
2018年8月23日から新たに回収箱を設置する郵便局一覧 別紙

都道府県 局名 郵便番号 住所

北海道 札幌北二十三条郵便局 001-0023 北海道札幌市北区北23条西5-1-1
札幌麻生郵便局 001-0040 北海道札幌市北区北四十条西4-2-20
札幌あいの里郵便局 002-8071 北海道札幌市北区あいの里一条4-22-15
札幌菊水元町郵便局 003-0826 北海道札幌市白石区菊水元町六条2-2-1
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
清田郵便局 004-0841 北海道札幌市清田区清田一条4-5-48

札幌平岡公園郵便局 004-0882 北海道札幌市清田区平岡公園東3-1-5
手稲新発寒郵便局 006-0805 北海道札幌市手稲区新発寒五条6-8-1
手稲星置駅前郵便局 006-0851 北海道札幌市手稲区星置一条3-3-2
札幌伏古郵便局 007-0867 北海道札幌市東区伏古七条4-1-1

ウイングベイ小樽内郵便局 047-0008 北海道小樽市築港11-3
朝里郵便局 047-0152 北海道小樽市新光2-6-5

札幌北一条郵便局 060-0001 北海道札幌市中央区北一条西10
札幌北二条中郵便局 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西2-26

北海道庁赤れんが前郵便局 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西4-3
札幌北三条郵便局 060-0003 北海道札幌市中央区北三条西3-1
北海道庁内郵便局 060-0003 北海道札幌市中央区北三条西6
札幌北五条中郵便局 060-0005 北海道札幌市中央区北五条西6-1-1
札幌南一条中郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西11-327-6
札幌南一条郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西5-20
札幌南一条西郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西18-1
札幌南三条郵便局 060-0063 北海道札幌市中央区南三条西3
札幌北大病院前郵便局 060-0814 北海道札幌市北区北十四条西5-8-1
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
札幌平岸五条郵便局 062-0935 北海道札幌市豊平区平岸五条8-1-1
琴似駅前郵便局 063-0811 北海道札幌市西区琴似一条2-7-3
札幌発寒駅前郵便局 063-0829 北海道札幌市西区発寒九条13-1-3
札幌円山郵便局 064-0802 北海道札幌市中央区南二条西24-1-1
釧路東郵便局 088-0699 北海道釧路郡釧路町睦2-1-1

岩手県 岩手県庁内郵便局 020-0023 岩手県盛岡市内丸10-1
岩手流通センター内郵便局 020-8681 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南1-2-15

宮城県 仙台花京院通郵便局 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-11-1
仙台広瀬通郵便局 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町2-3-10
仙台中央三郵便局 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央3-4-25
仙台一番町郵便局 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-9-12
仙台東二番丁郵便局 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-34
仙台八幡町郵便局 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡4-1-3
仙台中郵便局 980-8711 宮城県仙台市青葉区一番町1-3-3
北仙台駅前郵便局 981-0913 宮城県仙台市青葉区昭和町3-42
仙台幸町郵便局 983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町3-2-2
小牛田郵便局 987-8799 宮城県遠田郡美里町藤ケ崎町127
仙台吉成郵便局 989-3205 宮城県仙台市青葉区吉成1-11-27

福島県 笹谷東郵便局 960-0241 福島県福島市笹谷出水上24-1
茨城県 守谷松ヶ丘郵便局 302-0127 茨城県守谷市松ケ丘1-12-3

筑波大学内郵便局 305-0005 茨城県つくば市天久保3-1-1
桜並木郵便局 305-0044 茨城県つくば市並木4-1-2

つくば研究学園郵便局 305-0817 茨城県つくば市研究学園1-1-2
水戸平須郵便局 310-0853 茨城県水戸市平須町1819-72

栃木県 氏家郵便局 329-1399 栃木県さくら市卯の里3-33-4
埼玉県 指扇駅前郵便局 331-0061 埼玉県さいたま市西区西遊馬1269-14

大宮プラザ郵便局 331-0063 埼玉県さいたま市西区プラザ34-14
大宮日進郵便局 331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2-1076
川口幸町郵便局 332-0016 埼玉県川口市幸町2-12-24
川口青木五郵便局 332-0032 埼玉県川口市中青木5-1-29
川口並木郵便局 332-0034 埼玉県川口市並木3-24-18
川口前川一郵便局 333-0842 埼玉県川口市前川1-1-64
川口芝園郵便局 333-0853 埼玉県川口市芝園町3-9-103
与野駅前郵便局 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合1722
岩槻本町郵便局 339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町1-18-7
草加住吉郵便局 340-0014 埼玉県草加市住吉1-13-1
中草加郵便局 340-0017 埼玉県草加市吉町1-1-40
草加松原郵便局 340-0041 埼玉県草加市松原1-1-6
鷲宮郵便局 340-0217 埼玉県久喜市鷲宮4-1-6

