
■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
千葉県 千葉都町郵便局 260-0001 千葉県千葉市中央区都町３－２７－３
千葉県 千葉道場郵便局 260-0005 千葉県千葉市中央区道場南１－１５－４
千葉県 千葉中央四郵便局 260-0013 千葉県千葉市中央区中央４－１３－２９
千葉県 千葉駅前大通り郵便局 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見１－１４－１１
千葉県 千葉院内郵便局 260-0017 千葉県千葉市中央区要町１４－８
千葉県 千葉新宿郵便局 260-0021 千葉県千葉市中央区新宿１－２４－１２
千葉県 千葉ＣＣプラザ内郵便局 260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港２－１
千葉県 千葉新町郵便局 260-0028 千葉県千葉市中央区新町３－４
千葉県 新千葉郵便局 260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉３－１２－２６
千葉県 千葉登戸郵便局 260-0032 千葉県千葉市中央区登戸４－４－９
千葉県 西千葉駅前郵便局 260-0033 千葉県千葉市中央区春日２－２５－２
千葉県 千葉椿森郵便局 260-0042 千葉県千葉市中央区椿森２－３－５
千葉県 千葉松波郵便局 260-0044 千葉県千葉市中央区松波１－１３－１２
千葉県 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
千葉県 千葉宮崎郵便局 260-0806 千葉県千葉市中央区宮崎１－１８－４３
千葉県 千葉星久喜郵便局 260-0808 千葉県千葉市中央区星久喜町６０８－４
千葉県 千葉生実郵便局 260-0813 千葉県千葉市中央区生実町２０８８－１０
千葉県 千葉鵜の森郵便局 260-0816 千葉県千葉市中央区鵜の森町１２－１１
千葉県 千葉曽我野郵便局 260-0822 千葉県千葉市中央区蘇我２－３０－１５
千葉県 浜野郵便局 260-0824 千葉県千葉市中央区浜野町１１４４
千葉県 千葉市場前郵便局 260-0832 千葉県千葉市中央区寒川町２－１０７
千葉県 千葉今井郵便局 260-0834 千葉県千葉市中央区今井１－１９－３
千葉県 千葉寺町郵便局 260-0844 千葉県千葉市中央区千葉寺町１８１－５
千葉県 本千葉駅前郵便局 260-0854 千葉県千葉市中央区長洲１－３２－１１
千葉県 千葉県庁内郵便局 260-0855 千葉県千葉市中央区市場町１－１
千葉県 千葉亥鼻郵便局 260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻１－４－２１
千葉県 千葉中央郵便局 260-8799 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１
千葉県 千葉幸町郵便局 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町２－１２－４
千葉県 千葉ガーデンタウン郵便局 261-0001 千葉県千葉市美浜区幸町１－７－２
千葉県 千葉高浜郵便局 261-0003 千葉県千葉市美浜区高浜４－１２－１
千葉県 千葉高洲郵便局 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲２－３－１４
千葉県 稲毛海岸駅前郵便局 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲３－１０－４
千葉県 千葉稲毛海岸郵便局 261-0005 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸４－１４－１
千葉県 千葉真砂一郵便局 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂１－１２－１８
千葉県 千葉真砂二郵便局 261-0011 千葉県千葉市美浜区真砂２－２２－１
千葉県 千葉磯辺郵便局 261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺４－１５－６
千葉県 千葉磯辺西郵便局 261-0012 千葉県千葉市美浜区磯辺６－３－８
千葉県 幕張ベイタウン郵便局 261-0013 千葉県千葉市美浜区打瀬２－６
千葉県 幕張テクノガーデン内郵便局 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１－３－ＣＢ２
千葉県 千葉幕張西郵便局 261-0026 千葉県千葉市美浜区幕張西２－７－２５
千葉県 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
千葉県 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
千葉県 美浜郵便局 261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂４－１－１
千葉県 千葉こてはし台郵便局 262-0005 千葉県千葉市花見川区こてはし台５－９－６
千葉県 千葉鉄工団地内郵便局 262-0012 千葉県千葉市花見川区千種町２９５－２
千葉県 犢橋郵便局 262-0013 千葉県千葉市花見川区犢橋町５８６
千葉県 千葉宮野木郵便局 262-0015 千葉県千葉市花見川区宮野木台４－１－６１
千葉県 千葉朝日ヶ丘郵便局 262-0019 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘３－５－１９
千葉県 千葉にれの木台郵便局 262-0019 千葉県千葉市花見川区朝日ケ丘２－１－８－１
千葉県 千葉検見川郵便局 262-0023 千葉県千葉市花見川区検見川町２－２０３－１
千葉県 千葉花園郵便局 262-0025 千葉県千葉市花見川区花園１－２１－１２
千葉県 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
千葉県 幕張郵便局 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町５－４１７－１１２
千葉県 幕張北口郵便局 262-0032 千葉県千葉市花見川区幕張町６－８７－２
千葉県 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
千葉県 千葉長作郵便局 262-0044 千葉県千葉市花見川区長作町４９８－５
千葉県 千葉作新台郵便局 262-0045 千葉県千葉市花見川区作新台３－１－１３
千葉県 花見川団地内郵便局 262-0046 千葉県千葉市花見川区花見川３－２８－１０２
千葉県 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
千葉県 千葉長沼原郵便局 263-0001 千葉県千葉市稲毛区長沼原町８０５－１
千葉県 千葉小深郵便局 263-0003 千葉県千葉市稲毛区小深町１１７－５
千葉県 千葉千草台郵便局 263-0013 千葉県千葉市稲毛区千草台１－２３
千葉県 千葉作草部郵便局 263-0021 千葉県千葉市稲毛区轟町４－７－２３
千葉県 千葉緑町郵便局 263-0023 千葉県千葉市稲毛区緑町１－８－１４
千葉県 千葉穴川郵便局 263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川３－１１－５
千葉県 とどろき郵便局 263-0024 千葉県千葉市稲毛区穴川１－８－３５
千葉県 稲毛駅前郵便局 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－９－５
千葉県 稲毛郵便局 263-0034 千葉県千葉市稲毛区稲毛３－５－１１
千葉県 千葉小仲台郵便局 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台３－１７－６
千葉県 千葉小中台北郵便局 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台９－２４－２７
千葉県 千葉小仲台八郵便局 263-0043 千葉県千葉市稲毛区小仲台８－１７－２
千葉県 千葉あやめ台郵便局 263-0052 千葉県千葉市稲毛区あやめ台１－１３
千葉県 稲毛ファミールハイツ郵便局 263-0053 千葉県千葉市稲毛区柏台１－５－１０８



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
千葉県 千葉千城台東郵便局 264-0002 千葉県千葉市若葉区千城台東３－８－１１
千葉県 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
千葉県 千葉小倉台郵便局 264-0006 千葉県千葉市若葉区小倉台４－１８－６
千葉県 千葉大宮郵便局 264-0015 千葉県千葉市若葉区大宮台４－１－２
千葉県 千葉千城郵便局 264-0016 千葉県千葉市若葉区大宮町１１２２
千葉県 千葉加曽利郵便局 264-0017 千葉県千葉市若葉区加曽利町１８０６－４
千葉県 都賀駅前郵便局 264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀３－１０－３
千葉県 千葉西都賀郵便局 264-0026 千葉県千葉市若葉区西都賀１－１４－９
千葉県 千葉桜木郵便局 264-0028 千葉県千葉市若葉区桜木１－３１－２
千葉県 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
千葉県 千葉東寺山郵便局 264-0035 千葉県千葉市若葉区東寺山町８２０－１９
千葉県 若葉郵便局 264-8799 千葉県千葉市中央区中央２－９－１０
千葉県 野呂郵便局 265-0053 千葉県千葉市若葉区野呂町２８４－１
千葉県 千葉高根郵便局 265-0061 千葉県千葉市若葉区高根町９１５－４
千葉県 更科郵便局 265-0073 千葉県千葉市若葉区更科町２０７３－２８
千葉県 誉田駅前郵便局 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町２－２４－１２２
千葉県 千葉誉田郵便局 266-0005 千葉県千葉市緑区誉田町１－７７９－３
千葉県 千葉こやつ郵便局 266-0031 千葉県千葉市緑区おゆみ野５－４６－２
千葉県 千葉泉谷郵便局 266-0032 千葉県千葉市緑区おゆみ野中央４－２１－２
千葉県 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
千葉県 千葉緑郵便局 266-8799 千葉県千葉市緑区おゆみ野３－３８－５
千葉県 土気郵便局 267-0053 千葉県千葉市緑区高津戸町８９－６
千葉県 千葉越智郵便局 267-0055 千葉県千葉市緑区越智町７７０－３
千葉県 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
千葉県 千葉あすみが丘郵便局 267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘７－５－４
千葉県 小林駅前郵便局 270-1313 千葉県印西市小林北２－７－２
千葉県 木下駅前郵便局 270-1326 千葉県印西市木下池田６９３－１０
千葉県 印西牧の原郵便局 270-1331 千葉県印西市牧の原１－３
千葉県 印西原山郵便局 270-1341 千葉県印西市原山１－１－２
千葉県 印西高花郵便局 270-1342 千葉県印西市高花２－２
千葉県 印西小倉台郵便局 270-1356 千葉県印西市小倉台４－６－１
千葉県 印西木刈郵便局 270-1359 千葉県印西市木刈４－２－１
千葉県 印西郵便局 270-1399 千葉県印西市中央南２－４
千葉県 本白井郵便局 270-1422 千葉県白井市復１５９１
千葉県 白井冨士郵便局 270-1432 千葉県白井市冨士４６－３
千葉県 西白井駅前郵便局 270-1435 千葉県白井市清水口１－１－１７
千葉県 白井郵便局 270-1499 千葉県白井市堀込１－１－１０
千葉県 安食郵便局 270-1515 千葉県印旛郡栄町安食台２－１－１
千葉県 安食駅前郵便局 270-1516 千葉県印旛郡栄町安食２－３－８
千葉県 印旛郵便局 270-1614 千葉県印西市瀬戸９６０－６
千葉県 宗像郵便局 270-1616 千葉県印西市岩戸２２０８
千葉県 本埜郵便局 270-2324 千葉県印西市中根８５５－１１
千葉県 四街道大日郵便局 284-0001 千葉県四街道市大日緑ヶ丘４６１－２
千葉県 四街道鹿渡郵便局 284-0003 千葉県四街道市鹿渡１１１０－２４
千葉県 四街道駅前郵便局 284-0005 千葉県四街道市四街道１－１９－１７
千葉県 四街道千代田郵便局 284-0015 千葉県四街道市千代田５－３１
千葉県 四街道みそら郵便局 284-0023 千葉県四街道市みそら２－１７－４
千葉県 四街道旭ヶ丘郵便局 284-0024 千葉県四街道市旭ケ丘３－８－１
千葉県 四街道つくし座郵便局 284-0026 千葉県四街道市つくし座１－３－６
千葉県 四街道鷹の台郵便局 284-0033 千葉県四街道市鷹の台２－３５－７
千葉県 四街道めいわ郵便局 284-0043 千葉県四街道市めいわ５－１－２
千葉県 四街道郵便局 284-8799 千葉県四街道市美しが丘１－１８－２
千葉県 佐倉新町郵便局 285-0023 千葉県佐倉市新町１０３
千葉県 佐倉大蛇郵便局 285-0043 千葉県佐倉市大蛇町４１１－１１０
千葉県 下総和田郵便局 285-0052 千葉県佐倉市八木８４１
千葉県 馬渡郵便局 285-0804 千葉県佐倉市馬渡８９３
千葉県 佐倉山王郵便局 285-0807 千葉県佐倉市山王１－３－３
千葉県 佐倉駅前郵便局 285-0811 千葉県佐倉市表町３－９－３
千葉県 佐倉城郵便局 285-0814 千葉県佐倉市春路１－６－２０
千葉県 佐倉駅南口郵便局 285-0817 千葉県佐倉市大崎台１－２６－１５
千葉県 佐倉江原郵便局 285-0825 千葉県佐倉市江原台１－３－２
千葉県 佐倉染井野郵便局 285-0831 千葉県佐倉市染井野５－３０－２
千葉県 佐倉王子台郵便局 285-0837 千葉県佐倉市王子台４－１－１５
千葉県 佐倉中志津郵便局 285-0843 千葉県佐倉市中志津３－１７－４
千葉県 佐倉西志津郵便局 285-0845 千葉県佐倉市西志津１－１１－１
千葉県 佐倉志津郵便局 285-0846 千葉県佐倉市上志津１８２５－１
千葉県 佐倉井野郵便局 285-0855 千葉県佐倉市井野１５３２－９
千葉県 佐倉ユーカリが丘郵便局 285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘２－１－８
千葉県 臼井郵便局 285-0863 千葉県佐倉市臼井３０
千葉県 佐倉稲荷台郵便局 285-0864 千葉県佐倉市稲荷台２－１４－１
千葉県 酒々井郵便局 285-0922 千葉県印旛郡酒々井町中央台１－２４－１１
千葉県 東酒々井郵便局 285-0923 千葉県印旛郡酒々井町東酒々井１－１－１３６
千葉県 佐倉郵便局 285-8799 千葉県佐倉市海隣寺町２－５



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
千葉県 宗吾郵便局 286-0004 千葉県成田市宗吾３－５６６
千葉県 成田玉造郵便局 286-0011 千葉県成田市玉造３－６－３
千葉県 成田中台郵便局 286-0015 千葉県成田市中台６－１－４
千葉県 成田吾妻郵便局 286-0018 千葉県成田市吾妻３－５２－５
千葉県 成田東町郵便局 286-0025 千葉県成田市東町６０７－２１
千葉県 成田西口郵便局 286-0034 千葉県成田市馬橋３－１９
千葉県 成田加良部郵便局 286-0036 千葉県成田市加良部５－５－４
千葉県 成田駅前郵便局 286-0044 千葉県成田市不動ケ岡１１０９－３
千葉県 成田公津の杜郵便局 286-0048 千葉県成田市公津の杜３－３－９
千葉県 成田遠山郵便局 286-0101 千葉県成田市十余三１－２
千葉県 三里塚御料郵便局 286-0111 千葉県成田市三里塚６
千葉県 三里塚郵便局 286-0122 千葉県成田市大清水５４－１
千葉県 富里日吉台郵便局 286-0201 千葉県富里市日吉台３－３４－３
千葉県 富里十倉郵便局 286-0212 千葉県富里市十倉４９６－４
千葉県 富里七栄郵便局 286-0221 千葉県富里市七栄２９８－８８
千葉県 富里郵便局 286-0299 千葉県富里市七栄６７４－６
千葉県 豊住郵便局 286-0807 千葉県成田市北羽鳥２０３０
千葉県 久住郵便局 286-0813 千葉県成田市飯岡３５７
千葉県 成田押畑郵便局 286-0845 千葉県成田市押畑１８４３
千葉県 松崎郵便局 286-0846 千葉県成田市松崎２５１－１
千葉県 成田郵便局 286-8799 千葉県成田市赤坂２－１－３
千葉県 佐原上仲町郵便局 287-0003 千葉県香取市佐原イ３３９２
千葉県 佐原関戸郵便局 287-0003 千葉県香取市佐原イ５７９
千葉県 津宮郵便局 287-0011 千葉県香取市津宮８２４
千葉県 香取郵便局 287-0017 千葉県香取市香取１２９６－１
千葉県 香西郵便局 287-0026 千葉県香取市大根１１９３
千葉県 大戸郵便局 287-0043 千葉県香取市大戸８８６
千葉県 佐原堀之内郵便局 287-0066 千葉県香取市堀之内２１５０
千葉県 栗源郵便局 287-0102 千葉県香取市岩部３２３３－２
千葉県 昭栄郵便局 287-0225 千葉県成田市吉岡１４－４
千葉県 大栄郵便局 287-0299 千葉県成田市伊能２２２－４
千葉県 新島郵便局 287-0801 千葉県香取市扇島前通２３１８－７
千葉県 佐原郵便局 287-8799 千葉県香取市北２－３－１
千葉県 銚子愛宕郵便局 288-0007 千葉県銚子市愛宕町３０６２－４
千葉県 外川郵便局 288-0014 千葉県銚子市外川町２－１０６０８
千葉県 銚子南町郵便局 288-0038 千葉県銚子市南町６３－３
千葉県 銚子本通郵便局 288-0041 千葉県銚子市中央町１４－９
千葉県 銚子植松郵便局 288-0071 千葉県銚子市植松町６２０２
千葉県 銚子本町郵便局 288-0076 千葉県銚子市本町１５９０
千葉県 銚子清川町郵便局 288-0817 千葉県銚子市清川町２－１１１５－１
千葉県 銚子本城郵便局 288-0831 千葉県銚子市本城町３－４０
千葉県 銚子松岸郵便局 288-0836 千葉県銚子市松岸町２－１０９
千葉県 野尻郵便局 288-0863 千葉県銚子市野尻町２５１
千葉県 諸持郵便局 288-0875 千葉県銚子市諸持町４１－３
千葉県 銚子郵便局 288-8799 千葉県銚子市若宮町３－１
千葉県 小御門郵便局 289-0116 千葉県成田市名古屋１２０８－３
千葉県 下総郵便局 289-0199 千葉県成田市猿山１１３１
千葉県 神崎郵便局 289-0221 千葉県香取郡神崎町神崎本宿１８５－２
千葉県 豊浦郵便局 289-0301 千葉県香取市一ノ分目１３１７－５
千葉県 小見川富田郵便局 289-0303 千葉県香取市富田１０３３－２
千葉県 小見川東郵便局 289-0321 千葉県香取市阿玉川７３９
千葉県 神里郵便局 289-0341 千葉県香取市虫幡４０７－５
千葉県 小見川郵便局 289-0399 千葉県香取市本郷１１－２
千葉県 八都郵便局 289-0402 千葉県香取市小見１０４４－１
千葉県 山倉郵便局 289-0426 千葉県香取市山倉１８５２
千葉県 府馬郵便局 289-0499 千葉県香取市府馬２７３０
千葉県 万歳郵便局 289-0504 千葉県旭市櫻井２８－６
千葉県 鏑木郵便局 289-0511 千葉県旭市鏑木１３７０
千葉県 干潟郵便局 289-0599 千葉県旭市清和甲１９４－８
千葉県 橘郵便局 289-0612 千葉県香取郡東庄町石出１７９３－４
千葉県 小南郵便局 289-0624 千葉県香取郡東庄町小南２７－３
千葉県 東庄郵便局 289-0699 千葉県香取郡東庄町笹川い７３８－１
千葉県 南八街郵便局 289-1103 千葉県八街市八街に５２－２
千葉県 八街文違郵便局 289-1104 千葉県八街市文違３０１－８５３
千葉県 八街山田台郵便局 289-1124 千葉県八街市山田台１２７－２
千葉県 川上郵便局 289-1132 千葉県八街市勢田８４２－５
千葉県 榎戸駅前郵便局 289-1144 千葉県八街市八街ろ１８３－１５８
千葉県 八街郵便局 289-1199 千葉県八街市八街ほ２３４
千葉県 日吉郵便局 289-1701 千葉県山武郡横芝光町篠本１５００－１
千葉県 木戸郵便局 289-1726 千葉県山武郡横芝光町木戸１３４３－１
千葉県 東陽郵便局 289-1727 千葉県山武郡横芝光町宮川橋本５６４７－１
千葉県 干潟駅前通郵便局 289-2102 千葉県匝瑳市椿１２６８－９９
千葉県 大寺郵便局 289-2108 千葉県匝瑳市大寺１４５１－３



