
別紙 

■設置郵便局一覧 

都道府県 市区町村名 郵便局名 住所 追加 

北海道 石狩市 石狩親船郵便局  石狩市親船町 60-9 
 

北海道 札幌市 北海道大学前郵便局 札幌市北区北 17条西 4丁目 2-20 
 

北海道 上富良野町 東中郵便局 空知郡上富良野町東 8 線北 18 号 
 

北海道 札幌市 豊平郵便局 札幌市豊平区美園三条 6－3－4 ○ 

岩手県 一関市 一関郵便局 一関市大手町 6-1 
 

宮城県 仙台市 仙台川内郵便局 仙台市青葉区川内元支倉 35 ○ 

福島県 会津若松市  若松旭町郵便局  会津若松市旭町 3-19 
 

福島県 相馬市 相馬郵便局 相馬市中村字曲田 125 
 

茨城県 大子町  上小川郵便局  久慈郡大子町頃藤 4934-1 
 

栃木県 宇都宮市 東武宇都宮駅前郵便局 宇都宮市宮園町 4-1 
 

群馬県 前橋市 富士見郵便局 前橋市富士見町小暮 233-1 
 

千葉県 松戸市 松戸南郵便局 松戸市松飛台 470-1 
 

千葉県 長生郡睦沢町 睦沢郵便局 長生郡睦沢町上市場 1402 ○ 

東京都 三鷹市  三鷹上連雀郵便局  三鷹市上連雀 9-42-24 
 

東京都 世田谷区 世田谷郵便局 世田谷区三軒茶屋 2-1-1 
 

東京都 目黒区 目黒郵便局 目黒区本町 1-15-16 
 

東京都 新宿区 新宿郵便局 新宿区西新宿 1-8-8 ○ 

神奈川県 相模原市 津久井郵便局 相模原市緑区中野 578-1 
 

神奈川県 川崎市 麻生郵便局 川崎市麻生区万福寺 5－1－1 ○ 

新潟県 魚沼市 上条郵便局 魚沼市長鳥乙 100-1 
 

新潟県 南魚沼市  越後上田郵便局  南魚沼市長崎 1056-1 
 

新潟県 十日町市  橘郵便局  十日町市野口 6 
 

新潟県 新潟市 新潟太平郵便局 新潟市東区太平 2－15－3 ○ 

富山県 射水市 海老江郵便局 射水市東明中町 4-7 
 

石川県 加賀市 加賀松が丘郵便局 加賀市松が丘 1-14-3 
 

福井県 永平寺町  永平寺郵便局  吉田郡永平寺町志比 5-5 
 

福井県 福井市 福井南郵便局 福井市板垣 4-201 ○ 

山梨県 中央市  田富郵便局  中央市臼井阿原 270-1 
 

山梨県 甲府市 甲府中央郵便局 甲府市太田町 6-10 
 

長野県 長野市 長野東郵便局 長野市東和田 708-1 
 

岐阜県 大垣市 赤坂郵便局 大垣市赤坂町川向 2145-1 
 

静岡県 富士市 富士北郵便局 富士市厚原溝下 65-1 
 

愛知県 一宮市  一宮別明郵便局  一宮市別明町 3-5 
 

愛知県 安城市 安城池浦郵便局 安城市池浦町池東 8－7 ○ 

三重県 松阪市 松阪久保郵便局 松阪市久保町 1821-8 
 

滋賀県 大津市 大津瀬田郵便局 大津市一里山 3-34-14 
 

大阪府 高槻市 高槻北郵便局 高槻市別所新町 4-1 
 

兵庫県 小野市  小野郵便局  小野市王子町山ノ下 15 
 

兵庫県 神戸市 神戸中央郵便局 神戸市中央区栄町通 6-2-1 
 

奈良県 奈良市 奈良中央郵便局 奈良市大宮町 5－3－3 ○ 



都道府県 市町村名 郵便局名 住所 追加 

鳥取県 鳥取市  鳥取若葉台郵便局  鳥取市若葉台南 1-13 
 

島根県 出雲市 知井宮郵便局 出雲市知井宮町嘉儀 991-2 
 

広島県 安芸高田市 川根郵便局 安芸高田市高宮町川根 2268-1 
 

山口県 宇部市 東岐波郵便局 宇部市東岐波 2153－3 ○ 

徳島県 板野郡藍住町  藍住郵便局  板野郡藍住町奥野和田 68-1 
 

香川県 観音寺市 豊浜郵便局 観音寺市豊浜町姫浜 488-1 
 

愛媛県 宇和島市 三浦郵便局 宇和島市三浦西 1709-18 
 

愛媛県 松山市 松山中央郵便局 松山市三番町 3－5－2 ○ 

福岡県 福岡市 和白郵便局 福岡市東区塩浜 1-9-1 
 

福岡県 京都郡みやこ町 城井郵便局 京都郡みやこ町犀川木井馬場 726-5 
 

福岡県 福岡市 福岡東郵便局 福岡県福岡市東区香椎浜 1-9-5 ○ 

佐賀県 神埼市  脊振郵便局  神埼市脊振町広滝 561-2 
 

鹿児島県 薩摩川内市 入来郵便局 薩摩川内市入来町副田 5864－12 
 

沖縄県 南城市  知念郵便局  南城市知念久手堅 337 
 

沖縄県 うるま市 江洲郵便局 うるま市字江洲 522-22 
 

沖縄県 那覇市 那覇中央郵便局 那覇市壷川 3-3-8 
 

沖縄県 那覇市 那覇新都心郵便局 那覇市おもろまち 2-5-33 ○ 

 


