
別添

■販売局一覧(336局)
都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東1-2-1

旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通6-28-1
釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町13-2-1
函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町1-6

青森 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町1-7-24
青森西郵便局 038-8799 青森県青森市石江岡部48-1

岩手 盛岡北郵便局 020-0199 岩手県盛岡市月が丘3-28-1
盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通1-13-45

宮城 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町1-7
泉郵便局 981-3199 宮城県仙台市泉区将監8-10-3
泉西郵便局 981-3299 宮城県仙台市泉区寺岡6-8-1
仙台北郵便局 981-8799 宮城県仙台市青葉区台原3-17-10
仙台南郵便局 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7-21-12
仙台東郵便局 983-8799 宮城県仙台市宮城野区原町6-2-32
若林郵便局 984-8799 宮城県仙台市若林区南小泉梅木43

秋田 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町5-1
土崎郵便局 011-8799 秋田県秋田市土崎港中央3-6-10

山形 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町1-7-24
山形南郵便局 990-9799 山形県山形市白山1-13-8

福島 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町10-30
郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日2-24-6
いわき郵便局 970-8799 福島県いわき市平正月町49-1

茨城 土浦郵便局 300-8799 茨城県土浦市城北町2-21
水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸1-4-29

栃木 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町4-17
宇都宮東郵便局 321-8799 栃木県宇都宮市宿郷3-20-2

群馬 高崎郵便局 370-8799 群馬県高崎市高松町5-6
前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町1-6-5

埼玉 さいたま新都心郵便局 330-9799 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1
大宮西郵便局 331-8799 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-713

さいたま中央郵便局 336-8799 埼玉県さいたま市南区別所7-1-12
春日部郵便局 344-8799 埼玉県春日部市中央1-52-7
坂戸郵便局 350-0299 埼玉県坂戸市千代田2-5-15
川越西郵便局 350-1199 埼玉県川越市小室22-1
東松山郵便局 355-8799 埼玉県東松山市本町2-10-27
所沢西郵便局 359-1199 埼玉県所沢市若狭2-2594-1
熊谷郵便局 360-8799 埼玉県熊谷市本町2-7

千葉 千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港1-14-1
美浜郵便局 261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂4-1-1
柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町6-29
茂原郵便局 297-8799 千葉県茂原市茂原248
市川郵便局 272-8799 千葉県市川市平田2-1-1
木更津郵便局 292-8799 千葉県木更津市中央2-6-15
松戸南郵便局 270-2299 千葉県松戸市松飛台470-1
佐倉郵便局 285-8799 千葉県佐倉市海隣寺町2-5
成田郵便局 286-8799 千葉県成田市赤坂2-1-3

東京 大手町郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町2-3-1
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2-7-2
神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町2-12

千代田四番町郵便局 102-0081 東京都千代田区四番町4-8
日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋2-2-10
日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋1-18-1

銀座みゆき通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座6-8-3
京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地4-2-2
西新橋郵便局 105-0003 東京都港区西新橋1-5-13
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋3-22-5

西麻布郵便局 106-0031 東京都港区西麻布1-8-11
赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂8-4-17

台東谷中郵便局 110-0001 東京都台東区谷中2-5-23
台東一郵便局 110-0016 東京都台東区台東1-23-5
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷1-5-12

「My旅切手レターブック（金沢）」を発売日に郵便窓口で販売する郵便局

※下表の郵便局においても、品切れの場合はお取り寄せの場合があること、また、発売部数が15,000部の
　ため、売り切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 東浅草郵便局 111-0025 東京都台東区東浅草1-21-6

浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草1-1-1
東京ドームシティ郵便局 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61

小石川郵便局 112-8799 東京都文京区小石川4-4-2
文京千駄木三郵便局 113-0022 東京都文京区千駄木3-41-3
東京大学内郵便局 113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
湯島二郵便局 113-0034 東京都文京区湯島2-21-1
本郷郵便局 113-8799 東京都文京区本郷6-1-15

西ヶ原四郵便局 114-0024 東京都北区西ｹ原4-1-3
荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川3-2-1

