
別紙
■10月1日取扱開始局
都道府県 局名 郵便番号 住所
東京都 飯田橋駅東口郵便局 162-0822 東京都新宿区下宮比町３－２
長野県 松本筑摩東郵便局 390-0821 長野県松本市筑摩２－３３－８
愛知県 名古屋福徳郵便局 462-0053 愛知県名古屋市北区光音寺町野方１９１８－７５

香椎御幸郵便局 813-0044 福岡県福岡市東区千早５－１４－２１
春日野郵便局 816-0814 福岡県春日市春日３－１３２

佐賀県 佐賀天祐郵便局 840-0851 佐賀県佐賀市天祐２－５－１
長崎県 長崎万屋郵便局 850-0852 長崎県長崎市万屋町６－２９
熊本県 熊本楠郵便局 861-8003 熊本県熊本市北区楠３－９－１５
大分県 大分羽屋郵便局 870-0844 大分県大分市古国府４０９－２

■10月15日取扱開始局
都道府県 局名 郵便番号 住所

松前郵便局 049-1599 北海道松前郡松前町松城１１
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

広尾郵便局 089-2699 北海道広尾郡広尾町東一条１３－１４
雄武郵便局 098-1799 北海道紋別郡雄武町雄武９０４－２
鰺ケ沢郵便局 038-2799 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町本町８５
木造郵便局 038-3199 青森県つがる市木造千代町３７－５
軽米郵便局 028-6399 岩手県九戸郡軽米町軽米８－６２
金ヶ崎郵便局 029-4503 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根上餅田３５－１
矢本郵便局 981-0599 宮城県東松島市矢本町浦２３７－１
河北郵便局 986-0199 宮城県石巻市相野谷五味前二番７－１
石森郵便局 987-0699 宮城県登米市中田町石森町７６－１
若柳郵便局 989-5599 宮城県栗原市若柳川北中町７２
船越郵便局 010-0399 秋田県男鹿市船越本町５－１
平鹿郵便局 013-0199 秋田県横手市平鹿町浅舞浅舞１９８－１
六郷郵便局 019-1499 秋田県仙北郡美郷町六郷上町４０
荒砥郵便局 992-0899 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙７３７－５２
大山郵便局 997-1199 山形県鶴岡市大山２－２３－２６

福島県 猪苗代郵便局 969-3199 福島県耶麻郡猪苗代町出雲壇７２
茨城県 土浦都和郵便局 300-0061 茨城県土浦市並木３－２－４８
栃木県 宇都宮双葉郵便局 321-0164 栃木県宇都宮市双葉２－１０－３

高崎大沢郵便局 370-0012 群馬県高崎市大沢町２０７－１
前橋南町郵便局 371-0805 群馬県前橋市南町３－７５－１
大宮高島屋郵便局 330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－３２
草加清門郵便局 340-0055 埼玉県草加市清門２－２３－５
八潮駅前郵便局 340-0822 埼玉県八潮市大瀬６－１－６

越谷千間台東郵便局 343-0042 埼玉県越谷市千間台東２－２２－５
川越脇田郵便局 350-0046 埼玉県川越市菅原町２４－２
西上尾郵便局 362-0064 埼玉県上尾市小敷谷８４５－１
桶川西一郵便局 363-0017 埼玉県桶川市西１－１２－７

イオンモール幕張新都心内郵便局 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１
習志野大久保東郵便局 275-0011 千葉県習志野市大久保２－４－３
佐倉志津郵便局 285-0846 千葉県佐倉市上志津１８２５－１

市原ちはら台郵便局 290-0142 千葉県市原市ちはら台南６－１－６
銀座みゆき通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座６－８－３
西ヶ原四郵便局 114-0024 東京都北区西ケ原４－１－３
熊野前郵便局 116-0012 東京都荒川区東尾久８－１４－１
葛飾奥戸郵便局 124-0022 東京都葛飾区奥戸３－２８－９
江東豊洲郵便局 135-0061 東京都江東区豊洲３－２－２０
大田萩中郵便局 144-0047 東京都大田区萩中２－８－１３

恵比寿ガーデンプレイス郵便局 150-6003 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３
成城学園前郵便局 157-0066 東京都世田谷区成城６－１６－３０
荻窪四郵便局 167-0051 東京都杉並区荻窪４－２２－１１

府中八幡宿郵便局 183-0016 東京都府中市八幡町１－１３－１
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

恩方郵便局 192-0199 東京都八王子市西寺方町６９－２
川崎上新城郵便局 211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城１－３－３３
横浜神大寺郵便局 221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺４－１－８
横浜藤が丘郵便局 227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－１４－３４
横浜六ッ川一郵便局 232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川１－６９３－７３
六浦駅前郵便局 236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦５－３６－２０
弥生台駅前郵便局 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台２６－４
横浜笠間郵便局 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間３－１－１
小田原栄町郵便局 250-0011 神奈川県小田原市栄町３－８－１４
鴨宮駅前郵便局 250-0875 神奈川県小田原市南鴨宮３－３５－３２

