
ゆうプリタッチ設置局一覧(簡易局) 2021年3月22日現在
※発送場所検索に簡易郵便局は表示されません。
　  簡易郵便局でゆうパックスマホ割をご利用する場合は、以下の表の簡易局に対応する取集局を発送予定場所に選択してください。
都道府県 簡易局 郵便番号 住所 取集局

北海道 白石川北簡易郵便局 003-0852 北海道札幌市白石区川北二条２－４－１ 札幌白石郵便局
北海道 札幌石山東簡易郵便局 005-0850 北海道札幌市南区石山東４－８－３８ 札幌南郵便局
北海道 発寒簡易郵便局 006-0803 北海道札幌市手稲区新発寒三条４－３－８ 手稲郵便局
北海道 渡島昭和簡易郵便局 041-0812 北海道函館市昭和４－３０－１３ 石崎郵便局
北海道 舟岡簡易郵便局 052-0014 北海道伊達市舟岡町２９－６３ 伊達郵便局
北海道 石狩大曲簡易郵便局 061-1275 北海道北広島市大曲南ヶ丘１－５－１ 北広島西郵便局
北海道 札幌荒井山簡易郵便局 064-0953 北海道札幌市中央区宮の森３条１３－５－１８ 山鼻郵便局
北海道 上江別簡易郵便局 067-0062 北海道江別市上江別南町１－３ 江別郵便局
北海道 美唄東簡易郵便局 072-0015 北海道美唄市東４条南１－３－５ 美唄郵便局
北海道 空知太簡易郵便局 073-0101 北海道砂川市空知太東１条２－３７５－９ 砂川郵便局
北海道 帯広西二十一条簡易郵便局 080-2471 北海道帯広市西二十一条南２－４４－２２ 西帯広郵便局
北海道 北見三輪簡易郵便局 090-0837 北海道北見市中央三輪１－４２１－２６ 北見郵便局
北海道 稲美簡易郵便局 092-0027 北海道網走郡美幌町稲美９０－９９ 美幌郵便局
北海道 紋別花園簡易郵便局 094-0015 北海道紋別市花園町３－５－１９ 紋別郵便局
青森 青森問屋町簡易郵便局 030-0131 青森県青森市問屋町２－１７－３ 青森中央郵便局
青森 サンロード青森内簡易郵便局 030-0845 青森県青森市緑３－９－２ 青森中央郵便局
岩手 下太田簡易郵便局 020-0051 岩手県盛岡市下太田下川原１６１－８８ 盛岡中央郵便局
岩手 巣子簡易郵便局 020-0611 岩手県滝沢市巣子１１７７－１４ 盛岡北郵便局
宮城 西中田簡易郵便局 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田５－６－４０ 新仙台郵便局
宮城 八木山南団地簡易郵便局 982-0801 宮城県仙台市太白区八木山本町２－４３－３ 新仙台郵便局
宮城 仙台東部工場団地簡易郵便局 984-0001 宮城県仙台市若林区鶴代町６－３ 若林郵便局
宮城 高崎簡易郵便局 985-0863 宮城県多賀城市東田中１－２－４０ 塩釜郵便局
宮城 野中簡易郵便局 981-0111 宮城県宮城郡利府町加瀬石切場６６－２０ 利府郵便局
秋田 桜簡易郵便局 010-0042 秋田県秋田市桜２－１４－１７ 秋田中央郵便局
秋田 本荘竜巻簡易郵便局 015-0013 秋田県由利本荘市石脇田尻野６－１７ 本荘郵便局
山形 東青田簡易郵便局 990-2423 山形県山形市東青田５－１１－５ 山形南郵便局
山形 長岡簡易郵便局 994-0069 山形県天童市清池東２－１－３ 天童郵便局
山形 平林簡易郵便局 999-3719 山形県東根市中央西３－１ 東根郵便局
茨城 北石岡簡易郵便局 315-0012 茨城県石岡市北府中３－８－１ 石岡郵便局
栃木 大田原西原簡易郵便局 324-0047 栃木県大田原市美原１－１３－９ 大田原郵便局
栃木 黒磯鍋掛簡易郵便局 325-0013 栃木県那須塩原市鍋掛１０８９－４３ 黒磯郵便局
栃木 黒磯上厚崎簡易郵便局 325-0026 栃木県那須塩原市上厚崎３５８－９ 黒磯郵便局
栃木 狭間田簡易郵便局 329-1305 栃木県さくら市狹間田１９７４－４ 氏家郵便局
