
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所

北海道 サッポロファクトリー内郵便局 060-0032 北海道札幌市中央区北二条東４
北海道 山鼻郵便局 064-0916 北海道札幌市中央区南十六条西１５－２－１
北海道 北海道庁赤れんが前郵便局 064-0822 北海道札幌市中央区北二条西４－３
北海道 札幌駅パセオ郵便局 060-0806 北海道札幌市北区北六条西２－１
北海道 札幌中央郵便局 065-0006 北海道札幌市東区北六条東１－２－１
北海道 札幌平岸五条郵便局 062-0935 北海道札幌市豊平区平岸五条８－１－１
北海道 函館駅前郵便局 040-0063 北海道函館市若松町７－１８
北海道 函館中央郵便局 040-0032 北海道函館市新川町１－６
北海道 小樽堺町郵便局 047-0027 北海道小樽市堺町６－１４
北海道 小樽郵便局 047-0031 北海道小樽市色内１－８－１
北海道 旭川駅内郵便局 078-8328 北海道旭川市宮下通８丁目３－１
北海道 旭川中央郵便局 070-0036 北海道旭川市六条通６－２８－１
北海道 北見郵便局 090-0026 北海道北見市北六条東１－１－１
北海道 苫小牧郵便局 053-0021 北海道苫小牧市若草町４－２－８
北海道 千歳郵便局新千歳空港内分室 066-0012 北海道千歳市美々
北海道 美瑛郵便局 071-0205 北海道上川郡美瑛町栄町２－１－２
北海道 宇登呂郵便局 099-4355 北海道斜里郡斜里町ウトロ東１５８
青森県 青森中央郵便局 030-0812 青森県青森市堤町１－７－２４
岩手県 盛岡駅前郵便局 020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０－１２
岩手県 盛岡中央郵便局 020-0021 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
宮城県 仙台駅内郵便局 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１
宮城県 仙台川内郵便局 980-0861 宮城県仙台市青葉区川内元支倉３５
宮城県 仙台中央郵便局 980-0023 宮城県仙台市青葉区北目町１－７
秋田県 秋田中央郵便局 010-0913 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
秋田県 横手郵便局 013-0021 秋田県横手市大町６－１３
秋田県 角館郵便局 014-0318 秋田県仙北市角館町中町２１－１
山形県 山形中央郵便局 990-0031 山形県山形市十日町１－７－２４
福島県 福島中央郵便局 960-8002 福島県福島市森合町１０－３０
福島県 会津若松郵便局 965-0037 福島県会津若松市中央１－２－１７
福島県 郡山郵便局 963-8024 福島県郡山市朝日２－２４－６
茨城県 水戸中央郵便局 310-0011 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
茨城県 古河郵便局 306-0036 茨城県古河市桜町１－１０
茨城県 結城郵便局 307-0001 茨城県結城市結城７１９５－２
茨城県 筑波学園郵便局 305-0031 茨城県つくば市吾妻１－１３－２
茨城県 島名郵便局 300-2655 茨城県つくば市島名６４３
栃木県 宇都宮中央郵便局 320-0805 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
栃木県 宇都宮野沢郵便局 320-0071 栃木県宇都宮市野沢町３２７－９
栃木県 今市郵便局 321-1261 栃木県日光市今市３１９
栃木県 日光駅前郵便局 321-1406 栃木県日光市松原町１２－１
栃木県 小山郵便局 323-0807 栃木県小山市城東１－１３－１６
群馬県 前橋中央郵便局 371-0016 群馬県前橋市城東町１－６－５
群馬県 高崎郵便局 370-0829 群馬県高崎市高松町５－６
群馬県 太田郵便局 373-0851 群馬県太田市飯田町９４８
埼玉県 大宮西郵便局 331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－７１３
埼玉県 さいたま新都心郵便局 330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心３－１
埼玉県 さいたま中央郵便局 336-0021 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
埼玉県 川越元町郵便局 350-0062 埼玉県川越市元町２－２－３
埼玉県 熊谷郵便局 360-0042 埼玉県熊谷市本町２－７
埼玉県 春日部郵便局 344-0067 埼玉県春日部市中央１－５２－７
埼玉県 志木郵便局 353-0004 埼玉県志木市本町５－２０－９
埼玉県 三郷郵便局 341-0032 埼玉県三郷市中央５－２－１
千葉県 千葉駅東口郵便局 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見１－３－２
