カンガルー便 特殊着地一覧表
平成22年7月現在
札幌市

中央区

（限・150円／１個）札幌三越（南1条3-8）

虻田郡

洞爺湖町 （配・8円／㎏）洞爺湖温泉、宇洞爺

雨竜郡

幌加内町 （配・7円／㎏＜500円＞）※週2回配達

奥尻郡

奥尻町

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）※江差より船便

上川町

（限・7円／㎏＜500円＞）層雲峡

下川町

（限・7円／㎏＜800円＞）下川鉱山

北海道
上川郡

山形県

利尻郡

全町

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）※稚内より船便

礼文郡

礼文町

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）※稚内より船便

長井市

（限・10円／㎏＜最低1,000円＞）平山地内長井ダム工事現場

石巻市

（船・20円／㎏＜350円＞)田代島（大泊、仁斗田）、網地浜、長渡浜※代引不可
（限・5円／㎏＜500円＞日生協東北物流センター（下野郷北谷地15）、コープサンネット食品・ヨークベニマル宮城グ
ロサリーセンター・菱食（空港南2丁目）
（船・250円／10㎏250円）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※代引不可

岩沼市
宮城県

気仙沼市

（限・150円／1個）イオンモール名取エアリ（イオン・三越は除く）（名取市増田字関下460番地）

名取市
牡鹿郡

女川町

（配・2円／㎏＜200円＞）足尾町○○・五十里･上三依・柄倉・川治温泉川治・鬼怒川温泉○○・小佐越・芹沢、尾
(大笹牧場)・高徳・中宮祠・独鈷沢・中三依・藤原･湯元・横川以外の地域
（道・250円／1件）川治温泉高原、きぬがわ高原カントリークラブ、メルモンテ日光霧降、チロリン村、ニュー霧降キャ
ンプ場
（1200円/1個20kgまで）毎週 月・木配達※その他はチャーター便による配達可(３０，０００円/件）上栗山、川俣、黒
部、土呂部、西川、野門、日陰、日向、湯西川、若間
（限・100円／1個）おやまゆうえんハーヴェストウォーク※スーパービバホーム・ヨークベニマル・ギガケーズデンキ
は除く。
（配・2円／㎏＜200円＞）塩原・中塩原・上塩原・湯本塩原・関谷・金沢・宇都野・下大貫・上大貫・高阿津・下田野・
遅野沢・蟇沼・折戸・上横林・横林・接骨木

日光市

栃木県
小山市
那須塩原市
那須郡

（船・20円／㎏＜350円＞）江島、出島、寺間※代引不可

那須町

（配・2円／㎏＜200円＞）

水戸市

（限・80円／1個）水戸京成百貨店宛（泉町1-6-1）

鹿嶋市

（限・2円／㎏＜200円＞）鹿嶋市光3番地、住友金属関係

茨城県

大宮区

（限・50㎏／500円、10ｋｇ増す毎に100円）大宮駅ステーションビル、ルミネ、kiss.We(錦町630・631）、ソニックシティー
ビル、パレスホテル
（限・100円／1個）大宮OPA（桜木町2-3）

さいたま市
埼玉県
中央区

（限・175円／1個）関東郵政局等庁舎、さいたま広域合同庁舎高層棟2号館、検査棟、簡保事業団福祉施設、ラフ
レ、さいたま広域合同庁舎高層棟1号館、さいたまスーパーアリーナ、8番館事業所、
けやき広場、明治生命電気ＪＶ・空調ＪＶ・衛生ＪＶ、ＮＴＴさいたま新都心新築工事現場事務所、明治生命現場事
務所、FSKビル・林ビル・公立学校共済組合施設、明治生命ビル、
ＮＴＴドコモ埼玉ビル、ミツエビル、ウェルクビル７街区、小池ビル、さいたま新都心郵便局、清水・白石・ハザマＪ
Ｖ、埼玉新都心地域暖房センター、ホテルブリランテ武蔵野
（限・100円／1個）南越谷ＯＰＡ

越谷市

（限・300円／１個）東京駅構内（ＪＲ関連会社）地下名店街、日比谷中日ビル、日土地内幸町ビル
（限・200円／1個）ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ本館、別館（ｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ）
千代田区

（限・120円／1個）丸の内ビルディング（丸の内2-4-1）新丸の内ビルディング（丸の内1-5-1）ヨドバシAkiba（神田花
岡町1-1）
（限・100円／1個）秋葉原UDX(外神田4-14-1)有楽町イトシア(有楽町2-7-1)※1個20kg以内それ以外はチャーター
扱い(要事前連絡)代引不可
（限・80円／1個）明治安田生命ビル（丸の内2-1-1）
（限・300円／1個）八重洲地下街、築地中央卸市場（築地4～6丁目）

中央区

（限・150円／1個）晴海アイランドトリトンスクエア※1個30㎏以内30個まで※それ以上は事前連絡チャーター可
（限・100円／1個）日本アイ・ビーエム(日本橋箱崎町19-21)
（限・500円／1個 2個以上1個毎に200円）貿易センタービル、三田国際ビル、ｼｰﾊﾞﾝｽﾋﾞﾙＮ館・Ｓ館、ｼｰﾊﾞﾝｽｱﾓｰﾙ

東京都

（限・120円／1個）東芝ビル
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（限・70円／1個）カネボウビル
港区

（限・130円／１個）ｱｸｱｼﾃｲお台場（港区台場1－7－1）
（限・3個まで150円 4個以上1個毎に50円）六本木ヒルズ、対象ビル名：森タワー、テレビ朝日、けやき坂コンプレッ
クス、けやき台テラス、グランドハイアット、ハリウッドビューティープラザ、
メトロハット、ゲートタワー、レジデンスＡ～Ｄ※代引不可

