
入居している商業施設の閉鎖等により営業を休止する場合があります

NO. 都道府県名 局名 郵便番号 所在地

1 茨城県 土浦中貫郵便局 300-0005 茨城県土浦市中貫１９１７
2 茨城県 神立駅前郵便局 300-0011 茨城県土浦市神立中央１－１１－６
3 茨城県 土浦白鳥簡易郵便局 300-0022 茨城県土浦市白鳥町八町分１０９６－３０
4 茨城県 沖宿郵便局 300-0023 茨城県土浦市沖宿町１４４７－１
5 茨城県 土浦手野簡易郵便局 300-0025 茨城県土浦市手野町２７－１
6 茨城県 土浦駅前郵便局 300-0036 茨城県土浦市大和町５－４
7 茨城県 土浦鷹匠町郵便局 300-0043 茨城県土浦市中央２－１４－１１
8 茨城県 土浦大手町郵便局 300-0044 茨城県土浦市大手町５－１２
9 茨城県 土浦真鍋台郵便局 300-0051 茨城県土浦市真鍋６－５－１３
10 茨城県 真鍋郵便局 300-0053 茨城県土浦市真鍋新町１８－９
11 茨城県 土浦都和郵便局 300-0061 茨城県土浦市並木３－２－４８
12 茨城県 志士庫郵便局 300-0121 茨城県かすみがうら市宍倉１７９９－７
13 茨城県 平川簡易郵便局 300-0135 茨城県かすみがうら市加茂１８７
14 茨城県 出島郵便局 300-0199 茨城県かすみがうら市深谷１３６５－１
15 茨城県 安飾郵便局 300-0205 茨城県かすみがうら市安食９８９－１
16 茨城県 牛渡郵便局 300-0213 茨城県かすみがうら市牛渡１９３６－１
17 茨城県 志戸崎簡易郵便局 300-0214 茨城県かすみがうら市坂８９５－５
18 茨城県 田伏郵便局 300-0299 茨城県かすみがうら市田伏１６３３－１
19 茨城県 阿見青宿郵便局 300-0301 茨城県稲敷郡阿見町青宿６６９－１０
20 茨城県 舟島簡易郵便局 300-0311 茨城県稲敷郡阿見町島津１５２７－１
21 茨城県 君原郵便局 300-0322 茨城県稲敷郡阿見町君島６９５－１
22 茨城県 阿見原郵便局 300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見４６６６－１６４４
23 茨城県 阿見中央一郵便局 300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央１－４－１７
24 茨城県 安中郵便局 300-0404 茨城県稲敷郡美浦村土浦２０３２
25 茨城県 美浦郵便局 300-0412 茨城県稲敷郡美浦村宮地１２１１－１０
26 茨城県 美浦木原郵便局 300-0421 茨城県稲敷郡美浦村木原４４４
27 茨城県 鳩崎郵便局 300-0508 茨城県稲敷市佐倉７０８－２
28 茨城県 江戸崎郵便局 300-0599 茨城県稲敷市江戸崎甲３５５８－１
29 茨城県 あずま伊崎郵便局 300-0603 茨城県稲敷市伊佐部１８３０－１０
30 茨城県 大須賀郵便局 300-0617 茨城県稲敷市福田５５６－６
31 茨城県 桜川古渡郵便局 300-0638 茨城県稲敷市古渡３０４－１
32 茨城県 浮島郵便局 300-0641 茨城県稲敷市浮島３６６２
33 茨城県 阿波郵便局 300-0699 茨城県稲敷市阿波１５００－１
34 茨城県 本新島郵便局 300-0726 茨城県稲敷市西代１８１４
35 茨城県 東郵便局 300-0743 茨城県稲敷市曲渕１３３－１
36 茨城県 土浦宍塚郵便局 300-0805 茨城県土浦市宍塚１７５０
37 茨城県 土浦下高津郵便局 300-0815 茨城県土浦市中高津１－１－４
38 茨城県 土浦永国郵便局 300-0816 茨城県土浦市永国東町１－９
39 茨城県 土浦天川郵便局 300-0818 茨城県土浦市天川１－２８－１
40 茨城県 土浦小松郵便局 300-0823 茨城県土浦市小松１－５－１
41 茨城県 土浦霞ヶ岡郵便局 300-0823 茨城県土浦市小松２－１３－５
42 茨城県 土浦烏山簡易郵便局 300-0836 茨城県土浦市烏山２－５３０－３７０
43 茨城県 土浦中村郵便局 300-0843 茨城県土浦市中村南１－１－１５
44 茨城県 土浦乙戸郵便局 300-0845 茨城県土浦市乙戸南２－８－１２
45 茨城県 土浦南郵便局 300-0871 茨城県土浦市荒川沖東２－２５－１
46 茨城県 土浦荒川沖郵便局 300-0874 茨城県土浦市荒川沖西１－１８－１１
47 茨城県 実穀郵便局 300-1153 茨城県稲敷郡阿見町実穀１３１０－１１
48 茨城県 牛久岡見郵便局 300-1204 茨城県牛久市岡見町２３３７－６
49 茨城県 ひたち野うしく郵便局 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東１－３３－６
50 茨城県 本牛久郵便局 300-1221 茨城県牛久市牛久町８１
51 茨城県 牛久駅西口郵便局 300-1221 茨城県牛久市牛久町３３３３－４
52 茨城県 牛久みどり野郵便局 300-1222 茨城県牛久市南４－４３－５
53 茨城県 牛久本町郵便局 300-1234 茨城県牛久市中央５－８－５
54 茨城県 茎崎高崎郵便局 300-1245 茨城県つくば市高崎１８１９－１
55 茨城県 茎崎森の里簡易郵便局 300-1256 茨城県つくば市森の里５６－４
56 茨城県 茎崎みなみ郵便局 300-1274 茨城県つくば市上岩崎９４４－１
57 茨城県 奥野郵便局 300-1283 茨城県牛久市奥原町６１８－２
58 茨城県 河内郵便局 300-1324 茨城県稲敷郡河内町源清田５５９１
