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店舗名 所在地（全て清田区） 
（※1） 

無料配達 
有料配達 

（※２） 

当日配達 
掲載ページ 

①ダイイチ清田店 清田 2条 3丁目 ○ ○ 200円～ ○ P2 

②ショッピング・ヤマガタ 平岡 6条 4丁目 1-11 ― ○ 200円 ○ P2 

③ラッキー清田店 清田 2条 2丁目 16-7 ○ ○ 200円～ ○ P3 

④マックスバリュー北野店 北野 7条 3丁目 7-15 ○ ○  ○ P3 

⑤スーパーアークス北野店 北野 3条 2丁目 13-88 － ○ 200円～ ○ P4 

⑥ホクレンショップ 

FoodFarm平岡公園通り店 
里塚緑ヶ丘 5丁目 1-10 ○ － － ○ P4 

⑦イオン札幌平岡店 平岡 3条 5丁目 3-1 － ○ 110円～ ○ P5 

⑧東光ストア平岡店 

東光ストア真栄店 

平岡 7条 2丁目 2-1 
○ ○ 206円～ ○ P6 

真栄 4条 2丁目 1-48 

⑨コープさっぽろ 詳細 P7へ － ○ 200円～ － P7 

⑩セブンイレブン 詳細 P8へ ○ － － － P8 

⑪サッポロドラッグストア 詳細 P9へ － ○ 500円 － P9 

⑫ツルハドラッグ 詳細 P10へ － ○ 495円 － P10 

店舗 所在地 掲載ページ 

⑫株式会社ダイイチ 帯広市西 20条南 1丁目 14-47（ダイイチ本社） P11 

（※1）配達サービスのご利用につきましては、商品の購入金額・年齢等の条件が必要 

になる場合がございます。詳細は各店舗の該当掲載ページにてご確認ください。 

（※2）当日配達のサービスにつきましても、お申込みの時間帯等によって翌日以降の配達になる

場合がございますので、あわせてご確認ください 

買物配達サービス 

移動販売サービス 
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● 所在地/〒００４－０８７６ 清田区平岡６条４丁目１－１１ 

● 連絡先/０１１－８８３－２９５０ 

● 営業時間/月～土９：00～18：00 

● サービス内容と料金 

内 容 料金等 

配達地域/平岡、里塚、真栄方面 一度の配達で 200円 

 ※配達地域の詳細等はお問合せください 

 

  

 

● 所在地/〒００４－０８４２ 清田区清田２条３丁目 

● 連絡先/０１１－８８８－６７８８ 

● 営業時間/平日 10：00～22：00 土日 9：00～22：00 

● サービス内容と料金 

内 容 料金等 

【助カル便】 

当店で 2,000円以上お買いものされた方を対象

に商品をご自宅に配送するサービス 

配達地域/清田区内（当社指定地域内） 

配達料金 

1箱 200円（税込） 

65歳以上/1箱無料 

（2箱目から 200円） 

受付・ 

配達時間 

受付/開店～16：00 

配達/16：00～19：00 

 ※2,000円以上のレシートを確認させて頂きます 

 ※生モノ・冷蔵/冷凍食品・アイスクリーム、割れ物、お急ぎの商品はお持ち帰りください 

 ※日曜日の配達はお休みです。 

①ダイイチ清田

②ショッピング・ヤマガタ 

会員制 会員証・手帳等掲示あり 当日配達 

当日配達 

買物配達 



 

3 
 

 

● 所在地/〒００４－０８４２ 清田区清田 2条 2丁目１６－７ 

● 連絡先/０１１－８８２－０３５１ 

● 営業時間/9：00～20：00 

● サービス内容と料金 

内 容 料金等 

【ラッキー便】 

当店で 2,000円以上お買いものされた方を対象

に商品をご自宅に配送するサービス 

配達地域/清田区内 

配達料金 

一般/3箱 200円 

（4箱目から 1箱 150円） 

※無料配達対象者/３箱無料 

（4箱目から 1箱 150円） 

受付・ 

配達時間 

受付/開店～15：00 

配達/～19：00頃まで 

※15：00以降の受付は翌日配達 

 ※一部商品につき別途料金を頂きます（配送料込み） 

※無料配達対象者 

（60歳以上の方・妊婦の方・身体の不自由な方・介護ヘルパー様・乳幼児をご同伴の方） 

※特売日替り商品、お米、お酒のみの配達・形のくずれやすい商品（刺身、お寿司、花）は配達不可 

 

