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都道府県 郵便局名 住所

東京都 東京中央郵便局 東京都千代田区丸の内２－７－２
滋賀県 大津瀬田郵便局 滋賀県大津市一里山３－３４－１４
滋賀県 大津中央郵便局 滋賀県大津市打出浜１－４
滋賀県 彦根郵便局 滋賀県彦根市中央町３－５
滋賀県 近江八幡郵便局 滋賀県近江八幡市中村町２７
滋賀県 草津郵便局 滋賀県草津市西渋川１－３－３８
滋賀県 八日市郵便局 滋賀県東近江市八日市野々宮町１－２７
滋賀県 米原郵便局 滋賀県米原市下多良１－１３０
京都府 西陣郵便局 京都府京都市上京区今出川通浄福寺西入２丁目東上善寺町１５２
京都府 左京郵便局 京都府京都市左京区高野竹屋町１－１
京都府 中京郵便局 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町３０番地
京都府 東山郵便局 京都府京都市東山区大和大路通五条下る石垣町西側４２
京都府 京都中央郵便局 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２
京都府 右京郵便局 京都府京都市右京区西院清水町１６
京都府 伏見郵便局 京都府京都市伏見区撞木町１１４８
京都府 洛西郵便局 京都府京都市西京区大原野東境谷町２－３
京都府 福知山郵便局 京都府福知山市天田北本町一区１１２－４
京都府 西舞鶴郵便局 京都府舞鶴市北田辺１６０
京都府 宇治郵便局 京都府宇治市宇治蔭山６
京都府 亀岡郵便局 京都府亀岡市追分町谷筋２５－１７
京都府 向日町郵便局 京都府向日市上植野町馬立６－１
京都府 峰山郵便局 京都府京丹後市峰山町上１３－１
京都府 山城木津郵便局 京都府木津川市相楽丸塚４－１
大阪府 京橋Ｋ２ビル内郵便局 大阪府大阪市都島区東野田町２－９－７
大阪府 大阪京橋郵便局 大阪府大阪市都島区片町２－３－５１
大阪府 都島中野郵便局 大阪府大阪市都島区中野町４－１５－３
大阪府 都島郵便局 大阪府大阪市都島区高倉町１－６－３
大阪府 大阪吉野郵便局 大阪府大阪市福島区吉野２－９－３
大阪府 大阪大開郵便局 大阪府大阪市福島区大開１－２０－１３
大阪府 大阪中央市場内郵便局 大阪府大阪市福島区野田１－１－８６
大阪府 大阪福島駅前郵便局 大阪府大阪市福島区福島１－７－１０
大阪府 大阪福島野田郵便局 大阪府大阪市福島区野田２－１３－５
大阪府 大阪福島郵便局 大阪府大阪市福島区吉野１－２０－２７
大阪府 此花桜島郵便局 大阪府大阪市此花区桜島３－７－２４
大阪府 此花西九条郵便局 大阪府大阪市此花区西九条３－１１－２６
大阪府 此花伝法郵便局 大阪府大阪市此花区伝法４－３－３３
大阪府 此花郵便局 大阪府大阪市此花区春日出北２－１－９
大阪府 大阪安治川口駅前郵便局 大阪府大阪市此花区島屋４－１－１８
大阪府 なにわ筋新町郵便局 大阪府大阪市西区新町１－３４－１５
大阪府 大阪境川郵便局 大阪府大阪市西区九条南１－１１－２１
大阪府 大阪九条南郵便局 大阪府大阪市西区九条南４－２６－１９
大阪府 大阪九条郵便局 大阪府大阪市西区九条１－６－７
大阪府 大阪江戸堀郵便局 大阪府大阪市西区江戸堀２－３－１
大阪府 大阪新町郵便局 大阪府大阪市西区新町１－４－３０
大阪府 大阪西本町郵便局 大阪府大阪市西区西本町１－１５－６
大阪府 大阪西郵便局 大阪府大阪市西区江之子島２－１－３
大阪府 大阪南堀江郵便局 大阪府大阪市西区南堀江１－２０－２０
大阪府 大阪日吉郵便局 大阪府大阪市西区南堀江４－１５－１１
大阪府 大阪肥後橋郵便局 大阪府大阪市西区江戸堀１－９－６
大阪府 大阪問屋橋郵便局 大阪府大阪市西区新町３－５－７
大阪府 港八幡屋郵便局 大阪府大阪市港区八幡屋１－９－２５
大阪府 大阪港郵便局 大阪府大阪市港区市岡１－５－３３
大阪府 大阪築港郵便局 大阪府大阪市港区築港３－８－９
大阪府 大阪夕凪橋郵便局 大阪府大阪市港区夕凪１－２－１５
大阪府 弁天町オーク内郵便局 大阪府大阪市港区弁天１－２－４－１００
大阪府 大正三軒家郵便局 大阪府大阪市大正区三軒家西２－８－１２
大阪府 大正泉尾一郵便局 大阪府大阪市大正区泉尾１－２１－９
大阪府 大正郵便局 大阪府大阪市大正区三軒家東４－３－２２
大阪府 大阪四天王寺郵便局 大阪府大阪市天王寺区逢阪２－４－２３
大阪府 大阪寺田町郵便局 大阪府大阪市天王寺区寺田町１－６－２４
大阪府 大阪上本町六郵便局 大阪府大阪市天王寺区上本町６－１－７８
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大阪府 天王寺ＭｉＯ郵便局 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９
