
■郵便窓口開設局一覧(182局)
都道府県 局名 郵便番号 住所 窓口開設時間
北海道 札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東１－２－１ 9:00～17:00
北海道 苫小牧郵便局 053-8799 北海道苫小牧市若草町４－２－８ 9:00～12:30
北海道 千歳郵便局新千歳空港内分室 066-0012 北海道千歳市美々 9:00～17:00
北海道 豊平郵便局 062-8799 北海道札幌市豊平区美園三条６－３－４ 9:00～12:30
北海道 手稲郵便局 006-8799 北海道札幌市手稲区前田七条１１－１－１ 9:00～12:30
北海道 札幌西郵便局 063-8799 北海道札幌市西区山の手五条１－３－１ 9:00～12:30
北海道 札幌東郵便局 065-0025 北海道札幌市東区北二十五条東１６－１－１３ 9:00～17:00
北海道 山鼻郵便局 064-8799 北海道札幌市中央区南十六条西１５－２－１ 9:00～12:30
北海道 札幌平岡イオン郵便局 004-0873 北海道札幌市清田区平岡三条５－３－１ 9:00～17:00
北海道 イオンモール苫小牧内郵便局 053-0053 北海道苫小牧市柳町３－１－２０ 9:00～17:00
北海道 帯広郵便局 080-8799 北海道帯広市西三条南８－１０ 9:00～17:00
北海道 釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町１３－２－１ 9:00～12:30
北海道 イオンモール釧路昭和内郵便局 084-0910 北海道釧路市昭和中央４－１８－１ 9:00～17:00
北海道 函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町１－６ 9:00～17:00
北海道 旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通６－２８－１ 9:00～12:30
北海道 旭川駅内郵便局 070-0030 北海道旭川市宮下通８－３－１ 9:00～17:00
北海道 利尻くつがた郵便局 097-0499 北海道利尻郡利尻町沓形本町２９ 9:00～12:30
北海道 札幌駅パセオ郵便局 060-0806 北海道札幌市北区北六条西２－１ 10:00～17:00
北海道 新札幌駅デュオ郵便局 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－６－２ 10:00～17:00
北海道 ウイングベイ小樽内郵便局 047-0008 北海道小樽市築港１１－３ 10:00～17:00
北海道 フィッシャーマンズワーフ郵便局 085-0016 北海道釧路市錦町２－４－３ 10:00～17:00
北海道 札幌丸井内郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西２－１１ 10:30～18:00
青森 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町１－７－２４ 9:00～12:30
岩手 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５ 9:00～12:30
宮城 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町１－７ 9:00～17:00
宮城 イオンモール名取内郵便局 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５－３－１ 9:00～17:00
宮城 仙台駅内郵便局 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１ 10:00～18:00
秋田 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１ 9:00～12:30
山形 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町１－７－２４ 9:00～12:30
福島 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０ 9:00～12:30
福島 郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日２－２４－６ 9:00～14:00
茨城 水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９ 9:00～12:30
茨城 内原郵便局 319-0317 茨城県水戸市内原２－１ 10:00～18:00
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 9:00～12:30
栃木 宇都宮東郵便局 321-8799 栃木県宇都宮市宿郷３－２０－２ 9:00～12:30
群馬 前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町１－６－５ 9:00～12:30
埼玉 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 9:00～12:30
埼玉 草加郵便局 340-8799 埼玉県草加市栄町３－８－１ 9:00～12:30
埼玉 入間郵便局 358-0023 埼玉県入間市扇台２－１－２０ 9:00～12:30
埼玉 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 9:00～12:30
埼玉 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 10:00～18:00
埼玉 イオンタウン吉川美南内郵便局 342-0038 埼玉県吉川市美南３－２３－１ 10:00～18:00
千葉 市川郵便局 272-8799 千葉県市川市平田２－１－１ 9:00～12:30
千葉 柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町６－２９ 9:00～12:30
千葉 千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１ 9:00～12:30
