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県名 市･郡 区町村 着店ｺｰﾄﾞ 記事 着地コード 配･中
着店からの
配達ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ

精算中継
距離km 取扱会社

青森県 八戸市 0 八戸M739
南郷区○○ 022031005 中B 1P・2P 10

三八五流通
0178274111

青森県 五所川原市 0 弘前125 022050001 中B 1A･1P 30
青森さくら運送
0173330777

青森県 五所川原市 0 弘前125
金木町○○ 022051003 中B 1P･2P 40

青森さくら運送
0173330777

青森県 五所川原市 0 弘前125
相内○○､太田○○､脇元○○､十三○○､磯松○○ 022052005 中B 1P･2P 70

青森さくら運送
0173330777

青森県 むつ市 0 青森120 022080005 中B 1P･2P 100
青森さくら運送
0177262911

青森県 むつ市 0 青森120
【むつ】大畑町○○ 022081007 中B 1P･2P 100+17

青森さくら運送
0177262911

青森県 むつ市 0 青森120
【むつ】川内町○○ 022082002 中B 1P･2P 100+29

青森さくら運送
0177262911

青森県 むつ市 0 青森120
【むつ】川内町(川内ﾀﾞﾑ)※冬期配達不能(12/1~3/31) 022083004 中B（不 1P･2P 100+29

青森さくら運送
0177262911

青森県 むつ市 0 青森120
【むつ】脇野沢○○ 022084006 中B 1P･2P 100+49

青森さくら運送
0177262911

青森県 むつ市 0 青森120
【むつ】脇野沢(九艘泊地区)※冬期配達不能
(12/1~3/31)

022085001
中B（不 1P･2P 100+49

青森さくら運送
0177262911

青森県 つがる市 0 弘前125 022090004 中B 1P･2A 30
青森さくら運送
0173330777

青森県 つがる市 0 弘前125

木造○○､稲垣町○○､牛潟町○○､下車力町○○､下牛潟
町○○､車力町○○､富萢町○○､豊富町○○､森田町○○

022091006

中B 1P･2P 35
青森さくら運送
0173330777

青森県 上北郡 東北町 青森120 024080001 中 1A･2A 55

青森県 上北郡 七戸町 青森120 024021002 中 1A･2A 56

青森県 上北郡 七戸町 青森120 024020007 中 1A･2A 56
丸憲運輸
0175633554

青森県 上北郡 野辺地町 青森120 024010001 中B 1P･2P 43
青森さくら運送
0177262911

青森県 上北郡 おいらせ町 青森120 024120004 中 1P･2P 88
青森さくら運送
0177262911

青森県 上北郡 横浜町 青森120 024060003 中B 1P･2P 74
青森さくら運送
0177262911

青森県 上北郡 六戸町 青森120 024050004 中 1P･2P 82
青森さくら運送
0177262911

青森県 上北郡 六ヶ所村 青森120 024110005 中 1P･2P 76
青森さくら運送
0177262911

青森県 北津軽郡 鶴田町 弘前125 023840004 中B 1P･2P 25
青森さくら運送
0173330777

青森県 北津軽郡 中泊町 弘前125 023870001 中B 1P･2P 55
青森さくら運送
0173330777

青森県 北津軽郡 中泊町 弘前125
大字小泊○○ 023871003 中B 1P･2P 80

青森さくら運送
0173330777

青森県 三戸郡 五戸町 八戸M739 024420002 中B 1P・2A 10
三八五流通
0178274111

青森県 三戸町 八戸M739 024410003 中B 1P・2P 20
三八五流通
0178274111

青森県 田子町 八戸M739 024430001 中B 1P・2P 35
三八五流通
0178274111

青森県 南部町 八戸M739 024450006 中B 1P・2P 20
三八五流通
0178274111

青森県 新郷村 八戸M739 024500001 中B 1P・2P 10
三八五流通
0178274111

青森県 階上町 八戸M739 024460005 中B 1P・2A 10
三八五流通
0178274111

青森県 下北郡 大間町 青森120
【むつ】 024230007 中B 1P･2P 100+52

青森さくら運送
0177262911

青森県 下北郡 風間浦村 青森120
【むつ】 024250005 中B 1P･2P 100+40

青森さくら運送
0177262911

青森県 下北郡 佐井村 青森120
【むつ】下記以外 024260004 中B 1P･2P 100+68

青森さくら運送
0177262911

青森県 下北郡 佐井村 青森120
【むつ】※冬期配達不能(12/1~3/31)福浦､牛滝地区 024261006 中B（不 1P･2P 100+68

青森さくら運送
0177262911

青森県 下北郡 東通村 青森120
【むつ】 024240006 中B 1P･2P 100+24

青森さくら運送
0177262911

青森県 西津軽郡 鯵ｹ沢町 弘前125 023210004 中A 1P･2P 46
青森さくら運送
0173330777

青森県 西津軽郡 深浦町 弘前125 023230002 中A 1P･2P 73
青森さくら運送
0173330777

青森県 西津軽郡 深浦町 弘前125

大字沢辺○○､大字岩崎○○､大字久田○○､大字正道尻
○○､大字森山○○､大字松神○○､大字黒崎○○､大字大
間越○○

023231004

中A 1P･2P 95
青森さくら運送
0173330777

青森県 東津軽郡 今別町 青森120 023030001 中B 1P･2P 62
青森さくら運送
0177262911

青森県 東津軽郡 外ヶ浜町 青森120
平館○○ 023071006 中B 1P･2P 42

青森さくら運送
0177262911

青森県 東津軽郡 外ヶ浜町 青森120
三厩○○※龍飛地区は冬期(12/1~3/31)週2回配達 023072001 中B 1P･2P 68

青森さくら運送
0177262911

岩手県 盛岡市 . 盛岡130
玉山区○○※薮川､外山は冬期(12/1~3/31)週1回配達
(金)

032011001
中A 1P･2P 24

東北西濃盛岡
0196373677

岩手県 釜石市 . 盛岡130 032110003 中B 1P･2A 116
東北西濃宮古
0193831007

岩手県 宮古市 . 盛岡130 032020005 中B 1P･2A 108
東北西濃宮古
0193831007

岩手県 宮古市 . 盛岡130
田代地区※冬期配達不能(12/15~3/31) 032022002 中B（不 1P･2A 108

東北西濃宮古
0193831007

岩手県 宮古市 . 盛岡130
茂市､蟇目､腹帯､刈屋､和井内 032023004 中B 1P･2A 91

東北西濃宮古
0193831007

岩手県 宮古市 . 盛岡130
田老字(下記以外) 032024006 中B 1P･2A 130

東北西濃宮古
0193831007

岩手県 宮古市 . 盛岡130
田老字(未前､青倉地区)※冬期配達不能(12/15~3/31) 032025001 中B（不 1P･2A 130

東北西濃宮古
0193831007

岩手県 宮古市 . 盛岡130
江繋、小国、片巣、門馬、門馬田代、川井、川内、鈴久
名、夏屋、箱石、平津戸、古田

032026003
中B 2A･2P 77

東北西濃宮古
0193831007

岩手県 一関市 . 水沢Q301
花泉町○○ 032092002 中A 1P･2P 38

岩手県 一関市 . 水沢Q301
東山町○○､川崎町○○､千厩町○○､大東町○○､室根町
○○

032091007
中A 1P･2P 40

岩手県 一関市 . 水沢Q301
藤沢町 032093004 中A 1P･2P 55

岩手県 大船渡市 . 水沢Q301 032030004 中A 1P･2P 69

岩手県 花巻市 . 水沢Q301
東和町○○ 032051004 中A 1P･2P 43

岩手県 久慈市 . 八戸M739 032070007 中B 1P・2P 75
三八五流通
0178274111

岩手県 久慈市 . 八戸M739
山形町○○ 032071002 中B 1P・2P 85

三八五流通
0178274111

岩手県 遠野市 . 水沢Q301 032080006 中A 1P･2P 72

岩手県 遠野市 . 水沢Q301
宮守町○○ 032081001 中A 1P･2P 53

岩手県 陸前高田市 . 水沢Q301 032100004 中A 1P･2P 66

岩手県 二戸市 . 盛岡130 032130001 中 1P･2P 77
東北西濃盛岡
0196373677

岩手県 八幡平市 . 盛岡130
下記以外※緑ヶ丘､松尾寄木､松川温泉は冬期
(12/1~3/31)週1回配達(金)

032140007
中 1P･2P 46

東北西濃盛岡
0196373677

岩手県 八幡平市 . 盛岡130
大更､田頭､平笠､平舘､堀切､西根寺田､帷子､上関､荒木田 032141002

中A 1P･2P 36
東北西濃盛岡
0196373677

岩手県 滝沢市 . 盛岡130 033810001 中A 1A･2A 12
東北西濃盛岡
0196373677



県名 市･郡 区町村 着店ｺｰﾄﾞ 記事 着地コード 配･中
着店からの
配達ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ

精算中継
距離km 取扱会社

岩手県 岩手郡 岩手町 盛岡130 033030002 中A 1P･2P 34
東北西濃盛岡
0196373677

岩手県 岩手郡 葛巻町 盛岡130 033020003 中A 1P･2P 61
東北西濃盛岡
0196373677

岩手県 岩手郡 雫石町 盛岡130
※葛根田地熱発電所は冬期(12/1~3/31)週1回配達(金) 033010004 中A 1P･2P 19

東北西濃盛岡
0196373677

岩手県 上閉伊郡 大槌町 盛岡130 034610005 中B 1P･2A 118
東北西濃宮古
0193831007

岩手県 九戸郡 軽米町 八戸M739 035010007 中B 1P・2P 25
三八五流通/
0178274111

岩手県 九戸郡 洋野町 八戸M739 035070001 中B 2P･2P 60
三八五流通/
0178274111

岩手県 九戸郡 九戸村 八戸M739 035060002 中B 1P・2P 25
三八五流通/
0178274111

岩手県 九戸郡 野田村 八戸M739 035030005 中B 1P・2P 85
三八五流通/
0178274111

岩手県 気仙郡 住田町 水沢Q301 034410004 中A 1P･2P 50

岩手県 下閉伊郡 岩泉町 盛岡130 034830004 中B 2P･2P 94
東北西濃宮古
0193831007

岩手県 下閉伊郡 岩泉町 盛岡130
※冬期配達不能(12/15~3/31)安家､有芸､釜津田地区 034832001 中B（不 2P･2P 94

東北西濃宮古
0193831007

岩手県 下閉伊郡 山田町 盛岡130 034820005 中B 1P･2A 128
東北西濃宮古
0193831007

岩手県 下閉伊郡 田野畑村 盛岡130 034840003 中B 2P･2P 119
東北西濃宮古
0193831007

岩手県 下閉伊郡 普代村 盛岡130 034850002 中B 2P･2P 122
東北西濃宮古
0193831007

岩手県 二戸郡 一戸町 盛岡130 035240005 中B 1P･2P 61
東北西濃盛岡
0196373677

岩手県 和賀郡 西和賀町 水沢Q301
【26km】 033660002 中A有 1P･2P 50

宮城県 石巻市 0 仙台150
042021001

中B 1P･2A 60
東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 石巻市 0 仙台150
【30km】桃浦､萩浜､孤崎､小竹浜､竹の浜､福黄浦､小淵
浜､大原浜､給分浜

042021303
中有 1P･2A 60+配

東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 石巻市 0 仙台150
【船･20円/kg(350円)】田代島(大泊､仁斗田)※着払･代
引き不可※

042022003
中船 60+船

東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 石巻市 0 仙台150
鮎川○○､新山浜､十八成浜､清水田浜､小網倉浜､谷川浜､
鮫浦､泊浜､寄礒浜､大谷川浜○○､前網浜

042020006
中B 1P･2P 110

東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 石巻市 0 仙台150
【船･20円/kg(350円)】綱地浜､長渡浜※着払･代引き不
可※

042023005
中船 85+船

東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 石巻市 0 仙台150
【石巻】雄勝町○○ 042026004

中B 1P･2P 60+40
東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 石巻市 0 仙台150

相野谷､成田､中島､中野､皿貝､馬鞍､小船越､飯野､北境､
東福田､大森､三輪田､福地､針岡､釜谷､前谷地､和渕､鹿
又､須江､広渕､北村､北上町○○

042027006

中B 1P･2P 72
東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 石巻市 0 仙台150
【30km】長面､尾崎 042028001

中有 1P･2P 72+配
東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 石巻市 0 仙台150
【石巻】桃生町○○ 042029003

中B 1P･2A 60+45
東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 石巻市 0 仙台150
【船・200円/個】金華山（鮎川浜字金華山）１個20ｋｇ
まで

042024007
中船 85+船

東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 角田市 0 仙台150
042080007

中A 1P･2A 34
東北西濃
仙台
0223871103

宮城県 大崎市 0 古川Q314
岩出山○○､鹿島台○○､松山○○ 042151002 中A 1P･2A 18

宮城県 大崎市 0 古川Q314
鳴子温泉○○ 042152004 中A 1P･2P 30

宮城県 大崎市 0 古川Q314
【14km】田尻○○ 042153006 中B有 1P･2A 51+配

宮城県 気仙沼市 0 仙台150
042051005

中B 1P･2P 139
東北西濃
気仙沼
0226220120

宮城県 気仙沼市 0 仙台150

【船･250円/10kg(250円)】※着払･代引き不可※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※離島側船会社止
め置きのみ配達不能（カーフェリー利用の着店チャー
ター可・事前連絡必要

042052007

中船 139+船
東北西濃
気仙沼
0226220120

宮城県 気仙沼市 0 仙台150
唐桑町○○ 042053002

中 1P･2P 164
東北西濃
気仙沼
0226220120

宮城県 栗原市 0 古川Q314
一迫○○､高清水○○､築館○○､志波姫○○ 042130002 中B 1P･2A 62

宮城県 栗原市 0 古川Q314
【22km】鶯沢○○ 042131004 中B有 1P･2A 62+配

宮城県 栗原市 0 古川Q314
【18km】金成○○､栗駒○○ 042132006 中B有 1P･2A 62+配

宮城県 栗原市 0 古川Q314
【18km】栗駒(沼倉耕英地区)※冬期配達不能
(12/15~3/31)※

042133001 中B有
（不)

1P･2A 62+配

宮城県 栗原市 0 古川Q314
瀬峰○○ 042134003 中B 1P･2A 78

宮城県 栗原市 0 古川Q314
【14km】若柳○○ 042135005 中B有 1P･2A 62+配

宮城県 栗原市 0 古川Q314
【30km】花山○○ 042136007 中B有 1P･2A 62+配

宮城県 栗原市 0 古川Q314
【30km】花山(温湯地区)※冬期配達不能(12/15~3/31)※ 042137002 中B有

（不)
1P･2A 62+配

宮城県 登米市 0 仙台150
石越町○○､東和町○○､登米町○○､中田町○○､南方町
○○､豊里町○○､米山町○○

042120003
中A 1P･2A 84

東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 登米市 0 仙台150
迫町○○ 042121005

中A 1P･2A 76
東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 登米市 0 仙台150
津山町○○ 042122007

中B 1P･2P 96
東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 東松島市 0 仙台150
042140001

中B 1P･2A 45
東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 伊具郡 丸森町 仙台150
043410007

中A 1P･2A 42
東北西濃
仙台
0223871103

宮城県 牡鹿郡 女川町 仙台150
045811007

中B 1P･2P 85
東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 牡鹿郡 女川町 仙台150
【30km】御前浜､尾浦､竹の浦 045811302

中B有 1P･2P 85+配
東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 牡鹿郡 女川町 仙台150
【船･20円/kg(350円)】江島､出島､寺間※着払･代引き不
可※

045812002
中B船 1P･2P 85+配

東北西濃
石巻
0225865785

宮城県 加美郡 加美町 古川Q314 044450001 中A 1P･2A 22

宮城県 加美郡 色麻町 古川Q314 044440002 中A 1P･2A 22

宮城県 黒川郡 大郷町 仙台150
044220003

中A 1P･2P 31
東北西濃
仙台
0223871103

宮城県 黒川郡 大和町 仙台150
044210004

中A 1P･2A 26
東北西濃
仙台
0223871103

宮城県 黒川郡 大衡村 仙台150
044240001

中A 1P･2P 29
東北西濃
仙台
0223871103

宮城県 黒川郡 富谷町 仙台150
044231004

中A 1P･2A 19
東北西濃
仙台
0223871103
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宮城県 遠田郡 美里町 古川Q314
【26km】大柳､木間塚､二郷､練牛､福ｹ袋､和多田沼 045052001 中B有 1P･2A 42+配

宮城県 遠田郡 涌谷町 古川Q314
【22km】 045010001 中B有 1P･2P 42+配

宮城県 本吉郡 南三陸町 仙台150
046060001

中B 1P･2P 110
東北西濃
気仙沼
0226220120

宮城県 本吉郡 南三陸町 仙台150
歌津○○ 046061003

中B 1P･2P 123
東北西濃
気仙沼
0226220120

宮城県 刈田郡 蔵王町 仙台150
【22km】下記以外 043011007

中A有 1P･2P 30+配
東北西濃
仙台
0223871103

宮城県 刈田郡 蔵王町 仙台150
【22km】倉石岳国有林(みやぎ蔵王ｽｷｰ場､蔵王高原ﾎﾃﾙ)
※週2回配達(火･金)※※冬期配達不能(12/1~3/31)※

043012002 中A有
（不)

週2回 30+配
東北西濃
仙台
0223871103

宮城県 刈田郡 七ｹ宿町 仙台150
【22km】下記以外※週2回配達(火･金)※※冬期配達不能
(12/1~3/31)※

043021006 中A有
（不)

週2回 47+配
東北西濃
仙台
0223871103

秋田県 秋田市 . 秋田140
河辺(赤平､大沢､大張野､北野田高屋､神内､高岡､戸島､豊
成､畑谷､松渕､諸井､和田)

052011003
中 1P･1P 12

協盛物流
問合せは秋田（支）

秋田県 秋田市 . 秋田140
【26km】河辺(岩見､三内) 052012005 中有 1P･1P 12

協盛物流
問合せは秋田（支）

秋田県 秋田市 . 秋田140
【14km】雄和○○ 052013007 中有 1P･1P 14

協盛物流
問合せは秋田（支）

秋田県 由利本荘市 . 本荘A921

[あ]岩野目沢､岩谷麓､岩谷町､牛寺､大倉沢､大谷､大内三
川､飯沢､五十土､大水口、[か]加賀沢､北福田､葛岡､小栗
山､蟹沢､川西､久保田､黒沢､小菅野、[さ]坂部､新沢､新
田､新上条､陣ｹ森､堰口、[た]高尾､滝､徳沢､土倉、[な]
長坂､中田代､中館､中帳､中俣､及位､西目町○○､西沢、
[は]羽広､平岫､深沢､東鮎川､東中沢､平石、[ま]松本､前
郷､曲沢､町村､南福田､森子、[や]米坂､山本､吉沢

052101001

中 1A･1P 5
近鉄物流
0184226450

秋田県 由利本荘市 . 本荘A921
岩城○○ 052102003 中 1P･1P 19

近鉄物流
0184226450

秋田県 由利本荘市 . 本荘A921
矢島町○○ 052103005 中 1A･2A 26

近鉄物流
0184226450

秋田県 由利本荘市 . 本荘A921
東由利○○ 052104007 中 1A･1P 30

近鉄物流
0184226450

秋田県 由利本荘市 . 本荘A921
鳥海町○○ 052105002 中 1A･2A 34

近鉄物流
0184226450

秋田県 大館市 . 大館Q305
比内町○○､早口､岩瀬､山田､外川原､長坂､山瀬 052041007 中 1A･1P 7

秋田県 能代市 . 能代F184
二ﾂ井町○○ 052021002 中 1A･1P 12

近鉄物流能代
0185584571

秋田県 横手市 . 横手A492
平鹿町○○､十文字町○○､大雄○○ 052031001 中 1A･1P 7

ヨコウン
0182336200

秋田県 横手市 . 横手A492
山内○○､大森町○○､雄物川町○○､増田町(狙半内以
外)

052032003
中 1P･1P 8

ヨコウン
0182336200

秋田県 横手市 . 横手A492
【16km】増田町(狙半内) 052033005 中有 1P･1P 22

ヨコウン
0182336200

秋田県 男鹿市 . 秋田140 052060003 中 1P･1P 40
協盛物流
問合せは秋田（支）

秋田県 男鹿市 . 秋田140
【14km】北浦､戸賀､五里合 052064004 中有 1P･1P 40

協盛物流
問合せは秋田（支）

秋田県 男鹿市 . 秋田140
払戸字､福川字､角間崎字､鵜木字､松木沢字､本内字､福米
沢字､野石字

052061005
中 1P･1P 32

協盛物流
問合せは秋田（支）

秋田県 湯沢市 . 横手A492 052070002 中 1A･1P 17
ヨコウン
0182336200

秋田県 湯沢市 . 横手A492
【30km】高松※冬期配達不能(12/1~3/31) 052074003 中有（不 1A･1P 17

ヨコウン
0182336200

秋田県 湯沢市 . 横手A492

稲庭町○○､三梨町○○､川連町○○､駒形町○○､皆瀬○
○､下院内､上院内､院内銀山町､寺沢､横堀､秋ﾉ宮､小野､
桑崎､泉沢

052071004

中 1P･1P 23
ヨコウン
0182336200

秋田県 仙北市 . 横手A492
角館町○○､西木町(下記以外) 052150001 中 1P･1P 45

ヨコウン
0182336200

秋田県 仙北市 . 横手A492
【16km】西木町(上檜木内､下檜木内) 052151003 中有 1P･2P 51

ヨコウン
0182336200

秋田県 仙北市 . 横手A492
田沢湖(下記以外) 052152005 中 1P･2P 66

ヨコウン
0182336200

秋田県 仙北市 . 横手A492
【30km】田沢湖(玉川)※冬期配達不能(12/1~3/31) 052153007 中有（不 1P･2P 66

ヨコウン
0182336200

秋田県 大仙市 . 横手A492 052120004 中 1A･1P 22
ヨコウン
0182336200

秋田県 大仙市 . 横手A492
神宮寺､北楢岡 052121006 中 1A･1P 34

ヨコウン
0182336200

秋田県 大仙市 . 横手A492

字刈和野､刈和野､土川､大沢郷宿､杉山田､正手沢､円行
寺､大沢郷寺､北野目､高城､強首､木原田､金山沢､大巻､九
升田､寺館

052122001

中 1A･1P 40
ヨコウン
0182336200

秋田県 大仙市 . 横手A492
協和○○ 052123003 中 1A･1P 50

ヨコウン
0182336200

秋田県 大仙市 . 横手A492
【18km】協和ﾀﾞﾑ 052124005 中有 1A･1P 50

ヨコウン
0182336200

秋田県 大仙市 . 横手A492
太田町○○ 052125007 中 1P･1P 28

ヨコウン
0182336200

秋田県 大仙市 . 横手A492
長戸呂､鑓見内､長野､北長野､上鶯野､下鶯野､清水､豊川､
豊岡､栗沢､大神成､南外○○

052126002
中 1P･1P 35

ヨコウン
0182336200

秋田県 鹿角市 . 大館Q305 052090007 中 1P･2P 28

秋田県 鹿角市 . 大館Q305
【22km】八幡平 052094001 中有 1P･2P 28

秋田県 北秋田市 . 大館Q305 052130003 中 1A･1P 20

秋田県 北秋田市 . 大館Q305
阿仁前田､浦田､桂瀬､小又､五味堀､根森田､本城､森吉､米
内沢

052131005
中 1P･2P 19

秋田県 北秋田市 . 大館Q305
阿仁○○ 052132007 中 1P･2P 59

秋田県 北秋田市 . 大館Q305
鎌沢､上杉､川井､木戸石､根田､下杉､李岱､芹沢､道城､新
田目､八幡岱新田､羽根山､福田､増沢､三木田､三里

052133002
中 1P･2P 35

秋田県 にかほ市 . 本荘A921 052140002 中 1A･1P 15
近鉄物流
0184226450

秋田県 にかほ市 . 本荘A921
象潟町○○ 052141004 中 1A･1P 26

近鉄物流
0184226450

秋田県 雄勝郡 羽後町 横手A492 054630005 中 1A･1P 27
ヨコウン
0182336200

秋田県 雄勝郡 東成瀬村 横手A492 054640004 中 1P･1P 23
ヨコウン
0182336200

秋田県 鹿角郡 小坂町 大館Q305 053030004 中 1P･2P 35

秋田県 鹿角郡 小坂町 大館Q305
【22km】十和田 053034005 中有 1P･2P 35

秋田県 北秋田郡 上小阿仁村 大館Q305 053270001 中 1P･2P 51

秋田県 仙北郡 美郷町 横手A492 054340006 中 1A･1P 15
ヨコウン
0182336200

秋田県 南秋田郡 五城目町 秋田140 053610002 中 1A･1P 30 ヨコウン秋田問合せは秋田(支)

秋田県 南秋田郡 八郎潟町 秋田140 053630007 中 1A･1P 30 ヨコウン秋田問合せは秋田(支)

秋田県 南秋田郡 大潟村 秋田140 053680002 中 1P･1P 48 ヨコウン秋田問合せは秋田(支)

秋田県 山本郡 三種町 能代F184 053480001 中 1P･1P 12
近鉄物流能代
0185584571

秋田県 山本郡 八峰町 能代F184 053490007 中 1P･1P 13
近鉄物流能代
0185584571

秋田県 山本郡 八峰町 能代F184
八森○○ 053491002 中 1P･1P 28

近鉄物流能代
0185584571

秋田県 山本郡 藤里町 能代F184 053460003 中 1P･2P 30
近鉄物流能代
0185584571

山形県 米沢市 0 福島160 062020001 中B 1P･2A 44
東北ｓ米沢
0238361560
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山形県 鶴岡市 0 庄内158

羽黒町○○､荒俣､新屋敷､越後京田､大川渡､上中野目､上
藤島､川尻､工藤､小中島､鷺畑､下中野目､砂塚､須走､藤島
関根､添川､大半田､蛸井興屋､長沼､野田目､東堀越､平形､
藤岡､藤島､藤浪､藤の花､古郡､平足､豊栄､宝徳､幕野内､
箕升新田､三和､八色木､谷地興屋､柳久瀬､楪､無音､渡前､
和名川※羽黒町(上川代､中川代､下川代)は冬期
(12/1~3/31)週1回配達

062032004

中B 1A･1P 12
日本軽貨物
問合せは庄内(営)

山形県 鶴岡市 0 庄内158

荒沢､越中山､大網､大鳥､大針､上田沢､上名川､熊出､倉
沢､下田沢､下名川､砂川､田麦俣､中野新田､行沢､東岩本､
本郷､松沢※上田沢､田麦俣､大網は冬期(12/1~3/31)週1
回配達

062033006

中B 1P･2A 24
日本軽貨物
問合せは庄内(営)

山形県 鶴岡市 0 庄内158

温海､温海川､五十川､大岩川､小国､小名部､木野俣､小岩
川､越沢､小菅野代､菅野代､関川､戸沢､鼠ヶ関､一霞､槙
代､山五十川､湯温海､早田※小国字峠の下､小菅の代､関
川､木の俣､温海川は冬期(12/1~3/31)週1回配達

062034001

中B 要確認 34
日本軽貨物
問合せは庄内(営)

山形県 酒田市 0 庄内158

柏谷沢、大川渡、臼ヶ沢、山寺、字真学寺沢、字南町、
字仲町、字内町、字北町、字本町、字西田、字山田、字
金谷、土渕字、上餅山、中北目、下餅山、竹田、相沢、
成興野、地見興屋、大沼新田、字南新屋敷、字元新屋
敷、字稲荷沢、字総光寺沢、字新屋敷、字荒町、字蔵小
路、字肴町、字新町、字片町、茗ヶ沢、上北目、小見、
引地、中牧田、石名坂、小林、山元、山谷新田、山楯、
郡山、桜林興野、天神堂、堀野内、飛鳥、砂越緑町、西
坂本、楯山、中野俣、山谷、楢橋、中野目、桜林、石
橋、泉興野、三之宮、砂越、市条、大島田、岡島田、北
平沢、寺田、麓、小泉、法連寺、政所、前川、北南平
沢、常禅寺、観音寺、大久保、塚渕、北仁田、福山、赤
剥、上黒川、芹田、大蕨、橋本、新田、泥沢、草津、下
黒川※北俣、滝沢、田沢、湯の台、青沢、升田は冬期
（12/1～3/31）週1回配達

062042003

中A 1A･1P 26
日本軽貨物
問合せは庄内(営)

山形県 新庄市 0 山形155 062050005 中B 1P･2A 64
東北ｓ新庄
0233232930

山形県 長井市 0 福島160 062090001 中B 1P･2A 69
東北ｓ米沢
0238361560

山形県 長井市 0 福島160
【限･10円/kg(最低1,000円)】平山地内長井ﾀﾞﾑ工事現場 062091003

中B 要確認 69+限
東北ｓ米沢
0238361560

山形県 南陽市 0 福島160 062130004 中B 1P･2A 60
東北ｓ米沢
0238361560

山形県 尾花沢市 0 山形155 062120005 中B 1P･2A 41
東北ｓ新庄
0233232930

山形県 西置賜郡 飯豊町 福島160 064030003 中B 1P･2A 74
東北ｓ米沢
0238361560

山形県 西置賜郡 小国町 福島160 064010005 中B 1P･2A 105
東北ｓ米沢
0238361560

山形県 西置賜郡 白鷹町 福島160 064020004 中B 1P･2A 85
東北ｓ米沢
0238361560

山形県 東置賜郡 川西町 福島160 063820003 中B 1P･2A 57
東北ｓ米沢
0238361560

山形県 東置賜郡 高畠町 福島160 063810004 中B 1P･2A 60
東北ｓ米沢
0238361560

山形県 最上郡 真室川町 山形155
【22km】 063641002 中B有 2A･2P 64+配

東北ｓ新庄
0233232930

山形県 最上郡 金山町 山形155
【18km】 063611005 中B有 2A･2P 64+配

東北ｓ新庄
0233232930

山形県 最上郡 舟形町 山形155
【14km】 063631003 中B有 2A･2P 64+配

東北ｓ新庄
0233232930

山形県 最上郡 戸沢村 山形155
【22km】 063671006 中B有 2A･2P 64+配

東北ｓ新庄
0233232930

山形県 最上郡 大蔵村 山形155
【18km】※冬期配達不能(12/1~3/31) 063651001 中有（不 2A･2P 64+配

東北ｓ新庄
0233232930

山形県 最上郡 鮭川村 山形155
【14km】※冬期配達不能(12/1~3/31) 063661007 中有（不 2A･2P 64+配

東北ｓ新庄
0233232930

山形県 最上郡 最上町 山形155
【26km】※冬期配達不能(12/1~3/31) 063621004 中有（不 2A･2P 64+配

東北ｓ新庄
0233232930

山形県 北村山郡 大石田町 山形155 063410002 中B 2A･2P 45
東北ｓ新庄
0233232930

山形県 西村山郡 西川町 山形155 063220007 中A 1A･2A 40
西川運送
0236844490

山形県 西村山郡 朝日町 山形155
個人宛は冬期配達不能 063230006 中A（不 1P･2P 45

西川運送
0236844490

山形県 飽海郡 遊佐町 庄内158 064611003 中A 1P･2A 31
日本軽貨物
問合せは庄内(営)

山形県 東田川郡 庄内町 庄内158

庄内町(狩川字○○､肝煎字○○､清川字○○､桑田字○
○､科沢字○○､千本杉字○○､添津字○○､立谷沢字○
○､三ヶ沢字○○)※立谷沢､黒瀬は冬期(12/1~3/31)週1
回配達

064281001

中A 1A･1P 21
日本軽貨物
問合せは庄内(営)

福島県 福島市 0 福島160
飯野町 072011005 中A 1P･2P 21

東北S福島
0243532024

福島県 二本松市 0 福島160

小浜､成田､西勝田､上長折､長折､下長折､西新殿､東新殿､
杉沢､初森､上太田､田沢､百目木､茂原､針道､木幡､太田､
戸沢

072101003

中A 1P･2P 33
東北S福島
0243532024

福島県 南相馬市 0 福島160 072120006 中A 1P･2A 63
平和貨物
0244236141

福島県 相馬市 0 福島160 072090002 中A 1P･2A 55
平和貨物
0244236141

福島県 須賀川市 0 郡山170

勢至堂､江花､長沼､滝､志茂､小中､桙衝､矢田野､木之崎､
横田､堀込､花の里､守屋､今泉､柱田､梅田､大久保､矢沢､
畑田､北横田､深渡戸

072071006

中A 1A･1P 31
郡山運送
問合せは郡山(支)

福島県 会津若松市 0 郡山170 072020002 中B 1P･1P 66
郡山運送
0242222121

福島県 会津若松市 0 郡山170
【30km】大戸､湊 072020304 中B 1P･2A 66+配

郡山運送
0242222121

福島県 会津若松市 0 郡山170
【会津若松】河東町○○､北会津町○○､真宮新町南○
○､真宮新町北○○

072021004
中B 1P･2A 66+10

郡山運送
0242222121

福島県 喜多方市 0 郡山170 072080003 中B 1P･2A 86
郡山運送
0242222121

福島県 喜多方市 0 郡山170
【喜多方】塩川町○○ 072081005 中B 1P･2P 86+10

郡山運送
0242222121

福島県 喜多方市 0 郡山170
【会津若松】山都町○○ 072082007 中B 1P･2P 66+32

郡山運送
0242222121

福島県 喜多方市 0 郡山170
【会津若松】高郷村○○､熱塩加納町○○ 072083002 中B 1P･2P 66+66

郡山運送
0242222121

福島県 白河市 0 白河M090
表郷○○､東○○ 072051001 中A 1P･2A 12

こばうん
0248271155

福島県 白河市 0 白河M090
大信○○ 072052003 中A 1P･2A 35

こばうん
0248271155

福島県 田村市 0 郡山170
大越町､滝根町 072111002 中B 1P･2P 32

高橋急送
問合せは郡山(支)

福島県 田村市 0 郡山170
【船引】常葉町 072112004 中B 1P･2P 32+10

高橋急送
問合せは郡山(支)

福島県 田村市 0 郡山170
【船引】都路村 072113006 中B 1P･2P 32+32

高橋急送
問合せは郡山(支)

福島県 伊達市 0 福島160
月館町○○､霊山町○○ 072131007 中A 1P･2P 17

東北S福島
0243532024

福島県 本宮市 0 郡山170
稲沢､白岩､長屋､糠沢､松沢､和田 072141006 中A 1P･2P 26

高橋急送
問合せは郡山(支)

福島県 安達郡 大玉村 郡山170 073220001 中A 1P･2P 26
高橋急送
問合せは郡山(支)

福島県 石川郡 浅川町 白河M090 075040001 中A 1P･2A 30
こばうん
0248271155

福島県 石川郡 石川町 白河M090 075010004 中A 1P･2A 25
こばうん
0248271155

福島県 石川郡 玉川村 郡山170 075020003 中A 1A･1P 40
郡山運送
問合せは郡山(支)

福島県 石川郡 平田村 郡山170 075030002 中A 1A･2A 30
内山急送
問合せは郡山(支)

福島県 石川郡 古殿町 白河M090 075050007 中A 1P･2P 33
こばうん
0248271155
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福島県 岩瀬郡 天栄村 郡山170 073440007 中A 1A･1P 53
郡山運送
問合せは郡山(支)

