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パレスサイドビル内郵便局 100-0003 東京都千代田区一ツ橋１－１－１

丸の内センタービル内郵便局 100-0005 東京都千代田区丸の内１－６－１

第一生命館内郵便局 100-0006 東京都千代田区有楽町１－１３－１

霞ケ関郵便局 100-0013 東京都千代田区霞が関１－２－１

霞が関ビル内郵便局 100-6003 東京都千代田区霞が関３－２－５

国会内郵便局 100-0014 東京都千代田区永田町１－７－１

山王パークタワー内郵便局 100-6190 東京都千代田区永田町２－１１－１

千代田岩本町郵便局 101-0032 東京都千代田区岩本町２－１１－９

神田須田町郵便局 101-0041 東京都千代田区神田須田町２－８

神田今川橋郵便局 101-0044 東京都千代田区鍛冶町１－７－１１

小川町郵便局 101-0052 東京都千代田区神田小川町３－２２

神田錦町郵便局 101-0054 東京都千代田区神田錦町１－１７－４

新御茶ノ水駅前郵便局 101-0062 東京都千代田区神田駿河台３－９

麹町飯田橋通郵便局 102-0072 東京都千代田区飯田橋２－７－６

海事ビル内郵便局 102-0083 東京都千代田区麹町４－５

麹町本通郵便局 102-0083 東京都千代田区麹町５－３

小伝馬町郵便局 103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町１０－１０

両国郵便局 103-0004 東京都中央区東日本橋２－２７－１２

日本橋人形町郵便局 103-0013 東京都中央区日本橋人形町１－５－１０

中央人形町二郵便局 103-0013 東京都中央区日本橋人形町２－１５－１

日本橋室町郵便局 103-0022 東京都中央区日本橋室町１－１２－１３

日本橋三井ビル内郵便局 103-0022 東京都中央区日本橋室町２－１－１

新日本橋駅前郵便局 103-0023 東京都中央区日本橋本町３－３－４

日本橋茅場町郵便局 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町２－４－６

日本橋南郵便局 103-0027 東京都中央区日本橋２－２－１０

中央八丁堀郵便局 104-0032 東京都中央区八丁堀２－９－１

聖路加ガーデン内郵便局 104-0044 東京都中央区明石町８－１

京橋月島郵便局 104-0052 東京都中央区月島４－１－１４

晴海トリトンスクエア郵便局 104-0053 東京都中央区晴海１－８－１６

銀座通郵便局 104-0061 東京都中央区銀座２－７－１８

西新橋郵便局 105-0003 東京都港区西新橋１－５－１３

新橋郵便局 105-0004 東京都港区新橋１－６－９

新橋四郵便局 105-0004 東京都港区新橋４－３０－６

汐留シティセンター郵便局 105-7190 東京都港区東新橋１－５－２

麻布十番郵便局 106-0045 東京都港区麻布十番２－３－５

南麻布五郵便局 106-0047 東京都港区南麻布５－１６－１０

六本木ヒルズ郵便局 106-6106 東京都港区六本木６－１０－１

アーク森ビル内郵便局 107-6003 東京都港区赤坂１－１２－３２

小松ビル内郵便局 107-0052 東京都港区赤坂２－３－６

港芝四郵便局 108-0014 東京都港区芝４－１３－１

慶應義塾前郵便局 108-0014 東京都港区芝５－１３－１８

港港南郵便局 108-0075 東京都港区港南２－４－１３

品川インターシティ郵便局 108-6101 東京都港区港南２－１５－２

四谷駅前郵便局 160-0003 東京都新宿区本塩町３－３

四谷通二郵便局 160-0008 東京都新宿区三栄町２５

四谷郵便局 160-0016 東京都新宿区信濃町３１

新宿一郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿１－１４－６

新宿二郵便局 160-0022 東京都新宿区新宿２－１１－２

新宿下落合四郵便局 161-0033 東京都新宿区下落合４－２６－６

新宿神楽坂郵便局 162-0825 東京都新宿区神楽坂４－１

所在地域

千代田区

中央区

港区

東京都

新宿区
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新宿保健会館内郵便局 162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町１－２

