
都道府県名 市町村 カナ名 配送料（税抜）

北海道 赤平市 アカビラシ ¥5,000
北海道 阿寒郡鶴居村 アカングンツルイムラ ¥7,000
北海道 芦別市 アシベツシ ¥5,000
北海道 足寄郡足寄町 アショログンアショロチョウ ¥10,000
北海道 足寄郡陸別町 アショログンリクベツチョウ ¥10,000
北海道 厚岸郡厚岸町 アッケシグンアッケシチョウ ¥7,000
北海道 厚岸郡浜中町 アッケシグンハマナカチョウ ¥7,000
北海道 網走郡大空町 アバシリグンオオゾラチョウ ¥7,000
北海道 網走郡津別町 アバシリグンツベツチョウ ¥7,000
北海道 網走郡美幌町 アバシリグンビホロチョウ ¥5,000
北海道 網走市 アバシリシ ¥7,000
北海道 虻田郡喜茂別町 アブタグンキモベツチョウ ¥8,000
北海道 虻田郡京極町 アブタグンキョウゴクチョウ ¥8,000
北海道 虻田郡倶知安町 アブタグンクッチャンチョウ ¥8,000
北海道 虻田郡洞爺湖町 アブタグントウヤコチョウ ¥7,000
北海道 虻田郡豊浦町 アブタグントヨウラチョウ ¥7,000
北海道 虻田郡ニセコ町 アブタグンニセコチョウ ¥8,000
北海道 虻田郡真狩村 アブタグンマッカリムラ ¥8,000
北海道 虻田郡留寿都村 アブタグンルスツムラ ¥8,000
北海道 石狩市 イシカリシ ¥5,000
北海道 磯谷郡蘭越町 イソヤグンランコシチョウ ¥8,000
北海道 岩内郡岩内町 イワナイグンイワナイチョウ ¥7,000
北海道 岩内郡共和町 イワナイグンキョウワチョウ ¥7,000
北海道 有珠郡壮瞥町 ウスグンソウベツチョウ ¥7,000
北海道 歌志内市 ウタシナイシ ¥7,000
北海道 浦河郡浦河町 ウラカワグンウラカワチョウ ¥12,000
北海道 雨竜郡雨竜町 ウリュウグンウリュウチョウ ¥7,000
北海道 雨竜郡秩父別町 ウリュウグンチップベツチョウ ¥7,000
北海道 雨竜郡沼田町 ウリュウグンヌマタチョウ ¥7,000
北海道 雨竜郡北竜町 ウリュウグンホクリュウチョウ ¥7,000
北海道 雨竜郡幌加内町 ウリュウグンホロカナイチョウ ¥7,000
北海道 雨竜郡妹背牛町 ウリュウグンモセウシチョウ ¥7,000
北海道 枝幸郡枝幸町 エサシグンエサシチョウ ¥12,000
北海道 枝幸郡中頓別町 エサシグンナカトンベツチョウ ¥12,000
北海道 枝幸郡浜頓別町 エサシグンハマトンベツチョウ ¥12,000
北海道 河西郡更別村 カサイグンサラベツムラ ¥7,000
北海道 河西郡中札内村 カサイグンナカサツナイムラ ¥5,000
北海道 河東郡音更町 カトウグンオトフケチョウ ¥5,000
北海道 河東郡上士幌町 カトウグンカミシホロチョウ ¥10,000
北海道 河東郡鹿追町 カトウグンシカオイチョウ ¥7,000
北海道 河東郡士幌町 カトウグンシホロチョウ ¥7,000
北海道 樺戸郡浦臼町 カバトグンウラウスチョウ ¥5,000
北海道 樺戸郡新十津川町 カバトグンシントツカワチョウ ¥5,000
北海道 樺戸郡月形町 カバトグンツキガタチョウ ¥5,000
北海道 上磯郡木古内町 カミイソグンキコナイチョウ ¥5,000

ReReレンタル 一人暮らし家電セット 無料配送 対象外エリア

北海道

※お届け先の地域によっては表記されている料金から追加で送料が発生する場合がございます。
その際はオペレーターより詳細な料金についてご連絡をさせていただきます。
※【A】と記載のある市町村については、一部該当の地域のみで表記の送料が発生致します。

