
販売郵便局一覧
局名 都道府県 住所

サッポロファクトリー内郵便局 北海道 北海道札幌市中央区北二条東４
札幌円山郵便局 北海道 北海道札幌市中央区南二条西２４－１－１
札幌丸井内郵便局 北海道 北海道札幌市中央区南一条西２－１１
札幌大通公園前郵便局 北海道 北海道札幌市中央区大通西４－６－８
札幌大通郵便局 北海道 北海道札幌市中央区大通西２－９
札幌中央市場前郵便局 北海道 北海道札幌市中央区北十条西２１－２－３０
札幌南一条郵便局 北海道 北海道札幌市中央区南一条西５－２０
札幌南三条郵便局 北海道 北海道札幌市中央区南三条西３
札幌南十一条郵便局 北海道 北海道札幌市中央区南十一条西１４－１－６
札幌南二十一条郵便局 北海道 北海道札幌市中央区南二十一条西１２－３－７
札幌南六条西郵便局 北海道 北海道札幌市中央区南六条西２２－１－１１
札幌北五条中郵便局 北海道 北海道札幌市中央区北五条西６－１－１
札幌北五条郵便局 北海道 北海道札幌市中央区北五条西１４－１－３０
札幌北三条西郵便局 北海道 北海道札幌市中央区北三条西２８－２－１
札幌北三条郵便局 北海道 北海道札幌市中央区北三条西３－１
札幌北二条中郵便局 北海道 北海道札幌市中央区北二条西２－２６
山鼻郵便局 北海道 北海道札幌市中央区南十六条西１５－２－１
北海道神宮前郵便局 北海道 北海道札幌市中央区宮ケ丘２－１－１
北海道庁赤れんが前郵便局 北海道 北海道札幌市中央区北二条西４－３
札幌駅パセオ郵便局 北海道 北海道札幌市北区北六条西２－１
札幌屯田郵便局 北海道 北海道札幌市北区屯田三条４－１１－１５
札幌北大病院前郵便局 北海道 北海道札幌市北区北十四条西５－８－１
篠路郵便局 北海道 北海道札幌市北区篠路三条５－１－５
北海道大学前郵便局 北海道 北海道札幌市北区北十七条西４－２－２０
札幌中央郵便局 北海道 北海道札幌市東区北六条東１－２－１
札幌東郵便局 北海道 北海道札幌市東区北二十五条東１６－１－１３
札幌白石郵便局 北海道 北海道札幌市白石区平和通７－南４－１
東札幌郵便局 北海道 北海道札幌市白石区東札幌五条４－１－３５
豊平郵便局 北海道 北海道札幌市豊平区美園三条６－３－４
札幌南郵便局 北海道 北海道札幌市南区真駒内泉町１－１－１
定山渓郵便局 北海道 北海道札幌市南区定山渓温泉東３－２２８
琴似二条郵便局 北海道 北海道札幌市西区琴似二条５－１－８
札幌宮の沢郵便局 北海道 北海道札幌市西区西町北１９－１－１２
札幌西郵便局 北海道 北海道札幌市西区山の手五条１－３－１
札幌二十四軒郵便局 北海道 北海道札幌市西区二十四軒一条４－２－１０
札幌発寒駅前郵便局 北海道 北海道札幌市西区発寒九条１３－１－３
厚別郵便局 北海道 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－１－１
札幌森林公園駅前郵便局 北海道 北海道札幌市厚別区厚別北二条５－１－１２
新札幌駅デュオ郵便局 北海道 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－６－２
手稲星置駅前郵便局 北海道 北海道札幌市手稲区星置一条３－３－２
札幌平岡郵便局 北海道 北海道札幌市清田区平岡六条２－３－３
函館駅前郵便局 北海道 北海道函館市若松町７－１８
函館中央郵便局 北海道 北海道函館市新川町１－６
函館東郵便局 北海道 北海道函館市湯川町２－９－１
ウイングベイ小樽内郵便局 北海道 北海道小樽市築港１１－３
小樽駅前郵便局 北海道 北海道小樽市稲穂３－１０－１９
小樽堺町郵便局 北海道 北海道小樽市堺町６－１４
小樽産業会館内郵便局 北海道 北海道小樽市稲穂２－１７－１
小樽郵便局 北海道 北海道小樽市色内１－８－１
朝里郵便局 北海道 北海道小樽市新光２－６－５
旭川駅内郵便局 北海道 北海道旭川市宮下通８－３－１
旭川中央郵便局 北海道 北海道旭川市六条通６－２８－１
旭川東光一条郵便局 北海道 北海道旭川市東光一条４－２－８
旭川東郵便局 北海道 北海道旭川市東旭川町共栄９８－４
東室蘭郵便局 北海道 北海道室蘭市東町２－２７－２
フィッシャーマンズワーフ郵便局 北海道 北海道釧路市錦町２－４－３
釧路中央郵便局 北海道 北海道釧路市幸町１３－２－１
帯広郵便局 北海道 北海道帯広市西三条南８－１０
北見郵便局 北海道 北海道北見市北六条東１－１－１
北見緑町郵便局 北海道 北海道北見市緑町１－１－８
岩見沢三条中郵便局 北海道 北海道岩見沢市三条西４
網走郵便局 北海道 北海道網走市南四条東３－８
苫小牧郵便局 北海道 北海道苫小牧市若草町４－２－８
稚内郵便局 北海道 北海道稚内市中央２－１５－１２
美唄東一条北郵便局 北海道 北海道美唄市東一条北５－２－１
江別見晴台郵便局 北海道 北海道江別市元江別８７３－１２
野幌郵便局 北海道 北海道江別市野幌町６８－５
千歳ヤマセミ郵便局 北海道 北海道千歳市朝日町４－３２－１
千歳郵便局 北海道 北海道千歳市千代田町７－１０１－２０
千歳郵便局新千歳空港内分室 北海道 北海道千歳市美々
滝川郵便局 北海道 北海道滝川市大町２－４－３６
富良野郵便局 北海道 北海道富良野市若松町４－１
登別駅前郵便局 北海道 北海道登別市登別東町１－５－１２
登別温泉郵便局 北海道 北海道登別市登別温泉町１２－４
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恵庭郵便局 北海道 北海道恵庭市住吉町２－５－１２
北広島郵便局 北海道 北海道北広島市栄町１－５－１
大沼郵便局 北海道 北海道亀田郡七飯町大沼町３０１－９
八雲郵便局 北海道 北海道二海郡八雲町本町２６５－１
北桧山郵便局 北海道 北海道久遠郡せたな町北檜山区北檜山３６６－１６
留寿都郵便局 北海道 北海道虻田郡留寿都村留寿都８１
岩内郵便局 北海道 北海道岩内郡岩内町高台１８０－２
余市郵便局 北海道 北海道余市郡余市町大川町６－３１
層雲峡郵便局 北海道 北海道上川郡上川町層雲峡
東川郵便局 北海道 北海道上川郡東川町南町１－２－１
美瑛郵便局 北海道 北海道上川郡美瑛町栄町２－１－２
宇登呂郵便局 北海道 北海道斜里郡斜里町ウトロ東１５８
白老郵便局 北海道 北海道白老郡白老町大町３－４－２０
洞爺温泉郵便局 北海道 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉３８－２
標茶郵便局 北海道 北海道川上郡標茶町旭１－３－６
青森駅前郵便局 青森県 青森県青森市新町１－８－１
青森県庁内郵便局 青森県 青森県青森市長島１－１－１
青森西郵便局 青森県 青森県青森市石江岡部４８－１
青森中央郵便局 青森県 青森県青森市堤町１－７－２４
弘前駅前郵便局 青森県 青森県弘前市大町１－１－１
弘前亀甲町郵便局 青森県 青森県弘前市若党町２６－８
弘前郵便局 青森県 青森県弘前市北瓦ケ町１８－１
八戸ニュータウン郵便局 青森県 青森県八戸市南白山台２－６－２５
八戸駅前郵便局 青森県 青森県八戸市一番町１－９－２２
八戸河原木郵便局 青森県 青森県八戸市下長４－１－１５
八戸郵便局 青森県 青森県八戸市城下４－２５－９
本八戸駅内郵便局 青森県 青森県八戸市内丸１－１４－２
三沢駅前郵便局 青森県 青森県三沢市本町２－７６
三沢郵便局 青森県 青森県三沢市幸町３－２－１５
尾上郵便局 青森県 青森県平川市尾上栄松９４－２
二川目郵便局 青森県 青森県上北郡おいらせ町二川目２－７８－１８
百石郵便局 青森県 青森県上北郡おいらせ町上明堂９８－７
盛岡ホットライン肴町郵便局 岩手県 岩手県盛岡市肴町４－３５
盛岡マリオス郵便局 岩手県 岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
盛岡駅前郵便局 岩手県 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０－１２
盛岡中央郵便局 岩手県 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
盛岡北郵便局 岩手県 岩手県盛岡市月が丘３－２８－１
花巻郵便局 岩手県 岩手県花巻市上町１２－４
大更郵便局 岩手県 岩手県八幡平市大更２１－１６－１２
江刺郵便局 岩手県 岩手県奥州市江刺区南大通り７－４４
水沢郵便局 岩手県 岩手県奥州市水沢区寺脇１－５
矢幅郵便局 岩手県 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅７－３７３
岩泉郵便局 岩手県 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉村木７－５
愛子郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区下愛子観音４０－５
仙台一番町郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区一番町３－９－１２
仙台駅内郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１
仙台宮町郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区宮町２－１－４７
仙台広瀬通郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区本町２－３－１０
仙台川内郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区川内元支倉３５
仙台中央郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区北目町１－７
仙台中郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区一番町１－３－３
仙台東二番丁郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区一番町１－１－３４
仙台北郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区台原３－１７－１０
東北大学病院内郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区星陵町１－１
仙台幸町郵便局 宮城県 宮城県仙台市宮城野区幸町３－２－２
仙台榴ケ岡郵便局 宮城県 宮城県仙台市宮城野区西宮城野１１－３
仙台五橋郵便局 宮城県 宮城県仙台市若林区五橋３－２－１
仙台新寺郵便局 宮城県 宮城県仙台市若林区新寺２－２－１１
仙台八木山本町郵便局 宮城県 宮城県仙台市太白区八木山本町１－３５－４
泉中央駅内郵便局 宮城県 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１
泉南光台南三郵便局 宮城県 宮城県仙台市泉区南光台南３－１６－２５
泉郵便局 宮城県 宮城県仙台市泉区将監８－１０－３
石巻郵便局 宮城県 宮城県石巻市南中里３－１５－４２
塩釜郵便局 宮城県 宮城県塩竈市港町２－８－１８
気仙沼郵便局 宮城県 宮城県気仙沼市八日町１－２－１３
多賀城郵便局 宮城県 宮城県多賀城市八幡３－１０－３５
岩沼郵便局 宮城県 宮城県岩沼市桜３－５－３
古川千手寺町郵便局 宮城県 宮城県大崎市古川千手寺町２－４－７０
古川郵便局 宮城県 宮城県大崎市古川駅前大通５－３－３
鳴子郵便局 宮城県 宮城県大崎市鳴子温泉新屋敷１２４－５
山元郵便局 宮城県 宮城県亘理郡山元町山寺山下３９－２
秋田駅前郵便局 秋田県 秋田県秋田市中通４－１１－１４
秋田中央郵便局 秋田県 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
秋田通町郵便局 秋田県 秋田県秋田市大町１－３－２３
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横手郵便局 秋田県 秋田県横手市大町６－１３
湯沢郵便局 秋田県 秋田県湯沢市材木町１－１－３６
本荘郵便局 秋田県 秋田県由利本荘市給人町４３－１
象潟郵便局 秋田県 秋田県にかほ市象潟町後田５２－４
角館郵便局 秋田県 秋田県仙北市角館町中町２１－１
田沢湖郵便局 秋田県 秋田県仙北市田沢湖生保内街道ノ上８１－３
山形駅前郵便局 山形県 山形県山形市香澄町１－１５－３２
山形中央郵便局 山形県 山形県山形市十日町１－７－２４
山形南郵便局 山形県 山形県山形市白山１－１３－８
米沢郵便局 山形県 山形県米沢市金池３－１－４３
鶴岡郵便局 山形県 山形県鶴岡市山王町４－１５
酒田山居町郵便局 山形県 山形県酒田市山居町１－４－４０
酒田郵便局 山形県 山形県酒田市新井田町１０－１
長井郵便局 山形県 山形県長井市ままの上６－８
天童郵便局 山形県 山形県天童市久野本４－３－１２
間沢郵便局 山形県 山形県西村山郡西川町間沢下堀３１－８
舟形郵便局 山形県 山形県最上郡舟形町舟形野々田２５９－１７
小国郵便局 山形県 山形県西置賜郡小国町栄町４２－３
岩代大森郵便局 福島県 福島県福島市大森下町４２－５
佐倉郵便局 福島県 福島県福島市上名倉妻下４９－２７
福島中央郵便局 福島県 福島県福島市森合町１０－３０
福島野田町郵便局 福島県 福島県福島市東中央１－１
文知摺郵便局 福島県 福島県福島市岡部前田５０－３
会津若松郵便局 福島県 福島県会津若松市中央１－２－１７
郡山駅前大通り郵便局 福島県 福島県郡山市駅前１－４－８
郡山南郵便局 福島県 福島県郡山市安積３－３３３
郡山郵便局 福島県 福島県郡山市朝日２－２４－６
郡山緑ヶ丘郵便局 福島県 福島県郡山市緑ケ丘東３－１－１０
小川郵便局 福島県 福島県いわき市小川町高萩家ノ前４６
白河郵便局 福島県 福島県白河市天神町７８－１
須賀川郵便局 福島県 福島県須賀川市上北町１－１１
二本松郵便局 福島県 福島県二本松市本町２－２－２
大越郵便局 福島県 福島県田村市大越町上大越町９
原町郵便局 福島県 福島県南相馬市原町区三島町１－３４
三春八幡町郵便局 福島県 福島県田村郡三春町中町４８
水戸元吉田郵便局 茨城県 茨城県水戸市元吉田町１５９０－４
水戸中央郵便局 茨城県 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
水戸渡里郵便局 茨城県 茨城県水戸市渡里町２９３７－２
赤塚郵便局 茨城県 茨城県水戸市赤塚２－２１２
内原郵便局 茨城県 茨城県水戸市内原２－１
日立鮎川三郵便局 茨城県 茨城県日立市鮎川町３－８－８
日立郵便局 茨城県 茨城県日立市幸町２－３－２８
神立駅前郵便局 茨城県 茨城県土浦市神立中央１－１１－６
土浦駅前郵便局 茨城県 茨城県土浦市大和町５－４
土浦小松郵便局 茨城県 茨城県土浦市小松１－５－１
土浦大手町郵便局 茨城県 茨城県土浦市大手町５－１２
土浦郵便局 茨城県 茨城県土浦市城北町２－２１
古河郵便局 茨城県 茨城県古河市桜町１－１０
結城郵便局 茨城県 茨城県結城市結城７１９５－２
龍ケ崎郵便局 茨城県 茨城県龍ケ崎市出し山町１６８
高萩郵便局 茨城県 茨城県高萩市高萩１９２９－１６
取手ボックスヒル内郵便局 茨城県 茨城県取手市中央町２－５
取手一郵便局 茨城県 茨城県取手市取手１－１２－１８
取手郵便局 茨城県 茨城県取手市西２－３７－１
ひたち野うしく郵便局 茨城県 茨城県牛久市ひたち野東１－３３－６
牛久郵便局 茨城県 茨城県牛久市中央３－５－２
谷田部松代郵便局 茨城県 茨城県つくば市松代４－２００－１
筑波学園郵便局 茨城県 茨城県つくば市吾妻１－１３－２
筑波大学内郵便局 茨城県 茨城県つくば市天久保３－１－１
島名郵便局 茨城県 茨城県つくば市島名６４３
ひたちなか郵便局 茨城県 茨城県ひたちなか市石川町２８－１
潮来郵便局 茨城県 茨城県潮来市潮来１０３－３
那珂郵便局 茨城県 茨城県那珂市菅谷１６７－７
岩井郵便局 茨城県 茨城県坂東市岩井４６３５－２
神栖知手郵便局 茨城県 茨城県神栖市知手中央３－５－３２
東海郵便局 茨城県 茨城県那珂郡東海村東海３－１－２７
阿見郵便局 茨城県 茨城県稲敷郡阿見町阿見４３９７－７
宇都宮今泉東郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市中今泉３－２－９
宇都宮宿郷郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市東宿郷２－３－８
宇都宮中央郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
宇都宮中戸祭郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市中戸祭１－９－３１
宇都宮東郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市宿郷３－２０－２
宇都宮野沢郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市野沢町３２７－９
鶴田駅前郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市西川田町１０７９



販売郵便局一覧
局名 都道府県 住所

栃木県庁内郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市塙田１－１－２０
足利郵便局 栃木県 栃木県足利市元学町８２２－１
栃木駅前郵便局 栃木県 栃木県栃木市境町１－７
栃木郵便局 栃木県 栃木県栃木市平柳町１－２０－１
赤見郵便局 栃木県 栃木県佐野市赤見町３０８０－２
鹿沼郵便局 栃木県 栃木県鹿沼市久保町１６９２－２
鬼怒川温泉郵便局 栃木県 栃木県日光市鬼怒川温泉大原１４０６－１０
今市郵便局 栃木県 栃木県日光市今市３１９
中禅寺郵便局 栃木県 栃木県日光市中宮祠２４７８－７１
日光駅前郵便局 栃木県 栃木県日光市松原町１２－１
日光郵便局 栃木県 栃木県日光市中鉢石町８９６－１
小山花垣郵便局 栃木県 栃木県小山市花垣町１－４－２７
小山城南郵便局 栃木県 栃木県小山市東城南４－１－２０
小山郵便局 栃木県 栃木県小山市城東１－１３－１６
真岡郵便局 栃木県 栃木県真岡市並木町１－７－２
大田原郵便局 栃木県 栃木県大田原市新富町１－９－８
黒磯郵便局 栃木県 栃木県那須塩原市豊町１０－２５
西那須野郵便局 栃木県 栃木県那須塩原市五軒町５－１０
下野小金井郵便局 栃木県 栃木県下野市駅東６－１－１
自治医大駅前郵便局 栃木県 栃木県下野市祇園１－１８－３
益子郵便局 栃木県 栃木県芳賀郡益子町益子２０７０
茂木郵便局 栃木県 栃木県芳賀郡茂木町茂木１４９６－１
野木郵便局 栃木県 栃木県下都賀郡野木町丸林３９７－１２
高根沢郵便局 栃木県 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺２３２４－６
前橋中央郵便局 群馬県 群馬県前橋市城東町１－６－５
前橋南町郵便局 群馬県 群馬県前橋市南町３－７５－１
大胡郵便局 群馬県 群馬県前橋市堀越町１１９４－１
群馬郵便局 群馬県 群馬県高崎市金古町２０９３
高崎駅前通郵便局 群馬県 群馬県高崎市あら町３－８
高崎高松郵便局 群馬県 群馬県高崎市高松町２
高崎中居郵便局 群馬県 群馬県高崎市中居町３－２９－１３
高崎問屋町郵便局 群馬県 群馬県高崎市問屋町２－１０－１
高崎郵便局 群馬県 群馬県高崎市高松町５－６
新町郵便局 群馬県 群馬県高崎市新町２７９９－１
桐生錦町郵便局 群馬県 群馬県桐生市錦町２－５－２３
桐生郵便局 群馬県 群馬県桐生市巴町２－１１１３
伊勢崎郵便局 群馬県 群馬県伊勢崎市曲輪町３６－２
国定郵便局 群馬県 群馬県伊勢崎市国定町２－２０１６－５
太田郵便局 群馬県 群馬県太田市飯田町９４８
館林郵便局 群馬県 群馬県館林市本町１－５－１
藤岡郵便局 群馬県 群馬県藤岡市藤岡５０－３
富岡郵便局 群馬県 群馬県富岡市富岡１０２２
草津郵便局 群馬県 群馬県吾妻郡草津町草津２１－２
大泉郵便局 群馬県 群馬県邑楽郡大泉町中央３－２－１７
邑楽藤川郵便局 群馬県 群馬県邑楽郡邑楽町藤川１２９
大宮プラザ郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市西区プラザ３４－１４
大宮西郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－７１３
