
■となりのトトロ　Daily Goods Collection販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東１－２－１

室蘭郵便局 051-8799 北海道室蘭市中央町１－１－１０
江別郵便局 067-8799 北海道江別市王子１６－１５
登別郵便局 059-8799 北海道登別市中央町２－１５－１
白老郵便局 059-0999 北海道白老郡白老町大町３－４－２０
千歳郵便局 066-8799 北海道千歳市千代田町７－１０１－２０
小樽堺町郵便局 047-0027 北海道小樽市堺町６－１４
厚別郵便局 004-8799 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－１－１
豊平郵便局 062-8799 北海道札幌市豊平区美園三条６－３－４
栗山郵便局 069-1599 北海道夕張郡栗山町中央３－２３８
手稲郵便局 006-8799 北海道札幌市手稲区前田七条１１－１－１
野幌郵便局 069-8799 北海道江別市野幌町６８－５
豊浦郵便局 049-5499 北海道虻田郡豊浦町幸町６５
太美郵便局 061-3799 北海道石狩郡当別町太美町１４８０－５８
札幌南十一条郵便局 064-0811 北海道札幌市中央区南十一条西１４－１－６
千歳富丘郵便局 066-0034 北海道千歳市富丘４－１２－５
東札幌郵便局 003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条４－１－３５
苫小牧花園郵便局 053-0853 北海道苫小牧市花園町３－１２－１８
白石北郷郵便局 003-0834 北海道札幌市白石区北郷四条３－６－２０
札幌大通郵便局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西２－９
野幌駅前郵便局 069-0813 北海道江別市野幌町３７－７
千歳春日郵便局 066-0065 北海道千歳市春日町３－１－７－２
石狩花川南五条郵便局 061-3205 北海道石狩市花川南五条２－２１８－２
苫小牧明野郵便局 053-0054 北海道苫小牧市明野新町６－３０－２４
手稲稲積郵便局 006-0813 北海道札幌市手稲区前田三条７－５－１６
北広島西の里郵便局 061-1105 北海道北広島市西の里東１－１３－１５
新札幌駅デュオ郵便局 004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央二条５－６－２
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
札幌真栄郵便局 004-0834 北海道札幌市清田区真栄四条２－７－１
札幌桑園駅前郵便局 060-0011 北海道札幌市中央区北十一条西１４－１－３５
恵庭黄金郵便局 061-1409 北海道恵庭市黄金南１－１０－４
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
芽室郵便局 082-8799 北海道河西郡芽室町本通５－１
音更郵便局 080-0199 北海道河東郡音更町新通１９－１－７
西帯広郵便局 080-2499 北海道帯広市西二十四条南１－７－５
釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町１３－２－１
釧路松浦郵便局 085-0005 北海道釧路市松浦町９－１４
釧路新富士郵便局 084-0904 北海道釧路市新富士町３－３－１２
根室郵便局 087-8799 北海道根室市本町４－４１－２
中標津郵便局 086-1199 北海道標津郡中標津町西五条南１－１－６
花咲郵便局 087-0032 北海道根室市花咲港１１３
函館東郵便局 042-8799 北海道函館市湯川町２－９－１
函館本町郵便局 040-0011 北海道函館市本町９－２
函館中道郵便局 041-0853 北海道函館市中道１－１９－１０
旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通６－２８－１
三笠郵便局 068-2199 北海道三笠市高美町１－７
旭川駅内郵便局 070-0030 北海道旭川市宮下通８－３－１
留萌郵便局 077-8799 北海道留萌市本町１－３８
天塩郵便局 098-3399 北海道天塩郡天塩町海岸通５－５５－４
士別郵便局 095-8799 北海道士別市大通東９－２３２３
稚内郵便局 097-8799 北海道稚内市中央２－１５－１２
遠軽郵便局 099-0499 北海道紋別郡遠軽町大通北２－２－１
美幌郵便局 092-8799 北海道網走郡美幌町大通北１－１４－１
女満別郵便局 099-2399 北海道網走郡大空町女満別西二条２－１－１１
浜頓別郵便局 098-5799 北海道枝幸郡浜頓別町南一条２－１
北見北光郵便局 090-0824 北海道北見市北光２０７－２

青森県 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町１－７－２４
弘前郵便局 036-8799 青森県弘前市北瓦ケ町１８－１
鰺ケ沢郵便局 038-2799 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町本町８５
八戸郵便局 031-8799 青森県八戸市城下４－２５－９
野辺地郵便局 039-3199 青森県上北郡野辺地町野辺地２８－１
むつ郵便局 035-8799 青森県むつ市新町８－１０
五所川原郵便局 037-8799 青森県五所川原市旭町５３－１
大鰐郵便局 038-0299 青森県南津軽郡大鰐町大鰐前田５５－１５
下田郵便局 039-2199 青森県上北郡おいらせ町馳下り１－４
八戸小中野郵便局 031-0802 青森県八戸市小中野８－９－１０
鶴田郵便局 038-3599 青森県北津軽郡鶴田町鶴田鷹ノ尾９－９
青森沖館郵便局 038-0002 青森県青森市沖館５－５－２８
弘前小沢郵便局 036-8242 青森県弘前市大原２－５－２
八戸駅前郵便局 039-1102 青森県八戸市一番町１－９－２２
青森駅前郵便局 030-0801 青森県青森市新町１－８－１
八戸田向郵便局 031-0011 青森県八戸市田向２－２－２０

岩手県 一関郵便局 021-8799 岩手県一関市大手町６－１
水沢郵便局 023-8799 岩手県奥州市水沢寺脇１－５
千厩郵便局 029-0899 岩手県一関市千厩町千厩前田８５－９
紫波郵便局 028-3399 岩手県紫波郡紫波町日詰西裏６８
雫石郵便局 020-0599 岩手県岩手郡雫石町上町東１８
花泉郵便局 029-3199 岩手県一関市花泉町花泉袋３２－２
江刺郵便局 023-1199 岩手県奥州市江刺南大通り７－４４



都道府県 局名 郵便番号 住所
石鳥谷郵便局 028-3199 岩手県花巻市石鳥谷町好地８－９６－４６
久慈湊郵便局 028-0011 岩手県久慈市湊町１７－７６－２
盛岡駅前郵便局 020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通１０－１２
矢幅郵便局 028-3699 岩手県紫波郡矢巾町南矢幅７－３７３
宮古新町郵便局 027-0086 岩手県宮古市新町３－１５
胆沢郵便局 023-0499 岩手県奥州市胆沢南都田石行１２３
大船渡郵便局 022-8799 岩手県大船渡市盛町内ノ目１１－１９
盛岡北郵便局 020-0199 岩手県盛岡市月が丘３－２８－１
萩荘郵便局 021-0902 岩手県一関市萩荘小萩９２－１
盛岡内丸郵便局 020-0022 岩手県盛岡市大通１－２－１
久慈長内郵便局 028-0041 岩手県久慈市長内町２３－５１－７
盛岡向中野郵便局 020-0851 岩手県盛岡市向中野７－１５－７
盛岡サンタウン郵便局 020-0105 岩手県盛岡市北松園４－３－８
盛岡北厨川郵便局 020-0122 岩手県盛岡市みたけ４－３６－２０
遠野松崎郵便局 028-0541 岩手県遠野市松崎町白岩１１－２１
盛岡東安庭郵便局 020-0824 岩手県盛岡市東安庭３－１５－５
盛岡マリオス郵便局 020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通２－９－１
イオンモール盛岡南内郵便局 020-0866 岩手県盛岡市本宮７－１－１

宮城県 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町１－７
石巻郵便局 986-8799 宮城県石巻市南中里３－１５－４２
吉岡郵便局 981-3699 宮城県黒川郡大和町吉岡天皇寺５２
築館郵便局 987-2299 宮城県栗原市築館薬師４－６－７
仙台駅内郵便局 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１
渡波郵便局 986-2199 宮城県石巻市渡波町１－８－１
村田郵便局 989-1305 宮城県柴田郡村田町村田西田４７－１
槻木郵便局 989-1799 宮城県柴田郡柴田町槻木上町３－８－１８
女川郵便局 986-2299 宮城県牡鹿郡女川町女川２－７－１
仙台原町郵便局 983-0841 宮城県仙台市宮城野区原町１－３－２５
仙台南郵便局 982-8791 宮城県仙台市太白区長町７－２１－１２
仙台木町通郵便局 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通１－６－３２
白石駅前郵便局 989-0243 宮城県白石市沢目１５
仙台荒井郵便局 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井２－２－１２
多賀城郵便局 985-0874 宮城県多賀城市八幡３－１０－３５
宮城赤井郵便局 981-0501 宮城県東松島市赤井川前三番１５３－１８
仙台台原郵便局 981-0911 宮城県仙台市青葉区台原４－３－２１
大代郵便局 985-0832 宮城県多賀城市大代１－３－３０
仙台宮城野郵便局 983-0044 宮城県仙台市宮城野区宮千代１－２－８
仙台小松島郵便局 981-0905 宮城県仙台市青葉区小松島１－２－１３
仙台東郵便局 983-8799 宮城県仙台市宮城野区原町６－２－３２
ｔｅｋｕｔｅながまち郵便局 982-0007 宮城県仙台市太白区あすと長町１－５－５
仙台鶴ケ谷郵便局 983-0824 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷２－１－１５
仙台西ノ平郵便局 982-0803 宮城県仙台市太白区金剛沢１－４－４６
気仙沼田中前郵便局 988-0053 宮城県気仙沼市田中前１－１－１６
泉南光台南三郵便局 981-8002 宮城県仙台市泉区南光台南３－１６－２５
名取増田郵便局 981-1224 宮城県名取市増田５－３－１８
泉長命ケ丘郵便局 981-3212 宮城県仙台市泉区長命ケ丘４－１５－２８
古川駅前郵便局 989-6162 宮城県大崎市古川駅前大通１－５－３５
名取大手町郵便局 981-1232 宮城県名取市大手町５－１０－１０
仙台栗生郵便局 989-3122 宮城県仙台市青葉区栗生４－１３－３
泉南中山郵便局 981-3213 宮城県仙台市泉区南中山２－１０－１３
仙台上飯田郵便局 984-0838 宮城県仙台市若林区上飯田１－１５－７
イオンモール名取内郵便局 981-1294 宮城県名取市杜せきのした５－３－１
富谷成田郵便局 981-3341 宮城県富谷市成田１－６－８
ＪＲ仙台イーストゲートビル郵便局 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡１－１－１

秋田県 大館郵便局 017-8799 秋田県大館市中城１２－３
本荘郵便局 015-8799 秋田県由利本荘市給人町４３－１
花輪郵便局 018-5299 秋田県鹿角市花輪堰向４９
土崎郵便局 011-8799 秋田県秋田市土崎港中央３－６－１０
大曲郵便局 014-8799 秋田県大仙市佐野町１－１９
増田郵便局 019-0701 秋田県横手市増田町増田本町７２－７
毛馬内郵便局 018-5399 秋田県鹿角市十和田毛馬内城ノ下３２
秋田駅トピコ郵便局 010-0001 秋田県秋田市中通７－１－２
大久保郵便局 018-1499 秋田県潟上市昭和大久保町後４６－１
秋田手形郵便局 010-0865 秋田県秋田市手形新栄町２－２９
仁井田郵便局 010-1499 秋田県秋田市仁井田本町６－３－５
大館駅前郵便局 017-0044 秋田県大館市御成町２－９－１０
秋田川尻郵便局 010-0945 秋田県秋田市川尻みよし町５－２７
能代大瀬郵便局 016-0839 秋田県能代市東大瀬５４－６
秋田明田郵便局 010-0041 秋田県秋田市広面野添１３０－４
秋田広面郵便局 010-0041 秋田県秋田市広面釣瓶町１４７－１
秋田外旭川郵便局 010-0802 秋田県秋田市外旭川四百刈６－１

山形県 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町１－７－２４
米沢郵便局 992-8799 山形県米沢市金池３－１－４３
鶴岡郵便局 997-8799 山形県鶴岡市山王町４－１５
村山郵便局 995-8799 山形県村山市楯岡十日町１－３
新庄郵便局 996-8799 山形県新庄市小田島町４－１８
寒河江郵便局 991-8799 山形県寒河江市丸内１－２－２
長井郵便局 993-8799 山形県長井市ままの上６－８
天童郵便局 994-8799 山形県天童市久野本４－３－１２
狩川郵便局 999-6699 山形県東田川郡庄内町狩川今岡１１２－８
東根郵便局 999-3799 山形県東根市三日町３－３－１８



都道府県 局名 郵便番号 住所
西川月山郵便局 990-0742 山形県西村山郡西川町水沢５４３－３
神町郵便局 999-3763 山形県東根市神町中央１－６－５
宮野浦郵便局 998-0053 山形県酒田市若宮町１－２５－７
酒田山居町郵便局 998-0838 山形県酒田市山居町１－４－４０
酒田松原郵便局 998-0841 山形県酒田市松原南２－１４
イオンモール三川内郵便局 997-1316 山形県東田川郡三川町大字猪子字和田庫１２８－１

福島県 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０
白河郵便局 961-8799 福島県白河市天神町７８－１
いわき郵便局 970-8799 福島県いわき市平正月町４９－１
会津若松郵便局 965-8799 福島県会津若松市中央１－２－１７
二本松郵便局 964-8799 福島県二本松市本町２－２－２
須賀川郵便局 962-8799 福島県須賀川市上北町１－１１
郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日２－２４－６
川俣郵便局 960-1499 福島県伊達郡川俣町五百田４１－１
保原郵便局 960-0699 福島県伊達市保原町十－１７
本宮郵便局 969-1199 福島県本宮市本宮中條１－３
四倉郵便局 979-0299 福島県いわき市四倉町西１－１０１－１
中野郵便局 963-1599 福島県郡山市湖南町中野南町４６－１
福島東郵便局 960-0199 福島県福島市鎌田下田４－２
船引郵便局 963-4399 福島県田村市船引町船引城ノ内６１－１
郡山開成郵便局 963-8851 福島県郡山市開成２－３９－１
福島豊田町郵便局 960-8104 福島県福島市豊田町２－１８
郡山香久池郵便局 963-8832 福島県郡山市山根町９－１３
郡山南郵便局 963-0107 福島県郡山市安積３－３３３
錦郵便局 974-8233 福島県いわき市錦町中央３－３－２２
高瀬郵便局 963-0724 福島県郡山市田村町上行合艮耕地８８－４
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
小名浜北郵便局 971-8162 福島県いわき市小名浜花畑町４５－１０

