
　　８００-００００・福岡県北九州市門司区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８００-００４５・福岡県北九州市門司区青葉台・あおはﾞだい

　　８００-０１０１・福岡県北九州市門司区伊川・いかわ

　　８００-００４１・福岡県北九州市門司区泉ケ丘・いずみがおか

　　８００-００４８・福岡県北九州市門司区稲積・いなつﾞみ

　　８００-０１１１・福岡県北九州市門司区今津・いまつﾞ

　　８００-００２６・福岡県北九州市門司区梅ノ木町・うめのきちよう

　　８０１-０８６４・福岡県北九州市門司区老松町・おいまつちよう

　　８０１-０８８３・福岡県北九州市門司区大久保・おおくほﾞ

　　８０１-０８１１・福岡県北九州市門司区大積・おおつみ

　　８００-００１１・福岡県北九州市門司区奥田・おくだ

　　８０１-０８７６・福岡県北九州市門司区花月園・かげつえん

　　８０１-０８０１・福岡県北九州市門司区風師（１～３丁目）・かざし

　　８００-０００１・福岡県北九州市門司区風師（４丁目）・かざし(４)

　　８０１-０８２３・福岡県北九州市門司区春日町・かすがまち

　　８００-００６１・福岡県北九州市門司区片上海岸・かたがみかいがん

　　８００-０００３・福岡県北九州市門司区片上町・かたがみまち

　　８００-００１６・福岡県北九州市門司区上二十町・かみにじつちよう

　　８００-００４４・福岡県北九州市門司区上藤松・かみふじまつ

　　８０１-０８７１・福岡県北九州市門司区上本町・かみほんまち

　　８００-００４２・福岡県北九州市門司区上馬寄・かみまいそう

　　８００-０１１４・福岡県北九州市門司区吉志・ きじ

　　８００-０１１８・福岡県北九州市門司区吉志新町・きししんまち

　　８００-０００４・福岡県北九州市門司区北川町・きたがわまち

　　８０１-０８１２・福岡県北九州市門司区喜多久・きたく

　　８０１-０８５４・福岡県北九州市門司区旧門司・きゆうもじ

　　８０１-０８３３・福岡県北九州市門司区清滝・きよたき

　　８０１-０８８２・福岡県北九州市門司区清見・きよみ

　　８０１-０８８６・福岡県北九州市門司区清見佐夜町・きよみさやまち

　　８０１-０８０８・福岡県北九州市門司区葛葉（１丁目）・くずは(１)

　　８００-０００８・福岡県北九州市門司区葛葉（２、３丁目）・くずは(２､３)

　　８０１-０８２１・福岡県北九州市門司区黒川・くろがわ

　　８０１-０８２６・福岡県北九州市門司区黒川東・ くろがわひがじ

　　８０１-０８２５・福岡県北九州市門司区黒川西・ くろがわにじ

　　８００-００２７・福岡県北九州市門司区黄金町・こがねまち

　　８００-００３４・福岡県北九州市門司区小松町・こまつちよう

　　８００-０００７・福岡県北九州市門司区小森江・こもりえ

　　８０１-０８６３・福岡県北九州市門司区栄町・さかえまち

　　８００-０１０２・福岡県北九州市門司区猿喰・さるはみ

　　８００-００１５・福岡県北九州市門司区寺内・じない

　　８００-００２８・福岡県北九州市門司区下二十町・しもにじつちよう

　　８００-００５１・福岡県北九州市門司区下馬寄・しもまいそう

　　８００-００５４・福岡県北九州市門司区社ノ木・しやのき

　　８０１-０８６５・福岡県北九州市門司区庄司町・しようじまち

　　８０１-０８０２・福岡県北九州市門司区白野江・しらのえ

　　８００-００１３・福岡県北九州市門司区城山町・しろやまちよう

　　８０１-０８８５・福岡県北九州市門司区新開・しんかい

　　８００-００５３・福岡県北九州市門司区新原町・しんはらまち

　　８００-０１１５・福岡県北九州市門司区新門司・しんもじ

　　８００-０１１３・福岡県北九州市門司区新門司北・しんもじきた

　　８０１-０８８４・福岡県北九州市門司区瀬戸町・せとまち

　　８００-００１４・福岡県北九州市門司区大里・だいり

　　８００-００１８・福岡県北九州市門司区大里桜ケ丘・だいりさくらがおか

　　８００-００５７・福岡県北九州市門司区大里新町・だいりしんまち

　　８００-００２４・福岡県北九州市門司区大里戸ノ上・だいりとのうえ

　　８００-００３８・福岡県北九州市門司区大里原町・だいりはらまち

　　８００-００２２・福岡県北九州市門司区大里東・ だいりひがじ

　　８００-００２９・福岡県北九州市門司区大里東口・だいりひがしぐち

　　８００-００６３・福岡県北九州市門司区大里本町・だいりほんまち

　　８００-００６２・福岡県北九州市門司区大里元町・だいりもとまち

　　８００-００３３・福岡県北九州市門司区大里桃山町・だいりももやまちよう

　　８０１-０８２２・福岡県北九州市門司区高砂町・たかさごまち

　　８００-００３１・福岡県北九州市門司区高田・たかだ

　　８０１-０８０５・福岡県北九州市門司区太刀浦海岸・たちのうらかいがん

　　８０１-０８７２・福岡県北九州市門司区谷町・たにまち

　　８０１-０８０３・福岡県北九州市門司区田野浦・たのうら

　　８０１-０８０４・福岡県北九州市門司区田野浦海岸・たのうらかいがん

　　８００-０１１７・福岡県北九州市門司区恒見・つねみ

　　８００-０１１６・福岡県北九州市門司区恒見町・つねみまち

　　８００-００２３・福岡県北九州市門司区中二十町・なかにじつちよう
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　　８００-００３９・福岡県北九州市門司区中町・なかまち

　　８００-００１７・福岡県北九州市門司区永黒・ながぐろ

　　８０１-０８６１・福岡県北九州市門司区長谷・ながたに

　　８０１-０８８１・福岡県北九州市門司区鳴竹・なるたけ

　　８０１-０８４１・福岡県北九州市門司区西海岸・にしかいがん

　　８０１-０８６２・福岡県北九州市門司区錦町・にしきまち

　　８００-００５６・福岡県北九州市門司区西新町・にししんまち

　　８００-０１１２・福岡県北九州市門司区畑・はた

　　８０１-０８７４・福岡県北九州市門司区畑田町・はたけだまち

　　８０１-０８５６・福岡県北九州市門司区浜町・はままち

　　８００-０００５・福岡県北九州市門司区羽山・はやま

　　８００-００３７・福岡県北九州市門司区原町別院・はらまちべついん

　　８００-００４６・福岡県北九州市門司区光町・ひかりまち

　　８００-００５５・福岡県北九州市門司区東新町・ひがししんまち

　　８０１-０８５１・福岡県北九州市門司区東本町・ひがしほんまち

　　８００-００５２・福岡県北九州市門司区東馬寄・ひがしまいそう

　　８０１-０８５３・福岡県北九州市門司区東港町・ひがしみなとまち

　　８０１-０８７３・福岡県北九州市門司区東門司・ひがしもじ

　　８０１-０８１３・福岡県北九州市門司区柄杓田・ひしやくだ

　　８０１-０８１４・福岡県北九州市門司区柄杓田町・ひしやくだまち

　　８０１-０８４２・福岡県北九州市門司区広石・ ひろいじ

　　８００-００４７・福岡県北九州市門司区藤松・ふじまつ

　　８００-０００２・福岡県北九州市門司区二タ松町・ふたまつちよう

　　８００-００３２・福岡県北九州市門司区不老町・ふろうちよう

　　８００-００３５・福岡県北九州市門司区別院・べついん

　　８０１-０８７５・福岡県北九州市門司区法師庵・ほうしあん

　　８０１-０８３４・福岡県北九州市門司区本町・ほんまち

　　８００-００１２・福岡県北九州市門司区松崎町・まつざきちよう

　　８００-００６４・福岡県北九州市門司区松原・まつはﾞら

　　８０１-０８３１・福岡県北九州市門司区丸山・まるやま

　　８０１-０８２４・福岡県北九州市門司区丸山吉野町・まるやまよしのまち

　　８００-００４３・福岡県北九州市門司区緑ケ丘・みどりがおか

　　８０１-０８５２・福岡県北九州市門司区港町・みなとまち

　　８００-００２１・福岡県北九州市門司区南本町・みなみほんまち

　　８０１-０８５５・福岡県北九州市門司区門司・もじ

　　８０１-０８３２・福岡県北九州市門司区元清滝・もときよたき

　　８００-００３０・福岡県北九州市門司区桃山台・ももやまだい

　　８００-００３６・福岡県北九州市門司区柳原町・やなぎはらまち

　　８００-００２５・福岡県北九州市門司区柳町・やなぎまち

　　８００-０００６・福岡県北九州市門司区矢筈町・やはずまち

　　８０８-００００・福岡県北九州市若松区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０８-０１４１・福岡県北九州市若松区青葉台東・ あおはﾞだいひがじ

　　８０８-０１４３・福岡県北九州市若松区青葉台西・ あおはﾞだいにじ

　　８０８-０１４２・福岡県北九州市若松区青葉台南・あおはﾞだいみなみ

　　８０８-０１７５・福岡県北九州市若松区赤岩町（１０～１２)・あかいわまち

　　８０８-００７５・福岡県北九州市若松区赤岩町（その他）・あかいわまち(そのた)

　　８０８-０００３・福岡県北九州市若松区赤崎町・あかさきまち

　　８０８-００７３・福岡県北九州市若松区赤島町・あかしままち

　　８０８-０１２２・福岡県北九州市若松区蜑住・あますみ

　　８０８-０１２３・福岡県北九州市若松区有毛・ありげ

　　８０８-００２２・福岡県北九州市若松区安瀬・あんせ

　　８０８-０１２４・福岡県北九州市若松区安屋・あんや

　　８０８-００７１・福岡県北九州市若松区今光・いまみつ

　　８０８-００１４・福岡県北九州市若松区栄盛川町・えいせいがわまち

　　８０８-００３２・福岡県北九州市若松区老松・おいまつ

　　８０８-００６１・福岡県北九州市若松区大池町・おおいけまち

　　８０８-００３３・福岡県北九州市若松区大井戸町・おおいどまち

　　８０８-００５１・福岡県北九州市若松区大谷町・おおたにまち

　　８０８-０１３３・福岡県北九州市若松区大鳥居・おおとりい

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区小竹（１～１９５３)、・おだけ

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区小竹（３００６～３００８)、・おだけ

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区小竹（相川)、・おだけ

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区小竹（鬼ケ坂)、・おだけ

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区小竹（唐木)、・おだけ

　　８０８-０００８・福岡県北九州市若松区椿、脇ノ浦）・つはﾞき､わきのうら)

　　８０８-０１０８・福岡県北九州市若松区小竹（その他）・おだけ(そのた)

　　８０８-０１３４・福岡県北九州市若松区乙丸・おとまる

　　８０８-０１０６・福岡県北九州市若松区片山・かたやま

　　８０８-００１５・福岡県北九州市若松区上原町・かみはらまち

　　８０８-０１０５・福岡県北九州市若松区鴨生田・かもおだ



　　８０８-００２３・福岡県北九州市若松区北浜・きたはま

　　８０８-００２７・福岡県北九州市若松区北湊町・きたみなとまち

　　８０８-００１１・福岡県北九州市若松区響南町・きようなんまち

　　８０８-００６６・福岡県北九州市若松区くきのうみ中央・くきのうみちゆうおう

　　８０８-００５４・福岡県北九州市若松区久岐の浜・くきのはま

　　８０８-０００７・福岡県北九州市若松区小石・ こいじ

　　８０８-０００１・福岡県北九州市若松区小石本村町・こいしほんむらまち

　　８０８-００４６・福岡県北九州市若松区小糸町・こいとまち

　　８０８-０００２・福岡県北九州市若松区向洋町・こうようまち

　　８０８-０１３２・福岡県北九州市若松区小敷・こしき

　　８０８-０１３９・福岡県北九州市若松区小敷ひびきの・こしきひびきの

　　８０８-００２６・福岡県北九州市若松区桜町・さくらまち

　　８０８-００４１・福岡県北九州市若松区迫田町・さこだまち

　　８０８-０１３１・福岡県北九州市若松区塩屋・しおや

　　８０８-０００５・福岡県北九州市若松区下原町・しもはらまち

　　８０８-００５２・福岡県北九州市若松区新大谷町・しんおおたにまち

　　８０８-００５３・福岡県北九州市若松区修多羅・すたら

　　８０８-０１４８・福岡県北九州市若松区高須・たかす

　　８０８-０１４４・福岡県北九州市若松区高須東・ たかすひがじ

　　８０８-０１４６・福岡県北九州市若松区高須西・ たかすにじ

　　８０８-０１４５・福岡県北九州市若松区高須南・たかすみなみ

　　８０８-０１４７・福岡県北九州市若松区高須北・たかすきた

　　８０８-０１２１・福岡県北九州市若松区竹並・たけなみ

　　８０８-００４２・福岡県北九州市若松区棚田町・たなだまち

　　８０８-００７６・福岡県北九州市若松区童子丸・どうじまる

　　８０８-０１１２・福岡県北九州市若松区頓田・とんだ

　　８０８-００２５・福岡県北九州市若松区中川町・なかがわまち

　　８０８-００４７・福岡県北九州市若松区中畑町・なかはたまち

　　８０８-００１３・福岡県北九州市若松区波打町・なみうちまち

　　８０８-０００４・福岡県北九州市若松区西小石町・にしこいしまち

　　８０８-００３１・福岡県北九州市若松区西園町・にしぞのまち

　　８０８-０１０１・福岡県北九州市若松区西天神町・にしてんじんまち

　　８０８-００４３・福岡県北九州市若松区西畑町・にしはたまち

　　８０８-００３５・福岡県北九州市若松区白山・はくさん

　　８０８-０１０４・福岡県北九州市若松区畠田・はたけだ

　　８０８-００５５・福岡県北九州市若松区畑谷町・はただにまち

　　８０８-０１３６・福岡県北九州市若松区花野路・はなのじ

　　８０８-００２４・福岡県北九州市若松区浜町・はままち

　　８０８-０１１３・福岡県北九州市若松区払川・はらいがわ

　　８０８-００１６・福岡県北九州市若松区原町・はらまち

　　８０８-００１７・福岡県北九州市若松区東小石町・ひがしこいしまち

　　８０８-００４４・福岡県北九州市若松区東畑町・ひがしはたまち

　　８０８-０１０２・福岡県北九州市若松区東二島・ひがしふたじま

　　８０８-０１３５・福岡県北九州市若松区ひびきの・ひびきの

　　８０８-０１３８・福岡県北九州市若松区ひびきの北・ひびきのきた

　　８０８-０１３７・福岡県北九州市若松区ひびきの南・ひびきのみなみ

　　８０８-００２１・福岡県北九州市若松区響町・ひびきまち

　　８０８-００１２・福岡県北九州市若松区深町・ふかまち

　　８０８-００６５・福岡県北九州市若松区藤木・ふじのき

　　８０８-００７４・福岡県北九州市若松区藤ノ木・ふじのき

　　８０８-０１０３・福岡県北九州市若松区二島・ふたじま

　　８０８-００６２・福岡県北九州市若松区古前・ふるまえ

　　８０８-００３４・福岡県北九州市若松区本町・ほんまち

　　８０８-０１０９・福岡県北九州市若松区南二島・みなみふたじま

　　８０８-０００６・福岡県北九州市若松区宮前町・みやまえまち

　　８０８-００６４・福岡県北九州市若松区宮丸・みやまる

　　８０８-０１１１・福岡県北九州市若松区柳崎町・やながさきまち

　　８０８-００３６・福岡県北九州市若松区山手町・やまてまち

　　８０８-００４５・福岡県北九州市若松区山ノ堂町・やまのどうまち

　　８０８-００７２・福岡県北九州市若松区百合野町・ゆりのまち

　　８０８-００７７・福岡県北九州市若松区用勺町・ようじやくまち

　　８０８-００６３・福岡県北九州市若松区和田町・わだまち

　　８０４-００００・福岡県北九州市戸畑区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０４-００８３・福岡県北九州市戸畑区旭町・あさひまち

　　８０４-００６２・福岡県北九州市戸畑区浅生・あそう

　　８０４-００２１・福岡県北九州市戸畑区一枝・いちえだ

　　８０４-００６４・福岡県北九州市戸畑区沖台・おきだい

　　８０４-００７１・福岡県北九州市戸畑区川代・かわしろ

　　８０４-００４３・福岡県北九州市戸畑区観音寺町・かんのんじちよう

　　８０４-００７５・福岡県北九州市戸畑区北鳥旗町・きたとりはたまち



　　８０４-００７６・福岡県北九州市戸畑区銀座・ぎんざ

　　８０４-００９２・福岡県北九州市戸畑区小芝・こしはﾞ

　　８０４-００２２・福岡県北九州市戸畑区金比羅町・こんひﾟらちよう

　　８０４-００８４・福岡県北九州市戸畑区幸町・さいわいまち

　　８０４-００１３・福岡県北九州市戸畑区境川・さかいがわ

　　８０４-００９３・福岡県北九州市戸畑区沢見・さわみ

　　８０４-００９１・福岡県北九州市戸畑区三六町・さんろくまち

　　８０４-００３３・福岡県北九州市戸畑区椎ノ木町・しいのきちよう

　　８０４-００６７・福岡県北九州市戸畑区汐井町・しおいまち

　　８０４-００６３・福岡県北九州市戸畑区正津町・しようつﾞまち

　　８０４-００８２・福岡県北九州市戸畑区新池・しんいけ

　　８０４-００６５・福岡県北九州市戸畑区新川町・しんかわまち

　　８０４-００４４・福岡県北九州市戸畑区菅原・すがわら

　　８０４-００１５・福岡県北九州市戸畑区仙水町・せんすいちよう

　　８０４-００８１・福岡県北九州市戸畑区千防・せんほﾞう

　　８０４-００５１・福岡県北九州市戸畑区高峰・たかみね

　　８０４-００１４・福岡県北九州市戸畑区土取町・つちとりまち

　　８０４-００９４・福岡県北九州市戸畑区天神・てんじん

　　８０４-００４１・福岡県北九州市戸畑区天籟寺・てんらいじ

　　８０４-０００４・福岡県北九州市戸畑区戸畑・とはﾞた

　　８０４-０００１・福岡県北九州市戸畑区飛幡町・とびはたちよう

　　８０４-０００２・福岡県北九州市戸畑区中原（先の浜）・なかはﾞる(さきのはま)

　　８０４-０００３・福岡県北九州市戸畑区中原新町・なかはﾞるしんまち

　　８０４-００１２・福岡県北九州市戸畑区中原東・ なかはﾞるひがじ

　　８０４-００１１・福岡県北九州市戸畑区中原西・ なかはﾞるにじ

　　８０４-００６１・福岡県北九州市戸畑区中本町・なかほんまち

　　８０４-００３２・福岡県北九州市戸畑区西大谷・にしおおたに

　　８０４-００２４・福岡県北九州市戸畑区西鞘ケ谷町・にしさやがたにまち

　　８０４-００６６・福岡県北九州市戸畑区初音町・はつねちよう

　　８０４-００３１・福岡県北九州市戸畑区東大谷・ひがしおおたに

　　８０４-００２３・福岡県北九州市戸畑区東鞘ケ谷町・ひがしさやがたにまち

　　８０４-００２５・福岡県北九州市戸畑区福柳木・ふくりゆうぎ

　　８０４-００５３・福岡県北九州市戸畑区牧山・まきやま

　　８０４-００７７・福岡県北九州市戸畑区牧山海岸・まきやまかいがん

　　８０４-００５４・福岡県北九州市戸畑区牧山新町・まきやましんまち

　　８０４-００５２・福岡県北九州市戸畑区丸町・まるまち

　　８０４-００７４・福岡県北九州市戸畑区南鳥旗町・みなみとりはたまち

　　８０４-００７３・福岡県北九州市戸畑区明治町・めいじまち

　　８０４-００７２・福岡県北九州市戸畑区元宮町・もとみやまち

　　８０４-００４２・福岡県北九州市戸畑区夜宮・よみや

　　８０２-００００・福岡県北九州市小倉北区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０２-００９１・福岡県北九州市小倉北区藍島・あいのしま

　　８０３-０８２２・福岡県北九州市小倉北区青葉・あおはﾞ

　　８０２-００３２・福岡県北九州市小倉北区赤坂・あかさか

　　８０２-００３１・福岡県北九州市小倉北区赤坂海岸・あかさかかいがん

　　８０２-０００１・福岡県北九州市小倉北区浅野・あさの

　　８０３-０８３３・福岡県北九州市小倉北区朝日ケ丘・あさひがおか

　　８０２-００４３・福岡県北九州市小倉北区足原・あしはら

　　８０３-０８２８・福岡県北九州市小倉北区愛宕・あたご

　　８０２-００４２・福岡県北九州市小倉北区足立・あだち

　　８０３-０８４２・福岡県北九州市小倉北区泉台・いずみだい

　　８０３-０８２４・福岡県北九州市小倉北区板櫃町・いたびつまち

　　８０３-０８３５・福岡県北九州市小倉北区井堀・いほﾞり

　　８０３-０８６２・福岡県北九州市小倉北区今町・いままち

　　８０３-０８２１・福岡県北九州市小倉北区鋳物師町・いもじまち

　　８０２-０００６・福岡県北九州市小倉北区魚町・うおまち

　　８０２-００１６・福岡県北九州市小倉北区宇佐町・うさまち

　　８０２-００９２・福岡県北九州市小倉北区馬島・うましま

　　８０２-００８３・福岡県北九州市小倉北区江南町・えなみちよう

　　８０２-００１５・福岡県北九州市小倉北区大田町・おおたまち

　　８０３-０８１４・福岡県北九州市小倉北区大手町・おおてまち

　　８０２-００２６・福岡県北九州市小倉北区大畠・おおはﾞたけ

　　８０２-０００４・福岡県北九州市小倉北区鍛冶町・かじまち

　　８０２-００６４・福岡県北九州市小倉北区片野・かたの

　　８０２-００６２・福岡県北九州市小倉北区片野新町・かたのしんまち

　　８０３-０８１６・福岡県北九州市小倉北区金田・かなだ

　　８０３-０８４５・福岡県北九州市小倉北区上到津・かみいとうつﾞ

　　８０２-００２２・福岡県北九州市小倉北区上富野・かみとみの

　　８０２-００８４・福岡県北九州市小倉北区香春口・かわらぐち

　　８０２-００４５・福岡県北九州市小倉北区神岳・かんたけ



　　８０２-００７３・福岡県北九州市小倉北区貴船町・きふねまち

　　８０３-０８５１・福岡県北九州市小倉北区木町・きまち

　　８０２-０００２・福岡県北九州市小倉北区京町・きようまち

　　８０３-０８４１・福岡県北九州市小倉北区清水・きよみず

　　８０２-００５２・福岡県北九州市小倉北区霧ケ丘・きりがおか

　　８０３-０８４３・福岡県北九州市小倉北区金鶏町・きんけいちよう

　　８０３-０８６４・福岡県北九州市小倉北区熊谷・くまがい

　　８０２-００４４・福岡県北九州市小倉北区熊本・くまもと

　　８０２-００５６・福岡県北九州市小倉北区黒住町・くろずみちよう

　　８０２-００５１・福岡県北九州市小倉北区黒原・くろはﾞる

　　８０２-００７１・福岡県北九州市小倉北区黄金・こがね

　　８０３-０８０３・福岡県北九州市小倉北区許斐町・このみまち

　　８０２-０００３・福岡県北九州市小倉北区米町・こめまち

　　８０２-００３７・福岡県北九州市小倉北区小文字・こもんじ

　　８０２-００８１・福岡県北九州市小倉北区紺屋町・こんやまち

　　８０３-０８２３・福岡県北九州市小倉北区菜園場・さえんはﾞ

　　８０２-０００５・福岡県北九州市小倉北区堺町・さかいまち

　　８０２-００６１・福岡県北九州市小倉北区三郎丸・さぶろうまる

　　８０３-０８５４・福岡県北九州市小倉北区皿山町・さらやままち

　　８０２-００２４・福岡県北九州市小倉北区山門町・さんもんちよう

　　８０２-００１１・福岡県北九州市小倉北区重住・しげずみ

　　８０３-０８６１・福岡県北九州市小倉北区篠崎・しのざき

　　８０３-０８４６・福岡県北九州市小倉北区下到津・しもいとうつﾞ

　　８０２-００２３・福岡県北九州市小倉北区下富野・しもとみの

　　８０２-００２５・福岡県北九州市小倉北区寿山町・じゆざんちよう

　　８０３-０８１３・福岡県北九州市小倉北区城内・じようない

　　８０２-００５５・福岡県北九州市小倉北区城野団地・じようのだんち

　　８０２-００７５・福岡県北九州市小倉北区昭和町・しようわまち

　　８０２-００７４・福岡県北九州市小倉北区白銀・しらがね

　　８０３-０８２５・福岡県北九州市小倉北区白萩町・しらはぎまち

　　８０２-００３８・福岡県北九州市小倉北区神幸町・しんこうちよう

　　８０３-０８５２・福岡県北九州市小倉北区新高田・しんたかだ

　　８０３-０８０５・福岡県北九州市小倉北区親和町・しんわまち

　　８０２-００１２・福岡県北九州市小倉北区末広・すえひろ

　　８０２-００３４・福岡県北九州市小倉北区須賀町・すがまち

　　８０２-００１４・福岡県北九州市小倉北区砂津・すなつ

　　８０２-０００８・福岡県北九州市小倉北区船頭町・せんどうまち

　　８０２-０００７・福岡県北九州市小倉北区船場町・せんはﾞまち

　　８０３-０８１１・福岡県北九州市小倉北区大門・だいもん

　　８０３-０８５３・福岡県北九州市小倉北区高尾・たかお

　　８０２-００２１・福岡県北九州市小倉北区高浜・たかはま

　　８０２-００５３・福岡県北九州市小倉北区高坊・たかほﾞう

　　８０３-０８３８・福岡県北九州市小倉北区高見台・たかみだい

　　８０３-０８２６・福岡県北九州市小倉北区高峰町・たかみねちよう

　　８０３-０８５５・福岡県北九州市小倉北区竪林町・たてはﾞやしまち

　　８０３-０８１８・福岡県北九州市小倉北区竪町・たてまち

　　８０３-０８１７・福岡県北九州市小倉北区田町・たまち

　　８０２-００３５・福岡県北九州市小倉北区常盤町・ときわまち

　　８０２-００３６・福岡県北九州市小倉北区富野・とみの

　　８０２-００３３・福岡県北九州市小倉北区富野台・とみのだい

　　８０３-０８３６・福岡県北九州市小倉北区中井・なかい

　　８０３-０８３７・福岡県北九州市小倉北区中井口・なかいぐち

　　８０３-０８０４・福岡県北九州市小倉北区中井浜・なかいはま

　　８０２-００７６・福岡県北九州市小倉北区中島・なかしま

　　８０２-００１８・福岡県北九州市小倉北区中津口・なかつぐち

　　８０２-００１３・福岡県北九州市小倉北区長浜町・ながはままち

　　８０３-０８０１・福岡県北九州市小倉北区西港町・にしみなとまち

　　８０２-００６６・福岡県北九州市小倉北区萩崎町・はぎざきまち

　　８０２-００７７・福岡県北九州市小倉北区馬借・はﾞしやく

　　８０３-０８１５・福岡県北九州市小倉北区原町・はらまち

　　８０３-０８３１・福岡県北九州市小倉北区日明・ひあがり

　　８０２-００７２・福岡県北九州市小倉北区東篠崎・ひがししのざき

　　８０２-００５４・福岡県北九州市小倉北区東城野町・ひがしじようのまち

　　８０３-０８０２・福岡県北九州市小倉北区東港・ひがしみなと

　　８０３-０８３２・福岡県北九州市小倉北区平松町・ひらまつまち

　　８０２-００８２・福岡県北九州市小倉北区古船場町・ふるせんはﾞまち

　　８０３-０８５６・福岡県北九州市小倉北区弁天町・べんてんまち

　　８０３-０８４４・福岡県北九州市小倉北区真鶴・まなつﾞる

　　８０３-０８２７・福岡県北九州市小倉北区緑ケ丘・みどりがおか

　　８０３-０８６３・福岡県北九州市小倉北区南丘・みなみがおか



　　８０２-００６５・福岡県北九州市小倉北区三萩野・みはぎの

　　８０３-０８３４・福岡県北九州市小倉北区都・みやこ

　　８０２-００４１・福岡県北九州市小倉北区妙見町・みようけんちよう

　　８０３-０８１２・福岡県北九州市小倉北区室町・むろまち

　　８０２-００１７・福岡県北九州市小倉北区明和町・めいわまち

　　８０３-０８６５・福岡県北九州市小倉北区山田町・やまだまち

　　８０２-００８５・福岡県北九州市小倉北区吉野町・よしのまち

　　８０２-００６３・福岡県北九州市小倉北区若富士町・わかふじちよう

　　８０２-００００・福岡県北九州市小倉南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８００-０２５８・福岡県北九州市小倉南区安部山・あべやま

