
入居している商業施設の閉鎖等により営業を休止する場合があります

No. 都道府県 局名 郵便番号 所在地 備考

1 福岡県 門司小森江郵便局 800-0005 福岡県北九州市門司区羽山１－６－１６

2 福岡県 門司葛葉郵便局 800-0008 福岡県北九州市門司区葛葉２－４－７

3 福岡県 大里城山簡易郵便局 800-0013 福岡県北九州市門司区城山町１－３３

4 福岡県 門司永黒郵便局 800-0016 福岡県北九州市門司区上二十町１３－４

5 福岡県 門司柳町郵便局 800-0025 福岡県北九州市門司区柳町１－１－３

6 福岡県 大里東口郵便局 800-0027 福岡県北九州市門司区黄金町６－１１

7 福岡県 門司原町郵便局 800-0037 福岡県北九州市門司区原町別院１９－２３

8 福岡県 門司藤松郵便局 800-0046 福岡県北九州市門司区光町１－１－８

9 福岡県 西門司郵便局 800-0054 福岡県北九州市門司区社ノ木１－１１－６

10 福岡県 門司大里本町郵便局 800-0063 福岡県北九州市門司区大里本町２－９－２０

11 福岡県 門司畑簡易郵便局 800-0112 福岡県北九州市門司区畑８７３－７

12 福岡県 恒見郵便局 800-0114 福岡県北九州市門司区吉志１－５－３

13 福岡県 小倉吉田団地郵便局 800-0201 福岡県北九州市小倉南区上吉田１－７－１７

14 福岡県 小倉沼南郵便局 800-0205 福岡県北九州市小倉南区沼南町２－２－１７

15 福岡県 小倉沼郵便局 800-0207 福岡県北九州市小倉南区沼緑町４－３－１０

16 福岡県 小倉下曽根郵便局 800-0217 福岡県北九州市小倉南区下曽根３－４－２３

17 福岡県 小倉田原郵便局 800-0226 福岡県北九州市小倉南区田原新町１－１－２

18 福岡県 朽網簡易郵便局 800-0232 福岡県北九州市小倉南区朽網東１－１－６

19 福岡県 小倉貫郵便局 800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫１－９－１６

20 福岡県 小倉葛原郵便局 800-0253 福岡県北九州市小倉南区葛原本町１－１３－６

21 福岡県 湯川郵便局 800-0257 福岡県北九州市小倉南区湯川５－４－３０

22 福岡県 苅田若久簡易郵便局 800-0302 福岡県京都郡苅田町若久町１－２－５

23 福岡県 苅田港簡易郵便局 800-0315 福岡県京都郡苅田町港町１０－５

24 福岡県 小波瀬郵便局 800-0323 福岡県京都郡苅田町与原２－２－２

25 福岡県 白川郵便局 800-0332 福岡県京都郡苅田町鋤崎４７２－５

26 福岡県 新津簡易郵便局 800-0344 福岡県京都郡苅田町新津３－２－１１

27 福岡県 苅田富久簡易郵便局 800-0352 福岡県京都郡苅田町富久町２－２７－９

28 福岡県 苅田駅前郵便局 800-0361 福岡県京都郡苅田町神田町１－１０－９

29 福岡県 門司白野江郵便局 801-0802 福岡県北九州市門司区白野江３－６－３０

30 福岡県 門司田野浦郵便局 801-0803 福岡県北九州市門司区田野浦１－１－３３

31 福岡県 大積簡易郵便局 801-0811 福岡県北九州市門司区大積６７２－１４

32 福岡県 柄杓田郵便局 801-0813 福岡県北九州市門司区柄杓田１４１３－８

33 福岡県 門司黒川郵便局 801-0822 福岡県北九州市門司区高砂町８－１４

34 福岡県 門司丸山郵便局 801-0831 福岡県北九州市門司区丸山１－８－２

35 福岡県 門司港郵便局 801-0852 福岡県北九州市門司区港町２－２７

36 福岡県 旧門司郵便局 801-0854 福岡県北九州市門司区旧門司１－７－１９

37 福岡県 門司老松郵便局 801-0864 福岡県北九州市門司区老松町５－１０

38 福岡県 東門司郵便局 801-0873 福岡県北九州市門司区東門司１－２０－１３

39 福岡県 門司清見郵便局 801-0882 福岡県北九州市門司区清見１－１３－２

40 福岡県 門司清見三郵便局 801-0882 福岡県北九州市門司区清見３－９－１９

41 福岡県 小倉ＡＩＭビル内郵便局 802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野３－８－１

42 福岡県 小倉駅前郵便局 802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町３－７－１

43 福岡県 小倉堺町郵便局 802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町２－３－３１

44 福岡県 小倉船場郵便局 802-0007 福岡県北九州市小倉北区船場町６－４

45 福岡県 小倉高坊郵便局 802-0011 福岡県北九州市小倉北区重住３－８－１４

46 福岡県 小倉砂津郵便局 802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津２－１２－１

47 福岡県 小倉宇佐町郵便局 802-0016 福岡県北九州市小倉北区宇佐町１－５－１１

48 福岡県 小倉上富野郵便局 802-0022 福岡県北九州市小倉北区上富野５－２－１５

49 福岡県 小倉延命寺郵便局 802-0022 福岡県北九州市小倉北区上富野４－３－５

50 福岡県 小倉小文字郵便局 802-0037 福岡県北九州市小倉北区小文字２－１－１８

51 福岡県 小倉熊本郵便局 802-0044 福岡県北九州市小倉北区熊本２－１０－２３

52 福岡県 小倉黒原郵便局 802-0056 福岡県北九州市小倉北区黒住町３－８

53 福岡県 小倉富士見郵便局 802-0063 福岡県北九州市小倉北区若富士町１－２７

54 福岡県 小倉片野郵便局 802-0064 福岡県北九州市小倉北区片野３－３－２０

55 福岡県 小倉中島郵便局 802-0076 福岡県北九州市小倉北区中島１－１１－１８

56 福岡県 小倉白銀郵便局 802-0085 福岡県北九州市小倉北区吉野町１１－１５

57 福岡県 小倉若園郵便局 802-0816 福岡県北九州市小倉南区若園３－２－４３

58 福岡県 小倉横代郵便局 802-0821 福岡県北九州市小倉南区横代北町２－７－２０

59 福岡県 小倉北方郵便局 802-0841 福岡県北九州市小倉南区北方１－１１－１１

60 福岡県 小倉守恒本町郵便局 802-0971 福岡県北九州市小倉南区守恒本町２－２－２４

61 福岡県 小倉守恒郵便局 802-0973 福岡県北九州市小倉南区星和台２－２－１２

62 福岡県 小倉徳力郵便局 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力１－１４－７

63 福岡県 小倉志井郵便局 802-0974 福岡県北九州市小倉南区徳力４－２１－８

64 福岡県 徳力新町郵便局 802-0979 福岡県北九州市小倉南区徳力新町２－１３－２９

65 福岡県 市丸簡易郵便局 803-0183 福岡県北九州市小倉南区市丸５１５－１３

66 福岡県 石原町郵便局 803-0186 福岡県北九州市小倉南区新道寺３９５－１

67 福岡県 小倉徳吉郵便局 803-0277 福岡県北九州市小倉南区徳吉東１－１－６

68 福岡県 西谷郵便局 803-0278 福岡県北九州市小倉南区徳吉西３－７－３

69 福岡県 小倉西港郵便局 803-0801 福岡県北九州市小倉北区西港町１２３－１０

70 福岡県 小倉室町郵便局 803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町１－１－２

71 福岡県 北九州市役所内郵便局 803-0813 福岡県北九州市小倉北区城内１－１

72 福岡県 小倉田町郵便局 803-0817 福岡県北九州市小倉北区田町５－２３

73 福岡県 小倉日明二郵便局 803-0831 福岡県北九州市小倉北区日明２－４－１

74 福岡県 小倉日明三郵便局 803-0831 福岡県北九州市小倉北区日明３－５－１０

75 福岡県 小倉井堀郵便局 803-0835 福岡県北九州市小倉北区井堀３－１－１７

76 福岡県 小倉清水郵便局 803-0841 福岡県北九州市小倉北区清水２－１２－２２

77 福岡県 小倉金鶏郵便局 803-0843 福岡県北九州市小倉北区金鶏町６－１０

78 福岡県 小倉下到津郵便局 803-0846 福岡県北九州市小倉北区下到津５－９－２３

79 福岡県 小倉木町郵便局 803-0851 福岡県北九州市小倉北区木町３－２－１１

80 福岡県 小倉高田郵便局 803-0852 福岡県北九州市小倉北区新高田２－７－１１

81 福岡県 小倉今町郵便局 803-0862 福岡県北九州市小倉北区今町２－１７－１６

82 福岡県 小倉熊谷郵便局 803-0864 福岡県北九州市小倉北区熊谷４－１－２６

83 福岡県 戸畑飛幡ビル内郵便局 804-0001 福岡県北九州市戸畑区飛幡町２－２

84 福岡県 戸畑中原郵便局 804-0011 福岡県北九州市戸畑区中原西２－２－１５

85 福岡県 戸畑堺川郵便局 804-0012 福岡県北九州市戸畑区中原東１－１５－２４

86 福岡県 戸畑土取郵便局 804-0014 福岡県北九州市戸畑区土取町１－４

87 福岡県 戸畑鞘ヶ谷郵便局 804-0024 福岡県北九州市戸畑区西鞘ケ谷町３－２３

88 福岡県 戸畑大谷郵便局 804-0032 福岡県北九州市戸畑区西大谷１－４－１２

89 福岡県 戸畑牧山郵便局 804-0053 福岡県北九州市戸畑区牧山４－９－１

90 福岡県 戸畑中本町郵便局 804-0061 福岡県北九州市戸畑区中本町１０－６
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91 福岡県 戸畑沖台郵便局 804-0064 福岡県北九州市戸畑区沖台２－１５－２２

