
別添
■「3D iPhoneケース」販売郵便局一覧
1　発売日に郵便窓口で販売する郵便局
都道府県 局名 郵便番号 住所
京都府 京都髙島屋内郵便局 600-8001 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52

京都東洞院仏光寺郵便局 600-8095 京都府京都市下京区東洞院通仏光寺上ル扇酒屋町307
京都西洞院綾小路郵便局 600-8474 京都府京都市下京区西洞院通綾小路下ル綾西洞院町739-1

京都中央郵便局 600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町843-12
京都春日郵便局 600-8886 京都府京都市下京区西七条北月読町66

京都パセオ・ダイゴロー郵便局 601-1375 京都府京都市伏見区醍醐高畑町30-1
伏見東郵便局 601-1399 京都府京都市伏見区醍醐鍵尾町1-2

京都府立医大病院内郵便局 602-0841 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル梶井町465
京都出町郵便局 602-0846 京都府京都市上京区寺町通今出川下ル米屋町289

京都府庁前郵便局 602-8031 京都府京都市上京区釜座通下立売下ル東裏辻町403-8
京都北野郵便局 602-8381 京都府京都市上京区今出川通七本松西入真盛町727-2

西陣郵便局 602-8799 京都府京都市上京区今出川通浄福寺西入2丁目東上善寺町152
京都上賀茂郵便局 603-8077 京都府京都市北区上賀茂藤ノ木町31-7

京都小山中溝郵便局 603-8156 京都府京都市北区小山中溝町32
京都紫竹郵便局 603-8208 京都府京都市北区紫竹西桃ノ本町2-2
金閣寺郵便局 603-8376 京都府京都市北区衣笠北天神森町32

京都大宮小野堀郵便局 603-8406 京都府京都市北区大宮東小野堀町39-2
京都北郵便局 603-8799 京都府京都市北区紫竹下本町39

京都東洞院押小路郵便局 604-0836 京都府京都市中京区押小路通東洞院西入船屋町400-1
京都三条御幸町郵便局 604-8076 京都府京都市中京区御幸町通三条下ル海老屋町313
京都東洞院錦郵便局 604-8143 京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入阪東屋町653

京都新町蛸薬師郵便局 604-8212 京都府京都市中京区新町通蛸薬師上ル六角町368
京都西ノ京上合郵便局 604-8483 京都府京都市中京区西ノ京南上合町96

中京郵便局 604-8799 京都府京都市中京区三条通東洞院東入ル菱屋町30番地
京都祇園郵便局 605-0079 京都府京都市東山区大和大路通四条上ル常盤町153

京都大和大路郵便局 605-0815 京都府京都市東山区大和大路通松原下ル北御門町251
京都今熊野郵便局 605-0951 京都府京都市東山区東大路七条下ル東瓦町677

東山郵便局 605-8799 京都府京都市東山区大和大路通五条下ル石垣町西側42
京都山端郵便局 606-8003 京都府京都市左京区山端川原町8-4

京都百万遍郵便局 606-8225 京都府京都市左京区田中門前町77
京都吉田牛ノ宮郵便局 606-8305 京都府京都市左京区吉田河原町1-6

京都岡崎郵便局 606-8322 京都府京都市左京区岡崎入江町39
京都大学病院内郵便局 606-8397 京都府京都市左京区聖護院川原町54

京都浄土寺郵便局 606-8412 京都府京都市左京区浄土寺馬場町16
左京郵便局 606-8799 京都府京都市左京区高野竹屋町1-1

京都山科竹鼻郵便局 607-8089 京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町21
山科郵便局 607-8799 京都府京都市山科区西野阿芸沢町1-5
洛西郵便局 610-1199 京都府京都市西京区大原野東境谷町2-3

伏見西浦郵便局 612-0029 京都府京都市伏見区深草西浦町3-69
伏見稲荷郵便局 612-0807 京都府京都市伏見区深草稲荷中之町53
京都向島郵便局 612-8112 京都府京都市伏見区向島本丸町7

京都向島四ツ谷池郵便局 612-8136 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池14-10
伏見羽束師菱川郵便局 612-8487 京都府京都市伏見区羽束師菱川町311-10

伏見郵便局 612-8799 京都府京都市伏見区撞木町1148
京都東中水郵便局 615-0042 京都府京都市右京区西院東中水町7
京都西京極郵便局 615-0852 京都府京都市右京区西京極西川町43

京都梅津徳丸郵便局 615-0935 京都府京都市右京区梅津徳丸町9
京都上桂郵便局 615-8227 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町33-4

右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町16
京都嵐山郵便局 616-0014 京都府京都市西京区嵐山谷ケ辻子町37

京都桂ケ原郵便局 616-8167 京都府京都市右京区太秦多藪町19-7
京都常盤郵便局 616-8224 京都府京都市右京区常盤窪町15-18
京都広沢郵便局 616-8304 京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町12-10
京都嵯峨郵便局 616-8381 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町18-7
京都西郵便局 616-8799 京都府京都市右京区嵯峨五島町1-64

大阪府 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1(大阪駅前第1ビル地下1階)
大阪駅前第２ビル内郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2

大阪曽根崎新地郵便局 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-4-18
中之島郵便局 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18

グランフロント大阪郵便局 530-0011 大阪府大阪市北区大深町4-20
大阪阪急内郵便局 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7

大阪天神橋三郵便局 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋3-11-1
大阪天神橋六郵便局 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋6-3-23



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪府 大阪天神橋郵便局 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-4-8

大阪肥後橋郵便局 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-6
大阪新町郵便局 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-4-30
大阪日吉郵便局 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-15-11
大阪西郵便局 550-8799 大阪府大阪市西区江之子島2-1-3

大阪夕凪橋郵便局 552-0004 大阪府大阪市港区夕凪1-2-15
弁天町オーク内郵便局 552-0007 大阪府大阪市港区弁天1-2-4-100

港八幡屋郵便局 552-0014 大阪府大阪市港区八幡屋1-9-25
大阪築港郵便局 552-0021 大阪府大阪市港区築港3-8-9
大阪港郵便局 552-8799 大阪府大阪市港区市岡1-5-33

大阪吉野郵便局 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野2-9-3
大阪福島郵便局 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野1-20-27