　　８０２-０８３８・福岡県北九州市小倉南区石田町・いしだまち

　　８０２-０８３６・福岡県北九州市小倉南区石田南・いしだみなみ

　　８０３-０１８５・福岡県北九州市小倉南区石原町・いしはらまち

　　８０３-０１８３・福岡県北九州市小倉南区市丸・いちまる

　　８０３-０１８９・福岡県北九州市小倉南区井手浦・いでうら

　　８０３-０２６１・福岡県北九州市小倉南区合馬・おうま

　　８０３-０２７１・福岡県北九州市小倉南区長行・おさゆき

　　８０３-０２７３・福岡県北九州市小倉南区長行東・ おさゆきひがじ

　　８０３-０２７２・福岡県北九州市小倉南区長行西・ おさゆきにじ

　　８０２-０８３４・福岡県北九州市小倉南区隠蓑・かくれみの

　　８０３-０２６７・福岡県北九州市小倉南区頂吉・ かぐめよじ

　　８０２-０８３３・福岡県北九州市小倉南区上石田・かみいしだ

　　８００-０２５５・福岡県北九州市小倉南区上葛原・かみくずはら

　　８００-０２２３・福岡県北九州市小倉南区上曽根・かみそね

　　８００-０２１５・福岡県北九州市小倉南区上曽根新町・かみそねしんまち

　　８００-０２４４・福岡県北九州市小倉南区上貫・かみぬき

　　８００-０２０１・福岡県北九州市小倉南区上吉田・かみよしだ

　　８０２-０９７８・福岡県北九州市小倉南区蒲生・がもう

　　８０２-０９８１・福岡県北九州市小倉南区企救丘・きくがおか

　　８０２-０８４１・福岡県北九州市小倉南区北方・きたがた

　　８０３-０１８４・福岡県北九州市小倉南区木下・きのした

　　８００-０３０６・福岡県北九州市小倉南区空港北町・くうこうきたまち

　　８００-０２３１・福岡県北九州市小倉南区朽網・くさみ

　　８００-０２３２・福岡県北九州市小倉南区朽網東・ くさみひがじ

　　８００-０２３３・福岡県北九州市小倉南区朽網西・ くさみにじ

　　８００-０２５１・福岡県北九州市小倉南区葛原・くずはら

　　８００-０２５２・福岡県北九州市小倉南区葛原高松・くずはらたかまつ

　　８００-０２５３・福岡県北九州市小倉南区葛原本町・くずはらほんまち

　　８００-０２５４・福岡県北九州市小倉南区葛原元町・くずはらもとまち

　　８００-０２０６・福岡県北九州市小倉南区葛原東・ くずはらひがじ

　　８０３-０１８２・福岡県北九州市小倉南区小森・こもり

　　８０２-０９８５・福岡県北九州市小倉南区志井・しい

　　８０２-０９８４・福岡県北九州市小倉南区志井公園・しいこうえん

　　８０２-０９８６・福岡県北九州市小倉南区志井鷹羽台・しいたかはだい

　　８０２-０８１１・福岡県北九州市小倉南区重住・しげずみ

　　８０２-０９８３・福岡県北九州市小倉南区志徳・しとく

　　８０２-０８３２・福岡県北九州市小倉南区下石田・しもいしだ

　　８０２-０８０４・福岡県北九州市小倉南区下城野・しもじようの

　　８００-０２１７・福岡県北九州市小倉南区下曽根・しもそね

　　８００-０２２１・福岡県北九州市小倉南区下曽根新町・しもそねしんまち

　　８００-０２３６・福岡県北九州市小倉南区下貫・しもぬき

　　８０２-０９７７・福岡県北九州市小倉南区下南方・しもみなみがた

　　８００-０２０３・福岡県北九州市小倉南区下吉田・しもよしだ

　　８０２-０８０２・福岡県北九州市小倉南区城野・じようの

　　８００-０２１１・福岡県北九州市小倉南区新曽根・しんそね

　　８０３-０１８６・福岡県北九州市小倉南区新道寺・しんどうじ

　　８０２-０９７３・福岡県北九州市小倉南区星和台・せいわだい

　　８００-０２１２・福岡県北九州市小倉南区曽根・そね

　　８００-０２２９・福岡県北九州市小倉南区曽根北町・そねきたまち

　　８００-０２１４・福岡県北九州市小倉南区曽根新田・そねしんでん

　　８００-０２２０・福岡県北九州市小倉南区曽根新田南・そねしんでんみなみ

　　８００-０２１９・福岡県北九州市小倉南区曽根新田北・そねしんでんきた

　　８０３-０２６８・福岡県北九州市小倉南区高津尾・たかつお

　　８０３-０２７５・福岡県北九州市小倉南区高野・たかの

　　８０３-０２６２・福岡県北九州市小倉南区田代・たしろ

　　８００-０２２５・福岡県北九州市小倉南区田原・たはら

　　８００-０２２６・福岡県北九州市小倉南区田原新町・たはらしんまち

　　８０３-０２６３・福岡県北九州市小倉南区辻三・つじみつ

　　８００-０２４２・福岡県北九州市小倉南区津田・つだ

　　８００-０２２７・福岡県北九州市小倉南区津田新町・つだしんまち



　　８００-０２４８・福岡県北九州市小倉南区津田南町・つだみなみまち

　　８０３-０２６６・福岡県北九州市小倉南区道原・どうはﾞる

　　８０３-０２７６・福岡県北九州市小倉南区徳吉・ とくよじ

　　８０３-０２７７・福岡県北九州市小倉南区徳吉東・ とくよしひがじ

　　８０３-０２７８・福岡県北九州市小倉南区徳吉西・ とくよしにじ

　　８０３-０２７９・福岡県北九州市小倉南区徳吉南・とくよしみなみ

　　８０２-０９７４・福岡県北九州市小倉南区徳力・とくりき

　　８０２-０９７９・福岡県北九州市小倉南区徳力新町・とくりきしんまち

　　８０２-０９７５・福岡県北九州市小倉南区徳力団地・とくりきだんち

　　８００-０２２２・福岡県北九州市小倉南区中曽根・なかそね

　　８００-０２１６・福岡県北九州市小倉南区中曽根新町・なかそねしんまち

　　８００-０２１３・福岡県北九州市小倉南区中曽根東・ なかそねひがじ

　　８００-０２３７・福岡県北九州市小倉南区中貫・なかぬき

　　８００-０２３５・福岡県北九州市小倉南区中貫本町・なかぬきほんまち

　　８００-０２０４・福岡県北九州市小倉南区中吉田・なかよしだ

　　８０３-０２７４・福岡県北九州市小倉南区長尾・ながお

　　８００-０２２８・福岡県北九州市小倉南区長野（丁目）・ながの

　　８００-０２４６・福岡県北九州市小倉南区長野（)・ながの

　　８００-０２４７・福岡県北九州市小倉南区長野東町・ながのひがしまち

　　８００-０２４１・福岡県北九州市小倉南区長野本町・ながのほんまち

　　８００-０２４３・福岡県北九州市小倉南区西貫・にしぬき

　　８０２-０８１２・福岡県北九州市小倉南区西水町・にしみずまち

　　８０２-０８１４・福岡県北九州市小倉南区蜷田若園・になたわかぞの

　　８００-０２４５・福岡県北九州市小倉南区貫・ぬき

　　８００-０２３４・福岡県北九州市小倉南区貫弥生が丘・ぬきやよいがおか

　　８００-０２０９・福岡県北九州市小倉南区沼・ぬま

　　８００-０２１８・福岡県北九州市小倉南区沼新町・ぬましんまち

　　８００-０２０８・福岡県北九州市小倉南区沼本町・ぬまほんまち

　　８００-０２０７・福岡県北九州市小倉南区沼緑町・ぬまみどりまち

　　８００-０２０５・福岡県北九州市小倉南区沼南町・ぬまみなみまち

　　８０２-０８０５・福岡県北九州市小倉南区八幡町・はちまんちよう

　　８０２-０８３７・福岡県北九州市小倉南区葉山町・はやまちよう

　　８０２-０８０３・福岡県北九州市小倉南区春ケ丘・はるがおか

　　８０３-０２６５・福岡県北九州市小倉南区春吉・ はるよじ

　　８００-０２２４・福岡県北九州市小倉南区東貫・ひがしぬき

　　８０２-０８１３・福岡県北九州市小倉南区東水町・ひがしみずまち

　　８０２-０８４２・福岡県北九州市小倉南区日の出町・ひのでまち

　　８０３-０１８０・福岡県北九州市小倉南区平尾台・ひらおだい

　　８０２-０８０１・福岡県北九州市小倉南区富士見・ふじみ

　　８０２-０８３５・福岡県北九州市小倉南区堀越・ ほりこじ

　　８０２-０８２３・福岡県北九州市小倉南区舞ケ丘・まいがおか

　　８０２-０９７６・福岡県北九州市小倉南区南方・みなみがた

　　８０２-０８１５・福岡県北九州市小倉南区南若園町・みなみわかぞのまち

　　８０３-０１８７・福岡県北九州市小倉南区母原・もはら

　　８０３-０１８８・福岡県北九州市小倉南区母原（紫水団地）・もはら(しすいだんち)

　　８０２-０９７２・福岡県北九州市小倉南区守恒・もりつね

　　８０２-０９７１・福岡県北九州市小倉南区守恒本町・もりつねほんまち

　　８０２-０８３１・福岡県北九州市小倉南区八重洲町・やえすまち

　　８０２-０９８２・福岡県北九州市小倉南区山手・やまて

　　８０３-０２６４・福岡県北九州市小倉南区山本・やまもと

　　８００-０２５７・福岡県北九州市小倉南区湯川・ゆがわ

　　８００-０２５６・福岡県北九州市小倉南区湯川新町・ゆがわしんまち

　　８０２-０８２４・福岡県北九州市小倉南区横代・よこしろ

　　８０２-０８２５・福岡県北九州市小倉南区横代葉山・よこしろはやま

　　８０２-０８２２・福岡県北九州市小倉南区横代東町・よこしろひがしまち

　　８０２-０８２６・福岡県北九州市小倉南区横代南町・よこしろみなみまち

　　８０２-０８２１・福岡県北九州市小倉南区横代北町・よこしろきたまち

　　８００-０２０２・福岡県北九州市小倉南区吉田・よしだ

　　８００-０２１０・福岡県北九州市小倉南区吉田にれの木坂・よしだにれのきざか

　　８０３-０１８１・福岡県北九州市小倉南区呼野・よぶの

　　８０２-０８１６・福岡県北九州市小倉南区若園・わかぞの

　　８０５-００００・福岡県北九州市八幡東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０５-０００１・福岡県北九州市八幡東区荒手・あらて

　　８０５-００１５・福岡県北九州市八幡東区荒生田・あろうだ

　　８０５-００２１・福岡県北九州市八幡東区石坪町・いしつほﾞまち

　　８０５-００３７・福岡県北九州市八幡東区猪倉町・いのくらまち

　　８０５-００４１・福岡県北九州市八幡東区祝町・いわいまち

　　８０５-０００２・福岡県北九州市八幡東区枝光・えだみつ

　　８０５-０００８・福岡県北九州市八幡東区枝光本町・えだみつほんまち

　　８０５-００４８・福岡県北九州市八幡東区大蔵・おおくら



　　８０５-００５３・福岡県北九州市八幡東区大谷・おおたに

　　８０５-００３８・福岡県北九州市八幡東区大平町・おおひらまち

　　８０５-０００３・福岡県北九州市八幡東区大宮町・おおみやまち

　　８０５-００５７・福岡県北九州市八幡東区尾倉（大字）・おぐら(おおあざ)

　　８０５-００５９・福岡県北九州市八幡東区尾倉（丁目）・おぐら

　　８０５-００４３・福岡県北九州市八幡東区勝山・かつやま

　　８０５-００１８・福岡県北九州市八幡東区上本町・かみほんまち

　　８０５-００５５・福岡県北九州市八幡東区神山町・かみやままち

　　８０５-００４５・福岡県北九州市八幡東区河内・かわち

　　８０５-００１２・福岡県北九州市八幡東区川淵町・かわぶちまち

　　８０５-００６７・福岡県北九州市八幡東区祇園・ぎおん

　　８０５-００６６・福岡県北九州市八幡東区祇園原町・ぎおんはﾞらまち

　　８０５-００３４・福岡県北九州市八幡東区清田・きよた

　　８０５-００４７・福岡県北九州市八幡東区景勝町・けいしようまち

　　８０５-００３６・福岡県北九州市八幡東区小熊野・こぐまの

　　８０５-００３５・福岡県北九州市八幡東区山路・さんじ

　　８０５-００３３・福岡県北九州市八幡東区山路松尾町・さんじまつおまち

　　８０５-００１７・福岡県北九州市八幡東区山王・さんのう

　　８０５-００１３・福岡県北九州市八幡東区昭和・しようわ

　　８０５-０００７・福岡県北九州市八幡東区白川町・しらかわまち

　　８０５-００４９・福岡県北九州市八幡東区末広町・すえひろまち

　　８０５-０００６・福岡県北九州市八幡東区諏訪・すわ

　　８０５-００１６・福岡県北九州市八幡東区高見・たかみ

　　８０５-００２２・福岡県北九州市八幡東区竹下町・たけしたまち

　　８０５-００４６・福岡県北九州市八幡東区田代・たしろ

　　８０５-００１４・福岡県北九州市八幡東区茶屋町・ちややまち

　　８０５-００１９・福岡県北九州市八幡東区中央・ちゆうおう

　　８０５-００３１・福岡県北九州市八幡東区槻田・つきだ

　　８０５-００５４・福岡県北九州市八幡東区天神町・てんじんまち

　　８０５-００２５・福岡県北九州市八幡東区中尾・なかお

　　８０５-００２４・福岡県北九州市八幡東区中畑・なかはた

　　８０５-００６４・福岡県北九州市八幡東区西台良町・にしだいらまち

　　８０５-００６１・福岡県北九州市八幡東区西本町・にしほんまち

　　８０５-００５２・福岡県北九州市八幡東区西丸山町・にしまるやままち

　　８０５-００４２・福岡県北九州市八幡東区羽衣町・はごろもまち

　　８０５-００１１・福岡県北九州市八幡東区八王寺町・はちおうじまち

　　８０５-００６５・福岡県北九州市八幡東区花尾町・はなおまち

　　８０５-００５０・福岡県北九州市八幡東区春の町・はるのまち

　　８０５-００７１・福岡県北九州市八幡東区東田・ひがしだ

　　８０５-００６３・福岡県北九州市八幡東区東台良町・ひがしだいらまち

　　８０５-００２７・福岡県北九州市八幡東区東鉄町・ひがしてつまち

　　８０５-００５１・福岡県北九州市八幡東区東丸山町・ひがしまるやままち

　　８０５-００２６・福岡県北九州市八幡東区東山・ひがしやま

　　８０５-０００４・福岡県北九州市八幡東区日の出・ひので

　　８０５-００６２・福岡県北九州市八幡東区平野・ひらの

　　８０５-０００５・福岡県北九州市八幡東区藤見町・ふじみまち

　　８０５-００５６・福岡県北九州市八幡東区帆柱・ほはﾞしら

　　８０５-００５８・福岡県北九州市八幡東区前田（大字）・まえだ(おおあざ)

　　８０５-００６９・福岡県北九州市八幡東区前田（丁目）・まえだ

　　８０５-００３２・福岡県北九州市八幡東区松尾町・まつおまち

　　８０５-０００９・福岡県北九州市八幡東区宮田町・みやたまち

　　８０５-００２３・福岡県北九州市八幡東区宮の町・みやのまち

　　８０５-００６８・福岡県北九州市八幡東区桃園・ももぞの

　　８０５-００４４・福岡県北九州市八幡東区豊町・ゆたかまち

　　８０６-００００・福岡県北九州市八幡西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０６-００４４・福岡県北九州市八幡西区相生町・あいおいちよう

　　８０６-００４３・福岡県北九州市八幡西区青山・あおやま

　　８０７-０８７２・福岡県北九州市八幡西区浅川（丁目）・あさかわ

　　８０７-０８７７・福岡県北九州市八幡西区浅川（)・あさかわ

　　８０７-０８７１・福岡県北九州市八幡西区浅川学園台・あさかわがくえんだい

　　８０７-０８７５・福岡県北九州市八幡西区浅川台・あさかわだい

　　８０７-０８７６・福岡県北九州市八幡西区浅川日の峯・あさかわひのみね

　　８０７-０８７９・福岡県北九州市八幡西区浅川町・あさかわまち

　　８０６-００４９・福岡県北九州市八幡西区穴生・あのお

　　８０７-１１２５・福岡県北九州市八幡西区池田・いけだ

　　８０７-１１２１・福岡県北九州市八幡西区石坂・いしさか

　　８０７-０８５４・福岡県北九州市八幡西区泉ケ浦・いずみがうら

　　８０７-０８０４・福岡県北九州市八幡西区医生ケ丘・いせいがおか

　　８０６-００６３・福岡県北九州市八幡西区市瀬・いちのせ

　　８０７-１１５３・福岡県北九州市八幡西区岩崎・いわさき



　　８０７-００７１・福岡県北九州市八幡西区上の原・うえのはる

　　８０７-０８５１・福岡県北九州市八幡西区永犬丸・えいのまる

　　８０７-０８４２・福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町・えいのまるひがしまち

　　８０７-０８５２・福岡県北九州市八幡西区永犬丸西町・えいのまるにしまち

　　８０７-０８４５・福岡県北九州市八幡西区永犬丸南町・えいのまるみなみまち

　　８０７-０８７４・福岡県北九州市八幡西区大浦・おおうら

　　８０６-００５３・福岡県北九州市八幡西区大畑町・おおはたまち

　　８０７-００８３・福岡県北九州市八幡西区大平・おおひら

　　８０７-００８４・福岡県北九州市八幡西区大平台・おおひらだい

　　８０６-００３３・福岡県北九州市八幡西区岡田町・おかだまち

　　８０７-００７７・福岡県北九州市八幡西区沖田・おきた

　　８０７-０８０６・福岡県北九州市八幡西区御開・おひらき

　　８０７-０８２５・福岡県北九州市八幡西区折尾（丁目）・おりお

　　８０７-０８６４・福岡県北九州市八幡西区折尾（)・おりお

　　８０７-０８４４・福岡県北九州市八幡西区春日台・かすがだい

　　８０７-１１０２・福岡県北九州市八幡西区香月中央・かつきちゆうおう

　　８０７-１１０３・福岡県北九州市八幡西区香月西・ かつきにじ

　　８０７-１１０１・福岡県北九州市八幡西区上香月・かみかつき

　　８０７-００７２・福岡県北九州市八幡西区上上津役・かみこうじやく

　　８０６-００３４・福岡県北九州市八幡西区岸の浦・きしのうら

　　８０７-０８３４・福岡県北九州市八幡西区北鷹見町・きたたかみまち

　　８０７-１１１４・福岡県北九州市八幡西区吉祥寺町・きつしようじまち

　　８０７-０８１４・福岡県北九州市八幡西区貴船台・きふねだい

　　８０６-００６１・福岡県北九州市八幡西区京良城町・きようらぎまち

　　８０７-０８１２・福岡県北九州市八幡西区洞南町・くきなみまち

　　８０７-１１５４・福岡県北九州市八幡西区楠北・くすきた

　　８０７-０８２７・福岡県北九州市八幡西区楠木・くすのき

　　８０７-１１５１・福岡県北九州市八幡西区楠橋・ くすはﾞじ

　　８０７-１１４１・福岡県北九州市八幡西区楠橋上方・くすはﾞしかみかた

　　８０７-１１４６・福岡県北九州市八幡西区楠橋下方・くすはﾞししもかた

　　８０７-１１４２・福岡県北九州市八幡西区楠橋東・ くすはﾞしひがじ

　　８０７-１１４５・福岡県北九州市八幡西区楠橋西・ くすはﾞしにじ

　　８０７-１１４３・福岡県北九州市八幡西区楠橋南・くすはﾞしみなみ

　　８０６-００２８・福岡県北九州市八幡西区熊手・くまで

　　８０６-００３１・福岡県北九州市八幡西区熊西・ くまにじ

　　８０６-００２１・福岡県北九州市八幡西区黒崎・くろさき

　　８０６-０００４・福岡県北九州市八幡西区黒崎城石・ くろさきしろいじ

　　８０６-００４１・福岡県北九州市八幡西区皇后崎町・こうがさきまち

　　８０６-００１６・福岡県北九州市八幡西区河桃町・こうとうまち

　　８０６-００１１・福岡県北九州市八幡西区紅梅・こうはﾞい

　　８０７-０８２４・福岡県北九州市八幡西区光明・こうみよう

　　８０６-００５６・福岡県北九州市八幡西区小鷺田町・こさぎだまち

　　８０７-００８１・福岡県北九州市八幡西区小嶺・こみね

　　８０７-００８２・福岡県北九州市八幡西区小嶺台・こみねだい

　　８０７-１２６１・福岡県北九州市八幡西区木屋瀬・こやのせ

　　８０７-１２６６・福岡県北九州市八幡西区木屋瀬東・ こやのせひがじ

　　８０７-１２６３・福岡県北九州市八幡西区金剛・こんごう

　　８０６-００５５・福岡県北九州市八幡西区幸神・さいのかみ

　　８０６-００４２・福岡県北九州市八幡西区桜ケ丘町・さくらがおかまち

　　８０７-１２６５・福岡県北九州市八幡西区笹田・ささだ

　　８０７-０８６８・福岡県北九州市八幡西区さつき台・さつきだい

　　８０７-０８４６・福岡県北九州市八幡西区里中・さとなか

　　８０７-０８４３・福岡県北九州市八幡西区三ケ森・さんがもり

　　８０７-００７５・福岡県北九州市八幡西区下上津役・しもこうじやく

　　８０７-００７６・福岡県北九州市八幡西区下上津役元町・しもこうじやくもとまち

　　８０７-１１２３・福岡県北九州市八幡西区下畑町・しもはたまち

　　８０７-０８６７・福岡県北九州市八幡西区自由ケ丘・じゆうがおか

　　８０７-０８５５・福岡県北九州市八幡西区松寿山・しようじゆさん

　　８０７-１１１３・福岡県北九州市八幡西区白岩町・しらいわまち

　　８０７-０８２１・福岡県北九州市八幡西区陣原・じんのはる

　　８０６-００１２・福岡県北九州市八幡西区陣山・じんやま

　　８０６-００２７・福岡県北九州市八幡西区菅原町・すがわらまち

　　８０７-０８２２・福岡県北九州市八幡西区瀬板・せいた

　　８０６-００１３・福岡県北九州市八幡西区清納・せいのう

　　８０７-０８２９・福岡県北九州市八幡西区星和町・せいわまち

　　８０７-０８６３・福岡県北九州市八幡西区大膳・だいぜん

　　８０７-１１５２・福岡県北九州市八幡西区高江・たかえ

　　８０６-００４７・福岡県北九州市八幡西区鷹の巣・たかのす

　　８０７-０８５３・福岡県北九州市八幡西区鷹見台・たかみだい

　　８０６-００４５・福岡県北九州市八幡西区竹末・たけすえ



　　８０６-０００３・福岡県北九州市八幡西区田町・たまち

　　８０６-００６９・福岡県北九州市八幡西区茶売町・ちやうりまち

　　８０７-１１３４・福岡県北九州市八幡西区茶屋の原・ちややのはる

　　８０７-１１１２・福岡県北九州市八幡西区千代・ちよ

　　８０７-０８０３・福岡県北九州市八幡西区千代ケ崎・ちよがさき

　　８０６-０００１・福岡県北九州市八幡西区築地町・つきじまち

　　８０６-００３２・福岡県北九州市八幡西区筒井町・つついまち

　　８０６-００５７・福岡県北九州市八幡西区鉄王・てつおう

　　８０６-００５８・福岡県北九州市八幡西区鉄竜・てつりゆう

　　８０７-０８３２・福岡県北九州市八幡西区東筑・とうちく

　　８０７-００８５・福岡県北九州市八幡西区塔野・とうの

　　８０７-０８１１・福岡県北九州市八幡西区洞北町・どうほくまち

　　８０７-０８２８・福岡県北九州市八幡西区友田・ともだ

　　８０７-０８２３・福岡県北九州市八幡西区中須・なかす

　　８０７-００７８・福岡県北九州市八幡西区中の原・なかのはる

　　８０７-０８３６・福岡県北九州市八幡西区長崎町・ながさきまち

　　８０６-００５２・福岡県北九州市八幡西区鳴水町・なるみずまち

　　８０６-００３９・福岡県北九州市八幡西区西王子町・にしおうじまち

　　８０７-０８６２・福岡県北九州市八幡西区西折尾町・にしおりおまち

　　８０６-００１７・福岡県北九州市八幡西区西川頭町・にしかわがしらまち

　　８０６-００２６・福岡県北九州市八幡西区西神原町・にしかんはﾞらまち

　　８０６-００５４・福岡県北九州市八幡西区西鳴水・にしなるみず

　　８０６-００３６・福岡県北九州市八幡西区西曲里町・にしまがりまち

　　８０７-１２６２・福岡県北九州市八幡西区野面・のぶ

　　８０７-０８３１・福岡県北九州市八幡西区則松・のりまつ

　　８０７-０８３７・福岡県北九州市八幡西区則松東・ のりまつひがじ

　　８０６-００５９・福岡県北九州市八幡西区萩原・はぎわら

　　８０７-１１２４・福岡県北九州市八幡西区畑・はた

　　８０７-１１３６・福岡県北九州市八幡西区馬場山・はﾞはﾞやま

　　８０７-１１３５・福岡県北九州市八幡西区馬場山原・はﾞはﾞやまはら

　　８０７-１１３１・福岡県北九州市八幡西区馬場山東・ はﾞはﾞやまひがじ

　　８０７-１１３２・福岡県北九州市八幡西区馬場山西・ はﾞはﾞやまにじ

　　８０７-１１３３・福岡県北九州市八幡西区馬場山緑・はﾞはﾞやまみどり

　　８０７-１１２２・福岡県北九州市八幡西区東石坂町・ひがしいしざかまち

　　８０６-００３７・福岡県北九州市八幡西区東王子町・ひがしおうじまち

　　８０７-０８３５・福岡県北九州市八幡西区東折尾町・ひがしおりおまち

　　８０６-００１４・福岡県北九州市八幡西区東川頭町・ひがしかわがしらまち

　　８０６-００２５・福岡県北九州市八幡西区東神原町・ひがしかんはﾞらまち

　　８０６-００５１・福岡県北九州市八幡西区東鳴水・ひがしなるみず

　　８０６-０００２・福岡県北九州市八幡西区東浜町・ひがしはままち

　　８０６-００３５・福岡県北九州市八幡西区東曲里町・ひがしまがりまち

　　８０６-００６７・福岡県北九州市八幡西区引野・ひきの

　　８０６-００４８・福岡県北九州市八幡西区樋口町・ひぐちまち

　　８０７-０８６６・福岡県北九州市八幡西区日吉台・ひよしだい

　　８０６-００１８・福岡県北九州市八幡西区平尾町・ひらおまち

　　８０６-００２２・福岡県北九州市八幡西区藤田・ふじた

　　８０７-０８７３・福岡県北九州市八幡西区藤原・ふじわら

　　８０７-１１１１・福岡県北九州市八幡西区船越・ ふなこじ

　　８０６-０００５・福岡県北九州市八幡西区舟町・ふなまち

　　８０６-００６８・福岡県北九州市八幡西区別所町・べつしよまち

　　８０６-００６２・福岡県北九州市八幡西区別当町・べつとうまち

　　８０７-０８５７・福岡県北九州市八幡西区北筑・ほくちく

　　８０７-１２６４・福岡県北九州市八幡西区星ケ丘・ほしがおか

　　８０７-０８６１・福岡県北九州市八幡西区堀川町・ほりかわまち

　　８０７-０８０１・福岡県北九州市八幡西区本城・ほんじよう

　　８０７-０８０７・福岡県北九州市八幡西区本城学研台・ほんじようがつけんだい

　　８０７-０８１５・福岡県北九州市八幡西区本城東・ ほんじようひがじ

　　８０７-００７３・福岡県北九州市八幡西区町上津役東・ まちこうじやくひがじ

　　８０７-００７４・福岡県北九州市八幡西区町上津役西・ まちこうじやくにじ

　　８０７-０８４１・福岡県北九州市八幡西区的場町・まとはﾞまち

　　８０７-１１４４・福岡県北九州市八幡西区真名子・まなご

　　８０７-０８２６・福岡県北九州市八幡西区丸尾町・まるおまち

　　８０７-０８７８・福岡県北九州市八幡西区三ツ頭・みつがしら

　　８０７-０８０５・福岡県北九州市八幡西区光貞台・みつさだだい

　　８０６-００３８・福岡県北九州市八幡西区南王子町・みなみおうじまち

　　８０７-０８３３・福岡県北九州市八幡西区南鷹見町・みなみたかみまち

　　８０６-００２４・福岡県北九州市八幡西区南八千代町・みなみやちよまち

　　８０７-０８４７・福岡県北九州市八幡西区美原町・みはらまち

　　８０７-０８６５・福岡県北九州市八幡西区美吉野町・みよしのまち

　　８０７-１１１５・福岡県北九州市八幡西区椋枝・むくえだ



　　８０６-００１５・福岡県北九州市八幡西区元城町・もとしろまち

　　８０６-００４６・福岡県北九州市八幡西区森下町・もりしたまち

　　８０６-０００６・福岡県北九州市八幡西区屋敷・やしき

　　８０６-００２３・福岡県北九州市八幡西区八千代町・やちよまち

　　８０７-０８５６・福岡県北九州市八幡西区八枝・やつえ

　　８０６-００３０・福岡県北九州市八幡西区山寺町・やまでらまち

　　８０７-０８１３・福岡県北九州市八幡西区夕原町・ゆうはﾞるまち

　　８０６-００６５・福岡県北九州市八幡西区養福寺町・ようふくじまち

　　８０７-０８０２・福岡県北九州市八幡西区力丸町・りきまるまち

　　８０６-００６６・福岡県北九州市八幡西区若葉・わかはﾞ

　　８０６-００６４・福岡県北九州市八幡西区割子川・わりこがわ

　　８１３-００００・福岡県福岡市東区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１３-００２５・福岡県福岡市東区青葉・あおはﾞ

　　８１１-０３２２・福岡県福岡市東区大岳・おおたけ

　　８１２-００５２・福岡県福岡市東区貝塚団地・かいつﾞかだんち

　　８１３-００１１・福岡県福岡市東区香椎・かしい

　　８１３-００１３・福岡県福岡市東区香椎駅前・かしいえきまえ

　　８１３-００１２・福岡県福岡市東区香椎駅東・ かしいえきひがじ

　　８１３-００１４・福岡県福岡市東区香椎台・かしいだい

　　８１３-００１５・福岡県福岡市東区香椎団地・かしいだんち

　　８１３-００１７・福岡県福岡市東区香椎照葉・かしいてりは

　　８１３-００１６・福岡県福岡市東区香椎浜・かしいはま

　　８１３-００１８・福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭・かしいはまふとう

　　８１３-０００３・福岡県福岡市東区香住ヶ丘・かすみがおか

　　８１１-０３２５・福岡県福岡市東区勝馬・かつま

　　８１３-００２３・福岡県福岡市東区蒲田・かまた

　　８１１-０２１６・福岡県福岡市東区上和白・かみわじろ

　　８１１-０２０６・福岡県福岡市東区雁の巣・がんのす

　　８１２-００６９・福岡県福岡市東区郷口町・ごうぐちまち

　　８１１-０３２１・福岡県福岡市東区西戸崎・さいとざき

　　８１１-０２０３・福岡県福岡市東区塩浜・しおはま

　　８１１-０３２３・福岡県福岡市東区志賀島・しかしま

　　８１３-０００２・福岡県福岡市東区下原・しもはﾞる

　　８１２-００６８・福岡県福岡市東区社領・しやりよう

　　８１３-００４５・福岡県福岡市東区城浜団地・しろはまだんち

　　８１１-０２１５・福岡県福岡市東区高美台・たかみだい

　　８１３-００３３・福岡県福岡市東区多々良・たたら

　　８１３-００３４・福岡県福岡市東区多の津・たのつ

　　８１３-００４４・福岡県福岡市東区千早・ちはや

　　８１３-００３２・福岡県福岡市東区土井・どい

　　８１３-０００１・福岡県福岡市東区唐原・とうのはる

　　８１３-００２４・福岡県福岡市東区名子・なご

　　８１３-００４３・福岡県福岡市東区名島・なじま

　　８１１-０２０４・福岡県福岡市東区奈多・なた

　　８１１-０２０５・福岡県福岡市東区奈多団地・なただんち

　　８１２-００５３・福岡県福岡市東区箱崎・はこざき

　　８１２-００５１・福岡県福岡市東区箱崎ふ頭・はこざきふとう

　　８１２-００６１・福岡県福岡市東区筥松・はこまつ

　　８１２-００６７・福岡県福岡市東区筥松新町・はこまつしんまち

　　８１３-００３１・福岡県福岡市東区八田・はつた

　　８１２-００６３・福岡県福岡市東区原田・はらだ

　　８１２-００５５・福岡県福岡市東区東浜・ひがしはま

　　８１１-０３２４・福岡県福岡市東区弘・ひろ

　　８１２-００６６・福岡県福岡市東区二又瀬・ふたまたせ

　　８１２-００６５・福岡県福岡市東区二又瀬新町・ふたまたせしんまち

　　８１２-００５４・福岡県福岡市東区馬出・ まいだじ

　　８１３-００４２・福岡県福岡市東区舞松原・まいまつはﾞら

　　８１３-０００４・福岡県福岡市東区松香台・まつかだい

　　８１３-００３５・福岡県福岡市東区松崎・まつざき

　　８１２-００６２・福岡県福岡市東区松島（１、２丁目）・まつしま(１､２)

　　８１３-００６２・福岡県福岡市東区松島（３～６丁目）・まつしま(３-６)

　　８１２-００６４・福岡県福岡市東区松田・まつだ

　　８１３-０００５・福岡県福岡市東区御島崎・みしまざき

　　８１３-００４１・福岡県福岡市東区水谷・みずたに

　　８１１-０２０１・福岡県福岡市東区三苫・みとま

　　８１３-００２１・福岡県福岡市東区みどりが丘・みどりがおか

　　８１３-００１９・福岡県福岡市東区みなと香椎・みなとかしい

　　８１１-０２１２・福岡県福岡市東区美和台・みわだい

　　８１１-０２１１・福岡県福岡市東区美和台新町・みわだいしんまち

　　８１３-００３６・福岡県福岡市東区若宮・わかみや



　　８１１-０２０２・福岡県福岡市東区和白・わじろ

　　８１１-０２１３・福岡県福岡市東区和白丘・わじろがおか

　　８１１-０２１４・福岡県福岡市東区和白東・ わじろひがじ

　　８１２-００００・福岡県福岡市博多区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１２-０８８５・福岡県福岡市博多区相生町・あいおいまち