詳しくはカスタマーサポート(0120-791-431)までお問い合わせください。
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北海道 上磯郡知内町 カミイソグンシリウチチョウ ¥5,000
北海道 上川郡愛別町 カミカワグンアイベツチョウ ¥5,000
北海道 上川郡上川町 カミカワグンカミカワチョウ ¥5,000
北海道 上川郡剣淵町 カミカワグンケンブチチョウ ¥5,000
北海道 上川郡清水町 カミカワグンシミズチョウ ¥5,000
北海道 上川郡下川町 カミカワグンシモカワチョウ ¥10,000
北海道 上川郡新得町 カミカワグンシントクチョウ ¥7,000
北海道 上川郡当麻町 カミカワグントウマチョウ ¥5,000
北海道 上川郡美瑛町 カミカワグンビエイチョウ ¥5,000
北海道 上川郡比布町 カミカワグンピップチョウ ¥5,000
北海道 上川郡和寒町 カミカワグンワッサムチョウ ¥5,000
北海道 茅部郡鹿部町 カヤベグンシカベチョウ ¥5,000
北海道 茅部郡森町 カヤベグンモリマチ ¥5,000
北海道 川上郡標茶町 カワカミグンシベチャチョウ ¥7,000
北海道 川上郡弟子屈町 カワカミグンテシカガチョウ ¥7,000
北海道 釧路市【A】 クシロシ ¥7,000
北海道 久遠郡せたな町 クドウグンセタナチョウ ¥12,000
北海道 様似郡様似町 サマニグンサマニチョウ ¥15,000
北海道 沙流郡日高町 サルグンヒダカチョウ ¥12,000
北海道 沙流郡平取町 サルグンビラトリチョウ ¥12,000
北海道 標津郡標津町 シベツグンシベツチョウ ¥12,000
北海道 標津郡中標津町 シベツグンナカシベツチョウ ¥12,000
北海道 士別市 シベツシ ¥7,000
北海道 島牧郡島牧村 シママキグンシママキムラ ¥15,000
北海道 積丹郡積丹町 シャコタングンシャコタンチョウ ¥7,000
北海道 斜里郡清里町 シャリグンキヨサトチョウ ¥12,000
北海道 斜里郡小清水町 シャリグンコシミズチョウ ¥15,000
北海道 斜里郡斜里町 シャリグンシャリチョウ ¥15,000
北海道 白老郡白老町 シラオイグンシラオイチョウ ¥5,000
北海道 寿都郡黒松内町 スッツグンクロマツナイチョウ ¥12,000
北海道 寿都郡寿都町 スッツグンスッツチョウ ¥12,000
北海道 砂川市 スナガワシ ¥7,000
北海道 瀬棚郡今金町 セタナグンイマカネチョウ ¥10,000
北海道 宗谷郡猿払村 ソウヤグンサルフツムラ ¥15,000
北海道 空知郡上砂川町 ソラチグンカミスナガワチョウ ¥5,000
北海道 空知郡上富良野町 ソラチグンカミフラノチョウ ¥7,000
北海道 空知郡奈井江町 ソラチグンナイエチョウ ¥5,000
北海道 空知郡中富良野町 ソラチグンナカフラノチョウ ¥7,000
北海道 空知郡南富良野町 ソラチグンミナミフラノチョウ ¥7,000
北海道 伊達市 ダテシ ¥5,000
北海道 天塩郡遠別町 テシオグンエンベツチョウ ¥10,000
北海道 天塩郡天塩町 テシオグンテシオチョウ ¥12,000
北海道 天塩郡豊富町 テシオグントヨトミチョウ ¥15,000
北海道 天塩郡幌延町 テシオグンホロノベチョウ ¥12,000
北海道 十勝郡浦幌町 トカチグンウラホロチョウ ¥10,000
北海道 常呂郡置戸町 トコログンオケトチョウ ¥7,000
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北海道 常呂郡訓子府町 トコログンクンネップチョウ ¥5,000
北海道 常呂郡佐呂間町 トコログンサロマチョウ ¥5,000
北海道 苫前郡初山別村 トママエグンショサンベツムラ ¥10,000
北海道 苫前郡苫前町 トママエグントママエチョウ ¥10,000
北海道 苫前郡羽幌町 トママエグンハボロチョウ ¥10,000
北海道 中川郡池田町 ナカガワグンイケダチョウ ¥7,000
北海道 中川郡音威子府村 ナカガワグンオトイネップムラ ¥10,000
北海道 中川郡豊頃町 ナカガワグントヨコロチョウ ¥7,000
北海道 中川郡中川町 ナカガワグンナカガワチョウ ¥10,000
北海道 中川郡美深町 ナカガワグンビフカチョウ ¥10,000
北海道 中川郡本別町 ナカガワグンホンベツチョウ ¥7,000
北海道 新冠郡新冠町 ニイカップグンニイカップチョウ ¥12,000
北海道 爾志郡乙部町 ニシグンオトベチョウ ¥6,000
北海道 野付郡別海町 ノツケグンベツカイチョウ ¥7,000
北海道 函館市 ハコダテシ ¥2,000
北海道 日高郡新ひだか町 ヒダカグンシンヒダカチョウ ¥10,000
北海道 檜山郡厚沢部町 ヒヤマグンアッサブチョウ ¥5,000
北海道 檜山郡江差町 ヒヤマグンエサシチョウ ¥6,000
北海道 檜山郡上ノ国町 ヒヤマグンカミノクニチョウ ¥8,000
北海道 広尾郡大樹町 ヒロオグンタイキチョウ ¥7,000
北海道 広尾郡広尾町 ヒロオグンヒロオチョウ ¥10,000
北海道 二海郡八雲町 フタミグンヤクモチョウ ¥6,000
北海道 富良野市 フラノシ ¥7,000
北海道 古宇郡神恵内村 フルウグンカモエナイムラ ¥7,000
北海道 古宇郡泊村 フルウグントマリムラ ¥7,000
北海道 古平郡古平町 フルビラグンフルビラチョウ ¥5,000
北海道 北斗市【A】 ホクトシ ¥3,000
北海道 幌泉郡えりも町 ホロイズミグンエリモチョウ ¥15,000
北海道 増毛郡増毛町 マシケグンマシケチョウ ¥12,000
北海道 松前郡福島町 マツマエグンフクシマチョウ ¥6,000
北海道 松前郡松前町 マツマエグンマツマエチョウ ¥8,000
北海道 目梨郡羅臼町 メナシグンラウスチョウ ¥15,000
北海道 紋別郡遠軽町 モンベツグンエンガルチョウ ¥7,000
北海道 紋別郡雄武町 モンベツグンオウムチョウ ¥15,000
北海道 紋別郡興部町 モンベツグンオコッペチョウ ¥15,000
北海道 紋別郡滝上町 モンベツグンタキノウエチョウ ¥15,000
北海道 紋別郡西興部村 モンベツグンニシオコッペムラ ¥15,000
北海道 紋別郡湧別町 モンベツグンユウベツチョウ ¥7,000
北海道 紋別市 モンベツシ ¥10,000
北海道 山越郡長万部町 ヤマコシグンオシャマンベチョウ ¥10,000
北海道 夕張市 ユウバリシ ¥7,000
北海道 勇払郡厚真町 ユウフツグンアツマチョウ ¥5,000
北海道 勇払郡安平町 ユウフツグンアビラチョウ ¥5,000
北海道 勇払郡占冠村 ユウフツグンシムカップムラ ¥7,000
北海道 勇払郡むかわ町 ユウフツグンムカワチョウ ¥5,000
北海道 留萌郡小平町 ルモイグンオビラチョウ ¥10,000
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北海道 留萌市 ルモイシ ¥7,000
北海道 稚内市 ワッカナイシ ¥20,000

