
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あります

No. 都道府県 局名 郵便番号 所在地 備考

1 神奈川県 川崎本町郵便局 210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町１－１０－２

2 神奈川県 川崎砂子郵便局 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子２－１－９

3 神奈川県 川崎市役所通郵便局 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子１－１－１４

4 神奈川県 川崎南町郵便局 210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町４－２

5 神奈川県 川崎日進町ビル内郵便局 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町７－１

6 神奈川県 川崎藤崎郵便局 210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎１－２７－１

7 神奈川県 川崎旭町郵便局 210-0808 神奈川県川崎市川崎区旭町２－２４－１

8 神奈川県 川崎大師海岸郵便局 210-0811 神奈川県川崎市川崎区大師河原２－５－１７

9 神奈川県 川崎昭和郵便局 210-0813 神奈川県川崎市川崎区昭和２－７－２０

10 神奈川県 川崎大師郵便局 210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町４－３２

11 神奈川県 川崎殿町郵便局 210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町３－２５－９

12 神奈川県 川崎四谷上町郵便局 210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１９－４

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

14 神奈川県 川崎大島郵便局 210-0836 神奈川県川崎市川崎区大島上町１７－３

15 神奈川県 川崎渡田向町郵便局 210-0841 神奈川県川崎市川崎区渡田向町１５－３

16 神奈川県 川崎小田郵便局 210-0846 神奈川県川崎市川崎区小田３－１５－１４

17 神奈川県 川崎浅田郵便局 210-0847 神奈川県川崎市川崎区浅田３－１０－１６

18 神奈川県 川崎京町郵便局 210-0848 神奈川県川崎市川崎区京町１－５－１

19 神奈川県 川崎渡田郵便局 210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通３－２－３

20 神奈川県 川崎上丸子郵便局 211-0001 神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町８１８

21 神奈川県 川崎新丸子郵便局 211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子町７６９

22 神奈川県 川崎下沼部郵便局 211-0011 神奈川県川崎市中原区下沼部１７６３

23 神奈川県 川崎上平間郵便局 211-0012 神奈川県川崎市中原区中丸子６１３

24 神奈川県 川崎田尻郵便局 211-0014 神奈川県川崎市中原区田尻町４８－５

25 神奈川県 川崎木月郵便局 211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町１１－１２

26 神奈川県 川崎苅宿郵便局 211-0022 神奈川県川崎市中原区苅宿３４－１

27 神奈川県 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

28 神奈川県 川崎木月大町郵便局 211-0031 神奈川県川崎市中原区木月大町１１－２７

29 神奈川県 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

30 神奈川県 川崎新城郵便局 211-0044 神奈川県川崎市中原区新城５－１－１５

31 神奈川県 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

32 神奈川県 川崎宮内郵便局 211-0051 神奈川県川崎市中原区宮内２－１０－１０

33 神奈川県 川崎上小田中郵便局 211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中６－１９－２

34 神奈川県 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

35 神奈川県 川崎小杉郵便局 211-0068 神奈川県川崎市中原区小杉御殿町２－１３４－７

36 神奈川県 川崎小向西町郵便局 212-0004 神奈川県川崎市幸区小向西町３－３１

37 神奈川県 川崎河原町郵便局 212-0007 神奈川県川崎市幸区河原町１－２１

38 神奈川県 川崎駅西口郵便局 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１

39 神奈川県 川崎ソリッドスクエア内郵便局 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０

40 神奈川県 川崎南河原郵便局 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町２－７１－３

41 神奈川県 川崎塚越郵便局 212-0024 神奈川県川崎市幸区塚越２－２１３－７

42 神奈川県 川崎古市場郵便局 212-0053 神奈川県川崎市幸区下平間２２３

43 神奈川県 川崎小倉郵便局 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉２－３１－１４

44 神奈川県 パークシティ新川崎内郵便局 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉１－１

45 神奈川県 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

46 神奈川県 川崎北加瀬郵便局 212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬３－２０－１

47 神奈川県 川崎鹿島田郵便局 212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田１－８－５

48 神奈川県 川崎溝ノ口郵便局 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口３－１５－１２

49 神奈川県 溝ノ口中央通郵便局 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－１４－１５

50 神奈川県 溝ノ口ノクティビル内郵便局 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－３－１

51 神奈川県 川崎諏訪郵便局 213-0004 神奈川県川崎市高津区諏訪１－８－５

52 神奈川県 川崎北見方郵便局 213-0005 神奈川県川崎市高津区北見方２－１４－３

53 神奈川県 かながわサイエンスパーク内郵便局 213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸３－２－１

54 神奈川県 川崎千年郵便局 213-0022 神奈川県川崎市高津区千年１２８６

55 神奈川県 川崎子母口郵便局 213-0023 神奈川県川崎市高津区子母口４５８－２

56 神奈川県 川崎久末郵便局 213-0026 神奈川県川崎市高津区久末３７－１

57 神奈川県 川崎下作延郵便局 213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延２－９－１１

58 神奈川県 川崎上作延郵便局 213-0034 神奈川県川崎市高津区上作延４９０－３

59 神奈川県 稲田堤郵便局 214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅１－２－１８

60 神奈川県 川崎菅星ヶ丘郵便局 214-0008 神奈川県川崎市多摩区菅北浦４－１２－６

61 神奈川県 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

62 神奈川県 川崎中野島郵便局 214-0012 神奈川県川崎市多摩区中野島１－２７－１

63 神奈川県 登戸駅前郵便局 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２５６８－１

64 神奈川県 川崎宿河原郵便局 214-0021 神奈川県川崎市多摩区宿河原３－３－１３

65 神奈川県 川崎堰郵便局 214-0022 神奈川県川崎市多摩区堰２－７－５

66 神奈川県 川崎三田郵便局 214-0034 神奈川県川崎市多摩区三田１－１４－１

67 神奈川県 川崎長沢郵便局 214-0035 神奈川県川崎市多摩区長沢３－８－３

68 神奈川県 川崎生田郵便局 214-0037 神奈川県川崎市多摩区西生田１－１０－１０

69 神奈川県 生田駅前郵便局 214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田７－１２－６

70 神奈川県 川崎千代ヶ丘郵便局 215-0005 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘８－１－３

71 神奈川県 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

72 神奈川県 川崎生田南郵便局 215-0012 神奈川県川崎市麻生区東百合丘４－３３－６

73 神奈川県 川崎白山郵便局 215-0014 神奈川県川崎市麻生区白山４－１－５

74 神奈川県 川崎東柿生郵便局 215-0018 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東６－８－３

75 神奈川県 柿生郵便局 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－４３－８

76 神奈川県 新百合ヶ丘郵便局 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１８－１

77 神奈川県 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

78 神奈川県 川崎有馬郵便局 216-0002 神奈川県川崎市宮前区東有馬３－２２－１

79 神奈川県 川崎中有馬郵便局 216-0003 神奈川県川崎市宮前区有馬６－２－６

80 神奈川県 川崎土橋郵便局 216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋１－４－９

81 神奈川県 川崎鷺沼郵便局 216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋３－３－１

82 神奈川県 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

83 神奈川県 川崎北部市場内郵便局 216-0012 神奈川県川崎市宮前区水沢１－１－１

84 神奈川県 川崎菅生郵便局 216-0015 神奈川県川崎市宮前区菅生５－４－８

85 神奈川県 川崎向ヶ丘郵便局 216-0022 神奈川県川崎市宮前区平１－４－１６

86 神奈川県 川崎馬絹郵便局 216-0035 神奈川県川崎市宮前区馬絹６－１８－５

87 神奈川県 川崎野川郵便局 216-0041 神奈川県川崎市宮前区野川本町２－３０－１０

88 神奈川県 横浜北幸郵便局 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸２－１０－３３

89 神奈川県 横浜駅西口郵便局 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－１０－１６

90 神奈川県 みなとみらい四郵便局 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－２
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91 神奈川県 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

