
事業者 対象地域 名称 サービス 利用方法 利用料金等 問い合わせ先

イオンリテール株式会社
北陸信越カンパニー
イオンスタイル高岡南

富山県内全域
イオンネットスーパー
（おうちでイオン）

宅配
インターネットにて注文してください。
当日10時までの注文で、県内全域へ配達します。

1回あたりの利用料金
※700円以上から利用可能

高岡南店A地域（近隣エリア）
配達料：300円（税抜）

A地域を除く（広域エリア）
配達料：1,000円（税抜）

その他、クレジット支払いの場合、手
数料は無料ですが、代引きの場合、手
数料200円（税抜）が別途必要です。
また、電話、FAXでの注文は事務手数
料100円（税抜）が別途必要です。

〒933-0813
高岡市下伏間江383
TEL：0120-586-610（カスタマーサポート
センター）
HP：
https://shop.aeon.com/netsuper/01050
000001610/
「おうちでイオン」で検索

株式会社三喜有 富山県内全域 サンキューネットスーパー 宅配

インターネットによる朝8時までの注文で、その日の16時から
21時の間に指定のお届け先へ配達します。

〔取扱商品〕食品、生活用品等

配達料：400円（3,000円以上の購入で
無料）
代引き手数料は無料

〒939-1577
南砺市寺家新屋敷399-1
TEL：0763-22-6639
FAX：0763-22-7506
HP：http://sankyu-netsuper.com
「サンキューネットスーパー」で検索

富山県内全域 けんせいきょうの共同購入・宅配 宅配

カタログを見て注文書又は電話、ＦＡＸ又はインターネットで注
文してください。定曜日にグループの指定場所、個人宅配又
はコープハウスへ配達します。

〔取扱商品〕食品、生活用品等

宅配料：110円（税込）
※利用人数・利用金額に応じて返金し
ます。
※未就学児がいる家庭や65歳以上の
みの家庭は宅配料がかかりません。

富山市（一部地域
除く）、射水市、高
岡市、砺波市、小矢
部市、南砺市（一部
地域除く）、氷見
市、滑川市、上市
町、舟橋村、立山
町、魚津市、黒部
市、入善町、朝日町

夕食宅配 配食

1週間単位で電話にて注文してください。月から金曜まで毎日
自宅に配達します。

〔取扱商品〕弁当（おかずのみもあり）
配達無料

富山県内全域 介護・療養食宅配 配食

１週間単位で電話にて注文してください。1日2食×5日分また
は1日3食×5日分をまとめて自宅にお届けします。

〔取扱商品〕
　きざみ食、ムース食、カロリー調整など、7種類56パターン
　からお選びいただけます。

配達無料

県内で利用できる買い物支援サービスのご案内（令和２年９月18日現在44事業者）

〒930-0873
富山市金屋555
TEL：0120-80-4717
FAX：076-443-8810
HP：http://www.toyamaken-coop.or.jp/

富山県生活協同組合
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事業者 対象地域 名称 サービス 利用方法 利用料金等 問い合わせ先

県内で利用できる買い物支援サービスのご案内（令和２年９月18日現在44事業者）

富山県内全域 生協の宅配 宅配
商品カタログを見て、注文書や電話、FAX又はインターネット
で事前に注文してください。定曜日にグループの指定場所や
個人宅へ商品を配達します。

宅配料：100円（税抜き）
※未就学児がいる家庭や、65歳以上
のみの家庭（条件有）は宅配料がかか
りません。

富山市（四方・水
橋・豊田・堀川・山
室・月岡・大山・大
沢野・細入・八尾・
山田）、立山町、上
市町、滑川市

移動店舗
移動販売

曜日ごとに決まった地域へ移動店舗が訪問し、商品を販売し
ます。

－

富山市（堀川・堀川
南・蜷川・豊田・奥
田北・萩浦）

店舗でのお買い物商品配達 宅配
指定店舗（富山市堀川町または富山市城川原）で購入された
商品を自宅へ配達します。

配達料：100円（税抜き）

株式会社セブン-イレブン・ジャ
パン

富山県内実施店舗
周辺（実施店舗一
覧（P9参照））
※店舗によってお
届け範囲が異なり
ます。

セブン-イレブンのお届けサービス
「セブンミールサービス」

配食

セブンミール入会必要（入会費・年会費無料）

〔注文方法〕
　電話・FAX・インターネット
〔配達時間〕
　昼：正午頃
　夕：19時まで（時間指定不可）

《配達１回毎につき》
・1,000円（税抜）未満は宅配不可
・1,000円（税抜）～3,000円（税抜）未満
のお買物＝配達料220円（税込）
・3,000円以上（税抜）のお買物＝配達
無料