みさと団地内郵便局 341-0003 埼玉県三郷市彦成3-7-3-101
三郷さつき郵便局 341-0021 埼玉県三郷市さつき平2-1-2-102
北越谷駅前郵便局 343-0026 埼玉県越谷市北越谷2-24-21
越谷袋山郵便局 343-0032 埼玉県越谷市袋山251-2
越谷千間台西郵便局 343-0041 埼玉県越谷市千間台西3-4-14
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埼玉県 越谷千間台東郵便局 343-0042 埼玉県越谷市千間台東2-22-5
越谷柳田郵便局 343-0815 埼玉県越谷市元柳田町9-29
越谷蒲生三郵便局 343-0838 埼玉県越谷市蒲生3-7-38

春日部武里団地内郵便局 344-0023 埼玉県春日部市大枝89
春日部豊春郵便局 344-0046 埼玉県春日部市上蛭田494-1
久喜東町郵便局 346-0016 埼玉県久喜市久喜東5-31-8
菖蒲郵便局 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲5013-51

蓮田駅東口郵便局 349-0111 埼玉県蓮田市東6-3-24
川越脇田郵便局 350-0046 埼玉県川越市菅原町24-2
坂戸若葉駅前郵便局 350-0214 埼玉県坂戸市千代田3-21
北坂戸団地内郵便局 350-0274 埼玉県坂戸市溝端町1-5-102
川越川鶴郵便局 350-1176 埼玉県川越市川鶴2-11-2
富士見鶴瀬東郵便局 354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東2-15-14
三芳みよし台郵便局 354-0042 埼玉県入間郡三芳町みよし台6-23
飯能双柳郵便局 357-0021 埼玉県飯能市双柳373-59
所沢駅東口郵便局 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台3-1-8
新所沢郵便局 359-1111 埼玉県所沢市緑町1-6-11
所沢若狭郵便局 359-1151 埼玉県所沢市若狭4-2487
北上尾駅前郵便局 362-0016 埼玉県上尾市原新町18-2
上尾二ツ宮郵便局 362-0017 埼玉県上尾市二ツ宮962
伊奈寿郵便局 362-0807 埼玉県北足立郡伊奈町寿2-385
深谷上柴郵便局 366-0052 埼玉県深谷市上柴町西4-2-2

千葉県 西千葉駅前郵便局 260-0033 千葉県千葉市中央区春日2-25-2
千葉こてはし台郵便局 262-0005 千葉県千葉市花見川区こてはし台5-9-6
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
千葉小深郵便局 263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町117-5
稲毛駅前郵便局 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-9-5
千葉千城台郵便局 264-0004 千葉県千葉市若葉区千城台西2-1-1
千葉小倉台郵便局 264-0006 千葉県千葉市若葉区小倉台4-18-6
千葉西都賀郵便局 264-0026 千葉県千葉市若葉区西都賀1-14-9
土気駅前郵便局 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘1-20-1
我孫子湖北台郵便局 270-1132 千葉県我孫子市湖北台3-1-4
我孫子緑郵便局 270-1153 千葉県我孫子市緑1-5-2
常盤平郵便局 270-2261 千葉県松戸市常盤平3-30
市川原木郵便局 272-0004 千葉県市川市原木1-19-21
市川塩焼郵便局 272-0114 千葉県市川市塩焼2-3-29
行徳駅前三郵便局 272-0133 千葉県市川市行徳駅前3-7-26
市川南大野郵便局 272-0804 千葉県市川市南大野1-25-20
中山駅前郵便局 273-0035 千葉県船橋市本中山2-12-12
船橋行田郵便局 273-0044 千葉県船橋市行田3-2-20
船橋藤原三郵便局 273-0047 千葉県船橋市藤原3-36-20
馬込沢駅前郵便局 273-0048 千葉県船橋市丸山5-30-5
船橋夏見郵便局 273-0865 千葉県船橋市夏見4-30-27
船橋芝山郵便局 274-0816 千葉県船橋市芝山3-10-6

船橋前原団地内郵便局 274-0825 千葉県船橋市前原西6-1-22
八千代勝田台 276-0023 千葉県八千代市勝田台2-4-4
八千代緑が丘駅前 276-0049 千葉県八千代市緑が丘1-1-3
柏光ヶ丘郵便局 277-0062 千葉県柏市光ケ丘団地4-10
柏松葉郵便局 277-0827 千葉県柏市松葉町4-9-4
浦安猫実四郵便局 279-0004 千葉県浦安市猫実4-17-9
浦安望海の街郵便局 279-0014 千葉県浦安市明海4-2-1
四街道大日郵便局 284-0001 千葉県四街道市大日緑ヶ丘461-2
四街道駅前郵便局 284-0005 千葉県四街道市四街道1-19-17

佐倉ユーカリが丘郵便局 285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘2-1-8
東京都 丸の内センタービル内郵便局 100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-1

