
別添

■販売局一覧(324局)
都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町1－6

函館東郵便局 042-8799 北海道函館市湯川町2－9－1
小樽郵便局 047-8799 北海道小樽市色内1－8－1
東室蘭郵便局 050-8799 北海道室蘭市東町2－27－2
室蘭郵便局 051-8799 北海道室蘭市中央町1－1－10
浦河郵便局 057-8799 北海道浦河郡浦河町浜町7

札幌大通郵便局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西2－9
札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北6条東1－2－1
豊平郵便局 062-8799 北海道札幌市豊平区美園三条6－3－4
札幌西郵便局 063-8799 北海道札幌市西区山の手五条1－3－1
千歳郵便局 066-8799 北海道千歳市千代田町7－101－20
岩見沢郵便局 068-8799 北海道岩見沢市九条西2－1－5
旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通6－28－1
留萌郵便局 077-8799 北海道留萌市本町1－38
帯広郵便局 080-8799 北海道帯広市西3条南8－10

釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町13－2－1
根室郵便局 087-8799 北海道根室市本町4－41－2
北見郵便局 090-8799 北海道北見市北六条東1－1－1

青　森 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町1－7－24
岩　手 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通1－13－45
宮　城 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町1－7

仙台南郵便局 982-8791 宮城県仙台市太白区長町7－21－12
仙台東郵便局 983-8799 宮城県仙台市宮城野区原町6－2－32

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
山　形 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町1－7－24
福　島 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
茨　城 水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸1－4－29
栃　木 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町4－17
群　馬 前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町1－6－5
埼　玉 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
千　葉 千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港1－14－1
東　京 千代田霞が関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関1－2－1

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
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋3－22－5
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷1－5－12
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1－12－13
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
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿1－8－8
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野2－27－1
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋3－18－1
武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保3－1－26
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町2－14－36
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町7－21－1

神奈川 川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町1－2
横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島2－14－2
横浜中郵便局 231-0057 神奈川県横浜市中区曙町2－31
横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5－3

山　梨 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町6－10
長　野 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南長野南県町1085－4

松本郵便局 390-8799 長野県松本市中央2－7－5
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

新潟中郵便局 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通7番町1018
富　山 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り6－6

高岡郵便局 933-8799 富山県高岡市御馬出町34
石　川 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町1－1

金沢南郵便局 921-8799 石川県金沢市新保本4－65－2
小松郵便局 923-8799 石川県小松市園町ハ128－1

福　井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手3－1－28

「My旅切手レターブック」を発売日に郵便窓口で販売する郵便局

※下表の郵便局においても、品切れの場合はお取り寄せとなる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
　　また、発行部数が2万部のため、売り切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。



都道府県 局名 郵便番号 住所
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 静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町1－9

浜松郵便局 430-8799 静岡県浜松市中区旭町8－1
豊橋郵便局 440-8799 愛知県豊橋市神明町106

愛　知 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
名古屋中郵便局 460-8799 愛知県名古屋市中区大須3－1－10
名古屋東郵便局 461-8799 愛知県名古屋市東区白壁5－11
千種郵便局 464-8799 愛知県名古屋市千種区今池4－9－18

三　重 津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央1－1
滋　賀 大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜1－4
京　都 京都高島屋内郵便局 600-8001 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52

京都寺町松原郵便局 600-8028 京都府京都市下京区寺町通松原下る植松町702
京都四条柳馬場郵便局 600-8071 京都府京都市下京区柳馬場通四条下る相之町133
京都柳馬場松原郵便局 600-8078 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町295
京都東洞院仏光寺郵便局 600-8095 京都府京都市下京区東洞院通仏光寺上る扇酒屋町307
京都七条米浜郵便局 600-8135 京都府京都市下京区三ﾉ宮町通正面下る上三之宮町260
京都中珠数屋町郵便局 600-8153 京都府京都市下京区東洞院通正面上る廿人講町30
京都五条東洞院郵便局 600-8171 京都府京都市下京区不明門通五条下る上平野町447
京都東本願寺前郵便局 600-8173 京都府京都市下京区不明門通六条下る仏具屋町159
京都塩小路郵便局 600-8207 京都府京都市下京区上之町10-5