茨城県 水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
下館郵便局 308-8799 茨城県筑西市乙１００８
土浦郵便局 300-8799 茨城県土浦市城北町２－２１
江戸崎郵便局 300-0599 茨城県稲敷市江戸崎甲３５５８－１
古河郵便局 306-8799 茨城県古河市桜町１－１０
下妻郵便局 304-8799 茨城県下妻市下妻乙１１６７－１
龍ケ崎郵便局 301-8799 茨城県龍ケ崎市出し山町１６８
利根郵便局 300-1622 茨城県北相馬郡利根町布川２５９９
那珂郵便局 311-0199 茨城県那珂市菅谷１６７－７
茨城境郵便局 306-0499 茨城県猿島郡境町９５－１２
筑波郵便局 300-4299 茨城県つくば市北条４３４７－６
大宮郵便局 319-2299 茨城県常陸大宮市東富町６３０
守谷郵便局 302-0199 茨城県守谷市本町７０１－２
石下郵便局 300-2799 茨城県常総市新石下４５２７
日立郵便局 317-8799 茨城県日立市幸町２－３－２８
牛久郵便局 300-1299 茨城県牛久市中央３－５－２
多賀郵便局 316-8799 茨城県日立市多賀町１－１１－１０
岩間郵便局 319-0299 茨城県笠間市下郷４４３８
赤塚郵便局 311-4199 茨城県水戸市赤塚２－２１２
十王郵便局 319-1399 茨城県日立市十王町友部１２９－８
東海駅西口郵便局 319-1116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西４－７－９
友部郵便局 309-1799 茨城県笠間市八雲２－９－１２
大場郵便局 311-1125 茨城県水戸市大場町３－２２
日高郵便局 319-1414 茨城県日立市日高町１－２７－２３
土浦大手町郵便局 300-0044 茨城県土浦市大手町５－１２
日立幸町郵便局 317-0073 茨城県日立市幸町１－１４－１
ひたちなか郵便局 312-8799 茨城県ひたちなか市石川町２８－１
小野川郵便局 305-0067 茨城県つくば市館野３９８－１
結城矢畑郵便局 307-0022 茨城県結城市矢畑２９７
神立駅前郵便局 300-0011 茨城県土浦市神立中央１－１１－６
那珂湊相金郵便局 311-1246 茨城県ひたちなか市相金町１６－１
古河下山郵便局 306-0011 茨城県古河市東３－１１－３１
牛久本町郵便局 300-1234 茨城県牛久市中央５－８－５
水戸渡里郵便局 310-0902 茨城県水戸市渡里町２９３７－２
水戸見和郵便局 310-0911 茨城県水戸市見和２－２５１－２２
藤代宮和田郵便局 300-1514 茨城県取手市宮和田５３１－７
石岡自由ヶ丘郵便局 315-0037 茨城県石岡市東石岡４－１１－２４
神栖大野原郵便局 314-0144 茨城県神栖市大野原４－２－１
波崎土合ヶ原郵便局 314-0343 茨城県神栖市土合本町３－９８０９－１６
友部駅前郵便局 309-1705 茨城県笠間市東平１－１－２２
水戸吉沢郵便局 310-0845 茨城県水戸市吉沢町８１６
取手ボックスヒル内郵便局 302-0014 茨城県取手市中央町２－５
美浦木原郵便局 300-0421 茨城県稲敷郡美浦村木原４４４
龍ケ崎中根台郵便局 301-0002 茨城県龍ケ崎市中根台４－１－２２
下館玉戸郵便局 308-0847 茨城県筑西市玉戸山ケ島１８７８－１
日立助川郵便局 317-0065 茨城県日立市助川町２－２－２

栃木県 栃木郵便局 328-8799 栃木県栃木市平柳町１－２０－１
宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
佐野郵便局 327-8799 栃木県佐野市浅沼町４１０－１
大田原郵便局 324-8799 栃木県大田原市新富町１－９－８
足利郵便局 326-8799 栃木県足利市元学町８２２－１
小山郵便局 323-8799 栃木県小山市城東１－１３－１６
真岡郵便局 321-4399 栃木県真岡市並木町１－７－２



都道府県 局名 郵便番号 住所
黒羽郵便局 324-0299 栃木県大田原市黒羽向町４５０－４
益子郵便局 321-4299 栃木県芳賀郡益子町益子２０７０
壬生郵便局 321-0299 栃木県下都賀郡壬生町落合１－１－８
氏家郵便局 329-1399 栃木県さくら市卯の里３－３３－４
高根沢郵便局 329-1299 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺２３２４－６
西那須野郵便局 329-2799 栃木県那須塩原市五軒町５－１０
黒磯郵便局 325-8799 栃木県那須塩原市豊町１０－２５
金崎郵便局 322-0601 栃木県栃木市西方町金崎３２８－５
中禅寺郵便局 321-1699 栃木県日光市中宮祠２４７８－７１
道場宿郵便局 321-3299 栃木県宇都宮市道場宿町１２０８－４
鬼怒川温泉郵便局 321-2599 栃木県日光市鬼怒川温泉大原１４０６－１０
大田原野崎郵便局 324-0038 栃木県大田原市野崎２－１１－１
佐野赤坂郵便局 327-0004 栃木県佐野市赤坂町９７４－１２
足利毛野郵便局 326-0021 栃木県足利市山川町４２１－１
宇都宮桜郵便局 320-0043 栃木県宇都宮市桜４－１－３７
岡本駅前郵便局 329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町４１９２
小山天神郵便局 323-0032 栃木県小山市天神町１－９－１４
足利田中郵便局 326-0822 栃木県足利市田中町８４９
矢板本町郵便局 329-2164 栃木県矢板市本町１５－１４
栃木本町郵便局 328-0034 栃木県栃木市本町１０－１４
足利朝倉郵便局 326-0823 栃木県足利市朝倉町３－９－２８
小山乙女郵便局 329-0214 栃木県小山市乙女３－３０－１８
西那須野駅前郵便局 329-2727 栃木県那須塩原市永田町３－２５
宇都宮岩曾郵便局 321-0973 栃木県宇都宮市岩曽町１３５５－８２
宇都宮東郵便局 321-8799 栃木県宇都宮市宿郷３－２０－２
宇都宮瑞穂郵便局 321-0921 栃木県宇都宮市瑞穂２－２－４
宇都宮清原台郵便局 321-3223 栃木県宇都宮市清原台５－２３－３０
今市市役所通郵便局 321-1272 栃木県日光市今市本町１９－１

群馬県 前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町１－６－５
桐生郵便局 376-8799 群馬県桐生市巴町２－１１１３
高崎郵便局 370-8799 群馬県高崎市高松町５－６
太田郵便局 373-8799 群馬県太田市飯田町９４８
沼田郵便局 378-8799 群馬県沼田市西倉内町８１９
渋川郵便局 377-8799 群馬県渋川市渋川１９０２－２８
館林郵便局 374-8799 群馬県館林市本町１－５－１
伊勢崎郵便局 372-8799 群馬県伊勢崎市曲輪町３６－２
藤岡郵便局 375-8799 群馬県藤岡市藤岡５０－３
中之条郵便局 377-0499 群馬県吾妻郡中之条町中之条町２０７５－３
境郵便局 370-0199 群馬県伊勢崎市境下武士３６０－２
大間々郵便局 376-0199 群馬県みどり市大間々町大間々１４７７
新町郵便局 370-1399 群馬県高崎市新町２７９９－１
吉井郵便局 370-2107 群馬県高崎市吉井町池８１－２
原町郵便局 377-0899 群馬県吾妻郡東吾妻町原町４１０
尾島郵便局 370-0499 群馬県太田市尾島町２６５－５
箕輪郵便局 370-3105 群馬県高崎市箕郷町西明屋４２７－４
国定郵便局 379-2299 群馬県伊勢崎市国定町２－２０１６－５
吉岡郵便局 370-3608 群馬県北群馬郡吉岡町下野田６９８－３
安中後閑郵便局 379-0107 群馬県安中市中後閑６９５－５
宝泉郵便局 373-0035 群馬県太田市藤久良町８０－１
群馬県庁内郵便局 371-0026 群馬県前橋市大手町１－１－１
真壁郵便局 377-0062 群馬県渋川市北橘町真壁９６８
西小泉郵便局 370-0517 群馬県邑楽郡大泉町西小泉２－１４－５
前橋岩神郵便局 371-0035 群馬県前橋市岩神町２－２１－９
前橋総社北郵便局 371-0851 群馬県前橋市総社町植野７３７－５
伊勢崎富塚郵便局 372-0833 群馬県伊勢崎市富塚町２４３１
高崎貝沢郵便局 370-0042 群馬県高崎市貝沢町９４５－１８
高崎下小鳥郵便局 370-0074 群馬県高崎市下小鳥町６２－１０

埼玉県 さいたま中央郵便局 336-8799 埼玉県さいたま市南区別所７－１－１２
熊谷郵便局 360-8799 埼玉県熊谷市本町２－７
大宮郵便局 337-8799 埼玉県さいたま市北区東大成町１－６３１
東松山郵便局 355-8799 埼玉県東松山市本町２－１０－２７
本庄郵便局 367-8799 埼玉県本庄市本庄１－２－２
行田郵便局 361-8799 埼玉県行田市行田１８－２３
杉戸郵便局 345-8799 埼玉県北葛飾郡杉戸町内田１－６－１３
寄居郵便局 369-1299 埼玉県大里郡寄居町寄居３８９－１
所沢郵便局 359-8799 埼玉県所沢市並木１－３
川口郵便局 332-8799 埼玉県川口市本町２－２－１
鳩ヶ谷郵便局 334-8799 埼玉県川口市坂下町１－６－１２
越谷郵便局 343-0025 埼玉県越谷市大沢４－６－１５
羽生郵便局 348-8799 埼玉県羽生市南１－３－２
小川郵便局 355-0399 埼玉県比企郡小川町青山８６２－１
深谷郵便局 366-8799 埼玉県深谷市深谷町３－６０
入間郵便局 358-0023 埼玉県入間市扇台２－１－２０
小鹿野郵便局 368-0199 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２８０７－２
桶川郵便局 363-8799 埼玉県桶川市若宮１－６－３０
三郷郵便局 341-8799 埼玉県三郷市中央５－２－１
吹上郵便局 369-0199 埼玉県鴻巣市筑波１－９－１
新座郵便局 352-8799 埼玉県新座市野火止８－１－５
越生郵便局 350-0499 埼玉県入間郡越生町上野６３３－４
上尾郵便局 362-8799 埼玉県上尾市谷津１－８７－１
菖蒲郵便局 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲５０１３－５１



