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「Amazon フレッシュ」、配送対象エリアを拡大

東京 18 区・狛江市・調布市、千葉県市川市・浦安市、神奈川県
区・狛江市・調布市、千葉県市川市・浦安市、神奈川県川崎市で利用可能
神奈川県川崎市で利用可能に
川崎市で利用可能に

総合オンラインストア Amazon.co.jp（以下、Amazon）は、生鮮食品や専門店グルメ、日用品をまとめてお届けする
Amazon プライム会員向けサービス「Amazon フレッシュ」（www.amazon.co.jp/fresh ）の配送対象エリアをこのたび
拡大いたしました。今年 4 月 21 日（金）に当サービスの提供を開始した時点の配送対象エリアは、東京都の港
区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、江戸川区の 6 区域（一部エリアを除く）でしたが、現在は、東京都の 18
区、狛江市、調布市、千葉県の市川市、浦安市、および神奈川県川崎市（いずれも一部エリアを除く）に拡大し、よ
り多くの Amazon プライム会員の方々にご利用いただけるようになりました。
具体的な配送対象エリアは以下の通りです。
＜Amazon フレッシュの配送対象エリア＞ ※2017 年 6 月 15 日（木）現在
日（木）現在
【東京都】 港区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、江戸川区、新宿区、文京区、台東区、荒川区、足立区、
葛飾区、渋谷区、目黒区、世田谷区、杉並区、品川区、大田区、調布市、狛江市 （一部エリアを除く）
【千葉県】 市川市、浦安市 （一部エリアを除く）
【神奈川県】 川崎市中原区、多摩区、宮前区、高津区 （一部エリアを除く）
このたびの配送対象エリア拡大にあたり、アマゾンジャパン合同会社 社長のジャスパー・チャンは次のように述
べています。「Amazon フレッシュをより多くの Amazon プライム会員の皆さまにご利用いただけるようになったこと
を大変嬉しく思っております。Amazon フレッシュでは、新鮮な食品を中心とする幅広い品揃えの商品を、迅速かつ
利便性の高い配達サービスによりご提供しております。Amazon フレッシュをご利用いただいたお客様からは大変
ご好評をいただいており、さらに多くの Amazon プライム会員の皆さまにご利用いただけるよう、今後も配送対象
エリアを順次拡大していく予定です。」
また、Amazon フレッシュでは、日用品を中心とした 7 万点の商品を新たに追加し、合計で 17 万点以上の品揃え
となりました。野菜、果物、鮮魚、精肉、乳製品といった 1 万 7,000 点以上の新鮮で高品質な食料品のほか、キッ
チン用品、健康・美容用品、ベビー用品、ペット用品など、16 万点以上の日用品・雑貨も購入することができます。
さらに、「専門店グルメ」では、「人形町今半」の精肉や「魚の北辰」の刺身など、日本のお客様から支持されてい
る各専門店のこだわりの食品・食材も多数取り揃えており、6 月 15 日（木）より、Amazon フレッシュ限定の「パティ
スリー モンシェール 堂島ロール マスカットフレーバー」＜フルサイズ：1,350 円（税込）、ハーフサイズ：780 円
（税込）＞の販売も開始いたしました。当商品は、「堂島ロール」の中央に、Amazon フレッシュのイメージカラーで
あるグリーンのマスカットクリームが入っており、Amazon フレッシュのみでお買い求めいただけます。
堂島ロールの製造元である、株式会社 Mon cher（モンシェール）代表取締役 金 美花氏は次のように述べてい
ます。「モンシェールでは、これまではお取り寄せ専用として開発したロールケーキのみ通販を行っておりました
が、『Amazon フレッシュ』を通じて、店頭でお買い求めいただけるフレッシュな堂島ロールと同様の商品のお届け
が可能となりました。ご都合の良い日時にお届けできるため、お客様からも大変ご好評をいただいております。こ
のたびご用意した『Amazon フレッシュ限定 堂島ロール』も、一人でも多くのお客様にご賞味いただければ幸いで
す。」

＜Amazon フレッシュ限定＞
パティスリー モンシェール
堂島ロール マスカットフレーバー
<
■フルサイズ： 1,350 円（税込）
■ハーフサイズ： 780 円（税込）
（※写真はフルサイズ）

