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都道府県 郵便局名 住所

北海道 サッポロファクトリー内郵便局 北海道札幌市中央区北二条東４
北海道 札幌円山郵便局 北海道札幌市中央区南二条西２４－１－１
北海道 札幌丸井内郵便局 北海道札幌市中央区南一条西２－１１
北海道 札幌大通公園前郵便局 北海道札幌市中央区大通西４－６－８
北海道 札幌大通郵便局 北海道札幌市中央区大通西２－９
北海道 札幌中央市場前郵便局 北海道札幌市中央区北十条西２１－２－３０
北海道 札幌南一条郵便局 北海道札幌市中央区南一条西５－２０
北海道 札幌南三条郵便局 北海道札幌市中央区南三条西３
北海道 札幌南二条郵便局 北海道札幌市中央区南二条西７－５－６
北海道 札幌南八条郵便局 北海道札幌市中央区南八条西４－２８８
北海道 札幌北一条郵便局 北海道札幌市中央区北一条西１０
北海道 札幌北五条中郵便局 北海道札幌市中央区北五条西６－１－１
北海道 札幌北五条郵便局 北海道札幌市中央区北五条西１４－１－３０
北海道 札幌北三条郵便局 北海道札幌市中央区北三条西３－１
北海道 札幌北二条中郵便局 北海道札幌市中央区北二条西２－２６
北海道 山鼻郵便局 北海道札幌市中央区南十六条西１５－２－１
北海道 北海道神宮前郵便局 北海道札幌市中央区宮ケ丘２－１－１
北海道 北海道庁赤れんが前郵便局 北海道札幌市中央区北二条西４－３
北海道 札幌あいの里郵便局 北海道札幌市北区あいの里一条４－２２－１５
北海道 札幌駅パセオ郵便局 北海道札幌市北区北六条西２－１
北海道 札幌北七条郵便局 北海道札幌市北区北七条西６－１－４
北海道 札幌北大病院前郵便局 北海道札幌市北区北十四条西５－８－１
北海道 北海道大学前郵便局 北海道札幌市北区北十七条西４－２－２０
北海道 札幌中央郵便局 北海道札幌市東区北六条東１－２－１
北海道 札幌東郵便局 北海道札幌市東区北二十五条東１６－１－１３
北海道 札幌北九条郵便局 北海道札幌市東区北九条東７
北海道 札幌白石郵便局 北海道札幌市白石区平和通７－南４－１
北海道 豊平郵便局 北海道札幌市豊平区美園三条６－３－４
北海道 札幌南郵便局 北海道札幌市南区真駒内泉町１－１－１
北海道 札幌西郵便局 北海道札幌市西区山の手五条１－３－１
北海道 札幌二十四軒郵便局 北海道札幌市西区二十四軒一条４－２－１０
北海道 厚別郵便局 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－１－１
北海道 新札幌駅デュオ郵便局 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－６－２
北海道 手稲駅前郵便局 北海道札幌市手稲区前田一条１２－１－１
北海道 手稲郵便局 北海道札幌市手稲区前田七条１１－１－１
北海道 函館駅前郵便局 北海道函館市若松町７－１８
北海道 函館元町郵便局 北海道函館市元町２８－１３
北海道 函館大手郵便局 北海道函館市大手町１０－２１
北海道 函館中央郵便局 北海道函館市新川町１－６
北海道 函館東郵便局 北海道函館市湯川町２－９－１
北海道 ウイングベイ小樽内郵便局 北海道小樽市築港１１－３
北海道 小樽駅前郵便局 北海道小樽市稲穂３－１０－１９
北海道 小樽堺町郵便局 北海道小樽市堺町６－１４
北海道 小樽祝津郵便局 北海道小樽市祝津２－２０３－８
北海道 小樽郵便局 北海道小樽市色内１－８－１
北海道 旭川駅内郵便局 北海道旭川市宮下通８丁目３－１
北海道 旭川中央郵便局 北海道旭川市六条通６－２８－１
北海道 旭川東郵便局 北海道旭川市東旭川町共栄９８－４
北海道 室蘭郵便局 北海道室蘭市中央町１－１－１０
北海道 東室蘭郵便局 北海道室蘭市東町２－２７－２
北海道 フィッシャーマンズワーフ郵便局 北海道釧路市錦町２－４－３
北海道 阿寒湖郵便局 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉２－６－１３
北海道 釧路中央郵便局 北海道釧路市幸町１３－２－１
北海道 帯広電信通郵便局 北海道帯広市東四条南５－１２
北海道 帯広郵便局 北海道帯広市西三条南８－１０
北海道 北見郵便局 北海道北見市北六条東１－１－１
北海道 網走駅前郵便局 北海道網走市新町２－３－１
北海道 網走郵便局 北海道網走市南四条東３－８
北海道 苫小牧郵便局 北海道苫小牧市若草町４－２－８
北海道 宗谷岬郵便局 北海道稚内市宗谷岬８－２
北海道 稚内郵便局 北海道稚内市中央２－１５－１２
北海道 野幌郵便局 北海道江別市野幌町６８－５
北海道 支笏湖郵便局 北海道千歳市支笏湖温泉番外地
北海道 千歳郵便局 北海道千歳市千代田町７－１０１－２０
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北海道 千歳郵便局新千歳空港内分室 北海道千歳市美々
北海道 富良野郵便局 北海道富良野市若松町４－１
北海道 登別駅前郵便局 北海道登別市登別東町１－５－１２
北海道 登別温泉郵便局 北海道登別市登別温泉町１２－４
北海道 松前郵便局 北海道松前郡松前町松城１１
北海道 大沼郵便局 北海道亀田郡七飯町大沼町３０１－９
北海道 ニセコ郵便局 北海道虻田郡ニセコ町本通１０３－１
北海道 栗山郵便局 北海道夕張郡栗山町中央３－２３８
北海道 層雲峡郵便局 北海道上川郡上川町層雲峡
北海道 東川郵便局 北海道上川郡東川町南町１－２－１
北海道 美瑛郵便局 北海道上川郡美瑛町栄町２－１－２
北海道 中富良野郵便局 北海道空知郡中富良野町本町５－２９
北海道 占冠郵便局 北海道勇払郡占冠村中央
北海道 宇登呂郵便局 北海道斜里郡斜里町ウトロ東１５８
北海道 日高郵便局 北海道沙流郡日高町本町東１－２９７－３６
北海道 静内郵便局 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町２－２－２
北海道 芽室郵便局 北海道河西郡芽室町本通５－１
北海道 遠矢郵便局 北海道釧路郡釧路町河畔７－５２－３
北海道 塘路郵便局 北海道川上郡標茶町塘路原野北７線５１－８７
北海道 標茶郵便局 北海道川上郡標茶町旭１－３－６
北海道 川湯郵便局 北海道川上郡弟子屈町川湯温泉３－１－５
青森県 青森駅前郵便局 青森県青森市新町１－８－１
青森県 青森県庁内郵便局 青森県青森市長島１－１－１
青森県 青森西郵便局 青森県青森市石江岡部４８－１
青森県 青森中央郵便局 青森県青森市堤町１－７－２４
青森県 悪戸郵便局 青森県弘前市悪戸鳴瀬１２３－４
青森県 岩木郵便局 青森県弘前市賀田１－８－５
青森県 鬼沢郵便局 青森県弘前市鬼沢後田２０２－７
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 弘前境関郵便局 青森県弘前市境関亥ノ宮５３－２０
青森県 弘前堅田郵便局 青森県弘前市和徳町３２０
青森県 弘前笹森町郵便局 青森県弘前市笹森町４０－７
青森県 弘前三世寺郵便局 青森県弘前市三世寺鳴瀬１８８－２
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 弘前松ケ枝郵便局 青森県弘前市松ケ枝３－１０－１
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 弘前大清水郵便局 青森県弘前市大清水３－９－１
青森県 弘前鷹匠町郵便局 青森県弘前市鷹匠町７７－２
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 高杉郵便局 青森県弘前市高杉神原２６８－２
青森県 国吉郵便局 青森県弘前市国吉中川原３－４
青森県 新和郵便局 青森県弘前市三和上池神５０－１
青森県 裾野郵便局 青森県弘前市大森勝山４０－７
青森県 石川郵便局 青森県弘前市石川石川９４－１
青森県 船沢郵便局 青森県弘前市折笠法立堂１－１４
青森県 相馬郵便局 青森県弘前市五所野沢５２－３
青森県 百沢郵便局 青森県弘前市百沢寺沢１４３－３
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 八戸郵便局 青森県八戸市城下４－２５－９
青森県 黒石郵便局 青森県黒石市一番町５４－１
青森県 嘉瀬郵便局 青森県五所川原市金木町嘉瀬端山崎１７９－１
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 五所川原松島郵便局 青森県五所川原市松島町２－８９－３



販売郵便局一覧

都道府県 郵便局名 住所

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 五所川原北郵便局 青森県五所川原市下平井町１８８－２
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 高野郵便局 青森県五所川原市高野柳田２４５－２
青森県 三好郵便局 青森県五所川原市鶴ケ岡川袋１５２－４
青森県 市浦郵便局 青森県五所川原市相内９０－１
青森県 七和郵便局 青森県五所川原市原子山元５５－２
青森県 十三郵便局 青森県五所川原市十三深津８０
青森県 長橋郵便局 青森県五所川原市神山牧原５５－２５
青森県 梅沢郵便局 青森県五所川原市梅田燕口２４－４
青森県 飯詰郵便局 青森県五所川原市飯詰福泉１６１－２
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 三沢郵便局 青森県三沢市幸町３－２－１５
青森県 むつ郵便局 青森県むつ市新町８－１０
青森県 稲垣郵便局 青森県つがる市稲垣町沼崎幾代崎４８－１
青森県 越水郵便局 青森県つがる市木造越水神山１５－２
青森県 館岡郵便局 青森県つがる市木造館岡上稲元１０２－１
青森県 車力郵便局 青森県つがる市車力町花林７１－１
青森県 出精郵便局 青森県つがる市木造大畑座八３－８
青森県 森田郵便局 青森県つがる市森田町床舞豊原３９－１
青森県 柏郵便局 青森県つがる市柏桑野木田千年２２８－６６
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 平賀郵便局 青森県平川市柏木町藤山２５－２８
青森県 赤石郵便局 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町赤石町宇名原１８－１
青森県 津軽中村郵便局 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町中村町中山ノ井１９５－６
青森県 南金沢郵便局 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町南金沢町晴間１５５－６
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 鳴沢郵便局 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町北浮田町外馬屋前田８９－５
青森県 鰺ケ沢郵便局 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町本町８５
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 深浦郵便局 青森県西津軽郡深浦町深浦浜町１２８－１
青森県 北金ヶ沢郵便局 青森県西津軽郡深浦町北金ケ沢塩見形２２９－４
青森県 驫木郵便局 青森県西津軽郡深浦町驫木鶴緑３３－９
青森県 目屋郵便局 青森県中津軽郡西目屋村田代神田１５９－１２
青森県 小阿弥郵便局 青森県北津軽郡板柳町大俵富永４９－２
青森県 板柳郵便局 青森県北津軽郡板柳町福野田実田９８－１
青森県 胡桃舘郵便局 青森県北津軽郡鶴田町胡桃舘北田４９－５
青森県 水元郵便局 青森県北津軽郡鶴田町廻堰東下山２－１
青森県 鶴田郵便局 青森県北津軽郡鶴田町鶴田鷹ノ尾９－９
青森県 小泊郵便局 青森県北津軽郡中泊町小泊浜野１６－１０
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 内潟郵便局 青森県北津軽郡中泊町薄市沖原２９－２７
青森県 武田郵便局 青森県北津軽郡中泊町富野千歳１８８－３１
青森県 野辺地郵便局 青森県上北郡野辺地町野辺地２８－１
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 盛岡中央郵便局 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
岩手県 盛岡北郵便局 岩手県盛岡市月が丘３－２８－１
岩手県 宮古郵便局 岩手県宮古市栄町１－７
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 花巻郵便局 岩手県花巻市上町１２－４
岩手県 北上郵便局 岩手県北上市大通り３－６－１
岩手県 久慈郵便局 岩手県久慈市中の橋１－４４
岩手県 遠野郵便局 岩手県遠野市中央通り６－１０
岩手県 一関郵便局 岩手県一関市大手町６－１
岩手県 陸前高田郵便局 岩手県陸前高田市高田町鳴石５０－２１
岩手県 釜石郵便局 岩手県釜石市只越町３－２－２６
岩手県 水沢郵便局 岩手県奥州市水沢区寺脇１－５
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 平泉郵便局 岩手県西磐井郡平泉町平泉志羅山１３７－５
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 仙台旭ケ丘郵便局 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘３－１９－３１
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
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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 仙台貝ケ森郵便局 宮城県仙台市青葉区貝ケ森５－２－１３
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 仙台桜ケ丘郵便局 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘５－１２－１９
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 仙台川平郵便局 宮城県仙台市青葉区川平３－３８－３０
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 仙台中江郵便局 宮城県仙台市青葉区中江２－１－２
宮城県 仙台中山郵便局 宮城県仙台市青葉区中山６－６－３
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 仙台柏木郵便局 宮城県仙台市青葉区柏木１－４－３３
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 仙台米ケ袋郵便局 宮城県仙台市青葉区米ケ袋１－４－３９
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 仙台本沢郵便局 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢３－１８－４２
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 仙台燕沢郵便局 宮城県仙台市宮城野区東仙台１－１－３
宮城県 仙台岡田郵便局 宮城県仙台市宮城野区岡田寺袋浦８－７
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 仙台苦竹郵便局 宮城県仙台市宮城野区平成１－３－２２
宮城県 仙台原町郵便局 宮城県仙台市宮城野区原町１－３－２５
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 仙台自由ケ丘郵便局 宮城県仙台市宮城野区自由ケ丘３－２８
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
宮城県 仙台第三合同庁舎内郵便局 宮城県仙台市宮城野区五輪１－３－１５
宮城県 仙台鶴ケ谷郵便局 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷８－１９－１
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 仙台二十人町郵便局 宮城県仙台市宮城野区二十人町３７
宮城県 仙台福室郵便局 宮城県仙台市宮城野区福室５－４－１２
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 東仙台四郵便局 宮城県仙台市宮城野区東仙台４－３－６
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 仙台遠見塚郵便局 宮城県仙台市若林区中倉１－２４－２２
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 仙台河原町郵便局 宮城県仙台市若林区河原町１－２－１８
