
店舗名 郵便番号 住所

かすみがうら上土田 315-0057 茨城県かすみがうら市上土田４０７－１

つくばみらい高岡 300-2301 茨城県つくばみらい市高岡８３４－１７他４筆

フレストつくばみらい陽光台 300-2358 茨城県つくばみらい市小張４０８９番地４３（陽光台２丁目２０７街区

フレストつくばみらい豊体 300-2347 茨城県つくばみらい市豊体１１０２－９他７筆

つくば萱丸 305-0881 茨城県つくば市みどりのＡ－３７街区１

つくばみどりの 305-0882 茨城県つくば市花島新田字北原１０－６（みどりの中央Ｂ２４ー１）

つくば花畑 300-3261 茨城県つくば市花畑３丁目１４番１

つくば谷田部インター 305-0864 茨城県つくば市境松６６１番９

つくば桜金田 305-0018 茨城県つくば市金田１２４－３他１２筆

つくば研究学園 305-0817 茨城県つくば市研究学園４－２－１５

つくば葛城 305-0817 茨城県つくば市研究学園７－４３－８

つくばＱ’ｔ 305-0031 茨城県つくば市吾妻１－６－１

つくばテクノパーク豊里 300-2642 茨城県つくば市高野１２１３番地１８

つくば寺具 300-4201 茨城県つくば市寺具字二反田４７９－７

つくば若栗 300-1248 茨城県つくば市若栗字若栗境１２８２番１他２筆

つくば手代木 305-0834 茨城県つくば市手代木１８９５－１

つくば春日四丁目 305-0821 茨城県つくば市春日４－１５－１０

つくば松代一丁目 305-0035 茨城県つくば市松代１－２１－６

つくば上の室 305-0023 茨城県つくば市上ノ室７７７－１他３筆

つくばサイエンス大通り 305-0854 茨城県つくば市上横場２３４－３

つくば上郷 300-2645 茨城県つくば市上郷６１９－２

草間つくば豊里 300-2645 茨城県つくば市上郷字角内８１０２－５７

つくば赤塚 305-0062 茨城県つくば市赤塚６２９－６

つくば面野井 300-2653 茨城県つくば市大字面野井字丸山１６５－１

つくば谷田部中央 305-0861 茨城県つくば市谷田部２１４０番１

つくば竹園 305-0032 茨城県つくば市竹園１丁目８番７

つくば筑穂一丁目 300-3257 茨城県つくば市筑穂１丁目１１－１他１筆

つくば長高野 300-3265 茨城県つくば市長高野６５４－１

つくば天久保一丁目 305-0005 茨城県つくば市天久保１丁目１８番地６

産業技術総合研究所 305-0046 茨城県つくば市東１－１－１産業技術総合研究所つくばセンター

筑波記念病院前 300-2622 茨城県つくば市要１０７０－３

ＴＳＵＴＡＹＡ那珂湊 311-1235 茨城県ひたちなか市田中後２０－６

阿見うずら野一丁目 300-0341 茨城県稲敷郡阿見町うずら野１丁目３２－４

茨城阿見 300-0331 茨城県稲敷郡阿見町阿見５４２２－４

阿見中央 300-0333 茨城県稲敷郡阿見町若栗字西神田１９０１－１４

茨城阿見西郷 300-0300 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原５５３５－２

フレスト阿見飯倉 300-0324 茨城県稲敷郡阿見町大字飯倉字桜立１４４１－１７７

東京医科大学茨城医療センタ 300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央３丁目２０－１

阿見中央四丁目 300-0332 茨城県稲敷郡阿見町中央四丁目４６６６－１９７４

阿見湖南 300-0312 茨城県稲敷郡阿見町南平台１－２２０１－１