　　８１２-０８５１・福岡県福岡市博多区青木・あおき

　　８１２-０８８１・福岡県福岡市博多区井相田・いそうだ

　　８１２-０８８８・福岡県福岡市博多区板付・いたつﾞけ

　　８１２-０８６１・福岡県福岡市博多区浦田・うらた

　　８１２-０００４・福岡県福岡市博多区榎田・えのきだ

　　８１２-０００１・福岡県福岡市博多区大井・おおい

　　８１２-００３１・福岡県福岡市博多区沖浜町・おきはままち

　　８１２-００４３・福岡県福岡市博多区堅粕・かたかす

　　８１２-０８６３・福岡県福岡市博多区金の隈・かねのくま

　　８１２-０００５・福岡県福岡市博多区上臼井・かみうすい

　　８１２-００２６・福岡県福岡市博多区上川端町・かみかわはﾞたまち

　　８１２-００３６・福岡県福岡市博多区上呉服町・かみごふくまち

　　８１２-０００６・福岡県福岡市博多区上牟田・かみむた

　　８１２-００２２・福岡県福岡市博多区神屋町・かみやまち

　　８１２-００３８・福岡県福岡市博多区祇園町・ぎおんまち

　　８１２-０８７９・福岡県福岡市博多区銀天町・ぎんてんまち

　　８１２-０００２・福岡県福岡市博多区空港前・くうこうまえ

　　８１２-００３７・福岡県福岡市博多区御供所町・ごくしよまち

　　８１２-０８８４・福岡県福岡市博多区寿町・ことぶきまち

　　８１２-００２９・福岡県福岡市博多区古門戸町・こもんどまち

　　８１２-０８９１・福岡県福岡市博多区雀居・ささい

　　８１２-０８８７・福岡県福岡市博多区三筑・さんちく

　　８１２-００１５・福岡県福岡市博多区山王・さんのう

　　８１２-０８７１・福岡県福岡市博多区東雲町・しののめまち

　　８１２-０００３・福岡県福岡市博多区下臼井・しもうすい

　　８１２-００２７・福岡県福岡市博多区下川端町・しもかわはﾞたまち

　　８１２-００３４・福岡県福岡市博多区下呉服町・しもごふくまち

　　８１２-０８５５・福岡県福岡市博多区下月隈・しもつきぐま

　　８１２-０８７６・福岡県福岡市博多区昭南町・しようなんまち

　　８１２-０８７５・福岡県福岡市博多区新和町・しんわまち

　　８１２-００２８・福岡県福岡市博多区須崎町・すさきまち

　　８１２-００１８・福岡県福岡市博多区住吉・ すみよじ

　　８１２-００３２・福岡県福岡市博多区石城町・せきじようまち

　　８１２-００３３・福岡県福岡市博多区大博町・たいはくまち

　　８１２-０８７８・福岡県福岡市博多区竹丘町・たけおかまち

　　８１２-０８９５・福岡県福岡市博多区竹下・たけした

　　８１２-００２１・福岡県福岡市博多区築港本町・ちつこうほんまち

　　８１２-００４４・福岡県福岡市博多区千代・ちよ

　　８１２-０８５８・福岡県福岡市博多区月隈・つきぐま

　　８１２-００２４・福岡県福岡市博多区綱場町・つなはﾞまち

　　８１２-００２０・福岡県福岡市博多区対馬小路・つましようじ

　　８１２-００２５・福岡県福岡市博多区店屋町・てんやまち

　　８１２-０００８・福岡県福岡市博多区東光・とうこう

　　８１２-０８９６・福岡県福岡市博多区東光寺町・とうこうじまち

　　８１２-０８９３・福岡県福岡市博多区那珂・なか

　　８１２-００３５・福岡県福岡市博多区中呉服町・なかごふくまち

　　８１０-０８０１・福岡県福岡市博多区中洲・なかす

　　８１０-０８０２・福岡県福岡市博多区中洲中島町・なかすなかしままち

　　８１２-００２３・福岡県福岡市博多区奈良屋町・ならやまち

　　８１２-０８５７・福岡県福岡市博多区西月隈・にしつきぐま

　　８１２-０８７３・福岡県福岡市博多区西春町・にしはるまち

　　８１２-００１２・福岡県福岡市博多区博多駅中央街・はかたえきちゆうおうがい

　　８１２-００１１・福岡県福岡市博多区博多駅前・はかたえきまえ

　　８１２-００１３・福岡県福岡市博多区博多駅東・ はかたえきひがじ

　　８１２-００１６・福岡県福岡市博多区博多駅南・はかたえきみなみ

　　８１２-０８７２・福岡県福岡市博多区春町・はるまち

　　８１２-０８９７・福岡県福岡市博多区半道橋・ はんみちはﾞじ

　　８１２-００１４・福岡県福岡市博多区比恵町・ひえまち

　　８１２-０８７４・福岡県福岡市博多区光丘町・ひかりがおかまち

　　８１２-００４５・福岡県福岡市博多区東公園・ひがしこうえん

　　８１２-０８５４・福岡県福岡市博多区東月隈・ひがしつきぐま

　　８１２-０８９２・福岡県福岡市博多区東那珂・ひがしなか

　　８１２-０００７・福岡県福岡市博多区東比恵・ひがしひえ

　　８１２-０８５３・福岡県福岡市博多区東平尾・ひがしひらお

　　８１２-０８５２・福岡県福岡市博多区東平尾公園・ひがしひらおこうえん



　　８１２-０８８６・福岡県福岡市博多区南八幡町・みなみはちまんまち

　　８１２-０８８３・福岡県福岡市博多区南本町・みなみほんまち

　　８１２-００１７・福岡県福岡市博多区美野島・みのしま

　　８１２-０８８２・福岡県福岡市博多区麦野・むぎの

　　８１２-０８７７・福岡県福岡市博多区元町・もとまち

　　８１２-０８９４・福岡県福岡市博多区諸岡・もろおか

　　８１２-００４２・福岡県福岡市博多区豊・ゆたか

　　８１２-００４１・福岡県福岡市博多区吉塚・よしつﾞか

　　８１２-００４６・福岡県福岡市博多区吉塚本町・よしつﾞかほんまち

　　８１２-０８６２・福岡県福岡市博多区立花寺・りゆうげじ

　　８１２-００３９・福岡県福岡市博多区冷泉町・れいせんまち

　　８１０-００００・福岡県福岡市中央区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１０-００４２・福岡県福岡市中央区赤坂・あかさか

　　８１０-００７６・福岡県福岡市中央区荒津・あらつ

　　８１０-００６２・福岡県福岡市中央区荒戸・あらと

　　８１０-００６７・福岡県福岡市中央区伊崎・いざき

　　８１０-００２１・福岡県福岡市中央区今泉・いまいずみ

　　８１０-００５４・福岡県福岡市中央区今川・いまがわ

　　８１０-００７４・福岡県福岡市中央区大手門・おおてもん

　　８１０-００５２・福岡県福岡市中央区大濠・おおほり

　　８１０-００５１・福岡県福岡市中央区大濠公園・おおほりこうえん

　　８１０-００１３・福岡県福岡市中央区大宮・おおみや

　　８１０-００３３・福岡県福岡市中央区小笹・おざさ

　　８１０-０００５・福岡県福岡市中央区清川・きよかわ

　　８１０-００４５・福岡県福岡市中央区草香江・くさがえ

　　８１０-００５５・福岡県福岡市中央区黒門・くろもん

　　８１０-００２３・福岡県福岡市中央区警固・けご

　　８１０-００２７・福岡県福岡市中央区御所ケ谷・ごしよがだに

　　８１０-００２４・福岡県福岡市中央区桜坂・さくらざか

　　８１０-００３４・福岡県福岡市中央区笹丘・ささおか

　　８１０-００１８・福岡県福岡市中央区山荘通・さんそうどおり

　　８１０-００２８・福岡県福岡市中央区浄水通・じようすいどおり

　　８１０-００４３・福岡県福岡市中央区城内・じようない

　　８１０-００１２・福岡県福岡市中央区白金・しろがね

　　８１０-００６４・福岡県福岡市中央区地行・じぎよう

　　８１０-００６５・福岡県福岡市中央区地行浜・じぎようはま

　　８１０-００４１・福岡県福岡市中央区大名・だいみよう

　　８１０-００１１・福岡県福岡市中央区高砂・たかさご

　　８１０-００３１・福岡県福岡市中央区谷・たに

　　８１０-００３２・福岡県福岡市中央区輝国・てるくに

　　８１０-０００１・福岡県福岡市中央区天神・てんじん

　　８１０-００６３・福岡県福岡市中央区唐人町・とうじんまち

　　８１０-００５３・福岡県福岡市中央区鳥飼・とりかい

　　８１０-００７２・福岡県福岡市中央区長浜・ながはま

　　８１０-００１５・福岡県福岡市中央区那の川・なのかわ

　　８１０-００７１・福岡県福岡市中央区那の津・なのつ

　　８１０-００６１・福岡県福岡市中央区西公園・にしこうえん

　　８１０-０００２・福岡県福岡市中央区西中洲・にしなかす

　　８１０-００３５・福岡県福岡市中央区梅光園・はﾞいこうえん

　　８１０-００３６・福岡県福岡市中央区梅光園団地・はﾞいこうえんだんち

　　８１０-０００３・福岡県福岡市中央区春吉・ はるよじ

　　８１０-００１４・福岡県福岡市中央区平尾・ひらお

　　８１０-００１７・福岡県福岡市中央区平丘町・ひらおかまち

　　８１０-００２９・福岡県福岡市中央区平尾浄水町・ひらおじようすいまち

　　８１０-００６６・福岡県福岡市中央区福浜・ふくはま

　　８１０-００２６・福岡県福岡市中央区古小烏町・ふるこがらすまち

　　８１０-００１６・福岡県福岡市中央区平和・へいわ

　　８１０-００７３・福岡県福岡市中央区舞鶴・まいつﾞる

　　８１０-００７５・福岡県福岡市中央区港・みなと

　　８１０-００３７・福岡県福岡市中央区南公園・みなみこうえん

　　８１０-００２２・福岡県福岡市中央区薬院・やくいん

　　８１０-００２５・福岡県福岡市中央区薬院伊福町・やくいんいふくまち

　　８１０-００４４・福岡県福岡市中央区六本松・ろつほﾟんまつ

　　８１０-０００４・福岡県福岡市中央区渡辺通・わたなべどおり

　　８１５-００００・福岡県福岡市南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-１３０２・福岡県福岡市南区井尻・いじり

　　８１５-００８４・福岡県福岡市南区市崎・いちざき

　　８１５-００７３・福岡県福岡市南区大池・おおいけ

　　８１５-００８２・福岡県福岡市南区大楠・おおぐす

　　８１５-００３３・福岡県福岡市南区大橋・ おおはじ



　　８１５-００３８・福岡県福岡市南区大橋団地・おおはしだんち

　　８１１-１３１３・福岡県福岡市南区曰佐・おさ

　　８１１-１３０３・福岡県福岡市南区折立町・おりたてまち

　　８１１-１３５３・福岡県福岡市南区柏原・かしわら

　　８１１-１３２４・福岡県福岡市南区警弥郷・けやごう

　　８１５-０００１・福岡県福岡市南区五十川・ごじつかわ

　　８１１-１３６５・福岡県福岡市南区皿山・さらやま

　　８１５-００３２・福岡県福岡市南区塩原・しおはﾞる

　　８１５-００３１・福岡県福岡市南区清水・しみず

　　８１１-１３５４・福岡県福岡市南区大平寺・たいへいじ

　　８１５-０００４・福岡県福岡市南区高木・たかき

　　８１５-００８３・福岡県福岡市南区高宮・たかみや

　　８１５-００７２・福岡県福岡市南区多賀・たが

　　８１５-００３７・福岡県福岡市南区玉川町・たまがわまち

　　８１５-００３６・福岡県福岡市南区筑紫丘・ちくしがおか

　　８１１-１３５２・福岡県福岡市南区鶴田・つるた

　　８１５-００７４・福岡県福岡市南区寺塚・てらつﾞか

　　８１１-１３６４・福岡県福岡市南区中尾・なかお

　　８１５-００７５・福岡県福岡市南区長丘・ながおか

　　８１１-１３６２・福岡県福岡市南区長住・ながずみ

　　８１５-００８１・福岡県福岡市南区那の川・なのかわ

　　８１１-１３６１・福岡県福岡市南区西長住・にしながずみ

　　８１１-１３４７・福岡県福岡市南区野多目・のため

　　８１５-００４１・福岡県福岡市南区野間・のま

　　８１１-１３５６・福岡県福岡市南区花畑・はなはた

　　８１１-１３５５・福岡県福岡市南区桧原・ひはﾞる

　　８１５-００７１・福岡県福岡市南区平和・へいわ

　　８１１-１３１４・福岡県福岡市南区的場・まとはﾞ

　　８１５-００３４・福岡県福岡市南区南大橋・ みなみおおはじ

　　８１１-１３４４・福岡県福岡市南区三宅・みやけ

　　８１１-１３４５・福岡県福岡市南区向新町・むかいしんまち

　　８１５-００３５・福岡県福岡市南区向野・むかいの

　　８１１-１３５１・福岡県福岡市南区屋形原・やかたはﾞる

　　８１１-１３２３・福岡県福岡市南区弥永・やなが

　　８１１-１３２２・福岡県福岡市南区弥永団地・やながだんち

　　８１５-００６３・福岡県福岡市南区柳河内・やなごうち

　　８１１-１３２１・福岡県福岡市南区柳瀬・やなせ

　　８１１-１３１１・福岡県福岡市南区横手・よこて

　　８１１-１３１２・福岡県福岡市南区横手南町・よこてみなみまち

　　８１１-１３４６・福岡県福岡市南区老司・ろうじ

　　８１５-００４２・福岡県福岡市南区若久・わかひさ

　　８１５-００４８・福岡県福岡市南区若久団地・わかひさだんち

　　８１１-１３４３・福岡県福岡市南区和田・わだ

　　８１９-００００・福岡県福岡市西区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１９-００１５・福岡県福岡市西区愛宕・あたご

　　８１９-００１３・福岡県福岡市西区愛宕浜・あたごはま

　　８１９-０００７・福岡県福岡市西区愛宕南・あたごみなみ

　　８１９-０３７１・福岡県福岡市西区飯氏・いいじ

　　８１９-００３７・福岡県福岡市西区飯盛・いいもり

　　８１９-００４２・福岡県福岡市西区壱岐団地・いきだんち

　　８１９-００５５・福岡県福岡市西区生の松原・いきのまつはﾞら

　　８１９-００４４・福岡県福岡市西区生松台・いきまつだい

　　８１９-００２５・福岡県福岡市西区石丸・いしまる

　　８１９-０３８１・福岡県福岡市西区泉・いずみ

　　８１９-０１６７・福岡県福岡市西区今宿・いまじゆく

　　８１９-０１６２・福岡県福岡市西区今宿青木・いまじゆくあおき

　　８１９-０１６８・福岡県福岡市西区今宿駅前・いまじゆくえきまえ

　　８１９-０１６３・福岡県福岡市西区今宿上ノ原・いまじゆくかみのはる

　　８１９-０１６４・福岡県福岡市西区今宿町・いまじゆくまち

　　８１９-０１６９・福岡県福岡市西区今宿西・ いまじゆくにじ

　　８１９-０１６１・福岡県福岡市西区今宿東・ いまじゆくひがじ

　　８１９-０１６５・福岡県福岡市西区今津・いまつﾞ

　　８１９-０３７２・福岡県福岡市西区宇田川原・うだがわら

　　８１９-０００５・福岡県福岡市西区内浜・うちはま

　　８１９-００２１・福岡県福岡市西区大町団地・おおまちだんち

　　８１９-０００１・福岡県福岡市西区小戸・おど

　　８１９-００１１・福岡県福岡市西区小呂島・おろのしま

　　８１９-００３５・福岡県福岡市西区金武・かなたけ

　　８１９-００５４・福岡県福岡市西区上山門・かみやまと

　　８１９-０３７９・福岡県福岡市西区北原・きたはﾞる



　　８１９-０３８８・福岡県福岡市西区九大新町・きゆうだいしんまち

　　８１９-０２０４・福岡県福岡市西区草場・くさはﾞ

　　８１９-０３８２・福岡県福岡市西区桑原・くわはﾞら

　　８１９-０２０５・福岡県福岡市西区玄界島・げんかいしま

　　８１９-０２０３・福岡県福岡市西区小田・こた

　　８１９-０３６７・福岡県福岡市西区西都・さいと

　　８１９-００５２・福岡県福岡市西区下山門・しもやまと

　　８１９-００５１・福岡県福岡市西区下山門団地・しもやまとだんち

　　８１９-００２４・福岡県福岡市西区十郎川団地・じゆうろうがわだんち

　　８１９-００４１・福岡県福岡市西区拾六町・じゆうろくちよう

　　８１９-００４５・福岡県福岡市西区拾六町団地・じゆうろくちようだんち

　　８１９-００５３・福岡県福岡市西区城の原団地・じようのはるだんち

　　８１９-０３７３・福岡県福岡市西区周船寺・すせんじ

　　８１９-０３７４・福岡県福岡市西区千里・せんり

　　８１９-００３４・福岡県福岡市西区田・た

　　８１９-０３８３・福岡県福岡市西区田尻・たじり

　　８１９-０３８４・福岡県福岡市西区太郎丸・たろうまる

　　８１９-００３２・福岡県福岡市西区戸切・とぎれ

　　８１９-０３７５・福岡県福岡市西区徳永・とくなが

　　８１９-０３７８・福岡県福岡市西区徳永北・とくながきた

　　８１９-００１４・福岡県福岡市西区豊浜・とよはま

　　８１９-００３９・福岡県福岡市西区西入部・にしいりべ

　　８１９-０２０２・福岡県福岡市西区西浦・にしのうら

　　８１９-００４６・福岡県福岡市西区西の丘・にしのおか

　　８１９-００４３・福岡県福岡市西区野方・のかた

　　８１９-００１２・福岡県福岡市西区能古・のこ

　　８１９-００３３・福岡県福岡市西区橋本（大字）・はしもと(おおあざ)

　　８１９-００３１・福岡県福岡市西区橋本（丁目）・はしもと

　　８１９-００３８・福岡県福岡市西区羽根戸・はねど

　　８１９-００２２・福岡県福岡市西区福重・ふくしげ

　　８１９-００２３・福岡県福岡市西区福重団地・ふくしげだんち

　　８１９-０３８７・福岡県福岡市西区富士見・ふじみ

　　８１９-０２０１・福岡県福岡市西区宮浦・みやのうら

　　８１９-０３７６・福岡県福岡市西区女原・みようはﾞる

　　８１９-０３７７・福岡県福岡市西区女原北・みようはﾞるきた

　　８１９-００３０・福岡県福岡市西区室見が丘・むろみがおか

　　８１９-０００２・福岡県福岡市西区姪の浜・めいのはま

　　８１９-０００６・福岡県福岡市西区姪浜駅南・めいのはまえきみなみ

　　８１９-０３８５・福岡県福岡市西区元岡・もとおか

　　８１９-０３８６・福岡県福岡市西区元浜・もとはま

　　８１９-０１６６・福岡県福岡市西区横浜（１～２丁目）・よこはま(１-２)

　　８１９-０３６６・福岡県福岡市西区横浜（３丁目）・よこはま(３)

　　８１９-００３６・福岡県福岡市西区吉武・よしたけ

　　８１４-０１００・福岡県福岡市城南区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１４-０１０１・福岡県福岡市城南区荒江・あらえ

　　８１４-０１０２・福岡県福岡市城南区荒江団地・あらえだんち

　　８１４-０１３４・福岡県福岡市城南区飯倉・いいくら

　　８１４-０１４４・福岡県福岡市城南区梅林・ うめはﾞやじ

　　８１４-０１４２・福岡県福岡市城南区片江・かたえ

　　８１４-０１１４・福岡県福岡市城南区金山団地・かなやまだんち

　　８１４-０１０５・福岡県福岡市城南区城西団地・じようせいだんち

　　８１４-０１２１・福岡県福岡市城南区神松寺・しんしようじ

　　８１４-０１５４・福岡県福岡市城南区宝台団地・たからだいだんち

　　８１４-０１１３・福岡県福岡市城南区田島・たしま

　　８１４-０１１１・福岡県福岡市城南区茶山・ちややま

　　８１４-０１５１・福岡県福岡市城南区堤・つつみ

　　８１４-０１５２・福岡県福岡市城南区堤団地・つつみだんち

　　８１４-０１１２・福岡県福岡市城南区友丘・ともおか

　　８１４-０１０３・福岡県福岡市城南区鳥飼・とりかい

　　８１４-０１２３・福岡県福岡市城南区長尾・ながお

　　８１４-０１３３・福岡県福岡市城南区七隈・ななくま

　　８１４-０１４１・福岡県福岡市城南区西片江・にしかたえ

　　８１４-０１５３・福岡県福岡市城南区樋井川・ひいかわ

　　８１４-０１５５・福岡県福岡市城南区東油山・ひがしあぶらやま

　　８１４-０１０４・福岡県福岡市城南区別府・べふ

　　８１４-０１０６・福岡県福岡市城南区別府団地・べふだんち

　　８１４-０１３２・福岡県福岡市城南区干隈・ほしくま

　　８１４-０１３１・福岡県福岡市城南区松山・まつやま

　　８１４-０１４３・福岡県福岡市城南区南片江・みなみかたえ

　　８１４-０１２２・福岡県福岡市城南区友泉亭・ゆうせんてい



　　８１４-００００・福岡県福岡市早良区・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１４-０００４・福岡県福岡市早良区曙・あけほﾞの

　　８１４-００２１・福岡県福岡市早良区荒江・あらえ

　　８１４-００３３・福岡県福岡市早良区有田・ありた

　　８１４-００３４・福岡県福岡市早良区有田団地・ありただんち

　　８１４-０１６１・福岡県福岡市早良区飯倉・いいくら

　　８１１-１１３４・福岡県福岡市早良区飯場・いいはﾞ

　　８１１-１１３２・福岡県福岡市早良区石釜・いしがま

　　８１１-１１１３・福岡県福岡市早良区板屋・いたや

　　８１１-１１２３・福岡県福岡市早良区内野・うちの

　　８１４-０１７２・福岡県福岡市早良区梅林・ うめはﾞやじ

　　８１１-１１１２・福岡県福岡市早良区小笠木・おかさぎ

　　８１１-１１２４・福岡県福岡市早良区金武・かなたけ

　　８１４-０１６４・福岡県福岡市早良区賀茂・かも

　　８１４-００３２・福岡県福岡市早良区小田部・こたべ

　　８１１-１１２２・福岡県福岡市早良区早良・さわら

　　８１１-１１１４・福岡県福岡市早良区椎原・しいはﾞ

　　８１１-１１０３・福岡県福岡市早良区四箇・しか

　　８１４-０１７６・福岡県福岡市早良区四箇田団地・しかただんち

　　８１１-１１０１・福岡県福岡市早良区重留・しげどめ

　　８１４-０００３・福岡県福岡市早良区城西・じようせい

　　８１４-００１２・福岡県福岡市早良区昭代・しようだい

　　８１４-０１６５・福岡県福岡市早良区次郎丸・じろうまる

　　８１４-０００５・福岡県福岡市早良区祖原・そはら

　　８１４-０１７７・福岡県福岡市早良区田・た

　　８１４-００１１・福岡県福岡市早良区高取・たかとり

　　８１４-０１７４・福岡県福岡市早良区田隈・たぐま

　　８１４-０１７５・福岡県福岡市早良区田村・たむら

　　８１１-１１３１・福岡県福岡市早良区西・ にじ

　　８１４-０１７３・福岡県福岡市早良区西油山・にしあぶらやま

　　８１１-１１２１・福岡県福岡市早良区西入部・にしいるべ

　　８１４-０００２・福岡県福岡市早良区西新・にしじん

　　８１４-０１７１・福岡県福岡市早良区野芥・のけ

　　８１４-００２２・福岡県福岡市早良区原・はら

　　８１４-００２３・福岡県福岡市早良区原団地・はらだんち

　　８１１-１１０２・福岡県福岡市早良区東入部・ひがしいるべ

　　８１４-００１３・福岡県福岡市早良区藤崎・ふじさき

　　８１４-０１６３・福岡県福岡市早良区干隈・ほしくま

　　８１４-０１６２・福岡県福岡市早良区星の原団地・ほしのはらだんち

　　８１１-１１３３・福岡県福岡市早良区曲渕・まがりぶち

　　８１４-００３１・福岡県福岡市早良区南庄・みなみしよう

　　８１４-００３５・福岡県福岡市早良区室住団地・むろずみだんち

　　８１４-００１５・福岡県福岡市早良区室見・むろみ

　　８１４-０００６・福岡県福岡市早良区百道・ももち

　　８１４-０００１・福岡県福岡市早良区百道浜・ももちはま

　　８１４-００１４・福岡県福岡市早良区弥生・やよい

　　８１１-１１１１・福岡県福岡市早良区脇山・わきやま

　　８３６-００００・福岡県大牟田市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３６-０８９７・福岡県大牟田市青葉町・あおはﾞまち

　　８３６-０８５２・福岡県大牟田市曙町・あけほﾞのまち

　　８３６-０８０７・福岡県大牟田市旭町・あさひまち

　　８３６-０８１７・福岡県大牟田市浅牟田町・あさむたまち

　　８３７-０９０５・福岡県大牟田市甘木・あまぎ

　　８３６-００８７・福岡県大牟田市飯田町・いいだまち

　　８３６-０８３１・福岡県大牟田市泉町・いずみまち

　　８３６-０８５４・福岡県大牟田市出雲町・いずもまち

　　８３６-０８９３・福岡県大牟田市櫟野・いちの

　　８３６-０８６３・福岡県大牟田市一浦町・いちのうらまち

　　８３６-００８５・福岡県大牟田市一部町・いちぶまち

　　８３６-０８３４・福岡県大牟田市一本町・いつほﾟんまち

　　８３７-０９２２・福岡県大牟田市今山・いまやま

　　８３６-００６３・福岡県大牟田市入船町・いりふねまち

　　８３７-０９１３・福岡県大牟田市岩本・いわもと

　　８３７-０９１０・福岡県大牟田市岩本新町・いわもとしんまち

　　８３６-０８４６・福岡県大牟田市右京町・うきようまち

　　８３６-０８８２・福岡県大牟田市臼井新町・うすいしんまち

　　８３６-００９４・福岡県大牟田市臼井町・うすいまち

　　８３６-００１４・福岡県大牟田市恵比須町・えびすまち

　　８３６-０８７７・福岡県大牟田市延命寺町・えんめいじまち

　　８３６-０８２４・福岡県大牟田市大浦町・おおうらまち



　　８３６-００３６・福岡県大牟田市小川町・おがわまち

　　８３６-００９１・福岡県大牟田市沖田町・おきたまち

　　８３６-０８０１・福岡県大牟田市柿園町・かきぞのまち

　　８３６-００８２・福岡県大牟田市片平町・かたひらまち

　　８３６-０８８６・福岡県大牟田市勝立・かつだち

　　８３６-００７１・福岡県大牟田市加納町・かのうまち

　　８３７-０９０２・福岡県大牟田市上内・かみうち

　　８３７-０９２６・福岡県大牟田市上白川町・かみしらかわまち

　　８３６-０８５３・福岡県大牟田市上町・かみまち

　　８３６-００７２・福岡県大牟田市上屋敷町・かみやしきまち

　　８３６-０８２３・福岡県大牟田市亀谷町・かめたにまち

　　８３６-０８１２・福岡県大牟田市亀甲町・かめのこまち

　　８３６-０８１５・福岡県大牟田市瓦町・かわらまち

　　８３６-００９３・福岡県大牟田市神田町・かんだまち

　　８３６-００１６・福岡県大牟田市北磯町・きたいそまち

　　８３６-０８９４・福岡県大牟田市教楽来・きようらぎ

　　８３７-０９１７・福岡県大牟田市草木・くさぎ

　　８３７-０９２４・福岡県大牟田市歴木・くぬぎ

　　８３７-０９１５・福岡県大牟田市久福木・くぶき

　　８３６-００４５・福岡県大牟田市久保田町・くほﾞたまち

　　８３７-０９０６・福岡県大牟田市倉永・くらなが

　　８３６-００１１・福岡県大牟田市健老町・けんろうまち

　　８３６-０８９１・福岡県大牟田市合成町・ごうせいまち

　　８３６-０８７２・福岡県大牟田市黄金町・こがねまち

　　８３６-００３４・福岡県大牟田市小浜町・こはままち

　　８３６-００４２・福岡県大牟田市栄町・さかえまち

　　８３６-００９２・福岡県大牟田市桜町・さくらまち

　　８３６-０８３６・福岡県大牟田市左古町・さこまち

　　８３６-０８８４・福岡県大牟田市笹原町・ささはらまち

　　８３６-０８５１・福岡県大牟田市笹林町・ささはﾞやしまち

　　８３６-０８２５・福岡県大牟田市三坑町・さんこうまち

　　８３６-００５７・福岡県大牟田市汐屋町・しおやまち

　　８３７-０９０１・福岡県大牟田市四ケ・しか

　　８３７-０９０７・福岡県大牟田市四箇新町・しかしんまち

　　８３６-０８８５・福岡県大牟田市下池町・しもいけまち

　　８３７-０９２８・福岡県大牟田市下白川町・しもしらかわまち

　　８３６-０８６６・福岡県大牟田市上官町・じようかんまち

　　８３６-０８４５・福岡県大牟田市正山町・しようざんまち

　　８３６-０８４４・福岡県大牟田市浄真町・じようしんまち

　　８３６-０００１・福岡県大牟田市昭和開・しようわびらき

　　８３６-０８７１・福岡県大牟田市昭和町・しようわまち

　　８３７-０９２５・福岡県大牟田市白川・しらかわ

　　８３７-０９１２・福岡県大牟田市白銀・しらがね

　　８３６-００５２・福岡県大牟田市白金町・しらがねまち

　　８３６-０８４３・福岡県大牟田市不知火町・しらぬひまち

　　８３６-０００７・福岡県大牟田市城町・しろまち

　　８３６-００１７・福岡県大牟田市新開町・しんかいまち

　　８３６-０８９５・福岡県大牟田市新勝立町・しんかつだちまち

　　８３６-００６１・福岡県大牟田市新港町・しんこうまち

　　８３６-００４１・福岡県大牟田市新栄町・しんさかえまち

　　８３６-００３２・福岡県大牟田市新地町・しんちまち

　　８３６-０８６４・福岡県大牟田市真道寺町・しんどうじまち

　　８３７-０９２３・福岡県大牟田市新町・しんまち

　　８３６-０８７４・福岡県大牟田市末広町・すえひろまち

　　８３６-００２４・福岡県大牟田市住吉町・すみよしまち

　　８３６-００５１・福岡県大牟田市諏訪町・すわまち

　　８３６-００７７・福岡県大牟田市早米来町・ぞうめきまち

　　８３６-０００６・福岡県大牟田市大黒町・だいこくまち

　　８３６-００４７・福岡県大牟田市大正町・たいしようまち

　　８３６-００６４・福岡県大牟田市高砂町・たかさごまち

　　８３６-０８６１・福岡県大牟田市宝坂町・たからざかまち

　　８３７-０９１６・福岡県大牟田市田隈・たくま

　　８３７-０９１１・福岡県大牟田市橘・たちはﾞな

　　８３６-０８３７・福岡県大牟田市谷町・たにまち

　　８３６-００８１・福岡県大牟田市田端町・たはﾞたまち

　　８３６-０８４１・福岡県大牟田市築町・ちくまち

　　８３６-００３５・福岡県大牟田市千代町・ちよまち

　　８３６-０００５・福岡県大牟田市椿黒町・つはﾞくろまち

　　８３６-０００４・福岡県大牟田市手鎌・てがま

　　８３６-００１５・福岡県大牟田市天神町・てんじんまち



　　８３６-０８９６・福岡県大牟田市天道町・てんどうまち

　　８３６-００５４・福岡県大牟田市天領町・てんりようまち

　　８３６-０８２２・福岡県大牟田市稲荷町・とうかまち

　　８３６-０００３・福岡県大牟田市唐船・とうせん

　　８３６-０８０５・福岡県大牟田市通町・とおりちよう

　　８３６-０８３２・福岡県大牟田市常盤町・ときわまち

　　８３６-０８０３・福岡県大牟田市鳥塚町・とりつかまち

　　８３６-００２３・福岡県大牟田市中島町・なかしままち

　　８３７-０９２７・福岡県大牟田市中白川町・なかしらかわまち

　　８３６-００２５・福岡県大牟田市中友町・なかともまち

　　８３６-００１３・福岡県大牟田市中町・なかまち

　　８３６-００８３・福岡県大牟田市長田町・ながたまち

　　８３６-０８０４・福岡県大牟田市長溝町・ながみぞまち

　　８３６-０８６５・福岡県大牟田市七浦町・ななうらまち

　　８３６-００６６・福岡県大牟田市浪花町・なにわまち

　　８３６-００３１・福岡県大牟田市西新町・にししんまち

　　８３６-００２７・福岡県大牟田市西浜田町・にしはまだまち

　　８３６-００６２・福岡県大牟田市西港町・にしみなとまち

　　８３６-０８３５・福岡県大牟田市西宮浦町・にしみやうらまち

　　８３６-００９５・福岡県大牟田市野添町・のぞえまち

　　８３６-００９６・福岡県大牟田市萩尾町・はぎおまち

　　８３６-００４３・福岡県大牟田市橋口町・はしぐちまち

　　８３６-０８１１・福岡県大牟田市八尻町・はちじりまち

　　８３６-０８１６・福岡県大牟田市八本町・はちほんまち

　　８３６-０８６７・福岡県大牟田市花園町・はなぞのまち

　　８３６-００８４・福岡県大牟田市馬場町・はﾞはﾞまち

　　８３６-００２６・福岡県大牟田市浜田町・はまだまち

　　８３６-００２１・福岡県大牟田市浜町・はままち

　　８３６-０８９２・福岡県大牟田市早鐘町・はやがねまち

　　８３６-０８７３・福岡県大牟田市駛馬町・はやめまち

　　８３６-０８６２・福岡県大牟田市原山町・はらやままち

　　８３６-０８２１・福岡県大牟田市東泉町・ひがしいずみまち

　　８３６-０８０６・福岡県大牟田市東新町・ひがししんまち

　　８３６-００９７・福岡県大牟田市東萩尾町・ひがしはぎおまち

　　８３６-０８２７・福岡県大牟田市東宮浦町・ひがしみやうらまち

　　８３６-００５５・福岡県大牟田市樋口町・ひぐちまち

　　８３６-０８０２・福岡県大牟田市日出町・ひのでまち

　　８３６-００５６・福岡県大牟田市姫島町・ひめしままち

　　８３６-０８１３・福岡県大牟田市平原町・ひらはﾞるまち

　　８３６-００７４・福岡県大牟田市藤田町・ふじたまち

　　８３６-００７３・福岡県大牟田市船津町・ふなつまち

　　８３６-００４４・福岡県大牟田市古町・ふるまち

　　８３６-００４６・福岡県大牟田市本町・ほんまち

　　８３６-００８６・福岡県大牟田市馬込町・まごめまち

　　８３６-０８５５・福岡県大牟田市松浦町・まつうらまち

　　８３６-００３３・福岡県大牟田市松原町・まつはﾞらまち

　　８３６-０８８３・福岡県大牟田市馬渡町・まわたりまち

　　８３７-０９２１・福岡県大牟田市三池・みいけ

　　８３６-００６５・福岡県大牟田市三川町・みかわまち

　　８３６-０００２・福岡県大牟田市岬・みさき

　　８３６-００３７・福岡県大牟田市岬町・みさきまち

　　８３６-００７６・福岡県大牟田市三里町・みさとまち

　　８３６-００２２・福岡県大牟田市港町・みなとまち

　　８３６-００７５・福岡県大牟田市南船津町・みなみふなつまち

　　８３６-０８５６・福岡県大牟田市宮坂町・みやさかまち

　　８３７-０９０３・福岡県大牟田市宮崎・みやざき

　　８３６-０８７５・福岡県大牟田市宮原町・みやはらまち

　　８３７-０９１４・福岡県大牟田市宮部・みやべ

　　８３６-０８５７・福岡県大牟田市宮山町・みややままち

　　８３６-００１２・福岡県大牟田市明治町・めいじまち

　　８３６-０８２６・福岡県大牟田市焼石町・やけいしまち

　　８３６-０８４７・福岡県大牟田市八江町・やつえまち

　　８３６-００５３・福岡県大牟田市山下町・やましたまち

　　８３６-０８３３・福岡県大牟田市山上町・やまのうえまち

　　８３６-０８４２・福岡県大牟田市有明町・ゆうめいまち

　　８３７-０９０４・福岡県大牟田市吉野・よしの

　　８３６-００６７・福岡県大牟田市四山町・よつやままち

　　８３６-０８８１・福岡県大牟田市米生町・よねおまち

　　８３６-０８１４・福岡県大牟田市龍湖瀬町・りゆうごぜまち

　　８３６-０８７６・福岡県大牟田市若宮町・わかみやまち



　　８３９-００００・福岡県久留米市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３９-０８６１・福岡県久留米市合川町・あいかわまち

