
三原市内において「お弁当を配達してくれるお店」や「買ったものを

配達してくれるスーパー・食料品店」の一覧表を作成しました。

買い物に難しさを感じている方や，高齢者の在宅生活を支援する専門

職の方々に活用いただければと思います。

この一覧表は，三原市内すべてのお店について掲載しているものでは

ありません。

今後も一覧表は更新していきますので，同様のサービスを実施されて

いるお店や，記載内容に変更等がありましたらご連絡ください。

令和４年６月末現在

三原市・三原市社会福祉協議会

お弁当を配達してくれるお店

買ったものを配達してくれるスーパー・食料品店

一覧表

食の資源マップ
（令和４年度版）



店名 連絡先 料金 配送料
ページ

番号

ほっかほっか亭　学園通り宮浦店 0848-62-7511 340円～ 300円 P.1

(株)三原給食センター　ドリームランチ 0848-64-8585 570円～
配達ルートは

無料
P.1

生協ひろしま 0120-500-935 598円～ 無料 P.2

(株)ヨシケイ福山　三原営業所 0120-37-4491 1,050円～ 無料 P.2

(株)浜吉 0848-62-2121 600円～ 無料 P.3

ワタミの宅食 080-3374-7464 490円～ 無料 P.3

(株)本郷給食センター 0848-86-4343 650円～ 無料 P.4

店名 連絡先 料金 配送料
ページ

番号

フードガーデンニチエー　中之町店 0848-81-2250 ～200円 P.5

まつのストアー　(有)松野保商店 0848-62-7448 無料 P.5

イオン三原店 0848-62-8888 ～330円 P.6

フジグラン三原店 0848-61-0011 ～220円 P.7

やおやの花ちゃん　花田屋 0848-62-6355 500円 P.8

(有)岩本米穀 0848-62-2924 無料 P.8

(有)小西豆腐店　雪花菜(おから) 0848-62-2070 無料 P.9

ときわ薬局 0848-62-2953 無料 P.9

朝比奈屋 0120-260-846 無料 P.10

やまねストアー 0847-32-6031 無料 P.11

わきストアー 0847-32-6309 無料 P.11

セブンイレブン三原久井インター店 0848-65-8111 無料 P.12

セブンイレブン三原久井店 0847-32-6520 無料 P.12

セブンイレブン広島大和町店 0847-33-0263 無料 P.13

移動スーパーとくし丸(Aコープパル店) 0848-76-2538 店頭価格＋10円 無料 P.14

移動スーパーとくし丸(西條商事) 070-2837-5686 店頭価格＋10円 無料 P.14

移動スーパーおまかせくん（フジグラン三原店） 0848-61-0011 店頭価格＋10円 無料 P.15

神明ちゃん 0848-63-8585 店頭価格＋10円 無料 P.15

掲載店舗　一覧表
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備三タクシー　三原営業所 0848-64-5454 P.16
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 弁当 を配達してくれるお店 ： 三原地域

基本情報
●所在地 ： 三原市宮浦三丁目34-20 ●営業時間 ： 9:00～23:00
●連絡先 ： TEL.0848-62-7511 ●休業日 ： 1月1日～3日

食事情報 配達情報
●取り扱い食 ●形態 ●配達エリア

●対応可能食

●配達曜日，時間

●食事内容，料金 ●注文締切 ●配送料

●渡し方法

基本情報
●所在地 ： 三原市宮浦四丁目1-4 ●営業時間 ： 3:00～17:00
●連絡先 ： TEL.0848-64-8585 ●休業日 年中無休(日曜・祭日は応相談)

FAX.0848-64-8587

食事情報 配達情報
●取り扱い食 ●形態 ●配達エリア

●対応可能食

●配達曜日，時間

●食事内容，料金 ●注文締切 ●配送料

●渡し方法

前日の9時まで 配達ルートであれば無料

手渡しを基本に玄関先，指定された場所

(留守の際は，指定場所・再配達はおこなわない)

