
別紙
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
神奈川県 川崎港 210-0899 川崎市川崎区南渡田町1-3

川崎中央 210-8799 川崎市川崎区榎町1-2
中原 211-8799 川崎市中原区小杉町3-436
高津 213-8799 川崎市高津区末長1-40-28
登戸 214-8799 川崎市多摩区登戸1685-1
麻生 215-8799 川崎市麻生区万福寺5-1-1
宮前 216-8799 川崎市宮前区有馬4-1-1

横浜中央 220-8799 横浜市西区高島2-14-2
港北 222-8799 横浜市港北区菊名6-20-18
綱島 223-8799 横浜市港北区綱島台17-13
都筑 224-8799 横浜市都筑区茅ヶ崎中央33-1
青葉 225-8799 横浜市青葉区荏田西1-7-5
緑 226-8799 横浜市緑区中山町149-4
鶴見 230-8799 横浜市鶴見区鶴見中央3-22-1
横浜港 231-8799 横浜市中区日本大通5-3
横浜南 232-8799 横浜市南区井土ケ谷上町1-1
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
磯子 235-8799 横浜市磯子区森3-1-15

横浜金沢 236-8799 横浜市金沢区泥亀2-10-2
田浦 237-8799 横須賀市田浦町2-83-1
横須賀 238-8799 横須賀市小川町8
久里浜 239-8799 横須賀市久里浜5-10-1
葉山 240-0199 葉山町一色965-1

保土ヶ谷 240-8799 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-8
横浜旭 241-8799 横浜市旭区本村町44-2
大和 242-8799 大和市深見西3-1-29
厚木北 243-0299 厚木市下荻野970
愛川 243-0301 愛川町角田145
海老名 243-0432 海老名市中央2-7-5
厚木 243-8799 厚木市田村町2-18
戸塚 244-8799 横浜市戸塚区戸塚町4102-1
横浜泉 245-8799 横浜市泉区和泉中央北1-41-1
瀬谷 246-8799 横浜市瀬谷区瀬谷4-45-10
大船 247-8799 鎌倉市大船2-20-23
鎌倉 248-8799 鎌倉市小町1-10-3
逗子 249-8799 逗子市逗子6-1-3
南足柄 250-0199 南足柄市関本156
小田原 250-8799 小田原市栄町1-13-13
藤沢 251-8799 藤沢市藤沢115-2
津久井 252-0157 相模原市緑区中野578-1
橋本 252-0199 相模原市緑区西橋本5-2-1
相模原 252-0299 相模原市中央区富士見1-1-20
藤沢北 252-0899 藤沢市高倉1220
綾瀬 252-1199 綾瀬市小園698-7
座間 252-8799 座間市相模が丘1-36-34
寒川 253-0199 寒川町宮山187
茅ヶ崎 253-8799 茅ヶ崎市新栄町13-20
平塚 254-8799 平塚市追分1-33

小田原東 256-8799 小田原市前川14-1
秦野 257-8799 秦野市室町2-44
松田 258-8799 松田町松田惣領1596-1
二宮 259-0199 二宮町二宮400-8
湯河原 259-0399 湯河原町土肥2-2-5
伊勢原 259-1199 伊勢原市田中432

埼玉県 さいたま新都心 330-9799 さいたま市中央区新都心3-1
大宮西 331-8799 さいたま市北区櫛引町2-713
川口 332-8799 川口市本町2-2-1
川口北 333-8799 川口市伊刈牛田1032-1
鳩ヶ谷 334-8799 川口市坂下町1-6-12
蕨 335-8799 蕨市中央5-8-21

さいたま中央 336-8799 さいたま市南区別所7-1-12
大宮 337-8799 さいたま市北区東大成町1-631
岩槻 339-8799 さいたま市岩槻区加倉4-10-1
幸手 340-0199 幸手市東2-24-8
草加 340-8799 草加市栄町3-8-1
三郷 341-8799 三郷市中央5-2-1
吉川 342-8799 吉川市保1-32-1
新越谷 343-8799 越谷市流通団地1-3-2
春日部 344-8799 春日部市中央1-52-7
杉戸 345-8799 杉戸町内田1-6-13
久喜 346-8799 久喜市本町3-17-1
加須 347-8799 加須市上三俣2309
羽生 348-8799 羽生市南1-3-2
蓮田 349-0199 蓮田市見沼町9-21
栗橋 349-1199 久喜市栗橋東2-4-6
坂戸 350-0299 坂戸市千代田2-5-15
越生 350-0499 越生町上野633-4
川越西 350-1199 川越市小室22-1
日高 350-1299 日高市鹿山276-1
狭山 350-1399 狭山市富士見1-15-32



