
平成２９年２月１日現在 

 

買物支援サービス協力店一覧 
 

この冊子は、日常生活で買い物に困っている方へ、スーパーなどが実施している配送・配達や移動販売

などのサービスを行っている協力店の情報です。 

（＊店主様の意向により情報提供の承諾を頂いている店舗のみの情報となります。） 

サービスの内容や時間帯はあくまで目安です。お店の混雑やその他、交通事情などにより対応できない

場合があります。 

利用に際し契約や取引には、関与致しかねますので当事者同士での対応になります。 

但し、本冊子の記載内容に明らかに相違する内容が生じた場合は下記までご連絡ください。 

買い物支援への情報提供を随時募集しています。 

問合せ 橿原市社会福祉協議会 地域福祉係 0744-（29）-3880まで 

 



 

 

配送・配達サービスを行っている店舗

営業時間

定休日

7：00～24：00

年中無休

セブンミールサービス問合せ

0120-736-313
24時間

25-3717 年中無休

セブンミールサービス問合せ

0120-736-313
24時間

25-0667 年中無休

セブンミールサービス問合せ

0120-736-313 24時間

29-5536 年中無休

24時間

年中無休

地下～2階　10：00～19：30
3階～6階　  10：00～19：00

水曜日

オークワ橿原常盤店
(常盤町436-1)

21-0007

オークワ橿原醍醐店
(醍醐町342-1)

21-0008

受付時間により指定
※店舗により受付時間、配
達時間が異なるため、各
店舗での確認が必要

3,000円(税込)以上の注文で無料
3,000円未満：オーカード会員300円
(税込)
その他のお客様500円(税込)

近鉄百貨店橿原店
（八木町3-65-11）

25-1111
13：00までに申し込み、
お届けは16：00以降となり
ます。

普通配送料＋クール便
378円(税込)＋216円(税込)

当店近隣地域（橿原、桜井、大和高田、磯部郡）に
お住まいのお客さまには、当日お買いあげの商品
（全商品）を即日ご自宅にお届けいたします。

ハートフル倶楽部・・・・オーカード入会者で60歳以
上又は障がいのある方を対象として毎月15日、16
日にたすかる便がお買い上げ金額に関係なく無料
でご利用いただけます。
※配達地域は範囲に制限有ります、ホームページ
などでの確認が必要です。

受付時間により指定
※店舗により受付時間、配
達時間が異なるため、各
店舗での確認が必要

3,000円(税込)以上の注文で無料
3,000円未満：オーカード会員300円
(税込)
その他のお客様500円(税込)

ハートフル倶楽部・・・・オーカード入会者で60歳以
上又は障がいのある方を対象として毎月15日、16
日にたすかる便がお買い上げ金額に関係なく無料
でご利用いただけます。
※配達地域は範囲に制限有ります、ホームページ
などでの確認が必要です。

セブンイレブンのお届けサービス
お食事、食料品や生活雑貨、介護用品等をご自宅
にお届けいたします。
ネット及び電話にて会員登録が必要
会員登録専用ダイヤル：0120-736-158
注文専用ダイヤル：0120-736-014

前日10：30迄で翌日配達
昼便…12：00まで
夕便…17：00まで

500円以上の注文で配達料無料
（500円未満は123円）

前日10：30迄で翌日配達
昼便…12：00まで
夕便…17：00まで

500円以上の注文で配達料無料
（500円未満は123円）

セブンイレブンのお届けサービス
お食事、食料品や生活雑貨、介護用品等をご自宅
にお届けいたします。
ネット及び電話にて会員登録が必要
会員登録専用ダイヤル：0120-736-158
注文専用ダイヤル：0120-736-014

店舗・団体名 電話番号 受付・配達時間 費　用 備　考

セブンイレブンのお届けサービス
お食事、食料品や生活雑貨、介護用品等をご自宅
にお届けいたします。
ネット及び電話にて会員登録が必要
会員登録専用ダイヤル：0120-736-158
注文専用ダイヤル：0120-736-014

セブンイレブン橿原くずもと町東
（葛本町819-1）

セブンイレブン橿原十市町
（十市町898-1）

セブンイレブン橿原新賀町
（新賀町190-3）

前日10：30迄で翌日配達
昼便…12：00まで
夕便…17：00まで

500円以上の注文で配達料無料
（500円未満は123円）

NO

1

2

3

4

5

6



 

 

営業時間

定休日

セブンミールサービス問合せ

0120-736-313 24時間

29-2191 年中無休

セブンミールサービス問合せ

0120-736-313 24時間

25-7118 年中無休

セブンミールサービス問合せ

0120-736-313 24時間

29-4056 年中無休

セブンミールサービス問合せ

0120-736-313
24時間

29-2006 年中無休

9：00～21：00

1月1日と2日休業
(その他臨時休業有)

