
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. 都道府県名 局名 郵便番号 所在地

1 石川県 高柳簡易郵便局 920-0005 石川県金沢市高柳町チ１０６－甲
2 石川県 金沢諸江郵便局 920-0015 石川県金沢市諸江町上丁２３３－１
3 石川県 金沢西念郵便局 920-0024 石川県金沢市西念４－４－１１
4 石川県 金沢中橋郵便局 920-0042 石川県金沢市長田町３－１０
5 石川県 金沢桜田郵便局 920-0057 石川県金沢市桜田町２－１１５
6 石川県 金沢問屋町郵便局 920-0061 石川県金沢市問屋町２－６８－３
7 石川県 南新保簡易郵便局 920-0064 石川県金沢市南新保町リ３－１
8 石川県 森本二日市郵便局 920-0107 石川県金沢市二日市町ヌ１３７－１３
9 石川県 三谷郵便局 920-0153 石川県金沢市宮野町リ２－３
10 石川県 金沢木越郵便局 920-0202 石川県金沢市木越１－１５１
11 石川県 東蚊爪簡易郵便局 920-0209 石川県金沢市東蚊爪町ヌ２７－７
12 石川県 西荒屋簡易郵便局 920-0262 石川県河北郡内灘町西荒屋ハ７７－２６
13 石川県 金沢医科大学病院内簡易郵便局920-0265 石川県河北郡内灘町大学１－１
14 石川県 内灘郵便局 920-0266 石川県河北郡内灘町大根布１－２７１－３
15 石川県 鶴ケ丘郵便局 920-0271 石川県河北郡内灘町鶴ケ丘５－１－１７７
16 石川県 内灘向陽台郵便局 920-0272 石川県河北郡内灘町向陽台１－１４２－４
17 石川県 金沢金石西郵便局 920-0316 石川県金沢市金石通町２－１５
18 石川県 金沢大野郵便局 920-0331 石川県金沢市大野町４丁目ワ２３－８
19 石川県 金石郵便局 920-0339 石川県金沢市木曳野１－２１４
20 石川県 金沢松村町郵便局 920-0348 石川県金沢市松村５－８６
21 石川県 金沢専光寺簡易郵便局 920-0356 石川県金沢市専光寺町ニ３４－６
22 石川県 金沢緑郵便局 920-0373 石川県金沢市みどり２－２７
23 石川県 打木町簡易郵便局 920-0377 石川県金沢市打木町西１５３
24 石川県 金沢鳴和町郵便局 920-0804 石川県金沢市鳴和１－１６－３１
25 石川県 金沢東大通郵便局 920-0806 石川県金沢市神宮寺１－１４－１２
26 石川県 金沢星稜大学内簡易郵便局 920-0813 石川県金沢市御所町丑１０－１
27 石川県 金沢山王町簡易郵便局 920-0821 石川県金沢市山王町２－２１０
28 石川県 金沢森山郵便局 920-0843 石川県金沢市森山１－２－１３
29 石川県 金沢笠市郵便局 920-0851 石川県金沢市笠市町２－３４
30 石川県 金沢駅前郵便局 920-0852 石川県金沢市此花町５－６
31 石川県 金沢彦三郵便局 920-0854 石川県金沢市安江町１－３１
32 石川県 金沢駅内郵便局 920-0858 石川県金沢市木ノ新保町１－１
33 石川県 金沢玉川町郵便局 920-0863 石川県金沢市玉川町１５－１９
34 石川県 金沢宝船路郵便局 920-0866 石川県金沢市中央通町１９－３１
35 石川県 金沢小橋郵便局 920-0901 石川県金沢市彦三町１－１１－６
36 石川県 金沢尾張町郵便局 920-0902 石川県金沢市尾張町２－１３－１
37 石川県 金沢近江町郵便局 920-0902 石川県金沢市尾張町１－１－７
38 石川県 金沢高岡町郵便局 920-0919 石川県金沢市南町５－２０
39 石川県 金沢天神橋郵便局 920-0921 石川県金沢市材木町２８－２７
40 石川県 金沢桜町郵便局 920-0926 石川県金沢市暁町７－１２
41 石川県 金沢扇町郵便局 920-0927 石川県金沢市扇町１５－７
42 石川県 金沢大学病院内郵便局 920-0934 石川県金沢市宝町１３－１
43 石川県 金沢石引郵便局 920-0935 石川県金沢市石引１－１－６６