新宿区

（限・100円／１個）虎ノ門タワーズオフィス（港区虎ノ門4－1－28）日本アイ･ビー･エム(港区六本木3-2-12)東京ミッ
ドタウン(港区赤坂9-7-1)
（限・20㎏500円 10㎏増す毎に200円）ＫＤＤビル、小田急ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ、住友、新宿ｾﾀｰﾋﾞﾙ、新宿ｽﾃｰｼｮﾝﾋﾞﾙ(ﾏｲｼﾃ
ｲ)、地下街ｻﾌﾞﾅｰﾄﾞ、第一生命ﾋﾞﾙ、新宿ＮＳﾋﾞﾙ､野村ﾋﾞﾙ､三井ﾋﾞﾙ、京王ﾌﾟﾗｻﾞ、
安田火災ﾋﾞﾙ､東京都庁､ｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰﾋﾞﾙ､ｴﾙﾀﾜｰﾋﾞﾙ、ｴｽﾃｯｸ情報ﾋﾞﾙ､東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｲﾋﾞﾙ､NTT新宿ﾋﾞﾙ､ｽｸｴｱｰﾀ
ﾜｰ、東京ﾋﾙﾄﾝﾎﾃﾙ､新宿ﾓﾉﾘｽﾋﾞﾙ、新宿ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ、新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰﾋﾞﾙ、新宿ｵｰｸﾀﾜｰ､日土地西新宿ﾋﾞﾙ
（限・100円／1個）小田急百貨店、京王百貨店
（限・120円／1個）パークタワー
（限･6円／㎏＜500＞円）東海町、城南島2－9松下物流倉庫、京浜島1－2－21やまと運輸

大田区
（限・5円／ｋｇ＜700＞円)羽田空港・羽田旭町
（限・60円／1個）大井SRC 勝島SRC(佐川流通ｾﾝﾀｰ)
（限・6円／㎏＜500円＞）八潮1～5丁目、勝島 宝組倉庫、東品川5丁目
品川区
（限・300円／1個）東京卸売センター（TOC）
（限・100円／1個）大崎Think Park（大崎2丁目地内）
目黒区

（限・100円／1個）恵比寿ガーデンプレイス

世田谷区 （限・200円／1個）玉川高島屋ショッピングセンター
渋谷区

（限・100円／1個）恵比寿ガーデンプレイス、渋谷マークシテイ

杉並区

（限・駐車料500円／1件）荻窪駅前商店街（上荻1丁目7～10）
（限・駐車料250円／1件、移送料60円／50Ｋｇ）サンシャインビル

豊島区
（限・120円／1個）東部百貨店池袋店
江戸川区 （限・70円／1個）東京ﾍﾞ･ﾏﾙｼｪ（江戸川区臨海町3－6－2）
東京都
※支店止（事前連絡チャーター可：最低１５,０００円）東京ビックサイト（有明）
（限・60円／1個）SRC（佐川流通サービス）
江東区

（限・100円／1個）TFTビル（東京ファッションタウンビル）、日本アイ･ビー･エム(江東区豊洲5-6-52)
（限・130円／１個）パレットタウンウェストモール
（限・100円／１個）ららぽーと豊洲「江東区豊洲2丁目」
（限・120円／1個）ヨドバシ吉祥寺（吉祥寺本町1-19-1）

武蔵野市

（限・150円／1個）町田東急ツインズ(原町町6-4-1)

町田市

（限・150円／1個）イオンモールむさし村山ミュー（ジャスコ・三越除く）武蔵村山市榎1-1-3

武蔵村山市

（限・150円／1個 10個以上 100円／1個）聖蹟桜ヶ丘オーパ、聖蹟桜ヶ丘オーパカーゴサービス（多摩市関戸4丁
目）

多摩市
西多摩郡

日の出町 （限・150円／1個）イオンモール日の出SC(平井647-1)
（船・10円/㎏＜1,000円＞ 1才25Kg 容積換算）大島町、利島村、新島村、神津島村

大島支庁
八丈島支庁

（船・15円/㎏＜1,000円＞ 1才25Kg 容積換算）八丈町、三宅村、御蔵島村、小笠原村

八丈島支庁

（船・17円/㎏＜1,000円＞ 1才25Kg 容積換算）青ヶ島村
中央区

（限・5円／㎏＜700円＞）川崎製鉄千葉工場
（限・150円／1個）ワールドビジネスｶﾞｰﾃﾞﾝ WBG （中瀬2―6）

千葉市
花見川区 （限・10円／㎏＜500円＞）日立物流（横戸町）
稲毛区
木更津市

（限・10円／㎏＜500円＞）（株）ｼﾞｪｲﾃｲｺｸﾌﾞ
（限・230円／1個）木更津市中島地先「海ほたる」
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（限・5円／㎏＜700円＞）新東京国際空港
成田市
（限・5円／㎏＜700円＞）（配・1100円／個）新東京国際空港ABCカウンター宛
（限・100円／1個）ららぽーと柏の葉

柏市
千葉県

鴨川市

（2円／㎏＜200円＞）小湊、内浦、天津、浜荻、清澄、四方木、浜荻元東飛地

君津市

（限・2円／㎏＜200円＞新日本製鉄
（限・3個まで300円 4個以上1個毎に50円）ﾀﾞｲｴｰｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ新浦安店、明治生命新浦安ビル、ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾓ
ﾅ

