
※赤字住所については、チャーターによる配達は対応できません。

※チャーター料金等詳細につきましては、管理店にお問い合わせください。 2021/10/20

※冬期間以外については、別表【配達困難地区一覧】を参照してください。

都道府県 管理店 住　　所 チャーター可否 期間 備考

青森県 十和田市（奥瀬地区・沢田地区・法量地区）　《蔦温泉》、《谷地温泉》 × 12/1～4/30

十和田市（大不動地区・切田地区・米田舘沢地区）

十和田市深持　《太陽光発電所工事現場》

八戸市（南郷地区）

上北郡野辺地町（全域）

上北郡東北町（上清水目地区・塔ノ沢地区）

上北郡六ケ所村（尾駮二又地区・出戸地区)

上北郡七戸町（寺沢前地区・寒水地区）　《工事現場》、《スキー場》

上北郡七戸町（倉岡地区・倉越地区・左組地区・志茂川原地区・底田地区・古屋敷地区）

三戸郡三戸町（貝守）

三戸郡田子町（石亀・夏坂・茂市・山口）

三戸郡新郷村（全域）

青森市（浪岡相沢・浪岡細野）

弘前市（相馬・常盤野・百沢）

黒石市（大川原・沖浦）

黒石市袋　《日本鉱研》

黒石市沖浦字権現平1-1　《(株)つがる養鶏》

五所川原市山ノ蔵25-112　《環境技研》

平川市（切明地区・碇ヶ関地区）

中津軽郡西目屋村（全域）

南津軽郡大鰐町島田　《青森ロイヤルホテル関連施設》

青森市荒川（南荒川山地区）　《酸ケ湯温泉》

青森市荒川（寒水沢地区）　《八甲田スキー場》

東津軽郡外ヶ浜町（蟹田小国館下地区）

岩手県 北上市和賀町岩崎新田　《夏油高原スキー場》

遠野市附馬牛町東禅寺　《北日本JA畜産》 等

遠野市附馬牛町上附馬牛（19地割地区）

一関市厳美町（祭畤地区）

一関市大東町（大原地区・中川地区・鳥海地区）

一関市室根町折壁（名木沢地区）　《名木沢農場》 等

釜石市（橋野町地区）

和賀郡西和賀町（沢内貝沢地区・沢内川舟地区・沢内若畑地区）

気仙郡住田町（上有住新田地区）　《いわて清流ファーム・ありす畜産》 等

気仙郡住田町（世田米子飼沢地区）　《イワタニケンボロー》 等

盛岡市（浅岸地区・乙部（大ヶ生地区）・川又地区・川目地区・ 新庄（岩山地区・八木田地区）・玉山地区・手代森地区

　　　　　　日戸地区・簗川地区・藪川地区）

宮古市（江繋地区・小国地区・音部地区・重茂地区・区界地区・崎山地区、田代地区・平津戸地区・和井内地区）

花巻市（鉛地区）　《温泉街》

八幡平市（石名坂地区・丑山口地区・沖田表地区・沢口地区・長者前地区・松尾寄木地区）

　　　　　　　　《八幡平山国有林地区》、《松川地熱発電所》

二戸市（上斗米（小端地区）・下斗米地区・浄法寺町山内地区）

岩手郡葛巻町（全域）

岩手郡岩手町（一方井地区・川口地区）

岩手郡雫石町（長山（葛根田地区））

下閉伊郡山田町（豊間根地区）　《航空自衛隊山田分屯基地》

二戸郡一戸町（平糠地区）

二戸郡 一戸町（小友地区）　《高森高原風力発電所》

久慈市（山根町・山形町地区）

