
ドラッグストア

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

1
ツルハドラッグ

　西野2条店
西野2条2丁目4-1 668-6268

2
ツルハドラッグ

　西野3条店
西野3条8丁目9-18 668-0010

3
ツルハドラッグ

　西町北店
西町北10丁目1-6 669-5050

4
ツルハドラッグ

　八軒店
八軒6条西6丁目3-1 633-2393

5
ツルハドラッグ

　クレッセ琴似店
琴似3条7丁目5-1 623-3771

6
ツルハドラッグ

　琴似中央店
琴似2条4丁目2-1

ドラッグストア：640-6150

調剤：640-6610

7
ツルハドラッグ

　宮の沢店
宮の沢1条4丁目8-27 669-7881

8
ツルハドラッグ

　山の手店
山の手1条6丁目

ドラッグストア：632-5525

調剤：612-4648

9
ツルハドラッグ

　発寒13条店
発寒13条4丁目13-72 668-2351

11
ツルハドラッグ

　八軒4条店
八軒4条西1丁目1-1 632-5268

12
ツルハドラッグ

　西野7条店
西野7条7丁目3-20 669-2040

13
ツルハドラッグ

　西町店（調剤併設）
西町南5丁目4-15

ドラッグストア：669-2046

調剤：665-9809

14
ツルハドラッグ

　発寒中央駅前店
発寒10条3丁目1-10 669-7268

15
ツルハドラッグ

　琴似駅東口店
八軒1条東1丁目4-1 640-6268

配達サービス「とどけ～る」（当日便）

　１．対象者

　　・だれでも利用可能

　　・障害者、妊婦、未就学児がいる世帯の場合、

　　　身分証等提示により特別料金適用

　　・シニア感謝デー（毎月15、16、17日）

　　　60歳以上の会員はポイントカード提示により

　　　特別料金適用

　２．配達単位

　　・専用コンテナ使用

　　　ケース買い、トイレットペーパー、オムツ等は

　　　ダンボールでの配達になる場合がある。

　　・一個口：3辺の合計が160cm以内、

　　　重さ25kg以内

　３．配達時間

　　・受付時間により翌日となる場合あり。

　　・当日配達可能な受付時間は店舗により異なる。

　　　当日配達可能範囲を超えると翌日配達となる。

　４．配達区域

　　・受付店舗から約２km圏内

　　・当日配達可能範囲は店舗により異なる。

＊詳しくは各店舗に問合せ

配達サービス「とどけ～る」（当日便）

　１．通常料金

　　・北海道：486円（税込）／1個

　２．特別料金

　　・全国：無料

　　※特別料金適用は１人最大５個口まで

配達サービス「とどけ～る」（当日便）

　１．除外商品

　　・冷蔵品、冷凍品、日配品、生鮮、

　　　壊れ物等一部配達対象外。

　２．除外店舗

　　・調剤専門店、および一部の店舗



ドラッグストア

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

16
サッポロドラッグストア

　琴似駅前店
琴似2条1丁目2-1 633-7071

17
サッポロドラッグストア

　福井店
福井4丁目3-1 668-1181

18
サッポロドラッグストア

　琴似八軒店
八軒6条西1丁目1-6 640-1218

19
サッポロドラッグストア

　山の手店
山の手3条6丁目5-15

ドラッグストア：621-2605

調剤：621-6010

20
サッポロドラッグストア

　西野8条店
西野8条4丁目11-22 669-1717

21
サッポロドラッグストア

　二十四軒店
二十四軒4条1丁目2-20 631-9880

22
サッポロドラッグストア

　西野1条店
西野1条3丁目1-5 669-6885

23
サッポロドラッグストア

　発寒5条店
発寒5条8丁目1-37 669-3133

24
サッポロドラッグストア

　西町南店
西町南4丁目1-10 668-9811

「手ぶらでお買い物便」

　１．対象者

　　・だれでも利用可能

