
別添
販売郵便局一覧　 　※広島県、愛媛県について郵便局名の前に★印のある郵便局はお取り寄での販売となります。
都道府県 局名 郵便番号 住所

土浦中貫郵便局 300-0005 茨城県土浦市中貫１９１７
神立駅前郵便局 300-0011 茨城県土浦市神立中央１－１１－６
沖宿郵便局 300-0023 茨城県土浦市沖宿町１４４７－１
土浦駅前郵便局 300-0036 茨城県土浦市大和町５－４
土浦鷹匠町郵便局 300-0043 茨城県土浦市中央２－１４－１１
土浦大手町郵便局 300-0044 茨城県土浦市大手町５－１２
土浦真鍋台郵便局 300-0051 茨城県土浦市真鍋６－５－１３
真鍋郵便局 300-0053 茨城県土浦市真鍋新町１８－９
土浦都和郵便局 300-0061 茨城県土浦市並木３－２－４８
志士庫郵便局 300-0121 茨城県かすみがうら市宍倉１７９９－７
出島郵便局 300-0199 茨城県かすみがうら市深谷１３６５－１
安飾郵便局 300-0205 茨城県かすみがうら市安食９８９－１
牛渡郵便局 300-0213 茨城県かすみがうら市牛渡１９３６－１
田伏郵便局 300-0299 茨城県かすみがうら市田伏１６３３－１
阿見青宿郵便局 300-0301 茨城県稲敷郡阿見町青宿６６９－１０
君原郵便局 300-0322 茨城県稲敷郡阿見町君島６９５－１
阿見原郵便局 300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見４６６６－１６４４
阿見中央一郵便局 300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央１－４－１７
阿見郵便局 300-0399 茨城県稲敷郡阿見町阿見４３９７－７
安中郵便局 300-0404 茨城県稲敷郡美浦村土浦２０３２
美浦郵便局 300-0412 茨城県稲敷郡美浦村宮地１２１１－１０
美浦木原郵便局 300-0421 茨城県稲敷郡美浦村木原４４４
鳩崎郵便局 300-0508 茨城県稲敷市佐倉７０８－２
江戸崎郵便局 300-0599 茨城県稲敷市江戸崎甲３５５８－１
あずま伊崎郵便局 300-0603 茨城県稲敷市伊佐部１８３０－１０
大須賀郵便局 300-0617 茨城県稲敷市福田５５６－６
桜川古渡郵便局 300-0638 茨城県稲敷市古渡３０４－１
浮島郵便局 300-0641 茨城県稲敷市浮島３６６２
阿波郵便局 300-0699 茨城県稲敷市阿波１５００－１
本新島郵便局 300-0726 茨城県稲敷市西代１８１４
東郵便局 300-0743 茨城県稲敷市曲渕１３３－１
土浦宍塚郵便局 300-0805 茨城県土浦市宍塚１７５０
土浦下高津郵便局 300-0815 茨城県土浦市中高津１－１－４
土浦永国郵便局 300-0816 茨城県土浦市永国東町１－９
土浦天川郵便局 300-0818 茨城県土浦市天川１－２８－１
土浦小松郵便局 300-0823 茨城県土浦市小松１－５－１
土浦霞ヶ岡郵便局 300-0823 茨城県土浦市小松２－１３－５
土浦中村郵便局 300-0843 茨城県土浦市中村南１－１－１５
土浦乙戸郵便局 300-0845 茨城県土浦市乙戸南２－８－１２
土浦南郵便局 300-0871 茨城県土浦市荒川沖東２－２５－１
土浦荒川沖郵便局 300-0874 茨城県土浦市荒川沖西１－１８－１１
実穀郵便局 300-1153 茨城県稲敷郡阿見町実穀１３１０－１１
牛久岡見郵便局 300-1204 茨城県牛久市岡見町２３３７－６
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
本牛久郵便局 300-1221 茨城県牛久市牛久町８１
牛久駅西口郵便局 300-1221 茨城県牛久市牛久町３３３３－４
牛久みどり野郵便局 300-1222 茨城県牛久市南４－４３－５
牛久本町郵便局 300-1234 茨城県牛久市中央５－８－５
茎崎高崎郵便局 300-1245 茨城県つくば市高崎１８１９－１
茎崎みなみ郵便局 300-1274 茨城県つくば市上岩崎９４４－１
奥野郵便局 300-1283 茨城県牛久市奥原町６１８－２
牛久郵便局 300-1299 茨城県牛久市中央３－５－２
河内郵便局 300-1324 茨城県稲敷郡河内町源清田５５９１
生板郵便局 300-1331 茨城県稲敷郡河内町生板３６－１
金江津郵便局 300-1403 茨城県稲敷郡河内町金江津５１１２
柴崎郵便局 300-1412 茨城県稲敷市柴崎３７８
下太田郵便局 300-1424 茨城県稲敷市下太田６１３－３
藤代新川郵便局 300-1502 茨城県取手市新川７２９－４
藤代宮和田郵便局 300-1514 茨城県取手市宮和田５３１－７
藤代清水郵便局 300-1535 茨城県取手市清水４０３－３
藤代山王郵便局 300-1544 茨城県取手市山王２０２
藤代郵便局 300-1599 茨城県取手市片町３３９－１
東文間郵便局 300-1614 茨城県北相馬郡利根町立崎１０６－５
利根郵便局 300-1622 茨城県北相馬郡利根町布川２５９９
谷井田郵便局 300-2337 茨城県つくばみらい市谷井田１５３５－３
伊奈郵便局 300-2399 茨城県つくばみらい市板橋２７８８
福岡郵便局 300-2406 茨城県つくばみらい市福岡１４３９－５
小絹郵便局 300-2445 茨城県つくばみらい市小絹１２１９－１
谷和原郵便局 300-2499 茨城県つくばみらい市古川１０６７－２
水海道五箇郵便局 300-2502 茨城県常総市上蛇町１５０３－１
菅原郵便局 300-2526 茨城県常総市大生郷新田町１１３９－３
三坂郵便局 300-2599 茨城県常総市三坂町１５４４－４
吉沼郵便局 300-2617 茨城県つくば市吉沼４０８２
旭郵便局 300-2631 茨城県つくば市沼崎１８５４－６
島名郵便局 300-2655 茨城県つくば市島名６４３
真瀬郵便局 300-2656 茨城県つくば市真瀬１１２４－５
上郷郵便局 300-2699 茨城県つくば市上郷１３８４－３
石下飯沼郵便局 300-2736 茨城県常総市孫兵ヱ新田６１７－１６
石下郵便局 300-2799 茨城県常総市新石下４５２７
大穂郵便局 300-3253 茨城県つくば市大曽根３３９７
川西郵便局 300-3513 茨城県結城郡八千代町久下田５５９－２
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



