
別添
■販売局一覧

都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 札幌北郵便局 001-8799 北海道札幌市北区新琴似四条2-12-5

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
札幌南郵便局 005-8799 北海道札幌市南区真駒内泉町1-1-1
手稲郵便局 006-8799 北海道札幌市手稲区前田七条11-1-1
函館中央郵便局 040-8799 北海道函館市新川町1-6
函館北郵便局 041-8799 北海道函館市美原2-13-21
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
苫小牧郵便局 053-8799 北海道苫小牧市若草町4-2-8

札幌駅パセオ郵便局 060-0806 北海道札幌市北区北六条西2-1
札幌中央郵便局 060-8799 北海道札幌市東区北六条東1-2-1
豊平郵便局 062-8799 北海道札幌市豊平区美園三条6-3-4
札幌西郵便局 063-8799 北海道札幌市西区山の手五条1-3-1
山鼻郵便局 064-8799 北海道札幌市中央区南十六条西15-2-1
札幌東郵便局 065-8799 北海道札幌市東区北二十五条東16-1-13
岩見沢郵便局 068-8799 北海道岩見沢市九条西2-1-5
旭川中央郵便局 070-8799 北海道旭川市六条通6-28-1
旭川東郵便局 078-8799 北海道旭川市東旭川町共栄98-4
帯広郵便局 080-8799 北海道帯広市西三条南8-10
釧路中央郵便局 085-8799 北海道釧路市幸町13-2-1

青森県 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
弘前郵便局 036-8799 青森県弘前市北瓦ｹ町18-1

岩手県 盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通1-13-45
一関郵便局 021-8799 岩手県一関市大手町6-1

宮城県 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
仙台東郵便局 983-8799 宮城県仙台市宮城野区原町6-2-32
石巻郵便局 986-8799 宮城県石巻市南中里3-15-42

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
湯沢郵便局 012-8799 秋田県湯沢市材木町1-1-36

山形県 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町1-7-24
酒田郵便局 998-8799 山形県酒田市新井田町10-1

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
会津若松郵便局 965-8799 福島県会津若松市中央1-2-17
いわき郵便局 970-8799 福島県いわき市平正月町49-1

茨城県 土浦郵便局 300-8799 茨城県土浦市城北町2-21
水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸1-4-29
ひたちなか郵便局 312-8799 茨城県ひたちなか市石川町28-1
日立郵便局 317-8799 茨城県日立市幸町2-3-28

栃木県 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町4-17
宇都宮東郵便局 321-8799 栃木県宇都宮市宿郷3-20-2
小山郵便局 323-8799 栃木県小山市城東1-13-16
足利郵便局 326-8799 栃木県足利市元学町822-1

群馬県 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
伊勢崎郵便局 372-8799 群馬県伊勢崎市曲輪町36-2
太田郵便局 373-8799 群馬県太田市飯田町948
桐生郵便局 376-8799 群馬県桐生市巴町2-1113

埼玉県 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
大宮西郵便局 331-8799 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-713
川口郵便局 332-8799 埼玉県川口市本町2-2-1
蕨郵便局 335-8799 埼玉県蕨市中央5-8-21

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
与野郵便局 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5-6-8
草加郵便局 340-8799 埼玉県草加市栄町3-8-1
三郷郵便局 341-8799 埼玉県三郷市中央5-2-1
越谷郵便局 343-8799 埼玉県越谷市大沢4-6-15
春日部郵便局 344-8799 埼玉県春日部市中央1-52-7
坂戸郵便局 350-0299 埼玉県坂戸市千代田2-5-15
川越西郵便局 350-1199 埼玉県川越市小室22-1
狭山郵便局 350-1399 埼玉県狭山市富士見1-15-32
朝霞郵便局 351-8799 埼玉県朝霞市本町2-1-32
新座郵便局 352-8799 埼玉県新座市野火止8-1-5
三芳郵便局 354-8799 埼玉県入間郡三芳町藤久保320
所沢郵便局 359-8799 埼玉県所沢市並木1-3
熊谷郵便局 360-8799 埼玉県熊谷市本町2-7
上尾郵便局 362-8799 埼玉県上尾市谷津1-87-1

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
美浜郵便局 261-8799 千葉県千葉市美浜区真砂4-1-1
若葉郵便局 264-8799 千葉県千葉市中央区中央2-9-10
流山郵便局 270-0199 千葉県流山市西初石4-1423-1
我孫子郵便局 270-1199 千葉県我孫子市天王台6-8-15



