（平成２６年８月）

配達までの利用方法

１

ほしいものをメモ

します

２

一覧表の中からさがします

４

お店から注文した内容が配達

３

お店に電話して、注文します

されます

【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

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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●食料品・日用品

１

魚嘉かまぼこ店

２

（西区姪の浜 3-5-10）
ＴＥＬ：８８１－０１０２

主な取扱商品
かまぼこ、天ぷら

株式会社マルコー
（糸島市波多江駅北 4-4-1）

ＴＥＬ：３２２－２６２８
主な取扱商品
スーパーの店内で販売している全商品
営業時間 １０：００～２２：００
（配達時間 １２：００～１６：００）

など

営業時間 １０：００～１８：３０
（配達時間 １４：３０～１６：３０）
●店休日 日曜

●店休日 日曜

●配達エリア

●配達エリア ※配達料 1 回 150 円
西区（今宿から西の浦くらいまで）

主に西区

糸島市（旧前原市、志摩町、二丈深江くら

（姪の浜、内浜、愛宕、愛宕浜、福重、

いまで）

石丸、下山門、上山門、生の松原、豊浜）

当日配達は 10 時までに連絡ください。

●お店から一言

●お店から一言

2 日前までに予約ください。

昨年 12 月より移動スーパーを運行

配送料：1,000 円以上は無料。

しています。

1,000 円未満は 100 円。

３

４

米香房今宿緑花店
（西区今宿 1-1-30）
ＴＥＬ：８０７－８７２８

主な取扱商品
米・飯料・日用品

漁師直営の店おさかな天国
（西区飯氏 924）
ＴＥＬ：８０６－８６２７

主な取扱商品
鮮魚、野菜、弁当、豆腐、漬物、
醤油など

など

営業時間 ９：００～ １８：００
土曜日は１３：００まで
（配達時間 １０：００～１６：００）

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の配達が可能。

●店休日 日曜・祝日
●配達エリア

●店休日 なし

西区、早良区

●配達エリア

●お店から一言

前原～室見くらいまで

ＪＡ福岡市直轄事業所です。当日１２時

●お店から一言

までの連絡で、その日に安心・安全な

日々、新鮮な魚、野菜を入荷しています。

米を配達します。

魚は調理法（漬物、刺身）に応じて配達
します。注文金額は 2,500 円以上
でお願いします。

１

●野菜・果物

５

大賀商店

６

（西区愛宕 4-8-23）
ＴＥＬ：８８１－１８９８
ＦＡＸ：８８２－６１２２

主な取扱商品
青果、しょうゆ、水、塩

フルール彩花
（西区姪の浜 4-22-7）
ＴＥＬ：８８５－２６９７

主な取扱商品
生花、鉢物、果物(多少有り、確認ください)

など

営業時間 １０：００～１９：００
（配達時間 １２：００～１６：００）

営業時間 １１：００～１８：００
（配達時間 １２：００～１７：００）
●店休日 日曜・祝日

●店休日 日曜

●配達エリア

●配達エリア

愛宕１～４丁目、豊浜１～２丁目、

西区全域（姪浜、内浜、姪北、愛宕、

愛宕浜１～2 丁目

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

●お店から一言
三代続く商店です。野菜や果物の品定めに

料無料。
）(※一部地域は要相談)

プロのプライドがあります！

当日配達は 13 時までに連絡ください。
●お店から一言

１１時までの注文は、当日無料で

切花、鉢物、仏花、プレゼント用の花、

配達します。

お花に関することは何でも相談
ください。

７

果物・野菜もり
（西区壱岐団地 135-104）
ＴＥＬ：８１１－７１３２

ぜひご活用

主な取扱商品
野菜・果物・塩干・卵・調味料など
営業時間
９：００～ １９：００
（配達時間 １２：００～１８：００

ください！

③店休日 日曜・祝日
●配達エリア
野方、生松台、羽根戸
●お店から一言
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。
福岡市社会福祉協議会
キャラクター