92 福岡県 戸畑天籟寺郵便局 804-0064 福岡県北九州市戸畑区沖台１－１１－１

93 福岡県 戸畑明治郵便局 804-0073 福岡県北九州市戸畑区明治町６－１

94 福岡県 戸畑千防郵便局 804-0081 福岡県北九州市戸畑区千防３－１－９

95 福岡県 戸畑天神郵便局 804-0094 福岡県北九州市戸畑区天神１－８－２０

96 福岡県 八幡枝光郵便局 805-0002 福岡県北九州市八幡東区枝光２－３－１４

97 福岡県 八幡枝光本町郵便局 805-0008 福岡県北九州市八幡東区枝光本町８－２９

98 福岡県 八幡昭和町郵便局 805-0012 福岡県北九州市八幡東区川淵町２－１４

99 福岡県 八幡茶屋郵便局 805-0014 福岡県北九州市八幡東区茶屋町２－３

100 福岡県 八幡高見郵便局 805-0016 福岡県北九州市八幡東区高見２－７－３

101 福岡県 八幡山王郵便局 805-0017 福岡県北九州市八幡東区山王２－５－２６

102 福岡県 八幡中央三郵便局 805-0019 福岡県北九州市八幡東区中央３－３－２６

103 福岡県 八幡竹下町郵便局 805-0021 福岡県北九州市八幡東区石坪町１４－２７

104 福岡県 八幡高槻郵便局 805-0023 福岡県北九州市八幡東区宮の町２－３－２

105 福岡県 八幡大蔵郵便局 805-0048 福岡県北九州市八幡東区大蔵２－２－３

106 福岡県 八幡春の町郵便局 805-0050 福岡県北九州市八幡東区春の町５－９－５

107 福岡県 八幡尾倉郵便局 805-0059 福岡県北九州市八幡東区尾倉１－４－２５

108 福岡県 八幡祇園郵便局 805-0067 福岡県北九州市八幡東区祇園３－３－５

109 福岡県 八幡前田郵便局 805-0067 福岡県北九州市八幡東区祇園１－１－１０

110 福岡県 八幡桃園郵便局 805-0068 福岡県北九州市八幡東区桃園２－８－２

111 福岡県 八幡紅梅一郵便局 806-0011 福岡県北九州市八幡西区紅梅１－１－１２

112 福岡県 八幡紅梅四郵便局 806-0011 福岡県北九州市八幡西区紅梅４－１－１

113 福岡県 八幡熊西郵便局 806-0021 福岡県北九州市八幡西区黒崎５－１－２７

114 福岡県 八幡熊手郵便局 806-0028 福岡県北九州市八幡西区熊手２－３－１１

115 福岡県 八幡相生郵便局 806-0044 福岡県北九州市八幡西区相生町１４－９

116 福岡県 八幡穴生郵便局 806-0047 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣１－１７－２４

117 福岡県 八幡鳴水郵便局 806-0051 福岡県北九州市八幡西区東鳴水２－１５－１０

118 福岡県 八幡幸神郵便局 806-0055 福岡県北九州市八幡西区幸神３－９－３７

119 福岡県 八幡萩原郵便局 806-0059 福岡県北九州市八幡西区萩原２－１－２５

120 福岡県 八幡上津役郵便局 806-0063 福岡県北九州市八幡西区市瀬１－１１－３

121 福岡県 水巻梅ノ木郵便局 807-0006 福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地４１－６

122 福岡県 水巻頃末郵便局 807-0022 福岡県遠賀郡水巻町頃末北１－１２－１

123 福岡県 水巻吉田郵便局 807-0046 福岡県遠賀郡水巻町吉田西４－１－１７

124 福岡県 八幡大原郵便局 807-0074 福岡県北九州市八幡西区町上津役西３－９－１５

125 福岡県 八幡沖田郵便局 807-0075 福岡県北九州市八幡西区下上津役１－３－１

126 福岡県 塔野簡易郵便局 807-0075 福岡県北九州市八幡西区下上津役２－２０－１５

127 福岡県 芦屋郵便局 807-0101 福岡県遠賀郡芦屋町幸町２－２０

128 福岡県 芦屋山鹿郵便局 807-0141 福岡県遠賀郡芦屋町山鹿３１－１６

129 福岡県 折尾中央団地郵便局 807-0801 福岡県北九州市八幡西区本城３－１６－２

130 福岡県 折尾西本城郵便局 807-0805 福岡県北九州市八幡西区光貞台１－２－２

131 福岡県 折尾本城郵便局 807-0815 福岡県北九州市八幡西区本城東５－１５－８

132 福岡県 折尾丸尾町郵便局 807-0826 福岡県北九州市八幡西区丸尾町１－１

133 福岡県 八幡則松郵便局 807-0831 福岡県北九州市八幡西区則松４－７－１９

134 福岡県 八幡三ヶ森郵便局 807-0843 福岡県北九州市八幡西区三ケ森３－２－５

135 福岡県 八幡永犬丸郵便局 807-0847 福岡県北九州市八幡西区美原町１０－４７

136 福岡県 折尾日吉台郵便局 807-0866 福岡県北九州市八幡西区日吉台１－２３－５

137 福岡県 折尾浅川郵便局 807-0875 福岡県北九州市八幡西区浅川台１－２－４６

138 福岡県 香月郵便局 807-1102 福岡県北九州市八幡西区香月中央３－１－５

139 福岡県 八幡小嶺郵便局 807-1112 福岡県北九州市八幡西区千代１－１－８

140 福岡県 馬場山郵便局 807-1131 福岡県北九州市八幡西区馬場山東１－３－３１

141 福岡県 八幡茶屋の原団地郵便局 807-1134 福岡県北九州市八幡西区茶屋の原３－２３－９

142 福岡県 楠橋黒川簡易郵便局 807-1152 福岡県北九州市八幡西区高江４－２－２１

143 福岡県 木屋瀬郵便局 807-1261 福岡県北九州市八幡西区木屋瀬５－４－３

144 福岡県 古月郵便局 807-1303 福岡県鞍手郡鞍手町木月２２６２－２

145 福岡県 新延郵便局 807-1305 福岡県鞍手郡鞍手町新延１８１４－１５

146 福岡県 鞍手郵便局 807-1312 福岡県鞍手郡鞍手町中山３２１７

147 福岡県 新北郵便局 807-1313 福岡県鞍手郡鞍手町新北１０４０－３

148 福岡県 若松小石郵便局 808-0005 福岡県北九州市若松区下原町３－２６

149 福岡県 若松桜町郵便局 808-0026 福岡県北九州市若松区桜町１５－１０

150 福岡県 若松西園郵便局 808-0031 福岡県北九州市若松区西園町７－７

151 福岡県 若松本町郵便局 808-0034 福岡県北九州市若松区本町１－８－７

152 福岡県 若松駅前郵便局 808-0035 福岡県北九州市若松区白山１－９－１１

153 福岡県 若松くきのうみ郵便局 808-0066 福岡県北九州市若松区くきのうみ中央１－２９

154 福岡県 若松今光郵便局 808-0071 福岡県北九州市若松区今光１－８－９

155 福岡県 若松東二島郵便局 808-0102 福岡県北九州市若松区東二島１－３－１２

156 福岡県 蜑住簡易郵便局 808-0122 福岡県北九州市若松区蜑住９７５－１８

157 福岡県 若松脇田郵便局 808-0124 福岡県北九州市若松区安屋１６３０－４

158 福岡県 若松ひびきの郵便局 808-0131 福岡県北九州市若松区塩屋３－３４－２２

159 福岡県 若松青葉郵便局 808-0142 福岡県北九州市若松区青葉台南３－１６－４

160 福岡県 若松高須郵便局 808-0145 福岡県北九州市若松区高須南２－１－８

161 福岡県 底井野郵便局 809-0003 福岡県中間市上底井野８３６－４

162 福岡県 中間徳若郵便局 809-0019 福岡県中間市東中間２－７－３

163 福岡県 中間通谷郵便局 809-0022 福岡県中間市鍋山町１３－８

164 福岡県 中間土手の内郵便局 809-0033 福岡県中間市土手ノ内３－１１－１

165 福岡県 中間郵便局 809-0034 福岡県中間市中間１－７－１

166 福岡県 中間中鶴郵便局 809-0037 福岡県中間市中鶴１－７－１

167 福岡県 福岡市役所内郵便局 810-0001 福岡県福岡市中央区天神１－８－１

168 福岡県 福岡新天町郵便局 810-0001 福岡県福岡市中央区天神２－７－１

169 福岡県 福岡天神郵便局 810-0001 福岡県福岡市中央区天神３－９－２５

170 福岡県 福岡春吉郵便局 810-0003 福岡県福岡市中央区春吉３－２３－１５

171 福岡県 福岡渡辺通郵便局 810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通２－８－２３

172 福岡県 福岡清川郵便局 810-0011 福岡県福岡市中央区高砂１－１２－４

173 福岡県 福岡平尾郵便局 810-0014 福岡県福岡市中央区平尾２－８－５

174 福岡県 福岡山荘郵便局 810-0014 福岡県福岡市中央区平尾５－３－１３

175 福岡県 福岡薬院郵便局 810-0022 福岡県福岡市中央区薬院４－５－１０

176 福岡県 福岡桜坂郵便局 810-0024 福岡県福岡市中央区桜坂１－４－１１

177 福岡県 福岡小笹郵便局 810-0033 福岡県福岡市中央区小笹１－４－２８

178 福岡県 福岡笹丘郵便局 810-0034 福岡県福岡市中央区笹丘１－１１－２４

179 福岡県 福岡大名一郵便局 810-0041 福岡県福岡市中央区大名１－３－５０

180 福岡県 福岡大名二郵便局 810-0041 福岡県福岡市中央区大名２－１０－４３



入居している商業施設の閉鎖等により営業を休止する場合があります
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181 福岡県 福岡赤坂郵便局 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂１－４－１

