
別添
■販売局一覧
・土浦市

都道府県 局名 郵便番号 住所
茨城 土浦中貫 300-0005 土浦市中貫1917

神立駅前 300-0011 土浦市神立中央1-11-6
沖宿 300-0023 土浦市沖宿町1447-1

土浦駅前 300-0036 土浦市大和町5-4
土浦鷹匠町 300-0043 土浦市中央2-14-11
土浦大手町 300-0044 土浦市大手町5-12
土浦真鍋台 300-0051 土浦市真鍋6-5-13

真鍋 300-0053 土浦市真鍋新町18-9
土浦都和 300-0061 土浦市並木3-2-48
土浦宍塚 300-0805 土浦市宍塚1750
土浦下高津 300-0815 土浦市中高津1-1-4
土浦永国 300-0816 土浦市永国東町1-9
土浦天川 300-0818 土浦市天川1-28-1
土浦小松 300-0823 土浦市小松1-5-1
土浦霞ヶ岡 300-0823 土浦市小松2-13-5
土浦中村 300-0843 土浦市中村南1-1-15
土浦乙戸 300-0845 土浦市乙戸南2-8-12
土浦南 300-0871 土浦市荒川沖東3-19-4

土浦荒川沖 300-0874 土浦市荒川沖西1-18-11
山ノ荘 300-4101 土浦市永井686-1
沢辺 300-4104 土浦市沢辺879-4
藤沢 300-4115 土浦市藤沢1443
土浦 300-8799 土浦市城北町2-21

・古河市（旧古河市）
都道府県 局名 郵便番号 住所
茨城 古河三杉 306-0003 古河市緑町17-20

古河北町 306-0005 古河市北町2-13
古河下山 306-0011 古河市東3-11-31
古河横山町 306-0022 古河市横山町2-3-27
古河台町 306-0025 古河市原町3-10
古河三和 306-0042 古河市三和131
古河中田 306-0053 古河市中田1173-5
三和尾崎 306-0101 古河市尾崎3832-10
八俣 306-0112 古河市東山田3611-1
東山田 306-0114 古河市山田770-11
三和諸川 306-0126 古河市諸川2566
三和 306-0199 古河市仁連1914

総和釈迦 306-0222 古河市釈迦59-3
総和小堤 306-0231 古河市小堤1391-1
総和上辺見 306-0234 古河市上辺見2368

総和 306-0299 古河市下大野744-4
古河 306-8799 古河市桜町1-10

・結城市
都道府県 局名 郵便番号 住所
茨城 結城白銀 307-0001 結城市結城7253-1

絹川 307-0012 結城市久保田1278-2
結城矢畑 307-0022 結城市矢畑297
今宿 307-0028 結城市今宿799

結城武井 307-0043 結城市武井805-5
結城 307-8799 結城市結城7195-2

・龍ヶ崎市（旧デザイン）／まいりゅう（龍ヶ崎市 新デザイン
都道府県 局名 郵便番号 住所
茨城 龍ケ崎中根台 301-0002 龍ｹ崎市中根台4-1-22

龍ケ崎米町 301-0018 龍ｹ崎市米町4552-2
北文間 301-0021 龍ｹ崎市北方町785-1
佐貫駅前 301-0032 龍ｹ崎市佐貫1-8-11
龍ケ崎長山 301-0042 龍ｹ崎市長山2-1-8

長戸 301-0803 龍ｹ崎市塗戸町2031
稲敷大宮 301-0816 龍ｹ崎市大徳町2571
龍ケ崎下町 301-0824 龍ｹ崎市下町2842-6
龍ケ崎藤ケ丘 301-0855 龍ｹ崎市藤ヶ丘2-1-14

龍ケ崎 301-8799 龍ｹ崎市出し山町168

・下妻市
都道府県 局名 郵便番号 住所

茨城 上妻 304-0007 下妻市黒駒1140-2
大宝 304-0022 下妻市大宝47

高道祖 304-0031 下妻市高道祖4576-3
下妻砂沼 304-0068 下妻市下妻丁119-1
千代川 304-0816 下妻市原484
大形 304-0821 下妻市別府269-1
下妻 304-8799 下妻市下妻乙1167-1

・取手市
都道府県 局名 郵便番号 住所

茨城 藤代新川 300-1502 取手市新川729-4
藤代宮和田 300-1514 取手市宮和田531-7
藤代清水 300-1535 取手市清水403-3
藤代山王 300-1544 取手市山王202

藤代 300-1599 取手市片町339-1
小文間 302-0001 取手市小文間4356-2
取手一 302-0004 取手市取手1-12-18

取手井野 302-0011 取手市井野1-5-15
取手新道 302-0013 取手市台宿235

取手ボックスヒル内 302-0014 取手市中央町2-5
取手白山 302-0023 取手市白山6-21-14
取手寺田 302-0031 取手市新取手1-9-1
稲戸井 302-0033 取手市米ﾉ井1-1

取手戸頭 302-0034 取手市戸頭6-30-3-107
取手 302-8799 取手市西2-37-1



・牛久市
都道府県 局名 郵便番号 住所
茨城 牛久岡見 300-1204 牛久市岡見町2337-6

ひたち野うしく 300-1207 牛久市ひたち野東1-33-6
本牛久 300-1221 牛久市牛久町81

牛久駅西口 300-1221 牛久市牛久町3333-4
牛久みどり野 300-1222 牛久市南4-43-5
牛久本町 300-1234 牛久市中央5-8-5
奥野 300-1283 牛久市奥原町618-2
牛久 300-1299 牛久市中央3-5-2

・守谷市
都道府県 局名 郵便番号 住所
茨城 守谷久保ヶ丘 302-0104 守谷市久保ｹ丘1-19-4

野木崎 302-0117 守谷市野木崎539-4
守谷みずき野 302-0121 守谷市みずき野7-2-8
守谷松ヶ丘 302-0127 守谷市松ｹ丘1-12-3

守谷 302-0199 守谷市本町701-2

・坂東市
都道府県 局名 郵便番号 住所
茨城 逆井山 306-0501 坂東市逆井2559-1

生子菅 306-0504 坂東市生子2180-1
猿島 306-0515 坂東市沓掛4995-1

岩井飯島 306-0604 坂東市幸田新田4297-3
岩井弓田 306-0607 坂東市弓田2344-2
神大実 306-0616 坂東市猫実1551-1
七郷 306-0622 坂東市大崎1334-34

岩井小山 306-0626 坂東市小山973-1
岩井辺田 306-0632 坂東市辺田526-2
岩井長須 306-0645 坂東市長須3654-1
七重 306-0654 坂東市上出島23-2
岩井 306-0699 坂東市岩井4635-2


