
郵便局名 住所 郵便局名 住所
深川郵便局 東京都江東区東陽４－４－２ 豊橋郵便局 愛知県豊橋市神明町１０６
新宿郵便局 東京都新宿区⻄新宿１－８－８ 豊⽥郵便局 愛知県豊⽥市⼗塚町２－１６－１
⽟川郵便局 東京都世⽥⾕区等々⼒８－２２－１ 刈⾕郵便局 愛知県刈⾕市寿町２－５０５
城東郵便局 東京都江東区⼤島３－１５－２ 千種郵便局 愛知県名古屋市千種区今池４－９－１８
三鷹郵便局 東京都三鷹市野崎１－１－２ ループ⾦⼭郵便局 愛知県名古屋市中区⾦⼭１－１７－１８
板橋北郵便局 東京都板橋区志村３－２４－１６ 名古屋中央郵便局 愛知県名古屋市中村区名駅１－１－１
⼩⾦井郵便局 東京都⼩⾦井市本町５－３８－２０ 津中央郵便局 三重県津市中央１－１
向島郵便局 東京都墨⽥区東向島２－３２－２５ 伊勢郵便局 三重県伊勢市岩渕３－６－１０
⼋王⼦⻄郵便局 東京都⼋王⼦市散⽥町５－２７－７ 松阪郵便局 三重県松阪市南町１７８－１
板橋⻄郵便局 東京都板橋区⾼島平３－１２－１ 近鉄四⽇市駅前郵便局 三重県四⽇市市諏訪栄町６－４
千⿃郵便局 東京都⼤⽥区千⿃２－３４－１０ 静岡中央郵便局 静岡県静岡市葵区⿊⾦町１－９
本郷郵便局 東京都⽂京区本郷６－１－１５ 沼津郵便局 静岡県沼津市寿町１－２５
神⽥郵便局 東京都千代⽥区神⽥淡路町２－１２ 浜松郵便局 静岡県浜松市中区旭町８－１
上野郵便局 東京都台東区下⾕１－５－１２ 富⼠宮郵便局 静岡県富⼠宮市若の宮町４７５
浅草郵便局 東京都台東区⻄浅草１－１－１ 清⽔郵便局 静岡県静岡市清⽔区辻１－９－２７
豊島郵便局 東京都豊島区東池袋３－１８－１ 岐⾩中央郵便局 岐⾩県岐⾩市清住町１－３－２
⾚⽻郵便局 東京都北区⾚⽻南１－１２－１０ ⾼⼭郵便局 岐⾩県⾼⼭市名⽥町５－９５－１
⼤森郵便局 東京都⼤⽥区⼭王３－９－１３ ⾺籠郵便局 岐⾩県中津川市⾺籠４２５９
芝郵便局 東京都港区⻄新橋３－２２－５ ⾦沢中央郵便局 ⽯川県⾦沢市三社町１－１
⽻村郵便局 東京都⽻村市緑ヶ丘５－３－２ ⼩松郵便局 ⽯川県⼩松市園町ハ１２８－１
渋⾕郵便局 東京都渋⾕区渋⾕１－１２－１３ 富⼭南郵便局 富⼭県富⼭市堀川町２５７－２
世⽥⾕郵便局 東京都世⽥⾕区三軒茶屋２－１－１ 福井中央郵便局 福井県福井市⼤⼿３－１－２８
⽴川郵便局 東京都⽴川市曙町２－１４－３６ 福井南郵便局 福井県福井市板垣４－２０１
鶴川郵便局 東京都町⽥市⼤蔵町４４６ ⾼槻駅前郵便局 ⼤阪府⾼槻市紺屋町５－１５
品川郵便局 東京都品川区東⼤井５－２３－３４ 天王寺ＭｉＯ郵便局 ⼤阪府⼤阪市天王寺区悲⽥院町１０－３９
京橋郵便局 東京都中央区築地４－２－２ 天王寺郵便局 ⼤阪府⼤阪市天王寺区上汐５－５－１２
東村⼭郵便局 東京都東村⼭市本町２－１－２ 茨⽊郵便局 ⼤阪府茨⽊市中穂積１－１－４０