182 福岡県 電通福岡ビル内郵便局 810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂１－１６－１０

183 福岡県 福岡六本松郵便局 810-0044 福岡県福岡市中央区六本松４－９－３４

184 福岡県 福岡大濠郵便局 810-0051 福岡県福岡市中央区大濠公園１－１

185 福岡県 福岡今川郵便局 810-0054 福岡県福岡市中央区今川１－２１－２３

186 福岡県 福岡唐人郵便局 810-0063 福岡県福岡市中央区唐人町３－２－２３

187 福岡県 福岡福浜郵便局 810-0066 福岡県福岡市中央区福浜２－４－１

188 福岡県 福岡鮮魚会館内郵便局 810-0072 福岡県福岡市中央区長浜３－１１－３

189 福岡県 福岡大手門郵便局 810-0074 福岡県福岡市中央区大手門２－９－３０

190 福岡県 福岡港郵便局 810-0075 福岡県福岡市中央区港２－１５－７

191 福岡県 新宮郵便局 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府３－１９－５

192 福岡県 新宮浜簡易郵便局 811-0115 福岡県糟屋郡新宮町新宮２４５

193 福岡県 相島簡易郵便局 811-0118 福岡県糟屋郡新宮町相島１３７４

194 福岡県 上和白郵便局 811-0202 福岡県福岡市東区和白３－２７－１

195 福岡県 福岡奈多郵便局 811-0204 福岡県福岡市東区奈多１－１１－２５

196 福岡県 福岡美和台郵便局 811-0212 福岡県福岡市東区美和台７－２２－６

197 福岡県 福岡工業大学前郵便局 811-0213 福岡県福岡市東区和白丘１－１６－３

198 福岡県 福岡高美台郵便局 811-0215 福岡県福岡市東区高美台２－４－６

199 福岡県 西戸崎郵便局 811-0321 福岡県福岡市東区西戸崎４－１２－５

200 福岡県 志賀島郵便局 811-0323 福岡県福岡市東区志賀島７３６－１

201 福岡県 脇山郵便局 811-1111 福岡県福岡市早良区脇山２５４３－３

202 福岡県 早良内野郵便局 811-1123 福岡県福岡市早良区内野３－１９－１８

203 福岡県 早良南郵便局 811-1199 福岡県福岡市早良区東入部６－１５－７

204 福岡県 那珂川片縄郵便局 811-1201 福岡県那珂川市片縄３－１

205 福岡県 那珂川王塚台郵便局 811-1221 福岡県那珂川市王塚台１－１２

206 福岡県 南畑郵便局 811-1231 福岡県那珂川市不入道２６８－３

207 福岡県 那珂川郵便局 811-1241 福岡県那珂川市後野２－５－５

208 福岡県 那珂川松木郵便局 811-1251 福岡県那珂川市松木１－９

209 福岡県 福岡井尻郵便局 811-1302 福岡県福岡市南区井尻４－３－５

210 福岡県 福岡高木郵便局 811-1302 福岡県福岡市南区井尻１－７－４０

211 福岡県 福岡横手郵便局 811-1311 福岡県福岡市南区横手３－１９－１６

212 福岡県 福岡弥永郵便局 811-1321 福岡県福岡市南区柳瀬２－９－８

213 福岡県 福岡和田簡易郵便局 811-1343 福岡県福岡市南区和田３－１－９

214 福岡県 福岡三宅郵便局 811-1344 福岡県福岡市南区三宅２－３－１１

215 福岡県 福岡老司郵便局 811-1346 福岡県福岡市南区老司２－１３－８

216 福岡県 福岡野多目郵便局 811-1347 福岡県福岡市南区野多目２－２－３

217 福岡県 福岡鶴田郵便局 811-1352 福岡県福岡市南区鶴田２－２２－４

218 福岡県 福岡柏原郵便局 811-1353 福岡県福岡市南区柏原４－１３－４３

219 福岡県 福岡桧原郵便局 811-1354 福岡県福岡市南区大平寺１－１０－２

220 福岡県 福岡桜町郵便局 811-1361 福岡県福岡市南区西長住３－３２－１４

221 福岡県 福岡長住郵便局 811-1362 福岡県福岡市南区長住３－１４－１

222 福岡県 福岡中尾郵便局 811-1364 福岡県福岡市南区中尾３－４１－３

223 福岡県 福岡皿山郵便局 811-1365 福岡県福岡市南区皿山１－１－９

224 福岡県 宇美本町郵便局 811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美３－７－２５

225 福岡県 須恵郵便局 811-2114 福岡県糟屋郡須惠町上須惠４５５－１

226 福岡県 川子団地内簡易郵便局 811-2114 福岡県糟屋郡須惠町上須惠１３２２－４６

227 福岡県 宇美早見郵便局 811-2128 福岡県糟屋郡宇美町宇美中央２－２４－１６

228 福岡県 志免桜丘郵便局 811-2201 福岡県糟屋郡志免町桜丘２－１６－１５

229 福岡県 志免本通郵便局 811-2202 福岡県糟屋郡志免町志免２－１－１９

230 福岡県 亀山郵便局 811-2205 福岡県糟屋郡志免町別府２－１５－２８

231 福岡県 志免南里郵便局 811-2207 福岡県糟屋郡志免町南里６－１－１７

232 福岡県 旅石郵便局 811-2221 福岡県糟屋郡須惠町旅石１２９－７２

233 福岡県 粕屋仲原郵便局 811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原２８７７

234 福岡県 長者原郵便局 811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東２－２－１

235 福岡県 松浦台簡易郵便局 811-2414 福岡県糟屋郡篠栗町和田９４０－１１９

236 福岡県 篠栗郵便局 811-2417 福岡県糟屋郡篠栗町中央４－１－２０

237 福岡県 久山郵便局 811-2501 福岡県糟屋郡久山町久原２７１３－１

238 福岡県 粕屋山田郵便局 811-2502 福岡県糟屋郡久山町山田２０４－７

239 福岡県 古賀駅前郵便局 811-3101 福岡県古賀市天神１－１５－１

240 福岡県 古賀花鶴丘郵便局 811-3104 福岡県古賀市花鶴丘１－１０

241 福岡県 古賀花見郵便局 811-3112 福岡県古賀市花見東１－１－２

242 福岡県 古賀舞の里郵便局 811-3114 福岡県古賀市舞の里３－１５－３１

243 福岡県 古賀米多比郵便局 811-3123 福岡県古賀市米多比１５１４－７

244 福岡県 青柳郵便局 811-3132 福岡県古賀市川原１００１－４

245 福岡県 福間内殿郵便局 811-3205 福岡県福津市内殿１０１６－１３

246 福岡県 イオンモール福津郵便局 811-3209 福岡県福津市日蒔野６－１６－１

247 福岡県 福間光陽台郵便局 811-3224 福岡県福津市手光１７５０－１１

248 福岡県 福間団地内郵便局 811-3225 福岡県福津市東福間３－４－１

249 福岡県 宮司郵便局 811-3305 福岡県福津市宮司５－２－５

250 福岡県 津屋崎郵便局 811-3399 福岡県福津市津屋崎３－１－３

251 福岡県 宗像ひかりヶ丘簡易郵便局 811-3402 福岡県宗像市河東１１１１－８

252 福岡県 南郷郵便局 811-3424 福岡県宗像市原町２０９９－１６

253 福岡県 日の里団地内郵便局 811-3425 福岡県宗像市日の里１－２８－１０３

254 福岡県 宗像田熊郵便局 811-3431 福岡県宗像市田熊５－１－１

255 福岡県 宗像東郷郵便局 811-3436 福岡県宗像市東郷２－４－７

256 福岡県 宗像大社前郵便局 811-3504 福岡県宗像市深田６６－１９

257 福岡県 鐘崎郵便局 811-3512 福岡県宗像市鐘崎４２２－７

258 福岡県 池野郵便局 811-3515 福岡県宗像市池田１３０２－１７

259 福岡県 勝浦簡易郵便局 811-3521 福岡県福津市勝浦３１５５－１

260 福岡県 神湊郵便局 811-3599 福岡県宗像市神湊１２４２－２４８

261 福岡県 大島郵便局 811-3701 福岡県宗像市大島９６７

262 福岡県 宗像赤間郵便局 811-4146 福岡県宗像市赤間５－１－３６

263 福岡県 吉武簡易郵便局 811-4153 福岡県宗像市吉留３６３９－９

264 福岡県 宗像自由ヶ丘郵便局 811-4163 福岡県宗像市自由ケ丘１１－２２－６

265 福岡県 赤間駅前郵便局 811-4185 福岡県宗像市赤間駅前２－４－５

266 福岡県 高陽団地簡易郵便局 811-4225 福岡県遠賀郡岡垣町東高陽１－３－２２

267 福岡県 野間簡易郵便局 811-4233 福岡県遠賀郡岡垣町野間２－１－４

268 福岡県 岡垣郵便局 811-4236 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前８－１０

269 福岡県 吉木郵便局 811-4242 福岡県遠賀郡岡垣町吉木西１－７－５

270 福岡県 遠賀松ノ本簡易郵便局 811-4305 福岡県遠賀郡遠賀町松の本５－１０－１２



入居している商業施設の閉鎖等により営業を休止する場合があります

No. 都道府県 局名 郵便番号 所在地 備考

271 福岡県 浅木簡易郵便局 811-4312 福岡県遠賀郡遠賀町浅木２－１３－１１

272 福岡県 遠賀川郵便局 811-4399 福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川２－６－１７

