
特殊配達地域・配達不能区域表（2017.8.1 現在） 
都道府県 地    域 内  容 

 
 
 
 
 

北海道 

旭川市 江丹別町 週２回（火・金）のみ配達、時間指定不可 

三笠市ほん別鳥井沢町 桂沢ダム 冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

奥尻郡奥尻町 週３回配達（水・金・土） 

上川郡上川町 層雲峡温泉 週２回（火・金）のみ配達、時間指定不可 

上川郡東川町 旭岳温泉、天人峡温泉 週２回（火・金）のみ配達、時間指定不可 

上川郡美瑛町 白金温泉 週２回（火・金）のみ配達、時間指定不可 

空知郡上富良野町 十勝岳温泉 週２回（火・金）のみ配達、時間指定不可 

新冠郡新冠町 新冠ダム発電所 要事前相談 

日高郡新ひだか町の各ダム発電所 要事前相談 

河東郡上士幌 ぬかびら温泉郷 週１回土曜午後のみ配達 

河東郡鹿追町北瓜幕、河東郡鹿追町燃別湖畔 週１回土曜午後のみ配達 

中川郡豊頃町大津○○ 週１回土曜午後のみ配達 

岩手県 岩手郡葛巻町葛巻 36・43・44・45・51 地割 冬期配達不可（12 月 1 日～4 月 30 日） 

 

秋田県 

大館市澄川 1 番地 三菱重工㈱田代試験場 冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

鹿角市八幡平熊沢○○ 冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

仙北市田沢湖町玉川（玉川温泉・新玉川温泉・㈱ぶなの森) 冬期配達不可（12 月 1 日～4 月 15 日） 

鹿角郡小坂町十和田湖畔 冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

 
 
 

宮城県 

仙台市泉区福岡字岳山（泉高原スプリングバレースキー場、泉ヶ岳スキー場等関連施設 冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 
 

気仙沼市（浅根､磯草､浦の浜､大初平､大向､亀山､駒形､外畑､外浜､高井､田尻､長崎､中山､廻館､ 三作浜､要害､横沼） 
港船上渡し（前日に荷受人様に連絡が取 れた

荷物を船会社へ引き渡し） 着払/代引不可 

大崎市鳴子温泉鬼首 冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

栗原市栗駒耕英○○ 冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

大崎市鳴子温泉鬼首地熱発電所 配達不能地区 

刈田郡七ヶ宿町 週２～３回配達 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山形県 

酒田市飛島（離島） 山形市面白山 米沢市関字白布天元台 配達不能地区 

西村山郡朝日町（大暮山・大沼・水木、石須部・今平・立木・白倉・太郎・大船木・杉山・和合平・ 古槙）、西

川町（大井沢・志津・岩根沢） 
チャータ扱い 

上山市（狸森、永野字蔵王山、小倉、小白府、松山、鶴脛町）  
 
 
 