新宿センタービル内郵便局 163-0690 東京都新宿区西新宿１－２５－１

新宿パークタワー内郵便局 163-1090 東京都新宿区西新宿３－７－１

東京オペラシティ郵便局 163-1401 東京都新宿区西新宿３－２０－２

新宿大久保郵便局 169-0072 東京都新宿区大久保２－１３－１０

新宿諏訪町郵便局 169-0075 東京都新宿区高田馬場１－２９－１８

高田馬場二郵便局 169-0075 東京都新宿区高田馬場２－１４－２６

高田馬場郵便局 169-0075 東京都新宿区高田馬場４－１３－１３

東京ドームシティ郵便局 112-0004 東京都文京区後楽１－３－６１

文京関口一郵便局 112-0014 東京都文京区関口１－２３－６

文京グリーンコート郵便局 113-0021 東京都文京区本駒込２－２８－８

文京根津郵便局 113-0031 東京都文京区根津１－１７－１

本郷四郵便局 113-0033 東京都文京区本郷４－２－５

雷門郵便局 111-0034 東京都台東区雷門２－２－８

元浅草郵便局 111-0041 東京都台東区元浅草１－５－２

浅草橋郵便局 111-0053 東京都台東区浅草橋５－６－１２

墨田区 墨田菊川郵便局 130-0024 東京都墨田区菊川３－８－７

江東住吉郵便局 135-0002 東京都江東区住吉２－３－９

森下町郵便局 135-0004 東京都江東区森下１－１２－６

江東牡丹郵便局 135-0046 東京都江東区牡丹３－８－３

江東豊洲郵便局 135-0061 東京都江東区豊洲３－２－２０

品川中延五郵便局 142-0053 東京都品川区中延５－５－１

品川小山三郵便局 142-0062 東京都品川区小山３－８－１

目黒区 目黒自由が丘郵便局 152-0035 東京都目黒区自由が丘２－１１－１９

羽田空港郵便局 144-0041 東京都大田区羽田空港３－３－２

大岡山駅前郵便局 145-0062 東京都大田区北千束３－２６－１２

大田東雪谷二郵便局 145-0065 東京都大田区東雪谷２－２２－１３

大田鵜の木郵便局 146-0091 東京都大田区鵜の木２－３－１

世田谷駒沢郵便局 154-0012 東京都世田谷区駒沢３－１５－２

世田谷桜新町郵便局 154-0015 東京都世田谷区桜新町１－１４－２３

豪徳寺駅前郵便局 154-0021 東京都世田谷区豪徳寺１－３８－６

千歳船橋駅前郵便局 156-0055 東京都世田谷区船橋１－３－３

八幡山駅前郵便局 156-0056 東京都世田谷区八幡山３－３４－１５

千歳烏山郵便局 157-0062 東京都世田谷区南烏山６－２９－８

世田谷祖師谷四郵便局 157-0072 東京都世田谷区祖師谷４－２３－２１

二子玉川郵便局 158-0094 東京都世田谷区玉川２－２０－１

渋谷神宮前郵便局 150-0001 東京都渋谷区神宮前２－１８－１４

渋谷青山通郵便局 150-0001 東京都渋谷区神宮前５－５２－２

神宮前六郵便局 150-0001 東京都渋谷区神宮前６－１２－２８

渋谷橋郵便局 150-0012 東京都渋谷区広尾１－３－１５

恵比寿駅前郵便局 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１－２－１１

恵比寿ガーデンプレイス郵便局 150-6003 東京都渋谷区恵比寿４－２０－３

渋谷道玄坂郵便局 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１９－１３

渋谷松濤郵便局 150-0046 東京都渋谷区松濤１－２９－２４

代々木駅前通郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木１－１８－１５

新宿駅南口郵便局 151-0053 東京都渋谷区代々木２－１０－８

渋谷上原郵便局 151-0064 東京都渋谷区上原１－３６－１３

中野坂上郵便局 164-0012 東京都中野区本町１－３２－２

中野野方五郵便局 165-0027 東京都中野区野方５－３－１

富士見台駅前郵便局 165-0031 東京都中野区上鷺宮４－１５－６

杉並区 阿佐谷駅前郵便局 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南３－３５－８

台東区

江東区

品川区

文京区

新宿区

東京都
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巣鴨郵便局 170-0002 東京都豊島区巣鴨４－２６－１

