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２．注意事項
本書を無断で転載・複製することを禁じます。また本冊子で紹介した団体等のサー
ビス利用等につきましては、各団体等と十分な調整をいただいた上で、ご自身の
選択と責任において行ってください。

　このたび町田市では、「町田の買い物支援に関する社会資源」を
発行しました。この冊子は、地域の高齢者の困りごとを把握した結
果、多くの方が買い物に不便を感じていること、また、買い物に関
する情報を必要としていることが分かり作成に至りました。この冊
子が単なる情報誌ではなく、地域の皆様と関係機関をつなぐものと
なり、支え合える地域づくりにつながる買い物支援サービスの充実
に寄与できれば幸いです。

買い物支援の「分類」

２０１８年７月

本書の利用にあたって

１．掲載団体・掲載内容のお問い合わせについて
高齢者支援センター（市内１２ケ所）と連携のある買い物支援サービス提供団体を
対象に掲載募集をしました。掲載内容は、各団体からの情報をもとに作成した２０
１８年７月時点の情報となります。具体的な活動内容につきましては、各団体に直
接お問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　町田市支え合い連絡会

 ①買い物代行
　　　自分の代わりに買い物をしてくれる取組み。

 ②買い物付添
　　　自分と一緒（車両、車椅子、徒歩）に買い物に行ってくれる取組み。

 ③宅配（電話注文）
　　　電話注文を受けた商品を自宅まで届ける取組み。

 ④宅配（購入後商品を配送）
　　　店舗で購入した商品を自宅まで届ける取組み。

 ⑤買い物先への移動支援
　　　買い物する場所（店舗や商店街等）に送迎する取組み。

 ⑥移動販売
　　　移動型の店舗（移動販売車、青空市場、出張販売）で、買い物に困っている
　　　 地域を巡って販売を行う取組み。

「町田の買い物支援に関する社会資源」発行にあたって 目　　次
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042-720-3801

　　　　　　　　　　　　　　　　　　町田市いきいき生活部高齢者福祉課
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042-736-6927
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No
セン
ター

提供エリア 団体名 分　類 利用方法 利用料金等
活動日
営業日

問い合わせ先

1 01-堺１ 相原町 相原やまゆり ③宅配（電話） 【配食内容】普通食・塩分食（汁物で調整）・糖
尿病食（主食で調整）
【金額】米飯あり　６７０円、おかずのみ５５０円
【配食時間】昼夜

配達無料 月－土曜 相原町３１７４
ＴＥＬ：０４２－７８２－１８１８

2 01-堺１ 相原町 青木商店 ③宅配（電話） 米の配達
味噌うどんも販売している。

お米５㎏－
総額２０００円くらい
で配達無料

８：３０－１８：３０
日曜日祝日お盆休
みお正月（１２／３１
－１／４）定休日

相原町２０９０
ＴＥＬ：０４２－７７２－３０６４

3 01-堺１ 相原町 イトーヨーカ堂
アリオ橋本店

④宅配（配送） きいろい楽だ
受付１２：００まで→配達１４：００－１６：００
受付１４：００まで→配達１６：００－１８：００
受付１６：００まで→配達１８：００－２０：００

１ケース３２４円 相模原市緑区大山町１－２２
ＴＥＬ：０４２－７７９－８１１１

4 01-堺１ 相原三差路から武
蔵岡団地まで

セブンイレブン
町田相原駅南店

③宅配（電話）
④宅配（配送）

セブンミールサービスに登録（ＴＥＬでＯＫ）。そ
の後カタログが届きセブンミールサービスに注
文する。注文した商品が相原駅南店に届き配
達。

５００円以上購入で
配達無料

配達
１１：００－１２：００
１７：００－１８：００

入会について
ＴＥＬ：０１２０－７３６－０１５
相原南店
ＴＥＬ：０４２－７７１－７２２３

5 01-堺１ 相原町 染野屋 ③宅配（電話） 電話注文（月－金曜、９：００－１９：００）
週に一度配達。豆腐一丁から注文できる。
豆腐類、干物の魚、コロッケ等総菜、こんにゃ
く、しらたき、漬物、焼きそば、ラーメン。

配達
月曜
１５：００－１７：００

中央区京橋３－１０－１
ＴＥＬ：０１２０－５３７－２２６

6 01-堺１ 相原町 ハッピーストア ③宅配（電話）
④宅配（配送）

買い物に行き夕方品物をもってきてもらうことも
できる。
電話で宅配依頼もできる。

配達無料 配達
１７：００以降

相原町１７３４
ＴＥＬ：０４２－７７１－４７０７

7 01-堺１ 武蔵岡団地 ぱん家 ⑥移動販売 各棟に１０分ずつ停車しパンを販売。 毎週火、金曜 相模原市緑区大島３５７－４
ＴＥＬ：０４２－７０３－９５６３

8 01-堺１ 武蔵岡団地 ブルーキャップ ⑥移動販売 武蔵岡団地１０号棟前広場。
衣料品、日用雑貨、食料品（日持ちするもの）、
寝具、カーペット。

毎週月曜
１１：００－１３：００

横浜市瀬谷区阿久和東４－
２８－１８
ＴＥＬ：０４５－３９１－７８９４

9 01-堺１ 相原町 松島商店 ⑥移動販売 調味料、菓子、刺身、肉、焼き鳥の取扱いあ
り。
火、土曜１７：００－（定期巡回シルバーピア、
丸山団地、境）

配達無料 電話、ＦＡＸがあれば
適宜配達可能

相模原市緑区橋本５－４０－
８
ＴＥＬ：０９０－２３１２－４４５０
ＴＥＬ：０４２－７７２－５４３３

10 01-堺１ 相原町－橋本 丸山高齢者
お手伝いの会

①買い物代行
②買い物付添

電話にて応相談。 ５００円／時間 応相談 稲垣
ＴＥＬ：０４２－７７２－６９９２
山﨑
ＴＥＬ：０４２－７７２－６８９８
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提供エリア 団体名 分　類 利用方法 利用料金等
活動日
営業日

