
■販売局一覧（282局）

都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道庁赤れんが前郵便局 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西4-3
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
札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東1-2-1
千歳郵便局新千歳空港内分室 066-0012 北海道千歳市美々(新千歳空港ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ2階)
滝川郵便局 073-8799 北海道滝川市大町2-4-36
大潟郵便局 010-0443 秋田県南秋田郡大潟村中央1-35
大館郵便局 017-8799 秋田県大館市中城12-3
盛岡内丸郵便局 020-0022 岩手県盛岡市大通1-2-1
岩手県庁内郵便局 020-0023 岩手県盛岡市内丸10-1
盛岡大通郵便局 020-0026 岩手県盛岡市開運橋通1-16
盛岡マリオス郵便局 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2-9-1
盛岡ホットライン肴町郵便局 020-0878 岩手県盛岡市肴町4-35
盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通1-13-45
釜石郵便局 026-8799 岩手県釜石市只越町3-2-26
青森駅前郵便局 030-0801 青森県青森市新町1-8-1
青森小柳郵便局 030-0915 青森県青森市小柳1-18-14
青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町1-7-24
二枚橋郵便局 960-1634 福島県相馬郡飯舘村二枚橋本町265-1
佐倉郵便局 960-2199 福島県福島市上名倉妻下49-27
郡山市役所内郵便局  963-8024 福島県郡山市朝日1-23-7
郡山開成郵便局 963-8851 福島県郡山市開成2-39-1
若松小田垣郵便局 965-0807 福島県会津若松市城東町5-18
若松材木町郵便局 965-0853 福島県会津若松市材木町1-1-8
若松本町郵便局 965-0862 福島県会津若松市本町3-25
若松南町郵便局 965-0874 福島県会津若松市南花畑2-2
若松山鹿町郵便局 965-0876 福島県会津若松市山鹿町3-27
岩代大山郵便局 969-1301 福島県安達郡大玉村大山大江田中14-6
磐城新地郵便局 971-8166 福島県いわき市小名浜愛宕上13-6
いわき泉郵便局 971-8185 福島県いわき市泉町4-16-13
小名浜郵便局 971-8799 福島県いわき市小名浜定西47-2
鹿島郵便局 979-2399 福島県南相馬市鹿島区西町1-30
仙台広瀬通郵便局 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-3-10
仙台合同庁舎内郵便局 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1
宮城県庁内郵便局 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
仙台駅内郵便局 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-1-1
仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町1-7
山形宮町五郵便局 990-0057 山形県山形市宮町5-2-39
長井郵便局 993-8799 山形県長井市ままの上6-8
白鳥郵便局 995-0299 山形県村山市長善寺仲田1606-3
千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港1-14-1
幕張テクノガーデン内郵便局 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3-CB2
イオンモール幕張新都心内郵便局 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1
美浜郵便局 261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂4-1-1
イオンモール船橋内郵便局 273-0045 千葉県船橋市山手1-1-8 ｲｵﾝﾓｰﾙ船橋1F
船橋郵便局 273-8799 千葉県船橋市南本町7-17
成田東町郵便局 286-0025 千葉県成田市東町607-21
成田郵便局 286-8799 千葉県成田市赤坂2-1-3
水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸1-4-29
勝田東大島郵便局 312-0042 茨城県ひたちなか市東大島1-23-7
大宮郵便局 319-2299 茨城県常陸大宮市東富町630
宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町4-17
日光駅前郵便局 321-1406 栃木県日光市松原町12-1
日光本町郵便局 321-1434 栃木県日光市本町2-32
日光郵便局 321-1499 栃木県日光市中鉢石町896-1
中禅寺郵便局 321-1699 栃木県日光市中宮祠2478-71
さいたま新都心合同庁舎内郵便局 330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1
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
浦和美園駅前郵便局 336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園4-17-9
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
八代郵便局 340-0142 埼玉県幸手市中野578-1
大利根細間郵便局 349-1156 埼玉県加須市細間438-2
高階郵便局 350-1137 埼玉県川越市砂新田136-1
川越郵便局 350-8799 埼玉県川越市三久保町13-1
富士見東台郵便局 354-0011 埼玉県富士見市水子4463-1
寄居用土郵便局 369-1201 埼玉県大里郡寄居町用土1416-8
大泉郵便局 370-0599 群馬県邑楽郡大泉町中央3-2-17
前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町1-6-5
花輪郵便局 376-0307 群馬県みどり市東町花輪244
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都道府県 局名 郵便番号 住所
大手町郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町2-3-1
