
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
神奈川県 鶴見 230-8799 横浜市鶴見区鶴見中央3-22-1

鶴見駅前 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央1-10-14
横浜豊岡 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町28-14
横浜六角橋 221-0802 横浜市神奈川区六角橋1-4-1
横浜中央 220-8799 横浜市西区高島2-14-2

横浜ランドマークタワー 220-8172 横浜市西区みなとみらい2-2-1
クイーンズスクエア横浜 220-0012 横浜市西区みなとみらい2-3-4

横浜駅西口 220-0005 横浜市西区南幸1-10-16
横浜港 231-8799 横浜市中区日本大通5-3

横浜市役所内 231-0017 横浜市中区港町1-1
シルクセンター内 231-0023 横浜市中区山下町1
横浜中華街 231-0023 横浜市中区山下町123-1
横浜中 231-0057 横浜市中区曙町2-31

石川町駅前 231-0868 横浜市中区石川町2-76
横浜本町 231-0005 横浜市中区本町3-30-7
横浜本牧原 231-0821 横浜市中区本牧原8-1
横浜南 232-8799 横浜市南区井土ケ谷上町1-1
港南 233-8799 横浜市港南区最戸1-20-6

港南台駅前 234-0054 横浜市港南区港南台3-3-1
横浜上大岡 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-15-1
上大岡駅前 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1
保土ヶ谷 240-8799 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-8
横浜旭 241-8799 横浜市旭区本村町44-2

鶴ヶ峯駅前 241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰1-2-11
磯子 235-8799 横浜市磯子区森3-1-15

横浜杉田 235-0033 横浜市磯子区杉田1-1-1
洋光台駅前 235-0045 横浜市磯子区洋光台3-13-11
横浜金沢 236-8799 横浜市金沢区泥亀2-10-2

金沢文庫駅前 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東2-16-7
横浜並木 236-0005 横浜市金沢区並木1-17-1
横浜六浦川 236-0031 横浜市金沢区六浦4-23-23
港北 222-8799 横浜市港北区菊名6-20-18
綱島 223-8799 横浜市港北区綱島台17-13

新横浜駅前 222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-14
日吉駅内 223-0061 横浜市港北区日吉2-1-1
緑 226-8799 横浜市緑区中山町149-4

鴨居駅前 226-0003 横浜市緑区鴨居4-1-14
長津田 226-0027 横浜市緑区長津田6-7-1
青葉 225-8799 横浜市青葉区荏田西1-7-5
青葉台 227-0062 横浜市青葉区青葉台1-13-1

横浜美しが丘 225-0002 横浜市青葉区美しが丘2-21-10
都筑 224-8799 横浜市都筑区茅ヶ崎中央33-1

横浜センター北駅前 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-1-3
仲町台駅前 224-0041 横浜市都筑区仲町台1-34-11
戸塚 244-8799 横浜市戸塚区戸塚町4102-1

横浜川上 244-0805 横浜市戸塚区川上町570-4
東戸塚駅東口 244-0801 横浜市戸塚区品濃町524-1
横浜泉 245-8799 横浜市泉区和泉中央北1-41-1
瀬谷 246-8799 横浜市瀬谷区瀬谷4-45-10

三ツ境駅北口 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境5-35
川崎中央 210-8799 川崎市川崎区榎町1-2
川崎港 210-0899 川崎市川崎区南渡田町1-3
川崎京町 210-0848 川崎市川崎区京町1-5-1
川崎渡田 210-0852 川崎市川崎区鋼管通3-2-3
川崎砂子 210-0006 川崎市川崎区砂子2-1-9
川崎大師 210-0816 川崎市川崎区大師町4-32
川崎駅西口 212-0013 川崎市幸区堀川町72-1
中原 211-8799 川崎市中原区小杉町3-436

武蔵小杉タワープレイス内 211-0063 川崎市中原区小杉町1-403-1
川崎上小田中 211-0053 川崎市中原区上小田中6-19-2
川崎新丸子 211-0005 川崎市中原区新丸子町769
川崎新城 211-0044 川崎市中原区新城5-1-15
高津 213-8799 川崎市高津区末長1-40-28

溝ノ口中央通 213-0001 川崎市高津区溝口1-14-15
溝ノ口ノクティビル内 213-0001 川崎市高津区溝口1-3-1

川崎溝ノ口 213-0001 川崎市高津区溝口3-15-12
川崎子母口 213-0023 川崎市高津区子母口458-2
宮前 216-8799 川崎市宮前区有馬4-1-1

川崎鷺沼 216-0005 川崎市宮前区土橋3-3-1
登戸 214-8799 川崎市多摩区登戸1685-1
麻生 215-8799 川崎市麻生区万福寺5-1-1

新百合ヶ丘 215-0021 川崎市麻生区上麻生1-18-1
橋本 252-0199 相模原市緑区西橋本5-2-1
大沢 252-0134 相模原市緑区下九沢1752-10
城山 252-0105 相模原市緑区久保沢2-1-30

相模原相原 252-0141 相模原市緑区相原4-12-3
相模原 252-0299 相模原市中央区富士見1-1-20

淵野辺駅前 252-0233 相模原市中央区鹿沼台1-14-11



都道府県 局名 郵便番号 住所
神奈川県 番田駅前 252-0243 相模原市中央区上溝373-11

相模原四 252-0231 相模原市中央区相模原4-3-14
田名 252-0244 相模原市中央区田名5248
淵野辺 252-0206 相模原市中央区淵野辺4-13-6

