
別添
■オリジナル フレーム切手セット「裕次郎永遠に（ゆうじろうとわに）」販売郵便局一覧
都道府県名 局名 郵便番号 住所

北海道 北海道大学前郵便局 001-0017 札幌市北区北十七条西4-2-20
札幌北二十三条郵便局 001-0023 札幌市北区北23条西5-1-1
札幌北二十四条西郵便局 001-0024 札幌市北区北二十四条西14-8-15
札幌北二十八条郵便局 001-0028 札幌市北区北二十八条西15-3-10
札幌北二十九条郵便局 001-0029 札幌市北区北二十九条西5-2-1
札幌北二十九条西郵便局 001-0029 札幌市北区北二十九条西9-2-17
札幌北三十四条郵便局 001-0034 札幌市北区北三十四条西4-2-26

札幌麻生郵便局 001-0040 札幌市北区北四十条西4-2-20
札幌新琴似一条郵便局 001-0901 札幌市北区新琴似一条10-6-11
札幌新琴似五条郵便局 001-0905 札幌市北区新琴似五条11-5-10

札幌新琴似郵便局 001-0907 札幌市北区新琴似七条5-3-19
札幌新琴似七条郵便局 001-0907 札幌市北区新琴似七条17-1-1
札幌新琴似八条郵便局 001-0908 札幌市北区新琴似八条8-2-15
札幌新琴似八条西郵便局 001-0908 札幌市北区新琴似八条13-4-11
札幌新琴似十一条郵便局 001-0911 札幌市北区新琴似十一条8-6-12
札幌新川一条郵便局 001-0921 札幌市北区新川一条5-3-26
札幌新川二条郵便局 001-0922 札幌市北区新川二条7-3-38
札幌新川四条郵便局 001-0924 札幌市北区新川四条13-2-22

札幌北郵便局 001-8799 札幌市北区新琴似四条2-12-5
札幌屯田郵便局 002-0853 札幌市北区屯田三条4-11-15

札幌屯田四条郵便局 002-0854 札幌市北区屯田四条7-1-1
札幌屯田七条郵便局 002-0857 札幌市北区屯田七条8-1-1
札幌屯田八条郵便局 002-0858 札幌市北区屯田八条4-5-1

札幌太平郵便局 002-8008 札幌市北区太平八条5-2-13
篠路駅前郵便局 002-8024 札幌市北区篠路四条7-1-11
茨戸郵便局 002-8042 札幌市北区東茨戸二条1-1-26

札幌拓北郵便局 002-8067 札幌市北区拓北七条3-1-20
札幌あいの里郵便局 002-8071 札幌市北区あいの里一条4-22-15

札幌あいの里三条郵便局 002-8073 札幌市北区あいの里三条3-2-1
篠路郵便局 002-8799 札幌市北区篠路三条5-1-5

白石栄通郵便局 003-0021 札幌市白石区栄通8-1-2
札幌菊水北郵便局 003-0807 札幌市白石区菊水七条2-2-6
札幌白石郵便局 003-8799 札幌市白石区平和通7-南4-1

札幌もみじ台西郵便局 004-0013 札幌市厚別区もみじ台西6-1-5
札幌青葉郵便局 004-0021 札幌市厚別区青葉町6-1-13
札幌北野郵便局 004-0867 札幌市清田区北野七条5-7-4
厚別郵便局 004-8799 札幌市厚別区厚別中央二条5-1-1

札幌南郵便局 005-8799 札幌市南区真駒内泉町1-1-1
手稲富丘郵便局 006-0012 札幌市手稲区富丘二条4-2-8
手稲本町郵便局 006-0022 札幌市手稲区手稲本町二条2-4-15

手稲稲穂二条郵便局 006-0032 札幌市手稲区稲穂二条3-1-3
手稲金山郵便局 006-0042 札幌市手稲区金山2条2-1-8

手稲新発寒郵便局 006-0805 札幌市手稲区新発寒五条6-8-1
手稲駅前郵便局 006-0811 札幌市手稲区前田一条12-1-1
手稲稲積郵便局 006-0813 札幌市手稲区前田三条7-5-16
手稲前田郵便局 006-0816 札幌市手稲区前田六条16-4-8
手稲曙通郵便局 006-0834 札幌市手稲区曙四条2-3-16
手稲曙東郵便局 006-0841 札幌市手稲区曙十一条1-3-18

手稲星置駅前郵便局 006-0851 札幌市手稲区星置一条3-3-2
手稲郵便局 006-8799 札幌市手稲区前田七条11-1-1

札幌北三十八条郵便局 007-0838 札幌市東区北三十八条東16-1-4
札幌北四十三条郵便局 007-0843 札幌市東区北四十三条東16-2-10

丘珠郵便局 007-8799 札幌市東区丘珠町90-7
函館人見郵便局 040-0005 函館市人見町17-19
函館時任郵便局 040-0012 函館市時任町23-8

函館公園通郵便局 040-0044 函館市青柳町18-13
函館元町郵便局 040-0054 函館市元町28-13
函館海岸郵便局 040-0061 函館市海岸町12-9



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 函館大手郵便局 040-0064 函館市大手町10-21