●お店から一言

　毎日ご自宅まで手渡しを基本にお届けします。メニューは日替わりで構成しております。

　おかず・ごはん：570円～

　　(株)三原給食センター　ドリームランチ

昼食，夕食 通常食 三原地域，本郷地域

(当社配達ルート以外は要相談)

塩分調整 月～土曜(相談に応じる)，

9:00～11:45,14:00～16:45

●お店から一言

　　ほっかほっか亭 学園通り宮浦店

昼食 通常食 三原地域(中之町中・上は除く)

（大口であれば久井・大和地域も対応可）

不可 随時(年末年始は除く)，

11:00～13:00,17:30～20:30

　おかず・ごはん：メニューの通り(340円～)

　おかずのみ：　　　　〃

昼食：当日の13:00まで

夕食：当日の20:30まで
300円

手渡し
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 弁当 を配達してくれるお店 ： 三原地域

基本情報
●所在地 ： 三原市宮浦五丁目27-11 ●営業時間 ： 8:30～21:00
●連絡先 ： TEL.0120-500-935 ●休業日 ： 日曜，祝日，年末年始

食事情報 配達情報
●取り扱い食 ●形態 ●配達エリア

●対応可能食

●配達曜日，時間

●食事内容，料金 ●注文締切 ●配送料

●渡し方法

基本情報
●所在地 ： 三原市皆実四丁目4-12 ●営業時間 ： 9:00～17:30
●連絡先 ： TEL.0120-37-4491 ●休業日 ： 土・日曜，盆，年末年始

FAX.0848-60-0090

食事情報 配達情報
●取り扱い食 ●形態 ●配達エリア

●対応可能食

●配達曜日，時間

●食事内容，料金 ●注文締切 ●配送料

●渡し方法

夕食(時間により昼食も可) 通常食 小泉,沼田西,本郷,幸崎の一部,久井,大和,

深,沼田,高坂は除く

　　生協ひろしま

　　(株)ヨシケイ福山 三原営業所

夕食 通常食 三原地域，本郷地域

(中山間,島しょ部除く)

カロリー調整，塩分調整
月～金曜,祝祭日，10:30～16:30

●お店から一言

　食材をお届けする多様なコースもあります。注文は月～土曜日の1週間単位でお願いしています。

　入会金や配達料はいただいていません。

　2食セット(おかず4品)：1,290円

　3食セット(おかず3品)：1,050円

　チルド弁当(月～金コース)：3,185円

前週水曜の17時まで 無料

玄関先，ボックス等

管理栄養士監修で，カロリー450kcal以上，

塩分3.5g以下で提供しています。 月～土曜，10:00～17:00

●お店から一言

　お弁当容器が電子レンジ対応なので，お届けしたお弁当をそのまま温めることができます。

　一人暮らしの高齢者の方の見守りも含め，手渡しを基本にお届けしております。

　おかず・ごはん：598円

　おかずのみ：698円

　(4つのコースがあります)

前週水曜の21時まで 無料

手渡し，保冷箱で置き
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 弁当 を配達してくれるお店 ： 三原地域

基本情報
●所在地 ： 三原市糸崎四丁目4-8 ●営業時間 ： 8:00～17:00
●連絡先 ： TEL.0848-62-2121 ●休業日 ： （一般給食）土曜，日曜，祝日休み

※ふれあい訪問給食は従来通り

食事情報 配達情報
●取り扱い食 ●形態 ●配達エリア

●対応可能食

●配達曜日，時間

●食事内容，料金 ●注文締切 ●配送料

●渡し方法

基本情報
●所在地 ： 三原市古浜二丁目10-32 ●営業時間 ： 9:00～17:00
●連絡先 ： TEL.080-3374-7464 ●休業日 ： 土曜，日曜，祝日

食事情報 配達情報
●取り扱い食 ●形態 ●配達エリア

●対応可能食

●配達曜日，時間

●食事内容，料金 ●注文締切 ●配送料

●渡し方法

　おかず・ごはん：600円

　おかず・ごはん・味噌汁(給食)：800円

　おかず・ごはん・汁（ふれあい）：600円

前日の15時まで（食材の関

係で対応できない場合あり）
無料

手渡し,指定された場所(玄関・勝手口の冷蔵庫は可)