都道府県 局名 郵便番号 住所
坂戸郵便局 350-0299 埼玉県坂戸市千代田２－５－１５
三芳郵便局 354-8799 埼玉県入間郡三芳町藤久保３２０
松伏郵便局 343-0112 埼玉県北葛飾郡松伏町松葉１－５ー４
志木郵便局 353-8799 埼玉県志木市本町５－２０－９
鷲宮郵便局 340-0217 埼玉県久喜市鷲宮４－１－６
大宮西郵便局 331-8799 埼玉県さいたま市北区櫛引町２－７１３
蓮田郵便局 349-0199 埼玉県蓮田市見沼町９－２１
白岡郵便局 349-0215 埼玉県白岡市千駄野９４１－１
嵐山郵便局 355-0299 埼玉県比企郡嵐山町菅谷７－１
浦和常盤郵便局 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤５－８－４５
吉岡郵便局 360-0161 埼玉県熊谷市万吉２２９９－１
鳩山郵便局 350-0399 埼玉県比企郡鳩山町赤沼２６０２－６
川越新富町郵便局 350-0043 埼玉県川越市新富町１－１３－１２
毛呂山郵便局 350-0451 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷２０６－４
北本郵便局 364-8799 埼玉県北本市緑１－１６７
与野駅前郵便局 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合１７２２
蕨駅前郵便局 335-0004 埼玉県蕨市中央３－１４－１５
川島三保谷郵便局 350-0132 埼玉県比企郡川島町紫竹１３１
戸田笹目郵便局 335-0034 埼玉県戸田市笹目２－２４－１０
岩槻上野郵便局 339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野２２８－１
川口飯塚郵便局 332-0023 埼玉県川口市飯塚３－８－２５
川口幸町郵便局 332-0016 埼玉県川口市幸町２－１２－２４
八潮中央二郵便局 340-0816 埼玉県八潮市中央２－５－２
大宮堀崎郵便局 337-0052 埼玉県さいたま市見沼区堀崎町４６７－２
高麗川郵便局 350-1249 埼玉県日高市高麗川２－１３－１８
川越脇田郵便局 350-0046 埼玉県川越市菅原町２４－２
蕨南町郵便局 335-0003 埼玉県蕨市南町２－１４－１０
谷塚郵便局 340-0022 埼玉県草加市瀬崎１－７－２０
桶川坂田郵便局 363-0008 埼玉県桶川市坂田９２２－２
川越西郵便局 350-1199 埼玉県川越市小室２２－１
江面郵便局 346-0027 埼玉県久喜市除堀９５９－１
浦和常盤十郵便局 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１９－２３
川口並木郵便局 332-0034 埼玉県川口市並木３－２４－１８
新所沢郵便局 359-1111 埼玉県所沢市緑町１－６－１１
富士見鶴瀬東郵便局 354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東２－１５－１４
越谷蒲生三郵便局 343-0838 埼玉県越谷市蒲生３－７－３８
川越今泉郵便局 350-0015 埼玉県川越市今泉１５２－１
羽生東町郵便局 348-0052 埼玉県羽生市東２－６－１
富士見鶴瀬西郵便局 354-0026 埼玉県富士見市鶴瀬西２－２３－２９
春日部武里団地内郵便局 344-0023 埼玉県春日部市大枝８９
越谷柳田郵便局 343-0815 埼玉県越谷市元柳田町９－２９
川口前川一郵便局 333-0842 埼玉県川口市前川１－１－６４
熊谷箱田郵便局 360-0014 埼玉県熊谷市箱田２－２０－３
鶴ヶ島駅前郵便局 350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷１３－７
川口領家郵便局 332-0004 埼玉県川口市領家２－３０－７
本庄小島郵便局 367-0061 埼玉県本庄市小島１－１２－１５
与野郵便局 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合５－６－８
川口上青木郵便局 333-0845 埼玉県川口市上青木西５－２２－１２
越谷大間野郵便局 343-0844 埼玉県越谷市大間野町２－５２
草加氷川郵便局 340-0034 埼玉県草加市氷川町９３３
滑川羽尾郵便局 355-0811 埼玉県比企郡滑川町羽尾３５６３－３
入間黒須郵便局 358-0007 埼玉県入間市黒須２－２－１
北本東間郵便局 364-0007 埼玉県北本市東間１－４２
川口柳崎郵便局 333-0862 埼玉県川口市北園町９－１
東所沢郵便局 359-0021 埼玉県所沢市東所沢５－５－１３
熊谷美土里郵便局 360-0845 埼玉県熊谷市美土里町３－１０
所沢若狭郵便局 359-1151 埼玉県所沢市若狭４－２４８７
草加清門郵便局 340-0055 草加市清門２－２３－５
大宮天沼郵便局 330-0834 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１－２９４－３
岩槻仲町郵便局 339-0054 埼玉県さいたま市岩槻区仲町２－７－２１
志木宗岡郵便局 353-0002 埼玉県志木市中宗岡４－１－５
庄和米島郵便局 344-0115 埼玉県春日部市米島１１３３－５１
大宮プラザ郵便局 331-0063 埼玉県さいたま市西区プラザ３４－１４
上尾原市団地内郵便局 362-0021 埼玉県上尾市原市３３３６
西坂戸三郵便局 350-0247 埼玉県坂戸市西坂戸３－５－１
東松山松葉町郵便局 355-0017 埼玉県東松山市松葉町１－１３－５
浦和中郵便局 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－７－２
寄居桜沢郵便局 369-1202 埼玉県大里郡寄居町桜沢６１８－２
川口戸塚郵便局 333-0802 埼玉県川口市戸塚東２－１－４
春日部大沼郵便局 344-0038 埼玉県春日部市大沼３－１２－２
東越谷郵便局 343-0023 埼玉県越谷市東越谷６－２８－５
越谷千間台東郵便局 343-0042 埼玉県越谷市千間台東２－２２－５
大宮加茂宮郵便局 331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町１－４３２
川口北郵便局 333-8799 埼玉県川口市伊刈牛田１０３２－１
小手指駅前郵便局 359-1141 埼玉県所沢市小手指町３－２０
ふじみ野駅西口郵便局 356-0052 埼玉県ふじみ野市苗間１－１－２０
朝霞郵便局 351-8799 埼玉県朝霞市本町２－１－３２
坂戸仲町郵便局 350-0227 埼玉県坂戸市仲町１２－１
嵐山志賀郵便局 355-0214 埼玉県比企郡嵐山町志賀１－８８
鳩ヶ谷桜町郵便局 334-0001 埼玉県川口市桜町２－６－１５
戸田美女木東郵便局 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－２－２４



都道府県 局名 郵便番号 住所
大宮ＪＰビル郵便局 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０
三郷さつき郵便局 341-0021 埼玉県三郷市さつき平２－１－２－１０２
川口榛松郵便局 334-0062 埼玉県川口市榛松２６９－１
所沢西郵便局 359-1199 埼玉県所沢市若狭２－２５９４－１
さいたま新都心合同庁舎内郵便局 330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心１－１
戸田公園駅前郵便局 335-0023 埼玉県戸田市本町４－１１－８
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
八潮駅前郵便局 340-0822 埼玉県八潮市大瀬６－１－６
浦和美園駅前郵便局 336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園４－１７－９
越谷レイクタウン郵便局 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン９－１－２９
イオンタウン吉川美南内郵便局 342-0038 埼玉県吉川市美南３－２３－１

千葉県 若葉郵便局 264-8799 千葉県千葉市中央区中央２－９－１０
佐倉郵便局 285-8799 千葉県佐倉市海隣寺町２－５
印西郵便局 270-1399 千葉県印西市中央南２－４
流山郵便局 270-0199 千葉県流山市西初石４－１４２３－１
東金郵便局 283-8799 千葉県東金市東岩崎２－２３－１
館山郵便局 294-8799 千葉県館山市北条１６３５－３
銚子郵便局 288-8799 千葉県銚子市若宮町３－１
行徳郵便局 272-0141 千葉県市川市香取２－１－１６
船橋郵便局 273-8799 千葉県船橋市南本町７－１７
野田郵便局 278-8799 千葉県野田市野田６１７－３
八日市場郵便局 289-2199 千葉県匝瑳市八日市場ロ１４０－１
茂原郵便局 297-8799 千葉県茂原市茂原２４８
大多喜郵便局 298-0299 千葉県夷隅郡大多喜町大多喜６８－１
成田郵便局 286-8799 千葉県成田市赤坂２－１－３
一宮郵便局 299-4399 千葉県長生郡一宮町一宮２９４７
安食郵便局 270-1515 千葉県印旛郡栄町安食台２－１－１
旭郵便局 289-2599 千葉県旭市ロ１４４０－４
市川郵便局 272-8799 千葉県市川市平田２－１－１
市津郵便局 290-0199 千葉県市原市潤井戸６６６
八千代郵便局 276-8799 千葉県八千代市ゆりのき台１－１－１
市原南郵便局 290-0299 千葉県市原市山田７１４
袖ケ浦郵便局 299-0299 千葉県袖ケ浦市福王台２－２－８
小金郵便局 270-0013 千葉県松戸市小金きよしケ丘２－２０－４
君津郵便局 299-1199 千葉県君津市久保４－２－２９
我孫子郵便局 270-1199 千葉県我孫子市天王台６－８－１５
千葉緑郵便局 266-8799 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－３８－５
三里塚郵便局 286-0122 千葉県成田市大清水５４－１
館山北條郵便局 294-0045 千葉県館山市北条１０７４
四街道郵便局 284-8799 千葉県四街道市美しが丘１－１８－２
御宿郵便局 299-5199 千葉県夷隅郡御宿町須賀４４９－１
市原五井郵便局 290-0081 千葉県市原市五井中央西１－２２－８
習志野郵便局 275-8799 千葉県習志野市津田沼２－５－１
北八幡郵便局 272-0021 千葉県市川市八幡１－１６－５
松尾郵便局 289-1599 千葉県山武市松尾町大堤１３３－２
野手郵便局 289-3181 千葉県匝瑳市野手１０３０６－８
館山船形郵便局 294-0056 千葉県館山市船形３２０
白子郵便局 299-4299 千葉県長生郡白子町古所５３９２－２
川間郵便局 270-0299 千葉県野田市中里８１
市原戸田郵便局 290-0221 千葉県市原市馬立８１９－７
幕張郵便局 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町５－４１７－１１２
西船橋駅前郵便局 273-0031 千葉県船橋市西船４－２３－９
清川郵便局 292-0051 千葉県木更津市清川２－２２－１
千葉院内郵便局 260-0017 千葉県千葉市中央区要町１４－８
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
木更津大和町郵便局 292-0056 千葉県木更津市木更津２－１－１４
十余三郵便局 289-2306 千葉県香取郡多古町十余三３４２－４
千葉仁戸名郵便局 260-0801 千葉県千葉市中央区仁戸名町３５８－８
柏光ヶ丘郵便局 277-0062 千葉県柏市光ケ丘団地４－１０
千葉今井郵便局 260-0834 千葉県千葉市中央区今井１－１９－３
柏千代田郵便局 277-0025 千葉県柏市千代田２－９－３１
船橋夏見郵便局 273-0865 千葉県船橋市夏見４－３０－２７
松戸東口郵便局 271-0077 千葉県松戸市根本４６５
市原郵便局 290-8799 千葉県市原市白金町４－１
都賀駅前郵便局 264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀３－１０－３
南八街郵便局 289-1115 千葉県八街市八街に５２－２
船橋東郵便局 274-8799 千葉県船橋市習志野台２－５０－１２
市川原木郵便局 272-0004 千葉県市川市原木１－１９－２１
千葉千城台郵便局 264-0004 千葉県千葉市若葉区千城台西２－１－１
八千代勝田台郵便局 276-0023 千葉県八千代市勝田台２－４－４
松戸栄郵便局 271-0062 千葉県松戸市栄町６－４４３－１７
松戸北郵便局 270-8799 千葉県松戸市小金原６－６－３
船橋三山郵便局 274-0072 千葉県船橋市三山５－２０－７
千葉小深郵便局 263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町１１７－５
野田清水郵便局 278-0043 千葉県野田市清水４５２－１
花見川郵便局 262-8799 千葉県千葉市花見川区さつきが丘１－３０－１
船橋本中山郵便局 273-0035 千葉県船橋市本中山４－１９－３
松戸中和倉郵便局 270-0025 千葉県松戸市中和倉１０５－２
千葉宮崎郵便局 260-0806 千葉県千葉市中央区宮崎１－１８－４３
四街道もねの里郵便局 284-0016 千葉県四街道市もねの里２－１７－１８
千葉みつわ台郵便局 264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台３－１２－６



都道府県 局名 郵便番号 住所
船橋北口郵便局 273-0005 千葉県船橋市本町７－１０－１８
市川新田郵便局 272-0035 千葉県市川市新田２－１２－１７
千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
土気駅前郵便局 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘１－２０－１
行徳駅前四郵便局 272-0133 千葉県市川市行徳駅前４－２７－１６
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
鎌ヶ谷南初富郵便局 273-0123 千葉県鎌ケ谷市南初富３－１７－４５
野田岩名郵便局 278-0055 千葉県野田市岩名２－８－２０
柏高島屋郵便局 277-0842 千葉県柏市末広町３－１６
南行徳駅前郵便局 272-0138 千葉県市川市南行徳１－１６－２１
市川南大野郵便局 272-0804 千葉県市川市南大野１－２５－２０
印西牧の原郵便局 270-1331 千葉県印西市牧の原１－３
浦安郵便局 279-8799 千葉県浦安市東野１－６－１
松戸八ヶ崎郵便局 270-0023 千葉県松戸市八ケ崎７－３２－２４
ワールドビジネスガーデン内郵便局 261-7101 千葉県千葉市美浜区中瀬２－６－１
柏中新宿郵便局 277-0066 千葉県柏市中新宿３－１－７
八街文違郵便局 289-1104 千葉県八街市文違３０１－８５３
美浜郵便局 261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂４－１－１
三里塚御料郵便局 286-0111 千葉県成田市三里塚６
松戸南郵便局 270-2299 千葉県松戸市松飛台４７０－１
佐倉染井野郵便局 285-0831 千葉県佐倉市染井野５－３０－２
北国分駅前郵便局 272-0837 千葉県市川市堀之内３－１９－２２
新柏駅前郵便局 277-0084 千葉県柏市新柏１－２－２
花見川区役所前郵便局 262-0026 千葉県千葉市花見川区瑞穂３－１３－１

東京都 中野サンクォーレ内郵便局 164-0001 東京都中野区中野４－３－１
練馬中村郵便局 176-0023 東京都練馬区中村北３－１５－５
上石神井郵便局 177-0044 東京都練馬区上石神井１－１３－１９
目黒南三郵便局 152-0013 東京都目黒区南３－３－１１
杉並永福郵便局 168-0064 東京都杉並区永福２－５０－１９
東十条郵便局 114-0001 東京都北区東十条４－１３－９
荻窪郵便局 167-8799 東京都杉並区桃井２－３－２
丸の内センタービル内郵便局 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－１
田園調布郵便局 145-8799 東京都大田区南雪谷２－２１－１
練馬桜台郵便局 176-0011 東京都練馬区豊玉上２－２２－１４
足立中居郵便局 120-0035 東京都足立区千住中居町１７－２４
葛飾青戸郵便局 125-0062 東京都葛飾区青戸３－３８－４
大田羽田郵便局 144-0043 東京都大田区羽田４－４－２７
三鷹上連雀郵便局 181-0012 東京都三鷹市上連雀９－４２－２４
忠生郵便局 194-0035 東京都町田市忠生３－７－２４
王子三郵便局 114-0002 東京都北区王子３－１１－１４
板橋赤塚新町郵便局 175-0093 東京都板橋区赤塚新町１－２５－１０
葛飾柴又郵便局 125-0052 東京都葛飾区柴又４－１０－７
渋谷桜丘郵便局 150-0031 東京都渋谷区桜丘町１２－６
お花茶屋駅前郵便局 124-0005 東京都葛飾区宝町２－３４－１３－１１３
足立西竹の塚郵便局 121-0822 東京都足立区西竹の塚２－４－１７
三鷹下連雀郵便局 181-0013 東京都三鷹市下連雀１－１１－６
江東豊洲郵便局 135-0061 東京都江東区豊洲３－２－２０
足立中央本町郵便局 120-0011 東京都足立区中央本町２－１９－１０
霞ヶ関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関１－２－１
新宿三郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿３－１７－２３
台東入谷郵便局 110-0013 東京都台東区入谷１－１７－２
荒川町屋郵便局 116-0001 東京都荒川区町屋１－１９－９
霞が関ビル内郵便局 100-6003 東京都千代田区霞が関３－２－５
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽４－４－２
四谷駅前郵便局 160-0004 東京都新宿区四谷１－６－１
東京都庁内郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿２－８－１
大森駅前郵便局 143-0016 東京都大田区大森北１－２９－１１
品川不動前郵便局 141-0031 東京都品川区西五反田４－２９－１５
中野本町三郵便局 164-0012 東京都中野区本町３－３１－１０
高田馬場郵便局 169-0075 東京都新宿区高田馬場４－１３－１３
北小岩六郵便局 133-0051 東京都江戸川区北小岩６－９－１２
玉川学園前郵便局 194-0041 東京都町田市玉川学園２－１０－１１
東神田郵便局 101-0031 東京都千代田区東神田２－４－５
西早稲田一郵便局 169-0051 東京都新宿区西早稲田１－８－２２
王子郵便局 114-8799 東京都北区王子６－２－２８
新宿神楽坂郵便局 162-0825 東京都新宿区神楽坂４－１
南池袋郵便局 171-0022 東京都豊島区南池袋２－２４－１
両国郵便局 103-0004 東京都中央区東日本橋２－２７－１２
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８
墨田菊川郵便局 130-0024 東京都墨田区菊川３－８－７
玉川郵便局 158-8799 東京都世田谷区等々力８－２２－１
大塚駅前郵便局 170-0004 東京都豊島区北大塚２－２５－６
新宿大久保郵便局 169-0072 東京都新宿区大久保２－１３－１０
飯田橋郵便局 102-0071 東京都千代田区富士見２－１０－２
日暮里駅前郵便局 116-0013 東京都荒川区西日暮里２－２１－６－１０２
池袋駅前郵便局 170-0013 東京都豊島区東池袋１－１７－１
森下町郵便局 135-0004 東京都江東区森下１－１２－６
城東郵便局 136-8799 東京都江東区大島３－１５－２
秋葉原ＵＤＸ内郵便局 101-0021 東京都千代田区外神田４－１４－１
江戸川平井郵便局 132-0035 東京都江戸川区平井４－８－２４
羽田空港郵便局 144-0041 東京都大田区羽田空港３－３－２