京都七条油小路郵便局 600-8222 京都府京都市下京区北小路通油小路東入文覚町381
京都本派本願寺郵便局 600-8269 京都府京都市下京区七条通猪熊東入西八百屋町142-2
京都大宮松原郵便局 600-8377 京都府京都市下京区大宮通松原下る上五条町386-3
京都四条大宮郵便局 600-8389 京都府京都市下京区大宮通四条下る四条大宮町26
京都若宮松原郵便局 600-8451 京都府京都市下京区若宮通松原下る亀屋町39
京都六条郵便局 600-8456 京都府京都市下京区六条通油小路東入天使突抜4-478

京都西洞院綾小路郵便局 600-8474 京都府京都市下京区西洞院通綾小路下る綾西洞院町739-1
京都堀川仏光寺郵便局 600-8482 京都府京都市下京区西堀川通仏光寺上る綾堀川町320-3
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

京都中堂寺坊城郵便局 600-8811 京都府京都市下京区中堂寺坊城町2-2
京都中堂寺郵便局 600-8814 京都府京都市下京区中堂寺庄ﾉ内町1
京都島原郵便局 600-8821 京都府京都市下京区小坂町7-6
京都西七条郵便局 600-8845 京都府京都市下京区朱雀北ﾉ口町5
京都御所ノ内郵便局 600-8863 京都府京都市下京区七条御所ﾉ内本町70
京都春日郵便局 600-8886 京都府京都市下京区西七条北月読町66
小野郷郵便局 601-0131 京都府京都市北区小野下ﾉ町78-1
鞍馬郵便局 601-1111 京都府京都市左京区鞍馬本町162

京都静市市原郵便局 601-1123 京都府京都市左京区静市市原町110-1
山城大原郵便局 601-1242 京都府京都市左京区大原来迎院町246
京都醍醐北郵便局 601-1327 京都府京都市伏見区醍醐切ﾚ戸町12
伏見醍醐郵便局 601-1351 京都府京都市伏見区醍醐和泉町7-2

京都パセオ・ダイゴロー郵便局 601-1375 京都府京都市伏見区醍醐高畑町30-1
伏見東郵便局 601-1399 京都府京都市伏見区醍醐鍵尾町1-2
京都石田郵便局 601-1432 京都府京都市伏見区石田内里町35
伏見小栗栖郵便局 601-1456 京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町6
京都駅八条口郵便局 601-8002 京都府京都市南区東九条上殿田町40
京都東九条郵便局 601-8027 京都府京都市南区東九条中御霊町44-1
京都札ノ辻郵便局 601-8031 京都府京都市南区東九条河辺町23
京都上鳥羽郵便局 601-8183 京都府京都市南区上鳥羽南島田町30
京都久世郵便局 601-8205 京都府京都市南区久世殿城町447-1
京都吉祥院郵便局 601-8330 京都府京都市南区吉祥院船戸町13-2

京都吉祥院観音堂郵便局 601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1-18
京都西九条郵便局 601-8414 京都府京都市南区西九条蔵王町52-2
京都十条郵便局 601-8433 京都府京都市南区西九条東柳ﾉ内町6
京都東寺郵便局 601-8438 京都府京都市南区西九条東比永城町27
京都羅城門郵便局 601-8447 京都府京都市南区西九条唐戸町2-2
京都唐橋郵便局 601-8451 京都府京都市南区唐橋川久保町1-19
京都八条郵便局 601-8473 京都府京都市南区大宮通八条下る九条町621-23

京都室町上立売郵便局 602-0029 京都府京都市上京区室町通上立売上る室町頭町287
京都大宮鞍馬口郵便局 602-0085 京都府京都市上京区大宮通鞍馬口上る若宮竪町94-1

京都府立医大病院内郵便局 602-0841 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465
京都出町郵便局 602-0846 京都府京都市上京区寺町通今出川下る米屋町289
京都荒神口郵便局 602-0856 京都府京都市上京区荒神口通河原町東入荒神町117

京都中立売室町郵便局 602-0918 京都府京都市上京区室町通一条下る薬屋町433-2
京都府庁前郵便局 602-8031 京都府京都市上京区釜座通下立売下る東裏辻町403-8