大宮日進郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市北区日進町２－１０７６
大宮郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市北区東大成町１－６３１
大宮ＪＰビル郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０
大宮区役所内郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区大門町３－１
大宮高島屋郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区大門町１－３２
大宮天沼郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１－２９４－３
さいたま新都心郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市中央区新都心３－１
与野郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市中央区下落合５－６－８
浦和岸町郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区岸町３－１４－１１
浦和上木崎郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区上木崎４－９－１１
浦和常盤十郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１９－２３
浦和中郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－７－２
埼玉県庁内郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１３－３
北浦和駅前郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区常盤３－１８－２０
さいたま中央郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
浦和宮前郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区東浦和４－３－３
川越伊勢原郵便局 埼玉県 埼玉県川越市伊勢原町４－１－５
川越駅西口郵便局 埼玉県 埼玉県川越市新宿町１－１７－１
川越元町郵便局 埼玉県 埼玉県川越市元町２－２－３
川越新宿郵便局 埼玉県 埼玉県川越市新宿町３－６－４
川越新富町郵便局 埼玉県 埼玉県川越市新富町１－１３－１２
川越西郵便局 埼玉県 埼玉県川越市小室２２－１
川越川鶴郵便局 埼玉県 埼玉県川越市川鶴２－１１－２
川越郵便局 埼玉県 埼玉県川越市三久保町１３－１
川越六軒町郵便局 埼玉県 埼玉県川越市六軒町１－４－１５
川越脇田郵便局 埼玉県 埼玉県川越市菅原町２４－２
熊谷箱田郵便局 埼玉県 埼玉県熊谷市箱田２－２０－３



販売郵便局一覧
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熊谷郵便局 埼玉県 埼玉県熊谷市本町２－７
川口駅西口郵便局 埼玉県 埼玉県川口市川口３－２－３
川口駅前郵便局 埼玉県 埼玉県川口市本町４－４－１６
川口戸塚五郵便局 埼玉県 埼玉県川口市戸塚５－１５－１６
川口幸町郵便局 埼玉県 埼玉県川口市幸町２－１２－２４
川口芝園郵便局 埼玉県 埼玉県川口市芝園町３－９－１０３
川口仁志郵便局 埼玉県 埼玉県川口市西川口２－２－４
川口前川一郵便局 埼玉県 埼玉県川口市前川１－１－６４
川口朝日二郵便局 埼玉県 埼玉県川口市朝日２－２６－１１
川口並木郵便局 埼玉県 埼玉県川口市並木３－２４－１８
川口峯郵便局 埼玉県 埼玉県川口市峯９１０－８
川口北原台郵便局 埼玉県 埼玉県川口市北原台３－２０－１
川口北郵便局 埼玉県 埼玉県川口市伊刈牛田１０３２－１
川口郵便局 埼玉県 埼玉県川口市本町２－２－１
行田駅前郵便局 埼玉県 埼玉県行田市壱里山町１３－２
行田埼玉郵便局 埼玉県 埼玉県行田市埼玉４９６２－１
所沢けやき台郵便局 埼玉県 埼玉県所沢市けやき台１－７－８
所沢元町郵便局 埼玉県 埼玉県所沢市元町２８－１７
所沢西郵便局 埼玉県 埼玉県所沢市若狭２－２５９４－１
所沢日吉郵便局 埼玉県 埼玉県所沢市日吉町９－３
所沢郵便局 埼玉県 埼玉県所沢市並木１－３
小手指駅前郵便局 埼玉県 埼玉県所沢市小手指町３－２０
新所沢郵便局 埼玉県 埼玉県所沢市緑町１－６－１１
飯能サビア内郵便局 埼玉県 埼玉県飯能市南町９－２３
飯能双柳郵便局 埼玉県 埼玉県飯能市双柳３７３－５９
騎西郵便局 埼玉県 埼玉県加須市根古屋６３７－２
高坂郵便局 埼玉県 埼玉県東松山市高坂９７８－５
東松山白山台郵便局 埼玉県 埼玉県東松山市白山台１６－２
東松山郵便局 埼玉県 埼玉県東松山市本町２－１０－２７
春日部栄町郵便局 埼玉県 埼玉県春日部市栄町１－４３６－１
春日部仲町郵便局 埼玉県 埼玉県春日部市粕壁１－４－３７
春日部郵便局 埼玉県 埼玉県春日部市中央１－５２－７
狭山入曾郵便局 埼玉県 埼玉県狭山市水野４６４－２
狭山郵便局 埼玉県 埼玉県狭山市富士見１－１５－３２
新狭山駅前郵便局 埼玉県 埼玉県狭山市新狭山３－１０－２
鴻巣郵便局 埼玉県 埼玉県鴻巣市東４－１－５
深谷郵便局 埼玉県 埼玉県深谷市深谷町３－６０
北上尾駅前郵便局 埼玉県 埼玉県上尾市原新町１８－２
松原団地駅前郵便局 埼玉県 埼玉県草加市松原１－１－６
草加郵便局 埼玉県 埼玉県草加市栄町３－８－１
中草加郵便局 埼玉県 埼玉県草加市吉町１－１－４０
越谷蒲生三郵便局 埼玉県 埼玉県越谷市蒲生３－７－３８
越谷瓦曽根郵便局 埼玉県 埼玉県越谷市瓦曽根１－３－２４
越谷千間台西郵便局 埼玉県 埼玉県越谷市千間台西３－４－１４
越谷大里郵便局 埼玉県 埼玉県越谷市大里２５５－２
越谷登戸郵便局 埼玉県 埼玉県越谷市登戸町２７－２４
越谷郵便局 埼玉県 埼玉県越谷市大沢４－６－１５
北越谷駅前郵便局 埼玉県 埼玉県越谷市北越谷２－２４－２１
蕨郵便局 埼玉県 埼玉県蕨市中央５－８－２１
戸田公園駅前郵便局 埼玉県 埼玉県戸田市本町４－１１－８
戸田美女木東郵便局 埼玉県 埼玉県戸田市美女木東１－２－２４
戸田本町郵便局 埼玉県 埼玉県戸田市本町１－１－２
宮寺郵便局 埼玉県 埼玉県入間市宮寺５２５
西武入間ぺぺ内郵便局 埼玉県 埼玉県入間市河原町２－１
入間下藤沢郵便局 埼玉県 埼玉県入間市下藤沢４１０
入間郵便局 埼玉県 埼玉県入間市扇台２－１－２０
朝霞郵便局 埼玉県 埼玉県朝霞市本町２－１－３２
志木郵便局 埼玉県 埼玉県志木市本町５－２０－９
和光郵便局 埼玉県 埼玉県和光市本町１２－３２
桶川郵便局 埼玉県 埼玉県桶川市若宮１－６－３０
川田谷郵便局 埼玉県 埼玉県桶川市川田谷３３６１
北本東間郵便局 埼玉県 埼玉県北本市東間１－４２
富士見みずほ台郵便局 埼玉県 埼玉県富士見市西みずほ台１－１２－１
みさと団地内郵便局 埼玉県 埼玉県三郷市彦成３－７－３－１０１
三郷さつき郵便局 埼玉県 埼玉県三郷市さつき平２－１－２－１０２
三郷丹後郵便局 埼玉県 埼玉県三郷市早稲田６－１－１４
蓮田駅東口郵便局 埼玉県 埼玉県蓮田市東６－３－２４
坂戸駅前郵便局 埼玉県 埼玉県坂戸市緑町３－５
坂戸若葉駅前郵便局 埼玉県 埼玉県坂戸市千代田３－２１
坂戸郵便局 埼玉県 埼玉県坂戸市千代田２－５－１５
西坂戸三郵便局 埼玉県 埼玉県坂戸市西坂戸３－５－１
鶴ヶ島駅前郵便局 埼玉県 埼玉県鶴ヶ島市上広谷１３－７
日高郵便局 埼玉県 埼玉県日高市鹿山２７６－１
吉川団地前郵便局 埼玉県 埼玉県吉川市吉川１－２１－２５
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吉川郵便局 埼玉県 埼玉県吉川市保１－３２－１
上福岡郵便局 埼玉県 埼玉県ふじみ野市福岡２－１－５
伊奈寿郵便局 埼玉県 埼玉県北足立郡伊奈町寿２－３８５
越生郵便局 埼玉県 埼玉県入間郡越生町上野６３３－４
滑川福田郵便局 埼玉県 埼玉県比企郡滑川町福田６００－５
杉戸郵便局 埼玉県 埼玉県北葛飾郡杉戸町内田１－６－１３
若葉郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区中央２－９－１０
西千葉駅前郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区春日２－２５－２
千葉駅前大通り郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区富士見１－１４－１１
千葉駅東口郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区富士見１－３－２
千葉県庁内郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区市場町１－１
千葉新町郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区新町３－４
千葉中央郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
浜野郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区浜野町１１４４
千葉幕張本郷郵便局 千葉県 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－８－２７
稲毛駅前郵便局 千葉県 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－９－５
千葉小仲台郵便局 千葉県 千葉県千葉市稲毛区小仲台３－１７－６
千葉長沼原郵便局 千葉県 千葉県千葉市稲毛区長沼原町８０５－１
千葉小倉台郵便局 千葉県 千葉県千葉市若葉区小倉台４－１８－６
千葉緑郵便局 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－３８－５
土気駅前郵便局 千葉県 千葉県千葉市緑区あすみが丘１－２０－１
ワールドビジネスガーデン内郵便局 千葉県 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１
幕張テクノガーデン内郵便局 千葉県 千葉県千葉市美浜区中瀬１－３－ＣＢ２
銚子郵便局 千葉県 千葉県銚子市若宮町３－１
市川原木郵便局 千葉県 千葉県市川市原木１－１９－２１
市川三本松郵便局 千葉県 千葉県市川市市川１－３－２０
市川郵便局 千葉県 千葉県市川市平田２－１－１
南行徳駅前郵便局 千葉県 千葉県市川市南行徳１－１６－２１
習志野駅前郵便局 千葉県 千葉県船橋市習志野台４－１－７
西船橋駅前郵便局 千葉県 千葉県船橋市西船４－２３－９
船橋前原団地内郵便局 千葉県 千葉県船橋市前原西６－１－２２
船橋東郵便局 千葉県 千葉県船橋市習志野台２－５０－１２
船橋北口郵便局 千葉県 千葉県船橋市本町７－１０－１８
船橋郵便局 千葉県 千葉県船橋市南本町７－１７
中山駅前郵便局 千葉県 千葉県船橋市本中山２－１２－１２
津田沼郵便局 千葉県 千葉県船橋市前原西２－１２－７
馬込沢駅前郵便局 千葉県 千葉県船橋市丸山５－３０－５
館山駅前郵便局 千葉県 千葉県館山市北条２２０４
館山北條郵便局 千葉県 千葉県館山市北条１０７４
館山郵便局 千葉県 千葉県館山市北条１６３５－３
清川郵便局 千葉県 千葉県木更津市清川２－２２－１
木更津郵便局 千葉県 千葉県木更津市中央２－６－１５
松戸駅西口郵便局 千葉県 千葉県松戸市松戸１３０５－２５
松戸河原塚郵便局 千葉県 千葉県松戸市河原塚１４７－５
松戸南郵便局 千葉県 千葉県松戸市松飛台４７０－１
松戸八ヶ崎郵便局 千葉県 千葉県松戸市八ケ崎７－３２－２４
松戸郵便局 千葉県 千葉県松戸市松戸１７４３－８
松戸六高台郵便局 千葉県 千葉県松戸市六高台８－１２７
松戸六実郵便局 千葉県 千葉県松戸市六実３－３－１
常盤平郵便局 千葉県 千葉県松戸市常盤平３－３０
野田宮崎郵便局 千葉県 千葉県野田市宮崎１３３－３６
野田清水郵便局 千葉県 千葉県野田市清水４５２－１
野田郵便局 千葉県 千葉県野田市野田６１７－３
茂原高師郵便局 千葉県 千葉県茂原市高師２６６－２１
茂原郵便局 千葉県 千葉県茂原市茂原２４８
成田加良部郵便局 千葉県 千葉県成田市加良部５－５－４
成田公津の杜郵便局 千葉県 千葉県成田市公津の杜３－３－９
成田西口郵便局 千葉県 千葉県成田市馬橋３－１９
成田東町郵便局 千葉県 千葉県成田市東町６０７－２１
成田郵便局 千葉県 千葉県成田市赤坂２－１－３
佐倉新町郵便局 千葉県 千葉県佐倉市新町１０３
佐倉西志津郵便局 千葉県 千葉県佐倉市西志津１－１１－１
佐倉染井野郵便局 千葉県 千葉県佐倉市染井野５－３０－２
佐倉中志津郵便局 千葉県 千葉県佐倉市中志津３－１７－４
佐倉郵便局 千葉県 千葉県佐倉市海隣寺町２－５
旭郵便局 千葉県 千葉県旭市ロ１４４０－４
習志野袖ヶ浦郵便局 千葉県 千葉県習志野市袖ケ浦３－５－３
習志野大久保東郵便局 千葉県 千葉県習志野市大久保２－４－３
習志野郵便局 千葉県 千葉県習志野市津田沼２－５－１
沼南大津ケ丘郵便局 千葉県 千葉県柏市大津ケ丘２－２７－２
新柏駅前郵便局 千葉県 千葉県柏市新柏１－２－２
柏駅西口郵便局 千葉県 千葉県柏市旭町１－４－１８
柏光ヶ丘郵便局 千葉県 千葉県柏市光ケ丘団地４－１０
柏高島屋郵便局 千葉県 千葉県柏市末広町３－１６
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柏松葉郵便局 千葉県 千葉県柏市松葉町４－９－４
柏郵便局 千葉県 千葉県柏市東上町６－２９
市原五井東郵便局 千葉県 千葉県市原市五井中央東２－１８－８
市原国分寺台西郵便局 千葉県 千葉県市原市国分寺台中央７－１７－２
市原青葉台郵便局 千葉県 千葉県市原市青葉台１－１２－１３
市原八幡郵便局 千葉県 千葉県市原市八幡１２４８
市原有秋台郵便局 千葉県 千葉県市原市有秋台西１－８－２
市原郵便局 千葉県 千葉県市原市白金町４－１
流山西初石郵便局 千葉県 千葉県流山市西初石３－１０４－３
流山富士見台郵便局 千葉県 千葉県流山市富士見台２－２－５
流山郵便局 千葉県 千葉県流山市西初石４－１４２３－１
八千代勝田台郵便局 千葉県 千葉県八千代市勝田台２－４－４
八千代村上郵便局 千葉県 千葉県八千代市村上１１１３－１
八千代台ユアエルム郵便局 千葉県 千葉県八千代市八千代台東１－１－１０
八千代台郵便局 千葉県 千葉県八千代市八千代台西１－７－２
八千代郵便局 千葉県 千葉県八千代市ゆりのき台１－１－１
我孫子つくし野郵便局 千葉県 千葉県我孫子市つくし野３－２２－２
我孫子湖北台郵便局 千葉県 千葉県我孫子市湖北台３－１－４
我孫子郵便局 千葉県 千葉県我孫子市天王台６－８－１５
鴨川郵便局 千葉県 千葉県鴨川市横渚１０２６－４
鎌ケ谷郵便局 千葉県 千葉県鎌ケ谷市右京塚１３－２６
君津外箕輪郵便局 千葉県 千葉県君津市外箕輪２－１５－１７
君津郵便局 千葉県 千葉県君津市久保４－２－２９
富津郵便局 千葉県 千葉県富津市下飯野２５０９－１
浦安猫実四郵便局 千葉県 千葉県浦安市猫実４－１７－９
浦安郵便局 千葉県 千葉県浦安市東野１－６－１
新浦安駅前郵便局 千葉県 千葉県浦安市入船１－５－１
四街道駅前郵便局 千葉県 千葉県四街道市四街道１－１９－１７
四街道郵便局 千葉県 千葉県四街道市美しが丘１－１８－２
袖ケ浦郵便局 千葉県 千葉県袖ケ浦市福王台２－２－８
南八街郵便局 千葉県 千葉県八街市八街に５２－２
八街郵便局 千葉県 千葉県八街市八街ほ２３４
印西郵便局 千葉県 千葉県印西市中央南２－４
丸山石堂郵便局 千葉県 千葉県南房総市石堂２６３－１
八日市場郵便局 千葉県 千葉県匝瑳市八日市場ロ１４０－１
佐原郵便局 千葉県 千葉県香取市北２－３－１
小見川郵便局 千葉県 千葉県香取市本郷１１－２
東陽郵便局 千葉県 千葉県山武郡横芝光町宮川橋本５６４７－１
御宿郵便局 千葉県 千葉県夷隅郡御宿町須賀４４９－１
ホテルニューオータニ内郵便局 東京都 東京都千代田区紀尾井町４－１
霞が関ビル内郵便局 東京都 東京都千代田区霞が関３－２－５
霞ヶ関郵便局 東京都 東京都千代田区霞が関１－２－１
海事ビル内郵便局 東京都 東京都千代田区麹町４－５
九段郵便局 東京都 東京都千代田区九段南１－４－６
麹町飯田橋通郵便局 東京都 東京都千代田区飯田橋２－７－６
麹町郵便局 東京都 東京都千代田区九段南４－５－９
国会内郵便局 東京都 東京都千代田区永田町１－７－１
最高裁判所内郵便局 東京都 東京都千代田区隼町４－２
山王グランドビル内郵便局 東京都 東京都千代田区永田町２－１４－２
山王パークタワー内郵便局 東京都 東京都千代田区永田町２－１１－１
秋葉原ＵＤＸ内郵便局 東京都 東京都千代田区外神田４－１４－１
新御茶ノ水駅前郵便局 東京都 東京都千代田区神田駿河台３－９
神田駅前郵便局 東京都 東京都千代田区神田多町２－２－６
神田錦町郵便局 東京都 東京都千代田区神田錦町１－１７－４
神田今川橋郵便局 東京都 東京都千代田区鍛冶町１－７－１１
神田三崎町郵便局 東京都 東京都千代田区三崎町２－２－１２
神田駿河台郵便局 東京都 東京都千代田区神田駿河台２－３－４５
神田須田町郵便局 東京都 東京都千代田区神田須田町２－８
神田南神保町郵便局 東京都 東京都千代田区神田神保町１－１３
神田郵便局 東京都 東京都千代田区神田淡路町２－１２
千代田霞が関郵便局 東京都 東京都千代田区霞が関１－３－２
千代田岩本町郵便局 東京都 東京都千代田区岩本町２－１１－９
千代田四番町郵便局 東京都 東京都千代田区四番町４－８
千代田鍛冶町郵便局 東京都 東京都千代田区鍛冶町２－１１－２２
第一生命館内郵便局 東京都 東京都千代田区有楽町１－１３－１
第二霞ケ関郵便局 東京都 東京都千代田区霞が関２－１－２
帝国ホテル内郵便局 東京都 東京都千代田区内幸町１－１－１
都道府県会館内郵便局 東京都 東京都千代田区平河町２－６－３
東京交通会館内郵便局 東京都 東京都千代田区有楽町２－１０－１
東京中央郵便局 東京都 東京都千代田区丸の内２－７－２
東神田郵便局 東京都 東京都千代田区東神田２－４－５
日本ビル内郵便局 東京都 東京都千代田区大手町２－６－２
半蔵門駅前郵便局 東京都 東京都千代田区麹町２－１２
飯田橋郵便局 東京都 東京都千代田区富士見２－１０－２
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京橋月島郵便局 東京都 東京都中央区月島４－１－１４
京橋通郵便局 東京都 東京都中央区京橋３－６－３
京橋郵便局 東京都 東京都中央区築地４－２－２
銀座みゆき通郵便局 東京都 東京都中央区銀座６－８－３
銀座一郵便局 東京都 東京都中央区銀座１－２０－１４
銀座三郵便局 東京都 東京都中央区銀座３－１４－１６
銀座四郵便局 東京都 東京都中央区銀座４－６－１１
銀座七郵便局 東京都 東京都中央区銀座７－１５－５
銀座通郵便局 東京都 東京都中央区銀座２－７－１８
銀座並木通郵便局 東京都 東京都中央区銀座３－２－１０
小伝馬町郵便局 東京都 東京都中央区日本橋小伝馬町１０－１０
新日本橋駅前郵便局 東京都 東京都中央区日本橋本町３－３－４
新富郵便局 東京都 東京都中央区新富１－１９－１
晴海トリトンスクエア郵便局 東京都 東京都中央区晴海１－８－１６
聖路加ガーデン内郵便局 東京都 東京都中央区明石町８－１
中央勝どき三郵便局 東京都 東京都中央区勝どき３－１３－１
中央勝どき郵便局 東京都 東京都中央区勝どき１－７－１
中央新川二郵便局 東京都 東京都中央区新川２－１５－１１
中央新川郵便局 東京都 東京都中央区新川１－９－１１
中央人形町二郵便局 東京都 東京都中央区日本橋人形町２－１５－１
中央築地郵便局 東京都 東京都中央区築地５－２－１
中央八丁堀郵便局 東京都 東京都中央区八丁堀２－９－１
中央浜町一郵便局 東京都 東京都中央区日本橋浜町１－５－３
東日本橋三郵便局 東京都 東京都中央区東日本橋３－４－１０
日本橋室町郵便局 東京都 東京都中央区日本橋室町１－１２－１３
日本橋小舟町郵便局 東京都 東京都中央区日本橋小舟町４－１