59 茨城県 生板郵便局 300-1331 茨城県稲敷郡河内町生板３６－１
60 茨城県 金江津郵便局 300-1403 茨城県稲敷郡河内町金江津５１１２
61 茨城県 柴崎郵便局 300-1412 茨城県稲敷市柴崎３７８
62 茨城県 下太田郵便局 300-1424 茨城県稲敷市下太田６１３－３
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63 茨城県 藤代新川郵便局 300-1502 茨城県取手市新川７２９－４
64 茨城県 藤代宮和田郵便局 300-1514 茨城県取手市宮和田５３１－７
65 茨城県 藤代清水郵便局 300-1535 茨城県取手市清水４０３－３
66 茨城県 藤代山王郵便局 300-1544 茨城県取手市山王２０２
67 茨城県 東文間郵便局 300-1614 茨城県北相馬郡利根町立崎１０６－５
68 茨城県 利根郵便局 300-1622 茨城県北相馬郡利根町布川２５９９
69 茨城県 谷井田郵便局 300-2337 茨城県つくばみらい市谷井田１５３５－３
70 茨城県 伊奈郵便局 300-2399 茨城県つくばみらい市板橋２７８８
71 茨城県 福岡郵便局 300-2406 茨城県つくばみらい市福岡１４３９－５
72 茨城県 小絹郵便局 300-2445 茨城県つくばみらい市小絹１２１９－１
73 茨城県 谷和原郵便局 300-2499 茨城県つくばみらい市古川１０６７－２
74 茨城県 水海道五箇郵便局 300-2502 茨城県常総市上蛇町１５０３－１
75 茨城県 水海道中妻簡易郵便局 300-2505 茨城県常総市中妻町熊野浦４１－１
76 茨城県 大花羽簡易郵便局 300-2512 茨城県常総市大輪町１５０２－１
77 茨城県 菅原郵便局 300-2526 茨城県常総市大生郷新田町１１３９－３
78 茨城県 三坂郵便局 300-2599 茨城県常総市三坂町１５４４－４
79 茨城県 吉沼郵便局 300-2617 茨城県つくば市吉沼４０８２
80 茨城県 旭郵便局 300-2631 茨城県つくば市沼崎１８５４－６
81 茨城県 島名郵便局 300-2655 茨城県つくば市島名６４３
82 茨城県 真瀬郵便局 300-2656 茨城県つくば市真瀬１１２４－５
83 茨城県 石下飯沼郵便局 300-2736 茨城県常総市孫兵ヱ新田６１７－１６
84 茨城県 石下郵便局 300-2799 茨城県常総市新石下４５２７
85 茨城県 大穂郵便局 300-3253 茨城県つくば市大曽根３３９７
86 茨城県 川西郵便局 300-3513 茨城県結城郡八千代町久下田５５９－２
87 茨城県 西豊田郵便局 300-3525 茨城県結城郡八千代町沼森４９２－１１
88 茨城県 安静郵便局 300-3553 茨城県結城郡八千代町蕗田７３５
89 茨城県 八千代平塚簡易郵便局 300-3561 茨城県結城郡八千代町平塚３４９８
90 茨城県 八千代菅谷郵便局 300-3572 茨城県結城郡八千代町菅谷９
91 茨城県 八千代郵便局 300-3599 茨城県結城郡八千代町若１３０２－１
92 茨城県 山ノ荘郵便局 300-4101 茨城県土浦市永井６８６－１
93 茨城県 沢辺郵便局 300-4104 茨城県土浦市沢辺８７９－４
94 茨城県 藤沢郵便局 300-4115 茨城県土浦市藤沢１４４３
95 茨城県 つくば作谷郵便局 300-4204 茨城県つくば市作谷１４９
96 茨城県 つくば田井郵便局 300-4212 茨城県つくば市神郡８７０－５
97 茨城県 つくば小田郵便局 300-4223 茨城県つくば市小田２９４６－１
98 茨城県 筑波水守簡易郵便局 300-4245 茨城県つくば市水守１３６７－１
99 茨城県 上大島郵便局 300-4351 茨城県つくば市上大島１０４６
100 茨城県 筑波山郵便局 300-4352 茨城県つくば市筑波８０２
101 茨城県 真壁長岡郵便局 300-4404 茨城県桜川市真壁町白井５５４－１０
102 茨城県 紫尾郵便局 300-4414 茨城県桜川市真壁町椎尾１２６１－１
103 茨城県 真壁郵便局 300-4499 茨城県桜川市真壁町飯塚１００１－２
104 茨城県 中上野郵便局 300-4524 茨城県筑西市中上野７１７
105 茨城県 村田郵便局 300-4546 茨城県筑西市村田１７２８
106 茨城県 明野郵便局 300-4599 茨城県筑西市海老ケ島１５９７
107 茨城県 龍ケ崎中根台郵便局 301-0002 茨城県龍ケ崎市中根台４－１－２２
108 茨城県 龍ケ崎米町郵便局 301-0018 茨城県龍ケ崎市米町４５５２－２
109 茨城県 北文間郵便局 301-0021 茨城県龍ケ崎市北方町７８５－１
110 茨城県 佐貫駅前郵便局 301-0032 茨城県龍ケ崎市佐貫１－８－１１
111 茨城県 龍ケ崎長山郵便局 301-0042 茨城県龍ケ崎市長山２－１－８
112 茨城県 長戸郵便局 301-0803 茨城県龍ケ崎市塗戸町２０３１
113 茨城県 稲敷大宮郵便局 301-0816 茨城県龍ケ崎市大徳町２５７１
114 茨城県 龍ケ崎下町郵便局 301-0824 茨城県龍ケ崎市下町２８４２－６
115 茨城県 龍ケ崎藤ヶ丘郵便局 301-0855 茨城県龍ケ崎市藤ヶ丘２－１－１４
116 茨城県 根本郵便局 301-0902 茨城県稲敷市上根本３４７８
117 茨城県 小文間郵便局 302-0001 茨城県取手市小文間４３５６－２
118 茨城県 取手一郵便局 302-0004 茨城県取手市取手１－１２－１８
119 茨城県 取手井野郵便局 302-0011 茨城県取手市井野１－５－１５
120 茨城県 取手新道郵便局 302-0013 茨城県取手市台宿２３５