問い合わせ先

11 01-堺１ 大戸
武蔵岡団地

道の駅停車場大と
びら

⑥移動販売 大戸・・・道の駅停車場にて地元農家の採れた
て野菜を販売。
武蔵岡団地・・・大戸販売の終了後移動して野
菜やお赤飯等販売している。

大戸・・・毎週土曜
１０：００－１２：２０
武蔵岡団地・・・大戸
販売の終了後移動

吉田
ＴＥＬ：０９０－１５３７－２９８０

12 02-堺２ 小山町 セブンイレブン
町田小山町店

③宅配（電話）
④宅配（配送）

セブンミールでのお弁当や、日用品のお届け
の他、店に置いてある商品を配達可。配送先
やその時の店員の人数によっては配達できな
い場合がありますので、ご相談下さい。

５００円以上購入で
配達無料

年中無休 小山町２５０２－１
ＴＥＬ：０４２－７９７－７１０６

13 02-堺２ 店舗（相模原市）近
辺
要相談

八百市商店 ③宅配（電話）
④宅配（配送）

電話注文や買い物後の依頼により配達。 応相談 ９：００－１９：００
日曜休み
※配達は１８：３０頃
まで

相模原市緑区橋本４－９－２
７
ＴＥＬ：０４２－７７２－４９１４

14 03-忠１ 忠生、図師町、常盤
町、根岸町、矢部
町、小山田桜台、下
小山田町、その他

アグリハウス
忠生

④宅配（配送） 店舗で購入した商品を自宅へ配達。
配達は当日に限る。精肉・鮮魚など要冷蔵品
及び金券や町田市指定ゴミ袋のみ、イベント開
催時は配達不可。

配達無料 受付時間
　開店から１２：００
配達時間
　１４：００－１６：００

忠生３－７－１８
ＴＥＬ：０４２－７９２－２７１１

15 03-忠１ 忠生、図師町、矢部
町、根岸、根岸町、
木曽町、木曽西、木
曽東

アメリア三和
町田根岸店

④宅配（配送） 店舗で購入した商品を自宅へ配達。
配達は当日に限る。
①開店－１２：００、配達１４：００－１８：００
②１２：００－１６：００、配達１９：００－２１：００

配送専用ボックス１
箱３０８円（２箱目以
降は１箱２０６円）

１０：００－２２：００ 根岸２－１８－１
ＴＥＬ：０４２－７９４－３３８８

16 03-忠１ 町田市全域（要相
談）

ケアセンターゆうか ①買い物代行
②買い物付添

介護保険サービス適応外の自費サービス対
応。事業所との契約。
買い物付添については、車椅子の貸し出しも
可。

①２０００円／時間
②２５００円／時間
（車椅子５００円／
日）

９：００－１８：００ 図師町１４３６－２
ＴＥＬ：０４２－７３８－３９８７

17 03-忠１ 要相談 コミュニティはうすシ
ナモン

①買い物代行
②買い物付添

ちょいこまサポート。介護保険適応外の自費
サービス。介護保険サービス、総合事業対象
者（ヘルパーサービス利用者）契約者のみ対
象。

５００円／３０分 ９：００－１７：００
要相談（１月１日－３
日を除く）

図師町８４６
ＴＥＬ：０４２－７９４－６３６６

18 03-忠１ １キロ圏内 セブンイレブン
町田桜美林学園北
店

③宅配（電話） 店の端末、ＰＣ、スマホでセブンミールの登録。
基本はインターネット注文。希望あれば、電話
にて１週間分を受け付けも可能。

５００円以上購入で
配達無料

桜美林学園が休校
時期のみ対応。日
時、距離応相談。

常盤町３６５０
ＴＥＬ：０４２－７９７－３４３０

19 04-忠２ 木曽町、山崎団地、
その他要相談

アットホーム ①買い物代行
②買い物付添

電話にて予約相談。 ２０００円／時間 年中無休
２４時間

木曽東３－１５－１３
ＴＥＬ：０４２－７２５－９１３１

20 04-忠２ 木曽町、山崎団地、
その他要相談

グッドサービス ①買い物代行 電話にて予約相談。 ２４７９円／時間 日曜、年末年始
９：００－１８：００

木曽町５００
ＴＥＬ：０４２－７２９－１８２３
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活動日
営業日
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21 04-忠２ 山崎団地、山崎町、
木曽団地、本町田
住宅の一部

三徳
町田山崎店

④宅配（配送） 来店し支払いが終わり　１２：００、１５：００、１
８：００の３０分前までの購入であれば毎日配達
できる。ただそのときの依頼が多いと相談にな
る。火、木曜は１５００円で配達ＯＫ。

