
３１０-８５８１ 一般(財) 茨城県メディカルセンター,茨城県,水戸市,笠原町,４８９-４

３１０-８５８８ 茨城県教育庁,茨城県,水戸市,笠原町,９７８番６

３１０-８５５０ 茨城県警察本部,茨城県,水戸市,笠原町,９７８－６

３１０-８５０８ 茨城県社会保険診療報酬支払基金,茨城県,水戸市,末広町,１-１－８

３１０-８６１６ 茨城県信用農業 協同組合連合会,茨城県,水戸市,梅香,１-１－４

３１０-８５５５ 茨城県庁,茨城県,水戸市,笠原町,９７８－６

３１０-８５１２ 茨城大学,茨城県,水戸市,文京,２-１－１

３１０-８５１１ 茨城労働局,茨城県,水戸市,宮町,１-８番３１号

３１０-８６８６ (株) 茨城新聞社,茨城県,水戸市,笠原町,９７８－２５

３１０-８５０５ (株) 茨城放送,茨城県,水戸市,千波町,２０８４-２

３１０-８５３６ (株) ＮＴＴドコモ 茨城支店,茨城県,水戸市,宮町,１-１－８３

３１０-８２８２ (株) 関西ケーズデンキ,茨城県,水戸市,桜川,１-１番１号

３１０-８２８２ (株) 九州ケーズデンキ,茨城県,水戸市,桜川,１-１番１号

３１０-８２８２ (株) ケーズホールディングス,茨城県,水戸市,桜川,１-１番１号

３１０-８２８２ (株) デジックスケーズ,茨城県,水戸市,桜川,１-１番１号

３１０-８２８２ (株) マックスブロードバンド,茨城県,水戸市,桜川,１-１番１号

３１０-８５０１ (財) 茨城県総合健診協会,茨城県,水戸市,笠原町,上組４８９－５

３１０-８５８６ 社会福祉法人 茨城県社会福祉協議会,茨城県,水戸市,千波町,１９１８-

３１０-８６７７ 商工組合 中央金庫 水戸支店,茨城県,水戸市,南町,３-５－７

３１０-８５２５ 昭和建設 (株),茨城県,水戸市,千波町,１９０５

３１０-８６６８ 全国共済農業協同組合連合会 茨城県本部,茨城県,水戸市,梅香,１-５－１８

３１０-８５０２ 全国健康保険協会 茨城支部,茨城県,水戸市,南町,３-４－５７

３１０-８５８５ 常磐大学,茨城県,水戸市,見和,１-４３０－１

３１０-８６３９ 日本銀行 水戸事務所,茨城県,水戸市,南町,２００２/５/５

３１０-８５７０ 日本年金機構 茨城事務センター,茨城県,水戸市,大町,２００１/２/１７

３１０-８６０２ 日本生命保険 相互会社 水戸支社,茨城県,水戸市,泉町,２-２－２７

３１０-８５６７ 日本放送協会 水戸放送局,茨城県,水戸市,大町,３-４－４

３１０-８５５８ 東日本電信電話 (株) 茨城支店,茨城県,水戸市,北見町,８-８

３１０-８５２０ 三菱ふそうトラック・バス (株) 茨城ふそう 水戸支店,茨城県,水戸市,千波町,Jan-４７

３１０-８５５１ 水戸警察署,茨城県,水戸市,三の丸,１-５－２１

３１０-８６１０ 水戸市役所,茨城県,水戸市,中央,１-４－１

３１０-８５４０ 水戸地方検察庁,茨城県,水戸市,北見町,１－１

３１０-８６７１ 読売新聞 水戸支局,茨城県,水戸市,北見町,５－７

３１０-８６４１ (株） 奈良屋,茨城県,水戸市,笠原町,６００－１５

３１０-８６２２ 茨城県信用組合,茨城県,水戸市,大町,２-３－１２

３１０-８６０４ (株) 常陽銀行 本店,茨城県,水戸市,南町,２-５－５

３１０-８６０１ 大和證券 (株) 水戸支店,茨城県,水戸市,泉町,２-３－２

３１０-８６６６ 水戸 税務署,茨城県,水戸市,北見町,１－１７

３１１-４１９４ 茨城県教科書販売 (株),茨城県,水戸市,木葉下町,富士山２９２－１９

３１１-４１９３ いばらきコープ生活 協同組合,茨城県,水戸市,赤塚,１-２０２９－１２１

３１１-４１９６ (株) ケーシーエス,茨城県,水戸市,谷津町,１－４０

３１１-４１９５ 戸田産業 (株),茨城県,水戸市,木葉下町,富士山２９２－２９

３１１-４１９８ 水戸済生会総合病院,茨城県,水戸市,双葉台,３-３－１０

３１９-０３９４ イオン 水戸内原ショッピングセンター,茨城県,水戸市,中原町,字西１３５

