
「限定場所配達実費」対象施設・地区一覧

施設名 金額（税別） 施設名 金額（税別）

新宿区西新宿３－２０－２ 東京オペラシティビル 120円/個

旭川市宮下通７－２－５ イオンモール旭川駅前 150円/個 新宿区西新宿３－７－１ パークタワー 120円/個

世田谷区玉川２－２１－１ 二子玉川ライズショッピングセンター 100円/個

世田谷区玉川３－８－２ 玉川高島屋ショッピングセンター 200円/個

仙台市青葉区中央１－２－３ ＳＥＮＤＡＩＭＡＫＥＯＮＥＢ１～１９Ｆ 150円/個 千代田区一ツ橋１－１－１ 毎日新聞社本社 150円/個

仙台市泉区寺岡６丁目地内 泉パークタウン「タピオ」 150円/個 千代田区永田町２－１－１ 参議院会館 100円/個

仙台市泉区大沢１－５－１ イオンタウン仙台泉大沢 150円/個 　　　※１梱包50㎏以内、50~100㎏は2個扱い

仙台市太白区長町７－２０－５ ララガーデン長町 130円/個 千代田区外神田４－１４－１ 秋葉原ＵＤＸ 100円/個

　　　※３辺合計260cm、50ｋｇまで 　　　※１個20kgまで

名取市増田字関下４６０ イオンモール名取エリア 150円/個 千代田区丸の内１－５－１ 新丸の内ビルディング 120円/個

（イオン・三越は除く） 千代田区丸の内１－９－１ 大丸東京店 230円/個

千代田区丸の内２－１－１ 明治安田生命ビル 80円/個

千代田区丸の内２－４－１ 丸の内ビルディング 120円/個

秋田市御所野地藏田１－１－１ イオンモール秋田 150円/個 千代田区丸の内２－７－２ ＪＰタワー 100円/個

秋田市中通２－６－１ 西武秋田店 100円/個 　　　※３辺合計130cm、30kgまで

千代田区紀尾井町４－１ 200円/個

山形市城南町１－１－１ 霞城セントラル 130円/個 千代田区神田花岡町１－１ ヨドバシＡｋｉｂａ 120円/個

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 150円/個 千代田区神田駿河台４－６ 御茶ノ水ソラシティ 90円/個