千葉県 千葉中央郵便局 260-0024 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
千葉県 南行徳駅前郵便局 272-0138 千葉県市川市南行徳１－１６－２１
千葉県 西船橋駅前郵便局 273-0031 千葉県船橋市西船４－２３－９
千葉県 松戸郵便局 271-0092 千葉県松戸市松戸１７４３－８
千葉県 野田郵便局 278-0037 千葉県野田市野田６１７－３
千葉県 柏郵便局 277-0011 千葉県柏市東上町６－２９
千葉県 新浦安駅前郵便局 279-0012 千葉県浦安市入船１－５－１
東京都 麹町郵便局 102-0074 東京都千代田区九段南４－５－９
東京都 秋葉原ＵＤＸ内郵便局 101-0021 東京都千代田区外神田４－１４－１
東京都 神田郵便局 101-0063 東京都千代田区神田淡路町２－１２
東京都 千代田霞が関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関１－３－２
東京都 東京中央郵便局 100-0005 東京都千代田区丸の内２－７－２
東京都 飯田橋郵便局 102-0071 東京都千代田区富士見２－１０－２
東京都 京橋郵便局 104-0045 東京都中央区築地４－２－２
東京都 銀座四郵便局 104-0061 東京都中央区銀座４－６－１１
東京都 銀座並木通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座３－２－１０
東京都 日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋２－２－１０
東京都 日本橋郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋１－１８－１
東京都 八重洲地下街郵便局 104-0028 東京都中央区八重洲２－１
東京都 芝公園郵便局 105-0011 東京都港区芝公園１－８－１２
東京都 芝郵便局 105-0003 東京都港区西新橋３－２２－５
東京都 世界貿易センター内郵便局 105-6101 東京都港区浜松町２－４－１
東京都 赤坂郵便局 107-0052 東京都港区赤坂８－４－１７
東京都 四谷郵便局 160-0016 東京都新宿区信濃町３１
東京都 新宿三郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿３－１７－２３
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東京都 新宿郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿１－８－８
東京都 西早稲田一郵便局 169-0051 東京都新宿区西早稲田１－８－２２（伊東ビル１階）
東京都 東京都庁内郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿２－８－１
東京都 御茶ノ水郵便局 113-0034 東京都文京区湯島１－５－４５
東京都 東京ドームシティ郵便局 112-0004 東京都文京区後楽１－３－６１
東京都 文京春日郵便局 112-0003 東京都文京区春日１－１６－２１
東京都 本郷郵便局 113-0033 東京都文京区本郷６－１－１５
東京都 上野駅前郵便局 110-0005 東京都台東区上野６－１５－１
東京都 上野七郵便局 110-0005 東京都台東区上野７－９－１５
東京都 上野郵便局 110-0004 東京都台東区下谷１－５－１２
東京都 浅草郵便局 111-0035 東京都台東区西浅草１－１－１
東京都 雷門郵便局 111-0034 東京都台東区雷門２－２－８
東京都 錦糸町駅前郵便局 130-0013 東京都墨田区錦糸３－２－１
東京都 本所一郵便局 130-0004 東京都墨田区本所１－２５－７
東京都 城東郵便局 136-0072 東京都江東区大島３－１５－２
東京都 深川郵便局 135-0016 東京都江東区東陽４－４－２
東京都 中目黒駅前郵便局 153-0051 東京都目黒区上目黒２－１５－８
東京都 蒲田郵便局 144-0053 東京都大田区蒲田本町１－２－８
東京都 渋谷郵便局 150-0002 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
東京都 中野郵便局 164-0001 東京都中野区中野２－２７－１
東京都 杉並郵便局 166-0015 東京都杉並区成田東４－３８－１４
東京都 サンシャイン６０内郵便局 170-6090 東京都豊島区東池袋３－１－１
東京都 池袋郵便局 171-0014 東京都豊島区池袋２－４０－１３
東京都 豊島郵便局 170-0013 東京都豊島区東池袋３－１８－１
東京都 練馬郵便局 176-0012 東京都練馬区豊玉北６－４－２
東京都 足立郵便局 120-0023 東京都足立区千住曙町４２－４
東京都 立川郵便局 190-0012 東京都立川市曙町２－１４－３６
東京都 吉祥寺駅前郵便局 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町１－１３－４
