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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）

（普通食）
営業時間：10：00～17：30
（コールセンター受付）
コープあいち

定休日：土曜日、日曜日、祝日

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）

配達条件：10食1セット単位より配

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

・「普通食」以外に「きざみ食」

（フルセット）

「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

TEL：0120-400-502
住所：長久手市蟹原

2001

（1,000円）が必要

達
支払い：口座引落のみ

・初回登録時、利用希望者宅へ訪問し、
説明 することも可能

4種 の お か ず と ご は

ショクブンちた

営業時間：9：00～18：00

（普通食）

定休日：土曜日、日曜日、ゴールデ

4種のおかずとごはんのセット：

ンウィーク、お盆、

1,180円～

年末年始
配達条件：2食1セットより配達

・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

支払い：現金、口座引落

んのセット
TEL：0120-781-011
住所：常滑市小鈴谷字夕
灘59-3

ス」を貸与

普通食
（普通食）
営業時間：9：00～17：00
宅配クック123
半田・常滑店

定休日：正月三が日

おかずのみ：540円
おかず+ごはん：594円

配達条件：昼食もしくは夕食を配
達
支払：現金、振込

・安否確認・直接手渡し
・「普 通 食」以 外 に「健 康 ボ リ ュ ー ム TEL：0569-56-9538
食」「や わら か食」「カロ リー・塩分 住所：美浜町大字布土字
調整食」等各種取り揃えあり
梅之木17-3
・試食（無料）可

（おかずのみ）

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 - 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）
名称（五十音順）

営業時間・定休日

営業時間：8：30～17：15

料金例（税込）

（普通食）

武豊町社会福祉協 定 休 日 ： 土 曜 日、日 曜 日、祝 おかずのみ：450 円
議会

日、年末年始
配達条件：昼食を配達

おかず+ごはん：500 円
支払：口座引落、現金

備考（特色など ）

連絡先

おかず+ごはん
・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 TEL：0569-73-3104
（料金同額）

住所：武豊町字長尾山２

・ごはん大盛り対応可（料金同額）

おこのみセレクト

・配達業者が配達。不在時は不在通知に
（普通食）
営業時間：8：30～20：30
日清医療食品

（食宅便）

定休日：元旦

配達条件：4食1セットより配
達

おこのみセレクトコース

コース（おかずのみ）

て再配達
・「普通食」以外に「塩分コース」「カ

TEL：0120-8149-39

（おかずのみ）1食あたり：560円～

ロリーケアコース」「やわらかい食 住所：東京都千代田区

ごはん100ｇ7食セット ：980円

事」等各種取り揃えあり

支払い：代引き、クレジットカード

メニュー例

丸の内2-7-3

・冷凍状態でお届けするため、電子レン
ジ加熱が必要

営業時間：9：00～17：30

ヘルシー食（塩分2.0ｇ未満）：1食
あたり：498～698円

（コールセンター受付）
ミールタイム
定休日：土曜日、日曜日、祝日
配達条件：7食以上より配達

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

・電話で栄養相談ができる

ヘルシー食

・「栄養士おまかせ定期便」で定期的な TEL：0120-054-014
お届けも可能
住所：東京都北区赤羽
・「たんぱく質調整食」「ケア食（かむ
2-51-3
力の弱い方）」等各種取り揃えあり
NS3ビル
・冷凍状態で届けるため食前に電子レン

（ごはん付）

ジでの加熱が必要

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 - 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）
名称（五十音順）

