
配達不能地域一覧 2021/7/6

完全配達不能
都道府県名 市区町村名 町域名

北海道 久遠郡せたな町
大成区太田、大成区貝取澗、大成区上浦、大成区久遠、大成区富磯、大成区長磯、大成区花歌、大成区平浜、大成区本陣、大成
区都、大成区宮野

北海道 石狩市 浜益区雄冬

北海道 足寄郡足寄町 茂足寄

北海道 雨竜郡幌加内町 雨煙別、大曲、共栄、新富、政和第一、政和第二、政和第三、添牛内、北星

青森県 上北郡六ヶ所村 出戸

青森県 東津軽郡平内町 小豆沢、稲生、白砂、土屋、中野、浪打、東田沢、増田、茂浦、山口

宮城県 刈田郡七ヶ宿町
油畑、一枚田、柏木山、蒲木、上ノ平、上ノ平山、上八合、上町尻、烏川岳、切通、栗原、沢上山、仕切目、島木野、下八合、下町
尻、新雷神、諏訪原、関、瀬見原、館下、長老、中之沢、西森下、根添、野沢倉山、萩崎、東島田原、町下、廻館、松原、明神前、
矢立、矢立平、横川、横川原、利津保、若林山

福島県 いわき市 薄磯

福島県 双葉郡川内村 上川内、下川内

福島県 双葉郡葛尾村 葛尾、上野川、野川

福島県 岩瀬郡天栄村 田良尾、羽鳥、湯本

福島県 東白川郡塙町
伊香、板庭、植田、大蕨、片貝、上石井、上渋井、川上、木野反、台宿、竹之内、田代、田野作、常世北野、常世中野、中塚、那
倉、西河内、塙、東河内、堀越、真名畑、山形、湯岐

福島県 東白川郡棚倉町
板橋、一色、漆草、上台、大梅、岡田、金沢内、上手沢、北山本、小菅生、小爪、強梨、逆川、下手沢、下山本、瀬ケ野、関口、棚
倉、玉野、塚原、堤、寺山、天王内、戸中、富岡、中山本、流、仁公儀、花園、檜木、福井、福岡、祝部内、八槻、山際、山田

福島県 東白川郡矢祭町 内川、大ぬかり、小田川、金沢、上関河内、高野、下石井、下関河内、関岡、戸塚、中石井、東舘、宝坂、茗荷、山下

福島県 相馬郡飯舘村 長泥、蕨平

新潟県 上越市 清里区みらい

長野県 上伊那郡中川村 大草、片桐、葛島、四徳

長野県 木曽郡南木曽町 田立、読書

長野県 長野市 大岡乙、大岡甲、大岡中牧、大岡弘崎、大岡丙

群馬県 吾妻郡嬬恋村 干俣（吾妻鉱山、万座温泉）

群馬県 吾妻郡東吾妻町
厚田、新巻、泉沢（烏帽子「榛名湖畔」、烏帽子国有林７７林班）、泉沢（その他）、岩井、岩下、大柏木、大戸、岡崎（烏帽子「榛名
湖畔」）、岡崎（その他）、奥田、金井、川戸（烏帽子「榛名湖畔」）、川戸（その他）、小泉、郷原、須賀尾、萩生、箱島、原町、松谷、
三島、本宿、矢倉

群馬県 多野郡上野村 乙父、乙母、勝山、川和、楢原、新羽、野栗沢

群馬県 多野郡神流町 相原、青梨、麻生、尾附、神ケ原、柏木、黒田、小平、塩沢、生利、船子、平原、万場、森戸、魚尾

群馬県 藤岡市 鬼石、坂原、三波川、浄法寺、保美濃山、譲原

群馬県 高崎市 榛名湖町

栃木県 日光市 高原

茨城県 久慈郡大子町
相川、浅川、芦野倉、池田、内大野、上岡、大沢、大生瀬、上金沢、上郷、上野宮、川山、北田気、北富田、北吉沢、久野瀬、小生
瀬、頃藤、西金、左貫、下金沢、下津原、下野宮、外大野、大子、高柴、高田、田野沢、栃原、中郷、初原、塙、袋田、槇野地、町
付、南田気、冥賀、盛金、矢田、山田

