
別紙6

局数 局名 局数

福岡県 133 門司港郵便局 301 門司大里本町郵便局 福岡美和台郵便局 金島郵便局
434局 大里東口郵便局 門司田野浦郵便局 福岡高美台郵便局 三潴郵便局

門司郵便局 旧門司郵便局 福岡香椎台郵便局 久留米ブリヂストン通郵便局
若松郵便局 恒見郵便局 福岡箱崎ふ頭郵便局 久留米中央公園前郵便局
二島郵便局 柄杓田郵便局 香椎御幸郵便局 田主丸船越郵便局
大鳥居郵便局 門司老松郵便局 福岡唐原郵便局 久留米大学病院前郵便局
戸畑郵便局 東門司郵便局 福岡松崎郵便局 竹野郵便局
戸畑土取郵便局 門司清見郵便局 福岡原田郵便局 久留米諏訪野町郵便局
北九州中央郵便局 門司葛葉郵便局 福岡奈多郵便局 宮ノ陣郵便局
小倉室町郵便局 門司小森江郵便局 福岡県庁内郵便局 久留米山本郵便局
小倉清水郵便局 門司柳町郵便局 吉塚郵便局 安武郵便局
小倉白銀郵便局 門司丸山郵便局 博多住吉郵便局 水縄郵便局
小倉西郵便局 門司原町郵便局 福岡美野島郵便局 久留米高良内郵便局
小倉駅前郵便局 門司白野江郵便局 博多駅前四郵便局 青木郵便局
曽根郵便局 門司清見三郵便局 博多祇園西郵便局 江上郵便局
湯川郵便局 西門司郵便局 博多駅前一郵便局 久留米荘島郵便局
小倉徳力郵便局 門司黒川郵便局 福岡南小路郵便局 久留米合川郵便局
小倉守恒郵便局 門司藤松郵便局 博多堅粕郵便局 久留米上津郵便局
小倉守恒本町郵便局 門司永黒郵便局 博多呉服郵便局 久留米試験場駅前郵便局
八幡郵便局 若松駅前郵便局 板付郵便局 久留米荒木郵便局
八幡枝光郵便局 若松本町郵便局 博多奈良屋郵便局 地徳郵便局
八幡前田郵便局 若松古前郵便局 博多港郵便局 久留米津福本町郵便局
八幡桃園郵便局 若松藤木郵便局 福岡麦野郵便局 久留米青峰郵便局
八幡西郵便局 若松中川通郵便局 福岡東吉塚郵便局 久留米長門石郵便局
八幡南郵便局 若松西園郵便局 博多半道橋郵便局 久留米東合川郵便局
折尾丸尾町郵便局 若松桜町郵便局 博多祇園郵便局 久留米野添郵便局
八幡熊手郵便局 若松脇田郵便局 福岡合同庁舎内郵便局 青柳郵便局
折尾西本城郵便局 若松東二島郵便局 福岡小林郵便局 古賀米多比郵便局
八幡茶屋の原団地郵便局 若松小石郵便局 福岡上牟田郵便局 古賀花見郵便局
福岡東郵便局 若松今光郵便局 福岡諸岡郵便局 古賀駅前郵便局
和白郵便局 若松高須郵便局 博多月隈郵便局 古賀花鶴丘郵便局
福岡千早郵便局 戸畑天神郵便局 博多千代郵便局 古賀舞の里郵便局
香椎オークタウン郵便局 戸畑中本町郵便局 博多那珂郵便局 大石郵便局
博多南郵便局 戸畑鞘ヶ谷郵便局 福岡空港内郵便局 小塩郵便局
竹下郵便局 戸畑千防郵便局 福岡雑餉隈郵便局 新宮郵便局
博多郵便局 戸畑明治郵便局 博多リバレイン内郵便局
博多土居町郵便局 戸畑中原郵便局 博多大井郵便局
博多比恵郵便局 戸畑沖台郵便局 福岡唐人郵便局
博多駅東郵便局 戸畑天籟寺郵便局 福岡赤坂郵便局
福岡中央郵便局 戸畑牧山郵便局 福岡六本松郵便局
