
■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

山鼻郵便局 064-8799 北海道札幌市中央区南十六条西１５－２－１
函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町１－６

青森県 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町１－７－２４
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
秋田県 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１
福島県 福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０

郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日２－２４－６
原町郵便局 975-8799 福島県南相馬市原町区三島町１－３４
鹿島郵便局 979-2399 福島県南相馬市鹿島区西町１－３０

茨城県 水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
土浦駅前郵便局 300-0036 茨城県土浦市大和町５－４
筑波学園郵便局 305-8799 茨城県つくば市吾妻１－１３－２

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
飯能郵便局 357-8799 埼玉県飯能市柳町１６－２３
草加郵便局 340-8799 埼玉県草加市栄町３－８－１
越谷郵便局 343-0025 埼玉県越谷市大沢４－６－１５
志木郵便局 353-8799 埼玉県志木市本町５－２０－９
狭山郵便局 350-1399 埼玉県狭山市富士見１－１５－３２

千葉県 船橋海神郵便局 273-0021 千葉県船橋市海神４－１０－１３
千葉幸町郵便局 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町２－１２－４
船橋東郵便局 274-8799 千葉県船橋市習志野台２－５０－１２
松戸北郵便局 270-8799 千葉県松戸市小金原６－６－３

松戸二十世紀ケ丘郵便局 271-0086 千葉県松戸市二十世紀が丘萩町２３５－１
船橋二宮郵便局 274-0823 千葉県船橋市二宮１－６－５０
習志野秋津郵便局 275-0025 千葉県習志野市秋津３－６－２
西船橋駅南口郵便局 273-0033 千葉県船橋市本郷町６６７－１
新柏駅前郵便局 277-0084 千葉県柏市新柏１－２－２

東京都 八王子横山町郵便局 192-0081 東京都八王子市横山町１０－１９
元八王子郵便局 193-0816 東京都八王子市大楽寺町４０８
荻窪郵便局 167-8799 東京都杉並区桃井２－３－２

田園調布郵便局 145-8799 東京都大田区南雪谷２－２１－１
東大和南街郵便局 207-0014 東京都東大和市南街５－６４－９

深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽４－４－２
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８

清瀬松山郵便局 204-0022 東京都清瀬市松山３－１－２７
柳沢駅前郵便局 202-0015 東京都西東京市保谷町３－１０－１６
三鷹新川郵便局 181-0004 東京都三鷹市新川６－３－１０

大手町ビル内郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町１－６－１
大田矢口三郵便局 146-0093 東京都大田区矢口３－７－１２
練馬立野郵便局 177-0054 東京都練馬区立野町８－７

葛飾区役所内郵便局 124-0012 東京都葛飾区立石５－１３－１
中野北郵便局 165-8799 東京都中野区丸山１－２８－１０
成城郵便局 157-8799 東京都世田谷区成城８－３０－２５
三鷹郵便局 181-8799 東京都三鷹市野崎１－１－２

世田谷桜丘二郵便局 156-0054 東京都世田谷区桜丘２－８－１３
たかの台駅前郵便局 187-0024 東京都小平市たかの台３９－３
東上野六郵便局 110-0015 東京都台東区東上野６－１９－１１

葛飾南水元二郵便局 125-0035 東京都葛飾区南水元２－２７－１６
板橋北郵便局 174-8799 東京都板橋区志村３－２４－１６
田無緑町郵便局 188-0002 東京都西東京市緑町３－５－１９
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
東久留米郵便局 203-8799 東京都東久留米市中央町１－１－４４
青梅霞台郵便局 198-0031 東京都青梅市師岡町４－５－２

世田谷喜多見三郵便局 157-0067 東京都世田谷区喜多見３－２１－２２
吉祥寺北町郵便局 180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町５－１０－１０
梅ケ丘駅前郵便局 156-0043 東京都世田谷区松原６－２－９

