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はじめに
高齢や障がい、その他さまざまな理由により、買い物に困難を抱えていると
いう声が多く聞かれるようになっています。そこで、食料品や日用品などを自
宅まで配達されている商店にご協力いただき、「東区買い物支援ガイドブック」
としてまとめました。
このガイドブックは、東区内の民生委員・児童委員をはじめ、多くの地域関
係者からご提供いただいた情報をもとに作成しています。地域団体や福祉・介
護事業所の方々などに幅広くご活用いただくことにより、地域で買い物にお困
りの方々へ広くガイドブックの情報が伝わるものと考えております。
このガイドブックが、買い物にお困りの方々と宅配を行う商店、そして地域
関係者を結び、より多くのみなさまの買い物支援の一助となることを願ってお
ります。
※今後もガイドブックを適宜更新していきたいと考えておりますので、商店の情報等ございまし
たら、裏表紙の「お問合せ先」までお寄せくださいますようお願い申し上げます。

配達までの利用方法

1

4

欲しいものをメモします

お店から注文した内容が
配達されます

2

3

一覧表の中からさがします

お店に電話して、注文します

※店頭購入品の配達のみ対応する店舗もあり

【伝えること】

・注文する内容
・名前
・電話番号と住所

【確認事項】
※注文内容に間違いがないか、よく確認しましょう。

など

・金額
・配達日時
・配達手数料の有無

など

※掲載内容は、令和 3 年 1 月現在の情報です。内容に変更がある場合がございます。
また、配達方法などは店舗によって異なります。詳細は各店舗にお問い合わせください。

（１）食料品・日用品取扱店
№

ᵏ

店名等

SHOP ヒロ
(東区大字弘1285-1)
☎603-6866
FAX-

ᵐ

(有)吉田フードセンター
(東区西戸崎3-4-77)
☎603-0062
FAX-

ᵑ

松本鮮魚店
(東区西戸崎4-1-27)
☎070-7621-8257
☎205-2663
FAX-

ᵒ

近澤商店
(東区西戸崎4-17-1)
☎603-0147
FAX603-0838

ᵓ

二代目はなまる八百屋
(東区奈多3-1-2)
☎608-2424
FAX-

ᵔ

JA福岡市東部 愛菜市場
(東区和白3-27-39)
☎606-2082
FAX606-9277

ᵕ

主な取扱商品

ᵖ

ᵗ

羽黒屋米穀店
(東区香住ヶ丘3-19-3)
☎681-0974
FAX681-0974

（有）香椎食糧
(東区香椎駅東3-13-12)
ᵏᵎ
☎661-5306
FAX661-5308

岩崎精肉店
(東区香椎駅前2-12-17)
ᵏᵏ
☎681-1268
FAX-

備考

【配達料金】無料
【配達時間】11：00～16：00
【店休日】火曜日

肉、魚、野菜など食品 西戸崎、大岳
（酒、タバコは、ありませ
ん）

【配達料金】無料
【利用条件・方法】
高齢者のみ店頭で購入した商品を配達。
（肉、魚は対象外）
【店休日】日曜日

鮮魚

【配達料金】無料
【その他（お店より一言等）】
お刺身、鉢盛の予約は、2日前ぐらいまでに
お願いします。

西戸崎、大岳

西戸崎、大岳、志賀 【配達料金】無料
肉、野菜、果物、乳製
品、惣菜、冷凍食品、弁 島
【配達時間】14：00～
当、お茶、ジュース、日
用品、など
食料品・青果・米・たま
ご・漬物・味噌・生花

塩浜から雁の巣まで 【配達料金】無料
【利用条件・方法】少量でも可。電話注文可。
【店休日】日祝日

米

東区内全域

【配達料金】米5㎏以上購入で無料
【配達時間】11：00～17：00

野菜、果物他

お店から10㎞以内
ご相談ください

【配達料金】
店頭で1,000円以上購入で無料
【利用条件・方法】
・ＦＡＸでの注文は、前日までに連絡。氏名・住所・
ご連絡先を記入。
・配達時間の指定はご遠慮下さい。

八百屋の得ちゃん
(東区塩浜1-3-8)
☎607-5656
FAX607-5656

グリーンコープ生協
ふくおか 和白丘店
(東区和白丘1-13-1)
☎605-7170
FAX605-7200

エリア

乳製品、米、加工品、弁 志賀島校区周辺
当、お茶、ジュース、お
酒、日用品

肉、鮮魚(月・水・金)、野 お店から半径2㎞以 【配達料金】
菜、果物、乳製品、米、 内
1,500円以上購入で150円
惣菜、加工食品、冷凍
【利用条件・方法】
食品、弁当、お茶、
生活協同組合のため、組合員の利用が原則
ジュース、お酒、日用
【配達時間】
品、化粧品
月～土曜日 12：00までのご注文で、その日の
15：00以降に配達（変更する場合あり）
米