東京都 武蔵野御殿山郵便局 180-0005 東京都武蔵野市御殿山１－１－３
東京都 武蔵野郵便局 180-0013 東京都武蔵野市西久保３－１－２６
東京都 武蔵府中郵便局 183-0056 東京都府中市寿町１－７
神奈川県 鶴見郵便局 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－２２－１
神奈川県 横浜中央郵便局 220-0011 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
神奈川県 横浜中華街郵便局 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町１２３－１
神奈川県 港北郵便局 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名６－２０－１８
神奈川県 綱島郵便局 223-0054 神奈川県横浜市港北区綱島台１７－１３
神奈川県 戸塚郵便局 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４１０２－１
神奈川県 緑郵便局 226-0011 神奈川県横浜市緑区中山町１４９－４
神奈川県 都筑郵便局 224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３３－１
神奈川県 川崎大師郵便局 210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町４－３２
神奈川県 川崎中央郵便局 210-0002 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２
神奈川県 橋本郵便局 252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本５－２－１
神奈川県 横須賀郵便局 238-0004 神奈川県横須賀市小川町８
神奈川県 平塚郵便局 254-0047 神奈川県平塚市追分１－３３
神奈川県 鎌倉長谷郵便局 248-0016 神奈川県鎌倉市長谷１－１５－１１
神奈川県 鎌倉郵便局 248-0006 神奈川県鎌倉市小町１－１０－３
神奈川県 大船郵便局 247-0056 神奈川県鎌倉市大船２－２０－２３
神奈川県 藤沢郵便局 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢１１５－２
神奈川県 小田原郵便局 250-0011 神奈川県小田原市栄町１－１３－１３
神奈川県 厚木郵便局 243-0016 神奈川県厚木市田村町２－１８
神奈川県 伊勢原郵便局 259-1142 神奈川県伊勢原市田中４３２
神奈川県 海老名郵便局 243-0432 神奈川県海老名市中央２－７－５
新潟県 新潟中央郵便局 950-0087 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６
新潟県 新潟中郵便局 951-8065 新潟県新潟市中央区東堀通７番町１０１８
新潟県 長岡郵便局 940-0065 新潟県長岡市坂之上町２－６－１
新潟県 小千谷郵便局 947-0021 新潟県小千谷市本町１－１２－３
新潟県 十日町郵便局 948-0003 新潟県十日町市本町六の１－６０－５
新潟県 高田郵便局 943-0838 新潟県上越市大手町３－２１
新潟県 小出郵便局 946-0011 新潟県魚沼市小出島１８０－１
新潟県 六日町郵便局 949-6680 新潟県南魚沼市六日町２１１５
富山県 富山中央郵便局 930-0004 富山県富山市桜橋通り６－６
富山県 富山南郵便局 939-8072 富山県富山市堀川町２５７－２
富山県 魚津金屋郵便局 937-0055 富山県魚津市中央通り２－６－５
石川県 金沢駅内郵便局 920-0858 石川県金沢市木ノ新保町１－１（ＪＲ金沢駅あじわい館１階）
石川県 金沢中央郵便局 920-0861 石川県金沢市三社町１－１
石川県 金沢尾張町郵便局 920-0902 石川県金沢市尾張町２－１３－１
石川県 兼六園郵便局 920-0964 石川県金沢市本多町３－１－２７
石川県 松任郵便局 924-0882 石川県白山市八ツ矢町６０９
石川県 押水郵便局 929-1344 石川県羽咋郡宝達志水町今浜ト１４１－２
福井県 福井中央郵便局 910-0005 福井県福井市大手３－１－２８
福井県 福井南郵便局 918-8104 福井県福井市板垣４－２０１
山梨県 甲府中央郵便局 400-0865 山梨県甲府市太田町６－１０
山梨県 富士吉田郵便局 403-0007 山梨県富士吉田市中曽根３－１－１
山梨県 河口湖郵便局 401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３４５１
長野県 長野駅前郵便局 381-0000 長野県長野市南長野末広町１３５５－５
長野県 長野中央郵便局 380-0836 長野県長野市南長野南県町１０８５－４
長野県 松本元原郵便局 390-0871 長野県松本市桐２－１－１５
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長野県 松本南郵便局 399-0014 長野県松本市平田東２－１７－１
