
※赤字は冬期配達不能
都道府県 市・町・村・郡 要チェック 詳細事項
北海道 帯広市 配達不能 岩内､上清川､清川､大平､柘成､豊西､広野､富士､美巣､基松､八千代

北見市 配達不能 石北峠
釧路市 配達不能 阿寒町(雄別､雄別炭山)

足寄郡 配達不能
足寄町(旭ヶ丘､上螺湾､富士見､美利別､上足寄､茨城､伊奈､宮城､下白愛､上白愛､ｵﾝﾈﾄｰ､野中温泉､鳥取)
陸別町(止若､作集､上陸別､鹿山､上作集､小利別､川上)

阿寒郡 冬期配達不能 釧路ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ､釧路風林ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ　※冬期限定(11/末～4/末)
虻田郡 配達不能 豊浦町（大岸､礼文華）
厚岸郡 配達不能 厚岸町（ｱｲｶｯﾌﾟ､小島）

上川郡
配達不能

冬期配達不能
新得町(中土場､十勝ﾀﾞﾑ､然別第一発電所､ｵｿｳｼ温泉､ﾆﾍﾟｿﾂ､ﾊﾟﾝｹﾍﾞﾂ､ﾍﾟﾝｹﾍﾞｯﾄﾑﾗ発電所､ﾄﾑﾗｳｼ温泉)
カントリークラブ　※冬期限定(12/1～4/30)

河西郡 配達不能 芽室町（美生ﾀﾞﾑ）、中札内町（札内ﾀﾞﾑ）
河東郡 配達不能 鹿追町（然別峡然別湖畔温泉､然別峡ﾎﾃﾙ福原､然別峡山田温泉､然別峡菅野温泉､全別第二発電所)
沙流郡 配達不能 日勝峠
十勝郡 配達不能 浦幌町（厚内､上厚内）
中川郡 配達不能 豊頃町（湧洞湖）、幕別町（駒畠）

青森県 青森市 冬期配達不能 酸ヶ湯沢､南荒川山､寒水沢　※冬期限定(12/1～3/31)
十和田市 冬期配達不能 奥瀬蔦温泉､谷地温泉､八甲田ﾋﾞｭｰｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ　※冬期限定(11/10～4/15)
むつ市 冬期配達不能 川内町(川内ﾀﾞﾑ)　※冬期限定(12/1～3/31)
むつ市 冬期配達不能 脇野沢(九艘泊地区)　※冬期限定(12/1～3/31)
上北郡 チャーター可 七戸町（上北鉱山　南天間舘）　※要事前連絡
下北郡 冬期配達不能 佐井村（福浦､牛滝地区）　※冬期限定(12/1～3/31)

岩手県 宮古市 冬期配達不能 田代地区　※冬期限定(12/15～3/31)
宮古市 冬期配達不能 田老字(未前､青倉地区)　※冬期限定(12/15～3/31)

下閉伊郡 冬期配達不能 岩泉町（安家､有芸､釜津田地区）　※冬期限定(12/15～3/31)
宮城県 塩釜市 配達不能 浦戸○○

気仙沼市 チャーター可
※浅根､磯草､浦の浜､大向､大初平､亀山､駒形､外浜､外畑､田尻､高井､中山､三作浜､長崎､廻館､要害､横沼
※離島側船会社止め置きのみ配達不能。（カーフェリー利用の着店チャーター可・事前連絡必要！）

栗原市 冬期配達不能 栗駒(沼倉耕英地区)　※冬期限定(12/15～3/31)
栗原市 冬期配達不能 花山(温湯地区)　※冬期限定(12/15～3/31)
柴田郡 冬期配達不能 川崎町（峩々温泉、青根温泉）　※冬期限定(12/1～3/31)
刈田郡 冬期配達不能 蔵王町　倉石岳国有林(みやぎ蔵王ｽｷｰ場､蔵王高原ﾎﾃﾙ)　※冬期限定(12/1～3/31)
刈田郡 冬期配達不能 七ｹ宿町　下記以外　※冬期限定(12/1～3/31)
刈田郡 配達不能 七ｹ宿町　※稲子、大深沢、長老、峠田、滑津、千満、湯原、横川、刈田岳国有林地内