茨城県 稲敷市
阿波、甘田、飯出、市崎、浮島、岡飯出、柏木、柏木古渡、釜井、上馬渡、神崎本宿、幸田、四箇、清水、下馬渡、神宮寺、新橋、
清久島、中島、羽生、東大沼、福田、古渡、堀之内、町田、三次、光葉、南山来、余津谷、脇川

山梨県 上野原市
芦垣、新田、犬目、上野原、大椚、大倉、大曽根、大野、川合、桑久保、コモアしおつ、西原、四方津、鶴川、鶴島、野田尻、松留、
八ツ沢、棡原、和見

山梨県 北都留郡丹波山村 奥秋、押垣外、御祭、親川、上組、鴨沢、小袖、下組、杉奈久保、高尾、高畑、所畑、中組、保之瀬

山梨県 北都留郡小菅村 小菅村（１〜６６３）、小菅村（６６４以上）

山梨県 南巨摩郡早川町 奈良田、湯島

山梨県 南巨摩郡身延町 大山、折門、中之倉、八坂

山梨県 甲州市 塩山一之瀬高橋

東京都 三宅島三宅村 阿古、伊ケ谷、伊豆、雄山、神着、坪田

東京都 八丈島八丈町 大賀郷、樫立、末吉、中之郷、三根

東京都 利島村 利島村一円

東京都 大島町 岡田、差木地、泉津、野増、波浮港、元町

東京都 小笠原村 父島、母島

東京都 御蔵島村 御蔵島村一円

東京都 新島村 本村

東京都 神津島村 神津島村一円

東京都 西多摩郡奥多摩町 日原

東京都 青ヶ島村 青ヶ島村一円

東京都 青梅市 御岳山

千葉県 富津市
岩坂、上後、宇藤原、大川崎、大田和、大森、押切、恩田、数馬、加藤、桜井、桜井総稱鬼泪山、関尻、台原、高溝、田原、寺尾、
長崎、花香谷、花輪、御代原、望井

千葉県 山武郡芝山町 岩山（成田国際空港内）、大里（成田国際空港内）、香山新田（成田国際空港内）、菱田（成田国際空港内）

神奈川県 相模原市緑区 小渕、佐野川、澤井、名倉、日連、牧野、吉野

静岡県 榛原郡川根本町 青部、犬間、梅地、奥泉、上岸、桑野山、崎平、千頭、田代、東藤川

静岡県 静岡市葵区 田代、渡、中平、入島、井川、岩崎、有東木、梅ケ島、上坂本、小河内

愛知県 北設楽郡設楽町 西納庫（沖ノ平）、西納庫（その他）

愛知県 北設楽郡豊根村 上黒川、古真立、坂宇場、下黒川、富山、三沢

愛知県 豊田市 稲武町、大野瀬町、押山町、小田木町、川手町、黒田町、桑原町、御所貝津町、富永町、中当町、夏焼町、野入町、武節町

岐阜県 恵那市

明智町、明智町阿妻、明智町大泉、明智町大田、明智町吉良見、明智町杉野、明智町野志、明智町東方、明智町横通、明智町
（新井町）、明智町（市場町）、明智町（駅前町）、明智町（片平町）、明智町（新町）、明智町（滝坂住宅）、明智町（常盤町）、明智町
（徳間町）、明智町（東町）、明智町（東山町）、明智町（本町）、明智町（的場町）、明智町（宮町）、明智町（向町）、飯地町、岩村町、
岩村町飯羽間、岩村町富田、長島町久須見、笠置町河合、笠置町毛呂窪、笠置町姫栗、上矢作町、上矢作町漆原、上矢作町小
田子、上矢作町下、上矢作町（飯田洞）、上矢作町（木ノ実）、上矢作町（小笹原）、上矢作町（島）、上矢作町（達原）、上矢作町（本
郷）、上矢作町（横道）、串原、串原（相走）、串原（岩倉）、串原（大平）、串原（大竹）、串原（大野）、串原（大簗）、串原（柿畑）、串原
（川ケ渡）、串原（木根）、串原（閑羅瀬）、串原（平山）、串原（戸中）、串原（中沢）、串原（福原）、串原（松林）、串原（松本）、串原
（峯）、串原（森上）、武並町新竹折、武並町竹折、武並町藤、三郷町野井、三郷町椋実、山岡町釜屋、山岡町上手向、山岡町久保
原、山岡町下手向、山岡町田沢、山岡町田代、山岡町馬場山田、山岡町原



