
ご利用上の注意

◦店舗は地域毎に掲載しています。
◦電話番号、ファックス番号はお間違いのないようにお願いします。
◦�配達・訪問などの範囲は各店舗の「対応地域」欄をご確認ください。
◦お店の都合により、掲載情報どおりの配達・訪問などができない場合もあります。
◦詳細は、直接、店舗までご確認ください。
◦�「一関市買物支援ガイド」のご利用により生じたトラブルなどは、市では責任を
負いかねますのでご了承ください。

一 関 市
買物支援ガイド

新型コロナウイルス感染拡大防止
「新しい生活様式」をサポートする
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　　　※地域順、五十音順で掲載しています。
※掲載内容は令和２年８月末日現在の情報です。

新型コロナウイルス感染症を防止しながら
買物をもっと便利に

　近年、少子高齢化やコロナウイルス感染症の影響があり、外出しにくい状況が続く中、「お
店が近くにない」「買った物が重い」「買物する時間がない」という理由で、買物に関して様々
な困難を抱えている人たちが増えています。
　そこで、日々の生活に必要な食料品や日用品などを自宅まで配達してくれる商店や移動販売、
買物代行などの買物支援や、生活支援に関する情報をまとめた「一関市買物支援ガイド」を作
成しました。
　ガイドの情報を活用いただくことで、身近な地域でのふれあい・絆を深めていただく機会に
つながれば幸いです。

もくじ
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自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域、平泉町、栗原市金成町

アヅマドライ

あづまドライ
青葉1丁目5-30
電話番号 0191-26-3528　　FAX 0191-26-3528

【取扱品目】
クリーニングサービス、
靴、靴の修理・クリー
ニング、布団クリーニ
ング

営業時間 （平日）午前7:30～午後7:30　
（休日）午前9:00～午後6:00 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文、平日営業時間内に限る

配達料金 基本的に一関地域は無料、それ以外は200円以下のクリーニングの場合は配達料金
が発生

自宅へ配達・訪問 対応地域 旧一関市内

アイタクシー

アイタクシー
山目字境78-1
電話番号 0191-25-6666　　FAX 0191-25-2855
Ｅメール i-taxi@oboe.ocn.ne.jp

【取扱品目】
飲食店等からの配達を
承ります。

【メモ】
割引期間は令和３年３
月31日まで

営業時間 午前11:00～午後6:00まで受付 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文

配達料金 2km以内800円、以降500mごとに100円加算　※最大で料金の半額が割引（デリバ
リー:最大500円まで割引）

一
　
関

自宅へ配達・訪問 対応地域 旧一関市内（冬季は要相談）　その他の地域は要相談

ウエディングハウス　ムック

ウエディングハウス　ムック
大町2-52
電話番号 0191-21-5070　 

【取扱品目】
貸衣装、着物レンタル、
着付（冠婚葬祭、表彰
等）、和装喪服、モーニ
ング他

営業時間 午前9:00～午後5:30 定 休 日 月曜日、第３月曜日・火曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る

配達料金 返却の際の送料はお客様負担

自宅へ配達・訪問、買い物代行 対応地域 旧一関市内、平泉町

カブ）イﾁﾉｾｷﾋライス ﾐ゙タクシー

㈱一関平泉タクシー
山目字三反田242
電話番号 0191-23-5630　　FAX 0191-23-5628
Ｅメール info@ichitax.co.jp

【取扱品目】
買い物代行、忘れ物の受
け取り代行、病院への診
察券提出代行、切符等の
予約代行、飲食店等から
の宅配

【メモ】
割引期間は令和３年３
月31日まで

営業時間 24時間 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文、受付は午前9:00～午後6:00

配達料金 ２km以内800円、以降1km以降ごとに200円加算　※最大で料金の半額が割引（買
い物代行等:最大1,000円まで、デリバリー:最大500円まで割引）
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自宅へ配達・訪問 対応地域 一関地区、山目地区、中里地区、萩荘地区、赤荻地区、厳美
地区、真滝地区

オﾉエヤゴフクテン

尾上屋呉服店
山目町1丁目5-38
電話番号 0191-23-5058　　FAX 0191-23-4774

【取扱品目】
衣服類

営業時間 午前9:30～午後6:00 定 休 日 原則毎週日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 無料

一
　
関

自宅へ配達・訪問 対応地域 一ﾉ関駅より10㎞圏内

オﾉデラデンｷ

オノデラ電器
城内1-47
電話番号 0191-23-5355　　FAX 0191-23-5361

【取扱品目】
電化製品販売、家電修
理・設置・設定・調整等

【メモ】
家電修理、設置、設定、
調整等のご相談承りま
す。留守にする事があ
ります。お電話にてご
確認の上、ご来店下さい。

営業時間 午前9:00～午後6:00（他要相談） 定 休 日 日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 商品、工事内容等により無料

一
　
関

自宅へ訪問 対応地域 一関市内全域

オソウジカクメイ　イワテイﾁﾉｾｷコゼンジテン

おそうじ革命　岩手一関狐禅寺店
狐禅寺字山田123
電話番号 080-1679-1196　　FAX 0191-26-5353
Ｅメール kimura.ｓ@clearevoution.jp

【取扱品目】
クリーンサービス

営業時間 午前9:00～午後6:00 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文
午前8:00～午後8:00

配達料金 清掃メニューにて料金相談

自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問（出張
販売含む） 対応地域 旧一関市内（当店よりおよそ５㎞圏内）

 オオウﾁヤ

大 内 屋
中央町１丁目4-19
電話番号 0191-23-4335　　FAX 0191-23-4335
Ｅメール ouchiya@nifty.com

【取扱品目】
雑貨用品（肌着、くつ
下）、衣 服 類、（寝 具、
くつ、和装小物、バック）

営業時間 午前9:30～午後7:00 定 休 日 日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、受付平日午前10:00～午後3:00

配達料金 ＜配達＞3,000円以上購入で０円、それ未満は500円　上記受付時間に電話等で連
絡し、当店の都合が良い場合
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自宅へ配達・訪問 対応地域 旧一関市内

カショウ　ショウエイドウ　ソウホンテン

菓匠　松栄堂　総本店
地主町3-36
電話番号 0191-23-5008　　FAX 0191-23-5008

【取扱品目】
菓子

営業時間 （平日・土曜日）午前8:30～午後6:00
（日曜日）午前9:00～午後6:00 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 1,500円以上購入で無料、旧一関市内エリアのみ

自宅へ訪問 対応地域 旧一関市内

カﾐﾉアトリエ　リュウ

髪のアトリエ　ＲＹＵ
厳美町字南滝ﾉ上66-1
電話番号 0191-29-3333　　FAX 0191-29-3333

【取扱品目】
理髪

【メモ】
空気という字は小学校
低学年で習う漢字です
が、いまだに読めない
店主が頑張りますので
よろしくお願いします。

営業時間 午前9:00～午後7:00 定 休 日 月曜日

注文方法 電話で予約、営業時間内に限る　※デイサービスを使っている方等は入浴の日にカッ
トしたいので電話にて要相談

配達料金 配達料金3,000円、カット・顔そりでシャンプーはなし

一
　
関

自宅へ配達・訪問 対応地域 旧一関市内

カンﾉコメヤ

かんの米や
宮坂町8-10
電話番号 0191-23-2678　　FAX 0191-78-2606

【取扱品目】
米、調味料（醤油、砂糖、
塩、みそ等）

営業時間 午前9:00～午後5:00 定 休 日 日・祝日

注文方法 電話で注文、FAXで注文

配達料金 1,000円以上購入で無料

一
　
関

自宅へ配達・訪問 対応地域 山目地区、中里地区、萩荘地区（ＪＲ線路より西側）

ｷズナ

絆
萩荘字平場34
電話番号 080-5550-8939

【取扱品目】
調理食品、お弁当

営業時間 （火・木・土）
午前8:00～正午 定 休 日 日・月・水・金

注文方法 電話で注文、いつでも可

配達料金 無料
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自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問（出張
販売含む）、買い物代行 対応地域 一関市内全域

