
郵便局名 郵便番号 住所
西巣鴨四郵便局 170-0001 東京都豊島区西巣鴨４－１３－１０
赤羽西四郵便局 115-0055 東京都北区赤羽西４－４４－１
祖師谷大蔵駅前郵便局 157-0072 東京都世田谷区祖師谷３－２７－１
品川戸越郵便局 142-0041 東京都品川区戸越４－９－１７
学芸大学前郵便局 154-0002 東京都世田谷区下馬６－３８－６
板橋成増郵便局 175-0094 東京都板橋区成増１－２８－１０
北千住郵便局 120-0034 東京都足立区千住４－１５－７
杉並今川四郵便局 167-0035 東京都杉並区今川４－２０－７
千歳船橋駅前郵便局 156-0055 東京都世田谷区船橋１－３－３
大田西糀谷二郵便局 144-0034 東京都大田区西糀谷２－２１－２０
江戸川篠崎郵便局 133-0061 東京都江戸川区篠崎町３－２５－１
江戸川松島郵便局 132-0031 東京都江戸川区松島３－２－３
杉並桜上水郵便局 168-0073 東京都杉並区下高井戸１－２３－９
八王子並木町郵便局 193-0831 東京都八王子市並木町１２－１０
江東豊洲郵便局 135-0061 東京都江東区豊洲３－２－２０
江東東砂郵便局 136-0074 東京都江東区東砂３－１－１２
神田錦町郵便局 101-0054 東京都千代田区神田錦町１－１７－４
新宿三郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿３－１７－２３
荒川東尾久四郵便局 116-0012 東京都荒川区東尾久４－２１－６
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽４－４－２
北小岩六郵便局 133-0051 東京都江戸川区北小岩６－９－１２
大森西六郵便局 143-0015 東京都大田区大森西６－１４－１０
杉並上井草郵便局 167-0023 東京都杉並区上井草３－３１－２５
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８
飯田橋郵便局 102-0071 東京都千代田区富士見２－１０－２
西浅草郵便局 111-0035 東京都台東区西浅草３－１２－１
本所一郵便局 130-0004 東京都墨田区本所１－２５－７
蒲田一郵便局 144-0052 東京都大田区蒲田１－２６－１０
国領駅前郵便局 182-0022 東京都調布市国領町１－４３－７
新宿百人町郵便局 169-0073 東京都新宿区百人町３－２８－１
飯田橋駅東口郵便局 162-0822 東京都新宿区下宮比町３－２（飯田橋スクエアビル１階）
ひばりが丘郵便局 188-0001 東京都西東京市谷戸町３－２５－３
中目黒駅前郵便局 153-0051 東京都目黒区上目黒２－１５－８
府中美好郵便局 183-0045 東京都府中市美好町２－１２－５
小平駅前郵便局 187-0041 東京都小平市美園町２－２－２４
三鷹下連雀四郵便局 181-0013 東京都三鷹市下連雀４－１８－１４
三鷹台郵便局 181-0001 東京都三鷹市井の頭１－２９－１４
足立綾瀬郵便局 120-0005 東京都足立区綾瀬４－３１－１０
江戸川北葛西三郵便局 134-0081 東京都江戸川区北葛西３－１－３２
東京ドームシティ郵便局 112-0004 東京都文京区後楽１－３－６１
墨田四郵便局 131-0031 東京都墨田区墨田４－５０－１
練馬中村二郵便局 176-0024 東京都練馬区中村２－５－１０
保谷富士町郵便局 202-0014 東京都西東京市富士町４－５－２３
葛飾区役所内郵便局 124-0012 東京都葛飾区立石５－１３－１
武蔵野境南郵便局 180-0023 東京都武蔵野市境南町３－１８－１３
武蔵大和駅前郵便局 207-0004 東京都東大和市清水３－７９９
葛飾青戸三郵便局 125-0062 東京都葛飾区青戸３－１２－１６
東久留米団地内郵便局 203-0001 東京都東久留米市上の原１－４－１１－１０１
江東北砂三郵便局 136-0073 東京都江東区北砂３－２０－９
虎ノ門郵便局 105-0001 東京都港区虎ノ門１－７－１２
中野野方五郵便局 165-0027 東京都中野区野方５－３－１
石神井公園駅前郵便局 177-0041 東京都練馬区石神井町３－２５－１１
葛飾細田郵便局 124-0021 東京都葛飾区細田３－２８－５
日野高幡郵便局 191-0031 東京都日野市高幡１００３－２
国立東郵便局 186-0002 東京都国立市東４－４－２９
大田久が原西郵便局 146-0085 東京都大田区久が原４－１－１７
放送センター内郵便局 150-0041 東京都渋谷区神南２－２－１
日野台郵便局 191-0003 東京都日野市日野台４－３１－３



郵便局名 郵便番号 住所
練馬上石神井北郵便局 177-0044 東京都練馬区上石神井４－８－９
八王子長房郵便局 193-0824 東京都八王子市長房町５８８
村山団地内郵便局 208-0012 東京都武蔵村山市緑が丘１４６０
小平小川西郵便局 187-0035 東京都小平市小川西町３－７－１２
荒川南千住五郵便局 116-0003 東京都荒川区南千住５－３９－５
代々木二郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木２－２－１３
東村山青葉郵便局 189-0002 東京都東村山市青葉町２－４－４３