都道府県 局名 郵便番号 住所
安静郵便局 300-3553 茨城県結城郡八千代町蕗田７３５
八千代菅谷郵便局 300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷９
八千代郵便局 300-3599 茨城県結城郡八千代町若１３０２－１
山ノ荘郵便局 300-4101 茨城県土浦市永井６８６－１
沢辺郵便局 300-4104 茨城県土浦市沢辺８７９－４
藤沢郵便局 300-4115 茨城県土浦市藤沢１４４３
つくば作谷郵便局 300-4204 茨城県つくば市作谷１４９
つくば田井郵便局 300-4212 茨城県つくば市神郡８７０－５
つくば小田郵便局 300-4223 茨城県つくば市小田２９４６－１
筑波郵便局 300-4299 茨城県つくば市北条４３４７－６
上大島郵便局 300-4351 茨城県つくば市上大島１０４６
筑波山郵便局 300-4352 茨城県つくば市筑波８０２
真壁長岡郵便局 300-4404 茨城県桜川市真壁町白井５５４－１０
紫尾郵便局 300-4414 茨城県桜川市真壁町椎尾１２６１－１
真壁郵便局 300-4499 茨城県桜川市真壁町飯塚１００１－２
中上野郵便局 300-4524 茨城県筑西市中上野７１７
村田郵便局 300-4546 茨城県筑西市村田１７２８
明野郵便局 300-4599 茨城県筑西市海老ケ島１５９７
土浦郵便局 300-8799 茨城県土浦市城北町２－２１
龍ケ崎中根台郵便局 301-0002 茨城県龍ケ崎市中根台４－１－２２
龍ケ崎米町郵便局 301-0018 茨城県龍ケ崎市米町４５５２－２
北文間郵便局 301-0021 茨城県龍ケ崎市北方町７８５－１
佐貫駅前郵便局 301-0032 茨城県龍ケ崎市佐貫１－８－１１
龍ケ崎長山郵便局 301-0042 茨城県龍ケ崎市長山２－１－８
長戸郵便局 301-0803 茨城県龍ケ崎市塗戸町２０３１
稲敷大宮郵便局 301-0816 茨城県龍ケ崎市大徳町２５７１
龍ケ崎下町郵便局 301-0824 茨城県龍ケ崎市下町２８４２－６
龍ケ崎藤ヶ丘郵便局 301-0855 茨城県龍ケ崎市藤ヶ丘２－１－１４
根本郵便局 301-0902 茨城県稲敷市上根本３４７８
龍ケ崎郵便局 301-8799 茨城県龍ケ崎市出し山町１６８
小文間郵便局 302-0001 茨城県取手市小文間４３５６－２
取手一郵便局 302-0004 茨城県取手市取手１－１２－１８
取手井野郵便局 302-0011 茨城県取手市井野１－５－１５
取手新道郵便局 302-0013 茨城県取手市台宿２３５
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
取手白山郵便局 302-0023 茨城県取手市白山６－２１－１４
取手寺田郵便局 302-0031 茨城県取手市新取手１－９－１
稲戸井郵便局 302-0033 茨城県取手市米ノ井１－１
取手戸頭郵便局 302-0034 茨城県取手市戸頭６－３０－３－１０７
守谷久保ヶ丘郵便局 302-0104 茨城県守谷市久保ケ丘１－１９－４
野木崎郵便局 302-0117 茨城県守谷市野木崎５３９－４
守谷みずき野郵便局 302-0121 茨城県守谷市みずき野７－２－８
守谷松ヶ丘郵便局 302-0127 茨城県守谷市松ケ丘１－１２－３
守谷郵便局 302-0199 茨城県守谷市本町７０１－２
取手郵便局 302-8799 茨城県取手市西２－３７－１
水海道諏訪郵便局 303-0021 茨城県常総市水海道諏訪町２７９６－５
水海道豊岡郵便局 303-0041 茨城県常総市豊岡町丙１５１７－２
水海道坂手郵便局 303-0042 茨城県常総市坂手町１２６９－６
菅生郵便局 303-0044 茨城県常総市菅生町１６８９－３
水海道郵便局 303-8799 茨城県常総市水海道諏訪町３２２０－２
上妻郵便局 304-0007 茨城県下妻市黒駒１１４０－２
大宝郵便局 304-0022 茨城県下妻市大宝４７
高道祖郵便局 304-0031 茨城県下妻市高道祖４５７６－３
下妻砂沼郵便局 304-0068 茨城県下妻市下妻丁１１９－１
千代川郵便局 304-0816 茨城県下妻市原４８４
大形郵便局 304-0821 茨城県下妻市別府２６９－１
下妻郵便局 304-8799 茨城県下妻市下妻乙１１６７－１
栗原郵便局 305-0001 茨城県つくば市栗原１５６７
筑波大学内郵便局 305-0005 茨城県つくば市天久保３－１－１
桜郵便局 305-0017 茨城県つくば市横町２６６
つくば九重郵便局 305-0023 茨城県つくば市上ノ室１２７１－３
桜竹園郵便局 305-0032 茨城県つくば市竹園３－２１
谷田部松代郵便局 305-0035 茨城県つくば市松代４－２００－１
桜並木郵便局 305-0044 茨城県つくば市並木４－１－２
小野川郵便局 305-0067 茨城県つくば市館野３９８－１
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
葛城郵便局 305-0822 茨城県つくば市苅間３８８
筑波谷田部郵便局 305-0861 茨城県つくば市谷田部２９６１
筑波学園郵便局 305-8799 茨城県つくば市吾妻１－１３－２
古河三杉郵便局 306-0003 茨城県古河市緑町１７－２０
古河北町郵便局 306-0005 茨城県古河市北町２－１３
古河下山郵便局 306-0011 茨城県古河市東３－１１－３１
古河横山町郵便局 306-0022 茨城県古河市横山町２－３－２７
古河台町郵便局 306-0025 茨城県古河市原町３－１０
古河三和郵便局 306-0042 茨城県古河市三和１３１
古河中田郵便局 306-0053 茨城県古河市中田１１７３－５
三和尾崎郵便局 306-0101 茨城県古河市尾崎３８３２－１０
八俣郵便局 306-0112 茨城県古河市東山田３６１１－１
東山田郵便局 306-0114 茨城県古河市山田７７０－１１
三和諸川郵便局 306-0126 茨城県古河市諸川２５６６
三和郵便局 306-0199 茨城県古河市仁連１９１４
総和釈迦郵便局 306-0222 茨城県古河市釈迦５９－３
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都道府県 局名 郵便番号 住所
総和小堤郵便局 306-0231 茨城県古河市小堤１３９１－１
総和上辺見郵便局 306-0234 茨城県古河市上辺見２３６８
総和郵便局 306-0299 茨城県古河市下大野７４４－４
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
五霞郵便局 306-0399 茨城県猿島郡五霞町元栗橋９６５－１
境山崎郵便局 306-0413 茨城県猿島郡境町山崎２８４－１
森戸郵便局 306-0416 茨城県猿島郡境町伏木鉦浦１２６２－４
境上仲郵便局 306-0433 茨城県猿島郡境町１６１１
茨城境郵便局 306-0499 茨城県猿島郡境町９５－１２
逆井山郵便局 306-0501 茨城県坂東市逆井２５５９－１
生子菅郵便局 306-0504 茨城県坂東市生子２１８０－１
猿島郵便局 306-0515 茨城県坂東市沓掛４９９５－１
岩井飯島郵便局 306-0604 茨城県坂東市幸田新田４２９７－３
岩井弓田郵便局 306-0607 茨城県坂東市弓田２３４４－２
神大実郵便局 306-0616 茨城県坂東市猫実１５５１－１
七郷郵便局 306-0622 茨城県坂東市大崎１３３４－３４
岩井小山郵便局 306-0626 茨城県坂東市小山９７３－１
岩井辺田郵便局 306-0632 茨城県坂東市辺田５２６－２
岩井長須郵便局 306-0645 茨城県坂東市長須３６５４－１
七重郵便局 306-0654 茨城県坂東市上出島２３－２
岩井郵便局 306-0699 茨城県坂東市岩井４６３５－２
古河郵便局 306-8799 茨城県古河市桜町１－１０
結城白銀郵便局 307-0001 茨城県結城市結城７２５３－１
絹川郵便局 307-0012 茨城県結城市久保田１２７８－２
結城矢畑郵便局 307-0022 茨城県結城市矢畑２９７
今宿郵便局 307-0028 茨城県結城市今宿７９９
結城武井郵便局 307-0043 茨城県結城市武井８０５－５
結城郵便局 307-8799 茨城県結城市結城７１９５－２
下館折本郵便局 308-0007 茨城県筑西市折本３２２－７５
河間郵便局 308-0014 茨城県筑西市羽方３－３
下館大町郵便局 308-0021 茨城県筑西市甲１０７
下館駅前郵便局 308-0031 茨城県筑西市丙２１０
黒子郵便局 308-0103 茨城県筑西市辻１３００
関城霞台郵便局 308-0117 茨城県筑西市犬塚５１－１
関城郵便局 308-0199 茨城県筑西市関本分中１５０－４
下館横島郵便局 308-0802 茨城県筑西市横島２２７
嘉田生崎郵便局 308-0834 茨城県筑西市西石田１３４１－２
下館西方郵便局 308-0845 茨城県筑西市西方１６９９－１
下館玉戸郵便局 308-0847 茨城県筑西市玉戸山ケ島１８７８－１
川島郵便局 308-0856 茨城県筑西市伊佐山１６０
五所郵便局 308-0866 茨城県筑西市五所宮３９５－２
下館郵便局 308-8799 茨城県筑西市乙１００８
小栗郵便局 309-1101 茨城県筑西市小栗２６５７－１７
協和桑山郵便局 309-1127 茨城県筑西市桑山２１７５－３
協和郵便局 309-1199 茨城県筑西市新治１９９１－５６
雨引郵便局 309-1231 茨城県桜川市本木４４５－２
大国郵便局 309-1244 茨城県桜川市大国玉６０１
岩瀬郵便局 309-1299 茨城県桜川市岩瀬７１－１
北那珂郵便局 309-1344 茨城県桜川市南飯田１０８５－４
東那珂郵便局 309-1451 茨城県桜川市西小塙４２６－１
大池田郵便局 309-1601 茨城県笠間市大橋２１８５－４
笠間駅前郵便局 309-1611 茨城県笠間市笠間４３９９－４
笠間大町郵便局 309-1611 茨城県笠間市笠間１１５４－２
笠間石井郵便局 309-1613 茨城県笠間市石井１０９０
福原郵便局 309-1634 茨城県笠間市福原１３３０－６
稲田郵便局 309-1635 茨城県笠間市稲田２３２３－１
笠間郵便局 309-1699 茨城県笠間市笠間１５９３－１１
友部駅前郵便局 309-1705 茨城県笠間市東平１－１－２２
北川根郵便局 309-1715 茨城県笠間市湯崎８９４－２
友部旭町郵便局 309-1717 茨城県笠間市旭町９１－２
宍戸郵便局 309-1722 茨城県笠間市平町２０４０
友部上市原郵便局 309-1731 茨城県笠間市上市原１８９１－２
友部郵便局 309-1799 茨城県笠間市八雲２－９－１２
水戸城東郵便局 310-0012 茨城県水戸市城東２－７－７６
水戸大工町郵便局 310-0031 茨城県水戸市大工町２－１－２０
水戸東原郵便局 310-0035 茨城県水戸市東原１－３－４
水戸松が丘郵便局 310-0043 茨城県水戸市松が丘１－２－４３
水戸末広郵便局 310-0053 茨城県水戸市末広町１－４－７
水戸袴塚郵便局 310-0055 茨城県水戸市袴塚２－１－４３
茨城大学前郵便局 310-0055 茨城県水戸市袴塚３－９－６
水戸五軒町郵便局 310-0063 茨城県水戸市五軒町１－１－１０
水戸市役所前郵便局 310-0805 茨城県水戸市中央２－６－７
水戸本町郵便局 310-0815 茨城県水戸市本町３－２０－３５
水戸下市郵便局 310-0816 茨城県水戸市紺屋町１３８６－４
水戸元吉田郵便局 310-0836 茨城県水戸市元吉田町１５９０－４
水戸米沢郵便局 310-0836 茨城県水戸市元吉田町９５６
水戸酒門郵便局 310-0841 茨城県水戸市酒門町１２６１－５
水戸吉沢郵便局 310-0845 茨城県水戸市吉沢町８１６
水戸緑岡郵便局 310-0851 茨城県水戸市千波町２４６１
水戸千波郵便局 310-0851 茨城県水戸市千波町２１４－１
茨城県庁内郵便局 310-0852 茨城県水戸市笠原町９７８－６
水戸平須郵便局 310-0853 茨城県水戸市平須町１８１９－７２
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水戸渡里郵便局 310-0902 茨城県水戸市渡里町２９３７－２
水戸石川郵便局 310-0905 茨城県水戸市石川１－３９００－５
水戸見和郵便局 310-0911 茨城県水戸市見和２－２５１－２２
水戸中央郵便局 310-8799 茨城県水戸市三の丸１－４－２９
那珂向山郵便局 311-0102 茨城県那珂市向山１２６９－１１
那珂菅谷郵便局 311-0105 茨城県那珂市菅谷３３２３－４
那珂竹の内郵便局 311-0105 茨城県那珂市菅谷２６５５－２
額田郵便局 311-0108 茨城県那珂市額田北郷６０８－４
那珂五台郵便局 311-0111 茨城県那珂市後台２８６６－９
戸多郵便局 311-0124 茨城県那珂市田崎１０４５－１
木崎郵便局 311-0136 茨城県那珂市門部２８２２－１
那珂郵便局 311-0199 茨城県那珂市菅谷１６７－７
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
町屋郵便局 311-0399 茨城県常陸太田市町屋町１２３６－１
中里郵便局 311-0499 茨城県日立市下深荻町１９０２
大中郵便局 311-0505 茨城県常陸太田市大中町１６４９－２
里美郵便局 311-0599 茨城県常陸太田市小菅町５９６
大場郵便局 311-1125 茨城県水戸市大場町３－２２
常澄郵便局 311-1199 茨城県水戸市東前２－５
磯崎郵便局 311-1202 茨城県ひたちなか市磯崎町４２７２－１
平磯郵便局 311-1203 茨城県ひたちなか市平磯町１１５２
湊本町郵便局 311-1221 茨城県ひたちなか市湊本町９－１
那珂湊相金郵便局 311-1246 茨城県ひたちなか市相金町１６－１
大洗祝町郵便局 311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８０９３－４
大貫郵便局 311-1311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町６４－２３９
夏海郵便局 311-1313 茨城県東茨城郡大洗町成田町２２
大洗郵便局 311-1399 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８８１－３６４
田崎郵便局 311-1406 茨城県鉾田市田崎３８８６－１
諏訪郵便局 311-1426 茨城県鉾田市樅山２９０
子生郵便局 311-1499 茨城県鉾田市子生３８７－１
鉾田舟木郵便局 311-1501 茨城県鉾田市舟木２０２－３２
徳宿郵便局 311-1503 茨城県鉾田市徳宿９１２－１
新宮郵便局 311-1512 茨城県鉾田市白塚２２２－１
鉾田駅前郵便局 311-1522 茨城県鉾田市塔ケ崎９７２－５
秋津郵便局 311-1524 茨城県鉾田市高田４４９
鉾田鳥栖郵便局 311-1534 茨城県鉾田市鳥栖１８５１－６
鉾田郵便局 311-1599 茨城県鉾田市鉾田１１１－５
要郵便局 311-1715 茨城県行方市小幡７１７－３
武田郵便局 311-1721 茨城県行方市両宿１０１
北浦郵便局 311-1799 茨城県行方市山田１３４０
汲上郵便局 311-2103 茨城県鉾田市汲上１６９６
大洋郵便局 311-2199 茨城県鉾田市札１１２０－１
荒井郵便局 311-2203 茨城県鹿嶋市浜津賀３０８－１
大野郵便局 311-2213 茨城県鹿嶋市中６１８－５
中野郵便局 311-2221 茨城県鹿嶋市荒野１８８３
大生原郵便局 311-2403 茨城県潮来市釜谷２５０－２
延方郵便局 311-2412 茨城県潮来市宮前１－２０－６
潮来辻郵便局 311-2421 茨城県潮来市辻２２８－１
牛堀郵便局 311-2436 茨城県潮来市牛堀１２４
潮来郵便局 311-2499 茨城県潮来市潮来１０３－３
茨城長岡郵便局 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡１８０３－４
茨城石崎郵便局 311-3124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎３２７－２
海老沢郵便局 311-3135 茨城県東茨城郡茨城町海老沢１８－５
川根郵便局 311-3153 茨城県東茨城郡茨城町上飯沼１０１７
上野合郵便局 311-3157 茨城県東茨城郡茨城町小幡１４９８－２
茨城郵便局 311-3199 茨城県東茨城郡茨城町小堤１０２１－１
小川飯前郵便局 311-3404 茨城県小美玉市飯前２２８－２
下吉影郵便局 311-3406 茨城県小美玉市下吉影１４５５
橘郵便局 311-3416 茨城県小美玉市与沢９３７－１
玉里郵便局 311-3436 茨城県小美玉市上玉里１１２５
常陸小川郵便局 311-3499 茨城県小美玉市小川１６３２
玉造上山郵便局 311-3501 茨城県行方市芹沢８２２
羽生郵便局 311-3507 茨城県行方市羽生５６６－１
井上郵便局 311-3515 茨城県行方市井上５２３－３
玉造郵便局 311-3599 茨城県行方市玉造甲２２７
行方郵便局 311-3801 茨城県行方市行方５３２－３
大和郵便局 311-3811 茨城県行方市四鹿１２６６
矢幡郵便局 311-3826 茨城県行方市矢幡２０４０－４
麻生郵便局 311-3899 茨城県行方市麻生１１５７
水戸東赤塚郵便局 311-4141 茨城県水戸市赤塚１－２０４９
水戸双葉台郵便局 311-4145 茨城県水戸市双葉台４－３－１１
水戸河和田郵便局 311-4152 茨城県水戸市河和田３－２３８０－１
赤塚郵便局 311-4199 茨城県水戸市赤塚２－２１２
国田郵便局 311-4205 茨城県水戸市下国井町３１１－６
飯富郵便局 311-4206 茨城県水戸市飯富町１２３２
岩船郵便局 311-4334 茨城県東茨城郡城里町孫根４６１－５
阿波山郵便局 311-4344 茨城県東茨城郡城里町阿波山１０２０－１
石塚郵便局 311-4399 茨城県東茨城郡城里町石塚２２１２－３
塩子郵便局 311-4401 茨城県東茨城郡城里町塩子３４２１－１
徳蔵郵便局 311-4407 茨城県東茨城郡城里町徳蔵７７９－１
野口郵便局 311-4599 茨城県常陸大宮市野口２０９３－３
御前山郵便局 311-4613 茨城県常陸大宮市長倉１０３２
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勝田高野郵便局 312-0002 茨城県ひたちなか市高野８１－５
勝田中根郵便局 312-0011 茨城県ひたちなか市中根８９３－４
馬渡郵便局 312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡３４２８－４
金上駅前郵便局 312-0023 茨城県ひたちなか市大平４－４－４
勝田津田郵便局 312-0032 茨城県ひたちなか市津田２８０２－３
勝田堀口郵便局 312-0034 茨城県ひたちなか市堀口６９９－１
勝田枝川郵便局 312-0035 茨城県ひたちなか市枝川城の内２２８－２４
勝田東大島郵便局 312-0042 茨城県ひたちなか市東大島１－２３－７
勝田稲田郵便局 312-0061 茨城県ひたちなか市稲田１－７－４
勝田田彦郵便局 312-0063 茨城県ひたちなか市田彦９４０－１０
ひたちなか郵便局 312-8799 茨城県ひたちなか市石川町２８－１
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
常陸太田栄町郵便局 313-0005 茨城県常陸太田市栄町１２７－１
常陸太田駅前郵便局 313-0013 茨城県常陸太田市山下町１７２５
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
佐竹郵便局 313-0042 茨城県常陸太田市磯部町６７４－１
常陸太田藤田郵便局 313-0048 茨城県常陸太田市藤田町８２０－６
金砂郵便局 313-0103 茨城県常陸太田市下宮河内町８１２－５
金郷郵便局 313-0113 茨城県常陸太田市高柿町１３７－２
久米郵便局 313-0199 茨城県常陸太田市久米町１５３６
水府郵便局 313-0213 茨城県常陸太田市町田町２１５－１
松平郵便局 313-0299 茨城県常陸太田市松平町５５－１
高倉郵便局 313-0352 茨城県常陸太田市下高倉町５８
天下野郵便局 313-0399 茨城県常陸太田市天下野町５６０２－１
常陸太田郵便局 313-8799 茨城県常陸太田市宮本町２３５２
鹿嶋平井郵便局 314-0012 茨城県鹿嶋市平井１１２８－１７８
高松郵便局 314-0028 茨城県鹿嶋市木滝８９６
鹿島神宮前郵便局 314-0038 茨城県鹿嶋市城山４－２－８
神栖知手郵便局 314-0112 茨城県神栖市知手中央３－５－３２
萩原郵便局 314-0122 茨城県神栖市萩原９７０－１
神栖大野原郵便局 314-0144 茨城県神栖市大野原４－２－１
深芝郵便局 314-0148 茨城県神栖市深芝２６１３
神栖郵便局 314-0199 茨城県神栖市溝口４９９１
若松郵便局 314-0253 茨城県神栖市須田２３４０－１２７
波崎太田郵便局 314-0254 茨城県神栖市太田６０３－１２
波崎土合ヶ原郵便局 314-0343 茨城県神栖市土合本町３－９８０９－１６
矢田部郵便局 314-0399 茨城県神栖市矢田部６４９８－１
別所郵便局 314-0408 茨城県神栖市波崎４７８１－４５
波崎郵便局 314-0499 茨城県神栖市波崎８６３５－８
鹿嶋郵便局 314-8799 茨城県鹿嶋市鉢形１５２７－２
石岡守木町郵便局 315-0014 茨城県石岡市国府６－３－６
石岡若松郵便局 315-0018 茨城県石岡市若松１－８－１７
石岡南台郵便局 315-0035 茨城県石岡市南台２－９－２
石岡自由ヶ丘郵便局 315-0037 茨城県石岡市東石岡４－１１－２４
高浜郵便局 315-0045 茨城県石岡市高浜８１１
千代田七会郵便局 315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉１３７５
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
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
千代田志筑郵便局 315-0075 茨城県かすみがうら市中志筑１２８９
大増郵便局 315-0101 茨城県石岡市大増１８８３－１
瓦会郵便局 315-0111 茨城県石岡市瓦谷２３３６－４
八郷郵便局 315-0116 茨城県石岡市柿岡２０２６
園部郵便局 315-0125 茨城県石岡市山崎１６９４－８
林郵便局 315-0131 茨城県石岡市下林８３４－１２
小桜郵便局 315-0141 茨城県石岡市月岡４２９
小幡郵便局 315-0155 茨城県石岡市小幡６９５－３
葦穂郵便局 315-0164 茨城県石岡市芦穂中部小屋６６－３
石岡郵便局 315-8799 茨城県石岡市府中１－７－２８
日立諏訪郵便局 316-0001 茨城県日立市諏訪町４－１－１３
日立河原子郵便局 316-0005 茨城県日立市河原子町４－３－６
日立金沢郵便局 316-0014 茨城県日立市東金沢町５－６－２
日立金沢団地内郵便局 316-0015 茨城県日立市金沢町５－９－６
日立塙山郵便局 316-0015 茨城県日立市金沢町２－１５－１５
日立大沼郵便局 316-0022 茨城県日立市大沼町１－２７－１５
日立水木郵便局 316-0024 茨城県日立市水木町１－１９－３
日立成沢郵便局 316-0033 茨城県日立市中成沢町３－１６－１
日立鮎川一郵便局 316-0036 茨城県日立市鮎川町１－１－１
日立鮎川三郵便局 316-0036 茨城県日立市鮎川町３－８－８
多賀郵便局 316-8799 茨城県日立市多賀町１－１１－１０
日立滑川郵便局 317-0051 茨城県日立市滑川本町３－１－３
日立宮田郵便局 317-0055 茨城県日立市宮田町３－６－１２
日立若葉町郵便局 317-0063 茨城県日立市若葉町３－６－１９
日立助川郵便局 317-0065 茨城県日立市助川町２－２－２
日立幸町郵便局 317-0073 茨城県日立市幸町１－１４－１
日立会瀬郵便局 317-0076 茨城県日立市会瀬町１－６－２２
日立兎平郵便局 317-0076 茨城県日立市会瀬町３－２５－１４
日立郵便局 317-8799 茨城県日立市幸町２－３－２８
高萩上手綱郵便局 318-0004 茨城県高萩市上手綱６４６－４
高萩東本町郵便局 318-0014 茨城県高萩市東本町２－２６
高萩花貫郵便局 318-0021 茨城県高萩市安良川２４２－１
高萩島名郵便局 318-0023 茨城県高萩市島名２２５３－１２２
若栗郵便局 318-0199 茨城県高萩市若栗１３７－４

