
別添

■販売局一覧
都道府県名 郵便局名 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
横浜生麦 230-0052 横浜市鶴見区生麦4-14-7

横浜潮見橋通 230-0048 横浜市鶴見区本町通3-165-10
横浜元宮 230-0004 横浜市鶴見区元宮1-9-13
鶴見市場 230-0025 横浜市鶴見区市場大和町6-1
横浜仲通 230-0042 横浜市鶴見区仲通1-58-12
横浜大東 230-0033 横浜市鶴見区朝日町1-42-1
横浜岸谷 230-0078 横浜市鶴見区岸谷4-2-5
横浜小野 230-0046 横浜市鶴見区小野町25
横浜栄町通 230-0038 横浜市鶴見区栄町通4-38-13
横浜東寺尾二 230-0077 横浜市鶴見区東寺尾2-4-27
横浜豊岡 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町28-14

鶴見下末吉町 230-0012 横浜市鶴見区下末吉1-31-20
横浜東寺尾 230-0017 横浜市鶴見区東寺尾中台13-20
横浜矢向 230-0001 横浜市鶴見区矢向6-14-15
横浜馬場 230-0076 横浜市鶴見区馬場2-6-30
横浜上末吉 230-0011 横浜市鶴見区上末吉4-17-15
尻手駅前 230-0001 横浜市鶴見区矢向2-14-2
横浜駒岡 230-0071 横浜市鶴見区駒岡2-1-13
横浜北寺尾 230-0074 横浜市鶴見区北寺尾7-9-1
横浜北寺尾三 230-0074 横浜市鶴見区北寺尾3-19-35
横浜佃野 230-0061 横浜市鶴見区佃野町24-34

東神奈川駅前 221-0044 横浜市神奈川区東神奈川1-2-1
横浜入江 221-0014 横浜市神奈川区入江1-22-8
神奈川宮前 221-0057 横浜市神奈川区青木町4-7

横浜中央市場内 221-0054 横浜市神奈川区山内町1
テクノウェイブ１００ビル内 221-0031 横浜市神奈川区新浦島町1-1-25

横浜大口 221-0002 横浜市神奈川区大口通139-3
横浜鶴屋町 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1
神奈川白幡 221-0073 横浜市神奈川区白幡南町35-4
横浜新子安 221-0013 横浜市神奈川区新子安1-8-2
横浜西神奈川 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-9-11
横浜西寺尾 221-0001 横浜市神奈川区西寺尾2-7-13

横浜ポートサイド内 221-0052 横浜市神奈川区栄町6-1
大口駅前 221-0015 横浜市神奈川区神之木町1-1

オルトヨコハマ内 221-0013 横浜市神奈川区新子安1-1
横浜反町 221-0841 横浜市神奈川区松本町3-25-13
横浜六角橋 221-0802 横浜市神奈川区六角橋1-4-1
横浜沢渡 221-0842 横浜市神奈川区泉町8-8
横浜三ッ沢 221-0851 横浜市神奈川区三ツ沢中町4-19
横浜六角橋北 221-0802 横浜市神奈川区六角橋6-28-29
横浜神大寺 221-0801 横浜市神奈川区神大寺4-1-8
横浜片倉 221-0865 横浜市神奈川区片倉1-16-8
横浜羽沢 221-0863 横浜市神奈川区羽沢町1547-6

横浜ガーデン山 221-0852 横浜市神奈川区三ツ沢下町33-14
横浜菅田 221-0864 横浜市神奈川区菅田町488
横浜中央 220-8799 横浜市西区高島2-14-2
横浜戸部 220-0042 横浜市西区戸部町2-23

横浜戸部本町 220-0041 横浜市西区戸部本町25-5
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

横浜藤棚 220-0051 横浜市西区中央2-24-1
横浜霞ヶ丘 220-0035 横浜市西区霞ケ丘63
横浜久保町 220-0061 横浜市西区久保町22-4
横浜浅間町 220-0072 横浜市西区浅間町1-15-3
横浜北幸 220-0004 横浜市西区北幸2-10-33
横浜洪福寺 220-0072 横浜市西区浅間町5-379-1
横浜駅西口 220-0005 横浜市西区南幸1-10-16

みなとみらい四 220-0012 横浜市西区みなとみらい4-4-2
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

横浜港 231-8799 横浜市中区日本大通5-3
石川町駅前 231-0868 横浜市中区石川町2-76
横浜北方 231-0842 横浜市中区上野町2-65
横浜本牧原 231-0821 横浜市中区本牧原8-1
横浜本牧 231-0806 横浜市中区本牧町1-39

横浜本牧元町 231-0822 横浜市中区本牧元町1-3
横浜中華街 231-0023 横浜市中区山下町123-1

シルクセンター内 231-0023 横浜市中区山下町1
横浜間門 231-0827 横浜市中区本牧和田27-2

横浜第２合同庁舎内 231-0003 横浜市中区北仲通5-57
横浜桜木 231-0062 横浜市中区桜木町1-1
横浜赤門 231-0051 横浜市中区赤門町1-13
横浜長者町 231-0033 横浜市中区長者町4-9-1
横浜本町 231-0005 横浜市中区本町3-30-7

横浜日之出町 231-0066 横浜市中区日ノ出町1-24
横浜山元町 231-0851 横浜市中区山元町2-95
横浜太田町 231-0011 横浜市中区太田町1-10
横浜住吉町 231-0013 横浜市中区住吉町1-13

神奈川中小企業センター内 231-0015 横浜市中区尾上町5-80
横浜市役所内 231-0017 横浜市中区港町1-1



都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所
神奈川県 横浜大和 231-0846 横浜市中区大和町2-58-3

横浜中 231-0057 横浜市中区曙町2-31
横浜南 232-8799 横浜市南区井土ケ谷上町1-1

横浜南太田 232-0006 横浜市南区南太田1-32-34
横浜吉野町 232-0012 横浜市南区南吉田町1-13
横浜浦舟 232-0024 横浜市南区浦舟町2-22
横浜中島 232-0055 横浜市南区中島町2-35
横浜中村橋 232-0041 横浜市南区睦町1-34-9
横浜大岡 232-0061 横浜市南区大岡5-3-26
横浜弘明寺 232-0067 横浜市南区弘明寺町270
横浜宿町 232-0017 横浜市南区宿町2-32
横浜永田 232-0072 横浜市南区永田東3-15-3
横浜六ッ川 232-0066 横浜市南区六ツ川3-87-21
横浜南永田 232-0075 横浜市南区永田みなみ台2-1-101
横浜六ッ川一 232-0066 横浜市南区六ツ川1-693-73

