
■販売局一覧 別添
都道府県 局名 郵便番号 住所

函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町1-6
函館湯浜郵便局 042-0933 北海道函館市湯浜町10-11
函館深堀郵便局 042-0941 北海道函館市深堀町22-41
函館東郵便局 042-8799 北海道函館市湯川町2-9-1
平取郵便局 055-0199 北海道沙流郡平取町本町32-12
貫気別郵便局 055-0321 北海道沙流郡平取町貫気別125-1
荷負郵便局 055-0324 北海道沙流郡平取町荷負86-3
振内郵便局 055-0499 北海道沙流郡平取町振内町20-2
日高郵便局 055-2399 北海道沙流郡日高町本町東1-297-36
富川郵便局 055-8799 北海道沙流郡日高町富川北3-2-1

静内御幸郵便局 056-0017 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町6-1-9
御園郵便局 056-0141 北海道日高郡新ひだか町静内御園112-2
静内郵便局 056-8799 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町2-2-2

浦河堺町郵便局 057-0033 北海道浦河郡浦河町堺町東1-6-3
西舎郵便局 057-0171 北海道浦河郡浦河町西舎335
浦河郵便局 057-8799 北海道浦河郡浦河町浜町7
幌満郵便局 058-0002 北海道様似郡様似町幌満59-3

様似本町郵便局 058-0026 北海道様似郡様似町本町2-131
鵜苫郵便局 058-0033 北海道様似郡様似町鵜苫112
えりも郵便局 058-0299 北海道幌泉郡えりも町本町205
えりも岬郵便局 058-0342 北海道幌泉郡えりも町えりも岬197
日高目黒郵便局 058-0422 北海道幌泉郡えりも町目黒115
庶野郵便局 058-0499 北海道幌泉郡えりも町庶野649-28
様似郵便局 058-8799 北海道様似郡様似町錦町6-6
門別郵便局 059-2199 北海道沙流郡日高町門別本町215-10
清畠郵便局 059-2245 北海道沙流郡日高町清畠812-2
厚賀郵便局 059-2299 北海道沙流郡日高町厚賀町156番57
新和郵便局 059-2341 北海道新冠郡新冠町新和156
新冠郵便局 059-2404 北海道新冠郡新冠町東町15-7
節婦郵便局 059-2412 北海道新冠郡新冠町節婦町202
東静内郵便局 059-2561 北海道日高郡新ひだか町東静内62-1
春立郵便局 059-2565 北海道日高郡新ひだか町静内春立92
富沢郵便局 059-3101 北海道日高郡新ひだか町三石富澤23
三石郵便局 059-3199 北海道日高郡新ひだか町三石本町190-1
本桐郵便局 059-3299 北海道日高郡新ひだか町三石本桐205-21
歌笛郵便局 059-3351 北海道日高郡新ひだか町三石歌笛73-2
荻伏郵便局 059-3451 北海道浦河郡浦河町荻伏町28-2
野深郵便局 059-3454 北海道浦河郡浦河町野深112-3

札幌中央市場前郵便局 060-0010 北海道札幌市中央区北十条西21-2-30
札幌桑園駅前郵便局 060-0011 北海道札幌市中央区北十一条西14-1-35
札幌大通公園前郵便局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西4-6-8

札幌大通郵便局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西2-9
札幌丸井内郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西2-11
札幌駅パセオ郵便局 060-0806 北海道札幌市北区北六条西2-1
札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東1-2-1
札幌南五条郵便局 064-0805 北海道札幌市中央区南五条西6-13-1
旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通6-28-1
帯広郵便局 080-8799 北海道帯広市西三条南8-10

釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町13-2-1
青森県 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町1-7-24
岩手県 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通1-13-45
宮城県 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町1-7
秋田県 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町5-1
山形県 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町1-7-24
福島県 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町10-30

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

栃木県 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町4-17
群馬県 前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町1-6-5