茨城県



都道府県 局名 郵便番号 住所
高萩郵便局 318-8799 茨城県高萩市高萩１９２９－１６
堅倉郵便局 319-0106 茨城県小美玉市堅倉１４４３－１
竹原郵便局 319-0112 茨城県小美玉市竹原下郷１７８
羽鳥郵便局 319-0199 茨城県小美玉市羽鳥２５８８－３
南川根郵便局 319-0206 茨城県笠間市安居１４６５
岩間郵便局 319-0299 茨城県笠間市下郷４４３８
中妻郵便局 319-0312 茨城県水戸市大足町９８３
内原郵便局 319-0317 茨城県水戸市内原２－１
鯉淵郵便局 319-0323 茨城県水戸市鯉淵町１１９２－３
村松郵便局 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松３３８２－１
原研前郵便局 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松２２９－１０
東海駅西口郵便局 319-1116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西４－７－９
東海郵便局 319-1117 茨城県那珂郡東海村東海３－１－２７
大甕駅前郵便局 319-1221 茨城県日立市大みか町１－７－３
日立南高野郵便局 319-1224 茨城県日立市南高野町３－１６－１
日立土木内郵便局 319-1233 茨城県日立市神田町１７１３－１
日立大和田郵便局 319-1234 茨城県日立市大和田町１－６－３０
久慈浜郵便局 319-1299 茨城県日立市久慈町３－３２－１５
十王郵便局 319-1399 茨城県日立市十王町友部１２９－８
川尻郵便局 319-1411 茨城県日立市川尻町１－３８－１４
日立川尻町郵便局 319-1411 茨城県日立市川尻町６－３３－８
日高郵便局 319-1414 茨城県日立市日高町１－２７－２３
日立小木津郵便局 319-1415 茨城県日立市相田町３－１０－１３
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
大塚郵便局 319-1546 茨城県北茨城市磯原町大塚２３１３
南中郷郵便局 319-1555 茨城県北茨城市中郷町小野矢指１８－２
橋場郵便局 319-1558 茨城県北茨城市中郷町石岡１１６８－１
北茨城郵便局 319-1599 茨城県北茨城市磯原町磯原１－１２０
平潟郵便局 319-1701 茨城県北茨城市平潟町５１６
大津西町郵便局 319-1702 茨城県北茨城市大津町２６３１
関本郵便局 319-1721 茨城県北茨城市関本町関本上５８５－１０－１１
大津郵便局 319-1799 茨城県北茨城市大津町北町３０９８
瓜連郵便局 319-2102 茨城県那珂市瓜連３２１
大賀郵便局 319-2211 茨城県常陸大宮市岩崎３３２－２
大宮玉川郵便局 319-2224 茨城県常陸大宮市東野３０６３－２
大宮上町郵便局 319-2261 茨城県常陸大宮市上町３５７
大宮栄町郵便局 319-2264 茨城県常陸大宮市栄町１２３７－３
大宮郵便局 319-2299 茨城県常陸大宮市東富町６３０
八里郵便局 319-2417 茨城県常陸大宮市油河内７６－３
緒川郵便局 319-2499 茨城県常陸大宮市上小瀬２１１４－１
檜沢郵便局 319-2512 茨城県常陸大宮市下檜沢１７１１－１
美和郵便局 319-2699 茨城県常陸大宮市高部５２７１－１２
山方長田郵便局 319-3116 茨城県常陸大宮市長田１２３３
山方郵便局 319-3199 茨城県常陸大宮市山方６６７－３
西金郵便局 319-3362 茨城県久慈郡大子町西金４６
上小川郵便局 319-3399 茨城県久慈郡大子町頃藤４９３４－１
生瀬郵便局 319-3512 茨城県久慈郡大子町小生瀬４２５９－６
大子袋田郵便局 319-3523 茨城県久慈郡大子町袋田１４８６－１
下金沢郵便局 319-3533 茨城県久慈郡大子町下金沢４１４－５
大子佐原郵便局 319-3543 茨城県久慈郡大子町左貫１９６６－４
大子池田郵便局 319-3551 茨城県久慈郡大子町池田２６０７－３
大子下野宮郵便局 319-3555 茨城県久慈郡大子町下野宮２２５７－５
大子郵便局 319-3599 茨城県久慈郡大子町大子６７６
上野宮郵便局 319-3704 茨城県久慈郡大子町上野宮１０９０
町付郵便局 319-3799 茨城県久慈郡大子町町付１１８２－１

