
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
東京都 大手町郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町2-3-1

東京交通会館内郵便局 100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1
岡田郵便局 100-0102 東京都大島町岡田榎戸17-18
中ノ郷郵便局 100-1699 東京都八丈島八丈町中之郷2571-2
神田駅前郵便局 101-0046 東京都千代田区神田多町2-2-6
ホテルニューオータニ内郵便局 102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1
ＩＢＭ箱崎ビル内郵便局 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町19-21
日本橋本町郵便局 103-0023 東京都中央区日本橋本町4-14-2
中央新富二郵便局 104-0041 東京都中央区新富2-5-1
銀座一郵便局 104-0061 東京都中央区銀座1-20-14
新橋郵便局 105-0004 東京都港区新橋1-6-9
港竹芝郵便局 105-0022 東京都港区海岸1-16-1
東京ミッドタウン郵便局 107-6203 東京都港区赤坂9-7-1
港芝四郵便局 108-0014 東京都港区芝4-13-1
台東根岸二郵便局 110-0003 東京都台東区根岸2-18-19
上野七郵便局 110-0005 東京都台東区上野7-9-15
東浅草郵便局 111-0025 東京都台東区東浅草1-21-6
くらまえ橋郵便局 111-0051 東京都台東区蔵前1-3-17
東京ドームシティ郵便局 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61
文京グリーンコート郵便局 113-0021 東京都文京区本駒込2-28-8
文京向丘郵便局 113-0023 東京都文京区向丘2-3-8
北豊島三郵便局 114-0003 東京都北区豊島3-17-20
滝野川六郵便局 114-0023 東京都北区滝野川6-76-1
北浮間郵便局 115-0051 東京都北区浮間3-19-1
荒川南千住五郵便局 116-0003 東京都荒川区南千住5-39-5
熊野前郵便局 116-0012 東京都荒川区東尾久8-14-1
足立大谷田団地内郵便局 120-0001 東京都足立区大谷田1-1-4
足立柳原郵便局 120-0022 東京都足立区柳原1-9-14
足立保木間郵便局 121-0064 東京都足立区保木間1-31-11
足立舎人郵便局 121-0831 東京都足立区舎人5-17-4
足立西新井栄町郵便局 123-0843 東京都足立区西新井栄町1-4-12
葛飾堀切郵便局 124-0006 東京都葛飾区堀切4-11-2
新小岩駅前郵便局 124-0024 東京都葛飾区新小岩1-48-13
葛飾東金町郵便局 125-0041 東京都葛飾区東金町3-9-1
葛飾青戸郵便局 125-0062 東京都葛飾区青戸3-38-4
墨田江東橋郵便局 130-0022 東京都墨田区江東橋1-7-19
墨田立花郵便局 131-0043 東京都墨田区立花5-23-1-102
墨田京島一郵便局 131-0046 東京都墨田区京島1-23-9
江戸川一郵便局 132-0013 東京都江戸川区江戸川1-26-2
江戸川平井郵便局 132-0035 東京都江戸川区平井4-8-24
北小岩六郵便局 133-0051 東京都江戸川区北小岩6-9-12
江戸川上篠崎郵便局 133-0054 東京都江戸川区上篠崎3-14-9
江戸川中葛西五郵便局 134-0083 東京都江戸川区中葛西5-7-16
江東洲崎橋郵便局 135-0016 東京都江東区東陽3-20-9
テレコムセンター内郵便局 135-0064 東京都江東区青海2-5-10
東大島駅前郵便局 136-0072 東京都江東区大島9-4-1-110
江東南砂団地内郵便局 136-0076 東京都江東区南砂2-3-14
品川天王洲郵便局 140-0002 東京都品川区東品川2-3-10-116
品川大井二郵便局 140-0014 東京都品川区大井2-24-11
ＴＯＣビル内郵便局 141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17
品川戸越郵便局 142-0041 東京都品川区戸越4-9-17
大森南二郵便局 143-0013 東京都大田区大森南2-4-7
大田東馬込郵便局 143-0022 東京都大田区東馬込1-12-2
大田西糀谷二郵便局 144-0034 東京都大田区西糀谷2-21-20
アロマスクエア郵便局 144-0052 東京都大田区蒲田5-37-1
田園調布一郵便局 145-0071 東京都大田区田園調布1-47-7
池上郵便局 146-0082 東京都大田区池上3-39-3
渋谷三郵便局 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-15
渋谷広尾郵便局 150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-18
代々木三郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木3-35-10
目黒碑文谷四郵便局 152-0003 東京都目黒区碑文谷4-16-2
目黒三田郵便局 153-0062 東京都目黒区三田2-4-10



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京都 世田谷駒沢郵便局 154-0012 東京都世田谷区駒沢3-15-2

