
　　　　　　　　  　　　　配達困難地区対応一覧 2022/8/1

都道府県 管理店 住　　　所 主な配達（荷受）先 対応方法 備考

青森県

中継会社撤退により

チャーター対応不可

上北郡 六ヶ所村尾鮫（弥栄平地区・大石平地区） 日本原燃(株)原子燃料サイクル関連施設 チ

下北郡東通村白糠前坂下34-4 東通原子力発電所 チ

岩手県

宮城県 仙台市青葉区中央1-1-1 S-PAL仙台本館 チ

仙台市青葉区一番町4-9-18 TICビル各テナント チ

秋田県 湯沢市高松 上の岱地熱発電所、工事現場 チ

湯沢市（秋ノ宮地区・皆瀬地区） 小安狭、山葵沢地熱発電所、工事現場 チ

駒ヶ岳温泉郷、乳頭温泉郷、

田沢湖高原温泉郷、たざわ湖スキー場

仙北市田沢湖（卒田地区） 夏瀬温泉 チ

仙北市田沢湖（玉川地区） 玉川温泉、新玉川温泉 チ

雄勝郡東成瀬村（椿川地区） チ

大館市（岩瀬地区） チ・ゆ・止

鹿角市十和田大湯（熊取平地区・田代平地区・西ノ森地区） チ・ゆ・止

鹿角市八幡平（熊沢地区） 後生掛温泉 チ・ゆ・止

鹿角郡小坂町十和田湖 チ・ゆ・止

北秋田市（森吉地区） 小又川発電所　ほか チ・ゆ・止

北秋田市七日市字門ケ沢 ノースランド建設現場 チ・ゆ・止

山形県 酒田市草津（湯ノ台地区・藤平台地区・藤平地区） 鳥海高原デイリー7ファーム、鳥海高原牧場　ほか チ

最上郡大蔵村（南山地区） チ

最上郡最上町富澤　 ダム工事現場 チ

山形市蔵王温泉　　　　　　　 チ・ゆ・止

西村山郡西川町（志津地区） チ・ゆ・止

福島県 いわき市川前町 不 チャーター対応不可

いわき市遠野町

いわき市田人町

いわき市小川町（上小川地区）

いわき市三和町

週1回～2回の配達

着日指定・時間指定

はチャーター対応

週1回～2回の配達

着日指定・時間指定

はチャーター対応

岩瀬郡天栄村

　　　　（田良尾地区・湯本地区・羽鳥地区・牧之内地区）

弘前

仙台

八戸

福島帝北

曜日指定配達 毎週火・金（祝日を除く）のみ配達

双葉郡（浪江町・川内村・葛尾村） 全域 チ

相馬郡飯館村 工事現場 チ 一般企業向けは通常配達

相馬郡新地町駒ヶ嶺

ダム・トンネル工事現場

仙北市田沢湖（生保内地区）

雄勝郡東成瀬村 ダム・トンネル工事現場

仙北市田沢湖

横手

チ

双葉郡（双葉町・大熊町）　　　　 ※左記2地域は入場不可の為

郡山

福島市松川町（水原地区）

米軍三沢基地三沢市三沢 ゆ・止

チ

いわき

山形

チ

酒田

大館

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雄勝町水浜、雄勝町明神、雄勝町分浜）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水田浜、泊浜、新山浜、長渡浜、谷川浜、寄磯浜）

南会津郡南会津町（「田島地区」を除く） 全域 着日指定不可

大沼郡昭和村 全域 着日指定不可

相馬共同火力発電（株）ほか チ

南相馬市原町区金沢 東北電力　原町火力発電所　ほか チ

伊達郡川俣町（山木屋地区）

毎週月曜日配達・日時指定について
はチャーター

毎週月曜日配達・日時指定について
はチャーター

毎週水曜日配達・日時指定について
はチャーター

福島市飯坂町（茂庭地区）

毎週月曜日配達・日時指定について
はチャーター

野地温泉、赤湯温泉、鷲倉温泉福島市土湯温泉町

福島市町庭坂（高湯地区・神の森地区）

建設現場関係

※冬期間については、別表【冬期間配達不能地区一覧】を参照ください。 ※「不」は配達不能、「チ」はチャーター、「ゆ」はゆうパック、「止」は支店止め、「別」は別途料金の略

五所川原市　【旧北津軽郡市浦村】（相内、磯松、太田、十三、脇元）

五所川原市　【旧北津軽郡金木町】（金木町、金木町嘉瀬、金木町川倉、金木町神原、金木町喜良市、金木町柏木、

　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　金木町藤枝、金木町蒔田）

石巻市　【旧桃生郡雄勝町】（雄勝町伊勢畑、雄勝町大須、雄勝町大浜、雄勝町雄勝、雄勝町小島、雄勝町上雄勝、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　雄勝町熊沢、雄勝町桑浜、雄勝町下雄勝、雄勝町立浜、雄勝町名振、雄勝町船越、

