
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 【フレーム切手】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                        

お問合せ先 

交通局総務課企画担当課長   森 香里  Tel 045-671-3672 
※本件については、別紙のとおり日本郵便株式会社からもプレスリリースを行っています。 

名    称 横浜市営交通 100 周年 

販 売 開 始 日 2021 年６月２日（水） 

販 売 部 数 1,900 セット 

販 売 郵 便 局 
神奈川県横浜市内の全郵便局 

 (計 302 局：神奈川局および簡易郵便局を除く) 

※別添参照 

セ ッ ト 構 成 
フレーム切手 1 シート 84 円切手×10 枚 

クリアファイル（２つ折り時 A4サイズ） 1 枚 

販 売 単 位 セット単位で販売します。 

販 売 価 格 1セット 1,900 円（税込） 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

横浜市営交通 100 周年 

オリジナルフレーム切手発売！ 

令 和 ３ 年 ５ 月 2 6 日 
交 通 局 総 務 課 

横浜市営交通100周年記念事業の一環として、日本郵便株式会社南関東支社とコラボレーションし、令和

３年６月２日の横浜開港記念日に合わせ、オリジナルフレーム切手セット「横浜市営交通100周年」を発売

します。 

1921年に路面電車に始まり、バス・トロリーバス・地下鉄と、横浜の街とともに歩んできた市営交通の

懐かしい写真や、最新の連節バス「BAYSIDE BLUE」まで、様々な写真のフレーム切手とクリアファイルが

セットになって登場します。 

市営交通100周年の記念に、大切な方へのお手紙に。切手で100周年をお楽しみください。 

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。 

本フレーム切手セットは、６月５日（土）午前０時 15 分から日本郵便株式

会社 Web サイト「郵便局のネットショップ」でもお取扱いします。

（http://www.shop.post.japanpost.jp/） 

※なお、「郵便局のネットショップ」でお取扱いする本フレーム切手セットに

は、販売価格（1,900 円）のほかに郵送料等が加算されます。 

※本フレーム切手セットのお申込みにあたっては、「郵便局のネットショッ

プ」の会員登録が必要です。 

【クリアファイル（Ａ３横開き）】 

（外面）                     （内面） 

  

http://www.shop.post.japanpost.jp/


News！ 
 
報道関係者各位 

  2021年 5月 26日  
日本郵便株式会社 

 南 関 東 支 社 
 
 
 
 

 
日本郵便株式会社南関東支社（神奈川県川崎市川崎区、支社長 一木 美穂）は、下記のオリジナル 

フレーム切手の販売を開始します。 
このオリジナル フレーム切手セットは、横浜市営交通が 2021 年 4 月 1 日に 100 周年を迎えたこと

を記念して作製したもので、国産初の連節バス「BAYSIDE BLUE」や、かつての路面電車、トロリーバ
ス、地下鉄の今昔写真を題材にしたフレーム切手とクリアファイルをセットにし、下記の郵便局で販
売します。 
 

記 
 

1 切手セットの概要 

 
2 切手デザイン等 

別紙のとおり 
 
3 その他 

本フレーム切手セットは 6月 5日（土）0時 15分から日本郵便株式会社 Web サイト「郵便局のネ
ットショップ」でもお取扱いします。（http://www.shop.post.japanpost.jp/） 

※なお、「郵便局のネットショップ」でお取扱いする本フレーム切手セットには販売価格（1,900
円）のほかに郵送料等が加算されます。 

※本フレーム切手セットのお申込みにあたっては、「郵便局のネットショップ」の会員登録が必要
です。 

 
以 上 

 
（参考） 
  オリジナル フレーム切手等の新商品情報は、日本郵便株式会社 Webサイト「オリジナル フレー
ム切手」ページ（http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/frame/）で随時公開してい
ます。  

       

名    称 横浜市営交通 100周年 

販 売 開 始 日 2021年 6月 2日（水） 

販 売 部 数 1,900セット 

販 売 郵 便 局 
神奈川県横浜市内の全郵便局（計 302 局） 

※神奈川局および簡易郵便局を除く。 

セ ッ ト 構 成 
フレーム切手 1シート 84円切手×10枚 

クリアファイル（2 つ折り時 A4サイズ） 1枚 

販 売 単 位 セット単位で販売します。 

販 売 価 格 1セット 1,900円（税込） 

【報道関係の方のお問い合わせ先】 

日本郵便株式会社 南関東支社 

経営管理部（広報担当） 

電話：044-280-9011 

【お客さまのお問い合わせ先】 

日本郵便株式会社 南関東支社 

郵便・物流営業部（法人物販担当） 

電話：044-280-9180 

オリジナル フレーム切手セット「横浜市営交通 100周年」の販売開始 

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。 

http://www.shop.post.japanpost.jp/


別紙 

【切手デザイン】                                       

 
 