　　　※３辺合計170cm、30kgまで

千代田区神田淡路町２－１０５番地外 ワテラスタワー 90円/個

つくば市稲岡６６－１ イオンモールつくば店 120円/個 　　　※３辺合計170cm、30kgまで

つくば市研究学園Ｃ５０街区１ イアースつくばショッピングセンター 100円/個 千代田区大手町１－３－７ 日本経済新聞社 100円/個

つくば市吾妻１－７－１ 西武百貨店筑波店 100円/個 　　　※30kgまで

水戸市泉町１－６－１ 水戸京成百貨店 100円/個 千代田区東京駅全般 東京駅構内（ＪＲ関連各社） 300円/個

土浦市上高津３６７ イオン土浦ショッピングセンター 100円/個 千代田区東京駅地下全般 地下名店街 300円/個

千代田区内幸町１－２－１ 日土地内幸町ビル 300円/個

千代田区内幸町２－１－１ 飯野ビル 100円/個

高崎市棟高町１４００ イオンモール高崎 120円/個 　　　※３辺合計130cm、20kgまで

千代田区内幸町２－１－４ 日比谷中日ビル 300円/個

千代田区有楽町２－５－１ ルミネ有楽町店 100円/個

さいたま市大宮区吉敷町４－２６７ コクーン１、コクーン２、コクーン３ 100円/個 　　　※３辺合計130cm、20kgまで

さいたま市大宮区桜木町２－３ 大宮ＯＰＡ 100円/個 千代田区有楽町２－７－１ 有楽町イトシア 100円/個

さいたま市中央区さいたま新都心７街区１１ 小池ビル 175円/個 台東区花川戸１－４－１ 東武鉄道浅草駅ビル 100円/個

さいたま市中央区錦町６２－２ 埼玉新都心地域冷暖房センター 175円/個 「浅草ＥＫＩＭＩＳＥ」

さいたま市中央区上木崎１－８－３０ 関東郵政局等庁舎 175円/個 大田区羽田空港 羽田空港国際線ターミナルＪＡＬ 1,100円/個

さいたま市中央区上木崎１－８－３５ さいたま新都心郵便局 175円/個 ＡＢＣカウンター

さいたま市中央区上落合２－１１ さいたま広域合同庁舎高層棟１号館 175円/個 　　　※３辺合計130cm、20kgまで

さいたま市中央区上落合２－２７ さいたまスーパーアリーナ 175円/個 　　　※但し、旅行用スーツケース、ゴルフバックは対応可

さいたま市中央区上落合２－３０ ８番館事業所 175円/個 中央区京橋３－１－１ 東京スクエアガーデン 90円/個

さいたま市中央区上落合２－４０ けやき広場 175円/個 中央区晴海１－８ 晴海アイランドトリトンスクエア 150円/個

さいたま市中央区上落合４６５－２ 林ビル 175円/個 　　　※１個30KG以内30個まで

さいたま市中央区上落合高谷橋２－３７ 公立学校共済組合福祉施設 175円/個 中野区中野４－１０－１ 中野セントラルパークイースト 100円/個

さいたま市中央区上落合高谷橋２－４０ ＮＴＴドコモ埼玉ビル 175円/個 中野区中野４－１０－２ 中野セントラルパークサウス 100円/個

さいたま市中央区新都心 明治安田生命さいたま新都心ビル 175円/個 品川区勝島１－１－１ 勝島ＳＲＣ（佐川流通センター） 60円/個

さいたま市中央区新都心２－１  さいたま広域合同庁舎高層棟２号館 175円/個 品川区西五反田７－２２－１７ 東京卸売センター（ＴＯＣ） 300円/個

さいたま市中央区新都心２－２ ホテルブリランテ武蔵野 175円/個 品川区大崎２丁目地内 大崎ＴｈｉｎｋＰａｒｋ 100円/個

さいたま市中央区新都心３－２ 簡保事業団福祉施設 175円/個 品川区八潮３－２－３８ 大井ＳＲＣ（佐川流通センター） 60円/個

さいたま市中央区新都心４−３ ウェルクビル 175円/個 豊島区南池袋１－２８－１ 100円/個

さいたま市中央区新都心４－１ ＦＳＫビル 175円/個

さいたま市中央区新都心４－１２ ミツエビル 175円/個

