
別紙

※配布局は変更となる場合がございます。
番号 自治体名 郵便局名 郵便番号 住所

1 青森市 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町１－７－２４
2 黒石市 黒石郵便局 036-0399 青森県黒石市一番町５４－１
3 平川市 平賀郵便局 036-0199 青森県平川市柏木町藤山２５－２８
4 平内町 小湊郵便局 039-3399 青森県東津軽郡平内町小湊小湊５１
5 今別町 今別郵便局 030-1599 青森県東津軽郡今別町今別今別６８－１
6 蓬田村 陸奥蓬田郵便局 030-1211 青森県東津軽郡蓬田村蓬田汐越１３－３
7 外ヶ浜町 蟹田郵便局 030-1399 青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田３２－１
8 藤崎町 藤崎郵便局 038-3899 青森県南津軽郡藤崎町藤崎西村井８－２
9 大鰐町 大鰐郵便局 038-0299 青森県南津軽郡大鰐町大鰐前田５５－１５

10 田舎館村 田舎館郵便局 038-1199 青森県南津軽郡田舎館村畑中藤本１６９－３
11 八戸市 八戸郵便局 031-8799 青森県八戸市城下４－２５－９
12 十和田市 十和田郵便局 034-8799 青森県十和田市西二番町３－４
13 三沢市 三沢郵便局 033-8799 青森県三沢市幸町３－２－１５
14 むつ市 むつ郵便局 035-8799 青森県むつ市新町８－１０
15 野辺地町 野辺地郵便局 039-3199 青森県上北郡野辺地町野辺地２８－１
16 七戸町 天間林郵便局 039-2799 青森県上北郡七戸町道ノ上６２－９
17 六戸町 六戸郵便局 039-2371 青森県上北郡六戸町犬落瀬千刈田２－１５
18 横浜町 横浜郵便局 039-4199 青森県上北郡横浜町寺下６６
19 東北町 上北郵便局 039-2499 青森県上北郡東北町上北南４－３２－７５６
20 六ヶ所村 六ケ所郵便局 039-3212 青森県上北郡六ヶ所村尾駮野附４８４－１
21 おいらせ町 百石郵便局 039-2299 青森県上北郡おいらせ町上明堂９８－７
22 大間町 大間郵便局 039-4699 青森県下北郡大間町大間大間５２
23 東通村 岩屋郵便局 035-0113 青森県下北郡東通村岩屋往来７８－２
24 風間浦村 風間浦郵便局 039-4501 青森県下北郡風間浦村下風呂下風呂１２７－３
25 佐井村 佐井郵便局 039-4799 青森県下北郡佐井村佐井大佐井８５
26 三戸町 三戸郵便局 039-0199 青森県三戸郡三戸町八日町１５－２
27 五戸町 五戸郵便局 039-1599 青森県三戸郡五戸町天満７－１
28 田子町 田子郵便局 039-0299 青森県三戸郡田子町田子天神堂向１３７－２
29 南部町 名川郵便局 039-0699 青森県三戸郡南部町剣吉中町１７－１３
30 階上町 階上郵便局 039-1299 青森県三戸郡階上町赤保内耳ケ吠６－２８
31 新郷村 新郷郵便局 039-1899 青森県三戸郡新郷村戸来金ケ沢３１－１
32 弘前市 弘前郵便局 036-8799 青森県弘前市北瓦ケ町１８－１
33 五所川原市 五所川原郵便局 037-8799 青森県五所川原市旭町５３－１
34 つがる市 森田郵便局 038-2899 青森県つがる市森田町床舞豊原３９－１
35 鯵ヶ沢町 鰺ケ沢郵便局 038-2799 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町本町８５
36 深浦町 深浦郵便局 038-2399 青森県西津軽郡深浦町深浦浜町１２８－１
37 西目屋村 目屋郵便局 036-1411 青森県中津軽郡西目屋村田代神田１５９－１２
38 板柳町 板柳郵便局 038-3699 青森県北津軽郡板柳町福野田実田９８－１