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
千葉県 共興郵便局 289-2122 千葉県匝瑳市吉崎７５－１
千葉県 八日市場万町郵便局 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ２４２９
千葉県 八日市場砂原郵便局 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ－２６５３
千葉県 吉田郵便局 289-2169 千葉県匝瑳市吉田４０１２－１
千葉県 八日市場郵便局 289-2199 千葉県匝瑳市八日市場ロ１４０－１
千葉県 多古南郵便局 289-2241 千葉県香取郡多古町多古２５９３－１
千葉県 中郵便局 289-2257 千葉県香取郡多古町南中１７８９－１２
千葉県 多古郵便局 289-2299 千葉県香取郡多古町多古２７５７
千葉県 十余三郵便局 289-2306 千葉県香取郡多古町十余三３４２－４
千葉県 常磐郵便局 289-2324 千葉県香取郡多古町川島２６９
千葉県 久賀郵便局 289-2399 千葉県香取郡多古町次浦１５２８
千葉県 共和郵便局 289-2501 千葉県旭市新町１０１８
千葉県 椎名内郵便局 289-2514 千葉県旭市椎名内３０２７
千葉県 旭東町郵便局 289-2516 千葉県旭市ロ７０６－２
千葉県 豊畑郵便局 289-2534 千葉県旭市泉川１１４９－１
千葉県 旭郵便局 289-2599 千葉県旭市ロ１４４０－４
千葉県 滝郷郵便局 289-2602 千葉県旭市岩井１７７－１
千葉県 海上郵便局 289-2699 千葉県旭市後草２０２４
千葉県 三川郵便局 289-2714 千葉県旭市三川セ－１３６３－２
千葉県 飯岡郵便局 289-2799 千葉県旭市横根１６８
千葉県 野手郵便局 289-3181 千葉県匝瑳市野手１０３０６－８
千葉県 栄郵便局 289-3184 千葉県匝瑳市栢田１１３６－１
千葉県 市原辰巳台東郵便局 290-0003 千葉県市原市辰巳台東３－１０－２
千葉県 市原辰巳台西郵便局 290-0004 千葉県市原市辰巳台西５－５－５
千葉県 市原若宮郵便局 290-0006 千葉県市原市若宮３－４－２
千葉県 市原菊間郵便局 290-0007 千葉県市原市菊間１１００－３
千葉県 市原郡本郵便局 290-0013 千葉県市原市郡本３－１２３
千葉県 市原国分寺台南郵便局 290-0026 千葉県市原市諏訪１－１－３
千葉県 市原島野郵便局 290-0034 千葉県市原市島野１３１４
千葉県 市原五井西郵便局 290-0038 千葉県市原市五井西２－１０－４
千葉県 市原君塚郵便局 290-0051 千葉県市原市君塚２－７－１９
千葉県 市原五井東郵便局 290-0054 千葉県市原市五井中央東２－１８－８
千葉県 市原若葉郵便局 290-0056 千葉県市原市五井２２４３－３
千葉県 市原八幡郵便局 290-0062 千葉県市原市八幡１２４８
千葉県 市原国分寺台西郵便局 290-0073 千葉県市原市国分寺台中央７－１７－２
千葉県 市原国分寺台郵便局 290-0073 千葉県市原市国分寺台中央１－７－２
千葉県 市原五井郵便局 290-0081 千葉県市原市五井中央西１－２２－８
千葉県 市原ちはら台郵便局 290-0142 千葉県市原市ちはら台南６－１－６
千葉県 市東郵便局 290-0163 千葉県市原市東国吉４９６－１
千葉県 市津郵便局 290-0171 千葉県市原市潤井戸６６６
千葉県 市原磯ヶ谷郵便局 290-0204 千葉県市原市磯ケ谷９８３
千葉県 三和郵便局 290-0208 千葉県市原市大坪６２４－１
千葉県 市原戸田郵便局 290-0221 千葉県市原市馬立８１９－７
千葉県 市原牛久郵便局 290-0225 千葉県市原市牛久１２００
千葉県 市原光風台郵便局 290-0255 千葉県市原市光風台３－５９
千葉県 市原南郵便局 290-0299 千葉県市原市山田７１４
千葉県 市原鶴舞郵便局 290-0512 千葉県市原市鶴舞３０６
千葉県 加茂郵便局 290-0532 千葉県市原市大久保８２
千葉県 里見郵便局 290-0543 千葉県市原市飯給１０９８
千葉県 高滝郵便局 290-0599 千葉県市原市養老９－１
千葉県 市原郵便局 290-8799 千葉県市原市白金町４－１
千葉県 千種郵便局 299-0102 千葉県市原市青柳２０７７
千葉県 姉崎仲町郵便局 299-0111 千葉県市原市姉崎１９６
千葉県 市原青葉台郵便局 299-0117 千葉県市原市青葉台１－１２－１３
千葉県 市原有秋台郵便局 299-0125 千葉県市原市有秋台西１－８－２
千葉県 市原桜台郵便局 299-0127 千葉県市原市桜台２－２－９
千葉県 姉崎郵便局 299-0199 千葉県市原市姉崎７２１
茨城県 土浦中貫郵便局 300-0005 茨城県土浦市中貫１９１７
茨城県 神立駅前郵便局 300-0011 茨城県土浦市神立中央１－１１－６
茨城県 沖宿郵便局 300-0023 茨城県土浦市沖宿町１４４７－１
茨城県 土浦駅前郵便局 300-0036 茨城県土浦市大和町５－４
茨城県 土浦鷹匠町郵便局 300-0043 茨城県土浦市中央２－１４－１１
茨城県 土浦大手町郵便局 300-0044 茨城県土浦市大手町５－１２
茨城県 土浦真鍋台郵便局 300-0051 茨城県土浦市真鍋６－５－１３
茨城県 真鍋郵便局 300-0053 茨城県土浦市真鍋新町１８－９
茨城県 土浦都和郵便局 300-0061 茨城県土浦市並木３－２－４８
茨城県 志士庫郵便局 300-0121 茨城県かすみがうら市宍倉１７９９－７
茨城県 出島郵便局 300-0199 茨城県かすみがうら市深谷１３６５－１
茨城県 安飾郵便局 300-0205 茨城県かすみがうら市安食９８９－１
茨城県 牛渡郵便局 300-0213 茨城県かすみがうら市牛渡１９３６－１
茨城県 田伏郵便局 300-0299 茨城県かすみがうら市田伏１６３３－１
茨城県 阿見青宿郵便局 300-0301 茨城県稲敷郡阿見町青宿６６９－１０
茨城県 君原郵便局 300-0322 茨城県稲敷郡阿見町君島６９５－１



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
茨城県 阿見原郵便局 300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見４６６６－１６４４
茨城県 阿見中央一郵便局 300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央１－４－１７
茨城県 阿見郵便局 300-0399 茨城県稲敷郡阿見町阿見４３９７－７
茨城県 安中郵便局 300-0404 茨城県稲敷郡美浦村土浦２０３２
茨城県 美浦郵便局 300-0412 茨城県稲敷郡美浦村宮地１２１１－１０
茨城県 美浦木原郵便局 300-0421 茨城県稲敷郡美浦村木原４４４
茨城県 鳩崎郵便局 300-0508 茨城県稲敷市佐倉７０８－２
茨城県 江戸崎郵便局 300-0599 茨城県稲敷市江戸崎甲３５５８－１
茨城県 あずま伊崎郵便局 300-0603 茨城県稲敷市伊佐部１８３０－１０
茨城県 大須賀郵便局 300-0617 茨城県稲敷市福田５５６－６
茨城県 桜川古渡郵便局 300-0638 茨城県稲敷市古渡３０４－１
茨城県 浮島郵便局 300-0641 茨城県稲敷市浮島３６６２
茨城県 阿波郵便局 300-0699 茨城県稲敷市阿波１５００－１
茨城県 本新島郵便局 300-0726 茨城県稲敷市西代１８１４
茨城県 東郵便局 300-0743 茨城県稲敷市曲渕１３３－１
茨城県 土浦宍塚郵便局 300-0805 茨城県土浦市宍塚１７５０
茨城県 土浦下高津郵便局 300-0815 茨城県土浦市中高津１－１－４
茨城県 土浦永国郵便局 300-0816 茨城県土浦市永国東町１－９
茨城県 土浦天川郵便局 300-0818 茨城県土浦市天川１－２８－１
茨城県 土浦小松郵便局 300-0823 茨城県土浦市小松１－５－１
茨城県 土浦霞ヶ岡郵便局 300-0823 茨城県土浦市小松２－１３－５
茨城県 土浦中村郵便局 300-0843 茨城県土浦市中村南１－１－１５
茨城県 土浦乙戸郵便局 300-0845 茨城県土浦市乙戸南２－８－１２
茨城県 土浦南郵便局 300-0871 茨城県土浦市荒川沖東２－２５－１
茨城県 土浦荒川沖郵便局 300-0874 茨城県土浦市荒川沖西１－１８－１１
茨城県 実穀郵便局 300-1153 茨城県稲敷郡阿見町実穀１３１０－１１
茨城県 牛久岡見郵便局 300-1204 茨城県牛久市岡見町２３３７－６
茨城県 ひたち野うしく郵便局 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東１－３３－６
茨城県 本牛久郵便局 300-1221 茨城県牛久市牛久町８１
茨城県 牛久駅西口郵便局 300-1221 茨城県牛久市牛久町３３３３－４
茨城県 牛久みどり野郵便局 300-1222 茨城県牛久市南４－４３－５
茨城県 牛久本町郵便局 300-1234 茨城県牛久市中央５－８－５
茨城県 茎崎高崎郵便局 300-1245 茨城県つくば市高崎１８１９－１
茨城県 茎崎みなみ郵便局 300-1274 茨城県つくば市上岩崎９４４－１
茨城県 奥野郵便局 300-1283 茨城県牛久市奥原町６１８－２
茨城県 牛久郵便局 300-1299 茨城県牛久市中央３－５－２
茨城県 河内郵便局 300-1324 茨城県稲敷郡河内町源清田５５９１
茨城県 生板郵便局 300-1331 茨城県稲敷郡河内町生板３６－１
茨城県 金江津郵便局 300-1403 茨城県稲敷郡河内町金江津５１１２
茨城県 柴崎郵便局 300-1412 茨城県稲敷市柴崎３７８
茨城県 下太田郵便局 300-1424 茨城県稲敷市下太田６１３－３
茨城県 藤代新川郵便局 300-1502 茨城県取手市新川７２９－４
茨城県 藤代宮和田郵便局 300-1514 茨城県取手市宮和田５３１－７
茨城県 藤代清水郵便局 300-1535 茨城県取手市清水４０３－３
茨城県 藤代山王郵便局 300-1544 茨城県取手市山王２０２
茨城県 藤代郵便局 300-1599 茨城県取手市片町３３９－１
茨城県 東文間郵便局 300-1614 茨城県北相馬郡利根町立崎１０６－５
茨城県 利根郵便局 300-1622 茨城県北相馬郡利根町布川２５９９
茨城県 谷井田郵便局 300-2337 茨城県つくばみらい市谷井田１５３５－３
茨城県 伊奈郵便局 300-2399 茨城県つくばみらい市板橋２７８８
茨城県 福岡郵便局 300-2406 茨城県つくばみらい市福岡１４３９－５
茨城県 小絹郵便局 300-2445 茨城県つくばみらい市小絹１２１９－１
茨城県 谷和原郵便局 300-2499 茨城県つくばみらい市古川１０６７－２
茨城県 水海道五箇郵便局 300-2502 茨城県常総市上蛇町１５０３－１
茨城県 菅原郵便局 300-2526 茨城県常総市大生郷新田町１１３９－３
茨城県 三坂郵便局 300-2599 茨城県常総市三坂町１５４４－４
茨城県 吉沼郵便局 300-2617 茨城県つくば市吉沼４０８２
茨城県 旭郵便局 300-2631 茨城県つくば市沼崎１８５４－６
茨城県 島名郵便局 300-2655 茨城県つくば市島名６４３
茨城県 真瀬郵便局 300-2656 茨城県つくば市真瀬１１２４－５
茨城県 上郷郵便局 300-2699 茨城県つくば市上郷１３８４－３
茨城県 石下飯沼郵便局 300-2736 茨城県常総市孫兵ヱ新田６１７－１６
茨城県 石下郵便局 300-2799 茨城県常総市新石下４５２７
茨城県 大穂郵便局 300-3253 茨城県つくば市大曽根３３９７
茨城県 川西郵便局 300-3513 茨城県結城郡八千代町久下田５５９－２
茨城県 西豊田郵便局 300-3525 茨城県結城郡八千代町沼森４９２－１１
茨城県 安静郵便局 300-3553 茨城県結城郡八千代町蕗田７３５
茨城県 八千代菅谷郵便局 300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷９
茨城県 八千代郵便局 300-3599 茨城県結城郡八千代町若１３０２－１
茨城県 山ノ荘郵便局 300-4101 茨城県土浦市永井６８６－１
茨城県 沢辺郵便局 300-4104 茨城県土浦市沢辺８７９－４
茨城県 藤沢郵便局 300-4115 茨城県土浦市藤沢１４４３
茨城県 つくば作谷郵便局 300-4204 茨城県つくば市作谷１４９



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
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茨城県 つくば田井郵便局 300-4212 茨城県つくば市神郡８７０－５
茨城県 つくば小田郵便局 300-4223 茨城県つくば市小田２９４６－１
茨城県 筑波郵便局 300-4299 茨城県つくば市北条４３４７－６
茨城県 上大島郵便局 300-4351 茨城県つくば市上大島１０４６
茨城県 筑波山郵便局 300-4352 茨城県つくば市筑波８０２
茨城県 真壁長岡郵便局 300-4404 茨城県桜川市真壁町白井５５４－１０
茨城県 紫尾郵便局 300-4414 茨城県桜川市真壁町椎尾１２６１－１
茨城県 真壁郵便局 300-4499 茨城県桜川市真壁町飯塚１００１－２
茨城県 中上野郵便局 300-4524 茨城県筑西市中上野７１７
茨城県 村田郵便局 300-4546 茨城県筑西市村田１７２８
茨城県 明野郵便局 300-4599 茨城県筑西市海老ケ島１５９７
茨城県 土浦郵便局 300-8799 茨城県土浦市城北町２－２１
茨城県 龍ケ崎中根台郵便局 301-0002 茨城県龍ケ崎市中根台４－１－２２
茨城県 龍ケ崎米町郵便局 301-0018 茨城県龍ケ崎市米町４５５２－２
茨城県 北文間郵便局 301-0021 茨城県龍ケ崎市北方町７８５－１
茨城県 佐貫駅前郵便局 301-0032 茨城県龍ケ崎市佐貫１－８－１１
茨城県 龍ケ崎長山郵便局 301-0042 茨城県龍ケ崎市長山２－１－８
茨城県 長戸郵便局 301-0803 茨城県龍ケ崎市塗戸町２０３１
茨城県 稲敷大宮郵便局 301-0816 茨城県龍ケ崎市大徳町２５７１
茨城県 龍ケ崎下町郵便局 301-0824 茨城県龍ケ崎市下町２８４２－６
茨城県 龍ケ崎藤ヶ丘郵便局 301-0855 茨城県龍ケ崎市藤ヶ丘２－１－１４
茨城県 根本郵便局 301-0902 茨城県稲敷市上根本３４７８
茨城県 龍ケ崎郵便局 301-8799 茨城県龍ケ崎市出し山町１６８
茨城県 小文間郵便局 302-0001 茨城県取手市小文間４３５６－２
茨城県 取手一郵便局 302-0004 茨城県取手市取手１－１２－１８
茨城県 取手井野郵便局 302-0011 茨城県取手市井野１－５－１５
茨城県 取手新道郵便局 302-0013 茨城県取手市台宿２３５
茨城県 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
茨城県 取手白山郵便局 302-0023 茨城県取手市白山６－２１－１４
茨城県 取手寺田郵便局 302-0031 茨城県取手市新取手１－９－１
茨城県 稲戸井郵便局 302-0033 茨城県取手市米ノ井１－１
茨城県 取手戸頭郵便局 302-0034 茨城県取手市戸頭６－３０－３－１０７
茨城県 守谷久保ヶ丘郵便局 302-0104 茨城県守谷市久保ケ丘１－１９－４
茨城県 野木崎郵便局 302-0117 茨城県守谷市野木崎５３９－４
茨城県 守谷みずき野郵便局 302-0121 茨城県守谷市みずき野７－２－８
茨城県 守谷松ヶ丘郵便局 302-0127 茨城県守谷市松ケ丘１－１２－３
茨城県 守谷郵便局 302-0199 茨城県守谷市本町７０１－２
茨城県 取手郵便局 302-8799 茨城県取手市西２－３７－１
茨城県 水海道諏訪郵便局 303-0021 茨城県常総市水海道諏訪町２７９６－５
茨城県 水海道豊岡郵便局 303-0041 茨城県常総市豊岡町丙１５１７－２
茨城県 水海道坂手郵便局 303-0042 茨城県常総市坂手町１２６９－６
茨城県 菅生郵便局 303-0044 茨城県常総市菅生町１６８９－３
茨城県 水海道郵便局 303-8799 茨城県常総市水海道諏訪町３２２０－２
茨城県 上妻郵便局 304-0007 茨城県下妻市黒駒１１４０－２
茨城県 大宝郵便局 304-0022 茨城県下妻市大宝４７
茨城県 高道祖郵便局 304-0031 茨城県下妻市高道祖４５７６－３
茨城県 下妻砂沼郵便局 304-0068 茨城県下妻市下妻丁１１９－１
茨城県 千代川郵便局 304-0816 茨城県下妻市原４８４
茨城県 大形郵便局 304-0821 茨城県下妻市別府２６９－１
茨城県 下妻郵便局 304-8799 茨城県下妻市下妻乙１１６７－１
茨城県 栗原郵便局 305-0001 茨城県つくば市栗原１５６７
茨城県 筑波大学内郵便局 305-0005 茨城県つくば市天久保３－１－１
茨城県 桜郵便局 305-0013 茨城県つくば市栄２６３－３
茨城県 つくば九重郵便局 305-0023 茨城県つくば市上ノ室１２７１－３
茨城県 桜竹園郵便局 305-0032 茨城県つくば市竹園３－２１
茨城県 谷田部松代郵便局 305-0035 茨城県つくば市松代４－２００－１
茨城県 桜並木郵便局 305-0044 茨城県つくば市並木４－１－２
茨城県 小野川郵便局 305-0067 茨城県つくば市館野３９８－１
茨城県 つくば研究学園郵便局 305-0817 茨城県つくば市研究学園１－１－２
茨城県 葛城郵便局 305-0822 茨城県つくば市苅間３８８
茨城県 筑波谷田部郵便局 305-0861 茨城県つくば市谷田部２９６１
茨城県 筑波学園郵便局 305-8799 茨城県つくば市吾妻１－１３－２
茨城県 古河三杉郵便局 306-0003 茨城県古河市緑町１７－２０
茨城県 古河北町郵便局 306-0005 茨城県古河市北町２－１３
茨城県 古河下山郵便局 306-0011 茨城県古河市東３－１１－３１
茨城県 古河横山町郵便局 306-0022 茨城県古河市横山町２－３－２７
茨城県 古河台町郵便局 306-0025 茨城県古河市原町３－１０
茨城県 古河三和郵便局 306-0042 茨城県古河市三和１３１
茨城県 古河中田郵便局 306-0053 茨城県古河市中田１１７３－５
茨城県 三和尾崎郵便局 306-0101 茨城県古河市尾崎３８３２－１０
茨城県 八俣郵便局 306-0112 茨城県古河市東山田３６１１－１
茨城県 東山田郵便局 306-0114 茨城県古河市山田７７０－１１
茨城県 三和諸川郵便局 306-0126 茨城県古河市諸川２５６６