大阪府 天王寺小橋郵便局 大阪府大阪市天王寺区小橋町３－１３
大阪府 天王寺上汐郵便局 大阪府大阪市天王寺区上汐３－２－１７
大阪府 天王寺真法院郵便局 大阪府大阪市天王寺区真法院町２－２
大阪府 天王寺石ケ辻郵便局 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町３－４
大阪府 天王寺茶臼山郵便局 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町２－９
大阪府 天王寺堂ケ芝郵便局 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝２－３－１８
大阪府 天王寺郵便局 大阪府大阪市天王寺区上汐５－５－１２
大阪府 大阪ＯＣＡＴ内郵便局 大阪府大阪市浪速区湊町１－４－１
大阪府 浪速芦原郵便局 大阪府大阪市浪速区浪速西２－１－１
大阪府 浪速稲荷郵便局 大阪府大阪市浪速区稲荷１－１２－２７
大阪府 浪速大国郵便局 大阪府大阪市浪速区大国２－１－２２
大阪府 浪速日本橋東郵便局 大阪府大阪市浪速区日本橋東３－１６－８
大阪府 浪速日本橋郵便局 大阪府大阪市浪速区日本橋東１－４－９
大阪府 浪速郵便局 大阪府大阪市浪速区難波中３－１０－１
大阪府 西淀川歌島橋郵便局 大阪府大阪市西淀川区御幣島２－１３－１
大阪府 西淀川御幣島郵便局 大阪府大阪市西淀川区御幣島６－９－７
大阪府 西淀川出来島郵便局 大阪府大阪市西淀川区出来島２－６－２
大阪府 西淀川柏里郵便局 大阪府大阪市西淀川区柏里１－１６－１９
大阪府 西淀川福郵便局 大阪府大阪市西淀川区福町２－４－４８
大阪府 西淀川郵便局 大阪府大阪市西淀川区姫里３－１－３３
大阪府 東淀川柴島郵便局 大阪府大阪市東淀川区柴島２－１２－４
大阪府 東淀川菅原四郵便局 大阪府大阪市東淀川区菅原４－２－４
大阪府 東淀川相川郵便局 大阪府大阪市東淀川区相川２－６－６
大阪府 東淀川大桐郵便局 大阪府大阪市東淀川区大桐２－２－２１
大阪府 東淀川豊新郵便局 大阪府大阪市東淀川区豊新４－６－５
大阪府 東淀川郵便局 大阪府大阪市東淀川区下新庄６－４－１４
大阪府 東成今里郵便局 大阪府大阪市東成区大今里４－４－３３
大阪府 東成大今里西郵便局 大阪府大阪市東成区大今里西２－７－２２
大阪府 東成中道郵便局 大阪府大阪市東成区中道２－２４－１５
大阪府 東成中本郵便局 大阪府大阪市東成区東中本３－２－３
大阪府 東成鶴橋駅前郵便局 大阪府大阪市東成区東小橋３－１－９
大阪府 東成郵便局 大阪府大阪市東成区東今里３－１３－１１
大阪府 生野新今里郵便局 大阪府大阪市生野区新今里４－４－２８
大阪府 生野鶴橋本通郵便局 大阪府大阪市生野区桃谷２－９－１７
大阪府 生野郵便局 大阪府大阪市生野区勝山南３－２－２
大阪府 大阪旭郵便局 大阪府大阪市旭区大宮１－２０－８
大阪府 城東鴫野西郵便局 大阪府大阪市城東区鴫野西２－１７－９
大阪府 城東新喜多東郵便局 大阪府大阪市城東区新喜多東１－２－１１
大阪府 城東中浜郵便局 大阪府大阪市城東区中浜２－１６－１４
大阪府 大阪城東郵便局 大阪府大阪市城東区今福東３－１６－２３
大阪府 阿倍野王子郵便局 大阪府大阪市阿倍野区王子町４－２－２４
大阪府 阿倍野高松郵便局 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北１－１０－９
大阪府 阿倍野阪南郵便局 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－２５－２２
大阪府 阿倍野松崎郵便局 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－１２
大阪府 阿倍野美章園郵便局 大阪府大阪市阿倍野区美章園３－２－１１
大阪府 阿倍野郵便局 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－４７－１６
大阪府 住吉我孫子東郵便局 大阪府大阪市住吉区我孫子東３－１－３
大阪府 住吉千躰郵便局 大阪府大阪市住吉区墨江２－５－２２
大阪府 住吉大社前郵便局 大阪府大阪市住吉区長峡町５－４
大阪府 住吉長居四郵便局 大阪府大阪市住吉区長居４－１－２９
大阪府 住吉長居郵便局 大阪府大阪市住吉区長居２－５－６
大阪府 住吉東粉浜郵便局 大阪府大阪市住吉区東粉浜３－２１－１４
大阪府 住吉郵便局 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－１０－１