ここっと

２

●弁当・惣菜

味ごころ お弁当の大鶴

８ （西区姪の浜 4-12-18）
ＴＥＬ：８８４－１０２７
1
主な取扱商品

お料理 きしだ
９ （西区周船寺
1-12-15）
ＴＥＬ：８０７－２２６５
1
主な取扱商品

営業時間 １０：００～２０：００
（配達時間 １０：００～１８：００）

営業時間 １８：００～２２：００
（配達時間 １１：００～１７：００）
１２時までの連絡で当日の配達が可能。

弁当 など

弁当

●店休日 毎月２・８・１７・２６日
●店休日 日曜

●配達エリア

●配達エリア

姪の浜、姪浜駅南、愛宕、愛宕南、

周船寺校区

小戸１～４丁目、福重４・５丁目、

●お店から一言

石丸１・２丁目

和食の料理店です。

●お店から一言

季節の弁当をどうぞ。

高齢者宅は無料配達。

550 円以上の注文は無料で配達

９時３０分までの注文は１１時から

します。

１３時に配達します。

まごころ弁当福岡西店
１０ （西区上山門
2-1-21）
ＴＥＬ：８３４－９９４６
1
主な取扱商品

レストラン ゆずのき

１１（西区姪浜駅南 1-10-11）
ＴＥＬ：（フリーダイヤル）
1 ０１２０－９３９－３９４

弁当（普通食・カロリー調整食・低
タンパク食・ムース食）など

主な取扱商品
弁当、夜のおばんざい（弁当配食）

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。

営業時間
（配達時間

１１：３０～１５：００
１１：００～１８：００）

●店休日 毎月第３火曜

●店休日 日曜

●配達エリア

●配達エリア

２０食以上：都市高速圏内

西区（一部地域を除く）

（７日前までに予約）

●お店から一言

１食から：姪の浜、小戸、拾六町、愛宕

高齢者向けの配食サービスです。

（夜のおばんざい）

１食から配達します。安否確認も行って

●お店から一言

います。妊婦さん、健康を気に

障がい者と健常者が協働して作って

されている方にもお勧めです。

います。

配達料は無料です。

３

●弁当・惣菜

わいふ

１２ （西区石丸 3-34-7）
ＴＥＬ：８９１－６４７３
1
主な取扱商品

和風すなっく喫茶みしま
１３ （西区周船寺
1-9-29）
ＴＥＬ：８０６－６７７６
1
主な取扱商品

惣菜

弁当

営業時間 ８：３０～
（配達時間 １５：００～１６：３０）

営業時間 １１：００～２４：００
（配達時間 １１：００～１２：００）
１０時までの連絡で当日の配達が可能。

●店休日 金曜・土曜・日曜・祝日、
夏期休業(8 月)

●店休日 日曜

冬季休業(年末年始)

