
都道府県 市 ・ 区 ・ 町 村 施設名 営業所 配達料
中央区北5条西4-7　大丸百貨店　各テナント宛 札幌 1個に付250円

中央区南4条西4-1-2　ラフィラ各テナント 札幌 1個に付150円

厚別区厚別中央2条5丁目7-3　イオンカテプリ各テナント内 札幌 1個に付150円

末広東１条14-1-31 中央ﾄﾗｯｸ倉庫内ﾔﾏﾄ運輸物流ｾﾝﾀｰ ｲｵﾝﾓｰﾙ旭川駅前店 旭川 1個に付150円

宮下通り7-2-5　イオンモール旭川駅前店 旭川 1個に付150円

前潟4-7-1　イオンモール盛岡 盛岡 1個に付150円

本宮7-1-1　イオンモール盛岡南 盛岡 1個に付150円

名取市 杜せきのした5-3-1　イオンモール名取エアリ内テナント　 仙台中央 1個に付150円
青葉区中央1-2-3　パルコ仙台内オフィス・テナント宛 仙台中央 1個に付150円
青葉区中央3-7-5　仙台パルコ２ 仙台中央 1個に付150円
泉区寺岡6-5-1　泉パークタウンタピオ店内テナント宛 仙台泉 1個に付150円

泉区大沢1-5-1　イオンタウン仙台泉大沢各テナント宛 仙台泉
1個に付150円

ﾀﾞｲｿｰ宛は120円
太白区長町7-20-5　ララガーデン長町内各テナント宛 仙台中央 1個に付130円

秋田県 秋田市 御所野地蔵田1-1-1　イオンモール秋田内各テナント 秋田 1個に付150円
山形市 城南町1-1-1　霞城セントラル館内 山形 １個に付130円
天童市 芳賀土地区画整理事業地内34街区　イオンモール天童　各テナント宛て 山形 1個に付150円

研究学園5-19 C50街区1イーアスつくばショッピングセンターテナント宛 土浦 1個に付120円
吾妻1-7-1　㈱西武百貨店 土浦 1個に付100円
稲岡66-1　イオンモールつくば店 各テナント宛 土浦 1個に付150円

土浦市 上高津367番地　イオンモール土浦 土浦 1個に付120円
泉町1-6-1　京成百貨店各店舗宛 水戸 1個に付100円
内原2丁目1番地　イオンモール水戸内原店 水戸 1個に付150円

太田市 石原町81　イオンモール大田店　テナント宛 群馬太田 1個に付150円

棟高町1400番地 イオンモール高崎各テナント宛 高崎
1個に付き100円
メール便1通20円

八島町46-1　高崎オーパ（OPA） 高崎
1個に付き150円
メール便1通20円

浦和区高砂1-15-1　伊勢丹浦和店 浦和 1個に付70円
大宮区桜木町2-3　OPA各テナント宛 大宮 1個に付100円

大宮区吉敷町4-267-2　コクーン新都心Ⅰ
大宮区吉敷町4-267-1　コクーン新都心Ⅱ

大宮
1個に付100円
メール便20円

中央区新都心　宛 さいたま川口
最低 160円
1kg当り13円

所沢市 日吉町12-1の西武百貨店 所沢 1個に付100円

志木市 本町5-26-1　マルイファミリー志木店 所沢 1個に付150円

川口市 栄町3-5-1　そごう川口 さいたま川口 1個に付90円

粕壁東2-5-1 西部春日部店 大宮
1個に付100円
ﾒｰﾙ便20円

下柳420-1　イオンモール各テナント宛（ユニクロ除く） 大宮 1個に付150円
粕壁東2-5-1　そごう西部　春日部店 大宮 1個に付100円

川越市 脇田町105番地　アトレマルヒロ 川越 1個に付150円
南越谷1-15-1　南越谷オーパ内  各テナント宛 埼玉 1個に付100円
東町4-21-1　イオンモール越谷レイクタウン店A街区各テナント宛 埼玉 1個に付150円
東町2-8　イオンモール越谷レイクタウン店B街区各テナント宛（ユニクロ・ダイソー除く） 埼玉 1個に付150円

東松山市 高坂駅東口　ピオニウォーク  各テナント宛（ユニクロ除く） 東松山 1個に付150円
富士見市 山室1-1313　ららぽーと富士見宛 北関所沢 1個に付150円

新町1000　そごう千葉店内 市原 1個に付100円
新町1001　オーロラモールジェンヌ 市原 1個に付100円
新千葉1-1-1　エキナカ及びステーションビル　ペリエ千葉 市原 1個に付90円
豊砂1-1　イオン幕張新都心グランドモール
豊砂1-5　イオン幕張新都心ファミリーモール
豊砂1-6　イオン幕張新都心アクティブモール
豊砂1-8　イオン幕張新都心ペットモール
若柴175　ララポート柏の葉店 1個に付100円
大島田1-6-1　セブンパークアリオ柏 1個に付150円

柏1-11-1　柏マルイＶＡＴ館
1個に付100円
メール便20円

印西市 中央北3-2　イオンモール千葉ニュータウン 成田 1個に付150円

佐倉市 ユーカリが丘6-12-3　イオンタウンユーカリが丘　各テナント 成田
1個に付145円
メール便10円

浦安市 舞浜1-4　イクスピアリ内各テナント宛 東京浦安流通 1個に付150円
本町7-1-1　船橋東武百貨店 市川 1個に付100円
本町1-2-1　船橋西武百貨店 市川 1個に付100円
築地1番4　イオンモール木更津　イオン木更津店宛 木更津 1個に付150円
木更津市中島地先　海ほたる（アクアライン海ほたるパーキング） 木更津 kg当20円 最低250円

