
販売郵便局
郵便局名 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
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
苗穂駅前郵便局 北海道 北海道札幌市中央区北二条東１２－９８
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
札幌北二十四条西郵便局 北海道 北海道札幌市北区北二十四条西１４－８－１５
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
札幌モエレ郵便局 北海道 北海道札幌市東区北丘珠四条１－１２－１０
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
札幌伏古十一条郵便局 北海道 北海道札幌市東区伏古十一条３－４－３２
札幌北三十五条郵便局 北海道 北海道札幌市東区北三十五条東７－３－２０
札幌北二十条東郵便局 北海道 北海道札幌市東区北二十条東１７－１－１５
札幌澄川南郵便局 北海道 北海道札幌市南区澄川五条１０－２－１５
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
札幌二十四軒南郵便局 北海道 北海道札幌市西区二十四軒二条７－２－９
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
札幌平和一条郵便局 北海道 北海道札幌市西区平和一条２－１－３
厚別上野幌郵便局 北海道 北海道札幌市厚別区上野幌一条２－５－２２
厚別西二条郵便局 北海道 北海道札幌市厚別区厚別西二条３－７－１１
手稲稲穂二条郵便局 北海道 北海道札幌市手稲区稲穂二条３－１－３
札幌里塚郵便局 北海道 北海道札幌市清田区里塚二条２－４－１５
函館駅前郵便局 北海道 北海道函館市若松町７－１８
函館西旭岡郵便局 北海道 北海道函館市西旭岡町２－５１－４
函館中央郵便局 北海道 北海道函館市新川町１－６
函館日吉四郵便局 北海道 北海道函館市日吉町４－５－１８
小樽稲穂郵便局 北海道 北海道小樽市稲穂４－２－７
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
小樽郵便局 北海道 北海道小樽市色内１－８－１
旭川駅内郵便局 北海道 北海道旭川市宮下通８丁目３－１
旭川金星橋郵便局 北海道 北海道旭川市東三条３－１－１２
旭川四条郵便局 北海道 北海道旭川市四条通１８－左１
旭川春光台郵便局 北海道 北海道旭川市春光台三条４－１－１
旭川神居東郵便局 北海道 北海道旭川市神居二条２１－８５－１６
旭川中央郵便局 北海道 北海道旭川市六条通６－２８－１
旭川東光南郵便局 北海道 北海道旭川市東光十四条６－２－３
旭川東郵便局 北海道 北海道旭川市東旭川町共栄９８－４
旭川末広郵便局 北海道 北海道旭川市末広四条３－５－１３
室蘭海岸郵便局 北海道 北海道室蘭市海岸町２－２－１２
室蘭知利別郵便局 北海道 北海道室蘭市知利別町３－１１－１
室蘭東町郵便局 北海道 北海道室蘭市東町４－３０－６
東室蘭郵便局 北海道 北海道室蘭市東町２－２７－２
輪西郵便局 北海道 北海道室蘭市輪西町２－１０－１５
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
釧路貝塚郵便局 北海道 北海道釧路市材木町２１－４４
釧路桜ヶ岡五郵便局 北海道 北海道釧路市桜ケ岡５－１０－１７
釧路春日郵便局 北海道 北海道釧路市春日町１－４
釧路川上郵便局 北海道 北海道釧路市川上町７－２
釧路中央郵便局 北海道 北海道釧路市幸町１３－２－１
釧路鶴ヶ岱郵便局 北海道 北海道釧路市鶴ケ岱３－２－２
釧路白樺台郵便局 北海道 北海道釧路市白樺台２－２５－６
帯広郵便局 北海道 北海道帯広市西三条南８－１０
北見青葉郵便局 北海道 北海道北見市青葉町１０－１７
北見大通郵便局 北海道 北海道北見市大通東２－５
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
岩見沢元町郵便局 北海道 北海道岩見沢市元町二条西１－１２
網走郵便局 北海道 北海道網走市南四条東３－８
苫小牧中野郵便局 北海道 北海道苫小牧市元中野町４－１５－１６
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苫小牧日吉郵便局 北海道 北海道苫小牧市日吉町１－５－３０
苫小牧本町郵便局 北海道 北海道苫小牧市本町１－３－４
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
南美唄郵便局 北海道 北海道美唄市南美唄町大通り２
芦別宮元郵便局 北海道 北海道芦別市北三条東１
上芦別郵便局 北海道 北海道芦別市上芦別町５２０
野幌郵便局 北海道 北海道江別市野幌町６８－５
渚滑郵便局 北海道 北海道紋別市渚滑町５－２８－７
歯舞郵便局 北海道 北海道根室市歯舞４－１３
千歳郵便局新千歳空港内分室 北海道 北海道千歳市美々
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
北広島中央六郵便局 北海道 北海道北広島市中央６－１１－１０
久根別郵便局 北海道 北海道北斗市久根別２－２６－７
江良郵便局 北海道 北海道松前郡松前町江良４２６－１
松前郵便局 北海道 北海道松前郡松前町松城１１
涌元郵便局 北海道 北海道上磯郡知内町涌元１７３－１
大沼郵便局 北海道 北海道亀田郡七飯町大沼町３０１－９
砂原郵便局 北海道 北海道茅部郡森町砂原２－４１－４
江差茂尻郵便局 北海道 北海道檜山郡江差町茂尻町２１９－２
上ノ国郵便局 北海道 北海道檜山郡上ノ国町大留６５－４
厚沢部郵便局 北海道 北海道檜山郡厚沢部町新町１９－２
奥尻郵便局 北海道 北海道奥尻郡奥尻町奥尻８００
久遠郵便局 北海道 北海道久遠郡せたな町大成区都２５４
喜茂別郵便局 北海道 北海道虻田郡喜茂別町喜茂別１２０－４
神恵内郵便局 北海道 北海道古宇郡神恵内村神恵内村６－５
古平郵便局 北海道 北海道古平郡古平町入船町９－１
余市大川郵便局 北海道 北海道余市郡余市町大川町１６－８－９
浦臼郵便局 北海道 北海道樺戸郡浦臼町浦臼内１７２－５３
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
中川郵便局 北海道 北海道中川郡中川町中川２６２－６
豊岬郵便局 北海道 北海道苫前郡初山別村豊岬２１３
乙忠部郵便局 北海道 北海道枝幸郡枝幸町乙忠部４７５
宇登呂郵便局 北海道 北海道斜里郡斜里町ウトロ東１５８
中湧別郵便局 北海道 北海道紋別郡湧別町中湧別中町５７０
礼文郵便局 北海道 北海道虻田郡豊浦町礼文華１６０
上厚真郵便局 北海道 北海道勇払郡厚真町上厚真２２８－７
遠浅郵便局 北海道 北海道勇払郡安平町遠浅１１
庶路郵便局 北海道 北海道白糠郡白糠町庶路東１線２
西庶路郵便局 北海道 北海道白糠郡白糠町西庶路東一条北２－１－３３
白糠郵便局 北海道 北海道白糠郡白糠町西一条南３－１－１
青森駅前郵便局 青森県 青森県青森市新町１－８－１
青森小柳郵便局 青森県 青森県青森市小柳１－１８－１４
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
弘前笹森町郵便局 青森県 青森県弘前市笹森町４０－７
弘前小沢郵便局 青森県 青森県弘前市大原２－５－２
弘前郵便局 青森県 青森県弘前市北瓦ケ町１８－１
百沢郵便局 青森県 青森県弘前市百沢寺沢１４３－３
八戸旭ヶ丘郵便局 青森県 青森県八戸市旭ヶ丘１－１－１０
八戸吹揚郵便局 青森県 青森県八戸市類家縄手下１－１５
八戸西郵便局 青森県 青森県八戸市長苗代二日市４－１
八戸郵便局 青森県 青森県八戸市城下４－２５－９
黒石郵便局 青森県 青森県黒石市一番町５４－１
五所川原郵便局 青森県 青森県五所川原市旭町５３－１
十和田郵便局 青森県 青森県十和田市西二番町３－４
三沢郵便局 青森県 青森県三沢市幸町３－２－１５
むつ郵便局 青森県 青森県むつ市新町８－１０
野辺地郵便局 青森県 青森県上北郡野辺地町野辺地２８－１
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
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盛岡北郵便局 岩手県 岩手県盛岡市月が丘３－２８－１
宮古郵便局 岩手県 岩手県宮古市栄町１－７
千徳郵便局 岩手県 岩手県宮古市上鼻２－６－９０
大船渡郵便局 岩手県 岩手県大船渡市盛町内ノ目１１－１９
花巻郵便局 岩手県 岩手県花巻市上町１２－４
口内郵便局 岩手県 岩手県北上市口内町荒町３－１
北上本通郵便局 岩手県 岩手県北上市本通り３－１－１９
北上郵便局 岩手県 岩手県北上市大通り３－６－１
久慈郵便局 岩手県 岩手県久慈市中の橋１－４４
綾織郵便局 岩手県 岩手県遠野市綾織町みさ崎１－２２－１８
遠野郵便局 岩手県 岩手県遠野市中央通り６－１０
一関郵便局 岩手県 岩手県一関市大手町６－１
広田郵便局 岩手県 岩手県陸前高田市広田町大久保１０７－１
陸前高田郵便局 岩手県 岩手県陸前高田市高田町鳴石５０－２１
釜石郵便局 岩手県 岩手県釜石市只越町３－２－２６
二戸郵便局 岩手県 岩手県二戸市福岡五日町６７
江刺郵便局 岩手県 岩手県奥州市江刺区南大通り７－４４
水沢常盤通郵便局 岩手県 岩手県奥州市水沢区佐倉河東沖ノ目２７－３
水沢郵便局 岩手県 岩手県奥州市水沢区寺脇１－５
紫波郵便局 岩手県 岩手県紫波郡紫波町日詰西裏６８
岩泉郵便局 岩手県 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉村木７－５
種市郵便局 岩手県 岩手県九戸郡洋野町種市２３－２７－３３０
仙台旭ケ丘郵便局 宮城県 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘３－１９－３１
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
仙台自由ケ丘郵便局 宮城県 宮城県仙台市宮城野区自由ケ丘３－２８
仙台東郵便局 宮城県 宮城県仙台市宮城野区原町６－２－３２
仙台福田町郵便局 宮城県 宮城県仙台市宮城野区福田町２－４－２５
若林郵便局 宮城県 宮城県仙台市若林区南小泉梅木４３
仙台西ノ平郵便局 宮城県 宮城県仙台市太白区金剛沢１－４－４６
仙台南郵便局 宮城県 宮城県仙台市太白区長町７－２１－１２
仙台八本松郵便局 宮城県 宮城県仙台市太白区八本松２－８－１２
泉西郵便局 宮城県 宮城県仙台市泉区寺岡６－８－１
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
白石郵便局 宮城県 宮城県白石市城北町１－２５
名取郵便局 宮城県 宮城県名取市飯野坂１－２－３
角田郵便局 宮城県 宮城県角田市角田町２０２
北郷郵便局 宮城県 宮城県角田市岡内川２４０－１
大代郵便局 宮城県 宮城県多賀城市大代１－３－３０
岩沼郵便局 宮城県 宮城県岩沼市桜３－５－３
佐沼郵便局 宮城県 宮城県登米市迫町佐沼中江３－１－１１
上沼郵便局 宮城県 宮城県登米市中田町上沼弥勒寺大下５０－３
志波姫郵便局 宮城県 宮城県栗原市志波姫大門南１９５－２
築館郵便局 宮城県 宮城県栗原市築館薬師４－６－７
古川郵便局 宮城県 宮城県大崎市古川駅前大通５－３－３
大河原郵便局 宮城県 宮城県柴田郡大河原町新南３５－１
柴田郵便局 宮城県 宮城県柴田郡柴田町船岡中央１－１０－１９
亘理郵便局 宮城県 宮城県亘理郡亘理町中町東３９
富谷郵便局 宮城県 宮城県黒川郡富谷町富谷町北裏６９－１
涌谷郵便局 宮城県 宮城県遠田郡涌谷町本町７５
秋田駅前郵便局 秋田県 秋田県秋田市中通４－１１－１４
秋田牛島東郵便局 秋田県 秋田県秋田市牛島東６－５－４
秋田中央郵便局 秋田県 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
土崎郵便局 秋田県 秋田県秋田市土崎港中央３－６－１０
能代郵便局 秋田県 秋田県能代市上町９－１



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

横手郵便局 秋田県 秋田県横手市大町６－１３
平鹿郵便局 秋田県 秋田県横手市平鹿町浅舞浅舞１９８－１
大館郵便局 秋田県 秋田県大館市中城１２－３
湯沢郵便局 秋田県 秋田県湯沢市材木町１－１－３６
花輪郵便局 秋田県 秋田県鹿角市花輪堰向４９
新沢郵便局 秋田県 秋田県由利本荘市新沢小坂９７－２
西滝沢郵便局 秋田県 秋田県由利本荘市山本下野５５－３
北内越郵便局 秋田県 秋田県由利本荘市内越平岡４７１
本荘郵便局 秋田県 秋田県由利本荘市給人町４３－１
大曲郵便局 秋田県 秋田県大仙市佐野町１－１９
鷹巣郵便局 秋田県 秋田県北秋田市住吉町７－３２
角館郵便局 秋田県 秋田県仙北市角館町中町２１－１
八森郵便局 秋田県 秋田県山本郡八峰町八森中浜４５－１
内川郵便局 秋田県 秋田県南秋田郡五城目町富津内富田向川原２－４
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
酒田郵便局 山形県 山形県酒田市新井田町１０－１
松山郵便局 山形県 山形県酒田市山田２３－７
新庄郵便局 山形県 山形県新庄市小田島町４－１８
寒河江郵便局 山形県 山形県寒河江市丸内１－２－２
上山郵便局 山形県 山形県上山市八日町１－５
村山郵便局 山形県 山形県村山市楯岡十日町１－３
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
東根郵便局 山形県 山形県東根市三日町３－３－１８
南陽郵便局 山形県 山形県南陽市二色根７－３
相模郵便局 山形県 山形県東村山郡山辺町大塚１１７６－５
間沢郵便局 山形県 山形県西村山郡西川町間沢下堀３１－８
荒砥郵便局 山形県 山形県西置賜郡白鷹町荒砥乙７３７－５２
余目郵便局 山形県 山形県東田川郡庄内町余目猿田８９－４
笹谷東郵便局 福島県 福島県福島市笹谷出水上２４－１
飯坂郵便局 福島県 福島県福島市飯坂町八幡内３５－２
福島中央郵便局 福島県 福島県福島市森合町１０－３０
福島東郵便局 福島県 福島県福島市鎌田下田４－２
会津若松郵便局 福島県 福島県会津若松市中央１－２－１７
若松七日町郵便局 福島県 福島県会津若松市七日町８－９
若松本町郵便局 福島県 福島県会津若松市本町３－２５
郡山西郵便局 福島県 福島県郡山市大槻町前畑４３
郡山台新郵便局 福島県 福島県郡山市台新１－２０－２１
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
いわき郵便局 福島県 福島県いわき市平正月町４９－１
小名浜郵便局 福島県 福島県いわき市小名浜定西４７－２
植田郵便局 福島県 福島県いわき市植田町本町１－６－８
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
喜多方郵便局 福島県 福島県喜多方市惣座宮２７９８
相川郵便局 福島県 福島県喜多方市山都町相川高野甲４６６－１
相馬郵便局 福島県 福島県相馬市中村曲田１２５
二本松亀谷郵便局 福島県 福島県二本松市亀谷１－２３１－２
二本松郵便局 福島県 福島県二本松市本町２－２－２
原町郵便局 福島県 福島県南相馬市原町区三島町１－３４
鹿島郵便局 福島県 福島県南相馬市鹿島区西町１－３０
本宮郵便局 福島県 福島県本宮市本宮中條１－３
伊南郵便局 福島県 福島県南会津郡南会津町古町西町尻１３５０－１
田島郵便局 福島県 福島県南会津郡南会津町田島後町甲３９７３－４
奥川郵便局 福島県 福島県耶麻郡西会津町奥川豊島町頭７７７－１
猪苗代駅前郵便局 福島県 福島県耶麻郡猪苗代町千代田扇田８－４
新鶴郵便局 福島県 福島県大沼郡会津美里町新屋敷沢道西甲１６０２
関平郵便局 福島県 福島県西白河郡泉崎村関和久上町１１１