平日・土：07:30～22:30
日・祝日：07:30～22:00

年中無休
（元旦休日）

セブンイレブン橿原南八木町１丁目
（南八木町1丁目4-8 ）

セブンイレブン近鉄大和八木駅南口
（内膳町1丁目5番8号）

ヤマトー八木店
（八木町1丁目8-15）

21-1000

受付14：00まで即日配達
前日受付のみ3つの時間
帯から選んで頂けます。
(時間指定不可）
①10：00～12：00
②12：00～14：00
③14：00～19：00
当日受付は
③14：00～19：00のみの配
達となります。

3,000円(税込)以上の注文で無料
3,000円未満は200円(税込)

無料宅配サービス：当店直営店で3,000円（税込）
以上お買い上げ頂いた商品を無料でご自宅までお
届けいたします。

前日10：30迄で翌日配達
昼便…12：00まで
夕便…17：00まで

500円以上の注文で配達料無料
（500円未満は123円）

セブンイレブンのお届けサービス
お食事、食料品や生活雑貨、介護用品等をご自宅
にお届けいたします。
ネット及び電話にて会員登録が必要
会員登録専用ダイヤル：0120-736-158
注文専用ダイヤル：0120-736-014

セブンイレブンのお届けサービス
お食事、食料品や生活雑貨、介護用品等をご自宅
にお届けいたします。
ネット及び電話にて会員登録が必要
会員登録専用ダイヤル：0120-736-158
注文専用ダイヤル：0120-736-014

前日10：30迄で翌日配達
昼便…12：00まで
夕便…17：00まで

500円以上の注文で配達料無料
（500円未満は123円）

セブンイレブンのお届けサービス
お食事、食料品や生活雑貨、介護用品等をご自宅
にお届けいたします。
ネット及び電話にて会員登録が必要
会員登録専用ダイヤル：0120-736-158
注文専用ダイヤル：0120-736-014

前日10：30迄で翌日配達
昼便…12：00まで
夕便…17：00まで

500円以上の注文で配達料無料
（500円未満は123円）

セブンイレブンのお届けサービス
お食事、食料品や生活雑貨、介護用品等をご自宅
にお届けいたします。
ネット及び電話にて会員登録が必要
会員登録専用ダイヤル：0120-736-158
注文専用ダイヤル：0120-736-014

前日10：30迄で翌日配達
昼便…12：00まで
夕便…17：00まで

500円以上の注文で配達料無料
（500円未満は123円）

20-2651
16：00までの受付は当日
引取り翌日配達

配送料　500円～
買い物（精算）をした商品を宅急便で発送いたしま
す。

店舗・団体名

セブンイレブン近鉄大和八木駅北口
（内膳町5丁目2-39 ）

セブンイレブン橿原醍醐町
（醍醐町337-1）

電話番号 受付・配達時間 費　用 備　考

成城石井大和八木店
（内膳町5丁目1-2）

12

NO

7

8

9

10

11



 
 

営業時間

定休日

セブンミールサービス問合せ

0120-736-313
24時間

27-3858 年中無休

9：30～19：00

日曜日

24時間

年中無休

9：00～21：00

　年中無休

9:00～24:00

年中無休

セブンミールサービス問合せ

0120-736-313
24時間

23-8848 年中無休

オークワ橿原畝傍店
(四分町88)

29-7770

受付時間により指定
※店舗により受付時間、配
達時間が異なるため、各
店舗での確認が必要

オークワ橿原真菅店
(北妙法寺町555-1)

24-7234

3,000円(税込)以上の注文で無料
3,000円未満：オーカード会員300円
(税込)
その他のお客様500円(税込)

ハートフル倶楽部・・・・オーカード入会者で60歳以
上又は障がいのある方を対象として毎月15日、16
日にたすかる便がお買い上げ金額に関係なく無料
でご利用いただけます。
※配達地域は範囲に制限有ります、ホームページ
などでの確認が必要です。

カネキモリカワ
（西池尻町351）

Ａコープ橿原店
（白橿町2-31-22）

27-3302
1,000円でバックを購入
3,000円以上の注文で無料
3,000円未満の方は200円で宅配

65歳以上の方（65歳未満の身体的な問題で、必要
のある方）及びリーフ会員
対象地域：白橿町・鳥屋町・南妙法寺町
※生鮮食品を除く

セブンイレブン橿原西池尻町
（西池尻町327番地1）

セブンイレブン橿原豊田町
（豊田町298-4）

受付時間により指定
※店舗により受付時間、配
達時間が異なるため、各
店舗での確認が必要

3,000円(税込)以上の注文で無料
3,000円未満：オーカード会員300円
(税込)
その他のお客様500円(税込)

ハートフル倶楽部・・・・オーカード入会者で60歳以
上又は障がいのある方を対象として毎月15日、16
日にたすかる便がお買い上げ金額に関係なく無料
でご利用いただけます。
※配達地域は範囲に制限有ります、ホームページ
などでの確認が必要です。