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 仙台荒井郵便局 宮城県仙台市若林区荒井堀口４－１
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
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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 仙台上飯田郵便局 宮城県仙台市若林区上飯田１－１５－７
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 仙台保春院前丁郵便局 宮城県仙台市若林区保春院前丁１１
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 仙台連坊郵便局 宮城県仙台市若林区連坊２－１１－１
宮城県 秋保郵便局 宮城県仙台市太白区秋保町長袋門前２９
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 仙台向山郵便局 宮城県仙台市太白区向山２－１９－５
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 仙台人来田郵便局 宮城県仙台市太白区人来田１－１４－６
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 仙台生出郵便局 宮城県仙台市太白区茂庭町北４１－１
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 仙台青山郵便局 宮城県仙台市太白区大塒町７－３７
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 仙台中田郵便局 宮城県仙台市太白区中田４－１５－１
宮城県 仙台長町三郵便局 宮城県仙台市太白区長町３－８－２３
宮城県 仙台長町六郵便局 宮城県仙台市太白区長町６－８－４０
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 仙台緑ケ丘郵便局 宮城県仙台市太白区緑ケ丘３－３－１２
宮城県 泉西郵便局 宮城県仙台市泉区寺岡６－８－１
宮城県 泉郵便局 宮城県仙台市泉区将監８－１０－３
宮城県 石巻郵便局 宮城県石巻市南中里３－１５－４２
宮城県 塩釜郵便局 宮城県塩竈市港町２－８－１８
宮城県 気仙沼郵便局 宮城県気仙沼市八日町１－２－１３
宮城県 名取郵便局 宮城県名取市飯野坂１－２－３
宮城県 岩沼郵便局 宮城県岩沼市桜３－５－３
宮城県 佐沼郵便局 宮城県登米市迫町佐沼中江３－１－１１
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 大河原郵便局 宮城県柴田郡大河原町新南３５－１
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
秋田県 秋田駅前郵便局 秋田県秋田市中通４－１１－１４
秋田県 秋田中央郵便局 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
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 能代郵便局 秋田県能代市上町９－１
秋田県 横手郵便局 秋田県横手市大町６－１３
秋田県 大館郵便局 秋田県大館市中城１２－３
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 本荘郵便局 秋田県由利本荘市給人町４３－１
秋田県 大曲郵便局 秋田県大仙市佐野町１－１９
秋田県 角館郵便局 秋田県仙北市角館町中町２１－１
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
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 米沢郵便局 山形県米沢市金池３－１－４３
山形県 鶴岡郵便局 山形県鶴岡市山王町４－１５
山形県 酒田郵便局 山形県酒田市新井田町１０－１
山形県 新庄郵便局 山形県新庄市小田島町４－１８
山形県 上山郵便局 山形県上山市八日町１－５
山形県 天童郵便局 山形県天童市久野本４－３－１２
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山形県 東根郵便局 山形県東根市三日町３－３－１８
福島県 福島中央郵便局 福島県福島市森合町１０－３０
福島県 福島東郵便局 福島県福島市鎌田下田４－２
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 郡山西郵便局 福島県郡山市大槻町前畑４３
福島県 郡山南郵便局 福島県郡山市安積３－３３３
福島県 郡山郵便局 福島県郡山市朝日２－２４－６
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 小名浜郵便局 福島県いわき市小名浜定西４７－２
福島県 白河郵便局 福島県白河市天神町７８－１
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 二本松郵便局 福島県二本松市本町２－２－２
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 三春郵便局 福島県田村郡三春町大町３
茨城県 茨城県庁内郵便局 茨城県水戸市笠原町９７８－６
茨城県 水戸中央郵便局 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
茨城県 赤塚郵便局 茨城県水戸市赤塚２－２１２
茨城県 大場郵便局 茨城県水戸市大場町３－２２
茨城県 内原郵便局 茨城県水戸市内原２－１
茨城県 日立郵便局 茨城県日立市幸町２－３－２８
茨城県 土浦駅前郵便局 茨城県土浦市大和町５－４
茨城県 土浦郵便局 茨城県土浦市城北町２－２１
茨城県 古河横山町郵便局 茨城県古河市横山町２－３－２７
茨城県 古河下山郵便局 茨城県古河市東３－１１－３１
茨城県 古河郵便局 茨城県古河市桜町１－１０
茨城県 石岡郵便局 茨城県石岡市府中１－７－２８
茨城県 結城郵便局 茨城県結城市結城７１９５－２
茨城県 龍ケ崎郵便局 茨城県龍ケ崎市出し山町１６８
茨城県 水海道郵便局 茨城県常総市水海道諏訪町３２２０－２
茨城県 北茨城郵便局 茨城県北茨城市磯原町磯原１－１２０
茨城県 取手ボックスヒル内郵便局 茨城県取手市中央町２－５
茨城県 取手郵便局 茨城県取手市西２－３７－１
茨城県 牛久郵便局 茨城県牛久市中央３－５－２
茨城県 谷田部松代郵便局 茨城県つくば市松代４－２００－１
茨城県 筑波学園郵便局 茨城県つくば市吾妻１－１３－２
茨城県 筑波大学内郵便局 茨城県つくば市天久保３－１－１
茨城県 島名郵便局 茨城県つくば市島名６４３
茨城県 ひたちなか郵便局 茨城県ひたちなか市石川町２８－１
茨城県 鹿島神宮前郵便局 茨城県鹿嶋市城山４－２－８
茨城県 潮来郵便局 茨城県潮来市潮来１０３－３
茨城県 守谷郵便局 茨城県守谷市本町７０１－２
茨城県 下館駅前郵便局 茨城県筑西市丙２１０
茨城県 下館郵便局 茨城県筑西市乙１００８
茨城県 神栖郵便局 茨城県神栖市溝口４９９１
茨城県 大洗郵便局 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８８１－３６４
茨城県 大子郵便局 茨城県久慈郡大子町大子６７６
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 宇都宮野沢郵便局 栃木県宇都宮市野沢町３２７－９
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 藤岡郵便局 栃木県栃木市藤岡町藤岡６４１０－９
栃木県 栃木駅前郵便局 栃木県栃木市境町１－７
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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 下今市郵便局 栃木県日光市今市７８６－１
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 今市市役所通郵便局 栃木県日光市今市本町１９－１
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 清滝郵便局 栃木県日光市清滝２－４－１５
栃木県 中禅寺郵便局 栃木県日光市中宮祠２４７８－７１
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 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 黒磯中央町郵便局 栃木県那須塩原市中央町１－６
栃木県 黒磯豊浦郵便局 栃木県那須塩原市阿波町１１１－４
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 氏家郵便局 栃木県さくら市卯の里３－３３－４
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 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 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 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 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 群馬棟高郵便局 群馬県高崎市棟高町９５４－６
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 高崎高松郵便局 群馬県高崎市高松町２
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 桐生郵便局 群馬県桐生市巴町２－１１１３
群馬県 伊勢崎郵便局 群馬県伊勢崎市曲輪町３６－２
群馬県 太田郵便局 群馬県太田市飯田町９４８
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 伊香保郵便局 群馬県渋川市伊香保町伊香保３３６－１３
群馬県 渋川郵便局 群馬県渋川市渋川１９０２－２８
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 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 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 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 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 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
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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 さいたま新都心郵便局 埼玉県さいたま市中央区新都心３－１
埼玉県 与野郵便局 埼玉県さいたま市中央区下落合５－６－８
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
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 岩槻本町郵便局 埼玉県さいたま市岩槻区本町１－１８－７
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 妻沼卯月花郵便局 埼玉県熊谷市妻沼３５３－７
埼玉県 川口駅前郵便局 埼玉県川口市本町４－４－１６
埼玉県 川口郵便局 埼玉県川口市本町２－２－１
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 本庄郵便局 埼玉県本庄市本庄１－２－２
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 上尾郵便局 埼玉県上尾市谷津１－８７－１
埼玉県 草加郵便局 埼玉県草加市栄町３－８－１
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 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 吉川郵便局 埼玉県吉川市保１－３２－１
埼玉県 大井東台郵便局 埼玉県ふじみ野市大井６００－３
埼玉県 越生郵便局 埼玉県入間郡越生町上野６３３－４
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 若葉郵便局 千葉県千葉市中央区中央２－９－１０
千葉県 千葉駅前大通り郵便局 千葉県千葉市中央区富士見１－１４－１１
千葉県 千葉駅東口郵便局 千葉県千葉市中央区富士見１－３－２
千葉県 千葉新町郵便局 千葉県千葉市中央区新町３－４
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
千葉県 幕張郵便局 千葉県千葉市花見川区幕張町５－４１７－１１２
千葉県 千葉あやめ台郵便局 千葉県千葉市稲毛区あやめ台１－１３
千葉県 千葉長沼原郵便局 千葉県千葉市稲毛区長沼原町８０５－１
千葉県 都賀駅前郵便局 千葉県千葉市若葉区都賀３－１０－３
千葉県 千葉緑郵便局 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－３８－５
千葉県 土気駅前郵便局 千葉県千葉市緑区あすみが丘１－２０－１
千葉県 ワールドビジネスガーデン内郵便局 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１
千葉県 稲毛海岸駅前郵便局 千葉県千葉市美浜区高洲３－１０－４
千葉県 美浜郵便局 千葉県千葉市美浜区真砂４－１－１
千葉県 幕張テクノガーデン内郵便局 千葉県千葉市美浜区中瀬１－３－ＣＢ２
千葉県 銚子郵便局 千葉県銚子市若宮町３－１
千葉県 行徳駅前三郵便局 千葉県市川市行徳駅前３－７－２６
千葉県 行徳郵便局 千葉県市川市香取２－１－１６
千葉県 市川塩焼郵便局 千葉県市川市塩焼２－３－２９
千葉県 市川原木郵便局 千葉県市川市原木１－１９－２１
千葉県 市川幸郵便局 千葉県市川市幸２－９－１９
千葉県 市川三本松郵便局 千葉県市川市市川１－３－２０
千葉県 市川南八幡郵便局 千葉県市川市南八幡４－６－１０
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千葉県 市川郵便局 千葉県市川市平田２－１－１
千葉県 南行徳駅前郵便局 千葉県市川市南行徳１－１６－２１
千葉県 北八幡郵便局 千葉県市川市八幡１－１６－５
千葉県 西船橋駅前郵便局 千葉県船橋市西船４－２３－９
千葉県 船橋前原団地内郵便局 千葉県船橋市前原西６－１－２２
千葉県 船橋北口郵便局 千葉県船橋市本町７－１０－１８
千葉県 船橋本町郵便局 千葉県船橋市本町４－３７－１２
千葉県 船橋郵便局 千葉県船橋市南本町７－１７
千葉県 津田沼郵便局 千葉県船橋市前原西２－１３－２２
千葉県 館山駅前郵便局 千葉県館山市北条２２０４
千葉県 館山船形郵便局 千葉県館山市船形３２０
千葉県 館山郵便局 千葉県館山市北条１６３５－３
千葉県 木更津中島郵便局 千葉県木更津市中島１６３－２
千葉県 木更津郵便局 千葉県木更津市中央２－６－１５
千葉県 松戸駅西口郵便局 千葉県松戸市松戸１３０５－２５
千葉県 松戸上本郷郵便局 千葉県松戸市上本郷４０６５
千葉県 松戸東口郵便局 千葉県松戸市根本４６５
千葉県 松戸南郵便局 千葉県松戸市松飛台４７０－１
千葉県 松戸日暮郵便局 千葉県松戸市日暮５－５４
千葉県 松戸郵便局 千葉県松戸市松戸１７４３－８
千葉県 新松戸駅前郵便局 千葉県松戸市新松戸１－３６６
千葉県 関宿郵便局 千葉県野田市関宿台町３１５－１
千葉県 野田郵便局 千葉県野田市野田６１７－３
千葉県 成田駅前郵便局 千葉県成田市不動ケ岡１１０９－３
千葉県 成田西口郵便局 千葉県成田市馬橋３－１９
千葉県 成田東町郵便局 千葉県成田市東町６０７－２１
千葉県 成田郵便局 千葉県成田市赤坂２－１－３
千葉県 佐倉ユーカリが丘郵便局 千葉県佐倉市ユーカリが丘２－１－８
千葉県 佐倉郵便局 千葉県佐倉市海隣寺町２－５
千葉県 旭郵便局 千葉県旭市ロ１４４０－４
千葉県 習志野大久保東郵便局 千葉県習志野市大久保２－４－３
千葉県 習志野郵便局 千葉県習志野市津田沼２－５－１
千葉県 柏駅西口郵便局 千葉県柏市旭町１－４－１８
千葉県 柏高島屋郵便局 千葉県柏市末広町３－１６
千葉県 柏郵便局 千葉県柏市東上町６－２９
千葉県 勝浦郵便局 千葉県勝浦市墨名８１６－１
千葉県 姉崎郵便局 千葉県市原市姉崎７２１