 
冬期配達不可（11 月 1 日～3 月 31 日） 

寒河江市（幸生、大字田代） 

天童市大字田麦野 

長井市館町北 6-6（長井ダム） 

南陽市（萩、小滝、釜渡戸） 

村山市（五十沢、岩野、山ノ内、富並、大字樽石、大字土生田、湯野沢、白鳥） 

山形市（蔵王上野、蔵王堀田、蔵王温泉、山寺、関沢、高沢、八森、神尾、土坂、門伝、村木沢） 

米沢市（関、大平、大沢、大小屋、入田沢、板谷、栗谷、網木、小野川町） 

西村山郡大江町（柳川、貫見、月布、十八才、樽山、沢口） 

西置賜郡飯豊町（岩倉、宇津沢、上原、遅谷、数馬、上地谷、川内戸、白川、高造路、広河原） 

東置賜郡川西町大字玉庭 6984（サンマリーナ玉庭） 

東置賜郡高畠町（竹森、二井宿） 

東村山郡山辺町（大字北山、大字大蕨、大字北作、大字畑谷） 

尾花沢市（鶴子・銀山温泉・行沢・畑沢・細野・原田・延沢・鶴巻田・丹生・二藤袋・六沢・母袋・正厳・ 上柳渡

戸・下柳渡戸・中島・牛房野・北郷・押切・毒沢） 
 
 
冬期配達不可（12 月 1 日～3 月末） 

北村山郡大石田町（次年子・大浦・海谷・駒籠・桂木町・岩ヶ袋・緑町・豊田・横山・四日市・田沢・ 今宿） 

最上郡最上町（堺田・満澤・月楯・冨澤 600 番～1000 番）、大蔵町（南山・赤松）、鮭川村（曲川・ 大芦沢・羽

根沢・中渡）、戸沢村（角川、古口）、真室川町（差首鍋・及位・釜淵 500 番～・川ノ内・ 木ノ下・大沢）、金山

町（有屋・中田・安沢・飛森・大字下野明） 

東根市（猪野沢、泉郷、観音寺、関山、沼沢）  
冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 鶴岡市（荒沢､大網､大鳥､小名部､上田沢､木野俣､倉沢､小菅野代､下田沢､関川､田麦俣､ 羽黒町手向､宝谷､松

沢） 

 
 
 
 
 
 

福島県 

福島市土湯温泉町（野地、鷲倉山、幕川、大笹）、在庭坂（中ノ堂、金堀沢）、町庭坂（高湯、 湯花沢、神ノ

森、砥石山、目洗川、蓬平） 
冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

いわき市藤原町蕨平 50 スパリゾートハワイアンズ 支店止め又はチャーター 

南相馬市小高区○○ 支店止め又はチャーター 

相馬市（山上、玉野、東玉野） 支店止め又はチャーター 

相馬市光陽 2-2-21 相馬エネルギーパーク 支店止め又はチャーター 

相馬郡新地町駒ケ岳今神 1-1 新地火力発電所 支店止め又はチャーター 

相馬郡新地町駒ケ岳今神 159-1 ＬＮＧ基地（相馬港天然ガス発電所） 支店止め又はチャーター 

相馬郡飯舘村 支店止め又はチャーター 

伊達郡川俣町山木屋○○ 計画的避難区域の為、配達不能 

双葉郡（大熊町、富岡町、浪江町、双葉町、楢葉町、葛尾村、川内村） ※広野町のみ配達可能 警戒区域の為、配達不能 

岩瀬郡天栄村（田良尾、羽鳥、湯本） 冬期配達不能 

田村市古道○○ 週１回配達 

南会津郡南会津町岩下数間沢 3 住友金属鉱山㈱八総鉱山 支店止め又はチャーター 



特殊配達地域・配達不能区域表（2017.8.1 現在） 
都道府県 地    域 内  容 

 
 
 
 

茨城県 

鹿島市（光２番地、光３番地新、光４番地、新浜５番地、新浜２１番地、新浜１８番地）及び 神栖市

（光１番地）の各企業宛 
支店止め又はチャーター 

つくば市（筑波、沼田、国松） 支店止め又はチャーター 

常総市内守谷町きぬの里 3-38-1 日本郵便㈱ 支店止め又はチャーター 

常総市菅生町下野原 477-1 日本通運㈱ 守谷センター 支店止め又はチャーター 

那珂郡東海村照沼 768-23 常陸那珂火力発電所 支店止め又はチャーター 

つくば市東 1-1-1  
支店止め又はチャーター 

つくば市梅園 1-1-1 

つくば市小野川 16-1 

つくば市並木 1-2-1 

 
 

栃木県 

日光市（五十里、上栗山、上三依、川俣、川治温泉、黒部、鶏頂山、芹沢、高原、独鈷沢、 土呂部、中三

依、西川、野門、日蔭、日向、藤原 1000 番台、湯西川、横川、若間） 

 

配達不能地区 

日光市中宮詞、湯元 週２回（火・金）配達 

那須郡那須町湯本 週 2～3 回の配達 冬季配達不能

（12 月～3 月） 那須塩原市塩原 

 
 