44 石川県 金沢医療センター内簡易郵便局 920-0939 石川県金沢市下石引町１－１
45 石川県 金沢旭町簡易郵便局 920-0941 石川県金沢市旭町２－８－４５
46 石川県 金沢小立野郵便局 920-0942 石川県金沢市小立野３－１１－１３
47 石川県 東小立野郵便局 920-0942 石川県金沢市小立野１－６－１
48 石川県 金沢涌波郵便局 920-0953 石川県金沢市涌波１－１－２
49 石川県 兼六園郵便局 920-0964 石川県金沢市本多町３－１－２７
50 石川県 金沢笠舞郵便局 920-0965 石川県金沢市笠舞２－１－２６
51 石川県 金沢菊川郵便局 920-0967 石川県金沢市菊川１－１８－２１
52 石川県 金沢香林坊郵便局 920-0981 石川県金沢市片町２－１－３
53 石川県 金沢新竪町郵便局 920-0983 石川県金沢市池田町一番丁１５－１
54 石川県 二俣郵便局 920-1102 石川県金沢市二俣町い１２－３
55 石川県 湯涌郵便局 920-1123 石川県金沢市湯涌町イ２１－４
56 石川県 浅川郵便局 920-1156 石川県金沢市田上の里１－９７
57 石川県 鈴見簡易郵便局 920-1161 石川県金沢市鈴見台２－３－２１
58 石川県 金沢大学内郵便局 920-1164 石川県金沢市角間町
59 石川県 犀川郵便局 920-1399 石川県金沢市末町９－３４－３
60 石川県 鶴来朝日簡易郵便局 920-2111 石川県白山市鶴来朝日町２３０
61 石川県 舘畑郵便局 920-2146 石川県白山市日向町ニ８５－３
62 石川県 日御子郵便局 920-2153 石川県白山市日御子町ホ１１６
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63 石川県 鶴来林簡易郵便局 920-2162 石川県白山市道法寺町ホ７１－８
64 石川県 鶴来郵便局 920-2199 石川県白山市鶴来本町４－ヘ５２－３
65 石川県 河内郵便局 920-2301 石川県白山市河内町口直海イ３８－１
66 石川県 尾口郵便局 920-2331 石川県白山市瀬戸申２７－１
67 石川県 別宮郵便局 920-2362 石川県白山市別宮町ロ１１８－３
68 石川県 吉野郵便局 920-2399 石川県白山市吉野南２２－２
69 石川県 白山山頂郵便局 920-2501 石川県白山市白峰室堂平
70 石川県 白峰郵便局 920-2599 石川県白山市白峰イ－６２
71 石川県 金沢湖南簡易郵便局 920-3103 石川県金沢市湖陽２－１２７
72 石川県 金沢塚崎簡易郵便局 920-3113 石川県金沢市塚崎町ニ１１１－１
73 石川県 森本郵便局 920-3115 石川県金沢市弥勒町カ１１８－２
74 石川県 金沢法光寺郵便局 920-3132 石川県金沢市法光寺町１３７
75 石川県 石川県立中央病院内簡易郵便局920-8201 石川県金沢市鞍月東２－１
76 石川県 石川県庁内郵便局 920-8203 石川県金沢市鞍月１－１
77 石川県 金沢高畠町郵便局 921-8001 石川県金沢市高畠１－４１
78 石川県 金沢新神田郵便局 921-8013 石川県金沢市新神田５－４６
79 石川県 金沢中村町郵便局 921-8021 石川県金沢市御影町２－２
80 石川県 金沢白菊郵便局 921-8024 石川県金沢市白菊町５－９
81 石川県 金沢増泉郵便局 921-8025 石川県金沢市増泉３－１２－２７
82 石川県 金沢野町郵便局 921-8031 石川県金沢市野町１－３－７１
83 石川県 金沢寺町郵便局 921-8033 石川県金沢市寺町１－１３－４
84 石川県 金沢泉野町郵便局 921-8034 石川県金沢市泉野町６－１－３
85 石川県 金沢芦中郵便局 921-8036 石川県金沢市弥生１－３１－３２
86 石川県 弥生郵便局 921-8036 石川県金沢市弥生１－１８－１０
87 石川県 金沢西泉郵便局 921-8043 石川県金沢市西泉２－７９
88 石川県 西金沢駅前郵便局 921-8044 石川県金沢市米泉町８－６７