鉄鋼ビル郵便局 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2
第一生命館内郵便局 100-0006 東京都千代田区有楽町1-13-1
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
帝国ホテル内郵便局 100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-1
ＮＴＴ日比谷ビル内郵便局 100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-6
東京高等裁判所内郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-4
霞ヶ関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関1-2-1
第二霞ケ関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関2-1-2
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2-7-2
秋葉原ＵＤＸ内郵便局 101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1
神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町2-12
九段郵便局 102-0074 東京都千代田区九段南1-4-6
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
日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋1-18-1
リバーシティ２１郵便局 104-0051 東京都中央区佃2-2-6-101
中央佃郵便局 104-0051 東京都中央区佃3-5-8
京橋月島郵便局 104-0052 東京都中央区月島4-1-14
晴海トリトンスクエア郵便局 104-0053 東京都中央区晴海1-8-16
中央勝どき郵便局 104-0054 東京都中央区勝どき1-7-1
中央勝どき三郵便局 104-0054 東京都中央区勝どき3-13-1
中央豊海郵便局 104-0055 東京都中央区豊海町5-1
銀座通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座2-7-18
京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地4-2-2
芝公園郵便局 105-0011 東京都港区芝公園1-8-12
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋3-22-5
外苑前郵便局 107-0062 東京都港区南青山2-27-23
赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂8-4-17
港芝浦郵便局 108-0023 東京都港区芝浦3-4-17
芝浦海岸通郵便局 108-0023 東京都港区芝浦4-13-23
泉岳寺駅前郵便局 108-0074 東京都港区高輪2-15-19
高輪二郵便局 108-0074 東京都港区高輪2-4-10
高輪台郵便局 108-0074 東京都港区高輪3-10-2
品川駅前郵便局 108-0074 東京都港区高輪3-25-27
高輪郵便局 108-8799 東京都港区三田3-8-6
台東谷中郵便局 110-0001 東京都台東区谷中2-5-23
台東桜木郵便局 110-0002 東京都台東区上野桜木1-10-10
台東根岸三郵便局 110-0003 東京都台東区根岸3-2-10
上野駅前郵便局 110-0005 東京都台東区上野6-15-1
上野七郵便局 110-0005 東京都台東区上野7-9-15
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷1-5-12
東浅草郵便局 111-0025 東京都台東区東浅草1-21-6
雷門郵便局 111-0034 東京都台東区雷門2-2-8
浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草1-1-1
文京根津郵便局 113-0031 東京都文京区根津1-17-1
東京大学内郵便局 113-0033 東京都文京区本郷7-3-1
湯島四郵便局 113-0034 東京都文京区湯島4-6-11
足立西郵便局 123-8799 東京都足立区西新井本町4-4-30
墨田横網郵便局 130-0015 東京都墨田区横網1-6-1
本所郵便局 130-8799 東京都墨田区太平4-21-2
向島郵便局 131-8799 東京都墨田区東向島2-32-25
江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島1-19-24
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
江東潮見郵便局 135-0052 東京都江東区潮見1-2-1
江東辰巳郵便局 135-0053 東京都江東区辰巳1-9-49
江東豊洲郵便局 135-0061 東京都江東区豊洲3-2-20
豊洲市場郵便局 135-0061 東京都江東区豊洲6-6-1
江東東雲郵便局 135-0062 東京都江東区東雲1-8-3-101
ＴＦＴ内郵便局 135-0063 東京都江東区有明3-6-11
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
お台場海浜公園前郵便局 135-0091 東京都港区台場1-5-4-301
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
品川八潮郵便局 140-0003 東京都品川区八潮5-5-7
品川南大井郵便局 140-0013 東京都品川区南大井4-11-3
品川郵便局 140-8799 東京都品川区東大井5-23-34
大崎郵便局 141-8799 東京都品川区西五反田2-32-7
荏原郵便局 142-8799 東京都品川区西中延1-7-23
大田平和島二郵便局 143-0006 東京都大田区平和島2-1-1
羽田空港郵便局 144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2
渋谷神宮前郵便局 150-0001 東京都渋谷区神宮前2-18-14
神宮前六郵便局 150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-28
渋谷神南郵便局 150-0041 東京都渋谷区神南1-21-1
放送センター内郵便局 150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1-12-13
渋谷千駄ケ谷郵便局 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-23-7

