
配送サービスエリア
タイヨーネットスーパーは離島を含む鹿児島県内全域へサービス中です。
配送エリアによりお届け時間や担当店舗が異なりますので、
下記ページよりお客様のお住まいの地域の配送エリア・担当店舗
をご確認ください。

◆鹿児島県
　●鹿児島市内エリア（※鹿児島市の一部地域は鹿児島県全域エリアになります。）

　 ②ページへ

　●鹿児島県全域エリア
③ページへ

　●鹿児島県離島エリア
③ページへ

各配送エリアの「お届け日時」は、
TOPページのご注文の流れよりご確認ください。
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◆鹿児島市内　配送エリア
　 担当店舗【サンキュー新栄店・タイヨー花棚店】

住所（五十音順） 担当店 住所（五十音順） 担当店 住所（五十音順） 担当店
ア 荒田　１丁目・２丁目 新栄 シ 下伊敷町 花棚 ナ 南栄　１丁目　～　６丁目 新栄
イ 池之上町 花棚 下田町 花棚 南林寺町 新栄

伊敷　１丁目　～　８丁目 花棚 下竜尾町 花棚
ニ

西伊敷　１丁目　～　７丁目 花棚
伊敷台　１丁目　～　７丁目 花棚 自由ケ丘　１丁目・２丁目 新栄 西坂元町 花棚
伊敷町 花棚 城西　１丁目　～　３丁目 花棚 西千石町 花棚
泉町 新栄 城南町 新栄 西田　１丁目　～　３丁目 新栄
稲荷町 花棚 城山　１丁目　～　２丁目 花棚 西谷山　１丁目　～　２丁目 新栄

ウ 上荒田町 新栄 城山町 花棚 西紫原町　 新栄
上之園町 新栄 新栄町 新栄 ハ 浜町 花棚
魚見町 新栄 新照院町 新栄 原良　１丁目　～　３丁目 花棚
宇宿　１丁目　～　９丁目 新栄 新町 新栄 原良　４丁目　～　７丁目 新栄
宇宿町 新栄 新屋敷町 新栄 原良町 新栄

オ 小川町 新栄 ス 住吉町 新栄 ヒ 東郡元町 新栄
小野　１丁目　～　４丁目 花棚 セ 西陵　１丁目　～　８丁目 新栄 東坂元　１丁目　～　４丁目 花棚
小原町 新栄 清和　１丁目　～　４丁目 新栄 東千石町 花棚
卸本町 新栄 千日町 新栄 東谷山　１丁目　～　７丁目 新栄

カ 加治屋町 新栄 千年　１丁目・２丁目 花棚 光山　１丁目・２丁目 新栄
春日町 花棚 ソ 草牟田　１丁目・２丁目 花棚 日之出町 新栄
上竜尾町 花棚 草牟田町 花棚 冷水町 花棚
上福元町 新栄 タ 大黒町 新栄 平之町 花棚
上本町 花棚 大明丘　１丁目　～　３丁目 花棚 広木　１丁目・２丁目 新栄
鴨池　１丁目・２丁目 新栄 大竜町 花棚 フ 船津町 新栄
鴨池新町 新栄 鷹師　１丁目・２丁目 新栄 ホ 星ケ峯　１丁目　～　６丁目 新栄
川上町 花棚 田上　１丁目　～　８丁目 新栄 堀江町 新栄

キ 祇園之洲町 花棚 田上台　１丁目　～　４丁目 新栄 本港新町 新栄
希望ケ丘町 新栄 田上町 新栄 マ 真砂町 新栄
錦江台　１丁目　～　３丁目 新栄 武　１丁目　～　３丁目 新栄 真砂本町 新栄
錦江町 新栄 武岡　１丁目　～　６丁目 新栄 松原町 新栄
金生町 新栄 谷山港　１丁目　～　３丁目 新栄 ミ 緑ヶ丘町 花棚

ケ 花野光ケ丘　１丁目・２丁目 花棚 谷山塩屋町 新栄 南郡元町 新栄
コ 甲突町 新栄 谷山中央　１丁目　～　8丁目 新栄 南新町 新栄

皇徳寺台　１丁目　～　５丁目 新栄 玉里団地　１丁目　～　３丁目 花棚 宮之浦町 花棚
向陽　１丁目・２丁目 新栄 玉里町 花棚 ム 紫原　１丁目　～　７丁目 新栄
高麗町 新栄 チ 中央港新町 新栄 牟礼岡　１丁目　～　３丁目 花棚
郡元　１丁目　～　３丁目 新栄 中央町 新栄 メ 名山町 新栄
郡元町 新栄 中山　１丁目・２丁目 新栄 明和　１丁目　～　５丁目 新栄
五ケ別府町 新栄 中山町 新栄 ヤ 薬師　１丁目・２丁目 新栄
呉服町 新栄 ツ 皷川町 花棚 易居町 新栄
小松原　１丁目・２丁目 新栄 テ 樋之口町 新栄 柳町 花棚

サ 坂之上　１丁目　～　８丁目 新栄 照国町 花棚 山下町 花棚
坂元町 花棚 天保山町 新栄 山田町 新栄
桜ケ丘　１丁目　～　８丁目 新栄 ト 東開町 新栄 山之口町 新栄
三和町 新栄 常盤　１丁目・２丁目 新栄 ヨ 吉野　１丁目　～　２丁目 花棚