福島県 大沼郡 会津美里町 郡山170
【会津若松】 074470002 中B 2A･2A 66+10

郡山運送
0242222121

福島県 大沼郡 金山町 郡山170
【会津若松】 074450004 中B 2P･2P 66+80

郡山運送
0242222121

福島県 大沼郡 三島町 郡山170
【会津若松】 074440005 中B 2P･2P 66+44

郡山運送
0242222121

福島県 大沼郡 昭和村 郡山170
【会津若松】 074460003 中B 2P･2P 66+100

郡山運送
0242222121

福島県 河沼郡 会津坂下町 郡山170
【会津若松】 074210007 中B 1P･1P 66+13

郡山運送
0242222121

福島県 河沼郡 柳津町 郡山170
【会津若松】 074230005 中B 2P･2P 66+27

郡山運送
0242222121

福島県 河沼郡 湯川村 郡山170
【会津若松】 074220006 中B 1P･1P 66+12

郡山運送
0242222121

福島県 相馬郡 飯舘村 福島160
【10km】 075640004 中A 1P･2A 55+配

平和貨物
0244236141

福島県 相馬郡 新地町 福島160
【14km】 075610007 中A 1P･2A 55+配

平和貨物
0244236141

福島県 伊達郡 川俣町 福島160 073080001 中A 1P･2P 19
東北S福島
0243532024

福島県 田村郡 小野町 郡山170 075220004 中B 1P･2P 46
内山急送
問合せは郡山(支)

福島県 西白河郡 泉崎村 白河M090 074640006 中A 1P･2A 14
こばうん
0248271155

福島県 西白河郡 中島村 白河M090 074650005 中A 1P･2A 16
こばうん
0248271155

福島県 西白河郡 西郷村 白河M090 074610002 中A 1P･2A 10
こばうん
0248271155

福島県 東白川郡 棚倉町 白河M090 074810003 中A 1P･2A 24
こばうん
0248271155

福島県 東白川郡 塙町 白河M090 074830001 中A 1P･2P 34
こばうん
0248271155

福島県 東白川郡 矢祭町 白河M090 074820002 中A 1P･2P 50
こばうん
0248271155

福島県 東白川郡 鮫川村 白河M090
【古殿】 074840007 中A 1P･2P 60+20

こばうん
0248271155

福島県 双葉郡 大熊町 いわきG234 075450002 中A 1P･1P 46
佐々木運輸
0240335454

福島県 双葉郡 富岡町 いわきG234 075430004 中A 1P･1P 40
佐々木運輸
0240335454

福島県 双葉郡 浪江町 いわきG234 075470007 中A 1P･1P 59
佐々木運輸
0240335454

福島県 双葉郡 楢葉町 いわきG234 075420005 中A 1P･1P 33
佐々木運輸
0240335454

福島県 双葉郡 広野町 いわきG234 075410006 中A 1A･1P 25
佐々木運輸
0240335454

福島県 双葉郡 双葉町 いわきG234 075460001 中A 1P･1P 54
佐々木運輸
0240335454

福島県 双葉郡 葛尾村 いわきG234 075480006 中A 1P･2P 79
佐々木運輸
0240335454

福島県 双葉郡 川内村 いわきG234 075440003 中A 1P･2P 40
佐々木運輸
0240335454

福島県 南会津郡 下郷町 郡山170
【会津若松】 073620003 中B 2P･2P 66+44

郡山運送
0242222121

福島県 南会津郡 南会津町 郡山170
【会津若松】下記以外 073680004 中B 2P･2P 66+90

郡山運送
0242222121

福島県 南会津郡 南会津町 郡山170

【会津若松】田島､永田､丹藤､長野､田部､水無､栗生沢､
針生､静川､金井沢､福米沢､塩江､高野､中荒井､川島､関
本､藤生､糸沢､滝原

073681006

中B 2P･2P 66+63
郡山運送
0242222121

福島県 南会津郡 只見町 郡山170
【会津若松】 073670005 中B 2P･2P 66+100

郡山運送
0242222121

福島県 南会津郡 檜枝岐村 郡山170
【会津若松】 073640001 中B 2P･2P 66+120

郡山運送
0242222121

福島県 耶麻郡 猪苗代町 郡山170 074080006 中B 1P･2P 40
郡山運送
0242222121

福島県 耶麻郡 西会津町 郡山170
【会津若松】 074052006 中B 1P･2P 66+30

郡山運送
0242222121

福島県 耶麻郡 磐梯町 郡山170
【会津若松】 074070007 中B 1P･2P 66+14

郡山運送
0242222121

福島県 耶麻郡 北塩原村 郡山170
【会津若松】 074020005 中B 1P･2P 66+66

郡山運送
0242222121

茨城県 水戸市 0 水戸230

[あ]赤尾関､有賀､牛伏､内原､小原､大足､[か]黒磯､小林､
五平､鯉淵､[さ]下野､杉崎､[た]高田､田島､筑地､[な]中
原､[ま]三野輪､三湯

082012001

中A 1A･1P 22
小室運輸
0292986511

茨城県 水戸市 0 水戸230
【限・150円/個】ｲｵﾝﾓｰﾙ水戸内原店(内原2-1) 082014005 中A限 1A･1P 22+限

小室運輸
0292986511

茨城県 常陸大宮市 0 水戸230 082250001 中A 1P･1P 21
小室運輸
0292986511

茨城県 常陸大宮市 0 水戸230

【10km】[あ]入本郷､大岩､小瀬沢､小田野､小玉､[か]上
小瀬､上桧沢､国長､小舟､[さ]下小瀬､下桧沢､千田､[た]
高部､鷲子､[な]那賀､[は]氷之沢､[ま]松之草､[や]油河
内､吉丸

082251003

中配 1P･1P 21+配
小室運輸
0292986511

茨城県 常総市 0 西武古河Ｌ002 082110001 中A 1A･1P 27
SSX_古河

茨城県 坂東市 0 西武古河Ｌ002 082280005 中A 1A･1P 20
SSX_古河

茨城県 坂東市 0 西武古河Ｌ002
生子､生子新田､菅谷､逆井､山､沓掛､左平太新田､栗山新
田､孫兵工新田､内野山

082281007
中A 1A･1P 10

SSX_古河

茨城県 石岡市 0 土浦236

青田､宇治会､浦須､上曽､太田､大塚､大増､小倉､小野越､
小幡､小見､小山田､柿岡､片岡､片野､金指､上青柳､上林､
加生野､嘉良寿理､川又､瓦谷､鯨岡､小塙､小屋､佐久､菖蒲
沢､柴内､柴間､下青柳､下林､須釜､月岡､辻､中戸､根小屋､
野田､半田､東成井､仏生寺､部原､細谷､真家､宮ヶ崎､狢
内､山崎､弓弦､吉生

082051002

中A 1P･2P 26
埼玉西濃
0298625196

茨城県 常陸太田市 0 日立G236

[あ]赤土町､芦間町､新地町､岩手町､大方町､大里町､大平
町､小島町､[か]上利員町､上宮河内町､薬谷町､久米町､
[さ]下宮河内町､千寿町､[た]高柿町､竹合町､玉造町､
[な]中利員町､中野町､[は]花房町､[ま]松栄町､箕町､宮
の郷町

082121002

中A 1P･1P 20
奥久慈運輸
0295724963

茨城県 常陸太田市 0 日立G236

[あ]大菅町､大中町､折橋町、[か]上高倉町､上深荻町､河
内西町､国安町､小菅町､小妻町､小中町､天下野町、[さ]
里川町､下高倉町、[た]柵谷町､徳田町､東連寺町、[な]
中染町､西染町、[は]東染町、[ま]町田町､松平町、[わ]
和久町､和田町

082123006

中A 1P･1P 30
奥久慈運輸
0295724963

茨城県 龍ヶ崎市 0 柏252 082080004 中A 1P･1P 25
東京西濃
0471920439

茨城県 笠間市 0 土浦236 082160003 中A 1P･2P 43
埼玉西濃
0298625196

茨城県 笠間市 0 土浦236
上郷､下郷､泉､野谷､福島､吉岡､土師､押辺､安居､泉市野
谷入会地

082162007
中A 1P･2P 28

埼玉西濃
0298625196

茨城県 笠間市 0 土浦236

平町､下加賀田､旭町､兎路､大田町､南友部､鯉淵､下市原､
橋爪､鴻巣､随分附､中市原､矢野下､五平､柏井､上市原､大
古山､湯崎､仁古田､小原､南小泉､住吉､仁古田長兎路入会
地､長兎路仁古田入会地､住吉湯崎入会地､友部駅前､中
央､八雲､東平､美原

082163002

中A 1P･2P 36
埼玉西濃
0298625196

茨城県 筑西市 0 小山G230 082270006 中A 1A･1P 18
鹿沼梱包運輸
0285280911
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茨城県 筑西市 0 小山G230

［あ］赤浜、新井新田、有田、内淀、海老江、海老ヶ
島、大林、押尾、井出蛯沢、大島、小栗、板橋、稲荷、
犬塚、井上、上野、江、［か］上西郷谷、倉持、門井、
上星谷、久地楽、桑山、梶内、木戸、黒子、［さ］鷺
島、山王道、下川中子、三郷、清水、下郷谷、下星谷、
関舘、関本肥土、関本上、関本中、関本下、関本上中、
関本分中、［た］高津、竹垣、田宿、築地、寺上野、知
行、新治、辻、［な］中上野、中根、鍋山、成井、猫
島、中村新田、西保末、［は］東石田、東保末、福岡新
田、古内、蓮沼、古郡、細田、花田、花橋、藤ヶ谷、船
玉、舟生、［ま］松原、宮後、宮山、向上野、村田、向
川澄、［や］谷原、谷永島、柳、八幡、横塚、蓬田、
［よ］吉田

082271001

中A 1A･1P 30
鹿沼梱包運輸
0285280911

茨城県 取手市 0 柏252

大留､大曲､岡､押切､神住､片町､上萱場､萱場､神浦､椚木､
毛有､光風台､小浮気､桜が丘､山王､渋沼､清水､清水甲､清
水乙､清水丙､下萱場､新川､高須､中内､中田､中田甲､中田
乙､配松､浜田､平野､藤代､双葉､宮和田､谷中､和田

082171004

中A 1P･1P 30
東運輸
0471917767

茨城県 下妻市 0 土浦236 082100002 中A 1A･1P 26
埼玉西濃
0298625196

茨城県 牛久市 0 柏252 082190221 中A 1P･1P 30
東京西濃
0471920439

茨城県 鹿嶋市 0 柏252 082220004 中A 1P･1P 76
東京西濃
0471920439

茨城県 鹿嶋市 0 柏252
【限･2円/kg(200円)】鹿嶋市光3番地住友金属関係 082221006 中A限 1P･1P 76+限

東京西濃
0471920439

茨城県 潮来市 0 柏252
【22km】 082230003 中A配 1P･1P 68+配

東京西濃
0471920439

茨城県 守谷市 0 柏252 082240002 中A 1P･1P 30
東運輸
0471917767

茨城県 那珂市 0 水戸230
[あ]瓜連､[か]古徳､[さ]静､下大賀､[な]中里､[は]平野 082261002 中A 1A･1P 18

小室運輸
0292986511

茨城県
かすみがうら
市

0 土浦236

有賀､安食､岩坪､牛渡､大和田､男神､柏崎､上大堤､上軽
部､加茂､坂､宍倉､志戸崎､下大堤､下軽部､田伏､戸崎､中
台､西成井､深谷､三ﾂ木､南根本

082301005

中A 1P･2P 21
埼玉西濃
0298625196

茨城県 稲敷市 0 柏252
【22km】下記以外 082290004 中A配 1P･1P 51+配

東京西濃
0471920439

茨城県 稲敷市 0 柏252

【22km】上根本､下根本､中山､角崎､狸穴､伊佐津､柴崎､
戌渡､伊崎､下太田､堀川､寺内､小野､太田､羽賀浦､堀川､
南太田

082291006

中A配 1P･1P 37+配
東京西濃
0471920439

茨城県 神栖市 0 柏252
【18km】 082320001 中A配 1P･2P 85+配

東京西濃
0471920439

茨城県 行方市 0 柏252
【22km】 082330007 中A配 1P･1P 67+配

東京西濃
0471920439

茨城県 桜川市 0 小山G230 082310002 中A 1A･1P 30
鹿沼梱包運輸
0285280911

茨城県 桜川市 0 小山G230
青木､阿部田､大国玉､大曽根､金敷､高久､高森､羽田､東飯
田､本木

082311004
中A 1P･2P 30

鹿沼梱包運輸
0285280911

茨城県 桜川市 0 小山G230

青柳､明日香､飯渕､池亀､磯部､稲､犬田､今泉､入野､岩瀬､
上野原地新田､大泉､大月､長方､門毛､上城､亀岡､加茂部､
木植､久原､鍬田､小塩､御領､坂本､猿田､下泉､曽根､高幡､
堤上､富岡､富谷､友部､中泉､中里､西飯岡､西小塙､西桜
川､東桜川､平沢､福崎､富士見台､本郷､松田､間中､水戸､
南飯田､山口

082312006

中A 1P･2P 32
鹿沼梱包運輸
0285280911

茨城県 鉾田市 0 柏252
【18km】 082340006 中A配 1P･2P 90+配

東京西濃
0471920439

茨城県 小美玉市 0 水戸230 082360004 中A 1A･1P 35
小室運輸
0292986511

茨城県
つくばみらい
市

0 柏252
【22km】 082350005 中A配 1P･2P 43+配

東運輸
0471917767

茨城県 稲敷郡 河内町 柏252
【22km】 084470224 中A配 1P･1P 33+配

東京西濃
0471920439

茨城県 稲敷郡 美浦村 柏252
【22km】 084420222 中A配 1P･1P 44+配

東京西濃
0471920439

茨城県 北相馬郡 利根町 柏252 085640005 中A 1P･1P 30
東運輸
0471917767

茨城県 久慈郡 大子町 日立G236
下記以外※中継不能(事前連絡ﾁｬｰﾀｰ可)日輪寺(八溝山)
※

083640002
中(不 1P･2P 60

奥久慈運輸
0295724963

茨城県 猿島郡 境町 西武古河Ｌ002 085460002 中 1A･1P 10
SSX_古河

茨城県 東茨城郡 茨城町 水戸230 083020222 中A 1A･1P 35
小室運輸
0292986511

茨城県 東茨城郡 大洗町 水戸230 083090222 中A 1A･1P 22
小室運輸
0292986511

茨城県 東茨城郡 城里町 水戸230 083100007 中A 1A･1P 20
小室運輸
0292986511

茨城県 東茨城郡 城里町 水戸230
徳蔵､小勝､塩子､下赤沢､上赤沢､真端､大網 083101002 中A 1P･1P 41

小室運輸
0292986511

茨城県 結城郡 八千代町 西武古河Ｌ002 085211001 中A 1A･1P 15
SSX_古河

栃木県 栃木市 0 小山G230
※着払不可日立製作所(大平町) 092030003 中A 1A･1P 15

鹿沼梱包運輸
0285280911

栃木県 鹿沼市 0 宇都宮220
口粟野､中粟野､入粟野､柏木､下粕尾､中粕尾､上粕尾､下
永野､上永野､久野､深程､北半田

092051003
中A 1P･2P 35

鹿沼梱包運輸
0286490002

栃木県 日光市 0 宇都宮G221
【配･2円/kg(200円)】下記以外 092061002 中A有 1P･2P 30

鹿沼梱包運輸
0286490002

栃木県 日光市 0 宇都宮220

【30km】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､瀬尾(大笹牧場)､高徳､
中宮祠､独鈷沢､中三依､藤原､湯元､横川

092062004

中A有 1P･2P 66
鹿沼梱包運輸
0286490002

栃木県 日光市 0 宇都宮220

【30km】【道･250円/1件】川治温泉高原きぬがわ高原ｶﾝ
ﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ(五十里722)ﾒﾙﾓﾝﾃ日光霧降(所野1535-1)ﾁﾛﾘﾝ村
(所野1535-4)ﾆｭｰ霧降ｷｬﾝﾌﾟ場(所野1545-6)

092063006

中有道 1P･2P 66
鹿沼梱包運輸
0286490002

栃木県 宇都宮市 0 宇都宮220

､[あ]相野沢町､芦沼町､飯山､石那田､今里町､上田町､大
網､[か]金田町､叶谷町､上大塚町､上小池､上小倉町､上田
原町､上横倉関白町､古賀志､[さ]逆面町､篠井､下ヶ橋町､
下岡本町､下小池､下小倉町､下田原町､松風台､白沢町､
[た]高松町､宝井町､田下､田野､徳次郎､[な]中岡本町､中
里町､長嶺町､新里､[は]東岡本､福岡､古田町､冬室町､
[ま]松田新田町､宮山田町､立伏町､免ﾉ内町

092012002

中A 1P･1P 15
鹿沼梱包運輸
0286490002

栃木県 真岡市 0 小山G230 092090004 中A 1P･2P 18
鹿沼梱包運輸
0295280911

栃木県 大田原市 0 大田原G225

黒羽田町､前田､堀之内､北野上､八塩､北滝､片田､亀久､矢
倉､黒羽向町､大豆田､余瀬､蜂巣､桧木沢､寒井､中野内､河
原､両郷､寺宿､木佐美､大久保､久野又､大輪､川田､須佐
木､須賀川､雲岩寺､川上､南方､狭原､小船渡､湯津上､佐良
土､蛭畑､蛭田､新宿､片府田

092101005

中A 1P･2P 20
京運商事
0287486207

栃木県 さくら市 0 宇都宮G221 092140006 中A 1P･2P 21
鹿沼梱包運輸
0286490002

栃木県 さくら市 0 宇都宮220
喜連川､鷲宿､小入､早乙女､上河戸､下河戸､南和田､金枝､
鹿子畑､穂積､桜ヶ丘

092141001
中A 1P･2P 30

鹿沼梱包運輸
0286490002

栃木県 那須烏山市 0 大田原G225 092150005 中A 1P･2P 30
京運商事
0287486207

栃木県 下野市 0 小山G230 092160004 中A 1A･1P 10
鹿沼梱包運輸
0285280911

栃木県 河内郡 上三川町 宇都宮G221
※着払不可日産自動車 093010003 中A 1P･2P 15

鹿沼梱包運輸
0286490002

栃木県 下都賀郡 野木町 小山G230 093640003 中A 1A･1P 10
鹿沼梱包運輸
0285280911

栃木県 下都賀郡 壬生町 小山G230 093610006 中A 1A･1P 12
鹿沼梱包運輸
0285280911

栃木県 塩谷郡 塩谷町 宇都宮G221 093840004 中A 1P･2P 30
鹿沼梱包運輸
0286490002

栃木県 塩谷郡 高根沢町 宇都宮G221 093860002 中A 1P･2P 14
鹿沼梱包運輸
0286490002

栃木県 那須郡 那珂川町 大田原G225 094110005 中A 1P･2P 25
京運商事
0287486207
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栃木県 那須郡 那珂川町 大田原G225

馬頭､矢又､健武､和見､小口､三川又､北向田､久那瀬､松
野､富山､大内､谷川､盛泉､大那地､大山田上郷､大山田下
郷､小砂

094111007

中A 1P･2P 30
京運商事
0287486207

栃木県 那須郡 那須町 大田原G225
【配･2円/kg(200円)】 094071225 中A有 1P･2P 30

京運商事
0287486207

栃木県 芳賀郡 市貝町 宇都宮G221 093440002 中A 1P･2P 34
芳賀通運
0286673121

栃木県 芳賀郡 茂木町 宇都宮G221 093430003 中A 1P･2P 38
芳賀通運
0286673121

栃木県 芳賀郡 益子町 宇都宮G221 093420004 中A 1P･2P 30
芳賀通運
0286673121

栃木県 芳賀郡 芳賀町 宇都宮G221 093450001 中A 1P･2P 26
芳賀通運
0286673121

群馬県 前橋市 . 前橋G208
鼻毛石町､柏倉町､市之関町､三夜沢町､苗ヶ島町､馬場町､
大前田町

102013005
中A 1A･1P 20 ﾐﾂﾐ/問合せは前橋(支)

群馬県 前橋市 . 前橋G208
富士見町 102011001 中A 1A･1P 15 ﾐﾂﾐ0272855221

群馬県 高崎市 . 高崎G212
新町 102023004 中A 1A･1P 12 森井運輸倉庫/問合せは高崎(支)

群馬県 高崎市 . 高崎G212
倉淵町○○※週3回配達 102024006 中A 1P･2P 30 ﾐﾂﾐ/問合せは高崎(支)

群馬県 桐生市 . 太田G216
新里町○○ 102032001 中A 1A･1P 22 (有)ﾌﾚｲﾄ/問合せは太田(支)

群馬県 桐生市 . 太田G216
黒保根町○○ 102033003 中A 1P･2A 31 (有)ﾌﾚｲﾄ/問合せは太田(支)

群馬県 沼田市 . 渋川G214 102060001 中A 1P･2P 22

群馬県 渋川市 . 渋川G214
赤城町○○､小野子､村上 102082003 中 1A･1P 17 ﾓﾘﾀ/問合せは渋川(営)へ

群馬県 藤岡市 . 本庄G222 102091007 中A 1A･1P 16 森井運送0270623500

群馬県 藤岡市 . 本庄G222
鬼石､浄法寺､三波川､譲原､保美濃山､坂原 102093004 中A 1P･1P 40 森井運送0270623500

群馬県 みどり市 . 太田G216
大間々町○○ 102121004 中A 1P･2A 25 ﾌﾚｲﾄ/問合せは太田(支)

群馬県 みどり市 . 太田G216
東町○○ 102122006 中A 1P･2A 36 ﾌﾚｲﾄ/問合せは太田(支)

群馬県 吾妻郡 東吾妻町 高崎G212 104290002 中B 1P･2P 55 吾妻通運0279244799

群馬県 吾妻郡 草津町 高崎G212 104260005 中B 1P･2P 94 吾妻通運0279823412

群馬県 吾妻郡 中之条町 高崎G212 104210003 中B 1P･2P 45 吾妻通運0279244799

群馬県 吾妻郡 中之条町 高崎G212
大字赤岩､大字太子､大字小雨､大字生須､大字日影､ 104211005 中B 1P･2P 97 吾妻通運0279823412

群馬県 吾妻郡 長野原町 高崎G212 104240007 中B 1P･2P 77 吾妻通運0279823412

群馬県 吾妻郡 高山村 高崎G212 104280003 中B 1P･2P 65 吾妻通運0279244799

群馬県 吾妻郡 嬬恋村 高崎G212 104250006 中B 2A･2P 97 吾妻通運0279823412

群馬県 吾妻郡 嬬恋村 高崎G212
嬬恋村2401(万座温泉地内) 104252003 中B 2P･2P 97 吾妻通運0279823412

群馬県 邑楽郡 邑楽町 太田G216
105250004

中A 1A･1P 9
問合せは
鹿沼梱包
0276553887

群馬県 邑楽郡 千代田町 太田G216 105230006 中A 1A･1P 11 森井運送0270257069

群馬県 多野郡 上野村 本庄G222
【50km】 103660002 中A有 2P･2P 40+配 森井運送0270623500

群馬県 多野郡 神流町 本庄G222
【30km】 103670001 中A有 2P･2P 40+配 森井運送0270623500

群馬県 利根郡 みなかみ町 渋川G214 104490003 中A 1P･2P 32 関東渋川0279235562

群馬県 利根郡 みなかみ町 渋川G214

藤原､夜後､粟沢､綱子､幸知､湯桧曽､大穴､吉本､鹿野沢､
小日向､高日向､寺間､小仁田､川上､湯原､阿能川､谷川､向
山

104491005

中A 1P･2P 44 関東渋川0279235562

群馬県 利根郡 片品村 渋川G214 104430002 中A 1P･2P 52 関東渋川0279235562

群馬県 利根郡 川場村 渋川G214 104440001 中A 1P･2P 43 関東渋川0279235562

群馬県 利根郡 昭和村 渋川G214 104480004 中A 1P･2P 32 関東渋川0279235562

埼玉県 熊谷市 . 熊谷G218

上恩田､中恩田､下恩田､手島､小泉､屈戸､津田新田､中曽
根､吉所敷､沼黒､高本､津田､向谷､相上､玉作､箕輪､冑山､
小八林､船木台

112021001

中 1A･1P 22

埼玉県 熊谷市 . 熊谷G218
成沢､三本､上新田､押切､樋春､御正新田､須賀広､野原､小
江川､塩､板井､柴､千代､江南中央

112022003
中 1A･1P 18

埼玉県 秩父市 . 秩父G210
【15km】荒川○○ 112071003 中有 1A･1P 20

埼玉県 秩父市 . 秩父G210
【20km】下吉田､吉田○○､上吉田 112072005 中有 1P･1P 30

鹿沼梱包
問合せ秩父（営）

埼玉県 秩父市 . 秩父G210
【20km】大滝､中津川､三峰 112073007 中有 1P･2P 40

埼玉県 飯能市 . 川越G227
大字上名栗､大字下名栗 112091001 中 1P･2P 20

埼玉県 加須市 . 久喜G238

[ｲ]､芋茎､[ｳ]､牛重､内田ヶ谷､[ｶ]、上崎､上高柳､上種
足､[ｷ]､騎西､[ｺ]､鴻茎､[ｼ]､下崎､下種足､正能､[ｿ]､外
川､外田ヶ谷､[ﾄ]､道地､戸崎､戸室､[ﾅ]､中種足､中ﾉ目､
[ﾆ]､西之谷､[ﾈ]､根古屋､[ﾋ]､日出谷

112101007

中 1A･1P 10

埼玉県 加須市 . 久喜G238

[ｱ]､阿佐間､新井新田､[ｵ]､生出､[ｷ]､北大桑､北下新井､
北平野､[ｹ]､外記新田､琴寄､[ｻ]､佐波､[ｼ]､杓子木､新川
通､新利根､[ｽ]､砂原､[ﾄ]､道目､豊野台､[ﾅ]､中渡､[ﾊ]､旗
井､[ﾎ]､細間､[ﾏ]､間口､松永新田､[ﾔ]､弥兵衛

112102002

中 1A･1P 19

埼玉県 加須市 . 久喜G238
[ｲ]､飯積､伊賀袋､[ｵ]､小野袋､[ｶ]､柏戸､[ｺ]､駒場､[ｻ]､
栄､[ﾎ]､本郷､[ﾑ]､向古河､麦倉、[ﾔ]､柳生､[ﾖ]､陽光台

112103004
中 1P･2P 21

埼玉県 鴻巣市 . 東松山G226
赤城､赤城台､新井､上会下､北根､屈巣､境､関新田､広田 112171007 中 1A･1P 19

埼玉県 深谷市 . 本庄G222
川本明戸､上原､白草台､菅沼､瀬山､田中､長在家､畠山､本
田､荒川､小前田､北根､黒田､永田､武蔵野

112181006
中 1A･1P 16

埼玉県 蕨市 . 足立東287 112230006 中 1A･1P 11

埼玉県 新座市 . 和光290 112300006 中 1A･1P 7

埼玉県 桶川市 . 東松山G226 112310005 中 1A･1P 13

埼玉県 久喜市 . 久喜G238

[ｳ]､上内、[ｶ]､上川崎、[ｷ]､久本寺、[ｸ]､葛梅、[ｻ]､
栄、桜田、[ｽ]､砂原、[ｿ]､外野、[ﾅ]､中妻、[ﾆ]､西大
輪、[ﾊ]､八甫、[ﾋ]､東大輪、[ﾜ]､鷲宮、鷲宮中央、

112321006

中 1A･1P 11

埼玉県 久喜市 . 久喜G238

[ｱ]､新井、[ｲ]､伊坂、[ｶ]､河原代、[ｷ]､北広島、狐塚、
[ｸ]､栗橋、栗橋北、栗橋中央、栗橋東、[ｺ]､小右衛門、
[ｻ]､佐間、[ｼ]､島川、[ﾀ]､高柳、[ﾅ]､中里、[ﾏ]､間鎌、
松永、[ﾐ]､緑、南栗橋、

112322001

中 1A･1P 15

埼玉県 北本市 . 東松山G226 112330003 中 1A･1P 14

埼玉県 富士見市 . 大宮240 112350001 中 1A･1P 40

埼玉県 富士見市 . 大宮240
【限・150円/個】ららぽーと富士見（山室1-1313） 112351003 中限 1A･1P 40

埼玉西濃
0486238201

埼玉県 幸手市 . 岩槻241 112400003 中 1P･1P 19
埼玉西濃
0487968601

埼玉県 ふじみ野市 . 川越西L003
※直通距離は(和光290)で計算 112450005 中 1A･1P 14

SSX_川越西

埼玉県 北足立郡 伊奈町 久喜G238 113010005 中 1A･1P 13

埼玉県 入間郡 三芳町 川越西L003
※直通距離は(川越G227)で計算 113240003 中 1P･2P 20

SSX_川越西

埼玉県 入間郡 毛呂山町 川越G227 113260001 中 1P･2P 20
鹿沼梱包
問合せ川越（支）

埼玉県 入間郡 越生町 川越G227 113270007 中 1P･2P 20
鹿沼梱包
問合せ川越（支）
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埼玉県 比企郡 滑川町 東松山G226
【18km】 113410007 中有 1P･2P 60

鹿沼梱包
問合せ東松山（支）

埼玉県 比企郡 嵐山町 東松山G226
【14km】 113420006 中有 1P･2P 60

鹿沼梱包
問合せ東松山（支）

埼玉県 比企郡 小川町 東松山G226 113430005 中 1P･2P 60
鹿沼梱包
問合せ東松山（支）

埼玉県 比企郡 小川町 東松山G226

【14km】[あ]赤木､落合､[か]上吉寺､上腰越､勝呂､木呂
子､上吉山､[さ]下里江､下横田､下里､下青山､[た]高見､
[な]奈良梨､能増､中爪､[は]原川､本郷

113430145

中有 60
鹿沼梱包
問合せ東松山（支）

埼玉県 比企郡 鳩山町 東松山G226
【14km】 113480007 中有 1P･2P 60

鹿沼梱包
問合せ東松山（支）

埼玉県 比企郡 ときがわ町 東松山G226
【14km】 113490006 中有 1P･2P 60

鹿沼梱包
問合せ東松山（支）

埼玉県 秩父郡 横瀬町 秩父G210 113610001 中 1P･1P 20

埼玉県 秩父郡 皆野町 秩父G210 113620007 中 1A･1P 20

埼玉県 秩父郡 長瀞町 秩父G210 113630006 中 1A･1P 20

埼玉県 秩父郡 小鹿野町 秩父G210
【15km】下記以外 113650004 中有 1P･1P 20

鹿沼梱包
問合せ秩父（営）

埼玉県 秩父郡 小鹿野町 秩父G210
【20km】両神○○ 113651006 中有 1P･1P 30

鹿沼梱包
問合せ秩父（営）

埼玉県 秩父郡 東秩父村 東松山G226
【20km】 113690007 中有 1P･2P 31

鹿沼梱包
問合せ東松山（支）

埼玉県 児玉郡 美里町 本庄G222 113810002 中 1P･1P 15

埼玉県 児玉郡 神川町 本庄G222 113830007 中 1P･1P 12

埼玉県 大里郡 寄居町 本庄G222 114080003 中 1A･1P 21

埼玉県 北葛飾郡 杉戸町 岩槻241 114640003 中 1A･1P 12
埼玉西濃
0487968601

千葉県 銚子市 0 成田239 122020007 中 1P･2P 67
東京西濃成田
0476377233

千葉県 館山市 0 木更津238 122050004 中 1P･2A 66
安房運輸･館山
0470276151

千葉県 野田市 0 岩槻241 122080001 中 1P･1P 16
東運輸/
0487921211

千葉県 茂原市 0 木更津238 122100006 中 1P･2P 28
ｶﾈｷﾁｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
0475337702

千葉県 成田市 0 成田239

伊能､奈土､柴田､堀籠､村田､所､桜田､南敷､馬乗里､横山､
浅間､久井崎､稲荷山､中野､津富浦､松子､臼作､吉岡､新
田､一坪田､前林､大栄十余三､官林、川上、多良貝、水の
上、東ノ台、大沼

122116003

中 1P･1P 27
東京西濃成田
0476377233

千葉県 成田市 0 成田239

猿山､大菅､滑川､西大須賀､四谷､高倉､成井､地蔵原新田､
名古屋､七沢､中里､冬父､青山､倉水､名木､高岡､大和田､
高､小野､小浮､野馬込､新川、鎌部

122117005

中 1P･1P 31
東京西濃成田
0476377233

千葉県 東金市 . 佐倉262
※直通距離は(千葉250)で計算 122130003 中 1A･1P 51

ｶﾈｷﾁｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
0475337702

千葉県 旭市 . 成田239 122150001 中 1P･2P 49
東京西濃成田
0476377233

千葉県 勝浦市 . 木更津238 122180005 中 1P･2P 41
南総通運
0475225191

千葉県 鴨川市 . 木更津238 122230007 中 1P･2A 114
安房運輸･鴨川
0470920045

千葉県 鴨川市 . 木更津238
【2円/kg(200円)】小湊､内浦､天津､浜荻､清澄､四方木､
浜荻元東飛地

122232004
中有 1P･2A 124

安房運輸･鴨川
0470920045

千葉県 八街市 . 佐倉262 122300007 中 1A･1P 11
大鵬運輸
0436216201

千葉県 富里市 . 成田239 122330004 中 1A･1P 15
東京西濃成田
0476377233

千葉県 南房総市 . 木更津238
【2円/kg(200円)】下記以外 122340003 中有 1P･2A 64

安房運輸･館山
0470276151

千葉県 南房総市 . 木更津238

【2円/kg(200円)】明石､池之内､海老敷､大学口､上滝田､
上堀､川田､下滝田､下堀､千代､中､府中､増間､三坂､御庄､
本織､山下､山名､谷向､和田町○○

122341005

中有 1P･2A 124
安房運輸･館山
0470276151

千葉県 匝瑳市 . 成田239
下記以外※直通距離は(千葉250)で計算 122350002 中 1P･2P 61

越川運輸
0476353700

千葉県 匝瑳市 . 成田239
【2円/kg(200円)】今泉､栢田､川辺､新堀､野手､堀川※直
通距離は(千葉250)で計算

122351004
中有 61

越川運輸
0476353700

千葉県 香取市 . 成田239 122360001 中 1P･1P 35
東京西濃成田
0476377233

千葉県 香取市 . 成田239
小見､川上､高野､竹之内､田部､仁良､神生､米野井､府馬､
長岡､志高､古内､山倉､大角､新里､桐谷､鳩山､小川

122361003
中 1P･2P 39

東京西濃成田
0476377233

千葉県 香取市 . 成田239

小見川､八日市場､野田､本郷､下小川､南原地新田､羽根
川､入会地､新々田､一ﾉ分目､三ﾉ分目､富田､下小堀､増田､
分郷､織幡､旗鉾､油田､内野､龍谷､八本､白井､山川､虫幡､
木内､上小堀､木内虫幡上小堀入会地､阿玉川､下飯田､岡
飯田､布野､川頭､北原地新田､五郷内､久保､和泉､貝塚､阿
玉台

122362005

中 1P･2P 45
東京西濃成田
0476377233

千葉県 山武市 . 佐倉262
【2円/kg(200円)】下記以外※直通距離は(千葉250)で計
算

122370007
中有 1P･1P 50

大鵬運輸
0436216201

千葉県 山武市 . 佐倉262
【2円/kg(200円)】松尾町○○､蓮沼○○※直通距離は
(千葉250)で計算

122371002
中有 1P･1P 62

大鵬運輸
0436216201

千葉県 いすみ市 . 木更津238

【2円/kg(200円)】今関､大野､荻原､小高､柿和田､神置､
苅谷､国府台､小又井､作田､札森､島､正立寺､須賀谷､行
川､能実､引田､深谷､増田､松丸､万木､八乙女､弥正､楽町､
岩船､小池､大原､大原台､小沢､上布施､佐室､沢部､下原､
下布施､釈迦谷､高谷､長志､新田､新田野､新田野下原細尾
入会地､新田若山深堀入会地､日在､深堀､細尾､山田､若山