営業時間・定休日

料金例（税込）

備考（特色など ）

連絡先

メニュー例
普通食

営業時間：9：00～15：00
もみじ屋デリバ

定休日：なし
年末年始は予約制

リーサービス

配達条件：昼食もしくは夕食を

配達

（コールセンター受付）
平日

おかずのみ：600円
おかず+ごはん：650円
支払：現金、口座引落

配達条件：5食1セットより
配達

TEL：0569-23-2444

「糖尿病食」「減塩食」「各きざみ食」 住所：半田市寺町３６
等各種取り揃えあり

：2,450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

普通食

・原則手渡し。不在の際は保冷ボックスに

日替わり5日間コース（月～金）

9：00～18：00

定休日：年末年始

・「普通食」以外に「ミキサー食」

・年末年始も対応可（要予約）

おかずのみ（1食）：490円～

愛知半田営業所

（おかずのみ）

る）

（普通食）

（普通食）

営業時間：

ワタミの宅食

・原 則 手 渡 し（不 在 時 は 専 用 の 箱 に 入 れ

（おかずのみ）

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4-258

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

備考（特色など ）

配達料金

連絡先

水、お茶、お米などの配達
営業時間：9：00～20：00
岸岡酒店

・水やお茶などは2リットルを６本以上購入が必要
なし

定休日：水曜日

・お米は３ｋｇ以上の購入が必要

TEL：0569-72-0355
住所：武豊町大字東大高字長田
５９

・お酒、ゴミ袋の配達あり
食料品の配達
コープあいち
大府センター

1回あたり：286円（税込）

・カタログを見て電話や注文用紙での注文

※減額や無料制度あり

・トイレットペーパー、洗剤などの日用品の配達もあり

支払い：口座引落のみ

・利用には、コープあいちへの加入金（1,000円）が必要

営業時間：9：00～18：00

TEL：0120-370-502

定休日：日曜日

住所：大府市森岡町3-1
・初回登録時、利用希望者宅へ訪問し説明することも可能
水、お茶などの配達

営業時間：9：00～19：00

酒の米利

なし

TEL：0569-72-0156

・水やお茶などは2リットルを６本以上購入が必要

定休日：日曜日

住所：武豊町字西門78
・お酒の配達もあり
食料品、献立の配達

営業時間：9：00～18：00
ショクブンちた

・１食分から利用可能なものもあり
なし

定休日：土曜日、日曜日、
支払い：現金、口座引落

・連絡後、担当者がメニューブックと注文用紙を届けるた TEL：0120-781-011
めに訪問

年末年始

住所：常滑市小鈴谷夕灘59-3

・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
お米などの配達
営業時間：8：00～18：00
(有)開港屋

定休日：日曜日、祝日
配達条件：配達は17：00まで

・５ｋｇ以上の購入が必要
なし

TEL：0569-72-0330
・砂糖、サラダ油、トイレットペーパー、洗剤の配達あり
住所：武豊町字ヒジリ田50-1

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）
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

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
木・金曜日

げ、菓子、米、弁当などを販売

に決まったコースを巡回

要望があれば希望の場所を販売ルートに組み込むこ 住所：高浜市豊田町1-204-21

TEL：0566-54-0330

㈱おとうふ工房石川
とも応相談

移動販売車にて豆腐、揚げ物、納豆、練り物、こん
月・水・金・土曜日

にゃく、麺類などの食料品を販売

TEL：090-1284-4289

に決まったコースを巡回

要望があれば希望の場所を販売ルートに組み込むこ

住所：常滑市久米字西郷56-1

㈱城登屋

とも応相談

Ｂ.日用品、灯油などの配達
① 電話注文で購入者宅へ日用品など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

営業時間：9：00～18：30
かいごやさん安城店

備考（特色など ）

連絡先

おむつの配達

TEL：0120-72-6134

・介護用品の取り扱いあり

住所：安城市百石町2-11-5

おむつの配達

TEL：0569- 84-2346

・シーツなどの寝具や介護用品の取り扱いあり

住所：武豊町字平井５-２７

なし
定休日：日曜日

営業時間：9：00～18：00

株式会社

ウィル

定休日：土曜日、日曜日、

なし

祝日

1回あたり286円（税込）
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

減額や無料制度あり
支払い：口座引落のみ
詳しくは初回登録時に説明

日用品の配達
・カタログを見て電話や注文用紙での注文
・食料品などの配達もあり
・利用には、コープあいちへの加入金（1,000円）が必要
・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：0120-370-502
住所：大府市森岡町3-1

