
平成２４年９月５日現在

№ 区分 施設名 所在地

1 郵便局 広島愛宕町郵便局 東区愛宕町

2 広島牛田郵便局 東区牛田本町三丁目

3 広島曙郵便局 東区曙五丁目

4 広島戸坂中町郵便局 東区戸坂中町

5 広島中山郵便局 東区中山東一丁目

6 広島牛田早稲田郵便局 東区牛田早稲田一丁目

7 広島牛田新町郵便局 東区牛田新町三丁目

8 広島光郵便局 東区光町二丁目

9 広島戸坂新町郵便局 東区戸坂新町一丁目

10 広島くるめ木郵便局 東区戸坂くるめ木一丁目

11 広島山根町郵便局 東区山根町

12 広島牛田本町五郵便局 東区牛田本町五丁目

13 広島牛田早稲田団地郵便局 東区牛田東四丁目

14 広島福田郵便局 東区福田一丁目

15 えのみや郵便局 安芸郡府中町本町

16 鹿籠郵便局 安芸郡府中町桃山

17 広島温品郵便局 東区温品七丁目

18 茂陰郵便局 安芸郡府中町茂陰

19 青崎東郵便局 安芸郡府中町青崎東

20 西辻郵便局 安芸郡府中町大須

21 広島上温品郵便局 東区上温品二丁目

22 広島鶴江郵便局 東区温品二丁目

23 広島馬木郵便局 東区馬木二丁目

24 安芸府中郵便局 安芸郡府中町浜田本町

25 広島十日市郵便局 中区十日市町

26 広島立町郵便局 中区立町

27 広島基町郵便局 中区基町

28 広島白島郵便局 中区東白島町

29 広島合同庁舎内郵便局 中区上八丁堀

30 広島八丁堀郵便局 中区八丁堀

31 広島並木通り郵便局 中区三川町

32 広島ＮＴＴ基町ビル内郵便局 中区基町

33 広島白島中郵便局 中区白島中

34 広島福屋内郵便局 中区胡町

35 広島幟町中特ビル内郵便局 中区幟町
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36 ＮＨＫ広島放送センタービル内郵便局 中区大手町二丁目

37 広島中郵便局 中区基町

38 広島胡町郵便局 中区胡町

39 広島江波郵便局 中区江波二本松一丁目

40 広島千田郵便局 中区千田町三丁目

41 広島吉島郵便局 中区吉島町

42 広島舟入川口郵便局 中区舟入川口町

43 広島鷹野橋郵便局 中区国泰寺町二丁目

44 広島富士見郵便局 中区富士見町

45 広島舟入町郵便局 中区舟入町

46 広島小町郵便局 中区小町

47 広島光南郵便局 中区光南一丁目

48 広島江波栄町郵便局 中区江波栄町

49 広島昭和郵便局 中区昭和町

50 広島吉島東郵便局 中区吉島東一丁目

51 広島舟入南郵便局 中区舟入南五丁目

52 広島加古町郵便局 中区加古町

53 広島中央郵便局 中区国泰寺町一丁目

54 広島横川郵便局 西区横川町二丁目

55 広島己斐郵便局 西区己斐本町一丁目

56 広島大宮郵便局 西区大宮一丁目

57 広島観音町郵便局 西区西観音町

58 広島三篠郵便局 西区三篠町二丁目

59 広島南観音郵便局 西区南観音二丁目

60 広島観音新町郵便局 西区観音新町一丁目

61 広島己斐上郵便局 西区己斐上一丁目

62 広島中広町郵便局 西区中広町二丁目

63 広島楠木郵便局 西区楠木三丁目

64 広島南観音七郵便局 西区南観音七丁目

65 広島己斐上四郵便局 西区己斐上四丁目

66 広島西郵便局 西区天満町

67 広島草津郵便局 西区草津東一丁目

68 広島庚午郵便局 西区庚午中三丁目

69 広島高須郵便局 西区高須二丁目

70 広島井口郵便局 西区井口二丁目

71 広島庚午北郵便局 西区庚午北一丁目

72 広島井口西郵便局 西区井口四丁目



73 広島鈴が峰郵便局 西区鈴が峰町

74 広島商工センター郵便局 西区草津新町二丁目

75 広島井口台郵便局 西区井口台一丁目

76 広島古江郵便局 西区古江西町

77 広島総合卸センター郵便局 西区草津港一丁目

78 広島井口明神郵便局 西区井口明神三丁目

79 広島仁保二郵便局 南区仁保二丁目

80 広島青崎郵便局 南区青崎一丁目

81 広島段原東浦郵便局 南区段原二丁目

82 広島皆実町郵便局 南区皆実町三丁目

83 広島蟹屋郵便局 南区西蟹屋三丁目

84 広島段原日出郵便局 南区段原日出一丁目

85 広島大州郵便局 南区大州二丁目

86 広島霞郵便局 南区霞一丁目

87 広島比治山本町郵便局 南区比治山本町

88 広島金屋町郵便局 南区金屋町

89 広島本浦郵便局 南区東本浦町

90 広島東雲二郵便局 南区東雲二丁目

91 広島日宇那郵便局 南区日宇那町

92 広島東霞郵便局 南区東霞町

93 広島東郵便局 南区松原町

94 広島旭郵便局 南区旭二丁目

95 広島宇品神田郵便局 南区宇品神田三丁目

96 広島向宇品郵便局 南区元宇品町

97 広島翠一郵便局 南区翠一丁目

98 広島郵政研修所前郵便局 南区宇品神田三丁目

99 広島似島郵便局 南区似島町

100 広島翠三郵便局 南区翠三丁目

101 広島宇品本通郵便局 南区宇品御幸五丁目

102 広島出島郵便局 南区出島二丁目

103 宇品郵便局 南区宇品東一丁目

104 飲食店 イタリアントマト　カフェジュニア　広島胡町店 中区胡町

105 えびすの宴 中区堀川町

106 芸州胡店 中区堀川町

107 からたちの花 中区銀山町

108 豆匠　広島本店 南区比治山町

109 徳川　総本店 中区胡町



110 徳兵衛　紙屋町店 中区大手町一丁目

111 串揚拠　十二ケ月 中区国泰寺町一丁目

112 小売店 広島県観光物産館　山海ステーション 南区宇品海岸一丁目

113 フリップミュージック 東区光町一丁目

114 中山南天堂 中区猫屋町

115 ニュー 中区本通

116 ホテル ひろしま国際ホテル 中区立町

117 ホテルセンチュリー２１広島 南区的場町一丁目

118 ホテルプロヴァンス’２１広島 西区上天満町

119 ショールーム 京セラソーラーＦＣ広島佐伯（木下組） 佐伯区五日市町大字石内


