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日本郵便株式会社 

  

 

 

 

 

日本郵便株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 横山 邦男）は、ユネスコ無形文化遺産

に登録された「和食」について、その社会性、機能性、地域性などを題材としたシリーズの第 4弾

として、特殊切手「和の食文化シリーズ 第 4集」を発行します。第 4集は「和菓子」をとりあげ

ており、今回で最終回となります。 

また、この切手の発行に合わせ、販売品「和の食文化シリーズ 特別編」を発売します。 

 

1 特殊切手「和の食文化シリーズ 第 4集」 

【発行概要】 

・発 行 日  2018（平成 30）年 10 月 24 日（水） 

・販 売 場 所  全国の郵便局で販売します。 

        「郵便局のネットショップ」のほか、銀座郵便局の 

郵便振替による通信販売も行います。 

・販 売 種 類  82 円郵便切手 

・販 売 価 格  820 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ シート構成等詳細は別紙 1のとおり。 

  ※ デザインはイメージのため、実際のものと異なる場合があります。 

 

 

2 販売品「和の食文化シリーズ 特別編」 

販売品「和の食文化シリーズ 特別編」は、販売品専用の切手シートと切手の解説紙、お茶型

一筆箋と封筒、収納箱が作成できる用紙を専用台紙にセットした商品です。 

切手シートと解説紙は工作をすると豆本にもなり、セットの用紙で作成した収納箱に入れるこ

とも可能です。 

切手シート中面 切手シート裏面 

特殊切手「和の食文化シリーズ 第 4集」の発行 

及び販売品「和の食文化シリーズ 特別編」の発売 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          豆本等組立イメージ 

 

【商品概要】 

 ・発 売 日  2018（平成 30）年 10月 24 日（水） 

 ・販 売 場 所  発売日に郵便窓口で販売する郵便局は別添のとおり。 

         その他の郵便局においては、お取り寄せ販売になります。 

         「郵便局のネットショップ」のほか、銀座郵便局の郵便振替による通信販売

も行います。 

 ・販 売 価 格  2,500 円（税込） 

 ・発 売 部 数  20,000 部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 商品構成等詳細は別紙 2のとおり。 

※ デザインはイメージのため、実際のものと異なる場合があります。 

 

以 上  

切手シート 専用台紙（表紙） 

解説紙 一筆箋・封筒 



 別紙 1 

●特殊切手「和の食文化シリーズ 第 4集」 

 

1 発行する郵便切手の内容  
 

名 称 和の食文化シリーズ  

発 行 日 2018（平成 30）年 10月 24 日（水） 

種 類 82 円郵便切手（シール式） 

シート構成・

意 匠 

 
（1）菊をかたどった上生菓子 

（2）紅葉を表したきんとん 

（3）干菓子（秋） 

（4）松を表した上生菓子 

（5）織部饅頭 

（6）花びら餅 

（7）椿をかたどった上生菓子 

（8）干菓子（春） 

（9）梅を表した上生菓子 

（10）桜をかたどった上生菓子 

売 価 820 円（シート単位で販売します。） 

小切・印面寸法 

（1）（4）：縦 26.5 ㎜×横 32.0 ㎜ 

（2）（3）（5）～（8）：縦 32.0 ㎜×横 26.5 ㎜ 

（9）（10）：縦 26.5 ㎜×横 26.5 ㎜ 

シ ー ト 寸 法 縦 111.0 ㎜×横 187.0 ㎜ 

助 言 ・ 監 修 
 熊倉 功夫（一般社団法人和食文化国民会議 名誉会長、MIHO MUSEUM 館長） 

東四柳 祥子（梅花女子大学食文化学部 准教授） 

協 力 中山 圭子（株式会社虎屋 特別理事、虎屋文庫主席研究員） 

切手デザイン 星山 理佳（切手デザイナー） 

版 式 刷 色 オフセット 6色 

発 行 枚 数 1,500 万枚（150 万シート） 

販 売 場 所  

・全国の郵便局等 

・オンライン通販サイト（注） 

・銀座郵便局での郵便振替による通信販売 

 （注）オンライン通販サイトへの掲載は、2018（平成 30）年 10 月 24 日（水）を予定しています。 

 

2 発行する郵便切手のデザインについて  

海外の方にも喜ばれる、伝統的な和菓子のデザインです。  

秋から春にかけての美しい上生菓子を、漆塗りの重箱をイメージした背景に配しました。 

日本の食文化が誇る、奥深い和菓子の世界をお楽しみください。 

 

（1）菊をかたどった上生菓子 

 菊は秋の代表花。練りきり※1にはさみで切り込みを入れ、丁寧に花弁を作っていく「はさみ菊」

を表しました。職人技が光る逸品で、菊の芳香が漂ってくるようです。 

 お気に入りの皿にのせ、黒文字
く ろ も じ

※2を使ってゆっくりと味わいたくなります。 



（2）紅葉を表したきんとん 

   餡玉のまわりにそぼろ状の餡を箸でつけた菓子を、「きんとん」と呼びます。 

   薄紅で桜、緑で松、黄で菜の花など、そぼろの色によって、四季折々の植物が見立てられます。 

   今回の赤と黄は、色鮮やかな紅葉を思わせるもの。「照
てり

紅葉
も み じ

」「錦秋
きんしゅう

」などの菓銘が思い浮かび

ます。 

（3）干菓子（秋） 

   有
ある

平
へい

糖
とう

※3 で「しめじ」、雲
うん

平
ぺい

※4 で「松葉」、色づいた「楓」や「銀杏」を、落雁※5 で小さな「ぎ

んなん」をかたどりました。 

   風によって寄せ集められたような風情から、こうした取り合わせは「吹き寄せ」と呼ばれます。

箕
み

に盛って、景色を楽しみたくなります。 

（4）松を表した上生菓子 

   餡を包んだ二層のこなし生地を松の形にし、雪に見立てて氷
こおり

餅
もち

※6をまぶしました。 

   松は常緑であることから、古来、長寿の象徴として親しまれています。竹や梅の意匠の菓子と

合わせ、新年や婚礼など、祝いの席に用いるのもおすすめでしょう。 

（5）織部
お り べ

饅頭
まんじゅう

 