 

【クリアファイル】 

○外面 

  

 

 

○内面   

 
 

 

 

 



別紙

■初回納品局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所

青葉 225-8799 神奈川県横浜市青葉区荏田西１－７－５
鶴見 230-8799 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央３－２２－１
都筑 224-8799 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央３３－１
港北 222-8799 神奈川県横浜市港北区菊名６－２０－１８
緑 226-8799 神奈川県横浜市緑区中山４－３２－３０
綱島 223-8799 神奈川県横浜市港北区綱島台１７－１３
横浜中央 220-8799 神奈川県横浜市西区高島２－１４－２
横浜港 231-8799 神奈川県横浜市中区日本大通５－３
横浜南 232-8799 神奈川県横浜市南区井土ケ谷上町１－１
横浜金沢 236-8799 神奈川県横浜市金沢区泥亀２－１０－２
磯子 235-8799 神奈川県横浜市磯子区森３－１－１５
港南 233-8799 神奈川県横浜市港南区最戸１－２０－６
港南台 234-8799 神奈川県横浜市港南区港南台８－１１－３
横浜泉 245-8799 神奈川県横浜市泉区和泉中央北１－４１－１
保土ヶ谷 240-8799 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町２－８
横浜旭 241-8799 神奈川県横浜市旭区本村町４４－２
戸塚 244-8799 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町４１０２－１
瀬谷 246-8799 神奈川県横浜市瀬谷区瀬谷４－４５－１０
横浜戸部 220-0042 神奈川県横浜市西区戸部町２－２３
横浜戸部本町 220-0041 神奈川県横浜市西区戸部本町２５－５
横浜ランドマークタワー 220-8172 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－２－１
横浜藤棚 220-0051 神奈川県横浜市西区中央２－２４－１
横浜霞ヶ丘 220-0035 神奈川県横浜市西区霞ケ丘６３
横浜久保町 220-0061 神奈川県横浜市西区久保町２２－４
横浜浅間町 220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町１－１５－３
横浜北幸 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸２－１０－３３
横浜洪福寺 220-0072 神奈川県横浜市西区浅間町５－３７９－１
横浜駅西口 220-0005 神奈川県横浜市西区南幸１－１０－１６
みなとみらい四 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－２
クイーンズスクエア横浜 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３－４
東神奈川駅前 221-0044 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川１－２－１
横浜入江 221-0014 神奈川県横浜市神奈川区入江１－２２－８
神奈川宮前 221-0057 神奈川県横浜市神奈川区青木町４－７
横浜中央市場内 221-0054 神奈川県横浜市神奈川区山内町１
テクノウェイブ１００ビル内 221-0031 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町１－１－２５
横浜大口 221-0002 神奈川県横浜市神奈川区大口通１３９－３
横浜鶴屋町 221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町２－１７－１
神奈川白幡 221-0073 神奈川県横浜市神奈川区白幡南町３５－４
横浜新子安 221-0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－８－２
横浜西神奈川 221-0822 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１－９－１１
横浜西寺尾 221-0001 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾２－７－１３
横浜ポートサイド内 221-0052 神奈川県横浜市神奈川区栄町６－１
大口駅前 221-0015 神奈川県横浜市神奈川区神之木町１－１
オルトヨコハマ内 221-0013 神奈川県横浜市神奈川区新子安１－１
横浜反町 221-0841 神奈川県横浜市神奈川区松本町３－２５－１３
横浜六角橋 221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋１－４－１
横浜沢渡 221-0842 神奈川県横浜市神奈川区泉町８－８
横浜三ッ沢 221-0851 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢中町４－１９
横浜六角橋北 221-0802 神奈川県横浜市神奈川区六角橋６－２８－２９
横浜神大寺 221-0801 神奈川県横浜市神奈川区神大寺４－１－８
横浜片倉 221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉１－１６－８
横浜羽沢 221-0863 神奈川県横浜市神奈川区羽沢町１５４７－６
横浜ガーデン山 221-0852 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢下町３３－１４
横浜菅田 221-0864 神奈川県横浜市神奈川区菅田町４８８
新田 223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町３２３８