〒102-0084
東京都千代田区二番町8-8
TEL：0120-736-313
HP：https://7-
11net.omni7.jp/general/sp/service
・実施店舗への問合せ先
　実施店舗一覧（P9参照）

株式会社まめなけ市場 朝日町（泊市街地） まめなけ市場 ミニスーパー

〔営業時間〕
　月～土曜　10:00～18:00営業　※日曜は休業
〔取扱商品〕
　鮮魚、地場産野菜、菓子、パン、飲料、鉢花、豆腐、
　酒類、日用品など

－

〒939-0741
下新川郡朝日町泊418
TEL：0765-83-3802
FAX：0765-83-3803

公益社団法人朝日町シルバー
人材センター

朝日町(大平・境、
山崎、笹川、下横
尾、ケアハウスみん
なの家）

買物支援移動販売事業 移動販売

下記スケジュールのとおり、各地区の指定場所で移動販売を
行っています。（事前予約も受付します。）

〔実施スケジュール〕
　火曜：ケアハウスみんなの家（泊地区）、笹川地区
　水曜：大平・境地区、下横尾地区
　金曜：山崎地区

商品取扱手数料2%

〒939-0744
下新川郡朝日町平柳688
TEL：0765-83-2382
FAX：0765-83-2335
HP：http://www.asahi-sjc.jp

朝日町 朝日町内全域 あさひまちバス 買い物バス
・町内全域で運行
・路線上であればバス停が無くても乗降できる自由乗降方式

・1回200円
・1日券500円
・回数券2,000円（11枚綴り）
・定期券（4,000円/1月～18,000円/6
月）
・未就学児無料
・障がい者半額

〒939-0743
下新川郡朝日町道下1133
TEL：0765-83-1100
FAX：0765-83-1109
HP：https://www.town.asahi.toyama.jp/

有限会社テイスト　仕出し八鮮
朝日町、入善町（一
部）

弁当宅配 宅配
・平日のみ
・電話での予約（受付時間：8:00～17:00）

・1食500円（税別）から

〒939-0733
下新川郡朝日町月山224-4
TEL：0765-82-2178
FAX：0765-82-2179
HP：http://hassen-asahi.com/

〒939-8501
富山市堀川町206-5
TEL：0120-430-280
FAX：076-425-5667
ＨＰ：http://www.coop-toyama.coop/

生活協同組合ＣＯ・ＯＰとやま
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事業者 対象地域 名称 サービス 利用方法 利用料金等 問い合わせ先

県内で利用できる買い物支援サービスのご案内（令和２年９月18日現在44事業者）

入善町の中心市街
地～郊外

町営バス「のらんマイ・カー」 買い物バス
・町内停留所で乗降。
・運行は朝夕新屋線と日中舟見線の2路線。

1回　200円
その他11枚綴り回数券2,000円、定期
券2,000円～あり。
ただし、身体障害者手帳、療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳所持者や免
許返納高齢者は半額。

〒939-0693
下新川郡入善町入膳3255
TEL：0765-72-3802
FAX：0765-74-2108
HP：
https://www.town.nyuzen.toyama.jp/sho
ko/bus/20150629.html

入善町全域 デマンド交通「ウチマエくん」 買い物バス
①利用者登録を行う。
②事前に予約して自宅又は停留所で乗降する。

1回　500円
ただし、75歳以上の高齢者、65歳以上
免許返納者、身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健福祉手帳所持
者は１回300円。

〒939-0693
下新川郡入善町入膳3255
TEL：0765-72-3802
FAX：0765-74-2108
HP：
https://www.town.nyuzen.toyama.jp/kout
su/demand.html

みな穂農業協同組合
入善町（舟見・野
中・飯野・青木・横
山・新屋・椚山）

あいさい号 移動販売

各地区の指定地で商品を販売しています。

〔営業日〕
　火曜：飯野地区、青木地区、舟見地区、椚山地区
　水曜：野中地区、舟見地区、新屋地区、横山地区

－

〒939-0626
下新川郡入善町入膳3489-1
TEL：0765-74-2440
FAX：0765-74-0997

株式会社りぼん 入善町内 買物困窮者支援サービス

宅配、移動販
売、その他
（送迎付買い
物同行）

お電話でのご予約をお願いします。
（受付時間：平日8：30～16：30）

宅配代行：300円/回
買物同行：500円/30分

〒939-0626
下新川郡入善町入膳3774-4
TEL：0765-74-1554
FAX：0765-74-1554
HP：http://ribon1.jimdo.com/