   つくね芋をすって生地に混ぜて作る、風味豊かな薯蕷
じょうよ

饅頭です。井桁
い げ た

と梅鉢の焼印を押し、釉
ゆう

に

見立てた緑色を配し、焼き物の織部焼の特徴を表現しています。 

   見立てのおもしろさに、作り手の遊び心が感じられるのではないでしょうか。 

（6）花びら餅 

   正月の菓子の定番と言えるでしょう。宮中のおせち料理のひとつ「菱
ひし

葩
はなびら

」が原形で、甘く煮

た牛蒡
ご ぼ う

と味噌餡の組み合わせが珍しいものです。味噌は雑煮、牛蒡は正月に食べたという押鮎※7

に見立てていると伝わります。 

（7）椿をかたどった上生菓子 

1～2 月にはあでやかな紅椿や清楚な白椿のほか、様々な椿の花が練りきりやういろう
・ ・ ・ ・

※8などで

形づくられます。花びらや葉だけでなく、花芯の表現にも注目したいものです。けしの実やあら

粉をつけるなど、職人の工夫を感じさせます。 

（8）干菓子（春） 

   春の喜びを謳うような干菓子の数々です。「流水」と「蝶」は雲平で、「蕨
わらび

」や「土筆
つ く し

」は木型

を使った落雁で表しました。紅白の縞模様の千代結びは有平糖で、お祝い事にも喜ばれます。 

   ひな祭りや野遊びを思いながら器に並べた後は、お抹茶を用意して一息つきましょう。 

（9）梅を表した上生菓子 

   花の形を模すだけでなく、抽象的に表現するのも和菓子の魅力です。 

   中央に餡を置いたういろう
・ ・ ・ ・

生地を四方から折りたたんだこの意匠は、開花前の梅をイメージし

ており、「未開
み か い

紅
こう

」の名がつくことが多いものです。つぼみを意識し、内側を濃い赤にしました。 

（10）桜をかたどった上生菓子 

   日本人が愛してやまない桜の花。咲き始めから満開になって散っていく姿までが、菓子に意匠

化されます。 

   ここでは木型でかたどった、こなし※9製の美しい桜の花を表しました。木型が山桜の木で作ら

れることを思うと、桜の菓子が一層愛おしく感じられます。 

 

 

※1 練りきり：餡に求肥や山芋などをつなぎとして入れ、練りあげたもの。 

※2 黒文字：クロモジで作るようじの一種。 

※3 有平糖：飴の一種。 

※4 雲平：もち米を加工した寒梅粉と砂糖で作る細工物。生
き

砂糖
ざ と う

ともいう。 

※5 落雁：砂糖に寒梅粉などを混ぜ、木型に詰めて打ち出したもの。 
※6 氷餅：もち米を加工した粉のこと。 

※7 押鮎：塩漬けした鮎のこと。 



※8 ういろう：砂糖を煮とかし、上新粉などを混ぜ、蒸したもの。 

※9 こなし：餡に小麦粉、寒梅粉を混ぜて蒸し、揉んだもの。 

 

3 その他 

→「郵趣のための押印サービス」については別紙 3 

 

日本郵便株式会社銀座郵便局において、通信販売を行います。 

→銀座郵便局通信販売の詳細は別紙 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■販売業者：販売業者名 日本郵便株式会社 

      代表者氏名 横山 邦男 

      住所    〒100-8798 東京都千代田区霞が関一丁目 3番 2号 

受付窓口  お客様サービス相談センター 

Ｔｅｌ：0120-23-28-86 

受付時間 平日 8:00～22:00/土・日・休日 9:00～22:00 

■支払方法：ゆうちょ銀行の「振替払込書」の払込みによってお支払いただきます。 

■申込期限：2018（平成 30）年 11月 26 日（月）まで。 

      なお、申込期限前であっても、販売状況により早期に締め切る場合があります。通信販売

のお申込みを早期に締め切る場合は、弊社 Web サイトでお知らせします。 

■商品の引渡し時期：2018（平成 30）年 10月 10 日（水）までにお申込みの場合は、発行日から順次送

付します。 

          2018（平成 30）年 10月 11 日（木）以降お申込みの場合は、入金の確認後、おお

むね 3週間商品到着に時間がかかる場合があります。 

■返品に関する特約：お届けした切手に瑕疵（かし）があった場合は、到着後、上記連絡先までご連絡

ください。 

          なお、切手の瑕疵（かし）以外での返品には応じかねます。 

■申込締め切り後のご注文に関する返金：申込締め切り後にご注文をいただいた場合には、商品代金と

送料を現金書留郵便物により返金いたします。お申込み時

にお支払いただいた郵便振替手数料につきましては、返金

いたしかねますので、ご了承ください。 



 別紙 2 

 

●販売品「和の食文化シリーズ 特別編」 

1 発売する販売品の内容 
 

名 称 和の食文化シリーズ 特別編 

発 売 日 2018（平成 30）年 10月 24 日（水） 

価 格 1 部 2,500 円（税込） 

商品構成 

（A）特殊切手「和の食文化シリーズ 特別編シート」（注 1） 

1 シート：82 円×24 枚（シール式） 

意匠・料額 

 

（1）なのはな 

（2）さくら 

（3）わらび 

（4）うぐいす餅 

（5）うめ 

（6）つばき餅 

（7）金魚 

（8）水ようかん 

（9）あじさい 

（10）若あゆ 

（11）かきつばた 

（12）かしわ餅 

（13）もみじ 

（14）きく 

（15）かき 

（16）ふくら雀と 

米俵 

（17）栗きんとん 

（18）雁 

（19）まつ 

（20）すいせん 

（21）千鳥 

（22）落葉 

（23）かぶ 

（24）亥の子餅 

シート寸法 縦 210.0 ㎜×横 297.0 ㎜ 

小切・印面寸法 縦 25.5mm×横 21.5mm 

切手デザイン 星山 理佳（切手デザイナー） 

版 式 刷 色 オフセット 6色 

（B）解説紙 1枚 

（C）一筆箋 4枚（2種類×各 2枚） 

（D）封筒  4 枚（2種類×各 2枚） 

（E）収納箱作成用紙 2 枚（1種類×各 1枚） 

（F）専用台紙 

発売部数 20,000 部 

販売場所 

・発売日に郵便窓口で販売する郵便局は別添のとおり。 

その他の郵便局においては、取り寄せによる販売となります。 

・オンライン通販サイト（注 2） 

・銀座郵便局での郵便振替による通信販売 

（注 1）特殊切手「和の食文化シリーズ 特別編シート」のみの販売は行いません。 

（注 2）オンライン通販サイトへの掲載は、2018（平成 30）年 10月 24 日（水）を予定しています。 

 