３０００円以上購入で
配達無料

９：００－２２：００
無休

山崎町２２００
ＴＥＬ：０４２－７９１－３１０９

22 04-忠２ シーアイハイツ たすけあいの会 ①買い物代行
②買い物付添
③宅配（電話）
④宅配（配送）

シーアイハイツ町田限定。 注文により異なる 金、日曜
９：３０－１２：００

ＴＥＬ：０９０－２４４１－４１００

23 04-忠２ 木曽町、山崎団地、
その他要相談

東京高齢協
町田地域センター

①買い物代行
②買い物付添

電話で申し込み相談の上、契約後利用。 ２３００円／時間（税
込み）

応相談
９：００－１７：００

本町田２５０７－７　ハ１４－１
０４
ＴＥＬ：０４２－７８９－５３０３

24 04-忠２ 木曽町、山崎団地、
その他要相談

ふくいんヘルパース
テーション木曽山崎

①買い物代行
②買い物付添

電話で申し込み相談の上、契約後利用。 ２５００円／時間 年中無休
８：３０－１７：３０

山崎町２１３０
ＴＥＬ：０４２－７９２－１０５２

25 04-忠２ 山崎団地、山崎町、
木曽団地

プラスハート ①代行②付添
③宅配（電話）
④宅配（配送）
⑤買い物移動

電話、来所にて相談。 応相談 １０：３０－１８：００
日曜休み

山崎町２２００　山崎団地３－
１７－１１０
ＴＥＬ：０４２－７９３－１２３６

26 04-忠２ 木曽町、山崎団地、
その他要相談

ましゅまろ ①買い物代行
②買い物付添

電話にて相談。 ２５００円／時間 ９：００－１８：００
日曜、夏季年末年
始休み

本町田２８８６
ＴＥＬ：０４２－７２７－７４４５

27 04-忠２ 木曽町、山崎団地、
その他要相談

みずきの会 ①買い物代行
②買い物付添

電話にて相談。 ２７００円／時間 ９：００－１７：００
土日曜、祝、１２／２
９－１/３休み

本町田２７９７
ＴＥＬ：０４２－８６０－７３３６

28 05-鶴１ 場所の確認をし、車
で１５分以内

大蔵屋米店 ④宅配（配送） 品物を注文いただき車で１５分以内の地域であ
れば配達可能。

配達無料 月－土曜
９：００－１７：００

大蔵町１５５－１
ＴＥＬ：０４２－７３５－５５７１

29 05-鶴１ 金井町、金井、薬師
台、大蔵町、小野路
町、野津田町

スーパー三和
金井店

④宅配（配送） 店内で購入した商品（冷蔵、冷凍を除く）を配
達。エリアによって最終受付時間が異なる。

１箱（段ボール大）配
達料３０８円

元旦以外無休 金井１－４４
ＴＥＬ：０４２－７３４－７０２２

30 05-鶴１ ①５キロ圏内
②１０キロ圏内

セキチュー
鶴川店

④宅配（配送） 店内で購入した商品を①②の条件に合えば配
達。

①送料５００円（重さ
３０kg、長さ３ｍ以
内）②１万円以上購
入で配達無料

元旦以外無休 金井町１５６６
ＴＥＬ：０４２－８６２－０３３０
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31 05-鶴１ １キロ圏内 セブンイレブン
町田野津田町店

③宅配（電話） インターネット、店舗、電話にて利用登録（詳細
な配送エリアはセブンミールセンターに確認）
セブンミールサービスセンター：０１２０－７３６
－８１６

５００円以上購入で
配達無料

年中無休 野津田町３７－１
ＴＥＬ：０４２－７３６－２０１０

32 05-鶴１ １キロ圏内 セブンイレブン
町田芝溝街道店

③宅配（電話） インターネット、店舗、電話にて利用登録（詳細
な配送エリアはセブンミールセンターに確認）
セブンミールサービスセンター：０１２０－７３６
－８１６

