
1. 設置済み（2月1日時点）

郵便局名 所在地

札幌中央郵便局 北海道札幌市東区北六条東1-2-1

小樽郵便局 北海道小樽市色内1-8-1

苫小牧郵便局 北海道苫小牧市若草町4-2-8

千歳郵便局 北海道千歳市千代田町7-101-20

厚別郵便局 北海道札幌市厚別区厚別中央二条5-1-1

野幌郵便局 北海道江別市野幌町68-5

札幌南郵便局 北海道札幌市南区真駒内泉町1-1-1

札幌西郵便局 北海道札幌市西区山の手五条1-3-1

山鼻郵便局 北海道札幌市中央区南十六条西15-2-1

札幌北郵便局 北海道札幌市北区新琴似四条2-12-5

札幌白石郵便局 北海道札幌市白石区平和通7-南4-1

帯広郵便局 北海道帯広市西三条南8-10

釧路中央郵便局 北海道釧路市幸町13-2-1

旭川中央郵便局 北海道旭川市六条通6-28-1

仙台中央郵便局 宮城県仙台市青葉区北目町1-7

仙台北郵便局 宮城県仙台市青葉区台原3-17-10

泉郵便局 宮城県仙台市泉区将監8-10-3

福島中央郵便局 福島県福島市森合町10-30

郡山郵便局 福島県郡山市朝日2-24-6

北上郵便局 岩手県北上市大通り3-6-1

盛岡北郵便局 岩手県盛岡市月が丘3-28-1

青森中央郵便局 青森県青森市堤町1-7-24

弘前郵便局 青森県弘前市北瓦ｹ町18-1

五所川原郵便局 青森県五所川原市旭町53-1

三沢郵便局 青森県三沢市幸町3-2-15

山形中央郵便局 山形県山形市十日町1-7-24

山形南郵便局 山形県山形市白山1-13-8

秋田中央郵便局 秋田県秋田市保戸野鉄砲町5-1

川越郵便局 埼玉県川越市三久保町13-1

深谷郵便局 埼玉県深谷市深谷町3-60

桶川郵便局 埼玉県桶川市若宮1-6-30

和光郵便局 埼玉県和光市本町12-32

坂戸郵便局 埼玉県坂戸市千代田2-5-15

蕨郵便局 埼玉県蕨市中央5-8-21

志木郵便局 埼玉県志木市本町5-20-9

狭山郵便局 埼玉県狭山市富士見1-15-32

大宮西郵便局 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-713

川越西郵便局 埼玉県川越市小室22-1

与野郵便局 埼玉県さいたま市中央区下落合5-6-8

朝霞郵便局 埼玉県朝霞市本町2-1-32

所沢西郵便局 埼玉県所沢市若狭2-2594-1

さいたま新都心郵便局 埼玉県さいたま市中央区新都心3-1

前橋中央郵便局 群馬県前橋市城東町1-6-5

桐生郵便局 群馬県桐生市巴町2-1113

太田郵便局 群馬県太田市飯田町948

佐倉郵便局 千葉県佐倉市海隣寺町2-5

東金郵便局 千葉県東金市東岩崎2-23-1

行徳郵便局 千葉県市川市香取2-1-16

野田郵便局 千葉県野田市野田617-3

別紙



郵便局名 所在地

松戸郵便局 千葉県松戸市松戸1743-8

八千代郵便局 千葉県八千代市ゆりのき台1-1-1

柏郵便局 千葉県柏市東上町6-29

船橋東郵便局 千葉県船橋市習志野台2-50-12

花見川郵便局 千葉県千葉市花見川区さつきが丘1-30-1

松戸南郵便局 千葉県松戸市松飛台470-1

水戸中央郵便局 茨城県水戸市三の丸1-4-29

土浦郵便局 茨城県土浦市城北町2-21

ひたちなか郵便局 茨城県ひたちなか市石川町28-1

筑波学園郵便局 茨城県つくば市吾妻1-13-2

小山郵便局 栃木県小山市城東1-13-16

宇都宮東郵便局 栃木県宇都宮市宿郷3-20-2

美浜郵便局 千葉県千葉市美浜区真砂4-1-1 

荻窪郵便局 東京都杉並区桃井2-3-2

田園調布郵便局 東京都大田区南雪谷2-21-1

玉川郵便局 東京都世田谷区等々力8-22-1

中野北郵便局 東京都中野区丸山1-28-10

三鷹郵便局 東京都三鷹市野崎1-1-2

小平郵便局 東京都小平市小川東町5-16-1

小金井郵便局 東京都小金井市本町5-38-20

千鳥郵便局 東京都大田区千鳥2-34-10

牛込郵便局 東京都新宿区北山伏町1-5

小石川郵便局 東京都文京区小石川4-4-2

