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A .食に関するサービス（配食サービス、食料品の配達、移動販売） 

① - １ 電話注文で利用者宅へ配食サービスを行うところ（配達地域：町内全域）   

名称（五十音順） 営業時間・定休日 料金例（税込） 

 コープあいち  

営業時間：10：00～17：30 

（コールセンター受付） 

定 休 日 ： 土 曜 日 、 日 曜 日 、 祝 日 

配達条件：10食1セット単位より配

達 

（普通食） 

おかずのみ（10食）:5,454円～ 

フルセット（10食）:6,480円～ 

（おかず・軟飯・みそ汁） 

 

支払い：口座引落のみ 

ショクブンちた 

営業時間：9：00～18：00  

定休日：土曜日、日曜日、ゴールデ

ンウィーク、お盆、 

年末年始 

配達条件：2食1セットより配達 

（普通食） 

4種のおかずとごはんのセット：

1,180円～ 

  

支払い：現金、口座引落  

宅配クック123 

半田・常滑店  

営業時間：9：00～17：00  

定休日：正月三が日  

配達条件：昼食もしくは夕食を配

達 

（普通食） 

おかずのみ：540円 

おかず+ごはん：594円 

 

支払：現金、振込  
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備考（特色など ） 連絡先 メニュー例 

・1食分ずつ袋詰めされ配達 

・「普通食」以外に「きざみ食」 

 「ムース食」「カロリー調整食」など 

 各種取り揃えあり 

・利用には、コープあいちへの加入金

（1,000円）が必要 

・初回登録時、利用希望者宅へ訪問し、

説明 することも可能 

TEL：0120-400-502 

住所：長久手市蟹原

2001 

  

普通食 

（フルセット） 

 

 

 

 

・冷蔵状態で届けるため食前に電子レン

ジでの加熱が必要 

・土曜日・日曜日の分は金曜日に配達 

・希望により鍵付きの「留守番ボック

ス」を貸与 

TEL：0120-781-011               

住所：常滑市小鈴谷字夕

灘59-3 

 

4種のおかずとごは

んのセット 

 

・安否確認・直接手渡し 

・「普 通 食」以 外 に「健 康 ボ リ ュ ー ム

食」「やわらか食」「カロリー・塩分

調整食」等各種取り揃えあり 

・試食（無料）可  

TEL：0569-89-8985 

住所：美浜町大字奥田字

石亀239-7  

普通食 

（おかずのみ）  
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名称（五十音順） 営業時間・定休日 料金例（税込） 

武豊町社会福祉協

議会  

営業時間：8：30～17：15  

定 休 日 ： 土 曜 日、日 曜 日、祝

日、年末年始  

配達条件：昼食を配達 

（普通食） 

おかずのみ：450 円 

おかず+ごはん：500 円 

支払：チケットを事前購入。配達   

   時にチケットと交換  

日清医療食品 

（食宅便）  

営業時間：8：30～20：30 

定休日：元旦 

配達条件：4食1セットより配

達 

（普通食） 

おこのみセレクトコース 

（おかずのみ）1食あたり：560円～ 

ごはん100ｇ7食セット   ：980円 

支払い：代引き、クレジットカード  

ミールタイム  

営業時間：9：00～17：30 

（コールセンター受付） 

定休日：土曜日、日曜日、祝日 

配達条件：7食以上より配達 

 

ヘルシー食（塩分2.0ｇ未満）：1食

あたり：498～698円 

送料：クール便（冷凍）200円 

※合計金額が4,980円未満は950円 

支払い：代引き（手数料330円） 

    クレジットカード  

① - ２ 電話注文で利用者宅へ配食サービスを行うところ（配達地域：町内全域）   

A .食に関するサービス（配食サービス、食料品の配達、移動販売） 
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備考（特色など ） 連絡先 メニュー例 

・安否確認・ボランティアが直接手渡し 

・「普通食」以外に「きざみ食」対応可

（料金同額） 

・ごはん大盛り対応可（料金同額）  

TEL：0569-73-3104  

住所：武豊町字長尾山２ 

 

おかず+ごはん  

・配達業者が配達。不在時は不在通知に 

 て再配達 

・「普通食」以外に「塩分コース」「カ

ロリーケアコース」「やわらかい食

事」等各種取り揃えあり  

・冷凍状態でお届けするため、電子レン

ジ加熱が必要 

TEL：0120-8149-39 

住所：東京都千代田区 

   丸の内2-7-3  

 

おこのみセレクト 

コース（おかずのみ）  

・電話で栄養相談ができる 

・「栄養士おまかせ定期便」で定期的な

お届けも可能 

・「たんぱく質調整食」「ケア食（かむ

力の弱い方）」等各種取り揃えあり  

・冷凍状態で届けるため食前に電子レン

ジでの加熱が必要  

TEL：0120-054-014 

住所：東京都北区赤羽 

    2-51-3 

NS3ビル  

 

ヘルシー食 

（ごはん付）  
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名称（五十音順） 営業時間・定休日 料金例（税込） 