Ｂ.日用品、灯油などの配達
②電話注文で購入者宅へ灯油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

備考（特色など ）

連絡先

営業時間：
平日：7：00～20：00
土 ：7：00～19：00
ENEOS 天木石油

なし

日祝：8：00～19：00

※店頭売りと配達売りの料金は異

当日配達：当日13時まで

なる

TEL：0569- 72-0872
・ポリタンク 2本以上で配達可能
住所：武豊町字向陽３-１３

定休日：なし
配達は日曜日休み
営業時間：
ＥＮＥＯＳ
ハロー武豊SS
㈱タガヤ

平日：8：00～20：00
なし
日祝：8：00～19：00
※店頭売りと配達売りの料金は異

当日配達受付：当日13時まで

TEL：0569- 73-1036
・ポリタンク 3本以上で配達可能
住所：武豊町字小迎１９２

なる

定休日：なし
配達は日曜日休み

営業時間：
8：00～18：00
(有)開港屋
※配達は17：00まで
定休日：日曜日、祝日

なし
※店頭売りと配達売りの料金は異
なる

・ポリタンク 2本以上で配達可能

TEL：0569-72-0330

・米の配達あり

住所：武豊町字ヒジリ田５０−１

Ｃ.外出の支援
①タクシー事業所（タクシー料金助成券が使用できる会社）
名称（五十音順）

車種区分

料金例（税込）

連絡先

・距離制運賃の場合（普通車）
普通車タクシー
ジャンボタクシー（9名乗車可）あり（予約制）

初乗り運賃：最初の1.178ｋｍまで600円
加算運賃：251ｍまでごとに 90円
・障害者割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障 TEL：0569- 72-0124

安全タクシー

害 者 保 健 福 祉 手 帳 を 提 示 し た 場 合 住所：武豊町字道崎65−9

1割引
・運転免許返納割引：運転経歴証明書を提示した
場合1割引
・距離制運賃の場合（普通車）
普通車タクシー
ジャンボタクシー（9名乗車可）あり（予約制）

名鉄知多タクシー

初乗り運賃：最初の1.178ｋｍまで600円
加算運賃：251ｍまでごとに 90円
・障害者割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳を提示した場合
1割引
・運転免許返納割引：運転経歴証明書を提示した

※タクシー料金助成券は、重い障がいのある方が、タクシーを利用する際に、料金の一部として、
使用できる券です。申請すると、年間最大24枚（申請月により交付枚数が異なります）を交付し
ます。申請方法等の詳細については福祉課までお問い合わせください。

TEL：0569-37-1112
住所：常滑市坂井字うつ大坂２０−１

Ｃ.外出の支援
②-１介護タクシー事業所（タクシー料金助成券が使用できる会社）
名称（五十音順）

保有台数

1台
アアチ介護タクシー
（ストレッチャー対応型）

1台
あおぞら福祉タクシー
（ストレッチャー対応型）

2台
うるとら介護福祉W
（ストレッチャー対応型1台）

サポート
（車いす対応型1台）

車いす等貸し出し

料金例（税込）

一般的な車いす

・時間制：3,450円/30分～

リクライニング式車いす

・割引：身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合

車載用ストレッチャー

連絡先

TEL：0120-489-339
1割引

携帯：090-5866-3085
住所：半田市大松町2-11-3

その他備品

・医療機関、買い物などの付き添い可能

一般的な車いす

・時間制：4,480円/30分～

リクライニング式車いす

その他備品

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保 TEL：0120-15-0859
健福祉手帳を提示した場合1割引
住所：半田市亀崎町1-81
・医療機関、買い物などの付き添い可能

一般的な車いす

・時間制：3,450円/30分～

リクライニング式車いす

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保 携帯：070-5338-2555
健福祉手帳の提示、70歳以上は１割引
住所：常滑市泉町3-45-3
・医療機関、買い物などの付き添い可能