長野県 松本郵便局 390-0811 長野県松本市中央２－７－５
長野県 上田郵便局 386-0023 長野県上田市中央西２－２－２
長野県 諏訪郵便局 392-0004 長野県諏訪市諏訪２－１１－４３
長野県 塩尻郵便局 399-0731 長野県塩尻市大門六番町３－１
長野県 軽井沢駅前郵便局 389-0104 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東１２－１１
長野県 軽井沢郵便局 389-0103 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢７６７－３
岐阜県 岐阜中央郵便局 500-8178 岐阜県岐阜市清住町１－３－２
岐阜県 高山郵便局 506-0021 岐阜県高山市名田町５－９５－１
岐阜県 馬籠郵便局 508-0502 岐阜県中津川市馬籠４２５９
岐阜県 郡上八幡郵便局 501-4222 岐阜県郡上市八幡町島谷７７６－１
静岡県 静岡中央郵便局 420-0851 静岡県静岡市葵区黒金町１－９
静岡県 浜松郵便局 430-0927 静岡県浜松市中区旭町８－１
静岡県 金谷郵便局 428-0012 静岡県島田市金谷代官町３３９２
静岡県 韮山郵便局 410-2123 静岡県伊豆の国市四日町２８４－１０
愛知県 千種郵便局 464-0850 愛知県名古屋市千種区今池４－９－１８
愛知県 名古屋西郵便局 451-0065 愛知県名古屋市西区天神山町４－５
愛知県 名古屋中央郵便局 450-0002 愛知県名古屋市中村名駅１－１－１
愛知県 ループ金山郵便局 460-0022 愛知県名古屋市中区金山１－１７－１８
愛知県 名古屋栄一郵便局 460-0008 愛知県名古屋市中区栄１－８－１３
愛知県 名古屋中日ビル内郵便局 460-0008 愛知県名古屋市中区栄４－１－１
愛知県 名古屋東新町郵便局 460-0004 愛知県名古屋市中区新栄町３－１２
愛知県 豊橋郵便局 440-0882 愛知県豊橋市神明町１０６
愛知県 尾西郵便局 494-0007 愛知県一宮市小信中島仁井西４７－１
愛知県 犬山郵便局 484-0073 愛知県犬山市天神町１－７
三重県 津中央郵便局 514-0032 三重県津市中央１－１
三重県 近鉄四日市駅前郵便局 510-0086 三重県四日市市諏訪栄町６－４
三重県 四日市郵便局 510-0083 三重県四日市市沖の島町４－９
三重県 伊勢外宮前郵便局 516-0074 三重県伊勢市本町２０－１８
三重県 五十鈴川郵便局 516-0025 三重県伊勢市宇治中之切町３７－１
三重県 鳥羽坂手郵便局 517-0005 三重県鳥羽市坂手町２３０
滋賀県 志賀小野駅前郵便局 520-0532 滋賀県大津市湖青１－１－２６
滋賀県 大津中央郵便局 520-0806 滋賀県大津市打出浜１－４
滋賀県 彦根郵便局 522-0063 滋賀県彦根市中央町３－５
滋賀県 草津郵便局 525-0025 滋賀県草津市西渋川１－３－３８
京都府 金閣寺郵便局 603-8375 京都府京都市北区衣笠北天神森町３２
京都府 京都府立医大病院内郵便局 602-0841 京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町４６５
京都府 京都百万遍郵便局 606-8225 京都府京都市左京区田中門前町７７
京都府 左京郵便局 606-8104 京都府京都市左京区高野竹屋町１－１
京都府 京都新町蛸薬師郵便局 604-0000 京都府京都市中京区新町通蛸薬師上る六角町３６８
京都府 中京郵便局 604-0000 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町３０番地
京都府 京都祇園郵便局 605-0079 京都府京都市東山区大和大路通四条上ル常盤町１５３
京都府 京都月見町郵便局 605-0000 京都府京都市東山区東大路松原上る５丁目月見町５
京都府 京都高島屋内郵便局 600-8001 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町５２
京都府 京都中央郵便局 600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２
京都府 右京郵便局 615-0052 京都府京都市右京区西院清水町１６
京都府 京都嵯峨野郵便局 616-8314 京都府京都市右京区嵯峨野秋街道町３１－６
京都府 京都嵯峨郵便局 616-8381 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺龍門町１８－７
京都府 伏見稲荷郵便局 612-0807 京都府京都市伏見区深草稲荷中之町５３
京都府 伏見郵便局 612-0085 京都府京都市伏見区撞木町１１４８
京都府 宇治橋郵便局 611-0021 京都府宇治市宇治里尻８１－１５
京都府 天橋立駅前郵便局 626-0001 京都府宮津市文珠６４０－５１
京都府 山城木津郵便局 619-0222 京都府木津川市相楽丸塚４－１
大阪府 大阪築港郵便局 552-0021 大阪府大阪市港区築港３－８－９