九戸郡軽米町（全域）

九戸郡九戸村（全域）

宮城県 仙台市泉区（福岡地区）　《泉ヶ岳各スキ－場》、《オーエンス泉岳自然ふれあい館》 ○ 12/1～3/31

栗原市（栗駒沼倉地区）　《いこいの村栗駒》 × 11/15～3/31

栗原市（栗駒文字地区）　《荒砥沢ダム周辺区域》、《深山牧場周辺区域》

栗原市（花山地区）　《花山青少年自然の家周辺区域》

大崎市（鳴子温泉地区）　《オニコウベリゾ－ト・スキー場周辺区域》

大崎市（鳴子温泉地区）　《鬼首地熱発電所》

黒川郡大和町（吉田地区）　《内水面水産試験場周辺区域》

白石市（福岡蔵本・福岡深谷・福岡八宮）　《みやぎ蔵王白石スキー場》、《鎌先温泉》

白石市（小原地区）　《小原温泉》、《白石湯沢温泉》

名取市高舘熊野堂　（今成東地区・今成西地区・今成北地区）

刈田郡蔵王町（遠刈田温泉地区）　《みやぎ蔵王えぼしリゾート》、《みやぎ蔵王スキー場すみかわパーク》

刈田郡七ヶ宿町（全域）　《みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場》

柴田郡川崎町（今宿地区）　《古関パーキングエリア》、《みやぎ蔵王セントメリースキー場》

柴田郡川崎町（前川地区）　

柴田郡川崎町（青根温泉地区）　《青根温泉》

伊具郡丸森町（筆甫）

秋田県 秋田市（河辺岩見）

男鹿市男鹿中滝川　《航空自衛隊》

山本郡藤里町粕毛　《素波里ダム》、《素波里発電所》

南秋田郡五城目町富津内中津又　《五城目クリーンセンター》

大館市早口　《三菱重工業田代ロケット燃料燃焼試験場》

大館市岩瀬　《三菱重工業名古屋誘導推進システム製作所田代試験場》

北秋田市森吉森吉高原　《妖精の森コテージラウル》

大館市雪沢　《東日本ファミリー牧場》

北秋田市（阿仁打当・阿仁根子）

北秋田市森吉（湯の岱地区） 鹿角郡小坂町十和田湖

鹿角市十和田大湯（熊取平地区・田代平地区・西ノ森地区） 西湖畔以外は赤帽限定で

鹿角市八幡平（熊沢地区）　《後生掛温泉》、《澄川地熱発電所》 チャーター可能

鹿角郡小坂町（十和田湖）　《西湖畔区域》

山形県 酒田市草津（湯ノ台、藤平台、藤平）鳥海高原デーリィファーム、鳥海高原牧場 × 12/1～3/31

酒田市（升田） ○

最上郡最上町（富澤）

最上郡真室川町（及位）

最上郡大蔵村（南山）　《肘折温泉》

東田川郡庄内町（立谷沢）

飽海郡遊佐町杉沢（嶽の腰地区）

山形市蔵王温泉　《蔵王温泉》

上山市（小倉地区・蔵王地区・永野地区）

尾花沢市銀山新畑　《銀山温泉》

西村山郡西川町（大井沢）

西村山郡西川町（志津）　《志津温泉》、《月山スキー場》

赤帽限定でチャーター可能山形 ○ 12/1～3/31

酒田
12/1～3/31

× 12/1～3/31

○ 12/1～3/31

12/1～3/31 赤帽限定でチャーター可能

秋田 × 12/1～3/31

八戸 × 12/1～3/31

仙台
× 12/1～3/31