フレスト阿見本郷一丁目 300-1159 茨城県稲敷郡阿見町本郷一丁目１９番５号

美浦郷中 300-0420 茨城県稲敷郡美浦村郷中２７８４－６

美浦トレセン前 300-0414 茨城県稲敷郡美浦村信太２６２７－１

稲敷伊佐津 300-1411 茨城県稲敷市伊佐津字狸穴４７６他２筆

稲敷下太田 300-1424 茨城県稲敷市下太田１２６４番４他４筆

川村江戸崎 300-0507 茨城県稲敷市犬塚１６１７－１６９

稲敷高田 300-0511 茨城県稲敷市高田字谷中２０５０－５



稲敷西代 300-0726 茨城県稲敷市西代１６１５－１

稲敷浮島 300-0641 茨城県稲敷市浮島４１１９番１他

境山神 306-0433 茨城県猿島郡境町８０８

境下小橋 306-0432 茨城県猿島郡境町下小橋１５５－２

境猿山 306-0402 茨城県猿島郡境町大字猿山１２１１番１他６筆

境伏木南 306-0416 茨城県猿島郡境町伏木１９３番１０外７筆

五霞新幸谷 306-0312 茨城県猿島郡五霞町新幸谷４４２－３

下妻下木戸 304-0028 茨城県下妻市下木戸２６５－２他１筆

しもつま鬼怒 304-0818 茨城県下妻市大字鬼怒２１３－１

永田屋たかさい 304-0031 茨城県下妻市大字高道祖１３７２－２

下妻南原 304-0075 茨城県下妻市南原１８－１他３筆

しもつまバイパス 304-0047 茨城県下妻市肘谷３２９

下妻本城町 304-0064 茨城県下妻市本城町２－２８

笠間旭町 309-1717 茨城県笠間市旭町６０１－３

笠間押辺 319-0205 茨城県笠間市押辺２７１８－１他２筆

ひたち野うしく東 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東３４１－１

牛久警察署前 300-1203 茨城県牛久市下根町４８９－３

牛久久野町 300-1288 茨城県牛久市久野町７５４番１７５５番１

牛久上柏田四丁目 300-1232 茨城県牛久市上柏田四丁目５２－４

牛久神谷二丁目 300-1216 茨城県牛久市神谷２丁目４３番１

牛久中央二丁目 300-1234 茨城県牛久市中央２－１６－１２

牛久駅前 300-1234 茨城県牛久市中央５丁目２３－１

八千代佐野 300-3505 茨城県結城郡八千代町大字佐野２９７－１他６筆

結城ふじみ 307-0001 茨城県結城市下館・結城都市計画事業富士見町土地区画整理事業９街区

結城工業団地前 307-0046 茨城県結城市作の谷４００

結城５０号バイパス 307-0001 茨城県結城市字公達９７７９番地１３

古河下大野 306-0204 茨城県古河市下大野字高谷２９１５－８

古河小堤 306-0231 茨城県古河市小堤１６７番地１

古河仁連 306-0125 茨城県古河市仁連３－１

古河坂間 306-0056 茨城県古河市大字坂間９１－５

道の駅こが 306-0111 茨城県古河市大和田２６２３番地

古河駅前 306-0011 茨城県古河市東１丁目１－６

行方玉造 311-3512 茨城県行方市玉造甲５６１番地１

坂東沓掛 306-0515 茨城県坂東市沓掛３３３２－１

桜川白井 300-4404 茨城県桜川市真壁町白井６４１番地１

鹿島神宮前 314-0032 茨城県鹿嶋市宮下３－５－３、４、５

鹿嶋宮中 314-0031 茨城県鹿嶋市大字宮中３１４－１他３筆

鹿嶋神野向 314-0031 茨城県鹿嶋市大字宮中字神野向１－１

鹿嶋東山 314-0031 茨城県鹿嶋市大字宮中字東山１９９６番７

鹿嶋谷原 314-0023 茨城県鹿嶋市大字谷原１５９８番地１

鹿嶋奈良毛 311-2224 茨城県鹿嶋市大字奈良毛６８０－１他４筆