鉄鋼ビル郵便局 100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2
千代田岩本町郵便局 101-0032 東京都千代田区岩本町2-11-9
千代田鍛冶町郵便局 101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-11-22
神田駅前郵便局 101-0046 東京都千代田区神田多町2-2-6
小川町郵便局 101-0052 東京都千代田区神田小川町3-22
海事ビル内郵便局 102-0083 東京都千代田区麹町4-5
麹町本通郵便局 102-0083 東京都千代田区麹町5-3
中央浜町一郵便局 103-0004 東京都中央区東日本橋1-3-9
日本橋浜町郵便局 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-25-10
中央人形町二郵便局 103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-15-1
日本橋三井ビル内郵便局 103-0022 東京都中央区日本橋室町2-1-1
日本橋室町郵便局 103-0022 東京都中央区日本橋室町1-12-13
日本橋小舟町郵便局 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町4-1
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東京都 日本橋茅場町郵便局 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-4-6
中央新川郵便局 104-0033 東京都中央区新川1-9-11
中央新川二郵便局 104-0033 東京都中央区新川2-15-11
新富郵便局 104-0041 東京都中央区新富1-19-1
京橋月島郵便局 104-0052 東京都中央区月島4-1-14
銀座みゆき通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座6-8-3
銀座七郵便局 104-0061 東京都中央区銀座7-15-5
銀座一郵便局 104-0061 東京都中央区銀座1-20-14

ニュー新橋ビル内郵便局 105-0004 東京都港区新橋2-16-1
新橋四郵便局 105-0004 東京都港区新橋4-30-6
新橋郵便局 105-0004 東京都港区新橋1-6-9

東芝ビル内郵便局 105-0023 東京都港区芝浦1-1-1
西麻布郵便局 106-0031 東京都港区西麻布1-8-11
乃木坂駅前郵便局 106-0032 東京都港区六本木7-3-7
南麻布五郵便局 106-0047 東京都港区南麻布5-16-10
小松ビル内郵便局 107-0052 東京都港区赤坂2-3-6
赤坂七郵便局 107-0052 東京都港区赤坂7-6-38
赤坂通郵便局 107-0052 東京都港区赤坂2-6-24

アーク森ビル内郵便局 107-6003 東京都港区赤坂1-12-32
慶應義塾前郵便局 108-0014 東京都港区芝5-13-18
港白金台郵便局 108-0071 東京都港区白金台3-2-10
港白金三郵便局 108-0072 東京都港区白金3-1-8

三田国際ビル内郵便局 108-0073 東京都港区三田1-4-28
高輪台郵便局 108-0074 東京都港区高輪3-10-2
台東根岸二郵便局 110-0003 東京都台東区根岸2-18-19
上野三郵便局 110-0005 東京都台東区上野3-21-5
上野黒門郵便局 110-0005 東京都台東区上野3-14-1
仲御徒町郵便局 110-0005 東京都台東区上野5-16-12
東上野六郵便局 110-0015 東京都台東区東上野6-19-11
台東三郵便局 110-0016 東京都台東区台東3-12-5
浅草橋郵便局 111-0053 東京都台東区浅草橋5-5-6

文京千駄木三郵便局 113-0022 東京都文京区千駄木3-41-3
本郷一郵便局 113-0033 東京都文京区本郷1-27-8
湯島四郵便局 113-0034 東京都文京区湯島4-6-11
赤羽二郵便局 115-0045 東京都北区赤羽2-9-2
荒川町屋郵便局 116-0001 東京都荒川区町屋1-19-9
荒川汐入郵便局 116-0003 東京都荒川区南千住8-4-5-118
荒川西尾久七郵便局 116-0011 東京都荒川区西尾久7-16-13
足立西竹の塚郵便局 121-0822 東京都足立区西竹の塚2-4-17
足立梅田郵便局 123-0851 東京都足立区梅田6-32-1
葛飾堀切郵便局 124-0006 東京都葛飾区堀切4-11-2
葛飾鎌倉郵便局 125-0053 東京都葛飾区鎌倉4-10-7
葛飾高砂四郵便局 125-0054 東京都葛飾区高砂4-2-26-101
葛飾高砂七郵便局 125-0054 東京都葛飾区高砂7-21-10
墨田江東橋郵便局 130-0022 東京都墨田区江東橋1-7-19
墨田両国三郵便局 130-0026 東京都墨田区両国3-7-3
北小岩六郵便局 133-0051 東京都江戸川区北小岩6-9-12
東小岩一郵便局 133-0052 東京都江戸川区東小岩1-13-1
江戸川篠崎郵便局 133-0061 東京都江戸川区篠崎町3-25-1
江戸川篠崎七郵便局 133-0061 東京都江戸川区篠崎町7-8-20
江戸川南篠崎二郵便局 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町2-45-15
江戸川鹿骨郵便局 133-0073 東京都江戸川区鹿骨5-14-12
江戸川鹿骨二郵便局 133-0073 東京都江戸川区鹿骨2-45-1
葛西駅前郵便局 134-0083 東京都江戸川区中葛西3-29-19

葛西クリーンタウン内郵便局 134-0087 東京都江戸川区清新町1-3-9
西葛西駅前郵便局 134-0088 東京都江戸川区西葛西6-8-16

江東区文化センター内郵便局 135-0016 東京都江東区東陽4-11-1
江東白河郵便局 135-0021 東京都江東区白河4-1-5
江東牡丹郵便局 135-0046 東京都江東区牡丹3-8-3