39 鶴田町 鶴田郵便局 038-3599 青森県北津軽郡鶴田町鶴田鷹ノ尾９－９
40 中泊町 中里郵便局 037-0399 青森県北津軽郡中泊町中里亀山５１６－１
41 盛岡市 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
42 久慈市 久慈郵便局 028-8099 岩手県久慈市中の橋１－４４
43 二戸市 二戸郵便局 028-6199 岩手県二戸市福岡五日町６７
44 八幡平市 寺田郵便局 028-7401 岩手県八幡平市西根寺田１６－７４－１
45 雫石町 御所郵便局 020-0572 岩手県岩手郡雫石町西安庭３１－１－４
46 葛巻町 葛巻郵便局 028-5499 岩手県岩手郡葛巻町葛巻１３－７－２
47 岩手町 沼宮内郵便局 028-4399 岩手県岩手郡岩手町沼宮内７－１４－１７
48 滝沢市 滝沢郵便局 020-0675 岩手県滝沢市鵜飼滝向４－５
49 紫波町 紫波郵便局 028-3399 岩手県紫波郡紫波町日詰西裏６８
50 矢巾町 矢幅郵便局 028-3615 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅７－３７３
51 軽米町 軽米郵便局 028-6399 岩手県九戸郡軽米町軽米８－６２
52 野田村 野田郵便局 028-8299 岩手県九戸郡野田村野田２６－１８－１
53 九戸村 伊保内郵便局 028-6599 岩手県九戸郡九戸村伊保内６－１４－３
54 洋野町 種市郵便局 028-7999 岩手県九戸郡洋野町種市２３－２７－３３０
55 一戸町 一戸郵便局 028-5399 岩手県二戸郡一戸町一戸向町５－２
56 宮古市 宮古郵便局 027-8799 岩手県宮古市栄町１－７
57 遠野市 遠野郵便局 028-0599 岩手県遠野市中央通り６－１０
58 釜石市 釜石郵便局 026-8799 岩手県釜石市只越町３－２－２６
59 大槌町 大槌郵便局 028－1199 岩手県上閉伊郡大槌町末広町１－２４
60 山田町 山田郵便局 028-1399 岩手県下閉伊郡山田町川向町７－１４
61 山田町 船越郵便局 028-1371 岩手県下閉伊郡山田町船越６－３２－７５
62 山田町 豊間根郵便局 028-1302 岩手県下閉伊郡山田町豊間根２－９１－２
63 山田町 織笠郵便局 028-1361 岩手県下閉伊郡山田町織笠１２－５３－４
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64 岩泉町 岩泉郵便局 027-0599 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉村木７－５
65 田野畑村 沼袋郵便局 028-8401 岩手県下閉伊郡田野畑村沼袋２０
66 普代村 堀内郵便局 028-8302 岩手県下閉伊郡普代村２１－堀内９０－２
67 花巻市 花巻郵便局 025-8799 岩手県花巻市上町１２－４
68 北上市 北上郵便局 024-8799 岩手県北上市大通り３－６－１
69 奥州市 水沢郵便局 023-8799 岩手県奥州市水沢寺脇１－５
70 西和賀町 川尻郵便局 029-5599 岩手県和賀郡西和賀町上野々３９－１９０－１９
71 金ヶ崎町 金ヶ崎郵便局 029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根上餅田３５－１
72 大船渡市 大船渡郵便局 022-8799 岩手県大船渡市盛町内ノ目１１－１９
73 一関市 一関郵便局 021-8799 岩手県一関市大手町６－１
74 陸前高田市 陸前高田郵便局 029-2205 岩手県陸前高田市高田町鳴石５０－２１
75 平泉町 平泉郵便局 029-4199 岩手県西磐井郡平泉町平泉志羅山１３７－５
76 住田町 住田郵便局 029-2399 岩手県気仙郡住田町世田米世田米駅２３