京都下立売堀川郵便局 602-8044 京都府京都市上京区下立売通堀川東入東橋詰町172-1
京都大宮丸太町郵便局 602-8134 京都府京都市上京区丸太町通大宮東入一町目857
京都聚楽郵便局 602-8155 京都府京都市上京区千本通丸太町下る主税町1208

京都中立売堀川郵便局 602-8241 京都府京都市上京区中立売通堀川西入役人町251-10
京都中立売千本郵便局 602-8288 京都府京都市上京区中立売通千本東入2-田丸町379-7
京都千本寺之内郵便局 602-8305 京都府京都市上京区千本通寺之内下る花車町483-7
京都仁和郵便局 602-8361 京都府京都市上京区御前通下立売上る西上之町255



都道府県 局名 郵便番号 住所
京　都 京都御前下立売郵便局 602-8365 京都府京都市上京区御前通下立売下る下之町407-1

京都北野郵便局 602-8381 京都府京都市上京区今出川通七本松西入真盛町727-2
京都寺ノ内郵便局 602-8411 京都府京都市上京区寺之内通猪熊東入東西町393
西陣郵便局 602-8799 京都府京都市上京区今出川通浄福寺西入2丁目東上善寺町152

京都柊野郵便局 603-8035 京都府京都市北区上賀茂朝露ｹ原町9-17
京都上賀茂郵便局 603-8077 京都府京都市北区上賀茂藤ﾉ木町31-7
京都出雲路郵便局 603-8146 京都府京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町285-102

京都小山西花池郵便局 603-8148 京都府京都市北区小山西花池町1-14
京都小山中溝郵便局 603-8156 京都府京都市北区小山中溝町32
京都紫野御所田郵便局 603-8166 京都府京都市北区紫野上御所田町62
京都小山初音郵便局 603-8172 京都府京都市北区小山初音町50
京都紫竹郵便局 603-8208 京都府京都市北区紫竹西桃ﾉ本町2-2

京都北大路千本郵便局 603-8235 京都府京都市北区紫野下御輿町12-1
京都大将軍郵便局 603-8331 京都府京都市北区大将軍西町47
京都小松原郵便局 603-8341 京都府京都市北区小松原北町55-3
金閣寺郵便局 603-8376 京都府京都市北区衣笠北天神森町32

京都大宮小野堀郵便局 603-8406 京都府京都市北区大宮東小野堀町39-2
京都鷹峯郵便局 603-8445 京都府京都市北区鷹峯藤林町6-348
京都北郵便局 603-8799 京都府京都市北区紫竹下本町39

京都衣棚夷川郵便局 604-0003 京都府京都市中京区衣棚通夷川上る花立町273-2
京都二条油小路郵便局 604-0051 京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町274
京都東洞院押小路郵便局 604-0836 京都府京都市中京区押小路通東洞院西入船屋町400-1
京都竹屋町高倉郵便局 604-0881 京都府京都市中京区竹屋町通高倉西入坂本町708
京都寺町二条郵便局 604-0931 京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町97-1
京都御池柳馬場郵便局 604-0955 京都府京都市中京区柳馬場通御池上る虎石町51
京都麩屋町竹屋町郵便局 604-0985 京都府京都市中京区麩屋町通竹屋町上る舟屋町419-1
京都三条御幸町郵便局 604-8076 京都府京都市中京区御幸町通三条下る海老屋町313
京都東洞院錦郵便局 604-8143 京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入阪東屋町653
京都新町蛸薬師郵便局 604-8212 京都府京都市中京区新町通蛸薬師上る六角町368
京都西洞院三条郵便局 604-8241 京都府京都市中京区三条通西洞院東入釜座町1
京都大宮六角郵便局 604-8344 京都府京都市中京区大宮通六角下る六角大宮町233
京都西ノ京職司郵便局 604-8381 京都府京都市中京区西ﾉ京職司町69-18
京都西ノ京内畑郵便局 604-8417 京都府京都市中京区西ﾉ京内畑町24-10
京都西ノ京西月光郵便局 604-8423 京都府京都市中京区西ﾉ京西月光町50
京都西ノ京伯楽郵便局 604-8451 京都府京都市中京区西ﾉ京御輿岡町16-9
京都西ノ京上合郵便局 604-8483 京都府京都市中京区西ﾉ京南上合町96