５００円以上購入で
配達無料

年中無休 野津田町８１０－１
ＴＥＬ：０４２－７３６－７８７０

33 05-鶴１ 金井町、金井、薬師
台、大蔵町、小野路
町、野津田町

ベルク
町田野津田店

④宅配（配送） 店内で購入した商品（冷凍、ビン類、生ものを
除く）を配達。エリアによって最終受付時間が異
なる。

１箱（３３×４９×３０
cm）送料２００円

年中無休 野津田町２３０
ＴＥＬ：０４２－７３７－７１００

34 05-鶴１ 金井町、金井、薬師
台、大蔵町、小野路
町、野津田町

マルエツ
町田鶴川店

④宅配（配送） 店内で購入した商品（冷凍を除く）を配達。エリ
アによって最終受付時間が異なる。

３０００円以上購入で
配達料４３２円

年中無休 大蔵町４４３
ＴＥＬ：０４２－７３７－７３８０

35 06-鶴２ 能ケ谷、鶴川、大蔵
町、三輪町、三輪緑
山、広袴町、広袴、
真光寺、真光寺町

Ｏｄａｋｙｕ　ＯＸ
鶴川店

④宅配（配送） 受付時間　１０：００－２０：００
配達時間帯　①１４：３０－１８：３０、②１８：３０
－２０：３０、③配達指定時間なし

５０００円以上購入で
配達無料

営業日 能ケ谷１－６－６
ＴＥＬ：０４２－７０８－０３７７

36 06-鶴２ 三輪緑山 絆の会 ①買い物代行
②買い物付添
⑤買い物移動

代表に電話。事前に申請し、話し合いの上利
用
チケット購入し利用。

２００円／回 活動日不定期 前田
ＴＥＬ：０４４－９８９－８６５５

37 06-鶴２ 三輪町、三輪緑山、
能ケ谷

三医会デイサービス
三輪

③宅配（電話） 【配食内容】一般食　味噌汁付８００円、汁無７
００円、おかずのみ６００円
【配食時間】昼夜

配達無料 月－土曜 三輪町１０５９-1　鶴川記念
病院　栄養課
ＴＥＬ：０４４－３２２-８１０４

38 06-鶴２ 広袴、真光寺、鶴川 スーパー三和
鶴川店

④宅配（配送） 生もの、壊れ物、生鮮食品以外の物を配達。 ３０８円／１箱２０Ｋｇ １０：００－２１：００ 真光寺１－２５－１
ＴＥＬ：０４２－７３４－１１６１

39 06-鶴２ ２キロ圏内 スーパーヤマザキ
鶴川店

④宅配（配送） １５：００まで申し込みで配達あり。 会員カード配達無料 ９：３０－２１：００ 鶴川６－７－２
ＴＥＬ：０４２－７３５－１５１６

40 06-鶴２ 鶴川団地 鶴川団地自治会助
け合いの会

④宅配（配送） ５００円／回 鶴川５－１　五丁目集会所内
ＴＥＬ：０４２－７３４－０４４７
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41 06-鶴２ 能ケ谷、鶴川、大蔵
町、三輪町、三輪緑
山、広袴町、広袴、
真光寺、真光寺町

マルエツ
鶴川店

④宅配（配送） 【６５歳以上の方・妊婦・他OMC会員対象】２００
０円以上の買物につき、１０８円で配達。
雨の日、（１４、１５、１６日）は６５歳以上２０００
円以上買物で配達無料。

１０８円／回 営業日 能ケ谷１－７－５
ＴＥＬ：０４２－７３６－０５８５

42 07-町１ 町田市全域（１部除
く）、相模原市の１部

小田急百貨店
町田店

④宅配（配送） 小田急食料品当日便
①受付１３：３０まで、配達１４：００－１７：００、１
７：００－２０：００　②受付１３：００－１５：００、配
達１７：００－２０：００

５４０円／回 原町田６－１２－２０
ＴＥＬ：０４２－７２７－１１１１

43 07-町１ 町田市全域（応相
談）

（株）ライフサポート
めぐみ

①買い物代行
②買い物付添

直接、お電話してください。 ①買い物代行：２７０
０円／時間
②付添い：２１００円
／３０分

９：００－１７：００
祝、日曜休み

原町田５－８－９
ＴＥＬ：０４２－７２０－００６６

44 07-町１ 配達エリアが決まっ
ています

ダイエー
町田店

④宅配（配送） ①受付１２：３０まで、配達１３：００－１６：００
②受付１７：３０まで、配達１８：００－２１：００
生肉、生魚、冷凍物は不可。チルド品や野菜は
配達可。

１０８円／回 原町田３－２－８
ＴＥＬ：０４２－７２１－１０４１

45 07-町１ 町田市全域（１部除
く）、相模原市の１部

東急ストア
町田店

④宅配（配送） 東急ストア配送サービス
①受付１３：００まで、配達１４：００－１８：００、１
８：００－２１：００
②受付１７：００以降、配達１８：００－２１：００

配達専用ボックス１
個につき３２４円(当
日便）、３６７円(翌日
ヤマト便）

原町田６－４－１
ＴＥＬ：０４２－７０９－４１０９

46 07-町１ 町田市全域 町田シルバー人材
センター

④宅配（配送） シルバー人材センターへ依頼し、見積もり・契
約を行いサービス提供となる。サービス終了後
支払。家庭内でできる３０分以内の軽作業はワ
ンコイン（５００円）で対応可能。

依頼内容による 月－金曜
８：３０－１７：１５
祝祭日、年末年始
休み

森野１－１－１５
ＴＥＬ：０４２－７２３－２１４７

47 08-町２ 本町田
他地域は要相談

ＮＰＯみずきの会
まんまや

③宅配（電話） 【配食内容】一般食、きざみ・おかゆ対応
【金額】８３０円
【配食時間】夜

配達無料 月－金曜 本町田２５０７－４　ハ－１６
－１０６
ＴＥＬ：０４２－７８９－３９０６

48 08-町２ 藤の台団地 藤の台たすけあい
の会

①買い物代行 藤の台団地にお住まいの方が対象です。掃
除、洗濯、食事づくり、話し相手、散策の付き添
い、家具移動、ゴミ出し、簡単な大工仕事、ズ
ボンの丈つめ、美容（カット）など行います。

５００円－／時間 火、金曜
１０：００－１５：００

本町田３４８６　藤の台診療
所前
ＴＥＬ：０４２－７２８－４７８１

49 08-町２ 本町田近辺 ほのぼのボランティ
アクラブ

①買い物代行
②買い物付添

ちょっとしたお困りごとなら、ボランティアにお手
伝いを求めてみませんか？

１０００円／回
２０００円／年

月－金曜
８：３０－１７：３０

本町田３３０７－４　デイサー
ビスゆらり内
ＴＥＬ：０４２－７２９－５７２７

50 08-町２ 本町田
他地域は要相談

湧和 ③宅配（電話） 【配食内容】一般食、おかゆ（禁止食は要相談）
【金額】８００円
【配食時間】夜

配達無料 月－土曜 本町田２１０２－１
ＴＥＬ：０４２－７２９－０４２２
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51 09-町３ 玉川学園、東玉川
学園、南大谷、中
町、本町田、金井
町、薬師台、他

小田急くらしサポー
ト　（Ｏｄａｋｙｕ　ＯＸ)

③宅配（電話） 小田急ポイントカードの登録が必要。
１３：００までに注文の場合①１５：３０－１８：３０
か②１８：３０－２０：３０に配達。１５：００までに
注文の場合、１８：３０－２０：３０に配達。