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

笹原郵便局 福島県 福島県東白川郡塙町川上馬場７１
石川郵便局 福島県 福島県石川郡石川町南町１４
玉川郵便局 福島県 福島県石川郡玉川村小高中畷１７－１
三春郵便局 福島県 福島県田村郡三春町大町３
鯉淵郵便局 茨城県 茨城県水戸市鯉淵町１１９２－３
水戸酒門郵便局 茨城県 茨城県水戸市酒門町１２６１－５
水戸中央郵便局 茨城県 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
水戸東原郵便局 茨城県 茨城県水戸市東原１－３－４
内原郵便局 茨城県 茨城県水戸市内原２－１
川尻郵便局 茨城県 茨城県日立市川尻町１－３８－１４
日立鮎川一郵便局 茨城県 茨城県日立市鮎川町１－１－１
日立小木津郵便局 茨城県 茨城県日立市相田町３－１０－１３
日立大沼郵便局 茨城県 茨城県日立市大沼町１－２７－１５
日立郵便局 茨城県 茨城県日立市幸町２－３－２８
沢辺郵便局 茨城県 茨城県土浦市沢辺８７９－４
土浦宍塚郵便局 茨城県 茨城県土浦市宍塚１７５０
土浦中貫郵便局 茨城県 茨城県土浦市中貫１９１７
古河郵便局 茨城県 茨城県古河市桜町１－１０
三和尾崎郵便局 茨城県 茨城県古河市尾崎３８３２－１０
東山田郵便局 茨城県 茨城県古河市山田７７０－１１
八俣郵便局 茨城県 茨城県古河市東山田３６１１－１
葦穂郵便局 茨城県 茨城県石岡市芦穂中部小屋６６－３
小幡郵便局 茨城県 茨城県石岡市小幡６９５－３
結城武井郵便局 茨城県 茨城県結城市武井８０５－５
結城郵便局 茨城県 茨城県結城市結城７１９５－２
稲敷大宮郵便局 茨城県 茨城県龍ケ崎市大徳町２５７１
龍ケ崎米町郵便局 茨城県 茨城県龍ケ崎市米町４５５２－２
龍ケ崎郵便局 茨城県 茨城県龍ケ崎市出し山町１６８
松平郵便局 茨城県 茨城県常陸太田市松平町５５－１
常陸太田藤田郵便局 茨城県 茨城県常陸太田市藤田町８２０－６
高萩花貫郵便局 茨城県 茨城県高萩市安良川２４２－１
高萩東本町郵便局 茨城県 茨城県高萩市東本町２－２６
南中郷郵便局 茨城県 茨城県北茨城市中郷町小野矢指１８－２
笠間石井郵便局 茨城県 茨城県笠間市石井１０９０
取手郵便局 茨城県 茨城県取手市西２－３７－１
小文間郵便局 茨城県 茨城県取手市小文間４３５６－２
牛久郵便局 茨城県 茨城県牛久市中央３－５－２
つくば作谷郵便局 茨城県 茨城県つくば市作谷１４９
つくば小田郵便局 茨城県 茨城県つくば市小田２９４６－１
吉沼郵便局 茨城県 茨城県つくば市吉沼４０８２
筑波学園郵便局 茨城県 茨城県つくば市吾妻１－１３－２
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
金上駅前郵便局 茨城県 茨城県ひたちなか市大平４－４－４
中野郵便局 茨城県 茨城県鹿嶋市荒野１８８３
延方郵便局 茨城県 茨城県潮来市宮前１－２０－６
潮来辻郵便局 茨城県 茨城県潮来市辻２２８－１
下館駅前郵便局 茨城県 茨城県筑西市丙２１０
関城霞台郵便局 茨城県 茨城県筑西市犬塚５１－１
岩井飯島郵便局 茨城県 茨城県坂東市幸田新田４２９７－３
七郷郵便局 茨城県 茨城県坂東市大崎１３３４－３４
七重郵便局 茨城県 茨城県坂東市上出島２３－２
波崎郵便局 茨城県 茨城県神栖市波崎８６３５－８
新宮郵便局 茨城県 茨城県鉾田市白塚２２２－１
大洋郵便局 茨城県 茨城県鉾田市札１１２０－１
徳宿郵便局 茨城県 茨城県鉾田市徳宿９１２－１
橘郵便局 茨城県 茨城県小美玉市与沢９３７－１
茨城長岡郵便局 茨城県 茨城県東茨城郡茨城町長岡１８０３－４
大洗祝町郵便局 茨城県 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８０９３－５
上小川郵便局 茨城県 茨城県久慈郡大子町頃藤４９３４－１
大子郵便局 茨城県 茨城県久慈郡大子町大子６７６
東文間郵便局 茨城県 茨城県北相馬郡利根町立崎１０６－５
宇都宮中央郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市中央本町４－１７



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

宇都宮東町郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市東町２５－５
宇都宮東郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市宿郷３－２０－２
宇都宮富士見ヶ丘郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市富士見が丘３－２６－１
宇都宮野沢郵便局 栃木県 栃木県宇都宮市野沢町３２７－９
足利助戸郵便局 栃木県 栃木県足利市助戸２－４７５
足利小俣郵便局 栃木県 栃木県足利市小俣町５７１－１４
足利松田郵便局 栃木県 栃木県足利市松田町４４３－２
矢場川郵便局 栃木県 栃木県足利市新宿町１５５２－１
皆川郵便局 栃木県 栃木県栃木市皆川城内町７４２－１
岩舟静和郵便局 栃木県 栃木県栃木市岩舟町和泉１４０７
国府郵便局 栃木県 栃木県栃木市惣社町６０４－６
栃木平柳郵便局 栃木県 栃木県栃木市平柳町３－２９－４３
栃木郵便局 栃木県 栃木県栃木市平柳町１－２０－１
佐野石塚郵便局 栃木県 栃木県佐野市石塚町２４６６－２７
鹿沼下田町郵便局 栃木県 栃木県鹿沼市下田町２－１０７７－３
鹿沼上日向郵便局 栃木県 栃木県鹿沼市上日向３０７
鹿沼千渡郵便局 栃木県 栃木県鹿沼市千渡１８２７－３
鹿沼泉町郵便局 栃木県 栃木県鹿沼市泉町２２８８－２２
今市塩野室郵便局 栃木県 栃木県日光市塩野室町８３－８
今市郵便局 栃木県 栃木県日光市今市３１９
藤原滝郵便局 栃木県 栃木県日光市鬼怒川温泉滝８０１－５
日光駅前郵便局 栃木県 栃木県日光市松原町１２－１
小山下石塚郵便局 栃木県 栃木県小山市下石塚３８８－３
小山郵便局 栃木県 栃木県小山市城東１－１３－１６
卒島郵便局 栃木県 栃木県小山市松沼７０９－５
久下田郵便局 栃木県 栃木県真岡市久下田西４－１５６
黒羽前田郵便局 栃木県 栃木県大田原市前田１９５－２
佐良土郵便局 栃木県 栃木県大田原市佐良土１３９６－２
大田原郵便局 栃木県 栃木県大田原市新富町１－９－８
矢板本町郵便局 栃木県 栃木県矢板市本町１５－１４
高林郵便局 栃木県 栃木県那須塩原市高林９７－２
黒磯青木郵便局 栃木県 栃木県那須塩原市青木１３－１８
黒磯豊浦郵便局 栃木県 栃木県那須塩原市阿波町１１１－４
上江川郵便局 栃木県 栃木県さくら市下河戸２８９－２
南那須郵便局 栃木県 栃木県那須烏山市大金１９３
自治医大駅前郵便局 栃木県 栃木県下野市祇園１－１８－３
薬師寺郵便局 栃木県 栃木県下野市薬師寺１４３５
小貝郵便局 栃木県 栃木県芳賀郡市貝町杉山６８７－２
おもちゃのまち郵便局 栃木県 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち１－９－３
大宮郵便局 栃木県 栃木県塩谷郡塩谷町大宮１０１５
那須温泉郵便局 栃木県 栃木県那須郡那須町湯本２００
小川郵便局 栃木県 栃木県那須郡那珂川町小川２５１１
前橋佐鳥郵便局 群馬県 群馬県前橋市上佐鳥町８１１－４
前橋中央郵便局 群馬県 群馬県前橋市城東町１－６－５
前橋野中郵便局 群馬県 群馬県前橋市野中町３２２－８
総社郵便局 群馬県 群馬県前橋市総社町総社１２２９－２
権田郵便局 群馬県 群馬県高崎市倉渕町権田２２５－１０
高崎高松郵便局 群馬県 群馬県高崎市高松町２
高崎上大類郵便局 群馬県 群馬県高崎市上大類町１１５９－１
高崎豊岡郵便局 群馬県 群馬県高崎市中豊岡町乙２０
高崎矢中郵便局 群馬県 群馬県高崎市矢中町１０６２－２
高崎郵便局 群馬県 群馬県高崎市高松町５－６
滝川郵便局 群馬県 群馬県高崎市上滝町６６７
伊勢崎豊城郵便局 群馬県 群馬県伊勢崎市豊城町１９６２－１
生品郵便局 群馬県 群馬県太田市新田市野井町４４－１
太田福沢郵便局 群馬県 群馬県太田市福沢町３０４－３
太田郵便局 群馬県 群馬県太田市飯田町９４８
毛里田郵便局 群馬県 群馬県太田市矢田堀町２６６－３
沼田上久屋郵便局 群馬県 群馬県沼田市上久屋町２１６７－３
館林郵便局 群馬県 群馬県館林市本町１－５－１
渋川金井郵便局 群馬県 群馬県渋川市金井１２４４－１
富岡郵便局 群馬県 群馬県富岡市富岡１０２２
安中後閑郵便局 群馬県 群馬県安中市中後閑６９５－５



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

安中東横野郵便局 群馬県 群馬県安中市鷺宮２３５７－８
大間々郵便局 群馬県 群馬県みどり市大間々町大間々１４７７
桃井郵便局 群馬県 群馬県北群馬郡榛東村山子田８８９－３
中之条名久田郵便局 群馬県 群馬県吾妻郡中之条町赤坂２０７－１
応桑郵便局 群馬県 群馬県吾妻郡長野原町応桑８
草津郵便局 群馬県 群馬県吾妻郡草津町草津２１－２
猿ケ京郵便局 群馬県 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１０５４‐１
大泉郵便局 群馬県 群馬県邑楽郡大泉町中央３－２－１７
長柄郵便局 群馬県 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚１２８７－１
大宮西郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－７１３
大宮本郷郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市北区本郷町１１９５
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
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
浦和中郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－７－２
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
浦和代山郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区代山１４３－１
美園郵便局 埼玉県 埼玉県さいたま市緑区大門１４３８－１
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
川越西郵便局 埼玉県 埼玉県川越市小室２２－１
川越大東郵便局 埼玉県 埼玉県川越市かし野台１－１３－７
川越郵便局 埼玉県 埼玉県川越市三久保町１３－１
川越脇田郵便局 埼玉県 埼玉県川越市菅原町２４－２
熊谷広瀬郵便局 埼玉県 埼玉県熊谷市石原１３９９－４
熊谷石原郵便局 埼玉県 埼玉県熊谷市本石２－１－３
熊谷郵便局 埼玉県 埼玉県熊谷市本町２－７
川口根岸郵便局 埼玉県 埼玉県川口市安行領根岸２８８８
川口芝下郵便局 埼玉県 埼玉県川口市芝下３－２０－３９
川口新郷郵便局 埼玉県 埼玉県川口市蓮沼２９８
行田棚田町郵便局 埼玉県 埼玉県行田市棚田町２－２－２１
秩父大野原郵便局 埼玉県 埼玉県秩父市大野原９１８－３
秩父郵便局 埼玉県 埼玉県秩父市上宮地町３－１６
所沢山口郵便局 埼玉県 埼玉県所沢市山口１５３３－５
所沢西郵便局 埼玉県 埼玉県所沢市若狭２－２５９４－１
所沢郵便局 埼玉県 埼玉県所沢市並木１－３
名栗郵便局 埼玉県 埼玉県飯能市下名栗３４２
元和郵便局 埼玉県 埼玉県加須市北下新井９４７
志多見郵便局 埼玉県 埼玉県加須市志多見１６３７－１
本庄郵便局 埼玉県 埼玉県本庄市本庄１－２－２
東松山郵便局 埼玉県 埼玉県東松山市本町２－１０－２７
春日部大沼郵便局 埼玉県 埼玉県春日部市大沼３－１２－２
春日部郵便局 埼玉県 埼玉県春日部市中央１－５２－７
春日部緑町郵便局 埼玉県 埼玉県春日部市緑町４－２－５
狭山旭郵便局 埼玉県 埼玉県狭山市入間川２－１４－３
狭山鵜ノ木郵便局 埼玉県 埼玉県狭山市鵜ノ木１４－２３
吹上本町郵便局 埼玉県 埼玉県鴻巣市吹上本町５－２－９
草加郵便局 埼玉県 埼玉県草加市栄町３－８－１
越谷相模町郵便局 埼玉県 埼玉県越谷市相模町２－１８８－１
西武入間ぺぺ内郵便局 埼玉県 埼玉県入間市河原町２－１
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
新座馬場郵便局 埼玉県 埼玉県新座市馬場２－２－４１
桶川神明郵便局 埼玉県 埼玉県桶川市神明１－３－２
石戸郵便局 埼玉県 埼玉県北本市荒井２－４６０
三郷郵便局 埼玉県 埼玉県三郷市中央５－２－１
鶴ヶ島鶴ヶ丘郵便局 埼玉県 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘３８－２９
高麗武蔵台郵便局 埼玉県 埼玉県日高市武蔵台１－２６－７
上福岡武蔵野郵便局 埼玉県 埼玉県ふじみ野市福岡武蔵野１０－１２
白岡岡泉郵便局 埼玉県 埼玉県白岡市岡泉１２６２
三芳北永井郵便局 埼玉県 埼玉県入間郡三芳町北永井３７６－４
越生郵便局 埼玉県 埼玉県入間郡越生町上野６３３－４
東小川郵便局 埼玉県 埼玉県比企郡小川町東小川３－１１－５



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

渡瀬郵便局 埼玉県 埼玉県児玉郡神川町渡瀬６３３－２１
寄居桜沢郵便局 埼玉県 埼玉県大里郡寄居町桜沢６１８－２
男衾郵便局 埼玉県 埼玉県大里郡寄居町牟礼１４８９
金杉郵便局 埼玉県 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地１６９２－２
松伏郵便局 埼玉県 埼玉県北葛飾郡松伏町松葉１－５－４
若葉郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区中央２－９－１０
新千葉郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区新千葉３－１２－２６
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
千葉中央四郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区中央４－１３－２９
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
千葉道場郵便局 千葉県 千葉県千葉市中央区道場南１－１５－４
千葉桜木郵便局 千葉県 千葉県千葉市若葉区桜木１－３１－２
千葉千城郵便局 千葉県 千葉県千葉市若葉区大宮町１１２２
千葉こやつ郵便局 千葉県 千葉県千葉市緑区おゆみ野５－４６－２
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
千葉真砂一郵便局 千葉県 千葉県千葉市美浜区真砂１－１２－１８
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
銚子愛宕郵便局 千葉県 千葉県銚子市愛宕町３０６２－４
銚子松岸郵便局 千葉県 千葉県銚子市松岸町２－１０９
銚子郵便局 千葉県 千葉県銚子市若宮町３－１
野尻郵便局 千葉県 千葉県銚子市野尻町２５１
市川原木郵便局 千葉県 千葉県市川市原木１－１９－２１
市川北方郵便局 千葉県 千葉県市川市北方２－１２－５
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
西船橋駅前郵便局 千葉県 千葉県船橋市西船４－２３－９
船橋高根台六郵便局 千葉県 千葉県船橋市高根台６－３８－４
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
船橋北口郵便局 千葉県 千葉県船橋市本町７－１０－１８
館山大戸郵便局 千葉県 千葉県館山市大戸１９６－３
館山北條郵便局 千葉県 千葉県館山市北条１０７４
木更津中島郵便局 千葉県 千葉県木更津市中島１６３－２
木更津郵便局 千葉県 千葉県木更津市中央２－６－１５
松戸南郵便局 千葉県 千葉県松戸市松飛台４７０－１
松戸郵便局 千葉県 千葉県松戸市松戸１７４３－８
野田郵便局 千葉県 千葉県野田市野田６１７－３
二宮本郷郵便局 千葉県 千葉県茂原市国府関１４７６－１
本納南吉田郵便局 千葉県 千葉県茂原市南吉田１７１７－９
成田駅前郵便局 千葉県 千葉県成田市不動ケ岡１１０９－３
成田中台郵便局 千葉県 千葉県成田市中台６－１－４
臼井郵便局 千葉県 千葉県佐倉市臼井３０
佐倉稲荷台郵便局 千葉県 千葉県佐倉市稲荷台２－１４－１
佐倉江原郵便局 千葉県 千葉県佐倉市江原台１－３－２
佐倉城郵便局 千葉県 千葉県佐倉市春路１－６－２０
佐倉郵便局 千葉県 千葉県佐倉市海隣寺町２－５
東金上宿郵便局 千葉県 千葉県東金市東金１３０５
海上郵便局 千葉県 千葉県旭市後草２０２４
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
柏郵便局 千葉県 千葉県柏市東上町６－２９
千種郵便局 千葉県 千葉県市原市青柳２０７７
流山おおたかの森郵便局 千葉県 千葉県流山市西初石６－１８５－２
我孫子平和台郵便局 千葉県 千葉県我孫子市布佐平和台４－１－３９
湖北郵便局 千葉県 千葉県我孫子市中峠１３０４
鴨川前原郵便局 千葉県 千葉県鴨川市前原３６１－２５
鴨川郵便局 千葉県 千葉県鴨川市横渚１０２６－４
長狭郵便局 千葉県 千葉県鴨川市南小町８８３－１
鎌ケ谷郵便局 千葉県 千葉県鎌ケ谷市右京塚１３－２６
小櫃郵便局 千葉県 千葉県君津市末吉７－６
新浦安駅前郵便局 千葉県 千葉県浦安市入船１－５－１