浦安市

（限・150円/1個）イクスピアり（浦安市舞浜１－１４）
（限・7円／kg＜500円＞）㈱良品計画（浦安市港７７－１）
（配・2円／kg＜200円＞）全域

いすみ市

（配・2円／kg＜200円＞）今泉、栢田、川辺、新堀、野手、堀川

匝瑳市
南房総市

（配・2円／kg＜200円＞）全域

山武市

（配・2円／kg＜200円＞）全域

山武郡

全町村

（配・2円／kg＜200円＞）大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町

安房郡

鋸南町

（配・2円／kg＜200円＞）全域

長生郡

全町村

（配・2円／kg＜200円＞）一宮町、白子町、長南町、長柄町、長生村、睦沢町

夷隅郡

全町

千葉県

都筑区

（配・2円／kg＜200円＞）大多喜町、御宿町
（限・100円／1個）ららぽーと横浜(池部町4035-1)・ノースポート・モール(中川中央1-25)
（限・4円／㎏＜300円＞）高島町1～2丁目、相鉄ジョイナス、天理ビル、ダイヤモンド地下街、みなとみらい1～5丁
目、相鉄ホテル
（限・50㎏まで500円 10㎏増すごとに100円）高島町のルミネ及びポルタ内、シャル（駅ビル）、岡田屋モアーズ

西区

（限・1個口～9個口：1個につき120円 10個口以上は1個につき100円）ランドマークタワー（横浜市西区みなとみら
い）
（限・120円／1個）クイーンズスクエア横浜内「ｸｲｰﾝｽﾞﾀﾜｰA､B、C」、「アット！」（みなとみらい2丁目3番地)・ヨドバシ
横浜ビル(北幸1-2-7)
（限・150円／１個）元町1丁目～5丁目
（限・5円／㎏＜500円＞）埠頭、港湾関係、本牧原

横浜市
中区

（限・120円／1個）横浜ワールドポーターズ専門店街（横浜市中区新港町11番地）
（限・120円／１個）横浜赤レンガ2号館内専門店街（横浜市中区新港町1-1-2）
瀬谷区

（限・3円／㎏＜200円＞）横浜総合卸センター（卸本町）

金沢区

（限・120円／1個）佐川急便横浜店内 「クイーンズスクエア横浜」「横浜ワールドポーターズ」（横浜市金沢区鳥浜町
7－3）

港南区

（限100円／1個）京浜百貨店上大岡店

鶴見区

（限・4円／㎏＜400円＞）扇島、大黒埠頭、末広町（日本鋼管のみ） 味の素（株）大黒物流センター(大黒埠頭15-1)
（限・4円／㎏＜400円＞）東扇島、日本鋼管

神奈川県
川崎区

（限・60円／1個）ラポール川崎SRC
幸区

（限・50円／1個） ソリッドスクエアービル
（限・100円／1個）ラゾーナ川崎プラザ

川崎市
高津区

（限・300円／1個）かながわサイエンスパーク（KSPビル）

中原区

（限・100円/1個）ＮＥＣ玉川事業場（中原区下沼部１７５３）

宮前区

（限・5円／㎏＜500円＞）東急百貨店鷺沼物流センター（小台1－18－1）

麻生区

（限・150円／1個）新百合丘OPA（上麻生1－1－1）
（限・4円／㎏＜500円＞）藤沢駅前名店ビル、ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ

藤沢市
（限・5円／㎏＜500円＞）江ノ島
伊勢原市

※配達不能（大山12番地、大山500～744番地迄）
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（限・30㎞定上65％＜500円＞）三菱重工、三菱キャタピラー

相模原市

（限・2円／㎏＜150円＞）ダイエー厚木流通センター

厚木市

（限・120円／1個）ダイエーショッパーズプラザ横須賀店

横須賀市
新潟市

（限・100円／1個）万代島ビル（万代島5番1号）

佐渡市

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）

魚沼市

湯之谷(芋川、大島)※冬期間・冬期間以外の火水金土日配達不能

新潟県
（配・800円／件）八木山、福取、広谷、室谷
東蒲原郡

阿賀町
（配・800円／件）実川、荒沢、大須郷、中ノ沢

岩船郡
富山県

栗島浦村 （船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）※配達不能-栗島港止

富山市

※中継不能(事前連絡チャーター可）八尾町（桐谷地区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、亀谷地内「有峰林通真谷トンネル工事現場」）

小松市

（限・3円／㎏＜250円＞）小松製作所

白山市

（限・2円／㎏）手取川ダム工事現場

石川県

（限・20㎞定上65％＜400円＞ +50㎏ごと300円の合計額）敦賀原子力発電所、同動燃事業団（明神）
敦賀市
（限・30㎞定上65％＜650円＞ +50kgごと300円の合計額）もんじゅ原子力発電所、同動燃事業団（白木）

福井県

（道・800円／件）マネケンスキージャム勝山店、勝山東急リゾート（株）ペンション屋の子、スキージャム勝山

勝山市
駿河区
葵区
静岡市

（道・500円／1件）平沢100－1、根古屋390
※配達不能(事前連絡チャーター可：１５，０００円/件５００㎏まで）代引不可 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)
（道・500円／1件）清水馬走1,400円～、清水村松4,000円～清水草薙400円～900円

清水区
※配達不能(事前連絡チャーター可：１５，０００円/件５００㎏まで）※代引不可
熱海市

（船・800円／個・20㎏まで）初島※3辺合計130cmまで※代引不可

島田市

※特急品(事前連絡チャーター可：５，０００～１０,０００円/件）伊久美、鵜網、笹間下、千葉、東光寺、身成

三島市

※配達不能(事前連絡チャーター可：５，０００円/件）芦ノ湖カントリークラブ、芦ノ湖別荘地
中区

静岡県

浜松市
天竜区

庵原郡

※中継不能(事前連絡チャーター可）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
※配達不能(事前連絡チャーター可）富士川開発、リバー富士カントリークラブ、日本アーバーエーカー、富士サービ
富士川町
スエリア（上・下線）
由比町