都道府県 局名 郵便番号 住所
埼玉県 川越 350-8799 川越市三久保町13-1

和光 351-0199 和光市本町12-32
朝霞 351-8799 朝霞市本町2-1-32
新座 352-8799 新座市野火止8-1-5
志木 353-8799 志木市本町5-20-9
三芳 354-8799 三芳町藤久保320
小川 355-0399 小川町青山862-1
東松山 355-8799 東松山市本町2-10-27
上福岡 356-8799 ふじみ野市福岡2-1-5
飯能 357-8799 飯能市柳町16-23
所沢西 359-1199 所沢市若狭2-2594-1
所沢 359-8799 所沢市並木1-3
熊谷 360-8799 熊谷市本町2-7
行田 361-8799 行田市行田18-23
上尾 362-8799 上尾市谷津1-87-1
桶川 363-8799 桶川市若宮1-6-30
北本 364-8799 北本市緑1-167
鴻巣 365-8799 鴻巣市東4-1-5
深谷 366-8799 深谷市深谷町3-60
児玉 367-0299 本庄市児玉町児玉330-7
本庄 367-8799 本庄市本庄1-2-2
秩父 368-8799 秩父市上宮地町3-16
寄居 369-1299 寄居町寄居389-1

千葉県 千葉中央 260-8799 千葉市中央区中央港1-14-1
美浜 261-8799 千葉市美浜区真砂4-1-1
花見川 262-8799 千葉市花見川区さつきが丘1-30-1
若葉 264-8799 千葉市中央区中央2-9-10
千葉緑 266-8799 千葉市緑区おゆみ野3-38-5
流山 270-0199 流山市西初石4-1423-1
川間 270-0299 野田市中里81
我孫子 270-1199 我孫子市天王台6-8-15
印西 270-1399 印西市中央南2-4
白井 270-1499 白井市堀込1-1-10
松戸南 270-2299 松戸市松飛台470-1
松戸北 270-8799 松戸市小金原6-6-3
松戸 271-8799 松戸市松戸1743-8
市川 272-8799 市川市平田2-1-1
鎌ケ谷 273-0199 鎌ケ谷市右京塚13-26
船橋 273-8799 船橋市南本町7-17
船橋東 274-8799 船橋市習志野台2-50-12
習志野 275-8799 習志野市津田沼2-5-1
八千代 276-8799 八千代市ゆりのき台1-1-1
柏 277-8799 柏市東上町6-29
野田 278-8799 野田市野田617-3
浦安 279-8799 浦安市東野1-6-1
東金 283-8799 東金市東岩崎2-23-1
四街道 284-8799 四街道市美しが丘1-18-2
佐倉 285-8799 佐倉市海隣寺町2-5
富里 286-0299 富里市七栄674-6
成田 286-8799 成田市赤坂2-1-3
佐原 287-8799 香取市北2-3-1
銚子 288-8799 銚子市若宮町3-1
八街 289-1199 八街市八街ほ234

八日市場 289-2199 匝瑳市八日市場ロ140-1
旭 289-2599 旭市ロ1440-4

市原南 290-0299 市原市山田714
市原 290-8799 市原市白金町4-1
木更津 292-8799 木更津市中央2-6-15
富津 293-8799 富津市下飯野2509-1
館山 294-8799 館山市北条1635-3
鴨川 296-8799 鴨川市横渚1026-4
茂原 297-8799 茂原市茂原248
大原 298-8799 いすみ市大原8927-1
姉崎 299-0199 市原市姉崎721
袖ケ浦 299-0299 袖ケ浦市福王台2-2-8
君津 299-1199 君津市久保4-2-29
大網 299-3299 大網白里市大網134-5
勝浦 299-5299 勝浦市墨名816-1

東京都 東京中央 100-8994 千代田区丸の内2-7-2
神田 101-8799 千代田区神田淡路町2-12
麹町 102-8799 千代田区九段南4-5-9
日本橋 103-8799 中央区日本橋1-18-1
京橋 104-8799 中央区築地4-2-2
芝 105-8799 港区西新橋3-22-5
麻布 106-8799 港区麻布台1-6-19
赤坂 107-8799 港区赤坂8-4-17
高輪 108-8799 港区三田3-8-6
上野 110-8799 台東区下谷1-5-12
浅草 111-8799 台東区西浅草1-1-1
小石川 112-8799 文京区小石川4-4-2
本郷 113-8799 文京区本郷6-1-15
王子 114-8799 北区王子6-2-28
赤羽 115-8799 北区赤羽南1-12-10



