
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 岐阜県 岐阜材木町郵便局 500-8029 岐阜県岐阜市東材木町８－２
2 岐阜県 岐阜米屋町郵便局 500-8046 岐阜県岐阜市米屋町４－２
3 岐阜県 岐阜今小町郵便局 500-8069 岐阜県岐阜市今小町１－６
4 岐阜県 岐阜御杉郵便局 500-8079 岐阜県岐阜市御杉町２７－２
5 岐阜県 岐阜梅林郵便局 500-8113 岐阜県岐阜市金園町５－７－３
6 岐阜県 岐阜岩戸郵便局 500-8137 岐阜県岐阜市東興町４３
7 岐阜県 岐阜曙郵便局 500-8148 岐阜県岐阜市曙町３－９－１
8 岐阜県 岐阜北長森郵便局 500-8226 岐阜県岐阜市野一色２－６－９
9 岐阜県 岐阜南長森郵便局 500-8233 岐阜県岐阜市蔵前４－１９－２
10 岐阜県 岐阜領下郵便局 500-8241 岐阜県岐阜市領下２－３３－１
11 岐阜県 厚見簡易郵便局 500-8258 岐阜県岐阜市西川手１－１２８
12 岐阜県 岐阜城南郵便局 500-8261 岐阜県岐阜市茜部大野１－１４－４
13 岐阜県 岐阜茜部簡易郵便局 500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野１－１９
14 岐阜県 岐阜鶉郵便局 500-8288 岐阜県岐阜市中鶉６－５１
15 岐阜県 岐阜都通郵便局 500-8302 岐阜県岐阜市本郷町５－２６
16 岐阜県 岐阜吹上郵便局 500-8326 岐阜県岐阜市吹上町４－３
17 岐阜県 岐阜本荘郵便局 500-8349 岐阜県岐阜市久保見町８３－１
18 岐阜県 岐阜六条郵便局 500-8359 岐阜県岐阜市六条北４－５－９
19 岐阜県 岐阜鹿島郵便局 500-8361 岐阜県岐阜市本荘西１－１４７
20 岐阜県 岐阜市橋郵便局 500-8381 岐阜県岐阜市市橋４－７－８
21 岐阜県 岐阜県庁内郵便局 500-8384 岐阜県岐阜市薮田南２－１－１
22 岐阜県 岐阜薮田簡易郵便局 500-8387 岐阜県岐阜市薮田中２－２１－５
23 岐阜県 岐阜華陽郵便局 500-8402 岐阜県岐阜市竜田町７－１－２
24 岐阜県 岐阜加納八幡郵便局 500-8431 岐阜県岐阜市加納八幡町１０－３
25 岐阜県 岐阜城東郵便局 500-8441 岐阜県岐阜市城東通５－１５－２
26 岐阜県 岐阜加納上本町郵便局 500-8451 岐阜県岐阜市加納上本町３－６－２
27 岐阜県 岐阜加納西郵便局 500-8469 岐阜県岐阜市加納竜興町３－１５－１
28 岐阜県 岐阜若宮郵便局 500-8828 岐阜県岐阜市若宮町２－２８
29 岐阜県 岐阜徹明郵便局 500-8833 岐阜県岐阜市神田町６－１
30 岐阜県 岐阜神田郵便局 500-8833 岐阜県岐阜市神田町１－１１－２
31 岐阜県 岐阜問屋町郵便局 500-8856 岐阜県岐阜市橋本町２－８
32 岐阜県 岐阜西野郵便局 500-8864 岐阜県岐阜市真砂町３－７
33 岐阜県 岐阜真砂郵便局 500-8864 岐阜県岐阜市真砂町８－５
34 岐阜県 岐阜千手堂郵便局 500-8869 岐阜県岐阜市元宮町３－７
35 岐阜県 合渡簡易郵便局 501-0101 岐阜県岐阜市曽我屋５－７８
36 岐阜県 鏡島郵便局 501-0112 岐阜県岐阜市鏡島精華３－１－２０
37 岐阜県 岐阜江崎郵便局 501-0118 岐阜県岐阜市大菅北１－１５
38 岐阜県 本田郵便局 501-0202 岐阜県瑞穂市馬場前畑町２－１１６
39 岐阜県 穂積牛牧郵便局 501-0234 岐阜県瑞穂市牛牧１２９３－２２０
40 岐阜県 巣南郵便局 501-0399 岐阜県瑞穂市田之上６２２－４
41 岐阜県 三橋郵便局 501-0406 岐阜県本巣市三橋糸貫川通１１０１－１５９
42 岐阜県 糸貫郵便局 501-0413 岐阜県本巣市見延５６６－１
43 岐阜県 北方長谷川郵便局 501-0436 岐阜県本巣郡北方町長谷川西２－２０
44 岐阜県 真正郵便局 501-0471 岐阜県本巣市政田２６６２－３
45 岐阜県 稲富簡易郵便局 501-0501 岐阜県揖斐郡大野町稲富１４９７
46 岐阜県 美濃川合郵便局 501-0554 岐阜県揖斐郡大野町五之里８６６－５
47 岐阜県 大野郵便局 501-0599 岐阜県揖斐郡大野町黒野４０１－２
48 岐阜県 揖斐北方郵便局 501-0601 岐阜県揖斐郡揖斐川町北方１４７６－８
49 岐阜県 清水郵便局 501-0615 岐阜県揖斐郡揖斐川町清水後川５０
50 岐阜県 養基郵便局 501-0622 岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永４２９－２
51 岐阜県 揖斐小島郵便局 501-0627 岐阜県揖斐郡揖斐川町市場２５－２
52 岐阜県 揖斐川郵便局 501-0699 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪出口南２２７９－１