石巻市　【旧牡鹿郡牡鹿町】（網地浜、鮎川大町、鮎川浜、鮎川浜丁、大原浜、給分浜、十八成浜、小網倉浜、鮫浦、

（中継エリア）

長尺・重量物についてチャーター対応
チ

北津軽郡中泊町 全域

盛岡 下閉伊郡普代村 全域 チ

白河 東白川郡鮫川村 全域 チ・ゆ・止

チ・ゆ・止

会津若松

南会津郡桧枝岐村 全域 チ

チ

牡鹿郡女川町 全域 チ

禁

チ

南相馬市小高区 着日指定貨物・工事現場向け貨物 チ 配達隔日につき福島支店要確認
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埼玉県 秩父市三峰 三峰神社、大島屋

秩父市中津川 (株)ニッチツ

秩父市大滝 大滝げんきプラザ、秩父樹液生産協同組合

栃木県

群馬県 多野郡神流町神ケ原５４０-3 秩父太平洋セメント 別

多野郡上野村 工事現場

多野郡神流町 工事現場

多野郡上野村

多野郡神流町

吾妻郡中之条町入山《白根開善学校》 については通年配達不 不 チャーター対応不可

吾妻郡長野原町 全域

吾妻郡嬬恋村 全域

吾妻郡草津町 全域

神奈川県 海老名
神奈川県足柄下郡箱根町 全域 チ

1原票350ｋｇ以上のロット物・長尺

物・かつ大品についてチャーター対応

新潟県

富山県 高岡市福岡町沢川 チ・ゆ・止

小矢部市（内山、五郎丸、菅ヶ原、田川、峠、名ヶ滝) 宮島峡　ほか チ・ゆ・止

チ・ゆ・止

石川県 高岡 羽咋郡志賀町赤住1番地 志賀原子力発電所 別

白山市 ダム等工事現場 チ

福井県

福井市 から 敦賀市 までの間 北陸新幹線建設現場 チ

敦賀市明神町１ 日本原子力発電(株)　敦賀原子力発電所

敦賀市白木 日本原子力研究開発機構　高速増殖原型炉もんじゅほか

チ・ゆ・止

三方郡美浜町丹生 関西電力(株)　美浜発電所

大飯郡高浜町田ノ浦 関西電力(株)　高浜発電所

大飯郡おおい町大島 関西電力(株)　大飯発電所

チ・ゆ・止

長野県

上田市（美ヶ原高原） チ

小諸市　（高峰高原） チ

北佐久郡軽井沢町 個人宅、現場（チャーター可能　着日指定不可） チ 冬期間は、天候により着日指定不可

北佐久郡立科町　【山間部】 芦田八ヶ野、女神湖、白樺湖　ほか チ

小県郡長和町 長門牧場　ほか チ

岐阜県 下呂市小坂町（落合地区） 濁河温泉 不 チャーター対応不可

下呂市金山町（岩瀬地区） 不 チャーター対応不可

下呂市宮地 不 チャーター対応不可

静岡県 静岡市葵区　【山間部】

　（相渕、相俣、赤沢、井川、岩崎、有東木、梅ケ島、大沢、大間、奥池ケ谷、奥仙俣、落合、柿島、鍵穴、上落合、

　　上坂本、桂山、崩野、口坂本、口仙俣、黒俣、小河内、腰越、小布杉、坂ノ上、坂本、杉尾、内匠、田代、俵沢、俵峰、

　　寺島、渡、中沢、中平、長熊、長妻田、入島、日向、平野、森腰、諸子沢、油島、油野、湯ノ島、横沢、横山、蕨野）

掛川市（居尻、萩間） チ・ゆ・止

御前崎市佐倉5561 中部電力(株)　浜岡原子力発電所 チ

周智郡森町（三倉） チ・ゆ・止

遊園地（ぐりんぱ）、キャンプ場（PICA富士ぐりんぱ）、

人工スキー場（スノーパークイエティ）、

道の駅（水ケ塚公園）

料金詳細については支店へ要確認

掛川

沼津 裾野市須山 チ・ゆ・止

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高徳、独鈷沢、中三依、藤原、横川）
宇都宮

チ

日光市　【旧塩谷郡栗山村】（赤下、上栗山、川俣、黒部、土呂部、西川、野門、日蔭、一ツ石、日向、湯西川、若間）

日光市　【旧塩谷郡藤原町】（五十里、上三依、柄倉、川治温泉川治、川治温泉高原、鬼怒川温泉大原、小佐越、芹

日光市（中宮祠、湯元、瀬尾、所野）

福井市（大丹生町、小丹生町、上一光町、下一光町）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下山、長野、野尻、後野、箱ヶ瀬、東市布）
チ・ゆ・止