３１９-０３９７ 茨城県神社庁,茨城県,水戸市,三湯町,１１０８－３００

３１９-０３９５ ジャスコ 水戸内原店,茨城県,水戸市,中原町,字西１３５

３１９-０３９３ 水戸市役所 内原庁舎,茨城県,水戸市,内原町,１３９５－１

３１６-８５１１ 茨城大学 工学部,茨城県,日立市,中成沢町,４-１２－１

３１６-８５３３ 社会医療法人 愛宣会 ひたち医療センター,茨城県,日立市,鮎川町,２-８－１６

３１６-８５０２ 日立グローバルライフソリューションズ 生活家電本部,

３１６-８５０２ 茨城県,日立市,東多賀町,１-１－１

３１６-８５０１ 日立製作所 国分工場,茨城県,日立市,国分町,１-１－１

３１７-８５１１ (株) 日立製作所 日立事業所,茨城県,日立市,幸町,３-１-１号

３１７-８６０２ 日立 税務署,茨城県,日立市,若葉町,２-１－８

３１７-８５５５ 日立化成 (株) 山崎事業所,茨城県,日立市,東町,４-１３-１号

３１７-８６０１ 日立市役所,茨城県,日立市,助川町,１-１－１

３１７-８５８５ 三菱日立パワーシステムズ (株) 日立工場,茨城県,日立市,幸町,三-１番１号

３１９-１２９５ 茨城キリスト教学園,茨城県,日立市,大みか町,６-１１－１

３１９-１２９３ (株) 日立製作所 サービス＆プラットフォームビジネスユニット,

３１９-１２９３ 茨城県,日立市,大みか町,五-２番１号

３１９-１２９２ (株) 日立製作所 日立研究所,茨城県,日立市,大みか町,７-１－１

３１９-１３９３ 国民宿舎「鵜の岬」,茨城県,日立市,十王町,伊師６４０

３００-８５５０ オリエンタルモーター (株) 土浦事業所,茨城県,土浦市,菅谷町,１３５１－４

３００-８５６７ 土浦簡易裁判所,茨城県,土浦市,中央,１-１３番１２号

３００-８５６７ 土浦検察審査会,茨城県,土浦市,中央,１-１３番１２号

３００-８６８６ 土浦市役所,茨城県,土浦市,大和町,９番１号

３００-８６０１ 土浦税務署,茨城県,土浦市,城北町,４－１５

３００-８５８８ ボッシュ・レックスロス (株),茨城県,土浦市,東中貫町,５-１

３００-８５６７ 水戸家庭裁判所 土浦支部,茨城県,土浦市,中央,１-１３番１２号

３００-８５６７ 水戸地方裁判所 土浦支部,茨城県,土浦市,中央,１-１３番１２号

３００-８６１９ 陸上自衛隊 霞ヶ浦駐屯地,茨城県,土浦市,右籾,２４１０）

３００-１１９３ (株) 長崎屋 荒川沖店,茨城県,土浦市,荒川沖東,２-７－１

３００-４１９３ エポック社,茨城県,土浦市,藤沢,May-４７

３０６-８６０１ 古河市役所,茨城県,古河市,長谷町,３８－１８

３０６-８６８６ 古河税務署,茨城県,古河市,北町,５－２

３０６-０２９２ アマゾンジャパン ＴＰＺ１,茨城県,古河市,北利根,８－１４

３１５-８６４０ 石岡市役所,茨城県,石岡市,石岡,３１６５－２

３１５-８５２７ (株) 武井工業所,茨城県,石岡市,若松,一-３番２６号

３１５-８５２２ 湖北水道企業団,茨城県,石岡市,田島,２-６－４

３１５-８５１１ 東日電線 (株),茨城県,石岡市,荒金,１－１

３１５-８５８５ 東洋製罐 (株) 石岡工場,茨城県,石岡市,大字柏原,８-２

３１５-０１９５ 八郷総合支所,茨城県,石岡市,柿岡,Jan-８０

３０７-８５０１ 結城市役所,茨城県,結城市,中央町,二-３-

３０７-８６０１ 結城信用金庫,茨城県,結城市,大字結城,５５７

３０１-８５０５ イセデリカ (株）,茨城県,龍ケ崎市,馴馬町,Jan-６７

３０１-８６０２ (株) 龍ケ崎カントリー倶楽部,茨城県,龍ケ崎市,泉町,２０８０

３０１-８５０１ ＴＣＭ (株) 竜ヶ崎工場,茨城県,龍ケ崎市,,３-

３０１-８６１０ 日立ライティング (株) 竜ケ崎事業所,茨城県,龍ケ崎市,若柴町,６９
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３０１-８６１１ 龍ケ崎市役所,茨城県,龍ケ崎市,,３７１０