122380006

中有 1P･2P 40
南総通運
0475225191

千葉県 いすみ市 . 木更津238
【2円/kg(200円)】上記以外 122381001 中有 1P･2P 39

南総通運
0475225191

千葉県 大網白里市 . 佐倉262
【2円/kg(200円)】※直通距離は(千葉250)で計算 124020003 中有 1A･1P 54

ｶﾈｷﾁｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
0475337702

千葉県 印旛郡 栄町 成田239 123290006 中 1A･1P 25
東京西濃成田
0476377233

千葉県 香取郡 神崎町 成田239 123420007 中 1P･1P 34
東京西濃成田
0476377233

千葉県 香取郡 多古町 成田239 123470002 中 1P･1P 25
東京西濃成田
0476377233

千葉県 香取郡 東庄町 成田239 123490007 中 1P･2P 51
東京西濃成田
0476377233

千葉県 山武郡 九十九里町 佐倉262
【2円/kg(200円)】※直通距離は(千葉250)で計算 124030002 中有 1P･2P 60

ｶﾈｷﾁｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
0475337702

千葉県 山武郡 芝山町 成田239
【2円/kg(200円)】※直通距離は(千葉250)で計算 124090003 中有 1A･1P 40

越川運輸
0476353700

千葉県 山武郡 横芝光町 成田239
【2円/kg(200円)】下記以外※直通距離は(千葉250)で計
算

124100002
中有 1P･1P 59

越川運輸
0476353700

千葉県 山武郡 横芝光町 成田239

【2円/kg(200円)】木戸台､小堤､寺方､曽根合､於幾､坂
田､坂田池､取立､長倉､姥山､遠山､中台､牛熊､谷台､長山
台､横芝､古川､両国新田､栗山､鳥喰新田､鳥喰上､鳥喰下､
新島､屋形､北清水※直通距離は(千葉250)で計算

124101004

中有 1P･1P 65
越川運輸
0476353700

千葉県 長生郡 一宮町 木更津238
【2円/kg(200円)】 124210005 中有 1P･2P 50

南総通運
0475225191

千葉県 長生郡 睦沢町 木更津238
【2円/kg(200円)】 124220004 中有 1P･2P 50

南総通運
0475225191

千葉県 長生郡 長生村 木更津238
【2円/kg(200円)】 124230003 中有 1P･2P 50

ｶﾈｷﾁｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
0475337702

千葉県 長生郡 白子町 木更津238
【2円/kg(200円)】 124240002 中有 1P･2P 50

ｶﾈｷﾁｴﾝﾀﾌﾟﾗｲｽﾞ
0475337702

千葉県 長生郡 長柄町 木更津238
【2円/kg(200円)】 124260007 中有 1P･2P 50

南総通運
0475225191

千葉県 長生郡 長南町 木更津238
【2円/kg(200円)】 124270006 中有 1P･2P 50

南総通運
0475225191

千葉県 夷隅郡 大多喜町 木更津238
【2円/kg(200円)】 124410006 中有 1P･2P 34

南総通運
0475225191

千葉県 夷隅郡 御宿町 木更津238
【2円/kg(200円)】 124430004 中有 1P･2P 59

南総通運
0475225191
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千葉県 安房郡 鋸南町 木更津238
【2円/kg(200円)】 124630005 中有 1P･2A 64

安房運輸･館山
0470276151

東京都 立川市 . 八王子北L006
※直通距離は(入間245)で計算 132020001 中 1A･1P 10 SSX_八王子北

東京都 立川市 . 八王子北L006
【限･110円/個】ららぽーと立川立飛（泉町935-1） 132021003 中限 1A･1P 10 SSX_八王子北

東京都 武蔵野市 . 府中L007
※直通距離は(八王子335)で計算 132030007 中 1A･1P 27 SSX_府中

東京都 武蔵野市 . 府中L007
【限･120円/個】ﾖﾄﾞﾊﾞｼ吉祥寺(吉祥寺本町1-19-1)※直
通距離は(八王子335)で計算

132031002
中限 1P･1P 27 SSX_府中

東京都 武蔵野市 . 府中L007

【限･135円/個】吉祥寺商店街(吉祥寺本町1丁目1~15
番、吉祥寺南町1丁目1~5番、吉祥寺南町2丁目1番)※長
尺物、重量物は要相談※直通距離は(八王子335)で計算

132032004

中限 1P･1P 27 SSX_府中

東京都 青梅市 . 入間245 132050005 中 1A･1P 21
ミツミ
0429343911

東京都 昭島市 . 八王子北L006
※直通距離は(入間245)で計算 132070003 中 1A･1P 8

SSX_八王子北

東京都 小金井市 . 府中L007
※直通距離は(入間245)で計算 132100007 中 1A･1P 10

SSX_府中

東京都 小平市 . 府中L007
※直通距離は(入間245)で計算 132110006 中 1A･1P 17

SSX_府中

東京都 東村山市 . 入間245 132130004 中 1A･1P 24
東京急配
問合は入間

東京都 国分寺市 . 八王子335 132140003 中 1A･1P 17

東京都 西東京市 . 府中L007
※直通距離は(入間245)で計算 132290002 中 1A･1P 26

SSX_府中

東京都 国立市 . 八王子335 132150002 中 1A･1P 13

東京都 狛江市 . 府中L007
※直通距離は(八王子335)で計算 132190005 中 1A･1P 30

SSX_府中

東京都 清瀬市 . 入間245 132210003 中 1A･1P 10
東京急配
0429342990

東京都 東久留米市 . 入間245 132220002 中 1A･1P 16 東京急配問合は入間

東京都 東久留米市 . 入間245
【限･120円/1個】ｲｵﾝﾓｰﾙ東久留米店（南沢5-17-62） 132222006 中限 1A･1P 16 東京急配問合は入間

東京都 武蔵村山市 . 入間245 132230001 中 1A･1P 17
ミツミ
0429343911

東京都 武蔵村山市 . 入間245
【限･150円/1個】ｲｵﾝﾓｰﾙむさし村山ﾐｭｰ(ｼﾞｬｽｺ･三越除
く)（榎1-1-3）

132231003
中限 1A･1P 17

ミツミ
0429343911

東京都 東大和市 . 入間245 132200004 中 1A･1P 21 東京急配問合は入間

東京都 福生市 . 入間245 132180006 中 1A･1P 21
ミツミ
0429343911

東京都 稲城市 . 府中L007
※直通距離は(八王子335)で計算 132250006 中 1A･1P 22

SSX_府中

東京都 多摩市 . 八王子335 132240007 中 1A･1P 23

東京都 あきる野市 . 八王子北L006
※直通距離は(入間245)で計算 132280003 中 1A･1P 22

SSX_八王子北

東京都 西多摩郡 日の出町 八王子北L006
【22km】※直通距離は(入間245)で計算 133050003 中有 1A･1P 60

SSX_八王子北

東京都 西多摩郡 日の出町 八王子北L006
【22km】【限･150円/1個】ｲｵﾝﾓｰﾙ日の出（ｲｵﾝは除く）
(平井)※直通距離は(入間245)で計算

133051005
中有限 1A･1P 60

SSX_八王子北

東京都 西多摩郡 檜原村 八王子北L006
【22km】※直通距離は(入間245)で計算 133070001 中有 1A･1P 60

SSX_八王子北

東京都 西多摩郡 奥多摩町 八王子北L006
【22km】※直通距離は(入間245)で計算 133080007 中有 1A･1P 60

SSX_八王子北

神奈川県 横須賀市 . 横浜南344
下記以外※1t以上及び急送品は神奈川西濃へ事前連絡の
こと

142011005
中 1A･1P 26

神奈川西濃
0457810081

神奈川県 横須賀市 . 横浜南344
【限･120円/1個】ﾀﾞｲｴｰｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾗｻﾞ横須賀店（本町2-
1-12）

142013002
中限 26

神奈川西濃
0457810081

神奈川県 相模原市 緑区 厚木362
(個人宛以外)[ｱ]､青根､青野原､青山､太井､[ﾀ]､鳥屋､
[ﾅ]､長竹､中野､根小屋､[ﾏ]､又野､町屋､三井､三ｹ木

141511006
中 1A･1P 25

相模陸運
0427580001

神奈川県 相模原市 緑区 厚木362
【18km】(個人宛)[ｱ]､青根､青野原､青山､太井､[ﾀ]､鳥
屋､[ﾅ]､長竹､中野､根小屋､[ﾏ]､又野､町屋､三井､三ｹ木

141512001
中有 25

相模陸運
0427580001

神奈川県 相模原市 緑区 厚木362

(個人宛以外)[ｱ]､小倉､小原､[ｶ]､川尻､久保沢､[ｻ]､城
山､寸沢嵐､[ﾀ]､谷ｹ原､千木良､[ﾅ]､中沢､[ﾊ]､葉山島､原
宿､原宿南､広田､[ﾏ]､向原､[ﾔ]､与瀬､与瀬本町､[ﾜ]､若葉
台､若柳

141513003

中 1A･1P 30
相模陸運
0427580001

神奈川県 相模原市 緑区 厚木362

【18km】(個人宛)[ｱ]､小倉､小原､[ｶ]､川尻､久保沢､[ｻ]､
城山､寸沢嵐､[ﾀ]､谷ｹ原､千木良､[ﾅ]､中沢､[ﾊ]､葉山島､
原宿､原宿南､広田､[ﾏ]､向原､[ﾔ]､与瀬､与瀬本町､[ﾜ]､若
葉台､若柳

141514005

中有 30
相模陸運
0427580001

神奈川県 相模原市 緑区 厚木362
(個人宛以外)[ｱ]､小渕､[ｻ]､佐野川､澤井､[ﾅ]､名倉､[ﾊ]､
日連､[ﾏ]､牧野､[ﾔ]､吉野

141515007
中 1A･1P 35

相模陸運
0427580001

神奈川県 相模原市 緑区 厚木362
【18km】(個人宛)[ｱ]､小渕､[ｻ]､佐野川､澤井､[ﾅ]､名倉､
[ﾊ]､日連､[ﾏ]､牧野､[ﾔ]､吉野

141516002
中有 35

相模陸運
0427580001

神奈川県 逗子市 . 横浜南344 142080003 中 1A･1P 28
神奈川西濃
0457810081

神奈川県 三浦市 . 横浜南344 142100001 中 1A･1P 28
神奈川西濃
0457810081

神奈川県 秦野市 . 小田原375 142110007 中 1P･2P 22
箱根登山貨物
0465483336

神奈川県 南足柄市 . 小田原375
142170001

中 1A･1P 12
神奈川西濃
小田原
0465395256

神奈川県 南足柄市 . 小田原375
【26km】三竹山※週1回配達 142170266

中有 週1回 12
神奈川西濃
小田原
0465395256

神奈川県 三浦郡 葉山町 横浜南344 143010001 中 1A･1P 30
神奈川西濃
0457810081

神奈川県 足柄上郡 中井町 小田原375 143610004 中 1A･1P 20
箱根登山貨物
0465483336

神奈川県 足柄上郡 大井町 小田原375
143620003

中 1A･1P 13
神奈川西濃
小田原
0465395256

神奈川県 足柄上郡 松田町 小田原375
143630002

中 1A･1P 14
神奈川西濃
小田原
0465395256

神奈川県 足柄上郡 山北町 小田原375
143640001

中 1A･1P 17
神奈川西濃
小田原
0465395256

神奈川県 足柄上郡 山北町 小田原375
【26km】中川温泉､谷峨※週1回配達 143640266

中有 週1回 17
神奈川西濃
小田原
0465395256

神奈川県 足柄上郡 開成町 小田原375
143660006

中 1A･1P 16
神奈川西濃
小田原
0465395256

神奈川県 足柄下郡 箱根町 小田原375 143820004 中 1P･2A 20
箱根登山貨物
0465483336

神奈川県 足柄下郡 箱根町 小田原375
【26km】箱根､大観山※週1回配達 143820262 中有 週1回 20

箱根登山貨物
0465483336

神奈川県 足柄下郡 真鶴町 小田原375
143830003

中 1A･1P 14
神奈川西濃
小田原
0465395256

神奈川県 足柄下郡 湯河原町 小田原375
143840002

中 1A･1P 18
神奈川西濃
小田原
0465395256

神奈川県 愛甲郡 清川村 厚木362 144020005 中 1A･1P 15
相模陸運
0427580001

神奈川県 愛甲郡 清川村 厚木362
【14km】個人宛 144020145 中有 15

相模陸運
0427580001
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精算中継
距離km 取扱会社

新潟県 新潟市 北区 新潟385

[あ］朝日町、彩野、石動、内島見、内沼、浦木、浦ノ
入、大久保、大瀬柳、太田、大月、大迎、岡新田、
[か］笠柳、かぶとやま１丁目～２丁目、上大月、上土
地亀、上堀田、嘉山、川西、木崎、葛塚、小杉、[さ］
笹山、笹山東、里飯野、下大谷内、下土地亀、下早通、
新鼻、十二、十二前、須戸、[た］豊栄○○、太子堂、
高森、高森新田、鳥屋、樋ノ入、[な］長戸、長戸呂、
長戸呂新田、長場、新井郷、[は］灰塚、白新町、浜
浦、早通、早通北、早通南、東栄町、平林、仏伝、北
陽、[ま］前新田、三ツ森川原、三ツ屋、村新田、森
下、[や］柳原、山飯野、横井、横越、横土居

151011001

中B 1A･1P 30
新野運送
0252781101

新潟県 新潟市 江南区 新潟385

[あ]茜ヶ丘､阿賀野､曙､旭､いぶき野､泉町､稲葉､うぐい
す､鵜ﾉ子､荻曽根、[か]亀田､貝塚､木津､木津工業団地､
小杉､駒込、[さ]沢海､五月町､早苗､三條岡､下早通柳田､
城所､城山､砂岡､砂崩､砂山､諏訪、[た]茅野山､手代山､
所島､泥潟、[な]西町､二本木、[は]東早通､東船場､東本
町､日水､平山､藤山､袋津､船戸山、[ま]丸潟､元町、[や]
横越､横越○○

151041005

中B 1A･1P 20
東部運送
0252795361

新潟県 新潟市 秋葉区 新潟385

[あ］朝日、安部新、天ヶ沢新田、安養寺、市新、市之
瀬、飯柳、梅ノ木、浦興野、浦沢、大秋、大鹿、大関、
岡田、荻島、荻野町、[か］覚路津、金沢町、金津、金
屋、鎌倉、柄目木、蒲ヶ沢、川口、川根、北、北潟、北
上、北上新田、草水町、栗宮、車場、こがね町、小口、
小須戸、古田、古田ノ内大野開、小戸上組、小戸下組、
子成場、小向、小屋場、[さ］さつき野、塩谷、下興
野、下興野町、下条、下新、新栄町、新金沢町、新郷
屋、新保、新町、水田、善道、善道町、[た］田家、大
安寺、大蔵、滝谷町、滝谷本町、田島、次屋、出戸、
[な］新津、新津○○、中新田、中野、中村、中沢町、
七日町、西金沢、西島、西古津、日宝町、[は］羽下、
東金沢、東島、船越、船戸、古津、程島、[ま］牧ヶ
鼻、松ヶ丘、満願寺、南町、美幸町、結、[や］矢代
田、山谷町、吉岡町、横川浜、[ら］竜玄新田、六郷、
[わ］蕨曽根、割町

151050002

中B 1A･1P 20
東部運送
0252795361

新潟県 新潟市 南区 新潟385

[あ］赤渋、朝捲、鯵潟、飯島新田、和泉、犬帰新田、
茨曽根、鋳物師興野、兎新田、牛崎、臼井、臼井ノ内小
平次新田、獺ヶ通、浦梨、大通、大通○○、沖新保、
[か］上浦、上木山、上塩俵、上新田、上道潟、上八
枚、神屋、北田中、櫛笥、蜘手興野、小坂、小蔵子、
[さ］白根、白根○○、七軒、七軒町、清水、下木山、
下塩俵、下道潟、下道潟新田、下八枚、下八枚ノ内小見
新田、下山崎、十五間、十二道島、上下諏訪木、庄瀬、
次郎右エ門興野、新生町、新山崎町、親和町、助次右エ
門組、蔵主、[た］大郷、田尾、高井興野、高井東、田
中、天王新田、戸石新田、戸頭、[な］中小見、中塩
俵、中山、鍋潟、新飯田、西笠巻、西笠巻新田、西酒
屋、根岸、能登、[は］東笠巻、東笠巻新田、東萱場、
菱潟、菱潟新田、引越、平潟、平潟新田、古川新田、平
成町、保坂、堀掛、[ま］真木、松橋、万年、[や］山崎
興野、[わ］鷲ノ木新田

151061003

中A 1A･1P 20
新野運送
0252781101

新潟県 新発田市 . 新潟385 152061001 中B 1A･1P 30
新野運送
0252781101

新潟県 新発田市 . 新潟385
赤谷､東赤谷※冬季配達不能(12/1~3/31)-新発田止 152062003 中(不 1A･1P 30

新野運送
0252781101

新潟県 新発田市 . 新潟385

稲荷岡､大中島､小川､片桐､古田､湖南､下中沢､住吉､関
井､高島､長者館､富島､中島､長島､中野､人橋､福岡､藤塚
浜､二ﾂ山､真中､真野代､真野原､真野原外､南成田､宮吉､
元郷､米子

152063005

中A 1A･1P 40
新野運送
0252781101

新潟県 村上市 . 新潟385

赤沢､岩ヶ崎､鋳物師､岩船○○､小谷､大栗田､大関､大月､
学校町､柏尾､上相川､上の山､上山田､日下､下渡､山辺里､
菅沼､下相川､下山田､瀬波○○､滝の前､仲間町､坪根､天
神岡､西興屋､野潟､羽下ヶ渕､浜新田､早川､東興屋､馬下､
間島､松浪､松原○○､松山､三日市､村上､本町､門前､八日
市､四日市､吉浦

152120007

中B 1P･2P 80
村上中越運送
0254532193

新潟県 村上市 . 新潟385

荒川緑新田､荒島､荒屋､海老江､大津､貝附､上鍛冶屋､金
屋､切田､坂町､佐々木､下鍛冶屋､新光寺､鳥屋､中倉､中
野､長政､梨木､名割､羽ヶ榎､花立､春木山､藤沢､南新保､
山口

152121002

中B 1P･2P 60
村上中越運送
0254532193

新潟県 村上市 . 新潟385

【30km】荒川口、雷、岩崩字江古田、大代、中継、山熊
田週２回配達（火･金)左記以外曜日はﾁｬｰﾀｰ対応可能冬
季期間(入山禁止期間要確認)は配達,ﾁｬｰﾀｰ共に不可

152123006

中B有(不 要確認 80
村上中越運送
0254532193

新潟県 村上市 . 新潟385
【30km】上記以外 152122004 中B有 2P･2P 80

村上中越運送
0254532193

新潟県 胎内市 . 新潟385 152270006 中B 2A･2P 60
新野運送
0252781101

新潟県 胎内市 . 新潟385
下荒沢週２回配達（火･金)左記以外曜日ﾁｬｰﾀｰ対応可能
冬季期間(入山禁止期間要確認)は配達,ﾁｬｰﾀｰ共に不可

152271001
中B(不 要確認 60

新野運送
0252781101

新潟県 長岡市 . 長岡N570

[あ]阿弥陀瀬､荒巻､梅田､小島谷､落水､小国町○○、
[か]上桐､籠田､黒坂、[さ]三瀬ｹ谷､島崎､下富岡､城之
丘、[た]寺泊○○、[な]根小屋、[は]東保内､日野浦、
[ま]村田、[ら]両高、[わ]和島北野､和島高畑､和島中
沢､若野浦

152022007

中A 1P･2P 22
問合せは長岡

新潟県 長岡市 . 長岡N570

[あ]朝日､岩野､飯島､飯島善兵衛古新田､飯塚､岩田､浦、
[か]上新田､釜ヶ島､神谷､北野､越路中島､越路中沢、
[さ]沢下条､篠花､下新田、[た]千谷沢､塚野山、[な]西
野､西谷、[は]東谷､不動沢、[ま]南島新田、[ら]来迎寺

152023002

中A 1A･1P 22
問合せは長岡

新潟県 長岡市 . 長岡N570

[あ]瓜生､大野、[か]上岩井､気比宮、[さ]逆谷､下河根
川、[た]中永､鳥越、[な]七日市、[は]藤川、[ま]三島
上条､三島新保､三島中条､宮沢、[や]吉崎､与板町○○、
[ら]蓮花寺、[わ]脇野町

152024004

中A 1A･2A 22
軽貨急配
問合せは長岡

新潟県 長岡市 . 長岡N570
古志○○ 152025006 中A 1P･2P 60

笹崎運送
問合せは長岡

新潟県 長岡市 . 長岡N570

[あ］赤谷、明戸、東町、天下島、一之貝、一之渡戸、
入塩川、上の原町、梅野俣、大川戸、[か］金沢、金
町、上樫出、上塩、鴉ケ島、軽井沢、寒沢、北荷頃、木
山沢、九川、熊袋、栗山沢、小貫、小向、[さ］栄町、
塩新町、塩中、下樫出、下塩、新栄町、菅畑、[た］
平、滝之口、滝の下町、田之口、中央公園、土ケ谷、栃
尾旭町、栃尾新町、栃尾泉、栃尾岩野外新田、栃尾大
野、栃尾大町、栃尾表町、栃尾島田、栃尾町、栃堀、栃
尾原、栃尾原町、栃尾本町、栃尾宮沢、栃尾山田、栃尾
山田町、[な］中、仲子町、西中野俣、西野俣、楡原、
[は］半蔵金、東が丘、東中野俣、人面、平中野俣、比
礼、吹谷、ニツ郷屋、二日町、文納、本所、本津川、
[ま］巻渕、松尾、水沢、葎谷、森上、[や］谷内、山
口、山屋、吉水、[ら］来伝、[わ］山葵谷

152027003

中A 1A･1P 31
高橋急便
問合せは長岡

新潟県 長岡市 . 長岡N570
川口峠､川口中山､川口武道窪､川口和南津､西川口､東川
口

152028005
中A 1P･2P 40

笹崎運送
問合せは長岡

新潟県 長岡市 . 長岡N570
川口相川､川口荒屋､川口牛ヶ島､川口木沢､川口田麦山※
冬期配達所要日数3~4日

152029007
中A 要注意 40

笹崎運送
問合せは長岡

新潟県 小千谷市 . 長岡N570 152080004 中A 1A･1P 20
青帽桜町
問合せは長岡

新潟県 魚沼市 . 長岡N570 152250001 中A 1P･2P 50 赤帽関越運送問合せは長岡

新潟県 魚沼市 . 長岡N570
【30km】入広瀬○○※冬期間配達所要日数3~4日｡ 152251003 中A有 1P･2P 50 赤帽関越運送問合せは長岡

新潟県 魚沼市 . 長岡N570
広神○○､守門○○､湯之谷○○※冬期間配達所要日数
2~3日｡

152252005
中A 1P･2P 50 赤帽関越運送問合せは長岡
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新潟県 魚沼市 . 長岡N570

【24km】湯之谷(芋川､大島)(通称;八崎､奥只見､銀山平)
※冬期間配達不能(12/1~3/31)※冬期間以外週2回配達
(月･木曜日)※ﾁｬｰﾀｰによる上記以外の曜日に配達可(事
前連絡のこと｡ﾁｬｰﾀｰ料1件につき20,000円)

152253007

中有(不 1P･2P 50 赤帽関越運送問合せは長岡

新潟県 南魚沼市 . 長岡N570
下記以外ｽｷｰ場関係事前連絡のこと｡(11/1~3/31) 152260007 中A 1P･2A 80

東武運輸塩沢
0257821117

新潟県 南魚沼市 . 長岡N570

塩沢､目来田､中､樺野沢､樺野沢新田､天野沢､泉盛寺､吉
里､思川､片田､竹ﾉ俣､竹ﾉ俣新田､島新田､上十日町､中子
○○､中野､大里､小木六､八龍新田､小杉新田､大木六､吉
山新田､大木六新田､仙石､舞子､万条新田､姥島新田､五郎
丸､徳田新田､丸池新田､石打､関､上野､宮野下､上一日市､
下一日市､君沢､大沢､南田中､枝吉､雲洞､三郎丸､早川､長
崎､滝谷､一之沢､姥沢新田､蟹沢新田※ｽｷｰ場関係事前連
絡のこと(11/1~3/31)

152262004

中A 1P･2A 60
東武運輸塩沢
0257821117

新潟県 南魚沼市 . 長岡N570
【30km】大和後山※冬期間配達所要日数3~4日｡ｽｷｰ場関
係事前連絡のこと｡(11/1~3/31)

152261002
中A有 1P･2A 80

東武運輸塩沢
0257821117

新潟県 南魚沼市 . 長岡N570
【20km】栃窪､清水､岩ﾉ下ｽｷｰ場関係事前連絡のこと
(11/1~3/31)

152263006
中A有 1P･2A 60

東武運輸塩沢
0257821117

新潟県 十日町市 . 長岡N570 152101004 中A 1P･2P 40
東武運輸
0257576111

新潟県 十日町市 . 長岡N570

【20km】赤倉､大池､池久尻､大石､市之沢､真田､塩野､菅
沼､新水､野中､願入､二子､名ｹ山､渡野､白倉､越ｹ沢､田戸
※冬期間配達所要日数3~4日岩瀬､中仙田､室島､藤沢､高
島

152102006

中A有 1P･2P 40
東武運輸
0257576111

新潟県 十日町市 . 長岡N570

新里､荒屋､新屋敷､芋沢､上山､桂､桔梗原､小原､高道山､
小松原､西方､田沢本村､田中､通り山､如来寺､原町､東田
沢､東田尻､干溝､朴木沢､程島､堀之内､牧畑､宮沢､宮中､
葎沢､山崎

152100002

中A 1P･2P 60
東武運輸
0257576111

新潟県 十日町市 . 長岡N570

【20km】上倉､倉下､田代､下山､鷹羽､芋川､市之越､倉俣､
小出､清田山､角間､重地､白羽毛※冬期間配達所要日数
3~4日

152103001

中A有 1P･2P 60
東武運輸
0257576111

新潟県 十日町市 . 長岡N570

会沢､莇平､荒瀬､池尻､池之畑､犬伏､浦田､荢島､海老､片
桐山､蒲生､桐山､儀明､木和田原､小荒戸､小池､小屋丸､清
水､菅刈､仙納､大平､滝沢､田野倉､千年､寺田､峠､福島､松
代､松代○○､松之山○○､松山新田､室野､中子､孟地､奈
良立､名平､蓬平※冬期間配達所要日数3~4日

152104003

中A 1P･2P 59
東武運輸
0257576111

新潟県 柏崎市 . 長岡N570 152050007 中A 1A･1P 30
金井運送
問合せは長岡

新潟県 柏崎市 . 長岡N570
【20km】石地､宮川 152051002 中A有 1A･1P 40

金井運送
問合せは長岡

新潟県 柏崎市 . 長岡N570
高柳町○○ 152052004 中A 2A･2A 50

東武運輸
0257576111

新潟県 妙高市 . 上越N572 152170002 中A 1A･1P 18
ｵｷﾞｲ運送
問合せは上越(支)

新潟県 妙高市 . 上越N572

[あ]赤倉､今府､大鹿､大谷､大塚､岡新田､桶海、[か]兼
俣､上大塚新田､上中村新田､窪田新田､北田屋新田､蔵々､
毛祝坂、[さ]坂口新田､坂下新田､下､杉野沢､住吉､関
川、祖父竹、[た]田口､田切､田中村新田､樽本○○､土
路､寺尾、[な]中島新田､中原新田､西田屋新田、[は]花
房､東田屋新田､東福田新田､東四ﾂ谷新田､二俣、[や]米
島新田※ｽｷｰ場関係事前連絡要

152171004

中B 1P･2P 36
ｻﾝ急便
問合せは上越(支)

新潟県 五泉市 . 新潟385 152180001 中B 1P･1P 31
東部運送
0252795361

新潟県 糸魚川市 . 糸魚川N564

[あ]大沢､小見､鬼伏、[か]川詰､鬼舞､崩､木浦、[さ]栄､
桜木､指塩､須川､仙納、[た]平､大道寺､筒石､寺山､藤崎､
藤後、[な]中野口､西飛山､能生､能生小泊、[は]東谷
内、[ま]柵口､溝尾､百川、[わ]鷲尾

152166001

中A 1P･1P 21 問合せは糸魚川(営)

新潟県 糸魚川市 . 糸魚川N564
【22km】[あ]鶉石、[か]桂、[た]大王､太平寺、[は]柱
道

152167003
中A有 1P･1P 21 問合せは糸魚川(営)

新潟県 糸魚川市 . 糸魚川N564
【26km】[あ]大洞、[さ]下倉､島道、[た]高倉､田麦平､
徳合、[ま]槙､物出

152168005
中A有 1P･1P 21 問合せは糸魚川(営)

新潟県 阿賀野市 . 新潟385 152230003 中B 1A･1P 30
東部運送
0252795361

新潟県 上越市 . 上越N572
板倉区○○､清里区○○､三和区○○ 152223003 中B 1P･2P 17

日下運送
問合せは上越(支)

新潟県 上越市 . 上越N572
牧区○○※冬期間配達所要日数3~4日 152224005 中B 1P･2P 17

日下運送
問合せは上越(支)

新潟県 上越市 . 上越N572
大潟区○○､頸城区○○､柿崎区○○ 152225007 中A 1A･1P 12

三浦運送
問合せは上越(支)

新潟県 上越市 . 上越N572
吉川区○○ 152226002 中A 1P･2P 29

小林運送
問合せは上越(支)

新潟県 上越市 . 上越N572
中郷区○○※ｽｷｰ場関係事前連絡要 152227004 中B 1P･2P 28

ｻﾝ急便
問合せは上越(支)

新潟県 上越市 . 上越N572
安塚区○○､浦川原区○○※冬期間配達所要日数3~4日 152228006 中A 1P･2P 31

ｻﾝ急便
問合せは上越(支)

新潟県 上越市 . 上越N572
大島区○○※冬期間配達所要日数3~4日 152229001 中A 1P･2P 40

ｻﾝ急便
問合せは上越(支)

新潟県 上越市 . 上越N572
名立区○○ 152220004 中A 1P･1P 18

中村運送
問合せは上越(支)

新潟県 北蒲原郡 聖篭町 新潟385 153070003 中B 1A･1P 30
新野運送
0252781101

新潟県 刈羽郡 刈羽村 長岡N570 155040002 中A 1A･1P 30
金井運送
問合せは長岡

新潟県 東蒲原郡 阿賀町 新潟385 153850002 中B 1P･2P 60
東部運送
0252795361

新潟県 東蒲原郡 阿賀町 新潟385
【配･800円/件】八木山･福取･広谷･室谷※週2回配達
(火･金)実川･荒沢･大須郷･中ﾉ沢

153851004
中B有 1P･2P 60+配

東部運送
0252795361

新潟県 南魚沼郡 湯沢町 長岡N570
下記以外ｽｷｰ場関係事前連絡のこと(11/1~3/31) 154611005 中A 2A･2P 70

東武運輸塩沢
0257821117

新潟県 南魚沼郡 湯沢町 長岡N570

【30km】中里､三国､浅貝､土樽､三俣､苗場､二居､松川､小
坂､滝の又､谷後※冬期間所要日数3~4日ｽｷｰ場関係事前連
絡(11/1~3/31)

154612007

中A有 2A･2P 70
東武運輸塩沢
0257821117

新潟県 中魚沼郡 津南町 長岡N570 154821005 中A 1P･2P 60
東武運輸
0257576111

新潟県 中魚沼郡 津南町 長岡N570

【30km】穴藤､逆巻､見倉､結束､前倉､大赤沢､清水ヶ原､
加用､見玉※週2回配達(水･土)冬期(12/1~3/31)週1回配
達(土)

154822007

中A有 要確認 60
東武運輸
0257576111

新潟県 岩船郡 関川村 新潟385 155810002 中B 1P･2P 80
村上中越運送
0254532193

新潟県 岩船郡 粟島浦村 新潟385
【船･着払】※配達不能-粟島港止 155860004 中船 要確認 80

村上中越運送
0254532193

新潟県 三島郡 出雲崎町 長岡N570 154050003 中A 1P･2P 22
軽貨急配
問合せは長岡

富山県 富山市 出雲崎町 富山N556

[あ］赤倉、新町、安蔵、芦生、石渕、市場、稲代、今
生津、岩木、岩木新、馬瀬、牛ヶ増、大山○○、大栗、
大清水、大双嶺、岡田、奥山、小佐波、小谷、小原、小
原屋、折谷、大野、小黒、[か］隠土、上大浦、上滝、
河内、春日、加納、上大久保、上三杉、下伏、楜ヶ原、
桑原、小坂、小糸、合田、小羽、[さ］才覚地、坂本、
笹津、下大浦、下双嶺、下番、塩、寺家、下夕林、下大
久保、神通、新村、直坂、砂見、須原、瀬戸、善名、千
長原、[た］田畠、高内、葛原、寺津、津羽見、土、手
出、[な］中大浦、長瀬、中滝、中地山、長棟、中番、
中大久保、長走、長附、中野、長川原、西小俣、西大
沢、西塩野、[は］花崎、日尾、東小俣、東黒牧、東福
沢、婦中町○○、東大久保、[ま］牧、牧野、馬瀬口、
水須、南大場、三室荒屋、南野田、文珠寺、松野、万願
寺、南野田、[や］八尾町○○、八木山、横樋、吉野

162011007

中A 1A･1P 15
濃飛西濃富山
0764298688

富山県 富山市 出雲崎町 富山N556
【舟橋】[あ］粟巣野、小見、[か］亀谷、[は］原、本
宮、[わ］和田

162013004
中A 10+20

濃飛西濃富山
0764298688
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富山県 富山市 出雲崎町 富山N556

[あ］庵谷、猪谷、岩稲、[か］加賀沢、片掛、蟹寺、
[な］西笹津、楡原、布尻、根上、[は]伏木、舟渡、
[ま]町長、[わ］割山

162014006

中A 1P･1P 28
濃飛西濃富山
0764298688

富山県 富山市 出雲崎町 富山N556
山田○○ 162016003 中A 1P･1P 45

濃飛西濃富山
0764298688

富山県 高岡市 出雲崎町 高岡N558
福岡町○○ 162021006 中A 1A･1P 9 西濃北陸エキスプレス/問合せは高岡

富山県 氷見市 出雲崎町 高岡N558 162050001 中A 1A･1P 17 濃飛西濃高岡0766633311

富山県 滑川市 出雲崎町 黒部N562

日本カーバイト工業（株）早月工場、YKK（株）・YKKAP
（株）各工場宛荷物は必ず担当部課名を記入のこと

162060007

中A 1A･1P 18
濃飛西濃黒部
0765520221

富山県 黒部市 出雲崎町 黒部N562
宇奈月町○○、宇奈月温泉 162071001 中A 1A･1P 14

富山県 砺波市 出雲崎町 高岡N558 162080005 中A 1A･1P 16 西濃北陸エキスプレス/問合せは高岡

富山県 砺波市 出雲崎町 高岡N558

【限・150円/個】ｲｵﾝﾓｰﾙとなみ店（ｲｵﾝは除く）（中神
土地区画整理事業地31街区1）※時間指定・時間商品不
可※1ﾛｯﾄ500kgまで※着店ﾁｬｰﾀｰ要連絡

