（平成３０年１１月）
配達までの利用方法

１

ほしいものを

４

お店から注文した内容が配達されます

メモします

２

一覧表の中からさがします

３

お店に電話して、注文します
【確認事項】
・注文する内容
・名前
・電話番号と住所

【発行】社会福祉法人福岡市西区社会福祉協議会
【協力】掲載店舗

協力店舗は
このステッカー
が目印です！

はじめに

高齢や障がい、その他の理由により、買い物に関して様々
な困難を抱えている方々に食料品や日用品などを自宅まで配
達してくれる商店にご協力いただき、｢西区買い物支援ガイド
ブック｣としてまとめました。
このガイドブックは、西区内の民生委員・児童委員をはじ
め、地域住民の方々からご提供いただいた情報をもとに作成
いたしました。
ガイドブックの情報を活用いただくことで、買い物のお役
にたつことはもちろんですが、身近な地域で様々な人々との
ふれあい・絆を深めていただく機会に繋がれば幸いです。
※多くの皆さまの買い物支援に寄与するため、今後も協力店
の情報を増加し、ガイドブックを適宜更新したいと考えてお
りますので、商店主、企業の皆さまのご協力をよろしくお願
いします。

社会福祉法人

福岡市西区社会福祉協議会

〒８１９－０００５
福岡市西区内浜１-７-１ 北山興産ビル１階
ＴＥＬ：０９２-８９５-３１１０
ＦＡＸ：０９２-８９５-３１０９
E-mail：nishiku@fukuoka-shakyo.or.jp
ホームページ：http://nishiku-shakyo.cocolog-nifty.com/
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※掲載内容は、2018年11月1日現在の情報です。

１

食料品・日用品
№

店名

魚嘉かまぼこ店

1

（西区姪の浜3-5-10）

☎８８１－０１０２

主な取扱商品

かまぼこ、天ぷら など
箱詰め商品

配達エリア

営業時間 １０：００～１８：３０
主に西区
配達時間 １４：３０～１６：３０
（姪の浜、内浜、愛宕、豊
店休日
日曜
浜、愛宕浜、福重、石丸、下 配送料
1,500円以上は無料。
山門、上山門、生の松原）
1,000円未満は200円。

米香房

2

（西区今宿1-1-30）

☎８０７－８７２８
ＦＡＸ：８０６－０４２９

吉岡米穀株式会社

3

（西区羽根戸７０番地）

☎８８１－１４２２

4

米、食料品、日用品 など

漬物、醤油 など

大賀商店（愛宕小南門前）

5

（西区愛宕4-8-23）

☎８８１－１８９８
ＦＡＸ：８８２－６１２２

福岡市内（東区除く）

営業時間 月～金曜日９：００～１８：００
土曜日９：００～１３：００
配達時間 １０：００～１６：００
配達料金 無料
店休日
日曜・祝日

店内で販売している米
営業時間 ８：３０～１８：００
（元気つくし、夢つくし、ひの 西区、早良区、城南区
※毎週金曜は糸島市も配達 配達時間 指定できません
ひかり、新潟こしひかりな 可
店休日
日曜・祝日
ど）

漁師直営の店 おさかな天国
鮮魚、野菜、弁当、豆腐、
（西区飯氏扇子824-1）

☎８０６－８６２７

営業時間
配達時間
店休日 など

野菜、果物 など

お店より一言
３日前までに予約ください。

店頭購入・電話・ＦＡＸいずれの注文
でも、一定の重量以上であれば配達
します。
（注文受け後、翌日以降配達。）
ＪＡ福岡市の直轄事業所です。安心、
安全なお米をお届けします。

