県那覇市久茂地１－１－１

大分県

宮崎県

鹿児島

沖縄県