上野郵便局 東京都台東区下谷1-5-12

浅草郵便局 東京都台東区西浅草1-1-1

葛飾新宿郵便局 東京都葛飾区金町1-8-1

大森郵便局 東京都大田区山王3-9-13

渋谷郵便局 東京都渋谷区渋谷1-12-13

立川郵便局 東京都立川市曙町2-14-36

鶴川郵便局 東京都町田市大蔵町446

国分寺郵便局 東京都国分寺市日吉町4-1-10

東村山郵便局 東京都東村山市本町2-1-2

板橋郵便局 東京都板橋区板橋2-42-1

青梅郵便局 東京都青梅市東青梅1-13-2

西東京郵便局 東京都西東京市田無町3-2-2

武蔵野郵便局 東京都武蔵野市西久保3-1-26

麹町郵便局 東京都千代田区九段南4-5-9

杉並郵便局 東京都杉並区成田東4-38-14

大泉郵便局 東京都練馬区大泉学園町4-20-23

武蔵村山郵便局 東京都武蔵村山市学園3-24-1

深川郵便局 東京都江東区東陽4-4-2

新宿郵便局 東京都新宿区西新宿1-8-8

久里浜郵便局 神奈川県横須賀市久里浜5-10-1

緑郵便局 神奈川県横浜市緑区中山4-32-30

鎌倉郵便局 神奈川県鎌倉市小町1-10-3

川崎中央郵便局 神奈川県川崎市川崎区榎町1-2

小田原東郵便局 神奈川県小田原市前川14-1

平塚郵便局 神奈川県平塚市追分1-33

鶴見郵便局 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-22-1

登戸郵便局 神奈川県川崎市多摩区登戸1685-1

青葉郵便局 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-7-5



郵便局名 所在地

藤沢北郵便局 神奈川県藤沢市高倉1220

青葉台郵便局 神奈川県横浜市青葉区青葉台1-13-1

横浜南郵便局 神奈川県横浜市南区井土ｹ谷上町1-1

横浜泉郵便局 神奈川県横浜市泉区和泉中央北1-41-1

甲府中央郵便局 山梨県甲府市太田町6-10

宮前郵便局 神奈川県川崎市宮前区有馬4-1-1

長野中央郵便局 長野県長野市南県町1085-4

飯田郵便局 長野県飯田市鈴加町1-7

金沢中央郵便局 石川県金沢市三社町1-1

小松郵便局 石川県小松市園町ﾊ128-1

松任郵便局 石川県白山市八ﾂ矢町609

金沢南郵便局 石川県金沢市泉野町6-17-1

富山中央郵便局 富山県富山市桜橋通り6-6

高岡郵便局 富山県高岡市御馬出町34

福井中央郵便局 福井県福井市大手3-1-28

福井南郵便局 福井県福井市板垣4-201

枚方北郵便局 大阪府枚方市牧野北町5-20

大阪城東郵便局 大阪府大阪市城東区今福東3-16-23

大阪東郵便局 大阪府大阪市中央区備後町1-3-8

布施郵便局 大阪府東大阪市永和2-3-5

大阪西郵便局 大阪府大阪市西区江之子島2-1-3

堺郵便局 大阪府堺市堺区南瓦町2-16

枚方郵便局 大阪府枚方市大垣内町2-10-5

大阪福島郵便局 大阪府大阪市福島区吉野1-20-27

東淀川淡路郵便局 大阪府大阪市東淀川区淡路4-7-14

西淀川郵便局 大阪府大阪市西淀川区姫里3-1-33

大阪駅前第２ビル内郵便局 大阪府大阪市北区梅田1-2-2

船場郵便局 大阪府大阪市中央区久太郎町2-6-5

吹田千里郵便局 大阪府吹田市津雲台7-2-D-101

姫路郵便局 兵庫県姫路市総社本町210

姫路南郵便局 兵庫県姫路市飾磨区中島1139-29

左京郵便局 京都府京都市左京区高野竹屋町1-1

京都中央郵便局 京都府京都市下京区東塩小路町843-12

山科郵便局 京都府京都市山科区西野阿芸沢町1-5

伏見郵便局 京都府京都市伏見区撞木町1148

亀岡郵便局 京都府亀岡市追分町谷筋25-17

福知山郵便局 京都府福知山市天田北本町一区112-4

西陣郵便局 京都府京都市上京区今出川通浄福寺西入2丁目東上善寺町152

京都北郵便局 京都府京都市北区紫竹下本町39

大津中央郵便局 滋賀県大津市打出浜1-4

長浜郵便局 滋賀県長浜市列見町11-9

草津郵便局 滋賀県草津市西渋川1-3-38

