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都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所

堅田郵便局 520-0299 滋賀県大津市今堅田2-21-26

大津瀬田郵便局 520-2153 滋賀県大津市一里山3-34-14

野洲郵便局 520-2399 滋賀県野洲市小篠原1102-4

栗東郵便局 520-3099 滋賀県栗東市安養寺2-3-13

甲西郵便局 520-3299 滋賀県湖南市中央1-50

大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜1-4

米原郵便局 521-8799 滋賀県米原市下多良1-130

彦根郵便局 522-8799 滋賀県彦根市中央町3-5

近江八幡郵便局 523-8799 滋賀県近江八幡市中村町27

近江守山郵便局 524-8799 滋賀県守山市守山6-17-1

草津郵便局 525-8799 滋賀県草津市西渋川1-3-38

長浜郵便局 526-8799 滋賀県長浜市列見町11-9

八日市郵便局 527-8799 滋賀県東近江市八日市野々宮町1-27

水口郵便局 528-8799 滋賀県甲賀市水口町水口5999-1

近江日野郵便局 529-1699 滋賀県蒲生郡日野町松尾1-86

京都中央郵便局 600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町843-12

伏見東郵便局 601-1363 京都府京都市伏見区醍醐鍵尾町1-2

西陣郵便局 602-8799 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 603-8799 京都府京都市北区紫竹下本町39

中京郵便局 604-8799 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町30番地

東山郵便局 605-8799 京都府京都市東山区大和大路通五条下る石垣町西側42

左京郵便局 606-8799 京都府京都市左京区高野竹屋町1-1

山科郵便局 607-8799 京都府京都市山科区西野阿芸沢町1-5

城陽郵便局 610-0199 京都府城陽市寺田袋尻27-2

山城田辺郵便局 610-0399 京都府京田辺市興戸犬伏5-3

洛西郵便局 610-1199 京都府京都市西京区大原野東境谷町2-3

宇治郵便局 611-8799 京都府宇治市宇治蔭山6

伏見郵便局 612-8799 京都府京都市伏見区撞木町1148

久御山郵便局 613-8799 京都府久世郡久御山町下津屋下ﾉ浜代1-1

山城八幡郵便局 614-8799 京都府八幡市八幡五反田5

右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町16

京都西郵便局 616-8799 京都府京都市右京区嵯峨五島町1-64

向日町郵便局 617-8799 京都府向日市上植野町馬立6-1

山崎郵便局 618-8799 京都府乙訓郡大山崎町円明寺宝本9

山城木津郵便局 619-0299 京都府木津川市相楽丸塚4-1

福知山郵便局 620-8799 京都府福知山市天田北本町一区112-4

亀岡郵便局 621-8799 京都府亀岡市追分町谷筋25-17

園部郵便局 622-8799 京都府南丹市園部町上本町南2-10

綾部郵便局 623-8799 京都府綾部市幸通り5

西舞鶴郵便局 624-8799 京都府舞鶴市北田辺160

東舞鶴郵便局 625-8799 京都府舞鶴市浜760-1

宮津郵便局 626-8799 京都府宮津市鶴賀2070-9

峰山郵便局 627-8799 京都府京丹後市峰山町上13-1

大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1

大阪北郵便局 530-8799 大阪市北区大淀中1-1-52

淀川郵便局 532-8799 大阪府大阪市淀川区十三元今里2-2-36

東淀川郵便局 533-8799 大阪府大阪市東淀川区下新庄6-4-14

都島郵便局 534-8799 大阪府大阪市都島区高倉町1-6-3

大阪旭郵便局 535-8799 大阪府大阪市旭区大宮1-20-8

大阪城東郵便局 536-8799 大阪府大阪市城東区今福東3-16-23

東成郵便局 537-8799 大阪府大阪市東成区東今里3-13-11

大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町1-3-8

大阪南郵便局 542-8799 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-4-2

天王寺郵便局 543-8799 大阪府大阪市天王寺区上汐5-5-12

生野郵便局 544-8799 大阪府大阪市生野区勝山南3-2-2

阿倍野郵便局 545-8799 大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-47-16

東住吉郵便局 546-8799 大阪府大阪市東住吉区今川8-8-25

平野郵便局 547-8799 大阪府大阪市平野区平野西3-1-5
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大阪西郵便局 550-8799 大阪府大阪市西区江之子島2-1-3

