
佐川急便　配送時間帯指定不可地域（栃木）
郵便番号 都道府県名市区郡町村名 地域名称

321-1501 栃木県 日光市 足尾町愛宕下

321-1502 栃木県 日光市 足尾町赤倉

321-1503 栃木県 日光市 足尾町深沢

321-1504 栃木県 日光市 足尾町上間藤

321-1505 栃木県 日光市 足尾町上の平

321-1506 栃木県 日光市 足尾町下間藤

321-1507 栃木県 日光市 足尾町南橋

321-1508 栃木県 日光市 足尾町本山

321-1511 栃木県 日光市 足尾町

321-1512 栃木県 日光市 足尾町掛水

321-1513 栃木県 日光市 足尾町向原

321-1514 栃木県 日光市 足尾町通洞

321-1515 栃木県 日光市 足尾町砂畑

321-1521 栃木県 日光市 足尾町遠下

321-1522 栃木県 日光市 足尾町中才

321-1523 栃木県 日光市 足尾町松原

321-1524 栃木県 日光市 足尾町赤沢

321-2521 栃木県 日光市 藤原（その他）

321-2522 栃木県 日光市 鬼怒川温泉大原

321-2523 栃木県 日光市 高徳

321-2524 栃木県 日光市 柄倉

321-2525 栃木県 日光市 小佐越

321-2526 栃木県 日光市 鬼怒川温泉滝

321-2601 栃木県 日光市 湯西川

321-2602 栃木県 日光市 一ツ石

321-2603 栃木県 日光市 西川

321-2604 栃木県 日光市 赤下

321-2611 栃木県 日光市 川治温泉川治

321-2612 栃木県 日光市 川治温泉高原

321-2613 栃木県 日光市 藤原（１０４７～１２６８及び下平）

321-2614 栃木県 日光市 川治温泉滝

321-2615 栃木県 日光市 五十里（東山）

321-2616 栃木県 日光市 高原

321-2711 栃木県 日光市 日向

321-2712 栃木県 日光市 日蔭

321-2713 栃木県 日光市 黒部

321-2714 栃木県 日光市 土呂部

321-2715 栃木県 日光市 上栗山

321-2716 栃木県 日光市 野門

321-2717 栃木県 日光市 川俣

321-2718 栃木県 日光市 若間

321-2801 栃木県 日光市 横川



321-2802 栃木県 日光市 上三依

321-2803 栃木県 日光市 中三依

321-2804 栃木県 日光市 芹沢

321-2805 栃木県 日光市 独鈷沢

321-2806 栃木県 日光市 五十里（その他）

321-4501 栃木県 真岡市 横田

321-4502 栃木県 真岡市 物井

321-4503 栃木県 真岡市 桑ノ川

321-4504 栃木県 真岡市 鹿

321-4505 栃木県 真岡市 沖

321-4506 栃木県 真岡市 大根田

321-4507 栃木県 真岡市 石島

321-4508 栃木県 真岡市 大和田

321-4511 栃木県 真岡市 高田

321-4512 栃木県 真岡市 阿部岡

321-4513 栃木県 真岡市 三谷

321-4514 栃木県 真岡市 水戸部

321-4515 栃木県 真岡市 反町

321-4516 栃木県 真岡市 根小屋

321-4517 栃木県 真岡市 阿部品

321-4521 栃木県 真岡市 久下田

321-4522 栃木県 真岡市 久下田西

321-4523 栃木県 真岡市 さくら

321-4531 栃木県 真岡市 青田

321-4532 栃木県 真岡市 長島

321-4533 栃木県 真岡市 程島

321-4534 栃木県 真岡市 境

321-4535 栃木県 真岡市 古山

321-4536 栃木県 真岡市 上江連

321-4537 栃木県 真岡市 西大島

321-4538 栃木県 真岡市 鷲巣

321-4539 栃木県 真岡市 長沼

321-4541 栃木県 真岡市 上谷貝

321-4542 栃木県 真岡市 上大曽

321-4543 栃木県 真岡市 下大曽

321-4544 栃木県 真岡市 堀込