53 岐阜県 久瀬小津簡易郵便局 501-0701 岐阜県揖斐郡揖斐川町小津３０６７
54 岐阜県 久瀬公正簡易郵便局 501-0703 岐阜県揖斐郡揖斐川町乙原２１６
55 岐阜県 久瀬郵便局 501-0706 岐阜県揖斐郡揖斐川町西津汲５２７－４
56 岐阜県 藤橋郵便局 501-0899 岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山５１１－１
57 岐阜県 坂内郵便局 501-0999 岐阜県揖斐郡揖斐川町坂内広瀬５７１－１
58 岐阜県 岐阜方県郵便局 501-1106 岐阜県岐阜市石谷１１０５－２
59 岐阜県 岐阜大学病院内簡易郵便局 501-1112 岐阜県岐阜市柳戸１－１
60 岐阜県 岐阜尻毛郵便局 501-1146 岐阜県岐阜市下尻毛４８３－２
61 岐阜県 岐阜西改田簡易郵便局 501-1167 岐阜県岐阜市西改田夏梅１０－３
62 岐阜県 西郷郵便局 501-1178 岐阜県岐阜市上西郷６－３１－１
63 岐阜県 本巣郵便局 501-1205 岐阜県本巣市曽井中島２４１－３
64 岐阜県 外山郵便局 501-1235 岐阜県本巣市神海６６１－２
65 岐阜県 長瀬郵便局 501-1303 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬１１７５
66 岐阜県 横蔵簡易郵便局 501-1316 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲木曽屋１９０
67 岐阜県 谷汲郵便局 501-1399 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積２０１５－１
68 岐阜県 根尾郵便局 501-1599 岐阜県本巣市根尾樽見２７－２
69 岐阜県 高富桜尾郵便局 501-2102 岐阜県山県市伊佐美６７６－４
70 岐阜県 伊自良郵便局 501-2123 岐阜県山県市大森３７６－６
71 岐阜県 高富郵便局 501-2199 岐阜県山県市高富１６２６
72 岐阜県 乾郵便局 501-2254 岐阜県山県市出戸２５２－１
73 岐阜県 美山富永郵便局 501-2257 岐阜県山県市富永６８０－１０
74 岐阜県 美山南郵便局 501-2259 岐阜県山県市岩佐９０
75 岐阜県 北山郵便局 501-2301 岐阜県山県市神崎３１１
76 岐阜県 美山北郵便局 501-2321 岐阜県山県市谷合１２０１
77 岐阜県 岐阜北野郵便局 501-2516 岐阜県岐阜市北野南４７－３
78 岐阜県 厳美郵便局 501-2535 岐阜県岐阜市石原１－２４６－４
79 岐阜県 武芸谷口郵便局 501-2601 岐阜県関市武芸川町谷口８３１－２
80 岐阜県 武芸川郵便局 501-2604 岐阜県関市武芸川町高野２１８－１
81 岐阜県 洞戸郵便局 501-2899 岐阜県関市洞戸通元寺１５５－１
82 岐阜県 中切郵便局 501-2901 岐阜県関市板取２６１５－１
83 岐阜県 板取郵便局 501-2999 岐阜県関市板取６５１４－１
84 岐阜県 岐阜加野郵便局 501-3109 岐阜県岐阜市向加野１－２１－１０
85 岐阜県 岐阜大洞郵便局 501-3125 岐阜県岐阜市大洞緑山１－１－１
86 岐阜県 岐阜諏訪山簡易郵便局 501-3142 岐阜県岐阜市諏訪山３－２－３
87 岐阜県 岐阜岩田坂郵便局 501-3155 岐阜県岐阜市岩田坂４－１－２７
88 岐阜県 関西神野郵便局 501-3202 岐阜県関市西神野６２－３
89 岐阜県 下有知郵便局 501-3217 岐阜県関市下有知１５３８－２
90 岐阜県 関栄町郵便局 501-3253 岐阜県関市栄町２－３７－２



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
91 岐阜県 関小瀬郵便局 501-3265 岐阜県関市小瀬５６
92 岐阜県 加治田郵便局 501-3301 岐阜県加茂郡富加町加治田６９５－２
93 岐阜県 富加郵便局 501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生１５２５－２
94 岐阜県 間吹郵便局 501-3511 岐阜県関市中之保４５５７－１
95 岐阜県 下之保郵便局 501-3521 岐阜県関市下之保２７９７－１
96 岐阜県 武儀郵便局 501-3599 岐阜県関市富之保２０６８－３
97 岐阜県 上之保郵便局 501-3601 岐阜県関市上之保１５１４８－２
98 岐阜県 洲原郵便局 501-3703 岐阜県美濃市下河和４２７
99 岐阜県 中有知簡易郵便局 501-3756 岐阜県美濃市生櫛１６１４－１０１
100 岐阜県 藍見郵便局 501-3763 岐阜県美濃市極楽寺８００－２
101 岐阜県 大矢田簡易郵便局 501-3771 岐阜県美濃市大矢田１２６４－３
102 岐阜県 美濃長瀬郵便局 501-3782 岐阜県美濃市長瀬１１４４－３
103 岐阜県 上牧郵便局 501-3786 岐阜県美濃市乙狩８９３－２