また、Amazon フレッシュでは、「新鮮市」を週に 2 回（毎週火曜日および金曜日）開催し、契約農園から仕入れた
採れたての新鮮な野菜や、築地市場で仕入れてその日の早朝に加工された新鮮な鮮魚を販売しています。
Amazon プライム会員の方は、Amazon フレッシュの 30 日間の無料体験にご登録いただくことができ、その後は月
額 500 円（税込）にて Amazon フレッシュをご利用いただけます。まだ Amazon プライム会員にご登録いただいて
いない方は、プライム会員と Amazon フレッシュの 30 日間の無料体験を同時に受けることができます。また、
2017 年 6 月 30 日までの期間限定で、Amazon フレッシュの初回購入時（対象：税込 6,000 円以上のご購入）にご
利用いただける 2,000 円 OFF クーポンもご提供しています。
Amazon フレッシュは、2007 年にアメリカのシアトルでサービスを開始し、その後、アメリカの各主要都市に拡大し
ています。イギリスでは、2016 年 7 月にロンドンの一部地域で開始し、現在はサリーおよびハンプシャーでも展開
されています。 日本では、今年 4 月に東京の一部地域でサービスを開始し、その後 5 月にドイツのベルリンとポ
ツダムでも開始されました。
Amazon は、今後も品揃えの拡大と利便性の向上を追求し、サービスの強化に努めてまいります。
「Amazon フレッシュ」概要
フレッシュ」概要 【URL】 http://www.amazon.co.jp/fresh
• 日本でのサービス開始日： 2017 年 4 月 21 日（金）
• 配送対象エリア ＜※2017 年 6 月 15 日（木）時点＞：
【東京都】 港区、千代田区、中央区、江東区、墨田区、江戸川区、新宿区、文京区、台東区、荒川区、
足立区、葛飾区、渋谷区、目黒区、世田谷区、杉並区、品川区、大田区、調布市、狛江市 （一部エリアを
除く）
【千葉県】 市川市、浦安市 （一部エリアを除く）
【神奈川県】 川崎市中原区、多摩区、宮前区、高津区 （一部エリアを除く）
＊今後も配送対象エリアは順次拡大していく予定です。
＊配送対象エリアの詳細は Amazon フレッシュの Web サイトにてご確認ください。
• お届け時間帯： 午前 8 時から深夜 0 時までの間、2 時間ごとのお届け時間帯から指定可能です。ご注
文から最短で 4 時間後に商品を受け取り可能です。
• 配送料： ご注文額が 6,000 円（税込）以上の場合、配送料は発生しません。ご注文額が 6,000 円（税
込）未満の場合は、1 回の注文あたり 配送料が 500 円（税込）発生します。
• フレッシュ月会費： Amazon プライム会員の方は、30 日間の無料体験にご登録いただくことができ、その
後は月額 500 円（税込）で Amazon フレッシュをご利用いただけます。
• ご利用方法： Amazon.co.jp の Web サイト（PC、モバイル）および Amazon ショッピングアプリからご利用
いただけます。

プライムについて
プライムは、3,900円（税込）の年会費もしくは400円（税込）の月会費で、ショッピングだけでなく、観る、聴く、
読むなど様々な特典をご利用いただけるプレミアムサービスです。ショッピングではお急ぎ便やお届け日時指定便
を追加料金なしで何度もお使いいただけるだけでなく、食品・日用品をひとつから必要なだけご購入いただける
Amazonパントリー*、毎日のお買い物が最短１時間でお手許に届くPrime Nowも特典に加わり、品揃えや配送スピー
ドの選択肢が広がり、より便利にお買いものができるようになりました。また、大ヒット映画やTV番組が見放題の
プライム・ビデオをはじめ、100万曲以上の楽曲が聴き放題のPrime Music、写真を保存し放題のプライム・フォト、
Kindle 端末または Fire タブレットで毎月電子書籍 1 冊を無料で読める Kindle オーナーライブラリーなど、様々なラ
イフシー ンで会 員特 典を お楽し み いた だ けま す。 プラ イ ムに 関する 詳細と 30 日 間の 無料 体験 は
www.amazon.co.jp/primeまで。*ひと箱あたり取扱手数料がかかります。
Amazon について
Amazon は 4 つの理念を指針としています。競合他社ではなくお客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運
営へのこだわり、そして長期的な発想です。カスタマーレビュー、1-Click 注文、パーソナライズされたおすすめ商
品機能、Amazon プライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレク
ト・パブリッシング、Kindle、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa などは、Amazon が先駆けて提供している
商品やサービスです。
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