
はがきペン　展開拡大対象局(417局)

郵便局名 郵便番号 住所

札幌石山郵便局 005-0841 北海道札幌市南区石山一条３－２－３

手稲富丘郵便局 006-0012 北海道札幌市手稲区富丘二条４－２－８

札幌栄町西郵便局 007-0841 北海道札幌市東区北四十一条東１－２－１５

室蘭工業大学前郵便局 050-0072 北海道室蘭市高砂町５－１８－２

イオンモール苫小牧内郵便局 053-0053 北海道苫小牧市柳町３－１－２０

北海道庁赤れんが前郵便局 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西４－３

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

札幌大通郵便局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西２－９

札幌丸井内郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西２－１１

札幌北七条郵便局 060-0807 北海道札幌市北区北七条西６－１－４

当別郵便局 061-0299 北海道石狩郡当別町弥生５１－４

札幌西郵便局 063-8799 北海道札幌市西区山の手五条１－３－１

札幌南十条郵便局 064-0810 北海道札幌市中央区南十条西６－６－１８

千歳郵便局 066-8799 北海道千歳市千代田町７－１０１－２０

富良野郵便局 076-8799 北海道富良野市若松町４－１

音更大通郵便局 080-0101 北海道河東郡音更町大通８－４

音更郵便局 080-0199 北海道河東郡音更町新通１９－１－７

大正郵便局 089-1299 北海道帯広市大正本町西一条２－２－２

北見郵便局 090-8799 北海道北見市北六条東１－１－１

新湊郵便局 097-0401 北海道利尻郡利尻町沓形新湊２２８

雄武郵便局 098-1799 北海道紋別郡雄武町雄武９０４－２

天塩郵便局 098-3399 北海道天塩郡天塩町海岸通５－５５－４

浜頓別郵便局 098-5799 北海道枝幸郡浜頓別町南一条２－１

むつ郵便局 035-8799 青森県むつ市新町８－１０

弘前郵便局 036-8799 青森県弘前市北瓦ケ町１８－１

青森西郵便局 038-8799 青森県青森市石江岡部４８－１

一関郵便局 021-8799 岩手県一関市大手町６－１

大川目郵便局 028-0091 岩手県久慈市大川目町６－９３－１１

吉里吉里郵便局 028-1101 岩手県上閉伊郡大槌町吉里吉里２－４－２０

田野畑郵便局 028-8499 岩手県下閉伊郡田野畑村和野５１３－１２

仙台八幡町郵便局 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡４－１－３

東北大学病院内郵便局 980-0872 宮城県仙台市青葉区星陵町１－１

泉西郵便局 981-3299 宮城県仙台市泉区寺岡６－８－１

メルパルク仙台郵便局 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡５－６－８

米谷郵便局 987-0902 宮城県登米市東和町米谷元町１７０

錦織郵便局 987-0903 宮城県登米市東和町錦織内ノ目９９－３

気仙沼郵便局 988-8799 宮城県気仙沼市八日町１－２－１３

白石駅前郵便局 989-0243 宮城県白石市沢目１５

愛子郵便局 989-3199 宮城県仙台市青葉区下愛子観音４０－５

鹿島台郵便局 989-4199 宮城県大崎市鹿島台平渡上戸下２９－６

船越郵便局 010-0399 秋田県男鹿市船越本町５－１

秋田外旭川郵便局 010-0802 秋田県秋田市外旭川四百刈６－１

秋田手形郵便局 010-0865 秋田県秋田市手形新栄町２－２９

雄物川大沢郵便局 013-0218 秋田県横手市雄物川町大沢大沢１４０－２

角間川郵便局 014-1499 秋田県大仙市角間川町西中上町２３－５

八竜郵便局 018-2499 秋田県山本郡三種町鵜川西鵜川８１－４

鶴岡郵便局 997-8799 山形県鶴岡市山王町４－１５

八幡郵便局 999-8232 山形県酒田市市条荒瀬１０２－１

福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０

表郷郵便局 961-0499 福島県白河市表郷番沢上願１４３

郡山西郵便局 963-0299 福島県郡山市大槻町前畑４３