さいたま市中央区北袋町１－２１－２ 検査棟 175円/個 豊島区西池袋１－１－２５ 東武百貨店池袋店 120円/個

さいたま市中央区北袋町１－２１－３ ラフレ 175円/個 板橋区板橋２－４－６６ 120円/個

越谷市東町２－８ イオンレイクタウンＭＯＲＩ 150円/個

越谷市東町４－２１－１－Ａ イオンレイクタウンＫＡＺＥ 150円/個 墨田区押上１－１－２ 東京スカイツリータウン 100円/個

越谷市東町４－５０ レイクタウンアウトレット 150円/個 　　　※20kgまで

春日部市下柳４２０－１ イオンモール春日部店 120円/個 墨田区太平４－１－２ オリナス 100円/個

春日部市粕壁東２－５－１ そごう西武春日部店 100円/個 　　　※20kgまで

所沢市日吉町１２－１ 西武百貨店所沢店 90円/個 目黒区三田１ 恵比寿ガ－デンプレイス 100円/個

川越市脇田町１０５ 川越アトレマルヒロ店 100円/個 町田市原町田６－１－６ 町田マルイ 100円/個

川口市栄町３－５−１ そごう川口店 100円/個 町田市原町田６－４－１ 町田東急ツインズ 140円/個

東松山市あずま町４－３  ピオニウォーク東松山 150円/個 東久留米市南沢５－１７－６２ イオンモール東久留米店 120円/個

日野市多摩平２－４ イオンモール多摩平の森 150円/個

八王子市旭町１－１ セレオ八王子店 100円/個

千葉市中央区新町１０００ 千葉そごう 100円/個 武蔵村山市榎１－１－３ イオンモールむさし村山ミュー 150円/個

千葉市美浜区豊砂１－１ イオンモール幕張新都心 120円/個 （ジャスコ・三越除く）

浦安市入船１－４－１ ダイエーショッパーズプラザ新浦安店 100円/個 吉祥寺商店街 135円/個

浦安市入船１－５－１ ショッピングセンターモナ 100円/個

浦安市入船１－５－２ 明治生命新浦安ビル 100円/個 武蔵野市吉祥寺本町１－１９－１ ヨドバシ吉祥寺 120円/個

浦安市舞浜１－１４ イクスピアリ 150円/個 西多摩郡日の出町安井６４７－１ イオンモール日の出 150円/個

成田市古込１−１ 新東京国際空港（成田空港） 1,100円/個

ＡＢＣカウンター

船橋市本町１－２－１ 西武百貨店船橋店 90円/個 横浜市戸塚区品濃町５３７－１ 西武百貨店東戸塚店オーロラモール 90円/個

船橋市本町７－１－１ 東武百貨店 80円/個 横浜市港南区上大岡西１－６－１ 京急百貨店上大岡店 100円/個

柏市若柴１７５ ららぽーと柏の葉 100円/個 横浜市西区みなとみらい ランドマークタワー 120円/個

木更津市築地１－４ イオンモール木更津 150円/個 横浜市西区みなとみらい２－３ クイーンズスクエア横浜 120円/個

木更津市中島地先海ほたる 海ほたるパーキングエリア 250円/個 「クイーンズタワーＡ」、「クイーンズタワーＢ」、

「クイーンズタワーＣ」、「アット！」

横浜市西区みなとみらい３－５ ＭＡＲＫ　ＩＳ〈マークイズ〉 100円/個

江戸川区臨海町３－６－２ 東京ベ・マルシェ 70円/個 横浜市西区みなとみらい４－４－５ 横浜アイマークプレイス 120円/個

江東区青梅１ パレットタウンウェストモール 130円/個 横浜市西区みなとみらい４－６－２ みなとみらいグランドセントラルタワー 100円/個

江東区豊洲２ ららぽーと豊洲 100円/個 横浜市西区高島２－１８－１ 横浜新都市ビル 100円/個

港区元赤坂１－２－７ 赤坂Ｋタワー 200円/個 横浜そごう

　　　※３辺合計340cm、60ｋｇまで 横浜市西区南幸１－４ ダイヤモンド地下街 100円/個

港区虎ノ門１－２３－３ 虎ノ門ヒルズ 横浜市西区南幸１－５－１  相鉄ジョイナス 100円/個