92 神奈川県 横浜霞ヶ丘郵便局 220-0035 神奈川県横浜市西区霞ケ丘６３

93 神奈川県 横浜戸部本町郵便局 220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町２５－５

94 神奈川県 横浜戸部郵便局 220-0042 神奈川県横浜市西区戸部町２－２３

95 神奈川県 横浜藤棚郵便局 220-0051 神奈川県横浜市西区中央２－２４－１

96 神奈川県 横浜久保町郵便局 220-0061 神奈川県横浜市西区久保町２２－４

97 神奈川県 横浜浅間町郵便局 220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町１－１５－３

98 神奈川県 横浜洪福寺郵便局 220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町５－３７９－１

99 神奈川県 横浜ランドマークタワー郵便局 220-8172 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１

100 神奈川県 横浜西寺尾郵便局 221-0001 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾２－７－１３

101 神奈川県 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

102 神奈川県 横浜新子安郵便局 221-0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－８－２

103 神奈川県 オルトヨコハマ内郵便局 221-0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－１

104 神奈川県 横浜入江郵便局 221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江１－２２－８

105 神奈川県 大口駅前郵便局 221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町１－１

106 神奈川県 テクノウェイブ１００ビル内郵便局 221-0031 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１－１－２５

107 神奈川県 東神奈川駅前郵便局 221-0044 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－２－１

108 神奈川県 横浜ポートサイド内郵便局 221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町６－１

109 神奈川県 横浜中央市場内郵便局 221-0054 神奈川県横浜市神奈川区山内町１

110 神奈川県 神奈川宮前郵便局 221-0057 神奈川県横浜市神奈川区青木町４－７

111 神奈川県 神奈川白幡郵便局 221-0073 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町３５－４

112 神奈川県 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

113 神奈川県 横浜六角橋郵便局 221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－４－１

114 神奈川県 横浜六角橋北郵便局 221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋６－２８－２９

115 神奈川県 横浜西神奈川郵便局 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－９－１１

116 神奈川県 横浜鶴屋町郵便局 221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－１７－１

117 神奈川県 横浜反町郵便局 221-0841 神奈川県横浜市神奈川区松本町３－２５－１３

118 神奈川県 横浜沢渡郵便局 221-0842 神奈川県横浜市神奈川区泉町８－８

119 神奈川県 横浜三ッ沢郵便局 221-0851 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町４－１９

120 神奈川県 横浜ガーデン山郵便局 221-0852 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町３３－１４

121 神奈川県 横浜羽沢郵便局 221-0863 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１５４７－６

122 神奈川県 横浜菅田郵便局 221-0864 神奈川県横浜市神奈川区菅田町４８８

123 神奈川県 横浜片倉郵便局 221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉１－１６－８

124 神奈川県 横浜樽町郵便局 222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町１－２４－５

125 神奈川県 横浜師岡郵便局 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町４７７

126 神奈川県 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

127 神奈川県 神奈川菊名郵便局 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名４－１－５

128 神奈川県 横浜妙蓮寺郵便局 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名１－１２－１１

129 神奈川県 横浜篠原台郵便局 222-0024 神奈川県横浜市港北区篠原台町４－７

130 神奈川県 横浜篠原郵便局 222-0026 神奈川県横浜市港北区篠原町１４１０

131 神奈川県 新横浜三郵便局 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３－２２－１７

132 神奈川県 新横浜駅前郵便局 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１４

133 神奈川県 横浜鳥山郵便局 222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町３１

134 神奈川県 横浜鳥山北郵便局 222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町７３４

135 神奈川県 横浜小机町郵便局 222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町９７０

136 神奈川県 横浜太尾南郵便局 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山４－６－１１

137 神奈川県 横浜大倉山郵便局 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山１－１６－２

138 神奈川県 横浜太尾郵便局 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山７－２－１

139 神奈川県 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

140 神奈川県 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

141 神奈川県 新田郵便局 223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町３２３８

142 神奈川県 横浜新吉田郵便局 223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東６－１－１１

143 神奈川県 横浜日吉七郵便局 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉７－１４－１２

144 神奈川県 日吉駅内郵便局 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１

145 神奈川県 日吉郵便局 223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－４－２９

146 神奈川県 横浜南日吉郵便局 223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町４－１１－４

147 神奈川県 横浜下田郵便局 223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町６－４－１

148 神奈川県 横浜高田郵便局 223-0065 神奈川県横浜市港北区高田東１－４６－７

149 神奈川県 中川駅前郵便局 224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川１－１０－３３

150 神奈川県 横浜センター北駅前郵便局 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－３

151 神奈川県 横浜荏田東郵便局 224-0006 神奈川県横浜市都筑区荏田東３－６－２

152 神奈川県 横浜すみれが丘郵便局 224-0013 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘３７－３

153 神奈川県 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

154 神奈川県 横浜東山田郵便局 224-0024 神奈川県横浜市都筑区東山田町１４６６－２

155 神奈川県 横浜大棚郵便局 224-0027 神奈川県横浜市都筑区大棚町２６３－１

156 神奈川県 横浜勝田郵便局 224-0034 神奈川県横浜市都筑区勝田町２９４－３

157 神奈川県 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

158 神奈川県 横浜桜並木郵便局 224-0046 神奈川県横浜市都筑区桜並木９－２１

159 神奈川県 横浜池辺郵便局 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６７２－１

160 神奈川県 横浜川和町郵便局 224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町６２０

161 神奈川県 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

162 神奈川県 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

163 神奈川県 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

164 神奈川県 横浜美しが丘郵便局 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－２１－１０

165 神奈川県 たまプラーザ駅南口郵便局 225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川３－２４－１８

166 神奈川県 あざみ野駅内郵便局 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－１－１

167 神奈川県 横浜あざみ野郵便局 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－１３－１７

168 神奈川県 江田駅北口郵便局 225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２－４－８

169 神奈川県 横浜山内郵便局 225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町４２８－１３

170 神奈川県 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

171 神奈川県 横浜大場郵便局 225-0023 神奈川県横浜市青葉区大場町５９２－１２

172 神奈川県 横浜市ヶ尾郵便局 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１７２６

173 神奈川県 市ヶ尾駅前郵便局 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０７４－２

174 神奈川県 横浜東本郷郵便局 226-0002 神奈川県横浜市緑区東本郷３－２３－１

175 神奈川県 鴨居駅前郵便局 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居４－１－１４

176 神奈川県 横浜竹山郵便局 226-0005 神奈川県横浜市緑区竹山３－１－８

177 神奈川県 横浜白山郵便局 226-0006 神奈川県横浜市緑区白山２－４０－５

178 神奈川県 横浜台村郵便局 226-0014 神奈川県横浜市緑区台村町３４８－１

179 神奈川県 横浜霧が丘郵便局 226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘３－２６－２

180 神奈川県 横浜十日市場郵便局 226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町１３５８－３
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181 神奈川県 長津田郵便局 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田６－７－１

182 神奈川県 長津田駅北口郵便局 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田２－１－１

183 神奈川県 横浜鴨志田郵便局 227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５４９－１

184 神奈川県 横浜奈良郵便局 227-0036 神奈川県横浜市青葉区奈良町２９１３－１－１０１

185 神奈川県 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

186 神奈川県 横浜柿の木台郵便局 227-0048 神奈川県横浜市青葉区柿の木台１３－２８

187 神奈川県 横浜しらとり台郵便局 227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台３４－２０

188 神奈川県 横浜桜台郵便局 227-0061 神奈川県横浜市青葉区桜台３０－１７

189 神奈川県 青葉台郵便局 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１３－１ 併設するゆうちょ銀行の営業時間は9：00～16：00

190 神奈川県 横浜青葉台二郵便局 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１９－１８

191 神奈川県 青葉台駅前郵便局 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－３－４

192 神奈川県 田奈駅前郵便局 227-0064 神奈川県横浜市青葉区田奈町１５－７

193 神奈川県 横浜矢向郵便局 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－１４－１５

194 神奈川県 尻手駅前郵便局 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向２－１４－２

195 神奈川県 横浜元宮郵便局 230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮１－９－１３

196 神奈川県 横浜上末吉郵便局 230-0011 神奈川県横浜市鶴見区上末吉４－１７－１５

197 神奈川県 鶴見下末吉町郵便局 230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉１－３１－２０

198 神奈川県 横浜東寺尾郵便局 230-0017 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台１３－２０

199 神奈川県 鶴見市場郵便局 230-0025 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町４－３１