港南 233-8799 横浜市港南区最戸1-20-6
港南台 234-8799 横浜市港南区港南台8-11-3

横浜港南中央通 233-0004 横浜市港南区港南中央通13-29
横浜芹が谷一 233-0006 横浜市港南区芹が谷1-2-2
横浜上大岡 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-15-1
横浜上永谷 233-0012 横浜市港南区上永谷2-16-22
横浜日野 234-0051 横浜市港南区日野5-20-9
横浜芹が谷 233-0006 横浜市港南区芹が谷5-1-16
横浜港南二 233-0003 横浜市港南区港南2-27-25
横浜笹下 234-0052 横浜市港南区笹下2-4-23
上大岡駅前 233-0002 横浜市港南区上大岡西1-6-1
横浜丸山台 233-0013 横浜市港南区丸山台3-22-5
横浜日野南 234-0055 横浜市港南区日野南6-43-5
横浜西港南台 233-0016 横浜市港南区下永谷5-31-8
横浜野庭 234-0056 横浜市港南区野庭町614
横浜日限山 233-0015 横浜市港南区日限山3-40-19
港南台駅前 234-0054 横浜市港南区港南台3-3-1
横浜港南台東 234-0054 横浜市港南区港南台7-16-24
横浜清水橋 234-0055 横浜市港南区日野南1-6-17
保土ヶ谷 240-8799 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-8
横浜和田 240-0065 横浜市保土ケ谷区和田2-12-9
横浜岩間 240-0004 横浜市保土ケ谷区岩間町1-6-8

横浜ビジネスパーク内 240-0005 横浜市保土ケ谷区神戸町134
横浜桜ヶ丘 240-0011 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘1-11-2
横浜西谷 240-0052 横浜市保土ケ谷区西谷町802

横浜保土ヶ谷三 240-0021 横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町3-196
横浜星川 240-0006 横浜市保土ケ谷区星川2-3-5
横浜岩井 240-0023 横浜市保土ケ谷区岩井町342
横浜千丸台 240-0053 横浜市保土ケ谷区新井町356
横浜帷子 240-0013 横浜市保土ケ谷区帷子町2-89
横浜上菅田 240-0051 横浜市保土ケ谷区上菅田町951
横浜常盤台 240-0067 横浜市保土ケ谷区常盤台50-11
横浜上星川 240-0042 横浜市保土ケ谷区上星川2-12-3
横浜今井 240-0035 横浜市保土ケ谷区今井町17
横浜狩場 240-0025 横浜市保土ケ谷区狩場町303-62
横浜旭 241-8799 横浜市旭区本村町44-2

横浜鶴ヶ峰 241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰1-38-2
横浜二俣川 241-0821 横浜市旭区二俣川1-4

南万騎が原駅前 241-0835 横浜市旭区柏町36-10
鶴ヶ峯駅前 241-0022 横浜市旭区鶴ケ峰1-2-11
希望ヶ丘駅前 241-0826 横浜市旭区東希望が丘99
横浜万騎が原 241-0821 横浜市旭区二俣川2-87-4
横浜市沢 241-0014 横浜市旭区市沢町692

横浜南希望が丘 241-0824 横浜市旭区南希望が丘56-6
横浜小高 241-0831 横浜市旭区左近山16-1
横浜左近山 241-0831 横浜市旭区左近山402
横浜都岡 241-0805 横浜市旭区都岡町21
横浜若葉台 241-0801 横浜市旭区若葉台3-5-1
横浜白根北 241-0004 横浜市旭区中白根3-10-11
横浜今宿 241-0032 横浜市旭区今宿東町1631-4
横浜白根 241-0004 横浜市旭区中白根2-1-10
横浜中尾 241-0815 横浜市旭区中尾1-48-7
横浜上白根 241-0001 横浜市旭区上白根町891
横浜今宿南 241-0817 横浜市旭区今宿2-7-25
横浜金が谷 241-0812 横浜市旭区金が谷1-5-4
磯子 235-8799 横浜市磯子区森3-1-15

横浜坂下 235-0003 横浜市磯子区坂下町9-10
根岸駅前 235-0005 横浜市磯子区東町13-21
横浜中浜 235-0014 横浜市磯子区中浜町5-6
横浜上中里 235-0042 横浜市磯子区上中里町692-1
横浜杉田 235-0033 横浜市磯子区杉田1-1-1
横浜滝頭 235-0012 横浜市磯子区滝頭2-37-18
横浜中原 235-0036 横浜市磯子区中原3-2-15
横浜杉田西 235-0033 横浜市磯子区杉田3-28-45
横浜汐見台 235-0022 横浜市磯子区汐見台1-6-2



都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所
神奈川県 洋光台駅前 235-0045 横浜市磯子区洋光台3-13-11

磯子浜西 235-0016 横浜市磯子区磯子2-19-21
横浜岡村 235-0021 横浜市磯子区岡村6-5-51

横浜洋光台南 235-0045 横浜市磯子区洋光台6-14-15
横浜金沢 236-8799 横浜市金沢区泥亀2-10-2

横浜金沢シーサイドタウン 236-0005 横浜市金沢区並木2-3-3
横浜能見台 236-0057 横浜市金沢区能見台3-1-7
金沢文庫駅前 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東2-16-7
横浜富岡 236-0052 横浜市金沢区富岡西7-4-12
横浜片吹 236-0055 横浜市金沢区片吹67-15

横浜南部市場内 236-0002 横浜市金沢区鳥浜町1-1
能見台駅前 236-0053 横浜市金沢区能見台通17-1

横浜金沢振興センター 236-0004 横浜市金沢区福浦1-5-2
横浜並木 236-0005 横浜市金沢区並木1-17-1

横浜金沢八景 236-0028 横浜市金沢区洲崎町8-12
横浜釜利谷西 236-0046 横浜市金沢区釜利谷西6-1-8
横浜金沢文庫 236-0014 横浜市金沢区寺前1-1-28
横浜六浦 236-0037 横浜市金沢区六浦東2-4-3
横浜六浦川 236-0031 横浜市金沢区六浦4-23-23
横浜釜利谷 236-0042 横浜市金沢区釜利谷東6-5-10
横浜大道 236-0035 横浜市金沢区大道2-15-4
六浦駅前 236-0031 横浜市金沢区六浦5-36-20
綱島 223-8799 横浜市港北区綱島台17-13
港北 222-8799 横浜市港北区菊名6-20-18
新田 223-0056 横浜市港北区新吉田町3238