121 茨城県 取手ボックスヒル内郵便局 302-0014 茨城県取手市中央町２－５
122 茨城県 取手白山郵便局 302-0023 茨城県取手市白山６－２１－１４
123 茨城県 取手寺田郵便局 302-0031 茨城県取手市新取手１－９－１
124 茨城県 稲戸井郵便局 302-0033 茨城県取手市米ノ井１－１
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125 茨城県 取手戸頭郵便局 302-0034 茨城県取手市戸頭６－３０－３－１０７
126 茨城県 守谷久保ヶ丘郵便局 302-0104 茨城県守谷市久保ケ丘１－１９－４
127 茨城県 野木崎郵便局 302-0117 茨城県守谷市野木崎５３９－４
128 茨城県 守谷みずき野郵便局 302-0121 茨城県守谷市みずき野７－２－８
129 茨城県 守谷松ヶ丘郵便局 302-0127 茨城県守谷市松ケ丘１－１２－３
130 茨城県 水海道諏訪郵便局 303-0021 茨城県常総市水海道諏訪町２７９６－５
131 茨城県 水海道豊岡郵便局 303-0041 茨城県常総市豊岡町丙１５１７－２
132 茨城県 水海道坂手郵便局 303-0042 茨城県常総市坂手町１２６９－６
133 茨城県 菅生郵便局 303-0044 茨城県常総市菅生町１６８９－３
134 茨城県 水海道内守谷簡易郵便局 303-0046 茨城県常総市内守谷町きぬの里２－２２－２
135 茨城県 上妻郵便局 304-0007 茨城県下妻市黒駒１１４０－２
136 茨城県 大宝郵便局 304-0022 茨城県下妻市大宝４７
137 茨城県 高道祖郵便局 304-0031 茨城県下妻市高道祖４５７６－３
138 茨城県 下妻砂沼郵便局 304-0068 茨城県下妻市下妻丁１１９－１
139 茨城県 千代川郵便局 304-0816 茨城県下妻市原４８４
140 茨城県 大形郵便局 304-0821 茨城県下妻市別府２６９－１
141 茨城県 栗原郵便局 305-0001 茨城県つくば市栗原１５６７
142 茨城県 筑波大学内郵便局 305-0005 茨城県つくば市天久保３－１－１
143 茨城県 桜郵便局 305-0017 茨城県つくば市横町２６６
144 茨城県 つくば九重郵便局 305-0023 茨城県つくば市上ノ室１２７１－３
145 茨城県 桜竹園郵便局 305-0032 茨城県つくば市竹園３－２１
146 茨城県 谷田部松代郵便局 305-0035 茨城県つくば市松代４－２００－１
147 茨城県 桜並木郵便局 305-0044 茨城県つくば市並木４－１－２
148 茨城県 小野川郵便局 305-0067 茨城県つくば市館野３９８－１
149 茨城県 つくば研究学園郵便局 305-0817 茨城県つくば市研究学園１－１－２
150 茨城県 葛城郵便局 305-0822 茨城県つくば市苅間３８８
151 茨城県 筑波谷田部郵便局 305-0861 茨城県つくば市谷田部２９６１
152 茨城県 古河三杉郵便局 306-0003 茨城県古河市緑町１７－２０
153 茨城県 古河北町郵便局 306-0005 茨城県古河市北町２－１３
154 茨城県 古河下山郵便局 306-0011 茨城県古河市東３－１１－３１
155 茨城県 古河横山町郵便局 306-0022 茨城県古河市横山町２－３－２７
156 茨城県 古河台町郵便局 306-0025 茨城県古河市原町３－１０
157 茨城県 古河三和郵便局 306-0042 茨城県古河市三和１３１
158 茨城県 古河中田郵便局 306-0053 茨城県古河市中田１１７３－５
159 茨城県 三和尾崎郵便局 306-0101 茨城県古河市尾崎３８３２－１０
160 茨城県 八俣郵便局 306-0112 茨城県古河市東山田３６１１－１
161 茨城県 東山田郵便局 306-0114 茨城県古河市山田７７０－１１
162 茨城県 三和諸川郵便局 306-0126 茨城県古河市諸川２５６６
163 茨城県 総和釈迦郵便局 306-0222 茨城県古河市釈迦５９－３
164 茨城県 総和小堤郵便局 306-0231 茨城県古河市小堤１３９１－１
165 茨城県 総和上辺見郵便局 306-0234 茨城県古河市上辺見２３６８
166 茨城県 五霞原宿台郵便局 306-0306 茨城県猿島郡五霞町原宿台４－１３－３４
167 茨城県 五霞郵便局 306-0399 茨城県猿島郡五霞町元栗橋９６５－１
168 茨城県 境山崎郵便局 306-0413 茨城県猿島郡境町山崎２８４－１
169 茨城県 森戸郵便局 306-0416 茨城県猿島郡境町伏木鉦浦１２６２－４
170 茨城県 境上仲郵便局 306-0433 茨城県猿島郡境町１６１１
171 茨城県 逆井山郵便局 306-0501 茨城県坂東市逆井２５５９－１
172 茨城県 生子菅郵便局 306-0504 茨城県坂東市生子２１８０－１
173 茨城県 猿島郵便局 306-0515 茨城県坂東市沓掛４９９５－１
174 茨城県 岩井飯島郵便局 306-0604 茨城県坂東市幸田新田４２９７－３
175 茨城県 岩井弓田郵便局 306-0607 茨城県坂東市弓田２３４４－２
176 茨城県 神大実郵便局 306-0616 茨城県坂東市猫実１５５１－１
177 茨城県 七郷郵便局 306-0622 茨城県坂東市大崎１３３４－３４
178 茨城県 岩井小山郵便局 306-0626 茨城県坂東市小山９７３－１
179 茨城県 岩井辺田郵便局 306-0632 茨城県坂東市辺田５２６－２
180 茨城県 岩井長須郵便局 306-0645 茨城県坂東市長須３６５４－１
