
■「馬油スキンケア商品」　販売局一覧

都道府県 郵便局名 郵便番号 住所

北海道 永山郵便局 079-8799 北海道旭川市永山二条１８－２－２２

旭川駅内郵便局 070-0030 北海道旭川市宮下通８－３－１

旭川東郵便局 078-8799 北海道旭川市東旭川町共栄９８－４

旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通６－２８－１

釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町１３－２－１

野幌郵便局 069-8799 北海道江別市野幌町６８－５

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

琴似二条郵便局 063-0812 北海道札幌市西区琴似二条５－１－８

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

札幌南一条郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西５－２０

山鼻郵便局 064-8799 北海道札幌市中央区南十六条西１５－２－１

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

札幌東郵便局 065-0025 北海道札幌市東区北二十五条東１６－１－１３

札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東１－２－１

札幌白石郵便局 003-8799 北海道札幌市白石区平和通７－南４－１

豊平郵便局 062-8799 北海道札幌市豊平区美園三条６－３－４

士別郵便局 095-8799 北海道士別市大通東９－２３２３

東室蘭郵便局 050-8799 北海道室蘭市東町２－２７－２

小樽堺町郵便局 047-0027 北海道小樽市堺町６－１４

小樽郵便局 047-8799 北海道小樽市色内１－８－１

美瑛郵便局 071-0299 北海道上川郡美瑛町栄町２－１－２

石狩郵便局 061-3299 北海道石狩市花川北三条２－２００

帯広郵便局 080-8799 北海道帯広市西三条南８－１０

稚内郵便局 097-8799 北海道稚内市中央２－１５－１２

苫小牧郵便局 053-8799 北海道苫小牧市若草町４－２－８

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

静内郵便局 056-8799 北海道日高郡新ひだか町静内御幸町２－２－２

函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町１－６

美唄郵便局 072-8799 北海道美唄市西三条南２－１－１

北見郵便局 090-8799 北海道北見市北六条東１－１－１

北斗郵便局 049-0199 北海道北斗市飯生２－１１－１

美幌郵便局 092-8799 北海道網走郡美幌町大通北１－１４－１

岩手 一関郵便局 021-8799 岩手県一関市大手町６－１

江刺郵便局 023-1199 岩手県奥州市江刺南大通り７－４４

花巻郵便局 025-8799 岩手県花巻市上町１２－４

釜石郵便局 026-8799 岩手県釜石市只越町３－２－２６

久慈郵便局 028-8099 岩手県久慈市中の橋１－４４

宮古郵便局 027-8799 岩手県宮古市栄町１－７

紫波郵便局 028-3399 岩手県紫波郡紫波町日詰西裏６８

盛岡北郵便局 020-0199 岩手県盛岡市月が丘３－２８－１

盛岡向中野郵便局 020-0851 岩手県盛岡市向中野７－１５－７

盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通１－１３－４５

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

北上郵便局 024-8799 岩手県北上市大通り３－６－１

陸前高田郵便局 029-2299 岩手県陸前高田市高田町字馬場前３００－１

宮城 塩釜郵便局 985-8799 宮城県塩竈市港町２－８－１８

岩沼郵便局 989-2499 宮城県岩沼市桜３－５－３

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

仙台駅内郵便局 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央１－１－１

仙台中央郵便局 980-8799 宮城県仙台市青葉区北目町１－７

泉郵便局 981-3199 宮城県仙台市泉区将監８－１０－３

泉中央駅内郵便局 981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央１－７－１

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

仙台南郵便局 982-8791 宮城県仙台市太白区長町７－２１－１２

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

山形 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町１－７－２４

山形南郵便局 990-9799 山形県山形市白山１－１３－８

鶴岡郵便局 997-8799 山形県鶴岡市山王町４－１５

秋田 秋田駅トピコ郵便局 010-0001 秋田県秋田市中通７－１－２

土崎郵便局 011-8799 秋田県秋田市土崎港中央３－６－１０

秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町５－１

角館郵便局 014-0399 秋田県仙北市角館町中町２１－１

青森 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

弘前郵便局 036-8799 青森県弘前市北瓦ケ町１８－１

黒石郵便局 036-0399 青森県黒石市一番町５４－１

三戸郵便局 039-0199 青森県三戸郡三戸町八日町１５－２

青森駅前郵便局 030-0801 青森県青森市新町１－８－１



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所

青森西郵便局 038-8799 青森県青森市石江岡部４８－１