横浜日吉七 223-0061 横浜市港北区日吉7-14-12
綱島本通 223-0053 横浜市港北区綱島西3-6-24
日吉 223-0062 横浜市港北区日吉本町1-4-29

横浜南日吉 223-0062 横浜市港北区日吉本町4-11-4
横浜南綱島 223-0052 横浜市港北区綱島東2-19-31
横浜高田 223-0065 横浜市港北区高田東1-46-7
横浜下田 223-0064 横浜市港北区下田町6-4-1
横浜新吉田 223-0058 横浜市港北区新吉田東6-1-11
日吉駅内 223-0061 横浜市港北区日吉2-1-1
新横浜三 222-0033 横浜市港北区新横浜3-22-17
横浜小机町 222-0036 横浜市港北区小机町970
横浜師岡 222-0002 横浜市港北区師岡町477
横浜太尾南 222-0037 横浜市港北区大倉山4-6-11
神奈川菊名 222-0011 横浜市港北区菊名4-1-5
横浜妙蓮寺 222-0011 横浜市港北区菊名1-12-11
新横浜駅前 222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-14
横浜大倉山 222-0037 横浜市港北区大倉山1-16-2
横浜樽町 222-0001 横浜市港北区樽町1-24-5
横浜太尾 222-0037 横浜市港北区大倉山7-2-1
横浜篠原 222-0026 横浜市港北区篠原町1410
横浜篠原台 222-0024 横浜市港北区篠原台町4-7
横浜鳥山 222-0035 横浜市港北区鳥山町31
横浜鳥山北 222-0035 横浜市港北区鳥山町734
トレッサ横浜 222-0002 横浜市港北区師岡町700

緑 226-8799 横浜市緑区中山町149-4
長津田 226-0027 横浜市緑区長津田6-7-1

横浜東本郷 226-0002 横浜市緑区東本郷3-23-1
横浜中山 226-0014 横浜市緑区台村町129-1

横浜十日市場 226-0025 横浜市緑区十日市場町1358-3
鴨居駅前 226-0003 横浜市緑区鴨居4-1-14
横浜竹山 226-0005 横浜市緑区竹山3-1-8
横浜霧が丘 226-0016 横浜市緑区霧が丘3-26-2
横浜白山 226-0006 横浜市緑区白山2-40-5

長津田駅北口 226-0027 横浜市緑区長津田2-1-1
青葉 225-8799 横浜市青葉区荏田西1-7-5

横浜美しが丘西 225-0001 横浜市青葉区美しが丘西3-1-1
横浜美しが丘四 225-0002 横浜市青葉区美しが丘4-1-32

たまプラーザ駅南口 225-0003 横浜市青葉区新石川3-24-18
横浜山内 225-0013 横浜市青葉区荏田町428-13

あざみ野駅内 225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-1-1
横浜市ヶ尾 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1726
横浜美しが丘 225-0002 横浜市青葉区美しが丘2-21-10
横浜すすき野 225-0021 横浜市青葉区すすき野2-5-1
横浜あざみ野 225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-13-17
市ヶ尾駅前 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1074-2
江田駅北口 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南2-4-8
横浜大場 225-0023 横浜市青葉区大場町592-12
横浜鴨志田 227-0033 横浜市青葉区鴨志田町549-1
青葉台 227-0062 横浜市青葉区青葉台1-13-1
横浜奈良 227-0036 横浜市青葉区奈良町2913-1-101
横浜藤が丘 227-0043 横浜市青葉区藤が丘2-14-34
横浜桜台 227-0061 横浜市青葉区桜台30-17

横浜青葉台二 227-0062 横浜市青葉区青葉台2-19-18
横浜柿の木台 227-0048 横浜市青葉区柿の木台13-28
横浜しらとり台 227-0054 横浜市青葉区しらとり台34-20



都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所
神奈川県 青葉台駅前 227-0062 横浜市青葉区青葉台2-3-4

田奈駅前 227-0064 横浜市青葉区田奈町15-7
都筑 224-8799 横浜市都筑区茅ヶ崎中央33-1

中川駅前 224-0001 横浜市都筑区中川1-10-33
横浜荏田東 224-0006 横浜市都筑区荏田東3-6-2
横浜川和町 224-0057 横浜市都筑区川和町620
横浜大棚 224-0027 横浜市都筑区大棚町263-1
横浜勝田 224-0034 横浜市都筑区勝田町294-3
横浜池辺 224-0053 横浜市都筑区池辺町3672-1
横浜東山田 224-0024 横浜市都筑区東山田町1466-2

横浜すみれが丘 224-0013 横浜市都筑区すみれが丘37-3
仲町台駅前 224-0041 横浜市都筑区仲町台1-34-11

横浜センター北駅前 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-1-3
横浜桜並木 224-0046 横浜市都筑区桜並木9-21
横浜北山田 224-0021 横浜市都筑区北山田2-2-20

都筑ふれあいの丘 224-0065 横浜市都筑区高山6-7
戸塚 244-8799 横浜市戸塚区戸塚町4102-1

舞岡駅前 244-0813 横浜市戸塚区舞岡町2955
東戸塚駅西口 244-0801 横浜市戸塚区品濃町881-9
東戸塚駅東口 244-0801 横浜市戸塚区品濃町524-1
横浜柏尾 244-0811 横浜市戸塚区上柏尾町201
横浜矢部 244-0002 横浜市戸塚区矢部町65-3
横浜原宿 245-0067 横浜市戸塚区深谷町238-5
横浜鳥が丘 244-0001 横浜市戸塚区鳥が丘52-2
踊場駅前 245-0061 横浜市戸塚区汲沢8-2-12
横浜豊田 244-0815 横浜市戸塚区下倉田町1103-5
横浜平戸 244-0802 横浜市戸塚区平戸2-25-13
横浜富塚 244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3002
横浜深谷 245-0067 横浜市戸塚区深谷町855-3
横浜上矢部 245-0053 横浜市戸塚区上矢部町315-4
横浜川上 244-0805 横浜市戸塚区川上町570-4
横浜倉田 244-0816 横浜市戸塚区上倉田町445-2

