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■長野県産フルーツトマト「さやまる」ふるさと小包チラシ設置局一覧
　※2022年2月1日時点。生産の状況に応じて、順次拡大を予定しています。
都道府県 局名 郵便番号 住所

長野東郵便局 381-8799 長野県長野市東和田708-1
長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町1085-4
長野南郵便局 381-2299 長野県長野市川中島町御厨堂野954-1
須坂郵便局 382-8799 長野県須坂市須坂馬場町1272-10
信州中野郵便局 383-8799 長野県中野市三好町2-1-1
飯山郵便局 389-2299 長野県飯山市飯山974
芋井郵便局 380-0884 長野県長野市鑪720-1
浅川郵便局 381-0064 長野県長野市浅川東条288-1
善光寺郵便局 380-0841 長野県長野市長野大門町515
長野淀ヶ橋郵便局 380-0803 長野県長野市三輪7-4-11
長野相ノ木郵便局 380-0803 長野県長野市三輪9-8-17
長野箱清水郵便局 380-0801 長野県長野市箱清水2-15-22
長野桜枝郵便局 380-0862 長野県長野市長野桜枝町635-1
長野旭郵便局 380-0846 長野県長野市長野旭町1130
長野吉田郵便局 381-0043 長野県長野市吉田2-2-7
長野吉田東町郵便局 381-0043 長野県長野市吉田4-10-33
長野吉田一郵便局 381-0043 長野県長野市吉田1-16-14
朝陽郵便局 381-0014 長野県長野市北尾張部221
長野栗田郵便局 380-0921 長野県長野市栗田801
安茂里郵便局 380-0941 長野県長野市安茂里1181
小市郵便局 380-0961 長野県長野市安茂里小市2-32-10
大豆島郵便局 381-0022 長野県長野市大豆島1173-2
長野権堂郵便局 380-0833 長野県長野市鶴賀権堂町2321
長野中御所郵便局 380-0935 長野県長野市中御所2-8-10
長野若里郵便局 380-0928 長野県長野市若里4-18-21
長野駅前郵便局 380-0825 長野県長野市南長野末広町1355-5
長野七瀬郵便局 380-0921 長野県長野市栗田948-1
長野緑郵便局 380-0813 長野県長野市鶴賀緑町1392-1
長野鶴賀郵便局 380-0814 長野県長野市鶴賀西鶴賀町1496-11
長野県庁内郵便局 380-0837 長野県長野市南長野幅下692-2
長野柳町郵便局 380-0805 長野県長野市柳町87-3
長野古牧郵便局 381-0034 長野県長野市高田642-1
豊栄郵便局 381-1222 長野県長野市松代町豊栄5758-7
寺尾郵便局 381-1214 長野県長野市松代町柴334-1
塩崎郵便局 388-8014 長野県長野市篠ﾉ井塩崎6081-1
稲荷山駅前郵便局 388-8014 長野県長野市篠ﾉ井塩崎3492-7
小島田郵便局 381-2212 長野県長野市小島田町1156-4
青木島郵便局 381-2247 長野県長野市青木島1-3-1
川中島駅前郵便局 381-2233 長野県長野市川中島町上氷鉋1415-8
更北郵便局 381-2205 長野県長野市青木島町大塚965-8
三本柳郵便局 381-2245 長野県長野市三本柳東3-73
篠ノ井郵便局 388-8007 長野県長野市篠ﾉ井布施高田863-13
松代郵便局 381-1231 長野県長野市松代町松代515
更府郵便局 381-2346 長野県長野市信更町安庭998
信更郵便局 381-2351 長野県長野市信更町氷ﾉ田2909-2
大岡郵便局 381-2703 長野県長野市大岡乙276
鬼無里郵便局 381-4399 長野県長野市鬼無里241-1-2
戸隠郵便局 381-4199 長野県長野市戸隠豊岡1372-2
高府郵便局 381-3399 長野県上水内郡小川村高府8495
中条郵便局 381-3299 長野県長野市中条2422-1
信州新町郵便局 381-2499 長野県長野市信州新町新町35-7
柵郵便局 381-4104 長野県長野市戸隠栃原3421-5
祖山郵便局 381-4103 長野県長野市戸隠祖山268-1
戸隠神社前郵便局 381-4101 長野県長野市戸隠2280-5
北小川郵便局 381-3304 長野県上水内郡小川村瀬戸川9969-9