77 仙台市 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町１－７
78 塩竈市 塩釜郵便局 985-8799 宮城県塩竈市港町２－８－１８
79 多賀城市 大代郵便局 985-0832 宮城県多賀城市大代１－３－３０
80 松島町 品井沼駅前郵便局 981-0205 宮城県宮城郡松島町幡谷鹿渡２３－９
81 七ヶ浜町 吉田浜郵便局 985-0803 宮城県宮城郡七ヶ浜町花渕浜大山１－２０４
82 利府町 利府郵便局 981-0199 宮城県宮城郡利府町中央２－７－５
83 大和町 吉岡郵便局 981-3699 宮城県黒川郡大和町吉岡天皇寺５２
84 大郷町 大郷郵便局 981-3599 宮城県黒川郡大郷町中村屋敷前１０９
85 富谷市 富谷日吉台郵便局 981-3362 宮城県富谷市日吉台２－３４－７
86 大衡村 吉岡郵便局 981-3699 宮城県黒川郡大和町吉岡天皇寺５２
87 石巻市 石巻郵便局 986-8799 宮城県石巻市南中里３－１５－４２
88 気仙沼市 気仙沼郵便局 988-8799 宮城県気仙沼市八日町１－２－１３
89 登米市 佐沼郵便局 987-0599 宮城県登米市迫町佐沼中江３－１－１１
90 東松島市 矢本郵便局 981-0599 宮城県東松島市矢本町浦２３７－１
91 女川町 女川郵便局 986-2299 宮城県牡鹿郡女川町女川２－７－１ 
92 南三陸町 志津川郵便局 986-0799 宮城県本吉郡南三陸町志津川字沼田１４－２６
93 白石市 白石郵便局 989-0299 宮城県白石市城北町１－２５
94 名取市 名取郵便局 981-1299 宮城県名取市飯野坂１－２－３
95 角田市 角田郵便局 981-1599 宮城県角田市角田町２０２
96 岩沼市 岩沼郵便局 989-2499 宮城県岩沼市桜３－５－３
97 蔵王町 宮郵便局 989-0799 宮城県刈田郡蔵王町宮馬場１７－２
98 七ヶ宿町 白石郵便局 989-0299 宮城県白石市城北町１－２５
99 大河原町 大河原郵便局 989-1299 宮城県柴田郡大河原町新南３５－１

100 村田町 村田郵便局 989-1305 宮城県柴田郡村田町村田西田４７－１
101 柴田町 柴田郵便局 989-1699 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１－１０－１９
102 川崎町 川崎郵便局 989-1599 宮城県柴田郡川崎町前川裏丁７０－１
103 丸森町 丸森郵便局 981-2199 宮城県伊具郡丸森町除３０
104 亘理町 亘理郵便局 989-2399 宮城県亘理郡亘理町中町東３９
105 山元町 山元郵便局 989-2299 宮城県亘理郡山元町山寺山下３９－２
106 栗原市 築館郵便局 987-2299 宮城県栗原市築館薬師４－６－７
107 大崎市 古川郵便局 989-6199 宮城県大崎市古川駅前大通５－３－３
108 色麻町 色麻郵便局 981-4122 宮城県加美郡色麻町四竃町４６
109 加美町 中新田郵便局 981-4299 宮城県加美郡加美町南町１１８－１
110 涌谷町 涌谷郵便局 987-0199 宮城県遠田郡涌谷町本町７５
111 美里町 小牛田郵便局 987-8799 宮城県遠田郡美里町藤ケ崎町１２７
112 秋田市 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
113 男鹿市 男鹿郵便局 010-0599 秋田県男鹿市船川港船川外ケ沢１２６－１４
114 潟上市 天王郵便局 010-0299 秋田県潟上市天王上江川４７－９７
115 五城目町 五城目郵便局 018-1799 秋田県南秋田郡五城目町下タ町１１２－１
116 八郎潟町 八郎潟郵便局 018-1699 秋田県南秋田郡八郎潟町一日市４８
