
《離島一覧》

下記の地域は配送できかねます。ご了承願います。
北海道 厚岸郡 あっけしぐん 厚岸町 あっけしちょう 小島

奥尻郡 おくしりぐん 奥尻町 おくしりちょう 奥尻島
苫前郡 とままえぐん 羽幌町 はぼろちょう 焼尻島、天売島
利尻郡 りしりぐん 利尻町 りしりちょう 利尻島
利尻郡 りしりぐん 利尻富士町 りしりふじちょう 利尻島
礼文郡 れぶんぐん 礼文町 れぶんちょう 礼文島

宮城県 石巻市 いしのまきし 田代島、網地島、金華山
塩竈市 しおがまし 野々島、朴島、寒風沢島、桂島
牡鹿郡 おしかぐん 女川町 おながわちょう 江島、出島

山形県 酒田市 さかたし 飛島
千葉県 鴨川市 かもがわし 仁右衛門島
東京都 青ヶ島村 あおがしまむら 青ケ島

大島町 おおしままち 大島
小笠原村 おがさわらむら 父島、母島、硫黄島、南鳥島
神津島村 こうづしまむら 神津島
利島村 としまむら 利島
新島村 にいじまむら 新島、式根島
八丈町 はちじょうまち 八丈島
御蔵島村 みくらじまむら 御蔵島
三宅村 みやけむら 三宅島

新潟県 佐渡市 さどし 佐渡島
岩船郡 いわふねぐん 粟島浦村 あわしまうらむら 粟島

石川県 輪島市 わじまし 舳倉島
静岡県 熱海市 あたみし 初島
愛知県 西尾市 にしおし 佐久島

知多郡 ちたぐん 南知多町 みなみちたちょう 日間賀島、篠島
三重県 志摩市 しまし 渡鹿野島、間崎島、賢島、横山島

鳥羽市 とばし 神島、答志島、菅島、坂手島
滋賀県 東近江市 ひがしおうみし 沖島
兵庫県 姫路市 ひめじし 家島、男鹿島、坊勢島、西島

南あわじ市 みなみあわじし 沼島
和歌山県 東牟婁郡 ひがしむろぐん 那智勝浦町 なちかつうらちょう 中の島
島根県 隠岐郡 おきぐん 海士町 あまちょう 中ノ島

隠岐郡 おきぐん 隠岐の島町 おきのしまちょう 島後島
隠岐郡 おきぐん 知夫村 ちぶむら 知夫里島
隠岐郡 おきぐん 西ノ島町 にしのしまちょう 西ノ島

岡山県 岡山市 おかやまし 東区 ひがしく 犬島
笠岡市 かさおかし 高島、白石島、北木島、真鍋島、小飛島、大飛島、六島
倉敷市 くらしきし 松島、六口島
瀬戸内市 せとうちし 前島、黄島、黒島
玉野市 たまのし 石島
備前市 びぜんし 大多府島、頭島、鴻島

広島県 広島市 ひろしまし 南区 みなみく 似島、金輪島
大竹市 おおたけし 阿多田島
尾道市 おのみちし 百島、細島
呉市 くれし 三角島、斎島、情島
竹原市 たけはらし 大久野島
廿日市市 はつかいちし 厳島
福山市 ふくやまし 走島
三原市 みはらし 佐木島、小佐木島
豊田郡 とよたぐん 大崎上島町 おおさきかみじまちょう 契島、生野島、大崎上島、長島

山口県 岩国市 いわくにし 端島、柱島、黒島
下関市 しものせきし 蓋井島、六連島
周南市 しゅうなんし 大津島
萩市 はぎし 見島、相島、櫃島、大島
光市 ひかりし 牛島
防府市 ほうふし 野島
柳井市 やないし 平郡島
大島郡 おおしまぐん 周防大島町 すおうおおしまちょう 笠佐島、前島、浮島、情島
熊毛郡 くまげぐん 上関町 かみのせきちょう 八島、祝島
熊毛郡 くまげぐん 田布施町 たぶせちょう 馬島
熊毛郡 くまげぐん 平生町 ひらおちょう 佐合島

徳島県 阿南市 あなんし 伊島
海部郡 かいふぐん 牟岐町 むぎちょう 出羽島

香川県 高松市 たかまつし 大島、男木島、女木島
観音寺市 かんおんじし 伊吹島
坂出市 さかいでし 櫃石島、岩黒島、小与島
丸亀市 まるがめし 牛島、本島、広島、手島、小手島
三豊市 みとよし 粟島、志々島
香川郡 かがわぐん 直島町 なおしまちょう 向島、直島、屏風島
小豆郡 しょうずぐん 小豆島町 しょうどしまちょう 小豆島、沖之島、小豊島、豊島
仲多度郡 なかたどぐん 多度津町 たどつちょう 高見島、佐柳島

愛媛県 松山市 まつやまし 安居島、興居島、釣島、野忽那島、睦月島、中島、怒和島、津和地島、二神島、青島
今治市 いまばりし 鵜島、津島、小大下島、大下島、来島、小島、馬島、比岐島
宇和島市 うわじまし 嘉島、戸島、日振島、竹ケ島
新居浜市 にいはまし 大島
八幡浜市 やわたはまし 大島
越智郡 おちぐん 上島町 かみじまちょう 魚島、高井神島、弓削島、佐島、生名島、岩城島、赤穂根島