200 神奈川県 横浜大東郵便局 230-0033 神奈川県横浜市鶴見区朝日町１－４２－１

201 神奈川県 横浜栄町通郵便局 230-0038 神奈川県横浜市鶴見区栄町通４－３８－１３

202 神奈川県 横浜仲通郵便局 230-0042 神奈川県横浜市鶴見区仲通１－５８－１２

203 神奈川県 横浜下野谷町郵便局 230-0047 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町３－８８－１

204 神奈川県 鶴見駅前郵便局 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－１０－１４

205 神奈川県 横浜生麦郵便局 230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦４－１４－７

206 神奈川県 横浜佃野郵便局 230-0061 神奈川県横浜市鶴見区佃野町２４－３４

207 神奈川県 横浜豊岡郵便局 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２８－１４

208 神奈川県 横浜駒岡郵便局 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－１－１３

209 神奈川県 横浜北寺尾郵便局 230-0074 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾７－９－１

210 神奈川県 横浜北寺尾三郵便局 230-0074 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾３－１９－３５

211 神奈川県 横浜馬場郵便局 230-0076 神奈川県横浜市鶴見区馬場２－６－３０

212 神奈川県 横浜東寺尾一郵便局 230-0077 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１－３７－１６

213 神奈川県 横浜岸谷郵便局 230-0078 神奈川県横浜市鶴見区岸谷４－２－５

214 神奈川県 横浜第２合同庁舎内郵便局 231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５－５７

215 神奈川県 横浜本町郵便局 231-0005 神奈川県横浜市中区本町３－３０－７

216 神奈川県 横浜太田町郵便局 231-0011 神奈川県横浜市中区太田町１－１０

217 神奈川県 横浜住吉町郵便局 231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町１－１３

218 神奈川県 神奈川中小企業センター内郵便局 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町５－８０

219 神奈川県 横浜市役所内郵便局 231-0017 神奈川県横浜市中区港町１－１

220 神奈川県 横浜中華街郵便局 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町１２３－１

221 神奈川県 シルクセンター内郵便局 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町１

222 神奈川県 横浜長者町郵便局 231-0033 神奈川県横浜市中区長者町４－９－１

223 神奈川県 横浜赤門郵便局 231-0051 神奈川県横浜市中区赤門町１－１３

224 神奈川県 横浜中郵便局 231-0057 神奈川県横浜市中区曙町２－３１

225 神奈川県 横浜桜木郵便局 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町１－１

226 神奈川県 横浜日之出町郵便局 231-0066 神奈川県横浜市中区日ノ出町１－２４

227 神奈川県 横浜本牧郵便局 231-0806 神奈川県横浜市中区本牧町１－３９

228 神奈川県 横浜本牧原郵便局 231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原８－１

229 神奈川県 横浜本牧元町郵便局 231-0822 神奈川県横浜市中区本牧元町１－３

230 神奈川県 横浜間門郵便局 231-0827 神奈川県横浜市中区本牧和田２７－２

231 神奈川県 横浜北方郵便局 231-0842 神奈川県横浜市中区上野町２－６５

232 神奈川県 横浜大和郵便局 231-0846 神奈川県横浜市中区大和町２－５８－３

233 神奈川県 横浜山元町郵便局 231-0851 神奈川県横浜市中区山元町２－９５

234 神奈川県 石川町駅前郵便局 231-0868 神奈川県横浜市中区石川町２－７６

235 神奈川県 横浜南太田郵便局 232-0006 神奈川県横浜市南区南太田１－３２－３４

236 神奈川県 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

237 神奈川県 横浜宿町郵便局 232-0017 神奈川県横浜市南区宿町２－３２

238 神奈川県 横浜浦舟郵便局 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町２－２２

239 神奈川県 横浜中村橋郵便局 232-0041 神奈川県横浜市南区睦町１－３４－９

240 神奈川県 横浜中島郵便局 232-0055 神奈川県横浜市南区中島町２－３５

241 神奈川県 横浜大岡郵便局 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡５－３－２６

242 神奈川県 横浜六ッ川郵便局 232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川３－８７－２１

243 神奈川県 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

244 神奈川県 横浜弘明寺郵便局 232-0067 神奈川県横浜市南区弘明寺町２７０

245 神奈川県 横浜永田郵便局 232-0072 神奈川県横浜市南区永田東３－１５－３

246 神奈川県 横浜南永田郵便局 232-0075 神奈川県横浜市南区永田みなみ台２－１－１０１

247 神奈川県 横浜上大岡郵便局 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１５－１

248 神奈川県 上大岡駅前郵便局 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１

249 神奈川県 横浜港南二郵便局 233-0003 神奈川県横浜市港南区港南２－２７－２５

250 神奈川県 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

251 神奈川県 横浜芹が谷一郵便局 233-0006 神奈川県横浜市港南区芹が谷１－２－２

252 神奈川県 横浜芹が谷郵便局 233-0006 神奈川県横浜市港南区芹が谷５－１－１６

253 神奈川県 横浜上永谷郵便局 233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷２－１６－２２

254 神奈川県 横浜丸山台郵便局 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台３－２２－５

255 神奈川県 横浜日限山郵便局 233-0015 神奈川県横浜市港南区日限山３－４０－１９

256 神奈川県 横浜西港南台郵便局 233-0016 神奈川県横浜市港南区下永谷５－３１－８

257 神奈川県 横浜日野郵便局 234-0051 神奈川県横浜市港南区日野５－２０－９

258 神奈川県 横浜笹下郵便局 234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下２－４－２３

259 神奈川県 港南台駅前郵便局 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－３－１

260 神奈川県 横浜港南台東郵便局 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台７－１６－２４

261 神奈川県 横浜日野南郵便局 234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南６－４３－５

262 神奈川県 横浜清水橋郵便局 234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南１－６－１７

263 神奈川県 横浜野庭郵便局 234-0056 神奈川県横浜市港南区野庭町６１４

264 神奈川県 横浜坂下郵便局 235-0003 神奈川県横浜市磯子区坂下町９－１０

265 神奈川県 根岸駅前郵便局 235-0005 神奈川県横浜市磯子区東町１３－２１

266 神奈川県 横浜滝頭郵便局 235-0012 神奈川県横浜市磯子区滝頭２－３７－１８

267 神奈川県 横浜中浜郵便局 235-0014 神奈川県横浜市磯子区中浜町５－６

268 神奈川県 磯子浜西郵便局 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子２－１９－２１

269 神奈川県 横浜岡村郵便局 235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村６－５－５１

270 神奈川県 横浜汐見台郵便局 235-0022 神奈川県横浜市磯子区汐見台１－６－２
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271 神奈川県 横浜杉田郵便局 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１

272 神奈川県 横浜杉田西郵便局 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田３－２８－４５

273 神奈川県 横浜中原郵便局 235-0036 神奈川県横浜市磯子区中原３－２－１５

274 神奈川県 横浜上中里郵便局 235-0042 神奈川県横浜市磯子区上中里町６９２－１

275 神奈川県 洋光台駅前郵便局 235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１３－１１

276 神奈川県 横浜洋光台南郵便局 235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台６－１４－１５

277 神奈川県 横浜南部市場内郵便局 236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１－１

278 神奈川県 横浜金沢振興センター郵便局 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦１－５－２

279 神奈川県 横浜市大附属病院内簡易郵便局 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦３－９

280 神奈川県 横浜金沢シーサイドタウン郵便局 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木２－３－３

281 神奈川県 横浜並木郵便局 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木１－１７－１

282 神奈川県 横浜金沢文庫郵便局 236-0014 神奈川県横浜市金沢区寺前１－１－２８

283 神奈川県 横浜金沢八景郵便局 236-0028 神奈川県横浜市金沢区洲崎町８－１２

284 神奈川県 横浜六浦川郵便局 236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦４－２３－２３

285 神奈川県 六浦駅前郵便局 236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦５－３６－２０

286 神奈川県 横浜大道郵便局 236-0035 神奈川県横浜市金沢区大道２－１５－４

287 神奈川県 横浜六浦郵便局 236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東２－４－３

288 神奈川県 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

289 神奈川県 横浜釜利谷郵便局 236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東６－５－１０

290 神奈川県 横浜釜利谷西郵便局 236-0046 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西６－１－８