国分寺東恋ケ窪四郵便局 185-0014 東京都国分寺市東恋ヶ窪４－２１－１８
府中車返団地内郵便局 183-0011 東京都府中市白糸台５－２５－１

王子本町郵便局 114-0022 東京都北区王子本町１－２－１１
立川栄郵便局 190-0003 東京都立川市栄町２－４５－６
牛込郵便局 162-8799 東京都新宿区北山伏町１－５
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷１－５－１２
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
渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋２－１－１
品川郵便局 140-8799 東京都品川区東大井５－２３－３４
下目黒郵便局 153-0064 東京都目黒区下目黒３－２－３
台東三郵便局 110-0016 東京都台東区台東３－１２－５
国分寺郵便局 185-8799 東京都国分寺市日吉町４－１－１０
東村山郵便局 189-8799 東京都東村山市本町２－１－２
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野２－２７－１
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町７－２１－１
青梅郵便局 198-8799 東京都青梅市東青梅１－１３－２

あきる野郵便局 190-0199 東京都あきる野市秋川３－２－１



都道府県 局名 郵便番号 住所
調布郵便局 182-8799 東京都調布市八雲台２－６－１

台東桜木郵便局 110-0002 東京都台東区上野桜木１－１０－１０
熊野前郵便局 116-0012 東京都荒川区東尾久８－１４－１
日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋１－１８－１

文京大塚五郵便局 112-0012 東京都文京区大塚５－７－１１
江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島１－１９－２４
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北６－４－２
武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保３－１－２６
目黒郵便局 152-8799 東京都目黒区目黒本町１－１５－１６
麹町郵便局 102-8799 東京都千代田区九段南４－５－９

目黒鷹番郵便局 152-0003 東京都目黒区碑文谷６－１－２０
杉並郵便局 166-8799 東京都杉並区成田東４－３８－１４
中野五郵便局 164-0001 東京都中野区中野５－５０－９
墨田白鬚郵便局 131-0032 東京都墨田区東向島４－９－４
中里郵便局 114-0015 東京都北区中里２－１－５

多摩聖ケ丘郵便局 206-0022 東京都多摩市聖ヶ丘２－２０－４
東久留米学園町郵便局 203-0021 東京都東久留米市学園町２－１－２４

柴崎駅前郵便局 182-0007 東京都調布市菊野台２－２１－９
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘２－９－７

聖路加ガーデン内郵便局 104-0044 東京都中央区明石町８－１
国立駅北口郵便局 185-0034 東京都国分寺市光町１－４１－６
新宿改代町郵便局 162-0802 東京都新宿区改代町３－２

品川インターシティ郵便局 108-6101 東京都港区港南２－１５－２
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２

神奈川県 横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
高津郵便局 213-8799 神奈川県川崎市高津区末長１－４０－２８
秦野郵便局 257-8799 神奈川県秦野市室町２－４４
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
逗子郵便局 249-8799 神奈川県逗子市逗子６－１－３
長津田郵便局 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田６－７－１

横須賀船越郵便局 237-0076 神奈川県横須賀市船越町１－５２－５
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
初声郵便局 238-0113 神奈川県三浦市初声町入江５２－１

金沢文庫駅前郵便局 236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１６－７
青葉郵便局 225-8799 神奈川県横浜市青葉区荏田西１－７－５

逗子桜山郵便局 249-0005 神奈川県逗子市桜山２－３－３７
藤沢台町郵便局 251-0052 神奈川県藤沢市藤沢４－５－２
川崎南河原郵便局 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町２－７１－３
横浜平戸郵便局 244-0802 神奈川県横浜市戸塚区平戸２－２５－１３
横浜釜利谷郵便局 236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東６－５－１０
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
藤沢遠藤郵便局 252-0816 神奈川県藤沢市遠藤２９５３－８
川崎上作延郵便局 213-0034 神奈川県川崎市高津区上作延４９０－３
茅ヶ崎香川郵便局 253-0082 神奈川県茅ヶ崎市香川５－３－３１

逗子ハイランド郵便局 249-0001 神奈川県逗子市久木８－９－１２
横浜ポートサイド内郵便局 221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町６－１

川崎上新城郵便局 211-0045 神奈川県川崎市中原区上新城１－３－３３
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

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

石川県 金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町１－１
長野県 諏訪郵便局 392-8799 長野県諏訪市諏訪２－１１－４３
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

