
日　本　郵　便　株　式　会　社

～ 2023 年 4 月 更 新 分 ～

郵便番号変更案内



都道府県市区町村名 ページ 都道府県市区町村名 ページ

宮城県栗原市 １ 新潟県新潟市江南区 １

宮城県黒川郡大和町 １ 兵庫県神戸市垂水区 ２

長野県松本市 １

変更案内中左欄外○印を付した部分は4月末現在で新規に変更追加した部分を表します。

以下のページが今回新たに追加された箇所です。



北海道 ・・・ １ 　 滋賀県 ・・・ １

青森県 ・・・ 　 京都府 ・・・ ２

岩手県 ・・・ １ 　 大阪府 ・・・ ２

宮城県 ・・・ １ 　 兵庫県 ・・・ ２

秋田県 ・・・ 　 奈良県 ・・・ ２

山形県 ・・・ 　 和歌山県 ・・・

福島県 ・・・ １ 　 鳥取県 ・・・

茨城県 ・・・ １ 　 島根県 ・・・ ２

栃木県 ・・・ 　 岡山県 ・・・

群馬県 ・・・ 　 広島県 ・・・ ２

埼玉県 ・・・ １ 　 山口県 ・・・ ２

千葉県 ・・・ 　 徳島県 ・・・

東京都 ・・・ 　 香川県 ・・・

神奈川県 ・・・ １ 　 愛媛県 ・・・

山梨県 ・・・ 　 高知県 ・・・ ２

長野県 ・・・ １ 　 福岡県 ・・・ ２

新潟県 ・・・ １ 　 佐賀県 ・・・

富山県 ・・・ １ 　 長崎県 ・・・

石川県 ・・・ 　 熊本県 ・・・ ２

福井県 ・・・ １ 　 大分県 ・・・

岐阜県 ・・・ １ 　 宮崎県 ・・・

静岡県 ・・・ 鹿児島県 ・・・

愛知県 ・・・ １ 沖縄県 ・・・

三重県 ・・・



町 　域 　名 郵　便　番　号 町　 域 　名 郵　便　番　号
北海道 旭川市 物流団地１条 ０７１－８１３０

物流団地２条 ０７１－８１３９
北広島市 Ｆビレッジ ０６１－１１１６
虻田郡
　倶知安町 ニセコひらふ一条 ０４４－００８０

ニセコひらふ二条 ０４４－００８９
ニセコひらふ三条 ０４４－００８８
ニセコひらふ四条 ０４４－００８７
ニセコひらふ五条 ０４４－００８６

岩手県 北上市 しらゆり ０２４－００８５
○ 宮城県 栗原市 築館佐野原 ９８７－２２６５ 築館左野原 ９８７－２２６５
○ 黒川郡
○ 　大和町 落合檜和田 ９８１－３４０３ 落合桧和田 ９８１－３４０３

福島県 伊達市 保原町高子岡 ９６０－０６８９
茨城県 鹿嶋市 平井東 ３１４－００１８

常総市 むすびまち ３００－２５０８
埼玉県 さいたま市

　岩槻区 尾ケ崎 ３３９－００２７ 尾ヶ崎 ３３９－００２７
尾ケ崎新田 ３３９－００２６ 尾ヶ崎新田 ３３９－００２６
古ケ場 ３３９－００７２ 古ヶ場 ３３９－００７２

　浦和区 瀬ケ崎 ３３０－００４４ 瀬ヶ崎 ３３０－００４４
　大宮区 くし（木へんに

節）引町
３３０－０８５１ 櫛引町 ３３０－０８５１

　北区 くし（木へんに
節）引町

３３１－０８２５ 櫛引町 ３３１－０８２５

　西区 指扇領つじ（一点
しんにょうに十）

３３１－００７６ 指扇領辻 ３３１－００７６

　緑区 井沼方 ３３６－０９２１ 削除
南部領つじ（一点
しんにょうに十）

３３６－０９７３ 南部領辻 ３３６－０９７３

　南区 つじ（一点しん
にょうに十）

３３６－００２６ 辻 ３３６－００２６

広ケ谷戸 ３３６－００４１ 広ヶ谷戸 ３３６－００４１
　見沼区 新右エ門新田 ３３７－００４５ 新右ェ門新田 ３３７－００４５

丸ケ崎 ３３７－０００１ 丸ヶ崎 ３３７－０００１
丸ケ崎町 ３３７－０００７ 丸ヶ崎町 ３３７－０００７
宮ケ谷塔 ３３７－００１１ 宮ヶ谷塔 ３３７－００１１