お台場海浜公園前郵便局 135-0091 東京都港区台場1-5-4-301
江東亀戸郵便局 136-0071 東京都江東区亀戸3-62-12

大森ベルポート郵便局 140-0013 東京都品川区南大井6-26-3
品川中延五郵便局 142-0053 東京都品川区中延5-5-1
品川中延三郵便局 142-0053 東京都品川区中延3-2-8
大森東一郵便局 143-0012 東京都大田区大森東1-9-17
大森駅前郵便局 143-0016 東京都大田区大森北1-29-11
大田羽田郵便局 144-0043 東京都大田区羽田4-4-27
大田東雪谷二郵便局 145-0065 東京都大田区東雪谷2-22-13
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東京都 池上郵便局 146-0082 東京都大田区池上3-39-3
大田東矢口三郵便局 146-0094 東京都大田区東矢口3-1-1
渋谷神宮前郵便局 150-0001 東京都渋谷区神宮前2-18-14
神宮前六郵便局 150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-28
渋谷三郵便局 150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-15
渋谷東二郵便局 150-0011 東京都渋谷区東2-22-14
渋谷広尾四郵便局 150-0012 東京都渋谷区広尾4-1-21
渋谷恵比寿郵便局 150-0013 東京都渋谷区恵比寿2-10-7
代々木駅前通郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木1-18-15
渋谷富ケ谷一郵便局 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷1-9-17
幡ヶ谷南郵便局 151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-32-3
渋谷笹塚郵便局 151-0073 東京都渋谷区笹塚2-21-1
目黒大橋郵便局 153-0044 東京都目黒区大橋1-10-1-103
目黒中町郵便局 153-0065 東京都目黒区中町2-48-33
世田谷池尻郵便局 154-0001 東京都世田谷区池尻3-28-5
世田谷駒沢郵便局 154-0012 東京都世田谷区駒沢3-15-2
世田谷梅丘郵便局 154-0022 東京都世田谷区梅丘3-14-16
千歳船橋駅前郵便局 156-0055 東京都世田谷区船橋1-3-3
喜多見駅前郵便局 157-0067 東京都世田谷区喜多見9-1-1
祖師谷大蔵駅前郵便局 157-0072 東京都世田谷区祖師谷3-27-1
世田谷祖師谷四郵便局 157-0072 東京都世田谷区祖師谷4-23-21
世田谷砧郵便局 157-0073 東京都世田谷区砧3-17-4
尾山台駅前郵便局 158-0082 東京都世田谷区等々力5-5-12
世田谷等々力郵便局 158-0082 東京都世田谷区等々力3-9-1
新宿明治通郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿6-28-8
新宿一郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿1-14-6
新宿花園郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿1-27-1
東京都庁内郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿2-8-1
ＫＤＤＩビル内郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿2-3-3
新宿下落合三郵便局 161-0033 東京都新宿区下落合3-18-5
新宿下落合四郵便局 161-0033 東京都新宿区下落合4-26-6
新宿馬場下郵便局 162-0045 東京都新宿区馬場下町61
牛込若松町郵便局 162-0056 東京都新宿区若松町6-9
新宿住吉郵便局 162-0065 東京都新宿区住吉町2-13
新宿天神郵便局 162-0808 東京都新宿区天神町22-3
飯田橋駅東口郵便局 162-0822 東京都新宿区下宮比町3-2
新宿保健会館内郵便局 162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町1-2
新宿パークタワー内郵便局 163-1090 東京都新宿区西新宿3-7-1
東京オペラシティ郵便局 163-1401 東京都新宿区西新宿3-20-2

中野五郵便局 164-0001 東京都中野区中野5-50-9
中野中央一郵便局 164-0003 東京都中野区東中野1-9-1
中野本町三郵便局 164-0012 東京都中野区本町3-31-10
中野坂上郵便局 164-0012 東京都中野区本町1-32-2
中野南台二郵便局 164-0014 東京都中野区南台2-51-10
中野野方五郵便局 165-0027 東京都中野区野方5-3-1
富士見台駅前郵便局 165-0031 東京都中野区上鷺宮4-16-1
鷺ノ宮駅前郵便局 165-0032 東京都中野区鷺宮4-34-8
杉並下井草郵便局 167-0022 東京都杉並区下井草3-30-14
杉並四面道郵便局 167-0032 東京都杉並区天沼3-12-4
西友荻窪郵便局 167-0043 東京都杉並区上荻1-9-1
杉並浜田山郵便局 168-0065 東京都杉並区浜田山3-36-18
杉並桜上水郵便局 168-0073 東京都杉並区下高井戸1-23-9
杉並久我山郵便局 168-0082 東京都杉並区久我山3-18-12
杉並富士見ヶ丘郵便局 168-0082 東京都杉並区久我山5-1-22
新宿大久保郵便局 169-0072 東京都新宿区大久保2-13-10
北新宿三郵便局 169-0074 東京都新宿区北新宿3-9-6
新宿諏訪町郵便局 169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-18
新宿小滝橋郵便局 169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-11
高田馬場二郵便局 169-0075 東京都新宿区高田馬場2-14-26
豊島南大塚郵便局 170-0005 東京都豊島区南大塚1-48-7
豊島千川駅前郵便局 171-0043 東京都豊島区要町3-11-4
大山駅前郵便局 173-0014 東京都板橋区大山東町16-6