藤沢湘南ライフタウン郵便局 251-0861 神奈川県藤沢市大庭５６８１－３０
イオンモール座間内郵便局 252-0012 神奈川県座間市広野台２－１０－４

大磯郵便局 255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯１０４３－１
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新潟県 与板郵便局 940-2499 新潟県長岡市与板町与板５２４－４
山梨県 湯村郵便局 400-0073 山梨県甲府市湯村３－２－４４

小海郵便局 384-1199 長野県南佐久郡小海町豊里１０６
里山辺郵便局 390-0299 長野県松本市里山辺１１７１－３
下条郵便局 399-2199 長野県下伊那郡下條村睦沢９２９９－１

大垣藤江郵便局 503-0893 岐阜県大垣市藤江町２－２３－２
萩原郵便局 509-2599 岐阜県下呂市萩原町萩原１２９６－８

静岡県 服織郵便局 421-1215 静岡県静岡市葵区羽鳥６－１－１２
吉良町郵便局 444-0599 愛知県西尾市吉良町木田祐言５６

名古屋太閤通三郵便局 453-0016 愛知県名古屋市中村区竹橋町２２－１１
名古屋神の倉郵便局 458-0813 愛知県名古屋市緑区藤塚２－１０１９

名古屋守山喜多山郵便局 463-0012 愛知県名古屋市守山区茶臼前１６－３４
名古屋星丘郵便局 464-0025 愛知県名古屋市千種区桜が丘１１
小牧桃花台郵便局 485-0814 愛知県小牧市古雅１－１
四日市日永郵便局 510-0885 三重県四日市市日永４－１９０３－３
桑名大山田郵便局 511-0903 三重県桑名市大山田１－７－７
白山郵便局 515-2699 三重県津市白山町二本木８４９－２

京都府 京都北白川郵便局 606-8265 京都府京都市左京区北白川東小倉町１
東淀川上新庄郵便局 533-0005 大阪府大阪市東淀川区瑞光１－９－８
豊中寺内郵便局 561-0872 大阪府豊中市寺内２－４－１
上山手郵便局 565-0841 大阪府吹田市上山手町３０－１
神戸熊内郵便局 651-0055 兵庫県神戸市中央区熊内橋通４－３－１０

尼崎長洲本通郵便局 660-0803 兵庫県尼崎市長洲本通１－６－１７
柏原郵便局 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原３４５６

但馬日高郵便局 669-5399 兵庫県豊岡市日高町江原２０６
網干駅前郵便局 671-1227 兵庫県姫路市網干区和久５１３－７
国包郵便局 675-1299 兵庫県加古川市上荘町国包７７９－１
佐用郵便局 679-5399 兵庫県佐用郡佐用町佐用２９００－１

奈良県 東山郵便局 630-2299 奈良県山辺郡山添村峰寺１０５－１２
和歌山県 和歌山古屋郵便局 640-8435 和歌山県和歌山市古屋８６－９

岩美郵便局 681-0003 鳥取県岩美郡岩美町浦富１０４８－３
智頭郵便局 689-1499 鳥取県八頭郡智頭町智頭京免１５３９－１
千酌郵便局 690-1299 島根県松江市美保関町北浦１７１－１
三刀屋郵便局 690-2499 島根県雲南市三刀屋町三刀屋１１０－１０
備前一宮郵便局 701-1299 岡山県岡山市北区一宮山崎２６５－３
亀甲郵便局 709-3799 岡山県久米郡美咲町原田２１４２－１

福山西町郵便局 720-0067 広島県福山市西町３－１６－４
東城郵便局 729-5199 広島県庄原市東城町川東１３４５－４
吉田郵便局 731-0599 広島県安芸高田市吉田町吉田６４９－４

広島商工センター郵便局 733-0834 広島県広島市西区草津新町２－２７－１１
黒瀬郵便局 739-2699 広島県東広島市黒瀬町菅田３７４－１
羽ノ浦郵便局 779-1199 徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇中須２６－５
三加茂郵便局 779-4799 徳島県三好郡東みよし町加茂１７３７－１
湯山郵便局 791-0101 愛媛県松山市溝辺町甲３９１－１
伯方郵便局 794-2399 愛媛県今治市伯方町木浦甲３４５８－２

福岡清川郵便局 810-0011 福岡県福岡市中央区高砂１－１２－４
椎田郵便局 829-0399 福岡県築上郡築上町高塚１０１－２

久留米試験場駅前郵便局 830-0047 福岡県久留米市津福本町４９１－４
熊本県 熊本長嶺郵便局 861-8039 熊本県熊本市東区長嶺南３－１－１１３
宮崎県 宮崎神宮東郵便局 880-0056 宮崎県宮崎市神宮東３－５－３８
鹿児島県 鹿児島県庁内郵便局 890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０－１

■9月28日取扱終了局
都道府県 局名 郵便番号 住所
東京都 牛込抜弁天郵便局 162-0055 東京都新宿区余丁町８－１５
長野県 松本駅前郵便局 390-0811 長野県松本市中央１－１６－１５
愛知県 名古屋喜惣治郵便局 462-0065 愛知県名古屋市北区喜惣治２－６５－３
福岡県 春日原郵便局 816-0802 福岡県春日市春日原北町２－７－３
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