賀茂郡

（限・400円／1個）水窪町（小和田、大嵐）
※配達不能(事前連絡チャーター可：１５，０００円/件）静岡県立富士山麓山の村

富士宮市
伊豆の国市

（限・100円／個）アクトタワー、オークラアクトシテイーホテル（浜松市板屋町111－2）・メイワン浜松ターミナルビル
（砂山6-1）

※配達不能(事前連絡チャーター可）由比サービスエリア（上・下線）

東伊豆町 ※日時指定(事前連絡チャーター可：１５,０００円）霊友会

駿東郡

小山町

※配達不能(事前連絡チャーター可）東名高速足柄サービスエリア（下り線）

田方郡

函南町

※中継不能(事前連絡チャーター可）桑原、新田、田代、平井、肥田、田守

大町市

※中継不能(事前連絡チャーター可）黒四ダム、高瀬川ダム

須坂市

※配達不能(事前連絡チャーター可）仁礼、峰ノ原

小諸市

（配・30㎞＜500円＞）高峰、大久保、御牧ヶ原※冬期配達不能（12/１～3/31）

佐久市

※中継不能(事前連絡チャーター可）富貴の平、長者原、藤の木、春日細小路（蓼科仙境都市）

長野県

東区

（限・150円／1個）アーバンネット名古屋ビル(東桜1-1-10)

西区

（限・80円／1個）名古屋ルーセントタワー（牛島町6番地1号）

中区

（限・100円／1個）三越栄店（栄3－5－1）・三越ラシック店（栄3－6－1）

名古屋市

（限・100円／1個）中京佐川急便（金船町4－1）
港区
（限・130円／1個）JR東海物流気付「JR高島屋」宛（港区熱田前新田）
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中村区

（限・130円／1個）JR高島屋宛（名駅1－1－4）

千種区

（限・100円／1個）三越星が丘店（星が丘元町14－14）
（限・50円／1個）トーカン尾西物流センター

一宮市
（限・150円／1個）イオンモール木曽川キリオ(ジャスコ宛除く）（木曽川町大字黒田字八ッヶ池25）
愛知県

碧南市

（限・3円／㎏＜300円＞） 日本金属工業

豊田市

（限・10円／㎏＜250円＞）トヨタ自動車（株）本社工場、元町工場、貞宝工場、上郷工場、堤工場、高岡工場、アイシ
ン精機高丘㈱、アイシン新豊工場
（限･5円／㎏＜700円＞）（配・100円／件）中部国際空港

常滑市

（限･5円／㎏＜700円＞）（配・100円／件）(配・1.100円／1個)中部国際空港ABCカウンター宛･1個の荷物の重量は
20kg(3辺の合計が120cm以下)

半田市

（限・2円／㎏＜200円＞）JFEスチール㈱

東海市

（限・3円／㎏＜200円＞）新日本製鉄、大同特殊鋼

額田郡

幸田町

（限・道・1500円／1件）国民宿舎三河ハイツ

幡豆郡

幡豆町

（限・道1,500円／1件）東幡豆町入会山（三ヶ根山）

武豊町

（限・2円／㎏＜200円＞）ＪＦＥスチール㈱

知多郡
南知多町 （船・1個ごと10kgまで350円 20kgまで600円 10kg増す毎に230円）篠島、日間賀島
岐阜市

（限・150円／1個）岐阜駅構内「ワールドデザインシテイ・GIFU」（岐阜市橋本町1丁目１０－１）

大垣市

（限・150円／1個）アクアウォーク大垣(林町6-80-21)※代引不可

羽島市

（限・120円／1個）佐川急便 羽島店「リバーサイドモール」羽島市江吉良町村前2185
(34km＜400円＞)山口、馬龍、坂下、上野

中津川市
岐阜県

（配達料400円）明智町○○、岩村町○○、上矢作町○○、山岡町○○、串原○○

恵那市
揖斐郡

揖斐川町

大野郡

白川村

加茂郡

※配達不能(事前連絡チャーター可：１５,０００円/件２ｔ車）徳山ダム工事現場宛（はぜ原、上開田、下開田、 本郷、
杉原、塚、戸入、門入）
（限・／㎏＜200円＞）小白川、境川発電所

八百津町 ※500㎏以上(事前連絡チャーター可：１５,０００円）久田見、汐南（汐見）、福地、丸山、北山、赤雛
（限・8円／㎏＜200円＞）マイカル桑名サティ店、ビブレ店、ヴィメイト店、アンク店、東海コープ桑名ＤＣチラシ

桑名市
（限・8円／kg＜200円＞）ジャズドリーム長島（長島町浦安368）

三重県

伊勢市

（限・30㎞配達料）（道・1500円／件）朝熊山無線中継所

尾鷲市

（船・68㎞定上65％＜400円＞）須貨利

鳥羽市

（船・10円/㎏<20㎏まで500円>）神島、答志、管島、桃取、坂手※30㎏以上は事前連絡必要※代引不可
（船・2円/㎏<20㎏まで100円>）磯辺町（渡鹿野）※30㎏以上は事前連絡必要※代引不可

志摩市
（船・10円/ｋｇ<30㎏まで450円>志摩町(間崎）※30㎏以上は事前連絡必要※代引不可
※配達不能(事前連絡チャーター可）霊山無線中継所（山畑）、白石鉱山佐砕石所（槙山新田）、榊原風力発電所周
辺施設、笠取山無線中継所（奥馬野）、ＪＡ組合配合飼料倉庫（坂下）

伊賀市
度会郡

大紀町

（船･80㎏定上65％<400円>）錦
（道・1,500円／1件）比叡山延暦寺境内、比叡山ドライブウェイ、奥比叡ドライブウェイ(坂本本町、仰木2丁目、坂本5
丁目、滋賀里町、南滋賀町）
※配達不能(事前連絡チャーター可：１５,０００円/件２ｔ車）※ミニ・宅配便の急送品荷受不可・第二名神高速道路工
事現場・工事事務所（上田上桐生町、上田上大鳥居町、大石○○町）