秋田県 大館市
冬期配達不能
チャーター可

岩瀬字澄川1番地三菱重工㈱名古屋誘導推進ｼｽﾃﾑ製作所田代試験所（※要事前連絡、チャーター可）
※冬期限定（12/1～3/31）

湯沢市 冬期配達不能 高松　※冬期限定(12/1～3/31)
仙北市 冬期配達不能 田沢湖(玉川)　※冬期限定(12/1～3/31)

山形県 山形市 冬期配達不能 上宝沢､関沢､釈迦堂､下宝沢､新山､滑川　※冬期限定(12/1～3/31)
山形市 配達不能 蔵王温泉､山寺
上山市 配達不能 長野字蔵王山国有林
最上郡 冬期配達不能 大蔵村　※冬期限定(12/1～3/31)
最上郡 冬期配達不能 鮭川村　※冬期限定(12/1～3/3１)
最上郡 冬期配達不能 最上町　※冬期限定(12/1～3/3１)

西村山郡 冬期配達不能 個人宛は冬期配達不能（12/1～3/31）
茨城県 常陸太田市 チャーター可 ﾌﾟﾗﾄｰさとみ､里美牧場､県立野外活動ｾﾝﾀｰ　※要事前連絡、チャーター可

久慈郡 チャーター可 大子町（日輪寺【八溝山】)　※要事前連絡、チャーター可
福島県 双葉郡 チャーター可 川内村　航空自衛隊大滝根山分屯基地(防衛庁共済組合含)　※要事前連絡、ﾁｬｰﾀｰのみ可
栃木県
群馬県 吾妻郡 チャーター可 中之条町　大字入山(要事前連絡、ﾁｬｰﾀｰ対応可)

吾妻郡 チャーター可 嬬恋村　鎌原､千俣(要事前連絡、ﾁｬｰﾀｰ対応可)
埼玉県

千葉県 千葉市 チャーター可
美浜区　日本ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ(幕張ﾒｯｾ)、湾岸幕張上りPA（浜田2-102)
（要事前連絡、チャーター可。　※連絡が無い場合は支店止対応）

市川市 チャーター可 ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱市川ｾﾝﾀｰ(塩浜1-7-2)　※支店止め・ﾁｬｰﾀｰの場合は要事前連絡。
東京都 中央区 チャーター可 晴海ｱｲﾗﾝﾄﾞﾄﾘﾄﾝｽｸｴｱ(中央区晴海1-8)　※1個30KG以内30個まで【以外はﾁｬｰﾀｰ扱(要事前連絡)】

墨田区 チャーター可
東京スカイツリータウン（押上1-1-2）　※１原票５００ｋｇ以上の場合は全てチャーター扱い。
チャーター扱いでも時間指定不可。（要事前連絡）

文京区 チャーター可 東販　※チャーター可ですが、１件２ｔまで。
江東区 チャーター可 有明（東京ビックサイト）　※支店止め･要事前連絡、ﾁｬｰﾀｰ可(最低15,000円)

神奈川県 小田原市 配達不能 地下街１号

伊勢崎市 チャーター可
大山12番地､大山500番地～744番地　(※要事前連絡、ﾁｬｰﾀｰ可)
100kgまで5,000円､200kgまで6,000円､300kgまで7,000円､400kgまで8,000円､
500kgまで10,000円､1,000kgまで15,000円､1,500kgまで20,000円

横浜市中区 チャーター可 大さん橋国際客船ﾀｰﾐﾅﾙ客船宛（海岸通1-1-4）
新潟県 新発田市 冬期配達不能 赤谷､東赤谷　※冬期限定(12/1～3/31)

