
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 京都府 久多簡易郵便局 520-0463 京都府京都市左京区久多宮の町５
2 京都府 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 4/23現在臨時休業中
3 京都府 京都寺町松原郵便局 600-8028 京都府京都市下京区寺町通松原下る植松町７０２
4 京都府 京都四条柳馬場郵便局 600-8071 京都府京都市下京区柳馬場通四条下る相之町１３３
5 京都府 京都柳馬場松原郵便局 600-8078 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２９５
6 京都府 京都東洞院仏光寺郵便局 600-8095 京都府京都市下京区東洞院通仏光寺上る扇酒屋町３０７
7 京都府 京都七条米浜郵便局 600-8135 京都府京都市下京区三ノ宮町通正面下る上三之宮町２６０
8 京都府 京都中珠数屋町郵便局 600-8153 京都府京都市下京区東洞院通正面上る廿人講町３０
9 京都府 京都五条東洞院郵便局 600-8171 京都府京都市下京区不明門通五条下る上平野町４４７
10 京都府 京都東本願寺前郵便局 600-8173 京都府京都市下京区不明門通六条下る仏具屋町１５９
11 京都府 京都塩小路郵便局 600-8207 京都府京都市下京区上之町１０－５
12 京都府 京都七条油小路郵便局 600-8222 京都府京都市下京区北小路通油小路東入文覚町３８１
13 京都府 京都本派本願寺郵便局 600-8269 京都府京都市下京区七条通猪熊東入西八百屋町１４２－２
14 京都府 京都大宮松原郵便局 600-8377 京都府京都市下京区大宮通松原下る上五条町３８６－３
15 京都府 京都四条大宮郵便局 600-8389 京都府京都市下京区大宮通四条下る四条大宮町２６
16 京都府 京都若宮松原郵便局 600-8451 京都府京都市下京区若宮通松原下る亀屋町３９
17 京都府 京都六条郵便局 600-8456 京都府京都市下京区六条通油小路東入天使突抜４－４７８
18 京都府 京都西洞院綾小路郵便局 600-8474 京都府京都市下京区西洞院通綾小路下る綾西洞院町７３９－１
19 京都府 京都堀川仏光寺郵便局 600-8482 京都府京都市下京区西堀川通仏光寺上る綾堀川町３２０－３
20 京都府 京都中堂寺坊城郵便局 600-8811 京都府京都市下京区中堂寺坊城町２－２
21 京都府 京都中堂寺郵便局 600-8814 京都府京都市下京区中堂寺庄ノ内町１
22 京都府 京都島原郵便局 600-8821 京都府京都市下京区小坂町７－６
23 京都府 京都西七条郵便局 600-8845 京都府京都市下京区朱雀北ノ口町１－８
24 京都府 京都御所ノ内郵便局 600-8861 京都府京都市下京区七条御所ノ内北町６６
25 京都府 京都春日郵便局 600-8886 京都府京都市下京区西七条北月読町６６
26 京都府 小野郷郵便局 601-0131 京都府京都市北区小野下ノ町７８－１
27 京都府 細野簡易郵便局 601-0262 京都府京都市右京区京北細野町東ノ垣内１０－１
28 京都府 京北宇津郵便局 601-0265 京都府京都市右京区京北中地町蛸谷口６－２
29 京都府 周山郵便局 601-0299 京都府京都市右京区京北周山町東丁田８
30 京都府 山国郵便局 601-0321 京都府京都市右京区京北塔町宮ノ上７－１
31 京都府 黒田郵便局 601-0406 京都府京都市右京区京北宮町宮野９５－１
32 京都府 弓削郵便局 601-0533 京都府京都市右京区京北下中町東石原１－２
33 京都府 美山中郵便局 601-0713 京都府南丹市美山町中上前５５－１
34 京都府 平屋郵便局 601-0722 京都府南丹市美山町安掛中野２３－１
35 京都府 鶴ケ岡郵便局 601-0762 京都府南丹市美山町鶴ケ岡ノブ５５－３
36 京都府 美山虹の湖郵便局 601-0772 京都府南丹市美山町大野道ノ間１６－２
37 京都府 美山郵便局 601-0799 京都府南丹市美山町島往古瀬３９－１
38 京都府 鞍馬郵便局 601-1111 京都府京都市左京区鞍馬本町１６２
39 京都府 京都静市市原郵便局 601-1123 京都府京都市左京区静市市原町１１０－１
40 京都府 山城大原郵便局 601-1242 京都府京都市左京区大原来迎院町２４６
41 京都府 京都醍醐北郵便局 601-1327 京都府京都市伏見区醍醐切レ戸町１２
42 京都府 伏見醍醐郵便局 601-1351 京都府京都市伏見区醍醐和泉町７－２
43 京都府 京都パセオ・ダイゴロー郵便局 601-1375 京都府京都市伏見区醍醐高畑町３０－１
44 京都府 宇治笠取簡易郵便局 601-1391 京都府宇治市東笠取稲出２３－４
45 京都府 京都石田郵便局 601-1432 京都府京都市伏見区石田内里町３５
46 京都府 伏見小栗栖郵便局 601-1456 京都府京都市伏見区小栗栖南後藤町６
47 京都府 京都駅八条口郵便局 601-8002 京都府京都市南区東九条上殿田町４０
48 京都府 京都東九条郵便局 601-8027 京都府京都市南区東九条中御霊町４４－１
49 京都府 京都札ノ辻郵便局 601-8031 京都府京都市南区東九条河辺町２３
50 京都府 京都上鳥羽郵便局 601-8183 京都府京都市南区上鳥羽南島田町３０
51 京都府 京都久世郵便局 601-8205 京都府京都市南区久世殿城町４４７－１
52 京都府 京都吉祥院郵便局 601-8330 京都府京都市南区吉祥院船戸町１３－２
53 京都府 京都吉祥院観音堂郵便局 601-8347 京都府京都市南区吉祥院観音堂南町１－１８