注文は5kg（1,900円～）より承ります。
福岡を中心に企業、社員食堂、保育
施設、一般家庭に配達しています。

前原～室見くらいまで

営業時間 ９：００～１９：００
配達時間 １３：００～１７：００
１１時までの連絡で当日配達が可能。
店休日
なし
注文は2,500円以上でお願いします。

日々、新鮮な魚、野菜を入荷していま
す。
魚は調理法（漬物、刺身）に応じて配
達します。

愛宕１・２・３・４丁目、
豊浜１・２丁目、
愛宕浜１・２丁目

営業時間 １１：００～１８：００
配達時間 １２：００～１７：００
店休日
日曜・祝日・年始・盆
配達料はかかりません。

三代続く商店です。野菜や果物の品
定めにプロのプライドがあります！

３

№

店名

フルール彩花

6

（西区姪の浜4-22-7）

☎８８５－２６９７

果物・野菜もり

7

（西区壱岐団地135-104）

☎８１１－７１３２

主な取扱商品

配達エリア

（西区周船寺2-7-13）

当日配達は１３時までに連絡くださ
い。
切花、鉢物、仏花、プレゼント用の花
など、花に関することは何でも相談く
ださい。

野菜、果物、塩干、卵、調味
野方、生松台、羽根戸
料 など

営業時間 ９：００～１８：００
配達時間 １２：００～１８：００
店休日
日曜・祝日
配達無料で実施しています！

当日１６時までに連絡ください。
配達の時間指定は
できません。

生花、野菜、果物、卵 など 周船寺校区

営業時間 ９：００～１９：００
配達時間 午後のみ。
時間指定はできません
店休日
盆、年始
1,000円以上から配達します。

生花、鉢物、果物(多少あ
り、確認ください)

西区全域
一部地域は要相談

☎８０６－５７２９

松よし

9

（西区上山門1-3-20）

うどん、そば、丼もの

☎８８４－０７０５

10

街のハム・ソーセージ屋
シュテファン
（西区壱岐団地135-103）

☎８１２－４１８６

お店より一言

営業時間 １０：００～１９：００
配達時間 １２：００～１６：００
店休日
日曜、盆、年始
姪浜、内浜、姪北、愛宕、愛宕浜校区
は500円以上で配達料無料、それ以外
の校区は3,000円以上で配達料無料。

花・野菜・果物のふくしま

8

営業時間
配達時間
店休日 など

ハム、ソーセージ、輸入商
品、ギフト、サンドイッチ、
スープ 他

営業時間 １１：００～１４：３０
上山門1～３丁目、
１７：００～１９：５０
下山門２～４丁目、
日曜 《祝日は営業》
拾六町５丁目、石丸３丁目、 店休日
生の松原１丁目（一部除く）、 配達料は無料です。
生の松原２～４丁目

西区全域

営業時間 ９：００～１９：００
配達時間 指定はできません。
店休日
日曜・祝日
1,000円以上から配達します。

かけうどん一杯（340円）から配達しま
す。

食卓のひと品からパーティー用オード
ブル、バーベキュー用ソーセージ、ギ
フトなど準備しています。
気軽に電話で問い合わせください。

４

№

店名

主な取扱商品

（西区内浜1-7-1-102）

野菜、米、卵 など

福重、石丸、内浜、愛宕、
豊浜、小戸、下山門、
姪の浜

お茶、お茶菓子、海苔、椎
茸、線香ローソク、封筒
など

西区全域
（尚、送付させて頂く場合も
あります）

営業時間
９：３０～１９：００
配達時間 １０：３０～１５：００
※配達は月・木・金曜日
店休日
日曜・祝日
3,000円以上から無料で配達します。

☎４０７－１４３６

岩木園茶舗

12

（西区周船寺1－5－27）

☎８０６－１１２１

営業時間
配達時間
店休日 など
営業時間
９：００～１８：００
配達時間 １０：００～１７：００
１２時までの連絡で当日配達が可能。
店休日
日曜・祝日
500円以上から無料で配達します。

