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該当郵便物等の差出郵便局

都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所
城東郵便局 136-8799 東京都江東区大島３－１５－２
荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川３－２－１
赤羽郵便局 115-8799 東京都北区赤羽南１－１２－１０
高輪郵便局 108-8799 東京都港区三田３－８－６
大崎郵便局 141-8799 東京都品川区西五反田２－３２－７
葛飾郵便局 124-8799 東京都葛飾区四つ木２－２８－１
小岩駅前郵便局 133-0056 東京都江戸川区南小岩８－１８－２
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽４－４－２
晴海郵便局 104-8799 東京都中央区晴海４－６－２６
足立北郵便局 121-8799 東京都足立区竹の塚３－９－２０
東京国際郵便局 138-8799 東京都江東区新砂３-５-１４
葛西郵便局 134-8799 東京都江戸川区中葛西１－３－１
向島郵便局 131-8799 東京都墨田区東向島２－３２－２５
新宿北郵便局 169-8799 東京都新宿区大久保３－１４－８
千鳥郵便局 146-8799 東京都大田区千鳥２－３４－１０
小岩郵便局 133-8799 東京都江戸川区南小岩８－１－１０
大泉郵便局 178-8799 東京都練馬区大泉学園町４ー２０ー２３
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町７－２１－１
八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野１－６－７
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷１ー５ー１２
鶴川郵便局 195-8799 東京都町田市大蔵町４４６
板橋郵便局 173-8799 東京都板橋区板橋２－４２－１
日暮里駅前郵便局 116-0013 東京都荒川区西日暮里２－２１－６－１０２
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋３－１８－１
西池袋郵便局 171-0021 東京都豊島区西池袋３－２２－１３
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘２－９－７
調布飛田給郵便局 182-0036 東京都調布市飛田給１－４４－４
江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島１－１９－２４
落合郵便局 161-8799 東京都中野区東中野４ー２７ー２１
保土ヶ谷郵便局 240-8799 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－８
登戸郵便局 214-8799 神奈川県川崎市多摩区登戸１６８５－１
磯子郵便局 235-8799 神奈川県横浜市磯子区森３－１－１５
中原郵便局 211-8799 神奈川県川崎市中原区小杉町３-４３６
さいたま中央郵便局 336-8799 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
新岩槻郵便局 339-9799 埼玉県さいたま市岩槻区長宮1372-1
川口郵便局 332-8799 埼玉県川口市本町２－２－１
さいたま新都心郵便局 330-9799 埼玉県さいたま市中央区新都心３－１
鳩ヶ谷郵便局 334-8799 埼玉県川口市坂下町１－６－１２
朝霞郵便局 351-8799 埼玉県朝霞市本町２－１－３２
花見川郵便局 262-8799 千葉県千葉市花見川区さつきが丘１－３０－１
松戸南郵便局 270-2299 千葉県松戸市松飛台４７０－１
美浜郵便局 261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂４-１-１
大津郵便局 319-1799 茨城県北茨城市大津町北町３０９８
石岡郵便局 315-8799 茨城県石岡市府中１－７－２８
関郵便局 501-3299 岐阜県関市平和通６－７－１
岐阜北郵便局 502-8799 岐阜県岐阜市鷺山２５６３－７５

富山 高岡郵便局 933-8799 富山県高岡市御馬出町３４
松任郵便局 924-8799 石川県白山市八ツ矢町６０９
新金沢郵便局 921-8799 石川県金沢市新保本４-６５-２
小松本江郵便局 923-0841 石川県小松市本江町ワ１３－１
小松郵便局 923-8799 石川県小松市園町ハ１２８ー１

秋田 本荘郵便局 015-8799 秋田県由利本荘市給人町４３－１
福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８
武生郵便局 915-8799 福井県越前市中央１－１０－３０
福井南郵便局 918-8799 福井県福井市板垣４－２０１
芦原郵便局 910-4199 福井県あわら市二面４－５０２
中村郵便局 453-8799 愛知県名古屋市中村区大宮町３-４７
日進郵便局 470-0199 愛知県日進市蟹甲町池下６７-１８
瀬戸郵便局 489-8799 愛知県瀬戸市共栄通４－１４
西春郵便局 481-8799 愛知県北名古屋市弥勒寺西２－３３
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
京都桂郵便局 615-8072 京都府京都市西京区桂木ノ下町１４－１９
鈴鹿郵便局 513-8799 三重県鈴鹿市西条４－９６
津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央１－１
白子郵便局 510-0299 三重県鈴鹿市白子町２７９６－１