89 石川県 西金沢郵便局 921-8054 石川県金沢市西金沢５－２２７
90 石川県 金沢新保本郵便局 921-8062 石川県金沢市新保本５－１０２
91 石川県 金沢八日市郵便局 921-8063 石川県金沢市八日市出町９０５
92 石川県 金沢上荒屋郵便局 921-8065 石川県金沢市上荒屋２－２６－１
93 石川県 金沢平和町郵便局 921-8105 石川県金沢市平和町２－１３－１８
94 石川県 金沢泉丘郵便局 921-8116 石川県金沢市泉野出町４－１４－１６
95 石川県 金沢三十苅郵便局 921-8131 石川県金沢市三十苅町丁１２９－１
96 石川県 四十万簡易郵便局 921-8133 石川県金沢市四十万町北カ１１９
97 石川県 金沢四十万郵便局 921-8135 石川県金沢市四十万３－１６６－２
98 石川県 金沢額郵便局 921-8147 石川県金沢市大額２－１６６
99 石川県 金沢額新保郵便局 921-8148 石川県金沢市額新保１－４３０
100 石川県 高尾簡易郵便局 921-8152 石川県金沢市高尾１－８８
101 石川県 金沢有松郵便局 921-8161 石川県金沢市有松３－６－２０
102 石川県 金沢三馬郵便局 921-8162 石川県金沢市三馬２－２４８
103 石川県 金沢久安郵便局 921-8164 石川県金沢市久安３－１４
104 石川県 金沢円光寺町郵便局 921-8173 石川県金沢市円光寺３－１１－４０
105 石川県 押野郵便局 921-8802 石川県野々市市押野４－１１８
106 石川県 野々市御園郵便局 921-8803 石川県野々市市押越２－５
107 石川県 扇が丘郵便局 921-8812 石川県野々市市扇が丘４－１２
108 石川県 金沢工業大学内簡易郵便局 921-8812 石川県野々市市扇が丘７－１
109 石川県 野々市郵便局 921-8815 石川県野々市市本町３－１６－２８
110 石川県 富奥郵便局 921-8823 石川県野々市市粟田１－１３６
111 石川県 下林郵便局 921-8831 石川県野々市市下林４－４２８
112 石川県 太平寺郵便局 921-8845 石川県野々市市太平寺４－１５
113 石川県 大聖寺春日簡易郵便局 922-0011 石川県加賀市大聖寺敷地ヌ－１－６
114 石川県 大聖寺中央通郵便局 922-0027 石川県加賀市大聖寺耳聞山町９９－１
115 石川県 大聖寺聖南通郵便局 922-0044 石川県加賀市大聖寺東横町６７－６
116 石川県 河南郵便局 922-0103 石川県加賀市山中温泉長谷田町ロ４１９
117 石川県 塚谷郵便局 922-0111 石川県加賀市山中温泉塚谷町１－３３－１
118 石川県 山中郵便局 922-0199 石川県加賀市山中温泉本町２－ソ２２
119 石川県 山代桔梗ケ丘郵便局 922-0257 石川県加賀市山代温泉桔梗丘４－８
120 石川県 山代郵便局 922-0299 石川県加賀市山代温泉ヨ－２９
121 石川県 勅使郵便局 922-0313 石川県加賀市勅使町ヲ８２
122 石川県 動橋郵便局 922-0331 石川県加賀市動橋町イ２３１－１
123 石川県 片山津郵便局 922-0412 石川県加賀市片山津温泉ウ１７－１
124 石川県 加賀松が丘郵便局 922-0436 石川県加賀市松が丘１－１４－３
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125 石川県 橋立郵便局 922-0554 石川県加賀市橋立町イ甲１－２
126 石川県 塩屋郵便局 922-0673 石川県加賀市塩屋町イ１８
127 石川県 大聖寺菅生郵便局 922-0814 石川県加賀市大聖寺菅生町３３－１
128 石川県 加賀南郷簡易郵便局 922-0823 石川県加賀市黒瀬町チ１０－１
129 石川県 安宅郵便局 923-0003 石川県小松市安宅町ワ１０３－１
130 石川県 小松長田郵便局 923-0034 石川県小松市長田町甲１５－２
131 石川県 国府郵便局 923-0053 石川県小松市河田町ヌ３９－５