車載用ストレッチャー

車載用ストレッチャー
スロープ

その他備品

・時間制：3,390円/30分
S・A・SOINS

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

1台
エスエーソワン

一般的な車いす
（車いす対応型1台）

健福祉手帳の提示、70歳以上は１割引

TEL：0569-73-1766
住所：武豊町字豊成3- 138

・医療機関や買い物などの付き添い可能

合同会社

・時間制：4,520円/30分
2台
介護タクシー元気

一般的な車いす
（ストレッチャー対応型１台）

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
健福祉手帳を提示した場合1割引

TEL：0562-34-5557
携帯：080-4841-1262

車載用ストレッチャー
（車いす対応型1台）

※タクシー料金助成券は、重い障がいのある方が、タクシーを利用する際に、料金の一部として、
使用できる券です。申請すると、年間最大24枚（申請月により交付枚数が異なります）を交付し
ます。申請方法等の詳細については福祉課までお問い合わせください。

・医療機関や買い物などの付き添い可能

住所：東海市加木屋町石塚177

※利用は基本予約制となっていますが、当日の連絡でも空きがあれば対応可能な場合があります。
※料金は待機料、深夜および早朝割増、介助料などの追加料金がかかる場合や、車種により異なる
場合があります。詳しくは各事業所までお問い合わせください。

Ｃ.外出の支援
②-２介護タクシー事業所（タクシー料金助成券が使用できる会社）
名称（五十音順）

保有台数

車いす等貸し出し

料金例（税込）

連絡先

・時間制：4,400円/30分～
一般的な車いす
2台
介護タクシーさくら
（ストレッチャー対応型2台）

介護タクシー東海

3台
（ストレッチャー対応型3台）

リクライニング式車いす

・割引：身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合
1割引

車載用ストレッチャー

・医療機関、買い物などの付き添い可能

一般的な車いす

・時間制：3,400円/30分

リクライニング式車いす

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

車載用ストレッチャー

健福祉手帳の提示、70歳以上は１割引

TEL：0120-396-015
住所：半田市新居町４-１−１

TEL：0120-087-656
住所：東海市加木屋町鈴井田1０-１

・医療機関や買物などの付添い可能

その他備品

・時間制：3,510円/30分～
こうしん
介護タクシー

すまいる
福祉タクシー

3台

（ストレッチャー対応型2台）
（車いす対応型1台）

1台
（ストレッチャー対応型）

リクライニング式車いす

車載用ストレッチャー

つかさ介助タクシー

（ストレッチャー対応型2台）

健福祉手帳を提示した場合1割引

スロープ

・医療機関や買物などの付添い可能

一般的な車いす

・時間制：3,450円/30分

リクライニング式車いす

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

車載用ストレッチャー
スロープ

2台

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保 TEL：0120-47-1148

その他備品

健福祉手帳を提示した場合1割引
・医療機関や買物などの付添い可能

一般的な車いす

・時間制：4,480円/30分

リクライニング式車いす

・割引：身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合

車載用ストレッチャー
スロープ

その他備品

※タクシー料金助成券は、重い障がいのある方が、タクシーを利用する際に、料金の一部として、
使用できる券です。申請すると、年間最大24枚（申請月により交付枚数が異なります）を交付し
ます。申請方法等の詳細については福祉課までお問い合わせください。

1割引
・医療機関や買い物などの付き添い可能

住所：刈谷市東新町5-209

TEL：0120-98-7676
携帯：080-2660-7676
住所：半田市向山町2-31

TEL：0120-146-706
0562-85-2405
住所：知多市にしの台1-1206

※利用は基本予約制となっていますが、当日の連絡でも空きがあれば対応可能な場合があります。
※料金は待機料、深夜および早朝割増、介助料などの追加料金がかかる場合や、車種により異なる
場合があります。詳しくは各事業所までお問い合わせください。