香住丘校区

【配達料金】米5㎏以上購入で無料
【店休日】日祝日

米

香椎・和白周辺

【配達料金】米5㎏以上購入で無料
【営業時間】9：00～17：00
【店休日】日祝日

肉、惣菜

香椎、下原、青葉、
香住ヶ丘、名島、千
早、香椎浜

【配達料金】
2,000円以上購入で無料
2,000円未満購入は100円
【配達時間】
午前中受付、午後配達
※日曜日 祝日 火曜日 以外配達可
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№

店名等

（有）中島商店
(東区香椎駅前2-12-17)
ᵏᵐ
☎671-3925
FAX-

香椎自然食品センター
(東区香椎駅前2-12-54ᵏᵑ 102)
☎671-3534
FAX671-3534

香椎青果
(東区香椎駅前2-12-17)
ᵏᵒ
☎681-2123
FAX681-1306

主な取扱商品

エリア

備考

辛子明太子、干魚

香椎近郊

【配達料金】
3,000円以上購入で無料
【配達時間】
水曜日・金曜日15：00～16：00

米、野菜、調味料、乾
物、洗剤、健康補助食
品

東区内全域

【配達料金】
3,000円以上購入で無料
3,000円未満購入は300円
【営業時間】9：30～18：30
【配達時間】13：00～17：00（火曜日と金曜日のみ）
【店休日】日曜日・祝日
【その他（お店より一言等）】
健康相談もおこなっています。
E-mail：natural@kashii.name

野菜、果物、米、とうふ
他

香椎、千早、名島、
香椎浜、城浜、照
葉、香住ヶ丘、唐原、
和白、美和台、三
苫、高美台、水谷、
松崎、舞松原、多々
良、青葉

【配達料金】
2,000円以上購入で無料
【利用条件・方法】
受付は13：00まで
【店休日】日祝日
【その他（お店より一言等）】
鮮度、品質、価格に自信あり。
御遠慮なく連絡下さい。

水辺の郷おおやま 香椎 野菜、果物、加工品、弁 香椎、御島崎、香椎 【配達料金】
当、惣菜他
浜、香住ヶ丘、和白、 3,000円以上購入で無料
店
【配達時間】14：00～15：00
千早、水谷、松香
(東区香椎駅前2-52-1
ᵏᵓ
【店休日】日曜日
台、名島
ｾﾋﾟｱﾃﾗｽ西鉄香椎1階)
☎663-0266
FAX663-0266
【配達料金】無料
ケーキハウスアン香椎参 デコレーションケーキ、 東区内全域
焼菓子
【配達時間】10：00～19：00
道店
ᵏᵔ (東区香椎1-22-5)
☎672-0308
FAX野菜・果物 他
城浜、千早周辺
【配達料金】無料
久本青果 千早店
【配達時間】要相談
(東区千早1-9 千早公園
【店休日】日曜日
ᵏᵕ 内)
☎663-0831
FAXパン・飲料
城浜、香椎浜、千
【配達料金】500円以上購入で無料
エランドール
早、名島周辺
【配達時間】10：00～15：00
(東区千早1-9-2-109)
ᵏᵖ
【店休日】日曜日
☎672-3068
FAX野菜、果物、米、卵、ピ 福岡市内全域（応相 【配達料金】2,000円以上購入の場合無料
クルス、醤油、ポン酢な 談）
【営業時間】火～金曜日の18：00まで
有機野菜ばんぶーおりぢ ど
【定休日】土曜日 日曜日 祝日
なる
【その他（お店より一言等）】
ᵏᵗ (東区若宮2-17-22)
おまかせセットは2,000円以上から承ります。
☎080-6412-2586
野菜定期便は5,000円以上から承ります。
FAX671-0192
有機野菜、無農薬野菜にこだわっています
マルヒロ青果店
(東区土井1-7-11)
ᵐᵎ
☎286-4748
FAX-

米、調味料類、青果、た 青葉校区、八田校 【配達料金】無料
まご、とうふ、野菜等
区、多々良、土井辺 【配達時間】15：00～18：00ぐらいに配達
り
【店休日】日祝日

名島商店街の商品（鮮 名島校区
魚・肉・野菜・果物・生活
用品）
ᵐᵏ

なじまの楽配「なでしこ」
(東区名島4-14-35)
☎201-4030
FAX-
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【配達料金】無料
【利用条件・方法】
・スタッフが、対面受注した希望商品を商店街で購入
し、無料で自宅までお届け。
・商店街へ送迎し一緒に買い物する支援も有り。
電話で要申込。
【その他（お店より一言等）】
宅配の担当者がサービス内容の説明に伺います。
ご用の品物があれば、その日から注文頂けます。
担当者がお宅を訪問し、ご注文を伺います。