福岡大名一郵便局 戸畑堺川郵便局 福岡今川郵便局
福岡大名二郵便局 戸畑大谷郵便局 福岡渡辺通郵便局
福岡春吉郵便局 戸畑飛幡ビル内郵便局 福岡薬院郵便局
福岡大濠郵便局 小倉田町郵便局 福岡平尾郵便局
筑紫郵便局 小倉船場郵便局 福岡市役所内郵便局
福岡老司郵便局 小倉中島郵便局 福岡大手門郵便局
福岡井尻郵便局 小倉堺町郵便局 福岡清川郵便局
福岡南郵便局 小倉木町郵便局 福岡小笹郵便局
福岡西郵便局 小倉砂津郵便局 福岡港郵便局
今宿郵便局 小倉片野郵便局 福岡桜坂郵便局
周船寺郵便局 小倉日明二郵便局 福岡山荘郵便局
福岡新栄郵便局 小倉上富野郵便局 福岡笹丘郵便局
城南郵便局 小倉下到津郵便局 福岡福浜郵便局
早良郵便局 小倉富士見郵便局 福岡新天町郵便局
早良南郵便局 小倉宇佐町郵便局 福岡鮮魚会館内郵便局
福岡南庄郵便局 小倉熊本郵便局 福岡天神郵便局
西新エルモール内郵便局 小倉日明三郵便局 電通福岡ビル内郵便局
三池郵便局 小倉高田郵便局 福岡高宮郵便局
大牟田郵便局 小倉黒原郵便局 福岡大橋郵便局
大牟田小浜郵便局 小倉延命寺郵便局 福岡日赤前郵便局
久留米郵便局 小倉高坊郵便局 福岡中尾郵便局
田主丸郵便局 小倉井堀郵便局 福岡多賀郵便局
北野郵便局 北九州市役所内郵便局 福岡桧原郵便局
城島郵便局 小倉熊谷郵便局 福岡若久郵便局
久留米本町郵便局 小倉今町郵便局 福岡長住郵便局
久留米花畑郵便局 小倉西港郵便局 福岡清水郵便局
荒木駅前郵便局 小倉小文字郵便局 福岡弥永郵便局
久留米南町郵便局 小倉金鶏郵便局 福岡横手郵便局
久留米東櫛原郵便局 小倉ＡＩＭビル内郵便局 福岡大池郵便局
久留米野田郵便局 石原町郵便局 福岡鶴田郵便局
久留米東郵便局 小倉北方郵便局 福岡長丘郵便局
直方郵便局 小倉若園郵便局 福岡皿山郵便局
飯塚郵便局 西谷郵便局 福岡塩原郵便局
庄内郵便局 小倉沼南郵便局 福岡高木郵便局
新飯塚駅前郵便局 小倉葛原郵便局 福岡野多目郵便局
穂波小正郵便局 小倉吉田団地郵便局 福岡桜町郵便局
後藤寺郵便局 小倉沼郵便局 福岡三宅郵便局
伊田郵便局 小倉横代郵便局 福岡柏原郵便局
柳川郵便局 小倉貫郵便局 姪浜郵便局
中島郵便局 小倉田原郵便局 北崎郵便局
八女郵便局 小倉志井郵便局 福岡今津郵便局
黒木郵便局 小倉徳吉郵便局 元岡郵便局
筑後郵便局 小倉下曽根郵便局 玄界島郵便局
大川郵便局 徳力新町郵便局 福岡能古郵便局
行橋郵便局 八幡枝光本町郵便局 福岡拾六町郵便局
行橋今川郵便局 八幡高見郵便局 福岡下山門団地郵便局
行橋大橋郵便局 八幡春の町郵便局 福岡愛宕郵便局
福富郵便局 八幡大蔵郵便局 福岡壱岐郵便局
豊前郵便局 八幡昭和町郵便局 福岡福重郵便局
中間郵便局 八幡祇園郵便局 福岡小戸郵便局
中間通谷郵便局 八幡山王郵便局 福岡生松台郵便局
小郡郵便局 八幡竹下町郵便局 福岡マリナタウン郵便局
筑紫野郵便局 八幡中央三郵便局 福岡友丘郵便局
筑紫野筑紫ヶ丘郵便局 八幡高槻郵便局 福岡別府団地郵便局
春日原郵便局 八幡尾倉郵便局 福岡鳥飼郵便局