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
茨城県 三和郵便局 306-0199 茨城県古河市仁連１９１４
茨城県 総和釈迦郵便局 306-0222 茨城県古河市釈迦５９－３
茨城県 総和小堤郵便局 306-0231 茨城県古河市小堤１３９１－１
茨城県 総和上辺見郵便局 306-0234 茨城県古河市上辺見２３６８
茨城県 総和郵便局 306-0299 茨城県古河市下大野７４４－４
茨城県 五霞原宿台郵便局 306-0306 茨城県猿島郡五霞町原宿台４－１３－３４
茨城県 五霞郵便局 306-0399 茨城県猿島郡五霞町元栗橋９６５－１
茨城県 境山崎郵便局 306-0413 茨城県猿島郡境町山崎２８４－１
茨城県 森戸郵便局 306-0416 茨城県猿島郡境町伏木鉦浦１２６２－４
茨城県 境上仲郵便局 306-0433 茨城県猿島郡境町１６１１
茨城県 茨城境郵便局 306-0499 茨城県猿島郡境町９５－１２
茨城県 逆井山郵便局 306-0501 茨城県坂東市逆井２５５９－１
茨城県 生子菅郵便局 306-0504 茨城県坂東市生子２１８０－１
茨城県 猿島郵便局 306-0515 茨城県坂東市沓掛４９９５－１
茨城県 岩井飯島郵便局 306-0604 茨城県坂東市幸田新田４２９７－３
茨城県 岩井弓田郵便局 306-0607 茨城県坂東市弓田２３４４－２
茨城県 神大実郵便局 306-0616 茨城県坂東市猫実１５５１－１
茨城県 七郷郵便局 306-0622 茨城県坂東市大崎１３３４－３４
茨城県 岩井小山郵便局 306-0626 茨城県坂東市小山９７３－１
茨城県 岩井辺田郵便局 306-0632 茨城県坂東市辺田５２６－２
茨城県 岩井長須郵便局 306-0645 茨城県坂東市長須３６５４－１
茨城県 七重郵便局 306-0654 茨城県坂東市上出島２３－２
茨城県 岩井郵便局 306-0699 茨城県坂東市岩井４６３５－２
茨城県 古河郵便局 306-8799 茨城県古河市桜町１－１０
茨城県 結城白銀郵便局 307-0001 茨城県結城市結城７２５３－１
茨城県 絹川郵便局 307-0012 茨城県結城市久保田１２７８－２
茨城県 結城矢畑郵便局 307-0022 茨城県結城市矢畑２９７
茨城県 今宿郵便局 307-0028 茨城県結城市今宿７９９
茨城県 結城武井郵便局 307-0043 茨城県結城市武井８０５－５
茨城県 結城郵便局 307-8799 茨城県結城市結城７１９５－２
茨城県 下館折本郵便局 308-0007 茨城県筑西市折本３２２－７５
茨城県 河間郵便局 308-0014 茨城県筑西市羽方３－３
茨城県 下館大町郵便局 308-0021 茨城県筑西市甲１０７
茨城県 下館駅前郵便局 308-0031 茨城県筑西市丙２１０
茨城県 黒子郵便局 308-0103 茨城県筑西市辻１３００
茨城県 関城霞台郵便局 308-0117 茨城県筑西市犬塚５１－１
茨城県 関城郵便局 308-0199 茨城県筑西市関本分中１５０－４
茨城県 下館横島郵便局 308-0802 茨城県筑西市横島２２７
茨城県 嘉田生崎郵便局 308-0834 茨城県筑西市西石田１３４１－２
茨城県 下館西方郵便局 308-0845 茨城県筑西市西方１６９９－１
茨城県 下館玉戸郵便局 308-0847 茨城県筑西市玉戸山ケ島１８７８－１
茨城県 川島郵便局 308-0856 茨城県筑西市伊佐山１６０
茨城県 五所郵便局 308-0866 茨城県筑西市五所宮３９５－２
茨城県 下館郵便局 308-8799 茨城県筑西市乙１００８
茨城県 小栗郵便局 309-1101 茨城県筑西市小栗２６５７－１７
茨城県 協和桑山郵便局 309-1127 茨城県筑西市桑山２１７５－３
茨城県 協和郵便局 309-1199 茨城県筑西市新治１９９１－５６
茨城県 雨引郵便局 309-1231 茨城県桜川市本木４４５－２
茨城県 大国郵便局 309-1244 茨城県桜川市大国玉６０１
茨城県 岩瀬郵便局 309-1299 茨城県桜川市岩瀬７１－１
茨城県 北那珂郵便局 309-1344 茨城県桜川市南飯田１０８５－４
茨城県 東那珂郵便局 309-1451 茨城県桜川市西小塙４２６－１
茨城県 常陸太田里野宮郵便局 311-0325 茨城県常陸太田市里野宮町１０１０－１
茨城県 町屋郵便局 311-0399 茨城県常陸太田市町屋町１２３６－１
茨城県 中里郵便局 311-0499 茨城県日立市下深荻町１９０２
茨城県 大中郵便局 311-0505 茨城県常陸太田市大中町１６４９－２
茨城県 里美郵便局 311-0599 茨城県常陸太田市小菅町５９６
茨城県 田崎郵便局 311-1406 茨城県鉾田市田崎３８８６－１
茨城県 諏訪郵便局 311-1426 茨城県鉾田市樅山２９０
茨城県 子生郵便局 311-1499 茨城県鉾田市子生３８７－１
茨城県 鉾田舟木郵便局 311-1501 茨城県鉾田市舟木２０２－３２
茨城県 徳宿郵便局 311-1503 茨城県鉾田市徳宿９１２－１
茨城県 新宮郵便局 311-1512 茨城県鉾田市白塚２２２－１
茨城県 鉾田駅前郵便局 311-1522 茨城県鉾田市塔ケ崎９７２－５
茨城県 秋津郵便局 311-1524 茨城県鉾田市高田４４９
茨城県 鉾田鳥栖郵便局 311-1534 茨城県鉾田市鳥栖１８５１－６
茨城県 鉾田郵便局 311-1599 茨城県鉾田市鉾田１１１－５
茨城県 要郵便局 311-1715 茨城県行方市小幡７１７－３
茨城県 武田郵便局 311-1721 茨城県行方市両宿１０１
茨城県 北浦郵便局 311-1799 茨城県行方市山田１３４０
茨城県 汲上郵便局 311-2103 茨城県鉾田市汲上１６９６
茨城県 大洋郵便局 311-2199 茨城県鉾田市札１１２０－１
茨城県 荒井郵便局 311-2203 茨城県鹿嶋市浜津賀３０８－１



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
茨城県 大野郵便局 311-2213 茨城県鹿嶋市中６１８－５
茨城県 中野郵便局 311-2221 茨城県鹿嶋市荒野１８８３
茨城県 大生原郵便局 311-2403 茨城県潮来市釜谷２５０－２
茨城県 延方郵便局 311-2412 茨城県潮来市宮前１－２０－６
茨城県 潮来辻郵便局 311-2421 茨城県潮来市辻２２８－１
茨城県 牛堀郵便局 311-2436 茨城県潮来市牛堀１２４
茨城県 潮来郵便局 311-2499 茨城県潮来市潮来１０３－３
茨城県 小川飯前郵便局 311-3404 茨城県小美玉市飯前２２８－２
茨城県 下吉影郵便局 311-3406 茨城県小美玉市下吉影１４５５
茨城県 橘郵便局 311-3416 茨城県小美玉市与沢９３７－１
茨城県 玉里郵便局 311-3436 茨城県小美玉市上玉里１１２５
茨城県 常陸小川郵便局 311-3499 茨城県小美玉市小川１６３２
茨城県 玉造上山郵便局 311-3501 茨城県行方市芹沢８２２
茨城県 羽生郵便局 311-3507 茨城県行方市羽生５６６－１
茨城県 井上郵便局 311-3515 茨城県行方市井上５２３－３
茨城県 玉造郵便局 311-3599 茨城県行方市玉造甲２２７
茨城県 行方郵便局 311-3801 茨城県行方市行方５３２－３
茨城県 大和郵便局 311-3811 茨城県行方市四鹿１２６６
茨城県 矢幡郵便局 311-3826 茨城県行方市矢幡２０４０－４
茨城県 麻生郵便局 311-3899 茨城県行方市麻生１１５７
茨城県 野口郵便局 311-4599 茨城県常陸大宮市野口２０９３－３
茨城県 御前山郵便局 311-4613 茨城県常陸大宮市長倉１０３２
茨城県 常陸太田下大門郵便局 313-0002 茨城県常陸太田市下大門町３－２
茨城県 常陸太田栄町郵便局 313-0005 茨城県常陸太田市栄町１２７－１
茨城県 常陸太田駅前郵便局 313-0013 茨城県常陸太田市山下町１７２５
茨城県 常陸太田小目郵便局 313-0033 茨城県常陸太田市小目町芦ノ内８０９
茨城県 佐竹郵便局 313-0042 茨城県常陸太田市磯部町６７４－１
茨城県 常陸太田藤田郵便局 313-0048 茨城県常陸太田市藤田町８２０－６
茨城県 金砂郵便局 313-0103 茨城県常陸太田市下宮河内町８１２－５
茨城県 金郷郵便局 313-0113 茨城県常陸太田市高柿町１３７－２
茨城県 久米郵便局 313-0199 茨城県常陸太田市久米町１５３６
茨城県 水府郵便局 313-0213 茨城県常陸太田市町田町２１５－１
茨城県 松平郵便局 313-0299 茨城県常陸太田市松平町２３２－５
茨城県 高倉郵便局 313-0352 茨城県常陸太田市下高倉町５８
茨城県 天下野郵便局 313-0399 茨城県常陸太田市天下野町５６０２－１
茨城県 常陸太田郵便局 313-8799 茨城県常陸太田市宮本町２３５２
茨城県 鹿嶋平井郵便局 314-0012 茨城県鹿嶋市平井１１２８－１７８
茨城県 高松郵便局 314-0028 茨城県鹿嶋市木滝８９６
茨城県 鹿島神宮前郵便局 314-0038 茨城県鹿嶋市城山４－２－８
茨城県 神栖知手郵便局 314-0112 茨城県神栖市知手中央３－５－３２
茨城県 萩原郵便局 314-0122 茨城県神栖市萩原９７０－１
茨城県 神栖大野原郵便局 314-0144 茨城県神栖市大野原４－２－１
茨城県 深芝郵便局 314-0148 茨城県神栖市深芝２６１３
茨城県 神栖郵便局 314-0199 茨城県神栖市溝口４９９１
茨城県 若松郵便局 314-0253 茨城県神栖市須田２３４０－１２７
茨城県 波崎太田郵便局 314-0254 茨城県神栖市太田６０３－１２
茨城県 波崎土合ヶ原郵便局 314-0343 茨城県神栖市土合本町３－９８０９－１６
茨城県 矢田部郵便局 314-0399 茨城県神栖市矢田部６４９８－１
茨城県 別所郵便局 314-0408 茨城県神栖市波崎４７８１－４５
茨城県 波崎郵便局 314-0499 茨城県神栖市波崎８６３５－８
茨城県 鹿嶋郵便局 314-8799 茨城県鹿嶋市鉢形１５２７－２
茨城県 石岡守木町郵便局 315-0014 茨城県石岡市国府６－３－６
茨城県 石岡若松郵便局 315-0018 茨城県石岡市若松１－８－１７
茨城県 石岡南台郵便局 315-0035 茨城県石岡市南台２－９－２
茨城県 石岡自由ヶ丘郵便局 315-0037 茨城県石岡市東石岡４－１１－２４
茨城県 高浜郵便局 315-0045 茨城県石岡市高浜８１１
茨城県 千代田七会郵便局 315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉１３７５
茨城県 千代田下稲吉郵便局 315-0054 茨城県かすみがうら市稲吉４－１０－１９
茨城県 千代田新治郵便局 315-0058 茨城県かすみがうら市下土田４２０－７
茨城県 千代田志筑郵便局 315-0075 茨城県かすみがうら市中志筑１２８９
茨城県 瓦会郵便局 315-0111 茨城県石岡市瓦谷２３３６－４
茨城県 八郷郵便局 315-0116 茨城県石岡市柿岡２０２６
茨城県 園部郵便局 315-0125 茨城県石岡市山崎１６９４－８
茨城県 林郵便局 315-0131 茨城県石岡市下林８３４－１２
茨城県 小桜郵便局 315-0141 茨城県石岡市月岡４２９
茨城県 小幡郵便局 315-0155 茨城県石岡市小幡６９５－３
茨城県 葦穂郵便局 315-0164 茨城県石岡市芦穂中部小屋６６－３
茨城県 石岡郵便局 315-8799 茨城県石岡市府中１－７－２８
茨城県 日立諏訪郵便局 316-0001 茨城県日立市諏訪町４－１－１３
茨城県 日立河原子郵便局 316-0005 茨城県日立市河原子町４－３－９
茨城県 日立金沢郵便局 316-0014 茨城県日立市東金沢町５－６－２
茨城県 日立金沢団地内郵便局 316-0015 茨城県日立市金沢町５－９－６
茨城県 日立塙山郵便局 316-0015 茨城県日立市金沢町２－１５－１５