配送料２００円
５０００円以上購入で
配達無料

月－日曜
１０：００－１７：００
正月休業、店舗休
業日（不定）

コールセンター
ＴＥＬ：０１２０－８６－０９０９

52 09-町３ 旭町、中町、南大
谷、高ヶ坂、成瀬、
東玉川学園、玉川
学園、本町田

クリエイトＳＤ
町田南大谷店

④宅配（配送） ポイントカードの登録が必要。店頭で購入した
商品を自宅へ配達。宅配専用の箱があり。１
５：００までに購入の場合①１６：００－１９：００
に配達（時間指定不可）配達内容は要相談。

３０００円以上購入で
送料１８０円/箱
３０００円未満は送
料３００円／箱

１０：００－２２：００
正月休業

南大谷１７９－１
ＴＥＬ：０４２－７１０－６６３４

53 09-町３ おおよそ１キロ圏内 三徳
本町田店

④宅配（配送） 店舗で購入した商品を自宅へ配達。配達日は
月、水、金曜。１日３回（お昼頃、１５：００頃、１
８：００頃）最終配達の買い物は１７：００まで。

２０００円以上購入で
配達無料
以下３２４円

９：００－２１：００
元旦と臨時休業２日
間位お休み

南大谷８２
ＴＥＬ：０４２－７２７－０１２３

54 09-町３ 玉川学園、東玉川
学園、南大谷、鶴川
（配達日要相談）

自然食品店
あしたば

③宅配（電話）
④宅配（配送）

来店、電話、ＦＡＸで注文できる。 ３０００円以上購入で
配達無料
以下１００円

配達
１５：００－１８：００

玉川学園２－１－３２
ＴＥＬ：０４２－７２９－５０１５

55 09-町３ 玉川学園、東玉川
学園、南大谷

食事サービス桜実
会

③宅配（電話） 【配食内容】一般食（平均５７０kcal）、きざみ･お
かゆ・好みに対応、塩分は汁物で対応、禁止
食は応相談
【金額】９００円　【配食時間】昼夜

配達無料 月－土曜 玉川学園３－３５－１
ＴＥＬ：０４２－７２０－８４６１

56 09-町３ 玉川学園、東玉川
学園

スーパー三和
玉川学園店

④宅配（配送） 案内カウンタ―で伝票を書く。１２：００までの受
付は１４：００～１８：００に届く。１６：００までの
受付は１９：００以降に届く。

２０Kgまで３０８円／
箱
２箱目以降２０６円
／箱

元旦以外無休 玉川学園２－１１－２６
ＴＥＬ：０４２－７２８－５２３１

57 09-町３ 玉川学園、東玉川
学園、南大谷

生活支援サービス
たまりん

①買い物代行 通常の買い物は１回７５０円。。買い物代行以
外庭の手入れなども可能。電球の取り換えな
ど軽作業は要相談。

１５００円／時間
７５０円／３０分

年中無休 玉川学園４－３－１４
ＴＥＬ：０８０－５４３７－６６６０
ＴＥＬ：:０４２－７２１－５６０４

58 09-町３ 玉川学園、東玉川
学園、南大谷

セブンイレブン
玉川学園２丁目店

③宅配（電話）
④宅配（配送）

セブンミールサービスに登録（ＴＥＬでＯＫ）。そ
の後カタログが届きセブンミールサービスに注
文する。注文した商品が玉川学園２丁目店に
届き配達。

５００円以上購入で
配達無料

配達
１１：００－１２：００
１６：００－１７：００
年中無休

玉川学園２－８－２４
ＴＥＬ：０１２０-７３６-３１３

59 09-町３ おおよそ１キロ圏内 セブンイレブン
町田南大谷店

③宅配（電話）
④宅配（配送）

セブンミールサービスに登録(電話でＯＫ）。そ
の後カタログが届きセブンミールサービスに注
文する。注文した商品が南大谷店に届き配達。

５００円以上購入で
配達無料

配達
１１：００－１２：００
１６：００－１７：００
年中無休

南大谷１９６－１
ＴＥＬ：０１２０－７３６－３１３

60 09-町３ 玉川学園３・４丁目
近隣、周辺徒歩約５
００m

大黒屋 ③宅配（電話）
④宅配（配送）

店頭で購入した商品を自宅へ配達。電話でも
受けることあり。

配達無料 配達
１２：００－１６：００ま
でに配達

玉川学園３－３６－１４
ＴＥＬ：０４２－７２３－４６２６
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61 09-町３ 玉川学園、東玉川
学園

玉川学園地区社会
福祉協議会
玉ちゃんサービス

②買い物付添 １０００円／時間
５００円／３０分
年度登録料１５００
円／年

玉川学園７－５－１１
ＴＥＬ：０４２－８１０－２０６２

62 09-町３ 玉川学園、南大谷 デイサービス南大谷 ③宅配（電話） 【配食内容】一般食（平均５７０kcal）、きざみ･お
かゆ・好みに対応、塩分は汁物で対応、禁止
食は応相談
【金額】９００円　【配食時間】昼