青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町１－７－２４

八戸郵便局 031-8799 青森県八戸市城下４－２５－９

福島 植田郵便局 974-8799 福島県いわき市植田町本町１－６－８

いわき郵便局 970-8799 福島県いわき市平正月町４９－１

保原郵便局 960-0699 福島県伊達市保原町十－１７

会津若松郵便局 965-8799 福島県会津若松市中央１－２－１７

郡山西郵便局 963-0299 福島県郡山市大槻町前畑４３

郡山郵便局 963-8799 福島県郡山市朝日２－２４－６

須賀川郵便局 962-8799 福島県須賀川市上北町１－１１

相馬郵便局 976-8799 福島県相馬市中村曲田１２５

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

白河郵便局 961-8799 福島県白河市天神町７８－１

福島中央郵便局 960-8799 福島県福島市森合町１０－３０

茨城 筑波学園郵便局 305-8799 茨城県つくば市吾妻１－１３－２

ひたちなか郵便局 312-8799 茨城県ひたちなか市石川町２８－１

水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９

赤塚郵便局 311-4199 茨城県水戸市赤塚２－２１２

土浦郵便局 300-8799 茨城県土浦市城北町２－２１

大洗郵便局 311-1399 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８８１－３６４

群馬 伊勢崎郵便局 372-8799 群馬県伊勢崎市曲輪町３６－２

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

前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町１－６－５

太田郵便局 373-8799 群馬県太田市飯田町９４８

藤岡郵便局 375-8799 群馬県藤岡市藤岡５０－３

埼玉 浦和中郵便局 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－７－２

与野郵便局 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合５－６－８

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

大宮郵便局 337-8799 埼玉県さいたま市北区東大成町１－６３１

上福岡郵便局 356-8799 埼玉県ふじみ野市福岡２－１－６

羽生郵便局 348-8799 埼玉県羽生市南１－３－２

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

越谷郵便局 343-0025 埼玉県越谷市大沢４－６－１５

桶川郵便局 363-8799 埼玉県桶川市若宮１－６－３０

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

久喜郵便局 346-8799 埼玉県久喜市本町３－１７－１

熊谷郵便局 360-8799 埼玉県熊谷市本町２－７

幸手郵便局 340-0199 埼玉県幸手市東２－２４－８

坂戸郵便局 350-0299 埼玉県坂戸市千代田２－５－１５

三郷郵便局 341-8799 埼玉県三郷市中央５－２－１

志木郵便局 353-8799 埼玉県志木市本町５－２０－９

所沢西郵便局 359-1199 埼玉県所沢市若狭２－２５９４－１

上尾郵便局 362-8799 埼玉県上尾市谷津１－８７－１

深谷郵便局 366-8799 埼玉県深谷市深谷町３－６０

川越西郵便局 350-1199 埼玉県川越市小室２２－１

川口北郵便局 333-8799 埼玉県川口市伊刈牛田１０３２－１

川口郵便局 332-8799 埼玉県川口市本町２－２－１

朝霞郵便局 351-8799 埼玉県朝霞市本町２－１－３２

千葉 旭郵便局 289-2599 千葉県旭市ロ１４４０－４

印西郵便局 270-1399 千葉県印西市中央南２－４

我孫子郵便局 270-1199 千葉県我孫子市天王台６－８－１５

鎌ケ谷郵便局 273-0199 千葉県鎌ケ谷市右京塚１３－２６

鴨川郵便局 296-8799 千葉県鴨川市横渚１０２６－４

君津郵便局 299-1199 千葉県君津市久保４－２－２９

佐倉郵便局 285-8799 千葉県佐倉市海隣寺町２－５

市原郵便局 290-8799 千葉県市原市白金町４－１

市川郵便局 272-8799 千葉県市川市平田２－１－１

松戸北郵便局 270-8799 千葉県松戸市小金原６－６－３

松戸郵便局 271-8799 千葉県松戸市松戸１７４３－８

松戸南郵便局 270-2299 千葉県松戸市松飛台４７０－１

千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１

美浜郵便局 261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂４－１－１

イオンモール幕張新都心内郵便局 261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂１－１

千葉おゆみ野郵便局 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央２－５－６

船橋東郵便局 274-8799 千葉県船橋市習志野台２－５０－１２

船橋郵便局 273-8799 千葉県船橋市南本町７－１７

銚子郵便局 288-8799 千葉県銚子市若宮町３－１

柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町６－２９

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

野田郵便局 278-8799 千葉県野田市野田６１７－３



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所

栃木 宇都宮東郵便局 321-8799 栃木県宇都宮市宿郷３－２０－２

宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町４－１７

鹿沼郵便局 322-8799 栃木県鹿沼市久保町１６９２－２

