
別添
■販売局一覧
都道府県 局名 郵便番号 住所
神奈川県 横須賀浦郷 237-0062 横須賀市浦郷町3-43

横須賀本浦 237-0063 横須賀市追浜東町3-44
追浜 237-0064 横須賀市追浜町3-13

横須賀鷹取台 237-0066 横須賀市湘南鷹取4-4-8
横須賀長浦 237-0072 横須賀市長浦町2-88-4
横須賀船越 237-0076 横須賀市船越町1-52-5
田浦 237-8799 横須賀市田浦町2-83-1

横須賀米が浜通 238-0011 横須賀市米が浜通1-6-6
横須賀安浦 238-0012 横須賀市安浦町1-1
横須賀三春西 238-0012 横須賀市安浦町3-15-1
横須賀三春 238-0014 横須賀市三春町3-5-1
横須賀上町北 238-0017 横須賀市上町2-1
横須賀上町 238-0017 横須賀市上町3-8
横須賀公郷 238-0022 横須賀市公郷町1-43
横須賀森崎 238-0023 横須賀市森崎2-14-5
横須賀森崎四 238-0023 横須賀市森崎4-1-16
横須賀金谷 238-0034 横須賀市金谷3-4-16
横須賀池上 238-0035 横須賀市池上3-1-3
横須賀汐入 238-0042 横須賀市汐入町2-5
横須賀坂本 238-0043 横須賀市坂本町3-41-1
横須賀逸見 238-0045 横須賀市東逸見町1-30
横須賀不入斗 238-0051 横須賀市不入斗町4-1
横須賀佐野町 238-0052 横須賀市佐野町1-6
横須賀佐野南 238-0052 横須賀市佐野町6-18
横須賀鶴が丘 238-0056 横須賀市鶴が丘1-2-24

松輪 238-0104 三浦市南下浦町松輪1617-1
初声 238-0113 三浦市初声町入江52-1
南下浦 238-0199 三浦市南下浦町上宮田3391-1
三浦城山 238-0235 三浦市城山町10-7
三浦三崎 238-0243 三浦市三崎5-245-7
三浦 238-0299 三浦市三崎町諸磯43-1

横須賀武 238-0313 横須賀市武5-11-1
武山 238-0315 横須賀市林2-1-38
長井 238-0399 横須賀市長井3-47-5
横須賀 238-8799 横須賀市小川町8

横須賀馬堀海岸 239-0801 横須賀市馬堀海岸2-27-1
新大津駅前 239-0808 横須賀市大津町4-8-4
横須賀大津 239-0808 横須賀市大津町1-20-34
横須賀鴨居 239-0813 横須賀市鴨居1-11-8

横須賀かもめ団地内 239-0813 横須賀市鴨居2-80-37
横須賀浦賀一 239-0815 横須賀市浦上台3-35-14
横須賀新町 239-0821 横須賀市東浦賀2-6-12
横須賀浦賀 239-0822 横須賀市浦賀7-13-16

横須賀ハイランド 239-0833 横須賀市ハイランド3-1-2
横須賀野比 239-0841 横須賀市野比1-7-4
北下浦 239-0842 横須賀市長沢1-37-9

横須賀津久井 239-0843 横須賀市津久井3-21-1
横須賀岩戸 239-0844 横須賀市岩戸4-23-1
久里浜 239-8799 横須賀市久里浜5-10-1

横須賀長坂 240-0101 横須賀市長坂3-3-13
横須賀秋谷 240-0105 横須賀市秋谷1-2-35
葉山一色 240-0111 葉山町一色1999-4
葉山堀内 240-0112 葉山町堀内936-8
葉山 240-0199 葉山町一色965-1

鎌倉今泉台 247-0053 鎌倉市今泉台4-19-17
鎌倉大船三 247-0056 鎌倉市大船3-15-29

大船ルミネウィング内 247-0056 鎌倉市大船1-4-1
鎌倉台 247-0061 鎌倉市台3-11-21
鎌倉小坂 247-0062 鎌倉市山ノ内739
鎌倉梶原 247-0063 鎌倉市梶原2-34-8
鎌倉岡本 247-0072 鎌倉市岡本2-12-4
鎌倉植木 247-0073 鎌倉市植木580
大船 247-8799 鎌倉市大船2-20-23

鎌倉浄明寺 248-0003 鎌倉市浄明寺3-2-20
鎌倉雪ノ下 248-0005 鎌倉市雪ノ下1-10-6
鎌倉材木座 248-0013 鎌倉市材木座3-17-30
鎌倉由比ヶ浜 248-0014 鎌倉市由比ガ浜3-9-45
鎌倉長谷 248-0016 鎌倉市長谷1-15-11
深沢 248-0022 鎌倉市常盤60-3

鎌倉稲村ガ崎 248-0024 鎌倉市稲村ガ崎1-15-18
鎌倉七里ガ浜 248-0025 鎌倉市七里ガ浜東4-13-4
鎌倉手広 248-0027 鎌倉市笛田1-8-4
腰越 248-0033 鎌倉市腰越3-1-23

鎌倉津西 248-0034 鎌倉市津西1-1-14
西鎌倉 248-0035 鎌倉市西鎌倉1-3-4
鎌倉 248-8799 鎌倉市小町1-10-3

逗子久木 249-0001 逗子市久木4-3-6
逗子ハイランド 249-0001 逗子市久木8-9-12
逗子池子 249-0003 逗子市池子2-21-20
逗子桜山 249-0005 逗子市桜山2-3-37
東逗子 249-0005 逗子市桜山4-7-17
逗子小坪 249-0008 逗子市小坪4-3-1
逗子 249-8799 逗子市逗子6-1-3
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千葉県 木更津中島 292-0009 木更津市金田東4-1-1