321-4545 栃木県 真岡市 大道泉

321-4546 栃木県 真岡市 砂ケ原

321-4547 栃木県 真岡市 谷貝新田

322-0101 栃木県 鹿沼市 草久

322-0301 栃木県 鹿沼市 北半田

322-0302 栃木県 鹿沼市 深程

322-0303 栃木県 鹿沼市 久野

322-0304 栃木県 鹿沼市 柏木

322-0305 栃木県 鹿沼市 口粟野



322-0306 栃木県 鹿沼市 中粟野

322-0307 栃木県 鹿沼市 入粟野

322-0421 栃木県 鹿沼市 下粕尾

322-0422 栃木県 鹿沼市 中粕尾

322-0423 栃木県 鹿沼市 上粕尾

324-0201 栃木県 大田原市 両郷

324-0202 栃木県 大田原市 木佐美

324-0203 栃木県 大田原市 寺宿

324-0204 栃木県 大田原市 大久保

324-0205 栃木県 大田原市 久野又

324-0206 栃木県 大田原市 中野内

324-0207 栃木県 大田原市 河原

324-0208 栃木県 大田原市 川田

324-0211 栃木県 大田原市 須賀川

324-0212 栃木県 大田原市 須佐木

324-0213 栃木県 大田原市 雲岩寺

324-0214 栃木県 大田原市 川上

324-0215 栃木県 大田原市 南方

324-0221 栃木県 大田原市 亀久

324-0222 栃木県 大田原市 矢倉

324-0223 栃木県 大田原市 片田

324-0224 栃木県 大田原市 北滝

324-0231 栃木県 大田原市 北野上

324-0232 栃木県 大田原市 八塩

324-0233 栃木県 大田原市 黒羽田町

324-0234 栃木県 大田原市 前田

324-0235 栃木県 大田原市 堀之内

324-0236 栃木県 大田原市 大輪

324-0241 栃木県 大田原市 黒羽向町

324-0242 栃木県 大田原市 大豆田

324-0243 栃木県 大田原市 余瀬

324-0244 栃木県 大田原市 蜂巣

324-0245 栃木県 大田原市 桧木沢

324-0246 栃木県 大田原市 寒井

324-0401 栃木県 大田原市 狭原

324-0402 栃木県 大田原市 小船渡

324-0403 栃木県 大田原市 湯津上

324-0404 栃木県 大田原市 佐良土

324-0405 栃木県 大田原市 中の原

324-0411 栃木県 大田原市 蛭畑

324-0412 栃木県 大田原市 蛭田

324-0413 栃木県 大田原市 新宿

324-0414 栃木県 大田原市 片府田

324-0415 栃木県 大田原市 品川

324-0501 栃木県 那須郡那珂川町 小川



324-0502 栃木県 那須郡那珂川町 三輪

324-0503 栃木県 那須郡那珂川町 恩田

324-0504 栃木県 那須郡那珂川町 薬利

324-0505 栃木県 那須郡那珂川町 芳井

324-0506 栃木県 那須郡那珂川町 浄法寺

324-0511 栃木県 那須郡那珂川町 吉田

324-0512 栃木県 那須郡那珂川町 谷田

324-0513 栃木県 那須郡那珂川町 白久

324-0514 栃木県 那須郡那珂川町 高岡

324-0515 栃木県 那須郡那珂川町 片平

324-0516 栃木県 那須郡那珂川町 東戸田

324-0601 栃木県 那須郡那珂川町 大山田上郷

324-0602 栃木県 那須郡那珂川町 大山田下郷

324-0603 栃木県 那須郡那珂川町 谷川

324-0604 栃木県 那須郡那珂川町 盛泉

324-0605 栃木県 那須郡那珂川町 大内

324-0606 栃木県 那須郡那珂川町 大那地

324-0607 栃木県 那須郡那珂川町 矢又

324-0608 栃木県 那須郡那珂川町 健武

324-0611 栃木県 那須郡那珂川町 小砂

324-0612 栃木県 那須郡那珂川町 和見

324-0613 栃木県 那須郡那珂川町 馬頭

324-0614 栃木県 那須郡那珂川町 久那瀬