横浜ドリームハイツ 245-0067 横浜市戸塚区深谷町1412-1
横浜桂台 247-0033 横浜市栄区桂台南1-18-6
横浜桂 247-0005 横浜市栄区桂町735
横浜庄戸 247-0022 横浜市栄区庄戸1-1-12
横浜飯島 244-0842 横浜市栄区飯島町527
横浜笠間 247-0006 横浜市栄区笠間3-1-1
横浜元大橋 247-0011 横浜市栄区元大橋2-9-1
本郷台駅前 247-0007 横浜市栄区小菅ケ谷1-4-9
横浜上郷 247-0025 横浜市栄区上之町42-20
横浜桂町南 247-0005 横浜市栄区桂町197-1
横浜泉 245-8799 横浜市泉区和泉中央北1-41-1

緑園都市駅前 245-0002 横浜市泉区緑園4-1-6
横浜中和田 245-0016 横浜市泉区和泉町3741-4
横浜新橋 245-0009 横浜市泉区新橋町1224
弥生台駅前 245-0008 横浜市泉区弥生台26-4
横浜中田 245-0012 横浜市泉区中田北2-7-15
横浜上飯田 245-0018 横浜市泉区上飯田町1331-4
横浜和泉南 245-0016 横浜市泉区和泉町1452-7

横浜いちょう団地内 245-0018 横浜市泉区上飯田町2670
横浜いずみ野 245-0016 横浜市泉区和泉町6237-2

瀬谷 246-8799 横浜市瀬谷区瀬谷4-45-10
横浜日向山 246-0034 横浜市瀬谷区南瀬谷2-2-1
横浜三ツ境 246-0022 横浜市瀬谷区三ツ境16-1
横浜瀬谷南 246-0032 横浜市瀬谷区南台1-3-8
横浜瀬谷北 246-0013 横浜市瀬谷区相沢1-5-6
横浜細谷戸 246-0013 横浜市瀬谷区相沢6-18-10
横浜阿久和 246-0025 横浜市瀬谷区阿久和西3-1-11
横浜南瀬谷一 246-0034 横浜市瀬谷区南瀬谷1-76-10
横浜瀬谷西 246-0036 横浜市瀬谷区北新37-13
横浜本郷原 246-0015 横浜市瀬谷区本郷2-41-5
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
川崎砂子 210-0006 川崎市川崎区砂子2-1-9

川崎市役所通 210-0006 川崎市川崎区砂子1-1-14
川崎本町 210-0001 川崎市川崎区本町1-10-2
川崎南町 210-0015 川崎市川崎区南町4-2

川崎日進町ビル内 210-0024 川崎市川崎区日進町7-1
川崎大師 210-0816 川崎市川崎区大師町4-32
川崎渡田 210-0852 川崎市川崎区鋼管通3-2-3
川崎京町 210-0848 川崎市川崎区京町1-5-1

川崎四谷上町 210-0828 川崎市川崎区四谷上町19-4
川崎小田 210-0846 川崎市川崎区小田3-15-14
川崎藤崎 210-0804 川崎市川崎区藤崎1-27-1

川崎大師海岸 210-0811 川崎市川崎区大師河原2-5-17
川崎大島 210-0836 川崎市川崎区大島上町17-3

川崎渡田向町 210-0841 川崎市川崎区渡田向町15-3
川崎昭和 210-0813 川崎市川崎区昭和2-7-20



都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所
神奈川県 川崎浅田 210-0847 川崎市川崎区浅田3-10-16

川崎旭町 210-0808 川崎市川崎区旭町2-24-1
川崎東大島 210-0834 川崎市川崎区大島5-18-1
川崎駅西口 212-0013 川崎市幸区堀川町72-1
川崎小倉 212-0054 川崎市幸区小倉2-31-14

パークシティ新川崎内 212-0054 川崎市幸区小倉1-1
川崎河原町 212-0007 川崎市幸区河原町1-21
川崎古市場 212-0053 川崎市幸区下平間223
川崎南河原 212-0016 川崎市幸区南幸町2-71-3
川崎南加瀬 212-0055 川崎市幸区南加瀬3-30-5
川崎鹿島田 212-0058 川崎市幸区鹿島田1-8-5
川崎小向西町 212-0004 川崎市幸区小向西町3-31
川崎塚越 212-0024 川崎市幸区塚越2-207
川崎北加瀬 212-0057 川崎市幸区北加瀬3-20-1

川崎ソリッドスクエア内 212-0013 川崎市幸区堀川町580
中原 211-8799 川崎市中原区小杉町3-436

川崎新丸子 211-0005 川崎市中原区新丸子町769
川崎木月 211-0021 川崎市中原区木月住吉町11-12
川崎小杉 211-0068 川崎市中原区小杉御殿町2-103-1
川崎上平間 211-0012 川崎市中原区中丸子613
川崎上小田中 211-0053 川崎市中原区上小田中6-19-2
川崎新城 211-0044 川崎市中原区新城5-1-15
川崎井田 211-0034 川崎市中原区井田中ノ町25-1
川崎下沼部 211-0011 川崎市中原区下沼部1763
川崎苅宿 211-0022 川崎市中原区苅宿34-1
川崎宮内 211-0051 川崎市中原区宮内2-10-10
川崎上丸子 211-0001 川崎市中原区上丸子八幡町818
川崎木月大町 211-0031 川崎市中原区木月大町11-27
川崎田尻 211-0014 川崎市中原区田尻町48-5

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
川崎上新城 211-0045 川崎市中原区上新城1-3-33