　　８３９-０８４３・福岡県久留米市朝妻町・あさつﾞままち

　　８３０-００１１・福岡県久留米市旭町・あさひまち

　　８３０-００２９・福岡県久留米市洗町・あらいまち

　　８３０-００６３・福岡県久留米市荒木町荒木・あらきまちあらき

　　８３０-００６５・福岡県久留米市荒木町今・あらきまちいま

　　８３０-００６６・福岡県久留米市荒木町下荒木・あらきまちしもあらき

　　８３０-００６２・福岡県久留米市荒木町白口・あらきまちしらくち

　　８３０-００６４・福岡県久留米市荒木町藤田・あらきまちふじた

　　８３０-００４８・福岡県久留米市梅満町・うめみつまち

　　８３０-００５９・福岡県久留米市江戸屋敷・えどやしき

　　８３０-００４９・福岡県久留米市大石町・おおいしまち

　　８３０-００３４・福岡県久留米市大手町・おおてまち

　　８３９-０８３２・福岡県久留米市大橋町合楽・おおはしまちあいらく

　　８３９-０８３３・福岡県久留米市大橋町常持・おおはしまちつねもち

　　８３９-０８３１・福岡県久留米市大橋町蜷川・おおはしまちにながわ

　　８３０-００５５・福岡県久留米市上津・かみつ

　　８３０-００５２・福岡県久留米市上津町・かみつまち

　　８３０-１１２７・福岡県久留米市北野町赤司・ きたのまちあかじ

　　８３０-１１１６・福岡県久留米市北野町石崎・きたのまちいしざき

　　８３０-１１２６・福岡県久留米市北野町稲数・きたのまちいなかず

　　８３０-１１２２・福岡県久留米市北野町今山・きたのまちいまやま

　　８３０-１１０４・福岡県久留米市北野町大城・きたのまちおおき

　　８３０-１１２５・福岡県久留米市北野町乙丸・きたのまちおとまる

　　８３０-１１２４・福岡県久留米市北野町乙吉・ きたのまちおとよじ

　　８３０-１１０３・福岡県久留米市北野町金島・きたのまちかねしま

　　８３０-１１１７・福岡県久留米市北野町上弓削・きたのまちかみゆげ

　　８３０-１１１４・福岡県久留米市北野町高良・きたのまちこうら

　　８３０-１１２１・福岡県久留米市北野町十郎丸・きたのまちじゆうろうまる

　　８３０-１１１２・福岡県久留米市北野町陣屋・きたのまちじんや

　　８３０-１１１１・福岡県久留米市北野町千代島・きたのまちちよじま

　　８３０-１１０７・福岡県久留米市北野町塚島・きたのまちつかじま

　　８３０-１１２３・福岡県久留米市北野町冨多・きたのまちとみた

　　８３０-１１１５・福岡県久留米市北野町鳥巣・きたのまちとりす

　　８３０-１１１３・福岡県久留米市北野町中・きたのまちなか

　　８３０-１１０１・福岡県久留米市北野町中川・きたのまちなかがわ

　　８３０-１１０５・福岡県久留米市北野町中島・きたのまちなかしま

　　８３０-１１０６・福岡県久留米市北野町仁王丸・きたのまちにおうまる

　　８３０-１１０２・福岡県久留米市北野町八重亀・きたのまちやえがめ

　　８３０-００２８・福岡県久留米市京町・きようまち

　　８３９-０８３５・福岡県久留米市草野町草野・くさのまちくさの

　　８３９-０８３４・福岡県久留米市草野町紅桃林・ くさのまちことはﾞやじ

　　８３９-０８３７・福岡県久留米市草野町矢作・くさのまちやはぎ

　　８３９-０８３６・福岡県久留米市草野町吉木・くさのまちよしき

　　８３０-００１３・福岡県久留米市櫛原町・くしはらまち

　　８３９-０８５２・福岡県久留米市高良内町・こうらうちまち

　　８３０-００４５・福岡県久留米市小頭町・こがしらまち

　　８３９-０８６３・福岡県久留米市国分町・こくぶまち

　　８３０-０００１・福岡県久留米市小森野・こもりの

　　８３０-００１９・福岡県久留米市小森野町・こもりのまち

　　８３０-００２１・福岡県久留米市篠山町・ささやままち

　　８３０-００３６・福岡県久留米市篠原町・しのはらまち

　　８３０-００４２・福岡県久留米市荘島町・しようじままち

　　８３０-０２２２・福岡県久留米市城島町青木島・じようじままちあおきしま

　　８３０-０２０１・福岡県久留米市城島町芦塚・じようじままちあしつﾞか

　　８３０-０２２１・福岡県久留米市城島町浮島・じようじままちうきしま

　　８３０-０２０４・福岡県久留米市城島町内野・じようじままちうちの

　　８３０-０２１３・福岡県久留米市城島町江上・じようじままちえがみ

　　８３０-０２１２・福岡県久留米市城島町江上上・じようじままちえがみかみ

　　８３０-０２１４・福岡県久留米市城島町江上本・じようじままちえがみほん

　　８３０-０２１６・福岡県久留米市城島町江島・じようじままちえしま

　　８３０-０２０５・福岡県久留米市城島町大依・じようじままちおおより

　　８３０-０２２４・福岡県久留米市城島町上青木・じようじままちかみあおき

　　８３０-０２２５・福岡県久留米市城島町下青木・じようじままちしもあおき

　　８３０-０２０２・福岡県久留米市城島町下田・じようじままちしもだ

　　８３０-０２０７・福岡県久留米市城島町城島・じようじままちじようじま

　　８３０-０２２３・福岡県久留米市城島町四郎丸・じようじままちしろうまる

　　８３０-０２１１・福岡県久留米市城島町楢津・じようじままちならつ

　　８３０-０２２６・福岡県久留米市城島町西青木・じようじままちにしあおき



　　８３０-０２０３・福岡県久留米市城島町浜・じようじままちはま

　　８３０-０２１５・福岡県久留米市城島町原中牟田・じようじままちはらなかむた

　　８３０-０２０６・福岡県久留米市城島町六町原・じようじままちろくちようはﾞる

　　８３０-００２２・福岡県久留米市城南町・じようなんまち

　　８３０-００４１・福岡県久留米市白山町・しらやままち

　　８３９-０８６５・福岡県久留米市新合川・しんあいかわ

　　８３０-００３７・福岡県久留米市諏訪野町・すわのまち

　　８３９-０８５３・福岡県久留米市青峰・せいほう

　　８３０-００２５・福岡県久留米市瀬下町・せのしたまち

　　８３９-０８２４・福岡県久留米市善導寺町飯田・ぜんどうじまちいいだ

　　８３９-０８２２・福岡県久留米市善導寺町木塚・ぜんどうじまちきつﾞか

　　８３９-０８２５・福岡県久留米市善導寺町島・ぜんどうじまちしま

　　８３９-０８２３・福岡県久留米市善導寺町与田・ぜんどうじまちよだ

　　８３０-００７９・福岡県久留米市大善寺大橋・ だいぜんじおおはじ

　　８３０-００７５・福岡県久留米市大善寺町黒田・だいぜんじまちくろだ

　　８３０-００７７・福岡県久留米市大善寺町中津・だいぜんじまちなかつ

　　８３０-００７６・福岡県久留米市大善寺町藤吉・ だいぜんじまちふじよじ

　　８３０-００７３・福岡県久留米市大善寺町宮本・だいぜんじまちみやもと

　　８３０-００７４・福岡県久留米市大善寺町夜明・だいぜんじまちよあけ

　　８３０-００７０・福岡県久留米市大善寺南・だいぜんじみなみ

　　８３９-０８２１・福岡県久留米市太郎原町・だいろはﾞるまち

　　８３０-０００２・福岡県久留米市高野・たかの

　　８３９-１２０３・福岡県久留米市田主丸町秋成・たぬしまるまちあきなり

　　８３９-１２２７・福岡県久留米市田主丸町朝森・たぬしまるまちあさもり

　　８３９-１２１２・福岡県久留米市田主丸町石垣・たぬしまるまちいしかき

　　８３９-１２２３・福岡県久留米市田主丸町以真恵・たぬしまるまちいまえ

　　８３９-１２２８・福岡県久留米市田主丸町恵利・たぬしまるまちえり

　　８３９-１２２１・福岡県久留米市田主丸町上原・たぬしまるまちかみはる

　　８３９-１２２２・福岡県久留米市田主丸町志塚島・たぬしまるまちしつかしま

　　８３９-１２２５・福岡県久留米市田主丸町菅原・たぬしまるまちすがはら

　　８３９-１２０２・福岡県久留米市田主丸町鷹取・たぬしまるまちたかとり

　　８３９-１２１５・福岡県久留米市田主丸町竹野・たぬしまるまちたけの

　　８３９-１２３３・福岡県久留米市田主丸町田主丸・たぬしまるまちたぬしまる

　　８３９-１２１４・福岡県久留米市田主丸町地徳・たぬしまるまちちとく

　　８３９-１２３２・福岡県久留米市田主丸町常盤・たぬしまるまちときわ

　　８３９-１２３４・福岡県久留米市田主丸町豊城・たぬしまるまちとよき

　　８３９-１２１６・福岡県久留米市田主丸町中尾・たぬしまるまちなかお

　　８３９-１２０１・福岡県久留米市田主丸町長栖・たぬしまるまちながす

　　８３９-１２３１・福岡県久留米市田主丸町野田・たぬしまるまちのだ

　　８３９-１２０４・福岡県久留米市田主丸町殖木・たぬしまるまちふえき

　　８３９-１２０５・福岡県久留米市田主丸町船越・ たぬしまるまちふなごじ

　　８３９-１２２４・福岡県久留米市田主丸町牧・たぬしまるまちまき

　　８３９-１２１３・福岡県久留米市田主丸町益生田・たぬしまるまちますおだ

　　８３９-１２１１・福岡県久留米市田主丸町森部・たぬしまるまちもりべ

　　８３９-１２２６・福岡県久留米市田主丸町八幡・たぬしまるまちやはた

　　８３９-１２０６・福岡県久留米市田主丸町吉本・たぬしまるまちよしもと

　　８３０-００２３・福岡県久留米市中央町・ちゆうおうまち

　　８３０-００６１・福岡県久留米市津福今町・つぶくいままち

　　８３０-００４７・福岡県久留米市津福本町・つぶくほんまち

　　８３０-００１４・福岡県久留米市寺町・てらまち

　　８３０-００３３・福岡県久留米市天神町・てんじんまち

　　８３０-００３５・福岡県久留米市東和町・とうわまち

　　８３０-００１６・福岡県久留米市通東町・とおりひがしまち

　　８３０-０００５・福岡県久留米市通外町・とおりほかまち

　　８３０-００１８・福岡県久留米市通町・とおりまち

　　８３０-００２７・福岡県久留米市長門石・ ながといじ

　　８３０-００２６・福岡県久留米市長門石町・ながといしまち

　　８３０-００２４・福岡県久留米市縄手町・なわてまち

　　８３０-０００６・福岡県久留米市南薫西町・なんくんにしまち

　　８３０-０００４・福岡県久留米市南薫町・なんくんまち

　　８３０-００３８・福岡県久留米市西町・にしまち

　　８３９-０８６２・福岡県久留米市野中町・のなかまち

　　８３０-００５８・福岡県久留米市野伏間・のぶすま

　　８３０-００３９・福岡県久留米市花畑・はなはﾞたけ

　　８３０-００４６・福岡県久留米市原古賀町・はらんこがまち

　　８３９-０８０９・福岡県久留米市東合川・ひがしあいかわ

　　８３９-０８０８・福岡県久留米市東合川新町・ひがしあいかわしんまち

　　８３９-０８０６・福岡県久留米市東合川干出町・ひがしあいかわひいでまち

　　８３９-０８０７・福岡県久留米市東合川町・ひがしあいかわまち

　　８３０-０００３・福岡県久留米市東櫛原町・ひがしくしはらまち



　　８３０-００３２・福岡県久留米市東町・ひがしまち

　　８３０-００１２・福岡県久留米市日ノ出町・ひのでまち

　　８３９-０８６４・福岡県久留米市百年公園・ひやくねんこうえん

　　８３０-００１７・福岡県久留米市日吉町・ひよしまち

　　８３０-００５７・福岡県久留米市藤光・ふじみつ

　　８３０-００５４・福岡県久留米市藤光町・ふじみつまち

　　８３０-００５３・福岡県久留米市藤山町・ふじやままち

　　８３０-００１５・福岡県久留米市螢川町・ほたるがわまち

　　８３０-００４４・福岡県久留米市本町・ほんまち

　　８３０-００４３・福岡県久留米市松ケ枝町・まつがえまち

　　８３９-０８４２・福岡県久留米市御井朝妻・みいあさつﾞま

　　８３９-０８４１・福岡県久留米市御井旗崎・みいはたざき

　　８３９-０８５１・福岡県久留米市御井町・みいまち

　　８３０-０１１３・福岡県久留米市三潴町生岩・みつﾞままちいきいわ

　　８３０-０１１５・福岡県久留米市三潴町壱町原・みつﾞままちいつちようはﾞる

　　８３０-０１１６・福岡県久留米市三潴町清松・みつﾞままちきよまつ

　　８３０-０１０５・福岡県久留米市三潴町草場・みつﾞままちくさはﾞ

　　８３０-０１０３・福岡県久留米市三潴町高三潴・みつﾞままちたかみずま

　　８３０-０１０２・福岡県久留米市三潴町田川・みつﾞままちたがわ

　　８３０-０１１２・福岡県久留米市三潴町玉満・みつﾞままちたまみつ

　　８３０-０１１１・福岡県久留米市三潴町西牟田・みつﾞままちにしむた

　　８３０-０１０１・福岡県久留米市三潴町早津崎・みつﾞままちはやつざき

　　８３０-０１０４・福岡県久留米市三潴町原田・みつﾞままちはるだ

　　８３０-０１１４・福岡県久留米市三潴町福光・みつﾞままちふくみつ

　　８３０-００５１・福岡県久留米市南・みなみ

　　８３９-０８０１・福岡県久留米市宮ノ陣・みやのじん

　　８３９-０８０３・福岡県久留米市宮ノ陣町大杜・みやのじんまちおおと

　　８３９-０８０２・福岡県久留米市宮ノ陣町五郎丸・みやのじんまちごろうまる

　　８３９-０８０５・福岡県久留米市宮ノ陣町八丁島・みやのじんまちはつちようじま

　　８３９-０８０４・福岡県久留米市宮ノ陣町若松・みやのじんまちわかまつ

　　８３０-００３１・福岡県久留米市六ツ門町・むつもんまち

　　８３０-００５６・福岡県久留米市本山・もとやま

　　８３０-００７８・福岡県久留米市安武町住吉・ やすたけまちすみよじ

　　８３０-００７１・福岡県久留米市安武町武島・やすたけまちたけしま

　　８３０-００７２・福岡県久留米市安武町安武本・やすたけまちやすたけほん

　　８３９-０８１２・福岡県久留米市山川安居野・やまかわあいの

　　８３９-０８１３・福岡県久留米市山川市ノ上町・やまかわいちのうえまち

　　８３９-０８１４・福岡県久留米市山川追分・やまかわおいわけ

　　８３９-０８１５・福岡県久留米市山川沓形町・やまかわくつがたまち

　　８３９-０８１１・福岡県久留米市山川神代・やまかわくましろ

　　８３９-０８１６・福岡県久留米市山川野口町・やまかわのぐちまち

　　８３９-０８１７・福岡県久留米市山川町・やまかわまち

　　８３９-０８２７・福岡県久留米市山本町豊田・やまもとまちとよだ

　　８３９-０８２６・福岡県久留米市山本町耳納・やまもとまちみのう

　　８２２-００００・福岡県直方市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２２-００１２・福岡県直方市赤地・あかじ

　　８２２-００３１・福岡県直方市植木・うえき

　　８２２-０００５・福岡県直方市永満寺・えいまんじ

　　８２２-０００６・福岡県直方市上境・かみざかい

　　８２２-００３３・福岡県直方市上新入・かみしんにゆう

　　８２２-０００３・福岡県直方市上頓野・かみとんの

　　８２２-０００１・福岡県直方市感田・がんだ

　　８２２-０００７・福岡県直方市下境・しもざかい

　　８２２-００３２・福岡県直方市下新入・しもしんにゆう

　　８２２-００２３・福岡県直方市神正町・しんせいまち

　　８２２-００２１・福岡県直方市新知町・しんちまち

　　８２２-００１５・福岡県直方市新町・しんまち

　　８２２-００２４・福岡県直方市須崎町・すさきまち

　　８２２-００２２・福岡県直方市知古・ちこ

　　８２２-００２６・福岡県直方市津田町・つだまち

　　８２２-００１７・福岡県直方市殿町・とのまち

　　８２２-０００２・福岡県直方市頓野・とんの

　　８２２-００１１・福岡県直方市中泉・なかいずみ

　　８２２-００１６・福岡県直方市直方・のおがた

　　８２２-０００４・福岡県直方市畑・はた

　　８２２-００２５・福岡県直方市日吉町・ひよしまち

　　８２２-００２７・福岡県直方市古町・ふるまち

　　８２２-００１４・福岡県直方市丸山町・まるやままち

　　８２２-００１３・福岡県直方市溝堀・みぞほり

　　８２２-００３４・福岡県直方市山部・やまべ



　　８２２-０００８・福岡県直方市湯野原・ゆのはら

　　８２０-００００・福岡県飯塚市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２０-００５２・福岡県飯塚市相田・あいだ

　　８２０-０７０４・福岡県飯塚市阿恵・あえ

　　８２０-０１０６・福岡県飯塚市赤坂・あかさか

　　８２０-００８３・福岡県飯塚市秋松・あきまつ

　　８２０-０１１２・福岡県飯塚市有井・ありい

　　８２０-０１１１・福岡県飯塚市有安・ありやす

　　８２０-００４１・福岡県飯塚市飯塚・いいつﾞか

　　８２０-００５４・福岡県飯塚市伊川・いかわ

　　８２０-００５３・福岡県飯塚市伊岐須・いぎす

　　８２０-０１０３・福岡県飯塚市入水・いりみず

　　８２０-０７０６・福岡県飯塚市内野・うちの

　　８２０-００２１・福岡県飯塚市潤野・うるの

　　８２０-００８１・福岡県飯塚市枝国・えだくに

　　８２０-０１１４・福岡県飯塚市大門・おおかど

　　８２０-００８９・福岡県飯塚市小正・おはﾞさ

　　８２０-１１１２・福岡県飯塚市鹿毛馬・かけのうま

　　８２０-００６８・福岡県飯塚市片島・かたしま

　　８２０-００１３・福岡県飯塚市上三緒・かみみお

　　８２０-００１１・福岡県飯塚市柏の森・かやのもり

　　８２０-０００２・福岡県飯塚市川島・かわしま

　　８２０-００６７・福岡県飯塚市川津・かわつﾞ

　　８２０-０７０３・福岡県飯塚市北古賀・きたこが

　　８２０-１１１４・福岡県飯塚市口原・くちのはら

　　８２０-００７８・福岡県飯塚市久保白・くほﾞしろ

　　８２０-０７０７・福岡県飯塚市桑曲・くわまがり

　　８２０-００４９・福岡県飯塚市建花寺・けんげいじ

　　８２０-００６６・福岡県飯塚市幸袋・こうぶくろ

　　８２０-００１５・福岡県飯塚市菰田・こもだ

　　８２０-００１６・福岡県飯塚市菰田東・ こもだひがじ

　　８２０-００１７・福岡県飯塚市菰田西・ こもだにじ

　　８２０-１１１３・福岡県飯塚市佐與・さよ

　　８２０-００１２・福岡県飯塚市下三緒・しもみお

　　８２０-００６２・福岡県飯塚市目尾・しやかのお

　　８２０-００８７・福岡県飯塚市舎利蔵・しやりくら

　　８２０-００５１・福岡県飯塚市庄司・ しようじ

　　８２０-０１１３・福岡県飯塚市庄内元吉・ しようないもとよじ

　　８２０-０００５・福岡県飯塚市新飯塚・しんいいつﾞか

　　８２０-０００４・福岡県飯塚市新立岩・しんたていわ

　　８２０-１１１１・福岡県飯塚市勢田・せいた

　　８２０-００４６・福岡県飯塚市大日寺・だいにちじ

　　８２０-０７１２・福岡県飯塚市大分・だいぶ

　　８２０-０１０４・福岡県飯塚市高倉・たかくら

　　８２０-００７９・福岡県飯塚市高田・たかた

　　８２０-０１１６・福岡県飯塚市多田・ただ

　　８２０-００７１・福岡県飯塚市忠隈・ただくま

　　８２０-０００３・福岡県飯塚市立岩・たていわ

　　８２０-００７６・福岡県飯塚市太郎丸・たろうまる

　　８２０-０７０５・福岡県飯塚市筑穂元吉・ ちくほもとよじ

　　８２０-００６４・福岡県飯塚市津島・つしま

　　８２０-０１０５・福岡県飯塚市筒野・つつの

　　８２０-０１０１・福岡県飯塚市綱分・つなわき

　　８２０-００８４・福岡県飯塚市椿・つはﾞき

　　８２０-００１４・福岡県飯塚市鶴三緒・つるみお

　　８２０-００８６・福岡県飯塚市津原・つわら

　　８２０-００７５・福岡県飯塚市天道・てんとう

　　８２０-００３３・福岡県飯塚市徳前・とくぜん

　　８２０-０７１３・福岡県飯塚市内住・ないじゆう

　　８２０-００６５・福岡県飯塚市中・なか

　　８２０-０７０１・福岡県飯塚市長尾・ながお

　　８２０-０００１・福岡県飯塚市鯰田・なまずた

　　８２０-００３１・福岡県飯塚市西徳前・にしとくぜん

　　８２０-００４３・福岡県飯塚市西町・にしまち

　　８２０-０１１５・福岡県飯塚市仁保・にほ

　　８２０-００４５・福岡県飯塚市花瀬・はなせ

　　８２０-００３２・福岡県飯塚市東徳前・ひがしとくぜん

　　８２０-０７０２・福岡県飯塚市平塚・ひらつか

　　８２０-００７３・福岡県飯塚市平恒・ひらつね

　　８２０-００８８・福岡県飯塚市弁分・べんぶん



　　８２０-００７０・福岡県飯塚市堀池・ほりいけ

　　８２０-００４２・福岡県飯塚市本町・ほんまち

　　８２０-０７０９・福岡県飯塚市馬敷・ましき

　　８２０-００７２・福岡県飯塚市南尾・みなみお

　　８２０-００６９・福岡県飯塚市宮町・みやまち

　　８２０-００２２・福岡県飯塚市明星寺・みようじようじ

　　８２０-００７７・福岡県飯塚市椋本・むくもと

　　８２０-００４７・福岡県飯塚市八木山・やきやま

　　８２０-００８５・福岡県飯塚市安恒・やすつね

　　８２０-００６３・福岡県飯塚市柳橋・ やなぎはﾞじ

　　８２０-０７１１・福岡県飯塚市山口・やまぐち

　　８２０-０１０２・福岡県飯塚市山倉・やまくら

　　８２０-０７０８・福岡県飯塚市弥山・ややま

　　８２０-００４４・福岡県飯塚市横田・よこた

　　８２０-００１８・福岡県飯塚市芳雄町・よしおまち

　　８２０-００４０・福岡県飯塚市吉原町・よしはらまち

　　８２０-００６１・福岡県飯塚市吉北・よしきた

　　８２０-００７４・福岡県飯塚市楽市・らくいち

　　８２０-００４８・福岡県飯塚市蓮台寺・れんだいじ

　　８２０-００８２・福岡県飯塚市若菜・わかな

　　８２５-００００・福岡県田川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２５-０００１・福岡県田川市伊加利・いかり

　　８２５-０００２・福岡県田川市伊田・いた

　　８２５-００１５・福岡県田川市伊田町・いたまち

　　８２６-００４４・福岡県田川市位登（猪位金４～７町）・いとう(いいかね)

　　８２６-００４４・福岡県田川市位登（清美町）・いとう(きよみちよう)

　　８２６-００４５・福岡県田川市猪国（猪位金１～３区）・いのくに(いいかね)

　　８２５-００１４・福岡県田川市魚町・うおまち

　　８２６-００２６・福岡県田川市春日町・かすがまち

　　８２６-００２３・福岡県田川市上本町・かみほんまち

　　８２６-００４２・福岡県田川市川宮（大藪）・かわみや(おおやぶ)

　　８２６-００４２・福岡県田川市川宮（新生町）・かわみや(しんせいちよう)

　　８２６-００４２・福岡県田川市川宮（高住町）・かわみや(たかすみちよう)

　　８２６-００４２・福岡県田川市川宮（平岡）・かわみや(ひらおか)

　　８２５-００１７・福岡県田川市寿町・ことぶきまち

　　８２５-００１１・福岡県田川市栄町・さかえまち

　　８２６-００２１・福岡県田川市桜町・さくらまち

　　８２５-０００３・福岡県田川市白鳥町・しらとりまち

　　８２５-００１６・福岡県田川市新町・しんまち

　　８２６-００２５・福岡県田川市大黒町・だいこくまち

　　８２５-００１３・福岡県田川市中央町・ちゆうおうまち

　　８２６-００３１・福岡県田川市千代町・ちよまち

　　８２５-０００４・福岡県田川市夏吉・ なつよじ

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（青葉町)、・なら(あおはﾞちよう)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（大浦)、・なら(おおうら)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（会社町)、・なら(かいしやまち)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（霞ケ丘)、・なら(かすみがおか)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（後藤寺西団地)、・なら(ごとうじにしだんち)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（後藤寺東団地)、・なら(ごとうじひがしだんち)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（希望ケ丘)、・なら(のぞみがおか､

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（松の木）・・なら(まつのき)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（三井後藤寺）・・なら(みついごとうじ)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（緑町）・・なら(みどりまち)

　　８２６-００４３・福岡県田川市奈良（月見ケ丘）・なら(つきみがおか)

　　８２６-００２４・福岡県田川市西本町・にしほんまち

　　８２５-００１８・福岡県田川市番田町・はﾞんだまち

　　８２５-００１２・福岡県田川市日の出町・ひのでまち

　　８２６-００３２・福岡県田川市平松町・ひらまつまち

　　８２５-０００５・福岡県田川市糒・ほしい

　　８２６-００２２・福岡県田川市本町・ほんまち

　　８２６-００３３・福岡県田川市丸山町・まるやままち

　　８２６-００２７・福岡県田川市宮尾町・みやおまち

　　８２６-００４１・福岡県田川市弓削田（角銅原）・ゆげた(かくどうはﾞる)

　　８２６-００４１・福岡県田川市弓削田（野上）・ゆげた(のがみ)

　　８２６-００４１・福岡県田川市弓削田（船尾）・ゆげた(ふなお)

　　８２６-００４１・福岡県田川市弓削田（見立）・ゆげた(みたて)

　　８２６-００４１・福岡県田川市弓削田（文字山）・ゆげた(もじやま)

　　８３２-００００・福岡県柳川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３２-００２６・福岡県柳川市曙町・あけほﾞのまち