273 福岡県 博多大井郵便局 812-0001 福岡県福岡市博多区大井１－３－２６

274 福岡県 福岡上牟田郵便局 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田２－９－３２

275 福岡県 博多比恵郵便局 812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵２－２－６

276 福岡県 博多駅前四郵便局 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１８－２３

277 福岡県 博多駅前一郵便局 812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前１－２５－１３

278 福岡県 福岡合同庁舎内郵便局 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１１－１

279 福岡県 博多駅東郵便局 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－３５

280 福岡県 福岡小林郵便局 812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南４－１７－１１

281 福岡県 福岡美野島郵便局 812-0017 福岡県福岡市博多区美野島２－２８－２

282 福岡県 福岡南小路郵便局 812-0017 福岡県福岡市博多区美野島４－１－２３

283 福岡県 博多住吉郵便局 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉３－１３－４

284 福岡県 博多奈良屋郵便局 812-0023 福岡県福岡市博多区奈良屋町１１－１８

285 福岡県 博多土居町郵便局 812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町６－１０

286 福岡県 博多リバレイン内郵便局 812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町２－１

287 福岡県 博多港郵便局 812-0032 福岡県福岡市博多区石城町２０－１５

288 福岡県 博多呉服郵便局 812-0035 福岡県福岡市博多区中呉服町７－２

289 福岡県 博多祇園西郵便局 812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町６－１６

290 福岡県 博多祇園郵便局 812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町１－２８

291 福岡県 吉塚郵便局 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚１－１１－１０

292 福岡県 博多堅粕郵便局 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚３－１１－３１

293 福岡県 福岡東吉塚郵便局 812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚５－７－１７

294 福岡県 博多千代郵便局 812-0044 福岡県福岡市博多区千代３－１９－４

295 福岡県 福岡県庁内郵便局 812-0045 福岡県福岡市博多区東公園７－７

296 福岡県 福岡箱崎ふ頭郵便局 812-0051 福岡県福岡市東区箱崎ふ頭５－４－１４

297 福岡県 箱崎郵便局 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎１－３５－５

298 福岡県 箱崎松原郵便局 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎６－１２－４７

299 福岡県 福岡筥松郵便局 812-0053 福岡県福岡市東区箱崎３－８－３７

300 福岡県 博多馬出郵便局 812-0054 福岡県福岡市東区馬出５－２６－１１

301 福岡県 福岡原田郵便局 812-0063 福岡県福岡市東区原田３－８－１０

302 福岡県 博多月隈郵便局 812-0858 福岡県福岡市博多区月隈２－２－１４

303 福岡県 福岡麦野郵便局 812-0882 福岡県福岡市博多区麦野３－１－２２

304 福岡県 福岡雑餉隈郵便局 812-0882 福岡県福岡市博多区麦野４－３６－２５

305 福岡県 板付郵便局 812-0888 福岡県福岡市博多区板付２－６－９

306 福岡県 博多那珂郵便局 812-0893 福岡県福岡市博多区那珂３－２５－２１

307 福岡県 福岡諸岡郵便局 812-0894 福岡県福岡市博多区諸岡１－２６－１６

308 福岡県 竹下郵便局 812-0895 福岡県福岡市博多区竹下４－６－２７

309 福岡県 博多半道橋郵便局 812-0897 福岡県福岡市博多区半道橋１－１１－２５

310 福岡県 福岡唐原郵便局 813-0001 福岡県福岡市東区唐原５－１－６２

311 福岡県 福岡香住ケ丘郵便局 813-0003 福岡県福岡市東区香住ケ丘６－２７－１８

312 福岡県 香椎オークタウン郵便局 813-0012 福岡県福岡市東区香椎駅東４－２４－１

313 福岡県 福岡香椎台郵便局 813-0014 福岡県福岡市東区香椎台１－１－３

314 福岡県 福岡青葉郵便局 813-0025 福岡県福岡市東区青葉７－２７－１４

315 福岡県 福岡八田郵便局 813-0031 福岡県福岡市東区八田４－６－２

316 福岡県 多々良簡易郵便局 813-0031 福岡県福岡市東区八田１－５－１８

317 福岡県 福岡流通センター内郵便局 813-0034 福岡県福岡市東区多の津１－１４－１

318 福岡県 福岡松崎郵便局 813-0035 福岡県福岡市東区松崎２－２３－６

319 福岡県 福岡舞松原郵便局 813-0042 福岡県福岡市東区舞松原２－１０－１４

320 福岡県 福岡名島郵便局 813-0043 福岡県福岡市東区名島３－１３－１７

321 福岡県 福岡城浜郵便局 813-0043 福岡県福岡市東区名島１－１－３４

322 福岡県 福岡千早郵便局 813-0044 福岡県福岡市東区千早４－１１－５

323 福岡県 香椎御幸郵便局 813-0044 福岡県福岡市東区千早５－１４－２１

324 福岡県 福岡百道浜郵便局 814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜４－１４－２

325 福岡県 シーサイドももち郵便局 814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜２－１－２２

326 福岡県 福岡城西郵便局 814-0003 福岡県福岡市早良区城西１－９－１３

327 福岡県 福岡曙郵便局 814-0004 福岡県福岡市早良区曙２－５－２５

328 福岡県 藤崎郵便局 814-0006 福岡県福岡市早良区百道２－７－２８

329 福岡県 福岡昭代郵便局 814-0012 福岡県福岡市早良区昭代３－９－２６

330 福岡県 福岡室見郵便局 814-0015 福岡県福岡市早良区室見１－９－７

331 福岡県 福岡原五郵便局 814-0022 福岡県福岡市早良区原５－２－２

332 福岡県 福岡原団地郵便局 814-0023 福岡県福岡市早良区原団地１０－３

333 福岡県 福岡南庄郵便局 814-0031 福岡県福岡市早良区南庄４－１１－２３

334 福岡県 福岡有田郵便局 814-0033 福岡県福岡市早良区有田３－８－２０

335 福岡県 福岡室住団地郵便局 814-0033 福岡県福岡市早良区有田７－１８－２５

336 福岡県 福岡荒江郵便局 814-0101 福岡県福岡市城南区荒江１－２３－１９

337 福岡県 福岡鳥飼郵便局 814-0103 福岡県福岡市城南区鳥飼５－４－８

338 福岡県 福岡別府四郵便局 814-0104 福岡県福岡市城南区別府４－２－１

339 福岡県 福岡別府団地郵便局 814-0106 福岡県福岡市城南区別府団地１－１

340 福岡県 福岡友丘郵便局 814-0112 福岡県福岡市城南区友丘２－２－４６

341 福岡県 福岡田島三郵便局 814-0113 福岡県福岡市城南区田島３－１９－１２

342 福岡県 福岡金山団地郵便局 814-0114 福岡県福岡市城南区金山団地５０－１

343 福岡県 福岡神松寺郵便局 814-0121 福岡県福岡市城南区神松寺２－１３－２５

344 福岡県 福岡福大前郵便局 814-0133 福岡県福岡市城南区七隈８－１－６

345 福岡県 福岡七隈郵便局 814-0133 福岡県福岡市城南区七隈４－２８－８

346 福岡県 福岡南片江郵便局 814-0143 福岡県福岡市城南区南片江２－３１－１

347 福岡県 福岡堤郵便局 814-0151 福岡県福岡市城南区堤２－２０－４

348 福岡県 福岡飯倉郵便局 814-0161 福岡県福岡市早良区飯倉４－８－１０

349 福岡県 福岡星の原団地郵便局 814-0162 福岡県福岡市早良区星の原団地３２－１

350 福岡県 福岡免簡易郵便局 814-0164 福岡県福岡市早良区賀茂１－３２－１１

351 福岡県 福岡次郎丸郵便局 814-0165 福岡県福岡市早良区次郎丸２－４－９

352 福岡県 福岡野芥郵便局 814-0171 福岡県福岡市早良区野芥３－１４－１２

353 福岡県 福岡田町郵便局 814-0175 福岡県福岡市早良区田村１－１－１

354 福岡県 福岡四箇田団地郵便局 814-0176 福岡県福岡市早良区四箇田団地１－１

355 福岡県 福岡清水郵便局 815-0031 福岡県福岡市南区清水３－１６－７

356 福岡県 福岡塩原郵便局 815-0032 福岡県福岡市南区塩原４－１１－２４

357 福岡県 福岡大橋郵便局 815-0036 福岡県福岡市南区筑紫丘１－２３－２８

358 福岡県 福岡野間郵便局 815-0041 福岡県福岡市南区野間３－１３－１８

359 福岡県 福岡若久郵便局 815-0042 福岡県福岡市南区若久１－２６－３４

360 福岡県 福岡大池郵便局 815-0073 福岡県福岡市南区大池１－２３－８
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361 福岡県 福岡長丘郵便局 815-0075 福岡県福岡市南区長丘５－２７－５

