
各国・地域における郵便物の取扱い状況等について 2020.4.1現在

地域 国・地域 日本での取扱状況 各郵便事業体からの通知内容
アジア アフガニスタン ※３
アジア インド ※３ 国際郵便物の受入れを停止します。
アジア インドネシア ※３ 国際郵便物の受入れを停止します。また、配達は非対面の方法等で行います。
アジア 韓国 日本から発送するまでに遅延が生じています。 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。

次の地域の配達は非対面の方法で行います。
対象地域：Daegu（大邱）

アジア シンガポール 日本から発送するまでに遅延が生じています。 配達は非対面の方法等で行います。
このため、郵便物へ受取人電話番号の記載を推奨します。

アジア スリランカ ※３ 郵便サービスを一時停止しています。
アジア タイ 日本から発送するまでに遅延が生じています。 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
アジア 台湾 日本から発送するまでに遅延が生じています。
アジア 中国 ※２ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じるおそれがあります。

なお、配達前に電話で受取人に連絡し、配達は非対面の方法で行います。

アジア ネパール ※３
アジア パキスタン ※３
アジア バングラデシュ ※３
アジア フィリピン 国際交換局は最低限の人員で国際郵便物の受入れを行います。隔離地域の全郵便局を閉鎖します。

また、4/12までに受け入れた郵便物は、通常業務が再開されるまで配達局に送達されません。

アジア ブータン ※３ 国内での郵便物のお届けに大幅な遅延が生じます。
アジア ブルネイ ※３
アジア ベトナム 次の地域宛の郵便物のお届けに遅延が生じます。

Ha Noi (100000–159999), Hai Phong (180000–189999), Quang Ninh (200000–209999),
Soc Trang (950000–959999), Hung Yen (160000–169999), Quang Binh (510000–519999),
Quang Nam (560000–569999), Da Nang (550000–559999), Hau Giang (910000–919999),
Binh Dinh (590000–599999), Bac Giang (230000–239999), Hue (530000–539999),
Thai Nguyen (250000–259999), Ninh Thuan (660000–669999), Kien Giang (920000–929999),
Quang Tri (520000–529999), Ha Tinh (480000–489999), Nghe An (460000–479999),
Ninh Binh (430000–439999), Ho Chi Minh (700000–769999), Thanh Hoa (440000–459999)

アジア 香港 日本から発送するまでに遅延が生じています。 配達は非対面の方法等で行います。
アジア マカオ 日本から発送するまでに遅延が生じています。 郵便物の処理状況が正常化しました。
アジア マレーシア 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。閉鎖地域への配達は停止します。
アジア モルディブ ※３ 国際郵便物の受入れを停止します。
アジア モンゴル ※１ 4月1日までモンゴルの国際郵便局を閉鎖します。また、この期限は延長される場合があります。
アジア ラオス ※３
オセアニア オーストラリア 日本から発送するまでに遅延が生じています。 配達は非対面の方法等で行います。
オセアニア キリバス ※３
オセアニア サモア ※３ 3/26以降、国際郵便物の受入れを停止します。
オセアニア ツバル ※３
オセアニア トンガ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
オセアニア ニュー・カレドニア ※３
オセアニア ニューカレドニア 国際郵便物の受入れを停止します。また、配達は非対面の方法等で行います。
オセアニア ニュージーランド ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。配達は非対面の方法等で行います。
オセアニア パプアニューギニア ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
オセアニア ピトケアン ※３
オセアニア フィジー ※３
オセアニア 仏領ポリネシア ※３ 3/31まで国際郵便物の受入れを停止します。
オセアニア ワリス及びフツナ ※３
北米・中米 アメリカ合衆国 日本から発送するまでに遅延が生じています。
北米・中米 アルバ ※３
北米・中米 アンティグア・バーブーダ ※３
北米・中米 英領ヴァージン諸島 ※３
北米・中米 エルサルバドル ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
北米・中米 オランダカリブ領域 ※３
北米・中米 カナダ 日本から発送するまでに遅延が生じています。 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
北米・中米 キューバ ※３
北米・中米 キュラソー ※３
北米・中米 グアテマラ ※３
北米・中米 グレナダ ※３
北米・中米 ケイマン諸島 ※３ 国際郵便物の受入れを停止します。
北米・中米 コスタリカ ※３
北米・中米 ジャマイカ ※３ 3/24まで国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
北米・中米 シント・マールテン ※３
北米・中米 セントクリストファー・ネービ ※３
北米・中米 セントビンセント ※３
北米・中米 セントルシア ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
北米・中米 タークス及びカイコス諸島 ※３
北米・中米 ドミニカ ※３
北米・中米 ドミニカ共和国 ※３
北米・中米 トリニダード・トバゴ ※３
北米・中米 ニカラグア ※３
北米・中米 バーミュダ諸島 ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
北米・中米 ハイチ ※３
北米・中米 パナマ ※３ 国際郵便物の受入れを停止します。
北米・中米 バハマ ※３
北米・中米 バルバドス ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
北米・中米 ベリーズ ※３
北米・中米 ホンジュラス ※３ 3/29まで国際郵便物の受入れを停止します。また、この期限は延長される場合があります。
北米・中米 メキシコ 国内での郵便物のお届けに大幅な遅延が生じます。
北米・中米 モントセラト ※３
南米 アルゼンチン ※３
南米 ウルグアイ ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
南米 エクアドル ※３ 郵便サービスを一時停止しています。
南米 ガイアナ ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
南米 コロンビア ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
南米 スリナム ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
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南米 チリ ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じるとともに、イースター島宛郵便物の受入れを停止します。
また、配達は非対面の方法等で行います。