 

● 所在地/〒００４－０８６７ 清田区北野７条３丁目７－１５ 

● 連絡先/０１１－８８９－３６３９ 

● 営業時間/24時間営業 

● サービス内容と料金 

内 容 料金等 

当店で 2,500 円以上のお買物をされた 65 歳以上

のお客様を対象に商品をご自宅まで配送 

配達地域/店舗から 1㎞ 

配達料金 無料 

受付時間 

開店～15：00 

※15：00以降の受付は 

翌日配達 

 ※毎月１、２、３日は 2,500円以上お買い上げのすべてのお客様を対処に無料配送実施 

 

  ③ラッキー清田
証明書・手帳等掲示あり 当日配達 

④マックスバリュー北野 当日配達 証明書・手帳等掲示あり 

買物配達 
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● 所在地/〒００４－０８６３ 清田区北野３条２丁目１３－８８ 

● 連絡先/０１１－８８１－１５５０ 

● 営業時間/9：00～23：00 

● サービス内容と料金 

内 容 料金等 

【らくらくショッピング】 

当店で 2,500 円以上お買上げのララカード会

員限定に、商品をご自宅に配送するサービス 

配達地域/当店から半径 2㎞まで 

配達料金 

１箱毎 200円 

（２箱目から 1箱 100円） 

要冷蔵品（お肉・お魚等）が入った場

合は１箱毎に別途 200円 

受付・ 

配達時間 

受付/開店～13：00までの受付で 

21：00までに配達 

13：00以降の受付で翌日配達 

※配達カードの提示が必要 

※つぶれやすいもの、割れやすい物、形状が崩れやすい物、冷凍保存の物等は配達不可 

 

● 所在地/〒００４－０８０５ 清田区里塚緑ヶ丘５丁目１－１０ 

● 連絡先/０１１－８８２－７５２０ 

● 営業時間/10：00～21：00 

● サービス内容と料金 

内 容 料金等 

当店で 2,500 円以上のお買物をされた 65 歳以上

のお客様を対象に商品をご自宅まで配送 

配達地域/店舗から 1㎞ 

配達料金 無料 

受付時間 
開店～15：00 

※15：00以降の受付は翌日配達 

 ※毎月１、２、３日は 2,500円以上お買い上げのすべてのお客様を対象に無料配送実施 

 

  

⑤スーパーアークス北野 当日配達 証明書・手帳等掲示 登録制あり 

⑥ホクレンショップ FoodFarm平岡公園通り店 当日配達 

証明書・手帳等掲示 

買物配達 
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● 所在地/〒００４－０８７３ 清田区平岡３条５丁目３－１ 

● 連絡先/０１１－８８９－５００１ 

● 営業時間/8：00～23：00 

● サービス内容 

【イオン楽宅便】 

当店でお買い上げいただいた商品をご自宅までお届けするサービス 

配達地域/清田区・厚別区・豊平区 

● 利用料金 

お
届
け
料
金 

お買い上げ金額 一般のお客様 

イオンオーナーズの会員の方 

ゆうゆう WAONカードをお持ちの方 

65歳以上の方・障害手帳をお持ちの方 

妊婦の方・3歳以下のお子様をお連れの方 

2,500円（税込）以上 1個につき 220円（税込） １個につき 110円（税込） 

2,500円（税込）未満 1個につき 330円（税込） 

要冷料金 1個につき 220円（税込） 

 

 

 

  ⑦イオン札幌平岡店 当日配達 証明書・手帳等掲示 

買物配達 
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● 所在地 

 

 

 

 

 

 