291 神奈川県 横浜富岡郵便局 236-0052 神奈川県横浜市金沢区富岡西７－４－１２

292 神奈川県 椿ヶ丘簡易郵便局 236-0052 神奈川県横浜市金沢区富岡西１－３４－３４

293 神奈川県 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

294 神奈川県 横浜片吹郵便局 236-0055 神奈川県横浜市金沢区片吹６７－１５

295 神奈川県 横浜能見台郵便局 236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台３－１－７

296 神奈川県 横須賀浦郷郵便局 237-0062 神奈川県横須賀市浦郷町３－４３

297 神奈川県 横須賀本浦郵便局 237-0063 神奈川県横須賀市追浜東町３－４４

298 神奈川県 追浜郵便局 237-0064 神奈川県横須賀市追浜町３－１３

299 神奈川県 横須賀鷹取台郵便局 237-0066 神奈川県横須賀市湘南鷹取４－４－８

300 神奈川県 横須賀長浦郵便局 237-0072 神奈川県横須賀市長浦町２－８８－４

301 神奈川県 横須賀船越郵便局 237-0076 神奈川県横須賀市船越町１－５２－５

302 神奈川県 横須賀米が浜通郵便局 238-0011 神奈川県横須賀市米が浜通１－６－６

303 神奈川県 横須賀安浦郵便局 238-0012 神奈川県横須賀市安浦町１－１

304 神奈川県 横須賀三春西郵便局 238-0012 神奈川県横須賀市安浦町３－１５－１

305 神奈川県 横須賀三春郵便局 238-0014 神奈川県横須賀市三春町３－５－１

306 神奈川県 横須賀上町北郵便局 238-0017 神奈川県横須賀市上町２－１

307 神奈川県 横須賀上町郵便局 238-0017 神奈川県横須賀市上町３－８

308 神奈川県 横須賀公郷郵便局 238-0022 神奈川県横須賀市公郷町１－４３

309 神奈川県 横須賀森崎郵便局 238-0023 神奈川県横須賀市森崎２－１４－５

310 神奈川県 横須賀森崎四郵便局 238-0023 神奈川県横須賀市森崎４－１－１６

311 神奈川県 横須賀金谷郵便局 238-0034 神奈川県横須賀市金谷３－４－１６

312 神奈川県 横須賀池上郵便局 238-0035 神奈川県横須賀市池上３－１－３

313 神奈川県 横須賀汐入郵便局 238-0042 神奈川県横須賀市汐入町２－５

314 神奈川県 横須賀坂本郵便局 238-0043 神奈川県横須賀市坂本町３－４１－１

315 神奈川県 横須賀逸見郵便局 238-0045 神奈川県横須賀市東逸見町１－３０

316 神奈川県 横須賀不入斗郵便局 238-0051 神奈川県横須賀市不入斗町４－１

317 神奈川県 横須賀佐野町郵便局 238-0052 神奈川県横須賀市佐野町１－６

318 神奈川県 横須賀佐野南郵便局 238-0052 神奈川県横須賀市佐野町６－１８

319 神奈川県 横須賀鶴が丘郵便局 238-0056 神奈川県横須賀市鶴が丘１－２－２４

320 神奈川県 松輪郵便局 238-0104 神奈川県三浦市南下浦町松輪１６１７－１

321 神奈川県 初声郵便局 238-0113 神奈川県三浦市初声町入江５２－１

322 神奈川県 三浦城山郵便局 238-0235 神奈川県三浦市城山町１０－７

323 神奈川県 三浦三崎郵便局 238-0243 神奈川県三浦市三崎５－２４５－７

324 神奈川県 横須賀武郵便局 238-0313 神奈川県横須賀市武５－１１－１

325 神奈川県 武山郵便局 238-0315 神奈川県横須賀市林２－１－３８

326 神奈川県 横須賀馬堀海岸郵便局 239-0801 神奈川県横須賀市馬堀海岸２－２７－１

327 神奈川県 横須賀大津郵便局 239-0808 神奈川県横須賀市大津町１－２０－３４

328 神奈川県 新大津駅前郵便局 239-0808 神奈川県横須賀市大津町４－８－４

329 神奈川県 横須賀走水簡易郵便局 239-0811 神奈川県横須賀市走水２－２６－２１

330 神奈川県 横須賀鴨居郵便局 239-0813 神奈川県横須賀市鴨居１－１１－８

331 神奈川県 横須賀かもめ団地内郵便局 239-0813 神奈川県横須賀市鴨居２－８０－３７

332 神奈川県 横須賀浦賀一郵便局 239-0815 神奈川県横須賀市浦上台３－３５－１４

333 神奈川県 横須賀新町郵便局 239-0821 神奈川県横須賀市東浦賀２－６－１２

334 神奈川県 横須賀浦賀郵便局 239-0822 神奈川県横須賀市浦賀７－１３－１６

335 神奈川県 横須賀ハイランド郵便局 239-0833 神奈川県横須賀市ハイランド３－１－２

336 神奈川県 横須賀野比郵便局 239-0841 神奈川県横須賀市野比１－７－４

337 神奈川県 北下浦郵便局 239-0842 神奈川県横須賀市長沢１－３７－９

338 神奈川県 横須賀津久井郵便局 239-0843 神奈川県横須賀市津久井３－２１－１

339 神奈川県 横須賀岩戸郵便局 239-0844 神奈川県横須賀市岩戸４－２３－１

340 神奈川県 横須賀粟田簡易郵便局 239-0845 神奈川県横須賀市粟田２－３－９

341 神奈川県 横浜岩間郵便局 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町１－６－８

342 神奈川県 横浜ビジネスパーク内郵便局 240-0005 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町１３４

343 神奈川県 横浜星川郵便局 240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川２－３－５

344 神奈川県 横浜桜ヶ丘郵便局 240-0011 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘１－１１－２

345 神奈川県 横浜帷子郵便局 240-0013 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町２－８９

346 神奈川県 横浜保土ヶ谷三郵便局 240-0021 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町３－１９６

347 神奈川県 横浜岩井郵便局 240-0023 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町３４２

348 神奈川県 横浜狩場郵便局 240-0025 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町３０３－６２

349 神奈川県 横浜今井郵便局 240-0035 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町１７

350 神奈川県 横浜上星川郵便局 240-0042 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川２－１２－３

351 神奈川県 横浜上菅田郵便局 240-0051 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町９５１

352 神奈川県 横浜西谷郵便局 240-0052 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷町８０２

353 神奈川県 横浜千丸台郵便局 240-0053 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町３５６

354 神奈川県 横浜和田郵便局 240-0065 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田２－１２－９

355 神奈川県 横浜常盤台郵便局 240-0067 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台５０－１１

356 神奈川県 横須賀長坂郵便局 240-0101 神奈川県横須賀市長坂３－３－１３

357 神奈川県 横須賀秋谷郵便局 240-0105 神奈川県横須賀市秋谷１－２－３５

358 神奈川県 葉山一色郵便局 240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色１９９９－４

359 神奈川県 葉山堀内郵便局 240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内９３６－８

360 神奈川県 横浜上白根郵便局 241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町８９１
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361 神奈川県 横浜白根北郵便局 241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根３－１０－１１

362 神奈川県 横浜白根郵便局 241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根２－１－１０

363 神奈川県 横浜市沢郵便局 241-0014 神奈川県横浜市旭区市沢町６９２

364 神奈川県 横浜鶴ヶ峰郵便局 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１－３８－２

365 神奈川県 鶴ヶ峯駅前郵便局 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１－２－１１

366 神奈川県 横浜今宿郵便局 241-0032 神奈川県横浜市旭区今宿東町１６３１－４

367 神奈川県 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

368 神奈川県 横浜都岡郵便局 241-0805 神奈川県横浜市旭区都岡町２１

369 神奈川県 横浜金が谷郵便局 241-0812 神奈川県横浜市旭区金が谷１－５－４

370 神奈川県 横浜中尾郵便局 241-0815 神奈川県横浜市旭区中尾１－４８－７

371 神奈川県 横浜今宿南郵便局 241-0817 神奈川県横浜市旭区今宿２－７－２５

372 神奈川県 横浜二俣川郵便局 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１－４

373 神奈川県 横浜万騎が原郵便局 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川２－８７－４

374 神奈川県 横浜南希望が丘郵便局 241-0824 神奈川県横浜市旭区南希望が丘５６－６

375 神奈川県 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

376 神奈川県 横浜小高郵便局 241-0831 神奈川県横浜市旭区左近山１６－１

377 神奈川県 横浜左近山郵便局 241-0831 神奈川県横浜市旭区左近山４０２

378 神奈川県 南万騎が原駅前郵便局 241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町３６－１０

