
生活支援体制整備事業　サービス情報　中央区　／　買い物・食事に関する支援

種別 店名 サービス名 企業名
中央区内の店舗

（所在地・電話番号）
配達地域 対象者 料金 配達時間 備考

・ビッグハウス
・スーパーアークス
・ラルズマート

らくらく便 （株）ラルズ

①ラルズマート山鼻店
中央区南12条西11丁目　☎011-521-6677
②ラルズマート啓明店
中央区南11条西21丁目　☎011-530-5500
③ラルズマート16条店
中央区南16条西８丁目　☎011-511-3223
④ラルズマート伏見店
中央区南18条西17丁目　☎011-530-2345
⑤ラルズマート中島公園店
中央区南11条西７丁目　☎011-552-3456

原則として店舗
から半径２ｋｍ
以内

2,500円以上のお買上
のお客様

指定箱で1箱（20ｋｇ）200円、２箱目か
ら100円
＊要冷蔵品（肉・魚等）が入った場合は1
箱につき200円（冷凍品は不可）
＊65歳以上の高齢者・身障者・妊婦さん
は証明書提示で１箱無料（2箱目からは
100円）

毎日15時まで受付、19時頃ま
でに配達（一部店舗では、20
時頃までの配達になっている
ため詳細は各店舗にお問い合
わせください）

【証明書】
敬老パス・母子手帳・障がい者手帳
【配達できない物】
1.つぶれやすい物（いちご、ぶどう、もも等）
2.割れやすい物（たまご、カットスイカ等）
3.形状が崩れやすい物（刺身の盛り合わせ、生寿司等）
4.冷凍保存の物（冷凍食品、アイス、冷凍保存商品）
5.購入店以外で購入された物（テナントの商品含む）
＊詳細は店舗にお問合せください

東光ストア 配達ラクラク便
（株）東光スト
ア

①東光ストアサッポロファクトリー店
中央区北１条東４丁目　☎011-207-1093
②東光ストア円山店
中央区北１条西24丁目　☎011-623-1093
③東光ストア宮の森店
中央区北５条西29丁目　☎011-622-0109
④東光ストア西線６条店
中央区南６条西15丁目　☎011-552-0109
⑤東光ストアプロム山鼻店
中央区南22条西12丁目　☎011-512-1093
⑥東光ストア行啓通店
中央区南14条西９丁目　☎011-531-6176

店舗から2㎞以
内

お買い上げ金額2,000
円(税込)以上

3箱まで206円(税込)
4箱目から154円(税込)

※次の方は配達料金無料
65歳以上の方
お身体の不自由な方
妊婦の方
3歳までのお子様同伴の方

受付・配達時間は店舗により
異なりますので店舗サービス
カウンターへお問い合わせく
ださい

冷蔵商品も配達可能
壊れ物、冷凍商品は不可
配達単位　１箱約15㎏まで

イオン 楽宅便
イオン北海道
（株）

イオン札幌桑園店
中央区北8条西14丁目　☎011-204-7200

店舗に問合せ願
います

全ての利用者
（カード会員・65歳
以上の方・身障者の
方・妊婦の方は割引
有）

2,500円（税込）以上お買上：専用コンテ
ナ１個200円（税込）
2,500円(税込）未満のお買上：専用コン
テナ１個300円（税込）

【イオンオーナーズカード会員】
【65歳以上】【身障者】【妊婦】
2,500円(税込）以上お買上：専用コンテ
ナ２個まで無料、３個から100円（税
込）
2,500円(税込）未満お買上：専用コンテ
ナ１個300円（税込）

各店舗にお問合せください

専用コンテナでのお届け、１個あたり商品の重量20ｋｇ
まで冷蔵(冷凍）商品は、１個につき100円(税込）
＊詳細は各店舗ＨＰ・各店舗カウンターにお問合せ下さ
い

らくちん当日便
生活協同組合
コープさっぽろ

植物園店
中央区北5条西11丁目　☎011-261-2671

各店指定の配達
区域

組合員
専用コンテナ２箱まで200円、３箱目か
らは１箱につき100円

午後３時までの受付で当日配
達
・冷凍冷蔵品は３時まで受付
・常温品は営業時間内いつで
も受付で３時以降は翌日配達

・専用コンテナサイズ：たて36ｃｍ、横53ｃｍ、高さ
33ｃｍ
・コンテナ込みで１箱２５ｋｇまで入らないサイズのも
のは受付不可
・購入店以外での商品は不可
・卵、お惣菜など受付できない商品があります
＊詳細は各店舗にお問合せ下さい

コープ宅配システ
ム「トドック」
（カタログによる
注文）

生活協同組合
コープさっぽろ

問合せ先
☎0120-502-112
加入申込・資料請求
☎0120-307-919

市内全域 組合員

・1回の注文の手数料216円
（グループでのご利用の場合は、1人あた
りの手数料がおトクになります）
＊３つのサポートシステムで手数料サー
ビス！
・赤ちゃんサポート（無料）
・子育てサポート（半額）
・65サポート：65歳以上の方（無料）

