
 

 

◆ 花キューピット配達不能地域一覧 ◆ 

花キューピット加盟店 フローリスト 花 銀 

【2023 年 5 月 9 日現在】 

北海道 
足寄郡足寄町 

下愛冠・愛冠・新町・中足寄・稲牛・平和・共栄町・中矢・常盤・美盛・鷲府・茂喜登牛・芽登本町・芽登・喜登牛・上足寄・上

足寄本町・上螺湾・茂足寄・螺湾・螺湾本町・上利別本町・上利別・白糸・大誉地・大誉地本町 
石狩郡当別町 ビトエ（中島）・青山奥四番川 
石狩市 浜益区 
雨竜郡幌加内町 雨煙別・政和第一・政和第二・政和第三・共栄・大曲・北星・添牛内・新富 
河東郡上士幌町 三股・幌加・ぬかびら源泉郷・黒石平・清水谷・居辺・上音更 
上川郡美瑛町 天人峡・忠別 
上川郡上川町 層雲峡・清川・白川・中越 
久遠郡せたな町 大成区 
空知郡上富良野町 全域 

十勝郡浦幌町 
直別・活平・共栄・平和・統太・養老・朝日・生剛・十勝太・愛牛・豊北・打内・大平・トイトッキ・鼈奴・ヌタベット・昆布刈石・瀬

多来・留真・常豊・常室・福山・円山・帯富・時和・静内・稲穂・幾栄・幾千世・オコッペ・チプネオコッペ 
苫前郡初山別村 栄・千代田・共成 
中川郡豊頃町 旅来・湧洞・長節・育素多・十弗・豊頃 

中川郡幕別町 忠類（東宝・新生・幌内・元忠類・朝日・西当・明和・中当・古里・共栄・協徳・日和・公親・晩成） 

広尾郡大樹町 全域 
檜山郡厚沢部町 清水・上の山・峠下・須賀 
稚内市 宗谷村（峰岡・東浦・豊岩） 

青森県 東津軽郡平内町 全域 
上北郡野辺地町 全域 
上北郡東北町 上野・大浦・新舘・上北北・上北南・旭北・旭南を除く地域すべて 
上北郡六ヶ所村 出戸・尾駮・鷹架・平沼・倉内 
西津軽郡深浦町 沢辺・岩崎・正道尻・久田・森山・松神・黒崎・大間越・長慶平・上長慶平・横磯・月屋・舮作 

岩手県 九戸郡軽米町 小軽米・蛇口・円子 
下閉伊郡山田町 全域 
盛岡市 薮川 

宮城県 
刈田郡七ヶ宿町 

柏木山・西町裏・横川原・横川・上ノ平・上ノ平山・油畑・大萱・町下・長老・松原・関・上町尻・下町尻・大貫平・上島田原・下

島田原・西島田原・神林山・諏訪原・新雷神・一枚田・館下・上烏川・廻館・利津保・明神前・烏川岳・沢上山・大杉・瀬見原・

矢立・根添・矢立平・若林山・夏梨平・野沢倉山・切通・上野・萩崎・仕切目・島木野・蒲木・中之沢・西森下・栗原 
塩竈市 浦戸（石浜・桂島・野々島・寒風沢・朴島） 
白石市 小下倉・福岡蔵本・小原・福岡深谷・福岡八宮・白鳥・白川小奥・白川津田・白川犬卒都婆・白川内親 

福島県 いわき市 薄磯・川前町・三和町・葉山 
岩瀬郡（全域） 鏡石町・天栄村 
東白川郡棚倉町 全域 
東白川郡矢祭町 全域 
東白川郡塙町 全域 
双葉郡楢葉町 全域 
双葉郡川内村 全域 
双葉郡葛尾村 全域 
相馬郡飯舘村 長泥・蕨平 