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

四街道郵便局 千葉県 千葉県四街道市美しが丘１－１８－２
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
本白井郵便局 千葉県 千葉県白井市復１５９１
岩井郵便局 千葉県 千葉県南房総市市部１０５－５
小戸郵便局 千葉県 千葉県南房総市白浜町白浜２８９０－１
共興郵便局 千葉県 千葉県匝瑳市吉崎７５－１
佐原堀之内郵便局 千葉県 千葉県香取市堀之内２１５０
佐原郵便局 千葉県 千葉県香取市北２－３－１
新島郵便局 千葉県 千葉県香取市扇島前通２３１８－７
栄安食郵便局 千葉県 千葉県印旛郡栄町安食３７０４
十余三郵便局 千葉県 千葉県香取郡多古町十余三３４２－４
九十九里西野郵便局 千葉県 千葉県山武郡九十九里町大沼８３９－６
芝山郵便局 千葉県 千葉県山武郡芝山町小池１０４４－１
長生郵便局 千葉県 千葉県長生郡長生村岩沼８２３－１３
長柄郵便局 千葉県 千葉県長生郡長柄町六地蔵３３－１
大多喜郵便局 千葉県 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜６８－１
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
秋葉原ＵＤＸ内郵便局 東京都 東京都千代田区外神田４－１４－１
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
東京中央郵便局 東京都 東京都千代田区丸の内２－７－２
飯田橋郵便局 東京都 東京都千代田区富士見２－１０－２
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（銀座尾張町ＴＯＷＥＲ４階）
銀座四郵便局 東京都 東京都中央区銀座４－６－１１
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
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
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
虎ノ門郵便局 東京都 東京都港区虎ノ門１－７－１２
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
芝公園郵便局 東京都 東京都港区芝公園１－８－１２
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
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
赤坂郵便局 東京都 東京都港区赤坂８－４－１７
四谷郵便局 東京都 東京都新宿区信濃町３１
新宿三郵便局 東京都 東京都新宿区新宿３－１７－２３
新宿郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿１－８－８
西早稲田一郵便局 東京都 東京都新宿区西早稲田１－８－２２（伊東ビル１階）
東京都庁内郵便局 東京都 東京都新宿区西新宿２－８－１
御茶ノ水郵便局 東京都 東京都文京区湯島１－５－４５
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
文京春日郵便局 東京都 東京都文京区春日１－１６－２１
本郷郵便局 東京都 東京都文京区本郷６－１－１５
上野駅前郵便局 東京都 東京都台東区上野６－１５－１
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
浅草郵便局 東京都 東京都台東区西浅草１－１－１
雷門郵便局 東京都 東京都台東区雷門２－２－８
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
東向島一郵便局 東京都 東京都墨田区東向島１－４－８
本所一郵便局 東京都 東京都墨田区本所１－２５－７
城東郵便局 東京都 東京都江東区大島３－１５－２
深川郵便局 東京都 東京都江東区東陽４－４－２
大崎郵便局 東京都 東京都品川区西五反田２－３２－７



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

品川西大井二郵便局 東京都 東京都品川区西大井２－１７－１６
品川郵便局 東京都 東京都品川区東大井５－２３－３４
中目黒駅前郵便局 東京都 東京都目黒区上目黒２－１５－８
アロマスクエア郵便局 東京都 東京都大田区蒲田５－３７－１
蒲田郵便局 東京都 東京都大田区蒲田本町１－２－８
大森郵便局 東京都 東京都大田区山王３－９－１３
渋谷郵便局 東京都 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
中野郵便局 東京都 東京都中野区中野２－２７－１
杉並高井戸東郵便局 東京都 東京都杉並区高井戸東４－１９－３０
杉並郵便局 東京都 東京都杉並区成田東４－３８－１４
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
巣鴨郵便局 東京都 東京都豊島区巣鴨４－２６－１
池袋郵便局 東京都 東京都豊島区池袋２－４０－１３
豊島郵便局 東京都 東京都豊島区東池袋３－１８－１
北桐ケ丘郵便局 東京都 東京都北区桐ケ丘２－７－２７
北志茂一郵便局 東京都 東京都北区志茂１－３－９
板橋高島平郵便局 東京都 東京都板橋区高島平５－１０－１１
板橋西郵便局 東京都 東京都板橋区高島平３－１２－１
練馬高松郵便局 東京都 東京都練馬区高松６－７－９
練馬西大泉二郵便局 東京都 東京都練馬区西大泉２－１－３２
練馬南田中郵便局 東京都 東京都練馬区南田中３－５－６
練馬郵便局 東京都 東京都練馬区豊玉北６－４－２
足立郵便局 東京都 東京都足立区千住曙町４２－４
葛飾西新小岩郵便局 東京都 東京都葛飾区西新小岩５－３１－１１
江戸川松江郵便局 東京都 東京都江戸川区松江７－２－１１
下川口郵便局 東京都 東京都八王子市川口町３２７９
元八王子三郵便局 東京都 東京都八王子市元八王子町３－２２５６
立川郵便局 東京都 東京都立川市曙町２－１４－３６
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
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
三鷹上連雀五郵便局 東京都 東京都三鷹市上連雀５－１５－１６
武蔵府中郵便局 東京都 東京都府中市寿町１－７
昭島中神郵便局 東京都 東京都昭島市中神町１２７７－１６０１
昭島田中郵便局 東京都 東京都昭島市田中町２－２２－７
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
町田駅前郵便局 東京都 東京都町田市原町田４－１－１４
小金井郵便局 東京都 東京都小金井市本町５－３８－２０
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
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
横浜六角橋郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－４－１
横浜霞ヶ丘郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市西区霞ケ丘６３
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
横浜市役所内郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市中区港町１－１
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
横浜永田郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市南区永田東３－１５－３
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
横浜金沢郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市金沢区泥亀２－１０－２
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
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
横浜芹が谷一郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市港南区芹が谷１－２－２
緑郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市緑区中山町１４９－４
横浜瀬谷西郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市瀬谷区北新３７－１３
横浜泉郵便局 神奈川県 神奈川県横浜市泉区和泉町４２５９－３
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
登戸郵便局 神奈川県 神奈川県川崎市多摩区登戸１６８５－１



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

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
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
青野原郵便局 神奈川県 神奈川県相模原市緑区青野原１９４３－４
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
横須賀郵便局 神奈川県 神奈川県横須賀市小川町８
久里浜郵便局 神奈川県 神奈川県横須賀市久里浜５－１０－１
平塚紅谷郵便局 神奈川県 神奈川県平塚市紅谷町１４－２２
平塚郵便局 神奈川県 神奈川県平塚市追分１－３３
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
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
藤沢北郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市高倉１２２０
藤沢郵便局 神奈川県 神奈川県藤沢市藤沢１１５－２
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
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
厚木郵便局 神奈川県 神奈川県厚木市田村町２－１８
小鮎郵便局 神奈川県 神奈川県厚木市飯山３５４５－５
大和上草柳郵便局 神奈川県 神奈川県大和市上草柳４－３－９
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
座間相模が丘郵便局 神奈川県 神奈川県座間市相模が丘３－６７－１９
曾我郵便局 神奈川県 神奈川県足柄上郡大井町上大井４９７－３
箱根町郵便局 神奈川県 神奈川県足柄下郡箱根町箱根７９
中津郵便局 神奈川県 神奈川県愛甲郡愛川町中津７７８－６
半原郵便局 神奈川県 神奈川県愛甲郡愛川町半原４２２０
新潟紫竹郵便局 新潟県 新潟県新潟市東区紫竹３－２３－１５
新潟上大川前郵便局 新潟県 新潟県新潟市中央区上大川前通十一番町１８９３－１
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
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
新潟南浜通郵便局 新潟県 新潟県新潟市中央区南浜通１番町３６４－１
新潟竜ヶ島郵便局 新潟県 新潟県新潟市中央区竜が島１－７－１
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
亀田郵便局 新潟県 新潟県新潟市江南区西町１－１－３
曽野木団地郵便局 新潟県 新潟県新潟市江南区曽野木１－１１－２６
曽野木郵便局 新潟県 新潟県新潟市江南区天野２－５－９
中村郵便局 新潟県 新潟県新潟市秋葉区中村７３９－６
庄瀬郵便局 新潟県 新潟県新潟市南区庄瀬６４８９－２
竹野町郵便局 新潟県 新潟県新潟市西蒲区竹野町２４６３－２
長岡花園郵便局 新潟県 新潟県長岡市花園１－４－３９
長岡四郎丸郵便局 新潟県 新潟県長岡市四郎丸３－６－３１
長岡新町郵便局 新潟県 新潟県長岡市新町２－６－３０
長岡西郵便局 新潟県 新潟県長岡市上除町西１－４０２
長岡石内郵便局 新潟県 新潟県長岡市石内２－１－２
長岡郵便局 新潟県 新潟県長岡市坂之上町２－６－１
和島郵便局 新潟県 新潟県長岡市小島谷３４３７－１
脇野町郵便局 新潟県 新潟県長岡市脇野町８１９－３
三条本町一郵便局 新潟県 新潟県三条市本町１－１－２４
帯織郵便局 新潟県 新潟県三条市帯織甲号１１９２－２
中田郵便局 新潟県 新潟県柏崎市中田２２６７－１
柏崎四谷郵便局 新潟県 新潟県柏崎市四谷２－３－３９
柏崎西本町郵便局 新潟県 新潟県柏崎市西本町１－１２－８
加治郵便局 新潟県 新潟県新発田市三日市道上２２５－５
佐々木郵便局 新潟県 新潟県新発田市曽根居裏８２－２
紫雲寺郵便局 新潟県 新潟県新発田市稲荷岡２０８６
川東郵便局 新潟県 新潟県新発田市下羽津１５８７－１
東小千谷郵便局 新潟県 新潟県小千谷市東栄１－５－９
越後田沢郵便局 新潟県 新潟県十日町市上山己３０７１－３
十日町郵便局 新潟県 新潟県十日町市本町６－１
松代郵便局 新潟県 新潟県十日町市松代３３７４－１６
岩船郵便局 新潟県 新潟県村上市岩船上町４－２４



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

山辺里郵便局 新潟県 新潟県村上市山辺里２３４－１
大川谷郵便局 新潟県 新潟県村上市府屋２５０
燕東郵便局 新潟県 新潟県燕市小高４５４９－８
小池郵便局 新潟県 新潟県燕市杉名３８－１
小中川郵便局 新潟県 新潟県燕市新生町１－２－２２
糸魚川郵便局 新潟県 新潟県糸魚川市寺町１－９－５
吉川郵便局 新潟県 新潟県上越市吉川区原之町２０３２－１
高田寺町郵便局 新潟県 新潟県上越市寺町２－４－１５
高田昭和町郵便局 新潟県 新潟県上越市昭和町２－９－２３
高田本町一郵便局 新潟県 新潟県上越市本町１－２－１２
高田郵便局 新潟県 新潟県上越市大手町３－２１
春日山郵便局 新潟県 新潟県上越市木田１－９－２５
上越中屋敷郵便局 新潟県 新潟県上越市春日山町２－８－５
直江津有田郵便局 新潟県 新潟県上越市春日新田１－６－２
直江津郵便局 新潟県 新潟県上越市中央２－８－１４
広神郵便局 新潟県 新潟県魚沼市並柳２５３－１
五十沢郵便局 新潟県 新潟県南魚沼市宮南川端３５５－６
亀代郵便局 新潟県 新潟県北蒲原郡聖籠町網代浜１３４４－３
弥彦郵便局 新潟県 新潟県西蒲原郡弥彦村弥彦９７１－１６
湯田上郵便局 新潟県 新潟県南蒲原郡田上町田上丙６４９－２０
湯沢郵便局 新潟県 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢３－７－４
宮野原郵便局 新潟県 新潟県中魚沼郡津南町上郷宮野原１０－２
八尾駅前郵便局 富山県 富山県富山市八尾町福島５７０－５
富山桜谷郵便局 富山県 富山県富山市五福５８９７－２
富山上飯野郵便局 富山県 富山県富山市上飯野前田２－５
富山相生郵便局 富山県 富山県富山市桃井町２－３－１３
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
富山浜黒崎郵便局 富山県 富山県富山市古志町２－９１
富山富田郵便局 富山県 富山県富山市呉羽富田町７３５５
富山豊田郵便局 富山県 富山県富山市豊丘町３１－９
戸出郵便局 富山県 富山県高岡市戸出町３－５－１５
高岡広小路郵便局 富山県 富山県高岡市あわら町２－２
高岡若富郵便局 富山県 富山県高岡市北島若富町２３３
高岡南星町郵便局 富山県 富山県高岡市木津６８８－１
高岡郵便局 富山県 富山県高岡市御馬出町３４
魚津金屋郵便局 富山県 富山県魚津市中央通り２－６－５
魚津双葉郵便局 富山県 富山県魚津市双葉町１－１７
氷見北大町郵便局 富山県 富山県氷見市北大町１９－２
滑川高月郵便局 富山県 富山県滑川市高月町１３７
浜加積郵便局 富山県 富山県滑川市北野２４２
イオンモールとなみ郵便局 富山県 富山県砺波市中神土地区画整理事業地内３１街区１
砺波郵便局 富山県 富山県砺波市三島町１１－３
東野尻郵便局 富山県 富山県砺波市苗加４４０２－５
塚原郵便局 富山県 富山県射水市松木６７１
舟見郵便局 富山県 富山県下新川郡入善町舟見１０９７－２
泊郵便局 富山県 富山県下新川郡朝日町東草野１５９９－１
金沢駅内郵便局 石川県 石川県金沢市木ノ新保町１－１（ＪＲ金沢駅あじわい館１階）
金沢笠市郵便局 石川県 石川県金沢市笠市町２－３４
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
金沢高岡町郵便局 石川県 石川県金沢市南町４－６０
金沢桜町郵便局 石川県 石川県金沢市暁町７－１２
金沢三十苅郵便局 石川県 石川県金沢市三十苅町丁１２９－１
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
金沢尾張町郵便局 石川県 石川県金沢市尾張町２－１３－１
金沢宝船路郵便局 石川県 石川県金沢市中央通町１９－３１
金沢木越郵便局 石川県 石川県金沢市木越１－１５１
七尾大田郵便局 石川県 石川県七尾市大田町１０９－１６－１
七尾府中郵便局 石川県 石川県七尾市本府中町レ部１２－３
七尾矢田郵便局 石川県 石川県七尾市矢田町２－１４４
田鶴浜郵便局 石川県 石川県七尾市田鶴浜町ト部１７０