板橋ハッピーロード郵便局 173-0023 東京都板橋区大山町3-3
板橋清水郵便局 174-0053 東京都板橋区清水町20-5
練馬旭丘郵便局 176-0005 東京都練馬区旭丘1-76-3

練馬高野台駅前郵便局 177-0033 東京都練馬区高野台1-7-3
練馬春日郵便局 179-0074 東京都練馬区春日町6-2-6
練馬北町郵便局 179-0081 東京都練馬区北町1-32-5
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東京都 武蔵野御殿山郵便局 180-0005 東京都武蔵野市御殿山1-1-3
武蔵野中町郵便局 180-0006 東京都武蔵野市中町1-30-6
三鷹牟礼二郵便局 181-0002 東京都三鷹市牟礼2-11-18
三鷹駅前郵便局 181-0013 東京都三鷹市下連雀3-35-20
調布染地郵便局 182-0023 東京都調布市染地3-1-816
国立駅前郵便局 186-0004 東京都国立市中1-9-30
たかの台駅前郵便局 187-0024 東京都小平市たかの台39-3
ひばりが丘郵便局 188-0001 東京都西東京市谷戸町3-25-3
八坂駅前郵便局 189-0013 東京都東村山市栄町3-10-22
久米川駅前郵便局 189-0013 東京都東村山市栄町2-8-10
八王子市役所前郵便局 192-0051 東京都八王子市元本郷町3-17-2
八王子横山町郵便局 192-0081 東京都八王子市横山町10-19
京王高尾駅前郵便局 193-0845 東京都八王子市初沢町1231-16
八王子台町郵便局 193-0931 東京都八王子市台町4-46-3
町田木曽郵便局 194-0036 東京都町田市木曽東3-33-13
福生郵便局 197-0022 東京都福生市本町77-2
清瀬野塩郵便局 204-0004 東京都清瀬市野塩1-194-3
聖蹟桜ケ丘郵便局 206-0003 東京都多摩市東寺方1-2-13

神奈川県 川崎東大島郵便局 210-0834 神奈川県川崎市川崎区大島5-18-1
川崎ブレーメン通郵便局 211-0025 神奈川県川崎市中原区木月1-31-5
川崎井田郵便局 211-0034 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町25-1

武蔵小杉タワープレイス内郵便局 211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403-1
稲田堤郵便局 214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅1-2-18

川崎中野島北郵便局 214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島6-27-3
登戸駅前郵便局 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2570
生田駅前郵便局 214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田7-12-6
百合ヶ丘駅前郵便局 215-0011 神奈川県川崎市麻生区百合丘1-18-14
川崎栗平郵便局 215-0031 神奈川県川崎市麻生区栗平2-3-9-101
川崎宮前平郵便局 216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-12-10
川崎向ヶ丘郵便局 216-0022 神奈川県川崎市宮前区平1-4-16
川崎馬絹郵便局 216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹6-18-5
横浜北幸郵便局 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸2-10-33

クイーンズスクエア横浜郵便局 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-4
綱島本通郵便局 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西3-6-24
中川駅前郵便局 224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川1-10-33
横浜北山田郵便局 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田2-2-20
仲町台駅前郵便局 224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-34-11

都筑ふれあいの丘郵便局 224-0065 神奈川県横浜市都筑区高山6-7
横浜美しが丘西郵便局 225-0001 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西3-1-1
横浜美しが丘四郵便局 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘4-1-32
横浜すすき野郵便局 225-0021 神奈川県横浜市青葉区すすき野2-5-1
横浜矢向郵便局 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向6-14-15
横浜中華街郵便局 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町123-1
横浜桜木郵便局 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町1-1
横浜本牧原郵便局 231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原8-1
横浜吉野町郵便局 232-0012 神奈川県横浜市南区南吉田町1-13
横浜弘明寺郵便局 232-0067 神奈川県横浜市南区弘明寺町270
横浜港南中央通郵便局 233-0004 神奈川県横浜市港南区港南中央通13-29
横浜杉田郵便局 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田1-1-1
横浜並木郵便局 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木1-17-1
能見台駅前郵便局 236-0053 神奈川県横浜市金沢区能見台通17-1
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
横浜二俣川郵便局 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-4
大和つきみ野郵便局 242-0002 神奈川県大和市つきみ野6-9-5
鶴間駅前郵便局 242-0005 神奈川県大和市西鶴間2-1-16
南林間駅前郵便局 242-0006 神奈川県大和市南林間2-10-12
南大和郵便局 242-0016 神奈川県大和市大和南1-8-1
大和中央一郵便局 242-0021 神奈川県大和市中央1-6-15
厚木旭郵便局 243-0013 神奈川県厚木市泉町5-11
厚木緑ヶ丘郵便局 243-0041 神奈川県厚木市緑ケ丘2-2-11
厚木上依知郵便局 243-0801 神奈川県厚木市上依知3001-5
横浜鳥が丘郵便局 244-0001 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘52-2
横浜倉田郵便局 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町445-2
緑園都市駅前郵便局 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園4-1-6
横浜中田郵便局 245-0012 神奈川県横浜市泉区中田北2-7-15
本郷台駅前郵便局 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-4-9
東逗子郵便局 249-0005 神奈川県逗子市桜山4-7-17
鵠沼海岸郵便局 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸3-1-15
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神奈川県 藤沢辻堂新町郵便局 251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町1-19-10
藤沢大庭郵便局 251-0861 神奈川県藤沢市大庭5061-21
藤沢善行郵便局 251-0871 神奈川県藤沢市善行2-18-4
相模大野郵便局 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野6-11-13
相模原松が枝郵便局 252-0313 神奈川県相模原市南区松が枝町19-9
相模台郵便局 252-0321 神奈川県相模原市南区相模台2-1-6
長後郵便局 252-0801 神奈川県藤沢市長後672-2