玉川3-17-1　玉川高島屋内 横浜 1個に付150円
玉川2-21-1、玉川2-23-1　玉川1-14-1　二子玉川ライズ 羽田 1個に付100円

中野区 中野4-10-1、中野4-10-2　中野セントラルパーク 東京
1個に付120円
メール便20円

晴海1-8　晴海アイランドトリトンスクエア　ｽｰﾊﾟｰﾌﾞﾛｯｸ内の各ﾃﾅﾝﾄ宛 深川 1個に付150円

銀座5-2-1　東急プラザ銀座館内 深川
1個に付110円
メール便10円

銀座6-10-1　ＧＩＮＺＡ　ＳＩＸ（ギンザシックス） 深川
1個に付100円
メール便20円

日本橋2-4-1　高島屋日本橋店 深川 1個に付100円

京橋2-2-1　京橋エドグラン 深川
1個に付100円

メール便1通10円
京橋3-1-1　東京スクエアガーデン 深川 1個に付110円

岩手県 盛岡市

世田谷区

柏市
柏

1個に付100円
メール便20円

柏1-2-26　柏モディ

千葉

札幌市

つくば市

水戸市

春日部市

1個に付120円

柏

中央区

他社配達特定地区一覧（2018.2.1現在）

仙台市

越谷市

千葉市美浜区

北海道

旭川市

山形県

宮城県

千葉県

船橋市

埼玉県

木更津市

群馬県

千葉市中央区

高崎市

茨城県

さいたま市

東京都
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都道府県 市 ・ 区 ・ 町 村 施設名 営業所 配達料
豊洲2-4-9　アーバンドックららぽーと豊洲宛 1個に付100円
青海1丁目　パレットタウン宛　※一部自社対応、詳細は店に確認のこと 1個に付130円
辰巳3-6-3　高島屋辰巳配送センター 東京江東 1個に付100円

新宿3-30-13　マルイ本館宛
１個に付150円
メール便20円

新宿5-16-4　新宿マルイ
１個に付150円
メール便20円

西新宿3-20-2　東京オペラシティータワー宛 1個に付150円
西新宿1-24-1　エステック情報ビル　各テナント 1個に付150円
西新宿1-24-2　工学院大学　新宿キャンパス　各テナント 1個に付150円
新宿3-24-3　新宿アルタ宛 1個に付100円
西新宿3-38-1　新宿ルミネ各テナント宛 1個に付70円
西新宿1-1-3　小田急百貨店新宿店宛 1個に付120円
西新宿3-7-1　新宿パークタワー宛 1個に付120円

西新宿2-6-1　新宿住友ビル
1個に付100円
メール便20円

西新宿1-1-4　京王デパート 1個に付70円

大久保3-8-2　新宿ガーデンタワー
1個に付130円～
　　　　200円

歌舞伎町1-19-1　新宿東宝ビル　各テナント宛 1個に付100円

西新宿8-17-1　住友不動産新宿グランドタワー
1個に付120円（オフィス）
1個に付150円（賃貸住宅）

メール便15円
外神田4-14-1　秋葉原UDX宛 1個に付100円
内幸町2-1-6　日比谷パークフロントビル 1個に付120円
内幸町2-1-1　飯野ビル宛 1個に付100円
有楽町2-7-1　有楽町イトシア（有楽町マルイ含む） 1個に付100円
神田花岡町1-1　ヨドバシカメラマルチメディアAkiba宛 1個に付130円
丸ノ内2-1-1　明治安田生命ビル内丸の内MYPLAZA宛 1個に付70円

大手町1-3-7　大手町日経ビル　各テナント宛 1個に付80円
一ツ橋1-1-1　パレスサイドビル　毎日新聞社 1個に付150円
丸の内1-8-2　鉄鋼ビル　各テナント宛 1個に付100円

丸の内2-4-1　丸ビル　各テナント宛
1個に付100円
メール便20円

丸の内1-5-1　新丸ビル　各テナント宛
1個に付100円
メール便20円

神田淡路町2-101　ワテラスタワー　各テナント宛
1個に付150円
集荷100円

丸ノ内2-7-2　丸ノ内ＪＰタワー　各テナント内 1個に付100円

永田町2-1-1　参議院議員会館各テナント内
1個に付150円(集荷50円)

メール便20円
紀尾井町4-1　ホテルニューオータニ 1個に付100円
紀尾井町1-2　東京ガーデンテラス 1個に付100円
神田駿河台4-6　お茶ノ水ソラシティ　各テナント宛 1個に付110円
芝浦1-1-1　東芝ビルディング宛 1個に付120円

高輪3-26-27　東日本旅客鉄道㈱品川駅構内

～160ｻｲｽﾞ 100円/個
～180kg(重量換算) 200円/個
以降20kg毎50円加算 ﾒｰﾙ便10

円
代引き・着払・現収は10円/個

六本木6丁目　六本木ヒルズ 1個に付150円
六本木1-9-10　アークヒルズ ヒルズ仙石山森タワー　各テナント宛 1個に付100円
虎ノ門4-1-28　虎ノ門タワーｽﾞオフィース宛 1個に付100円
元赤坂1-2-7　赤坂Kタワー　各テナント宛 1個に付100円
港南1-2-70　品川シーズンテラス　各テナント宛 1個に付100円