配達無料 月－土曜 南大谷２６４　都営南大谷ア
パート４号棟１Ｆ
ＴＥＬ：０４２－７２３－３７５２

63 09-町３ 玉川学園、東玉川
学園、南大谷、本町
田、金井町

デンキのしたら ③宅配（電話）
④宅配（配送）

電球の取り換えなど受けるが、方法によって手
数料応相談。

２０００円以上の買
い物で配達無料。
取り付け応相談

日曜休み
正月、臨時休業あり

玉川学園２－１－３２
ＴＥＬ：０４２－７２９－６０００

64 09-町３ 玉川学園、東玉川
学園、南大谷

とうきょう電化 ③宅配（電話）
④宅配（配送）

電球１個から、初めての方でも受ける。電球取
り付け費用応相談。

配達無料
取り付け応相談

９：３０－１９：００
日曜休み
正月、臨時休業あり

玉川学園１－２１－１９
ＴＥＬ：０４２－７２７－２７０１

65 09-町３ 玉川学園、東玉川
学園、南大谷

肉のヨコヤマ ③宅配（電話）
④宅配（配送）

１６：００以降配達可能。店頭、電話で注文。前
日の注文で翌日１０：００－１１：００に配達可
能。

２５００円以上購入で
配達無料

１１：００－２０：３０
木曜、正月、８月末
４日休み

玉川学園７－５－１
ＴＥＬ：０４２－７２７－２７２９

66 09-町３ 玉川学園、東玉川
学園、南大谷

フレッシュグリーン
（あらい青果店）

③宅配（電話）
④宅配（配送）

買い物に来た時、または電話で受け付けます。
午後から配達、早めに注文頂ければ仕事の合
間を見計らって配達します。

配達無料 １０：００－
月－日曜
水曜、年末年始お盆
休み

玉川学園２－８－２７
ＴＥＬ：０４２－７２５－８９９８

67 10-南１ 小川 ＯＧＡＷＡ　ＰＨＯＥＮ
ＩＸ（たまごの移動販
売）

⑥移動販売 町田街道町谷原バス停そば、ミナミ美容室横
歩道にて（スピーカーで音楽を流しています）

１０個入り卵４００
円、１kg（１４個位）５
５０円、たまごプリン
１個２２０円

水曜
１５：５５－１６：１０
（１５分間）

相模原市南区麻溝台５－１４
－３９
ＴＥＬ：０４２－７４２－６６２１

68 10-南１ 小川 あづま農園 ③宅配（電話）
④宅配（配送）

ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　Ｓｕｎ　ＲｏａｄHAIR　MAKE（小
川１－１１－３）横の敷地にて２０－３０種類の
野菜販売を行っている。前日２０：００までの注
文で配達も対応可能。（遠方の場合要相談）

配達無料 月、木曜
７：３０－９：３０

ＴＥＬ：０８０－５１８３－０００１

71 10-南１ 金森、金森東、小
川、鶴間、つくし野、
南つくし野、成瀬が
丘

クリエイトＳＤ
町田小川店

④宅配（配送） 店舗で購入した商品をご自宅へ配達（ポイント
カード会員限定）します。専用ボックス（３．２ｋ
g）を含め１箱あたり２５ｋｇまでとなります。ネッ
ト通販あり。

３０００円以上購入で
７００円／箱。
３０００円未満の場
合で１０００円／箱。

９：００－２２：００
１月１日休み

小川７－２－１
ＴＥＬ：０４２－７９９－８６２１

72 10-南１ 小川 ささえ愛ひまわり ①買い物代行 有償ボランティアで、お掃除、買い物、食事作
り、話し相手、病院付き添い、草取り、植木の
選定などの依頼ができる。

８００円／時間
入会金１０００円

月－土曜 田中
ＴＥＬ：０４２－７９５－６２３９
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No
セン
ター

提供エリア 団体名 分　類 利用方法 利用料金等
活動日
営業日

問い合わせ先

71 10-南１ 町田市全域 サンドラッグ
町田小川店

④宅配（配送） 介護用おむつのみ対応可能。代金は来店し支
払い。

配達無料 １０：００－２１：００ 小川４－２２－３
ＴＥＬ：０４２－７８８－２４７０

72 10-南１ つくし野、南つくし
野、小川、成瀬が
丘、南成瀬６－８丁
目、鶴間、南町田

東急ストア
つくし野店

④宅配（配送） 当日店舗で購入した物に限り、自宅へ配送。
１日に１３：００、１６：００、１９：００の３便あり、そ
れぞれ１時間前が締め切り。

配達料３２４円 ９：３０－２１：００ つくし野１－３０－１
ＴＥＬ：０４２－７９５－２０６１

73 10-南１ 小川 まちの縁がわ・町田
「ほっとサービスで
安心」

①買い物代行 場所はたすけあい小川地域交流スペース（小
川３－２－３）登録サポーターが対応。
利用する人もサポーターもお互い様の気持ちを
大切にしている。希望者は登録が必要。

５００円／３０分
１５分ごとに２５０円
の加算。交通費別
途相談。

依頼者と相談 道下
ＴＥＬ：０４２－７２８－６５６１

74 10-南１ 鶴間 南町田福祉ネット
ワークなんでも相談
室
「ちょこっと」

①買い物代行 鶴間１－３丁目在住の方対象。福祉、介護事
業所の方、地区老人会（鶴舞会）、地区社会福
祉協議会、高齢者支援センター等が連携し対
応する有償ボランティア。