３０１-８６０１ 竜ヶ崎税務署,茨城県,龍ケ崎市,川原代町,１１８２－５

３０１-８５５５ 流通経済大学,茨城県,龍ケ崎市,平畑,１２０

３０４-８６０１ (株) 筑波銀行 下妻営業部,茨城県,下妻市,下妻丁,１５６

３０４-８５０１ 下妻市役所,茨城県,下妻市,大字本城町,２-２２

３００-２５９３ ＳＭＣ (株) 筑波工場,茨城県,常総市,大生郷町,６１３３

３００-２７９７ 常総市 石下総合運動公園 スポーツ振興課,茨城県,常総市,鴻野山,１６７０

３００-２７９２ 常総市 石下総合福祉センター,茨城県,常総市,新石下,４３６５

３００-２７９３ 常総市役所 石下庁舎,茨城県,常総市,新石下,４３１０-１

３００-２７９５ 三菱マテリアル (株) 筑波製作所,茨城県,常総市,古間木,１５１１

３０３-８５０３ キヤノンファインテック (株),茨城県,常総市,坂手町,Nov-４０

３０３-８５０１ 常総市役所,茨城県,常総市,水海道諏訪町,Mar-２２

３１３-８６６６ 茨城県常陸太田県税事務所,茨城県,常陸太田市,山下町,４１１９

３１３-８６８６ 太田 税務署,茨城県,常陸太田市,金井町,３６６２

３１３-８５１１ 川崎病院,茨城県,常陸太田市,木崎二町,２０４０

３１３-８６１１ 常陸太田市役所,茨城県,常陸太田市,金井町,３６９０

３１８-８５１１ 高萩市役所,茨城県,高萩市,本町,１-１００番１号

３１８-８５０１ 東部大建工業 (株),茨城県,高萩市,赤浜,１６０-の１

３１９-１５９２ 北茨城市役所,茨城県,北茨城市,磯原町磯原,１６３０

３１９-１５９３ ユニマテック (株),茨城県,北茨城市,磯原町上相田,８３１－２

３０９-１６９８ 笠間市役所 笠間支所,茨城県,笠間市,笠間,１５３２

３０９-１７９３ 茨城県立 中央病院,茨城県,笠間市,鯉淵,６５２８

３０９-１７９２ 笠間市役所,茨城県,笠間市,中央,３-２－１

３０９-１７９７ (株) ＭｏｎｏｔａＲＯ 笠間ディストリビューションセンター,

３０９-１７９７ 茨城県,笠間市,平町,１８７７－３

３１９-０２９２ 茨城県農業総合センター,茨城県,笠間市,安居,Jan-６５

３１９-０２９４ 笠間市役所 岩間支所,茨城県,笠間市,下郷,５１４０

３１９-０２９５ (株) 金陽社 茨城工場,茨城県,笠間市,安居,２６００－２８

３００-１５９２ 取手市役所 藤代庁舎,茨城県,取手市,藤代,７００-

３０２-８５８６ 伊藤ハム (株) 取手工場,茨城県,取手市,下高井,１５９３-

３０２-８５０１ キヤノン (株) 取手事業所,茨城県,取手市,白山,７-５－１

３０２-８５０２ キリンビール (株) 取手工場,茨城県,取手市,桑原,１８８－１

３０２-８５８５ 取手市役所,茨城県,取手市,寺田,５１３９

３００-１２９６ 牛久愛和総合病院,茨城県,牛久市,猪子町,８９６

３００-１２９２ 牛久市役所,茨城県,牛久市,中央,３-１５－１

３００-１２９５ 三菱化学 (株) 筑波事業所,茨城県,牛久市,東猯穴町,１０００

３００-１２９４ キヤノン化成 (株) 本社筑波事業所,茨城県,つくば市,茎崎,１８８８－２

３０５-８６８７ 独立行政法人 森林総合研究所,茨城県,つくば市,松の里,１

３００-２６９８ アステラス製薬 (株) 東光台研究センター,茨城県,つくば市,東光台,５-２番３号

３００-２６９５ インテルジャパン (株),茨城県,つくば市,東光台,５-６

３００-２６９２ (株) ＺＯＺＯ,茨城県,つくば市,東光台,５－６－２ＺＯＺＯＢＡＳＥつくば１

３０５-８５１６ 独立行政法人 土木研究所,茨城県,つくば市,南原,１－６

３００-２６８６ 長瀬ランダウア (株),茨城県,つくば市,,諏訪Ｃ２２街区１

３００-３２９５ 医療法人 健佑会,茨城県,つくば市,大曽根,３６８１

３００-３２９４ 住友化学 (株) 筑波研究所,茨城県,つくば市,北原,６