村上市 冬期配達不能 荒川口、雷、岩崩字江古田、大代、中継、山熊田　※冬期限定(入山禁止期間は確認して下さい！)
胎内市 冬期配達不能 下荒沢　※冬期限定(入山禁止期間は確認して下さい！)

魚沼市
冬期配達不能
チャーター可

湯之谷(芋川､大島)(通称;八崎､奥只見､銀山平)　※冬期限定配達不能(12/1～3/31)
湯之谷(芋川､大島)(通称;八崎､奥只見､銀山平)　※月・木曜日に関してはチャーターのみ配達可。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(要事前連絡、ﾁｬｰﾀｰ料1件につき20,000円)

岩船郡 配達不能 粟島浦村
山梨県

富山県 富山市 チャーター可
八尾町（桐谷地内久婦須川ダム作業所）、大山町（発電所関係とその他の工事現場）、大山町（亀谷地内）
「有峰林通真谷トンネル工事現場」、「西加賀沢橋作業所現場」

下新川郡 配達不能 朝日町(山崎、笹山、五ヶ庄、南保)

石川県 金沢市 冬期配達不能

[あ]、相合谷、浅丘、朝加屋、浅川、朝日牧、小豆沢、荒山、石黒、板ケ谷、
市瀬、今泉、上山、打尾、榎尾、奥新保、小池、小原、折谷、
[か]、金川、加賀朝日、上辰巳、上中、上涌波、北方、北千石、北袋、清瀬、桐山、車、
古郷、琴坂、小野、小二又、
[さ]、四王寺、芝原、四坊、清水、清水谷、下谷、下涌波、正部、新保、菅池、砂子坂、千杉、
[た]、平等本、太陽ケ丘、高池、高坂、竹又、田島、辰巳、館山、俵、俵原、銚子、
土子原、坪野、釣部、伝燈寺、藤六、戸室新保、戸質別所、栃尾、
[な]、直江野、中尾、中戸、仲山、梨木、七曲、鳴瀬元、西市瀬、
[は]、東荒屋、東市瀬、東原、袋枝屋、二俣、不室、古屋谷、別所、堀切、
[ま]、牧、牧山、曲子原、松根、水淵、南千石、[や]、山川、夕日寺、柚木、湯谷原、湯涌、[ら]、蓮花、蓮如
※冬期限定（12/1～3/31)

加賀市 冬期配達不能
[あ]、荒谷、市谷、[か]、風谷、九谷、小杉、枯渕、[さ]、坂下、四十九院、生水、直下、菅生谷、
[た]、滝、[な]、中津原、[は]、片谷、日ノ谷、細坪、[わ]、我谷
※冬期限定（12／1～3／31）

福井県 大野市 チャーター可 西谷（要事前連絡、チャーター可。但し11/1～3/末は不可。）
小浜市 配達不能 泊、堅海、仏谷、宇久、上根来

南条郡 冬期配達不能
南越前町（[あ]、阿久和、宇津尾、奥野々、小倉谷、[か]、金粕、上温谷、[た]、堂宮、[な]、中小屋、
[は]、馬上免、古木、[ま]、牧谷、[や]、湯尾）　※冬期限定(12/21～3/31)

