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青森県 横内郵便局 青森県青森市野尻今田２６－１
青森県 原別郵便局 青森県青森市原別３－９－１５
青森県 青森駅前郵便局 青森県青森市新町１－８－１
青森県 青森沖館郵便局 青森県青森市沖館５－５－２８
青森県 青森橋本郵便局 青森県青森市橋本３－９－２０
青森県 青森金沢郵便局 青森県青森市金沢１－８－９
青森県 青森県庁内郵便局 青森県青森市長島１－１－１
青森県 青森古川一郵便局 青森県青森市古川１－１５－５
青森県 青森戸山郵便局 青森県青森市駒込蛍沢４８－９３
青森県 青森合浦郵便局 青森県青森市合浦２－１３－２２
青森県 青森小柳郵便局 青森県青森市小柳１－１８－１４
青森県 青森新町郵便局 青森県青森市安方２－９－２０
青森県 青森西滝郵便局 青森県青森市西滝２－１４－１２
青森県 青森西郵便局 青森県青森市石江岡部４８－１
青森県 青森千富郵便局 青森県青森市千富町１－４－９
青森県 青森造道郵便局 青森県青森市造道１－７－１５
青森県 青森大野郵便局 青森県青森市大野片岡１４－１２
青森県 青森中央郵便局 青森県青森市堤町１－７－２４
青森県 青森筒井郵便局 青森県青森市奥野２－２２－６
青森県 青森浜田郵便局 青森県青森市浜田玉川１７９－１２
青森県 青森本町郵便局 青森県青森市本町２－１１－２１
青森県 青森浪館郵便局 青森県青森市浪館前田３－２２－１３
青森県 浅虫郵便局 青森県青森市浅虫蛍谷８
青森県 津軽新城郵便局 青森県青森市新城平岡２５９－１０６
青森県 油川郵便局 青森県青森市油川浪岸２２－１１
青森県 浪岡郵便局 青森県青森市浪岡浪岡若松１３５－５
青森県 岩木郵便局 青森県弘前市賀田１－８－５
青森県 弘前駅前郵便局 青森県弘前市大町１－１－１
青森県 弘前亀甲町郵便局 青森県弘前市若党町２６－８
青森県 弘前桔梗野町郵便局 青森県弘前市桔梗野２－８－１１
青森県 弘前紙漉町郵便局 青森県弘前市紙漉町６－２９
青森県 弘前小沢郵便局 青森県弘前市大原２－５－２
青森県 弘前松原郵便局 青森県弘前市中野４－７－１
青森県 弘前城西郵便局 青森県弘前市城西４－１－２
青森県 弘前青山郵便局 青森県弘前市青山２－１－５
青森県 弘前品川町郵便局 青森県弘前市品川町１４５－３
青森県 弘前浜ノ町郵便局 青森県弘前市浜の町東１－３－１１
青森県 弘前富田郵便局 青森県弘前市富野町９－１３
青森県 弘前本町郵便局 青森県弘前市相良町５－１
青森県 弘前末広郵便局 青森県弘前市末広３－１－７
青森県 弘前茂森町郵便局 青森県弘前市茂森町１５５
青森県 弘前郵便局 青森県弘前市北瓦ケ町１８－１
青森県 館郵便局 青森県八戸市八幡五日町２２－４
青森県 桔梗野郵便局 青森県八戸市市川町桔梗野上９－７
青森県 八戸ニュータウン郵便局 青森県八戸市南白山台２－６－２５
青森県 八戸駅前郵便局 青森県八戸市一番町１－９－２２
青森県 八戸河原木郵便局 青森県八戸市下長４－１－１５
青森県 八戸江陽郵便局 青森県八戸市江陽４－１２－３４
青森県 八戸荒町郵便局 青森県八戸市荒町１５－内
青森県 八戸新井田郵便局 青森県八戸市新井田中町１１－４
青森県 八戸吹揚郵便局 青森県八戸市類家縄手下１－１５
青森県 八戸西郵便局 青森県八戸市長苗代二日市４－１
青森県 八戸中央通郵便局 青森県八戸市長横町２
青森県 八戸湊高台郵便局 青森県八戸市湊高台２－１２－１６
青森県 八戸郵便局 青森県八戸市城下４－２５－９
青森県 八戸類家郵便局 青森県八戸市青葉１－１２－１０
青森県 本八戸駅内郵便局 青森県八戸市内丸１－１４－２
青森県 黒石山形町郵便局 青森県黒石市柵ノ木１－８６－２
青森県 黒石浜町郵便局 青森県黒石市浜町４２－１
青森県 黒石郵便局 青森県黒石市一番町５４－１
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青森県 金木郵便局 青森県五所川原市金木町朝日山３４８－３
青森県 五所川原みどり町郵便局 青森県五所川原市みどり町４－１３８
青森県 五所川原田町郵便局 青森県五所川原市中央１－１１４
青森県 五所川原郵便局 青森県五所川原市旭町５３－１
青森県 奥瀬郵便局 青森県十和田市奥瀬中平７５－１１
青森県 十和田湖郵便局 青森県十和田市奥瀬十和田湖畔休屋４８６
青森県 十和田西二十二番郵便局 青森県十和田市西二十二番町１０－１
青森県 十和田郵便局 青森県十和田市西二番町３－４
青森県 三沢駅前郵便局 青森県三沢市本町２－７６
青森県 三沢大町郵便局 青森県三沢市大町２－３－１４
青森県 三沢郵便局 青森県三沢市幸町３－２－１５
青森県 むつ中央二郵便局 青森県むつ市中央２－１２－１８
青森県 むつ郵便局 青森県むつ市新町８－１０
青森県 大湊駅前郵便局 青森県むつ市大湊新町２－７
青森県 木造郵便局 青森県つがる市木造千代町３７－５
青森県 平賀本町郵便局 青森県平川市大光寺三村井１３－６２
青森県 平賀郵便局 青森県平川市柏木町藤山２５－２８
青森県 陸奥蓬田郵便局 青森県東津軽郡蓬田村蓬田汐越１３－３
青森県 蟹田郵便局 青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田３２－１
青森県 三厩郵便局 青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩新町２０－９
青森県 龍飛岬郵便局 青森県東津軽郡外ヶ浜町三厩龍浜５９－１０
青森県 舞戸郵便局 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町舞戸町上富田１５４－５
青森県 岩崎郵便局 青森県西津軽郡深浦町岩崎松原６１－６
青森県 藤崎郵便局 青森県南津軽郡藤崎町藤崎西村井８－２
青森県 陸奥常盤郵便局 青森県南津軽郡藤崎町常盤一西田３－１２
青森県 大鰐郵便局 青森県南津軽郡大鰐町大鰐前田５５－１５
青森県 長峰郵便局 青森県南津軽郡大鰐町長峰前田５８４－１
青森県 中里郵便局 青森県北津軽郡中泊町中里亀山５１６－１
青森県 野辺地郵便局 青森県上北郡野辺地町野辺地２８－１
青森県 六戸郵便局 青森県上北郡六戸町犬落瀬千刈田２－１５
青森県 乙供郵便局 青森県上北郡東北町上笹橋１７－１５
青森県 六ケ所郵便局 青森県上北郡六ヶ所村尾駮野附４８４－１
青森県 大間郵便局 青森県下北郡大間町大間大間５２
青森県 上市川郵便局 青森県三戸郡五戸町上市川十文字辻９－２
岩手県 岩手県庁内郵便局 岩手県盛岡市内丸１０－１
岩手県 繋温泉郵便局 岩手県盛岡市繋舘市８５－７
岩手県 好摩郵便局 岩手県盛岡市玉山区好摩夏間木１３４－１
岩手県 盛岡サンタウン郵便局 岩手県盛岡市北松園４－３－８
岩手県 盛岡ホットライン肴町郵便局 岩手県盛岡市肴町４－３５
岩手県 盛岡マリオス郵便局 岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
岩手県 盛岡永井郵便局 岩手県盛岡市永井２０－１－４
岩手県 盛岡駅前郵便局 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０－１２
岩手県 盛岡加賀野郵便局 岩手県盛岡市上ノ橋町２－８
岩手県 盛岡見前郵便局 岩手県盛岡市三本柳１１－１９－４
岩手県 盛岡高松郵便局 岩手県盛岡市高松１－１３－７
岩手県 盛岡材木町郵便局 岩手県盛岡市材木町７－４０
岩手県 盛岡三ツ割郵便局 岩手県盛岡市三ツ割５－１７－９
岩手県 盛岡山岸郵便局 岩手県盛岡市山岸１－１０－５５
岩手県 盛岡住吉郵便局 岩手県盛岡市住吉町１１－５
岩手県 盛岡松園郵便局 岩手県盛岡市松園２－３２－１０
岩手県 盛岡上田郵便局 岩手県盛岡市上田１－８－１４
岩手県 盛岡厨川郵便局 岩手県盛岡市厨川１－１９－９
岩手県 盛岡青山町郵便局 岩手県盛岡市青山１－２３－２９
岩手県 盛岡仙北町郵便局 岩手県盛岡市仙北２－２－２２
岩手県 盛岡大通郵便局 岩手県盛岡市開運橋通１－１６
岩手県 盛岡茶畑郵便局 岩手県盛岡市茶畑１－１２－１５
岩手県 盛岡中央郵便局 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
岩手県 盛岡中野郵便局 岩手県盛岡市東山１－１０－１６
岩手県 盛岡東安庭郵便局 岩手県盛岡市東安庭３－１５－５
岩手県 盛岡内丸郵便局 岩手県盛岡市大通１－２－１
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岩手県 盛岡南大通郵便局 岩手県盛岡市南大通２－６－９
岩手県 盛岡八幡郵便局 岩手県盛岡市八幡町７－２７
岩手県 盛岡北厨川郵便局 岩手県盛岡市みたけ４－３６－２０