川崎ブレーメン通 211-0025 川崎市中原区木月1-31-5
高津 213-8799 川崎市高津区末長1-40-28

かながわサイエンスパーク内 213-0012 川崎市高津区坂戸3-2-1
川崎下作延 213-0033 川崎市高津区下作延2-9-11
川崎子母口 213-0023 川崎市高津区子母口458-2
川崎千年 213-0022 川崎市高津区千年1286
川崎諏訪 213-0004 川崎市高津区諏訪1-8-5
川崎溝ノ口 213-0001 川崎市高津区溝口3-15-12
川崎北見方 213-0005 川崎市高津区北見方2-14-3
川崎上作延 213-0034 川崎市高津区上作延490-3
川崎梶ヶ谷 213-0015 川崎市高津区梶ケ谷5-1-3
溝ノ口中央通 213-0001 川崎市高津区溝口1-14-15
川崎久末 213-0026 川崎市高津区久末37-1

溝ノ口ノクティビル内 213-0001 川崎市高津区溝口1-3-1
宮前 216-8799 川崎市宮前区有馬4-1-1

川崎中有馬 216-0003 川崎市宮前区有馬6-2-6
川崎北部市場内 216-0012 川崎市宮前区水沢1-1-1
川崎土橋 216-0005 川崎市宮前区土橋1-4-9
川崎馬絹 216-0035 川崎市宮前区馬絹601-4
川崎向ヶ丘 216-0022 川崎市宮前区平1-4-16
川崎野川 216-0001 川崎市宮前区野川796-1
川崎菅生 216-0015 川崎市宮前区菅生5-4-8
川崎鷺沼 216-0005 川崎市宮前区土橋3-3-1
川崎有馬 216-0002 川崎市宮前区東有馬3-22-1
川崎宮前平 216-0006 川崎市宮前区宮前平3-12-10
登戸 214-8799 川崎市多摩区登戸1685-1

川崎中野島北 214-0012 川崎市多摩区中野島6-27-3
川崎生田 214-0037 川崎市多摩区西生田1-10-10
稲田堤 214-0001 川崎市多摩区菅1-2-18

川崎宿河原 214-0021 川崎市多摩区宿河原3-3-13
登戸駅前 214-0014 川崎市多摩区登戸2570
生田駅前 214-0038 川崎市多摩区生田7-12-6
川崎中野島 214-0012 川崎市多摩区中野島1-27-1
川崎堰 214-0022 川崎市多摩区堰2-7-5
川崎三田 214-0034 川崎市多摩区三田1-14-1
川崎長沢 214-0035 川崎市多摩区長沢3-8-3

川崎菅星ヶ丘 214-0008 川崎市多摩区菅北浦4-12-6
麻生 215-8799 川崎市麻生区万福寺5-1-1
柿生 215-0021 川崎市麻生区上麻生5-43-8

川崎白山 215-0014 川崎市麻生区白山4-1-5
川崎栗平 215-0031 川崎市麻生区栗平2-3-9-101

百合ヶ丘駅前 215-0011 川崎市麻生区百合丘1-18-14
川崎生田南 215-0012 川崎市麻生区東百合丘4-33-6
川崎東柿生 215-0018 川崎市麻生区王禅寺東6-8-3
川崎千代ヶ丘 215-0005 川崎市麻生区千代ケ丘8-1-3
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
津久井 252-0157 相模原市緑区中野578-1
城山 252-0105 相模原市緑区久保沢2-1-30



都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所
神奈川県 橋本本町 252-0143 相模原市緑区橋本5-30-4

相模原金属団地内 252-0132 相模原市緑区橋本台2-3-11
城山若葉台 252-0112 相模原市緑区若葉台4-1-8
大沢 252-0134 相模原市緑区下九沢1752-10

相模原大島 252-0136 相模原市緑区上九沢4-189
相模原相原 252-0141 相模原市緑区相原4-12-3
吉野 252-0183 相模原市緑区吉野279
相模湖 252-0171 相模原市緑区与瀬1314-2
鳥屋 252-0155 相模原市緑区鳥屋1044
串川 252-0156 相模原市緑区青山285
牧野 252-0186 相模原市緑区牧野4582-1
青野原 252-0161 相模原市緑区青野原1943-4

津久井根小屋 252-0153 相模原市緑区根小屋1613-5
内郷 252-0175 相模原市緑区若柳1200-5
日連 252-0185 相模原市緑区日連488
相模原 252-0299 相模原市中央区富士見1-1-20
淵野辺 252-0206 相模原市中央区淵野辺4-13-6

相模原駅前 252-0231 相模原市中央区相模原2-3-4
相模原矢部 252-0232 相模原市中央区矢部3-4-3
相模原光が丘 252-0227 相模原市中央区光が丘3-7-12
相模原千代田 252-0237 相模原市中央区千代田6-1-25
相模原弥栄 252-0229 相模原市中央区弥栄1-1-14
相模原四 252-0231 相模原市中央区相模原4-3-14
淵野辺駅前 252-0233 相模原市中央区鹿沼台1-14-11
上溝 252-0243 相模原市中央区上溝6-2-24
田名 252-0244 相模原市中央区田名5248

相模原清新 252-0216 相模原市中央区清新5-26-20
相模原横山 252-0242 相模原市中央区横山4-1-10
相模原下九沢 252-0254 相模原市中央区下九沢55-6
番田駅前 252-0243 相模原市中央区上溝373-11
麻溝 252-0336 相模原市南区当麻841-6

相模原大野台七 252-0331 相模原市南区大野台7-8-2
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
相模原大野台 252-0331 相模原市南区大野台1-8-41
相模原北里 252-0329 相模原市南区北里1-15-1
相模大野 252-0303 相模原市南区相模大野6-11-13
相模台 252-0321 相模原市南区相模台2-1-6

相模原東林間 252-0311 相模原市南区東林間5-12-3
相模大野駅前 252-0303 相模原市南区相模大野7-6-4
相模原相南 252-0312 相模原市南区相南3-37-1
相模原双葉 252-0316 相模原市南区双葉2-15-5
相模大野五 252-0303 相模原市南区相模大野5-19-26
相模原谷口 252-0318 相模原市南区上鶴間本町5-14-24
相模原鵜野森 252-0301 相模原市南区鵜野森1-33-22
相模原南台 252-0314 相模原市南区南台4-11-1
相模原上鶴間 252-0302 相模原市南区上鶴間5-1-22
相模原松が枝 252-0313 相模原市南区松が枝町19-9
相模原新磯野 252-0325 相模原市南区新磯野3-27-16
相模原相武台 252-0324 相模原市南区相武台2-20-14
相模原磯部 252-0327 相模原市南区磯部1293-2