　　　※３辺合計170cm、30ｋｇまで 100円/個 横浜市西区北幸１－２－７ ヨドバシ横浜ビル 120円/個

　　　※３辺合計171cm～340cm、60ｋｇまで 200円/個 横浜市青葉区美しが丘１－１－２ たまプラーザテラス 100円/個

港区虎ノ門４－１－２８ 虎ノ門タワーズオフィス 100円/個 横浜市青葉区美しが丘１－７ 東急百貨店たまプラーザ店 100円/個

　　　※３辺合計170cm、30kgまで 横浜市中区元町１丁目～５丁目 共同配送地区 150円/個

港区芝浦１－１－１ 東芝ビル 120円/個 横浜市中区新港町１１ 横浜ワールドポーターズ専門店街 120円/個

港区赤坂５－３－１ 赤坂Ｂｉｚタワー 100円/個 横浜市都筑区池辺町４０３５－１ ららぽーと横浜 100円/個

　　　※３辺合計170cm、30kgまで 横浜市都筑区中川中央１－２５ ノースポート・モール 100円/個

港区赤坂９－７－１ 東京ミッドタウン 100円/個 横浜市都筑区中川中央１－３１－１ モザイクモール港北 120円/個

　　　※３辺合計170cm、30kgまで 川崎市幸区大宮町１３１０ ミューザ川崎 100円/個

港区六本木１－９－１０ アークヒルズ仙石山森タワー 川崎市幸区堀川町５８０ ソリッドスクエアービル 50円/個

3個口まで150円/個､4個以上+50円/個 川崎市幸区堀川町７２－１ ラゾーナ川崎プラザ 100円/個

　　　※３辺合計180cm、30kgまで 川崎市幸区堀川町７２－３４ 東芝ビルスマートコミュニティセンター 120円/個

港区六本木６－１０－１ 六本木ヒルズ 川崎市川崎区桜本２－３２－１ ラポール川崎ＳＲＣ 80円/個

＜対象ビル名＞ 川崎市中原区小杉３－４７２ 武蔵小杉東急スクエア 120円/個

森タワー、テレビ朝日、けやき坂コンプレックス、 川崎市中原区新丸子東３－１１３５ グランツリー武蔵小杉 150円/個

けやき台テラス、グランドハイアット、 川崎市中原区新丸子東３－１３０２ ららテラス武蔵小杉 120円/個

ハリウッドビューティープラザ、メトロハット、 川崎市麻生区上麻生１－１－１ 新百合丘ＯＰＡ 150円/個

ゲートタワー、レジデンスＡ～Ｄ 相模原市南区相模大野３－２ ｂｏｎｏ　相模大野 100円/個

3個口まで150円/個､4個以上+50円/個 藤沢市辻堂神台１－３－１ ｔｅｒｒａｃｅ　ｍａｌｌ湘南〈テラスモール湘南〉 100円/個

渋谷区宇田川町２１－１ 西武百貨店渋谷店 100円/個 小田原市中里２０８ 西武小田原ダイナシティウエスト 100円/個

Ａ館、Ｂ館、モウ゛ィータ館、Ｌｏｆｔ

渋谷区恵比寿４ 恵比寿ガ－デンプレイス 100円/個

渋谷区玄坂１－１２ 渋谷マークシティ 100円/個 新潟市中央区万代島５－１ 万代島ビル 100円/個

渋谷区渋谷２－２１－１ 渋谷ヒカリエ 200円/個

新宿区西新宿１－１－３ 小田急百貨店 100円/個

新宿区西新宿１－１－４ 京王百貨店 100円/個 高岡市下伏間江３８３ イオンモール高岡 150円/個

新宿区西新宿２－６－１ 住友ビル 120円/個

武蔵野市吉祥寺本町１丁目１～１５番、
武蔵野市吉祥寺南町１丁目１～５番

　神奈川県

　東京都

　新潟県

　富山県

　茨城県

　群馬県

　埼玉県

西武百貨店池袋店
ロフト，ウェーブ、イルムス館、
良品計画無印良品

東武百貨店池袋店
下板橋商品センター

　千葉県

住所 住所

　北海道

　宮城県

　秋田県

ホテルニューオータニ
本館・別館（ガーデンコート）　山形県

※着払・代引・JITBOXに関しては、お届け先のご都合により対応できない場合もございます。
※平成２７年２月１日現在の情報を基に作成しております。 1 / 2 ページ