シ 慈眼寺町 新栄 常盤町 新栄 吉野町　（※１） 花棚
清水町 花棚 唐湊　１丁目　～　４丁目 新栄 与次郎　１丁目・２丁目 新栄
下荒田　１丁目　～　４丁目 新栄 ナ 長田町 花棚 ワ 若葉町 花棚

シ 下伊敷　１丁目　～　３丁目 花棚 中町 花棚 和田　１丁目　～　３丁目 新栄
永吉　１丁目　～　３丁目 花棚 和田町 新栄

※１

道路体系、交通事情により配送が著しく遅れる可能性がある地域
【吉野町　９７００番　以降】にお住まいのお客様
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◆鹿児島県全域エリア
　 担当店舗【タイヨー重富店】  日本郵政にて配送
住所（五十音順） 担当店 住所（五十音順） 担当店 住所（五十音順） 担当店

ア 姶良市 重富 カ 鹿児島市桜島武町 重富 カ 鹿屋市 重富
阿久根市 重富 鹿児島市桜島藤野町 重富 キ 肝付町 重富

イ 伊佐市 重富 鹿児島市桜島二俣町 重富 霧島市 重富
出水市 重富 鹿児島市桜島松浦町 重富 錦江町 重富
いちき串木野市 重富 鹿児島市桜島横山町 重富 サ さつま町 重富
指宿市 重富 鹿児島市下福元町 重富 薩摩川内市 重富

オ 大崎町 重富 鹿児島市松陽台町 重富 シ 志布志市 重富
カ 鹿児島市有村町 重富 鹿児島市新島町 重富 ソ 曽於市 重富

鹿児島市有屋田町 重富 鹿児島市直木町 重富 タ 垂水市 重富
鹿児島市石谷町 重富 鹿児島市七ツ島 重富 ナ 長島町 重富
鹿児島市犬迫町 重富 鹿児島市西佐多町 重富 ヒ 日置市 重富
鹿児島市入佐町 重富 鹿児島市西別府町 重富 東串良町 重富
鹿児島市岡之原町 重富 鹿児島市西俣町 重富 マ 枕崎市 重富
鹿児島市小野町 重富 鹿児島市野尻町 重富 ミ 南大隅町 重富
鹿児島市川田町 重富 鹿児島市花尾町 重富 南九州市 重富
鹿児島市喜入瀬々串町 重富 鹿児島市春山町 重富 南さつま市 重富
鹿児島市喜入町 重富 鹿児島市東桜島町 重富 ユ 湧水町 重富
鹿児島市喜入生見町 重富 鹿児島市東佐多町 重富
鹿児島市喜入一倉町 重富 鹿児島市東俣町 重富
鹿児島市喜入前之浜町 重富 鹿児島市平川町 重富
鹿児島市黒神町 重富 鹿児島市平田町 重富
鹿児島市郡山岳町 重富 鹿児島市福山町 重富
鹿児島市郡山町 重富 鹿児島市古里町 重富
鹿児島市小山田町 重富 鹿児島市本城町 重富
鹿児島市桜島赤水町 重富 鹿児島市本名町 重富
鹿児島市桜島赤生原町 重富 鹿児島市皆与志町 重富
鹿児島市桜島小池町 重富 鹿児島市持木町 重富
鹿児島市桜島西道町 重富 鹿児島市油須木町 重富
鹿児島市桜島白浜町 重富 鹿児島市四元町 重富

◆鹿児島県離島エリア
　 担当店舗【タイヨー重富店】　日本郵政にて配送

担当店 【ご確認下さい】 

ア 重富
オ 重富

重富
重富
重富
重富
重富
重富
重富
重富
重富
重富

カ 重富
重富
重富
重富
重富
重富
重富
重富
重富
重富

ク 重富
重富

サ 重富
重富
重富
重富

ニ 重富
薩摩川内市下甑町 下甑島

西之表市 種子島

薩摩川内市里町里 上甑島

薩摩川内市上甑町 上甑島

薩摩川内市鹿島町藺牟田 下甑島

鹿児島郡十島村宝島 宝島

熊毛郡屋久島町 屋久島

熊毛郡南種子町 種子島

鹿児島郡十島村諏訪之瀬島 諏訪之瀬島

鹿児島郡十島村悪石島 悪石島

鹿児島郡十島村小宝島 小宝島

鹿児島郡十島村口之島 口之島

鹿児島郡十島村中之島 中之島

鹿児島郡十島村平島 平島

鹿児島郡三島村硫黄島 硫黄島

鹿児島郡三島村黒島 黒島

鹿児島郡三島村竹島 竹島

大島郡与論町 与論島

大島郡龍郷町 奄美大島

大島郡和泊町 沖永良部島

大島郡知名町 沖永良部島

大島郡天城町 徳之島

大島郡徳之島町 徳之島

大島郡喜界町 喜界島

大島郡瀬戸内町 奄美大島

大島郡大和村 奄美大島

住所（五十音順） 島名

奄美市 奄美大島
離島エリアのお届け日時について

離島エリアの場合、ネットスーパー上の「配
送時間帯の選択」でお選びいただいた日
は、タイヨー重富店での発送準備の日とな
り、実際のお届け日とは異なります。実際
のお届け日は「ご利用ガイド」の「離島エリ
アへのお届け日時について」よりご確認く
ださい。
 尚、離島エリアはお届け時間帯のご希望
を承れません。予めご了承ください。
配達はご自宅へのお届けとなります。

大島郡伊仙町 徳之島

大島郡宇検村 奄美大島
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