コブシヤッｷョク

こぶし薬局
山目字泥田19-4
電話番号 0191-33-1233　　FAX 0191-33-1222
Ｅメール kobushi-pharmacy.msc@outlook.jp

【取扱品目】
＜日用品＞衛生用品、
家庭日用品（風呂・ト
イレ・洗濯など）、医薬
品、化 粧 品、洗 剤、介
護用品、乳幼児製品、
その他雑貨用品　＜そ
の他＞衣服類、電化製
品、書籍、文具

営業時間 （平　日）午前9:00～午後6:00
（土曜日）午前9:00～午後1:00 定 休 日 日・祝日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文
要相談（土、日、祝日も対応可）

配達料金 有料、要相談

自宅へ訪問 対応地域 旧一関市内　その他の地域は要相談

コウシャ）イﾁﾉｾｷシシルバージンザイｾンター

（公社）一関市シルバー人材センター
青葉町二丁目1番36号
電話番号 0191-26-3760　　FAX 0191-26-3750
Ｅメール ichinoseki@sjc.ne.jp

【取扱品目】
草刈、草取り、屋内清
掃、ガラスみがき等、
庭木の剪定

【メモ】
詳しくは電話等にて要
相談営業時間 午前8:30～午後5:15 定 休 日 土・日・祝日・年末年始

注文方法 電話で注文、土・日・祝日・年末年始除き、平日の月～金曜日午前8:30～午後5:15

配達料金
①職種により異なる　②午前8:30～午後4:30の７時間　③詳しくは要相談、臨時的、
短期的な業務、軽易な作業となるので、安全就業を徹底するため、危険、有害な業
務は、受注不可

一
　
関

一
　
関

自宅へ配達・訪問、買い物代行 対応地域 一関市内全域

クルクルデンｷ

くるクルデンキ
字沢42
電話番号 080-5651-8208
Ｅメール kurukuru@dream.jp

【取扱品目】
電化製品

営業時間 午前10:00～午後8:00 定 休 日 なし

注文方法 電話予約後訪問、その他（LINE）

配達料金 2,000円以上購入で無料

自宅へ配達・訪問・買い物代行 対応地域 旧一関市内

カブ）ケンナンタクシー

㈱県南タクシー
大手町7-26
電話番号 0191-26-5555　　FAX 0191-26-2141
Ｅメール Kennantaxi@sage.ocn.ne.jp

【取扱品目】
買い物代行・忘れ物の
受け取り代行・病院へ
の診察券提出代行・切
符等の予約代行、忘れ
物届、コンビニでの料
金支払いなど

【メモ】
割引期間は令和３年３
月31日まで

営業時間 午前6:00～深夜2:00 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文

配達料金 10分以内500円、以降30分ごとに1,000円加算　※最大で料金の半額が割引
（買い物代行等 : 最大1,000円まで　デリバリー : 最大500円まで割引）
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自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域

カブ）ジョウシュウエン

㈱常州園
大町6-1
電話番号 0191-23-5152　　FAX 0191-23-5310
Ｅメール jyosyuen@vega.ocn.ne.jp

【取扱品目】
＜食料品＞その他食料
品（茶、コ ー ﾋ ー、菓
子）　＜日用品＞その他
雑貨用品（茶道具、急
須、茶器）

営業時間 午前9:30～午後6:00　
日曜日:午前10:00～午後5:00 定 休 日 元旦のみ

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文、
午前10:00～午後5:00

配達料金 ・3,000円以上で無料　・2,000円～2,999円で配達料金550円
・2,000円未満は受付不可、配達日時は要相談

自宅へ訪問 対応地域 一関市内全域

シンｾイビルカンリ（カブ）

新生ビル管理㈱
三関字仲田21-1
電話番号 0191-21-3222　　FAX 0191-21-5407

【取扱品目】
ハウスクリーニング、
ゴﾐの処分

営業時間 午前8:00～午後5:00 定 休 日 土・日・祝日

注文方法 電話で注文、営業時間内に限る

配達料金 有料、予め見積りにより対応

自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問（出張
販売含む） 対応地域 店舗から２㎞以内

ｾブンイレブン　イﾁﾉｾｷアコオギテン

セブン-イレブン　一関赤荻店
赤荻字亀田119-2
電話番号 0191-34-5570　　FAX 0191-34-5570

【取扱品目】
＜食料品＞米、野菜、
果実、肉、魚、飲料、麺、
パン、調味料、調理食
品、お 弁 当、仕 出 し・
惣菜　＜日用品＞衛生
用品、家庭日用品（風
呂・トイレ・洗濯など）　
医薬品、化粧品、洗剤、
その他雑貨用品　＜そ
の他＞文具

営業時間 24時間 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 無料

自宅へ配達・訪問 対応地域 旧一関市内

カブ）タイショウドウヤッｷョク

㈱大正堂薬局
大町1番26号
電話番号 0191-23-4428　　FAX 0191-23-7177

【取扱品目】
衛生用品、医薬品、化
粧品、介護用品

営業時間 午前9:00～午後8:00 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る

配達料金 2,000円以上購入で配達料一関市街無料、その他の地域400円
受付は常時、配達時間は注文者と相談

一
　
関

一
　
関
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自宅へ配達・訪問、買い物代行 対応地域 一関市内全域

ユウ）ナﾉハナカンコウタクシー

㈲なのはな観光タクシー
竹山町1番19号
電話番号 0191-23-1111　　FAX 0191-26-3344

【取扱品目】
買い物代行・忘れ物の
受け取り代行・病院へ
の診察券提出代行・切
符等の予約代行、コン
ビニでの料金支払など

【メモ】
割引期間は令和３年３
月31日まで

営業時間 午前6:00～深夜1:00 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文、午前6:00～午後9:00

配達料金 １㎞以内500円、１㎞以上300ｍごとに100円加算　※最大で料金の半額が割引
（買い物代行等:最大1,000円まで、デリバリー:最大500円まで割引）

自宅へ配達・訪問 対応地域 旧一関市内

ビックオービオ

ビックオービオ
大町4-5
電話番号 0191-21-1346　　FAX 0191-21-3244

【取扱品目】
電化製品

営業時間 午前10:00～午後5:00 定 休 日 水曜日

注文方法 電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る

配達料金 1,000円以上購入で無料

一
　
関

一
　
関

自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域

ﾁヨダビヨウシツ

千代田美容室　訪問、出張美容、訪問着付
大町2-14
電話番号 0191-23-2674　　

【取扱品目】
カット、美容、ヘアメ
イク、着付、留袖、モー
ニング、紋付袴などの
貸衣装レンタル

営業時間 午前8:30～午後5:30 定 休 日 月曜日、第３月曜日・火曜日

注文方法 電話で注文

配達料金 5,000円以上で無料、出張料は利用料金による、着物貸付、ヘアーメイク、貸衣装、
化粧品カットブロー（早めの予約２日前までに）　※できれば会員登録

自宅へ訪問 対応地域 一関市内全域

ナイトウビヨウシツ

ないとう美容室　訪問、出張美容
三関字神田169-1
電話番号 0191-21-1981　　FAX 0191-26-5659

【取扱品目】
理髪・美容

営業時間 午前9:00～午後4:00 定 休 日 月曜日・第１火曜日・第３日曜日

注文方法 電話で注文、営業時間内に限る

配達料金 有料、出張料1,000円、３人以上出張料無料
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自宅へ訪問 対応地域 山目地区