　　８３２-００２２・福岡県柳川市旭町・あさひまち



　　８３２-００５４・福岡県柳川市有明町・ありあけまち

　　８３２-００４２・福岡県柳川市一新町・いつしんまち

　　８３２-００６６・福岡県柳川市稲荷町・いなりまち

　　８３２-００２５・福岡県柳川市恵美須町・えびすまち

　　８３２-００４６・福岡県柳川市奥州町・おうしゆうまち

　　８３２-００５３・福岡県柳川市大浜町・おおはままち

　　８３２-００６５・福岡県柳川市沖端町・おきのはたまち

　　８３２-００６７・福岡県柳川市鬼童町・おんどうまち

　　８３２-００７３・福岡県柳川市鍛冶屋町・かじやまち

　　８３２-００４１・福岡県柳川市片原町・かたはらまち

　　８３２-００１６・福岡県柳川市蟹町・かにまち

　　８３２-００１３・福岡県柳川市上町・かみまち

　　８３２-００５８・福岡県柳川市上宮永町・かみみやながまち

　　８３２-０００７・福岡県柳川市金納・かんの

　　８３２-０００１・福岡県柳川市蒲生・がもう

　　８３２-００３４・福岡県柳川市北長柄町・きたながえまち

　　８３２-００２３・福岡県柳川市京町・きようまち

　　８３２-００８６・福岡県柳川市久々原・くぐはら

　　８３２-００７２・福岡県柳川市糀屋町・こうじやまち

　　８３２-００８２・福岡県柳川市古賀・こが

　　８３２-００３６・福岡県柳川市小道具町・こどうぐまち

　　８３２-００３７・福岡県柳川市細工町・さいくまち

　　８３２-００１７・福岡県柳川市材木町・ざいもくまち

　　８３２-００７６・福岡県柳川市坂本町・さかもとまち

　　８３２-００５９・福岡県柳川市下宮永町・しもみやながまち

　　８３２-００６８・福岡県柳川市城隅町・じようぐうまち

　　８３２-００８４・福岡県柳川市昭南町・しようなんまち

　　８３２-００６２・福岡県柳川市城南町・じようなんまち

　　８３２-００７１・福岡県柳川市新船津町・しんふなつまち

　　８３２-００６９・福岡県柳川市新外町・しんほかまち

　　８３２-００３２・福岡県柳川市新町・しんまち

　　８３２-００２１・福岡県柳川市隅町・すみまち

　　８３２-０００２・福岡県柳川市高島・たかしま

　　８３２-０００３・福岡県柳川市立石・ たていじ

　　８３２-００８９・福岡県柳川市田脇・たわき

　　８３２-００７７・福岡県柳川市筑紫町・ちくしまち

　　８３２-００５１・福岡県柳川市佃町・つくだまち

　　８３２-００２４・福岡県柳川市辻町・つじまち

　　８３２-００３１・福岡県柳川市椿原町・つはﾞはらまち

　　８３２-００４３・福岡県柳川市出来町・できまち

　　８３２-００２８・福岡県柳川市常盤町・ときわまち

　　８３２-００１２・福岡県柳川市中町・なかまち

　　８３２-００８７・福岡県柳川市七ツ家・ななつえ

　　８３２-００１５・福岡県柳川市西魚屋町・にしうおやまち

　　８３２-０００５・福岡県柳川市西蒲池・にしかまち

　　８３２-００８１・福岡県柳川市西浜武・にしはまたけ

　　８３２-００８８・福岡県柳川市間・はさま

　　８３２-００５２・福岡県柳川市橋本町・はしもとまち

　　８３２-００２９・福岡県柳川市八軒町・はちけんまち

　　８３２-００３５・福岡県柳川市東魚屋町・ひがしうおやまち

　　８３２-０００６・福岡県柳川市東蒲池・ひがしかまち

　　８３２-００４４・福岡県柳川市袋町・ふくろまち

　　８３２-００１１・福岡県柳川市保加町・ほかまち

　　８３２-００６１・福岡県柳川市本城町・ほんじようまち

　　８３２-００４５・福岡県柳川市本町・ほんまち

　　８３２-０８０５・福岡県柳川市三橋町磯鳥・みつはしまちいそどり

　　８３２-０８２３・福岡県柳川市三橋町今古賀・みつはしまちいまこが

　　８３２-０８０７・福岡県柳川市三橋町枝光・みつはしまちえだみつ

　　８３２-０８２５・福岡県柳川市三橋町江曲・みつはしまちえまがり

　　８３２-０８０１・福岡県柳川市三橋町起田・みつはしまちおきだ

　　８３２-０８２７・福岡県柳川市三橋町蒲船津・みつはしまちかまふなつ

　　８３２-０８０４・福岡県柳川市三橋町木元・みつはしまちきのもと

　　８３２-０８１２・福岡県柳川市三橋町五拾町・みつはしまちごじつちよう

　　８３２-０８２２・福岡県柳川市三橋町下百町・みつはしまちしもひやくちよう

　　８３２-０８１５・福岡県柳川市三橋町白鳥・みつはしまちしらとり

　　８３２-０８２６・福岡県柳川市三橋町高畑・みつはしまちたかはたけ

　　８３２-０８１３・福岡県柳川市三橋町棚町・みつはしまちたのまち

　　８３２-０８１４・福岡県柳川市三橋町垂見・みつはしまちたるみ

　　８３２-０８１１・福岡県柳川市三橋町中山・みつはしまちなかやま

　　８３２-０８１６・福岡県柳川市三橋町久末・みつはしまちひさすえ



　　８３２-０８２１・福岡県柳川市三橋町百町・みつはしまちひやくちよう

　　８３２-０８２４・福岡県柳川市三橋町藤吉・ みつはしまちふじよじ

　　８３２-０８２８・福岡県柳川市三橋町正行・みつはしまちまさゆき

　　８３２-０８０３・福岡県柳川市三橋町新村・みつはしまちみむら

　　８３２-０８０６・福岡県柳川市三橋町柳河・みつはしまちやながわ

　　８３２-０８０２・福岡県柳川市三橋町吉開・みつはしまちよしがい

　　８３２-００３３・福岡県柳川市南長柄町・みなみながえまち

　　８３２-００８３・福岡県柳川市南浜武・みなみはまたけ

　　８３２-００６４・福岡県柳川市宮永町・みやながまち

　　８３２-００６３・福岡県柳川市茂庵町・もあんまち

　　８３２-００１８・福岡県柳川市本船津町・もとふなつまち

　　８３２-００７４・福岡県柳川市元町・もとまち

　　８３２-００１４・福岡県柳川市八百屋町・やおやまち

　　８３２-０００４・福岡県柳川市矢加部・やかべ

　　８３２-００５７・福岡県柳川市弥四郎町・やしろうまち

　　８３２-００５６・福岡県柳川市矢留本町・やどみほんまち

　　８３２-００５０・福岡県柳川市矢留町・やどみまち

　　８３２-００７５・福岡県柳川市柳町・やなぎまち

　　８３９-０２５１・福岡県柳川市大和町明野・やまとまちあけの

　　８３９-０２６３・福岡県柳川市大和町大坪・やまとまちおおつほﾞ

　　８３９-０２５２・福岡県柳川市大和町栄・やまとまちさかえ

　　８３９-０２６１・福岡県柳川市大和町皿垣開・やまとまちさらかきびらき

　　８３９-０２４３・福岡県柳川市大和町塩塚・やまとまちしおつか

　　８３９-０２５３・福岡県柳川市大和町鷹ノ尾・やまとまちたかのお

　　８３９-０２６４・福岡県柳川市大和町谷垣・やまとまちたにがき

　　８３９-０２４１・福岡県柳川市大和町徳益・やまとまちとくます

　　８３９-０２４２・福岡県柳川市大和町豊原・やまとまちとよはら

　　８３９-０２５４・福岡県柳川市大和町中島・やまとまちなかしま

　　８３９-０２６２・福岡県柳川市大和町永田開・やまとまちながたびらき

　　８３９-０２４４・福岡県柳川市大和町六合・やまとまちろくごう

　　８３２-００２７・福岡県柳川市横山町・よこやままち

　　８３２-００５５・福岡県柳川市吉富町・よしとみまち

　　８３２-００８５・福岡県柳川市吉原・よしはら

　　８３４-００００・福岡県八女市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３４-００４７・福岡県八女市稲富・いなどみ

　　８３４-００２６・福岡県八女市井延・いのぶ

　　８３４-００６１・福岡県八女市今福・いまぶく

　　８３４-００６２・福岡県八女市岩崎・いわさき

　　８３４-００５５・福岡県八女市鵜池・うのいけ

　　８３４-００１３・福岡県八女市大籠・おおごもり

　　８３４-０００５・福岡県八女市大島・おおじま

　　８３４-００４１・福岡県八女市緒玉・おだま

　　８３４-００６４・福岡県八女市蒲原・かまはら

　　８３４-００６５・福岡県八女市亀甲・かめのこう

　　８３４-００５３・福岡県八女市川犬・かわいぬ

　　８３４-００２１・福岡県八女市北田形・きたたがた

　　８３４-００２５・福岡県八女市祈祷院・きとういん

　　８３４-００４６・福岡県八女市国武・くにたけ

　　８３４-１２２１・福岡県八女市黒木町今・くろぎまちいま

　　８３４-１２０２・福岡県八女市黒木町大淵・くろぎまちおおぶち

　　８３４-１２１２・福岡県八女市黒木町鹿子生・くろぎまちかこお

　　８３４-１２２２・福岡県八女市黒木町笠原・くろぎまちかさはら

　　８３４-１２０１・福岡県八女市黒木町北大淵・くろぎまちきたおおぶち

　　８３４-１２０３・福岡県八女市黒木町北木屋・くろぎまちきたごや

　　８３４-１２１７・福岡県八女市黒木町黒木・くろぎまちくろぎ

　　８３４-１２１６・福岡県八女市黒木町桑原・くろぎまちくわはら

　　８３４-１２０４・福岡県八女市黒木町木屋・くろぎまちこや

　　８３４-１２０５・福岡県八女市黒木町田代・くろぎまちたしろ

　　８３４-１２１４・福岡県八女市黒木町田本・くろぎまちたもと

　　８３４-１２１１・福岡県八女市黒木町土窪・くろぎまちつちくほﾞ

　　８３４-１２１３・福岡県八女市黒木町本分・くろぎまちほんぶん

　　８３４-１２１５・福岡県八女市黒木町湯辺田・くろぎまちゆべた

　　８３４-０００２・福岡県八女市黒土・くろつち

　　８３４-００４２・福岡県八女市酒井田・さかいだ

　　８３４-１１０１・福岡県八女市上陽町上横山・じようようまちかみよこやま

　　８３４-１１０２・福岡県八女市上陽町北川内・じようようまちきたかわうち

　　８３４-１１０３・福岡県八女市上陽町久木原・じようようまちくきはら

　　８３４-１１０４・福岡県八女市上陽町下横山・じようようまちしもよこやま

　　８３４-００５２・福岡県八女市新庄・しんじよう

　　８３４-００４５・福岡県八女市平・たいら



　　８３４-００３４・福岡県八女市高塚・たかつか

　　８３４-０００１・福岡県八女市宅間田・たくまだ

　　８３４-００１４・福岡県八女市忠見・ただみ

　　８３４-００８２・福岡県八女市立花町兼松・たちはﾞなまちかねまつ

　　８３４-００８３・福岡県八女市立花町上辺春・たちはﾞなまちかみへはﾞる

　　８３４-００８５・福岡県八女市立花町北山・たちはﾞなまちきたやま

　　８３４-００７３・福岡県八女市立花町下辺春・たちはﾞなまちしもへはﾞる

　　８３４-００８４・福岡県八女市立花町白木・たちはﾞなまちしらき

　　８３４-００７１・福岡県八女市立花町田形・たちはﾞなまちたがた

　　８３４-００７４・福岡県八女市立花町谷川・たちはﾞなまちたにがわ

　　８３４-００７２・福岡県八女市立花町遠久谷・たちはﾞなまちとおくだに

　　８３４-００７５・福岡県八女市立花町原島・たちはﾞなまちはるじま

　　８３４-００８１・福岡県八女市立花町山崎・たちはﾞなまちやまさき

　　８３４-００６７・福岡県八女市龍ケ原・たつがはら

　　８３４-００５１・福岡県八女市立野・たての

　　８３４-００２４・福岡県八女市津江・つのえ

　　８３４-００１６・福岡県八女市豊福・とよぶく

　　８３４-００１１・福岡県八女市長野・ながの

　　８３４-０００４・福岡県八女市納楚・のうそ

　　８３４-００２３・福岡県八女市馬場・はﾞはﾞ

　　８３４-００４３・福岡県八女市光・ひかり

　　８３４-０００３・福岡県八女市平田・ひらた

　　８３４-０２０１・福岡県八女市星野村・ほしのむら

　　８３４-００１５・福岡県八女市本・ほん

　　８３４-００５４・福岡県八女市前古賀・まえこが

　　８３４-００３２・福岡県八女市宮野・みやの

　　８３４-００６６・福岡県八女市室岡・むろおか

　　８３４-００３１・福岡県八女市本町・もとまち

　　８３４-００６３・福岡県八女市本村・もとむら

　　８３４-００２２・福岡県八女市柳島・やなじま

　　８３４-００３３・福岡県八女市柳瀬・やなぜ

　　８３４-００４４・福岡県八女市矢原・やはﾞら

　　８３４-１４０１・福岡県八女市矢部村北矢部・やべむらきたやべ

　　８３４-１４０２・福岡県八女市矢部村矢部・やべむらやべ

　　８３４-００１２・福岡県八女市山内・やまうち

　　８３４-０００６・福岡県八女市吉田・よしだ

　　８３３-００００・福岡県筑後市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３３-００４１・福岡県筑後市和泉・いずみ

　　８３３-０００１・福岡県筑後市一条・いちじよう

　　８３３-００４６・福岡県筑後市江口・えぐち

　　８３３-００１４・福岡県筑後市尾島・おしま

　　８３３-００２６・福岡県筑後市折地・おりじ

　　８３３-００３３・福岡県筑後市上北島・かみきたじま

　　８３３-００１３・福岡県筑後市北長田・きたながた

　　８３３-００１１・福岡県筑後市久恵・くえ

　　８３３-００５５・福岡県筑後市熊野・くまの

　　８３３-００５４・福岡県筑後市蔵数・くらかず

　　８３３-００３５・福岡県筑後市古島・こじま

　　８３３-００４５・福岡県筑後市四ケ所・しかしよ

　　８３３-００３７・福岡県筑後市島田・しまだ

　　８３３-００１７・福岡県筑後市志・しむら

　　８３３-００３４・福岡県筑後市下北島・しもきたじま

　　８３３-００２１・福岡県筑後市下妻・しもつま

　　８３３-００４３・福岡県筑後市庄島・しようじま

　　８３３-０００６・福岡県筑後市新溝・しんみぞ

　　８３３-００３６・福岡県筑後市井田・せいでん

　　８３３-００５２・福岡県筑後市高江・たかえ

　　８３３-００１５・福岡県筑後市津島・つしま

　　８３３-００１６・福岡県筑後市常用・つねもち

　　８３３-０００７・福岡県筑後市鶴田・つるだ

　　８３３-０００４・福岡県筑後市徳久・とくひさ

　　８３３-００５１・福岡県筑後市富重・とみしげ

　　８３３-００４４・福岡県筑後市富久・とみひさ

　　８３３-００２２・福岡県筑後市富安・とみやす

　　８３３-００２５・福岡県筑後市中折地・なかおりじ

　　８３３-００２４・福岡県筑後市中牟田・なかむた

　　８３３-００４２・福岡県筑後市長崎・ながさき

　　８３３-０００５・福岡県筑後市長浜・ながはま

　　８３３-００５３・福岡県筑後市西牟田・にしむた

　　８３３-００３２・福岡県筑後市野町・のまち



　　８３３-０００３・福岡県筑後市羽犬塚・はいぬつﾞか

　　８３３-００５６・福岡県筑後市久富・ひさどみ

　　８３３-０００２・福岡県筑後市前津・まえつﾞ

　　８３３-００２３・福岡県筑後市馬間田・ままだ

　　８３３-００２７・福岡県筑後市水田・みずた

　　８３３-００１２・福岡県筑後市溝口・みぞくち

　　８３３-００３１・福岡県筑後市山ノ井・やまのい

　　８３３-００４７・福岡県筑後市若菜・わかな

　　８３１-００００・福岡県大川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３１-００３１・福岡県大川市上巻・あげまき

　　８３１-０００４・福岡県大川市榎津・えのきつﾞ

　　８３１-００４５・福岡県大川市大野島・おおのしま

　　８３１-００２１・福岡県大川市大橋・ おおはじ

　　８３１-００２７・福岡県大川市荻島・おぎしま

　　８３１-００２４・福岡県大川市鬼古賀・おにこが

　　８３１-０００８・福岡県大川市鐘ケ江・かねがえ

　　８３１-００１２・福岡県大川市上白垣・かみしらかき

　　８３１-００３２・福岡県大川市北古賀・きたこが

　　８３１-００４２・福岡県大川市九網・くあみ

　　８３１-０００２・福岡県大川市下林・ げはﾞやじ

　　８３１-００２８・福岡県大川市郷原・ごうはﾞる

　　８３１-００４１・福岡県大川市小保・こほﾞ

　　８３１-００２５・福岡県大川市坂井・さかい

　　８３１-００１６・福岡県大川市酒見・さけみ

　　８３１-０００１・福岡県大川市下青木・しもあおき

　　８３１-００２２・福岡県大川市下木佐木・しもきさき

　　８３１-００１１・福岡県大川市下白垣・しもしらかき

　　８３１-００１７・福岡県大川市下八院・しもはちいん

　　８３１-００２３・福岡県大川市下牟田口・しもむたぐち

　　８３１-００４３・福岡県大川市新田・しんでん

　　８３１-００３５・福岡県大川市津・つ

　　８３１-０００７・福岡県大川市道海島・どうかいじま

　　８３１-００１４・福岡県大川市中木室・なかきむろ

　　８３１-０００６・福岡県大川市中古賀・なかこが

　　８３１-００１３・福岡県大川市中八院・なかはちいん

　　８３１-００３３・福岡県大川市幡保・はたほ

　　８３１-００３４・福岡県大川市一木・ひとつき

　　８３１-００４４・福岡県大川市紅粉屋・べにや

　　８３１-００１５・福岡県大川市本木室・ほんぎむろ

　　８３１-００２６・福岡県大川市三丸・みつまる

　　８３１-０００５・福岡県大川市向島・むかいじま

　　８３１-０００３・福岡県大川市諸富・もろどみ

　　８２４-００００・福岡県行橋市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２４-００４４・福岡県行橋市天生田・あもうだ

　　８２４-００３４・福岡県行橋市泉中央・いずみちゆうおう

　　８２４-００２２・福岡県行橋市稲童・いなどう

　　８２４-００１８・福岡県行橋市今井・いまい

　　８２４-００４５・福岡県行橋市大谷・おおたに

　　８２４-００４１・福岡県行橋市大野井・おおのい

　　８２４-０００３・福岡県行橋市大橋・ おおはじ

　　８２４-００５８・福岡県行橋市長木・おさぎ

　　８２４-０００４・福岡県行橋市金屋・かなや

　　８２４-００５２・福岡県行橋市上検地・かみけんじ

　　８２４-００６４・福岡県行橋市上津熊・かみつﾞくま

　　８２４-００５５・福岡県行橋市上稗田・かみひえだ

　　８２４-００３３・福岡県行橋市北泉・きたいずみ

　　８２４-０００１・福岡県行橋市行事・ぎようじ

　　８２４-００６１・福岡県行橋市草野・くさの

　　８２４-００１３・福岡県行橋市沓尾・くつお

　　８２４-００５１・福岡県行橋市下検地・しもけんじ

　　８２４-００７６・福岡県行橋市下崎・しもさき

　　８２４-００６２・福岡県行橋市下津熊・しもつﾞくま

　　８２４-００５４・福岡県行橋市下稗田・しもひえだ

　　８２４-０００７・福岡県行橋市神田町・じんでんまち

　　８２４-００７２・福岡県行橋市須磨園・すまぞの

　　８２４-００７８・福岡県行橋市高来・たかく

　　８２４-００２７・福岡県行橋市高瀬・たかせ

　　８２４-００４８・福岡県行橋市宝山・たからやま

　　８２４-０００５・福岡県行橋市中央・ちゆうおう

　　８２４-００６５・福岡県行橋市長音寺・ちようおんじ



　　８２４-００２８・福岡県行橋市辻垣・つじかき

　　８２４-００４７・福岡県行橋市津積・つつみ

　　８２４-００７４・福岡県行橋市常松・つねまつ

　　８２４-００１６・福岡県行橋市津留・つる

　　８２４-００４２・福岡県行橋市寺畔・てらなわて

　　８２４-００２６・福岡県行橋市道場寺・どうじようじ

　　８２４-００７１・福岡県行橋市徳永・とくなが

　　８２４-００５３・福岡県行橋市中川・なかがわ

　　８２４-００６３・福岡県行橋市中津熊・なかつﾞくま

　　８２４-００１４・福岡県行橋市長井・ながい

　　８２４-００７５・福岡県行橋市長尾・ながお

　　８２４-００３８・福岡県行橋市西泉・にしいずみ

　　８２４-００４６・福岡県行橋市西谷・にしたに

　　８２４-００３１・福岡県行橋市西宮市・にしみやいち

　　８２４-００７７・福岡県行橋市入覚・にゆうがく

　　８２４-００６８・福岡県行橋市延永・のぶなが

　　８２４-００２１・福岡県行橋市馬場・はﾞはﾞ

　　８２４-００３５・福岡県行橋市東泉・ひがしいずみ

　　８２４-０００２・福岡県行橋市東大橋・ ひがしおおはじ

　　８２４-００２５・福岡県行橋市東徳永・ひがしとくなが

　　８２４-００４９・福岡県行橋市福原・ふくはﾞる

　　８２４-００７３・福岡県行橋市福丸・ふくまる

　　８２４-００２４・福岡県行橋市袋迫・ふくろさこ

　　８２４-００６７・福岡県行橋市二塚・ふたつﾞか

　　８２４-００１２・福岡県行橋市文久・ぶんきゆう

　　８２４-００５６・福岡県行橋市前田・まえだ

　　８２４-００１７・福岡県行橋市真菰・まこも

　　８２４-００２３・福岡県行橋市松原・まつはﾞら

　　８２４-００３６・福岡県行橋市南泉・みなみいずみ

　　８２４-００３２・福岡県行橋市南大橋・ みなみおおはじ

　　８２４-００１１・福岡県行橋市蓑島・みのしま

　　８２４-０００８・福岡県行橋市宮市町・みやいちまち

　　８２４-００５７・福岡県行橋市宮の杜・みやのもり

　　８２４-００１５・福岡県行橋市元永・もとなが

　　８２４-０００６・福岡県行橋市門樋町・もんひﾟまち

　　８２４-００３７・福岡県行橋市矢留・やどみ

　　８２４-００７９・福岡県行橋市矢山・ややま

　　８２４-００６６・福岡県行橋市吉国・よしくに

　　８２４-００４３・福岡県行橋市流末・りゆうまつ

　　８２８-００００・福岡県豊前市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２８-００６５・福岡県豊前市青畑・あおはた

　　８２８-００２７・福岡県豊前市赤熊・あかぐま

　　８２８-００６１・福岡県豊前市荒堀・あらほり

　　８２８-００３５・福岡県豊前市市丸・いちまる

　　８２８-００６２・福岡県豊前市今市・いまいち

　　８２８-００８３・福岡県豊前市岩屋・いわや

　　８２８-００２２・福岡県豊前市宇島・うのしま

　　８２８-００８２・福岡県豊前市大河内・おおかわち

　　８２８-００６６・福岡県豊前市大村・おおむら

　　８２８-００６４・福岡県豊前市大西・ おおにじ

　　８２８-００４９・福岡県豊前市鬼木・おにのき

　　８２８-００４５・福岡県豊前市皆毛・かいも

　　８２８-００４１・福岡県豊前市梶屋・かじや

　　８２８-００７７・福岡県豊前市上川底・かみかわそこ

　　８２８-００１３・福岡県豊前市川内・かわち

　　８２８-００５５・福岡県豊前市河原田・かわはらだ

　　８２８-００４３・福岡県豊前市岸井・きしい

　　８２８-００４８・福岡県豊前市久路土・きゆうろつち

　　８２８-００２３・福岡県豊前市沓川・くつがわ

　　８２８-００８６・福岡県豊前市求菩提・くほﾞて

　　８２８-００４４・福岡県豊前市小石原・こいしはら

　　８２８-００３６・福岡県豊前市小犬丸・こいぬまる

　　８２８-００７２・福岡県豊前市才尾・さいお

　　８２８-００３２・福岡県豊前市三楽・さんらく

　　８２８-００８４・福岡県豊前市篠瀬・しのせ

　　８２８-００７５・福岡県豊前市下川底・しもかわそこ

　　８２８-００７４・福岡県豊前市下河内・しもかわち

　　８２８-０００２・福岡県豊前市松江・しようえ

　　８２８-００２６・福岡県豊前市清水町・しようず

　　８２８-００１１・福岡県豊前市四郎丸・しろうまる



　　８２８-００２８・福岡県豊前市青豊・せいほう

　　８２８-００４６・福岡県豊前市高田・たかた

　　８２８-００５３・福岡県豊前市千束・ちつﾞか

　　８２８-００２５・福岡県豊前市恒富・つねどみ

　　８２８-００８１・福岡県豊前市天和・てんわ

　　８２８-００５２・福岡県豊前市塔田・とうだ

　　８２８-００８５・福岡県豊前市鳥井畑・とりいはた

　　８２８-００１２・福岡県豊前市鳥越・とりごえ

　　８２８-００７６・福岡県豊前市中川底・なかがわそこ

　　８２８-０００３・福岡県豊前市中村・なかむら

　　８２８-００５４・福岡県豊前市永久・ながひさ

　　８２８-００６３・福岡県豊前市野田・のだ

　　８２８-００７３・福岡県豊前市挾間・はさま

　　８２８-０００５・福岡県豊前市畑・はた

　　８２８-０００１・福岡県豊前市畠中・はたけなか

　　８２８-００２１・福岡県豊前市八屋・はちや

　　８２８-０００４・福岡県豊前市馬場・はﾞはﾞ

　　８２８-００２４・福岡県豊前市久松・ひさまつ

　　８２８-００４７・福岡県豊前市広瀬・ひろせ

　　８２８-００４２・福岡県豊前市堀立・ほりたて

　　８２８-００３１・福岡県豊前市三毛門・みけかど

　　８２８-００３４・福岡県豊前市森久・もりひさ

　　８２８-００５６・福岡県豊前市薬師寺・やくしじ

　　８２８-００７１・福岡県豊前市山内・やまうち

　　８２８-００５１・福岡県豊前市吉木・よしき

　　８２８-００３３・福岡県豊前市六郎・ろくろう

　　８０９-００００・福岡県中間市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０９-００２１・福岡県中間市朝霧・あさぎり

　　８０９-００２４・福岡県中間市池田・いけだ

　　８０９-００１１・福岡県中間市岩瀬・いわせ

　　８０９-００４１・福岡県中間市岩瀬西町・いわせにしまち

　　８０９-００２３・福岡県中間市扇ケ浦・おうぎがうら

　　８０９-００２６・福岡県中間市大辻町・おおつじまち

　　８０９-００３９・福岡県中間市大根土・おおねと

　　８０９-００３１・福岡県中間市小田ケ浦・おだがうら

　　８０９-０００３・福岡県中間市上底井野・かみそこいの

　　８０９-００１３・福岡県中間市上蓮花寺・かみれんげじ

　　８０９-００１７・福岡県中間市桜台・さくらだい

　　８０９-０００４・福岡県中間市下大隈・しもおおくま

　　８０９-００１２・福岡県中間市下蓮花寺・しもれんげじ

　　８０９-００３８・福岡県中間市浄花町・じようかまち

　　８０９-００１５・福岡県中間市太賀・たが

　　８０９-００３０・福岡県中間市中央・ちゆうおう

　　８０９-００１８・福岡県中間市通谷・とおりたに

　　８０９-００３３・福岡県中間市土手ノ内・どてのうち

　　８０９-００３２・福岡県中間市中尾・なかお

　　８０９-０００２・福岡県中間市中底井野・なかそこいの

　　８０９-００３６・福岡県中間市長津・ながつ

　　８０９-００３７・福岡県中間市中鶴・なかつﾞる

　　８０９-００３４・福岡県中間市中間・なかま

　　８０９-００２７・福岡県中間市七重町・ななえまち

　　８０９-００２２・福岡県中間市鍋山町・なべやままち

　　８０９-０００１・福岡県中間市垣生・はぶ

　　８０９-００１９・福岡県中間市東中間・ひがしなかま

　　８０９-００２５・福岡県中間市深坂・ふかさか

　　８０９-００１６・福岡県中間市星ケ丘・ほしがおか

　　８０９-００３５・福岡県中間市松ケ岡・まつがおか

　　８０９-００２８・福岡県中間市弥生・やよい

　　８０９-００１４・福岡県中間市蓮花寺・れんげじ

　　８３８-０１００・福岡県小郡市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３８-０１３５・福岡県小郡市赤川・あかがわ

　　８３８-０１０９・福岡県小郡市あすみ・あすみ

　　８３８-０１２８・福岡県小郡市稲吉・ いなよじ

　　８３８-０１１４・福岡県小郡市井上・いのうえ

　　８３８-０１４２・福岡県小郡市大板井・おおいたい

　　８３８-０１２７・福岡県小郡市大崎・おおざき

　　８３８-０１１５・福岡県小郡市大保・おおほ

　　８３８-０１４１・福岡県小郡市小郡・おごおり

　　８３８-０１０４・福岡県小郡市乙隈・おとぐま

　　８３８-０１２１・福岡県小郡市上岩田・かみいわた



　　８３８-０１３６・福岡県小郡市上西鰺坂・かみにしあじさか

　　８３８-０１４４・福岡県小郡市祇園・ぎおん

　　８３８-０１４３・福岡県小郡市小板井・こいたい

　　８３８-０１２３・福岡県小郡市下岩田・しもいわた

　　８３８-０１３４・福岡県小郡市下西鰺坂・しもにしあじさか

　　８３８-０１０２・福岡県小郡市津古・つこ

　　８３８-０１３８・福岡県小郡市寺福童・てらふくどう

　　８３８-０１０７・福岡県小郡市希みが丘・のぞみがおか

　　８３８-０１１２・福岡県小郡市干潟・ひかた

　　８３８-０１３１・福岡県小郡市平方・ひらかた

　　８３８-０１１１・福岡県小郡市吹上・ふきあげ

　　８３８-０１３７・福岡県小郡市福童・ふくどう

　　８３８-０１２５・福岡県小郡市二タ・ふた

　　８３８-０１２６・福岡県小郡市二森・ふたもり

　　８３８-０１２４・福岡県小郡市古飯・ふるえ

　　８３８-０１２２・福岡県小郡市松崎・まつざき

　　８３８-０１０３・福岡県小郡市三国が丘・みくにがおか

　　８３８-０１０１・福岡県小郡市美鈴が丘・みすずがおか

　　８３８-０１０８・福岡県小郡市美鈴の杜・みすずのもり

　　８３８-０１０６・福岡県小郡市三沢・みつさわ

　　８３８-０１３２・福岡県小郡市光行・みつゆき

　　８３８-０１３３・福岡県小郡市八坂・やさか

　　８３８-０１１３・福岡県小郡市山隈・やまぐま

　　８３８-０１０５・福岡県小郡市横隈・よこぐま

　　８３８-０１１６・福岡県小郡市力武・りきたけ

　　８１８-００００・福岡県筑紫野市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１８-００１１・福岡県筑紫野市阿志岐・あしき

　　８１８-００１２・福岡県筑紫野市天山・あまやま

　　８１８-００６８・福岡県筑紫野市石崎・いしざき

　　８１８-００１４・福岡県筑紫野市牛島・うしじま

　　８１８-００３４・福岡県筑紫野市美しが丘南・うつくしがおかみなみ

　　８１８-００３５・福岡県筑紫野市美しが丘北・うつくしがおかきた

　　８１８-０００６・福岡県筑紫野市大石・ おおいじ

　　８１８-００１３・福岡県筑紫野市岡田・おかだ

　　８１８-００４１・福岡県筑紫野市上古賀・かみこが

　　８１８-００３１・福岡県筑紫野市隈・くま

　　８１８-０００２・福岡県筑紫野市香園・こうぞの

　　８１８-００４７・福岡県筑紫野市古賀・こが

　　８１８-００６３・福岡県筑紫野市桜台・さくらだい

　　８１８-００２１・福岡県筑紫野市下見・したみ

　　８１８-００５４・福岡県筑紫野市杉塚・すぎつﾞか

　　８１８-００６７・福岡県筑紫野市俗明院・ぞくみよういん

　　８１８-００２５・福岡県筑紫野市筑紫・ ちくじ

　　８１８-００２２・福岡県筑紫野市筑紫駅前通・ちくしえきまえどおり

　　８１８-００６４・福岡県筑紫野市常松・つねまつ

　　８１８-００５３・福岡県筑紫野市天拝坂・てんはﾟいざか

　　８１８-００５９・福岡県筑紫野市塔原東・ とうのはるひがじ

　　８１８-００７３・福岡県筑紫野市塔原西・ とうのはるにじ

　　８１８-００７４・福岡県筑紫野市塔原南・とうのはるみなみ

　　８１８-００６６・福岡県筑紫野市永岡・ながおか

　　８１８-００３２・福岡県筑紫野市西小田・にしおだ

　　８１８-００４４・福岡県筑紫野市萩原・はぎわら

　　８１８-００８５・福岡県筑紫野市針摺北・はりすりきた

　　８１８-００８３・福岡県筑紫野市針摺中央・はりすりちゆうおう

　　８１８-００８４・福岡県筑紫野市針摺西・ はりすりにじ

　　８１８-００８１・福岡県筑紫野市針摺東・ はりすりひがじ

　　８１８-００８２・福岡県筑紫野市針摺南・はりすりみなみ

　　８１８-０００５・福岡県筑紫野市原・はる

　　８１８-００２４・福岡県筑紫野市原田・はるだ

　　８１８-００３６・福岡県筑紫野市光が丘・ひかりがおか

　　８１８-００４５・福岡県筑紫野市平等寺・びようどうじ

　　８１８-００５６・福岡県筑紫野市二日市北・ふつかいちきた

　　８１８-００７２・福岡県筑紫野市二日市中央・ふつかいちちゆうおう

　　８１８-００７１・福岡県筑紫野市二日市西・ ふつかいちにじ

　　８１８-００５７・福岡県筑紫野市二日市南・ふつかいちみなみ

　　８１８-０００７・福岡県筑紫野市本道寺・ほんどうじ

　　８１８-００２６・福岡県筑紫野市美咲・みさき

　　８１８-００５２・福岡県筑紫野市武藏・ むさじ

　　８１８-００４３・福岡県筑紫野市むさしケ丘・むさしがおか

　　８１８-００６１・福岡県筑紫野市紫・むらさき



　　８１８-００６５・福岡県筑紫野市諸田・もろた

　　８１８-０００３・福岡県筑紫野市山家・やまえ

　　８１８-００４６・福岡県筑紫野市山口・やまぐち

　　８１８-０００１・福岡県筑紫野市柚須原・ゆすはﾞる

　　８１８-００５８・福岡県筑紫野市湯町・ゆまち

　　８１８-０００４・福岡県筑紫野市吉木・よしき

　　８１８-００４２・福岡県筑紫野市立明寺・りゆうみようじ

　　８１８-００２３・福岡県筑紫野市若江・わかえ

　　８１６-００００・福岡県春日市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１６-０８５３・福岡県春日市泉・いずみ