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
京都壬生坊城郵便局 604-8804 京都府京都市中京区壬生坊城町25-5
京都壬生松原郵便局 604-8824 京都府京都市中京区壬生高樋町65-12
京都西院郵便局 604-8854 京都府京都市中京区壬生仙念町24

京都三条大橋郵便局 605-0009 京都府京都市東山区三条通大橋東入大橋町94
京都知恩院前郵便局 605-0014 京都府京都市東山区東大路三条下る北木之元町525-2
京都三条広道郵便局 605-0034 京都府京都市東山区三条通白川橋東入4-中之町210-5
京都祇園郵便局 605-0079 京都府京都市東山区大和大路通四条上ﾙ常盤町153

京都大和大路郵便局 605-0815 京都府京都市東山区大和大路通松原下る北御門町251
京都月見町郵便局 605-0829 京都府京都市東山区東大路松原上る5丁目月見町5
京都清水郵便局 605-0862 京都府京都市東山区清水5-127
京都下馬町郵便局 605-0873 京都府京都市東山区渋谷通東大路東入2丁目下馬町491
京都今熊野郵便局 605-0951 京都府京都市東山区東大路七条下る東瓦町677

京都赤十字病院内郵便局 605-0975 京都府京都市東山区泉涌寺雀ｹ森町7-16
京都本町郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町10-189
京都大仏前郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町4-136
京都鳥羽道郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町20-454-1
東山郵便局 605-8799 京都府京都市東山区大和大路通五条下る石垣町西側42

京都岩倉幡枝郵便局 606-0004 京都府京都市左京区岩倉北池田町5-1
京都岩倉郵便局 606-0025 京都府京都市左京区岩倉中町419
京都上高野郵便局 606-0093 京都府京都市左京区上高野上荒蒔町2-1
京都北山郵便局 606-0841 京都府京都市左京区下鴨南芝町38-7

京都洛北高校前郵便局 606-0851 京都府京都市左京区下鴨梅ﾉ木町1-2
京都下鴨高木郵便局 606-0864 京都府京都市左京区下鴨高木町34-1
京都山端郵便局 606-8003 京都府京都市左京区山端川原町8-4

京都高野竹屋郵便局 606-8104 京都府京都市左京区高野竹屋町31-2
京都高野東開郵便局 606-8107 京都府京都市左京区高野東開町1-10
京都一乗寺郵便局 606-8151 京都府京都市左京区一乗寺花ﾉ木町12
京都田中郵便局 606-8205 京都府京都市左京区田中上柳町60

京都田中樋ノ口郵便局 606-8223 京都府京都市左京区田中東樋ﾉ口町21-3
京都百万遍郵便局 606-8225 京都府京都市左京区田中門前町77
京都田中高原郵便局 606-8243 京都府京都市左京区田中東高原町46
京都北白川郵便局 606-8265 京都府京都市左京区北白川東小倉町1

京都吉田牛ノ宮郵便局 606-8305 京都府京都市左京区吉田河原町1-6
京都吉田郵便局 606-8314 京都府京都市左京区吉田下大路町13
京都岡崎郵便局 606-8322 京都府京都市左京区岡崎入江町39



都道府県 局名 郵便番号 住所
京　都 京都天王町郵便局 606-8332 京都府京都市左京区岡崎東天王町39

京都二条川端郵便局 606-8356 京都府京都市左京区二条通川端東入石原町280-1
京都聖護院郵便局 606-8392 京都府京都市左京区聖護院山王町16-20

京都丸太町川端郵便局 606-8395 京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町11-18
京都大学病院内郵便局 606-8397 京都府京都市左京区聖護院川原町54
京都浄土寺郵便局 606-8412 京都府京都市左京区浄土寺馬場町16
左京郵便局 606-8799 京都府京都市左京区高野竹屋町1-1

山科四宮郵便局 607-8029 京都府京都市山科区四ﾉ宮大将軍町5-2
京都山科音羽郵便局 607-8071 京都府京都市山科区音羽千本町18-26
京都山科竹鼻郵便局 607-8089 京都府京都市山科区竹鼻西ﾉ口町21
京都東野郵便局 607-8152 京都府京都市山科区東野八代20-1