相模原相武台団地 252-0323 相模原市南区相武台団地2-3-4
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
長井 238-0399 横須賀市長井3-47-5
田浦 237-8799 横須賀市田浦町2-83-1

横須賀上町北 238-0017 横須賀市上町2-1
横須賀逸見 238-0045 横須賀市東逸見町1-30

横須賀米が浜通 238-0011 横須賀市米が浜通1-6-6
横須賀上町 238-0017 横須賀市上町3-8
横須賀汐入 238-0042 横須賀市汐入町2-5
横須賀安浦 238-0012 横須賀市安浦町1-1
横須賀三春 238-0014 横須賀市三春町3-5-1
横須賀三春西 238-0012 横須賀市安浦町3-15-1
横須賀不入斗 238-0051 横須賀市不入斗町4-1
横須賀佐野町 238-0052 横須賀市佐野町1-6
横須賀坂本 238-0043 横須賀市坂本町3-41-1
横須賀佐野南 238-0052 横須賀市佐野町6-18
横須賀池上 238-0035 横須賀市池上3-1-3
横須賀公郷 238-0022 横須賀市公郷町1-43
横須賀鶴が丘 238-0056 横須賀市鶴が丘1-2-24
横須賀森崎 238-0023 横須賀市森崎2-14-5
横須賀金谷 238-0034 横須賀市金谷3-4-16
横須賀森崎四 238-0023 横須賀市森崎4-1-16
横須賀大津 239-0808 横須賀市大津町1-20-34
横須賀浦賀 239-0822 横須賀市浦賀7-13-16
横須賀新町 239-0821 横須賀市東浦賀2-6-12
横須賀鴨居 239-0813 横須賀市鴨居1-11-8
北下浦 239-0842 横須賀市長沢1-37-9

横須賀馬堀海岸 239-0801 横須賀市馬堀海岸2-27-1



都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所
神奈川県 横須賀津久井 239-0843 横須賀市津久井3-21-1

横須賀浦賀一 239-0815 横須賀市浦上台3-35-14
横須賀野比 239-0841 横須賀市野比1-7-4
新大津駅前 239-0808 横須賀市大津町4-8-4

横須賀かもめ団地内 239-0813 横須賀市鴨居2-80-37
横須賀ハイランド 239-0833 横須賀市ハイランド3-1-2
横須賀岩戸 239-0844 横須賀市岩戸4-23-1
横須賀秋谷 240-0105 横須賀市秋谷1-2-35
横須賀武 238-0313 横須賀市武5-11-1
武山 238-0315 横須賀市林2-1-38

横須賀長坂 240-0101 横須賀市長坂3-3-13
横須賀船越 237-0076 横須賀市船越町1-52-5
追浜 237-0064 横須賀市追浜町3-13

横須賀長浦 237-0072 横須賀市長浦町2-88-4
横須賀浦郷 237-0062 横須賀市浦郷町3-43
横須賀本浦 237-0063 横須賀市追浜東町3-44
横須賀鷹取台 237-0066 横須賀市湘南鷹取4-4-8

平塚 254-8799 平塚市追分1-33
平塚幸町 254-0804 平塚市幸町24-2
平塚田村 254-0013 平塚市田村6-12-31
平塚駅前 254-0811 平塚市八重咲町2-1
平塚豊田 254-0087 平塚市豊田本郷1793-2
平塚四之宮 254-0014 平塚市四之宮3-1-33
平塚八千代 254-0032 平塚市八千代町15-13
平塚八幡 254-0016 平塚市東八幡1-2-2
平塚横内 254-0002 平塚市横内3785-5
平塚紅谷 254-0043 平塚市紅谷町14-22
平塚東中原 254-0077 平塚市東中原1-3-53
平塚西 259-1201 平塚市南金目1259
平塚本宿 254-0052 平塚市平塚2-30-1
平塚山下 254-0911 平塚市山下726-8
平塚御殿 254-0061 平塚市御殿2-2-23
平塚旭 254-0903 平塚市河内337
平塚菫平 254-0822 平塚市菫平8-7
平塚富士見 254-0062 平塚市富士見町7-6
平塚岡崎 259-1211 平塚市ふじみ野1-35-1
平塚徳延 254-0902 平塚市徳延420-1
平塚吉沢 259-1204 平塚市上吉沢63-7
鎌倉 248-8799 鎌倉市小町1-10-3
大船 247-8799 鎌倉市大船2-20-23

鎌倉長谷 248-0016 鎌倉市長谷1-15-11
鎌倉材木座 248-0013 鎌倉市材木座3-17-30
鎌倉雪ノ下 248-0005 鎌倉市雪ノ下1-10-6
鎌倉由比ヶ浜 248-0014 鎌倉市由比ガ浜3-9-45

腰越 248-0033 鎌倉市腰越3-1-23
鎌倉津西 248-0034 鎌倉市津西1-1-14

鎌倉稲村ガ崎 248-0024 鎌倉市稲村ガ崎1-15-18
鎌倉浄明寺 248-0003 鎌倉市浄明寺3-2-20
西鎌倉 248-0035 鎌倉市西鎌倉1-3-4
鎌倉手広 248-0027 鎌倉市笛田1-8-4

鎌倉七里ガ浜 248-0025 鎌倉市七里ガ浜東4-13-4
鎌倉小坂 247-0062 鎌倉市山ノ内739
鎌倉大船三 247-0056 鎌倉市大船3-15-29
鎌倉岡本 247-0072 鎌倉市岡本2-12-4
深沢 248-0022 鎌倉市常盤60-3
鎌倉台 247-0061 鎌倉市台3-11-21
鎌倉梶原 247-0063 鎌倉市梶原2-34-8
鎌倉今泉台 247-0053 鎌倉市今泉台4-19-17
鎌倉植木 247-0073 鎌倉市植木580

大船ルミネウィング内 247-0056 鎌倉市大船1-4-1
藤沢 251-8799 藤沢市藤沢115-2
藤沢北 252-0899 藤沢市高倉1220
藤沢本町 251-0053 藤沢市本町1-4-26
藤沢南仲通 251-0052 藤沢市藤沢1015-14
藤沢台町 251-0052 藤沢市藤沢4-5-2