青森県 上北郡おいらせ町 カミキタグンオイラセチョウ ¥2,000
青森県 上北郡七戸町 カミキタグンシチノヘマチ ¥3,000
青森県 上北郡東北町 カミキタグントウホクマチ ¥3,000
青森県 上北郡野辺地町 カミキタグンノヘジマチ ¥2,000
青森県 上北郡横浜町 カミキタグンヨコハママチ ¥3,000
青森県 上北郡六戸町 カミキタグンロクノヘマチ ¥2,000
青森県 上北郡六ヶ所村 カミキタグンロッカショムラ ¥3,000
青森県 北津軽郡板柳町 キタツガルグンイタヤナギマチ ¥2,000
青森県 北津軽郡鶴田町 キタツガルグンツルタマチ ¥2,000
青森県 北津軽郡中泊町 キタツガルグンナカドマリマチ ¥2,000
青森県 黒石市 クロイシシ ¥2,000
青森県 五所川原市 ゴショガワラシ ¥2,000
青森県 三戸郡五戸町 サンノヘグンゴノヘマチ ¥2,000
青森県 三戸郡三戸町 サンノヘグンサンノヘマチ ¥3,000
青森県 三戸郡新郷村 サンノヘグンシンゴウムラ ¥3,000
青森県 三戸郡田子町 サンノヘグンタッコマチ ¥3,000
青森県 三戸郡南部町 サンノヘグンナンブマチ ¥3,000
青森県 三戸郡階上町 サンノヘグンハシカミチョウ ¥3,000
青森県 下北郡大間町 シモキタグンオオママチ ¥3,000
青森県 下北郡風間浦村 シモキタグンカザマウラムラ ¥2,000
青森県 下北郡佐井村 シモキタグンサイムラ ¥3,000
青森県 下北郡東通村 シモキタグンヒガシドオリムラ ¥3,000
青森県 つがる市 ツガルシ ¥2,000
青森県 十和田市 トワダシ ¥3,000
青森県 中津軽郡西目屋村 ナカツガルグンニシメヤムラ ¥3,000
青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 ニシツガルグンアジガサワマチ ¥3,000
青森県 西津軽郡深浦町 ニシツガルグンフカウラマチ ¥3,000
青森県 八戸市【A】 ハチノヘシ ¥2,000
青森県 東津軽郡今別町 ヒガシツガルグンイマベツマチ ¥2,000
青森県 東津軽郡外ヶ浜町 ヒガシツガルグンソトガハママチ ¥3,000
青森県 東津軽郡平内町 ヒガシツガルグンヒラナイマチ ¥2,000
青森県 東津軽郡蓬田村 ヒガシツガルグンヨモギタムラ ¥2,000
青森県 三沢市 ミサワシ ¥3,000
青森県 南津軽郡田舎館村 ミナミツガルグンイナカダテムラ ¥2,000
青森県 南津軽郡大鰐町 ミナミツガルグンオオワニマチ ¥3,000
青森県 南津軽郡藤崎町 ミナミツガルグンフジサキマチ ¥2,000
青森県 むつ市 ムツシ ¥3,000

岩手県 胆沢郡金ヶ崎町 イサワグンカネガサキチョウ ¥3,000
岩手県 一関市 イチノセキシ ¥4,000
岩手県 岩手郡岩手町 イワテグンイワテマチ ¥2,000
岩手県 岩手郡葛巻町 イワテグンクズマキマチ ¥3,000
岩手県 岩手郡雫石町 イワテグンシズクイシチョウ ¥2,000

岩手県

青森県
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岩手県 奥州市 オウシュウシ ¥3,000
岩手県 大船渡市 オオフナトシ ¥3,000
岩手県 釜石市 カマイシシ ¥3,000
岩手県 上閉伊郡大槌町 カミヘイグンオオツチチョウ ¥3,000
岩手県 北上市 キタカミシ ¥3,000
岩手県 久慈市 クジシ ¥3,000
岩手県 九戸郡軽米町 クノヘグンカルマイマチ ¥4,000
岩手県 九戸郡九戸村 クノヘグンクノヘムラ ¥3,000
岩手県 九戸郡野田村 クノヘグンノダムラ ¥4,000
岩手県 九戸郡洋野町 クノヘグンヒロノチョウ ¥4,000
岩手県 気仙郡住田町 ケセングンスミタチョウ ¥3,000
岩手県 下閉伊郡岩泉町 シモヘイグンイワイズミチョウ ¥3,000
岩手県 下閉伊郡田野畑村 シモヘイグンタノハタムラ ¥4,000
岩手県 下閉伊郡普代村 シモヘイグンフダイムラ ¥4,000
岩手県 下閉伊郡山田町 シモヘイグンヤマダマチ ¥3,000
岩手県 紫波郡紫波町 シワグンシワチョウ ¥2,000
岩手県 紫波郡矢巾町 シワグンヤハバチョウ ¥2,000
岩手県 滝沢市 タキザワシ ¥2,000
岩手県 遠野市 トオノシ ¥2,000
岩手県 西磐井郡平泉町 ニシイワイグンヒライズミチョウ ¥4,000
岩手県 二戸郡一戸町 ニノヘグンイチノヘマチ ¥3,000
岩手県 二戸市 ニノヘシ ¥3,000
岩手県 八幡平市 ハチマンタイシ ¥2,000
岩手県 花巻市 ハナマキシ ¥2,000
岩手県 宮古市 ミヤコシ ¥3,000
岩手県 陸前高田市 リクゼンタカタシ ¥4,000
岩手県 和賀郡西和賀町 ワガグンニシワガマチ ¥3,000

秋田県 大館市 オオダテシ ¥3,000
秋田県 男鹿市 オガシ ¥1,000
秋田県 雄勝郡羽後町 オガチグンウゴマチ ¥3,000
秋田県 雄勝郡東成瀬村 オガチグンヒガシナルセムラ ¥3,000
秋田県 鹿角郡小坂町 カヅノグンコサカマチ ¥3,000
秋田県 鹿角市 カヅノシ ¥3,000
秋田県 北秋田郡上小阿仁村 キタアキタグンカミコアニムラ ¥2,000
秋田県 北秋田市 キタアキタシ ¥2,000
秋田県 仙北郡美郷町 センボクグンミサトチョウ ¥2,000
秋田県 仙北市 センボクシ ¥3,000
秋田県 大仙市【A】 ダイセンシ ¥2,000
秋田県 にかほ市 ニカホシ ¥3,000
秋田県 能代市 ノシロシ ¥3,000
秋田県 南秋田郡井川町 ミナミアキタグンイカワマチ ¥2,000
秋田県 南秋田郡大潟村 ミナミアキタグンオオガタムラ ¥2,000
秋田県 南秋田郡五城目町 ミナミアキタグンゴジョウメマチ ¥2,000
秋田県 南秋田郡八郎潟町 ミナミアキタグンハチロウガタマチ ¥2,000
秋田県 山本郡八峰町 ヤマモトグンハッポウチョウ ¥3,000

秋田県



都道府県名 市町村 カナ名 配送料（税抜）

ReReレンタル 一人暮らし家電セット 無料配送 対象外エリア
※お届け先の地域によっては表記されている料金から追加で送料が発生する場合がございます。
その際はオペレーターより詳細な料金についてご連絡をさせていただきます。
※【A】と記載のある市町村については、一部該当の地域のみで表記の送料が発生致します。

詳しくはカスタマーサポート(0120-791-431)までお問い合わせください。

秋田県 山本郡藤里町 ヤマモトグンフジサトマチ ¥2,000
秋田県 山本郡三種町 ヤマモトグンミタネチョウ ¥2,000
秋田県 湯沢市 ユザワシ ¥3,000
秋田県 由利本荘市 ユリホンジョウシ ¥2,000
秋田県 横手市 ヨコテシ ¥2,000