セブンイレブンのお届けサービス
お食事、食料品や生活雑貨、介護用品等をご自宅
にお届けいたします。
ネット及び電話にて会員登録が必要
会員登録専用ダイヤル：0120-736-158
注文専用ダイヤル：0120-736-014

配達　13：00～17：00

前日10：30迄で翌日配達
昼便…12：00まで
夕便…17：00まで

500円以上の注文で配達料無料
（500円未満は123円）

受付：水、金、日及び
毎月15日の9：00～13：00
配達16：00～19：00

28-1066 　3,000円以上の注文での購入者
配達範囲内か否かは、電話で住所を伝えご確認く
ださい。

前日10：30迄で翌日配達
昼便…12：00まで
夕便…17：00まで

500円以上の注文で配達料無料
（500円未満は123円）

セブンイレブンのお届けサービス
お食事、食料品や生活雑貨、介護用品等をご自宅
にお届けいたします。
ネット及び電話にて会員登録が必要
会員登録専用ダイヤル：0120-736-158
注文専用ダイヤル：0120-736-014

店舗・団体名 電話番号 受付・配達時間 費　用 備　考
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営業時間

定休日

セブンミールサービス問合せ

0120-736-313
24時間

24-7101 年中無休

24時間

年中無休

食料品売場 7:00～23:00
その他売場 9:00～23:00

年中無休

受付日時
①～9：00
②～11：00
③～14：00
配送時間
①12：00～14：00
②14：00～18：00
③18：00～21：00

配送料324円、1部対象者は108円

オークワ橿原坊城店
(東坊城町242番地の1)

28-6166

店舗・団体名

セブンイレブン橿原中曽司町
（中曽司町93-1）

イオンカードの提示か、75歳以上で免許返納の証
明があれば、配送料108円
※食料品は除く

イオン橿原
（曲川町7-20-1）

受付時間により指定
※店舗により受付時間、配
達時間が異なるため、各
店舗での確認が必要

3,000円(税込)以上の注文で無料
3,000円未満：オーカード会員300円
(税込)
その他のお客様500円(税込)

ハートフル倶楽部・・・・オーカード入会者で60歳以
上又は障がいのある方を対象として毎月15日、16
日にたすかる便がお買い上げ金額に関係なく無料
でご利用いただけます。
※配達地域は範囲に制限有ります、ホームページ
などでの確認が必要です。

前日10：30迄で翌日配達
昼便…12：00まで
夕便…17：00まで

500円以上の注文で配達料無料
（500円未満は123円）

セブンイレブンのお届けサービス
お食事、食料品や生活雑貨、介護用品等をご自宅
にお届けいたします。
ネット及び電話にて会員登録が必要
会員登録専用ダイヤル：0120-736-158
注文専用ダイヤル：0120-736-014

受付・配達時間 費　用 備　考電話番号

25-8700

19

20

21

NO



 

買い物代行を行っている店舗

営業時間

定休日

9：30～21：00
受付時間

10：00～12：00

年中無休
配達時間

13：00～19：00

9：00～18：00

年中無休

移動販売を行っている店舗

営業時間

定休日

－

日曜日

10：00～15：55

指定日の営業

ヤマトー八木店　 とくし丸
（八木町1丁目8-15）

21-1000 要相談 商品1点に付きプラス10円
稼働状況に余裕がないため、新規の依頼は要相
談

コープあったか便移動店舗
市民生活共同組合
奈良コープみみなし
（新賀町478番地）

24-1200
現在、菖蒲町を巡回、ルー
トや時間帯はホームペー
ジで要確認

無料

「近所にお買物に行ける場所がない」
「遠隔地のスーパーに行く手段がない」
など日常のお買い物が困難な方の希望に応えるた
め、約600品目の商品をそろえて運行しています。
ホームページ
https://www.naracoop.or.jp/store/attaka/

受付・配達時間 費　用 備　考

店舗・団体名 電話番号 受付・配達時間 費　用 備　考

ニコニコキッチン橿原店
（中曽司町107-70パレス103号）

21-7275 弁当の配食時 商品代金のみで、手数料無料

・お弁当の配達時に、普段よく使う日用品の買い物
を代行、飲料水、雑誌、電池、電球、洗剤、紙おむ
つ、雑誌等、スーパーや量販店で手に入るもので
あれば対応可能。（お弁当をご注文頂いた方）
※買い物サービスのみの対応は不可

コープみみなし
（新賀町478）

24-1200

利用手数料は、お買上金額が5,000
円以上（税込）の注文で無料
5,000円未満（税込）のときは費用
200円（税込216円）

「いこいこシニアデー」(毎月15日)65歳以上が対象
事前登録要当日清算前に組合員証を提示すれば
5％割引
買い物代行　電話FAXで注文　専用ボックスでお届
け（配達エリア店から5ｋｍ圏内）

店舗・団体名 電話番号

1

2

1

2

NO

NO