高知県 宿毛市 すくもし 鵜来島、沖の島
須崎市 すさきし 戸島

福岡県 宗像市 むなかたし 地島、大島
糟屋郡 かすやぐん 新宮町 しんぐうまち 相島

佐賀県 唐津市 からつし 唐津市 からつし 高島、神集島、小川島、松島、向島
唐津市 からつし 加唐島 かからしま 加唐島
唐津市 からつし 馬渡島 まだらしま 馬渡島

長崎県 長崎市 ながさきし 池島、沖之島、高島
長崎市 ながさきし 伊王島町 伊王島
壱岐市 いきし 壱岐島、大島、長島、原島、若宮島
諫早市 いさはやし 鹿島
五島市 ごとうし 奈留島、前島、久賀島、蕨小島、椛島、福江島、赤島、黄島、黒島、島山島、嵯峨島
西海市 さいかいし 竹ノ島、松島、江島、平島
佐世保市 させぼし 黒島、高島、宇久島、寺島
対馬市 つしまし 対馬島、海栗島、赤島、泊島、沖ノ島、島山島
平戸市 ひらどし 的山大島、度島、高島
松浦市 まつうらし 黒島、飛島、青島
北松浦郡 きたまつうらぐん 小値賀町 おぢかちょう 六島、野崎島、納島、小値賀島、斑島、黒島、大島
西彼杵郡 にしそのぎぐん 時津町 とぎつちょう 前島
南松浦郡 みなみまつうらぐん 新上五島町 しんかみごとうちょう 中通島、頭ヶ島、桐ノ小島、若松島、漁生浦島、有福島、日島

熊本県 天草市 あまくさし 御所浦町 ごしょうらまち 御所浦島、牧島、横浦島
天草市 あまくさし 新和町 しんわまち 横島
上天草市 かみあまくさし 大矢野町 おおやのまち 湯島

大分県 臼杵市 うすきし 黒島
佐伯市 さいきし 大入島、大島、屋形島、深島
津久見市 つくみし 保戸島、地無垢島
東国東郡 ひがしくにさきぐん 姫島村 ひめしまむら 姫島

宮崎県 串間市 くしまし 築島
日南市 にちなんし 大島
延岡市 のべおかし 島野浦島

鹿児島県 鹿児島市 かごしまし 新島
奄美市 あまみし 奄美大島
出水市 いずみし 桂島
薩摩川内市 さつませんだいし 上甑島、中甑島、下甑島
西之表市 にしのおもてし 種子島、馬毛島
出水郡 いずみぐん 長島町 ながしまちょう 獅子島
大島郡 おおしまぐん 天城町 あまぎちょう 徳之島
大島郡 おおしまぐん 伊仙町 いせんちょう 徳之島
大島郡 おおしまぐん 宇検村 うけんそん 奄美大島
大島郡 おおしまぐん 喜界町 きかいちょう 喜界島
大島郡 おおしまぐん 瀬戸内町 せとうちちょう 加計呂麻島、請島、与路島、奄美大島
大島郡 おおしまぐん 龍郷町 たつごうちょう 奄美大島
大島郡 おおしまぐん 知名町 ちなちょう 沖永良部島
大島郡 おおしまぐん 徳之島町 とくのしまちょう 徳之島
大島郡 おおしまぐん 大和村 やまとそん 奄美大島
大島郡 おおしまぐん 与論町 よろんちょう 与論島
大島郡 おおしまぐん 和泊町 わどまりちょう 沖永良部島
鹿児島郡 かごしまぐん 十島村 としまむら 口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島、小宝島、宝島
鹿児島郡 かごしまぐん 三島村 みしまむら 竹島、硫黄島、黒島
熊毛郡 くまげぐん 中種子町 なかたねちょう 種子島
熊毛郡 くまげぐん 南種子町 みなみたねちょう 種子島
熊毛郡 くまげぐん 屋久島町 やくしまちょう 屋久島、口永良部島

沖縄県 石垣市 いしがきし 石垣島
うるま市 うるまし 津堅島
南城市 なんじょうし 久高島
宮古島市 みやこじまし 宮古島、池間島、大神島、来間島、伊良部島、下地島
国頭郡 くにがみぐん 伊江村 いえそん 伊江島
国頭郡 くにがみぐん 本部町 もとぶちょう 水納島
島尻郡 しまじりぐん 粟国村 あぐにそん 粟国島
島尻郡 しまじりぐん 伊是名村 いぜなそん 伊是名島
島尻郡 しまじりぐん 伊平屋村 いへやそん 伊平屋島、野甫島
島尻郡 しまじりぐん 北大東村 きただいとうそん 北大東島
島尻郡 しまじりぐん 久米島町 くめじまちょう 久米島、奥武島、オーハ島
島尻郡 しまじりぐん 座間味村 ざまみそん 座間味島、阿嘉島、慶留間島
島尻郡 しまじりぐん 渡嘉敷村 とかしきそん 前島、渡嘉敷島
島尻郡 しまじりぐん 渡名喜村 となきそん 渡名喜島
島尻郡 しまじりぐん 南大東村 みなみだいとうそん 南大東島
宮古郡 みやこぐん 多良間村 たらまそん 多良間島、水納島
八重山郡 やえやまぐん 竹富町 たけとみちょう 竹富島、小浜島、嘉弥真島、黒島、新城島上地、新城島下地、西表島、由布島、鳩間島、波照間島
八重山郡 やえやまぐん 与那国町 よなぐにちょう 与那国島
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