岩手県 盛岡北郵便局 岩手県盛岡市月が丘３－２８－１
岩手県 盛岡本宮郵便局 岩手県盛岡市本宮２－２０－１６
岩手県 盛岡本町郵便局 岩手県盛岡市本町通１－１２－１２
岩手県 盛岡夕顔瀬郵便局 岩手県盛岡市夕顔瀬町２－８
岩手県 磯鶏郵便局 岩手県宮古市磯鶏沖８－１８
岩手県 宮古日の出郵便局 岩手県宮古市日の出町４－３
岩手県 宮古郵便局 岩手県宮古市栄町１－７
岩手県 川井郵便局 岩手県宮古市川井２－１６７－７
岩手県 津軽石郵便局 岩手県宮古市津軽石６－６－２５
岩手県 三陸郵便局 岩手県大船渡市三陸町越喜来前田６４－１８
岩手県 赤崎郵便局 岩手県大船渡市赤崎町亀井田１０３－１
岩手県 大船渡駅前郵便局 岩手県大船渡市大船渡町茶屋前５５－７
岩手県 大船渡郵便局 岩手県大船渡市盛町内ノ目１１－１９
岩手県 花巻温泉郵便局 岩手県花巻市湯本１－１４０－３０
岩手県 花巻西大通郵便局 岩手県花巻市西大通り２－１－３２
岩手県 花巻藤沢町郵便局 岩手県花巻市藤沢町４１１－３
岩手県 花巻末広町郵便局 岩手県花巻市末広町２－６
岩手県 花巻郵便局 岩手県花巻市上町１２－４
岩手県 宮野目郵便局 岩手県花巻市西宮野目７－１７６－１
岩手県 石鳥谷郵便局 岩手県花巻市石鳥谷町好地８－９６－４６
岩手県 大沢温泉郵便局 岩手県花巻市湯口大沢１８９－２０
岩手県 矢沢郵便局 岩手県花巻市高木１６－９８－４
岩手県 藤根郵便局 岩手県北上市和賀町藤根１７－７７－２
岩手県 北上駅前郵便局 岩手県北上市大通り１－２－１８
岩手県 北上上野町郵便局 岩手県北上市上野町５－５９
岩手県 北上本通郵便局 岩手県北上市本通り３－１－１９
岩手県 北上郵便局 岩手県北上市大通り３－６－１
岩手県 宇部郵便局 岩手県久慈市宇部町５－３８－１
岩手県 久慈郵便局 岩手県久慈市中の橋１－４４
岩手県 綾織郵便局 岩手県遠野市綾織町みさ崎１－２２－１８
岩手県 遠野新町郵便局 岩手県遠野市新町５－３
岩手県 遠野郵便局 岩手県遠野市中央通り６－１０
岩手県 一関駅前郵便局 岩手県一関市駅前３１－２
岩手県 一関中央町郵便局 岩手県一関市中央町２－８－７
岩手県 一関田村町郵便局 岩手県一関市田村町２－１
岩手県 一関郵便局 岩手県一関市大手町６－１
岩手県 永井郵便局 岩手県一関市花泉町永井粒乱田６６－６１
岩手県 花泉郵便局 岩手県一関市花泉町花泉袋３２－２
岩手県 厳美郵便局 岩手県一関市厳美町宿６５－１
岩手県 三関郵便局 岩手県一関市三関日照１６－１
岩手県 室根郵便局 岩手県一関市室根町折壁２－２２
岩手県 摺沢郵便局 岩手県一関市大東町摺沢但馬崎４－４
岩手県 千厩郵便局 岩手県一関市千厩町千厩前田８５－９
岩手県 藤沢郵便局 岩手県一関市藤沢町藤沢町裏７４－５
岩手県 薄衣郵便局 岩手県一関市川崎町薄衣法道地２１－７
岩手県 涌津郵便局 岩手県一関市花泉町涌津新町１７－３
岩手県 竹駒郵便局 岩手県陸前高田市竹駒町滝の里２４－１２
岩手県 米崎郵便局 岩手県陸前高田市米崎町川崎２２６
岩手県 釜石郵便局 岩手県釜石市只越町３－２－２６
岩手県 釜石鈴子郵便局 岩手県釜石市鈴子町１１－３３
岩手県 小佐野郵便局 岩手県釜石市小佐野町４－１－６
岩手県 松倉郵便局 岩手県釜石市甲子町１０－１６０－４２
岩手県 金田一郵便局 岩手県二戸市金田一馬場１０６－１
岩手県 二戸郵便局 岩手県二戸市福岡五日町６７
岩手県 福岡長嶺郵便局 岩手県二戸市福岡長嶺４７
岩手県 松尾郵便局 岩手県八幡平市野駄１９－８２－４
岩手県 田山郵便局 岩手県八幡平市亦戸川原１９－１
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岩手県 柏台郵便局 岩手県八幡平市柏台３－３－１
岩手県 平舘郵便局 岩手県八幡平市平舘９－７２－４
岩手県 江刺郵便局 岩手県奥州市江刺区南大通り７－４４
岩手県 水沢横町郵便局 岩手県奥州市水沢区横町１７８
岩手県 水沢常盤通郵便局 岩手県奥州市水沢区佐倉河東沖ノ目２７－３
岩手県 水沢太日通郵便局 岩手県奥州市水沢区太日通り３－５－１
岩手県 水沢大鐘郵便局 岩手県奥州市水沢区南大鐘１－６７
岩手県 水沢郵便局 岩手県奥州市水沢区寺脇１－５
岩手県 前沢郵便局 岩手県奥州市前沢区新町裏１
岩手県 小岩井郵便局 岩手県岩手郡滝沢村大釜風林６２－１２
岩手県 滝沢ニュータウン郵便局 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼狐洞１－３１０
岩手県 雫石郵便局 岩手県岩手郡雫石町上町東１８
岩手県 沼宮内郵便局 岩手県岩手郡岩手町沼宮内７－１４－１７
岩手県 紫波郵便局 岩手県紫波郡紫波町日詰西裏６８
岩手県 岩手流通センター内郵便局 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南１－２－１５
岩手県 矢幅郵便局 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅７－３７３
岩手県 六原駅前郵便局 岩手県胆沢郡金ケ崎町三ケ尻丹蔵堰１－８
岩手県 平泉郵便局 岩手県西磐井郡平泉町平泉志羅山１３７－５
岩手県 吉里吉里郵便局 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里２－４－２０
岩手県 山田郵便局 岩手県下閉伊郡山田町長崎２－７ー２
岩手県 岩泉郵便局 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉村木７－５
岩手県 軽米郵便局 岩手県九戸郡軽米町軽米８－６２
岩手県 種市郵便局 岩手県九戸郡洋野町種市２３－２７－３３０
宮城県 愛子郵便局 宮城県仙台市青葉区下愛子観音４０－５
宮城県 宮城県庁内郵便局 宮城県仙台市青葉区本町３－８－１
宮城県 仙台一番町郵便局 宮城県仙台市青葉区一番町３－９－１２
宮城県 仙台駅内郵便局 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１
宮城県 仙台花京院通郵便局 宮城県仙台市青葉区本町１－１１－１
宮城県 仙台吉成郵便局 宮城県仙台市青葉区吉成１－１１－２７
宮城県 仙台宮町郵便局 宮城県仙台市青葉区宮町２－１－４７
宮城県 仙台栗生郵便局 宮城県仙台市青葉区栗生４－１３－３
宮城県 仙台広瀬通郵便局 宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０
宮城県 仙台荒巻郵便局 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町１９－１
宮城県 仙台合同庁舎内郵便局 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１
宮城県 仙台子平町郵便局 宮城県仙台市青葉区子平町３－２３
宮城県 仙台小松島郵便局 宮城県仙台市青葉区小松島１－２－１３
宮城県 仙台上杉四郵便局 宮城県仙台市青葉区上杉４－５－２４
宮城県 仙台川内郵便局 宮城県仙台市青葉区川内元支倉３５
宮城県 仙台台原郵便局 宮城県仙台市青葉区台原４－３－２１
宮城県 仙台大町郵便局 宮城県仙台市青葉区大町２－８－２６
宮城県 仙台中央三郵便局 宮城県仙台市青葉区中央３－４－２５
宮城県 仙台中央郵便局 宮城県仙台市青葉区北目町１－７
宮城県 仙台中郵便局 宮城県仙台市青葉区一番町１－３－３
宮城県 仙台東勝山郵便局 宮城県仙台市青葉区東勝山３－１２－２６
宮城県 仙台東二番丁郵便局 宮城県仙台市青葉区一番町１－１－３４
宮城県 仙台八幡町郵便局 宮城県仙台市青葉区八幡４－１－３
宮城県 仙台北山郵便局 宮城県仙台市青葉区木町１４－１３
宮城県 仙台北郵便局 宮城県仙台市青葉区台原３－１７－１０
宮城県 仙台木町通郵便局 宮城県仙台市青葉区木町通１－６－３２
宮城県 仙台立町郵便局 宮城県仙台市青葉区立町２４－２０
宮城県 東北大学病院内郵便局 宮城県仙台市青葉区星陵町１－１
宮城県 北仙台駅前郵便局 宮城県仙台市青葉区昭和町３－４２
宮城県 メルパルク仙台郵便局 宮城県仙台市宮城野区榴岡５－６－８
宮城県 仙台栄郵便局 宮城県仙台市宮城野区栄４－１４－２７
宮城県 仙台岩切郵便局 宮城県仙台市宮城野区岩切若宮前３９－１
宮城県 仙台宮城野郵便局 宮城県仙台市宮城野区宮千代１－２－８
宮城県 仙台幸町郵便局 宮城県仙台市宮城野区幸町３－２－２
宮城県 仙台国立病院前郵便局 宮城県仙台市宮城野区宮城野２－８－８
宮城県 仙台小田原郵便局 宮城県仙台市宮城野区小田原１－７－１６
宮城県 仙台新田郵便局 宮城県仙台市宮城野区新田１－９－５０
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宮城県 仙台田子郵便局 宮城県仙台市宮城野区田子２－３０－８