群馬県 

桐生市黒保根町 みどり市東町 週２回（火・金）配達 

吾妻郡草津町 週３回（月・水・金）配達 

吾妻郡嬬恋村・吾妻郡長野原町北軽井沢 週３回（火・木・土）配達 

吾妻郡中之条町（赤岩・入山・太子・小雨・生須・日影）・前橋市富士見町赤城山 週１回月曜日配達 

多野郡（神流町、上野村） 週３回（月・水・金）配達 

埼玉県 
秩父市（大滝、中津川、三峰） 週２～３回配達 

川越市下赤坂 593-1 （株）CGC ジャパングロサリ広域センター 支店止め（着店チャーター不可） 

 
 
 

千葉県 

美浜区中瀬２－１幕張ﾒｯｾ日本ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 各ﾃﾅﾝﾄ宛 チャータ扱い 

美浜区浜田 2-102 海浜幕張パーキングエリア内 支店止め又はチャーター 

中央区浜野町 1025-150 日酒販アマゾン京葉流通センター 支店止め又はチャーター 

芝山町香山新田 93-4 新東京国際空港 工事現場宛 チャータ扱い 

袖ヶ浦市中袖１－１ 東京ガス構内 支店止め又はチャーター 

木更津市中島地先 海ほたる（アクアライン海ほたるパーキング） 週４回(月･水･金･土）配達 

木更津市築地 1 番地 新日鐵住金（株）君津製鐵所本館 君津製鉄所ビジネスセンター 東洋スチ

レン（株） 新日化学木更津製鐵所各企業宛 
支店止め又はチャーター 

君津市君津 1 番地 新日鐵住金（株）君津製鐵所 支店止め又はチャーター 

 
 
 
 
 
 
 

神奈川県 

横浜市西区みなとみらい１－１－１ ﾊﾟｼﾌｨｺ横浜（展示ﾎｰﾙ・ｱﾈｯｸｽﾎｰﾙ・会議ｾﾝﾀｰ・国立大ﾎｰﾙ） チャータ扱い 

横浜市中区本牧ふ頭 1 番地 横浜港運事業協同組合 支店止 

横浜市鶴見区扇島 2-1・3-1・4-1 JFE スチール㈱東日本製鉄所内 東京ガス㈱扇島工場 配達不能地区 

横浜市鶴見区大黒町 5-81、大黒町 9-15 ㈱築港横浜化学品センター第１倉庫、第２倉庫 支店止め又はチャーター 

川崎市東扇島 23-10 ワールドサプライ第一センター内 三菱食品東扇島百貨店物流センター、 国分首都

圏㈱、及び㈱池利 
支店止め又はチャーター 

川崎市東扇島 90 山九首都圏物流センター内１階 三菱食

品㈱ 川崎ベイサイド加食ＤＣ及び菓子ＤＣ 
支店止め又はチャーター 

川崎市夜光 3-2-3 ライフ川崎総合物流センター 支店止め又はチャーター 

相模原市南区新戸・磯部 自衛隊（海上自衛隊）及び在日米陸軍基地管理本部キャンプ座間内 支店止め又はチャーター 

相模原市南区上鶴間 4811 在日米陸軍基地 ハウジングエリア 支店止め又はチャーター 

相模原市中央区（上矢部 600・矢部新田・小山） 在日米陸軍相模総合補給廠建物管理 支店止め又はチャーター 

伊勢原市大山 チャータ扱い 

海老名市東柏ヶ谷 在日米海軍厚木航空施設司令部内 支店止め又はチャーター 

座間市座間 在日米陸軍基地管理本部 キャンプ座間内 支店止め又はチャーター 

大和市（上草柳、下草柳、福田、本蓼川） 在日米海軍厚木航空施設司令部内 支店止め又はチャーター 

綾瀬市（深谷、蓼川、本蓼川） 在日米海軍厚木航空施設司令部内 支店止め又はチャーター 

足柄上郡山北町皆瀬川・川西 900 番地～ 支店止め又はチャーター 

 
 
 
 
 
 
 