（1） （2） （3） （4） （5） （6）

（7） （8） （9） （10） （11） （12）

（13） （14） （15） （16） （17） （18）

（19） （20） （21） （22） （23） （24）



2 発行する郵便切手等のデザインについて  

  四季の和菓子をそれぞれデザインしています。 

  それぞれの和菓子の解説は附属の解説紙に記載しており、切手シートと解説紙を工作すると豆本

として楽しんでいただけます。 

※ 工作するにあたり注意点等がございます。 

事前に弊社 Web サイトの特設ページ（https://yu-bin.jp/kitte/special/03/）をご確認 

ください（10 月 24 日公開予定）。 

 

3 その他 

日本郵便株式会社銀座郵便局において、通信販売を行います。 

→銀座郵便局通信販売の詳細は別紙 4 

 

■販売業者：販売業者名 日本郵便株式会社 

      代表者氏名 横山 邦男 

      住所    〒100-8798 東京都千代田区霞が関一丁目 3番 2号 

受付窓口  お客様サービス相談センター 

Ｔｅｌ：0120-23-28-86 

受付時間 平日 8:00～22:00/土・日・休日 9:00～22:00 

■支払方法：ゆうちょ銀行の「振替払込書」の払込みによってお支払いただきます。 

■申込期限：2018（平成 30）年 11月 26 日（月）まで。 

      なお、申込期限前であっても、販売状況により早期に締め切る場合があります。通信販売

のお申込みを早期に締め切る場合は、弊社 Web サイトでお知らせします。 

■商品の引渡し時期：2018（平成 30）年 10月 10 日（水）までにお申込みの場合は、発行日から順次送

付します。 

          2018（平成 30）年 10月 11 日（木）以降お申込みの場合は、入金の確認後、おお

むね 3週間商品到着に時間がかかる場合があります。 

■返品に関する特約：お届けした切手に瑕疵（かし）があった場合は、到着後、上記連絡先までご連絡

ください。 

          なお、切手の瑕疵（かし）以外での返品には応じかねます。 

■申込締め切り後のご注文に関する返金：申込締め切り後にご注文をいただいた場合には、商品代金と

送料を現金書留郵便物により返金いたします。お申込み時に

お支払いただいた郵便振替手数料につきましては、返金いた

しかねますので、ご了承ください。 

https://yu-bin.jp/kitte/special/03/


特殊切手「和の食文化シリーズ 第 4 集」の記念押印等 

 

郵趣のための押印サービス 

 押印には、台紙等に切手を貼付して押印する「記念押印」と、実際に差し出される郵便物に切手を  

貼付して押印する「引受消印」があります。 

 

押印サービスの実施方法 

 「郵便窓口」で行うものと郵便により申し込む「郵頼」の２つの方法があり、詳細は次のとおりです。 

 

１ 郵便窓口での押印 

種類 絵入り（押印機） 絵入り（手押し） 黒活（和文ハト印） 黒活（機械ハト印） 黒活（欧文ハト印） 

使用期間 

 

 

取扱郵便局 

2018（平成 30）年 

10 月 24 日（水）のみ 

2018（平成 30）年 

10 月 24 日（水）のみ 

2018（平成 30）年 

10 月 24 日（水）のみ 

9:00～19:00 9:00～19:00 9:00～12:00 

 

 

別表１ 

 

  
記念押印・引受消印 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

別表２ 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

別表３ 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

  

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

（注１）「絵入り」とは、絵入りハト印のことです。また、「黒活」とは、和文ハト印、欧文ハト印およ

び機械ハト印の総称です。 

  （注２）「引受消印」のうち、欧文ハト印および機械ハト印については、外国あてとする郵便物に対する

ものに限ります。 

（注３）押印見本（イメージ画像）の局名表示、年月日は、それぞれの使用局名、使用年月日に読み替 

えます。 

  

別紙 3 



２ 郵頼による押印 

 (1) 郵頼の意匠等 

種類 絵入り 黒活 

取扱郵便局 押印方法 
お申込期限 

2018（平成 30）年 10 月 10 日（水）（当日消印有効） 

東京中央郵便局 

日本橋郵便局 

 

押印機 

 
記念押印 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

手押し 

 

記念押印・引受消印 

 

 

 

 

 

記念押印・引受消印 

 

（注１）「絵入り」とは、絵入りハト印のことです。また、「黒活」とは、和文ハト印、欧文ハト印およ

び機械ハト印の総称です。 

  （注２）「引受消印」のうち、機械ハト印については、外国あてとする郵便物に対するものに限ります。 

（注３）押印見本（イメージ画像）の局名表示、年月日は、それぞれの使用局名、使用年月日に読み替 

えます。 

 

(2) お申込み方法 

切手の発行ごとに、お申込郵便局を指定させていただきます。所要の郵便切手代金（「普通為替」

又は「定額小為替」によること。）を添え、次の要領で「記念押印」および「引受消印」、「手押し」

および「押印機」の各別にお申込みください。シート単位での販売のため、必要となるシート数の

代金を添えてお申込みいただく必要がありますので、ご注意ください。 

なお、既に発行済みの郵便切手、郵便はがき等を送付し、その郵便切手、郵便はがき等に対して

の本件の特殊通信日付印、黒活の郵頼は、受付いたしません。 

また、黒活（機械ハト印）による押印において、切手の貼付位置は、印影のかかる位置になるよ

う指定してください（以下の図参照）。 

注：押印位置は封筒等の角から測ったものです。印影が切手に届くように貼付位置を指定してください。

24㎜

63㎜ 25㎜

22㎜

10㎜

 



