
別添
■エコーはがき（広告主：中道リース株式会社）の販売郵便局一覧
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 札幌市北区北二十三条西5-1-1
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
札幌新琴似八条郵便局 001-0908 札幌市北区新琴似八条8-2-15

札幌北郵便局 001-8799 札幌市北区新琴似四条2-12-5
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

篠路郵便局 002-8799 札幌市北区篠路三条5-1-5
東札幌郵便局 003-0005 札幌市白石区東札幌五条4-1-35

白石南郷十八郵便局 003-0021 札幌市白石区栄通18-5-25
白石本通北郵便局 003-0027 札幌市白石区本通4-北6-1
札幌菊水三条郵便局 003-0803 札幌市白石区菊水三条4-3-25
札幌菊水北郵便局 003-0807 札幌市白石区菊水七条2-2-6
札幌菊水元町郵便局 003-0826 札幌市白石区菊水元町六条2-2-1
白石北郷郵便局 003-0834 札幌市白石区北郷四条3-6-20
札幌白石郵便局 003-8799 札幌市白石区平和通7-南4-1
大谷地東郵便局 004-0041 札幌市厚別区大谷地東3-3-20

新札幌駅デュオ郵便局 004-0052 札幌市厚別区厚別中央二条5-6-2
札幌森林公園駅前郵便局 004-0072 札幌市厚別区厚別北二条5-1-12
札幌美しが丘郵便局 004-0812 札幌市清田区美しが丘二条2-9-3
札幌真栄郵便局 004-0834 札幌市清田区真栄四条2-7-1
清田郵便局 004-0841 札幌市清田区清田一条4-5-48

札幌北野郵便局 004-0867 札幌市清田区北野七条5-7-4
札幌平岡イオン郵便局 004-0873 札幌市清田区平岡三条5-3-1

札幌平岡郵便局 004-0876 札幌市清田区平岡六条2-3-3
札幌平岡公園郵便局 004-0882 札幌市清田区平岡公園東3-1-5

厚別郵便局 004-8799 札幌市厚別区厚別中央二条5-1-1
札幌澄川駅前郵便局 005-0003 札幌市南区澄川三条2-4-5
札幌澄川郵便局 005-0003 札幌市南区澄川三条4-3-8
札幌川沿郵便局 005-0802 札幌市南区川沿二条3-8-23

札幌川沿八条郵便局 005-0808 札幌市南区川沿八条2-1-3
札幌南郵便局 005-8799 札幌市南区真駒内泉町1-1-1
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
手稲新発寒郵便局 006-0805 札幌市手稲区新発寒五条6-8-1
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
札幌東苗穂郵便局 007-0808 札幌市東区東苗穂八条3-3-15

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
札幌北五十条郵便局 007-0850 札幌市東区北五十条東10-1-20
札幌伏古郵便局 007-0867 札幌市東区伏古七条4-1-1

札幌伏古十一条郵便局 007-0871 札幌市東区伏古十一条3-4-32
丘珠郵便局 007-8799 札幌市東区丘珠町90-7

函館本町郵便局 040-0011 函館市本町9-2
函館時任郵便局 040-0012 函館市時任町23-8
函館旭町郵便局 040-0037 函館市旭町3-16
函館宝来郵便局 040-0043 函館市宝来町24-6
函館大手郵便局 040-0064 函館市大手町10-21
函館北浜郵便局 040-0078 函館市北浜町2-16
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
函館中道郵便局 041-0853 函館市中道1-19-10
七飯郵便局 041-1199 亀田郡七飯町本町6-2-2
北斗北郵便局 041-1299 北斗市本町2-7-11
南茅部郵便局 041-1699 函館市川汲町481-3
函館北郵便局 041-8799 函館市美原2-13-21
函館湯浜郵便局 042-0933 函館市湯浜町10-11
函館東郵便局 042-8799 函館市湯川町2-9-1
江差郵便局 043-8799 檜山郡江差町姥神町49-2

倶知安北郵便局 044-0054 虻田郡倶知安町北四条西1-1-5
倶知安郵便局 044-8799 虻田郡倶知安町南一条東1-17



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 茅沼郵便局 045-0202 古宇郡泊村茅沼村672

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
余市郵便局 046-8799 余市郡余市町大川町6-31