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京都 荒川 116-8799 荒川区荒川3-2-1

足立 120-8799 足立区千住曙町42-4
足立北 121-8799 足立区竹の塚3-9-20
足立西 123-8799 足立区西新井本町4-4-30
葛飾 124-8799 葛飾区四つ木2-28-1

葛飾新宿 125-8799 葛飾区金町1-8-1
本所 130-8799 墨田区太平4-21-2
向島 131-8799 墨田区東向島2-32-25
江戸川 132-8799 江戸川区松島1-19-24
小岩 133-8799 江戸川区南小岩8-1-10
葛西 134-8799 江戸川区中葛西1-3-1
深川 135-8799 江東区東陽4-4-2
城東 136-8799 江東区大島3-15-2
品川 140-8799 品川区東大井5-23-34
大崎 141-8799 品川区西五反田2-32-7
荏原 142-8799 品川区西中延1-7-23
大森 143-8799 大田区山王3-9-13
蒲田 144-8799 大田区蒲田本町1-2-8

田園調布 145-8799 大田区南雪谷2-21-1
千鳥 146-8799 大田区千鳥2-34-10
渋谷 150-8799 渋谷区渋谷1-12-13
代々木 151-8799 渋谷区西原1-42-2
目黒 152-8799 目黒区目黒本町1-15-16
世田谷 154-8799 世田谷区三軒茶屋2-1-1
千歳 156-8799 世田谷区経堂1-40-1
成城 157-8799 世田谷区成城8-30-25
玉川 158-8799 世田谷区等々力8-22-1
落合 161-8799 中野区東中野4-27-21
牛込 162-8799 新宿区北山伏町1-5
新宿 163-8799 新宿区西新宿1-8-8
中野 164-8799 中野区中野2-27-1
中野北 165-8799 中野区丸山1-28-10
杉並 166-8799 杉並区成田東4-38-14
荻窪 167-8799 杉並区桃井2-3-2
杉並南 168-8799 杉並区浜田山4-5-5
新宿北 169-8799 新宿区大久保3-14-8
豊島 170-8799 豊島区東池袋3-18-1
板橋 173-8799 板橋区板橋2-42-1
板橋北 174-8799 板橋区志村3-24-16
板橋西 175-8799 板橋区高島平3-12-1
練馬 176-8799 練馬区豊玉北6-4-2
石神井 177-8799 練馬区石神井台3-3-7
大泉 178-8799 練馬区大泉学園町4-20-23
光が丘 179-8799 練馬区光が丘2-9-7
武蔵野 180-8799 武蔵野市西久保3-1-26
三鷹 181-8799 三鷹市野崎1-1-2
調布 182-8799 調布市八雲台2-6-1

武蔵府中 183-8799 府中市寿町1-7
小金井 184-8799 小金井市本町5-38-20
国分寺 185-8799 国分寺市日吉町4-1-10
国立 186-8799 国立市富士見台2-43-4
小平 187-8799 小平市小川東町5-16-1
西東京 188-8799 西東京市田無町3-2-2
東村山 189-8799 東村山市本町2-1-2
あきる野 190-0199 あきる野市秋川3-2-1
立川 190-8799 立川市曙町2-14-36
日野 191-8799 日野市宮345

八王子南 192-0399 八王子市みなみ野1-6-7
八王子 192-8799 八王子市大和田町7-21-1
八王子西 193-8799 八王子市散田町5-27-7
町田西 194-0299 町田市小山町4275-2
町田 194-8799 町田市旭町3-2-22
鶴川 195-8799 町田市大蔵町446
昭島 196-8799 昭島市松原町1-9-31
青梅 198-8799 青梅市東青梅1-13-2
狛江 201-8799 狛江市和泉本町3-29-7

東久留米 203-8799 東久留米市中央町1-1-44
清瀬 204-8799 清瀬市元町2-28-12
羽村 205-8799 羽村市緑ヶ丘5-3-2
多摩 206-8799 多摩市鶴牧1-24-2

武蔵村山 208-8799 武蔵村山市学園3-24-1
新潟県 栃尾 940-0299 長岡市谷内1-3-33

長岡西 940-2099 長岡市上除町西1-402
長岡 940-8799 長岡市坂之上町2-6-1
糸魚川 941-8799 糸魚川市寺町1-9-5
直江津 942-8799 上越市中央2-8-14
高田 943-8799 上越市大手町3-21
新井 944-8799 妙高市上町6-5
柏崎 945-8799 柏崎市駅前1-5-11
小出 946-8799 魚沼市小出島180-1
小千谷 947-8799 小千谷市本町1-12-3
十日町 948-8799 十日町市本町六の1-60-5
六日町 949-6699 南魚沼市六日町2115