新潟県 上越市 清里区（みらい） 
柏崎市 清水谷・市野新田・女谷・折居 

長野県 上伊那郡中川村 全域 
木曽郡南木曽町 読書・田立 
長野市 大岡（中牧・丙・乙・甲・弘崎） 
大町市 八坂・八坂菖蒲・美麻 
松本市 稲倉・三才山・安曇（大野田・島々・橋場・稲核・番所・宮の原・千石平・楢ノ木・スズラン・沢渡・白骨・上高地）・奈川 
東筑摩郡山形村 全域 
東筑摩郡朝日村 全域 

  



 

 

山梨県 上野原市 秋山を除く地域すべて 
甲斐市 千田・吉沢・亀沢・打返・漆戸・獅子平・上菅口・上芦沢・下芦沢・上福沢・下福沢・下菅口・安寺・神戸 
北都留郡（全域） 小菅村・丹波山村 
甲州市 塩山一之瀬高橋 
甲府市 黒平町・高町・川窪町・高成町・竹日向町・塔岩町・猪狩町・御岳町・草鹿沢町 
韮崎市 全域 
笛吹市 芦川町 
南アルプス市 芦安芦倉・芦安安通 

南巨摩郡南部町 上佐野・下佐野 
南巨摩郡早川町 奈良田・湯島 
南巨摩郡身延町 折門・八坂・中之倉・大山 

 
群馬県 吾妻郡嬬恋村 干俣（吾妻鉱山・万座温泉） 

吾妻郡中之条町 
大道・栃窪・大塚・平・横尾・蟻川・赤坂・市城・青山・伊勢町・中之条町・西中之条・岩本・五反田・折田・山田・上沢渡・下沢

渡・四万 
吾妻郡東吾妻町 全域 
安中市 松井田町峠 
高崎市 榛名山町・榛名湖町 
多野郡（全域） 上野村・神流町 
藤岡市 全域 

栃木県 那須塩原市 蟇沼・遅野沢・上横林・塩原・湯本塩原・上塩原・中塩原 
日光市 一ツ石・赤下・高原・土呂部・川俣・若間 

茨城県 潮来市 大賀・大生・釜谷・築地・清水・茂木・堀之内・島須・上戸・牛堀・永山・古高 
稲敷郡河内町 全域 
稲敷市 江戸崎・犬塚・須賀津・境島・八筋川・佐原下手・西代・本新を除く地域すべて 
久慈郡大子町 全域 
常陸太田市 上高倉町・下高倉町 

常総市 
本豊田・曲田・収納谷・平内・山口・大房・東野原・篠山・蔵持・蔵持新田・古間木・古間木沼新田・中沼・古間木新田・鴻野山

新田・馬場新田・栗山新田・左平太新田 

牛久市 井ノ岡町・奥原町 

鹿嶋市 
清水・明石・小宮作・下津・高天原・神向寺・新浜・光・沼尾・田野辺・田谷・猿田・山之上・須賀・田谷沼・宮津台・港ヶ丘・平

井・旭ヶ丘・神野・城山・緑ヶ丘・爪木 
神栖市 光・北浜 

埼玉県 児玉郡神川町 下阿久原・上阿久原・矢納 
熊谷市 妻沼小島 

千葉県 
君津市 

怒田・広岡・大坂・大戸見・加名盛・豊田・川俣・草川原・笹・香木原・坂畑・折木沢・滝原・釜生・蔵玉・黄和田畑・平田・辻森・

正木・奥米・宿原・怒田沢・旅名・豊英・東日笠・西日笠 
山武郡芝山町 香山新田（成田国際空港内）・菱田（成田国際空港内）・大里（成田国際空港内）・岩山（成田国際空港内） 