栃木 木幡簡易郵便局 329-2142 栃木県矢板市木幡１３１６－６ 矢板郵便局
群馬 角渕簡易郵便局 370-1124 群馬県佐波郡玉村町角渕５０７７－５ 玉村郵便局
埼玉 平沢簡易郵便局 350-1206 埼玉県日高市南平沢２６９ 日高郵便局
埼玉 立正大学熊谷校内簡易郵便局 360-0161 埼玉県熊谷市万吉１７００ 熊谷郵便局
千葉 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 佐原郵便局
東京 高島平郵便局 175-0082 東京都板橋区高島平５－１０－１１ 板橋西郵便局
神奈川 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 横浜金沢郵便局
神奈川 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 瀬谷郵便局
神奈川 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 小田原東郵便局
山梨 甲府山宮簡易郵便局 400-0075 山梨県甲府市山宮町３３０３－６ 甲府中央郵便局
新潟 中沢簡易郵便局 940-0856 新潟県長岡市美沢４－２４８ 長岡郵便局
新潟 田塚簡易郵便局 945-0032 新潟県柏崎市田塚１－９－２５ 柏崎郵便局
新潟 愛宕簡易郵便局 950-0944 新潟県新潟市中央区愛宕２－５－１０ 新潟中央郵便局
新潟 寺地団地簡易郵便局 950-1104 新潟県新潟市西区寺地５３３－５ 大野町郵便局
新潟 福浦簡易郵便局 952-0013 新潟県佐渡市両津福浦１－４－３ 両津郵便局
長野 母袋簡易郵便局 380-0911 長野県長野市稲葉７３６ 長野中央郵便局
長野 犀北簡易郵便局 380-0954 長野県長野市安茂里７７４５ 長野中央郵便局
長野 上田中之条簡易郵便局 386-0034 長野県上田市中之条４００－３ 上田郵便局
長野 五明簡易郵便局 388-8011 長野県長野市篠ノ井布施五明３０６－３ 長野南郵便局
長野 中之条簡易郵便局 389-0602 長野県埴科郡坂城町中之条１０１９－１ 坂城郵便局
長野 松本沢村簡易郵便局 390-0877 長野県松本市沢村３－４－４５ 里山辺郵便局
長野 諏訪福島簡易郵便局 392-0015 長野県諏訪市中洲５４３５－６ 諏訪郵便局
長野 岡谷若宮簡易郵便局 394-0032 長野県岡谷市若宮１－３－２３ 岡谷郵便局
長野 名古熊簡易郵便局 395-0804 長野県飯田市鼎名古熊２０６０－１ 飯田郵便局
長野 殿岡簡易郵便局 395-0805 長野県飯田市鼎一色１０５－３ 飯田郵便局
長野 大久保簡易郵便局 399-0033 長野県松本市笹賀５６５２－５６ 松本南郵便局
長野 松本流通団地簡易郵便局 399-0033 長野県松本市笹賀７６００－４１ 松本南郵便局
長野 塩尻大門簡易郵便局 399-0744 長野県塩尻市大門１０７９ 松本南郵便局
長野 細野簡易郵便局 399-8501 長野県北安曇郡松川村５６９３－９ 松本南郵便局
富山 富山大学病院内簡易郵便局 930-0152 富山県富山市杉谷２６３０ 富山西郵便局
富山 荏原駅前簡易郵便局 930-0916 富山県富山市向新庄町１－２４１－３ 富山南郵便局
富山 高岡問屋センター簡易郵便局 933-0804 富山県高岡市問屋町６５ 高岡郵便局
富山 赤田簡易郵便局 939-8064 富山県富山市赤田７７１－３ 福岡郵便局
石川 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 粟崎郵便局
石川 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 新金沢郵便局