162081007

中A限 16 西濃北陸エキスプレス/問合せは高岡

富山県 小矢部市 出雲崎町 高岡N558 162090004 中A 1A･1P 17 西濃北陸エキスプレス/問合せは高岡

富山県 南砺市 出雲崎町 高岡N558 162100003 中A 1A･1P 22 呉西運送/問合せは高岡

富山県 南砺市 出雲崎町 高岡N558
【10㎞】利賀村 162101005 中有 1P･2P 28+配 呉西運送/問合せは高岡

富山県 南砺市 出雲崎町 高岡N558

【26㎞】[あ］相倉、新屋、猪谷、入谷、打越、漆谷、
大崩島、大島、小瀬、小原、[か］皆葎、籠渡、桂、上
中田、上梨、上松尾、来栖、楮、小来栖、[さ］下島、
下出、下梨、城、障子倉、菅沼、寿川、杉尾、祖山、
[た］高草嶺、田代、田下、田向、渡原、[な］中畑、梨
谷、夏焼、成出、西赤尾町、[は］東赤尾、東中江、細
島、[ま］真木、見座、葎島

162102007

中有 1P･2P 34+配 呉西運送/問合せは高岡

富山県 射水市 出雲崎町 高岡N558

※『㈱大和富山店（総曲輪3-8-6）』商品は、射水市赤
井字坪121-6「富山大和物流センター」へ配送但し、レ
リアン、レリアンプラスハウス、キャラオクルスは除く

162110002

中A 1A･1P 20 呉西運送/問合せは高岡

富山県 中新川郡 舟橋村 富山N556 163210004 中A 1A･1P 10
問合せ濃飛西濃富山
0764298688

富山県 中新川郡 上市町 富山N556 163220003 中A 1A･1P 20
問合せ濃飛西濃富山
0764298688

富山県 中新川郡 立山町 富山N556 163231004 中A 1A･1P 10
問合せ濃飛西濃富山
0764298688

富山県 中新川郡 立山町 富山N556
【舟橋】芦倉寺、千寿ヶ原、ブナ林 163232006 中A 10+20

問合せ濃飛西濃富山
0764298688

富山県 下新川郡 入善町 黒部N562 163421006 中A 1A･1P 13

富山県 下新川郡 朝日町 黒部N562 163431005 中A 1A･1P 30

石川県 白山市 . 金沢N528
大和香林坊店(香林坊1-1-1)※ﾔﾏﾄ物流ｾﾝﾀｰ(白山市末正
町167-1)納品

172101006
中A 1A･1P 11 西濃北陸ｴｷｽ/問合せは金沢(支)

石川県 七尾市 . 金沢N528 172020005 中A 1A･1P 44
福田工業
0767381823

石川県 七尾市 . 金沢N528

【30km】[あ]、麻生町、庵町、石崎町、鵜浦町、江泊
町、大泊町、岡町、大野木町、小栗町、[か]、熊渕町、
黒崎町、柑子町、光陽台、[さ]、佐々波町、沢野町、清
水平町、須野町、菅沢町、外林町、[た]、多根町、東浜
町、殿町、[は]、花園町、[ま]、三室町、[や]、山崎
町、湯川町、[わ]、和倉町

172020307

中有 1P･2P 44
福田工業
0767381823

石川県 七尾市 . 金沢N528
中島町○○ 172021007 中B 1P･2P 59

福田工業
0767381823

石川県 七尾市 . 金沢N528
【30km】能登島○○ 172022002 中有 1P･2P 44

福田工業
0767381823

石川県 珠洲市 . 金沢N528
【30km】 172050002 中有 2A･2A 161

マサキ運送/
0768824005

石川県 羽咋市 . 能登N529 172070007 中A 1A･1P 21

石川県 輪島市 . 金沢N528 172040003 中B 2A･2A 128
マサキ運送/
0768824005

石川県 輪島市 . 金沢N528
門前町○○ 172041005 中 1P･2A 121

マサキ運送/
0768824005

石川県 輪島市 . 金沢N528
【30km】三井、町野、南志見 172040305 中有 2A･2A 128

マサキ運送/
0768824005

石川県 輪島市 . 金沢N528
【船・45円/㎏（最低200円）】海士町舳倉島※日時指
定・着払い・代引き不可（へぐら航路止め）

172042007
中船 要確認 128

マサキ運送/
0768824005

石川県 白山市 . 金沢N528
美川○○、井関、鹿島、鹿島平、末正、長屋、手取、西
米光、蓮池、平加、湊

172101006
中A 1A･1P 11 西濃北陸ｴｷｽ/問合せは金沢(支)

石川県 白山市 . 金沢N528

[あ]明島、荒屋、行、安養寺、井口、大竹、小柳[さ]坂
尻、三宮、七原、柴木、白山、曽谷[た]鶴来○○、知気
寺、月橋、道法寺、富光寺[な]中島、中ノ郷、熱野[は]
日御子、日向、深瀬新、部入道[ま]明法島、明光、森島
[や]八幡

172102001

中A 1A･1P 11
加賀配送/
問合せは金沢(支)

石川県 白山市 . 金沢N528

[あ]、相滝、阿手、荒谷、尾添、女原、市原、[か]、河
内町○○、木滑、木滑新、数瀬、釜清水、上野、上吉
谷、河合、河原山、五十谷、釜谷、五味島、桑島、
[さ]、佐良、瀬波、下野、下吉谷、杉森、瀬木野、瀬
戸、下田原、白峰、[た]、中宮、出合、鴇ケ谷、[な]、
西佐良、野地、[は]、左礫、広瀬、仏師ヶ野、別宮、別
宮出、東二口、深瀬、[ま]、神子清水、三坂、三ツ瀬、
三ツ屋野、[や]、吉野、柳原、[わ]、若原、渡津

172103003

中A 1P･1P 17
加賀配送/
問合せは金沢(支)

石川県 白山市 . 金沢N528
【限・2円／kg】手取川ダム工事現場 172104005 中限 1P･1P 17

加賀配送/
問合せは金沢(支)

石川県 能美市 . 加賀N527 172110003 中A 1A･1P 22 西濃北陸ｴｷｽ/問合せは加賀(支)

石川県 鹿島郡 中能登町 能登N529 174070003 中B 1A･2A 62

石川県 河北郡 内灘町 能登N529 173650003 中A 1A･1P 16

石川県 河北郡 津幡町 能登N529 173610007 中A 1A･1P 21 西濃北陸ｴｷｽ/問合せは能登(営)

石川県 能美郡 川北町 金沢N528 173240002 中A 1A･1P 30
加賀配送/
問合せは金沢(支)

石川県 羽咋郡 宝達志水町 能登N529 173860003 中A 1A･1P 20

石川県 羽咋郡 志賀町 金沢N528

下記以外※志賀原子力発電所（赤住1番地）・要事前連
絡、時間指定不可、ロット・重量物・JITBOXは要確認・
事前連絡ない場合は当日配達不可・時間指定はﾁｬｰﾀｰ扱
い（要確認）

173840005

中A 1P･2A 66
福田工業/
0767381823

石川県 羽咋郡 志賀町 金沢N528

福浦港、草木、荒屋、谷神、三明、中畠、豊後名、中
山、日下田、町居、日用、六実、富来地頭町、富来領家
町、富来高田、富来七海、富来生神、富来牛下、広地、
東小室、貝田、大西、江添、田中、和田、今田、八千
代、尊保、楚和、灯、阿川、入釜、鵜野屋、地保、切
留、八幡、八幡座主、中泉、里本江、給分、中浜、相
神、草江、大鳥居、酒見、大福寺、栢木、稲敷、香能、
西海風戸、西海風無、西海千ノ浦、西海久喜、赤崎、小
窪、鹿頭、笹波、前浜、深谷

173841007

中A 1P･2A 83
福田工業/
0767381823

石川県 鳳珠郡 穴水町 金沢N528 174610005 中B 2A･2A 106
マサキ運送/
0768824005

石川県 鳳珠郡 穴水町 金沢N528
【10km】甲、志の浦 174611007 中有 2A･2A 106

マサキ運送/
0768824005

石川県 鳳珠郡 能登町 金沢N528
【30km】下記以外 174630003 中有 2A･2A 135

マサキ運送/
0768824005
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精算中継
距離km 取扱会社

石川県 鳳珠郡 能登町 金沢N528

【30km】[あ]、秋吉、明野、泉、市之瀬、内浦長尾、小
木、越坂、[か]、河ケ谷、上、清真、国重、九里川尻、
恋路、駒渡、[さ]、白丸、新保、[た]、滝之坊、田代、
立壁、時長、[な]、布浦、[は]、羽生、福光、不動寺、
[ま]、松波、満泉寺、宮犬、明生、[や]、山中、行延、
四方山

174631005

中有 2A･2A 150
マサキ運送/
0768824005

石川県 鳳珠郡 能登町 金沢N528

【30km】[あ]、五十里、石井、大箱、小間生、[か]、上
長尾、神和住、鴨川、上町、北河内、久田、桐畑、国
光、黒川、合鹿、五郎左エ門分、[さ]、斉和、笹川、十
郎原、鈴ケ嶺、[た]、寺分、天坂、当目、[な]、中斉、
[や]、柳田

174632007

中有 2A･2A 178
マサキ運送/
0768824005

福井県 福井市 . 福井N526

美山町役場、美山町農協、美山町商工会、羽生小学校、
下宇坂小学校、上宇坂小学校、美山中学校、日本
AMC[あ]、朝宮、在田、大森、小羽、[か]、上天下、加
茂内、加茂、片粕、風巻、片山、グリーンハイツ1～10
丁目、甑谷、御油、[さ]、笹谷、下天下、清水、清水
山、清水杉谷、清水畑、志津が丘1～4丁目、島寺、
[た]、滝波、田尻栃谷、竹生、坪谷、[は]、平尾、
[ま]、真栗、三留、本折、[や]、山内、[わ]、和田

182011002

中A 1A･1P 11
祇王運送㈱
問合せは
福井(支)

福井県 福井市 . 福井N526

[あ]、味見河内、赤谷、朝谷、市波、宇坂大谷、獺ケ
口、宇坂別所、大久保、大宮、小当見、折立、[か]、篭
谷、神当部、蔵作、小和清水、小宇坂、小宇坂島、
[さ]、三万谷、皿谷、境寺、品ケ瀬、椙谷、[た]、高
田、田尻、所谷、[な]、奈良瀬、中手、西中、仁位、西
市布、西河原、西天田、縫原、野波、[は]、計石、東川
上、東俣、東河原、東天田、福島、[ま]、間戸、美山大
谷、南西俣、南宮地、南野津又、美山、[や]、薬師、横
越、吉山

182012004

中A 1P･2P 11
祇王運送㈱
問合せは
福井(支)

福井県 福井市 . 福井N526
赤坂、居倉、大味、蒲生、茱崎、城有、浜北山、八ツ俣 182013006

中A 1P･2P 25
祇王運送㈱
問合せは
福井(支)

福井県 小浜市 . 敦賀N524 182041006 中B 1A･2A 50
西濃北陸ｴｷｽﾌﾟﾚｽ/
問合せは敦賀(営)

福井県 小浜市 . 敦賀N524
【22km】三分一、四分一、下根来、相生、東相生、熊
野、羽賀

182041227
中有 1A･2A 50

西濃北陸ｴｷｽﾌﾟﾚｽ/
問合せは敦賀(営)

福井県 小浜市 . 敦賀N524

【30km】[あ]、荒木、阿納、阿納尻、池河内、飯盛、
[か]、加茂、加斗、小屋、黒崎、古津、[さ]、神宮寺、
神保、下田、勢、須ノ浦、[た]、忠野、田茂谷、田鳥、
谷田部、[な]、中井、西小川、中ノ畑、[は]、深谷、
[ま]、門前

182041301

中有 1A･2A 50
西濃北陸ｴｷｽﾌﾟﾚｽ/
問合せは敦賀(営)

福井県 越前市 . 武生N521

[あ]、相木、赤坂、赤谷、粟田部、市野々、岩本、不
老、大滝、大谷、大平、[か]、北坂下、清根、朽飯、国
中、[さ]、定友、島、新在家、新堂、杉尾、[た]、高
岡、千原、長五、寺地、轟井、殿、[な]、中印、長谷、
中津山、波垣、西樫尾、西河内、西庄境、野岡、[は]、
八石、春山、東樫尾、東庄境、藤木、別印、[ま]、水
間、南坂下、南中、室谷、[や]、柳元、山室、横住、
[ら]、領家

182091001

中A 1A･1P 9

福井県 鯖江市 . 武生N521

[あ]、筋生田、磯部、落井、尾花、[か]、片山、金谷、
上河内、上戸口、河和田、北中、[さ]、沢、[た]、寺
沢、戸口、[な]、中戸口、西袋、[は]、別司

182072005

中A 1A･1P 26
(有)ﾎｰﾌﾟ
問合せは
武生(営)

福井県 大野市 . 福井N526
182051005

中A 1P･2P 34
祇王運送㈱
問合せは
福井(支)

福井県 大野市 . 福井N526

【大野】[あ]、朝日、朝日前坂、板倉、伊月、大谷、
[か]、貝皿、角野、角野前坂、上大納、上半原、川合、
[さ]、下大納、下半原、下山、[な]、長野、野尻、後
野、[は]、箱ケ瀬、東市布

182053002

中A 1P･2P 34+40
祇王運送㈱
問合せは
福井(支)

福井県 勝山市 . 福井N526
182060002

中A 1A･1P 37
祇王運送㈱
問合せは
福井(支)

福井県 勝山市 . 福井N526

【道・820円／件】(事前連絡)勝山東急リゾート(株)ス
キージャム勝山ペンション星の子、マネケンスキージャ
ム勝山店

182061004

中有 1A･1P 37

福井県 あわら市 . 福井N526 182080007 中A 1A･2A 22

福井県 坂井市 . 福井N526 182100005 中A 1A･1P 12
西濃北陸ｴｷｽﾌﾟﾚｽ/
問合せは福井(支)

福井県 坂井市 . 福井N526
【30km】丸岡町（上竹田、岡、曽谷、山口、山竹田） 182101007

中有 1A･1P 12
祇王運送㈱
問合せは
福井(支)

福井県 今立郡 池田町 武生N521 183820001 中A 1A･2A 25

福井県 大飯郡 おおい町 敦賀N524
【30km】名田庄○○ 184831007 中有 1P･2A 49

西濃北陸ｴｷｽﾌﾟﾚｽ/
問合せは敦賀(営)

福井県 南条郡 南越前町 武生N521 184040007 中A 1A･2A 13 問合せは武生(営)

福井県 南条郡 南越前町 武生N521

[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※冬期中継不能(12／21～3
／31)

184042004

中（不 1A･2A 13
赤帽水野/
問合せは武生(営)

福井県 丹生郡 越前町 武生N521
184230002

中A 1A･2A 18
(有)ﾎｰﾌﾟ
問合せは
武生(営)

福井県 三方上中郡 若狭町 敦賀N524

[あ]、相田、生倉、井崎、岩屋、上野、上瀬、[か]、北
前川、気山、倉見、[さ]、島の内、塩坂越、白屋、成願
寺、世久見、[た]、館川、中央、常神、鳥浜、[な]、成
出、能登野、[は]、藤井、[ま]、三方、神子、南前川、
[や]、遊子

185010001

中A 1A･1P 26
ｲﾑﾗ急配/
問合せは敦賀(営)

福井県 三方上中郡 若狭町 敦賀N524

【30km】三方（[あ]、海山、小川、上田、小原、[か]、
黒田、[さ]、佐古、[た]、田名、田井、田上、[は]、別
所、[ま]、向笠）町

185011003

中有 1A･1P 26
ｲﾑﾗ急配/
問合せは敦賀(営)

福井県 三方上中郡 若狭町 敦賀N524

[あ]、安賀里、麻生野、有田、市場、井ノ口、瓜生、小
原、[か]、兼田、上野木、上黒田、上吉田、仮屋、神
谷、河内、[さ]、無悪、島の内、下タ中、下野木、下吉
田、新道、末野、杉山、関、[た]、玉置、堤、天徳寺、
[な]、中野木、長江、[は]、日笠、[ま]、三生野、三
田、南、三宅、武生、持田、[や]、山内、[わ]、若王
子、若狭テクノバレー、脇袋

185012005

中A 1A･2A 38 問合せは敦賀(営)

福井県 三方上中郡 若狭町 敦賀N524
【30km】上中（熊川、大鳥羽、海土坂間）町 185013007 中有 1A･2A 38 問合せは敦賀(営)

福井県 三方郡 美浜町 敦賀N524 184420004 中A 1A･2A 18
ｲﾑﾗ急配/
問合せは敦賀(営)

福井県 三方郡 美浜町 敦賀N524
【30km】丹生、竹波、菅浜、新庄※美浜原子力発電所、
関西電力嶺南変電所宛至急配達は事前連絡

184420306
中有 1A･2A 18

ｲﾑﾗ急配/
問合せは敦賀(営)

福井県 吉田郡 永平寺町 福井N526
183220005

中A 1A･1P 9
祇王運送㈱
問合せは
福井(支)

山梨県 甲府市 0 甲府390
右左口町､上曽根町､上向山町､下曽根町､下向山町､白井
町､心経寺町､中畑町

192011003
中B 1A･1P 15

富岳通運
0552414451

山梨県 甲府市 0 甲府390
梯町､古関町 192012005 中B 1P･2P 45

富岳通運
0552414451

山梨県 富士吉田市 0 甲府390 192021002 中B 1P･1P 46
富岳通運
0554438611

山梨県 甲州市 0 甲府390 192130003 中B 1A･1P 18
山梨貨物
0552736460

山梨県 甲州市 0 甲府390
大和町○○ 192131005 中B 1A･1P 40

山梨貨物
0552736460

山梨県 都留市 0 甲府390 192041007 中B 1P･1P 60
富岳通運
0554438611

山梨県 山梨市 0 甲府390 192050004 中B 1A･1P 13
山梨貨物
0552736460

山梨県 山梨市 0 甲府390
牧丘町○○ 192051006 中B 1A･1P 33

山梨貨物
0552736460

山梨県 山梨市 0 甲府390
三富○○ 192052001 中B 1P･2P 45

山梨貨物
0552736460
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山梨県 大月市 0 甲府390 192061005 中B 1P･1P 69
富岳通運
0554438611

山梨県 韮崎市 0 甲府390 192070002 中B 1A･1P 16
山梨貨物
0552736460

山梨県 南ｱﾙﾌﾟｽ市 0 甲府390 192080001 中B 1A･1P 16
山梨貨物
0552736460

山梨県 甲斐市 0 甲府390 192100006 中B 1A･1P 16
山梨貨物
0552736460

山梨県 甲斐市 0 甲府390
【限･150円/個】ラザウォーク（志田字柿木645-1）※代
引き不可

192110005
中B限 1A･1P 16

山梨貨物
0552736460

山梨県 笛吹市 0 甲府390 192110005 中B 1A･1P 20
富岳通運
0552414451

山梨県 北杜市 0 甲府390 192090007 中B 1A･1P 26
山梨貨物
0552736460

山梨県 北杜市 0 甲府390
小淵沢町○○ 192091002 中B 1P･2A 45

山梨貨物
0552736460

山梨県 上野原市 0 甲府390 192120004 中B 1P･2A 91
富岳通運
0554438611

山梨県 上野原市 0 甲府390
【23km】秋山 192121006 中B有 1A･1P 60+配

富岳通運
0554438611

山梨県 中央市 0 甲府390
浅利､高部､木原､大鳥居､関原 192141004 中B 1A･1P 15

富岳通運
0552414451

山梨県 北都留郡 小菅村 甲府390
【23km】※週3回配達 194421007 中B有 週3回 60+配

富岳通運
0554438611

山梨県 北都留郡 丹波山村 甲府390
【23km】※週3回配達 194431006 中B有 週3回 60+配

富岳通運
0554438611

山梨県 西八代郡 市川三郷町 甲府390 193460003 中B 1A･1P 15
山梨貨物
0552736460

山梨県 西八代郡 市川三郷町 甲府390
岩下､岩間､落居､鴨狩津向､楠甫､五八､葛籠沢､寺所､宮原 193461005

中B 1P･2P 20
山梨貨物
0552736460

山梨県 南巨摩郡 南部町 甲府390 193660004 中B 2A･2A 60
山梨貨物
0552736460

山梨県 南巨摩郡 早川町 甲府390 193640006 中B 1P･2P 70
山梨貨物
0552736460

山梨県 南巨摩郡 身延町 甲府390 193650005 中A 1P･2P 50
山梨貨物
0552736460

山梨県 南巨摩郡 富士川町 甲府390
青柳町、大椚、大久保、小林、小室、最勝寺、高下、春
米（ﾂｷﾖﾈ)、天神中條、長澤、平林

193680002
中B 1A･1P 12

山梨貨物
0552736460

山梨県 南巨摩郡 富士川町 甲府390
駅前通、鰍沢(ｶｼﾞｶｻﾞﾜ)、鹿島、十谷、長知沢、鳥屋、
箱原、柳川

193681004
中B 1A･1P 15

山梨貨物
0552736460

山梨県 南都留郡 西桂町 甲府390 194231005 中B 1P･1P 53
富岳通運
0554438611

山梨県 南都留郡 忍野村 甲府390 194241004 中B 1P･1P 51
富岳通運
0554438611

山梨県 南都留郡 富士河口湖町 甲府390 194300003 中B 1P･1P 50
富岳通運
0554438611

山梨県 南都留郡 富士河口湖町 甲府390
精進､富士ｹ嶺､本栖 194301005 中B 1P･2P 45

富岳通運
0554438611

山梨県 南都留郡 道志村 甲府390
【23km】 194221006 中B有 1P･1P 60+配

富岳通運
0554438611

山梨県 南都留郡 山中湖村 甲府390 194251003 中B 1P･1P 57
富岳通運
0554438611

山梨県 南都留郡 鳴沢村 甲府390 194291006 中B 1P･1P 58
富岳通運
0554438611

長野県 長野市 鳴沢村 長野T361
戸隠○○※冬期配達（12／1～3／31）の急送品は事前連
絡

202014003
中A 1P･2P 41 山梨貨物自動車問合せは長野(支)

長野県 長野市 鳴沢村 長野T361
大岡○○※週３回配達 202015005 中A 要注意 38 山梨貨物自動車問合せは長野(支)

長野県 長野市 鳴沢村 長野T361
鬼無里○○※冬期配達（12／1～3／31）の急送品は事前
連絡

202013001
中A 1P･2P 24 山梨貨物自動車問合せは長野(支)

長野県 長野市 鳴沢村 長野T361
信州新町○○※冬期配達（12／1～3／31）の急送品は事
前連絡

202016007
中A 1P･2P 26

山梨貨物自動車
0262841634

長野県 長野市 鳴沢村 長野T361
中条○○※冬期配達（12／1～3／31）の急送品は事前連
絡

202017002
中A 1P･2P 25

山梨貨物自動車
0262841634

長野県 松本市 鳴沢村 松本T362
反町、刈谷原町、七嵐、赤怒田、殿野入、金山町、保福
寺町、中川、穴沢、取出、板場、会田、五常

202021003
中B 1A･2A 24

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0263483310

長野県 松本市 鳴沢村 松本T362
奈川○○※週3回配達(月・水・金) 202022005 中B 要注意 36

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0263483310

長野県 松本市 鳴沢村 松本T362
安曇○○（下記以外）※週3回配達(火・木・土) 202023007 中B 要注意 50

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0263483310

長野県 松本市 鳴沢村 松本T362
【20km】安曇（上高地、乗鞍白骨、乗鞍）※週3回配達
(火・木・土)※上高地は11/1～4/24配達不能

202024002
中有（不 要注意 50

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0263483310

長野県 上田市 鳴沢村 上田T363
東内、西内○○、鹿教湯温泉○○、平井 202033006 中A 1A･1P 15

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0268425959

長野県 上田市 鳴沢村 上田T363
菅平高原○○、真田町○○、下武石、上武石、武石○○
※下記以外

202034001
中A 1P･2P 36

問合せは上田(営)

長野県 上田市 鳴沢村 上田T363
武石上本入美ヶ原○○※冬期配達不能（11/25～4/25） 202035003 中A

（不
1P･2P 36

問合せは上田(営)

長野県 飯田市 鳴沢村 飯田T371
上村○○ 202052002 中A 2A･2P 45

信州名鉄運輸
0265224040

長野県 飯田市 鳴沢村 飯田T371
南信濃○○ 202053004 中A 2P･2P 50

信州名鉄運輸
0265224040

長野県 須坂市 鳴沢村 長野T361
亀倉、坂田、塩野、仙仁、栃倉豊丘、日滝、米子 202071005 中A 1A･1P 10 山梨貨物自動車問合せは長野(支)

長野県 中野市 鳴沢村 長野T361
下記以外 202110006 中A･B 1P･1P 30

丸越運輸
0269262565

長野県 中野市 鳴沢村 長野T361
大字（上今井、豊津、穴田、永江） 202111001 中B 1P･2P 37

丸越運輸
0269262565

長野県 大町市 鳴沢村 松本T362
下記以外 202121007 中B 1A･1P 36 ｱｯﾌﾟﾙ運輸問合せは松本

長野県 大町市 鳴沢村 松本T362
【14km】常盤、社、小出、木崎、平 202121147 中有 1A･1P 36 ｱｯﾌﾟﾙ運輸問合せは松本

長野県 大町市 鳴沢村 松本T362
【25km】美麻○○、八坂○○ 202123004 中有 1P･1P 26 ｱｯﾌﾟﾙ運輸問合せは松本

長野県 飯山市 鳴沢村 長野T361
※冬期配達不能（12/1～4/20）斑尾高原スキー場及びス
キー場内施設

202130004
中（不 1P･1P 44

丸越運輸
0269262565

長野県 佐久市 鳴沢村 上田T363
塩名田、御馬寄、甲、八幡、蓬田、桑山、矢嶋 202173006 中A 1P･2P 25

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0268425959

長野県 佐久市 鳴沢村 上田T363
田口、清川、三分、下越、上小田切、中小田切、下小田
切、北川、湯原、入澤、平林、臼田、勝間

202174001
中B 1P･2P 30

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0268425959

長野県 佐久市 鳴沢村 上田T363
望月、協和、春日、布施、茂田井、印内 202175003 中A 1P･2P 40

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0268425959

長野県 千曲市 鳴沢村 長野T361
下記以外 202180006 中B 1A･1P 18

武石流通ｻｰﾋﾞｽ
0262849543

長野県 千曲市 鳴沢村 長野T361
新山、力石 202181001 中B 1P･1P 25

武石流通ｻｰﾋﾞｽ
0262849543

長野県 安曇野市 鳴沢村 松本T362
明科○○、穂高（北穂高、有明以外） 202201006 中A 1A･1P 18 山梨貨物自動車問合せは松本(支)

長野県 安曇野市 鳴沢村 松本T362
【10km】穂高（北穂高、有明） 202202001 中有 1A･1P 18 山梨貨物自動車問合せは松本(支)

長野県 安曇野市 鳴沢村 松本T362
【10km】堀金○○ 202203003 中有 1A･1P 16

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0263483310

長野県 南佐久郡 小海町 上田T363 203030005 中B 1P･2P 45
山梨貨物
問合せは上田(営)

長野県 南佐久郡 川上村 上田T363
※週3回配達 203040004 中B 要注意 60

山梨貨物
問合せは上田(営)

長野県 南佐久郡 南牧村 上田T363
※週3回配達 203050003 中B 要注意 50

山梨貨物
問合せは上田(営)

長野県 南佐久郡 南相木村 上田T363
※週2回配達 203060002 中B 要注意 60

山梨貨物
問合せは上田(営)

長野県 南佐久郡 北相木村 上田T363
※週2回配達 203070001 中B 要注意 60

山梨貨物
問合せは上田(営)

長野県 南佐久郡 佐久穂町 上田T363
下記以外 203090006 中B 1P･2P 35

山梨貨物
問合せは上田(営)

長野県 南佐久郡 佐久穂町 上田T363
畑、穂積、千代里、八郡 203091001 中B 1P･2P 41

山梨貨物
問合せは上田(営)

長野県 北佐久郡 軽井沢町 上田T363 203210001 中A 1P･2P 33
ＳＳＸ
0267428467
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長野県 北佐久郡 御代田町 上田T363 203230006 中A 1A･2A 30
ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0268425959

長野県 北佐久郡 立科町 上田T363
下記以外 203241007 中A 1P･2P 40

問合せは
上田（営）

長野県 北佐久郡 立科町 上田T363
【20km】芦田八ケ野40～735番地（女神湖） 203242002 中有 1P･2P 40

問合せは
上田（営）

長野県 北佐久郡 立科町 諏訪T342
【20km】芦田八ケ野736～2030番地（白樺湖） 203243004 中有 1P･2P 40

問合せは
諏訪（支）

長野県 小県郡 青木村 上田T363
【14km】 203490001 中有 1P･2P 38

大栄運送
0268722031

長野県 小県郡 長和町 上田T363
【10km】下記以外 203500007 中有 1P･2P 24

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0268425959

長野県 小県郡 長和町 上田T363
【14km】和田○○ 203501002 中有 1P･2P 44

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0268425959

長野県 諏訪郡 富士見町 諏訪T342 203621004 中A 1A･1P 20
赤帽
問合せは諏訪(支)

長野県 諏訪郡 原村 諏訪T342 203631003 中A 1A･1P 20
信州名鉄運輸
0266526565

長野県 下伊那郡 阿南町 飯田T371 204041004 中A 1P･2P 42
信州名鉄運輸
0265224040

長野県 下伊那郡 阿智村 飯田T371
清内路○○ 204070006 中A 1P･2P 28

昭和運送
0265227123

長野県 下伊那郡 阿智村 飯田T371
浪合○○ 204072003 中A 1P･2P 35

信州名鉄運輸
0265224040

長野県 下伊那郡 平谷村 飯田T371 204091006 中A 1P･2P 49
信州名鉄運輸
0265224040

長野県 下伊那郡 根羽村 飯田T371 204101005 中A 1P･2P 60
信州名鉄運輸
0265224040

長野県 下伊那郡 下條村 飯田T371 204111004 中A 1P･2P 24
信州名鉄運輸
0265224040

長野県 下伊那郡 売木村 飯田T371 204121003 中A 1P･2P 49
信州名鉄運輸
0265224040

長野県 下伊那郡 天竜村 飯田T371 204131002 中A 2P･2P 60
信州名鉄運輸
0265224040

長野県 下伊那郡 泰阜村 飯田T371 204141001 中A 1P･2P 25
信州名鉄運輸
0265224040

長野県 下伊那郡 大鹿村 飯田T371 204171005 中A 1P･2P 35
昭和運送
0265227123

長野県 上伊那郡 辰野町 伊那T372 203821005 中A 1A･1P 21
ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ上島店
0266431151

長野県 上伊那郡 箕輪町 伊那T372
203831004

中 1A･1P 15
北原運送Ｓ
問合せは
伊那（支）

長野県 木曽郡 王滝村 上松T364
【26km】 204290005 中有 1P･2P 29

山善急便
問合せは上松(営)

長野県 木曽郡 木曽町 上松T364
【26km】新開、新開福 204322006 中有 1A･1P 20

山善急便
問合せは上松(営)

長野県 木曽郡 木曽町 上松T364
【26km】三岳 204323001 中有 1P･2P 18

山善急便
問合せは上松(営)

長野県 木曽郡 木曽町 上松T364
【26km】開田高原○○ 204324003 中有 1P･2P 40

山善急便
問合せは上松(営)

長野県 東筑摩郡 麻績村 松本T362 204460002 中B 1P･1P 39
ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0263483310

長野県 東筑摩郡 生坂村 松本T362 204480007 中B 1P･1P 25
ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0263483310

長野県 東筑摩郡 朝日村 松本T362 204510004 中A 1A･1P 20 山梨貨物自動車問合せは松本(支)

長野県 東筑摩郡 筑北村 松本T362
下記以外 204520003 中 1P･1P 30

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0263483310

長野県 東筑摩郡 筑北村 松本T362
坂井○○ 204521005 中B 1P･2P 41

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
0263483310

長野県 北安曇郡 池田町 松本T362 204810002 中 1A･2A 26
ｱｯﾌﾟﾙ運輸
問合せは松本(支)

長野県 北安曇郡 松川村 松本T362 204820001 中B 1A･2A 26
ｱｯﾌﾟﾙ運輸
問合せは松本(支)

長野県 北安曇郡 白馬村 松本T362
【51km】 204850005 中B有 1P･2P 26

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
問合せは松本(支)

長野県 北安曇郡 小谷村 松本T362
【72km】 204860004 中B有 1P･2P 26

ｱｯﾌﾟﾙ運輸
問合せは松本(支)

長野県 埴科郡 坂城町 長野T361 205210004 中B 1P･1P 25
武石流通ｻｰﾋﾞｽ
0262849543

長野県 上高井郡 小布施町 長野T361 205410005 中A･B 1A･2A 13 山梨貨物自動車問合せは長野(支)

長野県 上高井郡 高山村 長野T361
下記以外 205431005 中A･B 1A･2A 13 山梨貨物自動車問合せは長野(支)

長野県 上高井郡 高山村 長野T361
七味温泉、山田牧場、五色温泉、奥山田※冬期中継不能
(12／1～3／31)

205432007
中A･B 1A･2A 13 山梨貨物自動車問合せは長野(支)

長野県 下高井郡 山ﾉ内町 長野T361
下記以外 205611001 中B 1P･2P 38

丸越運輸
0269262565

長野県 下高井郡 山ﾉ内町 長野T361
【18km】※冬期配達不能(12／1～4／20)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

205612003
中B有 2P･2P 38

丸越運輸
0269262565

長野県 下高井郡 木島平村 長野T361 205620005 中B 1P･2P 47
丸越運輸
0269262565

長野県 下高井郡 木島平村 長野T361
※冬期配達不能(12／1～4／20)木島平村各スキー場及び
スキー場内施設

205621007
中B 1P･2P 47

丸越運輸
0269262565

長野県 下高井郡 野沢温泉村 長野T361 205630004 中B 1P･2P 57
丸越運輸
0269262565

長野県 下高井郡 野沢温泉村 長野T361
※冬期配達不能(12／1～4／20)野沢温泉村各スキー場及
びスキー場内施設

205631006
中B 1P･2P 57

丸越運輸
0269262565

長野県 上水内郡 信濃町 長野T361 205830005 中A 1P･2A 39
山梨貨物自動車
0262841634

長野県 上水内郡 小川村 長野T361
※冬期配達（12／1～3／31）の急送品は事前連絡 205881002 中A 1P･2P 28

山梨貨物自動車
0262841634

長野県 上水内郡 飯綱町 長野T361 205900005 中B 1P･2P 25
山梨貨物自動車
0262841634

長野県 下水内郡 栄村 長岡N570
【40km】 206020007 中B有 1P･2P 32

東武運輸
0257576111

長野県 下水内郡 栄村 長岡N570

【40km】小赤沢、屋敷、上野原、和山、切明、五宝木、
鳥甲※週2回配達（水・土）、冬期（12／1～3／31）週1
回配達（土）

206021002

中B有 要確認 32
東武運輸
0257576111

岐阜県 高山市 高山,N516
朝日町○○、高根町○○、丹生川町○○ 212033007 中A 1P･1P 30

問合せは高山(支)

岐阜県 高山市 高山,N516
上宝町○○、奥飛騨温泉郷※週三回配達（火・水・金） 212035004

中A 1A･2A 50
問合せは高山(支)