ヘアーサロンサトウ

ヘアーサロンさとう
青葉1丁目3-31
電話番号 0191-23-2872　　FAX 0191-23-2871

【取扱品目】
理髪・美容

営業時間 午前9:00～午後6:00 定 休 日 月曜日・第１火曜日・第３日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、営業時間内

配達料金 3,000円

自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域（一部地域を除き）

ユウ）マイケンショウテン

㈲マイケン商店
舞川字小和巻20-3
電話番号 0191-28-2502　　FAX 0191-28-2977
Ｅメール maiken@silk.plala.or.jp

【取扱品目】
＜食料品＞米、飲料、
麺、パ ン、調 味 料、そ
の他食料品（菓子類、
インスタントレトルト
食品）　＜日用品＞衛生
用品、家庭日用品（風
呂・トイレ・洗濯など）、
洗剤、介護用品、その
他雑貨用品（掃除用品）　
＜その他＞文具

営業時間 午前8:30～午後8:00 定 休 日 第２火曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文、
受付・配達は午前9:00～午後5:00時まで

配達料金 配達地域は要相談、3,000円（税抜）以上購入で配達　（たばこのみの配達は不可）

自宅へ配達・訪問 対応地域 大町、新大町、台町、中田、関が丘、三関、地主町

マﾁナカサンﾁョク　シンｾンカンオオマﾁ

街なか産直　新鮮館おおまち
大町4-29　なのはなプラザ1F
電話番号 0191-31-2201　　FAX 0191-31-2202
Ｅメール shinsenkanoomachi@gmail.com

【取扱品目】
米、野菜、果実、肉、魚、
飲料、麺、パン、調味料

営業時間 午前8:30～午後6:00 定 休 日 １月１日（元旦）

注文方法 店頭で注文、月曜日から金曜日（祝日以外）13:00までの受付分を夕方にお届け、
時間指定は不可

配達料金 （条件）2,000円以上購入で配達料金500円＋税　※先着受付:10名、配達時間の指
定は不可、70歳以上の方、妊娠中の方、5,000円以上購入の方は無料

一
　
関

一
　
関

自宅へ配達・訪問 対応地域 旧一関市内　火曜日：花泉町内、川崎町内、藤沢町内
　　　　　　水曜日：大東町内、千厩町内、東山町内

ユウ）マツカンショウテン

㈲松勘商店
赤荻字雲南172-2
電話番号 0191-25-5300　　FAX 0191-25-5301
Ｅメール matukan@mx5.et.tiki.ne.jp

【取扱品目】
＜食料品＞米、麺、調
味料、その他食料品（粉
類・麦）　＜日用品＞衛
生用品　＜その他＞灯
油

【メモ】
ｷャッシュレス決済対
応可

営業時間 午前8:30～午後5:00 定 休 日 日・祝日・他、当社カレンダーによる

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、Eメールで注文

配達料金 4,500円以上購入で無料、配達日の前日午前中までの受付（翌日納品）、灯油は要
相談
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自宅へ配達・訪問 対応地域 旧一関市内

カブ）モリネン

㈱森燃
真柴字中田87
電話番号 0191-23-2044　　FAX 0191-21-2887
http://www.morinen.com

【取扱品目】
灯油

営業時間 午前8:00～午後5:00 定 休 日 日・祝祭日
第２・第４土曜日（４月～10月）

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 無料　営業日午前中注文の場合、当日配達　営業日午後注文の場合、翌営業日配達

自宅へ配達・訪問、その他（施設、事業所等
へ配達） 対応地域 一関市内全域（一部未配達エリアあり）

カブ）ヨシケイイワテ　イﾁﾉｾｷエイギョウショ

㈱ヨシケイ岩手　一関営業所
赤荻字桜町145-1
電話番号 0191-33-1802　　FAX 0191-33-1803

【取扱品目】
お弁当、その他食料品

（献立、人数に応じた食
材）

営業時間 午前9:00～午後5:00 定 休 日 土・日

注文方法 電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文、その他（配達
時に注文書で受付け）インターネット、ＦＡＸは営業時間外でも受付

配達料金 購入料金に関わらず配達料は一切無料

自宅へ配達 対応地域 一関市内全域

ディーシーエムホーマック（カブ）　イﾁﾉｾｷテン

DCMホーマック㈱　一関店
山目字大槻97
電話番号 0191-21-1151　　FAX 0191-21-1153

【取扱品目】
＜食料品＞米　＜日用
品＞衛生用品、家庭日
用 品（風 呂・ト イ レ・
洗濯など）、洗剤、介護
用品、乳幼児製品　＜
その他＞電化製品、文
具、灯油営業時間 午前9:00～午後8:00 定 休 日 元旦のみ

注文方法 店頭で注文、営業時間内に限る

配達料金 配達料金：550円  ・100㎏未満 550円　・100㎏以上、長尺商品の配達料金は要相談。
火曜日、日曜日の配達は不可、玄関先でのお渡し、設置・組立は不可

一
　
関

一
　
関

自宅へ配達・訪問 対応地域 旧一関市内、その他の地域は要相談

ユウ）ﾐヤモトネンリョウ

㈲宮本燃料
山目町3丁目5-10
電話番号 0191-23-2836　　FAX 0191-21-2836
Ｅメール miyanen@adagio.ne.jp

【取扱品目】
＜日用品＞家庭日用品

（風呂・トイレ・洗濯な
ど）、洗剤＜その他＞電
化製品、灯油

【メモ】
初回は現金でのお支払
い　各金融機関の口座
引落、ｷャッシュレス
決済対応可

営業時間 午前8:30～午後5:00 定 休 日 日・祝日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る

配達料金 ５㎞以内500円、５㎞～10㎞以内800円、10㎞以上1,000円、5,000円以上で無料、
灯油配達は36ℓから
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一
　
関

一
　
関

移動販売 対応地域 花泉町老松地区、日形地区、涌津地区、花泉町内の他地区要
相談

ジェイエーファーマーズイワテﾋライズﾐテン　イドウスーパートクシマル

JAファーマーズいわて平泉店　移動スーパーとくし丸
末広1丁目8番15号
電話番号 0191-48-5210　　FAX 0191-48-5211

【取扱品目】
＜食料品＞米、野菜、果実、
肉、魚、飲 料、麺、パ ン、調
味料、調理食品、お弁当、惣
菜、その他食料品（乳製品等）　
＜日用品＞衛生用品、家庭日
用品（風呂・トイレ・洗濯な
ど）、洗剤

【メモ】
週２日、３日おきに訪問
例）毎週月・木曜日　午
後３時頃。

営業時間 午前10:30～午後4:30 定 休 日 土・日

注文方法 電話で受付、JAファーマーズにて電話受付後、とくし丸より電話致します
具体的な曜日時間等は後日決定（訪問の可否も含めて）

配達料金 有料（配達料金：１商品につきプラス10円）
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自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域