富田郵便局 963-8041 福島県郡山市富田町池向１９－３

二本松郵便局 964-8799 福島県二本松市本町２－２－２

会津若松郵便局 965-8799 福島県会津若松市中央１－２－１７

鏡石郵便局 969-0401 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼３３１

内郷郵便局 973-8403 福島県いわき市内郷綴町川原田１３３



原町桜井町郵便局 975-0032 福島県南相馬市原町区桜井町１－７６－５

原町郵便局 975-8799 福島県南相馬市原町区三島町１－３４

阿見青宿郵便局 300-0301 茨城県稲敷郡阿見町青宿６６９－１０

土浦天川郵便局 300-0818 茨城県土浦市天川１－２８－１

牛久郵便局 300-1299 茨城県牛久市中央３－５－２

石下郵便局 300-2799 茨城県常総市新石下４５２７

水戸緑岡郵便局 310-0851 茨城県水戸市千波町１８８１

日立郵便局 317-8799 茨城県日立市幸町２－３－２８

内原郵便局 319-0317 茨城県水戸市内原２－１

宇都宮大学内郵便局 321-0943 栃木県宇都宮市峰町３５０

真岡郵便局 321-4399 栃木県真岡市並木町１－７－２

小山郵便局 323-8799 栃木県小山市城東１－１３－１６

大田原郵便局 324-8799 栃木県大田原市新富町１－９－８

栃木郵便局 328-8799 栃木県栃木市平柳町１－２０－１

矢板郵便局 329-2199 栃木県矢板市扇町２－１－２７

前橋関根郵便局 371-0047 群馬県前橋市関根町６０９－２

笠懸鹿郵便局 379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿３１３２－５

さいたま新都心郵便局 330-9799 埼玉県さいたま市中央区新都心３－１

大宮西郵便局 331-8799 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－７１３

大和田駅前郵便局 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－１１９９

大宮郵便局 337-8799 埼玉県さいたま市北区東大成町１－６３１

岩槻郵便局 339-8799 埼玉県さいたま市岩槻区加倉４－１０－１

越谷郵便局 343-8799 埼玉県越谷市大沢４－６－１５

坂戸郵便局 350-0299 埼玉県坂戸市千代田２－５－１５

東松山郵便局 355-8799 埼玉県東松山市本町２－１０－２７

上福岡郵便局 356-8799 埼玉県ふじみ野市福岡２－１－５

熊谷郵便局 360-8799 埼玉県熊谷市本町２－７

深谷郵便局 366-8799 埼玉県深谷市深谷町３－６０

秩父野坂郵便局 368-0033 埼玉県秩父市野坂町２－１６－５２

西千葉駅前郵便局 260-0033 千葉県千葉市中央区春日２－２５－２

浜野郵便局 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町１１４４

千葉幕張本郷郵便局 262-0033 千葉県千葉市花見川区幕張本郷７－８－２７

松戸八ヶ崎郵便局 270-0023 千葉県松戸市八ケ崎７－３２－２４

印西郵便局 270-1399 千葉県印西市中央南２－４

白井郵便局 270-1499 千葉県白井市堀込１－１－１０

松戸郵便局 271-8799 千葉県松戸市松戸１７４３－８

市川郵便局 272-8799 千葉県市川市平田２－１－１

鎌ケ谷郵便局 273-0199 千葉県鎌ケ谷市右京塚１３－２６

船橋郵便局 273-8799 千葉県船橋市南本町７－１７

船橋東郵便局 274-8799 千葉県船橋市習志野台２－５０－１２

習志野郵便局 275-8799 千葉県習志野市津田沼２－５－１

八千代台ユアエルム郵便局 276-0032 千葉県八千代市八千代台東１－１－１０

八千代郵便局 276-8799 千葉県八千代市ゆりのき台１－１－１

求名駅前郵便局 283-0003 千葉県東金市道庭下谷９８５

佐倉郵便局 285-8799 千葉県佐倉市海隣寺町２－５

銚子郵便局 288-8799 千葉県銚子市若宮町３－１

市原郵便局 290-8799 千葉県市原市白金町４－１

木更津郵便局 292-8799 千葉県木更津市中央２－６－１５

第一生命館内郵便局 100-0006 東京都千代田区有楽町１－１３－１

ＮＴＴ日比谷ビル内郵便局 100-0011 東京都千代田区内幸町１－１－６