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

国府郵便局 石川県 石川県小松市河田町ヌ３８－１
小松京町郵便局 石川県 石川県小松市京町２０－１
小松白江町郵便局 石川県 石川県小松市白江町ヲ５８－１
小松浮柳郵便局 石川県 石川県小松市浮柳町丙７
中海郵便局 石川県 石川県小松市中海町７－９２－１
矢田野郵便局 石川県 石川県小松市下粟津町ツ４７
加賀松が丘郵便局 石川県 石川県加賀市松が丘１－１４－３
河南郵便局 石川県 石川県加賀市山中温泉長谷田町ロ４１９
橋立郵便局 石川県 石川県加賀市橋立町イ甲１－２
河内郵便局 石川県 石川県白山市河内町口直海イ３８－１
舘畑郵便局 石川県 石川県白山市日向町ニ８５－３
松任柏郵便局 石川県 石川県白山市西柏１－１－１
松任郵便局 石川県 石川県白山市八ツ矢町６０９
白峰郵便局 石川県 石川県白山市白峰イ－６２
辰口緑が丘郵便局 石川県 石川県能美市緑が丘９－１３
倶利伽羅郵便局 石川県 石川県河北郡津幡町竹橋西２３４－５
津幡郵便局 石川県 石川県河北郡津幡町加賀爪ハ３０－１
上熊野郵便局 石川県 石川県羽咋郡志賀町釈迦堂ケ１－１
富来郵便局 石川県 石川県羽咋郡志賀町富来地頭町７－１１－４
福浦郵便局 石川県 石川県羽咋郡志賀町福浦港浦１４３
押水郵便局 石川県 石川県羽咋郡宝達志水町今浜ト１４１－２
鹿西郵便局 石川県 石川県鹿島郡中能登町能登部下１０１部２
鹿島郵便局 石川県 石川県鹿島郡中能登町二宮ハ１３３－１
小木郵便局 石川県 石川県鳳珠郡能登町小木１５－１３－１
松波郵便局 石川県 石川県鳳珠郡能登町松波イ２２－４
越廼郵便局 福井県 福井県福井市茱崎町１－１４
岡保郵便局 福井県 福井県福井市殿下町３５－５４
河合郵便局 福井県 福井県福井市川合鷲塚町２５－１９－１
天津郵便局 福井県 福井県福井市真栗町４３－７
福井花堂郵便局 福井県 福井県福井市花堂北２－６－３７
福井幾久町郵便局 福井県 福井県福井市町屋３－２１－１２
福井足羽郵便局 福井県 福井県福井市足羽１－１５－１２
福井中央郵便局 福井県 福井県福井市大手３－１－２８
福井田原町郵便局 福井県 福井県福井市田原１－１３－２５
福井南郵便局 福井県 福井県福井市板垣４－２０１
福井宝永郵便局 福井県 福井県福井市宝永３－３５－１６
福井問屋町郵便局 福井県 福井県福井市問屋町３－６１５－２
敦賀結城郵便局 福井県 福井県敦賀市結城町９－１
敦賀郵便局 福井県 福井県敦賀市元町１１－５
小浜駅前郵便局 福井県 福井県小浜市駅前町６－２８
大野元町郵便局 福井県 福井県大野市元町８－１２
大野春日郵便局 福井県 福井県大野市春日３－２０－１８
富田郵便局 福井県 福井県大野市上野６９－５－１
勝山立石郵便局 福井県 福井県勝山市元町３－２－４
五分市郵便局 福井県 福井県越前市味真野町７－７－２４
武生桂郵便局 福井県 福井県越前市国府２－５－８
武生深草郵便局 福井県 福井県越前市深草２－３－１
武生天王郵便局 福井県 福井県越前市天王町２－３１
丸岡郵便局 福井県 福井県坂井市丸岡町今福１２－４
山王郵便局 福井県 福井県吉田郡永平寺町山王２３－３
和田郵便局 福井県 福井県大飯郡高浜町和田１２２－３１－２
上中郵便局 福井県 福井県三方上中郡若狭町市場１９－１－１
甲府駅前郵便局 山梨県 山梨県甲府市丸の内２－１－１０
甲府大鎌田郵便局 山梨県 山梨県甲府市宮原町１３３４－８
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
明見郵便局 山梨県 山梨県富士吉田市小明見２３８４－３
都留上谷郵便局 山梨県 山梨県都留市上谷５－１１－１９
山梨郵便局 山梨県 山梨県山梨市小原西１０４３
南湖郵便局 山梨県 山梨県南アルプス市西南湖４０７５－１
田富花輪郵便局 山梨県 山梨県中央市西花輪４５８２－１
身延山郵便局 山梨県 山梨県南巨摩郡身延町身延３７６０



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

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
安茂里郵便局 長野県 長野県長野市安茂里１１８１
寺尾郵便局 長野県 長野県長野市松代町柴３３４－１
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
長野中央郵便局 長野県 長野県長野市南長野南県町１０８５－４
長野東郵便局 長野県 長野県長野市東和田７０８－１
会田郵便局 長野県 長野県松本市会田６６１－１
松本あいらんど郵便局 長野県 長野県松本市島内３４２７－１１６
松本駅前郵便局 長野県 長野県松本市中央１－１６－１５
松本元原郵便局 長野県 長野県松本市桐２－１－１５
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
波田郵便局 長野県 長野県松本市波田５１８６
浦里郵便局 長野県 長野県上田市浦野２４２
塩川郵便局 長野県 長野県上田市塩川１３８０－２
上田駅前郵便局 長野県 長野県上田市天神１－２－３７
上田大手郵便局 長野県 長野県上田市大手１－１１－１６
上田郵便局 長野県 長野県上田市中央西２－２－２
東塩田郵便局 長野県 長野県上田市下之郷７９３－１２
武石郵便局 長野県 長野県上田市上武石６６－５
長地郵便局 長野県 長野県岡谷市長地源１－１－１
飯田知久町郵便局 長野県 長野県飯田市知久町２－１３
飯田馬場郵便局 長野県 長野県飯田市馬場町１－３
飯田郵便局 長野県 長野県飯田市鈴加町１－７
諏訪豊田郵便局 長野県 長野県諏訪市豊田２５４１－４
諏訪郵便局 長野県 長野県諏訪市諏訪２－１１－４３
井上郵便局 長野県 長野県須坂市井上２４２９－２
小諸新町郵便局 長野県 長野県小諸市新町２－４－２５
大町郵便局 長野県 長野県大町市大町３２０９
茅野駅前郵便局 長野県 長野県茅野市ちの３０９９－１
茅野上原郵便局 長野県 長野県茅野市ちの１４５８－１１
北山郵便局 長野県 長野県茅野市北山１１８０－１
塩尻大門南郵便局 長野県 長野県塩尻市大門一番町２－６
塩尻郵便局 長野県 長野県塩尻市大門六番町３－１
本洗馬郵便局 長野県 長野県塩尻市洗馬２５６４
岩村田本町郵便局 長野県 長野県佐久市岩村田８３８
浅科郵便局 長野県 長野県佐久市塩名田１３９５
平賀郵便局 長野県 長野県佐久市平賀７３１－８
稲荷山郵便局 長野県 長野県千曲市稲荷山８６４－４
五加郵便局 長野県 長野県千曲市内川６０９－１
八幡郵便局 長野県 長野県千曲市八幡３３１０－１１
烏川郵便局 長野県 長野県安曇野市堀金烏川１７３１－３
穂高郵便局 長野県 長野県安曇野市穂高５６１７－１
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
軽井沢追分郵便局 長野県 長野県北佐久郡軽井沢町長倉４８４１－４
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
長門郵便局 長野県 長野県小県郡長和町長久保４５３－６
木下郵便局 長野県 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪１２４４２－１
阿智郵便局 長野県 長野県下伊那郡阿智村駒場１２８０－１
妻籠郵便局 長野県 長野県木曽郡南木曽町吾妻２１９７－５
木曽福島上町郵便局 長野県 長野県木曽郡木曽町福島５０９６－２
池田郵便局 長野県 長野県北安曇郡池田町池田４３７９－２
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
志賀高原郵便局 長野県 長野県下高井郡山ノ内町平穏７１４８－１５
木島平郵便局 長野県 長野県下高井郡木島平村穂高３２５７－２
岐阜江崎郵便局 岐阜県 岐阜県岐阜市大菅北１－１５
岐阜西野郵便局 岐阜県 岐阜県岐阜市真砂町３－７
岐阜西郵便局 岐阜県 岐阜県岐阜市黒野南４－９９
岐阜大福郵便局 岐阜県 岐阜県岐阜市大福町８－７１－２
岐阜中央郵便局 岐阜県 岐阜県岐阜市清住町１－３－２
岐阜東郵便局 岐阜県 岐阜県岐阜市芥見５－３１



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

岐阜北郵便局 岐阜県 岐阜県岐阜市鷺山２５６３－７５
大垣久瀬川郵便局 岐阜県 岐阜県大垣市久瀬川町４－３７
大垣荒尾郵便局 岐阜県 岐阜県大垣市荒尾町東裏１４９１－４
大垣南高橋郵便局 岐阜県 岐阜県大垣市南高橋町１－９９
大垣友江郵便局 岐阜県 岐阜県大垣市友江１－８－１
大垣郵便局 岐阜県 岐阜県大垣市郭町４－１
高山郵便局 岐阜県 岐阜県高山市名田町５－９５－１
朝日郵便局 岐阜県 岐阜県高山市朝日町甲９９８－１
栃尾郵便局 岐阜県 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾３３９－４１
多治見郵便局 岐阜県 岐阜県多治見市音羽町４－２
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
蛭川郵便局 岐阜県 岐阜県中津川市蛭川２３２７－３
福岡下野郵便局 岐阜県 岐阜県中津川市下野３３１－６
美濃郵便局 岐阜県 岐阜県美濃市８７－５
瑞浪郵便局 岐阜県 岐阜県瑞浪市寺河戸町１１７７－１
羽島郵便局 岐阜県 岐阜県羽島市竹鼻町日吉町１２５－１
桑原郵便局 岐阜県 岐阜県羽島市桑原町八神４７４９
恵那郵便局 岐阜県 岐阜県恵那市大井町１８５－１
三郷郵便局 岐阜県 岐阜県恵那市三郷町佐々良木４３－３
山岡郵便局 岐阜県 岐阜県恵那市山岡町上手向８５－１
美濃加茂郵便局 岐阜県 岐阜県美濃加茂市太田町飛鹿２１６９－２
土岐郵便局 岐阜県 岐阜県土岐市土岐津町高山東田１４０－１
各務原東郵便局 岐阜県 岐阜県各務原市鵜沼東町４－２２
各務原郵便局 岐阜県 岐阜県各務原市那加栄町２
可児郵便局 岐阜県 岐阜県可児市広見８５３－１
穂積郵便局 岐阜県 岐阜県瑞穂市別府１０６１－２
郡上八幡郵便局 岐阜県 岐阜県郡上市八幡町島谷７７６－１
高鷲郵便局 岐阜県 岐阜県郡上市高鷲町大鷲７４３－１
下呂郵便局 岐阜県 岐阜県下呂市森９６１－１４
萩原郵便局 岐阜県 岐阜県下呂市萩原町萩原１２９６－８
笠松郵便局 岐阜県 岐阜県羽島郡笠松町友楽町３９
垂井郵便局 岐阜県 岐阜県不破郡垂井町追分２３１１－５
輪之内郵便局 岐阜県 岐阜県安八郡輪之内町四郷２７０－１
北方郵便局 岐阜県 岐阜県本巣郡北方町東加茂３－４８
東白川郵便局 岐阜県 岐阜県加茂郡東白川村神土５８２－１５
鳩谷郵便局 岐阜県 岐阜県大野郡白川村鳩谷中長３２２
静岡羽高郵便局 静岡県 静岡県静岡市葵区北１－８－３１
静岡太田町郵便局 静岡県 静岡県静岡市葵区巴町２５－５
静岡中央郵便局 静岡県 静岡県静岡市葵区黒金町１－９
静岡西郵便局 静岡県 静岡県静岡市駿河区用宗１－２９－１６
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
清水横砂郵便局 静岡県 静岡県静岡市清水区横砂西町６－１８
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
浜松西郵便局 静岡県 静岡県浜松市中区西伊場町５５－１
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
浜松東郵便局 静岡県 静岡県浜松市東区西塚町３０２
舞阪駅前郵便局 静岡県 静岡県浜松市西区馬郡町２２３３－１
舞阪郵便局 静岡県 静岡県浜松市西区舞阪町浜田１９５
浜松西町郵便局 静岡県 静岡県浜松市南区西町５４６
浜松飯田郵便局 静岡県 静岡県浜松市南区飯田町６１５－２
渋川郵便局 静岡県 静岡県浜松市北区引佐町渋川２３
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
佐久間郵便局 静岡県 静岡県浜松市天竜区佐久間町中部１８－１０
天竜郵便局 静岡県 静岡県浜松市天竜区二俣町二俣１５９３－３
沼津金岡郵便局 静岡県 静岡県沼津市東椎路川向７７－７
沼津西郵便局 静岡県 静岡県沼津市原１５４０－１
沼津大塚郵便局 静岡県 静岡県沼津市大塚６８－１



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

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
熱海郵便局 静岡県 静岡県熱海市水口町１３－１４
三島中央町郵便局 静岡県 静岡県三島市中央町５－５
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
川奈郵便局 静岡県 静岡県伊東市川奈１２１３－１４
金谷郵便局 静岡県 静岡県島田市金谷代官町３３９２
島田郵便局 静岡県 静岡県島田市中央町１７－１
吉原郵便局 静岡県 静岡県富士市国久保２－１－２５
富士郵便局 静岡県 静岡県富士市本市場１５０－１
磐田郵便局 静岡県 静岡県磐田市見付只来２９６６－８
焼津郵便局 静岡県 静岡県焼津市焼津１－４－１
相川郵便局 静岡県 静岡県焼津市下江留１８９１
大富郵便局 静岡県 静岡県焼津市中新田８０－９
掛川郵便局 静岡県 静岡県掛川市中央１－１７－３
大須賀郵便局 静岡県 静岡県掛川市横須賀１２８６－３
藤枝郵便局 静岡県 静岡県藤枝市青木３－６－１８
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
三川郵便局 静岡県 静岡県袋井市友永１５－９
袋井郵便局 静岡県 静岡県袋井市新屋１－１－１０
下田白浜郵便局 静岡県 静岡県下田市白浜１２５９－１１
下田郵便局 静岡県 静岡県下田市二－４－２６
下田蓮台寺郵便局 静岡県 静岡県下田市河内１－１４
裾野郵便局 静岡県 静岡県裾野市佐野５２４－１
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
浜岡郵便局 静岡県 静岡県御前崎市池新田２７１９－１
菊川郵便局 静岡県 静岡県菊川市半済１７７４－１
川上郵便局 静岡県 静岡県菊川市川上１３１１－１１
相良郵便局 静岡県 静岡県牧之原市波津１－３６
仁科郵便局 静岡県 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科３８８－７
伊豆仁田駅前郵便局 静岡県 静岡県田方郡函南町間宮５８９－１５
函南郵便局 静岡県 静岡県田方郡函南町平井８３２－７５
三軒家郵便局 静岡県 静岡県駿東郡長泉町下土狩６－７
千種郵便局 愛知県 愛知県名古屋市千種区今池４－９－１８
名古屋希望丘郵便局 愛知県 愛知県名古屋市千種区希望ケ丘４－１０－１９
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
名古屋茶屋坂郵便局 愛知県 愛知県名古屋市千種区茶屋坂通２－４１－２
名古屋新出来郵便局 愛知県 愛知県名古屋市東区出来町２－５－１０
名古屋大曽根駅前郵便局 愛知県 愛知県名古屋市東区矢田南５－２－６２
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
名古屋景雲橋郵便局 愛知県 愛知県名古屋市西区幅下２－４－１
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
名古屋西郵便局名古屋貯金事務センター内分室 愛知県 愛知県名古屋市中区三の丸２－６－２
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
昭和郵便局 愛知県 愛知県名古屋市昭和区桜山町６－１０５
名古屋檀溪通郵便局 愛知県 愛知県名古屋市昭和区檀溪通２－１６
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
名古屋三本松郵便局 愛知県 愛知県名古屋市熱田区三本松町２３



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

中川郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中川区吉良町９８－１
名古屋愛知町郵便局 愛知県 愛知県名古屋市中川区澄池町１１－２５
名古屋港郵便局 愛知県 愛知県名古屋市港区港栄２－１－７
名古屋南陽町郵便局 愛知県 愛知県名古屋市港区東茶屋１－２４４
名古屋南郵便局 愛知県 愛知県名古屋市南区松城町２－２９
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
緑郵便局 愛知県 愛知県名古屋市緑区六田２－４３
名古屋西山郵便局 愛知県 愛知県名古屋市名東区西山本通２－２５
名東郵便局 愛知県 愛知県名古屋市名東区一社４－１６６
天白郵便局 愛知県 愛知県名古屋市天白区島田５－２０１
豊橋岩田郵便局 愛知県 愛知県豊橋市東田町１５０－１
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
岡崎郵便局 愛知県 愛知県岡崎市戸崎町原山４－５
岡崎六供郵便局 愛知県 愛知県岡崎市六供町３－２８
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
尾西起郵便局 愛知県 愛知県一宮市起西茜屋３４－３
尾西明地郵便局 愛知県 愛知県一宮市明地下平１０
尾西郵便局 愛知県 愛知県一宮市小信中島仁井西４７－１
木曽川郵便局 愛知県 愛知県一宮市木曽川町内割田二の通り３０
瀬戸記念橋郵便局 愛知県 愛知県瀬戸市南仲之切町２０－３
瀬戸南山郵便局 愛知県 愛知県瀬戸市南山町２－７８－２
瀬戸郵便局 愛知県 愛知県瀬戸市共栄通４－１４
瀬戸刎田郵便局 愛知県 愛知県瀬戸市刎田町１８
半田平地郵便局 愛知県 愛知県半田市前田町６８－２６
半田郵便局 愛知県 愛知県半田市東洋町１－５－２
高蔵寺郵便局 愛知県 愛知県春日井市中央台２－４－２
春日井郵便局 愛知県 愛知県春日井市柏井町３－１０２－１
豊川郵便局 愛知県 愛知県豊川市諏訪１－５７
津島郵便局 愛知県 愛知県津島市松原町２５－２
碧南郵便局 愛知県 愛知県碧南市栄町１－２２
刈谷郵便局 愛知県 愛知県刈谷市寿町２－５０５
小原郵便局 愛知県 愛知県豊田市上仁木町白山１０８６－１
松平郵便局 愛知県 愛知県豊田市九久平町寺前１６
足助郵便局 愛知県 愛知県豊田市足助町本町２３
豊田五ケ丘郵便局 愛知県 愛知県豊田市五ケ丘３－２０－３
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
西尾三和郵便局 愛知県 愛知県西尾市江原町焼野２０５
西尾福地郵便局 愛知県 愛知県西尾市菱池町平池３９
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
犬山郵便局 愛知県 愛知県犬山市天神町１－７
城東郵便局 愛知県 愛知県犬山市富岡株池１５３－７
常滑郵便局 愛知県 愛知県常滑市栄町１－８３
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
尾張三和郵便局 愛知県 愛知県常滑市久米陸地７３
尾張大野郵便局 愛知県 愛知県常滑市大野町９－９２
江南東野郵便局 愛知県 愛知県江南市東野町郷前２４
江南郵便局 愛知県 愛知県江南市赤童子町良原１４３－１
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
森上郵便局 愛知県 愛知県稲沢市祖父江町森上本郷九７５－３
千代田郵便局 愛知県 愛知県稲沢市附島町郷西６－２
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
大里郵便局 愛知県 愛知県稲沢市奥田計用町２１－１
矢合郵便局 愛知県 愛知県稲沢市矢合町２６４６
新城郵便局 愛知県 愛知県新城市城北１－１－１