大阪府 東住吉駒川五郵便局 大阪府大阪市東住吉区駒川５－５－１３
大阪府 東住吉今川郵便局 大阪府大阪市東住吉区今川３－１１－２
大阪府 東住吉長居公園東郵便局 大阪府大阪市東住吉区鷹合３－３－１５
大阪府 東住吉田辺郵便局 大阪府大阪市東住吉区田辺１－１１－１５
大阪府 東住吉東田辺郵便局 大阪府大阪市東住吉区東田辺２－６－２０
大阪府 東住吉東部市場内郵便局 大阪府大阪市東住吉区今林１－２－６８
大阪府 東住吉郵便局 大阪府大阪市東住吉区今川８－８－２５
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大阪府 西成花園郵便局 大阪府大阪市西成区花園北２－１３－６
大阪府 西成今池郵便局 大阪府大阪市西成区天下茶屋北１－５－３
大阪府 西成山王郵便局 大阪府大阪市西成区山王１－６－１９
大阪府 西成千本北郵便局 大阪府大阪市西成区千本北１－７－２０
大阪府 西成天下茶屋郵便局 大阪府大阪市西成区天下茶屋２－６－２８
大阪府 西成郵便局 大阪府大阪市西成区岸里２－３－２９
大阪府 メルパルク大阪郵便局 大阪府大阪市淀川区宮原４－２－１
大阪府 新大阪西宮原郵便局 大阪府大阪市淀川区西宮原１－８－２９
大阪府 西中島南方駅前郵便局 大阪府大阪市淀川区西中島４－３－２４
大阪府 淀川加島一郵便局 大阪府大阪市淀川区加島１－５７－１
大阪府 淀川三国本町郵便局 大阪府大阪市淀川区三国本町３－１９－５
大阪府 淀川西中島郵便局 大阪府大阪市淀川区西中島３－１２－１５
大阪府 淀川木川東郵便局 大阪府大阪市淀川区木川東４－３－３４
大阪府 淀川郵便局 大阪府大阪市淀川区十三元今里２－２－３６
大阪府 住之江粉浜西郵便局 大阪府大阪市住之江区粉浜西１－２－１
大阪府 住之江北加賀屋郵便局 大阪府大阪市住之江区北加賀屋１－１２－３７
大阪府 住之江郵便局 大阪府大阪市住之江区新北島５－２－１８
大阪府 大阪ポートタウン西駅前郵便局 大阪府大阪市住之江区南港中３－２－６８
大阪府 大阪南港ＡＴＣ内郵便局 大阪府大阪市住之江区南港北２－１－１０
大阪府 大阪平野西郵便局 大阪府大阪市平野区平野西６－７－２８
大阪府 平野瓜破郵便局 大阪府大阪市平野区瓜破５－４－１４
大阪府 平野喜連郵便局 大阪府大阪市平野区喜連７－１－４１
大阪府 平野郵便局 大阪府大阪市平野区平野西３－１－５
大阪府 グランフロント大阪郵便局 大阪府大阪市北区大深町４番２０号
大阪府 阪急茶屋町ビル内郵便局 大阪府大阪市北区茶屋町１９－１９
大阪府 新梅田シティ内郵便局 大阪府大阪市北区大淀中１－１－９０－Ｂ１００
大阪府 大阪ＯＡＰタワー内郵便局 大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０
大阪府 大阪宇治電ビル内郵便局 大阪府大阪市北区曽根崎１－２－６
大阪府 大阪古河ビル内郵便局 大阪府大阪市北区堂島浜２－１－２９
大阪府 大阪阪急内郵便局 大阪府大阪市北区角田町８－７
大阪府 大阪市役所内郵便局 大阪府大阪市北区中之島１－３－２０
大阪府 大阪西天満郵便局 大阪府大阪市北区西天満３－４－３
大阪府 大阪曽根崎新地郵便局 大阪府大阪市北区曽根崎新地２－４－１８
大阪府 大阪太融寺前郵便局 大阪府大阪市北区堂山町１－５
大阪府 大阪中央郵便局 大阪府大阪市北区梅田３－２－４
大阪府 大阪天神橋三郵便局 大阪府大阪市北区天神橋３－１１－１
大阪府 大阪天神橋郵便局 大阪府大阪市北区天神橋２－４－８
大阪府 大阪天神橋六郵便局 大阪府大阪市北区天神橋６－３－２３
大阪府 大阪天満橋郵便局 大阪府大阪市北区天満２－５－１０
大阪府 大阪東天満郵便局 大阪府大阪市北区東天満１－３－１１
大阪府 大阪豊崎郵便局 大阪府大阪市北区豊崎４－２－１１－１０１
大阪府 中之島ダイビル内郵便局 大阪府大阪市北区中之島３－３－２３
大阪府 中之島郵便局 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８
大阪府 堂島アバンザ郵便局 大阪府大阪市北区堂島１－６－２０
大阪府 堂島ビル内郵便局 大阪府大阪市北区西天満２－６－８
大阪府 マーチャンダイズビル内郵便局 大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１
大阪府 御堂筋本町郵便局 大阪府大阪市中央区瓦町４－２－１４
大阪府 船場郵便局 大阪府大阪市中央区久太郎町２－６－５
大阪府 大阪ツイン２１内郵便局 大阪府大阪市中央区城見２－１－６１
大阪府 大阪玉造二郵便局 大阪府大阪市中央区玉造２－２５－１５
大阪府 大阪玉造郵便局 大阪府大阪市中央区玉造１－４－１３