合同会社善商
入善町（中央商店
街）

Ｙショップ入善駅前店 ミニスーパー

〔営業時間〕
　月曜～土曜　7:00～22:00
　　 ※日曜は休業
〔取扱商品〕
　生鮮食品、総菜、パン菓子類、特産品、酒類、雑貨、
　日用品など

－

〒939-0626
下新川郡入善町入膳5439-5
TEL：0765-72-1988
FAX：0765-72-1998
HP：info@zensyou.com

セブン-イレブン黒部三日市店
黒部市（音沢、愛
本、東布施地区）

セブン-イレブンあんしんお届け便 移動販売

毎週火曜：音沢、愛本地区
毎週木曜：東布施地区
に各地区の指定場所へ移動販売車が訪問し、商品を販売し
ます。（月によって除外日あり）
他地区に関しては別途ご相談となります。

無料
〒938-0037
黒部市新牧野201
TEL：0765-54-1234

魚津市シルバー人材センター 魚津市内全域 お助けさん 宅配

・簡単な買い物代行を含めた、30分程度でできる作業を代行
します。
・市内在住の65歳以上の方が利用可能です
・利用を希望される方は、魚津市シルバー人材センターにお
問い合わせください。（来所での受付もしています。）

利用料　500円～

〒937-0066
魚津市北鬼江1-1-11
TEL：0765-22-5326
FAX：0765-22-5729
HP：http://niikawa-sjc.toyama.to/uozu/

銀座ワイワイ市
魚津市銀座通り商
店街

銀座ワイワイ市
ミニスーパー
（市場形式）

魚津市銀座通り商店街にある旧日本海電業倉庫にて販売し
ます。

〔実施時期〕
　通年
　（水曜・朝市）10：30～
　（金曜・夕市）15：00～

－

〒937-0867
魚津市真成寺4-8
TEL：0765-33-9413
HP：
 https://ja-
jp.facebook.com/ginzawaiwai/

入善町
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事業者 対象地域 名称 サービス 利用方法 利用料金等 問い合わせ先

県内で利用できる買い物支援サービスのご案内（令和２年９月18日現在44事業者）

魚津漁業協同組合経田支所 魚津市経田地区 経田漁港わいわい市
ミニスーパー
（市場形式）

魚津市経田地区にある経田漁港荷さばき所にて販売します。

〔実施時期〕
　毎週水曜　10：30～

－

〒937-0008
魚津市東町15-1
経田漁港荷さばき所
TEL：0765-22-1105

松倉もちより市 魚津市観音堂 松倉もちより市
ミニスーパー
（市場形式）

魚津市観音堂にある観音ゴルフクラブ駐車場内にて販売しま
す。

〔実施時期〕
　5月～12月(1月～4月は休み）
　日曜8：30～

－
〒937-0831
魚津市観音堂1160
TEL：0765-33-9880

魚津市大町地区 ミニスーパー
上町会館において、野菜・惣菜・パン等を販売しています。

〔実施時期〕毎週金曜日　14:00～15:00
無料

魚津市片貝地区 移動販売

移動注文販売車による注文式巡回販売を行っています。（地
区内3か所を巡回）

〔実施時期〕毎週水曜日  12:30～13:30

無料

魚津市西布施地区 買い物バス
大型スーパーへの乗合買い物タクシーを運行しています。

〔実施時期〕毎月第3木曜日
1往復200円

宅配

電話又はFAXにより午前11時までに注文してください。（弁当
の配達も受付しています。）
ご要望に応じて、正午頃または17時半頃までに配達します。

〔取扱商品〕
　生鮮三品含む食品、日用雑貨、惣菜、弁当、介護用品

配達手数料：110円/回

宅配

スーパーしまかわで購入された下記の商品について、対象地
域内において配達します。

〔対象商品〕
　米、茶、水などの重たい商品　等

無料

アルビス株式会社
富山市（岩瀬、水
橋、奥田、針原、大
久保）、舟橋村

移動スーパー「とくし丸」 移動販売

店舗で販売している商品（鮮魚、菓子、パン、惣菜等）約1200
点を移動販売車に積載し、販売しています。
訪問ルート別に、１ルート週２回運行しています。
直接商品を見てご購入いただけます。

無料
（お店の販売価格に一品ごとに10円プ
ラスして販売）

〒939-0402
射水市流通センター水戸田3-4
TEL：080-7580-7240
FAX：0766-56-7520
HP：http://www.albis.co.jp/