ウイングベイ小樽内郵便局 047-0008 小樽市築港11-3
小樽花園二郵便局 047-0024 小樽市花園2-4-4
小樽駅前郵便局 047-0032 小樽市稲穂3-10-19
小樽錦町郵便局 047-0039 小樽市錦町12-11
朝里郵便局 047-0152 小樽市新光2-6-5
小樽郵便局 047-8799 小樽市色内1-8-1
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
木古内郵便局 049-0499 上磯郡木古内町本町536-2
国縫郵便局 049-3462 山越郡長万部町国縫87
長万部郵便局 049-3599 山越郡長万部町長万部452-24
静狩郵便局 049-5141 山越郡長万部町静狩35-2
東室蘭郵便局 050-8799 室蘭市東町2-27-2
室蘭郵便局 051-8799 室蘭市中央町1-1-10

伊達駅前郵便局 052-0032 伊達市山下町49-2
伊達郵便局 052-8799 伊達市鹿島町29-3

苫小牧三光郵便局 053-0042 苫小牧市三光町5-6-13
苫小牧ナナカマド郵便局 053-0054 苫小牧市明野新町2-2-29

苫小牧弥生郵便局 053-0802 苫小牧市弥生町2-8-21
苫小牧日吉郵便局 053-0816 苫小牧市日吉町1-5-30

苫小牧しらかば郵便局 053-0821 苫小牧市しらかば町3-10-34
苫小牧川沿郵便局 053-0822 苫小牧市川沿町6-16-20
苫小牧花園郵便局 053-0853 苫小牧市花園町3-12-18
苫小牧郵便局 053-8799 苫小牧市若草町4-2-8
鵡川郵便局 054-8799 勇払郡むかわ町松風1-51-3
富川郵便局 055-8799 沙流郡日高町富川北3-2-1
静内郵便局 056-8799 日高郡新ひだか町静内御幸町2-2-2
浦河郵便局 057-8799 浦河郡浦河町浜町7

登別若草郵便局 059-0035 登別市若草町3-6-1
錦岡郵便局 059-1263 苫小牧市青雲町1-23-10

苫小牧澄川郵便局 059-1271 苫小牧市澄川町3-2-2
沼ノ端郵便局 059-1305 苫小牧市沼ノ端中央4-6-1
登別郵便局 059-8799 登別市中央町2-15-1

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
札幌北一条郵便局 060-0001 札幌市中央区北一条西10
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
札幌北三条郵便局 060-0003 札幌市中央区北三条西3-1
北海道庁内郵便局 060-0003 札幌市中央区北三条西6
札幌北四条西郵便局 060-0004 札幌市中央区北四条西19
札幌北五条郵便局 060-0005 札幌市中央区北五条西14-1-30
札幌北五条中郵便局 060-0005 札幌市中央区北五条西6-1-1
札幌桑園駅前郵便局 060-0011 札幌市中央区北十一条西14-1-35
永山記念公園前郵便局 060-0032 札幌市中央区北二条東7

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
札幌大通郵便局 060-0042 札幌市中央区大通西2-9

札幌大通公園前郵便局 060-0042 札幌市中央区大通西4-6-8
札幌南一条東郵便局 060-0051 札幌市中央区南一条東5-1
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
札幌北九条郵便局 060-0909 札幌市東区北九条東7
札幌中央郵便局 060-8799 札幌市東区北六条東1-2-1
当別郵便局 061-0299 石狩郡当別町弥生51-4



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 北広島郵便局 061-1199 北広島市栄町1-5-1

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

恵庭恵み野郵便局 061-1373 恵庭市恵み野西1-23-1
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
石狩郵便局 061-3299 石狩市花川北三条2-200
美園郵便局 062-0008 札幌市豊平区美園八条6-1-1
月寒郵便局 062-0020 札幌市豊平区月寒中央通6-3-36

札幌月寒中央通郵便局 062-0020 札幌市豊平区月寒中央通11-1-5
札幌西岡二条郵便局 062-0032 札幌市豊平区西岡二条3-2-20
札幌西岡郵便局 062-0034 札幌市豊平区西岡四条10-7-33
豊平六郵便局 062-0903 札幌市豊平区豊平三条7-3-15
豊平橋郵便局 062-0904 札幌市豊平区豊平四条2-6-12
水車町郵便局 062-0912 札幌市豊平区水車町5-4-13

札幌中の島郵便局 062-0922 札幌市豊平区中の島二条1-3-21
札幌平岸三条郵便局 062-0933 札幌市豊平区平岸三条3-1-19
札幌平岸五条郵便局 062-0935 札幌市豊平区平岸五条8-1-1