石川県 珠洲市

飯田町、石神町、岩坂町、上戸町寺社、上戸町南方、上戸町北方、大谷町、折戸町、片岩町、唐笠町、唐笠町八ケ山、川浦町、熊
谷町、笹波町、清水町、正院町飯塚、正院町岡田、正院町川尻、正院町小路、正院町正院、正院町平床、高屋町、蛸島町、長橋
町、仁江町、野々江町、狼煙新町、狼煙町、東山中町、宝立町鵜飼、宝立町鵜島、宝立町黒峰、宝立町金峰寺、宝立町宗玄、宝
立町馬渡、宝立町南黒丸、宝立町二艘丹、真浦町、馬緤町、三崎町粟津、三崎町宇治、三崎町大屋、三崎町高波、三崎町小泊、
三崎町寺家、三崎町杉山、三崎町内方、三崎町二本松、三崎町引砂、三崎町伏見、三崎町細屋、三崎町本、三崎町雲津、三崎町
森腰、若山町上黒丸、若山町上正力、若山町上山、若山町北山、若山町経念、若山町鈴内、若山町出田、若山町洲巻、若山町大
坊、若山町中、若山町火宮、若山町広栗、若山町二子、若山町古蔵、若山町南山、若山町向、若山町宗末、若山町吉ケ池

三重県 熊野市 紀和町大河内、紀和町花井、紀和町楊枝、紀和町楊枝川、紀和町和気

奈良県 五條市
大塔町宇井、大塔町小代、大塔町阪本、大塔町猿谷、大塔町篠原、大塔町清水、大塔町簾、大塔町惣谷、大塔町辻堂、大塔町堂
平、大塔町閉君、大塔町殿野、大塔町中井傍示、大塔町中原、大塔町中峯、大塔町引土、大塔町飛養曽

奈良県 吉野郡上北山村 河合、小橡、白川、西原、東ノ川

奈良県 吉野郡下北山村 池峰、浦向、上池原、上桑原、佐田、下池原、下桑原、前鬼、寺垣内

奈良県 吉野郡十津川村
旭、池穴、今西、五百瀬、上野地、宇宮原、内野、大野、小川、小原、折立、樫原、風屋、上葛川、上湯川、川津、桑畑、小井、神
下、小坪瀬、込之上、小森、小山手、猿飼、重里、杉清、迫西川、高滝、滝川、竹筒、高津、谷垣内、谷瀬、玉置川、玉垣内、出谷、
内原、永井、長殿、那知合、七色、西中、沼田原、野尻、林、東中、平谷、三浦、武蔵、山崎、山手、山手谷、山天、湯之原

奈良県 吉野郡天川村
庵住、沖金、川合、北小原、北角、五色、籠山、沢谷、沢原、塩谷、塩野、滝尾、九尾、坪内、栃尾、洞川、中越、中谷、広瀬、南日
裏、南角、山西、和田

奈良県 吉野郡川上村
井光、井戸（その他）、東川、大迫、大滝、伯母谷、柏木、北塩谷、北和田、上多古、上谷、神之谷、迫、入之波、下多古、白川渡、
白屋、瀬戸、枌尾、高原、高原土場、武木、寺尾、中奥、西河、人知

奈良県 吉野郡東吉野村 伊豆尾、大又、小川、小、小栗栖、木津、木津川、杉谷、狭戸、滝野、谷尻、中黒、萩原、日裏、平野、大豆生、三尾、麦谷、鷲家

奈良県 吉野郡野迫川村 池津川、今井、上、北今西、北股、紫園、平、立里、中、中津川、桧股、平川、柞原、弓手原

奈良県 吉野郡黒滝村 赤滝、粟飯谷、笠木、桂原、寺戸、堂原、鳥住、中戸、長瀬、槇尾、御吉野、脇川

和歌山県 日高郡日高川町
姉子、伊藤川、江川、老星、大又、鐘巻、上田原、玄子、小釜本、小熊、佐井、坂野川、山野、千津川、高津尾、高津尾川、田尻、
藤野川、中津川、西原、入野、早藤、土生、原日浦、平川、船津、蛇尾、松瀬、三佐、三十井川、三十木、三百瀬、若野、和佐