此花西九条郵便局 554-0012 大阪府大阪市此花区西九条3-11-26
此花梅香郵便局 554-0013 大阪府大阪市此花区梅香3-30-10

此花郵便局 554-8799 大阪府大阪市此花区春日出北2-1-9
西淀川千船郵便局 555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃3-2-26

西淀川郵便局 555-8799 大阪府大阪市西淀川区姫里3-1-33
松原一津屋郵便局 580-0003 大阪府松原市一津屋1-21-19

松原岡郵便局 580-0014 大阪府松原市岡3-4-42
松原駅前郵便局 580-0016 大阪府松原市上田3-6-1
松原新町郵便局 580-0023 大阪府松原市南新町1-13-5

松原天美南郵便局 580-0033 大阪府松原市天美南1-93-2
松原郵便局 580-8799 大阪府松原市上田1-1-10

道明寺南郵便局 583-0012 大阪府藤井寺市道明寺1-14-34
藤井寺駅前郵便局 583-0026 大阪府藤井寺市春日丘1-8-8
藤井寺小山郵便局 583-0033 大阪府藤井寺市小山4-7-6
羽曳野城山郵便局 583-0852 大阪府羽曳野市古市5-9-16
羽曳野白鳥郵便局 583-0855 大阪府羽曳野市翠鳥園401-1
羽曳が丘郵便局 583-0864 大阪府羽曳野市羽曳ガ丘4-3-5

羽曳野恵我之荘郵便局 583-0885 大阪府羽曳野市南恵我之荘1-491-4
藤井寺郵便局 583-8799 大阪府藤井寺市藤ケ丘3-11-14
喜志郵便局 584-0005 大阪府富田林市喜志町2-3-9

富田林若松一郵便局 584-0024 大阪府富田林市若松町1-12-20
富田林藤沢台郵便局 584-0071 大阪府富田林市藤沢台1-4-7
富田林寺池台郵便局 584-0073 大阪府富田林市寺池台1-9-70
富田林小金台郵便局 584-0083 大阪府富田林市小金台3-1-1

富田林郵便局 584-8799 大阪府富田林市甲田1-3-16
千代田郵便局 586-0003 大阪府河内長野市楠町東1602-5

河内長野南花台郵便局 586-0077 大阪府河内長野市南花台3-6-51
河内長野郵便局 586-8799 大阪府河内長野市喜多町154

狭山大野台郵便局 589-0023 大阪府大阪狭山市大野台2-18-2
大阪狭山郵便局 589-8799 大阪府大阪狭山市岩室1-401-5

兵庫県 芦屋南宮郵便局 659-0024 兵庫県芦屋市南宮町12-20
芦屋打出小槌郵便局 659-0028 兵庫県芦屋市打出小槌町13-9

芦屋伊勢郵便局 659-0052 兵庫県芦屋市伊勢町4-26
芦屋宮塚郵便局 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町1-8
芦屋東山郵便局 659-0091 兵庫県芦屋市東山町4-10
芦屋駅前郵便局 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町2-1-117

芦屋郵便局 659-8799 兵庫県芦屋市平田北町4-13
尼崎市役所内郵便局 660-0051 兵庫県尼崎市東七松町1-23-1

尼崎大島郵便局 660-0075 兵庫県尼崎市大庄中通1-104
尼崎大庄郵便局 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町1-39-15
武庫川郵便局 660-0084 兵庫県尼崎市武庫川町3-71-8

尼崎長洲本通郵便局 660-0803 兵庫県尼崎市長洲本通1-6-17
尼崎杭瀬郵便局 660-0814 兵庫県尼崎市杭瀬本町2-15-1

尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通2-11-1
尼崎塚口本町郵便局 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-2-20

尼崎塚口郵便局 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-13-19
尼崎塚口六郵便局 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町6-9-6
尼崎尾浜郵便局 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町3-30-29

立花郵便局 661-0025 兵庫県尼崎市立花町1-7-3
尼崎南武庫之荘郵便局 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘3-21-28
尼崎武庫之荘郵便局 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘1-19-1

尼崎北武庫之荘郵便局 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘5-35-20
尼崎西武庫郵便局 661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町2-22-3
尼崎園田郵便局 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町4-62-1

尼崎東園田八郵便局 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町8-110-26
尼崎潮江郵便局 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1-15-3
尼崎北郵便局 661-8799 兵庫県尼崎市南塚口町5-8-1



都道府県 局名 郵便番号 住所
兵庫県 西宮大社郵便局 662-0034 兵庫県西宮市西田町6-16

西宮夙川郵便局 662-0051 兵庫県西宮市羽衣町1-31
西宮苦楽園口郵便局 662-0074 兵庫県西宮市石刎町4-3
西宮樋ノ池郵便局 662-0084 兵庫県西宮市樋之池町10-26
西宮甲東園郵便局 662-0812 兵庫県西宮市甲東園1-2-12
関西学院前郵便局 662-0813 兵庫県西宮市上甲東園3-9-5
西宮広田郵便局 662-0868 兵庫県西宮市中屋町6-6
西宮駅前郵便局 662-0911 兵庫県西宮市池田町10-6
西宮鞍掛郵便局 662-0927 兵庫県西宮市久保町11-20

西宮郵便局 662-8799 兵庫県西宮市和上町6-28
西宮北口郵便局 663-8035 兵庫県西宮市北口町1-1-102
甲子園口郵便局 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口2-3-28
西宮笠屋郵便局 663-8136 兵庫県西宮市笠屋町3-17
西宮高須郵便局 663-8141 兵庫県西宮市高須町2-1-19-101
甲子園郵便局 663-8176 兵庫県西宮市甲子園六番町15-16

西宮鳴尾郵便局 663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町5-7-21
西宮高松郵便局 663-8204 兵庫県西宮市高松町4-8
西宮東郵便局 663-8799 兵庫県西宮市甲子園春風町5-1

伊丹荒牧郵便局 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧1-4-27
伊丹鴻池郵便局 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池5-2-12
伊丹西野郵便局 664-0028 兵庫県伊丹市西野1-181
伊丹野間郵便局 664-0873 兵庫県伊丹市野間3-1-24