湘南台駅前郵便局 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台2-5-5
六会郵便局 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野2-14-2
綾瀬中郵便局 252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中7-10-21

茅ヶ崎小和田三郵便局 253-0012 神奈川県茅ヶ崎市小和田3-1-1
茅ヶ崎浜見平郵便局 253-0062 神奈川県茅ヶ崎市浜見平11-1
寒川駅前郵便局 253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮1-8-3

新潟県 アコーレ内郵便局 943-0173 新潟県上越市富岡3458
万代シテイ郵便局 950-0909 新潟県新潟市中央区八千代1-7-34
新潟上所郵便局 950-0993 新潟県新潟市中央区上所中3-12-15
新潟大学前郵便局 950-2102 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8192-3

石川県 浅川郵便局 920-1156 石川県金沢市田上の里1-97
静岡県 静岡高松郵便局 422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地1-27-5
愛知県 東刈谷郵便局 448-0802 愛知県刈谷市末広町2-10-6

名古屋中小田井郵便局 452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井5-12
清洲郵便局 452-0942 愛知県清須市清洲1-16-1

名古屋鳴子郵便局 458-0041 愛知県名古屋市緑区鳴子町1-55-4
名古屋神の倉郵便局 458-0813 愛知県名古屋市緑区藤塚2-1019
名古屋丸の内郵便局 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-9
名古屋錦郵便局 460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-12-14
名古屋栄一郵便局 460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-8-13
名古屋栄郵便局 460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-2-34
名古屋上前津郵便局 460-0011 愛知県名古屋市中区大須4-11-24
名古屋東桜郵便局 461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1-10-11

名古屋大曽根駅前郵便局 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南5-2-62
名古屋本山郵便局 464-0807 愛知県名古屋市千種区東山通1-5
名古屋大学内郵便局 464-0814 愛知県名古屋市千種区不老町1
名古屋上社郵便局 465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2-196
名古屋藤丘郵便局 465-0048 愛知県名古屋市名東区藤見が丘22
名古屋平針郵便局 468-0011 愛知県名古屋市天白区平針2-1903
名古屋原郵便局 468-0015 愛知県名古屋市天白区原1-1804
名古屋野並郵便局 468-0045 愛知県名古屋市天白区野並2-261
名古屋植田郵便局 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田3-1212
三好ケ丘郵便局 470-0202 愛知県みよし市三好丘1-5-7
共和郵便局 474-0073 愛知県大府市東新町1-231
師勝坂巻郵便局 481-0004 愛知県北名古屋市鹿田廻間23-1
春日井神領郵便局 486-0821 愛知県春日井市神領町2-24-3
春日井市役所前郵便局 486-0844 愛知県春日井市鳥居松町4-115-1
一宮七夕郵便局 491-0912 愛知県一宮市新生1-1-1

三重県 四日市日永郵便局 510-0885 三重県四日市市日永4-1903-3
京都府 京都東洞院仏光寺郵便局 600-8095 京都府京都市下京区東洞院通仏光寺上る扇酒屋町307

京都東洞院錦郵便局 604-8143 京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入阪東屋町653

京都百万遍郵便局 606-8225 京都府京都市左京区田中門前町77
京都西大手筋郵便局 612-8368 京都府京都市伏見区周防町331-29

大阪府 大阪駅前第2ビル内郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2
大阪太融寺前郵便局 530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5
堂島ビル内郵便局 530-0047 大阪府大阪市北区西天満2-6-8

大阪宇治電ビル内郵便局 530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-8-17
大阪西天満郵便局 530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-4-3