神奈川県



別紙

■初回納品局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所

横浜日吉七 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉７－１４－１２
綱島本通 223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西３－６－２４
日吉 223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町１－４－２９
横浜南日吉 223-0062 神奈川県横浜市港北区日吉本町４－１１－４
アピタテラス横浜綱島 223-0052 神奈川県横浜市港北区綱島東４－３－１７
横浜高田 223-0065 神奈川県横浜市港北区高田東１－４６－７
横浜下田 223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町６－４－１
横浜新吉田 223-0058 神奈川県横浜市港北区新吉田東６－１－１１
日吉駅内 223-0061 神奈川県横浜市港北区日吉２－１－１
新横浜三 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜３－２２－１７
横浜小机町 222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町９７０
横浜師岡 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町４７７
横浜太尾南 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山４－６－１１
神奈川菊名 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名４－１－５
横浜妙蓮寺 222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名１－１２－１１
新横浜駅前 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１４
横浜大倉山 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山１－１６－２
横浜樽町 222-0001 神奈川県横浜市港北区樽町１－２４－５
横浜太尾 222-0037 神奈川県横浜市港北区大倉山７－２－１
横浜篠原 222-0026 神奈川県横浜市港北区篠原町１４１０
横浜篠原台 222-0024 神奈川県横浜市港北区篠原台町４－７
横浜鳥山 222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町３１
横浜鳥山北 222-0035 神奈川県横浜市港北区鳥山町７３４
トレッサ横浜 222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町７００
中川駅前 224-0001 神奈川県横浜市都筑区中川１－１０－３３
横浜荏田東 224-0006 神奈川県横浜市都筑区荏田東３－６－２
横浜川和町 224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町６２０
横浜大棚 224-0027 神奈川県横浜市都筑区大棚町２６３－１
横浜勝田 224-0034 神奈川県横浜市都筑区勝田町２９４－３
横浜池辺 224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町３６７２－１
横浜東山田 224-0024 神奈川県横浜市都筑区東山田町１４６６－２
横浜すみれが丘 224-0013 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘３７－３
仲町台駅前 224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台１－３４－１１
横浜センター北駅前 224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央１－１－３
横浜桜並木 224-0046 神奈川県横浜市都筑区桜並木９－２１
横浜北山田 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田２－２－２０
都筑ふれあいの丘 224-0065 神奈川県横浜市都筑区高山６－７
長津田 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田６－７－１
横浜東本郷 226-0002 神奈川県横浜市緑区東本郷３－２３－１
横浜台村 226-0014 神奈川県横浜市緑区台村町３４８－１
横浜十日市場 226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町１３５８－３
鴨居駅前 226-0003 神奈川県横浜市緑区鴨居４－１－１４
横浜竹山 226-0005 神奈川県横浜市緑区竹山３－１－８
横浜霧が丘 226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘３－２６－２
横浜白山 226-0006 神奈川県横浜市緑区白山２－４０－５
長津田駅北口 226-0027 神奈川県横浜市緑区長津田２－１－１
横浜美しが丘西 225-0001 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西３－１－１
横浜美しが丘四 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘４－１－３２
たまプラーザ駅南口 225-0003 神奈川県横浜市青葉区新石川３－２４－１８
横浜山内 225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町４２８－１３
あざみ野駅内 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－１－１
横浜市ヶ尾 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１７２６
横浜美しが丘 225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘２－２１－１０
横浜すすき野 225-0021 神奈川県横浜市青葉区すすき野２－５－１
横浜あざみ野 225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野２－１３－１７

神奈川県
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■初回納品局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所