伊丹郵便局 664-8799 兵庫県伊丹市中央6-2-14
奈良県 生駒鹿ノ台郵便局 630-0113 奈良県生駒市鹿ノ台南2-3-1

生駒北大和郵便局 630-0121 奈良県生駒市北大和2-2-20
生駒本町郵便局 630-0256 奈良県生駒市本町9-16

生駒郵便局 630-0299 奈良県生駒市谷田町1234-1
奈良市役所内郵便局 630-8012 奈良県奈良市二条大路南1-1-1

奈良青山郵便局 630-8101 奈良県奈良市青山4-2-2
奈良東向郵便局 630-8214 奈良県奈良市東向北町24

奈良小川町郵便局 630-8233 奈良県奈良市小川町1
奈良三条郵便局 630-8244 奈良県奈良市三条町606

奈良下御門郵便局 630-8365 奈良県奈良市下御門町33
奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町5-3-3

奈良登美ケ丘郵便局 631-0004 奈良県奈良市登美ケ丘3-2-12
奈良富雄郵便局 631-0078 奈良県奈良市富雄元町2-6-33
奈良朱雀郵便局 631-0806 奈良県奈良市朱雀6-9-4

奈良ファミリー内郵便局 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町2-4-1
奈良西郵便局 631-8799 奈良県奈良市学園北2-3-2

天理親里館郵便局 632-0015 奈良県天理市三島町563-2
天理郵便局 632-8799 奈良県天理市川原城町296-5

大和榛原郵便局 633-0299 奈良県宇陀市榛原下井足90-1
桜井郵便局 633-8799 奈良県桜井市粟殿474-3

橿原新口郵便局 634-0007 奈良県橿原市葛本町268-9
耳成郵便局 634-0014 奈良県橿原市石原田町317

橿原白橿郵便局 634-0051 奈良県橿原市白橿町2-31-17
畝傍郵便局 634-0063 奈良県橿原市久米町909-2

橿原四条郵便局 634-0813 奈良県橿原市四条町286-1
橿原郵便局 634-8799 奈良県橿原市八木町1-9-20

大和高田片塩郵便局 635-0085 奈良県大和高田市片塩町5-1
大和高田郵便局 635-8799 奈良県大和高田市神楽2-7-46
王寺駅前郵便局 636-0003 奈良県北葛城郡王寺町久度2-3-1-101

西大和高塚台郵便局 636-0071 奈良県北葛城郡河合町高塚台3-4-1
川西結崎郵便局 636-0202 奈良県磯城郡川西町結崎589-3
田原本郵便局 636-0399 奈良県磯城郡田原本町十六面30-1
王寺郵便局 636-8799 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-1-12

五條田園郵便局 637-0093 奈良県五條市田園3-3-14
五條郵便局 637-8799 奈良県五條市須恵3-8-30
下市郵便局 638-8799 奈良県吉野郡下市町下市489

西大和まきのは郵便局 639-0205 奈良県北葛城郡上牧町下牧1-6-31
香芝真美ケ丘郵便局 639-0223 奈良県香芝市真美ヶ丘6-10

香芝郵便局 639-0299 奈良県香芝市下田西2-2-10
近鉄郡山駅前郵便局 639-1013 奈良県大和郡山市朝日町239-13

大和郡山郵便局 639-1199 奈良県大和郡山市杉町250-3
新庄郵便局 639-2113 奈良県葛城市北花内734-3
御所郵便局 639-2299 奈良県御所市71-3

吉野山郵便局 639-3115 奈良県吉野郡吉野町吉野山548-2
吉野郵便局 639-3199 奈良県吉野郡吉野町丹治1093



2　お取り寄せ販売を実施する郵便局
都道府県 局名 郵便番号 住所
京都府 京都寺町松原郵便局 600-8028 京都府京都市下京区寺町通松原下ル植松町702

京都四条柳馬場郵便局 600-8071 京都府京都市下京区柳馬場通四条下ル相之町133
京都柳馬場松原郵便局 600-8078 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町295
京都七条米浜郵便局 600-8135 京都府京都市下京区三ノ宮町通正面下ル上三之宮町260

京都中珠数屋町郵便局 600-8153 京都府京都市下京区東洞院通正面上ル廿人講町30
京都五条東洞院郵便局 600-8171 京都府京都市下京区不明門通五条下ル上平野町447
京都東本願寺前郵便局 600-8173 京都府京都市下京区不明門通六条下ル仏具屋町159

京都塩小路郵便局 600-8207 京都府京都市下京区上之町10-5
京都七条油小路郵便局 600-8222 京都府京都市下京区北小路通油小路東入文覚町381
京都本派本願寺郵便局 600-8269 京都府京都市下京区七条通猪熊東入西八百屋町142-2
京都大宮松原郵便局 600-8377 京都府京都市下京区大宮通松原下ル上五条町386-3
京都四条大宮郵便局 600-8389 京都府京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町26
京都若宮松原郵便局 600-8451 京都府京都市下京区若宮通松原下ル亀屋町39

京都六条郵便局 600-8456 京都府京都市下京区六条通油小路東入天使突抜4-478
京都堀川仏光寺郵便局 600-8482 京都府京都市下京区西堀川通仏光寺上ル綾堀川町320-3
京都中堂寺坊城郵便局 600-8811 京都府京都市下京区中堂寺坊城町2-2

京都中堂寺郵便局 600-8814 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町1
京都島原郵便局 600-8821 京都府京都市下京区小坂町7-6

京都御所ノ内郵便局 600-8863 京都府京都市下京区七条御所ノ内本町70
京都西七条郵便局 600-8871 京都府京都市下京区西七条北東野町7

小野郷郵便局 601-0131 京都府京都市北区小野下ノ町78-1
鞍馬郵便局 601-1111 京都府京都市左京区鞍馬本町162

京都静市市原郵便局 601-1123 京都府京都市左京区静市市原町110-1
山城大原郵便局 601-1242 京都府京都市左京区大原来迎院町246

京都醍醐北郵便局 601-1327 京都府京都市伏見区醍醐切レ戸町12
伏見醍醐郵便局 601-1351 京都府京都市伏見区醍醐和泉町7-2
京都石田郵便局 601-1432 京都府京都市伏見区石田内里町35

伏見小栗栖郵便局 601-1456 京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町6
京都駅八条口郵便局 601-8002 京都府京都市南区東九条上殿田町40
京都東九条郵便局 601-8027 京都府京都市南区東九条中御霊町44-1
京都札ノ辻郵便局 601-8031 京都府京都市南区東九条河辺町23
京都上鳥羽郵便局 601-8183 京都府京都市南区上鳥羽南島田町30
京都久世郵便局 601-8205 京都府京都市南区久世殿城町447-1