池袋郵便局 171-0014 東京都豊島区池袋２－４０－１３

東京芸術劇場郵便局 171-0021 東京都豊島区西池袋１－８－１

西池袋郵便局 171-0021 東京都豊島区西池袋３－２２－１３

南池袋郵便局 171-0022 東京都豊島区南池袋２－２４－１

王子五郵便局 114-0002 東京都北区王子５－１０－８

中里郵便局 114-0015 東京都北区中里２－１－５

十条仲原郵便局 114-0031 東京都北区十条仲原１－２２－１

荒川区 荒川南千住五郵便局 116-0003 東京都荒川区南千住５－３９－５

大山駅前郵便局 173-0014 東京都板橋区大山東町１６－６

中板橋郵便局 173-0016 東京都板橋区中板橋１３－８

板橋ハッピーロード郵便局 173-0023 東京都板橋区大山町３－３

板橋清水郵便局 174-0053 東京都板橋区清水町２０－５

板橋中台郵便局 174-0064 東京都板橋区中台１－３４－７

上板橋郵便局 174-0076 東京都板橋区上板橋２－２－１３

板橋赤塚新町郵便局 175-0093 東京都板橋区赤塚新町１－２５－１０

板橋成増郵便局 175-0094 東京都板橋区成増１－２８－１０

練馬中村郵便局 176-0023 東京都練馬区中村北３－１５－５

練馬高野台駅前郵便局 177-0033 東京都練馬区高野台１－７－３

石神井公園駅前郵便局 177-0041 東京都練馬区石神井町３－２５－１１

練馬北町郵便局 179-0081 東京都練馬区北町１－３２－５

練馬氷川台郵便局 179-0084 東京都練馬区氷川台４－４９－１

足立中居郵便局 120-0035 東京都足立区千住中居町１７－２４

足立西竹の塚郵便局 121-0822 東京都足立区西竹の塚２－４－１７

葛飾区 亀有郵便局 125-0061 東京都葛飾区亀有３－３３－１

北小岩六郵便局 133-0051 東京都江戸川区北小岩６－９－１２

南小岩フラワーロード郵便局 133-0056 東京都江戸川区南小岩７－１３－５

江戸川北葛西三郵便局 134-0081 東京都江戸川区北葛西３－１－３２

葛西駅前郵便局 134-0083 東京都江戸川区中葛西３－２９－１９

葛西クリーンタウン内郵便局 134-0087 東京都江戸川区清新町１－３－９

西葛西駅前郵便局 134-0088 東京都江戸川区西葛西６－８－１６

江戸川船堀郵便局 134-0091 東京都江戸川区船堀２－２１－９

八王子横山町郵便局 192-0081 東京都八王子市横山町１０－１９

京王堀之内駅前郵便局 192-0363 東京都八王子市別所２－１

八王子南大沢五郵便局 192-0364 東京都八王子市南大沢５－１４－４

ファーレ立川郵便局 190-0012 東京都立川市曙町２－３４－７

立川柴崎郵便局 190-0023 東京都立川市柴崎町３－１４－４

三鷹市 三鷹上連雀郵便局 181-0012 東京都三鷹市上連雀９－４２－２４

昭島市 昭島駅前郵便局 196-0014 東京都昭島市田中町５６２－１

グランベリーモール郵便局 194-0004 東京都町田市鶴間３－３－１

町田駅前郵便局 194-0013 東京都町田市原町田４－１－１４

原町田六郵便局 194-0013 東京都町田市原町田６－１７－１

町田山崎郵便局 195-0074 東京都町田市山崎町２２００

小平市 たかの台駅前郵便局 187-0024 東京都小平市たかの台３９－３

日野市 日野高幡郵便局 191-0031 東京都日野市高幡１００３－２

清瀬野塩郵便局 204-0004 東京都清瀬市野塩１－１９４－３

清瀬駅前郵便局 204-0022 東京都清瀬市松山１－４－２

東久留米市 東久留米滝山郵便局 203-0033 東京都東久留米市滝山４－１－２２

聖蹟桜ケ丘郵便局 206-0003 東京都多摩市東寺方１－２－１３

永山駅前郵便局 206-0025 東京都多摩市永山１－５

板橋区

練馬区

足立区

江戸川区

八王子市

立川市

東京都

町田市

清瀬市

多摩市

豊島区

北区

所在地域

2014年7月より新たにインクカートリッジの回収を開始した郵便局（計248局） 

http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101407000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101152000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101510000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101224000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100249000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101337000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101385000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101278000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100658000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100314000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100049000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101499000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101264000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100350000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101307000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100133000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100050000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100003000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100489000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100540000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101087000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100385000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100078000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100172000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101288000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100230000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101468000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100454000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101451000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101404000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101481000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100121000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100007000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101457000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101491000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101566000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101340000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100104000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101497000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101602000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101607000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101376000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100698000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100582000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100570000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100535000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101482000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100709000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300101396000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300100759000
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横浜西神奈川郵便局 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－９－１１