● サービス内容と料金 

内 容 料金等 

当店で 2,000 円以上お買い上げのお客様

を対象にご自宅に当日配達するサービス 

配達地域/各店舗から 2㎞程度 

配達 

料金 

一般/3箱 206円 

65歳以上・身体が不自由な方・妊婦の方 

・3歳までのお子様を同伴の方/無料 

※配送エリア等の詳細は各店舗の受付にてご案内しております 

 

 

  

店舗名 住 所 連絡先 営業時間 

東光ストア平岡店 
〒004-0877 

清田区平岡 7条 2丁目 2-1 
011-881-4109 9：00～23：00 

東光ストア真栄店 
〒004-0834 

清田区真栄 4条 2丁目 1-48 
011-883-3109 9：00～22：00 

⑧東光ストア 当日配達 証明書・手帳等掲示 

買物配達 
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● 所在地 

お問合せ先 連絡先 受付時間 

トドックコール 

（トドックに関するお問合せ） 
0120-502-112 

月～金/9：00～21：00 

土/9：00～18：00 

加入お問合せコール 

（ご加入の申込や資料請求） 
0120-307-919 月～土/10：00～18：00 

電話注文センター 

（電話での注文） 
0120-502-208 月～土/10：00～21：00 

※上記問い合わせ先について、日曜日は受付できません 

 

● サービス内容と料金 

内 容 料 金 

【コープ宅配システムトドック】 

毎週 1回決まった曜日に、ご自宅

や職場などに商品をお届けするサ

ービス（毎週注文しなくても OK） 

配達料金 

一般/1回手数料 200円（税別） 

6歳～15歳未満のお子様をお持ちの方 

手数料 200円→100円（税別）でお届け 

妊娠中～6歳未満のお子様をお持ちの方 

65歳以上の組合員 

手数料→無料 

【らくちん当日便】 

店内でお買いものされた商品を、

当日ご自宅まで配達するサービス 

配達料金 

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 

（コンテナサイズ：たて 36㎝、横 53㎝、高さ

33㎝） 

※15：00までの受付で当日配達 

 15：00以降の受付は翌日配達となります 

※サービス内容は店舗にご確認ください。 

 

 

  

⑨コープさっぽろ 登録制 ネット注文可能 

買物配達 
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● 店舗一覧（配達サービス実施店舗のみ掲載） 

店舗名 住 所 連絡先 

札幌北野 3条店 
〒004-0863 

清田区北野 3条 5丁目 17-12 
011-881-5681 

札幌美しが丘 3条店 
〒004-0813 

清田区美しが丘 3条７丁目 1-40 
011-885-0595 

札幌真栄 4条店 
〒004-0834 

清田区真栄 4条 2丁目 18-22 
011-886-7228 

札幌北野 6条店 
〒004-0866 

清田区北野 6条 2丁目 11-1 
011-881-2609 

札幌里塚 1条店 
〒004-0801 

清田区里塚 1条 4丁目 14-1 
011-885-7670 

札幌里塚緑ヶ丘店 
〒004-0805 

清田区里塚緑ヶ丘５丁目１－１ 
011-886-8338 

札幌平岡 8条店 
〒004-0878 

清田区平岡 8条 1丁目 1-1 
011-886-2882 

札幌平岡公園前店 
〒004-0875 

清田区平岡 5条 4丁目 9-1 
011-886-5291 

札幌清田 6条店 
〒004-0846 

清田区清田 6条 2丁目 10-8 
011-882-6141 

札幌清田 2条店 
〒004-0842 

清田区清田 2条 2丁目 1-1 
011-885-2877 

札幌平岡１条５丁目店 
〒004-0871 

清田区平岡１条５丁目２－１８ 
011-886-3200 

札幌平岡３条店 
〒004-0873 

清田区平岡３条１丁目１－５ 
011-886-2888 

 