「限定場所配達実費」対象施設・地区一覧

施設名 金額（税別） 施設名 金額（税別）住所 住所

大阪市北区梅田３－１－３ ノースゲートビル 120円/個

かほく市内日角タ２５ イオンかほくショッピングセンター 150円/個 大阪市北区梅田３－４－５ 毎日新聞社ビル 120円/個

（インテシオビルも含む）

大阪市淀川区宮原３－４－３０ ニッセイ新大阪ビル 130円/個

甲斐市志田字柿木６４５－１ ラザウォーク 150円/個 大阪市浪速区難波中２－１０－７０ なんばパークス 120円/個

中巨摩郡昭和町飯喰１－１２ イオンモール甲府昭和 150円/個 　　　※１個40kg、4才まで

堺市南区茶山台１－３－１ パンジョ 80円/個

堺市北区東浅香山４－１－２ イオンモール堺北花田プラウ 150円/個

大垣市林町６－８０－２１ アクアウォーク大垣 150円/個 （阪急百貨店、ジャスコ宛除く）

守口市河原町８－３ 京阪百貨店守口店 150円/個

泉佐野市泉州空港北１ 関西国際空港ＪＡＬ 1,100円/個

静岡市葵区御幸町１０－２ 大丸松坂屋百貨店、松坂屋静岡店 100円/個 ＡＢＣ出発カウンター

静岡市葵区黒金町４９ パルシェ 150円/個 　　　※３辺合計130cm、20kgまで

静岡市葵区鷹匠１－１－１ 新静岡セノバ 5円/kg 　　　※但し、旅行用スーツケース、ゴルフバックは対応可

(最低100円) 大東市赤井１－４－１ 京阪百貨店住道店 150円/個

静岡市葵区柚木１９１ ＭＡＲＫ　ＩＳ静岡 150円/個 （ポップタウン住道オペラパーク内）

浜松市浜北区貴布祢１２００ プレ葉ウォーク浜北 150円/個 八尾市光町２－６０ 西武八尾店 100円/個

磐田市高見丘１２００番地 ららぽーと磐田 150円/個 枚方市楠葉花園町１５－１ 京阪くずはモール京阪百貨店 150円/個

箕面市西宿１－１７－２２ 箕面マーケットパークヴィソラ各テナント 130円/個

和泉市あゆみ野４－４－７ ららぽーと和泉店 150円/個

名古屋市港区西茶屋２－１１ イオンモール名古屋茶屋店 150円/個

名古屋市港区熱田前新田字中川東６－１ ＪＲ東海物流気付「ＪＲ高島屋」 130円/個

名古屋市西区牛島町６－１ 名古屋ルーセントタワー 80円/個 神戸市中央区御幸通８－１－１６ 西武そごう神戸店　新館 100円/個

名古屋市西区二方町４０ ｍｏｚｏワンダーシティ 150円/個 神戸市中央区小野柄通８－１－８ 西武そごう神戸店　本館 100円/個

（ジャスコ宛除く） 神戸市中央区東川崎町１－７－２ 神戸ハーバーランドｕｍｉｅ 150円/個

名古屋市千種区星ヶ丘元町１４－１４ 三越星ヶ丘店 100円/個 神戸市中央区北野町１ 新神戸オリエンタルホテル 100円/個

名古屋市中区栄３－５－１ 三越栄店 100円/個 神戸市東灘区向洋町中６－９ 神戸ファッションマート 110円/個

名古屋市中区栄３－６－１ 三越ラシック店 100円/個 伊丹市池尻４－１－１ イオン伊丹昆陽ショッピングセンター 150円/個

名古屋市中区栄３ 大丸松坂屋名古屋店 150円/個 伊丹市藤ノ木　１－１－１ イオンモール伊丹テラス 120円/個

名古屋市中村区岩塚町１－７７ 大丸松坂屋集約センター 150円/個 西宮市高松町１４－２ 阪急西宮ガーデンズ 120円/個

名古屋市中村区名駅１－１－４ ＪＲ高島屋宛 130円/個 尼崎市潮江１－３－１ ＣＯＣＯＥ尼崎店 80円/個

名古屋市東区東桜１－１－１０ アーバンネット名古屋ビル 150円/個 姫路市駅前町１８８－１ ｐｉｏｌｅ（ピオレ）姫路本館 100円/個

名古屋市南区菊住１－７－１０ イオンモール新瑞橋店 90円/個

名古屋市緑区鳴海町字徳重１８－４ ヒルズウォーク徳重ガーデンズ 150円/個

一宮市木曽川町大字黒田字南八ッヶ池２５ イオンモール木曽川キリオ 150円/個 橿原市曲川町７－２０－１ イオンモール橿原アルル 150円/個

（ジャスコ宛除く） （ジャスコ宛は除く）

稲沢市長野７－１－２ リーフウォーク稲沢 150円/個 大和郡山市三橋町７４１ イオンモール大和郡山 150円/個

（アピタ稲沢宛除く）

岡崎市戸崎町字外山３８－５ イオンモール岡崎 150円/個

小牧市三ツ渕惣作１３５０ 佐川急便小牧流通センター 30円/個 和歌山市中字楠谷５７３ イオンモール和歌山 150円/個

各テナント

常滑市セントレア１ 中部国際空港（セントレア） 1,100円/個

ＡＢＣカウンター 岡山市北区駅元町１－１ 岡山駅構内 100円/個

　　　※３辺合計120cm、20kgまで 岡山市北区中山下１－８－４５ ＮＴＴクレドビル 135円/個

岡山市北区表町２－１－１ 天満屋岡山店 100円/個

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 150円/個 岡山市北区下石井１－２－１ イオンモール岡山 150円/個