　　・梱包、送り状の記入は発送者が行う

　２．配達単位

　　・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

  　    告知数を増やし、告知数×単価で計算

　３．配達時間

　　・15:30までに受付で翌日配達＆時間指定可能

　　　15:30以降受付分は、翌日受付扱い

　　・時季や天候、進路状況により、

　　　指定日時に届けられない場合あり

　　・当日配達はしないので注意！

　４．配達区域

　　・北海道内

＊詳しくは各店舗に問合せ

「手ぶらでお買い物便」

　１．通常料金

　　・360円（税込）／1個口

「手ぶらでお買い物便」

　１．除外商品

　　・サイズ規定を超えるもの

　　・他の店での購入品

　　・生もの、冷蔵、冷凍食品



スーパー

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

25 イオン　札幌琴似店 琴似2条4丁目2-2 644-0011

宅配サービス「イオン楽宅便」

　１．対象者

　　・だれでも利用可能（申込者の自宅へ配送）

　　・カード会員、65歳以上、障害者、妊婦の場合、

　　　身分証等提示により特別料金適用

　２．配達単位

　　・専用コンテナ（25キロまで。箱を入れて30キロ）

　　・16：00までに受付で当日配達

　　・保冷商品配達は、品質保持の為「当日配送」のみ

　３．配達時間

　　受付時間　　配達時間

　　10：30　　12：00～16：00

　　13：30　　15：00～19：00

　　16：30　　18：00～21：00

　４．配達区域

　　・西区全域、中央区と手稲区の一部

宅配サービス「イオン楽宅便」

　１．通常料金

　　・2,500円(税込）以上の買上

　　　200円（税込）／1個

　　・2,500円(税込）未満の買上

　　　300円（税込）／1個

　２．特別料金

　　・2,500円(税込）以上の買上

　　　２個まで　　無料／1個

　　　３個目から　100円（税込）／1個

　３.その他

　　・冷蔵(冷凍）商品

　　　100円(税込）／１個

　　　通常、特別に関わらず加算

宅配サービス「イオン楽宅便」

　１．除外商品

　　　各店舗に問合せ

26 イオン　発寒店 発寒8条12丁目1-1 669-5000

宅配サービス「イオン楽宅便」

　１．対象者

　　・だれでも利用可能（申込者の自宅へ配送）

　　・カード会員、65歳以上、障害者、妊婦の場合、

　　　身分証等提示により特別料金適用

　２．配達単位

　　・専用コンテナ（20キロまで）

　３．配達時間

　　・店舗に問合せ

　　・保冷商品配達は、品質保持の為「当日配送」のみ

　４．配達区域

　　・店舗に問合せ

宅配サービス「イオン楽宅便」

　１．通常料金

　　・2,500円(税込）以上の買上

　　　200円（税込）／1個

　　・2,500円(税込）未満の買上

　　　300円（税込）／1個

　２．特別料金

　　・2,500円(税込）以上の買上

　　　２個まで　　無料／1個

　　　３個目から　100円（税込）／1個

　３.その他

　　・冷蔵(冷凍）商品

　　　100円(税込）／１個

　　　通常、特別に関わらず加算

宅配サービス「イオン楽宅便」

　１．除外商品

　　　各店舗に問合せ



スーパー

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

27 イトーヨーカドー　琴似店 西区琴似2条1丁目4-1 613-5411

ポーターサービス「きいろい楽だ」

　１．対象者

　　・だれでも利用可能

　　・母子手帳の提示及び登録で登録時より4年間

　　　特別料金適用

　２．配達単位

　　・専用ケース使用（縦33cm×横49cm×高さ30cm、

　　　22kgまで（ケースの重量を除く））

　３．配達時間

　　・15：00までに買い上げた品（受付？）を

　　　当日18：00～20：00に配達

　４．配達区域