54 京都府 京都西九条郵便局 601-8414 京都府京都市南区西九条蔵王町５２－２
55 京都府 京都十条郵便局 601-8433 京都府京都市南区西九条東柳ノ内町６
56 京都府 京都東寺郵便局 601-8438 京都府京都市南区西九条東比永城町２７
57 京都府 京都羅城門郵便局 601-8447 京都府京都市南区西九条唐戸町２－２
58 京都府 京都唐橋郵便局 601-8451 京都府京都市南区唐橋川久保町１－１９
59 京都府 京都八条郵便局 601-8473 京都府京都市南区大宮通八条下る九条町６２１－２３
60 京都府 京都室町上立売郵便局 602-0029 京都府京都市上京区室町通上立売上る室町頭町２８７
61 京都府 京都大宮鞍馬口郵便局 602-0085 京都府京都市上京区大宮通鞍馬口上る若宮竪町９４－１
62 京都府 京都府立医大病院内郵便局 602-0841 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５
63 京都府 京都出町郵便局 602-0846 京都府京都市上京区寺町通今出川下る米屋町２８９
64 京都府 京都荒神口郵便局 602-0856 京都府京都市上京区荒神口通河原町東入荒神町１１７
65 京都府 京都中立売室町郵便局 602-0918 京都府京都市上京区室町通一条下る薬屋町４３３－２
66 京都府 京都府庁前郵便局 602-8031 京都府京都市上京区釜座通下立売下る東裏辻町４０３－８
67 京都府 京都堀川下長者町郵便局 602-8111 京都府京都市上京区西堀川通出水上る桝屋町１
68 京都府 京都大宮丸太町郵便局 602-8134 京都府京都市上京区丸太町通大宮東入一町目８５７
69 京都府 京都聚楽郵便局 602-8155 京都府京都市上京区千本通丸太町下る主税町１２０８
70 京都府 京都中立売千本郵便局 602-8288 京都府京都市上京区中立売通千本東入２－田丸町３７９－７
71 京都府 京都千本寺之内郵便局 602-8305 京都府京都市上京区千本通寺之内下る花車町４８３－７
72 京都府 京都仁和郵便局 602-8361 京都府京都市上京区御前通下立売上る西上之町２５５
73 京都府 京都御前下立売郵便局 602-8365 京都府京都市上京区御前通下立売下る下之町４０７－１
74 京都府 京都北野郵便局 602-8381 京都府京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７２７－２
75 京都府 京都寺ノ内郵便局 602-8411 京都府京都市上京区寺之内通猪熊東入東西町３９３
76 京都府 京都柊野郵便局 603-8035 京都府京都市北区上賀茂朝露ケ原町９－１７
77 京都府 京都上賀茂郵便局 603-8077 京都府京都市北区上賀茂藤ノ木町３１－７
78 京都府 京都出雲路郵便局 603-8146 京都府京都市北区鞍馬口通寺町西入新御霊口町２８５－１０２
79 京都府 京都小山西花池郵便局 603-8148 京都府京都市北区小山西花池町１－１４
80 京都府 京都小山中溝郵便局 603-8156 京都府京都市北区小山中溝町３２
81 京都府 京都紫野御所田郵便局 603-8166 京都府京都市北区紫野上御所田町６２
82 京都府 京都小山初音郵便局 603-8172 京都府京都市北区小山初音町５０
83 京都府 京都紫竹郵便局 603-8208 京都府京都市北区紫竹西桃ノ本町２－２
84 京都府 京都北大路千本郵便局 603-8235 京都府京都市北区紫野下御輿町１２－１
85 京都府 京都大将軍郵便局 603-8331 京都府京都市北区大将軍西町４７
86 京都府 京都小松原郵便局 603-8341 京都府京都市北区小松原北町５５－３
87 京都府 金閣寺郵便局 603-8376 京都府京都市北区衣笠北天神森町３２
88 京都府 京都大宮小野堀郵便局 603-8406 京都府京都市北区大宮東小野堀町３９－２
89 京都府 京都鷹峯郵便局 603-8445 京都府京都市北区鷹峯藤林町６－３４８
90 京都府 京都衣棚夷川郵便局 604-0003 京都府京都市中京区衣棚通夷川上る花立町２７３－２



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 京都府 京都二条油小路郵便局 604-0051 京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町２７４
92 京都府 京都東洞院押小路郵便局 604-0836 京都府京都市中京区押小路通東洞院西入船屋町４００－１
93 京都府 京都竹屋町高倉郵便局 604-0881 京都府京都市中京区竹屋町通高倉西入坂本町７０８
94 京都府 京都寺町二条郵便局 604-0931 京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町９７－１
95 京都府 京都御池柳馬場郵便局 604-0955 京都府京都市中京区柳馬場通御池上る虎石町５１
96 京都府 京都麩屋町竹屋町郵便局 604-0985 京都府京都市中京区麩屋町通竹屋町上る舟屋町４１９－１
97 京都府 京都三条御幸町郵便局 604-8076 京都府京都市中京区御幸町通三条下る海老屋町３１３
98 京都府 京都東洞院錦郵便局 604-8143 京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入阪東屋町６５３
99 京都府 京都新町蛸薬師郵便局 604-8212 京都府京都市中京区新町通蛸薬師上る六角町３６８
100 京都府 京都西洞院三条郵便局 604-8241 京都府京都市中京区三条通西洞院東入釜座町１
101 京都府 京都大宮六角郵便局 604-8344 京都府京都市中京区大宮通六角下る六角大宮町２３３