アピタ名古屋空港店 倉敷市阿知１－７－１ 天満屋倉敷店 100円/個

鈴鹿市庄野羽山４－１－２ イオンモール鈴鹿 120円/個 広島市安佐南区緑井５－２２－１ 天満屋緑井店 80円/個

員弁郡東員町長深字築田５１０－１ イオンモール東員店 150円/個 広島市西区井口明神１－１６－１ 天満屋アルパーク店 80円/個

広島市中区基町６−７８ 基町クレドパセーラ 150円/個

広島市中区基町６－２７ そごう広島店本館・新館・各テナント宛 300円/個

草津市新浜町３００ イオンモール草津 150円/個 広島市南区宇品東５ マツダ 2.5円/kg

大津市におの浜２－３−１ 西武大津店 80円/個 (最低400円)

福山市元町１－１ 天満屋福山店 150円/個

福山市西町１－１－１ エフピコＲｉｍ（旧：福山ロッツ） 100円/個

京都市右京区西院追分町２５−１ イオンモール京都ハナ内専門店街 150円/個 安芸郡府中町新地３－１ マツダ 2.5円/kg

京都市下京区東塩小路町５９０－２ 京都ヨドバシビル 120円/個 (最低400円)

京都市中京区河原町通四条上ル 河原町ＯＰＡ

4才40kgまで200円/個

1才10kg増すごとに+100円 徳島市寺島本町西１－５ そごう徳島店 90円/個

京都市南区久世高田町３７６ イオンモール京都桂川 150円/個

京都市南区西九条鳥居口町１ イオンモールＫＹＯＴＯ 150円/個

京都市伏見区南寝小屋町５ 佐川グローバルロジスティクス京都支店、 50円/個 福岡市西区橋本２－２７－２ 木の葉モール橋本 150円/個

京都ＳＲＣ　各テナント 福岡市西区小戸２ マリノアシティ福岡 100円/個

久世郡久御山町森南大内１５６ イオンモール久御山 150円/個 福岡市中央区地行浜２－２－１ ホークスタウン 100円/個

福岡市中央区地行浜２－２－３ ホテルシーホーク 70円/個

福岡市中央区天神１～５丁目 共同配送地区 180円/個

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１ 新宿ごちそうビル 150円/個 福岡市中央区天神２ 天神地下街 60円/50kg

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－１－４３ あべのハルカス 150円/個 (最低150円)

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－６－１ あべのキューズモール 150円/個 福岡市中央区天神２－１１－１ 福岡パルコ 150円/個