も み じ 屋 デ リ バ

リーサービス  

営業時間：9：00～15：00  

定休日：なし 

年末年始は予約制 

配達条件：昼食もしくは夕食を

配達 

（普通食） 

おかずのみ：600円 

おかず+ごはん：650円 

支払：現金、口座引落  

ワタミの宅食  

愛知半田営業所  

営業時間： 

（コールセンター受付） 

平日 9：00～18：00 

定休日：年末年始  

配達条件：5食1セットより 

     配達 

（普通食） 

日替わり5日間コース（月～金） 

：2,450円 

おかずのみ（1食）：490円～ 

ごはん（1食）:100円 

支払い：現金、口座引落、クレジット

カード  

① - ３ 電話注文で利用者宅へ配食サービスを行うところ（配達地域：町内全域）  

A .食に関するサービス（配食サービス、食料品の配達、移動販売） 
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備考（特色など ） 連絡先 メニュー例 

・原則手渡し（不在時は専用の箱に入れ

る） 

・「普通食」以外に「ミキサー食」  

 「糖尿病食」「減塩食」「各きざみ食」  

等各種取り揃えあり 

・年末年始も対応可（要予約）  

TEL：0569-23-2444 

住所：半田市寺町３６  

普通食 

（おかずのみ）  

・原則手渡し。不在の際は保冷ボックスに

入れる。希望により、無料で鍵付き安全

ボックスをご利用可 

・1週間単位（平日5日間）での注文。7日

間コースも地域により対応可 

・冷蔵状態で届けるため食前に電子レンジ

での加熱が必要  

・毎週水曜日に翌週分を注文 

TEL：0120-321-510 

住所：半田市青山4-25-

8  

普通食 

（おかずのみ）  
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A .食に関するサービス（配食サービス、食料品の配達、移動販売） 

② 電話注文で購入者宅へ食料品を配達してくれるところ（配達地域：町内全域）   

名称（五十音順） 営業時間・定休日 配達料金 

 岸岡酒店  
営業時間：9：00～20：00 

定休日：水曜日  

 なし  

 コープあいち 

大府センター  

 営業時間：9：00～18：00 

定休日：日曜日 

1回あたり：286円（税込） 

※減額や無料制度あり 

支払い：口座引落のみ 

酒の米利  
営業時間：9：00～19：00 

定休日：日曜日  

なし 

ショクブンちた 

営業時間：9：00～18：00  

定休日：土曜日、日曜日、 

年末年始 

なし 

支払い：現金、口座引落  

(有)開港屋  

営業時間：8：00～18：00 

定休日：日曜日、祝日 

配達条件：配達は17：00まで 

なし  
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備考（特色など ） 連絡先 

水、お茶、お米などの配達 

・水やお茶などは2リットルを６本以上購入が必要 

・お米は３ｋｇ以上の購入が必要 

・お酒、ゴミ袋の配達あり  

TEL：0569-72-0355 

住所：武豊町大字東大高字長田

５９  

食料品の配達 

・カタログを見て電話や注文用紙での注文 

・トイレットペーパー、洗剤などの日用品の配達もあり 

・利用には、コープあいちへの加入金（1,000円）が必要 

TEL：0120-370-502 

住所：大府市森岡町3-1  

水、お茶などの配達 

・水やお茶などは2リットルを６本以上購入が必要 

・お酒の配達もあり  

TEL：0569-72-0156 

住所：武豊町字西門78  

食料品、献立の配達 

・１食分から利用可能なものもあり 

・連絡後、担当者がメニューブックと注文用紙を届けるた

めに訪問 

・土曜日・日曜日の分は金曜日に配達 

・希望により鍵付きの「留守番ボックス」を貸与 

TEL：0120-781-011 

住所：常滑市小鈴谷夕灘59-3  

 お米などの配達 

・５ｋｇ以上の購入が必要 

・砂糖、サラダ油、トイレットペーパー、洗剤の配達あり 

 

 

TEL：0569-72-0330 

住所：武豊町字ヒジリ田50-1  
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③移動販売をしてくれるところ 

名称（五十音順） 販売方法など 

㈱おとうふ工房石川  
木・金曜日 

に決まったコースを巡回  

㈱城登屋  
月・水・金・土曜日 

に決まったコースを巡回  

A .食に関するサービス（配食サービス、食料品の配達、移動販売） 
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備考（特色など ） 連絡先 

移動販売車にて豆腐、湯葉、油揚げ類、きらず揚

げ、菓子、米、弁当などを販売 

要望があれば希望の場所を販売ルートに組み込むこ

とも応相談  

TEL：0566-54-0330 

住所：高浜市豊田町1-204-21  

移動販売車にて豆腐、揚げ物、納豆、練り物、こん

にゃく、麺類などの食料品を販売 

要望があれば希望の場所を販売ルートに組み込むこ 

とも応相談  

TEL：090-1284-4289 

住所：常滑市久米字西郷56-1  