富津市 
花香谷・桜井総稱鬼泪山・桜井・更和・台原・望井・数馬・湊・岩坂・加藤・長崎・花輪・田倉・宇藤原・高溝・大田和・大川崎・

東大和田・御代原・恩田・関尻・上後・田原・六野・押切・大森・寺尾・青木・西川・富津・新井・川名・篠部・相野谷・障子谷・一

色・絹・西大和田・千草新田・上・小久保・岩瀬・中・八大沼・近藤・亀沢・宝竜寺・鶴岡・笹毛・八幡・亀田・佐貫 
神奈川県 相模原市緑区 青根・佐野川・澤井・吉野・小渕・日連・牧野・名倉 
東京都 青梅市 御岳山 

西多摩郡奥多摩町 日原・留浦・境・原・河内・川野 
伊豆・小笠原諸

島 
大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅島三宅村・御蔵島村・八丈島八丈町・青ヶ島村・小笠原村 

石川県 加賀市 山中温泉 
珠洲市 全域 

岐阜県 恵那市 中野方町を除く地域すべて 
飛騨市 神岡町（和佐府・打保・岩井谷・佐古・跡津川） 
郡上市 和良町三庫・和良町沢 
中津川市 阿木・阿木川上・飯沼 
下呂市 金山町（弓掛・卯野原） 

愛知県 北設楽郡設楽町 西納庫 
北設楽郡豊根村 全域 
豊田市 大野瀬町・野入町・稲武町・中当町・夏焼町・押山町・川手町・桑原町・武節町・御所貝津町・黒田町・小田木町・富永町 

  



 

 

静岡県 
掛川市 大渕・沖之須・中方・岩滑・西之谷・中・川久保・小貫・坂里・千浜・国安・国包・菊浜・三俣・大坂・海戸・浜川新田・浜野・浜野

新田・上土方工業団地・上土方・下土方・大坪台を除く地域すべて 
菊川市 富田・倉沢・沢水加・和田・潮海寺・堀之内・柳・友田・吉沢・仲島・青葉台・牛渕・小沢・牧之原・神尾・朝日・半済・西方 

静岡市葵区 
大間・油島・奥仙俣・口仙俣・口坂本・上落合・油野・長妻田・奥池ケ谷・長熊・中沢・桂山・落合・内匠・腰越・大沢・梅ケ島・

入島・有東木・渡・中平・小河内・上坂本・岩崎・井川・田代 
榛原郡川根本町 梅地・犬間・千頭・奥泉・桑野山・東藤川・上岸・田代・青部・崎平 
浜松市天竜区 龍山町・佐久間町・水窪町・春野町 

滋賀県 大津市 大石小田原・大石小田原町 
京都府 綾部市 全域 

舞鶴市 
杉山・登尾・佐波賀・千歳・大丹生・瀬崎・河辺中・西屋・室牛・河辺由里・観音寺・河辺原・栃尾・多祢寺・三浜・小橋・野原・

成生・田井・大山 
与謝郡伊根町 全域 

大阪府 南河内郡河南町 加納・平石・白木・持尾・弘川・下河内・上河内・さくら坂・鈴美台・さくら坂南・中・馬谷・芹生谷・神山・寛弘寺 
兵庫県 朝来市 生野町・佐嚢 

川辺郡猪名川町 北野・つつじが丘・猪名川台・若葉・白金・松尾台・伏見台を除く地域すべて 
神戸市西区 伊川谷町(布施畑・小寺・前開)・平野町（堅田・繁田・常本・黒田） 
三田市 上青野・下青野・末・北浦・宮脇・つつじが丘南・つつじが丘北・大川瀬・上本庄・須磨田・東本庄・波豆川・鈴鹿・母子・永沢

寺・乙原・三田市の次に番地がくる場合 

淡路市 
尾崎・新村・遠田・郡家・北山・多賀・下河合・上河合・竹谷・井手・中村・江井・柳沢・高山・入野・山田・深草・南・草香・明神・

草香北・志筑・志筑新島・塩尾・塩田新島・里・下司・大町畑・木曽上・木曽上畑・木曽下・大町上・大町下・池ノ内・王子・中

田・興隆寺・佐野・佐野新島・津名の郷・長沢・野田尾・生穂・大谷・生穂新島 

 
奈良県 五條市 大塔町 

奈良市 広岡町・興ケ原町・邑地町・北野山町・丹生町 
吉野郡上北山村 全域 
吉野郡川上村 全域 
吉野郡黒滝村 全域 
吉野郡下北山村 全域 
吉野郡天川村 全域 
吉野郡十津川村 全域 
吉野郡野迫川村 全域 
吉野郡東吉野村 全域 

