
■ちいかわグッズ販売局一覧
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
北海道 小樽郵便局 047-8799 北海道小樽市色内１－８－１
北海道 札幌大通郵便局 060-0042 北海道札幌市中央区大通西２－９
北海道 函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町１－６
北海道 旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通６－２８－１
青森 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町１－７－２４
岩手 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５
宮城 仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町１－７
秋田 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
山形 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町１－７－２４
福島 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０
福島 郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日２－２４－６
茨城 水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
茨城 土浦郵便局 300-8799 茨城県土浦市城北町２－２１
茨城 筑波学園郵便局 305-8799 茨城県つくば市吾妻１－１３－２
栃木 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町４－１７
群馬 前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町１－６－５
埼玉 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
埼玉 春日部郵便局 344-8799 埼玉県春日部市中央１－５２－７
埼玉 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
千葉 船橋東郵便局 274-8799 千葉県船橋市習志野台２－５０－１２
千葉 千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
千葉 美浜郵便局 261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂４－１－１
東京 深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽４－４－２
東京 新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８
東京 玉川郵便局 158-8799 東京都世田谷区等々力８－２２－１
東京 三鷹郵便局 181-8799 東京都三鷹市野崎１－１－２
東京 上野駅前郵便局 110-0005 東京都台東区上野６－１５－１
東京 大手町郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町２－３－１
東京 本郷郵便局 113-8799 東京都文京区本郷６－１－１５
東京 上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷１－５－１２
東京 浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草１－１－１
東京 豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋３－１８－１
東京 渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
東京 世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋２－１－１
東京 立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町２－１４－３６
東京 中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野２－２７－１
東京 武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町１－７
東京 日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋１－１８－１
東京 雷門郵便局 111-0034 東京都台東区雷門２－２－８
東京 荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川３－２－１
東京 光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘２－９－７
東京 銀座四郵便局 104-0061 東京都中央区銀座４－６－１１
東京 東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２
神奈川 横須賀郵便局 238-8799 神奈川県横須賀市小川町８
神奈川 横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
神奈川 登戸郵便局 214-8799 神奈川県川崎市多摩区登戸１６８５－１
神奈川 中原郵便局 211-8799 神奈川県川崎市中原区小杉町３－４３６
神奈川 藤沢北郵便局 252-0899 神奈川県藤沢市高倉１２２０
神奈川 綾瀬郵便局 252-1199 神奈川県綾瀬市小園６９８－７
神奈川 都筑郵便局 224-8799 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３３－１
新潟 新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通２－６－２６
富山 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り６－６
石川 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町１－１
福井 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手３－１－２８
山梨 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町６－１０
長野 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町１０８５－４
長野 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
岐阜 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町１－３－２
静岡 静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町１－９
静岡 富士宮郵便局 418-8799 静岡県富士宮市若の宮町４７５
愛知 名古屋中郵便局 460-8799 愛知県名古屋市中区大須３－１－１０
愛知 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 津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央１－１
京都 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 京都大学病院内郵便局 606-8397 京都府京都市左京区聖護院川原町５４
大阪 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 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 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 和泉中央駅前郵便局 594-0041 大阪府和泉市いぶき野４－５－２
大阪 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 寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町４－５
大阪 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－３－１
大阪 枚方郵便局 573-8799 大阪府枚方市大垣内町２－１０－５
大阪 北浜東郵便局 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東３－９
大阪 船場郵便局 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町２－６－５
兵庫 神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
兵庫 西宮郵便局 662-8799 兵庫県西宮市和上町６－２８
奈良 奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町５－３－３
和歌山 和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁４
鳥取 鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町１０１



都道府県 局名 郵便番号 住所
島根 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町１３８
岡山 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下２－１－１
広島 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 広島中郵便局 730-0011 広島県広島市中区基町６－３６
広島 広島ＪＰビル郵便局 732-0822 広島県広島市南区松原町２－６２
広島 ジ・アウトレット広島内郵便局 731-5162 広島県広島市佐伯区石内東４－１－１
山口 山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央１－１－１
香川 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町１－１５
香川 観音寺郵便局 768-8799 香川県観音寺市観音寺町甲１０８７－３
愛媛 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町３－５－２
高知 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町１－１０－１８
高知 イオンモール高知内郵便局 780-0026 高知県高知市秦南町１－４－８
福岡 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
福岡 福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
福岡 博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１
佐賀 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原２－１－３５
長崎 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町１－１
熊本 熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
大分 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町３－４－１８
宮崎 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４
沖縄 那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川３－３－８


