
SSサイズ Sサイズ Mサイズ Lサイズ １万円以上

手渡し配達不可地域（宅配料金） 714円 1163円 1702円 2463円
サイズによっ

て異なる

通常配達エリア 714円 1163円 1702円 2463円 無料

一律330円お得配達エリア 330円 330円 330円 330円 無料

駅周辺無料配達エリア 無料 無料 無料 無料 無料

通常配達エリア（薄ピンク）

通常配達エリア（紫） ※時間指定不可地域（交通量の多い地域・ルートが限定される地域）

手渡し配達不可地域

無料配達エリア拡大！一律330円（税込）のお得なエリア区分も用意しました

配達料金

距離はありますが、ルートが複数あり配達しやすい地域です。

場合によっては片道一時間を超える地域です。ご不在だった場合の当日再配達や、スタンド花の即時回収が困難な地域で

す。状況によってはご注文お受けできない場合があります。

ゆうパックあるいは大型の場合は佐川急便でのお届けとなります。スタンド花はお届けできません

※購入額3300円以上で手渡し配達サービスをご利用頂けます

通常配達エリア・手渡し配達不可地域について
通常配達エリアでは、ゆうパックサービスと同じ価格となります。



相野 あいの 手渡し配達不可
青山 あおやま 通常配達エリア
朝日町 あさひまち 駅周辺無料配達エリア
阿保 あぼ 一律330円お得配達エリア
網干区 あぼしく 手渡し配達不可
嵐山町 あらしやまちょう 一律330円お得配達エリア

飯田 いいだ 通常配達エリア
家島町 いえしまちょう ※離島
生野町 いくのまち 駅周辺無料配達エリア
石倉 いしくら 手渡し配達不可
市川台 いちかわだい 一律330円お得配達エリア
市川橋通 いちかわばしどおり 一律330円お得配達エリア
市之郷 いちのごう 一律330円お得配達エリア
伊伝居 いでい 通常配達エリア
威徳寺町 いとくじまち 一律330円お得配達エリア
井ノ口 いのくち 通常配達エリア
今宿 いまじゅく 一律330円お得配達エリア
岩端町 いわばなちょう 一律330円お得配達エリア

魚町 うおまち 駅周辺無料配達エリア
打越 うちこし 手渡し配達不可
梅ヶ枝町 うめがえちょう 一律330円お得配達エリア
梅ケ谷町 うめがたにちょう 通常配達エリア

駅前町 えきまえちょう 駅周辺無料配達エリア

太市中 おおいちなか 手渡し配達不可
大塩町 おおしおちょう 手渡し配達不可
大津区 おおつく 通常配達エリア
大野町  おおのまち 一律330円お得配達エリア
岡田 おかだ 通常配達エリア
岡町 おかまち 一律330円お得配達エリア
奥山 おくやま 通常配達エリア

配達料金表一覧
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柿山伏 かきやまぶし 駅周辺無料配達エリア
鍵町 かぎまち 駅周辺無料配達エリア
鍛冶町 かじまち 駅周辺無料配達エリア
片田町 かただまち 駅周辺無料配達エリア
刀出 かたなで 手渡し配達不可
勝原区 かつはらく 手渡し配達不可
金屋町 かなやまち 駅周辺無料配達エリア
兼田 かねだ 通常配達エリア
上大野 かみおおの 通常配達エリア
上片町 かみかたまち 駅周辺無料配達エリア
上手野 かみての 通常配達エリア
神屋町 かみやちょう 一律330円お得配達エリア
亀井町 かめいまち 駅周辺無料配達エリア
亀山 かめやま 通常配達エリア
川西 かわにし 通常配達エリア
川西台 かわにしだい 通常配達エリア
神田町 かんだちょう 駅周辺無料配達エリア

北今宿 きたいまじゅく 一律330円お得配達エリア
北新在家 きたしんざいけ 一律330円お得配達エリア
北原 きたはら 通常配達エリア
北平野 きたひらの 通常配達エリア
北八代 きたやしろ 一律330円お得配達エリア
北夢前台 きたゆめさきだい 通常配達エリア
木場 きば 手渡し配達不可
京口町 きょうぐちまち 一律330円お得配達エリア
京町 きょうまち 一律330円お得配達エリア