Ｃ.外出の支援
②-３介護タクシー事業所（タクシー料金助成券が使用できる会社）
名称（五十音順）

なのはな
福祉タクシー

保有台数

1台
（ストレッチャー対応型）

車いす等貸し出し

料金例（税込）

一般的な車いす

・時間制：3,450円/30分

リクライニング式車いす

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

車載用ストレッチャー

健福祉手帳を提示した場合1割引
・医療機関や買い物などの付き添い可能

その他備品

連絡先

TEL：0800-123-2929
携帯：090-6368-5725
住所：知多市日長字畑下９-１０

・時間制：3,510円/30分
一般的な車いす
はんとこ
福祉タクシー

1台
リクライニング式車いす
（ストレッチャー対応型 ）
車載用ストレッチャー

・割引：身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合
1割引
・医療機関や買物などの付添い可能

TEL：0569-22-9796
携帯：090-3456-0666
住所：半田市柊町５-５２-１

・時間制：3,510円/30分

ひまわり

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

1台
一般的な車いす

福祉タクシー

（車いす対応型）

健福祉手帳を提示した場合1割引
・医療機関や買物などの付添い可能

2台

福祉タクシー
よしはら

（ストレッチャー対応型1台）
（車いす対応型1台）

一般的な車いす
リクライニング式車いす
車載用ストレッチャー
スロープ

3台

（ストレッチャー対応型1台）
福祉タクシー若

（車いす対応型2台）

・時間制：4,410円/30分～

TEL：0569-21-5985
携帯：090-3448-5915
住所：半田市青山3-15-18

TEL：052-885-0818

・割引：身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合
1割引

携帯：090-9122-1924
住所：東海市富木島町西才道7-9

・医療機関や買物などの付添い可能

その他備品

一般的な車いす
リクライニング式車いす

・時間制：3,350円/30分
・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
健福祉手帳を提示した場合1割引

車載用ストレッチャー
・医療機関や買物などの付添い可能

TEL：0120-512-050
携帯：090-3386-5288
住所：半田市天神町100-1

その他備品
※タクシー料金助成券は、重い障がいのある方が、タクシーを利用する際に、料金の一部として、
使用できる券です。申請すると、年間最大24枚（申請月により交付枚数が異なります）を交付し
ます。申請方法等の詳細については福祉課までお問い合わせください。

※利用は基本予約制となっていますが、当日の連絡でも空きがあれば対応可能な場合があります。
※料金は待機料、深夜および早朝割増、介助料などの追加料金がかかる場合や、車種により異なる
場合があります。詳しくは各事業所までお問い合わせください。

Ｃ.外出の支援
②-４介護タクシー事業所（タクシー料金助成券が使用できる会社）
名称（五十音順）

保有台数

2台
桃太郎介護タクシー

（ストレッチャー対応型１台）
（車いす対応型1台）

車いす等貸し出し
一般的な車いす

・時間制：3,510円/30分

リクライニング式車いす

・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保

車載用ストレッチャー
スロープ

一般的な車いす
2台
有限会社わんび

料金例（税込）

リクライニング式車いす

（ストレッチャー対応型2台）

車載用ストレッチャー

※タクシー料金助成券は、重い障がいのある方が、タクシーを利用する際に、料金の一部として、
使用できる券です。申請すると、年間最大24枚（申請月により交付枚数が異なります）を交付し
ます。申請方法等の詳細については福祉課までお問い合わせください。

健福祉手帳を提示した場合1割引

連絡先

携帯：090-6090-1435
住所：常滑市本町3-80

・医療機関や買い物などの付き添い可能
・時間制：4,890円/30分
・割引：身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保
健福祉手帳を提示した場合1割引

TEL：0569-23-0023
住所：半田市宮本町３-213-３

・医療機関や買物などの付添い可能

※利用は基本予約制となっていますが、当日の連絡でも空きがあれば対応可能な場合があります。

※料金は待機料、深夜および早朝割増、介助料などの追加料金がかかる場合や、車種により異なる
場合があります。詳しくは各事業所までお問い合わせください。

Ｄ.家事・生活の支援（掃除・ゴミ出し・草取りなど）
① - １ 家事のお手伝い・生活支援サービスをしてくれるところ
※料金は材料費などの追加料金がかかる場合や、依頼をお受けできない内容があります。
詳しくは各事業所までお問合せ下さい。
名称（五十音順）