赤坂1-8-1　赤坂インターシティ
1個に付100円

メール便1通20円
赤坂5-3-1赤坂Bizタワー 1個に付100円
赤坂9-7　東京ミッドタウン宛 1個に付100円

千代田区

～170ｻｲｽﾞ30kg 100円/個
～340ｻｲｽﾞ60kg 200円/個

東京

新宿区

江東区

港区

東京

1個に付100円

東京

虎ノ門1-23-3　虎ノ門ヒルズ

東京江東

丸ノ内1-9-1東京駅構内（下記対象範囲内）
ＪＲバス関東事務所（八重洲南改札外）
ＪＲ物流事務所（鍛冶橋駐車場内）
レールゴーサービス事務所（八重洲南部駐車場内）
東京工事事務所（南部高架2階）
ビルテック東京事務所（南部高架2階）
ウォータービジネス事務所（南部高架2階）
ステーションリテーリング事務所
Ｊリテール事務所日本ホテル予約センター（丸ノ内南地下1階）
北海道プラザ（丸ノ内南地下1階）
丸ノ内車掌区（丸ノ内北地下2階）
東京配電技術センター（丸ノ内北地下2階）
東京駅駅長室・内勤（丸ノ内北地下1階）
東京駅地下防災センター（丸ノ内北地下1階）
ＮＥＲ東京駅弁当・列車支店（南部高架下）
東京駅京葉防災センター（京葉地下1階）
東京地区指導センター（丸ノ内北地下1階）
鉄道ＯＢ会（京葉地下1階）
東京電車区（京葉地下Ｂ3階）

東京都
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都道府県 市 ・ 区 ・ 町 村 施設名 営業所 配達料
花川戸1-4-1　松屋浅草EKIMISE（東武浅草駅ビル） 1個に付100円ﾒｰﾙ便20円

上野3-29-5　松坂屋上野店

３辺合計180ｃｍまで
1個120円
３辺合計180ｃｍを超える
場合
1個240円
メール便1通12円

上野3-24-6　上野フロンティア

３辺合計180ｃｍまで
1個120円
３辺合計180ｃｍを超える
場合
1個240円
メール便1通12円

押上1-1-2　東京スカイツリータウン　ソラマチ各テナント宛 1個に付100円
1個に付120円
メール便20円

太平4-1-2　オリナス錦糸町　各テナント宛 1個に付100円
西五反田7-22-17TOCビル内 1個に付130円
八潮3-2-38　佐川急便(大井ＳＲＣ配送センター)内 1個に付100円
勝島1-1-1　佐川急便（東京ＳＲＣ配送センター）内 1個に付100円

大崎2-1-1　大崎think park tower

●配達
一般貨物
１個120円
パレット
１個480円
メール便
１通25円
パレット
１個480円
●集荷

一般貨物
１個60円
メール便
１通25円

恵比寿4-20-1　恵比寿ガーデンプレイス内 1個に付120円

恵比寿4-20-7　恵比寿三越
1個に付50円

メール便1通20円

神宮前1-5-8　神宮前タワービルディング

※平日のみ、土日休業
※180ｃｍ、
30ｋｇ以内の
貨物のみ取扱
配達1個150円
集荷1個100円

道玄坂1-12-1　渋谷マークシティ内 1個に付100円

渋谷2-21-1　ヒカリエ

●３辺計170ｃｍまで且つ
30ｋｇまで
１個100円

●上記を超えるもの
1個200円

●メール便
（ただし、３辺計70ｃｍま

で且つ１ｋｇまで）
1通20円

宇田川町21-1　西武渋谷店、ロフト渋谷店 1個に付90円
神南1-22-6　渋谷マルイ 1個に付100円
神南1-21-3　マルイシティ渋谷 1個に付100円

大田区 羽田空港内 羽田 1個に付130円
南池袋1-28-1　西武百貨店池袋店内 東京北 1個に付100円
西池袋1-1-25　東武百貨店 東京北 1個に付150円
西池袋3-28　池袋マルイ内各テナント 1個に付150円

江戸川区 臨海町3-6-4　ＢＥＣビル内各テナント宛 東京浦安流通 1個に付70円

足立区 千住3-92　北千住マルイ・ミルフードコートミルディス専門店（1階パリスを除く） 埼玉
1個に付130円
メール便20円

調布市 調布市小島1-38-1調布パルコ店各テナント宛 八王子 1個に付150円
府中市 宮町1-100　ル・シーニュショッピングセンター 八王子 1個に付120円

旭町1-1　セレオ八王子北館 八王子 1個に付90円
東淺川町550-1　イーアス高尾ショッピングセンター 八王子 1個に付120円

立川市 泉町935-1　ららぽーと立川立飛各テナント 八王子 1個に付120円
日野市 多摩平2-4-1,4　イオンモール多摩平の森各テナント宛 八王子 1個に付150円
東久留米市 南沢5-17-62イオンモール東久留米店各テナント宛 北関所沢 1個に付150円

原町田6-4-1町田東急ツインズ各テナント宛 相模原 1個に付150円
原町田6-4-1　町田東急ツインズ各テナント宛 相模原 1個に付140円

原町田6-2-6　町田モディ(ｍｏｄｉ) 相模原
1個に付100円
メール便20円

吉祥寺本町1-19-1　ヨドバシ吉祥寺店宛 東久留米 1個に付120円
吉祥寺南町2-1-25キラリナ京王吉祥寺駅ビル各テナント宛 東久留米 1個に付100円

武蔵村山市 榎町1-1-3の複合施設「ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｼﾃｨｰﾐｭｰ」内 入間 1個に付150円
西多摩郡 日の出町平井557番地　イオンモール　日の出宛 入間 1個に付150円