和歌山県 伊都郡高野町 高野山・細川・花坂を除く地域すべて 
御坊市 全域 

田辺市 鮎川・和田・下川上・下川下・平瀬・熊野・面川・向山・竹ノ平・小谷・深谷・木守・五味・東伏菟野・九川・串・谷野口・下露・合

川・長瀬・中辺路町 
日高郡日高川町 全域 
日高郡日高町 全域 
日高郡美浜町 全域 
日高郡由良町 全域 

西牟婁郡白浜町 
市鹿野・上露・大瀬・竹垣内・北谷・小房・大・玉伝・里谷・矢田・田野井・安宅・塩野・口ケ谷・安居・中嶋・寺山・向平・久木・

宇津木・小川・城 

有田郡有田川町 
三瀬川・北野川・二沢・川合・中原・粟生・三田・宮川・大蔵・久野原・室川・清水・下湯川・楠本・沼・遠井・東大谷・二川・日物

川・境川・上湯川・押手・杉野原・板尾・井谷・沼谷 
島根県 邑智郡邑南町 全域 

邑智郡川本町 全域 
邑智郡美郷町 粕渕・別府・惣森・湯抱を除く地域すべて 
江津市 桜江町 
隠岐郡（全域） 海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町 

岡山県 笠岡市 真鍋島・六島・飛島 
高梁市 成羽町（羽山・羽根・小泉・相坂・長地・布寄・吹屋・中野・坂本）・川上町・備中町 
真庭郡新庄村 全域 
真庭市 蒜山 

  



 

 

広島県 大竹市 阿多田 
神石郡神石高原町 高蓋・光信・光末・父木野・桑木・階見・木津和・阿下・小畠・亀石・常光・上・大矢・井関・時安・坂瀬川 
広島市南区 似島町 
福山市 走島町 
府中市 諸毛町・小国町・僧殿町・上山町・斗升町・行縢町 
三原市 鷺浦町 
山県郡安芸太田町 穴・坪野・加計・津浪を除く地域すべて 

山県郡北広島町 
川戸・蔵迫・有間・寺原・舞綱・中山・惣森・川東・川井・新氏神・壬生・川西・丁保余原・新郷・南方・木次・石井谷・本地・春

木・古保利・有田・後有田・今田を除く地域すべて 
呉市 豊浜町（豊島・大浜）・豊町 

山口県 下関市 菊川町・豊田町（杢路子・今出・地吉・日野・萩原・東長野・高山・西長野・城戸） 
周南市 高瀬・夏切・垰・米光・馬神 
萩市 櫃島・肥島 

山口市 
徳地（引谷・三谷・野谷・柚木・上村・藤木・鯖河内・串）・鋳銭司・陶・秋穂二島・佐山・深溝・江崎・秋穂東・秋穂西・阿東（阿

東篠目を除く地域すべて） 
香川県 香川郡直島町 全域 

坂出市 王越町（乃生・木沢）・大屋冨町・与島町・岩黒・櫃石 
愛媛県 大洲市 河辺町 

越智郡上島町 魚島一番耕地・魚島二番耕地・魚島三番耕地 
上浮穴郡久万高原町 全域 
四国中央市 金砂町・富郷町 
西予市 野村町（舟戸・惣川・小松・大野ケ原） 
新居浜市 立川町（立川山を含む）・大島・別子山 