№

店名等

上杉商店
(東区箱崎1-32-35)
ᵐᵐ
☎641-4197
FAX641-4197

主な取扱商品

青果物、お米

福岡市東区、博多 【配達料金】
区、西区一部地域。 お野菜10品セット2,000円（税込）、お野菜20品セット
エリアは随時拡大
3,000円（税込）、お米5kg1,500円（税込）から無料
中。
【利用条件・方法】
(1)注文方法
お電話・LINEで承ります
(2)配達日時
水曜11：00～19：00・日曜11：00～17：00
【その他（お店より一言等）】
・お支払いはPayPayも可。
・移動販売も随時展開予定です。
・ホームページ：http://maru-web.com/
箱崎校区半径2㎞以 【配達料金】
1,500円以上購入で無料
内
【営業時間】9：30～18：00くらい
【店休日】水曜日

鮮魚

米
社家町米穀店
(東区箱崎1-26-41)
ᵐᵓ
☎651-1645
FAX651-1645
筥崎宮前銘菓堂
(東区箱崎1-43-17)
ᵐᵔ
☎632-6707
FAX632-6708
久本青果 箱崎店
(東区箱崎3-36-31ᵐᵕ 101UR1階)
☎641-2310
FAX-

備考

箱崎校区を中心に、
松崎、馬出、二又
瀬、高須磨、多々
良、名島橋あたりま
で

株式会社まる
(東区箱崎ふ頭5-2-22)
ᵐᵑ
☎645-1940
FAX-

こじま鮮魚店
(東区箱崎1-29-26)
ᵐᵒ
☎641-5079
FAX-

エリア

とうふ、練り物（かまぼ
こ、天ぷら等）、うどん、
こんにゃく、塩干物、お
きゅうと等

箱崎、東箱崎、筥
松、松島、馬出

【配達料金】
2,000円程度購入で無料
【営業時間】9：30～18：30
【店休日】日祝日
【その他（お店より一言等）】
電話での注文対応も致します。
早い時間の電話で、時間対応出来る場合も有ります。
時間外、留守番電話有り。まずは、ご相談ください。

【配達料金】
米5㎏以上購入で無料
【営業時間】8：59～18：31
【店休日】日祝日
【その他（お店より一言等）】
ホームページ：http://www5e.biglobe.ne.jp/~shake/

菓子、博多みやげ（ばら 東箱崎、松島、箱
売りもあります）、福さ屋 崎、筥松校区
の辛子明太子

【配達料金】無料
【配達時間】12：00～16：00
【その他（お店より一言等）】
時間に余裕を持ってご注文下さい

野菜・果物 他

【配達料金】無料
【配達時間】要相談
【店休日】日曜日

箱崎周辺

魚、練り物、刺身、一夜 箱崎、香椎辺りまで 【配達料金】
5,000円以上購入で無料
干し、木曜と土曜のみに 要相談
【配達時間】12：00～19：00頃
ぎり寿司
【その他（お店より一言等）】
※魚の調理、弁当も可
魚の塩焼き承ります。
能
ホームページ:http://hakata-sakana.jp
野菜、果物、お肉他
貝塚団地、高須磨団 【配達料金】無料
イトシマヤ
地、のむら貝塚ガー 【営業時間】10：00～19：00
(東区貝塚団地8棟103号)
デンシティ
【配達時間】17：00～18：00ごろ
ᵐᵗ
☎641-2721
FAX641-2731
おぎはら鮮魚店
(東区貝塚団地8番地)
ᵐᵖ
☎632-5520
FAX632-5520

吉岡米穀株式会社
(西区羽根戸70番地)
ᵑᵎ
☎881-1422
FAX-

店内で販売している米 福岡市内全域
（元気つくし、夢つくし、
ひのひかり、新潟こしひ
かりなど）
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【配達料金】無料
【利用条件・方法】
注文は5kg（1,900円〜）より承ります
【営業時間】8：30～18：00
【配達時間】指定できません
【店休日】日祝日
【その他（お店より一言等）】
福岡を中心に企業、社員食堂、保育施設、一般家庭
に配達しています。

（２）弁当・惣菜店
№

ᵏ

ᵐ

店名等

主な取扱商品

エリア

備考

高齢者向け配食
日替わり夕食宅配
仕出し料理

東区内全域

惣菜、弁当

東区箱崎を中心に、 【配達料金】無料
香椎周辺、粕屋・志 【配達時間】9：30～12：30内で配達
免隣接地区、博多区 【その他（お店より一言等）】
隣接地区（千代町周 ・毎日召し上がっていただいても飽きのこないお弁当
辺）※要相談
です。健康的な味付けで野菜を豊富に使っています。
詳しくはホームページをご覧ください。
・さいさい弁当500円、ちーさい弁当450円、
他におかずのみもあります。