千葉県 南流山郵便局 千葉県流山市南流山６－７－１
千葉県 流山郵便局 千葉県流山市西初石４－１４２３－１
千葉県 八千代台ユアエルム郵便局 千葉県八千代市八千代台東１－１－１０
千葉県 我孫子駅前郵便局 千葉県我孫子市我孫子１－９－１８
千葉県 我孫子郵便局 千葉県我孫子市天王台６－８－１５
千葉県 鴨川郵便局 千葉県鴨川市横渚１０２６－４
千葉県 鎌ケ谷郵便局 千葉県鎌ケ谷市右京塚１３－２６
千葉県 浦安猫実四郵便局 千葉県浦安市猫実４－１７－９
千葉県 浦安富岡郵便局 千葉県浦安市富岡３－２－２
千葉県 浦安郵便局 千葉県浦安市東野１－６－１
千葉県 新浦安駅前郵便局 千葉県浦安市入船１－５－１
千葉県 四街道郵便局 千葉県四街道市美しが丘１－１８－２
千葉県 袖ケ浦郵便局 千葉県袖ケ浦市福王台２－２－８
千葉県 八街郵便局 千葉県八街市八街ほ２３４
千葉県 印西郵便局 千葉県印西市中央南２－４
千葉県 白井郵便局 千葉県白井市堀込１－１－１０
千葉県 佐原郵便局 千葉県香取市北２－３－１
千葉県 太東郵便局 千葉県いすみ市岬町椎木２１２０
東京都 麹町郵便局 東京都千代田区九段南４－５－９
東京都 国会内郵便局 東京都千代田区永田町１－７－１
東京都 秋葉原ＵＤＸ内郵便局 東京都千代田区外神田４－１４－１
東京都 小川町郵便局 東京都千代田区神田小川町３－２２
東京都 神田郵便局 東京都千代田区神田淡路町２－１２
東京都 千代田霞が関郵便局 東京都千代田区霞が関１－３－２
東京都 帝国ホテル内郵便局 東京都千代田区内幸町１－１－１
東京都 東京交通会館内郵便局 東京都千代田区有楽町２－１０－１
東京都 東京中央郵便局 東京都千代田区丸の内２－７－２
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東京都 東神田一郵便局 東京都千代田区東神田２－４－５
東京都 飯田橋郵便局 東京都千代田区富士見２－１０－２
東京都 京橋通郵便局 東京都中央区京橋３－６－３
東京都 京橋郵便局 東京都中央区築地４－２－２
東京都 銀座みゆき通郵便局 東京都中央区銀座６－８－３（銀座尾張町ＴＯＷＥＲ４階）
東京都 銀座四郵便局 東京都中央区銀座４－６－１１
東京都 銀座通郵便局 東京都中央区銀座２－７－１８
東京都 銀座並木通郵便局 東京都中央区銀座３－２－１０
東京都 新日本橋駅前郵便局 東京都中央区日本橋本町３－３－４
東京都 東日本橋三郵便局 東京都中央区東日本橋３－４－１０
東京都 日本橋南郵便局 東京都中央区日本橋２－２－１０
東京都 日本橋郵便局 東京都中央区日本橋１－１８－１
東京都 八重洲地下街郵便局 東京都中央区八重洲２－１
東京都 お台場海浜公園前郵便局 東京都港区台場１－５－４－３０１
東京都 ニュー新橋ビル内郵便局 東京都港区新橋２－１６－１
東京都 機械振興会館内郵便局 東京都港区芝公園３－５－８
東京都 虎ノ門郵便局 東京都港区虎ノ門１－７－１２
東京都 港芝浦郵便局 東京都港区芝浦３－４－１７
東京都 港白金三郵便局 東京都港区白金３－１－８
東京都 高輪郵便局 東京都港区三田３－８－６
東京都 汐留シティセンター郵便局 東京都港区東新橋１－５－２
東京都 芝公園郵便局 東京都港区芝公園１－８－１２
東京都 芝郵便局 東京都港区西新橋３－２２－５
東京都 新橋郵便局 東京都港区新橋１－６－９
東京都 世界貿易センター内郵便局 東京都港区浜松町２－４－１
東京都 西新橋郵便局 東京都港区西新橋１－５－１３
東京都 赤坂郵便局 東京都港区赤坂８－４－１７
東京都 東京ミッドタウン郵便局 東京都港区赤坂９－７－１
東京都 品川駅前郵便局 東京都港区高輪３－２５－２７
東京都 麻布郵便局 東京都港区麻布台１－６－１９
東京都 六本木駅前郵便局 東京都港区六本木６－７－１０
東京都 ＫＤＤＩビル内郵便局 東京都新宿区西新宿２－３－３
東京都 四谷郵便局 東京都新宿区信濃町３１
東京都 新宿歌舞伎町郵便局 東京都新宿区歌舞伎町２－４１－８
東京都 新宿三郵便局 東京都新宿区新宿３－１７－２３
東京都 新宿郵便局 東京都新宿区西新宿１－８－８
東京都 西早稲田一郵便局 東京都新宿区西早稲田１－８－２２（伊東ビル１階）
東京都 東京都庁内郵便局 東京都新宿区西新宿２－８－１
東京都 御茶ノ水郵便局 東京都文京区湯島１－５－４５
東京都 東京ドームシティ郵便局 東京都文京区後楽１－３－６１
東京都 文京根津郵便局 東京都文京区根津１－１７－１
東京都 文京春日郵便局 東京都文京区春日１－１６－２１
東京都 本郷郵便局 東京都文京区本郷６－１－１５
東京都 上野駅前郵便局 東京都台東区上野６－１５－１
東京都 上野七郵便局 東京都台東区上野７－９－１５
東京都 上野郵便局 東京都台東区下谷１－５－１２
東京都 浅草郵便局 東京都台東区西浅草１－１－１
東京都 蔵前郵便局 東京都台東区蔵前２－１５－６
東京都 台東花川戸郵便局 東京都台東区花川戸２－８－１
東京都 台東根岸三郵便局 東京都台東区根岸３－２－１０
東京都 台東桜木郵便局 東京都台東区上野桜木１－１０－１０
東京都 台東三郵便局 東京都台東区台東３－１２－５
東京都 雷門郵便局 東京都台東区雷門２－２－８
東京都 押上駅前郵便局 東京都墨田区業平４－１７－１２
東京都 錦糸町駅前郵便局 東京都墨田区錦糸３－２－１
東京都 向島郵便局 東京都墨田区東向島２－３２－２５
東京都 墨田両国三郵便局 東京都墨田区両国３－７－３
東京都 本所一郵便局 東京都墨田区本所１－２５－７
東京都 江東豊洲郵便局 東京都江東区豊洲３－２－２０
東京都 城東郵便局 東京都江東区大島３－１５－２
東京都 深川郵便局 東京都江東区東陽４－４－２
東京都 品川郵便局 東京都品川区東大井５－２３－３４
東京都 中目黒駅前郵便局 東京都目黒区上目黒２－１５－８
東京都 アロマスクエア郵便局 東京都大田区蒲田５－３７－１
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東京都 羽田空港郵便局 東京都大田区羽田空港３－３－２
東京都 蒲田郵便局 東京都大田区蒲田本町１－２－８
東京都 大森郵便局 東京都大田区山王３－９－１３
東京都 世田谷郵便局 東京都世田谷区三軒茶屋２－１－１
東京都 千歳郵便局 東京都世田谷区経堂１－４０－１
東京都 用賀駅前郵便局 東京都世田谷区用賀４－１０－１
東京都 恵比寿駅ビル内郵便局 東京都渋谷区恵比寿南１－５－５
東京都 渋谷神南郵便局 東京都渋谷区神南１－２１－１
東京都 渋谷郵便局 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
東京都 中野郵便局 東京都中野区中野２－２７－１
東京都 杉並南郵便局 東京都杉並区浜田山４－５－５
東京都 杉並富士見ヶ丘郵便局 東京都杉並区久我山５－１－２２
東京都 杉並郵便局 東京都杉並区成田東４－３８－１４
東京都 サンシャイン６０内郵便局 東京都豊島区東池袋３－１－１
東京都 巣鴨郵便局 東京都豊島区巣鴨４－２６－１
東京都 池袋郵便局 東京都豊島区池袋２－４０－１３
東京都 東京芸術劇場郵便局 東京都豊島区西池袋１－８－１
東京都 豊島郵便局 東京都豊島区東池袋３－１８－１
東京都 赤羽郵便局 東京都北区赤羽南１－１２－１０
東京都 荒川郵便局 東京都荒川区荒川３－２－１
東京都 板橋西郵便局 東京都板橋区高島平３－１２－１
東京都 大泉郵便局 東京都練馬区大泉学園町４－２０－２３
東京都 練馬郵便局 東京都練馬区豊玉北６－４－２
東京都 足立郵便局 東京都足立区千住曙町４２－４
東京都 葛西郵便局 東京都江戸川区中葛西１－３－１
東京都 立川郵便局 東京都立川市曙町２－１４－３６
東京都 吉祥寺駅前郵便局 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１３－４
東京都 武蔵野御殿山郵便局 東京都武蔵野市御殿山１－１－３
東京都 武蔵野郵便局 東京都武蔵野市西久保３－１－２６
東京都 武蔵府中郵便局 東京都府中市寿町１－７
東京都 グランベリーモール郵便局 東京都町田市鶴間３－３－１
東京都 町田駅前郵便局 東京都町田市原町田４－１－１４
東京都 小金井郵便局 東京都小金井市本町５－３８－２０
東京都 日野高幡郵便局 東京都日野市高幡１００３－２
東京都 日野郵便局 東京都日野市宮３４５
東京都 多摩郵便局 東京都多摩市鶴牧１－２４－２
神奈川県 鶴見郵便局 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－２２－１
神奈川県 横浜六角橋郵便局 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－４－１
神奈川県 クイーンズスクエア横浜郵便局 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－４
神奈川県 みなとみらい四郵便局 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－２
神奈川県 横浜ランドマークタワー郵便局 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１
神奈川県 横浜駅西口郵便局 神奈川県横浜市西区南幸１－１０－６
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
神奈川県 横浜港郵便局 神奈川県横浜市中区日本大通５－３
神奈川県 横浜桜木郵便局 神奈川県横浜市中区桜木町１－１
神奈川県 横浜市役所内郵便局 神奈川県横浜市中区港町１－１
神奈川県 横浜中華街郵便局 神奈川県横浜市中区山下町１２３－１
神奈川県 石川町駅前郵便局 神奈川県横浜市中区石川町２－７６
神奈川県 横浜南郵便局 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町１－１
神奈川県 保土ヶ谷郵便局 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－８
神奈川県 洋光台駅前郵便局 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１３－１１
神奈川県 横浜金沢郵便局 神奈川県横浜市金沢区泥亀２－１０－２
神奈川県 金沢文庫駅前郵便局 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１６－７
神奈川県 港北郵便局 神奈川県横浜市港北区菊名６－２０－１８
神奈川県 綱島郵便局 神奈川県横浜市港北区綱島台１７－１３
神奈川県 新横浜駅前郵便局 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１４
神奈川県 新横浜三郵便局 神奈川県横浜市港北区新横浜３－２２－１７
神奈川県 横浜上矢部郵便局 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町３１５－４
神奈川県 戸塚郵便局 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４１０２－１
神奈川県 横浜上大岡郵便局 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１５－１
神奈川県 横浜旭郵便局 神奈川県横浜市旭区本村町４４－２
神奈川県 長津田郵便局 神奈川県横浜市緑区長津田６－７－１
神奈川県 緑郵便局 神奈川県横浜市緑区中山町１４９－４
神奈川県 瀬谷郵便局 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－４５－１０
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神奈川県 横浜飯島郵便局 神奈川県横浜市栄区飯島町５２７
神奈川県 横浜泉郵便局 神奈川県横浜市泉区和泉町４２５９－３
神奈川県 横浜柿の木台郵便局 神奈川県横浜市青葉区柿の木台１３－２８
神奈川県 横浜美しが丘郵便局 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－２１－１０
神奈川県 青葉台郵便局 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１３－１
神奈川県 青葉郵便局 神奈川県横浜市青葉区荏田西１－７－５
神奈川県 横浜センター北駅前郵便局 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－３
神奈川県 仲町台駅前郵便局 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－３４－１１
神奈川県 都筑郵便局 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３３－１
神奈川県 川崎砂子郵便局 神奈川県川崎市川崎区砂子２－１－９
神奈川県 川崎大師郵便局 神奈川県川崎市川崎区大師町４－３２
神奈川県 川崎中央郵便局 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２
神奈川県 川崎駅西口郵便局 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１
神奈川県 川崎ブレーメン通郵便局 神奈川県川崎市中原区木月１－３１－５
神奈川県 川崎新城郵便局 神奈川県川崎市中原区新城５－１－１５
神奈川県 中原郵便局 神奈川県川崎市中原区小杉町３－４３６
神奈川県 溝ノ口ノクティビル内郵便局 神奈川県川崎市高津区溝口１－３－１
神奈川県 川崎溝ノ口郵便局 神奈川県川崎市高津区溝口３－１５－１２
神奈川県 登戸駅前郵便局 神奈川県川崎市多摩区登戸２５７０
神奈川県 登戸郵便局 神奈川県川崎市多摩区登戸１６８５－１
神奈川県 宮前郵便局 神奈川県川崎市宮前区有馬４－１－１
神奈川県 新百合ヶ丘郵便局 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１８－１
神奈川県 麻生郵便局 神奈川県川崎市麻生区万福寺５－１－１
神奈川県 橋本郵便局 神奈川県相模原市緑区西橋本５－２－１
神奈川県 相模原郵便局 神奈川県相模原市中央区富士見１－１－２０
神奈川県 相模原東林間郵便局 神奈川県相模原市南区東林間５－１２－３
神奈川県 横須賀汐入郵便局 神奈川県横須賀市汐入町２－５
神奈川県 横須賀郵便局 神奈川県横須賀市小川町８
神奈川県 久里浜郵便局 神奈川県横須賀市久里浜５－１０－１
神奈川県 追浜郵便局 神奈川県横須賀市追浜町３－１３
神奈川県 平塚駅前郵便局 神奈川県平塚市八重咲町２－１
神奈川県 平塚紅谷郵便局 神奈川県平塚市紅谷町１４－２２
神奈川県 平塚郵便局 神奈川県平塚市追分１－３３
神奈川県 鎌倉小坂郵便局 神奈川県鎌倉市山ノ内７３９
神奈川県 鎌倉雪ノ下郵便局 神奈川県鎌倉市雪ノ下１－１０－６
神奈川県 鎌倉長谷郵便局 神奈川県鎌倉市長谷１－１５－１１
神奈川県 鎌倉津西郵便局 神奈川県鎌倉市津西１－１－１４
神奈川県 鎌倉郵便局 神奈川県鎌倉市小町１－１０－３
神奈川県 腰越郵便局 神奈川県鎌倉市腰越３－１－２３
神奈川県 大船ルミネウィング内郵便局 神奈川県鎌倉市大船１－４－１
神奈川県 大船郵便局 神奈川県鎌倉市大船２－２０－２３
神奈川県 江ノ島郵便局 神奈川県藤沢市江の島１－４－１３
神奈川県 湘南台駅前郵便局 神奈川県藤沢市湘南台２－５－５
神奈川県 辻堂郵便局 神奈川県藤沢市辻堂元町１－４－２
神奈川県 藤沢大庭郵便局 神奈川県藤沢市大庭５０６１－２１
神奈川県 藤沢東海岸郵便局 神奈川県藤沢市辻堂西海岸１－８－１５
神奈川県 藤沢南口郵便局 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１－４
神奈川県 藤沢片瀬山郵便局 神奈川県藤沢市片瀬山２－８－８
神奈川県 藤沢北郵便局 神奈川県藤沢市高倉１２２０
神奈川県 藤沢郵便局 神奈川県藤沢市藤沢１１５－２
神奈川県 片瀬郵便局 神奈川県藤沢市片瀬４－１４－１０
神奈川県 六会郵便局 神奈川県藤沢市亀井野２－１４－２
神奈川県 小田原城山郵便局 神奈川県小田原市城山１－６－３２
神奈川県 小田原東郵便局 神奈川県小田原市前川１４－１
神奈川県 小田原板橋郵便局 神奈川県小田原市板橋１５４
神奈川県 小田原郵便局 神奈川県小田原市栄町１－１３－１３
神奈川県 茅ヶ崎郵便局 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１３－２０
神奈川県 愛甲石田駅前郵便局 神奈川県厚木市愛甲東１－１－１４
神奈川県 厚木北郵便局 神奈川県厚木市下荻野９７０
神奈川県 厚木郵便局 神奈川県厚木市田村町２－１８
神奈川県 中央林間駅前郵便局 神奈川県大和市中央林間３－１０－１５
神奈川県 伊勢原郵便局 神奈川県伊勢原市田中４３２
神奈川県 海老名郵便局 神奈川県海老名市中央２－７－５
神奈川県 さがみ野駅前郵便局 神奈川県座間市さがみ野２－２－２３
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神奈川県 寒川郵便局 神奈川県高座郡寒川町宮山１８７
神奈川県 仙石原郵便局 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原２５－１