板橋郵便局 東京都板橋区板橋２－４２－１ 泉佐野郵便局 ⼤阪府泉佐野市上町２－８－４５
中野郵便局 東京都中野区中野２－２７－１ ⼤阪東郵便局 ⼤阪府⼤阪市中央区備後町１－３－８
武蔵府中郵便局 東京都府中市寿町１－７ 布施郵便局 ⼤阪府東⼤阪市永和２－３－５
⻘梅郵便局 東京都⻘梅市東⻘梅１－１３－２ 枚岡郵便局 ⼤阪府東⼤阪市鷹殿町１９－７
町⽥郵便局 東京都町⽥市旭町３－２－２２ 箕⾯郵便局 ⼤阪府箕⾯市箕⾯６－５－３０
⻄東京郵便局 東京都⻄東京市⽥無町３－２－２ 寝屋川郵便局 ⼤阪府寝屋川市初町４－５
⽇本橋郵便局 東京都中央区⽇本橋１－１８－１ ⼤阪中央郵便局 ⼤阪府⼤阪市北区梅⽥１－３－１
⼩岩郵便局 東京都江⼾川区南⼩岩８－１－１０ ⼤阪⻄郵便局 ⼤阪府⼤阪市⻄区江之⼦島２－１－３
練⾺郵便局 東京都練⾺区豊⽟北６－４－２ ⼋尾郵便局 ⼤阪府⼋尾市陽光園１－５－５
武蔵野郵便局 東京都武蔵野市⻄久保３－１－２６ 富⽥林郵便局 ⼤阪府富⽥林市甲⽥１－３－１６
⽬⿊郵便局 東京都⽬⿊区⽬⿊本町１－１５－１６ 守⼝郵便局 ⼤阪府守⼝市⽇吉町２－５－２
⼋王⼦南郵便局 東京都⼋王⼦市みなみ野１－６－７ 枚⽅郵便局 ⼤阪府枚⽅市⼤垣内町２－１０－５
国⽴郵便局 東京都国⽴市富⼠⾒台２－４３－４ ⼤阪阪急内郵便局 ⼤阪府⼤阪市北区⾓⽥町８－７
多摩郵便局 東京都多摩市鶴牧１－２４－２ ⼤阪南郵便局 ⼤阪府⼤阪市中央区東⼼斎橋１－４－２
⾚坂郵便局 東京都港区⾚坂８－４－１７ 御堂筋本町郵便局 ⼤阪府⼤阪市中央区⽡町４－２－１４
麹町郵便局 東京都千代⽥区九段南４－５－９ 豊中南郵便局 ⼤阪府豊中市穂積２－２－８
杉並郵便局 東京都杉並区成⽥東４－３８－１４ 神⼾中央郵便局 兵庫県神⼾市中央区栄町通６－２－１
荒川郵便局 東京都荒川区荒川３－２－１ 姫路郵便局 兵庫県姫路市総社本町２１０
葛飾郵便局 東京都葛飾区四つ⽊２－２８－１ 加古川郵便局 兵庫県加古川市加古川町北在家２５７８
葛⻄郵便局 東京都江⼾川区中葛⻄１－３－１ 須磨郵便局 兵庫県神⼾市須磨区鷹取町２－１－１
⼤泉郵便局 東京都練⾺区⼤泉学園町４－２０－２３ 神⼾⻄郵便局 兵庫県神⼾市⻄区糀台５－１２－１
光が丘郵便局 東京都練⾺区光が丘２－９－７ 尼崎北郵便局 兵庫県尼崎市南塚⼝町５－８－１
武蔵村⼭郵便局 東京都武蔵村⼭市学園３－２４－１ 右京郵便局 京都府京都市右京区⻄院清⽔町１６
東京中央郵便局 東京都千代⽥区丸の内２－７－２ 左京郵便局 京都府京都市左京区⾼野⽵屋町１－１
横浜港郵便局 神奈川県横浜市中区⽇本⼤通５－３ 京都中央郵便局 京都府京都市下京区東塩⼩路町８４３－１２
横須賀郵便局 神奈川県横須賀市⼩川町８ 中京郵便局 京都府京都市中京区三条通東洞院東⼊る菱屋町３０番地