３００-４２９３ 武田薬品工業 (株),茨城県,つくば市,和台,１０

３００-４２９５ マルハニチロ (株) 中央研究所,茨城県,つくば市,和台,１６番２

３０５-８５８５ アステラス製薬 (株) 御幸が丘研究センター,茨城県,つくば市,御幸が丘,２１

３０５-８５１０ (株) カスミ,茨城県,つくば市,西大橋,５９９－１

３０５-８７０１ (株) ＺＯＺＯ,茨城県,つくば市,さくらの森,２５－３ＺＯＺＯＢＡＳＥつくば２

３０５-８５０３ (株) ライトオン,茨城県,つくば市,小野崎,２６０－１ヒロサワつくばビル５階

３０５-８５０４ クリタ分析センター (株),茨城県,つくば市,高野台,二-８番１４号

３０５-８６８６ 国際農林水産業研究センター,茨城県,つくば市,大わし,１－２

３０５-８５６１ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば中央第１事業所,

３０５-８５６１ 茨城県,つくば市,東,１-１－１中央第１

３０５-８５６５ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば中央第５事業所,

３０５-８５６５ 茨城県,つくば市,東,１-１－１中央第５

３０５-８５６７ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば中央第７事業所,

３０５-８５６７ 茨城県,つくば市,東,１-１－１中央第７

３０５-８５６３ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば中央第３事業所,

３０５-８５６３ 茨城県,つくば市,梅園,１-１－１中央第３

３０５-８５６８ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば中央第２事業所,

３０５-８５６８ 茨城県,つくば市,梅園,１-１－１中央第２

３０５-８５６６ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば中央第６事業所,

３０５-８５６６ 茨城県,つくば市,東,１-１－１中央第６

３０５-８５６９ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば西事業所,

３０５-８５６９ 茨城県,つくば市,小野川,１－１６

３０５-８５６４ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば東事業所,

３０５-８５６４ 茨城県,つくば市,並木,１-２－１

３０５-８５１７ 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構,

３０５-８５１７ 茨城県,つくば市,観音台,２００３/１/１

３０５-８５１８ 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 次世代作物開発研究センター,

３０５-８５１８ 茨城県,つくば市,観音台,２００２/１/２

３０５-８６６６ 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業研究センター,

３０５-８６６６ 茨城県,つくば市,観音台,２００２/１/１８

３０５-８６０４ 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センター,

３０５-８６０４ 茨城県,つくば市,観音台,三-１-３

３０５-８５１９ 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 野菜花き研究部門,

３０５-８５１９ 茨城県,つくば市,観音台,２００３/１/１

３０５-８５６０ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 つくば中央第１事業所