102 京都府 京都西ノ京職司郵便局 604-8381 京都府京都市中京区西ノ京職司町６９－１８
103 京都府 京都西ノ京内畑郵便局 604-8417 京都府京都市中京区西ノ京内畑町２４－１０
104 京都府 京都西ノ京西月光郵便局 604-8423 京都府京都市中京区西ノ京西月光町５０
105 京都府 京都西ノ京伯楽郵便局 604-8451 京都府京都市中京区西ノ京御輿岡町１６－９
106 京都府 京都西ノ京上合郵便局 604-8483 京都府京都市中京区西ノ京南上合町９６
107 京都府 京都壬生坊城郵便局 604-8804 京都府京都市中京区壬生坊城町２５－５
108 京都府 京都壬生松原郵便局 604-8824 京都府京都市中京区壬生高樋町６５－１２
109 京都府 京都西院郵便局 604-8854 京都府京都市中京区壬生仙念町２４
110 京都府 京都三条大橋郵便局 605-0009 京都府京都市東山区三条通大橋東入大橋町９４
111 京都府 京都知恩院前郵便局 605-0014 京都府京都市東山区東大路三条下る北木之元町５２５－２
112 京都府 京都三条広道郵便局 605-0034 京都府京都市東山区三条通白川橋東入４－中之町２１０－５
113 京都府 京都祇園郵便局 605-0079 京都府京都市東山区大和大路通四条上ル常盤町１５３
114 京都府 京都大和大路郵便局 605-0815 京都府京都市東山区大和大路通松原下る北御門町２５１
115 京都府 京都月見町郵便局 605-0829 京都府京都市東山区東大路松原上る５丁目月見町５
116 京都府 京都清水郵便局 605-0862 京都府京都市東山区清水５－１２７
117 京都府 京都下馬町郵便局 605-0873 京都府京都市東山区渋谷通東大路東入２丁目下馬町４９１
118 京都府 京都今熊野郵便局 605-0951 京都府京都市東山区東大路七条下る東瓦町６７７
119 京都府 京都本町郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町１０－１８９
120 京都府 京都大仏前郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町４－１３６
121 京都府 京都鳥羽道郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町２０－４５４－１
122 京都府 京都赤十字病院内郵便局 605-0981 京都府京都市東山区本町１５－８１４－４
123 京都府 京都岩倉幡枝郵便局 606-0004 京都府京都市左京区岩倉北池田町５－１
124 京都府 京都岩倉郵便局 606-0025 京都府京都市左京区岩倉中町４１９
125 京都府 京都上高野郵便局 606-0093 京都府京都市左京区上高野上荒蒔町２－１
126 京都府 京都北山郵便局 606-0841 京都府京都市左京区下鴨南芝町３８－７
127 京都府 京都洛北高校前郵便局 606-0851 京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町１－２
128 京都府 京都下鴨高木郵便局 606-0864 京都府京都市左京区下鴨高木町３４－１
129 京都府 京都山端郵便局 606-8003 京都府京都市左京区山端川原町８－４
130 京都府 京都高野竹屋郵便局 606-8104 京都府京都市左京区高野竹屋町３１－２
131 京都府 京都高野東開郵便局 606-8107 京都府京都市左京区高野東開町１－１０
132 京都府 京都一乗寺郵便局 606-8151 京都府京都市左京区一乗寺花ノ木町１２
133 京都府 京都田中郵便局 606-8205 京都府京都市左京区田中上柳町６０
134 京都府 京都田中樋ノ口郵便局 606-8223 京都府京都市左京区田中東樋ノ口町２１－３
135 京都府 京都百万遍郵便局 606-8225 京都府京都市左京区田中門前町７７
136 京都府 京都田中高原郵便局 606-8243 京都府京都市左京区田中東高原町４６
137 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
138 京都府 京都吉田牛ノ宮郵便局 606-8305 京都府京都市左京区吉田河原町１－６
139 京都府 京都吉田郵便局 606-8314 京都府京都市左京区吉田下大路町１３
140 京都府 京都天王町郵便局 606-8332 京都府京都市左京区岡崎東天王町３９
141 京都府 京都岡崎郵便局 606-8335 京都府京都市左京区岡崎天王町１６
142 京都府 京都二条川端郵便局 606-8356 京都府京都市左京区二条通川端東入石原町２８０－１
143 京都府 京都聖護院郵便局 606-8392 京都府京都市左京区聖護院山王町１６－２０
144 京都府 京都丸太町川端郵便局 606-8395 京都府京都市左京区丸太町通川端東入東丸太町１１－１８
145 京都府 京都大学病院内郵便局 606-8397 京都府京都市左京区聖護院川原町５４
146 京都府 京都浄土寺郵便局 606-8412 京都府京都市左京区浄土寺馬場町１６
147 京都府 山科四宮郵便局 607-8029 京都府京都市山科区四ノ宮大将軍町５－２
148 京都府 京都山科音羽郵便局 607-8071 京都府京都市山科区音羽千本町１８－２６
149 京都府 京都山科竹鼻郵便局 607-8089 京都府京都市山科区竹鼻西ノ口町２１
150 京都府 京都東野郵便局 607-8152 京都府京都市山科区東野八代２０－１
151 京都府 京都山科椥辻郵便局 607-8160 京都府京都市山科区椥辻東浦町１－５
152 京都府 京都山科大宅郵便局 607-8182 京都府京都市山科区大宅坂ノ辻町２５－２５
