
別添
■販売局一覧（広告付年賀葉書【松山東雲学園】）

都道府県 局名 郵便番号 住所
愛媛県 松山中央 790-8799 松山市三番町3-5-2

松山西 791-8799 松山市古三津6-13-16
松山南 791-1199 松山市森松町647
重信 791-0299 東温市田窪333-2
伊予 799-3199 伊予市米湊785-2
北条 799-2499 松山市北条辻176
宇和島 798-8799 宇和島市丸之内1-3-12
西条 793-8799 西条市大町1710-4
東予 799-1399 西条市三津屋南11-29

高知中央 780-8799 高知市北本町1-10-18
高知東 781-8799 高知市介良乙952-1
土佐中村 787-8799 四万十市中村本町3-39
西条 793-8799 西条市大町1710-4
加茂 793-0199 西条市荒川2-182-5
大保木 793-0214 西条市中奥2-18
西条大町 793-0030 西条市大町1292-1
西条四軒町 793-0023 西条市明屋敷230-9
西条飯岡 793-0010 西条市飯岡1972-3

西条公園通り 793-0030 西条市大町515-3
西条氷見 793-0073 西条市氷見丙434-5
西条西田 793-0062 西条市西田甲425-1
東予 799-1399 西条市三津屋南11-29
小松 799-1199 西条市小松町新屋敷甲471-4
丹原 791-0510 西条市丹原町丹原225-2
石根 799-1106 西条市小松町大頭甲65-1
吉岡 799-1331 西条市新町277-3
吉井 799-1364 西条市石田100

東予壬生川 799-1341 西条市壬生川84-9
田野 791-0521 西条市丹原町長野878
桜樹 791-0541 西条市丹原町鞍瀬甲334-3
三芳 799-1301 西条市三芳1057-5
来見 791-0531 西条市丹原町来見22-1
湯山 791-0101 松山市溝辺町甲391-1

松山久米 790-0924 松山市南久米町630-3
松山正円寺 790-0904 松山市正円寺4-1-2
松山松末町 790-0915 松山市松末1-14-5
松山祝谷 790-0833 松山市祝谷3-10-29
松山唐人町 790-0877 松山市錦町1-8
松山南町 790-0856 松山市南町1-6-21
松山湯渡町 790-0862 松山市湯渡町10-30
松山石手 790-0852 松山市石手2-9-11
道後 790-0842 松山市道後湯之町15-4

松山伊台 791-0112 松山市下伊台町1172-1
松山土橋 790-0052 松山市竹原町1-8-4
松山余戸 790-0045 松山市余戸中6-4-30
松山小栗町 790-0036 松山市小栗4-3-17
松山古川 790-0942 松山市古川北2-21-12
松山土居田 790-0056 松山市土居田町457-8
松山朝生田 790-0952 松山市朝生田町3-2-13
松山立花 790-0966 松山市立花2-2-29
松山石井 790-0932 松山市東石井6-7-44
松山天山 790-0951 松山市天山2-1-32
松山柳井町 790-0014 松山市柳井町1-8-12
松山中央 790-8799 松山市三番町3-5-2
松山一番町 790-0004 松山市大街道3-2-76
松山勝山町 790-0878 松山市勝山町2-12-9
松山鉄砲町 790-0827 松山市鉄砲町2-1
松山御幸町 790-0822 松山市高砂町4-102-4

まつやま坊っちゃん 790-0012 松山市湊町4-11-17
まつやまマドンナ 790-0012 松山市湊町5-1-1

松山大手 790-0067 松山市大手町1-13-7
松山本町 790-0811 松山市本町4-5-12

松山南江戸町 790-0062 松山市南江戸5-2-25
松山宮田 790-0066 松山市宮田町8-5
愛媛県庁内 790-0001 松山市一番町4-4-2

北条 799-2499 松山市北条辻176
堀江 799-2699 松山市堀江町甲936-1

松山鴨川 791-8004 松山市鴨川1-8-30
松山衣山町 791-8025 松山市衣山1-241-3
松山問屋町 791-8018 松山市問屋町4-18
松山山越 791-8013 松山市山越4-4-35
松山今出 791-8044 松山市西垣生町1225-8
松山南斎院 791-8032 松山市南斎院町1050-3
松山南吉田 791-8042 松山市南吉田町1829-3
松山和気 799-2656 松山市和気町1-37-1
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愛媛県 五明 799-2648 松山市菅沢町甲967-17

北条浅海 799-2401 松山市浅海原甲743-1
柳原 799-2435 松山市府中156

北条久保 799-2462 松山市久保2
北条立岩 799-2415 松山市猿川甲760
松山西 791-8799 松山市古三津6-13-16
中島 791-4599 松山市中島大浦3036-1

松山梅田町 791-8051 松山市梅田町6-7
松山住吉 791-8062 松山市住吉1-5-13
松山大可賀 791-8057 松山市大可賀2-4-35
松山三津 791-8061 松山市三津2-14-24
吉木 791-4508 松山市吉木甲573

松山興居島 791-8092 松山市由良町1060
松山泊 791-8093 松山市泊町510-7
高浜 791-8081 松山市高浜町1-2254-3
睦月 791-4431 松山市睦月324-1
神和 791-4321 松山市元怒和甲1809-24

松山山西町 791-8026 松山市山西町710
松山内浜 791-8077 松山市内浜町3-3
松山南 791-1199 松山市森松町647
重信 791-0299 東温市田窪333-2
川内 791-0399 東温市南方594-1
拝志 791-0222 東温市下林甲722-1
横河原 791-0203 東温市横河原1300-1