足利郵便局 326-8799 栃木県足利市元学町８２２－１

大田原郵便局 324-8799 栃木県大田原市新富町１－９－８

黒磯郵便局 325-8799 栃木県那須塩原市豊町１０－２５

日光郵便局 321-1499 栃木県日光市中鉢石町８９６－１

東京 羽村郵便局 205-8799 東京都羽村市緑ヶ丘５－３－２

葛飾新宿郵便局 125-8799 東京都葛飾区金町１－８－１

江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島１－１９－２４

江戸川船堀郵便局 134-0091 東京都江戸川区船堀２－２１－９

江戸川区役所前郵便局 132-0021 東京都江戸川区中央１－３－１３

葛西郵便局 134-8799 東京都江戸川区中葛西１－３－１

東小岩一郵便局 133-0052 東京都江戸川区東小岩１－１３－１

瑞江駅前郵便局 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町２－１０－４

小岩郵便局 133-8799 東京都江戸川区南小岩８－１－１０

城東郵便局 136-8799 東京都江東区大島３－１５－２

深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽４－４－２

高輪郵便局 108-8799 東京都港区三田３－８－６

西新橋郵便局 105-0003 東京都港区西新橋１－５－１３

芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋３－２２－５

アーク森ビル内郵便局 107-6003 東京都港区赤坂１－１２－３２

赤坂一ツ木通郵便局 107-0052 東京都港区赤坂３－２０－６

赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂８－４－１７

港白金台郵便局 108-0071 東京都港区白金台３－２－１０

麻布郵便局 106-8799 東京都港区麻布台１－７－３

荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川３－２－１

国分寺内藤郵便局 185-0033 東京都国分寺市内藤２－９－１

狛江駅前郵便局 201-0014 東京都狛江市東和泉１－１６－１

三鷹郵便局 181-8799 東京都三鷹市野崎１－１－２

渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷１－１２－１３

代々木郵便局 151-8799 東京都渋谷区西原１－４２－２

代々木駅前通郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木１－１８－１５

小金井郵便局 184-8799 東京都小金井市本町５－３８－２０

小平郵便局 187-8799 東京都小平市小川東町５－１６－１

昭島郵便局 196-8799 東京都昭島市松原町１－９－３１

四谷郵便局 160-0016 東京都新宿区信濃町３１

新宿花園郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿１－２７－１

新宿明治通郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿６－２８－８

新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿１－８－８

新宿北郵便局 169-8799 東京都新宿区大久保３－１４－８

牛込郵便局 162-8799 東京都新宿区北山伏町１－５

阿佐谷駅前郵便局 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南３－３５－８

杉並郵便局 166-8799 東京都杉並区成田東４－３８－１４

荻窪郵便局 167-8799 東京都杉並区桃井２－３－２

杉並南郵便局 168-8799 東京都杉並区浜田山４－５－５

千歳郵便局 156-8799 東京都世田谷区経堂１－４０－１

世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋２－１－１

成城学園前郵便局 157-0066 東京都世田谷区成城６－１６－３０

玉川郵便局 158-8799 東京都世田谷区等々力８－２２－１

清瀬郵便局 204-8799 東京都清瀬市元町２－２８－１２

伏見通郵便局 202-0013 東京都西東京市中町６－１２－４０

西東京郵便局 188-8799 東京都西東京市田無町３－２－２

青梅霞台郵便局 198-0031 東京都青梅市師岡町４－５－２

青梅郵便局 198-8799 東京都青梅市東青梅１－１３－２

霞が関ビル内郵便局 100-6003 東京都千代田区霞が関３－２－５

東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２

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

神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町２－１２

大手町郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町２－３－１

飯田橋郵便局 102-0071 東京都千代田区富士見２－１０－２

第一生命館内郵便局 100-0006 東京都千代田区有楽町１－１３－１

足立郵便局 120-8799 東京都足立区千住曙町４２－４

足立北郵便局 121-8799 東京都足立区竹の塚３－９－２０

永山駅前郵便局 206-0025 東京都多摩市永山１－５

多摩郵便局 206-8799 東京都多摩市鶴牧１－２４－２

聖蹟桜ケ丘郵便局 206-0003 東京都多摩市東寺方１－２－１３

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

台東三郵便局 110-0016 東京都台東区台東３－１２－５

蒲田郵便局 144-8799 東京都大田区蒲田本町１－２－８

大森郵便局 143-8799 東京都大田区山王３－９－１３
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千鳥郵便局 146-8799 東京都大田区千鳥２－３４－１０