東京



都道府県 局名 郵便番号 住所
代々木駅前通郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木1-18-15
新宿駅南口郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木2-10-8
代々木五郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木5-55-6
元代々木郵便局 151-0062 東京都渋谷区元代々木町30-8
渋谷富ケ谷一郵便局 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-9-17
代々木郵便局 151-8799 東京都渋谷区西原1-42-2
世田谷桜新町郵便局 154-0015 東京都世田谷区桜新町1-14-23
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋2-1-1
世田谷桜郵便局 156-0053 東京都世田谷区桜3-26-2
世田谷桜丘二郵便局 156-0054 東京都世田谷区桜丘2-8-13
世田谷桜丘三郵便局 156-0054 東京都世田谷区桜丘3-28-2
千歳郵便局 156-8799 東京都世田谷区経堂1-40-1
喜多見駅前郵便局 157-0067 東京都世田谷区喜多見9-1-1
成城郵便局 157-8799 東京都世田谷区成城8-30-25
世田谷用賀郵便局 158-0097 東京都世田谷区用賀3-18-8
玉川郵便局 158-8799 東京都世田谷区等々力8-22-1
四谷郵便局 160-0016 東京都新宿区信濃町31
新宿三郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿3-17-23
ＫＤＤＩビル内郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿2-3-3
東京都庁内郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿2-8-1
牛込郵便局 162-8799 東京都新宿区北山伏町1-5
新宿三井ビル内郵便局 163-0401 東京都新宿区西新宿2-1-1
新宿センタービル内郵便局 163-0690 東京都新宿区西新宿1-25-1
新宿第一生命ビル内郵便局 163-0701 東京都新宿区西新宿2-7-1
新宿パークタワー内郵便局 163-1090 東京都新宿区西新宿3-7-1
新宿アイランド郵便局 163-1302 東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿1-8-8
新宿北郵便局 169-8799 東京都新宿区大久保3-14-8
池袋駅前郵便局 170-0013 東京都豊島区東池袋1-17-1
池袋サンシャイン通郵便局 170-0013 東京都豊島区東池袋1-20-3
サンシャイン６０内郵便局 170-6090 東京都豊島区東池袋3-1-1
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋3-18-1
池袋郵便局 171-0014 東京都豊島区池袋2-40-13
東京芸術劇場郵便局 171-0021 東京都豊島区西池袋1-8-1
西池袋郵便局 171-0021 東京都豊島区西池袋3-22-13
豊島区役所前郵便局 171-0022 東京都豊島区南池袋2-30-17
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北6-4-2
練馬富士見台四郵便局 177-0034 東京都練馬区富士見台4-11-12
石神井郵便局 177-8799 東京都練馬区石神井台3-3-7
大泉郵便局 178-8799 東京都練馬区大泉学園町4-20-23
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘2-9-7
吉祥寺駅前郵便局 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-13-4
吉祥寺本町二郵便局 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-26-1
武蔵野御殿山郵便局 180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-1-3
武蔵野中町郵便局 180-0006 東京都武蔵野市中町1-30-6
武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保3-1-26
三鷹井の頭郵便局 181-0001 東京都三鷹市井の頭5-3-29
三鷹下連雀郵便局 181-0013 東京都三鷹市下連雀1-11-6
三鷹駅前郵便局 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-36-1
三鷹下連雀四郵便局 181-0013 東京都三鷹市下連雀4-18-14
調布八雲台郵便局 182-0015 東京都調布市八雲台1-26-1
調布国領五郵便局 182-0022 東京都調布市国領町5-4-4
調布駅前郵便局 182-0026 東京都調布市小島町1-13-13
調布市役所前郵便局 182-0026 東京都調布市小島町2-40-7
調布上石原郵便局 182-0035 東京都調布市上石原1-25-10
調布飛田給郵便局 182-0036 東京都調布市飛田給1-44-4
調布郵便局 182-8799 東京都調布市八雲台2-6-1
府中紅葉丘郵便局 183-0004 東京都府中市紅葉丘3-37-2
府中白糸台郵便局 183-0011 東京都府中市白糸台2-1-2
武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町1-7
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町2-14-36
南大沢駅前郵便局 192-0364 東京都八王子市南大沢2-23
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
八王子上柚木郵便局 192-0373 東京都八王子市上柚木682-1
横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島2-14-2
新横浜駅前郵便局 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14
横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5-3
鎌倉郵便局 248-8799 神奈川県鎌倉市小町1-10-3
江ノ島郵便局 251-0036 神奈川県藤沢市江の島1-4-13
長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町2-6-1
新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通2-6-26