函館松川郵便局 040-0074 函館市松川町23-26
函館万代郵便局 040-0075 函館市万代町14-28
函館北浜郵便局 040-0078 函館市北浜町2-16
函館白鳥郵便局 040-0082 函館市白鳥町15-34
函館中央郵便局 040-8799 函館市新川町1-6
函館桔梗郵便局 041-0808 函館市桔梗3-25-3
函館富岡郵便局 041-0811 函館市富岡町1-10-11
函館昭和郵便局 041-0812 函館市昭和1-28-21

五稜郭駅前郵便局 041-0813 函館市亀田本町63-2
函館神山郵便局 041-0832 函館市神山2-19-1
千代田郵便局 041-1222 北斗市千代田308-2

新函館北斗駅前郵便局 041-1242 北斗市市渡788-18
北斗北郵便局 041-1299 北斗市本町2-7-11

函館上湯川郵便局 042-0914 函館市上湯川町11-2
函館柏木郵便局 042-0942 函館市柏木町11-35
乙部郵便局 043-0199 爾志郡乙部町緑町228-7
館平郵便局 043-0399 二海郡八雲町熊石相沼町66-2
熊石郵便局 043-0499 二海郡八雲町熊石根崎町58

厚沢部郵便局 043-1199 檜山郡厚沢部町新町19-2
江差郵便局 043-8799 檜山郡江差町姥神町49-2

倶知安郵便局 044-8799 虻田郡倶知安町南一条東1-17
岩内郵便局 045-8799 岩内郡岩内町高台180-2

余市駅前郵便局 046-0003 余市郡余市町黒川町7-60-19
余市大川郵便局 046-0004 余市郡余市町大川町16-8-9

余市モイレ郵便局 046-0011 余市郡余市町入舟町327-3
余市沢町郵便局 046-0022 余市郡余市町沢町2-70-14
古平浜町郵便局 046-0121 古平郡古平町浜町68
古平郵便局 046-0199 古平郡古平町入船町9-1
美国郵便局 046-0299 積丹郡積丹町美国町船澗98
余別郵便局 046-0322 積丹郡積丹町余別町18
入舸郵便局 046-0327 積丹郡積丹町入舸町80
野塚郵便局 046-0399 積丹郡積丹町野塚町16-4

赤井川郵便局 046-0501 余市郡赤井川村赤井川84-26
都郵便局 046-0541 余市郡赤井川村都87

余市郵便局 046-8799 余市郡余市町大川町6-31
小樽若竹郵便局 047-0001 小樽市若竹町6-7

ウイングベイ小樽内郵便局 047-0008 小樽市築港11-3
小樽奥沢郵便局 047-0013 小樽市奥沢1-17-5

小樽奥沢三郵便局 047-0013 小樽市奥沢3-15-4
小樽住吉郵便局 047-0016 小樽市信香町9-10
小樽入船郵便局 047-0021 小樽市入船3-17-27
小樽最上郵便局 047-0023 小樽市最上1-23-2
小樽花園郵便局 047-0024 小樽市花園4-8-14

小樽花園二郵便局 047-0024 小樽市花園2-4-4
小樽堺町郵便局 047-0027 小樽市堺町6-14
小樽駅前郵便局 047-0032 小樽市稲穂3-10-19
小樽稲穂郵便局 047-0032 小樽市稲穂4-2-7

小樽産業会館内郵便局 047-0032 小樽市稲穂2-17-1
小樽緑町郵便局 047-0034 小樽市緑1-5-5
小樽緑二郵便局 047-0034 小樽市緑2-25-2
小樽長橋郵便局 047-0036 小樽市長橋3-1-2

小樽長橋四郵便局 047-0036 小樽市長橋4-10-19
小樽錦町郵便局 047-0039 小樽市錦町12-11
小樽豊川郵便局 047-0043 小樽市豊川町14-7

小樽梅ヶ枝郵便局 047-0044 小樽市梅ケ枝町13-1
小樽赤岩郵便局 047-0046 小樽市赤岩2-19-23
小樽祝津郵便局 047-0047 小樽市祝津2-203-8
小樽高島郵便局 047-0048 小樽市高島2-5-21
朝里郵便局 047-0152 小樽市新光2-6-5



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 小樽望洋台郵便局 047-0155 小樽市望洋台2-30-5

小樽桜町郵便局 047-0156 小樽市桜1-5-17
銭函郵便局 047-0261 小樽市銭函2-8-1

小樽銭函西郵便局 047-0261 小樽市銭函1-30-34
張碓郵便局 047-0266 小樽市張碓町239
小樽郵便局 047-8799 小樽市色内1-8-1

ニセコ郵便局 048-1599 虻田郡ニセコ町本通103-1
銀山郵便局 048-2335 余市郡仁木町銀山2-67
仁木郵便局 048-2405 余市郡仁木町北町4-69-2
忍路郵便局 048-2561 小樽市忍路1-371
蘭島郵便局 048-2562 小樽市蘭島1-5-12
塩谷郵便局 048-2672 小樽市塩谷1-18-14

北斗浜分郵便局 049-0101 北斗市追分2-16-6
七重浜郵便局 049-0111 北斗市七重浜2-28-14
久根別郵便局 049-0121 北斗市久根別2-26-7
北斗郵便局 049-0199 北斗市飯生2-11-1