153 京都府 京都勧修寺郵便局 607-8212 京都府京都市山科区勧修寺西栗栖野町１９６
154 京都府 京都山科川田郵便局 607-8331 京都府京都市山科区川田御輿塚町２７－５
155 京都府 京都山科西野郵便局 607-8341 京都府京都市山科区西野今屋敷町３－１５
156 京都府 京都山科御陵郵便局 607-8424 京都府京都市山科区御陵原西町９
157 京都府 京都北花山郵便局 607-8475 京都府京都市山科区北花山横田町２６
158 京都府 城陽平川郵便局 610-0101 京都府城陽市平川横道５３－４
159 京都府 城陽平川西郵便局 610-0101 京都府城陽市平川中道表３１－５
160 京都府 城陽富野郵便局 610-0111 京都府城陽市富野西垣内１５－２
161 京都府 城陽長池郵便局 610-0112 京都府城陽市長池北清水２０－２
162 京都府 青谷郵便局 610-0114 京都府城陽市市辺小梨間９１
163 京都府 城陽寺田郵便局 610-0121 京都府城陽市寺田中大小１４５
164 京都府 城陽今堀郵便局 610-0121 京都府城陽市寺田今堀７２－２９
165 京都府 城陽深谷郵便局 610-0121 京都府城陽市寺田深谷２３－３
166 京都府 宇治田原郵便局 610-0221 京都府綴喜郡宇治田原町湯屋谷長通４８
167 京都府 郷ノ口郵便局 610-0299 京都府綴喜郡宇治田原町郷之口本町１６－２
168 京都府 山城多賀郵便局 610-0301 京都府綴喜郡井手町多賀東北組２７
169 京都府 井手郵便局 610-0302 京都府綴喜郡井手町井手柏原４３－３
170 京都府 草内郵便局 610-0311 京都府京田辺市草内西垣内２－１
171 京都府 田辺三山木郵便局 610-0313 京都府京田辺市三山木野神８－２
172 京都府 新田辺郵便局 610-0331 京都府京田辺市田辺平田１５－１７
173 京都府 大住郵便局 610-0343 京都府京田辺市大住西角７７－２
174 京都府 京都田辺大住ケ丘郵便局 610-0351 京都府京田辺市大住ケ丘３－１７－７
175 京都府 京田辺松井山手郵便局 610-0354 京都府京田辺市山手南２－２－５
176 京都府 京都田辺河原郵便局 610-0361 京都府京田辺市河原北口２０－３
177 京都府 京都桂坂郵便局 610-1102 京都府京都市西京区御陵大枝山町５－２７－４
178 京都府 京都大枝北福西郵便局 610-1112 京都府京都市西京区大枝北福西町３－２－１
179 京都府 京都上里郵便局 610-1124 京都府京都市西京区大原野上里紅葉町３－１
180 京都府 京都大原野灰方郵便局 610-1132 京都府京都市西京区大原野灰方町１８９－３



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 京都府 京都大枝西新林郵便局 610-1141 京都府京都市西京区大枝西新林町５－１－１
182 京都府 京都大原野西竹の里郵便局 610-1145 京都府京都市西京区大原野西竹の里町１－１９－４
183 京都府 宇治木幡郵便局 611-0002 京都府宇治市木幡大瀬戸４９
184 京都府 宇治御蔵山郵便局 611-0002 京都府宇治市木幡赤塚３２－７
185 京都府 宇治五ヶ庄郵便局 611-0011 京都府宇治市五ケ庄西浦３７
186 京都府 宇治菟道郵便局 611-0013 京都府宇治市莵道車田４－３
187 京都府 宇治橋郵便局 611-0021 京都府宇治市宇治里尻８１－１５
188 京都府 宇治壱番郵便局 611-0021 京都府宇治市宇治壱番１５１－２
189 京都府 宇治神明宮郵便局 611-0025 京都府宇治市神明宮北１９－１７
190 京都府 宇治南陵郵便局 611-0028 京都府宇治市南陵町２－２－９
191 京都府 新田郵便局 611-0031 京都府宇治市広野町東裏５６－２
192 京都府 宇治大久保郵便局 611-0033 京都府宇治市大久保町井ノ尻２１－３
193 京都府 宇治槇島郵便局 611-0041 京都府宇治市槇島町南落合７０－１９
194 京都府 小倉郵便局 611-0042 京都府宇治市小倉町天王１－１０
195 京都府 宇治堀池郵便局 611-0042 京都府宇治市小倉町堀池３９－１７６
196 京都府 宇治西小倉郵便局 611-0042 京都府宇治市小倉町南堀池８－４
197 京都府 宇治伊勢田郵便局 611-0043 京都府宇治市伊勢田町若林５７
198 京都府 宇治蔭田郵便局 611-0043 京都府宇治市伊勢田町蔭田２３－２８
199 京都府 伏見西浦郵便局 612-0029 京都府京都市伏見区深草西浦町３－６９
200 京都府 伏見墨染郵便局 612-0082 京都府京都市伏見区深草山村町１００６
201 京都府 伏見稲荷郵便局 612-0807 京都府京都市伏見区深草稲荷中之町５３
202 京都府 京都深草大亀谷郵便局 612-0846 京都府京都市伏見区深草大亀谷万帖敷町１６６－５４
203 京都府 京都藤森郵便局 612-0868 京都府京都市伏見区深草直違橋南１－４９７－８
204 京都府 深草郵便局 612-0889 京都府京都市伏見区深草直違橋５－３３２
205 京都府 伏見桃山西尾郵便局 612-8003 京都府京都市伏見区桃山町西尾２６－１
206 京都府 京都桃山南口郵便局 612-8018 京都府京都市伏見区桃山町丹後２３－３
207 京都府 伏見桃山郵便局 612-8031 京都府京都市伏見区桃山町松平筑前１０－１８
208 京都府 京都御駕篭郵便局 612-8065 京都府京都市伏見区御駕籠町８９－４
209 京都府 京都京町郵便局 612-8083 京都府京都市伏見区京町２－２３６－１