大正郵便局 551-8799 大阪府大阪市大正区三軒家東4-3-22

大阪港郵便局 552-8799 大阪府大阪市港区市岡1-5-33

大阪福島郵便局 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野1-20-27

此花郵便局 554-8799 大阪府大阪市此花区春日出北2-1-9

西淀川郵便局 555-8799 大阪府大阪市西淀川区姫里3-1-33

浪速郵便局 556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中3-10-1

西成郵便局 557-8799 大阪府大阪市西成区岸里2-3-29

住吉郵便局 558-8799 大阪府大阪市住吉区我孫子西2-10-1

住之江郵便局 559-8799 大阪府大阪市住之江区新北島5-2-18

豊中郵便局 560-8799 大阪府豊中市岡上の町4-1-15

豊中南郵便局 561-8799 大阪府豊中市穂積2-2-8

箕面郵便局 562-8799 大阪府箕面市箕面6-5-30

池田郵便局 563-8799 大阪府池田市城南2-1-1

吹田郵便局 564-8799 大阪府吹田市穂波町4-1

吹田千里郵便局 565-8799 大阪府吹田市津雲台7-2-D-101

摂津郵便局 566-8799 大阪府摂津市東正雀19-1

茨木郵便局 567-8799 大阪府茨木市中穂積1-1-40

高槻北郵便局 569-1199 大阪府高槻市別所新町4-1

高槻郵便局 569-8799 大阪府高槻市中川町1-1

守口郵便局 570-8799 大阪府守口市日吉町2-5-2

門真郵便局 571-8799 大阪府門真市一番町4-8

寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町4-5

枚方東郵便局 573-0199 大阪府枚方市津田北町2-2-1

枚方北郵便局 573-1199 大阪府枚方市牧野北町5-20

枚方郵便局 573-8799 大阪府枚方市大垣内町2-10-5

大東郵便局 574-8799 大阪府大東市曙町3-20

四條畷郵便局 575-8799 大阪府四條畷市中野本町25-20

交野郵便局 576-8799 大阪府交野市私部3-2-25

布施郵便局 577-8799 大阪府東大阪市永和2-3-5

河内郵便局 578-8799 大阪府東大阪市菱江1-14-29

枚岡郵便局 579-8799 大阪府東大阪市鷹殿町19-7

松原郵便局 580-8799 大阪府松原市上田1-1-10

八尾郵便局 581-8799 大阪府八尾市陽光園1-5-5

柏原郵便局 582-8799 大阪府柏原市大正3-1-30

藤井寺郵便局 583-8799 大阪府藤井寺市藤ｹ丘3-11-14

富田林郵便局 584-8799 大阪府富田林市甲田1-3-16

河内長野郵便局 586-8799 大阪府河内長野市喜多町154

美原郵便局 587-8799 大阪府堺市美原区黒山31-6

大阪狭山郵便局 589-8799 大阪府大阪狭山市岩室1-401-5

泉北郵便局 590-0199 大阪府堺市南区若松台3-1-3

熊取郵便局 590-0499 大阪府泉南郡熊取町紺屋2-27-1

泉南郵便局 590-0599 大阪府泉南市樽井7-26-1

堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町2-16

堺金岡郵便局 591-8799 大阪府堺市北区新金岡町4-1-1

浜寺郵便局 592-8799 大阪府高石市羽衣2-3-20

鳳郵便局 593-8799 大阪府堺市西区津久野町1-7-9

和泉郵便局 594-8799 大阪府和泉市いぶき野5-4-1

泉大津郵便局 595-8799 大阪府泉大津市小松町1-85

岸和田郵便局 596-8799 大阪府岸和田市沼町33-33

貝塚郵便局 597-8799 大阪府貝塚市海塚1-16-10

泉佐野郵便局 598-8799 大阪府泉佐野市上町2-8-45

阪南郵便局 599-0299 大阪府阪南市黒田242-2

堺中郵便局 599-8799 大阪府堺市中区深井沢町2470-21

神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6-2-1

神戸北郵便局 651-1199 兵庫県神戸市北区北五葉2-1-15

神戸山田郵便局 651-1299 兵庫県神戸市北区松が枝町2-1-2

有野郵便局 651-1399 兵庫県神戸市北区藤原台北町6-19

神戸西郵便局 651-2299 兵庫県神戸市西区糀台5-12-1

兵庫郵便局 652-8799 兵庫県神戸市兵庫区大開通2-2-19

長田郵便局 653-8799 兵庫県神戸市長田区細田町7-1-1

須磨北郵便局 654-0199 兵庫県神戸市須磨区西落合1-1-10
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須磨郵便局 654-8799 兵庫県神戸市須磨区鷹取町2-1-1

