
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
神奈川県 横浜北幸 220-0004 横浜市西区北幸2-10-33

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
横浜霞ヶ丘 220-0035 横浜市西区霞ケ丘63
横浜戸部本町 220-0041 横浜市西区戸部本町25-5
横浜戸部 220-0042 横浜市西区戸部町2-23
横浜藤棚 220-0051 横浜市西区中央2-24-1
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
横浜洪福寺 220-0072 横浜市西区浅間町5-379-1

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
横浜中央 220-8799 横浜市西区高島2-14-2
横浜西寺尾 221-0001 横浜市神奈川区西寺尾2-7-13
横浜大口 221-0002 横浜市神奈川区大口通139-3
横浜新子安 221-0013 横浜市神奈川区新子安1-8-2

オルトヨコハマ内 221-0013 横浜市神奈川区新子安1-1
横浜入江 221-0014 横浜市神奈川区入江1-22-8
大口駅前 221-0015 横浜市神奈川区神之木町1-1

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
東神奈川駅前 221-0044 横浜市神奈川区東神奈川1-2-1

横浜ポートサイド内 221-0052 横浜市神奈川区栄町6-1
横浜中央市場内 221-0054 横浜市神奈川区山内町1
神奈川宮前 221-0057 横浜市神奈川区青木町4-7
神奈川白幡 221-0073 横浜市神奈川区白幡南町35-4
横浜神大寺 221-0801 横浜市神奈川区神大寺4-1-8
横浜六角橋 221-0802 横浜市神奈川区六角橋1-4-1
横浜六角橋北 221-0802 横浜市神奈川区六角橋6-28-29
横浜西神奈川 221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-9-11
横浜鶴屋町 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1
横浜反町 221-0841 横浜市神奈川区松本町3-25-13
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

横浜ガーデン山 221-0852 横浜市神奈川区三ツ沢下町33-14
横浜羽沢 221-0863 横浜市神奈川区羽沢町1547-6
横浜菅田 221-0864 横浜市神奈川区菅田町488
横浜片倉 221-0865 横浜市神奈川区片倉1-16-8
横浜樽町 222-0001 横浜市港北区樽町1-24-5
横浜師岡 222-0002 横浜市港北区師岡町477

トレッサ横浜 222-0002 横浜市港北区師岡町700
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
横浜篠原台 222-0024 横浜市港北区篠原台町4-7
横浜篠原 222-0026 横浜市港北区篠原町1410
新横浜三 222-0033 横浜市港北区新横浜3-22-17
新横浜駅前 222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-14
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
横浜小机町 222-0036 横浜市港北区小机町970
横浜太尾南 222-0037 横浜市港北区大倉山4-6-11
横浜大倉山 222-0037 横浜市港北区大倉山1-16-2
横浜太尾 222-0037 横浜市港北区大倉山7-2-1
港北 222-8799 横浜市港北区菊名6-20-18

横浜南綱島 223-0052 横浜市港北区綱島東2-19-31
綱島本通 223-0053 横浜市港北区綱島西3-6-24
新田 223-0056 横浜市港北区新吉田町3238

横浜新吉田 223-0058 横浜市港北区新吉田東6-1-11
横浜日吉七 223-0061 横浜市港北区日吉7-14-12
日吉駅内 223-0061 横浜市港北区日吉2-1-1
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
横浜下田 223-0064 横浜市港北区下田町6-4-1
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神奈川県 横浜高田 223-0065 横浜市港北区高田東1-46-7

綱島 223-8799 横浜市港北区綱島台17-13
中川駅前 224-0001 横浜市都筑区中川1-10-33

横浜センター北駅前 224-0003 横浜市都筑区中川中央1-1-3
横浜荏田東 224-0006 横浜市都筑区荏田東3-6-2

横浜すみれが丘 224-0013 横浜市都筑区すみれが丘37-3
横浜北山田 224-0021 横浜市都筑区北山田2-2-20
横浜東山田 224-0024 横浜市都筑区東山田町1466-2
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
仲町台駅前 224-0041 横浜市都筑区仲町台1-34-11
横浜桜並木 224-0046 横浜市都筑区桜並木9-21
横浜池辺 224-0053 横浜市都筑区池辺町3672-1
横浜川和町 224-0057 横浜市都筑区川和町620

都筑ふれあいの丘 224-0065 横浜市都筑区高山6-7
都筑 224-8799 横浜市都筑区茅ヶ崎中央33-1

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
横浜美しが丘 225-0002 横浜市青葉区美しが丘2-21-10

たまプラーザ駅南口 225-0003 横浜市青葉区新石川3-24-18
あざみ野駅内 225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-1-1
横浜あざみ野 225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-13-17
江田駅北口 225-0012 横浜市青葉区あざみ野南2-4-8
横浜山内 225-0013 横浜市青葉区荏田町428-13

横浜すすき野 225-0021 横浜市青葉区すすき野2-5-1
横浜大場 225-0023 横浜市青葉区大場町592-12
横浜市ヶ尾 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1726
市ヶ尾駅前 225-0024 横浜市青葉区市ケ尾町1074-2
青葉 225-8799 横浜市青葉区荏田西1-7-5

横浜東本郷 226-0002 横浜市緑区東本郷3-23-1
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
横浜白山 226-0006 横浜市緑区白山2-40-5
横浜中山 226-0014 横浜市緑区台村町129-1
横浜霧が丘 226-0016 横浜市緑区霧が丘3-26-2
横浜十日市場 226-0025 横浜市緑区十日市場町1358-3
長津田 226-0027 横浜市緑区長津田6-7-1

長津田駅北口 226-0027 横浜市緑区長津田2-1-1
緑 226-8799 横浜市緑区中山町149-4

横浜鴨志田 227-0033 横浜市青葉区鴨志田町549-1
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
横浜桜台 227-0061 横浜市青葉区桜台30-17
青葉台 227-0062 横浜市青葉区青葉台1-13-1

横浜青葉台二 227-0062 横浜市青葉区青葉台2-19-18
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
横浜矢向 230-0001 横浜市鶴見区矢向6-14-15
尻手駅前 230-0001 横浜市鶴見区矢向2-14-2
横浜元宮 230-0004 横浜市鶴見区元宮1-9-13
横浜上末吉 230-0011 横浜市鶴見区上末吉4-17-15
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
鶴見市場 230-0025 横浜市鶴見区市場大和町6-1
横浜大東 230-0033 横浜市鶴見区朝日町1-42-1
横浜栄町通 230-0038 横浜市鶴見区栄町通4-38-13
横浜仲通 230-0042 横浜市鶴見区仲通1-58-12
横浜小野 230-0046 横浜市鶴見区小野町25

横浜潮見橋通 230-0048 横浜市鶴見区本町通3-165-10
鶴見駅前 230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央1-10-14
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神奈川県 横浜生麦 230-0052 横浜市鶴見区生麦4-14-7

横浜佃野 230-0061 横浜市鶴見区佃野町24-34
横浜豊岡 230-0062 横浜市鶴見区豊岡町28-14
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
横浜馬場 230-0076 横浜市鶴見区馬場2-6-30

横浜東寺尾二 230-0077 横浜市鶴見区東寺尾2-4-27
横浜岸谷 230-0078 横浜市鶴見区岸谷4-2-5
鶴見 230-8799 横浜市鶴見区鶴見中央3-22-1