★ 福山御幸郵便局 720-0003 広島県福山市御幸町森脇２２３－１
★ 福山千田郵便局 720-0017 広島県福山市千田町２－４－６
★ 福山三吉郵便局 720-0031 広島県福山市三吉町５－７－２５
★ 福山船町郵便局 720-0043 広島県福山市船町２－２２
★ 福山胡町郵便局 720-0055 広島県福山市胡町５－２５
★ 福山駅ローズ郵便局 720-0066 広島県福山市三之丸町３０－１
★ 福山西町郵便局 720-0067 広島県福山市西町３－１６－４
★ 福山本庄郵便局 720-0076 広島県福山市本庄町中３－４－１７
★ 福山木之庄郵便局 720-0082 広島県福山市木之庄町３－１０－３９
★ 福山山手郵便局 720-0092 広島県福山市山手町６－２４－１
★ 田尻郵便局 720-0203 広島県福山市田尻町２８７３－１
★ 鞆郵便局 720-0299 広島県福山市鞆町後地７９７－１２
★ 常石郵便局 720-0313 広島県福山市沼隈町常石８４７－１
★ 千年郵便局 720-0399 広島県福山市沼隈町草深１７０３－１
★ 福山熊野郵便局 720-0411 広島県福山市熊野町乙１１７３－１
★ 山南郵便局 720-0499 広島県福山市沼隈町中山南１４２４－２
★ 藤江郵便局 720-0543 広島県福山市藤江町７０７６－２

浦崎郵便局 720-0551 広島県尾道市浦崎町２１０５－６
★ 福山ばら公園前郵便局 720-0803 広島県福山市花園町１－１－３０
★ 福山霞町郵便局 720-0812 広島県福山市霞町４－３－８
★ 福山桜町郵便局 720-0818 広島県福山市西桜町２－１－３
★ 福山川口郵便局 720-0821 広島県福山市東川口町４－５－３０
★ 福山多治米郵便局 720-0824 広島県福山市多治米町３－７－１８
★ 福山沖野上郵便局 720-0825 広島県福山市沖野上町４－１２－１８
★ 福山草戸郵便局 720-0831 広島県福山市草戸町４－１６－１６
★ 水呑郵便局 720-0832 広島県福山市水呑町三新田１６ブロック３ロットの２
★ 水越郵便局 720-0842 広島県福山市津之郷町加屋１３－１

茨城県

広島県



都道府県 局名 郵便番号 住所
★ 万能倉郵便局 720-1131 広島県福山市駅家町万能倉７２２－１２
★ 福山近田郵便局 720-1133 広島県福山市駅家町近田８０７－７
★ 福山中島郵便局 720-1134 広島県福山市駅家町中島７７６－６
★ 駅家郵便局 720-1199 広島県福山市駅家町江良１０－３
★ 芦田郵便局 720-1261 広島県福山市芦田町上有地９２７－２
★ 福田郵便局 720-1264 広島県福山市芦田町福田７３３
★ 高蓋郵便局 720-1410 広島県神石郡神石高原町高蓋４１
★ 小畠郵便局 720-1599 広島県神石郡神石高原町小畠１６８９
★ 井関郵便局 720-1602 広島県神石郡神石高原町井関２２８１－１
★ 豊松郵便局 720-1702 広島県神石郡神石高原町上豊松１７７８－４
★ 油木郵便局 720-1899 広島県神石郡神石高原町油木乙２００１－２
★ 新坂郵便局 720-1901 広島県神石郡神石高原町小野１２０１－２０
★ 中条郵便局 720-2102 広島県福山市神辺町東中条２４４－１
★ 道上郵便局 720-2104 広島県福山市神辺町道上５８７－５
★ 竹尋郵便局 720-2115 広島県福山市神辺町下竹田７１－５
★ 御領郵便局 720-2117 広島県福山市神辺町下御領２７４－６
★ 神辺駅前郵便局 720-2124 広島県福山市神辺町川南７２６－１
★ 神辺郵便局 720-2199 広島県福山市神辺町川北１１２８－１
★ 加茂郵便局 720-2412 広島県福山市加茂町下加茂４７０－２
★ 広瀬郵便局 720-2415 広島県福山市加茂町北山２２０－２
★ 服部郵便局 720-2524 広島県福山市駅家町助元９２－３
★ 山野郵便局 720-2699 広島県福山市山野町山野上市２０１－８
★ 福山郵便局 720-8799 広島県福山市東桜町３－４
★ 春日郵便局 721-0907 広島県福山市春日町３－１０－１
★ 福山東陽郵便局 721-0912 広島県福山市東陽台１－１２－２０
★ 福山幕山郵便局 721-0913 広島県福山市幕山台２－２８－６
★ 大門郵便局 721-0926 広島県福山市大門町２－１７－２６
★ 福山野々浜郵便局 721-0926 広島県福山市大門町３－３８－２３
★ 福山高屋郵便局 721-0941 広島県福山市引野町北４－２２－１９
★ 引野郵便局 721-0942 広島県福山市引野町３－１８－５
★ 福山旭ケ丘郵便局 721-0945 広島県福山市引野町南１－１８－２６－１
★ 福山新涯郵便局 721-0955 広島県福山市新涯町１－２７－４５
★ 福山港町郵便局 721-0964 広島県福山市港町１－１４－１７
★ 手城郵便局 721-0966 広島県福山市手城町４－２８－１４
★ 福山手城六郵便局 721-0966 広島県福山市手城町２－７－１９
★ 福山蔵王郵便局 721-0973 広島県福山市南蔵王町２－９－２３
★ 福山東深津郵便局 721-0974 広島県福山市東深津町２－６－１５
★ 福山東郵便局 721-8799 広島県福山市引野町５－３１－６

尾道古浜郵便局 722-0002 広島県尾道市古浜町１２－４
尾道吉和郵便局 722-0006 広島県尾道市沖側町２－３４
尾道亀川郵便局 722-0022 広島県尾道市栗原町８２５０－２
尾道則末郵便局 722-0024 広島県尾道市西則末町６－１６
尾道栗原郵便局 722-0026 広島県尾道市栗原西１－４－２２
尾道しまなみ郵便局 722-0036 広島県尾道市東御所町１－８
尾道西御所郵便局 722-0037 広島県尾道市西御所町８－３
尾道久保町郵便局 722-0045 広島県尾道市久保２－３－８
尾道長江郵便局 722-0046 広島県尾道市長江２－２－１６
尾道山波郵便局 722-0052 広島県尾道市山波町山波崎９５７－２４
尾道新高山郵便局 722-0055 広島県尾道市新高山２－２６３１－２５２
向島東郵便局 722-0062 広島県尾道市向東町８８２１－３
彦ノ上郵便局 722-0062 広島県尾道市向東町１０３７－６
立花郵便局 722-0071 広島県尾道市向島町立花２２５３－３
岩子島郵便局 722-0072 広島県尾道市向島町岩子島１１８６－７
向島郵便局 722-0073 広島県尾道市向島町甲１８－２
向島西郵便局 722-0073 広島県尾道市向島町１３２６６－１２
向島中郵便局 722-0073 広島県尾道市向島町５５８１－１
原田郵便局 722-0202 広島県尾道市原田町梶山田３１６１－２
美ノ郷郵便局 722-0215 広島県尾道市美ノ郷町三成１６１３
上川辺郵便局 722-0321 広島県尾道市御調町本７２９－３
御調郵便局 722-0342 広島県尾道市御調町大田４６－１

★ 諸田郵便局 722-0431 広島県府中市諸毛町本郷１３０５－１
★ 宇津戸郵便局 722-0499 広島県世羅郡世羅町宇津戸１４３７－３
★ 世羅大田郵便局 722-1112 広島県世羅郡世羅町本郷８７８－４
★ 甲山郵便局 722-1199 広島県世羅郡世羅町西上原宮田垣内９０－１１
★ 大見郵便局 722-1202 広島県世羅郡世羅町安田２２２－１
★ 久井郵便局 722-1399 広島県三原市久井町江木９６－１－１
★ 羽和泉郵便局 722-1499 広島県三原市久井町羽倉１３６２－１
★ 垣内郵便局 722-1501 広島県三原市八幡町垣内２１１－４
★ 西大田郵便局 722-1699 広島県世羅郡世羅町重永１５－３
★ 小国郵便局 722-1701 広島県世羅郡世羅町小国４５２０－４
★ 津久志郵便局 722-1731 広島県世羅郡世羅町津口２９６７

因島大浜郵便局 722-2101 広島県尾道市因島大浜町２０００－１
重井郵便局 722-2102 広島県尾道市因島重井町２６４６－１
中庄郵便局 722-2211 広島県尾道市因島中庄町５９６－２
因島三庄郵便局 722-2322 広島県尾道市因島三庄町１７２３－５
因島三庄南郵便局 722-2322 広島県尾道市因島三庄町３４５９－６
因島土生郵便局 722-2323 広島県尾道市因島土生町１７２１－３
因島田熊郵便局 722-2324 広島県尾道市因島田熊町甲１１６９－４
因島郵便局 722-2399 広島県尾道市因島土生町１８９９－１
御寺郵便局 722-2401 広島県尾道市瀬戸田町御寺４４５
瀬戸田中野郵便局 722-2415 広島県尾道市瀬戸田町中野４０５－９
名荷郵便局 722-2417 広島県尾道市瀬戸田町名荷５３１－８

広島県



都道府県 局名 郵便番号 住所
瀬戸田郵便局 722-2499 広島県尾道市瀬戸田町瀬戸田４０１－１

★ 内浦郵便局 722-2631 広島県福山市内海町イ１９７９
★ 横島郵便局 722-2641 広島県福山市内海町５７３－１
★ 内海郵便局 722-2699 広島県福山市内海町ロ２４２４－１１

尾道郵便局 722-8799 広島県尾道市土堂２－１－２０
★ 三原深町郵便局 723-0001 広島県三原市深町１２９６－６
★ 三原中之町郵便局 723-0003 広島県三原市中之町２－１－２７
★ 三原東町郵便局 723-0011 広島県三原市東町２－４－１４
★ 三原古浜郵便局 723-0013 広島県三原市古浜１－１３－１３
★ 三原宮沖郵便局 723-0016 広島県三原市宮沖２－６－１６
★ 三原鷺浦郵便局 723-0022 広島県三原市鷺浦町向田野浦１７１５
★ 三原須波郵便局 723-0031 広島県三原市須波１－１７－２
★ 三原和田郵便局 723-0041 広島県三原市和田２－３－１
★ 三原宮浦町郵便局 723-0051 広島県三原市宮浦６－７－２９
★ 三原皆実郵便局 723-0052 広島県三原市皆実６－３－１４
★ 三原本町郵便局 723-0062 広島県三原市本町３－１４－１６
★ 三原西町郵便局 723-0063 広島県三原市西町２－６－１４
★ 長谷郵便局 723-0132 広島県三原市長谷３－２－５
★ 沼田東郵便局 723-0145 広島県三原市沼田東町片島１１９９－２９
★ 三原郵便局 723-8799 広島県三原市城町２－１３－３３
★ 田万里郵便局 725-0001 広島県竹原市田万里町１９４９－３
★ 荘野郵便局 725-0003 広島県竹原市新庄町１３３３－１
★ 竹原東野郵便局 725-0004 広島県竹原市東野町１１２－１
★ 吉名郵便局 725-0013 広島県竹原市吉名町西条４９２７－４
★ 竹原本川郵便局 725-0026 広島県竹原市中央１－１０－１２
★ 鮴崎郵便局 725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野５４８３－２５
★ 白水郵便局 725-0231 広島県豊田郡大崎上島町東野２４２９－１
★ 大崎郵便局 725-0399 広島県豊田郡大崎上島町中野４６１０－１
★ 木江郵便局 725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江４９７０－１
★ 木江沖浦郵便局 725-0402 広島県豊田郡大崎上島町沖浦１０１０－３
★ 木江明石郵便局 725-0403 広島県豊田郡大崎上島町明石２４０８－１
★ 竹原郵便局 725-8799 広島県竹原市中央３－１－２
★ 府中鵜飼郵便局 726-0002 広島県府中市鵜飼町５４２－６
★ 府中本町郵便局 726-0005 広島県府中市府中町７３９－１
★ 府中高木郵便局 726-0013 広島県府中市高木町４９
★ 府中高木南郵便局 726-0013 広島県府中市高木町上川原１２２４－１
★ 父石郵便局 726-0035 広島県府中市父石町甲５２９－１
★ 府中郵便局 726-8799 広島県府中市元町４５８－４
★ 庄原板橋郵便局 727-0014 広島県庄原市板橋町１３５７－１
★ 庄原三日市郵便局 727-0021 広島県庄原市三日市町上市南裏２９８－１２
★ 口南郵便局 727-0199 広島県庄原市口和町永田７６７－３
★ 川北郵便局 727-0203 広島県庄原市川北町１７２－２
★ 比和郵便局 727-0399 広島県庄原市比和町比和９９１
★ 高野郵便局 727-0402 広島県庄原市高野町新市６７４－６
★ 下高野山郵便局 727-0421 広島県庄原市高野町中門田１４１－３
★ 赤川郵便局 727-0621 広島県庄原市春田町１３０－７
★ 備後本村郵便局 727-0623 広島県庄原市本村町６０１－８
★ 庄原郵便局 727-8799 広島県庄原市中本町１－６－１
★ 八次郵便局 728-0006 広島県三次市畠敷町１７０３－８
★ 三次小文町郵便局 728-0007 広島県三次市小文町３７０－１
★ 三次十日市郵便局 728-0012 広島県三次市十日市中４－７－１４
★ 三次日出郵便局 728-0012 広島県三次市十日市中２－１－３３
★ 三次胡子町郵便局 728-0021 広島県三次市三次町１５９３－１
★ 三次西中町郵便局 728-0021 広島県三次市三次町１８９６－６
★ 三次東酒屋町郵便局 728-0023 広島県三次市東酒屋町３８７－５
★ 三次粟屋郵便局 728-0025 広島県三次市粟屋町１１４５５－４
★ 大津郵便局 728-0115 広島県三次市作木町大津１４７－９
★ 香淀郵便局 728-0131 広島県三次市作木町香淀１７２－２４
★ 作木郵便局 728-0199 広島県三次市作木町下作木１５４２
★ 横谷郵便局 728-0211 広島県三次市布野町横谷８２６－５
★ 布野郵便局 728-0299 広島県三次市布野町上布野１４１９－１０
★ 君田郵便局 728-0401 広島県三次市君田町東入君７４４－７
★ 櫃田郵便局 728-0406 広島県三次市君田町櫃田７５０－１５
★ 口北郵便局 728-0502 広島県庄原市口和町向泉９４４－１
★ 川西郵便局 728-0621 広島県三次市三若町２６０１－２
★ 三次郵便局 728-8799 広島県三次市十日市東４－２－２
★ 南松永郵便局 729-0105 広島県福山市南松永町２－１１－１０
★ 備後今津郵便局 729-0111 広島県福山市今津町５－４－１６
★ 松永神村郵便局 729-0112 広島県福山市神村町３６１１－７
★ 松永宮前郵便局 729-0113 広島県福山市宮前町２－１－３
★ 柳津郵便局 729-0114 広島県福山市柳津町１４４６－３