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

鳳来寺郵便局 愛知県 愛知県新城市玖老勢井ノ本３－７
東海南郵便局 愛知県 愛知県東海市高横須賀町町新田２－１
東海泡池郵便局 愛知県 愛知県東海市加木屋町２－２７３－２
東海北郵便局 愛知県 愛知県東海市荒尾町外山３９－１
大府吉田郵便局 愛知県 愛知県大府市吉田町４－２３
大府郵便局 愛知県 愛知県大府市中央町６－１１８－１
知多郵便局 愛知県 愛知県知多市岡田美里町５
知立郵便局 愛知県 愛知県知立市弘栄３－３０
尾張旭郵便局 愛知県 愛知県尾張旭市向町２－２－１
岩倉郵便局 愛知県 愛知県岩倉市旭町１－２３－１
豊明郵便局 愛知県 愛知県豊明市阿野町滑１－８
日進郵便局 愛知県 愛知県日進市蟹甲町池下６７－１８
渥美郵便局 愛知県 愛知県田原市古田町宮ノ前１９－１
田原郵便局 愛知県 愛知県田原市田原町清谷８４－６
永和郵便局 愛知県 愛知県愛西市大井町弥八６
西春郵便局 愛知県 愛知県北名古屋市弥勒寺西２－３３
弥富佐古木郵便局 愛知県 愛知県弥富市佐古木１－２２
弥富郵便局 愛知県 愛知県弥富市鯏浦町中六８２－１
三好郵便局 愛知県 愛知県みよし市三好町大坪２６
甚目寺郵便局 愛知県 愛知県あま市新居屋江ノ橋８３－３
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
扶桑郵便局 愛知県 愛知県丹羽郡扶桑町柏森中切４４５
蟹江富吉郵便局 愛知県 愛知県海部郡蟹江町富吉４－１２２
蟹江郵便局 愛知県 愛知県海部郡蟹江町蟹江本町ソノ割５６－２
阿久比宮津郵便局 愛知県 愛知県知多郡阿久比町宮津新海山１－３
東浦森岡郵便局 愛知県 愛知県知多郡東浦町森岡山之神５６－３
東浦郵便局 愛知県 愛知県知多郡東浦町緒川家下３２－１
上野間郵便局 愛知県 愛知県知多郡美浜町上野間里屋敷９－７
幸田郵便局 愛知県 愛知県額田郡幸田町芦谷大西１－１
段嶺郵便局 愛知県 愛知県北設楽郡設楽町田峯竹桑田５－２０
名倉郵便局 愛知県 愛知県北設楽郡設楽町東納庫船石１３－２
豊根郵便局 愛知県 愛知県北設楽郡豊根村下黒川上ノ平３９
久居戸木郵便局 三重県 三重県津市戸木町２３６８－１
黒田郵便局 三重県 三重県津市河芸町北黒田６１－３
曽根郵便局 三重県 三重県津市安濃町曽根２２０－１
津駅前郵便局 三重県 三重県津市栄町３－２３６
津岩田郵便局 三重県 三重県津市岩田７－２５
津中央郵便局 三重県 三重県津市中央１－１
津柳山郵便局 三重県 三重県津市柳山津興３３２１
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
四日市高角郵便局 三重県 三重県四日市市高角町７０５－１
四日市西郵便局 三重県 三重県四日市市智積町６２２７
四日市東坂部郵便局 三重県 三重県四日市市東坂部町９１－２
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
伊勢城田郵便局 三重県 三重県伊勢市上地町１７５７－５
伊勢北浜郵便局 三重県 三重県伊勢市村松町３８７９－４
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
松阪郵便局 三重県 三重県松阪市南町１７８－１
桑名深谷郵便局 三重県 三重県桑名市下深谷部４１１７－２
桑名馬道郵便局 三重県 三重県桑名市本願寺南崩３２１－２
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
鈴鹿旭が丘郵便局 三重県 三重県鈴鹿市東旭が丘３－１０－１
鈴鹿磯山郵便局 三重県 三重県鈴鹿市磯山２－１２－３５
鈴鹿箕田郵便局 三重県 三重県鈴鹿市南堀江２－７－３０
鈴鹿郵便局 三重県 三重県鈴鹿市西条４－９６
名張郵便局 三重県 三重県名張市栄町２９３０－１
尾鷲郵便局 三重県 三重県尾鷲市中央町１－１
北輪内郵便局 三重県 三重県尾鷲市三木里町３１１－３



販売郵便局
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関郵便局 三重県 三重県亀山市関町中町４２８－６
亀山郵便局 三重県 三重県亀山市東御幸町実泥２２－３
鳥羽錦町郵便局 三重県 三重県鳥羽市鳥羽３－５－２６
鳥羽坂手郵便局 三重県 三重県鳥羽市坂手町２３０
鳥羽答志郵便局 三重県 三重県鳥羽市答志町２０２－２
鳥羽郵便局 三重県 三重県鳥羽市鳥羽４－１－８
桃取郵便局 三重県 三重県鳥羽市桃取町２０９
熊野本町郵便局 三重県 三重県熊野市木本町２１３
熊野郵便局 三重県 三重県熊野市井戸町７６４
阿児賢島郵便局 三重県 三重県志摩市阿児町神明７５２－１０
船越郵便局 三重県 三重県志摩市大王町船越１０１４－１
依那古郵便局 三重県 三重県伊賀市沖１８－６
上野郵便局 三重県 三重県伊賀市上野丸之内１５１－３
壬生野郵便局 三重県 三重県伊賀市川東１５７５－３
東員笹尾郵便局 三重県 三重県員弁郡東員町笹尾東２－３１－２
東員郵便局 三重県 三重県員弁郡東員町大木下仮宿２２１２
大台郵便局 三重県 三重県多気郡大台町佐原寺前通８４１－１
志賀小松郵便局 滋賀県 滋賀県大津市北小松７１７
志賀小野駅前郵便局 滋賀県 滋賀県大津市湖青１－１－２６
大津京町郵便局 滋賀県 滋賀県大津市京町１－１－２３
大津仰木の里郵便局 滋賀県 滋賀県大津市仰木の里７－１－２８
大津中央郵便局 滋賀県 滋賀県大津市打出浜１－４
稲枝岡部郵便局 滋賀県 滋賀県彦根市田原町８６
彦根本庄郵便局 滋賀県 滋賀県彦根市本庄町２１１１－１
彦根郵便局 滋賀県 滋賀県彦根市中央町３－５
西浅井郵便局 滋賀県 滋賀県長浜市西浅井町塩津浜１２２８－１
竹生郵便局 滋賀県 滋賀県長浜市富田町５０３－４
長浜南田附郵便局 滋賀県 滋賀県長浜市南田附町角戸町３９２－１０
近江八幡江頭郵便局 滋賀県 滋賀県近江八幡市江頭町７５０
草津郵便局 滋賀県 滋賀県草津市西渋川１－３－３８
幸津川郵便局 滋賀県 滋賀県守山市幸津川町１５３７
栗東高野郵便局 滋賀県 滋賀県栗東市高野２７７－４
甲南郵便局 滋賀県 滋賀県甲賀市甲南町寺庄９６３－１
永源寺郵便局 滋賀県 滋賀県東近江市山上町１３２４－２
御園郵便局 滋賀県 滋賀県東近江市林田町１４８２－１
八日市中野郵便局 滋賀県 滋賀県東近江市今崎町３８１
西大路郵便局 滋賀県 滋賀県蒲生郡日野町西大路１２４４
秦荘郵便局 滋賀県 滋賀県愛知郡愛荘町蚊野鳥居本２３３７
京都紫野御所田郵便局 京都府 京都府京都市北区紫野上御所田町６２
京都鷹峯郵便局 京都府 京都府京都市北区鷹峯藤林町６－３４８
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
京都仁和郵便局 京都府 京都府京都市上京区御前通下立売上る西上之町２５５
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
京都壬生松原郵便局 京都府 京都府京都市中京区壬生高樋町６５－１２
京都西ノ京職司郵便局 京都府 京都府京都市中京区西ノ京職司町６９－１８
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
京都清水郵便局 京都府 京都府京都市東山区清水５－１２７
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
京都若宮松原郵便局 京都府 京都府京都市下京区若宮通松原下る亀屋町３９
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
京都柳馬場松原郵便局 京都府 京都府京都市下京区松原通堺町東入杉屋町２９５
右京郵便局 京都府 京都府京都市右京区西院清水町１６
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
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
伏見竹田口郵便局 京都府 京都府京都市伏見区上神泉苑町８０１
伏見郵便局 京都府 京都府京都市伏見区撞木町１１４８



販売郵便局
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京都上里郵便局 京都府 京都府京都市西京区大原野上里紅葉町３－１
京都大枝西新林郵便局 京都府 京都府京都市西京区大枝西新林町５－１－１
細見郵便局 京都府 京都府福知山市三和町辻向野３－２
大江郵便局 京都府 京都府福知山市大江町河守３１４－１
福知山内記郵便局 京都府 京都府福知山市内記６３－３１
舞鶴市場郵便局 京都府 京都府舞鶴市市場４２
宇治橋郵便局 京都府 京都府宇治市宇治里尻８１－１５
吉津郵便局 京都府 京都府宮津市須津７３３－１１
天橋立駅前郵便局 京都府 京都府宮津市文珠６４０－５１
日置郵便局 京都府 京都府宮津市日置横川１２５４－１
南条郵便局 京都府 京都府亀岡市曽我部町南条屋敷１－６
本梅郵便局 京都府 京都府亀岡市本梅町井手下早田１１－９
向日町郵便局 京都府 京都府向日市上植野町馬立６－１
網野島津郵便局 京都府 京都府京丹後市網野町島津３０１３
美山虹の湖郵便局 京都府 京都府南丹市美山町大野道ノ間１６－２
山城木津郵便局 京都府 京都府木津川市相楽丸塚４－１
棚倉郵便局 京都府 京都府木津川市山城町綺田綾杉５－３
都島高倉郵便局 大阪府 大阪府大阪市都島区高倉町３－２－２３
都島中通三郵便局 大阪府 大阪府大阪市都島区都島中通３－１８－３
都島南通郵便局 大阪府 大阪府大阪市都島区都島南通２－１－５７
此花春日出郵便局 大阪府 大阪府大阪市此花区春日出中１－１－９
此花伝法郵便局 大阪府 大阪府大阪市此花区伝法４－３－３３
大阪西郵便局 大阪府 大阪府大阪市西区江之子島２－１－３
港弁天郵便局 大阪府 大阪府大阪市港区弁天２－５－２７
大阪築港郵便局 大阪府 大阪府大阪市港区築港３－８－９
大正三軒家郵便局 大阪府 大阪府大阪市大正区三軒家西２－８－１２
大正小林郵便局 大阪府 大阪府大阪市大正区小林西２－２－８
大正泉尾郵便局 大阪府 大阪府大阪市大正区泉尾３－８－１７
大正平尾郵便局 大阪府 大阪府大阪市大正区平尾３－２４－１５
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
浪速日本橋東郵便局 大阪府 大阪府大阪市浪速区日本橋東３－１６－８
浪速郵便局 大阪府 大阪府大阪市浪速区難波中３－１０－１
大阪姫島郵便局 大阪府 大阪府大阪市西淀川区姫島１－２３－１１
東淀川東淡路郵便局 大阪府 大阪府大阪市東淀川区東淡路１－５－１－１０４
東成中本郵便局 大阪府 大阪府大阪市東成区東中本３－２－３
東成東中本郵便局 大阪府 大阪府大阪市東成区東中本２－５－２２
生野小路郵便局 大阪府 大阪府大阪市生野区小路２－１０－１
生野大池橋郵便局 大阪府 大阪府大阪市生野区田島１－２－２１
旭今市太子橋郵便局 大阪府 大阪府大阪市旭区太子橋１－２－２０
旭生江郵便局 大阪府 大阪府大阪市旭区生江１－５－８
城東今福西郵便局 大阪府 大阪府大阪市城東区今福西１－１－２７
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
阿倍野文ノ里郵便局 大阪府 大阪府大阪市阿倍野区文の里２－１７－９
住吉長居西郵便局 大阪府 大阪府大阪市住吉区長居西１－１－３
住吉長居東郵便局 大阪府 大阪府大阪市住吉区長居東３－１２－１２
住吉万代東郵便局 大阪府 大阪府大阪市住吉区万代東４－４－２８
住吉郵便局 大阪府 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－１０－１
東住吉駒川五郵便局 大阪府 大阪府大阪市東住吉区駒川５－５－１３
東住吉杭全郵便局 大阪府 大阪府大阪市東住吉区杭全２－１１－１０
東住吉西今川郵便局 大阪府 大阪府大阪市東住吉区西今川４－３３－１６
東住吉矢田五郵便局 大阪府 大阪府大阪市東住吉区矢田５－８－２９
西成山王郵便局 大阪府 大阪府大阪市西成区山王１－６－１９
西成千本北郵便局 大阪府 大阪府大阪市西成区千本北１－７－２０
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
淀川新北野郵便局 大阪府 大阪府大阪市淀川区新北野３－４－２
鶴見浜五郵便局 大阪府 大阪府大阪市鶴見区浜５－５－２４
鶴見浜郵便局 大阪府 大阪府大阪市鶴見区浜３－５－２１
住之江西加賀屋郵便局 大阪府 大阪府大阪市住之江区西加賀屋３－１８－５
住之江平林南郵便局 大阪府 大阪府大阪市住之江区平林南２－１２－６３
大阪平野本町二郵便局 大阪府 大阪府大阪市平野区平野本町２－８－３０
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平野瓜破東郵便局 大阪府 大阪府大阪市平野区瓜破東４－１－８７
平野加美西郵便局 大阪府 大阪府大阪市平野区加美西１－１８－２１
平野加美北郵便局 大阪府 大阪府大阪市平野区加美北４－５－２４
平野喜連郵便局 大阪府 大阪府大阪市平野区喜連７－１－４１
平野川辺郵便局 大阪府 大阪府大阪市平野区長吉川辺１－２－１２
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番２０号
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
ＫＤＤＩ大阪ビル内郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区城見２－２－７２
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
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
大阪東郵便局 大阪府 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８
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
堺海山郵便局 大阪府 大阪府堺市堺区海山町５－１９８
堺香ヶ丘郵便局 大阪府 大阪府堺市堺区香ケ丘町１－１４－２０
堺三国ヶ丘郵便局 大阪府 大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町５－３－２
堺出島郵便局 大阪府 大阪府堺市堺区出島海岸通１－１６－２０
堺大浜郵便局 大阪府 大阪府堺市堺区大浜北町２－２－１０
堺郵便局 大阪府 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６
堺小阪郵便局 大阪府 大阪府堺市中区小阪８６－１
堺深井郵便局 大阪府 大阪府堺市中区深井中町１８３８－３
堺土師郵便局 大阪府 大阪府堺市中区土師町３－１０－１２
堺大美野郵便局 大阪府 大阪府堺市東区大美野１５９－２１
堺上郵便局 大阪府 大阪府堺市西区上２４８－３
堺北条郵便局 大阪府 大阪府堺市西区北条町１－３６－２
泉北高倉台郵便局 大阪府 大阪府堺市南区高倉台３－２－１５
泉北三原台郵便局 大阪府 大阪府堺市南区三原台３－１－１
泉北茶山台郵便局 大阪府 大阪府堺市南区茶山台３－２２－１８
堺東三国ヶ丘郵便局 大阪府 大阪府堺市北区東三国ケ丘町５－６－２
美原さつき野郵便局 大阪府 大阪府堺市美原区さつき野東１－１－１０
岸和田上松郵便局 大阪府 大阪府岸和田市上松町６１０－２４６
内畑郵便局 大阪府 大阪府岸和田市内畑町９１４
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
豊中上新田郵便局 大阪府 大阪府豊中市上新田４－３－１３
豊中新千里東郵便局 大阪府 大阪府豊中市新千里東町３－６－１１５
豊中新千里北郵便局 大阪府 大阪府豊中市新千里北町２－２０－１６
豊中刀根山郵便局 大阪府 大阪府豊中市刀根山１－３－１
豊中南郵便局 大阪府 大阪府豊中市穂積２－２－８
豊中郵便局大阪国際空港内分室 大阪府 大阪府豊中市螢池西町３ー５５５
豊中立花郵便局 大阪府 大阪府豊中市立花町１－１－５
池田五月丘郵便局 大阪府 大阪府池田市五月丘１－７－２
池田郵便局 大阪府 大阪府池田市城南２－１－１
吹田阪大病院内郵便局 大阪府 大阪府吹田市山田丘２－１５
吹田津雲台郵便局 大阪府 大阪府吹田市津雲台４－１－２０
大阪南吹田郵便局 大阪府 大阪府吹田市南吹田３－７－２２
高槻駅前郵便局 大阪府 大阪府高槻市紺屋町５－１５
高槻若松郵便局 大阪府 大阪府高槻市若松町２９－１４
高槻川西郵便局 大阪府 大阪府高槻市川西町２－３０－１０
高槻野田郵便局 大阪府 大阪府高槻市野田３－１１－２３
貝塚三ツ松郵便局 大阪府 大阪府貝塚市三ツ松２０３７－４５
貝塚南町郵便局 大阪府 大阪府貝塚市南町６－２４
貝塚麻生中郵便局 大阪府 大阪府貝塚市麻生中７７７－２
堀郵便局 大阪府 大阪府貝塚市堀３－１８－１１
守口八雲西郵便局 大阪府 大阪府守口市八雲西町３－３－５
枚方招提団地内郵便局 大阪府 大阪府枚方市招提南町３－１０－１３
枚方招提郵便局 大阪府 大阪府枚方市招提平野町８－３９