ア 記念押印 

    郵便切手を貼る位置、郵便切手の意匠（種類）および押印箇所等を指定した封筒、若しく

は台紙又はこれに類するもので、材質が紙であるもの（１枚の大きさが 23.5 ㎝×12.0 ㎝以

内のもの。ただし、切手シートのまま押印を希望される場合は、22.9cm×16.2cm 以上、33.2cm

×24.0cm 以内のものとしてください｡）および返信用封筒(返送先を明記し、必要な郵便切手

を貼り付けたもの)を送付してください。 

今回はシール式のため、1シートの重さは 4.8g となります。返信用封筒の郵便料金にご注

意ください。 

    押印機による押印については、押印箇所が光沢紙などのように表面に特殊加工がされてい

ない材質の紙とするようにしてください。 

    なお、お申込封筒の表面左横には、それぞれ次のとおり朱書きしてください。 

(ｱ) 手押しによる押印(東京中央郵便局のもの)…「和食 4集・手押し（東京中央局）」 

(ｲ) 押印機による押印(東京中央郵便局のもの)…「和食 4集・押印機（東京中央局）」 

(ｳ) 手押しによる押印(日本橋郵便局のもの)…「和食 4集・手押し（日本橋局）」 

(ｴ) 押印機による押印(日本橋郵便局のもの)…「和食 4集・押印機（日本橋局)」 

イ 引受消印 

    郵便切手の意匠(種類)を指定の上、あて名を明記した定形郵便物の大きさの封筒又は私製

葉書を送付してください。 

    なお、残りの切手シートは返送しますので、返信用封筒（返送先を明記し、必要な郵便切

手を貼り付けたもの）を同封してください。（1シートの重さは 4.8g となります。） 

なお、お申込み封筒の表面左横には、それぞれ次のとおり朱書きしてください。 

(ｱ) 東京中央郵便局のもの…「和食 4集・引受(東京中央局)」 

(ｲ) 日本橋郵便局のもの……「和食 4集・引受(日本橋局)」 

ウ お申込先(郵頼指定局) 

取扱郵便局 押印方法 申込先 

東京中央郵便局 

手押し 

【東京中央郵便局名によるもの】 

〒100-8994 東京都千代田区丸の内 2-7-2 

東京中央郵便局 

「和食 4集・手押し（東京中央局）」郵頼担当係 

押印機 

【東京中央郵便局名によるもの】 

〒100-8994 東京都千代田区丸の内 2-7-2 

 東京中央郵便局 

「和食 4集・押印機（東京中央局）」郵頼担当係 

日本橋郵便局 

手押し 

【日本橋郵便局名によるもの】 

〒100-8799 東京都中央区銀座 8-20-26 

銀座郵便局気付 日本橋郵便局 

「和食 4集・手押し（日本橋局）」郵頼担当係 

押印機 

【日本橋郵便局名によるもの】 

〒100-8799 東京都中央区銀座 8-20-26 

 銀座郵便局気付 日本橋郵便局 

「和食 4集・押印機（日本橋局）」郵頼担当係 

  エ お申込期限 

    2018（平成 30）年 10月 10 日（水）（当日消印有効） 
 

オ ご連絡先の記載 

   郵頼に関する確認のご連絡をさせていただく場合がございますので、お申込封筒にご連絡

先の電話番号を記載してください。 



 

 

別表１ 絵入りハト印(手押し、押印機とも)、和文ハト印及び機械ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

北海道 札幌中央 

東 北 仙台中央 

南関東 横浜中央 

東 京 東京中央（注１）、日本橋（注２） 

信 越 長野中央 

東 海 名古屋中央（注３） 

近 畿 大阪中央 

中 国 岡山中央 

九 州 福岡中央 

（注１）切手発行日の東京中央郵便局における押印は、東京中央郵便局窓口等では行わず京橋郵便局内に東

京中央郵便局の記念押印特設会場を開設して実施します（局名表示は「東京中央」です。）。 

（注２）日本橋局で使用する特印（手押し、押印機とも）の局名表示は「日本橋」です。 

（注３）切手発行日の名古屋中央郵便局における押印は、名古屋中央郵便局窓口等では行わず名古屋柳橋郵

便局隣接の会議施設において名古屋中央郵便局の記念押印特設会場を開設して実施します。 

 

別表２ 絵入りハト印(手押し)、和文ハト印及び機械ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

信 越 新潟中央 

北 陸 金沢中央 

東 海 岐阜中央 

近 畿 京都中央及び神戸中央 

中 国 広島中央 

四 国 松山中央 

九 州 鹿児島中央 

沖 縄 那覇中央 

 

 



別表３ 絵入りハト印(手押し)、和文ハト印及び欧文ハト印 

地方別 郵 便 局 名             

北海道 旭川中央、函館中央及び釧路中央 

東 北 青森中央、盛岡中央、秋田中央、山形中央及び福島中央 

関 東 水戸中央、宇都宮中央、前橋中央、さいたま中央及び千葉中央 

南関東 甲府中央 

東 京 神田、京橋、芝、上野、渋谷及び新宿 

北 陸 富山中央及び福井中央 

東 海 静岡中央及び津中央 

近 畿 大津中央、大阪東、奈良中央及び和歌山中央 

中 国 鳥取中央、松江中央、広島東、福山及び山口中央 

四 国 徳島中央、高松中央及び高知中央 

九 州 北九州中央、長崎中央、佐賀中央、大分中央、熊本中央及び宮崎中央 

 



種　　類 申込略称 申込限度 申込期限 種　　類 申込略称 申込限度 申込期限 種　　類 申込略称 申込限度 申込期限

和の食文化シリー
ズ第4集(82円)