３０５-８５６０  (つくば本部・情報技術共同研究棟）,茨城県,つくば市,梅園,１-１－１中央第１

３０５-８５２０ 国立大学法人 筑波技術大学 天久保キャンパス,茨城県,つくば市,天久保,４-３－１５

３０５-８５２１ 国立大学法人 筑波技術大学 春日キャンパス,茨城県,つくば市,春日,４-１２－７

３０５-８５１５ 関彰商事 (株),茨城県,つくば市,東新井,１２－２

３０５-８５５５ つくば市役所,茨城県,つくば市,研究学園,一-１-１

３０５-８５７５ 筑波大学 医学専門学群,茨城県,つくば市,天王台,２００１/１/１

３０５-８５７４ 筑波大学 体育・芸術専門学群,茨城県,つくば市,天王台,２００１/１/１

３０５-８５７１ 筑波大学 第一学群 人文社会,茨城県,つくば市,天王台,２００１/１/１



３０５-８５７３ 筑波大学 第三学群 システム情報,茨城県,つくば市,天王台,２００１/１/１

３０５-８５７２ 筑波大学 第二学群 人間,茨城県,つくば市,天王台,２００１/１/１

３０５-８５５０ 筑波大学 図書館情報メディア,茨城県,つくば市,春日,１-２

３０５-８５７７ 筑波大学（事務局・中央図書館）,茨城県,つくば市,天王台,２００１/１/１

３０５-８５７６ 筑波大学付属病院,茨城県,つくば市,天久保,２００２/１/１

３０５-８５０５ 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター,

３０５-８５０５ 茨城県,つくば市,千現,２００２/１/１

３０５-８５０６ 独立行政法人 国立環境研究所,茨城県,つくば市,小野川,２-１６

３０５-８６４２ 独立行政法人 食品総合研究所,茨城県,つくば市,観音台,２-１－２

３０５-８６０９ 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所,

３０５-８６０９ 茨城県,つくば市,観音台,２-１－６

３０５-８６０２ 独立行政法人 農業生物資源研究所,茨城県,つくば市,観音台,２-１－２

３０５-８５０１ 日本電気 (株) 筑波研究所,茨城県,つくば市,御幸が丘,３４-

３０５-８６０５ 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所,茨城県,つくば市,藤本,２-１

３０５-８６０１ 農林水産技術会議事務局 筑波事務所,茨城県,つくば市,観音台,２-１－２

３０５-８５０２ 茗溪学園中学校高等学校,茨城県,つくば市,稲荷前,１－１

３１２-８５０８ 茨城工業高等専門学校,茨城県,ひたちなか市,大字中根,８６６

３１２-８５１０ (株) ジョイフル本田 ニューポートひたちなか店,茨城県,ひたちなか市,新光町,Jan-３４

３１２-８５０４ (株) 日立ハイテクノロジーズ,茨城県,ひたちなか市,大字市毛,８８２-

３１２-８５０７ (株) 日立パワーソリューションズ 勝田事業所,茨城県,ひたちなか市,大字堀口,８３２-の２

３１２-８５０２ 日立工機 (株),茨城県,ひたちなか市,大字武田,１０６０

３１２-８５０３ 日立製作所 オートモティブシステムグループ,茨城県,ひたちなか市,大字高場,２５２０

３１２-８５０１ ひたちなか市役所,茨城県,ひたちなか市,東石川,２-１０番１号

３１２-８５０５ 日立ビークルエナジー (株),茨城県,ひたちなか市,稲田,１４１０-

３１２-８５１１ ルネサスエレクトロニクス (株) 那珂事業所,茨城県,ひたちなか市,堀口,７５１-

３１４-８６５５ 鹿嶋市役所,茨城県,鹿嶋市,大字平井,１１８７-１

３１４-８５０１ 独立行政法人 情報通信研究機構 鹿島宇宙技術センター,

３１４-８５０１ 茨城県,鹿嶋市,大字平井,８９３－１

３１１-２４９３ 潮来市役所,茨城県,潮来市,辻,６２６

３１１-２４９５ 潮来市役所 牛堀支所,茨城県,潮来市,牛堀,１７

３１１-２４９２ 潮来税務署,茨城県,潮来市,小泉南,１３５８