豊平郵便局 062-8799 札幌市豊平区美園三条6-3-4
札幌宮の沢西郵便局 063-0052 札幌市西区宮の沢二条4-7-10
札幌宮の沢郵便局 063-0061 札幌市西区西町北19-1-12
札幌西町北郵便局 063-0061 札幌市西区西町北6-1-7
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
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
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
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
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
札幌北十三条東郵便局 065-0013 札幌市東区北十三条東15-3-37
札幌美香保郵便局 065-0017 札幌市東区北十七条東8-1-5
札幌本町郵便局 065-0042 札幌市東区本町二条8-3-6
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
千歳末広郵便局 066-0027 千歳市末広4-8-12
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
千歳駅前郵便局 066-0062 千歳市千代田町5-1-2

千歳自由ヶ丘郵便局 066-0072 千歳市自由ケ丘3-3-2
千歳郵便局 066-8799 千歳市千代田町7-101-20
江別郵便局 067-8799 江別市王子16-15

岩見沢三条中郵便局 068-0023 岩見沢市三条西4
岩見沢郵便局 068-8799 岩見沢市九条西2-1-5
野幌錦町郵便局 069-0811 江別市錦町42-5
江別文京台郵便局 069-0833 江別市文京台30-15
江別大麻東町郵便局 069-0852 江別市大麻東町14-11

三川郵便局 069-1199 夕張郡由仁町三川旭町284
長沼郵便局 069-1399 夕張郡長沼町中央南1-2-28
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

旭川駅内郵便局 070-0030 旭川市宮下通8-3-1
旭川三条郵便局 070-0033 旭川市三条通13-815-1
旭川九条郵便局 070-0039 旭川市九条通9-右10



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 旭川四条西郵便局 070-0054 旭川市四条西3-1-14

旭川大町郵便局 070-0841 旭川市大町一条3
旭川神楽岡郵便局 070-8006 旭川市神楽六条14-2-9
旭川神居三条郵便局 070-8013 旭川市神居三条4-2-10
旭川忠和郵便局 070-8044 旭川市忠和四条5-4-7
旭川中央郵便局 070-8799 旭川市六条通6-28-1
美瑛郵便局 071-0299 上川郡美瑛町栄町2-1-2

上富良野郵便局 071-0599 空知郡上富良野町大町1-1-2
旭川北郵便局 071-8131 旭川市末広一条7-1-25

旭川春光台郵便局 071-8143 旭川市春光台三条4-1-1
美唄郵便局 072-8799 美唄市西三条南2-1-1

滝川黄金郵便局 073-0012 滝川市黄金町東1-1-37
滝川本町郵便局 073-0021 滝川市本町6-1-14
滝川駅前郵便局 073-0031 滝川市栄町2-5-11
砂川南郵便局 073-0141 砂川市西一条南7-1-1
砂川郵便局 073-0199 砂川市西一条北3-1-15

新十津川郵便局 073-1103 樺戸郡新十津川町中央301-7
滝川郵便局 073-8799 滝川市大町2-4-36
一已郵便局 074-0004 深川市四条12-12
深川郵便局 074-8799 深川市二条6-12

芦別宮元郵便局 075-0013 芦別市北三条東1
芦別郵便局 075-8799 芦別市北一条東1-10-5
富良野郵便局 076-8799 富良野市若松町4-1
留萌開運郵便局 077-0042 留萌市開運町3-6-15
留萌郵便局 077-8799 留萌市本町1-38
上川郵便局 078-1799 上川郡上川町北町515
沼田郵便局 078-2299 雨竜郡沼田町南一条4-5-6
羽幌郵便局 078-4199 苫前郡羽幌町南大通3-15

旭川五条郵便局 078-8215 旭川市五条通18-521
旭川豊岡四条郵便局 078-8234 旭川市豊岡四条6-6-8
旭川豊岡郵便局 078-8234 旭川市豊岡四条1-3-19
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
旭川東光郵便局 078-8349 旭川市東光九条3-2-14
旭川東郵便局 078-8799 旭川市東旭川町共栄98-4
江部乙郵便局 079-0462 滝川市江部乙町西12-2-5
永山郵便局 079-8799 旭川市永山二条18-2-22