379 神奈川県 大和下鶴間郵便局 242-0001 神奈川県大和市下鶴間２７７３－６

380 神奈川県 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

381 神奈川県 鶴間駅前郵便局 242-0005 神奈川県大和市西鶴間２－１－１６

382 神奈川県 大和南林間六郵便局 242-0006 神奈川県大和市南林間６－２３－２３

383 神奈川県 南林間駅前郵便局 242-0006 神奈川県大和市南林間２－１０－１２

384 神奈川県 中央林間駅前郵便局 242-0007 神奈川県大和市中央林間３－１０－１５

385 神奈川県 大和桜ヶ丘郵便局 242-0014 神奈川県大和市上和田９８１－１

386 神奈川県 南大和郵便局 242-0016 神奈川県大和市大和南１－８－１

387 神奈川県 大和中央一郵便局 242-0021 神奈川県大和市中央１－６－１５

388 神奈川県 大和柳橋郵便局 242-0022 神奈川県大和市柳橋２－４－１３

389 神奈川県 大和福田郵便局 242-0024 神奈川県大和市福田３７５９－３

390 神奈川県 相模大塚駅前郵便局 242-0028 神奈川県大和市桜森３－８－４

391 神奈川県 大和上草柳郵便局 242-0029 神奈川県大和市上草柳４－３－９

392 神奈川県 厚木松枝町郵便局 243-0005 神奈川県厚木市松枝１－３－３

393 神奈川県 厚木東町郵便局 243-0011 神奈川県厚木市厚木町６－１－１０２

394 神奈川県 厚木旭郵便局 243-0013 神奈川県厚木市泉町５－１１

395 神奈川県 厚木旭町五郵便局 243-0014 神奈川県厚木市旭町５－３２－３

396 神奈川県 相川郵便局 243-0022 神奈川県厚木市酒井２５４２

397 神奈川県 愛甲石田駅前郵便局 243-0027 神奈川県厚木市愛甲東１－１－１４

398 神奈川県 厚木愛甲郵便局 243-0028 神奈川県厚木市愛甲西３－１７－１４

399 神奈川県 厚木毛利台郵便局 243-0037 神奈川県厚木市毛利台２－２－１１

400 神奈川県 厚木緑ヶ丘郵便局 243-0041 神奈川県厚木市緑ケ丘２－２－１１

401 神奈川県 煤ヶ谷郵便局 243-0112 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷１７１４－４

402 神奈川県 七沢郵便局 243-0121 神奈川県厚木市七沢７９６－３

403 神奈川県 厚木森の里郵便局 243-0122 神奈川県厚木市森の里１－３４－３

404 神奈川県 厚木上荻野郵便局 243-0201 神奈川県厚木市上荻野１１６４－１

405 神奈川県 厚木鳶尾郵便局 243-0204 神奈川県厚木市鳶尾２－２５

406 神奈川県 小鮎郵便局 243-0213 神奈川県厚木市飯山３５４５－５

407 神奈川県 厚木宮の里簡易郵便局 243-0216 神奈川県厚木市宮の里１－２－７

408 神奈川県 春日台簡易郵便局 243-0302 神奈川県愛甲郡愛川町春日台３－６－２６

409 神奈川県 中津郵便局 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津７７８－６

410 神奈川県 愛川田代郵便局 243-0306 神奈川県愛甲郡愛川町田代４４０－４

411 神奈川県 半原郵便局 243-0307 神奈川県愛甲郡愛川町半原４２２０

412 神奈川県 高峰郵便局 243-0308 神奈川県愛甲郡愛川町三増８７２－３

413 神奈川県 大塚本町郵便局 243-0401 神奈川県海老名市東柏ケ谷１－２－２

414 神奈川県 かしわ台駅前郵便局 243-0402 神奈川県海老名市柏ケ谷７１３－３

415 神奈川県 国分郵便局 243-0405 神奈川県海老名市国分南２－３－１

416 神奈川県 海老名国分寺台郵便局 243-0413 神奈川県海老名市国分寺台５－１３－７

417 神奈川県 有馬郵便局 243-0416 神奈川県海老名市中河内１３６９－２

418 神奈川県 海老名大谷郵便局 243-0419 神奈川県海老名市大谷北４－５－３

419 神奈川県 海老名中新田郵便局 243-0422 神奈川県海老名市中新田１－１６－２３

420 神奈川県 杉久保郵便局 243-0427 神奈川県海老名市杉久保南２－１３－５

421 神奈川県 海老名河原口郵便局 243-0433 神奈川県海老名市河原口２－１６－２１

422 神奈川県 海老名駅西口郵便局 243-0436 神奈川県海老名市扇町３－３

423 神奈川県 厚木上依知郵便局 243-0801 神奈川県厚木市上依知３００１－５

424 神奈川県 厚木山際郵便局 243-0803 神奈川県厚木市山際１－２

425 神奈川県 厚木妻田郵便局 243-0812 神奈川県厚木市妻田北１－２－３

426 神奈川県 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

427 神奈川県 横浜矢部郵便局 244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町６５－３

428 神奈川県 横浜富塚郵便局 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３００２

429 神奈川県 東戸塚駅西口郵便局 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町８８１－９

430 神奈川県 東戸塚駅東口郵便局 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５２４－１

431 神奈川県 横浜平戸郵便局 244-0802 神奈川県横浜市戸塚区平戸２－２５－１３

432 神奈川県 横浜川上郵便局 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町５７０－４

433 神奈川県 横浜柏尾郵便局 244-0811 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町２０１

434 神奈川県 舞岡駅前郵便局 244-0813 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町２９５５

435 神奈川県 横浜豊田郵便局 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町１１０３－５

436 神奈川県 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

437 神奈川県 横浜飯島郵便局 244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町５２７

438 神奈川県 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

439 神奈川県 弥生台駅前郵便局 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台２６－４

440 神奈川県 横浜新橋郵便局 245-0009 神奈川県横浜市泉区新橋町１２２４

441 神奈川県 横浜中田郵便局 245-0012 神奈川県横浜市泉区中田北２－７－１５

442 神奈川県 横浜和泉南郵便局 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町１４５２－７

443 神奈川県 横浜いずみ野郵便局 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町６２３７－２

444 神奈川県 横浜上飯田郵便局 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町１３３１－４

445 神奈川県 横浜いちょう団地内郵便局 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町２６７０

446 神奈川県 横浜中和田郵便局 245-0024 神奈川県横浜市泉区和泉中央北４－１－３

447 神奈川県 横浜上矢部郵便局 245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町３１５－４

448 神奈川県 踊場駅前郵便局 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢８－２－１２

449 神奈川県 横浜原宿郵便局 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町２３８－５

450 神奈川県 横浜深谷郵便局 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町８５５－３
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451 神奈川県 横浜ドリームハイツ郵便局 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１４１２－１

452 神奈川県 横浜卸本町簡易郵便局 246-0001 神奈川県横浜市瀬谷区卸本町９３０８－１９

453 神奈川県 横浜瀬谷北郵便局 246-0013 神奈川県横浜市瀬谷区相沢１－５－６

454 神奈川県 横浜細谷戸郵便局 246-0013 神奈川県横浜市瀬谷区相沢６－１８－１０

455 神奈川県 横浜本郷原郵便局 246-0015 神奈川県横浜市瀬谷区本郷２－４１－５

456 神奈川県 横浜三ツ境郵便局 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境１６－１

457 神奈川県 三ツ境駅北口郵便局 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境５－３５

458 神奈川県 横浜阿久和郵便局 246-0025 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３－１－１１

459 神奈川県 横浜瀬谷南郵便局 246-0032 神奈川県横浜市瀬谷区南台１－３－８

460 神奈川県 横浜日向山郵便局 246-0034 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷２－２－１

461 神奈川県 横浜南瀬谷一郵便局 246-0034 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷１－７６－１０