都道府県 局名 郵便番号 住所
品川小山五郵便局 142-0062 東京都品川区小山５－１６－１５
足立宮城郵便局 120-0047 東京都足立区宮城１－１２－１９
大山駅前郵便局 173-0014 東京都板橋区大山東町１６－６
江戸川中央郵便局 132-0021 東京都江戸川区中央２－２４－３
国領駅前郵便局 182-0022 東京都調布市国領町１－４３－７
杉並宮前三郵便局 168-0081 東京都杉並区宮前３－３１－２０
神田駅前郵便局 101-0046 東京都千代田区神田多町２－２－６
西巣鴨一郵便局 170-0001 東京都豊島区西巣鴨１－９－３
杉並西荻北郵便局 167-0042 東京都杉並区西荻北４－３１－２
板橋中台郵便局 174-0064 東京都板橋区中台１－３４－７
北浮間郵便局 115-0051 東京都北区浮間３－１９－１
ひばりが丘郵便局 188-0001 東京都西東京市谷戸町３－２５－３
目黒八雲二郵便局 152-0023 東京都目黒区八雲２－２４－１８
福生牛浜郵便局 197-0003 東京都福生市熊川９８７
日野多摩平郵便局 191-0062 東京都日野市多摩平２－４－１
大田萩中三郵便局 144-0047 東京都大田区萩中３－２３－３
田端郵便局 114-0014 東京都北区田端５－７－１１
八王子上野町郵便局 192-0902 東京都八王子市上野町３８－６
都道府県会館内郵便局 102-0093 東京都千代田区平河町２－６－３
東京大学内郵便局 113-0033 東京都文京区本郷７－３－１
練馬立野郵便局 177-0054 東京都練馬区立野町８－７
板橋徳丸郵便局 175-0083 東京都板橋区徳丸２－２８－９
練馬高野台郵便局 177-0033 東京都練馬区高野台５－３９－１１
花小金井駅前郵便局 187-0002 東京都小平市花小金井１－９－１３－１０１
板橋赤塚郵便局 175-0092 東京都板橋区赤塚６－４０－１１
大田西糀谷郵便局 144-0034 東京都大田区西糀谷１－２１－１３
中野北郵便局 165-8799 東京都中野区丸山１－２８－１０
三鷹郵便局 181-8799 東京都三鷹市野崎１－１－２
小平郵便局 187-8799 東京都小平市小川東町５－１６－１
新宿馬場下郵便局 162-0045 東京都新宿区馬場下町６１
江戸川本一色郵便局 133-0044 東京都江戸川区本一色２－３－１１
足立東綾瀬郵便局 120-0004 東京都足立区東綾瀬１－１８－１７
大田東糀谷郵便局 144-0033 東京都大田区東糀谷１－１９－１８
三鷹新川五郵便局 181-0004 東京都三鷹市新川５－３－１２
府中中河原郵便局 183-0034 東京都府中市住吉町２－１１－１１
昭島中神郵便局 196-0022 東京都昭島市中神町１１６９－６
田無芝久保郵便局 188-0014 東京都西東京市芝久保町１－３－１
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
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
葛飾高砂四郵便局 125-0054 東京都葛飾区高砂４－２－２６－１０１
世田谷千歳台郵便局 157-0071 東京都世田谷区千歳台５－７－１１
練馬土支田郵便局 179-0076 東京都練馬区土支田２－２９－１６
板橋弥生郵便局 173-0021 東京都板橋区弥生町１２－８
麻布十番郵便局 106-0045 東京都港区麻布十番２－３－５
練馬南大泉一郵便局 178-0064 東京都練馬区南大泉１－１５－３８
東大和清水郵便局 207-0004 東京都東大和市清水６－１１９０－２
昭島郵便局 196-8799 東京都昭島市松原町１－９－３１
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
北浮間二郵便局 115-0051 東京都北区浮間２－１０－１０
足立西綾瀬郵便局 120-0014 東京都足立区西綾瀬３－３９－７
東村山諏訪郵便局 189-0021 東京都東村山市諏訪町１－２１－１０
保谷住吉郵便局 202-0005 東京都西東京市住吉町１－２－１
練馬豊玉中郵便局 176-0013 東京都練馬区豊玉中１－１７－１
調布駅前郵便局 182-0026 東京都調布市小島町１－１３－１３
小平小川西郵便局 187-0035 東京都小平市小川西町３－７－１２
赤羽二郵便局 115-0045 東京都北区赤羽２－９－２
立川松中郵便局 190-0033 東京都立川市一番町５－８－２３
江東永代郵便局 135-0034 東京都江東区永代１－１４－９
東京交通会館内郵便局 100-0006 東京都千代田区有楽町２－１０－１
板橋北郵便局 174-8799 東京都板橋区志村３－２４－１６
台東花川戸郵便局 111-0033 東京都台東区花川戸２－８－１
葛飾東金町五郵便局 125-0041 東京都葛飾区東金町５－３２－３
八王子中野山王郵便局 192-0042 東京都八王子市中野山王２－１４－２
立川富士見六郵便局 190-0013 東京都立川市富士見町６－１５－２
日野北郵便局 191-0012 東京都日野市日野１０４７－３
ひばりが丘北郵便局 202-0002 東京都西東京市ひばりが丘北３－５－１７
東久留米滝山郵便局 203-0033 東京都東久留米市滝山４－１－２２
八王子横川郵便局 193-0823 東京都八王子市横川町５３６－３
田無南町二郵便局 188-0012 東京都西東京市南町２－１－１５
板橋富士見郵便局 174-0062 東京都板橋区富士見町３１－６
練馬大泉二郵便局 178-0062 東京都練馬区大泉町２－５１－１
上野駅前郵便局 110-0005 東京都台東区上野６－１５－１
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
日野百草郵便局 191-0033 東京都日野市百草９９９
三鷹上連雀五郵便局 181-0012 東京都三鷹市上連雀５－１５－１６
小金井郵便局 184-8799 東京都小金井市本町５－３８－２０
小平学園西町郵便局 187-0045 東京都小平市学園西町１－３７－１６
湯島四郵便局 113-0034 東京都文京区湯島４－６－１１
向島郵便局 131-8799 東京都墨田区東向島２－３２－２５



都道府県 局名 郵便番号 住所
大田南六郷二郵便局 144-0045 東京都大田区南六郷２－３５－１
足立江北郵便局 123-0872 東京都足立区江北６－３０－２１
小平花小金井五郵便局 187-0002 東京都小平市花小金井８－３４－３
昭島松原四郵便局 196-0003 東京都昭島市松原町４－４－１２
荏原郵便局 142-8799 東京都品川区西中延１－７－２３
東久留米郵便局 203-8799 東京都東久留米市中央町１－１－４４
杉並南郵便局 168-8799 東京都杉並区浜田山４－５－５
足立西郵便局 123-8799 東京都足立区西新井本町４－４－３０
練馬南大泉四郵便局 178-0064 東京都練馬区南大泉４－４９－２４
くらまえ橋郵便局 111-0051 東京都台東区蔵前１－３－１７
江戸川一郵便局 132-0013 東京都江戸川区江戸川１－２３－６
東久留米下里郵便局 203-0043 東京都東久留米市下里３－１７－１１
板橋西郵便局 175-8799 東京都板橋区高島平３－１２－１
新宿北郵便局 169-8799 東京都新宿区大久保３－１４－８
新宿明治通郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿６－２８－８
千鳥郵便局 146-8799 東京都大田区千鳥２－３４－１０
百草園駅前郵便局 191-0034 東京都日野市落川４１６－６
梅ケ丘駅前郵便局 156-0043 東京都世田谷区松原６－２－９
大田中央四郵便局 143-0024 東京都大田区中央４－３－１
日野多摩平六郵便局 191-0062 東京都日野市多摩平６－３９－３
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
王子本町郵便局 114-0022 東京都北区王子本町１－２－１１
狛江郵便局 201-8799 東京都狛江市和泉本町３－２９－７
四谷郵便局 160-0016 東京都新宿区信濃町３１
牛込郵便局 162-8799 東京都新宿区北山伏町１－５
小石川郵便局 112-8799 東京都文京区小石川４－４－２
本郷郵便局 113-8799 東京都文京区本郷６－１－１５
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷１－５－１２
浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草１－１－１
足立郵便局 120-8799 東京都足立区千住曙町４２－４
豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋３－１８－１
赤羽郵便局 115-8799 東京都北区赤羽南１－１２－１０
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋３－２２－５
小川町駅前郵便局 101-0052 東京都千代田区神田小川町１－３－１
中央新富二郵便局 104-0041 東京都中央区新富２－５－１
乃木坂駅前郵便局 106-0032 東京都港区六本木７－３－７
下谷神社前郵便局 110-0015 東京都台東区東上野３－２９－８
羽村郵便局 205-8799 東京都羽村市緑ヶ丘５－３－２
南麻布五郵便局 106-0047 東京都港区南麻布５－１６－１０
銀座西郵便局 104-0061 東京都中央区銀座８－３先
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
西神田郵便局 101-0065 東京都千代田区西神田１－４－５
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋２－１－１
御茶ノ水郵便局 113-0034 東京都文京区湯島１－５－４５
慶應義塾前郵便局 108-0014 東京都港区芝５－１３－１８
港白金三郵便局 108-0072 東京都港区白金３－１－８
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町２－１４－３６
品川郵便局 140-8799 東京都品川区東大井５－２３－３４
恩方郵便局 192-0199 東京都八王子市西寺方町６９－２
東京高等裁判所内郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関１－１－４
文京音羽郵便局 112-0013 東京都文京区音羽１－１５－１５
京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地４－２－２
中央八丁堀郵便局 104-0032 東京都中央区八丁堀２－９－１
蒲田郵便局 144-8799 東京都大田区蒲田本町１－２－８
日本橋大伝馬町郵便局 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町１２－１
下谷三郵便局 110-0004 東京都台東区下谷３－２０－７
渋谷橋郵便局 150-0012 東京都渋谷区広尾１－３－１５
西新宿七郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿７－４－３
西新宿八郵便局 160-0023 東京都新宿区西新宿８－８－８
国分寺郵便局 185-8799 東京都国分寺市日吉町４－１－１０
東京シティターミナル内郵便局 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町２２－１
日本橋小網町郵便局 103-0016 東京都中央区日本橋小網町１１－５
福生郵便局 197-0022 東京都福生市本町７７－２
東村山郵便局 189-8799 東京都東村山市本町２－１－２
神田今川橋郵便局 101-0044 東京都千代田区鍛冶町１－７－１１
神田南神保町郵便局 101-0051 東京都千代田区神田神保町１－１３
本郷三郵便局 113-0033 東京都文京区本郷３－２５－１３
板橋郵便局 173-8799 東京都板橋区板橋２－４２－１
日本橋小舟町郵便局 103-0024 東京都中央区日本橋小舟町４－１
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野２－２７－１
西新橋郵便局 105-0003 東京都港区西新橋１－５－１３
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町７－２１－１
武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町１－７
青梅郵便局 198-8799 東京都青梅市東青梅１－１３－２
町田郵便局 194-8799 東京都町田市旭町３－２－２２
あきる野郵便局 190-0199 東京都あきる野市秋川３－２－１
西東京郵便局 188-8799 東京都西東京市田無町３－２－２
日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋１－１８－１
江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島１－１９－２４
小岩郵便局 133-8799 東京都江戸川区南小岩８－１－１０
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北６－４－２