カグﾉﾁワク

家具のちわく
花泉町涌津字下原1-1
電話番号 0191-82-5131　　FAX 0191-82-4444
Ｅメール chiwaku@galaxy.ocn.ne.jp

【取扱品目】
福祉用具・家具全般・
カーテン・カーペット

営業時間 午前9:30～午後6:00 定 休 日 水曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 商品価格１万円以下の場合は配送料1,000円

自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域

タタﾐﾉタダﾐ

畳のただみ
花泉町涌津字道下2-1
電話番号 0191-82-3169　　FAX 0191-82-5067

【取扱品目】
玄関マット・カーペット
等・敷物一式

【メモ】
カーテン取付工事承り
ます。

営業時間 午前8:30～午後6:00 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文、
その他（カタログ持参して伺います）営業時間内に限るが、時間外も相談可

配達料金 商品価格1万円以下の場合は配送料1,000円

その他（自宅へ出張撮影（証明写真・肖像写真）） 対応地域 花泉町内全域

ﾁバシャシンカン

千葉写真館
花泉町涌津字下原28-1
電話番号 0191-82-3725　　 
Ｅメール chibashashinkan@rapid.ocn.ne.jp

【取扱品目】
写真撮影

営業時間 午前9:00～午後7:00 定 休 日 火・水

注文方法 電話で注文、営業時間内に限る

配達料金 有料（配達料金:1,500～5,000円）、電話で要相談

自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問、（出張
販売含む）、買い物代行、店舗への送迎 対応地域 花泉町内全域

ハナイズﾐケアタクシー

花泉ケアタクシー
花泉町花泉字東郷ﾉ目21
電話番号 080-1663-8640　　FAX 0191-82-3512
Ｅメール yosituck@docomo.ne.jp

【取扱品目】
＜食料品＞米、野菜、果実、肉、魚、
飲料、麺、調味料、調理食品、お弁
当、仕出し・惣菜、飲食（出前）、そ
の他食料品　＜日用品＞衛生用品、
家庭日用品（風呂・トイレ・洗濯な
ど）、医薬品、化粧品、洗剤、介護
用品、乳幼児製品、その他雑貨用品　
＜その他＞衣服類、電化製品、書籍、
文具、灯油、クリーニングサービス

【メモ】
会員登録が必要

営業時間 午前9:00～午後5:00 定 休 日 日曜日

注文方法 電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文、営業日の前日
午後5時までに予約

配達料金 タクシーメーター料金に準ずる、重い物や時間のかかる内容は若干の加算あり

花
　
泉
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花
　
泉

自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域

ﾐウラタタﾐテン

三浦畳店
花泉町花泉字東鹿野61
電話番号 ①0191-82-2351　②0191-82-4109　　FAX 0191-48-3948

【取扱品目】
畳工事一式

【メモ】
１枚から出張修理可能

営業時間 午前8:00～午後5:30 定 休 日 日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る

配達料金 一関市内無料

近隣へ配達・訪問（出張販売含む） 対応地域 花泉町内全域

ワヨウシュ　ハヤト

和洋酒　はやと
花泉町花泉字深井沢37-3
電話番号 0191-82-2433　　FAX 0191-82-2433

【取扱品目】
飲料、和洋酒、食品

営業時間 午前9:00～午後8:00 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文、FAXで注文、店頭で注文、営業時間内に限る

配達料金 近隣無料、その他の地域は要相談

自宅へ配達 対応地域 花泉町内全域

ディーシーエムホーマック（カブ）　　ハナイズﾐテン

DCMホーマック㈱　花泉店
花泉町金沢字水門60
電話番号 0191-82-3200　　FAX 0191-82-2900

【取扱品目】
＜日用品＞衛生用品、家
庭 日 用 品（風 呂・ト イ
レ・洗濯など）、化粧品、
洗剤、介護用品、その他
雑貨用品　＜その他＞電
化製品、文具　＜上記に
ない取扱品目＞犬・猫
用フード、ペット用品、
寝具・カーペット、収納
ケース、作業用手袋、合
羽等衣料、長靴、ペンｷ、
接着剤、テープ等

営業時間 午前9:30～午後8:00 定 休 日 １月１日（元旦）

注文方法 店頭で注文、電話で注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文　
配達注文受付は毎週金曜日まで、翌月曜日配達

配達料金 ・100㎏未満550円　・100㎏以上250㎏未満1,100円　・250㎏以上500㎏未満
2,200円
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自宅へ訪問 対応地域 大東町内全域

コウシャ）イﾁﾉｾｷシシルバージンザイｾンター　ダイトウジムショ

（公社）一関市シルバー人材センター　大東事務所
大東町渋民字大洞地55番地8
電話番号 0191-71-1234　　FAX 0191-71-1234

【取扱品目】
草取、草刈、屋内清掃

（ガラスみがき等）、庭
木の剪定、墓地清掃、
除草等

【メモ】
詳しくは電話等にて要
相談

営業時間 午前8:45～午後2:30 定 休 日 土・日・祝日・年末年始

注文方法 電話で注文、土・日・祝日・年末年始除き、平日の月～金曜日午前8:45～午後2:30

配達料金
①職種により異なる　②午前8:30～午後4:30の７時間　③詳しくは要相談、※現
地確認有、臨時的、短期的な業務、軽易な作業となる、安全就業を徹底するため、
危険、有害な業務は、受注不可

自宅へ配達・訪問 対応地域 大東町内、千厩町内、東山町内、室根町内、川崎町内、藤沢
町内

イワブﾁショウテン

岩渕商店
大東町曽慶字神蔭34-11
電話番号 0191-75-4413　　FAX 0191-75-4413

【取扱品目】
＜食料品＞魚、飲料、
麺、パ ン、調 味 料、仕
出し、お弁当　＜日用
品＞洗剤、その他雑貨
用品

営業時間 午前7:00～午後7:30 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文、営業時間内に限る

配達料金 配達は基本無料、配達可能かは要相談

自宅へ配達・訪問 対応地域 大東町内全域

オﾉデン

オノデン
大東町大原字中島9の1
電話番号 0191-72-2028　　FAX 0191-72-3215

【取扱品目】
電化製品、デジタル電
波測定、点検、補聴器

営業時間 午前8:00～午後6:30 定 休 日 日曜日（緊急時は対応可）

注文方法 電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る

配達料金 料金等は相談の上

自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域

ユウ）コテイドウ

㈲古鼎堂
大東町摺沢字観音堂27番地6
電話番号 0191-75-3154　　FAX 0191-75-3595

【取扱品目】
印章各種（印鑑、ゴム
印等）
翠洋書道教室（教養部、
一般部）金曜日：午後
3:00～午後8:00

【メモ】
配達日が祝日の場合、
曜日を変更してお届け
になります。

営業時間 平日:8:30～午後7:00　
土曜日:午前8:30～午後5:00 定 休 日 日・祝日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金
一関市内は基本無料　条件の地域ごとの配達曜日以外は要相談、（郵送、宅配業者
での対応は、別途送料が発生）地域毎の配達日:月曜日:大東町／火曜日:東山町、
一関市街、花泉町、川崎町、平泉町／木曜日:藤沢町、室根町、千厩町

