
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所

大場 311-1125 水戸市大場町3-22
常澄 311-1199 水戸市東前2-5
八郷 315-0116 石岡市柿岡2026
小幡 315-0155 石岡市小幡695-3
瓦会 315-0111 石岡市瓦谷2336
大増 315-0101 石岡市大増1883-1
小桜 315-0141 石岡市月岡429
葦穂 315-0164 石岡市小屋66-3
林 315-0131 石岡市下林834-12
園部 315-0125 石岡市山崎1694-8
石岡 315-8799 石岡市府中1-7-28
高浜 315-0045 石岡市高浜811

石岡守木町 315-0014 石岡市国府6-3-6
石岡若松 315-0018 石岡市若松1-8-17

石岡自由ヶ丘 315-0037 石岡市東石岡4-11-24
石岡南台 315-0035 石岡市南台2-9-2
結城 307-8799 結城市結城7195-2
今宿 307-0028 結城市今宿799

結城武井 307-0043 結城市武井805-5
絹川 307-0012 結城市久保田1278-2

結城矢畑 307-0022 結城市矢畑297
結城白銀 307-0001 結城市結城7253-1
下妻 304-8799 下妻市下妻乙1167-1
高道祖 304-0031 下妻市高道祖4576-3
大宝 304-0022 下妻市大宝47
上妻 304-0007 下妻市黒駒1140-2

下妻砂沼 304-0068 下妻市下妻丁119-1
鹿嶋 314-8799 鹿嶋市鉢形1527-2
大野 311-2299 鹿嶋市中618-5
中野 311-2221 鹿嶋市荒野1883
高松 314-0028 鹿嶋市木滝896
荒井 311-2203 鹿嶋市浜津賀308-1

鹿島神宮前 314-0038 鹿嶋市城山4-2-8
鹿嶋平井 314-0012 鹿嶋市平井1128-178
潮来 311-2499 潮来市潮来103-3
牛堀 311-2436 潮来市牛堀124
延方 311-2412 潮来市宮前1-20-6
大生原 311-2403 潮来市釜谷250-2
潮来辻 311-2421 潮来市辻228-1
下館 308-8799 筑西市乙1008
川島 308-0856 筑西市伊佐山160

下館駅前 308-0031 筑西市田中町丙210
五所 308-0866 筑西市五所宮395-2
河間 308-0014 筑西市羽方3-3

嘉田生崎 308-0834 筑西市西石田1341-2
下館折本 308-0007 筑西市折本322-75
下館西方 308-0845 筑西市西方1669-1
下館横島 308-0802 筑西市横島薄田227
下館大町 308-0021 筑西市大町甲107
下館玉戸 308-0847 筑西市玉戸山ｹ島1878-1
関城 308-0199 筑西市関本分中150-4
明野 300-4599 筑西市海老ｹ島1597
黒子 308-0103 筑西市辻1300
中上野 300-4524 筑西市中上野717
村田 300-4546 筑西市村田1728

関城霞台 308-0117 筑西市犬塚51-1
江戸崎 300-0599 稲敷市江戸崎甲3558-1
阿波 300-0699 稲敷市阿波1500-1

桜川古渡 300-0638 稲敷市古渡304-1
根本 301-0902 稲敷市上根本3478
浮島 300-0641 稲敷市浮島3662
柴崎 300-1412 稲敷市柴崎378
東 300-0743 稲敷市曲渕133-1

あずま伊崎 300-0603 稲敷市伊佐部1830-10
本新島 300-0726 稲敷市西代1814
大須賀 300-0617 稲敷市福田556-6

茨城県



都道府県 局名 郵便番号 住所
鳩崎 300-0508 稲敷市佐倉708-2
下太田 300-1424 稲敷市下太田613-3

千代田志筑 315-0075 かすみがうら市中志筑1289
千代田七会 315-0052 かすみがうら市下稲吉1375
千代田新治 315-0058 かすみがうら市下土田420-6
千代田下稲吉 315-0054 かすみがうら市稲吉4-10-19

神栖 314-0199 神栖市溝口4991
波崎 314-0499 神栖市波崎8635-8
萩原 314-0122 神栖市萩原970-1
矢田部 314-0399 神栖市矢田部6498-1
深芝 314-0148 神栖市深芝2613
若松 314-0253 神栖市須田2340-127
別所 314-0408 神栖市波崎4781-45

神栖知手 314-0112 神栖市知手中央3-5-32
神栖大野原 314-0144 神栖市大野原4-2-1
波崎土合ヶ原 314-0343 神栖市土合本町3-9809-16
波崎太田 314-0254 神栖市太田603-12
麻生 311-3899 行方市麻生1157
玉造 311-3599 行方市玉造甲227
北浦 311-1799 行方市山田1340
矢幡 311-3826 行方市矢幡2040-4
井上 311-3515 行方市井上523-3
羽生 311-3507 行方市羽生566-1
行方 311-3801 行方市行方532-3
武田 311-1721 行方市両宿101
大和 311-3811 行方市四鹿1266
要 311-1715 行方市小幡717-3

玉造上山 311-3501 行方市芹沢822
鉾田 311-1599 鉾田市鉾田111-5
大洋 311-2199 鉾田市札1120-1
子生 311-1499 鉾田市子生387-1
汲上 311-2103 鉾田市汲上1696
秋津 311-1524 鉾田市高田449

鉾田鳥栖 311-1534 鉾田市鳥栖1851-6
田崎 311-1406 鉾田市田崎3886-1
新宮 311-1512 鉾田市白塚222-1
徳宿 311-1503 鉾田市徳宿912-1
諏訪 311-1426 鉾田市樅山290

鉾田駅前 311-1522 鉾田市塔ｹ崎972-5
鉾田舟木 311-1501 鉾田市舟木202-32
常陸小川 311-3499 小美玉市小川1632
堅倉 319-0106 小美玉市堅倉1443-1
竹原 319-0112 小美玉市竹原下郷178
下吉影 311-3406 小美玉市下吉影1455
羽鳥 319-0199 小美玉市羽鳥2588-3
橘 311-3416 小美玉市与沢937-1
玉里 311-3436 小美玉市上玉里1125

小川飯前 311-3404 小美玉市飯前228-2
茨城 311-3199 東茨城郡茨城町小堤1021-1
海老沢 311-3135 東茨城郡茨城町海老沢18-5
川根 311-3153 東茨城郡茨城町上飯沼1017
上野合 311-3157 東茨城郡茨城町小幡1498-2
茨城石崎 311-3124 東茨城郡茨城町中石崎327-2
茨城長岡 311-3116 東茨城郡茨城町長岡1803-4
大洗 311-1399 東茨城郡大洗町磯浜町6881-364
大貫 311-1311 東茨城郡大洗町大貫町64-239
夏海 311-1313 東茨城郡大洗町成田町22

大洗祝町 311-1301 東茨城郡大洗町磯浜町8093-4
河内 300-1324 稲敷郡河内町源清田5591
金江津 300-1403 稲敷郡河内町金江津5112
生板 300-1331 稲敷郡河内町生板36-1

八千代菅谷 300-3572 結城郡八千代町菅谷9
八千代 300-3599 結城郡八千代町若1302-1
安静 300-3553 結城郡八千代町蕗田735
西豊田 300-3525 結城郡八千代町沼森492-11
川西 300-3513 結城郡八千代町久下田559-2

茨城県