足立柳原郵便局 120-0022 東京都足立区柳原1-9-14
足立郵便局 120-8799 東京都足立区千住曙町42-4
足立北郵便局 121-8799 東京都足立区竹の塚3-9-20
足立西郵便局 123-8799 東京都足立区西新井本町4-4-30
葛飾堀切郵便局 124-0006 東京都葛飾区堀切4-11-2
葛飾郵便局 124-8799 東京都葛飾区四つ木2-28-1
本所一郵便局 130-0004 東京都墨田区本所1-25-7
江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島1-19-24
瑞江駅前郵便局 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町2-10-4
小岩郵便局 133-8799 東京都江戸川区南小岩8-1-10
葛西郵便局 134-8799 東京都江戸川区中葛西1-3-1
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽4-4-2
城東郵便局 136-8799 東京都江東区大島3-15-2
品川郵便局 140-8799 東京都品川区東大井5-23-34
荏原郵便局 142-8799 東京都品川区西中延1-7-23
大森郵便局 143-8799 東京都大田区山王3-9-13

羽田空港郵便局 144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2
蒲田郵便局 144-8799 東京都大田区蒲田本町1-2-8

田園調布郵便局 145-8799 東京都大田区南雪谷2-21-1
大田鵜の木郵便局 146-0091 東京都大田区鵜の木2-3-1
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1-12-13
目黒郵便局 152-8799 東京都目黒区目黒本町1-15-16

世田谷駒沢郵便局 154-0012 東京都世田谷区駒沢3-15-2
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋2-1-1

世田谷岡本郵便局 157-0076 東京都世田谷区岡本1-30-7
新宿下落合三郵便局 161-0033 東京都新宿区下落合3-18-5

牛込郵便局 162-8799 東京都新宿区北山伏町1-5
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿1-8-8
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野2-27-1
杉並郵便局 166-8799 東京都杉並区成田東4-38-14
荻窪郵便局 167-8799 東京都杉並区桃井2-3-2
杉並南郵便局 168-8799 東京都杉並区浜田山4-5-5

新宿小滝橋郵便局 169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-11
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋3-18-1
板橋北郵便局 174-8799 東京都板橋区志村3-24-16
板橋西郵便局 175-8799 東京都板橋区高島平3-12-1
練馬中村郵便局 176-0023 東京都練馬区中村北3-15-5
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北6-4-2
石神井郵便局 177-8799 東京都練馬区石神井台3-3-7
練馬北町郵便局 179-0081 東京都練馬区北町1-32-5
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘2-9-7
武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保3-1-26

府中車返団地内郵便局 183-0011 東京都府中市白糸台5-25-1
武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町1-7
小金井郵便局 184-8799 東京都小金井市本町5-38-20
西東京郵便局 188-8799 東京都西東京市田無町3-2-2

五日市伊奈郵便局 190-0142 東京都あきる野市伊奈466-5
あきる野郵便局 190-0199 東京都あきる野市秋川3-2-1
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町2-14-36

八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野1-6-7
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町7-21-1
八王子西郵便局 193-8799 東京都八王子市散田町5-27-7
町田郵便局 194-8799 東京都町田市旭町3-2-22
鶴川郵便局 195-8799 東京都町田市大蔵町446

青梅藤橋郵便局 198-0022 東京都青梅市藤橋2-117-4
青梅郵便局 198-8799 東京都青梅市東青梅1-13-2

保谷東伏見郵便局 202-0021 東京都西東京市東伏見6-6-15
東久留米郵便局 203-8799 東京都東久留米市中央町1-1-44
多摩桜ヶ丘郵便局 206-0013 東京都多摩市桜ヶ丘4-1-2



都道府県 局名 郵便番号 住所
神奈川 川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町1-2

横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島2-14-2
港北郵便局 222-8799 神奈川県横浜市港北区菊名6-20-18
都筑郵便局 224-8799 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央33-1
横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5-3
港南郵便局 233-8799 神奈川県横浜市港南区最戸1-20-6
厚木郵便局 243-8799 神奈川県厚木市田村町2-18
鎌倉郵便局 248-8799 神奈川県鎌倉市小町1-10-3
藤沢郵便局 251-8799 神奈川県藤沢市藤沢115-2
寒川郵便局 253-0199 神奈川県高座郡寒川町宮山187
平塚郵便局 254-8799 神奈川県平塚市追分1-33
二宮郵便局 259-0199 神奈川県中郡二宮町二宮400-8