東京都 

八丈支庁…………鳥島 配達不能地区 

江東区有明 3-11-1 東京国際展示場、 3-10-1 東京ﾋﾞｯｸｻｲﾄ内各ﾃﾅﾝﾄ宛 チャータ扱い 

江東区青海 2 丁目防波堤(地先)、3 丁目中央防波堤（地先）、豊洲 6 全域（現場宛）、 有明 1 丁目
（現場宛） 

チャータ扱い 

世田谷区宛の重量物（1 件 100kg 以上）のみ 支店止め又はチャーター 

千代田区丸の内 1-9-1 大丸東京店 配達不能地区 

中央区豊海 ○○冷蔵庫宛 チャータ扱い 

大田区羽田空港宛の重量物（1 件 100kg 以上）のみ 支店止め又はチャーター 

大田区城南島 5-1-1 TOCP 内兼松新東亜食品㈱ 支店止め又はチャーター 

八王子市石川町 2969-8 ヒューテックノーリン東京支店内 関東惣菜 RDC チャータ扱い 

立川市緑町 国営昭和記念公園内各露店宛て チャータ扱い 

西多摩郡奥多摩町，桧原村 週１回配達 300ｋｇ以上チャータ扱い 

北区豊島 5-1-21 日本出版販売㈱ 王子流通センター宛 支店止め又はチャーター 

品川区八潮 2-8-1 ㈱宇徳  
 
支店止め又はチャーター 

品川区八潮 2-9 ㈱宇徳 

品川区八潮 2-9 ジャパンエキスプレス 

品川区八潮 2-6-2 日本通運㈱ 

品川区八潮 2-6-4 ケイヒン 

品川区八潮 2-1-2 ダイトーコーポレーション 



特殊配達地域・配達不能区域表（2017.8.1 現在） 
都道府県 

 

東京都 

地    域 内  容 
支店止め又はチャーター 町田市中町 1-20-23 シバヒロ ※シバヒロの記載が無い場合もあり 

福生市福生 2552 米軍横田基地内 支店止め又はチャーター 

青梅市御岳山 176 武蔵御岳神社 支店止め又はチャーター 

山梨県 南巨摩郡早川町 週２回配達 

 
 
 
 

新潟県 

柏崎市青山町 柏崎原子力発電所 及びその関連企業 配達不可（チャーターも不可） 

柏崎市高柳町 冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

長岡市（蓬平町、乙吉町、濁沢長、水穴町、竹之高地町、軽井沢、西中野俣、東中野俣、半蔵金、 田代、森上、山

葵谷、葎谷） 
冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

三条市（名下、大谷地、笠堀） 冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

小千谷市（大字小栗山、大字南荷頃、大字塩谷、大字真人町、大字池中新田、大字岩沢、 大字川井） 
冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

加茂市（大字宮寄上、大字上高柳、大字下高柳、大字西山、大字中大谷、大字下大谷、 大字上大谷、大

字黒水、大字上土倉、大字下土倉、長谷、狭口） 
冬期配達不可（12 月 1 日～3 月 31 日） 

南魚沼市石打 石打丸山スキー場 冬期配達不能（12 月 1 日～4 月 30 日） 

南魚沼郡湯沢町土樽 731 岩原スキー場 冬期配達不能（12 月 1 日～4 月 30 日） 

 

長野県 

下高井郡山ノ内町夜間瀬 11700-○○、12347-○○ 竜王スキー場内 冬期配達不可（12 月 1 日～4 月 30 日） 

下高井郡山ノ内町大字平穏 7148-○○、7149-○○（志賀高原） 冬期配達不可（12 月 1 日～4 月 30 日） 

下高井郡野沢温泉村大字豊郷 8003～8455 番地 野沢温泉スキー場内 冬期配達不可（12 月 1 日～4 月 30 日） 

北安曇郡 冬期配達不可（12 月 1 日～4 月 30 日） 

 
 
 
 

