
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 千葉県 千葉都町郵便局 260-0001 千葉県千葉市中央区都町３－２７－３
2 千葉県 千葉道場郵便局 260-0005 千葉県千葉市中央区道場南１－１５－４
3 千葉県 千葉中央四郵便局 260-0013 千葉県千葉市中央区中央４－１３－２９
4 千葉県 千葉駅前大通り郵便局 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見１－１４－１１
5 千葉県 千葉院内郵便局 260-0017 千葉県千葉市中央区要町１４－８
6 千葉県 千葉新宿郵便局 260-0021 千葉県千葉市中央区新宿１－２４－１２
7 千葉県 千葉ＣＣプラザ内郵便局 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港２－１
8 千葉県 千葉新町郵便局 260-0028 千葉県千葉市中央区新町３－４
9 千葉県 新千葉郵便局 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉３－１２－２６
10 千葉県 千葉登戸郵便局 260-0032 千葉県千葉市中央区登戸４－４－９
11 千葉県 西千葉駅前郵便局 260-0033 千葉県千葉市中央区春日２－２５－２
12 千葉県 千葉椿森郵便局 260-0042 千葉県千葉市中央区椿森２－３－５
13 千葉県 千葉松波郵便局 260-0044 千葉県千葉市中央区松波１－１３－１２
14 千葉県 千葉仁戸名郵便局 260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町３５８－８
15 千葉県 千葉宮崎郵便局 260-0806 千葉県千葉市中央区宮崎１－１８－４３
16 千葉県 千葉星久喜郵便局 260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町６０８－４
17 千葉県 千葉生実郵便局 260-0813 千葉県千葉市中央区生実町２０８８－１０
18 千葉県 千葉鵜の森郵便局 260-0816 千葉県千葉市中央区鵜の森町１２－１１
19 千葉県 千葉曽我野郵便局 260-0822 千葉県千葉市中央区蘇我２－３０－１５
20 千葉県 浜野郵便局 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町１１４４
21 千葉県 千葉市場前郵便局 260-0832 千葉県千葉市中央区寒川町２－１０７
22 千葉県 千葉今井郵便局 260-0834 千葉県千葉市中央区今井１－１９－３
23 千葉県 千葉寺町郵便局 260-0844 千葉県千葉市中央区千葉寺町１８１－５
24 千葉県 本千葉駅前郵便局 260-0854 千葉県千葉市中央区長洲１－３２－１１
25 千葉県 千葉県庁内郵便局 260-0855 千葉県千葉市中央区市場町１－１
26 千葉県 千葉亥鼻郵便局 260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻１－４－２１
27 千葉県 千葉大学病院内簡易郵便局 260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻１－８－１（国立大学法人千葉大学医学部附属病院内）

28 千葉県 千葉幸町郵便局 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町２－１２－４
29 千葉県 千葉ガーデンタウン郵便局 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町１－７－２
30 千葉県 千葉高浜郵便局 261-0003 千葉県千葉市美浜区高浜４－１２－１
31 千葉県 千葉中央市場内郵便局 261-0003 千葉県千葉市美浜区高浜２－２－１
32 千葉県 千葉高洲郵便局 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲２－３－１４
33 千葉県 稲毛海岸駅前郵便局 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲３－１０－４
34 千葉県 千葉稲毛海岸郵便局 261-0005 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸４－１４－１
35 千葉県 千葉真砂一郵便局 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂１－１２－１８
36 千葉県 千葉真砂二郵便局 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂２－２２－１
37 千葉県 千葉磯辺郵便局 261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺４－１５－６
38 千葉県 千葉磯辺西郵便局 261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺６－３－８
39 千葉県 幕張ベイタウン郵便局 261-0013 千葉県千葉市美浜区打瀬２－６
40 千葉県 幕張テクノガーデン内郵便局 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１－３－ＣＢ２
41 千葉県 千葉幕張西郵便局 261-0026 千葉県千葉市美浜区幕張西２－７－２５
42 千葉県 ワールドビジネスガーデン内郵便局 261-7101 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１
43 千葉県 イオンモール幕張新都心内郵便局 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１
44 千葉県 千葉こてはし台郵便局 262-0005 千葉県千葉市花見川区こてはし台５－９－６
45 千葉県 千葉鉄工団地内郵便局 262-0012 千葉県千葉市花見川区千種町２９５－２
46 千葉県 犢橋郵便局 262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町５８６
47 千葉県 千葉宮野木郵便局 262-0015 千葉県千葉市花見川区宮野木台４－１－６１
48 千葉県 千葉朝日ヶ丘郵便局 262-0019 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘３－５－１９
49 千葉県 千葉にれの木台郵便局 262-0019 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘２－１－８－１
50 千葉県 千葉検見川郵便局 262-0023 千葉県千葉市花見川区検見川町２－２０３－１
51 千葉県 千葉花園郵便局 262-0025 千葉県千葉市花見川区花園１－２１－１２
52 千葉県 花見川区役所前郵便局 262-0026 千葉県千葉市花見川区瑞穂３－１３－１
53 千葉県 幕張郵便局 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町５－４１７－１１２
54 千葉県 幕張北口郵便局 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町６－８７－２
55 千葉県 千葉幕張本郷郵便局 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－８－２７
56 千葉県 千葉長作郵便局 262-0044 千葉県千葉市花見川区長作町４９８－５
57 千葉県 千葉作新台郵便局 262-0045 千葉県千葉市花見川区作新台３－１－１３
58 千葉県 花見川団地内郵便局 262-0046 千葉県千葉市花見川区花見川３－２８－１０２
59 千葉県 千葉長沼原郵便局 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町８０５－１
60 千葉県 千葉小深郵便局 263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町１１７－５
61 千葉県 千葉千草台郵便局 263-0013 千葉県千葉市稲毛区千草台１－２３