117 井川町 上井河郵便局 018-1513 秋田県南秋田郡井川町黒坪天神３５－２
118 大潟村 大潟郵便局 010-0443 秋田県南秋田郡大潟村中央１－３５
119 横手市 横手郵便局 013-8799 秋田県横手市大町６－１３
120 大仙市 大曲郵便局 014-8799 秋田県大仙市佐野町１－１９
121 仙北市 角館郵便局 014-0399 秋田県仙北市角館町中町２１－１
122 美郷町 仙南郵便局 019-1299 秋田県仙北郡美郷町飯詰中鶴田２９－２
123 湯沢市 湯沢郵便局 012-8799 秋田県湯沢市材木町１－１－３６
124 由利本荘市 本荘郵便局 015-8799 秋田県由利本荘市給人町４３－１
125 にかほ市 象潟郵便局 018-0199 秋田県にかほ市象潟町後田５２－４
126 羽後町 西馬音内郵便局 012-1199 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内宮廻６３
127 東成瀬村 東成瀬郵便局 019-0801 秋田県雄勝郡東成瀬村田子内宮田１－１
128 能代市 能代郵便局 016-8799 秋田県能代市上町９－１
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129 大館市 大館郵便局 017-8799 秋田県大館市中城１２－３
130 鹿角市 花輪郵便局 018-5299 秋田県鹿角市花輪堰向４９
131 北秋田市 鷹巣郵便局 018-3399 秋田県北秋田市住吉町７－３２
132 小坂町 花輪郵便局 018-5299 秋田県鹿角市花輪堰向４９
133 上小阿仁村 上小阿仁郵便局 018-4499 秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田面屋布１４９
134 藤里町 藤琴郵便局 018-3201 秋田県山本郡藤里町藤琴家の後６８－１
135 三種町 上岩川郵便局 018-2101 秋田県山本郡三種町上岩川塚ノ岱１０９－１６
136 八峰町 八森郵便局 018-2699 秋田県山本郡八峰町八森中浜４５－１
137 山形市 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町１－７－２４
138 上山市 上山郵便局 999-3199 山形県上山市八日町１－５
139 天童市 天童郵便局 994-8799 山形県天童市久野本４－３－１２
140 山辺町 山辺郵便局 990-0399 山形県東村山郡山辺町山辺１２８３－４
141 中山町 長崎郵便局 990-0499 山形県東村山郡中山町長崎４３０－１
142 鶴岡市 鶴岡郵便局 997-8799 山形県鶴岡市山王町４－１５
143 酒田市 酒田郵便局 998-8799 山形県酒田市新井田町１０－１
144 三川町 三川郵便局 997-1301 山形県東田川郡三川町横山城下７３－３
145 庄内町 余目郵便局 999-7799 山形県東田川郡庄内町余目猿田８９－４
146 遊佐町 遊佐郵便局 999-8399 山形県飽海郡遊佐町遊佐鶴田３２－４
147 米沢市 米沢郵便局 992-8799 山形県米沢市金池３－１－４３
148 長井市 長井郵便局 993-8799 山形県長井市ままの上６－８
149 南陽市 山形南郵便局 990-9799 山形県山形市白山１－１３－８
150 高畠町 高畠郵便局 992-0399 山形県東置賜郡高畠町高畠４２０－１
151 川西町 小松郵便局 999-0199 山形県東置賜郡川西町上小松３４２９－９
152 小国町 小国郵便局 999-1399 山形県西置賜郡小国町栄町４２－３
153 白鷹町 荒砥郵便局 992-0899 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙７３７－５２