滋賀 八日市郵便局 527-8799 滋賀県東近江市八日市野々宮町１-２７
布施郵便局 577-8799 大阪府東大阪市永和２-３-５
大正郵便局 551-8799 大阪府大阪市大正区三軒家東４－３－２２
大阪東郵便局本田分室 550-0022 大阪府大阪市西区本田４－１－７
枚方東郵便局 573-0199 大阪府枚方市津田北町２－２－１
淀川郵便局 532-8799 大阪府大阪市淀川区十三元今里２－２－３６
堺金岡郵便局 591-8799 大阪府堺市北区新金岡町４－１－１
西宮郵便局 662-8799 兵庫県西宮市和上町６－２８
伊丹郵便局 664-8799 兵庫県伊丹市中央６－２－１４
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町２１０

広島 尾道郵便局 722-8799 広島県尾道市土堂２－１－２０
岡山 岡山三門郵便局 700-0043 岡山県岡山市北区三門中町１－１

和白郵便局 811-0299 福岡県福岡市東区塩浜１－９－１
博多北郵便局 812-8799 福岡県福岡市博多区大井１－３－２６
戸畑天神郵便局 804-0094 福岡県北九州市戸畑区天神１－８－２０
福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１

熊本 熊本西原郵便局 861-8029 熊本県熊本市東区西原１－２２－６８
鹿児島 横川郵便局 899-6399 鹿児島県霧島市横川町中ノ１００４－２
沖縄 那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川３－３－８
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都道府県名 郵便局名 郵便番号 住所
大森郵便局 143-8799 東京都大田区山王３－９－１３
赤羽郵便局 115-8799 東京都北区赤羽南１－１２－１０
本郷郵便局 113-8799 東京都文京区本郷６ー１ー１５
東京国際郵便局 138-8799 東京都江東区新砂３-５-１４
牛込郵便局 162-8799 東京都新宿区北山伏町１－５
鶴川郵便局 195-8799 東京都町田市大蔵町４４６
足立北郵便局 121-8799 東京都足立区竹の塚３－９－２０
江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島１－１９－２４
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北６－４－２
八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野１－６－７
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽４－４－２
西東京郵便局 188-8799 東京都西東京市田無町３－２－２
城東郵便局 136-8799 東京都江東区大島３-１５-２
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８
足立西郵便局 123-8799 東京都足立区西新井本町４－４－３０
蒲田郵便局 144-8799 東京都大田区蒲田本町１－２－８
本所郵便局 130-8799 東京都墨田区太平４－２１－２
新宿北郵便局 169-8799 東京都新宿区大久保３－１４－８
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘２－９－７
神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町２－１２
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町７－２１－１
三鷹郵便局 181-8799 東京都三鷹市野崎１－１－２
板橋郵便局 173-8799 東京都板橋区板橋２－４２－１
荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川３－２－１
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷１ー５ー１２
葛飾郵便局 124-8799 東京都葛飾区四つ木２－２８－１
板橋中丸郵便局 173-0026 東京都板橋区中丸町１７－１４
宮前郵便局 216-8799 神奈川県川崎市宮前区有馬４－１－１
磯子郵便局 235-8799 神奈川県横浜市磯子区森３－１－１５
横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通５－３
座間郵便局 252-8799 神奈川県座間市相模が丘１－３６－３４
川崎港郵便局 210-0899 神奈川県川崎市川崎区南渡田町１－３
横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
松戸南郵便局 270-2299 千葉県松戸市松飛台４７０－１
千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町６-２９
柏駅西口郵便局 277-0852 千葉県柏市旭町１－４－１８
市川郵便局 272-8799 千葉県市川市平田２－１－１
成田郵便局 286-8799 千葉県成田市赤坂２－１－３
越谷郵便局 343-8799 埼玉県越谷市大沢４－６－１５
草加郵便局 340-8799 埼玉県草加市栄町３－８－１
川口北郵便局 333-8799 埼玉県川口市伊刈牛田１０３２－１
さいたま中央郵便局 336-8799 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
吉川郵便局 342-8799 埼玉県吉川市保１-３２-１

群馬 高崎郵便局 370-8799 群馬県高崎市高松町５－６
栃木 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
愛知 東海南郵便局 477-8799 愛知県東海市高横須賀町町新田２－１

西淀川郵便局 555-8799 大阪府大阪市西淀川区姫里３－１－３３
大阪南郵便局 542-8799 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－４－２
布施郵便局 577-8799 大阪府東大阪市永和２-３-５
大阪西郵便局 550-8799 大阪府大阪市西区江之子島２－１－３
大阪東郵便局本田分室 550-0022 大阪府大阪市西区本田４－１－７
大阪東郵便局船場分室 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町２－６－５
生野郵便局 399-7201 長野県東筑摩郡生坂村３０３８
堺金岡郵便局 591-8799 大阪府堺市北区新金岡町４－１－１
箕面郵便局 562-8799 大阪府箕面市箕面６－５－３０
神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
兵庫郵便局 919-0527 福井県坂井市坂井町下兵庫１３３－２７－２

福岡 福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
大分 別府上人郵便局 874-0034 大分県別府市上人仲町４－１０
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