都道府県 局名 郵便番号 住所
芝一郵便局 105-0014 東京都港区芝１－１１－１５
雷門郵便局 111-0034 東京都台東区雷門２－２－８
渋谷松濤郵便局 150-0046 東京都渋谷区松濤１－２９－２４
蒲田駅前郵便局 144-0051 東京都大田区西蒲田７－４６－１１
渋谷富ケ谷二郵便局 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷２－１８－２２
足立本木郵便局 123-0857 東京都足立区本木北町１－８
東高円寺郵便局 166-0012 東京都杉並区和田３－６０－１５
渋谷富ケ谷一郵便局 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷１－９－１７
村山郵便局 208-0004 東京都武蔵村山市本町４－３－１
八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野１－６－７
国立郵便局 186-8799 東京都国立市富士見台２－４３－４
新高円寺駅前郵便局 166-0003 東京都杉並区高円寺南２－１６－３
多摩郵便局 206-8799 東京都多摩市鶴牧１－２４－２
赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂８－４－１７
大田矢口一郵便局 146-0093 東京都大田区矢口１－１３－１２
板橋清水郵便局 174-0053 東京都板橋区清水町２０－５
世田谷北沢郵便局 155-0031 東京都世田谷区北沢２－４０－８
中野沼袋郵便局 165-0025 東京都中野区沼袋３－２６－１２
世田谷上馬郵便局 154-0011 東京都世田谷区上馬４－２－５
狛江駅前郵便局 201-0014 東京都狛江市東和泉１－１６－１
新富郵便局 104-0041 東京都中央区新富１－１９－１
大崎郵便局 141-8799 東京都品川区西五反田２－３２－７
目黒大橋郵便局 153-0044 東京都目黒区大橋１－１０－１－１０３
目黒自由が丘郵便局 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１１－１９
三鷹駅前郵便局 181-0013 東京都三鷹市下連雀３－３６－１
杉並郵便局 166-8799 東京都杉並区成田東４－３８－１４
荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川３－２－１
代々木郵便局 151-8799 東京都渋谷区西原１－４２－２
代々木三郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木３－３５－１０
大和郵便局 207-0031 東京都東大和市奈良橋５－７７５
新宿区役所内郵便局 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１－４－１
江東新砂郵便局 137-8799 東京都江東区新砂２－４－２３
町田小山田桜台郵便局 194-0204 東京都町田市小山田桜台１－２０－１
新秋津駅前郵便局 189-0001 東京都東村山市秋津町５－３６－２
三軒茶屋駅前郵便局 154-0004 東京都世田谷区太子堂４－２２－５
原町田六郵便局 194-0013 東京都町田市原町田６－１７－１
品川御殿山郵便局 140-0001 東京都品川区北品川４－７－３５
新宿歌舞伎町郵便局 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町２－４１－８
葛西郵便局 134-8799 東京都江戸川区中葛西１－３－１
巣鴨郵便局 170-0002 東京都豊島区巣鴨４－２６－１
アーク森ビル内郵便局 107-6003 東京都港区赤坂１－１２－３２
日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋２－２－１０
大森ベルポート郵便局 140-0013 東京都品川区南大井６－２６－３
成瀬清水谷郵便局 194-0044 東京都町田市成瀬１－２－１２
亀有駅前郵便局 125-0061 東京都葛飾区亀有５－３７－７
調布西つつじケ丘郵便局 182-0006 東京都調布市西つつじケ丘１－２４－６
大泉郵便局 178-8799 東京都練馬区大泉学園町４－２０－２３
京王堀之内駅前郵便局 192-0363 東京都八王子市別所２－１
瑞江駅前郵便局 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町２－１０－４
東小金井駅前郵便局 184-0011 東京都小金井市東町４－４３－７
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
赤坂通郵便局 107-0052 東京都港区赤坂２－６－２４
シーバンスＮ館内郵便局 105-0023 東京都港区芝浦１－２－１
千代田鍛冶町郵便局 101-0044 東京都千代田区鍛冶町２－１１－２２
西葛西駅前郵便局 134-0088 東京都江戸川区西葛西６－８－１６
新宿花園郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿１－２７－１
武蔵村山郵便局 208-8799 東京都武蔵村山市学園３－２４－１
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
江戸川区役所前郵便局 132-0021 東京都江戸川区中央１－３－１３
八王子中野郵便局 192-0015 東京都八王子市中野町２５４５－２１
アトレ吉祥寺内郵便局 180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町２－１－１２
日本橋茅場町郵便局 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町２－４－６
半蔵門駅前郵便局 102-0083 東京都千代田区麹町２－１２
調布飛田給郵便局 182-0036 東京都調布市飛田給１－４４－４
ＫＤＤＩ大手町ビル内郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町１－８－１
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
港芝五郵便局 108-0014 東京都港区芝５－２７－１４
東日本橋三郵便局 103-0004 東京都中央区東日本橋３－４－１０
千代田岩本町郵便局 101-0032 東京都千代田区岩本町２－１１－９
世田谷祖師谷四郵便局 157-0072 東京都世田谷区祖師谷４－２３－２１
銀座並木通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座３－２－１０
小平上水南郵便局 187-0021 東京都小平市上水南町２－３－２３
渋谷三郵便局 150-0002 東京都渋谷区渋谷３－２７－１５
聖路加ガーデン内郵便局 104-0044 東京都中央区明石町８－１
江東潮見郵便局 135-0052 東京都江東区潮見１－２－１
ファーレ立川郵便局 190-0012 東京都立川市曙町２－３４－７
五日市伊奈郵便局 190-0142 東京都あきる野市伊奈４６６－５
大塚・帝京大学駅前郵便局 192-0352 東京都八王子市大塚９－１
府中日鋼町郵便局 183-0044 東京都府中市日鋼町１－１
落合郵便局 161-8799 東京都中野区東中野４－２７－２１
錦糸町駅前郵便局 130-0013 東京都墨田区錦糸３－２－１



都道府県 局名 郵便番号 住所
国立駅北口郵便局 185-0034 東京都国分寺市光町１－４１－６
品川インターシティ郵便局 108-6101 東京都港区港南２－１５－２
アロマスクエア郵便局 144-0052 東京都大田区蒲田５－３７－１
せいせきＣ館内郵便局 206-0011 東京都多摩市関戸１－７－５
グランベリーパーク郵便局 194-0004 東京都町田市鶴間３－３－１
小平回田町郵便局 187-0013 東京都小平市回田町２７８－２５
武蔵五日市駅前郵便局 190-0166 東京都あきる野市舘谷台２５－１
町田駅前郵便局 194-0013 東京都町田市原町田４－１－１４
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２
八丈島郵便局 100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷１２５５－１

神奈川県 横須賀郵便局 238-8799 神奈川県横須賀市小川町８
横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
小田原郵便局 250-8799 神奈川県小田原市栄町１－１３－１３
厚木郵便局 243-8799 神奈川県厚木市田村町２－１８
藤沢郵便局 251-8799 神奈川県藤沢市藤沢１１５－２
高津郵便局 213-8799 神奈川県川崎市高津区末長１－４０－２８
伊勢原郵便局 259-1199 神奈川県伊勢原市田中４３２
戸塚郵便局 244-8799 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４１０２－１
緑郵便局 226-8799 神奈川県横浜市緑区中山４－３２－３０
茅ヶ崎郵便局 253-8799 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１３－２０
鎌倉郵便局 248-8799 神奈川県鎌倉市小町１－１０－３
保土ヶ谷郵便局 240-8799 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－８
三浦郵便局 238-0299 神奈川県三浦市三崎町諸磯４３－１
小田原東郵便局 256-8799 神奈川県小田原市前川１４－１
葉山郵便局 240-0199 神奈川県三浦郡葉山町一色９６５－１
二宮郵便局 259-0199 神奈川県中郡二宮町二宮４００－８
鶴見郵便局 230-8799 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－２２－１
瀬谷郵便局 246-8799 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－４５－１０
登戸郵便局 214-8799 神奈川県川崎市多摩区登戸１６８５－１
柿生郵便局 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生５－４３－８
南下浦郵便局 238-0199 神奈川県三浦市南下浦町上宮田３３９１－１
中原郵便局 211-8799 神奈川県川崎市中原区小杉町３－４３６
大和郵便局 242-8799 神奈川県大和市深見西３－１－２９
大船郵便局 247-8799 神奈川県鎌倉市大船２－２０－２３
横浜南太田郵便局 232-0006 神奈川県横浜市南区南太田１－３２－３４
小田原扇町郵便局 250-0001 神奈川県小田原市扇町３－２６－２８
川崎砂子郵便局 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子２－１－９
横浜ランドマークタワー郵便局 220-8172 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１
厚木北郵便局 243-0299 神奈川県厚木市下荻野９７０
たまプラーザ駅南口郵便局 225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川３－２４－１８
西秦野郵便局 259-1305 神奈川県秦野市堀川６０９－２
横浜反町郵便局 221-0841 神奈川県横浜市神奈川区松本町３－２５－１３
横浜生麦郵便局 230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦４－１４－７
川崎京町郵便局 210-0848 神奈川県川崎市川崎区京町１－５－１
横浜六角橋郵便局 221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－４－１
淵野辺郵便局 252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺４－１３－６
綱島本通郵便局 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西３－６－２４
平塚本宿郵便局 254-0052 神奈川県平塚市平塚２－３０－１
鴨宮駅前郵便局 250-0875 神奈川県小田原市南鴨宮３－３５－３２
麻溝郵便局 252-0336 神奈川県相模原市南区当麻８４１－６
横浜大口郵便局 221-0002 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３９－３
綾瀬中郵便局 252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中７－１０－２１
海老名郵便局 243-0432 神奈川県海老名市中央２－７－５
北下浦郵便局 239-0846 神奈川県横須賀市グリーンハイツ３－８
平塚御殿郵便局 254-0061 神奈川県平塚市御殿２－２－２３
田名郵便局 252-0244 神奈川県相模原市中央区田名５２４８
磯子郵便局 235-8799 神奈川県横浜市磯子区森３－１－１５
青葉郵便局 225-8799 神奈川県横浜市青葉区荏田西１－７－５
川崎市役所通郵便局 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子１－１－１４
厚木森の里郵便局 243-0122 神奈川県厚木市森の里１－３４－３
川崎四谷上町郵便局 210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町１９－４
川崎藤崎郵便局 210-0804 神奈川県川崎市川崎区藤崎１－２７－１
川崎下作延郵便局 213-0033 神奈川県川崎市高津区下作延２－９－１１
ビーンズ武蔵中原郵便局 211-0053 神奈川県川崎市中原区上小田中４－２－１
川崎大師海岸郵便局 210-0811 神奈川県川崎市川崎区大師河原２－５－１７
相川郵便局 243-0022 神奈川県厚木市酒井２５４２
横浜北幸郵便局 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸２－１０－３３
川崎新城郵便局 211-0044 神奈川県川崎市中原区新城５－１－１５
鶴ヶ峯駅前郵便局 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１－２－１１
横浜豊田郵便局 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町１１０３－５
南林間駅前郵便局 242-0006 神奈川県大和市南林間２－１０－１２
相模原郵便局 252-0299 神奈川県相模原市中央区富士見１－１－２０
川崎溝ノ口郵便局 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口３－１５－１２
藤沢藤ヶ岡郵便局 251-0004 神奈川県藤沢市藤が岡３－９－２
厚木緑ヶ丘郵便局 243-0041 神奈川県厚木市緑ケ丘２－２－１１
秦野東海大学前郵便局 257-0003 神奈川県秦野市南矢名２３０－１
川崎野川郵便局 216-0041 神奈川県川崎市宮前区野川本町２－３０－１０
相模原東林間郵便局 252-0311 神奈川県相模原市南区東林間５－１２－３
座間郵便局 252-8799 神奈川県座間市相模が丘１－３６－３４
藤沢北郵便局 252-0899 神奈川県藤沢市高倉１２２０
青葉台郵便局 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１３－１



都道府県 局名 郵便番号 住所
西鎌倉郵便局 248-0035 神奈川県鎌倉市西鎌倉１－３－４
横浜金沢郵便局 236-8799 神奈川県横浜市金沢区泥亀２－１０－２
相模原光が丘郵便局 252-0227 神奈川県相模原市中央区光が丘３－７－１２
厚木妻田郵便局 243-0812 神奈川県厚木市妻田北１－２－３
横浜上白根郵便局 241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町８９１
平塚紅谷郵便局 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町１４－２２
相模原若松郵便局 252-0334 神奈川県相模原市南区若松５－２５－３
綱島郵便局 223-8799 神奈川県横浜市港北区綱島台１７－１３
横浜藤が丘郵便局 227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－１４－３４
港南台駅前郵便局 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－３－１
大和中央一郵便局 242-0021 神奈川県大和市中央１－６－１５
横浜柿の木台郵便局 227-0048 神奈川県横浜市青葉区柿の木台１３－２８
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
溝ノ口中央通郵便局 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－１４－１５
藤沢大庭郵便局 251-0861 神奈川県藤沢市大庭５０６１－２１
川崎菅星ヶ丘郵便局 214-0008 神奈川県川崎市多摩区菅北浦４－１２－６
横浜並木郵便局 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木１－１７－１
イオンモール座間内郵便局 252-0012 神奈川県座間市広野台２－１０－４
市ヶ尾駅前郵便局 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０７４－２
青葉台駅前郵便局 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－３－４
日吉駅内郵便局 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１
川崎久末郵便局 213-0026 神奈川県川崎市高津区久末３７－１
宮前郵便局 216-8799 神奈川県川崎市宮前区有馬４－１－１
川崎日進町ビル内郵便局 210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町７－１
上大岡駅前郵便局 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１
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
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
溝ノ口ノクティビル内郵便局 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－３－１
渋沢駅前郵便局 259-1315 神奈川県秦野市柳町１－１３－１
綾瀬郵便局 252-1199 神奈川県綾瀬市小園６９８－７
平塚吉沢郵便局 259-1204 神奈川県平塚市上吉沢６３－７
都筑郵便局 224-8799 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３３－１
トレッサ横浜郵便局 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町７００
開成駅前郵便局 258-0021 神奈川県足柄上郡開成町吉田島４３５４－１

新潟県 新潟中郵便局 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通７番町１０１８
高田郵便局 943-8799 新潟県上越市大手町３－２１
糸魚川郵便局 941-8799 新潟県糸魚川市寺町１－９－５
柏崎郵便局 945-8799 新潟県柏崎市駅前１－５－１１
長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町２－６－１
三条郵便局 955-8799 新潟県三条市旭町２－１－１
中条郵便局 959-2699 新潟県胎内市東本町２３－８
新津郵便局 956-8799 新潟県新潟市秋葉区新津本町２－４－３２
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
五泉郵便局 959-1899 新潟県五泉市東本町２－４－２０
坂町郵便局 959-3132 新潟県村上市坂町１７９５－２
新潟県庁内郵便局 950-0965 新潟県新潟市中央区新光町４－１
新潟太平郵便局 950-0005 新潟県新潟市東区太平２－１５－３
新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６
新発田住吉郵便局 957-0061 新潟県新発田市住吉町１－２－７
新潟中野山郵便局 950-0841 新潟県新潟市東区中野山５－１７－１５
白根中央通郵便局 950-1217 新潟県新潟市南区白根２７９３－１
新潟近江郵便局 950-0973 新潟県新潟市中央区上近江４－２－２０
イオン上越内郵便局 943-0173 新潟県上越市富岡３４５８
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
リバーサイド千秋郵便局 940-2093 新潟県長岡市千秋２－２７８
六日町温泉郵便局 949-6680 新潟県南魚沼市六日町２９２１
新潟上山郵便局 950-0945 新潟県新潟市中央区女池上山５－５－８

