
印南町ささえ愛活動
〜 みんなで創ろう良い町いなみ 〜

主催 印南町商工会

宅配・サービスメニュー

生活用品

店名 取扱商品 配達地域 宅配料 支払方法

中村正佛堂 ロウソク 線香 仏具
ご進物用品

印南町
全国 問合せ 現⾦払い

塩路商店 事務用品 書籍・雑誌
酒類・飲料 ギフト用品 印南町 問合せ

※注１ 現⾦払い

印南石油店 灯油 印南町 問合せ 現⾦払い

山中石油 灯油 印南町 問合せ 現⾦払い

古川薬局 医薬品 化粧品
日用雑貨

印南町
（問合せ）
※注２

問合せ 現⾦払い

ファッションスポット
モリモト

洋服 肌着 寝具
ギフト用品

印南町
全国 問合せ 問合せ

古居⾐料 肌着(男・⼥) 婦人洋品
ギフト用品 ※注３

印南町
全国 問合せ 現⾦払い

こまはん商店 化粧品(資生堂) 医薬品
日用雑貨 菓子 肌着 印南町 問合せ 現⾦払い

塩津屋
家庭用品(鍋 包丁 ほか)
清掃用品(ほうき モップ ほか)
水道用品(水栓⾦具 ほか)

印南町 問合せ 現⾦払い

野口商店 酒 たばこ ギフト用品
日用雑貨 飲料 菓子

印南町
全国 問合せ 現⾦払い

MSKA‐0009‐01メニューは裏⾯にもございますので、ご覧ください。

食品
店名 取扱商品 配達地域 宅配料 支払方法

Ａコープ
いなみ店 ⾷料品 日用品全般 印南町 525円 現⾦払い

稲田商店 ⾷料品 日用品 ほか
配⾷も承ります ※注４ 印南町 525円 現⾦払い

⻄⼭蒲鉾店
なんば焼２枚箱入2,080円
詰合せ(なんば焼・ごぼう巻）
A 2,900円 B 4,700円

※注５

関⻄
関東

地方発送
850円
950円

現⾦払い
振込

川善商店 米 酒類 醤油 印南町 問合せ 現⾦払い

⻄和⾷品 米 印南町 問合せ 現⾦払い

表⽰料⾦は税込です

⽉曜日から⾦曜日 午前９時 から 午後５時

一覧にないメニューもお気軽にお問い合わせください。

ハローみなさん
0570-086373

ご用命は 買えるコール

ご注文・お問い合わせ

電気工事

電球交換水道工事お惣菜・お弁当 理容・美容 病院等への送り迎え 掃除・洗濯・調理商品の配達

表⽰料⾦は税込です



交通

店名 取扱サービス 訪問地域 料⾦ 支払方法

介護タクシー
ふくしん

介護タクシー
（病院等への送り迎え） 印南町 問合せ ※注８ 現⾦払い

⼯事・修理

店名 取扱サービス 訪問地域 料⾦ 支払方法

モアッサン
家電販売修理
電気設備工事修理全般
住宅設備工事修理全般

印南町
(地域指定あり)

照明器具費
+1,575円
水栓ﾊﾟｯｷﾝ
交換3,150円

問合せ

山本屋
建材店 水廻りの設置・修理・相談 印南町 問合せ 問合せ

才喜商店
畳の表替・新調
襖・障子の張替・新調
建具の修理・新調 ⾦物取替

印南町 問合せ 現⾦払い

喜久屋電設 給排水・電気・空調工事
家電販売・修理 印南町 問合せ 問合せ

ササキデンキ
家電販売修理
電気設備工事
住宅設備工事

印南町 問合せ 問合せ

⻄野塗装 塗装(家・倉庫等) 印南町 問合せ 問合せ

※注１ 印南町印南地域は配達料無料
※注２ 配達地域はお問合せください。
※注３ ⾒本商品、カタログを持ってお伺いします。お気軽にお問合せください。
※注４ 配⾷はお惣菜全般、お刺⾝、お寿司(さば・さんま)等、ご相談ください。
※注５ Ａ(なんば焼2枚、ごぼう巻1本) Ｂ(なんば焼3枚、ごぼう巻2本）他、メニューあります。
※注６ 内容についてはお問合せください。但し、危険な作業等についてはお断りすることがございます。
※注７ 印南町印南地域は出張料無料
※注８ 初乗り運賃(1.5㎞迄)520円 加算運賃(401m毎)80円

表⽰料⾦は税込です

2013年10⽉20日時点で登録の情報です。登録店舗、内容は変更する事がございます。

MSKA-0009-01

■お買い物方法
ご注文について
まずは、お電話ください。コールセンターが、ご対応させていただきます。
初回のみ、お客様のお届け先等の情報をお聞きいたします。※注９
2回目以降は、お名前とお電話番号だけで簡単にお買物ができます。
受付時間は平日の9：00〜17：00となっております。（⼟日祝日、年末年始は休業です）
配達について
あらかじめご登録いただいた住所に、直接手渡しでお届けさせていただきます。
お支払について
配達時に現⾦にてお支払下さい。 ※注10
※注９ お客様のお住まいの地域によっては、ご注文を承れない場合がございます。ご了承ください。
※注10 一部店舗では、振込でお支払いただける場合がございます。（ご注文の際ご確認ください）

■ご注意
・配達時(当日)、ご不在の場合は、キャンセル扱いとさせていただきます。
・キャンセルの場合、商品やサービスをお受け頂かなくても、代⾦が発生する場合がございます。
・お客様のご都合による商品の返品・交換は原則としてお受けできません。 以下の２点の場合のみ
商品の返品・交換をお受け致します。
1.お客様の責任でない汚れ・破損等がある商品。
2.注文と異なる商品が届いた場合。

・⾷品衛生や盗難防⽌の理由により、お宅前への留め置きはお受けできません。
・FAXによる注文は承っておりません。
・配送時間のご指定は注文内容によってお受けできない場合がございます。ご注文の際、ご確認ください。
・利用規約、サービスの詳細については、別紙 【利用規約】【サービス詳細】をご確認ください。
・個人情報の取扱については、別紙 【個人情報取扱規則】をご確認ください。

訪問サービス

店名 取扱サービス 訪問地域 料⾦ 支払方法

印南町
シルバー

人材センター
軽作業ほか ※注６
（お問い合わせください） 印南町

１時間
1,200円
組合せ自由

現⾦払い

ヘアーサロン
ニシヤマ

カット+顔剃り 4,000円
カットのみ 3,500円
顔剃りのみ 3,000円

印南町
（問合せ）

出張費 ※注７
1,000円

（切目・切目川
稲原・真妻）

現⾦払い

理容ヒダカ
カット+顔剃り
カットのみ
顔剃りのみ

印南町 問合せ 現⾦払い

ヤマト運輸 商品の配送 全国 問合せ 現⾦払い

表⽰料⾦は税込です

宅配・サービスメニュー

0570-086373
ハローみなさん

ご用命は 買えるコール

印南町ささえ愛活動
〜 みんなでつくろう良い町いなみ 〜

表⽰料⾦は税込です