和の食文化
4

シート単位で
20シートまで

2018（平成30）
年11月26日
（月）

販売品 和の食
文化シリーズ特

別編

和の食文化
特別編

3部
2018（平成30）
年11月26日
（月）

和の食文化第4
集＋販売品 和
の食文化特別編

セット

和食セット 3セット
2018（平成30）
年11月26日
（月）

申込数量別送金額は下表のとおりです。 申込数量別送金額は下表のとおりです。 申込数量別送金額は下表のとおりです。
申込数量

（シート）
切手代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

申込数量
（部）

商品代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

申込数量
（セット）

商品代金
(円）

送　料
(円）

合　計
(円）

1 820 430 1,250 1 2,500 510 3,010 1 3,320 510 3,830

2 1,640 430 2,070 2 5,000 510 5,510 2 6,640 510 7,150

3 2,460 450 2,910 3 7,500 510 8,010 3 9,960 510 10,470

4 3,280 450 3,730

5 4,100 450 4,550

6 4,920 450 5,370

7 5,740 450 6,190

8 6,560 450 7,010

9 7,380 450 7,830

10 8,200 450 8,650

11 9,020 450 9,470

12 9,840 450 10,290

13 10,660 450 11,110

14 11,480 515 11,995

15 12,300 515 12,815

16 13,120 515 13,635

17 13,940 515 14,455

18 14,760 515 15,275

19 15,580 515 16,095

20 16,400 515 16,915

通信販売の実施

＊「和の食文化第4集＋販売品 和の食文化特別編セット」は「和
の食文化シリーズ第4集」1シートと「販売品 和の食文化シリー
ズ特別編」1部のセットです。

別紙4

〈通信販売振込先〉

口座番号：００１４０－３－９５４７１ ／ 加入者名：一般通販係

※ 申込用紙には、住所・氏名・電話番号・お申し込み頂く切手等の名称（申込略称）・注文数・送金額（切手等代金＋郵送料）を明記ください。
※ 別途振替手数料がかかります。ご了承ください。



別添

■販売局一覧(363局)
都道府県 局名 郵便番号 住所
北海道 白石北郷二条郵便局 003-0832 北海道札幌市白石区北郷二条12-5-4

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
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
北海道庁赤れんが前郵便局 060-0002 北海道札幌市中央区北二条西4-3

札幌南一条郵便局 060-0061 北海道札幌市中央区南一条西5-20
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
千歳郵便局新千歳空港内分室 066-0012 北海道千歳市美々

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

帯広つつじが丘郵便局 080-2474 北海道帯広市西二十四条南2-22-11
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
北見郵便局 090-8799 北海道北見市北六条東1-1-1

青森 青森中央郵便局 030-8799 青森県青森市堤町1-7-24
青森西郵便局 038-8799 青森県青森市石江岡部48-1

岩手 盛岡北郵便局 020-0199 岩手県盛岡市月が丘3-28-1
盛岡中央郵便局 020-8799 岩手県盛岡市中央通1-13-45

宮城 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

泉西郵便局 981-3299 宮城県仙台市泉区寺岡6-8-1
仙台北郵便局 981-8799 宮城県仙台市青葉区台原3-17-10
仙台南郵便局 982-0011 宮城県仙台市太白区長町7-21-12
仙台東郵便局 983-8799 宮城県仙台市宮城野区原町6-2-32
若林郵便局 984-8799 宮城県仙台市若林区南小泉梅木43

秋田 秋田中央郵便局 010-8799 秋田県秋田市保戸野鉄砲町5-1
土崎郵便局 011-8799 秋田県秋田市土崎港中央3-6-10

山形 山形中央郵便局 990-8799 山形県山形市十日町1-7-24
山形南郵便局 990-9799 山形県山形市白山1-13-8

福島 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

いわき郵便局 970-8799 福島県いわき市平正月町49-1
茨城 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
栃木 宇都宮中央郵便局 320-8799 栃木県宇都宮市中央本町4-17

日光郵便局 321-1499 栃木県日光市中鉢石町896-1
宇都宮東郵便局 321-8799 栃木県宇都宮市宿郷3-20-2
大田原郵便局 324-8799 栃木県大田原市新富町1-9-8

群馬 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

埼玉 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

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
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
東松山郵便局 355-8799 埼玉県東松山市本町2-10-27
所沢西郵便局 359-1199 埼玉県所沢市若狭2-2594-1
熊谷郵便局 360-8799 埼玉県熊谷市本町2-7

千葉 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

松戸南郵便局 270-2299 千葉県松戸市松飛台470-1
市川郵便局 272-8799 千葉県市川市平田2-1-1
柏郵便局 277-8799 千葉県柏市東上町6-29

佐倉郵便局 285-8799 千葉県佐倉市海隣寺町2-5
成田郵便局 286-8799 千葉県成田市赤坂2-1-3

木更津郵便局 292-8799 千葉県木更津市中央2-6-15
茂原郵便局 297-8799 千葉県茂原市茂原248

東京 大手町郵便局 100-0004 東京都千代田区大手町2-3-1
東京中央郵便局 100-8994 東京都千代田区丸の内2-7-2

神田郵便局 101-8799 東京都千代田区神田淡路町2-12
千代田四番町郵便局 102-0081 東京都千代田区四番町4-8
日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋2-2-10
日本橋郵便局 103-8799 東京都中央区日本橋1-18-1

銀座みゆき通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座6-8-3
京橋郵便局 104-8799 東京都中央区築地4-2-2

西新橋郵便局 105-0003 東京都港区西新橋1-5-13
芝郵便局 105-8799 東京都港区西新橋3-22-5

西麻布郵便局 106-0031 東京都港区西麻布1-8-11
赤坂郵便局 107-8799 東京都港区赤坂8-4-17

「和の食文化特別編　販売品」を発売日に郵便窓口で販売する郵便局
※ 下表の郵便局においても、品切れの場合はお取り寄せとなる場合があること、また、発売部数が2万部のため、
　売り切れる場合もございますので、これらの点をあらかじめご了承ください。



