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都道府県 郵便局名 郵便番号 所在地

札幌荒井山簡易郵便局 064-0953 北海道札幌市中央区宮の森3条13-5-18

白石北郷八条簡易郵便局 003-0838 北海道札幌市白石区北郷八条7-7-20

オタモイ簡易郵便局 048-2671 北海道小樽市オタモイ1-20-3

帯広西十八条簡易郵便局 080-0028 北海道帯広市西十八条南5-36-2

留辺蘂栄町簡易郵便局 091-0033 北海道北見市留辺蘂町栄町5-2

栗沢本町簡易郵便局 068-0127 北海道岩見沢市栗沢町本町34

網走つくしヶ丘簡易郵便局 093-0034 北海道網走市つくしケ丘4-8-5

苫小牧シーアイ団地簡易郵便局 053-0842 北海道苫小牧市有珠の沢町4-20-35

美唄東簡易郵便局 072-0015 北海道美唄市東4条南1-3-5

上芦別なまこ山簡易郵便局 079-1371 北海道芦別市上芦別町79-7

芦別渓水簡易郵便局 075-0006 北海道芦別市北6条西3-12-6

東野幌簡易郵便局 069-0821 北海道江別市東野幌町39-1

温根沼簡易郵便局 087-0035 北海道根室市温根沼53

北の峰簡易郵便局 076-0034 北海道富良野市北の峰町33-34

富岸簡易郵便局 059-0033 北海道登別市栄町2-20-2

七飯大川簡易郵便局 041-1122 北海道亀田郡七飯町大川1-3-11

東聖簡易郵便局 071-1521 北海道上川郡東神楽町ひじり野北1条1-1-6

稲美簡易郵便局 092-0027 北海道網走郡美幌町稲美90-99

音更北簡易郵便局 080-0101 北海道河東郡音更町大通1-5

十勝栄簡易郵便局 080-0272 北海道河東郡音更町下士幌北5線東43

岬町簡易郵便局 086-1814 北海道目梨郡羅臼町岬町23-1

三條簡易郵便局 039-1101 青森県八戸市尻内町内田4-11

追子野木簡易郵便局 036-0357 青森県黒石市追子野木3-223-1

斗川簡易郵便局 039-0122 青森県三戸郡三戸町斗内清水田112-7

攝待簡易郵便局 027-0381 岩手県宮古市田老星山11

立花簡易郵便局 024-0043 岩手県北上市立花10-93

中尊寺簡易郵便局 029-4102 岩手県西磐井郡平泉町平泉衣関36

赤浜簡易郵便局 028-1102 岩手県上閉伊郡大槌町赤浜2-3-24

西中田簡易郵便局 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田5-6-40

八木山南団地簡易郵便局 982-0801 宮城県仙台市太白区八木山本町2-43-3

前木簡易郵便局 988-0846 宮城県気仙沼市川崎尻48-1

愛島簡易郵便局 981-1238 宮城県名取市愛島笠島桜町67-1

吹上簡易郵便局 989-2453 宮城県岩沼市大昭和4-15

猪岡簡易郵便局 987-0284 宮城県遠田郡涌谷町猪岡短台川畑二29-5

浜田簡易郵便局 010-1654 秋田県秋田市浜田自在山88-6

男鹿温泉簡易郵便局 010-0687 秋田県男鹿市北浦湯本草木原1-13

東青田簡易郵便局 990-2423 山形県山形市東青田5-11-5

南舘簡易郵便局 990-2461 山形県山形市南館1-2-43

青龍寺簡易郵便局 997-0368 山形県鶴岡市青龍寺村東248-1

平林簡易郵便局 999-3719 山形県東根市中央西3-1
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下神白簡易郵便局 970-0316 福島県いわき市小名浜下神白館ノ腰15