茂辺地郵便局 049-0281 北斗市茂辺地2-5-44
渡島当別郵便局 049-0282 北斗市当別4-2-18
泉沢郵便局 049-0405 上磯郡木古内町泉沢176
札苅郵便局 049-0411 上磯郡木古内町札苅225-1

木ノ子郵便局 049-0606 檜山郡上ノ国町木ノ子49-1
涌元郵便局 049-1104 上磯郡知内町涌元173-1
福島郵便局 049-1399 松前郡福島町三岳9-3
吉岡郵便局 049-1453 松前郡福島町吉岡97
白神郵便局 049-1524 松前郡松前町白神273
松前郵便局 049-1599 松前郡松前町松城11
江良郵便局 049-1799 松前郡松前町江良426-1

駒ケ岳郵便局 049-2141 茅部郡森町駒ケ岳482
掛澗郵便局 049-2221 茅部郡森町砂原西3-108-12
砂原郵便局 049-2222 茅部郡森町砂原2-41-4

尾白内郵便局 049-2301 茅部郡森町尾白内町398-13
森港郵便局 049-2302 茅部郡森町港町44-4

森本町郵便局 049-2325 茅部郡森町本町44
森郵便局 049-2399 茅部郡森町御幸町120

渡島濁川郵便局 049-2462 茅部郡森町濁川237-3
石倉郵便局 049-2463 茅部郡森町石倉町623-1
落部郵便局 049-2562 二海郡八雲町落部552-1
山越郵便局 049-2671 二海郡八雲町山越197

野田生郵便局 049-2672 二海郡八雲町野田生251
八雲駅前郵便局 049-3106 二海郡八雲町富士見町27-1
八雲宮園郵便局 049-3115 二海郡八雲町出雲町48-3
八雲郵便局 049-3199 二海郡八雲町本町265-1
黒岩郵便局 049-3341 二海郡八雲町黒岩31-1
種川郵便局 049-4324 瀬棚郡今金町種川366-2
今金郵便局 049-4399 瀬棚郡今金町今金153
丹羽郵便局 049-4433 久遠郡せたな町北檜山区丹羽5-12

北桧山郵便局 049-4599 久遠郡せたな町北檜山区北檜山366-16
苫小牧郵便局 053-8799 苫小牧市若草町4-2-8
平取郵便局 055-0199 沙流郡平取町本町32-12

貫気別郵便局 055-0321 沙流郡平取町貫気別125-1
荷負郵便局 055-0324 沙流郡平取町荷負86-3
振内郵便局 055-0499 沙流郡平取町振内町20-2
日高郵便局 055-2399 沙流郡日高町本町東1-297-36
富川郵便局 055-8799 沙流郡日高町富川北3-2-1

静内御幸郵便局 056-0017 日高郡新ひだか町静内御幸町6-1-9
御園郵便局 056-0141 日高郡新ひだか町静内御園112-2
静内郵便局 056-8799 日高郡新ひだか町静内御幸町2-2-2

浦河堺町郵便局 057-0033 浦河郡浦河町堺町東1-6-3
西舎郵便局 057-0171 浦河郡浦河町西舎335
浦河郵便局 057-8799 浦河郡浦河町浜町7



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 幌満郵便局 058-0002 様似郡様似町幌満59-3

様似本町郵便局 058-0026 様似郡様似町本町2-131
鵜苫郵便局 058-0033 様似郡様似町鵜苫112

えりも郵便局 058-0299 幌泉郡えりも町本町205
えりも岬郵便局 058-0342 幌泉郡えりも町えりも岬197
日高目黒郵便局 058-0422 幌泉郡えりも町目黒115
庶野郵便局 058-0499 幌泉郡えりも町庶野649-28
様似郵便局 058-8799 様似郡様似町錦町6-6
門別郵便局 059-2199 沙流郡日高町門別本町215-10
清畠郵便局 059-2245 沙流郡日高町清畠812-2
厚賀郵便局 059-2299 沙流郡日高町厚賀町156番57
新和郵便局 059-2341 新冠郡新冠町新和156
新冠郵便局 059-2404 新冠郡新冠町東町15-7
節婦郵便局 059-2412 新冠郡新冠町節婦町202

東静内郵便局 059-2561 日高郡新ひだか町東静内62-1
春立郵便局 059-2565 日高郡新ひだか町静内春立92
富沢郵便局 059-3101 日高郡新ひだか町三石富澤23
三石郵便局 059-3199 日高郡新ひだか町三石本町190-1
本桐郵便局 059-3299 日高郡新ひだか町三石本桐205-21
歌笛郵便局 059-3351 日高郡新ひだか町三石歌笛73-2
荻伏郵便局 059-3451 浦河郡浦河町荻伏町28-2
野深郵便局 059-3454 浦河郡浦河町野深112-3

札幌北一条郵便局 060-0001 札幌市中央区北一条西10
札幌北一条中郵便局 060-0001 札幌市中央区北一条西7-北一条

北海道庁赤れんが前郵便局 060-0002 札幌市中央区北二条西4-3
札幌北二条中郵便局 060-0002 札幌市中央区北二条西2-26
北海道庁内郵便局 060-0003 札幌市中央区北三条西6
札幌北三条郵便局 060-0003 札幌市中央区北三条西3-1