和歌山県 日高郡日高町 阿尾、池田、荊木、産湯、小池、小浦、小坂、小中、方杭、志賀、高家、津久野、萩原、原谷、比井

和歌山県 日高郡由良町 網代、衣奈、江ノ駒、大引、神谷、小引、里、戸津井、中、畑、吹井、三尾川、門前

和歌山県 日高郡美浜町 三尾、吉原、和田

京都府 与謝郡伊根町
井室、大原、蒲入、亀島、菅野、長延、津母、峠、泊、新井、野村、野室、畑谷、日出、平田、本坂、本庄上、本庄宇治、本庄浜、六
万部

京都府 綾部市

相生町、青野町、綾中町、有岡町、安国寺町、五泉町、石原町、五津合町、位田町、井倉新町、井倉町、今田町、上杉町、上野
町、内久井町、梅迫町、上延町、駅前通、老富町、大島町、大畠町、小貝町、岡町、岡安町、小畑町、於与岐町、小呂町、鍛治屋
町、金河内町、上八田町、川糸町、私市町、栗町、黒谷町、小西町、故屋岡町、幸通、桜が丘、里町、志賀郷町、七百石町、篠田
町、下八田町、城山町、神宮寺町、新宮町、新庄町、新町、高倉町、高槻町、高津町、多田町、舘町、田野町、田町、月見町、寺
町、天神町、とよさか町、豊里町、中筋町、中ノ町、中山町、並松町、西方町、西坂町、西新町、西町、仁和町、野田町、延町、白道
路町、広小路、渕垣町、別所町、坊口町、星原町、本宮町、本町、味方町、光野町、宮代町、向田町、睦合町、睦寄町、物部町、八
代町、安場町、八津合町、若竹町、若松町

兵庫県 三田市
三田市の次に番地がくる場合、永沢寺、大川瀬、乙原、上青野、上本庄、北浦、下青野、末、鈴鹿、須磨田、つつじが丘南、つつじ
が丘北、波豆川、東本庄、宮脇、母子

兵庫県 川辺郡猪名川町
旭ケ丘、猪渕、上野、内馬場、柏梨田、柏原、鎌倉、上阿古谷、北田原、木津、肝川、銀山、木間生、笹尾、差組、島、清水、清水
東、下阿古谷、杉生、荘苑、民田、槻並、杤原、西畑、仁頂寺、林田、原、広根、万善、南田原、紫合

島根県 邑智郡美郷町
明塚、吾郷、石原、内田、奥山、乙原、片山、櫨谷、上川戸、亀村、京覧原、久喜原、久保、熊見、九日市、小谷、小林、小松地、酒
谷、志君、地頭所、惣森、高畑、高山、千原、野井、浜原、比敷、別府、港、宮内、村之郷、簗瀬、湯抱

広島県 山県郡北広島町
阿坂、筏津、板村、今吉田、岩戸、雲耕、移原、大朝、大暮、大塚、大利原、大元、奥中原、奥原、海応寺、上石、苅屋形、川小田、
草安、荒神原、小原、才乙、志路原、下石、新庄、空城、高野、田原、都志見、土橋、戸谷、長笹、中祖、中原、南門原、西宗、西八
幡原、橋山、東八幡原、細見（その他）、政所、溝口、宮迫、宮地、吉木（水根）、吉木（その他）、吉見坂、米沢

広島県 広島市南区 似島町

広島県 福山市 走島町

山口県 下関市 豊田町今出、豊田町地吉、豊田町杢路子

山口県 山口市 徳地上村、徳地串、徳地鯖河内、徳地野谷、徳地引谷、徳地藤木、徳地三谷、徳地柚木

香川県 香川郡直島町 直島町一円

愛媛県 上浮穴郡久万高原町
相の木、相の峰、有枝、入野、大川、大成、笠方、上黒岩、上野尻、上畑野川、久万、黒藤川、河の子、沢渡、仕出、渋草、下野
尻、下畑野川、菅生、父野川、露峰、直瀬、中組、中黒岩、中津、七鳥、西谷、西明神、二名、東川、東明神、日野浦、本組、前組、
柳井川、若山