京都吉祥院郵便局 601-8330 京都府京都市南区吉祥院船戸町13-2
京都吉祥院観音堂郵便局 601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町1-18

京都西九条郵便局 601-8414 京都府京都市南区西九条蔵王町52-2
京都十条郵便局 601-8433 京都府京都市南区西九条東柳ノ内町6
京都東寺郵便局 601-8441 京都府京都市南区西九条南田町20

京都羅城門郵便局 601-8447 京都府京都市南区西九条唐戸町2-2
京都唐橋郵便局 601-8451 京都府京都市南区唐橋川久保町1-19
京都八条郵便局 601-8473 京都府京都市南区大宮通八条下ル九条町621-23

京都室町上立売郵便局 602-0029 京都府京都市上京区室町通上立売上ル室町頭町287
京都大宮鞍馬口郵便局 602-0085 京都府京都市上京区大宮通鞍馬口上ル若宮竪町94-1

京都荒神口郵便局 602-0856 京都府京都市上京区荒神口通河原町東入荒神町117
京都中立売室町郵便局 602-0918 京都府京都市上京区室町通一条下ル薬屋町433-2
京都下立売堀川郵便局 602-8044 京都府京都市上京区下立売通堀川東入東橋詰町172-1
京都大宮丸太町郵便局 602-8134 京都府京都市上京区丸太町通大宮東入一町目857

京都聚楽郵便局 602-8155 京都府京都市上京区千本通丸太町下ル主税町1208
京都中立売堀川郵便局 602-8241 京都府京都市上京区中立売通堀川西入役人町251-10
京都中立売千本郵便局 602-8288 京都府京都市上京区中立売通千本東入2-田丸町379-7
京都千本寺之内郵便局 602-8305 京都府京都市上京区千本通寺之内下ル花車町483-7

京都仁和郵便局 602-8361 京都府京都市上京区御前通下立売上ル西上之町255
京都御前下立売郵便局 602-8365 京都府京都市上京区御前通下立売下ル下之町407-1

京都寺ノ内郵便局 602-8411 京都府京都市上京区寺之内通猪熊東入東西町393
京都柊野郵便局 603-8035 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町9-17

京都出雲路郵便局 603-8146 京都府京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町285-102
京都小山西花池郵便局 603-8148 京都府京都市北区小山西花池町1-14
京都紫野御所田郵便局 603-8166 京都府京都市北区紫野上御所田町62
京都小山初音郵便局 603-8172 京都府京都市北区小山初音町50

京都北大路千本郵便局 603-8235 京都府京都市北区紫野下御輿町12-1
京都大将軍郵便局 603-8331 京都府京都市北区大将軍西町47
京都小松原郵便局 603-8341 京都府京都市北区小松原北町55-3
京都鷹峯郵便局 603-8445 京都府京都市北区鷹峯藤林町6-348

京都衣棚夷川郵便局 604-0003 京都府京都市中京区衣棚通夷川上ル花立町273-2



都道府県 局名 郵便番号 住所
京都府 京都二条油小路郵便局 604-0051 京都府京都市中京区油小路通二条下ル二条油小路町274

京都竹屋町高倉郵便局 604-0881 京都府京都市中京区竹屋町通高倉西入坂本町708
京都寺町二条郵便局 604-0931 京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町97-1

京都御池柳馬場郵便局 604-0955 京都府京都市中京区柳馬場通御池上ル虎石町51
京都麩屋町竹屋町郵便局 604-0985 京都府京都市中京区麩屋町通竹屋町上ル舟屋町419-1
京都西洞院三条郵便局 604-8241 京都府京都市中京区三条通西洞院東入釜座町1
京都大宮六角郵便局 604-8344 京都府京都市中京区大宮通六角下ル六角大宮町233

京都西ノ京職司郵便局 604-8381 京都府京都市中京区西ノ京職司町69-18
京都西ノ京内畑郵便局 604-8417 京都府京都市中京区西ノ京内畑町24-10

京都西ノ京西月光郵便局 604-8423 京都府京都市中京区西ノ京西月光町50
京都西ノ京伯楽郵便局 604-8451 京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町16-9
京都壬生坊城郵便局 604-8804 京都府京都市中京区壬生坊城町25-5
京都壬生松原郵便局 604-8824 京都府京都市中京区壬生高樋町65-12

京都西院郵便局 604-8854 京都府京都市中京区壬生仙念町24
京都三条大橋郵便局 605-0009 京都府京都市東山区三条通大橋東入大橋町94
京都知恩院前郵便局 605-0014 京都府京都市東山区東大路三条下ル北木之元町525-2
京都三条広道郵便局 605-0034 京都府京都市東山区三条通白川橋東入4-中之町210-5
京都月見町郵便局 605-0829 京都府京都市東山区東大路松原上ル5丁目月見町5
京都清水郵便局 605-0862 京都府京都市東山区清水5-127

京都下馬町郵便局 605-0873 京都府京都市東山区渋谷通東大路東入2丁目下馬町491
京都赤十字病院内郵便局 605-0975 京都府京都市東山区泉涌寺雀ケ森町7-16

京都本町郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町10-189
京都鳥羽道郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町20-454-1
京都大仏前郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町4-136

京都岩倉幡枝郵便局 606-0004 京都府京都市左京区岩倉北池田町5-1
京都岩倉郵便局 606-0025 京都府京都市左京区岩倉中町419

京都上高野郵便局 606-0093 京都府京都市左京区上高野上荒蒔町2-1
京都北山郵便局 606-0841 京都府京都市左京区下鴨南芝町38-7

京都洛北高校前郵便局 606-0851 京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町1-2
京都下鴨高木郵便局 606-0864 京都府京都市左京区下鴨高木町34-1
京都高野竹屋郵便局 606-8104 京都府京都市左京区高野竹屋町31-2
京都高野東開郵便局 606-8107 京都府京都市左京区高野東開町1-10
京都一乗寺郵便局 606-8151 京都府京都市左京区一乗寺花ノ木町12
京都田中郵便局 606-8205 京都府京都市左京区田中上柳町60