長野県



■長野県産フルーツトマト「さやまる」ふるさと小包チラシ設置局一覧
　※2022年2月1日時点。生産の状況に応じて、順次拡大を予定しています。
都道府県 局名 郵便番号 住所

七二会郵便局 381-3165 長野県長野市七二会甲1494-1
日原郵便局 381-2423 長野県長野市信州新町日原西1487-1
津和郵便局 381-2401 長野県長野市信州新町越道3784-2
牧郷郵便局 381-2414 長野県長野市信州新町牧田中1412-5
信濃町郵便局 389-1399 長野県上水内郡信濃町柏原84-2
長沼郵便局 381-0004 長野県長野市大町494-1
野尻湖郵便局 389-1303 長野県上水内郡信濃町野尻海端297-9
古間郵便局 389-1313 長野県上水内郡信濃町古間815-1
三水郵便局 389-1204 長野県上水内郡飯綱町倉井2648-2
高岡郵便局 389-1226 長野県上水内郡飯綱町川上1506-1
浅野郵便局 389-1104 長野県長野市豊野町浅野1110
豊野郵便局 389-1105 長野県長野市豊野町豊野1360
牟礼郵便局 389-1211 長野県上水内郡飯綱町牟礼2792
若槻郵便局 381-0084 長野県長野市若槻東条786
古里郵便局 381-0007 長野県長野市金箱341-1
柳原郵便局 381-0012 長野県長野市柳原1970-1
小布施郵便局 381-0201 長野県上高井郡小布施町小布施1132-1
山田郵便局 382-0816 長野県上高井郡高山村奥山田3606-1
須坂坂田郵便局 382-0026 長野県須坂市坂田坂田町45-5
須坂新町郵便局 382-0014 長野県須坂市須坂新町885-70
仁礼郵便局 382-0034 長野県須坂市仁礼454-1
高山郵便局 382-0800 長野県上高井郡高山村高井525-5
須坂村山郵便局 382-0051 長野県須坂市八重森18-3
井上郵便局 382-0045 長野県須坂市井上2429-2
須坂穀町郵便局 382-0085 長野県須坂市小山穀町533-9
須坂旭ヶ丘郵便局 382-0003 長野県須坂市旭ｹ丘4-1
川田郵便局 381-0103 長野県長野市若穂川田3290
保科郵便局 381-0102 長野県長野市若穂保科2671-1
若穂郵便局 381-0101 長野県長野市若穂綿内7969-6
湯田中郵便局 381-0499 長野県下高井郡山ﾉ内町平穏3216
豊井郵便局 389-2199 長野県中野市豊津389-3
渋温泉郵便局 381-0401 長野県下高井郡山ﾉ内町平穏2282-26
志賀高原郵便局 381-0401 長野県下高井郡山ﾉ内町平穏7148-15
須賀川郵便局 381-0405 長野県下高井郡山ﾉ内町夜間瀬8929-9
夜間瀬郵便局 381-0405 長野県下高井郡山ﾉ内町夜間瀬2514-2
科野郵便局 383-0004 長野県中野市赤岩1354-3
高丘郵便局 383-0052 長野県中野市安源寺554-2
延徳郵便局 383-0043 長野県中野市三ﾂ和1121
中野松川郵便局 383-0013 長野県中野市中野堂ﾉ裏1859-1
中野吉田郵便局 383-0015 長野県中野市吉田21-4
永田郵便局 389-2104 長野県中野市永江1874-2
桑名川郵便局 389-2699 長野県飯山市照岡753-6
木島平郵便局 389-2399 長野県下高井郡木島平村穂高3257-2
常盤郵便局 389-2499 長野県飯山市照里907-4
堺郵便局 389-2703 長野県下水内郡栄村堺16898-1
野田沢郵便局 389-2703 長野県下水内郡栄村堺5416-6
外様郵便局 389-2418 長野県飯山市寿793-15
秋津郵便局 389-2256 長野県飯山市蓮1772-3
野沢温泉郵便局 389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9615
平滝郵便局 389-2701 長野県下水内郡栄村豊栄2229-4
上木島郵便局 389-2303 長野県下高井郡木島平村上木島1901
瑞穂郵便局 389-2322 長野県飯山市瑞穂4359-6

長野県


