
あまかわ 天川 いいだ 飯⽥ おおいわた ⼤岩⽥

あらかわおき 荒川沖 いくたまち ⽣⽥町 おおてまち ⼤⼿町

あらかわおきにし 荒川沖⻄ おおまち ⼤町

あらかわおきひがし 荒川沖東 おきしんでん 沖新⽥

あらかわほんごう 荒川本郷 おっと ⼄⼾

ありあけちょう 有明町 おつとみなみ ⼄⼾南

おやまだ ⼩⼭⽥

おろしまち 卸町

かすげ 粕⽑ きたあらかわおきまち 北荒川沖町 こいわた ⼩岩⽥

かすみがおかまち 霞ケ岡町 きだまり ⽊⽥余 こいわたにし ⼩岩⽥⻄

かみさかた 上坂⽥ きだまりにしだい ⽊⽥余⻄台 こいわたひがし ⼩岩⽥東

かみたかつ 上⾼津 きだまりひがしだい ⽊⽥余東台 こくぶちょう 国分町

かみたかつしんまち 上⾼津新町 こほく 湖北

からすやま 烏⼭ こまつ ⼩松

かわぐち 川⼝ こまつがおかまち ⼩松ケ丘町

さくらがおかまち 桜ケ丘町 ししつか 宍塚 せんぞくちょう 千束町

さくらまち 桜町 しもさかた 下坂⽥

さのこ 佐野⼦ しもたかつ 下⾼津

じょうほくまち 城北町

たきた 滝⽥ ちどりがおかまち 千⿃ケ丘町 つわ 都和 とうざきまち 東崎町

たつたまち ⽴⽥町 ちゅうおう 中央 とのさと 殿⾥

たなか ⽥中

たなかまち ⽥中町

なか 中 にしなみきまち ⻄並⽊町

なかあらかわおきまち 中荒川沖町 にしねにし ⻄根⻄

ながくに 永国 にしねみなみ ⻄根南

ながくにだい 永国台 にしまなべまち ⻄真鍋町

ながくにひがしまち 永国東町

なかたかつ 中⾼津

なかむらにしね 中村⻄根

なかむらひがし 中村東

なかむらみなみ 中村南

なみき 並⽊

はすかわらしんまち 蓮河原新町 ひがしつわ 東都和 ふじさき 富⼠崎

はすかわらまち 蓮河原町 ひがしなみきまち 東並⽊町 ぶんきょうちょう ⽂京町

ひがしまなべまち 東真鍋町

ひがしわかまつまち 東若松町

ひたな 常名

まなべ 真鍋 みぎもみ 右籾 むしかけ ⾍掛

まなべしんまち 真鍋新町 みなとまち 港町

まりやましんでん 摩利⼭新⽥

やはぎ ⽮作 わかまつちょう 若松町

やまとちょう ⼤和町
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あかつか ⾚塚 いいだ 飯⽥ うえの 上野 えのきど 榎⼾ おお ⼤