札幌北四条西郵便局 060-0004 札幌市中央区北四条西19
札幌北五条中郵便局 060-0005 札幌市中央区北五条西6-1-1
札幌北五条郵便局 060-0005 札幌市中央区北五条西14-1-30

札幌北七条西郵便局 060-0007 札幌市中央区北七条西24-2-6
札幌中央市場前郵便局 060-0010 札幌市中央区北十条西21-2-30
札幌桑園駅前郵便局 060-0011 札幌市中央区北十一条西14-1-35
札幌北二条郵便局 060-0032 札幌市中央区北二条東2

永山記念公園前郵便局 060-0032 札幌市中央区北二条東7
苗穂駅前郵便局 060-0032 札幌市中央区北二条東12-98

サッポロファクトリー内郵便局 060-0032 札幌市中央区北二条東4
札幌大通公園前郵便局 060-0042 札幌市中央区大通西4-6-8

札幌大通郵便局 060-0042 札幌市中央区大通西2-9
札幌南一条東郵便局 060-0051 札幌市中央区南一条東5-1
札幌南四条郵便局 060-0054 札幌市中央区南四条東2-15
札幌南一条郵便局 060-0061 札幌市中央区南一条西5-20

札幌南一条中郵便局 060-0061 札幌市中央区南一条西11-327-6
札幌南一条西郵便局 060-0061 札幌市中央区南一条西18-1
札幌丸井内郵便局 060-0061 札幌市中央区南一条西2-11
札幌南二条郵便局 060-0062 札幌市中央区南二条西7-5-6
札幌南三条郵便局 060-0063 札幌市中央区南三条西3

札幌駅パセオ郵便局 060-0806 札幌市北区北六条西2-1
札幌北七条郵便局 060-0807 札幌市北区北七条西6-1-4

札幌合同庁舎内郵便局 060-0808 札幌市北区北八条西2-1-1
札幌北大病院前郵便局 060-0814 札幌市北区北十四条西5-8-1

札幌中央郵便局 060-8799 札幌市東区北六条東1-2-1
弁華別郵便局 061-0208 石狩郡当別町弁華別157-33
中小屋郵便局 061-0211 石狩郡当別町中小屋1703-8
当別郵便局 061-0299 石狩郡当別町弥生51-4

札比内郵便局 061-0505 樺戸郡月形町札比内1002
月形郵便局 061-0599 樺戸郡月形町市北5

晩生内郵便局 061-0600 樺戸郡浦臼町晩生内228-652
鶴沼郵便局 061-0602 樺戸郡浦臼町キナウスナイ186-505



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 浦臼郵便局 061-0699 樺戸郡浦臼町浦臼内172-53

北広島西の里郵便局 061-1105 北広島市西の里東1-13-15
北広島元町郵便局 061-1121 北広島市中央1-2-2

北広島中央六郵便局 061-1121 北広島市中央6-11-10
北広島広葉郵便局 061-1134 北広島市広葉町3-9-6
北広島里見郵便局 061-1147 北広島市里見町4-1-3
北広島郵便局 061-1199 北広島市栄町1-5-1
輪厚郵便局 061-1268 北広島市輪厚中央1-2-10

北広島西郵便局 061-1299 北広島市大曲中央1-5-3
島松郵便局 061-1351 恵庭市島松東町3-1-1

恵庭恵み野中郵便局 061-1373 恵庭市恵み野西5-3-2
恵庭恵み野郵便局 061-1373 恵庭市恵み野西1-23-1
恵庭黄金郵便局 061-1409 恵庭市黄金南1-10-4
恵庭漁町郵便局 061-1414 恵庭市漁町22
恵庭有明郵便局 061-1431 恵庭市有明町1-13-11

恵庭柏木中通郵便局 061-1434 恵庭市柏陽町3-22-10
恵庭駅前郵便局 061-1448 恵庭市相生町2-1
恵庭郵便局 061-1499 恵庭市住吉町2-5-12
藤野郵便局 061-2282 札幌市南区藤野二条7-2-5
幌郵便局 061-3103 石狩市浜益区幌21-9

浜益郵便局 061-3199 石狩市浜益区浜益630-2
石狩花川南一条郵便局 061-3201 石狩市花川南一条2-130
石狩花川南五条郵便局 061-3205 石狩市花川南五条2-218-2
石狩花川南八条郵便局 061-3208 石狩市花川南八条3-25
石狩南高校前郵便局 061-3208 石狩市花川南八条5-5

石狩花川北二条郵便局 061-3212 石狩市花川北二条5-57-6
石狩市役所前郵便局 061-3217 石狩市花川北七条1-7-1

石狩郵便局 061-3299 石狩市花川北三条2-200
石狩親船郵便局 061-3377 石狩市親船町60-9
石狩北郵便局 061-3399 石狩市八幡2-332-13
石狩高岡郵便局 061-3481 石狩市八幡町高岡251-5
望来郵便局 061-3523 石狩市厚田区望来94-22
厚田郵便局 061-3699 石狩市厚田区厚田44-6
太美郵便局 061-3799 石狩郡当別町太美町1480-58