104 岐阜県 下牧郵便局 501-3788 岐阜県美濃市蕨生３２７－１
105 岐阜県 富岡簡易郵便局 501-3813 岐阜県関市東野町１９－１８
106 岐阜県 関仲町郵便局 501-3817 岐阜県関市仲町８－１０
107 岐阜県 関大門郵便局 501-3834 岐阜県関市大門町３－２
108 岐阜県 関桜ヶ丘郵便局 501-3903 岐阜県関市桜ケ丘１－３－１５
109 岐阜県 関向山簡易郵便局 501-3933 岐阜県関市向山町１－１－１
110 岐阜県 小金田郵便局 501-3941 岐阜県関市小屋名２５３－１
111 岐阜県 関山田簡易郵便局 501-3944 岐阜県関市山田門田８０－６
112 岐阜県 美並郵便局 501-4106 岐阜県郡上市美並町白山１７６２
113 岐阜県 有穂簡易郵便局 501-4201 岐阜県郡上市八幡町有穂４０９－２
114 岐阜県 八幡吉田簡易郵便局 501-4203 岐阜県郡上市八幡町初納野垣１３２４－２
115 岐阜県 八幡小野郵便局 501-4221 岐阜県郡上市八幡町小野４－１－２６
116 岐阜県 相生郵便局 501-4236 岐阜県郡上市八幡町相生１２４５－１０
117 岐阜県 明宝郵便局 501-4399 岐阜県郡上市明宝畑佐２９８
118 岐阜県 西和良郵便局 501-4452 岐阜県郡上市八幡町美山２３６３－１
119 岐阜県 小那比簡易郵便局 501-4455 岐阜県郡上市八幡町小那比３５６９－５
120 岐阜県 和良郵便局 501-4599 岐阜県郡上市和良町沢９９６－５
121 岐阜県 大和郵便局 501-4607 岐阜県郡上市大和町徳永１３８－３
122 岐阜県 弥富郵便局 501-4612 岐阜県郡上市大和町剣２６９－２
123 岐阜県 北濃郵便局 501-5104 岐阜県郡上市白鳥町長滝蓮原３３２－１６
124 岐阜県 牛道郵便局 501-5116 岐阜県郡上市白鳥町中西７３９－２
125 岐阜県 白鳥郵便局 501-5199 岐阜県郡上市白鳥町白鳥長藤１９１－１
126 岐阜県 石徹白郵便局 501-5299 岐阜県郡上市白鳥町石徹白第４１－５
127 岐阜県 蛭ヶ野簡易郵便局 501-5301 岐阜県郡上市高鷲町ひるがの４６７０－３６９４
128 岐阜県 高鷲郵便局 501-5399 岐阜県郡上市高鷲町大鷲７４３－１
129 岐阜県 荘川黒谷簡易郵便局 501-5404 岐阜県高山市荘川町黒谷８４－１
130 岐阜県 荘川郵便局 501-5499 岐阜県高山市荘川町新渕５５６－１
131 岐阜県 御母衣郵便局 501-5507 岐阜県大野郡白川村平瀬中カイツ１３２－５８
132 岐阜県 小白川簡易郵便局 501-5621 岐阜県大野郡白川村小白川４７２－１
133 岐阜県 鳩谷郵便局 501-5699 岐阜県大野郡白川村鳩谷中長３２２
134 岐阜県 岐南郵便局 501-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣北６－８３
135 岐阜県 川島郵便局 501-6025 岐阜県各務原市川島河田町４８７－１
136 岐阜県 笠松中野郵便局 501-6034 岐阜県羽島郡笠松町中野１７－１
137 岐阜県 笠松松枝簡易郵便局 501-6064 岐阜県羽島郡笠松町北及３３－２
138 岐阜県 笠松春日郵便局 501-6082 岐阜県羽島郡笠松町春日町２
139 岐阜県 柳津宮東郵便局 501-6111 岐阜県岐阜市柳津町宮東１－１７１
140 岐阜県 柳津佐波郵便局 501-6121 岐阜県岐阜市柳津町上佐波西５－１７９
141 岐阜県 日置江簡易郵便局 501-6133 岐阜県岐阜市日置江４－２－１
142 岐阜県 足近郵便局 501-6204 岐阜県羽島市足近町小荒井１－１０
143 岐阜県 羽島竹鼻郵便局 501-6232 岐阜県羽島市竹鼻町狐穴３１８８－１
144 岐阜県 羽島堀津簡易郵便局 501-6303 岐阜県羽島市舟橋町本町２－１１
145 岐阜県 羽島上中郵便局 501-6318 岐阜県羽島市上中町沖１７５７
146 岐阜県 桑原郵便局 501-6321 岐阜県羽島市桑原町八神４７４９
147 岐阜県 岐阜粟野郵便局 502-0002 岐阜県岐阜市粟野東５－２００－２
148 岐阜県 岐阜三田洞郵便局 502-0003 岐阜県岐阜市三田洞東２－１５－１
149 岐阜県 岐阜長良校前郵便局 502-0045 岐阜県岐阜市長良校前町４－８－４
150 岐阜県 岐阜高見郵便局 502-0076 岐阜県岐阜市長良友瀬１００－４
151 岐阜県 岐阜福光郵便局 502-0814 岐阜県岐阜市福光西２－５－４
152 岐阜県 岐阜長良北町郵便局 502-0817 岐阜県岐阜市長良福光１６５５－１８
153 岐阜県 岐阜長良郵便局 502-0835 岐阜県岐阜市織田町１－１２
154 岐阜県 岐阜正木郵便局 502-0857 岐阜県岐阜市正木１８８０
155 岐阜県 岐阜島郵便局 502-0904 岐阜県岐阜市島栄町３－２０－２
156 岐阜県 岐阜早田郵便局 502-0904 岐阜県岐阜市島栄町１－５６－１