愛媛県 大洲市 河辺町植松、河辺町川上、河辺町川崎、河辺町河都、河辺町北平、河辺町三嶋、河辺町山鳥坂、河辺町横山

愛媛県 新居浜市 大島

愛媛県 西予市 野村町大野ケ原、野村町小松、野村町惣川、野村町舟戸

徳島県 三好市
西祖谷山村有瀬、西祖谷山村小祖谷、西祖谷山村坂瀬、西祖谷山村下名、西祖谷山村中尾、西祖谷山村冥地、東祖谷久保、東
祖谷林、東祖谷見ノ越

徳島県 勝浦郡上勝町 旭、生実、福原、傍示、正木

徳島県 海部郡美波町 阿部、伊座利

徳島県 美馬郡つるぎ町
一宇（赤松、寺地）、一宇（出羽、臼木、漆日浦、大屋内、白井、平、明谷）、一宇（一宇、蔭、樫地、剪宇、太刀之本）、一宇（伊良
原、大野、九藤中、子安、久藪）、一宇（漆野瀬、河内、桑平、葛籠、平井、廣澤、法正）、一宇（大佐古、奥大野、川又、實平、中
野）、一宇（大横、木地屋、切越、十家、中横）

徳島県 那賀郡那賀町

相名、阿津江、出羽、井ノ谷、岩倉、請ノ谷、臼ケ谷、内山、馬路、榎谷、大戸、大殿、小畠、音谷、海川、掛盤、川成、川俣、木頭、
木頭出原、木頭折宇、木頭北川、木頭助、木頭西宇、木頭南宇、木頭和無田、木頭名、小泉、御所谷、小計、小浜、坂州、桜谷、
沢谷、丈ケ谷、菖蒲、白石、高野、竹ケ谷、谷内、寺内、当山、長安、成瀬、西納、拝宮、東尾、桧曽根、日真、平谷、深森、府殿、
古屋、水崎、横谷

徳島県 阿南市 伊島町、椿町、椿泊町

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

高知県 四万十市
西土佐岩間、西土佐江川、西土佐江川崎、西土佐大宮、西土佐奥屋内、西土佐茅生、西土佐玖木、西土佐口屋内、西土佐下家
地、西土佐須崎、西土佐橘、西土佐津賀、西土佐津野川、西土佐中家地、西土佐長生、西土佐中半、西土佐西ケ方、西土佐半
家、西土佐藤ノ川、西土佐用井、西土佐薮ケ市

高知県 土佐郡大川村
朝谷、井野川、大北川、大平、大薮、上小南川、川崎、小北川、小松、小麦畝、下切、下小南川、高野、中切、船戸（桃ケ谷）、船戸
（その他）、南野山

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

高知県 安芸郡北川村
安倉、柏木、加茂、久江ノ上、久木、小島、木積、島、菅ノ上、宗ノ上、竹屋敷、長山、西谷、野川、野友甲、野友乙、平鍋、弘瀬、二
タ又、和田

高知県 安芸郡奈半利町 丙

高知県 安芸郡安田町 小川、瀬切、中里、日々入、船倉

高知県 安芸郡馬路村 馬路、魚梁瀬

高知県 高岡郡檮原町
飯母、井高、井の谷、上成、太田戸、大野地、大向、本も谷、影野地、上折渡、上組、上西の川、神の山、上本村、家籠戸、川井、
川口、久保谷、東向、坂本川、佐渡、島中、下折渡、下組、下西の川、下本村、竹の薮、田野々、茶や谷、坪野田、富永、豊原、仲
間、仲久保、仲洞、中の川、中平、永野、初瀬本村、東川、広野、文丸、松谷、松原、宮野々、横貝、六丁



福岡県 京都郡みやこ町 犀川上伊良原、犀川下伊良原、犀川帆柱

長崎県 五島市 猪之木町、伊福貴町、田ノ浦町、奈留町浦、奈留町大串、奈留町泊、奈留町船廻、久賀町、本窯町、蕨町

長崎県 長崎市 高島町、池島町

熊本県 八代市 泉町久連子、泉町椎原、泉町仁田尾、泉町葉木、泉町樅木

熊本県 球磨郡五木村 甲、乙、丙

熊本県 球磨郡多良木町 槻木

宮崎県 児湯郡西米良村 板谷、小川、上米良、越野尾、竹原、村所、横野

宮崎県 児湯郡都農町 川北

鹿児島県 大島郡徳之島町 母間

鹿児島県 肝属郡錦江町 田代川原、田代麓

鹿児島県 鹿児島郡三島村 硫黄島、黒島、竹島

鹿児島県 鹿児島郡十島村 悪石島、口之島、小宝島、諏訪之瀬島、平島、宝島、中之島

沖縄県 島尻郡北大東村 中野、港、南

沖縄県 島尻郡南大東村 池之沢、北、旧東、在所、新東