日本橋小網町郵便局 東京都 東京都中央区日本橋小網町１１－５
日本橋大伝馬町郵便局 東京都 東京都中央区日本橋大伝馬町１２－１
日本橋南郵便局 東京都 東京都中央区日本橋２－２－１０
日本橋本町郵便局 東京都 東京都中央区日本橋本町４－１４－２
日本橋郵便局 東京都 東京都中央区日本橋１－１８－１
八重洲地下街郵便局 東京都 東京都中央区八重洲２－１
両国郵便局 東京都 東京都中央区東日本橋２－２７－１２
アーク森ビル内郵便局 東京都 東京都港区赤坂１－１２－３２
お台場海浜公園前郵便局 東京都 東京都港区台場１－５－４－３０１
シーバンスＮ館内郵便局 東京都 東京都港区芝浦１－２－１
ニュー新橋ビル内郵便局 東京都 東京都港区新橋２－１６－１
外苑前郵便局 東京都 東京都港区南青山２－２７－２３
機械振興会館内郵便局 東京都 東京都港区芝公園３－５－８
慶應義塾前郵便局 東京都 東京都港区芝５－１３－１８
虎ノ門郵便局 東京都 東京都港区虎ノ門１－７－１２
港虎ノ門三郵便局 東京都 東京都港区虎ノ門３－１０－４
港港南郵便局 東京都 東京都港区港南２－４－１３
港三田四郵便局 東京都 東京都港区三田４－１－３１
港芝浦郵便局 東京都 東京都港区芝浦３－４－１７
港竹芝郵便局 東京都 東京都港区海岸１－１６－１
港白金三郵便局 東京都 東京都港区白金３－１－８
港白金台郵便局 東京都 東京都港区白金台３－２－１０
港浜松町郵便局 東京都 東京都港区芝大門２－４－１８
高輪台郵便局 東京都 東京都港区高輪３－１０－２
高輪郵便局 東京都 東京都港区三田３－８－６
汐留シティセンター郵便局 東京都 東京都港区東新橋１－５－２
芝浦海岸通郵便局 東京都 東京都港区芝浦４－１３－２３
芝公園郵便局 東京都 東京都港区芝公園１－８－１２
芝三郵便局 東京都 東京都港区芝３－４－１３
芝郵便局 東京都 東京都港区西新橋３－２２－５
新橋郵便局 東京都 東京都港区新橋１－６－９
神谷町郵便局 東京都 東京都港区虎ノ門４－１－８
世界貿易センター内郵便局 東京都 東京都港区浜松町２－４－１
西新橋郵便局 東京都 東京都港区西新橋１－５－１３
西麻布郵便局 東京都 東京都港区西麻布１－８－１１
赤坂一ツ木通郵便局 東京都 東京都港区赤坂３－２０－６
赤坂通郵便局 東京都 東京都港区赤坂２－６－２４
赤坂郵便局 東京都 東京都港区赤坂８－４－１７
泉岳寺駅前郵便局 東京都 東京都港区高輪２－２０－３０
全特六本木ビル内郵便局 東京都 東京都港区六本木１－７－２７
東京ミッドタウン郵便局 東京都 東京都港区赤坂９－７－１
東芝ビル内郵便局 東京都 東京都港区芝浦１－１－１
南麻布五郵便局 東京都 東京都港区南麻布５－１６－１０
乃木坂駅前郵便局 東京都 東京都港区六本木７－３－７
品川駅前郵便局 東京都 東京都港区高輪３－２５－２７
麻布十番郵便局 東京都 東京都港区麻布十番２－３－５
麻布郵便局 東京都 東京都港区麻布台１－６－１９
六本木ヒルズ郵便局 東京都 東京都港区六本木６－１０－１
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六本木駅前郵便局 東京都 東京都港区六本木６－７－１０
ＫＤＤＩビル内郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿２－３－３
牛込郵便局 東京都 東京都新宿区北山伏町１－５
高田馬場二郵便局 東京都 東京都新宿区高田馬場２－１４－２６
高田馬場郵便局 東京都 東京都新宿区高田馬場４－１３－１３
四谷駅前郵便局 東京都 東京都新宿区四谷１－５０
四谷通二郵便局 東京都 東京都新宿区三栄町２５
四谷郵便局 東京都 東京都新宿区信濃町３１
新宿センタービル内郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿１－２５－１
新宿パークタワー内郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿３－７－１
新宿一郵便局 東京都 東京都新宿区新宿１－１４－６
新宿下落合三郵便局 東京都 東京都新宿区下落合３－１８－５
新宿下落合四郵便局 東京都 東京都新宿区下落合４－２６－６
新宿歌舞伎町郵便局 東京都 東京都新宿区歌舞伎町２－４１－８
新宿区役所内郵便局 東京都 東京都新宿区歌舞伎町１－４－１
新宿三井ビル内郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿２－１－１
新宿三郵便局 東京都 東京都新宿区新宿３－１７－２３
新宿住吉郵便局 東京都 東京都新宿区住吉町２－１３
新宿神楽坂郵便局 東京都 東京都新宿区神楽坂４－１
新宿西落合郵便局 東京都 東京都新宿区西落合１－２１－１７
新宿第一生命ビル内郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿２－７－１
新宿天神郵便局 東京都 東京都新宿区天神町２２－３
新宿二郵便局 東京都 東京都新宿区新宿２－１１－２
新宿保健会館内郵便局 東京都 東京都新宿区市谷砂土原町１－２
新宿北郵便局 東京都 東京都新宿区大久保３－１４－８
新宿明治通郵便局 東京都 東京都新宿区新宿６－２８－８
新宿野村ビル内郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿１－２６－２
新宿郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿１－８－８
新大久保駅前郵便局 東京都 東京都新宿区百人町１－１０－１０
西新宿四郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿４－４－１６
西新宿七郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿７－４－３
西新宿八郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿８－８－８
西早稲田一郵便局 東京都 東京都新宿区西早稲田１－８－２２
東京オペラシティ郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿３－２０－２
東京都庁内郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿２－８－１
飯田橋駅東口郵便局 東京都 東京都新宿区下宮比町３－２
北新宿三郵便局 東京都 東京都新宿区北新宿３－９－６
御茶ノ水郵便局 東京都 東京都文京区湯島１－５－４５
小石川郵便局 東京都 東京都文京区小石川４－４－２
東京ドームシティ郵便局 東京都 東京都文京区後楽１－３－６１
湯島四郵便局 東京都 東京都文京区湯島４－６－１１
湯島二郵便局 東京都 東京都文京区湯島２－２１－１
文京グリーンコート郵便局 東京都 東京都文京区本駒込２－２８－８
文京向丘郵便局 東京都 東京都文京区向丘２－３－８
文京根津郵便局 東京都 東京都文京区根津１－１７－１
文京春日郵便局 東京都 東京都文京区春日１－１６－２１
文京千駄木三郵便局 東京都 東京都文京区千駄木３－４１－３
文京目白台一郵便局 東京都 東京都文京区目白台１－２３－８
本郷一郵便局 東京都 東京都文京区本郷１－２７－８
本郷四郵便局 東京都 東京都文京区本郷４－２－５
本郷郵便局 東京都 東京都文京区本郷６－１－１５
くらまえ橋郵便局 東京都 東京都台東区蔵前１－３－２５
下谷三郵便局 東京都 東京都台東区下谷３－２０－７
元浅草郵便局 東京都 東京都台東区元浅草１－５－２
上野駅前郵便局 東京都 東京都台東区上野６－１５－１
上野黒門郵便局 東京都 東京都台東区上野３－１４－１
上野三郵便局 東京都 東京都台東区上野３－２１－５
上野七郵便局 東京都 東京都台東区上野７－９－１５
上野郵便局 東京都 東京都台東区下谷１－５－１２
西浅草郵便局 東京都 東京都台東区西浅草３－１２－１
浅草郵便局 東京都 東京都台東区西浅草１－１－１
蔵前郵便局 東京都 東京都台東区蔵前２－１５－６
台東三郵便局 東京都 東京都台東区台東３－１２－５
台東千束郵便局 東京都 東京都台東区千束１－１６－９
台東入谷郵便局 東京都 東京都台東区入谷１－１７－２
仲御徒町郵便局 東京都 東京都台東区上野５－１６－１２
東浅草郵便局 東京都 東京都台東区東浅草１－２１－６
雷門郵便局 東京都 東京都台東区雷門２－２－８
押上駅前郵便局 東京都 東京都墨田区業平４－１７－１２
錦糸町駅前郵便局 東京都 東京都墨田区錦糸３－２－１
向島郵便局 東京都 東京都墨田区東向島２－３２－２５
墨田横網郵便局 東京都 東京都墨田区横網１－６－１
墨田江東橋郵便局 東京都 東京都墨田区江東橋１－７－１９
墨田白鬚郵便局 東京都 東京都墨田区東向島４－９－４
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墨田両国三郵便局 東京都 東京都墨田区両国３－７－３
墨田緑町郵便局 東京都 東京都墨田区緑１－１４－１２
本所一郵便局 東京都 東京都墨田区本所１－２５－７
本所吾妻橋駅前郵便局 東京都 東京都墨田区吾妻橋２－３－１３
本所郵便局 東京都 東京都墨田区太平４－２１－２
ＴＦＴ内郵便局 東京都 東京都江東区有明３－６－１１
江東永代郵便局 東京都 東京都江東区永代１－１４－９
江東牡丹郵便局 東京都 東京都江東区牡丹３－８－３
江東亀戸一郵便局 東京都 東京都江東区亀戸１－１７－６
江東住吉郵便局 東京都 東京都江東区住吉２－３－９
江東潮見郵便局 東京都 東京都江東区潮見１－２－１
江東南砂北郵便局 東京都 東京都江東区南砂５－２４－１１－１０１
江東豊洲郵便局 東京都 東京都江東区豊洲３－２－２０
江東北砂一郵便局 東京都 東京都江東区北砂１－１１－１
城東郵便局 東京都 東京都江東区大島３－１５－２
新木場センタービル内郵便局 東京都 東京都江東区新木場１－１８－６
深川郵便局 東京都 東京都江東区東陽４－４－２
ＴＯＣビル内郵便局 東京都 東京都品川区西五反田７－２２－１７
ゲートシティ大崎郵便局 東京都 東京都品川区大崎１－１１－１
荏原郵便局 東京都 東京都品川区西中延１－７－２３
大崎駅前郵便局 東京都 東京都品川区大崎１－６－４
大崎郵便局 東京都 東京都品川区西五反田２－３２－７
大森ベルポート郵便局 東京都 東京都品川区南大井６－２６－３
南品川四郵便局 東京都 東京都品川区南品川４－１８－１
品川西五反田六郵便局 東京都 東京都品川区西五反田６－１５－６
品川洗足郵便局 東京都 東京都品川区小山７－１６－４
品川天王洲郵便局 東京都 東京都品川区東品川２－３－１０－１１６
品川東五反田郵便局 東京都 東京都品川区東五反田１－１８－１
品川八潮郵便局 東京都 東京都品川区八潮５－５－７
品川郵便局 東京都 東京都品川区東大井５－２３－３４
目黒駅前郵便局 東京都 東京都品川区上大崎３－５－３
中目黒駅前郵便局 東京都 東京都目黒区上目黒２－１５－８
目黒三田郵便局 東京都 東京都目黒区三田２－４－１０
目黒三郵便局 東京都 東京都目黒区目黒３－１－２６
目黒自由が丘郵便局 東京都 東京都目黒区自由が丘２－１１－１９
目黒中町郵便局 東京都 東京都目黒区中町２－４８－３１
目黒東山一郵便局 東京都 東京都目黒区東山１－１－１
目黒東山二郵便局 東京都 東京都目黒区東山２－１５－１７
目黒本町郵便局 東京都 東京都目黒区目黒本町６－１２－１６
目黒郵便局 東京都 東京都目黒区目黒本町１－１５－１６
羽田空港郵便局 東京都 東京都大田区羽田空港３－３－２
蒲田駅前郵便局 東京都 東京都大田区西蒲田７－４６－１１
蒲田郵便局 東京都 東京都大田区蒲田本町１－２－８
千鳥町駅前郵便局 東京都 東京都大田区千鳥１－１６－１７
千鳥郵便局 東京都 東京都大田区千鳥２－３４－１０
大岡山駅前郵便局 東京都 東京都大田区北千束３－２６－１２
大田羽田郵便局 東京都 東京都大田区羽田４－４－２７
大田鵜の木郵便局 東京都 東京都大田区鵜の木２－３－１
大田上池台郵便局 東京都 東京都大田区上池台１－６－３
大田中央八郵便局 東京都 東京都大田区中央８－３９－２
大田東雪谷二郵便局 東京都 東京都大田区東雪谷２－２２－１３
大田東矢口三郵便局 東京都 東京都大田区東矢口３－１－１
大田南雪谷郵便局 東京都 東京都大田区南雪谷２－１５－２
大田南六郷二郵便局 東京都 東京都大田区南六郷２－３５－１
大田萩中郵便局 東京都 東京都大田区萩中２－９－２
大田北千束郵便局 東京都 東京都大田区北千束２－１４－９
田園調布駅前郵便局 東京都 東京都大田区田園調布３－１－８
東京流通センター内郵便局 東京都 東京都大田区平和島６－１－１
芦花公園駅前郵便局 東京都 東京都世田谷区南烏山１－１２－１７
経堂駅前郵便局 東京都 東京都世田谷区宮坂３－１１－７
豪徳寺駅前郵便局 東京都 東京都世田谷区豪徳寺１－３８－６
三軒茶屋駅前郵便局 東京都 東京都世田谷区太子堂４－２２－５
世田谷鎌田郵便局 東京都 東京都世田谷区鎌田２－２３－１０
世田谷給田郵便局 東京都 東京都世田谷区給田３－２８－５
世田谷桜新町郵便局 東京都 東京都世田谷区桜新町１－１４－２３
世田谷上馬一郵便局 東京都 東京都世田谷区上馬１－１５－１４
世田谷深沢郵便局 東京都 東京都世田谷区深沢４－３５－５
世田谷瀬田郵便局 東京都 東京都世田谷区玉川台２－１０－４
世田谷千歳台郵便局 東京都 東京都世田谷区千歳台５－７－１１
世田谷祖師谷四郵便局 東京都 東京都世田谷区祖師谷４－２３－２１
世田谷代沢郵便局 東京都 東京都世田谷区代沢５－３０－４
世田谷大原郵便局 東京都 東京都世田谷区大原２－１８－５
世田谷粕谷郵便局 東京都 東京都世田谷区粕谷４－１３－１４
世田谷北沢郵便局 東京都 東京都世田谷区北沢２－４０－８
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世田谷明大前郵便局 東京都 東京都世田谷区松原１－３８－１２
世田谷野毛郵便局 東京都 東京都世田谷区野毛１－５－１３
世田谷郵便局 東京都 東京都世田谷区三軒茶屋２－１－１
世田谷用賀郵便局 東京都 東京都世田谷区用賀３－１８－８
成城学園前郵便局 東京都 東京都世田谷区成城６－１６－３０
成城郵便局 東京都 東京都世田谷区成城８－３０－２５
千歳烏山郵便局 東京都 東京都世田谷区南烏山６－２９－８
千歳船橋駅前郵便局 東京都 東京都世田谷区船橋１－３－３
千歳郵便局 東京都 東京都世田谷区経堂１－４０－１
祖師谷大蔵駅前郵便局 東京都 東京都世田谷区祖師谷３－２７－１
尾山台駅前郵便局 東京都 東京都世田谷区等々力５－５－１２
用賀駅前郵便局 東京都 東京都世田谷区用賀４－１０－１
恵比寿駅ビル内郵便局 東京都 東京都渋谷区恵比寿南１－５－５
元代々木郵便局 東京都 東京都渋谷区元代々木町３０－８
笹塚駅前郵便局 東京都 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４
渋谷橋郵便局 東京都 東京都渋谷区広尾１－３－１５
渋谷広尾四郵便局 東京都 東京都渋谷区広尾４－１－２１
渋谷桜丘郵便局 東京都 東京都渋谷区桜丘町１２－６
渋谷笹塚郵便局 東京都 東京都渋谷区笹塚２－２１－１
渋谷三郵便局 東京都 東京都渋谷区渋谷３－２７－１５
渋谷松濤郵便局 東京都 東京都渋谷区松濤１－２９－２４
渋谷上原郵便局 東京都 東京都渋谷区上原１－３６－１３
渋谷神宮前郵便局 東京都 東京都渋谷区神宮前２－１８－１４
渋谷青山通郵便局 東京都 東京都渋谷区神宮前５－５２－２
渋谷千駄ケ谷郵便局 東京都 東京都渋谷区千駄ヶ谷１－２３－７
渋谷代官山郵便局 東京都 東京都渋谷区猿楽町２３－３
渋谷中央街郵便局 東京都 東京都渋谷区道玄坂１－１０－２
渋谷東二郵便局 東京都 東京都渋谷区東２－２２－１４
渋谷道玄坂郵便局 東京都 東京都渋谷区道玄坂１－１９－１３
渋谷富ケ谷一郵便局 東京都 東京都渋谷区富ヶ谷１－９－１７
渋谷郵便局 東京都 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
新宿駅南口郵便局 東京都 東京都渋谷区代々木２－１０－８
神宮前六郵便局 東京都 東京都渋谷区神宮前６－１２－２８
代々木駅前通郵便局 東京都 東京都渋谷区代々木１－１８－１５
代々木五郵便局 東京都 東京都渋谷区代々木５－５５－６
代々木三郵便局 東京都 東京都渋谷区代々木３－３５－１０
代々木二郵便局 東京都 東京都渋谷区代々木２－２－１３
幡ヶ谷南郵便局 東京都 東京都渋谷区幡ヶ谷１－３２－３
放送センター内郵便局 東京都 東京都渋谷区神南２－２－１
鷺ノ宮駅前郵便局 東京都 東京都中野区鷺宮４－３４－８
中野サンクォーレ内郵便局 東京都 東京都中野区中野４－３－１
中野坂上郵便局 東京都 東京都中野区本町１－３２－２
中野上高田一郵便局 東京都 東京都中野区上高田１－３５－３
中野上高田郵便局 東京都 東京都中野区上高田３－１９－９
中野新橋駅前郵便局 東京都 東京都中野区本町３－２－５
中野本町三郵便局 東京都 東京都中野区本町３－３１－１０
中野郵便局 東京都 東京都中野区中野２－２７－１
東中野郵便局 東京都 東京都中野区東中野５－１１－１１
落合郵便局 東京都 東京都中野区東中野４－２７－２１
阿佐谷駅前郵便局 東京都 東京都杉並区阿佐谷南３－３５－８
井荻駅前郵便局 東京都 東京都杉並区上井草１－２３－２３
荻窪四郵便局 東京都 東京都杉並区荻窪４－２２－１１
荻窪郵便局 東京都 東京都杉並区桃井２－３－２
高円寺駅前郵便局 東京都 東京都杉並区高円寺北２－２０－７
高円寺南三郵便局 東京都 東京都杉並区高円寺南３－３７－２１
新高円寺駅前郵便局 東京都 東京都杉並区高円寺南２－１６－３
杉並久我山郵便局 東京都 東京都杉並区久我山３－１８－１２
杉並桜上水郵便局 東京都 東京都杉並区下高井戸１－２３－９
杉並四面道郵便局 東京都 東京都杉並区天沼３－１２－４
杉並松ノ木郵便局 東京都 東京都杉並区松ノ木２－３３－４
杉並西永福郵便局 東京都 東京都杉並区浜田山３－６－１
杉並南郵便局 東京都 東京都杉並区浜田山４－５－５
杉並郵便局 東京都 東京都杉並区成田東４－３８－１４
西荻窪郵便局 東京都 東京都杉並区西荻北２－１３－５
西友荻窪郵便局 東京都 東京都杉並区上荻１－９－１
東高円寺郵便局 東京都 東京都杉並区和田３－６０－１５
サンシャイン６０内郵便局 東京都 東京都豊島区東池袋３－１－１
西池袋郵便局 東京都 東京都豊島区西池袋３－２２－１３
巣鴨郵便局 東京都 東京都豊島区巣鴨４－２６－１
大塚駅前郵便局 東京都 東京都豊島区北大塚２－２５－６
池袋サンシャイン通郵便局 東京都 東京都豊島区東池袋１－２０－３
池袋駅前郵便局 東京都 東京都豊島区東池袋１－１７－１
池袋郵便局 東京都 東京都豊島区池袋２－４０－１３
東京芸術劇場郵便局 東京都 東京都豊島区西池袋１－８－１
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南池袋郵便局 東京都 東京都豊島区南池袋２－２４－１
豊島千川駅前郵便局 東京都 東京都豊島区要町３－１１－４
豊島郵便局 東京都 東京都豊島区東池袋３－１８－１
王子本町郵便局 東京都 東京都北区王子本町１－２－１１
王子郵便局 東京都 東京都北区王子６－２－２８
上十条四郵便局 東京都 東京都北区上十条４－１７－８
西ヶ原四郵便局 東京都 東京都北区西ケ原４－１－３
赤羽郵便局 東京都 東京都北区赤羽南１－１２－１０
滝野川三郵便局 東京都 東京都北区滝野川３－７９－５
北浮間郵便局 東京都 東京都北区浮間３－１９－１
熊野前郵便局 東京都 東京都荒川区東尾久８－１４－１
荒川五郵便局 東京都 東京都荒川区荒川５－１１－１２
荒川町屋郵便局 東京都 東京都荒川区町屋１－１９－９
荒川東尾久四郵便局 東京都 東京都荒川区東尾久４－２１－６
荒川郵便局 東京都 東京都荒川区荒川３－２－１
西日暮里駅前郵便局 東京都 東京都荒川区西日暮里５－１１－８
日暮里駅前郵便局 東京都 東京都荒川区西日暮里２－２１－６－１０２
上板橋郵便局 東京都 東京都板橋区上板橋２－２－１３
中板橋郵便局 東京都 東京都板橋区中板橋１３－８
板橋向原郵便局 東京都 東京都板橋区向原２－２４－２７
板橋成増ヶ丘郵便局 東京都 東京都板橋区成増３－１３－１
板橋清水郵便局 東京都 東京都板橋区清水町２０－５
板橋西郵便局 東京都 東京都板橋区高島平３－１２－１