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
川越西郵便局 350-1199 埼玉県川越市小室22-1

千葉県 千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港1-14-1

北海道

茨城県

埼玉県



都道府県 局名 郵便番号 住所
市川郵便局 272-8799 千葉県市川市平田2-1-1
船橋郵便局 273-8799 千葉県船橋市南本町7-17
柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町6-29

東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2-7-2
麹町郵便局 102-8799 東京都千代田区九段南4-5-9

日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋2-2-10
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
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷1-5-12
浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草1-1-1
本郷郵便局 113-8799 東京都文京区本郷6-1-15
荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川3-2-1
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
千鳥郵便局 146-8799 東京都大田区千鳥2-34-10
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1-12-13
代々木郵便局 151-8799 東京都渋谷区西原1-42-2
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋2-1-1
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿1-8-8
杉並南郵便局 168-8799 東京都杉並区浜田山4-5-5
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋3-18-1
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘2-9-7
調布郵便局 182-8799 東京都調布市八雲台2-6-1

武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町1-7
八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野1-6-7
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
新潟中野山郵便局 950-0841 新潟県新潟市東区中野山5-17-15
太郎代郵便局 950-3101 新潟県新潟市北区太郎代645-1
新崎駅前郵便局 950-3134 新潟県新潟市北区新崎3-5-17
松浜郵便局 950-3199 新潟県新潟市北区松浜4-10-5
木崎郵便局 950-3306 新潟県新潟市北区内島見184
長浦郵便局 950-3338 新潟県新潟市北区長場4683-5
岡方郵便局 950-3353 新潟県新潟市北区長戸呂367-5

豊栄早通郵便局 950-3375 新潟県新潟市北区早通南1-5-14
豊栄郵便局 950-3399 新潟県新潟市北区白新町3-4-5

新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通2-6-26
三条大崎郵便局 955-0033 新潟県三条市西大崎2-28-1

富山県 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り6-6
石川県 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町1-1
福井県 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手3-1-28
山梨県 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町6-10
長野県 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町1085-4
岐阜県 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町1-3-2
静岡県 静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町1-9

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
名古屋境松郵便局 458-0822 愛知県名古屋市緑区大将ｹ根2-809
豊明吉池郵便局 470-1112 愛知県豊明市新田町門先11-12
豊明団地内郵便局 470-1131 愛知県豊明市二村台3-1-1

豊明郵便局 470-1199 愛知県豊明市阿野町滑1-8
三重県 津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央1-1
滋賀県 大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜1-4

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
伏見東郵便局 601-1363 京都府京都市伏見区醍醐鍵尾町1-2

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
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
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
伏見墨染郵便局 612-0082 京都府京都市伏見区深草山村町1006
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

愛知県

東京都

新潟県

神奈川県

千葉県

京都府



都道府県 局名 郵便番号 住所
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
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
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
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
京都淀池上郵便局 613-0904 京都府京都市伏見区淀池上町85-2

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
神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6-2-1
宝塚南口郵便局 665-0011 兵庫県宝塚市南口1-7-39
宝塚野上郵便局 665-0022 兵庫県宝塚市野上4-8-27
宝塚逆瀬台郵便局 665-0024 兵庫県宝塚市逆瀬台4-1-8
宝塚小林郵便局 665-0034 兵庫県宝塚市小林2-8-9
宝塚逆瀬川郵便局 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-1-1
宝塚福井郵便局 665-0046 兵庫県宝塚市福井町5-17
宝塚大成郵便局 665-0055 兵庫県宝塚市大成町6-16
宝塚鹿塩郵便局 665-0075 兵庫県宝塚市仁川宮西町3-31

宝塚山本丸橋郵便局 665-0815 兵庫県宝塚市山本丸橋1-6-15
宝塚安倉郵便局 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中4-9-8
宝塚旭町郵便局 665-0835 兵庫県宝塚市旭町2-21-13
宝塚清荒神郵便局 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神1-2-5
宝塚駅前郵便局 665-0845 兵庫県宝塚市栄町2-8-1