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

茨木市役所内郵便局 大阪府 大阪府茨木市駅前３－８－２０
茨木郵便局 大阪府 大阪府茨木市中穂積１－１－４０
八尾東山本郵便局 大阪府 大阪府八尾市東山本町２－３－３３
八尾郵便局 大阪府 大阪府八尾市陽光園１－５－５
泉佐野貝田郵便局 大阪府 大阪府泉佐野市鶴原１２０８－１５
泉佐野若宮郵便局 大阪府 大阪府泉佐野市若宮町９－１６
富田林若松一郵便局 大阪府 大阪府富田林市若松町１－１２－２０
富田林若松郵便局 大阪府 大阪府富田林市若松町４－６－５
寝屋川出雲郵便局 大阪府 大阪府寝屋川市出雲町１０－７
寝屋川成田郵便局 大阪府 大阪府寝屋川市成田町１０－４０
寝屋川石津南郵便局 大阪府 大阪府寝屋川市石津南町３－３１
寝屋川池田北郵便局 大阪府 大阪府寝屋川市池田北町４１－９
寝屋川豊野郵便局 大阪府 大阪府寝屋川市豊野町２－２６
河内長野高向郵便局 大阪府 大阪府河内長野市高向１２７－１
河内長野緑ケ丘郵便局 大阪府 大阪府河内長野市緑ケ丘中町８－５
三日市郵便局 大阪府 大阪府河内長野市三日市町１１０９
松原三宅郵便局 大阪府 大阪府松原市三宅中３－１１－６
和泉横山郵便局 大阪府 大阪府和泉市北田中町１
和泉池上郵便局 大阪府 大阪府和泉市池上町３５９－４
和泉内田郵便局 大阪府 大阪府和泉市内田町２－１－１０
和泉伏屋郵便局 大阪府 大阪府和泉市伏屋町３－２４－２６
箕面郵便局 大阪府 大阪府箕面市箕面６－５－３０
門真月出郵便局 大阪府 大阪府門真市月出町４－３０
藤井寺西古室郵便局 大阪府 大阪府藤井寺市西古室１－２１－２０
藤井寺北条郵便局 大阪府 大阪府藤井寺市北條町２－１
東大阪上四条郵便局 大阪府 大阪府東大阪市四条町２０－４
東大阪太平寺郵便局 大阪府 大阪府東大阪市太平寺２－９－１６
東大阪池島郵便局 大阪府 大阪府東大阪市新池島町１－８－８
東大阪中野郵便局 大阪府 大阪府東大阪市中野１－２０－２４
東大阪長栄寺郵便局 大阪府 大阪府東大阪市長栄寺２０－１７
東大阪楠根郵便局 大阪府 大阪府東大阪市楠根３－２－４５
東大阪楠風荘郵便局 大阪府 大阪府東大阪市南鴻池町２－７－２５
布施郵便局 大阪府 大阪府東大阪市永和２－３－５
交野倉治郵便局 大阪府 大阪府交野市倉治２－４５－１１
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
岬緑ヶ丘郵便局 大阪府 大阪府泉南郡岬町深日２２４０－４０
千早赤阪小吹郵便局 大阪府 大阪府南河内郡千早赤阪村小吹６８－９７４
神戸石井郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区石井町７－３－４
神戸本町郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区本町１－５－１８
神戸湊川郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市兵庫区湊川町６－３－１８
神戸海運郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市長田区海運町７－１－３
神戸宮丘郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市長田区宮丘町１－３－５
神戸山下郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市長田区山下町１－２－８
神戸本庄郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市長田区長楽町４－２－１０
神戸高倉台郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市須磨区高倉台４－２
道場郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市北区道場町塩田１９６１
有馬郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市北区有馬町１６７０－８
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
神戸布引郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市中央区二宮町３－１１－４
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
神戸狩場台郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市西区狩場台３－９－３
神戸西郵便局 兵庫県 兵庫県神戸市西区糀台５－１２－１
飾磨清水郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市飾磨区清水５８
菅生澗郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市夢前町菅生澗１７２７－６
姫路吉美郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市大津区吉美７８７
姫路江鮒郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市豊富町豊富１５５５－５
姫路山戸郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市勝原区山戸３８４－６
姫路山田郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市山田町西山田１９４－１
姫路神屋郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市神屋町５－８８－４
姫路長町郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市広畑区長町２－１３７



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

姫路天満郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市大津区天満３５４－３
姫路田井郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市網干区田井２３５－７
姫路土山郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市土山５－１－１３
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
姫路八家郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市八家１２７５－５４
姫路美ノ脇郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市書写２７３６－５
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
夢前糸田郵便局 兵庫県 兵庫県姫路市夢前町糸田３３９－１
常光寺郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市常光寺２－６－１２
尼崎元浜郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市元浜町１－５９
尼崎次屋郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市次屋３－１－３１
尼崎出屋敷郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市玄番南之町１３
尼崎上ノ島郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市南塚口町８－２７－１１
尼崎西難波郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市西難波町３－２９－９
尼崎築地郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市築地１－１－１８
尼崎東園田郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市東園田町２－４６－９
尼崎難波郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市東難波町５－４－５
尼崎北郵便局 兵庫県 兵庫県尼崎市南塚口町５－８－１
魚住郵便局 兵庫県 兵庫県明石市魚住町長坂寺７３０
明石茶園場郵便局 兵庫県 兵庫県明石市茶園場町１－２
明石田町郵便局 兵庫県 兵庫県明石市田町２－１１－２３
明石藤江郵便局 兵庫県 兵庫県明石市藤が丘２－１７－２７
明石八木郵便局 兵庫県 兵庫県明石市大久保町谷八木１１９１－１３６
明石郵便局 兵庫県 兵庫県明石市樽屋町１－７
西宮若草郵便局 兵庫県 兵庫県西宮市若草町２－８－３２
西宮神明郵便局 兵庫県 兵庫県西宮市神明町１－１７
西宮浜甲子園郵便局 兵庫県 兵庫県西宮市枝川町１７－６
芦屋高浜郵便局 兵庫県 兵庫県芦屋市高浜町７－２－１０１
伊丹昆陽北郵便局 兵庫県 兵庫県伊丹市昆陽北２－４－３
相生佐方郵便局 兵庫県 兵庫県相生市佐方２－４－５
相生那波野郵便局 兵庫県 兵庫県相生市向陽台６－１１
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
豊岡小田井郵便局 兵庫県 兵庫県豊岡市小田井町１４－２５
加古川木村郵便局 兵庫県 兵庫県加古川市加古川町木村２０－１４
加古川郵便局 兵庫県 兵庫県加古川市加古川町北在家２５７８
宝塚安倉郵便局 兵庫県 兵庫県宝塚市安倉中４－９－８
宝塚野上郵便局 兵庫県 兵庫県宝塚市野上４－８－２７
稲田郵便局 兵庫県 兵庫県三木市吉川町稲田２３－１
三木湯の山街道郵便局 兵庫県 兵庫県三木市芝町１－２
高砂栄町郵便局 兵庫県 兵庫県高砂市高砂町栄町３９０－６
高砂荒井郵便局 兵庫県 兵庫県高砂市荒井町扇町１８－１８
高砂今市郵便局 兵庫県 兵庫県高砂市今市１－１－６
高砂中筋郵便局 兵庫県 兵庫県高砂市中筋３－５－３２
曽根郵便局 兵庫県 兵庫県高砂市曽根町２０９７－１
三田福島郵便局 兵庫県 兵庫県三田市福島４２５－３
西紀郵便局 兵庫県 兵庫県篠山市宮田２３１－１
青垣郵便局 兵庫県 兵庫県丹波市青垣町佐治６２６－２
美和郵便局 兵庫県 兵庫県丹波市市島町酒梨１９６－７
阿万郵便局 兵庫県 兵庫県南あわじ市阿万上町１０１５－３
淡路志知郵便局 兵庫県 兵庫県南あわじ市志知佐礼尾１１５
湊郵便局 兵庫県 兵庫県南あわじ市湊９７９－７
竹田郵便局 兵庫県 兵庫県朝来市和田山町竹田３０－４
山崎鹿沢郵便局 兵庫県 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢１３３－１５
山崎神野郵便局 兵庫県 兵庫県宍粟市山崎町五十波５２－４
横内郵便局 兵庫県 兵庫県たつの市神岡町上横内３５１－２０
御津中島郵便局 兵庫県 兵庫県たつの市御津町中島１１６１－３
東栗栖郵便局 兵庫県 兵庫県たつの市新宮町能地４９２
揖保川郵便局 兵庫県 兵庫県たつの市揖保川町正條２４２
杉生郵便局 兵庫県 兵庫県川辺郡猪名川町鎌倉横大道２０－６
鍛冶屋郵便局 兵庫県 兵庫県多可郡多可町中区鍛冶屋５７１
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八千代郵便局 兵庫県 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間４２１－６
市川瀬加郵便局 兵庫県 兵庫県神崎郡市川町上瀬加１７１４－４
香住森郵便局 兵庫県 兵庫県美方郡香美町香住区森３６７－１
佐津郵便局 兵庫県 兵庫県美方郡香美町香住区無南垣宝ノ実２４９
柴山港郵便局 兵庫県 兵庫県美方郡香美町香住区沖浦９１１－３
小代郵便局 兵庫県 兵庫県美方郡香美町小代区大谷１３０
月ヶ瀬郵便局 奈良県 奈良県奈良市月ヶ瀬尾山２７６３－３
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
奈良三条郵便局 奈良県 奈良県奈良市油阪地方町１－１
奈良朱雀郵便局 奈良県 奈良県奈良市朱雀６－９－４
奈良神殿郵便局 奈良県 奈良県奈良市神殿町１５５－７
奈良赤膚郵便局 奈良県 奈良県奈良市赤膚町１０３３－４
奈良大宮郵便局 奈良県 奈良県奈良市三条栄町４－１
奈良中央郵便局 奈良県 奈良県奈良市大宮町５－３－３
奈良帝塚山南郵便局 奈良県 奈良県奈良市帝塚山南４－１１－１
奈良東向郵便局 奈良県 奈良県奈良市東向北町２４
柳生郵便局 奈良県 奈良県奈良市柳生下町２３８
大和高田旭北郵便局 奈良県 奈良県大和高田市旭北町５－５
大和高田曽大根郵便局 奈良県 奈良県大和高田市甘田町７－１９
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
桜井西本町郵便局 奈良県 奈良県桜井市桜井２５９－１
五條郵便局 奈良県 奈良県五條市須恵３－８－３０
生駒郵便局 奈良県 奈良県生駒市谷田町１２３４－１
榛原天満台西郵便局 奈良県 奈良県宇陀市榛原天満台西２－１－２
東山郵便局 奈良県 奈良県山辺郡山添村峰寺１０５－１２
平群西宮郵便局 奈良県 奈良県生駒郡平群町西宮３－８－１０
平群緑ケ丘郵便局 奈良県 奈良県生駒郡平群町緑ケ丘１－１－１９
明日香平田郵便局 奈良県 奈良県高市郡明日香村平田１３８－３
新子郵便局 奈良県 奈良県吉野郡吉野町新子２８７－５
紀伊郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市小豆島１７－３
和歌山広瀬郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市広瀬通丁２－７
和歌山秋月郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市秋月４３４－２
和歌山小倉郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市新庄４７１－５
和歌山松江西郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市松江西１－３－２２
和歌山西庄郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市西庄１０１６－１４８
和歌山築港郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市築港２－６－６
和歌山中央郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市一番丁４
和歌山天王郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市中之島天王町４８６－３
和歌山島郵便局 和歌山県 和歌山県和歌山市島２６－１１６
海南黒江郵便局 和歌山県 和歌山県海南市黒江６９３－１６
海南北野上郵便局 和歌山県 和歌山県海南市原野３２３－１
海南本郷郵便局 和歌山県 和歌山県海南市野上中本郷２５７－５
高野口郵便局 和歌山県 和歌山県橋本市高野口町名倉５５７－１
三栖郵便局 和歌山県 和歌山県田辺市中三栖７９１－１
田辺郵便局 和歌山県 和歌山県田辺市中屋敷町１－９
新宮郵便局 和歌山県 和歌山県新宮市伊佐田町２－１－１８
紀伊長田駅前郵便局 和歌山県 和歌山県紀の川市嶋２２８－４
打田郵便局 和歌山県 和歌山県紀の川市打田６７－２
粉河荒見郵便局 和歌山県 和歌山県紀の川市荒見７６８－８
粉河北石町郵便局 和歌山県 和歌山県紀の川市粉河１０－１
美里郵便局 和歌山県 和歌山県海草郡紀美野町神野市場４０９－１
妙寺郵便局 和歌山県 和歌山県伊都郡かつらぎ町妙寺３８１－２
高野郵便局 和歌山県 和歌山県伊都郡高野町高野山７７０
湯浅栖原郵便局 和歌山県 和歌山県有田郡湯浅町栖原４３６－１
田殿郵便局 和歌山県 和歌山県有田郡有田川町井口８４－１
三尾郵便局 和歌山県 和歌山県日高郡美浜町三尾８４１
美浜松原郵便局 和歌山県 和歌山県日高郡美浜町吉原１０９０－３０
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
高池郵便局 和歌山県 和歌山県東牟婁郡古座川町高池７２１－１
国府郵便局 鳥取県 鳥取県鳥取市国府町町屋２５５－６



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

鳥取瓦町郵便局 鳥取県 鳥取県鳥取市瓦町６５２－１
鳥取中央郵便局 鳥取県 鳥取県鳥取市東品治町１０１
浜村郵便局 鳥取県 鳥取県鳥取市気高町勝見６７２－７
巌郵便局 鳥取県 鳥取県米子市蚊屋２８５－１０
米子郵便局 鳥取県 鳥取県米子市弥生町１０
倉吉横田郵便局 鳥取県 鳥取県倉吉市横田４１５－２
境港東本町郵便局 鳥取県 鳥取県境港市東本町３３－４
水木ロード郵便局 鳥取県 鳥取県境港市大正町５７
智頭郵便局 鳥取県 鳥取県八頭郡智頭町智頭京免１５３９－１
下市郵便局 鳥取県 鳥取県西伯郡大山町上市２３１－４
黒坂郵便局 鳥取県 鳥取県日野郡日野町黒坂１２４８－１
玉造郵便局 島根県 島根県松江市玉湯町玉造３２－６
出雲郷郵便局 島根県 島根県松江市東出雲町出雲郷６５３
松江忌部郵便局 島根県 島根県松江市東忌部町１８３－１７
松江合同庁舎内郵便局 島根県 島根県松江市東津田町１７４１－１
松江大庭郵便局 島根県 島根県松江市大庭町９－６
松江中央郵便局 島根県 島根県松江市東朝日町１３８
松江東朝日郵便局 島根県 島根県松江市東朝日町１５２－１
安城郵便局 島根県 島根県浜田市弥栄町長安本郷５３６－１
湖陵郵便局 島根県 島根県出雲市湖陵町差海７－１
出雲稲岡郵便局 島根県 島根県出雲市稲岡町５４－１
出雲郵便局 島根県 島根県出雲市駅南町３－１５－１
稗原郵便局 島根県 島根県出雲市稗原町２８０１－１
益田本町郵便局 島根県 島根県益田市本町４－２８
石見銀山大森郵便局 島根県 島根県大田市大森町ハ９１－３
大田鳥井郵便局 島根県 島根県大田市鳥井町鳥井３１９－１
大塚郵便局 島根県 島根県安来市大塚町３８２－２
能義郵便局 島根県 島根県安来市飯生町２６４－４
江津本町郵便局 島根県 島根県江津市江津町１４９
鳥上郵便局 島根県 島根県仁多郡奥出雲町大呂９９０－６
八川郵便局 島根県 島根県仁多郡奥出雲町下横田４３９
川本因原郵便局 島根県 島根県邑智郡川本町因原５１３－４
日原郵便局 島根県 島根県鹿足郡津和野町日原２６８－２
岡山駅前郵便局 岡山県 岡山県岡山市北区駅前町１－３－１
岡山京橋郵便局 岡山県 岡山県岡山市北区京橋町１１－１
岡山寿郵便局 岡山県 岡山県岡山市北区駅元町１５－１
岡山西川郵便局 岡山県 岡山県岡山市北区平和町５－１
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
御津郵便局 岡山県 岡山県岡山市北区御津金川３２０－８
岡山四御神郵便局 岡山県 岡山県岡山市中区四御神１７０－４
西大寺金岡郵便局 岡山県 岡山県岡山市東区金岡東町２－１５－３８
迫川郵便局 岡山県 岡山県岡山市南区迫川１１７１－２
児島赤崎郵便局 岡山県 岡山県倉敷市児島赤崎１－１６－３８
水島郵便局 岡山県 岡山県倉敷市水島北幸町２－１
川辺郵便局 岡山県 岡山県倉敷市真備町川辺２０９－１
倉敷羽島郵便局 岡山県 岡山県倉敷市羽島１８５－５
倉敷笹沖郵便局 岡山県 岡山県倉敷市笹沖５４５－３
倉敷大橋郵便局 岡山県 岡山県倉敷市西阿知町新田８７－３
倉敷中島郵便局 岡山県 岡山県倉敷市中島２２４４－３２
倉敷本町郵便局 岡山県 岡山県倉敷市本町２－１６
倉敷老松郵便局 岡山県 岡山県倉敷市老松町２－８－２０
大高郵便局 岡山県 岡山県倉敷市東富井９２７－８
久米郵便局 岡山県 岡山県津山市南方中１６８９－２
滝尾郵便局 岡山県 岡山県津山市堀坂２１２－８
津山中之町郵便局 岡山県 岡山県津山市中之町２７
笠岡入江郵便局 岡山県 岡山県笠岡市入江１２４－８
笠岡郵便局 岡山県 岡山県笠岡市四番町６－８
常盤郵便局 岡山県 岡山県総社市真壁９９６－５
新本郵便局 岡山県 岡山県総社市新本８５１３－２
総社秦郵便局 岡山県 岡山県総社市秦３９２－４
吹屋郵便局 岡山県 岡山県高梁市成羽町吹屋３２１