田村今泉簡易郵便局 963-4311 福島県田村市船引町今泉田中81-4

上田簡易郵便局 967-0632 福島県南会津郡南会津町片貝中川原610-1

中郷簡易郵便局 963-7716 福島県田村郡三春町蛇石谷都122-1

大花羽簡易郵便局 300-2512 茨城県常総市大輪町1502-1

那珂中台簡易郵便局 311-0113 茨城県那珂市中台82

仁神堂簡易郵便局 322-0004 栃木県鹿沼市下武子町55-46

今市清原簡易郵便局 321-1261 栃木県日光市今市1210-37

黒磯上厚崎簡易郵便局 325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎358-9

高崎鼻高簡易郵便局 370-0868 群馬県高崎市鼻高町49-8

吉井長根簡易郵便局 370-2127 群馬県高崎市吉井町長根1922-6

境島村簡易郵便局 370-0134 群馬県伊勢崎市境島村2565

下沢渡簡易郵便局 377-0542 群馬県吾妻郡中之条町下沢渡1125-1

横沼簡易郵便局 350-0203 埼玉県坂戸市横沼146-1

都幾川桃木簡易郵便局 355-0361 埼玉県比企郡ときがわ町桃木178-1

銚子余山簡易郵便局 288-0846 千葉県銚子市余山町393-4

西條簡易郵便局 296-0034 千葉県鴨川市滑谷189-1

八日市場飯倉簡易郵便局 289-2147 千葉県匝瑳市飯倉26-18

佐原山之辺簡易郵便局 287-0042 千葉県香取市山之辺橋替1474-6

千町簡易郵便局 298-0104 千葉県いすみ市松丸2855

東京都 高島平簡易郵便局 175-0082 東京都板橋区高島平5-10-11

神奈川県 横須賀粟田簡易郵便局 239-0845 神奈川県横須賀市粟田2-3-9

石瀬簡易郵便局 953-0141 新潟県新潟市西蒲区石瀬1441

上川西簡易郵便局 940-2005 新潟県長岡市巻島1-40

田塚簡易郵便局 945-0032 新潟県柏崎市田塚1-9-25

新発田城北簡易郵便局 957-0067 新潟県新発田市中曽根町1-5-23

十日町本町簡易郵便局 948-0083 新潟県十日町市本町1-上646-1

曽々木簡易郵便局 928-0205 石川県輪島市町野町西時国鳥毛45-2

羽咋本町簡易郵便局 925-0034 石川県羽咋市旭町エ7-2

鶴来林簡易郵便局 920-2162 石川県白山市道法寺町ホ71-8

福井県 竹田簡易郵便局 910-0203 福井県坂井市丸岡町山口第56-24-1

下平井簡易郵便局 406-0027 山梨県笛吹市石和町下平井118-1

四日市場簡易郵便局 406-0032 山梨県笛吹市石和町四日市場2230

大鶴簡易郵便局 409-0132 山梨県上野原市鶴川1599-1

犀北簡易郵便局 380-0954 長野県長野市安茂里7745

長野上松簡易郵便局 380-0802 長野県長野市上松3-25-1

御幣川簡易郵便局 388-8006 長野県長野市篠ﾉ井御幣川1129-2

五明簡易郵便局 388-8011 長野県長野市篠ﾉ井布施五明306-3

長野九反簡易郵便局 380-0935 長野県長野市中御所5-2-6

屋島簡易郵便局 381-0021 長野県長野市屋島2336-48

松本石芝簡易郵便局 399-0007 長野県松本市石芝3-5-14

大久保簡易郵便局 399-0033 長野県松本市笹賀5652-56

松本沢村簡易郵便局 390-0877 長野県松本市沢村3-4-45

下島簡易郵便局 390-1401 長野県松本市波田9982-1

福島県
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三溝簡易郵便局 390-1401 長野県松本市波田1645-1