株式会社勇輝の郷こころ

11

配達エリア

お店より一言
新鮮な季節野菜をお届けします。
早良区と糸島市が主な産地です。

お茶と人との出逢いを何よりも大切に
いつも新鮮な星野茶をお届け致しま
す。
取り扱い商品が豊富です。
是非一度お電話下さい！

弁当・惣菜
№

店名
まごころ弁当福岡西店

1

（西区上山門2-1-21）

☎８３４－９９４６

主な取扱商品

レストラン ゆずのき
（西区姪浜駅南1-10-11）

☎０１２０－９３９－３９４

営業時間 ９：００～１８：００
配達時間 ９：００～１８：００
前日の１７時までに注文ください。
店休日
日曜
配達料は無料です。
・レストラン ゆずのき
・一般弁当
営業時間 １１：３０～１５：００
２０食以上配達可能
(オーダーストップ１４：３０)
（１週間前までに予約）
・月～土曜、日曜、祝日の夜営業は
１０名以上、2,000円コースの予約
営業となります。
・夕方のおばんざい
（１週間前までに予約）
１食から配達可能
・夕方のおばんざい
(当日１４：００までに予約)
配達時間 １６：４５～１８：００
姪の浜、下山門、内浜、
・店休日 毎月第３火曜
豊浜、愛宕近辺 (要相談) ※問合せ、予約に関しては
☎０１２０－９３９－３９４まで
ご連絡ください。

弁当（普通食・カロリー調整
西区（一部地域を除く）
食・低タンパク食・ムース
食）など

レストラン内での食事

2

配達エリア

弁当
夕方のおばんざい
（弁当配食）

営業時間
配達時間
店休日 など

お店より一言
高齢者向けの配食サービスです。
１食から配達します。安否確認も行っ
ています。妊婦さん、健康を気にされ
ている方にもお勧めです。
障がい者と健常者が協働して作って
います。

５

№

店名

主な取扱商品

肥後椿

3

（西区小戸3-52-15）

弁当 など

☎８９２－０３０３

4

Ｋ’ｓ ｋｉｔｃｈｅｎ
（ケイズキッチン）
（西区内浜2-14-4）

仕出し、弁当 など

配達エリア

営業時間
配達時間
店休日 など

営業時間 ９：００～２０：３０
（ラストオーダー２０：００）
小戸、姪の浜、姪浜駅南、
内浜、石丸、愛宕、愛宕南、 配達時間 １０：００～１３：００
店休日
火曜
愛宕浜、下山門
2,000円以上から配達（無料）します。

西区（離島を除く）

前日１７：00までの予約
配達時間 １０：００～１４：００
店休日
盆、年末年始
配達料は無料です。

お店より一言

１０時までの注文は、昼に配達しま
す。

土曜、日曜、祝日も配達します。
弁当は５００円からあります。
ヘルシー弁当あります。

☎８２１－５２２４
ヨシケイ

5

6

（南区弥永5-11-15）

☎０１２０－４１２－７１２
（９：００～１７：００）
セブンイレブン
福岡生松台店
(西区生松台1-1-9）

食材、調理済みおかず
など

配達時間 １０：３０～１１：３０
１６：００～１７：００

弁当、惣菜 など

☎８１２－６６３４

7

セブンイレブン
福岡金武店
（西区金武大字中原1902-22）

福岡市内

弁当、惣菜 など

生松台、西の丘、
拾六町４丁目、野方５・６丁
目

金武、吉武

☎８１２－１２２１

8

セブンイレブン
九大学研都市駅東店
（西区西都1-5-5）

☎８０６―５５２１

利用手順について問い合わせください。 日本の全国各地で食材宅配サービス
を行っています。安全・安心にこだわ
り、全国から厳選した食材を使い、安
心して食べていただける商品を配達
しています。

