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都道府県 局名 郵便番号 住所

白石北郷郵便局 003-0834 北海道札幌市白石区北郷四条3-6-20
朝里郵便局 047-0152 北海道小樽市新光2-6-5

札幌中の島郵便局 062-0922 北海道札幌市豊平区中の島二条1-3-21
札幌西町北郵便局 063-0061 北海道札幌市西区西町北6-1-7
釧路桜ヶ岡郵便局 085-0805 北海道釧路市桜ｹ岡4-3-32

青森県 平賀郵便局 036-0199 青森県平川市柏木町藤山25-28
岩手県 大更郵便局 028-7199 岩手県八幡平市大更21-16-12
宮城県 中新田郵便局 981-4299 宮城県加美郡加美町南町118-1
福島県 坂下郵便局 969-6599 福島県河沼郡会津坂下町石田1537-1
茨城県 江戸崎郵便局 300-0599 茨城県稲敷市江戸崎甲3558-1

道場宿郵便局 321-3299 栃木県宇都宮市道場宿町1208-4
大平郵便局 329-4499 栃木県栃木市大平町富田5004

群馬県 室田郵便局 370-3399 群馬県高崎市下室田町881-1
浦和宮前郵便局 336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和4-3-3
籠原駅前郵便局 360-0841 埼玉県熊谷市新堀882-1
小鹿野郵便局 368-0199 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野2807-2

千葉長沼原郵便局 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町805-1
印西牧の原郵便局 270-1331 千葉県印西市牧の原1-3
松戸上本郷郵便局 271-0064 千葉県松戸市上本郷4065
大栄郵便局 287-0299 千葉県成田市伊能222-4
千倉郵便局 295-8799 千葉県南房総市千倉町南朝夷1265-1
本郷三郵便局 113-0033 東京都文京区本郷3-25-13

足立竹の塚郵便局 121-0813 東京都足立区竹の塚5-8-5
大森西六郵便局 143-0015 東京都大田区大森西6-14-10
世田谷代沢郵便局 155-0032 東京都世田谷区代沢5-30-4
保谷郵便局 202-0015 東京都西東京市保谷町1-1-7

稲城向陽台郵便局 206-0803 東京都稲城市向陽台3-7-3
川崎南加瀬郵便局 212-0055 神奈川県川崎市幸区南加瀬3-30-5
川崎鷺沼郵便局 216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋3-3-1
横浜大口郵便局 221-0002 神奈川県横浜市神奈川区大口通139-3

金沢文庫駅前郵便局 236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-16-7
南下浦郵便局 238-0199 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3391-1

横浜若葉台郵便局 241-0801 神奈川県横浜市旭区若葉台3-5-1
希望ヶ丘駅前郵便局 241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘99

山梨県 甲府市役所内郵便局 400-0031 山梨県甲府市丸の内1-18-1
新潟県 柿崎郵便局 949-3299 新潟県上越市柿崎区柿崎10314-2
長野県 信濃町郵便局 389-1399 長野県上水内郡信濃町柏原84-2
岐阜県 大野郵便局 501-0599 岐阜県揖斐郡大野町黒野401-2

富士川郵便局 421-3399 静岡県富士市中之郷3808-3
芳川郵便局 430-0813 静岡県浜松市南区芳川町199

豊橋花田郵便局 441-8014 愛知県豊橋市花田二番町158
名古屋千音寺郵便局 454-0972 愛知県名古屋市中川区新家1-148
名古屋内田橋郵便局 457-0862 愛知県名古屋市南区内田橋1-6-23

河和郵便局 470-2406 愛知県知多郡美浜町河和北田面8-1
椋本郵便局 514-2299 三重県津市芸濃町椋本5064-15
小俣郵便局 519-0503 三重県伊勢市小俣町元町715

京都西七条郵便局 600-8845 京都府京都市下京区朱雀北ﾉ口町5
金閣寺郵便局 603-8376 京都府京都市北区衣笠北天神森町32

西中島南方駅前郵便局 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-3-24
鶴見放出東郵便局 538-0044 大阪府大阪市鶴見区放出東3-20-30
生野巽郵便局 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南3-12-15

平野喜連東郵便局 547-0021 大阪府大阪市平野区喜連東2-2-30
住吉我孫子東郵便局 558-0013 大阪府大阪市住吉区我孫子東3-1-3
茨木市役所内郵便局 567-0888 大阪府茨木市駅前3-8-20
高槻上牧駅前郵便局 569-0004 大阪府高槻市上牧南駅前町4-6
寝屋川香里郵便局 572-0082 大阪府寝屋川市香里本通町8-3-201
東大阪大蓮郵便局 577-0826 大阪府東大阪市大蓮北2-18-12
松原駅前郵便局 580-0016 大阪府松原市上田3-6-1
藤井寺駅前郵便局 583-0026 大阪府藤井寺市春日丘1-8-8
堺向陵中町郵便局 590-0024 大阪府堺市堺区向陵中町4-1-5
岸和田北町郵便局 596-0056 大阪府岸和田市北町13-21
立花郵便局 661-0025 兵庫県尼崎市立花町1-7-3

尼崎西武庫郵便局 661-0043 兵庫県尼崎市武庫元町2-22-3
明石西新町郵便局 673-0023 兵庫県明石市西新町1-21-5

奈良県 奈良三条郵便局 630-8246 奈良県奈良市油阪地方町1-1
鳥取県 東伯郵便局 689-2399 鳥取県東伯郡琴浦町浦安408-8
島根県 東出雲郵便局 699-0199 島根県松江市東出雲町揖屋707-2

津高郵便局 701-1144 岡山県岡山市北区栢谷1039-1
成名郵便局 708-1199 岡山県津山市野村313-1
茶屋町郵便局 710-1101 岡山県倉敷市茶屋町448-2
鞆郵便局 720-0299 広島県福山市鞆町後地797-12
駅家郵便局 720-1199 広島県福山市駅家町江良10-3
伴郵便局 731-3199 広島県広島市安佐南区伴東7-63-15
熊野郵便局 731-4299 広島県安芸郡熊野町出来庭4-1-34

広島愛宕町郵便局 732-0054 広島県広島市東区愛宕町5-6
山口県 山口平川郵便局 753-0831 山口県山口市平井1456-8
山口県 床波郵便局 755-0153 山口県宇部市床波2-5-30
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都道府県 局名 郵便番号 住所
深堀郵便局 851-0399 長崎県長崎市深堀町2-230-1

長崎住吉郵便局 852-8135 長崎県長崎市千歳町5-1
国見郵便局 859-1311 長崎県雲仙市国見町土黒甲28-1
有家郵便局 859-2299 長崎県南島原市有家町久保19-5
松浦郵便局 859-4599 長崎県松浦市志佐町里免381-1
小島郵便局 861-5299 熊本県熊本市西区小島5-18-17

小山戸島郵便局 861-8045 熊本県熊本市東区小山4-3-1
鏡郵便局 869-4299 熊本県八代市鏡町鏡330

宮崎県 宮崎霧島郵便局 880-0033 宮崎県宮崎市神宮西2-78
沖縄県 南風原郵便局 901-1111 沖縄県島尻郡南風原町兼城723
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