みかげ
(東区和白5-9-3)
☎607-7700
FAX606-8800

有限会社さいさい
(東区社領1-12-1)
☎623-6138
FAX623-6133

食材、調理済みおかず 福岡市内全域
など

ᵑ

ヨシケイ
(南区弥永5-11-15)
☎502-3311
☎0120-412-712
FAX-

ᵒ

高齢者専門宅配弁当 宅
配クック１２３福岡新宮店
(糟屋郡新宮町下府3-124)
☎940-5351
FAX940-5371

ᵓ

塩分を調整した低カロ
ワタミタクショク(株)
リー弁当
福岡東営業所
(糟屋郡新宮町上府1107おかずのみもあります
5)
☎0120-191-950
FAX-

高齢者向け弁当
塩分調整・
カロリーひかえめ
健康ボリューム食

東区内全域

東区内全域

【配達料金】
お問い合わせください。
【利用条件・方法】
・高齢者向け配食サービス→夕食対応
・日替わり夕食宅配たなごころ→週5日、週7日
・ご飯セット・おかずセットあり
・たなごころフリーダイアル
⇒0120-967-448
【その他（お店より一言等）】
ホームページ:http://www.oecmikage.jp

【配達料金】無料
【利用条件・方法】
・電話で登録すると、無料でメニューブックを送ります。
・毎週水曜日17：00までに次週分の注文を電話で
ご連絡ください。
・支払方法：集金・振込・口座振替から選択。
・電話受付時間は9：00～17：00です。
【その他（お店より一言等）】
ホームページ：http://yoshikei-dvlp.co.jp/
【配達料金】
配達料は弁当代に含む
【その他（お店より一言等）】
・必ず手渡しし、安否確認も行っています。
・体の状態にあわせ、とろみをつけたり細かく刻んだり
等の対応も行っています。
【配達料金】無料
【その他（お店より一言等）】
毎日決まった時間のお届けで、笑顔の声かけを
徹底します。

（３）スーパーマーケット・ホームセンター・生協
№

ᵏ

ᵐ

店名等

コメリ ハード＆グリーン
大岳店
(東区大岳3-18-8)
☎605-4033
FAX605-4034

西鉄ストア香椎花園店
(東区香住ヶ丘1-27-43)
☎662-8877
FAX-

主な取扱商品

エリア

備考

お茶、ジュース、お酒、 福岡市内全域
日用品、灯油、ペット
フード、自転車、インテリ
ア用品、園芸用品、工
具、レジャー用品

【配達料金】
税込10,000円以上購入で無料
税込10,000円未満購入は550円
【利用条件・方法】
コメリドットコム掲載商品に限る。ホームページ
（www.komeri.com/）で登録後、ネットまたは電話での
注文で宅配。インターネットが難しい方は店舗にて登
録可。灯油は、店頭にて定期宅配または電話宅配の
登録が可能。コメリまごころカタログ掲載商品は電話
にて注文可。
【その他（お店より一言等）】
詳しくは店舗にお問い合わせください。

食品・日用品

【配達料金】
お問い合わせください。
【利用条件・方法】
・2,000円以上お買上げの方を専用タクシーで自宅まで
お送りするサービス有り。（にし宅便）
・レジで申込み → お買上げレシートを提示
→ 帰宅場所を伝える → ご乗車番号カードを受け取る
→ 順番が来るまで待機
→ 順番が来たら乗車場へ移動後、乗車。
【対応時間】日・木曜日 10：30～12：30

塩浜・下原・雁の巣・
香住ヶ丘・高美台・三
苫・松香台・西戸崎・
大岳・弘・志賀島・勝
馬・上和白・奈多・唐
原・奈多団地・美和
台・美和台新町・和
白・和白丘・和白東
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№

店名等

ᵑ

イオン香椎浜店
(東区香椎浜3-12-1)
☎673-6100
FAX-

ᵒ

ルミエール箱崎店
(東区箱崎4-7-55)
☎642-1155
FAX-

ᵓ

ᵔ

ᵕ

主な取扱商品

冷凍、冷蔵品を除く商品 特になし
食品・日用品

生鮮食品、食料品(冷凍
食品含)、日用品
※一部配達除外商品あ
マックスバリュ筥崎宮前店
り
(東区馬出4-9-15)
☎645-1239
FAX645-1235

you me タウン博多
（配達:ブラウニー）
(東区東浜1-1-1)
☎641-7111
FAX641-7115

ハローデイ新宮店
(糟屋郡新宮町美咲2-141)
☎941-5666
FAX-

エリア

備考

食料品(米、酒、調味料 香椎浜、香椎駅前 【配達料金】
など)
（香椎駅は除く）、御 コンテナ1個分は無料
島崎、香椎照葉、城 2個目からは送料108円
浜団地、名島1～3丁 お店でGgｗaon（55歳以上の会員）ゆうゆうwaon（65歳
目、千早1～6丁目、 以上の会員）での支払いの方は2,000円以上で無料配
香椎団地、箱崎埠頭 達。上記カードをお持ちではない場合でも、配達エリア
内であれば送料108円で配達。
（箱崎は除く）
【利用条件・方法】
・翌日配達（生ものは除外）
・詳細はサービスカウンターで問い合わせ
【配達料金】
ヤマト便を利用。タテ・ヨコ・高さ合計100㎝以内の箱
で10㎏まで福岡市内510円～