宮城県 仙台東郵便局 宮城県仙台市宮城野区原町６－２－３２
宮城県 仙台福田町郵便局 宮城県仙台市宮城野区福田町２－４－２５
宮城県 仙台榴ケ岡郵便局 宮城県仙台市宮城野区西宮城野１１－３
宮城県 卸町郵便局 宮城県仙台市若林区卸町２－１５－２
宮城県 若林郵便局 宮城県仙台市若林区南小泉梅木４３
宮城県 仙台沖野郵便局 宮城県仙台市若林区沖野３－１３－１８
宮城県 仙台五橋郵便局 宮城県仙台市若林区五橋３－２－１
宮城県 仙台荒町郵便局 宮城県仙台市若林区荒町１５５－１
宮城県 仙台穀町郵便局 宮城県仙台市若林区穀町２６
宮城県 仙台今泉郵便局 宮城県仙台市若林区今泉１－１５－３
宮城県 仙台若林一郵便局 宮城県仙台市若林区若林１－１３－１
宮城県 仙台新寺郵便局 宮城県仙台市若林区新寺２－２－１１
宮城県 仙台大和町郵便局 宮城県仙台市若林区大和町３－４－１
宮城県 仙台南小泉郵便局 宮城県仙台市若林区南小泉４－２－４
宮城県 仙台薬師堂郵便局 宮城県仙台市若林区木ノ下４－６－３
宮城県 秋保温泉郵便局 宮城県仙台市太白区秋保町湯元薬師３８－３
宮城県 仙台越路郵便局 宮城県仙台市太白区越路１２－２６
宮城県 仙台鈎取郵便局 宮城県仙台市太白区鈎取本町１－１５－５０
宮城県 仙台四郎丸郵便局 宮城県仙台市太白区四郎丸吹上５０
宮城県 仙台諏訪郵便局 宮城県仙台市太白区諏訪町３－７６
宮城県 仙台西ノ平郵便局 宮城県仙台市太白区金剛沢１－４－４６
宮城県 仙台泉崎郵便局 宮城県仙台市太白区泉崎２－２６－１１
宮城県 仙台太白郵便局 宮城県仙台市太白区太白２－１４－２
宮城県 仙台袋原郵便局 宮城県仙台市太白区東中田４－１１－４１
宮城県 仙台大野田郵便局 宮城県仙台市太白区大野田宮脇２５－１
宮城県 仙台南郵便局 宮城県仙台市太白区長町７－２１－１２
宮城県 仙台八本松郵便局 宮城県仙台市太白区八本松２－８－１２
宮城県 仙台八木山香澄町郵便局 宮城県仙台市太白区八木山弥生町１－１
宮城県 仙台八木山本町郵便局 宮城県仙台市太白区八木山本町１－３５－４
宮城県 仙台富沢郵便局 宮城県仙台市太白区富沢南２－５－１
宮城県 仙台茂庭台郵便局 宮城県仙台市太白区茂庭台４－１－２２
宮城県 泉加茂郵便局 宮城県仙台市泉区加茂２－２３－５
宮城県 泉館郵便局 宮城県仙台市泉区館２－１－１０１
宮城県 泉向陽台郵便局 宮城県仙台市泉区向陽台４－３０－６
宮城県 泉高森郵便局 宮城県仙台市泉区高森１－１－２８９
宮城県 泉黒松郵便局 宮城県仙台市泉区黒松１－９－３３
宮城県 泉七北田郵便局 宮城県仙台市泉区七北田町５２－６
宮城県 泉西郵便局 宮城県仙台市泉区寺岡６－８－１
宮城県 泉中央駅内郵便局 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１
宮城県 泉南光台郵便局 宮城県仙台市泉区南光台４－１６－２６
宮城県 泉南中山郵便局 宮城県仙台市泉区南中山２－１０－１３
宮城県 泉八乙女駅前郵便局 宮城県仙台市泉区八乙女中央５－１０－８
宮城県 泉郵便局 宮城県仙台市泉区将監８－１０－３
宮城県 河南郵便局 宮城県石巻市前谷地黒沢前２５
宮城県 石巻中央一郵便局 宮城県石巻市中央１－９－７
宮城県 渡波郵便局 宮城県石巻市渡波町１－８－１
宮城県 塩釜駅前郵便局 宮城県塩竈市北浜１－１－１２
宮城県 塩釜新浜町郵便局 宮城県塩竈市新浜町１－１８－３
宮城県 塩釜西町郵便局 宮城県塩竈市西町２－１５
宮城県 塩釜長沢郵便局 宮城県塩竈市梅の宮３－５１
宮城県 塩釜東玉川郵便局 宮城県塩竈市東玉川町７－８
宮城県 塩釜北浜町郵便局 宮城県塩竈市北浜１－１１－３７
宮城県 塩釜郵便局 宮城県塩竈市港町２－８－１８
宮城県 気仙沼九条郵便局 宮城県気仙沼市九条４７７－１０
宮城県 気仙沼古町郵便局 宮城県気仙沼市古町３－２－４５
宮城県 気仙沼田中前郵便局 宮城県気仙沼市田中前１－１－１６
宮城県 気仙沼郵便局 宮城県気仙沼市八日町１－２－１３
宮城県 松岩郵便局 宮城県気仙沼市松崎五駄鱈４９－１
宮城県 陸前階上郵便局 宮城県気仙沼市長磯船原６８－２２
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宮城県 越河郵便局 宮城県白石市越河町屋敷８２－１
宮城県 白石駅前郵便局 宮城県白石市沢目１５
宮城県 白石南郵便局 宮城県白石市南町１－１－２
宮城県 白石郵便局 宮城県白石市城北町１－２５
宮城県 館腰郵便局 宮城県名取市植松４－１２－１８
宮城県 名取増田郵便局 宮城県名取市増田５－３－１８
宮城県 名取郵便局 宮城県名取市飯野坂１－２－３
宮城県 角田郵便局 宮城県角田市角田町２０２
宮城県 下馬郵便局 宮城県多賀城市下馬４－１６－２０
宮城県 多賀城高橋郵便局 宮城県多賀城市高橋４－１２－６
宮城県 多賀城郵便局 宮城県多賀城市八幡３－１０－３５
宮城県 大代郵便局 宮城県多賀城市大代１－３－３０
宮城県 岩沼郵便局 宮城県岩沼市桜３－５－３
宮城県 南方郵便局 宮城県登米市南方町西山成前８１－４
宮城県 花山郵便局 宮城県栗原市花山本沢北ノ前９４－７
宮城県 沢辺郵便局 宮城県栗原市金成沢辺新往還下２３－２
宮城県 矢本郵便局 宮城県東松島市矢本町浦２３７－１
宮城県 古川稲葉郵便局 宮城県大崎市古川稲葉１－１－１
宮城県 古川駅前郵便局 宮城県大崎市古川駅前大通１－５－３５
宮城県 古川千手寺町郵便局 宮城県大崎市古川千手寺町２－４－７０
宮城県 古川南町郵便局 宮城県大崎市古川南町１－４－２２
宮城県 古川郵便局 宮城県大崎市古川駅前大通５－３－３
宮城県 三本木郵便局 宮城県大崎市三本木善並田１５８－１
宮城県 松山郵便局 宮城県大崎市松山千石広田７０－２
宮城県 池月郵便局 宮城県大崎市岩出山池月下宮苗代目３１－７
宮城県 鳴子郵便局 宮城県大崎市鳴子温泉新屋敷１２４－５
宮城県 遠刈田郵便局 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉遠刈田西裏１４－１
宮城県 大河原郵便局 宮城県柴田郡大河原町新南３５－１
宮城県 柴田郵便局 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１－１０－１９
宮城県 亘理郵便局 宮城県亘理郡亘理町中町東３９
宮城県 坂元郵便局 宮城県亘理郡山元町坂元舘下５３－３
宮城県 松島海岸郵便局 宮城県宮城郡松島町松島普賢堂５２－３
宮城県 松島郵便局 宮城県宮城郡松島町高城町東二２２－３０
宮城県 汐見台郵便局 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山１－５－２０
宮城県 利府青山郵便局 宮城県宮城郡利府町青山２－１－１１
宮城県 富谷日吉台郵便局 宮城県黒川郡富谷町日吉台２－３４－７
宮城県 富谷富ケ丘郵便局 宮城県黒川郡富谷町富ケ丘２－２０－２
宮城県 小野田郵便局 宮城県加美郡加美町町屋敷一番２４－１
宮城県 小牛田郵便局 宮城県遠田郡美里町藤ケ崎町１２７
秋田県 秋田旭南郵便局 秋田県秋田市旭南２－９－１３
秋田県 秋田茨島郵便局 秋田県秋田市茨島２－３－４１
秋田県 秋田駅前郵便局 秋田県秋田市中通４－１１－１４
秋田県 秋田屋敷田郵便局 秋田県秋田市広面屋敷田１０－２
秋田県 秋田外旭川郵便局 秋田県秋田市外旭川四百刈６－１
秋田県 秋田割山郵便局 秋田県秋田市新屋松美町６－５
秋田県 秋田牛島東郵便局 秋田県秋田市牛島東６－５－４
秋田県 秋田県庁構内郵便局 秋田県秋田市山王４－１－１
秋田県 秋田御所野郵便局 秋田県秋田市御所野地蔵田２－２－５
秋田県 秋田広面郵便局 秋田県秋田市広面釣瓶町１４７－１
秋田県 秋田寺内郵便局 秋田県秋田市寺内堂ノ沢１－１５－７
秋田県 秋田手形郵便局 秋田県秋田市手形新栄町２－２９
秋田県 秋田将軍野郵便局 秋田県秋田市将軍野南４－８－２０
秋田県 秋田新国道郵便局 秋田県秋田市八橋鯲沼町１－５７
秋田県 秋田新藤田郵便局 秋田県秋田市旭川新藤田東町１８－４
秋田県 秋田菅野郵便局 秋田県秋田市泉菅野１－１－１
秋田県 秋田川尻郵便局 秋田県秋田市川尻みよし町５－２７
秋田県 秋田大町郵便局 秋田県秋田市大町３－４－１１
秋田県 秋田中央郵便局 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
秋田県 秋田中通一郵便局 秋田県秋田市中通３－３－４
秋田県 秋田通町郵便局 秋田県秋田市大町１－３－２３
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秋田県 秋田楢山郵便局 秋田県秋田市南通みその町６－３２
秋田県 秋田明田郵便局 秋田県秋田市広面野添１３０－４