札幌西岡二条郵便局 062-0032 札幌市豊平区西岡二条3-2-20
豊平六郵便局 062-0903 札幌市豊平区豊平三条7-3-15
豊平郵便局 062-8799 札幌市豊平区美園三条6-3-4

札幌山の手郵便局 063-0003 札幌市西区山の手三条7-1-37
札幌福井郵便局 063-0012 札幌市西区福井3-1-35

札幌平和一条郵便局 063-0021 札幌市西区平和一条2-1-3
札幌西野中郵便局 063-0033 札幌市西区西野三条7-1-42
札幌西野東郵便局 063-0034 札幌市西区西野四条3-2-15
札幌西野南郵便局 063-0036 札幌市西区西野六条3-14-14

札幌西野八条郵便局 063-0038 札幌市西区西野八条8-1-15
札幌宮の沢西郵便局 063-0052 札幌市西区宮の沢二条4-7-10
札幌西町北郵便局 063-0061 札幌市西区西町北6-1-7
札幌宮の沢郵便局 063-0061 札幌市西区西町北19-1-12

札幌二十四軒郵便局 063-0801 札幌市西区二十四軒一条4-2-10
札幌二十四軒南郵便局 063-0802 札幌市西区二十四軒二条7-2-9

琴似駅前郵便局 063-0811 札幌市西区琴似一条2-7-3
琴似二条郵便局 063-0812 札幌市西区琴似二条5-1-8

札幌発寒五条郵便局 063-0825 札幌市西区発寒五条3-11-3
札幌発寒駅前郵便局 063-0829 札幌市西区発寒九条13-1-3

札幌発寒十一条郵便局 063-0831 札幌市西区発寒十一条4-19-12
札幌八軒一条郵便局 063-0841 札幌市西区八軒一条西1-1-26

札幌八軒郵便局 063-0845 札幌市西区八軒五条西1-1-58
札幌八軒西郵便局 063-0846 札幌市西区八軒六条西7-1-24
札幌八軒東郵便局 063-0865 札幌市西区八軒五条東4-1-20
札幌西郵便局 063-8799 札幌市西区山の手五条1-3-1
札幌円山郵便局 064-0802 札幌市中央区南二条西24-1-1



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 札幌南五条郵便局 064-0805 札幌市中央区南五条西6-13-1

札幌南六条郵便局 064-0806 札幌市中央区南六条西12-1302-22
札幌南六条西郵便局 064-0806 札幌市中央区南六条西22-1-11
札幌南八条西郵便局 064-0808 札幌市中央区南八条西9-1032
札幌南八条郵便局 064-0808 札幌市中央区南八条西4-288
札幌南九条郵便局 064-0809 札幌市中央区南九条西17-1-25
札幌南十条郵便局 064-0810 札幌市中央区南十条西6-6-18

札幌南十一条郵便局 064-0811 札幌市中央区南十一条西14-1-6
札幌北一条西郵便局 064-0821 札幌市中央区北一条西20-2-5
札幌北三条西郵便局 064-0823 札幌市中央区北三条西28-2-1
札幌南十四条郵便局 064-0914 札幌市中央区南十四条西7-2-17

札幌南十四条西郵便局 064-0914 札幌市中央区南十四条西18-1-13
山鼻東屯田通郵便局 064-0918 札幌市中央区南十八条西8-1-22

札幌南二十一条郵便局 064-0921 札幌市中央区南二十一条西12-3-7
札幌南二十七条郵便局 064-0927 札幌市中央区南二十七条西11-1-17

札幌双子山郵便局 064-0946 札幌市中央区双子山1-7-7
札幌宮の森郵便局 064-0952 札幌市中央区宮の森二条10-3-10

北海道神宮前郵便局 064-0959 札幌市中央区宮ケ丘2-1-1
山鼻郵便局 064-8799 札幌市中央区南十六条西15-2-1

札幌美香保郵便局 065-0017 札幌市東区北十七条東8-1-5
札幌東郵便局 065-8799 札幌市東区北二十五条東16-1-13
千歳東郊郵便局 066-0021 千歳市東郊2-7-17

千歳梅ケ丘郵便局 066-0025 千歳市梅ケ丘2-1-17
千歳末広郵便局 066-0027 千歳市末広4-8-12

千歳長都駅前郵便局 066-0031 千歳市長都駅前2-7-10
千歳富丘郵便局 066-0034 千歳市富丘4-12-5
千歳北栄郵便局 066-0037 千歳市新富2-1-31

千歳ヤマセミ郵便局 066-0043 千歳市朝日町4-32-1
千歳白樺郵便局 066-0056 千歳市白樺2-4-7
千歳駅前郵便局 066-0062 千歳市千代田町5-1-2
千歳春日郵便局 066-0065 千歳市春日町3-1-7-2

千歳自由ケ丘郵便局 066-0072 千歳市自由ケ丘3-3-2
支笏湖郵便局 066-0281 千歳市支笏湖温泉番外地
千歳郵便局 066-8799 千歳市千代田町7-101-20