神奈川県 箱根宮ノ下郵便局 神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷４６７
神奈川県 箱根宮城野郵便局 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野下河原６１５
神奈川県 箱根強羅郵便局 神奈川県足柄下郡箱根町強羅１３００－３９
神奈川県 箱根町郵便局 神奈川県足柄下郡箱根町箱根７９
神奈川県 箱根湯本郵便局 神奈川県足柄下郡箱根町湯本３８３－１
神奈川県 湯河原郵便局 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥２－２－５
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 新潟東中通郵便局 新潟県新潟市中央区東中通１番町１８７－３
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 新潟堀之内郵便局 新潟県新潟市中央区堀之内南１－３３－３４
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 庄瀬郵便局 新潟県新潟市南区庄瀬６４８９－２
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 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 十日町郵便局 新潟県十日町市本町６－１
新潟県 見附郵便局 新潟県見附市学校町１－７－３８
新潟県 村上郵便局 新潟県村上市田端町６－４５
新潟県 糸魚川郵便局 新潟県糸魚川市寺町１－９－５
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 高田郵便局 新潟県上越市大手町３－２１
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 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 大和郵便局 新潟県南魚沼市浦佐３２９－４
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 鹿瀬郵便局 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬８９８５－４
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
富山県 富山駅前郵便局 富山県富山市新富町１－１－１２
富山県 富山駅北郵便局 富山県富山市牛島本町１－６－２２
富山県 富山越前町郵便局 富山県富山市越前町１－１４
富山県 富山中央郵便局 富山県富山市桜橋通り６－６
富山県 富山南郵便局 富山県富山市堀川町２５７－２
富山県 高岡駅前郵便局 富山県高岡市下関町２－２３－１
富山県 高岡郵便局 富山県高岡市御馬出町３４
富山県 魚津金屋郵便局 富山県魚津市中央通り２－６－５
富山県 魚津上村木郵便局 富山県魚津市上村木１－６－１
富山県 魚津郵便局 富山県魚津市本江１００７
富山県 女良郵便局 富山県氷見市中田８６－２
富山県 氷見郵便局 富山県氷見市丸の内１１－２８
富山県 滑川郵便局 富山県滑川市清水町３－３０
富山県 宇奈月郵便局 富山県黒部市宇奈月温泉７－３０
富山県 黒部郵便局 富山県黒部市三日市３９９３
富山県 砺波郵便局 富山県砺波市三島町１１－３
富山県 小矢部郵便局 富山県小矢部市綾子５５３－１
富山県 上平郵便局 富山県南砺市上平細島１１６５
富山県 福光郵便局 富山県南砺市福光９６３－１１
富山県 小杉郵便局 富山県射水市戸破若葉町１１９５
富山県 入善郵便局 富山県下新川郡入善町入膳３７２９－２
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富山県 泊郵便局 富山県下新川郡朝日町東草野１５９９－１
石川県 金沢駅前郵便局 石川県金沢市此花町５－６
石川県 金沢駅内郵便局 石川県金沢市木ノ新保町１－１（ＪＲ金沢駅あじわい館１階）
石川県 金沢近江町郵便局 石川県金沢市尾張町１－１－７
石川県 金沢兼六郵便局 石川県金沢市大手町６－５
石川県 金沢広坂郵便局 石川県金沢市本多町３－１－２７
石川県 金沢香林坊郵便局 石川県金沢市片町２－１－３
石川県 金沢高岡町郵便局 石川県金沢市南町４－６０
石川県 金沢四十万郵便局 石川県金沢市四十万３－１６６－２
石川県 金沢西念郵便局 石川県金沢市西念４－４－１１
石川県 金沢大学内郵便局 石川県金沢市角間町
石川県 金沢中央郵便局 石川県金沢市三社町１－１
石川県 金沢南郵便局 石川県金沢市泉野町６－１７－１
石川県 金沢尾張町郵便局 石川県金沢市尾張町２－１３－１
石川県 金沢野町郵便局 石川県金沢市野町１－３－７１
石川県 佐々波郵便局 石川県七尾市佐々波町ト部１０
石川県 七尾郵便局 石川県七尾市生駒町１－１
石川県 中島郵便局 石川県七尾市中島町中島甲１０３－１
石川県 和倉温泉郵便局 石川県七尾市和倉町ワ１８－２
石川県 小松郵便局 石川県小松市園町ハ１２８－１
石川県 輪島郵便局 石川県輪島市河井町１５部１３－１０
石川県 加賀郵便局 石川県加賀市大聖寺東町１－５
石川県 橋立郵便局 石川県加賀市橋立町イ甲１－２
石川県 山中郵便局 石川県加賀市山中温泉本町２－ソ２２
石川県 松任郵便局 石川県白山市八ツ矢町６０９
石川県 津幡郵便局 石川県河北郡津幡町加賀爪ハ３０－１
石川県 押水郵便局 石川県羽咋郡宝達志水町今浜ト１４１－２
福井県 福井松本郵便局 福井県福井市松本２－１－１
福井県 福井中央郵便局 福井県福井市大手３－１－２８
福井県 福井南郵便局 福井県福井市板垣４－２０１
福井県 六条郵便局 福井県福井市上莇生田町３－１８
福井県 敦賀駅前通郵便局 福井県敦賀市白銀町１３－４０
福井県 敦賀中央町郵便局 福井県敦賀市中央町１－１０－２０
福井県 敦賀郵便局 福井県敦賀市元町１１－５
福井県 小浜郵便局 福井県小浜市一番町１－１
福井県 大野郵便局 福井県大野市陽明町２－２１０
福井県 勝山郵便局 福井県勝山市本町２－１０－２０
福井県 鯖江郵便局 福井県鯖江市水落町１－２－２８
福井県 芦原郵便局 福井県あわら市二面４－５０２
福井県 吉崎郵便局 福井県あわら市吉崎１－８０８
福井県 金津郵便局 福井県あわら市市姫３－２２－１
福井県 細呂木郵便局 福井県あわら市滝６－２０－１
福井県 坪江郵便局 福井県あわら市中川１６－３
福井県 武生郵便局 福井県越前市中央１－１０－３０
福井県 丸岡横地郵便局 福井県坂井市丸岡町北横地１５－１
福井県 丸岡霞郵便局 福井県坂井市丸岡町霞町１－１
福井県 丸岡郵便局 福井県坂井市丸岡町今福１２－４
福井県 高椋郵便局 福井県坂井市丸岡町末政４－７４－１
福井県 坂井郵便局 福井県坂井市坂井町新庄３－１０１－１
福井県 三国郵便局 福井県坂井市三国町錦４－３－６４
福井県 春江郵便局 福井県坂井市春江町江留下屋敷２３０
福井県 大関郵便局 福井県坂井市坂井町大味３０－１９－２
福井県 大石郵便局 福井県坂井市春江町上小森６－１－１
福井県 南春江郵便局 福井県坂井市春江町江留上中央１－３２
福井県 兵庫郵便局 福井県坂井市坂井町下兵庫１３３－２７－２
福井県 永平寺郵便局 福井県吉田郡永平寺町志比５－１５
山梨県 甲府駅前郵便局 山梨県甲府市丸の内２－１－１０
山梨県 甲府大鎌田郵便局 山梨県甲府市宮原町１３３４－８
山梨県 甲府中央郵便局 山梨県甲府市太田町６－１０
山梨県 甲府武田郵便局 山梨県甲府市武田３－１７－１３
山梨県 昇仙峡郵便局 山梨県甲府市猪狩町４１４
山梨県 湯村郵便局 山梨県甲府市湯村３－２－４４
山梨県 吉田本町郵便局 山梨県富士吉田市下吉田３－１－７
山梨県 上吉田郵便局 山梨県富士吉田市上吉田７－１４－７
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山梨県 富士吉田本通郵便局 山梨県富士吉田市中曽根１－１－２７
山梨県 富士吉田郵便局 山梨県富士吉田市中曽根３－１－１
山梨県 都留上谷郵便局 山梨県都留市上谷５－１１－１９
山梨県 都留郵便局 山梨県都留市下谷３－２－１
山梨県 山梨加納岩郵便局 山梨県山梨市上神内川１２３１－７
山梨県 山梨郵便局 山梨県山梨市小原西１０４３
山梨県 大月郵便局 山梨県大月市御太刀１－１３－１
山梨県 韮崎郵便局 山梨県韮崎市中央町５－２２
山梨県 小淵沢郵便局 山梨県北杜市小淵沢町１０４３－４
山梨県 清里郵便局 山梨県北杜市高根町清里３５４５－４０５
山梨県 大泉郵便局 山梨県北杜市大泉町谷戸２９７２
山梨県 竜王郵便局 山梨県甲斐市名取１２－１
山梨県 石和駅前郵便局 山梨県笛吹市石和町松本１０６６－２
山梨県 石和郵便局 山梨県笛吹市石和町市部４５８
山梨県 上野原郵便局 山梨県上野原市上野原１０７０
山梨県 島田郵便局 山梨県上野原市新田７３９－１
山梨県 塩山駅前郵便局 山梨県甲州市塩山上於曽１７１９－１５
山梨県 勝沼郵便局 山梨県甲州市勝沼町勝沼１４１６
山梨県 田富流通団地郵便局 山梨県中央市山之神流通団地２－１－１
山梨県 豊富郵便局 山梨県中央市大鳥居３６４４－８
山梨県 身延山郵便局 山梨県南巨摩郡身延町身延３７６０
山梨県 忍野郵便局 山梨県南都留郡忍野村忍草１４０９－４
山梨県 旭日丘郵便局 山梨県南都留郡山中湖村平野５０６－２９６
山梨県 山中湖郵便局 山梨県南都留郡山中湖村山中土手外４４６－３
山梨県 鳴沢郵便局 山梨県南都留郡鳴沢村１８４１－１
山梨県 河口湖郵便局 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３４５１
山梨県 河口郵便局 山梨県南都留郡富士河口湖町河口１０８８
山梨県 勝山郵便局 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山４０４４－１
山梨県 精進郵便局 山梨県南都留郡富士河口湖町精進５１４－４５
長野県 戸隠神社前郵便局 長野県長野市戸隠２２８０－５
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 長野県庁内郵便局 長野県長野市南長野幅下６９２－２
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 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 松本郵便局 長野県松本市中央２－７－５
長野県 波田郵便局 長野県松本市波田５１８６
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 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 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 駒ヶ根郵便局 長野県駒ヶ根市中央１３－１３
長野県 大町郵便局 長野県大町市大町３２０９
長野県 飯山郵便局 長野県飯山市飯山９７４
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 北山郵便局 長野県茅野市北山１１８０－１
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
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長野県 佐久郵便局 長野県佐久市中込３７３４－１２
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 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 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 箕輪郵便局 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪９４４４－１
長野県 宮田郵便局 長野県上伊那郡宮田村１１０－１
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 田立郵便局 長野県木曽郡南木曽町田立１４２８－３
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 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
岐阜県 岐阜県庁内郵便局 岐阜県岐阜市薮田南２－１－１
岐阜県 岐阜中央郵便局 岐阜県岐阜市清住町１－３－２
岐阜県 岐阜問屋町郵便局 岐阜県岐阜市橋本町２－８
岐阜県 大垣駅前郵便局 岐阜県大垣市高屋町１－３９
岐阜県 大垣郵便局 岐阜県大垣市郭町４－１
岐阜県 宮村郵便局 岐阜県高山市一之宮町４６３－１
岐阜県 高山上一之町郵便局 岐阜県高山市上一之町９７
岐阜県 高山八幡郵便局 岐阜県高山市下二之町２６
岐阜県 高山郵便局 岐阜県高山市名田町５－９５－１
岐阜県 荘川郵便局 岐阜県高山市荘川町新渕２４１
岐阜県 丹生川郵便局 岐阜県高山市丹生川町町方１８－４
岐阜県 栃尾郵便局 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾３３９－４１
岐阜県 多治見郵便局 岐阜県多治見市音羽町４－２
岐阜県 坂本郵便局 岐阜県中津川市千旦林１４６７－２
岐阜県 中津川郵便局 岐阜県中津川市新町７－４１
岐阜県 馬籠郵便局 岐阜県中津川市馬籠４２５９
岐阜県 羽島郵便局 岐阜県羽島市竹鼻町日吉町１２５－１
岐阜県 恵那郵便局 岐阜県恵那市大井町１８５－１
岐阜県 土岐郵便局 岐阜県土岐市土岐津町高山東田１４０－１
岐阜県 各務原桜町郵便局 岐阜県各務原市那加桜町２－３３２
岐阜県 各務原郵便局 岐阜県各務原市那加栄町２
岐阜県 飛騨古川郵便局 岐阜県飛騨市古川町新栄町３－１
岐阜県 郡上八幡郵便局 岐阜県郡上市八幡町島谷７７６－１
岐阜県 下呂郵便局 岐阜県下呂市森９６１－１４
岐阜県 石津郵便局 岐阜県海津市南濃町太田南條６１３－１
岐阜県 関ケ原郵便局 岐阜県不破郡関ケ原町関ケ原尻江３３４７－６
岐阜県 鳩谷郵便局 岐阜県大野郡白川村鳩谷中長３２２
静岡県 静岡県庁内郵便局 静岡県静岡市葵区追手町９－６
静岡県 静岡中央郵便局 静岡県静岡市葵区黒金町１－９
静岡県 静岡馬場郵便局 静岡県静岡市葵区馬場町１２３
静岡県 静岡栗原郵便局 静岡県静岡市駿河区栗原７－４
静岡県 静岡南郵便局 静岡県静岡市駿河区有明町２－１０
静岡県 清水押切郵便局 静岡県静岡市清水区押切８１１－２４
静岡県 清水相生郵便局 静岡県静岡市清水区相生町６－２４
静岡県 清水郵便局 静岡県静岡市清水区辻１－９－２７
静岡県 浜松アクトシティ内郵便局 静岡県浜松市中区板屋町１１１－２
静岡県 浜松鴨江郵便局 静岡県浜松市中区鴨江町１５
静岡県 浜松西郵便局 静岡県浜松市中区西伊場町５５－１
静岡県 浜松郵便局 静岡県浜松市中区旭町８－１
静岡県 浜松東郵便局 静岡県浜松市東区西塚町３０２
静岡県 細江郵便局 静岡県浜松市北区細江町気賀５１９
静岡県 浜松北郵便局 静岡県浜松市北区初生町１４１６－８
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静岡県 浜北郵便局 静岡県浜松市浜北区横須賀９１０
静岡県 沼津駅前郵便局 静岡県沼津市大手町５－４－１０
静岡県 沼津郵便局 静岡県沼津市寿町１－２５
静岡県 南熱海郵便局 静岡県熱海市下多賀９０６－６
静岡県 熱海駅前郵便局 静岡県熱海市田原本町４－１０
静岡県 熱海郵便局 静岡県熱海市水口町１３－１４
静岡県 三島駅前郵便局 静岡県三島市一番町８－１２
静岡県 三島大社町郵便局 静岡県三島市大社町５－７
静岡県 三島中央町郵便局 静岡県三島市中央町５－５
静岡県 三島郵便局 静岡県三島市南田町４－５０
静岡県 富士宮宮町郵便局 静岡県富士宮市宮町２－１０
静岡県 富士宮郵便局 静岡県富士宮市若の宮町４７５
静岡県 北山郵便局 静岡県富士宮市北山４９９４－１
静岡県 伊東駅前郵便局 静岡県伊東市湯川１－１１－１８
静岡県 伊東郵便局 静岡県伊東市広野１－３－３３
静岡県 伊豆高原郵便局 静岡県伊東市八幡野１１２７－５４
静岡県 川奈郵便局 静岡県伊東市川奈１２１３－１４
静岡県 金谷郵便局 静岡県島田市金谷代官町３３９２
静岡県 吉原郵便局 静岡県富士市国久保２－１－２５
静岡県 大渕郵便局 静岡県富士市大淵３１１８－５
静岡県 富士郵便局 静岡県富士市本市場１５０－１
静岡県 磐田郵便局 静岡県磐田市見付只来２９６６－８
静岡県 焼津郵便局 静岡県焼津市焼津１－４－１
静岡県 遠江大東郵便局 静岡県掛川市菊浜７１０－１
静岡県 掛川郵便局 静岡県掛川市中央１－１７－３
静岡県 御殿場東田中郵便局 静岡県御殿場市東田中２－１－７
静岡県 御殿場郵便局 静岡県御殿場市萩原５３７－１
静岡県 袋井郵便局 静岡県袋井市新屋１－１－１０
静岡県 下田郵便局 静岡県下田市二－４－２６
静岡県 裾野岩波郵便局 静岡県裾野市御宿１０８６－１４
静岡県 裾野郵便局 静岡県裾野市佐野５２４－１
静岡県 新所原郵便局 静岡県湖西市新所原３－５－１
静岡県 修善寺温泉郵便局 静岡県伊豆市修善寺６９９－７