秋田県 新屋駅前郵便局 秋田県秋田市新屋扇町１３－３１
秋田県 新屋郵便局 秋田県秋田市新屋元町２２－３８
秋田県 仁井田郵便局 秋田県秋田市仁井田本町６－３－５
秋田県 追分郵便局 秋田県秋田市金足追分海老穴２７３
秋田県 土崎東郵便局 秋田県秋田市将軍野東１－８－２８
秋田県 土崎郵便局 秋田県秋田市土崎港中央３－６－１０
秋田県 和田郵便局 秋田県秋田市河辺和田上中野４１５－６
秋田県 向能代郵便局 秋田県能代市向能代上野越８４－５
秋田県 二ツ井郵便局 秋田県能代市二ツ井町山根３－３
秋田県 能代駅前郵便局 秋田県能代市元町７－１９
秋田県 能代住吉町郵便局 秋田県能代市住吉町９－２８
秋田県 能代出戸郵便局 秋田県能代市緑町２－２７
秋田県 能代郵便局 秋田県能代市上町９－１
秋田県 横手栄郵便局 秋田県横手市大屋新町新町１９２－１
秋田県 横手駅前郵便局 秋田県横手市駅前町６－２
秋田県 横手鍛冶町郵便局 秋田県横手市鍛冶町６－４
秋田県 横手平城郵便局 秋田県横手市梅の木町３－１０
秋田県 横手郵便局 秋田県横手市大町６－１３
秋田県 館合郵便局 秋田県横手市雄物川町薄井上薄井１９４－１
秋田県 増田郵便局 秋田県横手市増田町増田本町７２－７
秋田県 平鹿郵便局 秋田県横手市平鹿町浅舞浅舞１９８－１
秋田県 早口郵便局 秋田県大館市早口上野４６－３
秋田県 大館駅前郵便局 秋田県大館市御成町２－９－１０
秋田県 大館東台郵便局 秋田県大館市東台５－１－５８
秋田県 大館郵便局 秋田県大館市中城１２－３
秋田県 比内郵便局 秋田県大館市比内町扇田上扇田７９－４
秋田県 金川郵便局 秋田県男鹿市船川港金川金川４１－１
秋田県 船越郵便局 秋田県男鹿市船越本町５－１
秋田県 男鹿郵便局 秋田県男鹿市船川港船川外ケ沢１２６－１４
秋田県 脇本郵便局 秋田県男鹿市脇本脇本大石館１１１－１
秋田県 稲川郵便局 秋田県湯沢市川連町平城下３５－１５
秋田県 皆瀬郵便局 秋田県湯沢市皆瀬沢梨台５１
秋田県 駒形郵便局 秋田県湯沢市駒形町八面清水田２３
秋田県 湯沢郵便局 秋田県湯沢市材木町１－１－３６
秋田県 花輪郵便局 秋田県鹿角市花輪堰向４９
秋田県 大湯郵便局 秋田県鹿角市十和田大湯中田１－１６
秋田県 八幡平郵便局 秋田県鹿角市八幡平小山５４－３
秋田県 毛馬内郵便局 秋田県鹿角市十和田毛馬内城ノ下３２
秋田県 羽後小友郵便局 秋田県由利本荘市三条三条谷地７３－４
秋田県 子吉郵便局 秋田県由利本荘市薬師堂堤下３－１
秋田県 本荘駅前郵便局 秋田県由利本荘市東町１８－３
秋田県 本荘郵便局 秋田県由利本荘市給人町４３－１
秋田県 大久保郵便局 秋田県潟上市昭和大久保町後４６－１
秋田県 天王郵便局 秋田県潟上市天王上江川４７－９７
秋田県 刈和野郵便局 秋田県大仙市刈和野愛宕下８０－１
秋田県 大曲栄町郵便局 秋田県大仙市大曲栄町２－１
秋田県 大曲駅前郵便局 秋田県大仙市大曲通町５－２
秋田県 大曲郵便局 秋田県大仙市佐野町１－１９
秋田県 鷹巣郵便局 秋田県北秋田市住吉町７－３２
秋田県 綴子郵便局 秋田県北秋田市綴子街道下１１７－１
秋田県 李岱郵便局 秋田県北秋田市李岱上悪外２１－１
秋田県 象潟郵便局 秋田県にかほ市象潟町後田５２－４
秋田県 上浜郵便局 秋田県にかほ市象潟町小砂川小田１３－４７
秋田県 仁賀保郵便局 秋田県にかほ市平沢家妻５７－１
秋田県 角館郵便局 秋田県仙北市角館町中町２１－１
秋田県 神代郵便局 秋田県仙北市田沢湖卒田荒町４９－８
秋田県 西明寺郵便局 秋田県仙北市西木町上荒井古堀田３５－５
秋田県 田沢湖郵便局 秋田県仙北市田沢湖生保内街道ノ上８１－３
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秋田県 小坂郵便局 秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山古館１７－１
秋田県 琴丘郵便局 秋田県山本郡三種町鹿渡町後１２１－１
秋田県 森岳郵便局 秋田県山本郡三種町森岳長田４－３
秋田県 浜口郵便局 秋田県山本郡三種町浜田東浜田３２２－２
秋田県 仙南郵便局 秋田県仙北郡美郷町飯詰中鶴田２９－２
秋田県 田代郵便局 秋田県雄勝郡羽後町田代梺７１－２
山形県 霞城セントラル郵便局 山形県山形市城南町１－１－１
山形県 山形あこや町郵便局 山形県山形市あこや町２－１０－１５
山形県 山形駅前郵便局 山形県山形市香澄町１－１５－３２
山形県 山形県庁内郵便局 山形県山形市松波２－８－１
山形県 山形五日町郵便局 山形県山形市若葉町３－６
山形県 山形三日町郵便局 山形県山形市八日町２－５－１８
山形県 山形七日町二郵便局 山形県山形市七日町２－７－２０
山形県 山形諏訪郵便局 山形県山形市諏訪町１－６－６
山形県 山形中央郵便局 山形県山形市十日町１－７－２４
山形県 山形南郵便局 山形県山形市白山１－１３－８
山形県 山形木の実町郵便局 山形県山形市木の実町１３－８
山形県 山寺郵便局 山形県山形市山寺４２９４－８
山形県 楯山郵便局 山形県山形市風間９３５－４
山形県 蔵王温泉郵便局 山形県山形市蔵王温泉湯尻９５３－１
山形県 滝山郵便局 山形県山形市平清水１－２－３
山形県 東沢郵便局 山形県山形市釈迦堂３３－２
山形県 窪田郵便局 山形県米沢市窪田町窪田１３８２
山形県 口田沢郵便局 山形県米沢市口田沢８９３－１
山形県 小野川郵便局 山形県米沢市小野川町２６４０－４
山形県 南原郵便局 山形県米沢市笹野４７１４－１
山形県 板谷郵便局 山形県米沢市板谷３０４
山形県 米沢駅前郵便局 山形県米沢市駅前２－１－４４
山形県 米沢御廟郵便局 山形県米沢市御廟２－１－１５
山形県 米沢松が岬郵便局 山形県米沢市松が岬２－１－８０
山形県 米沢城南郵便局 山形県米沢市城南４－１－１
山形県 米沢大門郵便局 山形県米沢市門東町２－２－１０
山形県 米沢中央七郵便局 山形県米沢市中央７－６－２７
山形県 米沢郵便局 山形県米沢市金池３－１－４３
山形県 温海温泉郵便局 山形県鶴岡市湯温海甲１４０
山形県 温海郵便局 山形県鶴岡市温海温海４４９－４
山形県 手向郵便局 山形県鶴岡市羽黒町手向手向２５０
山形県 鼠ヶ関郵便局 山形県鶴岡市鼠ケ関乙１２１－１３
山形県 大山郵便局 山形県鶴岡市大山２－２３－２６
山形県 鶴岡駅前郵便局 山形県鶴岡市末広町８－２３
山形県 鶴岡若葉町郵便局 山形県鶴岡市若葉町２２－６
山形県 鶴岡郵便局 山形県鶴岡市山王町４－１５
山形県 由良郵便局 山形県鶴岡市由良１－１８－１８
山形県 羽前広野郵便局 山形県酒田市広野下通２０４
山形県 酒田駅前郵便局 山形県酒田市幸町２－３－２０
山形県 酒田山居町郵便局 山形県酒田市山居町１－４－４０
山形県 酒田北新橋郵便局 山形県酒田市北新橋１－１１－２３
山形県 酒田本町郵便局 山形県酒田市中町２－６－１７
山形県 酒田郵便局 山形県酒田市新井田町１０－１
山形県 新庄駅前郵便局 山形県新庄市沖の町４－３９
山形県 新庄金沢町郵便局 山形県新庄市上金沢町３－１９
山形県 新庄大町郵便局 山形県新庄市大町１７－５
山形県 新庄郵便局 山形県新庄市小田島町４－１８
山形県 寒河江島郵便局 山形県寒河江市島２４８
山形県 寒河江郵便局 山形県寒河江市丸内１－２－２
山形県 三泉郵便局 山形県寒河江市中河原２３２－２
山形県 上山十日町郵便局 山形県上山市十日町２－１７
山形県 上山郵便局 山形県上山市八日町１－５
山形県 村山郵便局 山形県村山市楯岡十日町１－３
山形県 長井郵便局 山形県長井市ままの上６－８
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山形県 天童郵便局 山形県天童市久野本４－３－１２
山形県 羽前高崎郵便局 山形県東根市観音寺２１３１
山形県 神町郵便局 山形県東根市神町中央１－６－５
山形県 東根一日町郵便局 山形県東根市東根甲３５－３
山形県 東根郵便局 山形県東根市三日町３－３－１８
山形県 尾花沢郵便局 山形県尾花沢市横町１－５－２３
山形県 沖郷郵便局 山形県南陽市高梨畑田５９１－６
山形県 宮内郵便局 山形県南陽市宮内３５１３－６
山形県 南陽郵便局 山形県南陽市二色根７－３
山形県 山辺郵便局 山形県東村山郡山辺町山辺１２８３－４
山形県 宮宿郵便局 山形県西村山郡朝日町宮宿元宿１１０３－２
山形県 左沢郵便局 山形県西村山郡大江町左沢９２７－２
山形県 大石田郵便局 山形県北村山郡大石田町大石田丙１４５
山形県 羽前赤倉郵便局 山形県最上郡最上町富澤１１６２
山形県 舟形郵便局 山形県最上郡舟形町舟形野々田２５９－１７
山形県 肘折郵便局 山形県最上郡大蔵村南山６７１－２
山形県 高畠郵便局 山形県東置賜郡高畠町高畠４２０－１
山形県 舟渡郵便局 山形県西置賜郡小国町舟渡神明前１６０５