弁当、惣菜 など

西都、徳永、北原

利用には会員登録（氏名、住所、連
絡先）が必要です。
登録料や年会費は無料です。

１回の配達につき注文金額が1,000円
から配達します。1,000円以上は216円
別途かかります。3,000円以上は無料。
１回の配達につき注文金額が1,000円 利用には会員登録（氏名、住所、連
から配達します。1,000円以上は216円 絡先）が必要です。
別途かかります。3,000円以上は無料。 登録料や年会費は無料です。
米、酒、水等重量のある商品も配達し
ます。
１回の配達につき注文金額が1,000円 利用には会員登録（氏名、住所、連
から配達します。1,000円以上は216円 絡先）が必要です。
別途かかります。3,000円以上は無料。 登録料や年会費は無料です。
米、酒、水等重量のある商品も配達し
ます。

６

№

9

店名
セブンイレブン
九大学研都市駅前店
（西区北原1-9-7）

主な取扱商品

配達エリア

弁当、惣菜 など

西都、徳永、北原

弁当、惣菜 など

内浜１丁目、
姪浜駅南１丁目

弁当、惣菜 など

石丸１～３丁目
福重３・４丁目

☎８０６－１２２７

10

セブンイレブン
福岡姪浜駅西店
(西区内浜1-3-43）

☎８８３－８７２１

11

セブンイレブン
福岡石丸店
（西区石丸1-10-3）

☎８８１－５０７６

12

セブンイレブン
福岡小戸４丁目店
（西区小戸4-2-27）

弁当、惣菜 など

小戸
（店舗より半径1ｋｍ圏内）

☎８９２－６７７３

13

セブンイレブン
福岡横浜２丁目店
（西区横浜2-10-33）

弁当、惣菜 など

横浜２丁目
（店舗より半径500ｍ圏内）

☎８０７－４９８８

営業時間
配達時間
店休日 など

お店より一言

１回の配達につき注文金額が1,000円 利用には会員登録（氏名、住所、連
から配達します。1,000円以上は216円 絡先）が必要です。
別途かかります。3,000円以上は無料。 登録料や年会費は無料です。
米、酒、水等重量のある商品も配達し
ます。
１回の配達につき注文金額が1,000円 利用には会員登録（氏名、住所、連
から配達します。1,000円以上は216円 絡先）が必要です。
別途かかります。3,000円以上は無料。 登録料や年会費は無料です。
米、酒、水等重量のある商品も配達し
ます。
１回の配達につき注文金額が1,000円 利用には会員登録（氏名、住所、連
から配達します。1,000円以上は216円 絡先）が必要です。
別途かかります。3,000円以上は無料。 登録料や年会費は無料です。
優しいお兄さんが配達します。
配達時間 １１：３０～１２：３０
利用には会員登録（氏名、住所、連
１７：３０～１８：３０
絡先）が必要です。
１回の配達につき注文金額が1,000円 登録料や年会費は無料です。
から配達します。1,000円以上は216円
別途かかります。3,000円以上は無料。
配達時間 １１：３０～１２：００
１６：００～１７：３０
１回の配達につき注文金額が1,000円
から配達します。1,000円以上は216円
別途かかります。3,000円以上は無料。