大阪ＯＡＰタワー内郵便局 530-6002 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
東淀川井高野郵便局 533-0001 大阪府大阪市東淀川区井高野1-33-39
東淀川大桐郵便局 533-0011 大阪府大阪市東淀川区大桐2-2-21
京橋Ｋ2ビル内郵便局 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町2-9-7
大阪京橋郵便局 534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-3-51
城東蒲生郵便局 536-0005 大阪府大阪市城東区中央1-12-17
城東関目郵便局 536-0008 大阪府大阪市城東区関目3-7-20
城東鴫野西郵便局 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西2-17-9
東成大今里郵便局 537-0012 大阪府大阪市東成区大今里3-17-11
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
大阪鶴見五郵便局 538-0053 大阪府大阪市鶴見区鶴見5-10-26
大阪谷町四郵便局 540-0012 大阪府大阪市中央区谷町4-8-13
北浜東郵便局 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東3-9
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大阪府 大阪ツイン21内郵便局 540-6102 大阪府大阪市中央区城見2-1-61
大阪淀屋橋郵便局 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-4-10
大阪伏見町郵便局 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2-6-6
大阪戎橋郵便局 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-21
生野巽郵便局 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南3-12-15
阿倍野阪南郵便局 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-25-22
大阪肥後橋郵便局 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-6
大阪日吉郵便局 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-15-11
大阪夕凪橋郵便局 552-0004 大阪府大阪市港区夕凪1-2-15
大阪福島駅前郵便局 553-0003 大阪府大阪市福島区福島1-7-10
大阪吉野郵便局 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野2-9-3
浪速日本橋郵便局 556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東1-4-9
住吉東粉浜郵便局 558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜3-21-14
豊中本町郵便局 560-0021 大阪府豊中市本町7-1-38
豊中螢池郵便局 560-0032 大阪府豊中市螢池東町1-4-8
吹田江坂一郵便局 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-17-26
吹田千里丘上郵便局 565-0811 大阪府吹田市千里丘上23-2
吹田山田西二郵便局 565-0824 大阪府吹田市山田西2-4-1
アザール桃山台郵便局 565-0854 大阪府吹田市桃山台5-2-2
南千里駅前郵便局 565-0862 大阪府吹田市津雲台1-2-1

吹田千里北ビル内郵便局 565-0874 大阪府吹田市古江台4-2-Ｄ3-202
茨木高瀬郵便局 567-0817 大阪府茨木市別院町2-14
茨木真砂郵便局 567-0851 大阪府茨木市真砂2-2-6
茨木天王郵便局 567-0876 大阪府茨木市天王2-1-16
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
高槻宮田郵便局 569-1142 大阪府高槻市宮田町1-25-13
門真古川橋郵便局 571-0066 大阪府門真市幸福町10-12

寝屋川香里西之町郵便局 572-0089 大阪府寝屋川市香里西之町2-2
枚方藤阪郵便局 573-0158 大阪府枚方市藤阪西町4-12
羽曳が丘郵便局 583-0864 大阪府羽曳野市羽曳が丘4-3-5
千代田郵便局 586-0003 大阪府河内長野市楠町東1602-5
狭山大野台郵便局 589-0023 大阪府大阪狭山市大野台2-18-2
堺北花田郵便局 591-8002 大阪府堺市北区北花田町3-17-7
堺新金岡五郵便局 591-8021 大阪府堺市北区新金岡町5-1-5
堺中百舌鳥郵便局 591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町6-1051-16
堺百舌鳥梅町郵便局 591-8032 大阪府堺市北区百舌鳥梅町3-43-1
岸和田土生 596-0825 大阪府岸和田市土生町4-3-1

島本水無瀬郵便局 618-0012 大阪府三島郡島本町高浜3-1-1
兵庫県 葺合郵便局 651-0076 兵庫県神戸市中央区吾妻通1-1-5

神戸商工貿易ビル内郵便局 651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5-1-14
神戸御幸通郵便局 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通6-1-20
神戸学園西町郵便局 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町2-1-3
伊川谷郵便局 651-2111 兵庫県神戸市西区池上4-3-2
玉津郵便局 651-2131 兵庫県神戸市西区持子3-8
神戸東山郵便局 652-0042 兵庫県神戸市兵庫区東山町2-1-6
新長田駅前郵便局 653-0037 兵庫県神戸市長田区大橋町4-4-9
神戸永手郵便局 657-0027 兵庫県神戸市灘区永手町5-8-14

神戸六甲アイランド郵便局 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中5-15
阪神御影駅前郵便局 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町3-1-14
芦屋南宮郵便局 659-0024 兵庫県芦屋市南宮町12-20
尼崎塚口本町郵便局 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町4-2-20
尼崎園田郵便局 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町4-62-1
西宮苦楽園口郵便局 662-0074 兵庫県西宮市石刎町4-3
西宮樋ノ池郵便局 662-0084 兵庫県西宮市樋之池町10-26
甲子園口郵便局 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口2-3-28
西宮鳴尾郵便局 663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町5-7-21
宝塚駅前郵便局 665-0845 兵庫県宝塚市栄町2-8-1
宝塚山本郵便局 665-0881 兵庫県宝塚市山本東2-8-10
川西清和台郵便局 666-0143 兵庫県川西市清和台西2-2-2
三田けやき台郵便局 669-1321 兵庫県三田市けやき台1-10