静岡県 土肥郵便局 静岡県伊豆市土肥４６７
静岡県 湯ケ島郵便局 静岡県伊豆市湯ケ島１７６－４３
静岡県 浜岡郵便局 静岡県御前崎市池新田２７１９－１
静岡県 伊豆長岡郵便局 静岡県伊豆の国市長岡１１０９－１
静岡県 熱川郵便局 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本１２５３－６７
静岡県 河津郵便局 静岡県賀茂郡河津町笹原２９９－５
静岡県 松崎郵便局 静岡県賀茂郡松崎町江奈１９７－１
静岡県 三島清水郵便局 静岡県駿東郡清水町新宿１０４
静岡県 長泉なめり郵便局 静岡県駿東郡長泉町納米里原添１６８－１
静岡県 須走郵便局 静岡県駿東郡小山町須走１６－１４
静岡県 千頭郵便局 静岡県榛原郡川根本町千頭１１７６－４
愛知県 千種郵便局 愛知県名古屋市千種区今池４－９－１８
愛知県 名古屋覚王山郵便局 愛知県名古屋市千種区覚王山通９－２５
愛知県 名古屋大学内郵便局 愛知県名古屋市千種区不老町１
愛知県 名古屋本山郵便局 愛知県名古屋市千種区東山通１－５
愛知県 名古屋大曽根駅前郵便局 愛知県名古屋市東区矢田南５－２－６２
愛知県 名古屋東桜郵便局 愛知県名古屋市東区東桜１－１０－１１
愛知県 名古屋中央郵便局 愛知県名古屋市西区天神山町４－５
愛知県 タワーズ内郵便局 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４
愛知県 名古屋中央郵便局名古屋駅前分室 愛知県名古屋市中村区名駅４－２３－１３
愛知県 名古屋椿郵便局 愛知県名古屋市中村区則武２－８－３
愛知県 ループ金山郵便局 愛知県名古屋市中区金山１－１７－１８
愛知県 名古屋栄一郵便局 愛知県名古屋市中区栄１－８－１３
愛知県 名古屋栄郵便局 愛知県名古屋市中区栄３－２－３４
愛知県 名古屋丸の内三郵便局 愛知県名古屋市中区丸の内３－２－５
愛知県 名古屋丸の内郵便局 愛知県名古屋市中区丸の内１－１７－９
愛知県 名古屋市役所内郵便局 愛知県名古屋市中区三の丸３－１－１
愛知県 名古屋大須郵便局 愛知県名古屋市中区大須３－３９－３６
愛知県 名古屋中央郵便局名古屋貯金事務センター内分室愛知県名古屋市中区三の丸２－６－２
愛知県 名古屋中日ビル内郵便局 愛知県名古屋市中区栄４－１－１
愛知県 名古屋中郵便局 愛知県名古屋市中区大須３－１－１０
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愛知県 名古屋東新町郵便局 愛知県名古屋市中区新栄町３－１２
愛知県 昭和郵便局 愛知県名古屋市昭和区桜山町６－１０５
愛知県 名古屋山手通郵便局 愛知県名古屋市昭和区山手通３－８－２
愛知県 瑞穂郵便局 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通２－３７
愛知県 熱田郵便局 愛知県名古屋市熱田区神宮４－５－１８
愛知県 名古屋港郵便局 愛知県名古屋市港区港栄２－１－７
愛知県 名古屋南郵便局 愛知県名古屋市南区松城町２－２９
愛知県 守山郵便局 愛知県名古屋市守山区小幡中２－１－６７
愛知県 名古屋吉根郵便局 愛知県名古屋市守山区吉根２－２６１２
愛知県 名東郵便局 愛知県名古屋市名東区一社４－１６６
愛知県 天白郵便局 愛知県名古屋市天白区島田５－２０１
愛知県 二川郵便局 愛知県豊橋市大岩町東郷内８－４
愛知県 豊橋駅前郵便局 愛知県豊橋市駅前大通１－１１
愛知県 豊橋南郵便局 愛知県豊橋市中野町上新切１－１
愛知県 豊橋郵便局 愛知県豊橋市神明町１０６
愛知県 岡崎康生通西郵便局 愛知県岡崎市康生通西４－３２
愛知県 岡崎郵便局 愛知県岡崎市戸崎町原山４－５
愛知県 尾西郵便局 愛知県一宮市小信中島仁井西４７－１
愛知県 半田郵便局 愛知県半田市東洋町１－５－２
愛知県 高蔵寺郵便局 愛知県春日井市中央台２－４－２
愛知県 春日井郵便局 愛知県春日井市柏井町３－１０２－１
愛知県 豊川駅前郵便局 愛知県豊川市豊川栄町１７
愛知県 豊川郵便局 愛知県豊川市諏訪１－５７
愛知県 刈谷郵便局 愛知県刈谷市寿町２－５０５
愛知県 豊田北郵便局 愛知県豊田市四郷町森前１８５
愛知県 豊田郵便局 愛知県豊田市十塚町２－１６－１
愛知県 安城郵便局 愛知県安城市桜町１６－３
愛知県 犬山薬師郵便局 愛知県犬山市犬山薬師３－９
愛知県 犬山郵便局 愛知県犬山市天神町１－７
愛知県 常滑郵便局 愛知県常滑市栄町１－８３
愛知県 常滑郵便局セントレア分室 愛知県常滑市セントレア１－１
愛知県 小牧郵便局 愛知県小牧市中央１－４０５
愛知県 弥富郵便局 愛知県弥富市鯏浦町中六８２－１
愛知県 長久手郵便局 愛知県長久手市西浦８１５
三重県 久居郵便局 三重県津市久居東鷹跡町１－１０
三重県 津駅前郵便局 三重県津市栄町３－２３６
三重県 津中央郵便局 三重県津市中央１－１
三重県 近鉄四日市駅前郵便局 三重県四日市市諏訪栄町６－４
三重県 四日市東坂部郵便局 三重県四日市市東坂部町９１－２
三重県 四日市郵便局 三重県四日市市沖の島町４－９
三重県 伊勢外宮前郵便局 三重県伊勢市本町２０－１８
三重県 伊勢御薗長屋郵便局 三重県伊勢市御薗町長屋２１７３－２
三重県 伊勢御木本通郵便局 三重県伊勢市勢田町４６１－７
三重県 伊勢郵便局 三重県伊勢市岩渕３－６－１０
三重県 五十鈴川郵便局 三重県伊勢市宇治中之切町３７－１
三重県 小俣郵便局 三重県伊勢市小俣町元町７１５
三重県 二見郵便局 三重県伊勢市二見町荘３９－１
三重県 松阪郵便局 三重県松阪市南町１７８－１
三重県 桑名郵便局 三重県桑名市中央町３－４３
三重県 七取郵便局 三重県桑名市多度町香取１５３－２
三重県 長島郵便局 三重県桑名市長島町又木７２
三重県 鈴鹿郵便局 三重県鈴鹿市西条４－９６
三重県 名張桔梗が丘郵便局 三重県名張市桔梗が丘３番町２街区６８－２０
三重県 名張郵便局 三重県名張市栄町２９３０－１
三重県 関郵便局 三重県亀山市関町中町４２８－６
三重県 亀山駅前郵便局 三重県亀山市御幸町貝戸部１７４－２
三重県 亀山郵便局 三重県亀山市東御幸町実泥２２－３
三重県 長岡郵便局 三重県鳥羽市相差町１４２３
三重県 鳥羽錦町郵便局 三重県鳥羽市鳥羽３－５－２６
三重県 鳥羽郵便局 三重県鳥羽市鳥羽４－１－８
三重県 阿児賢島郵便局 三重県志摩市阿児町神明７５２－１０
三重県 阿児郵便局 三重県志摩市阿児町鵜方４８７９
三重県 磯部郵便局 三重県志摩市磯部町迫間１８４３
三重県 志摩越賀郵便局 三重県志摩市志摩町越賀６２６－２
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三重県 大王郵便局 三重県志摩市大王町波切４２８－２
三重県 浜島郵便局 三重県志摩市浜島町浜島２９３３
三重県 布施田郵便局 三重県志摩市志摩町布施田３６５－４
三重県 伊賀上野駅前郵便局 三重県伊賀市三田カイナシ１０４７－３
三重県 上野郵便局 三重県伊賀市上野丸之内１５１－３
三重県 阿田和郵便局 三重県南牟婁郡御浜町阿田和４９２６－１２
三重県 鵜殿郵便局 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿１３３６－２
滋賀県 堅田郵便局 滋賀県大津市今堅田２－２１－２６
滋賀県 滋賀県庁前郵便局 滋賀県大津市京町４－４－２３
滋賀県 石山寺郵便局 滋賀県大津市石山寺１－３－２４
滋賀県 大津駅前郵便局 滋賀県大津市御幸町４－３２
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 大津膳所駅前郵便局 滋賀県大津市馬場２－１０－１９
滋賀県 大津中央郵便局 滋賀県大津市打出浜１－４
滋賀県 浜大津郵便局 滋賀県大津市浜大津４－１－１
滋賀県 彦根駅前郵便局 滋賀県彦根市佐和町１１－２４
滋賀県 彦根亀山郵便局 滋賀県彦根市清崎町５３２－７
滋賀県 彦根本町郵便局 滋賀県彦根市本町１－３－３６
滋賀県 彦根郵便局 滋賀県彦根市中央町３－５
滋賀県 長浜元浜郵便局 滋賀県長浜市元浜町２４－２１
滋賀県 長浜郵便局 滋賀県長浜市列見町１１－９
滋賀県 安土郵便局 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦４７０８－１
滋賀県 近江八幡鷹飼郵便局 滋賀県近江八幡市鷹飼町６８５
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 八幡池田郵便局 滋賀県近江八幡市池田町３－２－１
滋賀県 草津郵便局 滋賀県草津市西渋川１－３－３８
滋賀県 近江守山郵便局 滋賀県守山市守山６－１７－１
滋賀県 栗東郵便局 滋賀県栗東市安養寺２－３－１３
滋賀県 信楽郵便局 滋賀県甲賀市信楽町長野４４１－２
滋賀県 水口郵便局 滋賀県甲賀市水口町水口５９９９－１
滋賀県 マキノ郵便局 滋賀県高島市マキノ町高木浜１－１６－２
滋賀県 今津桂郵便局 滋賀県高島市今津町桂６１０－５
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 京都北郵便局 京都府京都市北区紫竹下本町３９
京都府 金閣寺郵便局 京都府京都市北区衣笠北天神森町３２
京都府 京都出町郵便局 京都府京都市上京区寺町通今出川下る米屋町２８９
京都府 京都中立売室町郵便局 京都府京都市上京区室町通中立売下る花立町４８８
京都府 京都府立医大病院内郵便局 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５
京都府 京都北野郵便局 京都府京都市上京区今出川通七本松西入真盛町７２７－２
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 鞍馬郵便局 京都府京都市左京区鞍馬本町１６２
京都府 京都岡崎郵便局 京都府京都市左京区岡崎入江町３９
京都府 京都吉田牛ノ宮郵便局 京都府京都市左京区吉田河原町１－６
京都府 京都浄土寺郵便局 京都府京都市左京区浄土寺馬場町１６
京都府 京都聖護院郵便局 京都府京都市左京区聖護院山王町１６－２０
京都府 京都田中郵便局 京都府京都市左京区田中上柳町６０
京都府 京都百万遍郵便局 京都府京都市左京区田中門前町７７
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 山城大原郵便局 京都府京都市左京区大原来迎院町２４６
京都府 京都三条御幸町郵便局 京都府京都市中京区御幸町通三条下る海老屋町３１３
京都府 京都寺町二条郵便局 京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町９７－１
京都府 京都新町蛸薬師郵便局 京都府京都市中京区新町通蛸薬師上る六角町３６８
京都府 京都西ノ京職司郵便局 京都府京都市中京区西ノ京職司町６９－１８
京都府 京都西洞院三条郵便局 京都府京都市中京区三条通西洞院東入釜座町１
京都府 京都東洞院押小路郵便局 京都府京都市中京区押小路通東洞院西入船屋町４００－１
京都府 京都東洞院錦郵便局 京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入阪東屋町６５３
京都府 京都二条油小路郵便局 京都府京都市中京区油小路通二条下る二条油小路町２７４
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 京都祇園郵便局 京都府京都市東山区大和大路通四条上ル常盤町１５３
京都府 京都月見町郵便局 京都府京都市東山区東大路松原上る５丁目月見町５
京都府 京都三条広道郵便局 京都府京都市東山区三条通白川橋東入４－中之町２１０－５
京都府 京都三条大橋郵便局 京都府京都市東山区三条通大橋東入大橋町９４
京都府 京都清水郵便局 京都府京都市東山区清水５－１２７
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京都府 京都知恩院前郵便局 京都府京都市東山区東大路三条下る北木之元町５２５－２
京都府 京都鳥羽道郵便局 京都府京都市東山区本町２０－４５４－１
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 京都五条東洞院郵便局 京都府京都市下京区不明門通五条下る上平野町４４７
京都府 京都高島屋内郵便局 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町５２
京都府 京都四条柳馬場郵便局 京都府京都市下京区柳馬場通四条下る相之町１３３
京都府 京都西洞院綾小路郵便局 京都府京都市下京区西洞院通綾小路下る綾西洞院町７３９－１
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 京都中珠数屋町郵便局 京都府京都市下京区東洞院通正面上る廿人講町３０
京都府 京都東洞院仏光寺郵便局 京都府京都市下京区東洞院通仏光寺上る扇酒屋町３０７
京都府 京都東本願寺前郵便局 京都府京都市下京区不明門通六条下る仏具屋町１５９
京都府 京都駅八条口郵便局 京都府京都市南区東九条上殿田町４０
京都府 京都八条郵便局 京都府京都市南区大宮通八条下る九条町６２１－２３
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 京都愛宕郵便局 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町３－３
京都府 京都嵯峨郵便局 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町１８－７
京都府 京都太秦一ノ井郵便局 京都府京都市右京区太秦一ノ井町２６
京都府 京都竜安寺郵便局 京都府京都市右京区花園天授ケ岡町１０－１９
京都府 伏見稲荷郵便局 京都府京都市伏見区深草稲荷中之町５３
京都府 伏見桃山郵便局 京都府京都市伏見区桃山町松平筑前１０－１８
京都府 伏見郵便局 京都府京都市伏見区撞木町１１４８
京都府 山科郵便局 京都府京都市山科区西野阿芸沢町１－５
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 宇治橋郵便局 京都府宇治市宇治里尻８１－１５
京都府 宇治郵便局 京都府宇治市宇治蔭山６
京都府 天橋立駅前郵便局 京都府宮津市文珠６４０－５１
京都府 亀岡郵便局 京都府亀岡市追分町谷筋２５－１７
京都府 山城木津郵便局 京都府木津川市相楽丸塚４－１
京都府 山崎駅前郵便局 京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷２１－１
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 大阪福島郵便局 大阪府大阪市福島区吉野１－２０－２７
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 大阪新町郵便局 大阪府大阪市西区新町１－４－３０
大阪府 大阪西郵便局 大阪府大阪市西区江之子島２－１－３
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 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 大阪上本町六郵便局 大阪府大阪市天王寺区上本町６－１－７８
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 西淀川郵便局 大阪府大阪市西淀川区姫里３－１－３３
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 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 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 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 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 淀川西中島郵便局 大阪府大阪市淀川区西中島３－１２－１５
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 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
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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 大阪鶴野町郵便局 大阪府大阪市北区鶴野町１－３
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 大阪東天満郵便局 大阪府大阪市北区東天満１－３－１１
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 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 大阪南船場郵便局 大阪府大阪市中央区南船場３－１１－１８
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 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 泉北郵便局 大阪府堺市南区若松台３－１－３