132 石川県 中海郵便局 923-0071 石川県小松市中海町７－９２－１
133 石川県 金野郵便局 923-0153 石川県小松市金平町ツ１２
134 石川県 瀬領郵便局 923-0183 石川県小松市瀬領町丙２８－２
135 石川県 矢田野郵便局 923-0304 石川県小松市下粟津町ツ４７
136 石川県 粟津駅前郵便局 923-0305 石川県小松市蓑輪町ロ８９－６
137 石川県 木場簡易郵便局 923-0311 石川県小松市木場町イ１３２
138 石川県 粟津郵便局 923-0321 石川県小松市白山田町イ３８
139 石川県 那谷郵便局 923-0336 石川県小松市那谷町サ３
140 石川県 小松白江町郵便局 923-0811 石川県小松市白江町ヲ５８－１
141 石川県 小松軽海郵便局 923-0825 石川県小松市西軽海町１－１０８
142 石川県 小松打越郵便局 923-0831 石川県小松市打越町甲８０－１
143 石川県 小松本江郵便局 923-0841 石川県小松市本江町ワ１３－１
144 石川県 イオンモール新小松内郵便局 923-0862 石川県小松市清六町３１５
145 石川県 小松八幡町郵便局 923-0866 石川県小松市白嶺町１－１７－１
146 石川県 小松大川郵便局 923-0911 石川県小松市大川町３－８
147 石川県 小松京町郵便局 923-0918 石川県小松市京町２０－１
148 石川県 小松駅前郵便局 923-0921 石川県小松市土居原町１８２－１
149 石川県 小松大文字郵便局 923-0931 石川県小松市大文字町１３９－３
150 石川県 小松今江郵便局 923-0964 石川県小松市今江町１－２３０
151 石川県 御幸郵便局 923-0965 石川県小松市串町ス１１－１
152 石川県 月津郵便局 923-0972 石川県小松市月津町ミ１３－１
153 石川県 佐美簡易郵便局 923-0984 石川県小松市佐美町亥１５８－２
154 石川県 小松浮柳郵便局 923-0993 石川県小松市浮柳町丙７
155 石川県 粟生郵便局 923-1101 石川県能美市粟生町チ１４０
156 石川県 佐野郵便局 923-1112 石川県能美市佐野町ワ１０
157 石川県 寺井郵便局 923-1121 石川県能美市寺井町タ２０５－１
158 石川県 宮竹郵便局 923-1205 石川県能美市宮竹町ホ９－１
159 石川県 和気簡易郵便局 923-1224 石川県能美市和気町ヘ６１－１
160 石川県 辰口緑が丘郵便局 923-1226 石川県能美市緑が丘９－１３
161 石川県 川北郵便局 923-1267 石川県能美郡川北町壱ツ屋ヲ２４－１
162 石川県 辰口郵便局 923-1299 石川県能美市倉重町丁２９－１
163 石川県 松任宮永郵便局 924-0016 石川県白山市宮永市町４６６－４
164 石川県 松任蕪城郵便局 924-0020 石川県白山市新成３－８１
165 石川県 加賀野郵便局 924-0047 石川県白山市西美沢野町２－５
166 石川県 松任千代野郵便局 924-0073 石川県白山市千代野東５－５－５
167 石川県 山島簡易郵便局 924-0843 石川県白山市安吉町５８
168 石川県 水島郵便局 924-0855 石川県白山市水島町３４
169 石川県 松任安田郵便局 924-0862 石川県白山市安田町５２－１
170 石川県 倉光郵便局 924-0865 石川県白山市倉光７－１１２－１
171 石川県 柴垣郵便局 925-0001 石川県羽咋市柴垣町１９－７１
172 石川県 一ノ宮郵便局 925-0004 石川県羽咋市一ノ宮町ナ２７－２
173 石川県 千路簡易郵便局 925-0012 石川県羽咋市千路町中区４９
174 石川県 羽咋釜屋簡易郵便局 925-0015 石川県羽咋市大川町２－１５０－２
175 石川県 羽咋本町簡易郵便局 925-0034 石川県羽咋市旭町エ７－２
176 石川県 羽咋千里浜郵便局 925-0054 石川県羽咋市千里浜町タ１１２－３
177 石川県 下甘田郵便局 925-0136 石川県羽咋郡志賀町舘ノ－１８