５００円／時間（予
定）

月曜
９：００－１７：００
土日祝休み

谷村
ＴＥＬ：０９０－１６５４－０２９４

75 10-南１ 鶴間 無人野菜販売所 ⑥移動販売 野菜の無人販売所。（鶴間４－９６７－１） 時価 火、木、土曜
９：３０－夕方

鶴間４－９６７－１
岡部幸男
ＴＥＬ：０９０－９８４９－２１３９

76 10-南１ 南町田 野菜直売所 ⑥移動販売 自宅前ログハウスにて季節の野菜やタケノコ
等販売（南町田３－１０－４１）

１００円－２００円 金曜
１４：００－１８：００

南町田３－１０－４１
宮本光輝
ＴＥＬ：０９０－２５４０－８６３１

77 10-南１ 鶴間 野菜販売所 ⑥移動販売 畑内ログハウスにて野菜の販売。（鶴間７－１
６８８－１）

１００円－ 火、木、土曜
夏６：３０－７：３０
冬７：００－８：００

鶴間７－１６８８－１
古谷忠良
ＴＥＬ：０４２－７９５－０１８４

78 10-南１ 小川 横田農園 ⑥移動販売 農園で摂れた野菜を１０種類程販売
店舗での販売のみ

基本料金１００円
物により２００円以上

月－日曜
雨天、特別な用事が
あるときは中止

小川４－１９道路脇
店舗にてお問い合わせ
ください.

79 11-南２ 成瀬が丘、南成瀬、
金森東（要相談）

井上米酒店 ③宅配（電話）
④宅配（配送）

電話、来店による注文 （出来れば）１０００
円以上購入で配達
無料

成瀬が丘３－６－１０
ＴＥＬ：０４２－７９６－１８５４

80 11-南２ 金森、金森東、成瀬
が丘、南成瀬
その他

（株）御用聞き ①買い物代行
②買い物付添

２０－３０代中心のメンバーが、日常のちょっと
した困り事解決ののお手伝いを行う。

要問い合わせ 平日
９：３０－１７：３０

板橋区高島平２－３３－１－
２Ｆ
ＴＥＬ：０１２０－３０９－５４０
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No
セン
ター

提供エリア 団体名 分　類 利用方法 利用料金等
活動日
営業日

問い合わせ先

81 11-南２ 町田市全域（相原町
除く）

生活クラブ生協
デポー町田

④宅配（配送） 買い物後の依頼により配送。 ３００円／回 １０：００－１９：３０
水曜休み

成瀬が丘２－２７－１　ＦＳビ
ル１階
ＴＥＬ：０４２－７０６－０３６０

82 11-南２ 金森、金森東 セブンイレブン
町田金森南店

③宅配（電話）
④宅配（配送）

グループ会社セブンミールに会員登録（無料）
セブンミールに月単位で注文（インターネット、
ＦＡＸ）。配食と一緒にセブンイレブンの商品を
お届け

５００円以上購入で
配達無料

年中無休
昼便１１：３０－
夜便１７：３０－

金森６－５－１
ＴＥＬ：０４２－７９６－１５７１

83 11-南２ 町田市全域 宅配クック１・２・３
町田・青葉店

③宅配（電話） 【配食内容】普通・カロリー/塩分/蛋白質調整
食
【金額】５４０円－
【配食時間】昼夜

配達無料 年中無休
１月１日－１月３日
休み

南成瀬５－３２－１２　アップ
ルハウス１０２
ＴＥＬ：０４２－７２９－０３２９

84 11-南２ 金森、金森東、成瀬
が丘、南成瀬（要相
談）

東電さわやかケア成
瀬

①買い物代行
②買い物付添

電話でご依頼後で訪問し契約と確認
①１６２０円／３０分未満
②２４３０円／３０分以上４５分未満
③３２４０円／４５分以上６０分未満

祭日、早朝、夜間料
金割り増し

年中無休 南成瀬５－１－１１　シャトル
Ｍ１０１
ＴＥＬ：０４２－７１０－２６０１

85 11-南２ 町田市全域（相原町
除く）

菜の花・まちだ ③宅配（電話） 【配食内容】普通食
【金額】８００円
【配食時間】夜

配達無料 １月１日－１月３日と
５月の最終日曜日を
除く毎日

成瀬が丘２－２７－１－１Ｆ
ＴＥＬ：０４２－７９５－７９７５

86 11-南２ 町田市全域（相原町
除く）

ニコニコキッチン
相模原町田店

①買い物代行
③宅配（電話）

【配食内容】弁当（普通・刻み・とろみ）・丼物・麺
類
【金額】５４０円－　　【配食時間】昼夜
弁当配達時に生鮮品以外の注文品を配達

配達無料 １月１日－１月３日を
除く毎日

金森４３１
ＴＥＬ：０４２－７２１－１２２８

87 11-南２ 金森、金森東（要相
談）

プチトマト（八百屋） ③宅配（電話）
④宅配（配送）

電話、来店による注文。 配達無料 １４：００以降
日曜休み

金森東３－１４－３９
ＴＥＬ：０４２－７９９－４８０４

88 11-南２ 金森、金森東、成瀬
が丘、南成瀬（要相
談）

ヘルパーステーショ
ン合掌苑

①買い物代行
②買い物付添

電話で依頼後で訪問し契約と確認。 ２５００円／３０分、５
０００円／３０分－１
Ｈ、７５００円／１Ｈ－
１．５Ｈ

年中無休 金森東３－８－１３－１０２
ＴＥＬ：０４２－７９６－０９７４

89 11-南２ 金森、金森東、成瀬
が丘、南成瀬（要相
談）

訪問介護光介護
サービス

①買い物代行
②買い物付添

電話で依頼後で訪問し契約と確認。 ２４５０円／時間 日曜、年末年始休
み

金森２－１２－１３－２Ｆ
ＴＥＬ：０４２－７３２－６００２

90 11-南２ 町田市全域（相原
町、小山町、小山ケ
丘を除く）

まごころ弁当
町田店

③宅配（電話） 【配食内容】普通・カロリー/塩分調整食・ムー
ス食・やわらか食
【金額】４５０円－
【配食時間】昼夜

配達無料 １月１日－１月３日を
除く毎日

相模原市南区上鶴間本町５
－１７－２１
ＴＥＬ：０４２－７０５－２２７２
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提供エリア 団体名 分　類 利用方法 利用料金等
活動日
営業日