あさひ 旭 いけのだい 池の台 うえのむろ 上ノ室 おおい ⼤井

あしびの あしび野 いけむかい 池向 うめがおか 梅ケ丘 おおじらはざま ⼤⽩硲

あづま 吾妻 いちのだい 市之台 うめぞの 梅園 おおふなと ⼤⾈⼾

あまくぼ 天久保 いなおか 稲岡 おおわし ⼤わし

あまぼうき 天宝喜 いなりがわ 稲荷川 おかむらしんでん 岡村新⽥

あらい 新井 いなりはら 稲荷原 おぐき ⼩茎

あらまきだ 新牧⽥ いなりまえ 稲荷前 おにがくぼ ⻤ケ窪

いまいずみ 今泉 おのがわ ⼩野川

おのざき ⼩野崎

おものい ⾯野井

がくえんのもり 学園の森 きせ 吉瀬 くきざき 茎崎 けんきゅうがくえん 研究学園 こうやだい ⾼野台

がくえんみなみ 学園南 きたさと 北郷 くまんつぼ 九万坪 こじらはざま ⼩⽩硲

かじうち 梶内 きたなかじま 北中島 くらかけ 倉掛 こまごめ 駒込

かすが 春⽇ きたなかづま 北中妻 くりはら 栗原 こやま ⼩⼭

かたた ⽚⽥ きゅうまんつぼ 九万坪 こんだ ⾦⽥

かつらぎねさき 葛城根崎

かとりだい ⾹取台

かなめ 要

かみいわさき 上岩崎

かみかやまる 上萱丸

かみざかい 上境

かみはら 上原

かみひろおか 上広岡

かみよこば 上横場

かりま 苅間

かんのんだい 観⾳台

し

さいき 妻⽊ しのざき 篠崎 すがま 菅間 せんげん 千現

さいごう ⻄郷 しばさき 柴崎 すわ 諏訪

さかいだ 境⽥ しま 島

さかいまつ 境松 しまな 島名

さかえ 栄 しもいわさき 下岩崎

さくら 桜 しもかやまる 下萱丸

さくらがおか 桜が丘 しもはら 下原

さくらのもり さくらの森 しもひらつか 下平塚

さけまる 酒丸 しもひろおか 下広岡

ささぎ ⼤⾓⾖ しもよこば 下横場

じゆうがおか ⾃由ケ丘

しょうえい 松栄

しろやま 城⼭

じんば 陣場

だいまち 台町 つくほ 筑穂 てしろぎ ⼿代⽊ とうこうだい 東光台

たいら 平 つちだ ⼟⽥ てんのうだい 天王台 とおひがし 遠東

たかさき ⾼崎

たかた ⾼⽥

たかのはら 鷹野原

たかみはら ⾼⾒原

たけぞの ⽵園

たちはら ⽴原

た ち つ て と

す せ そさ

く け こきか

つくば市配達エリア⼀覧
あ い う え お



たての 館野

たまとり ⽟取

なかうち 中内 にしおおい ⻄⼤井 ぬまざき 沼崎 ねさき 根崎

なかね 中根 にしおおぬま ⻄⼤沼

なかの 中野 にしおおはし ⻄⼤橋

なかひがし 中東 にしおか ⻄岡

なかひがしはらしんでん 中東原新⽥ にしくりやま ⻄栗⼭

ながみね ⻑峰 にしざわ ⻄沢

なかやま 中⼭ にしのさわ ⻄の沢

なみき 並⽊ にしはら ⻄原

にしひらつか ⻄平塚

にのみや ⼆の宮

はすぬま 蓮沼 ひがし 東 ふじみだい 富⼠⾒台 ぼうち 房内

はちまんだい ⼋幡台 ひがしあらい 東新井 ふじもと 藤本 ほうようだい 宝陽台

はっさき 泊崎 ひがしおか 東岡 ふるく 古来 ほそみ 細⾒

はっさき ⼋崎 ひがしひらつか 東平塚 ふるだて 古館 ほんざわ 本沢

はなしましんでん 花島新⽥ ひがしまるやま 東丸⼭

はなぞの 花園 ひのさわ 樋の沢

はなばたけ 花畑

はなむろ 花室

はなれ ⽻成

はら 原

はるかぜだい 春⾵台

ばんぱくこうえんにし 万博公園⻄

まきぞの 牧園 みずほり ⽔堀 もりのさと 森の⾥

まつしろ 松代 みどりがおか 緑が丘

まつづか 松塚 みどりの みどりの

まつのき 松野⽊ みどりのちゅうおう みどりの中央

まつのさと 松の⾥ みどりのひがし みどりの東

みどりのみなみ みどりの南

みなみなかづま 南中妻

みなみはら 南原

みゆきがおか 御幸が丘

みょうじん 明神

やぎはし 柳橋 よこまち 横町 わかぐり 若栗

やたべ ⾕⽥部 わかば 若葉

やまなか ⼭中
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