石川 金沢旭町簡易郵便局 920-0941 石川県金沢市旭町２－８－４５ 新金沢郵便局
石川 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 新金沢郵便局
福井 福井高柳簡易郵便局 910-0837 福井県福井市高柳１－２４０７ 福井中央郵便局
福井 新横江簡易郵便局 916-0043 福井県鯖江市定次町２－２４ 鯖江郵便局
福井 和田簡易郵便局 918-8236 福井県福井市和田中２－２０１ 福井南郵便局
岐阜 岐阜茜部簡易郵便局 500-8268 岐阜県岐阜市茜部菱野１－１９ 岐阜中央郵便局



岐阜 岐阜大学病院内簡易郵便局 501-1112 岐阜県岐阜市柳戸１－１ 岐阜西郵便局
岐阜 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 岐阜中央郵便局
岐阜 関山田簡易郵便局 501-3944 岐阜県関市山田門田８０－６ 岐阜中央郵便局
岐阜 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 多治見郵便局
岐阜 瑞浪一色簡易郵便局 509-6124 岐阜県瑞浪市一色町２－１２６ 瑞浪郵便局
静岡 沼津卸団地簡易郵便局 411-0912 静岡県駿東郡清水町卸団地２０３ 三島郵便局
静岡 伊東逆川簡易郵便局 414-0045 静岡県伊東市玖須美元和田７１６－１６８ 伊東郵便局
静岡 富士宮万野簡易郵便局 418-0001 静岡県富士宮市万野原新田３０３２－９ 富士宮郵便局
静岡 富士宮黒田簡易郵便局 418-0039 静岡県富士宮市野中９０８－１６ 富士宮郵便局
静岡 静岡流通センター簡易郵便局 420-0922 静岡県静岡市葵区流通センター２－１ 静岡中央郵便局
静岡 藤枝下青島簡易郵便局 426-0035 静岡県藤枝市下青島２９ 藤枝郵便局
静岡 細江湖東簡易郵便局 431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川７１７２－２５０５ 浜松西郵便局
静岡 浜松志都呂簡易郵便局 432-8066 静岡県浜松市西区志都呂町１１５７－３ 浜松西郵便局
静岡 浜北内野簡易郵便局 434-0045 静岡県浜松市浜北区内野台２－１２－１５ 浜北郵便局
静岡 袋井今井簡易郵便局 437-0053 静岡県袋井市延久辻１５７ 袋井郵便局
愛知 安城篠目簡易郵便局 446-0072 愛知県安城市住吉町２－３－１９（第２中部マンション）安城郵便局
愛知 刈谷井ヶ谷簡易郵便局 448-0001 愛知県刈谷市井ヶ谷町下前田９ 刈谷郵便局
愛知 刈谷泉田簡易郵便局 448-0004 愛知県刈谷市泉田町割田８－２ 刈谷郵便局
愛知 刈谷高倉簡易郵便局 448-0037 愛知県刈谷市高倉町２－７０１ 刈谷郵便局
愛知 豊田浄水簡易郵便局 470-0343 愛知県豊田市浄水町伊保原５６７ 日進郵便局
愛知 藤田医科大学病院内簡易郵便局 470-1101 愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪１－９８ 豊明郵便局
愛知 豊田渡刈簡易郵便局 470-1202 愛知県豊田市渡刈町３－８１－２ 上郷郵便局
愛知 愛知医大病院内簡易郵便局 480-1195 愛知県長久手市岩作雁又１－１ 長久手郵便局
愛知 造形大学前簡易郵便局 485-0802 愛知県小牧市大草太良３３４３ 小牧郵便局
愛知 大草簡易郵便局 485-0803 愛知県小牧市高根２－８４ 小牧郵便局
愛知 中部大学内簡易郵便局 487-0027 愛知県春日井市松本町１２００ 高蔵寺郵便局
愛知 稲沢大塚簡易郵便局 492-8212 愛知県稲沢市小沢４－１４－１３ 稲沢郵便局
愛知 津島唐臼簡易郵便局 496-0026 愛知県津島市唐臼町当理４８ 津島郵便局