横浜鶴屋町郵便局 221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－１７－１

横浜北幸郵便局 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸２－１０－３３

横浜ランドマークタワー郵便局 220-8172 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１

横浜本町郵便局 231-0005 神奈川県横浜市中区本町３－３０－７

横浜桜木郵便局 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町１－１

横浜杉田郵便局 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１

横浜並木郵便局 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木１－１７－１

トレッサ横浜郵便局 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町７００

新横浜駅前郵便局 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１４

横浜大倉山郵便局 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山１－１６－２

綱島本通郵便局 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西３－６－２４

日吉駅内郵便局 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１

日吉郵便局 223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－４－２９

東戸塚駅東口郵便局 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５２４－１

鶴ヶ峯駅前郵便局 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１－２－１１

横浜若葉台郵便局 241-0801 神奈川県横浜市旭区若葉台３－５－１

長津田郵便局 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田６－７－１

三ツ境駅北口郵便局 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境５－３５

緑園都市駅前郵便局 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園４－１－６

弥生台駅前郵便局 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台２６－４

横浜美しが丘郵便局 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－２１－１０

あざみ野駅内郵便局 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－１－１

青葉台郵便局 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１３－１

青葉台駅前郵便局 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－３－４

横浜センター北駅前郵便局 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－３

川崎市役所通郵便局 210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子１－１－１４

川崎河原町郵便局 212-0007 神奈川県川崎市幸区河原町１－２１

川崎新丸子郵便局 211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子町７６９

川崎新城郵便局 211-0044 神奈川県川崎市中原区新城５－１－１５

溝ノ口ノクティビル内郵便局 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－３－１

溝ノ口中央通郵便局 213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口１－１４－１５

稲田堤郵便局 214-0001 神奈川県川崎市多摩区菅１－２－１８

登戸駅前郵便局 214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸２５７０

川崎鷺沼郵便局 216-0005 神奈川県川崎市宮前区土橋３－３－１

川崎向ヶ丘郵便局 216-0022 神奈川県川崎市宮前区平１－４－１６

新百合ヶ丘郵便局 215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生１－１８－１

相模原光が丘郵便局 252-0227 神奈川県相模原市中央区光が丘３－７－１２

相模原松が枝郵便局 252-0313 神奈川県相模原市南区松が枝町１９－９

相模台郵便局 252-0321 神奈川県相模原市南区相模台２－１－６

相模原若松郵便局 252-0334 神奈川県相模原市南区若松５－２５－３

横須賀市 追浜郵便局 237-0064 神奈川県横須賀市追浜町３－１３

平塚紅谷郵便局 254-0043 神奈川県平塚市紅谷町１４－２２

平塚本宿郵便局 254-0052 神奈川県平塚市平塚２－３０－１

平塚駅前郵便局 254-0811 神奈川県平塚市八重咲町２－１

平塚西郵便局 259-1201 神奈川県平塚市南金目１２５９

鎌倉市 大船ルミネウィング内郵便局 247-0056 神奈川県鎌倉市大船１－４－１

藤沢市 藤沢南口郵便局 251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町１－４

秦野市 秦野東海大学前郵便局 257-0003 神奈川県秦野市南矢名２３０－１

厚木旭郵便局 243-0013 神奈川県厚木市泉町５－１１

厚木緑ヶ丘郵便局 243-0041 神奈川県厚木市緑ケ丘２－２－１１

大和市 南林間駅前郵便局 242-0006 神奈川県大和市南林間２－１０－１２

所在地域

神奈川県

横浜市

川崎市

相模原市

平塚市

厚木市

2014年7月より新たにインクカートリッジの回収を開始した郵便局（計248局） 

http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102374000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102263000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102372000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102131000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102102000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102097000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102152000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102680000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300109068000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102321000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102395000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102183000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300109019000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102227000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102143000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102388000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102126000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102083000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300109009000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102129000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102294000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102541000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102224000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102521000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300109017000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300109024000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102293000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102250000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102297000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102376000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300109041000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102668000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102369000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102457000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102571000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102443000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300109040000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102549000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300109059000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102408000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102572000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102214000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102570000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102186000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102319000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102077000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300109022000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300109012000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102489000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102348000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102475000
http://map.japanpost.jp/pc/syousai.php?id=300102427000