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
茨城県 日立大沼郵便局 316-0022 茨城県日立市大沼町１－２７－１５
茨城県 日立水木郵便局 316-0024 茨城県日立市水木町１－１９－３
茨城県 日立成沢郵便局 316-0033 茨城県日立市中成沢町３－１６－１
茨城県 日立鮎川一郵便局 316-0036 茨城県日立市鮎川町１－１－１
茨城県 日立鮎川三郵便局 316-0036 茨城県日立市鮎川町３－８－８
茨城県 多賀郵便局 316-8799 茨城県日立市多賀町１－１１－１０
茨城県 日立滑川郵便局 317-0051 茨城県日立市滑川本町３－１－３
茨城県 日立宮田郵便局 317-0055 茨城県日立市宮田町３－６－１２
茨城県 日立若葉町郵便局 317-0063 茨城県日立市若葉町３－６－１９
茨城県 日立助川郵便局 317-0065 茨城県日立市助川町２－２－２
茨城県 日立幸町郵便局 317-0073 茨城県日立市幸町１－１４－１
茨城県 日立会瀬郵便局 317-0076 茨城県日立市会瀬町１－６－２２
茨城県 日立兎平郵便局 317-0076 茨城県日立市会瀬町３－２５－１４
茨城県 日立郵便局 317-8799 茨城県日立市幸町２－３－２８
茨城県 高萩上手綱郵便局 318-0004 茨城県高萩市上手綱６４６－４
茨城県 高萩東本町郵便局 318-0014 茨城県高萩市東本町２－２６
茨城県 高萩花貫郵便局 318-0021 茨城県高萩市安良川２４２－１
茨城県 高萩島名郵便局 318-0023 茨城県高萩市島名２２５３－１２２
茨城県 若栗郵便局 318-0199 茨城県高萩市若栗１３７－４
茨城県 高萩郵便局 318-8799 茨城県高萩市高萩１９２９－１６
茨城県 堅倉郵便局 319-0106 茨城県小美玉市堅倉１４４３－１
茨城県 竹原郵便局 319-0112 茨城県小美玉市竹原下郷１７８
茨城県 羽鳥郵便局 319-0199 茨城県小美玉市羽鳥２５８８－３
茨城県 大甕駅前郵便局 319-1221 茨城県日立市大みか町１－７－３
茨城県 日立南高野郵便局 319-1224 茨城県日立市南高野町３－１６－１
茨城県 日立土木内郵便局 319-1233 茨城県日立市神田町１７１３－１
茨城県 日立大和田郵便局 319-1234 茨城県日立市大和田町１－６－３０
茨城県 久慈浜郵便局 319-1299 茨城県日立市久慈町３－３２－１５
茨城県 十王郵便局 319-1399 茨城県日立市十王町友部１２９－８
茨城県 川尻郵便局 319-1411 茨城県日立市川尻町１－３８－１４
茨城県 日立川尻町郵便局 319-1411 茨城県日立市川尻町６－３３－８
茨城県 日高郵便局 319-1414 茨城県日立市日高町１－２７－２３
茨城県 日立小木津郵便局 319-1415 茨城県日立市相田町３－１０－１３
茨城県 北茨城華川郵便局 319-1538 茨城県北茨城市華川町小豆畑１０７０－８
茨城県 大塚郵便局 319-1546 茨城県北茨城市磯原町大塚２３１３
茨城県 南中郷郵便局 319-1555 茨城県北茨城市中郷町小野矢指１８－２
茨城県 橋場郵便局 319-1558 茨城県北茨城市中郷町石岡１１６８－１
茨城県 北茨城郵便局 319-1599 茨城県北茨城市磯原町磯原１－１２０
茨城県 平潟郵便局 319-1701 茨城県北茨城市平潟町５１６
茨城県 大津西町郵便局 319-1702 茨城県北茨城市大津町２６３１
茨城県 関本郵便局 319-1721 茨城県北茨城市関本町関本上５８５－１０－１１
茨城県 大津郵便局 319-1799 茨城県北茨城市大津町北町３０９８
茨城県 大賀郵便局 319-2211 茨城県常陸大宮市岩崎３３２－２
茨城県 大宮玉川郵便局 319-2224 茨城県常陸大宮市東野３０６３－２
茨城県 大宮上町郵便局 319-2261 茨城県常陸大宮市上町３５７
茨城県 大宮栄町郵便局 319-2264 茨城県常陸大宮市栄町１２３７－３
茨城県 大宮郵便局 319-2299 茨城県常陸大宮市東富町６３０
茨城県 八里郵便局 319-2417 茨城県常陸大宮市油河内７６－３
茨城県 緒川郵便局 319-2499 茨城県常陸大宮市上小瀬２１１４－１
茨城県 檜沢郵便局 319-2512 茨城県常陸大宮市下檜沢１７１１－１
茨城県 美和郵便局 319-2699 茨城県常陸大宮市高部５２７１－１２
茨城県 山方長田郵便局 319-3116 茨城県常陸大宮市長田１２３３
茨城県 山方郵便局 319-3199 茨城県常陸大宮市山方６６７－３
茨城県 西金郵便局 319-3362 茨城県久慈郡大子町西金４６
茨城県 上小川郵便局 319-3399 茨城県久慈郡大子町頃藤４９３４－１
茨城県 生瀬郵便局 319-3512 茨城県久慈郡大子町小生瀬４２５９－６
茨城県 大子袋田郵便局 319-3523 茨城県久慈郡大子町袋田１４８６－１
茨城県 下金沢郵便局 319-3533 茨城県久慈郡大子町下金沢４１４－５
茨城県 大子佐原郵便局 319-3543 茨城県久慈郡大子町左貫１９６６－４
茨城県 大子池田郵便局 319-3551 茨城県久慈郡大子町池田２６０７－３
茨城県 大子下野宮郵便局 319-3555 茨城県久慈郡大子町下野宮２２５７－５
茨城県 大子郵便局 319-3599 茨城県久慈郡大子町大子６７６
茨城県 上野宮郵便局 319-3704 茨城県久慈郡大子町上野宮１０９０
茨城県 町付郵便局 319-3799 茨城県久慈郡大子町町付１１８２－１
栃木県 下江川郵便局 321-0504 栃木県那須烏山市下川井９６７
栃木県 南那須郵便局 321-0522 栃木県那須烏山市大金１９３
栃木県 七合郵便局 321-0602 栃木県那須烏山市大桶３５５－２
栃木県 小木須郵便局 321-0614 栃木県那須烏山市小木須１９３８－１
栃木県 烏山仲町郵便局 321-0621 栃木県那須烏山市中央２－１２－１３
栃木県 向田郵便局 321-0634 栃木県那須烏山市野上７１３－２０
栃木県 烏山郵便局 321-0699 栃木県那須烏山市金井２－１９－１
栃木県 水橋郵便局 321-3324 栃木県芳賀郡芳賀町大字西水沼４８２－１
栃木県 芳賀郵便局 321-3399 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井５０９－１



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
栃木県 小貝郵便局 321-3415 栃木県芳賀郡市貝町杉山６８７－２
栃木県 赤羽郵便局 321-3426 栃木県芳賀郡市貝町赤羽５７２
栃木県 市貝郵便局 321-3499 栃木県芳賀郡市貝町市塙８３９－４
栃木県 須藤郵便局 321-3547 栃木県芳賀郡茂木町千本６０７－５
栃木県 茂木郵便局 321-3599 栃木県芳賀郡茂木町茂木１４９６－１
栃木県 逆川郵便局 321-3626 栃木県芳賀郡茂木町飯２１９１
栃木県 中川郵便局 321-3703 栃木県芳賀郡茂木町河井１３７７－１
栃木県 七井郵便局 321-4104 栃木県芳賀郡益子町大沢１５－２
栃木県 田野郵便局 321-4225 栃木県芳賀郡益子町長堤４０７－５
栃木県 益子郵便局 321-4299 栃木県芳賀郡益子町益子２０７０
栃木県 真岡西田井郵便局 321-4302 栃木県真岡市鶴田９－８２
栃木県 真岡荒町郵便局 321-4305 栃木県真岡市荒町５２３１
栃木県 芳賀山前郵便局 321-4321 栃木県真岡市小林５５５－１
栃木県 真岡中村郵便局 321-4351 栃木県真岡市中１５８－１
栃木県 真岡郵便局 321-4399 栃木県真岡市並木町１－７－２
栃木県 飯貝郵便局 321-4411 栃木県真岡市上大田和４３３－３
栃木県 物部郵便局 321-4502 栃木県真岡市物井１２６３－１２
栃木県 長沼郵便局 321-4539 栃木県真岡市長沼１０８４－４
栃木県 久下田郵便局 321-4599 栃木県真岡市久下田西４－１５６
栃木県 市野沢郵便局 324-0006 栃木県大田原市市野沢７６７－４
栃木県 金丸原郵便局 324-0011 栃木県大田原市北金丸１５７２－２
栃木県 福原郵便局 324-0024 栃木県大田原市福原３３１－２
栃木県 大田原佐久山郵便局 324-0032 栃木県大田原市佐久山２２２６－８
栃木県 大田原野崎郵便局 324-0038 栃木県大田原市野崎２－１１－１
栃木県 親園郵便局 324-0043 栃木県大田原市浅香５－３７６９－１２
栃木県 大田原中央一郵便局 324-0056 栃木県大田原市中央１－１０－５
栃木県 大田原住吉郵便局 324-0057 栃木県大田原市住吉町２－１８－８
栃木県 両郷郵便局 324-0206 栃木県大田原市中野内６２９－４
栃木県 須賀川郵便局 324-0211 栃木県大田原市須賀川１８４３
栃木県 黒羽須佐木郵便局 324-0212 栃木県大田原市須佐木２８２－４
栃木県 黒羽前田郵便局 324-0234 栃木県大田原市前田１９５－２
栃木県 黒羽郵便局 324-0299 栃木県大田原市黒羽向町４５０－４
栃木県 佐良土郵便局 324-0499 栃木県大田原市佐良土１３９６－２
栃木県 小川郵便局 324-0599 栃木県那須郡那珂川町小川２５１１
栃木県 大山田郵便局 324-0602 栃木県那須郡那珂川町大山田下郷１４８４－２
栃木県 大内郵便局 324-0605 栃木県那須郡那珂川町大内２５６０
栃木県 小砂郵便局 324-0611 栃木県那須郡那珂川町小砂９００－４
栃木県 武茂郵便局 324-0615 栃木県那須郡那珂川町松野１６８７－１
栃木県 馬頭郵便局 324-0699 栃木県那須郡那珂川町馬頭３６３－２
栃木県 大田原郵便局 324-8799 栃木県大田原市新富町１－９－８
栃木県 越堀郵便局 325-0012 栃木県那須塩原市越堀１３７－３
栃木県 黒磯中央町郵便局 325-0052 栃木県那須塩原市中央町１－６
栃木県 黒磯豊浦郵便局 325-0073 栃木県那須塩原市阿波町１１１－４
栃木県 黒磯青木郵便局 325-0103 栃木県那須塩原市青木１３－１８
栃木県 板室温泉郵便局 325-0111 栃木県那須塩原市板室８４４－１
栃木県 百村郵便局 325-0115 栃木県那須塩原市百村２０８７－３
栃木県 高林郵便局 325-0199 栃木県那須塩原市高林９７－２
栃木県 那須温泉郵便局 325-0301 栃木県那須郡那須町湯本２００
栃木県 那須郵便局 325-0399 栃木県那須郡那須町高久乙２７９４－３
栃木県 黒磯郵便局 325-8799 栃木県那須塩原市豊町１０－２５
栃木県 熟田郵便局 329-1203 栃木県塩谷郡高根沢町伏久１１９－３
栃木県 北高根沢郵便局 329-1217 栃木県塩谷郡高根沢町太田５８６－２
栃木県 高根沢郵便局 329-1299 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺２３２４－６
栃木県 氏家馬場郵便局 329-1311 栃木県さくら市氏家２４４７－２２
栃木県 蒲須坂郵便局 329-1332 栃木県さくら市蒲須坂６４１－６
栃木県 氏家郵便局 329-1399 栃木県さくら市卯の里３－３３－４
栃木県 上江川郵便局 329-1402 栃木県さくら市下河戸２８９－２
栃木県 喜連川郵便局 329-1499 栃木県さくら市喜連川４４１７－３
栃木県 片岡郵便局 329-1574 栃木県矢板市乙畑１６４３－４
栃木県 矢板本町郵便局 329-2164 栃木県矢板市本町１５－１４
栃木県 矢板郵便局 329-2199 栃木県矢板市扇町２－１－２７
栃木県 玉生郵便局 329-2299 栃木県塩谷郡塩谷町玉生５８２
栃木県 大宮郵便局 329-2332 栃木県塩谷郡塩谷町大宮１０１５
栃木県 船生郵便局 329-2441 栃木県塩谷郡塩谷町船生３６３４
栃木県 泉郵便局 329-2504 栃木県矢板市泉３７１－２
栃木県 西那須野下永田郵便局 329-2712 栃木県那須塩原市下永田２－１０４４－７
栃木県 西那須野駅前郵便局 329-2727 栃木県那須塩原市永田町３－２５
栃木県 西那須野狩野郵便局 329-2748 栃木県那須塩原市上赤田２３８－６８２
栃木県 西那須野郵便局 329-2799 栃木県那須塩原市五軒町５－１０
栃木県 関谷郵便局 329-2899 栃木県那須塩原市関谷１２０８－１３
栃木県 塩原郵便局 329-2999 栃木県那須塩原市塩原２５４－８
栃木県 東那須野郵便局 329-3147 栃木県那須塩原市東小屋１４１－１
栃木県 小島郵便局 329-3222 栃木県那須郡那須町寺子丙１４４３－２



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
栃木県 黒田原郵便局 329-3299 栃木県那須郡那須町寺子丙３－１８１
栃木県 芦野郵便局 329-3443 栃木県那須郡那須町芦野２７３７－２
栃木県 伊王野郵便局 329-3499 栃木県那須郡那須町伊王野１６５０－５
埼玉県 浦和大東郵便局 330-0043 埼玉県さいたま市浦和区大東３－２５－１
埼玉県 浦和本太郵便局 330-0052 埼玉県さいたま市浦和区本太２－９－２
埼玉県 浦和東高砂郵便局 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町１７－１
埼玉県 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
埼玉県 北浦和駅前郵便局 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤３－１８－２０
埼玉県 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
埼玉県 浦和仲町郵便局 330-0062 埼玉県さいたま市浦和区仲町４－２４－１８
埼玉県 埼玉県庁内郵便局 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂３－１３－３
埼玉県 浦和中郵便局 330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂２－７－２
埼玉県 浦和岸町郵便局 330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町３－１４－１１
埼玉県 浦和神明郵便局 330-0065 埼玉県さいたま市浦和区神明１－２４－２
埼玉県 浦和上木崎郵便局 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎４－９－１１
埼玉県 浦和領家郵便局 330-0072 埼玉県さいたま市浦和区領家５－１２－１８
埼玉県 北浦和二郵便局 330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和２－４－３
埼玉県 川口朝日郵便局 332-0001 埼玉県川口市朝日１－２６－１８
埼玉県 川口朝日二郵便局 332-0001 埼玉県川口市朝日２－２６－１１
埼玉県 川口領家郵便局 332-0004 埼玉県川口市領家２－３０－７
埼玉県 川口元郷郵便局 332-0011 埼玉県川口市元郷２－１－２６
埼玉県 川口元郷一郵便局 332-0011 埼玉県川口市元郷１－４－７
埼玉県 川口元郷六郵便局 332-0011 埼玉県川口市元郷６－６－５
埼玉県 川口駅前郵便局 332-0012 埼玉県川口市本町４－４－１６
埼玉県 川口仲町郵便局 332-0015 埼玉県川口市川口５－２１－４
埼玉県 川口寿町郵便局 332-0015 埼玉県川口市川口１－２－２１
埼玉県 川口駅西口郵便局 332-0015 埼玉県川口市川口３－２－３
埼玉県 川口幸町郵便局 332-0016 埼玉県川口市幸町２－１２－２４
埼玉県 川口仁志郵便局 332-0021 埼玉県川口市西川口２－２－４
埼玉県 川口飯塚郵便局 332-0023 埼玉県川口市飯塚３－８－２５
埼玉県 川口市役所前郵便局 332-0031 埼玉県川口市青木１－３－１３
埼玉県 川口青木五郵便局 332-0032 埼玉県川口市中青木５－１－２９
埼玉県 川口並木郵便局 332-0034 埼玉県川口市並木３－２４－１８
埼玉県 川口青木郵便局 332-0035 埼玉県川口市西青木１－１７－３４
埼玉県 川口郵便局 332-8799 埼玉県川口市本町２－２－１
埼玉県 東川口一郵便局 333-0801 埼玉県川口市東川口１－７－１４
埼玉県 川口戸塚郵便局 333-0802 埼玉県川口市戸塚東２－１－４
埼玉県 川口戸塚五郵便局 333-0811 埼玉県川口市戸塚５－１５－１６
埼玉県 川口北原台郵便局 333-0815 埼玉県川口市北原台３－２０－１
埼玉県 川口石神郵便局 333-0823 埼玉県川口市石神９７８
埼玉県 川口木曽呂郵便局 333-0831 埼玉県川口市木曽呂天神下５６５－５
埼玉県 川口根岸郵便局 333-0834 埼玉県川口市安行領根岸２８８８
埼玉県 川口前川郵便局 333-0842 埼玉県川口市前川３－１５－１２
埼玉県 川口前川一郵便局 333-0842 埼玉県川口市前川１－１－６４
埼玉県 川口上青木郵便局 333-0845 埼玉県川口市上青木西５－２２－１２
埼玉県 川口芝中田郵便局 333-0847 埼玉県川口市芝中田１－１－２６
埼玉県 川口芝下郵便局 333-0848 埼玉県川口市芝下３－２０－３９
埼玉県 川口芝園郵便局 333-0853 埼玉県川口市芝園町３－９－１０３
埼玉県 川口小谷場郵便局 333-0857 埼玉県川口市小谷場４１９
埼玉県 川口柳崎郵便局 333-0862 埼玉県川口市北園町９－１
埼玉県 川口芝郵便局 333-0866 埼玉県川口市芝４－３－７
埼玉県 川口北郵便局 333-8799 埼玉県川口市伊刈牛田１０３２－１
埼玉県 鳩ヶ谷桜町郵便局 334-0001 埼玉県川口市桜町２－６－１５
埼玉県 鳩ヶ谷本町郵便局 334-0002 埼玉県川口市鳩ヶ谷本町２－７－２４
埼玉県 鳩ヶ谷里郵便局 334-0005 埼玉県川口市里１０１８
埼玉県 鳩ヶ谷三ツ和郵便局 334-0011 埼玉県川口市三ツ和１－１０－１０
埼玉県 鳩ヶ谷辻郵便局 334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷７－３４－１２
埼玉県 鳩ヶ谷南二郵便局 334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷２－９－８
埼玉県 川口峯郵便局 334-0056 埼玉県川口市峯９１０－８
埼玉県 安行郵便局 334-0059 埼玉県川口市安行４９８
埼玉県 川口榛松郵便局 334-0062 埼玉県川口市榛松２６９－１
埼玉県 川口新郷郵便局 334-0064 埼玉県川口市蓮沼２９８
埼玉県 鳩ヶ谷郵便局 334-8799 埼玉県川口市坂下町１－６－１２
埼玉県 蕨塚越郵便局 335-0002 埼玉県蕨市塚越２－８－５
埼玉県 蕨南町郵便局 335-0003 埼玉県蕨市南町２－１４－１０
埼玉県 蕨駅前郵便局 335-0004 埼玉県蕨市中央３－１４－１５
埼玉県 蕨中央七郵便局 335-0004 埼玉県蕨市中央７－４２－１
埼玉県 蕨錦町郵便局 335-0005 埼玉県蕨市錦町５－１２－１９
埼玉県 戸田喜沢郵便局 335-0013 埼玉県戸田市喜沢２－３９－１１
埼玉県 戸田新曽郵便局 335-0021 埼玉県戸田市新曽２０７９－１
埼玉県 上戸田郵便局 335-0022 埼玉県戸田市上戸田３－２６－１８
埼玉県 戸田本町郵便局 335-0023 埼玉県戸田市本町１－１－２
埼玉県 戸田公園駅前郵便局 335-0023 埼玉県戸田市本町４－１１－８



