
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所

今市明神 321-1101 日光市明神582-13
日光本町 321-1434 日光市本町5-6
栗山 321-2799 日光市日蔭568-8
湯西川 321-2601 日光市湯西川725

下野大沢駅前 321-1274 日光市土沢557-13
日光 321-1499 日光市中鉢石町896-1
三依 321-2803 日光市中三依295
中禅寺 321-1699 日光市中宮祠2478-71
大沢 321-2399 日光市大沢町523
大桑 321-2411 日光市大桑町1
川治 321-2699 日光市川治温泉川治22

日光安良沢 321-1441 日光市清滝安良沢町大久保1752-17
清滝 321-1444 日光市清滝2-4-15

日光駅前 321-1406 日光市松原町12-1
文挾 321-1199 日光市小倉872-12

今市市役所通 321-1272 日光市今市本町19-1
下今市 321-1261 日光市今市786-1
今市 321-1261 日光市今市319

今市大谷向 321-1261 日光市今市1378-2
藤原高徳 321-2523 日光市高徳487-1
小来川 321-1352 日光市宮小来川594
藤原滝 321-2526 日光市鬼怒川温泉滝801-5

鬼怒川温泉 321-2599 日光市鬼怒川温泉大原1406-10
今市塩野室 321-2351 日光市塩野室町83-8
鹿沼樅山 322-0046 鹿沼市樅山町75-14
楡木 322-0599 鹿沼市楡木町345

鹿沼緑町 322-0025 鹿沼市緑町1-2-1
鹿沼府所本町 322-0032 鹿沼市府所本町204-1

板荷 321-1111 鹿沼市板荷3063
鹿沼鳥居跡 322-0044 鹿沼市鳥居跡町1437-22
粕尾 322-0422 鹿沼市中粕尾206-5

古峯ヶ原 322-0101 鹿沼市草久3027
草久 322-0101 鹿沼市草久1022

鹿沼泉町 322-0062 鹿沼市泉町2288-22
鹿沼千渡 322-0002 鹿沼市千渡1827-3
南摩 322-0344 鹿沼市西沢町382-3
西鹿沼 322-0073 鹿沼市西鹿沼町127-11
上粕尾 322-0423 鹿沼市上粕尾251-2

鹿沼上日向 322-0076 鹿沼市上日向307
北犬飼 322-0015 鹿沼市上石川1489-3
粟野 322-0399 鹿沼市口粟野847
鹿沼 322-8799 鹿沼市久保町1692-2
加園 322-0252 鹿沼市加園889-3

鹿沼下田町 322-0036 鹿沼市下田町2-1077-3
鹿沼みなみ町 322-0524 鹿沼市みなみ町8-220

本郷 329-0603 河内郡上三川町東蓼沼289-1
上三川 329-0699 河内郡上三川町上三川5049-4

上三川上蒲生 329-0617 河内郡上三川町上蒲生2185-29
宇都宮六道 320-0841 宇都宮市六道町12-20
宇都宮緑 321-0165 宇都宮市緑2-18-34
宇都宮岡台 321-0904 宇都宮市陽東7-2-19
宇都宮野沢 320-0071 宇都宮市野沢町327-9
宇都宮末広 321-0144 宇都宮市末広1-1-18
宇都宮大学内 321-0943 宇都宮市峰町350
宇都宮平出 321-0901 宇都宮市平出町267-7

宇都宮富士見ヶ丘 320-0011 宇都宮市富士見が丘3-26-1
宇都宮不動前 320-0833 宇都宮市不動前2-13-11
宇都宮塙田町 320-0027 宇都宮市塙田4-1-18

河内 329-1199 宇都宮市白沢町1234-1
宇都宮千手町 320-0026 宇都宮市馬場通り3-2-3
徳次郎 321-2199 宇都宮市徳次郎町2153-4-6

宇都宮簗瀬 321-0925 宇都宮市東簗瀬1-4-6
宇都宮東町 321-0985 宇都宮市東町25-5
宇都宮宿郷 321-0953 宇都宮市東宿郷2-3-8
宇都宮三の沢 320-0851 宇都宮市鶴田町2186-1
宇都宮今泉東 321-0962 宇都宮市中今泉3-2-9

栃木県



都道府県 局名 郵便番号 住所
宇都宮中戸祭 320-0057 宇都宮市中戸祭1-9-31
宇都宮中央 320-8799 宇都宮市中央本町4-17
宇都宮上河原 320-0811 宇都宮市大通り2-4-9

大谷 321-0345 宇都宮市大谷町1331-1
宇都宮操町 320-0863 宇都宮市操町2-20
宇都宮双葉 321-0164 宇都宮市双葉2-10-3
宇都宮泉が丘 321-0952 宇都宮市泉が丘2-6-10

石井 321-0912 宇都宮市石井町2490-13
宇都宮西川田 321-0155 宇都宮市西川田南1-1-5
鶴田駅前 321-0151 宇都宮市西川田町1079
宇都宮西一 320-0861 宇都宮市西1-5-28
宇都宮星が丘 320-0037 宇都宮市清住2-6-5
雀宮駅前 321-0132 宇都宮市雀の宮3-8-3
宇都宮瑞穂 321-0921 宇都宮市瑞穂2-2-4
河内田原 329-1112 宇都宮市上田原町344-4
宇都宮大曽 320-0013 宇都宮市上大曽町396-9
上河内 321-0499 宇都宮市松田新田町478-9

宇都宮小幡 320-0036 宇都宮市小幡1-1-21
宇都宮東 321-8799 宇都宮市宿郷3-20-2
篠井 321-2102 宇都宮市篠井町864-1

宇都宮桜 320-0043 宇都宮市桜4-1-31
宇都宮細谷町 320-0074 宇都宮市細谷町371-1
宇都宮今泉町 321-0966 宇都宮市今泉4-15-22
宇都宮江曽島 321-0101 宇都宮市江曽島本町6-7
宇都宮中河原 320-0823 宇都宮市御蔵町2-15
宇都宮御幸ヶ原 321-0982 宇都宮市御幸ｹ原町71-15
宇都宮戸祭 320-0056 宇都宮市戸祭4-1-19
宇都宮挟又 320-0065 宇都宮市駒生町挟又1359

東武宇都宮駅前 320-0808 宇都宮市宮園町4-1
宇都宮南 321-0199 宇都宮市宮の内2-176-33
宇都宮吉野 320-0838 宇都宮市吉野2-8-31
宇都宮岩曾 321-0973 宇都宮市岩曽町1355-82
宇都宮関堀 321-0975 宇都宮市関堀町373-4
絹島 321-0403 宇都宮市下小倉町1341-20
瑞穂野 321-0914 宇都宮市下桑島町488-12

宇都宮下栗 321-0923 宇都宮市下栗町2321
岡本駅前 329-1104 宇都宮市下岡本町4192
宇都宮屋板 321-0112 宇都宮市屋板町1025-5
宇都宮越戸 321-0951 宇都宮市越戸4-7-1
宇都宮川向 321-0964 宇都宮市駅前通り3-9-14
宇都宮一条 320-0821 宇都宮市一条3-1-5
宇都宮兵庫塚 321-0136 宇都宮市みどり野町4-9
栃木県庁内 320-0027 宇都宮市塙田1-1-20
宇都宮宝木町 320-0061 宇都宮市宝木町1-34-29

宇都宮さつき団地 321-0141 宇都宮市さつき2-18-11
金崎 322-0601 栃木市西方町金崎328-5

栃木県