富山県 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り６－６
高岡郵便局 933-8799 富山県高岡市御馬出町３４
魚津郵便局 937-8799 富山県魚津市本江１００７
滑川郵便局 936-8799 富山県滑川市清水町３－３０
小矢部郵便局 932-8799 富山県小矢部市綾子５６５２
黒部郵便局 938-8799 富山県黒部市三日市３９９３
立山郵便局 930-0299 富山県中新川郡立山町五百石７９－６
大沢野郵便局 939-2299 富山県富山市上大久保９４８
イオンモールとなみ郵便局 939-1344 富山県砺波市中神１－１７４
富山羽根町郵便局 930-0864 富山県富山市羽根１３７９－２

石川県 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町１－１
小松郵便局 923-8799 石川県小松市園町ハ１２８－１
金沢香林坊郵便局 920-0981 石川県金沢市片町２－１－３
粟崎郵便局 920-0299 石川県金沢市粟崎町２－３８３－２
金沢南郵便局 921-8797 石川県金沢市泉野町６－１７－１
金沢問屋町郵便局 920-0061 石川県金沢市問屋町２－６８－３
金沢駅内郵便局 920-0858 石川県金沢市木ノ新保町１－１
鯖江郵便局 916-8799 福井県鯖江市水落町１－２－２８
福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８
大野郵便局 912-8799 福井県大野市陽明町２－２１０
武生郵便局 915-8799 福井県越前市中央１－１０－３０
敦賀郵便局 914-8799 福井県敦賀市元町１１－５
福井文京六郵便局 910-0017 福井県福井市文京６－１１－５



都道府県 局名 郵便番号 住所
山梨県 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町６－１０

韮崎郵便局 407-8799 山梨県韮崎市中央町５－２２
南部郵便局 409-2299 山梨県南巨摩郡南部町南部８３２３
市川大門郵便局 409-3601 山梨県西八代郡市川三郷町市川大門２３４－５
富士吉田郵便局 403-8799 山梨県富士吉田市中曽根３－１－１
石和郵便局 406-8799 山梨県笛吹市石和町市部４５８
田富郵便局 409-3899 山梨県中央市臼井阿原２７０－１
河口湖郵便局 401-0399 山梨県南都留郡富士河口湖町船津３４５１
双葉郵便局 400-0105 山梨県甲斐市下今井１８６－１
竜王榎郵便局 400-0114 山梨県甲斐市万才１１７－２
甲府東光寺郵便局 400-0807 山梨県甲府市東光寺１－１２－１４
甲府西田郵便局 400-0004 山梨県甲府市西田町５－３３
上野原羽佐間郵便局 409-0112 山梨県上野原市上野原３６５５
富士吉田本通郵便局 403-0007 山梨県富士吉田市中曽根１－１－２７
甲府大国郵便局 400-0045 山梨県甲府市後屋町４３６

長野県 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町１０８５－４
上田郵便局 386-8799 長野県上田市中央西２－２－２
諏訪郵便局 392-8799 長野県諏訪市諏訪２－１１－４３
大町郵便局 398-8799 長野県大町市大町３２０９
信州中野郵便局 383-8799 長野県中野市三好町２－１－１
佐久郵便局 385-8799 長野県佐久市中込３７３４－１２
箕輪郵便局 399-4699 長野県上伊那郡箕輪町中箕輪９４４４－１
須坂郵便局 382-8799 長野県須坂市須坂馬場町１２７２－１０
伊那郵便局 396-8799 長野県伊那市坂下３２９７
東御郵便局 389-0599 長野県東御市田中１０３－６
下諏訪郵便局 393-8799 長野県諏訪郡下諏訪町栄町５２３７－１
穂高郵便局 399-8399 長野県安曇野市穂高５６１７－１
松本南郵便局 399-8799 長野県松本市平田東２－１７－１
梓川郵便局 390-1799 長野県松本市梓川梓１２７２
御代田郵便局 389-0206 長野県北佐久郡御代田町御代田２４５３－２７
長野鶴賀郵便局 380-0814 長野県長野市鶴賀西鶴賀町１４９６－１１
塩尻郵便局 399-0799 長野県塩尻市大門六番町３－１
長野駅前郵便局 380-0825 長野県長野市南長野末広町１３５５－５
米沢郵便局 391-0216 長野県茅野市米沢４１５９－１
岡谷郷田郵便局 394-0003 長野県岡谷市加茂町２－２０－１
長野東郵便局 381-8799 長野県長野市東和田７０８－１

岐阜県 大垣郵便局 503-8799 岐阜県大垣市郭町４－１
関郵便局 501-3299 岐阜県関市平和通６－７－１
笠松郵便局 501-6199 岐阜県羽島郡笠松町友楽町３９
高山郵便局 506-8799 岐阜県高山市名田町５－９５－１
恵那郵便局 509-7299 岐阜県恵那市大井町１８５－１
多治見郵便局 507-8799 岐阜県多治見市音羽町４－２
各務原蘇原郵便局 504-0852 岐阜県各務原市蘇原古市場町２－１６９
穂積郵便局 501-0299 岐阜県瑞穂市別府１０６１－２
各務原駅前郵便局 509-0141 岐阜県各務原市鵜沼各務原町３－２４６
各務原柿沢郵便局 504-0825 岐阜県各務原市蘇原柿沢町２－３４
岐阜北郵便局 502-8799 岐阜県岐阜市鷺山２５６３－７５
岐阜市橋郵便局 500-8381 岐阜県岐阜市市橋４－７－８
高山石浦郵便局 506-0825 岐阜県高山市石浦町５－２５２

静岡県 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
藤枝郵便局 426-8799 静岡県藤枝市青木３－６－１８
浜松郵便局 430-8799 静岡県浜松市中区旭町８－１
富士宮郵便局 418-8799 静岡県富士宮市若の宮町４７５
袋井郵便局 437-8799 静岡県袋井市新屋１－１－１０
磐田郵便局 438-8799 静岡県磐田市見付只来２９６６－８
新居郵便局 431-0302 静岡県湖西市新居町新居３４０８－６
沼津西郵便局 410-0312 静岡県沼津市原１５４０－１
修善寺郵便局 410-2499 静岡県伊豆市柏久保４７３－１
駿河小山郵便局 410-1399 静岡県駿東郡小山町菅沼３６１－２
御殿場上町郵便局 412-0028 静岡県御殿場市御殿場大ノ田５４０－５
下土狩郵便局 411-0943 静岡県駿東郡長泉町下土狩１３１８－１０
富士宮富士根郵便局 418-0022 静岡県富士宮市小泉２２５－１
大富郵便局 425-0068 静岡県焼津市中新田８０－９
富士富士岡郵便局 417-0841 静岡県富士市富士岡３０７－１
浜北郵便局 434-8799 静岡県浜松市浜北区横須賀９１０
上野郵便局 418-0114 静岡県富士宮市下条４０５－３
清水郵便局 424-8799 静岡県静岡市清水区辻１－９－２７
富士依田橋郵便局 417-0003 静岡県富士市依田橋町７－１１
清水江尻郵便局 424-0817 静岡県静岡市清水区銀座１０－６
三島駅前郵便局 411-0036 静岡県三島市一番町８－１２
浜松和合郵便局 433-8125 静岡県浜松市中区和合町２２０－１９４７
富士横割郵便局 416-0944 静岡県富士市横割６－８－２２
浜松西郵便局 432-8799 静岡県浜松市中区西伊場町５５－１
静岡柳新田郵便局 420-0805 静岡県静岡市葵区城北６３－２
静岡南郵便局 422-8799 静岡県静岡市駿河区有明町２－１０

愛知県 豊橋南郵便局 441-8799 愛知県豊橋市中野町上新切１－１
岡崎不吹郵便局 444-0817 愛知県岡崎市不吹町１－２０５
一宮七夕郵便局 491-0912 愛知県一宮市新生１－１－１
春日井市役所前郵便局 486-0844 愛知県春日井市鳥居松町４－１１５－１
瀬戸山口郵便局 489-0867 愛知県瀬戸市大坂町１８７－１



都道府県 局名 郵便番号 住所
名古屋徳重郵便局 458-0804 愛知県名古屋市緑区亀が洞３－１１４
豊川八幡郵便局 442-0857 愛知県豊川市八幡町西赤土８２－１１
熱田郵便局 456-8799 愛知県名古屋市熱田区神宮４－５－１８
一宮郵便局 491-8799 愛知県一宮市白旗通３－２１
岡崎郵便局 444-8799 愛知県岡崎市戸崎町原山４－５
豊橋郵便局 440-8799 愛知県豊橋市神明町１０６
豊田郵便局 471-8799 愛知県豊田市十塚町２－１６－１
田原郵便局 441-3499 愛知県田原市田原町清谷８４－６
犬山郵便局 484-8799 愛知県犬山市天神町１－７
瀬戸郵便局 489-8799 愛知県瀬戸市共栄通４－１４
津島郵便局 496-8799 愛知県津島市松原町２５－２
常滑郵便局 479-8799 愛知県常滑市栄町１－８３
豊川郵便局 442-8799 愛知県豊川市諏訪１－５７
半田郵便局 475-8799 愛知県半田市東洋町１－５－２
岡崎矢作郵便局 444-0943 愛知県岡崎市矢作町市場４８－１
蒲郡郵便局 443-8799 愛知県蒲郡市港町１６－１８
緑郵便局 458-8799 愛知県名古屋市緑区六田２－４３
清洲郵便局 452-0942 愛知県清須市清洲１－１６－１
刈谷郵便局 448-8799 愛知県刈谷市寿町２－５０５
二川郵便局 441-3142 愛知県豊橋市大岩町東郷内８－４
弥富郵便局 498-8799 愛知県弥富市鯏浦町中六８２－１
安城郵便局 446-8799 愛知県安城市桜町１６－３
吉良町郵便局 444-0599 愛知県西尾市吉良町木田祐言５６
木曽川郵便局 493-8799 愛知県一宮市木曽川町内割田二の通り３０
宮田郵便局 483-8385 愛知県江南市後飛保町中町１２７
長久手郵便局 480-1199 愛知県長久手市西浦８１５
名古屋西郵便局 450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町４－５
名古屋東郵便局 461-8799 愛知県名古屋市東区白壁５－１１
東浦郵便局 470-2199 愛知県知多郡東浦町緒川家下３２－１
高浜郵便局 444-1399 愛知県高浜市本郷町１－１－２
七宝郵便局 497-0012 愛知県あま市七宝町下田堂中４－２
名古屋則武新町郵便局 451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町３－１－１７
春日井郵便局 486-8799 愛知県春日井市柏井町３－１０２－１
名古屋大曽根駅前郵便局 461-0048 愛知県名古屋市東区矢田南５－２－６２
名古屋内田橋郵便局 457-0862 愛知県名古屋市南区内田橋１－６－２３
日進郵便局 470-0199 愛知県日進市蟹甲町池下６７－１８
名古屋稲永郵便局 455-0842 愛知県名古屋市港区稲永１－６－２１
豊明郵便局 470-1199 愛知県豊明市阿野町滑１－８
蒲郡駅前郵便局 443-0043 愛知県蒲郡市元町１４－１３
名東郵便局 465-8799 愛知県名古屋市名東区一社４－１６６
昭和郵便局 466-8799 愛知県名古屋市昭和区桜山町６－１０５
千種郵便局 464-8799 愛知県名古屋市千種区今池４－９－１８
稲沢駅前郵便局 492-8143 愛知県稲沢市駅前２－２０－１
今伊勢郵便局 491-0052 愛知県一宮市今伊勢町新神戸新開１０－３
名古屋清水郵便局 462-0844 愛知県名古屋市北区清水２－２０－９
名古屋大同郵便局 457-0811 愛知県名古屋市南区大同町５－５
守山郵便局 463-8799 愛知県名古屋市守山区小幡中２－１－６７
名古屋新瑞橋郵便局 467-0842 愛知県名古屋市瑞穂区妙音通４－３２
江南高屋郵便局 483-8088 愛知県江南市高屋町後山１９
名古屋七本松郵便局 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田４－２－５
豊田中町郵便局 473-0904 愛知県豊田市中町中前２７－４
瑞穂郵便局 467-8799 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通２－３７
中川郵便局 454-8799 愛知県名古屋市中川区吉良町９８－１
名古屋平針郵便局 468-0011 愛知県名古屋市天白区平針２－１９０３
名古屋南郵便局 457-8799 愛知県名古屋市南区松城町２－２９
豊田駒場郵便局 473-0925 愛知県豊田市駒場町雲目２５－２
武豊六貫山郵便局 470-2385 愛知県知多郡武豊町字北中根５－１－１
春日井六軒屋郵便局 486-0842 愛知県春日井市六軒屋町５－４０
瀬戸南山郵便局 489-0986 愛知県瀬戸市南山町２－７５
安城大山郵便局 446-0043 愛知県安城市城南町１－１－１３
豊田朝日郵便局 471-0031 愛知県豊田市朝日町６－５５－１０
日進赤池郵便局 470-0125 愛知県日進市赤池１－１３０７
ループ金山郵便局 460-0022 愛知県名古屋市中区金山１－１７－１８
名古屋中央郵便局 450-8998 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－１

三重県 津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央１－１
四日市郵便局 510-8799 三重県四日市市沖の島町４－９
伊勢郵便局 516-8799 三重県伊勢市岩渕３－６－１０
桑名郵便局 511-8799 三重県桑名市中央町３－４３
白子郵便局 510-0299 三重県鈴鹿市白子町２７９６－１
東員郵便局 511-0299 三重県員弁郡東員町大木下仮宿２２１２
大台郵便局 519-2499 三重県多気郡大台町佐原寺前通８４１－１
桑名播磨郵便局 511-0862 三重県桑名市播磨２４５８－１
名張桔梗が丘郵便局 518-0623 三重県名張市桔梗が丘３番町２街区６８－２０
三重大学内郵便局 514-0001 三重県津市江戸橋２－１７４
松阪久保郵便局 515-0044 三重県松阪市久保町１８２１－８
鈴鹿暁郵便局 513-0816 三重県鈴鹿市南玉垣町玉垣４９６９
名張百合が丘郵便局 518-0471 三重県名張市百合が丘東１番町１５
近鉄四日市駅前郵便局 510-0075 三重県四日市市安島１－１－２０
四日市西郵便局 512-8799 三重県四日市市智積町６２２７
四日市松原郵便局 510-8015 三重県四日市市松原町５－４２