●配達エリア

●配達エリア

個数により、周船寺、元岡、今宿まで

相談ください。

●お店から一言

●お店から一言

地味ですが、高齢の方に向いているかも！

手作りの夜のための惣菜を配達します。国

自家製野菜を使っています。500 円から弁

産にこだわり（現在 80～90％）

当を用意していますが、前日までに

安心安全の惣菜です。

連絡ください。

１人分 3 品(主菜 副菜２品)500 円＋消費税

肥後椿

１４ （西区小戸 3-52-15）
ＴＥＬ：８９２－０３０３
1
主な取扱商品

松よし
１５ （西区上山門
1-3-20）
ＴＥＬ：８８４－０７０５
1
主な取扱商品

弁当 など

うどん、そば、丼もの

営業時間
９：００～２１：００
（配達時間 １２：００～２０：００）

営業時間 昼 １１：００～１４：３０
夕 １７：００～１９：５０

●店休日 火曜

●店休日 日曜 《祝日は営業》

●配達エリア

●配達エリア

小戸、姪の浜、姪浜駅南、内浜、石丸、

上山門 1～３丁目、下山門２～４丁目、

愛宕、愛宕南、愛宕浜、下山門

拾六町 5 丁目、石丸 3 丁目、生の松原

●お店から一言

1 丁目（一部除く）
、生の松原２～４丁目

2,000 円以上の注文は無料配達。

●お店から一言

10 時までの注文は、昼に配達します。

かけうどん一杯（３４０円）から
配達します。（配達料なし）

４

●パン

いきいき工房
１６ （西区小戸
2-1-2）
ＴＥＬ：８８４－０８４４
1
主な取扱商品

モスバーガー
福岡マリナ通り店
（西区愛宕浜 4-1-6）
ＴＥＬ：８８２－１２２３

１７
－７
主な取扱商品
ハンバーガー、ドリンクなど
1
営業時間 ７：００～２４：００

食パン１斤から（スライスなし）
営業時間 １０：００～１５：００
（配達時間の指定はできません）

（配達時間
●店休日 土曜・日曜・祝日

１１：００～２２：００）

●店休日 年末年始など時期により営業

●配達エリア

時間の変更あり

西区（一部地域を除く）

●配達エリア

相談に応じます。

愛宕、愛宕浜、豊浜、姪の浜

●お店から一言

●お店から一言

３日前までに予約ください。

購入金額にかかわらず、２００円で
配達します。

パンの店 窯蔵

１８
（かまくら）
（西区姪の浜 3-3-27）
1 ＴＥＬ：８８３－６３３３

１９ やきたてパンの店
ハックルベリー
（西区生の松原 4-46-1）
－７ ＴＥＬ：８８１－８１３０
主な取扱商品
1 ７：３０～１８：００
パン全般
営業時間

主な取扱商品
パン
営業時間 １０：００～１６：００
（配達時間１１：００～１２：００、
１６：００～１７：００）

（配達時間 １３：００～１５：５０）

●店休日 日曜・祝日・隔週木曜

●店休日 火曜

●配達エリア

●配達エリア
生の松原

姪の浜、内浜、愛宕、愛宕浜

●お店から一言

●お店から一言
前日 16 時までに連絡ください。

配達は無料です。配達は、前日１２時ま

創業 90 年のマイヅルみそを母体に

でに連絡ください。

2007 年 3 月開業。国産材料を主原料に、

お年寄りや妊婦の方など、来店が大変な

天然酵母のパン屋です。おいしく安全で

方はお気軽にどうぞ！

安心して食べられるパン作りを
続けています。

５

●酒・飲料

株式会社髙山商事
２０ （西区姪の浜
1-15-25）
ＴＥＬ：８８１－０８７０
－７
主な取扱商品
酒類
営業時間
1 ９：００～２０：００
（配達時間 １１：００～１７：００）