富山県 

富山市（有峰、粟巣野、大山松木、岡田、小見、亀谷、才覚地、中地山、原、本宮、牧、水須、 和田、山田

○○、八尾町（赤石、新谷、庵谷、内名、大玉生、尾畑、桂原、上牧、桐谷、栗須、 小井波、島地、清

水、下島、杉平、薄尾、外堀、高野、谷折、田頭、栃折、中島、中山、西原、 花房、東原、東松瀬、水無） 

 
冬期配達不可（12 月～3 月） 

魚津市虎谷 冬期配達不可（12 月～3 月） 

中新川郡上市町（伊折、稲村、折戸、千石、下田、中村、西種、東種、蓬沢）、 立山町（芦

峅寺（千寿ヶ原、ブナ坂）、伊勢屋、小又、谷、千垣、松倉、目桑） 
冬期配達不可（12 月～3 月） 

南砺市（旧利賀村）利賀村○○・（旧平村）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・（旧上平

村）新屋、猪谷、打越、漆谷、小瀬、小原、皆葎、桂、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 

 

【週１～２回配達（4 月～11 月）※軽四以上 は

チャーター】 冬季配達不能（12 月～3 月） 

 

福井県 

三方郡美浜町美浜原子力発電所、大飯郡大飯町大島大飯発電所、高浜町田ノ浦高浜発電所 チャータ扱い 

敦賀市杉津 杉津パーキングエリア宛 冬季配達不可（12 月～2 月） 

敦賀市(白木 1 丁目、2 丁目・明神町) チャータ扱い 

敦賀市（浦底、立石) チャータ扱い 

 

静岡県 

三島市山田新田４９０８芦の湖高原 配達不能地区 

静岡市葵区（井川、岩崎、大沢、奥池ヶ谷、奥仙俣 落合柿島、上落合、上坂本、口坂本、 口仙俣、小河

内、腰越 内匠、田代 長熊、長妻田森腰 油野、横沢） 

 

週３回（月・水・金）配達 

静岡市葵区（有東木、梅ヶ島 、渡中平、入島 平野横山 蕨野） 週３回（火・木・土）配達 

 揖斐郡揖斐川町（開田、門入、塚、徳山、戸入、櫨原、東杉原、鶴見） 配達不能地区 

揖斐郡揖斐川町（春日○○、小津、乙原、樫原、坂内○○、谷汲○○、外津汲、西津汲、 西横

山、東津汲、東横山、日坂、三倉、樒平、下平、椿井野） 
週 1 回木曜日配達 

下呂市小坂町落合濁河温泉 配達不能地区 

本巣市下福島高道 113 ＬＦＣ物流・ラブリークイーン 週２回配達（火・金のみ） 

 
岐阜県 

高山市朝日町○○、荘川町○○、高根町○○、上宝町○○、奥飛騨温泉郷○○ 週２回配達 

高山市岩井町、清見町(大原・楢谷）、高根町（日和田、小日和田、留之原、野麦、黍生、 阿多野郷） 
冬季配達不能（12～3 月） 

高山市上宝町蔵柱 京都大学飛騨天文台 配達不能地区 

飛騨市神岡町（森茂、和佐府、伊西、瀬戸、佐古、岩井谷、和佐保、打保、下之本） 冬季配達不能（12～3 月） 

飛騨市（河合町、宮川町） 冬季週１回（金のみ）配達(12～3 月) 

恵那市（武並町○○、中野方町、東野、三郷町○○） 週２回（月・木）配達 

恵那市飯地町 週２回（火・金）配達 

大野郡白川村 週２回（月・木）配達 

 
 

愛知県 

名古屋市東区大幸南 1 丁目 1-1 ナゴヤドーム各テナント宛 支店止め又はチャーター 

金城埠頭２丁目２ 名古屋国際展示場「ポートメッセ名古屋」 チャータ扱い 

名古屋市千種区吹上 2-6-3 名古屋中小企業振興会館１Ｆ吹上ホール各テナント宛 チャータ扱い 

豊橋市（中部採石、三嶽鉱山、鶴田石材、東海アスコン、照山砕石、アスレック、東海シーエス、 東海パ

ーツ） 
配達不能地区 



特殊配達地域・配達不能区域表（2017.8.1 現在） 
都道府県 地    域 内  容 

 
三重県 

津市榊原町 4183-12 航空自衛隊笠取山分屯基地 週１回配達 

志摩市磯部町渡鹿野、磯部町的矢、磯部町三ヶ所 配達不能地区 

南牟婁郡紀宝町…浅里・神内・高岡・平尾井・桐原・阪松原の各地区 配達不能地区 

滋賀県 近江八幡市沖島町 配達不能地区 

 
 