新たな取扱局(2014年10月1日開始）

局名

九州・沖縄エリア

都道府県
現在の郵便局



局数 局名 局数

新たな取扱局(2014年10月1日開始）

局名
都道府県

現在の郵便局

福岡県 春日白水郵便局 八幡茶屋郵便局 福岡荒江郵便局
春日ちくし台郵便局 木屋瀬郵便局 福岡福大前郵便局
春日上白水郵便局 香月郵便局 福岡別府四郵便局
春日野郵便局 八幡紅梅一郵便局 福岡金山団地郵便局
春日須玖郵便局 八幡上津役郵便局 福岡堤郵便局
大野山田郵便局 八幡熊西郵便局 福岡神松寺郵便局
宗像郵便局 八幡紅梅四郵便局 福岡田島三郵便局
太宰府郵便局 折尾本城郵便局 福岡南片江郵便局
古賀郵便局 八幡幸神郵便局 福岡七隈郵便局
福間郵便局 八幡三ヶ森郵便局 早良内野郵便局
津屋崎郵便局 八幡穴生郵便局 藤崎郵便局
吉井郵便局 八幡大原郵便局 福岡野芥郵便局
浮羽郵便局 八幡相生郵便局 福岡曙郵便局
若宮郵便局 八幡萩原郵便局 福岡有田郵便局
宮田郵便局 馬場山郵便局 脇山郵便局
磯光郵便局 八幡永犬丸郵便局 福岡城西郵便局
宮田桐野郵便局 八幡則松郵便局 福岡室見郵便局
嘉穂郵便局 八幡小嶺郵便局 福岡飯倉郵便局
甘木郵便局 折尾浅川郵便局 福岡原団地郵便局
杷木郵便局 八幡鳴水郵便局 福岡室住団地郵便局
江浦郵便局 折尾日吉台郵便局 福岡星の原団地郵便局
瀬高郵便局 折尾中央団地郵便局 福岡田町郵便局
前原郵便局 八幡沖田郵便局 福岡四箇田団地郵便局
宇美本町郵便局 箱崎郵便局 福岡原五郵便局
篠栗郵便局 西戸崎郵便局 福岡昭代郵便局
粕屋南郵便局 志賀島郵便局 福岡百道浜郵便局
志免桜丘郵便局 博多馬出郵便局 福岡次郎丸郵便局
志免本通郵便局 福岡名島郵便局 シーサイドももち郵便局
長者原郵便局 福岡香住ケ丘郵便局 御井町郵便局
岡垣郵便局 箱崎松原郵便局 大善寺郵便局
遠賀川郵便局 福岡筥松郵便局 善導寺郵便局
鞍手郵便局 上和白郵便局 久留米瀬下郵便局
夜須郵便局 福岡工業大学前郵便局 久留米国分郵便局
大木郵便局 福岡八田郵便局 久留米東町郵便局
豊前川崎郵便局 福岡青葉郵便局 久留米草野郵便局
金田郵便局 福岡舞松原郵便局 追分郵便局
苅田郵便局 福岡城浜郵便局 片瀬郵便局
苅田駅前郵便局 福岡流通センター内郵便局 久留米中央通郵便局