都道府県 局名 郵便番号 住所
東京 台東谷中郵便局 110-0001 東京都台東区谷中2-5-23

台東一郵便局 110-0016 東京都台東区台東1-23-5
上野郵便局 110-8799 東京都台東区下谷1-5-12

東浅草郵便局 111-0025 東京都台東区東浅草1-21-6
浅草郵便局 111-8799 東京都台東区西浅草1-1-1

東京ドームシティ郵便局 112-0004 東京都文京区後楽1-3-61
小石川郵便局 112-8799 東京都文京区小石川4-4-2

文京千駄木三郵便局 113-0022 東京都文京区千駄木3-41-3
東京大学内郵便局 113-0033 東京都文京区本郷7-3-1

湯島二郵便局 113-0034 東京都文京区湯島2-21-1
本郷郵便局 113-8799 東京都文京区本郷6-1-15

西ヶ原四郵便局 114-0024 東京都北区西ｹ原4-1-3
荒川郵便局 116-8799 東京都荒川区荒川3-2-1

足立柳原郵便局 120-0022 東京都足立区柳原1-9-14
足立郵便局 120-8799 東京都足立区千住曙町42-4

足立北郵便局 121-8799 東京都足立区竹の塚3-9-20
足立西郵便局 123-8799 東京都足立区西新井本町4-4-30

葛飾堀切郵便局 124-0006 東京都葛飾区堀切4-11-2
葛飾郵便局 124-8799 東京都葛飾区四つ木2-28-1

本所一郵便局 130-0004 東京都墨田区本所1-25-7
江戸川郵便局 132-8799 東京都江戸川区松島1-19-24

瑞江駅前郵便局 133-0065 東京都江戸川区南篠崎町2-10-4
小岩郵便局 133-8799 東京都江戸川区南小岩8-1-10
葛西郵便局 134-8799 東京都江戸川区中葛西1-3-1
深川郵便局 135-8799 東京都江東区東陽4-4-2
城東郵便局 136-8799 東京都江東区大島3-15-2
品川郵便局 140-8799 東京都品川区東大井5-23-34
荏原郵便局 142-8799 東京都品川区西中延1-7-23
大森郵便局 143-8799 東京都大田区山王3-9-13

羽田空港郵便局 144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2
蒲田郵便局 144-8799 東京都大田区蒲田本町1-2-8

田園調布郵便局 145-8799 東京都大田区南雪谷2-21-1
大田鵜の木郵便局 146-0091 東京都大田区鵜の木2-3-1

渋谷郵便局 150-8799 東京都渋谷区渋谷1-12-13
目黒郵便局 152-8799 東京都目黒区目黒本町1-15-16

世田谷駒沢郵便局 154-0012 東京都世田谷区駒沢3-15-2
世田谷郵便局 154-8799 東京都世田谷区三軒茶屋2-1-1

世田谷岡本郵便局 157-0076 東京都世田谷区岡本1-30-7
新宿下落合三郵便局 161-0033 東京都新宿区下落合3-18-5

牛込郵便局 162-8799 東京都新宿区北山伏町1-5
新宿郵便局 163-8799 東京都新宿区西新宿1-8-8
中野郵便局 164-8799 東京都中野区中野2-27-1
杉並郵便局 166-8799 東京都杉並区成田東4-38-14
荻窪郵便局 167-8799 東京都杉並区桃井2-3-2

杉並南郵便局 168-8799 東京都杉並区浜田山4-5-5
新宿小滝橋郵便局 169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-11

豊島郵便局 170-8799 東京都豊島区東池袋3-18-1
板橋北郵便局 174-8799 東京都板橋区志村3-24-16
板橋西郵便局 175-8799 東京都板橋区高島平3-12-1

練馬中村郵便局 176-0023 東京都練馬区中村北3-15-5
練馬郵便局 176-8799 東京都練馬区豊玉北6-4-2

石神井郵便局 177-8799 東京都練馬区石神井台3-3-7
練馬北町郵便局 179-0081 東京都練馬区北町1-32-5
光が丘郵便局 179-8799 東京都練馬区光が丘2-9-7
武蔵野郵便局 180-8799 東京都武蔵野市西久保3-1-26

府中車返団地内郵便局 183-0011 東京都府中市白糸台5-25-1
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
西東京郵便局 188-8799 東京都西東京市田無町3-2-2

五日市伊奈郵便局 190-0142 東京都あきる野市伊奈466-5
あきる野郵便局 190-0199 東京都あきる野市秋川3-2-1

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

青梅藤橋郵便局 198-0022 東京都青梅市藤橋2-117-4
青梅郵便局 198-8799 東京都青梅市東青梅1-13-2

保谷東伏見郵便局 202-0021 東京都西東京市東伏見6-6-15
東久留米郵便局 203-8799 東京都東久留米市中央町1-1-44

多摩桜ヶ丘郵便局 206-0013 東京都多摩市桜ヶ丘4-1-2



都道府県 局名 郵便番号 住所
神奈川 川崎中央郵便局 210-8799 神奈川県川崎市川崎区榎町1-2

横浜中央郵便局 220-8799 神奈川県横浜市西区高島2-14-2
港北郵便局 222-8799 神奈川県横浜市港北区菊名6-20-18
都筑郵便局 224-8799 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央33-1

横浜中郵便局 231-0057 神奈川県横浜市中区曙町2-31
横浜港郵便局 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通5-3
港南郵便局 233-8799 神奈川県横浜市港南区最戸1-20-6

横浜笹下郵便局 234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下2-4-23
横須賀郵便局 238-8799 神奈川県横須賀市小川町8

厚木妻田郵便局 243-0812 神奈川県厚木市妻田北1-2-3
厚木郵便局 243-8799 神奈川県厚木市田村町2-18
鎌倉郵便局 248-8799 神奈川県鎌倉市小町1-10-3
藤沢郵便局 251-8799 神奈川県藤沢市藤沢115-2
寒川郵便局 253-0199 神奈川県高座郡寒川町宮山187
平塚郵便局 254-8799 神奈川県平塚市追分1-33
二宮郵便局 259-0199 神奈川県中郡二宮町二宮400-8