178 石川県 甘田簡易郵便局 925-0146 石川県羽咋郡志賀町甘田ロ－３－甲
179 石川県 堀松簡易郵便局 925-0157 石川県羽咋郡志賀町堀松ニ－７２－１
180 石川県 赤住簡易郵便局 925-0161 石川県羽咋郡志賀町赤住９－３６－１
181 石川県 高浜郵便局 925-0199 石川県羽咋郡志賀町高浜町ト－７
182 石川県 土田郵便局 925-0299 石川県羽咋郡志賀町舘開サ－１
183 石川県 三明郵便局 925-0313 石川県羽咋郡志賀町三明り１２４－１
184 石川県 上熊野郵便局 925-0371 石川県羽咋郡志賀町釈迦堂ケ１－１
185 石川県 福浦郵便局 925-0399 石川県羽咋郡志賀町福浦港浦１４３
186 石川県 稗造簡易郵便局 925-0432 石川県羽咋郡志賀町今田ニ１１６



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. 都道府県名 局名 郵便番号 所在地

187 石川県 富来郵便局 925-0499 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町７－１１－４
188 石川県 西増穂郵便局 925-0564 石川県羽咋郡志賀町酒見入樋１０３
189 石川県 西浦郵便局 925-0576 石川県羽咋郡志賀町鹿頭申３１－１
190 石川県 西海郵便局 925-0599 石川県羽咋郡志賀町西海風無ヘ３７－１
191 石川県 神子原簡易郵便局 925-0608 石川県羽咋市神子原町３３
192 石川県 邑知郵便局 925-0613 石川県羽咋市飯山町ホ－８６
193 石川県 崎山郵便局 926-0001 石川県七尾市鵜浦町５１－６４－２
194 石川県 七尾大田郵便局 926-0006 石川県七尾市大田町１０９－１６－１
195 石川県 三室簡易郵便局 926-0007 石川県七尾市三室町５６部１０
196 石川県 万行簡易郵便局 926-0012 石川県七尾市万行町７６部７８
197 石川県 七尾矢田郵便局 926-0014 石川県七尾市矢田町２－１４４
198 石川県 七尾矢田新郵便局 926-0015 石川県七尾市矢田新町イ部２９－１
199 石川県 七尾府中郵便局 926-0021 石川県七尾市本府中町レ部１２－３
200 石川県 後畠簡易郵便局 926-0027 石川県七尾市後畠町チ部２２－１３
201 石川県 南ヶ丘簡易郵便局 926-0032 石川県七尾市南ケ丘町２０４
202 石川県 八幡簡易郵便局 926-0033 石川県七尾市千野町に部４－１
203 石川県 石崎郵便局 926-0171 石川県七尾市石崎町レ３９－１０
204 石川県 和倉温泉郵便局 926-0175 石川県七尾市和倉町ワ１８－２
205 石川県 えの目郵便局 926-0203 石川県七尾市能登島えの目町５５－３９－５
206 石川県 東島簡易郵便局 926-0205 石川県七尾市能登島野崎町８８部４４－２
207 石川県 西島郵便局 926-0223 石川県七尾市能登島半浦町１７－１９－７
208 石川県 能登島郵便局 926-0299 石川県七尾市能登島向田町に２
209 石川県 北大呑簡易郵便局 926-0363 石川県七尾市江泊町ナ部２５
210 石川県 庵簡易郵便局 926-0366 石川県七尾市庵町ム部３９－２
211 石川県 佐々波郵便局 926-0371 石川県七尾市佐々波町ト部１０
212 石川県 南大呑郵便局 926-0382 石川県七尾市花園町ワ部２－１
213 石川県 七尾藤橋町郵便局 926-0816 石川県七尾市藤橋町未３０－４
214 石川県 徳田郵便局 926-0826 石川県七尾市飯川町１２－１３甲
215 石川県 徳田駅前簡易郵便局 926-0826 石川県七尾市飯川町１０１部７４－１０
216 石川県 七尾満仁郵便局 926-0838 石川県七尾市満仁町ヨ部２７甲１
217 石川県 七尾津向簡易郵便局 926-0853 石川県七尾市津向町ト部２５－２
218 石川県 七尾松本郵便局 926-0865 石川県七尾市松本町７２－１