佐賀県 29 佐賀中央郵便局 43 諸富郵便局 佐賀天神郵便局
72局 早津江郵便局 三反田郵便局 佐賀天祐郵便局

佐賀北郵便局 古湯郵便局 佐賀大財郵便局
佐賀白山郵便局 佐賀柳町郵便局 佐賀光法郵便局
佐賀駅前郵便局 佐賀道祖元郵便局 佐賀医科大前郵便局
佐賀城内郵便局 春日郵便局 佐賀高木瀬郵便局
佐賀大崎郵便局 三瀬郵便局 脊振郵便局
佐賀今宿郵便局 蓮池郵便局 仁比山郵便局
佐賀八戸溝郵便局 佐賀水ヶ江一郵便局 千歳郵便局
唐津郵便局 北山郵便局 千代田郵便局
唐津坊主町郵便局 佐賀伊勢郵便局 神埼駅通郵便局
唐津大石町郵便局 久保田郵便局 目達原郵便局
入野郵便局 佐賀光郵便局 東脊振郵便局
鳥栖郵便局 巨勢郵便局 上峰郵便局
鳥栖田代郵便局 川副南郵便局
鳥栖麓郵便局 川久保郵便局
多久郵便局 佐賀松原郵便局
伊万里郵便局 川副西郵便局
武雄郵便局 川上郵便局
鹿島郵便局 久保田久富郵便局
小城郵便局 佐賀大学前郵便局
牛津郵便局 佐賀神野町郵便局
嬉野郵便局 佐賀兵庫町郵便局
神埼郵便局 中極郵便局
基山郵便局 佐賀鍋島郵便局
江見郵便局 東与賀郵便局
肥前中原郵便局 大詫間郵便局
有田郵便局 金立郵便局
白石郵便局 佐賀嘉瀬郵便局

長崎県 45 長崎中央郵便局 116 長崎万屋郵便局 長崎愛宕郵便局 佐世保相浦郵便局
161局 長崎東郵便局 長崎小江原郵便局 長崎油木郵便局 佐世保船越郵便局

三重郵便局 式見郵便局 長崎白鳥郵便局 佐世保矢峰郵便局
長崎銅座町郵便局 長浦郵便局 長崎梁川郵便局 佐世保御船郵便局
長崎大浦郵便局 野母崎郵便局 長崎滑石郵便局 御橋郵便局
長崎北郵便局 高島郵便局 長崎白木郵便局 佐世保浜田郵便局
長崎新大工町郵便局 深堀郵便局 長崎小ヶ倉郵便局 佐世保黒髪郵便局
長崎住吉郵便局 長崎漁港郵便局 長崎若竹郵便局 佐世保赤崎郵便局
長崎文教郵便局 茂木郵便局 長崎花園郵便局 佐世保十郎原郵便局
長崎松山郵便局 神浦郵便局 長崎末石郵便局 佐世保花高郵便局
長崎横尾郵便局 伊王島郵便局 長崎三原郵便局 御厨郵便局
長崎大園郵便局 長崎飽ノ浦郵便局 長崎田上郵便局 今福郵便局
早岐郵便局 長崎稲佐郵便局 長崎平山郵便局 松浦郵便局
佐世保西郵便局 長崎県庁内郵便局 長崎中園郵便局 鷹島郵便局
江迎郵便局 長崎小曽根郵便局 長崎ダイヤランド郵便局 福島郵便局
佐世保郵便局 長崎麹屋郵便局 長崎矢上団地郵便局 星鹿郵便局
柚木郵便局 長崎戸町郵便局 長崎大学病院内郵便局 調川郵便局
佐世保北郵便局 香焼郵便局 宇久神浦郵便局 上志佐郵便局
日宇郵便局 黒崎郵便局 世知原郵便局 長与嬉里郵便局
佐世保日野郵便局 樺島郵便局 黒島郵便局 長与郵便局
佐世保宮田郵便局 長崎思案橋郵便局 宇久平郵便局 長与高田郵便局
佐世保大塔郵便局 福田郵便局 佐世保駅前郵便局 時津新開郵便局
島原郵便局 長崎立神郵便局 佐世保今福郵便局 時津郵便局
有明郵便局 為石郵便局 楠泊郵便局 小値賀郵便局
島原江戸町郵便局 脇岬郵便局 俵ケ浦郵便局 小浦郵便局
諫早郵便局 長浜郵便局 皆瀬郵便局 佐々松瀬郵便局
高来郵便局 長崎戸石郵便局 南風崎郵便局
多良見郵便局 日見郵便局 三川内郵便局
北諫早郵便局 土井首郵便局 鹿町郵便局
長田郵便局 古賀郵便局 潮見郵便局
大村郵便局 村松郵便局 江上郵便局
竹松郵便局 三和郵便局 針尾郵便局
厳原郵便局 高浜郵便局 吉井郵便局
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局名
都道府県