都道府県 局名 郵便番号 住所
千葉県 松戸郵便局 271-8799 千葉県松戸市松戸1743-8

行徳郵便局 272-0141 千葉県市川市香取2-1-16
市川郵便局 272-8799 千葉県市川市平田2-1-1
船橋郵便局 273-8799 千葉県船橋市南本町7-17
船橋東郵便局 274-8799 千葉県船橋市習志野台2-50-12
習志野郵便局 275-8799 千葉県習志野市津田沼2-5-1
八千代郵便局 276-8799 千葉県八千代市ゆりのき台1-1-1
柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町6-29
野田郵便局 278-8799 千葉県野田市野田617-3
浦安郵便局 279-8799 千葉県浦安市東野1-6-1
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
木更津郵便局 292-8799 千葉県木更津市中央2-6-15

東京都 東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2-7-2
秋葉原ＵＤＸ内郵便局 101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1
ＴＦＴ内郵便局（コミケ分） 135-0063 東京都江東区有明3-6-11

渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1-12-13
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿1-8-8

神奈川県 川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町1-2
中原郵便局 211-8799 神奈川県川崎市中原区小杉町3-436
高津郵便局 213-8799 神奈川県川崎市高津区末長1-40-28
登戸郵便局 214-8799 神奈川県川崎市多摩区登戸1685-1
麻生郵便局 215-8799 神奈川県川崎市麻生区万福寺5-1-1
横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島2-14-2

綱島郵便局 223-8799 神奈川県横浜市港北区綱島台17-13
都筑郵便局 224-8799 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央33-1
青葉郵便局 225-8799 神奈川県横浜市青葉区荏田西1-7-5
鶴見郵便局 230-8799 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-22-1
横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5-3
横浜南郵便局 232-8799 神奈川県横浜市南区井土ｹ谷上町1-1
磯子郵便局 235-8799 神奈川県横浜市磯子区森3-1-15

横浜金沢郵便局 236-8799 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-10-2
横須賀郵便局 238-8799 神奈川県横須賀市小川町8
保土ヶ谷郵便局 240-8799 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町2-8
横浜旭郵便局 241-8799 神奈川県横浜市旭区本村町44-2
大和郵便局 242-8799 神奈川県大和市深見西3-1-29
海老名郵便局 243-0499 神奈川県海老名市中央2-7-5
厚木郵便局 243-8799 神奈川県厚木市田村町2-18
大船郵便局 247-8799 神奈川県鎌倉市大船2-20-23
鎌倉郵便局 248-8799 神奈川県鎌倉市小町1-10-3
小田原郵便局 250-8799 神奈川県小田原市栄町1-13-13
藤沢郵便局 251-8799 神奈川県藤沢市藤沢115-2
橋本郵便局 252-0199 神奈川県相模原市緑区西橋本5-2-1
相模原郵便局 252-0299 神奈川県相模原市中央区富士見1-1-20
藤沢北郵便局 252-0899 神奈川県藤沢市高倉1220
座間郵便局 252-8799 神奈川県座間市相模が丘1-36-34
茅ヶ崎郵便局 253-8799 神奈川県茅ヶ崎市新栄町13-20
平塚郵便局 254-8799 神奈川県平塚市追分1-33
秦野郵便局 257-8799 神奈川県秦野市室町2-44

新潟県 長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町2-6-1
高田郵便局 943-8799 新潟県上越市大手町3-21
新潟西郵便局 950-2099 新潟県新潟市西区寺尾朝日通25-10
新潟中央郵便局 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通2-6-26
新潟中郵便局 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通7番町1018
三条郵便局 955-8799 新潟県三条市旭町2-1-1

富山県 富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り6-6
石川県 金沢駅内郵便局 920-0858 石川県金沢市木ﾉ新保町1-1

金沢中央郵便局 920-8799 石川県金沢市三社町1-1
福井県 福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手3-1-28
山梨県 甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町6-10
長野県 長野中央郵便局 380-8799 長野県長野市南県町1085-4

長野東郵便局 381-8799 長野県長野市東和田708-1
上田郵便局 386-8799 長野県上田市中央西2-2-2
松本郵便局 390-8799 長野県松本市中央2-7-5
飯田郵便局 395-8799 長野県飯田市鈴加町1-7
松本南郵便局 399-8799 長野県松本市平田東2-17-1

岐阜県 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町1-3-2
大垣郵便局 503-8799 岐阜県大垣市郭町4-1
各務原郵便局 504-8799 岐阜県各務原市那加栄町2
高山郵便局 506-8799 岐阜県高山市名田町5-95-1