愛媛大学病院内 791-0204 東温市志津川454
フジゆるぎの 791-0216 東温市野田3-1-13

小野 791-0243 松山市平井町1376-4
久谷 791-1132 松山市久谷町甲75-1
荏原 791-1123 松山市東方町甲960-1
伊予 799-3199 伊予市米湊785-2
中山 791-3299 伊予市中山町中山丑265-2
双海 799-3299 伊予市双海町上灘甲5830-2

伊予五色姫 799-3113 伊予市米湊1633-8
伊予上野 799-3103 伊予市上野1207-1
伊予市場 799-3123 伊予市中村甲240-3
伊予湊町 799-3111 伊予市下吾川1414-2
佐礼谷 791-3201 伊予市中山町佐礼谷丙1069-23
下灘 799-3312 伊予市双海町串甲75
宇和島 798-8799 宇和島市丸之内1-3-12
吉田 799-3799 宇和島市吉田町本町29-2

宇和島高光 798-0020 宇和島市高串2-197-3
宇和島伊吹町 798-0025 宇和島市伊吹町473-1
宇和島大浦 798-0002 宇和島市大浦甲208-75

立間 799-3730 宇和島市吉田町立間2-2642-3
奥南 799-3772 宇和島市吉田町奥浦甲215
法花津 799-3742 宇和島市吉田町法花津7-366-1

宇和島佐伯町 798-0064 宇和島市佐伯町1-1-11
宇和島愛宕町 798-0042 宇和島市愛宕町2-1-14
宇和島和霊町 798-0016 宇和島市和霊中町2-2-22
宇和島朝日町 798-0004 宇和島市朝日町1-3-21
宇和島石応 798-0091 宇和島市石応1331
宇和島九島 798-0097 宇和島市百乃浦1362-4
宇和島寄松 798-0075 宇和島市川内甲923-3
宇和島駅前 798-0034 宇和島市錦町3-27
宇和海 798-0299 宇和島市蒋淵1408
津島 798-3399 宇和島市津島町岩松甲576
日振島 798-0099 宇和島市日振島1702-1
下波 798-0104 宇和島市下波3139
遊子 798-0103 宇和島市遊子3038
戸島 798-0212 宇和島市戸島2063
北灘 798-3361 宇和島市津島町北灘甲1047-1
清満 798-3311 宇和島市津島町岩渕甲1260-1
畑地 798-3323 宇和島市津島町上畑地甲118-2
嵐 798-3344 宇和島市津島町嵐225-2
御槇 798-3271 宇和島市津島町御内688
三浦 798-0102 宇和島市三浦西1709-18

高知県 高知東 781-8799 高知市介良乙952-1
高知南 781-0299 高知市長浜675-2
高知潮江 780-8001 高知市土居町11-12
高知桟橋 780-8006 高知市萩町1-2-34
高知一宮 781-8136 高知市一宮西町3-4-11
高知五台山 781-8125 高知市五台山3471
高知百石町 780-8015 高知市百石町2-13-19
高知竹島 780-8018 高知市竹島町158-14
高知桂浜 781-0262 高知市浦戸755-2
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高知県 高知横浜 781-0240 高知市横浜1657-78

高知薊野 781-0015 高知市薊野西町3-29-6
高知新木 781-8104 高知市高須3-1-43-1

高知瀬戸西町 781-0251 高知市瀬戸西町1-1-1
三里 781-0112 高知市仁井田1652-5
大津 781-5103 高知市大津乙1071

高知中央 780-8799 高知市北本町1-10-18
高知本町 780-0870 高知市本町3-2-5

高知はりまや町 780-0822 高知市はりまや町2-12-8
高知南はりまや町 780-0833 高知市南はりまや町1-16-15

高知洞ヶ島 780-0042 高知市洞ヶ島町4-15
高知愛宕 780-0051 高知市愛宕町2-17-15
高知宝永町 780-0818 高知市宝永町6-2
高知比島 780-0066 高知市比島町1-14-14
高知宝町 780-0914 高知市宝町13-15
高知県庁内 780-0850 高知市丸ノ内1-2-20
高知秦泉寺 780-0033 高知市西秦泉寺403-1
高知稲荷町 780-0814 高知市稲荷町10-11
高知卸団地 780-8692 高知市南久保11-18

龍馬 780-0901 高知市上町1-8-18
高知上町 780-0901 高知市上町4-4-26
高知旭 780-0935 高知市旭町3-121
高知越前 780-0928 高知市越前町2-3-9
高知朝倉 780-8072 高知市曙町1-14-15
高知朝倉南 780-8075 高知市朝倉南町7-7
高知中万々 780-0972 高知市中万々保曾田99-10
高知螢橋 780-0943 高知市旭上町35-3
高知城山町 780-8036 高知市東城山町109-8
高知横内 780-0964 高知市横内125-4
高知朝倉西 780-8077 高知市朝倉西町1-9-7

鏡 781-3102 高知市鏡小浜50-10
土佐山 781-3201 高知市土佐山138-1
中村八束 787-0157 四万十市山路17-2
中村古津賀 787-0010 四万十市古津賀3-76

下田 787-0155 四万十市下田1419
蕨岡 787-1442 四万十市蕨岡東坂折甲82
富山 787-1550 四万十市大用熊野453-7

土佐中村 787-8799 四万十市中村本町3-39
江川崎 787-1699 四万十市西土佐江川崎180-3
中村下町 787-0031 四万十市中村東下町7

四万十トンボ 787-0051 四万十市具同田黒3-8-1
中村駅前 787-0014 四万十市駅前町3-28
東中筋 787-0666 四万十市楠島949-3
後川 787-1105 四万十市利岡七反ダ103-45
川登 787-1220 四万十市川登高畠1043
有岡 787-0771 四万十市有岡久保1844-2
大宮 787-1615 四万十市西土佐大宮1773-5
口屋内 787-1324 四万十市西土佐口屋内下沢76-12