210 京都府 伏見京町北郵便局 612-8083 京都府京都市伏見区京町９－４６－１
211 京都府 京都向島郵便局 612-8112 京都府京都市伏見区向島本丸町７
212 京都府 京都向島四ツ谷池郵便局 612-8136 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池１４－１０
213 京都府 京都納所郵便局 612-8271 京都府京都市伏見区納所岸ノ下１６－１
214 京都府 伏見竹田口郵便局 612-8305 京都府京都市伏見区上神泉苑町８０１
215 京都府 京都西大手筋郵便局 612-8368 京都府京都市伏見区周防町３３１－２９
216 京都府 京都下川原郵便局 612-8416 京都府京都市伏見区竹田流池町１１８－５
217 京都府 京都竹田郵便局 612-8428 京都府京都市伏見区竹田西桶ノ井町１５３
218 京都府 京都小久保郵便局 612-8437 京都府京都市伏見区深草小久保町１２３
219 京都府 伏見下鳥羽郵便局 612-8466 京都府京都市伏見区下鳥羽城ノ越町９７
220 京都府 京都横大路郵便局 612-8483 京都府京都市伏見区横大路草津町６６－１
221 京都府 伏見羽束師鴨川郵便局 612-8484 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町１７－３
222 京都府 伏見羽束師菱川郵便局 612-8487 京都府京都市伏見区羽束師菱川町３１１－１０
223 京都府 久御山佐山郵便局 613-0034 京都府久世郡久御山町佐山双置３８－２
224 京都府 御牧郵便局 613-0045 京都府久世郡久御山町北川顔村西６－７
225 京都府 京都淀池上郵便局 613-0904 京都府京都市伏見区淀池上町８５－２
226 京都府 八幡石清水郵便局 614-8015 京都府八幡市八幡旦所３２－４
227 京都府 志水郵便局 614-8062 京都府八幡市八幡清水井１６５
228 京都府 有智郷郵便局 614-8224 京都府八幡市内里別所３８－２
229 京都府 八幡橋本郵便局 614-8315 京都府八幡市橋本北ノ町４８－２
230 京都府 八幡美桜郵便局 614-8362 京都府八幡市男山美桜５－３０
231 京都府 八幡男山郵便局 614-8373 京都府八幡市男山八望３－１
232 京都府 八幡男山竹園郵便局 614-8376 京都府八幡市男山竹園２－５
233 京都府 京都三条口郵便局 615-0001 京都府京都市右京区西院上今田町２５
234 京都府 京都東中水郵便局 615-0042 京都府京都市右京区西院東中水町７
235 京都府 京都四条乾郵便局 615-0061 京都府京都市右京区西院乾町５６
236 京都府 京都山ノ内郵便局 615-0085 京都府京都市右京区山ノ内中畑町５２－１
237 京都府 京都西京極郵便局 615-0852 京都府京都市右京区西京極西川町４３
238 京都府 京都葛野郵便局 615-0881 京都府京都市右京区西京極北大入町１２
239 京都府 京都梅津郵便局 615-0913 京都府京都市右京区梅津南上田町３６
240 京都府 京都梅津徳丸郵便局 615-0935 京都府京都市右京区梅津徳丸町９
241 京都府 京都下津林郵便局 615-8036 京都府京都市西京区下津林南大般若町４３－１
242 京都府 京都桂郵便局 615-8072 京都府京都市西京区桂木ノ下町１４－１９
243 京都府 京都桂上豆田郵便局 615-8082 京都府京都市西京区桂上豆田町３９－３７
244 京都府 京都川島郵便局 615-8111 京都府京都市西京区川島松園町９７－２
245 京都府 京都樫原郵便局 615-8183 京都府京都市西京区樫原分田５－３
246 京都府 京都桂西口郵便局 615-8191 京都府京都市西京区川島有栖川町３５－１
247 京都府 京都上桂郵便局 615-8227 京都府京都市西京区上桂宮ノ後町３３－４
248 京都府 京都山田郵便局 615-8264 京都府京都市西京区山田六ノ坪町８－６２
249 京都府 京都松尾郵便局 615-8293 京都府京都市西京区松室庄田町４－２
250 京都府 京都嵐山郵便局 616-0014 京都府京都市西京区嵐山谷ケ辻子町３７
251 京都府 京都竜安寺郵便局 616-8021 京都府京都市右京区花園天授ケ岡町１０－１９
252 京都府 京都花園郵便局 616-8041 京都府京都市右京区花園寺ノ前町５３－１９
253 京都府 京都太秦安井郵便局 616-8077 京都府京都市右京区太秦安井馬塚町５
254 京都府 京都太秦一ノ井郵便局 616-8107 京都府京都市右京区太秦一ノ井町２６
255 京都府 京都太秦朱雀郵便局 616-8137 京都府京都市右京区太秦朱雀町１－２０
256 京都府 京都桂ケ原郵便局 616-8167 京都府京都市右京区太秦多藪町１９－７
257 京都府 京都宇多野郵便局 616-8208 京都府京都市右京区宇多野福王子町２２
258 京都府 京都常盤郵便局 616-8224 京都府京都市右京区常盤窪町１５－１８
259 京都府 京都広沢郵便局 616-8304 京都府京都市右京区嵯峨広沢南野町１２－１０
260 京都府 京都嵯峨野郵便局 616-8314 京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町３１－６
261 京都府 京都嵯峨郵便局 616-8381 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町１８－７
262 京都府 京都愛宕郵便局 616-8421 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町３－３