大津市

（船･200円/１個）沖島町

近江八幡市
滋賀県

※配達不能(事前連絡チャーター可：１５,０００円/件２ｔ車）※ミニ・宅配便の急送品荷受不可・第二名神高速道路工
事現場・工事事務所（馬場町字茨谷、馬場町１～１９９番地）
※配達不能(事前連絡チャーター可：１５,０００円/件２ｔ車）※ミニ・宅配便の急送品荷受不可・第二名神高速道路工
事現場・工事事務所（荒張）
※配達不能(事前連絡チャーター可：１５,０００円/件２ｔ車）※ミニ・宅配便の急送品荷受不可・第二名神高速道路工
事現場・工事事務所

草津市
栗東市
甲賀市
右京区

（限・150円／１個）イオンモール京都ハナ内専門店街（西院追分町）
（限・20㎞定上65％＜500円＞）新京極三条～四条商店街

中京区

（1個200円＜4才40㎏まで＞以上 1才10㎏増すごとに100円加算）河原町OPA（京都市中京区四条河原町上る）※
代引不可
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※配達不能(事前連絡チャーター可）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、

京都市
京都府

左京区

比叡山人工スキー場、比叡山山頂遊園地
（限・20㎏まで500円 20㎏増すごとに500円）花背

下京区

（限・5円／㎏＜500円＞）京都中央市場（朱雀北ノ口町、朱雀分木町、朱雀宝蔵町、朱雀堂ノ口町、中堂寺町の一
部、南町の一部）
（限・30㎏まで500円 31㎏以上は30㎞定上65％）ポルタ地下街、京都駅２階の観光デパート
※中継不能(事前連絡チャーター可）東笠取、西笠取、池ノ尾、二尾、炭山、志津川、菟道の内（新池、坂川）

宇治市

（限・2.5円／㎏＜250円＞）オークタウン大和田高田店（大和高田市幸町3－18）

大和高田市

（限・4円／㎏＜400円＞）中央市場
大和郡山市
（限・2.5円／㎏＜250円＞）松下電器産業奈良工場、シャープ奈良工場
（限・2.5円／㎏＜250円＞）シャープ天理工場

天理市
奈良県

（限・150円／１個）イオンモール橿原アルル（ジャスコ宛は除く）(橿原市曲川町7－20－1）
（限・2.5円／㎏＜250円＞）近鉄百貨店橿原店（橿原市北八木町3丁目65－11番地）、奈良県立医科大学付属病院
（橿原市四条町840番地）

橿原市

（今井町1～4丁目、八木町1～3丁目、南八木町1～3丁目、内善町1～5丁目）
磯城郡

田原本町 （限・2.5円／㎏＜250円＞）旭食品㈱（田原本町小阪23）、奈良市民生活共同組合（田原本町宮古395）
（道・500円／1件）上黒谷

和歌山県

和歌山市

（限・30㎞90Ｂ65％＜600円＞）住友金属及び構内下請各社
（限・8円／㎏＜1000円＞）世界リゾート博覧会宛（和歌山市毛見町）
（限・100円／1個）大阪証券取引所ビル(北浜1－8－16）、京阪シティモール（天満橋京町1-1）倉敷紡績(株)本社ビ
ル(久太郎町2-4-31)
（限・80円／1個）OMMビル(マーチャンダイズマートビル）
（限・30kgまで400円 31kg以上定上65％）新住友ビル1・2・3号館（北浜5丁目15～30）、北浜中央ビル（北浜2丁目
22）、住友生命淀屋橋ビル、白洋舎ビル、新淀屋橋ビル、日土地淀屋橋ビル、
石原ビル（大川町1～20）、大林ビル(京橋3丁目34－50）、ナンバシティ、虹のまち、なんなんタウン
中央区

大阪府

（限・原票1枚につき1個110円 以上1個増すごと1個につき50円加算）ナショナルタワー・MIDタワー、クリスタルタ
ワー
（限・100円／個）心斎橋OPA

大阪市

（限・30kgまで400円 31kg以上定上65％）長堀地下街「クリスタ長堀」（中央区南船場2～4丁目）
（限・180円/1個)そごう心斎橋本店(心斎橋筋1-8-3)※浪速運送着付そごう心斎橋本店(浪速区桜川3-8-47)

北区

（限・30㎏まで400円 30㎏以上は定上65％）阪急3番街、阪急ﾀｰﾐﾅﾙビル、阪神百貨店地下名店街、富国生命ビ
ル、阪急グランドビル、大阪駅前第3、4ビル、阪急ファイブ、ナビオ阪急、大阪駅構内
（限・120円／１個）NTTドコモ関西(梅田1－10 NTTドコモ関西DTタワー内）、ヒルトンウェスト（梅田2－2－22 第二
吉本ビル）、ハービスエント（梅田2－2－22 梅田阪神第二ビル）、
ハービスＯＳＡＫＡ（梅田2丁目5－25）、堂島アバンサ(堂島1－6－20）、ヨドバシ梅田（大深町1－1）、毎日新聞社
ビル(インテシオビルも含む)(梅田3-4-5)
（限・200円／1個＜4才且つ40kg＞）

此花区

（限･直通運賃の５割）大阪中央市場（野田1－1－86、4－2－48、4－1の一部）
（限･7円／㎏＜500円＞）北港白津・北港緑地内 プロロジスパーク

福島区
旭区
生野区

（限・直通運賃の5割)大阪中央市場 (野田1-1-86,4-2-48,4-1の一部)
（限･7円／㎏＜500円＞）トポス千林店※1件500ｋｇまで、越える場合は事前連絡
（限･2円／㎏＜500円＞）鶴橋１、２丁目又は鶴橋卸売市場
（限･400円／１個）天王寺ステーションビル※30ｋｇ以上は配達不能

天王寺区
（限･100円／１個）ミオ天王寺（天王寺ターミナルビル)
（限･100円／１個）OCATモール
大阪市

浪速区

（限・120円／1個）なんばパークス（難波中2－10－70）※1個40㎏・4才を超える荷物・貴重品・着払・代引は、納品日
3日前までにチャーターにて予約
（限･400円／１個）近映会館ビル