鹿嶋平井 314-0012 茨城県鹿嶋市平井１１２８－４５

取手井野 302-0011 茨城県取手市井野字谷通５０

取手駒場 302-0027 茨城県取手市駒場三丁目９番２４号

取手山王 300-1544 茨城県取手市山王字前畑１９１番１他３筆

取手寺田 302-0021 茨城県取手市寺田５２１１－２

取手台宿 302-0013 茨城県取手市台宿一丁目３番１３号

取手東四丁目 302-0005 茨城県取手市東四丁目１－３０



取手椚木 300-1512 茨城県取手市藤代２２９－２

取手藤代南三丁目 300-1512 茨城県取手市藤代南３丁目１０－１

取手白山 302-0023 茨城県取手市白山５丁目１８番１号

取手米ノ井 302-0033 茨城県取手市米ノ井６－５他６筆

守谷みずき野 302-0121 茨城県守谷市みずき野５－乙７４－１２

守谷御所ヶ丘 302-0119 茨城県守谷市御所ヶ丘４－１０－１

新守谷駅南 302-0108 茨城県守谷市松並２００５－３９

守谷高校前 302-0101 茨城県守谷市板戸井２４８２－１

守谷美園 302-0124 茨城県守谷市美園１丁目９番５

守谷鈴塚 302-0126 茨城県守谷市鈴塚字五十塚３０１番１

美野里西 319-0123 茨城県小美玉市羽鳥１７４－２

美野里羽鳥 319-0123 茨城県小美玉市羽鳥２４８７－１

小美玉玉里 311-3434 茨城県小美玉市栗又四ヶ字中山２４６３番地１６

小美玉中延 311-3422 茨城県小美玉市中延６３５番地

小美玉田木谷 311-3435 茨城県小美玉市田木谷１１１－１

常総崎房 300-2747 茨城県常総市崎房９３０－１４

常総吉野 300-2502 茨城県常総市上蛇町８４３７－２

常総宝町 303-0023 茨城県常総市水海道宝町経塚１５８９－９

常総菅生 303-0044 茨城県常総市菅生町２０４３－１他２筆

常陸大宮上小瀬 319-2401 茨城県常陸大宮市上小瀬１４１５－１

神栖奥野谷 314-0116 茨城県神栖市奥野谷５７８１－７

神栖居切北 314-0141 茨城県神栖市居切１２３０－４５

神栖居切 314-0141 茨城県神栖市居切１５４７－１

神栖若松 314-0256 茨城県神栖市若松中央２－３０

神栖深芝 314-0148 茨城県神栖市深芝字若松２６０４－１他５筆

神栖深芝南 314-0148 茨城県神栖市深芝南１丁目１５番９

神栖息栖 314-0133 茨城県神栖市息栖２８８５－５８他３筆

神栖宝山 314-0254 茨城県神栖市太田字宝山３１２４－１

神栖大野原四丁目 314-0144 茨城県神栖市大野原４丁目３番６３号

神栖中央公園前 314-0144 茨城県神栖市大野原二丁目１－１７

神栖知手 314-0115 茨城県神栖市知手字知手２９７５－５３

神栖知手中央 314-0112 茨城県神栖市知手中央７－８－２５

神栖土合本町 314-0343 茨城県神栖市土合本町５丁目９８０９番２４

神栖筒井 314-0132 茨城県神栖市筒井大沼１４２２－２８４

神栖波崎小玉台 314-0408 茨城県神栖市波崎６５８７番１

神栖波崎本郷 314-0408 茨城県神栖市波崎８４６８番１他

茨城神栖平泉 314-0146 茨城県神栖市平泉２番地３８

神栖平泉 314-0145 茨城県神栖市平泉東ニ丁目１１番４

神栖堀割二丁目 314-0135 茨城県神栖市堀割２丁目４番１８号

神栖土合南 314-0341 茨城県神栖市矢田部７３２８－３

水戸加倉井 311-4163 茨城県水戸市加倉井町６５２－１

水戸笠原北 310-0852 茨城県水戸市笠原町１０３９番地

