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都道府県 局名 郵便番号 住所

旭川東郵便局 078-8799 北海道旭川市東旭川町共栄98－4
小樽郵便局 047-8799 北海道小樽市色内1－8－1
帯広郵便局 080-8799 北海道帯広市西三条南8－10
上川郵便局 078-1799 北海道上川郡上川町北町515

釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町13－2－1
倶知安郵便局 044-8799 北海道虻田郡倶知安町南一条東1－17
札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東1－2－1
千歳郵便局 066-8799 北海道千歳市千代田町7－101－20
苫小牧郵便局 053-8799 北海道苫小牧市若草町4－2－8
函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町1－6
青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町1－7－24
青森西郵便局 038-8799 青森県青森市石江岡部48－1
八戸郵便局 031-8799 青森県八戸市城下4－25－9

岩手 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通1－13－45
石巻郵便局 986-8799 宮城県石巻市南中里3－15－42
新仙台郵便局 982-8799 宮城県仙台市太白区鈎取字谷地田80
仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町1－7

秋田 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町5－1
酒田郵便局 998-8799 山形県酒田市新井田町10－1

山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町1－7－24
山形南郵便局 990-9799 山形県山形市白山1－13－8
いわき郵便局 970-8799 福島県いわき市平正月町49－1
郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日2－24－6

福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町10－30
茨城 多賀郵便局 316-8799 茨城県日立市多賀町1－11－10
群馬 高崎郵便局 370-8799 群馬県高崎市高松町5－6
埼玉 所沢郵便局 359-8799 埼玉県所沢市並木1－3

柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町6－29
成田郵便局 286-8799 千葉県成田市赤坂2－1－3
綾瀬郵便局 252-1199 神奈川県綾瀬市小園698－7
神奈川郵便局 221-8799 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町2丁目1-10
川崎東郵便局 219-8799 神奈川県川崎市川崎区東扇島88

山梨 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町6－10
赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂8－4－17
神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町2－12
銀座郵便局 100-8799 東京都中央区銀座8-20-26
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋3－22－5
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1－12－13
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿1－8－8
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋2－1－1
東京国際郵便局 138-8799 東京都江東区新砂3-5-14
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋3－18－1
日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋1－18－1

新潟 新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通2－6－26
長野 長野東郵便局 381-8799 長野県長野市東和田708－1
岐阜 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町1－3－2
静岡 静岡南郵便局 422-8799 静岡県静岡市駿河区有明町2－10
愛知 豊橋南郵便局 441-8799 愛知県豊橋市中野町上新切1－1
三重 四日市西郵便局 512-8799 三重県四日市市智積町6227
滋賀 大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜1－4

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
中京郵便局 604-8799 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町30番地
福知山郵便局 620-8799 京都府福知山市天田北本町一区112－4
茨木郵便局 567-8799 大阪府茨木市中穂積1－1－40
大阪北郵便局 530-8799 大阪府大阪市北区大淀中1－1－52
大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町1－3－8
堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町2－16

寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町4－5
布施郵便局 577-8799 大阪府東大阪市永和2－3－5
明石郵便局 673-8799 兵庫県明石市樽屋町1－7
尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通2－11－1

神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6－2－1
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町210

奈良 奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町5－3－3
和歌山 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁4
鳥取 鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町101
島根 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町138
岡山 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下2－1－1

広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町1－4－1
三原郵便局 723-8799 広島県三原市城町2-13-33
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都道府県 局名 郵便番号 住所

下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町2－12－12
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
徳島 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町1－2
香川 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町1－15
愛媛 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町3－5－2
高知 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町1－10－18

飯塚郵便局 820-8799 福岡県飯塚市本町4－1
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
久留米東郵便局 839-8799 福岡県久留米市御井旗崎4－3－7
新福岡郵便局 811-8799 福岡県福岡市東区蒲田4-13-70
太宰府郵便局 818-0199 福岡県太宰府市五条2－2－10
福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神4－3－1

佐賀 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原2－1－35
佐世保郵便局 857-8799 長崎県佐世保市京坪町3－10
長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町1－1
熊本北郵便局 861-8799 熊本県菊池郡菊陽町光の森2－6－1
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

大分 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町3－4－18
宮崎 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通1－1－34

鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町1－2
加治木郵便局 899-5299 鹿児島県姶良市加治木町本町176
串木野郵便局 896-8799 鹿児島県いちき串木野市大原町156
国分郵便局 899-4399 鹿児島県霧島市国分中央3－39－1

※2016年6月1日に、新たに八戸郵便局及び石巻郵便局を追加しています。
※2016年4月1日に、静岡中央郵便局から静岡南郵便局へ、四日市郵便局から四日市西郵便局へ差出郵便局を変更しています。
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