山形県 飽海郡遊佐町 アクミグンユザマチ ¥2,000
山形県 尾花沢市 オバナザワシ ¥2,000
山形県 北村山郡大石田町 キタムラヤマグンオオイシダマチ ¥2,000
山形県 新庄市 シンジョウシ ¥3,000
山形県 鶴岡市【A】 ツルオカシ ¥2,000
山形県 長井市 ナガイシ ¥2,000
山形県 南陽市 ナンヨウシ ¥3,000
山形県 西置賜郡飯豊町 ニシオキタマグンイイデマチ ¥3,000
山形県 西置賜郡小国町 ニシオキタマグンオグニマチ ¥3,000
山形県 西置賜郡白鷹町 ニシオキタマグンシラタカマチ ¥2,000
山形県 西村山郡朝日町 ニシムラヤマグンアサヒマチ ¥2,000
山形県 西村山郡大江町 ニシムラヤマグンオオエマチ ¥2,000
山形県 西村山郡河北町 ニシムラヤマグンカホクチョウ ¥2,000
山形県 西村山郡西川町 ニシムラヤマグンニシカワマチ ¥2,000
山形県 東置賜郡川西町 ヒガシオキタマグンカワニシマチ ¥3,000
山形県 東置賜郡高畠町 ヒガシオキタマグンタカハタマチ ¥2,000
山形県 最上郡大蔵村 モガミグンオオクラムラ ¥3,000
山形県 最上郡金山町 モガミグンカネヤママチ ¥3,000
山形県 最上郡鮭川村 モガミグンサケガワムラ ¥3,000
山形県 最上郡戸沢村 モガミグントザワムラ ¥3,000
山形県 最上郡舟形町 モガミグンフナガタマチ ¥3,000
山形県 最上郡真室川町 モガミグンマムロガワマチ ¥3,000
山形県 最上郡最上町 モガミグンモガミマチ ¥3,000
山形県 米沢市 ヨネザワシ ¥3,000

福島県 大沼郡金山町 オオヌマグンカネヤママチ ¥2,000
福島県 大沼郡昭和村 オオヌマグンショウワムラ ¥2,000
福島県 大沼郡三島町 オオヌマグンミシママチ ¥2,000
福島県 河沼郡柳津町 カワヌマグンヤナイヅマチ ¥2,000
福島県 喜多方市【A】 キタカタシ ¥2,000
福島県 相馬郡飯舘村 ソウマグンイイタテムラ ¥2,000
福島県 相馬郡新地町 ソウマグンシンチマチ ¥2,000
福島県 相馬市 ソウマシ ¥2,000
福島県 東白川郡矢祭町 ヒガシシラカワグンヤマツリマチ ¥2,000
福島県 双葉郡葛尾村 フタバグンカツラオムラ ¥2,000
福島県 双葉郡川内村 フタバグンカワウチムラ ¥2,000
福島県 南会津郡只見町 ミナミアイヅグンタダミマチ ¥2,000
福島県 南会津郡檜枝岐村 ミナミアイヅグンヒノエマタムラ ¥2,000
福島県 南相馬市 ミナミソウマシ ¥2,000
福島県 耶麻郡北塩原村 ヤマグンキタシオバラムラ ¥2,000

山形県

福島県



都道府県名 市町村 カナ名 配送料（税抜）

ReReレンタル 一人暮らし家電セット 無料配送 対象外エリア
※お届け先の地域によっては表記されている料金から追加で送料が発生する場合がございます。
その際はオペレーターより詳細な料金についてご連絡をさせていただきます。
※【A】と記載のある市町村については、一部該当の地域のみで表記の送料が発生致します。

詳しくはカスタマーサポート(0120-791-431)までお問い合わせください。

福島県 耶麻郡西会津町 ヤマグンニシアイヅマチ ¥2,000

茨城県 結城郡八千代町 ユウキグンヤチヨマチ ¥2,000

群馬県 吾妻郡草津町 アガツマグンクサツマチ ¥3,000
群馬県 吾妻郡高山村 アガツマグンタカヤマムラ ¥2,000
群馬県 吾妻郡嬬恋村 アガツマグンツマゴイムラ ¥3,000
群馬県 吾妻郡中之条町 アガツマグンナカノジョウマチ ¥2,000
群馬県 吾妻郡長野原町 アガツマグンナガノハラマチ ¥3,000
群馬県 吾妻郡東吾妻町 アガツマグンヒガシアガツママチ ¥2,000
群馬県 安中市【A】 アンナカシ ¥2,000
群馬県 甘楽郡下仁田町 カンラグンシモニタマチ ¥3,000
群馬県 甘楽郡南牧村 カンラグンナンモクムラ ¥3,000
群馬県 高崎市【A】 タカサキシ ¥2,000
群馬県 多野郡上野村 タノグンウエノムラ ¥3,000
群馬県 多野郡神流町 タノグンカンナマチ ¥3,000
群馬県 利根郡片品村 トネグンカタシナムラ ¥3,000
群馬県 利根郡川場村 トネグンカワバムラ ¥3,000
群馬県 利根郡昭和村 トネグンショウワムラ ¥3,000
群馬県 利根郡みなかみ町 トネグンミナカミマチ ¥3,000
群馬県 富岡市 トミオカシ ¥2,000
群馬県 沼田市 ヌマタシ ¥2,000

埼玉県 入間郡越生町 イルマグンオゴセマチ ¥2,000
埼玉県 入間郡毛呂山町 イルマグンモロヤママチ ¥2,000
埼玉県 大里郡寄居町 オオサトグンヨリイマチ ¥2,000
埼玉県 児玉郡神川町 コダマグンカミカワマチ ¥3,000
埼玉県 児玉郡上里町 コダマグンカミサトマチ ¥3,000
埼玉県 比企郡小川町 ヒキグンオガワマチ ¥2,000
埼玉県 比企郡ときがわ町 ヒキグントキガワマチ ¥3,000