山形県 三川郵便局 山形県東田川郡三川町横山城下７３－３
山形県 狩川郵便局 山形県東田川郡庄内町狩川今岡１１２－８
山形県 遊佐郵便局 山形県飽海郡遊佐町遊佐鶴田３２－４
福島県 岩代大森郵便局 福島県福島市大森下町４２－５
福島県 佐倉郵便局 福島県福島市上名倉妻下４９－２７
福島県 笹谷東郵便局 福島県福島市笹谷出水上２４－１
福島県 鳥川郵便局 福島県福島市上鳥渡田中内前３１－４
福島県 湯野郵便局 福島県福島市飯坂町湯野橋本２１－７
福島県 八島田郵便局 福島県福島市笹木野大金谷南３－９
福島県 飯坂郵便局 福島県福島市飯坂町八幡内３５－２
福島県 福島医科大学内郵便局 福島県福島市光が丘１
福島県 福島栄町郵便局 福島県福島市栄町１０－２
福島県 福島花園町郵便局 福島県福島市北五老内町５－１４
福島県 福島吉倉郵便局 福島県福島市吉倉名倉４２－４
福島県 福島県庁内郵便局 福島県福島市杉妻町２－１６
福島県 福島御山郵便局 福島県福島市御山三本松４－４
福島県 福島三河町郵便局 福島県福島市三河北町１２－７
福島県 福島泉郵便局 福島県福島市泉大仏２３
福島県 福島曾根田郵便局 福島県福島市曾根田町６－１５
福島県 福島太田町郵便局 福島県福島市太田町１７－２７
福島県 福島置賜町郵便局 福島県福島市置賜町８－３０
福島県 福島中央郵便局 福島県福島市森合町１０－３０
福島県 福島中町郵便局 福島県福島市中町１－１９
福島県 福島東郵便局 福島県福島市鎌田下田４－２
福島県 福島南町郵便局 福島県福島市南町１５４
福島県 福島八島町郵便局 福島県福島市八島町２－２
福島県 福島蓬莱郵便局 福島県福島市蓬莱町４－１－１
福島県 福島豊田町郵便局 福島県福島市豊田町２－１８
福島県 福島野田町郵便局 福島県福島市東中央１－１
福島県 文知摺郵便局 福島県福島市岡部前田５０－３
福島県 平野郵便局 福島県福島市飯坂町平野道下７－１２
福島県 北沢又郵便局 福島県福島市北沢又中清水４－９８
福島県 会津若松郵便局 福島県会津若松市中央１－２－１７
福島県 広田郵便局 福島県会津若松市河東町広田沢目１３
福島県 三本松郵便局 福島県会津若松市北会津町東小松舘ノ内９－５
福島県 若松一箕町郵便局 福島県会津若松市一箕町亀賀藤原１５６－１４
福島県 若松栄町郵便局 福島県会津若松市中町２－１７
福島県 若松駅前郵便局 福島県会津若松市駅前町４－２
福島県 若松黒岩郵便局 福島県会津若松市門田町黒岩南青木１２８－３
福島県 若松材木町郵便局 福島県会津若松市材木町１－１－８
福島県 若松山鹿町郵便局 福島県会津若松市山鹿町３－２７
福島県 若松小田垣郵便局 福島県会津若松市城東町５－１８
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福島県 若松上町郵便局 福島県会津若松市上町４－２７
福島県 若松千石町郵便局 福島県会津若松市東千石２－３－４
福島県 若松東栄町郵便局 福島県会津若松市東栄町２－５
福島県 若松南町郵便局 福島県会津若松市南花畑２－２
福島県 若松本町郵便局 福島県会津若松市本町３－２５
福島県 東山郵便局 福島県会津若松市東山町石山院内１１０－１
福島県 門田郵便局 福島県会津若松市門田町堤沢北村２０３－７
福島県 喜久田郵便局 福島県郡山市喜久田町堀之内堀内１４０－２
福島県 久保田郵便局 福島県郡山市富久山町久保田久保田３６
福島県 郡山駅前大通り郵便局 福島県郡山市駅前１－４－８
福島県 郡山駅前郵便局 福島県郡山市駅前２－１４－５
福島県 郡山卸町郵便局 福島県郡山市喜久田町卸１－１－１
福島県 郡山希望ケ丘郵便局 福島県郡山市希望ケ丘１１－４
福島県 郡山久留米郵便局 福島県郡山市久留米４－１０８－２
福島県 郡山五百淵郵便局 福島県郡山市菜根５－８－８
福島県 郡山荒井郵便局 福島県郡山市安積町荒井細子３５－４
福島県 郡山細沼郵便局 福島県郡山市細沼町１１－２８
福島県 郡山笹川郵便局 福島県郡山市笹川２－２４１－２
福島県 郡山市役所内郵便局 福島県郡山市朝日１－２３－７
福島県 郡山小原田郵便局 福島県郡山市小原田４－１１－１１
福島県 郡山深沢郵便局 福島県郡山市深沢２－９－６
福島県 郡山西郵便局 福島県郡山市大槻町前畑４３
福島県 郡山大槻郵便局 福島県郡山市大槻町三角田７０
福島県 郡山中町郵便局 福島県郡山市中町１５－３２
福島県 郡山長者郵便局 福島県郡山市長者１－２－１８
福島県 郡山南郵便局 福島県郡山市安積３－３３３
福島県 郡山並木郵便局 福島県郡山市並木１－９－２４
福島県 郡山方八町郵便局 福島県郡山市方八町２－８－２０
福島県 郡山郵便局 福島県郡山市朝日２－２４－６
福島県 郡山緑ヶ丘郵便局 福島県郡山市緑ケ丘東３－１－１０
福島県 郡山麓山郵便局 福島県郡山市麓山２－９－１４
福島県 日和田郵便局 福島県郡山市日和田町日和田８０
福島県 熱海郵便局 福島県郡山市熱海町熱海１－１９４
福島県 富久山郵便局 福島県郡山市富久山町福原一里坦９－４
福島県 富田郵便局 福島県郡山市富田町池向１９－３
福島県 いわき金山郵便局 福島県いわき市金山町南台２６
福島県 いわき鹿島郵便局 福島県いわき市鹿島町走熊小神山６３－１
福島県 いわき泉郵便局 福島県いわき市泉町４－１６－１３
福島県 いわき郵便局 福島県いわき市平正月町４９－１
福島県 錦郵便局 福島県いわき市錦町中央３－３－２２
福島県 好間郵便局 福島県いわき市好間町中好間田中９－１
福島県 四倉新町郵便局 福島県いわき市四倉町５－１４１
福島県 四倉郵便局 福島県いわき市四倉町西１－１０１－１
福島県 小名浜北郵便局 福島県いわき市小名浜花畑町４５－１０
福島県 小名浜郵便局 福島県いわき市小名浜定西４７－２
福島県 常磐郵便局 福島県いわき市常磐湯本町吹谷９１－１
福島県 植田郵便局 福島県いわき市植田町本町１－６－８
福島県 赤井郵便局 福島県いわき市平赤井田町２４－６
福島県 中之作郵便局 福島県いわき市永崎馬落前２－５
福島県 湯本駅前郵便局 福島県いわき市常磐湯本町天王崎５１－６
福島県 内郷御厩郵便局 福島県いわき市内郷御厩町２－５１
福島県 平新川町郵便局 福島県いわき市平新川町１７
福島県 勿来郵便局 福島県いわき市勿来町窪田町通３－８７
福島県 新白河駅前郵便局 福島県白河市新白河１－２２９－１
福島県 白河中町郵便局 福島県白河市大手町９－１
福島県 白河郵便局 福島県白河市天神町７８－１
福島県 白坂郵便局 福島県白河市白坂３１２－３
福島県 表郷郵便局 福島県白河市表郷番沢上願１４３
福島県 須賀川駅前郵便局 福島県須賀川市岩瀬森１
福島県 須賀川中町郵便局 福島県須賀川市中町１４－３
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福島県 須賀川郵便局 福島県須賀川市上北町１－１１
福島県 喜多方駅前郵便局 福島県喜多方市七百苅８６０２－７
福島県 喜多方下町郵便局 福島県喜多方市三－４８２８
福島県 喜多方北町郵便局 福島県喜多方市長面３０２６－１
福島県 喜多方郵便局 福島県喜多方市惣座宮２７９８
福島県 相馬郵便局 福島県相馬市中村曲田１２５
福島県 安達郵便局 福島県二本松市油井前作２６５－１
福島県 二本松郵便局 福島県二本松市本町２－２－２
福島県 大越郵便局 福島県田村市大越町上大越町９
福島県 原ノ町駅前郵便局 福島県南相馬市原町区旭町２－１０
福島県 原町桜井町郵便局 福島県南相馬市原町区桜井町１－７６－５
福島県 原町郵便局 福島県南相馬市原町区三島町１－３４
福島県 保原郵便局 福島県伊達市保原町十－１７
福島県 本宮北郵便局 福島県本宮市本宮仲町２２－６
福島県 本宮郵便局 福島県本宮市本宮中條１－３
福島県 国見郵便局 福島県伊達郡国見町藤田北１３－１
福島県 川俣郵便局 福島県伊達郡川俣町五百田４１－１
福島県 鏡石郵便局 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼３３１
福島県 江川郵便局 福島県南会津郡下郷町湯野上居平乙７４６
福島県 檜枝岐郵便局 福島県南会津郡檜枝岐村居平６７６
福島県 荒海郵便局 福島県南会津郡南会津町関本下休場７１７－５
福島県 田島郵便局 福島県南会津郡南会津町田島後町甲３９７３－４
福島県 裏磐梯郵便局 福島県耶麻郡北塩原村桧原剣ケ峯１０９３－３１８
福島県 野沢郵便局 福島県耶麻郡西会津町野沢本町甲１２００－１
福島県 沼尻郵便局 福島県耶麻郡猪苗代町蚕養沼尻山甲２８５５－１１８
福島県 猪苗代駅前郵便局 福島県耶麻郡猪苗代町千代田扇田８－４
福島県 野口英世の里郵便局 福島県耶麻郡猪苗代町三ツ和沢目３２７－３
福島県 坂下郵便局 福島県河沼郡会津坂下町石田１５３７－１
福島県 川口郵便局 福島県大沼郡金山町川口森ノ上５０８－１