市ヶ尾駅前 225-0024 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町１０７４－２
江田駅北口 225-0012 神奈川県横浜市青葉区あざみ野南２－４－８
横浜大場 225-0023 神奈川県横浜市青葉区大場町５９２－１２
横浜鴨志田 227-0033 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町５４９－１
青葉台 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台１－１３－１
横浜奈良 227-0036 神奈川県横浜市青葉区奈良町２９１３－１－１０１
横浜藤が丘 227-0043 神奈川県横浜市青葉区藤が丘２－１４－３４
横浜桜台 227-0061 神奈川県横浜市青葉区桜台３０－１７
横浜青葉台二 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－１９－１８
横浜柿の木台 227-0048 神奈川県横浜市青葉区柿の木台１３－２８
横浜しらとり台 227-0054 神奈川県横浜市青葉区しらとり台３４－２０
青葉台駅前 227-0062 神奈川県横浜市青葉区青葉台２－３－４
田奈駅前 227-0064 神奈川県横浜市青葉区田奈町１５－７
鶴見駅前 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央１－１０－１４
横浜生麦 230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦４－１４－７
横浜下野谷町 230-0047 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町３－８８－１
横浜元宮 230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮１－９－１３
鶴見市場 230-0025 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町４－３１
横浜仲通 230-0042 神奈川県横浜市鶴見区仲通１－５８－１２
横浜大東 230-0033 神奈川県横浜市鶴見区朝日町１－４２－１
横浜岸谷 230-0078 神奈川県横浜市鶴見区岸谷４－２－５
横浜栄町通 230-0038 神奈川県横浜市鶴見区栄町通４－３８－１３
横浜東寺尾一 230-0077 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾１－３７－１６
横浜豊岡 230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町２８－１４
鶴見下末吉町 230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉１－３１－２０
横浜東寺尾 230-0017 神奈川県横浜市鶴見区東寺尾中台１３－２０
横浜矢向 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向６－１４－１５
横浜馬場 230-0076 神奈川県横浜市鶴見区馬場２－６－３０
横浜上末吉 230-0011 神奈川県横浜市鶴見区上末吉４－１７－１５
尻手駅前 230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向２－１４－２
横浜駒岡 230-0071 神奈川県横浜市鶴見区駒岡２－１－１３
横浜北寺尾 230-0074 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾７－９－１
横浜北寺尾三 230-0074 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾３－１９－３５
横浜佃野 230-0061 神奈川県横浜市鶴見区佃野町２４－３４
横浜和田 240-0065 神奈川県横浜市保土ケ谷区和田２－１２－９
横浜岩間 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町１－６－８
横浜ビジネスパーク内 240-0005 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町１３４
横浜桜ヶ丘 240-0011 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘１－１１－２
横浜西谷 240-0052 神奈川県横浜市保土ケ谷区西谷３－８－２２
横浜保土ヶ谷三 240-0021 神奈川県横浜市保土ケ谷区保土ケ谷町３－１９６
横浜星川 240-0006 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川２－３－５
横浜岩井 240-0023 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町３４２
横浜千丸台 240-0053 神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町３５６
横浜帷子 240-0013 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町２－８９
横浜上菅田 240-0051 神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町９５１
横浜常盤台 240-0067 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台５０－１１
横浜上星川 240-0042 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川３－２－１０
横浜今井 240-0035 神奈川県横浜市保土ケ谷区今井町１７
横浜狩場 240-0025 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町３０３－６２
舞岡駅前 244-0813 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町２９５５
東戸塚駅西口 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町８８１－９
東戸塚駅東口 244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町５２４－１
横浜柏尾 244-0811 神奈川県横浜市戸塚区上柏尾町２０１
横浜矢部 244-0002 神奈川県横浜市戸塚区矢部町６５－３
横浜原宿 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町２３８－５