千葉 八千代台ユアエルム郵便局 276-0032 千葉県八千代市八千代台東１－１－１０ 10:00～18:00
千葉 柏高島屋郵便局 277-0842 千葉県柏市末広町３－１６ 10:00～18:00
千葉 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 10:00～18:00
千葉 イオンモール船橋内郵便局 273-0045 千葉県船橋市山手１－１－８ 10:00～18:00
東京 御蔵島郵便局 100-1301 東京都御蔵島村 8:00～12:00
東京 三根郵便局 100-1599 東京都八丈島八丈町三根４３３－２ 8:00～12:00
東京 中ノ郷郵便局 100-1699 東京都八丈島八丈町中之郷２５７１－２ 8:00～12:00
東京 神津島郵便局 100-0699 東京都神津島村１１１４ 8:00～12:00
東京 青ケ島郵便局 100-1701 東京都青ヶ島村無番地 8:00～12:00
東京 式根島郵便局 100-0599 東京都新島村式根島１６０ 8:00～12:00
東京 新島郵便局 100-0499 東京都新島村本村１－７－２ 8:30～12:00
東京 三宅島郵便局 100-1199 東京都三宅島三宅村神着２２２ 8:30～12:00
東京 利島郵便局 100-0301 東京都利島村２１ 8:30～12:00
東京 新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８ 9:00～21:00
東京 玉川郵便局 158-8799 東京都世田谷区等々力８－２２－１ 9:00～12:30
東京 神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町２－１２ 9:00～12:30
東京 豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋３－１８－１ 9:00～17:00
東京 渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３ 9:00～19:00
東京 世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋２－１－１ 9:00～17:00
東京 立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町２－１４－３６ 9:00～17:00
東京 京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地４－２－２ 9:00～12:30
東京 中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野２－２７－１ 9:00～12:30
東京 武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町１－７ 9:00～19:00
東京 武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保３－１－２６ 9:00～12:30
東京 目黒郵便局 152-8799 東京都目黒区目黒本町１－１５－１６ 9:00～17:00
東京 多摩郵便局 206-8799 東京都多摩市鶴牧１－２４－２ 9:00～12:30
東京 杉並郵便局 166-8799 東京都杉並区成田東４－３８－１４ 9:00～12:30
東京 葛西郵便局 134-8799 東京都江戸川区中葛西１－３－１ 9:00～17:00
東京 東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２ 9:00～19:00
東京 大島郵便局 100-0199 東京都大島町元町４－１－６ 9:00～12:30

4/30(火・祝)及び5/1(水・祝）に郵便窓口（ゆうゆう窓口を除く）の取扱いを行う郵便局



都道府県 局名 郵便番号 住所 窓口開設時間
神奈川 横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通５－３ 9:00～12:30
神奈川 横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２ 9:00～19:00
神奈川 藤沢郵便局 251-8799 神奈川県藤沢市藤沢１１５－２ 9:00～12:30
神奈川 川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２ 9:00～12:30
神奈川 アピタテラス横浜綱島郵便局 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東４－３－１７ 9:00～17:00
神奈川 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 10:00～18:00
神奈川 トレッサ横浜郵便局 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町７００ 10:00～18:00
新潟 新潟中郵便局 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通７番町１０１８ 9:00～12:30
新潟 長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町２－６－１ 9:00～12:30
新潟 新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６ 9:00～12:30
新潟 イオンモール新潟南郵便局 950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田１－１－１ 9:00～17:00
富山 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り６－６ 9:00～12:30
富山 イオンモール高岡内郵便局 933-0813 富山県高岡市下伏間江３８３ 10:00～18:00
石川 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町１－１ 9:00～15:00
石川 金沢駅内郵便局 920-0858 石川県金沢市木ノ新保町１－１ 9:00～17:00
福井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８ 9:00～12:30