３０２-０１９８ 守谷市役所,茨城県,守谷市,大柏,９５０－１

３１１-４５９２ 常陸大宮市役所 御前山総合支所,茨城県,常陸大宮市,野口,３１９５

３１９-２６９２ 常陸大宮市役所美和総合所,茨城県,常陸大宮市,高部,Jan-８１

３１１-０１９３ 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂核融合研究所,

３１１-０１９３ 茨城県,那珂市,向山,８０１-１

３１１-０１９２ 那珂市役所,茨城県,那珂市,福田,１８１９－５

３００-４５９８ 筑西市役所明野支所,茨城県,筑西市,海老ケ島,１３００

３０８-８５１１ 茨城県 筑西県税事務所,茨城県,筑西市,二木成,６１５

３０８-８５１０ 茨城県県西県民センター,茨城県,筑西市,二木成,６１５

３０８-８５２２ ＮＣ東日本コンクリート工業 (株),茨城県,筑西市,伊佐山,２１８－３

３０８-８５５０ (株) ディスタ,茨城県,筑西市,玉戸,１０１２

３０８-８５２３ (株) ハウステック 結城事業所,茨城県,筑西市,下江連,１２５０

３０８-８６０８ 下館税務署,茨城県,筑西市,丙,１１６-１６

３０８-８５１２ 関彰商事 (株),茨城県,筑西市,一本松,１７５５－２

３０８-８５４０ 東京電力 (株) 下館支社,茨城県,筑西市,下岡崎,３-１-１３

３０８-８５１３ 日本ハム (株) 茨城工場,茨城県,筑西市,みどり町,２-１－１

３０８-８５２１ 日立化成 (株) 下館事業所,茨城県,筑西市,小川,１５００

３０８-８５２４ 日立化成 (株) 下館事業所（五所宮）,茨城県,筑西市,五所宮,１１５０

３０８-０１９４ 筑西市役所関城支所,茨城県,筑西市,舟生,１０４０

３０８-０１９３ フレクストロニクス・インターナショナル (株),茨城県,筑西市,関舘,３６７－２

３０８-８６３８ (株) ＭＣＣ,茨城県,筑西市,乙,５８９（

３０８-８６１６ 筑西市役所,茨城県,筑西市,下中山,７３２－１

３０９-１１９５ 協和中央病院,茨城県,筑西市,門井,１６７６－１

３０９-１１９２ 筑西市役所 協和支所,茨城県,筑西市,門井,Feb-６２

３０６-０５９５ 坂東市役所 猿島庁舎,茨城県,坂東市,山,２７３０

３０６-０６９２ 坂東市役所 岩井庁舎,茨城県,坂東市,岩井,４３６５

３００-０５９５ 稲敷市役所,茨城県,稲敷市,江戸崎甲,Jan-７７

３００-０５９３ 茨城県土浦県税事務所 稲敷支所,茨城県,稲敷市,江戸崎,甲５４１

３００-０６９２ 稲敷市役所桜川庁舎,茨城県,稲敷市,須賀津,２０８

３００-０７９２ 稲敷市役所 東庁舎,茨城県,稲敷市,結佐,１５４５

３００-１４９２ 稲敷市役所 新利根庁舎,茨城県,稲敷市,柴崎,７４２７

３００-０１９２ かすみがうら市総務部霞ケ浦庁舎,茨城県,かすみがうら市,大和田,８２８－５

３００-０１９３ (株) 三喜つくば流通センター,茨城県,かすみがうら市,深谷,１０－２４

３００-０１９５ 東京製綱 (株) 土浦工場,茨城県,かすみがうら市,宍倉,５７０７

３１５-８５１６ 入江工営 (株),茨城県,かすみがうら市,上稲吉,字東清水２０４５-３

３１５-８５１２ かすみがうら市役所 千代田庁舎,茨城県,かすみがうら市,上土田,４６１

３１５-８５１３ 東洋平成ポリマー (株),茨城県,かすみがうら市,下稲吉,２５９１-

３１５-８５２５ 日本板硝子関東販売 (株),茨城県,かすみがうら市,上稲吉,１９４３－９２

３１５-８５１８ マグ・イゾベール (株) 土浦工場,茨城県,かすみがうら市,上稲吉,２０４６-１

３００-４４９５ 桜川市役所 真壁庁舎,茨城県,桜川市,真壁町飯塚,９１１

３０９-１２９４ 茨城県立 岩瀬高等学校,茨城県,桜川市,岩瀬,１５１１－１

３０９-１２９６ 岩崎電気 (株),茨城県,桜川市,高森,１１２１－１１

３０９-１２９７ (株) スミハツ,茨城県,桜川市,高森,１１５８

