
アスクルエアコン標準取付⼯事対応可能エリア 2019年6⽉時点

アスクルのエアコン標準取付⼯事は東京都、神奈川県、埼⽟県の下記エリアが対象となります。
下記以外のエリアにつきましては繁忙期による取付業者不⾜により、お届け・取付⼯事に関して
ご注⽂後2カ⽉以上のお時間をいただく事になりますのでご注意ください。

■東京エリア ■神奈川エリア ■埼⽟エリア
県名 市区名 県名 市区名 県名 市区名

東京都 千代⽥区　　　　　　　 神奈川県 横浜市鶴⾒区　　　　　 埼⽟県 さいたま市⻄区　　　　
東京都 中央区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市神奈川区　　　　 埼⽟県 さいたま市北区　　　　
東京都 港区　　　　　　　　　 神奈川県 横浜市⻄区　　　　　　 埼⽟県 さいたま市⼤宮区　　　
東京都 新宿区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市中区　　　　　　 埼⽟県 さいたま市⾒沼区　　　
東京都 ⽂京区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市南区　　　　　　 埼⽟県 さいたま市中央区　　　
東京都 台東区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市保⼟ケ⾕区　　　 埼⽟県 さいたま市桜区　　　　
東京都 墨⽥区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市磯⼦区　　　　　 埼⽟県 さいたま市浦和区　　　
東京都 江東区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市⾦沢区　　　　　 埼⽟県 さいたま市南区　　　　
東京都 品川区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市港北区　　　　　 埼⽟県 さいたま市緑区　　　　
東京都 ⽬⿊区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市⼾塚区　　　　　 埼⽟県 さいたま市岩槻区　　　
東京都 ⼤⽥区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市港南区　　　　　 埼⽟県 川越市　　　　　　　　
東京都 世⽥⾕区　　　　　　　 神奈川県 横浜市旭区　　　　　　 埼⽟県 熊⾕市　　　　　　　　
東京都 渋⾕区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市緑区　　　　　　 埼⽟県 川⼝市　　　　　　　　
東京都 中野区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市瀬⾕区　　　　　 埼⽟県 浦和市　　　　　　　　
東京都 杉並区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市栄区　　　　　　 埼⽟県 ⾏⽥市　　　　　　　　
東京都 豊島区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市泉区　　　　　　 埼⽟県 秩⽗市　　　　　　　　
東京都 北区　　　　　　　　　 神奈川県 横浜市⻘葉区　　　　　 埼⽟県 所沢市　　　　　　　　
東京都 荒川区　　　　　　　　 神奈川県 横浜市都筑区　　　　　 埼⽟県 飯能市　　　　　　　　
東京都 板橋区　　　　　　　　 神奈川県 川崎市川崎区　　　　　 埼⽟県 加須市　　　　　　　　
東京都 練⾺区　　　　　　　　 神奈川県 川崎市幸区　　　　　　 埼⽟県 本庄市　　　　　　　　
東京都 ⾜⽴区　　　　　　　　 神奈川県 川崎市中原区　　　　　 埼⽟県 東松⼭市　　　　　　　
東京都 葛飾区　　　　　　　　 神奈川県 川崎市⾼津区　　　　　 埼⽟県 岩槻市　　　　　　　　
東京都 江⼾川区　　　　　　　 神奈川県 川崎市多摩区　　　　　 埼⽟県 春⽇部市　　　　　　　
東京都 ⼋王⼦市　　　　　　　 神奈川県 川崎市宮前区　　　　　 埼⽟県 狭⼭市　　　　　　　　
東京都 ⽴川市　　　　　　　　 神奈川県 川崎市⿇⽣区　　　　　 埼⽟県 ⽻⽣市　　　　　　　　
東京都 武蔵野市　　　　　　　 神奈川県 相模原市緑区　　　　 埼⽟県 鴻巣市　　　　　　　　
東京都 三鷹市　　　　　　　　 神奈川県 相模原市中央区　　　 埼⽟県 深⾕市　　　　　　　　
東京都 ⻘梅市　　　　　　　　 神奈川県 相模原市南区　　　　 埼⽟県 上尾市　　　　　　　　
東京都 府中市　　　　　　　　 神奈川県 相模原市　城⼭町　　　 埼⽟県 与野市　　　　　　　　
東京都 昭島市　　　　　　　　 神奈川県 相模原市　津久井町　　 埼⽟県 草加市　　　　　　　　
東京都 調布市　　　　　　　　 神奈川県 相模原市　相模湖町　　 埼⽟県 越⾕市　　　　　　　　
東京都 町⽥市　　　　　　　　 神奈川県 相模原市　藤野町　　　 埼⽟県 蕨市　　　　　　　　　
東京都 ⼩⾦井市　　　　　　　 神奈川県 横須賀市　　　　　　　 埼⽟県 ⼾⽥市　　　　　　　　
東京都 ⼩平市　　　　　　　　 神奈川県 平塚市　　　　　　　　 埼⽟県 ⼊間市　　　　　　　　
東京都 ⽇野市　　　　　　　　 神奈川県 鎌倉市　　　　　　　　 埼⽟県 鳩ケ⾕市　　　　　　　
東京都 東村⼭市　　　　　　　 神奈川県 藤沢市　　　　　　　　 埼⽟県 朝霞市　　　　　　　　
東京都 国分寺市　　　　　　　 神奈川県 ⼩⽥原市　　　　　　　 埼⽟県 志⽊市　　　　　　　　
東京都 国⽴市　　　　　　　　 神奈川県 茅ヶ崎市　　　　　　　 埼⽟県 和光市　　　　　　　　
東京都 ⽥無市　　　　　　　　 神奈川県 逗⼦市　　　　　　　　 埼⽟県 新座市　　　　　　　　
東京都 福⽣市　　　　　　　　 神奈川県 三浦市　　　　　　　　 埼⽟県 桶川市　　　　　　　　
東京都 狛江市　　　　　　　　 神奈川県 秦野市　　　　　　　　 埼⽟県 久喜市　　　　　　　　
東京都 東⼤和市　　　　　　　 神奈川県 厚⽊市　　　　　　　　 埼⽟県 北本市　　　　　　　　
東京都 清瀬市　　　　　　　　 神奈川県 ⼤和市　　　　　　　　 埼⽟県 ⼋潮市　　　　　　　　
東京都 東久留⽶市　　　　　　 神奈川県 伊勢原市　　　　　　　 埼⽟県 富⼠⾒市　　　　　　　
東京都 武蔵村⼭市　　　　　　 神奈川県 海⽼名市　　　　　　　 埼⽟県 上福岡市　　　　　　　
東京都 多摩市　　　　　　　　 神奈川県 座間市　　　　　　　　 埼⽟県 三郷市　　　　　　　　
東京都 稲城市　　　　　　　　 神奈川県 南⾜柄市　　　　　　　 埼⽟県 蓮⽥市　　　　　　　　
東京都 秋川市　　　　　　　　 神奈川県 綾瀬市　　　　　　　　 埼⽟県 坂⼾市　　　　　　　　
東京都 ⽻村市　　　　　　　　 神奈川県 三浦郡　葉⼭町　　　　　 埼⽟県 幸⼿市　　　　　　　　
東京都 あきる野市　　　　　　 神奈川県 ⾼座郡　寒川町　　　　　 埼⽟県 鶴ヶ島市　　　　　　　
東京都 ⻄東京市　　　　　　　 神奈川県 中郡　⼤磯町　　　　　　 埼⽟県 ⽇⾼市　　　　　　　　
東京都 ⻄多摩郡　⽻村町　　　 神奈川県 中郡　⼆宮町　　　　　　 埼⽟県 吉川市　　　　　　　　
東京都 ⻄多摩郡　瑞穂町　　　　 神奈川県 ⾜柄上郡　中井町　　　　 埼⽟県 ふじみ野市　　　　　　
東京都 ⻄多摩郡　⽇の出町　　　 神奈川県 ⾜柄上郡　⼤井町　　　　 埼⽟県 ⽩岡市　　　　　　　　
東京都 ⻄多摩郡　五⽇市町　　 神奈川県 ⾜柄上郡　松⽥町　　　　 埼⽟県 北⾜⽴郡　伊奈町　　　　