徳島県 
阿南市 

熊谷町・吉井町・水井町・細野町・大田井町・大井町・十八女町・深瀬町・豊益町・畭町・才見町・中林町・見能林町・津乃峰

町・大潟町・橘町・伊島町・内原町・桑野町・山口町・阿瀬比町・新野町・福井町・椿泊町・椿町 
海部郡美波町 阿部・伊座利 
勝浦郡上勝町 全域 

那賀郡那賀町 
和食・土佐・和食郷・中山・百合谷・百合・阿井・仁宇・小仁宇・平野・朝生・簗ノ上・鮎川・牛輪・入野・延野・雄・吉野・鉢・大

久保・横石・朴野・蔭谷・日浦・花瀬を除く地域すべて 
美馬郡つるぎ町 一宇 
美馬市 木屋平、地神滝、菅蔵、杖谷、葛尾、ハジコノ、ビヤガイチ、二戸、三ツ木、貢、 
三好市 西祖谷山村・東祖谷・山城町 

 

高知県 吾川郡いの町 長沢・戸中・大森・越裏門・寺川・脇ノ山・高薮・足谷・葛原・桑瀬・中ノ川 

安芸郡馬路村 全域 

安芸郡北川村 全域 

安芸郡東洋町 全域 

安芸郡奈半利町 丙 

安芸郡安田町 船倉・瀬切・中里・小川・日々入 

安芸市 植野・小谷・栃ノ木・尾川甲・尾川乙・安芸ノ川甲・安芸ノ川乙・舞川・黒瀬・大井甲・大井乙・古井・島・別役 

高知市 土佐山（高川・梶谷・西川・菖蒲・中切） 

四万十市 西土佐 

高岡郡檮原町 後別当・檮原・川西路・大蔵谷・太郎川・神在居を除く地域すべて 

土佐郡大川村 全域 

宿毛市 全域 

幡多郡 三原村・大月町 

福岡県 京都郡みやこ町 犀川（下伊良原・上伊良原・帆柱） 

築上郡築上町 
東築城・築城・広末・小山田・上別府・船迫・弓の師・下別府・安武・赤幡・下香楽・上香楽・上深野・下深野・袈裟丸・松丸・伝

法寺・本庄・櫟原・寒田 
長崎県 五島市 久賀町・蕨町・田ノ浦町・猪之木町・奈留町・伊福貴町・本窯町 

佐世保市 高島町・黒島町 

長崎市 高島町・池島町 

  



 

 

熊本県 上益城郡御船町 七滝・上野・田代・水越 

上益城郡山都町 目丸・津留・緑川 

球磨郡五木村 全域 

球磨郡多良木町 槻木 

下益城郡美里町 甲佐平・川越・柏川 

八代市 東陽町・泉町・坂本町 

大分県 由布市 庄内町 

宮崎県 小林市 野尻町 

児湯郡 川南町・木城町・新富町・高鍋町・都農町・西米良村 

串間市 市木（築島） 

西都市 全域 

西諸県郡高原町 全域 

東臼杵郡椎葉村 全域 

東臼杵郡美郷町 南郷中渡川・南郷上渡川・南郷山三ヶ・北郷宇納間・北郷入下・北郷黒木・西郷山三ヶ 

東臼杵郡諸塚村 全域 
鹿児島県 大島郡天城町 全域 

大島郡伊仙町 全域 

大島郡瀬戸内町 全域 

大島郡徳之島町 全域 

鹿児島郡 十島村・三島村 

鹿児島市 新島町・桜島（白浜町・二俣町・松浦町・西道町・藤野町・武町・赤生原町・小池町・横山町・赤水町） 

鹿屋市 輝北町 

西之表市 全域 

肝属郡肝付町 岸良 

肝属郡錦江町 田代麓・田代川原 

肝属郡南大隅町 全域 

霧島市 横川町・牧園町 

曽於市 大隅町 

垂水市 二川 

沖縄県 島尻郡北大東村 全域 

島尻郡南大東村 全域 

 