× 11/15～3/31

北上 ○ 12/1～3/31

盛岡 ○ 12/1～4/30

弘前 ○ 12/1～3/31

青森

（サンライズ）
○ 12/1～3/31

大館

仙台南 ○

冬期配達困難地区一覧

八戸
× 12/1～3/31



※赤字住所については、チャーターによる配達は対応できません。

※チャーター料金等詳細につきましては、管理店にお問い合わせください。 2021/10/20

※冬期間以外については、別表【配達困難地区一覧】を参照してください。

都道府県 管理店 住　　所 チャーター可否 期間 備考

冬期配達困難地区一覧

山形県 米沢市（板谷・入田沢・大沢地区・小野川町・口田沢・関・万世町刈安・李山・簗沢）

　　　　　　　《峠駅周辺》、《小野川温泉》、《白布温泉》、《天元台スキー場》、 《八谷鉱山現場》　等

長井市（伊佐沢地区一部）《長井ダム工事現場》

南陽市（荻・金山・小滝・太郎）

東置賜郡高畠町（二井宿）　　　

東置賜郡川西町（大舟・玉庭）《メガソーラー建設現場》

西置賜郡白鷹町（滝野・中山・萩野）《山間部》

西置賜郡飯豊町（岩倉・宇津沢・上原・遅谷・数馬・上屋地・川内戸・小屋・下屋地・白川・須郷・高峰・広河原）

　　　　　　　　　　　《白川ダム工事現場》、《山間部》 等

鶴岡市（大鳥）

鶴岡市羽黒町川代　《スタジオセディック庄内オープンセット（庄内映画村)》

鶴岡市（上田沢・木野俣・関川）

鶴岡市田麦俣（湯殿山地区）

鶴岡市羽黒町手向　《休暇村庄内羽黒》、《出羽三山神社》

福島県 二本松市渋川　《山ノ入ダム関連施設》

二本松市戸沢　《東和牧場・羽山牧場》

岩瀬郡天栄村（田良尾・羽鳥・湯本）

二本松市（上葉木坂・木ノ根坂・沢松倉・栄町・田沢・岳温泉・戸沢・初森・百目木・大関・永田・永田長坂国有林・不動平・茂原）

　　　　　　　　《JICA二本松青年海外協力隊訓練所》、《あだたら高原富士急ホテル》、《あだたら高原スキー場》

須賀川市（江花・長沼）　《藤沼湖周辺施設》 天候に左右されるため、

安達郡大玉村（玉井地区）　 事前に要相談

岩瀬郡天栄村（牧之内）

耶麻郡猪苗代町　《各スキー場及びホテル関連施設》

耶麻郡北塩原村（全域）《通称：裏磐梯地区全域》

西白河郡西郷村（小田倉・鶴生・真船）　《甲子温泉》、《新甲子温泉》、《国立那須甲子青少年自然の家》

東白川郡矢祭町（上関河内）

東白川郡塙町（片貝・那倉）

会津若松市（湊町地区） 週2～3回の配達地区

大沼郡三島町・金山町 （配達日指定不可）

大沼郡昭和村（全域）・会津美里町（東尾岐）

大沼郡（全域）　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

喜多方市（山都町一ノ木・山都町蓬莱）

喜多方市（全域）　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

南会津郡下郷町（大内・音金・中山・南倉沢)