新潟 長岡東神田郵便局 940-0035 新潟県長岡市東神田2-2-18
長岡西郵便局 940-2099 新潟県長岡市上除町西1-402
長岡郵便局 940-8799 新潟県長岡市坂之上町2-6-1
湯沢郵便局 949-6199 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢3-7-4
城内郵便局 949-7137 新潟県南魚沼市上原120-22

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
加茂郵便局 959-1399 新潟県加茂市青海町1-1-35

富山 富山柳町郵便局 930-0016 富山県富山市柳町1-2-15
富山中央郵便局 930-8799 富山県富山市桜橋通り6-6

高岡郵便局 933-8799 富山県高岡市御馬出町34
大沢野郵便局 939-2299 富山県富山市上大久保948

石川 金石郵便局 920-0339 石川県金沢市木曳野１－２１４
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

松任郵便局 924-8799 石川県白山市八ﾂ矢町609
押水郵便局 929-1399 石川県羽咋郡宝達志水町今浜ﾄ141-2

福井 福井新田塚郵便局 910-0067 福井県福井市新田塚1-20-15
福井中央郵便局 910-8799 福井県福井市大手3-1-28

勝山郵便局 911-8799 福井県勝山市本町2-10-20
武生郵便局 915-8799 福井県越前市中央1-10-30

山梨 竜王郵便局 400-0199 山梨県甲斐市名取12-1
甲府中央郵便局 400-8799 山梨県甲府市太田町6-10

勝山郵便局 401-0310 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山4044-1
吉田本町郵便局 403-0004 山梨県富士吉田市下吉田3-1-7
富士吉田郵便局 403-8799 山梨県富士吉田市中曽根3-1-1

石和郵便局 406-8799 山梨県笛吹市石和町市部458
日野春郵便局 408-0024 山梨県北杜市長坂町富岡82-1
多麻郵便局 408-0105 山梨県北杜市須玉町東向2719
田富郵便局 409-3899 山梨県中央市臼井阿原270-1

長野 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
仁礼郵便局 382-0034 長野県須坂市仁礼454-1
外様郵便局 389-2418 長野県飯山市寿793-15
松本郵便局 390-8799 長野県松本市中央2-7-5

岐阜 岐阜中央郵便局 500-8799 岐阜県岐阜市清住町1-3-2
羽島郵便局 501-6299 岐阜県羽島市竹鼻町日吉町125-1

岐阜北郵便局 502-8799 岐阜県岐阜市鷺山2563-75
大垣郵便局 503-8799 岐阜県大垣市郭町4-1
高山郵便局 506-8799 岐阜県高山市名田町5-95-1

各務原東郵便局 509-0199 岐阜県各務原市鵜沼東町4-22
静岡 沼津西郵便局 410-0312 静岡県沼津市原1540-1

裾野郵便局 410-1199 静岡県裾野市佐野524-1
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

御殿場郵便局 412-8799 静岡県御殿場市萩原537-1
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
藤枝郵便局 426-8799 静岡県藤枝市青木3-6-18
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
袋井郵便局 437-8799 静岡県袋井市新屋1-1-10
磐田郵便局 438-8799 静岡県磐田市見付只来2966-8



都道府県 局名 郵便番号 住所
愛知 新城郵便局 441-1399 愛知県新城市城北1-1-1

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
西尾郵便局 445-8799 愛知県西尾市丁田町五助40-2
安城郵便局 446-8799 愛知県安城市桜町16-3

名古屋西郵便局 450-8799 愛知県名古屋市西区天神山町4-5
熱田郵便局 456-8799 愛知県名古屋市熱田区神宮4-5-18

名古屋南郵便局 457-8799 愛知県名古屋市南区松城町2-29
昭和郵便局 466-8799 愛知県名古屋市昭和区桜山町6-105
日進郵便局 470-0199 愛知県日進市蟹甲町池下67-18
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
江南郵便局 483-8799 愛知県江南市赤童子町良原143-1
小牧郵便局 485-8799 愛知県小牧市中央1-405
豊橋郵便局 440-8799 愛知県豊橋市神明町106
刈谷郵便局 448-8799 愛知県刈谷市寿町2-505

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
中村郵便局 453-8799 愛知県名古屋市中村区大宮町3-47
中川郵便局 454-8799 愛知県名古屋市中川区吉良町98-1

名古屋中郵便局 460-8799 愛知県名古屋市中区大須3-1-10
名古屋東郵便局 461-8799 愛知県名古屋市東区白壁5-11
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
名東郵便局 465-8799 愛知県名古屋市名東区一社4-166
瑞穂郵便局 467-8799 愛知県名古屋市瑞穂区豊岡通2-37
豊明郵便局 470-1199 愛知県豊明市阿野町滑1-8

三重 白子郵便局 510-0299 三重県鈴鹿市白子町2796-1
四日市郵便局 510-8799 三重県四日市市沖の島町4-9
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
名張郵便局 518-0499 三重県名張市栄町2930-1
上野郵便局 518-8799 三重県伊賀市上野丸之内151-3
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
滋賀 大津中央郵便局 520-8799 滋賀県大津市打出浜1-4

草津郵便局 525-8799 滋賀県草津市西渋川1-3-38
京都 京都四条柳馬場郵便局 600-8071 京都府京都市下京区柳馬場通四条下る相之町133

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
京都北郵便局 603-8799 京都府京都市北区紫竹下本町39
中京郵便局 604-8799 京都府京都市中京区三条通東洞院東入る菱屋町30番地
東山郵便局 605-8799 京都府京都市東山区大和大路通五条下る石垣町西側42
山科郵便局 607-8799 京都府京都市山科区西野阿芸沢町1-5
宇治郵便局 611-8799 京都府宇治市宇治蔭山6
右京郵便局 615-8799 京都府京都市右京区西院清水町16
亀岡郵便局 621-8799 京都府亀岡市追分町谷筋25-17

大阪 大阪中央郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-3-1
大阪駅前第２ビル内郵便局 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-2-2

東成郵便局 537-8799 大阪府大阪市東成区東今里3-13-11
大阪東郵便局 541-8799 大阪府大阪市中央区備後町1-3-8

大阪四天王寺郵便局 543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢阪2-4-23
天王寺郵便局 543-8799 大阪府大阪市天王寺区上汐5-5-12
生野郵便局 544-8799 大阪府大阪市生野区勝山南3-2-2