三田フラワータウン駅前郵便局 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7-3-1
姫路白浜北郵便局 672-8012 兵庫県姫路市白浜町寺家2-48-2
姫路市役所前郵便局 672-8049 兵庫県姫路市佃町72
明石鳥羽郵便局 673-0005 兵庫県明石市小久保6-13-16
西明石駅前郵便局 673-0041 兵庫県明石市西明石南町2-19-3
明石松が丘郵便局 673-0862 兵庫県明石市松が丘2-3-3
二見郵便局 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見1335

奈良県 香芝真美ケ丘郵便局 639-0223 奈良県香芝市真美ヶ丘6-10
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岡山県 岡山駅前郵便局 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町1-3-1
岡山西市郵便局 700-0953 岡山県岡山市南区西市600
岡山中仙道郵便局 700-0964 岡山県岡山市北区中仙道55-105
天城郵便局 710-0132 岡山県倉敷市藤戸町天城658-1

倉敷白楽町郵便局 710-0824 岡山県倉敷市白楽町39-6
広島県 福山新涯郵便局 721-0955 広島県福山市新涯町1-27-45

広島白島郵便局 730-0004 広島県広島市中区東白島町19-8
広島合同庁舎内郵便局 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30
広島胡町郵便局 730-0021 広島県広島市中区胡町4-1
広島福屋内郵便局 730-0021 広島県広島市中区胡町6-26
広島十日市郵便局 730-0806 広島県広島市中区西十日市町9-6
山本郵便局 731-0137 広島県広島市安佐南区山本1-10-7

広島美鈴が丘郵便局 731-5114 広島県広島市佐伯区美鈴が丘西1-2-3
広島城山郵便局 731-5155 広島県広島市佐伯区城山1-3-2
広島光郵便局 732-0052 広島県広島市東区光町2-7-2
八本松東郵便局 739-0142 広島県東広島市八本松東3-1-23

山口県 床波郵便局 755-0153 山口県宇部市床波2-5-30
愛媛県 松山余戸郵便局 790-0045 愛媛県松山市余戸中6-4-30

松山宮田郵便局 790-0066 愛媛県松山市宮田町8-5
フジゆるぎの郵便局 791-0216 愛媛県東温市野田3-1-13

福岡県 小倉船場郵便局 802-0007 福岡県北九州市小倉北区船場町6-4
福岡新天町郵便局 810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-7-1
福岡市役所内郵便局 810-0001 福岡県福岡市中央区天神1-8-1
福岡大名二郵便局 810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-43
電通福岡ビル内郵便局 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1-16-10
福岡長住郵便局 811-1362 福岡県福岡市南区長住3-14-1
志免本通郵便局 811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免2-1-19
篠栗郵便局 811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲65-1

福岡合同庁舎内郵便局 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
博多駅東郵便局 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-10-35
福岡小林郵便局 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-17-11
吉塚郵便局 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚1-11-10
博多千代郵便局 812-0044 福岡県福岡市博多区千代3-19-4
福岡県庁内郵便局 812-0045 福岡県福岡市博多区東公園7-7
福岡箱崎ふ頭郵便局 812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭5-4-14
箱崎郵便局 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎1-35-5
箱崎松原郵便局 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎6-12-47
福岡筥松郵便局 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎3-8-37
博多馬出郵便局 812-0054 福岡県福岡市東区馬出5-26-11
福岡雑餉隈郵便局 812-0882 福岡県福岡市博多区麦野4-36-25

福岡流通センター内郵便局 813-0034 福岡県福岡市東区多の津1-14-1
福岡金山団地郵便局 814-0114 福岡県福岡市城南区金山団地50-1
福岡塩原郵便局 815-0032 福岡県福岡市南区塩原4-11-24
福岡長丘郵便局 815-0075 福岡県福岡市南区長丘5-27-5
太宰府郵便局 818-0125 福岡県太宰府市五条2-2-10

長崎県 長崎桜町郵便局 850-0031 長崎県長崎市桜町5-3
長崎万屋郵便局 850-0852 長崎県長崎市万屋町6-29
長崎漁港郵便局 851-2211 長崎県長崎市京泊3-10-2

熊本県 熊本上通郵便局 860-0844 熊本県熊本市中央区水道町3-37
熊本県庁内郵便局 862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺6-18-1

大分県 大分羽屋郵便局 870-0844 大分県大分市古国府409-2
宮崎県 清武郵便局 889-1699 宮崎県宮崎市清武町西新町3-6
鹿児島県 鹿児島真砂本町郵便局 890-0067 鹿児島県鹿児島市真砂本町46-1

照国神社前通り郵便局 892-0827 鹿児島県鹿児島市中町4-6
隼人郵便局 899-5106 鹿児島県霧島市隼人町内山田1-6-1
帖佐駅前郵便局 899-5432 鹿児島県姶良市宮島町27-7

沖縄県 沖縄かりゆし郵便局 904-2142 沖縄県沖縄市登川1-2-7
沖縄高原郵便局 904-2171 沖縄県沖縄市高原7-22-1
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