営業時間・定休日
営業時間：
8：00～18：00

NPO法人
ゆめじろう

定休日：日曜日・祝日
（要相談）
※対応できるスタ ッフが
いる場合に限る

料金例（税込）

備考（特色など ）

連絡先

1時間2,500円
1時間を超える場合延長は15分500円
※利用に際しては会員になることを

・介護保険のヘルパーでできない部分の支援を行う

（例 通院の付き添い、食事作り）

お勧めしている

TEL：0569-72-2963

住所：武豊町大字冨貴字外面
85-2

（会費は年間5,000円）

買い物・掃除などの生活介護
営業時間：
45分以上60分未満
8：30～18：00
2,000円～
すこやからいふ

定休日：日曜日
見守り・通院付添い
※支援内容によっては
30分以上60分以内

・介護の資格を持つ職員がサービスの提供を行う
・散歩、墓参り、外出の付き添い、安否確認、緊急時の対
応、家財処分、引っ越し、草刈りなどを行う

TEL：0569- 71-0301
住所：武豊町字長宗2-51-2

柔軟に対応
2,000円～

・日常のちょっとした困りごとをボランティアが手伝う
（掃除、ゴミ 出し、衣替え、新聞・雑 誌の整理などで
60分以内に行える簡単な作業）

営業時間：
たけとよくらし応援隊
武豊町社会福祉協議会

8：30～17：15
定休日：土曜日
日曜日

30分ごとに100円
（1人につき）
※事 前 に チ ケ ッ ト（10枚 つ づ り）
を購入しチケットにて支払う

・町内在住で日常生活に支援が必要だが、親族や近隣住民
の支援を受けることが困難で以下に該当する方
①65歳以上の一人暮らし世帯
②70歳以上のみの世帯

祝日
（①②の世帯の利用については世帯全員が要介護認定も

しくは事業対象者相当の方に限る ）
③障がいのある方のみの世帯

TEL：0569-73-3104
住所：武豊町字長尾山2

Ｄ.家事・生活の支援（掃除・ゴミ出し・草取りなど）
① - ２ 家事のお手伝い・生活支援サービスをしてくれるところ
※料金は材料費などの追加料金がかかる場合や、依頼をお受けできない内容があります。
詳しくは各事業所までお問合せ下さい。
名称（五十音順）

営業時間・定休日

料金例（税込）

・作業内容に応じた単価設定

シルバー人材センター

連絡先

・60歳以上の方でシルバー人材センターに会員登録した

営業時間：
武豊町

備考（特色など ）

8：30～17：15
・30分でできる簡単な作業は500円

定休日：土曜日・日曜日

方が作業を行う
・掃除、病院に入院している方の洗濯、草取り、花・植木
の水やり、ゴミ出し以外にも不用品の片づけ、大工仕

・祝日

TEL：0569-73-4355

住所：武豊町字平海道76-1

事、剪定、ペンキ塗り、網戸張りなどを行う

・障害者就労継続支援B型が運営する困りごとのお手伝い
サービス
特定非営利活動法人
友遊舎
ホールドハンド

営業時間：
10：00～15：00

・障がいのある方の社会復帰も兼ねている
30分500円（1人につき）

定休日：土曜日・日曜日

・掃除、草取り、買い物付き添い、不用品のごみ出し、
引っ越しなどを行う

TEL：0569-84-0978
住所：武豊町字口田17-1

・作業は施設利用者及び職員の複数体制、もしくは職員の
みで行う場合あり
営業時間：
便利屋フレッシュ

8：00～20：00

定休日： 年中無休

・部屋の掃除、草刈り、家具の移送、引っ越しの荷造り、
掃除、買い物は1時間3,300円

家電・家具・生活用品などの不用品回収、エアコンの取

り外しなどを行う

TEL：0120-670-987
住所：常滑市井戸田町3-186

Ｅ.理容院・美容院
① - １ 自宅に訪問してくれるところ（武豊町内全域可能）
※訪問理容・美容の対象者は病気やケガなどの理由により、自分で理容院・美容院に行く
ことができない方となります。
※身体状況や自宅の環境などにより施術が行えない場合があります。店舗によっては、
パーマやカラーを行っているところもあります。詳しくは各店舗までお問い合わせくださ
い。
名称（五十音順）