南会津郡南会津町（田島を除く全域） 着店チャーターのみの対応

南会津郡（全域）　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

河沼郡柳津町（黒沢・砂子原）　《奥会津西山地熱発電所》

河沼郡（全域）　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

耶麻郡（全域）　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

耶麻郡西会津町（奥川地区・新郷地区）

耶麻郡北塩原村（大塩・桧原） ○ 12/1～3/31

いわき市（小川町上小川・川部町・瀬戸町・平薄磯・平豊間・田人町・遠野町・三和町）

いわき市常磐藤原町（湯ノ岳地区）

福島市飯坂町（茂庭地区）

福島市土湯温泉町　《野地温泉》、《赤湯温泉》、《鷲倉温泉》

福島市町庭坂（高湯地区・神の森地区）

茨城県 水戸 高萩市（大能・上君田・下君田・中戸川・福平・横川・若栗） ○ 12/20～3/31

栃木県 日光市（赤下・五十里・上栗山・上三依・川治温泉川治・川治温泉高原・川治温泉滝・川俣・黒部・芹沢・高徳・高原・滝が原・

　　　　中宮祠・独鈷沢・土呂部・中三依・西川・野門・日蔭・一ツ石・日向・藤原・湯西川・湯元・横川・若間）

　　　　　《銀山平キャンプ場》、《戦場ヶ原》 、《光徳牧場》、《鶏頂山》

日光市（霧降高原地区）　《大笹牧場》

鹿沼市（入粟野・上粕尾・上永野・草久）

矢板市（上伊佐野・下伊佐野・長井・平野）

那須塩原市（板室地区・塩原地区・百村地区）　《板室温泉》、《塩原温泉》

那須塩原市（全域）　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

那須郡那須町（大島）　《那須どうぶつ王国》

那須郡那須町（湯本地区）　《湯本温泉》、《北温泉》、《大丸温泉》、《高雄温泉》、《弁天温泉》、《八幡温泉》

那須郡那須町（全域）　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

群馬県 吾妻郡嬬恋村（田代・干俣）《万座温泉》 × 12/1～3/31

吾妻郡中之条町（入山・小雨・日影）　

甘楽郡南牧村（熊倉・砥沢・羽沢・星尾）

東京都 八王子 西多摩郡檜原村（全域） ○ 12/1～3/31 （月・水・金のみ）対応可能

新潟県 三条市（大谷地・遅場・笠堀・北五百川・栗山・塩野淵・曲谷・南五百川・名下・葎谷） 工事現場配達の場合はチャーター。

三条市（吉野屋地区）　《林道工事現場》 その他については中1日もしくは

加茂市（下条地区）　《林道工事現場》 中2日かかります。

長岡市（蓬平町地区）　《工事現場》 × 12/1~3/31

長岡市栖吉町3300　《長岡市営スキ－場》 　

長岡市浦瀬町　《山本中学校》

十日町市（莇平地区・池之端地区・海老地区・片桐山地区・仙納地区・田野倉地区・松之山地区）

　　　　　　　　《各スキ－場、各キャンプ場》　　

魚沼市（穴沢地区・芋鞘地区・大芋川地区・大倉地区・大倉沢地区・大白川地区・大栃山地区・

　　　　　　平野又地区・福山新田地区・湯之谷芋川地区）　《奥只見湖周辺・銀山平》、《各スキー場》

南魚沼市（塩沢地区）　《各スキ－場》 

南魚沼郡湯沢町（三国地区・三俣地区）　《各スキ－場》)