山梨 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町６－１０ 9:00～12:30
長野 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町１０８５－４ 9:00～12:30
長野 松本郵便局 390-8799 長野県松本市中央２－７－５ 9:00～12:30
長野 上高地郵便局 390-1516 長野県松本市安曇上高地４４６８ 9:00～17:00
岐阜 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町１－３－２ 9:00～12:30
岐阜 大垣郵便局 503-8799 岐阜県大垣市郭町４－１ 9:00～12:30
静岡 静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町１－９ 9:00～12:30
静岡 浜松郵便局 430-8799 静岡県浜松市中区旭町８－１ 9:00～12:30
静岡 吉原郵便局 417-8799 静岡県富士市国久保２－１－２５ 9:00～12:30
愛知 豊橋南郵便局 441-8799 愛知県豊橋市中野町上新切１－１ 9:00～12:30
愛知 名古屋中郵便局 460-8799 愛知県名古屋市中区大須３－１－１０ 9:00～12:30
愛知 岡崎郵便局 444-8799 愛知県岡崎市戸崎町原山４－５ 9:00～12:30
愛知 豊橋郵便局 440-8799 愛知県豊橋市神明町１０６ 9:00～12:30
愛知 名古屋西郵便局 450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町４－５ 9:00～12:30
愛知 守山郵便局 463-8799 愛知県名古屋市守山区小幡中２－１－６７ 9:00～12:30
愛知 名古屋北郵便局 462-8799 愛知県名古屋市北区辻本通２－２０－１ 9:00～12:30
愛知 ループ金山郵便局 460-0022 愛知県名古屋市中区金山１－１７－１８ 9:00～12:30
愛知 名古屋中央郵便局 450-8998 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－１ 9:00～19:00
三重 津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央１－１ 9:00～12:30
三重 四日市郵便局 510-8799 三重県四日市市沖の島町４－９ 9:00～12:30
三重 近鉄四日市駅前郵便局 510-0086 三重県四日市市諏訪栄町６－４ 10:00～18:00
滋賀 大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜１－４ 9:00～12:30
京都 左京郵便局 606-8799 京都府京都市左京区高野竹屋町１－１ 9:00～17:00
京都 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 9:00～19:00
京都 京都高島屋内郵便局 600-8001 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町５２ 10:00～19:30
大阪 高槻郵便局 569-8799 大阪府高槻市中川町１－１ 9:00～12:30
大阪 泉佐野郵便局関西空港分室 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１ 9:00～17:00
大阪 箕面郵便局 562-8799 大阪府箕面市箕面６－５－３０ 9:00～12:30
大阪 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－３－１ 9:00～21:00
大阪 豊中郵便局大阪国際空港内分室 560-0036 大阪府豊中市螢池西町３－５５５ 9:00～17:00
大阪 天王寺ＭｉＯ郵便局 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９ 10:00～18:00
大阪 大阪ＯＣＡＴ内郵便局 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町１－４－１ 10:00～18:00
兵庫 神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１ 9:00～17:00
兵庫 神戸中央郵便局三宮分室 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通７－１－１ 9:00～17:00
兵庫 姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町２１０ 9:00～12:30
奈良 奈良ファミリー内郵便局 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１ 9:30～18:00
和歌山 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁４ 9:00～12:30
鳥取 米子郵便局 683-8799 鳥取県米子市弥生町１０ 9:00～12:30
鳥取 鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１ 9:00～12:30
島根 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町１３８ 9:00～12:30
島根 菱浦郵便局 684-0499 島根県隠岐郡海士町福井１２５６－１ 9:00～12:30
島根 知夫郵便局 684-0199 島根県隠岐郡知夫村１２００－３ 9:00～12:30
岡山 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下２－１－１ 9:00～12:30
岡山 倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形１－８－１５ 9:00～12:30
岡山 岡山中央郵便局天満屋内分室 700-0822 岡山県岡山市北区表町２－１－１ 10:00～17:00
広島 広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１ 9:00～12:30