山梨県 上野原市 ウエノハラシ ¥2,000
山梨県 大月市 オオツキシ ¥2,000
山梨県 北都留郡小菅村 キタツルグンコスゲムラ ¥2,000
山梨県 北都留郡丹波山村 キタツルグンタバヤマムラ ¥2,000
山梨県 都留市 ツルシ ¥2,000
山梨県 富士吉田市 フジヨシダシ ¥2,000
山梨県 北杜市 ホクトシ ¥2,000
山梨県 南巨摩郡南部町 ミナミコマグンナンブチョウ ¥2,000
山梨県 南巨摩郡早川町 ミナミコマグンハヤカワチョウ ¥2,000
山梨県 南都留郡忍野村 ミナミツルグンオシノムラ ¥2,000
山梨県 南都留郡道志村 ミナミツルグンドウシムラ ¥2,000
山梨県 南都留郡鳴沢村 ミナミツルグンナルサワムラ ¥2,000
山梨県 南都留郡西桂町 ミナミツルグンニシカツラチョウ ¥2,000
山梨県 南都留郡富士河口湖町 ミナミツルグンフジカワグチコマチ ¥2,000
山梨県 南都留郡山中湖村 ミナミツルグンヤマナカコムラ ¥2,000

山梨県

群馬県

埼玉県

茨城県



都道府県名 市町村 カナ名 配送料（税抜）

ReReレンタル 一人暮らし家電セット 無料配送 対象外エリア
※お届け先の地域によっては表記されている料金から追加で送料が発生する場合がございます。
その際はオペレーターより詳細な料金についてご連絡をさせていただきます。
※【A】と記載のある市町村については、一部該当の地域のみで表記の送料が発生致します。

詳しくはカスタマーサポート(0120-791-431)までお問い合わせください。

岐阜県 揖斐郡揖斐川町【A】 イビグンイビガワチョウ ¥5,000
岐阜県 恵那市 エナシ ¥17,000
岐阜県 大垣市【A】 オオガキシ ¥5,000
岐阜県 大野郡白川村 オオノグンシラカワムラ ¥17,000
岐阜県 海津市 カイヅシ ¥3,000
岐阜県 可児郡御嵩町 カニグンミタケチョウ ¥5,000
岐阜県 可児市 カニシ ¥5,000
岐阜県 加茂郡川辺町 カモグンカワベチョウ ¥5,000
岐阜県 加茂郡坂祝町 カモグンサカホギチョウ ¥5,000
岐阜県 加茂郡白川町 カモグンシラカワチョウ ¥17,000
岐阜県 加茂郡富加町 カモグントミカチョウ ¥5,000
岐阜県 加茂郡東白川村 カモグンヒガシシラカワムラ ¥17,000
岐阜県 加茂郡七宗町 カモグンヒチソウチョウ ¥5,000
岐阜県 加茂郡八百津町 カモグンヤオツチョウ ¥17,000
岐阜県 郡上市 グジョウシ ¥17,000
岐阜県 下呂市 ゲロシ ¥17,000
岐阜県 関市【A】 セキシ ¥5,000
岐阜県 高山市 タカヤマシ ¥17,000
岐阜県 多治見市 タジミシ ¥5,000
岐阜県 土岐市 トキシ ¥5,000
岐阜県 中津川市 ナカツガワシ ¥17,000
岐阜県 飛騨市 ヒダシ ¥17,000
岐阜県 瑞浪市 ミズナミシ ¥5,000
岐阜県 美濃加茂市 ミノカモシ ¥5,000
岐阜県 本巣市【A】 モトスシ ¥5,000
岐阜県 山県市【A】 ヤマガタシ ¥5,000

静岡県 熱海市 アタミシ ¥3,000
静岡県 伊東市 イトウシ ¥3,000
静岡県 御前崎市 オマエザキシ ¥5,000
静岡県 掛川市 カケガワシ ¥3,000
静岡県 賀茂郡河津町 カモグンカワヅチョウ ¥3,000
静岡県 賀茂郡西伊豆町 カモグンニシイズチョウ ¥3,000
静岡県 賀茂郡東伊豆町 カモグンヒガシイズチョウ ¥3,000
静岡県 賀茂郡松崎町 カモグンマツザキチョウ ¥3,000
静岡県 賀茂郡南伊豆町 カモグンミナミイズチョウ ¥3,000
静岡県 菊川市 キクガワシ ¥5,000
静岡県 下田市 シモダシ ¥3,000
静岡県 周智郡森町 シュウチグンモリマチ ¥3,000
静岡県 榛原郡川根本町 ハイバラグンカワネホンチョウ ¥3,000
静岡県 浜松市北区【A】 ハママツシキタク ¥3,000
静岡県 浜松市天竜区 ハママツシテンリュウク ¥3,000

愛知県 蒲郡市 ガマゴオリシ ¥5,000
愛知県 北設楽郡設楽町 キタシタラグンシタラチョウ ¥5,000

岐阜県

静岡県

愛知県



都道府県名 市町村 カナ名 配送料（税抜）

ReReレンタル 一人暮らし家電セット 無料配送 対象外エリア
※お届け先の地域によっては表記されている料金から追加で送料が発生する場合がございます。
その際はオペレーターより詳細な料金についてご連絡をさせていただきます。
※【A】と記載のある市町村については、一部該当の地域のみで表記の送料が発生致します。

詳しくはカスタマーサポート(0120-791-431)までお問い合わせください。

愛知県 北設楽郡東栄町 キタシタラグントウエイチョウ ¥5,000
愛知県 新城市 シンシロシ ¥5,000
愛知県 知多郡南知多町 チタグンミナミチタチョウ ¥5,000
愛知県 知多郡美浜町 チタグンミハマチョウ ¥2,000
愛知県 豊田市【A】 トヨタシ ¥5,000
愛知県 西尾市 ニシオシ ¥5,000
愛知県 額田郡幸田町 ヌカタグンコウタチョウ ¥5,000
愛知県 碧南市 ヘキナンシ ¥5,000

三重県 伊賀市 イガシ ¥17,000
三重県 伊勢市 イセシ ¥3,000
三重県 尾鷲市 オワセシ ¥17,000
三重県 北牟婁郡紀北町 キタムログンキホクチョウ ¥17,000
三重県 熊野市 クマノシ ¥17,000
三重県 志摩市 シマシ ¥3,000
三重県 多気郡大台町 タキグンオオダイチョウ ¥3,000
三重県 多気郡多気町 タキグンタキチョウ ¥3,000
三重県 多気郡明和町 タキグンメイワチョウ ¥3,000
三重県 津市 ツシ ¥3,000
三重県 鳥羽市 トバシ ¥3,000
三重県 名張市 ナバリシ ¥17,000
三重県 松阪市 マツサカシ ¥3,000
三重県 南牟婁郡紀宝町 ミナミムログンキホウチョウ ¥17,000
三重県 南牟婁郡御浜町 ミナミムログンミハマチョウ ¥17,000
三重県 度会郡大紀町 ワタライグンタイキチョウ ¥3,000
三重県 度会郡玉城町 ワタライグンタマキチョウ ¥3,000
三重県 度会郡南伊勢町 ワタライグンミナミイセチョウ ¥3,000
三重県 度会郡度会町 ワタライグンワタライチョウ ¥3,000