山王グランドビル内郵便局 100-0014 東京都千代田区永田町２－１４－２

小川町郵便局 101-0052 東京都千代田区神田小川町３－２２

ホテルニューオータニ内郵便局 102-0094 東京都千代田区紀尾井町４－１

麹町郵便局 102-8799 東京都千代田区九段南４－５－９

東日本橋三郵便局 103-0004 東京都中央区東日本橋３－４－１０

中央新川二郵便局 104-0033 東京都中央区新川２－１５－１１

銀座西郵便局 104-0061 東京都中央区銀座西８－１０

銀座四郵便局 104-0061 東京都中央区銀座４－６－１１



芝公園郵便局 105-0011 東京都港区芝公園１－８－１２

汐留シティセンター郵便局 105-7190 東京都港区東新橋１－５－２

乃木坂駅前郵便局 106-0032 東京都港区六本木７－３－７

六本木駅前郵便局 106-0032 東京都港区六本木６－７－１０

南麻布五郵便局 106-0047 東京都港区南麻布５－１６－１０

文京大塚五郵便局 112-0012 東京都文京区大塚５－７－１１

小石川郵便局 112-8799 東京都文京区小石川４－４－２

文京グリーンコート郵便局 113-0021 東京都文京区本駒込２－２８－８

東京大学内郵便局 113-0033 東京都文京区本郷７－３－１

王子郵便局 114-8799 東京都北区王子６－２－２８

足立旭町郵便局 120-0026 東京都足立区千住旭町２７－１３

足立中居郵便局 120-0035 東京都足立区千住中居町１７－２４

足立花畑一郵便局 121-0061 東京都足立区花畑１－１５－１８

足立西竹の塚郵便局 121-0822 東京都足立区西竹の塚２－４－１７

足立江北郵便局 123-0872 東京都足立区江北６－３０－２１

本所郵便局 130-8799 東京都墨田区太平４－２１－２

南小岩フラワーロード郵便局 133-0056 東京都江戸川区南小岩６－２７－１６

南品川四郵便局 140-0004 東京都品川区南品川４－１８－１

大森ベルポート郵便局 140-0013 東京都品川区南大井６－２６－３

ゲートシティ大崎郵便局 141-0032 東京都品川区大崎１－１１－１

大田西糀谷三郵便局 144-0034 東京都大田区西糀谷３－２０－２

大田西六郷三郵便局 144-0056 東京都大田区西六郷３－２８－７

田園調布郵便局 145-8799 東京都大田区南雪谷２－２１－１

大田鵜の木郵便局 146-0091 東京都大田区鵜の木２－３－１

渋谷東二郵便局 150-0011 東京都渋谷区東２－２２－１４

渋谷道玄坂郵便局 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１９－１３

渋谷中央街郵便局 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１０－２

渋谷松濤郵便局 150-0046 東京都渋谷区松濤１－２９－２４

笹塚駅前郵便局 151-0073 東京都渋谷区笹塚１－４８－１４

三軒茶屋駅前郵便局 154-0004 東京都世田谷区太子堂４－２２－５

豪徳寺駅前郵便局 154-0021 東京都世田谷区豪徳寺１－３８－６

八幡山駅前郵便局 156-0056 東京都世田谷区八幡山３－３４－１５

世田谷給田郵便局 157-0064 東京都世田谷区給田３－２８－５

成城学園前郵便局 157-0066 東京都世田谷区成城６－１６－３０

世田谷深沢郵便局 158-0081 東京都世田谷区深沢４－３５－５

新宿三郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿３－１７－２３

新宿明治通郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿６－２８－８

新宿花園郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿１－２７－１

東京都庁内郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿２－８－１

西新宿四郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿４－４－１６

ＫＤＤＩビル内郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿２－３－３

新宿下落合三郵便局 161-0033 東京都新宿区下落合３－１８－５