イトーヨーカドーの配送サービス

　・3辺の合計220cm以下のサイズまで当日配送

ポーターサービス「きいろい楽だ」

　１．通常料金

　　　540円（税込）／1ケース

　２．特別料金

　　　100円（税込）／1ケース（※1）

イトーヨーカドーの配送サービス

不明、要問合せ

ポーターサービス「きいろい楽だ」

　１．除外商品

　　・冷凍食品と一部生鮮食品は除く

28 コープさっぽろ　にしの店 西野3条3丁目2-5 662-1122

29 コープさっぽろ　二十四軒店 二十四軒3条1丁目2-30 612-0931

宅配サービス「らくちん当日便」

　１．対象者

　　・組合員が利用可

　２．配達単位

　　・専用コンテナ（縦36cm×横53cm×高さ33cm、

　　　　　　　　　　25kgまで）

　３．配達時間

　　・15：00まで受付で当日配達

　　・冷凍冷蔵品は15：00まで受付

　　・常温品は営業時間内いつでも受付で

　　　15：00以降は翌日配達

　４．配達区域

　　・各店指定

宅配サービス「らくちん当日便」

　１．通常料金

　　専用コンテナ２箱まで

　　　200円／1箱

　　３箱目から

　　　100円／1箱

　＊サービスデー等で安くなる企画あり

宅配サービス「らくちん当日便」

　１．除外商品

　　・専用コンテナに入らない物

　　・他の店での購入品

　　・卵、お惣菜など



スーパー

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

30 コープさっぽろ　トドック

宅配システム「トドック」

　・毎週決まった曜日に、自宅や職場などに配送

　　定期配達も可能。毎週注文しなくても良い。

　・留守の場合はあらかじめ指定した場所

　（玄関フード、車庫など）に配送

　・冷凍、冷蔵品も可

　１．対象者

　　・組合員が利用可能

　　・サポートサービス（特別料金適用）

　　　①赤ちゃんサポート

　　　　妊娠中または0歳～6歳未満の子供がいる組合員

　　　②子育てサポート

　　　　15歳未満のお子様をお持ちの組合員

　　　③65サポート

　　　　65歳以上の組合員

　２．配達単位

　　　不明

　３．配達時間

　　・店舗に問合せ

　　・祝日にも配送可能

　４．配達区域

　　　全国

宅配システム「トドック」

　１．通常料金

　　216円／1回（システム手数料）

　２．特別料金

　　①赤ちゃんサポート

　　　システム手数料無料

　　②子育てサポート

　　　システム手数料半額

　　③65サポート

　　　システム手数料無料

31 ダイイチ　発寒中央駅前店 発寒10条3丁目1-11 668-5678

32 ダイイチ　八軒店 八軒10条東5丁目2 708-4567

助カル便

　１．通常料金

　　　２箱まで

　　　　無料／１箱

助カル便

　１．除外商品

　　・店舗に問合せ

助カル便

　１．対象者

　　・2000円以上の購入で利用可能

　２．配達単位

　　　不明

　３．配達時間

　　・当日午後3時迄の受付で当日３時より配達

　　（店舗により異なる）

　４．配達区域

　　・各店指定



スーパー

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

33 東光ストア　平和店 平和2条1丁目1-1 663-0109

らくらく便

　・冷蔵商品も配達可能

　１．対象者

　　・2,000円(税込)以上購入で利用可能

　　・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も

　２．配達単位

　　　不明

　３．配達時間

　　・店舗サービスカウンターへ問合せ

　４．配達区域

　　　店舗から2㎞以内

その他のサービス

　・サービス介助士在籍

　（高齢者、障害者等の買物時補助サービス）

らくらく便

　１．通常料金

　　　3箱まで

　　　　206円(税込)

　　　4箱目から

　　　　154円(税込)