京都府 

右京区（嵯峨越畑○○・嵯峨水尾○○・嵯峨樒原○○）   
 
配達不能地区 

北区（大森・杉坂・雲ヶ畑・真弓） 

西京区（大原野出灰町,大原野外畑町） 

左京区大原○○ ,鞍馬○○ ,久多○○ ,花背○○ ,  広河原

○○ ,、 静市静原,大原百井町、北白川地蔵谷町 

京都府伏見区稲荷山官有地、稲荷山○○ 

和歌山県 
伊都郡かつらぎ町（花園○○）、高野町（西富貴・上筒香・下筒香） 週３回(月・水・金)配達 

東牟婁郡那智勝浦町（大野､樫原､口色川､熊瀬川､小阪､小匠､坂足､田垣内､那智山､南大居） 週２回配達 

 
 
 

大阪府 

大阪市住之江区…インテックス大阪会場宛てのみ 配達不能地区 

大阪市住之江区南港北 2-1-10 ＡＴＣホール 支店止め又はチャーター 

大阪市住之江区南港南 1-1-157 ライフ住之江物流センター 支店止め又はチャーター 

大阪市住之江区南港南 1-1-157 国分西日本 支店止め又はチャーター 

大阪市住之江区南港南 1-1-157 加藤産業㈱ 支店止め又はチャーター 

大阪市住之江区南港南 1-1-157 伊藤忠 支店止め又はチャーター 

大阪市西区千代崎 3-2-1 京セラドーム大阪内（スタジアムモール宛は配達可） 支店止め又はチャーター 

 大阪府泉佐野市住吉町 2-4 支店止め又はチャーター 

交野市私部 3192-1 くろんど園地 支店止め又はチャーター 

 
 

兵庫県 

神戸市中央区港島 8-7 ㈱築港 神戸事業所 及び ㈱築港 ポートアイランド化学品センター 支店止め又はチャーター 

神戸市灘区(大月台、摩耶山町、六甲山町） 週３回（月・水・金）配達 

養父市鉢伏（ハチ高原）、氷ノ山スキー場、大久保、丹戸、福定、別宮、奈良尾 冬季配達不能（12 月～3 月） 

 美方郡香美町村岡区大笹、小代区新屋 冬季配達不能（11 月～4 月） 

南あわじ市沼島 配達不可（営業所止め） 

奈良県 吉野郡野迫川村 週１～２回配達 

広島県 
尾道市向東町 加島宛 支店止 

尾道市因島重井町 小細島宛 支店止 

 
 
 