岐阜県 高山市 白鳥,N506
荘川町○○※週２回配達（月・木） 212036006 中A 1P･2P 45

濃飛白鳥
0575823121

岐阜県 関市 関,N530
【30km】板取○○ 212051001 中A有 1P･1P 40

問合せは関(支)

岐阜県 関市 関,N530
【22km】洞戸○○ 212052003 中A有 1P･1P 23

問合せは関(支)

岐阜県 関市 関,N530
武芸川町○○ 212053005 中A 1A･1P 18

問合せは関(支)

岐阜県 関市 関,N530
上之保○○ 212055002 中A 1A･2A 40

問合せは関(支)

岐阜県 中津川市 小牧,0480
下記以外 212060005 中B 1P･1P 90

中津貨物
0573781277

岐阜県 中津川市 小牧,0480
【22km】阿木、落合、千旦林、苗木、なすび川、神坂、
根の上高原

212060226
中B有 1P･1P 90

中津貨物
0573781277

岐阜県 中津川市 小牧,0480
【中津川】福岡、高山、下野、田瀬 212062002 中B 2A･2P 90+13

中津貨物
0573781277

岐阜県 中津川市 小牧,0480
【中津川】付知町 212063004 中B 2A･2A 90+30

中津貨物
0573781277

岐阜県 中津川市 小牧,0480
【中津川】川上 212064006 中B 2A･2P 90+20

中津貨物
0573781277

岐阜県 中津川市 小牧,0480
【恵那】蛭川 212065001 中B 2A･2P 79+13

中津貨物
0573781277

岐阜県 中津川市 上松,T364
加子母 212066003

中Ａ 2A･2P 83
問合せは
東海西濃
上松（営）

岐阜県 恵那市 小牧,0480
下記以外 212100001 中B 1P･1P 79

中津貨物
0573781277

岐阜県 恵那市 小牧,0480
【22km】恵那峡、笠置、三郷、武並、東野、中野方、飯
地

212100222
中B有 1P･1P 79

中津貨物
0573781277

岐阜県 恵那市 小牧,0480
【配・21km配達料（400円）】明智町○○ 212101003 中B有 1P･2P 94

松井急便
0573430027
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岐阜県 恵那市 小牧,0480
【配・18km配達料（400円）】岩村町○○ 212102005 中B有 2A･2P 94

松井急便
0573430027

岐阜県 恵那市 小牧,0480
【配・30km配達料（400円）】上矢作町○○ 212103007 中B有 2A･2P 94

松井急便
0573430027

岐阜県 恵那市 小牧,0480
【配・10km配達料（400円）】山岡町○○ 212104002 中B有 2A･2P 94

松井急便
0573430027

岐阜県 恵那市 小牧,0480
【配・34km配達料（400円）】串原○○ 212105004 中B有 1P･2P 94

松井急便
0573430027

岐阜県 山県市 岐阜,0510
下記以外 212150003 中A 1P･1P 20

梅治運送
0582945391

岐阜県 山県市 岐阜,0510
神崎、片原、円原、片狩、日原、仲越、今島、伊往戸※
週2回配達（水・金但し祝日除く）

212151005
中A 要確認 20

梅治運送
0582945391

岐阜県 瑞穂市 岐阜,0510
【14km】 212160002 中有 1A･1P 18

若原運送
0583241415

岐阜県 本巣市 岐阜,0510
【14km】下記以外 212180007 中有 1P･1P 18

若原運送
0583241415

岐阜県 本巣市 岐阜,0510
【18km】金原・神海・木知原○○・佐原○○・外山○
○・日当

212181002
中有 1P･1P 18

興徳運輸
0581382120

岐阜県 本巣市 岐阜,0510

【30km】根尾○○※根尾西板屋、根尾東板屋、根尾小
鹿、根尾松田、根尾下大須、根尾上根尾大須は事前連絡
岐阜（支）へ

212182004

中有 1P･1P 62
興徳運輸
0581382120

岐阜県 飛騨市 高山,N516

宮川町・河合町※週一回配達（木）
※杉原・小豆沢・打保・戸谷・桑野・塩屋・祢宜ケ沢
上・鮎飛・巣納谷　冬期配達不能12/1～3/31
※舟原・保・天生・月ヶ瀬　冬期配達不能12/1～3/31

212171003

中A 要確認 32

岐阜県 飛騨市 高山,N516

神岡町
※横山、中山、杉山、東茂住、西茂住、土、跡津川、東
漆山、西漆山、牧、二ツ屋、谷、佐古　週一回配達
（水）冬期配達不能12/1～3/31
※山之村・森茂・岩井谷・和佐保・伊西・下之本・瀬
戸・和佐府・打保は配達不能（ﾁｬｰﾀｰ要事前連絡）

212172005

中A 要確認 45

岐阜県 揖斐郡 池田町 大垣,0520 214040003 中B 1A･1P 20
問合せは
大垣

岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 大垣,0520
下記以外 214010006 中B 1A･1P 20

揖斐運輸
0585220407

岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 大垣,0520
春日○○ 214017006 中B 1P･2P 30

揖斐運輸
0585220407

岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 大垣,0520
乙原、東津汲、小津、樫原、日坂、西津汲、外津汲、三
倉、西横山、東横山

214012003
中B 1A･2A 40

揖斐運輸
0585220407

岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 大垣,0520
坂内○○ 214013005 中B 1P･2P 45

揖斐運輸
0585220407

岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 大垣,0520
谷汲○○ 214014007 中B 1P･2P 45

揖斐運輸
0585220407

岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 大垣,0520
鶴見、東杉原、徳山、開田、山手、櫨原、塚、戸入、門
入※重量物、現場宛荷物は下記参照

214015002
中B 1P･2P 50

揖斐運輸
0585220407

岐阜県 揖斐郡 大野町 大垣,0520 214032001 中B 1A･1P 22
問合せは
大垣

岐阜県 大野郡 白川村 白鳥,N506
下記以外※週2回配達（月・木曜日） 216041001 中A 要確認 60

濃飛白鳥
0575823121

岐阜県 大野郡 白川村 白鳥,N506
【限・5円/kg（200円）】小白川、境川発電所※週2回配
達（月・木曜日）

216042003
中A限 要確認 60+限

岐阜県 加茂郡 東白川村 美濃加茂,T336
※当日配達分は事前連絡 215070005 中 1P･2P 80

中濃軽急
問合せは美濃加茂(支)

岐阜県 加茂郡 白川町 美濃加茂,T336
※当日配達分は事前連絡 215060006 中 1P･2P 40

中濃軽急
問合せは美濃加茂(支)

静岡県 静岡市 清水区 富士415
由比（桜野、舟場、室野、香木穴） 221035007 中A 1A･1P 8

蒲原(荷)/
0543854145

静岡県 浜松市 西区 浜松西L008
舞阪町雄踏町※直通距離は(浜松430)で計算 221331004 中 1A･1P 20

遠州浜松
0534216471

静岡県 浜松市 北区 浜松西L008
※鷲沢、滝沢は週３回配達（１件１００ｋｇ以上配達不
能）※直通距離は(浜松430)で計算

221350007
中 1A･1P要確認 25 SSX_浜松西0534310300

静岡県 浜松市 北区 浜松西L008
引佐町、三ケ日町、細江町※直通距離は(浜松430)で計
算

221351002
中 1A･1P 25

遠州浜松
0534216471

静岡県 浜松市 浜北区 浜松430
下記以外 221360006 中A 1A･1P 11

遠州浜松
0534216471

静岡県 浜松市 浜北区 浜松430
【15ｋｍ】堀谷、四大地 221361001 中A有 1A･2A 15

遠州浜松
0534216471

静岡県 浜松市 浜北区 浜松430
【限・150円/個】プレ葉ウォーク浜北（浜松市浜北区貴
布祢1200番地）

221362003
中A限 1A･1P 11

静岡県 浜松市 天竜区 浜松430
下記以外 221370005 中A 1A･1P 20

遠州浜松
0534216471

静岡県 浜松市 天竜区 浜松430
【16km】熊、懐山、長沢、伊砂、月、米沢、横川、上百
古里、下百古里、小川、東雲名、只来

221371007
中A有 1P･2P 20

遠州浜松
0534216471

静岡県 浜松市 天竜区 浜松430
竜山町○○、佐久間町（下記以外）、水窪町（下記以
外）、春野町（下記以外）

221372002
中A 1P･2P 70

遠州浜松
0534216471

静岡県 浜松市 天竜区 浜松430

【20ｋｍ】春野町（石切、和泉平、筏戸大上、大時、胡
桃平、越木平、五和、砂川、田河内、豊岡、花島、牧
野）佐久間町（上平山、地八、下平、間庄、吉沢、和山
間、相月横吹、相月立原）水窪町（塩沢、夏焼、粟代、
門桁、山住、大野、針間野、大沢、草木）※週２回配達

221373004

中A有 週2回 70
遠州浜松
0534216471

静岡県 浜松市 天竜区 浜松430
【20km】【限・400円/１個】水窪町(小和田、大嵐)※週
2回配達

221374006
中有限 週2回 70

遠州浜松
0534216471

静岡県 沼津市 . 沼津410
戸田、井田 222032006 中A 1P･2P 70

伊豆西濃沼津(営)/
0559241002

静岡県 熱海市 . 沼津410
下記以外 222050007 中A 1A･1P 25

伊豆西濃伊東(営)/
0557321200

静岡県 島田市 . 金谷M290
川根町○○下記以外 222097003 中A 1A･1P 23

金谷(荷)/
0547452253

静岡県 島田市 . 金谷M290
【46km】川根町笹間上、川根町笹間下 222098005 中A有 1A･1P 40

金谷(荷)/
0547452253

静岡県 富士宮市 . 富士415
[ｱ]､内房､大久保､大鹿窪､[ｶ]､上稲子､上柚野､[ｻ]､下稲
子､下柚野､[ﾀ]､鳥並､[ﾅ]､長貫､西山､猫沢､[ﾊ]､羽鮒､

222074006
中A 1P･2P 16

池原運送/
0545381515

静岡県 伊東市 . 沼津410
下記以外 222080004 中B 1P･2P 48

伊豆西濃伊東(営)/
0557321200

静岡県 伊東市 . 沼津410

【22km】宇佐美、富戸、八幡野、赤沢、萩、十足、一碧
湖、池、湯川6・7・8丁目、丸善ランド、各ゴルフ場、
別荘地域、奥野

222080225

中B有 1P･2P 48
伊豆西濃伊東(営)/
0557321200

静岡県 富士市 . 富士415
南松野、北松野、中野台 222102006 中A 1P･2P 8

池原運送/
0545381515

静岡県 磐田市 . 袋井428

[あ]、家田、壱貫地、岩室、大平、大当所、[か]、掛
下、上神増、上野部、神増、合代島、[さ]、敷地、下神
増、下野部、新開、惣兵衛下新田、[は]、平松、[ま]、
松之木島、万瀬、三家、虫生、[や]、社山

222112005

中A 1A･1P 14
遠州西濃/
0537225265

静岡県 焼津市 . 藤枝425
相川、上泉、上小杉、上新田、下江留、下小杉、高新
田、中島、西島、飯淵、藤守、宗高、吉永、利右衛門

222122004
中A 1P･1P 8

ﾛｼﾞﾈｯﾄｻﾎﾟｰﾄ
0546385792

静岡県 御殿場市 . 沼津東L009
下記以外※直通距離は(沼津410)で計算 222150004 中 1P･2P 21

SSX_沼津東

静岡県 御殿場市 . 沼津東L009
【10km】上小林、水土野、柴怒田、岡村平、沼田、萩蕪
二子※直通距離は(沼津410)で計算

222150107
中有 1P･2P 21

SSX_沼津東

静岡県 御殿場市 . 沼津東L009
【14km】須走※直通距離は(沼津410)で計算 222150144 中有 1P･2P 21

SSX_沼津東

静岡県 下田市 . 沼津410
下記以外 222190007 中A 1P･2P 82

伊豆西濃運輸/
0558321100



県名 市･郡 区町村 着店ｺｰﾄﾞ 記事 着地コード 配･中
着店からの
配達ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ

精算中継
距離km 取扱会社

静岡県 下田市 . 沼津410

【10km】[あ]、落合、大賀茂、[か]、柿崎、上大沢、吉
佐美、河内、[さ]、白浜、下大沢、須崎、外浦、[た]、
立野、高馬、田牛、[は]、堀の内、[ま]、箕作、[ら]、
蓮台寺

222190103

中A有 1P･2P 82
伊豆西濃運輸/
0558321100

静岡県 下田市 . 沼津410
【14km】荒増、相玉、宇土金、榎川、北湯ケ野、椎原、
須原、目金

222190147
中A有 1P･2P 82

伊豆西濃運輸/
0558321100

静岡県 下田市 . 沼津410
【18km】加増野 222190184 中A有 1P･2P 82

伊豆西濃運輸/
0558321100

静岡県 裾野市 . 沼津東L009
下記以外※直通距離は(沼津410)で計算 222200006 中 1P･2P 11

SSX_沼津東

静岡県 裾野市 . 沼津東L009
【10km】下和田、今里、葛山、市の瀬※直通距離は(沼
津410)で計算

222200102
中有 1P･2P 11

SSX_沼津東

静岡県 裾野市 . 沼津東L009
【14km】須山※直通距離は(沼津410)で計算 222200146 中有 1P･2P 11

SSX_沼津東

静岡県 湖西市 . 浜松西L008
下記以外※直通距離は(浜松430)で計算 222210005 中 1P･2A 40

遠州浜松
0534216471

静岡県 湖西市 . 浜松西L008
新居町○○※直通距離は(浜松430)で計算 222211007 中 1P･2A 16

遠州浜松
0534216471

静岡県 伊豆市 . 沼津410
【18km】下記以外 222220004 中A有 1P･2P 27

伊豆西濃沼津(営)/
0559241002

静岡県 伊豆市 . 沼津410
【18km】土肥、小土肥、八木沢、小下田 222221006 中A有 1P･2P 56

伊豆西濃沼津(営)/
0559241002

静岡県 伊豆市 . 沼津410

【22km】地蔵堂、原保、菅引、中原戸、戸倉野、姫之
湯、貴僧坊、筏場、城、八幡、梅木、宮上、柳瀬、冷
川、徳永、関野、上白岩、下白岩

222223003

中A有 1P･2P 32
伊豆西濃沼津(営)/
0559241002

静岡県 伊豆の国市 . 沼津410
下記以外 222250001 中A 1P･2P 15

伊豆西濃沼津(営)/
0559241002

静岡県 伊豆の国市 . 沼津410

【18km】浮橋、大仁、神島、中島、下畑、白山堂、宗光
寺、田京、立花、田中山、田原野、長者原、御門、三
福、守木、吉田

222251003

中A有 1P･2P 18
伊豆西濃沼津(営)/
0559241002

静岡県 伊豆の国市 . 沼津410
【14km】内中、寺家、中條、中、長崎、奈古谷、南條、
韮山○○、原木、四日町

222252005
中A有 1P･2P 13

伊豆西濃沼津(営)/
0559241002

静岡県 賀茂郡 東伊豆町 沼津410
下記以外 223010002 中B 1P･2P 77

伊豆西濃運輸/
0558321100

静岡県 賀茂郡 東伊豆町 沼津410
【14km】片瀬、白田 223010142 中B有 1P･2P 77

伊豆西濃運輸/
0558321100

静岡県 賀茂郡 東伊豆町 沼津410
【18km】奈良本、熱川、北川、大川 223010186 中B有 1P･2P 77

伊豆西濃運輸/
0558321100

静岡県 賀茂郡 東伊豆町 沼津410

【18km】【限・10円/ｋｇ（500円）】霊友会（大川926
番地）施設内ﾛｯﾄ商品、重量物の日時指定は、事前連絡
要確認

223011004

中B有 2P 77
伊豆西濃
伊東(営)/
0557321200

静岡県 賀茂郡 河津町 沼津410
【10km】 223020001 中B有 1P･2P 69

伊豆西濃運輸/
0558321100

静岡県 賀茂郡 南伊豆町 沼津410
【22km】 223040006 中B有 1P･2P 95

伊豆西濃運輸/
0558321100

静岡県 賀茂郡 松崎町 沼津410
【14km】 223050005 中B有 1P･2P 83

伊豆西濃運輸/
0558321100

静岡県 賀茂郡 西伊豆町 沼津410
下記以外 223060004 中B 1P･2P 81

伊豆西濃運輸/
0558321100

静岡県 賀茂郡 西伊豆町 沼津410
【14km】安良里 223061006 中B有 1P･2P 69

伊豆西濃運輸/
0558321100

静岡県 田方郡 函南町 沼津410
【22km】下記以外 223251001 中A有 1P･2P 11

伊豆西濃沼津(営)/
0559241002

静岡県 駿東郡 小山町 沼津東L009
【14km】下記以外※直通距離は(沼津410)で計算 223440001 中有 1P･2P 42

SSX_沼津東

静岡県 榛原郡 川根本町 金谷M290
下記以外 224290007 中A 1A･1P 42

金谷(荷)/
0547452253

静岡県 榛原郡 川根本町 金谷M290
青部、崎平、千頭、東藤川 224291002 中A 1P･1P 68

金谷(荷)/
0547452253

静岡県 榛原郡 川根本町 金谷M290
【46km】沢間、湯山、奥泉、犬間、梅地、上岸、桑野
山、田代

224292004
中A有 1P･1P 100

金谷(荷)/
0547452253

愛知県 岡崎市 . 岡崎440

雨山町、淡渕町、井沢町、一色町、石原町、大代町、大
高味町、小久田町、鹿勝川町、樫山町、鍛埜町、片寄
町、木下町、切山町、毛呂町、桜井寺町、桜形町、下衣
文町、千万町町、外山町、滝尻町、鳥川町、冨尾町、中
伊町、中伊西町、中金町、夏山町、細光町、保久町、牧
平町、南大須町、宮崎町、明見町、東河原町

232021006

中 1A･1P 35

愛知県 瀬戸市 . 名古屋東453
下記以外 232040002 中 1P･2A 24

愛知県 春日井市 . 西武小牧L010 232060007 中 1P･1P 16 SSX小牧

愛知県 豊川市 . 豊川437
御津町○○、 232071001 中 1A･1P 10

愛知県 豊川市 . 豊川437
伊奈町○○、小坂井町○○、篠束町○○、宿町○○、平
井町○○、美園1~3丁目

232073005
中 1A･1P 10

愛知県 西尾市 . 岡崎440 232130007 中 1A･2A 20

愛知県 西尾市 . 岡崎440
一色町○○、吉良町○○、寺部町、鳥羽町、西幡豆町、
東幡豆町

232131002
中 1P･2P 45

愛知県 西尾市 . 岡崎440
【限・道1,500円／件】東幡豆町入会山(三ヶ根山) 232132004 中限 1P･2P 45

愛知県 西尾市 . 岡崎440
【船・着払】佐久島 232133006 中船 45

愛知県 豊田市 . 名古屋東453

[あ]、石畳町、石飛町、市場町、岩下町、永太郎町、大
岩町、大ケ蔵連町、大坂町、大平町、大洞町、乙ケ林
町、小原○○町、小原町、折平町、[か]、柏ケ洞町、鍛
冶屋敷町、上川口町、上渡合町、上仁木町、苅萱町、川
下町、喜佐平町、木瀬町、北一色町、北大野町、北篠平
町、榑俣町、[さ]、雑敷町、沢田町、三箇町、下川口
町、下仁木町、白川町、李町、川見町、[た]、田茂平
町、千洗町、寺平町、東郷町、百月町、[な]、荷掛町、
西市野々町、西丹波町、西中山町、西萩平町、西細田
町、[は]、迫町、日面町、平岩町、平畑町、深見町、藤
岡○○、北曽木町、[ま]、前洞町、松名町、三ツ久保
町、御作町、宮代町、[や]、簗平町、遊屋町

232114003

中 1P･2P 30

愛知県 豊田市 . 名古屋東453

[あ]、浅谷町、旭八幡町、安実京町、明賀町、明川町、
足助白山町、足助町、阿蔵町、綾渡町、蘭町、有間町、
伊熊町、池島町、一色町、市平町、井ノ口町、岩谷町、
牛地町、有洞町、上八木町、漆畑町、宇連野町、大井
町、大河原町、大蔵町、大桑町、大蔵連町、大多賀町、
太田町、大塚町、大坪町、大沼町、押井町、小滝野町、
小渡町、伯母沢町、[か]、国閑町、篭林町、加塩町、蕪
木町、上切町、上切山町、上小田町、上佐切町、上中
町、上脇町、川面町、神殿町、北小田町、霧山町、日下
部町、国谷町、黒坂町、桑田和町、桑原田町、小田町、
五反田町、小町、小畑町、小松野町、[さ]、榊野町、笹
戸町、沢ノ堂町、三分山町、塩ノ沢町、閑羅瀬町、島崎
町、下切町、下国谷町、下佐切町、下平町、下中町、下
山田代町、白倉町、新盛町、杉本町、菅生町、須渕町、
摺町、千田町、惣田町、[た]、田折町、高野町、竜岡
町、田津原町、立岩町、田平沢町、田振町、玉野町、近
岡町、葛沢町、葛町、椿立町、坪崎町、時瀬町、栃立
町、栃ノ沢町、栃本町、戸中町、富岡町、[な]、中立
町、永野町、梨野町、西樫尾町、怒田沢町、野林町、野
原町、則定町、[は]、花沢町、羽布町、冷田町、東大島
町、東大林町、東大見町、東川端町、東渡合町、東中山
町、東萩平町、久木町、平沢町、平瀬町、二タ宮町、細
田町、[ま]、槙本町、万根町、御内町、御蔵町、実栗
町、室口町、[や]、岩神町、山谷町、山ノ中立町、余平
町、四ツ松町、[ら]、連谷町、[わ]、和合町、月原町

232115005

中 1P･2P 35

愛知県 豊田市 . 豊川437

稲武町、大野瀬町、押山町、小田木町、川手町、黒田
町、桑原町、御所貝津町、富永町、中当町、夏焼町、野
入町、武節町

232116007

中 1P･2A 95

愛知県 犬山市 . 西武小牧L010 232150005 中 1P･1P 16 SSX小牧
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愛知県 稲沢市 . 一宮486
下記以外 232201002 中 1P･1P 12

愛知県 稲沢市 . 一宮486
【限・150円/個（JIT含む）】リーフウォーク稲沢（長
野7-1-2）※アピタ稲沢は無料

232205003
中限 1P･1P 12

愛知県 新城市 . 豊川437
下記以外 232210006 中 1A･1P 24

愛知県 新城市 . 豊川437

横川、長篠、富保、富栄、豊岡、玖老勢、副川、門谷、
布里、只持、一色、塩瀬、愛郷、海老、四谷、連合、中
島、下吉田、上吉田、竹ノ輪、黄柳野、乗本、大野、井
代、能登瀬、名越、名号、睦平、細川、巣山、七郷一
色、川合、池場、作手○○

232211001

中 1P･2A 55

愛知県 尾張旭市 . 名古屋東453 232260001 中 1P･2A 30

愛知県 田原市 . 豊橋435

宇津江、江比間、八王子、村松、馬伏、伊川津、石神、
夕陽が浜、山田、高木、古田、折立、長沢、福江、保
美、向山、中山、小中山、西山、亀山、伊良湖、日出、
堀切、小塩津、和地

232310003

中 1P･1P 36

愛知県 田原市 . 豊橋435 232319007 中 1P･1P 17

愛知県 清須市 . 枇杷島468
西枇杷島町以外 232330001 中 15

愛知県 北名古屋市 . 枇杷島468 232340007 中 1A･1P 15

愛知県 海部郡 飛島村 津島475
㈱名古屋食料宛着払・代引不可 234270003 中 1P･1P 35

愛知県 知多郡 南知多町 知多T335
下記以外 234451001 中 1P･1P 31

愛知県 知多郡 南知多町 知多T335

【船・1個ごと10kgまで350円、20kgまで600円、10kg増
すごとに230円】篠島、日間賀島、着払不可雨天欠航岸
壁止

234452003

中船 31

愛知県 知多郡 美浜町 知多T335 234460005 中 1P･1P 23

愛知県 額田郡 幸田町 岡崎440
下記以外 235011001 中 1A･1P 23

愛知県 額田郡 幸田町 岡崎440
【限・道・1,500円／1件】国民宿舎三河ハイツ（大字萩
字遠峰10）

235012003
中限 23

愛知県 北設楽郡 設楽町 豊川437 235610002 中 1P･2A 65

愛知県 北設楽郡 東栄町 豊川437 235620001 中 1P･2A 70

愛知県 北設楽郡 豊根村 豊川437
下記以外 235630007 中 1P･2A 95

愛知県 北設楽郡 豊根村 豊川437

【30km】富山村一円、市原、市原下、漆嶋、上手、大
尾、大沢、大谷、大谷下、上山中、川上、熊打、下栃、
下山中、瀬戸、中野甲、久原、廣川原、湯野島※週３回
配達

235631002

中有 1P･2A 95

三重県 津市 . 久居537
安濃町○○、河芸町○○、芸濃町○○、美里町○○、一
志町○○

242012003
中A 1P･2A 30

三重西濃/
0592566511

三重県 津市 . 久居537
白山町○○、美杉町○○ 242013005 中A 1P･2A 40

三重西濃/
0592566511

三重県 松阪市 . 津538

市場庄、小津、小野江、笠松、上ノ庄、喜多村新田、久
米、五主、小舟江、曽原、中ノ庄、中林、中道、西肥
留、甚目、肥留、星合、舞出

242043002

中A 1P･2A 13

三重県 松阪市 . 津538
嬉野○○ 242041005 中A 1P･2A 13

三重西濃/
0592566511

三重県 松阪市 . 津538
【10km】飯高町○○、飯南町○○ 242042007 中A有 1P･2P 42

三重西濃/
0592566511

三重県 四日市市 . 四日市530
楠町 242021007 中A 1A･1P 15

三重西濃/
0593463035

三重県 名張市 . 上野E542
下記以外 242080006 中A 1A･1P 20

三重県 名張市 . 上野E542
【20km】長瀬、上長瀬、下長瀬、布生上出、布生下出、
吉原、大屋戸

242081001
中A有 1A･1P 20

三重県 いなべ市 . 四日市530
・神戸鉄鋼大安工場は着払不可、担当部課氏名記入のこ
と

242140007
中A 1P･2P 32

三重西濃/
0593463035

三重県 尾鷲市 . 久居537
下記以外 242091007 中A 2A･2P 106

三重西濃/
0592566511

三重県 尾鷲市 . 久居537
【船・68km定上65％（400円）】須貨利 242092002 中船 2A･2P 106

三重西濃/
0592566511

三重県 尾鷲市 . 久居537

[あ]、大曽根、[か]、賀田、梶賀、行野浦、九鬼、小
脇、[さ]、曽根、[は]、早田、古野、古里、古江、
[ま]、三木里、三木浦、向井、名柄、盛松

242093004

中A 2A･2P 106+68
三重西濃/
0592566511

三重県 亀山市 . 鈴鹿533
下記以外 242101006 中A 1A･1P 15

三重西濃/
0593787613

三重県 亀山市 . 鈴鹿533

【15km】白木、安坂山町※安坂山町地内第二名神高速道
路工事現場及び各現場事務所宛は配達不能（チャーター
可、事前連絡のこと。）

242102001

中A有 1A･1P 15
三重西濃/
0593787613

三重県 亀山市 . 鈴鹿533
【20km】加太 242103003 中A有 1A･1P 15

三重西濃/
0593787613

三重県 熊野市 . 久居537
下記以外 242121004 中A 2A･2P 139

三重西濃/
0592566511

三重県 熊野市 . 久居537

[あ]、磯崎、新鹿、飛鳥、五郷、育生、[か]、神川、北
山村、紀和町○○、[さ]、須野、[な]、二木島、[は]、
甫母、波田須、[や]、遊木

242122006

中A 2A･2P 139+42
三重西濃/
0592566511

三重県 鳥羽市 . 伊勢545

【船・10円／kg(20kgまで500円)】※30kg以上は事前連
絡必要※着払・代引不可神島、答志、管島、桃取、坂手

242110224

中A船 1A･1P 17
三重西濃/
0596235016

三重県 鳥羽市 . 伊勢545
【10km】上記以外 242112007 中A有 1A･1P 17

三重西濃/
0596235016

三重県 志摩市 . 伊勢545
下記以外 242150006 中A 1P･2P 41

三重西濃/
0596235016

三重県 志摩市 . 伊勢545
【10km】阿児町（国府、甲賀、安乗、志島）大王町（波
切、畔名、名田）

242151001
中A有 1P･2P 41

三重西濃/
0596235016

三重県 志摩市 . 伊勢545

【磯部】磯部町(飯浜、沓掛、栗木広、山田、梶坊、坂
崎、築地、檜山、木場、穴川、迫間、夏草、山原、的
矢、三ヶ所、五知)浜島町（山路、塩屋、大崎、南張、
迫子、合歓の郷）志摩町（間崎を除く）

242152003

中A 1P･2P 41+20
三重西濃/
0596235016

三重県 志摩市 . 伊勢545
【磯部】磯部町（渡鹿野）【船・2円／kg(20kgまで100
円)】※30kg以上は事前連絡必要

242153005
中A船 1P･2P 41+10

三重西濃/
0596235016

三重県 志摩市 . 伊勢545

【磯部】志摩町和具4000～（要確認）間崎【船・10ｋｇ
以下360円、10ｋｇ超え20ｋｇ以下460円、20ｋｇ超え30
ｋｇ以下570円】※30kg以上は事前連絡必要※着払・代
引不可

242154007

中A船 1P･2P 41+20
三重西濃/
0596235016

三重県 伊賀市 . 上野E542

【25km】[あ]、奥鹿野、[か]、勝地、北山、霧生、腰
山、[た]、高尾、種生、[は]、福川、[ま]、諸木※勝
地、霧生（メナード青山（霧生）、青山高原（勝地、北
山）宛て週３回（月・水・金）配達）

242163004

中A有 1A･1P 24
三重西濃/
0595236621

三重県 員弁郡 東員町 四日市530 243240002 中A 1P･2P 32
三重西濃/
0593463035

三重県 員弁郡 東員町 四日市530
【限・150円/個】ｲｵﾝﾓｰﾙ東員店（長深字築田510番地1） 243241004

中A限 1P･2P 32
三重西濃/
0593463035

三重県 北牟婁郡 紀北町 久居537
下記以外 245430007 中A 1P･2P 82

三重西濃/
0592566511

三重県 北牟婁郡 紀北町 久居537
【18km】紀伊長島区（三浦） 245431002 中A有 1P･2P 82

三重西濃/
0592566511

三重県 北牟婁郡 紀北町 久居537
【14km】海山区○○ 245432004 中A有 1P･2P 100

三重西濃/
0592566511

三重県 多気郡 大台町 津538
下記以外 244430002 中A 1P･1P 34

三重西濃/
0592566511
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三重県 多気郡 大台町 津538

【大台】天ヶ瀬、岩井、江馬、大井、大杉、御棟、上真
手、唐櫃、桧原、清滝、九豆、熊内、栗谷、神滝、小切
畑、小滝、下真手、菅木屋、薗、滝谷、本田木屋、南、
明豆、茂原

244431004

中A 1P･2A 34+48
三重西濃/
0592566511

三重県 多気郡 多気町 津538 244410004 中A 1P･1P 24
三重西濃/
0592566511

三重県 多気郡 明和町 津538 244420003 中A 1P･1P 13
三重西濃/
0592566511

三重県 三重郡 朝日町 四日市530 243430004 中A 1A･2A 20
三重西濃/
0593463035

三重県 三重郡 川越町 四日市530 243440003 中A 1A･2A 15
三重西濃/
0593463035

三重県 三重郡 菰野町 四日市530 243410006 中A 1P･2P 25
三重西濃/
0593463035

三重県 南牟婁郡 御浜町 久居537
【14km】下記以外 245611005 中A有 2A･2P 149

三重西濃/
0592566511

三重県 南牟婁郡 御浜町 久居537
【熊野】尾呂志、上野、栗須、坂本、川瀬、西原、中
立、片川

245612007
中A 2A･2P 149+10

三重西濃/
0592566511

三重県 南牟婁郡 紀宝町 久居537
下記以外 245621004 中A 2A･2P 155

三重西濃/
0592566511

三重県 南牟婁郡 紀宝町 久居537
【熊野】井内、平尾井、阪松原、桐原 245622006 中A 2A･2P 155+15

三重西濃/
0592566511

三重県 度会郡 大紀町 久居537
【10km】下記以外 244710002 中A有 1P･2P 55

三重西濃/
0592566511

三重県 度会郡 大紀町 久居537
【14km】大内山 244711004 中A有 1P･2P 72

三重西濃/
0592566511

三重県 度会郡 大紀町 久居537
【船・80km定上65％(400円)】錦 244713001 中A船 1P･2P 66

三重西濃/
0592566511

三重県 度会郡 度会町 伊勢545 244700003 中A 1P･2P 30
三重西濃/
0596235016

三重県 度会郡 南伊勢町 伊勢545
下記以外 244720001 中A 2A･2P 60

三重西濃/
0596235016

三重県 度会郡 南伊勢町 伊勢545
【鵜方】礫浦、始神、押淵、迫間浦、相賀浦、中津浜
浦、下津浦、木谷、宿浦、田曽浦

244721003
中A 2A･2P 60+30

三重西濃/
0596235016

滋賀県 大津市 . 大津588

朝日、湖青、水明、小野、和邇○○、栗原、南船路、八
屋戸、木戸、荒川、大物、南比良、北比良、南小松、北
小松

252010007

中A 1A･1P 30 滋賀赤帽問合せは大津(支)

滋賀県 長浜市 . 長浜575
小谷○○、湖北○○、湖北町○○、下山田、大光寺町 252032002 中A 1P･2P 9

滋賀流通/
0749641366

滋賀県 長浜市 . 長浜575
高月町○○ 252033004 中A 1P･2P 12

滋賀流通/
0749641366

滋賀県 長浜市 . 長浜575
木之本町○○ 252034006 中A 1P･2P 15

滋賀流通/
0749641366

滋賀県 長浜市 . 長浜575
余呉町○○ 252035001 中A 1P･2P 19

滋賀流通/
0749641366

滋賀県 長浜市 . 長浜575
西浅井町○○ 252036003 中A 1P･2P 29

滋賀流通/
0749641366

滋賀県 甲賀市 . 滋賀585
信楽町○○(下記以外)※配達不能※多羅尾1番○○ 252091001 中A(不 1P･2A 30

相互運送/
0748820361

滋賀県 甲賀市 . 滋賀585
土山町○○ 252092003 中A 1A･1P 28

ｺｰｶﾞ運送/
0748622159

滋賀県 高島市 . 大津588
鵜川、音羽、勝野、鴨、鴨川平、黒谷、鹿ヶ瀬、城山
台、高島、永田、拝戸、畑、宮野、武曽横山

252120003
中A 1A･1P 41 滋賀赤帽問合せは大津(支)へ

滋賀県 高島市 . 大津588
安曇川町○○ 252121005 中A 1A･1P 51 滋賀赤帽問合せは大津(支)へ

滋賀県 高島市 . 大津588
新旭町○○、朽木○○ 252122007 中A 1A･1P 61 滋賀赤帽問合せは大津(支)へ

滋賀県 高島市 . 大津588
今津町○○下記以外 252123002 中A 1P･2P 76 西武高島問合せは大津(支)へ

滋賀県 高島市 . 大津588
マキノ町○○ 252125006 中A 1A･1P 88 西武高島問合せは大津(支)へ

滋賀県 東近江市 . 近江583

石塔町、市子沖町、市子川原町、市子殿町、市子松井
町、稲垂町、鋳物師町、大塚町、葛巻町、綺田町、上麻
生町、上南町、蒲生大森町、蒲生岡本町、蒲生寺町、蒲
生堂町、川合町、木村町、合戸町、桜川西町、桜川東
町、下麻生町、鈴町、田井町、外原町、平林町、宮井
町、宮川町、横山町