南条郡 配達不能
南越前町（[あ]、板取、岩谷、大河内、芋ケ平、大谷、[さ]、杉谷、瀬戸、杣木俣、[は]、橋立、広野、二ツ屋、
[ま]、桝谷、[や]、山中）

特にありません。

配達不能＆チャーターのみ地域一覧

特にありません。

特にありません。



※赤字は冬期配達不能
都道府県 市・町・村・郡 要チェック 詳細事項

配達不能＆チャーターのみ地域一覧

長野県 松本市 冬期配達不能 上高地　※冬期限定（11/1～4/24）
須坂市 チャーター可 仁礼、峰ノ原　※長野(支)よりチャーター可(要事前連絡)
小諸市 冬期配達不能 高峯、大久保、御牧ケ原　※冬期限定(12／1～3／31)
伊那市 冬期配達不能 高遠町芝平、長谷（浦、中津木、平瀬、鹿塩、戸谷、桃ノ木）　※冬期限定（12/1～3/31）
大町市 チャーター可 黒四ダム、高瀬川ダム
飯山市 冬期配達不能 斑尾高原スキー場及びスキー場内施設　※冬期限定（12/1～4/20）
塩尻市 配達不能 勝弦
上田市 冬期配達不能 武石上本入美ヶ原○○　※冬期限定（11/25～4/25）
佐久市 チャーター可 富貴の平、長者原、藤の木、春日細小路(蓼科仙境都市)　※要事前連絡、チャーター可。
東御市 冬期配達不能 新張（湯の丸）1063-40～1272　※冬期限定（12/1～3/31）

上高井郡 冬期配達不能 高山村(七味温泉、山田牧場、五色温泉、奥山田)　※冬期限定(12/1～3/31)
下高井郡 冬期配達不能 山ノ井町（奥志賀高原・竜王・志賀高原・各スキー場及びスキー場内施設）　※冬期限定(12／1～4／20)
下高井郡 冬期配達不能 木島平村（木島平村各スキー場及びスキー場内施設）　※冬期限定(12／1～4／20)
下高井郡 冬期配達不能 野沢温泉村（野沢温泉村各スキー場及びスキー場内施設）　※冬期限定(12／1～4／20)

岐阜県 高山市 配達不能 清見町大原、清見町楢谷
高山市 配達不能 乗鞍コロナ観測所、乗鞍スカイライン
高山市 配達不能 荘川町(尾上郷ダム)
下呂市 チャーター可 濁河温泉・御岳自然の家（下呂市小坂町落合2300番台）　※要事前連絡（チャーター可）

揖斐郡 チャーター可
揖斐川町　徳山水力発電所・徳山放水路工事現場宛
(鶴見、東杉原、徳山、開田、山手、櫨原、はぜ原、上開田、下開田、本郷、杉原、塚、戸入、門入)
※大垣支店よりチャ－タ－可(但し、要事前連絡)。チャ－タ－料1件につき15,000円(2t車)

静岡県 静岡市 チャーター可
葵区　中部電力畑薙第一発電所及び関連施設、二軒小屋ダム(田代)、赤石沢開発ダム（岩崎）、
第二東名高速道路は工区名、建設会社名、担当者を必ず明記の事
※静岡支店よりチャーター可(要事前連絡)　チャーター料1件(500kgまで)に付き15,000円

静岡市 チャーター可
清水区　第二東名高速道路・中部横断自動車道は工区名、建設会社名、担当者を必ず明記の事
※静岡支店よチャーター可(要事前連絡)　チャーター料1件(500kgまで)に付き15,000円

静岡市 チャーター可 清水区　東名高速道路由比Ｐ・Ａ(上・下線）
三島市 チャーター可 芦ノ湖カントリークラブ、芦ノ湖別荘地　※チャーター可、チャーター料5,000円　※ロット物は要事前連絡

富士宮市 チャーター可 静岡県立富士山麓山の村　※チャーター料1件15,000円（要事前連絡）

富士市 チャーター可
富士川開発、リバー富士カントリークラブ（北松野4222-10）、
日本エメラル株式会社（北松野字上野880）

伊豆の国市 チャーター可
富士見ランド、大都エメラルドタウン、昭和カントリー、伊豆長岡カントリー、伊豆つつじが丘
※要事前連絡、チャーター可。

田方郡 チャーター可 函南町（桑原、新田、田代、平井、肥田、田守）　※チャーター可（要事前連絡）
駿東郡 チャーター可 小山町（東名高速足柄サービスエリア下り線）　※チャーター可（要事前連絡）

愛知県

三重県 津市 チャーター可
航空自衛隊笠取山基地(榊原町4183-○○)、風力発電所周辺施設(榊原町4183-○○)
自衛隊白山分とん基地（白山町大原297）

亀山市 チャーター可 白木、安坂山町　※安坂山町地内第二名神高速道路工事現場及び各現場事務所（要事前連絡）

伊賀市 チャーター可
霊山無線中継所（山畑）、白石鉱山砕石所（槙山新田）、榊原風力発電所周辺施設（奥馬野、勝地）、
笠取山無線中継所（奥馬野）、JA組合配合飼料倉庫（坂下）