垂水郵便局 655-8799 兵庫県神戸市垂水区星陵台1-4-29

南淡郵便局 656-0599 兵庫県南あわじ市福良甲512-54

洲本郵便局 656-8799 兵庫県洲本市本町3-1-34

灘郵便局 657-8799 兵庫県神戸市灘区大石東町3-2-8

東灘郵便局 658-8799 兵庫県神戸市東灘区住吉東町2-2-17

芦屋郵便局 659-8799 兵庫県芦屋市平田北町4-13

尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通2-11-1

尼崎北郵便局 661-8799 兵庫県尼崎市南塚口町5-8-1

西宮郵便局 662-8799 兵庫県西宮市和上町6-28

西宮東郵便局 663-8799 兵庫県西宮市甲子園春風町5-1

伊丹郵便局 664-8799 兵庫県伊丹市中央6-2-14

宝塚郵便局 665-8799 兵庫県宝塚市小浜3-1-20

川西北郵便局 666-0199 兵庫県川西市東畦野2-8-1

猪名川郵便局 666-0299 兵庫県川辺郡猪名川町白金3-2-2

川西郵便局 666-8799 兵庫県川西市栄町13-18

八鹿郵便局 667-8799 兵庫県養父市八鹿町八鹿1809-2

豊岡郵便局 668-8799 兵庫県豊岡市泉町3-27

三田郵便局 669-1399 兵庫県三田市天神1-5-20

篠山郵便局 669-2399 兵庫県丹波篠山市北新町99-1

和田山郵便局 669-5299 兵庫県朝来市和田山町東谷105-1

姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町210

御着郵便局 671-0299 兵庫県姫路市御国野町御着783-2

太子郵便局 671-1599 兵庫県揖保郡太子町鵤1390-1

飾西郵便局 671-2299 兵庫県姫路市飾西41-3

播磨山崎郵便局 671-2599 兵庫県宍粟市山崎町山田2-1

姫路南郵便局 672-8799 兵庫県姫路市飾磨区中島1139-29

三木郵便局 673-0499 兵庫県三木市別所町小林宿谷北657-8

社郵便局 673-1499 兵庫県加東市社1738-67

明石郵便局 673-8799 兵庫県明石市樽屋町1-7

明石西郵便局 674-8799 兵庫県明石市魚住町錦が丘4-2-22

加古川東郵便局 675-0199 兵庫県加古川市平岡町一色三ﾂ池797-310

稲美郵便局 675-1199 兵庫県加古郡稲美町加古1817-4

小野郵便局 675-1399 兵庫県小野市王子町山ﾉ下15

加西郵便局 675-2399 兵庫県加西市北条町横尾150-5

加古川郵便局 675-8799 兵庫県加古川市加古川町北在家2578

高砂郵便局 676-8799 兵庫県高砂市荒井町御旅2-6-15

西脇郵便局 677-8799 兵庫県西脇市野村町1796-481

赤穂郵便局 678-0299 兵庫県赤穂市加里屋駅前町64-1

上郡郵便局 678-1299 兵庫県赤穂郡上郡町駅前18

相生郵便局 678-8799 兵庫県相生市垣内町2-4

香寺郵便局 679-2199 兵庫県姫路市香寺町香呂76-1

龍野郵便局 679-4199 兵庫県たつの市龍野町富永452-5

生駒郵便局 630-0299 奈良県生駒市谷田町1234-1

奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町5-3-3

奈良西郵便局 631-8799 奈良県奈良市学園北2-3-2

天理郵便局 632-8799 奈良県天理市川原城町296-5

大和榛原郵便局 633-0299 奈良県宇陀市榛原下井足90-1

桜井郵便局 633-8799 奈良県桜井市粟殿474-3

橿原郵便局 634-8799 奈良県橿原市八木町1-9-20

大和高田郵便局 635-8799 奈良県大和高田市神楽2-7-46

田原本郵便局 636-0399 奈良県磯城郡田原本町十六面30-1

王寺郵便局 636-8799 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-1-12

五條郵便局 637-8799 奈良県五條市須恵3-8-30

下市郵便局 638-8799 奈良県吉野郡下市町下市489

香芝郵便局 639-0299 奈良県香芝市下田西2-2-10

大和郡山郵便局 639-1199 奈良県大和郡山市杉町250-3

御所郵便局 639-2299 奈良県御所市71-3

吉野郵便局 639-3199 奈良県吉野郡吉野町丹治1093

奈良県

兵庫県
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和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁4

和歌山南郵便局 641-8799 和歌山県和歌山市和歌川町5-16

海南郵便局 642-8799 和歌山県海南市船尾200

湯浅郵便局 643-8799 和歌山県有田郡湯浅町湯浅1520-1

御坊郵便局 644-8799 和歌山県御坊市薗301-5

南部郵便局 645-8799 和歌山県日高郡みなべ町芝447-1

田辺郵便局 646-8799 和歌山県田辺市中屋敷町1-9

新宮郵便局 647-8799 和歌山県新宮市伊佐田町2-1-18

橋本郵便局 648-8799 和歌山県橋本市市脇5-4-22

箕島郵便局 649-0399 和歌山県有田市箕島263-2

串本郵便局 649-3599 和歌山県東牟婁郡串本町串本2377

紀伊勝浦郵便局 649-5399 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地7-10-1

岩出郵便局 649-6299 和歌山県岩出市清水357

かつらぎ郵便局 649-7199 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ﾉ町50

和歌山県


