
別添
■「京急電鉄 1000形」販売局一覧

都道府県 局名 郵便番号 住所
東京都 第一生命館内郵便局 100-0006 東京都千代田区有楽町1－13－1

東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2－7－2
港芝浦郵便局 108-0023 東京都港区芝浦3－4－17
高輪郵便局 108-8799 東京都港区三田3－8－6
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽4－4－2
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
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
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
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町2－14－36

神奈川県 川崎大師海岸郵便局 210-0811 神奈川県川崎市川崎区大師河原2－5－17
川崎大師郵便局 210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町4－32
川崎港郵便局 210-0899 神奈川県川崎市川崎区南渡田町1－3
川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町1－2
中原郵便局 211-8799 神奈川県川崎市中原区小杉町3－436
川崎駅西口郵便局 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町72－1
高津郵便局 213-8799 神奈川県川崎市高津区末長1－40－28
登戸郵便局 214-8799 神奈川県川崎市多摩区登戸1685－1
麻生郵便局 215-8799 神奈川県川崎市麻生区万福寺5－1－1
宮前郵便局 216-8799 神奈川県川崎市宮前区有馬4－1－1
横浜駅西口郵便局 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1－10－6
横浜戸部本町郵便局 220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町25－5
横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島2－14－2
横浜新子安郵便局 221-0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安1－8－2
東神奈川駅前郵便局 221-0044 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川1－2－1
港北郵便局 222-8799 神奈川県横浜市港北区菊名6－20－18
綱島郵便局 223-8799 神奈川県横浜市港北区綱島台17－13
都筑郵便局 224-8799 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央33－1
青葉郵便局 225-8799 神奈川県横浜市青葉区荏田西1－7－5
緑郵便局 226-8799 神奈川県横浜市緑区中山町149－4
鶴見駅前郵便局 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1－10－14
横浜生麦郵便局 230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦4－14－7
鶴見郵便局 230-8799 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3－22－1
横浜住吉町郵便局 231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町1－13
横浜日之出町郵便局 231-0066 神奈川県横浜市中区日ノ出町1－24
横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5－3
横浜南太田郵便局 232-0006 神奈川県横浜市南区南太田1－32－34
横浜弘明寺郵便局 232-0067 神奈川県横浜市南区弘明寺町270
横浜南郵便局 232-8799 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町1－1
横浜上大岡郵便局 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1－15－1
上大岡駅前郵便局 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1－6－1
港南郵便局 233-8799 神奈川県横浜市港南区最戸1－20－6
港南台郵便局 234-8799 神奈川県横浜市港南区港南台8－11－3
磯子郵便局 235-8799 神奈川県横浜市磯子区森3－1－15
横浜金沢振興センター郵便局 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1－5－2
横浜並木郵便局 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木1－17－1
横浜金沢文庫郵便局 236-0014 神奈川県横浜市金沢区寺前1－1－28
横浜金沢八景郵便局 236-0028 神奈川県横浜市金沢区洲崎町8－12
六浦駅前郵便局 236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦5－36－20
横浜六浦郵便局 236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東2－4－3
金沢文庫駅前郵便局 236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2－16－7
横浜富岡郵便局 236-0051 神奈川県横浜市金沢区富岡東5－19－19
能見台駅前郵便局 236-0053 神奈川県横浜市金沢区能見台通17－1
横浜能見台郵便局 236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台3－1－7
横浜金沢郵便局 236-8799 神奈川県横浜市金沢区泥亀2－10－2
追浜郵便局 237-0064 神奈川県横須賀市追浜町3－13
田浦郵便局 237-8799 神奈川県横須賀市田浦町2－83－1
横須賀三春西郵便局 238-0012 神奈川県横須賀市安浦町3－15－1
横須賀三春郵便局 238-0014 神奈川県横須賀市三春町3－5－1
横須賀上町北郵便局 238-0017 神奈川県横須賀市上町2－1
横須賀上町郵便局 238-0017 神奈川県横須賀市上町3－8
横須賀森崎郵便局 238-0023 神奈川県横須賀市森崎2－14－5
横須賀森崎四郵便局 238-0023 神奈川県横須賀市森崎4－1－16
横須賀汐入郵便局 238-0042 神奈川県横須賀市汐入町2－5
横須賀坂本郵便局 238-0043 神奈川県横須賀市坂本町3－41－1
横須賀逸見郵便局 238-0045 神奈川県横須賀市東逸見町1－30
横須賀不入斗郵便局 238-0051 神奈川県横須賀市不入斗町4－1
初声郵便局 238-0113 神奈川県三浦市初声町入江52－1
南下浦郵便局 238-0199 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3391－1
三浦郵便局 238-0299 神奈川県三浦市三崎町諸磯43－1
横須賀武郵便局 238-0313 神奈川県横須賀市武5－11－1



都道府県 局名 郵便番号 住所
神奈川県 武山郵便局 238-0315 神奈川県横須賀市林2－1－38

長井郵便局 238-0399 神奈川県横須賀市長井3－47－5
横須賀郵便局 238-8799 神奈川県横須賀市小川町8
横須賀馬堀海岸郵便局 239-0801 神奈川県横須賀市馬堀海岸2－27－1
横須賀大津郵便局 239-0808 神奈川県横須賀市大津町1－20－34
新大津駅前郵便局 239-0808 神奈川県横須賀市大津町4－8－4
横須賀新町郵便局 239-0821 神奈川県横須賀市東浦賀2－6－12
横須賀浦賀郵便局 239-0822 神奈川県横須賀市浦賀7－13－16
横須賀野比郵便局 239-0841 神奈川県横須賀市野比1－7－4
北下浦郵便局 239-0842 神奈川県横須賀市長沢1－37－9
横須賀津久井郵便局 239-0843 神奈川県横須賀市津久井3－21－1
久里浜郵便局 239-8799 神奈川県横須賀市久里浜5－10－1
横須賀長坂郵便局 240-0101 神奈川県横須賀市長坂3－3－13
横須賀秋谷郵便局 240-0105 神奈川県横須賀市秋谷1－2－35
葉山一色郵便局 240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色1999－4
葉山郵便局 240-0199 神奈川県三浦郡葉山町一色965－1
大船郵便局 247-8799 神奈川県鎌倉市大船2－20－23
鎌倉郵便局 248-8799 神奈川県鎌倉市小町1－10－3
逗子桜山郵便局 249-0005 神奈川県逗子市桜山2－3－37
逗子郵便局 249-8799 神奈川県逗子市逗子6－1－3