●お店から一言

　手作り惣菜を中心に，バランスの取れた食事を提供しています。

　　(株)浜吉

昼食,高齢者用一般給食
昼食：一般，高齢者向け

夕食：ふれあい訪問のみ

一般：木原，糸崎，古浜，旭町，深町，中之町，東町

　　　　城町，館町，本町，西町，西宮，宮浦，円一

　　　　宮沖，皆実

ふれあい：三原指定地域

一般：月～金曜（祝除く）10:00～12:00

高齢者用一般給食：月～土　　10:00~12:00

夕食（ふれあい訪問のみ）　14:00～16:00

　　ワタミの宅食

昼食,夕食 通常食，軟食
三原地域，本郷地域

カロリー，塩分は低く設定
月曜～金曜　　9：00～17：00

おかずとごはん：580円        おかずのみ：490円

その他：冷凍3菜（500円）冷凍５菜（600円）

　　　　　冷凍やわらかおかず（680円）

配達日の前週　水曜日 無料

●お店から一言

　毎日決まった時間帯にお届けします。手渡しが基本ですが，不在時も安心してお届けします。注文は前週水曜日です

が，少しでも地域のお役に立てればと思います。平日5日基本だが，週2日～注文可能（＋料金は発生）

手渡し，指定された場所
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 弁当 を配達してくれるお店 ： 本郷地域

基本情報
●所在地 ： 三原市本郷町南方3373-12 ●営業時間 ： 8:00～17:00
●連絡先 ： TEL.0848-86-4343 ●休業日 ： 日曜，祝日

ゴールデンウィーク，盆，正月

食事情報 配達情報
●取り扱い食 ●形態 ●配達エリア

●対応可能食

●配達曜日，時間

●食事内容，料金 ●注文締切 ●配送料

●渡し方法

月～土曜，9:00～12:00,14:00～17:00

　　(株)本郷給食センター

●お店から一言

　厚生労働省が策定する「日本人の食事摂取基準」に準拠した献立のお弁当をお届けします。

　健康は食事から。皆様の健康を食事で応援します。

通常食,一口大,きざみ,ミキサー昼食,夕食(久井,大和は除く)

エネルギー600kcal　前後

塩分2.5g　未満

たんぱく質19g以上

野菜120g以上

無料2日前の12時まで

手渡しを基本に玄関先，指定された場所

三原市全域

(八幡,中之町,鷺浦,登町を除く)

　通常食，一口大：650円～

　きざみ　　　　　　 ：750円～

　ミキサー　　　　　 ：850円～

　おかずのみ　　　　：50円引

4



 商品 を配達してくれるお店 ： 三原地域

基本情報
●所在地 ： 三原市中之町二丁目18-8 ●営業時間 ： 9:00～22:00
●連絡先 ： TEL.0848-81-2250 ●休業日 ： 1月1日

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

基本情報
●所在地 ： 三原市東町二丁目4-21 ●営業時間 ：

●連絡先 ： TEL.0848-62-7448 ●休業日 ： 日曜，祝日

FAX.0848-62-4324

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

　　まつのストアー　(有)松野保商店

当日店頭にてお買い上げいただいた商品に限る。お客様にて

指定宅配用紙記入。配達時間内に在宅可能な方に限る。
2,000円以上 100円，2,000円未満 200円

レジにて支払い 基本手渡し

●お店から一言

　配達エリアの確認をお願いします。ケーキ，お刺身，お寿司などの商品に片寄りが生じた場合はご容赦ください。

　配達時間指定はできかねますのでご了承ください。

　　フードガーデンニチエー 中之町店

配達情報　（店舗で購入したものを宅配）

ニチエー中之町店でお買い上げの商品

(アイスクリームは除く)

中之町,桜山町,東町,館町,本町,港町,城町,旭町,

古浜(糸崎,深町は一部地域のみ)