神奈川県 ⾜柄上郡　⼭北町　　　　 埼⽟県 北⾜⽴郡　吹上町　　　
神奈川県 ⾜柄上郡　開成町　　　　 埼⽟県 ⼊間郡　⼤井町　　　
神奈川県 愛甲郡　愛川町　　　　　 埼⽟県 ⼊間郡　三芳町　　　　　

埼⽟県 ⼊間郡　⽑呂⼭町　　　　
埼⽟県 ⼊間郡　越⽣町　　　　　
埼⽟県 ⼊間郡　鶴ケ島町　　
埼⽟県 ⼊間郡　⽇⾼町　　　
埼⽟県 ⼊間郡　名栗村　　　
埼⽟県 ⽐企郡　滑川町　　　　　
埼⽟県 ⽐企郡　嵐⼭町　　　　　
埼⽟県 ⽐企郡　⼩川町　　　　　
埼⽟県 ⽐企郡　都幾川村　　
埼⽟県 ⽐企郡　⽟川村　　　
埼⽟県 ⽐企郡　川島町　　　　　
埼⽟県 ⽐企郡　吉⾒町　　　　　
埼⽟県 ⽐企郡　鳩⼭町　　　　　
埼⽟県 ⽐企郡　ときがわ町　　　
埼⽟県 児⽟郡　美⾥町　　　　　
埼⽟県 児⽟郡　児⽟町　　　
埼⽟県 児⽟郡　神川町　　　　　
埼⽟県 児⽟郡　神泉村　　　
埼⽟県 児⽟郡　上⾥町　　　　　
埼⽟県 ⼤⾥郡　⼤⾥村　　　
埼⽟県 ⼤⾥郡　江南町　　　
埼⽟県 ⼤⾥郡　妻沼町　　　
埼⽟県 ⼤⾥郡　岡部町　　　
埼⽟県 ⼤⾥郡　川本町　　　
埼⽟県 ⼤⾥郡　花園町　　　
埼⽟県 ⼤⾥郡　寄居町　　　　　
埼⽟県 北埼⽟郡　騎⻄町　　　　
埼⽟県 北埼⽟郡　南河原村　　
埼⽟県 北埼⽟郡　川⾥村　　　
埼⽟県 北埼⽟郡　北川辺町　　　
埼⽟県 北埼⽟郡　⼤利根町　　　
埼⽟県 南埼⽟郡　宮代町　　　　
埼⽟県 南埼⽟郡　⽩岡町　　　　
埼⽟県 南埼⽟郡　菖蒲町　　　　
埼⽟県 北葛飾郡　栗橋町　　　　
埼⽟県 北葛飾郡　鷲宮町　　　　
埼⽟県 北葛飾郡　杉⼾町　　　　
埼⽟県 北葛飾郡　松伏町　　　　
埼⽟県 北葛飾郡　吉川町　　　
埼⽟県 北葛飾郡　庄和町　　　