三重 栗真簡易郵便局 514-0102 三重県津市栗真町屋町１６１３－９ 津中央郵便局
滋賀 滋賀里簡易郵便局 520-0006 滋賀県大津市滋賀里３－１－２９ 大津中央郵便局
滋賀 大津比叡平簡易郵便局 520-0016 滋賀県大津市比叡平１－３５－１０ 大津中央郵便局
滋賀 六地蔵簡易郵便局 520-3017 滋賀県栗東市六地蔵東浦４１０－５ 栗東郵便局
滋賀 彦根原簡易郵便局 522-0023 滋賀県彦根市原町８５０－１５６ 彦根郵便局
滋賀 彦根小泉簡易郵便局 522-0043 滋賀県彦根市小泉町１９－１１ 彦根郵便局
京都 雀部簡易郵便局 620-0004 京都府福知山市川北１２９８－１ 福知山郵便局
京都 福知山堀簡易郵便局 620-0876 京都府福知山市堀１３７５－５ 福知山郵便局
大阪 田原簡易郵便局 575-0013 大阪府四條畷市田原台５－１７－２０ 四條畷郵便局
大阪 美原木材団地簡易郵便局 587-0042 大阪府堺市美原区木材通４－１－１ 美原郵便局
兵庫 神戸神和台簡易郵便局 655-0852 兵庫県神戸市垂水区名谷町湯屋谷２２３７－１０ 垂水郵便局
兵庫 三田小野簡易郵便局 669-1504 兵庫県三田市小野４８２－１ 三田郵便局
兵庫 新在家簡易郵便局 670-0096 兵庫県姫路市西新在家１－１－１ 姫路郵便局
兵庫 沖代簡易郵便局 671-1543 兵庫県揖保郡太子町沖代１６２－６ 太子郵便局
兵庫 福地簡易郵便局 671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原１００－３ 太子郵便局
兵庫 小野樫山簡易郵便局 675-1324 兵庫県小野市育ケ丘町１４７５番地の２７８ 小野郵便局
奈良 イオンいかるが内簡易郵便局 636-0154 奈良県生駒郡斑鳩町龍田西８－１－１５ 王寺郵便局
奈良 三郷勢野東簡易郵便局 636-0811 奈良県生駒郡三郷町勢野東３－１０－５ 王寺郵便局
奈良 勢野簡易郵便局 636-0812 奈良県生駒郡三郷町勢野西１－３－２３ 王寺郵便局
和歌山 御坊岩内簡易郵便局 644-0032 和歌山県御坊市岩内９８－４ 御坊郵便局
和歌山 下井阪簡易郵便局 649-6426 和歌山県紀の川市下井阪４９２番地１０ 池田郵便局
鳥取 田島簡易郵便局 680-0801 鳥取県鳥取市松並町２－１３７ 鳥取中央郵便局
鳥取 鳥取大杙簡易郵便局 680-0851 鳥取県鳥取市大杙１６７－２６ 鳥取中央郵便局
鳥取 鳥取正蓮寺簡易郵便局 680-0854 鳥取県鳥取市正蓮寺４１－３ 鳥取中央郵便局
鳥取 鳥取商栄簡易郵便局 680-0912 鳥取県鳥取市商栄町２０２－２ 鳥取中央郵便局
鳥取 米子中島簡易郵便局 683-0005 鳥取県米子市中島２－２－８ 米子郵便局
鳥取 米子米原簡易郵便局 683-0804 鳥取県米子市米原７－１－８ 米子郵便局
鳥取 旗ヶ崎簡易郵便局 683-0845 鳥取県米子市旗ヶ崎４－５－９ 米子郵便局
島根 松江嫁島簡易郵便局 690-0049 島根県松江市袖師町９－３８ 松江中央郵便局
島根 島大医学部病院内簡易郵便局 693-0021 島根県出雲市塩冶町８９－１ 出雲郵便局
島根 佐世簡易郵便局 699-1215 島根県雲南市大東町下佐世１００３－６ 出雲大東郵便局
島根 川戸簡易郵便局 699-4226 島根県江津市桜江町川戸１１－１ 市山郵便局
岡山 岡山花尻簡易郵便局 701-0132 岡山県岡山市北区花尻ききょう町１２－１１７ 岡山中央郵便局
岡山 岡山平野簡易郵便局 701-0151 岡山県岡山市北区平野６６３－１５ 妹尾郵便局
岡山 岡山流通センター簡易郵便局 701-0165 岡山県岡山市北区大内田７１４－１ 倉敷郵便局
岡山 福田簡易郵便局 701-0203 岡山県岡山市南区古新田１０７３ 倉敷郵便局