各店舗にお問合せください

・毎週決まった曜日に、ご自宅や職場などに商品をお届
け！
・冷凍品も冷蔵品も安心！
・お留守のときも安心！
・配達日が祝日でもお届け！
・6,000種以上の商品から選べる！
・定番アイテムは定期配達で！
・ご注文はご自分のペースで！（毎週注文しなくても
OK！）

イトーヨーカドー
ポーターサービス
「きいろい楽だ」

（株）セブン-
イレブン・ジャ
パン

すすきの店
中央区南４条西４丁目　☎011-513-5111

店舗に問合せ願
います

誰でも利用可能

１ケース（縦33ｃｍ×横49ｃｍ×高さ30
ｃｍ）につき500円（税込540円）
（上記のケースに入らない商品も３辺の
合計220ｃｍ以下のサイズまで配送でき
ます）

お届け時間の目安
・午後３時までにお買い上げ
の商品は、当日午後６時～８
時にお届け

＊詳細は店舗へお問合せ下さい

ス
ー
パ
ー

コープさっぽろ



生活支援体制整備事業　サービス情報　中央区　／　買い物・食事に関する支援

種別 店名 サービス名 企業名
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イオン北海道
ネットスーパー

ＡＥＯＮネットで
楽宅便

イオン北海道
（株）

（住所により担当店舗が異なります）
ＨＰでご確認下
さい

会員登録必要

・一律324円（税込）
・5,000円お買上で配送料無料
・代金引換手数料108円（税込）
＊選択店舗とエリアにより異なるため詳
しくはネットでご確認ください

最短で当日にお届け
地域や注文の時間帯によるた
めＨＰで確認

＊詳しくはＨＰでご確認ください

楽天西友ネットスー
パー

楽天西友ネット
スーパー

楽天西友ネット
スーパー株式会
社

ＨＰでご確認下
さい

楽天会員登録必要

・送料432円(税込）
＊注文商品の合計額が一定額以上で送料
無料となります詳しくはログイン後の
「お届け日時選択」画面にてご確認くだ
さい
・代金引換手数料324円（税込）

最短で当日にお届け
地域や注文の時間帯によるた
めＨＰで確認

＊詳しくはＨＰでご確認ください

イトーヨーカドー ネットスーパー
（株）セブン-
イレブン・ジャ
パン

（住所により担当店舗が異なります）
ＨＰまたは、各
店舗に問い合わ
せ願います

会員登録必要

宅配クック123 宅配クック123
株式会社シニア
ライフクリエイ
ト

南円山店
中央区南6条西15丁目　☎011-530-4123
（フリーダイヤル　☎0120-288-120）

ＨＰまたは、各
店に問合せ願い
ます

高齢者専門の宅配です
が、誰でも利用可能で
す

・普通食：540円（おかずのみ）
・治療食（カロリー・塩分、タンパク質
塩分調整）
・やわらか食・ムースセット食・消化に
やさしい食：各777円（おかずのみ）
・健康ボリューム食：606円（おかずの
み）
＊各々ごはんつきもあり

概ね前日18：00まで注文で翌
日お昼（10時～12時）夜（14
時～18時）配達
＊地域による

1.１日1食からＯＫ　１食単位でで注文翌日お届け可能
2.昼・夜お届け可能　昼食・夕食は異なるメニューを作
りたて（常温）でお届け
3.土日祝日も営業日替わりメニューを毎食お届け
4.アレルギー・刻み対応可能
5.安否確認も行ってます
＊詳細は各店にお問合せ下さい

お弁当の日信
にっしん配食サー
ビス

株式会社　日信 ☎011-666-5683 札幌市内全域
誰でも利用可能です
登録・予約制

・夕食：500円（おかずのみ・ごはん入
り）
・朝食：350円（パン・飲み物）
・特別食（刻み食）200円増し
＊お届け料金は無料です

前日の午前中まで注文で翌日
の夕食（14時～18時）配達
＊時間指定は不可

1.食・週１回からでもお届け可能
2.きざみ食やおかゆ、おにぎりも用意しています
3.アレルギーについてはご相談ください
4.キャンセルは前営業日の午前中までお電話で連絡くだ
さい
＊詳細は各店にお問合せ下さい

（株）日総 ふれあい
フーズ

ふれあいフーズ 株式会社　日総 ☎011-785-0119 札幌市内全域
札幌市内にお住まいの
方

・おかず食：570円（おかずのみ）
・一般食：620円（おかず+ご飯）
・特別食：720円（おかず+ご飯【おか
ゆ・きざみ食対応】）
＊「札幌市高齢者配食サービス事業」の
利用者はいずれも500円です

昼食（10時30分～12時30分）
夕食（15時～17時30分）
＊交通事情により、変更の場
合もあります

1.週１回から利用できます
2.カロリー・たん白・塩分・カリウム制限の調整食もあ
ります
3.安否確認体制があります
＊詳細はお住まいの区役所か店にお問合せ下さい