板橋赤塚郵便局 東京都 東京都板橋区赤塚６－４０－１１
板橋北郵便局 東京都 東京都板橋区志村３－２４－１６
板橋郵便局 東京都 東京都板橋区板橋２－４２－１
光が丘郵便局 東京都 東京都練馬区光が丘２－９－７
石神井公園駅前郵便局 東京都 東京都練馬区石神井町３－２５－１１
石神井郵便局 東京都 東京都練馬区石神井台３－３－７
練馬旭丘郵便局 東京都 東京都練馬区旭丘１－７６－３
練馬関町郵便局 東京都 東京都練馬区関町北２－３－４
練馬高野台駅前郵便局 東京都 東京都練馬区高野台１－７－３
練馬桜台郵便局 東京都 東京都練馬区豊玉上２－２２－１４
練馬春日南郵便局 東京都 東京都練馬区春日町１－１２－３
練馬中村郵便局 東京都 東京都練馬区中村北３－１５－５
練馬田柄東郵便局 東京都 東京都練馬区田柄１－１９－２１
練馬田柄郵便局 東京都 東京都練馬区田柄３－１４－３
練馬土支田郵便局 東京都 東京都練馬区土支田２－２９－１６
練馬氷川台郵便局 東京都 東京都練馬区氷川台４－４９－１
練馬北町郵便局 東京都 東京都練馬区北町１－３２－５
練馬郵便局 東京都 東京都練馬区豊玉北６－４－２
千住竜田郵便局 東京都 東京都足立区千住龍田町２０－９
足立江北四郵便局 東京都 東京都足立区江北４－２－４
足立江北郵便局 東京都 東京都足立区江北６－３０－２１
足立佐野郵便局 東京都 東京都足立区佐野２－１１－１２
足立青井郵便局 東京都 東京都足立区青井６－２２－１０
足立谷中三郵便局 東京都 東京都足立区谷中３－１９－５
足立竹の塚郵便局 東京都 東京都足立区竹の塚５－８－５
足立中居郵便局 東京都 東京都足立区千住中居町１７－２４
足立東綾瀬郵便局 東京都 東京都足立区東綾瀬１－１８－１７
足立梅田郵便局 東京都 東京都足立区梅田６－３２－１
足立郵便局 東京都 東京都足立区千住曙町４２－４
北千住郵便局 東京都 東京都足立区千住４－１５－７
葛飾奥戸郵便局 東京都 東京都葛飾区奥戸３－２８－９
葛飾新宿郵便局 東京都 東京都葛飾区金町１－８－１
葛飾青戸郵便局 東京都 東京都葛飾区青戸３－３８－４
葛飾郵便局 東京都 東京都葛飾区四つ木２－２８－１
亀有駅前郵便局 東京都 東京都葛飾区亀有５－３７－７
金町郵便局 東京都 東京都葛飾区金町５－３１－１４
葛西駅前郵便局 東京都 東京都江戸川区中葛西３－２９－１９
葛西郵便局 東京都 東京都江戸川区中葛西１－３－１
江戸川区役所前郵便局 東京都 東京都江戸川区中央１－３－１３
江戸川春江五郵便局 東京都 東京都江戸川区春江町５－１１－７
江戸川松島郵便局 東京都 東京都江戸川区松島３－２－３
江戸川東葛西六郵便局 東京都 東京都江戸川区東葛西６－８－１
江戸川平井郵便局 東京都 東京都江戸川区平井４－８－２４
江戸川北葛西三郵便局 東京都 東京都江戸川区北葛西３－１－３２
江戸川本一色郵便局 東京都 東京都江戸川区本一色２－３－１１
江戸川郵便局 東京都 東京都江戸川区松島１－１９－２４
小岩郵便局 東京都 東京都江戸川区南小岩８－１－１０
瑞江駅前郵便局 東京都 東京都江戸川区南篠崎町２－１０－４
西葛西駅前郵便局 東京都 東京都江戸川区西葛西６－８－１６
平井駅前郵便局 東京都 東京都江戸川区平井５－６－３
恩方郵便局 東京都 東京都八王子市西寺方町６９－２
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京王堀之内駅前郵便局 東京都 東京都八王子市別所２－１
上恩方郵便局 東京都 東京都八王子市上恩方町２１３５
八王子駅前郵便局 東京都 東京都八王子市旭町９－１
八王子寺町郵便局 東京都 東京都八王子市寺町４９－５
八王子上野町郵便局 東京都 東京都八王子市上野町３８－６
八王子南郵便局 東京都 東京都八王子市みなみ野１－６－７
八王子郵便局 東京都 東京都八王子市大和田町７－２１－１
立川幸郵便局 東京都 東京都立川市幸町１－１３－２
立川高松郵便局 東京都 東京都立川市高松町３－１７－２
立川若葉町郵便局 東京都 東京都立川市若葉町４－２５－１
立川郵便局 東京都 東京都立川市曙町２－１４－３６
アトレ吉祥寺内郵便局 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－１２
吉祥寺駅前郵便局 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１３－４
吉祥寺本町二郵便局 東京都 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－２６－１
武蔵野関前三郵便局 東京都 東京都武蔵野市関前３－１３－９
武蔵野境郵便局 東京都 東京都武蔵野市境１－３－４－１０５
武蔵野御殿山郵便局 東京都 東京都武蔵野市御殿山１－１－３
武蔵野郵便局 東京都 東京都武蔵野市西久保３－１－２６
三鷹井口郵便局 東京都 東京都三鷹市井口１－２５－９
三鷹駅前郵便局 東京都 東京都三鷹市下連雀３－３５－２０
三鷹下連雀四郵便局 東京都 東京都三鷹市下連雀４－１８－２２
三鷹新川郵便局 東京都 東京都三鷹市新川６－３－１０
三鷹深大寺郵便局 東京都 東京都三鷹市深大寺１－１４－２５
三鷹郵便局 東京都 東京都三鷹市野崎１－１－２
青梅霞台郵便局 東京都 東京都青梅市師岡町４－５－２
青梅郵便局 東京都 東京都青梅市東青梅１－１３－２
府中日新郵便局 東京都 東京都府中市日新町１－５－３
府中白糸台郵便局 東京都 東京都府中市白糸台２－１－２
武蔵府中郵便局 東京都 東京都府中市寿町１－７
昭島駅前郵便局 東京都 東京都昭島市田中町５６２－１
中神駅前郵便局 東京都 東京都昭島市朝日町１－６－１
調布駅前郵便局 東京都 東京都調布市小島町１－１３－１３
調布市役所前郵便局 東京都 東京都調布市小島町２－４０－７
調布上石原三郵便局 東京都 東京都調布市上石原３－２９－１７
調布郵便局 東京都 東京都調布市八雲台２－６－１
グランベリーモール郵便局 東京都 東京都町田市鶴間３－３－１
玉川学園前郵便局 東京都 東京都町田市玉川学園２－１０－１１
原町田六郵便局 東京都 東京都町田市原町田６－１７－１
町田つくし野郵便局 東京都 東京都町田市つくし野１－３６－１２
町田駅前郵便局 東京都 東京都町田市原町田４－１－１４
町田山崎郵便局 東京都 東京都町田市山崎町２２００
町田西郵便局 東京都 東京都町田市小山町４２７５－２
町田木曽西郵便局 東京都 東京都町田市木曽西３－４－４
町田郵便局 東京都 東京都町田市旭町３－２－２２
南郵便局 東京都 東京都町田市鶴間１８２
小金井貫井南郵便局 東京都 東京都小金井市貫井南町４－３－７
小金井郵便局 東京都 東京都小金井市本町５－３８－２０
花小金井駅前郵便局 東京都 東京都小平市花小金井１－９－１３－１０１
小平駅前郵便局 東京都 東京都小平市美園町２－２－２４
小平花小金井五郵便局 東京都 東京都小平市花小金井８－３４－３
小平回田町郵便局 東京都 東京都小平市回田町２７８－２５
小平上宿郵便局 東京都 東京都小平市小川町１－６２５
小平上水本町郵便局 東京都 東京都小平市上水本町１－３１－９
小平郵便局 東京都 東京都小平市小川東町５－１６－１
七生郵便局 東京都 東京都日野市平山５－１９－２
日野高幡郵便局 東京都 東京都日野市高幡１００３－２
日野郵便局 東京都 東京都日野市宮３４５
久米川駅前郵便局 東京都 東京都東村山市栄町２－８－１０
東村山市役所前郵便局 東京都 東京都東村山市本町４－７
東村山郵便局 東京都 東京都東村山市本町２－１－２
国分寺西町郵便局 東京都 東京都国分寺市西町３－２６－８
国分寺南郵便局 東京都 東京都国分寺市南町３－１３－３
国分寺本多郵便局 東京都 東京都国分寺市本多５－１０－３
国立駅北口郵便局 東京都 東京都国分寺市光町１－４１－６
国立駅前郵便局 東京都 東京都国立市中１－１７－２６
国立西郵便局 東京都 東京都国立市西１－８－３４
国立東郵便局 東京都 東京都国立市東４－４－２９
中央郵政研修所内郵便局 東京都 東京都国立市西２－１８－４
狛江駅前郵便局 東京都 東京都狛江市東和泉１－１６－１
狛江郵便局 東京都 東京都狛江市和泉本町３－２９－７
東大和新堀郵便局 東京都 東京都東大和市新堀３－１１－１３
東大和南街郵便局 東京都 東京都東大和市南街５－６４－９
清瀬駅前郵便局 東京都 東京都清瀬市松山１－４－２
清瀬松山郵便局 東京都 東京都清瀬市松山３－１－２７
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清瀬野塩郵便局 東京都 東京都清瀬市野塩１－１９４－３
清瀬郵便局 東京都 東京都清瀬市元町２－２８－１２
東久留米大門郵便局 東京都 東京都東久留米市大門町２－６－５
東久留米滝山郵便局 東京都 東京都東久留米市滝山４－１－２２
東久留米南沢五郵便局 東京都 東京都東久留米市南沢５－１８－４８
村山郵便局 東京都 東京都武蔵村山市本町４－３－１
武蔵村山中原郵便局 東京都 東京都武蔵村山市中原２－８－１１
武蔵村山郵便局 東京都 東京都武蔵村山市学園３－２４－１
せいせきＣ館内郵便局 東京都 東京都多摩市関戸１－７－５
永山駅前郵便局 東京都 東京都多摩市永山１－５
多摩永山郵便局 東京都 東京都多摩市永山４－２－６
多摩郵便局 東京都 東京都多摩市鶴牧１－２４－２
稲城向陽台郵便局 東京都 東京都稲城市向陽台３－７－３
稲城若葉台郵便局 東京都 東京都稲城市若葉台２－４－３
稲城長沼郵便局 東京都 東京都稲城市東長沼４５０
あきる野郵便局 東京都 東京都あきる野市秋川３－２－１
乙津郵便局 東京都 東京都あきる野市乙津１９９７
秋川野辺郵便局 東京都 東京都あきる野市野辺３８４
東秋留郵便局 東京都 東京都あきる野市二宮２３０６－７
ひばりが丘北郵便局 東京都 東京都西東京市ひばりが丘北３－５－１７
ひばりが丘郵便局 東京都 東京都西東京市谷戸町３－２５－３
西東京郵便局 東京都 東京都西東京市田無町３－２－２
田無芝久保郵便局 東京都 東京都西東京市芝久保町１－３－１
保谷郵便局 東京都 東京都西東京市保谷町１－１－７
柳沢駅前郵便局 東京都 東京都西東京市保谷町３－１０－１６
八丈島郵便局 東京都 東京都八丈島八丈町大賀郷１２５５
横浜岸谷郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区岸谷４－２－５
横浜元宮郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区元宮１－９－１３
鶴見駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－１０－１４
鶴見市場郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町６－１
鶴見郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－２２－１
横浜ガーデン山郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町３３－１４
大口駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区神之木町１－１
クイーンズスクエア横浜郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－４
横浜ランドマークタワー郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１
横浜駅西口郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市西区南幸１－１０－１６
横浜中央郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
横浜藤棚郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市西区中央２－２４－１
横浜港郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市中区日本大通５－３
横浜桜木郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市中区桜木町１－１
横浜山元町郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市中区山元町２－９５
横浜中華街郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市中区山下町１２３－１
横浜本牧元町郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市中区本牧元町１－３
横浜本牧原郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市中区本牧原８－１
石川町駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市中区石川町２－７６
横浜弘明寺郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市南区弘明寺町２７０
横浜中村橋郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市南区睦町１－３４－９
横浜南郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町１－１
横浜桜ヶ丘郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘１－１１－２
横浜帷子郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町２－８９
保土ヶ谷郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－８
横浜岡村郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区岡村６－５－５１
横浜杉田郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１
根岸駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市磯子区東町１３－２１
横浜釜利谷郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東６－５－１０
横浜金沢郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区泥亀２－１０－２
横浜並木郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区並木１－１７－１
金沢文庫駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１６－７
能見台駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区能見台通１７－１
トレッサ横浜郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市港北区師岡町７００
横浜日吉七郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市港北区日吉７－１４－１２
港北郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市港北区菊名６－２０－１８
綱島郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市港北区綱島台１７－１３
新横浜駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１４
神奈川菊名郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市港北区菊名４－１－５
日吉駅内郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１
横浜上矢部郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町３１５－４
横浜倉田郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４４５－２
横浜鳥が丘郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘５２－２
戸塚郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４１０２－１
東戸塚駅東口郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５２４－１
踊場駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市戸塚区汲沢８－２－１２
横浜芹が谷郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市港南区芹が谷５－１－１６
横浜上大岡郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１５－１
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横浜旭郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市旭区本村町４４－２
横浜今宿南郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市旭区今宿２－７－２５
横浜白根郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市旭区中白根２－１－１０
南万騎が原駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市旭区柏町３６－１０
横浜白山郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市緑区白山２－４０－５
鴨居駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市緑区鴨居４－１－１４
長津田郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市緑区長津田６－７－１
緑郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市緑区中山町１４９－４
横浜三ツ境郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境１６－１
三ツ境駅北口郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境５－３５
瀬谷郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－４５－１０
横浜元大橋郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市栄区元大橋２－９－１
横浜上飯田郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市泉区上飯田町１３３１－４
横浜新橋郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市泉区新橋町１２２４
横浜泉郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市泉区和泉町４２５９－３
横浜中田郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市泉区中田北２－７－１５
横浜中和田郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市泉区和泉町３７４１－４
横浜鴨志田郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５４９－１