阿倍野区 （限･駐車料100円／１件）阿倍野筋１丁目５番３１号
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（限･１個500円 2個以上1個200円）近鉄百貨店ラ･セレナ（阿倍野筋1－1－43）
淀川区

（限・130円／個）ニッセイ新大阪ビル（宮原3－4－30）
（限･７円／㎏＜500円＞）南港○○

住之江区 （限･10円／㎏＜500円＞）インテックス大阪宛
大阪府

（限･７円／㎏＜500円＞）（限･120円／個）ワールドレードセンター(W・T・C)
鶴見区

堺市

（限･150円／１個）イオンモール鶴見リーファ（ジャスコ宛除く）

堺区

（限･5円／㎏＜200円＞）新日本製鉄堺製鉄所跡地

北区

（限・150円／1個）イオンモール堺北花田プラウ（阪急百貨店、ジャスコ宛除く）（堺市東浅香山4-1-2）

南区

（限･80円／１個）㈱パンジョ
（限･400円／１個）西武百貨店高槻店

高槻市

（限・100㎏まで2,000円 100㎏増すごとに1,500円）出灰、川久保、杉生、田能、塚脇、中畑、二料、萩谷、原、霊仙
寺
（限・80円／1個）佐川急便SRC※㈱最上、㈱マツザキ、池村商会㈱、日本ランウェイ㈱は除く

泉大津市
守口市

（限･6円／＜250円＞）松下電器産業㈱

枚方市

（限・150円／個）京阪くずはモール（楠葉花園町15－1）

茨木市

（限･100円／１個 2個以上1個につき30円プラス）千里SRC
（配･100円／件）関西空港宛

泉佐野市

（限･100円／１個 2個以上1個につき30円プラス）箕面SRC
箕面市
（限･130円／１個）箕面マーケットパーク ヴィソラ各店舗
門真市

（限･6円／＜250円＞）松下電器産業、松下電子部品、松下電工

泉南市

（配･100円／件）関西空港宛

泉南郡

田尻町

（配･100円／件）関西空港宛
（限･７円／＜500円＞）小野浜町、加納町6丁目、新港町、高浜町、波止場町、弁天町、ポートアイランド（港島町）、
神戸製鋼（脇浜町海岸道り）
（限･300円／1個）サンロイヤルビル、三宮町1～3丁目、三宮地下商78街（サンチカタウン）

中央区
（限･100円／１個）新神戸オリエンタルホテル、㈱神戸ハーバーサーカス
（限・20㎏まで500円 10㎏増す毎に200円）兵庫県庁
灘区
兵庫県

（限･７円／㎏＜500円＞）摩耶埠頭、神戸製鋼（岩屋南町、浜東町、日の出町）
（限･７円／㎏＜500円＞）六甲アイランド、（向洋町）の輸出入上屋、ふ頭、(港湾倉庫)ジャパンエキスプレス(魚崎南
町)神戸灘生協

神戸市
東灘区

ダイエー神戸配送センター（深江浜町）ダイエー魚崎配送センター（魚崎浜町）
（限・80円／1個）神戸ファッションマート（東灘区向陽町6-9）

垂水区

（限・300円/1個）マリンピア神戸ポルトバザール（垂水区海岸通12－2）

長田区

（限・100円/1個)エスペランサー物流センター(苅藻島町1-1-61佐川物流内)

北区
洲本市

西宮市

（道・200円/1件）鵯越墓園
（船・5円／㎏）相川、上灘、立川、中津川、五色町○○
（限･6円／㎏＜500円＞）西宮灘神戸生協鳴尾浜配送センター、㈱菱食鳴尾浜配送センター、加藤産業鳴尾浜配送
センター
（限・150円／1個）ららぽーと甲子園（甲子園八番1－100）

尼崎市

（限・6円／kg＜500円＞）AMB尼崎ディストリビューションセンター(東海岸町13)

明石市

（限･4円／㎏＜400円＞）川崎重工明石工場※着払不可

加古川市

（限･10円／㎏＜700円＞）神戸製鋼所㈱、加古川製鋼所

兵庫県
小野市

（限・4円／㎏〈400円〉 日生協関西ＤＣ、シーエックスカーゴ、コープエクスプレス西日本（高田町字野山1838－2）
（船･5円／㎏）

南あわじ市
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南あわじ市
（船・400円／個）（船･5円／㎏）沼島※１個30ｋｇまで(火・木・土以外の配達日指定はチャーター・要事前連絡)
淡路市

（船･5円／㎏）

加東市

（限･5円／㎏＜400円＞）南山（インターパーク）

姫路市

（船･20㎏定上65％＜580円＞ +10㎏配達料 但し500㎏以上は5円／㎏ +10㎏配達料）家島町○○
（船･400円／個）犬ノ島〔曽田香料㈱、岡山化学工業㈱〕

岡山市
（限・100円/1個）岡山駅構内宛「岡山市駅元町1－1」
（船･50㎞定上65％＜500円＞）白石島、真鍋島、高島、飛島
笠岡市
※配達不能(事前連絡チャーター可）北木島
岡山県

備前市

（船･400円／個）日生町（鴻島、鹿久居島、大多府島、頭島）

倉敷市

（限･9円／㎏＜700円＞）ＪＦＥスチール（旧：川崎製鉄水島）
（船・1個10㎏迄60円 1個増すごとに60円増及び10㎏増すごとに60円増＜300円＞）牛窓町（前島、牛窓5000－
6000番台）