相模原古淵 252-0344 相模原市南区古淵3-2-8
相模原若松 252-0334 相模原市南区若松5-25-3
相模原双葉 252-0316 相模原市南区双葉2-15-5

相模原相武台団地 252-0323 相模原市南区相武台団地2-3-4
相模原東林間 252-0311 相模原市南区東林間5-12-3

麻溝 252-0336 相模原市南区当麻841-6
久里浜 239-8799 横須賀市久里浜5-10-1
横須賀 238-8799 横須賀市小川町8

横須賀汐入 238-0042 横須賀市汐入町2-5
追浜 237-0064 横須賀市追浜町3-13

横須賀馬堀海岸 239-0801 横須賀市馬堀海岸2-27-1
横須賀不入斗 238-0051 横須賀市不入斗町4-1

平塚 254-8799 平塚市追分1-33
平塚紅谷 254-0043 平塚市紅谷町14-22
平塚西 259-1201 平塚市南金目1259
平塚駅前 254-0811 平塚市八重咲町2-1
平塚本宿 254-0052 平塚市平塚2-30-1
鎌倉 248-8799 鎌倉市小町1-10-3
大船 247-8799 鎌倉市大船2-20-23

鎌倉雪ノ下 248-0005 鎌倉市雪ノ下1-10-6
大船ルミネウィング内 247-0056 鎌倉市大船1-4-1

鎌倉長谷 248-0016 鎌倉市長谷1-15-11
藤沢北 252-0899 藤沢市高倉1220
藤沢 251-8799 藤沢市藤沢115-2

藤沢慶応前 252-0816 藤沢市遠藤4250-1
六会 252-0813 藤沢市亀井野2-14-2
江ノ島 251-0036 藤沢市江の島1-4-13
藤沢南口 251-0023 藤沢市鵠沼花沢町1-4
鵠沼海岸 251-0037 藤沢市鵠沼海岸3-1-12
湘南台駅前 252-0804 藤沢市湘南台2-5-5

藤沢湘南ライフタウン 251-0861 藤沢市大庭5681-30
長後 252-0801 藤沢市長後672-2
辻堂 251-0047 藤沢市辻堂1-4-2
片瀬 251-0032 藤沢市片瀬4-14-10

藤沢片瀬山 251-0033 藤沢市片瀬山2-8-8
小田原 250-8799 小田原市栄町1-13-13
小田原東 256-8799 小田原市前川14-1
鴨宮駅前 250-0875 小田原市南鴨宮3-35-32
茅ヶ崎 253-8799 茅ヶ崎市新栄町13-20

茅ヶ崎松が丘 253-0025 茅ヶ崎市松が丘1-1-74
茅ヶ崎富士見 253-0031 茅ヶ崎市富士見町16-8

逗子 249-8799 逗子市逗子6-1-3
秦野 257-8799 秦野市室町2-44

秦野東海大学前 257-0003 秦野市南矢名230-1
渋沢駅前 259-1315 秦野市柳町1-13-1
厚木北 243-0299 厚木市下荻野970
厚木 243-8799 厚木市田村町2-18

愛甲石田駅前 243-0027 厚木市愛甲東1-1-14
厚木妻田 243-0812 厚木市妻田北1-2-3
厚木旭 243-0013 厚木市泉町5-11

厚木緑ヶ丘 243-0041 厚木市緑ケ丘2-2-11
大和 242-8799 大和市深見西3-1-29

大和桜ヶ丘 242-0014 大和市上和田981-1
大和中央一 242-0021 大和市中央1-6-15
中央林間駅前 242-0007 大和市中央林間3-10-15
南林間駅前 242-0006 大和市南林間2-10-12
伊勢原 259-1199 伊勢原市田中432
海老名 243-0499 海老名市中央2-7-5
座間 252-8799 座間市相模が丘1-36-34

さがみ野駅前 252-0005 座間市さがみ野2-2-23
座間駅前 252-0024 座間市入谷5-1881-58
南足柄 250-0199 南足柄市関本156
綾瀬 252-1199 綾瀬市小園698-7
綾瀬中 252-1107 綾瀬市深谷中7-10-21
葉山 240-0199 葉山町一色965-1

葉山一色 240-0111 葉山町一色1999-4
葉山堀内 240-0112 葉山町堀内936-8
寒川 253-0199 寒川町宮山187
大磯 255-0003 大磯町大磯1043-1
二宮 259-0199 二宮町二宮400-8
松田 258-8799 松田町松田惣領1596-1
山北岸 258-0112 山北町岸1326-3
箱根強羅 250-0408 箱根町強羅1300-39
箱根町 250-0599 箱根町箱根79
湯河原 259-0399 湯河原町土肥2-2-5
愛川 243-0399 愛川町角田145



都道府県 局名 郵便番号 住所
山梨県 甲府中央 400-8799 甲府市太田町6-10

甲府駅前 400-0031 甲府市丸の内2-1-10
甲府大鎌田 400-0058 甲府市宮原町1334-8
甲府東光寺 400-0807 甲府市東光寺1-12-14
富士吉田 403-8799 富士吉田市中曽根3-1-1
山梨 405-8799 山梨市小原西1043
竜王 400-0199 甲斐市名取12-1
石和 406-8799 笛吹市石和町市部458
上野原 409-0199 上野原市上野原1070
青柳 400-0599 富士川町青柳町1210
河口湖 401-0399 富士河口湖町船津3451