上田原簡易郵便局 386-1102 長野県上田市上田原857-34

石井簡易郵便局 386-0401 長野県上田市塩川2660-50

尾林簡易郵便局 399-2221 長野県飯田市龍江8596-16

伊那南簡易郵便局 396-0026 長野県伊那市西町5119-12

大町宮田簡易郵便局 398-0002 長野県大町市大町5470-4

大町南原簡易郵便局 398-0002 長野県大町市大町3720-4

泉野簡易郵便局 391-0214 長野県茅野市泉野2647

高出簡易郵便局 399-0703 長野県塩尻市広丘高出1847-3

根根井簡易郵便局 385-0012 長野県佐久市根々井162-8

屋代簡易郵便局 387-0007 長野県千曲市屋代1411-5

木戸簡易郵便局 399-7101 長野県安曇野市明科東川手13360

陸郷簡易郵便局 399-7105 長野県安曇野市明科南陸郷1001

川上駅前簡易郵便局 384-1407 長野県南佐久郡川上村御所平931

沢簡易郵便局 399-4601 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪601-4

森上簡易郵便局 399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城10664-6

中小谷簡易郵便局 399-9421 長野県北安曇郡小谷村中小谷丙2514

中之条簡易郵便局 389-0602 長野県埴科郡坂城町中之条1019-1

富士里簡易郵便局 389-1314 長野県上水内郡信濃町穂波446-12

岐阜県 養老根古地簡易郵便局 503-1273 岐阜県養老郡養老町根古地1535

賎機下簡易郵便局 421-2109 静岡県静岡市葵区福田ヶ谷147-1

浜松志都呂簡易郵便局 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町1157-3

芝川西山簡易郵便局 419-0313 静岡県富士宮市西山872-1

富戸簡易郵便局 413-0231 静岡県伊東市富戸623-1

富士久沢簡易郵便局 419-0202 静岡県富士市久沢677-2

宇刈簡易郵便局 437-0121 静岡県袋井市宇刈堀関1147-1

西浅羽簡易郵便局 437-1124 静岡県袋井市富里2208-1

榛原細江簡易郵便局 421-0421 静岡県牧之原市細江2822-2

東伊豆奈良本簡易郵便局 413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本242-3

豊橋多米簡易郵便局 440-0026 愛知県豊橋市多米西町2-5-9

井内簡易郵便局 444-0203 愛知県岡崎市井内町風見71

上品野簡易郵便局 480-1214 愛知県瀬戸市上品野町520

瀬戸本地簡易郵便局 489-0931 愛知県瀬戸市高根町1-45

長沢簡易郵便局 441-0203 愛知県豊川市長沢町上市44-2

刈谷井ヶ谷簡易郵便局 448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町下前田9

刈谷高倉簡易郵便局 448-0037 愛知県刈谷市高倉町2-701

豊田渡刈簡易郵便局 470-1202 愛知県豊田市渡刈町3-81-2

道慈簡易郵便局 470-0555 愛知県豊田市大平町下栗32-1

安城古井簡易郵便局 446-0025 愛知県安城市古井町井ノ池52

西尾鵜ケ池簡易郵便局 445-0043 愛知県西尾市鵜ｹ池町中屋敷55

西尾八ツ面簡易郵便局 445-0082 愛知県西尾市八ﾂ面町市場96-1

犬山日の出団地内簡易郵便局 484-0894 愛知県犬山市羽黒中深田24-51

坂崎簡易郵便局 444-0104 愛知県額田郡幸田町坂崎広野86-1

静岡県

長野県
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津むつみケ丘簡易郵便局 514-0061 三重県津市一身田上津部田1464-30