京都田中樋ノ口郵便局 606-8223 京都府京都市左京区田中東樋ノ口町21-3
京都田中高原郵便局 606-8243 京都府京都市左京区田中東高原町46
京都北白川郵便局 606-8265 京都府京都市左京区北白川東小倉町1
京都吉田郵便局 606-8314 京都府京都市左京区吉田下大路町13

京都天王町郵便局 606-8332 京都府京都市左京区岡崎東天王町39
京都二条川端郵便局 606-8356 京都府京都市左京区二条通川端東入石原町280-1
京都聖護院郵便局 606-8392 京都府京都市左京区聖護院山王町16-20

京都丸太町川端郵便局 606-8395 京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町11-18
山科四宮郵便局 607-8029 京都府京都市山科区四ノ宮大将軍町5-2

京都山科音羽郵便局 607-8071 京都府京都市山科区音羽千本町18-26
京都東野郵便局 607-8152 京都府京都市山科区東野八代20-1

京都山科椥辻郵便局 607-8160 京都府京都市山科区椥辻東浦町1-5
京都山科大宅郵便局 607-8182 京都府京都市山科区大宅坂ノ辻町25-25
京都勧修寺郵便局 607-8212 京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町196

京都山科川田郵便局 607-8331 京都府京都市山科区川田御輿塚町27-5
京都山科西野郵便局 607-8341 京都府京都市山科区西野今屋敷町3-15
京都山科御陵郵便局 607-8424 京都府京都市山科区御陵原西町9
京都北花山郵便局 607-8475 京都府京都市山科区北花山横田町26
京都桂坂郵便局 610-1102 京都府京都市西京区御陵大枝山町5-27-4

京都大枝北福西郵便局 610-1112 京都府京都市西京区大枝北福西町3-2-1
京都上里郵便局 610-1124 京都府京都市西京区大原野上里紅葉町3-1

京都大原野灰方郵便局 610-1132 京都府京都市西京区大原野灰方町189-3
京都大枝西新林郵便局 610-1141 京都府京都市西京区大枝西新林町5-1-1

京都大原野西竹の里郵便局 610-1145 京都府京都市西京区大原野西竹ノ里町1-19-4
伏見墨染郵便局 612-0082 京都府京都市伏見区深草山村町1006

京都深草大亀谷郵便局 612-0846 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町166-54
京都藤森郵便局 612-0868 京都府京都市伏見区深草直違橋南1-497-8

深草郵便局 612-0889 京都府京都市伏見区深草直違橋5-332
伏見桃山西尾郵便局 612-8003 京都府京都市伏見区桃山町西尾26-1
京都桃山南口郵便局 612-8018 京都府京都市伏見区桃山町丹後23-3

伏見桃山郵便局 612-8031 京都府京都市伏見区桃山町松平筑前10-18
京都御駕篭郵便局 612-8065 京都府京都市伏見区御駕籠町89-4



都道府県 局名 郵便番号 住所
京都府 京都京町郵便局 612-8083 京都府京都市伏見区京町2-236-1

伏見京町北郵便局 612-8083 京都府京都市伏見区京町9-46-1
京都納所郵便局 612-8271 京都府京都市伏見区納所岸ノ下16-1

伏見竹田口郵便局 612-8305 京都府京都市伏見区上神泉苑町801
京都西大手筋郵便局 612-8368 京都府京都市伏見区周防町331-29
京都下川原郵便局 612-8416 京都府京都市伏見区竹田流池町118-5
京都竹田郵便局 612-8428 京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町153

京都小久保郵便局 612-8437 京都府京都市伏見区深草小久保町123
伏見下鳥羽郵便局 612-8466 京都府京都市伏見区下鳥羽城ノ越町97
京都横大路郵便局 612-8483 京都府京都市伏見区横大路草津町66-1

伏見羽束師鴨川郵便局 612-8484 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町17-3
京都淀池上郵便局 613-0904 京都府京都市伏見区淀池上町85-2
京都三条口郵便局 615-0001 京都府京都市右京区西院上今田町25
京都四条乾郵便局 615-0061 京都府京都市右京区西院乾町56
京都山ノ内郵便局 615-0093 京都府京都市右京区山ノ内宮前町4
京都葛野郵便局 615-0881 京都府京都市右京区西京極北大入町12
京都梅津郵便局 615-0913 京都府京都市右京区梅津南上田町36

京都下津林郵便局 615-8036 京都府京都市西京区下津林南大般若町43-1
京都桂郵便局 615-8072 京都府京都市西京区桂木ノ下町14-19

京都桂上豆田郵便局 615-8082 京都府京都市西京区桂上豆田町39-37
京都川島郵便局 615-8111 京都府京都市西京区川島松園町97-2
京都樫原郵便局 615-8183 京都府京都市西京区樫原分田5-3

京都桂西口郵便局 615-8191 京都府京都市西京区川島有栖川町35-1
京都山田郵便局 615-8264 京都府京都市西京区山田六ノ坪町8-62
京都松尾郵便局 615-8293 京都府京都市西京区松室庄田町4-2

京都竜安寺郵便局 616-8021 京都府京都市右京区花園天授ケ岡町10-19
京都花園郵便局 616-8041 京都府京都市右京区花園寺ノ前町53-19

京都太秦安井郵便局 616-8077 京都府京都市右京区太秦安井馬塚町5
京都太秦一ノ井郵便局 616-8107 京都府京都市右京区太秦一ノ井町26
京都太秦朱雀郵便局 616-8137 京都府京都市右京区太秦朱雀町1-20
京都宇多野郵便局 616-8208 京都府京都市右京区宇多野福王子町22
京都嵯峨野郵便局 616-8313 京都府京都市右京区嵯峨野開町24-12
京都愛宕郵便局 616-8421 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町3-3

大阪府 堂島アバンザ郵便局 530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-6-20
大阪古河ビル内郵便局 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2-1-29
大阪市役所内郵便局 530-0005 大阪府大阪市北区中之島1-3-20

中之島センタービル内郵便局 530-0005 大阪府大阪市北区中之島6-2-27
阪急茶屋町ビル内郵便局 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19-19

大阪鶴野町郵便局 530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町1-3
大阪中崎郵便局 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西4-1-3

大阪浪花町郵便局 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町12-15
大阪太融寺前郵便局 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5
大阪天満橋郵便局 530-0043 大阪府大阪市北区天満2-5-10
大阪東天満郵便局 530-0044 大阪府大阪市北区東天満1-3-11
堂島ビル内郵便局 530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8
大阪西天満郵便局 530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-4-3