181 茨城県 七重郵便局 306-0654 茨城県坂東市上出島２３－２
182 茨城県 結城白銀郵便局 307-0001 茨城県結城市結城７２５３－１
183 茨城県 絹川郵便局 307-0012 茨城県結城市久保田１２７８－２
184 茨城県 結城矢畑郵便局 307-0022 茨城県結城市矢畑２９７
185 茨城県 今宿郵便局 307-0028 茨城県結城市今宿７９９
186 茨城県 結城武井郵便局 307-0043 茨城県結城市武井８０５－５
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187 茨城県 下館折本郵便局 308-0007 茨城県筑西市折本３２２－７５
188 茨城県 河間郵便局 308-0014 茨城県筑西市羽方３－３
189 茨城県 下館大町郵便局 308-0021 茨城県筑西市甲１０７
190 茨城県 下館駅前郵便局 308-0031 茨城県筑西市丙２１０
191 茨城県 黒子郵便局 308-0103 茨城県筑西市辻１３００
192 茨城県 関城霞台郵便局 308-0117 茨城県筑西市犬塚５１－１
193 茨城県 関城郵便局 308-0199 茨城県筑西市関本分中１５０－４
194 茨城県 下館横島郵便局 308-0802 茨城県筑西市横島２２７
195 茨城県 嘉田生崎郵便局 308-0834 茨城県筑西市西石田１３４１－２
196 茨城県 下館西方郵便局 308-0845 茨城県筑西市西方１６９９－１
197 茨城県 下館玉戸郵便局 308-0847 茨城県筑西市玉戸山ケ島１８７８－１
198 茨城県 川島郵便局 308-0856 茨城県筑西市伊佐山１６０
199 茨城県 五所郵便局 308-0866 茨城県筑西市五所宮３９５－２
200 茨城県 小栗郵便局 309-1101 茨城県筑西市小栗２６５７－１７
201 茨城県 協和桑山郵便局 309-1127 茨城県筑西市桑山２１７５－３
202 茨城県 協和郵便局 309-1199 茨城県筑西市新治１９９１－５６
203 茨城県 雨引郵便局 309-1231 茨城県桜川市本木４４５－２
204 茨城県 大国郵便局 309-1244 茨城県桜川市大国玉６０１
205 茨城県 北那珂郵便局 309-1344 茨城県桜川市南飯田１０８５－４
206 茨城県 東那珂郵便局 309-1451 茨城県桜川市西小塙４２６－１
207 茨城県 大池田郵便局 309-1601 茨城県笠間市大橋２１８５－４
208 茨城県 笠間駅前郵便局 309-1611 茨城県笠間市笠間４３９９－４
209 茨城県 笠間大町郵便局 309-1611 茨城県笠間市笠間１１５４－２
210 茨城県 笠間石井郵便局 309-1613 茨城県笠間市石井１０９０
211 茨城県 福原郵便局 309-1634 茨城県笠間市福原１３３０－６
212 茨城県 稲田郵便局 309-1635 茨城県笠間市稲田２３２３－１
213 茨城県 友部駅前郵便局 309-1705 茨城県笠間市東平１－１－２２
214 茨城県 北川根郵便局 309-1715 茨城県笠間市湯崎８９４－２
215 茨城県 友部旭町郵便局 309-1717 茨城県笠間市旭町９１－２
216 茨城県 宍戸郵便局 309-1722 茨城県笠間市平町２０４０
217 茨城県 友部上市原郵便局 309-1731 茨城県笠間市上市原１８９１－２
218 茨城県 水戸柳河簡易郵便局 310-0003 茨城県水戸市柳河町７３５
219 茨城県 水戸城東郵便局 310-0012 茨城県水戸市城東２－７－７６
220 茨城県 水戸大工町郵便局 310-0031 茨城県水戸市大工町２－１－２０
221 茨城県 水戸東原郵便局 310-0035 茨城県水戸市東原１－３－４
222 茨城県 水戸松が丘郵便局 310-0043 茨城県水戸市松が丘１－２－４３
223 茨城県 水戸末広郵便局 310-0053 茨城県水戸市末広町１－４－７
224 茨城県 水戸袴塚郵便局 310-0055 茨城県水戸市袴塚２－１－４３
225 茨城県 茨城大学前郵便局 310-0055 茨城県水戸市袴塚３－９－６
226 茨城県 水戸五軒町郵便局 310-0063 茨城県水戸市五軒町１－１－１０
227 茨城県 水戸市役所前郵便局 310-0805 茨城県水戸市中央２－６－７
228 茨城県 水戸本町郵便局 310-0815 茨城県水戸市本町３－２０－３５
229 茨城県 水戸下市郵便局 310-0816 茨城県水戸市紺屋町１３８６－４
230 茨城県 水戸元吉田郵便局 310-0836 茨城県水戸市元吉田町１５９０－４
231 茨城県 水戸米沢郵便局 310-0836 茨城県水戸市元吉田町９５６
232 茨城県 水戸酒門郵便局 310-0841 茨城県水戸市酒門町１２６１－５
233 茨城県 水戸吉沢郵便局 310-0845 茨城県水戸市吉沢町８１６
234 茨城県 水戸緑岡郵便局 310-0851 茨城県水戸市千波町２４６１
235 茨城県 水戸千波郵便局 310-0851 茨城県水戸市千波町２１４－１
236 茨城県 茨城県庁内郵便局 310-0852 茨城県水戸市笠原町９７８－６
237 茨城県 水戸平須郵便局 310-0853 茨城県水戸市平須町１８１９－７２
238 茨城県 水戸渡里郵便局 310-0902 茨城県水戸市渡里町２９３７－２
239 茨城県 水戸石川郵便局 310-0905 茨城県水戸市石川１－３９００－５
240 茨城県 水戸見和郵便局 310-0911 茨城県水戸市見和２－２５１－２２
241 茨城県 水戸見和御殿山簡易郵便局 310-0911 茨城県水戸市見和３－６３２－３３
