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■販売局一覧

局名 郵便番号 住所 局名 郵便番号 住所

新札幌駅デュオ郵便局 004-0052 札幌市厚別区厚別中央二条５－６－２ 鹿ノ谷郵便局 068-0413 夕張市鹿の谷３－３

札幌南郵便局 005-8799 札幌市南区真駒内泉町１－１－１ 若菜郵便局 068-0425 夕張市若菜１０

倶知安郵便局 044-8799 虻田郡倶知安町南一条東１－１７ 夕張郵便局 068-0499 夕張市末広１－９２

岩内郵便局 045-8799 岩内郡岩内町高台１８０－２ 夕張清陵郵便局 068-0535 夕張市清水沢清陵町６２

小樽若竹郵便局 047-0001 小樽市若竹町８－１３ 夕張南清水沢郵便局 068-0536 夕張市南清水沢４－１３

ウイングベイ小樽内郵便局 047-0008 小樽市築港１１－３ 南大夕張郵便局 068-0545 夕張市南部東町７３

小樽奥沢郵便局 047-0013 小樽市奥沢１－１７－５ 遠幌郵便局 068-0549 夕張市南部岳見町１３

小樽奥沢三郵便局 047-0013 小樽市奥沢３－１５－４ 清水沢郵便局 068-0599 夕張市清水沢宮前町１５

小樽住吉郵便局 047-0016 小樽市信香町９－１０ 沼ノ沢郵便局 068-0751 夕張市沼ノ沢３５

小樽入船郵便局 047-0021 小樽市入船３－１７－２７ 登川郵便局 068-0753 夕張市登川国有地

小樽最上郵便局 047-0023 小樽市最上１－２３－２ 紅葉山郵便局 068-0799 夕張市紅葉山８１－３

小樽花園郵便局 047-0024 小樽市花園４－８－１４ 岩見沢美園郵便局 068-0814 岩見沢市美園四条４－１－９

小樽花園二郵便局 047-0024 小樽市花園２－４－４ 岩見沢栄町郵便局 068-0821 岩見沢市栄町１－１２－１４

小樽堺町郵便局 047-0027 小樽市堺町６－１４ 上志文郵便局 068-0836 岩見沢市上志文町５５－５

小樽駅前郵便局 047-0032 小樽市稲穂３－１０－１９ 岩見沢志文郵便局 068-0844 岩見沢市志文本町四条４－１－２７

小樽稲穂郵便局 047-0032 小樽市稲穂４－２－７ 北村郵便局 068-1204 岩見沢市北村栄町５９１－４

小樽産業会館内郵便局 047-0032 小樽市稲穂２－１７－１ 幾春別郵便局 068-2116 三笠市幾春別町１－３１８－６

小樽緑町郵便局 047-0034 小樽市緑１－５－５ 三笠弥生郵便局 068-2126 三笠市弥生町２－１６－１９

小樽緑二郵便局 047-0034 小樽市緑２－２５－２ 唐松郵便局 068-2136 三笠市唐松栄町１－１８０－１

小樽長橋郵便局 047-0036 小樽市長橋３－１－２ 三笠幌内郵便局 068-2143 三笠市幌内北星町１４－２

小樽長橋四郵便局 047-0036 小樽市長橋４－１０－１９ 三笠岡山郵便局 068-2165 三笠市岡山５４－１８

小樽錦町郵便局 047-0039 小樽市錦町１２－１１ 三笠郵便局 068-2199 三笠市高美町１－７

小樽豊川郵便局 047-0043 小樽市豊川町１４－７ 美流渡郵便局 068-3171 岩見沢市栗沢町美流渡本町５０－３

小樽梅ヶ枝郵便局 047-0044 小樽市梅ケ枝町１３－１ 岩見沢郵便局 068-8799 岩見沢市九条西２－１－５

小樽赤岩郵便局 047-0046 小樽市赤岩２－１９－２３ 南幌郵便局 069-0299 空知郡南幌町栄町４－１－８

小樽祝津郵便局 047-0047 小樽市祝津２－２０３－８ 上幌向郵便局 069-0362 岩見沢市上幌向南一条３－１２５６－６

小樽高島郵便局 047-0048 小樽市高島２－５－２１ 岩見沢幌向郵便局 069-0371 岩見沢市幌向南一条２－１５９

朝里郵便局 047-0152 小樽市新光２－６－５ 川端郵便局 069-1141 夕張郡由仁町川端８４２

小樽望洋台郵便局 047-0155 小樽市望洋台２－３０－５ 三川郵便局 069-1199 夕張郡由仁町三川旭町２８４

小樽桜町郵便局 047-0156 小樽市桜１－５－１７ 由仁郵便局 069-1299 夕張郡由仁町中央２１