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
埼玉県 戸田新曽南郵便局 335-0026 埼玉県戸田市新曽南２－２－２９
埼玉県 戸田美女木郵便局 335-0031 埼玉県戸田市美女木２－２２－７
埼玉県 戸田美女木東郵便局 335-0032 埼玉県戸田市美女木東１－２－２４
埼玉県 戸田笹目郵便局 335-0034 埼玉県戸田市笹目２－２４－１０
埼玉県 蕨郵便局 335-8799 埼玉県蕨市中央５－８－２１
埼玉県 浦和太田窪郵便局 336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪５－２２－１３
埼玉県 浦和太田窪二郵便局 336-0015 埼玉県さいたま市南区太田窪２－１－２
埼玉県 南浦和団地内郵便局 336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和３－４２－５４
埼玉県 浦和南本町郵便局 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町１－３－６
埼玉県 浦和別所郵便局 336-0021 埼玉県さいたま市南区別所２－２３－１３
埼玉県 浦和辻郵便局 336-0026 埼玉県さいたま市南区辻３－２－２０
埼玉県 浦和曲本郵便局 336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本４－９－１０
埼玉県 浦和大谷口郵便局 336-0042 埼玉県さいたま市南区大谷口２５２３－３
埼玉県 浦和三室郵便局 336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室１６４８－８
埼玉県 浦和大間木郵便局 336-0923 埼玉県さいたま市緑区大間木５５３－１
埼玉県 浦和宮前郵便局 336-0926 埼玉県さいたま市緑区東浦和４－３－３
埼玉県 浦和原山郵便局 336-0931 埼玉県さいたま市緑区原山１－１－６
埼玉県 浦和中尾郵便局 336-0932 埼玉県さいたま市緑区中尾１４３３－１
埼玉県 美園郵便局 336-0963 埼玉県さいたま市緑区大門１４３８－１
埼玉県 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
埼玉県 浦和代山郵便局 336-0975 埼玉県さいたま市緑区代山１４３－１
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
埼玉県 浦和白鍬郵便局 338-0811 埼玉県さいたま市桜区白鍬３５４－３
埼玉県 浦和神田郵便局 338-0812 埼玉県さいたま市桜区神田６９－２
埼玉県 浦和栄和郵便局 338-0823 埼玉県さいたま市桜区栄和２－１２－４
埼玉県 浦和大久保郵便局 338-0825 埼玉県さいたま市桜区下大久保７６８－７
埼玉県 浦和西堀郵便局 338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀６－１４－８
埼玉県 浦和田島郵便局 338-0837 埼玉県さいたま市桜区田島６－２－２５
埼玉県 東岩槻郵便局 339-0005 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻４－５－１
埼玉県 慈恩寺郵便局 339-0009 埼玉県さいたま市岩槻区慈恩寺２５６－１８
埼玉県 川通郵便局 339-0014 埼玉県さいたま市岩槻区大戸１７２９－３
埼玉県 岩槻和土郵便局 339-0034 埼玉県さいたま市岩槻区笹久保２０４－１
埼玉県 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
埼玉県 岩槻本町郵便局 339-0057 埼玉県さいたま市岩槻区本町１－１８－７
埼玉県 岩槻本丸郵便局 339-0058 埼玉県さいたま市岩槻区本丸２－１７－２８
埼玉県 岩槻西町郵便局 339-0067 埼玉県さいたま市岩槻区西町１－３－９
埼玉県 岩槻上野郵便局 339-0073 埼玉県さいたま市岩槻区上野２２８－１
埼玉県 岩槻西原郵便局 339-0076 埼玉県さいたま市岩槻区平林寺１４９１－５
埼玉県 岩槻郵便局 339-8799 埼玉県さいたま市岩槻区加倉４－１０－１
埼玉県 草加青柳郵便局 340-0002 埼玉県草加市青柳７－１９－１８
埼玉県 草加工業団地内郵便局 340-0002 埼玉県草加市青柳３－７－１７
埼玉県 草加弁天郵便局 340-0004 埼玉県草加市弁天４－１－１６
埼玉県 草加八幡郵便局 340-0006 埼玉県草加市八幡町１２７－２
埼玉県 草加住吉郵便局 340-0014 埼玉県草加市住吉１－１３－１
埼玉県 中草加郵便局 340-0017 埼玉県草加市吉町１－１－４０
埼玉県 谷塚郵便局 340-0022 埼玉県草加市瀬崎１－７－２０
埼玉県 草加谷塚西郵便局 340-0023 埼玉県草加市谷塚町７５５－２－３
埼玉県 草加柳島郵便局 340-0033 埼玉県草加市柳島町５９－３
埼玉県 草加氷川郵便局 340-0034 埼玉県草加市氷川町９３３
埼玉県 草加松原郵便局 340-0041 埼玉県草加市松原１－１－６
埼玉県 草加北谷郵便局 340-0046 埼玉県草加市北谷１－５－１１
埼玉県 草加旭町郵便局 340-0053 埼玉県草加市旭町４－４－１１
埼玉県 草加清門郵便局 340-0055 埼玉県草加市清門２－２３－５
埼玉県 草加新栄郵便局 340-0056 埼玉県草加市新栄４－８１３－１０
埼玉県 幸手中郵便局 340-0115 埼玉県幸手市中４－１２－３
埼玉県 八代郵便局 340-0142 埼玉県幸手市中野５７８－１
埼玉県 幸手団地内郵便局 340-0154 埼玉県幸手市栄３－７
埼玉県 幸手郵便局 340-0199 埼玉県幸手市東２－２４－８
埼玉県 東鷲宮駅前郵便局 340-0203 埼玉県久喜市桜田３－１－６
埼玉県 鷲宮上内郵便局 340-0211 埼玉県久喜市上内４７８
埼玉県 鷲宮郵便局 340-0217 埼玉県久喜市鷲宮４－１－６
埼玉県 八潮八條郵便局 340-0801 埼玉県八潮市八條幸之宮２７２８
埼玉県 八潮柳之宮郵便局 340-0808 埼玉県八潮市緑町５－１３－８
埼玉県 八潮木曽根郵便局 340-0813 埼玉県八潮市木曽根９０４－１
埼玉県 八潮中馬場郵便局 340-0815 埼玉県八潮市八潮８－２－１３
埼玉県 八潮中央二郵便局 340-0816 埼玉県八潮市中央２－５－２
埼玉県 八潮古新田郵便局 340-0822 埼玉県八潮市大瀬１５０７－２
埼玉県 八潮駅前郵便局 340-0822 埼玉県八潮市大瀬６－１－６
埼玉県 草加郵便局 340-8799 埼玉県草加市栄町３－８－１
埼玉県 みさと団地内郵便局 341-0003 埼玉県三郷市彦成３－７－３－１０１
埼玉県 三郷丹後郵便局 341-0018 埼玉県三郷市早稲田６－１－１４
埼玉県 三郷さつき郵便局 341-0021 埼玉県三郷市さつき平２－１－２－１０２
埼玉県 三郷一郵便局 341-0024 埼玉県三郷市三郷１－１１－１８



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
埼玉県 三郷高州郵便局 341-0037 埼玉県三郷市高州１－１０６－４
埼玉県 三郷戸ヶ崎郵便局 341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎２１７２
埼玉県 三郷天王橋通郵便局 341-0044 埼玉県三郷市戸ヶ崎３－４９－２
埼玉県 三郷彦成郵便局 341-0055 埼玉県三郷市上口１－６４
埼玉県 三郷郵便局 341-8799 埼玉県三郷市中央５－２－１
埼玉県 吉川駅前郵便局 342-0036 埼玉県吉川市高富１－４－２
埼玉県 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
埼玉県 吉川平沼郵便局 342-0050 埼玉県吉川市栄町１４１５－４
埼玉県 吉川団地前郵便局 342-0055 埼玉県吉川市吉川１－２１－２５
埼玉県 吉川郵便局 342-8799 埼玉県吉川市保１－３２－１
埼玉県 越谷平方郵便局 343-0002 埼玉県越谷市平方１６１４
埼玉県 越谷宮前郵便局 343-0014 埼玉県越谷市宮前１－６－１０
埼玉県 東越谷郵便局 343-0023 埼玉県越谷市東越谷６－２８－５
埼玉県 越谷郵便局 343-0025 埼玉県越谷市大沢４－６－１５
埼玉県 北越谷駅東口郵便局 343-0025 埼玉県越谷市大沢３－１２－２８
埼玉県 北越谷駅前郵便局 343-0026 埼玉県越谷市北越谷２－２４－２１
埼玉県 越谷大房郵便局 343-0027 埼玉県越谷市大房９４１－７
埼玉県 越谷大里郵便局 343-0031 埼玉県越谷市大里２５５－２
埼玉県 越谷袋山郵便局 343-0032 埼玉県越谷市袋山２５１－２
埼玉県 越谷千間台西郵便局 343-0041 埼玉県越谷市千間台西３－４－１４
埼玉県 越谷千間台東郵便局 343-0042 埼玉県越谷市千間台東２－２２－５
埼玉県 越谷弥栄郵便局 343-0046 埼玉県越谷市弥栄町２－５１４－７
埼玉県 金杉郵便局 343-0102 埼玉県北葛飾郡松伏町築比地１６９２－２
埼玉県 松伏郵便局 343-0112 埼玉県北葛飾郡松伏町松葉１－５－４
埼玉県 越谷赤山郵便局 343-0807 埼玉県越谷市赤山町１－１７８－１
埼玉県 越谷柳田郵便局 343-0815 埼玉県越谷市元柳田町９－２９
埼玉県 越谷瓦曽根郵便局 343-0821 埼玉県越谷市瓦曽根１－３－２４
埼玉県 越谷相模町郵便局 343-0823 埼玉県越谷市相模町２－１８８－１
埼玉県 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
埼玉県 蒲生郵便局 343-0838 埼玉県越谷市蒲生１－５－４０
埼玉県 越谷蒲生三郵便局 343-0838 埼玉県越谷市蒲生３－７－３８
埼玉県 越谷大間野郵便局 343-0844 埼玉県越谷市大間野町２－５２
埼玉県 南越谷郵便局 343-0845 埼玉県越谷市南越谷４－５－２
埼玉県 越谷登戸郵便局 343-0846 埼玉県越谷市登戸町２７－２４
埼玉県 春日部牛島郵便局 344-0004 埼玉県春日部市牛島１５４４－４
埼玉県 春日部小渕郵便局 344-0007 埼玉県春日部市小渕５９５－１
埼玉県 春日部藤塚郵便局 344-0016 埼玉県春日部市本田町１－１９７
埼玉県 武里郵便局 344-0022 埼玉県春日部市大畑２６６－１
埼玉県 春日部武里団地内郵便局 344-0023 埼玉県春日部市大枝８９
埼玉県 春日部一ノ割郵便局 344-0031 埼玉県春日部市一ノ割１－１２－２
埼玉県 春日部大沼郵便局 344-0038 埼玉県春日部市大沼３－１２－２
埼玉県 春日部豊春郵便局 344-0046 埼玉県春日部市上蛭田４９４－１
埼玉県 春日部浜川戸郵便局 344-0054 埼玉県春日部市浜川戸２－２－４
埼玉県 春日部栄町郵便局 344-0058 埼玉県春日部市栄町１－４３６－１
埼玉県 春日部仲町郵便局 344-0061 埼玉県春日部市粕壁１－４－３７
埼玉県 春日部緑町郵便局 344-0063 埼玉県春日部市緑町４－２－５
埼玉県 春日部豊町郵便局 344-0066 埼玉県春日部市豊町２－３－４
埼玉県 宝珠花郵便局 344-0102 埼玉県春日部市西宝珠花１３０
埼玉県 庄和西金野井郵便局 344-0112 埼玉県春日部市西金野井３２４－９２
埼玉県 庄和米島郵便局 344-0115 埼玉県春日部市米島１１３３－５１
埼玉県 庄和郵便局 344-0199 埼玉県春日部市金崎８５１－１
埼玉県 春日部郵便局 344-8799 埼玉県春日部市中央１－５２－７
埼玉県 杉戸清地郵便局 345-0025 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地２－６－２１
埼玉県 杉戸高野台郵便局 345-0045 埼玉県北葛飾郡杉戸町高野台西１－１－２
埼玉県 宮代姫宮郵便局 345-0804 埼玉県南埼玉郡宮代町川端１－９－１９
埼玉県 宮代郵便局 345-0821 埼玉県南埼玉郡宮代町中央３－８－２６
埼玉県 宮代和戸郵便局 345-0836 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸２－２－７
埼玉県 杉戸郵便局 345-8799 埼玉県北葛飾郡杉戸町内田１－６－１３
埼玉県 久喜本町郵便局 346-0005 埼玉県久喜市本町１－２－４８
埼玉県 久喜青葉団地内郵便局 346-0013 埼玉県久喜市青葉１－１－２－１０５
埼玉県 久喜東町郵便局 346-0016 埼玉県久喜市久喜東５－３１－８
埼玉県 江面郵便局 346-0027 埼玉県久喜市除堀９５９－１
埼玉県 菖蒲郵便局 346-0106 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲５０１３－５１
埼玉県 久喜郵便局 346-8799 埼玉県久喜市本町３－１７－１
埼玉県 大越郵便局 347-0001 埼玉県加須市大越２４８１－１
埼玉県 加須樋遣川郵便局 347-0008 埼玉県加須市中樋遣川１７４９－１
埼玉県 花崎駅前郵便局 347-0016 埼玉県加須市花崎北１－１０－２
埼玉県 水深郵便局 347-0027 埼玉県加須市大室２１２－２
埼玉県 志多見郵便局 347-0042 埼玉県加須市志多見１６３７－１
埼玉県 不動岡郵便局 347-0054 埼玉県加須市不動岡２－６－４１
埼玉県 加須久下郵便局 347-0063 埼玉県加須市久下４－９－９
埼玉県 加須東栄郵便局 347-0064 埼玉県加須市東栄２－１４－５
埼玉県 騎西郵便局 347-0104 埼玉県加須市根古屋６３７－２



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
埼玉県 加須郵便局 347-8799 埼玉県加須市上三俣２３０９
埼玉県 羽生三田ヶ谷郵便局 348-0004 埼玉県羽生市弥勒１５４７－４
埼玉県 村君郵便局 348-0006 埼玉県羽生市下村君２２７４－ロ
埼玉県 羽生新郷郵便局 348-0041 埼玉県羽生市上新郷１９２８－４
埼玉県 羽生東町郵便局 348-0052 埼玉県羽生市東２－６－１
埼玉県 羽生手子林郵便局 348-0071 埼玉県羽生市南羽生１－２８－８
埼玉県 羽生郵便局 348-8799 埼玉県羽生市南１－３－２
埼玉県 蓮田黒浜郵便局 349-0101 埼玉県蓮田市黒浜４７４８－２８
埼玉県 蓮田駅東口郵便局 349-0111 埼玉県蓮田市東６－３－２４
埼玉県 蓮田閏戸郵便局 349-0133 埼玉県蓮田市閏戸４００５
埼玉県 蓮田西新宿郵便局 349-0141 埼玉県蓮田市西新宿２－７１－６
埼玉県 蓮田椿山郵便局 349-0144 埼玉県蓮田市椿山４－１－１２
埼玉県 蓮田郵便局 349-0199 埼玉県蓮田市見沼町９－２１
埼玉県 大山郵便局 349-0201 埼玉県白岡市柴山１１６１－１
埼玉県 新白岡駅前郵便局 349-0212 埼玉県白岡市新白岡５－１－１
埼玉県 白岡郵便局 349-0215 埼玉県白岡市千駄野９４１－１
埼玉県 西白岡郵便局 349-0218 埼玉県白岡市白岡１０５０－２
埼玉県 白岡岡泉郵便局 349-0226 埼玉県白岡市岡泉１２６２
埼玉県 南栗橋郵便局 349-1117 埼玉県久喜市南栗橋５－５－１１
埼玉県 元和郵便局 349-1134 埼玉県加須市北下新井９４７
埼玉県 豊野郵便局 349-1141 埼玉県加須市松永新田４４５－１４
埼玉県 大利根細間郵便局 349-1156 埼玉県加須市細間４３８－２
埼玉県 栗橋郵便局 349-1199 埼玉県久喜市栗橋東２－４－６
埼玉県 北川辺郵便局 349-1201 埼玉県加須市柳生２８２３－１
埼玉県 川越古谷郵便局 350-0001 埼玉県川越市古谷上７９９－１
埼玉県 川越グリーンパーク郵便局 350-0001 埼玉県川越市古谷上６０８３－４
埼玉県 川越今泉郵便局 350-0015 埼玉県川越市今泉１５２－１
埼玉県 川越六軒町郵便局 350-0041 埼玉県川越市六軒町１－４－１５
埼玉県 川越新富町郵便局 350-0043 埼玉県川越市新富町１－１３－１２
埼玉県 川越脇田郵便局 350-0046 埼玉県川越市菅原町２４－２
埼玉県 川越松江町郵便局 350-0056 埼玉県川越市松江町１－１２－１７
埼玉県 川越元町郵便局 350-0062 埼玉県川越市元町２－２－３
埼玉県 川島三保谷郵便局 350-0132 埼玉県比企郡川島町紫竹１３１
埼玉県 川島郵便局 350-0199 埼玉県比企郡川島町中山２１６８
埼玉県 東坂戸団地内郵便局 350-0205 埼玉県坂戸市東坂戸２－１０
埼玉県 坂戸石井郵便局 350-0212 埼玉県坂戸市石井１９２７－３
埼玉県 坂戸若葉駅前郵便局 350-0214 埼玉県坂戸市千代田３－２１
埼玉県 坂戸仲町郵便局 350-0227 埼玉県坂戸市仲町１２－１
埼玉県 坂戸駅前郵便局 350-0234 埼玉県坂戸市緑町３－５
埼玉県 坂戸森戸郵便局 350-0244 埼玉県坂戸市森戸４９２－８
埼玉県 西坂戸三郵便局 350-0247 埼玉県坂戸市西坂戸３－５－１
埼玉県 北坂戸団地内郵便局 350-0274 埼玉県坂戸市溝端町１－５－１０２
埼玉県 坂戸郵便局 350-0299 埼玉県坂戸市千代田２－５－１５
埼玉県 鳩山鳩ヶ丘郵便局 350-0314 埼玉県比企郡鳩山町楓ケ丘２－１－１
埼玉県 鳩山郵便局 350-0399 埼玉県比企郡鳩山町赤沼２６０２－６
埼玉県 越生高取郵便局 350-0416 埼玉県入間郡越生町越生９０８－１３
埼玉県 毛呂山郵便局 350-0451 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷２０６－４
埼玉県 毛呂山長瀬郵便局 350-0463 埼玉県入間郡毛呂山町前久保南４－１３－３
埼玉県 越生郵便局 350-0499 埼玉県入間郡越生町上野６３３－４
埼玉県 川越月吉郵便局 350-0825 埼玉県川越市月吉町３０－１３
埼玉県 川越宮元郵便局 350-0838 埼玉県川越市宮元町１５－７
埼玉県 的場郵便局 350-1101 埼玉県川越市的場１２６６－２
埼玉県 名細郵便局 350-1101 埼玉県川越市的場２８４３－２８
埼玉県 川越伊勢原郵便局 350-1108 埼玉県川越市伊勢原町４－１－５
埼玉県 川越霞ヶ関北郵便局 350-1109 埼玉県川越市霞ケ関北２－１－１５
埼玉県 川越寿町郵便局 350-1116 埼玉県川越市寿町１－２４２１－２
埼玉県 川越新宿郵便局 350-1124 埼玉県川越市新宿町３－６－４
埼玉県 川越駅西口郵便局 350-1124 埼玉県川越市新宿町１－１７－１
埼玉県 川越旭町郵便局 350-1126 埼玉県川越市旭町３－６－７
埼玉県 川越砂郵便局 350-1133 埼玉県川越市砂９６６－７
埼玉県 高階郵便局 350-1137 埼玉県川越市砂新田１３６－１
埼玉県 川越清水郵便局 350-1145 埼玉県川越市清水町１３－１７
埼玉県 川越今福郵便局 350-1151 埼玉県川越市今福２６４５－８
埼玉県 川越南大塚駅前郵便局 350-1165 埼玉県川越市南台２－１－１９
埼玉県 川越笠幡郵便局 350-1174 埼玉県川越市かすみ野２－９－８
埼玉県 川越川鶴郵便局 350-1176 埼玉県川越市川鶴２－１１－２
埼玉県 川越大東郵便局 350-1179 埼玉県川越市かし野台１－１３－７
埼玉県 川越西郵便局 350-1199 埼玉県川越市小室２２－１
埼玉県 日高高萩郵便局 350-1213 埼玉県日高市高萩６９１－８
埼玉県 日高下高萩郵便局 350-1215 埼玉県日高市高萩東２－２５－１４
埼玉県 日高下鹿山郵便局 350-1233 埼玉県日高市下鹿山５２７－４
埼玉県 高麗郵便局 350-1246 埼玉県日高市梅原４９－２
埼玉県 高麗川郵便局 350-1249 埼玉県日高市高麗川２－１３－１８