5/5ページ

郵便局名（クリックで日本郵政のサイトにリンク） 郵便番号 住所

千葉駅前大通り郵便局 260-0015 千葉県千葉市中央区富士見１－１４－１１

千葉新町郵便局 260-0028 千葉県千葉市中央区新町３－４

花見川団地内郵便局 262-0046 千葉県千葉市花見川区花見川３－２８－１０２

稲毛駅前郵便局 263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東３－９－５

千葉千城台郵便局 264-0004 千葉県千葉市若葉区千城台西２－１－１

千葉みつわ台郵便局 264-0032 千葉県千葉市若葉区みつわ台３－１２－６

稲毛海岸駅前郵便局 261-0004 千葉県千葉市美浜区高洲３－１０－４

市川原木郵便局 272-0004 千葉県市川市原木１－１９－２１

南行徳駅前郵便局 272-0138 千葉県市川市南行徳１－１６－２１

西船橋駅前郵便局 273-0031 千葉県船橋市西船４－２３－９

船橋行田郵便局 273-0044 千葉県船橋市行田３－２－２０

船橋高根台郵便局 274-0065 千葉県船橋市高根台１－２－２

船橋芝山郵便局 274-0816 千葉県船橋市芝山３－１０－６

津田沼郵便局 274-0825 千葉県船橋市前原西２－１３－２２

松戸市 松戸駅西口郵便局 271-0092 千葉県松戸市松戸１３０５－２５

習志野市 習志野大久保東郵便局 275-0011 千葉県習志野市大久保２－４－３

柏松葉郵便局 277-0827 千葉県柏市松葉町４－９－４

柏駅西口郵便局 277-0852 千葉県柏市旭町１－４－１８

市原市 市原辰巳台東郵便局 290-0003 千葉県市原市辰巳台東３－１０－２

流山市 流山江戸川台郵便局 270-0111 千葉県流山市江戸川台東３－２

八千代勝田台郵便局 276-0023 千葉県八千代市勝田台２－４－４

八千代台ユアエルム郵便局 276-0032 千葉県八千代市八千代台東１－１－１０

大宮プラザ郵便局 331-0063 埼玉県さいたま市西区プラザ３４－１４

大宮ソニックシティ内郵便局 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－７－５

大和田駅前郵便局 337-0053 埼玉県さいたま市見沼区大和田町２－１１９９

与野駅前郵便局 338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合１７２２

浦和常盤十郵便局 330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤１０－１９－２３

浦和南本町郵便局 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町１－３－６

川越市 川越脇田郵便局 350-0046 埼玉県川越市菅原町２４－２

東越谷郵便局 343-0023 埼玉県越谷市東越谷６－７１－４

北越谷駅前郵便局 343-0026 埼玉県越谷市北越谷２－２４－２１

越谷袋山郵便局 343-0032 埼玉県越谷市袋山２５１－２

越谷千間台西郵便局 343-0041 埼玉県越谷市千間台西３－４－１４

川口市 川口並木郵便局 332-0034 埼玉県川口市並木３－２４－１８

東所沢郵便局 359-0021 埼玉県所沢市東所沢５－５－１３

所沢駅東口郵便局 359-0037 埼玉県所沢市くすのき台３－１－８

所沢日吉郵便局 359-1123 埼玉県所沢市日吉町９－３

小手指駅前郵便局 359-1141 埼玉県所沢市小手指町３－２０

蕨市 蕨駅前郵便局 335-0004 埼玉県蕨市中央３－１４－１５

戸田市 戸田公園駅前郵便局 335-0023 埼玉県戸田市本町４－１１－８

入間市 西武入間ぺぺ内郵便局 358-0008 埼玉県入間市河原町２－１

久喜市 東鷲宮駅前郵便局 340-0203 埼玉県久喜市桜田３－１－６

八潮市 八潮中央二郵便局 340-0816 埼玉県八潮市中央２－５－２

坂戸市 坂戸若葉駅前郵便局 350-0214 埼玉県坂戸市千代田３－２１

松伏町 松伏郵便局 343-0112 埼玉県北葛飾郡松伏町松葉１－５－４
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2014年7月より新たにインクカートリッジの回収を開始した郵便局（計248局） 
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