滋賀県 近江八幡郵便局 523-8799 滋賀県近江八幡市中村町２７



都道府県 局名 郵便番号 住所
草津郵便局 525-8799 滋賀県草津市西渋川１－３－３８
甲西郵便局 520-3299 滋賀県湖南市中央１－５０
大津駅前郵便局 520-0057 滋賀県大津市御幸町４－３２
大津膳所駅前郵便局 520-0802 滋賀県大津市馬場２－１０－１９
大津市役所内郵便局 520-0037 滋賀県大津市御陵町３－１

京都府 東山郵便局 605-8799 京都府京都市東山区大和大路通五条下る石垣町西側４２
左京郵便局 606-8799 京都府京都市左京区高野竹屋町１－１
京都中央郵便局 600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２
京都上鳥羽郵便局 601-8183 京都府京都市南区上鳥羽南島田町３０
山科郵便局 607-8799 京都府京都市山科区西野阿芸沢町１－５
中京郵便局 604-8799 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町３０番地
京都四条柳馬場郵便局 600-8071 京都府京都市下京区柳馬場通四条下る相之町１３３
山城木津郵便局 619-0299 京都府木津川市相楽丸塚４－１
亀岡郵便局 621-8799 京都府亀岡市追分町谷筋２５－１７
福知山郵便局 620-8799 京都府福知山市天田北本町一区１１２－４
宇治郵便局 611-8799 京都府宇治市宇治蔭山６
西陣郵便局 602-8799 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
山崎郵便局 618-8799 京都府乙訓郡大山崎町円明寺宝本９
京都洛北高校前郵便局 606-0851 京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町１－２
京都西京極郵便局 615-0852 京都府京都市右京区西京極西川町４３
京都四条乾郵便局 615-0061 京都府京都市右京区西院乾町５６
綾部本町郵便局 623-0014 京都府綾部市若竹町１２－２
京都淀池上郵便局 613-0904 京都府京都市伏見区淀池上町８５－２
城陽平川西郵便局 610-0101 京都府城陽市平川中道表３１－５
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
京田辺松井山手郵便局 610-0354 京都府京田辺市山手南２－２－５
伏見羽束師菱川郵便局 612-8487 京都府京都市伏見区羽束師菱川町３１１－１０
木津梅美台郵便局 619-0215 京都府木津川市梅美台８－１－５

大阪 大東氷野郵便局 574-0062 大阪府大東市氷野２－１２－２２
高槻大蔵司郵便局 569-1034 大阪府高槻市大蔵司２－５２－３
堺百舌鳥梅町郵便局 591-8032 大阪府堺市北区百舌鳥梅町３－４３－１
堺北花田郵便局 591-8002 大阪府堺市北区北花田町３－１７－７
大正千島郵便局 551-0003 大阪府大阪市大正区千島２－４－４－１
住之江南港中郵便局 559-0033 大阪府大阪市住之江区南港中２－１－９９
堺蔵前郵便局 591-8004 大阪府堺市北区蔵前町１－１－３
東住吉郵便局 546-8799 大阪府大阪市東住吉区今川８－８－２５
枚方船橋郵便局 573-1116 大阪府枚方市船橋本町２－１０－６－１０１
岸和田天神山郵便局 596-0834 大阪府岸和田市天神山町２－９－２
枚方津田駅前郵便局 573-0125 大阪府枚方市津田駅前１－２５－３０
富田林藤沢台郵便局 584-0071 大阪府富田林市藤沢台１－４－７
茨木真砂郵便局 567-0851 大阪府茨木市真砂２－２－６
住吉郵便局 558-8799 大阪府大阪市住吉区我孫子西２－１０－１
メルパルク大阪郵便局 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原４－２－１
高槻川添郵便局 569-0824 大阪府高槻市川添２－１６－１３
高槻北郵便局 569-1199 大阪府高槻市別所新町４－１
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
東淀川小松二郵便局 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松２－１２－４
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
上山手郵便局 565-0841 大阪府吹田市上山手町３０－１
彩都西郵便局 567-0086 大阪府茨木市彩都やまぶき１－２－２３
大阪伏見町郵便局 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町２－６－６
高槻郵便局 569-8799 大阪府高槻市中川町１－１
大阪城東郵便局 536-8799 大阪府大阪市城東区今福東３－１６－２３
茨木郵便局 567-8799 大阪府茨木市中穂積１－１－４０
高槻富田郵便局 569-0814 大阪府高槻市富田町３－２－２４
泉佐野郵便局 598-8799 大阪府泉佐野市上町２－８－４５
堺中郵便局 599-8799 大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１
布施郵便局 577-8799 大阪府東大阪市永和２－３－５
大阪九条郵便局 550-0027 大阪府大阪市西区九条１－６－７
住之江郵便局 559-8799 大阪府大阪市住之江区新北島５－２－１８
大阪姫島郵便局 555-0033 大阪府大阪市西淀川区姫島１－２３－１１
枚岡郵便局 579-8799 大阪府東大阪市鷹殿町１９－７
交野郵便局 576-8799 大阪府交野市私部３－２－２５
箕面郵便局 562-8799 大阪府箕面市箕面６－５－３０
大正泉尾郵便局 551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾３－８－１７
寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町４－５
大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－３－１
大阪西郵便局 550-8799 大阪府大阪市西区江之子島２－１－３
大阪淀屋橋郵便局 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋３－４－１０
大阪難波郵便局 542-0076 大阪府大阪市中央区難波５－１－６０
平野郵便局 547-8799 大阪府大阪市平野区平野西３－１－５
大阪港郵便局 552-8799 大阪府大阪市港区市岡１－５－３３
鳳郵便局 593-8799 大阪府堺市西区津久野町１－７－９
八尾郵便局 581-8799 大阪府八尾市陽光園１－５－５
伯太西郵便局 594-0023 大阪府和泉市伯太町２－１－１１
守口郵便局 570-8799 大阪府守口市日吉町２－５－２
堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６
岸和田郵便局 596-8799 大阪府岸和田市沼町３３－３３
枚方郵便局 573-8799 大阪府枚方市大垣内町２－１０－５
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
泉北郵便局 590-0199 大阪府堺市南区若松台３－１－３



都道府県 局名 郵便番号 住所
東住吉北田辺郵便局 546-0044 大阪府大阪市東住吉区北田辺６－１３－１９
松原郵便局 580-8799 大阪府松原市上田１－１－１０
大阪夕凪橋郵便局 552-0004 大阪府大阪市港区夕凪１－２－１５
中之島ダイビル内郵便局 530-6190 大阪府大阪市北区中之島３－３－２３
大阪大開郵便局 553-0007 大阪府大阪市福島区大開１－２０－１３
生野北鶴橋郵便局 544-0031 大阪府大阪市生野区鶴橋５－１７－２５
住吉東粉浜郵便局 558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜３－２１－１４
東成今里郵便局 537-0012 大阪府大阪市東成区大今里２－１８－１２
此花酉島郵便局 554-0051 大阪府大阪市此花区酉島３－４－２４
大正泉尾一郵便局 551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾１－２１－９
吹田垂水郵便局 564-0062 大阪府吹田市垂水町１－３－３
大阪中崎郵便局 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西４－１－３
寝屋川香里郵便局 572-0082 大阪府寝屋川市香里本通町８－３－２０１
東住吉桑津一郵便局 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津１－８－１８
貝塚橋本郵便局 597-0054 大阪府貝塚市堤２０
喜志郵便局 584-0005 大阪府富田林市喜志町２－３－９
八尾山本郵便局 581-0013 大阪府八尾市山本町南１－４－２０
大阪平野駅前郵便局 547-0032 大阪府大阪市平野区流町１－６－２
摂津鳥飼郵便局 566-0064 大阪府摂津市鳥飼中１－３７－１
東住吉今川駅前郵便局 546-0042 大阪府大阪市東住吉区西今川２－１２－１８
大阪阪急内郵便局 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７
イオン大日ＳＣ内郵便局 570-0016 大阪府守口市大日東町１－１８
西成郵便局 557-8799 大阪府大阪市西成区岸里２－３－２９
城東関目郵便局 536-0008 大阪府大阪市城東区関目３－７－２０
大正小林郵便局 551-0013 大阪府大阪市大正区小林西２－２－８
旭生江郵便局 535-0004 大阪府大阪市旭区生江１－５－８
河内郵便局 578-8799 大阪府東大阪市菱江１－１４－２９
西淀川千船郵便局 555-0001 大阪府大阪市西淀川区佃３－２－２６
岸和田土生郵便局 596-0825 大阪府岸和田市土生町４－３－１
大阪駅前第２ビル内郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－２－２
淀川三津屋郵便局 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中１－２－４
生野郵便局 544-8799 大阪府大阪市生野区勝山南３－２－２
浪速大国郵便局 556-0014 大阪府大阪市浪速区大国２－１－２２
大阪玉造郵便局 540-0004 大阪府大阪市中央区玉造１－４－１３
大阪南船場一郵便局 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１－１３－２１
船場郵便局 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町２－６－５
八尾高安郵便局 581-0015 大阪府八尾市刑部２－２０－３
大東住道郵便局 574-0026 大阪府大東市住道２－８－２
大阪西生野郵便局 544-0024 大阪府大阪市生野区生野西１－５－２０
港田中郵便局 552-0005 大阪府大阪市港区田中２－１－１２
豊中庄内西郵便局 561-0834 大阪府豊中市庄内栄町４－４－１
吹田岸部郵便局 564-0001 大阪府吹田市岸部北３－１－１９
東住吉長居公園東郵便局 546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合３－３－１５
大阪福島駅前郵便局 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１－７－１０
此花郵便局 554-8799 大阪府大阪市此花区春日出北２－１－９
松原新町郵便局 580-0023 大阪府松原市南新町１－１３－５
南千里駅前郵便局 565-0862 大阪府吹田市津雲台１－２－１
松原岡郵便局 580-0014 大阪府松原市岡３－４－４２
東住吉東部市場内郵便局 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林１－２－６８
岸和田駅前郵便局 596-0076 大阪府岸和田市野田町１－８－９
吹田藤白台郵便局 565-0873 大阪府吹田市藤白台２－９－１－Ｂ１１２
東住吉今川郵便局 546-0003 大阪府大阪市東住吉区今川３－１１－２
東大阪森河内郵便局 577-0061 大阪府東大阪市森河内西２－２６－３０
和泉和気郵便局 594-0073 大阪府和泉市和気町１－１１－１
御堂筋本町郵便局 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町４－２－１４
浪速郵便局 556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中３－１０－１
堺金岡郵便局 591-8799 大阪府堺市北区新金岡町４－１－１
守口梶郵便局 570-0015 大阪府守口市梶町３－３４－３
大阪近大前郵便局 577-0818 大阪府東大阪市小若江２－３－９
豊中南郵便局 561-8799 大阪府豊中市穂積２－２－８

兵庫県 須磨北郵便局 654-0199 兵庫県神戸市須磨区西落合１－１－１０
伊丹荒牧郵便局 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧１－４－２７
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
神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
篠山郵便局 669-2399 兵庫県丹波篠山市北新町９９－１
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町２１０
明石郵便局 673-8799 兵庫県明石市樽屋町１－７
加古川郵便局 675-8799 兵庫県加古川市加古川町北在家２５７８
三木郵便局 673-0499 兵庫県三木市別所町小林宿谷北６５７－８
東灘郵便局 658-8799 兵庫県神戸市東灘区住吉東町２－２－１７
西宮郵便局 662-8799 兵庫県西宮市和上町６－２８
尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通２－１１－１
三田郵便局 669-1399 兵庫県三田市天神１－５－２０
高砂郵便局 676-8799 兵庫県高砂市荒井町御旅２－６－１５
佐用郵便局 679-5399 兵庫県佐用郡佐用町佐用２９００－１
和田山郵便局 669-5299 兵庫県朝来市和田山町東谷１０５－１
明石西郵便局 674-8799 兵庫県明石市魚住町錦が丘４－２－２２
上郡郵便局 678-1299 兵庫県赤穂郡上郡町駅前１８
相生郵便局 678-8799 兵庫県相生市垣内町２－４
加古川東郵便局 675-0199 兵庫県加古川市平岡町一色三ツ池７９７－３１０
神戸相生郵便局 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町５－１７－２４



都道府県 局名 郵便番号 住所
兵庫県庁内郵便局 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通５－１０－１
川西北郵便局 666-0199 兵庫県川西市東畦野２－８－１
神戸西郵便局 651-2299 兵庫県神戸市西区糀台５－１２－１
神戸久保郵便局 653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町８－２－１
宝塚郵便局 665-8799 兵庫県宝塚市小浜３－１－２０
西宮鳴尾郵便局 663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町５－７－２１
川西郵便局 666-8799 兵庫県川西市栄町１３－１８
神戸深江郵便局 658-0021 兵庫県神戸市東灘区深江本町３－３－２５
香寺郵便局 679-2199 兵庫県姫路市香寺町香呂７６－１
伊川谷郵便局 651-2111 兵庫県神戸市西区池上４－３－２
淡路志知郵便局 656-0484 兵庫県南あわじ市志知佐礼尾１１５
三輪郵便局 669-1513 兵庫県三田市三輪１－３－２
洲本物部郵便局 656-0051 兵庫県洲本市物部３－３－５３
尼崎園田郵便局 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町４－６２－１
姫路今宿郵便局 670-0058 兵庫県姫路市車崎１－１－２
尼崎西難波北郵便局 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町６－９－２６
前山郵便局 669-4341 兵庫県丹波市市島町上竹田３８－１４
伊丹桜ケ丘郵便局 664-0897 兵庫県伊丹市桜ケ丘７－１－１２
尼崎時友郵便局 661-0041 兵庫県尼崎市武庫の里２－２６－２２
尼崎塚口本町郵便局 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町４－２－２０
尼崎北郵便局 661-8799 兵庫県尼崎市南塚口町５－８－１
兵庫郵便局 652-8799 兵庫県神戸市兵庫区大開通２－２－１９
明石朝霧駅前郵便局 673-0870 兵庫県明石市朝霧南町２－２３２
伊丹大野郵便局 664-0003 兵庫県伊丹市大野１－５７
西宮東郵便局 663-8799 兵庫県西宮市甲子園春風町５－１
神戸桜が丘郵便局 651-2226 兵庫県神戸市西区桜が丘中町３－２－３
宝塚大成郵便局 665-0055 兵庫県宝塚市大成町６－１６
宝塚山本丸橋郵便局 665-0815 兵庫県宝塚市山本丸橋１－６－１５