大
　
東



13

大
　
東

自宅へ配達・訪問 対応地域 大東町内全域

コンﾉヤクテン

金野薬店
大東町鳥海字古戸前28
電話番号 0191-74-2216　　FAX 0191-74-2216
Ｅメール konrpo9845@e-mail.jp

【取扱品目】
衛生用品、家庭日用品

（風呂・トイレ・洗濯な
ど）、医薬品、化粧品、
洗剤、介護用品、乳幼
児製品

営業時間 午前7:00～午後7:00 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文、
営業時間内に限る

配達料金 無料

自宅へ配達・訪問 対応地域 大東町大原地区

カブ）サンエー

㈱サンエー
大東町大原字稗の沢62-8
電話番号 0191-72-2582　　FAX 0191-72-2582
Ｅメール sun-a@asahinet.jp

【取扱品目】
灯油

営業時間 午前7:30～午後7:00 定 休 日 日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る、午後4:00までの注文
で当日配達、それ以降は翌日配達

配達料金 50ℓ以上の注文にて配達可能

移動販売 対応地域 一関市内全域

サンﾁョクｷクﾁショウテン

産直菊地商店
大東町摺沢字荒屋敷75-60
電話番号 0191-75-2173　　FAX 0191-75-2173

【取扱品目】
野菜、その他食料品（漬
け物）

【メモ】
自宅栽培なので数量限
定

営業時間 午前9:00～午後6:00 定 休 日 土曜日

注文方法 電話で注文、FAXで注文、朝と夕は0191-75-2173　
日中の電話は090-7326-3356

配達料金 1,000円以上お買い上げ頂いた方のみ無料、その都度要相談

自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域

ユウ）シシドカグブ

㈲宍戸家具部
大東町摺沢字新右エ門土手6-2
電話番号 0191-75-2284　　FAX 0191-75-2289
Ｅメール shishido@herb.ocn.ne.jp

【取扱品目】
介護用品、家具全般

営業時間 午前9:00～午後7:00 定 休 日 第１・第３水曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 無料
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自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域

マツデン

まつでん
大東町摺沢字但馬崎12-34
電話番号 0191-75-2420　　FAX 0191-75-3420
Ｅメール matsuden@paw.hi-ho.ne.jp

【取扱品目】
電化製品、音楽ＣＤ、
映像ＤＶＤ、ＢＤ他

営業時間 午前9:00～午後6:30 定 休 日 水曜日（第３水曜日は営業）

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る

配達料金 要相談

自宅へ配達・訪問　買い物代行 対応地域 大東町内全域

スリサワタクシー

摺沢タクシー
大東町摺沢字沼田17
電話番号 0191-75-2114　　FAX 0191-75-2115
Ｅメール demekin-ketsuago.1209@gmail.com

【取扱品目】
買い物代行・忘れ物の
受け取り代行・病院へ
の診察券提出代行・切
符等の予約代行・飲食
店等からの配達・コン
ビニでの料金支払いな
ど

【メモ】
割引期間は令和3年３月
31日まで

営業時間 午前7:00～午後11:30 定 休 日 年中無休

注文方法 電話で注文

配達料金 ２㎞以内500円、以降１㎞ごとに200円加算　※最大で料金の半額が割引（買い物
代行等:最大1,000円まで、デリバリー:最大500円まで割引）

自宅へ配達・訪問 対応地域 大東町内全域

タカハシクリーニングテン

高橋クリーニング店
大東町大原字一六46
電話番号 0191-72-2319　　FAX 0191-48-3172

【取扱品目】
クリーニングサービス

営業時間 午前7:00～午後7:00 定 休 日 日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 無料

自宅へ配達・訪問 対応地域 大東町摺沢地区全域（曽慶地区、渋民地区の一部）

マツカワヤ

まつかわや
大東町摺沢字但馬崎15-1
電話番号 0191-75-2437　　FAX 0191-75-2740

【取扱品目】
＜食料品＞野菜、果実、
肉、魚、飲料、麺、パン、
調味料、調理食品、惣菜
＜ 日 用 品 ＞ 家 庭 日 用
品、洗剤、その他雑貨
用品

営業時間 午前7:30～午後7:00 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文
営業時間内に限る（午後８時までなら翌日配達）

配達料金 無料

大
　
東
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大
　
東

自宅へ配達・訪問、移動販売 対応地域 一関市内全域（岩手県南・沿岸、宮城県北・東部）

ﾐシンコウボウタカハシ

ミシン工房髙橋
大東町猿沢字大町裏58-2
電話番号 0191-76-2166　090-5396-2987　　FAX 0191-76-2175

【取扱品目】
ﾐシン、修理、部品

営業時間 24時間 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文、FAXで注文、24時間

配達料金 無料

自宅へ配達・訪問 対応地域 大東町摺沢地区、渋民地区、曽慶地区

ヨシダサケテン

吉田酒店
大東町摺沢字街道下16-1
電話番号 0191-75-3139　　FAX 0191-75-2259

【取扱品目】
その他食料品（酒類）

営業時間 午前9:00～午後7:00 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文

配達料金 無料（ビールはケース単位、生ビールは10ℓ以上）

自宅へ配達・訪問 対応地域 大東町興田地区

ヤマｷスガワラショウテン

やまき菅原商店
大東町鳥海字古戸前26-10
電話番号 0191-74-2215　　FAX 0191-74-2257

【取扱品目】
クリーニングサービス、
クリーンサービス

営業時間 午前7:30～午後7:00 定 休 日 日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 要相談
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自宅へ配達・訪問 対応地域 千厩町内全域

イﾁﾉｾｷシシャカイフクシｷョウギカイ　ｾンマヤシブ

一関市社会福祉協議会　千厩支部
千厩町千厩字町浦97番地1
電話番号 0191-53-2885　　FAX 0191-53-2881

【取扱品目】
理髪・美容

営業時間 午前8:30～午後5:15 定 休 日 土・日・祝日

注文方法 申請書提出による登録制、年度更新

配達料金
無料、・一関市在宅寝たきり高齢者等介護手当を受給している要介護者で、要介護４または５で、
日常生活自立度（寝たきり度）ＢまたはＣに該当する方、・特別児童扶養手当を受給している
児童・生徒で、寝たきり状態または常時車いすを必要とする方（長期入院中、施設利用者は除く）

自宅へ訪問 対応地域 千厩町内、室根町内、藤沢町内

コウシャ）イﾁﾉｾｷシシルバージンザイｾンター　ｾンマヤジムショ

（公社）一関市シルバー人材センター　千厩事務所
千厩町千厩字町浦97-1
電話番号 0191-48-3306　　FAX 0191-48-3306

【取扱品目】
草刈、草取りなど

営業時間 午前8:30～午後5:00 定 休 日 土・日・祝日

注文方法 電話で注文

配達料金 料金は要相談、草刈作業等を依頼される場合は希望日の10日前に電話予約にて対応

移動販売 対応地域 月曜・木曜:藤沢町（徳田、保呂羽、大籠、荒屋敷地区）　火曜・金曜:藤沢町（新沼、砂子
田、黄海、西口地区）　水曜・土曜:千厩町（千厩、小梨、清田地区）、藤沢町（増沢地区）

イドウスーパー　トクシマル

移動スーパー　とくし丸
千厩町千厩字北方21-2
電話番号 090-2959-1094　
Ｅメール daiemon96@yahoo.co.jp

【取扱品目】
＜食料品＞米、野菜、
果実、肉、魚、飲料、麺、
パン、調味料、調理食
品、お 弁 当、仕 出 し・
惣菜　＜日用品＞家庭
日用品（風呂・トイレ・
洗濯など）、洗剤　＜上
記にない取扱品目＞野
菜種・苗、仏花