高須郵便局 729-0141 広島県尾道市高須町９２４－３５
東尾道駅前郵便局 729-0141 広島県尾道市高須町４７７３－５

★ 松永郵便局 729-0199 広島県福山市松永町４－１２－１９
★ 備後本郷郵便局 729-0252 広島県福山市本郷町１０９１－３
★ 糸崎郵便局 729-0324 広島県三原市糸崎５－１２－１
★ 南方郵便局 729-0413 広島県三原市本郷町南方７４６５－１
★ 本郷郵便局 729-0417 広島県三原市本郷南４－２９－１
★ 高坂郵便局 729-0472 広島県三原市高坂町真良２８１０－２
★ 大草郵便局 729-1211 広島県三原市大和町大草９１２６－１
★ 和木郵便局 729-1399 広島県三原市大和町和木１５９９－８
★ 神田郵便局 729-1499 広島県三原市大和町下徳良１８０６

広島県



都道府県 局名 郵便番号 住所
★ 幸崎郵便局 729-2252 広島県三原市幸崎能地４－１１－８
★ 大乗郵便局 729-2313 広島県竹原市高崎町７５－８
★ 三原小泉郵便局 729-2361 広島県三原市小泉町湯原４９２６－４
★ 忠海郵便局 729-2399 広島県竹原市忠海中町２－２４－２
★ 戸手郵便局 729-3101 広島県福山市新市町戸手２０６０－５
★ 網引郵便局 729-3104 広島県福山市新市町宮内３１８－２
★ 金丸郵便局 729-3111 広島県福山市新市町金丸３７５－３
★ 新市郵便局 729-3199 広島県福山市新市町新市６８２
★ 協和郵便局 729-3211 広島県府中市木野山町２２２－１
★ 府中久佐郵便局 729-3222 広島県府中市久佐町９４９－１２
★ 東郵便局 729-3305 広島県世羅郡世羅町別迫８２９－５
★ 三川郵便局 729-3399 広島県世羅郡世羅町伊尾田谷１９１０－１
★ 吉野郵便局 729-3402 広島県府中市上下町小堀１７４－５
★ 上下郵便局 729-3499 広島県府中市上下町上下１８６７－１
★ 牧郵便局 729-3513 広島県神石郡神石高原町牧３９７－３
★ 田頭郵便局 729-3514 広島県神石郡神石高原町田頭１６９－１
★ 神石郵便局 729-3599 広島県神石郡神石高原町高光２１１７－１１
★ 永野郵便局 729-3602 広島県神石郡神石高原町永野２５４９－１
★ 総領郵便局 729-3799 広島県庄原市総領町稲草２０６１
★ 広定郵便局 729-4103 広島県三次市甲奴町小童２５９３－１
★ 甲奴郵便局 729-4199 広島県三次市甲奴町西野５４３－３
★ 吉舎安田郵便局 729-4203 広島県三次市吉舎町安田１５６８－１７
★ 吉舎郵便局 729-4299 広島県三次市吉舎町吉舎３７３－４
★ 三良坂郵便局 729-4304 広島県三次市三良坂町三良坂２２５１－１
★ 田森郵便局 729-5127 広島県庄原市東城町粟田１７００－２
★ 東城郵便局 729-5199 広島県庄原市東城町川東１３４５－４
★ 帝釈郵便局 729-5244 広島県庄原市東城町帝釈未渡２０１３
★ 川鳥郵便局 729-5456 広島県庄原市東城町森５０５２－９
★ 小奴可郵便局 729-5599 広島県庄原市東城町小奴可２５９７－１
★ 八鉾郵便局 729-5601 広島県庄原市西城町小鳥原９７２－４
★ 美古登郵便局 729-5744 広島県庄原市西城町大屋１９４０－１
★ 西城郵便局 729-5799 広島県庄原市西城町西城１１０－２
★ 高郵便局 729-5811 広島県庄原市高町８３６－２
★ 山内郵便局 729-6131 広島県庄原市山内町７１３
★ 塩町郵便局 729-6205 広島県三次市塩町２１８２－５
★ 川地郵便局 729-6331 広島県三次市下志和地町６２１－４
★ 三和郵便局 729-6699 広島県三次市三和町羽出庭１２７２－２
★ 上山郵便局 729-6701 広島県三次市三和町上壱１８４５－１
★ 敷名郵便局 729-6702 広島県三次市三和町敷名４６９８－１２
★ 津名郵便局 729-6715 広島県世羅郡世羅町下津田５４７－１
★ 吉川郵便局 729-6799 広島県世羅郡世羅町黒川１５１３
★ 広島白島中郵便局 730-0002 広島県広島市中区白島中町８－５
★ 広島白島郵便局 730-0004 広島県広島市中区東白島町１９－８
★ 広島基町郵便局 730-0011 広島県広島市中区基町１６－１７－１０１
★ 広島中郵便局 730-0011 広島県広島市中区基町６－３６
★ 広島県庁内郵便局 730-0011 広島県広島市中区基町１０－５２
★ 広島合同庁舎内郵便局 730-0012 広島県広島市中区上八丁堀６－３０
★ 広島八丁堀郵便局 730-0013 広島県広島市中区八丁堀１１－１０
★ 広島幟町中特ビル内郵便局 730-0016 広島県広島市中区幟町３－５７
★ 広島胡町郵便局 730-0021 広島県広島市中区胡町４－１
★ 広島福屋内郵便局 730-0021 広島県広島市中区胡町６－２６
★ 広島並木通り郵便局 730-0029 広島県広島市中区三川町５－１１
★ 広島立町郵便局 730-0032 広島県広島市中区立町６－１１
★ 広島小町郵便局 730-0041 広島県広島市中区小町２－２０
★ 広島鷹野橋郵便局 730-0042 広島県広島市中区国泰寺町２－４－１０
★ 広島富士見郵便局 730-0043 広島県広島市中区富士見町１６－３３
★ 広島昭和郵便局 730-0046 広島県広島市中区昭和町８－４０
★ ＮＨＫ広島放送センタービル内郵便局 730-0051 広島県広島市中区大手町２－１１－１０
★ 広島千田郵便局 730-0052 広島県広島市中区千田町３－１１－１
★ 広島十日市郵便局 730-0806 広島県広島市中区西十日市町９－６
★ 広島加古町郵便局 730-0812 広島県広島市中区加古町５－１１
★ 広島吉島郵便局 730-0821 広島県広島市中区吉島町８－１
★ 広島吉島東郵便局 730-0822 広島県広島市中区吉島東１－２０－１８
★ 広島光南郵便局 730-0825 広島県広島市中区光南１－６－８
★ 広島江波郵便局 730-0833 広島県広島市中区江波本町１４－２２
★ 広島江波栄町郵便局 730-0836 広島県広島市中区江波栄町１－７
★ 広島舟入町郵便局 730-0841 広島県広島市中区舟入町１２－１
★ 広島舟入川口郵便局 730-0845 広島県広島市中区舟入川口町１４－２４
★ 広島舟入南郵便局 730-0847 広島県広島市中区舟入南５－３－５
★ 広島中央郵便局 730-8799 広島県広島市中区国泰寺町１－４－１
★ 八木郵便局 731-0101 広島県広島市安佐南区八木４－２－９
★ 広島緑井郵便局 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井５－５－３
★ 広島下緑井郵便局 731-0103 広島県広島市安佐南区緑井２－４－１７
★ 広島東野郵便局 731-0111 広島県広島市安佐南区東野２－２４－４３
★ 広島祇園原郵便局 731-0113 広島県広島市安佐南区西原６－１－３１
★ 古市郵便局 731-0123 広島県広島市安佐南区古市２－８－２
★ 大町郵便局 731-0125 広島県広島市安佐南区大町西１－２－１１
★ 長束郵便局 731-0135 広島県広島市安佐南区長束３－２０－１４
★ 広島祇園平原郵便局 731-0136 広島県広島市安佐南区長束西２－１４－１０
★ 山本郵便局 731-0137 広島県広島市安佐南区山本１－１０－７
★ 中祇園郵便局 731-0138 広島県広島市安佐南区祇園１－４－１５
★ 広島高取郵便局 731-0144 広島県広島市安佐南区高取北３－６－５