大阪府 美原郵便局 大阪府堺市美原区黒山３１－６
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 豊中阪大内郵便局 大阪府豊中市待兼山町１－３１
大阪府 豊中寺内郵便局 大阪府豊中市寺内２－４－１
大阪府 豊中南郵便局 大阪府豊中市穂積２－２－８
大阪府 豊中郵便局 大阪府豊中市岡上の町４－１－１５
大阪府 豊中郵便局大阪国際空港内分室 大阪府豊中市螢池西町３ー５５５
大阪府 池田郵便局 大阪府池田市城南２－１－１
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 高槻駅前郵便局 大阪府高槻市紺屋町５－１５
大阪府 高槻北郵便局 大阪府高槻市別所新町４－１
大阪府 守口郵便局 大阪府守口市日吉町２－５－２
大阪府 枚方郵便局 大阪府枚方市大垣内町２－１０－５
大阪府 茨木市役所内郵便局 大阪府茨木市駅前３－８－２０
大阪府 茨木郵便局 大阪府茨木市中穂積１－１－４０
大阪府 八尾郵便局 大阪府八尾市陽光園１－５－５
大阪府 大東郵便局 大阪府大東市曙町３－２０
大阪府 和泉郵便局 大阪府和泉市いぶき野５－４－１
大阪府 箕面郵便局 大阪府箕面市箕面６－５－３０
大阪府 布施郵便局 大阪府東大阪市永和２－３－５
大阪府 泉南郵便局 大阪府泉南市樽井７－２６－１
大阪府 泉佐野郵便局関西空港分室 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
兵庫県 阪神御影駅前郵便局 兵庫県神戸市東灘区御影中町３－１－１４
兵庫県 神戸岡本郵便局 兵庫県神戸市東灘区岡本１－５－１１
兵庫県 神戸六甲アイランド郵便局 兵庫県神戸市東灘区向洋町中５－１５
兵庫県 灘郵便局 兵庫県神戸市灘区大石東町３－２－８
兵庫県 神戸キャナルタウン郵便局 兵庫県神戸市兵庫区駅南通５－１－１－１０１
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 新長田駅前郵便局 兵庫県神戸市長田区大橋町４－４－９
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 須磨郵便局 兵庫県神戸市須磨区鷹取町２－１－１
兵庫県 神戸天ノ下郵便局 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町９－２８
兵庫県 有馬郵便局 兵庫県神戸市北区有馬町１６７０－８
兵庫県 神戸ハーバーランド郵便局 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－３－３
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兵庫県 神戸ポート郵便局 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１８
兵庫県 神戸海岸通郵便局 兵庫県神戸市中央区海岸通２－４－１３
兵庫県 神戸元町郵便局 兵庫県神戸市中央区元町通１－８－１３
兵庫県 神戸御幸通郵便局 兵庫県神戸市中央区御幸通６－１－２０
兵庫県 神戸国際会館内郵便局 兵庫県神戸市中央区御幸通８－１－６
兵庫県 神戸市役所内郵便局 兵庫県神戸市中央区加納町６－５－１
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 神戸中山手郵便局 兵庫県神戸市中央区中山手通１－２１－１２
兵庫県 神戸布引郵便局 兵庫県神戸市中央区二宮町３－１１－４
兵庫県 兵庫県庁内郵便局 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１０－１
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 姫路橋元郵便局 兵庫県姫路市城見町１
兵庫県 姫路城の西郵便局 兵庫県姫路市嵐山町１７－３
兵庫県 姫路南駅前郵便局 兵庫県姫路市豊沢町１３７
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 姫路立町郵便局 兵庫県姫路市立町７６
兵庫県 尼崎長洲本通郵便局 兵庫県尼崎市長洲本通１－６－１７
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
兵庫県 西明石駅前郵便局 兵庫県明石市西明石南町２－１９－３
兵庫県 明石郵便局 兵庫県明石市樽屋町１－７
兵庫県 甲子園郵便局 兵庫県西宮市甲子園六番町１５－１６
兵庫県 西宮広田郵便局 兵庫県西宮市中屋町６－６
兵庫県 西宮大社郵便局 兵庫県西宮市西田町６－１６
兵庫県 西宮北口郵便局 兵庫県西宮市北口町１－１－１０２
兵庫県 西宮鳴尾郵便局 兵庫県西宮市鳴尾町５－７－２１
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 伊丹郵便局 兵庫県伊丹市中央６－２－１４
兵庫県 出石内町郵便局 兵庫県豊岡市出石町内町１５３
兵庫県 城崎郵便局 兵庫県豊岡市城崎町湯島５３２
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 宝塚駅前郵便局 兵庫県宝塚市栄町２－８－１
兵庫県 宝塚郵便局 兵庫県宝塚市小浜３－１－２０
兵庫県 川西北郵便局 兵庫県川西市東畦野２－８－１
兵庫県 川西郵便局 兵庫県川西市栄町１３－１８
兵庫県 篠山郵便局 兵庫県篠山市北新町９９
兵庫県 竹田郵便局 兵庫県朝来市和田山町竹田３０－４
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 仮屋郵便局 兵庫県淡路市久留麻１９１６－３
兵庫県 猪名川郵便局 兵庫県川辺郡猪名川町白金３－２－２
兵庫県 福崎郵便局 兵庫県神崎郡福崎町南田原３１１７－４
奈良県 須川郵便局 奈良県奈良市須川町８９２－５
奈良県 奈良ファミリー内郵便局 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１
奈良県 奈良下御門郵便局 奈良県奈良市下御門町３３
奈良県 奈良県庁内郵便局 奈良県奈良市登大路町３０
奈良県 奈良元興寺郵便局 奈良県奈良市元興寺町１２－２
奈良県 奈良高畑郵便局 奈良県奈良市高畑町９１１
奈良県 奈良今小路郵便局 奈良県奈良市今小路町１１
奈良県 奈良三条郵便局 奈良県奈良市三条町６０６
奈良県 奈良市役所内郵便局 奈良県奈良市二条大路南１－１－１
奈良県 奈良朱雀郵便局 奈良県奈良市朱雀６－９－４
奈良県 奈良小川町郵便局 奈良県奈良市小川町１
奈良県 奈良西ノ京郵便局 奈良県奈良市西ノ京町４０４
奈良県 奈良西大寺郵便局 奈良県奈良市西大寺南町１－２８
奈良県 奈良西郵便局 奈良県奈良市学園北２－３－２
奈良県 奈良青山郵便局 奈良県奈良市青山４－２－２
奈良県 奈良船橋郵便局 奈良県奈良市芝辻町１４－８
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 奈良東向郵便局 奈良県奈良市東向北町２４
奈良県 奈良法華寺郵便局 奈良県奈良市法華寺町１２０６－１
奈良県 平城山駅前郵便局 奈良県奈良市佐保台西町１０８
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奈良県 大和郡山筒井郵便局 奈良県大和郡山市筒井町７２８－１
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 天理親里館郵便局 奈良県天理市三島町５６３－２
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 畝傍郵便局 奈良県橿原市久米町９０９－２
奈良県 桜井郵便局 奈良県桜井市粟殿４７４－３
奈良県 初瀬郵便局 奈良県桜井市初瀬８７０
奈良県 五條郵便局 奈良県五條市須恵３－８－３０
奈良県 高山郵便局 奈良県生駒市上町３４１０－２
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 室生郵便局 奈良県宇陀市室生１３２３－１
奈良県 法隆寺郵便局 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺２－１２－５２
奈良県 明日香郵便局 奈良県高市郡明日香村岡５４－２
奈良県 王寺駅前郵便局 奈良県北葛城郡王寺町久度２－３－１－１０１
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 西大和高塚台郵便局 奈良県北葛城郡河合町高塚台３－４－１
奈良県 吉野山郵便局 奈良県吉野郡吉野町吉野山５４８－２
奈良県 吉野郵便局 奈良県吉野郡吉野町丹治１０９３
奈良県 下北山郵便局 奈良県吉野郡下北山村寺垣内１０４５－２
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 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 和歌山太田郵便局 和歌山県和歌山市太田５９０
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 和歌山北島郵便局 和歌山県和歌山市北島１００－１７
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 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 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 三輪崎郵便局 和歌山県新宮市三輪崎２－１－６
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 貴志川郵便局 和歌山県紀の川市貴志川町神戸４３０－１
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 岩出郵便局 和歌山県岩出市清水３５７
和歌山県 根来郵便局 和歌山県岩出市根来１２４２－１
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 高野郵便局 和歌山県伊都郡高野町高野山７７０
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 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 串本郵便局 和歌山県東牟婁郡串本町串本２３７７
鳥取県 鳥取栄町郵便局 鳥取県鳥取市栄町１０７
鳥取県 鳥取中央郵便局 鳥取県鳥取市東品治町１０１
鳥取県 米子皆生郵便局 鳥取県米子市皆生温泉４－２２－４３
鳥取県 米子郵便局 鳥取県米子市弥生町１０
鳥取県 倉吉上井一郵便局 鳥取県倉吉市上井町１－１６８
鳥取県 倉吉郵便局 鳥取県倉吉市昭和町２－１２９
鳥取県 境港郵便局 鳥取県境港市上道町３３０８
鳥取県 水木ロード郵便局 鳥取県境港市大正町５７
鳥取県 智頭郵便局 鳥取県八頭郡智頭町智頭京免１５３９－１
鳥取県 三朝温泉郵便局 鳥取県東伯郡三朝町三朝９６８－１
鳥取県 由良郵便局 鳥取県東伯郡北栄町由良宿８０４－１４
鳥取県 大山寺郵便局 鳥取県西伯郡大山町大山１１６－２１
島根県 玉造郵便局 島根県松江市玉湯町玉造３２－６
島根県 松江中央郵便局 島根県松江市東朝日町１３８
島根県 松江殿町郵便局 島根県松江市殿町１
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島根県 松江白潟本町郵便局 島根県松江市白潟本町７３
島根県 松江母衣郵便局 島根県松江市母衣町１８０－１５
島根県 東出雲郵便局 島根県松江市東出雲町揖屋７０７－２
島根県 美保関郵便局 島根県松江市美保関町美保関６６１－３
島根県 浜田郵便局 島根県浜田市殿町８０－１
島根県 出雲駅前郵便局 島根県出雲市今市町２０６５
島根県 出雲長浜郵便局 島根県出雲市西園町２０６－３
島根県 出雲郵便局 島根県出雲市駅南町３－１５－１
島根県 大社荒木郵便局 島根県出雲市大社町北荒木４６４－４
島根県 大社郵便局 島根県出雲市大社町杵築南１２３７－１７
島根県 平田郵便局 島根県出雲市平田町２２４６
島根県 益田郵便局 島根県益田市常盤町４－１５
島根県 石見銀山大森郵便局 島根県大田市大森町ハ９１－３
島根県 安来郵便局 島根県安来市安来町９０７－３
島根県 加茂郵便局 島根県雲南市加茂町加茂中９５１－１
島根県 津和野郵便局 島根県鹿足郡津和野町後田ロ２９７
島根県 六日市郵便局 島根県鹿足郡吉賀町六日市９５９－１１
岡山県 岡山駅前郵便局 岡山県岡山市北区駅前町１－３－１
岡山県 岡山寿郵便局 岡山県岡山市北区駅元町１５－１
岡山県 岡山出石郵便局 岡山県岡山市北区出石町１－２－２６
岡山県 岡山西川郵便局 岡山県岡山市北区平和町５－１
岡山県 岡山大学町郵便局 岡山県岡山市北区大学町２－１８
岡山県 岡山大供郵便局 岡山県岡山市北区大供２－６－２３
岡山県 岡山中央郵便局 岡山県岡山市北区中山下２－１－１
岡山県 岡山中央郵便局天満屋内分室 岡山県岡山市北区表町２－１－１
岡山県 岡山中仙道郵便局 岡山県岡山市北区中仙道５５－１０５
岡山県 岡山天神郵便局 岡山県岡山市北区天神町１０－１７
岡山県 岡山柳町郵便局 岡山県岡山市北区柳町１－７－２６
岡山県 吉備郵便局 岡山県岡山市北区庭瀬４８９－１
岡山県 岡山東郵便局 岡山県岡山市中区原尾島４－１－１３
岡山県 西大寺郵便局 岡山県岡山市東区西大寺中野本町１－３５
岡山県 備前瀬戸郵便局 岡山県岡山市東区瀬戸町瀬戸４０９－１
岡山県 岡山南郵便局 岡山県岡山市南区築港栄町９－２０
岡山県 岡山芳田郵便局 岡山県岡山市南区泉田４１９－６
岡山県 玉島新町郵便局 岡山県倉敷市玉島中央町１－２２－１１
岡山県 児島田の口郵便局 岡山県倉敷市児島田の口７－５－１
岡山県 児島郵便局 岡山県倉敷市児島駅前２－４５
岡山県 水島郵便局 岡山県倉敷市水島北幸町２－１
岡山県 倉敷駅前郵便局 岡山県倉敷市阿知１－７－２
岡山県 倉敷市役所内郵便局 岡山県倉敷市西中新田６４０
岡山県 倉敷本町郵便局 岡山県倉敷市本町２－１６
岡山県 倉敷郵便局 岡山県倉敷市鶴形１－８－１５
岡山県 玉野郵便局 岡山県玉野市宇野１－２１－１
岡山県 笠岡郵便局 岡山県笠岡市四番町６－８
岡山県 井原郵便局 岡山県井原市七日市町２
岡山県 総社郵便局 岡山県総社市総社１－１－４５
岡山県 吹屋郵便局 岡山県高梁市成羽町吹屋３２１
岡山県 美作郵便局 岡山県美作市入田１４７－１
岡山県 鴨方郵便局 岡山県浅口市鴨方町六条院中３２８３
広島県 ＮＨＫ広島放送センタービル内郵便局広島県広島市中区大手町２－１１－１０
広島県 広島県庁内郵便局 広島県広島市中区基町１０－５２
広島県 広島胡町郵便局 広島県広島市中区胡町４－１
広島県 広島合同庁舎内郵便局 広島県広島市中区上八丁堀６－３０
広島県 広島中央郵便局 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
広島県 広島中郵便局 広島県広島市中区基町６－３６
広島県 広島白島郵便局 広島県広島市中区東白島町１９－８
広島県 広島八丁堀郵便局 広島県広島市中区八丁堀１１－１０
広島県 広島福屋内郵便局 広島県広島市中区胡町６－２６
広島県 広島並木通り郵便局 広島県広島市中区三川町５－１１
広島県 広島立町郵便局 広島県広島市中区立町６－１１
広島県 広島幟町中特ビル内郵便局 広島県広島市中区幟町３－５７
広島県 宇品郵便局 広島県広島市南区宇品東１－１－６３
広島県 広島翠一郵便局 広島県広島市南区翠１－２－３３
広島県 広島東郵便局 広島県広島市南区松原町２－６２
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広島県 広島古江郵便局 広島県広島市西区古江西町２－２３
広島県 広島庚午北郵便局 広島県広島市西区庚午北１－６－２２
広島県 広島商工センター郵便局 広島県広島市西区草津新町２－２７－１１
広島県 広島西郵便局 広島県広島市西区天満町５－１０
広島県 安佐南郵便局 広島県広島市安佐南区西原５－１０－８
広島県 大町郵便局 広島県広島市安佐南区大町西１－２－１１
広島県 伴郵便局 広島県広島市安佐南区沼田町伴５７３１－１
広島県 可部郵便局 広島県広島市安佐北区可部４－１－４
広島県 高陽郵便局 広島県広島市安佐北区亀崎１－１－３３
広島県 安芸五日市郵便局 広島県広島市佐伯区五日市中央６－１－１
広島県 呉郵便局 広島県呉市西中央２－１－１
広島県 竹原郵便局 広島県竹原市中央３－１－２
広島県 三原郵便局 広島県三原市城町２－１３－３３
広島県 瀬戸田郵便局 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田４０１－１
広島県 尾道しまなみ郵便局 広島県尾道市東御所町１－８
広島県 尾道郵便局 広島県尾道市土堂２－１－２０
広島県 神辺郵便局 広島県福山市神辺町川北１１２８－１
広島県 福山駅ローズ郵便局 広島県福山市三之丸町３０－１
広島県 福山東郵便局 広島県福山市引野町５－３１－６
広島県 福山郵便局 広島県福山市東桜町３－４