242 茨城県 那珂向山郵便局 311-0102 茨城県那珂市向山１２６９－１１
243 茨城県 那珂菅谷郵便局 311-0105 茨城県那珂市菅谷３３２３－４
244 茨城県 那珂竹の内郵便局 311-0105 茨城県那珂市菅谷２６５５－２
245 茨城県 額田郵便局 311-0108 茨城県那珂市額田北郷６０８－４
246 茨城県 那珂五台郵便局 311-0111 茨城県那珂市後台２８６６－９
247 茨城県 那珂中台簡易郵便局 311-0113 茨城県那珂市中台８２
248 茨城県 戸多郵便局 311-0124 茨城県那珂市田崎１０４５－１
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249 茨城県 芳野簡易郵便局 311-0133 茨城県那珂市鴻巣１２５８－７
250 茨城県 那珂飯田簡易郵便局 311-0134 茨城県那珂市飯田２３６９－２
251 茨城県 木崎郵便局 311-0136 茨城県那珂市門部２８２２－１
252 茨城県 常陸太田里野宮郵便局 311-0325 茨城県常陸太田市里野宮町１０１０－１
253 茨城県 町屋郵便局 311-0399 茨城県常陸太田市町屋町１２３６－１
254 茨城県 中里郵便局 311-0499 茨城県日立市下深荻町１９０２
255 茨城県 大中郵便局 311-0505 茨城県常陸太田市大中町１６４９－２
256 茨城県 里美郵便局 311-0599 茨城県常陸太田市小菅町５９６
257 茨城県 大場郵便局 311-1125 茨城県水戸市大場町３－２２
258 茨城県 常澄郵便局 311-1199 茨城県水戸市東前２－５
259 茨城県 磯崎郵便局 311-1202 茨城県ひたちなか市磯崎町４２７２－１
260 茨城県 平磯郵便局 311-1203 茨城県ひたちなか市平磯町１１５２
261 茨城県 殿山簡易郵便局 311-1213 茨城県ひたちなか市牛久保２－１２－２９
262 茨城県 湊本町郵便局 311-1221 茨城県ひたちなか市湊本町９－１
263 茨城県 那珂湊相金郵便局 311-1246 茨城県ひたちなか市相金町１６－１
264 茨城県 大洗祝町郵便局 311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町８０９３－４
265 茨城県 大貫郵便局 311-1311 茨城県東茨城郡大洗町大貫町６４－２３９
266 茨城県 夏海郵便局 311-1313 茨城県東茨城郡大洗町成田町２２
267 茨城県 大洗郵便局 311-1399 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町６８８１－３６４
268 茨城県 田崎郵便局 311-1406 茨城県鉾田市田崎３８８６－１
269 茨城県 諏訪郵便局 311-1426 茨城県鉾田市樅山２９０
270 茨城県 子生郵便局 311-1499 茨城県鉾田市子生３８７－１
271 茨城県 鉾田舟木郵便局 311-1501 茨城県鉾田市舟木２０２－３２
272 茨城県 徳宿郵便局 311-1503 茨城県鉾田市徳宿９１２－１
273 茨城県 新宮郵便局 311-1512 茨城県鉾田市白塚２２２－１
274 茨城県 鉾田駅前郵便局 311-1522 茨城県鉾田市塔ケ崎９７２－５
275 茨城県 秋津郵便局 311-1524 茨城県鉾田市高田４４９
276 茨城県 借宿簡易郵便局 311-1527 茨城県鉾田市借宿１４３５－４
277 茨城県 鉾田鳥栖郵便局 311-1534 茨城県鉾田市鳥栖１８５１－６
278 茨城県 要郵便局 311-1715 茨城県行方市小幡７１７－３
279 茨城県 武田郵便局 311-1721 茨城県行方市両宿１０１
280 茨城県 小貫簡易郵便局 311-1724 茨城県行方市小貫１４９１－１
281 茨城県 北浦郵便局 311-1799 茨城県行方市山田１３４０
282 茨城県 汲上郵便局 311-2103 茨城県鉾田市汲上１６９６
283 茨城県 大洋郵便局 311-2199 茨城県鉾田市札１１２０－１
284 茨城県 荒井郵便局 311-2203 茨城県鹿嶋市浜津賀３０８－１
285 茨城県 大野郵便局 311-2213 茨城県鹿嶋市中６１８－５
286 茨城県 中野郵便局 311-2221 茨城県鹿嶋市荒野１８８３
287 茨城県 大生原郵便局 311-2403 茨城県潮来市釜谷２５０－２
288 茨城県 延方郵便局 311-2412 茨城県潮来市宮前１－２０－６
289 茨城県 潮来辻郵便局 311-2421 茨城県潮来市辻２２８－１
290 茨城県 潮来慈母観音前簡易郵便局 311-2423 茨城県潮来市日の出４－７－４５
291 茨城県 牛堀郵便局 311-2436 茨城県潮来市牛堀１２４
292 茨城県 茨城長岡郵便局 311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡１８０３－４
293 茨城県 茨城石崎郵便局 311-3124 茨城県東茨城郡茨城町中石崎３２７－２
294 茨城県 海老沢郵便局 311-3135 茨城県東茨城郡茨城町海老沢１８－５
295 茨城県 川根郵便局 311-3153 茨城県東茨城郡茨城町上飯沼１０１７
296 茨城県 上野合郵便局 311-3157 茨城県東茨城郡茨城町小幡１４９８－２
297 茨城県 小川飯前郵便局 311-3404 茨城県小美玉市飯前２２８－２
298 茨城県 下吉影郵便局 311-3406 茨城県小美玉市下吉影１４５５
299 茨城県 橘郵便局 311-3416 茨城県小美玉市与沢９３７－１
300 茨城県 玉里郵便局 311-3436 茨城県小美玉市上玉里１１２５