大阪府 大阪高麗橋郵便局 大阪府大阪市中央区内平野町２－３－１３
大阪府 大阪戎橋郵便局 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１０－２１
大阪府 大阪心斎橋郵便局 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－５－４
大阪府 大阪千日前中央通郵便局 大阪府大阪市中央区千日前２－５－１０
大阪府 大阪千日前郵便局 大阪府大阪市中央区千日前１－６－５
大阪府 大阪谷町四郵便局 大阪府大阪市中央区谷町４－８－１３
大阪府 大阪東郵便局 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８
大阪府 大阪内本町郵便局 大阪府大阪市中央区内本町２－１－１９
大阪府 大阪南船場一郵便局 大阪府大阪市中央区南船場１－１３－２１
大阪府 大阪南船場郵便局 大阪府大阪市中央区南船場３－１１－１８
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大阪府 大阪南郵便局 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－４－２
大阪府 大阪難波郵便局 大阪府大阪市中央区難波５－１－６０
大阪府 大阪府庁内郵便局 大阪府大阪市中央区大手前２－１－２２
大阪府 大阪伏見町郵便局 大阪府大阪市中央区伏見町２－６－６
大阪府 大阪平野町郵便局 大阪府大阪市中央区道修町４－５－８
大阪府 大阪末吉橋郵便局 大阪府大阪市中央区松屋町１０－１４
大阪府 大阪淀屋橋郵便局 大阪府大阪市中央区今橋３－４－１０
大阪府 北浜東郵便局 大阪府大阪市中央区北浜東３－９
大阪府 北浜郵便局 大阪府大阪市中央区今橋２－３－２１
大阪府 堺一条郵便局 大阪府堺市堺区一条通１－１
大阪府 堺向陵東郵便局 大阪府堺市堺区向陵東町２－７－１１
大阪府 堺三国ヶ丘郵便局 大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町５－３－２
大阪府 堺七条郵便局 大阪府堺市堺区七条通４－２４
大阪府 堺大浜郵便局 大阪府堺市堺区大浜北町２－２－１０
大阪府 堺東駅前郵便局 大阪府堺市堺区北花田口町３－２－２７
大阪府 堺郵便局 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６
大阪府 南海堺駅内郵便局 大阪府堺市堺区戎島町３－２２－１
大阪府 堺深井沢郵便局 大阪府堺市中区深井沢町２４８６－１０
大阪府 堺大野芝郵便局 大阪府堺市中区大野芝町１８７－７
大阪府 堺中郵便局 大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１
大阪府 堺登美丘郵便局 大阪府堺市東区丈六１７１－１７
大阪府 堺日置荘郵便局 大阪府堺市東区日置荘西町２－２７－２５
大阪府 堺上野芝郵便局 大阪府堺市西区上野芝町３－３－１２
大阪府 堺浜寺石津郵便局 大阪府堺市西区浜寺石津町中３－１３－１８
大阪府 堺浜寺船尾郵便局 大阪府堺市西区浜寺船尾町西１－２５４
大阪府 堺鳳南郵便局 大阪府堺市西区鳳南町２－１０２－５
大阪府 鳳郵便局 大阪府堺市西区津久野町１－７－９
大阪府 泉北宮山台郵便局 大阪府堺市南区宮山台３－１－３
大阪府 泉北御池台郵便局 大阪府堺市南区御池台３－１－２
大阪府 泉北新桧尾台郵便局 大阪府堺市南区新檜尾台３－６－１６
大阪府 泉北茶山台郵便局 大阪府堺市南区茶山台３－２２－１８
大阪府 泉北郵便局 大阪府堺市南区若松台３－１－３
大阪府 堺金岡郵便局 大阪府堺市北区新金岡町４－１－１
大阪府 堺蔵前郵便局 大阪府堺市北区蔵前町１－１－３
大阪府 堺中百舌鳥郵便局 大阪府堺市北区中百舌鳥町６－１０５１－１６
大阪府 堺長曽根郵便局 大阪府堺市北区長曽根町１２１３
大阪府 百舌鳥郵便局 大阪府堺市北区百舌鳥梅北町５－４１３
大阪府 美原郵便局 大阪府堺市美原区黒山３１－６
大阪府 岸和田下松郵便局 大阪府岸和田市下松町２－７－４
大阪府 岸和田吉井郵便局 大阪府岸和田市吉井町２－２０－５
大阪府 岸和田土生郵便局 大阪府岸和田市土生町４－３－１
大阪府 岸和田郵便局 大阪府岸和田市沼町３３－３３
大阪府 千里中央駅前郵便局 大阪府豊中市新千里東町１－３－２３７
大阪府 豊中旭ヶ丘郵便局 大阪府豊中市旭丘１－１１
大阪府 豊中宮山郵便局 大阪府豊中市宮山町１－１－７
大阪府 豊中熊野郵便局 大阪府豊中市東豊中町６－１５－４５
大阪府 豊中寺内郵便局 大阪府豊中市寺内２－４－１
大阪府 豊中庄内西郵便局 大阪府豊中市庄内栄町４－４－１