大森駅前郵便局 143-0016 東京都大田区大森北１－２９－１１

大田中馬込郵便局 143-0027 東京都大田区中馬込１－１４－１７

東蒲田二郵便局 144-0031 東京都大田区東蒲田２－６－１０

京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地４－２－２

日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋１－１８－１

中野北郵便局 165-8799 東京都中野区丸山１－２８－１０

新中野駅前郵便局 164-0011 東京都中野区中央５－６－２

中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野２－２７－１

落合郵便局 161-8799 東京都中野区東中野４－２７－２１

町田郵便局 194-8799 東京都町田市旭町３－２－２２

鶴川郵便局 195-8799 東京都町田市大蔵町４４６

町田木曽郵便局 194-0036 東京都町田市木曽東３－３３－１３

調布郵便局 182-8799 東京都調布市八雲台２－６－１

東久留米滝山郵便局 203-0033 東京都東久留米市滝山４－１－２２

東村山郵便局 189-8799 東京都東村山市本町２－１－２

日野高幡郵便局 191-0031 東京都日野市高幡１００３－２

八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野１－６－７

八王子西郵便局 193-8799 東京都八王子市散田町５－２７－７

八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町７－２１－１

板橋北郵便局 174-8799 東京都板橋区志村３－２４－１６

板橋郵便局 173-8799 東京都板橋区板橋２－４２－１

目黒駅前郵便局 141-0021 東京都品川区上大崎３－５－３

大崎郵便局 141-8799 東京都品川区西五反田２－３２－７

品川郵便局 140-8799 東京都品川区東大井５－２３－３４

武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町１－７

武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保３－１－２６

文京水道郵便局 112-0005 東京都文京区水道２－１２－１６

文京千駄木三郵便局 113-0022 東京都文京区千駄木３－４１－３

御茶ノ水郵便局 113-0034 東京都文京区湯島１－５－４５

本郷四郵便局 113-0033 東京都文京区本郷４－２－５

本郷郵便局 113-8799 東京都文京区本郷６－１－１５

豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋３－１８－１

豊島区役所前郵便局 171-0022 東京都豊島区南池袋２－３０－１７

王子郵便局 114-8799 東京都北区王子６－２－２８

赤羽郵便局 115-8799 東京都北区赤羽南１－１２－１０

本所郵便局 130-8799 東京都墨田区太平４－２１－２

向島郵便局 131-8799 東京都墨田区東向島２－３２－２５

立川柴崎郵便局 190-0023 東京都立川市柴崎町３－１４－４

練馬高野台郵便局 177-0033 東京都練馬区高野台５－３９－１１

石神井郵便局 177-8799 東京都練馬区石神井台３－３－７

大泉郵便局 178-8799 東京都練馬区大泉学園町４－２０－２３

練馬桜台郵便局 176-0011 東京都練馬区豊玉上２－２２－１４

愛知 安城郵便局 446-8799 愛知県安城市桜町１６－３

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

刈谷郵便局 448-8799 愛知県刈谷市寿町２－５０５

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

小牧郵便局 485-8799 愛知県小牧市中央１－４０５

西尾郵便局 445-8799 愛知県西尾市丁田町五助４０－２

長久手郵便局 480-1199 愛知県長久手市西浦８１５

津島郵便局 496-8799 愛知県津島市松原町２５－２

半田郵便局 475-8799 愛知県半田市東洋町１－５－２

豊橋郵便局 440-8799 愛知県豊橋市神明町１０６

豊橋南郵便局 441-8799 愛知県豊橋市中野町上新切１－１

豊田郵便局 471-8799 愛知県豊田市十塚町２－１６－１

足助郵便局 444-2499 愛知県豊田市足助町本町２３

守山郵便局 463-8799 愛知県名古屋市守山区小幡中２－１－６７

千種郵便局 464-8799 愛知県名古屋市千種区今池４－９－１８

名古屋栄四郵便局 460-0008 愛知県名古屋市中区栄４－１－８

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

名古屋太閤通八郵便局 453-0811 愛知県名古屋市中村区太閤通８－２

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

天白郵便局 468-8799 愛知県名古屋市天白区島田５－２０１

名古屋東郵便局 461-8799 愛知県名古屋市東区白壁５－１１

緑郵便局 458-8799 愛知県名古屋市緑区六田２－４３

岐阜 下呂郵便局 509-2299 岐阜県下呂市森９６１－１４

各務原郵便局 504-8799 岐阜県各務原市那加栄町２

岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町１－３－２
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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