大阪市阿倍野区阿倍野筋１－５－１ 近映会館ビル 400円/個 福岡市中央区天神２－１１－３ ソラリアステージビル 165円/個

大阪市阿倍野区松崎町１－２－８ 天王寺都ホテル 150円/個 福岡市中央区天神２－２－４３ ソラリアプラザビル 165円/個

大阪市此花区島屋４－４－５１ 佐川ＳＲＣ 100円/個 福岡市博多区祇園町９－２ キャナルシティ博多イースト 100円/個

大阪市此花区島屋６－２－６１ ユニバーサル・シティウォーク大阪 200円/個 福岡市博多区住吉１－２ キャナルシティ博多 100円/個

各テナント 福岡市博多区上呉服町１０ー１０ 呉服町ビジネスセンタービル 100円/個

大阪市住之江区南港北１－１４－１６ アジア太平洋センター 120円/個 福岡市博多区博多駅中央街１－１ ＪＲ博多シティ 150円/個

大阪市西区千代崎３－１３－１ イオンモール大阪ドームシティ 120円/個 福岡市博多区博多駅中央街１－１ 博多デイトス 100円/個

大阪市中央区久太郎町２－４－３１ 倉敷紡績㈱本社ビル 100円/個 北九州市小倉北区浅野１－１－１ 小倉ターミナルビル 150円/個

大阪市中央区城見１－２－２７ ツイン２１（ナショナルタワー・ＭＩＤタワー） 4個口以上は1個増す毎に70円

クリスタルタワー 大牟田市岬町３－４ イオンモール大牟田 150円/個

110円/個､1個増すごとに+50円 福津市７９３ イオンモール福津店 150円/個

大阪市中央区西心斎橋１－４ 心斎橋ＯＰＡ 100円/個 筑紫野市立明寺４３４－１ イオンモール筑紫野 150円/個

大阪市中央区大手前１−７−３１ ＯＭＭビル 80円/個 糟屋郡久山町大字山田字高柳１１５２－１ トリアス久山 100円/個

（マーチャンダイズマートビル） 糟屋郡粕屋町大字酒殿老ノ木１９２－１ イオンモール福岡ルクル 150円/個

大阪市中央区天満橋京町１－１ 京阪シティモール 100円/個

大阪市中央区北浜１－８－１６ 大阪証券取引所ビル 100円/個

大阪市鶴見区鶴見４－１７－１ イオンモール鶴見リーファ 150円/個 佐世保市神港町２－１ させぼ五番街 150円/個

（ジャスコ宛除く） 長崎市尾上町１－８９ アミュプラザ長崎 150円/個

大阪市天王寺区悲田院町１０－３９ 天王寺ミオ本館 100円/個

大阪市北区角田町８－１ 梅田阪急ビルオフィスタワー 120円/個

大阪市北区大深町１－１ ヨドバシ梅田 120円/個 熊本市 共同配送地区 160円/個

大阪市北区大深町３－１、３－６０、４－２０ グランフロント大阪　北館・南館 120円/個 　安政町、上通町、上林町、草葉町、辛島町、

大阪市北区大淀中１－１－８８ 梅田スカイビル 120円/個 　紺屋町、紺屋今町、桜町、下通り、新市街、

大阪市北区中崎西２－４－１２ 梅田センタービル 120円/個 　水道町、中央街、千葉城町、手取本町、二の丸、

大阪市北区中之島２－３－１８ 中之島フェスティバルタワー 120円/個 　花畑町、本丸、宮内町、山崎町、練兵町

大阪市北区中之島３－３－２３ 中之島ダイビル 120円/個 上益城郡嘉島町上島字長池２２３２ イオンモール熊本クレア 100円/個

大阪市北区中之島３－６－３２ ダイビル本館 120円/個 （ジャスコ、アンビオンス除く）

大阪市北区堂島１－６－２０ 堂島アバンザ 120円/個

大阪市北区梅田１－１０ ＮＴＴドコモ関西 120円/個

（ＮＴＴドコモ関西ＤＴタワー内） 大分市公園通り西２－１ ジャスコパークプレイス 100円/個

大阪市北区梅田２－２－２２ ヒルトン・ウエスト 120円/個

（第二吉本ビル）

大阪市北区梅田２－２－２２ ハービス・エント 120円/個 都城市栄町４６７２－５ イオンモールＭｉＥＬＬ（ミエル） 150円/個

（梅田阪神第二ビル） 都城駅前店

大阪市北区梅田２－４－９ ブリーゼタワー 120円/個

大阪市北区梅田２－５－２５ ハービスＯＳＡＫＡ 120円/個

大阪市北区梅田３－１－１ サウスゲートビル 120円/個

大阪市北区梅田３－１－１ 大丸百貨店梅田店 120円/個

大阪市北区梅田３－１－１ 東急ハンズ梅田店 120円/個

（大丸百貨店内）

　宮崎県

　徳島県

　福岡県

　大阪府

　長崎県

　熊本県

　大分県

　和歌山県

　岡山県

　三重県 　広島県

　滋賀県

　京都府

　山梨県

　岐阜県

　静岡県

　愛知県

　兵庫県

　奈良県

　石川県

※着払・代引・JITBOXに関しては、お届け先のご都合により対応できない場合もございます。
※平成２７年２月１日現在の情報を基に作成しております。 2 / 2 ページ