不要
月曜～金曜日

16:00～18:00(当日16時までの受付)

手渡し

●お店から一言

　お客さんの都合に合わせて配達します。

　店内のもの以外でも，できる範囲でそろえて配達します。

配達情報　（電話で注文を受けたものを宅配）

食料品，弁当，惣菜，日用品 東町，旭町，館町，立町，中之町，古浜

不要
土，日，祝日以外，

11:00～12:00,16:00～17:00

特になし 無料

その都度，現金で支払い
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 商品 を配達してくれるお店 ： 三原地域

基本情報

●所在地 ： 三原市城町二丁目13-1 ●営業時間 ： 8:00～22:00
●連絡先 ： TEL.0848-62-8888 ●休業日 ： なし

『イオンの即日便』  (店舗で購入したものを宅配)

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●渡し方法

●利用条件 ●配達曜日，時間

●支払い方法 ●配送料

必要なし 玄関先で開梱し，コンテナは回収

　　イオンリテール株式会社 イオン三原店

●お店から一言

　お届け時間帯に注文が集中した場合，ご希望のお届け時間帯を選択いただけない場合があります。

直営売り場にて，当日お買い上げの商品

(冷蔵,冷凍,割れ物などは除く)

第1エリア；〒723-XXXX,〒729-03XXの旧三原市内

　　　　　　　(佐木島,小佐木島及び〒723-0021鷺浦町須波

　　　　　　　　〒723-0022鷺浦町向田野浦は除く)

第2エリア；〒722-15XXの八幡町(本郷町船木芋掘は除く)

第3エリア；〒729-04XXの本郷町,〒729-22XXの幸崎町

　9:00~13:00の受付は即日便

　13:00~21:00の受付は翌日便

　直営売り場お買い上げ3,000円以上で一個口

　(配達伝票に記入,コンテナ詰めが必要)

　毎日(年末年始を除く)

　第1エリア；16:00～18:00，18:00～20:00

　第2エリア・第3エリア；18:00～20:00

レジにて支払い
コンテナ1個につきイオンカード・ワオンカード提示；110円

カードをお持ちでない場合；330円
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 商品 を配達してくれるお店 ： 三原地域

基本情報
●所在地 ： 三原市円一町一丁目1-7 ●営業時間 ： 9:00～22:00(食品館)
●連絡先 ： TEL.0848-61-0011 ●休業日 ： なし

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●渡し方法

●利用条件 ●配達曜日，時間

●支払い方法 ●配送料

受付カウンターで会員登録が必要 玄関先まで

●お店から一言

　配達時間の指定はできません。

レジにて支払い エフカ会員　110円，会員以外方　220円

お買い上げ商品をお客様が梱包し，会員証を

ご提示ください

　毎日，

　14:00～20:00(当日12時までの受付)，

　16:00～20:00(当日14時までの受付)

　　(株)フジ　フジグラン三原店

『おまかせ宅配便』 (店舗で購入したものを宅配)

〒723-XXXX,〒729-03XXの三原地域(島しょ部は

除く)

〒722-15XXの八幡町

〒729-04XXの本郷町,〒729-22XXの幸崎町

当店食料品売り場でお買い上げの商品

(冷凍食品,壊れ物,フジ直営店でないものを除く)
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 商品 を配達してくれるお店 ： 三原地域

基本情報
●所在地 ： 三原市和田一丁目3-7 ●営業時間 ： 9:00～19:00
●連絡先 ： TEL.0848-62-6355 ●休業日 ： 水曜

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

基本情報
●所在地 ： 三原市西町一丁目3-47 ●営業時間 ： 8:00～1８:00
●連絡先 ： TEL.0848-62-2924 ●休業日 ： 日曜，祝日

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

その都度，現金で支払い 玄関先まで

●お店から一言

　極力希望にお応えできるよう努めます。福祉事業所等から紹介された方のみ対応させていただきます。新規の方へ紹介さ

れた場合は，担当者が事前にご連絡ください。その際，簡単に身体状態や生活状況をお聞きします。また，緊急時には担

当者へ連絡させていただきます。

配達情報　（電話で注文を受けたものを宅配）

食料品，日用品 旧三原市内

　　有限会社　岩本米穀

配達情報　（電話で注文を受けたもの・店内で購入したものを宅配，買い物サービス）

食料品全般，日用品 三原市中心部

不要
水曜日以外，

15:00～18:00(受付時間は10時～12時)