利用には会員登録（氏名、住所、連
絡先）が必要です。
登録料や年会費は無料です。
米、酒、水等重量のある商品も配達し
ます。

営業時間
配達時間
店休日 など

お店より一言

パン・菓子
№

店名

いきいき工房

1

（西区小戸2-1-2）

☎８８４－０８４４

主な取扱商品
食パン半斤…110円
食パン１斤…200円
レーズン食パン１斤…220円
セサミチーズ食パン１斤・・・250円
※いずれもスライスなし

配達エリア

営業時間 １０：００～１５：００
配達時間 指定はできません
西区（一部地域を除く）相談 店休日
土曜・日曜・祝日
に応じます

３日前までに予約ください。

７

スーパー
№

など

店名

ハローデイ姪浜店

1

（西区姪浜駅南2-20-14）

☎８８５－８６２８

ハローデイ周船寺店

2

（西区大字千里418-1）

☎８０５－８６１１

株式会社マルコー

3

（糸島市波多江駅北4-4-1）

☎３２２－２６２８

主な取扱商品

配達エリア

営業時間
配達時間
店休日 など

お店より一言

愛宕１～４丁目、愛宕浜１～ 営業時間 １０：００～２４：００
（火・土 ９：００～２４：００）
４丁目、愛宕南１～２丁目、
壱岐団地、石丸１～４丁目、 配達時間 地域により時間が異なりま
内浜１～２丁目、大町団地、 すので、カウンターでご確認ください。
小戸１～５丁目、下山門１～
４丁目、十郎川団地、戸切１
～３丁目、豊浜１～３丁目、
橋本１～２丁目、橋本大字、
店内で販売している商品
羽根戸、福重１～５丁目、福
※一部以下の商品を除く
重団地、姪の浜１～６丁目、
ハロらく便
食料品（冷凍品、一部生鮮 姪浜駅南１～４丁目、早良区
買い物当日にサービスカウンターで
小田部（１～７丁目）
品 など）
申し込みいただき、クロネコヤマトの
われもの類（陶磁器・酒[ビ
営業時間 １０：００～２２：００
宅急便1箱目２５０円（２箱目１５０円）
飯氏、生の松原、生松台、
（火・土 ９：００～２２：００） で自宅まで届けます。
ン類] など）
※詳しくはサービスカウン 泉、今宿、今宿青木、今宿駅 配達時間 地域により時間が異なりま
前、今宿上ノ原、今宿東、今 すので、カウンターでご確認ください。
ターでお尋ねください。
宿町、今津、宇田川原、上山
門、草場、桑原、小田、拾六
町、拾六町団地、城の原団
地、周船寺、千里、田尻、太
郎丸、徳永、西浦、西の丘、
野方、富士見、宮浦、女原、
元岡、元浜、横浜、糸島市全
域（離島を除く）
営業時間 １０：００～２２：００
西区（今宿から西の浦くらい 配達時間 １２：００～１６：００
スーパーの店内で販売して まで）
店休日
日曜
糸島市（旧前原市、志摩町、
いる全商品
二丈深江くらいまで）

当日配達は１０時までに連絡くださ
い。
移動スーパーを運行しています。

８

№

店名

サングリン

4

（西区下山門団地40-2）

☎８９１－４３０５

阪急キッチンエール九州

5

（博多区博多駅南2-4-11）

☎０１２０－８０１－１５５

6

サンリブ木の葉モール
橋本店
（橋本2-27-2）

☎８１２－８０２０

読売センター 姪浜店

7

（西区下山門3-1-15）

☎０１２０－７２２－６８８

生産者直売店 新選一番

8

（西区横浜1-44-5）

☎８０５－４８８１

主な取扱商品

配達エリア

下山門団地、城の原団地、
サンハイツ、生の松原１～４
店内で販売している全商品 丁目、拾六町１～５丁目、下
山門１～４丁目、上山門１～
３丁目

青果・鮮魚・精肉・料理食材
セット(カット済材料と調味料
付き)・弁当・日配食品・介護 福岡県内全域
(注文の翌日にお届け)
用食品・日用品・酒類・デパ
地下の人気商品・その他
3000品

営業時間
配達時間
店休日 など

お店より一言

営業時間 ９：００～２２：００
ご自宅近くからサングリンまで無料お
配達時間 １２：００～１８：００
買い物送迎車を運行しています。どう
店休日
年始
ぞご利用ください。
会員 月に500円。
非会員 3,000円以上で200円、3,000円
未満で300円で配達します。
1／1～1／3は休み。
税抜2,500円以上は配達無料。（2,500
円未満は配達料300円（＋税）。70歳以
上又は障がいをお持ちの方、介護認定
の方と家族は150円（＋税））。