62 千葉県 千葉作草部郵便局 263-0021 千葉県千葉市稲毛区轟町４－７－２３
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63 千葉県 千葉緑町郵便局 263-0023 千葉県千葉市稲毛区緑町１－８－１４
64 千葉県 千葉穴川郵便局 263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川３－１１－５
65 千葉県 とどろき郵便局 263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川１－８－３５
66 千葉県 稲毛駅前郵便局 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－９－５
67 千葉県 稲毛郵便局 263-0034 千葉県千葉市稲毛区稲毛３－５－１１
68 千葉県 千葉小仲台郵便局 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台３－１７－６
69 千葉県 千葉小中台北郵便局 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台９－２４－２７
70 千葉県 千葉小仲台八郵便局 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台８－１７－２
71 千葉県 千葉あやめ台郵便局 263-0052 千葉県千葉市稲毛区あやめ台１－１３
72 千葉県 稲毛ファミールハイツ郵便局 263-0053 千葉県千葉市稲毛区柏台１－５－１０８
73 千葉県 千葉千城台東郵便局 264-0002 千葉県千葉市若葉区千城台東３－８－１１
74 千葉県 千葉千城台郵便局 264-0004 千葉県千葉市若葉区千城台西２－１－１
75 千葉県 千葉小倉台郵便局 264-0006 千葉県千葉市若葉区小倉台４－１８－６
76 千葉県 千葉大宮郵便局 264-0015 千葉県千葉市若葉区大宮台４－１－２
77 千葉県 千葉千城郵便局 264-0016 千葉県千葉市若葉区大宮町１１２２
78 千葉県 千葉加曽利郵便局 264-0017 千葉県千葉市若葉区加曽利町１８０６－４
79 千葉県 都賀駅前郵便局 264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀３－１０－３
80 千葉県 千葉西都賀郵便局 264-0026 千葉県千葉市若葉区西都賀１－１４－９
81 千葉県 千葉桜木郵便局 264-0028 千葉県千葉市若葉区桜木１－３１－２
82 千葉県 千葉みつわ台郵便局 264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台３－１２－６
83 千葉県 千葉東寺山郵便局 264-0035 千葉県千葉市若葉区東寺山町８２０－１９
84 千葉県 野呂郵便局 265-0053 千葉県千葉市若葉区野呂町２８４－１
85 千葉県 千葉高根郵便局 265-0061 千葉県千葉市若葉区高根町９１５－４
86 千葉県 更科郵便局 265-0073 千葉県千葉市若葉区更科町２０７３－２８
87 千葉県 誉田駅前郵便局 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町２－２４－１２２
88 千葉県 千葉誉田郵便局 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町１－７７９－３
89 千葉県 千葉古市場簡易郵便局 266-0026 千葉県千葉市緑区古市場町４７４－１５２
90 千葉県 千葉こやつ郵便局 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野５－４６－２
91 千葉県 千葉泉谷郵便局 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央４－２１－２
92 千葉県 千葉おゆみ野郵便局 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央２－５－６
93 千葉県 土気郵便局 267-0053 千葉県千葉市緑区高津戸町８９－６
94 千葉県 千葉越智郵便局 267-0055 千葉県千葉市緑区越智町７７０－３
95 千葉県 土気駅前郵便局 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘１－２０－１
96 千葉県 千葉あすみが丘郵便局 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘７－５－４
97 千葉県 松戸大金平郵便局 270-0006 千葉県松戸市大金平２－６７－３
98 千葉県 小金郵便局 270-0013 千葉県松戸市小金きよしケ丘２－２０－４
99 千葉県 松戸小金原郵便局 270-0021 千葉県松戸市小金原４－１２－３６
100 千葉県 松戸八ヶ崎郵便局 270-0023 千葉県松戸市八ケ崎７－３２－２４
101 千葉県 松戸中和倉郵便局 270-0025 千葉県松戸市中和倉１０５－２
102 千葉県 新松戸郵便局 270-0034 千葉県松戸市新松戸４－５９
103 千葉県 新松戸北郵便局 270-0034 千葉県松戸市新松戸７－１６５－２
104 千葉県 新松戸駅前郵便局 270-0034 千葉県松戸市新松戸１－３６６
105 千葉県 新松戸南郵便局 270-0035 千葉県松戸市新松戸南２－７９
106 千葉県 新川郵便局 270-0101 千葉県流山市東深井３１８
107 千葉県 流山江戸川台郵便局 270-0111 千葉県流山市江戸川台東３－２
108 千葉県 八木郵便局 270-0113 千葉県流山市駒木台２０９－１
109 千葉県 流山西初石郵便局 270-0121 千葉県流山市西初石３－１０４－３
110 千葉県 流山おおたかの森郵便局 270-0121 千葉県流山市おおたかの森南１－５－１
111 千葉県 流山富士見台郵便局 270-0127 千葉県流山市富士見台２－２－５
112 千葉県 流山松ヶ丘郵便局 270-0141 千葉県流山市松ケ丘１－４５６－１０
113 千葉県 流山平和台郵便局 270-0157 千葉県流山市平和台５－４２－１９
114 千葉県 流山鰭ヶ崎郵便局 270-0161 千葉県流山市鰭ケ崎１３０７－２
115 千葉県 南流山郵便局 270-0163 千葉県流山市南流山６－７－１
116 千葉県 流山加台郵便局 270-0176 千葉県流山市加４－１７－２６
117 千葉県 関宿郵便局 270-0202 千葉県野田市関宿台町３１５－１
118 千葉県 二川郵便局 270-0213 千葉県野田市桐ケ作８４６－１
119 千葉県 木間ケ瀬郵便局 270-0222 千葉県野田市木間ケ瀬３１７１－５
120 千葉県 布佐郵便局 270-1101 千葉県我孫子市布佐２４７４
121 千葉県 我孫子平和台郵便局 270-1108 千葉県我孫子市布佐平和台４－１－３９
122 千葉県 我孫子新木郵便局 270-1114 千葉県我孫子市新木野２－１－８
123 千葉県 湖北郵便局 270-1121 千葉県我孫子市中峠１３０４
124 千葉県 我孫子湖北台郵便局 270-1132 千葉県我孫子市湖北台３－１－４
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125 千葉県 我孫子泉郵便局 270-1142 千葉県我孫子市泉１２－１４
126 千葉県 東我孫子駅前郵便局 270-1144 千葉県我孫子市東我孫子１－１－４
127 千葉県 我孫子緑郵便局 270-1153 千葉県我孫子市緑１－５－２
128 千葉県 我孫子つくし野郵便局 270-1164 千葉県我孫子市つくし野３－２２－２
129 千葉県 我孫子駅前郵便局 270-1166 千葉県我孫子市我孫子１－９－１８
130 千葉県 我孫子柴崎台郵便局 270-1176 千葉県我孫子市柴崎台２－１１－１４
131 千葉県 小林駅前郵便局 270-1313 千葉県印西市小林北２－７－２
132 千葉県 木下駅前郵便局 270-1326 千葉県印西市木下池田６９３－１０
133 千葉県 印西牧の原郵便局 270-1331 千葉県印西市牧の原１－３
134 千葉県 印西原山郵便局 270-1341 千葉県印西市原山１－１－２