南米 パラグアイ ※３
南米 ブラジル ※３ 郵便物のお届けに大幅な遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
南米 ベネズエラ ※３
南米 ペルー ※３ 3/16から3/30まで国内での郵便物の処理を停止します。
中近東 アラブ首長国連邦 ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
中近東 イスラエル ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。配達は非対面の方法等で行います。
中近東 イラク ※３
中近東 イラン ※３
中近東 オマーン ※３
中近東 キプロス ※３ 3/21から2週間、一部経路を除き、国際郵便物の受入れを停止します。
中近東 クウェート ※３ 国内での郵便物の処理を停止しています。
中近東 サウジアラビア ※３ 配達は非対面の方法で行います。
中近東 シリア ※３
中近東 トルコ ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
中近東 バーレーン ※３
中近東 ヨルダン ※３
ヨーロッパ アイスランド 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
ヨーロッパ アイルランド ※３ 配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ アゼルバイジャン ※３
ヨーロッパ アルバニア ※３
ヨーロッパ アルメニア ※３ 国内での郵便物のお届けに大幅な遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ イギリス 配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ イタリア ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。

なお、配達は、原則として非対面の方法で行います。

ヨーロッパ ウクライナ ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ ウズベキスタン ※３
ヨーロッパ エストニア ※３ 配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ オーストリア ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ 北マケドニア ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
ヨーロッパ ギリシャ ※３
ヨーロッパ キルギス ※３
ヨーロッパ クロアチア ※３ 配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ コソボ ※３
ヨーロッパ サンマリノ ※３
ヨーロッパ ジョージア ※３ 国内での郵便物のお届けに大幅な遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ スイス ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ スペイン ※３ 国内での郵便物のお届けに大幅な遅延が生じます。
ヨーロッパ スロバキア 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ スロベニア 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ セルビア ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
ヨーロッパ チェコ ※３
ヨーロッパ ドイツ 日本から発送するまでに遅延が生じています。 配達は非対面の方法で行います。
ヨーロッパ トルクメニスタン ※３
ヨーロッパ バチカン ※３
ヨーロッパ ハンガリー ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
ヨーロッパ フランス 日本から発送するまでに遅延が生じています。 3/31まで、国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、期限は延長される場合があります。

なお、配達は非対面の方法等で行います。

ヨーロッパ ブルガリア ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
ヨーロッパ ベラルーシ ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
ヨーロッパ ベルギー ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ ポーランド ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
ヨーロッパ ポルトガル ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ マルタ ※３ 3/17から配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ モルドバ ※３ 3/16から国内での郵便物の処理を停止します。
ヨーロッパ モンテネグロ ※３ 国際郵便物の受入れを停止します。
ヨーロッパ ラトビア ※３ 3/17から国内での郵便物の処理を停止します。
ヨーロッパ リトアニア ※３ 配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ リヒテンシュタイン ※３ 配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ ルーマニア ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
ヨーロッパ ルクセンブルク ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
ヨーロッパ ロシア ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
アフリカ アセンション ※３
アフリカ アルジェリア ※３
アフリカ アンゴラ ※３
アフリカ ウガンダ ※３
アフリカ エジプト ※３
アフリカ エスワティニ ※３
アフリカ エチオピア ※３
アフリカ エリトリア ※３
アフリカ ガーナ ※３
アフリカ カーボベルデ ※３ 国内での郵便物のお届けに大幅な遅延が生じます。
アフリカ ガボン ※３
アフリカ ギニアビサウ ※３
アフリカ ケニア ※３
アフリカ コートジボワール ※３
アフリカ コンゴ共和国 ※３
アフリカ サントメ・プリンシペ ※３
アフリカ ザンビア ※３
アフリカ シエラレオネ ※３
アフリカ ジブチ ※３ 3/18から国際郵便物の受入れを停止します。
アフリカ ジンバブエ ※３ 3/19から郵便サービスを一時停止しています。
アフリカ セーシェル ※３
アフリカ 赤道ギニア ※３
アフリカ セネガル ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
アフリカ セント・ヘレナ ※３
アフリカ タンザニア ※３
アフリカ チャド ※３ 国際郵便物の受入れを停止します。
アフリカ チュニジア ※３ 国際郵便物の受入れを停止します。
アフリカ トーゴ ※３
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アフリカ トリスタン・ダ・クーニャ ※３
アフリカ ナイジェリア ※３
アフリカ ナミビア ※３
アフリカ ブルンジ ※３
アフリカ マダガスカル ※３ 郵便物のお届けを停止しています。
アフリカ マラウイ ※３
アフリカ 南アフリカ共和国 ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。
アフリカ 南スーダン ※３
アフリカ モーリシャス ※３ 国内での郵便物のお届けに大幅な遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
アフリカ モーリタニア ※３ 国際郵便物の受入れを停止します。
アフリカ モザンビーク ※３
アフリカ モロッコ ※３ 国内での郵便物のお届けに遅延が生じます。また、配達は非対面の方法等で行います。
アフリカ リビア 3/16から3週間、国内での郵便物の処理を停止します。
アフリカ ルワンダ ※３
アフリカ レソト ※３
アフリカ レユニオン ※３

　※1・・・国際郵便物のお引受けを一時停止しています。詳細は、「モンゴル宛て国際郵便の一時引受停止について（3/3）」をご確認ください。
　※2・・・国際郵便物のお引受けを一時停止しています。（一部の通常郵便物を除きます。）詳細は、「中国宛て国際郵便の一時引受停止について（3/12）」をご確認ください。
　※3・・・一部の国際郵便物のお引受けを一時停止しています。詳細は、「一部の国・地域宛て国際郵便の一時引受停止および遅延について（4/1）」をご確認ください。
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