岡山 岡山妹尾東簡易郵便局 701-0211 岡山県岡山市南区東畦２３５－２８ 妹尾郵便局
岡山 上河原簡易郵便局 708-0002 岡山県津山市上河原２１８－１７ 津山郵便局
岡山 津山北園簡易郵便局 708-0003 岡山県津山市北園町７－７ 津山郵便局
岡山 倉敷中庄駅前簡易郵便局 710-0012 岡山県倉敷市鳥羽１６－５ 倉敷郵便局
岡山 総社泉簡易郵便局 719-1106 岡山県総社市泉１－２１７ 総社郵便局
広島 福山卸センター簡易郵便局 721-0954 広島県福山市卸町１４－１ 福山東郵便局
広島 ベイタウン尾道簡易郵便局 722-0051 広島県尾道市東尾道４－４ 尾道郵便局
広島 東生口簡易郵便局 722-2432 広島県尾道市因島原町１６４３－４ 因島郵便局
広島 三原宗郷町簡易郵便局 723-0044 広島県三原市宗郷３－４－３ 三原郵便局
広島 可部四日市簡易郵便局 731-0231 広島県広島市安佐北区亀山２－２９－７ 可部郵便局
広島 熊野中溝簡易郵便局 731-4214 広島県安芸郡熊野町中溝４－７－１６ 熊野郵便局
広島 江田島小用簡易郵便局 737-2121 広島県江田島市江田島町小用２－１７－１ 江田島郵便局
山口 山口大学内簡易郵便局 753-0841 山口県山口市吉田１６７７－１ 山口中央郵便局
山口 山口流通センター簡易郵便局 753-0872 山口県山口市朝田流通センター６０１－３ 山口中央郵便局



徳島 徳島万代簡易郵便局 770-0941 徳島県徳島市万代町６－３１－２ 徳島中央郵便局
徳島 徳島松岡簡易郵便局 771-0113 徳島県徳島市川内町松岡５５－３ 川内郵便局
愛媛 牛渕団地前簡易郵便局 791-0245 愛媛県松山市南梅本町８ 重信郵便局
愛媛 砥部団地簡易郵便局 791-2101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田２４０－２ 松山南郵便局
愛媛 西長戸簡易郵便局 791-8017 愛媛県松山市西長戸町２９３－１３ 松山西郵便局
愛媛 大洲徳ノ森簡易郵便局 795-0061 愛媛県大洲市徳森２３５３－５ 大洲郵便局
高知 高知神田簡易郵便局 780-8040 高知県高知市神田８１６－３３ 高知中央郵便局
高知 高須簡易郵便局 781-8122 高知県高知市高須新町１－１２－１１ 高知東郵便局
福岡 門司畑簡易郵便局 800-0112 福岡県北九州市門司区畑８７３－７ 門司郵便局
福岡 松浦台簡易郵便局 811-2414 福岡県糟屋郡篠栗町和田９４０－１１９ 和白郵便局
福岡 野間簡易郵便局 811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間２－１－４ 宗像郵便局
福岡 遠賀松ノ本簡易郵便局 811-4305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本５－１０－１２ 宗像郵便局
福岡 飯塚愛宕簡易郵便局 820-0001 福岡県飯塚市鯰田２５２５－１４０ 飯塚郵便局
福岡 菊池簡易郵便局 830-1226 福岡県三井郡大刀洗町山隈１７３８－１８ 久留米郵便局
福岡 京町簡易郵便局 834-0031 福岡県八女市本町１７９－１７ 八女郵便局
福岡 小郡津古簡易郵便局 838-0102 福岡県小郡市津古５２１－４ 甘木郵便局
佐賀 鳥栖商工団地簡易郵便局 841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町２－１ 鳥栖郵便局
佐賀 浅井簡易郵便局 841-0081 佐賀県鳥栖市萱方町２３０－３５ 鳥栖郵便局
佐賀 下宿簡易郵便局 843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲４７１３－２ 嬉野郵便局