135 千葉県 印西高花郵便局 270-1342 千葉県印西市高花２－２
136 千葉県 印西小倉台郵便局 270-1356 千葉県印西市小倉台４－６－１
137 千葉県 印西木刈郵便局 270-1359 千葉県印西市木刈４－２－１
138 千葉県 永治簡易郵便局 270-1367 千葉県印西市浦部５４９
139 千葉県 本白井郵便局 270-1422 千葉県白井市復１５９１
140 千葉県 白井冨士郵便局 270-1432 千葉県白井市冨士４６－３
141 千葉県 西白井駅前郵便局 270-1435 千葉県白井市清水口１－１－１７
142 千葉県 手賀郵便局 270-1456 千葉県柏市泉１３６８－８
143 千葉県 船橋小室駅前郵便局 270-1471 千葉県船橋市小室町１１５７
144 千葉県 安食郵便局 270-1515 千葉県印旛郡栄町安食台２－１－１
145 千葉県 安食駅前郵便局 270-1516 千葉県印旛郡栄町安食２－３－８
146 千葉県 印旛郵便局 270-1614 千葉県印西市瀬戸９６０－６
147 千葉県 宗像郵便局 270-1616 千葉県印西市岩戸２２０８
148 千葉県 松戸六高台郵便局 270-2203 千葉県松戸市六高台８－１２７
149 千葉県 松戸六実郵便局 270-2204 千葉県松戸市六実３－３－１
150 千葉県 松戸元山郵便局 270-2212 千葉県松戸市五香南３－２－１
151 千葉県 松戸松飛台郵便局 270-2214 千葉県松戸市松飛台６３－６
152 千葉県 松戸梨香台郵便局 270-2222 千葉県松戸市高塚新田５０８
153 千葉県 秋山駅前郵便局 270-2223 千葉県松戸市秋山１－３－２
154 千葉県 松戸稔台郵便局 270-2231 千葉県松戸市稔台１－１２－１２
155 千葉県 松戸仲井郵便局 270-2242 千葉県松戸市仲井町３－１１２－３
156 千葉県 松戸野菊野郵便局 270-2243 千葉県松戸市野菊野１－１０２
157 千葉県 五香駅前郵便局 270-2251 千葉県松戸市金ケ作４１６
158 千葉県 八柱駅前郵便局 270-2251 千葉県松戸市金ケ作２７－９
159 千葉県 松戸日暮郵便局 270-2253 千葉県松戸市日暮５－５４
160 千葉県 松戸河原塚郵便局 270-2254 千葉県松戸市河原塚１４７－５
161 千葉県 常盤平郵便局 270-2261 千葉県松戸市常盤平３－３０
162 千葉県 常盤平駅前郵便局 270-2261 千葉県松戸市常盤平１－２３－６
163 千葉県 松戸西窪郵便局 270-2266 千葉県松戸市常盤平西窪町８－５
164 千葉県 牧の原団地内郵便局 270-2267 千葉県松戸市牧の原２－４８
165 千葉県 本埜郵便局 270-2324 千葉県印西市中根８５５－１１
166 千葉県 松戸馬橋西郵便局 271-0048 千葉県松戸市西馬橋広手町１１
167 千葉県 馬橋郵便局 271-0051 千葉県松戸市馬橋１９０２
168 千葉県 松戸新作郵便局 271-0052 千葉県松戸市新作３－１２７０
169 千葉県 松戸栄郵便局 271-0062 千葉県松戸市栄町６－４４３－１７
170 千葉県 松戸上本郷郵便局 271-0064 千葉県松戸市上本郷４０６５
171 千葉県 松戸胡録台郵便局 271-0075 千葉県松戸市胡録台１３６－３
172 千葉県 松戸根本郵便局 271-0077 千葉県松戸市根本３２８－３
173 千葉県 松戸東口郵便局 271-0077 千葉県松戸市根本４６５
174 千葉県 松戸二十世紀ケ丘郵便局 271-0086 千葉県松戸市二十世紀が丘萩町２３５－１
175 千葉県 松戸駅西口郵便局 271-0092 千葉県松戸市松戸１３０５－２５
176 千葉県 松戸矢切郵便局 271-0096 千葉県松戸市下矢切７９－５
177 千葉県 市川原木郵便局 272-0004 千葉県市川市原木１－１９－２１
178 千葉県 市川二俣郵便局 272-0004 千葉県市川市原木４－１６－１３
179 千葉県 北八幡郵便局 272-0021 千葉県市川市八幡１－１６－５
180 千葉県 市川鬼越郵便局 272-0022 千葉県市川市鬼越２－５－５
181 千葉県 市川南八幡郵便局 272-0023 千葉県市川市南八幡４－６－１０
182 千葉県 市川稲荷木郵便局 272-0024 千葉県市川市稲荷木１－１１－１８
183 千葉県 市川大洲郵便局 272-0032 千葉県市川市大洲２－７－１４
184 千葉県 市川南三郵便局 272-0033 千葉県市川市市川南３－２－２
185 千葉県 市川三本松郵便局 272-0034 千葉県市川市市川１－３－２０
186 千葉県 市川広小路郵便局 272-0034 千葉県市川市市川２－１１－１３



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
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187 千葉県 市川新田郵便局 272-0035 千葉県市川市新田２－１２－１７
188 千葉県 市川塩焼郵便局 272-0114 千葉県市川市塩焼２－３－２９
189 千葉県 市川富浜郵便局 272-0115 千葉県市川市富浜２－３－２８
190 千葉県 市川幸郵便局 272-0123 千葉県市川市幸２－９－１９
191 千葉県 市川塩浜郵便局 272-0127 千葉県市川市塩浜４－２－３－１０４
192 千葉県 行徳駅前三郵便局 272-0133 千葉県市川市行徳駅前３－７－２６
193 千葉県 行徳駅前四郵便局 272-0133 千葉県市川市行徳駅前４－２７－１６
194 千葉県 南行徳駅前郵便局 272-0138 千葉県市川市南行徳１－１６－２１
195 千葉県 市川新井郵便局 272-0144 千葉県市川市新井１－６－１２
196 千葉県 市川南大野郵便局 272-0804 千葉県市川市南大野１－２５－２０
197 千葉県 市川大野郵便局 272-0805 千葉県市川市大野町３－１７９３
198 千葉県 市川若宮郵便局 272-0812 千葉県市川市若宮３－１９－１７
199 千葉県 市川北方郵便局 272-0815 千葉県市川市北方２－１２－５
200 千葉県 市川本北方郵便局 272-0816 千葉県市川市本北方１－３５－６
201 千葉県 市川宮久保郵便局 272-0822 千葉県市川市宮久保３－１４－７
202 千葉県 市川東菅野郵便局 272-0823 千葉県市川市東菅野３－１－２９
203 千葉県 菅野郵便局 272-0824 千葉県市川市菅野６－１２－５
204 千葉県 市川須和田郵便局 272-0825 千葉県市川市須和田１－１１－２
205 千葉県 市川真間郵便局 272-0826 千葉県市川市真間２－２４－１８
206 千葉県 市川国府台郵便局 272-0827 千葉県市川市国府台４－４－９
207 千葉県 市川曽谷郵便局 272-0832 千葉県市川市曽谷２－３－３
208 千葉県 市川曽谷北郵便局 272-0832 千葉県市川市曽谷５－２６－１５
209 千葉県 市川国分郵便局 272-0834 千葉県市川市国分６－２－１
210 千葉県 市川中国分郵便局 272-0835 千葉県市川市中国分２－２１－２０
211 千葉県 北国分駅前郵便局 272-0837 千葉県市川市堀之内３－１９－２２
212 千葉県 船橋市場郵便局 273-0001 千葉県船橋市市場４－３－８
213 千葉県 船橋卸売市場内郵便局 273-0001 千葉県船橋市市場１－８－１
214 千葉県 船橋宮本郵便局 273-0003 千葉県船橋市宮本５－１３－１５
215 千葉県 船橋本町郵便局 273-0005 千葉県船橋市本町４－３７－１２
216 千葉県 船橋北口郵便局 273-0005 千葉県船橋市本町７－１０－１８
217 千葉県 船橋浜町郵便局 273-0012 千葉県船橋市浜町１－５－３
218 千葉県 船橋若松郵便局 273-0013 千葉県船橋市若松２－６－１－１０２
219 千葉県 船橋海神郵便局 273-0021 千葉県船橋市海神４－１０－１３
220 千葉県 西船橋駅前郵便局 273-0031 千葉県船橋市西船４－２３－９
221 千葉県 西船橋駅南口郵便局 273-0033 千葉県船橋市本郷町６６７－１
222 千葉県 中山駅前郵便局 273-0035 千葉県船橋市本中山２－１２－１２
