
■販売局一覧 別添
・日立/高萩広域下水道組合

都道府県 郵便局名 郵便番号 住所

茨城 中里郵便局 3110499 日立市下深荻町１９０２
日立諏訪郵便局 3160001 日立市諏訪町４－１－１３
日立河原子郵便局 3160005 日立市河原子町４－３－６
日立金沢郵便局 3160014 日立市東金沢町５－６－２
日立金沢団地内郵便局 3160015 日立市金沢町５－９－６
日立塙山郵便局 3160015 日立市金沢町２－１５－１５
日立大沼郵便局 3160022 日立市大沼町１－２７－１５
日立水木郵便局 3160024 日立市水木町１－１９－３
日立成沢郵便局 3160033 日立市中成沢町３－１６－１
日立鮎川一郵便局 3160036 日立市鮎川町１－１－１
日立鮎川三郵便局 3160036 日立市鮎川町３－８－８
多賀郵便局 3168799 日立市多賀町１－１１－１０
日立滑川郵便局 3170051 日立市滑川本町３－１－３
日立宮田郵便局 3170055 日立市宮田町３－６－１２
日立若葉町郵便局 3170063 日立市若葉町３－６－１９
日立助川郵便局 3170065 日立市助川町２－２－２
日立幸町郵便局 3170073 日立市幸町１－１４－１
日立会瀬郵便局 3170076 日立市会瀬町１－６－２２
日立兎平郵便局 3170076 日立市会瀬町３－２５－１４
日立郵便局 3178799 日立市幸町２－３－２８
高萩上手綱郵便局 3180004 高萩市上手綱６４６－４
高萩東本町郵便局 3180014 高萩市東本町２－２６
高萩花貫郵便局 3180021 高萩市安良川２４２－１
高萩島名郵便局 3180023 高萩市島名２２５３－１２２
若栗郵便局 3180199 高萩市若栗１３７－４
高萩郵便局 3188799 高萩市高萩１９２９－１６
大甕駅前郵便局 3191221 日立市大みか町１－７－３
日立南高野郵便局 3191224 日立市南高野町３－１６－１
日立土木内郵便局 3191233 日立市神田町１７１３－１
日立大和田郵便局 3191234 日立市大和田町１－６－３０
久慈浜郵便局 3191299 日立市久慈町３－３２－１５
十王郵便局 3191399 日立市十王町友部１２９－８
川尻郵便局 3191411 日立市川尻町１－３８－１４
日立川尻町郵便局 3191411 日立市川尻町６－３３－８
日高郵便局 3191414 日立市日高町１－２７－２３
日立小木津郵便局 3191415 日立市相田町３－１０－１３

・常陸太田市

都道府県 局名 郵便番号 住所

茨城 常陸太田里野宮郵便局 3110325 常陸太田市里野宮町１０１０－１
町屋郵便局 3110399 常陸太田市町屋町１２３６－１
大中郵便局 3110505 常陸太田市大中町１６４９－２
里美郵便局 3110599 常陸太田市小菅町５９６
常陸太田下大門郵便局 3130002 常陸太田市下大門町３－２
常陸太田栄町郵便局 3130005 常陸太田市栄町１２７－１
常陸太田駅前郵便局 3130013 常陸太田市山下町１７２５
常陸太田小目郵便局 3130033 常陸太田市小目町芦ノ内８０９
佐竹郵便局 3130042 常陸太田市磯部町６７４－１
常陸太田藤田郵便局 3130048 常陸太田市藤田町８２０－６
金砂郵便局 3130103 常陸太田市下宮河内町８１２－５
金郷郵便局 3130113 常陸太田市高柿町１３７－２
久米郵便局 3130199 常陸太田市久米町１５３６
水府郵便局 3130213 常陸太田市町田町２１５－１
松平郵便局 3130299 常陸太田市松平町５５－１
高倉郵便局 3130352 常陸太田市下高倉町５８
天下野郵便局 3130399 常陸太田市天下野町５６０２－１
常陸太田郵便局 3138799 常陸太田市宮本町２３５２
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・日立市