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
埼玉県 高麗武蔵台郵便局 350-1255 埼玉県日高市武蔵台１－２６－７
埼玉県 日高郵便局 350-1299 埼玉県日高市鹿山２７６－１
埼玉県 狭山台団地内郵便局 350-1304 埼玉県狭山市狭山台３－２５
埼玉県 狭山旭郵便局 350-1305 埼玉県狭山市入間川２－１４－３
埼玉県 狭山入間川三郵便局 350-1305 埼玉県狭山市入間川３－２１－１０
埼玉県 狭山北入曽郵便局 350-1315 埼玉県狭山市北入曽３６５－６
埼玉県 狭山入曾郵便局 350-1317 埼玉県狭山市水野４６４－２
埼玉県 狭山水野郵便局 350-1317 埼玉県狭山市水野１２３４－２
埼玉県 狭山上広瀬郵便局 350-1320 埼玉県狭山市広瀬東１－１６－２４
埼玉県 狭山鵜ノ木郵便局 350-1323 埼玉県狭山市鵜ノ木１４－２３
埼玉県 水富郵便局 350-1325 埼玉県狭山市根岸２－１５－２２
埼玉県 新狭山二郵便局 350-1331 埼玉県狭山市新狭山２－６－４９
埼玉県 新狭山駅前郵便局 350-1331 埼玉県狭山市新狭山３－１０－２
埼玉県 狭山柏原郵便局 350-1335 埼玉県狭山市柏原３１１６－２６２
埼玉県 狭山郵便局 350-1399 埼玉県狭山市富士見１－１５－３２
埼玉県 鶴ヶ島駅前郵便局 350-2203 埼玉県鶴ヶ島市上広谷１３－７
埼玉県 鶴ヶ島鶴ヶ丘郵便局 350-2204 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘３８－２９
埼玉県 鶴ヶ島郵便局 350-2213 埼玉県鶴ヶ島市脚折１８３５－４
埼玉県 鶴ヶ島下新田郵便局 350-2222 埼玉県鶴ヶ島市下新田５４－３
埼玉県 川越郵便局 350-8799 埼玉県川越市三久保町１３－１
埼玉県 朝霞根岸郵便局 351-0005 埼玉県朝霞市根岸台３－１４－２
埼玉県 朝霞本町郵便局 351-0011 埼玉県朝霞市本町２－２５－２２
埼玉県 膝折郵便局 351-0014 埼玉県朝霞市膝折町２－３－４４
埼玉県 朝霞溝沼郵便局 351-0023 埼玉県朝霞市溝沼４８２－５
埼玉県 朝霞三原郵便局 351-0025 埼玉県朝霞市三原３－１０－２
埼玉県 朝霞宮戸郵便局 351-0031 埼玉県朝霞市宮戸２－１－７１
埼玉県 和光白子郵便局 351-0101 埼玉県和光市白子２－１５－６０
埼玉県 和光白子南郵便局 351-0101 埼玉県和光市白子１－１７－３７
埼玉県 司法研修所内郵便局 351-0104 埼玉県和光市南２－３－８
埼玉県 西大和郵便局 351-0105 埼玉県和光市西大和団地１－６－２
埼玉県 和光新倉郵便局 351-0115 埼玉県和光市新倉３－６－２０
埼玉県 和光郵便局 351-0199 埼玉県和光市本町１２－３２
埼玉県 朝霞郵便局 351-8799 埼玉県朝霞市本町２－１－３２
埼玉県 志木駅前郵便局 352-0001 埼玉県新座市東北２－３４－１５
埼玉県 新座大和田郵便局 352-0004 埼玉県新座市大和田４－７－１３
埼玉県 新座団地内郵便局 352-0006 埼玉県新座市新座３－１－２
埼玉県 新座野火止郵便局 352-0011 埼玉県新座市野火止４－８－３７
埼玉県 新座栄郵便局 352-0014 埼玉県新座市栄５－１－１５
埼玉県 新座馬場郵便局 352-0016 埼玉県新座市馬場２－２－４１
埼玉県 新座片山郵便局 352-0024 埼玉県新座市道場１－９－２０
埼玉県 新座石神郵便局 352-0033 埼玉県新座市石神４－４－２２
埼玉県 新座栗原郵便局 352-0035 埼玉県新座市栗原６－３－８
埼玉県 新座郵便局 352-8799 埼玉県新座市野火止８－１－５
埼玉県 志木宗岡郵便局 353-0002 埼玉県志木市中宗岡４－１－５
埼玉県 志木上町郵便局 353-0004 埼玉県志木市本町３－１－６
埼玉県 柳瀬川駅前郵便局 353-0006 埼玉県志木市館２－６－１１
埼玉県 志木館郵便局 353-0006 埼玉県志木市館１－５－３
埼玉県 志木郵便局 353-8799 埼玉県志木市本町５－２０－９
埼玉県 富士見南畑郵便局 354-0002 埼玉県富士見市上南畑３３０－１
埼玉県 富士見東台郵便局 354-0011 埼玉県富士見市水子４４６３－１
埼玉県 富士見水谷東郵便局 354-0013 埼玉県富士見市水谷東２－１２－１８
埼玉県 富士見みずほ台郵便局 354-0018 埼玉県富士見市西みずほ台１－１２－１
埼玉県 富士見鶴瀬東郵便局 354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東２－１５－１４
埼玉県 富士見鶴瀬西郵便局 354-0026 埼玉県富士見市鶴瀬西２－２３－２９
埼玉県 富士見勝瀬郵便局 354-0031 埼玉県富士見市勝瀬７２８－１
埼玉県 富士見羽沢郵便局 354-0033 埼玉県富士見市羽沢１－３１－３
埼玉県 三芳みよし台郵便局 354-0042 埼玉県入間郡三芳町みよし台６－２３
埼玉県 三芳北永井郵便局 354-0044 埼玉県入間郡三芳町北永井３７６－４
埼玉県 三芳郵便局 354-8799 埼玉県入間郡三芳町藤久保３２０
埼玉県 東松山平野郵便局 355-0004 埼玉県東松山市沢口町３０－６
埼玉県 東松山松葉町郵便局 355-0017 埼玉県東松山市松葉町１－１３－５
埼玉県 東松山箭弓郵便局 355-0028 埼玉県東松山市箭弓町２－４－１０
埼玉県 東松山柏崎郵便局 355-0034 埼玉県東松山市柏崎５７４－４
埼玉県 高坂郵便局 355-0047 埼玉県東松山市高坂９７８－５
埼玉県 東松山白山台郵便局 355-0051 埼玉県東松山市白山台１６－２
埼玉県 東松山石橋郵便局 355-0072 埼玉県東松山市石橋１５４８－５
埼玉県 唐子郵便局 355-0076 埼玉県東松山市下唐子１１８３－９
埼玉県 北吉見郵便局 355-0104 埼玉県比企郡吉見町地頭方４５１
埼玉県 東吉見郵便局 355-0131 埼玉県比企郡吉見町荒子６７９－１７
埼玉県 西吉見郵便局 355-0155 埼玉県比企郡吉見町北吉見２５１５－６
埼玉県 吉見郵便局 355-0199 埼玉県比企郡吉見町久保田１６２６－８
埼玉県 嵐山志賀郵便局 355-0214 埼玉県比企郡嵐山町志賀１－８８
埼玉県 嵐山郵便局 355-0299 埼玉県比企郡嵐山町菅谷７－１
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埼玉県 八和田郵便局 355-0303 埼玉県比企郡小川町奈良梨８７－１
埼玉県 小川みどりが丘郵便局 355-0315 埼玉県比企郡小川町みどりが丘２－１０－５
埼玉県 東小川郵便局 355-0322 埼玉県比企郡小川町東小川３－１１－５
埼玉県 小川腰越郵便局 355-0327 埼玉県比企郡小川町腰越５５－１
埼玉県 東武竹沢駅前郵便局 355-0331 埼玉県比企郡小川町靭負６０５－１
埼玉県 玉川郵便局 355-0342 埼玉県比企郡ときがわ町玉川２４５４
埼玉県 都幾川郵便局 355-0364 埼玉県比企郡ときがわ町西平７１９－３
埼玉県 槻川郵便局 355-0372 埼玉県秩父郡東秩父村坂本１３０２－４
埼玉県 東秩父郵便局 355-0374 埼玉県秩父郡東秩父村安戸１５７
埼玉県 小川郵便局 355-0399 埼玉県比企郡小川町青山８６２－１
埼玉県 滑川福田郵便局 355-0803 埼玉県比企郡滑川町福田６００－５
埼玉県 滑川羽尾郵便局 355-0811 埼玉県比企郡滑川町羽尾３５６３－３
埼玉県 東松山郵便局 355-8799 埼玉県東松山市本町２－１０－２７
埼玉県 上福岡北口郵便局 356-0004 埼玉県ふじみ野市上福岡１－１４－１
埼玉県 上福岡駅前郵便局 356-0006 埼玉県ふじみ野市霞ケ丘１－２－１２
埼玉県 上福岡松山郵便局 356-0027 埼玉県ふじみ野市松山１－３－１３
埼玉県 上福岡駒林郵便局 356-0029 埼玉県ふじみ野市駒西１－６－２
埼玉県 上福岡武蔵野郵便局 356-0037 埼玉県ふじみ野市福岡武蔵野１０－１２
埼玉県 大井緑ヶ丘郵便局 356-0043 埼玉県ふじみ野市緑ケ丘１－１０－１３
埼玉県 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
埼玉県 大井東台郵便局 356-0053 埼玉県ふじみ野市大井６００－３
埼玉県 大井亀久保郵便局 356-0058 埼玉県ふじみ野市大井中央１－１－８
埼玉県 上福岡郵便局 356-8799 埼玉県ふじみ野市福岡２－１－６
埼玉県 飯能双柳郵便局 357-0021 埼玉県飯能市双柳３７３－５９
埼玉県 飯能岩沢郵便局 357-0023 埼玉県飯能市岩沢１０１３－３
埼玉県 飯能八幡郵便局 357-0033 埼玉県飯能市八幡町６－７
埼玉県 飯能駅南口郵便局 357-0036 埼玉県飯能市南町９－２３
埼玉県 飯能下畑郵便局 357-0052 埼玉県飯能市下畑２０９－１
埼玉県 名栗郵便局 357-0112 埼玉県飯能市下名栗３４２
埼玉県 原市場郵便局 357-0199 埼玉県飯能市原市場６３３－３
埼玉県 東吾野郵便局 357-0204 埼玉県飯能市虎秀５４２
埼玉県 吾野郵便局 357-0299 埼玉県飯能市坂石町分２６７－８
埼玉県 飯能郵便局 357-8799 埼玉県飯能市柳町１６－２３
埼玉県 入間黒須郵便局 358-0007 埼玉県入間市黒須２－２－１
埼玉県 西武入間ぺぺ内郵便局 358-0008 埼玉県入間市河原町２－１
埼玉県 入間下藤沢郵便局 358-0011 埼玉県入間市下藤沢１－４－３
埼玉県 入間上藤沢郵便局 358-0013 埼玉県入間市上藤沢３９１－８
埼玉県 宮寺郵便局 358-0014 埼玉県入間市宮寺５２５
埼玉県 入間扇町屋郵便局 358-0022 埼玉県入間市扇町屋４－２－２３
埼玉県 入間郵便局 358-0023 埼玉県入間市扇台２－１－２０
埼玉県 入間新久郵便局 358-0031 埼玉県入間市新久６４１－１８
埼玉県 金子郵便局 358-0045 埼玉県入間市寺竹８０５
埼玉県 入間仏子郵便局 358-0053 埼玉県入間市仏子９１２－７
埼玉県 西武郵便局 358-0054 埼玉県入間市野田６２１－３
埼玉県 所沢下富郵便局 359-0001 埼玉県所沢市下富６９０－１
埼玉県 所沢中富郵便局 359-0003 埼玉県所沢市中富南２－１４－８
埼玉県 東所沢郵便局 359-0021 埼玉県所沢市東所沢５－５－１３
埼玉県 所沢上安松郵便局 359-0025 埼玉県所沢市上安松９７６－６
埼玉県 所沢東新井郵便局 359-0034 埼玉県所沢市東新井町７３８－１
埼玉県 所沢駅東口郵便局 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台３－１－８
埼玉県 所沢中新井郵便局 359-0041 埼玉県所沢市中新井４－２７－７
埼玉県 所沢美原郵便局 359-0045 埼玉県所沢市美原町２－２９３７
埼玉県 新所沢郵便局 359-1111 埼玉県所沢市緑町１－６－１１
埼玉県 所沢緑町郵便局 359-1111 埼玉県所沢市緑町４－１６－１８
埼玉県 所沢けやき台郵便局 359-1118 埼玉県所沢市けやき台１－７－８
埼玉県 所沢元町郵便局 359-1121 埼玉県所沢市元町２８－１７
埼玉県 所沢日吉郵便局 359-1123 埼玉県所沢市日吉町９－３
埼玉県 所沢駅西口郵便局 359-1124 埼玉県所沢市東住吉１１－１
埼玉県 所沢久米郵便局 359-1131 埼玉県所沢市久米１４０５－２
埼玉県 所沢小手指郵便局 359-1141 埼玉県所沢市小手指町１－１０－１１
埼玉県 小手指駅前郵便局 359-1141 埼玉県所沢市小手指町３－２０
埼玉県 西所沢一郵便局 359-1144 埼玉県所沢市西所沢１－９－２３
埼玉県 所沢山口郵便局 359-1145 埼玉県所沢市山口１５３３－５
埼玉県 所沢北野郵便局 359-1146 埼玉県所沢市小手指南２－２２－１
埼玉県 所沢椿峰郵便局 359-1146 埼玉県所沢市小手指南３－３１－３
埼玉県 所沢若狭郵便局 359-1151 埼玉県所沢市若狭４－２４８７
埼玉県 所沢三ヶ島郵便局 359-1164 埼玉県所沢市三ケ島５－５０３－１
埼玉県 所沢西郵便局 359-1199 埼玉県所沢市若狭２－２５９４－１
埼玉県 所沢郵便局 359-8799 埼玉県所沢市並木１－３
埼玉県 熊谷上之郵便局 360-0012 埼玉県熊谷市上之５００－６
埼玉県 熊谷箱田郵便局 360-0014 埼玉県熊谷市箱田２－２０－３
埼玉県 熊谷肥塚郵便局 360-0015 埼玉県熊谷市肥塚４８１－１１
埼玉県 熊谷佐谷田郵便局 360-0023 埼玉県熊谷市佐谷田６９２－１
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埼玉県 熊谷筑波町郵便局 360-0032 埼玉県熊谷市銀座１－１０５
埼玉県 熊谷万平郵便局 360-0034 埼玉県熊谷市万平町１－３７
埼玉県 熊谷鎌倉町郵便局 360-0046 埼玉県熊谷市鎌倉町１４３
埼玉県 小原郵便局 360-0103 埼玉県熊谷市小江川２２０４
埼玉県 吉岡郵便局 360-0161 埼玉県熊谷市万吉２２９９－１
埼玉県 妻沼卯月花郵便局 360-0201 埼玉県熊谷市妻沼３５３－７
埼玉県 妻沼郵便局 360-0204 埼玉県熊谷市妻沼中央３－３
埼玉県 妻沼長井郵便局 360-0212 埼玉県熊谷市江波２９４
埼玉県 妻沼太田郵便局 360-0237 埼玉県熊谷市永井太田２４４－８
埼玉県 熊谷奈良郵便局 360-0802 埼玉県熊谷市下奈良５５４
埼玉県 熊谷石原郵便局 360-0815 埼玉県熊谷市本石２－１－３
埼玉県 熊谷広瀬郵便局 360-0816 埼玉県熊谷市石原１３９９－４
埼玉県 熊谷見晴郵便局 360-0824 埼玉県熊谷市見晴町２
埼玉県 熊谷久保島郵便局 360-0831 埼玉県熊谷市久保島９８５－３
埼玉県 籠原駅前郵便局 360-0841 埼玉県熊谷市新堀８８２－１
埼玉県 三ヶ尻郵便局 360-0843 埼玉県熊谷市三ケ尻１５７８－１
埼玉県 熊谷美土里郵便局 360-0845 埼玉県熊谷市美土里町３－１０
埼玉県 熊谷郵便局 360-8799 埼玉県熊谷市本町２－７
埼玉県 行田北河原郵便局 361-0001 埼玉県行田市北河原６６７
埼玉県 行田須加郵便局 361-0004 埼玉県行田市須加４５４５－３
埼玉県 荒木郵便局 361-0011 埼玉県行田市荒木１０６９－１
埼玉県 行田真名板郵便局 361-0013 埼玉県行田市真名板２０４０－３
埼玉県 行田若小玉郵便局 361-0017 埼玉県行田市若小玉２２７３－３
埼玉県 行田桜町郵便局 361-0022 埼玉県行田市桜町２－２５－１５
埼玉県 行田埼玉郵便局 361-0025 埼玉県行田市埼玉４９６２－１
埼玉県 行田佐間郵便局 361-0032 埼玉県行田市佐間１－９－１１
埼玉県 行田棚田町郵便局 361-0041 埼玉県行田市棚田町２－２－２１
埼玉県 行田駅前郵便局 361-0046 埼玉県行田市壱里山町１３－２
埼玉県 行田本丸郵便局 361-0052 埼玉県行田市本丸１２－４８
埼玉県 行田谷郷郵便局 361-0062 埼玉県行田市谷郷１－１３－２７
埼玉県 行田郵便局 361-8799 埼玉県行田市行田１８－２３
埼玉県 川里広田郵便局 365-0003 埼玉県鴻巣市北根１６２９－２
埼玉県 笠原郵便局 365-0023 埼玉県鴻巣市笠原１４８９－１
埼玉県 鴻巣人形町郵便局 365-0037 埼玉県鴻巣市人形４－５－３２
埼玉県 鴻巣本町郵便局 365-0038 埼玉県鴻巣市本町４－３－６
埼玉県 鴻巣大間郵便局 365-0054 埼玉県鴻巣市大間１－２－６
埼玉県 箕田郵便局 365-0062 埼玉県鴻巣市箕田３４３－２
埼玉県 北鴻巣駅前郵便局 365-0064 埼玉県鴻巣市赤見台１－６－３
埼玉県 鴻巣神明郵便局 365-0074 埼玉県鴻巣市神明３－５－４２
埼玉県 鴻巣郵便局 365-8799 埼玉県鴻巣市東４－１－５
埼玉県 中瀬郵便局 366-0001 埼玉県深谷市中瀬８３５－２
埼玉県 深谷新井郵便局 366-0016 埼玉県深谷市新井３２３－１
埼玉県 深谷新戒郵便局 366-0019 埼玉県深谷市新戒４１０－１
埼玉県 深谷稲荷町郵便局 366-0026 埼玉県深谷市稲荷町２－３－４９
埼玉県 幡羅郵便局 366-0042 埼玉県深谷市東方町１－１－７
埼玉県 深谷上柴郵便局 366-0052 埼玉県深谷市上柴町西４－２－２
埼玉県 深谷上野台郵便局 366-0801 埼玉県深谷市上野台２３９３－８
埼玉県 深谷人見郵便局 366-0811 埼玉県深谷市人見９８８－４
埼玉県 埼玉グランドホテル深谷内郵便局 366-0824 埼玉県深谷市西島町１－１－１３
埼玉県 深谷相生郵便局 366-0825 埼玉県深谷市深谷町１１－３０
埼玉県 深谷大寄郵便局 366-0837 埼玉県深谷市起会１２９－１
埼玉県 深谷郵便局 366-8799 埼玉県深谷市深谷町３－６０
埼玉県 藤田郵便局 367-0015 埼玉県本庄市牧西４５２－５
埼玉県 本庄早稲田駅前郵便局 367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜２－１－７５
埼玉県 本庄東富田郵便局 367-0043 埼玉県本庄市緑３－１－６
埼玉県 ビバモール本庄郵便局 367-0053 埼玉県本庄市中央２－４－６０
埼玉県 本庄小島郵便局 367-0061 埼玉県本庄市小島１－１２－１５
埼玉県 美里東児玉郵便局 367-0103 埼玉県児玉郡美里町阿那志２６６－５
埼玉県 美里郵便局 367-0113 埼玉県児玉郡美里町甘粕１－２
埼玉県 青柳郵便局 367-0233 埼玉県児玉郡神川町二ノ宮７１－５
埼玉県 丹荘郵便局 367-0246 埼玉県児玉郡神川町関口１３８－７
埼玉県 太駄郵便局 367-0254 埼玉県本庄市児玉町太駄９１６－１
埼玉県 児玉郵便局 367-0299 埼玉県本庄市児玉町児玉３３０－７
埼玉県 渡瀬郵便局 367-0301 埼玉県児玉郡神川町渡瀬６３３－２１
埼玉県 本庄郵便局 367-8799 埼玉県本庄市本庄１－２－２
埼玉県 秩父高篠郵便局 368-0004 埼玉県秩父市山田１８４８－１
埼玉県 秩父大野原郵便局 368-0005 埼玉県秩父市大野原９１８－３
埼玉県 秩父中宮地郵便局 368-0022 埼玉県秩父市中宮地町２０－１２
埼玉県 秩父野坂郵便局 368-0033 埼玉県秩父市野坂町２－１６－５２
埼玉県 秩父上町郵便局 368-0035 埼玉県秩父市上町２－１３－３
埼玉県 秩父宮ノ側郵便局 368-0046 埼玉県秩父市宮側町２３－５
埼玉県 秩父中村郵便局 368-0051 埼玉県秩父市中村町４－８－２０
埼玉県 秩父尾田蒔郵便局 368-0056 埼玉県秩父市寺尾１９４５－５
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埼玉県 秩父大田郵便局 368-0065 埼玉県秩父市太田１９３３
埼玉県 芦ヶ久保郵便局 368-0071 埼玉県秩父郡横瀬町芦ケ久保６０３－１
埼玉県 横瀬郵便局 368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町横瀬１９５４－２
埼玉県 長若郵便局 368-0103 埼玉県秩父郡小鹿野町般若８８８－５
埼玉県 三田川郵便局 368-0111 埼玉県秩父郡小鹿野町飯田２７０１－１
埼玉県 小鹿野郵便局 368-0199 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野２８０７－２
埼玉県 両神郵便局 368-0201 埼玉県秩父郡小鹿野町両神薄２７１４－５
埼玉県 秩父郵便局 368-8799 埼玉県秩父市上宮地町３－１６
埼玉県 大里冑山郵便局 369-0104 埼玉県熊谷市胄山１７６－１
埼玉県 吹上本町郵便局 369-0115 埼玉県鴻巣市吹上本町５－２－９
埼玉県 吹上富士見郵便局 369-0121 埼玉県鴻巣市吹上富士見３－８－５
埼玉県 吹上郵便局 369-0199 埼玉県鴻巣市筑波１－９－１
埼玉県 岡部郵便局 369-0201 埼玉県深谷市岡３８３５
埼玉県 岡部東郵便局 369-0211 埼玉県深谷市岡部７８２－１
埼玉県 岡部針ヶ谷郵便局 369-0213 埼玉県深谷市針ケ谷３９１－７
埼玉県 上里三町郵便局 369-0314 埼玉県児玉郡上里町三町８５７
埼玉県 上里郵便局 369-0399 埼玉県児玉郡上里町神保原町２６２－９
埼玉県 本畠郵便局 369-1105 埼玉県深谷市本田４２７５
埼玉県 川本郵便局 369-1199 埼玉県深谷市田中５８６－１
埼玉県 寄居用土郵便局 369-1201 埼玉県大里郡寄居町用土１４１６－８
埼玉県 寄居桜沢郵便局 369-1202 埼玉県大里郡寄居町桜沢６１８－２
埼玉県 寄居末野郵便局 369-1205 埼玉県大里郡寄居町末野１５７５－６
埼玉県 男衾郵便局 369-1215 埼玉県大里郡寄居町牟礼１４８９
埼玉県 鉢形郵便局 369-1222 埼玉県大里郡寄居町露梨子８－３
埼玉県 花園郵便局 369-1246 埼玉県深谷市小前田１０６０－１
埼玉県 寄居郵便局 369-1299 埼玉県大里郡寄居町寄居３８９－１
埼玉県 長瀞駅前郵便局 369-1305 埼玉県秩父郡長瀞町長瀞５４６－１
埼玉県 長瀞郵便局 369-1399 埼玉県秩父郡長瀞町本野上２９８－１
埼玉県 三沢郵便局 369-1411 埼玉県秩父郡皆野町三沢１７５４
埼玉県 皆野郵便局 369-1499 埼玉県秩父郡皆野町皆野１６２３
埼玉県 上吉田郵便局 369-1505 埼玉県秩父市上吉田４３２７
埼玉県 吉田郵便局 369-1599 埼玉県秩父市下吉田６３９５－１
埼玉県 国神郵便局 369-1622 埼玉県秩父郡皆野町国神６５６－１２
埼玉県 日野沢郵便局 369-1625 埼玉県秩父郡皆野町下日野沢５０４
埼玉県 上田野郵便局 369-1802 埼玉県秩父市荒川上田野１４５４－９