157 岐阜県 岐阜大福郵便局 502-0934 岐阜県岐阜市大福町７－６８－１
158 岐阜県 大垣林町郵便局 503-0015 岐阜県大垣市林町３－７９
159 岐阜県 大垣中川郵便局 503-0018 岐阜県大垣市西之川町１－２４１－３
160 岐阜県 大垣宿地郵便局 503-0024 岐阜県大垣市宿地町１０８４
161 岐阜県 大垣荒尾郵便局 503-0034 岐阜県大垣市荒尾町東裏１４９１－４
162 岐阜県 結郵便局 503-0112 岐阜県安八郡安八町東結１４３０－１
163 岐阜県 名森郵便局 503-0121 岐阜県安八郡安八町氷取８４－２
164 岐阜県 墨俣郵便局 503-0199 岐阜県大垣市墨俣町墨俣９５５－３
165 岐阜県 仁木郵便局 503-0206 岐阜県安八郡輪之内町下大榑新田大正２１２－７
166 岐阜県 福束簡易郵便局 503-0234 岐阜県安八郡輪之内町里１０５６
167 岐阜県 輪之内郵便局 503-0299 岐阜県安八郡輪之内町四郷２７０－１
168 岐阜県 海西郵便局 503-0303 岐阜県海津市平田町野寺川田１３１９－１
169 岐阜県 平田三郷簡易郵便局 503-0312 岐阜県海津市平田町三郷村中１１０６
170 岐阜県 平田郵便局 503-0399 岐阜県海津市平田町今尾１５９２－１
171 岐阜県 下多度郵便局 503-0401 岐阜県海津市南濃町津屋正蓮寺１８５６－３
172 岐阜県 南濃山崎簡易郵便局 503-0415 岐阜県海津市南濃町山崎９６５－２
173 岐阜県 南濃郵便局 503-0499 岐阜県海津市南濃町駒野横道下欠北７１４－２
174 岐阜県 石津郵便局 503-0532 岐阜県海津市南濃町太田南條６１３－１
175 岐阜県 松山簡易郵便局 503-0535 岐阜県海津市南濃町松山２１８
176 岐阜県 吉里郵便局 503-0603 岐阜県海津市海津町神桐大道下１９３－１
177 岐阜県 東江郵便局 503-0615 岐阜県海津市海津町日原八剣２１－４
178 岐阜県 大江郵便局 503-0623 岐阜県海津市海津町古中島１１８－１
179 岐阜県 海津安田簡易郵便局 503-0637 岐阜県海津市海津町安田村北６－２
180 岐阜県 海津郵便局 503-0699 岐阜県海津市海津町高須前並５５８－４



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
181 岐阜県 大垣小野簡易郵便局 503-0803 岐阜県大垣市小野１－１１２－２
182 岐阜県 大垣鶴見郵便局 503-0805 岐阜県大垣市鶴見町８８－２
183 岐阜県 大垣古宮郵便局 503-0848 岐阜県大垣市古宮町一番割７４－２
184 岐阜県 大垣南頬郵便局 503-0864 岐阜県大垣市南頬町４－３２－６
185 岐阜県 大垣南高橋郵便局 503-0873 岐阜県大垣市南高橋町１－９９
186 岐阜県 大垣藤江郵便局 503-0893 岐阜県大垣市藤江町２－２３－２
187 岐阜県 大垣駅前郵便局 503-0901 岐阜県大垣市高屋町１－３９
188 岐阜県 大垣室町郵便局 503-0911 岐阜県大垣市室本町２－３４
189 岐阜県 大垣神田郵便局 503-0917 岐阜県大垣市神田町２－２－１
190 岐阜県 大垣船町郵便局 503-0923 岐阜県大垣市船町４－４５
191 岐阜県 大垣友江郵便局 503-0955 岐阜県大垣市友江１－８－１
192 岐阜県 大垣久瀬川郵便局 503-0974 岐阜県大垣市久瀬川町４－３７
193 岐阜県 大垣荒川簡易郵便局 503-0993 岐阜県大垣市荒川町４４３－３
194 岐阜県 養老公園口郵便局 503-1261 岐阜県養老郡養老町鷲巣養老道北１５８４－２４
195 岐阜県 養老根古地簡易郵便局 503-1273 岐阜県養老郡養老町根古地１５３５
196 岐阜県 室原簡易郵便局 503-1301 岐阜県養老郡養老町室原５７２
197 岐阜県 養老飯田簡易郵便局 503-1303 岐阜県養老郡養老町蛇持３７－１
198 岐阜県 養老三神簡易郵便局 503-1312 岐阜県養老郡養老町三神町３３２－１０
199 岐阜県 笠郷郵便局 503-1382 岐阜県養老郡養老町船附小川１１１
200 岐阜県 養老郵便局 503-1399 岐阜県養老郡養老町高田４２１－３
201 岐阜県 関ケ原郵便局 503-1501 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原尻江３３４７－６
202 岐阜県 今須郵便局 503-1543 岐阜県不破郡関ケ原町今須３４３０－３
203 岐阜県 牧田郵便局 503-1602 岐阜県大垣市上石津町牧田２６８７－１
204 岐阜県 上石津一之瀬郵便局 503-1614 岐阜県大垣市上石津町一之瀬１４８８
205 岐阜県 上石津時郵便局 503-1632 岐阜県大垣市上石津町下山笹尾１９４－１
206 岐阜県 上石津郵便局 503-1699 岐阜県大垣市上石津町上原１３４３－１
207 岐阜県 岩手郵便局 503-2107 岐阜県不破郡垂井町岩手５７８