大垣郵便局 503-8799 岐阜県大垣市郭町４－１

馬籠郵便局 508-0502 岐阜県中津川市馬籠４２５９

北方郵便局 501-0499 岐阜県本巣郡北方町東加茂３－４８

三重 伊勢郵便局 516-8799 三重県伊勢市岩渕３－６－１０

近鉄四日市駅前郵便局 510-0075 三重県四日市市安島１－１－２０

四日市郵便局 510-8799 三重県四日市市沖の島町４－９

阿児郵便局 517-0599 三重県志摩市阿児町鵜方４８７９

尾鷲郵便局 519-3699 三重県尾鷲市中央町１－１

鈴鹿郵便局 513-8799 三重県鈴鹿市西条４－９６

静岡 三島郵便局 411-8799 静岡県三島市南田町４－５０

沼津郵便局 410-8799 静岡県沼津市寿町１－２５

静岡南郵便局 422-8799 静岡県静岡市駿河区有明町２－１０

浜松郵便局 430-8799 静岡県浜松市中区旭町８－１

浜松西郵便局 432-8799 静岡県浜松市中区西伊場町５５－１

浜北郵便局 434-8799 静岡県浜松市浜北区横須賀９１０

富士宮郵便局 418-8799 静岡県富士宮市若の宮町４７５

吉原郵便局 417-8799 静岡県富士市国久保２－１－２５

富士郵便局 416-8799 静岡県富士市本市場１５０－１

京都 京都西郵便局 616-8799 京都府京都市右京区嵯峨五島町１－６４

右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町１６

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

京都中央郵便局 600-8799 京都府京都市下京区東塩小路町８４３－１２

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

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

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

伏見郵便局 612-8799 京都府京都市伏見区撞木町１１４８

京都北郵便局 603-8799 京都府京都市北区紫竹下本町３９

大阪 茨木郵便局 567-8799 大阪府茨木市中穂積１－１－４０

堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町２－１６

堺中郵便局 599-8799 大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１

泉北郵便局 590-0199 大阪府堺市南区若松台３－１－３

松原郵便局 580-8799 大阪府松原市上田１－１－１０

寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町４－５

泉佐野郵便局 598-8799 大阪府泉佐野市上町２－８－４５

阿倍野郵便局 545-8799 大阪府大阪市阿倍野区阪南町１－４７－１６

住吉東粉浜郵便局 558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜３－２１－１４

大阪城東郵便局 536-8799 大阪府大阪市城東区今福東３－１６－２３

西成郵便局 557-8799 大阪府大阪市西成区岸里２－３－２９

西淀川郵便局 555-8799 大阪府大阪市西淀川区姫里３－１－３３

大正泉尾郵便局 551-0031 大阪府大阪市大正区泉尾３－８－１７

御堂筋本町郵便局 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町４－２－１４

大阪心斎橋郵便局 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－５－４

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

大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町１－３－８

天王寺郵便局 543-8799 大阪府大阪市天王寺区上汐５－５－１２

都島郵便局 534-8799 大阪府大阪市都島区高倉町１－６－３

平野郵便局 547-8799 大阪府大阪市平野区平野西３－１－５

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

大阪阪急内郵便局 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７

グランフロント大阪郵便局 530-0011 大阪府大阪市北区大深町４－２０

大阪天神橋郵便局 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２－４－８

大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－３－１

淀川郵便局 532-8799 大阪府大阪市淀川区十三元今里２－２－３６

布施郵便局 577-8799 大阪府東大阪市永和２－３－５

枚岡郵便局 579-8799 大阪府東大阪市鷹殿町１９－７

藤井寺郵便局 583-8799 大阪府藤井寺市藤ケ丘３－１１－１４

富田林郵便局 584-8799 大阪府富田林市甲田１－３－１６