大阪府 大阪上本町六郵便局 543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町６－１－７８
大阪府 天王寺ＭｉＯ郵便局 543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町１０－３９
大阪府 大阪ＯＣＡＴ内郵便局 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町１－４－１
大阪府 浪速郵便局 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中３－１０－１
大阪府 大阪ＯＡＰタワー内郵便局 530-0042 大阪府大阪市北区天満橋１－８－３０
大阪府 大阪阪急内郵便局 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７
大阪府 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－３－１
大阪府 御堂筋本町郵便局 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町４－２－１４
大阪府 大阪千日前中央通郵便局 542-0074 大阪府大阪市中央区千日前２－５－１０
大阪府 大阪東郵便局 541-0051 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８
大阪府 大阪南船場郵便局 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３－１１－１８
大阪府 大阪南郵便局 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋１－４－２
大阪府 北浜東郵便局 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東３－９
大阪府 豊中郵便局大阪国際空港内分室 560-0000 大阪府豊中市螢池西町３ー５５５
大阪府 吹田阪大病院内郵便局 565-0871 大阪府吹田市山田丘２－１５
大阪府 高槻駅前郵便局 569-0804 大阪府高槻市紺屋町５－１５
大阪府 泉佐野郵便局関西空港分室 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中１
兵庫県 神戸国際会館内郵便局 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通８－１－６
兵庫県 神戸中央郵便局 650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
兵庫県 姫路郵便局 670-0015 兵庫県姫路市総社本町２１０
兵庫県 尼崎北郵便局 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町５－８－１
兵庫県 出石内町郵便局 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町１５３
兵庫県 城崎郵便局 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島５３２



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所

奈良県 奈良下御門郵便局 630-8365 奈良県奈良市下御門町３３
奈良県 奈良三条郵便局 630-8244 奈良県奈良市油阪地方町１－１
奈良県 奈良中央郵便局 630-8115 奈良県奈良市大宮町５－３－３
奈良県 生駒郵便局 630-0251 奈良県生駒市谷田町１２３４－１
和歌山県 和歌山中央郵便局 640-8146 和歌山県和歌山市一番丁４
和歌山県 高野郵便局 648-0211 和歌山県伊都郡高野町高野山７７０
和歌山県 那智山郵便局 649-5301 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山１６９
鳥取県 鳥取中央郵便局 680-0835 鳥取県鳥取市東品治町１０１
鳥取県 米子郵便局 683-0036 鳥取県米子市弥生町１０
鳥取県 水木ロード郵便局 684-0004 鳥取県境港市大正町５７
島根県 松江中央郵便局 690-0001 島根県松江市東朝日町１３８
島根県 出雲郵便局 693-0008 島根県出雲市駅南町３－１５－１
岡山県 岡山寿郵便局 700-0024 岡山県岡山市北区駅元町１５－１
岡山県 岡山大学町郵便局 700-0906 岡山県岡山市北区大学町２－１８
岡山県 岡山中央郵便局 700-0821 岡山県岡山市北区中山下２－１－１
岡山県 岡山天神郵便局 700-0814 岡山県岡山市北区天神町１０－１７
岡山県 吹屋郵便局 719-2341 岡山県高梁市成羽町吹屋３２１
岡山県 鴨方郵便局 719-0252 岡山県浅口市鴨方町六条院中３２８３
広島県 広島中央郵便局 730-0042 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
広島県 広島中郵便局 730-0011 広島県広島市中区基町６－３６