広島県 鞆郵便局 広島県福山市鞆町後地７９７－１２
広島県 安芸西条郵便局 広島県東広島市西条栄町１０－３８
広島県 広島大学内郵便局 広島県東広島市鏡山１－１－３
広島県 もみじ郵便局 広島県廿日市市対厳山２－１６－２２
広島県 宮島口郵便局 広島県廿日市市宮島口１－１２－４
広島県 宮島郵便局 広島県廿日市市宮島町５９０
広島県 廿日市郵便局 広島県廿日市市新宮１－１６－１０
広島県 安芸府中郵便局 広島県安芸郡府中町浜田本町１－４４
広島県 海田郵便局 広島県安芸郡海田町曙町１０－３４
山口県 下関中之町郵便局 山口県下関市中之町３－１８
山口県 下関東郵便局 山口県下関市山の田東町１２－２５
山口県 下関南部町郵便局 山口県下関市南部町２２－８
山口県 下関郵便局 山口県下関市竹崎町２－１２－１２
山口県 長府郵便局 山口県下関市長府中浜町５－１９
山口県 特牛郵便局 山口県下関市豊北町神田１４７８－５
山口県 宇部新川駅前郵便局 山口県宇部市松島町１５－１６
山口県 宇部郵便局 山口県宇部市常盤町２－１－２３
山口県 山口後河原郵便局 山口県山口市後河原２４６－１
山口県 山口神田郵便局 山口県山口市神田町２－２０
山口県 山口中央郵便局 山口県山口市中央１－１－１
山口県 山口湯田郵便局 山口県山口市下市町１－１
山口県 小郡黄金町郵便局 山口県山口市小郡黄金町１４－２８
山口県 小郡郵便局 山口県山口市小郡下郷６０９－２
山口県 萩松陰神社前郵便局 山口県萩市椿東２５１７－３
山口県 萩平安古郵便局 山口県萩市平安古町５２３－１
山口県 萩郵便局 山口県萩市江向４４０－１
山口県 防府三田尻郵便局 山口県防府市三田尻３－６－３３
山口県 防府郵便局 山口県防府市佐波２－１１－１
山口県 下松郵便局 山口県山口県下松市新川１－４－５
山口県 岩国西郵便局 山口県岩国市岩国２－１７－１７
山口県 岩国郵便局 山口県岩国市麻里布町２－６－８
山口県 南岩国三郵便局 山口県岩国市南岩国町３－１４－３
山口県 光郵便局 山口県光市中央４－１－１
山口県 仙崎郵便局 山口県長門市仙崎錦町１３０２－１０
山口県 長門郵便局 山口県長門市東深川８９４－１
山口県 柳井南町郵便局 山口県柳井市南町７－８－１５
山口県 柳井郵便局 山口県柳井市中央２－８－１７
山口県 新南陽郵便局 山口県周南市富田１－２－２３
山口県 徳山郵便局 山口県周南市御幸通１－３
徳島県 徳島かごや町郵便局 徳島県徳島市籠屋町２－１８
徳島県 徳島駅前郵便局 徳島県徳島市元町１－２４
徳島県 徳島県庁内郵便局 徳島県徳島市万代町１－１
徳島県 徳島公園前郵便局 徳島県徳島市徳島町３－６
徳島県 徳島西郵便局 徳島県徳島市国府町府中１２－１
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徳島県 徳島中央郵便局 徳島県徳島市八百屋町１－２
徳島県 徳島名東郵便局 徳島県徳島市名東町２－５３９－３
徳島県 鳴門土佐泊郵便局 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦高砂５８－２７
徳島県 鳴門郵便局 徳島県鳴門市撫養町斎田大堤２０９
徳島県 脇町郵便局 徳島県美馬市脇町猪尻八幡神社下南１４５－１
徳島県 阿波池田郵便局 徳島県三好市池田町マチ２１７３－７
徳島県 西祖谷郵便局 徳島県三好市西祖谷山村一宇３６７
徳島県 大歩危郵便局 徳島県三好市山城町上名２１５４－１１
徳島県 松茂郵便局 徳島県板野郡松茂町笹木野灘２－６
香川県 サンポート高松郵便局 香川県高松市サンポート３－３３
香川県 ゆめタウン高松内郵便局 香川県高松市三条町中所６０８－１
香川県 香川県庁内郵便局 香川県高松市番町４－１－１０
香川県 高松茜郵便局 香川県高松市茜町２４－１３
香川県 高松花園町郵便局 香川県高松市花園町１－７－１０
香川県 高松瓦町郵便局 香川県高松市瓦町２－１１－４
香川県 高松宮脇町郵便局 香川県高松市宮脇町１－７－１
香川県 高松栗林郵便局 香川県高松市栗林町２－１４－３９
香川県 高松西宝町郵便局 香川県高松市西宝町１－１０－１２
香川県 高松中央郵便局 香川県高松市内町１－１５
香川県 高松東郵便局 香川県高松市高松町角屋２２９３－１
香川県 高松南郵便局 香川県高松市勅使町７００
香川県 高松八本松郵便局 香川県高松市中央町１６－１８
香川県 高松番町郵便局 香川県高松市番町２－４－８
香川県 高松伏石郵便局 香川県高松市伏石町７２２－５
香川県 浅野郵便局 香川県高松市香川町浅野８４４－１３
香川県 男木島郵便局 香川県高松市男木町１４３
香川県 フジグラン丸亀内郵便局 香川県丸亀市川西町南１２８０－１
香川県 丸亀駅前郵便局 香川県丸亀市塩飽町１９－２
香川県 丸亀津森郵便局 香川県丸亀市津森町２８０－１
香川県 丸亀郵便局 香川県丸亀市大手町３－５－１
香川県 坂出郵便局 香川県坂出市京町２－６－３３
香川県 善通寺金蔵寺郵便局 香川県善通寺市金蔵寺町１１７８－７
香川県 善通寺郵便局 香川県善通寺市文京町２－９－２
香川県 観音寺郵便局 香川県観音寺市観音寺町甲１０８７－３
香川県 大野原郵便局 香川県観音寺市大野原町大野原１２６０－１
香川県 豊浜郵便局 香川県観音寺市豊浜町姫浜４８８－１
香川県 志度郵便局 香川県さぬき市志度９９３－１
香川県 大川郵便局 香川県さぬき市大川町富田東４７－１
香川県 富田郵便局 香川県さぬき市大川町富田西２５９２－５
香川県 引田郵便局 香川県東かがわ市引田７４６
香川県 相生郵便局 香川県東かがわ市馬宿１９１－２
香川県 粟島郵便局 香川県三豊市詫間町粟島８６１－２２
香川県 高瀬郵便局 香川県三豊市高瀬町新名９５２－４
香川県 本山郵便局 香川県三豊市豊中町本山甲２２８－１
香川県 オリーブの島郵便局 香川県小豆郡土庄町甲５９７８－５６
香川県 土庄郵便局 香川県小豆郡土庄町甲２８９－９
香川県 豊島郵便局 香川県小豆郡土庄町豊島家浦２０８３－３
香川県 池田郵便局 香川県小豆郡小豆島町池田９０８－１２
香川県 内海郵便局 香川県小豆郡小豆島町安田甲２６２－３
香川県 宮ノ浦郵便局 香川県香川郡直島町２４１２－１
香川県 直島郵便局 香川県香川郡直島町１１２１－６
香川県 宇多津郵便局 香川県綾歌郡宇多津町浜六番丁９２－５
香川県 滝宮郵便局 香川県綾歌郡綾川町滝宮１３５１－２４
香川県 榎井郵便局 香川県仲多度郡琴平町榎井８５－５
香川県 琴平郵便局 香川県仲多度郡琴平町６６５
香川県 多度津郵便局 香川県仲多度郡多度津町仲ノ町８－５
香川県 吉野郵便局 香川県仲多度郡まんのう町吉野１２４２－６
香川県 美合郵便局 香川県仲多度郡まんのう町川東９２０－３
愛媛県 まつやまマドンナ郵便局 愛媛県松山市湊町５－１－１
愛媛県 松山一番町郵便局 愛媛県松山市大街道３－２－７６
愛媛県 松山宮田郵便局 愛媛県松山市宮田町８－５
愛媛県 松山住吉郵便局 愛媛県松山市住吉１－５－１３
愛媛県 松山勝山町郵便局 愛媛県松山市勝山町２－１２－９
愛媛県 松山西郵便局 愛媛県松山市古三津６－１３－１６
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愛媛県 松山石井郵便局 愛媛県松山市東石井６－７－４４
愛媛県 松山大手郵便局 愛媛県松山市大手町１－１３－７
愛媛県 松山中央郵便局 愛媛県松山市三番町３－５－２
愛媛県 松山南町郵便局 愛媛県松山市南町１－６－２１
愛媛県 松山南郵便局 愛媛県松山市森松町６４７
愛媛県 松山湊町郵便局 愛媛県松山市湊町６－１－１
愛媛県 松山和気郵便局 愛媛県松山市和気町１－３７－１
愛媛県 道後郵便局 愛媛県松山市道後湯之町１５－４
愛媛県 今治室屋町郵便局 愛媛県今治市室屋町２－２－１
愛媛県 今治北日吉郵便局 愛媛県今治市北日吉町１－１４－４
愛媛県 今治郵便局 愛媛県今治市旭町１－３－４
愛媛県 大三島郵便局 愛媛県今治市大三島町宮浦５１７０
愛媛県 宇和島愛宕町郵便局 愛媛県宇和島市愛宕町２－１－１４
愛媛県 宇和島伊吹町郵便局 愛媛県宇和島市伊吹町４７３－１
愛媛県 宇和島駅前郵便局 愛媛県宇和島市錦町３－２７
愛媛県 宇和島佐伯町郵便局 愛媛県宇和島市佐伯町１－１－１１
愛媛県 宇和島朝日町郵便局 愛媛県宇和島市朝日町１－３－２１
愛媛県 宇和島郵便局 愛媛県宇和島市丸之内１－３－１２
愛媛県 吉田郵便局 愛媛県宇和島市吉田町本町２９－２
愛媛県 津島郵便局 愛媛県宇和島市津島町岩松甲５７６
愛媛県 嵐郵便局 愛媛県宇和島市津島町嵐２２５－２
愛媛県 立間郵便局 愛媛県宇和島市吉田町立間２－２６４２－３
愛媛県 八幡浜郵便局 愛媛県八幡浜市下浜田１３５５－１６
愛媛県 新居浜駅前郵便局 愛媛県新居浜市坂井町２－４－２３
愛媛県 新居浜郵便局 愛媛県新居浜市繁本町３－２
愛媛県 小松郵便局 愛媛県西条市小松町新屋敷甲４７１－４
愛媛県 西条公園通り郵便局 愛媛県西条市大町５１５－３
愛媛県 西条郵便局 愛媛県西条市大町１７１０－４
愛媛県 大洲郵便局 愛媛県大洲市大洲７２８－１
愛媛県 伊予三島港郵便局 愛媛県四国中央市三島中央１－５－２１
愛媛県 伊予三島郵便局 愛媛県四国中央市三島中央５－６－１７
愛媛県 川之江郵便局 愛媛県四国中央市金生町下分８５７－１
愛媛県 宇和郵便局 愛媛県西予市宇和町卯之町３－４３０
愛媛県 フジゆるぎの郵便局 愛媛県東温市野田３－１－１３
愛媛県 エミフルＭＡＳＡＫＩ郵便局 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０
愛媛県 内子郵便局 愛媛県喜多郡内子町内子１５２７
愛媛県 松野郵便局 愛媛県北宇和郡松野町松丸４５２
愛媛県 広見郵便局 愛媛県北宇和郡鬼北町近永６６１
愛媛県 御荘郵便局 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２２８３
高知県 高知はりまや町郵便局 高知県高知市はりまや町２－１２－８
高知県 高知一宮郵便局 高知県高知市一宮西町３－４－１１
高知県 高知稲荷町郵便局 高知県高知市稲荷町１０－１１
高知県 高知卸団地郵便局 高知県高知市南久保１１－１８
高知県 高知桂浜郵便局 高知県高知市浦戸７５５－２
高知県 高知県庁内郵便局 高知県高知市丸ノ内１－２－２０
高知県 高知新木郵便局 高知県高知市高須３－１－４３－１
高知県 高知竹島郵便局 高知県高知市竹島町１５８－１４
高知県 高知中央郵便局 高知県高知市北本町１－１０－１８
高知県 高知朝倉南郵便局 高知県高知市朝倉南町７－７
高知県 高知朝倉郵便局 高知県高知市曙町１－１４－１５
高知県 高知東郵便局 高知県高知市介良乙９５２－１
高知県 高知南はりまや町郵便局 高知県高知市南はりまや町１－１６－１５
高知県 高知南郵便局 高知県高知市長浜６７５－２
高知県 高知宝永町郵便局 高知県高知市宝永町６－２
高知県 高知宝町郵便局 高知県高知市宝町１３－１５
高知県 高知本町郵便局 高知県高知市本町３－２－５
高知県 高知薊野郵便局 高知県高知市薊野西町３－２９－６
高知県 高知螢橋郵便局 高知県高知市旭上町３５－３
高知県 三里郵便局 高知県高知市仁井田１６５２－５
高知県 西分郵便局 高知県高知市春野町西分２１５
高知県 龍馬郵便局 高知県高知市上町１－８－１８
高知県 室戸郵便局 高知県室戸市浮津７４－５
高知県 安芸郵便局 高知県安芸市矢ノ丸４－１１－１
高知県 南国十市郵便局 高知県南国市十市２６６８－１
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高知県 南国小籠郵便局 高知県南国市廿枝１８２７－３
高知県 南国前浜郵便局 高知県南国市前浜８４１－２
高知県 南国郵便局 高知県南国市日吉町１－１－３
高知県 領石郵便局 高知県南国市植野１５３－１０
高知県 土佐郵便局 高知県土佐市蓮池１２１４－１
高知県 須崎郵便局 高知県須崎市東古市町１－４
高知県 宿毛幸郵便局 高知県宿毛市幸町２－４２
高知県 足摺岬郵便局 高知県土佐清水市足摺岬５７１－１
高知県 土佐清水郵便局 高知県土佐清水市幸町３－１
高知県 江川崎郵便局 高知県四万十市西土佐江川崎１８０－３
高知県 中村駅前郵便局 高知県四万十市駅前町３－２８
高知県 中村下町郵便局 高知県四万十市中村東下町７
高知県 土佐中村郵便局 高知県四万十市中村本町３－３９
高知県 永野郵便局 高知県香美市香北町永野２１１０－５
高知県 土佐山田百石町郵便局 高知県香美市土佐山田町百石町１－３－４５
高知県 土佐山田郵便局 高知県香美市土佐山田町東本町２－２－３８
高知県 甲浦郵便局 高知県安芸郡東洋町白浜１－３
高知県 奈半利郵便局 高知県安芸郡奈半利町乙１２５７
高知県 芸西郵便局 高知県安芸郡芸西村和食甲１５８３－１
高知県 下ノ土居郵便局 高知県長岡郡大豊町東土居２１３－３
高知県 大久保郵便局 高知県長岡郡大豊町大久保筏１４４－５
高知県 大豊郵便局 高知県長岡郡大豊町杉７６８－１
高知県 伊野郵便局 高知県吾川郡いの町幸町６
高知県 枝川郵便局 高知県吾川郡いの町枝川７４７
高知県 池川郵便局 高知県吾川郡仁淀川町土居甲１０４０－３
高知県 佐川冨士見郵便局 高知県高岡郡佐川町乙１７８３－１２
高知県 窪川郵便局 高知県高岡郡四万十町茂串町１－３０
高知県 十川郵便局 高知県高岡郡四万十町十川２３－１０
福岡県 門司港郵便局 福岡県北九州市門司区港町２－２７
福岡県 門司清見三郵便局 福岡県北九州市門司区清見３－９－１９
福岡県 門司白野江郵便局 福岡県北九州市門司区白野江３－６－３０
福岡県 門司郵便局 福岡県北九州市門司区中町２－２
福岡県 小倉駅前郵便局 福岡県北九州市小倉北区京町３－８－１
福岡県 小倉室町郵便局 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－２
福岡県 北九州中央郵便局 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１
福岡県 折尾丸尾町郵便局 福岡県北九州市八幡西区丸尾町１－１
福岡県 八幡西郵便局 福岡県北九州市八幡西区東王子町３－１
福岡県 八幡南郵便局 福岡県北九州市八幡西区八枝４－３－２１
福岡県 福岡東郵便局 福岡県福岡市東区香椎浜１－９－５
福岡県 博多リバレイン内郵便局 福岡県福岡市博多区下川端町２－１
福岡県 博多祇園西郵便局 福岡県福岡市博多区祇園町６－１６
福岡県 博多祇園郵便局 福岡県福岡市博多区祇園町１－２２
福岡県 博多土居町郵便局 福岡県福岡市博多区店屋町６－１０
福岡県 博多南郵便局 福岡県福岡市博多区元町２－２－１２
福岡県 博多郵便局 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－１９
福岡県 福岡空港内郵便局 福岡県福岡市博多区上臼井柳井３４８
福岡県 福岡県庁内郵便局 福岡県福岡市博多区東公園７－７
福岡県 福岡市役所内郵便局 福岡県福岡市中央区天神１－８－１
福岡県 福岡新天町郵便局 福岡県福岡市中央区天神２－７－１
福岡県 福岡鮮魚会館内郵便局 福岡県福岡市中央区長浜３－１１－３
福岡県 福岡大濠郵便局 福岡県福岡市中央区大濠公園１－１
福岡県 福岡大名一郵便局 福岡県福岡市中央区大名１－３－５０
福岡県 福岡中央郵便局 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
福岡県 福岡西郵便局 福岡県福岡市西区石丸３－２－１１
福岡県 早良郵便局 福岡県福岡市早良区高取１－１－１
福岡県 福岡百道浜郵便局 福岡県福岡市早良区百道浜４－１４－２
福岡県 大牟田郵便局 福岡県大牟田市不知火町１－４－７
福岡県 久留米東郵便局 福岡県久留米市御井旗崎４－３－７
福岡県 久留米郵便局 福岡県久留米市日吉町２３－７
福岡県 沖端郵便局 福岡県柳川市鬼童町４３－３
福岡県 柳川郵便局 福岡県柳川市坂本町２８－１０
福岡県 筑紫野郵便局 福岡県筑紫野市二日市南２－１３－１５
福岡県 春日昇町郵便局 福岡県春日市昇町１－８４
福岡県 大野城南ケ丘郵便局 福岡県大野城市南ケ丘３－２－２７
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福岡県 宗像郵便局 福岡県宗像市自由ケ丘２－７－９
福岡県 太宰府天満宮前郵便局 福岡県太宰府市宰府３－４－２３
福岡県 太宰府郵便局 福岡県太宰府市五条２－２－１０
福岡県 イオンモール福津郵便局 福岡県福津市７９３
福岡県 前原郵便局 福岡県糸島市前原中央２－１１－１０
佐賀県 佐賀駅前郵便局 佐賀県佐賀市駅前中央１－６－２０
佐賀県 佐賀神野町郵便局 佐賀県佐賀市神野東２－３－２３
佐賀県 佐賀大財郵便局 佐賀県佐賀市大財４－１－５６
佐賀県 佐賀中央郵便局 佐賀県佐賀市松原２－１－３５
佐賀県 佐賀天神郵便局 佐賀県佐賀市天神１－４－２３
佐賀県 佐賀天祐郵便局 佐賀県佐賀市天祐２－５－１
佐賀県 佐賀白山郵便局 佐賀県佐賀市白山２－２－６
佐賀県 佐賀北郵便局 佐賀県佐賀市高木瀬西３－２－５
佐賀県 川上郵便局 佐賀県佐賀市大和町川上４８４－１
佐賀県 呼子郵便局 佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦９８４－３
佐賀県 西唐津郵便局 佐賀県唐津市西唐津２－６２２９－８
佐賀県 唐津二タ子郵便局 佐賀県唐津市二タ子１－３－１
佐賀県 唐津郵便局 佐賀県唐津市千代田町２５６４－４
佐賀県 東唐津郵便局 佐賀県唐津市東唐津３－９－２４
佐賀県 鳥栖田代郵便局 佐賀県鳥栖市田代新町１２６－１