広島西郵便局 広島県広島市西区天満町5-10

福山郵便局 広島県福山市東桜町3-4

尾道郵便局 広島県尾道市土堂2-1-20

三原郵便局 広島県三原市城町2-13-33

海田郵便局 広島県安芸郡海田町曙町10-34

宇品郵便局 広島県広島市南区宇品東1-1-63

安芸府中郵便局 広島県安芸郡府中町浜田本町1-44

安芸五日市郵便局 広島県広島市佐伯区五日市中央6-1-1

米子郵便局 鳥取県米子市弥生町10



郵便局名 所在地

松江中央郵便局 島根県松江市東朝日町138

出雲郵便局 島根県出雲市駅南町3-15-1

津山郵便局 岡山県津山市元魚町18

倉敷郵便局 岡山県倉敷市鶴形1-8-15

水島郵便局 岡山県倉敷市水島北幸町2-1

徳山郵便局 山口県周南市御幸通1-3

宇部郵便局 山口県宇部市常盤町2-1-23

今治郵便局 愛媛県今治市旭町1-3-4

松山西郵便局 愛媛県松山市古三津6-13-16

新居浜郵便局 愛媛県新居浜市繁本町3-2

徳島中央郵便局 徳島県徳島市八百屋町1-2

八代郵便局 熊本県八代市本町2-3-34

北九州中央郵便局 福岡県北九州市小倉北区萩崎町2-1

行橋郵便局 福岡県行橋市中央1-5-25

福岡中央郵便局 福岡県福岡市中央区天神4-3-1

福岡西郵便局 福岡県福岡市西区石丸3-2-11

早良郵便局 福岡県福岡市早良区高取1-1-1

前原郵便局 福岡県糸島市前原中央2-11-10

大牟田郵便局 福岡県大牟田市不知火町1-4-7

博多南郵便局 福岡県福岡市博多区元町2-2-12

福岡東郵便局 福岡県福岡市東区香椎浜1-9-5

戸畑郵便局 福岡県北九州市戸畑区新池1-2-2

福岡南郵便局 福岡県福岡市南区向野1-20-1

城南郵便局 福岡県福岡市城南区干隈2-56-1

久留米東郵便局 福岡県久留米市御井旗崎4-3-7

佐世保郵便局 長崎県佐世保市京坪町3-10

鳥栖郵便局 佐賀県鳥栖市元町横田1234-2

佐賀北郵便局 佐賀県佐賀市高木瀬西3-2-5

那覇中央郵便局 沖縄県那覇市壺川3-3-8

浦添郵便局 沖縄県浦添市仲間3-3-1

那覇東郵便局 沖縄県那覇市寄宮1-3-1

2.今後設置予定

郵便局名 所在地

篠路郵便局 北海道札幌市北区篠路三条5-1-5

手稲郵便局 北海道札幌市手稲区前田七条11-1-1

北見郵便局 北海道北見市北六条東1-1-1

向島郵便局 東京都墨田区東向島2-32-25

羽村郵便局 東京都羽村市緑ヶ丘5-3-2

高輪郵便局 東京都港区三田3-8-6

あきる野郵便局 東京都あきる野市秋川3-2-1

石神井郵便局 東京都練馬区石神井台3-3-7

大崎郵便局 東京都品川区西五反田2-32-7

落合郵便局 東京都中野区東中野4-27-21

秦野郵便局 神奈川県秦野市室町2-44

長野南郵便局 長野県長野市川中島町御厨堂野954-1

長野東郵便局 長野県長野市東和田708-1

高田郵便局 新潟県上越市大手町3-21

新発田郵便局 新潟県新発田市大手町4-3-20



郵便局名 所在地

長岡郵便局 新潟県長岡市坂之上町2-6-1

新潟西郵便局 新潟県新潟市西区寺尾朝日通25-10

新潟大学前郵便局 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8192-3

熱田郵便局 愛知県名古屋市熱田区神宮4-5-18

西尾郵便局 愛知県西尾市丁田町五助40-2

豊橋郵便局 愛知県豊橋市神明町106

豊田郵便局 愛知県豊田市十塚町2-16-1

津島郵便局 愛知県津島市松原町25-2

小牧郵便局 愛知県小牧市中央1-405

半田郵便局 愛知県半田市東洋町1-5-2

緑郵便局（東海） 愛知県名古屋市緑区六田2-43

三好郵便局 愛知県みよし市三好町大坪26

長久手郵便局 愛知県長久手市西浦815

名古屋西郵便局 愛知県名古屋市西区天神山町4-5

名古屋東郵便局 愛知県名古屋市東区白壁5-11

江南郵便局 愛知県江南市赤童子町良原143-1

春日井郵便局 愛知県春日井市柏井町3-102-1