水戸吉沢町 310-0845 茨城県水戸市吉沢町３５２番８３

水戸見和三丁目 310-0911 茨城県水戸市見和３丁目１３１７－１

常磐大学 310-0911 茨城県水戸市見和一丁目４３０番地の１

水戸若宮 310-0013 茨城県水戸市若宮１丁目３－３

水戸住吉 310-0844 茨城県水戸市住吉町２９９番１５

水戸上水戸三丁目 310-0041 茨城県水戸市上水戸三丁目２－２２



水戸石川 310-0905 茨城県水戸市石川２－４３１４－１

水戸双葉台 311-4145 茨城県水戸市双葉台４丁目５８６－２

水戸東前 311-1132 茨城県水戸市東前町１４０３番地

水戸飯富町 311-4206 茨城県水戸市飯富町５２１６番１他１筆

水戸飯富町南 311-4206 茨城県水戸市飯富町５４２５番１他１筆

茨城水戸米沢町 310-0847 茨城県水戸市米沢町２８５－６

石岡旭台 315-0038 茨城県石岡市旭台３丁目１４－２１

石岡鹿の子一丁目 315-0005 茨城県石岡市鹿の子一丁目９５９４番１

石岡正上内 315-0011 茨城県石岡市正上内１２２６９－１９他３筆

石岡第一病院前 315-0001 茨城県石岡市石岡１３４４６番地２

筑西横塚 309-1116 茨城県筑西市向川澄５７－４０

下館五所宮 308-0865 茨城県筑西市山崎１７５５－９

下館八丁台 308-0005 茨城県筑西市中館字中道西２６７他

潮来川尾 311-2405 茨城県潮来市築地字川尾１３４２番地２

土浦下坂田 300-4113 茨城県土浦市下坂田２０３５－３

土浦菅谷 300-0021 茨城県土浦市菅谷町字前原１２７３番１

土浦中村南四丁目 300-0843 茨城県土浦市中村南四丁目１１番４号

土浦藤沢 300-4115 茨城県土浦市藤沢１０１９－１

茨城上飯沼 311-3153 茨城県東茨城郡茨城町大字上飯沼１０２０－８

日立会瀬 317-0076 茨城県日立市会瀬町二丁目２１－１１

日立桜川四丁目 316-0002 茨城県日立市桜川町四丁目１９番１１号

日立中央ＰＡ下り 317-0065 茨城県日立市助川町字銭ヶ平２８２９番地３常磐自動車道日立中央ＰＡ

日立中央ＰＡ上り 317-0065 茨城県日立市助川町字銭ヶ平２８３４番地３常磐自動車道日立中央ＰＡ

日立小木津 319-1413 茨城県日立市小木津町１丁目２６番３号

日立折笠 319-1412 茨城県日立市折笠町２３６番地１

日立川尻四丁目 319-1411 茨城県日立市川尻町４丁目９－１４

日立大久保町 316-0012 茨城県日立市大久保町二丁目１番２１号

日立金畑 316-0022 茨城県日立市大沼町三丁目１８番２０号

日立東金沢 316-0014 茨城県日立市東金沢町１丁目１２番１４号

日和サービス日立大沼 316-0014 茨城県日立市東金沢町５－１８－１

日立けやき通 317-0072 茨城県日立市弁天町２－２４－１

日立末広町 316-0006 茨城県日立市末広町３－１－２０

龍ヶ崎久保台 301-0001 茨城県龍ヶ崎市久保台四丁目１番８

佐貫駅前 301-0033 茨城県龍ヶ崎市佐貫町６４５－１関東鉄道佐貫ビル２

流通経済大前 301-0839 茨城県龍ケ崎市出し山町８－２

龍ヶ崎川原代 301-0005 茨城県龍ヶ崎市川原代町６１４７番１

龍ヶ崎馴馬 301-0004 茨城県龍ケ崎市馴馬町３００２－１他４筆

龍ヶ崎平台 301-0003 茨城県龍ヶ崎市平台３－１

龍ヶ崎北方 301-0021 茨城県龍ケ崎市北方町２１０８他８筆
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