溝口酒店
２１ （西区橋本
1-7-7）
ＴＥＬ：８１１－７７６６
主な取扱商品
地酒・焼酎・ワイン・ビールなど
営業時間
（配達時間

９：００～２０：００
１３：００～１８：００）

●店休日 日曜・祝日

●店休日 日曜

●配達エリア

●配達エリア

姪浜校区

西区、早良区（一部地域を除く）

3,000 円以上から配達します。

●お店から一言

当日配達は 17 時まで連絡ください。

地酒を揃えています。 2,000 円以上より

●お店から一言

配達します。

一升瓶、ビール瓶回収します。

配達希望日の前日１９時までに
連絡ください。

２２

森田酒店
２３ （西区大字吉武
274）

有限会社
ミルックデリ・エトウ
（西区石丸 2-32-21）
ＴＥＬ：８８１－０５０７

主な取扱商品
牛乳・乳製品

ＴＥＬ：８１１－１２１９
主な取扱商品
酒類、塩、醤油

など

営業時間 ８：００～２０：００
（配達時間８：００～１９：００）

など

営業時間 ８：００～１７：００
（配達時間 AM２：００～AM６：３０）

●店休日 日曜
●配達エリア

●店休日 日曜・祝日

金武校区及びその周辺

●配達エリア

●お店から一言

西区、早良区、糸島市、城南区一部

酒類と一緒にタバコ、塩などの取り扱い

●お店から一言

商品も無料で配達します。

基本は月極での配達です。
オートロックマンション等、一部配達が
できない所があります。

６

●その他

２４

イケデンキ

有限会社

ナカ電器

２５ （西区上山門 1-3-25）

（西区今宿青木 1059-31）
ＴＥＬ：８０６－１８１１

ＴＥＬ：８８１－８３５６

主な取扱商品
家電品及び小物や電球・乾電池など

主な取扱商品
電球、電池、蛍光灯他家電製品

営業時間 ９：００～１９：００

営業時間

９：３０～１９：００

（配達時間 １０：００～１５：００）

●店休日 日曜
●配達エリア

●店休日 日曜

今宿、元岡、今津周辺

●配達エリア

●お店から一言

西区全般（一部除く）

電気製品全般に関する相談を受け付けて

●お店から一言

います。

当日配達は、午前中までに連絡ください。

当日訪問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。

有限会社姪電商会
２７ （西区姪の浜
6-12-5）

サプリマアム
２６ （西区豊浜
3-1-10

ＴＥＬ：８９１－０５８３

ｼｮｯﾊﾟｰｽﾞﾓｰﾙﾏﾘﾅﾀｳﾝ店）
ＴＥＬ：８８５－０３００

主な取扱商品
家電製品および修理

主な取扱商品
健康食品・化粧品
営業時間

など

営業時間 ９：００～１９：００
（出張時間
９：３０～１９：００）

など

９：００～ ２１：００

●店休日 年中無休

●店休日 日曜

●配達エリア

●出張エリア
半径２ｋｍ圏内（配達料：圏内無料）

九州内

●お店から一言

●お店から一言
毎日手軽に続けて体にうれしい商品を、

当日配達は他の予約がなければ１７時

代引きで配達します。

までの連絡で可能。

（ 10,000 円 以 上 の 注 文 は 送 料 無 料 、

おウチまるごと相談できる、親切丁寧が

10,000 円未満は送料 540 円＋

モットーの、街のでんき屋です。

離島料金。
）

パソコンも得意です。

７

●その他

有限会社護山文房具店
（本店）

２８

有限会社護山文房具

２９

（西区姪の浜 2-14-4）
ＴＥＬ：８８１－００４４
ＦＡＸ：８９１－１８１７

姪浜駅南店
（西区姪浜駅南 2-1-30）
ＴＥＬ：８９２－１７５６
ＦＡＸ：８９２－１７５５

主な取扱商品
文房具、資生堂化粧品、学生服、
教科書 など

主な取扱商品
文房具、ＯＡサプライ、学生服、
教科書 など

営業時間
９：００～１９：００
（配達時間 １０：００～１８：００）

営業時間 １０：００～１９：００
（配達時間 １０：００～１８：００）

●店休日 日曜

●店休日 日曜

●配達エリア

●配達エリア
西区全域（玄界島は除く）

西区全域（玄界島は除く）

●お店から一言

●お店から一言
配達料は無料。ただし、能古、小呂島は

配達料は無料。ただし、能古、小呂島は

船賃が必要。

船賃が必要。

1946 年から姪浜地区の一番店として「確

1946 年から姪浜地区の一番店として

かな本物を売る店」をモットーに

「確かな本物を売る店」をモットー

営業しています。

に営業しています。

３０

おしゃれ髪

岡村屋菓子店
３１ （西区姪の浜
3-11-4）
ＴＥＬ：８９１－４４１６
－７
主な取扱商品
和洋菓子
1 ９：００～１８：３０
営業時間

（西区姪の浜 1-12-24）
ＴＥＬ：８８１－３０２２

主な取扱商品
出張理美容
営業時間 ９：００～２０：００
（出張時間 火～金の
１０：００～１７：００）

（配達時間 １４：００～１８：００）

●店休日 日曜
●店休日 月曜、第３火曜

●配達エリア

●出張エリア

旧姪浜エリア

西区周辺、一部早良区

●お店から一言

男性：カット及びひげそり

2,000 円以上から配達します。

女性：カット

当日配達は 12 時までに連絡ください。

交通費が別途必要です。

真心こめて味づくり！地域の皆様

2 日前～前日までに連絡ください。

からごひいきいただいています。

８

●ヨシケイの利用方法
ヨシケイ
３２ （南区弥永
5-11-15）
ＴＥＬ：０１２０－４１２－７１２（９：００～１７：００）

主な取扱商品
食材、調理済みおかず

など

●お店から一言

ヨシケイは、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。

①１人分から配達するヨシケイのらくらく調理済おかず
わい

 Ｙデリ
１人分から配達します。湯煎やレンジ調理が主ですが、
健康を意識したバラエティ豊かなメニューです。
あじさい

 楽らく味彩
火を使わず簡単に調理できるから、けがの心配もなく、安心安全です！
栄養にも気を使っているメニューだから、健康面もばっちり！

②食材を配達（ご自身で調理）
２人分から配達します。詳細は、電話にてお問い合わせください。

利用手順

１．
２.
３.