462 神奈川県 横浜瀬谷西郵便局 246-0036 神奈川県横浜市瀬谷区北新３７－１３

463 神奈川県 横浜桂郵便局 247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町７３５

464 神奈川県 横浜桂町南郵便局 247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町１９７－１

465 神奈川県 横浜笠間郵便局 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間３－１－１

466 神奈川県 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

467 神奈川県 横浜元大橋郵便局 247-0011 神奈川県横浜市栄区元大橋２－９－１

468 神奈川県 横浜庄戸郵便局 247-0022 神奈川県横浜市栄区庄戸１－１－１２

469 神奈川県 横浜上郷郵便局 247-0025 神奈川県横浜市栄区上之町４２－２０

470 神奈川県 横浜桂台郵便局 247-0033 神奈川県横浜市栄区桂台南１－１８－６

471 神奈川県 鎌倉今泉台郵便局 247-0053 神奈川県鎌倉市今泉台４－１９－１７

472 神奈川県 鎌倉大船三郵便局 247-0056 神奈川県鎌倉市大船３－１５－２９

473 神奈川県 大船ルミネウィング内郵便局 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－４－１

474 神奈川県 鎌倉台郵便局 247-0061 神奈川県鎌倉市台３－１１－２１

475 神奈川県 鎌倉小坂郵便局 247-0062 神奈川県鎌倉市山ノ内７３９

476 神奈川県 鎌倉梶原郵便局 247-0063 神奈川県鎌倉市梶原２－３４－８

477 神奈川県 鎌倉岡本郵便局 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本２－１２－４

478 神奈川県 鎌倉植木郵便局 247-0073 神奈川県鎌倉市植木５８０

479 神奈川県 鎌倉浄明寺郵便局 248-0003 神奈川県鎌倉市浄明寺３－２－２０

480 神奈川県 鎌倉雪ノ下郵便局 248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下１－１０－６

481 神奈川県 鎌倉材木座郵便局 248-0013 神奈川県鎌倉市材木座３－１７－３０

482 神奈川県 鎌倉由比ヶ浜郵便局 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜３－９－４５

483 神奈川県 鎌倉長谷郵便局 248-0016 神奈川県鎌倉市長谷１－１５－１１

484 神奈川県 深沢郵便局 248-0022 神奈川県鎌倉市常盤６０－３

485 神奈川県 鎌倉稲村ガ崎郵便局 248-0024 神奈川県鎌倉市稲村ガ崎１－１５－１８

486 神奈川県 鎌倉七里ガ浜郵便局 248-0025 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東４－１３－４

487 神奈川県 鎌倉手広郵便局 248-0027 神奈川県鎌倉市笛田１－８－４

488 神奈川県 腰越郵便局 248-0033 神奈川県鎌倉市腰越３－１－２３

489 神奈川県 鎌倉津西郵便局 248-0034 神奈川県鎌倉市津西１－１－１４

490 神奈川県 西鎌倉郵便局 248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉１－３－４

491 神奈川県 逗子久木郵便局 249-0001 神奈川県逗子市久木４－３－６

492 神奈川県 逗子ハイランド郵便局 249-0001 神奈川県逗子市久木８－９－１２

493 神奈川県 逗子池子郵便局 249-0003 神奈川県逗子市池子２－２１－２０

494 神奈川県 逗子桜山郵便局 249-0005 神奈川県逗子市桜山２－３－３７

495 神奈川県 東逗子郵便局 249-0005 神奈川県逗子市桜山４－７－１７

496 神奈川県 逗子小坪郵便局 249-0008 神奈川県逗子市小坪４－３－１

497 神奈川県 小田原扇町郵便局 250-0001 神奈川県小田原市扇町３－２６－２８

498 神奈川県 小田原寿町郵便局 250-0002 神奈川県小田原市寿町３－５－３７

499 神奈川県 小田原浜町郵便局 250-0004 神奈川県小田原市浜町２－６－２４

500 神奈川県 小田原栄町郵便局 250-0011 神奈川県小田原市栄町３－８－１４

501 神奈川県 小田原本町郵便局 250-0012 神奈川県小田原市本町２－１１－１４

502 神奈川県 小田原南町郵便局 250-0013 神奈川県小田原市南町３－２－４８

503 神奈川県 小田原早川郵便局 250-0021 神奈川県小田原市早川１７３

504 神奈川県 根府川郵便局 250-0024 神奈川県小田原市根府川８９－３３

505 神奈川県 小田原板橋郵便局 250-0034 神奈川県小田原市板橋１５４

506 神奈川県 小田原城山郵便局 250-0045 神奈川県小田原市城山１－６－３２

507 神奈川県 小田原久野郵便局 250-0055 神奈川県小田原市久野７１－１

508 神奈川県 和田河原駅前郵便局 250-0112 神奈川県南足柄市和田河原５８０－１

509 神奈川県 塚原郵便局 250-0117 神奈川県南足柄市塚原２６３１－１

510 神奈川県 下曾我郵便局 250-0206 神奈川県小田原市曽我原５６０

511 神奈川県 小田原卸商業団地簡易郵便局 250-0211 神奈川県小田原市鬼柳１７２－９

512 神奈川県 箱根湯本郵便局 250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本３８３－１

513 神奈川県 箱根宮城野郵便局 250-0401 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野下河原６１５

514 神奈川県 宮ノ下温泉簡易郵便局 250-0404 神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下１１５

515 神奈川県 箱根強羅郵便局 250-0408 神奈川県足柄下郡箱根町強羅１３００－３９

516 神奈川県 箱根宮ノ下郵便局 250-0499 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷４６７

517 神奈川県 芦ノ湯郵便局 250-0523 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯１８

518 神奈川県 箱根町郵便局 250-0599 神奈川県足柄下郡箱根町箱根７９

519 神奈川県 仙石原郵便局 250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原２５－１

520 神奈川県 栢山駅前郵便局 250-0851 神奈川県小田原市曽比１７５３－４

521 神奈川県 小田原富水郵便局 250-0853 神奈川県小田原市堀之内１９３

522 神奈川県 小田原飯田岡郵便局 250-0854 神奈川県小田原市飯田岡５５４－１

523 神奈川県 小田原成田郵便局 250-0862 神奈川県小田原市成田４４７－１３

524 神奈川県 螢田駅前郵便局 250-0865 神奈川県小田原市蓮正寺３７８－２

525 神奈川県 小田原鴨宮郵便局 250-0874 神奈川県小田原市鴨宮５９８－１

526 神奈川県 鴨宮駅前郵便局 250-0875 神奈川県小田原市南鴨宮３－３５－３２

527 神奈川県 藤沢西富郵便局 251-0001 神奈川県藤沢市西富５０５

528 神奈川県 藤沢藤ヶ岡郵便局 251-0004 神奈川県藤沢市藤が岡３－９－２

529 神奈川県 藤沢南口郵便局 251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１－４

530 神奈川県 藤沢橘通郵便局 251-0024 神奈川県藤沢市鵠沼橘１－１１－１２

531 神奈川県 鵠沼桜が岡郵便局 251-0027 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡３－１９－２

532 神奈川県 片瀬郵便局 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬４－１４－１０

533 神奈川県 藤沢片瀬山郵便局 251-0033 神奈川県藤沢市片瀬山２－８－８

534 神奈川県 江ノ島郵便局 251-0036 神奈川県藤沢市江の島１－４－１３

535 神奈川県 鵠沼海岸郵便局 251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸３－１－１５

536 神奈川県 鵠沼駅前郵便局 251-0038 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡１－１－６

537 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

538 神奈川県 藤沢東海岸郵便局 251-0046 神奈川県藤沢市辻堂西海岸１－８－１５

539 神奈川県 藤沢西海岸郵便局 251-0046 神奈川県藤沢市辻堂西海岸２－１０－３－１０

540 神奈川県 辻堂郵便局 251-0047 神奈川県藤沢市辻堂１－４－２
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541 神奈川県 藤沢南仲通郵便局 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢１０１５－１４