横浜大場郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区大場町５９２－１２
横浜美しが丘四郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区美しが丘４－１－３２
市ヶ尾駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０７４－２
青葉台駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－３－４
青葉台郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１３－１
青葉郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市青葉区荏田西１－７－５
横浜センター北駅前郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－３
横浜北山田郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区北山田２－２－２０
都筑郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３３－１
川崎京町郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区京町１－５－１
川崎港郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区南渡田町１－３
川崎砂子郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区砂子２－１－９
川崎市役所通郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区砂子１－１－１４
川崎大師海岸郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区大師河原２－５－１７
川崎大師郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区大師町４－３２
川崎中央郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２
川崎渡田郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区鋼管通３－２－３
川崎日進町ビル内郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市川崎区日進町７－１
川崎ソリッドスクエア内郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０
川崎駅西口郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－１
川崎河原町郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市幸区河原町１－２１
川崎小向西町郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市幸区小向西町３－３１
川崎南加瀬郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市幸区南加瀬３－３０－５
川崎上小田中郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市中原区上小田中６－１９－２
川崎上新城郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市中原区上新城１－３－３３
川崎新城郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市中原区新城５－１－１５
川崎木月大町郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市中原区木月大町１１－２７
中原郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市中原区小杉町３－４３６
武蔵小杉タワープレイス内郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市中原区小杉町１－４０３－１
溝ノ口ノクティビル内郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口１－３－１
溝ノ口中央通郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市高津区溝口１－１４－１５
川崎子母口郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市高津区子母口４５８－２
川崎北見方郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市高津区北見方２－１４－３
生田駅前郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区生田７－１２－６
登戸駅前郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区登戸２５７０
登戸郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区登戸１６８５－１
宮前郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区有馬４－１－１
川崎土橋郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市宮前区土橋１－４－９
新百合ヶ丘郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１８－１
川崎千代ヶ丘郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区千代ケ丘８－１－３
百合ヶ丘駅前郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市麻生区百合丘１－１８－１４
吉野郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市緑区吉野２７９
橋本郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市緑区西橋本５－２－１
城山郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市緑区久保沢２－１－３０
大沢郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市緑区下九沢１７５２－１０
相模原郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市中央区富士見１－１－２０
田名郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市中央区田名５２４８
淵野辺郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市中央区淵野辺４－１３－６
相模原松が枝郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市南区松が枝町１９－９
相模原大野台七郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市南区大野台７－８－２
相模原東林間郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市南区東林間５－１２－３
相模原北里郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市南区北里１－１５－１
相模台郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市南区相模台２－１－６
相模大野駅前郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市南区相模大野７－６－４
相模大野五郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市南区相模大野５－１９－２６
横須賀ハイランド郵便局 神奈川県 神奈川県横須賀市ハイランド３－１－２
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横須賀汐入郵便局 神奈川県 神奈川県横須賀市汐入町２－５
横須賀馬堀海岸郵便局 神奈川県 神奈川県横須賀市馬堀海岸２－２７－１
横須賀郵便局 神奈川県 神奈川県横須賀市小川町８
長井郵便局 神奈川県 神奈川県横須賀市長井３－４７－５
平塚駅前郵便局 神奈川県 神奈川県平塚市八重咲町２－１
平塚吉沢郵便局 神奈川県 神奈川県平塚市上吉沢６３－７
平塚紅谷郵便局 神奈川県 神奈川県平塚市紅谷町１４－２２
平塚田村郵便局 神奈川県 神奈川県平塚市田村６－１２－３１
平塚東中原郵便局 神奈川県 神奈川県平塚市東中原１－３－５３
平塚徳延郵便局 神奈川県 神奈川県平塚市徳延４２０－１
平塚郵便局 神奈川県 神奈川県平塚市追分１－３３
鎌倉梶原郵便局 神奈川県 神奈川県鎌倉市梶原２－３４－８
鎌倉手広郵便局 神奈川県 神奈川県鎌倉市笛田１－８－４
鎌倉雪ノ下郵便局 神奈川県 神奈川県鎌倉市雪ノ下１－１０－６
鎌倉長谷郵便局 神奈川県 神奈川県鎌倉市長谷１－１５－１１
鎌倉郵便局 神奈川県 神奈川県鎌倉市小町１－１０－３
腰越郵便局 神奈川県 神奈川県鎌倉市腰越３－１－２３
大船ルミネウィング内郵便局 神奈川県 神奈川県鎌倉市大船１－４－１
大船郵便局 神奈川県 神奈川県鎌倉市大船２－２０－２３
江ノ島郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市江の島１－４－１３
鵠沼海岸郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市鵠沼海岸３－１－１２
鵠沼桜が岡郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡３－１９－２
辻堂郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂１－４－２
藤沢今田郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市湘南台７－３－２
藤沢湘南ライフタウン郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市大庭５６８１－３０
藤沢善行郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市善行２－１８－４
藤沢辻堂新町郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市辻堂新町１－１９－１０
藤沢南口郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１－４
藤沢北郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市高倉１２２０
藤沢本町郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市本町１－４－２６
藤沢郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市藤沢１１５－２
片瀬郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市片瀬４－１４－１０
小田原城山郵便局 神奈川県 神奈川県小田原市城山１－６－３２
小田原東郵便局 神奈川県 神奈川県小田原市前川１４－１
小田原郵便局 神奈川県 神奈川県小田原市栄町１－１３－１３
螢田駅前郵便局 神奈川県 神奈川県小田原市蓮正寺３７８－２
茅ヶ崎高田郵便局 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市高田４－４－７
茅ヶ崎浜見平郵便局 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市浜見平１１－１
茅ヶ崎郵便局 神奈川県 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１３－２０
逗子小坪郵便局 神奈川県 神奈川県逗子市小坪４－３－１
逗子郵便局 神奈川県 神奈川県逗子市逗子６－１－３
南下浦郵便局 神奈川県 神奈川県三浦市南下浦町上宮田３３９１－１
秦野郵便局 神奈川県 神奈川県秦野市室町２－４４
愛甲石田駅前郵便局 神奈川県 神奈川県厚木市愛甲東１－１－１４
厚木旭町五郵便局 神奈川県 神奈川県厚木市旭町５－３２－３
厚木旭郵便局 神奈川県 神奈川県厚木市泉町５－１１
厚木森の里郵便局 神奈川県 神奈川県厚木市森の里１－３４－３
厚木北郵便局 神奈川県 神奈川県厚木市下荻野９７０
大和郵便局 神奈川県 神奈川県大和市深見西３－１－２９
中央林間駅前郵便局 神奈川県 神奈川県大和市中央林間３－１０－１５
伊勢原本町郵便局 神奈川県 神奈川県伊勢原市伊勢原２－１０－８
伊勢原郵便局 神奈川県 神奈川県伊勢原市田中４３２
海老名郵便局 神奈川県 神奈川県海老名市中央２－７－５
杉久保郵便局 神奈川県 神奈川県海老名市杉久保南２－１３－５
さがみ野駅前郵便局 神奈川県 神奈川県座間市さがみ野２－２－２３
座間中宿郵便局 神奈川県 神奈川県座間市座間１－３０９８－１
座間郵便局 神奈川県 神奈川県座間市相模が丘１－３６－３４
南足柄郵便局 神奈川県 神奈川県南足柄市関本１５６
綾瀬上土棚郵便局 神奈川県 神奈川県綾瀬市上土棚中１－５－３９
葉山一色郵便局 神奈川県 神奈川県三浦郡葉山町一色１９９９－４
寒川駅前郵便局 神奈川県 神奈川県高座郡寒川町一之宮１－８－３
寒川郵便局 神奈川県 神奈川県高座郡寒川町宮山１８７
西大磯郵便局 神奈川県 神奈川県中郡大磯町国府本郷９２４
大磯郵便局 神奈川県 神奈川県中郡大磯町大磯１０４３－１
松田郵便局 神奈川県 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１５９６－１
芦ノ湯郵便局 神奈川県 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯１８
仙石原郵便局 神奈川県 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原２５－１
箱根強羅郵便局 神奈川県 神奈川県足柄下郡箱根町強羅１３００－３９
箱根町郵便局 神奈川県 神奈川県足柄下郡箱根町箱根７９
湯河原郵便局 神奈川県 神奈川県足柄下郡湯河原町土肥２－２－５
愛川郵便局 神奈川県 神奈川県愛甲郡愛川町角田１４５
新潟卸団地郵便局 新潟県 新潟県新潟市東区卸新町２－８５３－３
新潟山木戸郵便局 新潟県 新潟県新潟市東区中山１－１６－２０
新潟中央郵便局 新潟県 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６
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新潟中郵便局 新潟県 新潟県新潟市中央区東堀通７番町１０１８
新潟米山郵便局 新潟県 新潟県新潟市中央区米山１－２４
新潟堀之内郵便局 新潟県 新潟県新潟市中央区堀之内南１－３３－３４
イオンモール新潟南郵便局 新潟県 新潟県新潟市江南区下早通柳田１－１－１
新津郵便局 新潟県 新潟県新潟市秋葉区新津本町２－４－３２
新潟西郵便局 新潟県 新潟県新潟市西区寺尾朝日通２５－１０
新潟大学前郵便局 新潟県 新潟県新潟市西区五十嵐２の町８１９２－３
大野町郵便局 新潟県 新潟県新潟市西区大野町２７２１－１
巻郵便局 新潟県 新潟県新潟市西蒲区巻甲２８０６－１
竹野町郵便局 新潟県 新潟県新潟市西蒲区竹野町２４６３－２
長岡イオン郵便局 新潟県 新潟県長岡市古正寺１－２４９－１
長岡郵便局 新潟県 新潟県長岡市坂之上町２－６－１
柏崎郵便局 新潟県 新潟県柏崎市駅前１－５－１１
新発田郵便局 新潟県 新潟県新発田市大手町４－３－２０
小千谷郵便局 新潟県 新潟県小千谷市本町１－１２－３
東小千谷郵便局 新潟県 新潟県小千谷市東栄１－５－９
西加茂郵便局 新潟県 新潟県加茂市栄町１－３４
十日町郵便局 新潟県 新潟県十日町市本町６－１
越後吉田郵便局 新潟県 新潟県燕市吉田日之出町１２－１
燕郵便局 新潟県 新潟県燕市白山町１－１－６
糸魚川郵便局 新潟県 新潟県糸魚川市寺町１－９－５
新井郵便局 新潟県 新潟県妙高市上町６－５
アコーレ内郵便局 新潟県 新潟県上越市富岡３４５８
高田駅前郵便局 新潟県 新潟県上越市仲町４－３－１８
高田郵便局 新潟県 新潟県上越市大手町３－２１
上越中屋敷郵便局 新潟県 新潟県上越市春日山町２－８－５
阿賀野郵便局 新潟県 新潟県阿賀野市中央町１－１－１１
新穂郵便局 新潟県 新潟県佐渡市新穂瓜生屋４２１
小出郵便局 新潟県 新潟県魚沼市小出島１８０－１
中条郵便局 新潟県 新潟県胎内市東本町２３－８
湯沢郵便局 新潟県 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢３－７－４
越中八尾郵便局 富山県 富山県富山市八尾町上新町２６５７－１
富山駅前郵便局 富山県 富山県富山市新富町１－１－１２
富山高原町郵便局 富山県 富山県富山市中川原７８－２９
富山中央郵便局 富山県 富山県富山市桜橋通り６－６
富山南郵便局 富山県 富山県富山市堀川町２５７－２
高岡郵便局 富山県 富山県高岡市御馬出町３４
魚津郵便局 富山県 富山県魚津市本江１００７
滑川郵便局 富山県 富山県滑川市清水町３－３０
砺波郵便局 富山県 富山県砺波市三島町１１－３
新湊郵便局 富山県 富山県射水市本町３－１７－１０
上市郵便局 富山県 富山県中新川郡上市町三日市３－９
入善郵便局 富山県 富山県下新川郡入善町入膳３７２９－２
金沢駅内郵便局 石川県 石川県金沢市木ノ新保町１－１
金沢近江町郵便局 石川県 石川県金沢市尾張町１－１－７
金沢兼六郵便局 石川県 石川県金沢市大手町６－５
金沢広坂郵便局 石川県 石川県金沢市本多町３－１－２７
金沢香林坊郵便局 石川県 石川県金沢市片町２－１－３
金沢中央郵便局 石川県 石川県金沢市三社町１－１
金沢南郵便局 石川県 石川県金沢市泉野町６－１７－１
金沢八日市郵便局 石川県 石川県金沢市八日市出町９０５
七尾郵便局 石川県 石川県七尾市生駒町１－１
中島郵便局 石川県 石川県七尾市中島町中島甲１０３－１
小松郵便局 石川県 石川県小松市園町ハ１２８－１
羽咋郵便局 石川県 石川県羽咋市川原町メ１３６－４
松任郵便局 石川県 石川県白山市八ツ矢町６０９
鶴来郵便局 石川県 石川県白山市鶴来本町４－ヘ５２－３
美川郵便局 石川県 石川県白山市美川中町ル３３
津幡郵便局 石川県 石川県河北郡津幡町加賀爪ハ３０－１
福井中央郵便局 福井県 福井県福井市大手３－１－２８
福井南郵便局 福井県 福井県福井市板垣４－２０１
甲府駅前郵便局 山梨県 山梨県甲府市丸の内２－１－１０
甲府中央郵便局 山梨県 山梨県甲府市太田町６－１０
甲府武田郵便局 山梨県 山梨県甲府市武田３－１７－１３
富士吉田郵便局 山梨県 山梨県富士吉田市中曽根３－１－１
大月郵便局 山梨県 山梨県大月市御太刀１－１３－１
小淵沢郵便局 山梨県 山梨県北杜市小淵沢町１０４３－４
清里郵便局 山梨県 山梨県北杜市高根町清里３５４５－４０５
熱見郵便局 山梨県 山梨県北杜市高根町村山西割２１１５－１
塩山郵便局 山梨県 山梨県甲州市塩山上於曽３２６
田富流通団地郵便局 山梨県 山梨県中央市山之神流通団地２－１－１
河口湖郵便局 山梨県 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３４５１