奈良県 奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町５－３－３
大和郡山郵便局 639-1199 奈良県大和郡山市杉町２５０－３
大和高田郵便局 635-8799 奈良県大和高田市神楽２－７－４６
五條郵便局 637-8799 奈良県五條市須恵３－８－３０
橿原郵便局 634-8799 奈良県橿原市八木町１－９－２０
香芝郵便局 639-0299 奈良県香芝市下田西２－２－１０
長尾郵便局 639-2164 奈良県葛城市長尾３８８－１
生駒郵便局 630-0299 奈良県生駒市谷田町１２３４－１
奈良船橋郵便局 630-8114 奈良県奈良市芝辻町１４－８
奈良三条郵便局 630-8246 奈良県奈良市油阪地方町１－１
奈良県庁内郵便局 630-8213 奈良県奈良市登大路町３０
橿原白橿郵便局 634-0051 奈良県橿原市白橿町２－３１－１７
香芝真美ケ丘郵便局 639-0223 奈良県香芝市真美ヶ丘６－１０
西大和まきのは郵便局 639-0205 奈良県北葛城郡上牧町下牧１－６－３１

和歌山県 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁４
橋本郵便局 648-8799 和歌山県橋本市市脇５－４－２２
南部郵便局 645-8799 和歌山県日高郡みなべ町芝４４７－１
加茂郷郵便局 649-0122 和歌山県海南市下津町黒田４４－３
和歌山毛見郵便局 641-0014 和歌山県和歌山市毛見１３５－１７
田辺神島台郵便局 646-0012 和歌山県田辺市神島台２５－８

鳥取県 米子郵便局 683-8799 鳥取県米子市弥生町１０
鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１
鳥取栄町郵便局 680-0831 鳥取県鳥取市栄町１０７
日吉津郵便局 689-3553 鳥取県西伯郡日吉津村日吉津１３１８－１
松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町１３８
浜田郵便局 697-8799 島根県浜田市殿町８０－１
出雲郵便局 693-8799 島根県出雲市駅南町３－１５－１
中条郵便局 685-0027 島根県隠岐郡隠岐の島町原田４３５－１

岡山県 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下２－１－１
久世郵便局 719-3299 岡山県真庭市鍋屋８－５
倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形１－８－１５
児島稗田郵便局 711-0937 岡山県倉敷市児島稗田町１９４８－５
西大寺政津郵便局 704-8165 岡山県岡山市東区政津８３２－２
玉野荘内郵便局 706-0151 岡山県玉野市長尾７５０－３
水島郵便局 712-8799 岡山県倉敷市水島北幸町２－１
岡山野田郵便局 700-0971 岡山県岡山市北区野田２－２－３０
岡山東郵便局 703-8799 岡山県岡山市中区原尾島４－１－１３
桜が丘郵便局 709-0721 岡山県赤磐市桜が丘東５－５－３８９
イオンモール津山内郵便局 708-0842 岡山県津山市河辺１０００－１

広島県 広島西郵便局 733-8799 広島県広島市西区天満町５－１０
三原郵便局 723-8799 広島県三原市城町２－１３－３３
可部郵便局 731-0299 広島県広島市安佐北区可部４－１－４
府中郵便局 726-8799 広島県府中市元町４５８－４
広郵便局 737-0199 広島県呉市広本町１－６－１
海田郵便局 736-8799 広島県安芸郡海田町曙町１０－３４
呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央２－１－１
宇品郵便局 734-8799 広島県広島市南区宇品東１－１－６３
坂郵便局 731-4399 広島県安芸郡坂町横浜中央１－６－４５
呉吉浦郵便局 737-0853 広島県呉市吉浦中町１－３－４
呉本通四郵便局 737-0045 広島県呉市本通４－１－１２
駅家郵便局 720-1199 広島県福山市駅家町江良１０－３
因島田熊郵便局 722-2324 広島県尾道市因島田熊町甲１１６９－４
宮島口郵便局 739-0411 広島県廿日市市宮島口１－１２－４



都道府県 局名 郵便番号 住所
広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
広島鷹野橋郵便局 730-0042 広島県広島市中区国泰寺町２－４－１０
福山駅ローズ郵便局 720-0066 広島県福山市三之丸町３０－１

山口県 山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央１－１－１
萩郵便局 758-8799 山口県萩市江向４４０－１
下関東郵便局 751-8799 山口県下関市山の田東町１２－２５
小郡郵便局 754-8799 山口県山口市小郡下郷６０９－２
熊毛郵便局 745-0662 山口県周南市高水原１－３－２５
田布施郵便局 742-1599 山口県熊毛郡田布施町波野３２９－５
岩国郵便局 740-8799 山口県岩国市麻里布町２－６－８
宇部郵便局 755-8799 山口県宇部市常盤町２－１－２３
下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町２－１２－１２
徳山櫛浜郵便局 745-0805 山口県周南市櫛ケ浜４５８－３
防府三田尻郵便局 747-0814 山口県防府市三田尻３－６－３３
光郵便局 743-8799 山口県光市中央４－１－１
勝山郵便局 751-0872 山口県下関市秋根南町１－６－２３
下関中土居郵便局 752-0963 山口県下関市長府中土居北町４－１
下関一の宮郵便局 751-0805 山口県下関市一の宮住吉２－８－３６

徳島県 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町１－２
北島郵便局 771-0299 徳島県板野郡北島町江尻柳池１６－４
松茂郵便局 771-0219 徳島県板野郡松茂町笹木野灘２－６
和田島郵便局 773-0025 徳島県小松島市和田島町西浜手１７
徳島島田郵便局 770-0051 徳島県徳島市北島田町１－３３－３
徳島大学病院内郵便局 770-0042 徳島県徳島市蔵本町２－５０－１

香川県 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町１－１５
丸亀郵便局 763-8799 香川県丸亀市大手町３－５－１
多度津郵便局 764-8799 香川県仲多度郡多度津町仲ノ町８－５
土庄郵便局 761-4199 香川県小豆郡土庄町甲２８９－９
豊浜郵便局 769-1699 香川県観音寺市豊浜町姫浜４８８－１
国分寺郵便局 769-0192 香川県高松市国分寺町新居１２９８
高松東郵便局 761-0199 香川県高松市高松町角屋２２９３－１
長尾郵便局 769-2399 香川県さぬき市長尾東８９４－１
庵治郵便局 761-0130 香川県高松市庵治町５８３１－２
観音寺中洲郵便局 768-0060 香川県観音寺市観音寺町甲２６１５－３
高松林郵便局 761-0301 香川県高松市林町２２１７－１５
高松南郵便局 761-8799 香川県高松市勅使町７００
イオンモール綾川内郵便局 761-2304 香川県綾歌郡綾川町萱原字下所８２２ー１

愛媛県 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町３－５－２
今治郵便局 794-8799 愛媛県今治市旭町１－３－４
西条郵便局 793-8799 愛媛県西条市大町１７１０－４
伊予三島郵便局 799-0499 愛媛県四国中央市三島中央５－６－１７
新居浜郵便局 792-8799 愛媛県新居浜市繁本町３－２
松山南郵便局 791-1199 愛媛県松山市森松町６４７
宇和島愛宕町郵便局 798-0042 愛媛県宇和島市愛宕町２－１－１４
宇和島朝日町郵便局 798-0004 愛媛県宇和島市朝日町１－３－２１
新居浜中村郵便局 792-0044 愛媛県新居浜市中村１－７－１４
まつやま坊っちゃん郵便局 790-0012 愛媛県松山市湊町４―１１―１７
新居浜駅前郵便局 792-0812 愛媛県新居浜市坂井町２－４－２３
愛媛大学病院内郵便局 791-0204 愛媛県東温市志津川４５４
フジゆるぎの郵便局 791-0216 愛媛県東温市野田３－１－１３
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 780-8799 高知県高知市北本町１－１０－１８
宿毛郵便局 788-8799 高知県宿毛市中央２－８－２７
土佐山田郵便局 782-8799 高知県香美市土佐山田町東本町２－２－３８
三里郵便局 781-0112 高知県高知市仁井田１６５２－５
高知桟橋郵便局 780-8006 高知県高知市萩町１－２－３４
高知薊野郵便局 781-0015 高知県高知市薊野西町３－２９－６
高知本町郵便局 780-0870 高知県高知市本町３－２－５

福岡県 北九州中央郵便局 802-8799 福岡県北九州市小倉北区萩崎町２－１
八女郵便局 834-8799 福岡県八女市本村７５－２
福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
三池郵便局 837-8799 福岡県大牟田市歴木４６０－４３
太宰府郵便局 818-0199 福岡県太宰府市五条２－２－１０
江浦郵便局 839-0299 福岡県みやま市高田町江浦町５２７
若松郵便局 808-8799 福岡県北九州市若松区浜町１－１１－１
後藤寺郵便局 826-8799 福岡県田川市大黒町１－１
勝山郵便局 824-0899 福岡県京都郡みやこ町勝山大久保２１８１－７
西戸崎郵便局 811-0321 福岡県福岡市東区西戸崎４－１２－５
小郡郵便局 838-0199 福岡県小郡市小郡２９１－１
和白郵便局 811-0299 福岡県福岡市東区塩浜１－９－１
粕屋南郵便局 811-2299 福岡県糟屋郡志免町田富伊賀杭１６２－１
博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１
若松脇田郵便局 808-0124 福岡県北九州市若松区安屋１６３０－４
折尾本城郵便局 807-0815 福岡県北九州市八幡西区本城東５－１５－８
久留米荘島郵便局 830-0023 福岡県久留米市中央町２７－１８
大野城下大利郵便局 816-0952 福岡県大野城市下大利１－１５－９
小倉西郵便局 803-8799 福岡県北九州市小倉北区田町２０－１
福岡新天町郵便局 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－７－１
直方頓野郵便局 822-0002 福岡県直方市頓野２１０４－１７
久留米長門石郵便局 830-0027 福岡県久留米市長門石３－９－４１
小倉駅前郵便局 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町３－７－１



都道府県 局名 郵便番号 住所
イオンモール福津郵便局 811-3209 福岡県福津市日蒔野６－１６－１

佐賀県 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原２－１－３５
武雄郵便局 843-8799 佐賀県武雄市武雄町武雄５５９９
唐津郵便局 847-8799 佐賀県唐津市千代田町２５６４－４
鹿島郵便局 849-1399 佐賀県鹿島市高津原４２８２－１

長崎県 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町１－１
長崎万屋郵便局 850-0852 長崎県長崎市万屋町６－２９
諫早郵便局 854-8799 長崎県諫早市八坂町１－７
長崎東郵便局 851-0199 長崎県長崎市かき道１－３９－１
松浦郵便局 859-4599 長崎県松浦市志佐町里免３８１－１
佐世保栄町郵便局 857-0054 長崎県佐世保市栄町６－１
長崎住吉郵便局 852-8135 長崎県長崎市千歳町５－１
長崎大学病院内郵便局 852-8102 長崎県長崎市坂本１－７－１

熊本県 菊池郵便局 861-1399 熊本県菊池市隈府７７２－１
松橋郵便局 869-0599 熊本県宇城市松橋町松橋９６４－１
川尻郵便局 861-4199 熊本県熊本市南区八幡１１－２－１
荒尾郵便局 864-8799 熊本県荒尾市大正町２－１－１１
西合志郵便局 861-1104 熊本県合志市御代志１６７３

大分県 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町３－４－１８
杵築郵便局 873-8799 大分県杵築市南杵築１６７１－３
豊後高田郵便局 879-0699 大分県豊後高田市金谷町１１８２－１
別府郵便局 874-8799 大分県別府市餅ケ浜町４－２３
日出郵便局 879-1599 大分県速見郡日出町２５４５－５
三重郵便局 879-7199 大分県豊後大野市三重町市場１６１９－２
大分東郵便局 870-0199 大分県大分市大字森９０８－１
挾間郵便局 879-5599 大分県由布市挾間町挾間１０６－３
宇佐駅館郵便局 879-0454 大分県宇佐市法鏡寺２１２－６
日田三芳郵便局 877-0036 大分県日田市三芳小渕町８１－２
天ヶ瀬郵便局 879-4299 大分県日田市天瀬町桜竹６８１－１
ゆめタウン別府郵便局 874-0943 大分県別府市楠町３８２－７
大分下郡郵便局 870-0954 大分県大分市下郡中央２－５－５０

宮崎県 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４
日向郵便局 883-8799 宮崎県日向市鶴町２－４－１
イオンモール都城駅前内郵便局 885-0023 宮崎県都城市栄町４６７２－５
宮崎花ヶ島郵便局 880-0036 宮崎県宮崎市花ケ島町赤江町１３３２－２

鹿児島県 宮之城郵便局 895-1899 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地２０２５－１
指宿郵便局 891-0499 鹿児島県指宿市大牟礼３－２０－６
鹿児島慈眼寺郵便局 891-0141 鹿児島県鹿児島市谷山中央５－９－１６
イオンタウン姶良内郵便局 899-5421 鹿児島県姶良市東餅田３３６
イオンモール鹿児島内郵便局 891-0115 鹿児島県鹿児島市東開町７
名瀬郵便局 894-8799 鹿児島県奄美市名瀬幸町３－１０

沖縄県 那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川３－３－８
那覇久米郵便局 900-0032 沖縄県那覇市松山１－３２－７
八重山郵便局 907-8799 沖縄県石垣市大川１２