東住吉郵便局 546-8799 大阪府大阪市東住吉区今川8-8-25
平野郵便局 547-8799 大阪府大阪市平野区平野西3-1-5

泉佐野郵便局関西空港分室 549-0011 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1
大正郵便局 551-8799 大阪府大阪市大正区三軒家東4-3-22
浪速郵便局 556-8799 大阪府大阪市浪速区難波中3-10-1
西成郵便局 557-8799 大阪府大阪市西成区岸里2-3-29
住吉郵便局 558-8799 大阪府大阪市住吉区我孫子西2-10-1

住之江郵便局 559-8799 大阪府大阪市住之江区新北島5-2-18
豊中郵便局大阪国際空港内分室 560-0036 大阪府豊中市螢池西町3-555

豊中南郵便局 561-8799 大阪府豊中市穂積2-2-8
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
大東郵便局 574-8799 大阪府大東市曙町3-20

四條畷楠公郵便局 575-0036 大阪府四條畷市雁屋南町27-35
交野郵便局 576-8799 大阪府交野市私部3-2-25
枚岡郵便局 579-8799 大阪府東大阪市鷹殿町19-7
柏原郵便局 582-8799 大阪府柏原市大正3-1-30
堺郵便局 590-8799 大阪府堺市堺区南瓦町2-16
鳳郵便局 593-8799 大阪府堺市西区津久野町1-7-9

泉大津郵便局 595-8799 大阪府泉大津市小松町1-85
岸和田郵便局 596-8799 大阪府岸和田市沼町33-33



都道府県 局名 郵便番号 住所
兵庫 神戸海岸通郵便局 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通2-4-13

神戸中央郵便局 650-8799 兵庫県神戸市中央区栄町通6-2-1
有野郵便局 651-1399 兵庫県神戸市北区藤原台北町6-19

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

東灘郵便局 658-8799 兵庫県神戸市東灘区住吉東町2-2-17
芦屋駅前郵便局 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町2-1-117

尼崎郵便局 660-8799 兵庫県尼崎市昭和通2-11-1
姫路郵便局 670-8799 兵庫県姫路市総社本町210

姫路南郵便局 672-8799 兵庫県姫路市飾磨区中島1139-29
奈良 奈良中央郵便局 630-8799 奈良県奈良市大宮町5-3-3

和歌山 和歌山本町郵便局 640-8033 和歌山県和歌山市本町4-63
和歌山中央郵便局 640-8799 和歌山県和歌山市一番丁4

鳥取 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 松江中央郵便局 690-8799 島根県松江市東朝日町138
出雲郵便局 693-8799 島根県出雲市駅南町3-15-1

岡山 岡山中央郵便局 700-8799 岡山県岡山市北区中山下2-1-1
岡山東郵便局 703-8799 岡山県岡山市中区原尾島4-1-13
倉敷郵便局 710-8799 岡山県倉敷市鶴形1-8-15
水島郵便局 712-8799 岡山県倉敷市水島北幸町2-1
平川郵便局 716-0311 岡山県高梁市備中町平川6511-6

かもがた町家郵便局 719-0243 岡山県浅口市鴨方町鴨方224-1
美袋郵便局 719-1399 岡山県総社市美袋1824-6
落合郵便局 719-3199 岡山県真庭市落合垂水510-2

広島 福山郵便局 720-8799 広島県福山市東桜町3-4
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
尾道郵便局 722-8799 広島県尾道市土堂2-1-20
三原郵便局 723-8799 広島県三原市城町2-13-33

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
宇品郵便局 734-8799 広島県広島市南区宇品東1-1-63
海田郵便局 736-8799 広島県安芸郡海田町曙町10-34

呉吉浦郵便局 737-0853 広島県呉市吉浦中町1-3-4
呉郵便局 737-8799 広島県呉市西中央2-1-1

玖波郵便局 739-0651 広島県大竹市玖波2-3-2
安芸西条郵便局 739-8799 広島県東広島市西条栄町10-38

山口 和木郵便局 740-0061 山口県玖珂郡和木町和木4-3-18
由宇郵便局 740-1499 山口県岩国市由宇町中央1-8-10
岩国郵便局 740-8799 山口県岩国市麻里布町2-6-8
光郵便局 743-8799 山口県光市中央4-1-1

徳山郵便局 745-8799 山口県周南市御幸通1-3
小月郵便局 750-1199 山口県下関市小月本町1-9-7
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
宇部郵便局 755-8799 山口県宇部市常盤町2-1-23
厚狭郵便局 757-8799 山口県山陽小野田市厚狭1-6-30

徳島 徳島中央郵便局 770-8799 徳島県徳島市八百屋町1-2
香川 高松中央郵便局 760-8799 香川県高松市内町1-15
愛媛 松山中央郵便局 790-8799 愛媛県松山市三番町3-5-2

東予郵便局 799-1399 愛媛県西条市三津屋南11-29
高知 高知中央郵便局 780-8799 高知県高知市北本町1-10-18
福岡 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

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
飯塚郵便局 820-8799 福岡県飯塚市本町4-1

久留米郵便局 830-8799 福岡県久留米市日吉町23-7
佐賀 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 長崎中央郵便局 850-8799 長崎県長崎市恵美須町1-1

佐世保郵便局 857-8799 長崎県佐世保市京坪町3-10
熊本 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

大分 大分中央郵便局 870-8799 大分県大分市府内町3-4-18
宮崎 宮崎中央郵便局 880-8799 宮崎県宮崎市高千穂通1-1-34

都城郵便局 885-8799 宮崎県宮崎市都城市中町14-18
鹿児島 鹿児島中央郵便局 890-8799 鹿児島県鹿児島市中央町1-2

鹿児島東郵便局 892-8799 鹿児島県鹿児島市山下町3-3
沖縄 美栄橋郵便局 900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1

那覇中央郵便局 900-8799 沖縄県那覇市壺川3-3-8
羽地郵便局 905-1199 沖縄県名護市仲尾次488