セブンミール 配食セブンミール
（株）セブン-
イレブン・ジャ
パン

コープさっぽろ
コープ配食サービ
ス

生活協同組合
コープさっぽろ

札幌市は全域
（一部お届けで
きない地域が有
るため問合せく
ださい）

組合員
事前登録制です

・普通食：562円
・低カロリー食：475円
＊主菜は肉と魚の変更可能です
＊配達料金は無料です

配送時間：13：30～18：00
＊時間指定は不可

1.やわらか食・きざみ食・ムース食・健康管理食（カロ
リー調整・たんぱく質調整）もあります
2.主菜の変更は３日前までに連絡ください
3.週２日以上の事前登録が必要
4.月曜から土曜まで毎日違った「夕食」をお届け
5.見守り・安否確認も実施しています
＊詳細はコープ配食サービスコールセンターまでお問合
せ下さい

まごころ弁当
高齢者配食サービ
ス

札幌中央店
北区北27条西5丁目　☎011-214-1802

・小町（低カロリー・低塩分）：410円
（税込）
・普通食：560円（税込）
・低カロリー調整食：822円（税込）
・たんぱく調整食：874円（税込）
・ムース食：702円（税込）
＊全ておかずのみも有ります

前日までの注文で翌日配食
昼食：10時ころ～12時ころ
夕食：15時ころ～18時ころ
＊詳細は各店にお問合せ下さ
い

内容はＨＰから抜粋しています
＊詳細は各店にお問合せ下さい

配食のふれ愛 配食のふれ愛

①札幌店
手稲区曙4条3丁目　☎011-590-0677
②札幌中央店
中央区南16条西9丁目　☎011-211-8951

・小町（低カロリー・塩分）小：320円
～+税
・普通食：450円（おかずのみ）～+税
・カロリー調整食：600円（おかずの
み）～+税
・たんぱく調整食：700円（おかずの
み）～+税
・ムース食：540円（おかずのみ）～+税
・やわらか食：700円（おかずのみ）～+
税
＊おかずとご飯もあります

前日までの注文で翌日配食
＊詳細は各店にお問合せ下さ
い

内容はＨＰから抜粋しています
＊詳細は各店にお問合せ下さい

食
事
・
配
食

ネ
ッ
ト
ス
ー
パ
ー

＊詳しくはＨＰでご確認ください

（株）シルバー
ライフ

＊誰でも利用可能
配達エリア≪中央区・北区・東区・豊
平区・白石区・厚別区・南区・清田区
≫

＊誰でも利用可能
①札幌店：配達範囲≪手稲区・西区・
東区・厚別区・清田区・中央区・豊平
区・白石区・南区・北区新川西１条・
石狩市（一部）≫
②札幌中央店：配達範囲≪中央区≫

＊各店舗によりサービス提供の有無が異なります詳しくは店舗検索等でご確認ください
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ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

サッポロドラッグス
トア

手ぶらでお買い物
便

サツドラホール
ディングス株式
会社

①サツドラノルベサ店
中央区南３条西５丁目　☎011-223-3566
②サツドラ狸小路2丁目店
中央区南3条西2丁目　☎011-200-3060
③ウェルネスサロンbyサツドラ（東急百貨
店内）
中央区北4条西2丁目　☎011-223-6020
④サツドラ旭ヶ丘南8条店
中央区南8条西23丁目　☎011-520-0370
⑤サツドラ北円山店
中央区北2条西28丁目　☎011-640-6558
⑥サツドラ西線店
中央区南7条西15丁目　☎011-533-2541
⑦サツドラ南11条店
中央区南11条西10丁目　☎011-520-6565
⑧山鼻南14条店
中央区南14条西15丁目　☎011-562-1620
⑨ファクトリー店
中央区北1条東4丁目　☎011-222-0766
⑩伏見啓明店
中央区南13条西22丁目 ☎011-520-1661
⑪サツドラ宮の森3条店
中央区宮の森3条2丁目　☎011-633-0550

道内限定 誰でも利用可能です

お買い求めになった商品を、1個あたり
360円（税込　1個口）でご自宅またはご
家族のもとへお届け
＊1個口：縦+横＋高さの3辺合計160ｃｍ
かつ重さ30㎏未満の荷物　どちらかでも
規定を超える場合には個口数を増やし、
個口数×360円になります

15：30までに荷物の準備で翌
日配達＆時間指定ＯＫ！

1.梱包、送り状の記入はご自身でいお願いします
2.15：30受付締め切り時間をすぎたものは、翌日受付扱
い
3.時季や天候、進路状況により、指定日時にお届けでき
ない場合があります
4.当日のお届け・生もの・冷蔵・冷凍食品・サイズ規定
を超えるもの・他店で購入された物は対応できません
＊詳しくは各店舗にお問合せください