滋賀県 甲賀市 配達不能 多羅尾1番○○
犬上郡 チャーター可 多賀町（萱原字芋畑）　※チャーター料4600円/車350Kgまで

京都府 京都市 配達不能 西京区（出灰、中畑、外畑）

京都市 チャーター可
左京区（下河原、広河原、久多、大原百井町、大原大見町、大原尾越町、ロテルド比叡、
京都精華大学比叡山研修センター、ガーデンミュージアム比叡、比叡山人工スキー場、比叡山山頂遊園地）

京都市 冬期配達不能 左京区（花背）　※冬期配達不可の可能性あり（12月15日～3月15日）。ＴＥＬにて確認して下さい！
京都市 配達不能 北区（雲ケ畑）
京都市 配達不能 伏見区（醍醐佗羅谷）
宇治市 チャーター可 東笠取、西笠取、池ノ尾、二尾、炭山、志津川、菟道の内(新池、坂川)

大阪府 大阪市 配達不能 天王寺区（天王寺ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ宛ての30kg以上の商品の場合）

大阪市 チャーター可
浪速区（なんばﾊﾟｰｸｽ(難波中2-10-70)1個40kg･4才を超えるお荷物･貴重品･着払･代引きについては､
納品日3日前までにﾁｬｰﾀｰにて予約）

大阪市 配達不能 阿倍野区（近映会館ﾋﾞﾙ宛ての1個30kg以上の商品の場合）

大阪市 チャーター可
住之江区（ｲﾝﾃｯｸｽ大阪宛は館名･小間No.展示業者名記入）
※時間指定不可･ﾁｬｰﾀの場合時間指定可(要事前連絡)･受人様携帯電話番号記入の事

大阪市 チャーター可
南港○○(南港北1丁目KF1岸壁)
※｢大阪国際ﾌｪﾘｰﾀｰﾐﾅﾙ｣は大阪西支店止めか、ﾁｬｰﾀｰ扱い（要事前連絡）

兵庫県 神戸市 配達不能 灘区（六甲山町○○､摩耶山町○○）
神戸市 配達不能 中央区（神戸港地方○○､葺合町字○○）
神戸市 チャーター可 阪急西宮ｶﾞｰﾃﾞﾝｽﾞ(高松町14-2)　※時間指定不可､ﾁｬｰﾀｰ･JIT注意､着･代可

南あわじ市 チャーター可 沼島（火・木・土曜日以外の配達日指定は､ﾁｬｰﾀｰ可　※要事前連絡）
奈良県
和歌山県

鳥取県 西伯郡
冬期配達不能
チャーター可

大山町（大山、香取、桝ヶ原）　※冬期限定配達不能(12/1～3/31)
※大山についてはチャーター可(要事前連絡)

西伯郡 冬期配達不能 伯耆町（枡水高原、福岡、日光）　※冬期限定(12/1～3/31)
日野郡 冬期配達不能 江府町（鏡ヶ成、助沢、御机）　※冬期限定(12/1～3/31)
日野郡 冬期配達不能 日南町（神戸ノ上、上石見、阿昆緑、花口、福塚、佐木谷、福万、福寿実）　※冬期限定(12/1～3/31)

島根県
岡山県 笠岡市 チャーター可 北木島　※ﾐﾆ･宅配ｻｲｽﾞはﾌｪﾘｰ乗場止め(船･500円)､一般ｻｲｽﾞは配達不能｡ﾁｬｰﾀｰ可｡いづれも要事前連絡）
広島県 呉市 チャーター可 下蒲刈町、蒲刈町○○　※200kg/個については事前連絡の上、チャーター可