208 岐阜県 垂井府中簡易郵便局 503-2114 岐阜県不破郡垂井町府中２４３４－５
209 岐阜県 表佐郵便局 503-2122 岐阜県不破郡垂井町表佐１５４５－５
210 岐阜県 栗原簡易郵便局 503-2123 岐阜県不破郡垂井町栗原１５８８－２
211 岐阜県 垂井宮代簡易郵便局 503-2124 岐阜県不破郡垂井町宮代１７１－１
212 岐阜県 赤坂菅野簡易郵便局 503-2208 岐阜県大垣市菅野１－１６５６－１４
213 岐阜県 赤坂郵便局 503-2213 岐阜県大垣市赤坂町川向２１４５－１
214 岐阜県 青墓簡易郵便局 503-2221 岐阜県大垣市青墓町１－２７
215 岐阜県 大垣稲葉郵便局 503-2224 岐阜県大垣市稲葉東３－１１
216 岐阜県 神戸郵便局 503-2305 岐阜県安八郡神戸町神戸大円坊１１２４
217 岐阜県 下宮郵便局 503-2314 岐阜県安八郡神戸町落合３４４－２
218 岐阜県 宮地簡易郵便局 503-2406 岐阜県揖斐郡池田町宮地大門南９３７－３
219 岐阜県 池田八幡郵便局 503-2426 岐阜県揖斐郡池田町八幡中道１７１４－１３
220 岐阜県 揖斐八幡簡易郵便局 503-2428 岐阜県揖斐郡池田町片山３００
221 岐阜県 池田郵便局 503-2499 岐阜県揖斐郡池田町本郷１３０７－１
222 岐阜県 春日郵便局 503-2599 岐阜県揖斐郡揖斐川町春日六合７９０－６
223 岐阜県 各務原尾崎郵便局 504-0004 岐阜県各務原市尾崎西町５－７－２
224 岐阜県 各務原手力郵便局 504-0046 岐阜県各務原市那加長塚町３－５９
225 岐阜県 各務原柿沢郵便局 504-0825 岐阜県各務原市蘇原柿沢町２－３４
226 岐阜県 各務原大島簡易郵便局 504-0846 岐阜県各務原市蘇原吉野町２－３
227 岐阜県 各務原蘇原郵便局 504-0852 岐阜県各務原市蘇原古市場町２－１６９
228 岐阜県 各務原桜町郵便局 504-0912 岐阜県各務原市那加桜町２－３３２
229 岐阜県 各務原前渡郵便局 504-0923 岐阜県各務原市前渡西町７９８
230 岐阜県 各務原成清郵便局 504-0935 岐阜県各務原市成清町４－２３１
231 岐阜県 美濃加茂三和簡易郵便局 505-0002 岐阜県美濃加茂市三和町川浦２５５７－１
232 岐阜県 山之上郵便局 505-0003 岐阜県美濃加茂市山之上町２６１１
233 岐阜県 美濃加茂蜂屋郵便局 505-0005 岐阜県美濃加茂市蜂屋町中蜂屋２５１３－１
234 岐阜県 古井郵便局 505-0021 岐阜県美濃加茂市森山町１－６－４３
235 岐阜県 下古井郵便局 505-0033 岐阜県美濃加茂市中富町１－８－３４
236 岐阜県 美濃加茂太田本町郵便局 505-0042 岐阜県美濃加茂市太田本町１－１－２３
237 岐阜県 美濃加茂加茂野簡易郵便局 505-0052 岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉６１８
238 岐阜県 坂祝郵便局 505-0075 岐阜県加茂郡坂祝町取組４１９－１
239 岐阜県 上之郷郵便局 505-0114 岐阜県可児郡御嵩町中切８７２－７
240 岐阜県 御嵩中郵便局 505-0121 岐阜県可児郡御嵩町中６６０－１３
241 岐阜県 伏見郵便局 505-0126 岐阜県可児郡御嵩町上恵土８５０
242 岐阜県 兼山郵便局 505-0130 岐阜県可児市兼山１４３－１１
243 岐阜県 御嵩郵便局 505-0199 岐阜県可児郡御嵩町御嵩１４５１－２
244 岐阜県 和知郵便局 505-0305 岐阜県加茂郡八百津町和知１６１３－３
245 岐阜県 八百津郵便局 505-0399 岐阜県加茂郡八百津町八百津３７５１－１
246 岐阜県 福地簡易郵便局 505-0421 岐阜県加茂郡八百津町福地７５７－２
247 岐阜県 久田見郵便局 505-0422 岐阜県加茂郡八百津町久田見２４２４－１
248 岐阜県 潮南郵便局 505-0531 岐阜県加茂郡八百津町潮見２２７－３
249 岐阜県 高山連合橋郵便局 506-0005 岐阜県高山市七日町３－１２９－５
250 岐阜県 高山名田郵便局 506-0021 岐阜県高山市名田町３－８６－１０
251 岐阜県 高山上枝駅前郵便局 506-0041 岐阜県高山市下切町１９２－１
252 岐阜県 高山岡本郵便局 506-0054 岐阜県高山市岡本町１－３０３－２
253 岐阜県 高山緑ヶ丘郵便局 506-0058 岐阜県高山市山田町１４５１－１４
254 岐阜県 三日町郵便局 506-0102 岐阜県高山市清見町三日町４０９
255 岐阜県 三ツ谷簡易郵便局 506-0105 岐阜県高山市清見町三ツ谷１２１５
256 岐阜県 夏厩郵便局 506-0205 岐阜県高山市清見町夏厩８６８－１
257 岐阜県 高山松之木簡易郵便局 506-0802 岐阜県高山市松之木町２９４１
258 岐阜県 高山山王郵便局 506-0823 岐阜県高山市森下町１－１４０－１０