静岡県 沼津郵便局 410-8799 静岡県沼津市寿町1-25
三島郵便局 411-8799 静岡県三島市南田町4-50
吉原郵便局 417-8799 静岡県富士市国久保2-1-25
富士宮郵便局 418-8799 静岡県富士宮市若の宮町475
静岡中央郵便局 420-8799 静岡県静岡市葵区黒金町1-9
清水郵便局 424-8799 静岡県静岡市清水区辻1-9-27
焼津郵便局 425-8799 静岡県焼津市焼津1-4-1
藤枝郵便局 426-8799 静岡県藤枝市青木3-6-18



都道府県 局名 郵便番号 住所
静岡県 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
愛知県 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
豊川郵便局 442-8799 愛知県豊川市諏訪1-57
岡崎郵便局 444-8799 愛知県岡崎市戸崎町原山4-5
安城郵便局 446-8799 愛知県安城市桜町16-3
刈谷郵便局 448-8799 愛知県刈谷市寿町2-505
名古屋西郵便局 450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町4-5
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
緑郵便局 458-8799 愛知県名古屋市緑区六田2-43

名古屋中日ビル内郵便局 460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-1
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
名古屋北郵便局 462-8799 愛知県名古屋市北区辻本通2-20-1
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
天白郵便局 468-8799 愛知県名古屋市天白区島田5-201
豊田郵便局 471-8799 愛知県豊田市十塚町2-16-1
半田郵便局 475-8799 愛知県半田市東洋町1-5-2
小牧郵便局 485-8799 愛知県小牧市中央1-405
春日井郵便局 486-8799 愛知県春日井市柏井町3-102-1
瀬戸郵便局 489-8799 愛知県瀬戸市共栄通4-14
一宮郵便局 491-8799 愛知県一宮市白旗通3-21

三重県 四日市郵便局 510-8799 三重県四日市市沖の島町4-9
桑名郵便局 511-8799 三重県桑名市中央町3-43
鈴鹿郵便局 513-8799 三重県鈴鹿市西条4-96
津中央郵便局 514-8799 三重県津市中央1-1
松阪郵便局 515-8799 三重県松阪市南町178-1
伊勢郵便局 516-8799 三重県伊勢市岩渕3-6-10

滋賀県 大津瀬田郵便局 520-2153 滋賀県大津市一里山3-34-14
大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜1-4
彦根郵便局 522-8799 滋賀県彦根市中央町3-5
草津郵便局 525-8799 滋賀県草津市西渋川1-3-38

京都府 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
宇治郵便局 611-8799 京都府宇治市宇治蔭山6
伏見郵便局 612-8799 京都府京都市伏見区撞木町1148
右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町16
向日町郵便局 617-8799 京都府向日市上植野町馬立6-1
福知山郵便局 620-8799 京都府福知山市天田北本町一区112-4

大阪府 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
大阪旭郵便局 535-8799 大阪府大阪市旭区大宮1-20-8
大阪城東郵便局 536-8799 大阪府大阪市城東区今福東3-16-23
大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町1-3-8
大阪南郵便局 542-8799 大阪府大阪市中央区東心斎橋1-4-2
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
天王寺郵便局 543-8799 大阪府大阪市天王寺区上汐5-5-12
東住吉郵便局 546-8799 大阪府大阪市東住吉区今川8-8-25
大阪西郵便局 550-8799 大阪府大阪市西区江之子島2-1-3
浪速郵便局 556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中3-10-1
豊中郵便局 560-8799 大阪府豊中市岡上の町4-1-15
豊中南郵便局 561-8799 大阪府豊中市穂積2-2-8
箕面郵便局 562-8799 大阪府箕面市箕面6-5-30
池田郵便局 563-8799 大阪府池田市城南2-1-1
吹田郵便局 564-8799 大阪府吹田市穂波町4-1
吹田千里郵便局 565-8799 大阪府吹田市津雲台7-2-D-101
茨木郵便局 567-8799 大阪府茨木市中穂積1-1-40
高槻郵便局 569-8799 大阪府高槻市中川町1-1
守口郵便局 570-8799 大阪府守口市日吉町2-5-2
門真郵便局 571-8799 大阪府門真市一番町4-8
寝屋川郵便局 572-8799 大阪府寝屋川市初町4-5
枚方北郵便局 573-1199 大阪府枚方市牧野北町5-20
枚方郵便局 573-8799 大阪府枚方市大垣内町2-10-5
大東郵便局 574-8799 大阪府大東市曙町3-20
布施郵便局 577-8799 大阪府東大阪市永和2-3-5
松原郵便局 580-8799 大阪府松原市上田1-1-10
八尾郵便局 581-8799 大阪府八尾市陽光園1-5-5
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
河内長野郵便局 586-8799 大阪府河内長野市喜多町154
泉北郵便局 590-0199 大阪府堺市南区若松台3-1-3
堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町2-16