263 京都府 向日物集女郵便局 617-0001 京都府向日市物集女町豆尾１９－２
264 京都府 向日町駅前郵便局 617-0002 京都府向日市寺戸町久々相１８
265 京都府 向日町寺戸郵便局 617-0002 京都府向日市寺戸町南垣内２５－３
266 京都府 向日森本郵便局 617-0003 京都府向日市森本町前田７－８
267 京都府 向日上植野郵便局 617-0006 京都府向日市上植野町樋爪８－３
268 京都府 長岡今里郵便局 617-0814 京都府長岡京市今里２－１３－３
269 京都府 長岡京柴の里郵便局 617-0818 京都府長岡京市柴の里１－３６
270 京都府 長岡京天神郵便局 617-0824 京都府長岡京市天神４－７－２
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271 京都府 長岡開田郵便局 617-0826 京都府長岡京市開田３－２－４
272 京都府 長岡京馬場郵便局 617-0828 京都府長岡京市馬場川原４１－２５
273 京都府 長岡京神足郵便局 617-0832 京都府長岡京市東神足２－１１－１５
274 京都府 長岡京花山郵便局 617-0841 京都府長岡京市梅が丘１－７２－３
275 京都府 長岡京海印寺郵便局 617-0853 京都府長岡京市奥海印寺岡本３－６
276 京都府 山崎駅前郵便局 618-0071 京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷２１－１
277 京都府 円明寺郵便局 618-0091 京都府乙訓郡大山崎町円明寺葛原５１－２６
278 京都府 棚倉郵便局 619-0201 京都府木津川市山城町綺田綾杉５－３
279 京都府 山城町郵便局 619-0204 京都府木津川市山城町上狛乾町１－４
280 京都府 木津南垣外郵便局 619-0214 京都府木津川市木津南垣外７３－５
281 京都府 木津梅美台郵便局 619-0215 京都府木津川市梅美台８－１－５
282 京都府 木津兜台郵便局 619-0224 京都府木津川市兜台３－３－２２
283 京都府 山田荘郵便局 619-0231 京都府相楽郡精華町山田下川原８－３
284 京都府 けいはんなプラザ郵便局 619-0237 京都府相楽郡精華町光台１－７
285 京都府 祝園郵便局 619-0241 京都府相楽郡精華町祝園幸田２
286 京都府 下狛郵便局 619-0245 京都府相楽郡精華町下狛拝殿１９－４
287 京都府 山城南加茂台郵便局 619-1127 京都府木津川市南加茂台５－６－４
288 京都府 当尾簡易郵便局 619-1131 京都府木津川市加茂町辻下垣外１６
289 京都府 山城加茂郵便局 619-1152 京都府木津川市加茂町里西鳥口９９
290 京都府 和束郵便局 619-1299 京都府相楽郡和束町釜塚上切１４
291 京都府 笠置郵便局 619-1399 京都府相楽郡笠置町笠置市場２６
292 京都府 京都高山郵便局 619-1421 京都府相楽郡南山城村田山上フケ６－４
293 京都府 南山城郵便局 619-1499 京都府相楽郡南山城村北大河原久保７
294 京都府 私市郵便局 620-0003 京都府福知山市私市稗田４１－１
295 京都府 雀部簡易郵便局 620-0004 京都府福知山市川北１２９８－１
296 京都府 福知山猪崎郵便局 620-0016 京都府福知山市猪崎７５４
297 京都府 福知山内記郵便局 620-0035 京都府福知山市内記６３－３１
298 京都府 福知山中ノ郵便局 620-0037 京都府福知山市中ノ３０－８
299 京都府 福知山篠尾郵便局 620-0055 京都府福知山市篠尾新町１－４３－１
300 京都府 福知山問屋簡易郵便局 620-0057 京都府福知山市問屋町４７
301 京都府 福知山天津簡易郵便局 620-0073 京都府福知山市上天津１９８１
302 京都府 雲原郵便局 620-0221 京都府福知山市雲原２３３
303 京都府 大江郵便局 620-0301 京都府福知山市大江町河守３１４－１
304 京都府 河守上郵便局 620-0324 京都府福知山市大江町二俣４９２－１
305 京都府 有路郵便局 620-0342 京都府福知山市大江町南有路１２９４－５
306 京都府 福知山石原郵便局 620-0804 京都府福知山市石原１－５５
307 京都府 福知山西平野郵便局 620-0814 京都府福知山市西平野町７
308 京都府 福知山生野郵便局 620-0823 京都府福知山市生野９５
309 京都府 福知山中六人部郵便局 620-0836 京都府福知山市大内１３５
310 京都府 長田郵便局 620-0846 京都府福知山市長田７０７－３
311 京都府 福知山土師郵便局 620-0857 京都府福知山市土師７４２－４
312 京都府 福知山堀簡易郵便局 620-0876 京都府福知山市堀１３７５－５
313 京都府 福知山岡ノ町郵便局 620-0892 京都府福知山市天田清水上２８５－２
314 京都府 三岳郵便局 620-0907 京都府福知山市一ノ宮５６５－２
315 京都府 立原郵便局 620-0917 京都府福知山市野花松沢６５７－３
316 京都府 福知山新庄郵便局 620-0926 京都府福知山市新庄和久田１２１－２
317 京都府 福知山駅南郵便局 620-0940 京都府福知山市駅南町１－１８９
318 京都府 福知山上豊富郵便局 620-0967 京都府福知山市畑中１５９９
319 京都府 金谷郵便局 620-0984 京都府福知山市猪野々４１５－２
320 京都府 丹波大原郵便局 620-1301 京都府福知山市三和町大原２１１
321 京都府 細見郵便局 620-1431 京都府福知山市三和町辻向野３－２