　　８１６-０８５２・福岡県春日市一の谷・いちのたに

　　８１６-０８３１・福岡県春日市大谷・おおたに

　　８１６-０８４７・福岡県春日市大土居・おおどい

　　８１６-０８６１・福岡県春日市岡本・おかもと

　　８１６-０８１４・福岡県春日市春日・かすが

　　８１６-０８１１・福岡県春日市春日公園・かすがこうえん

　　８１６-０８０１・福岡県春日市春日原東町・かすがはﾞるひがしまち

　　８１６-０８０３・福岡県春日市春日原南町・かすがはﾞるみなみまち

　　８１６-０８０２・福岡県春日市春日原北町・かすがはﾞるきたまち

　　８１６-０８４４・福岡県春日市上白水・かみしろうず

　　８１６-０８２４・福岡県春日市小倉・こくら

　　８１６-０８２６・福岡県春日市小倉東・ こくらひがじ

　　８１６-０８７２・福岡県春日市桜ケ丘・さくらがおか

　　８１６-０８４２・福岡県春日市下白水・しもしろうず

　　８１６-０８５４・福岡県春日市下白水北・しもしろうずきた

　　８１６-０８４６・福岡県春日市下白水南・しもしろうずみなみ

　　８１６-０８４８・福岡県春日市白水池・しろうずいけ

　　８１６-０８４５・福岡県春日市白水ケ丘・しろうずがおか

　　８１６-０８７１・福岡県春日市須玖・すぐ

　　８１６-０８６３・福岡県春日市須玖南・すぐみなみ

　　８１６-０８６４・福岡県春日市須玖北・すぐきた

　　８１６-０８１３・福岡県春日市惣利・そうり

　　８１６-０８０７・福岡県春日市宝町・たからまち

　　８１６-０８２２・福岡県春日市ちくし台・ちくしだい

　　８１６-０８０５・福岡県春日市千歳町・ちとせまち

　　８１６-０８４１・福岡県春日市塚原台・つかはらだい

　　８１６-０８５５・福岡県春日市天神山・てんじんやま

　　８１６-０８５１・福岡県春日市昇町・のほﾞりまち

　　８１６-０８２５・福岡県春日市伯玄町・はくげんちよう

　　８１６-０８０４・福岡県春日市原町・はらまち

　　８１６-０８０６・福岡県春日市光町・ひかりまち

　　８１６-０８７３・福岡県春日市日の出町・ひのでまち

　　８１６-０８１２・福岡県春日市平田台・ひらただい

　　８１６-０８４９・福岡県春日市星見ヶ丘・ほしみがおか

　　８１６-０８４３・福岡県春日市松ケ丘・まつがおか

　　８１６-０８３３・福岡県春日市紅葉ケ丘東・ もみじがおかひがじ

　　８１６-０８３２・福岡県春日市紅葉ケ丘西・ もみじがおかにじ

　　８１６-０８７４・福岡県春日市大和町・やまとまち

　　８１６-０８６２・福岡県春日市弥生・やよい

　　８１６-０８２１・福岡県春日市若葉台東・ わかはﾞだいひがじ

　　８１６-０８２３・福岡県春日市若葉台西・ わかはﾞだいにじ

　　８１６-００００・福岡県大野城市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１６-０９３４・福岡県大野城市曙町・あけほﾞのまち

　　８１６-０９５３・福岡県大野城市旭ケ丘・あさひがおか

　　８１６-０９７１・福岡県大野城市牛頸・うしくび

　　８１６-０９０４・福岡県大野城市大池・おおいけ

　　８１６-０９１１・福岡県大野城市大城・おおき

　　８１６-０９０２・福岡県大野城市乙金・おとがな

　　８１６-０９０３・福岡県大野城市乙金台・おとがなだい

　　８１６-０９０１・福岡県大野城市乙金東・ おとがなひがじ

　　８１６-０９５５・福岡県大野城市上大利・かみおおり

　　８１６-０９０５・福岡県大野城市川久保・かわくほﾞ

　　８１６-０９３２・福岡県大野城市瓦田・かわらだ

　　８１６-０９２４・福岡県大野城市栄町・さかえまち

　　８１６-０９２３・福岡県大野城市雑餉隈町・ざつしよのくままち

　　８１６-０９５２・福岡県大野城市下大利・しもおおり

　　８１６-０９５１・福岡県大野城市下大利団地・しもおおりだんち

　　８１６-０９４３・福岡県大野城市白木原・しらきはﾞる

　　８１６-０９４２・福岡県大野城市中央・ちゆうおう

　　８１６-０９８３・福岡県大野城市月の浦・つきのうら



　　８１６-０９３１・福岡県大野城市筒井・つつい

　　８１６-０９６２・福岡県大野城市つつじケ丘・つつじがおか

　　８１６-０９０６・福岡県大野城市中・なか

　　８１６-０９２１・福岡県大野城市仲畑・なかはた

　　８１６-０９３５・福岡県大野城市錦町・にしきまち

　　８１６-０９８２・福岡県大野城市畑ケ坂・はたがさか

　　８１６-０９４１・福岡県大野城市東大利・ひがしおおり

　　８１６-０９７２・福岡県大野城市平野台・ひらのだい

　　８１６-０９１２・福岡県大野城市御笠川・みかさがわ

　　８１６-０９３３・福岡県大野城市瑞穂町・みずほまち

　　８１６-０９６１・福岡県大野城市緑ケ丘・みどりがおか

　　８１６-０９５６・福岡県大野城市南大利・みなみおおり

　　８１６-０９６４・福岡県大野城市南ケ丘・みなみがおか

　　８１６-０９６３・福岡県大野城市宮野台・みやのだい

　　８１６-０９５４・福岡県大野城市紫台・むらさきだい

　　８１６-０９２２・福岡県大野城市山田・やまだ

　　８１６-０９７３・福岡県大野城市横峰・よこみね

　　８１６-０９８１・福岡県大野城市若草・わかくさ

　　８１１-３４００・福岡県宗像市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-４１６２・福岡県宗像市青葉台・あおはﾞだい

　　８１１-４１４６・福岡県宗像市赤間・あかま

　　８１１-４１８５・福岡県宗像市赤間駅前・あかまえきまえ

　　８１１-４１７６・福岡県宗像市赤間ケ丘・あかまがおか

　　８１１-４１４８・福岡県宗像市赤間文教町・あかまぶんきようまち

　　８１１-３４１５・福岡県宗像市朝野・あさの

　　８１１-４１６１・福岡県宗像市朝町・あさまち

　　８１１-４１５７・福岡県宗像市アスティ・あすてい

　　８１１-３４０１・福岡県宗像市池浦・いけうら

　　８１１-３５１５・福岡県宗像市池田・いけだ

　　８１１-４１４７・福岡県宗像市石丸・いしまる

　　８１１-４１４２・福岡県宗像市泉ケ丘・いずみがおか

　　８１１-３４０６・福岡県宗像市稲元・いなもと

　　８１１-３５０２・福岡県宗像市江口・えぐち

　　８１１-４１７７・福岡県宗像市桜美台・おうびだい

　　８１１-３４２２・福岡県宗像市王丸・おうまる

　　８１１-３４３２・福岡県宗像市大井・おおい

　　８１１-３４３３・福岡県宗像市大井台・おおいだい

　　８１１-３４４０・福岡県宗像市大井南・おおいみなみ

　　８１１-３７０１・福岡県宗像市大島・おおしま

　　８１１-４１４１・福岡県宗像市大谷・おおたに

　　８１１-３４２１・福岡県宗像市大穂・おおぶ

　　８１１-３４０２・福岡県宗像市河東・かとう

　　８１１-３５１２・福岡県宗像市鐘崎・かねざき

　　８１１-３４３７・福岡県宗像市久原・くはﾞら

　　８１１-４１８４・福岡県宗像市くりえいと・くりえいと

　　８１１-３５１６・福岡県宗像市公園通り・こうえんどおり

　　８１１-３５１３・福岡県宗像市上八・こうじよう

　　８１１-３５０１・福岡県宗像市神湊・こうのみなと

　　８１１-４１６５・福岡県宗像市広陵台・こうりようだい

　　８１１-４１７３・福岡県宗像市栄町・さかえまち

　　８１１-４１６６・福岡県宗像市桜・さくら

　　８１１-４１４３・福岡県宗像市三郎丸・さぶろうまる

　　８１１-３５１１・福岡県宗像市地島・じのしま

　　８１１-４１６３・福岡県宗像市自由ケ丘・じゆうがおか

　　８１１-４１７４・福岡県宗像市自由ケ丘西町・じゆうがおかにしまち

　　８１１-４１５６・福岡県宗像市自由ケ丘南・じゆうがおかみなみ

　　８１１-４１８２・福岡県宗像市城ケ谷・じようがたに

　　８１１-３４０４・福岡県宗像市城西ケ丘・じようせいがおか

　　８１１-４１５１・福岡県宗像市城南ケ丘・じようなんがおか

　　８１１-４１８１・福岡県宗像市城山ニュータウン・じようやまにゆｰたうん

　　８１１-３４０８・福岡県宗像市樟陽台・しようようだい

　　８１１-３４０５・福岡県宗像市須恵・すえ

　　８１１-４１７５・福岡県宗像市田久・たく

　　８１１-３４３１・福岡県宗像市田熊・たぐま

　　８１１-４１５２・福岡県宗像市武丸・たけまる

　　８１１-３５０５・福岡県宗像市田島・たしま

　　８１１-３５１４・福岡県宗像市田野・たの

　　８１１-３５０７・福岡県宗像市多禮・たれ

　　８１１-４１８３・福岡県宗像市土穴・つちあな

　　８１１-３４０７・福岡県宗像市天平台・てんひﾟようだい



　　８１１-３４３６・福岡県宗像市東郷・とうごう

　　８１１-４１６４・福岡県宗像市徳重・とくしげ

　　８１１-４１５５・福岡県宗像市名残・なごり

　　８１１-３４２３・福岡県宗像市野坂・のさか

　　８１１-４１７１・福岡県宗像市葉山・はやま

　　８１１-３４２４・福岡県宗像市原町・はるまち

　　８１１-３４０３・福岡県宗像市ひかりケ丘・ひかりがおか

　　８１１-３４２５・福岡県宗像市日の里・ひのさと

　　８１１-３４１２・福岡県宗像市平等寺・びようどうじ

　　８１１-３４３０・福岡県宗像市平井・ひらい

　　８１１-３５０４・福岡県宗像市深田・ふかた

　　８１１-４１５４・福岡県宗像市冨地原・ふじわら

　　８１１-４１１３・福岡県宗像市曲（２５、３５）・まがり(２５､３５)

　　８１１-３４１３・福岡県宗像市曲（その他）・まがり(そのた)

　　８１１-３４３９・福岡県宗像市三倉・みくら

　　８１１-３４１４・福岡県宗像市光岡・みつおか

　　８１１-４１７２・福岡県宗像市緑町・みどりまち

　　８１１-３４１６・福岡県宗像市宮田・みやた

　　８１１-３５０３・福岡県宗像市牟田尻・むたじり

　　８１１-３４３４・福岡県宗像市村山田・むらやまだ

　　８１１-３４３５・福岡県宗像市用山・もちやま

　　８１１-３４１１・福岡県宗像市山田・やまだ

　　８１１-３５０６・福岡県宗像市吉田・よしだ

　　８１１-４１５３・福岡県宗像市吉留・よしどめ

　　８１１-４１４５・福岡県宗像市陵厳寺・りようげんじ

　　８１１-３４３８・福岡県宗像市和歌美台・わかみだい

　　８１８-０１００・福岡県太宰府市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１８-０１３７・福岡県太宰府市青葉台・あおはﾞだい

　　８１８-０１２１・福岡県太宰府市青山・あおやま

　　８１８-０１１８・福岡県太宰府市石坂・いしざか

　　８１８-０１１５・福岡県太宰府市内山・うちやま

　　８１８-０１２３・福岡県太宰府市梅ケ丘・うめがおか

　　８１８-０１３４・福岡県太宰府市大佐野・おおざの

　　８１８-０１０１・福岡県太宰府市観世音寺・かんぜおんじ

　　８１８-０１１４・福岡県太宰府市北谷・きただに

　　８１８-０１３２・福岡県太宰府市国分・こくぶ

　　８１８-０１２５・福岡県太宰府市五条・ごじよう

　　８１８-０１３９・福岡県太宰府市宰都・さいと

　　８１８-０１１７・福岡県太宰府市宰府・さいふ

　　８１８-０１３３・福岡県太宰府市坂本・さかもと

　　８１８-０１１１・福岡県太宰府市三条・さんじよう

　　８１８-０１０２・福岡県太宰府市白川・しらかわ

　　８１８-０１０３・福岡県太宰府市朱雀・すざく

　　８１８-０１２２・福岡県太宰府市高雄・たかお

　　８１８-０１０４・福岡県太宰府市通古賀・とおのこが

　　８１８-０１０５・福岡県太宰府市都府楼南・とふろうみなみ

　　８１８-０１３６・福岡県太宰府市長浦台・ながうらだい

　　８１８-０１２４・福岡県太宰府市梅香苑・はﾞいこうえん

　　８１８-０１１０・福岡県太宰府市御笠・みかさ

　　８１８-０１３１・福岡県太宰府市水城・みずき

　　８１８-０１３５・福岡県太宰府市向佐野・むかいざの

　　８１８-０１３８・福岡県太宰府市吉松・よしまつ

　　８１８-０１１９・福岡県太宰府市連歌屋・れんがや

　　８１１-３１００・福岡県古賀市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-３１３４・福岡県古賀市青柳・あおやぎ

　　８１１-３１３３・福岡県古賀市青柳町・あおやぎまち

　　８１１-３１３６・福岡県古賀市糸ケ浦・いとがうら

　　８１１-３１３１・福岡県古賀市今在家・いまざいけ

　　８１１-３１１７・福岡県古賀市今の庄・いまのしよう

　　８１１-３１０２・福岡県古賀市駅東・ えきひがじ

　　８１１-３１３５・福岡県古賀市小竹・おだけ

　　８１１-３１２６・福岡県古賀市小山田・おやまだ

　　８１１-３１０４・福岡県古賀市花鶴丘・かつﾞるがおか

　　８１１-３１３２・福岡県古賀市川原・かわはﾞる

　　８１１-３１１５・福岡県古賀市久保・くほﾞ

　　８１１-３１２８・福岡県古賀市玄望園・げんほﾞうえん

　　８１１-３１３７・福岡県古賀市古賀・こが

　　８１１-３１２２・福岡県古賀市薦野・こもの

　　８１１-３１０５・福岡県古賀市鹿部・ししぶ

　　８１１-３１１６・福岡県古賀市庄・しよう



　　８１１-３１１８・福岡県古賀市新久保・しんくほﾞ

　　８１１-３１２７・福岡県古賀市新原・しんはﾞる

　　８１１-３１２５・福岡県古賀市谷山・たにやま

　　８１１-３１１３・福岡県古賀市千鳥・ちどり

　　８１１-３１０３・福岡県古賀市中央・ちゆうおう

　　８１１-３１０１・福岡県古賀市天神・てんじん

　　８１１-３１２３・福岡県古賀市米多比・ねたび

　　８１１-３１１２・福岡県古賀市花見東・ はなみひがじ

　　８１１-３１１１・福岡県古賀市花見南・はなみみなみ

　　８１１-３１０６・福岡県古賀市日吉・ ひよじ

　　８１１-３１１４・福岡県古賀市舞の里・まいのさと

　　８１１-３１０７・福岡県古賀市美明・みあけ

　　８１１-３１１９・福岡県古賀市美郷・みさと

　　８１１-３１２１・福岡県古賀市筵内・むしろうち

　　８１１-３１２４・福岡県古賀市薬王寺・やくおうじ

　　８１１-３２００・福岡県福津市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-３２１３・福岡県福津市福津市の次に番地がくる場合・つぎにはﾞんち

　　８１１-３２２０・福岡県福津市あけぼの・あけほﾞの

　　８１１-３２０２・福岡県福津市畦町・あぜまち

　　８１１-３３０１・福岡県福津市在自・あらじ

　　８１１-３２０５・福岡県福津市内殿・うちどの

　　８１１-３３０２・福岡県福津市大石・ おおいじ

　　８１１-３２２６・福岡県福津市小竹・おだけ

　　８１１-３５２１・福岡県福津市勝浦・かつうら

　　８１１-３２０７・福岡県福津市上西郷・かみさいごう

　　８１１-３２２３・福岡県福津市光陽台・こうようだい

　　８１１-３２２８・福岡県福津市光陽台南・こうようだいみなみ

　　８１１-３２２９・福岡県福津市桜川・さくらがわ

　　８１１-３２０４・福岡県福津市舎利蔵・しやりくら

　　８１１-３３０３・福岡県福津市須多田・すだた

　　８１１-３２２７・福岡県福津市高平・たかひら

　　８１１-３２１７・福岡県福津市中央・ちゆうおう

　　８１１-３２２２・福岡県福津市津丸・つまる

　　８１１-３３０４・福岡県福津市津屋崎・つやざき

　　８１１-３２２４・福岡県福津市手光・てびか

　　８１１-３２１８・福岡県福津市手光南・てびかみなみ

　　８１１-３２１９・福岡県福津市西福間・にしふくま

　　８１１-３５２２・福岡県福津市奴山・ぬやま

　　８１１-３２１４・福岡県福津市花見が丘・はなみがおか

　　８１１-３２１６・福岡県福津市花見が浜・はなみがはま

　　８１１-３２１５・福岡県福津市花見の里・はなみのさと

　　８１１-３２２５・福岡県福津市東福間・ひがしふくま

　　８１１-３２０６・福岡県福津市久末・ひさすえ

　　８１１-３２０９・福岡県福津市日蒔野・ひまきの

　　８１１-３２０８・福岡県福津市福間駅東・ ふくまえきひがじ

　　８１１-３２１２・福岡県福津市福間南・ふくまみなみ

　　８１１-３３０８・福岡県福津市星ケ丘・ほしがおか

　　８１１-３３０５・福岡県福津市宮司・みやじ

　　８１１-３３１２・福岡県福津市宮司ヶ丘・みやじがおか

　　８１１-３３１１・福岡県福津市宮司浜・みやじはま

　　８１１-３３０９・福岡県福津市宮司元町・みやじもとまち

　　８１１-３２０３・福岡県福津市本木・もとぎ

　　８１１-３２０１・福岡県福津市八並・やつなみ

　　８１１-３３０６・福岡県福津市生家・ゆくえ

　　８１１-３２１１・福岡県福津市有弥の里・ゆみのさと

　　８１１-３２２１・福岡県福津市若木台・わかぎだい

　　８１１-３３０７・福岡県福津市渡・わたり

　　８３９-１４００・福岡県うきは市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３９-１４０１・福岡県うきは市浮羽町朝田・うきはまちあさだ

　　８３９-１４１５・福岡県うきは市浮羽町妹川・うきはまちいもがわ

　　８３９-１４０２・福岡県うきは市浮羽町浮羽・うきはまちうきは

　　８３９-１４１２・福岡県うきは市浮羽町小塩・うきはまちこじお

　　８３９-１４０６・福岡県うきは市浮羽町高見・うきはまちたかみ

　　８３９-１４１４・福岡県うきは市浮羽町田篭・うきはまちたごもり

　　８３９-１４１１・福岡県うきは市浮羽町流川・うきはまちながれかわ

　　８３９-１４１３・福岡県うきは市浮羽町新川・うきはまちにいかわ

　　８３９-１４０４・福岡県うきは市浮羽町西隈上・うきはまちにしくまのうえ

　　８３９-１４０３・福岡県うきは市浮羽町東隈上・うきはまちひがしくまのうえ

　　８３９-１４０５・福岡県うきは市浮羽町古川・うきはまちふるかわ

　　８３９-１４０７・福岡県うきは市浮羽町三春・うきはまちみはる



　　８３９-１４０８・福岡県うきは市浮羽町山北・うきはまちやまきた

　　８３９-１３２１・福岡県うきは市吉井町・よしいまち

　　８３９-１３４２・福岡県うきは市吉井町生葉・よしいまちいくは

　　８３９-１３４１・福岡県うきは市吉井町江南・よしいまちえなみ

　　８３９-１３１２・福岡県うきは市吉井町清瀬・よしいまちきよせ

　　８３９-１３０１・福岡県うきは市吉井町桜井・よしいまちさくらい

　　８３９-１３４３・福岡県うきは市吉井町鷹取・よしいまちたかとり

　　８３９-１３０７・福岡県うきは市吉井町橘田・よしいまちたちはﾞなだ

　　８３９-１３０４・福岡県うきは市吉井町千年・よしいまちちとせ

　　８３９-１３０２・福岡県うきは市吉井町徳丸・よしいまちとくまる

　　８３９-１３３３・福岡県うきは市吉井町富永・よしいまちとみなが

　　８３９-１３４４・福岡県うきは市吉井町長栖・よしいまちながす

　　８３９-１３０６・福岡県うきは市吉井町新治・よしいまちにいはる

　　８３９-１３０５・福岡県うきは市吉井町福永・よしいまちふくなが

　　８３９-１３３２・福岡県うきは市吉井町福益・よしいまちふくます

　　８３９-１３０３・福岡県うきは市吉井町宮田・よしいまちみやだ

　　８３９-１３３１・福岡県うきは市吉井町屋部・よしいまちやべ

　　８３９-１３０８・福岡県うきは市吉井町八和田・よしいまちやわた

　　８３９-１３１１・福岡県うきは市吉井町若宮・よしいまちわかみや

　　８２３-００００・福岡県宮若市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２３-０００４・福岡県宮若市磯光・いそみつ

　　８２２-０１４４・福岡県宮若市稲光・いなみつ

　　８２２-０１３４・福岡県宮若市犬鳴・いぬなき

　　８２２-０１３１・福岡県宮若市乙野・おとの

　　８２２-０１１１・福岡県宮若市金丸・かなまる

　　８２２-０１１３・福岡県宮若市金生・かのう

　　８２３-００１５・福岡県宮若市上有木・かみあるき

　　８２３-０００５・福岡県宮若市上大隈・かみおおくま

　　８２３-００１７・福岡県宮若市倉久・くらひさ

　　８２２-０１４６・福岡県宮若市黒丸・くろまる

　　８２２-０１３２・福岡県宮若市小伏・ こぶじ

　　８２２-０１２３・福岡県宮若市三ケ畑・さんがはた

　　８２２-０１２２・福岡県宮若市下・しも

　　８２３-００１４・福岡県宮若市下有木・しもあるき

　　８２３-００１６・福岡県宮若市四郎丸・しろうまる

　　８２３-００１３・福岡県宮若市芹田・せりだ

　　８２２-０１４１・福岡県宮若市平・たいら

　　８２２-０１４３・福岡県宮若市高野・たかの

　　８２２-０１４２・福岡県宮若市竹原・たけはら

　　８２３-０００２・福岡県宮若市鶴田・つるだ

　　８２３-００１２・福岡県宮若市長井鶴・ながいつﾞる

　　８２２-０１５２・福岡県宮若市沼口・ぬまぐち

　　８２２-０１１２・福岡県宮若市原田・はらだ

　　８２２-０１０１・福岡県宮若市福丸・ふくまる

　　８２２-０１２４・福岡県宮若市縁山畑・へりやまはた

　　８２３-０００３・福岡県宮若市本城・ほんじよう

　　８２２-０１５１・福岡県宮若市水原・みずはら

　　８２３-００１１・福岡県宮若市宮田・みやた

　　８２２-０１４５・福岡県宮若市宮永・みやなが

　　８２２-０１５３・福岡県宮若市山口・やまぐち

　　８２２-０１２１・福岡県宮若市湯原・ゆはﾞる

　　８２３-０００１・福岡県宮若市龍徳・りゆうとく

　　８２２-０１３３・福岡県宮若市脇田・わきた

　　８２０-０２００・福岡県嘉麻市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２０-０３３１・福岡県嘉麻市芥田・あくただ

　　８２０-０５０１・福岡県嘉麻市飯田・いいだ

　　８２０-０３３４・福岡県嘉麻市泉河内・いずみこうち

　　８２０-０２０４・福岡県嘉麻市稲築才田・いなつきさいだ

　　８２１-００１４・福岡県嘉麻市猪国・いのくに

　　８２０-０２０５・福岡県嘉麻市岩崎・いわさき

　　８２０-０３０１・福岡県嘉麻市牛隈・うしくま

　　８２０-０３２１・福岡県嘉麻市馬見・うまみ

　　８２０-０２０１・福岡県嘉麻市漆生・うるしお

　　８２１-０００４・福岡県嘉麻市大隈（１～１１)・おおくま(１-１１)

　　８２０-０３０４・福岡県嘉麻市大隈（その他）・おおくま(そのた)

　　８２１-０００２・福岡県嘉麻市大隈町（猪之鼻）・おおくままち(いのはな)

　　８２０-０３０２・福岡県嘉麻市大隈町（その他）・おおくままち(そのた)

　　８２０-０３１４・福岡県嘉麻市小野谷・おのだに

　　８２０-０３３６・福岡県嘉麻市嘉穂才田・かほさいた

　　８２０-０３１１・福岡県嘉麻市上・かみ



　　８２０-０５０２・福岡県嘉麻市上臼井・かみうすい

　　８２０-０３０６・福岡県嘉麻市上西郷・かみさいごう

　　８２１-００１２・福岡県嘉麻市上山田・かみやまだ

　　８２０-０２０６・福岡県嘉麻市鴨生・かもお

　　８２０-０２０７・福岡県嘉麻市口春・くちのはる

　　８２１-００１３・福岡県嘉麻市熊ケ畑・くまがはた

　　８２０-０３３７・福岡県嘉麻市九郎原・くろうはﾞる

　　８２０-０３１３・福岡県嘉麻市桑野・くわの

　　８２０-０５０３・福岡県嘉麻市光代・こうだい

　　８２０-０３０５・福岡県嘉麻市貞月・さだつき

　　８２０-０３２３・福岡県嘉麻市椎木・しいのき

　　８２０-０５０４・福岡県嘉麻市下臼井・しもうすい

　　８２１-００１１・福岡県嘉麻市下山田・しもやまだ

　　８２０-０３３２・福岡県嘉麻市千手・せんず

　　８２０-０３３３・福岡県嘉麻市大力・だいりき

　　８２０-０３０３・福岡県嘉麻市中益・なかます

　　８２０-０５０５・福岡県嘉麻市西郷・にしのごう

　　８２０-０３３５・福岡県嘉麻市東畑・ひがしはた

　　８２０-０２０３・福岡県嘉麻市平・ひら

　　８２０-０５０６・福岡県嘉麻市平山・ひらやま

　　８２０-０３２２・福岡県嘉麻市屏・へい

　　８２０-０３１２・福岡県嘉麻市宮吉・ みやよじ

　　８２０-０２０２・福岡県嘉麻市山野・やまの

　　８３８-００００・福岡県朝倉市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３８-００２５・福岡県朝倉市相窪・あいのくほﾞ

　　８３８-０００１・福岡県朝倉市秋月・あきつﾞき

　　８３８-００１１・福岡県朝倉市秋月野鳥・あきつﾞきのとり

　　８３８-００６８・福岡県朝倉市甘木・あまぎ

　　８３８-０００５・福岡県朝倉市甘水・あもうず

　　８３８-１３１７・福岡県朝倉市石成・いしなり

　　８３８-００２７・福岡県朝倉市板屋・いたや

　　８３８-００２９・福岡県朝倉市荷原・いないはﾞる

　　８３８-１３１５・福岡県朝倉市入地・いりじ

　　８３８-００４２・福岡県朝倉市上畑・うえはた

　　８３８-００６７・福岡県朝倉市牛木・うしぎ

　　８３８-００２４・福岡県朝倉市牛鶴・うしつﾞる

　　８３８-１３０１・福岡県朝倉市烏集院・うすのいん

　　８３８-００３８・福岡県朝倉市鵜木・うのき

　　８３８-００１２・福岡県朝倉市江川・えがわ

　　８３８-１３１６・福岡県朝倉市大庭・おおはﾞ

　　８３８-００５２・福岡県朝倉市小隈・おぐま

　　８３８-００５１・福岡県朝倉市小田・おた

　　８３８-００２６・福岡県朝倉市柿原・かきはﾞる

　　８３８-００３６・福岡県朝倉市片延・かたのぶ

　　８３８-００４８・福岡県朝倉市金丸・かなまる

　　８３８-００４１・福岡県朝倉市鎌崎・かまさき

　　８３８-００１９・福岡県朝倉市上秋月・かみあきつﾞき

　　８３８-００５７・福岡県朝倉市上浦・かみうら

　　８３８-１３１３・福岡県朝倉市上寺・かみでら

　　８３８-０００４・福岡県朝倉市隈江・くまえ

　　８３８-００４６・福岡県朝倉市倉吉・ くらよじ

　　８３８-００７２・福岡県朝倉市黒川・くろがわ

　　８３８-００３９・福岡県朝倉市桑原・くわはﾞら

　　８３８-００６３・福岡県朝倉市古賀・こが

　　８３８-１３０７・福岡県朝倉市古毛・こも

　　８３８-００７１・福岡県朝倉市佐田・さだ

　　８３８-００１６・福岡県朝倉市下渕・したふち

　　８３８-００５５・福岡県朝倉市下浦・しもうら

　　８３８-００４５・福岡県朝倉市白鳥・しらとり

　　８３８-００２２・福岡県朝倉市城・しろ

　　８３８-１３０４・福岡県朝倉市須川・すがわ

　　８３８-００１７・福岡県朝倉市千手・せんず

　　８３８-００５４・福岡県朝倉市草水・そうず

　　８３８-００３３・福岡県朝倉市田島・たしま

　　８３８-００１３・福岡県朝倉市田代・たしろ

　　８３８-１３１１・福岡県朝倉市多々連・ただれ

　　８３８-１３１２・福岡県朝倉市田中・たなか

　　８３８-００６６・福岡県朝倉市千代丸・ちよまる

　　８３８-００６２・福岡県朝倉市堤・つつみ

　　８３８-００４７・福岡県朝倉市徳渕・とくのふち



　　８３８-００６４・福岡県朝倉市頓田・とんた

　　８３８-００３５・福岡県朝倉市中・なか

　　８３８-００３２・福岡県朝倉市中島田・なかしまだ

　　８３８-００５３・福岡県朝倉市中寒水・なかそうず

　　８３８-００４３・福岡県朝倉市長田・ながた

　　８３８-００５６・福岡県朝倉市中原・なかはﾞる

　　８３８-１３１４・福岡県朝倉市長渕・ながふち

　　８３８-０００３・福岡県朝倉市楢原・ならはら

　　８３８-１５０１・福岡県朝倉市杷木赤谷・はきあかだに

　　８３８-１５１１・福岡県朝倉市杷木池田・はきいけだ

　　８３８-１５０３・福岡県朝倉市杷木大山・はきおおやま

　　８３８-１５１４・福岡県朝倉市杷木久喜宮・はきくぐみや

　　８３８-１５１３・福岡県朝倉市杷木古賀・はきこが

　　８３８-１５０７・福岡県朝倉市杷木白木・はきしらき

　　８３８-１５２１・福岡県朝倉市杷木志波・はきしわ

　　８３８-１５１２・福岡県朝倉市杷木寒水・はきそうず

　　８３８-１５０６・福岡県朝倉市杷木林田・はきはやしだ

　　８３８-１５０５・福岡県朝倉市杷木穂坂・はきほさか

　　８３８-１５０４・福岡県朝倉市杷木星丸・はきほしまる

　　８３８-１５０２・福岡県朝倉市杷木松末・はきますえ

　　８３８-１５１５・福岡県朝倉市杷木若市・はきわかいち

　　８３８-０００２・福岡県朝倉市長谷山・はせやま

　　８３８-００３７・福岡県朝倉市林田・はやしだ

　　８３８-１３０５・福岡県朝倉市菱野・ひしの

　　８３８-００６５・福岡県朝倉市一木・ひとつぎ

　　８３８-００１８・福岡県朝倉市日向石・ ひゆうがいじ

　　８３８-００５９・福岡県朝倉市平塚・ひらつﾞか

　　８３８-１３０３・福岡県朝倉市比良松・ひらまつ

　　８３８-００３４・福岡県朝倉市福光・ふくみつ

　　８３８-００６１・福岡県朝倉市菩提寺・ほﾞだいじ

　　８３８-００５８・福岡県朝倉市馬田・まだ

　　８３８-００２３・福岡県朝倉市三奈木・みなぎ

　　８３８-００２０・福岡県朝倉市美奈宜の杜・みなぎのもり

　　８３８-１３０２・福岡県朝倉市宮野・みやの

　　８３８-００１５・福岡県朝倉市持丸・もちまる

　　８３８-００４４・福岡県朝倉市八重津・やえつﾞ

　　８３８-００２８・福岡県朝倉市屋形原・やかたはﾞる

　　８３８-００３１・福岡県朝倉市屋永・やなが

　　８３８-００２１・福岡県朝倉市矢野竹・やのたけ

　　８３８-１３０６・福岡県朝倉市山田・やまだ

　　８３８-００１４・福岡県朝倉市山見・やまみ

　　８３８-００６９・福岡県朝倉市来春・らいは

　　８３５-００００・福岡県みやま市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３５-００２２・福岡県みやま市瀬高町文廣・せたかまちあやひろ