542 神奈川県 藤沢台町郵便局 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢４－５－２

543 神奈川県 藤沢本町郵便局 251-0053 神奈川県藤沢市本町１－４－２６

544 神奈川県 藤沢大庭郵便局 251-0861 神奈川県藤沢市大庭５０６１－２１

545 神奈川県 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

546 神奈川県 藤沢善行郵便局 251-0871 神奈川県藤沢市善行２－１８－４

547 神奈川県 藤沢善行団地内郵便局 251-0877 神奈川県藤沢市善行団地３－１７－１

548 神奈川県 座間ひばりが丘郵便局 252-0003 神奈川県座間市ひばりが丘２－３３－３３

549 神奈川県 さがみ野駅前郵便局 252-0005 神奈川県座間市さがみ野２－２－２３

550 神奈川県 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

551 神奈川県 座間緑ヶ丘郵便局 252-0021 神奈川県座間市緑ケ丘２－２－３８

552 神奈川県 座間立野台郵便局 252-0023 神奈川県座間市立野台２－１９－３

553 神奈川県 座間中宿郵便局 252-0027 神奈川県座間市座間１－３０９８－１

554 神奈川県 座間駅前郵便局 252-0028 神奈川県座間市入谷東４－４３－３３

555 神奈川県 城山郵便局 252-0105 神奈川県相模原市緑区久保沢２－１－３０

556 神奈川県 城山若葉台郵便局 252-0112 神奈川県相模原市緑区若葉台４－１－８

557 神奈川県 相模原金属団地内郵便局 252-0132 神奈川県相模原市緑区橋本台２－３－１１

558 神奈川県 大沢郵便局 252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢１７５２－１０

559 神奈川県 相模原大島郵便局 252-0136 神奈川県相模原市緑区上九沢４－１８９

560 神奈川県 相模原相原郵便局 252-0141 神奈川県相模原市緑区相原４－１２－３

561 神奈川県 橋本本町郵便局 252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本５－３０－４

562 神奈川県 津久井根小屋郵便局 252-0153 神奈川県相模原市緑区根小屋１６１３－５

563 神奈川県 鳥屋郵便局 252-0155 神奈川県相模原市緑区鳥屋１０４４

564 神奈川県 串川郵便局 252-0156 神奈川県相模原市緑区青山２８５

565 神奈川県 三ヶ木簡易郵便局 252-0159 神奈川県相模原市緑区三ケ木３４０

566 神奈川県 青野原郵便局 252-0161 神奈川県相模原市緑区青野原１９４３－４

567 神奈川県 津久井青根簡易郵便局 252-0162 神奈川県相模原市緑区青根上原１９１０－１

568 神奈川県 相模湖郵便局 252-0171 神奈川県相模原市緑区与瀬１３１４－２

569 神奈川県 内郷郵便局 252-0175 神奈川県相模原市緑区若柳１２００－５

570 神奈川県 佐野川簡易郵便局 252-0181 神奈川県相模原市緑区佐野川２４１８－１

571 神奈川県 沢井簡易郵便局 252-0182 神奈川県相模原市緑区澤井１１５０－１

572 神奈川県 吉野郵便局 252-0183 神奈川県相模原市緑区吉野２７９

573 神奈川県 日連郵便局 252-0185 神奈川県相模原市緑区日連４８８

574 神奈川県 牧野郵便局 252-0186 神奈川県相模原市緑区牧野４５８２－１

575 神奈川県 淵野辺郵便局 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺４－１３－６

576 神奈川県 相模原清新郵便局 252-0216 神奈川県相模原市中央区清新５－２６－２０

577 神奈川県 相模原光が丘郵便局 252-0227 神奈川県相模原市中央区光が丘３－７－１２

578 神奈川県 相模原弥栄郵便局 252-0229 神奈川県相模原市中央区弥栄１－１－１４

579 神奈川県 相模原駅前郵便局 252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原２－３－４

580 神奈川県 相模原四郵便局 252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原４－３－１４

581 神奈川県 相模原矢部郵便局 252-0232 神奈川県相模原市中央区矢部３－４－３

582 神奈川県 淵野辺駅前郵便局 252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台１－１４－１１

583 神奈川県 相模原千代田郵便局 252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田６－１－２５

584 神奈川県 相模原横山郵便局 252-0242 神奈川県相模原市中央区横山４－１－１０

585 神奈川県 上溝郵便局 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝６－２－２４

586 神奈川県 番田駅前郵便局 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝３７３－１１

587 神奈川県 田名郵便局 252-0244 神奈川県相模原市中央区田名５２４８

588 神奈川県 相模原下九沢郵便局 252-0254 神奈川県相模原市中央区下九沢５５－６

589 神奈川県 相模原鵜野森郵便局 252-0301 神奈川県相模原市南区鵜野森１－３３－２２

590 神奈川県 相模原上鶴間郵便局 252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間５－１－２２

591 神奈川県 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

592 神奈川県 相模大野駅前郵便局 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野７－６－４

593 神奈川県 相模大野五郵便局 252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野５－１９－２６

594 神奈川県 相模原東林間郵便局 252-0311 神奈川県相模原市南区東林間５－１２－３

595 神奈川県 相模原相南郵便局 252-0312 神奈川県相模原市南区相南３－３７－１

596 神奈川県 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

597 神奈川県 相模原南台郵便局 252-0314 神奈川県相模原市南区南台４－１１－１

598 神奈川県 相模原双葉郵便局 252-0316 神奈川県相模原市南区双葉２－１５－５

599 神奈川県 相模原谷口郵便局 252-0318 神奈川県相模原市南区上鶴間本町５－１４－２４

600 神奈川県 相模台郵便局 252-0321 神奈川県相模原市南区相模台２－１－６

601 神奈川県 相模原相武台団地郵便局 252-0323 神奈川県相模原市南区相武台団地２－３－４

602 神奈川県 相模原相武台郵便局 252-0324 神奈川県相模原市南区相武台２－２０－１４

603 神奈川県 相模原新磯野郵便局 252-0325 神奈川県相模原市南区新磯野３－２７－１６

604 神奈川県 相模原磯部郵便局 252-0327 神奈川県相模原市南区磯部１２９３－２

605 神奈川県 相模原北里郵便局 252-0329 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１