新宿住吉郵便局 162-0065 東京都新宿区住吉町２－１３

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）

東京オペラシティ郵便局 163-1401 東京都新宿区西新宿３－２０－２

新宿アイタウン郵便局 163-8012 東京都新宿区西新宿６－２１－１

高円寺駅前郵便局 166-0002 東京都杉並区高円寺北２－２０－７

東高円寺郵便局 166-0012 東京都杉並区和田３－６０－１５

杉並下井草郵便局 167-0022 東京都杉並区下井草３－３０－１４

杉並今川三郵便局 167-0035 東京都杉並区今川３－１４－１７

杉並西荻北郵便局 167-0042 東京都杉並区西荻北４－３１－２

早稲田通郵便局 169-0051 東京都新宿区西早稲田３－１４－２

新大久保駅前郵便局 169-0073 東京都新宿区百人町１－１０－１０

高田馬場郵便局 169-0075 東京都新宿区高田馬場４－１３－１３

西池袋郵便局 171-0021 東京都豊島区西池袋３－２２－１３

板橋南常盤台郵便局 174-0072 東京都板橋区南常盤台１－２０－３

板橋西台郵便局 175-0045 東京都板橋区西台３－１８－１１

板橋成増郵便局 175-0094 東京都板橋区成増１－２８－１０



練馬二郵便局 176-0001 東京都練馬区練馬２－２１－７

練馬高野台駅前郵便局 177-0033 東京都練馬区高野台１－７－３

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

練馬関町郵便局 177-0051 東京都練馬区関町北２－３－４

練馬平和台一郵便局 179-0083 東京都練馬区平和台１－３８－２５

三鷹大沢郵便局 181-0015 東京都三鷹市大沢２－２－１２

調布郵便局 182-8799 東京都調布市八雲台２－６－１

府中白糸台郵便局 183-0011 東京都府中市白糸台２－１－２

国分寺郵便局 185-8799 東京都国分寺市日吉町４－１－１０

小平郵便局 187-8799 東京都小平市小川東町５－１６－１

日野高幡郵便局 191-0031 東京都日野市高幡１００３－２

八王子駅前郵便局 192-0083 東京都八王子市旭町９－１

恩方郵便局 192-0199 東京都八王子市西寺方町６９－２

八王子南大沢五郵便局 192-0364 東京都八王子市南大沢５－１４－４

八王子片倉郵便局 192-0914 東京都八王子市片倉町４３９－１

めじろ台駅前郵便局 193-0833 東京都八王子市めじろ台４－１－１

原町田六郵便局 194-0013 東京都町田市原町田６－１７－１

鶴川郵便局 195-8799 東京都町田市大蔵町４４６

昭島郵便局 196-8799 東京都昭島市松原町１－９－３１

狛江郵便局 201-8799 東京都狛江市和泉本町３－２９－７

清瀬郵便局 204-8799 東京都清瀬市元町２－２８－１２

稲城押立郵便局 206-0802 東京都稲城市東長沼３８４－２

武蔵大和駅前郵便局 207-0004 東京都東大和市清水３－７９９

武蔵村山大南郵便局 208-0013 東京都武蔵村山市大南３－４－１

川崎大師郵便局 210-0816 神奈川県川崎市川崎区大師町４－３２

川崎ソリッドスクエア内郵便局 212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０

新百合ヶ丘郵便局 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１８－１

クイーンズスクエア横浜郵便局 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－４

横浜洪福寺郵便局 220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町５－３７９－１

日吉駅内郵便局 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１

横浜鴨志田郵便局 227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５４９－１

青葉台郵便局 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１３－１

横浜南郵便局 232-8799 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町１－１