324-0615 栃木県 那須郡那珂川町 松野

324-0616 栃木県 那須郡那珂川町 富山

324-0617 栃木県 那須郡那珂川町 北向田

324-0618 栃木県 那須郡那珂川町 小口

325-0001 栃木県 那須郡那須町 高久甲（その他）

325-0002 栃木県 那須郡那須町 高久丙（穂積、山梨子）

325-0003 栃木県 那須郡那須町 寺子乙（７２０番地）

325-0011 栃木県 那須塩原市 寺子

325-0111 栃木県 那須塩原市 板室

325-0301 栃木県 那須郡那須町 湯本

325-0302 栃木県 那須郡那須町 高久丙（その他）

325-0303 栃木県 那須郡那須町 高久乙

325-0304 栃木県 那須郡那須町 高久甲（２８８８、４５９５、５２３５～６０１９、６０２１～６１１２、

325-0304 栃木県 那須郡那須町 ６１１４～６１４１、６３２８、６４３７、６４３８）

327-0231 栃木県 佐野市 飛駒町

327-0301 栃木県 佐野市 作原町

327-0302 栃木県 佐野市 白岩町

327-0303 栃木県 佐野市 長谷場町

327-0304 栃木県 佐野市 御神楽町

327-0305 栃木県 佐野市 船越町

327-0306 栃木県 佐野市 戸室町

327-0307 栃木県 佐野市 岩崎町



327-0321 栃木県 佐野市 閑馬町

327-0322 栃木県 佐野市 梅園町

327-0324 栃木県 佐野市 山形町

327-0325 栃木県 佐野市 下彦間町

327-0508 栃木県 佐野市 鉢木町

327-0511 栃木県 佐野市 会沢町

327-0512 栃木県 佐野市 豊代町

327-0513 栃木県 佐野市 牧町

327-0514 栃木県 佐野市 仙波町（その他）

327-0515 栃木県 佐野市 柿平町

327-0516 栃木県 佐野市 水木町

327-0517 栃木県 佐野市 秋山町

327-0523 栃木県 佐野市 嘉多山町

327-0524 栃木県 佐野市 長坂町

327-0525 栃木県 佐野市 あくと町

328-0101 栃木県 栃木市 都賀町大柿

328-0102 栃木県 栃木市 都賀町富張

328-0103 栃木県 栃木市 都賀町原宿

328-0104 栃木県 栃木市 都賀町木

328-0105 栃木県 栃木市 都賀町臼久保

328-0106 栃木県 栃木市 都賀町大橋

328-0107 栃木県 栃木市 都賀町深沢

328-0111 栃木県 栃木市 都賀町家中

328-0112 栃木県 栃木市 都賀町平川

328-0113 栃木県 栃木市 都賀町合戦場

328-0114 栃木県 栃木市 都賀町升塚

328-0211 栃木県 鹿沼市 上永野

328-0212 栃木県 鹿沼市 下永野

328-0221 栃木県 佐野市 仙波町（坂東、松ケ坂）

329-1101 栃木県 宇都宮市 下ケ橋町

329-1111 栃木県 宇都宮市 逆面町

329-1201 栃木県 塩谷郡高根沢町 柿木沢

329-1202 栃木県 塩谷郡高根沢町 狭間田

329-1203 栃木県 塩谷郡高根沢町 伏久

329-1204 栃木県 塩谷郡高根沢町 文挾

329-1205 栃木県 塩谷郡高根沢町 飯室

329-1206 栃木県 塩谷郡高根沢町 平田

329-1207 栃木県 塩谷郡高根沢町 花岡

329-1211 栃木県 塩谷郡高根沢町 亀梨

329-1212 栃木県 塩谷郡高根沢町 上柏崎

329-1213 栃木県 塩谷郡高根沢町 下柏崎

329-1214 栃木県 塩谷郡高根沢町 中柏崎

329-1215 栃木県 塩谷郡高根沢町 給部

329-1216 栃木県 塩谷郡高根沢町 桑窪

329-1217 栃木県 塩谷郡高根沢町 太田



329-1221 栃木県 塩谷郡高根沢町 西高谷

329-1222 栃木県 塩谷郡高根沢町 寺渡戸

329-1223 栃木県 塩谷郡高根沢町 栗ケ島

329-1224 栃木県 塩谷郡高根沢町 上高根沢

329-1225 栃木県 塩谷郡高根沢町 石末