藤沢辻堂新町 251-0042 藤沢市辻堂新町1-19-10
藤沢藤ヶ岡 251-0004 藤沢市藤が岡3-9-2
藤沢善行 251-0871 藤沢市善行2-18-4

藤沢善行団地内 251-0877 藤沢市善行団地3-17-1
藤沢西富 251-0001 藤沢市西富505
藤沢大庭 251-0861 藤沢市大庭5061-21

藤沢湘南ライフタウン 251-0861 藤沢市大庭5681-30
片瀬 251-0032 藤沢市片瀬4-14-10
江ノ島 251-0036 藤沢市江の島1-4-13
鵠沼海岸 251-0037 藤沢市鵠沼海岸3-1-15
辻堂 251-0047 藤沢市辻堂1-4-2

藤沢片瀬山 251-0033 藤沢市片瀬山2-8-8
藤沢橘通 251-0024 藤沢市鵠沼橘1-11-12
鵠沼桜が岡 251-0027 藤沢市鵠沼桜が岡3-19-2
藤沢東海岸 251-0046 藤沢市辻堂西海岸1-8-15



都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所
神奈川県 鵠沼駅前 251-0038 藤沢市鵠沼松が岡1-1-6

藤沢西海岸 251-0046 藤沢市辻堂西海岸2-10-3-10
藤沢南口 251-0023 藤沢市鵠沼花沢町1-4
長後 252-0801 藤沢市長後672-2
御所見 252-0821 藤沢市用田617
六会 252-0813 藤沢市亀井野2-14-2

藤沢遠藤 252-0816 藤沢市遠藤2953-8
高座渋谷 252-0801 藤沢市長後1244
湘南台駅前 252-0804 藤沢市湘南台2-5-5
藤沢今田 252-0804 藤沢市湘南台7-3-2
藤沢慶応前 252-0816 藤沢市遠藤4250-1
小田原東 256-8799 小田原市前川14-1
小田原 250-8799 小田原市栄町1-13-13
酒匂 256-0816 小田原市酒匂4-8-6
押切 256-0804 小田原市羽根尾21
下曾我 250-0206 小田原市曽我原560
鴨宮駅前 250-0875 小田原市南鴨宮3-35-32
小田原鴨宮 250-0874 小田原市鴨宮598-1
小田原富水 250-0853 小田原市堀之内193
下中 256-0806 小田原市小船89-7

小田原成田 250-0862 小田原市成田447-13
螢田駅前 250-0865 小田原市蓮正寺378-2
栢山駅前 250-0851 小田原市曽比1753-4

小田原飯田岡 250-0854 小田原市飯田岡496-10
国府津駅前 256-0812 小田原市国府津3-6-13
小田原早川 250-0021 小田原市早川173
小田原扇町 250-0001 小田原市扇町3-26-28
小田原南町 250-0013 小田原市南町3-2-48
小田原浜町 250-0004 小田原市浜町2-6-24
小田原栄町 250-0011 小田原市栄町3-8-14
小田原本町 250-0012 小田原市本町2-11-14
小田原板橋 250-0034 小田原市板橋154
根府川 250-0024 小田原市根府川89-33

小田原久野 250-0055 小田原市久野71-1
小田原寿町 250-0002 小田原市寿町3-5-37
小田原城山 250-0045 小田原市城山1-6-32
茅ヶ崎 253-8799 茅ヶ崎市新栄町13-20

茅ヶ崎高田 253-0002 茅ヶ崎市高田4-4-7
茅ヶ崎小和田三 253-0012 茅ヶ崎市小和田3-1-1

小出 253-0006 茅ヶ崎市堤1928-8
茅ヶ崎松が丘 253-0025 茅ヶ崎市松が丘1-1-74
茅ヶ崎松林 253-0042 茅ヶ崎市本村3-16-18
茅ヶ崎富士見 253-0031 茅ヶ崎市富士見町16-8
茅ヶ崎若松 253-0051 茅ヶ崎市若松町6-26
茅ヶ崎鶴が台 253-0003 茅ヶ崎市鶴が台10-6-101
茅ヶ崎浜竹 253-0021 茅ヶ崎市浜竹2-2-6
茅ヶ崎矢畑 253-0085 茅ヶ崎市矢畑3-7
茅ヶ崎茶屋町 253-0061 茅ヶ崎市南湖1-9-8
茅ヶ崎海岸 253-0053 茅ヶ崎市東海岸北1-5-2
茅ヶ崎南湖 253-0061 茅ヶ崎市南湖3-14-12
茅ヶ崎浜見平 253-0062 茅ヶ崎市浜見平11-1
茅ヶ崎香川 253-0082 茅ヶ崎市香川6-4-13
茅ヶ崎今宿 253-0072 茅ヶ崎市今宿352-1
逗子 249-8799 逗子市逗子6-1-3

逗子小坪 249-0008 逗子市小坪4-3-1
逗子桜山 249-0005 逗子市桜山2-3-37
逗子久木 249-0001 逗子市久木4-3-6
東逗子 249-0005 逗子市桜山4-7-17

逗子ハイランド 249-0001 逗子市久木8-9-12
逗子池子 249-0003 逗子市池子2-21-20
南下浦 238-0199 三浦市南下浦町上宮田3391-1
三浦 238-0299 三浦市三崎町諸磯43-1
初声 238-0113 三浦市初声町入江52-1
松輪 238-0104 三浦市南下浦町松輪1617-1

三浦三崎 238-0243 三浦市三崎5-245-7
三浦城山 238-0235 三浦市城山町10-7
秦野 257-8799 秦野市室町2-44

秦野南が丘 257-0013 秦野市南が丘3-1
秦野北矢名 257-0006 秦野市北矢名1307-4
西秦野 259-1305 秦野市堀川609-2
北秦野 259-1302 秦野市菩提399
東秦野 257-0023 秦野市寺山232-1
鶴巻 257-0002 秦野市鶴巻南1-1-3

秦野文京 257-0044 秦野市文京町5-15
秦野東海大学前 257-0003 秦野市南矢名230-1
秦野曲松 259-1321 秦野市曲松1-8-21
秦野緑 257-0054 秦野市緑町16-3

秦野下大槻 257-0004 秦野市下大槻410-2-6-103
秦野駅前 257-0035 秦野市本町3-2-3
渋沢駅前 259-1315 秦野市柳町1-13-1