横浜滝頭郵便局 235-0012 神奈川県横浜市磯子区滝頭２－３７－１８

横浜金沢郵便局 236-8799 神奈川県横浜市金沢区泥亀２－１０－２

久里浜郵便局 239-8799 神奈川県横須賀市久里浜５－１０－１

葉山堀内郵便局 240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内９３６－８

横浜旭郵便局 241-8799 神奈川県横浜市旭区本村町４４－２

厚木郵便局 243-8799 神奈川県厚木市田村町２－１８

大船郵便局 247-8799 神奈川県鎌倉市大船２－２０－２３

鎌倉郵便局 248-8799 神奈川県鎌倉市小町１－１０－３

逗子郵便局 249-8799 神奈川県逗子市逗子６－１－３

座間緑ヶ丘郵便局 252-0021 神奈川県座間市緑ケ丘２－２－３８

大沢郵便局 252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢１７５２－１０

橋本郵便局 252-0199 神奈川県相模原市緑区西橋本５－２－１

相模台郵便局 252-0321 神奈川県相模台２－１－６

寒川郵便局 253-0199 神奈川県高座郡寒川町宮山１８７

平塚本宿郵便局 254-0052 神奈川県平塚市平塚２－３０－１

大磯郵便局 255-0003 神奈川県中郡大磯町大磯１０４３－１

松田郵便局 258-8799 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領１５９６－１

長岡西郵便局 940-2099 新潟県長岡市上除町西１－４０２

上越中屋敷郵便局 943-0807 新潟県上越市春日山町２－８－５

イオンモール新潟南郵便局 950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田１－１－１

新潟米山郵便局 950-0916 新潟県新潟市中央区米山１－２４

新潟近江郵便局 950-0973 新潟県新潟市中央区上近江４－２－２０

小新南郵便局 950-2028 新潟県新潟市西区小新南２－１２－３６

豊栄郵便局 950-3399 新潟県新潟市北区白新町３－４－５

巻郵便局 953-8799 新潟県新潟市西蒲区巻甲２８０６－１



燕郵便局 959-1299 新潟県燕市白山町１－１－６

富山大泉郵便局 939-8093 富山県富山市大泉東町１－８－１７

東小立野郵便局 920-0942 石川県金沢市小立野１－６－１

蛸島郵便局 927-1204 石川県珠洲市蛸島町ナ部４１

鯖江郵便局 916-8799 福井県鯖江市水落町１－２－２８

湯村郵便局 400-0073 山梨県甲府市湯村３－２－４４

白根郵便局 400-0299 山梨県南アルプス市在家塚１１９５－４

富士吉田郵便局 403-8799 山梨県富士吉田市中曽根３－１－１

猿橋郵便局 409-0617 山梨県大月市猿橋町殿上４２３－５

信州中野郵便局 383-8799 長野県中野市三好町２－１－１

中佐都郵便局 385-0024 長野県佐久市平塚２６８－１６

軽井沢郵便局 389-0199 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢７６７－３

松本郵便局 390-8799 長野県松本市中央２－７－５

諏訪郵便局 392-8799 長野県諏訪市諏訪２－１１－４３

駒ヶ根郵便局 399-4199 長野県駒ヶ根市中央１３－１３

松本南郵便局 399-8799 長野県松本市平田東２－１７－１

岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町１－３－２

各務原郵便局 504-8799 岐阜県各務原市那加栄町２

高山郵便局 506-8799 岐阜県高山市名田町５－９５－１

多治見郵便局 507-8799 岐阜県多治見市音羽町４－２

可児郵便局 509-0299 岐阜県可児市広見８５３－１

駄知郵便局 509-5401 岐阜県土岐市駄知町１３２７－６

恵那郵便局 509-7299 岐阜県恵那市大井町１８５－１

静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町１－９

沼津郵便局 410-8799 静岡県沼津市寿町１－２５

三島郵便局 411-8799 静岡県三島市南田町４－５０

御殿場東田中郵便局 412-0026 静岡県御殿場市東田中２－１－７

熱海郵便局 413-8799 静岡県熱海市水口町１３－１４

