
※赤字は冬期配達不能エリア
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
北海道 北見市 配達不能 石北峠
北海道 釧路市 配達不能 阿寒町(雄別､雄別炭山)

北海道 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)

北海道 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)
北海道 虻田郡 配達不能 豊浦町（大岸､礼文華）
北海道 厚岸郡 配達不能 厚岸町（ｱｲｶｯﾌﾟ､小島）

北海道 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)

北海道 河西郡 配達不能 芽室町（美生ﾀﾞﾑ）、中札内町（札内ﾀﾞﾑ）
北海道 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)
北海道 沙流郡 配達不能 日勝峠
北海道 十勝郡 配達不能 浦幌町（厚内､上厚内）
北海道 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)
青森県 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)
青森県 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)
青森県 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)
青森県 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)
岩手県 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)
岩手県 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○○
宮城県 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)
宮城県 栗原市 冬期配達不能 花山(温湯地区)　※冬期限定(12/15～3/31)
宮城県 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)
宮城県 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)
宮城県 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)
宮城県 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
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）

秋田県 湯沢市 冬期配達不能 高松　※冬期限定(12/1～3/31)
秋田県 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)
山形県 山形市 配達不能 蔵王温泉､山寺
山形県 上山市 配達不能 長野字蔵王山国有林
山形県 最上郡 冬期配達不能 大蔵村　※冬期限定(12/1～3/31)
山形県 最上郡 冬期配達不能 鮭川村　※冬期限定(12/1～3/3１)
山形県 最上郡 冬期配達不能 最上町　※冬期限定(12/1～3/3１)
山形県 西村山郡 冬期配達不能 個人宛は冬期配達不能（12/1～3/31）
神奈川県 小田原市 配達不能 地下街１号
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)
新潟県 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！)
新潟県 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！)

新潟県 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)

新潟県 岩船郡 配達不能 粟島浦村
富山県 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)

石川県 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 小浜市 配達不能 泊、堅海、仏谷、宇久、上根来

福井県 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)

福井県 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）

配達不能地域一覧
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※赤字は冬期配達不能エリア
都道府県 市・町・村・郡 要チェック 詳細事項

配達不能地域一覧

長野県 松本市 冬期配達不能 上高地　※冬期限定（11/1～4/24）
長野県 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)
長野県 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）
長野県 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）
長野県 塩尻市 配達不能 勝弦
長野県 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）
長野県 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）
長野県 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)
長野県 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)
長野県 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)
長野県 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
岐阜県 高山市 配達不能 乗鞍コロナ観測所、乗鞍スカイライン
岐阜県 高山市 配達不能 荘川町(尾上郷ダム)
滋賀県 甲賀市 配達不能 多羅尾1番○○
京都府 京都市 配達不能 西京区（出灰、中畑、外畑）
京都府 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！
京都府 京都市 配達不能 北区（雲ケ畑）
京都府 京都市 配達不能 伏見区（醍醐佗羅谷）
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）
大阪府 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）
兵庫県 神戸市 配達不能 灘区（六甲山町○○､摩耶山町○○）
兵庫県 神戸市 配達不能 中央区（神戸港地方○○､葺合町字○○）

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)

鳥取県 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)
鳥取県 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)
鳥取県 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)
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
山口県 萩市 配達不能 羽島､尾島､肥島､櫃島
山口県 岩国市 配達不能 本郷町(本谷羅漢山)
徳島県 阿南市 配達不能 伊島　※阿南(荷)止になります！
徳島県 海部郡 配達不能 海陽町（坂本、轟）　※海部(荷)止になります！
徳島県 海部郡 配達不能 牟岐町（出羽島）　※海部(荷)止になります！
徳島県 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！
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
高知県 安芸市 配達不能 井の口
高知県 高岡郡 配達不能 佐川町（斗賀野）　
高知県 幡多郡 配達不能 黒潮町（鈴、熊野浦）　

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）
宮崎県 えびの市 配達不能 末永（えびの高原）
宮崎県 東臼杵郡 配達不能 椎葉村（大河内）
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