善光寺郵便局 長野県 長野県長野市長野大門町５１５
長野駅前郵便局 長野県 長野県長野市南長野末広町１３５５－５
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長野中央郵便局 長野県 長野県長野市南県町１０８５－４
長野東郵便局 長野県 長野県長野市東和田７０８－１
松本城西郵便局 長野県 長野県松本市城西２－１－３５
松本南郵便局 長野県 長野県松本市平田東２－１７－１
松本郵便局 長野県 長野県松本市中央２－７－５
上田駅前郵便局 長野県 長野県上田市天神１－２－３７
上田郵便局 長野県 長野県上田市中央西２－２－２
飯田郵便局 長野県 長野県飯田市鈴加町１－７
諏訪郵便局 長野県 長野県諏訪市諏訪２－１１－４３
大町郵便局 長野県 長野県大町市大町３２０９
茅野郵便局 長野県 長野県茅野市宮川４４０４－８
塩尻郵便局 長野県 長野県塩尻市大門六番町３－１
穂高郵便局 長野県 長野県安曇野市穂高５６１７－１
豊科郵便局 長野県 長野県安曇野市豊科５７０８－２
軽井沢駅前郵便局 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東１２－１１
軽井沢郵便局 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢７６７－３
中軽井沢郵便局 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町中軽井沢２－１
箕輪郵便局 長野県 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪９４４４－１
妻籠郵便局 長野県 長野県木曽郡南木曽町吾妻２１９７－５
松川郵便局 長野県 長野県北安曇郡松川村７０１９－３
白馬郵便局 長野県 長野県北安曇郡白馬村北城７０６４－５
小布施郵便局 長野県 長野県上高井郡小布施町小布施１１３２－１
岐阜中央郵便局 岐阜県 岐阜県岐阜市清住町１－３－２
高山上一之町郵便局 岐阜県 岐阜県高山市上一之町９７
高山郵便局 岐阜県 岐阜県高山市名田町５－９５－１
多治見明和郵便局 岐阜県 岐阜県多治見市明和町４－５－４０９
関郵便局 岐阜県 岐阜県関市平和通６－７－１
中津川郵便局 岐阜県 岐阜県中津川市新町７－４１
馬籠郵便局 岐阜県 岐阜県中津川市馬籠４２５９
恵那郵便局 岐阜県 岐阜県恵那市大井町１８５－１
土岐駅前郵便局 岐阜県 岐阜県土岐市泉町久尻５７５－１５
土岐郵便局 岐阜県 岐阜県土岐市土岐津町高山東田１４０－１
郡上八幡郵便局 岐阜県 岐阜県郡上市八幡町島谷７７６－１
下呂郵便局 岐阜県 岐阜県下呂市森９６１－１４
笠松中野郵便局 岐阜県 岐阜県羽島郡笠松町中野１７－１
笠松郵便局 岐阜県 岐阜県羽島郡笠松町友楽町３９
養老郵便局 岐阜県 岐阜県養老郡養老町高田４２１－３
神戸郵便局 岐阜県 岐阜県安八郡神戸町神戸大円坊１１２４
静岡県庁内郵便局 静岡県 静岡県静岡市葵区追手町９－６
静岡瀬名郵便局 静岡県 静岡県静岡市葵区瀬名川１－２７－５５
静岡中央郵便局 静岡県 静岡県静岡市葵区黒金町１－９
静岡石田郵便局 静岡県 静岡県静岡市駿河区中田４－１－１４
静岡南郵便局 静岡県 静岡県静岡市駿河区有明町２－１０
清水押切郵便局 静岡県 静岡県静岡市清水区押切８１１－２４
清水郵便局 静岡県 静岡県静岡市清水区辻１－９－２７
浜松アクトシティ内郵便局 静岡県 静岡県浜松市中区板屋町１１１－２
浜松鴨江郵便局 静岡県 静岡県浜松市中区鴨江町１５
浜松西郵便局 静岡県 静岡県浜松市中区西伊場町５５－１
浜松布橋郵便局 静岡県 静岡県浜松市中区布橋１－５－１２
浜松郵便局 静岡県 静岡県浜松市中区旭町８－１
積志郵便局 静岡県 静岡県浜松市東区有玉北町７７４－１
浜松北郵便局 静岡県 静岡県浜松市北区初生町１４１６－８
浜北郵便局 静岡県 静岡県浜松市浜北区横須賀９１０
沼津金岡郵便局 静岡県 静岡県沼津市東椎路川向７７－７
沼津杉崎郵便局 静岡県 静岡県沼津市杉崎町１３－２６
沼津西郵便局 静岡県 静岡県沼津市原１５４０－１
沼津郵便局 静岡県 静岡県沼津市寿町１－２５
熱海駅前郵便局 静岡県 静岡県熱海市田原本町４－１０
三島郵便局 静岡県 静岡県三島市南田町４－５０
富士宮郵便局 静岡県 静岡県富士宮市若の宮町４７５
伊東郵便局 静岡県 静岡県伊東市広野１－３－３３
伊豆高原郵便局 静岡県 静岡県伊東市八幡野１１２７－５４
島田郵便局 静岡県 静岡県島田市中央町１７－１
富士郵便局 静岡県 静岡県富士市本市場１５０－１
焼津郵便局 静岡県 静岡県焼津市焼津１－４－１
大富郵便局 静岡県 静岡県焼津市中新田８０－９
遠江大東郵便局 静岡県 静岡県掛川市菊浜７１０－１
掛川郵便局 静岡県 静岡県掛川市中央１－１７－３
藤枝郵便局 静岡県 静岡県藤枝市青木３－６－１８
玉穂郵便局 静岡県 静岡県御殿場市中畑５２８－８
御殿場東田中郵便局 静岡県 静岡県御殿場市東田中２－１－７
御殿場郵便局 静岡県 静岡県御殿場市萩原５３７－１
袋井郵便局 静岡県 静岡県袋井市新屋１－１－１０
下田郵便局 静岡県 静岡県下田市二－４－２６
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裾野岩波郵便局 静岡県 静岡県裾野市御宿１０８６－１４
裾野市役所前郵便局 静岡県 静岡県裾野市佐野村東１４８５－１
湖西郵便局 静岡県 静岡県湖西市鷲津７４６－１
修善寺温泉郵便局 静岡県 静岡県伊豆市修善寺６９９－７
菊川駅前郵便局 静岡県 静岡県菊川市堀之内１４１８
伊豆長岡郵便局 静岡県 静岡県伊豆の国市長岡１１０９－１
河津郵便局 静岡県 静岡県賀茂郡河津町笹原２９９－５
千種郵便局 愛知県 愛知県名古屋市千種区今池４－９－１８
名古屋星丘郵便局 愛知県 愛知県名古屋市千種区桜が丘１１
名古屋大学内郵便局 愛知県 愛知県名古屋市千種区不老町１
名古屋代官郵便局 愛知県 愛知県名古屋市東区代官町２６－１１
名古屋東桜郵便局 愛知県 愛知県名古屋市東区東桜１－１０－１１
名古屋東郵便局 愛知県 愛知県名古屋市東区白壁５－１１
名古屋黒川郵便局 愛知県 愛知県名古屋市北区黒川本通２－４０
名古屋北郵便局 愛知県 愛知県名古屋市北区辻本通２－２０－１
名古屋西郵便局 愛知県 愛知県名古屋市西区天神山町４－５
中村郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中村区大宮町３－４７
名古屋中央郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－１
名古屋柳橋郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中村区名駅４－２３－１３
ループ金山郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中区金山１－１７－１８
名古屋栄一郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中区栄１－８－１３
名古屋栄郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中区栄３－２－３４
名古屋丸の内三郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中区丸の内３－２－５
名古屋市役所内郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中区三の丸３－１－１
名古屋上前津郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中区大須４－１１－２４
名古屋大須郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中区大須３－３９－３６
名古屋中日ビル内郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中区栄４－１－１
名古屋中郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中区大須３－１－１０
名古屋東新町郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中区新栄町３－１２
名古屋平和郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中区平和１－２３－１６
昭和郵便局 愛知県 愛知県名古屋市昭和区桜山町６－１０５
名古屋大学病院内郵便局 愛知県 愛知県名古屋市昭和区鶴舞町６５
名古屋北山郵便局 愛知県 愛知県名古屋市昭和区北山本町２－４７
瑞穂郵便局 愛知県 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通２－３７
熱田郵便局 愛知県 愛知県名古屋市熱田区神宮４－５－１８
中川郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中川区吉良町９８－１
名古屋港本町郵便局 愛知県 愛知県名古屋市港区名港２－１０－８
守山郵便局 愛知県 愛知県名古屋市守山区小幡中２－１－６７
名古屋吉根郵便局 愛知県 愛知県名古屋市守山区吉根２－２６１２
名古屋大高郵便局 愛知県 愛知県名古屋市緑区大高町北鶴田４０
名古屋高社郵便局 愛知県 愛知県名古屋市名東区高社１－２３７－２
名古屋猪高台郵便局 愛知県 愛知県名古屋市名東区猪高台１－１３２２
名古屋藤丘郵便局 愛知県 愛知県名古屋市名東区藤見が丘２２
名東郵便局 愛知県 愛知県名古屋市名東区一社４－１６６
名古屋平針郵便局 愛知県 愛知県名古屋市天白区平針２－１９０３
二川郵便局 愛知県 愛知県豊橋市大岩町東郷内８－４
豊橋花田郵便局 愛知県 愛知県豊橋市花田二番町１５８
豊橋南郵便局 愛知県 愛知県豊橋市中野町上新切１－１
豊橋郵便局 愛知県 愛知県豊橋市神明町１０６
岡崎大樹寺郵便局 愛知県 愛知県岡崎市大樹寺３－１９－１１
岡崎不吹郵便局 愛知県 愛知県岡崎市不吹町１－２０５
岡崎郵便局 愛知県 愛知県岡崎市戸崎町原山４－５
岩津郵便局 愛知県 愛知県岡崎市東蔵前町木平７５
一宮郵便局 愛知県 愛知県一宮市白旗通３－２１
尾西郵便局 愛知県 愛知県一宮市小信中島仁井西４７－１
半田郵便局 愛知県 愛知県半田市東洋町１－５－２
高蔵寺駅前郵便局 愛知県 愛知県春日井市高蔵寺町３－１－６
高蔵寺石尾台郵便局 愛知県 愛知県春日井市石尾台１－２－７
高蔵寺郵便局 愛知県 愛知県春日井市中央台２－４－２
坂下郵便局 愛知県 愛知県春日井市坂下町４－２３９－１
春日井市役所前郵便局 愛知県 愛知県春日井市鳥居松町４－１１５－１
春日井神領郵便局 愛知県 愛知県春日井市神領町２－２４－３
春日井郵便局 愛知県 愛知県春日井市柏井町３－１０２－１
豊川国府郵便局 愛知県 愛知県豊川市国府町上坊入２－１
碧南郵便局 愛知県 愛知県碧南市栄町１－２２
刈谷小垣江郵便局 愛知県 愛知県刈谷市小垣江町下半ノ木３３－６
刈谷本町郵便局 愛知県 愛知県刈谷市宝町８－５－１
刈谷郵便局 愛知県 愛知県刈谷市寿町２－５０５
東刈谷郵便局 愛知県 愛知県刈谷市末広町２－１０－６
豊田高岡郵便局 愛知県 愛知県豊田市若林西町六反ケ坪１３－１
豊田梅坪郵便局 愛知県 愛知県豊田市東梅坪町１－３－１０
豊田北郵便局 愛知県 愛知県豊田市四郷町森前１８５
豊田郵便局 愛知県 愛知県豊田市十塚町２－１６－１
安城郵便局 愛知県 愛知県安城市桜町１６－３
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西尾郵便局 愛知県 愛知県西尾市丁田町五助４０－２
蒲郡郵便局 愛知県 愛知県蒲郡市港町１６－１８
犬山薬師郵便局 愛知県 愛知県犬山市犬山薬師３－９
常滑郵便局セントレア分室 愛知県 愛知県常滑市セントレア１－１
小牧郵便局 愛知県 愛知県小牧市中央１－４０５
稲沢郵便局 愛知県 愛知県稲沢市朝府町１５－６
祖父江郵便局 愛知県 愛知県稲沢市祖父江町祖父江南川原１８－４
新城郵便局 愛知県 愛知県新城市城北１－１－１
大府郵便局 愛知県 愛知県大府市中央町６－１１８－１
知多朝倉郵便局 愛知県 愛知県知多市つつじが丘１－１３
知立郵便局 愛知県 愛知県知立市弘栄３－３０
岩倉郵便局 愛知県 愛知県岩倉市旭町１－２３－１
日進郵便局 愛知県 愛知県日進市蟹甲町池下６７－１８
田原郵便局 愛知県 愛知県田原市田原町清谷８４－６
清洲郵便局 愛知県 愛知県清須市清洲１－１６－１
枇杷島郵便局 愛知県 愛知県清須市西枇杷島町弁天５５
三好郵便局 愛知県 愛知県みよし市三好町大坪２６
長久手片平郵便局 愛知県 愛知県長久手市片平１－１５０７
長久手郵便局 愛知県 愛知県長久手市西浦８１５
河和郵便局 愛知県 愛知県知多郡美浜町河和北田面８－１
河芸千里ヶ丘郵便局 三重県 三重県津市河芸町千里ヶ丘４０－２６
久居郵便局 三重県 三重県津市久居東鷹跡町１－１０
津駅前郵便局 三重県 三重県津市栄町３－２３６
津中央郵便局 三重県 三重県津市中央１－１
近鉄四日市駅前郵便局 三重県 三重県四日市市諏訪栄町６－４
四日市西郵便局 三重県 三重県四日市市智積町６２２７
四日市郵便局 三重県 三重県四日市市沖の島町４－９
伊勢外宮前郵便局 三重県 三重県伊勢市本町２０－１８
伊勢御薗長屋郵便局 三重県 三重県伊勢市御薗町長屋２１７３－２
伊勢郵便局 三重県 三重県伊勢市岩渕３－６－１０
五十鈴川郵便局 三重県 三重県伊勢市宇治中之切町３７－１
松阪本町郵便局 三重県 三重県松阪市本町２３１８
桑名郵便局 三重県 三重県桑名市中央町３－４３
白子郵便局 三重県 三重県鈴鹿市白子町２７９６－１
鈴鹿玉垣郵便局 三重県 三重県鈴鹿市東玉垣町１３３４－３
鈴鹿郵便局 三重県 三重県鈴鹿市西条４－９６
名張桔梗が丘郵便局 三重県 三重県名張市桔梗が丘３番町２街区６８－２０
名張郵便局 三重県 三重県名張市栄町２９３０－１
鳥羽錦町郵便局 三重県 三重県鳥羽市鳥羽３－５－２６
上野郵便局 三重県 三重県伊賀市上野丸之内１５１－３
堅田郵便局 滋賀県 滋賀県大津市今堅田２－２１－２６
志賀小野駅前郵便局 滋賀県 滋賀県大津市湖青１－１－２６
大津中央郵便局 滋賀県 滋賀県大津市打出浜１－４
彦根郵便局 滋賀県 滋賀県彦根市中央町３－５
高月郵便局 滋賀県 滋賀県長浜市高月町高月１１７６
近江八幡郵便局 滋賀県 滋賀県近江八幡市中村町２７
栗東郵便局 滋賀県 滋賀県栗東市安養寺２－３－１３
水口郵便局 滋賀県 滋賀県甲賀市水口町水口５９９９－１
祇王郵便局 滋賀県 滋賀県野洲市永原１８１０－１
八日市郵便局 滋賀県 滋賀県東近江市八日市野々宮町１－２７
京都北郵便局 京都府 京都府京都市北区紫竹下本町３９
金閣寺郵便局 京都府 京都府京都市北区衣笠北天神森町３２
京都下立売堀川郵便局 京都府 京都府京都市上京区下立売通堀川東入東橋詰町１７２－１
京都寺ノ内郵便局 京都府 京都府京都市上京区寺之内通猪熊東入東西町３９３
京都中立売室町郵便局 京都府 京都府京都市上京区室町通一条下る薬屋町４３３－２
京都中立売堀川郵便局 京都府 京都府京都市上京区中立売通堀川西入役人町２５１－１０
京都府立医大病院内郵便局 京都府 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５
西陣郵便局 京都府 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
京都岡崎郵便局 京都府 京都府京都市左京区岡崎入江町３９
京都浄土寺郵便局 京都府 京都府京都市左京区浄土寺馬場町１６
京都聖護院郵便局 京都府 京都府京都市左京区聖護院山王町１６－２０
京都田中高原郵便局 京都府 京都府京都市左京区田中東高原町４６
京都田中郵便局 京都府 京都府京都市左京区田中上柳町６０
京都百万遍郵便局 京都府 京都府京都市左京区田中門前町７７
左京郵便局 京都府 京都府京都市左京区高野竹屋町１－１
京都三条御幸町郵便局 京都府 京都府京都市中京区御幸町通三条下る海老屋町３１３
京都寺町二条郵便局 京都府 京都府京都市中京区二条通寺町東入榎木町９７－１
京都新町蛸薬師郵便局 京都府 京都府京都市中京区新町通蛸薬師上る六角町３６８
京都西院郵便局 京都府 京都府京都市中京区壬生仙念町２４
京都西洞院三条郵便局 京都府 京都府京都市中京区三条通西洞院東入釜座町１
京都東洞院錦郵便局 京都府 京都府京都市中京区錦小路通東洞院東入阪東屋町６５３
中京郵便局 京都府 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町３０番地
京都祇園郵便局 京都府 京都府京都市東山区大和大路通四条上ル常盤町１５３
京都月見町郵便局 京都府 京都府京都市東山区東大路松原上る５丁目月見町５
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京都今熊野郵便局 京都府 京都府京都市東山区東大路七条下る東瓦町６７７
京都三条大橋郵便局 京都府 京都府京都市東山区三条通大橋東入大橋町９４
京都清水郵便局 京都府 京都府京都市東山区清水５－１２７
京都知恩院前郵便局 京都府 京都府京都市東山区東大路三条下る北木之元町５２５－２
東山郵便局 京都府 京都府京都市東山区大和大路通五条下る石垣町西側４２
京都高島屋内郵便局 京都府 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町５２
京都中央郵便局 京都府 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２
京都中珠数屋町郵便局 京都府 京都府京都市下京区東洞院通正面上る廿人講町３０
京都東洞院仏光寺郵便局 京都府 京都府京都市下京区東洞院通仏光寺上る扇酒屋町３０７
京都六条郵便局 京都府 京都府京都市下京区六条通油小路東入天使突抜４－４７８
京都駅八条口郵便局 京都府 京都府京都市南区東九条上殿田町４０
京都愛宕郵便局 京都府 京都府京都市右京区嵯峨釈迦堂門前瀬戸川町３－３
京都桂ケ原郵便局 京都府 京都府京都市右京区太秦多藪町１９－７
京都嵯峨郵便局 京都府 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町１８－７
京都太秦安井郵便局 京都府 京都府京都市右京区太秦安井馬塚町５
京都太秦朱雀郵便局 京都府 京都府京都市右京区太秦朱雀町１－２０
京都竜安寺郵便局 京都府 京都府京都市右京区花園天授ケ岡町１０－１９
伏見稲荷郵便局 京都府 京都府京都市伏見区深草稲荷中之町５３
伏見郵便局 京都府 京都府京都市伏見区撞木町１１４８
洛西郵便局 京都府 京都府京都市西京区大原野東境谷町２－３
福知山郵便局 京都府 京都府福知山市天田北本町一区１１２－４
宇治壱番郵便局 京都府 京都府宇治市宇治壱番１５１－２
宇治橋郵便局 京都府 京都府宇治市宇治里尻８１－１５
宇治郵便局 京都府 京都府宇治市宇治蔭山６
天橋立駅前郵便局 京都府 京都府宮津市文珠６４０－５１
山城木津郵便局 京都府 京都府木津川市相楽丸塚４－１
山田荘郵便局 京都府 京都府相楽郡精華町山田下川原８－３
大阪京橋郵便局 大阪府 大阪府大阪市都島区片町２－３－５１
都島郵便局 大阪府 大阪府大阪市都島区高倉町１－６－３
大阪福島郵便局 大阪府 大阪府大阪市福島区吉野１－２０－２７
大阪安治川口駅前郵便局 大阪府 大阪府大阪市此花区島屋４－１－１８
大阪九条郵便局 大阪府 大阪府大阪市西区九条１－６－７
大阪新町郵便局 大阪府 大阪府大阪市西区新町１－４－３０
大阪西郵便局 大阪府 大阪府大阪市西区江之子島２－１－３
大阪肥後橋郵便局 大阪府 大阪府大阪市西区江戸堀１－９－６
大阪築港郵便局 大阪府 大阪府大阪市港区築港３－８－９
弁天町オーク内郵便局 大阪府 大阪府大阪市港区弁天１－２－４－１００
大阪上本町六郵便局 大阪府 大阪府大阪市天王寺区上本町６－１－７８
天王寺ＭｉＯ郵便局 大阪府 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９
天王寺上汐郵便局 大阪府 大阪府大阪市天王寺区上汐３－２－１７
天王寺石ケ辻郵便局 大阪府 大阪府大阪市天王寺区石ケ辻町３－４
天王寺茶臼山郵便局 大阪府 大阪府大阪市天王寺区茶臼山町２－９
天王寺郵便局 大阪府 大阪府大阪市天王寺区上汐５－５－１２