都道府県 局名 郵便番号 住所
新潟県 亀田 950-0165 新潟市江南区西町1-1-3

大野町 950-1199 新潟市西区大野町2721-1
白根 950-1299 新潟市南区白根日の出町11-1
新潟西 950-2099 新潟市西区寺尾朝日通25-10
松浜 950-3199 新潟市北区松浜4-10-5
豊栄 950-3399 新潟市北区白新町3-4-5

新潟中央 950-8799 新潟市中央区東大通2-6-26
新潟中 951-8799 新潟市中央区東堀通7番町1018
白瀬 952-0001 佐渡市白瀬42-1
両津湊 952-0014 佐渡市両津湊293-1
新穂 952-0199 佐渡市新穂瓜生屋421
畑野 952-0299 佐渡市畑野237-3
真野 952-0318 佐渡市真野新町471
西三川 952-0434 佐渡市西三川1313
羽茂 952-0599 佐渡市羽茂本郷673-1

小木宿根木 952-0612 佐渡市宿根木286-6
小木 952-0699 佐渡市小木町1542-2
下川茂 952-0701 佐渡市下川茂146-12
赤泊 952-0799 佐渡市赤泊2207-14
多田 952-0822 佐渡市多田4-3
赤玉 952-0852 佐渡市赤玉331
吉井 952-1203 佐渡市吉井29
金井 952-1299 佐渡市中興乙1458-1
佐和田 952-1399 佐渡市中原315-1
沢根 952-1432 佐渡市沢根五十里1152

相川下戸 952-1575 佐渡市相川下戸町54-6
相川 952-1599 佐渡市相川羽田町2
二見 952-1641 佐渡市二見128-2
稲鯨 952-1643 佐渡市稲鯨1334
姫津 952-2134 佐渡市姫津1439-5
小田 952-2206 佐渡市小田134-5

北田野浦 952-2213 佐渡市北田野浦1454-5
高千 952-2299 佐渡市後尾1338
和木 952-3118 佐渡市和木304-1
浦川 952-3199 佐渡市浦川352
鷲崎 952-3205 佐渡市鷲崎868
河崎 952-3425 佐渡市河崎岡2866-2
水津 952-3541 佐渡市水津134
月布施 952-3543 佐渡市月布施106-1
両津 952-8799 佐渡市両津夷2-1
巻 953-8799 新潟市西蒲区巻甲2806-1
見附 954-8799 見附市学校町1-7-38
三条 955-8799 三条市旭町2-1-1
新津 956-8799 新潟市秋葉区新津本町2-4-32
新発田 957-8799 新発田市大手町4-3-20
村上 958-8799 村上市田端町6-45

越後吉田 959-0299 燕市吉田日之出町12-1
燕 959-1299 燕市白山町1-1-6
加茂 959-1399 加茂市青海町1-1-35
村松 959-1799 五泉市村松乙239-1
五泉 959-1899 五泉市東本町2-4-20
阿賀野 959-2099 阿賀野市中央町1-1-11
中条 959-2699 胎内市東本町23-8

長野県 長野中央 380-8799 長野市南県町1085-4
長野南 381-2299 長野市川中島町御厨堂野954-1
長野東 381-8799 長野市東和田708-1
須坂 382-8799 須坂市須坂馬場町1272-10

信州中野 383-8799 中野市三好町2-1-1
小諸 384-8799 小諸市紺屋町2-9-1
佐久 385-8799 佐久市中込3734-12
上田 386-8799 上田市中央西2-2-2
千曲 387-8799 千曲市粟佐1587
軽井沢 389-0199 軽井沢町軽井沢767-3
東御 389-0599 東御市田中103-6
飯山 389-2299 飯山市飯山974
松本 390-8799 松本市中央2-7-5
茅野 391-8799 茅野市宮川4404-8
諏訪 392-8799 諏訪市諏訪2-11-43
下諏訪 393-8799 下諏訪町栄町5237-1
岡谷 394-8799 岡谷市本町3-2-30
飯田 395-8799 飯田市鈴加町1-7
伊那 396-8799 伊那市坂下3297

木曽福島 397-8799 木曽町福島6183-11
大町 398-8799 大町市大町3209
塩尻 399-0799 塩尻市大門六番町3-1
駒ヶ根 399-4199 駒ヶ根市中央13-13
箕輪 399-4699 箕輪町中箕輪9444-1
豊科 399-8299 安曇野市豊科5708-2
穂高 399-8399 安曇野市穂高5617-1
松本南 399-8799 松本市平田東2-17-1