昭和郵便局 愛知県名古屋市昭和区桜山町6-105

千種郵便局 愛知県名古屋市千種区今池4-9-18

名古屋港郵便局 愛知県名古屋市港区港栄2-1-7

名古屋栄四郵便局 愛知県名古屋市中区栄4-1-8

名古屋北郵便局 愛知県名古屋市北区辻本通2-20-1

中川郵便局 愛知県名古屋市中川区吉良町98-1

名古屋南郵便局 愛知県名古屋市南区松城町2-29

四日市郵便局 三重県四日市市沖の島町4-9

伊勢郵便局 三重県伊勢市岩渕3-6-10

静岡中央郵便局 静岡県静岡市葵区黒金町1-9

三島郵便局 静岡県三島市南田町4-50

富士宮郵便局 静岡県富士宮市若の宮町475

清水郵便局 静岡県静岡市清水区辻1-9-27

浜松東郵便局 静岡県浜松市東区西塚町302

浜松西郵便局 静岡県浜松市中区西伊場町55-1

岐阜中央郵便局 岐阜県岐阜市清住町1-3-2

大垣郵便局 岐阜県大垣市郭町4-1

住吉郵便局 大阪府大阪市住吉区我孫子西2-10-1

天王寺郵便局 大阪府大阪市天王寺区上汐5-5-12

茨木郵便局 大阪府茨木市中穂積1-1-40

泉佐野郵便局 大阪府泉佐野市上町2-8-45

堺中郵便局 大阪府堺市中区深井沢町2470-21

都島郵便局 大阪府大阪市都島区高倉町1-6-3

箕面郵便局 大阪府箕面市箕面6-5-30

寝屋川郵便局 大阪府寝屋川市初町4-5

平野郵便局 大阪府大阪市平野区平野西3-1-5

八尾郵便局 大阪府八尾市陽光園1-5-5

西成郵便局 大阪府大阪市西成区岸里2-3-29

河内郵便局 大阪府東大阪市菱江1-14-29

大阪南郵便局 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-4-2

堺金岡郵便局 大阪府堺市北区新金岡町4-1-1

須磨北郵便局 兵庫県神戸市須磨区西落合1-1-10

明石郵便局 兵庫県明石市樽屋町1-7

三木郵便局 兵庫県三木市別所町小林宿谷北657-8



郵便局名 所在地

西宮郵便局 兵庫県西宮市和上町6-28

尼崎郵便局 兵庫県尼崎市昭和通2-11-1

明石西郵便局 兵庫県明石市魚住町錦が丘4-2-22

加古川東郵便局 兵庫県加古川市平岡町一色三ﾂ池797-310

神戸西郵便局 兵庫県神戸市西区糀台5-12-1

灘郵便局 兵庫県神戸市灘区大石東町3-2-8

宝塚郵便局 兵庫県宝塚市小浜3-1-20

尼崎北郵便局 兵庫県尼崎市南塚口町5-8-1

奈良中央郵便局 奈良県奈良市大宮町5-3-3

天理郵便局 奈良県天理市川原城町296-5

奈良西郵便局 奈良県奈良市学園北2-3-2

田辺郵便局 和歌山県田辺市中屋敷町1-9

広島中央郵便局 広島県広島市中区国泰寺町1-4-1

岡山中央郵便局 岡山県岡山市北区中山下2-1-1

松山中央郵便局 愛媛県松山市三番町3-5-2

高松中央郵便局 香川県高松市内町1-15

高知東郵便局 高知県高知市介良乙952-1

熊本東郵便局 熊本県熊本市東区錦ｹ丘1-10

大分中央郵便局 大分県大分市府内町3-4-18

中津郵便局 大分県中津市中殿余木503-1-6

別府郵便局 大分県別府市餅ｹ浜町4-23

大分南郵便局 大分県大分市玉沢785-2

都城郵便局 宮崎県都城市中町14-18

宮崎中央郵便局 宮崎県宮崎市高千穂通1-1-34

宗像郵便局 福岡県宗像市自由ｹ丘2-7-9

飯塚郵便局 福岡県飯塚市本町4-1

直方郵便局 福岡県直方市殿町4-12

曽根郵便局 福岡県北九州市小倉南区中曽根1-6-10

長崎中央郵便局 長崎県長崎市恵美須町1-1

大村郵便局 長崎県大村市森園町663-9

諫早郵便局 長崎県諫早市八坂町1-7

長崎北郵便局 長崎県長崎市川口町9-20

鹿屋郵便局 鹿児島県鹿屋市白崎町1-20

国分郵便局 鹿児島県霧島市国分中央3-39-1

鹿児島東郵便局 鹿児島県鹿児島市山下町3-3

名瀬郵便局 鹿児島県奄美市名瀬幸町3-10

延岡郵便局 宮崎県延岡市南町1-3-5 

※コロナ禍でもあり、その感染状況を考慮した上で、設置していくこととします。