大阪宇治電ビル内郵便局 530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17
大阪野崎郵便局 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町1-18

大阪ＯＡＰタワー内郵便局 530-6002 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
中之島ダイビル内郵便局 530-6190 大阪府大阪市北区中之島3-3-23

大阪天神橋八郵便局 531-0041 大阪府大阪市北区天神橋8-14-25
大阪淀川リバーサイド郵便局 531-0063 大阪府大阪市北区長柄東1-4-26-101

大阪中津郵便局 531-0071 大阪府大阪市北区中津1-11-8
大阪中津六郵便局 531-0071 大阪府大阪市北区中津6-5-1
大阪豊崎郵便局 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎4-2-11-101
大阪本庄郵便局 531-0074 大阪府大阪市北区本庄東2-8-18

新梅田シティ内郵便局 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1-1-90-B100
大阪大淀中郵便局 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中2-3-12
大阪江戸堀郵便局 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-3-1
大阪西本町郵便局 550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-15-6

なにわ筋新町郵便局 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-34-15
大阪問屋橋郵便局 550-0013 大阪府大阪市西区新町3-5-7
大阪南堀江郵便局 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-20-20
大阪本田郵便局 550-0022 大阪府大阪市西区本田1-5-8

大阪九条南郵便局 550-0025 大阪府大阪市西区九条南4-26-19
大阪境川郵便局 550-0025 大阪府大阪市西区九条南1-11-21



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪府 大阪南安治川郵便局 550-0026 大阪府大阪市西区安治川1-2-6

大阪九条郵便局 550-0027 大阪府大阪市西区九条1-6-7
港波除郵便局 552-0001 大阪府大阪市港区波除5-7-15
港田中郵便局 552-0005 大阪府大阪市港区田中2-1-12
港弁天郵便局 552-0007 大阪府大阪市港区弁天2-5-27
港市岡郵便局 552-0011 大阪府大阪市港区南市岡2-9-25
港入舟郵便局 552-0014 大阪府大阪市港区八幡屋2-14-15

大阪海老江郵便局 553-0001 大阪府大阪市福島区海老江4-3-4
大阪福島駅前郵便局 553-0003 大阪府大阪市福島区福島1-7-10
大阪上福島郵便局 553-0003 大阪府大阪市福島区福島3-8-18
大阪聖天前郵便局 553-0003 大阪府大阪市福島区福島8-19-8

大阪中央市場内郵便局 553-0005 大阪府大阪市福島区野田1-1-86
大阪福島野田郵便局 553-0005 大阪府大阪市福島区野田2-13-5
大阪福島新家郵便局 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野5-11-22

大阪大開郵便局 553-0007 大阪府大阪市福島区大開1-20-13
此花高見郵便局 554-0002 大阪府大阪市此花区伝法2-2-36
此花伝法郵便局 554-0002 大阪府大阪市此花区伝法4-3-33

此花春日出郵便局 554-0022 大阪府大阪市此花区春日出中1-1-9
大阪安治川口駅前郵便局 554-0024 大阪府大阪市此花区島屋4-1-18

此花桜島郵便局 554-0031 大阪府大阪市此花区桜島3-7-24
此花酉島郵便局 554-0051 大阪府大阪市此花区酉島3-4-24
西淀川佃郵便局 555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃2-14-25

西淀川歌島橋郵便局 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島2-13-1
西淀川御幣島郵便局 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島6-9-7
西淀川歌島郵便局 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島2-2-9
西淀川柏里郵便局 555-0022 大阪府大阪市西淀川区柏里1-16-19

西淀川出来島郵便局 555-0031 大阪府大阪市西淀川区出来島2-6-2
西淀川大和田郵便局 555-0032 大阪府大阪市西淀川区大和田4-6-8

大阪姫島郵便局 555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島1-23-11
西淀川福郵便局 555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町2-4-48

西淀川中島郵便局 555-0041 大阪府大阪市西淀川区中島1-18-1
松原別所郵便局 580-0005 大阪府松原市別所7-13-25
松原高見郵便局 580-0021 大阪府松原市高見ノ里3-12-27

松原天美北郵便局 580-0031 大阪府松原市天美北3-14-25
松原天美東郵便局 580-0032 大阪府松原市天美東6-15-14
松原天美郵便局 580-0033 大阪府松原市天美南5-2-34

松原天美西郵便局 580-0034 大阪府松原市天美西2-1-17
松原三宅郵便局 580-0046 大阪府松原市三宅中3-11-6

藤井寺北条郵便局 583-0002 大阪府藤井寺市北條町2-1
藤井寺沢田郵便局 583-0011 大阪府藤井寺市沢田3-6-16

藤井寺西古室郵便局 583-0018 大阪府藤井寺市西古室1-21-20
羽曳野古市郵便局 583-0852 大阪府羽曳野市古市2-2-5

羽曳野野々上郵便局 583-0871 大阪府羽曳野市野々上4-3-12
羽曳野桃山台郵便局 583-0873 大阪府羽曳野市桃山台3-5-34
羽曳野島泉郵便局 583-0881 大阪府羽曳野市島泉8-16-8
羽曳野高鷲郵便局 583-0882 大阪府羽曳野市高鷲6-9-3

磯長郵便局 583-0991 大阪府南河内郡太子町春日1739-3
富田林梅の里郵便局 584-0001 大阪府富田林市梅ノ里2-12-1
富田林若松郵便局 584-0024 大阪府富田林市若松町4-6-5
富田林西口郵便局 584-0031 大阪府富田林市寿町2-3-20
富田林大伴郵便局 584-0042 大阪府富田林市北大伴町2-3-5
富田林板持郵便局 584-0048 大阪府富田林市西板持町4-16-6
富田林錦織郵便局 584-0068 大阪府富田林市錦織中1-8-20

富田林久野喜台郵便局 584-0074 大阪府富田林市久野喜台1-3-39
大ヶ塚郵便局 585-0005 大阪府南河内郡河南町大宝1-1-19

河南神山郵便局 585-0034 大阪府南河内郡河南町神山414-1
千早赤阪小吹郵便局 585-0053 大阪府南河内郡千早赤阪村小吹68-974

河南郵便局 585-8799 大阪府南河内郡河南町白木1390-1
河内長野松ケ丘郵便局 586-0006 大阪府河内長野市松ケ丘中町1443-7
河内長野本町郵便局 586-0015 大阪府河内長野市本町15-18
河内長野野作郵便局 586-0023 大阪府河内長野市野作町3-69