新潟 高田郵便局 943-8799 新潟県上越市大手町3-21
長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町2-6-1
新潟西郵便局 950-2099 新潟県新潟市西区寺尾朝日通25-10
三条郵便局 955-8799 新潟県三条市旭町2-1-1

新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通2-6-26
新潟中郵便局 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通7番町1018
新発田郵便局 957-8799 新潟県新発田市大手町4-3-20
小出郵便局 946-8799 新潟県魚沼市小出島180-1

富山 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り6-6
高岡郵便局 933-8799 富山県高岡市御馬出町34
富山南郵便局 939-2299 富山県富山市堀川町257-2

石川 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町1-1
金沢南郵便局 924-8799 石川県金沢市泉野町6-17-1
小松郵便局 929-1399 石川県小松市園町ハ128-1

福井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手3-1-28
勝山郵便局 911-8799 福井県勝山市本町2-10-20
武生郵便局 915-8799 福井県越前市中央1-10-30

山梨 竜王郵便局 400-0199 山梨県甲斐市名取12-1
甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町6-10
富士吉田郵便局 403-8799 山梨県富士吉田市中曽根3-1-1

長野 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町1085-4
上田郵便局 386-8799 長野県上田市中央西2-2-2
松本郵便局 390-8799 長野県松本市中央2-7-5
駒ヶ根郵便局 399-4199 長野県駒ヶ根市中央13-13
飯田郵便局 395-8799 長野県飯田市鈴加町1-7

岐阜 岐阜北郵便局 502-8799 岐阜県岐阜市鷺山2563-75
各務原東郵便局 509-0199 岐阜県各務原市鵜沼東町4-22
岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町1-3-2
羽島郵便局 501-6299 岐阜県羽島市竹鼻町日吉町125-1
大垣郵便局 503-8799 岐阜県大垣市郭町4-1
高山郵便局 506-8799 岐阜県高山市名田町5-95-1

静岡 沼津西郵便局 410-0312 静岡県沼津市原1540-1
裾野郵便局 410-1199 静岡県裾野市佐野524-1
沼津郵便局 410-8799 静岡県沼津市寿町1-25
三島郵便局 411-8799 静岡県三島市南田町4-50
御殿場郵便局 412-8799 静岡県御殿場市萩原537-1
富士宮郵便局 418-8799 静岡県富士宮市若の宮町475
静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町1-9
清水郵便局 424-8799 静岡県静岡市清水区辻1-9-27
藤枝郵便局 426-8799 静岡県藤枝市青木3-6-18
浜松郵便局 430-8799 静岡県浜松市中区旭町8-1
浜松西郵便局 432-8799 静岡県浜松市中区西伊場町55-1
袋井郵便局 437-8799 静岡県袋井市新屋1-1-10
磐田郵便局 438-8799 静岡県磐田市見付只来2966-8



都道府県 局名 郵便番号 住所
愛知 新城郵便局 441-1399 愛知県新城市城北1-1-1

豊橋南郵便局 441-8799 愛知県豊橋市中野町上新切1-1
豊川郵便局 442-8799 愛知県豊川市諏訪1-57
西尾郵便局 445-8799 愛知県西尾市丁田町五助40-2
安城郵便局 446-8799 愛知県安城市桜町16-3

名古屋西郵便局 450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町4-5
熱田郵便局 456-8799 愛知県名古屋市熱田区神宮4-5-18

名古屋南郵便局 457-8799 愛知県名古屋市南区松城町2-29
昭和郵便局 466-8799 愛知県名古屋市昭和区桜山町6-105
日進郵便局 470-0199 愛知県日進市蟹甲町池下67-18
豊田郵便局 471-8799 愛知県豊田市十塚町2-16-1
半田郵便局 475-8799 愛知県半田市東洋町1-5-2
江南郵便局 483-8799 愛知県江南市赤童子町良原143-1
小牧郵便局 485-8799 愛知県小牧市中央1-405
豊橋郵便局 440-8799 愛知県豊橋市神明町106
刈谷郵便局 448-8799 愛知県刈谷市寿町2-505

