
 2022 年 9 月 8 日  

お客さま各位 

ヤマト運輸株式会社 

 

B２クラウドご利用のお客さまへ 

10 月 1 日付仕分コードマスタ及びサービスレベル変更に伴うご注意点について 

 

 いつもヤマト運輸をご利用いただきありがとうございます。 

弊社は、10 月 1 日に一部区間において、サービスレベルの変更及び全国的な仕分コードの変更を行い

ます。つきましては、下記のご注意点についてご確認の上ご対応をいただきます様、よろしくお願いい

たします。 

 

記 

 

１．サービスレベルの変更について 

弊社は宅急便をはじめとする輸送商品・サービスを、社会や地域のお客さまのニーズ、ご要望に、 

より安定した品質でお応えすべく取り組んでいます。 

このたび、その取り組みの一環として、下記の一部区間のお荷物のお届け日数を変更し、お届け予定

日における配送指定時間枠を拡大することといたしました。 

（１） 東京関東地域・新潟県【発・着】 ⇔ 山口県・広島県・島根県【発・着】 

    

 

 

 

   

 

※逆の区間も、同様に下記の通り変更になります。 

（山口県→茨城県、群馬県、栃木県は現行通り（翌々日）となります。） 

 

（２） 北九州地域【発】 ⇒ 東京関東地域【着】 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来 10月1日 発送分から

北九州市、直方市、飯塚市、田川市

行橋市、豊前市、中間市、宗像市

古賀市、福津市、宮若市、嘉麻市

遠賀郡 芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町

鞍手郡 小竹町、鞍手町、

嘉穂郡 桂川町

田川郡 香春町、添田町、糸田町、川崎町

　　　　  大任町、赤村、福智町

京都郡 苅田町、みやこ町

築上郡 吉富町、上毛町、築上町

⇒ 東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

お届け予定日：翌日

時間帯指定：14時以降のみ

お届け予定日：翌々日

時間帯指定：午前中より全時

間帯(5区分)のご指定可能

対象区間
お届け予定日

従来 10月1日発送分から
対象区間

お届け予定日

⇔

お届け予定日：翌日

時間帯指定：14時以降のみ

お届け予定日：翌々日

時間帯指定：午前中より全

時間帯(5区分)のご指定可能

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

山梨県、新潟県、茨城県、群馬県、

栃木県

広島県（福山市を除く）

島根県（松江市・安来市・隠岐郡を除く）

山口県



２．仕分けコードの変更について 

 10 月 1 日より「送り状発行システム B2 クラウド」を更新し、弊社用行き先識別コード（以下、仕分

けコード）を変更いたします。 

お客さまが、9 月 30 日以前に発行した送り状を利用される場合、対象地域宛の荷物が誤った地域に到  

着してしまうため、下記の通りご対応をいただきますようお願い申し上げます。 

※Ｂ２クラウドをご利用の方はマスタパック更新の必要はありません。 

 

■ 仕分けコード変更日時 

2022 年 10 月 1 日（土）7:00～  ※ログイン時に自動更新されます 

 

■ 対象お届け先地域 

文末の別紙一覧をご確認ください。 

 

■ご注意点 

10 月 1 日以降に対象地域へ荷物を発送する場合、9 月 30 日以前に発行された送り状をご利用に 

  なると、誤った地域に到着してしまい、ご希望日時にお届けできない場合がございます。 

お客さまに大変お手数をおかけいたしますが、上記地域宛の荷物を発送される場合は、10 月 1 日 

以降に再度送り状を発行いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせは、ご契約をされているヤマト運輸担当店までお願いいたします。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

送り状発行日 お荷物発送日 ご対応

9月30日以前 9月30日以前 そのまま発送可能です。

9月30日以前 10月１日以降
誤った地域に到着してしまい、ご希望日時にお届けできない場合がございます。

10月1日以降に「履歴から発行」を選択し、再度送り状を印刷してご使用ください。

10月１日以降 10月１日以降 そのまま発送可能です。



【別紙：弊社用行き先識別コード変更予定 市区町村一覧（2022年 10月 1日変更）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 市区郡町村 都道府県 市区郡町村 都道府県 市区郡町村 都道府県 市区郡町村