259 岐阜県 高山八幡郵便局 506-0842 岐阜県高山市下二之町２６
260 岐阜県 高山上一之町郵便局 506-0844 岐阜県高山市上一之町９７
261 岐阜県 袖川郵便局 506-1155 岐阜県飛騨市神岡町西１７６０－６
262 岐阜県 神岡船津郵便局 506-1161 岐阜県飛騨市神岡町船津９５９－１
263 岐阜県 神岡郵便局 506-1199 岐阜県飛騨市神岡町江馬町９－１５
264 岐阜県 東茂住郵便局 506-1205 岐阜県飛騨市神岡町東茂住下町４３３
265 岐阜県 上宝郵便局 506-1399 岐阜県高山市上宝町在家１５９１
266 岐阜県 平湯温泉簡易郵便局 506-1433 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯湯の平７６３－１９６
267 岐阜県 栃尾郵便局 506-1499 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾３３９－４１
268 岐阜県 折敷地簡易郵便局 506-2103 岐阜県高山市丹生川町折敷地２５０－２２
269 岐阜県 丹生川郵便局 506-2199 岐阜県高山市丹生川町町方１８－４
270 岐阜県 旗鉾郵便局 506-2251 岐阜県高山市丹生川町旗鉾２７８－１



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あります
No. 都道府県 局名 郵便番号 所在地 備考
271 岐阜県 多治見高田郵便局 507-0004 岐阜県多治見市小名田町１－３４
272 岐阜県 多治見上野郵便局 507-0027 岐阜県多治見市上野町２－１－２
273 岐阜県 多治見駅前郵便局 507-0036 岐阜県多治見市田代町１－２６
274 岐阜県 多治見池田簡易郵便局 507-0048 岐阜県多治見市池田町５－３０７
275 岐阜県 多治見姫郵便局 507-0062 岐阜県多治見市大針町２－１
276 岐阜県 多治見根本郵便局 507-0063 岐阜県多治見市松坂町１－４４
277 岐阜県 多治見旭ケ丘簡易郵便局 507-0071 岐阜県多治見市旭ケ丘１０－６－３３
278 岐阜県 多治見明和郵便局 507-0072 岐阜県多治見市明和町４－５－４０９
279 岐阜県 多治見小泉郵便局 507-0073 岐阜県多治見市小泉町２－２０４
280 岐阜県 多治見坂上郵便局 507-0804 岐阜県多治見市坂上町８－３２
281 岐阜県 多治見滝呂郵便局 507-0813 岐阜県多治見市滝呂町１０－７７
282 岐阜県 多治見市之倉郵便局 507-0814 岐阜県多治見市市之倉町６－５６
283 岐阜県 多治見ホワイトタウン郵便局 507-0826 岐阜県多治見市脇之島町６－３１－９
284 岐阜県 多治見新町郵便局 507-0831 岐阜県多治見市新町１－５９－１
285 岐阜県 多治見錦町郵便局 507-0835 岐阜県多治見市錦町１－８－２
286 岐阜県 笠原郵便局 507-0901 岐阜県多治見市笠原町２１７４－１
287 岐阜県 中津川実戸簡易郵便局 508-0001 岐阜県中津川市中津川２３７５－１０
288 岐阜県 落合郵便局 508-0006 岐阜県中津川市落合７５７－１
289 岐阜県 中津川神坂簡易郵便局 508-0007 岐阜県中津川市神坂１４４－１
290 岐阜県 中津川大平簡易郵便局 508-0011 岐阜県中津川市駒場１２６０－４
291 岐阜県 中津川手賀野簡易郵便局 508-0015 岐阜県中津川市手賀野５４０
292 岐阜県 中津川駅前郵便局 508-0033 岐阜県中津川市太田町２－２－８
293 岐阜県 並松郵便局 508-0101 岐阜県中津川市苗木柿野４８－５５９
294 岐阜県 中津川瀬戸簡易郵便局 508-0111 岐阜県中津川市瀬戸５５６－１
295 岐阜県 苗木郵便局 508-0199 岐阜県中津川市苗木２０７９－１２
296 岐阜県 田瀬郵便局 508-0201 岐阜県中津川市田瀬９９３－１２
297 岐阜県 福岡下野郵便局 508-0202 岐阜県中津川市下野３３１－６
298 岐阜県 福岡郵便局 508-0299 岐阜県中津川市福岡９４９－４
299 岐阜県 下付知郵便局 508-0351 岐阜県中津川市付知町６８１７－３６
300 岐阜県 上付知簡易郵便局 508-0351 岐阜県中津川市付知町１９５１－１
301 岐阜県 付知郵便局 508-0399 岐阜県中津川市付知町５８０７－８
302 岐阜県 加子母郵便局 508-0421 岐阜県中津川市加子母４１２５－２４
303 岐阜県 小和知簡易郵便局 508-0421 岐阜県中津川市加子母１４４８
304 岐阜県 山口郵便局 508-0501 岐阜県中津川市山口１４９９－１
305 岐阜県 馬籠郵便局 508-0502 岐阜県中津川市馬籠４２５９
306 岐阜県 各務原苧ヶ瀬郵便局 509-0104 岐阜県各務原市各務おがせ町７－５７
307 岐阜県 各務原緑苑郵便局 509-0114 岐阜県各務原市緑苑中３－２－４