４.
５.

電話する（ＴＥＬ：０１２０－４１２－７１２）
名前、住所、電話番号を伝える。
メニューブックが無料で配達される
好きなメニューを選ぶ。
かんたん注文
毎週火曜日までに、次週分の注文を電話で知らせる。
週単位の注文から可。
配達
選んだ日のメニューの夕食食材が届く。
支払い
週のはじめにその週の代金が集金される。
口座振替や専用振込用紙等もあり。

９

●セブンミールとして、食材・弁当を配達するサービス

３３～３９
主な取り扱い
配達料金

セブンイレブン
ＴＥＬ：０１２０－７３６－０１４（７：００～２０：００）

弁当・惣菜等
１回の配達につき注文金額が５００円以上は無料、５００円未満は
１２３円別途かかります。
店舗名

３３

セブンイレブン
福岡生松台店
（西区生松台 1-1-9）
ＴＥＬ：８１２－６６３４

３４

セブンイレブン
福岡金武店
（西区金武大字
中原 1902-22）
ＴＥＬ：８１２－１２２１

３５

セブンイレブン
九大学研都市駅東店
（西区西都 1-5-5）
ＴＥＬ：８０６―５５２１

３６ セブンイレブン

配達エリア

お店から一言

生松台、西の丘、 配達可能時間
拾六町４丁目、野方 10：30～11：30、
５丁目、野方６丁目 16：00～17：00

金武、吉武

米、酒、水等重量のある
商品も配達します。

米、酒、水等重量のある
商品も配達します。
西都、徳永、北原

九大学研都市駅前店
（西区北原 1-9-7）
ＴＥＬ：８０６－１２２７

米、酒、水等重量のある
商品も配達します。

３７ セブンイレブン
福岡姪浜駅西店
（西区内浜 1-3-43）
ＴＥＬ：８８３－８７２１

３８

セブンイレブン
福岡石丸店
（西区石丸 1-10-3）
ＴＥＬ：８８１－５０７６

３９

セブンイレブン
福岡小戸４丁目店
（西区小戸 4-2-27）
ＴＥＬ：８９２－６７７３

内浜１丁目、
姪浜駅南１丁目

米、酒、水等重量のある
商品も配達します。

石丸１～３丁目
福重３～４丁目

優しいお兄さんが配達
します。

小戸（店舗より

配達可能時間
11：30～12：30、

半径１ｋｍ圏内）

１０

17：30～18：30

●セブンイレブンの利用方法
※利用には会員登録（氏名、住所、連絡先）が必要です。
登録はサービスセンターに電話で行います（直接最寄りのセブンイレブンの店頭でも
可）。登録料や年会費は無料です。
サービスセンター ０１２０－７３６－０１４
（７：００～２０：００年中無休）

１．注文方法
サービスセンターへ電話で注文します。
直接、登録したセブンイレブンの店頭でも可。
●注文締め切り
前日１０：３０まで
※『７日間セット』は前日の日曜日１０：３０まで
●サービスセンター（７：００～２０：００年中無休）

０１２０－７３６－０１４
２. 商品のお渡し
登録した届け先へ配達します。
直接、登録したセブンイレブンでの受け取りも可。
●届け先への配達
昼便：１２：００くらいに配達
夕便：１９：００くらいに配達（店舗によって異なります）
※１回の配達につき注文金額が税込５００円以上は配達料無料、税込５００円
未満は、別途配達料が税込１２3 円かかります。
●登録したセブンイレブンでの受け取り
昼便：１１：３０からお渡し
夕便：１７：３０からお渡し

３. 支払い
届け先への配達は、１ヶ月分の利用代金を一括して請求させていただきます。
支払方法は以下のとおりです。
①払込依頼票をセブンイレブンに持参して支払い
②指定の金融機関からの口座引き落とし（別途登録が必要です）
登録したセブンイレブンで受け取りの際は、商品と引き換えに店舗で支払い
できます。
※不明な点は、最寄りのセブンイレブン店舗、もしくはサービスセンターへお問い合わせ
ください。

１１

福岡市社会福祉協議会キャラクター

ここっと
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