楠町 くすのきちょう 一律330円お得配達エリア
久保町 くぼちょう 駅周辺無料配達エリア
栗山町 くりやまちょう 通常配達エリア

景福寺前 けいふくじまえ 一律330円お得配達エリア

香寺町 こうでらちょう 手渡し配達不可
国府寺町 こおでらまち 駅周辺無料配達エリア
小性町 こしょうまち 駅周辺無料配達エリア
琴岡町 ことおかちょう 一律330円お得配達エリア
古二階町 こにかいまち 駅周辺無料配達エリア
河間町 こばさまちょう 駅周辺無料配達エリア
米屋町 こめやまち 駅周辺無料配達エリア
小利木町 こりきまち 駅周辺無料配達エリア
紺屋町 こんやまち 駅周辺無料配達エリア
五軒邸 ごけんやしき 駅周辺無料配達エリア
呉服町 ごふくまち 駅周辺無料配達エリア
五郎右衛門邸 ごろうえもんてい 駅周辺無料配達エリア
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西庄  さいしょう 一律330円お得配達エリア
幸町 さいわいちょう 一律330円お得配達エリア
堺町 さかいまち 駅周辺無料配達エリア
坂田町 さかたまち 駅周辺無料配達エリア
坂元町 さかもとまち 駅周辺無料配達エリア
定元町 さだもとまち 駅周辺無料配達エリア
三左衛門掘西の町 さんざえもんぼりにしのまち 一律330円お得配達エリア
三左衛門掘東の町 さんざえもんぼりひがしのまち 一律330円お得配達エリア
材木町 ざいもくちょう 駅周辺無料配達エリア

塩町 しおまち 駅周辺無料配達エリア
飾磨区 しかまく 通常配達エリア
飾西 しきさい 通常配達エリア
飾西台 しきさいだい 通常配達エリア
飾東町 しきとうちょう 手渡し配達不可
四郷町 しごうちょう 通常配達エリア
東雲町 しののめちょう 駅周辺無料配達エリア
忍町 しのぶまち 駅周辺無料配達エリア
下手野 しもての 通常配達エリア
下寺町 しもでらまち 駅周辺無料配達エリア
庄田 しょうだ 一律330円お得配達エリア
書写 しょしゃ 通常配達エリア
書写台 しょしゃだい 通常配達エリア
白国 しらくに 通常配達エリア
白浜町 しらはまちょう 通常配達エリア
白銀町 しろがねまち 駅周辺無料配達エリア
城見町 しろみちょう 一律330円お得配達エリア
城見台 しろみだい 通常配達エリア
新在家 しんざいけ 一律330円お得配達エリア
神和町 しんわちょう 一律330円お得配達エリア
地内町 じないまち 駅周辺無料配達エリア
実法寺 じほうじ 通常配達エリア
十二所前町 じゅうにしょまえちょう 駅周辺無料配達エリア
城東町 じょうとうまち 一律330円お得配達エリア
城北新町 じょうほくしんまち 通常配達エリア
城北本町 じょうほくほんちょう 通常配達エリア

菅生台 すごうだい 通常配達エリア

総社本町 そうしゃほんまち 駅周辺無料配達エリア

サ

シ

ス

ソ



田井台 たいだい 通常配達エリア
高岡新町 たかおかしんまち 通常配達エリア
高尾町 たかおちょう 駅周辺無料配達エリア
鷹匠町 たかじょうまち 駅周辺無料配達エリア
竹田町 たけだまち 駅周辺無料配達エリア
龍野町 たつのまち 駅周辺無料配達エリア
立町 たてまち 駅周辺無料配達エリア
田寺 たでら 通常配達エリア
玉手 たまて 通常配達エリア
大黒壱丁町 だいこくいっちょうまち 駅周辺無料配達エリア
大善町 だいぜんちょう 一律330円お得配達エリア
大寿台 だいじゅだい 通常配達エリア

中地 ちゅうじ 通常配達エリア
町田 ちょうだ 通常配達エリア
町坪 ちょうのつぼ 通常配達エリア
町坪南町 ちょうのつぼみなみちょう 通常配達エリア
千代田町 ちよだまち 駅周辺無料配達エリア

継 つぎ 通常配達エリア
佃町 つくだちょう 一律330円お得配達エリア
辻井 つじい 通常配達エリア
土山 つちやま 一律330円お得配達エリア

手柄 てがら 通常配達エリア
天神町 てんじんちょう 一律330円お得配達エリア

東郷町 とうごうちょう 一律330円お得配達エリア
豆腐町 とうふまち 駅周辺無料配達エリア
砥堀 とほり 通常配達エリア
苫編 とまみ 通常配達エリア
豊沢町 とよざわちょう 駅周辺無料配達エリア
豊富町 とよとみちょう 手渡し配達不可
同心町 どうしんまち 駅周辺無料配達エリア