津泉ケ丘簡易郵便局 514-0826 三重県津市野田21-785

石名原簡易郵便局 515-3533 三重県津市美杉町石名原1681

四日市三重団地簡易郵便局 512-0912 三重県四日市市三重6-113

鈴鹿自由丘簡易郵便局 513-1124 三重県鈴鹿市自由ヶ丘4-12-1

名張蔵持簡易郵便局 518-0752 三重県名張市蔵持町原出204

寺谷簡易郵便局 519-4673 三重県熊野市五郷町寺谷754-3

平塚簡易郵便局 511-0273 三重県いなべ市大安町平塚518-1

東員南大社簡易郵便局 511-0256 三重県員弁郡東員町南大社下川原1598-1

明和竹川簡易郵便局 515-0325 三重県多気郡明和町竹川東裏274

志子奥簡易郵便局 519-3203 三重県北牟婁郡紀北町島原661-1

滋賀里簡易郵便局 520-0006 滋賀県大津市滋賀里3-1-29

大津小金塚簡易郵便局 520-0067 滋賀県大津市藤尾奥町27-15-2

彦根小泉簡易郵便局 522-0043 滋賀県彦根市小泉町19-11

磯簡易郵便局 521-0004 滋賀県米原市磯1340

細野簡易郵便局 601-0262 京都府京都市右京区京北細野町東ﾉ垣内10-1

福知山天津簡易郵便局 620-0073 京都府福知山市上天津1981

綾部高津簡易郵便局 623-0045 京都府綾部市高津町市ノ坪25

五十河簡易郵便局 629-2513 京都府京丹後市大宮町延利558-1

野間簡易郵便局 627-0101 京都府京丹後市弥栄町野中2288

当尾簡易郵便局 619-1131 京都府木津川市加茂町辻下垣外16

岸和田河合簡易郵便局 596-0112 大阪府岸和田市神於町38-4

天見簡易郵便局 586-0066 大阪府河内長野市清水249-1

泉南新家南簡易郵便局 590-0503 大阪府泉南市新家1315-246

宿野簡易郵便局 563-0352 大阪府豊能郡能勢町大里177-5

姫路兼田簡易郵便局 672-8001 兵庫県姫路市兼田久保田188-4

姫路東夢前台簡易郵便局 671-1101 兵庫県姫路市広畑区東夢前台4-113-8

狭戸簡易郵便局 671-2423 兵庫県姫路市安富町狭戸230

港東簡易郵便局 669-6124 兵庫県豊岡市気比2745

奈佐簡易郵便局 668-0078 兵庫県豊岡市吉井616-1

加古川西神吉岸簡易郵便局 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸460-5

加古川升田簡易郵便局 675-0051 兵庫県加古川市東神吉町升田623-67

西脇坂本簡易郵便局 677-0026 兵庫県西脇市坂本407-2

小野市役所内簡易郵便局 675-1366 兵庫県小野市中島町531

三田小野簡易郵便局 669-1504 兵庫県三田市小野482-1

宇仁簡易郵便局 675-2404 兵庫県加西市油谷町458

宿南簡易郵便局 667-0003 兵庫県養父市八鹿町宿南1196

柏原北山簡易郵便局 669-3312 兵庫県丹波市柏原町田路1000

丸山簡易郵便局 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1433-8

阿万西町簡易郵便局 656-0545 兵庫県南あわじ市阿万西町13

和田山高田簡易郵便局 669-5243 兵庫県朝来市和田山町高田48

伊和簡易郵便局 671-4134 兵庫県宍粟市一宮町伊和237-8

波賀谷簡易郵便局 671-4244 兵庫県宍粟市波賀町谷75-3

土師簡易郵便局 679-4017 兵庫県たつの市揖西町土師152-2

兵庫県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府
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片島簡易郵便局 671-1651 兵庫県たつの市揖保川町片島906-54

