
別添
■「狭山新茶レター」販売局一覧

都道府県 局名 郵便番号 住所
埼玉県 北浦和駅前 330-0061 さいたま市浦和区常盤3-18-20

浦和中 330-0063 さいたま市浦和区高砂2-7-2
さいたま新都心合同庁舎内 330-0081 さいたま市中央区新都心1-1
大宮宮町 330-0802 さいたま市大宮区宮町4-148-3
大宮高鼻 330-0803 さいたま市大宮区高鼻町1-80
大宮天沼 330-0834 さいたま市大宮区天沼町1-294-3
大宮北袋 330-0835 さいたま市大宮区北袋町1-170-3
大宮浅間 330-0842 さいたま市大宮区浅間町2-53-2
大宮髙島屋 330-0846 さいたま市大宮区大門町1-32
大宮櫛引 330-0851 さいたま市大宮区櫛引町1-109
大宮大成 330-0852 さいたま市大宮区大成町2-190
大宮ＪＰビル 330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-11-20
大宮桜木町 330-0854 さいたま市大宮区桜木町2-403
大宮上小町 330-0855 さいたま市大宮区上小町544
大宮三橋一 330-0856 さいたま市大宮区三橋1-1339
大宮三橋四 330-0856 さいたま市大宮区三橋4-304-1
さいたま新都心 330-9799 さいたま市中央区新都心3-1
大宮清河寺 331-0048 さいたま市西区清河寺須場1226-6
大宮三橋六 331-0052 さいたま市西区三橋6-160-12
植水 331-0058 さいたま市西区飯田39-5
指扇駅前 331-0061 さいたま市西区西遊馬1269-14
大宮プラザ 331-0063 さいたま市西区ﾌﾟﾗｻﾞ34-14
大宮本郷 331-0802 さいたま市北区本郷町1195
大宮盆栽町 331-0805 さいたま市北区盆栽町113
大宮吉野町 331-0811 さいたま市北区吉野町1-393-21
大宮加茂宮 331-0812 さいたま市北区宮原町1-432
大宮宮原 331-0812 さいたま市北区宮原町4-12-1
大宮植竹 331-0813 さいたま市北区植竹町1-717
土呂西口 331-0813 さいたま市北区植竹町2-84
大宮奈良 331-0822 さいたま市北区奈良町153-47
大宮日進 331-0823 さいたま市北区日進町2-1076
大宮日進三 331-0823 さいたま市北区日進町3-438-3
大宮西 331-8799 さいたま市北区櫛引町2-713
浦和南本町 336-0018 さいたま市南区南本町1-3-6
さいたま中央 336-8799 さいたま市南区別所7-1-12
アーバンみらい東大宮内 337-0002 さいたま市見沼区春野1-5-1
大宮大谷 337-0014 さいたま市見沼区大谷1936-22
七里 337-0016 さいたま市見沼区東門前334-1
大宮風渡野 337-0017 さいたま市見沼区風渡野725-4
大宮片柳 337-0032 さいたま市見沼区東新井360
大宮南中野 337-0042 さいたま市見沼区南中野280-1
東大宮西口 337-0051 さいたま市見沼区東大宮4-32-15
東大宮駅前 337-0051 さいたま市見沼区東大宮5-36-4
大宮堀崎 337-0052 さいたま市見沼区堀崎町467-2
大和田駅前 337-0053 さいたま市見沼区大和田町2-1199
大宮 337-8799 さいたま市北区東大成町1-631
与野ハウス内 338-0001 さいたま市中央区上落合1-9-1
与野上落合 338-0001 さいたま市中央区上落合9-3-3
与野駅前 338-0002 さいたま市中央区下落合1722-SW102号
与野本町 338-0003 さいたま市中央区本町東3-5-13
与野円阿弥 338-0007 さいたま市中央区円阿弥2-10-16
与野大戸 338-0012 さいたま市中央区大戸5-5-8
与野鈴谷 338-0013 さいたま市中央区鈴谷2-621-5
与野 338-8799 さいたま市中央区下落合5-6-8
岩槻和土 339-0034 さいたま市岩槻区笹久保204-1
上福岡北口 356-0004 ふじみ野市上福岡1-14-1
上福岡駅前 356-0006 ふじみ野市霞ｹ丘1-2-12
上福岡松山 356-0027 ふじみ野市松山1-3-13
上福岡駒林 356-0029 ふじみ野市駒西1-6-2
上福岡武蔵野 356-0037 ふじみ野市福岡武蔵野10-12
大井緑ヶ丘 356-0043 ふじみ野市緑ｹ丘1-10-13
ふじみ野駅西口 356-0052 ふじみ野市苗間1-1-20
大井東台 356-0053 ふじみ野市大井600-3
大井亀久保 356-0058 ふじみ野市大井中央1-1-8
上福岡 356-8799 ふじみ野市福岡1-1-9



