
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
山梨県 甲府西田 400-0004 甲府市西田町5-33

甲府美咲 400-0007 甲府市美咲2-15-17
甲府塩部 400-0008 甲府市緑が丘1-4-18
甲府武田 400-0016 甲府市武田3-17-13
甲府愛宕町 400-0023 甲府市愛宕町26-1
甲府北口二 400-0024 甲府市北口2-12-1
甲府朝日五 400-0025 甲府市朝日5-6-9
甲府朝日三 400-0025 甲府市朝日3-7-3
甲府丸の内 400-0031 甲府市丸の内3-29-10
甲府駅前 400-0031 甲府市丸の内2-1-10

甲府市役所内 400-0031 甲府市丸の内1-18-1
甲府中央四 400-0032 甲府市中央4-12-21
甲府中央三 400-0032 甲府市中央3-12-23
甲府宝 400-0034 甲府市宝1-39-6
甲府飯田 400-0035 甲府市飯田4-3-3
甲府上石田 400-0041 甲府市上石田2-32-31
甲府国母 400-0043 甲府市国母4-2-1
甲府下石田 400-0043 甲府市国母1-13-27
甲府大国 400-0045 甲府市後屋町436
貢川 400-0047 甲府市徳行1-4-22

甲府大鎌田 400-0058 甲府市宮原町1334-8
甲府中村 400-0069 甲府市中村町14-18
湯村 400-0073 甲府市湯村3-2-44

甲府千塚町 400-0074 甲府市千塚5-7-1
甲府和戸 400-0802 甲府市横根町473-2
甲府善光寺 400-0806 甲府市善光寺1-25-9
甲府東光寺 400-0807 甲府市東光寺1-12-14
甲府川田町 400-0811 甲府市川田町934-1
甲府里吉 400-0822 甲府市里吉4-8-32
甲府山城 400-0836 甲府市小瀬町395-6
甲府伊勢四 400-0856 甲府市伊勢4-1-10
甲府城東 400-0861 甲府市城東3-3-7
南甲府駅前 400-0863 甲府市南口町7-15
甲府青沼 400-0867 甲府市青沼2-25-1
昇仙峡 400-1217 甲府市猪狩町414
上曽根 400-1501 甲府市上曽根町2924-1
中道 400-1504 甲府市右左口町1340-1

甲府中央 400-8799 甲府市太田町6-10
大月駒橋 401-0011 大月市駒橋3-4-21
真木 401-0016 大月市大月町真木3583
初狩 401-0022 大月市初狩町中初狩301-1
笹子 401-0024 大月市笹子町吉久保27
秋山 401-0201 上野原市秋山11917

日向海戸 401-0201 上野原市秋山7137-2
河口 401-0304 富士河口湖町河口1088
大石 401-0305 富士河口湖町大石204
勝山 401-0310 富士河口湖町勝山4044-1
鳴沢 401-0320 鳴沢村1841-1
精進 401-0336 富士河口湖町精進514-45
河口湖 401-0399 富士河口湖町船津3451
旭日丘 401-0502 山中湖村平野506-296
忍野 401-0511 忍野村忍草1409-4
山中湖 401-0599 山中湖村山中土手外446-3
大月 401-8799 大月市御太刀1-13-1
禾生 402-0004 都留市古川渡531-1

都留朝日 402-0014 都留市朝日馬場305
東桂 402-0034 都留市桂町1440-1
宝 402-0046 都留市中津森862-1

都留中央二 402-0052 都留市中央2-5-8
都留上谷 402-0053 都留市上谷5-11-19
道志 402-0200 道志村8340
都留 402-8799 都留市下谷3-2-1
上暮地 403-0001 富士吉田市上暮地3-3-9



別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
山梨県 明見 403-0002 富士吉田市小明見4-1-30

吉田本町 403-0004 富士吉田市下吉田3-1-7
上吉田 403-0005 富士吉田市上吉田7-14-7

富士吉田本通 403-0007 富士吉田市中曽根1-1-27
新倉 403-0012 富士吉田市旭1-4-2
小沼 403-0022 西桂町小沼1454-3

富士吉田 403-8799 富士吉田市中曽根3-1-1
牧丘 404-0013 山梨市牧丘町窪平267-5
神金 404-0022 甲州市塩山上萩原471-2

塩山駅前 404-0042 甲州市塩山上於曽1719-15
松里 404-0046 甲州市塩山上井尻669-6
三富 404-0203 山梨市三富下荻原358
塩山 404-8799 甲州市塩山上於曽326

山梨下井尻 405-0003 山梨市下井尻1281-2
山梨三ヶ所 405-0011 山梨市三ケ所899-2
山梨加納岩 405-0018 山梨市上神内川1231-7
日川 405-0025 山梨市一町田中1125

山梨正徳寺 405-0031 山梨市万力70-6
八幡 405-0044 山梨市市川1115-4
一宮 405-0056 笛吹市一宮町一ノ宮987-1
山梨 405-8799 山梨市小原西1043
春日居 406-0002 笛吹市春日居町別田17
石和駅前 406-0028 笛吹市石和町駅前2-5
富士見 406-0041 笛吹市石和町東高橋319-1
御坂 406-0805 笛吹市御坂町栗合88
上黒駒 406-0813 笛吹市御坂町上黒駒858-6
八代 406-0822 笛吹市八代町南741
境川 406-0842 笛吹市境川町石橋2294-3
石和 406-8799 笛吹市石和町市部458
棡原 409-0111 上野原市棡原2331

上野原羽佐間 409-0112 上野原市上野原3655
島田 409-0113 上野原市新田739-1
四方津 409-0121 上野原市四方津746-1
大目 409-0123 上野原市大野1332-2
西原 409-0141 上野原市西原3983-1
上野原 409-0199 上野原市上野原1070
小菅 409-0211 小菅村4688
丹波山 409-0300 丹波山村2543-3
鳥沢 409-0502 大月市富浜町鳥沢395-2
梁川 409-0503 大月市梁川町綱の上1443
猿橋 409-0617 大月市猿橋町殿上423-5
七保 409-0623 大月市七保町葛野2370-1
大和 409-1203 甲州市大和町初鹿野1676-7
東雲 409-1304 甲州市勝沼町休息1560-5
下岩崎 409-1313 甲州市勝沼町下岩崎1966-1
勝沼 409-1399 甲州市勝沼町勝沼1416
中芦川 409-3703 笛吹市芦川町中芦川643
上九一色 409-3712 甲府市古関町1364