362 福岡県 福岡日赤前郵便局 815-0082 福岡県福岡市南区大楠１－３５－１０

363 福岡県 福岡高宮郵便局 815-0083 福岡県福岡市南区高宮３－７－２４

364 福岡県 春日原郵便局 816-0802 福岡県春日市春日原北町２－７－３

365 福岡県 春日宝町郵便局 816-0807 福岡県春日市宝町４－３－２

366 福岡県 春日野郵便局 816-0814 福岡県春日市春日３－１３２

367 福岡県 春日ちくし台郵便局 816-0822 福岡県春日市ちくし台１－３７

368 福岡県 春日上白水郵便局 816-0844 福岡県春日市上白水７－１３

369 福岡県 春日白水郵便局 816-0847 福岡県春日市大土居１－１０６

370 福岡県 春日昇町郵便局 816-0851 福岡県春日市昇町１－８４

371 福岡県 春日須玖郵便局 816-0864 福岡県春日市須玖北８－１３

372 福岡県 春日岡本郵便局 816-0873 福岡県春日市日の出町６－４５－１

373 福岡県 中簡易郵便局 816-0906 福岡県大野城市中３－６－３５ 4/21営業再開予定

374 福岡県 東大野郵便局 816-0911 福岡県大野城市大城１－２０－３６

375 福岡県 大野山田郵便局 816-0922 福岡県大野城市山田２－１５－２１

376 福岡県 筑前大野郵便局 816-0932 福岡県大野城市瓦田３－１１－１５

377 福岡県 大野城下大利郵便局 816-0952 福岡県大野城市下大利１－１５－９

378 福岡県 大野城南ケ丘郵便局 816-0964 福岡県大野城市南ケ丘３－２－２７

379 福岡県 大野城牛頸郵便局 816-0981 福岡県大野城市若草１－１－６

380 福岡県 山家郵便局 818-0003 福岡県筑紫野市山家５１７６－２

381 福岡県 御笠郵便局 818-0004 福岡県筑紫野市吉木２５１２－６

382 福岡県 原田郵便局 818-0024 福岡県筑紫野市原田４－１６－２

383 福岡県 筑紫野筑紫ヶ丘郵便局 818-0025 福岡県筑紫野市筑紫８０２－１

384 福岡県 筑紫野光が丘郵便局 818-0036 福岡県筑紫野市光が丘４－３－３

385 福岡県 むさしヶ丘団地簡易郵便局 818-0043 福岡県筑紫野市むさしケ丘２－２９－１

386 福岡県 筑紫野山口郵便局 818-0047 福岡県筑紫野市古賀４０６－１０

387 福岡県 筑紫野桜台郵便局 818-0063 福岡県筑紫野市桜台２－２２－６

388 福岡県 二日市温泉郵便局 818-0071 福岡県筑紫野市二日市西２－１－１２

389 福岡県 筑紫野本町郵便局 818-0072 福岡県筑紫野市二日市中央５－８－１

390 福岡県 針摺東郵便局 818-0081 福岡県筑紫野市針摺東３－５－１７

391 福岡県 朝倉街道郵便局 818-0084 福岡県筑紫野市針摺西１－５－５

392 福岡県 水城郵便局 818-0101 福岡県太宰府市観世音寺３－１４－１

393 福岡県 都府楼団地郵便局 818-0105 福岡県太宰府市都府楼南４－１－１

394 福岡県 太宰府天満宮前郵便局 818-0117 福岡県太宰府市宰府３－４－２３

395 福岡県 東ヶ丘団地簡易郵便局 818-0121 福岡県太宰府市青山２－５－７

396 福岡県 太宰府高雄郵便局 818-0122 福岡県太宰府市高雄１－３６６８－２６

397 福岡県 太宰府郵便局 818-0125 福岡県太宰府市五条２－２－１０

398 福岡県 太宰府水城の里郵便局 818-0131 福岡県太宰府市水城３－５－３５

399 福岡県 太宰府大佐野郵便局 818-0134 福岡県太宰府市大佐野４－２０－１２

400 福岡県 太宰府青葉台郵便局 818-0137 福岡県太宰府市青葉台１－１－８

401 福岡県 福岡小戸郵便局 819-0001 福岡県福岡市西区小戸３－５０－３１

402 福岡県 姪浜郵便局 819-0002 福岡県福岡市西区姪の浜３－２－１－１０１

403 福岡県 福岡新栄郵便局 819-0006 福岡県福岡市西区姪浜駅南２－１－３２

404 福岡県 福岡能古郵便局 819-0012 福岡県福岡市西区能古４５０

405 福岡県 福岡マリナタウン郵便局 819-0013 福岡県福岡市西区愛宕浜１－２－１０

406 福岡県 福岡愛宕郵便局 819-0015 福岡県福岡市西区愛宕２－１６－１０

407 福岡県 福岡福重郵便局 819-0022 福岡県福岡市西区福重４－２４－１

408 福岡県 福岡拾六町郵便局 819-0041 福岡県福岡市西区拾六町１－１７－２８

409 福岡県 福岡壱岐郵便局 819-0042 福岡県福岡市西区壱岐団地１０５－３

410 福岡県 福岡生松台郵便局 819-0044 福岡県福岡市西区生松台２－２３－１６

411 福岡県 福岡下山門団地郵便局 819-0051 福岡県福岡市西区下山門団地４０－３

412 福岡県 小松原簡易郵便局 819-0055 福岡県福岡市西区生の松原４－１３－１０

413 福岡県 福岡今津郵便局 819-0165 福岡県福岡市西区今津７４６－５

414 福岡県 今宿郵便局 819-0199 福岡県福岡市西区今宿駅前１－６－１７

415 福岡県 北崎郵便局 819-0201 福岡県福岡市西区宮浦１９５５－８

416 福岡県 西浦簡易郵便局 819-0202 福岡県福岡市西区西浦１０４８－７

417 福岡県 玄界島郵便局 819-0205 福岡県福岡市西区玄界島浜の上２１－１２

418 福岡県 九大学研都市駅前郵便局 819-0367 福岡県福岡市西区西都１－１８－４１

419 福岡県 周船寺郵便局 819-0373 福岡県福岡市西区周船寺２－１０－１７

420 福岡県 元岡郵便局 819-0383 福岡県福岡市西区田尻２０６７－３

421 福岡県 波多江郵便局 819-1107 福岡県糸島市波多江駅北１－８－２０

422 福岡県 加布里郵便局 819-1124 福岡県糸島市加布里２１４－４

423 福岡県 長糸郵便局 819-1155 福岡県糸島市川付１０１０－１

424 福岡県 野北郵便局 819-1303 福岡県糸島市志摩野北２２６７－４

425 福岡県 桜井郵便局 819-1304 福岡県糸島市志摩桜井４６４１－３

426 福岡県 志摩郵便局 819-1312 福岡県糸島市志摩初２０６－７

427 福岡県 小富士郵便局 819-1322 福岡県糸島市志摩御床２２４９－１０

428 福岡県 芥屋郵便局 819-1334 福岡県糸島市志摩岐志３６３－３２

429 福岡県 怡土郵便局 819-1582 福岡県糸島市井原１３０１－２

430 福岡県 二丈郵便局 819-1601 福岡県糸島市二丈深江８８４－１３

431 福岡県 福吉郵便局 819-1641 福岡県糸島市二丈吉井４０３０－８

432 福岡県 飯塚鯰田郵便局 820-0001 福岡県飯塚市鯰田１７６９－１３

433 福岡県 飯塚愛宕簡易郵便局 820-0001 福岡県飯塚市鯰田２５２５－１４０

434 福岡県 新飯塚駅前郵便局 820-0005 福岡県飯塚市新飯塚９－１１

435 福岡県 上三緒郵便局 820-0013 福岡県飯塚市上三緒４４４－１９

436 福岡県 飯塚菰田郵便局 820-0017 福岡県飯塚市菰田西２－４－１３

437 福岡県 飯塚明星寺簡易郵便局 820-0022 福岡県飯塚市明星寺１３１－１

438 福岡県 飯塚徳前郵便局 820-0032 福岡県飯塚市東徳前２２－１７

439 福岡県 飯塚横田郵便局 820-0044 福岡県飯塚市横田３５３－８

440 福岡県 庄司簡易郵便局 820-0051 福岡県飯塚市庄司３３８－１０

441 福岡県 飯塚二瀬郵便局 820-0053 福岡県飯塚市伊岐須１２４－５２

442 福岡県 飯塚伊川郵便局 820-0054 福岡県飯塚市伊川２９６－５

443 福岡県 目尾簡易郵便局 820-0062 福岡県飯塚市目尾９９２－１０

444 福岡県 幸袋郵便局 820-0066 福岡県飯塚市幸袋８２７－３８

445 福岡県 飯塚川津郵便局 820-0067 福岡県飯塚市川津３３１－７

446 福岡県 片島郵便局 820-0069 福岡県飯塚市宮町１２－２５

447 福岡県 忠隈郵便局 820-0071 福岡県飯塚市忠隈４０９－３

448 福岡県 平恒郵便局 820-0073 福岡県飯塚市平恒１８５－８

449 福岡県 天道郵便局 820-0075 福岡県飯塚市天道８８

450 福岡県 椋本簡易郵便局 820-0077 福岡県飯塚市椋本５８７－３



入居している商業施設の閉鎖等により営業を休止する場合があります
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451 福岡県 高田簡易郵便局 820-0086 福岡県飯塚市津原６４９－５