都道府県 局名 郵便番号 住所
埼玉県 羽生手子林 348-0071 羽生市南羽生1-28-8

越谷大房 343-0027 越谷市大房941-7
南越谷 343-0845 越谷市南越谷2-14-5
桶川坂田 363-0008 桶川市坂田922-2
桶川 363-8799 桶川市若宮1-6-30
桶川日出谷 363-0026 桶川市上日出谷原新田1157-12
桶川神明 363-0014 桶川市神明1-3-2
桶川西一 363-0017 桶川市西1-12-7
川田谷 363-0027 桶川市川田谷3361
花崎駅前 347-0016 加須市花崎北1-10-2
大利根細間 349-1156 加須市細間438-2
イオンタウン吉川美南内 342-0038 吉川市美南3-23-1
狭山台団地内 350-1304 狭山市狭山台3-25
狭山北入曽 350-1315 狭山市北入曽365-6
三ヶ尻 360-0843 熊谷市三ヶ尻1578-1
熊谷 360-8799 熊谷市本町2-7
熊谷万平 360-0034 熊谷市万平町1-37
八代 340-0142 幸手市中野578-1
行田駅前 361-0046 行田市壱里山町13-2
鴻巣本町 365-0038 鴻巣市本町4-3-6
北坂戸団地内 350-0274 坂戸市溝端町1-5-102
坂戸森戸 350-0244 坂戸市森戸492-8
西坂戸三 350-0247 坂戸市西坂戸3-5-1
坂戸石井 350-0212 坂戸市石井1927-3
坂戸若葉駅前 350-0214 坂戸市千代田3-21
坂戸 350-0299 坂戸市千代田2-5-15
坂戸仲町 350-0227 坂戸市仲町12-1
東坂戸団地内 350-0205 坂戸市東坂戸2-10
坂戸駅前 350-0234 坂戸市緑町3-5
志木宗岡 353-0002 志木市中宗岡4-1-5
春日部栄町 344-0058 春日部市栄町1-436-1
所沢西 359-1199 所沢市若狭2-2594-1
所沢 359-8799 所沢市並木1-3
新所沢 359-1111 所沢市緑町1-6-11
上尾愛宕 362-0034 上尾市愛宕3-12-17
上尾井戸木 362-0071 上尾市井戸木3-18-10
上尾尾山台 362-0022 上尾市瓦葺2716
上尾宮本町 362-0036 上尾市宮本町9-19
北上尾駅前 362-0016 上尾市原新町18-2
原市 362-0021 上尾市原市2299
上尾原市団地内 362-0021 上尾市原市3336
上尾小敷谷南 362-0064 上尾市小敷谷77-1 西上尾第二団地
西上尾 362-0064 上尾市小敷谷845-1 西上尾第一団地
上尾白小鳩 362-0001 上尾市上1710-4
上尾浅間台 362-0073 上尾市浅間台4-14-24
上尾 362-8799 上尾市谷津1-87-1
上尾二ツ宮 362-0017 上尾市二ﾂ宮962
上尾柏座 362-0075 上尾市柏座4-6-4
上尾平方 362-0059 上尾市平方521-4
深谷上野台 366-0801 深谷市上野台2393-8
深谷 366-8799 深谷市深谷町3-60
本畠 369-1105 深谷市本田4275
川越大東 350-1167 川越市かし野台1-13-7
川越笠幡 350-1174 川越市かすみ野2-9-8
川越旭町 350-1126 川越市旭町3-6-7
川越伊勢原 350-1108 川越市伊勢原町4-1-5
川越霞ヶ関北 350-1109 川越市霞ｹ関北2-1-15
川越宮元 350-0838 川越市宮元町15-7
川越月吉 350-0825 川越市月吉町30-13
川越元町 350-0062 川越市元町2-2-3
川越グリーンパーク 350-0001 川越市古谷上6083-4
川越古谷 350-0001 川越市古谷上799-1
川越今泉 350-0015 川越市今泉152-1
川越今福 350-1151 川越市今福2645-8
川越砂 350-1133 川越市砂966-7
高階 350-1137 川越市砂新田136-1
川越 350-8799 川越市三久保町13-1