らくらく便

　１．除外商品

　　・壊れ物、冷凍商品は不可

その他のサービス

　・無料送迎バスあり

　　福井野中学校⇔ストア

（他計8停留所あり）

34 ビッグハウス　　ウエスト 発寒7条9丁目4-33 661-2330

らくらく便

　１．対象者

　　・2,500円以上購入で利用可能

　　・65歳以上、障害者、妊婦の場合、身分証提示

　　　により特別料金適用

　　（敬老パス・母子手帳・障がい者手帳）

　２．配達単位

　　・指定箱で1箱（20ｋｇ）

　３．配達時間

　　・15：00まで受付、19：00頃までに配達。

　　　詳細は各店舗に確認

　４．配達区域

　　・原則として店舗から半径2㎞以内

らくらく便

　１．通常料金

　　1箱目　　　200円（税込）／１箱

　　2箱目から　100円（税込）／１箱

　２．特別料金

　　1箱目　　　　　　　無料　／１箱

　　2箱目から　100円（税込）／１箱

　３.その他

　　要冷蔵品（肉・魚等）が入った場合

　　1箱につき200円追加

らくらく便

　１．除外商品

　　・つぶれやすい物（いちご、

　　　ぶどう、もも等）

　　・割れやすい物（たまご、カット

　　　スイカ等）

　　・形状が崩れやすい物（刺身の

　　　盛り合わせ、生寿司等）

　　・冷凍保存の物（冷凍食品、

　　　アイス、冷凍保存商品）

　　・購入店以外で購入された物

　　（テナントの商品含む）

＊詳細は店舗に問合せ



スーパー

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

35 ラッキーマート　西野店 西区西野8条8丁目2-46 664-1711

宅配サービス「ラッキー便」

　１．対象者

　　・2000円以上の購入で利用可能

　　・60歳以上、障害者、介護ヘルパー、妊婦、

　　　小学生未満の子供同伴の場合、身分証提示

　　　により特別料金適用

　２．配達単位

　　・常温・冷蔵・冷凍に分けて箱または袋詰め

　　・箱の大きさ　縦40cm×横45cm×高さ30cm、

　　　　　　　　　15kg以内

　３．配達時間

　　・受付15：00まで19：00頃までに当日配達

　　　15：00以降受付、または不在時は翌日配達

　４．配達区域

　　　西区内

宅配サービス「ラッキー便」

　１．通常料金

　　3箱まで　　200円（税込）／１箱

　　4箱目から　150円（税込）／１箱

　２．特別料金

　　3箱まで　　　　　　無料　／１箱

　　4箱目から　150円（税込）／１箱

宅配サービス「ラッキー便」

　１．除外商品

　　・他の店での購入品

　　・溶けやすい商品

　　（アイスクリーム・氷）など

　　・形の崩れやすい商品

　　（刺身・お寿司・花）など

　２．別料金が必要な商品

　　・トイレットペーパー、

　　　ティッシュ、布団



スーパー

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

36 ラッキー　発寒店 西区発寒8条13丁目1-20 668-3077

宅配サービス「ラッキー便」

　１．対象者

　　・2000円以上の購入で利用可能

　　・60歳以上、障害者、介護ヘルパー、妊婦、

　　　小学生未満の子供同伴の場合、身分証提示

　　　により特別料金適用

　２．配達単位

　　・常温・冷蔵・冷凍に分けて箱または袋詰め

　　・箱の大きさ　縦40cm×横45cm×高さ30cm、

　　　　　　　　　15kg以内

　３．配達時間

　　・受付15：00まで20：00頃までに当日配達

　　　15：00以降受付、または不在時は翌日配達

　４．配達区域

　　　西区内・手稲区内

宅配サービス「ラッキー便」

　１．除外商品

　　・他の店での購入品

　　・溶けやすい商品

　　（アイスクリーム・氷）など

　　・形の崩れやすい商品

　　（刺身・お寿司・花）など

　　・特売日替り商品、お米、

　　　お酒のみの配達。

　２．別料金が必要な商品

　　・トイレットペーパー、

　　　ティッシュ、布団

37 ラッキー　山の手店 西区山の手1条7丁目1-28 631-6336

宅配サービス「ラッキー便」

　１．対象者

　　・2000円以上の購入で利用可能

　　・60歳以上、障害者、介護ヘルパー、妊婦、

　　　小学生未満の子供同伴の場合、身分証提示

　　　により特別料金適用

　２．配達単位

　　・常温・冷蔵・冷凍に分けて箱または袋詰め

　　・箱の大きさ　縦40cm×横45cm×高さ30cm、