豊島区

台東区

東京

墨田区

武蔵野市

町田市

江東橋3-9-10　株式会社丸井

東京

東京

渋谷区

東京都

八王子市

品川区
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都道府県 市 ・ 区 ・ 町 村 施設名 営業所 配達料
堀川町72-34ラゾーナ川崎東芝ビル 横浜 1個に付100円
堀川町72-1の複合施設「ラゾーナ川崎プラザ」内 横浜 1個に付120円
大宮町1310ミューザ川崎　館内各テナント宛 横浜 1個に付100円
堀川町580　ソリッドスクエア川崎　館内各テナント宛 横浜 1個に付100円

川崎市麻生区 上麻生1-1-1　新百合丘OPA内各テナント 相模原 1個に付150円
川崎市川崎区 桜本2-32-1　川崎ＳＲＣセンター館内宛 横浜 1個に付80円

小杉町3-1302　武蔵小杉駅西街区ビル 横浜 1個に付150円
小杉町3-472　東急武蔵小杉駅ビル 横浜 1個に付150円
新丸子東3‐1302　ららテラス武蔵小杉 横浜 150円/個、ﾒｰﾙ便20円

新丸子東3-1135　グランツリー武蔵小杉 横浜 150円/個ﾒｰﾙ便30円

池辺町4035-1ららぽーと横浜内各テナント　大丸ららぽーと横浜店内テナント 相模原 1個に付120円
中川中央1-13-1　モザイクモール港北ショッピングセンター 相模原 1個に付150円
中川1-25-1　ノースポートモール 相模原 1個に付100円

みなとみらい2-1-1　横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ 横浜西 1個に付150円

みなとみらい2-1-1　横浜ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾌﾟﾗｻﾞ西区みなとみらい2-3-2～5、2-3-8～9
ｸｲｰﾝｽﾞｽｸｴｱ横浜　ｸｲｰﾝｽﾞｲｰｽﾄﾀﾜｰB・ﾀﾜｰＣ・ｱｯﾄ!

横浜西 1個に付120円

みなとみらい4-6-2　みなとみらいグランドセントラルタワー内 横浜西 1個に付100円
みなとみらい3-5-1　MARK IS みなとみない内　各テナント宛 横浜西 1個に付120円
みなとみらい4-4-5　横浜アイマークプレイス宛 横浜西 100円/個ﾒｰﾙ便5円

北幸1-2-7　ヨドバシ横浜ビル各テナント宛 横浜西 1個に付120円
南幸1-5-1　ジョイナス店内 横浜西 1個に付100円
南幸1-4-B1　ザ・ダイヤモンド店内 横浜西 1個に付100円
高島2-18-1　そごう横浜店内宛 横浜西 1個に付100円
美しが丘1-1-2　たまプラーザテラス 相模原 1個に付100円
美しが丘1-7　東急百貨店たまプラーザ店 相模原 1個に付120円
元町 横浜南 1個に付200円
新港2-2-1　横浜ワールドポーターズ宛 横浜南 1個に付150円

横浜市戸塚区 品濃町537-1　オーロラモール（西武百貨店）宛 横浜南 1個に付100円
横浜市港南区 上大岡1-6-1　京急百貨店宛 横浜南 1個に付100円

横浜市港北区 師岡町700　トレッサ横浜 横浜
１個に付120円
メール便30円

相模原市南区 相模大野3-2-1　ボーノ相模原ショッピングセンター各テナント宛 相模原 1個に付120円
横須賀市 本町2-1-12　ダイエーショツパーズプラザ横須賀店 横浜金沢 1個に付120円

辻堂神台1-3-1　テラスモール湘南内　各テナント宛 藤沢 1個に付150円
1個に付190円
メール便20円

辻堂元町6-20-1 Fujisawa SST内 湘南T-SITE 各テナント 藤沢 1個に付100円
厚木市 山際字北原835-1　三菱食品㈱　厚木山際物流ＤＣ 伊勢原 1個に付360円

1個に付150円
メール便20円

扇町13-1 ららぽーと海老名 藤沢 1個に付150円

中央1-6-1　マルイファミリー海老名 藤沢
1個に付100円
ﾒｰﾙ便20円

茅ヶ崎市 元町1-1　ラスカ茅ヶ崎 藤沢
1個に付90円
ﾒｰﾙ便1通15円

小田原市 中里208　ダイナシティウエストモール西武百貨店内　各テナント宛 小田原 1個に付100円
名古屋市東区 東桜1-1-10のアーバンネット名古屋ビル宛 1個に付150円
名古屋市千種区 星ヶ丘元町14-14の名古屋三越星ヶ丘店宛 1個に付100円

栄3-4-5　スカイルビル（メルサ）・NOVAビル、栄3-4-6と3-5-12の地下街各店 中川 1個に付150円
栄3-6-1　名古屋三越ラシック　栄3-5-1　三越名古屋栄本店 中川 1個に付100円
栄3-16-1　名古屋松坂屋及び松坂屋内ヨドバシカメラ宛 名古屋 1個に付170円
(愛知県名古屋市港区千年3-1-28センコー㈱名古屋PDセンター内東京納品代行気付)
栄3-5-1　三越名古屋栄店