河内長野千代田台郵便局 586-0027 大阪府河内長野市千代田台町16-5
河内長野高向郵便局 586-0036 大阪府河内長野市高向127-1

河内長野美加の台郵便局 586-0044 大阪府河内長野市美加ノ台7-22-1
三日市郵便局 586-0048 大阪府河内長野市三日市町1109



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪府 河内長野青葉台郵便局 586-0068 大阪府河内長野市北青葉台2-15

河内長野緑ケ丘郵便局 586-0082 大阪府河内長野市緑ケ丘中町8-5
狭山半田郵便局 589-0005 大阪府大阪狭山市狭山2-912-3
狭山駅前郵便局 589-0008 大阪府大阪狭山市池尻自由丘2-2-12

狭山南半田郵便局 589-0011 大阪府大阪狭山市半田1-28-2
狭山大野台一郵便局 589-0023 大阪府大阪狭山市大野台1-10-6

兵庫県 芦屋翠ケ丘郵便局 659-0014 兵庫県芦屋市翠ｹ丘町15-9
芦屋高浜郵便局 659-0033 兵庫県芦屋市高浜町7-2-101
芦屋公光郵便局 659-0065 兵庫県芦屋市公光町4-22
芦屋清水郵便局 659-0076 兵庫県芦屋市清水町3-5
芦屋西山郵便局 659-0083 兵庫県芦屋市西山町15-14
尼崎七松郵便局 660-0052 兵庫県尼崎市七松町1-16-12
尼崎浜田郵便局 660-0062 兵庫県尼崎市浜田町5-6-3
尼崎今北郵便局 660-0063 兵庫県尼崎市大庄北2-1-5

尼崎稲葉荘郵便局 660-0064 兵庫県尼崎市稲葉荘2-12-7
尼崎道意郵便局 660-0082 兵庫県尼崎市水明町370-6
尼崎元浜郵便局 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町1-59
尼崎長洲郵便局 660-0804 兵庫県尼崎市北大物町23-8
常光寺郵便局 660-0811 兵庫県尼崎市常光寺2-6-12

尼崎大物郵便局 660-0823 兵庫県尼崎市大物町2-10-15
尼崎築地郵便局 660-0858 兵庫県尼崎市築地1-1-18

阪神尼崎駅前郵便局 660-0861 兵庫県尼崎市御園町46
尼崎出屋敷郵便局 660-0873 兵庫県尼崎市玄番南之町13
尼崎竹谷郵便局 660-0878 兵庫県尼崎市北竹谷町1-7
尼崎神田郵便局 660-0885 兵庫県尼崎市神田南通1-9
尼崎難波郵便局 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5-4-5

尼崎西難波郵便局 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町3-29-9
尼崎西難波北郵便局 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町6-9-26
尼崎東富松郵便局 661-0003 兵庫県尼崎市富松町1-8-41
尼崎上ノ島郵便局 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町8-27-11
尼崎南塚口郵便局 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町3-5-13
尼崎三反田郵便局 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町3-4-14
尼崎大西郵便局 661-0025 兵庫県尼崎市立花町3-36-17

尼崎南武庫郵便局 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘4-20-1
尼崎南武庫之荘十一郵便局 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘11-9-12

尼崎時友郵便局 661-0041 兵庫県尼崎市武庫の里2-26-22
尼崎西昆陽郵便局 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽3-12-5
尼崎田能郵便局 661-0951 兵庫県尼崎市田能1-4-26

尼崎東園田郵便局 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2-46-9
尼崎戸ノ内郵便局 661-0961 兵庫県尼崎市戸ﾉ内町3-26-16
尼崎額田郵便局 661-0962 兵庫県尼崎市額田町17-32
尼崎次屋郵便局 661-0965 兵庫県尼崎市次屋3-1-31

尼崎小中島郵便局 661-0972 兵庫県尼崎市小中島3-14-1
尼崎下坂部郵便局 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部1-20-26

尼崎上坂部二郵便局 661-0979 兵庫県尼崎市上坂部2-34-7
尼崎上坂部郵便局 661-0979 兵庫県尼崎市上坂部3-12-10
尼崎猪名寺郵便局 661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺1-23-25
尼崎御園郵便局 661-0984 兵庫県尼崎市御園1-23-13

西宮新甲陽郵便局 662-0013 兵庫県西宮市新甲陽町3-9
西宮甲陽園郵便局 662-0018 兵庫県西宮市甲陽園山王町3-63
西宮常磐郵便局 662-0043 兵庫県西宮市常磐町3-31
西宮仁川郵便局 662-0811 兵庫県西宮市仁川町3-14-14
西宮丸橋郵便局 662-0831 兵庫県西宮市丸橋町8-28

西宮北昭和郵便局 662-0833 兵庫県西宮市北昭和町2-5
西宮神明郵便局 662-0845 兵庫県西宮市神明町1-17

西宮上ケ原郵便局 662-0881 兵庫県西宮市上ｹ原七番町2-60
西宮本町郵便局 662-0914 兵庫県西宮市本町12-22

西宮マリナパーク郵便局 662-0934 兵庫県西宮市西宮浜4-14-2-101
西宮香枦園郵便局 662-0945 兵庫県西宮市川東町2-22

西宮御茶家所郵便局 662-0961 兵庫県西宮市御茶家所町4-15
西宮戎郵便局 662-0973 兵庫県西宮市田中町4-10

西宮下大市郵便局 663-8004 兵庫県西宮市下大市東町6-37
西宮段上郵便局 663-8006 兵庫県西宮市段上町8-10-18
西宮荒木郵便局 663-8025 兵庫県西宮市荒木町9-17
西宮瓦林郵便局 663-8107 兵庫県西宮市瓦林町21-15
上甲子園郵便局 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口3-29-11
西宮瓦木郵便局 663-8114 兵庫県西宮市上甲子園4-3-1
西宮小松郵便局 663-8124 兵庫県西宮市小松南町3-2-15