広島県



都道府県 局名 郵便番号 住所
★ 広島毘沙門台郵便局 731-0152 広島県広島市安佐南区毘沙門台２－２３－６
★ 安郵便局 731-0154 広島県広島市安佐南区上安１－１－１０
★ 広島上安郵便局 731-0154 広島県広島市安佐南区上安２－３３－１
★ 安佐南郵便局 731-0199 広島県広島市安佐南区西原５－１０－８
★ 三入郵便局 731-0211 広島県広島市安佐北区三入６－１１－１７
★ 広島南原口郵便局 731-0221 広島県広島市安佐北区可部９－３９－８
★ 広島可部南郵便局 731-0223 広島県広島市安佐北区可部南２－１３－２０－５
★ 広島亀山郵便局 731-0231 広島県広島市安佐北区亀山４－４－４２
★ 可部郵便局 731-0299 広島県広島市安佐北区可部４－１－４
★ 刈田郵便局 731-0302 広島県安芸高田市八千代町勝田１３２４－４
★ 八千代郵便局 731-0305 広島県安芸高田市八千代町上根１０６２－３
★ 可愛郵便局 731-0524 広島県安芸高田市吉田町川本１１９３－１
★ 吉田入江郵便局 731-0532 広島県安芸高田市吉田町上入江７０－２
★ 丹比郵便局 731-0544 広島県安芸高田市吉田町多治比１３８９－２
★ 吉田郵便局 731-0599 広島県安芸高田市吉田町吉田６４９－４
★ 美土里本郷郵便局 731-0612 広島県安芸高田市美土里町本郷１７６４－４
★ 横田郵便局 731-0699 広島県安芸高田市美土里町横田２１２６－３
★ 北郵便局 731-0701 広島県安芸高田市美土里町北８８３－３
★ 生桑郵便局 731-0799 広島県安芸高田市美土里町生田１８３６－６
★ 飯室郵便局 731-1142 広島県広島市安佐北区安佐町飯室１４６４－２
★ 小河内郵便局 731-1171 広島県広島市安佐北区安佐町小河内３４１７－４
★ 鈴張郵便局 731-1199 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張２０２５－５
★ 吉坂郵便局 731-1221 広島県山県郡北広島町今吉田１７１５－３
★ 蔵迫郵便局 731-1502 広島県山県郡北広島町蔵迫２１１－１
★ 壬生郵便局 731-1515 広島県山県郡北広島町壬生５６９－１
★ 千代田南方郵便局 731-1523 広島県山県郡北広島町南方武住１９３６－１
★ 本地郵便局 731-1526 広島県山県郡北広島町本地２０３１－１
★ 千代田郵便局 731-1599 広島県山県郡北広島町有田５－１
★ 志路原郵便局 731-1701 広島県山県郡北広島町志路原１６３１－５
★ 都志見郵便局 731-1712 広島県山県郡北広島町都志見５２２７－２
★ 豊平郵便局 731-1799 広島県山県郡北広島町戸谷１０８７－１
★ 新庄郵便局 731-2103 広島県山県郡北広島町新庄９４６－１
★ 大朝郵便局 731-2199 広島県山県郡北広島町大朝２４４７
★ 美和郵便局 731-2206 広島県山県郡北広島町移原上組７４
★ 芸北郵便局 731-2399 広島県山県郡北広島町川小田５０５
★ 雄鹿原郵便局 731-2499 広島県山県郡北広島町荒神原４５８－６
★ 八幡郵便局 731-2551 広島県山県郡北広島町東八幡原１００１－３
★ 広島小野原郵便局 731-3164 広島県広島市安佐南区伴東３－２－１４
★ 広島大塚郵便局 731-3167 広島県広島市安佐南区大塚西３－１１－１

西風新都郵便局 731-3168 広島県広島市安佐南区伴南５－１－１１
★ 伴郵便局 731-3199 広島県広島市安佐南区伴東７－６３－１５
★ 戸山郵便局 731-3271 広島県広島市安佐南区沼田町阿戸３４４－１
★ 広島久地郵便局 731-3362 広島県広島市安佐北区安佐町久地１０４９－１
★ 日浦郵便局 731-3399 広島県広島市安佐北区あさひが丘３－１７－１８
★ 安野郵便局 731-3411 広島県山県郡安芸太田町穴９２５－１
★ 坪野郵便局 731-3412 広島県山県郡安芸太田町坪野７４８－１
★ 加計郵便局 731-3599 広島県山県郡安芸太田町加計３３１５－１
★ 上殿郵便局 731-3664 広島県山県郡安芸太田町上殿１９９９－１
★ 筒賀郵便局 731-3702 広島県山県郡安芸太田町中筒賀１６９１－２
★ 戸河内郵便局 731-3899 広島県山県郡安芸太田町戸河内３２８－１
★ 熊野西郵便局 731-4227 広島県安芸郡熊野町貴船９－１１
★ 広島阿戸郵便局 731-4231 広島県広島市安芸区阿戸町６２０８
★ 熊野郵便局 731-4299 広島県安芸郡熊野町出来庭４－１－３４
★ 小屋浦郵便局 731-4331 広島県安芸郡坂町小屋浦２－２９－１８
★ 坂郵便局 731-4399 広島県安芸郡坂町横浜中央１－６－４５
★ 広島五月が丘郵便局 731-5101 広島県広島市佐伯区五月が丘５－３－１７
★ 広島美鈴が丘郵便局 731-5114 広島県広島市佐伯区美鈴が丘西１－２－３
★ 広島八幡東郵便局 731-5115 広島県広島市佐伯区八幡東４－２－１７
★ 五日市郵便局 731-5127 広島県広島市佐伯区五日市１－２－１６
★ 広島コイン通郵便局 731-5127 広島県広島市佐伯区五日市５－３－３６
★ 吉見園郵便局 731-5132 広島県広島市佐伯区吉見園２－２４
★ 楽々園郵便局 731-5136 広島県広島市佐伯区楽々園２－１－１７
★ 観音郵便局 731-5142 広島県広島市佐伯区坪井１－３３－１３
★ 五日市河内郵便局 731-5151 広島県広島市佐伯区五日市町上河内１５８８－３
★ 広島城山郵便局 731-5155 広島県広島市佐伯区城山１－３－２
★ ジ・アウトレット広島内郵便局 731-5162 広島県広島市佐伯区石内東４－１－１
★ 安芸五日市郵便局 731-5199 広島県広島市佐伯区五日市中央６－１－１
★ 広島戸坂中町郵便局 732-0003 広島県広島市東区戸坂中町６－１６
★ 広島くるめ木郵便局 732-0008 広島県広島市東区戸坂くるめ木１－１－３１
★ 広島戸坂新町郵便局 732-0012 広島県広島市東区戸坂新町１－５－１
★ 広島中山郵便局 732-0023 広島県広島市東区中山東１－３－２１
★ 広島福田郵便局 732-0029 広島県広島市東区福田１－４２４５－２
★ 広島馬木郵便局 732-0031 広島県広島市東区馬木２－５４１－５
★ 広島上温品郵便局 732-0032 広島県広島市東区上温品２－１－７
★ 広島温品郵便局 732-0033 広島県広島市東区温品７－１３－４
★ 広島鶴江郵便局 732-0033 広島県広島市東区温品２－１９－８
★ 広島曙郵便局 732-0045 広島県広島市東区曙５－３－２７
★ 広島山根町郵便局 732-0048 広島県広島市東区山根町１６－１７
★ 広島光郵便局 732-0052 広島県広島市東区光町２－７－２
★ 広島愛宕町郵便局 732-0054 広島県広島市東区愛宕町５－６
★ 広島牛田早稲田郵便局 732-0062 広島県広島市東区牛田早稲田１－１５－７
★ 広島牛田早稲田団地郵便局 732-0063 広島県広島市東区牛田東４－１５－１