252135005

中A 1A･1P 14
湖東運送/
問合せ近江（営）

滋賀県 東近江市 . 近江583

[あ]、愛東外、青山、池之尻、市ヶ原、妹、池庄、今在
家、上中野、梅林、大萩、大林、小倉、大沢、大清水、
長、[か]、上山、上岸本、北坂、祇園、北清水、北花
沢、北菩提寺、小池、小田苅、小八木、[さ]、下中野、
下一色、下岸本、下里、清水中、勝堂、曽根、園、僧
坊、[た]、大覚寺、[な]、中戸、鯰江、中一色、中岸
本、中里、西菩提寺、[は]、百済寺甲、百済寺本、百済
寺、平松、平柳、平尾、[ま]、南清水、南花沢、南菩提
寺、[や]、湯屋、横溝、読合堂

252131004

中A 1A･2A 18
西濃集配滋賀/
0749354135

滋賀県 東近江市 . 近江583

[あ]、青野、池之脇、石谷、市原野、一式、茨川、永源
寺相谷、永源寺高野、[か]、上二俣、萱尾、君ヶ畑、黄
和田、九居瀬、甲津畑、[さ]、佐目、新出、[た]、高
木、蓼畑、[は]、蛭谷、[ま]、政所、箕川、[や]、山
上、杠葉尾、[わ]、和南

252132006

中A 1P･2P 30
西濃集配滋賀/
0749354135

滋賀県 米原市 . 長浜575

[あ]、梓河内、朝日、市場、井之口、池下、大野木、大
鹿、[か]、柏原、加勢野、烏脇、清滝、北方、[さ]、坂
口、志賀谷、須川、菅江、[た]、長久寺、天満、堂谷、
[な]、長岡、西山、野一色、[は]、間田、夫馬、本郷、
[ま]、万願寺、村居田、本市場、[や]、山室、小田

252141003

中A 1A･2A 12
滋賀流通/
0749641366

滋賀県 米原市 . 長浜575

[あ]、伊吹、上野、大久保、大清水、[か]、上坂並、甲
津原、甲賀、小泉、[さ]、下板並、上平寺、春照、杉
澤、[た]、高番、太平寺、[は]、藤川、[ま]、曲谷、村
木、[や]、弥高、吉槻

252142005

中A 1P･2P 13
滋賀流通/
0749641366

滋賀県 蒲生郡 日野町 滋賀585 253830007 中A 1A･1P 14
ｺｰｶﾞ運送/
0748622159

滋賀県 蒲生郡 竜王町 滋賀585
※ダイハツ工業(株)宛は担当部課・氏名を記入のこと 253840006 中A 1A･1P 20

ｺｰｶﾞ運送/
0748622159

滋賀県 愛知郡 愛荘町 彦根580
下記以外 254250007 中A 1A･1P 15

西濃集配滋賀/
0749354135

滋賀県 犬上郡 豊郷町 彦根580 254410005 中A 1A･2A 10
西濃集配滋賀/
0749354135

滋賀県 犬上郡 甲良町 彦根580 254420004 中A 1A･2A 14
西濃集配滋賀/
0749354135

滋賀県 犬上郡 多賀町 彦根580 254431005 中A 1A･2A 10
西濃集配滋賀/
0749354135

京都府 京都市 右京区 京都南615
【20km】京北 261082007 中B有 1P･2P 55

美山運送/
0756937757

京都府 福知山市 . 福知山707
三和町○○ 262011003 中B 1A･1P 18

京都府 福知山市 . 福知山707
夜久野町○○ 262012005 中B 1P･1P 25

京都府 福知山市 . 舞鶴N540
大江町○○ 262013007 中A 1P･1P 40

丹後西濃/
0773763226

京都府 綾部市 . 舞鶴N540 262030006 中B 1P･2A 30
丹後西濃
8533540

京都府 宇治市 . 京都南615
下記以外 262041007 中A･B 1A･1P 35

宇治運輸/
0774213125

京都府 宮津市 . 舞鶴N540
下記以外 262051006 中 1P･1P 33

丹後西濃/
8533540

京都府 城陽市 . 京都南615 262070002 中A 1P･1P 24
ﾛﾝｺｼﾞｬﾊﾟﾝ/
0759544833

京都府 八幡市 . 京都南615 262100006 中A 1A･1P 18
山城合同運輸/
0774720149

京都府 京田辺市 . 京都南615 262110005 中A 1A･1P 29
宇治丸工運送/
0774430140

京都府 京丹後市 . 舞鶴N540
大宮町○○、峰山町○○ 262120004 中 1P･1P 57

丹後西濃/
8533540

京都府 京丹後市 . 舞鶴N540
網野町○○、久美浜町○○、丹後町○○、弥栄町○○ 262121006 中 1P･2P 79

丹後西濃/
8533540

京都府 南丹市 . 京都南615
【25km】美山町○○ 262133002 中B有 1P･2P 75

美山運送/
0756937757
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京都府 木津川市 . 京都南615
下記以外 262140002 中A 1P･1P 34

山城合同運輸/
0774720149

京都府 木津川市 . 京都南615
加茂町○○、南加茂台 262141004 中A 1P･1P 41

山城合同運輸/
0774720149

京都府 久世郡 久御山町 京都南615 263220006 中A 1A･1P 12
宇治丸工運送/
0774430140

京都府 久世郡 久御山町 京都南615
【限・150円/1個】ｲｵﾝﾓｰﾙ久御山（ｲｵﾝは除く）（森南大
内156）

263221001
中A限 1A･1P 12

宇治丸工運送/
0774430140

京都府 相楽郡 笠置町 京都南615 263640006 中A 2P･2P 48
山城合同運輸/
0774720149

京都府 相楽郡 精華町 京都南615 263660004 中A 1P･1P 38
山城合同運輸/
0774720149

京都府 相楽郡 和束町 京都南615 263650005 中A 1P･2P 40
山城合同運輸/
0774720149

京都府 相楽郡 南山城村 京都南615
【30km】下記以外 263670305 中B有 2P･2P 50

山城合同運輸/
0774720149

京都府 相楽郡 南山城村 京都南615
大河原 263670003 中B 2P･2P 50

山城合同運輸/
0774720149

京都府 綴喜郡 井手町 京都南615 263430006 中A 1P･2P 28
宇治丸工運送/
0774430140

京都府 綴喜郡 宇治田原町 京都南615
【30km】下記以外 263440307 中B有 1P･2A 26

宇治丸工運送/
0774430140

京都府 綴喜郡 宇治田原町 京都南615
郷ノ口 263440005 中B 1P･2A 26

宇治丸工運送/
0774430140

京都府 船井郡 京丹波町 亀岡607

[あ]、安栖里、市場、出野、稲次、大倉、大迫、大簾、
小畑、[か]、角、上粟野、上乙見、[さ]、才原、坂原、
塩谷、篠原、下粟野、下乙見、[な]、中、長瀬、中山、
西河内、[は]、広瀬、広野、細谷、仏主、本庄、[ま]、
升谷

264072002

中A 1P･2A 40

京都府 与謝郡 伊根町 舞鶴N540 264630005 中 1P･2P 64
丹後西濃/
0773763226

京都府 与謝郡 与謝野町 舞鶴N540 264650003 中 1P･1P 41
丹後西濃/
0773763226

大阪府 堺市 美原区 松原,0663 271470007 中 1A･1P 35

大阪府 泉佐野市 . 堺,0667
下記以外 272130004 中 1P･2A 20

大阪府 泉佐野市 . 堺,0667
【配･100円/件】関西国際空港宛（泉州空港北1） 272131006 中限 33

大阪府 泉佐野市 . 堺,0667

【配･100円/件】【配・1100円/個】関西国際空港JALABC
出発ｶｳﾝﾀｰ宛（泉州空港北1）※全て一般扱いとする、出
発日、時間、便名を必ず記入し、出発日前日の配達指定
で発送のこと！※１個20㎏迄、3辺合計130㎝迄※但し、
旅行用ｽｰﾂｹｰｽ、ｺﾞﾙﾊﾞｯｸﾞは対応可

272132001

中限 33

大阪府 富田林市 . 松原,0663 272140003 中 1P･1P 41

大阪府 河内長野市 . 堺,0667 272160001 中 1P･1P 17

大阪府 和泉市 . 堺,0667 272190005 中 1P･1P 20

大阪府 和泉市 . 堺,0667
【限・150円/個】ららぽーと和泉店（あゆみ野4-4-7） 272191007 中限 1P･1P 20

大阪府 柏原市 . 松原,0663 272210003 中 1P･1P 35

大阪府 羽曳野市 . 松原,0663 272220002 中 1P･1P 35

大阪府 高石市 . 堺,0667 272250006 中 1A･1P 20

大阪府 泉南市 . 堺,0667
下記以外 272280003 中 1P･2A 60

大阪府 泉南市 . 堺,0667
【限・150円/個】ｲｵﾝﾓｰﾙりんくう泉南（ｲｵﾝは除く）
（りんくう南浜3-12）

272282007
中限 60

大阪府 泉南市 . 堺,0667
【配･100円/件】関西国際空港宛（泉州空港南1番地） 272281005 中限 33

大阪府 四条畷市 . 大東,0653 272290002 中 1P･2P 21 SSX_門真

大阪府 四条畷市 . 大東,0653

【限・150円/個】ｲｵﾝﾓｰﾙ四条畷（ｲｵﾝは除く）（砂4-3-
2）※貴重品、危険物、大型商品、ﾊﾟﾚｯﾄ、ＪＩＴＢＯ
Ｘ、時間指定商品不可

272291004

中限 21 SSX_門真

大阪府 交野市 . 大東,0653 272300001 中 1P･2P 25 SSX_門真

大阪府 大阪狭山市 . 堺,0667 272310007 中 1P･1P 11

大阪府 阪南市 . 堺,0667 272320006 中 1P･2A 60

大阪府 豊能郡 豊能町 豊中,0623
【22km】 273210001 中有 1P･1P 35+配

大阪府 豊能郡 能勢町 豊中,0623
【22km】 273220007 中有 1P･1P 35+配

大阪府 泉南郡 熊取町 堺,0667 273610003 中 1P･2P 60

大阪府 泉南郡 田尻町 堺,0667
下記以外 273620002 中 1P･2P 60

大阪府 泉南郡 田尻町 堺,0667
【配･100円/件】関西国際空港宛（泉州空港中1番地） 273621004 中限 33

大阪府 泉南郡 岬町 堺,0667 273660005 中 1P･2P 70

大阪府 南河内郡 太子町 松原,0663 273810004 中 1P･1P 35

大阪府 南河内郡 河南町 松原,0663 273820003 中 1P･1P 35

大阪府 南河内郡 千早赤坂村 松原,0663 273830002 中 1P･1P 55

兵庫県 姫路市 姫路710
安富町○○ 282011005 中 1A･1P 30

兵庫県 姫路市 姫路710
【14km】夢前町○○ 282012007 中有 1A･1P 40+配

兵庫県 西宮市 尼崎690
【中①27㎞】新明和工業､新明和ｵｰﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(田近野
町)

282046005
中 1P･1P 27

兵庫県 洲本市 淡路S870
【船･5円/kg】五色町○○ 282052003 中船 1P･2P 20

兵庫県 相生市 姫路710 282080003 中 1A･1P 25

兵庫県 豊岡市 加西717
下記以外 282090002 中 1P･2P 133

兵庫県 豊岡市 加西717
日高町○○ 282091004 中 1P･2P 65

兵庫県 豊岡市 加西717
城崎町○○ 282092006 中 1P･2P 100

兵庫県 豊岡市 加西717
出石町○○ 282093001 中 1P･2P 108

兵庫県 豊岡市 加西717
【16km】但東町○○ 282094003 中有 1P･2P 120+配

兵庫県 豊岡市 加西717
【16km】竹野町○○ 282095005 中有 1P･2P 126+配

兵庫県 赤穂市 姫路710 282120006 中 1A･1P 35

兵庫県 西脇市 加西717
黒田庄町○○ 282131007 中 1P･2P 23

兵庫県 宝塚市 尼崎690
下記以外 282141006 中 1P･1P 25

兵庫県 三木市 神明700
吉川町 282152007 中 1P･2P 45

兵庫県 高砂市 加西717
三菱重工､神戸製鋼､川崎重工※着払不可･担当部課名記
入

282160002
中 1A･1P 17

兵庫県 三田市 加西717 282190006 中 1P･1P 40

兵庫県 篠山市 加西717 282210004 中 1P･2P 61

兵庫県 養父市 加西717
下記以外 282220003 中 1P･2P 78

兵庫県 養父市 加西717
【16km】大屋町○○ 282221005 中有 1P･2P 78+配

兵庫県 丹波市 加西717
青垣町○○､柏原町○○､山南町○○､氷上町○○ 282231004 中 1P･2P 43



県名 市･郡 区町村 着店ｺｰﾄﾞ 記事 着地コード 配･中
着店からの
配達ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ

精算中継
距離km 取扱会社

兵庫県 南あわじ市 淡路S870
【船･5円/kg】下記以外 282240001 中船 1A･2A 22

兵庫県 南あわじ市 淡路S870
【船･5円/kg】榎列○○､八木○○､山添､広田○○､中条
○○､倭文流､倭文○○､市○○､神代○○､志知○○

282241003
中船 1A･2A 15

兵庫県 朝来市 加西717
下記以外 282250007 中 1P･2P 47

兵庫県 朝来市 加西717
生野町○○ 282251002 中 1P･2P 40

兵庫県 朝来市 加西717
和田山町○○ 282252004 中 1P･2P 63

兵庫県 朝来市 加西717
山東町○○ 282253006 中 1P･2P 67

兵庫県 淡路市 淡路S870
【船･5円/kg】下記以外 282260006 中船 1P･2P 20

兵庫県 淡路市 淡路S870

【船･5円/kg】里､下司､塩尾､塩田新島､志筑､志筑新島､
中田､池ﾉ内､王子､野田尾､生穂､生穂新島､大谷､長沢､佐
野､佐野新島､興隆寺､大町○○､木曽○○

282261001

中船 1P･2P 15

兵庫県 淡路市 淡路S870

【船･5円/kg】仁井､小田､舟木､長畠､久野々､野島○○､
富島､石田､小倉､浅野○○､斗ﾉ内､育波､黒谷､生田○○､
室津

282262003

中船 1P･2P 25

兵庫県 宍粟市 姫路710
山崎町○○ 282270005 中 1A･1P 50

兵庫県 宍粟市 姫路710
一宮町○○ 282271007 中 1A･1P 60

兵庫県 宍粟市 姫路710
千種町○○､波賀町○○ 282272002 中 1P･2A 70

兵庫県 たつの市 姫路710 282290003 中 1A･1P 18

兵庫県 川辺郡 猪名川町 豊中623
【22km】 283010001 中有 1P･1P 25+配

兵庫県 多可郡 多可町 加西717
下記以外 283650007 中 1P･2P 28

兵庫県 多可郡 多可町 加西717
加美区○○ 283651002 中 1P･2P 36

兵庫県 神崎郡 市川町 加西717 284420007 中 1P･2P 19

兵庫県 神崎郡 神河町 加西717
下記以外 284460003 中 1P･2P 29

兵庫県 神崎郡 神河町 加西717
上岩､大河､鍛治､上小田､川上､栗､高朝田､寺前､新野､野
村､長谷､比延､淵､南小田､宮野

284461005
中 1P･2P 50

兵庫県 赤穂郡 上郡町 姫路710
下記以外 284810003 中 1A･1P 40

兵庫県 赤穂郡 上郡町 姫路710

【22km】[あ]､赤松､旭日､岩木､宇治山､宇野山､大富､尾
長谷､落池､奥､大枝新､大枝､[か]､河野原､金出地､釜島､
柏野､行頭､国見､楠宿､栗原､苔縄､[さ]､佐用谷､正福寺､
神明寺､[た]､高山､治小野豆､[な]､中野､梨ヶ原､西野山､
野桑､[は]､八坂､船坂､別名､細野､[ま]､皆坂､[や]､与井､
与井新

284810224

中有 1A･1P 40+配

兵庫県 佐用郡 佐用町 姫路710 285010004 中 1P･1P 50

兵庫県 美方郡 香美町 加西717
下記以外 285850004 中 1P･2P 103

兵庫県 美方郡 香美町 加西717
【16km】小代区○○ 285851006 中有 1P･2P 108+配

兵庫県 美方郡 香美町 加西717
香住区○○ 285852001 中 1P･2P 133

兵庫県 美方郡 新温泉町 加西717
【16km】下記以外 285860003 中有 1P･2P 124+配

兵庫県 美方郡 新温泉町 加西717

赤崎､芦屋､居組､釜屋､清富､久谷､久斗山､境､指杭､七釜､
正法庵､新市､田井､対田､高末､栃谷､浜坂､福富､藤尾､二
日市､古市､戸田､辺地､三尾､三谷､諸寄､用土､和田

285861005

中 1P･2P 159

奈良県 奈良市 . 奈良675
都祁○○、来迎寺町、藺生町、針町、針ヶ別所町、小倉
町、上深川町、下深川町、荻町

290990001
中 1P･2A 9+30

奈良県 奈良市 . 奈良675
月ヶ瀬○○ 290991003 中 1P･2P 9+53

奈良県 五條市 . 奈良675
下記以外 292071007 中 1P･1P 45

問合せは
奈良(支)

奈良県 五條市 . 奈良675
西吉野町○○、大塔町○○※週2回(月・木)の配達急送
品は事前連絡のこと

292070005
中 週2回 32+65

やまと運輸
0743566464

奈良県 生駒市 . 奈良675 292091005 中 1P･1P 28
やまと運輸
0743566464

奈良県 香芝市 . 奈良675 292100002 中 1P･1P 20
やまと運輸
0743566464

奈良県 葛城市 . 奈良675 292110001 中 1P･2A 25
やまと運輸
0743566464

奈良県 宇陀市 . 奈良675
大宇陀区、菟田野区、榛原区 292120007 中 1A･2A 30

奈良県 宇陀市 . 奈良675
室生区 292121002 中 1P･2P 20+30

奈良県 山辺郡 山添村 奈良675 293220002 中 1P･2A 9+30

奈良県 生駒郡 平群町 奈良675 293421005 中 1P･2A 14
やまと運輸
0743566464

奈良県 生駒郡 斑鳩町 奈良675 293440001 中 1P･2A 10
やまと運輸
0743566464

奈良県 生駒郡 三郷町 奈良675 293430002 中 1P･2A 15
やまと運輸
0743566464

奈良県 生駒郡 安堵町 奈良675 293450007 中 1P･2A 7
やまと運輸
0743566464

奈良県 宇陀郡 曽爾村 奈良675 293850002 中 1P･2P 20+30

奈良県 宇陀郡 御杖村 奈良675 293860001 中 1P･2P 20+30

奈良県 高市郡 高取町 奈良675 294010007 中 1A･1P 29

奈良県 高市郡 明日香村 奈良675 294020006 中 1A･1P 29

奈良県 吉野郡 黒滝村 奈良675
※週2回(月・木)の配達※急送品は事前連絡のこと 294440006 中 週2回 32+65

やまと運輸
0743566464

奈良県 吉野郡 十津川村 奈良675
※週2回(月・木)の配達※急送品は事前連絡のこと 294490001 中 週2回 32+65

やまと運輸
0743566464

奈良県 吉野郡 下北山村 奈良675
※週2回(月・木)の配達※急送品は事前連絡のこと 294500007 中 週2回 32+65

やまと運輸
0743566464

奈良県 吉野郡 天川村 奈良675
※週2回(月・木)の配達※急送品は事前連絡のこと 294460004 中 週2回 32+65

やまと運輸
0743566464

奈良県 吉野郡 上北山村 奈良675
※週2回(月・木)の配達※急送品は事前連絡のこと 294510006 中 週2回 32+65

やまと運輸
0743566464

奈良県 吉野郡 野迫川村 奈良675
※週2回(月・木)の配達※急送品は事前連絡のこと 294470003 中 週2回 32+65

やまと運輸
0743566464

奈良県 吉野郡 川上村 奈良675
※週2回(月・木)の配達※急送品は事前連絡のこと 294520005 中 週2回 32+65

やまと運輸
0743566464

奈良県 吉野郡 東吉野村 奈良675
※週2回(月・木)の配達※急送品は事前連絡のこと 294530004 中 週2回 32+65

やまと運輸
0743566464

奈良県 吉野郡 吉野町 奈良675 294411004 中 1P･2P 32
やまと運輸
0743566464

奈良県 吉野郡 大淀町 奈良675 294420001 中 1P･2P 32
やまと運輸
0743566464

奈良県 吉野郡 下市町 奈良675 294430007 中 1P･2P 24
やまと運輸
0743566464

奈良県 北葛城郡 王寺町 奈良675 294250004 中 1P･2A 13
やまと運輸
0743566464

奈良県 北葛城郡 広陵町 奈良675 294260003 中 1P･2A 13
やまと運輸
0743566464

奈良県 北葛城郡 上牧町 奈良675 294240005 中 1P･2A 14
やまと運輸
0743566464

奈良県 北葛城郡 河合町 奈良675 294270002 中 1P･2A 11
やまと運輸
0743566464

和歌山県 新宮市 . 和歌山680
下記以外 302070006 中B 1P･2A 238

近物ﾚｯｸｽ
0735315021

和歌山県 新宮市 . 和歌山680
熊野川町○○ 302071001 中B 2A･2P 211+30

近物ﾚｯｸｽ
0735315021

和歌山県 海南市 . 和歌山680
※住友海南鋼管宛は註文No,担当部課係名記入のこと 302020004 中A 1A･1P 14

オプラスDC
0734874785



県名 市･郡 区町村 着店ｺｰﾄﾞ 記事 着地コード 配･中
着店からの
配達ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ

精算中継
距離km 取扱会社

和歌山県 田辺市 . 和歌山680
下記以外 302060007 中A 1P･2A 107

オプラス田辺
0739471811

和歌山県 田辺市 . 和歌山680

鮎川、深谷、小谷、竹ノ平、西大谷、向山、合川、下
露、佐田、仲ノ俣、谷野口、面川、串、九川、長瀬、東
伏菟野、熊野、木守、五味、原、古屋、平瀬、和田、下
川上、下川下、中辺路町○○

302061002

中B 1P･2P 150
オプラス田辺
0739471811

和歌山県 田辺市 . 和歌山680
【22km】竜神村○○ 302062004 中B有 1P･2P 65

オプラス田辺
0739471811

和歌山県 田辺市 . 和歌山680
本宮町○○ 302063006 中B 2A･2P 211+30

近物ﾚｯｸｽ
0735315021

和歌山県 御坊市 . 和歌山680 302050001 中A 1P･1P 70
オプラスDC
0734874785

和歌山県 橋本市 . 和歌山680 302030003 中A 1P･2A 41
オプラスDC
0734874785

和歌山県 紀の川市 . 和歌山680 302080005 中A 1A･1P 20
オプラスDC
0734874785

和歌山県 有田市 . 和歌山680 302040002 中A 1A･1P 29
オプラスDC
0734874785

和歌山県 岩出市 . 和歌山680 302090004 中A 1A･1P 16
オプラスDC
0734874785

和歌山県 有田郡 有田川町 和歌山680
下記以外 303660001 中A 1A･1P 40

オプラスDC
0734874785

和歌山県 有田郡 有田川町 和歌山680

出、井口、植野、大賀畑、大谷、奥、小島、尾中、垣
倉、賢、上中島、熊井、下津野、庄、角、田口、田角、
天満、徳田、長田、長谷、西丹生図、野田、土生、東丹
生図、船坂、水尻、明王寺、吉見

303661003

中A 1P･1P 40
オプラスDC
0734874785

和歌山県 有田郡 有田川町 和歌山680

粟生、板尾、井谷、大蔵、押手、上湯川、川合、北野
川、楠本、久野原、境川、清水、下湯川、杉野原、遠
井、中原、二沢、沼、沼谷、東大谷、日物川、二川、三
瀬川、三田、宮川、室川

303662005

中B 要確認 70
オプラスDC
0734874785

和歌山県 有田郡 広川町 和歌山680 303620005 中A 1P･1P 42
オプラスDC
0734874785

和歌山県 有田郡 湯浅町 和歌山680 303610006 中A 1P･1P 40
オプラスDC
0734874785

和歌山県 伊都郡 かつらぎ町 和歌山680
下記以外 303410005 中A 1P･1P 37

オプラスDC
0734874785

和歌山県 伊都郡 かつらぎ町 和歌山680
【22lm】花園○○ 303411007 中A有 週2回 80

オプラスDC
0734874785

和歌山県 伊都郡 九度山町 和歌山680 303430003 中A 1P･2A 41
オプラスDC
0734874785

和歌山県 伊都郡 高野町 和歌山680
【22km】 303440002 中A有 1P･2P 70

オプラスDC
0734874785

和歌山県 海草郡 紀美野町 和歌山680
下記以外 303040007 中B 1P･2A 32

オプラスDC
0734874785

和歌山県 海草郡 紀美野町 和歌山680

梅本、奥佐々、釜滝、国木原、坂本、柴目、下佐々、小
畑、動木、中田、長谷、西野、東野、福井、松瀬、吉野

303041002

中A 1P･1P 24
オプラスDC
0734874785

和歌山県 西牟婁郡 上富田町 和歌山680
【22km】 304040005 中B有 1P･2A 107

オプラス田辺
0739471811

和歌山県 西牟婁郡 白浜町 和歌山680
下記以外 304010001 中B 1P･2A 105

オプラス田辺
0739471811

和歌山県 西牟婁郡 白浜町 和歌山680

安居、安宅、市鹿野、宇津木、大、大瀬、大古、小房、
北谷、口ケ谷、上露、小川、里谷、塩野、城、竹垣内、
田野井、玉伝、寺山、中嶋、日置、久木、向平、矢田

304011003

中B 1P･2P 138
オプラス田辺
0739471811

和歌山県 西牟婁郡 すさみ町 和歌山680 304060003 中B 1P･2P 149
オプラス田辺
0739471811

和歌山県 東牟婁郡 古座川町 和歌山680 304240006 中B 2A･2P 211+30
ダイキサービス
0735624057

和歌山県 東牟婁郡 太地町 和歌山680 304220001 中B 2A･2P 211
近物ﾚｯｸｽ
0735315021

和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 和歌山680
下記以外 304210002 中B 2A･2P 211

近物ﾚｯｸｽ
0735315021

和歌山県 東牟婁郡 那智勝浦町 和歌山680
【22km】那智山、色川 304210223 中B有 2A･2P 211

近物ﾚｯｸｽ
0735315021

和歌山県 東牟婁郡 北山村 和歌山680
【新宮】【38km】 304270003 中B有 1P･2P 238+36

近物ﾚｯｸｽ
0735315021

和歌山県 東牟婁郡 串本町 和歌山680 304280002 中B 2A･2P 188
ダイキサービス
0735624057

和歌山県 日高郡 印南町 和歌山680 303900005 中A 1P･1P 81
オプラスDC
0734874785

和歌山県 日高郡 日高町 和歌山680 303820006 中A 1P･2A 65
オプラスDC
0734874785

和歌山県 日高郡 みなべ町 和歌山680 303910004 中B 1A･2A 97
オプラス田辺
0739471811

和歌山県 日高郡 美浜町 和歌山680 303810007 中A 1P･2A 80
オプラスDC
0734874785

和歌山県 日高郡 由良町 和歌山680 303830005 中A 1P･2A 57
オプラスDC
0734874785

和歌山県 日高郡 日高川町 和歌山680
【22km】下記以外 303920003 中B有 1P･2P 61

オプラスDC
0734874785

和歌山県 日高郡 日高川町 和歌山680

中津川、千津川、土生、小熊、入野、若野、鐘巻、三百
瀬、平川、伊藤川、藤野川、玄子、早藤、蛇尾、山野、
江川、和佐、松瀬

303921005

中A 2A･2P 80
オプラスDC
0734874785

鳥取県 西伯郡 南部町 米子B464 313890007 中A 1A･1P 20

鳥取県 西伯郡 大山町 米子B464

赤松、稲光、今在家、上野、神原、清原、国信、佐摩、
荘田、上万、末長、末吉、鈑戸、唐王、所子、富岡、豊
房、中高、長田、野田、平、平木、平田、福尾、坊領、
前、宮内、妻木、安原、保田

313860003

中A 1A･1P 13

鳥取県 西伯郡 大山町 米子B464
【10km】大山、香取、桝ヶ原※冬期中継不能(12/1～
3/31)※大山についてはチャーター可(事前連絡のこと)

313860106
中有 13+配

鳥取県 西伯郡 伯耆町 米子B464
下記以外 313900006 中A 1P･2P 14

ｱﾀﾞﾁ物流/
問合せは米子(支)へ

鳥取県 西伯郡 伯耆町 米子B464

[あ]、岩屋谷、遠藤、大原、大殿、押口、小野、[か]、
金廻、上細見、岸本、清原、久古、口別所、小林、小
町、[さ]、坂長、須村、[た]、立岩、[は]、番原、福岡
原、[ま]、真野、丸山、[や]、吉定、吉長

313902003

中A 1A･1P 9
ｱﾀﾞﾁ物流/
問合せは米子(支)へ

鳥取県 東伯郡 三朝町 倉吉B458 313640004 中A 1A･1P 10

鳥取県 日野郡 江府町 米子B464
下記以外 314030007 中A 1P･2P 24

ｱﾀﾞﾁ物流/
問合せは米子(支)へ

鳥取県 日野郡 江府町 米子B464
【18km】鏡ヶ成、助沢、御机※冬期中継不能(12/1～
3/31)

314030184
中有 24+配

ｱﾀﾞﾁ物流/
問合せは米子(支)へ

鳥取県 日野郡 日野町 米子B464 314020001 中A 1P･2P 31
ｱﾀﾞﾁ物流/
問合せは米子(支)へ

鳥取県 日野郡 日南町 米子B464
下記以外 314010002 中A 1P･2P 60

ｱﾀﾞﾁ物流/
問合せは米子(支)へ

鳥取県 日野郡 日南町 米子B464
【10km】神戸ノ上、上石見、阿昆緑、花口、福塚、佐木
谷、福万、福寿実※冬期中継不能(12/1～3/31)

314010105
中有 60+配

ｱﾀﾞﾁ物流/
問合せは米子(支)へ

島根県 松江市 . 松江B468

鹿島町○○、玉湯町○○、八雲町○○、八束町○○、美
保関町○○※島根原子力発電所・1個あたりの3辺の和が
160cm以内、且つ30kg以内の商品はサービス棟卸し・そ
れ以外は、チャーター（担当者・部署名・連絡先明記の
事）

322011002

中A 1P･2P 20 問合せは松江(支)へ

島根県 松江市 . 松江B468
島根町○○、宍道町○○ 322012004 中A 1P･2P 40 問合せは松江(支)へ

島根県 安来市 . 松江B468
広瀬町○○ 322062006 中A 1P･2P 40

島根県 安来市 . 松江B468
伯太町○○ 322063001 中A 1P･2P 30

島根県 出雲市 . 出雲B470
大社町○○、湖陵町○○、多伎町○○ 322031007 中A 1A･1P 9

島根県 出雲市 . 出雲B470
佐田町○○ 322032002 中A 1P･1P 30

島根県 浜田市 . 浜田B476
三隅町○○ 322021001 中B 1P･1P 23

問合せは/
浜田(支)



県名 市･郡 区町村 着店ｺｰﾄﾞ 記事 着地コード 配･中
着店からの
配達ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ

精算中継
距離km 取扱会社

島根県 浜田市 . 浜田B476
旭町○○、金城町○○ 322022003 中B 1P･1P 40

島根県 浜田市 . 浜田B476
弥栄村○○ 322023005 中B 1P･2P 40

問合せは/
浜田(支)

島根県 益田市 . 益田B478
美都町○○ 322041006 中B 1A･2A 30

益田陸運/
0856233721

島根県 益田市 . 益田B478
匹見町○○ 322042001 中B 1P･2P 40

益田陸運/
0856233721

島根県 大田市 . 大田B473
仁摩町○○、温泉津町○○ 322051005 中A 1A･1P 15

島根県 江津市 . 大田B473
桜江町○○ 322072005 中B 1P･2A 60

三江線運輸/
0855720278

島根県 雲南市 . 松江B468
加茂町○○ 322090006 中A 1P･2P 30

木次運送/
0854420169

島根県 雲南市 . 松江B468
大東町○○、木次町○○ 322091001 中A 1P･2P 50

大一運輸/
0854432219

島根県 雲南市 . 松江B468
三刀屋町○○ 322092003 中A 1P･2P 60

木次運送/
0854420169

島根県 雲南市 . 松江B468
掛合町○○、吉田町○○ 322093005 中A 1P･2P 80

木次運送/
0854420169

島根県 飯石郡 飯南町 松江B468 323860004 中A 1P･2P 90
八神運送/
問合せは松江(支)へ

島根県 仁多郡 奥出雲町 松江B468 323430005 中A 1P･2P 80
仁多自動車/
0854560027

島根県 邑智郡 川本町 大田B473 324410005 中B 1A･2A 40
三江線運輸/
0855720278

島根県 邑智郡 美郷町 大田B473
下記以外 324480005 中B 1P･2A 22

三江線運輸/
0855720278

島根県 邑智郡 美郷町 大田B473
潮村、上野、都賀西、都賀本郷、都賀行、長藤、比敷、
宮内、村之郷

324481007
中B 1P･2A 47

三江線運輸/
0855720278

島根県 邑智郡 邑南町 大田B473
下記以外 324490004 中B 1P･2A 65

三江線運輸/
0855720278

島根県 邑智郡 邑南町 浜田B476
市木 324491006 中B 1P･2A 40

問合せは/
浜田(支)

島根県 邑智郡 邑南町 大田B473
井原、高水、中野、日貫、日和、矢上 324492001 中B 1P･2A 55

三江線運輸/
0855720278

島根県 邑智郡 邑南町 大田B473
阿須那、今井、上田、宇都井、上口羽、木須田、下口
羽、戸河内、雪田

324493003
中B 1P･2A 90

三江線運輸/
0855720278

島根県 鹿足郡 津和野町 益田B478
下記以外 325011003 中A 1A･2A 40

問合せは/
益田(営)

島根県 鹿足郡 津和野町 益田B478

鷲原、中座、町田、森村、後田、邑輝、部栄、内美、田
二穂、高峯、名賀、豊稼、中山、長福、中川、山下、中
曽野、吹野、寺田、耕田、直地、商人、笹山

325010001

中A 1P･2P 80
問合せは/
益田(営)

島根県 鹿足郡 吉賀町 益田B478
下記以外 325050004 中A 1A･2A 50

問合せは/
益田(営)

島根県 鹿足郡 吉賀町 益田B478

朝倉、有飯、上高尻、蔵木、九郎原、幸地、真田、沢
田、注連川、下高尻、立河内、立戸、蓼野、田野原、七
日市、抜月、樋口、広石、六日市

325051006

中A 1P･2P 70
問合せは/
益田(営)

島根県 隠岐郡 海士町西ﾉ島町知夫村隠岐の島町 松江B468
【船・別表参照】 325280002 中B 要確認 船

日本通運/
0852213318

岡山県 岡山市 北区 備前725
【16km】御津○○ 331014004 中A有 1P･2P 30+配 ﾛｰﾄﾞﾏﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ/問合せは備前