鳥取県 

八頭郡若桜町つく米 冬季配達不能（11 月～4 月） 

西伯郡伯耆町（岩立、桝水、金屋谷）  
 
冬季配達不能（12 月～3 月） 

西伯郡大山町（大山、豊房、香取） 

日野郡江府町（御机、鏡ヶ成） 

日野郡日野町久住 

日野郡日南町神戸上 

境港市竹内団地 61  
支店止め又はチャーター 境港市竹内団地 71 

米子市流通町 430-25 国分西日本㈱米子総合センター 

島根県 宍道町佐々布 939-2 えびす本郷㈱松江営業所 支店止め又はチャーター 

 
山口県 

下関市蓋井島・六連島 配達不能地区 

岩国市三角町○○丁目 岩国米軍基地 ＥＸゾーン宛・オンベースエリアの現場宛 営業所止め 

岩国市愛宕山地内 岩国飛行場 愛宕山低層住宅現場宛 営業所止め 

 
徳島県 

吉野川市美郷村・美馬市木屋平・三好市東祖谷○○、西祖谷山村・美馬郡つるぎ町一宇 週３回(月･水・金)配達 

勝浦郡上勝町 
週３回(月･水・金)配達 
※パレット配達不可 

香川県 小豆郡土庄町豊島 実重量 31ｋｇ以上の荷物は配達不能 

 
愛媛県 

新居浜市別子山・四国中央市富郷町○○、金砂町○○ 週２回（月・木）配達 

宇和島市津島町の内(曲烏、須下、成漁家、鰹網代)・南宇和郡愛南町網代、家串、 魚神山、平
碆、油袋 

週２回（水・金）配達 

西予市野村町惣川 週３回(月･水・金)配達 

高知県 
宿毛市沖の島町 配達不能地区 

高岡郡四万十町興津 週２，３回の配達 



特殊配達地域・配達不能区域表（2017.8.1 現在） 
都道府県 地    域 内  容 

 
 
 
 

福岡県 

福岡市西区能古、玄海島 配達不能地区 

福岡市早良区飯場、板屋、小笠木、椎原 週３回(月･水・金)配達 

北九州市戸畑区飛幡・中原 新日鉄住金八幡製鉄所（株）内各企業宛（パレット・ロット物はチャーター扱い及

び支店止め扱い） 大字中原 46-71～102、飛幡町新日本製鉄(戸畑)及び同社構内各企業宛） 

 
チャータ扱い 

北九州市小倉北区許斐町  新日鉄住金 小倉製鉄所内 各企業宛 チャータ扱い 

北九州市八幡東区大字枝光、大字前田 新日本製鉄(八幡)及び同社構内各企業 チャータ扱い 

北九州市門司区太刀浦海岸 66-4 福岡運輸(株)北九州営業所及びマルイ物流システム(株) 支店止め又はチャーター 

宮若市上有木１番地 トヨタ自動車九州工場宛 支店止め又はチャーター 

田川郡添田町英彦山、赤村、津野、川崎町安眞木 6000 番地代 冬季配達不可（12 月～3 月） 

 

佐賀県 

佐賀市三瀬村  
週２回（火･金）配達 神崎郡吉野ヶ里町松隈 

神崎市脊振町（※服巻の航空自衛隊脊振山分屯基地は除く） 

神埼市脊振町服巻 航空自衛隊脊振山分屯基地 支店止め又はチャーター 

 

長崎県 

松浦市今福町飛島免、星鹿町青島免 港止 

西海町横瀬郷 米軍横瀬貯油所宛 チャータ扱い 

長崎市伊王島町、高島町 支店止 

東彼杵郡東彼杵町無郷 1690-14 メガソーラー発電所内 支店止め又はチャーター 

熊本県 
球磨郡（五木村） 週２回(火、金）配達 

八代市泉町（泉町下岳除く） 冬季配達不可（１２月～３月） 

 
大分県 

大分市（中ノ洲 2 番地、3 番地－昭和電工業内各企業宛 西ノ洲 1
番地－新日本製鉄（株）内各企業宛） 

重量物はチャータ扱い 

日田市（前津江町、中津江村、上津江町、大山町、天ヶ瀬町） パレット、重厚長大チャーター 

 
 

宮崎県 

宮崎市大字鏡洲 工事現場宛 支店止め又はチャーター 

西都市上場、銀鏡、尾八重、八重、中尾、片内・児湯郡西米良村 週３回 (月･水・金)配達 

児湯郡木城町石河内・中之又・川原 週３回 (火･木・土)配達 

東臼杵郡椎葉村大河内 週２回（月、木）配達 

東臼杵郡椎葉村松尾、椎葉村下福良５７０～１６９９、諸塚村七ツ山・立岩 週２回（火、金）配達 

東臼杵郡椎葉村不土野、椎葉村下福良 １９００～２５００ 週２回（水、土）配達 

 

沖縄県 

島尻郡北大東村、南大東村 不定期月５回出航 

うるま市津堅、宮古島市伊良部町、南城市知念字久高、 港止（配達不能） 出港（月～土） 

島尻郡粟国村、伊是名村、伊平屋村、座間味村、渡嘉敷村、渡名喜村 港止（配達不能） 出港（月～土） 

宮古郡多良間村、八重山郡全域 港止（配達不能） 出港（週４回） 

＊ 集荷時に仕向け地をよく確認する * 

 