瀬戸内市

（船･20㎏迄200円 10㎏増すごとに100円）邑久町虫明6000番台
（限･1，000円／1件）鴨方町遥照山

浅口市

（限･2.5円／㎏＜400円＞）三菱重工広島造船
中区

（限・300円/個）シャレオ地下商店街 各テナント宛（中区紙屋町）
（限・300円/個）そごう広島店（本館・新館・各テナント）宛

広島市
西区

（限･2.5円／㎏＜400円＞）三菱重工広島造船アルパーク東棟、西棟
（船･西濃運輸株式会社が別途定める金額）以島、金輪島

南区
（限･2.5円／㎏＜400円＞）マツダ
（船･西濃運輸株式会社が別途定める金額）百島

尾道市

（限･2円／㎏＜200円＞）石川島播摩重工業、神戸製鋼、淀川製鋼、バブコック日立 バブコック日立
※200㎏/個以上(事前連絡チャーター可）下蒲刈町、蒲刈町○○
呉市
（船･60㎞定上 65％＜500円＞）（船･60㎞定上 65％＜400円＞）豊町○○
広島県

（船･60㎞定上 65％＜500円＞）（船･60㎞定上 65％＜400円＞）豊浜町○○
（限･2.5円／㎏＜400円＞）三菱重工三原
三原市
（船･10㎏迄350円 10㎏増すごとに300円）鷲浦（鷲島）351㎏以上はチャーター（11，000円）
（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）※鞆より船便
福山市

（限･5円／㎏＜600円＞）ＪＦＥスチール（鋼管町）※着払不可※担当部課氏名記入のこと
（限・100円／1個）福山ロッツ

廿日市市

宮島町

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）

安芸郡

府中町

（限･2.5円／㎏＜400円＞）マツダ

豊田郡

山県郡

大崎上島
（船･90㎞定上65％＜600円＞）契島以外
町
安芸太田
（限･15円／㎏＜3，000円＞）スキー上及び関連施設宛
町
北広島町 （限･15円／㎏＜3，000円＞）スキー上及び関連施設宛

島根県

隠岐郡

全町村

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）

下関市

（船・30㎏まで100円 30kg増す毎100円）六連島、蓋井島

周南市

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）大津島・馬島※代引不可 桟橋渡し 10kg以下130円 10kg増し130円
30kgまで＊3辺の和が2ｍ以上、30kg以上は原則不可

宇部市

（限・2円／㎏＜200円＞）宇部興産

萩市
防府市

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）大島、相島、見島※さん橋止め※島内配達は事前連絡チャーター可：
350ｋｇまで4500円、3ｔまで11000円
（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）野島
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（限・2円／kg＜200円＞）日立製作所、東洋鋼板
下松市
（限･25㎞定上65％＜400円＞）笠戸ドック（笠戸島）
（限･3円／㎏＜300円＞）日本製紙㈱
岩国市

（船･30㎞定上65％＜400円＞）桂島、黒島、端島

山口県
※中継不能(事前連絡チャーター可）美川町（根笠五所ノ峠の海上自衛隊美川送信所）
（限･3円／㎏＜250円＞）新日本製鉄、武田薬品工業

光市

（限･10㎞定上65％＜400円＞）国立療養所（伊保の庄）
柳井市

（船･14㎞定上65％＜400円＞）阿月
（船･40㎞定上65％＜450円＞）平郡
上関町

能毛郡

田布施町 （船･16㎞定上65％＜400円＞）馬島
平生町

大島郡

（船･40㎞定上65％＜450円＞）祝島、八島、祝島個人宛、八島の個人宛

（船･16㎞定上65％＜400円＞）佐合島

周防大島
（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）前島、浮島、情島※代引不可
町
（限・5円／kg＜500円＞）栗林公園

高松市

（限･1個30㎏まで250円）屋島東町山頂※1個30ｋｇ以上配達不能
（船･400円／1個）男木町、女木町※港止め
（船･西濃運輸株式会社が別途定める金額）本島、讃岐広島、手島町、小手島町、牛島町、笠島町

丸亀市

（船･6円／㎏＜最低300円＞）（限･200円／1個）伊吹町

観音寺市

（船･西濃運輸株式会社が別途定める金額）与島、小与島、岩黒島、橿石島
坂出市
（船･西濃運輸株式会社が別途定める金額）与島フィッシャーマンズワーフ宛

香川県

（船･6円／㎏＜300円＞）詫間町（粟島、志々島（船運賃のみ着払可））

三豊市
香川郡

直島町

（船･西濃運輸株式会社が別途定める金額）（限･50円／10㎏）三菱金属

土庄町

（船･西濃運輸株式会社が別途定める金額）豊島以外

小豆郡
小豆島町 （船･西濃運輸株式会社が別途定める金額）
（限･西濃運輸株式会社が別途定める金額）JR多度津工場
仲多度郡

多度津町
（船･西濃運輸株式会社が別途定める金額）佐柳、高見島
（限・1円／㎏（50円）） 中央卸し市場（沖ノ洲）

徳島市

（道･300円／1件）眉山
（限･90円／1個）そごう徳島店（徳島市寺島本町西1-5）

徳島県

鳴門市

（道・400円／1件）瀬戸町（小島田、中島田、大島田、室撫佐、北泊）

阿南市

（限・4円／㎏＜500円＞）ライムストン石炭採石場、住友石炭採石場

三好郡

西祖谷山
（道・2円／㎏＜510円＞）
村
東祖谷山
（道・2円／㎏＜510円＞）
村

須崎市

（道･500円／１件）浦の内

高知県
高岡郡

津野町

（限･200円／個） 天狗高原、国民宿舎天狗荘
（限･300円／1個）四国郵便局資材部配給課配給係
（船･50㎏まで500円 100㎏まで800円 150㎏まで1,500円 200㎏まで1,800円）興居島（由良、門田、泊、船越）

松山市

（船・300円／1個）安居島
（船20㎞の51年基準運賃＜400円＞）（配達料100kg以上は中継料50％ 100kg以下は20kmの51年配達運賃）
中島粟井、中島大浦、宇和間、小浜、上怒和、熊田、神浦、津和地、長師、饒、野惣那、畑里、二神、宮野、睦
月、元怒和、吉木
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愛媛県

