
局名 電話番号 〒 住所

鶴見区 鶴見郵便局 0570-099-843 230-8799 横浜市鶴見区鶴見中央3-22-1

神奈川区 大口駅前郵便局 045-401-4816 221-0015 横浜市神奈川区神之木町1-1

西区 横浜中央郵便局 045-461-1431 220-8799 横浜市西区高島2-14-2

中区 横浜港郵便局 0570-943-550 231-8799 横浜市中区日本大通5-3

南区 横浜南郵便局 0570-032-443 232-8799 横浜市南区井土ケ谷上町1-1

港南郵便局 0570-943-467 233-8799 横浜市港南区最戸1-20-6

港南台郵便局 0570-943-797 234-8799 横浜市港南区港南台8-11-3

保土ヶ谷区 保土ヶ谷郵便局 0570-943-765 240-8799 横浜市保土ヶ谷区川辺町2-8

旭区 横浜旭郵便局 0570-943-900 241-8799 横浜市旭区本村町44-2

磯子区 磯子郵便局 0570-001-912 235-8799 横浜市磯子区森3-1-15

金沢区 横浜金沢郵便局 0570-002-582 236-8799 横浜市金沢区泥亀2-10-2

港北郵便局 0570-083-967 222-8799 横浜市港北区菊名6-20-18

綱島郵便局 0570-943-690 223-8799 横浜市港北区綱島台17-13

緑区 緑郵便局 0570-943-160 226-8799 横浜市緑区中山4-32-30

青葉区 青葉郵便局 0570-001-981 225-8799 横浜市青葉区荏田西1-7-5

都筑区 都筑郵便局 0570-005-290 224-8799 横浜市都筑区茅ヶ崎中央33-1

戸塚区 戸塚郵便局 0570-943-454 244-8799 横浜市戸塚区戸塚町4102-1

栄区 大船郵便局 0570-034-720 247-8799 鎌倉市大船2-20-23

泉区 横浜泉郵便局 0570-943-994 245-8799 横浜市泉区和泉中央北1-41-1

瀬谷区 瀬谷郵便局 0570-943-383 246-8799 横浜市瀬谷区瀬谷4-45-10

川崎港郵便局 0570-004-825 210-0899 川崎市川崎区南渡田町1-3

川崎中央郵便局 044-222-2403 210-8799 川崎市川崎区榎町1-2

幸区 川崎ソリッドスクエア内郵便局 044-541-3050 212-0013 川崎市幸区堀川町580

中原区 中原郵便局 0570-200-185 211-8799 川崎市中原区小杉町3-436

高津区 高津郵便局 0570-097-388 213-8799 川崎市高津区末長1-40-28

宮前区 宮前郵便局 0570-003-265 216-8799 川崎市宮前区有馬4-1-1

多摩区 登戸郵便局 0570-943-182 214-8799 川崎市多摩区登戸1685-1

麻生区 麻生郵便局 0570-943-644 215-8799 川崎市麻生区万福寺5-1-1

久里浜郵便局 0570-096-656 239-8799 横須賀市久里浜5-10-1

横須賀郵便局 0570-943-513 238-8799 横須賀市小川町8

田浦郵便局 0570-943-664 237-8799 横須賀市田浦町2-83-1

長井郵便局 046-856-4057 238-0399 横須賀市長井3-47-5

平塚市 平塚郵便局 0570-943-240 254-8799 平塚市追分1-33

鎌倉市 鎌倉郵便局 0570-943-374 248-8799 鎌倉市小町1-10-3

藤沢郵便局 0570-200-170 251-8799 藤沢市藤沢115-2

藤沢北郵便局 0570-033-781 252-0899 藤沢市高倉1220

小田原東郵便局 0570-098-957 256-8799 小田原市前川14-1

小田原郵便局 0570-943-741 250-8799 小田原市栄町1-13-13

茅ヶ崎市 茅ヶ崎郵便局 0570-943-269 253-8799 茅ヶ崎市新栄町13-20

逗子市 逗子郵便局 0570-943-321 249-8799 逗子市逗子6-1-3

相模原市(中央区)相模原郵便局 0570-032-685 252-0299 相模原市中央区富士見1-1-20
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相模原古淵郵便局 042-755-5066 252-0344 相模原市南区古淵3-2-8

相模台郵便局 042-743-7809 252-0321 相模原市南区相模台2-1-6

橋本郵便局 0570-943-437 252-0199 相模原市緑区西橋本5-2-1

津久井郵便局 042-784-3300 252-0157 相模原市緑区中野578-1

三浦郵便局 046-881-5322 238-0299 三浦市三崎町諸磯43-1

南下浦郵便局 046-888-2244 238-0199 三浦市南下浦町上宮田3391-1

秦野市 秦野郵便局 0570-098-815 257-8799 秦野市室町2-44

厚木北郵便局 0570-943-403 243-0299 厚木市下荻野970

厚木郵便局 0570-943-099 243-8799 厚木市田村町2-18

大和市 大和郵便局 0570-943-185 242-8799 大和市深見西3-1-29

伊勢原市 伊勢原郵便局 0570-097-581 259-1199 伊勢原市田中432

海老名市 海老名郵便局 046-233-6789 243-0432 海老名市中央2-7-5

座間市 座間郵便局 0570-200-133 252-8799 座間市相模が丘1-36-34

南足柄市 南足柄郵便局 0570-943-984 250-0199 南足柄市関本156

綾瀬市 綾瀬郵便局 0570-943-646 252-1199 綾瀬市小園698-7

愛川町 愛川郵便局 046-285-2681 243-0301 愛甲郡愛川町角田145

清川村 煤ヶ谷郵便局 046-288-1001 243-0112 愛甲郡清川村煤ヶ谷1714-4

葉山町 葉山郵便局 0570-943-013 240-0199 三浦郡葉山町一色965-1

寒川町 寒川郵便局 0570-943-640 253-0199 高座郡寒川町宮山187

大磯町 大磯郵便局 0463-61-0800 255-0003 中郡大磯町大磯1043-1

二宮町 二宮郵便局 0570-943-373 259-0199 中郡二宮町二宮400-8

中井町 中井井ノ口郵便局 0465-81-3556 259-0151 足柄上郡中井町井ノ口1871-6

大井町 大井金子郵便局 0465-83-8222 258-0019 足柄上郡大井町金子1669-4

松田町 松田郵便局 0570-943-863 258-8799 足柄上郡松田町松田惣領1596-1

山北町 山北岸郵便局 0465-75-0932 258-0112 足柄上郡山北町岸1326-3

開成町 開成郵便局 0465-82-1906 258-0026 足柄上郡開成町延沢878-1

箱根町 仙石原郵便局 0460-84-8481 250-0631 足柄下郡箱根町仙石原25-1

真鶴町 真鶴郵便局 0465-68-1240 259-0202 足柄下郡真鶴町岩298-4

湯河原町 湯河原郵便局 0570-943-356 259-0399 足柄下郡湯河原町土肥2-2-5
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