223 千葉県 船橋本中山郵便局 273-0035 千葉県船橋市本中山４－１９－３
224 千葉県 東中山駅前郵便局 273-0036 千葉県船橋市東中山２－３－２
225 千葉県 船橋塚田郵便局 273-0043 千葉県船橋市行田町３５１
226 千葉県 船橋行田郵便局 273-0044 千葉県船橋市行田３－２－２０
227 千葉県 イオンモール船橋内郵便局 273-0045 千葉県船橋市山手１－１－８
228 千葉県 船橋法典郵便局 273-0046 千葉県船橋市上山町１－２０－１
229 千葉県 船橋藤原三郵便局 273-0047 千葉県船橋市藤原３－３６－２０
230 千葉県 馬込沢駅前郵便局 273-0048 千葉県船橋市丸山５－３０－５
231 千葉県 鎌ヶ谷新田郵便局 273-0106 千葉県鎌ケ谷市南鎌ケ谷３－５－６２
232 千葉県 鎌ヶ谷中沢郵便局 273-0112 千葉県鎌ケ谷市東中沢１－１０－６０
233 千葉県 鎌ヶ谷駅前郵便局 273-0113 千葉県鎌ケ谷市道野辺中央２－３－２０
234 千葉県 鎌ヶ谷道野辺郵便局 273-0117 千葉県鎌ケ谷市西道野辺９－４６
235 千葉県 鎌ヶ谷初富郵便局 273-0122 千葉県鎌ケ谷市東初富５－１９－２５
236 千葉県 鎌ヶ谷南初富郵便局 273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富３－１７－４５
237 千葉県 鎌ヶ谷中央一郵便局 273-0124 千葉県鎌ケ谷市中央１－６－７
238 千葉県 船橋金杉台郵便局 273-0852 千葉県船橋市金杉台１－１－８
239 千葉県 船橋夏見郵便局 273-0865 千葉県船橋市夏見４－３０－２７
240 千葉県 習志野駅前郵便局 274-0063 千葉県船橋市習志野台４－１－７
241 千葉県 船橋習志野台五郵便局 274-0063 千葉県船橋市習志野台５－２０－８
242 千葉県 船橋古和釜郵便局 274-0064 千葉県船橋市松が丘５－２４－２
243 千葉県 船橋松が丘郵便局 274-0064 千葉県船橋市松が丘１－２７－６
244 千葉県 船橋高根台郵便局 274-0065 千葉県船橋市高根台１－２－２
245 千葉県 船橋高根台六郵便局 274-0065 千葉県船橋市高根台６－３８－４
246 千葉県 高根公団南口郵便局 274-0065 千葉県船橋市高根台７－８－１
247 千葉県 船橋大穴郵便局 274-0067 千葉県船橋市大穴南１－３９－１７
248 千葉県 船橋三山郵便局 274-0072 千葉県船橋市三山５－２０－７
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249 千葉県 薬園台郵便局 274-0077 千葉県船橋市薬円台３－３－３
250 千葉県 薬園台駅前郵便局 274-0077 千葉県船橋市薬円台６－２０－５
251 千葉県 船橋二和郵便局 274-0805 千葉県船橋市二和東５－２－５
252 千葉県 船橋三咲郵便局 274-0807 千葉県船橋市咲が丘３－１－２１
253 千葉県 船橋三咲東郵便局 274-0812 千葉県船橋市三咲４－１１－３
254 千葉県 船橋西習志野郵便局 274-0815 千葉県船橋市西習志野３－２６－１６
255 千葉県 船橋芝山郵便局 274-0816 千葉県船橋市芝山３－１０－６
256 千葉県 船橋グリーンハイツ郵便局 274-0818 千葉県船橋市緑台２－６－２－１０５
257 千葉県 船橋二宮郵便局 274-0823 千葉県船橋市二宮１－６－５０
258 千葉県 船橋前原東郵便局 274-0824 千葉県船橋市前原東５－１５－１
259 千葉県 津田沼郵便局 274-0825 千葉県船橋市前原西２－１２－７
260 千葉県 船橋前原団地内郵便局 274-0825 千葉県船橋市前原西６－１－２２
261 千葉県 習志野実籾郵便局 275-0001 千葉県習志野市東習志野３－１－２７
262 千葉県 東習志野郵便局 275-0001 千葉県習志野市東習志野６－１３－１８
263 千葉県 習志野屋敷郵便局 275-0004 千葉県習志野市屋敷３－１２－１３
264 千葉県 習志野大久保東郵便局 275-0011 千葉県習志野市大久保２－４－３
265 千葉県 習志野大久保郵便局 275-0012 千葉県習志野市本大久保２－７－２３
266 千葉県 習志野さぎ沼一郵便局 275-0014 千葉県習志野市鷺沼１－１７－１８
267 千葉県 習志野鷺沼台郵便局 275-0015 千葉県習志野市鷺沼台２－１１－２５
268 千葉県 習志野津田沼郵便局 275-0016 千葉県習志野市津田沼５－１３－４８
269 千葉県 習志野藤崎郵便局 275-0017 千葉県習志野市藤崎６－１５－１０
270 千葉県 習志野袖ヶ浦郵便局 275-0021 千葉県習志野市袖ケ浦３－５－３
271 千葉県 習志野秋津郵便局 275-0025 千葉県習志野市秋津３－６－２
272 千葉県 習志野谷津郵便局 275-0026 千葉県習志野市谷津４－３－７
273 千葉県 津田沼南口郵便局 275-0028 千葉県習志野市奏の杜１－２－８
274 千葉県 睦郵便局 276-0007 千葉県八千代市桑橋７８０－１
275 千葉県 八千代米本郵便局 276-0014 千葉県八千代市米本２２１１－１０
276 千葉県 阿蘇郵便局 276-0015 千葉県八千代市米本１９９８－３
277 千葉県 八千代勝田台郵便局 276-0023 千葉県八千代市勝田台２－４－４
278 千葉県 八千代勝田台南郵便局 276-0023 千葉県八千代市勝田台５－１１－８
279 千葉県 八千代村上郵便局 276-0028 千葉県八千代市村上１１１３－１
280 千葉県 八千代台北郵便局 276-0031 千葉県八千代市八千代台北１２－６－９
281 千葉県 八千代台ユアエルム郵便局 276-0032 千葉県八千代市八千代台東１－１－１０
282 千葉県 八千代台東郵便局 276-0032 千葉県八千代市八千代台東４－１３－１４
283 千葉県 八千代台郵便局 276-0034 千葉県八千代市八千代台西１－７－２
284 千葉県 八千代台西郵便局 276-0034 千葉県八千代市八千代台西９－１９－１４
285 千葉県 八千代高津郵便局 276-0035 千葉県八千代市高津団地１－１６
286 千葉県 八千代大和田郵便局 276-0045 千葉県八千代市大和田８２９
287 千葉県 八千代大和田新田郵便局 276-0046 千葉県八千代市大和田新田３１２－４６
288 千葉県 八千代緑が丘駅前郵便局 276-0049 千葉県八千代市緑が丘１－１－３
289 千葉県 柏東台郵便局 277-0005 千葉県柏市柏９５４－３
290 千葉県 柏千代田郵便局 277-0025 千葉県柏市千代田２－９－３１
291 千葉県 増尾郵便局 277-0033 千葉県柏市増尾３－１－１４
292 千葉県 柏逆井郵便局 277-0042 千葉県柏市逆井１－７－９
293 千葉県 柏逆井南郵便局 277-0043 千葉県柏市南逆井６－２－８
294 千葉県 柏加賀郵便局 277-0051 千葉県柏市加賀１－３－８
295 千葉県 柏中原郵便局 277-0052 千葉県柏市増尾台２－２８－１
296 千葉県 柏酒井根郵便局 277-0053 千葉県柏市酒井根７－６－３３
297 千葉県 柏光ヶ丘郵便局 277-0062 千葉県柏市光ケ丘団地４－１０
298 千葉県 柏中新宿郵便局 277-0066 千葉県柏市中新宿３－１－７
299 千葉県 柏つくしが丘郵便局 277-0071 千葉県柏市豊住３－１５－１５
300 千葉県 新柏駅前郵便局 277-0084 千葉県柏市新柏１－２－２
301 千葉県 柏ひばりが丘郵便局 277-0088 千葉県柏市ひばりが丘４－２
302 千葉県 柏田中郵便局 277-0812 千葉県柏市花野井７５９－９
303 千葉県 柏松葉郵便局 277-0827 千葉県柏市松葉町４－９－４
304 千葉県 富勢郵便局 277-0831 千葉県柏市根戸３８５－３５
305 千葉県 北柏駅前郵便局 277-0832 千葉県柏市北柏１－１－１２
306 千葉県 柏高島屋郵便局 277-0842 千葉県柏市末広町３－１６
307 千葉県 柏豊四季台郵便局 277-0845 千葉県柏市豊四季台４－１－２
308 千葉県 柏駅西口郵便局 277-0852 千葉県柏市旭町１－４－１８
309 千葉県 南柏駅前郵便局 277-0855 千葉県柏市南柏２－４－７