福島県 西郷郵便局 福島県西白河郡西郷村小田倉原中１２６－２
福島県 矢吹郵便局 福島県西白河郡矢吹町本町３１６
福島県 棚倉郵便局 福島県東白川郡棚倉町棚倉古町１６－７
福島県 矢祭郵便局 福島県東白川郡矢祭町東舘桃木町３５－１
福島県 石川郵便局 福島県石川郡石川町南町１４
福島県 三春駅前郵便局 福島県田村郡三春町担橋２－１－２５
福島県 三春八幡町郵便局 福島県田村郡三春町中町４８
福島県 三春郵便局 福島県田村郡三春町大町３
福島県 広野郵便局 福島県双葉郡広野町下浅見川築地１６
福島県 新地郵便局 福島県相馬郡新地町谷地小屋新地１１７－１
茨城県 水戸中央郵便局 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
栃木県 宇都宮下栗郵便局 栃木県宇都宮市下栗町２３２１
栃木県 宇都宮江曽島郵便局 栃木県宇都宮市江曽島本町６－７
栃木県 宇都宮今泉東郵便局 栃木県宇都宮市中今泉３－２－９
栃木県 宇都宮細谷町郵便局 栃木県宇都宮市細谷町３７１－１
栃木県 宇都宮宿郷郵便局 栃木県宇都宮市東宿郷２－３－８
栃木県 宇都宮小幡郵便局 栃木県宇都宮市小幡１－１－２１
栃木県 宇都宮上河原郵便局 栃木県宇都宮市大通り２－４－９
栃木県 宇都宮千手町郵便局 栃木県宇都宮市馬場通り３－２－３
栃木県 宇都宮川向郵便局 栃木県宇都宮市駅前通り３－９－１４
栃木県 宇都宮大学内郵便局 栃木県宇都宮市峰町３５０
栃木県 宇都宮中央郵便局 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
栃木県 宇都宮東郵便局 栃木県宇都宮市宿郷３－２０－２
栃木県 宇都宮宝木町郵便局 栃木県宇都宮市宝木町１－３４－２９
栃木県 宇都宮野沢郵便局 栃木県宇都宮市野沢町３２７－９
栃木県 東武宇都宮駅前郵便局 栃木県宇都宮市宮園町４－１
栃木県 道場宿郵便局 栃木県宇都宮市道場宿町１２０８－４
栃木県 足利伊勢町郵便局 栃木県足利市伊勢町３－４－１５
栃木県 足利雪輪町郵便局 栃木県足利市雪輪町２１３９－２
栃木県 足利朝倉郵便局 栃木県足利市朝倉町３－９－２８
栃木県 足利南大町郵便局 栃木県足利市南大町３４８－１
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栃木県 足利郵便局 栃木県足利市元学町８２２－１
栃木県 富田郵便局 栃木県足利市迫間町７１９
栃木県 福居郵便局 栃木県足利市福居町６５４－１
栃木県 栃木駅前郵便局 栃木県栃木市境町１－７
栃木県 栃木郵便局 栃木県栃木市平柳町１－２０－１
栃木県 佐野大和郵便局 栃木県佐野市大和町２５９３
栃木県 佐野郵便局 栃木県佐野市浅沼町４１０－１
栃木県 鹿沼郵便局 栃木県鹿沼市久保町１６９２－２
栃木県 鬼怒川温泉郵便局 栃木県日光市鬼怒川温泉大原１４０６－１０
栃木県 今市大谷向郵便局 栃木県日光市今市１３７８－２
栃木県 今市郵便局 栃木県日光市今市３１９
栃木県 小来川郵便局 栃木県日光市宮小来川５９４
栃木県 川治郵便局 栃木県日光市川治温泉川治２２
栃木県 中禅寺郵便局 栃木県日光市中宮祠２４７８－７１
栃木県 湯西川郵便局 栃木県日光市湯西川７２５
栃木県 日光駅前郵便局 栃木県日光市松原町１２－１
栃木県 日光本町郵便局 栃木県日光市本町５－６
栃木県 日光郵便局 栃木県日光市中鉢石町８９６－１
栃木県 間々田郵便局 栃木県小山市間々田７９１
栃木県 小山花垣郵便局 栃木県小山市花垣町１－４－２７
栃木県 小山中央二郵便局 栃木県小山市中央町２－２－２０
栃木県 小山東野田郵便局 栃木県小山市東野田７７５－１１
栃木県 小山郵便局 栃木県小山市城東１－１３－１６
栃木県 久下田郵便局 栃木県真岡市久下田西４－１５６
栃木県 真岡郵便局 栃木県真岡市並木町１－７－２
栃木県 大田原郵便局 栃木県大田原市新富町１－９－８
栃木県 塩原郵便局 栃木県那須塩原市塩原２５４－８
栃木県 関谷郵便局 栃木県那須塩原市関谷１２０８－１３
栃木県 黒磯青木郵便局 栃木県那須塩原市青木１３－１８
栃木県 黒磯中央町郵便局 栃木県那須塩原市中央町１－６
栃木県 黒磯郵便局 栃木県那須塩原市豊町１０－２５
栃木県 西那須野郵便局 栃木県那須塩原市五軒町５－１０
栃木県 東那須野郵便局 栃木県那須塩原市東小屋１４１－１
栃木県 氏家郵便局 栃木県さくら市卯の里３－３３－４
栃木県 烏山郵便局 栃木県那須烏山市金井２－１９－１
栃木県 向田郵便局 栃木県那須烏山市野上７１３－２０
栃木県 下野小金井郵便局 栃木県下野市駅東６－１－１
栃木県 自治医大駅前郵便局 栃木県下野市祇園１－１８－３
栃木県 石橋郵便局 栃木県下野市下古山１３－２
栃木県 益子郵便局 栃木県芳賀郡益子町益子２０７０
栃木県 おもちゃのまち郵便局 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち１－９－３
栃木県 壬生郵便局 栃木県下都賀郡壬生町落合１－１－８
栃木県 野木駅東口郵便局 栃木県下都賀郡野木町丸林５６０－１２
栃木県 野木郵便局 栃木県下都賀郡野木町丸林３９７－１２
栃木県 小島郵便局 栃木県那須郡那須町寺子丙１４４３－２
栃木県 那須温泉郵便局 栃木県那須郡那須町湯本２００
栃木県 那須郵便局 栃木県那須郡那須町高久乙２７９４－３
群馬県 群馬県庁内郵便局 群馬県前橋市大手町１－１－１
群馬県 群馬大学前郵便局 群馬県前橋市昭和町３－２３－９
群馬県 前橋三俣郵便局 群馬県前橋市三俣町１－１１－７
群馬県 前橋石倉郵便局 群馬県前橋市石倉町１－６－３
群馬県 前橋中央郵便局 群馬県前橋市城東町１－６－５
群馬県 前橋東郵便局 群馬県前橋市山王町２－４０－１４
群馬県 前橋南町郵便局 群馬県前橋市南町３－７５－１
群馬県 群馬郵便局 群馬県高崎市金古町２０９３
群馬県 高崎駅前通郵便局 群馬県高崎市あら町３－８
群馬県 高崎京目郵便局 群馬県高崎市京目町５２９－１
群馬県 高崎高松郵便局 群馬県高崎市高松町２
群馬県 高崎筑縄町郵便局 群馬県高崎市筑縄町５－１０
群馬県 高崎中居郵便局 群馬県高崎市中居町３－２９－１３
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群馬県 高崎郵便局 群馬県高崎市高松町５－６
群馬県 新町郵便局 群馬県高崎市新町２７９９－１
群馬県 榛名上室田郵便局 群馬県高崎市上室田町５６２９－３
群馬県 桐生郵便局 群馬県桐生市巴町２－１１１３
群馬県 新里郵便局 群馬県桐生市新里町小林１２５－１
群馬県 伊勢崎郵便局 群馬県伊勢崎市曲輪町３６－２
群馬県 境郵便局 群馬県伊勢崎市境下武士３６０－２
群馬県 太田東本町郵便局 群馬県太田市東本町４４－３６
群馬県 太田郵便局 群馬県太田市飯田町９４８
群馬県 沼田駅前郵便局 群馬県沼田市薄根町４１６６
群馬県 沼田郵便局 群馬県沼田市西倉内町８１９
群馬県 追貝郵便局 群馬県沼田市利根町高戸谷５３９
群馬県 館林成島郵便局 群馬県館林市大谷町１０３０－９
群馬県 館林多々良郵便局 群馬県館林市日向町１０２６
群馬県 館林本町郵便局 群馬県館林市本町３－２－２３
群馬県 館林郵便局 群馬県館林市本町１－５－１
群馬県 茂林寺駅前郵便局 群馬県館林市堀工町１６２４－８
群馬県 伊香保郵便局 群馬県渋川市伊香保町伊香保３３６－１３
群馬県 渋川八木原郵便局 群馬県渋川市八木原９５４－１
群馬県 渋川郵便局 群馬県渋川市渋川１９０２－２８
群馬県 藤岡郵便局 群馬県藤岡市藤岡５０－３
群馬県 一ノ宮郵便局 群馬県富岡市一ノ宮１５３－１
群馬県 富岡七日市郵便局 群馬県富岡市七日市８６８－１
群馬県 富岡小沢郵便局 群馬県富岡市富岡１５８１－５
群馬県 富岡郵便局 群馬県富岡市富岡１０２２
群馬県 安中岩井郵便局 群馬県安中市岩井五反田２４７１－１
群馬県 安中郵便局 群馬県安中市安中３－２４－７
群馬県 横川郵便局 群馬県安中市松井田町横川４０４－８
群馬県 松井田郵便局 群馬県安中市松井田町新堀１３７４
群馬県 大間々郵便局 群馬県みどり市大間々町大間々１４７７
群馬県 下仁田郵便局 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田４０２－１
群馬県 四万郵便局 群馬県吾妻郡中之条町四万４２３７－３９
群馬県 中之条郵便局 群馬県吾妻郡中之条町中之条町２０７５－３
群馬県 応桑郵便局 群馬県吾妻郡長野原町応桑８
群馬県 三原郵便局 群馬県吾妻郡嬬恋村三原４０１
群馬県 草津郵便局 群馬県吾妻郡草津町草津２１－２
群馬県 岩下郵便局 群馬県吾妻郡東吾妻町岩下１８５７－６
群馬県 尾瀬花の谷郵便局 群馬県利根郡片品村鎌田３９９４
群馬県 片品郵便局 群馬県利根郡片品村須賀川１１３