広島 広島中郵便局 730-0011 広島県広島市中区基町６－３６ 9:00～12:30
広島 広島東郵便局 732-8799 広島県広島市南区松原町２－６２ 9:00～12:30
広島 広島福屋内郵便局 730-0021 広島県広島市中区胡町６－２６ 10:00～18:00
広島 福山駅ローズ郵便局 720-0066 広島県福山市三之丸町３０－１ 10:00～18:00
広島 ジ・アウトレット広島内郵便局 731-5162 広島県広島市佐伯区石内東４－１－１ 10:00～18:00
山口 山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央１－１－１ 9:00～12:30



都道府県 局名 郵便番号 住所 窓口開設時間
徳島 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町１－２ 9:00～12:30
香川 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町１－１５ 9:00～12:30
香川 フジグラン丸亀内郵便局 763-0092 香川県丸亀市川西町南１２８０－１ 9:00～17:00
香川 ゆめタウン高松内郵便局 761-8072 香川県高松市三条町中所６０８－１ 10:00～18:00
愛媛 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町３－５－２ 9:00～12:30
愛媛 エミフルＭＡＳＡＫＩ郵便局 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０ 9:00～17:00
愛媛 まつやまマドンナ郵便局 790-0012 愛媛県松山市湊町５－１－１ 10:00～18:00
愛媛 フジゆるぎの郵便局 791-0216 愛媛県東温市野田３－１－１３ 10:00～18:00
高知 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町１－１０－１８ 9:00～12:30
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 9:00～12:30
福岡 早良郵便局 814-8799 福岡県福岡市早良区高取１－１－１ 9:00～12:30
福岡 博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１ 9:00～12:30
福岡 イオンモール福津郵便局 811-3209 福岡県福津市日蒔野６－１６－１ 9:00～18:00
福岡 福岡新天町郵便局 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－７－１ 10:00～18:00
佐賀 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原２－１－３５ 9:00～12:30
長崎 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町１－１ 9:00～12:30
長崎 郷ノ浦郵便局 811-5199 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１７６ 9:00～12:30
長崎 厳原郵便局 817-8799 長崎県対馬市厳原町今屋敷６７６ 9:00～12:30
長崎 小値賀郵便局 857-4799 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷１８６７ 9:00～12:30
長崎 比田勝郵便局 817-1799 長崎県対馬市上対馬町比田勝１７５ 9:00～12:30
長崎 宇久平郵便局 857-4999 長崎県佐世保市宇久町平３０３３－２ 9:00～12:30
長崎 青方郵便局 857-4499 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷２３３８ 9:00～12:30
熊本 熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町２－１－１ 9:00～12:30
熊本 熊本東郵便局 862-8799 熊本県熊本市東区錦ケ丘１－１０ 9:00～12:30
熊本 熊本北郵便局 861-8799 熊本県菊池郡菊陽町光の森２－６－１ 9:00～12:30
大分 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町３－４－１８ 9:00～12:30
宮崎 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４ 9:00～12:30
鹿児島 鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町１－２ 9:00～12:30
鹿児島 上屋久郵便局 891-4299 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦１２６ 9:00～12:30
鹿児島 種子島郵便局 891-3199 鹿児島県西之表市西町６１－１ 9:00～12:30
鹿児島 イオンタウン姶良内郵便局 899-5421 鹿児島県姶良市東餅田３３６ 9:00～17:00
鹿児島 喜界郵便局 891-6299 鹿児島県大島郡喜界町湾２１－３ 9:00～12:30
鹿児島 亀津郵便局 891-7199 鹿児島県大島郡徳之島町亀津２９２２－１ 9:00～12:30
鹿児島 和泊郵便局 891-9199 鹿児島県大島郡和泊町和泊５４８－１ 9:00～12:30
鹿児島 与論郵便局 891-9399 鹿児島県大島郡与論町茶花６８－６ 9:00～12:30
鹿児島 中之島郵便局 891-5201 鹿児島県鹿児島郡十島村中之島１３３ 9:00～12:30
鹿児島 口之島郵便局 891-5101 鹿児島県鹿児島郡十島村口之島１３４ 9:00～12:30
沖縄 那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川３－３－８ 9:00～17:00
沖縄 那覇新都心郵便局 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち２－５－３３ 10:00～18:00