銭函郵便局 047-0261 小樽市銭函２－８－１ 北長沼郵便局 069-1304 夕張郡長沼町東１線北１４

小樽銭函西郵便局 047-0261 小樽市銭函１－３０－３４ 長沼郵便局 069-1399 夕張郡長沼町中央南１－２－２８

張碓郵便局 047-0266 小樽市張碓町２３９ 南長沼郵便局 069-1454 夕張郡長沼町東４線南６

忍路郵便局 048-2561 小樽市忍路１－３７１ 角田郵便局 069-1524 夕張郡栗山町角田１１－１

蘭島郵便局 048-2562 小樽市蘭島１－５－１２ 栗山郵便局 069-1599 夕張郡栗山町中央３－２３８

塩谷郵便局 048-2672 小樽市塩谷１－１８－１４ 美唄東一条北郵便局 072-0002 美唄市東一条北５－２－１

今金郵便局 049-4399 瀬棚郡今金町今金１５３ 東明郵便局 072-0805 美唄市東明三条２－１－１４

イオンモール苫小牧内郵便局 053-0053 苫小牧市柳町３－１－２０ 南美唄郵便局 072-0822 美唄市南美唄町大通り２

白老郵便局 059-0999 白老郡白老町大町３－４－２０ 美唄郵便局 072-8799 美唄市西三条南２－１－１

北海道庁赤れんが前郵便局 060-0002 札幌市中央区北二条西４－３ 滝川滝の川郵便局 073-0003 滝川市滝の川町西３－１－３３

札幌中央市場前郵便局 060-0010 札幌市中央区北十条西２１－２－３０ 滝川駅前郵便局 073-0031 滝川市栄町２－５－１１

札幌大通郵便局 060-0042 札幌市中央区大通西２－９ 豊沼郵便局 073-0141 砂川市西一条南１２－１－６

札幌大通公園前郵便局 060-0042 札幌市中央区大通西４－６－８ 砂川郵便局 073-0199 砂川市西一条北３－１－１５

札幌駅パセオ郵便局 060-0806 札幌市北区北六条西２－１ 滝川郵便局 073-8799 滝川市大町２－４－３６

札幌中央郵便局 060-8799 札幌市東区北六条東１－２－１ 深川郵便局 074-8799 深川市二条６－１２

札比内郵便局 061-0505 樺戸郡月形町札比内１００２ 頼城郵便局 075-0164 芦別市頼城町４－６３

月形郵便局 061-0599 樺戸郡月形町市北５ 新城郵便局 075-0251 芦別市新城町２３２－１

晩生内郵便局 061-0600 樺戸郡浦臼町晩生内２２８－６５２ 芦別郵便局 075-8799 芦別市北一条東１－１０－５

鶴沼郵便局 061-0602 樺戸郡浦臼町キナウスナイ１８６－５０５ 留萌開運郵便局 077-0042 留萌市開運町３－６－１５

浦臼郵便局 061-0699 樺戸郡浦臼町浦臼内１７２－５３ 峰延郵便局 079-0174 美唄市峰延２９３３

千歳郵便局新千歳空港内分室 066-0012 千歳市美々　新千歳空港ターミナルビル2F 茶志内郵便局 079-0266 美唄市茶志内町本町

岩見沢日の出郵便局 068-0005 岩見沢市五条東１５－４３ 赤平東郵便局 079-1143 赤平市赤平６５７

岩見沢六条郵便局 068-0005 岩見沢市五条東２－２－２２ 赤平西郵便局 079-1153 赤平市豊栄町２－４

岩見沢三条中郵便局 068-0023 岩見沢市三条西４ 赤平郵便局 079-1199 赤平市東大町３－１

岩見沢三条郵便局 068-0023 岩見沢市三条西１１－１－４ 茂尻郵便局 079-1261 赤平市茂尻中央町南３－２５

岩見沢元町郵便局 068-0052 岩見沢市元町二条西１－１２ 平岸郵便局 079-1282 赤平市平岸仲町４－１－１

茂世丑郵便局 068-0114 岩見沢市栗沢町茂世丑４５５ 上芦別郵便局 079-1371 芦別市上芦別町５２０

栗沢郵便局 068-0199 岩見沢市栗沢町北本町１７２－１ 野花南郵便局 079-1372 芦別市野花南町９８２－３

継立郵便局 068-0353 夕張郡栗山町継立３６３－３６ 帯広郵便局 080-8799 帯広市西三条南８－１０

夕張本町郵便局 068-0403 夕張市本町３－３３８ フィッシャーマンズワーフ郵便局 085-0016 釧路市錦町２－４－３