NPO法人アピア買い物応援団
富山市（稲荷元町ア
ピアより約3㎞以内）

買い物代行　宅配サービス 宅配

会員登録の上、毎週月曜～金曜の朝10時から11時半に電話
又はFAXで注文してください。
応援団が下記店舗で購入し、当日午後に配達します。

〔対象店舗〕
　アルビス　アピア店、アピア銘菓名産コーナー、
　サザン1（総合衣料）、アピア書店、インフォメーション
　（切手、封筒等）、Ｋコスメ・ボーテ（化粧品等）

年会費：1,000円
配達料：100円（1品から配達可）

〒930-0010
富山市稲荷元町2-11-1
TEL：076-432-7801
FAX：076-432-7802
HP：http://www.apa.gr.jp/
※新規受付中断中。

スーパーしまかわ宅配サービス

滑川西地区・東地
区、西加積地区一
部（国道8号線より
海側）

有限会社スーパーしまかわ

〒936-0068
滑川市加島町44
TEL：076-475-7850
FAX：076-475-7859

買い物サービス支援事業
社会福祉法人
魚津市社会福祉協議会

〒937-0801
魚津市新金屋2-13-26
TEL：0765-22-8388
FAX：0765-22-8390
HP：http://uoshakyo.net
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事業者 対象地域 名称 サービス 利用方法 利用料金等 問い合わせ先

県内で利用できる買い物支援サービスのご案内（令和２年９月18日現在44事業者）

社会福祉法人
富山市社会福祉協議会

富山市大沢野、大
山、山田地域など
の中山間地域

お買物バス事業「あいネット号」 買い物バス

利用を希望される方は、富山市社会福祉協議会へご相談くだ
さい。

〔実施地域・利用日〕
　（大沢野地域）船峅コース：毎月第1・3火曜
　　　　　　　  　　下夕北部コース：毎月第2・4火曜
　（山田地域） 　湯コース・東部コース：毎月第1・3水曜
　　　　　　    　　竹の内コース：毎月第2・4水曜
　 　   　　　　　　西部コース：毎月第2水曜
　（大山地域）　 大庄コース：毎月第1・3金曜
　　　　　　　    　上滝コース：毎月第2金曜
　　　　　　　    　大山コース：毎月第2・4金曜

無料

〒939-8640
富山市今泉83-1
TEL：076-422-3400
FAX：076-422-2684
HP：http://www.toyamacity-shakyo.jp/

富山市八尾地域
中山間地（室牧・卯
花・黒瀬谷・野積・
仁歩・大長谷）

移動販売 各地域を移動販売車が訪問し、商品を販売します。 －

富山市旧八尾町町
から井田（八尾
ショッピングタウン
モア）まで

買い物バス

所定のバス停にて乗車してください。八尾ショッピングタウン
にて買い物をされた後、希望のバス停（指定バス停）までお送
りします。
※1日5便（往復）運行

－

高齢者買い物支援無料送迎バス 買い物バス 指定地を買い物無料送迎バスが巡回します。（火曜、木曜） 無料

買い物商品の配達 宅配

・買い物商品（5点以上）を配達します。（月曜～土曜）
・利用を希望される方は、サンユープラザあさいへご相談くだ
さい。
・その他店内のコミュニティーサロン「スマイル」・イートイン
コーナーを利用できます。

無料

富山市八尾山田商工会青年部

富山市八尾山田地
区を中心とした富山
市全域（対象外地
域あり）

衣食住のトータルサポート 宅配

カタログ「わいわいこうりゃく本」記載の事業所までお問い合
わせください。
「わいわいこうりゃく本」は郵送致しますので、お求めの方は
お問い合わせください。

各事業所によって異なります。
その都度見積もりますので、ご依頼先
の事業所、もしくは富山市八尾山田商
工会までお問い合わせください。

〒939-2354
富山市八尾町東町2149
TEL：076-455-3181
FAX：076-455-0606

立山町商業協同組合

立山町（新川地区、
新瀬戸地区、大森
地区、高野地区、日
中上野地区、利田
地区）

移動スーパー　らいじぃ号 移動販売
主に集落単位での移動販売を行っておりますが、個人の方
向け販売も条件次第で対応させていただきます。
お気軽にお電話等でお問い合わせください。

-

〒930-0276
中新川郡立山町五百石100-3（まちなか
ファーム内）
TEL：076-464-1770
FAX：076-464-1770

坂下　由起
主に立山町・上市
町の中山間地域

いきいき　ゆきちゃん便 移動販売

お電話にてお問い合わせください。訪問日を相談させていた
だきます。
（対象地域以外にも、立山町・上市町在住でお買い物が不自
由な方のご自宅へも訪問します。）

－

〒930-0241
中新川郡立山町道源寺495-5
TEL：090-2837-9038
HP：
https://www.facebook.com/ikiikiyukicyan
/