308 岐阜県 各務原鵜沼台郵便局 509-0121 岐阜県各務原市鵜沼台７－６７
309 岐阜県 各務原南町郵便局 509-0125 岐阜県各務原市鵜沼南町５－４８－１
310 岐阜県 各務原駅前郵便局 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町３－２４６
311 岐阜県 各務原大伊木簡易郵便局 509-0144 岐阜県各務原市鵜沼大伊木町２－２６３－１
312 岐阜県 各務原川崎郵便局 509-0147 岐阜県各務原市鵜沼川崎町２－１６７
313 岐阜県 土田郵便局 509-0206 岐阜県可児市土田１３５９－５
314 岐阜県 今渡郵便局 509-0207 岐阜県可児市今渡８７９－４
315 岐阜県 可児羽崎郵便局 509-0222 岐阜県可児市羽崎大坪４７３－４
316 岐阜県 久々利郵便局 509-0224 岐阜県可児市久々利１５５７
317 岐阜県 可児桜ケ丘郵便局 509-0235 岐阜県可児市桜ケ丘６－６８
318 岐阜県 可児春里郵便局 509-0251 岐阜県可児市塩９６８－３
319 岐阜県 西可児駅前郵便局 509-0266 岐阜県可児市帷子新町３－１５
320 岐阜県 川辺麻生郵便局 509-0301 岐阜県加茂郡川辺町下麻生下夕町５５－２
321 岐阜県 川辺郵便局 509-0399 岐阜県加茂郡川辺町中川辺１５１５－１
322 岐阜県 七宗郵便局 509-0499 岐阜県加茂郡七宗町上麻生２５０７－２
323 岐阜県 神渕郵便局 509-0511 岐阜県加茂郡七宗町神渕９７６４－１
324 岐阜県 白川下油井郵便局 509-1101 岐阜県加茂郡白川町白山１４９１－１
325 岐阜県 和泉郵便局 509-1104 岐阜県加茂郡白川町和泉５９８－４
326 岐阜県 坂ノ東郵便局 509-1106 岐阜県加茂郡白川町坂ノ東４６６６－６
327 岐阜県 切井郵便局 509-1111 岐阜県加茂郡白川町切井１１６０
328 岐阜県 白川赤河簡易郵便局 509-1112 岐阜県加茂郡白川町赤河１０６０－１
329 岐阜県 白川蘇原郵便局 509-1113 岐阜県加茂郡白川町三川１４１０－２
330 岐阜県 白川郵便局 509-1199 岐阜県加茂郡白川町河岐７２０－２７
331 岐阜県 佐見郵便局 509-1221 岐阜県加茂郡白川町上佐見１９７７
332 岐阜県 下佐見簡易郵便局 509-1222 岐阜県加茂郡白川町下佐見１７３８－２
333 岐阜県 美濃越原郵便局 509-1301 岐阜県加茂郡東白川村越原９１８－５
334 岐阜県 東白川郵便局 509-1399 岐阜県加茂郡東白川村神土５８２－１５
335 岐阜県 黒川郵便局 509-1431 岐阜県加茂郡白川町黒川１８０５－９
336 岐阜県 東黒川簡易郵便局 509-1431 岐阜県加茂郡白川町黒川１２６１－９
337 岐阜県 西黒川簡易郵便局 509-1431 岐阜県加茂郡白川町黒川３６５７－２
338 岐阜県 東村郵便局 509-1603 岐阜県下呂市金山町岩瀬７７７－３
339 岐阜県 下原簡易郵便局 509-1616 岐阜県下呂市金山町下原町４２８－２
340 岐阜県 菅田郵便局 509-1623 岐阜県下呂市金山町菅田桐洞７０３－６
341 岐阜県 金山郵便局 509-1699 岐阜県下呂市金山町金山１９３９－５
342 岐阜県 中原郵便局 509-2134 岐阜県下呂市焼石２８９３－１７
343 岐阜県 下呂郵便局 509-2299 岐阜県下呂市森９６１－１４
344 岐阜県 野尻郵便局 509-2313 岐阜県下呂市野尻２１５－１
345 岐阜県 竹原郵便局 509-2314 岐阜県下呂市宮地巾７０２－４
346 岐阜県 上原郵便局 509-2422 岐阜県下呂市田口４５－６
347 岐阜県 山之口簡易郵便局 509-2501 岐阜県下呂市萩原町山之口７３７－１
348 岐阜県 飛騨宮田簡易郵便局 509-2512 岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞４５
349 岐阜県 中呂郵便局 509-2514 岐阜県下呂市萩原町中呂６０３
350 岐阜県 上呂郵便局 509-2518 岐阜県下呂市萩原町上呂９５２－１
351 岐阜県 馬瀬郵便局 509-2612 岐阜県下呂市馬瀬名丸６４－１
352 岐阜県 飛騨大原郵便局 509-2702 岐阜県高山市清見町大原６３６－１
353 岐阜県 小坂落合郵便局 509-3111 岐阜県下呂市小坂町落合３８－８
354 岐阜県 小坂郵便局 509-3199 岐阜県下呂市小坂町大島１７６３－１５
355 岐阜県 久々野郵便局 509-3299 岐阜県高山市久々野町無数河６４５
356 岐阜県 秋神郵便局 509-3314 岐阜県高山市朝日町西洞４０－１０
357 岐阜県 朝日郵便局 509-3326 岐阜県高山市朝日町甲９９８－１
358 岐阜県 高根郵便局 509-3499 岐阜県高山市高根町上ケ洞３７７
359 岐阜県 宮村郵便局 509-3599 岐阜県高山市一之宮町４６３－１