322 京都府 三和郵便局 620-1499 京都府福知山市三和町菟原中８８６－５
323 京都府 保津郵便局 621-0005 京都府亀岡市保津町溝行２５
324 京都府 亀岡馬路郵便局 621-0008 京都府亀岡市馬路町小文字２－１
325 京都府 大井簡易郵便局 621-0013 京都府亀岡市大井町並河２－１－６
326 京都府 吉川簡易郵便局 621-0014 京都府亀岡市吉川町穴川堂ノ前１
327 京都府 南条郵便局 621-0022 京都府亀岡市曽我部町南条屋敷１－６
328 京都府 佐伯郵便局 621-0033 京都府亀岡市稗田野町佐伯大日堂１０－１
329 京都府 亀岡千代川郵便局 621-0043 京都府亀岡市千代川町小林西芝９６－２
330 京都府 東別院郵便局 621-0103 京都府亀岡市東別院町東掛室１－３
331 京都府 亀岡西別院郵便局 621-0124 京都府亀岡市西別院町柚原北谷１０
332 京都府 神前簡易郵便局 621-0242 京都府亀岡市宮前町神前上段川３５
333 京都府 亀岡宮前郵便局 621-0243 京都府亀岡市宮前町宮川西垣内１６－３
334 京都府 本梅郵便局 621-0299 京都府亀岡市本梅町井手下早田１１－９
335 京都府 亀岡篠郵便局 621-0826 京都府亀岡市篠町篠上西裏１６
336 京都府 亀岡東つつじヶ丘郵便局 621-0834 京都府亀岡市篠町広田２－２０－７
337 京都府 亀岡西つつじヶ丘郵便局 621-0843 京都府亀岡市西つつじケ丘大山台２－８０－８９
338 京都府 亀岡南つつじヶ丘郵便局 621-0846 京都府亀岡市南つつじケ丘大葉台２－４４－８
339 京都府 亀岡旅籠郵便局 621-0866 京都府亀岡市旅籠町２２－５
340 京都府 船岡簡易郵便局 622-0031 京都府南丹市園部町船岡明石２０－４
341 京都府 園部船阪郵便局 622-0053 京都府南丹市園部町船阪北ダイ３６－２
342 京都府 埴生郵便局 622-0056 京都府南丹市園部町埴生油田２５－２
343 京都府 下山郵便局 622-0201 京都府船井郡京丹波町下山小野６－５
344 京都府 丹波郵便局 622-0299 京都府船井郡京丹波町須知伏拝５－２
345 京都府 三ノ宮郵便局 622-0303 京都府船井郡京丹波町三ノ宮高尾１－７
346 京都府 桧山郵便局 622-0311 京都府船井郡京丹波町和田大下７－４
347 京都府 梅田郵便局 622-0453 京都府船井郡京丹波町水原前垣内４－５
348 京都府 吉美郵便局 623-0005 京都府綾部市里町大坂４－５
349 京都府 綾部本町郵便局 623-0014 京都府綾部市若竹町１２－２
350 京都府 綾部高津簡易郵便局 623-0045 京都府綾部市高津町市ノ坪２５
351 京都府 綾部大島郵便局 623-0046 京都府綾部市大島町二反田７－２
352 京都府 綾部岡安郵便局 623-0114 京都府綾部市岡安町大道１５－１
353 京都府 梅迫郵便局 623-0199 京都府綾部市梅迫町上町７－３
354 京都府 豊里郵便局 623-0222 京都府綾部市栗町土居ノ内４４－４
355 京都府 鍛冶屋簡易郵便局 623-0235 京都府綾部市鍛治屋町花ノ木６－４
356 京都府 志賀郷郵便局 623-0343 京都府綾部市志賀郷町北町２－１
357 京都府 物部郵便局 623-0362 京都府綾部市物部町濁渕１３
358 京都府 五泉簡易郵便局 623-1124 京都府綾部市五泉町西巻４９－３
359 京都府 奥上林郵便局 623-1132 京都府綾部市故屋岡町大道１６
360 京都府 八津合郵便局 623-1199 京都府綾部市八津合町岸ノ下３３－１
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361 京都府 岡田郵便局 624-0117 京都府舞鶴市岡田由里１７－５
362 京都府 布敷簡易郵便局 624-0806 京都府舞鶴市布敷１２０
363 京都府 舞鶴中筋郵便局 624-0816 京都府舞鶴市伊佐津３４４－１
364 京都府 高野女布簡易郵便局 624-0831 京都府舞鶴市女布７９１－４０
365 京都府 舞鶴引土郵便局 624-0841 京都府舞鶴市引土２０２－１
366 京都府 清美が丘簡易郵便局 624-0901 京都府舞鶴市清美が丘４－２
367 京都府 舞鶴倉谷郵便局 624-0906 京都府舞鶴市倉谷１０４７－１
368 京都府 舞鶴魚屋郵便局 624-0923 京都府舞鶴市魚屋２６１－２７
369 京都府 神崎簡易郵便局 624-0961 京都府舞鶴市西神崎５４５－１
370 京都府 舞鶴八雲郵便局 624-0968 京都府舞鶴市上東４３－９
371 京都府 舞鶴朝来郵便局 625-0005 京都府舞鶴市朝来中５７０
372 京都府 舞鶴志楽郵便局 625-0022 京都府舞鶴市安岡町２０－２
373 京都府 舞鶴市場郵便局 625-0025 京都府舞鶴市市場４２
374 京都府 舞鶴万代橋郵便局 625-0036 京都府舞鶴市浜１４５
375 京都府 舞鶴行永郵便局 625-0051 京都府舞鶴市行永東町１８－１
376 京都府 舞鶴森郵便局 625-0062 京都府舞鶴市森川東１０３６－１
377 京都府 舞鶴常郵便局 625-0077 京都府舞鶴市亀岩町１３０－１
378 京都府 舞鶴北吸郵便局 625-0080 京都府舞鶴市北吸７５０－１
379 京都府 舞鶴長浜簡易郵便局 625-0086 京都府舞鶴市長浜７２５
380 京都府 中舞鶴郵便局 625-0087 京都府舞鶴市余部下１１８２
381 京都府 西大浦郵便局 625-0133 京都府舞鶴市平４０２－１
382 京都府 三浜簡易郵便局 625-0153 京都府舞鶴市三浜７５９
383 京都府 舞鶴田井郵便局 625-0157 京都府舞鶴市田井１２０－１