社会福祉法人
上市町社会福祉協議会

上市町白萩南部地
区

高齢者支え合い買い物支援事業 宅配

・地区民生委員が個人宅をまわり、注文を受けます。
・毎週火曜に指定の場所（公民館等）へ商品を配達します。
・利用を希望される方は、上市町社会福祉協議会にお問い合
わせください。

無料

〒930-0361
中新川郡上市町湯上野1176
TEL：076-473-9300
FAX：076-473-9388
HP：http//www.kamiichi-hearty.jp/

株式会社オレンジマート 買い物支援サービス

〒939-2706
富山市婦中町速星1070-1
TEL：076-465-5788
FAX：076-465-6833
HP：http://www.orange-mart.com

サンユープラザあさい 富山市北部地区

〒931-8417
富山市古志町3-1-6
TEL：076-437-9554
FAX：076-437-5184
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事業者 対象地域 名称 サービス 利用方法 利用料金等 問い合わせ先

県内で利用できる買い物支援サービスのご案内（令和２年９月18日現在44事業者）

NPO法人上市街なか元気塾
上市町西中町商店
街（カミール内）

ふれあい元気市場つるぎ ミニスーパー

〔営業時間〕
　毎日　9：30～18：30（夏季19：00まで）
　休業日　1/1～1/3
〔取扱商品〕
　鮮魚、地場産野菜、菓子、パン、花卉、日用品等

－

〒930-0334
中新川郡上市町西中町11
TEL：076-482-5448
FAX：076-482-5459
HP：http://www.comeal.com/
　　（まちなか交流プラザHP）

高岡市（一部地域を
除く）

フレッシュ佐武　宅配サービス 宅配

電話、FAX、メールにて注文してください。
　・当日午前10時から12時までに注文された場合、
　　当日午後14時から17時の間に配達します。
　・前日16時までに注文された場合、
　　次の日の10時から13時までに配達します。

購入金額や自宅までの距離に応じて
設定があります。
詳細は店内のチラシをご覧ください。

高岡市（西条、川
原、横田、博労、国
吉、成美、平米、万
葉校下）

無料送迎サービス 買い物バス
店内で買い物される方が対象です。
※集合場所・時刻の詳細は店内のチラシをご覧ください。

無料

特定非営利活動法人
買物くらし応援団

高岡市（ヒラキスト
ア大坪店より４km以
内）、
射水市（カモン新湊
ショッピングセン
ターより４km以内）

買物の代行と自宅迄の配達 宅配

会員登録の上、毎週月曜～金曜の朝10時から11時半までに
電話又はFAXで注文してください。
応援団が下記店舗で買い物し、当日午後に配達します。
休業日：土曜、日曜、祭日（正月、お盆の時期含む）

〔対象店舗〕
　高岡地区：ヒラキストア大坪店
　新湊地区：カモン新湊ショッピングセンターカモン食品館

年会費：1,000円
配達料：100円（1品から配達可）

（高岡地区）
〒933-0918
高岡市大坪町3-7-31
TEL：0766-26-3131
FAX：0766-26-3170
（射水地区）
〒934-0011
射水市本町3-12-28　カモン食品館内
TEL：0766-84-8500
FAX：0766-84-8500

高岡市商工会商業部会 高岡市中田地区 暮らしの安心サポート隊 宅配
利用者は、協力店に直接電話し依頼してください。
（実施期間：令和２年10月31日まで）

無料
（1回あたりの注文金額1,000円以上か
ら配達という店舗もあり）

〒939-1272
高岡市下麻生1292
TEL：0766-36-0246
FAX：0766-36-0485
HP：http://www.shokoren-
toyama.or.jp/~takaoka/archives/1380

〒933-0946
高岡市昭和町2-1-10
TEL：0766-21-2652
FAX：0766-21-3773
HP：http://www.fresh-satake.jp/

フレッシュ佐武
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事業者 対象地域 名称 サービス 利用方法 利用料金等 問い合わせ先