富士市役所前郵便局 417-0047 静岡県富士市青島町１９５－３

富士宮郵便局 418-8799 静岡県富士宮市若の宮町４７５

静岡沓谷郵便局 420-0803 静岡県静岡市葵区千代田１－２－２４

榛原郵便局 421-0499 静岡県牧之原市静波１３６９－６

静岡中野郵便局 422-8051 静岡県静岡市駿河区中野新田３０５－１

静岡南郵便局 422-8799 静岡県静岡市駿河区有明町２－１０

清水郵便局 424-8799 静岡県静岡市清水区辻１－９－２７

浜松元目郵便局 430-0948 静岡県浜松市中区元目町１２０－８

浜松郵便局 430-8799 静岡県浜松市中区旭町８－１

浜松三方原郵便局 433-8105 静岡県浜松市北区三方原町１９５２－４

浜松北郵便局 433-8799 静岡県浜松市北区初生町１４１６－８

浜北郵便局 434-8799 静岡県浜松市浜北区横須賀９１０

磐田郵便局 438-8799 静岡県磐田市見付只来２９６６－８

名古屋中央郵便局 450-8998 愛知県名古屋市中村名駅１－１－１

豊橋郵便局 440-8799 愛知県豊橋市神明町１０６

豊橋幸郵便局 441-8113 愛知県豊橋市西幸町浜池１－２

豊橋南郵便局 441-8799 愛知県豊橋市中野町上新切１－１

桜井郵便局 444-1199 愛知県安城市小川町金政３

西尾郵便局 445-8799 愛知県西尾市丁田町五助４０－２

刈谷郵便局 448-8799 愛知県刈谷市寿町２－５０５

名古屋柳橋郵便局 450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅４－２３－１３

中村郵便局 453-8799 愛知県名古屋市中村区大宮町３－４７

名古屋伏屋郵便局 454-0996 愛知県名古屋市中川区伏屋５－２１４

名古屋港郵便局 455-8799 愛知県名古屋市港区港栄２－１－７

名古屋栄郵便局 460-0008 愛知県名古屋市中区栄３－２－３４

ループ金山郵便局 460-0022 愛知県名古屋市中区金山１－１７－１８

名古屋中郵便局 460-8799 愛知県名古屋市中区大須３－１－１０

名古屋北郵便局 462-8799 愛知県名古屋市北区辻本通２－２０－１

千種郵便局 464-8799 愛知県名古屋市千種区今池４－９－１８

名古屋北山郵便局 466-0016 愛知県名古屋市昭和区北山本町２－４７



瑞穂郵便局 467-8799 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通２－３７

天白郵便局 468-8799 愛知県名古屋市天白区島田５－２０１

豊田郵便局 471-8799 愛知県豊田市十塚町２－１６－１

半田郵便局 475-8799 愛知県半田市東洋町１－５－２

長久手郵便局 480-1199 愛知県長久手市西浦８１５

岩倉郵便局 482-8799 愛知県岩倉市旭町１－２３－１

犬山郵便局 484-8799 愛知県犬山市天神町１－７

春日井郵便局 486-8799 愛知県春日井市柏井町３－１０２－１

一宮郵便局 491-8799 愛知県一宮市白旗通３－２１

津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央１－１

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

鈴鹿郵便局 513-8799 三重県鈴鹿市西条４－９６

松阪郵便局 515-8799 三重県松阪市南町１７８－１

伊勢郵便局 516-8799 三重県伊勢市岩渕３－６－１０

大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜１－４

船木郵便局 520-1233 滋賀県高島市安曇川町南船木３２１－３

野洲郵便局 520-2399 滋賀県野洲市小篠原１１０２－４

近江守山郵便局 524-8799 滋賀県守山市守山６－１７－１

山城田辺郵便局 610-0399 京都府京田辺市興戸犬伏５－３

新田郵便局 611-0031 京都府宇治市広野町東裏５６－２

京都太秦朱雀郵便局 616-8137 京都府京都市右京区太秦朱雀町１－２０

長岡京花山郵便局 617-0841 京都府長岡京市梅が丘１－７２－３

丹波郵便局 622-0299 京都府船井郡京丹波町須知伏拝５－２

都島郵便局 534-8799 大阪府大阪市都島区高倉町１－６－３

大阪城東郵便局 536-8799 大阪府大阪市城東区今福東３－１６－２３