大阪府 豊中庄内北郵便局 大阪府豊中市庄内西町１－１－１７
大阪府 豊中新千里西郵便局 大阪府豊中市新千里西町３－２
大阪府 豊中南郵便局 大阪府豊中市穂積２－２－８
大阪府 豊中服部西郵便局 大阪府豊中市服部西町３－２－３０
大阪府 豊中郵便局 大阪府豊中市岡上の町４－１－１５
大阪府 豊中緑丘郵便局 大阪府豊中市緑丘４－１２－１３
大阪府 池田栄本町郵便局 大阪府池田市栄本町６－２７
大阪府 池田五月丘郵便局 大阪府池田市五月丘１－７－２
大阪府 池田神田郵便局 大阪府池田市神田１－３－１５
大阪府 池田畑郵便局 大阪府池田市畑１－３－１８
大阪府 池田郵便局 大阪府池田市城南２－１－１
大阪府 アザール桃山台郵便局 大阪府吹田市桃山台５－２－２
大阪府 吹田岸辺駅前郵便局 大阪府吹田市岸部南２－１９－１６
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大阪府 吹田江の木郵便局 大阪府吹田市江の木町１７－３３
大阪府 吹田江坂郵便局 大阪府吹田市江坂町２－１１－３３
大阪府 吹田阪大内郵便局 大阪府吹田市山田丘２－１
大阪府 吹田阪大病院内郵便局 大阪府吹田市山田丘２－１５
大阪府 吹田山手郵便局 大阪府吹田市山手町１－３０－１５
大阪府 吹田山田西二郵便局 大阪府吹田市山田西２－４－１
大阪府 吹田山田西郵便局 大阪府吹田市山田西１－２６－１６－１０１
大阪府 吹田青山台郵便局 大阪府吹田市青山台２－１－１
大阪府 吹田千里北ビル内郵便局 大阪府吹田市古江台４－２－Ｄ３－２０２
大阪府 吹田内本町郵便局 大阪府吹田市内本町１－２３－１５
大阪府 吹田片山郵便局 大阪府吹田市片山町１－４－１
大阪府 吹田郵便局 大阪府吹田市穂波町４－１
大阪府 南千里駅前郵便局 大阪府吹田市津雲台１－２－１
大阪府 泉大津森郵便局 大阪府泉大津市助松団地１－１
大阪府 泉大津田中郵便局 大阪府泉大津市田中町９－１７
大阪府 泉大津豊中郵便局 大阪府泉大津市豊中町１－７－２３
大阪府 泉大津郵便局 大阪府泉大津市小松町１－８５
大阪府 高槻下田部郵便局 大阪府高槻市登町１６－１
大阪府 高槻宮田郵便局 大阪府高槻市宮田町１－２５－１３
大阪府 高槻松が丘郵便局 大阪府高槻市松が丘４－７－１０
大阪府 高槻上牧駅前郵便局 大阪府高槻市上牧南駅前町４－６
大阪府 高槻城内郵便局 大阪府高槻市八幡町１０－２
大阪府 高槻唐崎西郵便局 大阪府高槻市唐崎西１－２５－３
大阪府 高槻南平台郵便局 大阪府高槻市南平台５－２２－１０
大阪府 高槻富田郵便局 大阪府高槻市富田町３－２－２４
大阪府 高槻北郵便局 大阪府高槻市別所新町４－１
大阪府 高槻牧田郵便局 大阪府高槻市牧田町７－５６－４
大阪府 高槻郵便局 大阪府高槻市中川町１－１
大阪府 貝塚郵便局 大阪府貝塚市海塚３０８－１
大阪府 イオン大日ＳＣ内郵便局 大阪府守口市大日東町１－１８
大阪府 守口郵便局 大阪府守口市日吉町２－５－２
大阪府 枚方宮之阪郵便局 大阪府枚方市宮之阪３－１－３０
大阪府 枚方春日野郵便局 大阪府枚方市春日野１－１－６５
大阪府 枚方松丘郵便局 大阪府枚方市松丘町１８－２３
大阪府 枚方船橋郵便局 大阪府枚方市船橋本町２－１０－６－１０１
大阪府 枚方中宮郵便局 大阪府枚方市中宮本町４－２０
大阪府 枚方中振郵便局 大阪府枚方市北中振３－１８－１３
大阪府 枚方東郵便局 大阪府枚方市津田北町２－２－１
大阪府 枚方楠葉並木郵便局 大阪府枚方市楠葉並木２－１３－８
大阪府 枚方楠葉郵便局 大阪府枚方市南楠葉１－１０－５
大阪府 枚方北郵便局 大阪府枚方市牧野北町５－２０
大阪府 枚方郵便局 大阪府枚方市大垣内町２－１０－５
大阪府 茨木鮎川郵便局 大阪府茨木市鮎川４－７－１１
大阪府 茨木星見郵便局 大阪府茨木市星見町１８－２
大阪府 茨木太田郵便局 大阪府茨木市太田１－１２－３３
大阪府 茨木郵便局 大阪府茨木市中穂積１－１－４０
大阪府 千塚郵便局 大阪府八尾市千塚３－１５９
大阪府 八尾幸町郵便局 大阪府八尾市幸町３－１０９－１１
大阪府 八尾志紀郵便局 大阪府八尾市志紀町２－１７－２
大阪府 八尾上之島郵便局 大阪府八尾市上之島町南７－２－３
大阪府 八尾郵便局 大阪府八尾市陽光園１－５－５
大阪府 泉佐野湊郵便局 大阪府泉佐野市湊４－５－３２
大阪府 泉佐野郵便局 大阪府泉佐野市上町２－８－４５
大阪府 富田林久野喜台郵便局 大阪府富田林市久野喜台１－３－３９
大阪府 富田林寺池台郵便局 大阪府富田林市寺池台１－９－７０
大阪府 富田林若松一郵便局 大阪府富田林市若松町１－１２－２０
大阪府 富田林若松郵便局 大阪府富田林市若松町４－６－５
大阪府 富田林小金台郵便局 大阪府富田林市小金台３－１－１