154 飯豊町 萩生郵便局 999-0699 山形県西置賜郡飯豊町萩生９０８－１０
155 新庄市 新庄郵便局 996-8799 山形県新庄市小田島町４－１８
156 寒河江市 寒河江郵便局 991-8799 山形県寒河江市丸内１－２－２
157 村山市 白鳥郵便局 995-0299 山形県村山市長善寺仲田１６０６－３
158 東根市 東根郵便局 999-3799 山形県東根市三日町３－３－１８
159 尾花沢市 尾花沢郵便局 999-4299 山形県尾花沢市横町１－５－２３
160 河北町 溝延郵便局 999-3522 山形県西村山郡河北町溝延楯１４８－１３
161 西川町 西川月山郵便局 990-0742 山形県西村山郡西川町水沢５４３－３
162 朝日町 宮宿郵便局 990-1499 山形県西村山郡朝日町宮宿元宿１１０３－２
163 大江町 貫見郵便局 990-1272 山形県西村山郡大江町貫見６２
164 大石田町 大石田郵便局 999-4199 山形県北村山郡大石田町大石田丙１４５
165 金山町 金山郵便局 999-5499 山形県最上郡金山町金山４６０－１２
166 最上町 最上郵便局 999-6199 山形県最上郡最上町向町５１－１
167 舟形町 舟形郵便局 999-4699 山形県最上郡舟形町舟形野々田２５９－１７
168 真室川町 真室川郵便局 999-5399 山形県最上郡真室川町新町下荒川２２９－３
169 大蔵村 清水郵便局 996-0299 山形県最上郡大蔵村清水２２４９－３
170 鮭川村 鮭川郵便局 999-5202 山形県最上郡鮭川村佐渡８３２－２
171 戸沢村 角川郵便局 999-6403 山形県最上郡戸沢村角川５５０－１０
172 郡山市 郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日２－２４－６
173 田村市 船引郵便局 963-4399 福島県田村市船引町船引城ノ内６１－１
174 三春町 三春郵便局 963-7799 福島県田村郡三春町大町３
175 小野町 田村飯豊郵便局 963-3599 福島県田村郡小野町飯豊八幡３８－４
176 いわき市 いわき郵便局 970-8799 福島県いわき市平正月町４９－１
177 相馬市 相馬郵便局 976-8799 福島県相馬市中村曲田１２５
178 南相馬市 原町郵便局 975-8799 福島県南相馬市原町区三島町１－３４
179 広野町 広野郵便局 979-0403 福島県双葉郡広野町下浅見川築地１６
180 楢葉町 楢葉郵便局 979-0604 福島県双葉郡楢葉町北田鐘突堂５－６
181 富岡町 富岡郵便局 979-1199 福島県双葉郡富岡町本町１－２５
182 川内村 川内郵便局 979-1299 福島県双葉郡川内村下川内宮ノ下５１５－２
183 大熊町 川内郵便局 979-1299 福島県双葉郡川内村下川内宮ノ下５１５－２
184 双葉町 川内郵便局 979-1299 福島県双葉郡川内村下川内宮ノ下５１５－２
185 浪江町 浪江郵便局 979-1599 福島県双葉郡浪江町権現堂南深町４１－１
186 葛尾村 葛尾郵便局 979-1699 福島県双葉郡葛尾村落合西ノ内３５－１
187 新地町 新地郵便局 979-2799 福島県相馬郡新地町谷地小屋新地１１７－１
188 飯館村 二枚橋郵便局 960-1634 福島県相馬郡飯舘村二枚橋本町２６５－１
189 会津若松市 会津若松郵便局 965-8799 福島県会津若松市中央１－２－１７
190 喜多方市 喜多方郵便局 966-8799 福島県喜多方市惣座宮２７９８
191 下郷町 楢原郵便局 969-5399 福島県南会津郡下郷町豊成林中６０６１－２
192 檜枝岐村 檜枝岐郵便局 967-0521 福島県南会津郡檜枝岐村居平６７６
193 只見町 只見郵便局 968-0499 福島県南会津郡只見町只見宮前１３３４－１