384 京都府 天橋立駅前郵便局 626-0001 京都府宮津市文珠６４０－５１
385 京都府 宮津西郵便局 626-0011 京都府宮津市白柏１２４３
386 京都府 上宮津簡易郵便局 626-0035 京都府宮津市喜多１１５７
387 京都府 由良郵便局 626-0071 京都府宮津市由良２０５３－５
388 京都府 栗田郵便局 626-0074 京都府宮津市上司１３９８
389 京都府 日置郵便局 626-0225 京都府宮津市日置横川１２５４－１
390 京都府 岩ケ鼻郵便局 626-0299 京都府宮津市岩ケ鼻４６－１
391 京都府 本庄郵便局 626-0405 京都府与謝郡伊根町本庄上１２３５－１
392 京都府 伊根郵便局 626-0499 京都府与謝郡伊根町亀島７８０－３
393 京都府 新山簡易郵便局 627-0004 京都府京丹後市峰山町荒山１２２５－１
394 京都府 峰山杉谷郵便局 627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷９６６－１１
395 京都府 峰山二箇郵便局 627-0051 京都府京丹後市峰山町二箇３９
396 京都府 野間簡易郵便局 627-0101 京都府京丹後市弥栄町野中２２８８
397 京都府 弥栄郵便局 627-0111 京都府京丹後市弥栄町溝谷５４４２－１
398 京都府 丹後成願寺郵便局 627-0215 京都府京丹後市丹後町成願寺１１６８－１
399 京都府 平簡易郵便局 627-0233 京都府京丹後市丹後町平７２９
400 京都府 中浜郵便局 627-0242 京都府京丹後市丹後町久僧７１７－３
401 京都府 丹後郵便局 627-0299 京都府京丹後市丹後町間人２７７０－２
402 京都府 八木郵便局 629-0141 京都府南丹市八木町八木東久保１８－１
403 京都府 吉富郵便局 629-0165 京都府南丹市八木町木原ヒジガ坪８－４
404 京都府 神吉郵便局 629-0271 京都府南丹市八木町神吉栄賀本２１－２
405 京都府 胡麻郵便局 629-0311 京都府南丹市日吉町胡麻的場１－２
406 京都府 日吉四ツ谷郵便局 629-0322 京都府南丹市日吉町四ツ谷堂中３８－４
407 京都府 日吉郵便局 629-0399 京都府南丹市日吉町保野田市野６－８
408 京都府 和知篠原郵便局 629-1104 京都府船井郡京丹波町篠原石佛３１－７
409 京都府 下粟野簡易郵便局 629-1105 京都府船井郡京丹波町下粟野西反圃３５－３
410 京都府 広野郵便局 629-1144 京都府船井郡京丹波町広野中地７－２
411 京都府 和知郵便局 629-1199 京都府船井郡京丹波町本庄ノハタ１５
412 京都府 口上林郵便局 629-1242 京都府綾部市十倉名畑町折紙田１９－３
413 京都府 山家郵便局 629-1263 京都府綾部市鷹栖町豊後田８
414 京都府 畑簡易郵便局 629-1301 京都府福知山市夜久野町畑５５－１
415 京都府 中夜久野郵便局 629-1313 京都府福知山市夜久野町高内１９９－３
416 京都府 直見郵便局 629-1321 京都府福知山市夜久野町直見１９－１
417 京都府 夜久野郵便局 629-1399 京都府福知山市夜久野町額田新枠１２８９－１
418 京都府 天橋立郵便局 629-2244 京都府宮津市江尻４３３
419 京都府 吉津郵便局 629-2251 京都府宮津市須津７３３－１１
420 京都府 岩滝男山郵便局 629-2261 京都府与謝郡与謝野町男山３２５－１
421 京都府 岩滝郵便局 629-2262 京都府与謝郡与謝野町岩滝２３１１－４
422 京都府 山田簡易郵便局 629-2302 京都府与謝郡与謝野町下山田１３１５－１
423 京都府 石川郵便局 629-2303 京都府与謝郡与謝野町石川５８０－６
424 京都府 三河内郵便局 629-2313 京都府与謝郡与謝野町三河内１５
425 京都府 岩屋簡易郵便局 629-2314 京都府与謝郡与謝野町岩屋３００
426 京都府 野田川郵便局 629-2399 京都府与謝郡与謝野町三河内７３５－５
427 京都府 加悦郵便局 629-2404 京都府与謝郡与謝野町後野２－６
428 京都府 与謝郵便局 629-2422 京都府与謝郡与謝野町滝４３８－１
429 京都府 大宮郵便局 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野４００－１６
430 京都府 大宮河辺郵便局 629-2502 京都府京丹後市大宮町河辺２０
431 京都府 五十河簡易郵便局 629-2513 京都府京丹後市大宮町延利５５８－１
432 京都府 網野島津郵便局 629-3121 京都府京丹後市網野町島津３０１３
433 京都府 郷郵便局 629-3133 京都府京丹後市網野町郷７１６
434 京都府 網野郵便局 629-3199 京都府京丹後市網野町網野３６５－４
435 京都府 丹後木津郵便局 629-3241 京都府京丹後市網野町木津１６２－２
436 京都府 久美浜湊宮郵便局 629-3422 京都府京丹後市久美浜町湊宮１６７６
437 京都府 久美浜関郵便局 629-3437 京都府京丹後市久美浜町関７１０－３
438 京都府 久美浜神野郵便局 629-3438 京都府京丹後市久美浜町浦明１２８３－５
439 京都府 久美浜橋爪郵便局 629-3444 京都府京丹後市久美浜町橋爪４４５
440 京都府 久美浜郵便局 629-3499 京都府京丹後市久美浜町８６０－３
441 京都府 野中郵便局 629-3566 京都府京丹後市久美浜町安養寺梨ノ木４２－５
442 京都府 久美浜須田郵便局 629-3579 京都府京丹後市久美浜町須田９８－４


