
別紙1
・入居している商業施設の閉鎖等により営業を休止する場合がございます。

No. 局名 郵便番号 住所 備考
1 大阪府 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－３－１ 4/15から金融窓口営業時間を16：00までに短縮します
2 大阪府 大阪北郵便局 530-8799 大阪府大阪市北区大淀中１－１－５２ 
3 大阪府 淀川郵便局 532-8799 大阪府大阪市淀川区十三元今里２－２－３６
4 大阪府 東淀川郵便局 533-8799 大阪府大阪市東淀川区下新庄６－４－１４
5 大阪府 都島郵便局 534-8799 大阪府大阪市都島区高倉町１－６－３
6 大阪府 大阪旭郵便局 535-8799 大阪府大阪市旭区大宮１－２０－８
7 大阪府 大阪城東郵便局 536-8799 大阪府大阪市城東区今福東３－１６－２３
8 大阪府 東成郵便局 537-8799 大阪府大阪市東成区東今里３－１３－１１
9 大阪府 大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８

10 大阪府 大阪南郵便局 542-8799 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－４－２ 4/15から金融窓口営業時間を16：00までに短縮します
11 大阪府 天王寺郵便局 543-8799 大阪府大阪市天王寺区上汐５－５－１２
12 大阪府 生野郵便局 544-8799 大阪府大阪市生野区勝山南３－２－２
13 大阪府 阿倍野郵便局 545-8799 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－４７－１６
14 大阪府 東住吉郵便局 546-8799 大阪府大阪市東住吉区今川８－８－２５
15 大阪府 平野郵便局 547-8799 大阪府大阪市平野区平野西３－１－５
16 大阪府 大阪西郵便局 550-8799 大阪府大阪市西区江之子島２－１－３
17 大阪府 大正郵便局 551-8799 大阪府大阪市大正区三軒家東４－３－２２
18 大阪府 大阪港郵便局 552-8799 大阪府大阪市港区市岡１－５－３３
19 大阪府 此花郵便局 554-8799 大阪府大阪市此花区春日出北２－１－９
20 大阪府 西淀川郵便局 555-8799 大阪府大阪市西淀川区姫里３－１－３３
21 大阪府 浪速郵便局 556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中３－１０－１
22 大阪府 西成郵便局 557-8799 大阪府大阪市西成区岸里２－３－２９
23 大阪府 住吉郵便局 558-8799 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－１０－１
24 大阪府 住之江郵便局 559-8799 大阪府大阪市住之江区新北島５－２－１８
25 大阪府 豊中郵便局 560-8799 大阪府豊中市岡上の町４－１－１５
26 大阪府 豊中南郵便局 561-8799 大阪府豊中市穂積２－２－８
27 大阪府 箕面郵便局 562-8799 大阪府箕面市箕面６－５－３０
28 大阪府 池田郵便局 563-8799 大阪府池田市城南２－１－１
29 大阪府 吹田郵便局 564-8799 大阪府吹田市穂波町４－１
30 大阪府 吹田千里郵便局 565-8799 大阪府吹田市津雲台７－２－Ｄ－１０１
31 大阪府 摂津郵便局 566-8799 大阪府摂津市東正雀１９－１
32 大阪府 茨木郵便局 567-8799 大阪府茨木市中穂積１－１－４０
33 大阪府 高槻北郵便局 569-1199 大阪府高槻市別所新町４－１
34 大阪府 高槻郵便局 569-8799 大阪府高槻市中川町１－１
35 大阪府 守口郵便局 570-8799 大阪府守口市日吉町２－５－２
36 大阪府 門真郵便局 571-8799 大阪府門真市一番町４－８
37 大阪府 寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町４－５
38 大阪府 枚方東郵便局 573-0199 大阪府枚方市津田北町２－２－１
39 大阪府 枚方北郵便局 573-1199 大阪府枚方市牧野北町５－２０
40 大阪府 枚方郵便局 573-8799 大阪府枚方市大垣内町２－１０－５
41 大阪府 大東郵便局 574-8799 大阪府大東市曙町３－２０
42 大阪府 四條畷郵便局 575-8799 大阪府四條畷市中野本町２５－２０
43 大阪府 交野郵便局 576-8799 大阪府交野市私部３－２－２５
44 大阪府 布施郵便局 577-8799 大阪府東大阪市永和２－３－５
45 大阪府 河内郵便局 578-8799 大阪府東大阪市菱江１－１４－２９
46 大阪府 枚岡郵便局 579-8799 大阪府東大阪市鷹殿町１９－７
47 大阪府 松原郵便局 580-8799 大阪府松原市上田１－１－１０
48 大阪府 八尾郵便局 581-8799 大阪府八尾市陽光園１－５－５
49 大阪府 柏原郵便局 582-8799 大阪府柏原市大正３－１－３０
50 大阪府 藤井寺郵便局 583-8799 大阪府藤井寺市藤ケ丘３－１１－１４
51 大阪府 富田林郵便局 584-8799 大阪府富田林市甲田１－３－１６
52 大阪府 河内長野郵便局 586-8799 大阪府河内長野市喜多町１５４
53 大阪府 美原郵便局 587-8799 大阪府堺市美原区黒山３１－６
54 大阪府 大阪狭山郵便局 589-8799 大阪府大阪狭山市岩室１－４０１－５
55 大阪府 泉北郵便局 590-0199 大阪府堺市南区若松台３－１－３
56 大阪府 泉南郵便局 590-0599 大阪府泉南市樽井７－２６－１
57 大阪府 堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６
58 大阪府 堺金岡郵便局 591-8799 大阪府堺市北区新金岡町４－１－１
59 大阪府 浜寺郵便局 592-8799 大阪府高石市羽衣２－３－２０
60 大阪府 鳳郵便局 593-8799 大阪府堺市西区津久野町１－７－９
61 大阪府 和泉郵便局 594-8799 大阪府和泉市いぶき野５－４－１
62 大阪府 泉大津郵便局 595-8799 大阪府泉大津市小松町１－８５
63 大阪府 岸和田郵便局 596-8799 大阪府岸和田市沼町３３－３３
64 大阪府 貝塚郵便局 597-8799 大阪府貝塚市海塚１－１６－１０
65 大阪府 泉佐野郵便局 598-8799 大阪府泉佐野市上町２－８－４５
66 大阪府 阪南郵便局 599-0299 大阪府阪南市黒田２４２－２
67 大阪府 堺中郵便局 599-8799 大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１
68 大阪府 新大阪郵便局 539-8799 大阪府大阪市此花区島屋４-１-１８ 