310 千葉県 柏豊上郵便局 277-0858 千葉県柏市豊上町２０－１３
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311 千葉県 豊四季駅前郵便局 277-0863 千葉県柏市豊四季１６７－２５
312 千葉県 柏の葉キャンパス郵便局 277-0871 千葉県柏市若柴１７４
313 千葉県 柏十余二東郵便局 277-0872 千葉県柏市十余二２４９－２５９
314 千葉県 柏みどり台郵便局 277-0884 千葉県柏市みどり台３－２７－４０
315 千葉県 沼南大井郵便局 277-0902 千葉県柏市大井７２８
316 千葉県 沼南大津ケ丘郵便局 277-0921 千葉県柏市大津ケ丘２－２７－２
317 千葉県 沼南高柳郵便局 277-0941 千葉県柏市高柳４６６－９
318 千葉県 沼南高柳西郵便局 277-0943 千葉県柏市高柳新田２－３０
319 千葉県 野田目吹郵便局 278-0001 千葉県野田市目吹１３６５－２
320 千葉県 野田宮崎郵便局 278-0005 千葉県野田市宮崎１３３－３６
321 千葉県 福田郵便局 278-0011 千葉県野田市三ツ堀５８６－４
322 千葉県 野田梅郷団地郵便局 278-0012 千葉県野田市瀬戸１８９－２２
323 千葉県 野田山崎郵便局 278-0022 千葉県野田市山崎１６９５－５
324 千葉県 野田イオン郵便局 278-0031 千葉県野田市中根３６－１
325 千葉県 野田本町通郵便局 278-0037 千葉県野田市野田２０－２
326 千葉県 野田清水郵便局 278-0043 千葉県野田市清水４５２－１
327 千葉県 野田岩名郵便局 278-0055 千葉県野田市岩名２－８－２０
328 千葉県 浦安駅前郵便局 279-0001 千葉県浦安市当代島１－１－２２
329 千葉県 浦安猫実二郵便局 279-0004 千葉県浦安市猫実２－７－７
330 千葉県 新浦安駅北郵便局 279-0011 千葉県浦安市美浜１－７－１０５
331 千葉県 新浦安駅前郵便局 279-0012 千葉県浦安市入船１－５－１
332 千葉県 浦安望海の街郵便局 279-0014 千葉県浦安市明海４－２－１
333 千葉県 浦安富岡郵便局 279-0021 千葉県浦安市富岡３－２－２
334 千葉県 浦安堀江郵便局 279-0041 千葉県浦安市堀江５－２２－２
335 千葉県 公平郵便局 283-0003 千葉県東金市道庭５７４－５
336 千葉県 求名駅前郵便局 283-0003 千葉県東金市道庭下谷９８５
337 千葉県 豊成郵便局 283-0014 千葉県東金市関内３２５
338 千葉県 正気郵便局 283-0062 千葉県東金市家徳６７８－１
339 千葉県 九十九里西野郵便局 283-0100 千葉県山武郡九十九里町大沼８３９－６
340 千葉県 豊海郵便局 283-0114 千葉県山武郡九十九里町真亀４３３３
341 千葉県 九十九里郵便局 283-0199 千葉県山武郡九十九里町片貝２９８３
342 千葉県 東金新宿郵便局 283-0802 千葉県東金市東金１０２１
343 千葉県 東金上宿郵便局 283-0802 千葉県東金市東金１３０５
344 千葉県 東金小野郵便局 283-0821 千葉県東金市小野４２－１０
345 千葉県 四街道大日郵便局 284-0001 千葉県四街道市大日緑ヶ丘４６１－２
346 千葉県 四街道鹿渡郵便局 284-0003 千葉県四街道市鹿渡１１１０－２４
347 千葉県 四街道駅前郵便局 284-0005 千葉県四街道市四街道１－１９－１７
348 千葉県 四街道千代田郵便局 284-0015 千葉県四街道市千代田５－３１
349 千葉県 四街道みそら郵便局 284-0023 千葉県四街道市みそら２－１７－４
350 千葉県 四街道旭ヶ丘郵便局 284-0024 千葉県四街道市旭ケ丘３－８－１
351 千葉県 四街道つくし座郵便局 284-0026 千葉県四街道市つくし座１－３－６
352 千葉県 四街道鷹の台郵便局 284-0033 千葉県四街道市鷹の台２－３５－７
353 千葉県 四街道めいわ郵便局 284-0043 千葉県四街道市めいわ５－１－２
354 千葉県 佐倉新町郵便局 285-0023 千葉県佐倉市新町１０３
355 千葉県 佐倉大蛇郵便局 285-0043 千葉県佐倉市大蛇町４１１－１１０
356 千葉県 下総和田郵便局 285-0052 千葉県佐倉市八木８４１
357 千葉県 弥富簡易郵便局 285-0072 千葉県佐倉市岩富町３８５－２
358 千葉県 馬渡郵便局 285-0804 千葉県佐倉市馬渡８９３
359 千葉県 佐倉山王郵便局 285-0807 千葉県佐倉市山王１－３－３
360 千葉県 佐倉城郵便局 285-0814 千葉県佐倉市春路１－６－２０
361 千葉県 佐倉駅南口郵便局 285-0817 千葉県佐倉市大崎台１－２６－１５
362 千葉県 佐倉江原郵便局 285-0825 千葉県佐倉市江原台１－３－２
363 千葉県 佐倉染井野郵便局 285-0831 千葉県佐倉市染井野５－３０－２
364 千葉県 佐倉王子台郵便局 285-0837 千葉県佐倉市王子台４－１－１５
365 千葉県 佐倉中志津郵便局 285-0843 千葉県佐倉市中志津３－１７－４
366 千葉県 佐倉西志津郵便局 285-0845 千葉県佐倉市西志津１－１１－１
367 千葉県 佐倉志津郵便局 285-0846 千葉県佐倉市上志津１８２５－１
368 千葉県 佐倉井野郵便局 285-0855 千葉県佐倉市井野１５３２－９
369 千葉県 佐倉ユーカリが丘郵便局 285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘２－１－８
370 千葉県 臼井郵便局 285-0863 千葉県佐倉市臼井３０
371 千葉県 佐倉稲荷台郵便局 285-0864 千葉県佐倉市稲荷台２－１４－１
372 千葉県 酒々井郵便局 285-0922 千葉県印旛郡酒々井町中央台１－２４－１１
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373 千葉県 東酒々井郵便局 285-0923 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井１－１－１３６
374 千葉県 宗吾郵便局 286-0004 千葉県成田市宗吾３－５６６
375 千葉県 成田玉造郵便局 286-0011 千葉県成田市玉造３－６－３
376 千葉県 成田中台郵便局 286-0015 千葉県成田市中台６－１－４
377 千葉県 成田吾妻郵便局 286-0018 千葉県成田市吾妻３－５２－５
378 千葉県 成田東町郵便局 286-0025 千葉県成田市東町６０７－２１
379 千葉県 成田西口郵便局 286-0034 千葉県成田市馬橋３－１９
380 千葉県 成田加良部郵便局 286-0036 千葉県成田市加良部５－５－４
381 千葉県 成田駅前郵便局 286-0044 千葉県成田市不動ケ岡１１０９－３
382 千葉県 成田公津の杜郵便局 286-0048 千葉県成田市公津の杜３－３－９
383 千葉県 成田遠山郵便局 286-0101 千葉県成田市十余三１－２
384 千葉県 三里塚御料郵便局 286-0111 千葉県成田市三里塚６
385 千葉県 三里塚郵便局 286-0122 千葉県成田市大清水５４－１
386 千葉県 富里日吉台郵便局 286-0201 千葉県富里市日吉台３－３４－３
387 千葉県 富里十倉郵便局 286-0212 千葉県富里市十倉４９６－４
388 千葉県 富里七栄郵便局 286-0221 千葉県富里市七栄２９８－８８
389 千葉県 豊住郵便局 286-0807 千葉県成田市北羽鳥２０３０
390 千葉県 久住郵便局 286-0813 千葉県成田市飯岡３５７
391 千葉県 成田押畑郵便局 286-0845 千葉県成田市押畑１８４３
392 千葉県 松崎郵便局 286-0846 千葉県成田市松崎２５１－１
393 千葉県 佐原上仲町郵便局 287-0003 千葉県香取市佐原イ３３９２
394 千葉県 佐原関戸郵便局 287-0003 千葉県香取市佐原イ５７９
395 千葉県 津宮郵便局 287-0011 千葉県香取市津宮８２４
396 千葉県 香取郵便局 287-0017 千葉県香取市香取１２９６－１
397 千葉県 香西郵便局 287-0026 千葉県香取市大根１１９３