龍野島田簡易郵便局 679-4121 兵庫県たつの市龍野町島田737-17

西徳久簡易郵便局 679-5215 兵庫県佐用郡佐用町平松629-1

千原簡易郵便局 669-6941 兵庫県美方郡新温泉町千原241-1

奈良菅原簡易郵便局 631-0842 奈良県奈良市菅原町650-1

橿原西池尻簡易郵便局 634-0821 奈良県橿原市西池尻町275-1

橿原東竹田簡易郵便局 634-0002 奈良県橿原市東竹田町433-1

立野簡易郵便局 636-0821 奈良県生駒郡三郷町立野北1-32-22

今木簡易郵便局 638-0841 奈良県吉野郡大淀町今木303-4

岩橋簡易郵便局 640-8301 和歌山県和歌山市岩橋1080-3

和歌山楠見東簡易郵便局 640-8472 和歌山県和歌山市大谷372-1

和歌山吉礼簡易郵便局 640-0351 和歌山県和歌山市吉礼65-1

和歌山栄谷簡易郵便局 640-8441 和歌山県和歌山市栄谷639-3

下井阪簡易郵便局 649-6426 和歌山県紀の川市下井阪492-10

川辺土生簡易郵便局 649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生6500

鳥取商栄簡易郵便局 680-0912 鳥取県鳥取市商栄町202-2

米子両三柳団地簡易郵便局 683-0853 鳥取県米子市両三柳4576-3

宇野簡易郵便局 695-0102 島根県浜田市宇野町345-3

上府簡易郵便局 697-0005 島根県浜田市上府町イ619-7

佐野簡易郵便局 697-0311 島根県浜田市佐野町イ330-2

浜田長沢簡易郵便局 697-0023 島根県浜田市長沢町669-3

出雲里方町簡易郵便局 693-0064 島根県出雲市里方町928-1

出雲白枝簡易郵便局 693-0006 島根県出雲市白枝町555-3

大社神門簡易郵便局 699-0711 島根県出雲市大社町杵築南775-14

荘原西簡易郵便局 699-0502 島根県出雲市斐川町荘原110

長久東簡易郵便局 694-0041 島根県大田市長久町長久ハ14-2

安田簡易郵便局 692-0205 島根県安来市伯太町安田中128-1

福田簡易郵便局 701-0203 岡山県岡山市南区古新田1073

岡山市中央卸売市場簡易郵便局 702-8052 岡山県岡山市南区市場1-1

倉敷中庄駅前簡易郵便局 710-0012 岡山県倉敷市鳥羽16-5

美作宇野簡易郵便局 709-3907 岡山県津山市加茂町宇野887

美作明見簡易郵便局 707-0003 岡山県美作市明見345-30

大林簡易郵便局 731-0201 広島県広島市安佐北区大林3-17-3

可部四日市簡易郵便局 731-0231 広島県広島市安佐北区亀山2-29-7

三原宗郷町簡易郵便局 723-0044 広島県三原市宗郷3-4-3

木頃本郷簡易郵便局 722-0212 広島県尾道市美ノ郷町本郷1051-1

東生口簡易郵便局 722-2432 広島県尾道市因島原町1643-4

福山長和簡易郵便局 720-0836 広島県福山市瀬戸町長和目貫堂262-1

土与丸簡易郵便局 739-0007 広島県東広島市西条土与丸3-4-25

河内小田簡易郵便局 739-2207 広島県東広島市河内町小田2212-2

安芸瀬戸ハイム簡易郵便局 735-0011 広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム1-9-16

熊野中溝簡易郵便局 731-4214 広島県安芸郡熊野町中溝4-7-16

下関勝谷新町簡易郵便局 751-0802 山口県下関市勝谷新町3-10-1

下関田倉簡易郵便局 751-0883 山口県下関市田倉252-1

奈良県

和歌山県

岡山県

広島県

兵庫県

鳥取県

島根県

山口県
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旗岡簡易郵便局 744-0006 山口県下松市旗岡1-1-36