３０９-１２９５ 県西総合病院,茨城県,桜川市,鍬田,６０４

３０９-１２９３ 桜川市役所,茨城県,桜川市,羽田,１０２３

３０９-１２９２ 桜川市役所 岩瀬庁舎,茨城県,桜川市,岩瀬,Feb-６４

３１４-０１９３ ＤＩＣ (株) 鹿島工場,茨城県,神栖市,東深芝,１８

３１４-０１９５ 旭硝子 (株) 鹿島工場,茨城県,神栖市,東和田,２５

３１４-０１９８ 鹿島石油 (株) 鹿島製油所,茨城県,神栖市,東和田,４

３１４-０１９７ (株) クラレ 鹿島工場,茨城県,神栖市,東和田,３６

３１４-０１９２ 神栖市役所,茨城県,神栖市,溝口,May-９１

３１４-０１９４ 昭和産業 (株) 鹿島工場,茨城県,神栖市,東深芝,６

３１１-１７９２ 行方市役所 北浦庁舎,茨城県,行方市,山田,Oct-６４

３１１-３８９３ 茨城県 行方県税事務所,茨城県,行方市,麻生,１７００－６

３１１-３８９４ 茨城ライスミル (株),茨城県,行方市,板峰,１８７

３１１-３８９２ 行方市役所,茨城県,行方市,麻生,１５６１－９

３１１-３８８０ なめがたファーマーズヴィレッジ,茨城県,行方市,宇崎,１５６１



３１１-１４９３ 千代田メインテナンス (株),茨城県,鉾田市,箕輪,１６３２－１

３１１-１４９２ 鉾田市役所 旭総合支所,茨城県,鉾田市,造谷,６０５－３

３１１-１５９２ 茨城県 鉾田市役所,茨城県,鉾田市,鉾田,１４４４－１

３１１-１５９３ 茨城県 鹿行総合事務所,茨城県,鉾田市,鉾田,１３６７－３

３００-２３９５ つくばみらい市役所 伊奈庁舎,茨城県,つくばみらい市,福田,１９５

３００-２４９３ ＳＭＣ (株) 筑波技術センター,茨城県,つくばみらい市,絹の台,４-２番２号

３００-２４９２ つくばみらい市役所 谷和原庁舎,茨城県,つくばみらい市,加藤,２３７

３００-２４９４ トーソー (株),茨城県,つくばみらい市,小絹,５５１-

３００-２４９５ ピジョン (株) 中央研究所,茨城県,つくばみらい市,絹の台,６-２０番４号

３００-２４９７ 不二製油 (株) つくば開発研究センター,茨城県,つくばみらい市,絹の台,４-３番

３００-２４９８ 丸井加工 (株),茨城県,つくばみらい市,筒戸,１１１４-

３１１-３４９２ 小美玉市役所 小川総合支所,茨城県,小美玉市,小川,４－１１

３１１-３４９３ クレハプラスチックス (株),茨城県,小美玉市,上玉里,２２２１

３１１-３４９４ 航空自衛隊 百里基地,茨城県,小美玉市,百里,１７０

３１１-３４９７ ぺんてる (株) 茨城工場,茨城県,小美玉市,上玉里,Jan-３９

３１１-３４９８ 丸玉産業,茨城県,小美玉市,上玉里,２２５６

３１９-０１９２ 小美玉市役所,茨城県,小美玉市,堅倉,８３５

３１９-０１９８ 横浜ゴム (株) 茨城工場,茨城県,小美玉市,羽鳥,西２

３１１-３１９７ 茨城県警察本部 交通部運転免許センター,

３１１-３１９７ 茨城県,東茨城郡茨城町,大字長岡,字矢頭３７８３－３

３１１-３１９５ 茨城県工業技術センター,茨城県,東茨城郡茨城町,大字長岡,Jan-８１

３１１-３１９２ 茨城町役場,茨城県,東茨城郡茨城町,大字小堤,１０８０

３１１-３１９３ 独立行政法人 国立病院機構 水戸医療センター,茨城県,東茨城郡茨城町,桜の郷,２８０

３１１-３１９４ 三菱ふそうトラック・バス (株） 茨城ふそう,茨城県,東茨城郡茨城町,大字長岡,３５４８

３１１-１３９２ 大洗町役場,茨城県,東茨城郡大洗町,磯浜町,６８８１－２７５

３１１-１３９３ 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター,

３１１-１３９３ 茨城県,東茨城郡大洗町,成田町,４００２-

３１１-４３９２ 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校 常北校,茨城県,東茨城郡城里町,大字春園,１６３４