名古屋西 1個に付100円

錦3-15-13　地下街各店 中川 1個に付250円
名駅4-7-1　ミッドランドスクエア宛 名古屋 1個に付150円
名駅1-1-4　JRセントラルタワーズ宛　１２Ｆ～５０Ｆ 名古屋 1個に付150円
名駅1-1-4　JR高島屋1-1-4　ＪＲ高島屋各テナント 名古屋西 1個に付130円
名駅１丁目１-１ JPタワー名古屋内 名古屋 150円/個ﾒｰﾙ便20円
名駅1丁目1番3号　JRゲートタワー内　12F・13Fプラザ、26F～44Fオフィスフロア 名古屋 1個に付150円
名駅1丁目1番3号　JRゲートタワー内　高島屋ゲートモール2Ｆ～8Ｆ 名古屋西 1個に付130円
平池４丁目　ささしまグローバルゲート　ＷＥＳＴ棟・ＥＡＳＴ棟・低層棟 名古屋 １個に付160円
牛島627　名古屋ルーセントタワー宛 名古屋 1個に付80円
二方町40　ｍozoワンダーシティー 名古屋 1個に付150円

名古屋市南区 菊住1-17-10　イオンモール新瑞橋店　各テナント宛（ユニクロ除く） 名古屋南 1個に付90円
熱田前新田字中川東6-1　JR東海名古屋資材センター内NRC（JR名古屋高島屋） 名古屋西 1個に付130円
西茶屋2-11　イオンモール名古屋茶屋店　各テナント宛 名古屋西 1個に付150円
金城ふ頭2-7-1　メーカーズピア各テナント宛 名古屋西 1個に付150円
鳴海町字徳重18-44　ヒルズウォーク徳重ガーデンズ　各テナント宛 東海 1個に付150円
大高町字奥平子1-1　イオンモール大高内　各テナント宛 東海 1個に付150円

日進市 赤池町箕ノ手1　プライムツリー赤池店各テナント 名古屋南 1個に付150円
豊橋市 駅前大通2丁目10番地　株式会社ほの国百貨店 豊橋 1個に付150円
岡崎市 戸崎町字外山38-5　イオンモール岡崎　各テナント宛 岡崎 1個に付150円

ｾﾝﾄﾚｱ中部国際空港内　ｊａｌ　abc　宅配ｶｳﾝﾀｰ 東海 1個に付 1,800円
りんくう町2-20-3　イオンモール常滑内 東海 1個に付150円

一宮市 木曽川町大字黒田字南八ツヶ池25-1イオンモール木曽川キリオ内各テナント宛 岐阜 1個に付150円
西春日井郡 豊山町大字豊場字林先1－8　エアポートウォーク名古屋 名古屋 1個に付150円
長久手市 長久手中央土地区画整理事業地内5-10-11街区　イオンモール長久手 名古屋南 1個に付150円
稲沢市 長野7-1-2　リーフウォーク稲沢 名古屋 1個に付150円

辻堂元町6丁目(6-1、6-2、6-3、6-5、6-6、6-20を除く)　FujisawaＳＳＴ 藤沢

名古屋市中村区

伊勢原

横浜市中区

川崎市幸区

横浜市西区

藤沢市

名古屋北

海老名市

川崎市中原区

平塚市 天沼10-1　ららぽーと湘南平塚

横浜市都筑区

名古屋市港区

名古屋市中区

名古屋市緑区

横浜市青葉区

常滑市

愛知県 名古屋市西区

神奈川県
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都道府県 市 ・ 区 ・ 町 村 施設名 営業所 配達料
黒金町49番地　パルシェ各テナント宛 静岡 1個に付150円
鷹匠1-1-1 新静岡セノバ各テナント宛 静岡 1個に付150円
十御幸町10-2　松阪屋静岡店 静岡 1個に付100円
柚木1026　マークイズ静岡各テナント宛 静岡 1個に付150円
御幸町6-10　静岡マルイ各テナント宛 静岡 1個に付120円

浜松市西区 志都呂町2-37-1　イオンモール浜松志都呂テナント宛 浜松 150円/個ﾒｰﾙ便20円
浜松市浜北区 貴布祢1200番地　プレ葉ウォーク浜北テナント宛 浜松 1個に付150円
磐田市 高見丘1200　ららぽーと磐田各テナント 袋井 1個に付150円
北佐久郡 軽井沢町大字軽井沢1178軽井沢プリンスショッピングプラザ各テナント宛 上田 1個に付120円
松本市 中央4-9-51　イオンモール松本 松本 1個に付150円
甲斐市 志田645-1ラザウォーク甲斐双葉 韮崎 1個に付150円
中巨摩郡 昭和町飯喰1-12　イオンモール甲府昭和店宛 韮崎 1個に付150円
小松市 小松市沖周辺土地区画整理事業区域内20街区　イオンモール新小松店館内 金沢 150円/個ﾒｰﾙ便20円
かほく市 内日角夕25　イオンかほくショッピングセンター館内 能登 1個に付120円
高岡市 下伏間江383　イオンモール高岡店 高岡 120円/個ﾒｰﾙ便20円
砺波市 新富町3-35　イオンモール砺波店 高岡 120円/個ﾒｰﾙ便20円
新潟市 中央区万代島5－1万代島ビル内 新潟 1個に付100円

長岡市 千秋2-278　リバーサイド千秋　各テナント宛 長岡
1個に付100円

(ユニクロ除く)
岐阜県 大垣市 林町6-80-21「アクアウォーク大垣」各テナント宛 大垣 1個に付150円

桑名市 長島町浦安368　ジャズドリーム長島○○店舗宛 四日市 1個に付150円
鈴鹿市 庄野羽山4-1-2　イオンモール鈴鹿店 津 1個に付120円
員弁郡 東員町大字長深字築田510番地1 イオンモール東員 四日市 1個に付150円