　　　　　　　　15kg以内

　３．配達時間

　　・受付15：00まで20：00頃までに当日配達

　　　15：00以降受付、または不在時は翌日配達

　４．配達区域

　　　西区内・宮の森地区・宮ケ丘地区

　　　円山西町地区北1条~北14条西地区

　　　南1条~南7条西地区

宅配サービス「ラッキー便」

　１．除外商品

　　・他の店での購入品

　　・溶けやすい商品

　　（アイスクリーム・氷）など

　　・形の崩れやすい商品

　　（刺身・お寿司・花）など

　２．別料金が必要な商品

　　・トイレットペーパー、

　　　ティッシュ、布団

宅配サービス「ラッキー便」

　１．通常料金

　　3箱まで　　200円（税込）／１箱

　　4箱目から　150円（税込）／１箱

　２．特別料金

　　3箱まで　　　　　　無料　／１箱

　　4箱目から　150円（税込）／１箱



配食サービスと食材宅配

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

38 （株）日総 ふれあいフーズ 東区東苗穂3条3丁目1-31 785-0119

ふれあいフーズ

　・食事制限食対応可

　（カロリー・たん白・塩分・カリウム制限の調整食）

　１．対象者

　　・札幌市内にお住まいの方

　２．配達単位

　　・1食/週1から可

　３．配達時間

　　・前日17：00までに注文

　　・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

　４．配達区域

　　・札幌市内全域

その他のサービス

　・安否確認体制（手渡しで配送）

ふれあいフーズ

　１．メニュー

　　・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】

　　・ごはん：50円

※札幌市高齢者配食サービス500円あり

39
企業組合ワーカーズ・コレク

ティブ　宅配弁当なず菜
西区西野3条9丁目11-8 667-2133

配食サービス

　１．対象者

　　・誰でも利用可

　２．配達単位

　　・注文：1食から配達可

　３．配達時間

　　　昼食は当日10：00夕食は当日13：30までに注文

　　　配達時間は不明

　４．配達区域

　　・西区、他の地区は店舗問合せ

配食サービス

　１．メニュー

　　・650円～

　　・おかずのみ弁当あり

　２．配達料

　　・西区内無料

　　・連絡なく不在の時は再配達料100円

※札幌市高齢者配食サービス500円あり



配食サービスと食材宅配

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

40 宅配クック123　札幌西店 西区発寒8条11丁目1-32 671-3306

宅配クック123

　・昼食、夕食は異なるメニューを（常温）でお届け

　・土日祝日も営業

　・日替わりメニューを毎食お届け

　・アレルギー・刻み対応可能

　＊詳細は各店にお問合せ下さい

　１．対象者

　　・高齢者専門の宅配だが誰でも利用可能

　２．配達単位

　　・１日1食から１食単位

　３．配達時間

　　・概ね前日18：00まで注文で翌日配達

　　　お昼（10時～12時）

　　　夜（14時～18時）配達

　４．配達区域

　　・店舗問合せ

その他のサービス

　・安否確認

宅配クック123

　１．メニュー

　　・普通食（おかずのみ）　　：540円

　　・治療食（おかずのみ）

　　（カロリー・塩分、タンパク質塩分

　　　調整）　　　　　　　　　：820円

　　・やわらか食・ムースセット食・

　　　消化にやさしい食（おかずのみ）

　　　　　　　　　　　　　　　：777円

　　・健康ボリューム食（おかずのみ）

　　　　　　　　　　　　　　　：606円

　　・ごはん付きあり

　２．配達料

　　無料

※札幌市高齢者配食サービス500円あり

41 お弁当の日信 西区発寒15条3丁目3-74 666-5678

にっしん配食サービス

　・きざみ食やおかゆ、おにぎりもあり

　・アレルギーについては要相談

　・キャンセルは前営業日の午前中までに電話連絡

　・不在時は指定した場所へ保冷ボックスで配達

　１．対象者

　・誰でも利用可能

　・登録・予約制

　２．配達単位

　・夕食1食/週1から可

　　ご飯のみ、朝食のみでは配達しない

　３．配達時間

　・前日の午前中まで注文で翌日の夕食配達

　　14：00～18：00

　・時間指定不可

　４．配達区域

　・札幌市内全区

　　石狩市の一部

 