豊中郵便局 560-8799 大阪府豊中市岡上の町４－１－１５

豊中大黒郵便局 561-0827 大阪府豊中市大黒町２－１３－１７

豊中南郵便局 561-8799 大阪府豊中市穂積２－２－８

枚方北郵便局 573-1199 大阪府枚方市牧野北町５－２０

箕面繊維団地内郵便局 562-0035 大阪府箕面市船場東２－５－４７

箕面郵便局 562-8799 大阪府箕面市箕面６－５－３０

和泉郵便局 594-8799 大阪府和泉市いぶき野５－４－１

奈良 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

生駒郵便局 630-0299 奈良県生駒市谷田町１２３４－１

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



都道府県 郵便局名 郵便番号 住所

奈良西郵便局 631-8799 奈良県奈良市学園北２－３－２

奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町５－３－３

兵庫 芦屋郵便局 659-8799 兵庫県芦屋市平田北町４－１３

加古川郵便局 675-8799 兵庫県加古川市加古川町北在家２５７８

神戸西郵便局 651-2299 兵庫県神戸市西区糀台５－１２－１

神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通６－２－１

神戸御幸通郵便局 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通６－１－２０

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

神戸北郵便局 651-1199 兵庫県神戸市北区北五葉２－１－１５

西宮郵便局 662-8799 兵庫県西宮市和上町６－２８

尼崎西難波北郵便局 660-0893 兵庫県尼崎市西難波町６－９－２６

尼崎園田郵便局 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町４－６２－１

姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町２１０

宝塚郵便局 665-8799 兵庫県宝塚市小浜３－１－２０

和歌山 九度山郵便局 648-0101 和歌山県伊都郡九度山町九度山１７１４－４

田辺郵便局 646-8799 和歌山県田辺市中屋敷町１－９

宮崎 延岡郵便局 882-8799 宮崎県延岡市南町１－３－５

宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通１－１－３４

都城郵便局 885-8799 宮崎県都城市中町１４－１８

熊本 熊本北郵便局 861-8799 熊本県菊池郡菊陽町光の森２－６－１

熊本中央郵便局 860-8799 熊本県熊本市中央区新町２－１－１

水俣郵便局 867-8799 熊本県水俣市浜町２－１－１

八代郵便局 866-8799 熊本県八代市本町２－３－３４

佐賀 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原２－１－３５

有田郵便局 844-8799 佐賀県西松浦郡有田町赤絵町２－２－１２

唐津郵便局 847-8799 佐賀県唐津市千代田町２５６４－４

鹿児島 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

鹿児島東郵便局 892-8799 鹿児島県鹿児島市山下町３－３

鹿児島南郵便局 891-0199 鹿児島県鹿児島市谷山中央２－４５１９－１

鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町１－２

大分 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町３－４－１８

長崎 佐世保郵便局 857-8799 長崎県佐世保市京坪町３－１０

大村郵便局 856-8799 長崎県大村市森園町６６３－９

長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町１－１

長崎北郵便局 852-8799 長崎県長崎市川口町９－２０

諫早郵便局 854-8799 長崎県諫早市八坂町１－７

福岡 久留米郵便局 830-8799 福岡県久留米市日吉町２３－７

行橋郵便局 824-8799 福岡県行橋市中央１－５－２５

前原郵便局 819-1199 福岡県糸島市前原中央２－１１－１０

粕屋南郵便局 811-2299 福岡県糟屋郡志免町田富伊賀杭１６２－１

飯塚郵便局 820-8799 福岡県飯塚市本町４－１

福岡西郵便局 819-8799 福岡県福岡市西区石丸３－２－１１

福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神４－３－１

筑紫郵便局 811-1399 福岡県福岡市南区屋形原３－４４－１

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

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


