
別添
■販売局一覧

都道府県 局名 郵便番号 住所
神奈川県 小田原扇町 250-0001 小田原市扇町3-26-28

小田原寿町 250-0002 小田原市寿町3-5-37
小田原浜町 250-0004 小田原市浜町2-6-24
小田原栄町 250-0011 小田原市栄町3-8-14
小田原本町 250-0012 小田原市本町2-11-14
小田原南町 250-0013 小田原市南町3-2-48
小田原早川 250-0021 小田原市早川173
根府川 250-0024 小田原市根府川89-33

小田原板橋 250-0034 小田原市板橋154
小田原城山 250-0045 小田原市城山1-6-32
小田原久野 250-0055 小田原市久野71-1
和田河原駅前 250-0112 南足柄市和田河原518-3

塚原 250-0117 南足柄市塚原2631-1
南足柄 250-0199 南足柄市関本156
下曾我 250-0206 小田原市曽我原560
箱根湯本 250-0311 箱根町湯本383-1
箱根宮城野 250-0401 箱根町宮城野下河原615
箱根強羅 250-0408 箱根町強羅1300-39
箱根宮ノ下 250-0499 箱根町小涌谷467
芦ノ湯 250-0523 箱根町芦之湯18
箱根町 250-0599 箱根町箱根79
仙石原 250-0631 箱根町仙石原25-1
栢山駅前 250-0851 小田原市曽比1753-4
小田原富水 250-0853 小田原市堀之内193
小田原飯田岡 250-0854 小田原市飯田岡554-1
小田原成田 250-0862 小田原市成田447-13
螢田駅前 250-0865 小田原市蓮正寺378-2
小田原鴨宮 250-0874 小田原市鴨宮598-1
鴨宮駅前 250-0875 小田原市南鴨宮3-35-32
小田原 250-8799 小田原市栄町1-13-13
小出 253-0006 茅ヶ崎市堤1928-8

茅ヶ崎小和田三 253-0012 茅ヶ崎市小和田3-1-1
茅ヶ崎富士見 253-0031 茅ヶ崎市富士見町16-8

茅ヶ崎 253-8799 茅ヶ崎市新栄町13-20
平塚横内 254-0002 平塚市横内3785-5
平塚田村 254-0013 平塚市田村6-12-31
平塚四之宮 254-0014 平塚市四之宮3-1-33
平塚八幡 254-0016 平塚市東八幡1-2-2
平塚八千代 254-0032 平塚市八千代町15-13
平塚紅谷 254-0043 平塚市紅谷町14-22
平塚本宿 254-0052 平塚市平塚2-30-1
平塚御殿 254-0061 平塚市御殿2-2-23
平塚富士見 254-0062 平塚市富士見町7-6
平塚東中原 254-0077 平塚市東中原1-3-53
平塚豊田 254-0087 平塚市豊田本郷1793-2
平塚幸町 254-0804 平塚市幸町24-2
平塚駅前 254-0811 平塚市八重咲町2-1
平塚菫平 254-0822 平塚市菫平8-7
平塚徳延 254-0902 平塚市徳延420-1
平塚旭 254-0903 平塚市河内337
平塚山下 254-0911 平塚市山下726-8
平塚 254-8799 平塚市追分1-33
大磯 255-0003 大磯町大磯1043-1
押切 256-0804 小田原市羽根尾21
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神奈川県 下中 256-0806 小田原市小船89-7

国府津駅前 256-0812 小田原市国府津3-6-13
酒匂 256-0816 小田原市酒匂4-8-6

小田原東 256-8799 小田原市前川14-1
鶴巻 257-0002 秦野市鶴巻南1-1-3

秦野東海大学前 257-0003 秦野市南矢名230-1
秦野下大槻 257-0004 秦野市下大槻410-2-6-103
秦野北矢名 257-0006 秦野市北矢名1307-4
秦野南が丘 257-0013 秦野市南が丘3-1
東秦野 257-0023 秦野市寺山232-1
秦野文京 257-0044 秦野市文京町5-15
秦野駅前 257-0051 秦野市今川町1-2-101
秦野緑 257-0054 秦野市緑町16-3
秦野 257-8799 秦野市室町2-44
寄 258-0001 松田町寄3227

松田惣領 258-0003 松田町松田惣領1192-2
曾我 258-0016 大井町上大井497-3

大井金子 258-0019 大井町金子1669-4
開成 258-0026 開成町延沢878-1
山北岸 258-0112 山北町岸1326-3
清水 258-0124 山北町川西668-14
山北 258-0199 山北町山北191
三保 258-0201 山北町中川921-81
松田 258-8799 松田町松田惣領1596-1
西大磯 259-0111 大磯町国府本郷924
二宮元町 259-0123 二宮町二宮1326-3
二宮一色 259-0133 二宮町百合が丘2-3-1
中井 259-0144 中井町半分形21-5

中井井ノ口 259-0151 中井町井ノ口1871-6
二宮 259-0199 二宮町二宮400-8
真鶴港 259-0201 真鶴町真鶴834
真鶴 259-0202 真鶴町岩298-4
岩 259-0202 真鶴町岩639

湯河原駅前 259-0303 湯河原町土肥5-2-32
吉浜 259-0312 湯河原町吉浜1396
福浦 259-0312 湯河原町吉浜378-1

湯河原温泉 259-0314 湯河原町宮上475-4
湯河原 259-0399 湯河原町土肥2-2-5
大山 259-1107 伊勢原市大山255

伊勢原高森 259-1114 伊勢原市高森2-20-15
伊勢原沼目 259-1126 伊勢原市沼目4-1-8
伊勢原本町 259-1131 伊勢原市伊勢原2-10-8
伊勢原桜台 259-1132 伊勢原市桜台2-20-18
伊勢原東大竹 259-1134 伊勢原市八幡台1-14-3

比々多 259-1136 伊勢原市串橋63-3
伊勢原 259-1199 伊勢原市田中432
平塚西 259-1201 平塚市南金目1259
平塚吉沢 259-1204 平塚市上吉沢63-7
平塚岡崎 259-1211 平塚市ふじみ野1-35-1
北秦野 259-1302 秦野市菩提399
西秦野 259-1305 秦野市堀川609-2
渋沢駅前 259-1315 秦野市柳町1-13-1
秦野曲松 259-1321 秦野市曲松1-8-21