江別若草郵便局 067-0004 江別市若草町11-7
江別西郵便局 067-0031 江別市元町34-9

江別見晴台郵便局 067-0032 江別市元江別873-12
江別郵便局 067-8799 江別市王子16-15

岩見沢日の出郵便局 068-0005 岩見沢市五条東15-43
岩見沢六条郵便局 068-0005 岩見沢市五条東2-2-22

岩見沢三条中郵便局 068-0023 岩見沢市三条西4
岩見沢三条郵便局 068-0023 岩見沢市三条西11-1-4
岩見沢元町郵便局 068-0052 岩見沢市元町二条西1-12
茂世丑郵便局 068-0114 岩見沢市栗沢町茂世丑455
栗沢郵便局 068-0199 岩見沢市栗沢町北本町172-1
継立郵便局 068-0353 夕張郡栗山町継立363-36

夕張本町郵便局 068-0403 夕張市本町3-338
鹿ノ谷郵便局 068-0413 夕張市鹿の谷3-3
若菜郵便局 068-0425 夕張市若菜10
夕張郵便局 068-0499 夕張市末広1-92

夕張清陵郵便局 068-0535 夕張市清水沢清陵町62
夕張南清水沢郵便局 068-0536 夕張市南清水沢4-13

南大夕張郵便局 068-0545 夕張市南部東町73
遠幌郵便局 068-0549 夕張市南部岳見町13

清水沢郵便局 068-0599 夕張市清水沢宮前町15
沼ノ沢郵便局 068-0751 夕張市沼ノ沢35
登川郵便局 068-0753 夕張市登川国有地

紅葉山郵便局 068-0799 夕張市紅葉山81-3
岩見沢美園郵便局 068-0814 岩見沢市美園四条4-1-9
岩見沢栄町郵便局 068-0821 岩見沢市栄町1-12-14



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 上志文郵便局 068-0836 岩見沢市上志文町55-5

岩見沢志文郵便局 068-0844 岩見沢市志文本町四条4-1-27
新篠津郵便局 068-1199 石狩郡新篠津村第46線北12
北村郵便局 068-1204 岩見沢市北村栄町591-4

幾春別郵便局 068-2116 三笠市幾春別町1-318-6
三笠弥生郵便局 068-2126 三笠市弥生町2-16-19
唐松郵便局 068-2136 三笠市唐松栄町1-180-1

三笠幌内郵便局 068-2143 三笠市幌内北星町14-2
三笠岡山郵便局 068-2165 三笠市岡山54-18
三笠郵便局 068-2199 三笠市高美町1-7

美流渡郵便局 068-3171 岩見沢市栗沢町美流渡本町50-3
岩見沢郵便局 068-8799 岩見沢市九条西2-1-5
南幌郵便局 069-0299 空知郡南幌町栄町4-1-8

上幌向郵便局 069-0362 岩見沢市上幌向南一条3-1256-6
岩見沢幌向郵便局 069-0371 岩見沢市幌向南一条2-159
野幌錦町郵便局 069-0811 江別市錦町42-5
野幌駅前郵便局 069-0813 江別市野幌町37-7
野幌若葉郵便局 069-0831 江別市野幌若葉町39-9

江別文京台郵便局 069-0833 江別市文京台30-15
江別大麻西郵便局 069-0846 江別市大麻桜木町26-1

江別大麻東町郵便局 069-0852 江別市大麻東町14-11
江別大麻郵便局 069-0854 江別市大麻中町2-48
川端郵便局 069-1141 夕張郡由仁町川端842
三川郵便局 069-1199 夕張郡由仁町三川旭町284
由仁郵便局 069-1299 夕張郡由仁町中央21

北長沼郵便局 069-1304 夕張郡長沼町東1線北14
長沼郵便局 069-1399 夕張郡長沼町中央南1-2-28

南長沼郵便局 069-1454 夕張郡長沼町東4線南6
角田郵便局 069-1524 夕張郡栗山町角田11-1
栗山郵便局 069-1599 夕張郡栗山町中央3-238
野幌郵便局 069-8799 江別市野幌町68-5

旭川新富郵便局 070-0002 旭川市新富二条1-5-9
旭川駅内郵便局 070-0030 旭川市宮下通8-3-1
旭川七条郵便局 070-0037 旭川市七条通14-左9
旭川九条郵便局 070-0039 旭川市九条通9-右10
旭川川端郵便局 070-0813 旭川市川端町三条7-1-28
旭川北門郵便局 070-0825 旭川市北門町15-2145
旭川住吉郵便局 070-0865 旭川市住吉五条2-3-37

旭川春光六郵便局 070-0871 旭川市春光一条9-14-2
旭川春光郵便局 070-0874 旭川市春光四条6-4-1
旭川神楽郵便局 070-8005 旭川市神楽五条4-2-6
旭川中央郵便局 070-8799 旭川市六条通6-28-1
西神楽郵便局 071-0173 旭川市西神楽北一条2-230-3
美瑛郵便局 071-0299 上川郡美瑛町栄町2-1-2

朗根内郵便局 071-0352 上川郡美瑛町朗根内
美馬牛郵便局 071-0461 上川郡美瑛町美馬牛北2-5-1
東中郵便局 071-0528 空知郡上富良野町東8線北18号