＊詳細は各店に問合せ

にっしん配食サービス

　１．メニュー

　・夕食（おかずのみ・ごはん入り）

　　　　　　　　　　　　　　　：500円

　・朝食（パン・飲み物）　　　：350円

　・特別食（刻み食）200円増し

　・ごはん　　　　　　　　　　：90円

　２．配達料

　・無料

※札幌市高齢者配食サービス500円あり



配食サービスと食材宅配

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

42
高齢者配食サービス　まごころ

弁当　札幌手稲店
西区西野7条2丁目7-7 624-6628

配食サービス

　・昼食のみ、夕食のみ、昼食と夕食あり

　　全ておかずのみも有り

　１．対象者

　・誰でも利用可能

　２．配達単位

　・注文：1食から可（前日18：00まで）

　　前日までの注文で翌日配食

　３．配達時間

　　昼食：10時ころ～12時ころ

　　夕食：15時ころ～18時ころ

　４．配達区域

　・手稲区・西区

その他のサービス

　・安否確認サービス

　　弁当を手渡しする際に、安否確認、服薬の声かけ

配食サービス

　１．メニュー

　・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）

＊札幌市高齢者配食サービス500円あり

43 配食のふれ愛　札幌店 手稲区曙4条3丁目7-20 011-590-0677

配食サービス

　・昼食のみ、夕食のみ、昼食と夕食あり

　・食事制限食対応可

　１．対象者

　・だれでも利用可能

　２．配達単位

　・1食から可

　３．配達時間

　・前日（18：00まで）の注文で翌日配食

　・昼食　10：00から12：00ぐらい

　　夕食　15：00から18：00ぐらい

　４．配達区域

　　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）

その他のサービス

　・安否確認サービス

　　異変があれば緊急連絡先に連絡する

配食サービス

　１．メニュー

　　・小町（低カロリー・塩分）小

　　（おかず＋ごはん）　　：320円+税

　　・普通食（おかずのみ）：450円+税

　　・カロリー調整食（おかずのみ）

　　　　　　　　　　　　　：600円+税

　　・たんぱく調整食（おかずのみ）

　　　　　　　　　　　　　：700円+税

　　・ムース食（おかずのみ）

　　　　　　　　　　　　　：540円+税

　　・やわらか食（おかずのみ）

　　　　　　　　　　　　　：700円+税

　　・ごはん付きあり

＊札幌市高齢者配食サービス500円あり

　安否確認サービス

　・弁当配達あり　無料

　　弁当配達なし　250円/1回



配食サービスと食材宅配

№ 企業名 住所 電話 サービス内容 料金 備考

44 農家の息子 西区琴似1条7丁目3-8-1Ｆ
699-5483

0120-383-293

きょうのごはん

　１．対象者

　・だれでも利用可能

　２．配達単位

　・週2日から可

　３．配達時間

　・利用前週の金曜日18：00までに注文

　・13:30～18:30（時間指定不可）

　４．配達区域

　・札幌市内全域（一部不可の地域が有るため問合せ）

きょうのごはん

　１．メニュー

　　・おかず（6品の惣菜）   650円～

　　・ごはん付　+ 80円

　２．配達料

　　・週2日￥240円

　　　週3日以上から無料

※札幌市高齢者配食サービス500円あり

45 生活協同組合コープさっぽろ 西区発寒11条5丁目10-1 0120-279-949

コープ配食サービス

　・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

　・主菜は肉と魚の変更可能。変更連絡は３日前まで

　・月曜から土曜まで毎日違った「夕食」をお届け

　・店頭に配食サービス相談窓口あり

　１．対象者

　　・組合員のみ利用可

　２．配達単位

　　・週２日以上の事前登録が必要

　　・5日分を週1回配達時にお届け

　３．配達時間

　　・13：30～18：00（時間指定不可）

　４．配達区域

　　・札幌市は全域（一部不可の地域が有り）

その他のサービス

　・見守り・安否確認

　・詳細はコープ配食サービスコールセンターに問合せ

コープ配食サービス

　１．メニュー

　　・普通食：562円

　　・低カロリー食：475円

　２．配達料

　　・無料

※札幌市高齢者配食サービス500円あり