富山 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り6-6
金沢駅内郵便局 920-0858 石川県金沢市木ﾉ新保町1-1(JR金沢駅あじわい館1階)
兼六園郵便局 920-0964 石川県金沢市本多町3-1-27
金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町1-1
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都道府県 局名 郵便番号 住所
福井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手3-1-28

河口湖郵便局 401-0399 山梨県南都留郡富士河口湖町船津3451
富士吉田郵便局 403-8799 山梨県富士吉田市中曽根3-1-1
長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町1085-4
軽井沢駅前郵便局 389-0104 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東12-11
軽井沢郵便局 389-0199 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢767-3
波田郵便局 390-1499 長野県松本市波田5186
松本郵便局 390-8799 長野県松本市中央2-7-5
岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町1-3-2
関郵便局 501-3299 岐阜県関市平和通6-7-1
郡上八幡郵便局 501-4299 岐阜県郡上市八幡町島谷776-1
鳩谷郵便局 501-5699 岐阜県大野郡白川村鳩谷中長322
羽島郵便局 501-6299 岐阜県羽島市竹鼻町日吉町125-1
高山郵便局 506-8799 岐阜県高山市名田町5-95-1
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
藤枝郵便局 426-8799 静岡県藤枝市青木3-6-18
袋井郵便局 437-8799 静岡県袋井市新屋1-1-10

愛知 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
津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央1-1
五十鈴川郵便局 516-0025 三重県伊勢市宇治中之切町37-1
伊勢郵便局 516-8799 三重県伊勢市岩渕3-6-10

滋賀 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
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
大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1
大阪南郵便局 542-8799 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-4-2
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 
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ｰ555
神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6-2-1
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町210

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 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁4 

岡山駅前郵便局 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町1-3-1
岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下2-1-1
倉敷本町郵便局 710-0054 岡山県倉敷市本町2-16
広島中郵便局 730-0011 広島県広島市中区基町6-36
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 732-0822 広島市南区松原町9-1
宮島口郵便局 739-0411 広島県廿日市市宮島口1-12-4
宮島郵便局 739-0559 広島県廿日市市宮島町590
高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町1-15
直島郵便局 761-3199 香川県香川郡直島町1121-6
土庄郵便局 761-4199 香川県小豆郡土庄町甲289-9
琴平郵便局 766-8799 香川県仲多度郡琴平町665
愛媛県庁内郵便局 790-0001 愛媛県松山市一番町4-4-2
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
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

長崎 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町1-1
熊本安政郵便局 860-0801 熊本県熊本市中央区安政町2-33
熊本新市街郵便局 860-0803 熊本県熊本市中央区新市街10-9
熊本城東郵便局 860-0846 熊本県熊本市中央区城東町1-1
熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町2-1-1
玉名郵便局 865-8799 熊本県玉名市中1808-2

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
牧志郵便局 900-0013 沖縄県那覇市牧志3-13-19
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
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