名古屋中央郵便局 450-8998 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1
中村郵便局 453-8799 愛知県名古屋市中村区大宮町3-47
中川郵便局 454-8799 愛知県名古屋市中川区吉良町98-1

名古屋中郵便局 460-8799 愛知県名古屋市中区大須3-1-10
名古屋東郵便局 461-8799 愛知県名古屋市東区白壁5-11
名古屋北郵便局 462-8799 愛知県名古屋市北区辻本通2-20-1
守山郵便局 463-8799 愛知県名古屋市守山区小幡中2-1-67
千種郵便局 464-8799 愛知県名古屋市千種区今池4-9-18
名東郵便局 465-8799 愛知県名古屋市名東区一社4-166
瑞穂郵便局 467-8799 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通2-37
豊明郵便局 470-1199 愛知県豊明市阿野町滑1-8

三重 白子郵便局 510-0299 三重県鈴鹿市白子町2796-1
四日市郵便局 510-8799 三重県四日市市沖の島町4-9
松阪郵便局 515-8799 三重県松阪市南町178-1
伊勢郵便局 516-8799 三重県伊勢市岩渕3-6-10
名張郵便局 518-0499 三重県名張市栄町2930-1
上野郵便局 518-8799 三重県伊賀市上野丸之内151-3
桑名郵便局 511-8799 三重県桑名市中央町3-43
鈴鹿郵便局 513-8799 三重県鈴鹿市西条4-96
津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央1-1

滋賀 大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜1-4
草津郵便局 525-8799 滋賀県草津市西渋川1-3-38

京都 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る相之町133
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
京都北郵便局 603-8799 京都府京都市北区紫竹下本町39
中京郵便局 604-8799 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町30番地
東山郵便局 605-8799 京都府京都市東山区大和大路通五条下る石垣町西側42
山科郵便局 607-8799 京都府京都市山科区西野阿芸沢町1-5
宇治郵便局 611-8799 京都府宇治市宇治蔭山6
右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町16
亀岡郵便局 621-8799 京都府亀岡市追分町谷筋25-17

大阪 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２ビル内郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2

東成郵便局 537-8799 大阪府大阪市東成区東今里3-13-11
大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町1-3-8

大阪四天王寺郵便局 543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢阪2-4-23
天王寺郵便局 543-8799 大阪府大阪市天王寺区上汐5-5-12
生野郵便局 544-8799 大阪府大阪市生野区勝山南3-2-2
東住吉郵便局 546-8799 大阪府大阪市東住吉区今川8-8-25
平野郵便局 547-8799 大阪府大阪市平野区平野西3-1-5

泉佐野郵便局関西空港分室 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1
大正郵便局 551-8799 大阪府大阪市大正区三軒家東4-3-22
浪速郵便局 556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中3-10-1
西成郵便局 557-8799 大阪府大阪市西成区岸里2-3-29
住吉郵便局 558-8799 大阪府大阪市住吉区我孫子西2-10-1
住之江郵便局 559-8799 大阪府大阪市住之江区新北島5-2-18

豊中郵便局大阪国際空港内分室 560-0036 大阪府豊中市螢池西町3-555
豊中南郵便局 561-8799 大阪府豊中市穂積2-2-8
守口郵便局 570-8799 大阪府守口市日吉町2-5-2
門真郵便局 571-8799 大阪府門真市一番町4-8
寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町4-5
枚方北郵便局 573-1199 大阪府枚方市牧野北町5-20
大東郵便局 574-8799 大阪府大東市曙町3-20

四條畷楠公郵便局 575-0036 大阪府四條畷市雁屋南町27-35
交野郵便局 576-8799 大阪府交野市私部3-2-25



都道府県 局名 郵便番号 住所
大阪 枚岡郵便局 579-8799 大阪府東大阪市鷹殿町19-7

柏原郵便局 582-8799 大阪府柏原市大正3-1-30
堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町2-16
鳳郵便局 593-8799 大阪府堺市西区津久野町1-7-9