大阪ＯＣＡＴ内郵便局 大阪府 大阪府大阪市浪速区湊町１－４－１
浪速大国郵便局 大阪府 大阪府大阪市浪速区大国２－１－２２
浪速郵便局 大阪府 大阪府大阪市浪速区難波中３－１０－１
東淀川上新庄郵便局 大阪府 大阪府大阪市東淀川区瑞光１－９－８
東淀川淡路郵便局 大阪府 大阪府大阪市東淀川区淡路４－７－１４
東淀川郵便局 大阪府 大阪府大阪市東淀川区下新庄６－４－１４
東成深江橋郵便局 大阪府 大阪府大阪市東成区深江北３－１－３３
東成中浜郵便局 大阪府 大阪府大阪市東成区中本１－３－３
生野新今里郵便局 大阪府 大阪府大阪市生野区新今里４－４－２８
大阪旭郵便局 大阪府 大阪府大阪市旭区大宮１－２０－８
大阪城東郵便局 大阪府 大阪府大阪市城東区今福東３－１６－２３
阿倍野阪南郵便局 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－２５－２２
阿倍野松崎郵便局 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－１２
阿倍野郵便局 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－４７－１６
住吉大社前郵便局 大阪府 大阪府大阪市住吉区長峡町５－４
住吉郵便局 大阪府 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－１０－１
東住吉長居公園東郵便局 大阪府 大阪府大阪市東住吉区鷹合３－３－１５
東住吉郵便局 大阪府 大阪府大阪市東住吉区今川８－８－２５
西成山王郵便局 大阪府 大阪府大阪市西成区山王１－６－１９
メルパルク大阪郵便局 大阪府 大阪府大阪市淀川区宮原４－２－１
平野郵便局 大阪府 大阪府大阪市平野区平野西３－１－５
グランフロント大阪郵便局 大阪府 大阪府大阪市北区大深町４－２０
新梅田シティ内郵便局 大阪府 大阪府大阪市北区大淀中１－１－９０－Ｂ１００
大阪ＯＡＰタワー内郵便局 大阪府 大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０
大阪駅前第２ビル内郵便局 大阪府 大阪府大阪市北区梅田１－２－２
大阪阪急内郵便局 大阪府 大阪府大阪市北区角田町８－７
大阪中央郵便局 大阪府 大阪府大阪市北区梅田３－２－４
大阪天神橋郵便局 大阪府 大阪府大阪市北区天神橋２－４－８
中之島郵便局 大阪府 大阪府大阪市北区中之島２－３－１８
北浜郵便局高等裁判所内分室 大阪府 大阪府大阪市北区西天満２－１－１０
マーチャンダイズビル内郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区大手前１－７－３１
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御堂筋本町郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区瓦町４－２－１４
船場郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区久太郎町２－６－５
大阪ツイン２１内郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区城見２－１－６１
大阪玉造郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区玉造１－４－１３
大阪戎橋郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区西心斎橋２－１０－２１
大阪心斎橋郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－５－４
大阪千日前中央通郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区千日前２－５－１０
大阪千日前郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区千日前１－６－５
大阪谷町四郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区谷町４－８－１３
大阪東郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８
大阪内本町郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区内本町２－１－１９
大阪南船場一郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区南船場１－１３－２１
大阪南船場郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区南船場３－１１－１８
大阪南郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－４－２
大阪難波郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区難波５－１－６０
大阪淀屋橋郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区今橋３－４－１０
北浜東郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区北浜東３－９
北浜郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区今橋２－３－２１
堺郵便局 大阪府 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６
堺中郵便局 大阪府 大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１
泉北栂郵便局 大阪府 大阪府堺市南区原山台２－２－１
美原郵便局 大阪府 大阪府堺市美原区黒山３１－６
千里中央駅前郵便局 大阪府 大阪府豊中市新千里東町１－３－２３７
豊中旭ヶ丘郵便局 大阪府 大阪府豊中市旭丘１－１１
豊中阪大内郵便局 大阪府 大阪府豊中市待兼山町１－３１
豊中桜塚郵便局 大阪府 大阪府豊中市南桜塚１－１－８
豊中寺内郵便局 大阪府 大阪府豊中市寺内２－４－１
豊中東豊中郵便局 大阪府 大阪府豊中市東豊中町６－１２－１９
豊中南郵便局 大阪府 大阪府豊中市穂積２－２－８
豊中郵便局 大阪府 大阪府豊中市岡上の町４－１－１５
池田郵便局 大阪府 大阪府池田市城南２－１－１
吹田岸辺駅前郵便局 大阪府 大阪府吹田市岸部南２－１９－１６
吹田佐井寺郵便局 大阪府 大阪府吹田市佐井寺１－２９－２２
吹田阪大内郵便局 大阪府 大阪府吹田市山田丘２－１
吹田阪大病院内郵便局 大阪府 大阪府吹田市山田丘２－１５
吹田山田西二郵便局 大阪府 大阪府吹田市山田西２－４－１
吹田山田西郵便局 大阪府 大阪府吹田市山田西１－２６－１６－１０１
高槻駅前郵便局 大阪府 大阪府高槻市紺屋町５－１５
高槻城北郵便局 大阪府 大阪府高槻市城北町１－８－１７
高槻北郵便局 大阪府 大阪府高槻市別所新町４－１
高槻郵便局 大阪府 大阪府高槻市中川町１－１
枚方郵便局 大阪府 大阪府枚方市大垣内町２－１０－５
茨木星見郵便局 大阪府 大阪府茨木市星見町１８－２
茨木郵便局 大阪府 大阪府茨木市中穂積１－１－４０
八尾幸町郵便局 大阪府 大阪府八尾市幸町３－１０９－１１
八尾山本郵便局 大阪府 大阪府八尾市山本町南１－４－２０
八尾郵便局 大阪府 大阪府八尾市陽光園１－５－５
泉佐野郵便局 大阪府 大阪府泉佐野市上町２－８－４５
寝屋川郵便局 大阪府 大阪府寝屋川市初町４－５
大東住道郵便局 大阪府 大阪府大東市住道２－８－２
大東郵便局 大阪府 大阪府大東市曙町３－２０
和泉郵便局 大阪府 大阪府和泉市いぶき野５－４－１
箕面郵便局 大阪府 大阪府箕面市箕面６－５－３０
柏原郵便局 大阪府 大阪府柏原市大正３－１－３０
門真郵便局 大阪府 大阪府門真市一番町４－８
摂津千里丘郵便局 大阪府 大阪府摂津市千里丘１－１１－６
東大阪玉串元町郵便局 大阪府 大阪府東大阪市玉串元町１－１－１６
布施郵便局 大阪府 大阪府東大阪市永和２－３－５
枚岡郵便局 大阪府 大阪府東大阪市鷹殿町１９－７
交野郵便局 大阪府 大阪府交野市私部３－２－２５
大阪狭山郵便局 大阪府 大阪府大阪狭山市岩室１－４０１－５
泉佐野郵便局関西空港分室 大阪府 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
神戸青木郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区青木５－５－７
神戸東部市場内郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１－１
神戸六甲アイランド郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市東灘区向洋町中５－１５
神戸篠原郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市灘区篠原中町３－５－８
神戸将軍郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市灘区将軍通１－４－１１
神戸板宿郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区大黒町２－１－１１
須磨北郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区西落合１－１－１０
神戸天ノ下郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市垂水区天ノ下町９－２８
神戸唐櫃郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市北区唐櫃台２－２－２１
神戸北鈴蘭台郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市北区甲栄台１－３－８
有馬郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市北区有馬町１６７０－８
神戸ハーバーランド郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－３－３



販売郵便局一覧
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神戸ポート郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市中央区伊藤町１１８
神戸海岸通郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市中央区海岸通２－４－１３
神戸御幸通郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市中央区御幸通６－１－２０
神戸国際会館内郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市中央区御幸通８－１－６
神戸中央郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
神戸中山手郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市中央区中山手通１－２１－１２
兵庫県庁内郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１０－１
神戸高津橋郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市西区玉津町高津橋２９４－１３
神戸西郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市西区糀台５－１２－１
姫路城の西郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市嵐山町１７－３
姫路南駅前郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市豊沢町１３７
姫路南郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区中島１１３９－２９
姫路郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市総社本町２１０
姫路立町郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市立町７６
尼崎園田郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市東園田町４－６２－１
尼崎南武庫之荘郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市南武庫之荘３－２１－２８
尼崎尾浜郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市尾浜町３－３０－２９
尼崎北郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市南塚口町５－８－１
尼崎郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市昭和通２－１１－１
明石松が丘郵便局 兵庫県 兵庫県明石市松が丘２－３－３
甲子園口郵便局 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園口２－３－２８
甲子園郵便局 兵庫県 兵庫県西宮市甲子園六番町１５－１６
西宮高松郵便局 兵庫県 兵庫県西宮市高松町４－８
西宮戎郵便局 兵庫県 兵庫県西宮市田中町４－１０
西宮夙川郵便局 兵庫県 兵庫県西宮市羽衣町１－３１
西宮北口郵便局 兵庫県 兵庫県西宮市北口町１－１－１０２
西宮郵便局 兵庫県 兵庫県西宮市和上町６－２８
芦屋南宮郵便局 兵庫県 兵庫県芦屋市南宮町１２－２０
伊丹郵便局 兵庫県 兵庫県伊丹市中央６－２－１４
出石内町郵便局 兵庫県 兵庫県豊岡市出石町内町１５３
城崎郵便局 兵庫県 兵庫県豊岡市城崎町湯島５３２
森本郵便局 兵庫県 兵庫県豊岡市竹野町森本４９９
豊岡郵便局 兵庫県 兵庫県豊岡市泉町３－２７
加古川郵便局 兵庫県 兵庫県加古川市加古川町北在家２５７８
西脇郵便局 兵庫県 兵庫県西脇市野村町１７９６－４８１
宝塚駅前郵便局 兵庫県 兵庫県宝塚市栄町２－８－１
宝塚逆瀬川郵便局 兵庫県 兵庫県宝塚市逆瀬川１－１－１
宝塚山本丸橋郵便局 兵庫県 兵庫県宝塚市山本丸橋１－６－１５
宝塚山本郵便局 兵庫県 兵庫県宝塚市山本東２－８－１０
宝塚南口郵便局 兵庫県 兵庫県宝塚市南口１－７－３９
宝塚郵便局 兵庫県 兵庫県宝塚市小浜３－１－２０
三木青山郵便局 兵庫県 兵庫県三木市志染町青山２－１－５
三木郵便局 兵庫県 兵庫県三木市別所町小林宿谷北６５７－８
川西花屋敷郵便局 兵庫県 兵庫県川西市寺畑２－９－１１
川西見野郵便局 兵庫県 兵庫県川西市見野２－２８－２８
川西北郵便局 兵庫県 兵庫県川西市東畦野２－８－１
小野郵便局 兵庫県 兵庫県小野市王子町山ノ下１５
志筑郵便局 兵庫県 兵庫県淡路市志筑３３５９
龍野郵便局 兵庫県 兵庫県たつの市龍野町富永４５２－５
奈良あやめ池郵便局 奈良県 奈良県奈良市あやめ池南１－３－９
奈良ファミリー内郵便局 奈良県 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１
奈良下御門郵便局 奈良県 奈良県奈良市下御門町３３
奈良県庁内郵便局 奈良県 奈良県奈良市登大路町３０
奈良元興寺郵便局 奈良県 奈良県奈良市元興寺町１２－２
奈良三条郵便局 奈良県 奈良県奈良市油阪地方町１－１
奈良小川町郵便局 奈良県 奈良県奈良市小川町１
奈良西ノ京郵便局 奈良県 奈良県奈良市西ノ京町４０４
奈良西郵便局 奈良県 奈良県奈良市学園北２－３－２
奈良青山郵便局 奈良県 奈良県奈良市青山４－２－２
奈良中央郵便局 奈良県 奈良県奈良市大宮町５－３－３
奈良東向郵便局 奈良県 奈良県奈良市東向北町２４
天理親里館郵便局 奈良県 奈良県天理市三島町５６３－２
天理郵便局 奈良県 奈良県天理市川原城町２９６－５
橿原郵便局 奈良県 奈良県橿原市八木町１－９－２０
畝傍郵便局 奈良県 奈良県橿原市久米町９０９－２
桜井郵便局 奈良県 奈良県桜井市粟殿４７４－３
生駒郵便局 奈良県 奈良県生駒市谷田町１２３４－１
香芝真美ケ丘郵便局 奈良県 奈良県香芝市真美ヶ丘６－１０
香芝郵便局 奈良県 奈良県香芝市下田西２－２－１０
長尾郵便局 奈良県 奈良県葛城市長尾３８８－１
王寺郵便局 奈良県 奈良県北葛城郡王寺町王寺１－１－１２
吉野山郵便局 奈良県 奈良県吉野郡吉野町吉野山５４８－２
山東郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市伊太祈曽１０１－１
和歌山中央郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市一番丁４
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和歌山南郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市和歌川町５－１６
和歌山本町郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市本町４－６３
和歌山毛見郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市毛見１３５－１７
橋本城山台郵便局 和歌山県 和歌山県橋本市城山台２－２０－７
御坊郵便局 和歌山県 和歌山県御坊市薗３０１－５
田辺郵便局 和歌山県 和歌山県田辺市中屋敷町１－９
貴志川郵便局 和歌山県 和歌山県紀の川市貴志川町神戸４３０－１
高野郵便局 和歌山県 和歌山県伊都郡高野町高野山７７０
白浜駅前郵便局 和歌山県 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田１３８４－３
白浜温泉郵便局 和歌山県 和歌山県西牟婁郡白浜町２１８６
白浜郵便局 和歌山県 和歌山県西牟婁郡白浜町９１１－２９
那智山郵便局 和歌山県 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山１６９
鳥取中央郵便局 鳥取県 鳥取県鳥取市東品治町１０１
米子郵便局 鳥取県 鳥取県米子市弥生町１０
倉吉福庭郵便局 鳥取県 鳥取県倉吉市福庭町１－４６
水木ロード郵便局 鳥取県 鳥取県境港市大正町５７
郡家郵便局 鳥取県 鳥取県八頭郡八頭町郡家５９２－１８
北条郵便局 鳥取県 鳥取県東伯郡北栄町北尾５１８－６
由良郵便局 鳥取県 鳥取県東伯郡北栄町由良宿８０４－１４
玉造郵便局 島根県 島根県松江市玉湯町玉造３２－６
松江古志原郵便局 島根県 島根県松江市古志原１－７－１
松江中央郵便局 島根県 島根県松江市東朝日町１３８
出雲郵便局 島根県 島根県出雲市駅南町３－１５－１
益田郵便局 島根県 島根県益田市常盤町４－１５
津和野郵便局 島根県 島根県鹿足郡津和野町後田ロ２９７
岡山駅前郵便局 岡山県 岡山県岡山市北区駅前町１－３－１
岡山寿郵便局 岡山県 岡山県岡山市北区駅元町１５－１
岡山大学町郵便局 岡山県 岡山県岡山市北区大学町２－１８
岡山中央郵便局 岡山県 岡山県岡山市北区中山下２－１－１
岡山天神郵便局 岡山県 岡山県岡山市北区天神町１０－１７
福渡郵便局 岡山県 岡山県岡山市北区建部町福渡８７５
岡山東郵便局 岡山県 岡山県岡山市中区原尾島４－１－１３
岡山藤原郵便局 岡山県 岡山県岡山市中区藤原光町２－１－１３
岡山南郵便局 岡山県 岡山県岡山市南区築港栄町９－２０
岡山豊成郵便局 岡山県 岡山県岡山市南区豊浜町１－２５
児島郵便局 岡山県 岡山県倉敷市児島駅前２－４５
倉敷駅前郵便局 岡山県 岡山県倉敷市阿知１－７－２
倉敷本町郵便局 岡山県 岡山県倉敷市本町２－１６
倉敷郵便局 岡山県 岡山県倉敷市鶴形１－８－１５