箱崎1～7丁目、貝塚 【配達料金】
団地、筥松1～4丁
2,000円以上購入で無料
目、箱崎ふ頭1丁目・ 2,000円未満購入は200円
3～5丁目、東浜1～2 【配達時間】
丁目、馬出1～6丁
9：00～12：00受付→13：00～15：00配達
目、社領1～3丁目、 12：00～15：00受付→16：00～18：00配達
原田1～4丁目
15：00～18：00受付→19：00～21：00配達
水曜日、金曜日の対応なし

ゆめタウン博多店の食 ブラウニー指定地域 【配達料金】110円
品売場、ゆめドラック、 の、you meタウン博 【利用条件・方法】
会員登録が必要（購入後カウンターで受付）
化粧品売場で購入した 多の近辺に限る
【営業時間】10：00～19：00
商品の配達。
【配達時間】10：00～21：00（受付から3時間以内）
（冷凍品のアイスと氷は
【店休日】日祝日
不可）。
【その他（お店より一言等）】
配達先・配達時間等は相談ください

食品全般
A地区（和白東、和白 【配達料金】
飲料（ジュース、お酒等） 丘、和白、高美台、
1箱 250円
日用品
上和白、下原、唐
2箱目から ＋150円 （5箱まで）
原、松香台、香住ヶ 【配達時間】
丘）
①（A地区、B地区対象：12：00までに受け付けた場合）
B地区（美和台、美和
14：00～16：00 16：00～18：00 18：00～20：00
台新町、三苫、塩
19：00～21：00
浜、奈多、奈多団
②（A地区のみ対象：12：00～16：00に受け付けた場合）
地、雁の巣、西戸
18：00～20：00 19：00～21：00
崎、大岳、志賀島、 【その他（お店より一言等）】
弘、勝馬）
年末（12/29、30、31）は受付できません。
冷凍食品は、受付できません
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№

店名等

主な取扱商品

食料
日用品など

エリア

【配達料金】
一律300円（税込330円）
※一部配送料500円（税込550円）の地域もございます。
詳しくは各店舗ホームページにてご確認ください
※代引きの場合、手数料100円（税込110円）
【利用条件・方法】
〇会員登録について
・利用には会員登録が必要です。基本情報を入力し、
最後に自分の好きなID、パスワードを決めます。
・会員登録は「イオンネットスーパー」で検索、または
下記2次元コードを読み取り。
・入会金、年会費は無料。
〇注文方法について
(1)お届け先・日時の選択
一部の店舗では店頭での受け取りが可能です。
(2)商品を選ぶ
お気に入り商品とお気に入り売場に登録しておくと
次のお買い物が簡単です。
〇支払方法について
クレジットカード・代引き・電子マネーWAON
※1回のご注文可能金額は700円（税抜）以上、
15万円（税抜）以下
※一部電子マネーWAONをご利用できない店舗が
ございます。

食料品、日用品、雑貨、 福岡市内全域
衣料品等

【配達料金】
通常個配：210円（税込み）
ふくし個配・シルバー個配：105円（税込み）
※そのほか様々な形態があります。また、1回のご利用
金額によっても配送料が異なる場合があります。
【利用条件・方法】
(1)入会：お電話でお問い合わせあるいはホームページ
で登録
(2)出資金：加入時に一口1,000円以上（脱退時返却）
(3)ご利用方法：決まった曜日にカタログが届いて、
翌週注文書を提出。翌ー週に商品をお届けという
サイクル。
(4)支払方法：ひと月分を翌月13日にまとめて口座振替
【営業時間】
お電話受付時間：月～金 9：00～18：00
土 9：00～17：00

食料品、日用品、雑貨、 福岡市内全域
衣料品等

【配達料金】
配達方法により異なる
【利用条件・方法】
(1)加入方法
お電話、インターネットで加入。
加入時出資金2,000円が必要。
(2)注文方法
商品カタログを参照し、申込書を提出。
インターネットでも注文可。
(3)支払い方法
口座振替
【その他（お店より一言等）】
ホームページ：https://www.coop-takuhai.jp/takuhai/
fukuoka_greencoop-fukuoka

イオンネットスーパー
ᵖ

☎0120-586-610
(9：00～21：00)
FAX-

エフコープ生活協同組合
ᵗ

備考

福岡市内全域

☎0120-41-0120
FAX-

グリーンコープ生活
協同組合ふくおか
ᵏᵎ

☎0120-349-017
FAX-
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（４）コンビニエンスストア
№