巌根 292-0015 木更津市本郷2-3-13
木更津清見台 292-0041 木更津市清見台東2-2-18
木更津東太田 292-0043 木更津市東太田2-14-21

清川 292-0051 木更津市清川2-22-1
木更津長須賀 292-0054 木更津市長須賀2529-3
木更津大和町 292-0056 木更津市木更津2-1-14
木更津吾妻 292-0065 木更津市吾妻1-3-36
下郡 292-0205 木更津市下郡730-2
富来田 292-0299 木更津市真里谷251-1
小櫃 292-0451 君津市末吉7-6
久留里 292-0499 君津市久留里市場113
亀山 292-0532 君津市坂畑244-2
松丘 292-0599 君津市広岡1150-4

木更津請西 292-0801 木更津市請西2-10-21
木更津真舟 292-0802 木更津市真舟1-6-6
木更津幸町 292-0803 木更津市幸町3-1-9
木更津八幡台 292-0814 木更津市八幡台3-1-44
木更津大久保 292-0815 木更津市大久保2-15-3
木更津桜井 292-0822 木更津市桜井581
木更津畑沢 292-0825 木更津市畑沢3-15-15
木更津新田 292-0832 木更津市新田2-11-4
辻森 292-1172 君津市辻森594-1
秋元 292-1199 君津市西粟倉162-2
木更津 292-8799 木更津市中央2-6-15
青堀 293-0001 富津市大堀85-9

富津飯野 293-0006 富津市下飯野183
富津岬 293-0021 富津市富津391

富津千種新田 293-0036 富津市千種新田951-11
小久保 293-0042 富津市小久保2884-1
佐貫 293-0058 富津市佐貫126-2
富津 293-8799 富津市下飯野2509-1

九重駅前 294-0011 館山市二子133-1
館山国分 294-0018 館山市国分北郷848-3
館山大戸 294-0025 館山市大戸196-3
館山柏崎 294-0034 館山市沼1591
館山北條 294-0045 館山市北条1074
館山駅前 294-0045 館山市北条2204
館山八幡 294-0047 館山市八幡516-7
館山那古 294-0055 館山市那古1102
館山船形 294-0056 館山市船形320
神戸 294-0226 館山市犬石1496
布良 294-0299 館山市布良306-1
西岬 294-0305 館山市見物44-3
滝田 294-0806 南房総市上滝田1476-1
三芳 294-0822 南房総市本織373
館山 294-8799 館山市北条1635-3

千倉白子 295-0003 南房総市千倉町白子1667-1
千倉牧田 295-0005 南房総市千倉町牧田167-16
七浦 295-0026 南房総市千倉町大川332-1
白浜 295-0101 南房総市白浜町乙浜500-1
小戸 295-0102 南房総市白浜町白浜2890-1

白浜滝口 295-0103 南房総市白浜町滝口1466-4
千倉 295-8799 南房総市千倉町南朝夷1265-1

鴨川前原 296-0002 鴨川市前原361-25
鴨川田原 296-0016 鴨川市坂東318-2
東条 296-0044 鴨川市広場1693

鴨川寺門 296-0122 鴨川市寺門147
長狭 296-0199 鴨川市南小町883-1
金束 296-0233 鴨川市金束52-1
鴨川 296-8799 鴨川市横渚1026-4
平岡 299-0211 袖ケ浦市野里731
平川 299-0236 袖ケ浦市横田4081
長浦 299-0242 袖ケ浦市久保田6-3

袖ヶ浦蔵波 299-0245 袖ケ浦市蔵波台1-21-5
袖ヶ浦さつき台 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前8-2-7
袖ヶ浦のぞみ野 299-0251 袖ケ浦市のぞみ野28-18

袖ケ浦 299-0299 袖ケ浦市福王台2-2-8
小糸 299-1106 君津市中島718-85
周南 299-1117 君津市宮下2-26-2

君津大和田 299-1146 君津市大和田1-6-2
君津中野 299-1151 君津市中野5-1-17
君津八重原 299-1162 君津市南子安9-18-12
君津南子安 299-1162 君津市南子安4-8-10
君津外箕輪 299-1173 君津市外箕輪2-15-17
君津 299-1199 君津市久保4-2-29

富津更和 299-1603 富津市更和102-5
竹岡 299-1621 富津市竹岡667
湊 299-1699 富津市湊1130-2
関尻 299-1799 富津市関尻464
金谷 299-1861 富津市金谷2211
保田 299-1999 鋸南町保田226
佐久間 299-2113 鋸南町上佐久間520-1
勝山 299-2199 鋸南町勝山426
平群 299-2204 南房総市平久里中1384-1
岩井 299-2299 南房総市市部105-5
富浦 299-2499 南房総市富浦町原岡218-1
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千葉県 丸山石堂 299-2503 南房総市石堂263-1

丸山 299-2522 南房総市安馬谷2051-4
南三原 299-2715 南房総市和田町下三原389-6
北三原 299-2725 南房総市和田町黒岩362-2
和田 299-2799 南房総市和田町仁我浦142-3
江見 299-2841 鴨川市西江見104-1
曾呂 299-2851 鴨川市仲町579-3
太海 299-2862 鴨川市太海2008
小湊 299-5502 鴨川市内浦2836
天津 299-5599 鴨川市天津1216-1