329-1226 栃木県 塩谷郡高根沢町 大谷

329-1231 栃木県 塩谷郡高根沢町 宝石台

329-1232 栃木県 塩谷郡高根沢町 光陽台

329-1233 栃木県 塩谷郡高根沢町 宝積寺

329-1234 栃木県 塩谷郡高根沢町 中阿久津

329-1235 栃木県 塩谷郡高根沢町 上阿久津

329-2211 栃木県 塩谷郡塩谷町 鳥羽新田

329-2212 栃木県 塩谷郡塩谷町 喜佐見

329-2213 栃木県 塩谷郡塩谷町 熊ノ木

329-2214 栃木県 塩谷郡塩谷町 東房

329-2215 栃木県 塩谷郡塩谷町 下寺島

329-2216 栃木県 塩谷郡塩谷町 上寺島（その他）

329-2221 栃木県 塩谷郡塩谷町 玉生

329-2222 栃木県 塩谷郡塩谷町 道下

329-2223 栃木県 塩谷郡塩谷町 原荻野目

329-2224 栃木県 塩谷郡塩谷町 金枝

329-2225 栃木県 塩谷郡塩谷町 飯岡

329-2226 栃木県 塩谷郡塩谷町 芦場新田

329-2331 栃木県 塩谷郡塩谷町 田所

329-2332 栃木県 塩谷郡塩谷町 大宮

329-2333 栃木県 塩谷郡塩谷町 肘内

329-2334 栃木県 塩谷郡塩谷町 大久保

329-2335 栃木県 塩谷郡塩谷町 上平

329-2336 栃木県 塩谷郡塩谷町 風見

329-2337 栃木県 塩谷郡塩谷町 泉

329-2338 栃木県 塩谷郡塩谷町 風見山田

329-2339 栃木県 塩谷郡塩谷町 上沢

329-2441 栃木県 塩谷郡塩谷町 船生

329-2442 栃木県 塩谷郡塩谷町 佐貫

329-2801 栃木県 那須塩原市 関谷

329-2802 栃木県 那須塩原市 蟇沼

329-2803 栃木県 那須塩原市 遅野沢

329-2804 栃木県 那須塩原市 折戸

329-2805 栃木県 那須塩原市 上横林

329-2806 栃木県 那須塩原市 横林

329-2807 栃木県 那須塩原市 接骨木

329-2811 栃木県 那須塩原市 下田野

329-2812 栃木県 那須塩原市 金沢

329-2813 栃木県 那須塩原市 高阿津

329-2814 栃木県 那須塩原市 上大貫



329-2815 栃木県 那須塩原市 下大貫

329-2816 栃木県 那須塩原市 宇都野

329-2921 栃木県 那須塩原市 塩原

329-2922 栃木県 那須塩原市 湯本塩原

329-2923 栃木県 那須塩原市 上塩原

329-2924 栃木県 那須塩原市 中塩原

329-3211 栃木県 那須郡那須町 豊原甲

329-3212 栃木県 那須郡那須町 富岡

329-3213 栃木県 那須郡那須町 豊原

329-3214 栃木県 那須郡那須町 横岡（１５６３、１６６０、１６７０、１７２８、１７３６、１７４

329-3214 栃木県 那須郡那須町 ８、１７６７－４番地）

329-3215 栃木県 那須郡那須町 寺子乙（その他）

329-3221 栃木県 那須郡那須町 漆塚

329-3222 栃木県 那須郡那須町 寺子丙

329-3223 栃木県 那須郡那須町 大島

329-3224 栃木県 那須郡那須町 豊原乙

329-3225 栃木県 那須郡那須町 豊原丙

329-3431 栃木県 那須郡那須町 大畑

329-3432 栃木県 那須郡那須町 梓

329-3433 栃木県 那須郡那須町 大和須

329-3434 栃木県 那須郡那須町 梁瀬

329-3435 栃木県 那須郡那須町 睦家

329-3436 栃木県 那須郡那須町 伊王野

329-3437 栃木県 那須郡那須町 蓑沢

329-3441 栃木県 那須郡那須町 寄居

329-3442 栃木県 那須郡那須町 横岡（その他）

329-3443 栃木県 那須郡那須町 芦野

329-3444 栃木県 那須郡那須町 寺子（７０～１８０番地）

329-3445 栃木県 那須郡那須町 東岩崎

329-3446 栃木県 那須郡那須町 沼野井

329-3447 栃木県 那須郡那須町 稲沢