新浜町300番地　イオンモール草津 栗東 1個に付150円

大津市 におの浜2丁目3-1　西武大津店 大津 1個に付80円
守山市 今浜町2620-5　ピエリ守山　各テナント 栗東 1個に付80円

西九条鳥居口町1　イオンモール京都 1個に付150円
久世高田町376　イオンモール京都桂川 1個に付150円
東塩小路町590-2　京都ヨドバシ 1個に付120円
四条通四条高倉西入ル立売西町79　大丸京都店 1個に付150円

京都市右京区 西院追分町25-1　イオンモール京都五条 1個に付150円
京都市中京区 河原町四条上るOPA 1個に付200円
京都市伏見区 南寝小屋町5番地　佐川グローバルロジスティクスＳＲＣ 京都南 1個に付50円
久世郡 久御山町森南大内156　イオンモール久御山　テナント宛 京都南 1個に付150円
大阪市西区 千代崎3－13－1　イオン大阪ドームシティ 1個に付120円

島屋6-2-61又は82　ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ･ｼﾃｨｳｫｰｸ大阪(各店舗名） 1個に付150円
島屋4-4-51　大阪ＳＲＣ 1個に付150円
北港1-4-53　此花区佐川急便倉庫 1個に付100円
宮原3-4-30　ニッセイ新大阪ビル 1個に付120円
野中南2-8-10　㈱ワールドサプライ 1個に付110円
角田町8-7　阪急百貨店 1個に付110円
角田町8-1　阪急オフィスタワー 1個に付110円
梅田1-13-13　阪神百貨店　各専門店街 1個に付110円
大深町３丁目　グランフロント大阪北館 1個に付120円
大深町４丁目　グランフロント大阪南館 1個に付120円
大深町3-60　インターコンチネンタルホテル大阪 1個に付120円
角田町8-1
（大阪市淀川区野中南2-8-10㈱ワールドサプライ気付）梅田阪急ビルオフィスタワー

1個に付110円

梅田3-3-10　梅田ダイビル 1個に付120円

梅田1-10-1　ＤＴタワー
1件10個まで1個100円
1件11個以上1個80円

集荷1個70円

梅田2-4-9　ブリーゼプラザ 1個に付120円
梅田2-2-2　ヒルトンプラザウエスト 1個に付120円
梅田3-1-1　大丸梅田店(ユニクロ・東急ハンズ宛てのみ） 1個に付120円
中之島3-2-4　中之島フェスティバル・ウエスト 1個に付120円
中之島2-3-18　中之島フェスティバルタワー 1個に付120円
中之島3-3-23　中之島ダイビル 1個に付120円
中之島2-6-32　ダイビル本館 1個に付120円
堂島1-6-20　堂島アバンザビル 1個に付120円
堂島浜1-2-1　新ダイビル 1個に付120円
梅田3-4-5　毎日ビルディング 1個に付110円
中崎西2-4-12　梅田センタービル 1個に付120円
大深町1-1-1　ヨドバシ梅田店 1個に付120円
梅田3-1-3　大阪駅ビル（ルクア・オフィス館内） 1個に付100円
大淀中1-1-88　梅田スカイビル 1個に付120円
梅田2-5-25　ハービス大阪 1個に付120円
梅田2-2-22　ハービスエントプラザ 1個に付120円

大阪市浪速区 難波中2-10-70　なんばパークス 1個に付120円
大阪市住之江区 南港北2丁目1番10号　ATC(アジア太平洋トレードセンター)宛 堺 1個に付120円
大阪市天王寺区 悲田院町10-39　天王寺ミオ内 1個に付100円
大阪市鶴見区 鶴見4-17-1　イオンモールイオン鶴見緑地１～４階専門店宛 1個に付150円

阿倍野筋1-6　アベノマーケットパークキューズモール内各専門店宛 1個に付150円
阿倍野筋1-1-43 あべのハルカス内各専門店宛 1個に付150円
阿倍野筋1-1-61　新宿ごちそうビル 1個に付150円
松崎町1-2-8　天王寺都ホテル 1個に付150円
城見2-1-5 ケイ・オプティコムビル 大阪船場 1個に付150円
城見2-1-61ツイン21MIDタワー、ツイン21パナソニックタワー 1個に付140円
城見1-2-27クリスタルタワー 1個に付100円
城見1-3-7松下IMPビル 1個に付110円
北浜1-8-16大阪証券取引所 1個に付80円
西心斎橋1-3-3心斎橋OPA 1個に付100円
大手前1-7-31OMMビル 1個に付80円
森ノ宮中央2-1-70　もりのみやキューズモールBASE 1個に付150円

難波3-8-9　なんばマルイ
1個に付100円

メール便1通30円

安土町2-3-13　大阪国際ビルディング 大阪船場
1個に付120円
メール便30円

栗東

山梨県

野路東2丁目3番1-1、1-2、1-3、2丁目12番1号、3丁目4番74号、3丁目6番17号
パナソニック（株）宛て

草津市

長野県

大阪市北区

大阪市北区

大阪

静岡市葵区

京都

新潟県

大阪市此花区

京都府

京都市南区

大阪市淀川区

滋賀県
1個に付80円

石川県

三重県

富山県

静岡県

阪神

大阪市阿倍野区

大阪

大阪

今里

大阪府

大阪市中央区

京都市下京区

大阪船場

東住吉

5 / 7 ページ



都道府県 市 ・ 区 ・ 町 村 施設名 営業所 配達料
堺市堺区 鉄砲町１番地 イオンモール堺鉄砲町 堺 1個に付150円
堺市北区 東浅香山町4-1-12　イオンモール北花田宛 堺 1個に付150円
堺市南区 茶山台1-3-1　パンジョ内各専門店宛 堺 1個に付80円
和泉市 あゆみ野4-4-7　ららぽーと和泉宛 泉大津 1個に付150円
四条畷市 砂4丁目3番2号　イオンモール四条畷店 寝屋川 1個に付150円
泉南市 りんくう南浜3-12　イオンモールりんくう泉南宛 泉大津 1個に付150円
大東市 赤井1-4-1　京阪百貨店　住道店宛 東大阪 1個に付150円
八尾市 光町2-60　西武百貨店　八尾店 八尾 1個に付100円