大阪府 富田林藤沢台郵便局 大阪府富田林市藤沢台１－４－７
大阪府 富田林梅の里郵便局 大阪府富田林市梅の里２－１２－１
大阪府 富田林郵便局 大阪府富田林市甲田１－３－１６
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大阪府 寝屋川萱島郵便局 大阪府寝屋川市南水苑町２－１
大阪府 寝屋川成田郵便局 大阪府寝屋川市成田町１０－４０
大阪府 河内長野美加の台郵便局 大阪府河内長野市美加の台７－２２－１
大阪府 河内長野郵便局 大阪府河内長野市喜多町１５４
大阪府 三日市郵便局 大阪府河内長野市三日市町１１０９
大阪府 松原駅前郵便局 大阪府松原市上田３－６－１
大阪府 松原新町郵便局 大阪府松原市南新町１－１３－５
大阪府 松原天美東郵便局 大阪府松原市天美東６－１５－１４
大阪府 松原郵便局 大阪府松原市上田１－１－１０
大阪府 大東住道郵便局 大阪府大東市住道２－８－２
大阪府 大東氷野郵便局 大阪府大東市氷野２－１２－２２
大阪府 大東野崎郵便局 大阪府大東市野崎４－４－７
大阪府 和泉郵便局 大阪府和泉市いぶき野５－４－１
大阪府 箕面西小路郵便局 大阪府箕面市西小路３－１－４
大阪府 箕面郵便局 大阪府箕面市箕面６－５－３０
大阪府 柏原玉手郵便局 大阪府柏原市玉手町１０－６
大阪府 柏原郵便局 大阪府柏原市大正３－１－３０
大阪府 羽曳野高鷲郵便局 大阪府羽曳野市高鷲６－９－３
大阪府 羽曳野白鳥郵便局 大阪府羽曳野市翠鳥園４０１－１
大阪府 二島郵便局 大阪府門真市桑才１７９－８
大阪府 門真郵便局 大阪府門真市一番町４－８
大阪府 摂津市場郵便局 大阪府摂津市千里丘５－３－１０
大阪府 摂津千里丘東郵便局 大阪府摂津市千里丘東４－２４－１１
大阪府 摂津千里丘郵便局 大阪府摂津市千里丘１－１１－６
大阪府 摂津鳥飼郵便局 大阪府摂津市鳥飼中１－３７－１
大阪府 摂津郵便局 大阪府摂津市東正雀１９－１
大阪府 高石加茂郵便局 大阪府高石市加茂２－２９－２１
大阪府 高石東羽衣郵便局 大阪府高石市東羽衣７－２－１０
大阪府 高石富木郵便局 大阪府高石市取石２－２－３３
大阪府 浜寺郵便局 大阪府高石市羽衣２－３－２０
大阪府 藤井寺小山郵便局 大阪府藤井寺市小山４－７－６
大阪府 藤井寺西古室郵便局 大阪府藤井寺市西古室１－２１－２０
大阪府 藤井寺郵便局 大阪府藤井寺市藤ケ丘３－１１－１４
大阪府 河内郵便局 大阪府東大阪市菱江１－１４－２９
大阪府 大阪近大前郵便局 大阪府東大阪市小若江２－３－９
大阪府 東大阪岩田郵便局 大阪府東大阪市岩田町３－１２－３９
大阪府 東大阪玉串元町郵便局 大阪府東大阪市玉串元町１－１－１６
大阪府 東大阪足代郵便局 大阪府東大阪市足代１－１０－３
大阪府 東大阪長田郵便局 大阪府東大阪市長田西１－１－１６
大阪府 布施郵便局 大阪府東大阪市永和２－３－５
大阪府 枚岡郵便局 大阪府東大阪市鷹殿町１９－７
大阪府 泉南郵便局 大阪府泉南市樽井７－２６－１
大阪府 四條畷郵便局 大阪府四條畷市中野本町２５－２０
大阪府 郡津駅前郵便局 大阪府交野市松塚１２－２４
大阪府 交野私市郵便局 大阪府交野市私市３－３８－１０
大阪府 大阪狭山郵便局 大阪府大阪狭山市岩室１－４０１－５
大阪府 阪南郵便局 大阪府阪南市黒田２４２－２
大阪府 島本水無瀬郵便局 大阪府三島郡島本町高浜３－１－１
大阪府 熊取郵便局 大阪府泉南郡熊取町紺屋２－２７－１
大阪府 岬郵便局 大阪府泉南郡岬町淡輪３７８９－９
兵庫県 兵庫郵便局 兵庫県神戸市兵庫区大開通２－２－１９
兵庫県 長田郵便局 兵庫県神戸市長田区細田町７－１－１
兵庫県 須磨北郵便局 兵庫県神戸市須磨区西落合１－１－１０
兵庫県 須磨郵便局 兵庫県神戸市須磨区鷹取町２－１－１
兵庫県 有野郵便局 兵庫県神戸市北区藤原台北町６－１９
兵庫県 神戸中央郵便局 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
兵庫県 神戸西郵便局 兵庫県神戸市西区糀台５－１２－１
兵庫県 姫路南郵便局 兵庫県姫路市飾磨区中島１１３９－２９
兵庫県 姫路郵便局 兵庫県姫路市総社本町２１０
兵庫県 尼崎北郵便局 兵庫県尼崎市南塚口町５－８－１
兵庫県 尼崎郵便局 兵庫県尼崎市昭和通２－１１－１
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兵庫県 明石西郵便局 兵庫県明石市魚住町錦が丘４－２－２２
兵庫県 明石郵便局 兵庫県明石市樽屋町１－７
兵庫県 西宮郵便局 兵庫県西宮市和上町６－２８
兵庫県 芦屋郵便局 兵庫県芦屋市平田北町４－１３