県内で利用できる買い物支援サービスのご案内（令和２年９月18日現在44事業者）

高岡市戸出町周
辺・中田地区

お客様専用送迎バス（サンタ号） 買い物バス

所定のバス停で乗車してください。ヴァローレにて買い物をさ
れた後、自宅近くまでお送りします。

〔運行コース〕
　火・木・金曜：戸出町周辺
　水曜：中田地区
　（詳細な運行コースについては株式会社丸園商店の
　 ホームページをご覧ください。）

無料
※ただし、ポイントカードの申込が必
要です。

砺波市全域 お買物お届けシステムSUN太便 宅配
電話又はFAXにより午前11時までに注文してください。午後
から夕方５時頃までにご自宅へ商品をお届けします。

配達料
・１回のご注文で2,000円未満…200円
・１回のご注文で2,000円以上…100円
・１ヶ月で６回目以降のご注文…無料

砺波市、南砺市(井
波、福野、福光地
区、五箇山、利賀
村）、高岡市（中田
地区、戸出地区、福
岡地区、東五位・千
鳥丘地区、木津・南
条・二塚地区、博労
地区）、小矢部市
（津沢地区）、射水
市（新湊、小杉、大
門、下地区の一
部）、富山市（大山
地域）

移動スーパー『とくし丸』 移動販売
軽トラックに約500品目の商品を積載し、対象地域内の個人
のお宅まで訪問します。直接見て商品をご購入ください。

無料

砺波市

砺波市庄東地区・
雄神地区と砺波駅
周辺及び庄川支所
周辺の指定場所

砺波市デマンドタクシー「愛のりく
ん」

買い物バス

・「愛のり」くんは、タクシー車両を利用し、予約に応じて自宅
と目的地を複数の人が乗合で運行します。
・利用の際には、利用者登録の上、予約センターへ受付して
いただきますと、自宅又は目的地までタクシーが迎えにきま
す。

自宅から庄東地区・雄神地区：1回200
円
自宅から砺波駅周辺・庄川支所周辺：
1回500円

〒939-1371
砺波市栄町7番3号
TEL：0763-33-1111
FAX：0763-33-6818
HP：
https://www.city.tonami.jp/info/1532479
400.html

社会福祉法人
砺波市社会福祉協議会

砺波市内（一部地
域除く）

砺波市みまもり配食事業 配食

①一人暮らし高齢者（原則65歳以上）
②高齢者のみ世帯
③高齢者と障害者の世帯
のみまもりを必要とする人
※①～③の条件にあてはまる方で、民生委員、地区社会福
祉協議会を通じて、みまもり配食事業申請書により、市に申し
込む。（登録が必要）

〔実施地域・利用日〕
　火曜日：出町、鷹栖、若林、林、高波、南般若、東山見、
　　　　　　雄神
　木曜日：庄下、中野、五鹿屋、東野尻、太田、般若、
　　　　　　 東般若、青島、種田

１食　300円

〒939-1386
砺波市幸町8番17号
TEL：0763-32-0294
FAX：0763-33-6324
HP：www.tonami-shakyo.or.jp

特定非営利活動法人
八代地域活性化協議会

氷見市内（八代・阿
尾地域、薮田・宇
波・女良地域）

NPOバス：磯辺線「ますがた」
NPOバス：灘浦線「なだうら」

買い物バス
・年間会費を納めて利用していただく会員制のバスです。
・利用を希望される方は、NPO法人八代地域活性化協議会に
お問い合わせください。

年会費：5,000円
※その他利用区間者に応じたバス会
費の納付が必要です。

〒935-0338
氷見市磯辺62-1
TEL：0766-95-1566
　　　090-6278-1856（固定電話に
　　　出ない場合）

株式会社丸圓商店
ヴァローレ砺波店

ヴァローレ砺波店
〒939-1378
砺波市栄町3-4
TEL：0763-34-1780（SUN太便）
　　　 0763-33-3000（サンタ号・とくし丸）
FAX：0763-33-3021
HP：http://www.maruen.co.jp
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事業者 対象地域 名称 サービス 利用方法 利用料金等 問い合わせ先

県内で利用できる買い物支援サービスのご案内（令和２年９月18日現在44事業者）

特定非営利活動法人
余川谷地域活性化協議会

氷見市内（碁石・余
川・稲積地域）

NPOバス：碁石線「やまびこ」 買い物バス
・年間会費を納めて利用していただく会員制のバスです。
・利用を希望される方は、NPO法人余川谷地域活性化協議
会にお問い合わせください。