360 岐阜県 国府郵便局 509-4199 岐阜県高山市国府町広瀬町１３３５
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361 岐阜県 飛騨細江郵便局 509-4203 岐阜県飛騨市古川町袈裟丸５８－２
362 岐阜県 小鷹利簡易郵便局 509-4272 岐阜県飛騨市古川町信包１３９２－１
363 岐阜県 飛騨古川郵便局 509-4299 岐阜県飛騨市古川町新栄町３－１
364 岐阜県 飛騨河合郵便局 509-4301 岐阜県飛騨市河合町角川２９８－８
365 岐阜県 河合元田簡易郵便局 509-4316 岐阜県飛騨市河合町元田１４－２
366 岐阜県 坂上郵便局 509-4423 岐阜県飛騨市宮川町林６５－２
367 岐阜県 打保郵便局 509-4545 岐阜県飛騨市宮川町打保２２８－３
368 岐阜県 土岐定林寺郵便局 509-5102 岐阜県土岐市泉町定林寺６６４－１０
369 岐阜県 肥田郵便局 509-5115 岐阜県土岐市肥田町肥田２１５２－１
370 岐阜県 土岐上田簡易郵便局 509-5124 岐阜県土岐市土岐口中町４－７５
371 岐阜県 土岐駅前郵便局 509-5142 岐阜県土岐市泉町久尻５７５－１５
372 岐阜県 土岐泉西郵便局 509-5142 岐阜県土岐市泉町久尻１１９２－１
373 岐阜県 下石郵便局 509-5202 岐阜県土岐市下石町９３６－９
374 岐阜県 妻木郵便局 509-5302 岐阜県土岐市妻木平成町５－１
375 岐阜県 土岐鶴里郵便局 509-5312 岐阜県土岐市鶴里町柿野１２１５
376 岐阜県 駄知郵便局 509-5401 岐阜県土岐市駄知町１３２７－６
377 岐阜県 曽木郵便局 509-5402 岐阜県土岐市曽木町３８５－３
378 岐阜県 瑞浪鶴城簡易郵便局 509-6101 岐阜県瑞浪市土岐町２４４３－１
379 岐阜県 瑞浪稲津郵便局 509-6103 岐阜県瑞浪市稲津町小里１１４４－２
380 岐阜県 和合郵便局 509-6113 岐阜県瑞浪市和合町１－１２
381 岐阜県 瑞浪一色簡易郵便局 509-6124 岐阜県瑞浪市一色町２－１２６
382 岐阜県 日吉郵便局 509-6251 岐阜県瑞浪市日吉町６５６
383 岐阜県 瑞浪細久手簡易郵便局 509-6251 岐阜県瑞浪市日吉町７８８７
384 岐阜県 陶郵便局 509-6361 岐阜県瑞浪市陶町猿爪３７３－１
385 岐阜県 水上簡易郵便局 509-6362 岐阜県瑞浪市陶町水上向田３６１－１
386 岐阜県 釜戸郵便局 509-6472 岐阜県瑞浪市釜戸町２８２１－２２
387 岐阜県 三郷郵便局 509-7124 岐阜県恵那市三郷町佐々良木４３－３
388 岐阜県 武並郵便局 509-7199 岐阜県恵那市武並町竹折１１６３－１
389 岐阜県 恵那雀子ケ根簡易郵便局 509-7201 岐阜県恵那市大井町２０８７－２２７
390 岐阜県 恵那東野郵便局 509-7202 岐阜県恵那市東野１５６０－７
391 岐阜県 恵那長島郵便局 509-7205 岐阜県恵那市長島町中野４５８－４
392 岐阜県 笠置郵便局 509-7208 岐阜県恵那市笠置町姫栗南１５４５－４
393 岐阜県 毛呂窪簡易郵便局 509-7209 岐阜県恵那市笠置町毛呂窪１０４６－２
394 岐阜県 阿木郵便局 509-7321 岐阜県中津川市阿木４－１
395 岐阜県 岩村飯羽簡易郵便局 509-7401 岐阜県恵那市岩村町飯羽間川前２６０１－７
396 岐阜県 岩村郵便局 509-7499 岐阜県恵那市岩村町３２１－２
397 岐阜県 下原田郵便局 509-7513 岐阜県恵那市上矢作町小田子５２８－２
398 岐阜県 上矢作郵便局 509-7599 岐阜県恵那市上矢作町１８３５－５
399 岐阜県 鶴岡郵便局 509-7605 岐阜県恵那市山岡町原１０７２－９
400 岐阜県 田代簡易郵便局 509-7606 岐阜県恵那市山岡町田代広瀬３８０－２
401 岐阜県 下手向簡易郵便局 509-7607 岐阜県恵那市山岡町下手向２７８－６
402 岐阜県 山岡郵便局 509-7699 岐阜県恵那市山岡町上手向８５－１
403 岐阜県 吉良見郵便局 509-7726 岐阜県恵那市明智町吉良見３９４－１３
404 岐阜県 明智郵便局 509-7799 岐阜県恵那市明智町１８６９－１
405 岐阜県 串原郵便局 509-7831 岐阜県恵那市串原２２８６－５
406 岐阜県 飯地郵便局 509-8232 岐阜県恵那市飯地町１８６－５
407 岐阜県 中野方郵便局 509-8299 岐阜県恵那市中野方町１８１９－２
408 岐阜県 蛭川郵便局 509-8399 岐阜県中津川市蛭川２３２７－３
409 岐阜県 中津川千旦林簡易郵便局 509-9131 岐阜県中津川市千旦林１５９９－２９
410 岐阜県 坂本郵便局 509-9199 岐阜県中津川市千旦林１４６７－２
411 岐阜県 川上郵便局 509-9201 岐阜県中津川市川上２６０－１０
412 岐阜県 坂下郵便局 509-9299 岐阜県中津川市坂下８３４－６