301 茨城県 玉造上山郵便局 311-3501 茨城県行方市芹沢８２２
302 茨城県 羽生郵便局 311-3507 茨城県行方市羽生５６６－１
303 茨城県 手賀簡易郵便局 311-3513 茨城県行方市手賀１０８
304 茨城県 井上郵便局 311-3515 茨城県行方市井上５２３－３
305 茨城県 玉造郵便局 311-3599 茨城県行方市玉造甲２２７
306 茨城県 行方郵便局 311-3801 茨城県行方市行方５３２－３
307 茨城県 大和郵便局 311-3811 茨城県行方市四鹿１２６６
308 茨城県 麻生蔵川簡易郵便局 311-3821 茨城県行方市蔵川１２４－１
309 茨城県 矢幡郵便局 311-3826 茨城県行方市矢幡２０４０－４
310 茨城県 麻生北簡易郵便局 311-3832 茨城県行方市麻生田倉３２８８－５０



入居している商業施設の閉鎖等により営業を休止する場合があります
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311 茨城県 麻生郵便局 311-3899 茨城県行方市麻生１１５７
312 茨城県 水戸東赤塚郵便局 311-4141 茨城県水戸市赤塚１－２０４９
313 茨城県 水戸双葉台郵便局 311-4145 茨城県水戸市双葉台４－３－１１
314 茨城県 水戸河和田郵便局 311-4152 茨城県水戸市河和田３－２３８０－１
315 茨城県 国田郵便局 311-4205 茨城県水戸市下国井町３１１－６
316 茨城県 飯富郵便局 311-4206 茨城県水戸市飯富町１２３２
317 茨城県 小松簡易郵便局 311-4311 茨城県東茨城郡城里町増井９８２－５
318 茨城県 岩船郵便局 311-4334 茨城県東茨城郡城里町孫根４６１－５
319 茨城県 阿波山郵便局 311-4344 茨城県東茨城郡城里町阿波山１０２０－１
320 茨城県 石塚郵便局 311-4399 茨城県東茨城郡城里町石塚２２１２－３
321 茨城県 塩子郵便局 311-4401 茨城県東茨城郡城里町塩子３４２１－１
322 茨城県 徳蔵郵便局 311-4407 茨城県東茨城郡城里町徳蔵７７９－１
323 茨城県 野口郵便局 311-4599 茨城県常陸大宮市野口２０９３－３
324 茨城県 御前山郵便局 311-4613 茨城県常陸大宮市長倉１０３２
325 茨城県 勝田高野郵便局 312-0002 茨城県ひたちなか市高野８１－５
326 茨城県 勝田中根郵便局 312-0011 茨城県ひたちなか市中根８９３－４
327 茨城県 馬渡郵便局 312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡３４２８－４
328 茨城県 金上駅前郵便局 312-0023 茨城県ひたちなか市大平４－４－４
329 茨城県 勝田津田郵便局 312-0032 茨城県ひたちなか市津田２８０２－３
330 茨城県 勝田堀口郵便局 312-0034 茨城県ひたちなか市堀口６９９－１
331 茨城県 勝田枝川郵便局 312-0035 茨城県ひたちなか市枝川城の内２２８－２４
332 茨城県 勝田東大島郵便局 312-0042 茨城県ひたちなか市東大島１－２３－７
333 茨城県 勝田稲田郵便局 312-0061 茨城県ひたちなか市稲田１－７－４
334 茨城県 勝田田彦郵便局 312-0063 茨城県ひたちなか市田彦９４０－１０
335 茨城県 常陸太田下大門郵便局 313-0002 茨城県常陸太田市下大門町３－２
336 茨城県 常陸太田栄町郵便局 313-0005 茨城県常陸太田市栄町１２７－１
337 茨城県 常陸太田駅前郵便局 313-0013 茨城県常陸太田市山下町１７２５
338 茨城県 常陸太田小目郵便局 313-0033 茨城県常陸太田市小目町芦ノ内８０９
339 茨城県 佐竹郵便局 313-0042 茨城県常陸太田市磯部町６７４－１
340 茨城県 常陸太田藤田郵便局 313-0048 茨城県常陸太田市藤田町８２０－６
341 茨城県 金砂郵便局 313-0103 茨城県常陸太田市下宮河内町８１２－５
342 茨城県 金郷郵便局 313-0113 茨城県常陸太田市高柿町１３７－２
343 茨城県 久米郵便局 313-0199 茨城県常陸太田市久米町１５３６
344 茨城県 水府郵便局 313-0213 茨城県常陸太田市町田町２１５－１
345 茨城県 松平郵便局 313-0299 茨城県常陸太田市松平町５５－１
346 茨城県 高倉郵便局 313-0352 茨城県常陸太田市下高倉町５８
347 茨城県 天下野郵便局 313-0399 茨城県常陸太田市天下野町５６０２－１
348 茨城県 鹿嶋平井郵便局 314-0012 茨城県鹿嶋市平井１１２８－１７８
349 茨城県 高松郵便局 314-0028 茨城県鹿嶋市木滝８９６
350 茨城県 鹿島神宮前郵便局 314-0038 茨城県鹿嶋市城山４－２－８
351 茨城県 神栖知手郵便局 314-0112 茨城県神栖市知手中央３－５－３２
352 茨城県 萩原郵便局 314-0122 茨城県神栖市萩原９７０－１
353 茨城県 神栖大野原郵便局 314-0144 茨城県神栖市大野原４－２－１
354 茨城県 深芝郵便局 314-0148 茨城県神栖市深芝２６１３
355 茨城県 若松郵便局 314-0253 茨城県神栖市須田２３４０－１２７
356 茨城県 波崎太田郵便局 314-0254 茨城県神栖市太田６０３－１２
357 茨城県 波崎土合ヶ原郵便局 314-0343 茨城県神栖市土合本町３－９８０９－１６