販売郵便局
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刑部郵便局 岡山県 岡山県新見市大佐小阪部１４６８－４
野馳郵便局 岡山県 岡山県新見市哲西町八鳥９６９
上長田郵便局 岡山県 岡山県真庭市蒜山上長田４５９－７
寄島郵便局 岡山県 岡山県浅口市寄島町７５３６－１
上斎原郵便局 岡山県 岡山県苫田郡鏡野町上齋原５１１
弓削郵便局 岡山県 岡山県久米郡久米南町下弓削５１９－１
大和郵便局 岡山県 岡山県加賀郡吉備中央町西５６８－１
広島県庁内郵便局 広島県 広島県広島市中区基町１０－５２
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
広島福田郵便局 広島県 広島県広島市東区福田１－４２４５－２
宇品郵便局 広島県 広島県広島市南区宇品東１－１－６３
広島蟹屋郵便局 広島県 広島県広島市南区西蟹屋３－４－２２
広島翠一郵便局 広島県 広島県広島市南区翠１－２－３３
広島東霞郵便局 広島県 広島県広島市南区東霞町５－２１
広島東郵便局 広島県 広島県広島市南区松原町２－６２
広島井口西郵便局 広島県 広島県広島市西区井口４－７－２４
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
広島商工センター郵便局 広島県 広島県広島市西区草津新町２－２７－１１
安佐南郵便局 広島県 広島県広島市安佐南区西原５－１０－８
広島祇園平原郵便局 広島県 広島県広島市安佐南区長束西２－１４－１０
広島久地郵便局 広島県 広島県広島市安佐北区安佐町久地１０４９－１
高陽郵便局 広島県 広島県広島市安佐北区亀崎１－１－３３
三入郵便局 広島県 広島県広島市安佐北区三入６－１１－１７
飯室郵便局 広島県 広島県広島市安佐北区安佐町飯室１４６４－２
下蒲刈郵便局 広島県 広島県呉市下蒲刈町下島２１２０－６
呉郷原郵便局 広島県 広島県呉市郷原町１５８３－２
呉仁方郵便局 広島県 広島県呉市仁方本町１－８－４
呉長浜郵便局 広島県 広島県呉市広長浜１－１－３
呉郵便局 広島県 広島県呉市西中央２－１－１
室尾郵便局 広島県 広島県呉市倉橋町１１９６０－３
釣士田郵便局 広島県 広島県呉市倉橋町７３８１－１
竹原郵便局 広島県 広島県竹原市中央３－１－２
三原西町郵便局 広島県 広島県三原市西町２－６－１４
三原和田郵便局 広島県 広島県三原市和田２－３－１
尾道新高山郵便局 広島県 広島県尾道市新高山２－２６３１－２５２
尾道郵便局 広島県 広島県尾道市土堂２－１－２０
彦ノ上郵便局 広島県 広島県尾道市向東町１０３７－６
芦田郵便局 広島県 広島県福山市芦田町上有地９２７－２
竹尋郵便局 広島県 広島県福山市神辺町下竹田７１－５
備後今津郵便局 広島県 広島県福山市今津町５－４－１６
福山野々浜郵便局 広島県 広島県福山市大門町３－３８－２３
福山郵便局 広島県 広島県福山市東桜町３－４
福田郵便局 広島県 広島県福山市芦田町福田７３３
万能倉郵便局 広島県 広島県福山市駅家町万能倉７２２－１２
府中郵便局 広島県 広島県府中市元町４５８－４
三和郵便局 広島県 広島県三次市三和町羽出庭１２７２－２
布野郵便局 広島県 広島県三次市布野町上布野１４１９－１０
敷名郵便局 広島県 広島県三次市三和町敷名４６９８－７
庄原三日市郵便局 広島県 広島県庄原市三日市町上市南裏２９８－１２
庄原板橋郵便局 広島県 広島県庄原市板橋町１３５７－１
大竹栄町郵便局 広島県 広島県大竹市西栄１－２０－９
郷田郵便局 広島県 広島県東広島市西条町郷曽２８６－１
三永郵便局 広島県 広島県東広島市西条町下三永７０３－３
小谷郵便局 広島県 広島県東広島市高屋町小谷１１８４－５
川源郵便局 広島県 広島県東広島市豊栄町清武３５０－２
入野郵便局 広島県 広島県東広島市河内町入野４９７３－８
板城郵便局 広島県 広島県東広島市黒瀬町小多田３２５
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
玖島郵便局 広島県 広島県廿日市市玖島４３５０－６
浅原郵便局 広島県 広島県廿日市市浅原２６４９－５



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

廿日市郵便局 広島県 広島県廿日市市新宮１－１６－１０
横田郵便局 広島県 広島県安芸高田市美土里町横田２１２６－３
八千代郵便局 広島県 広島県安芸高田市八千代町上根１０６２－３
来原郵便局 広島県 広島県安芸高田市高宮町原田１６３６－４
能美郵便局 広島県 広島県江田島市能美町中町１４７４－２
東海田郵便局 広島県 広島県安芸郡海田町成本１４－５
小屋浦郵便局 広島県 広島県安芸郡坂町小屋浦２－２９－１８
豊平郵便局 広島県 広島県山県郡北広島町戸谷１０８７－１
小国郵便局 広島県 広島県世羅郡世羅町小国４５２０－４
世羅大田郵便局 広島県 広島県世羅郡世羅町本郷８７８－４
高蓋郵便局 広島県 広島県神石郡神石高原町高蓋４１
油木郵便局 広島県 広島県神石郡神石高原町油木乙２００１－２
下関新垢田郵便局 山口県 山口県下関市新垢田南町２－１－６
下関大平郵便局 山口県 山口県下関市大平町８－７
下関大和町郵便局 山口県 山口県下関市大和町１－１３－８
下関中之町郵便局 山口県 山口県下関市中之町３－１８
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
豊浦川棚郵便局 山口県 山口県下関市豊浦町川棚５２４６－７
豊浦郵便局 山口県 山口県下関市豊浦町小串２４３０－３
宇部助田郵便局 山口県 山口県宇部市西中町１－２６
宇部郵便局 山口県 山口県宇部市常盤町２－１－２３
御堀郵便局 山口県 山口県山口市大内御堀１４３－６
山口中央郵便局 山口県 山口県山口市中央１－１－１
大原郵便局 山口県 山口県山口市徳地野谷３４３－３
地福郵便局 山口県 山口県山口市阿東地福上１８８９－１
むつみ郵便局 山口県 山口県萩市吉部上３１９７－２
萩橋本郵便局 山口県 山口県萩市橋本町３－１
萩浜崎郵便局 山口県 山口県萩市浜崎町２４７－１４
大道郵便局 山口県 山口県防府市台道４９５－６
奈美郵便局 山口県 山口県防府市奈美２８４－６
防府新上地郵便局 山口県 山口県防府市田島１４３４－６
防府牟礼西郵便局 山口県 山口県防府市岩畠２－４－４３
防府牟礼郵便局 山口県 山口県防府市江泊宮ノ前１８３４－２
下松豊井郵便局 山口県 山口県下松市東豊井１２１８－４３
岩国錦見郵便局 山口県 山口県岩国市錦見６－１０－１３
岩国西郵便局 山口県 山口県岩国市岩国２－１７－１７
美和郵便局 山口県 山口県岩国市美和町生見２１７１－３
光虹ケ丘郵便局 山口県 山口県光市虹ケ丘１－１０－１４
長門郵便局 山口県 山口県長門市東深川８９４－１
秋吉郵便局 山口県 山口県美祢市秋芳町秋吉２６８９－３
鹿野郵便局 山口県 山口県周南市鹿野上３１９１－３
徳山有楽町郵便局 山口県 山口県周南市有楽町５４
徳山郵便局 山口県 山口県周南市御幸通１－３
平野郵便局 山口県 山口県大島郡周防大島町平野１４８４－２
上関郵便局 山口県 山口県熊毛郡上関町室津１９９－１
徳島沖洲郵便局 徳島県 徳島県徳島市北沖洲２－８－４５
徳島大原郵便局 徳島県 徳島県徳島市大原町中須３３－３
徳島中央郵便局 徳島県 徳島県徳島市八百屋町１－２
徳島八万郵便局 徳島県 徳島県徳島市八万町川南１４４－６
徳島富田橋郵便局 徳島県 徳島県徳島市富田橋２－３０
堂浦郵便局 徳島県 徳島県鳴門市瀬戸町堂浦地廻り壱６６－２
堀江郵便局 徳島県 徳島県鳴門市大麻町池谷大石１１
鳴門黒崎郵便局 徳島県 徳島県鳴門市撫養町黒崎松島１５－７
鳴門土佐泊郵便局 徳島県 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦高砂５８－２７
坂野郵便局 徳島県 徳島県小松島市坂野町平田３４－２
赤石郵便局 徳島県 徳島県小松島市赤石町８－７
阿南大野郵便局 徳島県 徳島県阿南市中大野町北傍示３５１－８
阿南宝田郵便局 徳島県 徳島県阿南市宝田町荒井８３－３
橘郵便局 徳島県 徳島県阿南市橘町幸野３９－１
桑野郵便局 徳島県 徳島県阿南市桑野町鳥居前１－１
新野郵便局 徳島県 徳島県阿南市新野町馬場５４－１１
伊沢郵便局 徳島県 徳島県阿波市阿波町北柴生９５－３



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

穴吹郵便局 徳島県 徳島県美馬市穴吹町穴吹柏８４－１
重清郵便局 徳島県 徳島県美馬市美馬町中通１７９－２
美馬郵便局 徳島県 徳島県美馬市美馬町宗重１１０
大歩危郵便局 徳島県 徳島県三好市山城町上名２１５４－１１
浅川郵便局 徳島県 徳島県海部郡海陽町浅川カミノ８
板野郵便局 徳島県 徳島県板野郡板野町大寺泉口２３－３
江口郵便局 徳島県 徳島県三好郡東みよし町中庄２１２６－５
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
ゆめタウン高松内郵便局 香川県 香川県高松市三条町中所６０８－１
庵治郵便局 香川県 香川県高松市庵治町５８３１－２
香南郵便局 香川県 香川県高松市香南町由佐３４７－１
高松塩屋町郵便局 香川県 香川県高松市塩屋町１５－３
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
丸亀川西郵便局 香川県 香川県丸亀市川西町北２０２５－１
丸亀郵便局 香川県 香川県丸亀市大手町３－５－１
坂出元町郵便局 香川県 香川県坂出市元町１－８－６
坂出川津郵便局 香川県 香川県坂出市川津町２７２１
坂出文京町郵便局 香川県 香川県坂出市文京町１－７－３０
善通寺本郷通郵便局 香川県 香川県善通寺市上吉田町４－２－１２
善通寺郵便局 香川県 香川県善通寺市文京町２－９－２
観音寺粟井郵便局 香川県 香川県観音寺市粟井町１０４５－５
観音寺郵便局 香川県 香川県観音寺市観音寺町甲１０８７－３
豊浜郵便局 香川県 香川県観音寺市豊浜町姫浜４８８－１
志度郵便局 香川県 香川県さぬき市志度９９３－１
造田郵便局 香川県 香川県さぬき市造田野間田７０５－８
富田郵便局 香川県 香川県さぬき市大川町富田西２５９２－５
相生郵便局 香川県 香川県東かがわ市馬宿１９１－２
蟻ノ首郵便局 香川県 香川県三豊市詫間町詫間５６２－４
吉津郵便局 香川県 香川県三豊市三野町吉津乙１９７８－８
勝間郵便局 香川県 香川県三豊市高瀬町下勝間１５８－４
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
海岸寺郵便局 香川県 香川県仲多度郡多度津町西白方４９７－１
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
松山山越郵便局 愛媛県 愛媛県松山市山越４－４－３５
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
松山天山郵便局 愛媛県 愛媛県松山市天山２－１－３２
松山和気郵便局 愛媛県 愛媛県松山市和気町１－３７－１
道後郵便局 愛媛県 愛媛県松山市道後湯之町１５－４
北条久保郵便局 愛媛県 愛媛県松山市久保２
今治室屋町郵便局 愛媛県 愛媛県今治市室屋町２－２－１
今治松本郵便局 愛媛県 愛媛県今治市松本町３－４－１６
今治郵便局 愛媛県 愛媛県今治市旭町１－３－４
小部郵便局 愛媛県 愛媛県今治市波方町小部甲６２８
朝倉郵便局 愛媛県 愛媛県今治市朝倉下甲４６０－２
波方郵便局 愛媛県 愛媛県今治市波方町波方甲２２６４－３９
宇和島駅前郵便局 愛媛県 愛媛県宇和島市錦町３－２７
宇和島郵便局 愛媛県 愛媛県宇和島市丸之内１－３－１２
宇和島和霊町郵便局 愛媛県 愛媛県宇和島市和霊中町２－２－２２
新居浜駅前郵便局 愛媛県 愛媛県新居浜市坂井町２－４－２３
新居浜山根郵便局 愛媛県 愛媛県新居浜市中筋町１－１６－１２
新居浜前田郵便局 愛媛県 愛媛県新居浜市前田町１５－１
新居浜中村郵便局 愛媛県 愛媛県新居浜市中村１－７－１４
新居浜平形町郵便局 愛媛県 愛媛県新居浜市平形町７－２
新居浜郵便局 愛媛県 愛媛県新居浜市繁本町３－２
西条西田郵便局 愛媛県 愛媛県西条市西田甲４２５－１
東予壬生川郵便局 愛媛県 愛媛県西条市壬生川８４－９
河辺郵便局 愛媛県 愛媛県大洲市河辺町植松７９２
大洲北只郵便局 愛媛県 愛媛県大洲市北只７３－第５
伊予三島中之庄郵便局 愛媛県 愛媛県四国中央市中之庄町１２６－１
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伊予三島豊岡郵便局 愛媛県 愛媛県四国中央市豊岡町豊田１１６－１
川之江妻鳥郵便局 愛媛県 愛媛県四国中央市妻鳥町３５３－１４
長津郵便局 愛媛県 愛媛県四国中央市土居町津根１９２７－４
城川郵便局 愛媛県 愛媛県西予市城川町土居２８６
蔵貫郵便局 愛媛県 愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦８８４
俵津郵便局 愛媛県 愛媛県西予市明浜町俵津３－１３２
野村郵便局 愛媛県 愛媛県西予市野村町野村１２－６９４－１
横河原郵便局 愛媛県 愛媛県東温市横河原１３００－１
エミフルＭＡＳＡＫＩ郵便局 愛媛県 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０
岡田郵便局 愛媛県 愛媛県伊予郡松前町昌農内３８０－３
町見郵便局 愛媛県 愛媛県西宇和郡伊方町九町浦安１－１８００－３
高知県庁内郵便局 高知県 高知県高知市丸ノ内１－２－２０
高知中央郵便局 高知県 高知県高知市北本町１－１０－１８
高知朝倉南郵便局 高知県 高知県高知市朝倉南町７－７
高知東郵便局 高知県 高知県高知市介良乙９５２－１
高知宝町郵便局 高知県 高知県高知市宝町１３－１５
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
安芸穴内郵便局 高知県 高知県安芸市穴内乙８０－３
安芸郵便局 高知県 高知県安芸市矢ノ丸４－１１－１
南国岡豊郵便局 高知県 高知県南国市岡豊町八幡５７１－７
野根郵便局 高知県 高知県安芸郡東洋町野根丙１７９４－１
安田郵便局 高知県 高知県安芸郡安田町安田１７７８
本山郵便局 高知県 高知県長岡郡本山町本山６０２－１
小川郵便局 高知県 高知県吾川郡いの町小川東津賀才８７
葉山西郵便局 高知県 高知県高岡郡津野町杉ノ川甲７－１１
北ノ川郵便局 高知県 高知県高岡郡四万十町大正北ノ川２００－１
門司永黒郵便局 福岡県 福岡県北九州市門司区上二十町１３－４
門司大里本町郵便局 福岡県 福岡県北九州市門司区大里本町２－９－２０
若松駅前郵便局 福岡県 福岡県北九州市若松区白山１－９－１１
若松桜町郵便局 福岡県 福岡県北九州市若松区桜町１５－１０
戸畑沖台郵便局 福岡県 福岡県北九州市戸畑区沖台２－１５－２２
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
小倉延命寺郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉北区上富野４－３－５
小倉熊本郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉北区熊本２－１０－２３
小倉黒原郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉北区黒住町３－８
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
小倉沼郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉南区沼緑町４－３－１０
小倉徳吉郵便局 福岡県 福岡県北九州市小倉南区徳吉東１－１－６
八幡祇園郵便局 福岡県 福岡県北九州市八幡東区祇園３－３－５
八幡高槻郵便局 福岡県 福岡県北九州市八幡東区宮の町２－３－２
八幡則松郵便局 福岡県 福岡県北九州市八幡西区則松４－７－１９
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
福岡美和台郵便局 福岡県 福岡県福岡市東区美和台７－２２－６
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
博多駅前一郵便局 福岡県 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２５－１３
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
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
早良郵便局 福岡県 福岡県福岡市早良区高取１－１－１
大牟田一浦郵便局 福岡県 福岡県大牟田市一浦町１１４－１
大牟田臼井郵便局 福岡県 福岡県大牟田市臼井新町１－９－３
大牟田白金郵便局 福岡県 福岡県大牟田市諏訪町１－７
大牟田駛馬郵便局 福岡県 福岡県大牟田市花園町３２
久留米諏訪野町郵便局 福岡県 福岡県久留米市諏訪野町２３１４－４
久留米瀬下郵便局 福岡県 福岡県久留米市瀬下町５７－１
久留米中央公園前郵便局 福岡県 福岡県久留米市合川町２１４０
久留米郵便局 福岡県 福岡県久留米市日吉町２３－７
御井町郵便局 福岡県 福岡県久留米市御井町４０４－１
田主丸船越郵便局 福岡県 福岡県久留米市田主丸町鷹取６５８－２
片瀬郵便局 福岡県 福岡県久留米市田主丸町菅原１４０５－２