北海道 河西郡更別村 東京都 港区 三重県 いなべ市 島根県 隠岐郡知夫村

河西郡中札内村 荒川区 滋賀県 大津市 山口県 山口市

札幌市清田区 清瀬市 彦根市 香川県 香川郡直島町

札幌市東区 足立区 京都府 亀岡市 高松市

札幌市白石区 品川区 京都市東山区 高知県 高知市

常呂郡訓子府町 武蔵村山市 京都市伏見区 南国市

常呂郡置戸町 北区 相楽郡精華町 福岡県 うきは市

帯広市 立川市 木津川市 みやま市

中川郡幕別町 練馬区 大阪府 羽曳野市 久留米市

北見市 神奈川県 横浜市都筑区 吹田市 三井郡大刀洗町

青森県 弘前市 川崎市中原区 藤井寺市 三潴郡大木町

青森市 石川県 野々市市 柏原市 宗像市

中津軽郡西目屋村 福井県 越前市 八尾市 春日市

八戸市 鯖江市 豊中市 小郡市

宮城県 仙台市宮城野区 丹生郡越前町 枚方市 糟屋郡宇美町

仙台市若林区 南条郡南越前町 奈良県 磯城郡三宅町 糟屋郡久山町

大崎市 福井市 磯城郡川西町 糟屋郡志免町

秋田県 横手市 長野県 小諸市 磯城郡田原本町 糟屋郡篠栗町

鹿角郡小坂町 上水内郡信濃町 宇陀郡御杖村 糟屋郡新宮町

鹿角市 上水内郡飯綱町 宇陀郡曽爾村 糟屋郡須惠町

秋田市 上田市 宇陀市 糟屋郡粕屋町

大館市 長野市 橿原市 太宰府市

福島県 伊達市 岐阜県 羽島郡笠松町 葛城市 大川市

喜多方市 羽島郡岐南町 吉野郡下市町 大牟田市

福島市 羽島市 吉野郡下北山村 大野城市

茨城県 つくば市 各務原市 吉野郡吉野町 筑後市

ひたちなか市 岐阜市 吉野郡黒滝村 筑紫野市

常陸太田市 高山市 吉野郡十津川村 朝倉郡筑前町

水戸市 中津川市 吉野郡上北山村 朝倉郡東峰村

土浦市 本巣郡北方町 吉野郡川上村 朝倉市

東茨城郡城里町 静岡県 賀茂郡河津町 吉野郡大淀町 那珂川市

那珂市 御殿場市 吉野郡天川村 八女郡広川町

群馬県 甘楽郡下仁田町 富士市 吉野郡東吉野村 八女市

甘楽郡南牧村 愛知県 みよし市 吉野郡野迫川村 福岡市東区

館林市 安城市 五條市 福岡市南区

吾妻郡嬬恋村 岡崎市 御所市 福岡市博多区

富岡市 蒲郡市 香芝市 北九州市小倉南区

埼玉県 さいたま市岩槻区 高浜市 高市郡高取町 北九州市小倉北区

さいたま市見沼区 常滑市 高市郡明日香村 北九州市八幡西区

さいたま市西区 西尾市 桜井市 柳川市

さいたま市大宮区 大府市 山辺郡山添村 長崎県 壱岐市

さいたま市北区 知多郡阿久比町 生駒郡安堵町 佐世保市

さいたま市緑区 知多郡東浦町 生駒郡三郷町 対馬市

加須市 知多郡南知多町 生駒郡斑鳩町 長崎市

狭山市 知多郡美浜町 生駒郡平群町 平戸市

坂戸市 知多郡武豊町 生駒市 大分県 中津市

上尾市 知多市 大和郡山市 宮崎県 延岡市

新座市 田原市 大和高田市 沖縄県 浦添市

川越市 東海市 天理市 沖縄市

朝霞市 半田市 奈良市 糸満市

鶴ヶ島市 尾張旭市 北葛城郡王寺町 中頭郡嘉手納町

蓮田市 碧南市 北葛城郡河合町 中頭郡読谷村

千葉県 印西市 豊橋市 北葛城郡広陵町 中頭郡北谷町

印旛郡栄町 豊川市 北葛城郡上牧町 中頭郡北中城村

鎌ケ谷市 豊田市 島尻郡南大東村

市原市 名古屋市千種区 那覇市

成田市 名古屋市中区 名護市

千葉市稲毛区 名古屋市東区

千葉市若葉区 名古屋市緑区

千葉市中央区

大網白里市

東金市

富里市