年会費：1,000円
※その他利用区間に応じたバス会費
の納付が必要です。

〒935-0344
氷見市上余川3154
TEL：0766-74-1588

特定非営利活動法人
上庄谷地域協議会

氷見市内（久目・速
川・明和・上庄・加
納地域、仏生寺の
一部地域）

NPOバス：久目線「くめバス」
NPOバス：速川線「はやかわバス」
NPOバス：熊無線「くまなしバス」

買い物バス
・年間会費を納めて利用していただく会員制のバスです。
・利用を希望される方は、NPO法人上庄谷地域協議会にお問
い合わせください。

年会費：2,000円
※その他利用区間に応じたバス会費
の納付が必要です。

〒935-0265
氷見市久目275-2
TEL：070-2687-8060

久目地区社会福祉協議会
氷見市内（久目地
区、桑院集落）

買い物支援事業 移動販売

①専用注文票を記入し地区指定回収箱へ入れてください。
②販売指定日（第2・4金曜日）に販売場所で料金を支払い商
品を受け取ってください。
※販売日当日に注文品以外の購入も可能です。

無料

〒935-0265
氷見市久目275-2（久目地区交流館）
TEL：0766-76-2202
FAX：0766-76-2202

株式会社マルワフード

氷見市内（十二町、
西朴木、万尾、中谷
内、下久津呂、上久
津呂、粟原、川尻、
海津、大浦、神代、
蒲田、上田子、下田
子、戸津宮、上田、
早借、葛葉、床鍋、
三尾、熊無、論
田）、高岡市（一部）

移動スーパー　とくし丸 移動販売
各御家庭を訪問し、移動販売の方法などをご説明し、お客様
になって頂いた上で、週２回その御宅の前まで車で訪問し、
その場でお買い物をしていただきます。

基本、店の売価に一品あたり利用料
10円をプラスして販売します。

〒935-0021
氷見市幸町9-78
TEL：0766-74-1231
FAX：0766-74-1251
HP：http://maruwafood.jp

移動販売

毎週月～金曜　10：00～15：00に小矢部市内をルート化し運
行しています。

〔取扱商品〕生鮮品などの食料品、日用品等

原則無料（山間部は別途相談）

宅配
電話又はFAXにて注文してください。
手作り惣菜の宅配も行っております。

原則無料（山間部は別途相談）

小矢部市（主に南
谷地区）

宅配、移動販
売

電話又はFAXにて注文してください。
毎週水曜の午後に公民館や個人宅を訪問しています。

〔取扱商品〕生鮮品などの食料品、生活用品等

無料

高岡市（福岡町五
位山地区）

宅配、移動販
売

電話又はFAXにて注文してください。
毎週木曜の午後に公民館や個人宅を訪問しています。

〔取扱商品〕生鮮品などの食料品、生活用品等

無料

特定非営利活動法人
なんと元気

南砺市井波地域及
び近隣地域

見守り・気づき・生活支援サービス 配食

・ショッピングセンターアスモ特製の弁当を自宅まで配達しま
す。
・宅配を希望される方は、電話にて連絡してください。
・その他、暮らしの些細な要望にも対応します。

登録料：1,000円
弁当配食の場合
1食：500円（税別）

〒932-0231
南砺市山見京願1739-2
TEL：0763-82-5068
FAX：0763-82-5068
HP：http://www13.plala.or.jp/nanto-
genki/

いなば農業協同組合 JAいなばの移動販売

〒932-0051
小矢部市今石動町2-11-12
TEL：0766-67-3169
FAX：0766-67-2788
HP：http://www.ja-inaba.or.jp/

しょうゆ屋さんの手作り惣菜（昼食
販売等）

畑醸造株式会社 小矢部市内全域

〒932-0122
小矢部市浅地800
TEL：0766-61-2111
FAX：0766-61-4024
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○「セブンミールサービス」実施店舗一覧