横浜中央郵便局 神奈川県横浜市⻄区⾼島２－１４－２ 福知⼭郵便局 京都府福知⼭市天⽥北本町⼀区１１２－４
久⾥浜郵便局 神奈川県横須賀市久⾥浜５－１０－１ 京都嵯峨郵便局 京都府京都市右京区嵯峨天⿓寺⿓⾨町１８－７
⼩⽥原郵便局 神奈川県⼩⽥原市栄町１－１３－１３ 京都⾼島屋内郵便局 京都府京都市下京区四条通河原町⻄⼊真町５２
厚⽊郵便局 神奈川県厚⽊市⽥村町２－１８ 奈良中央郵便局 奈良県奈良市⼤宮町５－３－３
藤沢郵便局 神奈川県藤沢市藤沢１１５－２ 和歌⼭中央郵便局 和歌⼭県和歌⼭市⼀番丁４
伊勢原郵便局 神奈川県伊勢原市⽥中４３２ 和歌⼭南郵便局 和歌⼭県和歌⼭市和歌川町５－１６
秦野郵便局 神奈川県秦野市室町２－４４ 呉郵便局 広島県呉市⻄中央２－１－１
緑郵便局 神奈川県横浜市緑区中⼭４－３２－３０ 広島中央郵便局 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
茅ヶ崎郵便局 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１３－２０ 広島中郵便局 広島県広島市中区基町６－３６
川崎中央郵便局 神奈川県川崎市川崎区榎町１－２ 広島東郵便局 広島県広島市南区松原町９－１
⼩⽥原東郵便局 神奈川県⼩⽥原市前川１４－１ ⽶⼦郵便局 ⿃取県⽶⼦市弥⽣町１０
平塚郵便局 神奈川県平塚市追分１－３３ ⿃取中央郵便局 ⿃取県⿃取市東品治町１０１



鶴⾒郵便局 神奈川県横浜市鶴⾒区鶴⾒中央３－２２－１ 松江中央郵便局 島根県松江市東朝⽇町１３８
⼤和郵便局 神奈川県⼤和市深⾒⻄３－１－２９ 岡⼭中央郵便局 岡⼭県岡⼭市北区中⼭下２－１－１
厚⽊北郵便局 神奈川県厚⽊市下荻野９７０ 倉敷郵便局 岡⼭県倉敷市鶴形１－８－１５
海⽼名郵便局 神奈川県海⽼名市中央２－７－５ ⽔島郵便局 岡⼭県倉敷市⽔島北幸町２－１
港北郵便局 神奈川県横浜市港北区菊名６－２０－１８ ⼭⼝中央郵便局 ⼭⼝県⼭⼝市中央１－１－１
相模原郵便局 神奈川県相模原市中央区富⼠⾒１－１－２０ 徳⼭郵便局 ⼭⼝県周南市御幸通１－３
座間郵便局 神奈川県座間市相模が丘１－３６－３４ 松⼭中央郵便局 愛媛県松⼭市三番町３－５－２
横浜⾦沢郵便局 神奈川県横浜市⾦沢区泥⻲２－１０－２ 今治郵便局 愛媛県今治市旭町１－３－４
横浜駅⻄⼝郵便局 神奈川県横浜市⻄区南幸１－１０－１６ 新居浜郵便局 愛媛県新居浜市繁本町３－２
さいたま中央郵便局 埼⽟県さいたま市南区別所７－１－１２ 徳島中央郵便局 徳島県徳島市⼋百屋町１－２
川越郵便局 埼⽟県川越市三久保町１３－１ ⾼松中央郵便局 ⾹川県⾼松市内町１－１５