宝塚すみれガ丘郵便局 665-0847 兵庫県宝塚市すみれｶﾞ丘1-9-2
宝塚売布郵便局 665-0852 兵庫県宝塚市売布3-11-22
宝塚寿郵便局 665-0866 兵庫県宝塚市星の荘2-14

宝塚中山五月台郵便局 665-0871 兵庫県宝塚市中山五月台4-9-4
宝塚中筋郵便局 665-0874 兵庫県宝塚市中筋1-1-2

宝塚中山桜台郵便局 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台2-2-1
宝塚山本郵便局 665-0881 兵庫県宝塚市山本東2-8-10
宝塚郵便局 665-8799 兵庫県宝塚市小浜3-1-20
西谷郵便局 669-1299 兵庫県宝塚市大原野南宮2-2

奈良県 奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町5-3-3
和歌山県 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁4
鳥取県 鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町101
島根県 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町138
岡山県 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下2-1-1
広島県 広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町1-4-1
山口県 山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央1-1-1
徳島県 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町1-2
香川県 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町1-15
愛媛県 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町3-5-2
高知県 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町1-10-18

小倉吉田団地郵便局 800-0201 福岡県北九州市小倉南区上吉田1-7-17
小倉沼南郵便局 800-0205 福岡県北九州市小倉南区沼南町2-2-17
小倉沼郵便局 800-0207 福岡県北九州市小倉南区沼緑町4-3-10

小倉下曽根郵便局 800-0217 福岡県北九州市小倉南区下曽根3-4-23
小倉田原郵便局 800-0226 福岡県北九州市小倉南区田原新町1-1-2
小倉貫郵便局 800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫1-9-16
小倉葛原郵便局 800-0253 福岡県北九州市小倉南区葛原本町1-13-6
湯川郵便局 800-0257 福岡県北九州市小倉南区湯川5-4-30

兵庫県

京都府

福岡県



都道府県 局名 郵便番号 住所
曽根郵便局 800-0299 福岡県北九州市小倉南区中曽根1-6-10

小倉若園郵便局 802-0816 福岡県北九州市小倉南区若園3-2-43
小倉横代郵便局 802-0821 福岡県北九州市小倉南区横代北町2-7-20
小倉北方郵便局 802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方1-11-11

小倉守恒本町郵便局 802-0971 福岡県北九州市小倉南区守恒本町2-2-24
小倉守恒郵便局 802-0973 福岡県北九州市小倉南区星和台2-2-12
小倉徳力郵便局 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力1-14-7
小倉志井郵便局 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力4-21-8
徳力新町郵便局 802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町2-13-29
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
石原町郵便局 803-0186 福岡県北九州市小倉南区新道寺395-1
小倉徳吉郵便局 803-0277 福岡県北九州市小倉南区徳吉東1-1-6
西谷郵便局 803-0278 福岡県北九州市小倉南区徳吉西3-7-3
小倉西郵便局 803-8799 福岡県北九州市小倉北区田町20-1
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

佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原2-1-35
鳥栖田代郵便局 841-0013 佐賀県鳥栖市田代新町126-1
基里郵便局 841-0025 佐賀県鳥栖市曽根崎町1496-1

鳥栖西町郵便局 841-0051 佐賀県鳥栖市元町1096-4
鳥栖土井郵便局 841-0052 佐賀県鳥栖市宿町1246-5
村田郵便局 841-0072 佐賀県鳥栖市村田町三本松125-23
鳥栖麓郵便局 841-0084 佐賀県鳥栖市山浦町1374-50

長崎県 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町1-1
熊本県 熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町2-1-1
大分県 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町3-4-18
宮崎県 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通1-1-34
鹿児島県 鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町1-2
沖縄県 那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川3-3-8

佐賀県

福岡県