ᵏ

店名等

主な取扱商品

エリア

香住ヶ丘、唐原

【配達料金】
700円程度購入で無料
【配達時間】
10：00～17：00
土・日曜日は配達不可

弁当、食材等

各店舗の周辺地域

【配達料金】
・3,000円（税抜）以上購入で無料
・1,000円（税抜）以上3,000円（税抜）未満の購入の場合
は220円（税込）
【利用条件・方法】
〇会員登録について
・利用には会員登録（氏名・住所・連絡先）が必要です。
会員登録はサービスセンターに電話で行います。
（直接最寄りのセブンイレブンの店頭でも可能）
・登録料、年会費は無料。
〇注文方法
(1)電話注文
注文専用ダイヤルで注文します。
（直接登録したセブンイレブンの店頭でも可能です）
※税抜き1,000円以上お買い上げよりお受けします。
(2)ネット注文
https://7-11net.omni7.jp/top、
あるいは下のQRコードから注文します。
〇注文締切
前日10：30まで。※ミールキット、日替わり弁当、
日替わりおかずセットは3日前の10：30まで。
〇商品のお渡し
・登録したお届け先へ配達します。直接、登録した
セブンイレブンでの受け取りも可能です。
・配達時間：昼便は12：00ごろ、夕方便は19：00ごろまで
に配達（店舗により異なる場合があります）
・店頭でお受け取りになる場合：昼便は11：30から、
夕方便は17：30からお渡し可能。
〇支払方法
1か月分の利用代金を一括で請求させていただきま
す。支払方法は以下の通りです。
・クレジットカード（別途登録が必要です）
・指定の金融機関からの口座引き落とし
（別途登録が必要です）
※店頭受け取りの場合は、現金でお支払いできます。
【営業時間】
注文専用ダイヤル（0120-736-014）
8：00～19：00 年中無休
お問い合わせ専用ダイヤル（0120-736-313）
11：00～19：00 年中無休
【その他（お店より一言等）】
ホームページからも会員登録が可能です

ファミリーマート
九産大駅前店
(東区香住ヶ丘2-15-25)
☎681-0777
FAX-

セブンイレブン各店舗

ᵐ

備考

店内で販売の商品

※店舗により状況が異な
る場合があります。詳細は
下記お電話番号へお問い
合わせください
☎0120-736-014(注文)
☎0120-736-313(問合せ)
☎0120-736-015
(ﾈｯﾄ登録ｻﾎﾟ-ﾄ)
FAX-
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（５）酒・飲料取扱店
№

ᵏ

ᵐ

店名等

正八屋（しょうはちや）
(東区志賀島482)
☎603-6524
FAX-

主な取扱商品

まことや酒店
(東区水谷1-15-7)
☎681-0083
FAX-

ᵒ

あだち酒店
(東区青葉6-2-11)
☎691-6556
FAX691-7399

備考

酒

西戸崎、大岳、志賀 【配達料金】
島
3,000円程度購入で無料
【営業時間】22：00まで
【店休日】月曜日
【その他（お店より一言等）】
インターネットでも検索ください
→焼酎商店 Yahooショッピング

酒

車で10分程度以内
応相談

米、酒

半径5㎞以内に限る 【配達料金】無料
【営業時間】9：00～18：00（受付時間17：30まで）
【店休日】日祝日

リカーハウスむらせ
(東区西戸崎1-3-30)
☎603-0053
FAX603-2034

ᵑ

エリア

酒、たばこ、雑貨、日用 志賀島、大岳、西戸 【配達料金】
品、おかし他
崎
無料
他は要相談
（2,000円以上お買上げの方が多いです）

【配達料金】
3,000円以上購入で無料
【配達時間】10：00～18：00
【その他（お店より一言等）】
ご希望でしたら、取り扱い商品のチラシも投函させて
いただきます

（６）薬局・ドラッグストア
№

ᵏ

ᵐ

ᵑ

店名等

ミドリ薬品 和白店
(東区塩浜1-1-9)
☎608-7616
FAX608-7616

主な取扱商品

エリア

備考

介護用品（おむつ・紙パ 福岡市内全域
ンツ等）、化粧品、雑貨

【配達料金】
１個につき500円（税別）
【利用条件・方法】
FAXでのご注文の場合、商品代金は代引きで
頂戴します。

店舗取扱商品

福岡市内全域

店舗取扱商品

福岡市内全域

【配達料金】
・各店舗で税抜き3,000円以上のお買物で配達無料
（手ぶら便）
・オンラインショップ税込み3,000円以上お買物で、
全国どこでも発送。
【利用条件・方法】
手ぶら便サービス：店頭でご購入の商品を配達
オンラインショップ：インターネットでご購入の商品
を配達
【営業時間】
9：00～23：00
【その他（お店より一言等）】
・手ぶら便HP：https://sinseido-co.jp/drug/tebura.php
・オンラインショップ：https://web.sinseido.co.jp/
【配達料金】
・各店舗で税抜き3,000円以上のお買物で配達無料
（手ぶら便）
・オンラインショップ税込み3,000円以上お買物で、
全国どこでも発送。
【利用条件・方法】
手ぶら便サービス：店頭でご購入の商品を配達
オンラインショップ：インターネットでご購入の商品
を配達
【営業時間】
9：00～23：00
【その他（お店より一言等）】
・手ぶら便HP：https://sinseido-co.jp/drug/tebura.php
・オンラインショップ：https://web.sinseido.co.jp/

ドラッグ新生堂 千早店
(東区千早2-26-45)
☎663-1331
FAX663-1338

ドラッグ新生堂 土井店
(東区土井1-17-10)
☎691-6192
FAX-
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（７）家電取扱店
№