兵庫県 加古川東郵便局 兵庫県加古川市平岡町一色三ツ池７９７－３１０
兵庫県 加古川郵便局 兵庫県加古川市加古川町北在家２５７８
兵庫県 赤穂郵便局 兵庫県赤穂市加里屋駅前町６４－１
兵庫県 宝塚郵便局 兵庫県宝塚市小浜３－１－２０
兵庫県 川西郵便局 兵庫県川西市栄町１３－１８
兵庫県 和田山郵便局 兵庫県朝来市和田山町東谷１０５－１
兵庫県 龍野郵便局 兵庫県たつの市龍野町富永４５２－５
奈良県 奈良西郵便局 奈良県奈良市学園北２－３－２
奈良県 奈良中央郵便局 奈良県奈良市大宮町５－３－３
奈良県 大和郡山郵便局 奈良県大和郡山市杉町２５０－３
奈良県 天理郵便局 奈良県天理市川原城町２９６－５
奈良県 橿原郵便局 奈良県橿原市八木町１－９－２０
奈良県 桜井郵便局 奈良県桜井市粟殿４７４－３
奈良県 五條郵便局 奈良県五條市須恵３－８－３０
奈良県 御所郵便局 奈良県御所市７１－３
奈良県 生駒郵便局 奈良県生駒市谷田町１２３４－１
奈良県 香芝郵便局 奈良県香芝市下田西２－２－１０
奈良県 大和榛原郵便局 奈良県宇陀市榛原下井足９０－１
奈良県 王寺郵便局 奈良県北葛城郡王寺町王寺１－１－１２
奈良県 吉野郵便局 奈良県吉野郡吉野町丹治１０９３
和歌山県 加太郵便局 和歌山県和歌山市加太１２１１－３
和歌山県 紀ノ川駅前郵便局 和歌山県和歌山市市小路６４
和歌山県 紀伊駅前郵便局 和歌山県和歌山市北野４４２－３０
和歌山県 紀三井寺郵便局 和歌山県和歌山市紀三井寺７５２－１５
和歌山県 山東郵便局 和歌山県和歌山市伊太祈曽１０１－１
和歌山県 有功郵便局 和歌山県和歌山市六十谷２１９－１
和歌山県 和歌浦郵便局 和歌山県和歌山市和歌浦中１－４－３
和歌山県 和歌山井辺郵便局 和歌山県和歌山市井辺１４４－１１０
和歌山県 和歌山園部郵便局 和歌山県和歌山市園部５９６－１８
和歌山県 和歌山加納郵便局 和歌山県和歌山市加納２７４－６
和歌山県 和歌山狐島郵便局 和歌山県和歌山市島橋北ノ丁１－１０
和歌山県 和歌山向郵便局 和歌山県和歌山市向６－７
和歌山県 和歌山高松郵便局 和歌山県和歌山市西高松２－１－１
和歌山県 和歌山黒田郵便局 和歌山県和歌山市黒田２１０－５
和歌山県 和歌山小雑賀郵便局 和歌山県和歌山市小雑賀６０７－４
和歌山県 和歌山吹上郵便局 和歌山県和歌山市吹上２－５－９
和歌山県 和歌山太田郵便局 和歌山県和歌山市太田５９０
和歌山県 和歌山鷹匠郵便局 和歌山県和歌山市鷹匠町２－５１
和歌山県 和歌山中央郵便局 和歌山県和歌山市一番丁４
和歌山県 和歌山島崎郵便局 和歌山県和歌山市島崎町７－１６
和歌山県 和歌山南郵便局 和歌山県和歌山市和歌川町５－１６
和歌山県 和歌山楠見中郵便局 和歌山県和歌山市楠見中１７０－１１
和歌山県 和歌山美園郵便局 和歌山県和歌山市美園町４－２７
和歌山県 和歌山福島郵便局 和歌山県和歌山市福島１３０－６
和歌山県 和歌山北島郵便局 和歌山県和歌山市北島１００－１７
和歌山県 和歌山堀止郵便局 和歌山県和歌山市堀止南ノ丁１－６
和歌山県 和歌山本町郵便局 和歌山県和歌山市本町４－６３
和歌山県 和歌山湊北郵便局 和歌山県和歌山市伝法橋南ノ丁１０
和歌山県 和歌山毛見郵便局 和歌山県和歌山市毛見１３５－１７
和歌山県 塩津郵便局 和歌山県海南市下津町塩津１７４
和歌山県 下津郵便局 和歌山県海南市下津町下津８０１－１
和歌山県 加茂郷郵便局 和歌山県海南市下津町黒田４４－３
和歌山県 海南黒江郵便局 和歌山県海南市黒江６９３－１６
和歌山県 海南室山郵便局 和歌山県海南市黒江１－１０１
和歌山県 海南大野郵便局 和歌山県海南市大野中５０６－６
和歌山県 海南本郷郵便局 和歌山県海南市野上中本郷２５７－５
和歌山県 海南名高郵便局 和歌山県海南市名高３０２
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和歌山県 海南郵便局 和歌山県海南市船尾２００
和歌山県 亀川郵便局 和歌山県海南市且来９５－６
和歌山県 橋本紀見郵便局 和歌山県橋本市橋谷１８－４
和歌山県 橋本古佐田郵便局 和歌山県橋本市橋本２－６－９
和歌山県 橋本三石台郵便局 和歌山県橋本市三石台１－３－１
和歌山県 橋本城山台郵便局 和歌山県橋本市城山台２－２０－７
和歌山県 橋本東家郵便局 和歌山県橋本市東家４－１８－１６
和歌山県 橋本郵便局 和歌山県橋本市市脇５－４－２２
和歌山県 隅田郵便局 和歌山県橋本市隅田町中島１１６－１
和歌山県 高野口伏原郵便局 和歌山県橋本市高野口町伏原８－９
和歌山県 高野口郵便局 和歌山県橋本市高野口町名倉５５７－１
和歌山県 箕島郵便局 和歌山県有田市箕島２６３－２
和歌山県 有田初島郵便局 和歌山県有田市初島町浜１３８１－３