京都山科椥辻郵便局 607-8160 京都府京都市山科区椥辻東浦町1-5
京都山科大宅郵便局 607-8182 京都府京都市山科区大宅坂ﾉ辻町25-25
京都勧修寺郵便局 607-8212 京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町196
京都山科川田郵便局 607-8331 京都府京都市山科区川田御輿塚町27-5
京都山科西野郵便局 607-8341 京都府京都市山科区西野今屋敷町3-15
京都山科御陵郵便局 607-8424 京都府京都市山科区御陵原西町9
京都北花山郵便局 607-8475 京都府京都市山科区北花山横田町26
山科郵便局 607-8799 京都府京都市山科区西野阿芸沢町1-5

京都桂坂郵便局 610-1102 京都府京都市西京区御陵大枝山町5-27-4
京都大枝北福西郵便局 610-1112 京都府京都市西京区大枝北福西町3-2-1
京都上里郵便局 610-1124 京都府京都市西京区大原野上里紅葉町3-1

京都大原野灰方郵便局 610-1132 京都府京都市西京区大原野灰方町189-3
京都大枝西新林郵便局 610-1141 京都府京都市西京区大枝西新林町5-1-1

京都大原野西竹の里郵便局 610-1145 京都府京都市西京区大原野西竹の里町1-19-4
洛西郵便局 610-1199 京都府京都市西京区大原野東境谷町2-3

伏見西浦郵便局 612-0029 京都府京都市伏見区深草西浦町3-69
伏見墨染郵便局 612-0082 京都府京都市伏見区深草山村町1006
伏見稲荷郵便局 612-0807 京都府京都市伏見区深草稲荷中之町53

京都深草大亀谷郵便局 612-0846 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町166-54
京都藤森郵便局 612-0868 京都府京都市伏見区深草直違橋南1-497-8
深草郵便局 612-0889 京都府京都市伏見区深草直違橋3-391

伏見桃山西尾郵便局 612-8003 京都府京都市伏見区桃山町西尾26-1
京都桃山南口郵便局 612-8018 京都府京都市伏見区桃山町丹後23-3
伏見桃山郵便局 612-8031 京都府京都市伏見区桃山町松平筑前10-18
京都御駕篭郵便局 612-8065 京都府京都市伏見区御駕籠町89-4
京都京町郵便局 612-8083 京都府京都市伏見区京町2-236-1
伏見京町北郵便局 612-8083 京都府京都市伏見区京町9-46-1
京都向島郵便局 612-8112 京都府京都市伏見区向島本丸町7

京都向島四ツ谷池郵便局 612-8136 京都府京都市伏見区向島四ﾂ谷池14-10
京都納所郵便局 612-8271 京都府京都市伏見区納所岸ﾉ下16-1
伏見竹田口郵便局 612-8305 京都府京都市伏見区上神泉苑町801
京都西大手筋郵便局 612-8368 京都府京都市伏見区周防町331-29
京都下川原郵便局 612-8416 京都府京都市伏見区竹田流池町118-5
京都竹田郵便局 612-8428 京都府京都市伏見区竹田西桶ﾉ井町153
京都小久保郵便局 612-8437 京都府京都市伏見区深草小久保町123
伏見下鳥羽郵便局 612-8466 京都府京都市伏見区下鳥羽城ﾉ越町97
京都横大路郵便局 612-8483 京都府京都市伏見区横大路草津町66-1

伏見羽束師鴨川郵便局 612-8484 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-3
伏見羽束師菱川郵便局 612-8487 京都府京都市伏見区羽束師菱川町311-10

伏見郵便局 612-8799 京都府京都市伏見区撞木町1148
京都淀池上郵便局 613-0904 京都府京都市伏見区淀池上町85-2
京都三条口郵便局 615-0001 京都府京都市右京区西院上今田町25
京都東中水郵便局 615-0042 京都府京都市右京区西院東中水町7
京都四条乾郵便局 615-0061 京都府京都市右京区西院乾町56
京都山ノ内郵便局 615-0093 京都府京都市右京区山ﾉ内宮前町4
京都西京極郵便局 615-0852 京都府京都市右京区西京極西川町43
京都葛野郵便局 615-0881 京都府京都市右京区西京極北大入町12
京都梅津郵便局 615-0913 京都府京都市右京区梅津南上田町36