滋賀県 長浜市【A】 ナガハマシ ¥10,000

京都府 綾部市 アヤベシ ¥3,000
京都府 京丹後市 キョウタンゴシ ¥15,000
京都府 南丹市 ナンタンシ ¥3,000
京都府 福知山市 フクチヤマシ ¥5,000
京都府 船井郡京丹波町 フナイグンキョウタンバチョウ ¥5,000
京都府 舞鶴市 マイヅルシ ¥10,000
京都府 宮津市 ミヤヅシ ¥10,000
京都府 与謝郡伊根町 ヨサグンイネチョウ ¥10,000
京都府 与謝郡与謝野町 ヨサグンヨサノチョウ ¥15,000

大阪府 泉南郡岬町 センナングンミサキチョウ ¥3,000
大阪府 阪南市 ハンナンシ ¥3,000
大阪府 南河内郡千早赤阪村 ミナミカワチグンチハヤアカサカムラ ¥3,000

兵庫県 朝来市 アサゴシ ¥20,000

滋賀県

三重県

京都府

兵庫県

大阪府



都道府県名 市町村 カナ名 配送料（税抜）

ReReレンタル 一人暮らし家電セット 無料配送 対象外エリア
※お届け先の地域によっては表記されている料金から追加で送料が発生する場合がございます。
その際はオペレーターより詳細な料金についてご連絡をさせていただきます。
※【A】と記載のある市町村については、一部該当の地域のみで表記の送料が発生致します。

詳しくはカスタマーサポート(0120-791-431)までお問い合わせください。

兵庫県 淡路市 アワジシ ¥5,000
兵庫県 篠山市 ササヤマシ ¥20,000
兵庫県 洲本市 スモトシ ¥5,000
兵庫県 丹波市 タンバシ ¥20,000
兵庫県 豊岡市 トヨオカシ ¥30,000
兵庫県 美方郡香美町 ミカタグンカミチョウ ¥5,000
兵庫県 美方郡新温泉町 ミカタグンシンオンセンチョウ ¥5,000
兵庫県 南あわじ市 ミナミアワジシ ¥5,000
兵庫県 養父市 ヤブシ ¥20,000

奈良県 宇陀郡御杖村 ウダグンミツエムラ ¥10,000
奈良県 五條市【A】 ゴジョウシ ¥10,000
奈良県 吉野郡上北山村 ヨシノグンカミキタヤマムラ ¥20,000
奈良県 吉野郡川上村 ヨシノグンカワカミムラ ¥10,000
奈良県 吉野郡下北山村 ヨシノグンシモキタヤマムラ ¥20,000
奈良県 吉野郡天川村 ヨシノグンテンカワムラ ¥10,000
奈良県 吉野郡十津川村 ヨシノグントツカワムラ ¥30,000
奈良県 吉野郡野迫川村 ヨシノグンノセガワムラ ¥20,000

和歌山県 御坊市 ゴボウシ ¥5,000
和歌山県 田辺市【A】 タナベシ ¥10,000
和歌山県 西牟婁郡白浜町【A】 ニシムログンシラハマチョウ ¥5,000
和歌山県 西牟婁郡すさみ町 ニシムログンスサミチョウ ¥10,000
和歌山県 日高郡印南町 ヒダカグンイナミチョウ ¥5,000
和歌山県 日高郡日高川町 ヒダカグンヒダカガワチョウ ¥5,000
和歌山県 日高郡日高町 ヒダカグンヒダカチョウ ¥5,000
和歌山県 日高郡みなべ町【A】 ヒダカグンミナベチョウ ¥5,000
和歌山県 日高郡美浜町 ヒダカグンミハマチョウ ¥5,000
和歌山県 日高郡由良町 ヒダカグンユラチョウ ¥5,000

鳥取県 岩美郡岩美町 イワミグンイワミチョウ 商品ごとの配送料別途必
要鳥取県 倉吉市 クラヨシシ ¥2,000

鳥取県 西伯郡大山町 サイハクグンダイセンチョウ ¥3,000
鳥取県 西伯郡南部町 サイハクグンナンブチョウ ¥3,000
鳥取県 西伯郡日吉津村 サイハクグンヒエヅソン ¥5,000
鳥取県 西伯郡伯耆町 サイハクグンホウキチョウ ¥3,000
鳥取県 境港市 サカイミナトシ ¥5,000
鳥取県 東伯郡琴浦町 トウハクグンコトウラチョウ ¥2,000
鳥取県 東伯郡北栄町 トウハクグンホクエイチョウ ¥5,000
鳥取県 東伯郡三朝町 トウハクグンミササチョウ ¥5,000
鳥取県 東伯郡湯梨浜町 トウハクグンユリハマチョウ ¥5,000
鳥取県 鳥取市 トットリシ ¥5,000
鳥取県 日野郡江府町 ヒノグンコウフチョウ ¥5,000
鳥取県 日野郡日南町 ヒノグンニチナンチョウ ¥5,000
鳥取県 日野郡日野町 ヒノグンヒノチョウ ¥5,000
鳥取県 八頭郡智頭町 ヤズグンチヅチョウ ¥5,000

和歌山県

鳥取県

奈良県



都道府県名 市町村 カナ名 配送料（税抜）

ReReレンタル 一人暮らし家電セット 無料配送 対象外エリア
※お届け先の地域によっては表記されている料金から追加で送料が発生する場合がございます。
その際はオペレーターより詳細な料金についてご連絡をさせていただきます。
※【A】と記載のある市町村については、一部該当の地域のみで表記の送料が発生致します。