452 福岡県 穂波小正郵便局 820-0089 福岡県飯塚市小正４０７－２

453 福岡県 庄内郵便局 820-0101 福岡県飯塚市綱分１６６８－１７

454 福岡県 漆生郵便局 820-0201 福岡県嘉麻市漆生８３４－２１

455 福岡県 山野郵便局 820-0202 福岡県嘉麻市山野５８２－２

456 福岡県 稲築郵便局 820-0205 福岡県嘉麻市岩崎１４７５－１

457 福岡県 鴨生郵便局 820-0206 福岡県嘉麻市鴨生１７－１

458 福岡県 牛隈郵便局 820-0301 福岡県嘉麻市牛隈１３６８－１

459 福岡県 嘉穂郵便局 820-0302 福岡県嘉麻市大隈町１１２１－２

460 福岡県 宮野郵便局 820-0312 福岡県嘉麻市宮吉５３８－６

461 福岡県 千手郵便局 820-0332 福岡県嘉麻市千手１７４０－９

462 福岡県 碓井郵便局 820-0502 福岡県嘉麻市上臼井１３７５－４

463 福岡県 寿命簡易郵便局 820-0603 福岡県嘉穂郡桂川町寿命１５０－７

464 福岡県 桂川郵便局 820-0606 福岡県嘉穂郡桂川町土居３９９－１

465 福岡県 桂川土師郵便局 820-0607 福岡県嘉穂郡桂川町土師２３６１－２

466 福岡県 吉隈郵便局 820-0607 福岡県嘉穂郡桂川町土師２８－３０５

467 福岡県 筑穂郵便局 820-0701 福岡県飯塚市長尾１２２７－１

468 福岡県 内野郵便局 820-0706 福岡県飯塚市内野２９７３－７

469 福岡県 筑前大分郵便局 820-0712 福岡県飯塚市大分１２４９－２

470 福岡県 小竹郵便局 820-1103 福岡県鞍手郡小竹町勝野３５０４－１

471 福岡県 新多郵便局 820-1104 福岡県鞍手郡小竹町新多１４６５－１

472 福岡県 頴田郵便局 820-1114 福岡県飯塚市口原３３３－１

473 福岡県 下山田郵便局 821-0011 福岡県嘉麻市下山田４２５－１

474 福岡県 山田大橋郵便局 821-0012 福岡県嘉麻市上山田４２２－１０

475 福岡県 上山田郵便局 821-8799 福岡県嘉麻市上山田１４９４－３

476 福岡県 直方感田郵便局 822-0001 福岡県直方市感田１３９１

477 福岡県 直方西尾郵便局 822-0002 福岡県直方市頓野３８７１－１

478 福岡県 直方頓野郵便局 822-0002 福岡県直方市頓野２１０４－１７

479 福岡県 直方永満寺簡易郵便局 822-0005 福岡県直方市永満寺２５２６－１９

480 福岡県 直方湯野原郵便局 822-0008 福岡県直方市湯野原２－１２－１０

481 福岡県 中泉郵便局 822-0011 福岡県直方市中泉３７９－３

482 福岡県 下境郵便局 822-0013 福岡県直方市溝堀２－３－４

483 福岡県 直方新町郵便局 822-0015 福岡県直方市新町１－１０－１０

484 福岡県 直方新知町郵便局 822-0021 福岡県直方市新知町６－４０

485 福岡県 直方須崎郵便局 822-0025 福岡県直方市日吉町４－３０

486 福岡県 植木郵便局 822-0031 福岡県直方市植木７０８－５

487 福岡県 若宮郵便局 822-0101 福岡県宮若市福丸１５９－１

488 福岡県 吉川郵便局 822-0133 福岡県宮若市脇田４７２－９

489 福岡県 稲光簡易郵便局 822-0144 福岡県宮若市稲光７１２－１

490 福岡県 鞍手山口簡易郵便局 822-0153 福岡県宮若市山口２５６０－４

491 福岡県 赤池上野簡易郵便局 822-1102 福岡県田川郡福智町上野２１０８－１

492 福岡県 赤池郵便局 822-1199 福岡県田川郡福智町赤池５２１－６０

493 福岡県 方城郵便局 822-1211 福岡県田川郡福智町伊方３９６７－１

494 福岡県 金田郵便局 822-1299 福岡県田川郡福智町金田１１０７－２

495 福岡県 糸田郵便局 822-1399 福岡県田川郡糸田町川宮道ノ下１９２４－４

496 福岡県 採銅所郵便局 822-1401 福岡県田川郡香春町採銅所３３２９－４

497 福岡県 勾金郵便局 822-1405 福岡県田川郡香春町中津原１６８１－１

498 福岡県 香春郵便局 822-1499 福岡県田川郡香春町高野９９９－３

499 福岡県 磯光郵便局 823-0004 福岡県宮若市磯光１２３５－１

500 福岡県 宮田郵便局 823-0011 福岡県宮若市宮田４８４９

501 福岡県 宮田桐野郵便局 823-0011 福岡県宮若市宮田１９６－４

502 福岡県 長井鶴郵便局 823-0012 福岡県宮若市長井鶴６８３－５

503 福岡県 笠松郵便局 823-0014 福岡県宮若市下有木９７７－１

504 福岡県 行橋行事簡易郵便局 824-0001 福岡県行橋市行事３－２６－３

505 福岡県 行橋大橋郵便局 824-0003 福岡県行橋市大橋３－１１－２６

506 福岡県 蓑島郵便局 824-0011 福岡県行橋市蓑島８４２－６

507 福岡県 今井郵便局 824-0018 福岡県行橋市今井２１４６－１

508 福岡県 新田原郵便局 824-0026 福岡県行橋市道場寺１４３９－２６１

509 福岡県 行橋西宮市郵便局 824-0031 福岡県行橋市西宮市２－６－２

510 福岡県 福富郵便局 824-0038 福岡県行橋市西泉３－３－１

511 福岡県 行橋今川郵便局 824-0043 福岡県行橋市流末１０３６－４

512 福岡県 行橋草野簡易郵便局 824-0061 福岡県行橋市草野３３２－１

513 福岡県 椿市郵便局 824-0075 福岡県行橋市長尾５２１－１

514 福岡県 祓郷郵便局 824-0102 福岡県京都郡みやこ町呰見１７７１

515 福岡県 節丸簡易郵便局 824-0114 福岡県京都郡みやこ町節丸１２１７－１

516 福岡県 豊津郵便局 824-0199 福岡県京都郡みやこ町豊津２９１

517 福岡県 城井郵便局 824-0243 福岡県京都郡みやこ町犀川木井馬場７２６－５

518 福岡県 伊良原郵便局 824-0251 福岡県京都郡みやこ町犀川下伊良原１８８３－５０

519 福岡県 犀川郵便局 824-0299 福岡県京都郡みやこ町犀川本庄４４８－２

520 福岡県 津野郵便局 824-0411 福岡県田川郡添田町津野６１４３－７

521 福岡県 油須原郵便局 824-0431 福岡県田川郡赤村赤４６５７－５

522 福岡県 今任簡易郵便局 824-0511 福岡県田川郡大任町今任原２４１６－３

523 福岡県 大任郵便局 824-0512 福岡県田川郡大任町大行事３０２８－６

524 福岡県 庄郵便局 824-0601 福岡県田川郡添田町庄９４２－６

525 福岡県 添田郵便局 824-0602 福岡県田川郡添田町添田２０６２－１１

526 福岡県 英彦山神宮前簡易郵便局 824-0721 福岡県田川郡添田町英彦山１４８７

527 福岡県 彦山郵便局 824-0722 福岡県田川郡添田町落合８２４

528 福岡県 桝田簡易郵便局 824-0723 福岡県田川郡添田町桝田１５５２－１

529 福岡県 諫山郵便局 824-0817 福岡県京都郡みやこ町勝山岩熊６０４－１

530 福岡県 黒田郵便局 824-0822 福岡県京都郡みやこ町勝山黒田９２５－３

531 福岡県 勝山郵便局 824-0899 福岡県京都郡みやこ町勝山大久保２１８１－７

532 福岡県 平原簡易郵便局 825-0001 福岡県田川市伊加利９３５－４

533 福岡県 田川三井郵便局 825-0002 福岡県田川市伊田２７９２－１

534 福岡県 田川松原郵便局 825-0002 福岡県田川市伊田４９９８－５

535 福岡県 田川東町郵便局 825-0004 福岡県田川市夏吉３３１－１２

536 福岡県 田川糒郵便局 825-0005 福岡県田川市糒２４４０－１

537 福岡県 田川平松郵便局 826-0032 福岡県田川市平松町１８５３－１０

538 福岡県 田川船尾郵便局 826-0041 福岡県田川市弓削田２８００

539 福岡県 大藪郵便局 826-0042 福岡県田川市川宮１４７８－９

540 福岡県 川宮簡易郵便局 826-0042 福岡県田川市川宮８０８－１６
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541 福岡県 猪位金郵便局 826-0044 福岡県田川市位登３２９－７