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横浜鳥が丘 244-0001 神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘５２－２
踊場駅前 245-0061 神奈川県横浜市戸塚区汲沢８－２－１２
横浜豊田 244-0815 神奈川県横浜市戸塚区下倉田町１１０３－５
横浜平戸 244-0802 神奈川県横浜市戸塚区平戸２－２５－１３
横浜富塚 244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町３００２
横浜深谷 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町８５５－３
横浜上矢部 245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町３１５－４
横浜川上 244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町５７０－４
横浜倉田 244-0816 神奈川県横浜市戸塚区上倉田町４４５－２
横浜ドリームハイツ 245-0067 神奈川県横浜市戸塚区深谷町１４１２－１
緑園都市駅前 245-0002 神奈川県横浜市泉区緑園４－１－６
横浜中和田 245-0024 神奈川県横浜市泉区和泉中央北４－１－３
横浜新橋 245-0009 神奈川県横浜市泉区新橋町１２２４
弥生台駅前 245-0008 神奈川県横浜市泉区弥生台２６－４
横浜中田 245-0012 神奈川県横浜市泉区中田北２－７－１５
横浜上飯田 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町１３３１－４
横浜和泉南 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町１４５２－７
横浜いちょう団地内 245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町２６７０
横浜いずみ野 245-0016 神奈川県横浜市泉区和泉町６２３７－２
横浜日向山 246-0034 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷２－２－１
横浜三ツ境 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境１６－１
横浜瀬谷南 246-0032 神奈川県横浜市瀬谷区南台１－３－８
横浜瀬谷北 246-0013 神奈川県横浜市瀬谷区相沢１－５－６
横浜細谷戸 246-0013 神奈川県横浜市瀬谷区相沢６－１８－１０
横浜阿久和 246-0025 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和西３－１－１１
横浜南瀬谷一 246-0034 神奈川県横浜市瀬谷区南瀬谷１－７６－１０
横浜瀬谷西 246-0036 神奈川県横浜市瀬谷区北新３７－１３
横浜本郷原 246-0015 神奈川県横浜市瀬谷区本郷２－４１－５
三ツ境駅北口 246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境５－３５
横浜鶴ヶ峰 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１－３８－２
横浜二俣川 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川１－４
南万騎が原駅前 241-0835 神奈川県横浜市旭区柏町３６－１０
鶴ヶ峯駅前 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰１－２－１１
希望ヶ丘駅前 241-0826 神奈川県横浜市旭区東希望が丘９９
横浜万騎が原 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川２－８７－４
横浜市沢 241-0014 神奈川県横浜市旭区市沢町６９２
横浜南希望が丘 241-0824 神奈川県横浜市旭区南希望が丘５６－６
横浜小高 241-0831 神奈川県横浜市旭区左近山１６－１
横浜左近山 241-0831 神奈川県横浜市旭区左近山４０２
横浜都岡 241-0805 神奈川県横浜市旭区都岡町２１
横浜若葉台 241-0801 神奈川県横浜市旭区若葉台３－５－１
横浜白根北 241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根３－１０－１１
横浜今宿 241-0032 神奈川県横浜市旭区今宿東町１６３１－４
横浜白根 241-0004 神奈川県横浜市旭区中白根２－１－１０
横浜中尾 241-0815 神奈川県横浜市旭区中尾１－４８－７
横浜上白根 241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町８９１
横浜今宿南 241-0817 神奈川県横浜市旭区今宿２－７－２５
横浜金が谷 241-0812 神奈川県横浜市旭区金が谷１－５－４
石川町駅前 231-0868 神奈川県横浜市中区石川町２－７６
横浜北方 231-0842 神奈川県横浜市中区上野町２－６５
横浜本牧原 231-0821 神奈川県横浜市中区本牧原８－１
横浜桜木 231-0062 神奈川県横浜市中区桜木町１－１
横浜本牧 231-0806 神奈川県横浜市中区本牧町１－３９
横浜本牧元町 231-0822 神奈川県横浜市中区本牧元町１－３
横浜中華街 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町１２３－１
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シルクセンター内 231-0023 神奈川県横浜市中区山下町１
横浜市役所内 231-0005 神奈川県横浜市中区本町６－５０－１０
横浜間門 231-0827 神奈川県横浜市中区本牧和田２７－２
横浜第２合同庁舎内 231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通５－５７
横浜中 231-0057 神奈川県横浜市中区曙町２－３１
横浜赤門 231-0051 神奈川県横浜市中区赤門町１－１３
横浜長者町 231-0033 神奈川県横浜市中区長者町４－９－１
横浜本町 231-0005 神奈川県横浜市中区本町３－３０－７
横浜日之出町 231-0066 神奈川県横浜市中区日ノ出町１－２４
横浜山元町 231-0851 神奈川県横浜市中区山元町２－９５
横浜太田町 231-0011 神奈川県横浜市中区太田町１－１０
横浜住吉町 231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町１－１３
神奈川中小企業センター内 231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町５－８０
横浜大和 231-0846 神奈川県横浜市中区大和町２－５８－３