和歌山県 御坊郵便局 和歌山県御坊市薗３０１－５
和歌山県 上秋津郵便局 和歌山県田辺市上秋津１９６９－２
和歌山県 大塔郵便局 和歌山県田辺市鮎川６０８－１７
和歌山県 中辺路郵便局 和歌山県田辺市中辺路町栗栖川３６１－１
和歌山県 田辺駅前郵便局 和歌山県田辺市湊９５８－６
和歌山県 田辺新庄郵便局 和歌山県田辺市新庄町４８７－１
和歌山県 田辺神島台郵便局 和歌山県田辺市神島台２５－８
和歌山県 田辺朝日ヶ丘郵便局 和歌山県田辺市朝日ケ丘１２－１
和歌山県 田辺芳養郵便局 和歌山県田辺市芳養松原１－１０－７
和歌山県 田辺目良郵便局 和歌山県田辺市目良２４－２９
和歌山県 田辺郵便局 和歌山県田辺市中屋敷町１－９
和歌山県 本宮郵便局 和歌山県田辺市本宮町本宮２５２－１
和歌山県 熊野地郵便局 和歌山県新宮市蓬莱２－４－１９
和歌山県 新宮横町郵便局 和歌山県新宮市大橋通３－４－１８
和歌山県 新宮初野地郵便局 和歌山県新宮市千穂１－１－５５
和歌山県 新宮中央通郵便局 和歌山県新宮市井の沢９－４
和歌山県 新宮郵便局 和歌山県新宮市伊佐田町２－１－１８
和歌山県 貴志川長山郵便局 和歌山県紀の川市貴志川町長山２７７－１０９
和歌山県 貴志川郵便局 和歌山県紀の川市貴志川町神戸４３０－１
和歌山県 池田郵便局 和歌山県紀の川市東大井３３２－５
和歌山県 桃山郵便局 和歌山県紀の川市桃山町元２９２－１０
和歌山県 粉河北石町郵便局 和歌山県紀の川市粉河１０－１
和歌山県 粉河郵便局 和歌山県紀の川市粉河５１９－８
和歌山県 名手郵便局 和歌山県紀の川市名手市場１５６
和歌山県 岩出中黒郵便局 和歌山県岩出市中黒１２９
和歌山県 岩出郵便局 和歌山県岩出市清水３５７
和歌山県 紀泉台郵便局 和歌山県岩出市相谷１０－１
和歌山県 根来郵便局 和歌山県岩出市根来１２４２－１
和歌山県 美里郵便局 和歌山県海草郡紀美野町神野市場４０９－１
和歌山県 かつらぎ笠田郵便局 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東６６２－１
和歌山県 かつらぎ郵便局 和歌山県伊都郡かつらぎ町丁ノ町５０
和歌山県 妙寺郵便局 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺３８１－２
和歌山県 九度山郵便局 和歌山県伊都郡九度山町九度山１７１４－４
和歌山県 椎出郵便局 和歌山県伊都郡九度山町椎出４４５
和歌山県 高野郵便局 和歌山県伊都郡高野町高野山７７０
和歌山県 湯浅郵便局 和歌山県有田郡湯浅町湯浅１５２０－１
和歌山県 田殿郵便局 和歌山県有田郡有田川町井口８４－１
和歌山県 印南郵便局 和歌山県日高郡印南町印南２２４８－６
和歌山県 岩代郵便局 和歌山県日高郡みなべ町西岩代１６５０－２
和歌山県 上南部郵便局 和歌山県日高郡みなべ町谷口５０４－２
和歌山県 南部郵便局 和歌山県日高郡みなべ町芝４４７－１
和歌山県 白浜駅前郵便局 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田１３８４－３
和歌山県 白浜温泉郵便局 和歌山県西牟婁郡白浜町２１８６
和歌山県 白浜郵便局 和歌山県西牟婁郡白浜町９１１－２９
和歌山県 富田郵便局 和歌山県西牟婁郡白浜町十九渕４３９－８
和歌山県 すさみ郵便局 和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見４０８９－５
和歌山県 江住郵便局 和歌山県西牟婁郡すさみ町江住１４２８
和歌山県 下里郵便局 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町八尺鏡野６４１



販売郵便局一覧

都道府県 郵便局名 住所

和歌山県 紀伊勝浦郵便局 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地７－１０－１
和歌山県 那智山郵便局 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山１６９
和歌山県 那智勝浦朝日郵便局 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町朝日３－１７９
和歌山県 那智天満郵便局 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町天満５３９－１
和歌山県 太地郵便局 和歌山県東牟婁郡太地町太地３３９３
和歌山県 串本郵便局 和歌山県東牟婁郡串本町串本２３７７
和歌山県 ふじと台郵便局 和歌山県和歌山市中５７３－１９