営業時間 午前10:00～午後5:00 定 休 日 日曜日

注文方法 電話で注文、その他（車に積んである商品をその場で見て選ぶ）
基本的には週２回の訪問。見回り協定を結んでいることから、見回りの頻度も上がる

配達料金 ・積み込む商品はＡコープふじさわ店の商品  ・Ａコープふじさわ店の定価から１点
につき10円加算　（例）10点購入の場合、100円加算となる

自宅へ配達・訪問、買い物代行 対応地域 千厩町内全域

ユウ）イワイタクシー

㈲磐井タクシー
千厩町千厩字町17-2
電話番号 0191-52-2205　　FAX 0191-52-2204

【取扱品目】
買い物代行、忘れ物の受
け取り代行、病院への診
察券提出代行、切符等の
予約代行、飲食店等から
の宅配、コンビニでの料
金支払いなど

【メモ】
割引期間は令和３年３
月31日まで

営業時間 午前6:00～午後8:00 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、午前９:00～午後４:00

配達料金 2km以内500円、以降500mごとに100円加算　※最大で料金の半額が割引（買い
物代行等:最大1,000円まで、デリバリー:最大500円まで割引）

千
　
厩
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千
　
厩

自宅へ配達・訪問 対応地域 千厩町内全域

ユウ）オﾉデラカナモﾉテン

㈲小野寺金物店
千厩町千厩字構井田64-10
電話番号 0191-52-3071　　FAX 0191-52-3047

【取扱品目】
鎌、草刈りﾁップソー、
草取り鎌、包丁、建築
金物

営業時間 午前9:00～午後4:30 定 休 日 土曜日・日曜日・祝日

注文方法 電話で注文、FAXで注文

配達料金 有料（配達料金:一律500円）※掛売り不可

自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域

オヤマデンｷ　ｾンマヤテン

オヤマ電器　千厩店
千厩町千厩字石堂37-7
電話番号 0191-53-2721　　FAX 0191-52-5191

【取扱品目】
電化製品

営業時間 午前10:00～午後8:00 定 休 日 火曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る

配達料金 3,000円以上購入で配達料無料

自宅へ配達・訪問 対応地域 千厩町内全域

カンリョウ（カブ）　シザイカン

カンリョウ㈱　資材館
千厩町千厩字下駒場290-1
電話番号 0191-53-2330　　FAX 0191-53-2574
Ｅメール sato@kanryo.co. ｊｐ

【取扱品目】
家庭日用品（風呂・ト
イレ・洗濯など）、洗剤

【メモ】
配達の日時については、
お客様と相談の上配達

営業時間 午前8:00～午後5:15 定 休 日 日・祝祭日

注文方法 電話で注文。午前9:00～午後4:00

配達料金 3,000円（税抜）以上の購入で配達可能（配達料無料）

自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域、平泉町内全域

ｷタムラショウテン

北村商店
千厩町千厩字構井田113-6
電話番号 0191-52-2143　　FAX 0191-52-5925
Ｅメール kshop1931@gmail.com

【取扱品目】
EM商品（有用微生物）、
つるし飾り（手芸綿、
接着芯、ちりめん等）、
ギフト（出産祝、快気
祝、仏事）

営業時間 午前9:00～午後6:00 定 休 日 不定休

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、インターネット（Eメール含む）で注文、
営業時間内に限る

配達料金 商品によっては有料（300円のものなど）、配達指定日
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自宅へ配達・訪問 対応地域 千厩町内全域

サカエヤクホ

サカエ薬舗
千厩町千厩字舘山15-1
電話番号 0191-52-2282　　FAX 0191-52-2282

【取扱品目】
医薬品、化粧品、雑貨、
衛生用品、介護用品

営業時間 午前8:30～午後8:00　
配達は午後6:00まで 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文、FAXで注文

配達料金 無料

自宅へ配達・訪問 対応地域 千厩町奥玉地区、清田地区

ユウ）サンユウショウカイ

㈲三雄商会
千厩町奥玉字石ﾉ御前282
電話番号 0191-34-8330　　FAX 0191-34-8332
Ｅメール sanyusyoukai.okutamass@gmail.com

【取扱品目】
灯油

営業時間 （平日）午前7:00～午後7:00　
（土曜日）午前7:00～午後5:00 定 休 日 日・祝日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、営業時間内に限る

配達料金 価格要確認

自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域

スガワラビヨウシツ

菅原美容室
千厩町千厩字北方8-5
電話番号 0191-52-2348　　FAX 0191-52-4505
Ｅメール beauty@hotweb2007.com

【取扱品目】
美容、着付け、ｾラピー

営業時間 午前9:00～午後6:00 定 休 日 月曜日、第１・第３日曜日

注文方法 電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文
営業時間内に限る

配達料金 カット2,000円～、シャンプー1,000円、訪問着付5,000円～、詳しくはホームペー
ジにてご確認ください

千
　
厩

自宅へ配達・訪問 対応地域 千厩町内全域

コバヤシギョテン

小林魚店
千厩町千厩字町204
電話番号 0191-52-3068　　FAX 0191-52-2728

【取扱品目】
魚、仕出し・惣菜

営業時間 午前9:00～午後7:00 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る

配達料金 千厩町内は配達料金無料、その他の地域は要相談
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千
　
厩

買い物代行 対応地域 千厩町内全域

ユウ）ナガサワカグテン

㈲永澤家具店
千厩町千厩字東小田90　アリスドラック内
電話番号 0191-53-2689　　FAX 0191-53-2689

【取扱品目】
受注品目を承ります。

営業時間 午前10:00～午後5:00 定 休 日 水・土

注文方法 電話での受付、要相談

配達料金 １時間1,000円

自宅へ訪問、近隣へ訪問 対応地域 千厩町内全域

ヘアーファクトリースガワラ

ヘアーファクトリースガワラ
千厩町千厩字町10-2
電話番号 0191-52-2494　　FAX 0191-52-2494

【取扱品目】
理髪・美容

営業時間 午前9:00～午後7:00 定 休 日 月曜日、第３月・火曜日（連休）

注文方法 電話で注文

配達料金 有料

自宅へ訪問 対応地域 千厩町内、藤沢町内、川崎町内、室根町内　15km以内

ホウモントコヤ　ﾁバ　トコヤ

訪問とこや　ちば　ＴＯＫＯＹＡ
千厩町小梨字舘前210
電話番号 0191-52-2179　　FAX 0191-52-2179

【取扱品目】
理髪・美容

【メモ】
当店より15km 以上の
場合、交通費頂きます。

営業時間 午前9:00～午後6:00 定 休 日 金曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 カット2,000円　顔剃り2,000円　カット＋顔剃り3,000円　
※毛染め　パーマ等　相談可　※外出困難な方　高齢者の方

自宅へ配達・訪問 対応地域 千厩町内全域

ローソン　イワテｾンマヤテン

ローソン　岩手千厩店
千厩町千厩字舘山6-1
電話番号 0191-52-2234　　FAX 0191-52-2234

【取扱品目】
＜食料品＞飲料、麺、
パン、調味料、調理食
品、お弁当、その他食
料品（コンビニで販売
商品）　＜日用品＞衛生
用品、家庭日用品（風
呂・トイレ・洗濯など）、
化粧品、洗剤、その他
雑貨用品（コンビニ販
売商品）