津山郵便局 岡山県 岡山県津山市元魚町１８
笠岡郵便局 岡山県 岡山県笠岡市四番町６－８
備前郵便局 岡山県 岡山県備前市西片上１２７８－２０
桜が丘郵便局 岡山県 岡山県赤磐市桜が丘東５－５－３８９
和気郵便局 岡山県 岡山県和気郡和気町和気３７０－１
ＮＨＫ広島放送センタービル内郵便局 広島県 広島県広島市中区大手町２－１１－１０
広島合同庁舎内郵便局 広島県 広島県広島市中区上八丁堀６－３０
広島中央郵便局 広島県 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
広島中郵便局 広島県 広島県広島市中区基町６－３６
広島白島郵便局 広島県 広島県広島市中区東白島町１９－８
広島八丁堀郵便局 広島県 広島県広島市中区八丁堀１１－１０
広島福屋内郵便局 広島県 広島県広島市中区胡町６－２６
広島並木通り郵便局 広島県 広島県広島市中区三川町５－１１
広島幟町中特ビル内郵便局 広島県 広島県広島市中区幟町３－５７
宇品郵便局 広島県 広島県広島市南区宇品東１－１－６３
広島金屋町郵便局 広島県 広島県広島市南区金屋町２－２
広島東郵便局 広島県 広島県広島市南区松原町２－６２
広島庚午北郵便局 広島県 広島県広島市西区庚午北１－６－２２
広島大宮郵便局 広島県 広島県広島市西区大宮１－１－１１
安佐南郵便局 広島県 広島県広島市安佐南区西原５－１０－８
広島東野郵便局 広島県 広島県広島市安佐南区東野２－２４－４３
高陽郵便局 広島県 広島県広島市安佐北区亀崎１－１－３３
瀬野川郵便局 広島県 広島県広島市安芸区瀬野１－１８－２７
呉郵便局 広島県 広島県呉市西中央２－１－１
三原郵便局 広島県 広島県三原市城町２－１３－３３
尾道しまなみ郵便局 広島県 広島県尾道市東御所町１－８
尾道郵便局 広島県 広島県尾道市土堂２－１－２０
福山駅ローズ郵便局 広島県 広島県福山市三之丸町３０－１
福山手城六郵便局 広島県 広島県福山市手城町２－７－１９
福山東郵便局 広島県 広島県福山市引野町５－３１－６
福山東陽郵便局 広島県 広島県福山市東陽台１－１２－２０
福山郵便局 広島県 広島県福山市東桜町３－４
三次日出郵便局 広島県 広島県三次市十日市中２－１－３３
サイエンスパーク前郵便局 広島県 広島県東広島市鏡山３－６－２
安芸西条郵便局 広島県 広島県東広島市西条栄町１０－３８



販売郵便局一覧
局名 都道府県 住所

広島大学内郵便局 広島県 広島県東広島市鏡山１－１－３
東広島寺西郵便局 広島県 広島県東広島市西条町寺家６６３８－１
八本松郵便局 広島県 広島県東広島市八本松南５－５－１４
宮島口郵便局 広島県 広島県廿日市市宮島口１－１２－４
宮島郵便局 広島県 広島県廿日市市宮島町５９０
廿日市郵便局 広島県 広島県廿日市市新宮１－１６－１０
吉田郵便局 広島県 広島県安芸高田市吉田町吉田６４９－４
甲田郵便局 広島県 広島県安芸高田市甲田町高田原１４５２－２
海田三迫郵便局 広島県 広島県安芸郡海田町三迫１－３－４
海田郵便局 広島県 広島県安芸郡海田町曙町１０－３４
熊野郵便局 広島県 広島県安芸郡熊野町出来庭４－１－３４
下関中之町郵便局 山口県 山口県下関市中之町３－１８
下関東郵便局 山口県 山口県下関市山の田東町１２－２５
下関南部町郵便局 山口県 山口県下関市南部町２２－８
下関郵便局 山口県 山口県下関市竹崎町２－１２－１２
長府郵便局 山口県 山口県下関市長府中浜町５－１９
宇部郵便局 山口県 山口県宇部市常盤町２－１－２３
床波郵便局 山口県 山口県宇部市床波２－５－３０
阿知須郵便局 山口県 山口県山口市阿知須４７４５－３
山口吉敷郵便局 山口県 山口県山口市吉敷中東３－２－３８
山口中央郵便局 山口県 山口県山口市中央１－１－１
山口平川郵便局 山口県 山口県山口市平井１４５６－８
萩郵便局 山口県 山口県萩市江向４４０－１
防府三田尻郵便局 山口県 山口県防府市三田尻３－６－３３
防府郵便局 山口県 山口県防府市佐波２－１１－１
下松東陽郵便局 山口県 山口県下松市東陽６－３－５
下松郵便局 山口県 山口県下松市新川１－４－５
岩国郵便局 山口県 山口県岩国市麻里布町２－６－８
岩田郵便局 山口県 山口県光市岩田１５４－１
光郵便局 山口県 山口県光市中央４－１－１
徳山郵便局 山口県 山口県周南市御幸通１－３
高千帆郵便局 山口県 山口県山陽小野田市日の出３－１２－１４
徳島駅前郵便局 徳島県 徳島県徳島市元町１－２４
徳島中央郵便局 徳島県 徳島県徳島市八百屋町１－２
阿波池田郵便局 徳島県 徳島県三好市池田町マチ２１７３－７
大歩危郵便局 徳島県 徳島県三好市山城町上名２１５４－１１
松茂郵便局 徳島県 徳島県板野郡松茂町笹木野灘２－６
北島郵便局 徳島県 徳島県板野郡北島町江尻柳池１６－４
サンポート高松郵便局 香川県 香川県高松市サンポート３－３３
高松松島町郵便局 香川県 香川県高松市松島町１－１２－９
高松中央郵便局 香川県 香川県高松市内町１－１５
高松東郵便局 香川県 香川県高松市高松町角屋２２９３－１
高松南郵便局 香川県 香川県高松市勅使町７００
丸亀郵便局 香川県 香川県丸亀市大手町３－５－１
観音寺郵便局 香川県 香川県観音寺市観音寺町甲１０８７－３
相生郵便局 香川県 香川県東かがわ市馬宿１９１－２
高瀬郵便局 香川県 香川県三豊市高瀬町新名９５２－４
土庄郵便局 香川県 香川県小豆郡土庄町甲２８９－９
直島郵便局 香川県 香川県香川郡直島町１１２１－６
琴平郵便局 香川県 香川県仲多度郡琴平町６６５
まつやまマドンナ郵便局 愛媛県 愛媛県松山市湊町５－１－１
松山一番町郵便局 愛媛県 愛媛県松山市大街道３－２－７６
松山西郵便局 愛媛県 愛媛県松山市古三津６－１３－１６
松山中央郵便局 愛媛県 愛媛県松山市三番町３－５－２
松山内浜郵便局 愛媛県 愛媛県松山市内浜町３－３
松山南郵便局 愛媛県 愛媛県松山市森松町６４７
道後郵便局 愛媛県 愛媛県松山市道後湯之町１５－４
北条郵便局 愛媛県 愛媛県松山市北条辻１７６
今治郵便局 愛媛県 愛媛県今治市旭町１－３－４
宇和島郵便局 愛媛県 愛媛県宇和島市丸之内１－３－１２
新居浜船木郵便局 愛媛県 愛媛県新居浜市船木甲４４１２－２
新居浜郵便局 愛媛県 愛媛県新居浜市繁本町３－２
新谷郵便局 愛媛県 愛媛県大洲市新谷町甲９４－３
伊予三島港郵便局 愛媛県 愛媛県四国中央市三島中央１－５－２１
伊予三島郵便局 愛媛県 愛媛県四国中央市三島中央５－６－１７
久万郵便局 愛媛県 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２２４－３
エミフルＭＡＳＡＫＩ郵便局 愛媛県 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０
高知稲荷町郵便局 高知県 高知県高知市稲荷町１０－１１
高知秦泉寺郵便局 高知県 高知県高知市西秦泉寺４０３－１
高知中央郵便局 高知県 高知県高知市北本町１－１０－１８
高知東郵便局 高知県 高知県高知市介良乙９５２－１
高知宝永町郵便局 高知県 高知県高知市宝永町６－２
高知本町郵便局 高知県 高知県高知市本町３－２－５
龍馬郵便局 高知県 高知県高知市上町１－８－１８
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土佐中村郵便局 高知県 高知県四万十市中村本町３－３９
土佐山田百石町郵便局 高知県 高知県香美市土佐山田町百石町１－３－４５
門司港郵便局 福岡県 福岡県北九州市門司区港町２－２７
門司郵便局 福岡県 福岡県北九州市門司区中町２－２
戸畑郵便局 福岡県 福岡県北九州市戸畑区新池１－２－２
小倉駅前郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉北区京町３－８－１
小倉堺町郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉北区堺町２－３－３１
小倉室町郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－２
小倉清水郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉北区清水２－１２－２２
小倉船場郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉北区船場町６－４
北九州中央郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１
小倉貫郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉南区下貫１－９－１６
曽根郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉南区中曽根１－６－１０
八幡春の町郵便局 福岡県 福岡県北九州市八幡東区春の町５－９－５
八幡郵便局 福岡県 福岡県北九州市八幡東区中央２－８－８
折尾丸尾町郵便局 福岡県 福岡県北九州市八幡西区丸尾町１－１
八幡南郵便局 福岡県 福岡県北九州市八幡西区八枝４－３－２１
木屋瀬郵便局 福岡県 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬５－４－３
博多リバレイン内郵便局 福岡県 福岡県福岡市博多区下川端町２－１
博多祇園西郵便局 福岡県 福岡県福岡市博多区祇園町６－１６
博多南郵便局 福岡県 福岡県福岡市博多区元町２－２－１２
博多郵便局 福岡県 福岡県福岡市博多区博多駅中央街７－１９
電通福岡ビル内郵便局 福岡県 福岡県福岡市中央区赤坂１－１６－１０
福岡笹丘郵便局 福岡県 福岡県福岡市中央区笹丘１－１１－２４
福岡新天町郵便局 福岡県 福岡県福岡市中央区天神２－７－１
福岡大濠郵便局 福岡県 福岡県福岡市中央区大濠公園１－１
福岡中央郵便局 福岡県 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
福岡井尻郵便局 福岡県 福岡県福岡市南区井尻４－３－５
福岡長住郵便局 福岡県 福岡県福岡市南区長住３－１４－１
福岡マリナタウン郵便局 福岡県 福岡県福岡市西区愛宕浜１－２－１０
福岡小戸郵便局 福岡県 福岡県福岡市西区小戸３－５０－３１
福岡西郵便局 福岡県 福岡県福岡市西区石丸３－２－１１
姪浜郵便局 福岡県 福岡県福岡市西区姪の浜３－２－１－１０１
福岡福大前郵便局 福岡県 福岡県福岡市城南区七隈８－１－６
早良郵便局 福岡県 福岡県福岡市早良区高取１－１－１
福岡原五郵便局 福岡県 福岡県福岡市早良区原５－２－２
福岡原団地郵便局 福岡県 福岡県福岡市早良区原団地１０－３
久留米大学病院前郵便局 福岡県 福岡県久留米市旭町６５－１
久留米郵便局 福岡県 福岡県久留米市日吉町２３－７
直方郵便局 福岡県 福岡県直方市殿町４－１２
柳川郵便局 福岡県 福岡県柳川市坂本町２８－１０
行橋郵便局 福岡県 福岡県行橋市中央１－５－２５
福富郵便局 福岡県 福岡県行橋市西泉３－３－１
豊前郵便局 福岡県 福岡県豊前市赤熊１４１８
春日野郵便局 福岡県 福岡県春日市春日３－１３２
太宰府天満宮前郵便局 福岡県 福岡県太宰府市宰府３－４－２３
イオンモール福津郵便局 福岡県 福岡県福津市日蒔野６－１６－１
福間郵便局 福岡県 福岡県福津市中央６－１８－７
吉井郵便局 福岡県 福岡県うきは市吉井町１２３６－３
甘木郵便局 福岡県 福岡県朝倉市甘木９４８
前原郵便局 福岡県 福岡県糸島市前原中央２－１１－１０
篠栗郵便局 福岡県 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲６５－１
水巻頃末郵便局 福岡県 福岡県遠賀郡水巻町頃末北１－１２－１
鞍手郵便局 福岡県 福岡県鞍手郡鞍手町中山３２１７
苅田郵便局 福岡県 福岡県京都郡苅田町富久町１－２３－１
佐賀駅前郵便局 佐賀県 佐賀県佐賀市駅前中央１－６－２０
佐賀中央郵便局 佐賀県 佐賀県佐賀市松原２－１－３５
佐賀天神郵便局 佐賀県 佐賀県佐賀市天神１－４－２３
佐賀北郵便局 佐賀県 佐賀県佐賀市高木瀬西３－２－５
唐津郵便局 佐賀県 佐賀県唐津市千代田町２５６４－４
武雄郵便局 佐賀県 佐賀県武雄市武雄町武雄５５９９
小城郵便局 佐賀県 佐賀県小城市小城町２５６－５
嬉野郵便局 佐賀県 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙２２０２－１３
有田郵便局 佐賀県 佐賀県西松浦郡有田町赤絵町２－２－１２
長崎新大工町郵便局 長崎県 長崎県長崎市新大工町１－７
長崎中央郵便局 長崎県 長崎県長崎市恵美須町１－１
長崎北郵便局 長崎県 長崎県長崎市川口町９－２０
佐世保塩浜郵便局 長崎県 長崎県佐世保市塩浜町１－３
西諫早郵便局 長崎県 長崎県諫早市山川町１－４
諫早郵便局 長崎県 長崎県諫早市八坂町１－７
大村郵便局 長崎県 長崎県大村市森園町６６３－９
富江郵便局 長崎県 長崎県五島市富江町富江２８１－２
青方郵便局 長崎県 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷２３３８
熊本安政郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区安政町２－３３



販売郵便局一覧
局名 都道府県 住所

熊本市役所内郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区手取本町１－１
熊本上通郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区水道町３－３７
熊本城東郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区城東町１－１
熊本新市街郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区新市街１０－９
熊本水前寺公園郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区水前寺公園２－４３
熊本中央郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
熊本江津郵便局 熊本県 熊本県熊本市東区江津２－６－１６
熊本長嶺郵便局 熊本県 熊本県熊本市東区長嶺南３－１－１１３
熊本東郵便局 熊本県 熊本県熊本市東区錦ケ丘１－１０
秋津郵便局 熊本県 熊本県熊本市東区桜木１－１２－２６
熊本平成郵便局 熊本県 熊本県熊本市南区江越１－９－１５
植木郵便局 熊本県 熊本県熊本市北区植木町植木１８２－１
千丁郵便局 熊本県 熊本県八代市千丁町新牟田１２６４－１
八代横手郵便局 熊本県 熊本県八代市横手新町２－２
文政郵便局 熊本県 熊本県八代市鏡町両出１３９７－１
人吉郵便局 熊本県 熊本県人吉市上青井町１３４－４
菊池郵便局 熊本県 熊本県菊池市隈府７７２－１
松橋郵便局 熊本県 熊本県宇城市松橋町松橋９６４－１
坊中郵便局 熊本県 熊本県阿蘇市黒川１５２８－２
熊本北郵便局 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町光の森２－６－１
御船郵便局 熊本県 熊本県上益城郡御船町滝川１９
大分角子原郵便局 大分県 大分県大分市角子原８７９－１
大分中央郵便局 大分県 大分県大分市府内町３－４－１８
大分東郵便局 大分県 大分県大分市森宮田９０８－１
別府北浜郵便局 大分県 大分県別府市北浜２－９－１
別府郵便局 大分県 大分県別府市餅ケ浜町４－２３
中津郵便局 大分県 大分県中津市中殿余木５０３－１－６
由布院郵便局 大分県 大分県由布市湯布院町川上３７０４－１
宮崎中央郵便局 宮崎県 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４
宮崎霧島郵便局 宮崎県 宮崎県宮崎市神宮西２－７８
梅北郵便局 宮崎県 宮崎県都城市梅北町１２０８２－１
飫肥郵便局 宮崎県 宮崎県日南市飫肥１－４－３０
日向郵便局 宮崎県 宮崎県日向市鶴町２－４－１
串間郵便局 宮崎県 宮崎県串間市西方５６１６
鹿児島中央郵便局 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市中央町１－２
鹿児島東郵便局 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市山下町３－３
出水郵便局 鹿児島県 鹿児島県出水市本町４－４６
指宿湯の浜郵便局 鹿児島県 鹿児島県指宿市湯の浜２－１５－１
岩川郵便局 鹿児島県 鹿児島県曽於市大隅町岩川５６２８－７
国分広瀬郵便局 鹿児島県 鹿児島県霧島市国分広瀬４－２９－２８
国分郵便局 鹿児島県 鹿児島県霧島市国分中央３－３９－１
隼人郵便局 鹿児島県 鹿児島県霧島市隼人町内山田１－６－１
名瀬郵便局 鹿児島県 鹿児島県奄美市名瀬幸町３－１０
上屋久郵便局 鹿児島県 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦１２６
喜界郵便局 鹿児島県 鹿児島県大島郡喜界町湾２１－３
首里寒川郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市首里寒川町２－６３
首里当蔵郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市首里当蔵町２－１１
小禄鏡原郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市鏡原町２７－７
小禄金城郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市金城５－２－８
東町郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市東町２６－２９
那覇久米郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市松山１－３２－７
那覇久茂地郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市久茂地２－２４－１３
那覇新都心郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市おもろまち２－５－３３
那覇中央郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市壺川３－３－８
泊郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市泊２－６－６
美栄橋郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市久茂地１－１－１
牧志郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市牧志３－１３－１９
宜野湾長田郵便局 沖縄県 沖縄県宜野湾市長田１－２７－１
普天間郵便局 沖縄県 沖縄県宜野湾市普天間２－５－５
川平郵便局 沖縄県 沖縄県石垣市川平１０３３－７０
八重山郵便局 沖縄県 沖縄県石垣市大川１２
羽地郵便局 沖縄県 沖縄県名護市仲尾次４８８
屋部郵便局 沖縄県 沖縄県名護市屋部４８
名護宇茂佐郵便局 沖縄県 沖縄県名護市宇茂佐の森５－１－１
名護郵便局 沖縄県 沖縄県名護市東江１－１１－１４
沖縄高原郵便局 沖縄県 沖縄県沖縄市高原７－２２－１
沖縄郵便局 沖縄県 沖縄県沖縄市胡屋４－２－１６
今帰仁郵便局 沖縄県 沖縄県国頭郡今帰仁村仲宗根９６－５
本部郵便局 沖縄県 沖縄県国頭郡本部町渡久地９３
恩納郵便局 沖縄県 沖縄県国頭郡恩納村恩納２５８３－１
仲泊郵便局 沖縄県 沖縄県国頭郡恩納村仲泊１０７
伊良皆郵便局 沖縄県 沖縄県中頭郡読谷村伊良皆３７３－６
喜名郵便局 沖縄県 沖縄県中頭郡読谷村喜名４７８
読谷郵便局 沖縄県 沖縄県中頭郡読谷村高志保１２９７－２
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ハンビー郵便局 沖縄県 沖縄県中頭郡北谷町北谷２－１３－１０
北谷宮城郵便局 沖縄県 沖縄県中頭郡北谷町宮城１－１２７
北谷郵便局 沖縄県 沖縄県中頭郡北谷町吉原１１３９－１
波照間郵便局 沖縄県 沖縄県八重山郡竹富町波照間１０６－２