熊⾕郵便局 埼⽟県熊⾕市本町２－７ ⾼知中央郵便局 ⾼知県⾼知市北本町１－１０－１８
春⽇部郵便局 埼⽟県春⽇部市中央１－５２－７ 那覇中央郵便局 沖縄県那覇市壺川３－３－８
草加郵便局 埼⽟県草加市栄町３－８－１ 牧志郵便局 沖縄県那覇市牧志３－１３－１９
所沢郵便局 埼⽟県所沢市並⽊１－３ 美栄橋郵便局 沖縄県那覇市久茂地１－１－１
鳩ヶ⾕郵便局 埼⽟県川⼝市坂下町１－６－１２ 那覇新都⼼郵便局 沖縄県那覇市おもろまち２－５－３３
桶川郵便局 埼⽟県桶川市若宮１－６－３０ 浦添パルコシティ郵便局 沖縄県浦添市⻄洲３－１－１
三郷郵便局 埼⽟県三郷市中央５－２－１ 熊本中央郵便局 熊本県熊本市中央区新町２－１－１
上尾郵便局 埼⽟県上尾市⾕津１－８７－１ 熊本東郵便局 熊本県熊本市東区錦ケ丘１－１０
川越元町郵便局 埼⽟県川越市元町２－２－３ ⼤分中央郵便局 ⼤分県⼤分市府内町３－４－１８
⼤宮⻄郵便局 埼⽟県さいたま市北区櫛引町２－７１３ 別府郵便局 ⼤分県別府市餅ケ浜町４－２３
川越⻄郵便局 埼⽟県川越市⼩室２２－１ 都城郵便局 宮崎県都城市中町１４－１８
浦和中郵便局 埼⽟県さいたま市浦和区⾼砂２－７－２ 宮崎中央郵便局 宮崎県宮崎市⾼千穂通１－１－３４
朝霞郵便局 埼⽟県朝霞市本町２－１－３２ 北九州中央郵便局 福岡県北九州市⼩倉北区萩崎町２－１
さいたま新都⼼郵便局 埼⽟県さいたま市中央区新都⼼３－１ 福岡中央郵便局 福岡県福岡市中央区天神４－３－１
前橋中央郵便局 群⾺県前橋市城東町１－６－５ 早良郵便局 福岡県福岡市早良区⾼取１－１－１
⾼崎郵便局 群⾺県⾼崎市⾼松町５－６ ⼤牟⽥郵便局 福岡県⼤牟⽥市不知⽕町１－４－７
太⽥郵便局 群⾺県太⽥市飯⽥町９４８ 博多郵便局 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１
印⻄郵便局 千葉県印⻄市中央南２－４ ⼩倉駅前郵便局 福岡県北九州市⼩倉北区京町３－７－１
⽊更津郵便局 千葉県⽊更津市中央２－６－１５ ⻑崎中央郵便局 ⻑崎県⻑崎市恵美須町１－１
⼋千代郵便局 千葉県⼋千代市ゆりのき台１－１－１ 佐賀中央郵便局 佐賀県佐賀市松原２－１－３５
我孫⼦郵便局 千葉県我孫⼦市天王台６－８－１５ ⿅児島中央郵便局 ⿅児島県⿅児島市中央町１－２
習志野郵便局 千葉県習志野市津⽥沼２－５－１ ⿅児島東郵便局 ⿅児島県⿅児島市⼭下町３－３
柏郵便局 千葉県柏市東上町６－２９ 仙台中央郵便局 宮城県仙台市⻘葉区北⽬町１－７
船橋東郵便局 千葉県船橋市習志野台２－５０－１２ 仙台駅内郵便局 宮城県仙台市⻘葉区中央１－１－１
千葉中央郵便局 千葉県千葉市中央区中央港１－１４－１ 仙台南郵便局 宮城県仙台市太⽩区⻑町７－２１－１２
浦安郵便局 千葉県浦安市東野１－６－１ イオンモール名取内郵便局 宮城県名取市杜せきのした５－３－１
