
別添
■販売局一覧
市町村 局名 郵便番号 住所
新潟市 新潟中央 950-8799 新潟県新潟市中央区東大通2-6-26

新潟西 950-2099 新潟県新潟市西区寺尾朝日通25-10
新潟中 951-8799 新潟県新潟市中央区東堀通7番町1018
白根 950-1299 新潟県新潟市南区白根日の出町11-1
大野町 950-1199 新潟県新潟市西区大野町2721-1
松浜 950-3199 新潟県新潟市北区松浜4-10-5
亀田 950-0199 新潟県新潟市江南区西町1-1-3
巻 953-8799 新潟県新潟市西蒲区巻甲2806-1
新津 956-8799 新潟県新潟市秋葉区新津本町2-4-32
西川 959-0499 新潟県新潟市西蒲区鱸154-1
竹野町 953-0023 新潟県新潟市西蒲区竹野町2463-2
月潟 950-1304 新潟県新潟市南区月潟894-1
岩室 953-0104 新潟県新潟市西蒲区岩室温泉828-2
和納 953-0125 新潟県新潟市西蒲区和納1-10-24
漆山 953-0054 新潟県新潟市西蒲区漆山2528
間瀬 953-0105 新潟県新潟市西蒲区間瀬4440-1
峰岡 953-0075 新潟県新潟市西蒲区峰岡103-乙
越前浜 953-0012 新潟県新潟市西蒲区越前浜5038
潟東 959-0504 新潟県新潟市西蒲区横戸187
中之口 950-1327 新潟県新潟市西蒲区中之口660-1
赤塚 950-2261 新潟県新潟市西区赤塚4940-4

中野小屋 950-2126 新潟県新潟市西区大友662-1
坂井輪 950-2055 新潟県新潟市西区寺尾上6-1-2
曽野木 950-1134 新潟県新潟市江南区天野2-5-9
小針 950-2013 新潟県新潟市西区小針が丘2-34
浦山 950-2001 新潟県新潟市西区浦山4-14-16

上新栄町 950-2061 新潟県新潟市西区寺尾北1-12-44
小新南 950-2028 新潟県新潟市西区小新南2-12-36

曽野木団地 950-1135 新潟県新潟市江南区曽野木1-11-26
新潟大学前 950-2102 新潟県新潟市西区五十嵐2の町8192-3
内野町 950-2112 新潟県新潟市西区内野町968-3
青山 950-2003 新潟県新潟市西区東青山1-8-7

新潟大野 950-2037 新潟県新潟市西区大野316-1
五十嵐中島 950-2151 新潟県新潟市西区内野西1-15-6
寺尾台 950-2063 新潟県新潟市西区寺尾台1-6-30
真砂 950-2074 新潟県新潟市西区真砂3-13-6
小須戸 956-0101 新潟県新潟市秋葉区小須戸3611-6
中村 956-0036 新潟県新潟市秋葉区中村739-6
矢代田 956-0113 新潟県新潟市秋葉区矢代田593-1
新関 956-0825 新潟県新潟市秋葉区下新381-8

新津駅前 956-0864 新潟県新潟市秋葉区新津本町1-1-8
金津 956-0845 新潟県新潟市秋葉区金津348-1

新津中新田 956-0812 新潟県新潟市秋葉区中新田549-2
荻川 956-0805 新潟県新潟市秋葉区中野2-9-20
小合 956-0007 新潟県新潟市秋葉区小戸下組63-1

新津滝谷 956-0854 新潟県新潟市秋葉区滝谷町14-16
新津新町 956-0862 新潟県新潟市秋葉区新町1-10-8
新津田家 956-0836 新潟県新潟市秋葉区田家1-1-41
新津山谷 956-0031 新潟県新潟市秋葉区新津4451-2
横越 950-0299 新潟県新潟市江南区茜ケ丘2-20
酒屋 950-0324 新潟県新潟市江南区酒屋町890-3
新飯田 950-1454 新潟県新潟市南区上新田境畑甲577-9
亀田袋津 950-0131 新潟県新潟市江南区袋津5-3-4
味方 950-1261 新潟県新潟市南区味方697-1
庄瀬 950-1446 新潟県新潟市南区庄瀬6489-2
沢海 950-0205 新潟県新潟市江南区沢海2-13-5
臼井 950-1412 新潟県新潟市南区臼井4369-3