●お店から一言

　お米のことなら何でもお聞きください。

　小さい物ならスーパーで購入してお米と一緒にお届けします。

不要 営業日は毎日，9:00～18:00

なし 無料

その都度，現金で支払い 玄関先まで，指定された場所まで

買い物については，お店・チラシ等の指定注文は受け付

けません
500円

　　やおやの花ちゃん 花田屋
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 商品 を配達してくれるお店 ： 三原地域

基本情報
●所在地 ： 三原市西町一丁目8-59 ●営業時間 ： 9:00～19:00
●連絡先 ： TEL.0848-62-2070 ●休業日 ： 日曜，第4土曜，第5土曜

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

基本情報
●所在地 ： 三原市港町1-2-27 ●営業時間 ： 8:00～19:30
●連絡先 ： TEL.0848-62-2953 ●休業日 ： 祝日の月曜日

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

指定された場所まで

　　ときわ薬局

配達情報　（電話で注文を受けたものを宅配）

日用品，大人用おむつ，介護用品，医薬品

調剤薬

三原地域（鷺浦，小佐木を除く），本郷地域

※久井，大和は要相談

　　(有)小西豆腐店　雪花菜(おから)

配達情報　（電話で注文を受けたもの・店内で購入したものを宅配）

その都度，現金で支払い 手渡し，玄関先・指定された場所まで

●お店から一言

　手作りのお惣菜やお豆腐をお届けします。

弁当，惣菜 三原地域

不要 月～金曜，11:00～17:00

前日までの注文が必要 無料

●お店から一言

　午前9時～午後5時30分までのお電話で当日配達いたします。

不要 月曜～土曜（9:30～18:00）

特に無し 無料

その都度，現金で支払い
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 商品 を配達してくれるお店 ： 三原地域

基本情報
●所在地 ： 竹原市忠海中町2-6-1 ●営業時間 ： 9:00～18:30
●連絡先 ： 0120-260-846 ●休業日 ： 木曜日

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

●お店から一言

　つきたて新鮮なお米をお届けします。

配達情報　（店舗で購入したものを宅配）

お米

（チラシが必要でしたら連絡ください、お届けします)

(電話、LINE、オンラインストアで注文できます）

・青葉台，小泉，幸崎，下北方，須波，宗郷

 田野浦，沼田西，沼田東，宮沖，明神，和田

 和田沖，円一，沖浦，貝野，学園町，城町

 新倉，新倉町，長谷，長谷町，中之町，西野

 西町，西宮，登町，本郷北，本郷南，本郷町

 南方，本町，港町，皆実，宮浦館町，頼兼

　　月，火，水，金，土　　午後に配達

　　※午前10時までの注文→当日配達

　　※午前10時以降注文→翌日以降配達

無料

現金，各種ペイ，クレジット，商品券など 手渡し，指定された場所まで

　（有）朝比奈屋
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 商品 を配達してくれるお店 ： 久井地域

基本情報
●所在地 ： 三原市久井町江木1165 ●営業時間 ： 8:00～19:00
●連絡先 ： TEL.0847-32-6031 ●休業日 ： 第1，3，5日曜

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

基本情報
●所在地 ： 三原市久井町和草2168 ●営業時間 ： 9:00～19:30
●連絡先 ： TEL.0847-32-6309 ●休業日 ： 日曜

FAX.0847-32-7938

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

　　やまねストアー

　　わきストアー

配達情報　（電話で注文を受けたもの・店内で購入したものを宅配）

食料品，弁当，惣菜，日用品 久井町の一部(坂井原,中野,羽和泉,下津)