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

中泉郵便局 福岡県 福岡県直方市中泉３７９－３
筑前大分郵便局 福岡県 福岡県飯塚市大分１２４９－２
大藪郵便局 福岡県 福岡県田川市川宮１４７８－９
猪位金郵便局 福岡県 福岡県田川市位登３２９－７
三橋郵便局 福岡県 福岡県柳川市三橋町白鳥６０７－１
柳川郵便局 福岡県 福岡県柳川市坂本町２８－１０
星野郵便局 福岡県 福岡県八女市星野村１２０２０－１
筑後久富郵便局 福岡県 福岡県筑後市久富２８８－１
大野島郵便局 福岡県 福岡県大川市大野島２８９８－７
行橋大橋郵便局 福岡県 福岡県行橋市大橋３－１１－２６
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
千束郵便局 福岡県 福岡県豊前市千束２４６
山家郵便局 福岡県 福岡県筑紫野市山家５１７６－２
筑紫野光が丘郵便局 福岡県 福岡県筑紫野市光が丘４－３－３
宗像自由ヶ丘郵便局 福岡県 福岡県宗像市自由ケ丘１１－２２－６
太宰府高雄郵便局 福岡県 福岡県太宰府市高雄１－３６６８－２６
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
都府楼団地郵便局 福岡県 福岡県太宰府市都府楼南４－１－１
古賀米多比郵便局 福岡県 福岡県古賀市米多比１５１４－７
大石郵便局 福岡県 福岡県うきは市浮羽町高見２０１
牛隈郵便局 福岡県 福岡県嘉麻市牛隈１３６８－１
甘木駅前郵便局 福岡県 福岡県朝倉市甘木１１６９－１２
野町郵便局 福岡県 福岡県みやま市山川町尾野１８５８－５
小富士郵便局 福岡県 福岡県糸島市志摩御床２２４９－１０
二丈郵便局 福岡県 福岡県糸島市二丈深江８８４－１３
怡土郵便局 福岡県 福岡県糸島市井原１３０１－２
吉隈郵便局 福岡県 福岡県嘉穂郡桂川町土師２８－３０５
桂川郵便局 福岡県 福岡県嘉穂郡桂川町土居３９９－１
三輪郵便局 福岡県 福岡県朝倉郡筑前町新町１６９
中牟田郵便局 福岡県 福岡県朝倉郡筑前町中牟田５３３－１
祓郷郵便局 福岡県 福岡県京都郡みやこ町呰見１７７１
南吉富郵便局 福岡県 福岡県築上郡上毛町垂水３８９－１
築城郵便局 福岡県 福岡県築上郡築上町下別府１６５４－７
金立郵便局 佐賀県 佐賀県佐賀市金立町千布３０９０－３
佐賀光法郵便局 佐賀県 佐賀県佐賀市北川副町光法１７７８－８
佐賀城内郵便局 佐賀県 佐賀県佐賀市鬼丸町２－２７
佐賀水ヶ江一郵便局 佐賀県 佐賀県佐賀市水ヶ江１－４－３５
佐賀中央郵便局 佐賀県 佐賀県佐賀市松原２－１－３５
佐賀北郵便局 佐賀県 佐賀県佐賀市高木瀬西３－２－５
川久保郵便局 佐賀県 佐賀県佐賀市久保泉町川久保８００－２
湊郵便局 佐賀県 佐賀県唐津市湊町３８０
久原郵便局 佐賀県 佐賀県伊万里市山代町久原２８７４
嬉野郵便局 佐賀県 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙２２０２－１３
住ノ江郵便局 佐賀県 佐賀県杵島郡白石町福富３２１５－１
古賀郵便局 長崎県 長崎県長崎市古賀町８９７－３
長崎小ヶ倉郵便局 長崎県 長崎県長崎市小ケ倉町２－２１１
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
長崎末石郵便局 長崎県 長崎県長崎市末石町２９７－９
野母崎郵便局 長崎県 長崎県長崎市野母町２１５１－１４
佐世保十郎原郵便局 長崎県 長崎県佐世保市十郎新町１４－２５
佐世保西郵便局 長崎県 長崎県佐世保市新田町６７－３
小佐々郵便局 長崎県 長崎県佐世保市小佐々町田原６９－２３
早岐郵便局 長崎県 長崎県佐世保市早岐１－４－３０
諫早郵便局 長崎県 長崎県諫早市八坂町１－７
志々伎郵便局 長崎県 長崎県平戸市志々伎町２８９
大島郵便局 長崎県 長崎県平戸市大島村神浦３３１
津吉郵便局 長崎県 長崎県平戸市津吉町７９１－１
福島郵便局 長崎県 長崎県松浦市福島町塩浜免２９４４－１４２
佐護郵便局 長崎県 長崎県対馬市上県町佐護北里６５９－１
鹿見郵便局 長崎県 長崎県対馬市上県町鹿見１６
浅藻郵便局 長崎県 長崎県対馬市厳原町浅藻１０



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

郷ノ浦郵便局 長崎県 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１７６
崎山郵便局 長崎県 長崎県五島市下崎山町３２
奈留島郵便局 長崎県 長崎県五島市奈留町浦１７５０－３
二本楠郵便局 長崎県 長崎県五島市岐宿町中嶽八蔵木場２０３７－５
吾妻大熊郵便局 長崎県 長崎県雲仙市吾妻町永中名８３－２
神代郵便局 長崎県 長崎県雲仙市国見町神代甲４７－１
口之津郵便局 長崎県 長崎県南島原市口之津町甲２７１１－６
熊本出水郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区出水３－１３－７
熊本城東郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区城東町１－１
熊本帯山郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区帯山３－１７－１２
熊本中央郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
熊本萩原郵便局 熊本県 熊本県熊本市中央区萩原町９－９４
供合郵便局 熊本県 熊本県熊本市東区石原町１６９－５
熊本若葉四郵便局 熊本県 熊本県熊本市東区若葉４－２０－７
尾ノ上郵便局 熊本県 熊本県熊本市東区尾ノ上３－１５－２０
杉上郵便局 熊本県 熊本県熊本市南区城南町高５３２
八分字郵便局 熊本県 熊本県熊本市南区砂原町９９－１
熊本山室郵便局 熊本県 熊本県熊本市北区山室５－２－８
熊本武蔵ヶ丘団地郵便局 熊本県 熊本県熊本市北区武蔵ケ丘４－１８－７
硯川郵便局 熊本県 熊本県熊本市北区硯川町１１１８－２
植木郵便局 熊本県 熊本県熊本市北区植木町植木１８２－１
東陽郵便局 熊本県 熊本県八代市東陽町南１０４１－２
八代植柳郵便局 熊本県 熊本県八代市植柳上町６７６－１
人吉郵便局 熊本県 熊本県人吉市上青井町１３４－４
荒尾万田郵便局 熊本県 熊本県荒尾市万田５３７－６
伊倉郵便局 熊本県 熊本県玉名市伊倉北方３０３３－３
高道郵便局 熊本県 熊本県玉名市岱明町高道４５６－１
大浜郵便局 熊本県 熊本県玉名市大浜町８７５－１
大野下郵便局 熊本県 熊本県玉名市岱明町大野下１４９６－２０
菊鹿郵便局 熊本県 熊本県山鹿市菊鹿町下内田５６８
江樋戸郵便局 熊本県 熊本県上天草市大矢野町上６２５－３
亀尾郵便局 熊本県 熊本県宇城市不知火町亀松５４１－５
一の宮郵便局 熊本県 熊本県阿蘇市一の宮町宮地２３００
坊中郵便局 熊本県 熊本県阿蘇市黒川１５２８－２
佐伊津郵便局 熊本県 熊本県天草市旭町２
本渡志柿郵便局 熊本県 熊本県天草市志柿町６７４１－１
三加和郵便局 熊本県 熊本県玉名郡和水町和仁５６２－１
熊本北郵便局 熊本県 熊本県菊池郡菊陽町光の森２－６－１
立野郵便局 熊本県 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野１５２９－５
湯前郵便局 熊本県 熊本県球磨郡湯前町２８４８－１
渡郵便局 熊本県 熊本県球磨郡球磨村渡乙１６９５－１
岡原郵便局 熊本県 熊本県球磨郡あさぎり町岡原北８８５－４
坂瀬川郵便局 熊本県 熊本県天草郡苓北町坂瀬川１－１
下徳丸郵便局 大分県 大分県大分市下徳丸５４－１
三佐郵便局 大分県 大分県大分市三佐４－２－５
小中島郵便局 大分県 大分県大分市徳島３－２０－７
大分永興郵便局 大分県 大分県大分市三ケ田町１８７－１
大分駅内郵便局 大分県 大分県大分市要町１－１４
大分中央郵便局 大分県 大分県大分市府内町３－４－１８
大分南春日郵便局 大分県 大分県大分市南春日町１２－２１
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
大山郵便局 大分県 大分県日田市大山町西大山９０３－２
日田石井郵便局 大分県 大分県日田市石井石井町２－４９４－１
丸市尾郵便局 大分県 大分県佐伯市蒲江丸市尾浦２－５９５－３
上浦郵便局 大分県 大分県佐伯市上浦津井浦１４６０－９
切畑郵便局 大分県 大分県佐伯市弥生門田７５２－１
鶴見郵便局 大分県 大分県佐伯市鶴見地松浦１０６６－７
日代郵便局 大分県 大分県津久見市網代４７５－１２
竹田駅前郵便局 大分県 大分県竹田市竹田町５７４－１
糸口郵便局 大分県 大分県宇佐市下時枝１００－５４
柳ヶ浦郵便局 大分県 大分県宇佐市江須賀１５４５－１３



販売郵便局
郵便局名 都道府県 住所

由布院郵便局 大分県 大分県由布市湯布院町川上３７０４－１
南山田郵便局 大分県 大分県玖珠郡九重町町田５３８－９
北山田郵便局 大分県 大分県玖珠郡玖珠町戸畑６４８７－１
宮崎中央郵便局 宮崎県 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４
山田郵便局 宮崎県 宮崎県都城市山田町中霧島３１０１－１
都城横市郵便局 宮崎県 宮崎県都城市横市町２４－１
都城金田郵便局 宮崎県 宮崎県都城市金田町２２４５－１
延岡祇園郵便局 宮崎県 宮崎県延岡市博労町４－２４
吾田郵便局 宮崎県 宮崎県日南市中央通１－３－１４
飫肥郵便局 宮崎県 宮崎県日南市飫肥１－４－３０
岩脇郵便局 宮崎県 宮崎県日向市平岩４４３－４－５
蓼池郵便局 宮崎県 宮崎県北諸県郡三股町蓼池２３００－２
上新田郵便局 宮崎県 宮崎県児湯郡新富町新田１６３９０－２１
村所郵便局 宮崎県 宮崎県児湯郡西米良村村所６３－５
塩付郵便局 宮崎県 宮崎県児湯郡川南町川南１７７１６－８
鹿児島甲突郵便局 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市甲突町２０－１６
鹿児島西陵郵便局 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市西陵１－５－１７
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
串良岡崎郵便局 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市串良町岡崎２０６１
吾平郵便局 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市吾平町麓３４２７－１
細山田郵便局 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市串良町細山田４７４０－６
鹿屋笠之原郵便局 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市笠之原町４１－２０
大姶良郵便局 鹿児島県 鹿児島県鹿屋市田淵町１５２９－１
枕崎住吉郵便局 鹿児島県 鹿児島県枕崎市住吉町７３
枕崎立神郵便局 鹿児島県 鹿児島県枕崎市立神本町５０２
新城郵便局 鹿児島県 鹿児島県垂水市新城１
高城郵便局 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市高城町１５６１－１
伊集院北郵便局 鹿児島県 鹿児島県日置市伊集院町麦生田６６８－１
国分広瀬郵便局 鹿児島県 鹿児島県霧島市国分広瀬３０２－２
国分中央町郵便局 鹿児島県 鹿児島県霧島市国分中央４－１７－２６
益山郵便局 鹿児島県 鹿児島県南さつま市加世田益山４９６９－７
田布施郵便局 鹿児島県 鹿児島県南さつま市金峰町尾下１８９－３
松山郵便局 鹿児島県 鹿児島県志布志市松山町新橋１９５
知覧松山郵便局 鹿児島県 鹿児島県南九州市知覧町塩屋１４９１７－１
加治木須崎郵便局 鹿児島県 鹿児島県姶良市加治木町木田１７２０
三船郵便局 鹿児島県 鹿児島県姶良市増田４３６
菱田郵便局 鹿児島県 鹿児島県曽於郡大崎町菱田２５３０－３
野方郵便局 鹿児島県 鹿児島県曽於郡大崎町野方６１２２－３
根占郵便局 鹿児島県 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北１３５１
内之浦郵便局 鹿児島県 鹿児島県肝属郡肝付町南方２６４７－１
坂井郵便局 鹿児島県 鹿児島県熊毛郡中種子町田島３４３－２
秋名郵便局 鹿児島県 鹿児島県大島郡龍郷町秋名１２１５－１
亀津郵便局 鹿児島県 鹿児島県大島郡徳之島町亀津２９２２－１
平土野郵便局 鹿児島県 鹿児島県大島郡天城町平土野２７１０－１
伊仙郵便局 鹿児島県 鹿児島県大島郡伊仙町伊仙２０８７－１１
国頭郵便局 鹿児島県 鹿児島県大島郡和泊町国頭２３２３－１
首里山川郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市首里山川町１－７２
首里当蔵郵便局 沖縄県 沖縄県那覇市首里当蔵町２－１１
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
八重山郵便局 沖縄県 沖縄県石垣市大川１２
名護郵便局 沖縄県 沖縄県名護市東江１－１１－１４
沖縄郵便局 沖縄県 沖縄県沖縄市胡屋４－２－１６
伊良皆郵便局 沖縄県 沖縄県中頭郡読谷村伊良皆３７３－６
竹富郵便局 沖縄県 沖縄県八重山郡竹富町竹富５００