都道府県 局名 郵便番号 住所

茨城 中里郵便局 3110499 日立市下深荻町１９０２
日立諏訪郵便局 3160001 日立市諏訪町４－１－１３
日立河原子郵便局 3160005 日立市河原子町４－３－６
日立金沢郵便局 3160014 日立市東金沢町５－６－２
日立金沢団地内郵便局 3160015 日立市金沢町５－９－６
日立塙山郵便局 3160015 日立市金沢町２－１５－１５
日立大沼郵便局 3160022 日立市大沼町１－２７－１５
日立水木郵便局 3160024 日立市水木町１－１９－３
日立成沢郵便局 3160033 日立市中成沢町３－１６－１
日立鮎川一郵便局 3160036 日立市鮎川町１－１－１
日立鮎川三郵便局 3160036 日立市鮎川町３－８－８
多賀郵便局 3168799 日立市多賀町１－１１－１０
日立滑川郵便局 3170051 日立市滑川本町３－１－３
日立宮田郵便局 3170055 日立市宮田町３－６－１２
日立若葉町郵便局 3170063 日立市若葉町３－６－１９
日立幸町郵便局 3170073 日立市幸町１－１４－１
日立会瀬郵便局 3170076 日立市会瀬町１－６－２２
日立兎平郵便局 3170076 日立市会瀬町３－２５－１４
日立郵便局 3178799 日立市幸町２－３－２８
大甕駅前郵便局 3191221 日立市大みか町１－７－３
日立南高野郵便局 3191224 日立市南高野町３－１６－１
日立土木内郵便局 3191233 日立市神田町１７１３－１
日立大和田郵便局 3191234 日立市大和田町１－６－３０
久慈浜郵便局 3191299 日立市久慈町３－３２－１５
十王郵便局 3191399 日立市十王町友部１２９－８
川尻郵便局 3191411 日立市川尻町１－３８－１４
日立川尻町郵便局 3191411 日立市川尻町６－３３－８
日高郵便局 3191414 日立市日高町１－２７－２３
日立小木津郵便局 3191415 日立市相田町３－１０－１３
日立助川郵便局 3170065 日立市助川町２－２－２

・常陸大宮市
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
茨城 野口郵便局 3114599 常陸大宮市野口２０９３－３

御前山郵便局 3114613 常陸大宮市長倉１０３２
大賀郵便局 3192211 常陸大宮市岩崎３３２－２
大宮玉川郵便局 3192224 常陸大宮市東野３０６３－２
大宮上町郵便局 3192261 常陸大宮市上町３５７
大宮栄町郵便局 3192264 常陸大宮市栄町１２３７－３
大宮郵便局 3192299 常陸大宮市東富町６３０
八里郵便局 3192417 常陸大宮市油河内７６－３
緒川郵便局 3192499 常陸大宮市上小瀬２１１４－１
檜沢郵便局 3192512 常陸大宮市下檜沢１７１１－１
美和郵便局 3192699 常陸大宮市高部５２７１－１２
山方長田郵便局 3193116 常陸大宮市長田１２３３
山方郵便局 3193199 常陸大宮市山方６６７－３

・北茨城市
都道府県 郵便局名 郵便番号 住所
茨城 北茨城華川郵便局 3191538 北茨城市華川町小豆畑１０７０－８

大塚郵便局 3191546 北茨城市磯原町大塚２３１３
南中郷郵便局 3191555 北茨城市中郷町小野矢指１８－２
橋場郵便局 3191558 北茨城市中郷町石岡１１６８－１
北茨城郵便局 3191599 北茨城市磯原町磯原１－１２０
平潟郵便局 3191701 北茨城市平潟町５１６
大津西町郵便局 3191702 北茨城市大津町２６３１
関本郵便局 3191721 北茨城市関本町関本上５８５－１０－１１
大津郵便局 3191799 北茨城市大津町北町３０９８
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