岡山県 岡山市 北区 備前725
【16km】建部町○○ 331015006 中A有 1P･2P 40+配 ﾛｰﾄﾞﾏﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ/問合せは備前

岡山県 岡山市 東区 備前725
瀬戸町○○ 331031003 中A 1A･1P 20 ﾛｰﾄﾞﾏﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ/問合せは備前

岡山県 岡山市 南区 岡山730
植松、奥迫川、片岡、川張、北七区、宗津、西紅陽台、
西高崎、西七区、迫川、彦崎

331043006
中A 1P･2P 30 ﾛｰﾄﾞﾏﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ/問合せは岡山(支)

岡山県 津山市 . 津山720

【16km】新野東､西上､西中､西下､新野山形､日本原､市
場､大岩､大吉､奥津川､上村､中村､杉宮､坂上､原､安井､上
野田､下野田

332032003

中A有 1P･1P 13+配 奥出屋運送0868662468

岡山県 津山市 . 津山720
【16km】阿波､加茂町○○ 332033005 中A有 1P･2P 20+配 奥出屋運送0868662468

岡山県 玉野市 . 岡山730
下記以外 332041007 中A 1P･2P 30

藤森運輸/
0864777666

岡山県 玉野市 . 岡山730
東児町 332042002 中A 50

藤森運輸/
0864777666

岡山県 玉野市 . 岡山730
【船600円（25kg､3辺160cm､以内)】石島町 332043004 中A船 要注意 30

岡山県 笠岡市 . 福山750
下記以外 332051006 中A 1P･2A 30

別府運送/
0864605656

岡山県 笠岡市 . 福山750
【船･50km定上65%(500円)】白石島､真鍋島､高島､飛島 332053003 中A船 1P･2A 30

岡山県 笠岡市 . 福山750
【船･50km定上65%(500円)】【船･50km定上65%(300円)】
六島※一般ｻｲｽﾞは配達不能代･着･ﾁｬｰﾀｰ･不可

332056002
中A船 1P･2A 30

岡山県 高梁市 . 津山720
【21km】下記以外 332090007 中有 1P･2A 88+配 竹谷急送/問合せは津山

岡山県 高梁市 . 津山720
有漢町○○､備中町○○､川上町○○､成羽町○○ 332091002 中B 1P･2P 88+19 問合せは津山

岡山県 新見市 . 津山720
【26km】下記以外 332100006 中B有 1P･1P 73+配

新見急便/
0867720911

岡山県 新見市 . 津山720
大佐○○ 332101001 中B 1P･2A 73+33

新見急便/
0867720911

岡山県 新見市 . 津山720
哲西○○､哲多○○ 332103005 中B 1P･2A 73+27

新見急便/
0867720911

岡山県 新見市 . 津山720
神郷○○ 332102003 中B 1P･2A 73+35

新見急便/
0867720911

岡山県 備前市 . 備前725
日生町(下記以外) 332111007 中A 1A･1P 20

岡山県 備前市 . 備前725

【船･10㎏迄400円10㎏増すごとに100円】又、1個増すご
とに上記の料金×個数日生町日生2000番台(鴻島､鹿久居
島､大多府島､頭島)※住所に島名は入りません

332112002

中A船 20

岡山県 備前市 . 備前725
吉永町○○※週2回配達(水･金)都留岐､加賀美､多麻､神
根本､笹目､高田､和意谷､上畑､下畑､三国､滝谷､八搭寺

332113004
中A 1A･2A要確認 18

岡山県 倉敷市 . 倉敷735
船穂町○○ 332024001 中A 1A･1P 10

別府運送/
0864605656

岡山県 倉敷市 . 倉敷735
真備町○○ 332025003 中A 1P･1P 30 問合せは倉敷

岡山県 総社市 . 倉敷735
下記以外 332080001 中A 1A･1P 30

別府運送/
0864605656

岡山県 総社市 . 倉敷735
【30km】全町個人宛､新本､山田､見延､阿曽 332080303 中有 30+配

別府運送/
0864605656

岡山県 井原市 . 福山750
下記以外 332070002 中A 1P･2P 30

別府運送/
0864605656

岡山県 井原市 . 福山750
【30km】野上町 332070304 中有 30+配

別府運送/
0864605656

岡山県 井原市 . 福山750
芳井町○○ 332071004 中A 1A･1P 40

別府運送/
0864605656

岡山県 井原市 . 倉敷735
美星町○○ 332072006 中A 2P･2P 60

別府運送/
問合わせは倉敷

岡山県 瀬戸内市 . 備前725
邑久町○○ 332120004 中A 1A･1P 18

ﾛｰﾄﾞﾏﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ/
問合せは備前

岡山県 瀬戸内市 . 備前725
牛窓町○○ 332124005 中A 1P･2P 28

ﾛｰﾄﾞﾏﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ/
問合せは備前

岡山県 瀬戸内市 . 備前725

【船･1個10kg迄80円､1個増すごとに80円増及び10kg増す
ごとに80円増(300円)】牛窓町(前島､牛窓5000-6000番
台)※但しﾛｯﾄ貨物､重量物は事前連絡のこと

332122001

中A船 1P･2P 28
緑の村公社/
問合せは備前

岡山県 赤磐市 . 備前725
【16km】下記以外 332131005 中A有 1P･2P 30+配

ﾛｰﾄﾞﾏﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ/
問合わせは備前

岡山県 赤磐市 . 備前725

[あ]岩田､五日市､尾谷[か]河本､熊崎､上市､神田､鴨前､
上仁保[さ]下市､斎富､正崎､下仁保､山陽､桜が丘西[た]
立川､高屋､津崎､斗有[な]長尾､沼田､中島､西中[は]穂
崎､日古木､二井[ま]馬屋､南方[わ]和田

332130003

中A 1A･1P 20
ﾛｰﾄﾞﾏﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ/
問合わせは備前

岡山県 真庭市 . 津山720
【16km】下記以外 332140002 中A有 1A･1P 28+配

奥出屋運送
0868660171
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岡山県 真庭市 . 津山720

【16km】荒田､岩井畝､岩井谷､後谷､後谷畝､江川､岡､勝
山､上､神庭､組､神代､古呂々尾中､三田､柴原､下岩､菅谷､
清谷､高田山上､竹原､月田､月田本､野､福谷､星山､本郷､
真賀､曲り､正吉､見尾､山久世､横部､若城､若城畝

332141004

中A有 1P･1P 34+配
奥出屋運送
0868660171

岡山県 真庭市 . 津山720

【16km】粟谷､禾津､釘貫小川､黒杭､下湯原､種､田羽根､
都喜足､豊栄､仲間､久見､小童谷､藤森､本庄､見明戸､三世
七原､社､湯原温泉､鉄山､黒田､田口､延風､美甘

332142006

中A有 1P･2P 54+配
奥出屋運送
0868660171

岡山県 真庭市 . 津山720
【16km】蒜山○○(下和､初和､別所､真加子､吉田､上長
田､下長田､下福田､下見､富掛田､富山根､中福田)

332144003
中A有 1P･2P 63+配

奥出屋運送
0868660171

岡山県 真庭市 . 津山720
【16km】蒜山○○(上徳山､上福田､下徳山､西茅部､東茅
部､本茅部､湯船)

332143001
中A有 1P･2P 81+配

奥出屋運送
0868660171

岡山県 真庭市 . 津山720
阿口､上呰部､上中津井､宮地､山田 332145005 中B 1P･2A 88+23

竹谷急送/
問合せは津山

岡山県 美作市 . 津山720
【16km】下記以外 332150001 中A有 1P･1P 17+配

奥出屋運送
0868660171

岡山県 美作市 . 津山720
【16km】英田青野､井口､上山､奥､尾谷､北､下山､城田､滝
宮､鳥渕､中川､中河内､福本､真神､南､三保原､横尾

332151003
中A有 1P･1P 31+配

奥出屋運送
0868660171

岡山県 美作市 . 津山720

【16km】赤田､粟野､今岡､江ﾉ原､小原田､桂坪､川上､川
戸､笹岡､沢田､下庄町､下町､田井､滝､立石､中町､西町､野
形､古町､壬生､宮本

332152005

中A有 1P･1P 45+配
奥出屋運送
0868660171

岡山県 浅口市 . 倉敷735
下記以外 332160007 中A 1A･1P 40

別府運送/
0864605656

岡山県 浅口市 . 倉敷735
【限･1,000円/1件】遥照山（鴨方町） 332161002 中A限 50

別府運送/
0864605656

岡山県 英田郡 西粟倉村 津山720
【16km】 336430007 中A有 1P･1P 51+配

奥出屋運送
0868660171

岡山県 浅口郡 里庄町 倉敷735 334450002 中A 1A･1P 50
別府運送/
0864605656

岡山県 小田郡 矢掛町 倉敷735 334610007 中A 1P･2A 40
別府運送/
0864605656

岡山県 勝田郡 奈義町 津山720
【16km】 336230006 中A有 1P･1P 19+配

奥出屋運送
0868660171

岡山県 久米郡 美咲町 津山720
下記以外 336661007 中A 1A･1P 10

奥出屋運送
0868662468

岡山県 久米郡 美咲町 津山720
上口､江与味､北､小山､里､栃原､中､中垪和､西､西川､西川
上､西垪和､東垪和､南

336660005
中B 1A･2A 60

奥出屋運送
0868662468

岡山県 久米郡 美咲町 津山720

上間､王子､書副､吉ヶ原､栗子､高下､小瀬､定宗､塩気､重
藤､下谷､周佐､惣田､高城､大戸上､大戸下､塚角､百々､八
神､羽仁､久木､藤田上､藤田下､藤原､松尾､宮山､安井､休
石､柵原､飯岡､行信､吉留､連石

336662002

中A 1A･2A 17
奥出屋運送
0868662468

岡山県 久米郡 久米南町 津山720 336630001 中A 1A･1P 19
奥出屋運送
0868660171

岡山県 都窪郡 早島町 倉敷735 334230003 中A 1A･1P 20
ﾛｰﾄﾞﾏﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ/

岡山県 苫田郡 鏡野町 津山720
【16km】下記以外 336060002 中A有 1A･1P 11+配

奥出屋運送
0868662468

岡山県 苫田郡 鏡野町 津山720
【16km】富西谷､富東谷､富仲間､大､楠 336061004 中A有 1P･2P 22+配

奥出屋運送
0868662468

岡山県 苫田郡 鏡野町 津山720

【16km】河内､久田上原､黒木､土生､久田下原､杉､井坂､
養野､至孝農､女原､西屋､箱､羽出､羽出西谷､下斎原､長
藤､奥津､奥津川西

336062006

中A有 1A･1P 22+配
奥出屋運送
0868662468

岡山県 苫田郡 鏡野町 津山720
【16km】上斎原 336063001 中A有 1P･2P 41+配

奥出屋運送
0868662468

岡山県 真庭郡 新庄村 津山720
【16km】 335860001 中A有 1P･2P 62+配

奥出屋運送
0868662468

岡山県 加賀郡 吉備中央町 備前725
【16km】下記以外 336810004 中A有 1P･2P 40+配

ﾛｰﾄﾞﾏﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ/
問合せは備前

岡山県 加賀郡 吉備中央町 備前725
上竹､北､黒土､黒山､岨谷､竹荘､田土､豊野､西､納地､宮
地､湯山､吉川

336811006
中B 1P･2P 88+16

ﾛｰﾄﾞﾏﾝｴｸｽﾌﾟﾚｽ/
問合せは備前

岡山県 和気郡 和気町 備前725
下記以外 333460003 中A 1A･1P 10 問合せは備前

岡山県 和気郡 和気町 備前725

岩戸､宇生､加三方､佐伯､父井原､津瀬､矢田､矢田部､米沢
※週2回配達(水･金)北山方､南山方､塩田､奥塩田､小坂､
田賀､田土､丸山､苦木

333461005

中A 1P･2P・要確認 16 問合せは備前

広島県 広島市 佐伯区 西広島780
湯来町、杉並台 341082001 中A 1P･1P 30

松光運送/
0829440354

広島県 尾道市 . 尾道751
木之庄、木梨、原田、浦崎、美ノ郷、向東、向島 342052002 中A 1A･1P 14

広島県 尾道市 . 尾道751
【限・4円/ｋｇ(400円）】『日生協尾道ﾄﾞﾗｲDC』(美ノ
郷本郷字新本郷1番1）

342057005
中A限 1A･1P 14

広島県 尾道市 . 尾道751
御調町○○ 342054006 中 1P･2P 15

御調運送/
0848760002

広島県 尾道市 . 尾道751
因島○○ 342055001 中B 1P･2P 50

ｶﾒﾀﾞﾗｲﾝ/
0845240866

広島県 尾道市 . 尾道751
瀬戸田町○○ 342056003 中B 1P･2P 65

ｶﾒﾀﾞﾗｲﾝ/
0845240866

広島県 呉市 . 呉757
【22km】下蒲刈町、蒲刈町○○※200kg/個については事
前連絡の上チャーター

342024002
中A有 1P･2A 52+配 問合せは呉へ

広島県 呉市 . 呉757
川尻町（下記以外）、安浦町○○ 342025004 中A 1A･1P 18 問合せは呉へ

広島県 呉市 . 呉757
【30㎞】川尻町（野呂山） 342026006 中A有 18+配 問合せは呉へ

広島県 呉市 . 呉757
倉橋町（下記以外）、音戸町○○ 342027001 中A 1P･1P 40

和興急便/
0823213717

広島県 呉市 . 呉757
【30km】倉橋町（尾曽郷、大向、海越、鹿島、鹿老渡、
須川、重生、重極、西宇土、灘）

342028003
中A有 40+配

和興急便/
0823213717

広島県 東広島市 . 東広島755
黒瀬町○○、黒瀬○○ 342121007 中A 1A･1P 18

広島県 東広島市 . 東広島755
福富町○○ 342122002 中B 1A･2A 30

山陽ﾄﾗｯｸ/
0824322402

広島県 東広島市 . 東広島755
豊栄町○○ 342123004 中A 1P･2P 30

山陽ﾄﾗｯｸ/
0824322402

広島県 東広島市 . 東広島755
河内町○○ 342124006 中A 1P･2P 20

山陽ﾄﾗｯｸ/
0847330026

広島県 三原市 . 尾道751
[あ]、小坂、[か]、小泉、[さ]、深、幸崎、[た]、高
坂、[な]、長谷、沼田、沼田東、沼田西、[は]、八幡

342043005
中 1A･1P 14

広島県 三原市 . 尾道751
久井町○○ 342046004 中 1P･2P 20

山陽ﾄﾗｯｸ/
0848463401

広島県 三原市 . 東広島755
大和町○○ 342048001 中A 1P･2P 30

山陽ﾄﾗｯｸ/
0847330026

広島県 三原市 . 東広島755
本郷○○、南方町、下北方町（本郷町より変更) 342047006 中 1A･1P 28 問合せは東広島へ

広島県 廿日市市 . 西広島780

[あ]、浅原、飯山、[か]、河津原、玖島、栗栖、[た]、
津田、峠、友田、[な]、中道、永原、[ま]、虫所山

342132001

中A 1P･2P 30
松光運送/
0829440354

広島県 廿日市市 . 西広島780
吉和 342133003 中A 週2回 60

松光運送/
0829440354

広島県 福山市 . 福山750
内海町、沼隈町 342075006 中B 1A･2A 20

山南運送/
0849890137

広島県 三次市 . 三次753
甲奴町○○、吉舎町○○、三良坂町○○、三和町○○、
君田町○○、作木町○○、布野町○○

342091003
中 1P･2A 17

ひがし運輸/
0824638680

広島県 竹原市 . 東広島755
【30km】仁賀、小梨(契島は、豊田郡東野町) 342032004 中A有 26+配

広島県 府中市 . 福山750
【16㎞】上下町○○ 342081004 中B有 1A･2A 80+配

神石共同運送/
0847880262

広島県 庄原市 . 三次753
下記以外 342100007 中A 1P･1P 20

広島県 庄原市 . 三次753
口和町○○ 342101002 中 1P･2A 20

くらぐりや運送/
0824862133

広島県 庄原市 . 三次753
西城町○○ 342102004 中 1P･2A 32

ひがし運輸/
0824638680

広島県 庄原市 . 三次753
高野町○○、比和町○○ 342103006 中 1P･2A 60

くらぐりや運送/
0824862133
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広島県 庄原市 . 福山750
【16km】東城町○○、総領町○○ 342104001 中B有 1A･2A 80+配

神石共同/
0847880266

広島県 安芸高田市 . 広島760 342140003 中A 1P･2P 70 ｼﾃｨｲﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ/問合せ広島

広島県 江田島市 . 呉757
下記以外 342150002 中A･B 1P･2P 50 問合せは呉へ

広島県 江田島市 . 呉757
大柿 342151004 中 36 問合せは呉へ

広島県 安芸郡 熊野町 広島760
下記以外 343070001 中B 1P･2P 30

熊野運送/
0828540106

広島県 安芸郡 熊野町 広島760
【26km】新宮 343070266 中有 30+配

熊野運送/
0828540106

広島県 安芸郡 坂町 呉757 343090006 中A 1A･1P 13

広島県 神石郡 神石高原町 福山750
【16km】 345450001 中B有 1A･2A 40+配

神石共同/
0847880266

広島県 世羅郡 世羅町 尾道751 344620007 中 1P･2P 30
山陽ﾄﾗｯｸ/
0847220721

広島県 豊田郡 大崎上島町 東広島755
【30km】契島 344311005 中A有 26+配

広島県 山県郡 安芸太田町 広島760
下記以外 343680003 中B 1P･2P 60

ｼﾃｨﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ/
0822822475

広島県 山県郡 安芸太田町 広島760
【16km】発電所 343681005 中有 60+配

ｼﾃｨﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ/
0822822475

広島県 山県郡 安芸太田町 広島760
【限・15円／kg(3,000円)】スキー場および関連施設宛 343682007 中限 80+限

ｼﾃｨﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ/
0822822475

広島県 山県郡 安芸太田町 広島760
【26km】発電所、松原、寺領、二郷、吉ヶ瀬、横川、猪
山、小坂、平見台

343683002
中有 80+配

ｼﾃｨﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ/
0822822475

広島県 山県郡 北広島町 広島760
下記以外 343690002 中B 1P･2P 70

ｼﾃｨﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ/
0822822475

広島県 山県郡 北広島町 広島760
【16km】八幡 343691004 中有 70+配

ｼﾃｨﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ/
0822822475

広島県 山県郡 北広島町 広島760
【限・15円／kg(3,000円)】スキー場および関連施設宛 343692006 中限 70+限

ｼﾃｨﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄ/
0822822475

山口県 山口市 . 山口790
徳地○○ 352033007 中A 1P･1P 35

山口県 山口市 . 山口790
阿東○○ 352034002 中A 1P･2P 49

中国名鉄
問合せは山口(支)

山口県 下関市 . 下関799
菊川町○○ 352013002 中B 1P･2A 30

中国名鉄
0832552222

山口県 下関市 . 下関799
豊浦町○○ 352014004 中B 1P･2A 38

中国名鉄
0832552222

山口県 下関市 . 下関799
豊田町○○ 352015006 中B 1P･2A 44

中国名鉄
0832552222

山口県 下関市 . 下関799
豊北町○○ 352016001 中B 1P･2A 65

中国名鉄
0832552222

山口県 周南市 . 下松786

【21km】[あ]奥関谷、大河内、[か]勝間○○、上清尾、
清尾、熊毛中央、小松原、御所尾原、此原、[さ]幸ヶ
丘、自由が丘、新清光台、下清尾、清光台、[た]鶴見
台、[な]中村、中清尾、西原、[は]原、樋口、藤ヶ台、
[ま]緑ヶ丘，三丘、[や]八代、夢ヶ丘、呼坂

352152007

中B有 1P･2P
25 中国名鉄

0833914127

山口県 周南市 . 下松786
[あ]大潮､[か]鹿野上､鹿野中､鹿野下､[さ]須金､須万､巣
山､清涼寺､[ま]金峰

352154004
中A 1P･2P 36

美和貨物
問合せは
下松（支）

山口県 萩市 . 山口790
下記以外 352041002 中A 1P･2P 47

中国名鉄
問合せは山口(支)

山口県 萩市 . 山口790

【船･別表参照】大島､相島宛ては全てさん橋止め※着払
不可※島内配達はﾁｬｰﾀｰ扱いとなり山口(支)へ事前連絡
のこと

352042004

中A船 1P･2P 47
中国名鉄
問合せは山口(支)

山口県 萩市 . 山口790

【船･別表参照】見島宛ては全てさん橋止め※着払不可
※島内配達はﾁｬｰﾀｰ扱いとなり山口(支)へ事前連絡のこ
と

352044001

中A船 1P･2P 47
中国名鉄
問合せは山口(支)

山口県 萩市 . 山口790
明木､佐々並､川上○○､黒川､紫福､福井○○ 352048002 中A 1P･2P 41

中国名鉄
問合せは山口(支)

山口県 萩市 . 山口790
片俣､吉部○○､高佐○○､須佐､鈴野川､弥富○○ 352049004 中A 1P･2P 62

中国名鉄
問合せは山口(支)

山口県 萩市 . 山口790
江崎､上小川○○､中小川､下小川､上田万､下田万 352040007 中A 1P･2P 84

中国名鉄
問合せは山口(支)

山口県 岩国市 . 岩国785
錦町○○､美川町○○､美和町○○､本郷町(本谷羅漢山以
外)

352086001
中 1P･2P 49

問合せは岩国(営)

山口県 岩国市 . 岩国785
【30km】錦町{高根地区(宇佐､宇佐郷､向峠､大原)} 352087003 中A有 1P･2P

49 長和運送
0827752085

山口県 長門市 . 山口790
下記以外 352111002 中B 1P･2P 80

中国名鉄
問合せは山口(支)

山口県 長門市 . 山口790
【18km】通､田浦 352112004 中B有 1P･2P

80 三隈運送
0837431452

山口県 長門市 . 山口790
三隅○○､日置○○､油谷○○ 352113006 中B 1P･2P 65

中国名鉄
問合せは山口(支)

山口県 阿武郡 阿武町 山口790 355020003 中A 1P･2P 62
中国名鉄
問合せは山口(支)

山口県 熊毛郡 上関町 柳井F243
下記以外 353411005 中B 1P･1P 25

室津貨物
0820621042

山口県 熊毛郡 上関町 柳井F243
【30km】下記以外の個人宛 353411307 中B有 1P･1P

25 室津貨物
0820621042

山口県 熊毛郡 上関町 柳井F243
【船･40km定上65%(450円)】祝島､八島※着払･代引不可 353412007 中B船 1P･1P 25

室津貨物
0820621042

山口県 熊毛郡 上関町 柳井F243
【30km】【船･40km定上65%(450円)】祝島､八島の個人宛
※着払･代引不可

353412302
中船有 1P･1P 25

室津貨物
0820621042

山口県 大島郡 周防大島町 柳井F243
出井､笠佐島､家房､小松､小松開作､志佐､西三蒲､西屋代､
東三蒲､東屋代､日見､戸田､横見､久賀､椋野

353050004
中B 1P･2P 50

木谷運送
0820742224

山口県 大島郡 周防大島町 柳井F243
【船･別表参照】前島※着払･代引不可 353051006 中B船 1P･2P 50

木谷運送
0820742224

山口県 大島郡 周防大島町 柳井F243
秋､浮島､土居､西安下庄､東安下庄､日前､油良 353052001 中B 1P･2P 50

野川運送
0820820015

山口県 大島郡 周防大島町 柳井F243
【船･別表参照】浮島※着払･代引不可 353053003 中B船 1P･2P 50

野川運送
0820820015

山口県 大島郡 周防大島町 柳井F243

伊保田､内入､沖家室島､神浦､小泊､地家室､外入､西方､平
野､森､油宇､和佐､和田※200㎏以上の重量物は要事前連
絡

353054005

中B 1P･2P 50
柳井海運
0820221833

山口県 大島郡 周防大島町 柳井F243
【船･別表参照】情島※着払･代引不可 353055007 中B船 1P･2P 50

柳井海運
0820221833

徳島県 鳴門市 . 徳島S868
【道・400円／1件】瀬戸町(小島田、中島田、大島田、
室撫佐、北泊)

362022007
中B限 1A･1P 15

小鳴門運送/
0886852311

徳島県 小松島市 . 徳島S868 362030002 中B 1P･2A 30 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 阿南市 . 徳島S868
下記以外 362041003 中B 1P･2A 40 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 阿南市 . 徳島S868
【10km】加茂町 362041106 中B有 1P･2A 40 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 阿南市 . 徳島S868
【18km】大滝寺 362041187 中B有 1P･2A 40 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 阿南市 . 徳島S868
【26km】浦生田、浦生田岬 362041261 中B有 1P･2A 40 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 阿南市 . 徳島S868
【10km】【限・4円／kg(500円)】ライムストン石灰採石
場、住友石灰採石場

362042005
中有限 1P･2A 40 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 阿南市 . 徳島S868
伊島※配達不能－阿南(荷)止 362043007 中(不 1P･2A 40 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 阿南市 . 徳島S868
羽ノ浦町○○、那賀川町○○ 362044002 中B 1P･1P 20 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 吉野川市 . 徳島S868
下記以外 362050007 中B 1P･2P 60

上板急送/
0886943688

徳島県 吉野川市 . 徳島S868
川島町○○、鴨島町○○、山川町○○ 362051002 中B 1A･1P 35

上板急送/
0886943688

徳島県 阿波市 . 徳島S868
下記以外 362060006 中B 1P･1P 15

上板急送/
0886943688
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徳島県 阿波市 . 徳島S868

赤坂、医王寺、伊沢市、伊沢田、伊沢谷東縁、伊勢、井
手口、糸下、稲荷、芋場、居屋敷、岩津、植桜、姥ヶ
懐、梅川内、梅ノ木原、梅ノ東、王地、王子川、王地
南、大久保、大坪、大原、大道北、大道南、岡地、小
倉、乙岩津、柏谷左右、勝命、勝命北、勝行、亀底、川
久保、川添、北岡、北久保、北五味知、北内谷南、北柴
生、北整理、北西谷、北ノ名、北原、北正広、北山、庚
申原、五明、桜ノ岡、寒風、山王、三本柳、四歩一、下
喜来、下喜来南、下原、十善地、新開、真福寺、清原、
善地、大次郎、高垣、立割、谷口、谷島、谷島北、綱
懸、寺サコ、天西山、東条、栩ヶ窪、鳶谷、中川原、中
洲、中坪、中長峰、中原、西柴生、西島、西清原、西整
理、西長峰、西ノ岡、西林、西原、西正広、廿町、野
神、八丁原、馬場、東川原、東柴生、東島、東整理、東
長峰、東原、東正広、東村、引地、久原、日吉谷、広
野、平川原北、平川原南、本町、本安、前島、真重、松
川内、丸山、南川原、南五味知、南柴生、南整理、南谷
島、南西谷、明地谷、元町、森沢、安政、山尻、山ノ
神、早田

362061001

中B 1P･1P 40
上板急送/
0886943688

徳島県 阿波市 . 徳島S868

上野段、市場岸ノ下、興崎、町筋、池田、大桑ノ北、定
松、潺、秀清、伊月前須賀、宮ノ西、宮ノ本、御幸ノ
北、六反田、大北、大月、小竹、小月、座主、白水、竹
倉、平地、大野島稲荷、江ノ島、王子前、大石、御所ノ
原、新ノ地、杉ノ前、天神、大野島○○、宇佐、貞久、
大俣清原、土井、八幡、大俣原、原渕、久光、山路、行
峯、尾開○○、金清、金清向、高西、栩谷、八坂、秋葉
本、北香美、郷社○○、住吉本、善入寺○○、西野○
○、香美○○、西原ノ北、八幡○○、原田ノ北、渡、井
ノ坪、上喜来○○、円定、大開、岡、岡ノ下、北谷、窪
二俣、小積、敷地、正田、大門、中佐古、開ノ口、二俣
前、南久保、南谷、横田、池ノ本、切幡○○、観音、乾
山、坤山、南田、吉友、北分、箸供養、南分、日開谷○
○、岩野、奥日開谷、遅越、川北、川又、川原芝、僧
都、為後、中ノ名、仁賀木、根来、東谷奥、東花子、山
野上大西、白坂、末広、立石、中山、町屋敷

362062003

中B 1P･1P 30
上板急送/
0886943688

徳島県 阿波市 . 徳島S868
【10km】大影平間、相栗、国行、境目、ニイヤ 362063005 中B有 1P･1P 30

上板急送/
0886943688

徳島県 美馬市 . 徳島S868
下記以外 362070005 中B 1P･2P 50

上板急送/
0886943688

徳島県 美馬市 . 徳島S868
美馬町○○、脇町○○ 362071007 中B 1P･2P 60

上板急送/
0886943688

徳島県 美馬市 . 徳島S868
【18km】穴吹町口山、穴吹町古宮、穴吹町半平 362072002 中有 1P･2P 50

上板急送/
0886943688

徳島県 美馬市 . 徳島S868
木屋平※週２回配達 362073004 中B 週2回 60+30

上板急送/
0886943688

徳島県 三好市 . 徳島S868
下記以外 362080004 中B 1P･2P 65

上板急送/
0886943688

徳島県 三好市 . 徳島S868
【10km】三野町（大刀根、大刀根山） 362081006 中B有 1P･2P 65

上板急送/
0886943688

徳島県 三好市 . 徳島S868
池田町（イケミナミ、州津井関、西山穴漬、漆川○○、
大利青石、川崎○○、中津川○○、松尾大申）

362082001
中B 1P･2P 80

上板急送/
0886943688

徳島県 三好市 . 徳島S868
【22km】井川町井内谷、池田町（中西〇〇、佐野〇〇、
白地〇〇、馬路〇〇）、山城町○○

362083003
中有 1P･2P 72

上板急送/
0886943688

徳島県 三好市 . 徳島S868
【道・2円／kg(510円)】西祖谷山村○○ 362084005 中限 2P･要確認 80+20

上板急送/
0886943688

徳島県 三好市 . 徳島S868
【道・2円／kg(510円)】東祖谷○○ 362085007 中限 2P･要確認 80+40

上板急送/
0886943688

徳島県 板野郡 板野町 徳島S868 364040004 中B 1A･1P 15
小鳴門運送/
0886852311

徳島県 板野郡 上板町 徳島S868 364050003 中B 1A･1P 20
上板急送/
0886943688

徳島県 海部郡 海陽町 徳島S868
下記以外 363880006 中B 1P･2A 90 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 海部郡 海陽町 徳島S868
【14km】神野○○、小川字皆ノ瀬 363881001 中B有 1P･2A 90 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 海部郡 海陽町 徳島S868
坂本、轟※配達不能－海部(荷)止 363882003 中(不 1P･2A 90 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 海部郡 海陽町 徳島S868

尾崎○○、角坂○○、久尾○○、芥附○○、久保○○、
小谷○○、塩深○○、宍喰浦○○、日比原○○、広岡○
○

363883005

中B 1P･2A 105 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 海部郡 海陽町 徳島S868
【10km】船津○○ 363884007 中B有 1P･2A 105 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 海部郡 美波町 徳島S868
下記以外 363870007 中B 1P･2A 65 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 海部郡 美波町 徳島S868
【10km】山河内字大越 363871002 中B有 1P･2A 65 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 海部郡 美波町 徳島S868
伊座利、阿部、志和岐○○、東由岐○○、西の地○○、
港町○○、西由岐○○、田井、木岐

363872004
中B 1P･2A 56 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 海部郡 牟岐町 徳島S868
下記以外 363831006 中B 1P･2A 80 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 海部郡 牟岐町 徳島S868
出羽島※配達不能－海部(荷)止 363832001 中(不 1P･2A 80 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 勝浦郡 勝浦町 徳島S868 363010002 中B 1P･2A 25 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 勝浦郡 上勝町 徳島S868 363020001 中B 2P･2P 60 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 那賀郡 那賀町 徳島S868
下記以外 363680005 中B 1P･2A 52 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 那賀郡 那賀町 徳島S868
阿井、小仁宇、土佐、中山、仁宇、百合、百合谷、和
食、和食郷

363681007
中B 1P･2P 55 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 那賀郡 那賀町 徳島S868

臼ケ谷、大戸、大殿、音谷、海川、川俣、御所谷、小
針、小浜、桜谷、丈ケ谷、菖蒲、白谷、長安、成瀬、拝
宮、東尾、桧曽根、日真、平谷、深森、府殿、古屋、水
崎

363682002

中B 2A･2A 80 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 那賀郡 那賀町 徳島S868
阿津江、出羽、小畠、掛盤、木頭、木頭名、小泉、坂
州、沢谷、高野、寺内、当山、横谷

363683004
中B 2P･2P 100 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 那賀郡 那賀町 徳島S868
川成、岩倉※配達不能－鷲敷(荷)止 363684006 中(不 2P･2P 100 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 那賀郡 那賀町 徳島S868
木頭出原、木頭折宇、木頭北川、木頭助、木頭西宇、木
頭南宇、木頭和無田

363685001
中B 2P･2P 120 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 美馬郡 つるぎ町 徳島S868
下記以外 364680003 中B 1P･2P 55

上板急送/
0886943688

徳島県 美馬郡 つるぎ町 徳島S868

【22km】半田字（[あ]、青野、折坂、[か]、上喜来、葛
城、紙屋、小井野、[さ]、下喜来、佐古戸、坂根、上
蓮、[は]、日開野、日谷尾）

364681005

中B有 1P･2P 58
上板急送/
0886943688

徳島県 美馬郡 つるぎ町 徳島S868
一宇○○※週２回配達 364682007 中B 週2回 60+20

上板急送/
0886943688

徳島県 名東郡 佐那河内村 徳島S868 363210003 中B 1P･2P 60 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 名西郡 石井町 徳島S868 363410004 中B 1P･1P 11
上板急送/
0886943688

徳島県 名西郡 神山町 徳島S868 363420003 中B 1P･2P 50 四国高速運輸/問合せは徳島(支)

徳島県 三好郡 東みよし町 徳島S868
下記以外 364890003 中B 1P･2P 65

上板急送/
0886943688

徳島県 三好郡 東みよし町 徳島S868
足代、昼間、東山○○ 364891005 中B 1P･2P 75

上板急送/
0886943688

香川県 高松市 . 高松S862
香川町○○､香南町○○､庵治町○○､牟礼町○○ 372015001 中 1A･1P 10 問合せは高松/

香川県 高松市 . 高松S862
塩江町○○ 372010005 中A 1A･1P 30 瀬戸内陸運/問合せは高松

香川県 高松市 . 坂出S850
国分寺町○○ 372016003 中A 1A･1P 10 円座急配/問合せは坂出

香川県 丸亀市 . 坂出S850
綾歌町○○ 372023003 中A 1A･1P 20 円座急配/問合せは坂出

香川県 さぬき市 . 高松S862
下記以外 372060007 中AB 1A･1P 25

須崎運輸/
0879250275

香川県 さぬき市 . 高松S862
【18km】小田､多和津田3000~4024番地 372061002 中AB有 1A･1P 25+配

須崎運輸/
0879250275
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香川県 東かがわ市 . 高松S862
下記以外 372070006 中AB 1P･2A 40