詳しくはカスタマーサポート(0120-791-431)までお問い合わせください。

鳥取県 八頭郡八頭町 ヤズグンヤズチョウ ¥5,000
鳥取県 八頭郡若桜町 ヤズグンワカサチョウ ¥5,000
鳥取県 米子市 ヨナゴシ ¥5,000

島根県 飯石郡飯南町 イイシグンイイナンチョウ ¥2,000
島根県 出雲市 イズモシ ¥5,000
島根県 雲南市 ウンナンシ ¥5,000
島根県 大田市 オオダシ ¥3,000
島根県 邑智郡邑南町 オオチグンオオナンチョウ ¥3,000
島根県 邑智郡川本町 オオチグンカワモトマチ ¥3,000
島根県 邑智郡美郷町 オオチグンミサトチョウ ¥3,000
島根県 鹿足郡津和野町 カノアシグンツワノチョウ ¥5,000
島根県 鹿足郡吉賀町 カノアシグンヨシカチョウ ¥5,000
島根県 江津市 ゴウツシ ¥3,000
島根県 仁多郡奥出雲町 ニタグンオクイズモチョウ ¥5,000
島根県 浜田市 ハマダシ ¥3,000
島根県 簸川郡斐川町 ヒカワグンヒカワチョウ ¥5,000
島根県 益田市 マスダシ ¥3,000
島根県 松江市 マツエシ ¥5,000
島根県 安来市 ヤスギシ ¥5,000
島根県 八束郡東出雲町 ヤツカグンヒガシイズモチョウ ¥5,000

岡山県 英田郡西粟倉村 アイダグンニシアワクラソン ¥5,000
岡山県 勝田郡勝央町 カツタグンショウオウチョウ ¥5,000
岡山県 勝田郡奈義町 カツタグンナギチョウ ¥5,000
岡山県 久米郡久米南町 クメグンクメナンチョウ ¥5,000
岡山県 久米郡美咲町 クメグンミサキチョウ ¥5,000
岡山県 津山市【A】 ツヤマシ ¥5,000
岡山県 苫田郡鏡野町【A】 トマタグンカガミノチョウ ¥5,000
岡山県 新見市 ニイミシ ¥5,000
岡山県 真庭郡新庄村 マニワグンシンジョウソン ¥5,000
岡山県 真庭市 マニワシ ¥5,000
岡山県 美作市 ミマサカシ ¥5,000

広島県 安芸高田市 アキタカタシ ¥1,000
広島県 江田島市 エタジマシ ¥5,000
広島県 尾道市【A】 オノミチシ ¥5,000
広島県 呉市 クレシ ¥2,000
広島県 庄原市 ショウバラシ ¥3,000
広島県 竹原市 タケハラシ ¥2,000
広島県 豊田郡大崎上島町 トヨタグンオオサキカミジマチョウ ¥5,000
広島県 廿日市市【A】 ハツカイチシ ¥5,000
広島県 東広島市 ヒガシヒロシマシ ¥2,000
広島県 広島市南区【A】 ヒロシマシミナミク ¥5,000
広島県 福山市【A】 フクヤマシ ¥5,000
広島県 三原市 ミハラシ ¥2,000

島根県

岡山県

広島県



都道府県名 市町村 カナ名 配送料（税抜）

ReReレンタル 一人暮らし家電セット 無料配送 対象外エリア
※お届け先の地域によっては表記されている料金から追加で送料が発生する場合がございます。
その際はオペレーターより詳細な料金についてご連絡をさせていただきます。
※【A】と記載のある市町村については、一部該当の地域のみで表記の送料が発生致します。

詳しくはカスタマーサポート(0120-791-431)までお問い合わせください。

広島県 三次市 ミヨシシ ¥2,000
広島県 山県郡安芸太田町 ヤマガタグンアキオオタチョウ ¥1,000
広島県 山県郡北広島町 ヤマガタグンキタヒロシマチョウ ¥2,000

山口県 阿武郡阿武町 アブグンアブチョウ ¥5,000
山口県 岩国市 イワクニシ ¥5,000
山口県 大島郡周防大島町 オオシマグンスオウオオシマチョウ ¥5,000
山口県 玖珂郡和木町 クガグンワキチョウ ¥5,000
山口県 下松市 クダマツシ ¥5,000
山口県 熊毛郡上関町 クマゲグンカミノセキチョウ ¥5,000
山口県 熊毛郡田布施町 クマゲグンタブセチョウ ¥5,000
山口県 熊毛郡平生町 クマゲグンヒラオチョウ ¥5,000
山口県 下関市【A】 シモノセキシ ¥5,000
山口県 周南市 シュウナンシ ¥5,000
山口県 長門市 ナガトシ ¥5,000
山口県 萩市 ハギシ ¥5,000
山口県 光市 ヒカリシ ¥5,000
山口県 柳井市 ヤナイシ ¥5,000

徳島県 阿南市 アナンシ ¥5,000
徳島県 板野郡板野町 イタノグンイタノチョウ ¥5,000
徳島県 板野郡上板町 イタノグンカミイタチョウ ¥5,000
徳島県 板野郡北島町 イタノグンキタジマチョウ ¥5,000
徳島県 板野郡松茂町 イタノグンマツシゲチョウ ¥5,000
徳島県 海部郡海陽町 カイフグンカイヨウチョウ ¥5,000
徳島県 海部郡美波町 カイフグンミナミチョウ ¥5,000
徳島県 海部郡牟岐町 カイフグンムギチョウ ¥5,000
徳島県 勝浦郡勝浦町 カツウラグンカツウラチョウ ¥5,000
徳島県 勝浦郡上勝町 カツウラグンカツカミチョウ ¥5,000
徳島県 小松島市 コマツシマシ ¥5,000
徳島県 徳島市 トクシマシ ¥5,000
徳島県 鳴門市 ナルトシ ¥5,000
徳島県 那賀郡那賀町 ナカグンナカチョウ ¥5,000
徳島県 美馬郡つるぎ町 ミマグンツルギチョウ ¥5,000
徳島県 美馬市 ミマシ ¥5,000
徳島県 名西郡石井町 ミョウザイグンイシイチョウ ¥5,000
徳島県 名西郡神山町 ミョウザイグンカミヤマチョウ ¥5,000
徳島県 名東郡佐那河内村 ミョウドウグンサナゴウチソン ¥5,000
徳島県 三好郡東みよし町 ミヨシグンヒガシミヨシチョウ ¥5,000
徳島県 三好市 ミヨシシ ¥5,000
徳島県 吉野川市 ヨシノガワシ ¥5,000

香川県 綾歌郡綾川町 アヤウタグンアヤガワチョウ ¥5,000
香川県 綾歌郡宇多津町 アヤウタグンウタヅチョウ ¥5,000
香川県 香川郡直島町 カガワグンナオシマチョウ ¥5,000
香川県 観音寺市 カンオンジシ ¥5,000

山口県

徳島県

香川県



都道府県名 市町村 カナ名 配送料（税抜）

ReReレンタル 一人暮らし家電セット 無料配送 対象外エリア
※お届け先の地域によっては表記されている料金から追加で送料が発生する場合がございます。
その際はオペレーターより詳細な料金についてご連絡をさせていただきます。
※【A】と記載のある市町村については、一部該当の地域のみで表記の送料が発生致します。