● サーービス内容と料金 

内 容 料金等 

【セブンミール】 

当店の商品をお近くの

店舗からご自宅や職場

にお届けするサービス 

配達料金 

1回合計 1,000円（税抜）以上のご注文から配達 

配送料 220円（税込） 

1回合計 3,000円（税抜）以上のご注文で、配送料無料 

配達時間 

【ご自宅や職場（お近くの 1店舗の登録必要）】 

昼便/翌日正午までに配達 夕便/翌日 19：00 までに配

達 

支払方法 
【お届け】１ヶ月分まとめて口座振替又はクレジットカ

ード払い 

 

 

 

  

⑩セブンイレブン 当日配達 登録制 

買物配達 
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● 店舗一覧 

店舗名 住 所 連絡先 

北野 6条店 
〒004-0866 

清田区北野 6条 2丁目 14-1 
011-887-5255 

清田 2条店 
〒004-0842 

清田区清田 2条 2丁目 20-20 
011-888-3700 

美しが丘南店 
〒004-0814 

清田区美しが丘 4条 6丁目 2-1 
011-375-0780 

 

● サービス内容と料金 

内 容 料金等 

【手ぶらでお買物便】 

当店でお買い上げになったお荷物を、ご自宅

またはご家族まで翌日以降にお届けします 

※下記のサービスは対応しかねます 

当日配達、生もの・冷蔵・冷凍食品の配達、

割れ物・壊れやすいものの配達 

配達料金 

1個口 500円（税込） 

 

※縦＋横＋高さ＝160㎝以内 

重さ 25㎏以内 

 

 

  

⑪サッポロドラッグストア 

買物配達 
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● 店舗一覧 

店舗名 住 所 連絡先 

平岡店 
〒004-0872 

清田区平岡 2条 5丁目 2-50 
011-889-5036 

平岡 7条店 
〒004-0877 

清田区平岡 7条 2丁目 2-1 
011-887-1171 

真栄店 
〒004-0833 

清田区真栄 3条 2丁目 18-10 011-887-3268 

清田店 
〒004-0842 

清田区清田２条３丁目 11-40 
011-888-3268 

北野７条店 
〒004-0867 

清田区北野 7条 3丁目 7-15 
011-888-8830 

北野店 
〒004-0867 

清田区北野 7条 5丁目 12-20 
011-887-2268 

里塚緑ヶ丘店 
〒004-0805 

清田区里塚緑ヶ丘 2丁目 7-30 
011-888-5268 

 

● サービス内容と料金 

内 容 料金等 

【宅配サービスとどけ～る】 

当店でお買い上げいただいた商品を当日中

にご自宅にお届けいたします。 

専用ボックス（お届け時に回収）でお届けい

たします。 

配達地域/各店舗から 2㎞程度 

配達料金 
専用ボックス 

１個あたり 495円（税込） 

※配送エリア等の詳細は各店舗の受付にてご案内しております 

  

⑫ツルハドラッグ 

買物配達 
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● 所在地/〒080-2470 帯広市西 20条南 1丁目 14-47（ダイイチ本社） 

● 連絡先/090-8899-1094（とくし丸事業部） 

● 受付時間/平日 10：00～18：00（土日除く） 

● サービス内容と料金 

内 容 料金等 

【移動スーパーとくし丸】 

毎週 2 回、決まったコースを巡回しています。月木、水

土のいずれかの曜日に訪問します。 

新鮮なお刺身、お寿司、お惣菜、お肉、野菜・果物、パン、

お菓子、日用品、お米等店頭に並んでいる商品を移動販売

車に乗せてお客様のご自宅まで訪問させて頂きます。 

 

（※１）移動販売地域/北野地区一部、里塚地区一部 

スーパーの店頭価格と同じ値段のも

のもありますが、基本的には「＋10円

ルール」を採用しています。 

※商品 1 点に付きプラス 10 円させて

いただくというものです。 

（※1）対象エリアは随時ご相談をお受けしておりますが、移動販売が困難な地域もございますので、 

了承ください。ご利用をご希望される場合は、上記連絡先までお問合せ下さい。 

（とくし丸事業部） 

 

 

①株式会社ダイイチ 

移動販売 

登録制 