世田谷代沢郵便局 155-0032 東京都世田谷区代沢5-30-4
経堂駅前郵便局 156-0051 東京都世田谷区宮坂3-11-7
世田谷桜丘三郵便局 156-0054 東京都世田谷区桜丘3-28-2
世田谷北烏山郵便局 157-0061 東京都世田谷区北烏山3-26-6
成城学園前郵便局 157-0066 東京都世田谷区成城6-16-30
世田谷上野毛郵便局 158-0093 東京都世田谷区上野毛1-34-15
新宿区役所内郵便局 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿下落合三郵便局 161-0033 東京都新宿区下落合3-18-5
新宿戸山郵便局 162-0052 東京都新宿区戸山2-10-101
新宿アイランド郵便局 163-1302 東京都新宿区西新宿6-5-1
中野本町三郵便局 164-0012 東京都中野区本町3-31-10
中野大和町郵便局 165-0034 東京都中野区大和町1-64-1
杉並和田郵便局 166-0012 東京都杉並区和田2-40-7
杉並井草郵便局 167-0021 東京都杉並区井草2-26-7
杉並今川四郵便局 167-0035 東京都杉並区今川4-20-7
杉並和泉郵便局 168-0063 東京都杉並区和泉1-31-6
西早稲田一郵便局 169-0051 東京都新宿区西早稲田1-8-22
大塚駅前郵便局 170-0004 東京都豊島区北大塚2-25-6
池袋郵便局 171-0014 東京都豊島区池袋2-40-13
南池袋郵便局 171-0022 東京都豊島区南池袋2-24-1
板橋四郵便局 173-0004 東京都板橋区板橋4-62-4
板橋前野郵便局 174-0063 東京都板橋区前野町4-21-22
板橋西台郵便局 175-0045 東京都板橋区西台3-18-11
練馬二郵便局 176-0001 東京都練馬区練馬2-21-7
練馬南田中二郵便局 177-0035 東京都練馬区南田中2-14-3
練馬関町郵便局 177-0051 東京都練馬区関町北2-3-4
練馬大泉四郵便局 178-0062 東京都練馬区大泉町4-28-13
練馬高松郵便局 179-0075 東京都練馬区高松6-7-9
武蔵野境郵便局 180-0022 東京都武蔵野市境1-3-4-105
三鷹台郵便局 181-0001 東京都三鷹市井の頭1-29-14
三鷹駅前郵便局 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-36-1
神代植物公園前郵便局 182-0017 東京都調布市深大寺元町4-30-35
調布染地郵便局 182-0023 東京都調布市染地3-1-816
府中本町二郵便局 183-0027 東京都府中市本町2-20-16
府中栄町郵便局 183-0051 東京都府中市栄町2-10-12
小金井緑町郵便局 184-0003 東京都小金井市緑町2-2-12
国分寺本町郵便局 185-0012 東京都国分寺市本町4-7-3
国立富士見台郵便局 186-0003 東京都国立市富士見台1-7
小平ブリヂストン前郵便局 187-0031 東京都小平市小川東町1-22-12
小平仲町郵便局 187-0042 東京都小平市仲町630
田無芝久保二郵便局 188-0014 東京都西東京市芝久保町2-14-33
東村山栄町郵便局 189-0013 東京都東村山市栄町1-15-56
立川西砂郵便局 190-0034 東京都立川市西砂町5-26-1
瑞穂長岡郵便局 190-1232 東京都西多摩郡瑞穂町長岡4-1-4
日野新町郵便局 191-0002 東京都日野市新町3-3-13
日野高幡郵便局 191-0031 東京都日野市高幡1003-2
八王子追分町郵便局 192-0056 東京都八王子市追分町10-15
八王子駅前郵便局 192-0083 東京都八王子市旭町9-1
八王子南大沢五郵便局 192-0364 東京都八王子市南大沢5-14-4
八王子子安南郵便局 192-0904 東京都八王子市子安町2-29-12
八王子横川郵便局 193-0823 東京都八王子市横川町536-3
八王子狭間通郵便局 193-0942 東京都八王子市椚田町1214-1
町田藤の台郵便局 194-0032 東京都町田市本町田3486
町田成瀬台郵便局 194-0043 東京都町田市成瀬台3-8-28
町田山崎北郵便局 195-0074 東京都町田市山崎町776-4
昭島駅前郵便局 196-0014 東京都昭島市田中町562-1
福生牛浜郵便局 197-0003 東京都福生市熊川987
あきる野小川郵便局 197-0822 東京都あきる野市小川東2-11-14
青梅勝沼郵便局 198-0041 東京都青梅市勝沼3-78-4
狛江岩戸南郵便局 201-0005 東京都狛江市岩戸南2-19-13
下保谷二郵便局 202-0004 東京都西東京市下保谷2-4-12
東久留米前沢郵便局 203-0032 東京都東久留米市前沢3-7-9
清瀬旭が丘郵便局 204-0002 東京都清瀬市旭が丘2-5-1
聖蹟桜ケ丘郵便局 206-0003 東京都多摩市東寺方1-2-13



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京都 矢野口郵便局 206-0812 東京都稲城市矢野口636

東大和新堀郵便局 207-0012 東京都東大和市新堀3-11-13