横浜南太田 232-0006 神奈川県横浜市南区南太田１－３２－３４
横浜吉野町 232-0012 神奈川県横浜市南区南吉田町１－１３
横浜浦舟 232-0024 神奈川県横浜市南区浦舟町２－２２
横浜中島 232-0055 神奈川県横浜市南区中島町２－３５
横浜中村橋 232-0041 神奈川県横浜市南区睦町１－３４－９
横浜大岡 232-0061 神奈川県横浜市南区大岡５－３－２６
横浜弘明寺 232-0067 神奈川県横浜市南区弘明寺町２７０
横浜宿町 232-0017 神奈川県横浜市南区宿町２－３２
横浜永田 232-0072 神奈川県横浜市南区永田東３－１５－３
横浜六ッ川 232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川３－８７－２１
横浜南永田 232-0075 神奈川県横浜市南区永田みなみ台２－１－１０１
横浜六ッ川一 232-0066 神奈川県横浜市南区六ツ川１－６９３－７３
横浜坂下 235-0003 神奈川県横浜市磯子区坂下町９－１０
根岸駅前 235-0005 神奈川県横浜市磯子区東町１３－２１
横浜中浜 235-0014 神奈川県横浜市磯子区中浜町５－６
横浜上中里 235-0042 神奈川県横浜市磯子区上中里町６９２－１
横浜杉田 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田１－１－１
横浜滝頭 235-0012 神奈川県横浜市磯子区滝頭２－３７－１８
横浜中原 235-0036 神奈川県横浜市磯子区中原３－２－１５
横浜杉田西 235-0033 神奈川県横浜市磯子区杉田３－２８－４５
横浜汐見台 235-0022 神奈川県横浜市磯子区汐見台１－６－２
洋光台駅前 235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台３－１３－１１
磯子浜西 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子２－１９－２１
横浜岡村 235-0021 神奈川県横浜市磯子区岡村６－５－５１
横浜洋光台南 235-0045 神奈川県横浜市磯子区洋光台６－１４－１５
横浜桂台 247-0033 神奈川県横浜市栄区桂台南１－１８－６
横浜桂 247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町７３５
横浜庄戸 247-0022 神奈川県横浜市栄区庄戸１－１－１２
横浜飯島 244-0842 神奈川県横浜市栄区飯島町５２７
横浜笠間 247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間３－１－１
横浜元大橋 247-0011 神奈川県横浜市栄区元大橋２－９－１
本郷台駅前 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷１－４－９
横浜上郷 247-0025 神奈川県横浜市栄区上之町４２－２０
横浜桂町南 247-0005 神奈川県横浜市栄区桂町１９７－１
横浜港南中央通 233-0004 神奈川県横浜市港南区港南中央通１３－２９
横浜芹が谷一 233-0006 神奈川県横浜市港南区芹が谷１－２－２
横浜上大岡 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－１５－１
横浜上永谷 233-0012 神奈川県横浜市港南区上永谷２－１６－２２
横浜日野 234-0051 神奈川県横浜市港南区日野５－２０－９
横浜芹が谷 233-0006 神奈川県横浜市港南区芹が谷５－１－１６
横浜港南二 233-0003 神奈川県横浜市港南区港南２－２７－２５
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横浜笹下 234-0052 神奈川県横浜市港南区笹下２－４－２３
上大岡駅前 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１
横浜丸山台 233-0013 神奈川県横浜市港南区丸山台３－２２－５
横浜日野南 234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南６－４３－５
横浜西港南台 233-0016 神奈川県横浜市港南区下永谷５－３１－８
横浜野庭 234-0056 神奈川県横浜市港南区野庭町６１４
横浜日限山 233-0015 神奈川県横浜市港南区日限山３－４０－１９
港南台駅前 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台３－３－１
横浜港南台東 234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台７－１６－２４
横浜清水橋 234-0055 神奈川県横浜市港南区日野南１－６－１７
横浜金沢シーサイドタウン 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木２－３－３
横浜能見台 236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台３－１－７
金沢文庫駅前 236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東２－１６－７
横浜富岡 236-0052 神奈川県横浜市金沢区富岡西７－４－１２
横浜片吹 236-0055 神奈川県横浜市金沢区片吹６７－１５
横浜南部市場内 236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町１－１
能見台駅前 236-0053 神奈川県横浜市金沢区能見台通３３－２４
横浜金沢振興センター 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦１－５－２
横浜並木 236-0005 神奈川県横浜市金沢区並木１－１７－１
横浜金沢八景 236-0028 神奈川県横浜市金沢区洲崎町８－１２
横浜釜利谷西 236-0046 神奈川県横浜市金沢区釜利谷西６－１－８
横浜金沢文庫 236-0014 神奈川県横浜市金沢区寺前１－１－２８
横浜六浦 236-0037 神奈川県横浜市金沢区六浦東２－４－３
横浜六浦川 236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦４－２３－２３
横浜釜利谷 236-0042 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東６－５－１０
横浜大道 236-0035 神奈川県横浜市金沢区大道２－１５－４
六浦駅前 236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦５－３６－２０

神奈川県
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