東川北郵便局 071-1404 上川郡東川町西4-北29
東川郵便局 071-1424 上川郡東川町南町1-2-1

東川八号郵便局 071-1425 上川郡東川町西町8-2-1
東神楽郵便局 071-1501 上川郡東神楽町南一条西1-1-1
ひじり野郵便局 071-1521 上川郡東神楽町ひじり野北一条9-1-8
東鷹栖郵便局 071-8111 旭川市東鷹栖東一条3-272-24
旭川北郵便局 071-8131 旭川市末広一条7-1-25
旭川末広郵便局 071-8134 旭川市末広四条3-5-13

旭川末広五条郵便局 071-8135 旭川市末広五条10-8-11
旭川春光台郵便局 071-8143 旭川市春光台三条4-1-1

美唄東一条北郵便局 072-0002 美唄市東一条北5-2-1
東明郵便局 072-0805 美唄市東明三条2-1-14

南美唄郵便局 072-0822 美唄市南美唄町大通り2



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 美唄郵便局 072-8799 美唄市西三条南2-1-1

新十津川郵便局 073-1103 樺戸郡新十津川町中央301-7
幌加内郵便局 074-0499 雨竜郡幌加内町幌加内
朱鞠内郵便局 074-0742 雨竜郡幌加内町朱鞠内
西達布郵便局 076-0201 富良野市西達布5144-2
東山郵便局 076-0202 富良野市東山5081-1

富良野郵便局 076-8799 富良野市若松町4-1
比布郵便局 078-0399 上川郡比布町寿町1-1-7
豊田郵便局 078-1272 旭川市東旭川町豊田574-7

旭山動物園前郵便局 078-8203 旭川市東旭川町日ノ出273
旭川五条郵便局 078-8215 旭川市五条通18-521
旭川豊岡郵便局 078-8234 旭川市豊岡四条1-3-19

旭川豊岡東郵便局 078-8236 旭川市豊岡六条4-2-4
旭川豊岡十四条郵便局 078-8244 旭川市豊岡十四条7-3-10

東旭川郵便局 078-8251 旭川市東旭川北一条6-1-4
旭川緑が丘郵便局 078-8303 旭川市緑が丘三条3-1
旭川宮下郵便局 078-8330 旭川市宮下通21-左7

旭川東光四条郵便局 078-8344 旭川市東光四条2-3-18
旭川東光南郵便局 078-8354 旭川市東光十四条6-2-3

旭正郵便局 078-8368 旭川市東旭川町旭正318-1
千代ケ岡郵便局 078-8381 旭川市西神楽一線24-465-24
旭川東郵便局 078-8799 旭川市東旭川町共栄98-4
旭川緑南郵便局 078-8804 旭川市緑が丘東四条1-3-18
峰延郵便局 079-0174 美唄市峰延2933

茶志内郵便局 079-0266 美唄市茶志内町本町
幾寅郵便局 079-2499 空知郡南富良野町幾寅977-5
落合郵便局 079-2551 空知郡南富良野町落合163

永山西郵便局 079-8415 旭川市永山五条2-4-10
永山南郵便局 079-8417 旭川市永山七条6-5-3
永山七条郵便局 079-8417 旭川市永山七条12-5-4
永山郵便局 079-8799 旭川市永山二条18-2-22

釧路新富士郵便局 084-0904 釧路市新富士町3-3-12
釧路星が浦郵便局 084-0912 釧路市星が浦大通2-8-6
釧路西郵便局 084-8799 釧路市鳥取大通7-6-5
釧路松浦郵便局 085-0005 釧路市松浦町9-14
釧路川上郵便局 085-0012 釧路市川上町7-2

釧路北大通六郵便局 085-0015 釧路市北大通6-1-7
フィッシャーマンズワーフ郵便局 085-0016 釧路市錦町2-4-3

釧路駅前郵便局 085-0018 釧路市黒金町13-1-8
釧路浪花郵便局 085-0021 釧路市浪花町7-1
釧路新栄郵便局 085-0032 釧路市新栄町20-12
釧路春日郵便局 085-0041 釧路市春日町1-4
釧路新川郵便局 085-0047 釧路市新川町14-16
釧路豊川郵便局 085-0053 釧路市豊川町13-9

釧路愛国西郵便局 085-0057 釧路市愛国西1-31-18
釧路愛国郵便局 085-0058 釧路市愛国東2-5-16
釧路芦野郵便局 085-0061 釧路市芦野2-13-28
釧路美原郵便局 085-0065 釧路市美原4-1-31
阿寒湖郵便局 085-0499 釧路市阿寒町阿寒湖温泉2-6-13

釧路白樺台郵便局 085-0804 釧路市白樺台2-25-6
釧路桜ヶ岡郵便局 085-0805 釧路市桜ケ岡4-3-32

釧路桜ヶ岡五郵便局 085-0805 釧路市桜ケ岡5-10-17
釧路武佐郵便局 085-0806 釧路市武佐2-1-15
釧路若草郵便局 085-0806 釧路市武佐3-47-28
釧路望洋郵便局 085-0813 釧路市春採4-10-4
釧路貝塚郵便局 085-0815 釧路市材木町21-44
釧路住吉郵便局 085-0821 釧路市鶴ケ岱1-1-21

釧路鶴ヶ岱郵便局 085-0821 釧路市鶴ケ岱3-2-2
釧路城山郵便局 085-0831 釧路市住吉2-4-6

釧路富士見郵便局 085-0832 釧路市富士見1-1-20



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 釧路南大通郵便局 085-0841 釧路市南大通8-1-8