店名等

主な取扱商品

エリア

福岡市内全域

【配達料金】購入する品物や金額による
【営業時間】10：00〜21：00
【店休日】なし
【その他（お店より一言等）】
1号館はカメラやパソコン、スマートフォン、スポーツ
用品などを取り扱い。2号館は日用品やテレビなどを
取り扱い。

家電等

福岡市内全域

【配達料金】購入する品物や金額による
【営業時間】10：00〜21：00
（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
当面の間は10：00～20：00）

家電等

福岡市内全域

【配達料金】購入する品物や金額による
【営業時間】10：00～21：00
【店休日】なし
【その他（お店より一言等）】
社員が直接ご自宅にお伺いし、お困り事を解決する
「くらし応援便」サービスが好評です。

ビックカメラ天神
（1号館・2号館）
ᵏ

(中央区今泉1-25-1：1号館
中央区天神2-4-5：2号館)

☎732-1112（1号館）
☎732-1111（2号館）
FAX-

ᵐ

ベスト電器福岡本店
(中央区天神1-9-1)
☎752-0001
FAX-

ᵑ

コジマ×ビックカメラ
マークイズ福岡ももち店
(中央区地行浜2-2-1
MARK IS 福岡ももち 4F )
☎844-5252
FAX-

備考

家電製品、日用品など
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（８）理美容店
№

ᵏ

ᵐ

ᵑ

ᵒ

店名等

hairmake Lily
ヘアーメイク リリー
(東区千早2-4-10
野仲ﾋﾞﾙ参号館1F)
☎405-3343
FAX405-3343

主な取扱商品

エリア

備考

送迎
出張カット

千早、名島を中心に 【利用料金】
要相談
カット代金 4,180円
【対応時間】
土曜日・日曜日を除く平日のみ。前日までに、電話で
相談ください。FAXでの連絡も対応しています。

出張カット
（男性のみ）

当店から車で10分以 【利用料金】
内程度の範囲
カット代金2,500円（顔剃り、シャンプーなし）
出張費 500円
【利用条件・方法】
１週間前迄に要連絡（店の都合でお断りする月曜日
があります）。座れる方が基本、寝たきりの方は状況
によるので、ご相談ください。
【対応時間】9：00～15：00（月曜日のみ）

出張カット

東区内全域

ヘアーサロン四季
(東区舞松原5-2-27)
☎663-3388
FAX-

ヘアーサロン大丸
(東区二又瀬1-33)
☎611-4900
FAX611-3931

【利用料金】
個人（在宅） 3,000円
施設（老人ホーム等）は、各施設により要相談。
【対応時間】平日9：00～15：00
【その他（お店より一言等）】
E-mail：pontedaimaru1@hotmail.co.jp

出張カット・シャンプー・ 福岡市内全域
顔そり・パーマ・カラー等

【利用料金】
カット代金:3,500円,出張費:500～1,000円※消費税込
【営業時間】受付時間：火曜日～金曜日
【対応時間】月～金（土日要相談）
9：00～17：00(事前予約要）
【その他（お店より一言等）】
ホームページ：http://www.bbyamato.com

訪問カット

【利用料金】
・出張費：無料
・メニュー・料金（税込）
カット3,000円
シャンプー 1,000円
カット、カラー7,000円
カラーのみ5,000円
【利用条件・方法】
・シャンプー利用の際は移動式シャンプー台を持ち込み
ます。
・女性スタイリストと男性アシスタントがお伺いします。
【営業時間】 9：00～18：00
【店休日】不定休

訪問理美容 やまと
(博多区吉塚1-16-3
カットハウスヤマト内)
☎611-2801
FAX-

東区内全域

福祉訪問美容
hara tea～はらてぃ～
ᵓ

☎090-8628-9641
FAX-
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（９）移動販売
№

ᵏ

ᵐ

店名等

いとしまや
(東区香住ヶ丘4-12-5)
☎090-2501-6944
FAX671-6428

主な取扱商品

ᵒ

ᵓ

ᵔ

備考

【利用料金】
無料
【配達時間】9：00～17：00
【店休日】日祝日
【その他（お店より一言等）】
国産の商品にこだわっています

野菜、果物、米、卵、ピ 福岡市内全域（応相 【利用料金】
クルス、醤油、ポン酢な 談）
若宮から半径10km以内は無料
ど
半径10km以上は300円、15km以上は500円
【利用条件・方法】
有機野菜ばんぶーおりぢ
曜日でルートが異なるため事前にご相談ください。
なる
【営業時間】10：00～
(東区若宮2-17-22)
【店休日】月曜日
☎080-6412-2586
【その他（お店より一言等）】
FAX671-0192
・E-mail：info@bamboo-original.com
・ホームページ：https://www.bamboo-original.com/
豆腐、大豆製品、お惣
菜、デザート