中魚沼郡津南町（秋成地区・上郷地区・穴藤地区・結東地区・大赤沢地区）

　　　　　　　　　　　　《見玉公園》、《妙法育成牧場》、《各キャンプ場》

糸魚川市（大所・上路）

妙高市（桶海・関山・樽本）　《関温泉》、《燕温泉》、《斑尾高原》

妙高市赤倉　《赤倉温泉スキー場ゲレンデ内》

妙高市杉野沢　《妙高杉ノ原スキー場ゲレンデ内》、《(笹ヶ峰ダム周辺区域》

柏崎 柏崎市（市野新田・女谷）　《鵜川ダム周辺区域》 × 12/1～3/31

赤帽限定でチャーター可能

上越 × 12/1～3/31

配達指定日不可

六日町 ✕ 12/1～3/31
工事現場・ダム関係宛ての貨物につ

いては要問合せ必要

三条 ○ 12/1～3/31

長岡
○ 12/1~3/31

12/1～3/31 赤帽限定でチャーター可能

高崎
○ 12/1～3/31

白河

12/1～3/31

宇都宮 ○ 12/1～3/31

12/1～3/31福島（帝北） ×

12/1～3/31 赤帽限定でチャーター可能

会津若松

○ 12/1～3/31

○

米沢 〇

郡山

× 12/1～3/31

○

12/1～3/31

いわき ✕

○

12/1～3/31

白河 ○

12/1～3/31

鶴岡

× 12/1～3/31

○

12/1～3/31



※赤字住所については、チャーターによる配達は対応できません。

※チャーター料金等詳細につきましては、管理店にお問い合わせください。 2021/10/20

※冬期間以外については、別表【配達困難地区一覧】を参照してください。

都道府県 管理店 住　　所 チャーター可否 期間 備考

冬期配達困難地区一覧

富山県 富山市八尾町（小井波地区） ※ 通常期は土曜日のみ配達可能

富山市八尾町（上牧地区・桐谷地区・島地地区・下任歩地区・下牧地区・谷折地区・西松瀬地区・東松瀬地区） （小井波地区のみ）

富山市婦中町（千里・吉谷地区）

富山市山田（今山田地区・清水地区・鍋谷地区・若土地区）

富山市（庵谷・猪谷・岡田・小見・亀谷・小糸・才覚地・中地山・西小俣・原・日尾・東小俣・東黒牧・東福沢・本宮・文珠寺・和田）

魚津市（石垣新・池谷・大沢・大菅沼・黒沢・黒谷・小菅沼・坪野・東蔵・平沢・舛方）

滑川市（大浦・北町・四間町・神明町・寺家町・大日・堀内・蓑輪・三穂町・室山）

黒部市（宇奈月町・宇奈月温泉）　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》、《ダム・発電所関連施設》

中新川郡上市町（伊折・大岩・折戸・千石・西種・東種・松野原・蓬沢）

中新川郡立山町（芦峅寺・岩峅寺・上末・四谷尾・白岩・千寿ヶ原・谷口・天林・虫谷・横江）

下新川郡入善町（舟見）

下新川郡朝日町（境・笹川・蛭谷・宮崎・山崎・湯ノ瀬）

高岡市福岡町（沢川地区）

氷見市（赤毛・新屋・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）　※山間部要確認

小矢部市（臼谷・内山・小森谷・五郎丸・菅ヶ原・杉谷内・田川・谷坪野・峠・道坪野・峰坪野）　※山間部要確認

南砺市（相倉・猪谷・入谷・打越・大島・小瀬・小又・上中田・上梨・来栖・小二又・才川七・下梨・小院瀬見・菅沼・寿川・

　　　　　　杉尾・砂子谷・祖山・高窪・立野脇・田下・田向・綱掛・土山・梨谷・七曲・七村滝寺・西赤尾町・能美・東赤尾・東中江・

　　　　　　人母・太美・真木・安居・湯谷・吉見・嫁兼）

南砺市利賀村（岩淵・上畠・大豆谷・上百瀬・高沼・栃原・中村・水無・百瀬川）　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

射水市（入会地・野手）

石川県

中継会社対応地区のため要確認

能登半島　《七尾市・輪島市・珠洲市・羽咋郡志賀町・鹿島郡・鳳珠郡山間部》 （個人宛は不可・企業宛は、交渉可

（着日指定は不可））　　　　　　　

金沢市（板ケ谷町・加賀朝日町・新保町・田島町・俵町・鞁靸筒町・戸室新保・中尾町・七曲町・釣部町・

　　　　　　平栗・二俣町・別所町・牧町・三小牛町）　　　　　

小松市（大杉町・尾小屋町・新保町・西俣町・丸山町）　《大倉岳高原スキー場》

白山市（白峰・桑島・荒谷・女原・瀬戸・瀬戸野・鴇ケ谷・東二口・深瀬・相滝町・釜清水・上野・上吉谷・下吉谷・河合町・河原山・

　　　　五十谷・下野・杉森・瀬木野・出合町・西佐良・野池・広瀬・仏師ヶ野・別宮・別宮出・神子清水・三坂・三ツ瀬

　　　　　　・三ツ屋野・柳原・若原・渡津・市原・木滑・木滑新・佐良・瀬波・中宮・吉野・河内町・阿手・数瀬・左礫町・尾添・下折）

　　　　　　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》、《ダム・発電所関連施設》

加賀市　（加賀温泉・片山津温泉・山代温泉・山中温泉）　《各温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