営業時間 24時間 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文、午前9:00～午後6:00

配達料金 配達料金：700円、2,000円以上購入で配達料金0円　※購入者と相談
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自宅へ訪問 対応地域 東山町内全域、川崎町内全域

コウシャ）イﾁﾉｾｷシシルバージンザイｾンター　ﾋガシヤマジムショ

（公社）一関市シルバー人材センター　東山事務所
東山町長坂字西本町105-1
電話番号 0191-35-3021　　FAX 0191-35-3021

【取扱品目】
草取、草刈、屋内清掃

（ガラス磨き等）、庭木
の剪定

【メモ】
詳しくは電話等にて要
相談営業時間 午前8:30～午後5:15 定 休 日 土・日・祝日・年末年始

注文方法 電話で注文、土・日・祝日・年末年始除き、平日の月～金曜日午前8:30～午後5:15

配達料金
①職種により異なる　②午前8:30～午後4:30の７時間　③詳しくは要相談、臨時的、
短期的な業務、軽易な作業となる、安全就業を徹底するため、危険、有害な業務は、
受注不可

東
　
山

自宅へ配達・訪問 対応地域 東山町内全域

イトウヤッｷョク

伊藤薬局
東山町長坂字町98
電話番号 0191-47-2252　　FAX 0191-47-2252

【取扱品目】
＜食料品＞その他食料
品（健康食品、ドリン
ク類）　＜日用品＞衛生
用品、家庭日用品（風
呂・トイレ・洗濯など）、
医薬品、化粧品、洗剤、
介護用品営業時間 午前9:00～午後7:30 定 休 日 日・祝日

注文方法 電話で注文、午前9:00～午後4:00

配達料金 1,000円以上購入の方無料

自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問（出張
販売含む） 対応地域 東山町内全域、舞川地区、大東町猿沢地区

ヤマカショウテン

ヤマカ商店
東山町長坂字町103
電話番号 0191-47-2002　　FAX 0191-47-2002

【取扱品目】
電化製品、修理（家電
品）取扱い説明

営業時間 午前9:00～午後6:00 定 休 日 日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、その他（留守電（休業日対応））
月曜日～土曜日、午前9:00～午後6:00

配達料金 ５㎞以内1,800円、10㎞2,800円、昼12時までは即日、それ以降は翌日

自宅へ配達・訪問 対応地域 東山町内（一部不可有、要相談）

ワコウドウ

和光堂
東山町長坂字町124
電話番号 0191-47-2558　　FAX 0191-47-2558
Ｅメール wakou3314@gmail.com

【取扱品目】
書籍、文具

営業時間 午前8:30～午後6:00 定 休 日 日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文、
営業時間内に限る

配達料金 無料
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自宅へ訪問 対応地域 室根町折壁地区

オオタリビヨウ

太田理美容
室根町折壁１丁目19
電話番号 0191-64-2583　　FAX 0191-64-2583

【取扱品目】
理髪

営業時間 午前9:00～午後6:30 定 休 日 月曜日、第１・第３日曜日

注文方法 電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る

配達料金 カット3,000円

自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問（出張
販売含む）、買い物代行 対応地域 室根町内全域

オヤマデンｷ　ムロネテン

オヤマ電器　室根店
室根町折壁字大里122-1
電話番号 0191-64-2048　　FAX 0191-64-2811
Ｅメール oyamadenki.muroneten@gmail.com

【取扱品目】
電化製品

【メモ】
・ 定休日や臨時休業日

など、当店の都合上
受付出来ない場合が
あります。

・ 定期的な買い物代行
も受付可能

営業時間 午前9:00～午後7:00 定 休 日 火曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文、
毎週火曜を除く午前9:00～午後3:00

配達料金 電化製品配達及び設置2,000円～（20,000円以上は無料）
買い物代行料金は商品の数、買い物店舗数、配達料金に応じて対応

自宅へ訪問 対応地域 室根町内全域、入院中の方は千厩病院

コバヤシリヨウショ

小林理容所
室根町矢越字千刈田140
電話番号 0191-64-3434　　

【取扱品目】
理髪

営業時間 午前8:00～午後7:00 定 休 日 月曜日、第１・第３日曜日

注文方法 電話で注文

配達料金 出張の場合：理容料金＋1,000円

自宅へ配達・訪問、移動販売 対応地域 室根町内全域

ユウ）ホームファッションイトウ

㈲ホームファッションいとう
室根町折壁字大里122-1
電話番号 0191-64-2007　　FAX 0191-64-2007

【取扱品目】
衣服類

営業時間 午前8:30～午後7:00 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文、営業時間内に限る

配達料金 無料

室
　
根
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室
　
根

自宅へ配達・訪問 対応地域 室根町内全域

ホワイトｷュウビン　オリカベテン

ホワイト急便　折壁店
室根町折壁字大里122-2
電話番号 0191-64-2355　　FAX 0191-64-2355

【取扱品目】
クリーニングサービス

営業時間 午前8:00～午後7:00 定 休 日 日・祝祭日

注文方法 電話で注文、営業時間内に限る

配達料金 無料

自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問（出張
販売含む）、移動販売、買い物代行 対応地域 室根町矢越地区、津谷川地区、藤沢町保呂羽地区

ﾐウラギョテン

三浦魚店
室根町津谷川字中磯163
電話番号 0191-65-2158　080-1835-1428　　FAX 0191-65-2158

【取扱品目】
＜食料品＞魚、飲料、
調味料、調理食品、そ
の他食料品（乳製品加
工食品）　＜上記にない
取扱品目＞乾物、お菓
子、豆腐、練物、他

営業時間 午前10:00～午後5:00 定 休 日 日・月・金

注文方法 電話で注文

配達料金 無料

自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問（出張
販売含む） 対応地域 室根町矢越地区、津谷川地区、折壁地区の一部

ワイショップ　イﾁﾉｾｷムロネテン　ホシショウテン

Ｙショップ　一関室根店　星商店
室根町矢越字宿26-1
電話番号 0191-64-2057　　FAX 0191-64-2005

【取扱品目】
＜食料品＞米、野菜、
果実、肉、魚、飲料、麺、
パン、調味料、調理食
品、お弁当、その他食
料品　＜日用品＞衛生
用品、家庭日用品（風
呂・トイレ・洗濯など）、
洗剤、その他雑貨用品

（電池・ゴﾐ袋）　＜そ
の他＞文具、灯油

営業時間 午前7:00～午後8:00 定 休 日 第２・第４日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 要相談
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自宅へ配達・訪問 対応地域 川崎町内全域、弥栄地区、（花泉町日形地区、東山町松川地区、
藤沢町黄海地区の一部）

ユウ）アサﾋヤショウテン

㈲旭屋商店
川崎町薄衣字諏訪前108-1
電話番号 0191-43-2718　　FAX 0191-43-2758

【取扱品目】
米、野菜、果実、肉、魚、
飲 料、麺、パ ン、調 味
料、調理食品、お弁当、
仕出し・惣菜

営業時間 午前9:30～午後8:00
（11月～３月は午前9:30～午後7:30） 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文、受付午前9:00～正午まで、午後～5:00時まで配達（要相談）