大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８

阿倍野保名郵便局 545-0034 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野元町４－２２

阿倍野郵便局 545-8799 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－４７－１６

住吉郵便局 558-8799 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－１０－１

池田栄本町郵便局 563-0058 大阪府池田市栄本町６－２７

吹田千里北ビル内郵便局 565-0874 大阪府吹田市古江台４－２－Ｄ３－２０２

高槻郵便局 569-8799 大阪府高槻市中川町１－１

枚方北郵便局 573-1199 大阪府枚方市牧野北町５－２０

大東郵便局 574-8799 大阪府大東市曙町３－２０

四條畷郵便局 575-8799 大阪府四條畷市中野本町２５－２０

交野私市郵便局 576-0033 大阪府交野市私市３－３８－１０

東大阪花園郵便局 578-0948 大阪府東大阪市菱屋東１－２－２８

松原新町郵便局 580-0023 大阪府松原市南新町１－１３－５

美原郵便局 587-8799 大阪府堺市美原区黒山３１－６

大阪狭山郵便局 589-8799 大阪府大阪狭山市岩室１－４０１－５

堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６

泉佐野郵便局 598-8799 大阪府泉佐野市上町２－８－４５

神戸相生郵便局 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町５－１７－２４

兵庫郵便局 652-8799 兵庫県神戸市兵庫区大開通２－２－１９

神戸鶴甲郵便局 657-0011 兵庫県神戸市灘区鶴甲３－２－１

灘郵便局 657-8799 兵庫県神戸市灘区大石東町３－２－８

神戸六甲アイランド郵便局 658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中５－１５

芦屋南宮郵便局 659-0024 兵庫県芦屋市南宮町１２－２０

芦屋郵便局 659-8799 兵庫県芦屋市平田北町４－１３

尼崎大西郵便局 661-0025 兵庫県尼崎市立花町３－３６－１７

尼崎武庫之荘郵便局 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘１－１９－１

尼崎園田郵便局 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町４－６２－１

伊丹昆陽郵便局 664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東４－１３－２

川西花屋敷郵便局 666-0034 兵庫県川西市寺畑２－９－１１

小野郵便局 675-1399 兵庫県小野市王子町山ノ下１５

奈良ファミリー内郵便局 631-0821 奈良県奈良市西大寺東町２－４－１

西大和高塚台郵便局 636-0071 奈良県北葛城郡河合町高塚台３－４－１

三郷立野郵便局 636-0822 奈良県生駒郡三郷町立野南２－１１－７



香芝郵便局 639-0299 奈良県香芝市下田西２－２－１０

大和郡山郵便局 639-1199 奈良県大和郡山市杉町２５０－３

加太郵便局 640-0103 和歌山県和歌山市加太１２１１－３

海南名高郵便局 642-0032 和歌山県海南市名高３０２

田辺郵便局 646-8799 和歌山県田辺市中屋敷町１－９

橋本郵便局 648-8799 和歌山県橋本市市脇５－４－２２

印南郵便局 649-1599 和歌山県日高郡印南町印南２２４８－６

鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１

米子郵便局 683-8799 鳥取県米子市弥生町１０

松江城西郵便局 690-0875 島根県松江市外中原町１２０

平田郵便局 691-8799 島根県出雲市平田町２２４６

有福郵便局 695-0156 島根県江津市有福温泉町５２４－１

浜田駅前郵便局 697-0026 島根県浜田市田町１６１２

岡山南郵便局 702-8799 岡山県岡山市南区築港栄町９－２０

玉野郵便局 706-8799 岡山県玉野市宇野１－２１－１

下津井郵便局 711-0926 岡山県倉敷市下津井吹上２－１－２０