帯広西二条南郵便局 080-0012 帯広市西二条南23-18-2
帯広長崎屋内郵便局 080-0014 帯広市西四条南12-3
帯広西八条郵便局 080-0018 帯広市西八条南34-48-1
帯広緑ヶ丘郵便局 080-0024 帯広市西十四条南17-1
帯広緑南郵便局 080-0026 帯広市西十六条南28-1-2
帯広南町郵便局 080-0028 帯広市西十八条南37-1-6

帯広西十三条郵便局 080-0043 帯広市西十三条北2-1
帯広柏林台郵便局 080-0056 帯広市柏林台南町7-5
音更大通郵便局 080-0101 河東郡音更町大通8-4
音更郵便局 080-0199 河東郡音更町新通19-1-7

帯広電信通郵便局 080-0804 帯広市東四条南5-12
帯広東六条郵便局 080-0806 帯広市東六条南10-1
中士幌郵便局 080-1189 河東郡士幌町中士幌西2線75-3

帯広自由が丘郵便局 080-2469 帯広市西十九条南5-35-7
帯広開西郵便局 080-2472 帯広市西二十二条南4-1-2

帯広つつじが丘郵便局 080-2474 帯広市西二十四条南2-22-11
西帯広郵便局 080-2499 帯広市西二十四条南1-7-5
帯広郵便局 080-8799 帯広市西三条南8-10
芽室郵便局 082-8799 河西郡芽室町本通5-1

十勝池田郵便局 083-8799 中川郡池田町大通1-79
釧路西郵便局 084-8799 釧路市鳥取大通7-6-5

釧路北大通六郵便局 085-0015 釧路市北大通6-1-7
釧路愛国郵便局 085-0058 釧路市愛国東2-5-16
釧路貝塚郵便局 085-0815 釧路市材木町21-44
釧路中央郵便局 085-8799 釧路市幸町13-2-1
別海郵便局 086-0299 野付郡別海町別海旭町25-1



都道府県名 局名 郵便番号 住所
北海道 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
根室郵便局 087-8799 根室市本町4-41-2
白糠郵便局 088-0399 白糠郡白糠町西一条南3-1-1
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
弟子屈郵便局 088-3299 川上郡弟子屈町中央1-8-25
清水郵便局 089-0199 上川郡清水町南二条3-8
札内郵便局 089-0599 中川郡幕別町札内青葉町311
幕別郵便局 089-0699 中川郡幕別町本町51-1
広尾郵便局 089-2699 広尾郡広尾町東一条13-14
本別郵便局 089-3399 中川郡本別町南2-4-2
足寄郵便局 089-3799 足寄郡足寄町北一条4-43-2
浦幌郵便局 089-5699 十勝郡浦幌町桜町5

北見大町郵便局 090-0016 北見市大町123-3
北見美山郵便局 090-0068 北見市美山町南6-28-14
北見春光郵便局 090-0801 北見市春光町1-58-2
北見北光郵便局 090-0824 北見市北光207-2
北見郵便局 090-8799 北見市北六条東1-1-1
留辺蘂郵便局 091-8799 北見市留辺蘂町仲町95-16
美幌郵便局 092-8799 網走郡美幌町大通北1-14-1
佐呂間郵便局 093-0599 常呂郡佐呂間町宮前町14-1
網走郵便局 093-8799 網走市南四条東3-8

紋別本町郵便局 094-0004 紋別市本町6-4-8
紋別郵便局 094-8799 紋別市幸町3-1-13

士別大通郵便局 095-0029 士別市大通西1-717-17
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
名寄郵便局 096-8799 名寄市西一条南2-16

稚内潮見郵便局 097-0002 稚内市潮見2-7-14
稚内港郵便局 097-0021 稚内市港3-2-1
稚内郵便局 097-8799 稚内市中央2-15-12
和寒郵便局 098-0199 上川郡和寒町西町91
風連郵便局 098-0599 名寄市風連町仲町99

音威子府郵便局 098-2599 中川郡音威子府村音威子府447
浜頓別郵便局 098-5799 枝幸郡浜頓別町南一条2-1
枝幸郵便局 098-5899 枝幸郡枝幸町本町279-1
遠軽郵便局 099-0499 紋別郡遠軽町大通北2-2-1
訓子府郵便局 099-1499 常呂郡訓子府町元町21
端野郵便局 099-2199 北見市端野町二区344-12
女満別郵便局 099-2399 網走郡大空町女満別西二条2-1-11
斜里郵便局 099-4199 斜里郡斜里町本町14-2