398 千葉県 佐原山之辺簡易郵便局 287-0042 千葉県香取市山之辺橋替１４７４－６
399 千葉県 大戸郵便局 287-0043 千葉県香取市大戸８８６
400 千葉県 佐原堀之内郵便局 287-0066 千葉県香取市堀之内２１５０
401 千葉県 栗源郵便局 287-0102 千葉県香取市岩部３２３３－２
402 千葉県 昭栄郵便局 287-0225 千葉県成田市吉岡１４－４
403 千葉県 大栄郵便局 287-0299 千葉県成田市伊能２２２－４
404 千葉県 新島郵便局 287-0801 千葉県香取市扇島前通２３１８－７
405 千葉県 銚子愛宕郵便局 288-0007 千葉県銚子市愛宕町３０６２－４
406 千葉県 外川郵便局 288-0014 千葉県銚子市外川町２－１０６０８
407 千葉県 銚子南町郵便局 288-0038 千葉県銚子市南町６３－３
408 千葉県 銚子本通郵便局 288-0041 千葉県銚子市中央町１４－９
409 千葉県 銚子植松郵便局 288-0071 千葉県銚子市植松町６２０２
410 千葉県 銚子本町郵便局 288-0076 千葉県銚子市本町１５９０
411 千葉県 銚子清川町郵便局 288-0817 千葉県銚子市清川町２－１１１５－１
412 千葉県 銚子小浜簡易郵便局 288-0821 千葉県銚子市小浜町１７４１－１
413 千葉県 銚子本城郵便局 288-0831 千葉県銚子市本城町３－４０
414 千葉県 銚子松岸郵便局 288-0836 千葉県銚子市松岸町２－１０９
415 千葉県 銚子余山簡易郵便局 288-0846 千葉県銚子市余山町３９３－４
416 千葉県 野尻郵便局 288-0863 千葉県銚子市野尻町２５１
417 千葉県 諸持郵便局 288-0875 千葉県銚子市諸持町４１－３
418 千葉県 小御門郵便局 289-0116 千葉県成田市名古屋１２０８－３
419 千葉県 下総郵便局 289-0199 千葉県成田市猿山１１３１
420 千葉県 神崎郵便局 289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿１８５－２
421 千葉県 豊浦郵便局 289-0301 千葉県香取市一ノ分目１３１７－５
422 千葉県 小見川富田郵便局 289-0303 千葉県香取市富田１０３３－２
423 千葉県 小見川八軒町簡易郵便局 289-0313 千葉県香取市小見川８８４
424 千葉県 小見川東郵便局 289-0321 千葉県香取市阿玉川７３９
425 千葉県 神里郵便局 289-0341 千葉県香取市虫幡４０８－２
426 千葉県 八都郵便局 289-0402 千葉県香取市小見１０４４－１
427 千葉県 山倉郵便局 289-0426 千葉県香取市山倉１８５２
428 千葉県 府馬郵便局 289-0499 千葉県香取市府馬２７３０
429 千葉県 万歳郵便局 289-0504 千葉県旭市櫻井新田２８－６
430 千葉県 鏑木郵便局 289-0511 千葉県旭市鏑木１３７０
431 千葉県 干潟郵便局 289-0599 千葉県旭市清和甲１９４－８
432 千葉県 橘郵便局 289-0612 千葉県香取郡東庄町石出１７９３－４
433 千葉県 小南郵便局 289-0624 千葉県香取郡東庄町小南２７－３
434 千葉県 東庄郵便局 289-0699 千葉県香取郡東庄町笹川い７３８－１
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435 千葉県 南八街郵便局 289-1103 千葉県八街市八街に５２－２
436 千葉県 八街文違郵便局 289-1104 千葉県八街市文違３０１－８５３
437 千葉県 八街山田台郵便局 289-1124 千葉県八街市山田台１２７－２
438 千葉県 川上郵便局 289-1132 千葉県八街市勢田８４２－５
439 千葉県 榎戸駅前郵便局 289-1144 千葉県八街市八街ろ１８３－１５８
440 千葉県 睦岡郵便局 289-1223 千葉県山武市埴谷７３２－１
441 千葉県 日向郵便局 289-1299 千葉県山武市椎崎３３０－７
442 千葉県 緑海郵便局 289-1303 千葉県山武市松ケ谷イ１０６７
443 千葉県 鳴浜郵便局 289-1305 千葉県山武市本須賀３６９７－２
444 千葉県 白幡簡易郵便局 289-1306 千葉県山武市白幡８５４
445 千葉県 成東早船郵便局 289-1312 千葉県山武市柴原１５５－１
446 千葉県 南郷郵便局 289-1313 千葉県山武市上横地６１０３
447 千葉県 成東郵便局 289-1399 千葉県山武市津辺７２－１
448 千葉県 松尾大平郵便局 289-1533 千葉県山武市松尾町広根１１８２－３
449 千葉県 松尾郵便局 289-1599 千葉県山武市松尾町大堤１３３－２
450 千葉県 千代田郵便局 289-1603 千葉県山武郡芝山町大里２７２０－１
451 千葉県 芝山郵便局 289-1699 千葉県山武郡芝山町小池１０４４－１
452 千葉県 日吉郵便局 289-1701 千葉県山武郡横芝光町篠本１５００－１
453 千葉県 木戸郵便局 289-1726 千葉県山武郡横芝光町木戸１３４３－１
454 千葉県 東陽郵便局 289-1727 千葉県山武郡横芝光町宮川橋本５６４７－１
455 千葉県 横芝上町郵便局 289-1732 千葉県山武郡横芝光町横芝７５５－１
456 千葉県 横芝北清水郵便局 289-1734 千葉県山武郡横芝光町北清水９２７１
457 千葉県 大総郵便局 289-1744 千葉県山武郡横芝光町木戸台２０２２－４
458 千葉県 蓮沼郵便局 289-1899 千葉県山武市蓮沼ハの９３３－１
459 千葉県 干潟駅前通郵便局 289-2102 千葉県匝瑳市椿１２６８－９９
460 千葉県 椿簡易郵便局 289-2102 千葉県匝瑳市椿１５２９－６
461 千葉県 大寺郵便局 289-2108 千葉県匝瑳市大寺１４５１－３
462 千葉県 平和簡易郵便局 289-2113 千葉県匝瑳市平木１３４６
463 千葉県 共興郵便局 289-2122 千葉県匝瑳市吉崎７５－１
464 千葉県 八日市場万町郵便局 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ２４２９
465 千葉県 八日市場砂原郵便局 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ－２６５３
466 千葉県 八日市場飯倉簡易郵便局 289-2147 千葉県匝瑳市飯倉２６－１８
467 千葉県 匝瑳簡易郵便局 289-2152 千葉県匝瑳市松山１１３１－１
468 千葉県 吉田郵便局 289-2169 千葉県匝瑳市吉田４０１２－１
469 千葉県 飯高簡易郵便局 289-2173 千葉県匝瑳市飯高１６８１－１３
470 千葉県 多古南郵便局 289-2241 千葉県香取郡多古町多古２５９３－１
471 千葉県 船越簡易郵便局 289-2244 千葉県香取郡多古町船越２０５２
472 千葉県 中郵便局 289-2257 千葉県香取郡多古町南中１７８９－１２
473 千葉県 多古郵便局 289-2299 千葉県香取郡多古町多古２７５７
474 千葉県 十余三郵便局 289-2306 千葉県香取郡多古町十余三３４２－４
475 千葉県 常磐郵便局 289-2324 千葉県香取郡多古町川島２６９
476 千葉県 久賀郵便局 289-2399 千葉県香取郡多古町次浦１５２８
477 千葉県 共和郵便局 289-2501 千葉県旭市新町１０１８
478 千葉県 旭馬場簡易郵便局 289-2504 千葉県旭市ニ３０１５－１
479 千葉県 椎名内郵便局 289-2514 千葉県旭市椎名内３０２７
480 千葉県 旭東町郵便局 289-2516 千葉県旭市ロ７０６－２
481 千葉県 中谷里簡易郵便局 289-2523 千葉県旭市中谷里２５２６
482 千葉県 豊畑郵便局 289-2534 千葉県旭市泉川１１４９－１
483 千葉県 滝郷郵便局 289-2602 千葉県旭市岩井１７７－１
484 千葉県 海上郵便局 289-2699 千葉県旭市後草２０２４
485 千葉県 三川郵便局 289-2714 千葉県旭市三川セ－１３６３－２
486 千葉県 飯岡郵便局 289-2799 千葉県旭市横根１６８
487 千葉県 野手郵便局 289-3181 千葉県匝瑳市野手１０３０６－８