月会員（税抜）障がいをお持ちの方、介
護認定の方と家族は100円。その他200
円。
戸切1～3丁目、飯盛、橋本1 営業時間 １０：００～２１：００
～2丁目、野方1～6丁目、壱 配達時間 １４：００～２１：００
食料品、日用品 など
岐団地、藤ヶ丘団地、羽根 １６時までに注文ください。
戸、橋本、拾六町1～5丁目、 税込2,000円以上のお買上げで配達し
（冷凍品、こわれやすい
拾六町団地、十郎川団地、 ます。配達料200円。
物を除く）
福重1～４丁目、福重団地、
石丸４丁目
姪の浜１～６丁目、姪浜駅南 サポート料金（30分）
１～４丁目、愛宕１～４丁目、 読売新聞購読者500円
愛宕南１・２丁目、愛宕浜１ 未購読者750円
～４丁目、豊浜１・２丁目、内 依頼の際に日時を確認します。
浜１・２丁目、石丸１～４丁
買い物代行
まずは電話で問い合わせください。
目、下山門１～３丁目、福重
３～５丁目、小戸４丁目２６
～３１番、大町団地、十郎川
団地、福重団地
営業時間 ９：００～１９：００
配達時間 指定はできません。
前日までの連絡で当日配達が可能。
野菜、果物、加工品、鮮魚、 周船寺（宇田川原除く）、
店休日
盆・年末年始
今宿、玄洋
精肉など
1,000円以上の購入で配達します。（配
達料200円。）

注文は電話、ＦＡＸ、ＷＥＢでも可。
別居の家族が注文して親元へのお届
け可。
配達・希望日にいつでも配達。
不在でも置配達可。
生活支援サービス利用可。
安否確認サービス対応可。
買い物当日に受付カウンターで申し
込みをし、その日のうちに宅配便でお
届けしますので、ご自宅で受け取りい
ただけます。

「まごころサポート」：６０歳以上の方、
体調の悪い方、乳幼児のいらっしゃる
方の買い物代行などもします。
買い物代行以外にも、「ちょっと困っ
た」ことをサポートします。

配達に関してのご意見、ご要望は
個々に伺いますので、お気軽にご相
談ください。

９

酒・飲料
№

店名

酒商 髙山

1

（西区姪の浜1-15-25）

☎８８１－０８７０

溝口酒店

2

（西区橋本1-7-7）

☎８１１－７７６６

株式会社オーリック 福重店

3

（西区石丸2-9-17）

☎７０７－７３００

主な取扱商品

配達エリア

営業時間
配達時間
店休日 など

お店より一言

営業時間 ９：００～２０：００
配達時間 １１：００～１７：００
店休日
日曜・祝日
当日配達は１７時まで連絡ください。
3,000円以上から配達します。

福岡県で一番古い酒蔵で造った酒で
す。特定の酒屋でしか販売していま
せん。
純米吟醸がリーズナブルな価格で
す。

地酒、焼酎、ワイン、ビール 西区、
早良区（一部地域を除く）
など

営業時間 ９：００～２０：００
配達時間 １３：００～１８：００
店休日
日曜
2,000円以上より配達します。

地酒を揃えています。
配達希望日の前日１９時までに連絡く
ださい。

平成２９年４月１日にオープンしたば
かりです。１本から無料配達していま
す。冷蔵庫代わりにご利用ください。

酒類全般、つまみ、米、氷、
相談ください。
調味料 など

営業時間 １０：００～２２：００
（日曜・祝日は１０：００～２０：００）
配達時間 １０：００～２２：００
（日曜・祝日は１０：００～２０：００）
店休日
正月年始１日のみ
１本から無料配達します。