国分寺光郵便局 185-0034 東京都国分寺市光町３－１６－２５
晴海トリトンスクエア郵便局 104-0053 東京都中央区晴海１－８－１６
足立竹の塚郵便局 121-0813 東京都足立区竹の塚５－８－５
葛飾東金町五郵便局 125-0041 東京都葛飾区東金町５－３２－３
狛江東野川郵便局 201-0002 東京都狛江市東野川３－６－５
小金井貫井南郵便局 184-0014 東京都小金井市貫井南町４－３－７
八王子椚田郵便局 193-0942 東京都八王子市椚田町２０３
千代田霞が関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関１－３－２
秋川野辺郵便局 197-0823 東京都あきる野市野辺３８４
永山駅前郵便局 206-0025 東京都多摩市永山１－５
町田本町田郵便局 194-0032 東京都町田市本町田１２２７
羽村加美郵便局 205-0016 東京都羽村市羽加美３－５－２８
足立江北郵便局 123-0872 東京都足立区江北６－３０－２１
八王子上柚木郵便局 192-0373 東京都八王子市上柚木６８２－１
足立花畑一郵便局 121-0061 東京都足立区花畑１－１５－１８
練馬大泉学園北郵便局 178-0061 東京都練馬区大泉学園町８－３２－２
江戸川一郵便局 132-0013 東京都江戸川区江戸川１－２６－２
清瀬中里郵便局 204-0003 東京都清瀬市中里４－８２５
墨田横網郵便局 130-0015 東京都墨田区横網１－６－１
練馬田柄二郵便局 179-0073 東京都練馬区田柄２－１９－３６
梅ケ丘駅前郵便局 156-0043 東京都世田谷区松原６－２－９
滝野川三郵便局 114-0023 東京都北区滝野川３－７９－５
町田成瀬台郵便局 194-0043 東京都町田市成瀬台３－８－２８
八王子駅前郵便局 192-0083 東京都八王子市旭町９－１
町田小山郵便局 194-0212 東京都町田市小山町８２７
昭島つつじが丘ハイツ郵便局 196-0012 東京都昭島市つつじが丘３－５－６－１１７
高輪二郵便局 108-0074 東京都港区高輪２－４－１０
南麻布五郵便局 106-0047 東京都港区南麻布５－１６－１０
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
御茶ノ水郵便局 113-0034 東京都文京区湯島１－５－４５
目黒駅前郵便局 141-0021 東京都品川区上大崎３－５－３
台東三郵便局 110-0016 東京都台東区台東３－１２－５
文京千駄木四郵便局 113-0022 東京都文京区千駄木４－６－７
台東桜木郵便局 110-0002 東京都台東区上野桜木１－１０－１０
北堀船郵便局 114-0004 東京都北区堀船２－２－１８
砂川郵便局 190-0031 東京都立川市砂川町１－５２－１３
雷門郵便局 111-0034 東京都台東区雷門２－２－８
成木郵便局 198-0001 東京都青梅市成木５－１４９８
八王子追分町郵便局 192-0056 東京都八王子市追分町１０－１５
阿佐谷駅前郵便局 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南３－３５－８
西池袋郵便局 171-0021 東京都豊島区西池袋３－２２－１３
田園調布駅前郵便局 145-0071 東京都大田区田園調布３－１－８
中野上高田郵便局 164-0002 東京都中野区上高田３－１９－９
大田南馬込一郵便局 143-0025 東京都大田区南馬込１－５５－４
豊島長崎一郵便局 171-0051 東京都豊島区長崎１－１６－１６
千歳烏山郵便局 157-0062 東京都世田谷区南烏山６－２９－８
稲城長沼郵便局 206-0802 東京都稲城市東長沼４５０
上板橋郵便局 174-0076 東京都板橋区上板橋２－２－１３
世田谷等々力郵便局 158-0082 東京都世田谷区等々力３－９－１
目黒自由が丘郵便局 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１１－１９
渋谷広尾四郵便局 150-0012 東京都渋谷区広尾４－１－２１



郵便局名 郵便番号 住所
府中白糸台郵便局 183-0011 東京都府中市白糸台２－１－２
世田谷若林三郵便局 154-0023 東京都世田谷区若林３－１６－４
品川御殿山郵便局 140-0001 東京都品川区北品川４－７－３５
品川鮫洲郵便局 140-0011 東京都品川区東大井１－６－９
日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋２－２－１０
柴崎駅前郵便局 182-0007 東京都調布市菊野台２－２１－９
板橋ハッピーロード郵便局 173-0023 東京都板橋区大山町３－３
銀座四郵便局 104-0061 東京都中央区銀座４－６－１１
東日本橋三郵便局 103-0004 東京都中央区東日本橋３－４－１０
お台場海浜公園前郵便局 135-0091 東京都港区台場１－５－４－３０１
新宿下落合四郵便局 161-0033 東京都新宿区下落合４－２６－６
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２
新島郵便局 100-0499 東京都新島村本村１－７－２
三宅島伊ヶ谷郵便局 100-1103 東京都三宅島三宅村伊ヶ谷４３２