楠葉花園町15-1　くずはモール本館　宛　（株）京阪百貨店くずはモール店　宛 枚方 1個に付150円
楠葉花園町10-85　くずはモール　南館　宛 枚方 1個に付150円
河原町8-3　（株）京阪百貨店　守口店 寝屋川 1個に付150円
大日東町1-18　イオンモール大日店 寝屋川 1個に付150円

吹田市 千里万博公園2-1　EXPOCITY 茨木 1個に付150円
茨木市 松ヶ本町8-30　イオンモール茨木店 茨木 1個に付150円

豊中市 新千里東町1-5-1千里阪急 豊中
１個90円

メール便１通10円
高槻市 白梅町4-1　西武百貨店 摂津 1個に付100円

西宿1－7－22、西宿1－12－8、西宿1－13－11　みのおキューズモール内○○ 豊中
坊島1－13－10　みのおキューズモール○○ 豊中
湊1850番地　住友金属工業㈱及び構内関係企業宛 和歌山 1個最低200円
中573　イオンモール和歌山店各店舗、イオンリテール、ダイソー、トイザらス3店舗除
く

和歌山
1個に付150円

メール便1通20円

大和郡山市 下三橋町741　イオンモール大和郡山 新庄

橿原市 曲川7-20-1　イオンモール橿原アルル 新庄

1個に付150円

メール便20円

神戸市兵庫区 中之島2-1-1　イオンモール神戸店各テナント宛 神戸中央 1個150円、メール便20円

向洋町中6-9　神戸ファッションマート(各テナント宛) 神戸東 1個に付110円
向洋町東3-11　西濃運輸㈱神戸物流センター 神戸東 1個に付100円
北野町1-1　新神戸オリエンタルプラザ　各テナント 神戸中央 1個に付き100円
東川崎町1-6､7　神戸ハーバーランド　ｕｍｉｅ　各テナント 神戸中央 1個に付き150円
小野柄通8-1-8　そごう神戸店　各テナント 神戸中央 1個に付き110円
明石町40　大丸松坂屋　神戸店　各テナント 神戸中央 1個に付き150円

三宮町1-7-2　神戸マルイ各テナント宛 神戸中央
1個に付150円

メール便1通20円
尼崎市 潮江1-3-1　あまがさきキューズモール 阪神 1個に付き80円

池尻4-1-1　イオン昆陽店 阪神 1個に付き150円
藤の木1-1　イオン伊丹店 阪神 1個に付き120円
高松町14-2　阪急西宮ガーデンズテナント宛 神戸東 1個に付120円

姫路市 駅前町188-1　ピオレ姫路本館　各テナント宛 姫路 1個に付100円

川西市 栄町26番1号　川西阪急 豊中
1個に付90円
メール便10円

鳥取県 米子市 西福原2-1-10　米子しんまち天満屋各テナント宛 米子 1個に付55円
島根県 出雲市 渡橋1066　イオンモール出雲 出雲 1個に付150円

下石井1-2-1　イオンモール（リテール）岡山 岡山
1個に付150円

メール便1通20円
駅元町1-1　JR岡山駅構内　サンステーション内 岡山 1個に付100円
中山下1-8-45　クレド岡山館内 岡山 1個に付135円
表町2-1-1　天満屋岡山店 岡山東 1個に付55円

岡山市南区 浦安南町218　天満屋浦安商品倉庫 岡山東 1個に付55円

倉敷市 水江１番地　イオンモール倉敷 倉敷
1個に付150円

メール便1通20円
倉敷市 阿知1-7-1　天満屋倉敷店 倉敷 1個に付55円
津山市 新魚17　天満屋津山店 津山 1個に付55円

西観音4-24　福屋　商品センター 広島 1個に付80円
井口明神1-16-1　天満屋百貨店アルパーク店 広島東 １個に付55円
扇町２－１－４５　ＬＥＣＴ宛 廿日市 1個に付150円

基町6-27　広島そごう本館・新館宛 広島 1個に付80円

基町6-78　パセーラ 広島
1個に付150円

2個以上は100円
胡町2-26　福屋 広島 1個に付80円

本通10-1　パルコ広島店本館 広島東
１個に付150円
メール便20円

新天地2-1　パルコ広島店新館 広島東
１個に付150円
メール便20円

松原町9-1 　福屋　広島駅前店 1個に付80円
仁保2-1　マツダ㈱渕崎工場 1個に付150円
仁保沖町1-1（全域）　マツダ㈱ 1個に付150円
宇品東4-3　マツダ㈱構内協力会社団地 1個に付150円
宇品東5-3　㈱マツダＥ＆Ｔ 1個に付150円
宇品東5-3-38　トーヨーエイテック㈱、㈱マツダエース 1個に付150円