219 石川県 岩車簡易郵便局 927-0007 石川県鳳珠郡穴水町岩車チ－８４
220 石川県 比良郵便局 927-0009 石川県鳳珠郡穴水町比良い－４５－６
221 石川県 中居郵便局 927-0015 石川県鳳珠郡穴水町中居レ１７５
222 石川県 来迎寺谷簡易郵便局 927-0026 石川県鳳珠郡穴水町大町ヨ１１８－２
223 石川県 穴水川島簡易郵便局 927-0027 石川県鳳珠郡穴水町川島ヨ５１－５
224 石川県 諸橋郵便局 927-0206 石川県鳳珠郡穴水町前波ホ１０８
225 石川県 甲郵便局 927-0211 石川県鳳珠郡穴水町甲レ１６３－２
226 石川県 鵜川郵便局 927-0302 石川県鳳珠郡能登町鵜川１８－９８
227 石川県 瑞穂郵便局 927-0311 石川県鳳珠郡能登町瑞穂１６３－２
228 石川県 宮地簡易郵便局 927-0322 石川県鳳珠郡能登町宮地６－３
229 石川県 三波簡易郵便局 927-0442 石川県鳳珠郡能登町波並２０－６２－１
230 石川県 神野簡易郵便局 927-0453 石川県鳳珠郡能登町鶴町５－１１３－１
231 石川県 能都郵便局 927-0499 石川県鳳珠郡能登町宇出津ナ３４－１
232 石川県 小木郵便局 927-0553 石川県鳳珠郡能登町小木１５－１３－１
233 石川県 真脇郵便局 927-0562 石川県鳳珠郡能登町真脇４４－７２－５
234 石川県 白丸郵便局 927-0607 石川県鳳珠郡能登町白丸３－１８－５
235 石川県 不動寺簡易郵便局 927-0623 石川県鳳珠郡能登町行延２６０
236 石川県 松波郵便局 927-0699 石川県鳳珠郡能登町松波イ２２－４
237 石川県 蛸島郵便局 927-1204 石川県珠洲市蛸島町ナ部１０６－５
238 石川県 正院郵便局 927-1206 石川県珠洲市正院町正院２１－６７
239 石川県 珠洲駅前郵便局 927-1213 石川県珠洲市野々江町シ２７－２
240 石川県 宝立郵便局 927-1222 石川県珠洲市宝立町鵜飼卯４３－５
241 石川県 鵜島郵便局 927-1223 石川県珠洲市宝立町鵜島２１－３４
242 石川県 若山郵便局 927-1239 石川県珠洲市若山町古蔵丑の部３３－１
243 石川県 高屋簡易郵便局 927-1301 石川県珠洲市高屋町２４－３４
244 石川県 大谷郵便局 927-1321 石川県珠洲市大谷町１７－１２－１
245 石川県 狼煙郵便局 927-1441 石川県珠洲市狼煙町ヘ部９２
246 石川県 折戸簡易郵便局 927-1446 石川県珠洲市折戸町イ部１１
247 石川県 寺家簡易郵便局 927-1451 石川県珠洲市三崎町寺家ケ部６０番甲地
248 石川県 三崎郵便局 927-1452 石川県珠洲市三崎町粟津口部２９－１
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249 石川県 小泊簡易郵便局 927-1462 石川県珠洲市三崎町小泊１７部１５－１
250 石川県 浦上郵便局 927-2102 石川県輪島市門前町浦上９－１７－１
251 石川県 本郷簡易郵便局 927-2114 石川県輪島市門前町谷口１２－２８
252 石川県 門前道下郵便局 927-2164 石川県輪島市門前町道下２４－２７
253 石川県 黒島簡易郵便局 927-2165 石川県輪島市門前町黒島町ロ－７４－４
254 石川県 門前郵便局 927-2199 石川県輪島市門前町清水３－３２－３
255 石川県 七浦郵便局 927-2271 石川県輪島市門前町皆月ソ１８－２
256 石川県 剱地郵便局 927-2342 石川県輪島市門前町剱地レ－１３０
257 石川県 池田簡易郵便局 927-2354 石川県輪島市門前町池田１２－２４
258 石川県 鵠巣簡易郵便局 928-0006 石川県輪島市惣領町五部６２－２
259 石川県 河原田郵便局 928-0011 石川県輪島市杉平町蝦夷穴５５－７
260 石川県 西保郵便局 928-0054 石川県輪島市大沢町宝来町１０