なし 無料

その都度，現金で支払い 手渡し

●お店から一言

　まずは，電話で相談してください。

配達情報　（電話で注文を受けたものを宅配）

食料品，弁当，惣菜，日用品 旧久井町一円

不要 毎日　10:00～16:00

●お店から一言

不要 火・木・土曜，14:00～17:00

前日までの注文が必要 無料

その都度，現金で支払い 直接
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 商品 を配達してくれるお店 ： 久井地域

基本情報
●所在地 ： 三原市八幡町垣内470-1 ●営業時間 ： 24時間営業
●連絡先 ： TEL.0848-65-8111 ●休業日 ： 年中無休

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

基本情報
●所在地 ： 三原市久井町下津1641-9 ●営業時間 ： 24時間営業
●連絡先 ： TEL.0847-32-6520 ●休業日 ： 年中無休

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

　　セブンイレブン三原久井インター店

配達情報　（電話で注文を受けたものを宅配）

食料品，弁当，惣菜，冷凍食品，日用品 久井，八幡エリア

不要 その都度対応

1,000円以上のお買い上げ 無料

その都度現金で支払い 手渡し，玄関先まで

●お店から一言

　　セブンイレブン三原久井店

配達情報　（電話で注文を受けたものを宅配）

食料品，弁当，惣菜，冷凍食品，日用品 久井地域

不要 その都度対応

1,000円以上のお買い上げ 無料

その都度現金で支払い 手渡し，玄関先まで

●お店から一言
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 商品 を配達してくれるお店 ： 大和地域

基本情報
●所在地 ： 三原市大和町下徳良1904-8 ●営業時間 ： 24時間営業
●連絡先 ： TEL.0847-33-0263 ●休業日 ： 年中無休

●宅配内容 ●配達エリア

●会員登録 ●配達曜日，時間

●利用条件 ●配送料

●支払い方法 ●渡し方法

　　セブンイレブン広島大和町店

配達情報　（電話で注文を受けたものを宅配）

食料品，弁当，惣菜，冷凍食品，日用品 大和町全域

不要 常時，9:30～10:30(午後からの対応も可)

特になし 無料

その都度現金で支払い，

月まとめて現金で支払い
手渡し，玄関先まで

●お店から一言

　神田地区以外にお住まいの方は，午前中の連絡でも配達は昼以降になる可能性があります。
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 移動販売 ：