都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所
神奈川県 厚木北 243-0299 厚木市下荻野970

厚木 243-8799 厚木市田村町2-18
厚木上荻野 243-0201 厚木市上荻野1164-1
七沢 243-0121 厚木市七沢796-3
小鮎 243-0213 厚木市飯山3545-5

厚木森の里 243-0122 厚木市森の里1-34-3
厚木鳶尾 243-0204 厚木市鳶尾2-25

愛甲石田駅前 243-0027 厚木市愛甲東1-1-14
厚木旭町五 243-0014 厚木市旭町5-32-3
厚木山際 243-0803 厚木市山際1-2
厚木旭 243-0013 厚木市泉町5-11
相川 243-0022 厚木市酒井2542

厚木緑ヶ丘 243-0041 厚木市緑ケ丘2-2-11
厚木妻田 243-0812 厚木市妻田北1-2-3
厚木愛甲 243-0028 厚木市愛甲西3-17-14
厚木上依知 243-0801 厚木市上依知3001-5
厚木東町 243-0011 厚木市厚木町6-1-102
厚木松枝町 243-0005 厚木市松枝1-3-3
厚木毛利台 243-0037 厚木市毛利台2-2-11
大和 242-8799 大和市深見西3-1-29

大和南林間六 242-0006 大和市南林間6-23-23
大和柳橋 242-0022 大和市柳橋2-4-13
南大和 242-0016 大和市大和南1-8-1

南林間駅前 242-0006 大和市南林間2-10-12
大和桜ヶ丘 242-0014 大和市上和田981-1
中央林間駅前 242-0007 大和市中央林間3-10-15
鶴間駅前 242-0005 大和市西鶴間2-1-16

相模大塚駅前 242-0028 大和市桜森3-8-4
大和上草柳 242-0029 大和市上草柳4-3-9
大和下鶴間 242-0001 大和市下鶴間2773-6
大和中央一 242-0021 大和市中央1-6-15
大和つきみ野 242-0002 大和市つきみ野6-9-5
大和福田 242-0024 大和市福田3759-3
伊勢原 259-1199 伊勢原市田中432
大山 259-1107 伊勢原市大山255
比々多 259-1136 伊勢原市串橋63-3

伊勢原東大竹 259-1134 伊勢原市八幡台1-14-3
伊勢原沼目 259-1126 伊勢原市沼目4-1-8
伊勢原高森 259-1114 伊勢原市高森2-20-15
伊勢原本町 259-1131 伊勢原市伊勢原2-10-8
伊勢原桜台 259-1132 伊勢原市桜台2-20-18
海老名 243-0499 海老名市中央2-7-5
有馬 243-0416 海老名市中河内1369-2

かしわ台駅前 243-0402 海老名市柏ケ谷713-3
国分 243-0405 海老名市国分南2-3-1

大塚本町 243-0401 海老名市東柏ケ谷1-2-2
海老名大谷 243-0419 海老名市大谷北4-5-3
海老名中新田 243-0422 海老名市中新田1-16-23
海老名河原口 243-0433 海老名市河原口2-16-21
海老名国分寺台 243-0413 海老名市国分寺台5-13-7

杉久保 243-0427 海老名市杉久保南2-13-5
海老名駅西口 243-0436 海老名市扇町3-3

座間 252-8799 座間市相模が丘1-36-34
座間中宿 252-0027 座間市座間1-3098-1
座間立野台 252-0023 座間市立野台2-19-3
座間駅前 252-0024 座間市入谷5-1881-58
座間緑ヶ丘 252-0021 座間市緑ケ丘2-2-38

座間ひばりが丘 252-0003 座間市ひばりが丘2-33-33
さがみ野駅前 252-0005 座間市さがみ野2-2-23
座間相模が丘 252-0001 座間市相模が丘3-67-19
南足柄 250-0199 南足柄市関本156
塚原 250-0117 南足柄市塚原2631-1

和田河原駅前 250-0112 南足柄市和田河原518-3
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
綾瀬寺尾 252-1136 綾瀬市寺尾西3-11-12
綾瀬上土棚 252-1113 綾瀬市上土棚中1-5-39
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

寒川駅前 253-0111 寒川町一之宮1-8-3
寒川倉見 253-0101 寒川町倉見3783-12
大磯 255-0003 大磯町大磯1043-1
西大磯 259-0111 大磯町国府本郷924
二宮 259-0199 二宮町二宮400-8

二宮元町 259-0123 二宮町二宮1326-3
二宮一色 259-0133 二宮町百合が丘2-3-1
中井 259-0144 中井町半分形21-5

中井井ノ口 259-0151 中井町井ノ口1871-6



都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所
神奈川県 曾我 258-0016 大井町上大井497-3

大井金子 258-0019 大井町金子1669-4
松田 258-8799 松田町松田惣領1596-1
寄 258-0001 松田町寄3227

松田惣領 258-0003 松田町松田惣領1192-2
山北 258-0199 山北町山北191
清水 258-0124 山北町川西668-14
三保 258-0201 山北町中川921-81
山北岸 258-0112 山北町岸1326-3
開成 258-0026 開成町延沢878-1

箱根宮ノ下 250-0499 箱根町小涌谷467
箱根町 250-0599 箱根町箱根79
箱根湯本 250-0311 箱根町湯本383-1
芦ノ湯 250-0523 箱根町芦之湯18
箱根強羅 250-0408 箱根町強羅1300-39
仙石原 250-0631 箱根町仙石原25-1

箱根宮城野 250-0401 箱根町宮城野下河原615
真鶴 259-0202 真鶴町岩298
岩 259-0202 真鶴町岩639

真鶴港 259-0201 真鶴町真鶴834
湯河原 259-0399 湯河原町土肥2-2-5
吉浜 259-0312 湯河原町吉浜1396

湯河原温泉 259-0314 湯河原町宮上475-4
湯河原駅前 259-0303 湯河原町土肥5-2-32
福浦 259-0312 湯河原町吉浜378-1
愛川 243-0399 愛川町角田145
半原 243-0307 愛川町半原4220
中津 243-0303 愛川町中津778-6
高峰 243-0308 愛川町三増872-3

愛川田代 243-0306 愛川町田代440-4
煤ヶ谷 243-0112 清川村煤ヶ谷1714-4