長野市　【旧上水内郡戸隠村】（戸隠、戸隠祖山、戸隠栃原、戸隠豊岡）

長野市　【旧上水内郡鬼無里村】（鬼無里、鬼無里日下野、鬼無里日影）
チ

金沢

高岡

高崎

中条

狭山

白山市 から 加賀市 までの間

氷見市（赤毛、磯辺、岩瀬、大窪、小滝、角間、懸札、国見、熊無、胡桃、桑院、棚懸、平、坪池、寺尾、床鍋、戸津宮、

　　　　　　長坂、一刎、平沢、仏生寺、吉岡、吉懸、論田）

毎週月・水・金(祝日除く）のみ配達工事現場以外

チ奥胎内工事事務所、奥胎内ヒュッテ胎内市下荒沢字胎内山1202-49

別

チ

チ・ゆ・止

南砺市　【旧東砺波郡上平村】（新屋、猪谷、漆谷、小瀬、小原、皆葎、上平細島、上中田、楮、下島、菅沼、　田下、成出、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西赤尾町、東赤尾、真木、葎島）

南砺市　【旧東砺波郡都利賀村】（利賀村、利賀村阿別当、利賀村岩渕、利賀村上畠、利賀村大牧、利賀村大豆谷、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利賀村押場、利賀村上百瀬、利賀村北島、利賀村北原、利賀村北豆谷、利賀村栗当、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利賀村坂上、利賀村下原、利賀村草嶺、利賀村大勘場、利賀村高沼、利賀村栃原、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利賀村中村、利賀村長崎、利賀村細島、利賀村水無、利賀村百瀬川）

射水市（入会地、野手）

福井市　【旧丹生郡越廼村】（赤坂町、居倉町、大味町、蒲生町、茱崎町、城有町、浜北山町、八ツ俣町）
チ・ゆ・止

北陸新幹線建設現場

上田

静岡

チ・ゆ・止

チ・ゆ・止

チ

諏訪

丹生郡越前町（打越、梅浦、大樟、厨、小樟、米ノ、午房ヶ平、宿、白浜、新保、城ヶ谷、左右、高佐、玉川、血ヶ平、

三方上中郡若狭町（海山、小川、塩坂越、田井、常神、神子、遊子）

　　　　　　　　　　梨子ヶ平、西ヶ丘、荻野、丸山、道口、茂原、六呂師）

福井

春日井

大野市　【旧大野郡和泉村】（朝日、朝日前坂、板倉、貝皿、角野、角野前坂、上大納、上半原、川合、下大納、下半原、

南条郡南越前町（赤萩、今泉、大谷、甲楽城、具谷、河内、河野、菅谷、大良、糠、八田）

下伊那郡大鹿村 全域 曜日指定配達

静岡市清水区（河内、宍原） チ・ゆ・止

別

南砺市　【旧東砺波郡平村】（相倉、入谷、大崩島、大島、篭渡、上梨、上松尾、来栖、小来栖、下出、下梨、寿川、杉尾、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祖山、高草嶺、田向、渡原、中畑、梨谷、夏焼、東中江、見座）

着日指定不可 毎週火・木・土（祝日除く）のみ配達

着日指定不可

長野

チ

チ・ゆ・止

チ

今立郡池田町 全域

毎週月・水・金（祝日を除く）のみ配達
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愛知県

三重県

大阪府 泉佐野市泉州空港北

泉南郡田尻町泉州空港中

泉南市泉州空港南

2ｍ超え長尺物についてチャーター対応

（中継エリア）

箕面市　【とどろみ地区】

　　　　　　　　　（止々呂美地区・森町地区）

兵庫県

和歌山県

広島県 廿日市市（吉和）

　　　　　　【広島支店中継エリア：山間部】

愛媛県

　　　　（大三島地区・上浦町地区・関前地区・伯方町地区・

　　　　　宮窪町地区・吉海町地区）

越智郡上島町

　　　　　【旧越智郡生名村・岩城村・弓削村・魚島村】

高知県 高知県高知市

　　　　　　【四国運輸(株)取扱地区】

福岡県 福岡県全域

　　　　　　【九州西濃運輸(株)取扱地区】

大分県 大分県全域

　　　　　　【九州西濃運輸(株)取扱地区】

長崎県 長崎県全域

　　　　　　【九州西濃運輸(株)取扱地区】

別

豊明市・日進市・みよし市・長久手市・愛知郡東郷町 個人宅宛 チ

新日鐵住金(株)　和歌山製鉄所 別

離島全域

今治市　【旧越智郡大三島町・上浦町・関前村・伯方町・宮窪町・吉海町】

離島全域
摂津

豊田市中継見分け表参照

四日市 三重郡菰野町 湯の山温泉、工事現場 チ

安城 豊田市　【山間部】 チ

摂津 曜日指定配達

和泉市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡 全域 チ

関西国際空港 別

大阪南港

春日井

広島 チ 冬期間は、対応不可の場合有り

神戸 神戸市北区有馬町 全域（有馬温泉及び近隣地区） チ

摂津 三田市・丹波篠山市・丹波市 全域 チ 2PL超え・1.5ｔ超・1辺2ｍ超貨物対象

摂津 建設・建築工事現場 別

摂津 建設・建築工事現場 別

大阪 岡添（岡添商店） チ

摂津 建設・建築工事現場 別

和歌山 和歌山市湊1850
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