都道府県 局名 郵便番号 住所
埼玉県 川越寿町 350-1116 川越市寿町1-2421-2

川越西 350-1199 川越市小室22-1
川越松江町 350-0056 川越市松江町1-12-17
川越新富町 350-0043 川越市新富町1-13-12
川越駅西口 350-1124 川越市新宿町1-17-1UNICUS1階
川越新宿 350-1124 川越市新宿町3-6-4
川越脇田 350-0046 川越市菅原町24-2
川越清水 350-1145 川越市清水町13-17
川越川鶴 350-1176 川越市川鶴2-11-2
的場 350-1101 川越市的場1266-2
名細 350-1101 川越市的場2843-28
川越南大塚駅前 350-1165 川越市南台2-1-19
川越六軒町 350-0041 川越市六軒町1-4-15
川口北 333-8799 川口市伊刈字牛田1032-1
川口戸塚 333-0802 川口市戸塚東2-1-4
鳩ヶ谷 334-8799 川口市坂下町1-6-12
川口駅前 332-0012 川口市本町4-4-16
川口 332-8799 川口市本町2-2-1
草加住吉 340-0014 草加市住吉1-13-1
寄居 369-1299 大里郡寄居町寄居389-1
小鹿野 368-0199 秩父郡小鹿野町小鹿野2807-2
秩父上町 368-0035 秩父市上町2-13-3
秩父 368-8799 秩父市上宮地町3-16
朝霞宮戸 351-0031 朝霞市宮戸2-1-71
鶴ヶ島駅前 350-2203 鶴ヶ島市上広谷13-7
鶴ヶ島鶴ヶ丘 350-2204 鶴ヶ島市鶴ヶ丘駅通38-29
鶴ヶ島 350-2213 鶴ヶ島市脚折1835-4
鶴ヶ島下新田 350-2222 鶴ヶ島市下新田54-3
東松山 355-8799 東松山市本町2-10-27
宮代 345-0821 南埼玉郡宮代町中央3-8-26
越生高取 350-0416 入間郡越生町越生908-13
越生 350-0499 入間郡越生町大字上野633-4
三芳みよし台 354-0042 入間郡三芳町みよし台6-23
三芳北永井 354-0044 入間郡三芳町北永井376-4
三芳 354-8799 入間郡三芳町藤久保320
毛呂山 350-0451 入間郡毛呂山町毛呂本郷206-4
毛呂山長瀬 350-0463 入間郡毛呂山町前久保南4-13-3
入間黒須 358-0007 入間市黒須2-2-1
西武 358-0054 入間市大字野田621-3
八潮木曽根 340-0813 八潮市木曽根904-1
飯能駅南口 357-0036 飯能市南町9-23
北吉見 355-0104 比企郡吉見町地頭方451
八和田 355-0303 比企郡小川町奈良梨87-1
川島三保谷 350-0132 比企郡川島町紫竹131
川島 350-0199 比企郡川島町中山2168
鳩山鳩ヶ丘 350-0314 比企郡鳩山町楓ｹ丘2-1-1
鳩山 350-0399 比企郡鳩山町赤沼2602-6
富士見南畑 354-0002 富士見市上南畑330-1
富士見東台 354-0011 富士見市水子4463-1
富士見水谷東 354-0013 富士見市水谷東2-12-18
富士見みずほ台 354-0018 富士見市西みずほ台1-12-1
富士見鶴瀬東 354-0024 富士見市鶴瀬東2-15-14
富士見鶴瀬西 354-0026 富士見市鶴瀬西2-23-29
富士見勝瀬 354-0031 富士見市勝瀬728-1
富士見羽沢 354-0033 富士見市羽沢1-31-3
伊奈小室 362-0806 北足立郡伊奈町小室5575-2
伊奈寿 362-0807 北足立郡伊奈町寿2-385
北本栄 364-0027 北本市栄7-1-22
石戸 364-0026 北本市荒井2-460
北本西高尾 364-0035 北本市西高尾8-81
北本駅西口 364-0031 北本市中央3-36-1
北本東間 364-0007 北本市東間1-42
北本二ッ家 364-0014 北本市二ﾂ家2-29
北本 364-8799 北本市緑1-167
本庄小島 367-0061 本庄市小島1-12-15
藤田 367-0015 本庄市牧西452-5
蓮田駅東口 349-0111 蓮田市東6-3-24
蕨 335-8799 蕨市中央5-8-21