広島県



都道府県 局名 郵便番号 住所
★ 広島牛田郵便局 732-0066 広島県広島市東区牛田本町３－７－２１
★ 広島牛田本町五郵便局 732-0066 広島県広島市東区牛田本町５－３－１
★ 広島牛田新町郵便局 732-0068 広島県広島市東区牛田新町３－２－２１
★ 広島大州郵便局 732-0802 広島県広島市南区大州２－１４－１８
★ 広島蟹屋郵便局 732-0804 広島県広島市南区西蟹屋３－４－２２
★ 広島段原東浦郵便局 732-0811 広島県広島市南区段原２－１３－２２
★ 広島比治山本町郵便局 732-0816 広島県広島市南区比治山本町３－２６
★ 広島段原日出郵便局 732-0818 広島県広島市南区段原日出１－１５－７
★ 広島東郵便局 732-0822 広島県広島市南区松原町９－１
★ 広島金屋町郵便局 732-0825 広島県広島市南区金屋町２－２
★ 広島楠木郵便局 733-0002 広島県広島市西区楠木町３－８－１
★ 広島三篠郵便局 733-0003 広島県広島市西区三篠町２－６－１３
★ 広島大宮郵便局 733-0007 広島県広島市西区大宮１－１－１１
★ 広島横川郵便局 733-0011 広島県広島市西区横川町２－５－３
★ 広島中広町郵便局 733-0012 広島県広島市西区中広町２－１９－１５
★ 広島南観音郵便局 733-0035 広島県広島市西区南観音２－３－２５
★ 広島南観音七郵便局 733-0035 広島県広島市西区南観音７－７－１９
★ 広島観音新町郵便局 733-0036 広島県広島市西区観音新町１－１８－２２
★ 広島観音町郵便局 733-0037 広島県広島市西区西観音町１８－３
★ 広島己斐郵便局 733-0812 広島県広島市西区己斐本町１－９－１８
★ 広島己斐上郵便局 733-0815 広島県広島市西区己斐上１－１０－２７
★ 広島己斐上四郵便局 733-0815 広島県広島市西区己斐上４－２－６６
★ 広島庚午北郵便局 733-0821 広島県広島市西区庚午北１－６－２２
★ 広島庚午郵便局 733-0822 広島県広島市西区庚午中３－５－１２
★ 広島総合卸センター郵便局 733-0832 広島県広島市西区草津港１－５－２５
★ 広島商工センター郵便局 733-0834 広島県広島市西区草津新町２－２７－１１
★ 広島井口明神郵便局 733-0841 広島県広島市西区井口明神３－３－９
★ 広島井口郵便局 733-0842 広島県広島市西区井口２－３－１３
★ 広島井口西郵便局 733-0842 広島県広島市西区井口４－７－２４
★ 広島井口台郵便局 733-0844 広島県広島市西区井口台１－１４－２６
★ 広島鈴が峰郵便局 733-0852 広島県広島市西区鈴が峰町４１－１
★ 広島草津郵便局 733-0861 広島県広島市西区草津東１－７－２８
★ 広島高須郵便局 733-0871 広島県広島市西区高須２－３－１
★ 広島古江郵便局 733-0874 広島県広島市西区古江西町２－２３
★ 広島西郵便局 733-8799 広島県広島市西区天満町５－１０
★ 広島宇品神田郵便局 734-0004 広島県広島市南区宇品神田３－８－２３
★ 広島郵政研修所前郵便局 734-0004 広島県広島市南区宇品神田３－１２－１５
★ 広島翠一郵便局 734-0005 広島県広島市南区翠１－２－３３
★ 広島翠三郵便局 734-0005 広島県広島市南区翠３－１１－１１
★ 広島皆実町郵便局 734-0007 広島県広島市南区皆実町３－２－１６
★ 広島元宇品郵便局 734-0012 広島県広島市南区元宇品町５－２０
★ 広島出島郵便局 734-0013 広島県広島市南区出島２－３－９
★ 広島宇品本通郵便局 734-0015 広島県広島市南区宇品御幸５－１７－１
★ 広島似島郵便局 734-0017 広島県広島市南区似島町家下２８７－３
★ 広島東雲二郵便局 734-0022 広島県広島市南区東雲２－８－６
★ 広島本浦郵便局 734-0025 広島県広島市南区東本浦町５－５
★ 広島仁保二郵便局 734-0026 広島県広島市南区仁保２－７－５
★ 広島日宇那郵便局 734-0031 広島県広島市南区日宇那町１－９
★ 広島旭郵便局 734-0036 広島県広島市南区旭２－１７－５
★ 広島霞郵便局 734-0037 広島県広島市南区霞１－１－９
★ 広島東霞郵便局 734-0046 広島県広島市南区東霞町５－２１
★ 広島青崎郵便局 734-0053 広島県広島市南区青崎１－１４－１８
★ 豊島郵便局 734-0101 広島県呉市豊浜町豊島３９５５－１
★ 大浜郵便局 734-0102 広島県呉市豊浜町大浜１１１５－１
★ 大長郵便局 734-0301 広島県呉市豊町大長５９１５－３６
★ 久友郵便局 734-0304 広島県呉市豊町久比２３０５－１
★ 御手洗郵便局 734-0399 広島県呉市豊町御手洗２０９
★ 宇品郵便局 734-8799 広島県広島市南区宇品東１－１－６３
★ えのみや郵便局 735-0006 広島県安芸郡府中町本町３－８－２５
★ 青崎東郵便局 735-0015 広島県安芸郡府中町青崎東１９－４９－２４
★ 西辻郵便局 735-0021 広島県安芸郡府中町大須３－２－１３
★ 鹿籠郵便局 735-0026 広島県安芸郡府中町桃山１－３－１２
★ 茂陰郵便局 735-0029 広島県安芸郡府中町茂陰１－６－２８
★ 安芸府中郵便局 735-8799 広島県安芸郡府中町浜田本町１－４４
★ 海田三迫郵便局 736-0014 広島県安芸郡海田町三迫１－３－４
★ 東海田郵便局 736-0021 広島県安芸郡海田町成本１４－５
★ 海田大正町郵便局 736-0042 広島県安芸郡海田町南大正町４－２８
★ 海田中店郵便局 736-0066 広島県安芸郡海田町中店９－３４
★ 広島船越郵便局 736-0081 広島県広島市安芸区船越５－１３－２０
★ 矢野郵便局 736-0085 広島県広島市安芸区矢野西５－１－３
★ 広島矢野東郵便局 736-0085 広島県広島市安芸区矢野西７－２－２
★ 海田郵便局 736-8799 広島県安芸郡海田町曙町１０－３４
★ 呉阿賀北郵便局 737-0001 広島県呉市阿賀北７－３－１８
★ 呉阿賀中央郵便局 737-0003 広島県呉市阿賀中央８－４－５
★ 呉阿賀南四郵便局 737-0004 広島県呉市阿賀南４－２－２３
★ 呉阿賀南八郵便局 737-0004 広島県呉市阿賀南８－４－９
★ 呉警固屋郵便局 737-0012 広島県呉市警固屋４－６－８
★ 呉警固屋七郵便局 737-0012 広島県呉市警固屋７－２－２１
★ 呉宮原三郵便局 737-0024 広島県呉市宮原３－５－１１
★ 呉宮原十一郵便局 737-0024 広島県呉市宮原１１－３－１３
★ 呉宮原七郵便局 737-0024 広島県呉市宮原７－３－１７
★ 呉和庄一郵便局 737-0041 広島県呉市和庄１－２－５
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都道府県 局名 郵便番号 住所
★ 呉本通四郵便局 737-0045 広島県呉市本通４－１－１２
★ 呉本通七郵便局 737-0045 広島県呉市本通７－１４－６
★ 呉中通郵便局 737-0046 広島県呉市中通１－４－１３
★ 呉中央六郵便局 737-0051 広島県呉市中央６－３－７
★ 呉東中央二郵便局 737-0052 広島県呉市東中央２－１－１６
★ 呉吾妻郵便局 737-0076 広島県呉市吾妻２－６－２１
★ 呉伏原郵便局 737-0077 広島県呉市伏原２－５－９
★ 呉三坂地郵便局 737-0105 広島県呉市広中迫町１７－１４
★ 呉横路郵便局 737-0113 広島県呉市広横路４－１－１５
★ 呉広本町郵便局 737-0125 広島県呉市広本町３－１８－１８
★ 呉広大新開郵便局 737-0131 広島県呉市広中町１１－１９
★ 呉長浜郵便局 737-0136 広島県呉市広長浜１－１－３
★ 呉両谷郵便局 737-0141 広島県呉市広大新開３－２－２２
★ 呉仁方郵便局 737-0152 広島県呉市仁方本町１－８－４
★ 呉郷原郵便局 737-0161 広島県呉市郷原町１５８３－２
★ 広郵便局 737-0199 広島県呉市広本町１－６－１
★ 向郵便局 737-0311 広島県呉市蒲刈町向２９０１－１
★ 下蒲刈郵便局 737-0399 広島県呉市下蒲刈町下島２１２０－６
★ 大浦郵便局 737-0402 広島県呉市蒲刈町大浦８１１－２
★ 蒲刈郵便局 737-0499 広島県呉市蒲刈町宮盛９９９－１
★ 呉山手郵便局 737-0814 広島県呉市山手１－１２－１８
★ 呉三条一郵便局 737-0821 広島県呉市三条１－８－２９
★ 呉三条郵便局 737-0821 広島県呉市三条３－４－１０
★ 呉海岸郵便局 737-0823 広島県呉市海岸３－１２－２
★ 呉吉浦郵便局 737-0853 広島県呉市吉浦中町１－３－４
★ 呉天応郵便局 737-0874 広島県呉市天応南町５－２６
★ 呉泉ケ丘郵便局 737-0913 広島県呉市焼山泉ヶ丘１－９－９
★ 呉桜ケ丘郵便局 737-0933 広島県呉市焼山桜ヶ丘１－３－１２
★ 呉焼山郵便局 737-0935 広島県呉市焼山中央２－１－８
★ 音戸郵便局 737-1205 広島県呉市音戸町南隠渡１－８－２０
★ 先奥郵便局 737-1213 広島県呉市音戸町先奥２－７－３
★ 田原郵便局 737-1216 広島県呉市音戸町田原２－４７－５
★ 室尾郵便局 737-1377 広島県呉市倉橋町１１８９７－９
★ 釣士田郵便局 737-1377 広島県呉市倉橋町７３８１－１
★ 鹿島郵便局 737-1377 広島県呉市倉橋町１８４８７
★ 倉橋郵便局 737-1399 広島県呉市倉橋町２３６４
★ 飛渡瀬郵便局 737-2101 広島県江田島市大柿町飛渡瀬１５８１－３
★ 切串郵便局 737-2111 広島県江田島市江田島町切串２－１８－２８
★ 秋月郵便局 737-2131 広島県江田島市江田島町秋月２－４５－３
★ 江田島郵便局 737-2199 広島県江田島市江田島町中央４－１６－２
★ 柿浦郵便局 737-2211 広島県江田島市大柿町柿浦１９６１
★ 大君郵便局 737-2212 広島県江田島市大柿町大君９８－１０
★ 大柿郵便局 737-2213 広島県江田島市大柿町大原１０８７－１０
★ 深江郵便局 737-2214 広島県江田島市大柿町深江１０８２－２
★ 能美郵便局 737-2301 広島県江田島市能美町中町１４７４－２
★ 鹿川郵便局 737-2302 広島県江田島市能美町鹿川３２３９－９
★ 高田郵便局 737-2303 広島県江田島市能美町高田３４２６－５
★ 沖郵便局 737-2312 広島県江田島市沖美町畑２５６－２
★ 三高郵便局 737-2316 広島県江田島市沖美町三吉４３５－２
★ 安浦三津口郵便局 737-2502 広島県呉市安浦町三津口２－１０－３
★ 安登郵便局 737-2512 広島県呉市安浦町安登西５－９－１１
★ 安浦郵便局 737-2599 広島県呉市安浦町中央２－１－１
★ 川尻郵便局 737-2699 広島県呉市川尻町東１－１－１
★ 呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央２－１－１
★ 佐方郵便局 738-0001 広島県廿日市市佐方１－４－１４
★ 桜尾郵便局 738-0004 広島県廿日市市桜尾２－２－５６
★ 廿日市住吉郵便局 738-0013 広島県廿日市市廿日市１－８－１１
★ 速谷神社前郵便局 738-0026 広島県廿日市市上平良堂垣内３４０－３
★ 廿日市串戸郵便局 738-0033 広島県廿日市市串戸４－４－６
★ 宮内郵便局 738-0034 広島県廿日市市宮内１０６５－４
★ 廿日市宮園郵便局 738-0035 広島県廿日市市宮園３－７－８
★ 四季が丘郵便局 738-0036 広島県廿日市市四季が丘５－２－１
★ 地御前郵便局 738-0042 広島県廿日市市地御前１－４－１９
★ 阿品台郵便局 738-0053 広島県廿日市市阿品台４－１－１８
★ 友和郵便局 738-0203 広島県廿日市市友田５７０－２
★ 玖島郵便局 738-0205 広島県廿日市市玖島４３５０－６
★ 浅原郵便局 738-0223 広島県廿日市市浅原２６４９－５
★ 佐伯郵便局 738-0299 広島県廿日市市津田２０１６－４
★ 吉和郵便局 738-0301 広島県廿日市市吉和１８８８－１
★ 砂谷郵便局 738-0599 広島県広島市佐伯区湯来町伏谷１１－５
★ 麦谷郵便局 738-0602 広島県広島市佐伯区湯来町麦谷１７３３
★ 水内郵便局 738-0699 広島県広島市佐伯区湯来町和田２９９－１
★ 上水内郵便局 738-0721 広島県広島市佐伯区湯来町多田２５７５－２
★ 廿日市郵便局 738-8799 広島県廿日市市新宮１－１６－１０
★ 三永郵便局 739-0023 広島県東広島市西条町下三永７０３－３
★ 御薗宇郵便局 739-0024 広島県東広島市西条町御薗宇６４２７－１
★ 郷田郵便局 739-0035 広島県東広島市西条町郷曽２８６－１
★ 東広島寺西郵便局 739-0041 広島県東広島市西条町寺家６６３８－１
★ 広島大学内郵便局 739-0046 広島県東広島市鏡山１－１－３
★ サイエンスパーク前郵便局 739-0046 広島県東広島市鏡山３－６－２
★ 八本松駅前郵便局 739-0141 広島県東広島市八本松町飯田１１５４０
★ 八本松東郵便局 739-0142 広島県東広島市八本松東３－１－２３
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★ 原郵便局 739-0151 広島県東広島市八本松町原６８５８－５
★ 八本松郵便局 739-0199 広島県東広島市八本松南５－５－１４
★ 東志和郵便局 739-0262 広島県東広島市志和町志和東１２０１－６
★ 西志和郵便局 739-0267 広島県東広島市志和町別府２７７
★ 志和堀郵便局 739-0269 広島県東広島市志和町志和堀３５０６－２
★ 広島上瀬野郵便局 739-0301 広島県広島市安芸区上瀬野２－１６－７
★ 瀬野川郵便局 739-0311 広島県広島市安芸区瀬野１－２２－２８
★ 広島中野郵便局 739-0321 広島県広島市安芸区中野２－１－６
★ 広島中野東郵便局 739-0321 広島県広島市安芸区中野５－９－１８
★ もみじ郵便局 739-0402 広島県廿日市市対厳山２－１６－２２
★ 宮島口郵便局 739-0411 広島県廿日市市宮島口１－１２－４
★ 大野浦郵便局 739-0441 広島県廿日市市大野原２－１６－２２
★ 大野郵便局 739-0499 広島県廿日市市大野原１－２－１
★ 宮島郵便局 739-0559 広島県廿日市市宮島町５９０
★ 大竹栄町郵便局 739-0603 広島県大竹市西栄１－２０－９
★ 大竹立戸郵便局 739-0605 広島県大竹市立戸２－４－１０
★ 阿多田島郵便局 739-0607 広島県大竹市阿多田１８５
★ 大竹本町郵便局 739-0613 広島県大竹市本町２－１６－１３
★ 大竹木野郵便局 739-0616 広島県大竹市木野１－５－１０
★ 大竹小方郵便局 739-0621 広島県大竹市港町１－１－３
★ 栗谷郵便局 739-0645 広島県大竹市栗谷町小栗林６４３－１
★ 玖波郵便局 739-0651 広島県大竹市玖波２－３－２
★ 大竹郵便局 739-0699 広島県大竹市新町２－１０－１６
★ 甲田郵便局 739-1101 広島県安芸高田市甲田町高田原１４５２－２
★ 小田郵便局 739-1103 広島県安芸高田市甲田町下小原３８７－８
★ 向原郵便局 739-1201 広島県安芸高田市向原町坂４５０
★ 井原郵便局 739-1301 広島県広島市安佐北区白木町井原４４０２
★ 志屋郵便局 739-1303 広島県広島市安佐北区白木町志路５５１１－２
★ 高南郵便局 739-1499 広島県広島市安佐北区白木町小越８７－５
★ 安芸三田郵便局 739-1521 広島県広島市安佐北区白木町三田７２３７－１
★ 広島高陽金平郵便局 739-1731 広島県広島市安佐北区落合３－８－４３－２
★ 口田郵便局 739-1734 広島県広島市安佐北区口田１－８－３
★ 高陽岩上郵便局 739-1734 広島県広島市安佐北区口田４－２３－６
★ 広島倉掛郵便局 739-1743 広島県広島市安佐北区倉掛３－３９－１０
★ 広島中深川郵便局 739-1751 広島県広島市安佐北区深川６－３－３３
★ 狩留家郵便局 739-1753 広島県広島市安佐北区狩留家町３５４４－４
★ 高陽郵便局 739-1799 広島県広島市安佐北区亀崎１－１－３３
★ 川根郵便局 739-1801 広島県安芸高田市高宮町川根２２６８－１
★ 来原郵便局 739-1805 広島県安芸高田市高宮町原田１６３６－４
★ 高宮郵便局 739-1899 広島県安芸高田市高宮町佐々部１０８２－１５
★ 造賀郵便局 739-2101 広島県東広島市高屋町造賀３５８５－１
★ 白市郵便局 739-2114 広島県東広島市高屋町白市１０６１－２
★ 小谷郵便局 739-2121 広島県東広島市高屋町小谷１８８４－５
★ 西高屋駅前郵便局 739-2125 広島県東広島市高屋町中島４５６－５
★ 高屋郵便局 739-2199 広島県東広島市高屋高美が丘４－３５－１
★ 河戸郵便局 739-2204 広島県東広島市河内町河戸１０９－３
★ 戸野郵便局 739-2205 広島県東広島市河内町戸野７１９－１
★ 入野郵便局 739-2208 広島県東広島市河内町入野４９７３－８
★ 河内郵便局 739-2299 広島県東広島市河内町中河内７９４－２
★ 竹仁郵便局 739-2302 広島県東広島市福富町下竹仁４９９－９
★ 豊栄郵便局 739-2311 広島県東広島市豊栄町乃美３２５３－４
★ 川源郵便局 739-2313 広島県東広島市豊栄町清武３５０－２
★ 安宿郵便局 739-2316 広島県東広島市豊栄町安宿３８６３－４
★ 福富郵便局 739-2399 広島県東広島市福富町久芳金口１５３９－２６
★ 安芸津木谷郵便局 739-2401 広島県東広島市安芸津町木谷４１６
★ 安芸津風早郵便局 739-2403 広島県東広島市安芸津町風早１１７８－３
★ 安芸津郵便局 739-2499 広島県東広島市安芸津町三津４３８６
★ 板城郵便局 739-2599 広島県東広島市黒瀬町小多田３２５
★ 黒瀬楢原郵便局 739-2613 広島県東広島市黒瀬町楢原１６８４－１
★ 乃美尾郵便局 739-2622 広島県東広島市黒瀬町乃美尾２４－３
★ 黒瀬郵便局 739-2699 広島県東広島市黒瀬町菅田３７４－１
★ 下黒瀬郵便局 739-2799 広島県東広島市黒瀬町兼沢１１０２
★ 安芸西条郵便局 739-8799 広島県東広島市西条栄町１０－３８