泉大津郵便局 595-8799 大阪府泉大津市小松町1-85
岸和田郵便局 596-8799 大阪府岸和田市沼町33-33

兵庫 神戸海岸通郵便局 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通2-4-13
神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6-2-1
有野郵便局 651-1399 兵庫県神戸市北区藤原台北町6-19
須磨北郵便局 654-0199 兵庫県神戸市須磨区西落合1-1-10
灘郵便局 657-8799 兵庫県神戸市灘区大石東町3-2-8
東灘郵便局 658-8799 兵庫県神戸市東灘区住吉東町2-2-17

芦屋駅前郵便局 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町2-1-117
尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通2-11-1
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町210
姫路南郵便局 672-8799 兵庫県姫路市飾磨区中島1139-29

奈良 奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町5-3-3
和歌山 和歌山本町郵便局 640-8033 和歌山県和歌山市本町4-63

和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁4
鳥取 鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町101

米子郵便局 683-8799 鳥取県米子市弥生町10
島根 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町138

出雲郵便局 693-8799 島根県出雲市駅南町3-15-1
岡山 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下2-1-1

岡山東郵便局 703-8799 岡山県岡山市中区原尾島4-1-13
倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形1-8-15
水島郵便局 712-8799 岡山県倉敷市水島北幸町2-1
平川郵便局 716-0311 岡山県高梁市備中町平川6511-6

かもがた町家郵便局 719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方224-1
美袋郵便局 719-1399 岡山県総社市美袋1824-6
落合郵便局 719-3199 岡山県真庭市落合垂水510-2

広島 福山郵便局 720-8799 広島県福山市東桜町3-4
福山東深津郵便局 721-0974 広島県福山市東深津町2-6-15
福山東郵便局 721-8799 広島県福山市引野町5-31-6
尾道郵便局 722-8799 広島県尾道市土堂2-1-20
三原郵便局 723-8799 広島県三原市城町2-13-33

広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町1-4-1
広島東郵便局 732-8799 広島県広島市南区松原町2-62
宇品郵便局 734-8799 広島県広島市南区宇品東1-1-63
海田郵便局 736-8799 広島県安芸郡海田町曙町10-34
呉吉浦郵便局 737-0853 広島県呉市吉浦中町1-3-4
呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央2-1-1
玖波郵便局 739-0651 広島県大竹市玖波2-3-2

安芸西条郵便局 739-8799 広島県東広島市西条栄町10-38
山口 和木郵便局 740-0061 山口県玖珂郡和木町和木4-3-18

由宇郵便局 740-1499 山口県岩国市由宇町中央1-8-10
岩国郵便局 740-8799 山口県岩国市麻里布町2-6-8
光郵便局 743-8799 山口県光市中央4-1-1
徳山郵便局 745-8799 山口県周南市御幸通1-3
小月郵便局 750-1199 山口県下関市小月本町1-9-7
下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町2-12-12

山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央1-1-1
宇部郵便局 755-8799 山口県宇部市常盤町2-1-23
厚狭郵便局 757-8799 山口県山陽小野田市厚狭1-6-30

徳島 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町1-2
香川 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町1-15
愛媛 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町3-5-2

新居浜郵便局 792-8799 愛媛県新居浜市繁本町3-2
高知 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町1-10-18
福岡 北九州中央郵便局 802-8799 福岡県北九州市小倉北区萩崎町2-1

福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神4-3-1
博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1
久留米郵便局 830-8799 福岡県久留米市日吉町23-7
飯塚郵便局 820-8799 福岡県飯塚市本町4-1

佐賀 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原2-1-35
佐賀北郵便局 849-8799 佐賀県佐賀市高木瀬西3-2-5

長崎 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町1-1
佐世保郵便局 857-8799 長崎県佐世保市京坪町3-10

熊本 熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町2-1-1
熊本東郵便局 862-8799 熊本県熊本市東区錦ｹ丘1-10
熊本北郵便局 861-8799 熊本県菊池郡菊陽町光の森2-6-1

大分 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町3-4-18
宮崎 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通1-1-34

都城郵便局 885-8799 宮崎県都城市中町14-18
鹿児島 鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町1-2

鹿児島東郵便局 892-8799 鹿児島県鹿児島市山下町3-3



都道府県 局名 郵便番号 住所
沖縄 美栄橋郵便局 900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1

那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川3-3-8
羽地郵便局 905-1199 沖縄県名護市仲尾次488