群馬県 猿ケ京郵便局 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１０５４‐１
群馬県 月夜野郵便局 群馬県利根郡みなかみ町月夜野２７０－１
群馬県 水上郵便局 群馬県利根郡みなかみ町湯原７０４
群馬県 湯檜曽郵便局 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽芳沢１３－４
群馬県 布施郵便局 群馬県利根郡みなかみ町布施１０９－１
群馬県 玉村郵便局 群馬県佐波郡玉村町下新田５０７－２
群馬県 板倉郵便局 群馬県邑楽郡板倉町板倉１３１３
群馬県 大泉郵便局 群馬県邑楽郡大泉町中央３－２－１７
埼玉県 大宮加茂宮郵便局 埼玉県さいたま市北区宮原町１－４３２
埼玉県 大宮西郵便局 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－７１３
埼玉県 大宮郵便局 埼玉県さいたま市北区東大成町１－６３１
埼玉県 大宮ＪＰビル郵便局 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０
埼玉県 大宮高島屋郵便局 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－３２
埼玉県 大宮高鼻郵便局 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１－８０
埼玉県 大宮桜木町郵便局 埼玉県さいたま市大宮区桜木町２－４０３
埼玉県 さいたま新都心合同庁舎内郵便局 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１
埼玉県 さいたま新都心郵便局 埼玉県さいたま市中央区新都心３－１
埼玉県 与野鈴谷郵便局 埼玉県さいたま市中央区鈴谷２－６２１－５
埼玉県 浦和大久保郵便局 埼玉県さいたま市桜区下大久保７６８－７
埼玉県 浦和常盤十郵便局 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１９－２３
埼玉県 浦和中郵便局 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－７－２
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埼玉県 埼玉県庁内郵便局 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１３－３
埼玉県 さいたま中央郵便局 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
埼玉県 浦和原山郵便局 埼玉県さいたま市緑区原山１－１－６
埼玉県 川越元町郵便局 埼玉県川越市元町２－２－３
埼玉県 川越新富町郵便局 埼玉県川越市新富町１－１３－１２
埼玉県 川越西郵便局 埼玉県川越市小室２２－１
埼玉県 川越川鶴郵便局 埼玉県川越市川鶴２－１１－２
埼玉県 川越郵便局 埼玉県川越市三久保町１３－１
埼玉県 川越脇田郵便局 埼玉県川越市菅原町２４－２
埼玉県 熊谷郵便局 埼玉県熊谷市本町２－７
埼玉県 川口駅西口郵便局 埼玉県川口市川口３－２－３
埼玉県 川口駅前郵便局 埼玉県川口市本町４－４－１６
埼玉県 川口戸塚五郵便局 埼玉県川口市戸塚５－１５－１６
埼玉県 川口戸塚郵便局 埼玉県川口市戸塚東１－２－２８
埼玉県 川口幸町郵便局 埼玉県川口市幸町２－１２－２４
埼玉県 川口仁志郵便局 埼玉県川口市西川口２－２－４
埼玉県 川口北郵便局 埼玉県川口市伊刈牛田１０３２－１
埼玉県 川口郵便局 埼玉県川口市本町２－２－１
埼玉県 鳩ヶ谷郵便局 埼玉県川口市坂下町１－６－１２
埼玉県 秩父高篠郵便局 埼玉県秩父市山田１８４８－１
埼玉県 秩父野坂郵便局 埼玉県秩父市野坂町２－１６－５２
埼玉県 秩父郵便局 埼玉県秩父市上宮地町３－１６
埼玉県 所沢元町郵便局 埼玉県所沢市元町２８－１７
埼玉県 所沢西郵便局 埼玉県所沢市若狭２－２５９４－１
埼玉県 所沢日吉郵便局 埼玉県所沢市日吉町９－３
埼玉県 所沢郵便局 埼玉県所沢市並木１－３
埼玉県 新所沢郵便局 埼玉県所沢市緑町１－６－１１
埼玉県 飯能郵便局 埼玉県飯能市柳町１６－２３
埼玉県 加須郵便局 埼玉県加須市上三俣２３０９
埼玉県 花崎駅前郵便局 埼玉県加須市花崎北１－１０－２
埼玉県 北川辺郵便局 埼玉県加須市柳生２８２３
埼玉県 東松山郵便局 埼玉県東松山市本町２－１０－２７
埼玉県 春日部郵便局 埼玉県春日部市中央１－５２－７
埼玉県 庄和郵便局 埼玉県春日部市金崎８５１－１
埼玉県 狭山郵便局 埼玉県狭山市富士見１－１５－３２
埼玉県 新狭山駅前郵便局 埼玉県狭山市新狭山３－１０－２
埼玉県 羽生郵便局 埼玉県羽生市南１－３－２
埼玉県 深谷郵便局 埼玉県深谷市深谷町３－６０
埼玉県 上尾郵便局 埼玉県上尾市谷津１－８７－１
埼玉県 松原団地駅前郵便局 埼玉県草加市松原１－１－６
埼玉県 草加郵便局 埼玉県草加市栄町３－８－１
埼玉県 中草加郵便局 埼玉県草加市吉町１－１－４０
埼玉県 越谷瓦曽根郵便局 埼玉県越谷市瓦曽根１－３－２４
埼玉県 越谷赤山郵便局 埼玉県越谷市赤山町１－１７８－１
埼玉県 越谷登戸郵便局 埼玉県越谷市登戸町２７－２４
埼玉県 越谷郵便局 埼玉県越谷市大沢４－６－１５
埼玉県 蕨駅前郵便局 埼玉県蕨市中央３－１４－１５
埼玉県 蕨郵便局 埼玉県蕨市中央５－８－２１
埼玉県 戸田公園駅前郵便局 埼玉県戸田市本町４－１１－８
埼玉県 戸田美女木東郵便局 埼玉県戸田市美女木東１－２－２４
埼玉県 西武入間ぺぺ内郵便局 埼玉県入間市河原町２－１
埼玉県 朝霞郵便局 埼玉県朝霞市本町２－１－３２
埼玉県 志木郵便局 埼玉県志木市本町５－２０－９
埼玉県 和光郵便局 埼玉県和光市本町１２－３２
埼玉県 桶川郵便局 埼玉県桶川市若宮１－６－３０
埼玉県 久喜郵便局 埼玉県久喜市本町３－１７－１
埼玉県 栗橋郵便局 埼玉県久喜市栗橋東２－４－６
埼玉県 北本郵便局 埼玉県北本市緑１－１６７
埼玉県 八潮中央二郵便局 埼玉県八潮市中央２－５－２
埼玉県 三郷一郵便局 埼玉県三郷市三郷１－１１－１８
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埼玉県 三郷郵便局 埼玉県三郷市中央５－２－１
埼玉県 坂戸駅前郵便局 埼玉県坂戸市緑町３－５
埼玉県 幸手郵便局 埼玉県幸手市東２－２４－８
埼玉県 吉川団地前郵便局 埼玉県吉川市吉川１－２１－２５
埼玉県 吉川郵便局 埼玉県吉川市保１－３２－１
埼玉県 上福岡駅前郵便局 埼玉県ふじみ野市霞ケ丘１－２－１２
埼玉県 三芳郵便局 埼玉県入間郡三芳町藤久保３２０
埼玉県 越生郵便局 埼玉県入間郡越生町上野６３３－４
埼玉県 嵐山郵便局 埼玉県比企郡嵐山町菅谷７－１
埼玉県 長瀞駅前郵便局 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞５４６－１
埼玉県 長瀞郵便局 埼玉県秩父郡長瀞町本野上２９８－１
埼玉県 松伏郵便局 埼玉県北葛飾郡松伏町松葉１－５－４
千葉県 千葉中央郵便局 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
東京都 東京中央郵便局 東京都千代田区丸の内２－７－２
神奈川県 横浜中央郵便局 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
新潟県 新潟近江郵便局 新潟県新潟市中央区上近江４－２－２０
新潟県 新潟県庁内郵便局 新潟県新潟市中央区新光町４－１
新潟県 新潟女池郵便局 新潟県新潟市中央区女池２－２－１６
新潟県 新潟中央郵便局 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６
新潟県 新潟中郵便局 新潟県新潟市中央区東堀通７番町１０１８
新潟県 新潟米山郵便局 新潟県新潟市中央区米山１－２４
新潟県 万代シテイ郵便局 新潟県新潟市中央区八千代１－７－３４
新潟県 イオンモール新潟南郵便局 新潟県新潟市江南区下早通柳田１－１－１
新潟県 亀田郵便局 新潟県新潟市江南区西町１－１－３
新潟県 新潟西郵便局 新潟県新潟市西区寺尾朝日通２５－１０
新潟県 新潟大学前郵便局 新潟県新潟市西区五十嵐２の町８１９２－３
新潟県 大野町郵便局 新潟県新潟市西区大野町２７２１－１
新潟県 竹野町郵便局 新潟県新潟市西蒲区竹野町２４６３－２
新潟県 長岡イオン郵便局 新潟県長岡市古正寺１－２４９－１
新潟県 長岡下柳郵便局 新潟県長岡市下柳１－９－６
新潟県 長岡西郵便局 新潟県長岡市上除町西１－４０２
新潟県 長岡殿町郵便局 新潟県長岡市殿町１－５－４