３１１-４３９３ (株) イトウ,茨城県,東茨城郡城里町,大字那珂西,Jan-７０

３１１-４３９１ 城里町役場 本庁舎,茨城県,東茨城郡城里町,大字石塚,１４２８－２５

３１１-４５９５ 城里町役場 桂支所,茨城県,東茨城郡城里町,大字阿波山,１７６

３１９-１１９６ 原子燃料工業 (株) 東海事業所,茨城県,那珂郡東海村,大字村松,３１３５-４１

３１９-１１８４ 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構,

３１９-１１８４ 茨城県,那珂郡東海村,大字舟石川,７６５-１

３１９-１１９４ 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所,

３１９-１１９４ 茨城県,那珂郡東海村,大字村松,４－３３

３１９-１１９５ 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所,

３１９-１１９５ 茨城県,那珂郡東海村,大字白方,２-４

３１９-１１９２ 東海村役場,茨城県,那珂郡東海村,東海,三-７番１号

３１９-１１８８ 東京大学大学院 工学系研究科 原子力専攻,

３１９-１１８８ 茨城県,那珂郡東海村,大字白方,白根２－２２

３１９-１１９７ 三菱原子燃料 (株),茨城県,那珂郡東海村,大字舟石川,６２２-１

３１９-３５９５ 大子町役場,茨城県,久慈郡大子町,大字大子,８６６

３００-０４９６ 日本テキサスインスツルメンツ (株),茨城県,稲敷郡美浦村,大字木原,２３５０

３００-０４９２ 美浦村役場,茨城県,稲敷郡美浦村,大字受領,１５１５

３００-０３８８ あみプレミアム・アウトレット,茨城県,稲敷郡阿見町,よしわら,２００４/１/１

３００-０３９２ 阿見町役場,茨城県,稲敷郡阿見町,中央,１-１－１

３００-０３９４ 茨城県立医療大学,茨城県,稲敷郡阿見町,大字阿見,Feb-６９

３００-０３９３ 茨城大学 農学部,茨城県,稲敷郡阿見町,中央,３-２１－１

３００-０３９８ ＭＣフードスペシャリティーズ (株) 土浦工場,茨城県,稲敷郡阿見町,阿見,４０４１

３００-０３９５ 東京医科大学 茨城医療センター,茨城県,稲敷郡阿見町,中央,３-２０－１

３００-０３９６ 富士電機 (株) 筑波製作所,茨城県,稲敷郡阿見町,香澄の里,Jan-３６

３００-０３９７ 三菱化学 (株） 科学技術戦略室 筑波センター,茨城県,稲敷郡阿見町,中央,８-３－１

３００-１１９２ (株) ツムラ 茨城工場,茨城県,稲敷郡阿見町,大字吉原,３５８６

３００-１１９５ キヤノン (株) 阿見事業所,茨城県,稲敷郡阿見町,大字吉原,３５７７

３００-１３９２ 河内町役場,茨城県,稲敷郡河内町,源清田,１１８３

３００-３５９２ 八千代町役場,茨城県,結城郡八千代町,大字菅谷,１１７０

３００-３５９８ ヤマダイ (株),茨城県,結城郡八千代町,大字平塚,４８２８

３００-３５９５ 理化工業 (株),茨城県,結城郡八千代町,大字佐野,１１６４

３０６-０３９２ 五霞町役場,茨城県,猿島郡五霞町,大字小福田,１１６２－１

３０６-０４９３ 旭化成建材 (株) 境工場,茨城県,猿島郡境町,大字染谷,１０６

３０６-０４９２ (株) アサヒペン 関東流通センター,茨城県,猿島郡境町,大字下小橋,字蝉野８６７－１２

３０６-０４９５ 境町役場,茨城県,猿島郡境町,,３９１－１（茨城境郵便局私書箱第３号）

３００-１６９６ 利根町役場,茨城県,北相馬郡利根町,大字布川,８４１－１