佐賀 不動山簡易郵便局 843-0305 佐賀県嬉野市嬉野町不動山甲３－２ 嬉野郵便局
佐賀 立花簡易郵便局 848-0027 佐賀県伊万里市立花町１９２２－３８ 伊万里郵便局
長崎 長崎卸団地簡易郵便局 851-0134 長崎県長崎市田中町１２０１ 長崎東郵便局
長崎 諫早福田簡易郵便局 854-0001 長崎県諫早市福田町１－５ 諫早郵便局
長崎 諫早平山簡易郵便局 854-0062 長崎県諫早市小船越町１２６６ 諫早郵便局
長崎 諫早久山簡易郵便局 854-0068 長崎県諫早市青葉台２１８ 諫早郵便局
長崎 大村久原簡易郵便局 856-0835 長崎県大村市久原２－１００１－１ 大村郵便局
長崎 佐世保卸団地簡易郵便局 857-1162 長崎県佐世保市卸本町１２－２ 佐世保郵便局
熊本 須屋駅前簡易郵便局 861-1102 熊本県合志市須屋１２２２ 植木郵便局
熊本 健軍自衛隊前簡易郵便局 862-0910 熊本県熊本市東区健軍本町３１－１５ 熊本東郵便局
熊本 新浜簡易郵便局 866-0031 熊本県八代市新浜町１－１ 八代郵便局
宮崎 宮崎小松簡易郵便局 880-2112 宮崎県宮崎市小松１１５８－３８ 生目郵便局
宮崎 都城都北簡易郵便局 885-0004 宮崎県都城市都北町５７２５－２ 都城郵便局
宮崎 早水簡易郵便局 885-0016 宮崎県都城市早水町２１－１７ 都城郵便局
宮崎 都城若葉簡易郵便局 885-0054 宮崎県都城市若葉町７２－２－２ 都城郵便局
宮崎 都原簡易郵便局 885-0094 宮崎県都城市都原町７２７８－３ 都城郵便局
宮崎 宮崎大学医学部内簡易郵便局 889-1601 宮崎県宮崎市清武町木原５２００ 宮崎中央郵便局
宮崎 坊主田簡易郵便局 889-2541 宮崎県日南市吾田東６－５－６ 日南郵便局
鹿児島 鹿児島大学医学部内簡易郵便局 890-0075 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘８－３５－１ 鹿児島中央郵便局
鹿児島 鹿児島自由ヶ丘簡易郵便局 891-0106 鹿児島県鹿児島市自由ケ丘１－１８－１７ 鹿児島南郵便局
鹿児島 東開町簡易郵便局 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町１１－１ 鹿児島南郵便局
鹿児島 卸本町簡易郵便局 891-0123 鹿児島県鹿児島市卸本町６－１２ 鹿児島南郵便局
鹿児島 鹿児島谷山港簡易郵便局 891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港２－４－１０ 鹿児島南郵便局
鹿児島 鴨女簡易郵便局 891-3116 鹿児島県西之表市鴨女町１９６ 種子島郵便局
鹿児島 浅間簡易郵便局 891-7605 鹿児島県大島郡天城町浅間３９３－１ 平土野郵便局
鹿児島 鹿屋桜ヶ丘簡易郵便局 893-0064 鹿児島県鹿屋市西原４－１３－２１ 鹿屋郵便局
鹿児島 名瀬長浜簡易郵便局 894-0036 鹿児島県奄美市名瀬長浜町１４－１０ 名瀬郵便局
鹿児島 太田簡易郵便局 895-2507 鹿児島県伊佐市大口大田２３３２－５０９ 大口郵便局
鹿児島 姫城簡易郵便局 899-5111 鹿児島県霧島市隼人町姫城２４９７－１ 出水郵便局
鹿児島 論地簡易郵便局 899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓９４７－６ 溝辺郵便局
鹿児島 石峯簡易郵便局 899-6404 鹿児島県霧島市溝辺町麓１５０７－３ 溝辺郵便局
沖縄 津波古簡易郵便局 901-1414 沖縄県南城市佐敷津波古１００８－３ 那覇中央郵便局
沖縄 琉球大学病院内簡易郵便局 903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原２０７ 浦添郵便局