店舗名称 住所 連絡先 店舗名称 住所 連絡先

富山朝日町月山 下新川郡朝日町月山字沼割48-1 0765-83-0767 射水朴木口 射水市沖塚原76 0766-82-4710

入善椚山 下新川郡入善町椚山767-1 0765-74-2775 射水昭和通 射水市戸破2590番地3 0766-55-5057

黒部沓掛 黒部市沓掛道上割3334番 0765-56-7119 射水ひばり元町 射水市戸破字加茂1672-1 0766-56-3887

おみやげ処黒部 黒部市若栗3210-3 0765-56-6311 射水ひばり 射水市戸破字四反田1011番1 0766-56-7116

黒部三日市 黒部市新牧野201 0765-54-1234 射水一番町 射水市三ケ1426 0766-55-3358
魚
津
市

魚津持光寺 魚津市持光寺935番1 0765-23-0302 射水七美 射水市七美28番1 0766-86-1675

滑川上島 滑川市上島222-3 076-475-3955 射水八塚 射水市八塚字川田266-3 0766-52-7005

滑川早月 滑川市大掛176-26 076-477-1411 射水鷲塚 射水市鷲塚597-2 0766-55-5781

滑川中村 滑川市中村303-1 076-477-1770 高岡広小路 高岡市あわら町109-2 0766-24-5016

富山安野屋 富山市安野屋町2-5-5 076-421-5088 高岡蓮花寺 高岡市井口本江字五俵苅92番1 0766-24-0127

富山下飯野 富山市下飯野21番11号 076-438-7118 高岡駅南4丁目 高岡市駅南4丁目10番29号 0766-21-2232

富山掛尾 富山市掛尾町354番6 076-493-3571 クルン高岡 高岡市下関町6番1号 0766-26-1711

富山牛島新町 富山市牛島新町1-13 076-441-2150 おみやげ処高岡 高岡市下黒田3012 0766-24-6142

富山窪新町 富山市窪新町6番48号 076-433-2807 高岡下麻生 高岡市下麻生303-1 0766-36-1721

富山呉羽本町 富山市呉羽町2423番地 076-436-2227 高岡戸出狼 高岡市戸出町4丁目1-5 0766-63-5882

富山向新庄5丁目 富山市向新庄町5丁目1-3 076-451-5527 高岡赤祖父 高岡市赤祖父754 0766-25-8078

富山黒崎 富山市黒崎124 076-429-2727 高岡城東 高岡市中川園町155番地2 0766-25-7511

富山四方荒屋 富山市四方荒屋2600 076-435-5103 高岡牧野大橋 高岡市中曽根1182番地 0766-84-2577

富山上大久保 富山市上大久保字茶円割486-1 076-468-4688 高岡中曽根 高岡市中曽根2241番地 0766-84-7118

富山上二杉 富山市上二杉398 076-468-2517 高岡東海老坂 高岡市東海老坂466-1 0766-24-0102

富山上飯野 富山市上飯野字前田34番3 076-451-0235 高岡内免3丁目 高岡市内免3-3-2 0766-25-3502

富山水橋辻ヶ堂 富山市水橋辻ヶ堂2193-1 076-479-2571 高岡能町 高岡市能町字飛田943 0766-21-5777

富山西大泉 富山市西大泉16-25 076-491-1720 高岡下老子 高岡市福岡町下老子720 0766-64-1660

富山石坂 富山市石坂2021-1 076-433-9505 高岡米島 高岡市米島字表向452-1 0766-21-6880

富山赤田 富山市赤田941-1 076-492-0771 高岡本郷2丁目 高岡市本郷2丁目311-1 0766-25-7717

富山城址公園前 富山市総曲輪2-1-1 076-425-2588 高岡野村北 高岡市野村1597-1 0766-25-0751

富山太郎丸西町 富山市太郎丸西町2丁目6番14 076-422-7172 高岡六家 高岡市六家3005番1 0766-31-2311

富山中市 富山市中市1丁目3-2 076-492-2250 砺波三島町 砺波市太郎丸1丁目11番2 0763-33-1711

富山藤木 富山市藤木3057 076-422-7557 砺波インター 砺波市太郎丸字堂島6723番地 0763-34-7415

富山二口町4丁目 富山市二口町4丁目4-10 076-493-5506 砺波中神 砺波市中神3丁目117番地 0763-34-7133

富山八尾新田 富山市八尾町新田197 076-455-3377 砺波表町 砺波市表町2-18 0763-34-7334

富山下くつわだ 富山市婦中町下轡田682 076-465-7678 砺波苗加 砺波市苗加969番地1 0763-34-7213

富山古里小学校前富山市婦中町下邑16 076-469-5657 氷見加納 氷見市加納206-1 0766-72-0023

富山笹倉 富山市婦中町笹倉101番1 076-466-5871 氷見加納南 氷見市加納424-1 0766-72-5585

富山上田島 富山市婦中町上田島20-1 076-465-1868 氷見インター 氷見市大野字浦1250-1 0766-72-4570

富山堀川本郷 富山市堀字砂田割15-12 076-491-7719 小矢部芹川 小矢部市芹川3917番 0766-68-3703

富山本郷町 富山市本郷町46-1 076-491-3548 小矢部津沢 小矢部市新西字居島207-2 0766-61-2594

おみやげ処富山 富山市明輪町1-226 076-443-5855
南
砺
市

南砺角田 南砺市吉江中711-1 0763-52-9777

立山五郎丸 中新川郡立山町五郎丸7番 076-462-1985

立山大石原 中新川郡立山町大石原195 076-462-2489

立山インター 中新川郡立山町辻54-1 076-463-1977

立山あるぺん村 中新川郡立山町東中野新126 076-483-0171

舟橋竹内 中新川郡舟橋村竹内520番1 076-462-3907
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