営業時間・定休日

料金例（税込）

連絡先

あおい美容室

営業時間：9：30～16：00

カット：3,000円

TEL：0569-72-1392

（美容院）

定休日：火曜日、第２・３月曜日

出張費：無料

住所：武豊町字ヒジリ田８６

営業時間：不定時（応相談）
カットギャラリー

トリイ
定休日：火曜日、第2・3月曜日

（理容院）
※営業時間外や定休日の利用も応相談

カット：３,５00円
（シャンプーなし、顔そりは可能）
※顔そりを行わない場合は値引きあり
出張費：無料

TEL：0569-73-3685
携帯：080-5114-3685
住所：武豊町字平井4-87

TEL：0120-024-327
シゲミ美容室

営業時間：不定時（応相談）

（美容院）

定休日：月曜日、第２日曜日、第2・3火曜日

カット： 3,000円
0569-72-4327
出張費： 1,000 円
住所：武豊町字桜ケ丘1-6-7

Ｅ.理容院・美容院
① - ２ 自宅に訪問してくれるところ（武豊町内全域可能）
※訪問理容・美容の対象者は病気やケガなどの理由により、自分で理容院・美容院に行く
ことができない方となります。
※身体状況や自宅の環境などにより施術が行えない場合があります。店舗によっては、
パーマやカラーを行っているところもあります。詳しくは各店舗までお問い合わせくだ
さい。

名称（五十音順）

営業時間・定休日

料金例（税込）

連絡先

カット：3,000円
たすかるん
（HAIR

TAKANE）

営業時間：10：00～17：00

シャンプー：500円

TEL：0569-47-6226

顔そり：500円

住所：武豊町字平井畑6-1

水曜日のみ営業

（理容・美容院）

出張費：無料

男性
カット：1,700円
シャンプー：1,000円

BARBER SHOP
きっすい

営業時間：9：00～18：00

顔そり：1,000円

清粋
定休日：日曜日
（理容院）

女性

TEL：0569-30-8457
住所：武豊町字浅水５０

カット：3,000円

シャンプー：1,000円
顔そり：2,000円

美容室 カッシュ

営業時間：9：00～18：00

カット：3,000円

TEL：0569-72-5975

（美容院）

定休日： 月曜日、第２・３火曜日

出張費：無料

住所：武豊町字長尾山４６

Ｅ.理容院・美容院
① - ３ 自宅に訪問してくれるところ（武豊町内全域可能）
※訪問理容・美容の対象者は病気やケガなどの理由により、自分で理容院・美容院に行く
ことができない方となります。
※身体状況や自宅の環境などにより施術が行えない場合があります。店舗によっては、
パーマやカラーを行っているところもあります。詳しくは各店舗までお問い合わせくだ
さい。
名称（五十音順）

料金例（税込）

営業時間・定休日

連絡先

hair Cube

営業時間：9：00～18：00

カット：2,600円

TEL：0569-73-9066

ヘアー キューブ

定休日： 月曜日

シャンプー：1,000円

住所：武豊町大字東大高字浦之島

(美容院)

※営業時間外や定休日の利用も応相談

出張費：500円

カット：3,500円

ヘア―サロン

TEL：090-6584-9508

営業時間：10：00～17：00
顔そり：500円～

クローバー

住所：武豊町字桜ケ丘3- 94-1

定休日：月曜日・日曜日
出張費：無料

（美容院）

カット：3,300 円
訪問美容 ら・めーる
（美容院）

70-3

営業時間：8：30～16：00（時間外も対応可）
定休日：日曜日

シャンプー：2,200円
顔そり：1,650 円
出張費：1,１00 円

TEL：070-8408-2014
住所：半田市花園町３-１１-３

Ｅ.理容院・美容院
① - ４ 自宅に訪問してくれるところ（武豊町内全域可能）
※訪問理容・美容の対象者は病気やケガなどの理由により、自分で理容院・美容院に行く
ことができない方となります。
※身体状況や自宅の環境などにより施術が行えない場合があります。店舗によっては、
パーマやカラーを行っているところもあります。詳しくは各店舗までお問い合わせくだ
さい。
名称（五十音順）