ᵑ

エリア

野菜、果物、お菓子、乾 香住ヶ丘、唐原
物、豆腐、米他

福岡市内全域

古式とうふ 豆吉郎
(博多区井相田2-1-60
西日本新聞製作ｾﾝﾀ-別
館2階)
☎0120-106-561
FAX-

野菜・果物・菓子類など 福岡市内全域

【利用料金】商品ごとの価格
【利用条件・方法】
お電話でご相談いただき、詳細を確認します。
【その他（お店より一言等）】
朝倉の市場から仕入れた新鮮な季節の野菜・果物等
を取り扱ってます。

食料品・日用品等

福岡市内全域

【利用料金】商品ごとの価格
【利用条件・方法】
お電話等でご相談いただき、訪問日などを決めていき
ます。集会所等で広げて販売する形も行っております。
【その他（お店より一言等）】
畑で育てた自慢の野菜や市場から仕入れた魚、
お肉など幅広く取り揃えてます。

和洋菓子・飲料等

福岡市内全域（要相 【利用料金】商品ごとの価格
談）
【利用条件・方法】
15日以上前のご相談をお願いいたします。
【その他（お店より一言等）】
・キッチンカーや簡易売店で販売いたします。
和洋菓子でほっと一息ついていただき、皆様の笑顔
に触れられることが私たちの一番の喜びです。
・ホームページ：http://www.ishimura.co.jp/

筑前はかたや
(中央区清川1-10-1)
☎523-1016
FAX523-1016

株式会社大輝
（しあわせを運ぶ青い鳥
号）
(古賀市新原43-4)
☎410-0369
FAX410-0361

石村萬盛堂
(糟屋郡新宮町下府2-1224)
☎963-3276
FAX962-0095

【利用料金】無料
【営業時間】
電話受付時間：10：00〜17：00（日祝日・年末年始除く）
【その他（お店より一言等）】
・ご注文を確認させていただいたのち、お客様のお住い
の地域の担当販売士より、訪問日・時間に関する調整
のご連絡をさせていただきます。
・移動販売車が、各地域を巡回するのは原則1週間に
1度になります。ご希望の日程とあわない場合もござ
いますので、予めご了承ください。
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（10）その他
№

店名等

ᵏ

（有）西戸崎美和石油
(東区西戸崎4-9-34 )
☎603-0156
FAX-

ᵐ

(株)ポーラ帆柱営業所
餅田
(東区千早2丁目16-23)
☎662-2083
FAX681-0373

ᵑ

主な取扱商品

花センター
(東区箱崎1-31-7)
☎651-0735
FAX-

ᵓ

シューワ㈱ 福岡店
(東区社領2-1-7)
☎611-5708
FAX611-5661

ᵔ

博文舎クリーニング
(糟屋郡粕屋町仲原24854)
☎626-5255
FAX626-5273

備考

西戸崎、大岳、志賀 【配達料金/利用料金】お問い合わせください。
島、弘、勝馬
【利用条件・方法】料金は時価で変動有
【営業時間】9：00～17：00

化粧品、サプリメント、
寝具、下着、アパレル

東区・博多区・中央
区・糟屋郡

生花

若宮校区周辺、その 【配達料金/利用料金】
他は応相談
1,000円以上購入で無料
【営業時間】10：00～18：00（応相談）
【その他（お店より一言等）】
FAX、E-mail（midori-messenger@ybb.ne.jp）でのご注文
の際は、少しお時間を頂く場合があります。

生花

馬出、箱崎・筥松近 【配達料金/利用料金】
無料
郊
【営業時間】
平日 8：30～19：00
日曜日 8：30～13：00

灯油

東区内全域
【配達料金/利用料金】
（配達できないエリア お問い合わせください。
や曜日があるので要 【利用条件・方法】
相談）
2缶以上から配達可能

クリーニング

東区内全域

緑メッセンジャー
(東区若宮5-12-11)
☎673-3146
FAX673-3146

ᵒ

エリア

灯油
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【配達料金/利用料金】無料
【営業時間】
平日9：30～16：30・土曜日9：30～12：30
【店休日】日祝日
【その他（お店より一言等）】
E-mail：c.a-asako-a.w-k@docomo.ne.jp

【配達料金/利用料金】
5点以上のクリーニングで無料
【利用条件・方法】
日曜日・祝日は、電話はつながりません。
【その他（お店より一言等）】
E-mail：info@hakubunsha.com

お 問 合 せ 先
社会福祉法人

福岡市社会福祉協議会 東区社協事務所

〒812‒0053 福岡市東区箱崎2‒54‒27 東保健所 1階

TEL：092-643-8922 FAX：092-643-8923
E-mail：higashiku@fukuoka-shakyo.or.jp

【発行・編集】

社会福祉法人 福岡市社会福祉協議会 地域福祉課
〒810-0062 福岡市中央区荒戸3-3-39 福岡市市民福祉プラザ内
TEL：092-791-6339 FAX：092-713-0778

この買い物支援ガイドブックは、福岡市「地域との協働による買い物等支援推進事業」の委託により制作しています。

令和3年3月発行