神奈川県 厚木市 飯山南 ２４３－０２１８
○ 長野県 松本市 島内（その他） ３９０－０８５１ 島内(１～９８１

９、９８２２、９
８３１～９８６３
番地)

３９０－０８５１

○ 新潟県 新潟市
○ 　江南区 丸山ノ内善之丞組 ９５０－０１１７

魚沼市 中之島 ９４６－０００６ 中ノ島 ９４６－０００６
上越市 吉川区大滝 ９４９－３４３０

富山県 南砺市 城端（大宮野） ９３９－１８１４
福井県 福井市 東郷美里町 ９１０－２１４９
岐阜県 各務原市 各務山 ５０９－０１１８
愛知県 名古屋市

　守山区 桜坂 ４６３－００１８
東禅寺 ４６３－００１９

岡崎市 八丁町 ４４４－０９２５
みよし市 新前田 ４７０－０２２８

滋賀県 草津市 南草津プリムタウ
ン

５２５－００６８

するものです。
 本郵便番号変更案内は、最新の郵便番号簿発行後、郵便番号が変更になった部分をご案内

都道府県 市区町村名
現　　　行 改　　　正

 左欄外〇印を付した部分は４月末現在で新規に変更追加した部分を表します。
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町 　域 　名 郵　便　番　号 町　 域 　名 郵　便　番　号
都道府県 市区町村名

現　　　行 改　　　正

京都府 京都市
　南区 上鳥羽麻ノ本 ６０１－８１４３ 削除

上鳥羽卯ノ花 ６０１－８１４１ 削除
上鳥羽馬廻 ６０１－８１７７ 削除
上鳥羽大溝 ６０１－８１３４ 削除
上鳥羽戒光 ６０１－８１７８ 削除
上鳥羽金仏 ６０１－８１７５ 削除
上鳥羽鴨田 ６０１－８１３１ 削除
上鳥羽町田 ６０１－８１３２ 削除
上鳥羽塔ノ本 ６０１－８１２４ 削除
上鳥羽中河原 ６０１－８１４２ 削除
上鳥羽花名 ６０１－８１２５ 削除
上鳥羽藁田 ６０１－８１３３ 削除
吉祥院石原東之口 ６０１－８３６１ 削除

城陽市 令涼つむぎ ６１０－０１１９
大阪府 八尾市 八尾木 ５８１－００２７ 八尾木（丁目） ５８１－００２７

八尾木 ５８１－００２７ 八尾木（大字） ５８１－００２７
○ 兵庫県 神戸市
○ 　垂水区 みずき台 ６５５－０８５５

奈良県 奈良市 横領町 ６３１－０８２８ 削除
島根県 松江市 白潟本町 ６９０－００６１ 白瀉本町 ６９０－００６１
広島県 福山市 北匠町 ７２０－２４１１

水呑町三新田 ７２０－０８３０
山口県 周南市 富田新町 ７４６－００３９
高知県 吾川郡

　いの町 中ノ川 ７８１－２６１６ 中野川 ７８１－２６１６
福岡県 糟屋郡

　粕屋町 内橋（その他） ８１１－２３０８ 内橋 ８１１－２３０８
内橋７９０の１
（多ノ津団地）

８１３－０００８ 内橋西(３丁目１
１番５～８号「多
の津団地」)

８１３－０００８

内橋西（その他） ８１１－２３２１
熊本県 宇城市 三角町大口 ８６９－３４１１ 三角町大口 ８６９－３２１１

三角町里浦 ８６９－３４１３ 三角町里浦 ８６９－３２１３
三角町手場 ８６９－３４１２ 三角町手場 ８６９－３２１２

球磨郡
　球磨村 大瀬（沢見） ８６９－６４０５ 削除

大瀬（その他） ８６９－６２０５ 大瀬 ８６９－６４０５
神瀬（大槻、蔵谷、坂口、高沢、横井）８６９－６４０４ 削除
神瀬（その他） ８６９－６２０４ 神瀬 ８６９－６４０４
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