広島県 広島東郵便局 732-0822 広島県広島市南区松原町２－６２
広島県 呉郵便局 737-0811 広島県呉市西中央２－１－１
広島県 福山郵便局 720-0065 広島県福山市東桜町３－４
広島県 宮島口郵便局 739-0411 広島県廿日市市宮島口１－１２－４
広島県 宮島郵便局 739-0588 広島県廿日市市宮島町５９０
山口県 下関南部町郵便局 750-0006 山口県下関市南部町２２－８
山口県 宇部郵便局 755-0031 山口県宇部市常盤町２－１－２３
山口県 山口中央郵便局 753-0074 山口県山口市中央１－１－１
山口県 長門郵便局 759-4101 山口県長門市東深川８９４－１
山口県 徳山郵便局 745-0000 山口県周南市御幸通１－３
徳島県 徳島中央郵便局 770-0841 徳島県徳島市八百屋町１－２
徳島県 鳴門土佐泊郵便局 772-0053 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦高砂５８－２７
香川県 サンポート高松郵便局 760-0019 香川県高松市サンポート３－３３
香川県 高松中央郵便局 760-0034 香川県高松市内町１－１５
香川県 高松南郵便局 761-8058 香川県高松市勅使町７００
香川県 丸亀郵便局 763-0034 香川県丸亀市大手町３－５－１
香川県 相生郵便局 769-2902 香川県東かがわ市馬宿１９１－２
香川県 琴平郵便局 766-0000 香川県仲多度郡琴平町６６５
愛媛県 まつやまマドンナ郵便局 790-0012 愛媛県松山市湊町５－１－１
愛媛県 松山一番町郵便局 790-0004 愛媛県松山市大街道３－２－７６
愛媛県 松山西郵便局 791-8067 愛媛県松山市古三津６－１３－１６
愛媛県 松山中央郵便局 790-0003 愛媛県松山市三番町３－５－２
愛媛県 今治郵便局 794-0042 愛媛県今治市旭町１－３－４
愛媛県 エミフルＭＡＳＡＫＩ郵便局 791-3120 愛媛県伊予郡松前町筒井８５０
高知県 高知中央郵便局 780-0056 高知県高知市北本町１－１０－１８
高知県 高知東郵便局 781-5106 高知県高知市介良乙９５２－１
高知県 高知本町郵便局 780-0870 高知県高知市本町３－２－５
高知県 龍馬郵便局 780-0901 高知県高知市上町１－８－１８
福岡県 小倉駅前郵便局 802-0002 福岡県北九州市小倉北区浅野１－１小倉エキナカひまわりプラザ１階
福岡県 北九州中央郵便局 802-0066 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１
福岡県 博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１
福岡県 福岡大濠郵便局 810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園１－１
福岡県 福岡中央郵便局 810-0001 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
福岡県 柳川郵便局 832-0076 福岡県柳川市坂本町２８－１０
佐賀県 佐賀北郵便局 849-0921 佐賀県佐賀市高木瀬西３－２－５
長崎県 長崎中央郵便局 850-0056 長崎県長崎市恵美須町１－１
長崎県 長崎北郵便局 852-8108 長崎県長崎市川口町９－２０
長崎県 諫早郵便局 854-0025 長崎県諫早市八坂町１－７
熊本県 熊本城東郵便局 860-0846 熊本県熊本市中央区城東町１－１
熊本県 熊本中央郵便局 860-0004 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
大分県 大分中央郵便局 870-0021 大分県大分市府内町３－４－１８
大分県 由布院郵便局 879-5102 大分県由布市湯布院町川上３７０４－１
宮崎県 宮崎中央郵便局 880-0812 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４
鹿児島県 鹿児島中央郵便局 890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町１－２
鹿児島県 鹿児島東郵便局 892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町３－３
沖縄県 首里当蔵郵便局 903-0812 沖縄県那覇市首里当蔵町２－１１
沖縄県 那覇久茂地郵便局 900-0015 沖縄県那覇市久茂地２－２４－１３
沖縄県 那覇新都心郵便局 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち２－５－３３
沖縄県 那覇中央郵便局 900-0025 沖縄県那覇市壺川３－３－８
沖縄県 美栄橋郵便局 900-0015 沖縄県那覇市久茂地１－１－１
沖縄県 牧志郵便局 900-0013 沖縄県那覇市牧志３－１３－１９
沖縄県 八重山郵便局 907-0022 沖縄県石垣市大川１２
沖縄県 名護郵便局 905-0021 沖縄県名護市東江１－１１－１４