光協和簡易郵便局 743-0043 山口県光市協和町4-12

小野田郷簡易郵便局 756-0057 山口県山陽小野田市西高泊1789-6

折野簡易郵便局 771-0376 徳島県鳴門市北灘町折野屋敷242

知恵島簡易郵便局 776-0014 徳島県吉野川市鴨島町知恵島906

高川原簡易郵便局 779-3223 徳島県名西郡石井町高川原高川原1710-5

長原簡易郵便局 771-0216 徳島県板野郡松茂町長原525-4

綾歌富士見坂簡易郵便局 761-2407 香川県丸亀市綾歌町富熊5023-7

財田西簡易郵便局 768-0103 香川県三豊市山本町財田西125-1

愛媛県 大南簡易郵便局 791-2132 愛媛県伊予郡砥部町大南532-2

高知県 押岡簡易郵便局 785-0052 高知県須崎市押岡155-2

市丸簡易郵便局 803-0183 福岡県北九州市小倉南区市丸515-13

朽網簡易郵便局 800-0232 福岡県北九州市小倉南区朽網東1-1-6

塔野簡易郵便局 807-0075 福岡県北九州市八幡西区下上津役2-20-15

西浦簡易郵便局 819-0202 福岡県福岡市西区西浦1048-7

福岡免簡易郵便局 814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂1-32-11

目尾簡易郵便局 820-0062 福岡県飯塚市目尾992-10

飯塚愛宕簡易郵便局 820-0001 福岡県飯塚市鯰田2525-140

飯塚明星寺簡易郵便局 820-0022 福岡県飯塚市明星寺131-1

川宮簡易郵便局 826-0042 福岡県田川市川宮808-16

蔵数簡易郵便局 833-0054 福岡県筑後市蔵数636-1

馬間田簡易郵便局 833-0023 福岡県筑後市馬間田1075-1

道海島簡易郵便局 831-0007 福岡県大川市道海島584-2

行橋草野簡易郵便局 824-0061 福岡県行橋市草野332-1

小郡津古簡易郵便局 838-0102 福岡県小郡市津古521-4

むさしヶ丘団地簡易郵便局 818-0043 福岡県筑紫野市むさしヶ丘2-29-1

松末簡易郵便局 838-1504 福岡県朝倉市杷木星丸1169-10

東山簡易郵便局 835-0007 福岡県みやま市瀬高町長田2307-1

野間簡易郵便局 811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間2-1-4

高陽団地簡易郵便局 811-4225 福岡県遠賀郡岡垣町東高陽1-3-22

浅木簡易郵便局 811-4312 福岡県遠賀郡遠賀町浅木2-13-11

四三島簡易郵便局 838-0212 福岡県朝倉郡筑前町四三嶋1633-1

上牟田口簡易郵便局 830-0413 福岡県三潴郡大木町上牟田口373-1

川崎本町簡易郵便局 827-0003 福岡県田川郡川崎町川崎254-16

佐賀県 下宿簡易郵便局 843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲4713-2

椿ヶ丘簡易郵便局 857-1152 長崎県佐世保市黒髪町6277-2

佐世保矢岳簡易郵便局 857-0047 長崎県佐世保市矢岳町500-23

東空閑簡易郵便局 859-1413 長崎県島原市有明町大三東丙149-1

諫早久山簡易郵便局 854-0068 長崎県諫早市青葉台218

大村久原簡易郵便局 856-0835 長崎県大村市久原2-1001-1

仲町簡易郵便局 859-2502 長崎県南島原市口之津町甲1160

長与ニュータウン簡易郵便局 851-2126 長崎県西彼杵郡長与町吉無田郷1487-55

弓削簡易郵便局 861-8013 熊本県熊本市東区弓削町637

熊本花園簡易郵便局 860-0072 熊本県熊本市西区花園5-32-19

徳島県

香川県

福岡県

長崎県

山口県

熊本県
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熊本八島簡易郵便局 860-0054 熊本県熊本市西区八島2-10-1

人吉西間簡易郵便局 868-0071 熊本県人吉市西間上町2507-1

荒尾金山簡易郵便局 864-0162 熊本県荒尾市金山1347-2

大浜末広簡易郵便局 865-0055 熊本県玉名市大浜町3641

玉名三ツ川簡易郵便局 865-0009 熊本県玉名市三ツ川2995-1

睦合簡易郵便局 869-0231 熊本県玉名市岱明町庄山759-2

小天東簡易郵便局 861-5401 熊本県玉名市天水町小天2961-3

泗水東簡易郵便局 861-1203 熊本県菊池市泗水町住吉2779-3

不知火御領簡易郵便局 869-0551 熊本県宇城市不知火町御領255-2

御所浦北簡易郵便局 866-0303 熊本県天草市御所浦町横浦821-2

名越谷簡易郵便局 861-4736 熊本県下益城郡美里町名越谷1804-2

大津美咲野簡易郵便局 869-1237 熊本県菊池郡大津町美咲野3-3-4

辺田見簡易郵便局 861-3206 熊本県上益城郡御船町辺田見449-4

古閑簡易郵便局 861-2236 熊本県上益城郡益城町広崎1577-2

錦サンロードシティ簡易郵便局 868-0303 熊本県球磨郡錦町西715-1

中津万田簡易郵便局 871-0025 大分県中津市万田566-6

津久見千怒簡易郵便局 879-2401 大分県津久見市千怒6027-2

長洲中浜簡易郵便局 872-0001 大分県宇佐市長洲3868-1

細野簡易郵便局 886-0004 宮崎県小林市細野3916-5

下ヶ浜簡易郵便局 883-0021 宮崎県日向市財光寺1201-2

島内簡易郵便局 889-4152 宮崎県えびの市島内180-8

鹿児島谷山港簡易郵便局 891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港2-4-10

東開町簡易郵便局 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町11-1

吉田牟礼岡簡易郵便局 891-1306 鹿児島県鹿児島市牟礼岡3-1-13

鹿屋泉ヶ丘簡易郵便局 893-0014 鹿児島県鹿屋市寿5-15-1

上野簡易郵便局 891-0601 鹿児島県指宿市開聞上野1900

鴨女簡易郵便局 891-3116 鹿児島県西之表市鴨女町196

美浜簡易郵便局 891-3101 鹿児島県西之表市西之表6592-10

西山簡易郵便局 896-1512 鹿児島県薩摩川内市下甑町瀬々野浦314

朝日ヶ丘簡易郵便局 899-2505 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉640-54

冠岳簡易郵便局 896-0051 鹿児島県いちき串木野市冠嶽11961-3

志布志大原簡易郵便局 899-7103 鹿児島県志布志市志布志町志布志324-6

嶽簡易郵便局 891-0701 鹿児島県南九州市頴娃町郡4549-1

手蓑簡易郵便局 897-0302 鹿児島県南九州市知覧町郡9500-1

上八坂簡易郵便局 895-2513 鹿児島県伊佐市大口上町44-4

小木原簡易郵便局 895-2631 鹿児島県伊佐市大口小木原1030-1

大口西本町簡易郵便局 895-2511 鹿児島県伊佐市大口里643

平出水簡易郵便局 895-2633 鹿児島県伊佐市大口平出水292-1

高井田簡易郵便局 899-5231 鹿児島県姶良市加治木町反土2280-1

岩岡簡易郵便局 891-3606 鹿児島県熊毛郡中種子町坂井1038-3

熊野簡易郵便局 891-3606 鹿児島県熊毛郡中種子町坂井5873-21

鹿児島県

大分県

熊本県

宮崎県
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