542 福岡県 猪膝簡易郵便局 826-0045 福岡県田川市猪国１４６０

543 福岡県 安真木郵便局 827-0001 福岡県田川郡川崎町安眞木５２２８－３

544 福岡県 池尻郵便局 827-0002 福岡県田川郡川崎町池尻９１７－５

545 福岡県 川崎大峰郵便局 827-0003 福岡県田川郡川崎町川崎１１２－１０

546 福岡県 川崎本町簡易郵便局 827-0003 福岡県田川郡川崎町川崎２５４－１６

547 福岡県 角田郵便局 828-0003 福岡県豊前市中村１００３－１

548 福岡県 豊前山田郵便局 828-0011 福岡県豊前市四郎丸４７２－５

549 福岡県 豊前八屋郵便局 828-0021 福岡県豊前市八屋２２３０－８

550 福岡県 宇島郵便局 828-0027 福岡県豊前市赤熊８６９－１

551 福岡県 豊前三毛門郵便局 828-0031 福岡県豊前市三毛門８８７

552 福岡県 豊前黒土郵便局 828-0048 福岡県豊前市久路土１２７２－１

553 福岡県 千束郵便局 828-0053 福岡県豊前市千束２４６

554 福岡県 横武簡易郵便局 828-0056 福岡県豊前市薬師寺７０－３

555 福岡県 合河郵便局 828-0074 福岡県豊前市下河内１４７４

556 福岡県 岩屋簡易郵便局 828-0083 福岡県豊前市岩屋１４３

557 福岡県 下城井郵便局 829-0111 福岡県築上郡築上町安武１５１－６

558 福岡県 伝法寺郵便局 829-0122 福岡県築上郡築上町伝法寺３５４－１

559 福岡県 築城郵便局 829-0199 福岡県築上郡築上町下別府１６５４－７

560 福岡県 臼田簡易郵便局 829-0302 福岡県築上郡築上町臼田７１５－１

561 福岡県 椎田八田郵便局 829-0342 福岡県築上郡築上町東八田１１４１－６

562 福岡県 椎田郵便局 829-0399 福岡県築上郡築上町高塚１０１－２

563 福岡県 久留米東櫛原郵便局 830-0003 福岡県久留米市東櫛原町１５００－７

564 福岡県 久留米大学病院前郵便局 830-0011 福岡県久留米市旭町６５－１

565 福岡県 久留米ブリヂストン通郵便局 830-0022 福岡県久留米市城南町１－５

566 福岡県 久留米中央通郵便局 830-0023 福岡県久留米市中央町３３－１５

567 福岡県 久留米荘島郵便局 830-0023 福岡県久留米市中央町２７－１８

568 福岡県 久留米瀬下郵便局 830-0025 福岡県久留米市瀬下町５７－１

569 福岡県 久留米長門石郵便局 830-0027 福岡県久留米市長門石３－９－４１

570 福岡県 久留米東町郵便局 830-0032 福岡県久留米市東町３１－９

571 福岡県 久留米諏訪野町郵便局 830-0037 福岡県久留米市諏訪野町２３１４－４

572 福岡県 久留米花畑郵便局 830-0039 福岡県久留米市花畑３－５－８

573 福岡県 久留米本町郵便局 830-0044 福岡県久留米市本町１５－２

574 福岡県 久留米試験場駅前郵便局 830-0047 福岡県久留米市津福本町４９１－４

575 福岡県 久留米津福本町郵便局 830-0047 福岡県久留米市津福本町１６７１－４

576 福岡県 久留米南町郵便局 830-0051 福岡県久留米市南４－２－１

577 福岡県 久留米上津郵便局 830-0052 福岡県久留米市上津町１４８３－２９

578 福岡県 久留米野添郵便局 830-0053 福岡県久留米市藤山町１７７３－１

579 福岡県 荒木駅前郵便局 830-0062 福岡県久留米市荒木町白口３００１－５５

580 福岡県 久留米荒木郵便局 830-0063 福岡県久留米市荒木町荒木１９６５－８

581 福岡県 大善寺郵便局 830-0073 福岡県久留米市大善寺町宮本１５１７－２

582 福岡県 安武郵便局 830-0078 福岡県久留米市安武町住吉５５４－２

583 福岡県 三潴郵便局 830-0199 福岡県久留米市三潴町玉満２９７８－５

584 福岡県 江上郵便局 830-0213 福岡県久留米市城島町江上２９９－３

585 福岡県 青木郵便局 830-0223 福岡県久留米市城島町四郎丸３２３－６

586 福岡県 城島郵便局 830-0299 福岡県久留米市城島町城島２２８－５

587 福岡県 大溝郵便局 830-0403 福岡県三潴郡大木町大角１８９４－１

588 福岡県 上牟田口簡易郵便局 830-0413 福岡県三潴郡大木町上牟田口３７３－１

589 福岡県 大莞郵便局 830-0423 福岡県三潴郡大木町大藪１０４２－７

590 福岡県 大木郵便局 830-0499 福岡県三潴郡大木町八町牟田２３３－１

591 福岡県 金島郵便局 830-1102 福岡県久留米市北野町八重亀１８３－８

592 福岡県 大城簡易郵便局 830-1104 福岡県久留米市北野町大城７３－３

593 福岡県 北野郵便局 830-1122 福岡県久留米市北野町今山６４７

594 福岡県 大堰郵便局 830-1202 福岡県三井郡大刀洗町菅野１１７－５

595 福岡県 大刀洗郵便局 830-1211 福岡県三井郡大刀洗町本郷２８４３

596 福岡県 上高橋郵便局 830-1222 福岡県三井郡大刀洗町上高橋１３６９－５

597 福岡県 菊池簡易郵便局 830-1226 福岡県三井郡大刀洗町山隈１７３８－１８

598 福岡県 榎津郵便局 831-0004 福岡県大川市榎津２２０－５

599 福岡県 大川若津郵便局 831-0005 福岡県大川市向島２４８５－２

600 福岡県 道海島簡易郵便局 831-0007 福岡県大川市道海島５８４－２

601 福岡県 大川鐘ケ江郵便局 831-0008 福岡県大川市鐘ケ江４５－２０

602 福岡県 本木簡易郵便局 831-0015 福岡県大川市本木室８６

603 福岡県 木室郵便局 831-0022 福岡県大川市下木佐木１１－６

604 福岡県 田口郵便局 831-0026 福岡県大川市三丸８０６－４

605 福岡県 川口郵便局 831-0034 福岡県大川市一木４５８－４

606 福岡県 大野島郵便局 831-0045 福岡県大川市大野島２８９８－７

607 福岡県 西蒲池簡易郵便局 832-0006 福岡県柳川市東蒲池１５１７－１

608 福岡県 蒲池郵便局 832-0007 福岡県柳川市金納２５－１－２

609 福岡県 柳川京町郵便局 832-0023 福岡県柳川市京町３４－１

610 福岡県 両開郵便局 832-0059 福岡県柳川市下宮永町６５７－１０

611 福岡県 沖端郵便局 832-0067 福岡県柳川市鬼童町４３－３

612 福岡県 柳川昭代郵便局 832-0089 福岡県柳川市田脇８３６－５

613 福岡県 橋本簡易郵便局 832-0806 福岡県柳川市三橋町柳河１０４０－１７

614 福岡県 三橋郵便局 832-0815 福岡県柳川市三橋町白鳥６０７－１

615 福岡県 下百町簡易郵便局 832-0827 福岡県柳川市三橋町蒲船津３９０－１０

616 福岡県 筑後一条郵便局 833-0001 福岡県筑後市一条１２６８－２

617 福岡県 船小屋郵便局 833-0007 福岡県筑後市鶴田２３８－３

618 福岡県 古川郵便局 833-0012 福岡県筑後市溝口９４９－３

619 福岡県 馬間田簡易郵便局 833-0023 福岡県筑後市馬間田１０７５－１

620 福岡県 水田郵便局 833-0027 福岡県筑後市水田１３３

621 福岡県 西牟田郵便局 833-0053 福岡県筑後市西牟田１８１６

622 福岡県 蔵数簡易郵便局 833-0054 福岡県筑後市蔵数６３６－１

623 福岡県 筑後久富郵便局 833-0056 福岡県筑後市久富２８８－１

624 福岡県 八女吉田郵便局 834-0006 福岡県八女市吉田６５６－２

625 福岡県 山内郵便局 834-0012 福岡県八女市山内５７７

626 福岡県 忠見郵便局 834-0014 福岡県八女市忠見６０９－５

627 福岡県 八女祈祷院郵便局 834-0025 福岡県八女市祈祷院１２３－７

628 福岡県 八女土橋郵便局 834-0031 福岡県八女市本町２－６－８

629 福岡県 京町簡易郵便局 834-0031 福岡県八女市本町１７９－１７

630 福岡県 八女平郵便局 834-0045 福岡県八女市平４１８



入居している商業施設の閉鎖等により営業を休止する場合があります

No. 都道府県 局名 郵便番号 所在地 備考

631 福岡県 岡山郵便局 834-0066 福岡県八女市室岡１１６－８

632 福岡県 光友郵便局 834-0082 福岡県八女市立花町兼松２５３

633 福岡県 辺春郵便局 834-0083 福岡県八女市立花町上辺春５５５－２

634 福岡県 白木郵便局 834-0084 福岡県八女市立花町白木５９１７－２

635 福岡県 筑後北山郵便局 834-0085 福岡県八女市立花町北山１０９０－４

636 福岡県 上広川郵便局 834-0104 福岡県八女郡広川町吉常４７７－７

637 福岡県 広川新代簡易郵便局 834-0115 福岡県八女郡広川町新代１４２８－８９

638 福岡県 広川郵便局 834-0199 福岡県八女郡広川町新代１８６７－２

639 福岡県 仁田原郵便局 834-0201 福岡県八女市星野村１５９５７－１

640 福岡県 長尾郵便局 834-0201 福岡県八女市星野村５２１９－７

641 福岡県 星野郵便局 834-0299 福岡県八女市星野村１２０２０－１

642 福岡県 横山郵便局 834-1101 福岡県八女市上陽町上横山４９０２－６

643 福岡県 上陽郵便局 834-1102 福岡県八女市上陽町北川内２８０－７

644 福岡県 大淵郵便局 834-1202 福岡県八女市黒木町大淵４９０９

645 福岡県 堀迫郵便局 834-1202 福岡県八女市黒木町大淵１６２５－２

646 福岡県 本分郵便局 834-1213 福岡県八女市黒木町本分７２３－２

647 福岡県 笠原郵便局 834-1222 福岡県八女市黒木町笠原４１０１－１

648 福岡県 黒木郵便局 834-1299 福岡県八女市黒木町本分１１５７－８