新潟中央卸売市場内 950-0114 新潟県新潟市江南区茗荷谷711
亀田城山 950-0137 新潟県新潟市江南区城山1-1-61
白根中央通 950-1217 新潟県新潟市南区白根2793-1
白根大通 950-1202 新潟県新潟市南区大通南1-150-1

イオンモール新潟南 950-0150 新潟県新潟市江南区下早通柳田1-1-1
新潟本所 950-0804 新潟県新潟市東区本所1-11-45
山二ツ 950-0922 新潟県新潟市中央区山二ツ5-2-9
太郎代 950-3101 新潟県新潟市北区太郎代上浜山90-4
新崎駅前 950-3134 新潟県新潟市北区新崎3-5-17
新潟山木戸 950-0861 新潟県新潟市東区中山1-16-20
新潟中島 950-0823 新潟県新潟市東区東中島1-2-22
新潟太平 950-0005 新潟県新潟市東区太平2-15-3
新潟牡丹山 950-0872 新潟県新潟市東区牡丹山3-14-24-5
大形 950-0814 新潟県新潟市東区逢谷内2-2-3

新潟卸団地 950-0863 新潟県新潟市東区卸新町2-853-3
新潟河渡 950-0024 新潟県新潟市東区河渡3-13-7
新潟紫竹 950-0864 新潟県新潟市東区紫竹3-23-15



市町村 局名 郵便番号 住所
新潟市 新潟物見山 950-0021 新潟県新潟市東区物見山1-13-18

新潟粟山 950-0843 新潟県新潟市東区粟山1-22-5
新潟姥ヶ山 950-0921 新潟県新潟市中央区京王2-16-15
新潟沼垂 950-0076 新潟県新潟市中央区沼垂西1-12-13
新潟山の下 950-0044 新潟県新潟市東区古湊町4-12
新潟沼垂上町 950-0075 新潟県新潟市中央区沼垂東1-7-2
万代シテイ 950-0909 新潟県新潟市中央区八千代1-7-34
新潟竜ヶ島 950-0072 新潟県新潟市中央区竜が島1-7-1
新潟県庁内 950-0965 新潟県新潟市中央区新光町4-1
新潟大山 950-0063 新潟県新潟市東区上王瀬町1-39
新潟米山 950-0916 新潟県新潟市中央区米山1-24
新潟秋葉町 950-0051 新潟県新潟市東区桃山町1-97
新潟下所島 950-0991 新潟県新潟市中央区下所島1-2-5
新潟船江町 950-0031 新潟県新潟市東区船江町1-27-31
新潟女池 950-0941 新潟県新潟市中央区女池2-2-16
新潟堀之内 950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南1-33-34
新潟弁天橋通 950-0925 新潟県新潟市中央区弁天橋通2-6-16
新潟上所 950-0993 新潟県新潟市中央区上所中3-12-15
新潟紫竹山 950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山3-6-12
新潟近江 950-0973 新潟県新潟市中央区上近江4-2-20
新潟船場町 951-8051 新潟県新潟市中央区新島町通5ノ町2236-1

新潟本町十三番 951-8067 新潟県新潟市中央区本町通十三番町3152
新潟東中通 951-8116 新潟県新潟市中央区東中通1番町187-3
新潟学校町 951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通ニ番町5292
新潟礎町 951-8055 新潟県新潟市中央区礎町通2ノ町2146

新潟上大川前 951-8068 新潟県新潟市中央区上大川前通十一番町1893-1
新潟南浜通 951-8112 新潟県新潟市中央区南浜通1番町364-1
新潟横七番町 951-8083 新潟県新潟市中央区横七番町通5-4660
新潟白山浦 951-8131 新潟県新潟市中央区白山浦2-645
新潟関屋 951-8141 新潟県新潟市中央区関新3-2-27

新潟学校町三 951-8126 新潟県新潟市中央区学校町通三番町557-1
新潟西大畑 951-8103 新潟県新潟市中央区田中町5190
新潟関屋本村 951-8162 新潟県新潟市中央区関屋本村町1-131
新潟本町三 951-8067 新潟県新潟市中央区本町通二番町316
新潟有明台 951-8146 新潟県新潟市中央区有明大橋町6-19
新潟浜浦 951-8151 新潟県新潟市中央区浜浦町1-39-1