酒類
純米大吟醸 3,400円、
純米吟醸 2,600円、
純米酒 2,200円
（全て税抜 1.8L） など

姪浜校区

10

その他
№

店名

イケデンキ

1

（西区今宿青木1059-31）

☎８０６－１８１１

主な取扱商品

営業時間
店休日

家電品及び小物や電球、
乾電池 など

（西区上山門1-3-32）

家電品全般 など

福岡市内、糸島市

☎８８１－７１４０

有限会社ナカ電器

3

（西区上山門1-3-25）

☎８８１－８３５６

電球、電池、蛍光灯他
家電製品

西区全般（一部除く）

おしゃれ髪

4

（西区姪の浜1-12-24）

出張理美容

西区周辺、一部早良区

☎８８１－３０２２

伊都かなざわや店

5

（西区泉3-3-40-203）

☎０１２０－８９－０１７０

タタミ、網戸、ふすま、障子
福岡市内、糸島市
などの張り替え

お店より一言

９：００～１９：００
日曜

電気製品全般に関する相談を受け付
けています。当日訪問は午前中まで
に連絡ください。

営業時間 ９：００～２０：００
配達時間 ９：００～２０：００
店休日
日曜
500円以上無料配達。

配達以外に修理や家電以外の家の
困りごとに対応します。日曜の対応に
も相談に応じます。

営業時間
９：００～１９：００
配達時間 １０：００～１５：００
店休日
日曜、祝日

当日配達は、午前中までに連絡くださ
い。午後以降は、翌日対応になりま
す。親切丁寧がモットーです。おうち
まるごと相談ください。

営業時間
出張時間

男性、女性出張カットのみです。
（髭剃りは行っていません）
交通費が別途必要です。
２日前～前日までに連絡ください。

今宿、元岡、今津周辺

エルスポットマツバラ

2

営業時間
配達時間
店休日 など

配達エリア

店休日

９：００～２０：００
火～金の
１０：００～１７：００
月曜、第１火曜

営業時間
９：００～１９：００
出張見積り無料で行います。
お急ぎの場合は営業時間に関係なく連 障子・網戸・ふすまのサイズ
絡ください。
小900円～、中1,200円～、
大1,500円～、
タタミ1畳表替4,500円～。
その他修繕修理ご相談ください。

11

№

6

店名

主な取扱商品

営業時間
９：００～１９：００
土曜
９：００～１６：００
今宿、金武、飯盛、吉武、羽
９：００～１７：３０
根戸、野方、壱岐団地、拾六 配達時間
ナカガミ薬局センタービル店
日曜・祝日、盆、年末年始
町、西の丘、上山門、下山 店休日
（西区壱岐団地135-11）
医療衛生用品、医薬品など 門、福重、石丸、内浜、姪の 2,000円以上から配達します。
☎８１１－６５３０
浜、橋本、田隈、田村、室住
団地、次郎丸、原、四箇田

（西区姪の浜2-14-4）

☎８８１－００４４
ＦＡＸ：８９１－１８１７
有限会社護山文房具
姪浜駅南店

8

（西区姪浜駅南2-1-30）

☎８９２－１７５６
ＦＡＸ：８９２－１７５５

文房具、資生堂化粧品、
学生服、教科書 など

文房具、ＯＡサプライ、
学生服、教科書 など

お店より一言
ご自分にあった薬を選ぶ手伝いをし
ます。全国どこの処方せんも受け付
けています。

西区全域（玄界島は除く）

営業時間 ９：００～１９：００
配達時間 １０：００～１８：００
配達料は無料です。
能古、小呂島は船賃が必要。

1946年から姪浜地区の一番店として
「確かな本物を売る店」をモットーに営
業しています。

西区全域（玄界島は除く）

営業時間 １０：００～１９：００
配達時間 １０：００～１８：００
配達料は無料です。
能古、小呂島は船賃が必要。

1946年から姪浜地区の一番店として
「確かな本物を売る店」をモットーに営
業しています。

有限会社護山文房具店本店

7

営業時間
配達時間
店休日 など

配達エリア
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