
電話注文でお弁当を配達してくれる業者（武豊町内全域配達可能）  

 名称（五十音順） 活動内容（定休日等） 料金（普通食「税込」） 備考（特色など） 連絡先 メニュー例 

1 
いきいきランチ          

（半田炊事協同組合） 

配達：夕のみ  

定休日：日曜日、年末 

年始、お盆、ゴール 

デンウィーク 

営業時間： 

  10：00～16：00 

おかずのみ： 450 円   

おかず+ごはん：500 円                 

支払：現金、口座引落 

 

・原則手渡し（不在時は専用の箱に 

入れる）                                                    

・「普通食」以外に「きざみ食」   

 「低カロリー食」対応可          

・試食（無料）可 

 

TEL： 

0569-22-5628 

 

住所：半田市宮本町 

４-３８ 

 

おかず+ごはん 

2 

 

 

 

コープあいち 

 

 

 

 

 

 

配達：10 食 1 セット 

   単位より 

営業時間： 

（コールセンター） 

10：00～17：30

（土・日・祝日を除く） 

 

 

 

おかずのみ（10 食） 

5,454 円～ 

フルセット（10 食） 

おかず・軟飯・みそ汁 

6,480 円～ 

支払い：口座引落のみ 

 

 

 

・配達業者が配達 10 食分を、1 食分

ずつ袋詰めにてまとめて配達 

・「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 

・問い合わせあれば自宅まで訪問 

（初回登録時） 

 

TEL： 

  0120-400-502 

 

住所：大府市森岡町 

   3-1  

 

普通食 

（フルセット） 

 

 

 

 

イメージ図 

3 ショクブン 

 

配達：1 日分（1 セット 

2 食）から注文 

定休日：土曜日・日曜日 

    年末年始、お盆 

    ゴールデンウィ

ーク 

営業時間： 

9：00～18：00 

 

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 

 

 

 

・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 

 夕灘 59-3 

 

 

4 種のおかずと

ごはんのセット 

 

 

 

 

 



 名称（五十音順） 活動内容（定休日等） 料金（普通食「税込」） 備考（特色など） 連絡先 メニュー例 

4 
宅配クック 123           

半田・常滑店 

配達：昼・夕         

定休日：正月三が日 

営業時間： 

 9：00～17：00      

おかずのみ：540 円             

おかず+ごはん：594 円   

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 

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） 

5 
武豊町              

社会福祉協議会 

配達：昼のみ              

定休日：土日祝日               

 年末年始 

営業時間： 

 8：30～17：15 

おかずのみ：450 円          

おかず+ごはん：500 円  

支払：チケットを事前に 

   購入、配食当日にチケ 

ットと交換    

 

 

・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 

6 
日清医療食品          

（食宅便） 

配達：7 食 1 セット 

単位 

営業時間 

8：30～20：30 

（元旦を除く） 

 

 

おこのみセレクトコース 

（月～日）3,920 円 

（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：口座引落、代引き    

クレジットカード 

 

 

・配達業者が配達。不在時は不在通知 

にて再配達。冷凍状態でお届けする 

ため冷凍庫で保管必要            

・「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   

TEL：                 

  0120-814-939     

 

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） 



 
名称（五十音順） 活動内容（定休日等） 料金（普通食「税込」） 備考（特色など） 連絡先 メニュー例 

7 ミールタイム 

配達：7 食以上から注文 

営業時間： 

（コールセンター） 

9：00～17：30 

※土・日・祝日を除く 

 

 

ヘルシー食（塩分 2.0ｇ未

満）：1 食あたり 598 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 300 円+税） 

   クレジットカード 

 

・栄養士が電話に出るので栄養相談を

何度でも気軽に相談できる。一人一

人の体に合った具体的な食事の提案

を受けることができる 

・「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 

（ごはん付き） 

8 
もみじ屋             

デリバリーサービス 

配達：昼・夕  

定休日：なし 

年末年始は予約制に

て対応可 

営業時間： 

  9：00～15：00 

おかずのみ：600 円 

おかず+ごはん：650 円   

支払：現金、口座引落 

 

・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） 

9 
ワタミの宅食             

愛知半田営業所 

配達：5 食 1 セット 

単位  

定休日：年末年始  

営業時間： 

 （コールセンター） 

平日 9：00～18：00 

 

日替わり 5 日間コース 

（月～金）2,450 円  

おかずのみ（1 食あたり

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 

・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 

・毎週水曜日に翌週の分を注文    

ＴＥＬ：            

    0120-321-510 

 

住所：半田市青山   

4-25-8 

 

普通食 

（おかずのみ） 

 