須崎運輸/
0879250275

香川県 東かがわ市 . 高松S862
【18km】水主､五名､川俣 372071001 中AB有 1P･2A 40+配

須崎運輸/
0879250275

香川県 三豊市 . 三豊S840
詫間町(下記以外)､仁尾町○○､財田町○○ 372082002 中A 1A･1P 30

三豊支店/
0875523100

香川県 三豊市 . 三豊S840
【船･6円/kg(300円)】詫間町(粟島､志々島)※船運賃の
み着払い可

372083004
中A船 1A･1P 30+船

三豊支店/
0875523100

香川県 綾歌郡 綾川町 坂出S850 373870001 中A 1A･1P 20 円座急配/問合せは坂出

香川県 木田郡 三木町 高松S862
下記以外 373410005 中AB 1A･1P 15

須崎運輸/
0879250275

香川県 木田郡 三木町 高松S862
【22km】神山､小蓑 373410226 中AB有 1A･1P 15+配

須崎運輸/
0879250275

香川県 仲多度郡 琴平町 坂出S850 374030006 中A 1A･1P 20
坂出(支)/
0877450500

香川県 仲多度郡 まんのう町 坂出S850 374060003 中A 1A･1P 30
坂出(支)/
0877450500

愛媛県 新居浜市 . 三豊S840
別子山※週３回配達(月・水・金但し祝日を除く） 382053001 中A 週3回 60 問合せは三豊(支)

愛媛県 宇和島市 . 宇和島S887
三間町○○ 382033003 中B 1P･1P 10 問合せは宇和島(営)

愛媛県 四国中央市 . 三豊S840
新宮町○○※週３回配達※（月・水・金但し祝祭日除
く）

382133007
中A 要確認 50 問合せは三豊(支)へ

愛媛県 伊予市 . 松山S802
中山町○○ 382101006 中B 1P･2P 28 ﾅｽｶｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ問合せは松山(支)

愛媛県 伊予市 . 松山S802
双海町○○ 382102001 中B 1P･2P 35

園芸運送/
0899860138

愛媛県 大洲市 . 大洲S884
肱川町○○ 382072004 中B 1A･1P 20 問合せは大洲(営)

愛媛県 大洲市 . 大洲S884
※週3回配達(月・水・金)河辺町○○ 382074001 中B 2P･2P週3回 25 問合せは大洲(営)

愛媛県 西予市 . 大洲S884
三瓶町○○ 382144001 中A 1P･2P 40

愛媛県 西予市 . 大洲S884
城川町○○ 382145003 中B 1P･2P 43

愛媛急配/
0894720062

愛媛県 伊予郡 砥部町 松山S802
多居谷○○、仙波○○、総津○○、高市○○、玉谷○
○、中野川○○、満穂○○

384030007
中B 1P･2P 20

久万運送/
0892210037

愛媛県 上浮穴郡 久万高原町 松山S802
下記以外 383860003 中B 1P･2P 40

久万運送/
0892210037

愛媛県 上浮穴郡 久万高原町 松山S802

【久万】前組、相の峰、笠方、渋草、大成、本組、中
組、河の子、相の木、若山、上黒岩、中黒岩、日野浦、
大川、有枝、七鳥、東川、仕出、沢渡、黒藤川、柳井
川、中津、西谷

383861005

中B 1P･2P 60+10
久万運送/
0892210037

愛媛県 喜多郡 内子町 松山S802
臼杵、大平、上川、上田渡、立石、寺村、中川、中田
渡、日野川、本川、小田、南山、吉野川

384221004
中B 1P･2P 60

久万運送/
0892210037

愛媛県 北宇和郡 鬼北町 宇和島S887
下記以外 384880006 中B 1P･1P 20 地場業者問合せは宇和島(営)

愛媛県 北宇和郡 鬼北町 大洲S884
上鍵山、下鍵山、上大野、日向谷、父野川上、父野川
中、父野川下

384881001
中B 2P･2P 51 地場業者問合せは大洲(営)

愛媛県 北宇和郡 松野町 宇和島S887 384840003 中B 1P･1P 25 地場業者問合せは宇和島(営)

愛媛県 西宇和郡 伊方町 大洲S884
下記以外 384421005 中A 1P･2P 60

井上運送/
0894381637

愛媛県 西宇和郡 伊方町 大洲S884
大浜、中之浜、仁田之浜、河内、湊浦、小中浦、中浦、
川永田、豊之浦、伊方越、亀浦、九町、二見

384420003
中A 1P･1P 30

井上運送/
0894381637

愛媛県 南宇和郡 愛南町 宇和島S887 385060002 中A 1P･1P 45 地場業者問合せは宇和島(営)

愛媛県 南宇和郡 愛南町 宇和島S887
正木、増田、小山、中川、広見、満倉、上大道、一本松 385061004

中A 1A･2A 55 地場業者問合せは宇和島(営)

高知県 高知市 . 土佐S874
鏡○○※週1回配達 392012004 中A 1P･2P 30

田中運送/
問合せは土佐(営)

高知県 高知市 . 土佐S874
土佐山○○※週1回配達 392013006 中A 2P要確認 30

田中運送/
問合せは土佐(営)

高知県 四万十市 . 宇和島S887
西土佐○○ 392103004 中B 1P･1P 40

地場業者/
問合せは宇和島(営)

高知県 安芸市 . 高知S872
下記以外 392031007 中A 1P･2P 50

安芸運送/
0887342744

高知県 土佐清水市 . 中村S875
下記以外 392090006 中B 1A･2A 60

大方運送/
0880432019

高知県 土佐清水市 . 中村S875
【26km】貝の川、大津、下川口、足摺岬、松尾、津呂、
下の加江

392091001
中B有 1A･2A 60+配

大方運送/
0880432019

高知県 須崎市 . 土佐S874 392060002 中B 1P･1P 40
葉山運送/
0889431122

高知県 室戸市 . 高知S872 392020006 中B 2A･2A 80
安芸運送/
0887342741

高知県 香南市 . 高知S872
下記以外 392110004

中A 1A･1P 30
市山興産
問合せは
高知（支）

高知県 香南市 . 高知S872
野市町○○ 392111006

中A 1A･1P 20
市山興産
問合せは
高知（支）

高知県 香南市 . 高知S872
夜須町○○ 392112001

中A 1P･2P 30
市山興産
問合せは
高知（支）

高知県 香美市 . 高知S872
下記以外 392120003

中A 1P･2P 30
西尾運送
問合せは
高知（支）

高知県 香美市 . 高知S872
【14km】香北町（梅久保、有瀬、谷相、清爪、白石、永
野、日ノ御子、根須、五百蔵）

392121005
中A有 1P･2P 30+配

西尾運送
問合せは
高知（支）

高知県 香美市 . 高知S872
物部町○○ 392122007

中A 1P･2P 50
西尾運送
問合せは
高知（支）

高知県 吾川郡 いの町 土佐S874
上八川○○、下八川○○、清水上分○○、清水下分○
○、小川○○

393861006
中A 1P･2P 50

田中運送/
0888935668

高知県 吾川郡 いの町 土佐S874
【22km】足谷、越裏門、大森、葛原、桑瀬、高藪、寺
川、戸中、中ノ川、長沢、脇ノ山

393862001
中A有 2P要確認 80+配

田中運送/
0888935668

高知県 吾川郡 仁淀川町 土佐S874
下記以外 393870003 中B 1P･2P 45

田中運送/
0888935668

高知県 吾川郡 仁淀川町 土佐S874
【須崎】大蕨、森、川渡、高瀬、別枝、長者、泉、大植
※100kg以上は土佐(営)へ事前連絡のこと

393871005
中B 1P･2P 45+10

田中運送/
0888935668

高知県 安芸郡 田野町 高知S872 393030003 中A 1P･2P 60
安芸運送/
0887342741

高知県 安芸郡 東洋町 高知S872
【14km】 393010005 中B有 2P･2P 120+配

安芸運送/
0887342741

高知県 安芸郡 奈半利町 高知S872 393020004 中A 1P･2P 60
安芸運送/
0887342741

高知県 安芸郡 安田町 高知S872 393040002 中A 1P･2P 60
安芸運送/
0887342741

高知県 安芸郡 馬路村 高知S872
【奈半利安田】 393060007 中B 1P･2P 80+40

安芸運送/
0887342741

高知県 安芸郡 北川村 高知S872
【奈半利安田】 393050001 中B 1P･2P 60+60

安芸運送/
0887342741

高知県 安芸郡 芸西村 高知S872 393070006 中A 1P･2P 40
安芸運送/
0887342741

高知県 高岡郡 越知町 土佐S874 394030001 中B 1P･2P 32
田中運送/
0888935668

高知県 高岡郡 四万十町 土佐S874
下記以外 394120006 中B 1P･2P 90

葉山運送/
0889431122

高知県 高岡郡 四万十町 土佐S874
【須崎】松葉川、興津 394121001 中B 1P･2P 40+40

葉山運送/
0889431122

高知県 高岡郡 四万十町 土佐S874

【須崎】相去、市ノ又、打井川、江師、大正大奈路、上
岡、烏手、大正北ノ川、小石、木屋ヶ内、希ノ川、下
岡、下津井、下道、上宮、瀬里、田野々、大正中津川、
西ノ川、弘瀬、芳川

394122003

中B 2P･要確認 40+80
葉山運送/
0889431122
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高知県 高岡郡 四万十町 土佐S874

【須崎】井崎、浦越、大井川、大道、小野、茅吹手、河
内、十和川口、久保川、古城、里川、昭和、昭和乙、昭
和甲、地吉、津賀、十川、戸川、野々川、広瀬

394123005

中B 2P･要確認 40+100
葉山運送/
0889431122

高知県 高岡郡 中土佐町 土佐S874
下記以外 394011005 中B 1P･2P 70

葉山運送/
0889431122

高知県 高岡郡 中土佐町 土佐S874
【須崎】上ノ加江、矢井賀 394012007 中B 1P･2P 40+40

葉山運送/
0889431122

高知県 高岡郡 中土佐町 土佐S874
【須崎】大野見○○ 394013002 中B 2P･要確認 40+30

葉山運送/
0889431122

高知県 高岡郡 津野町 土佐S874
下記以外 394110007 中B 1A･2A 60

葉山運送/
0889431122

高知県 高岡郡 津野町 土佐S874
【限・200円／個】天狗高原、国民宿舎天狗荘（芳生野
乙4921-22）

394111002
中A限 2P･2P 40+限

葉山運送/
0889431122

高知県 高岡郡 津野町 土佐S874
【須崎】烏出川、北川、桑ケ市、力石、船戸、芳生野
（甲・乙・丙）

394112004
中A 2P･2P 40+90

葉山運送/
0889431122

高知県 高岡郡 檮原町 土佐S874
【須崎】 394050006 中B 1P･2P 40+90

葉山運送/
0889431122

高知県 土佐郡 大川村 土佐S874
【22km】 393640005 中A 2P要確認 80+配

田中運送/
問合せは土佐(営)

高知県 土佐郡 土佐町 高知S872
393630006

中A 1P･2P 70
田中運送
問合せは
高知（支）

高知県 長岡郡 本山町 高知S872
393410007

中A 1P･2P 60
田中運送
問合せは
高知（支）

高知県 長岡郡 大豊町 高知S872
393440004

中A 1P･2P 70
田中運送
問合せは
高知（支）

高知県 幡多郡 黒潮町 中村S875

市野瀬、市野々川、伊与喜、荷稲、川奥、熊井、小黒ノ
川、拳ノ川、佐賀○○、白浜、橘川、中ノ川、藤縄、不
破原

394281006

中A 1P･1P 60
問合せは/
中村(営)

高知県 幡多郡 大月町 中村S875
下記以外 394241003 中A 1A･2A 60

問合せは/
中村(営)

高知県 幡多郡 大月町 中村S875
【宿毛】一切、柏島、橘浦、安満寺 394242005 中A 1A･2A 60+20

問合せは/
中村(営)

福岡県 久留米市 . 鳥栖,W720
北野町○○ 402031001 中 1A･1P 20

福岡県 八女市 .
筑後(鳥栖
卸,W713

上陽町○○､黒木町○○､立花町○○､星野村○○ 402101001 中B 1P･1P 30
村田運輸
0942525062

福岡県 八女市 .
筑後(鳥栖
卸,W713

矢部村○○ 402102003 中B 1P･1P 34
村田運輸
0942525062

福岡県 筑紫野市 . 福岡西W,W901
※直通距離は(福岡W702)で計算 402170006 中 1P･1P 20

福岡県 筑紫野市 . 福岡西,H241

【150円/個】ｲｵﾝﾓｰﾙ筑紫野（ｲｵﾝは除く）(立明寺434-1)
※ﾛｯﾄ､JIT､ﾊﾟﾚｯﾄばらし時間指定不可※直通距離は(福岡
W702)で計算

402171001

中限 1P･1P 20

福岡県 宗像市 . 福岡北,W908
下記以外 402200003 中A 1A･1P 24 日の里運送問合せは福岡北(支)へ

福岡県 宗像市 . 福岡北,W908
池田､江口､鐘崎､公園通り､上八､神湊､田島､田野､多禮､
深田､牟田尻､吉田

402201005
中 1P･1P 24 日の里運送問合せは福岡北(支)へ

福岡県 宗像市 . 福岡北,W908
【船】大島～10㎏/個100円～20㎏/個200円～30㎏/個300
円※3辺合計200cm以下30㎏迄※代引き・着払不可

402202007
中船 2P･2P 33

福岡県 宗像市 . 福岡北,W908
【船】地島～10㎏/個50円～20㎏/個100円～30㎏/個150
円※3辺合計200cm以下30㎏迄※代引き・着払不可

402203002
中船 2P･2P 33

福岡県 太宰府市 . 福岡西W,W901
※直通距離は(福岡W702)で計算 402210002 中 1P･1P 20

福岡県 福津市 . 福岡北,W908
下記以外 402240006 中A 1A･1P 17 日の里輸送問合せは福岡北(支)へ

福岡県 福津市 . 福岡北,W908
【限・150円/個】※JIT、中の商品個数×150円ｲｵﾝﾓｰﾙ福
津店（ｲｵﾝは除く）（日蒔野6-16-1）

402242003
中A 1A･1P 17 日の里輸送問合せは福岡北(支)へ

福岡県 八女郡 広川町
筑後(鳥栖
卸,W713

405440001 中B 1A･1P 30
村田運輸
0942525062

佐賀県 藤津郡 太良町 武雄,W724 414410007 中A 1P･1P 30

長崎県 長崎市 . 長崎西W911
香焼町、蚊焼町、川原町、為石町、椿が丘町、藤田尾
町、布巻町、晴海台町、宮崎町

422012007
中 1P･2A 20

長崎県 長崎市 . 長崎西W911
以下宿町、野母崎樺島町、黒浜町、高浜町、南越町、野
母町、脇岬町、伊王島町○○丁目

422013002
中 1P･2A 30

長崎県 長崎市 . 長崎西W911
琴海○○町、長浦町、西海町 422018005 中A 1P･2A 50

長崎県 長崎市 . 長崎西W911
永田町、西出津町、東出津町、新牧野町、赤首町、神浦
○○町、上大野町、下大野町

422015006
中A 1P･2A 60

長崎県 長崎市 . 長崎西W911
上黒崎町、下黒崎町 422016001 中A 1P･2A 70

長崎県 島原市 . 長崎W740
下記以外 422030001 中 1A･1P 45

九州西濃長崎支店/
0957210880

長崎県 島原市 . 長崎W740
有明町○○ 422031003 中A 1A･2A 36

九州西濃長崎支店/
0957210880

長崎県 平戸市 . 佐世保W730
【中・①】【22km】下記以外 422070004 中配 1P･2A 70

長崎県 平戸市 . 佐世保W730
【中・①】【船・25円/kg(700円)】度島町着払い・代引
き不可

422071006
中船 1P･2A 70+船

長崎県 平戸市 . 佐世保W730
【42km】生月町○○ 422072001 中配 1P･2A 70

長崎県 平戸市 . 佐世保W730
田平町○○ 422074005 中 1P･2A 50

長崎県 松浦市 . 武雄W724
下記以外 422081005 中B 1A･1P 30

松浦物流ｻｰﾋﾞｽ/
0956722205

長崎県 松浦市 . 武雄W724
福島町○○ 422083002 中B 1P･1P 30 問合せは伊万里へ

長崎県 松浦市 . 武雄W724
【船・25円／kg(700円）】今福町飛島、星鹿島青島、鷹
島町黒島※着払不可（港止め）

422080003
中B船 1P･2A 30+船

北松通運/
0956740205

長崎県 松浦市 . 武雄W724
鷹島町○○（火、木、土配達） 422084004 中B 要確認 40

長崎県 佐世保市 . 佐世保W730
吉井町○○ 422020002 中B 1A･1P 20

長崎県 佐世保市 . 佐世保W730
世知原町○○、小佐々町○○、江迎町○○ 422025005 中B 1A･1P 30

長崎県 佐世保市 . 佐世保W730
鹿町町○○ 422027002 中 1A･1P 40

長崎県 西海市 . 佐世保W730
西彼町○○ 422120006 中 1A･2A 40

長崎県 西海市 . 佐世保W730
大島町、崎戸町○○ 422121001 中 1P･2P 50

長崎県 西海市 . 佐世保W730
西海町○○ 422123005 中 1P･2A 60

長崎県 西海市 . 佐世保W730
大瀬戸町（下記以外） 422124007 中 1P･2A 60

長崎県 雲仙市 . 長崎W740
吾妻町○○、千々石町○○、瑞穂町○○ 422131007 中A 1A･2A 18

九州西濃長崎支店/
0957210880

長崎県 雲仙市 . 長崎W740
小浜町（雲仙以外）、国見町○○ 422132002 中A 1A･2A 30

九州西濃長崎支店/
0957210880

長崎県 雲仙市 . 長崎W740
【30km】小浜町（雲仙）※気象庁雲仙岳観測所及び仁田
峠は有料道路として特配料(1,500円)必要

422133004
中A配 1A･2A 30

九州西濃長崎支店/
0957210880

長崎県 雲仙市 . 長崎W740
南串山町○○ 422134006 中A 1A･2A 40

九州西濃長崎支店/
0957210880

長崎県 南島原市 . 長崎W740
加津佐町○○、深江町○○、口之津町○○、布津町○○ 422140004

中A 1P･2P 51
九州西濃長崎支店/
0957210880

長崎県 南島原市 . 長崎W740
南有馬町○○、有家町○○、西有家町○○、北有馬町○
○

422141006
中A 1P･2P 62

九州西濃長崎支店/
0957210880

長崎県 北松浦郡 佐々町 佐世保W730 423910002 中 1A･1P 20

熊本県 熊本市 . 熊本西濃,Q900
城南町、富合町 431042007 中A 1A･1P 30

熊本西濃
0963806037
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熊本県 熊本市 . 熊本西濃,Q900
植木町 431052006 中A 1A･1P 30

熊本西濃
0963806037

熊本県 八代市 . 八代,W920
坂本町○○ 432022007 中A 1A･2A 20

九州八代(営)
0965335506

熊本県 八代市 . 八代,W920
泉町○○※週二回配達(火・金) 432023002 中A 80

九州八代(営)
0965335506

熊本県 水俣市 . 出水,W924

[あ]、石坂川、市渡瀬、江添、大川、[か]、久木野、葛
渡、[た]、津奈木、[は]、深川、宝川内、[や]、湯出

432052004

中A 1P･2P 20
嵐運送
問合せは出水(営)へ

熊本県 人吉市 . 八代,W920 432030002 中A 1A･1P 80
九州八代(営)
0965335506

熊本県 荒尾市 . 熊本西濃,Q900 432040001 中A 1P･1P 40
熊本西濃
0963806037

熊本県 玉名市 . 熊本西濃,Q900
下記以外 432060006 中A 1A･1P 30

熊本西濃
0963806037

熊本県 玉名市 . 託麻,Q900
天水町○○ 432061001 中A 1P･2P 20

熊本西濃
0963806037

熊本県 玉名市 . 託麻,Q900
横島町○○ 432062003 中A 1P･2P 30

熊本西濃
0963806037

熊本県 玉名市 . 託麻,Q900
岱明町○○ 432063005 中A 1P･1P 40

熊本西濃
0963806037

熊本県 山鹿市 . 熊本西濃,Q900
下記以外 432080004 中A 1A･1P 30

熊本西濃
0963806037

熊本県 山鹿市 . 託麻,Q900
椎持、多久、岩野、芋生、四丁 432081006 中A 1P･2P 40

熊本西濃
0963806037

熊本県 菊池市 . 熊本西濃,Q900 432100002 中A 1A･1P 30
熊本西濃
0963806037

熊本県 天草市 . 熊本西濃,Q900
下記以外 432150004 中A 1P･2A 100

ﾀｸﾞﾁ物流
0969237697

熊本県 天草市 . 託麻,Q900
【22km】楠浦、下浦、志柿、本町、宮地岳、佐伊津、櫨
宇土、久玉、魚貫、深海、二浦、天府、大島

432151006
中A配 1P･2A 100

ﾀｸﾞﾁ物流
0969237697

熊本県 天草市 . 託麻,Q900
【本渡】【別紙参照】御所浦町○○※着払可 432152001 中A船 要確認 100+40

ﾀｸﾞﾁ物流
0969237697

熊本県 天草市 . 託麻,Q900
【本渡】有明町、倉岳町○○、栖本町○○、新和町○
○、五和町○○、天草町○○、河浦町○○

432153003
中A 要確認 100+40

ﾀｸﾞﾁ物流
0969237697

熊本県 宇土市 . 熊本西濃,Q900 432110001 中A 1A･1P 20
熊本西濃
0963806037

熊本県 上天草市 . 熊本西濃,Q900
【本渡】下記以外 432120007 中A 要確認 100+40

ﾀｸﾞﾁ物流
0969237697

熊本県 上天草市 . 託麻,Q900

【本渡】大矢野町湯島【船300円／1個】（ただし、2個
口以上または20kgを超える貨物については船運賃は着
払）

432121002

中A船 要確認 100+40
ﾀｸﾞﾁ物流
0969237697

熊本県 宇城市 . 熊本西濃,Q900 432130006 中A 1A･1P 20
熊本西濃
0963806037

熊本県 阿蘇市 . 熊本西濃,Q900 432140005 中A 1A･2A 50
熊本西濃
0963806037

熊本県 合志市 . 熊本,W738 432160003 中A 1A･1P 30

熊本県 芦北郡 芦北町 八代,W920 434820003 中A 1A･1P 24
九州八代(営)
0965335506

熊本県 芦北郡 津奈木町 八代,W920 434840001 中A 1P･1P 45
九州八代(営)
0965335506

熊本県 阿蘇郡 小国町 熊本西濃,Q900
下記以外 434240005 中A 1A･2A 80

熊本西濃
0963806037

熊本県 阿蘇郡 小国町 託麻,Q900
【30km】杖立温泉 434240307 中A配 1A･2A 80

熊本西濃
0963806037

熊本県 阿蘇郡 高森町 熊本西濃,Q900 434280001 中A 1A･2A 50
熊本西濃
0963806037

熊本県 阿蘇郡 南小国町 熊本西濃,Q900 434230006 中A 1A･2A 50
熊本西濃
0963806037

熊本県 阿蘇郡 南小国町 託麻,Q900
満願寺 434231001 中A 1P･2P 50

熊本西濃
0963806037

熊本県 阿蘇郡 産山村 熊本西濃,Q900 434250004 中A 1P･2P 50
熊本西濃
0963806037

熊本県 阿蘇郡 西原村 熊本西濃,Q900 434320004 中A 1A･1P 40
熊本西濃
0963806037

熊本県 阿蘇郡 南阿蘇村 熊本西濃,Q900 434330003 中A 1A･2A 40
熊本西濃
0963806037

熊本県 天草郡 苓北町 熊本西濃,Q900
【本渡】 435310003 中A 要確認 100+40

ﾀｸﾞﾁ物流
0969237697

熊本県 菊池郡 大津町 熊本,W738 434030005 中A 1A･1P 20

熊本県 菊池郡 菊陽町 熊本,W738 434040004 中A 1A･1P 20

熊本県 球磨郡 多良木町 八代,W920 435050001 中A 1P･2P 100
九州八代(営)
0965335506

熊本県 球磨郡 湯前町 八代,W920 435060007 中A 1P･2P 100
九州八代(営)
0965335506

熊本県 球磨郡 五木村 八代,W920 435110002 中A 週2回配達 80
九州八代(営)
0965335506

熊本県 球磨郡 球磨村 八代,W920 435130007 中A 1P･2P 80
九州八代(営)
0965335506

熊本県 球磨郡 相良村 八代,W920 435100003 中A 1P･2P 80
九州八代(営)
0965335506

熊本県 球磨郡 錦町 八代,W920 435010005 中A 1P･1P 90
九州八代(営)
0965335506

熊本県 球磨郡 水上村 八代,W920 435070006 中A 1P･2P 100
九州八代(営)
0965335506

熊本県 球磨郡 山江村 八代,W920 435120001 中A 1P･2P 90
九州八代(営)
0965335506

熊本県 球磨郡 あさぎり町 八代,W920 435140006 中A 1P･2P 90
九州八代(営)
0965335506

熊本県 下益城郡 美里町 熊本西濃,Q900 433480004 中A 1A･2A 30
熊本西濃
0963806037

熊本県 玉名郡 和水町 熊本西濃,Q900 433690004 中A 1A･1P 30
熊本西濃
0963806037

熊本県 玉名郡 長州町 熊本西濃,Q900 433680005 中A 1A･1P 50
熊本西濃
0963806037

熊本県 玉名郡 南関町 熊本西濃,Q900 433670006 中A 1A･2A 50
熊本西濃
0963806037

熊本県 玉名郡 玉東町 熊本西濃,Q900 433640002 中A 1A･1P 20
熊本西濃
0963806037

熊本県 上益城郡 甲佐町 熊本西濃,Q900 434440006 中A 1A･2A 30
熊本西濃
0963806037

熊本県 上益城郡 益城町 熊本西濃,Q900 434430007 中A 1A･1P 30
熊本西濃
0963806037

熊本県 上益城郡 御船町 熊本西濃,Q900 434410002 中A 1A･1P 40
熊本西濃
0963806037

熊本県 上益城郡 嘉島町 熊本西濃,Q900 434420001 中A 1A･1P 30
熊本西濃
0963806037

熊本県 上益城郡 嘉島町 託麻,Q900
【限・100円／1個】ｲｵﾝﾓｰﾙ熊本ｸﾚｱ（ｲｵﾝは除く）上島字
長池2232

434421003
中A限 1A･1P 30+限

熊本西濃
0963806037

熊本県 上益城郡 山都町 熊本西濃,Q900 434470003 中A 1P･2P 30
熊本西濃
0963806037

大分県 大分市 . 中津大分W201
今市、入蔵、太田、上詰、沢田、下原、高原、竹矢、辻
原、荷尾杵、野津原、福宗、廻栖野

442010005
中A 1A･1P 20

中津急行
0975925555

大分県 大分市 . 中津大分W201
佐賀関、馬場、本神崎、木佐上、大平、志生木、関、白
木、一尺屋

442013004
中A 1A･1P 30

中津急行
0975925555

大分県 日田市 . 中津本社W718
下記以外 442040002 中A 1A･1P 60

中津急行
0979325555

大分県 日田市 . 中津本社W718
天瀬町○○、大山町○○ 442041004 中B 1P･2P 85

中津急行
0979325555

大分県 日田市 . 中津本社W718
前津江町○○、上津江町○○、中津江村○○ 442043001 中B 1P･2P 100

中津急行
0979325555

大分県 佐伯市 . 中津大分W201
442050001 中A 1A･1P 70

中津急行
0975925555

大分県 佐伯市 . 中津大分W201
本匠○○、弥生○○ 442051003 中A 1P･2P 60

中津急行
0979325555

大分県 佐伯市 . 中津大分W201
上浦○○、鶴見○○、直川○○ 442052005 中A 1P･2P 70

中津急行
0979325555



県名 市･郡 区町村 着店ｺｰﾄﾞ 記事 着地コード 配･中
着店からの
配達ﾘｰﾄﾞﾀｲﾑ

精算中継
距離km 取扱会社

大分県 佐伯市 . 中津大分W201
宇目○○、米水津○○ 442053007 中A 1P･2P 80

中津急行
0979325555

大分県 佐伯市 . 中津大分W201
蒲江○○ 442054002 中A 1P･2P 100

中津急行
0979325555

大分県 佐伯市 . 中津大分W201
【船・150円/10ｋｇ】大入島 442055004 中船 要確認 70

中津急行
0975925555

大分県 佐伯市 . 中津大分W201
【船・110円/10ｋｇ】深島 442056006 中船 要確認 100

中津急行
0975925555

大分県 臼杵市 . 中津大分W201
442060007 中A 1A･1P 40

中津急行
0975925555

大分県 津久見市 . 中津大分W201
442070006 中A 1A･1P 60

中津急行
0975925555

大分県 津久見市 . 中津大分W201
【船・210円/10ｋｇ】保戸島 442071001 中船 要確認 60

中津急行
0975925555

大分県 竹田市 . 中津大分W201
下記以外 442080005 中A 1P･1P 60

中津急行
0975925555

大分県 竹田市 . 中津大分W201
直入町○○、荻町○○、久住町○○ 442081007 中A 1P･2P 60

中津急行
0975925555

大分県 豊後高田市 . 中津本社W718
下記以外 442090004 中A 1A･1P 40

中津急行
0979325555

大分県 豊後高田市 . 中津本社W718
香々地、見目、上香々地、夷、小畑、堅来、羽根 442091006 中B 1P･2P 80

中津急行
0979325555

大分県 豊後高田市 . 中津本社W718
中真玉、西真玉、大平、城前、大岩屋、黒土、臼野 442092001 中B 1P･2P 70

中津急行
0979325555

大分県 杵築市 . 大分W746
下記以外 442100003 中A 1P･2A 65

大分県 杵築市 . 大分W746
山香町○○ 442101005 中A 1A･2A 40

大分県 杵築市 . 大分W746
大田○○ 442102007 中B 1P･2P 50

大分県 宇佐市 . 中津本社W718
安心院町○○、院内町○○ 442111004 中A 1A･1P 35

中津急行
0979325555

大分県 豊後大野市 . 中津大分W201
犬飼町○○、千歳村○○ 442121003 中A 1A･2A 30

中津急行
0979325555

大分県 豊後大野市 . 中津大分W201
朝地町○○、大野町○○、三重町○○、清川村○○ 442120001 中A 1P･2A 40

中津急行
0979325555

大分県 豊後大野市 . 中津大分W201
緒方町○○ 442122005 中A 1P･2A 50

中津急行
0979325555

大分県 由布市 . 中津大分W201
下記以外 442130007 中B 1A･2A 30

中津急行
0975925555

大分県 由布市 . 中津大分W201
庄内町○○ 442131002 中B 1P･2A 30

中津急行
0975925555

大分県 由布市 . 中津大分W201
湯布院町○○ 442132004 中B 1P･2A 40

中津急行
0975925555

大分県 国東市 . 中津本社W718
安岐町○○、武蔵町○○ 442141001 中A 1P･2A 60

中津急行
0979325555

大分県 国東市 . 中津本社W718
国東町○○ 442142003 中A 1P･2A 80

中津急行
0979325555

大分県 国東市 . 中津本社W718
国見町○○ 442143005 中A 1P･2A 100

中津急行
0979325555

大分県 玖珠郡 玖珠町 中津本社W718
444620003 中B 1P･2P 80

中津急行
0979325555

大分県 玖珠郡 九重町 中津本社W718
444610004 中B 1P･2P 100

中津急行
0979325555

大分県 速見郡 日出町 大分W746 443410005 中A 1A･2A 55

大分県 東国東郡 姫島村 中津本社W718

※配達不能※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

443220003

中A船 1P･2P 100
中津急行
0979325555

宮崎県 延岡市 0 延岡W751
北方町○○、北浦町○○、北川町○○ 452032001 中A 1A･2A 45 ミナミウラ問合せ延岡

宮崎県 小林市 0 都城W956
須木○○ 452051004 中A 1A･2A 70 問合せは都城

宮崎県 日向市 0 延岡W751
美々津 452061003 中B 1A･1P 30

ﾕｰｱｲ運送
問合せ延岡

宮崎県 日向市 0 延岡W751
東郷町○○ 452062005 中B 1A･2A 50

ﾕｰｱｲ運送
問合せ延岡

宮崎県 西都市 0 宮崎W964
尾八重、八重、片内、銀鏡※週１回中継（火曜日） 452082003 中B 火曜日 80

宮崎県 えびの市 0 都城W956
下記以外 452091007 中A 1A･1P 50

宮崎県 東諸県郡 国富町 宮崎W964 453820007 中B 1A･1P 20

宮崎県 東諸県郡 綾町 宮崎W964 453830006 中B 1A･1P 30

宮崎県 児湯郡 西米良村 宮崎W964
※週１回中継（火曜日） 454030007 中B 火曜日 80

宮崎県 児湯郡 木城町 宮崎W964 454040006 中B 1A･2A 50

宮崎県 児湯郡 川南町 宮崎W964 454050005 中B 1A･2A 40

宮崎県 児湯郡 都農町 宮崎W964 454060004 中B 1A･2A 50

宮崎県 東臼杵郡 諸塚村 延岡W751 454290002 中B 1P･2P 90
ﾕｰｱｲ運送
問合せ延岡

宮崎県 東臼杵郡 椎葉村 延岡W751
下記以外 454301003 中B 1P･2P 110

ﾕｰｱｲ運送
問合せ延岡

宮崎県 東臼杵郡 美郷町 延岡W751 454310007 中A 1P･2P 60
ﾕｰｱｲ運送
問合せ延岡

宮崎県 西臼杵郡 高千穂町 延岡W751
下記以外 454410004 中A 1A･2A 60

宮崎県 西臼杵郡 高千穂町 延岡W751
【22km】上岩戸 454410225 中有 1A･2A 60

宮崎県 西臼杵郡 日之影町 延岡W751
下記以外 454420003 中A 1A･2A 50

宮崎県 西臼杵郡 日之影町 延岡W751
【22km】見立、大菅 454420224 中有 1A･2A 50

宮崎県 西臼杵郡 五ｹ瀬町 延岡W751
下記以外 454430002 中A 1A･2A 76

宮崎県 西臼杵郡 五ｹ瀬町 延岡W751
【22km】本屋敷、鞍岡、桑野内 454430223 中有 1A･2A 76

鹿児島県 指宿市 . 枕崎W944 462100005 中A 1A･1P 40

鹿児島県 伊佐市 . 加治木W940
菱苅○○ 462241007 中A 1A･2A 40

鹿児島県 霧島市 . 加治木W940
霧島○○、牧園町○○ 462182001 中A 1A･2A 40 問合せは加治木

鹿児島県 姶良郡 湧水町 加治木W940
下記以外 464520001 中A 1A･1P 40

鹿児島県 出水郡 長島町 出水W924
下記以外 464040007 中A 1A･2A 60

出水運輸
0996842311

鹿児島県 出水郡 長島町 出水W924

【船・10kg以下310円、10kgを超え20kg以下410円、20kg
を超え30kg以下510円】伊唐島（東町4000番台）獅子島
（片側・湯の口・御所浦・弊串）※30kgを超えるもの
は、要相談

464041002

中B船 要確認 60
問合せは九州出水へ

鹿児島県 肝属郡 南大隅町 鹿屋W948
下記以外 464910004 中B 1A･1P 36

長浜運送
0994220032

鹿児島県 肝属郡 南大隅町 鹿屋W948
佐多○○ 464911006 中B 1A･2A 55

長浜運送
0994220032

鹿児島県 肝属郡 錦江町 鹿屋W948
下記以外 464900005 中B 1A･1P 30

長浜運送
0994220032

鹿児島県 肝属郡 錦江町 鹿屋W948
田代○○ 464901007 中B 1A･2A 70

長浜運送
0994220032

鹿児島県 肝属郡 肝付町 鹿屋W948
北方○○、南方○○、岸良○○ 464921005 中A 1A･2A 60

小串運送
問合せは鹿屋