261 石川県 輪島昭南町郵便局 928-0064 石川県輪島市釜屋谷町１－２５－５
262 石川県 輪島鳳至郵便局 928-0077 石川県輪島市鳳至町上町１０７－４
263 石川県 曽々木簡易郵便局 928-0205 石川県輪島市町野町西時国鳥毛４５－２
264 石川県 南志見郵便局 928-0246 石川県輪島市里町１－３９
265 石川県 町野郵便局 928-0299 石川県輪島市町野町広江４－７８－３
266 石川県 神和住簡易郵便局 928-0325 石川県鳳珠郡能登町神和住ラ部２３
267 石川県 当目簡易郵便局 928-0334 石川県鳳珠郡能登町当目ロ３２
268 石川県 柳田郵便局 928-0399 石川県鳳珠郡能登町柳田礼部３０－１
269 石川県 根上郵便局 929-0113 石川県能美市大成町ト５６
270 石川県 根上大浜郵便局 929-0122 石川県能美市大浜町ム７－５
271 石川県 根上道林郵便局 929-0125 石川県能美市道林町ホ９５－１
272 石川県 美川湊町郵便局 929-0217 石川県白山市湊町２－４１
273 石川県 美川郵便局 929-0224 石川県白山市美川中町ル３３
274 石川県 河合谷郵便局 929-0304 石川県河北郡津幡町上河合ハ７７
275 石川県 英田郵便局 929-0319 石川県河北郡津幡町能瀬井７４－３
276 石川県 津幡駅前郵便局 929-0342 石川県河北郡津幡町北中条ラ２７－７
277 石川県 倶利伽羅郵便局 929-0426 石川県河北郡津幡町竹橋西２３４－５
278 石川県 宇野気郵便局 929-1125 石川県かほく市宇野気ニ１１４－２
279 石川県 木津郵便局 929-1171 石川県かほく市木津ニ１５８
280 石川県 外日角郵便局 929-1176 石川県かほく市外日角へ７
281 石川県 二ツ屋郵便局 929-1211 石川県かほく市二ツ屋レ１８－１
282 石川県 高松郵便局 929-1299 石川県かほく市高松ク１－１
283 石川県 宝達郵便局 929-1312 石川県羽咋郡宝達志水町上田カ２０６
284 石川県 北川尻簡易郵便局 929-1332 石川県羽咋郡宝達志水町北川尻３－２２－１
285 石川県 押水郵便局 929-1399 石川県羽咋郡宝達志水町今浜ト１４１－２
286 石川県 敷波簡易郵便局 929-1415 石川県羽咋郡宝達志水町敷浪２区３３－２
287 石川県 志雄郵便局 929-1425 石川県羽咋郡宝達志水町子浦甲４８
288 石川県 余喜簡易郵便局 929-1572 石川県羽咋市大町む３３－１
289 石川県 鹿島路簡易郵便局 929-1576 石川県羽咋市鹿島路町１７８８
290 石川県 金丸郵便局 929-1599 石川県鹿島郡中能登町金丸又れ部３６－１
291 石川県 御祖郵便局 929-1635 石川県鹿島郡中能登町高畠井部５
292 石川県 鹿西郵便局 929-1699 石川県鹿島郡中能登町能登部下１０１部２
293 石川県 滝尾郵便局 929-1722 石川県鹿島郡中能登町小竹ロ部７１
294 石川県 良川郵便局 929-1799 石川県鹿島郡中能登町良川よ部６１－１
295 石川県 鹿島郵便局 929-1811 石川県鹿島郡中能登町二宮ハ１３３－１
296 石川県 伊久留簡易郵便局 929-2114 石川県七尾市伊久留町ウ部３３－２
297 石川県 金ヶ崎簡易郵便局 929-2126 石川県七尾市大津町井部２９
298 石川県 田鶴浜郵便局 929-2199 石川県七尾市田鶴浜町ト部１７０
299 石川県 西岸郵便局 929-2213 石川県七尾市中島町外イ－６８
300 石川県 釶打郵便局 929-2227 石川県七尾市中島町藤瀬ほ４０－３
301 石川県 笠師保郵便局 929-2234 石川県七尾市中島町塩津ム部１０９－３
302 石川県 豊川郵便局 929-2243 石川県七尾市中島町河崎ハ部４１
303 石川県 中島郵便局 929-2299 石川県七尾市中島町中島甲１０３－１
304 石川県 三井郵便局 929-2363 石川県輪島市三井町興徳寺３－１４－４