埼玉県 影森郵便局 369-1871 埼玉県秩父市下影森１０６９－１
埼玉県 大滝郵便局 369-1901 埼玉県秩父市大滝９５９－６
埼玉県 荒川郵便局 369-1999 埼玉県秩父市荒川白久１７８９－１
群馬県 高崎中尾郵便局 370-0001 群馬県高崎市中尾町４９９－２
群馬県 高崎井野郵便局 370-0004 群馬県高崎市井野町１１１２
群馬県 高崎問屋町郵便局 370-0006 群馬県高崎市問屋町２－１０－１
群馬県 高崎京目郵便局 370-0011 群馬県高崎市京目町５２９－１
群馬県 高崎大沢郵便局 370-0012 群馬県高崎市大沢町２０７－１
群馬県 滝川郵便局 370-0027 群馬県高崎市上滝町６６７
群馬県 高崎上大類郵便局 370-0031 群馬県高崎市上大類町１１５９－１
群馬県 高崎下大類郵便局 370-0034 群馬県高崎市下大類町７５０－５
群馬県 大類郵便局 370-0036 群馬県高崎市南大類町５７９－４
群馬県 高崎貝沢郵便局 370-0042 群馬県高崎市貝沢町９４５－１８
群馬県 高崎岩押郵便局 370-0044 群馬県高崎市岩押町１９－３
群馬県 高崎江木郵便局 370-0046 群馬県高崎市江木町１１８－９
群馬県 高崎江木北郵便局 370-0046 群馬県高崎市江木町１４９６－３
群馬県 高崎末広町郵便局 370-0065 群馬県高崎市末広町５２
群馬県 高崎飯塚郵便局 370-0069 群馬県高崎市飯塚町２２２－２
群馬県 高崎飯玉郵便局 370-0069 群馬県高崎市飯塚町１７１９－１
群馬県 高崎中川郵便局 370-0071 群馬県高崎市小八木町７７５－７
群馬県 高崎下小鳥郵便局 370-0074 群馬県高崎市下小鳥町６２－１０
群馬県 高崎筑縄町郵便局 370-0075 群馬県高崎市筑縄町５－１０
群馬県 高崎下小塙郵便局 370-0076 群馬県高崎市下小塙町１４４６－８
群馬県 高崎浜川郵便局 370-0081 群馬県高崎市浜川町１２９－６
群馬県 高崎沖郵便局 370-0086 群馬県高崎市沖町６６３－１
群馬県 境下淵名郵便局 370-0103 群馬県伊勢崎市境下渕名２６７６－５
群馬県 境伊与久郵便局 370-0105 群馬県伊勢崎市境伊与久５９４－７
群馬県 境町駅前郵便局 370-0116 群馬県伊勢崎市境百々東２－１４
群馬県 境東町郵便局 370-0124 群馬県伊勢崎市境２６１－１
群馬県 境郵便局 370-0199 群馬県伊勢崎市境下武士３６０－２
群馬県 生品郵便局 370-0314 群馬県太田市新田市野井町７－１
群馬県 綿打郵便局 370-0346 群馬県太田市新田上田中町７９２－１
群馬県 木崎郵便局 370-0399 群馬県太田市新田木崎町１３１８－１６
群馬県 世良田郵便局 370-0426 群馬県太田市世良田町１３６９－３
群馬県 尾島郵便局 370-0499 群馬県太田市尾島町２６５－５
群馬県 赤岩郵便局 370-0503 群馬県邑楽郡千代田町赤岩１７０６－４
群馬県 西小泉郵便局 370-0517 群馬県邑楽郡大泉町西小泉２－１４－５
群馬県 大泉吉田郵便局 370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田１７７２－１１
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群馬県 大泉坂田郵便局 370-0532 群馬県邑楽郡大泉町坂田２９０－１
群馬県 大泉郵便局 370-0599 群馬県邑楽郡大泉町中央３－２－１７
群馬県 中野郵便局 370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町中野４６３２－４
群馬県 邑楽藤川郵便局 370-0605 群馬県邑楽郡邑楽町藤川１２９
群馬県 長柄郵便局 370-0615 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚１２８７－１
群馬県 江黒郵便局 370-0702 群馬県邑楽郡明和町上江黒６３７
群馬県 川俣郵便局 370-0716 群馬県邑楽郡明和町川俣２１６－１
群馬県 富永郵便局 370-0725 群馬県邑楽郡千代田町上中森９０６－１
群馬県 高崎並榎郵便局 370-0802 群馬県高崎市並榎町１８４－１５
群馬県 高崎住吉郵便局 370-0804 群馬県高崎市住吉町２－１
群馬県 高崎高松郵便局 370-0829 群馬県高崎市高松町２
群馬県 高崎駅前通郵便局 370-0831 群馬県高崎市あら町３－８
群馬県 高崎新後閑郵便局 370-0845 群馬県高崎市新後閑町１－６
群馬県 高崎鶴見町郵便局 370-0848 群馬県高崎市鶴見町１３－２
群馬県 高崎上中居郵便局 370-0851 群馬県高崎市上中居町２８１－２
群馬県 高崎中居郵便局 370-0852 群馬県高崎市中居町３－２９－１３
群馬県 高崎八千代町郵便局 370-0861 群馬県高崎市八千代町３－６－１９
群馬県 高崎石原郵便局 370-0863 群馬県高崎市聖石町１３－１０
群馬県 高崎石原南郵便局 370-0864 群馬県高崎市石原町３１８８－９
群馬県 高崎豊岡郵便局 370-0874 群馬県高崎市中豊岡町乙２０
群馬県 高崎八幡郵便局 370-0883 群馬県高崎市剣崎町２０１－３３
群馬県 高崎八幡西郵便局 370-0884 群馬県高崎市八幡町１１７９－１３
群馬県 芝根郵便局 370-1115 群馬県佐波郡玉村町五料１０５４－２
群馬県 玉村郵便局 370-1199 群馬県佐波郡玉村町下新田５０７－２
群馬県 倉賀野郵便局 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町１０６７－９
群馬県 高崎粕沢橋郵便局 370-1201 群馬県高崎市倉賀野町７－６
群馬県 高崎矢中郵便局 370-1203 群馬県高崎市矢中町１０６２－２
群馬県 岩鼻郵便局 370-1207 群馬県高崎市綿貫町７３９－４
群馬県 高崎山名郵便局 370-1213 群馬県高崎市山名町５７３－４
群馬県 新町堂場郵便局 370-1301 群馬県高崎市新町２０４２－７
群馬県 新町郵便局 370-1399 群馬県高崎市新町２７９９－１
群馬県 鬼石郵便局 370-1401 群馬県藤岡市鬼石１０９－３
群馬県 三波川郵便局 370-1405 群馬県藤岡市三波川２５７６－９
群馬県 鬼石浄法寺郵便局 370-1406 群馬県藤岡市浄法寺８４５－１
群馬県 万場郵便局 370-1599 群馬県多野郡神流町万場９５－２
群馬県 魚尾郵便局 370-1601 群馬県多野郡神流町魚尾７２３－３
群馬県 新羽郵便局 370-1611 群馬県多野郡上野村新羽３６０
群馬県 楢原郵便局 370-1617 群馬県多野郡上野村楢原３２３－８
群馬県 中里郵便局 370-1699 群馬県多野郡神流町平原３２８－１
群馬県 吉井郵便局 370-2107 群馬県高崎市吉井町池８１－２
群馬県 吉井通町郵便局 370-2132 群馬県高崎市吉井町吉井９
群馬県 甘楽秋畑郵便局 370-2204 群馬県甘楽郡甘楽町秋畑１５１５－１
群馬県 福島郵便局 370-2212 群馬県甘楽郡甘楽町福島１０９１
群馬県 新屋郵便局 370-2216 群馬県甘楽郡甘楽町金井５３７－１
群馬県 小幡郵便局 370-2299 群馬県甘楽郡甘楽町小幡７２７－３
群馬県 小野郵便局 370-2305 群馬県富岡市白岩６００－３
群馬県 富岡小沢郵便局 370-2316 群馬県富岡市富岡１５８１－５
群馬県 富岡額部郵便局 370-2324 群馬県富岡市南後箇１１７８－１
群馬県 富岡七日市郵便局 370-2343 群馬県富岡市七日市８６８－１
群馬県 富岡郵便局 370-2399 群馬県富岡市富岡１０２２
群馬県 丹生郵便局 370-2461 群馬県富岡市上丹生１－１
群馬県 南蛇井郵便局 370-2464 群馬県富岡市南蛇井２９８－４
群馬県 一ノ宮郵便局 370-2499 群馬県富岡市一ノ宮１５３－１
群馬県 本宿郵便局 370-2625 群馬県甘楽郡下仁田町本宿３７２２－４
群馬県 下仁田郵便局 370-2699 群馬県甘楽郡下仁田町下仁田４０２－１
群馬県 砥沢郵便局 370-2813 群馬県甘楽郡南牧村砥沢６８３－５
群馬県 磐戸郵便局 370-2899 群馬県甘楽郡南牧村磐戸１７－１
群馬県 箕輪郵便局 370-3105 群馬県高崎市箕郷町西明屋４２７－４
群馬県 榛名高浜郵便局 370-3333 群馬県高崎市高浜町９２３
群馬県 里見郵便局 370-3345 群馬県高崎市上里見町３４－１
群馬県 榛名上室田郵便局 370-3346 群馬県高崎市上室田町５６２９－３
群馬県 室田郵便局 370-3399 群馬県高崎市下室田町８８１－１
群馬県 権田郵便局 370-3401 群馬県高崎市倉渕町権田２２５－１０
群馬県 倉渕郵便局 370-3499 群馬県高崎市倉渕町三ノ倉５２４－３
群馬県 桃井郵便局 370-3502 群馬県北群馬郡榛東村山子田８８９－３
群馬県 相馬郵便局 370-3504 群馬県北群馬郡榛東村広馬場１５７４－７
群馬県 群馬棟高郵便局 370-3521 群馬県高崎市棟高町９５４－６
群馬県 群馬中泉郵便局 370-3524 群馬県高崎市中泉町６０１－１１
群馬県 群馬郵便局 370-3599 群馬県高崎市金古町２０９３
群馬県 吉岡郵便局 370-3608 群馬県北群馬郡吉岡町下野田６９８－３
群馬県 高崎郵便局 370-8799 群馬県高崎市高松町５－６
群馬県 前橋江木郵便局 371-0002 群馬県前橋市江木町１２００－３
群馬県 前橋上泉郵便局 371-0007 群馬県前橋市上泉町１９０
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群馬県 前橋西片貝三郵便局 371-0013 群馬県前橋市西片貝町３－３４１－４
群馬県 前橋朝日郵便局 371-0014 群馬県前橋市朝日町４－１９－１０
群馬県 前橋日吉郵便局 371-0017 群馬県前橋市日吉町４－４４－９
群馬県 前橋三俣郵便局 371-0018 群馬県前橋市三俣町１－１２－２
群馬県 前橋住吉郵便局 371-0021 群馬県前橋市住吉町１－１３－２３
群馬県 前橋本町郵便局 371-0023 群馬県前橋市本町２－１０－５
群馬県 前橋本町一郵便局 371-0023 群馬県前橋市本町１－４－５
群馬県 前橋本町三郵便局 371-0023 群馬県前橋市本町３－５－９
群馬県 前橋表町郵便局 371-0024 群馬県前橋市表町１－２３－５
群馬県 前橋紅雲町郵便局 371-0025 群馬県前橋市紅雲町２－２４－３
群馬県 群馬県庁内郵便局 371-0026 群馬県前橋市大手町１－１－１
群馬県 前橋平和郵便局 371-0027 群馬県前橋市平和町２－１８－１５
群馬県 群馬大学前郵便局 371-0034 群馬県前橋市昭和町３－２３－９
群馬県 前橋岩神郵便局 371-0035 群馬県前橋市岩神町２－２１－９
群馬県 前橋川原郵便局 371-0046 群馬県前橋市川原町１－１－１
群馬県 前橋関根郵便局 371-0047 群馬県前橋市関根町２－２１－４
群馬県 前橋田口郵便局 371-0048 群馬県前橋市田口町４１６－３
群馬県 前橋青柳郵便局 371-0056 群馬県前橋市青柳町３６０－２
群馬県 前橋高花台郵便局 371-0123 群馬県前橋市高花台１－３－１
群馬県 富士見郵便局 371-0199 群馬県前橋市富士見町小暮２３３－１
群馬県 粕川郵便局 371-0217 群馬県前橋市粕川町西田面２１１－８
群馬県 宮城郵便局 371-0244 群馬県前橋市鼻毛石町１４２６－５
群馬県 大胡郵便局 371-0299 群馬県前橋市堀越町１１９４－１
群馬県 前橋六供郵便局 371-0804 群馬県前橋市六供町１－１０－５
群馬県 前橋南町郵便局 371-0805 群馬県前橋市南町３－７５－１
群馬県 前橋文京郵便局 371-0811 群馬県前橋市朝倉町１－３１－２
群馬県 前橋広瀬郵便局 371-0812 群馬県前橋市広瀬町２－２４
群馬県 前橋佐鳥郵便局 371-0816 群馬県前橋市上佐鳥町８１１－４
群馬県 前橋上新田郵便局 371-0821 群馬県前橋市上新田町２３８
群馬県 前橋青葉郵便局 371-0826 群馬県前橋市青葉町２０－５
群馬県 前橋江田郵便局 371-0836 群馬県前橋市江田町６４０
群馬県 前橋石倉郵便局 371-0841 群馬県前橋市石倉町１－６－３
群馬県 前橋元総社郵便局 371-0846 群馬県前橋市元総社町３７１８－１
群馬県 前橋大友郵便局 371-0847 群馬県前橋市大友町２－２１－５
群馬県 前橋総社北郵便局 371-0851 群馬県前橋市総社町植野７３７－５
群馬県 総社郵便局 371-0852 群馬県前橋市総社町総社１２２９－２
群馬県 前橋中央郵便局 371-8799 群馬県前橋市城東町１－６－５
群馬県 伊勢崎太田郵便局 372-0006 群馬県伊勢崎市太田町８９３
群馬県 伊勢崎三和郵便局 372-0011 群馬県伊勢崎市三和町２１９５－３
群馬県 伊勢崎豊城郵便局 372-0012 群馬県伊勢崎市豊城町１９６２－１
群馬県 伊勢崎東本町郵便局 372-0025 群馬県伊勢崎市東本町３７７－７
群馬県 茂呂郵便局 372-0034 群馬県伊勢崎市茂呂町１－３４１３－１
群馬県 伊勢崎中央町郵便局 372-0042 群馬県伊勢崎市中央町２９－２
群馬県 伊勢崎上泉郵便局 372-0045 群馬県伊勢崎市上泉町２４９－３
群馬県 伊勢崎寿町郵便局 372-0052 群馬県伊勢崎市寿町１５０－２
群馬県 伊勢崎宮郷郵便局 372-0802 群馬県伊勢崎市田中島町１４２０－３
群馬県 伊勢崎田中郵便局 372-0814 群馬県伊勢崎市田中町６７４－３
群馬県 伊勢崎山王郵便局 372-0831 群馬県伊勢崎市山王町６４－１
群馬県 伊勢崎富塚郵便局 372-0833 群馬県伊勢崎市富塚町２４３１
群馬県 伊勢崎名和郵便局 372-0834 群馬県伊勢崎市堀口町１１２－４
群馬県 伊勢崎豊受郵便局 372-0842 群馬県伊勢崎市馬見塚町１８０３
群馬県 伊勢崎郵便局 372-8799 群馬県伊勢崎市曲輪町３６－２
群馬県 強戸郵便局 373-0007 群馬県太田市石橋町８４２
群馬県 毛里田郵便局 373-0016 群馬県太田市矢田堀町２６６－３
群馬県 太田東本町郵便局 373-0026 群馬県太田市東本町４４－３６
群馬県 太田西本町郵便局 373-0033 群馬県太田市西本町６－１２
群馬県 宝泉郵便局 373-0035 群馬県太田市藤久良町８０－１
群馬県 太田宝郵便局 373-0042 群馬県太田市宝町５３８－１
群馬県 太田鳥山郵便局 373-0063 群馬県太田市鳥山下町８７７－１０
群馬県 韮川郵便局 373-0801 群馬県太田市台之郷町１０６７－１
群馬県 太田竜舞郵便局 373-0806 群馬県太田市龍舞町２０８０－７
群馬県 高林郵便局 373-0825 群馬県太田市高林東町１７８４
群馬県 太田福沢郵便局 373-0831 群馬県太田市福沢町３０４－３
群馬県 太田飯田郵便局 373-0851 群馬県太田市飯田町７９４－２
群馬県 太田浜町郵便局 373-0853 群馬県太田市浜町１９－１４
群馬県 太田郵便局 373-8799 群馬県太田市飯田町９４８
群馬県 大島郵便局 374-0001 群馬県館林市大島町４０３６－３
群馬県 館林赤羽郵便局 374-0011 群馬県館林市羽附町１５３２－１
群馬県 館林尾曳郵便局 374-0019 群馬県館林市尾曳町５－９
群馬県 館林本町郵便局 374-0024 群馬県館林市本町３－２－２３
群馬県 茂林寺駅前郵便局 374-0033 群馬県館林市堀工町１６２４－８
群馬県 館林成島郵便局 374-0054 群馬県館林市大谷町１０３０－９
群馬県 館林大街道郵便局 374-0066 群馬県館林市大街道３－４－３
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群馬県 館林多々良郵便局 374-0076 群馬県館林市日向町１０２６
群馬県 西谷田郵便局 374-0101 群馬県邑楽郡板倉町除川３８４－１
群馬県 大箇野郵便局 374-0122 群馬県邑楽郡板倉町大高嶋１７１４－１
群馬県 板倉郵便局 374-0132 群馬県邑楽郡板倉町板倉１３１３
群馬県 館林郵便局 374-8799 群馬県館林市本町１－５－１
群馬県 藤岡森郵便局 375-0004 群馬県藤岡市森５２９
群馬県 藤岡緑町郵便局 375-0024 群馬県藤岡市藤岡２０８
群馬県 藤岡芦田町郵便局 375-0024 群馬県藤岡市藤岡２４３２－１
群馬県 美九里郵便局 375-0032 群馬県藤岡市神田１０３９－１
群馬県 金井郵便局 375-0045 群馬県藤岡市金井２１３
群馬県 日野郵便局 375-0046 群馬県藤岡市下日野２２６７－５
群馬県 藤岡動堂郵便局 375-0051 群馬県藤岡市本動堂５０７－１４
群馬県 藤岡白石郵便局 375-0055 群馬県藤岡市白石２３７３－２
群馬県 藤岡郵便局 375-8799 群馬県藤岡市藤岡５０－３
群馬県 桐生菱町郵便局 376-0001 群馬県桐生市菱町２－１８４３－１２
群馬県 桐生境野町郵便局 376-0002 群馬県桐生市境野町２－６１２
群馬県 桐生琴平町郵便局 376-0003 群馬県桐生市琴平町７－３３
群馬県 桐生浜松町郵便局 376-0007 群馬県桐生市浜松町１－１２－１１
群馬県 桐生相生郵便局 376-0011 群馬県桐生市相生町２－８５３－３
群馬県 桐生相生五郵便局 376-0011 群馬県桐生市相生町５－４３６－３
群馬県 新桐生駅前郵便局 376-0013 群馬県桐生市広沢町１－２９２７－３
群馬県 桐生広沢町郵便局 376-0013 群馬県桐生市広沢町５－１６０４－１
群馬県 桐生錦町郵便局 376-0023 群馬県桐生市錦町２－５－２３
群馬県 桐生本町二郵便局 376-0031 群馬県桐生市本町２－１－８
群馬県 桐生仲町郵便局 376-0035 群馬県桐生市仲町２－１０－３３
群馬県 桐生川内郵便局 376-0041 群馬県桐生市川内町５－１１８４－１
群馬県 桐生宮前町郵便局 376-0046 群馬県桐生市宮前町１－５－１９
群馬県 桐生天神町郵便局 376-0052 群馬県桐生市天神町３－７－３
群馬県 桐生宮本町郵便局 376-0056 群馬県桐生市宮本町１－１２－２０
群馬県 大間々南郵便局 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々４６７－４
群馬県 新里郵便局 376-0124 群馬県桐生市新里町小林１２５－１
群馬県 水沼郵便局 376-0141 群馬県桐生市黒保根町水沼１４３－４
群馬県 大間々郵便局 376-0199 群馬県みどり市大間々町大間々１４７７
群馬県 花輪郵便局 376-0307 群馬県みどり市東町花輪２４４
群馬県 梅田郵便局 376-0601 群馬県桐生市梅田町２－１７５－７
群馬県 桐生郵便局 376-8799 群馬県桐生市巴町２－１１１３
群馬県 渋川八木原郵便局 377-0003 群馬県渋川市八木原９５４－１
群馬県 渋川石原郵便局 377-0007 群馬県渋川市石原７４７－６
群馬県 渋川川原町郵便局 377-0008 群馬県渋川市渋川２２９０－３
群馬県 渋川川島郵便局 377-0025 群馬県渋川市川島１５６６－７
群馬県 渋川金井郵便局 377-0027 群馬県渋川市金井１２４４－１
群馬県 真壁郵便局 377-0062 群馬県渋川市北橘町真壁９６８
群馬県 八崎郵便局 377-0064 群馬県渋川市北橘町八崎１０２８－１
群馬県 伊香保郵便局 377-0199 群馬県渋川市伊香保町伊香保３３６－１３
群馬県 鯉沢郵便局 377-0203 群馬県渋川市吹屋９２－４
群馬県 子持郵便局 377-0299 群馬県渋川市北牧１２１０
群馬県 小野上郵便局 377-0311 群馬県渋川市村上３７８３－９
群馬県 箱島郵便局 377-0399 群馬県吾妻郡東吾妻町箱島甲７９５
群馬県 中之条名久田郵便局 377-0417 群馬県吾妻郡中之条町赤坂２０７－１
群馬県 中之条郵便局 377-0499 群馬県吾妻郡中之条町中之条町２０７５－３
群馬県 沢渡郵便局 377-0599 群馬県吾妻郡中之条町上沢渡２３２８
群馬県 四万郵便局 377-0601 群馬県吾妻郡中之条町四万３８３１－１
群馬県 高山郵便局 377-0799 群馬県吾妻郡高山村中山１０３－４
群馬県 岩下郵便局 377-0815 群馬県吾妻郡東吾妻町岩下１８５７－６
群馬県 原町郵便局 377-0899 群馬県吾妻郡東吾妻町原町４１０
群馬県 大戸郵便局 377-0999 群馬県吾妻郡東吾妻町大戸２１１－３
群馬県 長野原郵便局 377-1399 群馬県吾妻郡長野原町長野原１８４
群馬県 北軽井沢郵便局 377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢１９２４－１００６
群馬県 応桑郵便局 377-1499 群馬県吾妻郡長野原町応桑８
群馬県 三原郵便局 377-1599 群馬県吾妻郡嬬恋村三原４０１
群馬県 田代郵便局 377-1614 群馬県吾妻郡嬬恋村田代甲４９２
群馬県 大笹郵便局 377-1699 群馬県吾妻郡嬬恋村大笹３９６－４
群馬県 入山郵便局 377-1701 群馬県吾妻郡中之条町入山１５３０
群馬県 六合郵便局 377-1704 群馬県吾妻郡中之条町小雨６７１－１
群馬県 草津栗生郵便局 377-1711 群馬県吾妻郡草津町草津乙６５０
群馬県 草津郵便局 377-1799 群馬県吾妻郡草津町草津２１－２
群馬県 渋川郵便局 377-8799 群馬県渋川市渋川１９０２－２８
群馬県 沼田上久屋郵便局 378-0003 群馬県沼田市上久屋町２１６７－３
群馬県 沼田駅前郵便局 378-0031 群馬県沼田市薄根町３１６１－１
群馬県 沼田原新町郵便局 378-0054 群馬県沼田市西原新町７９
群馬県 薄根郵便局 378-0063 群馬県沼田市下沼田町４４５－１
群馬県 池田郵便局 378-0073 群馬県沼田市発知新田町３７
群馬県 川場温泉郵便局 378-0101 群馬県利根郡川場村谷地２０５７－３