西宮高須南郵便局 663-8141 兵庫県西宮市高須町1-2-1
西宮浜甲子園郵便局 663-8143 兵庫県西宮市枝川町17-6

西宮枝川郵便局 663-8143 兵庫県西宮市枝川町9-7
西宮南甲子園郵便局 663-8153 兵庫県西宮市南甲子園2-17-26

西宮若草郵便局 663-8181 兵庫県西宮市若草町2-8-32



都道府県 局名 郵便番号 住所
兵庫県 西宮今津郵便局 663-8215 兵庫県西宮市今津水波町13-19

西宮津門郵便局 663-8233 兵庫県西宮市津門川町13-17
西宮綾羽郵便局 663-8244 兵庫県西宮市津門綾羽町7-43
伊丹大野郵便局 664-0003 兵庫県伊丹市大野1-57

伊丹緑ケ丘郵便局 664-0012 兵庫県伊丹市緑ｹ丘5-68-8
伊丹昆陽北郵便局 664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北2-4-3
伊丹寺本郵便局 664-0026 兵庫県伊丹市寺本4-31-1
北伊丹郵便局 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹2-63

伊丹森本郵便局 664-0842 兵庫県伊丹市森本3-53
新伊丹郵便局 664-0855 兵庫県伊丹市御願塚1-6-7

伊丹行基郵便局 664-0857 兵庫県伊丹市行基町3-93-5
伊丹稲野郵便局 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町7-12
伊丹南野郵便局 664-0865 兵庫県伊丹市南野2-9-45
伊丹美鈴郵便局 664-0884 兵庫県伊丹市美鈴町5-5-1
伊丹昆陽郵便局 664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東4-13-2
伊丹船原郵便局 664-0896 兵庫県伊丹市船原1-5-1

伊丹桜ケ丘郵便局 664-0897 兵庫県伊丹市桜ｹ丘7-1-12
伊丹千僧郵便局 664-0898 兵庫県伊丹市千僧6-77

奈良県 高山郵便局 630-0131 奈良県生駒市上町3410-2
生駒あすか野郵便局 630-0133 奈良県生駒市アスカ野南2-1-13

東生駒郵便局 630-0213 奈良県生駒市東生駒1-10
生駒台郵便局 630-0243 奈良県生駒市俵口町1113-7
須川郵便局 630-1199 奈良県奈良市須川町892-5
柳生郵便局 630-1299 奈良県奈良市柳生下町238
茗荷郵便局 630-2199 奈良県奈良市茗荷町1046
東山郵便局 630-2299 奈良県山辺郡山添村峰寺105-12

波多野郵便局 630-2399 奈良県山辺郡山添村中之庄122-2
奈良法華寺郵便局 630-8001 奈良県奈良市法華寺町1206-1
奈良西ノ京郵便局 630-8042 奈良県奈良市西ノ京町404
奈良法蓮郵便局 630-8113 奈良県奈良市法蓮町1217
奈良船橋郵便局 630-8114 奈良県奈良市芝辻町14-8
奈良大宮郵便局 630-8126 奈良県奈良市三条栄町4-1

奈良大安寺郵便局 630-8141 奈良県奈良市南京終町2-1201-18
奈良県庁内郵便局 630-8213 奈良県奈良市登大路町30
奈良元興寺郵便局 630-8332 奈良県奈良市元興寺町12-2
奈良北之庄郵便局 630-8451 奈良県奈良市北之庄町62-3

辰市郵便局 630-8453 奈良県奈良市西九条町2-1-1
奈良あやめ池郵便局 631-0033 奈良県奈良市アヤメ池南1-3-9
奈良学園大和郵便局 631-0041 奈良県奈良市学園大和町3-40-1

奈良中町郵便局 631-0052 奈良県奈良市中町227-2
奈良帝塚山南郵便局 631-0064 奈良県奈良市帝塚山南4-11-1

奈良右京郵便局 631-0805 奈良県奈良市右京1-3-1
奈良西大寺郵便局 631-0824 奈良県奈良市西大寺南町1-28
天理丹波市郵便局 632-0034 奈良県天理市丹波市町17
天理三昧田郵便局 632-0046 奈良県天理市三昧田町472-1
天理前栽郵便局 632-0078 奈良県天理市杉本町353-1
針ケ別所郵便局 632-0199 奈良県奈良市針ケ別所町1004

榛原天満台西郵便局 633-0206 奈良県宇陀市榛原天満台西2-1-2
榛原新町郵便局 633-0253 奈良県宇陀市榛原萩原2448-2

小槻郵便局 634-0844 奈良県橿原市土橋町158-3
大和高田旭北郵便局 635-0036 奈良県大和高田市旭北町5-5

大和高田曽大根郵便局 635-0056 奈良県大和高田市甘田町7-19
大和高田北本町郵便局 635-0097 奈良県大和高田市北本町5-13

市尾郵便局 635-0123 奈良県高市郡高取町市尾972-5
広陵真美ケ丘北郵便局 635-0831 奈良県北葛城郡広陵町馬見北6-1-6

畠田郵便局 636-0021 奈良県北葛城郡王寺町畠田8-1510
西大和星和台郵便局 636-0081 奈良県北葛城郡河合町星和台1-9-24

法隆寺郵便局 636-0116 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺2-12-52
竜田郵便局 636-0153 奈良県生駒郡斑鳩町龍田南3-3-38

三郷立野郵便局 636-0822 奈良県生駒郡三郷町立野南2-11-7
五條今井郵便局 637-0004 奈良県五條市今井4-3-14

小原郵便局 637-1399 奈良県吉野郡十津川村武蔵30-3
大淀下渕郵便局 638-0821 奈良県吉野郡大淀町下渕156

西大和片岡台郵便局 639-0201 奈良県北葛城郡上牧町片岡台1-1-7
香芝五位堂郵便局 639-0226 奈良県香芝市五位堂5-317-5
香芝関屋郵便局 639-0255 奈良県香芝市関屋932-3

昭和郵便局 639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町607-4
大和郡山小泉郵便局 639-1042 奈良県大和郡山市小泉町944-1



都道府県 局名 郵便番号 住所
奈良県 大和郡山矢田郵便局 639-1058 奈良県大和郡山市矢田町5306-4

大和郡山本町郵便局 639-1151 奈良県大和郡山市本町10
御所寺内郵便局 639-2236 奈良県御所市1415-3
吉野上市郵便局 639-3111 奈良県吉野郡吉野町上市307
上北山郵便局 639-3799 奈良県吉野郡上北山村河合357-1