　　８３５-００１９・福岡県みやま市瀬高町大江・せたかまちおおえ

　　８３５-００１３・福岡県みやま市瀬高町太神・せたかまちおおが

　　８３５-０００５・福岡県みやま市瀬高町大草・せたかまちおおくさ

　　８３５-００１２・福岡県みやま市瀬高町大廣園・せたかまちおおひろぞの

　　８３５-００２３・福岡県みやま市瀬高町小川・せたかまちおがわ

　　８３５-０００２・福岡県みやま市瀬高町小田・せたかまちおだ

　　８３５-００２５・福岡県みやま市瀬高町上庄・せたかまちかみのしよう

　　８３５-００１４・福岡県みやま市瀬高町河内・せたかまちかわち

　　８３５-０００６・福岡県みやま市瀬高町坂田・せたかまちさかた

　　８３５-００２４・福岡県みやま市瀬高町下庄・せたかまちしものしよう

　　８３５-００１５・福岡県みやま市瀬高町泰仙寺・せたかまちたいせんじ

　　８３５-００１８・福岡県みやま市瀬高町高柳・せたかまちたかやなぎ

　　８３５-０００７・福岡県みやま市瀬高町長田・せたかまちながた

　　８３５-００１６・福岡県みやま市瀬高町濱田・せたかまちはまだ

　　８３５-００１７・福岡県みやま市瀬高町東津留・せたかまちひがしつる

　　８３５-０００１・福岡県みやま市瀬高町廣瀬・せたかまちひろせ

　　８３５-００２１・福岡県みやま市瀬高町本郷・せたかまちほんごう

　　８３５-００１１・福岡県みやま市瀬高町松田・せたかまちまつだ

　　８３５-０００３・福岡県みやま市瀬高町本吉・ せたかまちもとよじ

　　８３５-０００４・福岡県みやま市瀬高町山門・せたかまちやまと

　　８３９-０２１４・福岡県みやま市高田町今福・たかたまちいまぶく

　　８３９-０２２３・福岡県みやま市高田町岩津・たかたまちいわつ

　　８３９-０２０２・福岡県みやま市高田町永治・たかたまちえいじ

　　８３９-０２１３・福岡県みやま市高田町江浦・たかたまちえのうら

　　８３９-０２１２・福岡県みやま市高田町江浦町・たかたまちえのうらまち

　　８３５-０１３６・福岡県みやま市高田町海津・たかたまちかいつﾞ



　　８３９-０２２５・福岡県みやま市高田町上楠田・たかたまちかみくすだ

　　８３５-０１３２・福岡県みやま市高田町亀谷・たかたまちかめたに

　　８３９-０２０４・福岡県みやま市高田町北新開・たかたまちきたしんがい

　　８３９-０２０３・福岡県みやま市高田町黒崎開・たかたまちくろさきびらき

　　８３９-０２２１・福岡県みやま市高田町下楠田・たかたまちしもくすだ

　　８３９-０２０１・福岡県みやま市高田町昭和開・たかたまちしようわびらき

　　８３５-０１３５・福岡県みやま市高田町竹飯・たかたまちたけい

　　８３９-０２２４・福岡県みやま市高田町田尻・たかたまちたじり

　　８３５-０１３３・福岡県みやま市高田町田浦・たかたまちたのうら

　　８３９-０２１１・福岡県みやま市高田町徳島・たかたまちとくしま

　　８３９-０２１５・福岡県みやま市高田町濃施・たかたまちのせ

　　８３５-０１３４・福岡県みやま市高田町飯江・たかたまちはえ

　　８３９-０２２２・福岡県みやま市高田町原・たかたまちはる

　　８３５-０１３１・福岡県みやま市高田町舞鶴・たかたまちまいつﾞる

　　８３９-０２０５・福岡県みやま市高田町南新開・たかたまちみなみしんがい

　　８３５-０１０２・福岡県みやま市山川町尾野・やまかわまちおの

　　８３５-０１０４・福岡県みやま市山川町河原内・やまかわまちかわはらうち

　　８３５-０１１２・福岡県みやま市山川町北関・やまかわまちきたのせき

　　８３５-０１１４・福岡県みやま市山川町甲田・やまかわまちこうだ

　　８３５-０１１３・福岡県みやま市山川町重冨・やまかわまちしげとみ

　　８３５-０１０３・福岡県みやま市山川町清水・やまかわまちしみず

　　８３５-０１０１・福岡県みやま市山川町立山・やまかわまちたちやま

　　８３５-０１１５・福岡県みやま市山川町原町・やまかわまちはらまち

　　８３５-０１１１・福岡県みやま市山川町真弓・やまかわまちまゆみ

　　８１９-１１００・福岡県糸島市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１９-１１３２・福岡県糸島市有田・ありた

　　８１９-１１２７・福岡県糸島市有田中央・ありたちゆうおう

　　８１９-１１５２・福岡県糸島市飯原・いいはﾞる

　　８１９-１１０３・福岡県糸島市池田・いけだ

　　８１９-１５６２・福岡県糸島市井田・いた

　　８１９-１１０１・福岡県糸島市板持・いたもち

　　８１９-１１３０・福岡県糸島市伊都の杜・いとのもり

　　８１９-１１２６・福岡県糸島市岩本・いわもと

　　８１９-１５８２・福岡県糸島市井原・いわら

　　８１９-１１１２・福岡県糸島市浦志・ うらじ

　　８１９-１１０５・福岡県糸島市潤・うるう

　　８１９-１５７３・福岡県糸島市王丸・おうまる

　　８１９-１１３５・福岡県糸島市大浦・おおうら

　　８１９-１１２１・福岡県糸島市荻浦・おぎのうら

　　８１９-１１２４・福岡県糸島市加布里・かふり

　　８１９-１１２３・福岡県糸島市神在・かみあり

　　８１９-１１４８・福岡県糸島市神在西・ かみありにじ

　　８１９-１１２０・福岡県糸島市神在東・ かみありひがじ

　　８１９-１１５５・福岡県糸島市川付・かわつき

　　８１９-１５７４・福岡県糸島市川原・かわはﾞる

　　８１９-１１４１・福岡県糸島市蔵持・くらもち

　　８１９-１５６３・福岡県糸島市高来寺・こうらいじ

　　８１９-１１４７・福岡県糸島市香力・こうりき

　　８１９-１１０６・福岡県糸島市志登・しと

　　８１９-１１３１・福岡県糸島市篠原・しのわら

　　８１９-１１２９・福岡県糸島市篠原西・ しのわらにじ

　　８１９-１１２８・福岡県糸島市篠原東・ しのわらひがじ

　　８１９-１３０１・福岡県糸島市志摩井田原・しまいだはら

　　８１９-１３１３・福岡県糸島市志摩稲留・しまいなどめ

　　８１９-１３１５・福岡県糸島市志摩稲葉・しまいなはﾞ

　　８１９-１３３４・福岡県糸島市志摩岐志・ しまきじ

　　８１９-１３３１・福岡県糸島市志摩久家・しまくが

　　８１９-１３３５・福岡県糸島市志摩芥屋・しまけや

　　８１９-１３２３・福岡県糸島市志摩小金丸・しまこがねまる

　　８１９-１３２１・福岡県糸島市志摩小富士・しまこふじ

　　８１９-１３０４・福岡県糸島市志摩桜井・しまさくらい

　　８１９-１３３３・福岡県糸島市志摩新町・しましんまち

　　８１９-１３１１・福岡県糸島市志摩津和崎・しまつわざき

　　８１９-１３２５・福岡県糸島市志摩西貝塚・しまにしかいつﾞか

　　８１９-１３０３・福岡県糸島市志摩野北・しまのぎた

　　８１９-１３１２・福岡県糸島市志摩初・しまはつ

　　８１９-１３０５・福岡県糸島市志摩馬場・しまはﾞはﾞ

　　８１９-１３２４・福岡県糸島市志摩東貝塚・しまひがしかいつﾞか

　　８１９-１３３６・福岡県糸島市志摩姫島・しまひめしま

　　８１９-１３３２・福岡県糸島市志摩船越・ しまふなこじ



　　８１９-１３０６・福岡県糸島市志摩松隈・しままつぐま

　　８１９-１３２２・福岡県糸島市志摩御床・しまみとこ

　　８１９-１３１４・福岡県糸島市志摩師吉・ しまもろよじ

　　８１９-１３０２・福岡県糸島市志摩吉田・しまよしだ

　　８１９-１１５４・福岡県糸島市白糸・しらいと

　　８１９-１１１４・福岡県糸島市新田・しんでん

　　８１９-１５８１・福岡県糸島市瑞梅寺・ずいはﾞいじ

　　８１９-１５７２・福岡県糸島市末永・すえなが

　　８１９-１１５６・福岡県糸島市瀬戸・せと

　　８１９-１５６１・福岡県糸島市曽根・そね

　　８１９-１５６４・福岡県糸島市大門・だいもん

　　８１９-１１４３・福岡県糸島市高上・たかうえ

　　８１９-１５７１・福岡県糸島市高祖・たかす

　　８１９-１１０２・福岡県糸島市高田・たかた

　　８１９-１１３４・福岡県糸島市多久・たく

　　８１９-１１２５・福岡県糸島市千早新田・ちはやしんでん

　　８１９-１１４９・福岡県糸島市千早新田西・ ちはやしんでんにじ

　　８１９-１１１１・福岡県糸島市泊・とまり

　　８１９-１１３３・福岡県糸島市富・とみ

　　８１９-１１５３・福岡県糸島市長野・ながの

　　８１９-１５７５・福岡県糸島市西堂・にしのどう

　　８１９-１６２２・福岡県糸島市二丈一貴山・にじよういきさん

　　８１９-１６２３・福岡県糸島市二丈石崎・にじよういしざき

　　８１９-１６１１・福岡県糸島市二丈片山・にじようかたやま

　　８１９-１６２１・福岡県糸島市二丈上深江・にじようかみふかえ

　　８１９-１６４２・福岡県糸島市二丈鹿家・にじようしかか

　　８１９-１６１６・福岡県糸島市二丈武・にじようたけ

　　８１９-１６１５・福岡県糸島市二丈田中・にじようたなか

　　８１９-１６２５・福岡県糸島市二丈長石・ にじようながいじ

　　８１９-１６１４・福岡県糸島市二丈浜窪・にじようはまくほﾞ

　　８１９-１６２６・福岡県糸島市二丈波呂・にじようはろ

　　８１９-１６０１・福岡県糸島市二丈深江・にじようふかえ

　　８１９-１６３１・福岡県糸島市二丈福井・にじようふくい

　　８１９-１６１２・福岡県糸島市二丈松末（下松末）・にじようますえ(しもますえ)

　　８１９-１６１３・福岡県糸島市二丈松末（その他）・にじようますえ(そのた)

　　８１９-１６２７・福岡県糸島市二丈松国・にじようまつくに

　　８１９-１６２４・福岡県糸島市二丈満吉・ にじようみつよじ

　　８１９-１６４１・福岡県糸島市二丈吉井・にじようよしい

　　８１９-１１０４・福岡県糸島市波多江・はたえ

　　８１９-１１０７・福岡県糸島市波多江駅北・はたええききた

　　８１９-１１０８・福岡県糸島市波多江駅南・はたええきみなみ

　　８１９-１１２２・福岡県糸島市東・ ひがじ

　　８１９-１１５１・福岡県糸島市本・ほん

　　８１９-１１１３・福岡県糸島市前原・まえはﾞる

　　８１９-１１３８・福岡県糸島市前原駅南・まえはﾞるえきみなみ

　　８１９-１１１８・福岡県糸島市前原北・まえはﾞるきた

　　８１９-１１１６・福岡県糸島市前原中央・まえはﾞるちゆうおう

　　８１９-１１１７・福岡県糸島市前原西・ まえはﾞるにじ

　　８１９-１１１９・福岡県糸島市前原東・ まえはﾞるひがじ

　　８１９-１１３９・福岡県糸島市前原南・まえはﾞるみなみ

　　８１９-１５８３・福岡県糸島市三雲・みくも

　　８１９-１１４６・福岡県糸島市三坂・みさか

　　８１９-１１３６・福岡県糸島市美咲が丘・みさきがおか

　　８１９-１１３７・福岡県糸島市南風台・みなかぜだい

　　８１９-１１４２・福岡県糸島市八島・やしま

　　８１９-１１４４・福岡県糸島市山北・やまぎた

　　８１９-１１１５・福岡県糸島市油比・ゆび

　　８１９-１１４５・福岡県糸島市雷山・らいざん

　　８１１-１２００・福岡県那珂川市・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-１２２４・福岡県那珂川市安徳・あんとく

　　８１１-１２３３・福岡県那珂川市市ノ瀬・いちのせ

　　８１１-１２１１・福岡県那珂川市今光・いまみつ

　　８１１-１２４１・福岡県那珂川市後野・うしろの

　　８１１-１２３２・福岡県那珂川市埋金・うめがね

　　８１１-１２５５・福岡県那珂川市恵子・えこ

　　８１１-１２２１・福岡県那珂川市王塚台・おうつかだい

　　８１１-１２０１・福岡県那珂川市片縄・かたなわ

　　８１１-１２０３・福岡県那珂川市片縄北・かたなわきた

　　８１１-１２０２・福岡県那珂川市片縄西・ かたなわにじ

　　８１１-１２０４・福岡県那珂川市片縄東・ かたなわひがじ



　　８１１-１２２３・福岡県那珂川市上梶原・かみかじわら

　　８１１-１２３４・福岡県那珂川市五ケ山・ごかやま

　　８１１-１２５２・福岡県那珂川市五郎丸・ごろうまる

　　８１１-１２２２・福岡県那珂川市下梶原・しもかじわら

　　８１１-１２５３・福岡県那珂川市仲・ちゆう

　　８１１-１２５６・福岡県那珂川市仲丸・ちゆうまる

　　８１１-１２５４・福岡県那珂川市道善・どうぜん

　　８１１-１２１３・福岡県那珂川市中原・なかはﾞる

　　８１１-１２１４・福岡県那珂川市中原東・ なかはﾞるひがじ

　　８１１-１２３６・福岡県那珂川市南面里・なめり

　　８１１-１２３５・福岡県那珂川市成竹・なるたけ

　　８１１-１２４２・福岡県那珂川市西隈・にしぐま

　　８１１-１２４６・福岡県那珂川市西畑・にしはた

　　８１１-１２４３・福岡県那珂川市東隈・ひがしぐま

　　８１１-１２３１・福岡県那珂川市不入道・ふにゆうどう

　　８１１-１２４５・福岡県那珂川市別所・べつしよ

　　８１１-１２５１・福岡県那珂川市松木・まつのき

　　８１１-１２１５・福岡県那珂川市松原・まつはﾞる

　　８１１-１２１６・福岡県那珂川市観晴が丘・みはるがおか

　　８１１-１２４４・福岡県那珂川市山田・やまだ

　　８１１-２１００・福岡県糟屋郡宇美町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２１０４・福岡県糟屋郡宇美町井野・いの

　　８１１-２１０１・福岡県糟屋郡宇美町宇美・うみ

　　８１１-２１２８・福岡県糟屋郡宇美町宇美中央・うみちゆうおう

　　８１１-２１２５・福岡県糟屋郡宇美町宇美東・ うみひがじ

　　８１１-２１３１・福岡県糟屋郡宇美町貴船・きふね

　　８１１-２１２３・福岡県糟屋郡宇美町光正寺・こうしようじ

　　８１１-２１０９・福岡県糟屋郡宇美町桜原・さくらはﾞる

　　８１１-２１０５・福岡県糟屋郡宇美町四王寺・しおうじ

　　８１１-２１０３・福岡県糟屋郡宇美町四王寺坂・しおうじざか

　　８１１-２１２７・福岡県糟屋郡宇美町障子岳・しようじだけ

　　８１１-２１２６・福岡県糟屋郡宇美町障子岳南・しようじだけみなみ

　　８１１-２１２９・福岡県糟屋郡宇美町神武原・じんむはﾞる

　　８１１-２１０２・福岡県糟屋郡宇美町炭焼・すみやき

　　８１１-２１０７・福岡県糟屋郡宇美町とびたけ・とびたけ

　　８１１-２１３２・福岡県糟屋郡宇美町原田・はるだ

　　８１１-２１０６・福岡県糟屋郡宇美町ひばりが丘・ひはﾞりがおか

　　８１１-２１２１・福岡県糟屋郡宇美町平和・へいわ

　　８１１-２１２２・福岡県糟屋郡宇美町明神坂・みようじんざか

　　８１１-２１０８・福岡県糟屋郡宇美町ゆりが丘・ゆりがおか

　　８１１-２１２４・福岡県糟屋郡宇美町若草・わかくさ

　　８１１-２４００・福岡県糟屋郡篠栗町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２４１８・福岡県糟屋郡篠栗町彩り台・いろどりだい

　　８１１-２４１２・福岡県糟屋郡篠栗町乙犬・おといぬ

　　８１１-２４１３・福岡県糟屋郡篠栗町尾仲・おなか

　　８１１-２４０２・福岡県糟屋郡篠栗町金出・かないで

　　８１１-２４０５・福岡県糟屋郡篠栗町篠栗・ささぐり

　　８１１-２４０１・福岡県糟屋郡篠栗町高田・たかた

　　８１１-２４１６・福岡県糟屋郡篠栗町田中・たなか

　　８１１-２４１７・福岡県糟屋郡篠栗町中央・ちゆうおう

　　８１１-２４１５・福岡県糟屋郡篠栗町津波黒・つはﾞくろ

　　８１１-２４０４・福岡県糟屋郡篠栗町内住・ないじゆう

　　８１１-２４０３・福岡県糟屋郡篠栗町萩尾・はぎのう

　　８１１-２４１１・福岡県糟屋郡篠栗町若杉・わかすぎ

　　８１１-２４１４・福岡県糟屋郡篠栗町和田・わだ

　　８１１-２２００・福岡県糟屋郡志免町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２２０３・福岡県糟屋郡志免町石橋台・いしはﾞしだい

　　８１１-２２０９・福岡県糟屋郡志免町王子・おうじ

　　８１１-２２４５・福岡県糟屋郡志免町片峰・かたみね

　　８１１-２２４６・福岡県糟屋郡志免町片峰中央・かたみねちゆうおう

　　８１１-２２４８・福岡県糟屋郡志免町坂瀬・さかせ

　　８１１-２２０１・福岡県糟屋郡志免町桜丘・さくらがおか

　　８１１-２２０２・福岡県糟屋郡志免町志免・しめ

　　８１１-２２４４・福岡県糟屋郡志免町志免中央・しめちゆうおう

　　８１１-２２４３・福岡県糟屋郡志免町志免東・ しめひがじ

　　８１１-２２０４・福岡県糟屋郡志免町田富・たどみ

　　８１１-２２４１・福岡県糟屋郡志免町東公園台・ひがしこうえんだい

　　８１１-２２０５・福岡県糟屋郡志免町別府・べふ

　　８１１-２２３３・福岡県糟屋郡志免町別府北・べふきた

　　８１１-２２３２・福岡県糟屋郡志免町別府西・ べふにじ



　　８１１-２２３１・福岡県糟屋郡志免町別府東・ べふひがじ

　　８１１-２２４２・福岡県糟屋郡志免町松ケ丘・まつがおか

　　８１１-２２０６・福岡県糟屋郡志免町御手洗・みたらい

　　８１１-２２０７・福岡県糟屋郡志免町南里・みなみざと

　　８１１-２２４７・福岡県糟屋郡志免町向ケ丘・むかいがおか

　　８１１-２２０８・福岡県糟屋郡志免町吉原・よしはら

　　８１１-２１００・福岡県糟屋郡須惠町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２１１２・福岡県糟屋郡須惠町植木・うえき

　　８１１-２１１４・福岡県糟屋郡須惠町上須惠・かみすえ

　　８１１-２１１５・福岡県糟屋郡須惠町佐谷・さたに

　　８１１-２１１１・福岡県糟屋郡須惠町新原・しんはﾞる

　　８１１-２１１３・福岡県糟屋郡須惠町須惠・すえ

　　８１１-２２２１・福岡県糟屋郡須惠町旅石・ たびいじ

　　８１１-０１００・福岡県糟屋郡新宮町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-０１１８・福岡県糟屋郡新宮町相島・あいのしま

　　８１１-０１１７・福岡県糟屋郡新宮町上府・かみのふ

　　８１１-０１２３・福岡県糟屋郡新宮町上府北・かみのふきた

　　８１１-０１１３・福岡県糟屋郡新宮町桜山手・さくらやまて

　　８１１-０１１２・福岡県糟屋郡新宮町下府・しものふ

　　８１１-０１１５・福岡県糟屋郡新宮町新宮・しんぐう

　　８１１-０１２４・福岡県糟屋郡新宮町新宮東・ しんぐうひがじ

　　８１１-０１０２・福岡県糟屋郡新宮町立花口・たちはﾞなぐち

　　８１１-０１２０・福岡県糟屋郡新宮町中央駅前・ちゆうおうえきまえ

　　８１１-０１０３・福岡県糟屋郡新宮町花立花・はなたちはﾞな

　　８１１-０１０１・福岡県糟屋郡新宮町原上・はるがみ

　　８１１-０１０４・福岡県糟屋郡新宮町的野・まとの

　　８１１-０１２１・福岡県糟屋郡新宮町美咲・みさき

　　８１１-０１１１・福岡県糟屋郡新宮町三代・みしろ

　　８１１-０１２５・福岡県糟屋郡新宮町三代西・ みしろにじ

　　８１１-０１１９・福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜・みどりがはま

　　８１１-０１１６・福岡県糟屋郡新宮町湊・みなと

　　８１１-０１１４・福岡県糟屋郡新宮町湊坂・みなとざか

　　８１１-０１２２・福岡県糟屋郡新宮町杜の宮・もりのみや

　　８１１-０１１０・福岡県糟屋郡新宮町夜臼・ゆうす

　　８１１-２５００・福岡県糟屋郡久山町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２５０３・福岡県糟屋郡久山町猪野・いの

　　８１１-２５０１・福岡県糟屋郡久山町久原・くはﾞら

　　８１１-２５０２・福岡県糟屋郡久山町山田・やまだ

　　８１１-２３００・福岡県糟屋郡粕屋町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-２３０６・福岡県糟屋郡粕屋町阿恵・あえ

　　８１３-０００８・福岡県糟屋郡粕屋町内橋７９０の１（多ノ津団地）・(たのつだんち)

　　８１１-２３０８・福岡県糟屋郡粕屋町内橋（その他）・うちはし(そのた)

　　８１１-２３２０・福岡県糟屋郡粕屋町内橋東・ うちはしひがじ

　　８１１-２３１３・福岡県糟屋郡粕屋町江辻・えつじ

　　８１１-２３０２・福岡県糟屋郡粕屋町大隈・おおくま

　　８１１-２３０１・福岡県糟屋郡粕屋町上大隈・かみおおくま

　　８１１-２３０９・福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁・かよいちよう

　　８１１-２３１５・福岡県糟屋郡粕屋町甲仲原・こうなかはﾞる

　　８１１-２３０３・福岡県糟屋郡粕屋町酒殿・さかど

　　８１１-２３１１・福岡県糟屋郡粕屋町長者原・ちようじやはﾞる

　　８１１-２３１６・福岡県糟屋郡粕屋町長者原西・ ちようじやはﾞるにじ

　　８１１-２３１７・福岡県糟屋郡粕屋町長者原東・ ちようじやはﾞるひがじ

　　８１１-２３１２・福岡県糟屋郡粕屋町戸原・とはﾞら

　　８１１-２３１９・福岡県糟屋郡粕屋町戸原西・ とはﾞらにじ

　　８１１-２３１８・福岡県糟屋郡粕屋町戸原東・ とはﾞらひがじ

　　８１１-２３０４・福岡県糟屋郡粕屋町仲原・なかはﾞる

　　８１１-２３１０・福岡県糟屋郡粕屋町花ヶ浦・はながうら

　　８１１-２３０７・福岡県糟屋郡粕屋町原町・はるまち

　　８１１-２３０５・福岡県糟屋郡粕屋町柚須・ゆす

　　８１１-２３１４・福岡県糟屋郡粕屋町若宮・わかみや

　　８０７-０１００・福岡県遠賀郡芦屋町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０７-０１３３・福岡県遠賀郡芦屋町芦屋・あしや

　　８０７-０１４２・福岡県遠賀郡芦屋町江川台・えがわだい

　　８０７-０１２３・福岡県遠賀郡芦屋町祇園町・ぎおんまち

　　８０７-０１０１・福岡県遠賀郡芦屋町幸町・さいわいまち

　　８０７-０１１１・福岡県遠賀郡芦屋町白浜町・しらはままち

　　８０７-０１１２・福岡県遠賀郡芦屋町正門町・せいもんまち

　　８０７-０１２１・福岡県遠賀郡芦屋町船頭町・せんどうまち

　　８０７-０１２２・福岡県遠賀郡芦屋町高浜町・たかはままち

　　８０７-０１１３・福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜・なかのはま



　　８０７-０１０２・福岡県遠賀郡芦屋町西浜町・にしはままち

　　８０７-０１４３・福岡県遠賀郡芦屋町花美坂・はなみざか

　　８０７-０１３２・福岡県遠賀郡芦屋町浜口町・はまぐちまち

　　８０７-０１３１・福岡県遠賀郡芦屋町緑ケ丘・みどりがおか

　　８０７-０１４１・福岡県遠賀郡芦屋町山鹿・やまが

　　８０７-００００・福岡県遠賀郡水巻町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０７-００５６・福岡県遠賀郡水巻町伊左座・いさざ

　　８０７-０００１・福岡県遠賀郡水巻町猪熊・いのくま

　　８０７-０００６・福岡県遠賀郡水巻町梅ノ木団地・うめのきだんち

　　８０７-００３１・福岡県遠賀郡水巻町えぶり・えぶり

　　８０７-０００３・福岡県遠賀郡水巻町おかの台・おかのだい

　　８０７-００４７・福岡県遠賀郡水巻町鯉口・こいぐち

　　８０７-００１２・福岡県遠賀郡水巻町古賀・こが

　　８０７-００２１・福岡県遠賀郡水巻町頃末・ころすえ

　　８０７-００２２・福岡県遠賀郡水巻町頃末北・ころすえきた

　　８０７-００２５・福岡県遠賀郡水巻町頃末南・ころすえみなみ

　　８０７-００４３・福岡県遠賀郡水巻町下二・しもふた

　　８０７-００５３・福岡県遠賀郡水巻町下二東・ しもふたひがじ

　　８０７-００５２・福岡県遠賀郡水巻町下二西・ しもふたにじ

　　８０７-００２４・福岡県遠賀郡水巻町高尾・たかお

　　８０７-０００５・福岡県遠賀郡水巻町高松・たかまつ

　　８０７-００５１・福岡県遠賀郡水巻町立屋敷・たてやしき

　　８０７-００２３・福岡県遠賀郡水巻町中央・ちゆうおう

　　８０７-０００２・福岡県遠賀郡水巻町樋口・ひぐち

　　８０７-０００４・福岡県遠賀郡水巻町樋口東・ ひぐちひがじ

　　８０７-００５４・福岡県遠賀郡水巻町二東・ ふたひがじ

　　８０７-００５５・福岡県遠賀郡水巻町二西・ ふたにじ

　　８０７-００１１・福岡県遠賀郡水巻町緑ケ丘・みどりがおか

　　８０７-００４１・福岡県遠賀郡水巻町宮尾台・みやおだい

　　８０７-００４４・福岡県遠賀郡水巻町美吉野・みよしの

　　８０７-０００７・福岡県遠賀郡水巻町牟田・むた

　　８０７-００４２・福岡県遠賀郡水巻町吉田・よしだ

　　８０７-００４２・福岡県遠賀郡水巻町吉田団地・よしだだんち

　　８０７-００４６・福岡県遠賀郡水巻町吉田西・ よしだにじ

　　８０７-００４５・福岡県遠賀郡水巻町吉田東・ よしだひがじ

　　８０７-００４８・福岡県遠賀郡水巻町吉田南・よしだみなみ

　　８１１-４２００・福岡県遠賀郡岡垣町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-４２１５・福岡県遠賀郡岡垣町旭台・あさひだい

　　８１１-４２１６・福岡県遠賀郡岡垣町旭南・あさひみなみ

　　８１１-４２０３・福岡県遠賀郡岡垣町内浦・うつら

　　８１１-４２３１・福岡県遠賀郡岡垣町海老津・えびつ

　　８１１-４２３６・福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前・えびつえきまえ

　　８１１-４２３８・福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅南・えびつえきみなみ

　　８１１-４２１２・福岡県遠賀郡岡垣町黒山・くろやま

　　８１１-４２３５・福岡県遠賀郡岡垣町公園通り・こうえんどおり

　　８１１-４２２７・福岡県遠賀郡岡垣町高陽台・こうようだい

　　８１１-４２１７・福岡県遠賀郡岡垣町桜台・さくらだい

　　８１１-４２３２・福岡県遠賀郡岡垣町上畑・じようはた

　　８１１-４２３４・福岡県遠賀郡岡垣町高倉・たかくら

　　８１１-４２１８・福岡県遠賀郡岡垣町中央台・ちゆうおうだい

　　８１１-４２０４・福岡県遠賀郡岡垣町手野・ての

　　８１１-４２２２・福岡県遠賀郡岡垣町戸切・とぎり

　　８１１-４２２４・福岡県遠賀郡岡垣町鍋田・なべた

　　８１１-４２１３・福岡県遠賀郡岡垣町糠塚・ぬかつﾞか

　　８１１-４２３３・福岡県遠賀郡岡垣町野間・のま

　　８１１-４２３９・福岡県遠賀郡岡垣町野間南・のまみなみ

　　８１１-４２０１・福岡県遠賀郡岡垣町波津・はつ

　　８１１-４２０２・福岡県遠賀郡岡垣町原・はら

　　８１１-４２２５・福岡県遠賀郡岡垣町東高陽・ひがしこうよう

　　８１１-４２３７・福岡県遠賀郡岡垣町東高倉・ひがしたかくら

　　８１１-４２２８・福岡県遠賀郡岡垣町東松原・ひがしまつはﾞら

　　８１１-４２２０・福岡県遠賀郡岡垣町東山田・ひがしやまだ

　　８１１-４２１４・福岡県遠賀郡岡垣町松ケ台・まつがだい

　　８１１-４２２６・福岡県遠賀郡岡垣町南高陽・みなみこうよう

　　８１１-４２０５・福岡県遠賀郡岡垣町三吉・ みよじ

　　８１１-４２２１・福岡県遠賀郡岡垣町山田・やまだ

　　８１１-４２２３・福岡県遠賀郡岡垣町山田峠・やまだとうげ

　　８１１-４２２９・福岡県遠賀郡岡垣町百合ケ丘・ゆりがおか

　　８１１-４２１１・福岡県遠賀郡岡垣町吉木・よしき

　　８１１-４２４２・福岡県遠賀郡岡垣町吉木西・ よしきにじ



　　８１１-４２４１・福岡県遠賀郡岡垣町吉木東・ よしきひがじ

　　８１１-４３００・福岡県遠賀郡遠賀町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８１１-４３１２・福岡県遠賀郡遠賀町浅木・あさぎ