問い合わせ先

91 12-南３ 成瀬台、成瀬、西成
瀬、高ヶ坂

ＮＰＯアップルサービ
ス（ホ－ムヘルプサ
－ビス）

①買い物代行
②買い物付添

介護保険でできない家事支援。話し相手、ペッ
トの世話、骨折した時等の生活支援、同居家族
のいる場合の家事支援、退院したばかりのリハ
ビリとしての散歩等。

年会費２０００円（住
民の会会員は免除）
１７００円＋消費税
／時間

月－土曜 町田市成瀬台３－２４－１
ケアセンター成瀬内
ＴＥＬ：０４２－７２１－３００４

92 12-南３ 奈良北団地を中心
に半径１５キロ程度

移動サービス奈良
北（ＮＰＯ法人日本
アビリティーズ協会）

⑤買い物移動 お身体に障害がある方や、要介護者の方が受
けられるサービス。お墓参りにもご利用可能。

入会金５００円、３０
００円／年(利用時)
迎車料３００円走行
料１６０円／１㎞

毎日(年末年始を除
く）９：００－１７：００

千澤
ＴＥＬ：０４５－９６０－１７１７
ＴＥＬ：０８０－３２１４－３４７７

93 12-南３ 成瀬台を中心に町
田、横浜地域

ケアセンター成瀬
ヘルパーステーショ
ン自費サービス

①買い物代行
②買い物付添

介護保険でおこなえない場合の買い物の代行
や付き添いなど対応。

２６００円／時間 適宜 町田市成瀬台３－２４－１
ＴＥＬ：０４２－７３９－３９７０

94 12-南３ 都営高ケ坂第２ア
パート内

千曲青果 ⑥移動販売 団地内公園前での移動車販売。 月、金曜
１３：００－１６：００

95 12-南３ 町田市全域 ベンリー
成瀬店

①買い物代行
②買い物付添

暮らしのお困り事を解決、お部屋の掃除・水廻
りのトラブルなど、様々なサポートサービスをお
届けする。

基本的に６０００円
／時間

不定期に休みあり 町田市成瀬１－２－７
ＴＥＬ：０１２０－５６５－０１１

96 12-南３ 町田市南部、横浜、
相模原、川崎一部

ホームヘルパース
テーションまちだ正
吉苑　自費サービス

①買い物代行
②買い物付添

資格を持った専門スタッフが、「介護保険制度
ではご提供できない家事サービス」や「外出・通
院」のお手伝いを行う。

家事支援１３００円
／３０分、外出介助
２２００円／３０分

２４時間、３６５日対
応

町田市成瀬８－１０－１
ＴＥＬ：０４２－７８５－５５５１

97 12-南３ 成瀬台１－４丁目、
成瀬１－３丁目、東
玉川１－２丁目

やさいのナイトウ
ポプラが丘店

④宅配（配送） ２０００円以上購入で
配達無料

９：３０－１９：００
年末年始休み

成瀬２－１５－４
ＴＥＬ：０４２－７３２－９０７０

98 13-全域 町田市全域 カインズ
たすかる便

③宅配（電話） カタログ記載の番号で簡単にご注文ができま
す。電話、FAX、インターネットで注文。　　※一
部お買い上げ金額に関わらず、送料がかかる
商品があります。

５０００円以上購入で
配達無料
５０００円未満で５０
０円／回

電話受付時間
９：００－１９：００

ＴＥＬ：０１２０－５３２－８８２

99 13-全域 町田市全域（一部除
く）

セブンミール
セブンイレブン、セブ
ンミール対応店舗

③宅配（電話）
④宅配（配送）

会員登録をし、電話、注文書、インターネットで
注文。（配送可能か要確認。詳細は店頭にて）

５００円以上購入で
配達無料
５００円未満１２３円
／回

年中無休 会員登録
ＴＥＬ：０１２０－７３６－１５８
会員用注文受付
ＴＥＬ：０１２０－７３６－３１３

100 13-全域 町田市全域 東都生協 ③宅配（電話） 会員登録をし、電話、注文書、ＦＡＸ、インター
ネットで注文。

１９４円／回
（シニア免除等あり。
詳細は電話にて）

資料・請求受付センター
ＴＥＬ：０１２０－０４２－４５７
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No
セン
ター

提供エリア 団体名 分　類 利用方法 利用料金等
活動日
営業日

問い合わせ先

101 13-全域 町田市全域 パルシステム東京 ③宅配（電話） 会員登録（出資金１０００円・ 口座登録）をし、
注文書・インターネット・電話で注文。

１人（世帯）は１８４
円（個人パル）
（減免制度等あり。
詳細は電話にて）

月－金曜
９：００－２０：００
土曜
９：００－１７：００

資料・請求受付センター
ＴＥＬ：０１２０－５８１－２１９
問い合せセンター
ＴＥＬ：０１２０－８６８－０１４

　　　町田市いきいき生活部高齢者福祉課

〒194-8520　町田市森野2-2-22

TEL:042-724-2146　　FAX:050-3101-6180

　　　町田市支え合い連絡会
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