富士郵便局 416-8799 静岡県富士市本市場１５０－１
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
刈谷郵便局 448-8799 愛知県刈谷市寿町２－５０５
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
豊田北郵便局 470-0399 愛知県豊田市四郷町森前１８５
江南郵便局 483-8799 愛知県江南市赤童子町良原１４３－１

豊田高岡郵便局 473-8799 愛知県豊田市若林西町六反ケ坪１３－１
本宿郵便局 444-3505 愛知県岡崎市本宿町梨子木９－９６

名古屋出口郵便局 466-0041 愛知県名古屋市昭和区出口町３－５７－４
千種郵便局 464-8799 愛知県名古屋市千種区今池４－９－１８

名古屋池下郵便局 464-0067 愛知県名古屋市千種区池下１－１０－２
扶桑駅前郵便局 480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町高雄天道３１２

名古屋希望丘郵便局 464-0016 愛知県名古屋市千種区希望ケ丘４－１０－１９
名古屋植田郵便局 468-0051 愛知県名古屋市天白区植田３－１２１２
日進赤池郵便局 470-0125 愛知県日進市赤池１－１３０７
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
京都府 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
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
大阪府 箕面繊維団地内郵便局 562-0035 大阪府箕面市船場東２－５－４７

寝屋川成田郵便局 572-0004 大阪府寝屋川市成田町１０－４０
茨木天王郵便局 567-0876 大阪府茨木市天王２－１－１６



都道府県 局名 郵便番号 住所
堺中郵便局 599-8799 大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１
箕面郵便局 562-8799 大阪府箕面市箕面６－５－３０
八尾郵便局 581-8799 大阪府八尾市陽光園１－５－５
大東郵便局 574-8799 大阪府大東市曙町３－２０
枚方郵便局 573-8799 大阪府枚方市大垣内町２－１０－５

松原駅前郵便局 580-0016 大阪府松原市上田３－６－１
生野新今里郵便局 544-0001 大阪府大阪市生野区新今里４－４－２８

大阪宇治電ビル内郵便局 530-0047 大阪府大阪市北区西天満４－８－１７
豊中旭ヶ丘郵便局 561-0865 大阪府豊中市旭丘１－１１
吹田古江台郵便局 565-0874 大阪府吹田市古江台２－１０－６
豊中庄内北郵便局 561-0832 大阪府豊中市庄内西町１－１－１７

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
神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１
有野郵便局 651-1399 兵庫県神戸市北区藤原台北町６－１９
川西郵便局 666-8799 兵庫県川西市栄町１３－１８

姫路白国郵便局 670-0808 兵庫県姫路市白国１－１３－１４
奈良県 奈良西郵便局 631-8799 奈良県奈良市学園北２－３－２
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
広島県 広島西郵便局 733-8799 広島県広島市西区天満町５－１０

広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
広島東郵便局 732-0822 広島県広島市南区松原町９－１

山口県 山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央１－１－１
徳山郵便局 745-8799 山口県周南市御幸通１－３

徳島県 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町１－２
香川県 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町１－１５
愛媛県 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町３－５－２
福岡県 行橋郵便局 824-8799 福岡県行橋市中央１－５－２５

福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
久留米東町郵便局 830-0032 福岡県久留米市東町３１－９

岡垣郵便局 811-4299 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前８－１０
博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１
志摩郵便局 819-1312 福岡県糸島市志摩初２０６－７

八幡大蔵郵便局 805-0048 福岡県北九州市八幡東区大蔵２－２－３
春日原郵便局 816-0802 福岡県春日市春日原北町２－７－３

香椎オークタウン郵便局 813-0012 福岡県福岡市東区香椎駅東４－２４－１
小倉志井郵便局 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力４－２１－８
小郡駅前郵便局 838-0141 福岡県小郡市小郡１０９２－７
福岡柏原郵便局 811-1353 福岡県福岡市南区柏原４－１３－４３

佐賀県 小城郵便局 845-8799 佐賀県小城市小城町２５６－５
長崎県 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町１－１
熊本県 熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
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
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

宮古郵便局 906-8799 沖縄県宮古島市平良西里７８２－７