配達料金 有料（一回につき500円（税込））

自宅へ配達・訪問、買い物代行 対応地域 川崎町内全域、弥栄地区

ユウ）カワサｷタクシー

㈲川崎タクシー
川崎町薄衣字如来地13-8
電話番号 0191-43-2340　　FAX 0191-43-3504

【取扱品目】
買い物代行、忘れ物の受
け取り代行、病院への診
察券提出代行、切符等の
予約代行、飲食店等か
らの宅配、タイヤ交換、
バッテリーﾁャージ等

【メモ】
割引期間は令和３年３
月31日まで

営業時間 午前6:00～午後10:00 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文

配達料金
２km以内500円、以降１kmごとに200円加算、待料金、作業料金２分毎100円加算。
※ 最大で料金の半額が割引（買い物代行等:最大1,000円まで、デリバリー:最大

500円まで割引）

自宅へ配達・訪問 対応地域 弥栄地区、川崎町内、千厩町内、藤沢町内（館ヶ森はのぞく）

ベジタブルデッシュ１７

ベジタブルデイッシュ17
川崎町薄衣字矢作前130-1
電話番号 0191-43-2121　　FAX 0191-43-2121

【取扱品目】
お弁当、仕出し・惣菜

営業時間 午前11:00～なくなりしだい終了 定 休 日 日曜日

注文方法 電話で注文、FAXで注文、月曜日～土曜日、昼食注文：午前9:30までに、夕食注文:
午後3:00までに

配達料金 無料

自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問（出張
販売含む）、移動販売 対応地域 川崎町内全域

イッシャ）ヤサイサラダ

（一社）やさいサラダ
川崎町門崎字清水沖90
電話番号 0191-43-3588　　FAX 0191-43-3588
Ｅメール yasaisarada01@gmail.com

【取扱品目】
＜食料品＞野菜、果実、
飲 料、麺、パ ン、調 味
料　＜日用品＞衛生用
品、家庭日用品（風呂・
トイレ・洗濯など）、洗
剤

営業時間 午前9:00～午後3:00 定 休 日 土・日

注文方法 電話で注文、営業時間内に限る

配達料金 無料

川
　
崎
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自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問（出張
販売含む） 対応地域 藤沢町内全域

ユウ）イトウショクﾋン

㈲伊藤食品
藤沢町藤沢字町裏40-8
電話番号 0191-63-2144　　FAX 0191-63-2144

【取扱品目】
＜食料品＞果実、飲料、
麺、パ ン、調 味 料、調
理食品　＜日用品＞家
庭日用品（風呂・トイ
レ・洗濯など）、洗剤

営業時間 午前7:00～午後8:00 定 休 日 なし

注文方法 電話で注文

配達料金 無料

自宅へ配達・訪問 対応地域 要相談

ユウ）イワヤマショウカイ

㈲岩山商会
藤沢町砂子田字百目木34の1
電話番号 0191-63-4232　　FAX 0191-63-2661

【取扱品目】
＜日用品＞衛生用品、
トイレットペーパー、
ペーパータオル、家庭
日用品（風呂・トイレ・
洗濯、各種洗剤など）、
ワックス、ウエス、ア
ルコール除菌液　＜そ
の他＞クリーンサービ
ス（エアコン清掃、換
気扇清掃）

営業時間 午前9:00～午後5:00 定 休 日 土・日

注文方法 電話で注文、FAXで注文

配達料金 要相談

自宅へ配達・訪問、近隣へ配達・訪問（出張
販売含む） 対応地域 藤沢町黄海地区、花泉町日形地区

ﾁバショウテン　デンカﾉﾁバ

千葉商店　電化のちば
藤沢町黄海字天沼197
電話番号 0191-63-2368　　FAX 0191-63-2368

【取扱品目】
＜食料品＞野菜、果実、
飲 料、麺、パ ン、調 味
料、その他食料品（牛
乳・豆腐・こんにゃく）　
＜日用品＞家庭日用品

（風呂・トイレ・洗濯な
ど）　＜その他＞電化製
品

営業時間 午前8:00～午後8:00 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文

配達料金 無料

買い物代行、店舗への送迎 対応地域 藤沢町黄海地区

デイサービス　ユウユウ

デイサービス　ゆうゆう
藤沢町黄海字町裏6番地
電話番号 0191-63-5114　　FAX 0191-63-5114

【取扱品目】
＜食料品＞米、野菜、
果実、肉、魚、飲料、麺、
パン、調味料、調理食品、
お弁当　＜日用品＞家
庭日用品（風呂・トイレ・
洗濯など）

営業時間 午前10:00～午後2:00 定 休 日 日曜日

注文方法 電話で注文、営業時間内に限る

配達料金 要相談、会員登録が必要、店舗送迎は藤沢町、千厩町、花泉町に限る

藤
　
沢
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藤
　
沢

自宅へ配達・訪問、移動販売 対応地域 藤沢町黄海地区、花泉町日形地区

ナノカマチウオテン

七日町魚店
藤沢町黄海字天沼198
電話番号�0191-63-2461　　FAX�0191-63-2461

【取扱品目】
魚、調理食品、仕出し・
惣菜、その他食料品（生
魚は焼くサービスも有）

営業時間 午前9:00～午後7:00 定 休 日 なし

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、注文は、前日または当日午前中

配達料金 無料、購入は1,000円以上（要相談）　午後５時までに配達、午前中も可（できな
い日も有）

自宅へ訪問 対応地域 藤沢町内全域

ヘアーサロン　オイセイ

ヘアーサロン　おいせい
藤沢町藤沢字町裏213の12
電話番号�0191-63-2055　　FAX�0191-63-2055

【取扱品目】
理髪・美容

営業時間 午前9:00～午後6:00 定 休 日 月曜日、第１・第３日曜日

注文方法 店頭で注文、電話で注文、FAXで注文、営業時間内に限る

配達料金 カット、顔そり（男性、女性）3,000円～



対応地域

営業時間 定 休 日

注文方法

配達料金

発　行／一関市商工労働部商政課　〒021-8501��岩手県一関市竹山町7-2
　　　　TEL�0191-21-2111　FAX�0191-31-3037
発行日／令和２年９月 25日

Memo

その他（マッサージ） 対応地域 一関市内全域

アオキチョウセイチリョウイン

青木長生治療院
平泉町平泉字志羅山30-5
電話番号�0191-34-7170　　FAX�0191-46-4209
Ｅメール�gxtlofnight@docomo.ne.jp

【取扱品目】
マッサージ

営業時間 午前9:00～午後8:00 定 休 日 不定休

注文方法 電話で注文、その他（ライン、メッセンジャー）

配達料金 1時間��4,000円、初診1,000円、平泉町外出張＋500円

そ
の
他

自宅へ配達・訪問 対応地域 一関市内全域

イワテセイキョウケンナンセンター

いわて生協県南センター
奥州市前沢五合田63-8
電話番号�0197-41-3620　　FAX�0197-56-6230

【取扱品目】
＜食料品＞米、野菜、
果実、肉、魚、飲料、麺、
パン、調味料、調理食品、
お弁当　＜日用品＞衛
生用品、家庭日用品（風
呂・トイレ・洗濯など）、
医薬品、化粧品、洗剤、
介護用品、乳幼児製品、
その他雑貨用品　＜そ
の他＞衣服類、電化製
品、書籍、文具、灯油

営業時間 午前9:00～午後7:30 定 休 日 土・日

注文方法 電話で注文、FAXで注文、インターネット（Ｅメール含む）で注文、その他（配達
専用注文書）、月～金に地域毎の決まった曜日にお届け

配達料金 個人宅配１回220円
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対応地域
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