マロン美容室
（美容院）

営業時間・定休日

営業時間：9：00～18：00
定休日：火曜日・木曜日

料金例（税込）

カット：3,850円

連絡先

TEL：0569-73-0290

シャンプー：1,100円
出張費：無料

住所：武豊町字後畑３６

カット：3,850 円
リンデンBI知多

営業時間：9：00～15：00

シャンプー：1,650円

TEL：0569-84-2500

（美容院）

定休日：土曜日・日曜日・祝日

お顔の手入れ：1,040 円

住所：半田市大池町1- 63-5

出張費：無料

Ｅ.理容院・美容院
②-１お店まで送迎してもらえるところ（武豊町内全域送迎可能）
※送迎の対象者は病気やケガなどの理由により、自分で理容院・美容院に行くことがで
きない方となります。
※身体状況などにより行えない場合があります。詳しくは各店舗までお問い合わせくだ
さい。
名称（五十音順）

料金例（税込）

営業時間・定休日

連絡先

あおい美容室

営業時間：9：30～16：00

カット：2,750円

TEL：0569-72-1392

（美容院）

定休日：火曜日、第２・３月曜日

シャンプー：1,100円

住所：武豊町字ヒジリ田８６

カットギャラリー

TEL：0569-73-3685

営業時間：7：30～19：00
カット：３,５00円（シャンプー、髭剃り込み）

トリイ
定休日：火曜日、第2・3月曜日

携帯：080-5114-3685
住所：武豊町字平井4-87

（理容院）

TEL：0120-024327（予約専用）
シゲミ美容室

営業時間：9：00～18：00

（美容院）

定休日：月曜日、第2・3火曜日、第２日曜日

カット：4,290円（シャンプー込み）

0569-72-4327
住所：武豊町字桜ケ丘1-6-7

男性
カット：1,700円
シャンプー：1,000円
BARBER SHOP

営業時間：9：00～18：00

きっすい

清粋
（理容院）

定休日：日曜日

顔そり：1,000円
女性
カット：3,000円
シャンプー：1,000円
顔そり：2,000円

TEL：0569-30-8457
住所：武豊町字浅水５０

Ｅ.理容院・美容院
②-２お店まで送迎してもらえるところ（武豊町内全域送迎可能）
※送迎の対象者は病気やケガなどの理由により、自分で理容院・美容院に行くことがで
きない方となります。
※身体状況などにより行えない場合があります。詳しくは各店舗までお問い合わせくだ
さい。
名称（五十音順）

営業時間・定休日

料金例（税込）

連絡先

美容室naoko

営業時間：8：30～16：30

カット：3,800円

TEL：0569-73-0523

（美容院）

定休日：火曜日

シャンプー：1,100円

住所：武豊町字旭ケ丘２-１２

hair Cube
ヘアー キューブ
(美容院)

営業時間：9：00～18：00
カット：3,600円（シャンプー込み）

定休日：月曜日

TEL：0569-73-9066

住所：武豊町大字東大高字浦之島70-3

営業時間：
ヘアサロン髪優
（理容院）

平日8：30～19：00

カット：3,950円（シャンプー、髭剃り込み）

土日8：00～18：00

TEL：0569-73-8867
住所：武豊町大字東大高字土穴63-5

定休日：月曜日・火曜日

マロン美容室

営業時間：9：00～18：00

カット：3,850円

（美容院）

定休日：火曜日・木曜日

シャンプー：1,100円

TEL：0569-73-0290
住所：武豊町字後畑３６