現在の郵便局

長崎県 郷ノ浦郵便局 長崎中川郵便局 佐世保木場田郵便局
福江郵便局 長崎岩屋郵便局 福井郵便局
小浜郵便局 長崎片淵郵便局 小佐々郵便局
国見郵便局 長崎丸尾郵便局 佐世保塩浜郵便局
口之津郵便局 長崎小榊郵便局 佐世保栄町郵便局
有家郵便局 形上郵便局 佐世保春日郵便局
南有馬郵便局 長崎桜町郵便局 佐世保稲荷郵便局
長崎女の都郵便局 長崎梅香崎郵便局 佐世保花園郵便局
西彼杵郵便局 長崎大橋郵便局 猪調郵便局
川棚郵便局 長崎富士見郵便局 佐世保広田郵便局
下波佐見郵便局 長崎天神郵便局 佐世保天神郵便局
佐々郵便局 長崎本原郵便局 中里郵便局

熊本県 62 熊本中央郵便局 112 熊本南千反畑郵便局 鰐瀬郵便局
174局 熊本西子飼郵便局 熊本米屋町郵便局 杉合郵便局

熊本安政郵便局 熊本京町郵便局 八分字郵便局
熊本出水郵便局 熊本細工町郵便局 奥古閑郵便局
熊本北水前寺郵便局 熊本坪井五郵便局 守富郵便局
熊本水前寺公園郵便局 熊本京町本町郵便局 並建郵便局
熊本八王寺郵便局 熊本九品寺一郵便局 熊本平田郵便局
熊本城東郵便局 熊本新町郵便局 熊本南高江郵便局
熊本東郵便局 熊本黒髪二郵便局 熊本田迎郵便局
熊本水源一郵便局 南熊本駅通郵便局 熊本平成郵便局
熊本西原郵便局 熊本新屋敷郵便局 豊田郵便局
熊本戸島団地郵便局 熊本迎町郵便局 田底郵便局
熊本長嶺郵便局 九品寺東郵便局 竜田郵便局
小島郵便局 熊本大江六郵便局 菱形郵便局
熊本横手郵便局 熊本本荘町郵便局 肥後山本郵便局
熊本島崎郵便局 熊本新市街郵便局 山東郵便局
川尻郵便局 熊本本山郵便局 熊本室園郵便局
城南郵便局 熊本上水前寺郵便局 熊本新地郵便局
熊本出仲間郵便局 熊本保田窪郵便局 熊本高平郵便局
植木郵便局 熊本帯山郵便局 硯川郵便局
北部郵便局 熊本国府二郵便局 熊本武蔵ヶ丘団地郵便局
熊本八景水谷郵便局 熊本新大江郵便局 熊本山室郵便局
熊本楠郵便局 熊本黒髪六郵便局 熊本麻生田郵便局
八代郵便局 熊本県庁内郵便局 網田郵便局
鏡郵便局 熊本北帯山郵便局 網津郵便局
八代駅前郵便局 熊本上通郵便局 緑川郵便局
八代横手郵便局 熊本萩原郵便局 花園郵便局
人吉郵便局 熊本市役所内郵便局 宇土駅前郵便局
荒尾郵便局 水前寺駅前郵便局 豊野郵便局
水俣郵便局 熊本東海学園前郵便局 松合郵便局
玉名郵便局 秋津郵便局 三角西郵便局
横島郵便局 託麻郵便局 郡浦郵便局
玉名高瀬郵便局 供合郵便局 豊福郵便局
玉名築山郵便局 熊本健軍郵便局 海東郵便局
山鹿郵便局 熊本健軍三郵便局 戸馳郵便局
鹿本郵便局 小山戸島郵便局 小川駅前郵便局
菊池郵便局 熊本昭和郵便局 当尾郵便局
泗水郵便局 熊本江津郵便局 大岳郵便局
宇土郵便局 熊本若葉四郵便局 豊川郵便局
松橋郵便局 尾ノ上郵便局 亀尾郵便局
小川郵便局 花立郵便局 竹迫郵便局
三角郵便局 熊本鉄砲塚郵便局 西合志郵便局
阿蘇郵便局 熊本下南部郵便局 須屋郵便局
一の宮郵便局 熊本小峰郵便局 上須屋郵便局
本渡郵便局 熊本佐土原郵便局 砥用郵便局
二江郵便局 熊本春日郵便局 堅志田郵便局
本渡馬場郵便局 高橋郵便局 東砥用郵便局
合志南郵便局 二本木郵便局 年祢郵便局
長洲郵便局 本妙寺郵便局 菊陽原水郵便局
大津郵便局 河内郵便局 菊陽久保田郵便局
熊本北郵便局 田崎本町郵便局
小国郵便局 芳野郵便局
御船郵便局 熊本京町台郵便局
嘉島郵便局 熊本田崎郵便局
益城郵便局 くまもと森都心郵便局
惣領郵便局 上熊本郵便局
浜町郵便局 川口郵便局
竜北郵便局 熊本野越郵便局
錦郵便局 銭塘郵便局
多良木郵便局 杉上郵便局
免田郵便局 御幸郵便局
苓北郵便局 熊本近見町郵便局