358 茨城県 矢田部郵便局 314-0399 茨城県神栖市矢田部６４９８－１
359 茨城県 別所郵便局 314-0408 茨城県神栖市波崎４７８１－４５
360 茨城県 波崎郵便局 314-0499 茨城県神栖市波崎８６３５－８
361 茨城県 北石岡簡易郵便局 315-0012 茨城県石岡市北府中３－８－１
362 茨城県 石岡守木町郵便局 315-0014 茨城県石岡市国府６－３－６
363 茨城県 石岡若松郵便局 315-0018 茨城県石岡市若松１－８－１７
364 茨城県 石岡南台郵便局 315-0035 茨城県石岡市南台２－９－２
365 茨城県 石岡自由ヶ丘郵便局 315-0037 茨城県石岡市東石岡４－１１－２４
366 茨城県 石岡茨城簡易郵便局 315-0042 茨城県石岡市茨城１－４－３３
367 茨城県 高浜郵便局 315-0045 茨城県石岡市高浜８１１
368 茨城県 三村簡易郵便局 315-0048 茨城県石岡市三村１７５７－１
369 茨城県 千代田七会郵便局 315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉１３７５
370 茨城県 千代田下稲吉郵便局 315-0054 茨城県かすみがうら市稲吉４－１０－１９
371 茨城県 千代田新治郵便局 315-0058 茨城県かすみがうら市下土田４２０－７
372 茨城県 千代田志筑郵便局 315-0075 茨城県かすみがうら市中志筑１２８９
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373 茨城県 大増郵便局 315-0101 茨城県石岡市大増１８８３－１
374 茨城県 瓦会郵便局 315-0111 茨城県石岡市瓦谷２３３６－４
375 茨城県 八郷郵便局 315-0116 茨城県石岡市柿岡２０２６
376 茨城県 園部郵便局 315-0125 茨城県石岡市山崎１６９４－８
377 茨城県 林郵便局 315-0131 茨城県石岡市下林８３４－１２
378 茨城県 小桜郵便局 315-0141 茨城県石岡市月岡４２９
379 茨城県 小幡郵便局 315-0155 茨城県石岡市小幡６９５－３
380 茨城県 葦穂郵便局 315-0164 茨城県石岡市芦穂中部小屋６６－３
381 茨城県 日立諏訪郵便局 316-0001 茨城県日立市諏訪町４－１－１３
382 茨城県 日立河原子郵便局 316-0005 茨城県日立市河原子町４－３－６
383 茨城県 日立金沢郵便局 316-0014 茨城県日立市東金沢町５－６－２
384 茨城県 日立金沢団地内郵便局 316-0015 茨城県日立市金沢町５－９－６
385 茨城県 日立塙山郵便局 316-0015 茨城県日立市金沢町２－１５－１５
386 茨城県 日立大沼郵便局 316-0022 茨城県日立市大沼町１－２７－１５
387 茨城県 日立水木郵便局 316-0024 茨城県日立市水木町１－１９－３
388 茨城県 日立成沢郵便局 316-0033 茨城県日立市中成沢町３－１６－１
389 茨城県 日立鮎川一郵便局 316-0036 茨城県日立市鮎川町１－１－１
390 茨城県 日立鮎川三郵便局 316-0036 茨城県日立市鮎川町３－８－８
391 茨城県 日立滑川郵便局 317-0051 茨城県日立市滑川本町３－１－３
392 茨城県 日立宮田郵便局 317-0055 茨城県日立市宮田町３－６－１２
393 茨城県 日立若葉町郵便局 317-0063 茨城県日立市若葉町３－６－１９
394 茨城県 日立助川郵便局 317-0065 茨城県日立市助川町２－２－２
395 茨城県 日立幸町郵便局 317-0073 茨城県日立市幸町１－１４－１
396 茨城県 日立会瀬郵便局 317-0076 茨城県日立市会瀬町１－６－２２
397 茨城県 日立兎平郵便局 317-0076 茨城県日立市会瀬町３－２５－１４
398 茨城県 高萩上手綱郵便局 318-0004 茨城県高萩市上手綱６４６－４
399 茨城県 高萩東本町郵便局 318-0014 茨城県高萩市東本町２－２６
400 茨城県 高萩花貫郵便局 318-0021 茨城県高萩市安良川２４２－１
401 茨城県 高萩島名郵便局 318-0023 茨城県高萩市島名２２５３－１２２
402 茨城県 上君田簡易郵便局 318-0105 茨城県高萩市上君田１０２７
403 茨城県 若栗郵便局 318-0199 茨城県高萩市若栗１３７－４
404 茨城県 堅倉郵便局 319-0106 茨城県小美玉市堅倉１４４３－１
405 茨城県 竹原郵便局 319-0112 茨城県小美玉市竹原下郷１７８
406 茨城県 納場簡易郵便局 319-0134 茨城県小美玉市納場４８７－１
407 茨城県 羽鳥郵便局 319-0199 茨城県小美玉市羽鳥２５８８－３
408 茨城県 南川根郵便局 319-0206 茨城県笠間市安居１４６５
409 茨城県 岩間郵便局 319-0299 茨城県笠間市下郷４４３８
410 茨城県 中妻郵便局 319-0312 茨城県水戸市大足町９８３
411 茨城県 内原郵便局 319-0317 茨城県水戸市内原２－１
412 茨城県 鯉淵郵便局 319-0323 茨城県水戸市鯉淵町１１９２－３
413 茨城県 石神外宿簡易郵便局 319-1101 茨城県那珂郡東海村石神外宿１０５４－２
414 茨城県 村松郵便局 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松３３８２－１
415 茨城県 原研前郵便局 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松２２９－１０