649 福岡県 矢部郵便局 834-1499 福岡県八女市矢部村北矢部１０４９９－１

650 福岡県 東山簡易郵便局 835-0007 福岡県みやま市瀬高町長田２３０７－１

651 福岡県 南瀬高郵便局 835-0013 福岡県みやま市瀬高町太神１３２６－３

652 福岡県 東町簡易郵便局 835-0023 福岡県みやま市瀬高町小川１６６７－１

653 福岡県 瀬高上庄郵便局 835-0025 福岡県みやま市瀬高町上庄６７９－１

654 福岡県 野町郵便局 835-0102 福岡県みやま市山川町尾野１８５８－５

655 福岡県 原町郵便局 835-0115 福岡県みやま市山川町原町４４５－１

656 福岡県 手鎌郵便局 836-0003 福岡県大牟田市唐船１８７－２

657 福岡県 大牟田明治町郵便局 836-0012 福岡県大牟田市明治町３－２－１

658 福岡県 大牟田小浜郵便局 836-0034 福岡県大牟田市小浜町１－７－１

659 福岡県 大牟田大正郵便局 836-0047 福岡県大牟田市大正町１－２－１７

660 福岡県 大牟田白金郵便局 836-0051 福岡県大牟田市諏訪町１－７

661 福岡県 大牟田三川町郵便局 836-0055 福岡県大牟田市樋口町３－１

662 福岡県 大牟田藤田町郵便局 836-0074 福岡県大牟田市藤田町２４８－２

663 福岡県 大牟田三里郵便局 836-0076 福岡県大牟田市三里町２－４－５

664 福岡県 大牟田通町郵便局 836-0805 福岡県大牟田市通町２－１－２１

665 福岡県 大牟田旭町郵便局 836-0806 福岡県大牟田市東新町１－５－３

666 福岡県 大牟田竜湖瀬郵便局 836-0814 福岡県大牟田市龍湖瀬町８

667 福岡県 大牟田浄真郵便局 836-0844 福岡県大牟田市浄真町６－２

668 福岡県 大牟田上官町郵便局 836-0853 福岡県大牟田市上町２－１－１

669 福岡県 大牟田一浦郵便局 836-0863 福岡県大牟田市一浦町１１４－１

670 福岡県 大牟田駛馬郵便局 836-0867 福岡県大牟田市花園町３２

671 福岡県 大牟田臼井郵便局 836-0882 福岡県大牟田市臼井新町１－９－３

672 福岡県 勝立郵便局 836-0886 福岡県大牟田市勝立１０７－１

673 福岡県 上内簡易郵便局 837-0902 福岡県大牟田市上内１５３２－１

674 福岡県 市場山下簡易郵便局 837-0903 福岡県大牟田市宮崎６－５

675 福岡県 倉永郵便局 837-0906 福岡県大牟田市倉永１０６－７２

676 福岡県 大牟田橘簡易郵便局 837-0911 福岡県大牟田市橘２－１

677 福岡県 大牟田吉野郵便局 837-0912 福岡県大牟田市白銀７７７－１７

678 福岡県 大牟田久福木簡易郵便局 837-0915 福岡県大牟田市久福木４５６

679 福岡県 銀水郵便局 837-0917 福岡県大牟田市草木３１４－１

680 福岡県 三池郵便局 837-0924 福岡県大牟田市歴木４６０－４３

681 福岡県 高取簡易郵便局 837-0924 福岡県大牟田市歴木４－５０

682 福岡県 秋月郵便局 838-0001 福岡県朝倉市秋月６７１－２

683 福岡県 安川郵便局 838-0016 福岡県朝倉市下渕１１２７

684 福岡県 三奈木郵便局 838-0023 福岡県朝倉市三奈木２６９５－７

685 福岡県 蜷城郵便局 838-0037 福岡県朝倉市林田２１３

686 福岡県 福田郵便局 838-0051 福岡県朝倉市小田１６２６－２

687 福岡県 馬田郵便局 838-0058 福岡県朝倉市馬田１０９７－１

688 福岡県 立石郵便局 838-0065 福岡県朝倉市一木９６－２

689 福岡県 甘木東町郵便局 838-0068 福岡県朝倉市甘木１－１４

690 福岡県 甘木駅前郵便局 838-0068 福岡県朝倉市甘木１１６９－１２

691 福岡県 甘木神田町簡易郵便局 838-0068 福岡県朝倉市甘木２３９９－２

692 福岡県 小郡津古簡易郵便局 838-0102 福岡県小郡市津古５２１－４

693 福岡県 小郡三国が丘郵便局 838-0103 福岡県小郡市三国が丘１－８９－１

694 福岡県 三国郵便局 838-0105 福岡県小郡市横隈１８３２－６

695 福岡県 小郡大保郵便局 838-0115 福岡県小郡市大保１５３７－２７

696 福岡県 松崎郵便局 838-0122 福岡県小郡市松崎８１１－１

697 福岡県 御原郵便局 838-0128 福岡県小郡市稲吉５６８－１

698 福岡県 味坂郵便局 838-0133 福岡県小郡市八坂５６６－２

699 福岡県 小郡駅前郵便局 838-0141 福岡県小郡市小郡１０９２－７

700 福岡県 三並郵便局 838-0205 福岡県朝倉郡筑前町三並１３３７－３

701 福岡県 四三島簡易郵便局 838-0212 福岡県朝倉郡筑前町四三嶋１６３３－１

702 福岡県 中牟田郵便局 838-0226 福岡県朝倉郡筑前町中牟田５３３－１

703 福岡県 夜須郵便局 838-0299 福岡県朝倉郡筑前町東小田３３０５

704 福岡県 栗田郵便局 838-0801 福岡県朝倉郡筑前町栗田１５９８－１

705 福岡県 三輪郵便局 838-0816 福岡県朝倉郡筑前町新町１６９

706 福岡県 菱野郵便局 838-1305 福岡県朝倉市菱野１１１１－２

707 福岡県 大福郵便局 838-1316 福岡県朝倉市大庭３６７２－７

708 福岡県 朝倉郵便局 838-1399 福岡県朝倉市須川２５２１－３

709 福岡県 松末簡易郵便局 838-1504 福岡県朝倉市杷木星丸１１６９－１０

710 福岡県 原鶴温泉郵便局 838-1514 福岡県朝倉市杷木久喜宮１９５８－８

711 福岡県 志波郵便局 838-1521 福岡県朝倉市杷木志波４７７０

712 福岡県 杷木郵便局 838-1599 福岡県朝倉市杷木池田５４２－１

713 福岡県 小石原郵便局 838-1601 福岡県朝倉郡東峰村小石原５８１

714 福岡県 宝珠山郵便局 838-1701 福岡県朝倉郡東峰村宝珠山６３１５－１

715 福岡県 渡瀬郵便局 839-0215 福岡県みやま市高田町濃施３８０－１

716 福岡県 岩津郵便局 839-0223 福岡県みやま市高田町岩津８７５－１

717 福岡県 豊原郵便局 839-0242 福岡県柳川市大和町豊原４４

718 福岡県 大和栄簡易郵便局 839-0252 福岡県柳川市大和町栄５２６－３

719 福岡県 中島郵便局 839-0254 福岡県柳川市大和町中島６－３

720 福岡県 皿垣簡易郵便局 839-0261 福岡県柳川市大和町皿垣開４８３－２
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721 福岡県 宮ノ陣郵便局 839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣５－１３－３

722 福岡県 久留米大杜簡易郵便局 839-0803 福岡県久留米市宮ノ陣町大杜４２９－７

723 福岡県 久留米東合川郵便局 839-0809 福岡県久留米市東合川２－９－８

724 福岡県 追分郵便局 839-0814 福岡県久留米市山川追分１－１３－８

725 福岡県 久留米木塚簡易郵便局 839-0822 福岡県久留米市善導寺町木塚１６９４－３

726 福岡県 善導寺郵便局 839-0824 福岡県久留米市善導寺町飯田２８３－５

727 福岡県 久留米山本郵便局 839-0827 福岡県久留米市山本町豊田２４０８－７

728 福岡県 久留米大橋簡易郵便局 839-0833 福岡県久留米市大橋町常持１３２－７

729 福岡県 久留米草野郵便局 839-0835 福岡県久留米市草野町草野３５９－５

730 福岡県 御井町郵便局 839-0851 福岡県久留米市御井町１６７５－１

731 福岡県 久留米高良内郵便局 839-0852 福岡県久留米市高良内町５０１－１

732 福岡県 久留米青峰郵便局 839-0853 福岡県久留米市青峰２－１－２６

733 福岡県 久留米中央公園前郵便局 839-0861 福岡県久留米市合川町２１４０

734 福岡県 久留米合川郵便局 839-0861 福岡県久留米市合川町１２６８－４

735 福岡県 久留米国分郵便局 839-0863 福岡県久留米市国分町６６４－１

736 福岡県 久留米野田郵便局 839-0863 福岡県久留米市国分町１３１７－１０

737 福岡県 田主丸船越郵便局 839-1202 福岡県久留米市田主丸町鷹取６５８－２

738 福岡県 水縄郵便局 839-1212 福岡県久留米市田主丸町石垣４９８－２

739 福岡県 地徳郵便局 839-1214 福岡県久留米市田主丸町地徳２０３２－１

740 福岡県 竹野郵便局 839-1216 福岡県久留米市田主丸町中尾８７３－２

741 福岡県 片瀬郵便局 839-1225 福岡県久留米市田主丸町菅原１４０５－２

742 福岡県 千年簡易郵便局 839-1304 福岡県うきは市吉井町千年３９０－２

743 福岡県 吉井郵便局 839-1321 福岡県うきは市吉井町１２３６－３

744 福岡県 新馬場簡易郵便局 839-1321 福岡県うきは市吉井町７２６－３

745 福岡県 大石郵便局 839-1406 福岡県うきは市浮羽町高見２０１

746 福岡県 荒瀬簡易郵便局 839-1408 福岡県うきは市浮羽町山北１０９９－２

747 福岡県 小塩郵便局 839-1412 福岡県うきは市浮羽町小塩２５３０－１

748 福岡県 姫治簡易郵便局 839-1413 福岡県うきは市浮羽町新川４４３０－１

749 福岡県 妹川簡易郵便局 839-1415 福岡県うきは市浮羽町妹川２２９７－１

750 福岡県 吉富郵便局 871-0811 福岡県築上郡吉富町広津２８２－２０

751 福岡県 西吉富簡易郵便局 871-0907 福岡県築上郡上毛町緒方５８８－１

752 福岡県 南吉富郵便局 871-0913 福岡県築上郡上毛町垂水３８９－１

753 福岡県 唐原簡易郵便局 871-0924 福岡県築上郡上毛町上唐原１６６５－１

754 福岡県 大平郵便局 871-0999 福岡県築上郡上毛町土佐井７６８－１