呉市 チャーター可 豊町○○、豊浜町○○　※チャーターのみ対応、詳細ならびに料金については呉営業所に要相談
三原市 チャーター可 鷺浦(佐木島)351kg以上はチャーター対応(チャーター料11,000円)
竹原市 チャーター可 大久野島(船渡し）は着払い・代引き不可（１Ｐ・２Ｐ）、ロット・重量物、事前連絡のうえチャーター扱い

山口県 宇部市 配達不能 二保瀬地区､厚東地区､(小野地区)　※個人宛は配達不能止置
萩市 チャーター可 大島､相島宛ては、全てさん橋止め　※島内配達はﾁｬｰﾀｰ扱いとなり山口(支)へ事前連絡のこと！
萩市 チャーター可 見島宛ては、全てさん橋止め　※島内配達はﾁｬｰﾀｰ扱いとなり山口(支)へ事前連絡のこと！
萩市 配達不能 羽島､尾島､肥島､櫃島
岩国市 チャーター可 美川町(根笠五所ﾉ峠の海上自衛隊美川送信所)岩国(営)へ事前連絡のこと｡(ﾁｬｰﾀｰのみ可)
岩国市 配達不能 本郷町(本谷羅漢山)
柳井市 チャーター可 平郡　※着払い･代引不可。重量物､ﾛｯﾄは配達不能。ﾁｬｰﾀｰ可(要事前連絡)
熊毛郡 チャーター可 上関町（中国電力㈱上関原子力発電所､建設工事含め関係全て(大字長島(通称､四代地区))）　※ﾁｬｰﾀｰ要事前連絡

徳島県 阿南市 配達不能 伊島　※阿南(荷)止になります！
海部郡 配達不能 海陽町（坂本、轟）　※海部(荷)止になります！
海部郡 配達不能 牟岐町（出羽島）　※海部(荷)止になります！
那賀郡 配達不能 那賀町（川成、岩倉）　※鷲敷(荷)止になります！

香川県 高松市 配達不能 屋島東町山頂　※着払不可、1個30kg以上配達不能！
高松市 チャーター可 男木町､女木町　※港止め、100㎏以上は取り扱い不能(チャーター可)

坂出市 チャーター可
※五色台(休暇村五色台ｷｬﾝﾌﾟ場:五色台ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ(王越町木沢1733-18)(大屋冨町字柳谷)､
休暇村讃岐五色台(大屋富町3042)､自然科学館(王越町木沢1901-2))、高松ｶﾝﾄﾘｰ倶楽部(西庄町城山)

愛媛県 西条市 配達不能 市の川、西の川、東の川、中奥、千町、免之山、藤之石
高知県 四万十市 配達不能 大西、小西、富山

安芸市 配達不能 井の口
高岡郡 配達不能 佐川町（斗賀野）　
幡多郡 配達不能 黒潮町（鈴、熊野浦）　

福岡県
佐賀県 伊万里市 チャーター可 聖母修道院　※チャーター5,000円
長崎県 長崎市 チャーター可 伊王島町○○丁目、高島町　※1個40kgを越える貨物は要事前連絡。(チャーター可25,000円～)

長崎市 チャーター可 池島町　※1個40kgを越える貨物は要事前連絡。(チャーター可20,000円～)
佐世保市 チャーター可 烏帽子　※チャーター可(7,000円)
西海市 チャーター可 大瀬戸町（松島）　※1個40kgを越える貨物は要事前連絡。(チャーター可20,000円～)

熊本県

大分県 東国東郡 配達不能
姫島村　九州本島側船着場までの納品。
※ただし姫島村役場フェリーによる島港までの運搬可能（船運賃受け人様現金払い）
姫島村役場フェリー0978-87-2111

宮崎県 都城市 配達不能 山之口町（青井岳）
えびの市 配達不能 末永（えびの高原）
東臼杵郡 配達不能 椎葉村（大河内）

鹿児島県
沖縄県

特にありません。
特にありません。

特にありません。

特にありません。

特にありません。
特にありません。

特にありません。

特にありません。


	sheet1