新潟県 長岡宝郵便局 新潟県長岡市宝３－１－１９
新潟県 長岡郵便局 新潟県長岡市坂之上町２－６－１
新潟県 三条郵便局 新潟県三条市旭町２－１－１
新潟県 柏崎郵便局 新潟県柏崎市駅前１－５－１１
新潟県 五十公野郵便局 新潟県新発田市五十公野７０２８
新潟県 新発田大手郵便局 新潟県新発田市大手町１－３－１４
新潟県 新発田郵便局 新潟県新発田市大手町４－３－２０
新潟県 小千谷郵便局 新潟県小千谷市本町１－１２－３
新潟県 城川郵便局 新潟県小千谷市城内３－２－６
新潟県 十日町高田郵便局 新潟県十日町市子３７７－７
新潟県 十日町郵便局 新潟県十日町市本町６－１
新潟県 土市郵便局 新潟県十日町市馬場丁１６８２－１３
新潟県 見附郵便局 新潟県見附市学校町１－７－３８
新潟県 越後猿沢郵便局 新潟県村上市猿沢２６５６－２
新潟県 瀬波郵便局 新潟県村上市瀬波上町１－５８
新潟県 村上郵便局 新潟県村上市田端町６－４５
新潟県 越後吉田郵便局 新潟県燕市吉田日之出町１２－１
新潟県 燕郵便局 新潟県燕市白山町１－１－６
新潟県 梶屋敷郵便局 新潟県糸魚川市梶屋敷２０－１
新潟県 糸魚川郵便局 新潟県糸魚川市寺町１－９－５
新潟県 青海郵便局 新潟県糸魚川市寺地２２９－１
新潟県 新井郵便局 新潟県妙高市上町６－５
新潟県 赤倉郵便局 新潟県妙高市赤倉５８５－８５
新潟県 五泉郵便局 新潟県五泉市東本町２－４－２０
新潟県 高田駅前郵便局 新潟県上越市仲町４－３－１８
新潟県 高田郵便局 新潟県上越市大手町３－２１
新潟県 春日山郵便局 新潟県上越市木田１－９－２５
新潟県 上越中屋敷郵便局 新潟県上越市春日山町２－８－５
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新潟県 直江津駅前郵便局 新潟県上越市中央１－１－６
新潟県 直江津郵便局 新潟県上越市中央２－８－１４
新潟県 相川郵便局 新潟県佐渡市相川羽田町２
新潟県 小出郵便局 新潟県魚沼市小出島１８０－１
新潟県 塩沢郵便局 新潟県南魚沼市塩沢１１４６－１
新潟県 石打郵便局 新潟県南魚沼市関１１３４－１９
新潟県 大和郵便局 新潟県南魚沼市浦佐３２９－４
新潟県 六日町郵便局 新潟県南魚沼市六日町２１１５
新潟県 弥彦郵便局 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦９７１－１６
新潟県 津川郵便局 新潟県東蒲原郡阿賀町津川３５３２－２
新潟県 三国郵便局 新潟県南魚沼郡湯沢町三国２４１－１９
新潟県 湯沢郵便局 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢３－７－４
新潟県 大割野郵便局 新潟県中魚沼郡津南町下船渡戊４６０－１
長野県 戸隠神社前郵便局 長野県長野市戸隠２２８０－５
長野県 篠ノ井郵便局 長野県長野市篠ノ井布施高田８６３－１３
長野県 松代郵便局 長野県長野市松代町松代５１５
長野県 善光寺郵便局 長野県長野市長野大門町５１５
長野県 長野駅前郵便局 長野県長野市南長野末広町１３５５－５
長野県 長野権堂郵便局 長野県長野市鶴賀権堂町２３２１
長野県 長野桜枝郵便局 長野県長野市長野桜枝町６３５－１
長野県 長野中央郵便局 長野県長野市南長野南県町１０８５－４
長野県 長野東郵便局 長野県長野市東和田７０８－１
長野県 長野南郵便局 長野県長野市川中島町御厨堂野９５４－１
長野県 梓川郵便局 長野県松本市梓川梓１２７２
長野県 稲核郵便局 長野県松本市安曇２７８５－８
長野県 松本あいらんど郵便局 長野県松本市島内３４２７－１１６
長野県 松本駅前郵便局 長野県松本市中央１－１６－１５
長野県 松本巾上郵便局 長野県松本市巾上５－３
長野県 松本元原郵便局 長野県松本市桐２－１－１５
長野県 松本渚郵便局 長野県松本市渚３－９－４
長野県 松本城西郵便局 長野県松本市城西２－１－３５
長野県 松本南郵便局 長野県松本市平田東２－１７－１
長野県 松本埋橋郵便局 長野県松本市埋橋１－１－９
長野県 松本郵便局 長野県松本市中央２－７－５
長野県 浅間温泉郵便局 長野県松本市浅間温泉１－３０－５
長野県 島々郵便局 長野県松本市安曇７５３
長野県 南浅間郵便局 長野県松本市浅間温泉１－３－１１
長野県 波田郵便局 長野県松本市波田５１８６
長野県 塩田郵便局 長野県上田市保野１９２－１
長野県 原町郵便局 長野県上田市中央３－５－１
長野県 上田駅前郵便局 長野県上田市天神１－２－３７
長野県 上田常入郵便局 長野県上田市常田２－２０－２３
長野県 上田郵便局 長野県上田市中央西２－２－２
長野県 菅平郵便局 長野県上田市菅平高原１２２３－２２２４
長野県 川辺郵便局 長野県上田市吉田４１－４
長野県 東塩田郵便局 長野県上田市下之郷７９３－１２
長野県 別所郵便局 長野県上田市別所温泉１８２３－１
長野県 岡谷郵便局 長野県岡谷市本町３－２－３０
長野県 天竜峡郵便局 長野県飯田市川路４６６３－４
長野県 飯田郵便局 長野県飯田市鈴加町１－７
長野県 諏訪湖柳郵便局 長野県諏訪市湖岸通り４－４－５
長野県 諏訪郵便局 長野県諏訪市諏訪２－１１－４３
長野県 須坂郵便局 長野県須坂市須坂馬場町１２７２－１０
長野県 小諸郵便局 長野県小諸市紺屋町２－９－１
長野県 伊那郵便局 長野県伊那市坂下３２９７
長野県 高遠郵便局 長野県伊那市高遠町西高遠１６４８－イ
長野県 西箕輪郵便局 長野県伊那市西箕輪６８２８－１
長野県 駒ヶ根郵便局 長野県駒ヶ根市中央１３－１３
長野県 信州中野郵便局 長野県中野市三好町２－１－１
長野県 大町郵便局 長野県大町市大町３２０９



販売郵便局一覧

都道府県 郵便局名 住所

長野県 飯山郵便局 長野県飯山市飯山９７４
長野県 ちの本町郵便局 長野県茅野市本町西２０－１９
長野県 茅野駅前郵便局 長野県茅野市ちの３０９９－１
長野県 茅野郵便局 長野県茅野市宮川４４０４－８
長野県 豊平郵便局 長野県茅野市豊平２５８８－１
長野県 北山郵便局 長野県茅野市北山１１８０－１
長野県 蓼科郵便局 長野県茅野市北山４０３５
長野県 塩尻郵便局 長野県塩尻市大門六番町３－１
長野県 奈良井郵便局 長野県塩尻市奈良井３９９－２
長野県 岩村田郵便局 長野県佐久市岩村田１１９５－１
長野県 佐久郵便局 長野県佐久市中込３７３４－１２
長野県 東御郵便局 長野県東御市田中１０３－６
長野県 柏矢郵便局 長野県安曇野市穂高５９４－４
長野県 穂高郵便局 長野県安曇野市穂高５６１７－１
長野県 豊科郵便局 長野県安曇野市豊科５７０８－２
長野県 海ノ口郵便局 長野県南佐久郡南牧村海ノ口９８１－１
長野県 軽井沢駅前郵便局 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東１２－１１
長野県 軽井沢追分郵便局 長野県北佐久郡軽井沢町長倉４８４１－４
長野県 軽井沢郵便局 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢７６７－３
長野県 千ヶ滝郵便局 長野県北佐久郡軽井沢町長倉２１４６
長野県 中軽井沢郵便局 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢２－１
長野県 下諏訪大門郵便局 長野県諏訪郡下諏訪町大門東４７０－５
長野県 下諏訪郵便局 長野県諏訪郡下諏訪町栄町５２３７－１
長野県 境郵便局 長野県諏訪郡富士見町境７７９４－１７
長野県 富士見郵便局 長野県諏訪郡富士見町富士見３６７３－１
長野県 箕輪郵便局 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪９４４４－１
長野県 妻籠郵便局 長野県木曽郡南木曽町吾妻２１９７－５
長野県 南木曽郵便局 長野県木曽郡南木曽町読書３６４０－６
長野県 木曽福島郵便局 長野県木曽郡木曽町福島６１８３－１１
長野県 麻績郵便局 長野県東筑摩郡麻績村麻４１３６－１
長野県 神城郵便局 長野県北安曇郡白馬村神城２２７４２－１
長野県 白馬郵便局 長野県北安曇郡白馬村北城７０６４－５
長野県 小布施郵便局 長野県上高井郡小布施町小布施１１３２－１
長野県 志賀高原郵便局 長野県下高井郡山ノ内町平穏７１４８－１５
長野県 渋温泉郵便局 長野県下高井郡山ノ内町平穏２２８２－２６
長野県 湯田中郵便局 長野県下高井郡山ノ内町平穏３２１６
長野県 野沢温泉郵便局 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷９６１５
長野県 信濃町郵便局 長野県上水内郡信濃町柏原８４－２
長野県 野尻湖郵便局 長野県上水内郡信濃町野尻海端２９７－９
長野県 平滝郵便局 長野県下水内郡栄村豊栄２２２９－４