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194 南会津町 田島郵便局 967-8799 福島県南会津郡南会津町田島後町甲３９７３－４
195 北塩原村 北塩原郵便局 966-0499 福島県耶麻郡北塩原村大塩下六郎屋敷２１７６
196 西会津町 野沢郵便局 969-4499 福島県耶麻郡西会津町野沢本町甲１２００－１
197 磐梯町 磐梯郵便局 969-3301 福島県耶麻郡磐梯町磐梯小原１８６６
198 猪苗代町 猪苗代郵便局 969-3199 福島県耶麻郡猪苗代町出雲壇７２
199 会津坂下町 坂下郵便局 969-6599 福島県河沼郡会津坂下町石田１５３７－１
200 湯川村 湯川郵便局 969-3546 福島県河沼郡湯川村美田園２
201 柳津町 柳津郵便局 969-7299 福島県河沼郡柳津町柳津一王町甲７－１
202 三島町 宮下郵便局 969-7599 福島県大沼郡三島町宮下宮下２８２－１
203 金山町 川口郵便局 968-8799 福島県大沼郡金山町川口森ノ上５０８－１
204 昭和村 喰丸郵便局 968-0299 福島県大沼郡昭和村佐倉三百苅４６６
205 会津美里町 会津高田郵便局 969-6299 福島県大沼郡会津美里町高田甲１４２２－２
206 白河市 白河郵便局 961-8799 福島県白河市天神町７８－１
207 須賀川市 須賀川郵便局 962-8799 福島県須賀川市上北町１－１１
208 鏡石町 鏡石郵便局 969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼３３１
209 天栄村 天栄郵便局 962-0599 福島県岩瀬郡天栄村牧之内町下１－５
210 西郷村 川谷郵便局 961-8071 福島県西白河郡西郷村真船芝原３２３－１
211 泉崎村 泉崎郵便局 969-0199 福島県西白河郡泉崎村泉崎小林１９－１
212 中島村 中島郵便局 961-0199 福島県西白河郡中島村滑津二ツ山２８
213 矢吹町 矢吹郵便局 969-0299 福島県西白河郡矢吹町本町３１６
214 棚倉町 棚倉郵便局 963-6199 福島県東白川郡棚倉町棚倉古町１６－７
215 矢祭町 矢祭郵便局 963-5199 福島県東白川郡矢祭町東舘桃木町３５－１
216 塙町 塙郵便局 963-5499 福島県東白川郡塙町塙大町２－２４－３
217 鮫川村 鮫川郵便局 963-8499 福島県東白川郡鮫川村赤坂中野道少田５９
218 石川町 石川郵便局 963-7899 福島県石川郡石川町南町１４
219 玉川村 玉川郵便局 963-6312 福島県石川郡玉川村小高中畷１７－１
220 平田村 蓬田郵便局 963-8299 福島県石川郡平田村上蓬田揚土９－４
221 浅川町 浅川郵便局 963-6299 福島県石川郡浅川町浅川荒町３
222 古殿町 古殿郵便局 963-8399 福島県石川郡古殿町竹貫上町７－３
223 福島市 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０
224 二本松市 二本松郵便局 964-8799 福島県二本松市本町２－２－２
225 伊達市 保原郵便局 960-0607 福島県伊達市保原町十－１７
226 本宮市 本宮郵便局 969-1199 福島県本宮市本宮中條１－３
227 桑折町 桑折郵便局 969-1601 福島県伊達郡桑折町北町１１－３
228 国見町 国見郵便局 969-1799 福島県伊達郡国見町藤田北１３－１
229 川俣町 川俣郵便局 960-1499 福島県伊達郡川俣町五百田４１－１
230 大玉村 大玉郵便局 969-1302 福島県安達郡大玉村玉井薄黒内１２４－５
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