■関東エリア「夏のお肌を応援！うれしいWチャンスキャンペーン」チラシ配布局
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
群馬県 高平郵便局 378-0121 群馬県沼田市白沢町高平１４５
群馬県 川場郵便局 378-0199 群馬県利根郡川場村生品１１２３
群馬県 南郷郵便局 378-0313 群馬県沼田市利根町日影南郷１７４
群馬県 追貝郵便局 378-0399 群馬県沼田市利根町高戸谷５３９
群馬県 尾瀬花の谷郵便局 378-0415 群馬県利根郡片品村鎌田３９９４
群馬県 片品郵便局 378-0499 群馬県利根郡片品村須賀川１１３
群馬県 沼田郵便局 378-8799 群馬県沼田市西倉内町８１９
群馬県 秋間郵便局 379-0102 群馬県安中市東上秋間１５１３－２
群馬県 安中後閑郵便局 379-0107 群馬県安中市中後閑６９５－５
群馬県 板鼻郵便局 379-0111 群馬県安中市板鼻２－６－８
群馬県 安中岩井郵便局 379-0112 群馬県安中市岩井五反田２４７１－１
群馬県 安中上野尻郵便局 379-0116 群馬県安中市安中１－１９－２
群馬県 安中東横野郵便局 379-0124 群馬県安中市鷺宮２３５７－８
群馬県 磯部郵便局 379-0127 群馬県安中市磯部１－１４－１６
群馬県 安中原市郵便局 379-0133 群馬県安中市原市１－１４－２３
群馬県 安中郵便局 379-0199 群馬県安中市安中３－２４－７
群馬県 妙義郵便局 379-0209 群馬県富岡市妙義町諸戸１４０－４
群馬県 細野郵便局 379-0216 群馬県安中市松井田町新井３７７－１
群馬県 松井田下町郵便局 379-0222 群馬県安中市松井田町松井田６９５
群馬県 松井田郵便局 379-0299 群馬県安中市松井田町新堀１３７４
群馬県 横川郵便局 379-0301 群馬県安中市松井田町横川４０４－８
群馬県 赤城三原田郵便局 379-1125 群馬県渋川市赤城町上三原田８３４－１
群馬県 赤城郵便局 379-1199 群馬県渋川市赤城町敷島６０８－１
群馬県 糸之瀬郵便局 379-1203 群馬県利根郡昭和村糸井木下４５４－２
群馬県 久呂保郵便局 379-1299 群馬県利根郡昭和村森下３５－３
群馬県 上牧郵便局 379-1303 群馬県利根郡みなかみ町上牧１８０８－２
群馬県 真庭郵便局 379-1308 群馬県利根郡みなかみ町真庭１０９－１
群馬県 月夜野郵便局 379-1399 群馬県利根郡みなかみ町月夜野２７０－１
群馬県 猿ケ京郵便局 379-1403 群馬県利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉１０５４－１
群馬県 布施郵便局 379-1499 群馬県利根郡みなかみ町布施１０９－１
群馬県 水上郵便局 379-1699 群馬県利根郡みなかみ町湯原７０４
群馬県 水上藤原郵便局 379-1721 群馬県利根郡みなかみ町藤原２２７９－１
群馬県 湯檜曽郵便局 379-1799 群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽芳沢１３－４
群馬県 前橋二之宮郵便局 379-2117 群馬県前橋市二之宮町５１１－４
群馬県 前橋駒形郵便局 379-2122 群馬県前橋市駒形町５６７－１
群馬県 前橋鶴光路郵便局 379-2141 群馬県前橋市鶴光路町６２－４
群馬県 前橋天川大島郵便局 379-2154 群馬県前橋市天川大島町１１１１－４
群馬県 前橋小島田郵便局 379-2162 群馬県前橋市小島田町１１－１
群馬県 前橋野中郵便局 379-2166 群馬県前橋市野中町３２２－８
群馬県 前橋東郵便局 379-2199 群馬県前橋市山王町２－４０－１４
群馬県 赤堀郵便局 379-2211 群馬県伊勢崎市市場町１－３５－１
群馬県 東小保方郵便局 379-2234 群馬県伊勢崎市東小保方町３４６５－７
群馬県 国定郵便局 379-2299 群馬県伊勢崎市国定町２－２０１６－５
群馬県 藪塚駅前郵便局 379-2301 群馬県太田市藪塚町１４３４－１
群馬県 笠懸郵便局 379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美１５０２－４
群馬県 笠懸鹿郵便局 379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿３１３２－５
群馬県 藪塚本町郵便局 379-2399 群馬県太田市大原町６１０－１