広島市安佐南区 緑井5-22-1　天満屋百貨店緑井店 広島東 １個に付55円
府中町大須2-1-1　イオンモール広島府中店　各テナント宛 1個に付150円
府中町新地3-1　マツダ㈱本社 1個に付150円
元町1-1　天満屋福山店 1個に付55円
西町1丁目1-1　エフピコRim 1個に付80円

1個に付50円
メール便1通20円

守口市

神戸市東灘区

兵庫県

1個に付き150円
メール便1通20円

1個120円
メール便1通10円

奈良市

広島海田

神戸市中央区

高松町14-１　西宮阪急店各テナント宛 神戸東

岡山県

奈良県

広島市南区

岡山市北区

箕面市

安芸郡

伊丹市

広島県

福山市

西宮市

和歌山市和歌山県

広島宇品

西大寺東町2-4-1　ならファミリー

福山

広島市中区

広島市西区

枚方市大阪府

奈良
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都道府県 市 ・ 区 ・ 町 村 施設名 営業所 配達料
愛媛県 今治市 にぎわい広場１番地１　イオンモール今治新都市 今治 1個に付150円
香川県 高松市 常磐町1-3-1　瓦町FLAG 高松 1個に付100円

寺島本町西1-5　徳島そごう 徳島 1個に付80円

南末広町4-1　イオンモール徳島店 徳島
1個に付き150円
メール便20円

高知県 高知市 帯屋町1-6-1　高知大丸 高知 1個に付80円
住吉1-2-22・25　ｷｬﾅﾙｼﾃｨ博多内  各ﾃﾅﾝﾄ宛 福岡 1個に付100円
博多駅中央街1-1 ＪＲ博多シティ・アミュウプラザ・博多阪急百貨店宛のみ 1個に付150円
博多駅中央街1-1　ヨドバシ博多店 １個に付130円
博多駅前3-25-21　博多駅前ビジネスセンタービル宛 1個に付100円
博多駅前2-10-19　福岡ファッションビル宛 1個に付60円
博多駅中央街6-12　ヨドバシ博多店 1個に付130円

博多駅中央街9-1　KITTE博多
1個に付150円

メール便1通20円
上呉服町10-10　呉服町ビジネスセンタービル宛 1個に付100円
博多駅中央街1-1　博多デイトス宛 1個に付100円
祇園町9-2　キャナルシティ博多イーストビル宛 1個に付100円
天神1丁目・2丁目 福岡 1個に付180円

天神2丁目　天神地下街 福岡箱崎
1個に付160円

メール便1通20円
天神2-2-43西鉄ソラリアプラザ宛 1個に付165円
天神2-11-3西鉄ソラリアステージ宛 1個に付165円
天神2-11-1福岡パルコ宛 福岡箱崎 1個に付100円
天神4-3-20　ノース天神 1個に付180円
天神4-3-8　ミーナ天神 1個に付180円
天神4-4-11　イオンストアショッパーズ福岡店 1個に付180円
地行浜2-2-1　ホークスタウン宛 1個に付100円
地行浜2-2-3　ヒルトン福岡シーホーク4Ｆ　各テナント宛 1個に付100円
西中洲 1個に付180円
浅野1-1-1アミュプラザテナント内 北九州 1個に付150円
京町3-1-1　コレット井筒屋 北九州 1個に付70円

北九州市小倉南区 下曽根新町10-1　サニーサイドモール 北九州 1個に付150円
粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1イオンモール福岡 福岡中央 1個に付120円
久山町大字山田1111　トリヤス久山宛 福岡中央 1個に付100円
小戸2-12-30　マリノアシティ宛 福岡中央 1個に付100円
橋本2-27-2　木の葉モール橋本 福岡中央 1個に付150円

筑紫野市 立明寺434-1　イオンモール筑紫野・筑紫野ビブレ宛 大野城
1個に付120円

メール便一通20円
大牟田市 岬町3-4　イオンモール大牟田　各テナント宛 大牟田 1個に付150円
福津市 793番地　イオンモール福津　各テナント宛 北九州南 1個に付150円

長崎市 尾上町1－1アミュプラザ長崎内 長崎
1個に付き100円
メール便20円

佐世保市 新港町させぼ五番街○○ 佐世保
1個に付100円

メール便1通20円

熊本市中央区 下通１丁目3-8　下町NSビル（ＣＯＣＯＳＡ） 熊本東
1個に付140円

メール便1通25円
上益城郡 嘉島町上島2232　ショッピングセンター熊本クレア　各テナント宛 熊本 1個に付150円

大分県 大分市 要町1-14　アミュプラザおおいた 大分 1個に付150円

宮崎県 都城市
栄町4672番地　イオンモールミエル都城駅前店テナント宛
（イオンストア九州・ダイソー・ベスト電器除く）

都城
1個に付150円

2個以上は100円
鹿児島市 東開町7　イオン鹿児島ショッピングセンター宛 鹿児島 1個に付150円

東餅田336　イオンタウン姶良店東街区 鹿児島空港 1個に付100円
西餅田264-1　イオンタウンＳＣ姶良店 鹿児島空港 1個に付100円

沖縄県 中頭郡 北中城村アワセ土地区画整理事業区域内　イオンモール沖縄ライカム店内 沖縄 1個に付150円

姶良市

北九州市小倉北区

福岡県

福岡市博多区

徳島市徳島県

福岡

福岡市中央区

福岡市西区

糟屋郡

福岡県

鹿児島県

長崎県

熊本県

福岡

福岡

福岡中央
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