堺金岡郵便局 591-8799 大阪府堺市北区新金岡町4-1-1
和泉郵便局 594-8799 大阪府和泉市いぶき野5-4-1

大阪府 岸和田郵便局 596-8799 大阪府岸和田市沼町33-33
兵庫県 神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6-2-1

兵庫郵便局 652-8799 兵庫県神戸市兵庫区大開通2-2-19



都道府県 局名 郵便番号 住所
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

灘郵便局 657-8799 兵庫県神戸市灘区大石東町3-2-8
芦屋郵便局 659-8799 兵庫県芦屋市平田北町4-13
尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通2-11-1
尼崎北郵便局 661-8799 兵庫県尼崎市南塚口町5-8-1
西宮郵便局 662-8799 兵庫県西宮市和上町6-28
西宮東郵便局 663-8799 兵庫県西宮市甲子園春風町5-1
伊丹郵便局 664-8799 兵庫県伊丹市中央6-2-14
宝塚郵便局 665-8799 兵庫県宝塚市小浜3-1-20
川西郵便局 666-8799 兵庫県川西市栄町13-18
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町210
明石郵便局 673-8799 兵庫県明石市樽屋町1-7
加古川郵便局 675-8799 兵庫県加古川市加古川町北在家2578

奈良県 生駒郵便局 630-0299 奈良県生駒市谷田町1234-1
奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町5-3-3
橿原郵便局 634-8799 奈良県橿原市八木町1-9-20
王寺郵便局 636-8799 奈良県北葛城郡王寺町王寺1-1-12

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
田辺郵便局 646-8799 和歌山県田辺市中屋敷町1-9

鳥取県 鳥取中央郵便局 680-8799 鳥取県鳥取市東品治町101
米子郵便局 683-8799 鳥取県米子市弥生町10

島根県 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町138
岡山県 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下2-1-1

倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形1-8-15
広島県 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 732-8799 広島県広島市南区松原町2-62
呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央2-1-1

山口県 下関郵便局 750-8799 山口県下関市竹崎町2-12-12
山口中央郵便局 753-8799 山口県山口市中央1-1-1

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

高松南郵便局 761-8799 香川県高松市勅使町700
愛媛県 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町3-5-2
高知県 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町1-10-18
福岡県 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

小倉西郵便局 803-8799 福岡県北九州市小倉北区田町20-1
八幡西郵便局 806-8799 福岡県北九州市八幡西区東王子町3-1
福岡中央郵便局 810-8799 福岡県福岡市中央区天神4-3-1
博多郵便局 812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1
福岡東郵便局 813-8799 福岡県福岡市東区香椎浜1-9-5
早良郵便局 814-8799 福岡県福岡市早良区高取1-1-1
博多南郵便局 816-8799 福岡県福岡市博多区元町2-2-12
久留米郵便局 830-8799 福岡県久留米市日吉町23-7
大牟田郵便局 836-8799 福岡県大牟田市不知火町1-4-7

佐賀県 佐賀中央郵便局 840-8799 佐賀県佐賀市松原2-1-35
佐賀北郵便局 849-8799 佐賀県佐賀市高木瀬西3-2-5

長崎県 郷ノ浦郵便局 811-5199 長崎県壱岐市郷ﾉ浦町郷ﾉ浦176
厳原郵便局 817-8799 長崎県対馬市厳原町今屋敷676
長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町1-1

大村郵便局 856-8799 長崎県大村市森園町663-9
佐世保郵便局 857-8799 長崎県佐世保市京坪町3-10

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
熊本北郵便局 861-8799 熊本県菊池郡菊陽町光の森2-6-1
熊本東郵便局 862-8799 熊本県熊本市東区錦ｹ丘1-10
八代郵便局 866-8799 熊本県八代市本町2-3-34

大分県 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町3-4-18
別府郵便局 874-8799 大分県別府市餅ｹ浜町4-23

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
延岡郵便局 882-8799 宮崎県延岡市南町1-3-5
都城郵便局 885-8799 宮崎県都城市中町14-18

鹿児島県 鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町1-2
種子島郵便局 891-3199 鹿児島県西之表市西町61-1

鹿児島東郵便局 892-8799 鹿児島県鹿児島市山下町3-3
名瀬郵便局 894-8799 鹿児島県奄美市名瀬幸町3-10

沖縄 牧志郵便局 900-0013 沖縄県那覇市牧志3-13-19
那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川3-3-8
沖縄郵便局 904-8799 沖縄県沖縄市胡屋4-2-16
八重山郵便局 907-8799 沖縄県石垣市大川12