佐賀県 鳥栖郵便局 佐賀県鳥栖市元町横田１２３４－２
佐賀県 南多久郵便局 佐賀県多久市南多久町下多久６０６３－２
佐賀県 西川登郵便局 佐賀県武雄市西川登町小田志１４７７３－４
佐賀県 武雄郵便局 佐賀県武雄市武雄町武雄５５９９
佐賀県 鹿島郵便局 佐賀県鹿島市高津原４２８２－１
佐賀県 嬉野郵便局 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙２２０２－１３
佐賀県 東脊振郵便局 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津６１５－６
佐賀県 基山郵便局 佐賀県三養基郡基山町宮浦２５０－１
佐賀県 有田本町郵便局 佐賀県西松浦郡有田町本町丙１０９８－３
佐賀県 有田郵便局 佐賀県西松浦郡有田町赤絵町２－２－１２
長崎県 伊王島郵便局 長崎県長崎市伊王島町１－３２７７－２
長崎県 長崎愛宕郵便局 長崎県長崎市愛宕３－１０－３
長崎県 長崎県庁内郵便局 長崎県長崎市江戸町２－１３
長崎県 長崎麹屋郵便局 長崎県長崎市麹屋町６－２
長崎県 長崎桜町郵便局 長崎県長崎市桜町５－３
長崎県 長崎思案橋郵便局 長崎県長崎市油屋町１－１４
長崎県 長崎小曽根郵便局 長崎県長崎市小曽根町１－３２
長崎県 長崎松山郵便局 長崎県長崎市松山町６－８
長崎県 長崎新大工町郵便局 長崎県長崎市新大工町１－７
長崎県 長崎中央郵便局 長崎県長崎市恵美須町１－１
長崎県 長崎銅座町郵便局 長崎県長崎市銅座町４－１４
長崎県 長崎梅香崎郵便局 長崎県長崎市梅香崎町１－３
長崎県 長崎白鳥郵便局 長崎県長崎市白鳥町５－１２
長崎県 長崎北郵便局 長崎県長崎市川口町９－２０
長崎県 長崎万屋郵便局 長崎県長崎市万屋町６－２９
長崎県 佐世保栄町郵便局 長崎県佐世保市栄町６－１
長崎県 佐世保駅前郵便局 長崎県佐世保市白南風町９－２
長崎県 佐世保塩浜郵便局 長崎県佐世保市塩浜町１－３
長崎県 佐世保西郵便局 長崎県佐世保市新田町６７－３
長崎県 佐世保郵便局 長崎県佐世保市京坪町３－１０
長崎県 早岐郵便局 長崎県佐世保市早岐１－４－３０
長崎県 島原湊町郵便局 長崎県島原市白山町５５
長崎県 諫早郵便局 長崎県諫早市八坂町１－７
長崎県 大村郵便局 長崎県大村市森園町６６３－９
長崎県 平戸郵便局 長崎県平戸市築地町４９９－１
長崎県 松浦郵便局 長崎県松浦市志佐町里免３８１－１
長崎県 厳原郵便局 長崎県対馬市厳原町今屋敷６７６
長崎県 郷ノ浦郵便局 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１７６
長崎県 福江郵便局 長崎県五島市幸町１－１
長崎県 雲仙郵便局 長崎県雲仙市小浜町雲仙３２０
長崎県 国見郵便局 長崎県雲仙市国見町土黒甲２８－１
長崎県 小浜郵便局 長崎県雲仙市小浜町北本町９０５－５５
長崎県 長崎女の都郵便局 長崎県西彼杵郡長与町高田郷８４９－２０
長崎県 西彼杵郵便局 長崎県西彼杵郡時津町浜田郷４６５－１
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長崎県 波佐見郵便局 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷６２５－２
熊本県 熊本安政郵便局 熊本県熊本市中央区安政町２－３３
熊本県 熊本県庁内郵便局 熊本県熊本市中央区水前寺６－１８－１
熊本県 熊本国府二郵便局 熊本県熊本市中央区国府２－６－６８
熊本県 熊本市役所内郵便局 熊本県熊本市中央区手取本町１－１
熊本県 熊本上通郵便局 熊本県熊本市中央区水道町３－３７
熊本県 熊本城東郵便局 熊本県熊本市中央区城東町１－１
熊本県 熊本新市街郵便局 熊本県熊本市中央区新市街１０－９
熊本県 熊本水前寺公園郵便局 熊本県熊本市中央区水前寺公園２－４３
熊本県 熊本中央郵便局 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
熊本県 熊本米屋町郵便局 熊本県熊本市中央区米屋町２－３０
熊本県 熊本保田窪郵便局 熊本県熊本市中央区渡鹿３－１４－１５
熊本県 熊本北帯山郵便局 熊本県熊本市中央区帯山４－４３－１
熊本県 水前寺駅前郵便局 熊本県熊本市中央区水前寺１－５－４
熊本県 熊本健軍三郵便局 熊本県熊本市東区健軍３－５１－６
熊本県 熊本東郵便局 熊本県熊本市東区錦ケ丘１－１０
熊本県 くまもと森都心郵便局 熊本県熊本市西区春日３－１５－１
熊本県 熊本平成郵便局 熊本県熊本市南区江越１－９－１５
熊本県 植木郵便局 熊本県熊本市北区植木町植木１８２－１
熊本県 八代郵便局 熊本県八代市本町２－３－３４
熊本県 人吉郵便局 熊本県人吉市上青井町１３４－４
熊本県 荒尾郵便局 熊本県荒尾市大正町２－１－１１
熊本県 水俣郵便局 熊本県水俣市浜町２－１－１
熊本県 玉名郵便局 熊本県玉名市中１８０８－２
熊本県 山鹿郵便局 熊本県山鹿市山鹿３１４
熊本県 菊池郵便局 熊本県菊池市隈府７７２－１
熊本県 大矢野郵便局 熊本県上天草市大矢野町登立９１５８－２
熊本県 阿蘇郵便局 熊本県阿蘇市内牧１８７－１
熊本県 一の宮郵便局 熊本県阿蘇市一の宮町宮地２３００
熊本県 赤水郵便局 熊本県阿蘇市赤水６９６－８
熊本県 坊中郵便局 熊本県阿蘇市黒川１５２８－２
熊本県 本渡馬場郵便局 熊本県天草市浜崎町１４－１
熊本県 本渡郵便局 熊本県天草市東浜町１－１９
熊本県 熊本北郵便局 熊本県菊池郡菊陽町光の森２－６－１
熊本県 杖立郵便局 熊本県阿蘇郡小国町下城３３９９－１
熊本県 白水郵便局 熊本県阿蘇郡南阿蘇村吉田１４４４－１
熊本県 浜町郵便局 熊本県上益城郡山都町下市５６－５
大分県 大分駅内郵便局 大分県大分市要町１－１４
大分県 大分県庁内郵便局 大分県大分市大手町３－１－１
大分県 大分高松郵便局 大分県大分市高松東２－５－２
大分県 大分中央郵便局 大分県大分市府内町３－４－１８
大分県 大分東郵便局 大分県大分市森宮田９０８－１
大分県 別府亀川郵便局 大分県別府市亀川浜田町２－１
大分県 別府鉄輪郵便局 大分県別府市北中４組
大分県 別府北浜郵便局 大分県別府市北浜２－９－１
大分県 別府郵便局 大分県別府市餅ケ浜町４－２３
大分県 中津郵便局 大分県中津市中殿余木５０３－１－６
大分県 日田豆田郵便局 大分県日田市豆田町１０－１８
大分県 日田郵便局 大分県日田市三本松２－５－２５
大分県 佐伯郵便局 大分県佐伯市中村東町８－３５
大分県 竹田郵便局 大分県竹田市竹田町９７－２
大分県 北馬城郵便局 大分県宇佐市橋津３０５－２
大分県 由布院郵便局 大分県由布市湯布院町川上３７０４－１
大分県 飯田高原郵便局 大分県玖珠郡九重町田野１６２４－３９
宮崎県 宮交シティ内郵便局 宮崎県宮崎市大淀４－６－２８
宮崎県 宮崎県庁内郵便局 宮崎県宮崎市橘通東２－１－９
宮崎県 宮崎中央郵便局 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４
宮崎県 宮崎日ノ出郵便局 宮崎県宮崎市日ノ出町８４
宮崎県 高岡郵便局 宮崎県宮崎市高岡町飯田３８８－１
宮崎県 青島郵便局 宮崎県宮崎市青島３－３－３６
宮崎県 都城北原郵便局 宮崎県都城市北原町３４－３０
宮崎県 都城郵便局 宮崎県都城市中町１４－１８
宮崎県 延岡郵便局 宮崎県延岡市南町１－３－５
宮崎県 日南郵便局 宮崎県日南市材木町１－１０
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宮崎県 飫肥郵便局 宮崎県日南市飫肥１－４－３０
宮崎県 小林郵便局 宮崎県小林市本町４０
宮崎県 日向郵便局 宮崎県日向市鶴町２－４－１
宮崎県 美々津郵便局 宮崎県日向市美々津町３９０１－４
宮崎県 えびの郵便局 宮崎県えびの市原田３２３７－３
宮崎県 加久藤郵便局 宮崎県えびの市小田１０－１
宮崎県 真幸郵便局 宮崎県えびの市向江９７６
宮崎県 高鍋郵便局 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋３５１６－２
宮崎県 高千穂郵便局 宮崎県西臼杵郡高千穂町三田井２７－２
宮崎県 天岩戸郵便局 宮崎県西臼杵郡高千穂町岩戸７９７－２
鹿児島県 鹿児島加治屋町郵便局 鹿児島県鹿児島市加治屋町１２－１３
鹿児島県 鹿児島県庁内郵便局 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０－１
鹿児島県 鹿児島荒田二郵便局 鹿児島県鹿児島市荒田２－３９－５
鹿児島県 鹿児島桜ヶ丘郵便局 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘５－１８－１７
鹿児島県 鹿児島西伊敷三郵便局 鹿児島県鹿児島市西伊敷３－１－１
鹿児島県 鹿児島中央郵便局 鹿児島県鹿児島市中央町１－２
鹿児島県 鹿児島唐湊郵便局 鹿児島県鹿児島市唐湊１－１１－２
鹿児島県 鹿児島東千石郵便局 鹿児島県鹿児島市東千石町４－１８
鹿児島県 鹿児島東郵便局 鹿児島県鹿児島市山下町３－３
鹿児島県 鹿児島南郵便局 鹿児島県鹿児島市谷山中央２－４５１９－１
鹿児島県 照国神社前通り郵便局 鹿児島県鹿児島市中町４－６
鹿児島県 鹿屋郵便局 鹿児島県鹿屋市白崎町１－２０
鹿児島県 枕崎郵便局 鹿児島県枕崎市松之尾町１８－１
鹿児島県 出水郵便局 鹿児島県出水市本町４－４６
鹿児島県 指宿湯の浜郵便局 鹿児島県指宿市湯の浜２－１５－１
鹿児島県 指宿北郵便局 鹿児島県指宿市西方４６９７－イ
鹿児島県 指宿郵便局 鹿児島県指宿市大牟礼３－２０－６
鹿児島県 川内郵便局 鹿児島県薩摩川内市西向田町２－５
鹿児島県 岩川郵便局 鹿児島県曽於市大隅町岩川５６２８－７
鹿児島県 国分郵便局 鹿児島県霧島市国分中央３－３９－１
鹿児島県 牧園郵便局 鹿児島県霧島市牧園町宿窪田２０７８－２
鹿児島県 霧島温泉郵便局 鹿児島県霧島市牧園町高千穂３８６５－３５１
鹿児島県 霧島神宮前郵便局 鹿児島県霧島市霧島田口２４５９－３５
鹿児島県 名瀬郵便局 鹿児島県奄美市名瀬幸町３－１０
鹿児島県 知覧郵便局 鹿児島県南九州市知覧町郡６１９８
鹿児島県 加治木郵便局 鹿児島県姶良市加治木町本町１７６
鹿児島県 宮之城湯田郵便局 鹿児島県薩摩郡さつま町湯田１３５４－１４０
鹿児島県 安房郵便局 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房１８７－６７
鹿児島県 上屋久郵便局 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦１２６
鹿児島県 東天城郵便局 鹿児島県大島郡徳之島町山１８５７
沖縄県 安謝郵便局 沖縄県那覇市曙３－３－１
沖縄県 沖縄県庁内郵便局 沖縄県那覇市泉崎１－２－２
沖縄県 開南郵便局 沖縄県那覇市樋川２－１－３１
沖縄県 首里寒川郵便局 沖縄県那覇市首里寒川町２－６３
沖縄県 首里山川郵便局 沖縄県那覇市首里山川町１－７２
沖縄県 首里汀良郵便局 沖縄県那覇市首里汀良町３－８２－４
沖縄県 首里当蔵郵便局 沖縄県那覇市首里当蔵町２－１１
沖縄県 首里郵便局 沖縄県那覇市首里石嶺町１－１６１
沖縄県 小禄鏡原郵便局 沖縄県那覇市鏡原町２７－７
沖縄県 小禄金城郵便局 沖縄県那覇市金城５－２－８
沖縄県 大道郵便局 沖縄県那覇市大道１１５－５
沖縄県 東町郵便局 沖縄県那覇市東町２６－２９
沖縄県 那覇久米郵便局 沖縄県那覇市松山１－３２－７
沖縄県 那覇久茂地郵便局 沖縄県那覇市久茂地２－２４－１３
沖縄県 那覇新都心郵便局 沖縄県那覇市おもろまち２－５－３３
沖縄県 那覇中央郵便局 沖縄県那覇市壺川３－３－８
沖縄県 那覇東郵便局 沖縄県那覇市寄宮１－３－１
沖縄県 泊郵便局 沖縄県那覇市泊１－４－１３
沖縄県 美栄橋郵便局 沖縄県那覇市久茂地１－１－１
沖縄県 牧志郵便局 沖縄県那覇市牧志３－１３－１９
沖縄県 伊佐郵便局 沖縄県宜野湾市伊佐４－１－１
沖縄県 我如古郵便局 沖縄県宜野湾市我如古３－５－２
沖縄県 宜野湾長田郵便局 沖縄県宜野湾市長田１－２７－１
沖縄県 宜野湾郵便局 沖縄県宜野湾市愛知３８－１
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沖縄県 真栄原郵便局 沖縄県宜野湾市真栄原３－５－２５
沖縄県 真志喜郵便局 沖縄県宜野湾市真志喜３－１５－１１
沖縄県 普天間郵便局 沖縄県宜野湾市普天間２－５－５
沖縄県 伊原間郵便局 沖縄県石垣市伊原間２６－９
沖縄県 真喜良郵便局 沖縄県石垣市新川２３２５－１６
沖縄県 石垣平真郵便局 沖縄県石垣市登野城６３５－２
沖縄県 川平郵便局 沖縄県石垣市川平１０３３－７０
沖縄県 大浜郵便局 沖縄県石垣市大浜７０
沖縄県 白保郵便局 沖縄県石垣市白保６７
沖縄県 八重山郵便局 沖縄県石垣市大川１２
沖縄県 浦添前田郵便局 沖縄県浦添市前田４－７－２
沖縄県 浦添郵便局 沖縄県浦添市仲間３－３－１
沖縄県 羽地郵便局 沖縄県名護市仲尾次４８８
沖縄県 屋部郵便局 沖縄県名護市屋部４８
沖縄県 名護宇茂佐郵便局 沖縄県名護市宇茂佐の森５－１－１
沖縄県 名護大中郵便局 沖縄県名護市大中１－３－７
沖縄県 名護大北郵便局 沖縄県名護市大北１－９－２０
沖縄県 名護郵便局 沖縄県名護市東江１－１１－１４
沖縄県 糸満郵便局 沖縄県糸満市真栄里２０１６
沖縄県 潮平郵便局 沖縄県糸満市潮平７７１－２
沖縄県 沖縄かりゆし郵便局 沖縄県沖縄市登川１－２－７
沖縄県 沖縄高原郵便局 沖縄県沖縄市高原７－２２－１
沖縄県 沖縄照屋郵便局 沖縄県沖縄市照屋２－１７－５
沖縄県 沖縄美里郵便局 沖縄県沖縄市美里１２０４－３
沖縄県 沖縄郵便局 沖縄県沖縄市胡屋４－２－１６
沖縄県 山里郵便局 沖縄県沖縄市山内２－５－１
沖縄県 松本郵便局 沖縄県沖縄市松本９６９－３
沖縄県 泡瀬郵便局 沖縄県沖縄市高原５－３－１２
沖縄県 豊見城郵便局 沖縄県豊見城市上田５３１－１
沖縄県 具志川郵便局 沖縄県うるま市平良川９０－２
沖縄県 志林川郵便局 沖縄県うるま市高江洲９７８－１
沖縄県 石川東恩納郵便局 沖縄県うるま市石川東恩納５９３
沖縄県 石川郵便局 沖縄県うるま市石川東山本町１－１－２
沖縄県 平安座郵便局 沖縄県うるま市与那城平安座８１４６－９
沖縄県 下地郵便局 沖縄県宮古島市下地上地５０６－１
沖縄県 宮古郵便局 沖縄県宮古島市平良西里７８２－７
沖縄県 長間郵便局 沖縄県宮古島市城辺長間１４２０－５
沖縄県 平良久貝郵便局 沖縄県宮古島市平良久貝８７０－１
沖縄県 平良西里郵便局 沖縄県宮古島市平良西里１４２
沖縄県 玉城郵便局 沖縄県南城市玉城當山１５１－３
沖縄県 佐敷郵便局 沖縄県南城市佐敷佐敷３４４
沖縄県 大里郵便局 沖縄県南城市大里仲間１１３３－５
沖縄県 知念郵便局 沖縄県南城市知念久手堅３３７
沖縄県 国頭郵便局 沖縄県国頭郡国頭村辺土名１４２０－１
沖縄県 大宜味郵便局 沖縄県国頭郡大宜味村大宜味１７５
沖縄県 東郵便局 沖縄県国頭郡東村平良５５０－１２
沖縄県 今帰仁郵便局 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根９６－５
沖縄県 上本部郵便局 沖縄県国頭郡本部町謝花３２０
沖縄県 本部郵便局 沖縄県国頭郡本部町渡久地９３
沖縄県 恩納郵便局 沖縄県国頭郡恩納村恩納２５８３－１
沖縄県 仲泊郵便局 沖縄県国頭郡恩納村仲泊１０７
沖縄県 金武郵便局 沖縄県国頭郡金武町金武５７－２
沖縄県 伊江郵便局 沖縄県国頭郡伊江村川平１９６－２
沖縄県 伊良皆郵便局 沖縄県中頭郡読谷村伊良皆３７３－６
沖縄県 喜名郵便局 沖縄県中頭郡読谷村喜名４７８
沖縄県 読谷郵便局 沖縄県中頭郡読谷村高志保１２９７－２
沖縄県 嘉手納郵便局 沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納３１２
沖縄県 ハンビー郵便局 沖縄県中頭郡北谷町北谷２－１３－１０
沖縄県 北谷宮城郵便局 沖縄県中頭郡北谷町宮城１－１２７
沖縄県 北谷桑江郵便局 沖縄県中頭郡北谷町桑江６１８－３
沖縄県 北谷郵便局 沖縄県中頭郡北谷町吉原１１３９－１
沖縄県 北中城郵便局 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場３８６－２
沖縄県 南上原郵便局 沖縄県中頭群中城村南上原５８９－１
沖縄県 西原郵便局 沖縄県中頭郡西原町小橋川９８
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沖縄県 与那原郵便局 沖縄県島尻郡与那原町与那原３８２３
沖縄県 津嘉山郵便局 沖縄県島尻郡南風原町津嘉山１４６２－２
沖縄県 南風原郵便局 沖縄県島尻郡南風原町兼城７２３
沖縄県 阿嘉郵便局 沖縄県島尻郡座間味村阿嘉６８
沖縄県 座間味郵便局 沖縄県島尻郡座間味村座間味３７１－１
沖縄県 大田郵便局 沖縄県島尻郡久米島町仲泊５８０－１
沖縄県 仲里郵便局 沖縄県島尻郡久米島町謝名堂９０６－１２
沖縄県 黒島郵便局 沖縄県八重山郡竹富町黒島１０３２－１
沖縄県 小浜島郵便局 沖縄県八重山郡竹富町小浜５９
沖縄県 西表大原郵便局 沖縄県八重山郡竹富町南風見２０１－１１７
沖縄県 西表島郵便局 沖縄県八重山郡竹富町西表６２８
沖縄県 竹富郵便局 沖縄県八重山郡竹富町竹富５００
沖縄県 波照間郵便局 沖縄県八重山郡竹富町波照間１０６－２
沖縄県 与那国郵便局 沖縄県八重山郡与那国町与那国４９－３