新居浜市

（船･150円／個）大島

八幡浜市

（船･300円／個）大島

宇和島市

（船･400円／個）蛤、百之浦、本九島、大島、戸島（本浦、向、美砂子、小内浦、大内浦、郡）、嘉島、日振島（能登、
明海、喜路）
（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）伯方町、大三島町、上浦町、宮窪町、吉海町

今治市
（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）関前○○
（限・2円／kg＜400円＞）大王製紙

四国中央市

（船・300円／個）長浜町青島

大洲市

（配・200円／個）野村町（惣川、船戸、小松）
西予市
（配・300円／個）野村町大野ヶ原
越智郡

上島町

（船･西濃運輸株式会社が別途定める金額）
（限･60円／50㎏＜150円＞）博多駅構内、地下街福岡ファッションビル（F.F.B)

博多区
（限･100円／1個）キャナルシティ博多、呉服町ビジネスセンタービル
（限･60円／50㎏＜150円＞）天神地下街
中央区

（限･70円／1個）ホテルシーホーク
（限･100円／1個）ホークスタウン（中央区地行浜2－2－1）

福岡市
東区

（限･30円／1個）ＦＲＣビル（福岡流通センタービル）
（限・100円／１個）ロードサイド/マリナサイド内(西区小戸2－13－16）
（船・170円/10kｇ）玄海島

西区
（船・110円／10㎏）能古島
福岡県

（船・20kgまで700円 10kg毎に350円加算）小呂島※代引不可
戸畑区

（限･3円／㎏＜400円＞）新日本製鉄※先の浜、名古屋は新日鉄構内
（限･3円／㎏＜400円＞）住友金属

小倉北区 （限･3円／㎏＜500円＞）藍島、馬島
北九州市
（限･1～3個まで1個につき150円 4個口以上は1個増す毎に70円）小倉ターミナルビル(小倉北区朝の1－1－1）
八幡東区 （限･3円／㎏＜400円＞）新日本製鉄
若松区

西濃運輸株式会社が別途定める金額
西濃運輸株式会社が別途定める金額

宗像市
粕屋町

（限・150円／1個）イオンモール福岡ルクル(糟屋町大字酒殿老ノ木）

久山町

（限・100円／1個）トリアス久山

糟屋郡

唐津市
佐賀県
伊万里市

（船･50㎏まで600円 10㎏増すごとに100円）高島、神集島、鎮西町馬渡島、鎮西町加唐島、鎮西町松島、呼子町小
川島
※事前連絡チャーター：５,０００円（聖母修道院宛）
（限・150円／1個）アミュプラザ長崎(長崎市尾上町1-89）

長崎市

（船・20円／kg＜600円＞）伊王島町○○町、高島町※1個40㎏を超える貨物(事前連絡チャーター可：２５,０００円
～）
（船・22円／kg＜700円＞）池島町※1個40㎏を超える貨物(事前連絡チャーター可：２０,０００円～）
（船・22円／kg＜1,000円＞）下記以外

五島市
（船・24円／kg＜1,100円＞）岐宿町○○、玉之浦町○○、富江町○○、奈留町○○、三井楽町○○
（船・25円／㎏＜700円＞）度島町
平戸市
（船・25円／㎏＜700円＞）大島村○○※平戸より船便
（船･3円／㎏＜600円＞）黒島、高島
佐世保市

※配達不能(事前連絡チャーター可：７,０００円）烏帽子

長崎県
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長崎県
（船・22円／㎏＜700円＞）宇久町○○
（船・190円／才（0.03㎥)＜900円＞）

壱岐市

（船・30円／㎏＜800円＞）

対馬市

（船・22円／㎏＜700円＞）崎戸町（平島、江ノ島）
西海市
（船・22円／㎏＜700円＞）大崎戸町（松島）※1個40㎏を超える貨物(事前連絡チャーター可：２０,０００円～）
雲仙市

※有料道路（特配料：1，500円）小浜町雲仙（気象庁雲仙観測所及び仁田峠）

松浦市

（船・25円／㎏＜700円＞）鷹島町○○

北松浦郡

小値賀町 （船・22円／㎏＜700円＞）

南松浦郡

新上五島
（船・24円／㎏＜1,100円＞）
町
（船・300円／1個）大矢野町湯島

上天草市
熊本県

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）御所浦町○○

天草市
上益城郡

嘉島町

（限・100円／1個）イオンモール熊本クレア｛ジャスコ・アンビオンス除く｝（上島字長池2232）

大分市

（限・100円／1個）大分パルコ、ジャスコパークプレイス

佐伯市

（船便・西濃運輸株式会社が別途定める金額）大入島、深島

大分県
（船便・西濃運輸株式会社が別途定める金額）保戸島

津久見市
東国東郡
宮崎県

姫島村

（船便・西濃運輸株式会社が別途定める金額）
（船・9円／㎏＜500円＞）島野浦

延岡市

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）鹿島町、下甑町、上甑町、里町

薩摩川内市

（船便・西濃運輸株式会社が別途定める金額）

西之表市

（船便・西濃運輸株式会社が別途定める金額）名瀬○○、住用町○○、笠利町○○

奄美市
出水郡

長島町

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）伊唐島（東町4000番台）、獅子島（片側、湯の口、御所浦、幣串）

大島郡

全町村

（船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）

三島村

（船便・西濃運輸株式会社が別途定める金額）

十島村

（船便・西濃運輸株式会社が別途定める金額）

鹿児島県
鹿児島郡

中種子町 （船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）
熊毛郡

南種子町 （船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）
屋久島町 （船・西濃運輸株式会社が別途定める金額）
東京港発 西濃運輸株式会社が別途定める金額

沖縄県

本島宛

名古屋港
西濃運輸株式会社が別途定める金額
発
大阪港発 西濃運輸株式会社が別途定める金額
博多港発 西濃運輸株式会社が別途定める金額

※上記の他、西濃運輸株式会社が別途定める金額が加算される場合があります。
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