416 茨城県 東海須和間簡易郵便局 319-1114 茨城県那珂郡東海村須和間１４３２－１４
417 茨城県 東海駅西口郵便局 319-1116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西４－７－９
418 茨城県 東海郵便局 319-1117 茨城県那珂郡東海村東海３－１－２７
419 茨城県 大甕駅前郵便局 319-1221 茨城県日立市大みか町１－７－３
420 茨城県 日立久慈簡易郵便局 319-1222 茨城県日立市久慈町１－２６－５
421 茨城県 日立南高野郵便局 319-1224 茨城県日立市南高野町３－１６－１
422 茨城県 日立土木内郵便局 319-1233 茨城県日立市神田町１７１３－１
423 茨城県 日立大和田郵便局 319-1234 茨城県日立市大和田町１－６－３０
424 茨城県 十王高原簡易郵便局 319-1305 茨城県日立市十王町高原川向３７４－４
425 茨城県 十王郵便局 319-1399 茨城県日立市十王町友部１２９－８
426 茨城県 川尻郵便局 319-1411 茨城県日立市川尻町１－３８－１４
427 茨城県 日立川尻町郵便局 319-1411 茨城県日立市川尻町６－３３－８
428 茨城県 日高郵便局 319-1414 茨城県日立市日高町１－２７－２３
429 茨城県 日立小木津郵便局 319-1415 茨城県日立市相田町３－１０－１３
430 茨城県 北茨城華川郵便局 319-1538 茨城県北茨城市華川町小豆畑１０７０－８
431 茨城県 大塚郵便局 319-1546 茨城県北茨城市磯原町大塚２３１３
432 茨城県 南中郷郵便局 319-1555 茨城県北茨城市中郷町小野矢指１８－２
433 茨城県 橋場郵便局 319-1558 茨城県北茨城市中郷町石岡１１６８－１
434 茨城県 平潟郵便局 319-1701 茨城県北茨城市平潟町５１６



入居している商業施設の閉鎖等により営業を休止する場合があります

NO. 都道府県名 局名 郵便番号 所在地

435 茨城県 大津西町郵便局 319-1702 茨城県北茨城市大津町２６３１
436 茨城県 関本郵便局 319-1721 茨城県北茨城市関本町関本上５８５－１０－１１
437 茨城県 大津郵便局 319-1799 茨城県北茨城市大津町北町３０９８
438 茨城県 瓜連郵便局 319-2102 茨城県那珂市瓜連３２１
439 茨城県 小場簡易郵便局 319-2132 茨城県常陸大宮市小場１３３０－３
440 茨城県 大宮小野簡易郵便局 319-2133 茨城県常陸大宮市小野８９１－４
441 茨城県 上岩瀬簡易郵便局 319-2142 茨城県常陸大宮市上岩瀬１２００－１
442 茨城県 泉簡易郵便局 319-2144 茨城県常陸大宮市泉５４３－８
443 茨城県 世喜簡易郵便局 319-2201 茨城県常陸大宮市辰ノ口１８３
444 茨城県 大賀郵便局 319-2211 茨城県常陸大宮市岩崎３３２－２
445 茨城県 大宮玉川郵便局 319-2224 茨城県常陸大宮市東野３０６３－２
446 茨城県 北塩子簡易郵便局 319-2226 茨城県常陸大宮市北塩子１７８６－１
447 茨城県 大宮上町郵便局 319-2261 茨城県常陸大宮市上町３５７
448 茨城県 大宮栄町郵便局 319-2264 茨城県常陸大宮市栄町１２３７－３
449 茨城県 大宮郵便局 319-2299 茨城県常陸大宮市東富町６３０
450 茨城県 八里郵便局 319-2417 茨城県常陸大宮市油河内７６－３
451 茨城県 緒川郵便局 319-2499 茨城県常陸大宮市上小瀬２１１４－１
452 茨城県 上檜沢簡易郵便局 319-2511 茨城県常陸大宮市上檜沢１４１
453 茨城県 檜沢郵便局 319-2512 茨城県常陸大宮市下檜沢１７１１－１
454 茨城県 美和郵便局 319-2699 茨城県常陸大宮市高部５２７１－１２
455 茨城県 盛金簡易郵便局 319-3102 茨城県常陸大宮市盛金２４４６－３
456 茨城県 山方諸沢簡易郵便局 319-3105 茨城県常陸大宮市諸沢４７５２－１
457 茨城県 山方舟生簡易郵便局 319-3107 茨城県常陸大宮市舟生２７２
458 茨城県 北小貫簡易郵便局 319-3112 茨城県常陸大宮市小貫７４０－２
459 茨城県 野上原簡易郵便局 319-3114 茨城県常陸大宮市野上７５０
460 茨城県 山方長田郵便局 319-3116 茨城県常陸大宮市長田１２３３
461 茨城県 山方郵便局 319-3199 茨城県常陸大宮市山方６６７－３
462 茨城県 西金郵便局 319-3362 茨城県久慈郡大子町西金４６
463 茨城県 上小川郵便局 319-3399 茨城県久慈郡大子町頃藤４９３４－１
464 茨城県 生瀬郵便局 319-3512 茨城県久慈郡大子町小生瀬４２５９－６
465 茨城県 大子袋田郵便局 319-3523 茨城県久慈郡大子町袋田１４８６－１
466 茨城県 下金沢郵便局 319-3533 茨城県久慈郡大子町下金沢４１４－５
467 茨城県 浅川簡易郵便局 319-3541 茨城県久慈郡大子町浅川１２３８－３
468 茨城県 大子佐原郵便局 319-3543 茨城県久慈郡大子町左貫１９６６－４
469 茨城県 大子池田郵便局 319-3551 茨城県久慈郡大子町池田２６０７－３
470 茨城県 大子下野宮郵便局 319-3555 茨城県久慈郡大子町下野宮２２５７－５
471 茨城県 上野宮郵便局 319-3704 茨城県久慈郡大子町上野宮１０９０
472 茨城県 町付郵便局 319-3799 茨城県久慈郡大子町町付１１８２－１