　　８１１-４３０３・福岡県遠賀郡遠賀町今古賀・いまこが

　　８１１-４３１１・福岡県遠賀郡遠賀町老良・おいら

　　８１１-４３４２・福岡県遠賀郡遠賀町尾崎・おざき

　　８１１-４３４１・福岡県遠賀郡遠賀町鬼津・おにつﾞ

　　８１１-４３０７・福岡県遠賀郡遠賀町遠賀川・おんががわ

　　８１１-４３３２・福岡県遠賀郡遠賀町上別府・かみべふ

　　８１１-４３１３・福岡県遠賀郡遠賀町木守・きもり

　　８１１-４３０６・福岡県遠賀郡遠賀町旧停・きゆうてい

　　８１１-４３０１・福岡県遠賀郡遠賀町島津・しまつﾞ

　　８１１-４３３３・福岡県遠賀郡遠賀町島門・しまど

　　８１１-４３４３・福岡県遠賀郡遠賀町田園・でんえん

　　８１１-４３０２・福岡県遠賀郡遠賀町広渡・ひろわたり

　　８１１-４３２２・福岡県遠賀郡遠賀町芙蓉・ふよう

　　８１１-４３３１・福岡県遠賀郡遠賀町別府・べふ

　　８１１-４３０５・福岡県遠賀郡遠賀町松の本・まつのもと

　　８１１-４３２１・福岡県遠賀郡遠賀町虫生津・むしようつﾞ

　　８１１-４３２４・福岡県遠賀郡遠賀町虫生津南・むしようつﾞみなみ

　　８１１-４３３４・福岡県遠賀郡遠賀町蓮角・れんがく

　　８１１-４３２３・福岡県遠賀郡遠賀町若葉台・わかはﾞだい

　　８１１-４３０４・福岡県遠賀郡遠賀町若松・わかまつ

　　８２０-１１００・福岡県鞍手郡小竹町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２０-１１０２・福岡県鞍手郡小竹町赤地・あかじ

　　８２０-１１０３・福岡県鞍手郡小竹町勝野・かつの

　　８２０-１１０１・福岡県鞍手郡小竹町御徳・ごとく

　　８２０-１１０５・福岡県鞍手郡小竹町新山崎・しんやまざき

　　８２０-１１０６・福岡県鞍手郡小竹町南良津・ならつﾞ

　　８２０-１１０４・福岡県鞍手郡小竹町新多・にいだ

　　８０７-１３００・福岡県鞍手郡鞍手町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８０７-１３０１・福岡県鞍手郡鞍手町猪倉・いのくら

　　８０７-１３１１・福岡県鞍手郡鞍手町小牧・おまき

　　８０７-１３０２・福岡県鞍手郡鞍手町上木月・かみきつﾞき

　　８０７-１３０３・福岡県鞍手郡鞍手町木月・きつﾞき

　　８０７-１３１２・福岡県鞍手郡鞍手町中山・なかやま

　　８０７-１３０４・福岡県鞍手郡鞍手町永谷・ながたに

　　８０７-１３１３・福岡県鞍手郡鞍手町新北・にぎた

　　８０７-１３０５・福岡県鞍手郡鞍手町新延・にのぶ

　　８０７-１３１４・福岡県鞍手郡鞍手町長谷・はせ

　　８０７-１３０６・福岡県鞍手郡鞍手町古門・ふるもん

　　８０７-１３０７・福岡県鞍手郡鞍手町室木・むろき

　　８０７-１３０８・福岡県鞍手郡鞍手町八尋・やひろ

　　８０７-１３１５・福岡県鞍手郡鞍手町弥生・やよい

　　８２０-０６００・福岡県嘉穂郡桂川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２０-０６０１・福岡県嘉穂郡桂川町内山田・うちやまだ

　　８２０-０６０２・福岡県嘉穂郡桂川町九郎丸・くろうまる

　　８２０-０６０３・福岡県嘉穂郡桂川町寿命・じゆめい

　　８２０-０６０４・福岡県嘉穂郡桂川町瀬戸・せと

　　８２０-０６０５・福岡県嘉穂郡桂川町中屋・ちゆうや

　　８２０-０６０６・福岡県嘉穂郡桂川町土居・とい

　　８２０-０６０７・福岡県嘉穂郡桂川町土師・はじ

　　８２０-０６０８・福岡県嘉穂郡桂川町豆田・まめだ

　　８２０-０６０９・福岡県嘉穂郡桂川町吉隈・よしくま

　　８３８-００００・福岡県朝倉郡筑前町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３８-０２２２・福岡県朝倉郡筑前町赤坂・あかさか

　　８３８-０２２７・福岡県朝倉郡筑前町朝日・あさひ

　　８３８-０８１７・福岡県朝倉郡筑前町朝園・あさぞの

　　８３８-０８２５・福岡県朝倉郡筑前町大久保・おおくほﾞ

　　８３８-０２２５・福岡県朝倉郡筑前町石櫃・いしびつ

　　８３８-０８１１・福岡県朝倉郡筑前町弥永・いやなが

　　８３８-０８１２・福岡県朝倉郡筑前町大塚・おおつﾞか

　　８３８-０８２１・福岡県朝倉郡筑前町上高場・かみたかはﾞ

　　８３８-０２０１・福岡県朝倉郡筑前町櫛木・くしぎ

　　８３８-０８０１・福岡県朝倉郡筑前町栗田・くりだ

　　８３８-０２０２・福岡県朝倉郡筑前町三箇山・さんがやま

　　８３８-０２１２・福岡県朝倉郡筑前町四三嶋・しそじま

　　８３８-０２１５・福岡県朝倉郡筑前町篠隈・しのくま

　　８３８-０２１１・福岡県朝倉郡筑前町下高場・しもたかはﾞ

　　８３８-０８１６・福岡県朝倉郡筑前町新町・しんまち



　　８３８-０２０６・福岡県朝倉郡筑前町曽根田・そねだ

　　８３８-０８１４・福岡県朝倉郡筑前町高田・たかた

　　８３８-０８２２・福岡県朝倉郡筑前町高上・たこえ

　　８３８-０２０４・福岡県朝倉郡筑前町長者町・ちようじやまち

　　８３８-０８０３・福岡県朝倉郡筑前町当所・とうしよ

　　８３８-０２２３・福岡県朝倉郡筑前町砥上・とかみ

　　８３８-０２２６・福岡県朝倉郡筑前町中牟田・なかむた

　　８３８-０８１５・福岡県朝倉郡筑前町野町・のまち

　　８３８-０２０３・福岡県朝倉郡筑前町畑嶋・はたじま

　　８３８-０８２４・福岡県朝倉郡筑前町原地蔵・はらじぞう

　　８３８-０２１４・福岡県朝倉郡筑前町東小田・ひがしおだ

　　８３８-０８０２・福岡県朝倉郡筑前町久光・ひさみつ

　　８３８-０２２１・福岡県朝倉郡筑前町吹田・ふきだ

　　８３８-０２２８・福岡県朝倉郡筑前町二・ふた

　　８３８-０２２４・福岡県朝倉郡筑前町松延・まつのぶ

　　８３８-０２０５・福岡県朝倉郡筑前町三並・みなみ

　　８３８-０２０７・福岡県朝倉郡筑前町三牟田・みむた

　　８３８-０８０４・福岡県朝倉郡筑前町森山・もりやま

　　８３８-０２１３・福岡県朝倉郡筑前町安野・やすの

　　８３８-０８２３・福岡県朝倉郡筑前町山隈・やまぐま

　　８３８-０８１３・福岡県朝倉郡筑前町依井・よりい

　　８３８-１７００・福岡県朝倉郡東峰村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３８-１６０１・福岡県朝倉郡東峰村小石原・こいしわら

　　８３８-１６０２・福岡県朝倉郡東峰村小石原鼓・こいしわらつつﾞみ

　　８３８-１７０２・福岡県朝倉郡東峰村福井・ふくい

　　８３８-１７０１・福岡県朝倉郡東峰村宝珠山・ほうしゆやま

　　８３０-１２００・福岡県三井郡大刀洗町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３０-１２２３・福岡県三井郡大刀洗町今・いま

　　８３０-１２２４・福岡県三井郡大刀洗町鵜木・うのき

　　８３０-１２１３・福岡県三井郡大刀洗町春日・かすが

　　８３０-１２２２・福岡県三井郡大刀洗町上高橋・ かみたかはじ

　　８３０-１２１２・福岡県三井郡大刀洗町甲条・こうちよう

　　８３０-１２１４・福岡県三井郡大刀洗町栄田・さかえだ

　　８３０-１２２５・福岡県三井郡大刀洗町下高橋・ しもたかはじ

　　８３０-１２０２・福岡県三井郡大刀洗町菅野・すがの

　　８３０-１２２１・福岡県三井郡大刀洗町高樋・たかえ

　　８３０-１２０１・福岡県三井郡大刀洗町冨多・とみた

　　８３０-１２０６・福岡県三井郡大刀洗町中川・なかがわ

　　８３０-１２０４・福岡県三井郡大刀洗町西原・にしはﾞる

　　８３０-１２１１・福岡県三井郡大刀洗町本郷・ほんごう

　　８３０-１２０３・福岡県三井郡大刀洗町三川・みかわ

　　８３０-１２０５・福岡県三井郡大刀洗町守部・もるべ

　　８３０-１２２６・福岡県三井郡大刀洗町山隈・やまぐま

　　８３０-０４００・福岡県三潴郡大木町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３０-０４２５・福岡県三潴郡大木町筏溝・いかだみぞ

　　８３０-０４１５・福岡県三潴郡大木町絵下古賀・えげこが

　　８３０-０４０３・福岡県三潴郡大木町大角・おおずみ

　　８３０-０４２３・福岡県三潴郡大木町大藪・おおやぶ

　　８３０-０４２１・福岡県三潴郡大木町奥牟田・おくむた

　　８３０-０４１４・福岡県三潴郡大木町上木佐木・かみきさき

　　８３０-０４０４・福岡県三潴郡大木町上白垣・かみしらかき

　　８３０-０４１７・福岡県三潴郡大木町上八院・かみはちいん

　　８３０-０４１３・福岡県三潴郡大木町上牟田口・かみむたぐち

　　８３０-０４０１・福岡県三潴郡大木町笹渕・ささぶち

　　８３０-０４１２・福岡県三潴郡大木町侍島・さむらいじま

　　８３０-０４２２・福岡県三潴郡大木町高橋・ たかはじ

　　８３０-０４１６・福岡県三潴郡大木町八町牟田・はつちようむた

　　８３０-０４１１・福岡県三潴郡大木町蛭池・ひるいけ

　　８３０-０４０２・福岡県三潴郡大木町福土・ふくど

　　８３０-０４０６・福岡県三潴郡大木町前牟田・まえむた

　　８３０-０４２４・福岡県三潴郡大木町三八松・みやまつ

　　８３０-０４０５・福岡県三潴郡大木町横溝・よこみぞ

　　８３４-０１００・福岡県八女郡広川町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８３４-０１２２・福岡県八女郡広川町一條・いちじよう

　　８３４-０１１４・福岡県八女郡広川町太田・おおた

　　８３４-０１１３・福岡県八女郡広川町川上・かわかみ

　　８３４-０１０１・福岡県八女郡広川町小椎尾・こじお

　　８３４-０１０５・福岡県八女郡広川町長延・ながのぶ

　　８３４-０１１５・福岡県八女郡広川町新代・にいしろ

　　８３４-０１１２・福岡県八女郡広川町久泉・ひさいずみ



　　８３４-０１１１・福岡県八女郡広川町日吉・ ひよじ

　　８３４-０１２１・福岡県八女郡広川町広川・ひろかわ

　　８３４-０１２３・福岡県八女郡広川町藤田・ふじた

　　８３４-０１０２・福岡県八女郡広川町水原・みずはら

　　８３４-０１０４・福岡県八女郡広川町吉常・よしつね

　　８３４-０１０３・福岡県八女郡広川町六田・ろくた

　　８２２-１４００・福岡県田川郡香春町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２２-１４０２・福岡県田川郡香春町鏡山・かがみやま

　　８２２-１４０４・福岡県田川郡香春町柿下・かきした

　　８２２-１４０６・福岡県田川郡香春町香春・かわら

　　８２２-１４０１・福岡県田川郡香春町採銅所・さいどうしよ

　　８２２-１４０３・福岡県田川郡香春町高野・たかの

　　８２２-１４０５・福岡県田川郡香春町中津原・なかつはﾞる

　　８２４-０６００・福岡県田川郡添田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２４-０７２２・福岡県田川郡添田町落合・おちあい

　　８２４-０６０１・福岡県田川郡添田町庄・しよう

　　８２４-０６０２・福岡県田川郡添田町添田・そえだ

　　８２４-０６０３・福岡県田川郡添田町中元寺・ちゆうがんじ

　　８２４-０４１１・福岡県田川郡添田町津野・つの

　　８２４-０６０４・福岡県田川郡添田町野田・のだ

　　８２４-０７２１・福岡県田川郡添田町英彦山・ひこさん

　　８２４-０７２３・福岡県田川郡添田町桝田・ますだ

　　８２２-１３００・福岡県田川郡糸田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２２-１３２４・福岡県田川郡糸田町旭ケ丘・あさひがおか

　　８２２-１３１３・福岡県田川郡糸田町打越・ うちこじ

　　８２２-１３０２・福岡県田川郡糸田町大熊・おおくま

　　８２２-１３１６・福岡県田川郡糸田町上糸田・かみいとだ

　　８２２-１３１１・福岡県田川郡糸田町北区・きたく

　　８２２-１３０６・福岡県田川郡糸田町貴船・きふね

　　８２２-１３２２・福岡県田川郡糸田町西部・さいぶ

　　８２２-１３１２・福岡県田川郡糸田町下糸田・しもいとだ

　　８２２-１３０４・福岡県田川郡糸田町自由ケ丘・じゆうがおか

　　８２２-１３２３・福岡県田川郡糸田町真岡・しんおか

　　８２２-１３１４・福岡県田川郡糸田町中糸田・なかいとだ

　　８２２-１３２６・福岡県田川郡糸田町鼡ケ池・ねずがいけ

　　８２２-１３１８・福岡県田川郡糸田町原・はる

　　８２２-１３０１・福岡県田川郡糸田町堀川・ほりかわ

　　８２２-１３２５・福岡県田川郡糸田町南糸田・みなみいとだ

　　８２２-１３１７・福岡県田川郡糸田町宮川一・みやがわ１

　　８２２-１３１５・福岡県田川郡糸田町宮川二・みやがわ２

　　８２２-１３２１・福岡県田川郡糸田町宮谷・みやたに

　　８２２-１３０７・福岡県田川郡糸田町宮床・みやとこ

　　８２２-１３０５・福岡県田川郡糸田町宮床団地・みやとこだんち

　　８２２-１３０３・福岡県田川郡糸田町桃山・ももやま

　　８２７-００００・福岡県田川郡川崎町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２７-０００１・福岡県田川郡川崎町安眞木・あまぎ

　　８２６-０００２・福岡県田川郡川崎町池尻（上原）・いけじり(かんはﾞる)

　　８２６-０００２・福岡県田川郡川崎町池尻（小倉畔）・いけじり(こくらのて)

　　８２７-０００２・福岡県田川郡川崎町池尻（その他）・いけじり(そのた)

　　８２７-０００３・福岡県田川郡川崎町川崎・かわさき

　　８２７-０００４・福岡県田川郡川崎町田原・たはﾞら

　　８２４-０５００・福岡県田川郡大任町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２４-０５１１・福岡県田川郡大任町今任原・いまとうはﾞる

　　８２４-０５１２・福岡県田川郡大任町大行事・だいぎようじ

　　８２４-０４００・福岡県田川郡赤村・・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２４-０４３１・福岡県田川郡赤村赤・あか

　　８２４-０４３２・福岡県田川郡赤村内田・うちだ

　　８２２-１２００・福岡県田川郡福智町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２２-１１０１・福岡県田川郡福智町赤池・あかいけ

　　８２２-１１０２・福岡県田川郡福智町上野・あがの

　　８２２-１２１１・福岡県田川郡福智町伊方・いかた

　　８２２-１１０３・福岡県田川郡福智町市場・いちはﾞ

　　８２２-１２０１・福岡県田川郡福智町金田・かなだ

　　８２２-１２０２・福岡県田川郡福智町神崎・こうざき

　　８２２-１２１２・福岡県田川郡福智町弁城・べんじよう

　　８００-０３００・福岡県京都郡苅田町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８００-０３５４・福岡県京都郡苅田町集・あつまり

　　８００-０３６６・福岡県京都郡苅田町雨窪・あまくほﾞ

　　８００-０３４４・福岡県京都郡苅田町新津・あらつ

　　８００-０３１３・福岡県京都郡苅田町磯浜町・いそはまちよう



　　８００-０３３７・福岡県京都郡苅田町稲光・いなみつ

　　８００-０３３１・福岡県京都郡苅田町岡崎・おかざき

　　８００-０３５３・福岡県京都郡苅田町尾倉・おぐら

　　８００-０３４５・福岡県京都郡苅田町小波瀬・おはﾞせ

　　８００-０３４３・福岡県京都郡苅田町上片島・かみかたしま

　　８００-０３６５・福岡県京都郡苅田町苅田・かんだ

　　８００-０３５１・福岡県京都郡苅田町京町・きようまち

　　８００-０３０５・福岡県京都郡苅田町空港南町・くうこうみなみまち

　　８００-０３３８・福岡県京都郡苅田町葛川・くずがわ

　　８００-０３３３・福岡県京都郡苅田町黒添・くろぞえ

　　８００-０３５６・福岡県京都郡苅田町近衛ケ丘・このえがおか

　　８００-０３１４・福岡県京都郡苅田町幸町・さいわいまち

　　８００-０３５７・福岡県京都郡苅田町桜ケ丘・さくらがおか

　　８００-０３４１・福岡県京都郡苅田町下新津・しもあらつ

　　８００-０３４２・福岡県京都郡苅田町下片島・しもかたしま

　　８００-０３６１・福岡県京都郡苅田町神田町・じんでんちよう

　　８００-０３２１・福岡県京都郡苅田町新浜町・しんはまちよう

　　８００-０３０７・福岡県京都郡苅田町新松山・しんまつやま

　　８００-０３３２・福岡県京都郡苅田町鋤崎・すきざき

　　８００-０３３５・福岡県京都郡苅田町谷・たに

　　８００-０３１２・福岡県京都郡苅田町殿川町・とのがわちよう

　　８００-０３５２・福岡県京都郡苅田町富久町・とみひさちよう

　　８００-０３０４・福岡県京都郡苅田町鳥越町・とりごえちよう

　　８００-０３１１・福岡県京都郡苅田町長浜町・ながはまちよう

　　８００-０３６２・福岡県京都郡苅田町馬場・はﾞはﾞ

　　８００-０３２４・福岡県京都郡苅田町浜町・はままち

　　８００-０３６４・福岡県京都郡苅田町提・ひさげ

　　８００-０３２２・福岡県京都郡苅田町二崎・ふたざき

　　８００-０３３４・福岡県京都郡苅田町法正寺・ほうしようじ

　　８００-０３０１・福岡県京都郡苅田町松原町・まつはﾞらちよう

　　８００-０３０３・福岡県京都郡苅田町松山・まつやま

　　８００-０３６３・福岡県京都郡苅田町光国・みつくに

　　８００-０３１５・福岡県京都郡苅田町港町・みなとまち

　　８００-０３５５・福岡県京都郡苅田町南原・みなみはﾞる

　　８００-０３３６・福岡県京都郡苅田町山口・やまぐち

　　８００-０３２３・福岡県京都郡苅田町与原・よはﾞる

　　８００-０３０２・福岡県京都郡苅田町若久町・わかひさちよう

　　８２４-０８００・福岡県京都郡みやこ町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２４-０１０２・福岡県京都郡みやこ町呰見・あざみ

　　８２４-０１０４・福岡県京都郡みやこ町綾野・あやの

　　８２４-０１０６・福岡県京都郡みやこ町有久・ありひさ

　　８２４-０２１１・福岡県京都郡みやこ町今里・いまさと

　　８２４-０８１８・福岡県京都郡みやこ町勝山池田・かつやまいけだ

　　８２４-０８１７・福岡県京都郡みやこ町勝山岩熊・かつやまいわぐま

　　８２４-０８２１・福岡県京都郡みやこ町勝山上田・かつやまうえだ

　　８２４-０８１４・福岡県京都郡みやこ町勝山浦河内・かつやまうらがわち

　　８２４-０８０１・福岡県京都郡みやこ町勝山大久保・かつやまおおくほﾞ

　　８２４-０８１５・福岡県京都郡みやこ町勝山上矢山・かつやまかみややま

　　８２４-０８２２・福岡県京都郡みやこ町勝山黒田・かつやまくろだ

　　８２４-０８１２・福岡県京都郡みやこ町勝山長川・かつやまながわ

　　８２４-０８０２・福岡県京都郡みやこ町勝山松田・かつやままつだ

　　８２４-０８１１・福岡県京都郡みやこ町勝山箕田・かつやまみだ

　　８２４-０８１３・福岡県京都郡みやこ町勝山宮原・かつやまみやはﾞる

　　８２４-０８１６・福岡県京都郡みやこ町勝山矢山・かつやまややま

　　８２４-０１１１・福岡県京都郡みやこ町上坂・かみさか

　　８２４-０１１２・福岡県京都郡みやこ町上原・かんはﾞる

　　８２４-０２０７・福岡県京都郡みやこ町蔵持・くらもち

　　８２４-０１２２・福岡県京都郡みやこ町彦徳・けんどく

　　８２４-０１２５・福岡県京都郡みやこ町国作・こくさく

　　８２４-０１２３・福岡県京都郡みやこ町国分・こくぶ

　　８２４-０２１４・福岡県京都郡みやこ町犀川鐙畑・さいがわあぶみはた

　　８２４-０２４２・福岡県京都郡みやこ町犀川犬丸・さいがわいぬまる

　　８２４-０２４１・福岡県京都郡みやこ町犀川内垣・さいがわうちがき

　　８２４-０２１５・福岡県京都郡みやこ町犀川生立・さいがわおいたつ

　　８２４-０２５４・福岡県京都郡みやこ町犀川扇谷・さいがわおうぎだに

　　８２４-０２１２・福岡県京都郡みやこ町犀川大熊・さいがわおおくま

　　８２４-０２２５・福岡県京都郡みやこ町犀川大坂・さいがわおおさか

　　８２４-０２２２・福岡県京都郡みやこ町犀川大村・さいがわおおむら

　　８２４-０２５２・福岡県京都郡みやこ町犀川上伊良原・さいがわかみいらはら

　　８２４-０２０２・福岡県京都郡みやこ町犀川上高屋・さいがわかみたかや



　　８２４-０２４３・福岡県京都郡みやこ町犀川木井馬場・さいがわきいはﾞはﾞ

　　８２４-０２１３・福岡県京都郡みやこ町犀川喜多良・さいがわきたら

　　８２４-０２３５・福岡県京都郡みやこ町犀川木山・さいがわきやま

　　８２４-０２２４・福岡県京都郡みやこ町犀川崎山・さいがわさきやま

　　８２４-０２５１・福岡県京都郡みやこ町犀川下伊良原・さいがわしもいらはら

　　８２４-０２０１・福岡県京都郡みやこ町犀川下高屋・さいがわしもたかや

　　８２４-０２０４・福岡県京都郡みやこ町犀川末江・さいがわすえ

　　８２４-０２０３・福岡県京都郡みやこ町犀川続命院・さいがわぞくみよういん

　　８２４-０２１６・福岡県京都郡みやこ町犀川谷口・さいがわたにぐち

　　８２４-０２３３・福岡県京都郡みやこ町犀川花熊・さいがわはなぐま

　　８２４-０２０５・福岡県京都郡みやこ町犀川久富・さいがわひさどみ

　　８２４-０２１７・福岡県京都郡みやこ町犀川古川・さいがわふるかわ

　　８２４-０２５３・福岡県京都郡みやこ町犀川帆柱・さいがわほはﾞしら

　　８２４-０２３１・福岡県京都郡みやこ町犀川本庄・さいがわほんじよう

　　８２４-０２０６・福岡県京都郡みやこ町犀川八ツ溝・さいがわやつみぞ

　　８２４-０２２３・福岡県京都郡みやこ町犀川柳瀬・さいがわやなせ

　　８２４-０２２１・福岡県京都郡みやこ町犀川山鹿・さいがわやまが

　　８２４-０２４４・福岡県京都郡みやこ町犀川横瀬・さいがわよこせ

　　８２４-０２３２・福岡県京都郡みやこ町桜台・さくらだい

　　８２４-０２３４・福岡県京都郡みやこ町下高屋団地・しもたかやだんち

　　８２４-０１０３・福岡県京都郡みやこ町下原・しもはﾞる

　　８２４-０１１４・福岡県京都郡みやこ町節丸・せつまる

　　８２４-０１２４・福岡県京都郡みやこ町惣社・そうしや

　　８２４-０１０７・福岡県京都郡みやこ町田中・たなか

　　８２４-０１０５・福岡県京都郡みやこ町徳政・とくせい

　　８２４-０１０１・福岡県京都郡みやこ町徳永・とくなが

　　８２４-０１２１・福岡県京都郡みやこ町豊津・とよつ

　　８２４-０２２６・福岡県京都郡みやこ町松坂・まつさか

　　８２４-０１１５・福岡県京都郡みやこ町光冨・みつどみ

　　８２４-０１１３・福岡県京都郡みやこ町吉岡・よしおか

　　８７１-００００・福岡県築上郡吉富町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７１-０８２２・福岡県築上郡吉富町今吉・ いまよじ

　　８７１-０８０２・福岡県築上郡吉富町小犬丸・こいぬまる

　　８７１-０８０１・福岡県築上郡吉富町小祝・こいわい

　　８７１-０８２１・福岡県築上郡吉富町幸子・こうじ

　　８７１-０８３２・福岡県築上郡吉富町鈴熊・すずくま

　　８７１-０８３４・福岡県築上郡吉富町土屋・つちや

　　８７１-０８３１・福岡県築上郡吉富町直江・なおえ

　　８７１-０８３３・福岡県築上郡吉富町楡生・にりよう

　　８７１-０８２３・福岡県築上郡吉富町別府・びよう

　　８７１-０８１１・福岡県築上郡吉富町広津・ひろつ

　　８７１-０９００・福岡県築上郡上毛町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８７１-０９０４・福岡県築上郡上毛町安雲・あくも

　　８７１-０９１４・福岡県築上郡上毛町宇野・うの

　　８７１-０９０７・福岡県築上郡上毛町緒方・おがた

　　８７１-０９２４・福岡県築上郡上毛町上唐原・かみとうはﾞる

　　８７１-０９０５・福岡県築上郡上毛町尻高・しだか

　　８７１-０９２３・福岡県築上郡上毛町下唐原・しもとうはﾞる

　　８７１-０９０２・福岡県築上郡上毛町大ノ瀬・だいのせ

　　８７１-０９１３・福岡県築上郡上毛町垂水・たるみ

　　８７１-０９２１・福岡県築上郡上毛町土佐井・つちさい

　　８７１-０９１１・福岡県築上郡上毛町中村・なかむら

　　８７１-０９０１・福岡県築上郡上毛町成恒・なりつね

　　８７１-０９２８・福岡県築上郡上毛町西友枝・にしともえだ

　　８７１-０２２６・福岡県築上郡上毛町原井（有野）・はらい(ありの)

　　８７１-０９２６・福岡県築上郡上毛町原井（その他）・はらい(そのた)

　　８７１-０９２７・福岡県築上郡上毛町東上・ひがしかみ

　　８７１-０９２２・福岡県築上郡上毛町東下・ひがししも

　　８７１-０９２５・福岡県築上郡上毛町百留・ひやくどみ

　　８７１-０９０６・福岡県築上郡上毛町矢方・やかた

　　８７１-０９０３・福岡県築上郡上毛町八ツ並・やつなみ

　　８７１-０９１２・福岡県築上郡上毛町吉岡・よしおか

　　８２９-０１００・福岡県築上郡築上町・以下に不掲載・いかにふけいさい

　　８２９-０１１２・福岡県築上郡築上町赤幡・あかはた

　　８２９-０３１５・福岡県築上郡築上町上り松・あがりまつ

　　８２９-０３１３・福岡県築上郡築上町有安・ありやす

　　８２９-０３１２・福岡県築上郡築上町石堂・いしどう

　　８２９-０１２４・福岡県築上郡築上町櫟原・いちぎはﾞる

　　８２９-０３３５・福岡県築上郡築上町岩丸・いわまる

　　８２９-０３１４・福岡県築上郡築上町上ノ河内・うえのかわち



　　８２９-０３０２・福岡県築上郡築上町臼田・うすだ

　　８２９-０３４１・福岡県築上郡築上町宇留津・うるつﾞ

　　８２９-０３０４・福岡県築上郡築上町小原・おはﾞら

　　８２９-０１０４・福岡県築上郡築上町小山田・おやまだ

　　８２９-０１１４・福岡県築上郡築上町上香楽・かみこうらく

　　８２９-０１１５・福岡県築上郡築上町上深野・かみふかの

　　８２９-０１０５・福岡県築上郡築上町上別府・かみべふ

　　８２９-０１１７・福岡県築上郡築上町袈裟丸・けさまる

　　８２９-０３３２・福岡県築上郡築上町越路・こいじ

　　８２９-０３２３・福岡県築上郡築上町極楽寺・ごくらくじ

　　８２９-０３２１・福岡県築上郡築上町坂本・さかもと

　　８２９-０１２５・福岡県築上郡築上町寒田・さわだ

　　８２９-０３０１・福岡県築上郡築上町椎田・しいだ

　　８２９-０１１３・福岡県築上郡築上町下香楽・しもこうらく

　　８２９-０１１６・福岡県築上郡築上町下深野・しもふかの

　　８２９-０１０８・福岡県築上郡築上町下別府・しもべふ

　　８２９-０３０５・福岡県築上郡築上町真如寺・しんにようじ

　　８２９-０３３１・福岡県築上郡築上町高塚・たかつか

　　８２９-０１０２・福岡県築上郡築上町築城・ついき

　　８２９-０１２２・福岡県築上郡築上町伝法寺・でんほﾞうじ

　　８２９-０３３４・福岡県築上郡築上町奈古・なご

　　８２９-０１５１・福岡県築上郡築上町西八田（航空自衛隊築城基地）・にしはつた

　　８２９-０３４３・福岡県築上郡築上町西八田（その他）・にしはつた(そのた)

　　８２９-０１０１・福岡県築上郡築上町東築城・ひがしついき

　　８２９-０３４２・福岡県築上郡築上町東八田・ひがしはつた

　　８２９-０３２２・福岡県築上郡築上町日奈古・ひなご

　　８２９-０１０３・福岡県築上郡築上町広末・ひろすえ

　　８２９-０１０６・福岡県築上郡築上町船迫・ふなさこ

　　８２９-０１２３・福岡県築上郡築上町本庄・ほんじよう

　　８２９-０１２１・福岡県築上郡築上町松丸・まつまる

　　８２９-０３３３・福岡県築上郡築上町水原・みずはら

　　８２９-０３１１・福岡県築上郡築上町湊・みなと

　　８２９-０１１１・福岡県築上郡築上町安武・やすたけ

　　８２９-０３０３・福岡県築上郡築上町山本・やまもと

　　８２９-０１０７・福岡県築上郡築上町弓の師・ ゆみのじ