大分県 31 大分中央郵便局 57 佐賀関郵便局 矢ノ原郵便局
88局 大分東郵便局 野津原郵便局 川添郵便局

戸次郵便局 坂ノ市郵便局 小中島郵便局
大分永興郵便局 大分生石郵便局 大分城南郵便局
大分南郵便局 大分萩原郵便局 大分明野郵便局
大分二豊郵便局 大分錦町郵便局 明野地区センター内郵便局
大分千代町郵便局 大分王子郵便局 大分敷戸団地郵便局
大分高松郵便局 幸崎郵便局 大分上宗方郵便局
大分県庁内郵便局 大分大道郵便局 大分千才郵便局
大分羽屋郵便局 大分滝尾郵便局 大分荏隈郵便局
大分東野台郵便局 大分丹生郵便局 大分富士見が丘郵便局
大分ふじが丘郵便局 竹中郵便局 大分寒田郵便局
別府郵便局 大分高崎郵便局 大分東浜郵便局
別府亀川郵便局 大在郵便局 大分畑中郵便局
別府荘園郵便局 別保郵便局 大分角子原郵便局
別府春木郵便局 吉野郵便局 大分池ノ平郵便局
中津郵便局 一尺屋郵便局 鶴崎駅前郵便局
大貞郵便局 今市郵便局 庄内郵便局
日田郵便局 松岡郵便局 南由布郵便局
日田三芳郵便局 大分金池郵便局 湯平郵便局
佐伯郵便局 判田郵便局 挾間郵便局
臼杵郵便局 大分賀来郵便局 阿南郵便局
津久見郵便局 東稙田郵便局 由布院郵便局
竹田郵便局 三佐郵便局 石城川郵便局
豊後高田郵便局 大分下郡郵便局 堺郵便局
杵築郵便局 下徳丸郵便局 庄内駅前郵便局
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大分県 四日市郵便局 大分上野郵便局
安心院郵便局 大分猪野郵便局
三重郵便局 大分津留郵便局
日出郵便局 大分南春日郵便局
玖珠郵便局 大分中島中央三郵便局