お買い物情報
●とくし丸について ●取り扱い商品

●値段

お問い合わせ先

【本郷　高坂】

【久井】

【大和】

【沼田東　沼田西　沼田　長谷　小泉　田野浦】
曜日

火　金

水

月　木 ・沼田西（小原）・沼田東（納所，末広）・長谷

・沼田　・沼田東（七宝，末光，両名，釜山，本市）　・沼田西（惣定）・小坂

・沼田西（小原，惣定）　・沼田東（末広，片島，七宝）　・小泉　・田野浦

・莇原，吉田，江木

・羽倉，坂井原，山中野，小林，土取

・蔵宗，篠，萩原，福田，上徳良，大具，椋梨，箱川

主な訪問地域

主な訪問地域

・和木，平坂，大草，下草井

火　金

曜日

月　木

水　土

曜日

月　木

火　金

水

火

水

Aコープパル店

西條商事株式会社
　　●所在地：東広島市西条土与丸2-6-49

　　●連絡先：070-2837-5686

　　●所在地：尾道市御調町市130

　　●連絡先：0848-76-2538

　　移動スーパーとくし丸

　　　　毎週2回，決まったコースを巡回 ・惣菜

・お肉，野菜，果物

・お魚、刺身，お寿司

・お菓子，調味料

・日用品など雑貨
（トイレットペーパーなど）

商品１点につき，店頭価格に＋１０円

曜日

月　木

火　金

曜日

主な訪問地域

・八幡

主な訪問地域

・本郷（南方，善入寺，上北方，船木，本郷南，本郷北）

・本郷（船木）・高坂（真良，許山）

・本郷（船木，本郷南）

主な訪問地域

・和草，泉，江木

・下津，和草
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 移動販売 ：

お買い物情報
●おまかせくんについて ●取り扱い商品

●値段

お問い合わせ先

1号車

2号車

お買い物情報
●神明ちゃんについて ●取り扱い商品

●値段

お問い合わせ先

火　金
・是国町内会一帯 午前11時頃

・中之町 お昼12時頃

道の駅「みはら神明の里」　　　●所在地：三原市糸崎４－２１－１　●0848-63-8585

曜日 主な訪問地域 目安時刻

月　木

・糸崎第一公園付近 午前11時頃

・時広児童遊園付近 午前11時30分頃

・糸崎駅前住宅児童遊園付近 お昼12時頃

・松浜児童遊園付近 午後1時30分頃

・木原町内 午後2時頃

　　神明ちゃん

　　　　毎週2回，決まったコースを巡回
・惣菜

・新鮮野菜，果物

・お魚、刺身

・弁当

・日用品雑貨

商品１点につき，店頭価格に＋１０円

商品１点につき，店頭価格に＋１０円

フジグラン三原店　　　●所在地：三原市円一町一丁目1-7　　●0848-61-0011

　　フジ移動スーパーおまかせくん

　　　　毎週2回，決まったコースを巡回 ・惣菜

・お肉，野菜，果物

・お魚、刺身，お寿司

・お菓子，調味料

・日用品など雑貨
（トイレットペーパーなど）

水　土 ・木原　・糸崎　・中之町 10:40~16:30

火　金 ・中之町　・須波　・和田　・宗郷 10:40~16:30

火　金 ・幸崎 10:40~16:30

曜日 主な訪問地域

10:40~16:30月　木 ・須波

訪問販売時間

月　木 ・糸崎　・西宮　・幸崎 10:40~16:30

水　土 ・港町　・西野　・本町　・和田　・中之町 10:40~16:30

曜日 主な訪問地域 訪問販売時間
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受けとり代行

お問い合わせ先 利用方法
●所在地 ： 三原市皆実2丁目5-28 ①備三タクシーに連絡し，買い物代行の依頼。

●連絡先 ： TEL.0848-64-5454 ②お店に連絡し，商品の準備を依頼。受け取り時間の確認と

●営業時間 ： 6：00～3：00 　備三タクシーが受け取り，支払いに行くことを伝言。

●休業日 ： 無し ③備三タクシーへお店と受け取り時間を伝える。

④乗務員が商品を受け取り，支払い。

⑤自宅に届いたら，代金を支払う。

配達情報
●配達エリア ：三原エリア（本郷，久井，大和を除く）●取り扱い商品 ：食料品，日用品，薬の受け取り

●配達曜日 ：特に定め無し ●地域へ一言

●配達時間 ：9:00～21:00 市民のお力添えになればと思います。

●料金 ：片道のタクシー料金＋買った商品の代金 ●備考

●渡し方法 ：手渡し，指定された場所 ・買った商品の代金は現金支払いのみ

※マンション，アパート2階以上の方は ・タクシー料金はQR決済可能 クレジット払い不可

　商品を受け取りに出てもらう

　　備三タクシー　三原営業所

・指定されたお店で乗務員が商品を受けとり，自宅に届けるサービス。

・自宅からお店までの片道料金の負担で済み，希望する商品が玄関先まで届く。

※買い物代行とは利用方法が少し異なります。

①タクシー会社へ連絡

④乗務員が指定されたお店で商品の受け取り

利用料金

・お店～自宅までの片道料金と購入した商品の合計金額

・近くのスーパーで食料品を受け取ってほしい。

・薬局で薬を受け取ってほしい。

⑤自宅に届いたら代金を支払う

②利用者本人がお店に連絡

・商品の準備を依頼

・受けとり時間の確認

・乗務員が受けとりに行くことを伝える

③タクシー会社へ受けとり時間を伝える

・１１時に◯◯スーパーで商品を

受けとって下さい。
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一覧表は，お店の所在地によって三原地域・本郷地域・久井地域・大和

地域に分けて掲載しています。

三原市・三原市社会福祉協議会