福井県 大野市（和泉地区）　《旧大野郡和泉村全域》　

今立郡池田町（全域）

南条郡南越前町（甲楽城）　※山間部要確認

丹生郡越前町（梅浦・大樟・厨・小樟・米ノ）

三方郡美浜町（新庄）

大飯郡高浜町（三松地区）

大飯郡おおい町（名田庄地区）

三方上中郡若狭町（熊川）

長野県 六日町 下水内郡栄村（全域） × 12/1～3/31

長野市（上ヶ屋、戸隠地区）　《旧上水内郡戸隠村全域）

下高井郡山ノ内町（全域）

須坂市、飯山市、中野市　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

上高井郡高山村　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

下高井郡山ノ内町、木島平村、野沢温泉村　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

上水内郡信濃町、飯綱町　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

小諸市　イトーピア別荘地・うぐいすの森別荘地等の別荘地

東御市新張　（湯の丸高原）《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

南佐久郡小海町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村　   《左記地区の個人宅・山間部・別荘地・建設現場》 × 12/1～2/28

松本市（安曇地区・奈川地区）　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

北安曇郡白馬村　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

北安曇郡小谷村　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

大町市（美麻地区・八坂地区）

安曇野市（穂高牧）　《穂高ビューホテル》、《ホテルアンビエント安曇野》 等

東筑摩郡山形村（清水高原）

北安曇郡池田町（陸郷）

上伊那郡中川村（大草）　《工事現場》 × 12/1～3/31

諏訪市（湖南）　※山間部要確認

諏訪市（上諏訪・霧ヶ峰）　《霧ケ峰高原》

伊那市高遠町（藤沢地区・長藤地区）　《山間部工事現場》、《ゴルフ場》

伊那市長谷（市野瀬地区・黒河内地区・非持地区・溝口地区）　《山間部工事現場》、《ゴルフ場》

駒ケ根市（中沢）　《山間部》

駒ケ根市（赤穂地区）　《駒ケ根高原》、《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

茅野市（北山地区）　《蓼科高原》、《車山高原》、《白樺湖》、《東急リゾートタウン蓼科》、

　　　　　　　　　　　　　　《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

茅野市（豊平地区）　《チェルトの森》、《三井の森》、《各スキー場及び温泉施設(ホテル ・ ペンション）等》

諏訪郡富士見町（落合・境・立沢・富士見）　《富士見高原》、《入笠山》　

諏訪郡原村（上里・原山）　《八ヶ岳》、《八ヶ岳中央高原》、《丸山の森）

岐阜県 高山市（朝日町地区・上宝町地区・清見町地区・高根町地区）

飛騨市（神岡町地区・河合町地区・宮川町地区）

大野郡白川村（全域）

本巣市（根尾地区）

揖斐郡揖斐川町（関田・塚・鶴見・東杉原・坂内地区）

静岡県 裾野市（須山地区）　《富士サファリパーク》、《須山クレー射撃場》、 ※冬季積雪凍結により

　　　　　　　　　　　　　　《ぐりんぱ遊園地》、《PICA富士ぐりんぱキャンプ場》、 御殿場市経由迂回通行のため

　　　　　　　　　　　　　　《フジヤマスノーリゾート・イエティスキー場》、《水ケ塚公園》 片道２時間以上

兵庫県 神戸 神戸市灘区六甲山町（全域） × 12/1～3/31

小型貨物のみチャーター可能

○ 12/1～3/31 小型貨物のみチャーター可能

12/1～3/31

状況により4月中旬まで

沼津 × 12/1～2/28

○ 12/1～3/31

春日井

○

諏訪

12/1～3/31

○ 12/1～3/31

白山市は全域中継会社のため、不

明な地域は事前に問い合わせてくだ

さい。

松本

福井 ○ 12/1～3/31

長野 × 12/1～3/31

×

高岡 × 12/1～3/31

× 12/1～3/31金沢

高岡 × 12/1～3/31

富山 ○ 12/1～3/31

赤帽限定でチャーター可能

詳細地区は上田支店に要問合せ上田
× 12/1～3/31