詳しくはカスタマーサポート(0120-791-431)までお問い合わせください。

香川県 木田郡三木町 キタグンミキチョウ ¥5,000
香川県 坂出市 サカイデシ ¥5,000
香川県 さぬき市 サヌキシ ¥5,000
香川県 小豆郡小豆島町 ショウズグンショウドシマチョウ ¥5,000
香川県 小豆郡土庄町 ショウズグントノショウチョウ ¥5,000
香川県 善通寺市 ゼンツウジシ ¥5,000
香川県 高松市 タカマツシ ¥5,000
香川県 仲多度郡琴平町 ナカタドグンコトヒラチョウ ¥5,000
香川県 仲多度郡多度津町 ナカタドグンタドツチョウ ¥5,000
香川県 仲多度郡まんのう町 ナカタドグンマンノウチョウ ¥5,000
香川県 東かがわ市 ヒガシカガワシ ¥5,000
香川県 丸亀市 マルガメシ ¥5,000
香川県 三豊市 ミトヨシ ¥5,000

愛媛県 今治市 イマバリシ ¥5,000
愛媛県 伊予郡砥部町 イヨグントベチョウ ¥5,000
愛媛県 伊予郡松前町 イヨグンマサキチョウ ¥5,000
愛媛県 伊予市 イヨシ ¥5,000
愛媛県 宇和島市 ウワジマシ ¥5,000
愛媛県 大洲市 オオズシ ¥5,000
愛媛県 越智郡上島町 オチグンカミジマチョウ ¥5,000
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 カミウケナグンクマコウゲンチョウ ¥5,000
愛媛県 喜多郡内子町 キタグンウチコチョウ ¥5,000
愛媛県 北宇和郡鬼北町 キタウワグンキホクチョウ ¥5,000
愛媛県 北宇和郡松野町 キタウワグンマツノチョウ ¥5,000
愛媛県 西条市 サイジョウシ ¥5,000
愛媛県 四国中央市 シコクチュウオウシ ¥5,000
愛媛県 西予市 セイヨシ ¥5,000
愛媛県 東温市 トウオンシ ¥5,000
愛媛県 新居浜市 ニイハマシ ¥5,000
愛媛県 西宇和郡伊方町 ニシウワグンイカタチョウ ¥5,000
愛媛県 松山市 マツヤマシ ¥5,000
愛媛県 南宇和郡愛南町 ミナミウワグンアイナンチョウ ¥5,000

高知県 吾川郡いの町 アガワグンイノチョウ ¥5,000
高知県 吾川郡仁淀川町 アガワグンニヨドガワチョウ ¥5,000
高知県 安芸郡馬路村 アキグンウマジムラ ¥5,000
高知県 安芸郡北川村 アキグンキタガワムラ ¥5,000
高知県 安芸郡芸西村 アキグンゲイセイムラ ¥5,000
高知県 安芸郡田野町 アキグンタノチョウ ¥5,000
高知県 安芸郡東洋町 アキグントウヨウチョウ ¥5,000
高知県 安芸郡奈半利町 アキグンナハリチョウ ¥5,000
高知県 安芸郡安田町 アキグンヤスダチョウ ¥5,000
高知県 安芸市 アキシ ¥5,000
高知県 香美市 カミシ ¥5,000
高知県 高知市 コウチシ ¥5,000

愛媛県

高知県



都道府県名 市町村 カナ名 配送料（税抜）

ReReレンタル 一人暮らし家電セット 無料配送 対象外エリア
※お届け先の地域によっては表記されている料金から追加で送料が発生する場合がございます。
その際はオペレーターより詳細な料金についてご連絡をさせていただきます。
※【A】と記載のある市町村については、一部該当の地域のみで表記の送料が発生致します。

詳しくはカスタマーサポート(0120-791-431)までお問い合わせください。

高知県 香南市 コウナンシ ¥5,000
高知県 四万十市 シマントシ ¥5,000
高知県 宿毛市 スクモシ ¥5,000
高知県 須崎市 スサキシ ¥5,000
高知県 高岡郡越知町 タカオカグンオチチョウ ¥5,000
高知県 高岡郡佐川町 タカオカグンサカワチョウ ¥5,000
高知県 高岡郡四万十町 タカオカグンシマントチョウ ¥5,000
高知県 高岡郡津野町 タカオカグンツノチョウ ¥5,000
高知県 高岡郡中土佐町 タカオカグンナカトサチョウ ¥5,000
高知県 高岡郡日高村 タカオカグンヒダカムラ ¥5,000
高知県 高岡郡檮原町 タカオカグンユスハラチョウ ¥5,000
高知県 土佐郡大川村 トサグンオオカワムラ ¥5,000
高知県 土佐郡土佐町 トサグントサチョウ ¥5,000
高知県 土佐市 トサシ ¥5,000
高知県 土佐清水市 トサシミズシ ¥5,000
高知県 長岡郡大豊町 ナガオカグンオオトヨチョウ ¥5,000
高知県 長岡郡本山町 ナガオカグンモトヤマチョウ ¥5,000
高知県 南国市 ナンコクシ ¥5,000
高知県 幡多郡大月町 ハタグンオオツキチョウ ¥5,000
高知県 幡多郡黒潮町 ハタグンクロシオチョウ ¥5,000
高知県 幡多郡三原村 ハタグンミハラムラ ¥5,000
高知県 室戸市 ムロトシ ¥5,000

宮崎県 えびの市 エビノシ ¥5,000
宮崎県 串間市 クシマシ ¥5,000
宮崎県 児湯郡西米良村 コユグンニシメラソン ¥5,000
宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 ニシウスキグンゴカセチョウ ¥5,000
宮崎県 西臼杵郡高千穂町 ニシウスキグンタカチホチョウ ¥5,000
宮崎県 西臼杵郡日之影町 ニシウスキグンヒノカゲチョウ ¥5,000
宮崎県 延岡市 ノベオカシ ¥5,000
宮崎県 東臼杵郡椎葉村 ヒガシウスキグンシイバソン ¥5,000
宮崎県 東臼杵郡美郷町 ヒガシウスキグンミサトチョウ ¥5,000
宮崎県 東臼杵郡諸塚村 ヒガシウスキグンモロツカソン ¥5,000

沖縄県 石垣市【A】 イシガキシ ¥5,000
沖縄県 島尻郡粟国村 シマジリグンアグニソン ¥5,000

宮崎県

沖縄県
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