⽔⼾中央郵便局 茨城県⽔⼾市三の丸１－４－２９ 福島中央郵便局 福島県福島市森合町１０－３０
ひたちなか郵便局 茨城県ひたちなか市⽯川町２８－１ 会津若松郵便局 福島県会津若松市中央１－２－１７
筑波学園郵便局 茨城県つくば市吾妻１－１３－２ 郡⼭郵便局 福島県郡⼭市朝⽇２－２４－６
宇都宮中央郵便局 栃⽊県宇都宮市中央本町４－１７ 盛岡中央郵便局 岩⼿県盛岡市中央通１－１３－４５
⿊磯郵便局 栃⽊県那須塩原市豊町１０－２５ イオンモール盛岡南内郵便局 岩⼿県盛岡市本宮７－１－１
宇都宮東郵便局 栃⽊県宇都宮市宿郷３－２０－２ ⻘森中央郵便局 ⻘森県⻘森市堤町１－７－２４
甲府中央郵便局 ⼭梨県甲府市太⽥町６－１０ ⼭形中央郵便局 ⼭形県⼭形市⼗⽇町１－７－２４
河⼝湖郵便局 ⼭梨県南都留郡富⼠河⼝湖町船津３４５１ イオンモール三川内郵便局 ⼭形県東⽥川郡三川町⼤字猪⼦字和⽥庫１２８－１
都筑郵便局 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３３－１ 秋⽥中央郵便局 秋⽥県秋⽥市保⼾野鉄砲町５－１
⻑野中央郵便局 ⻑野県⻑野市南県町１０８５－４ 札幌中央郵便局 北海道札幌市東区北六条東１－２－１
松本郵便局 ⻑野県松本市中央２－７－５ ⼩樽郵便局 北海道⼩樽市⾊内１－８－１
⻑野南郵便局 ⻑野県⻑野市川中島町御厨堂野９５４－１ 苫⼩牧郵便局 北海道苫⼩牧市若草町４－２－８
軽井沢郵便局 ⻑野県北佐久郡軽井沢町軽井沢７６７－３ 千歳郵便局新千歳空港内分室 北海道千歳市美々
軽井沢駅前郵便局 ⻑野県北佐久郡軽井沢町軽井沢東１２－１１ ⼩樽堺町郵便局 北海道⼩樽市堺町６－１４
⻑野東郵便局 ⻑野県⻑野市東和⽥７０８－１ 豊平郵便局 北海道札幌市豊平区美園三条６－３－４
新潟中郵便局 新潟県新潟市中央区東堀通７番町１０１８ ⼿稲郵便局 北海道札幌市⼿稲区前⽥七条１１－１－１
⻑岡郵便局 新潟県⻑岡市坂之上町２－６－１ 札幌南郵便局 北海道札幌市南区真駒内泉町１－１－１
新潟中央郵便局 新潟県新潟市中央区東⼤通２－６－２６ 札幌⻄郵便局 北海道札幌市⻄区⼭の⼿五条１－３－１

札幌⼤通郵便局 北海道札幌市中央区⼤通⻄２－９
⼭⿐郵便局 北海道札幌市中央区南⼗六条⻄１５－２－１
札幌⽩⽯郵便局 北海道札幌市⽩⽯区平和通７－南４－１
札幌駅パセオ郵便局 北海道札幌市北区北六条⻄２－１
帯広郵便局 北海道帯広市⻄三条南８－１０
釧路中央郵便局 北海道釧路市幸町１３－２－１
函館中央郵便局 北海道函館市新川町１－６
旭川中央郵便局 北海道旭川市六条通６－２８－１
旭川駅内郵便局 北海道旭川市宮下通８－３－１
北⾒郵便局 北海道北⾒市北六条東１－１－１