釧路大町郵便局 085-0847 釧路市大町5-1-1
鶴居郵便局 085-1299 阿寒郡鶴居村鶴居西3-29

釧路中央郵便局 085-8799 釧路市幸町13-2-1
中西別郵便局 086-0399 野付郡別海町中西別光町8

中標津東九条郵便局 086-1049 標津郡中標津町東九条北1-4-2
中標津郵便局 086-1199 標津郡中標津町西五条南1-1-6
開陽郵便局 086-1272 標津郡中標津町開陽24線85

尾岱沼郵便局 086-1644 野付郡別海町尾岱沼潮見町67
八木浜郵便局 086-1841 目梨郡羅臼町八木浜町26-1
根室西浜郵便局 087-0025 根室市西浜町4-68-1
根室大正郵便局 087-0028 根室市大正町1-2
根室平内郵便局 087-0048 根室市平内町2-36
珸瑤瑁郵便局 087-0164 根室市珸瑤瑁1-43-1
西庶路郵便局 088-0573 白糠郡白糠町西庶路東一条北2-1-33
庶路郵便局 088-0599 白糠郡白糠町庶路東1線2
別保郵便局 088-0604 釧路郡釧路町別保2-4

釧路東郵便局 088-0699 釧路郡釧路町睦2-1-1
本厚岸郵便局 088-1116 厚岸郡厚岸町松葉3-105
厚岸郵便局 088-1199 厚岸郡厚岸町港町2-139
茶内郵便局 088-1399 厚岸郡浜中町茶内本町41

琵琶瀬郵便局 088-1532 厚岸郡浜中町琵琶瀬224
霧多布郵便局 088-1599 厚岸郡浜中町霧多布西二条1-46
西春別郵便局 088-2571 野付郡別海町西春別幸町19

西春別駅前郵便局 088-2599 野付郡別海町西春別駅前寿町59
計根別郵便局 088-2682 標津郡中標津町計根別本通西1-9
磯分内郵便局 088-3145 川上郡標茶町熊牛原野15線西1-61
弟子屈郵便局 088-3299 川上郡弟子屈町中央1-8-25
北見一条郵便局 090-0041 北見市北一条西4-5
北見寿町郵便局 090-0065 北見市寿町3-1-11
北見郵便局 090-8799 北見市北六条東1-1-1

美幌南郵便局 092-0031 網走郡美幌町大通南2-8-1
美幌郵便局 092-8799 網走郡美幌町大通北1-14-1
網走郵便局 093-8799 網走市南四条東3-8
紋別郵便局 094-8799 紋別市幸町3-1-13

士別中央通郵便局 095-0016 士別市東六条6
士別大通郵便局 095-0029 士別市大通西1-717-17
中士別郵便局 095-0063 士別市中士別町4線東2
温根別郵便局 095-0181 士別市温根別町本線11北2
上士別郵便局 095-0371 士別市上士別町16線南3
朝日郵便局 095-0499 士別市朝日町中央4039-73
士別郵便局 095-8799 士別市大通東9-2323

名寄東三条郵便局 096-0003 名寄市東三条南4-15-1
名寄駅前郵便局 096-0011 名寄市西一条南8-13

名寄西四条郵便局 096-0014 名寄市西四条南9-14-15
名寄錦町郵便局 096-0017 名寄市西七条南4-4
名寄郵便局 096-8799 名寄市西一条南2-16
本泊郵便局 097-0101 利尻郡利尻富士町鴛泊本泊62-6
和寒郵便局 098-0199 上川郡和寒町西町91
剣渕郵便局 098-0338 上川郡剣淵町仲町8-4
西原郵便局 098-0339 上川郡剣淵町西原町2064
多寄郵便局 098-0475 士別市多寄町36線東2
風連郵便局 098-0599 名寄市風連町仲町99
日進郵便局 098-0631 名寄市風連町日進850-1

上名寄郵便局 098-1216 上川郡下川町上名寄2047
下川郵便局 098-1299 上川郡下川町共栄町111

一ノ橋郵便局 098-1331 上川郡下川町一の橋607
智恵文郵便局 098-2181 名寄市智恵文11線北23
上智恵文郵便局 098-2181 名寄市智恵文11線北2
美深郵便局 098-2299 中川郡美深町東一条北2-4-1



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 恩根内郵便局 098-2361 中川郡美深町恩根内60

音威子府郵便局 098-2599 中川郡音威子府村音威子府447
佐久郵便局 098-2622 中川郡中川町佐久58
中川郵便局 098-2899 中川郡中川町中川262-6

浅茅野郵便局 098-6199 宗谷郡猿払村浅茅野336-36
鬼志別郵便局 098-6299 宗谷郡猿払村鬼志別北町2
宗谷岬郵便局 098-6758 稚内市宗谷岬8-2
東相ノ内郵便局 099-0878 北見市東相内町250-4
豊里郵便局 099-2303 網走郡大空町女満別豊里3-6
斜里郵便局 099-4199 斜里郡斜里町本町14-2

宇登呂郵便局 099-4399 斜里郡斜里町ウトロ東158