鴨方郵便局 719-0299 岡山県浅口市鴨方町六条院中３２８３

広島立町郵便局 730-0032 広島県広島市中区立町６－１１

可部郵便局 731-0299 広島県広島市安佐北区可部４－１－４

安芸五日市郵便局 731-5199 広島県広島市佐伯区五日市中央６－１－１

地御前郵便局 738-0042 広島県廿日市市地御前１－４－１９

大野郵便局 739-0499 広島県廿日市市大野原１－２－１

岩国郵便局 740-8799 山口県岩国市麻里布町２－６－８

岩国西郵便局 741-8799 山口県岩国市岩国２－１７－１７

徳山郵便局 745-8799 山口県周南市御幸通１－３

下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町２－１２－１２

下関東郵便局 751-8799 山口県下関市山の田東町１２－２５

坂出郵便局 762-8799 香川県坂出市京町２－６－３３

今治蒼社郵便局 794-0058 愛媛県今治市蒼社町１－３－４６

弓削郵便局 794-2599 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削２４５

中浦郵便局 798-4125 愛媛県南宇和郡愛南町中浦８６８

十川郵便局 786-0599 高知県高岡郡四万十町十川２３－１０

小倉駅前郵便局 802-0001 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

八幡郵便局 805-8799 福岡県北九州市八幡東区中央２－８－８

粕屋南郵便局 811-2299 福岡県糟屋郡志免町田富伊賀杭１６２－１

福岡東郵便局 813-8799 福岡県福岡市東区香椎浜１－９－５

城南郵便局 814-0199 福岡県福岡市城南区干隈２－５６－１

福岡南郵便局 815-8799 福岡県福岡市南区向野１－２０－１

博多南郵便局 816-8799 福岡県福岡市博多区元町２－２－１２

筑紫野郵便局 818-8799 福岡県筑紫野市二日市南２－１３－１５

前原郵便局 819-1199 福岡県糸島市前原中央２－１１－１０

福岡西郵便局 819-8799 福岡県福岡市西区石丸３－２－１１

柳川郵便局 832-8799 福岡県柳川市坂本町２８－１０

久留米東郵便局 839-8799 福岡県久留米市御井旗崎４－３－７

鳥栖郵便局 841-8799 佐賀県鳥栖市元町横田１２３４－２

有田郵便局 844-8799 佐賀県西松浦郡有田町赤絵町２－２－１２

郷ノ浦郵便局 811-5199 長崎県壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦１７６

長崎東郵便局 851-0199 長崎県長崎市かき道１－３９－１

福江郵便局 853-8799 長崎県五島市幸町１－１

島原郵便局 855-8799 長崎県島原市坂上町６９９０

山鹿郵便局 861-0599 熊本県山鹿市山鹿３１４

八代郵便局 866-8799 熊本県八代市本町２－３－３４

水俣郵便局 867-8799 熊本県水俣市浜町２－１－１

長洲郵便局 869-0199 熊本県玉名郡長洲町長洲１３５７－３

大分南郵便局 870-1199 大分県大分市玉沢７８５－２

中津郵便局 871-8799 大分県中津市中殿余木５０３－１－６

別府郵便局 874-8799 大分県別府市餅ケ浜町４－２３

延岡郵便局 882-8799 宮崎県延岡市南町１－３－５



都城郵便局 885-8799 宮崎県都城市中町１４－１８

飫肥郵便局 889-2599 宮崎県日南市飫肥１－４－３０

鹿児島南郵便局 891-0199 鹿児島県鹿児島市谷山中央２－４５１９－１

鹿屋郵便局 893-8799 鹿児島県鹿屋市白崎町１－２０

東町郵便局 900-0034 沖縄県那覇市東町２６－２９

宜野湾長田郵便局 901-2212 沖縄県宜野湾市長田１－２７－１

宜野湾郵便局 901-2299 沖縄県宜野湾市愛知３８－１

北中城郵便局 901-2311 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場３８６－２

沖縄照屋郵便局 904-0011 沖縄県沖縄市照屋２－１７－５

北谷桑江郵便局 904-0103 沖縄県中頭郡北谷町桑江６１８－３

恩納郵便局 904-0411 沖縄県国頭郡恩納村恩納２５８３－１

名護宇茂佐郵便局 905-0009 沖縄県名護市宇茂佐の森５－１－１

八重山郵便局 907-8799 沖縄県石垣市大川１２