488 千葉県 栄郵便局 289-3184 千葉県匝瑳市栢田１１３６－１
489 千葉県 市原辰巳台東郵便局 290-0003 千葉県市原市辰巳台東３－１０－２
490 千葉県 市原辰巳台西郵便局 290-0004 千葉県市原市辰巳台西５－５－５
491 千葉県 市原若宮郵便局 290-0006 千葉県市原市若宮３－４－２
492 千葉県 市原菊間郵便局 290-0007 千葉県市原市菊間１１００－３
493 千葉県 市原郡本郵便局 290-0013 千葉県市原市郡本３－１２３
494 千葉県 市原国分寺台南郵便局 290-0026 千葉県市原市諏訪１－１－３
495 千葉県 市原島野郵便局 290-0034 千葉県市原市島野１３１４
496 千葉県 市原五井西郵便局 290-0038 千葉県市原市五井西２－１０－４
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497 千葉県 市原君塚郵便局 290-0051 千葉県市原市君塚２－７－１９
498 千葉県 市原五井東郵便局 290-0054 千葉県市原市五井中央東２－１８－８
499 千葉県 市原若葉郵便局 290-0056 千葉県市原市五井２２４３－３
500 千葉県 市原八幡郵便局 290-0062 千葉県市原市八幡１２４８
501 千葉県 市原国分寺台西郵便局 290-0073 千葉県市原市国分寺台中央７－１７－２
502 千葉県 市原国分寺台郵便局 290-0073 千葉県市原市国分寺台中央１－７－２
503 千葉県 市原五井郵便局 290-0081 千葉県市原市五井中央西１－２２－８
504 千葉県 市原ちはら台郵便局 290-0142 千葉県市原市ちはら台南６－１－６
505 千葉県 市東郵便局 290-0163 千葉県市原市東国吉４９６－１
506 千葉県 市津郵便局 290-0171 千葉県市原市潤井戸６６６
507 千葉県 市原磯ヶ谷郵便局 290-0204 千葉県市原市磯ケ谷９８３
508 千葉県 三和郵便局 290-0208 千葉県市原市大坪６２４－１
509 千葉県 市原戸田郵便局 290-0221 千葉県市原市馬立８１９－７
510 千葉県 市原牛久郵便局 290-0225 千葉県市原市牛久１２００
511 千葉県 市原光風台郵便局 290-0255 千葉県市原市光風台３－５９
512 千葉県 内田簡易郵便局 290-0503 千葉県市原市宿１７４－１２
513 千葉県 市原鶴舞郵便局 290-0512 千葉県市原市鶴舞３０６
514 千葉県 平三簡易郵便局 290-0524 千葉県市原市平蔵６００
515 千葉県 加茂古敷谷簡易郵便局 290-0528 千葉県市原市古敷谷２２９６－１
516 千葉県 加茂郵便局 290-0532 千葉県市原市大久保８２
517 千葉県 里見郵便局 290-0543 千葉県市原市飯給１０９８
518 千葉県 高滝郵便局 290-0599 千葉県市原市養老９－１
519 千葉県 木更津中島郵便局 292-0009 千葉県木更津市金田東４－１－１
520 千葉県 巌根郵便局 292-0015 千葉県木更津市本郷２－３－１３
521 千葉県 木更津中郷簡易郵便局 292-0026 千葉県木更津市井尻９５４－３
522 千葉県 木更津清見台郵便局 292-0041 千葉県木更津市清見台東２－２－１８
523 千葉県 木更津東太田郵便局 292-0043 千葉県木更津市東太田２－１４－２１
524 千葉県 清川郵便局 292-0051 千葉県木更津市清川２－２２－１
525 千葉県 木更津長須賀郵便局 292-0054 千葉県木更津市長須賀２５２９－３
526 千葉県 木更津大和町郵便局 292-0056 千葉県木更津市木更津２－１－１４
527 千葉県 木更津吾妻郵便局 292-0065 千葉県木更津市吾妻１－３－３６
528 千葉県 下郡郵便局 292-0205 千葉県木更津市下郡７３０－２
529 千葉県 富来田郵便局 292-0299 千葉県木更津市真里谷２５１－１
530 千葉県 小櫃郵便局 292-0451 千葉県君津市末吉７－６
531 千葉県 久留里郵便局 292-0499 千葉県君津市久留里市場１１３
532 千葉県 亀山郵便局 292-0532 千葉県君津市坂畑２４４－２
533 千葉県 蔵玉簡易郵便局 292-0536 千葉県君津市蔵玉５７３
534 千葉県 松丘郵便局 292-0599 千葉県君津市広岡１１５０－４
535 千葉県 木更津請西郵便局 292-0801 千葉県木更津市請西２－１０－２１
536 千葉県 木更津真舟郵便局 292-0802 千葉県木更津市真舟１－６－６
537 千葉県 木更津幸町郵便局 292-0803 千葉県木更津市幸町３－１－９
538 千葉県 木更津八幡台郵便局 292-0814 千葉県木更津市八幡台３－１－４４
539 千葉県 木更津大久保郵便局 292-0815 千葉県木更津市大久保２－１５－３
540 千葉県 木更津桜井郵便局 292-0822 千葉県木更津市桜井５８１
541 千葉県 木更津畑沢郵便局 292-0825 千葉県木更津市畑沢３－１５－１５
542 千葉県 木更津新田郵便局 292-0832 千葉県木更津市新田２－１１－４
543 千葉県 辻森郵便局 292-1172 千葉県君津市辻森５９４－１
544 千葉県 秋元郵便局 292-1199 千葉県君津市西粟倉１６２－２
545 千葉県 青堀郵便局 293-0001 千葉県富津市大堀８５－９
546 千葉県 富津飯野郵便局 293-0006 千葉県富津市下飯野１８３
547 千葉県 富津岬郵便局 293-0021 千葉県富津市富津３９１
548 千葉県 富津千種新田郵便局 293-0036 千葉県富津市千種新田９５１－１１
549 千葉県 小久保郵便局 293-0042 千葉県富津市小久保２８８４－１
550 千葉県 八幡簡易郵便局 293-0056 千葉県富津市八幡１６５
551 千葉県 佐貫郵便局 293-0058 千葉県富津市佐貫１２６－２
552 千葉県 九重駅前郵便局 294-0011 千葉県館山市二子１３３－１
553 千葉県 館山国分郵便局 294-0018 千葉県館山市国分北郷８４８－３
554 千葉県 館山大戸郵便局 294-0025 千葉県館山市大戸１９６－３
555 千葉県 館山柏崎郵便局 294-0034 千葉県館山市沼１５９１
556 千葉県 館山北條郵便局 294-0045 千葉県館山市北条１０７４
557 千葉県 館山駅前郵便局 294-0045 千葉県館山市北条２２０４
558 千葉県 館山八幡郵便局 294-0047 千葉県館山市八幡５１６－７
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559 千葉県 館山那古郵便局 294-0055 千葉県館山市那古１１０２
560 千葉県 館山船形郵便局 294-0056 千葉県館山市船形３２０
561 千葉県 神戸郵便局 294-0226 千葉県館山市犬石１４９６
562 千葉県 布良郵便局 294-0299 千葉県館山市布良３０６－１
563 千葉県 西岬郵便局 294-0305 千葉県館山市見物４４－３
564 千葉県 滝田郵便局 294-0806 千葉県南房総市上滝田１４７６－１
565 千葉県 三芳郵便局 294-0822 千葉県南房総市本織３７３
566 千葉県 千倉白子郵便局 295-0003 千葉県南房総市千倉町白子１６６７－１
567 千葉県 千倉牧田郵便局 295-0005 千葉県南房総市千倉町牧田１６７－１６
568 千葉県 七浦郵便局 295-0026 千葉県南房総市千倉町大川３３２－１
569 千葉県 白浜郵便局 295-0101 千葉県南房総市白浜町乙浜５００－１
570 千葉県 小戸郵便局 295-0102 千葉県南房総市白浜町白浜２８９０－１
571 千葉県 白浜滝口郵便局 295-0103 千葉県南房総市白浜町滝口１４６６－４
572 千葉県 千倉郵便局 295-8799 千葉県南房総市千倉町南朝夷１２６５－１
573 千葉県 鴨川前原郵便局 296-0002 千葉県鴨川市前原３６１－２５
574 千葉県 鴨川田原郵便局 296-0016 千葉県鴨川市坂東３１８－２
575 千葉県 西條簡易郵便局 296-0034 千葉県鴨川市滑谷１８９－１
576 千葉県 東条郵便局 296-0044 千葉県鴨川市広場１６９３
577 千葉県 鴨川寺門郵便局 296-0122 千葉県鴨川市寺門１４７
