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京都市右京区 滋賀県大津市 奈良県奈良市

京北赤石町 朝日 藺生町 大塔町宇井 西吉野町西新子 愛田 島ケ原 馬田
京北明石町 荒川 荻町 大塔町小代 西吉野町西野 青山羽根 島ケ原（川南） 畑村
京北浅江町 小野 小倉町 大塔町阪本 西吉野町西日裏 阿山ハイツ 島ケ原（不見上） 馬場
京北井崎町 北小松 上深川町 大塔町猿谷 西吉野町桧川迫 石川 島ケ原（山菅） 東山タウン
京北井戸町 北比良 下深川町 大塔町篠原 西吉野町平雄 伊勢路 島ケ原（町） 東湯舟
京北宇野町 木戸 月ヶ瀬石打 大塔町清水 西吉野町平沼田 出後 島ケ原（中村） 一ツ家
京北漆谷町 栗原 月ヶ瀬尾山 大塔町簾 西吉野町北曽木 上村 島ケ原（奥村） 平田
京北大野町 湖青 月ヶ瀬嵩 大塔町惣谷 西吉野町南山 内保 島ケ原（大道） 広瀬
京北小塩町 水明 月ヶ瀬月瀬 大塔町辻堂 西吉野町向加名生 円徳院 島ケ原（中矢） 福川
京北柏原町 大物 月ヶ瀬長引 大塔町堂平 西吉野町宗川野 老川 下阿波 別府
京北片波町 八屋戸 月ヶ瀬桃香野 大塔町閉君 西吉野町本谷 大江 下川原 鳳凰寺
京北上黒田町 南小松 都祁小山戸町 大塔町殿野 西吉野町百谷 岡田 下拓殖 槇山
京北上中町 南比良 都祁甲岡町 大塔町中井傍示 西吉野町八ツ川 奧鹿野 下友田 猿野
京北上弓削町 南船路 都祁こぶしが丘 大塔町中原 西吉野町屋那瀬 奧馬野 新堂 丸柱
京北熊田町 和邇今宿 都祁白石町 大塔町中峯 西吉野町湯川 音羽 千貝 御代
京北五本松町 和邇春日 都祁相河町 大塔町引土 西吉野町湯塩 柏尾 千戸 真泥
京北塩田町 和邇北浜 都祁友田町 大塔町飛養曽 西吉野町夜中 炊村 高尾 妙楽地
京北室谷町 和邇髙城 都祁馬場町 西吉野町赤松 西吉野町和田 柏野 瀧 諸木
京北下町 和邇中 都祁吐山町 西吉野町尼ケ生 西吉野町賀名生 勝地 楯岡 山畑
京北下宇津町 和邇中浜 都祁南之庄町 西吉野町永谷 上阿波 種生 湯舟
京北下熊田町 和邇南浜 針町 西吉野町江出 上友田 田中
京北下黒田町 針ケ別所町 西吉野町老野 川合 玉滝
京北下中町 来迎寺町 西吉野町小古田 川上 柘植町
京北下弓削町 西吉野町大峯 川北 寺脇
京北周山町 西吉野町奧谷 川西 富岡
京北芹生町 西吉野町大日川 川東 富永
京北田貫町 西吉野町陰地 北山 中柘植
京北中地町 西吉野町唐戸 希望が丘西 中友田
京北辻町 西吉野町川岸 希望が丘東 中馬野
京北塔町 西吉野町川股 霧生 中村
京北栃本町 西吉野町黒淵 甲野 西之澤
京北鳥居町 西吉野町神野 腰山 西湯舟
京北中江町 西吉野町阪巻 小杉 野村
京北西町 西吉野町鹿場 坂下 波敷野
京北灰屋町 西吉野町城戸 ※伊賀市阿保、桐ヶ丘はお届け可能です。
京北初川町 西吉野町勢井
京北比賀江町 西吉野町滝
京北細野町 西吉野町立川渡
京北宮町 西吉野町津越
京北矢代中町 西吉野町十日市 神島町 菅島町 桃取町
京北弓槻町 西吉野町茄子原 坂手町 答志町

※奈良県宇陀郡曽爾村、御杖村は取扱除外地域となります。

奈良県五條市 三重県伊賀市

三重県鳥羽市
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龍神村 中辺路町 本宮町 有田川町粟生 有田川町久野原 有田川町沼谷 すさみ町江住 すさみ町佐本追川 すさみ町佐本深谷
(旧大塔村）鮎川 (旧大塔村）下川上 (旧大塔村）平瀬 有田川町板尾 有田川町境川 有田川町東大谷 すさみ町大鎌 すさみ町佐本中 すさみ町周参見
(旧大塔村）九川 (旧大塔村）下川下 (旧大塔村）深谷 有田川町井谷 有田川町清水 有田川町日物川 すさみ町大谷 すさみ町佐本中野 すさみ町太間川
(旧大塔村）串 (旧大塔村）下露 (旧大塔村）向山 有田川町大蔵 有田川町下湯川 有田川町二川 すさみ町大附 すさみ町佐本西栗垣内すさみ町防己
(旧大塔村）小谷 (旧大塔村）竹ノ平 (旧大塔村）面川 有田川町押手 有田川町杉野原 有田川町三瀬川 すさみ町小河内 すさみ町佐本西野川 すさみ町見老津
(旧大塔村）木守 (旧大塔村）谷野口 (旧大塔村）熊野 有田川町上湯川 有田川町遠井 有田川町三田 すさみ町口和深 すさみ町佐本根倉 すさみ町矢野口
(旧大塔村）合川 (旧大塔村）東伏菟野 (旧大塔村）和田 有田川町川合 有田川町中原 有田川町宮川 すさみ町小附 すさみ町佐本東栗垣内すさみ町和深川
(旧大塔村）五味 (旧大塔村）長瀬 有田川町北野川 有田川町二沢 有田川町室川 すさみ町里野 すさみ町佐本平野

有田川町楠本 有田川町沼

高野町相ノ浦 高野町中筒香 高野町東富貴 日高川町浅間 日高川町熊野川 日高川町中津川
高野町大滝 高野町西ケ峰 高野町東又 日高川町愛川 日高川町玄子 日高川町西原
高野町樫原 高野町西郷 高野町平原 日高川町姉子 日高川町小釜本 日高川町入野
高野町上筒香 高野町西富貴 高野町細川 日高川町伊藤川 日高川町小熊 日高川町早藤
高野町高野山 高野町花坂 高野町南 日高川町弥谷 日高川町佐井 日高川町土生
高野町下筒香 高野町林 高野町湯川 日高川町初湯川 日高川町坂野川 日高川町原日浦
高野町杖ヶ藪 日高川町江川 日高川町山野 日高川町平川

日高川町老星 日高川町下田原 日高川町船津
日高川町大又 日高川町千津川 日高川町蛇尾
日高川町皆瀬 日高川町寒川 日高川町松瀬
日高川町鐘巻 日高川町寒川（小川） 日高川町三佐
日高川町上初湯川 日高川町高津尾 日高川町三十井川
日高川町上越方 日高川町高津尾川 日高川町三十木
日高川町上田原 日高川町滝頭 日高川町三百瀬
日高川町川原河 日高川町田尻 日高川町若野
日高川町串本 日高川町藤野川 日高川町和佐

※和歌山県新宮市、東牟婁郡（北山村、串本町、古座川町、
太地町、那智勝浦町）は取扱い除外地域となります。

和歌山県西牟婁郡(すさみ町全域）和歌山県田辺市

和歌山県伊都郡(高野町全域）

和歌山県有田郡（旧清水町）

和歌山県日高郡（日高川町全域）
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