京都梅津徳丸郵便局 615-0935 京都府京都市右京区梅津徳丸町9
京都下津林郵便局 615-8036 京都府京都市西京区下津林南大般若町43-1
京都桂郵便局 615-8072 京都府京都市西京区桂木ﾉ下町14-19

京都桂上豆田郵便局 615-8082 京都府京都市西京区桂上豆田町39-37
京都川島郵便局 615-8111 京都府京都市西京区川島松園町97-2
京都樫原郵便局 615-8183 京都府京都市西京区樫原分田5-3
京都桂西口郵便局 615-8191 京都府京都市西京区川島有栖川町35-1
京都上桂郵便局 615-8227 京都府京都市西京区上桂宮ﾉ後町33-4
京都山田郵便局 615-8264 京都府京都市西京区山田六ﾉ坪町8-62
京都松尾郵便局 615-8293 京都府京都市西京区松室庄田町4-2
右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町16

京都嵐山郵便局 616-0014 京都府京都市西京区嵐山谷ｹ辻子町37
京都竜安寺郵便局 616-8021 京都府京都市右京区花園天授ｹ岡町10-19



都道府県 局名 郵便番号 住所
京　都 京都花園郵便局 616-8041 京都府京都市右京区花園寺ﾉ前町53-19

京都太秦安井郵便局 616-8077 京都府京都市右京区太秦安井馬塚町5
京都太秦一ノ井郵便局 616-8107 京都府京都市右京区太秦一ﾉ井町26
京都太秦朱雀郵便局 616-8137 京都府京都市右京区太秦朱雀町1-20
京都桂ケ原郵便局 616-8167 京都府京都市右京区太秦多藪町19-7
京都宇多野郵便局 616-8208 京都府京都市右京区宇多野福王子町22
京都常盤郵便局 616-8224 京都府京都市右京区常盤窪町15-18
京都広沢郵便局 616-8304 京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町12-10
京都嵯峨野郵便局 616-8314 京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町31-6
京都嵯峨郵便局 616-8381 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町18-7
京都愛宕郵便局 616-8421 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町3-3
京都西郵便局 616-8799 京都府京都市右京区嵯峨五島町1-64
福知山郵便局 620-8799 福知山市天田北本町一区１１２－４

大　阪 大阪中央郵便局 530-0001 大阪市北区梅田1-3-1大阪駅前第一ビル地下１階
大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町1－3－8
茨木郵便局 567-8799 茨木市中穂積１－１－４０
布施郵便局 577-8799 東大阪市永和２－３－５
寝屋川郵便局 572-8799 寝屋川市初町４－５
堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町2－16

兵　庫 神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6－2－1
尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通2－11－1
明石郵便局 673-8799 明石市樽屋町１－７
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

倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形1－8－15
広　島 福山郵便局 720-8799 広島県福山市東桜町3－4

広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町1－4－1
広島東郵便局 732-8799 広島県広島市南区松原町2－62
広島西郵便局 733-8799 広島県広島市西区天満町5－10
呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央2－1－1

山　口 下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町2－12－12
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

松山西郵便局 791-8799 愛媛県松山市古三津6－13－16
新居浜郵便局 792-8799 愛媛県新居浜市繁本町3－2

高　知 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町1－10－18
福　岡 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

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
早良郵便局 814-8799 福岡県福岡市早良区高取1－1－1
博多南郵便局 816-8799 福岡県福岡市博多区元町2－2－12
大牟田郵便局 836-8799 福岡県大牟田市不知火町1－4－7

佐　賀 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原2－1－35
長　崎 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町1－1

長崎北郵便局 852-8799 長崎県長崎市川口町9－20
熊　本 熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町2－1－1

熊本東郵便局 862-8799 熊本県熊本市東区錦ケ丘1－10
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

都城郵便局 885-8799 宮崎県都城市中町14－18
鹿児島 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
沖　縄 那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壷川3－3－8

那覇東郵便局 902-8799 沖縄県那覇市寄宮1－3－1
宮古郵便局 906-8799 沖縄県宮古島市平良西里782－7
八重山郵便局 907-8799 沖縄県石垣市大川12