宮崎県 34 宮崎中央郵便局 38 広瀬郵便局 八代郵便局
72局 佐土原郵便局 高岡郵便局 森永郵便局

清武郵便局 青島郵便局 木脇郵便局
宮崎江平郵便局 山下郵便局 綾郵便局
木花郵便局 内海郵便局
生目郵便局 宮崎城ヶ崎郵便局
住吉郵便局 田野郵便局
宮崎高松通郵便局 下田島郵便局
宮崎霧島郵便局 宮崎瓜生野郵便局
宮崎大塚郵便局 宮崎大淀郵便局
都城郵便局 宮崎芳士郵便局
高崎郵便局 宮崎県庁内郵便局
都城北原郵便局 宮崎倉岡郵便局
延岡郵便局 穆佐郵便局
延岡大門郵便局 宮崎神宮東郵便局
延岡出北郵便局 佐土原那珂郵便局
延岡西階郵便局 宮崎松山郵便局
飫肥郵便局 宮崎波島郵便局
日南郵便局 宮崎本郷郵便局
南郷郵便局 宮崎昭和郵便局
吾田郵便局 宮崎青葉郵便局
小林郵便局 宮崎和知川原郵便局
美々津郵便局 宮崎大橋郵便局
日向郵便局 宮崎花ヶ島郵便局
日向江良郵便局 宮崎丸山郵便局
串間郵便局 宮崎平和が丘郵便局
西都郵便局 宮崎大塚台団地郵便局
えびの郵便局 宮崎小松台郵便局
三股郵便局 宮崎日ノ出郵便局
国富郵便局 宮崎市役所内郵便局
高鍋郵便局 宮崎生目台郵便局
新富郵便局 宮交シティ内郵便局
川南郵便局 宮崎月見ヶ丘郵便局
門川郵便局 学園木花台郵便局

鹿児島県 50 鹿児島中央郵便局 81 郡山郵便局 鹿児島清見郵便局
131局 鹿児島南郵便局 鹿児島池之上郵便局 鹿児島西陵郵便局

喜入郵便局 西桜島郵便局 鹿児島川上郵便局
鹿児島山田郵便局 東桜島郵便局 鹿児島伊敷台郵便局
鹿児島鴨池郵便局 上伊集院郵便局 鹿児島慈眼寺郵便局
鹿児島松原郵便局 伊敷郵便局 武岡ハイランド郵便局
鹿児島東千石郵便局 吉田郵便局 鹿児島西郷団地郵便局
鹿児島小川郵便局 鹿児島吉野郵便局 鹿児島武郵便局
鹿児島山之口郵便局 平川郵便局 鹿児島下福元郵便局
鹿児島東郵便局 前之浜郵便局 鹿児島県庁内郵便局
鹿児島荒田二郵便局 吉田麓郵便局 指宿北郵便局
照国神社前通り郵便局 瀬々串郵便局 山川郵便局
鹿児島中洲郵便局 鹿児島田上町郵便局 今和泉郵便局
鹿児島明和郵便局 鹿児島西郵便局 開聞郵便局
鹿児島玉里団地郵便局 鹿児島春日郵便局 川尻郵便局
鹿児島桜ヶ丘郵便局 鹿児島下荒田四郵便局 大山郵便局
鹿児島星ヶ峯郵便局 二俣郵便局 池田郵便局
鹿児島加治屋町郵便局 鹿児島宇宿三郵便局 徳光郵便局
鹿児島菖蒲谷郵便局 生見郵便局 利永郵便局
鹿児島皇徳寺郵便局 鹿児島荒田一郵便局 成川郵便局
鹿屋郵便局 鹿児島唐湊郵便局 指宿湯の浜郵便局
枕崎郵便局 鹿児島城西郵便局 開聞入野郵便局
阿久根郵便局 鹿児島上之園郵便局 吉利郵便局
米ノ津郵便局 鹿児島真砂本町郵便局 吹上温泉郵便局
出水郵便局 鹿児島草牟田郵便局 日置郵便局
指宿郵便局 鹿児島西田郵便局 吹上永吉郵便局
十町郵便局 鹿児島甲突郵便局 伊集院北郵便局
種子島郵便局 鹿児島大竜郵便局 妙円寺団地郵便局
川内郵便局 鹿児島下伊敷郵便局 田布施郵便局
川内向田郵便局 鹿児島南林寺郵便局 阿多郵便局
吹上郵便局 鹿児島南郡元郵便局 大坂郵便局
伊集院郵便局 鹿児島紫原一郵便局
末吉郵便局 鹿児島原良郵便局
国分郵便局 松元駅前郵便局
溝辺郵便局 鹿児島下田郵便局
串木野郵便局 東俣郵便局
加世田郵便局 鹿児島大明丘郵便局
志布志郵便局 谷山上福元郵便局
名瀬郵便局 鹿児島大平田郵便局
知覧郵便局 鹿児島永吉郵便局
川辺郵便局 坂之上郵便局
頴娃郵便局 鹿児島紫原五郵便局
大口郵便局 鹿児島三和郵便局
加治木郵便局 鹿児島坂元郵便局
重富郵便局 鹿児島笹貫郵便局
姶良郵便局 鹿児島西伊敷三郵便局
宮之城郵便局 鹿児島日当平郵便局
栗野郵便局 鹿児島緑ヶ丘団地郵便局
大崎郵便局 鹿児島下荒田一郵便局
中種子郵便局 鹿児島武岡団地郵便局