名古山町 なごやまちょう 一律330円お得配達エリア
南条 なんじょう 一律330円お得配達エリア

二階町 にかいまち 駅周辺無料配達エリア
西今宿 にしいまじゅく 一律330円お得配達エリア
西駅前町 にしえきまえちょう 駅周辺無料配達エリア
西新在家 にししんざいけ 一律330円お得配達エリア
西新町 にししんまち 駅周辺無料配達エリア
西大寿台 にしだいじゅだい 通常配達エリア
西中島 にしなかじま 通常配達エリア
西二階町 にしにかいまち 駅周辺無料配達エリア
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西延末 にしのぶすえ 一律330円お得配達エリア
西八代町 にしやしろちょう 一律330円お得配達エリア
西夢前台 にしゆめさきだい 通常配達エリア
西脇 にしわき 手渡し配達不可
仁豊野 にぶの 手渡し配達不可

農人町 のうにんまち 駅周辺無料配達エリア
南畝町 のうねんちょう 駅周辺無料配達エリア
野里 のざと 一律330円お得配達エリア
延末 のぶすえ 一律330円お得配達エリア

白鳥台 はくちょうだい 通常配達エリア
橋之町 はしのまち 駅周辺無料配達エリア
花影町 はなかげちょう 駅周辺無料配達エリア
花田町 はなだちょう 通常配達エリア
林田町 はやしだちょう 手渡し配達不可
博労町 ばくろうまち 駅周辺無料配達エリア

東今宿 ひがしいまじゅく 一律330円お得配達エリア
東駅前町 ひがしえきまえちょう 駅周辺無料配達エリア
東辻井 ひがしつじい 通常配達エリア
東延末 ひがしのぶすえ 一律330円お得配達エリア
東山 ひがしやま 通常配達エリア
東夢前台 ひがしゆめさきだい 通常配達エリア
日出町 ひのでちょう 一律330円お得配達エリア
平野町 ひらのまち 一律330円お得配達エリア
広畑区 ひろはたく 通常配達エリア
広峰 ひろみね 通常配達エリア
広峰山 ひろみねやま 通常配達エリア

福居町 ふくいまち 駅周辺無料配達エリア
福沢町 ふくざわちょう 駅周辺無料配達エリア
福中町 ふくなかまち 駅周辺無料配達エリア
福本町 ふくもとまち 駅周辺無料配達エリア
藤ケ台 ふじがだい 通常配達エリア
双葉町 ふたばちょう 一律330円お得配達エリア
船丘町 ふなおかちょう 駅周辺無料配達エリア
船津町 ふなつちょう 手渡し配達不可
船橋町 ふなばしちょう 駅周辺無料配達エリア

別所町 べっしょちょう 通常配達エリア

保城 ほうしろ 通常配達エリア
北条 ほうじょう 一律330円お得配達エリア
峰南町 ほうなんちょう 通常配達エリア
本町 ほんまち 駅周辺無料配達エリア
坊主町 ぼうずまち 駅周辺無料配達エリア
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増位新町 ますいしんまち 通常配達エリア
増位本町 ますいほんまち 通常配達エリア
的形町 まとがたちょう 手渡し配達不可
丸尾町 まるおちょう 一律330円お得配達エリア

御国野町 みくにのちょう 通常配達エリア
神子岡前 みこおかまえ 一律330円お得配達エリア
御立 みたち 通常配達エリア
緑台 みどりだい 手渡し配達不可
南今宿 みなみいまじゅく 一律330円お得配達エリア
南駅前町 みなみえきまえちょう 駅周辺無料配達エリア
南車崎 みなみくるまざき 一律330円お得配達エリア
南新在家 みなみしんざいけ 一律330円お得配達エリア
南町 みなみまち 駅周辺無料配達エリア
南八代町 みなみやしろちょう 一律330円お得配達エリア
宮上町 みやうえちょう 一律330円お得配達エリア
宮西町 みやにしちょう 一律330円お得配達エリア

睦町 むつみちょう 一律330円お得配達エリア

元塩町 もとしおまち 駅周辺無料配達エリア
元町 もとまち 駅周辺無料配達エリア

八家 やか 手渡し配達不可
八木町 やぎまち 通常配達エリア
八代 やしろ 一律330円お得配達エリア
安田 やすだ 通常配達エリア
安富町 やすとみちょう 手渡し配達不可
柳町 やなぎまち 一律330円お得配達エリア
山田町 やまだちょう 手渡し配達不可
山野井町 やまのいちょう 一律330円お得配達エリア
山畑新田 やまはたしんでん 一律330円お得配達エリア
山吹 やまぶき 通常配達エリア

夢前町 ゆめさきちょう 手渡し配達不可

吉田町 よしだまち 駅周辺無料配達エリア
米田町 よねだまち 駅周辺無料配達エリア
余部区 よべく 手渡し配達不可

六角 ろっかく 手渡し配達不可

若菜町 わかなちょう 一律330円お得配達エリア
綿町 わたまち 駅周辺無料配達エリア
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