松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町３－５－２
★ 丹原郵便局 791-0510 愛媛県西条市丹原町丹原２２５－２
★ 田野郵便局 791-0521 愛媛県西条市丹原町長野８７８
★ 来見郵便局 791-0531 愛媛県西条市丹原町来見２２－１
★ 桜樹郵便局 791-0541 愛媛県西条市丹原町鞍瀬甲３３４－３
★ 新居浜磯浦郵便局 792-0002 愛媛県新居浜市磯浦町１－１
★ 新居浜新田郵便局 792-0003 愛媛県新居浜市新田町３－２－２４
★ 新居浜前田郵便局 792-0007 愛媛県新居浜市前田町１５－１
★ 新居浜西原町郵便局 792-0011 愛媛県新居浜市西原町３－１－１１
★ 新居浜若水郵便局 792-0017 愛媛県新居浜市若水町２－５－４１
★ 新居浜泉宮郵便局 792-0021 愛媛県新居浜市泉宮町２－３８
★ 新居浜久保田郵便局 792-0026 愛媛県新居浜市久保田町３－７－２８
★ 新居浜中村郵便局 792-0044 愛媛県新居浜市中村１－７－１４
★ 新居浜萩生郵便局 792-0050 愛媛県新居浜市萩生１１５６－５
★ グラン楠通り郵便局 792-0802 愛媛県新居浜市新須賀町２－１０－７
★ 新居浜平形町郵便局 792-0803 愛媛県新居浜市平形町７－２
★ 新居浜駅前郵便局 792-0812 愛媛県新居浜市坂井町２－４－２３
★ 新居浜外山郵便局 792-0823 愛媛県新居浜市外山町２－５
★ 泉川郵便局 792-0824 愛媛県新居浜市上泉町１－３３

広島県

愛媛県



都道府県 局名 郵便番号 住所
★ 新居浜山根郵便局 792-0841 愛媛県新居浜市中筋町１－１６－１２
★ 新居浜船木郵便局 792-0856 愛媛県新居浜市船木甲４４１２－２
★ 新居浜沢津郵便局 792-0862 愛媛県新居浜市沢津町２－１１－２１
★ 新居浜垣生郵便局 792-0872 愛媛県新居浜市垣生４－１３－４
★ 新居浜郷郵便局 792-0888 愛媛県新居浜市田の上１－１－３８
★ 多喜浜郵便局 792-0890 愛媛県新居浜市楠崎１－６－３５
★ 新居浜大島郵便局 792-0891 愛媛県新居浜市大島４７－２
★ 新居浜郵便局 792-8799 愛媛県新居浜市繁本町３－２
★ 西条飯岡郵便局 793-0010 愛媛県西条市飯岡１９７２－３
★ 西条四軒町郵便局 793-0023 愛媛県西条市明屋敷２３０－９
★ 西条大町郵便局 793-0030 愛媛県西条市大町１２９２－１
★ 西条公園通り郵便局 793-0030 愛媛県西条市大町５１５－３
★ 西条西田郵便局 793-0062 愛媛県西条市西田甲４２５－１
★ 西条氷見郵便局 793-0073 愛媛県西条市氷見丙４３４－５
★ 加茂郵便局 793-0103 愛媛県西条市荒川２－１８２－５
★ 大保木郵便局 793-0214 愛媛県西条市中奥２－１８
★ 西条郵便局 793-8799 愛媛県西条市大町１７１０－４

今治大浜郵便局 794-0002 愛媛県今治市大浜町２－１－４１
今治近見郵便局 794-0004 愛媛県今治市鐘場町１－３－１
今治常盤町郵便局 794-0015 愛媛県今治市常盤町７－５－３９
今治本町五郵便局 794-0018 愛媛県今治市本町６－４－２８
今治室屋町郵便局 794-0022 愛媛県今治市室屋町２－２－１
今治共栄郵便局 794-0024 愛媛県今治市共栄町４－３－１５
今治東門郵便局 794-0033 愛媛県今治市東門町１－７－４３
今治松本郵便局 794-0041 愛媛県今治市松本町３－４－１６
今治北日吉郵便局 794-0054 愛媛県今治市北日吉町１－１４－４
今治蒼社郵便局 794-0058 愛媛県今治市蒼社町１－３－４６
今治小泉郵便局 794-0064 愛媛県今治市小泉４－１２－１７
イオンモール今治新都市内郵便局 794-0068 愛媛県今治市にぎわい広場１－１
今治延喜郵便局 794-0084 愛媛県今治市延喜甲３８８－２
玉川郵便局 794-0199 愛媛県今治市玉川町大野甲１３３－９
今治鳥生郵便局 794-0802 愛媛県今治市南鳥生町２－１－３６
今治中寺郵便局 794-0840 愛媛県今治市中寺５３９
関前郵便局 794-1101 愛媛県今治市関前岡村甲７３８－１０
口総郵便局 794-1308 愛媛県今治市大三島町浦戸２－７
大三島郵便局 794-1399 愛媛県今治市大三島町宮浦５１７０
上浦郵便局 794-1402 愛媛県今治市上浦町井口６０１０－２
甘崎郵便局 794-1403 愛媛県今治市上浦町甘崎２６２９
泊郵便局 794-2102 愛媛県今治市吉海町泊１４６２－２
吉海郵便局 794-2199 愛媛県今治市吉海町八幡１６７－２
宮窪郵便局 794-2203 愛媛県今治市宮窪町宮窪２８９９
伯方有津郵便局 794-2301 愛媛県今治市伯方町有津甲８９４－４
西伯方郵便局 794-2304 愛媛県今治市伯方町北浦甲２２２５
伯方郵便局 794-2399 愛媛県今治市伯方町木浦甲３４５８－２
岩城郵便局 794-2410 愛媛県越智郡上島町岩城１４６５
魚島郵便局 794-2540 愛媛県越智郡上島町魚島１－１３６２－１
生名郵便局 794-2550 愛媛県越智郡上島町生名５１７
弓削郵便局 794-2599 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削２４５
今治郵便局 794-8799 愛媛県今治市旭町１－３－４

★ 川之江新町郵便局 799-0101 愛媛県四国中央市川之江町１７２０－２
★ 川之江妻鳥郵便局 799-0113 愛媛県四国中央市妻鳥町３５３－１４
★ 上分郵便局 799-0121 愛媛県四国中央市上分町５１７－６
★ 川滝郵便局 799-0127 愛媛県四国中央市川滝町下山２０２１－８
★ 川之江郵便局 799-0199 愛媛県四国中央市金生町下分８５７－１
★ 新宮郵便局 799-0399 愛媛県四国中央市新宮町新宮４６７
★ 伊予三島朝日郵便局 799-0403 愛媛県四国中央市三島朝日１－５－２３
★ 伊予三島港郵便局 799-0405 愛媛県四国中央市三島中央１－５－２１
★ 伊予三島中之庄郵便局 799-0422 愛媛県四国中央市中之庄町１２６－１
★ 伊予三島寒川郵便局 799-0431 愛媛県四国中央市寒川町５１９－３
★ 伊予三島豊岡郵便局 799-0435 愛媛県四国中央市豊岡町長田４２５－１
★ 伊予三島郵便局 799-0499 愛媛県四国中央市三島中央５－６－１７
★ 富郷郵便局 799-0643 愛媛県四国中央市富郷町寒川山４２５－３
★ 別子郵便局 799-0650 愛媛県新居浜市別子山甲４７０－２
★ 長津郵便局 799-0704 愛媛県四国中央市土居町津根１９２７－４
★ 関川郵便局 799-0721 愛媛県四国中央市土居町上野１７１７
★ 蕪崎郵便局 799-0724 愛媛県四国中央市土居町蕪崎３１０－３
★ 土居郵便局 799-0799 愛媛県四国中央市土居町入野８４７－６
★ 石根郵便局 799-1106 愛媛県西条市小松町大頭甲６５－１
★ 小松郵便局 799-1199 愛媛県西条市小松町新屋敷甲４７１－４
★ 三芳郵便局 799-1301 愛媛県西条市三芳１０５７－５
★ 吉岡郵便局 799-1331 愛媛県西条市新町２７７－３
★ 東予壬生川郵便局 799-1341 愛媛県西条市壬生川８４－９
★ 吉井郵便局 799-1364 愛媛県西条市石田１００
★ 東予郵便局 799-1399 愛媛県西条市三津屋南１１－２９

今治拝志郵便局 799-1504 愛媛県今治市拝志１１－２９
今治国分郵便局 799-1533 愛媛県今治市国分３－２－４１
桜井郵便局 799-1599 愛媛県今治市桜井４－４－１０
朝倉郵便局 799-1603 愛媛県今治市朝倉下甲４６０－２
波方郵便局 799-2101 愛媛県今治市波方町波方甲２２６４－３９
小部郵便局 799-2103 愛媛県今治市波方町小部甲６２８
波止浜郵便局 799-2199 愛媛県今治市地堀１－３－１
大西郵便局 799-2203 愛媛県今治市大西町新町甲３０７－１

愛媛県



都道府県 局名 郵便番号 住所
亀岡郵便局 799-2301 愛媛県今治市菊間町佐方２６４
菊間郵便局 799-2399 愛媛県今治市菊間町浜４５０

香川県 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町１－１５
徳島県 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町１－２
高知県 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町１－１０－１８

東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内２－７－２
浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草１－１－１
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
三鷹郵便局 181-8799 東京都三鷹市野崎１－１－２
調布郵便局 182-8799 東京都調布市八雲台２－６－１
武蔵府中郵便局 183-8799 東京都府中市寿町１－７
小金井郵便局 184-8799 東京都小金井市本町５－３８－２０
立川郵便局 190-8799 東京都立川市曙町２－１４－３６
八王子南郵便局 192-0399 東京都八王子市みなみ野１－６－７
八王子郵便局 192-8799 東京都八王子市大和田町７－２１－１
八王子西郵便局 193-8799 東京都八王子市散田町５－２７－７
町田西郵便局 194-0299 東京都町田市小山町４２７５－２
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
多摩郵便局 206-8799 東京都多摩市鶴牧１－２４－２

愛媛県

東京都