578 千葉県 長狭郵便局 296-0199 千葉県鴨川市南小町８８３－１
579 千葉県 金束郵便局 296-0233 千葉県鴨川市金束５２－１
580 千葉県 茂原東郷郵便局 297-0017 千葉県茂原市東郷１３９７－３
581 千葉県 茂原緑町郵便局 297-0025 千葉県茂原市緑町５１－８
582 千葉県 茂原東部台郵便局 297-0026 千葉県茂原市茂原１５９６－１１
583 千葉県 茂原駅前郵便局 297-0029 千葉県茂原市高師７５５
584 千葉県 茂原高師郵便局 297-0029 千葉県茂原市高師２６６－２１
585 千葉県 茂原大芝郵便局 297-0033 千葉県茂原市大芝３８２－６
586 千葉県 鶴枝郵便局 297-0036 千葉県茂原市上永吉５３９－１
587 千葉県 茂原早野郵便局 297-0037 千葉県茂原市早野２７０２－４
588 千葉県 茂原緑ヶ丘郵便局 297-0065 千葉県茂原市緑ケ丘１－４１－１
589 千葉県 二宮本郷郵便局 297-0067 千葉県茂原市国府関１４７６－１
590 千葉県 新茂原駅前郵便局 297-0073 千葉県茂原市長尾２６９５－１１
591 千葉県 豊栄郵便局 297-0112 千葉県長生郡長南町米満宿６４－３
592 千葉県 給田郵便局 297-0132 千葉県長生郡長南町給田１７０－１
593 千葉県 長南西郵便局 297-0145 千葉県長生郡長南町佐坪６６０－３
594 千葉県 長南郵便局 297-0199 千葉県長生郡長南町長南２３９３
595 千葉県 長柄郵便局 297-0233 千葉県長生郡長柄町六地蔵３３－１
596 千葉県 水上郵便局 297-0299 千葉県長生郡長柄町刑部７５３
597 千葉県 大原小浜郵便局 298-0004 千葉県いすみ市大原１０３４５－１
598 千葉県 大原南町郵便局 298-0004 千葉県いすみ市大原８０４８－５
599 千葉県 浪花郵便局 298-0012 千葉県いすみ市小沢１０１０－３
600 千葉県 山田郵便局 298-0025 千葉県いすみ市山田１０３４－１
601 千葉県 千町簡易郵便局 298-0104 千葉県いすみ市松丸２８５５
602 千葉県 いすみ郵便局 298-0199 千葉県いすみ市弥正１３９－１
603 千葉県 総元簡易郵便局 298-0255 千葉県夷隅郡大多喜町黒原２０８－１
604 千葉県 老川簡易郵便局 298-0264 千葉県夷隅郡大多喜町大田代１２２９－２
605 千葉県 西畑郵便局 298-0272 千葉県夷隅郡大多喜町市川６７
606 千葉県 大多喜郵便局 298-0299 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜６８－１
607 千葉県 千種郵便局 299-0102 千葉県市原市青柳２０７７
608 千葉県 姉崎仲町郵便局 299-0111 千葉県市原市姉崎１９６
609 千葉県 市原青葉台郵便局 299-0117 千葉県市原市青葉台１－１２－１３
610 千葉県 市原有秋台郵便局 299-0125 千葉県市原市有秋台西１－８－２
611 千葉県 市原桜台郵便局 299-0127 千葉県市原市桜台２－２－９
612 千葉県 平岡郵便局 299-0211 千葉県袖ケ浦市野里７３１
613 千葉県 平川郵便局 299-0236 千葉県袖ケ浦市横田４０８１
614 千葉県 長浦郵便局 299-0242 千葉県袖ケ浦市久保田６－３
615 千葉県 袖ヶ浦蔵波郵便局 299-0245 千葉県袖ケ浦市蔵波台１－２１－５
616 千葉県 袖ヶ浦さつき台郵便局 299-0246 千葉県袖ケ浦市長浦駅前８－２－７
617 千葉県 袖ヶ浦のぞみ野郵便局 299-0251 千葉県袖ケ浦市のぞみ野２８－１８
618 千葉県 小糸郵便局 299-1106 千葉県君津市中島７１８－８５
619 千葉県 周南郵便局 299-1117 千葉県君津市宮下２－２６－２
620 千葉県 君津大和田郵便局 299-1146 千葉県君津市大和田１－６－２
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621 千葉県 君津中野郵便局 299-1151 千葉県君津市中野５－１－１７
622 千葉県 君津八重原郵便局 299-1162 千葉県君津市南子安９－１８－１２
623 千葉県 君津南子安郵便局 299-1162 千葉県君津市南子安４－８－１０
624 千葉県 君津外箕輪郵便局 299-1173 千葉県君津市外箕輪２－１５－１７
625 千葉県 富津更和郵便局 299-1603 千葉県富津市更和１０２－５
626 千葉県 竹岡郵便局 299-1621 千葉県富津市竹岡６６７
627 千葉県 湊郵便局 299-1699 千葉県富津市湊１１３０－２
628 千葉県 関豊簡易郵便局 299-1742 千葉県富津市豊岡１４８７－１
629 千葉県 関尻郵便局 299-1799 千葉県富津市関尻４６４
630 千葉県 金谷郵便局 299-1861 千葉県富津市金谷２２１１
631 千葉県 保田郵便局 299-1999 千葉県安房郡鋸南町保田２２６
632 千葉県 佐久間郵便局 299-2113 千葉県安房郡鋸南町上佐久間５２０－１
633 千葉県 勝山郵便局 299-2199 千葉県安房郡鋸南町勝山４２６
634 千葉県 平群郵便局 299-2204 千葉県南房総市平久里中１３８４－１
635 千葉県 岩井郵便局 299-2299 千葉県南房総市市部１０５－５
636 千葉県 富浦郵便局 299-2499 千葉県南房総市富浦町原岡２１８－１
637 千葉県 丸山石堂郵便局 299-2503 千葉県南房総市石堂２６３－１
638 千葉県 丸山郵便局 299-2522 千葉県南房総市安馬谷２０５１－４
639 千葉県 南三原郵便局 299-2715 千葉県南房総市和田町下三原３８９－６
640 千葉県 北三原郵便局 299-2725 千葉県南房総市和田町黒岩３６２－２
641 千葉県 和田郵便局 299-2799 千葉県南房総市和田町仁我浦１４２－３
642 千葉県 江見郵便局 299-2841 千葉県鴨川市西江見１０４－１
643 千葉県 曾呂郵便局 299-2851 千葉県鴨川市仲町５７９－３
644 千葉県 太海郵便局 299-2862 千葉県鴨川市太海２００８
645 千葉県 白里郵便局 299-3202 千葉県大網白里市南今泉２６０－１６
646 千葉県 増穂郵便局 299-3221 千葉県大網白里市富田２１１３－９９
647 千葉県 大網みずほ台郵便局 299-3234 千葉県大網白里市みずほ台１－２９－１９
648 千葉県 本納南吉田郵便局 299-4104 千葉県茂原市南吉田１７１７－９
649 千葉県 新治郵便局 299-4123 千葉県茂原市下太田１４１－１
650 千葉県 本納郵便局 299-4199 千葉県茂原市本納１５９７－１
651 千葉県 関郵便局 299-4218 千葉県長生郡白子町関４５２５－５
652 千葉県 白子郵便局 299-4299 千葉県長生郡白子町古所５３９２－２
653 千葉県 一松郵便局 299-4325 千葉県長生郡長生村一松丙１２０６
654 千葉県 長生郵便局 299-4336 千葉県長生郡長生村岩沼８２３－１３
655 千葉県 一宮郵便局 299-4399 千葉県長生郡一宮町一宮２９４７
656 千葉県 瑞沢郵便局 299-4423 千葉県長生郡睦沢町大上３２５８
657 千葉県 睦沢郵便局 299-4499 千葉県長生郡睦沢町上市場１４０２
658 千葉県 古沢郵便局 299-4504 千葉県いすみ市岬町桑田９３８－１
659 千葉県 太東郵便局 299-4599 千葉県いすみ市岬町椎木２１２０
660 千葉県 岬郵便局 299-4699 千葉県いすみ市岬町長者５１９－１
661 千葉県 布施郵便局 299-5111 千葉県夷隅郡御宿町上布施８３９－２
662 千葉県 御宿郵便局 299-5199 千葉県夷隅郡御宿町須賀４４９－１
663 千葉県 総野郵便局 299-5211 千葉県勝浦市松野５２６－１
664 千葉県 勝浦鵜原郵便局 299-5243 千葉県勝浦市鵜原１６８６－２
665 千葉県 興津郵便局 299-5245 千葉県勝浦市興津２６００－１
666 千葉県 上野郵便局 299-5265 千葉県勝浦市植野元宮田９６－１
667 千葉県 小湊郵便局 299-5502 千葉県鴨川市内浦２８３６
668 千葉県 天津郵便局 299-5599 千葉県鴨川市天津１２１６－１