沖縄県 37 那覇中央郵便局 78 牧志郵便局 真喜良郵便局 波照間郵便局
115局 首里郵便局 真和志郵便局 三和郵便局 小浜島郵便局

大道郵便局 小禄前原郵便局 喜屋武郵便局 西表大原郵便局
那覇東郵便局 開南郵便局 糸満新島郵便局 与那国郵便局
安謝郵便局 美栄橋郵便局 潮平郵便局
小禄郵便局 沖縄県庁内郵便局 豊見城団地内郵便局
古波蔵郵便局 首里当蔵郵便局 座安郵便局
宜野湾郵便局 泊郵便局 真玉橋郵便局
真志喜郵便局 松川郵便局 下地郵便局
八重山郵便局 東町郵便局 城辺郵便局
浦添郵便局 那覇新都心郵便局 伊良部郵便局
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新たな取扱局(2014年10月1日開始）

局名
都道府県

現在の郵便局

沖縄県 屋富祖郵便局 那覇久米郵便局 上野郵便局
名護郵便局 那覇国場郵便局 池間郵便局
糸満郵便局 那覇上間郵便局 長間郵便局
糸満西崎郵便局 首里大名郵便局 佐良浜郵便局
沖縄郵便局 小禄鏡原郵便局 平良久貝郵便局
沖縄美里郵便局 那覇久茂地郵便局 平良西里郵便局
泡瀬郵便局 小禄宇栄原郵便局 知念郵便局
豊見城郵便局 首里末吉郵便局 大里郵便局
具志川郵便局 那覇長田郵便局 西原我謝郵便局
石川郵便局 小禄泉原郵便局 西原坂田郵便局
宮古郵便局 一日橋郵便局 津嘉山郵便局
玉城郵便局 首里汀良郵便局 宮平郵便局
佐敷郵便局 泊ふ頭郵便局 渡嘉敷郵便局
国頭郵便局 小禄金城郵便局 座間味郵便局
本部郵便局 曙郵便局 阿嘉郵便局
恩納郵便局 首里山川郵便局 粟国郵便局
金武郵便局 与儀郵便局 渡名喜郵便局
読谷郵便局 那覇三原郵便局 南大東郵便局
嘉手納郵便局 首里寒川郵便局 北大東郵便局
北谷郵便局 真嘉比郵便局 大田郵便局
中城郵便局 大浜郵便局 仲里郵便局
西原郵便局 川平郵便局 具志頭郵便局
与那原郵便局 白保郵便局 多良間郵便局
南風原郵便局 伊原間郵便局 西表島郵便局
久米島郵便局 石垣新栄郵便局 竹富郵便局
東風平郵便局 石垣平真郵便局 黒島郵便局