606 神奈川県 相模原大野台七郵便局 252-0331 神奈川県相模原市南区大野台７－８－２

607 神奈川県 相模原大野台郵便局 252-0331 神奈川県相模原市南区大野台１－８－４１

608 神奈川県 相模原若松郵便局 252-0334 神奈川県相模原市南区若松５－２５－３

609 神奈川県 麻溝郵便局 252-0336 神奈川県相模原市南区当麻８４１－６

610 神奈川県 相模原古淵郵便局 252-0344 神奈川県相模原市南区古淵３－２－８

611 神奈川県 長後郵便局 252-0801 神奈川県藤沢市長後６７２－２

612 神奈川県 高座渋谷郵便局 252-0801 神奈川県藤沢市長後１２４４

613 神奈川県 湘南台駅前郵便局 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台２－５－５

614 神奈川県 藤沢今田郵便局 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台７－３－２

615 神奈川県 六会郵便局 252-0813 神奈川県藤沢市亀井野２－１４－２

616 神奈川県 藤沢遠藤郵便局 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤２９５３－８

617 神奈川県 藤沢慶応前郵便局 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤４２５０－１

618 神奈川県 御所見郵便局 252-0821 神奈川県藤沢市用田６１７

619 神奈川県 綾瀬中郵便局 252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中７－１０－２１

620 神奈川県 綾瀬上土棚郵便局 252-1113 神奈川県綾瀬市上土棚中１－５－３９

621 神奈川県 綾瀬寺尾郵便局 252-1136 神奈川県綾瀬市寺尾西３－１１－１２

622 神奈川県 茅ヶ崎高田郵便局 253-0002 神奈川県茅ヶ崎市高田４－４－７

623 神奈川県 茅ヶ崎鶴が台郵便局 253-0003 神奈川県茅ヶ崎市鶴が台１０－６－１０１

624 神奈川県 小出郵便局 253-0006 神奈川県茅ヶ崎市堤１９２８－８

625 神奈川県 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

626 神奈川県 茅ヶ崎浜竹郵便局 253-0021 神奈川県茅ヶ崎市浜竹２－２－６

627 神奈川県 茅ヶ崎松が丘郵便局 253-0025 神奈川県茅ヶ崎市松が丘１－１－７４

628 神奈川県 茅ヶ崎富士見郵便局 253-0031 神奈川県茅ヶ崎市富士見町１６－８

629 神奈川県 茅ヶ崎松林郵便局 253-0042 神奈川県茅ヶ崎市本村３－１６－１８

630 神奈川県 茅ヶ崎若松郵便局 253-0051 神奈川県茅ヶ崎市若松町６－２６



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あります

No. 都道府県 局名 郵便番号 所在地 備考

631 神奈川県 茅ヶ崎海岸郵便局 253-0053 神奈川県茅ヶ崎市東海岸北１－５－２

632 神奈川県 茅ヶ崎茶屋町郵便局 253-0061 神奈川県茅ヶ崎市南湖１－９－８

633 神奈川県 茅ヶ崎南湖郵便局 253-0061 神奈川県茅ヶ崎市南湖３－１４－１２

634 神奈川県 茅ヶ崎浜見平郵便局 253-0062 神奈川県茅ヶ崎市浜見平１１－１

635 神奈川県 茅ヶ崎今宿郵便局 253-0072 神奈川県茅ヶ崎市今宿３５２－１

636 神奈川県 茅ヶ崎香川郵便局 253-0082 神奈川県茅ヶ崎市香川５－３－３１

637 神奈川県 茅ヶ崎矢畑郵便局 253-0085 神奈川県茅ヶ崎市矢畑３－７

638 神奈川県 寒川倉見郵便局 253-0101 神奈川県高座郡寒川町倉見３７８３－１２

639 神奈川県 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

640 神奈川県 平塚横内郵便局 254-0002 神奈川県平塚市横内３７８５－５

641 神奈川県 平塚田村郵便局 254-0013 神奈川県平塚市田村６－１２－３１

642 神奈川県 平塚四之宮郵便局 254-0014 神奈川県平塚市四之宮３－１－３３

643 神奈川県 平塚八幡郵便局 254-0016 神奈川県平塚市東八幡１－２－２

644 神奈川県 平塚八千代郵便局 254-0032 神奈川県平塚市八千代町１５－１３

645 神奈川県 平塚紅谷郵便局 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町１４－２２

646 神奈川県 平塚本宿郵便局 254-0052 神奈川県平塚市平塚２－３０－１

647 神奈川県 平塚御殿郵便局 254-0061 神奈川県平塚市御殿２－２－２３

648 神奈川県 平塚富士見郵便局 254-0062 神奈川県平塚市富士見町７－６

649 神奈川県 平塚東中原郵便局 254-0077 神奈川県平塚市東中原１－３－５３

650 神奈川県 平塚豊田郵便局 254-0087 神奈川県平塚市豊田本郷１７９３－２

651 神奈川県 平塚幸町郵便局 254-0804 神奈川県平塚市幸町２４－２

652 神奈川県 平塚駅前郵便局 254-0811 神奈川県平塚市八重咲町２－１

653 神奈川県 平塚菫平郵便局 254-0822 神奈川県平塚市菫平８－７

654 神奈川県 平塚徳延郵便局 254-0902 神奈川県平塚市徳延４２０－１

655 神奈川県 平塚旭郵便局 254-0903 神奈川県平塚市河内３３７

656 神奈川県 平塚山下郵便局 254-0911 神奈川県平塚市山下７２６－８

657 神奈川県 大磯郵便局 255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯１０４３－１

658 神奈川県 押切郵便局 256-0804 神奈川県小田原市羽根尾２１

659 神奈川県 下中郵便局 256-0806 神奈川県小田原市小船８９－７

660 神奈川県 小田原国府津郵便局 256-0812 神奈川県小田原市国府津２－２－３２

661 神奈川県 酒匂郵便局 256-0816 神奈川県小田原市酒匂４－８－６

662 神奈川県 鶴巻郵便局 257-0002 神奈川県秦野市鶴巻南１－１－３

663 神奈川県 秦野東海大学前郵便局 257-0003 神奈川県秦野市南矢名２３０－１

664 神奈川県 秦野下大槻郵便局 257-0004 神奈川県秦野市下大槻４１０－２－６－１０３

665 神奈川県 秦野北矢名郵便局 257-0006 神奈川県秦野市北矢名１３０７－４

666 神奈川県 秦野南が丘郵便局 257-0013 神奈川県秦野市南が丘３－１

667 神奈川県 東秦野郵便局 257-0023 神奈川県秦野市寺山２３２－１

668 神奈川県 秦野文京郵便局 257-0044 神奈川県秦野市文京町５－１５

669 神奈川県 秦野駅前郵便局 257-0051 神奈川県秦野市今川町１－２－１０１

670 神奈川県 秦野緑郵便局 257-0054 神奈川県秦野市緑町１６－３

671 神奈川県 寄郵便局 258-0001 神奈川県足柄上郡松田町寄３２２７

672 神奈川県 松田惣領郵便局 258-0003 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１１９２－２

673 神奈川県 曾我郵便局 258-0016 神奈川県足柄上郡大井町上大井４９７－３

674 神奈川県 大井金子郵便局 258-0019 神奈川県足柄上郡大井町金子１６６９－４

675 神奈川県 開成郵便局 258-0026 神奈川県足柄上郡開成町延沢８７８－１

676 神奈川県 山北岸郵便局 258-0112 神奈川県足柄上郡山北町岸１３２６－３

677 神奈川県 清水郵便局 258-0124 神奈川県足柄上郡山北町川西６６８－１４

678 神奈川県 山北郵便局 258-0199 神奈川県足柄上郡山北町山北１９１

679 神奈川県 三保郵便局 258-0201 神奈川県足柄上郡山北町中川９２１－８１

680 神奈川県 西大磯郵便局 259-0111 神奈川県中郡大磯町国府本郷９２４

681 神奈川県 二宮元町郵便局 259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮１３２６－３

682 神奈川県 二宮一色郵便局 259-0133 神奈川県中郡二宮町百合が丘２－３－１

683 神奈川県 中井郵便局 259-0144 神奈川県足柄上郡中井町半分形２１－５

684 神奈川県 中井井ノ口郵便局 259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口１８７１－６

685 神奈川県 真鶴港郵便局 259-0201 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴８３４

686 神奈川県 真鶴郵便局 259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩２９８－４

687 神奈川県 岩郵便局 259-0202 神奈川県足柄下郡真鶴町岩６３９

688 神奈川県 湯河原駅前郵便局 259-0303 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥５－２－３２

689 神奈川県 吉浜郵便局 259-0312 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜１３９６

690 神奈川県 福浦郵便局 259-0312 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜３７８－１

691 神奈川県 湯河原温泉郵便局 259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上４７５－４

692 神奈川県 大山郵便局 259-1107 神奈川県伊勢原市大山２５５

693 神奈川県 伊勢原高森郵便局 259-1114 神奈川県伊勢原市高森２－２０－１５

694 神奈川県 伊勢原沼目郵便局 259-1126 神奈川県伊勢原市沼目４－１－８

695 神奈川県 伊勢原本町郵便局 259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原２－１０－８

696 神奈川県 伊勢原桜台郵便局 259-1132 神奈川県伊勢原市桜台２－２０－１８

697 神奈川県 伊勢原東大竹郵便局 259-1134 神奈川県伊勢原市八幡台１－１４－３

698 神奈川県 比々多郵便局 259-1136 神奈川県伊勢原市串橋６３－３

699 神奈川県 東海大学病院内簡易郵便局 259-1143 神奈川県伊勢原市下糟屋１４３ 土曜日の営業時間は11：30までとなります

700 神奈川県 平塚西郵便局 259-1201 神奈川県平塚市南金目１２５９

701 神奈川県 平塚吉沢郵便局 259-1204 神奈川県平塚市上吉沢６３－７

702 神奈川県 平塚岡崎郵便局 259-1211 神奈川県平塚市ふじみ野１－３５－１

703 神奈川県 北秦野郵便局 259-1302 神奈川県秦野市菩提３９９

704 神奈川県 西秦野郵便局 259-1305 神奈川県秦野市堀川６０９－２

705 神奈川県 渋沢駅前郵便局 259-1315 神奈川県秦野市柳町１－１３－１

706 神奈川県 秦野曲松郵便局 259-1321 神奈川県秦野市曲松１－８－２１


