
⾼知県内配⾷事業所（1/3） ※令和2年3⽉6⽇時点

機関 TEL 配達状況 定休⽇ 配達エリア ⾷形態等 備考

かばちゃん 088-832-2345
1⾷から/昼のみ
(配達時間指定はできない)

⽇曜
第2・4⼟曜、⽇曜につながる祝⽇
12/28〜1/3

(⻄)⼤原町まで(東)介良まで(南)⻑
浜・横浜(北)薊野
その都度確認が必要

治療⾷対応不可 注⽂はFAX対応可(088-832-2358)

あじさい弁当 088-833-0875 1⾷から/昼・⼣ 年中無休
春野・横浜・⻑浜・朝倉(⼀部)・⼤
津・介良・⾼須以外のエリアは配達
可

治療⾷対応不可
薄味対応などは対応可
刻み⾷（とろみ⾷）・おかゆ

優樹 088-803-7119 昼・⼣(昼は9:00-12:00、⼣は13:00-16:30配達） 年中無休 ⾼知市（春野・鏡など⼀部を除く）
普通⾷・減塩⾷・糖尿病⾷対応可
おかずは、刻み・⼀⼝カット・刻みあんかけ⾷対応可
お⽶は、普通飯、軟飯、おかゆ対応可

イーフード（株） 088-802-7711 週単位/朝・昼・⼣ 年中無休
⾼知市(⼭間部など⼀部配達できない
地域あり)

治療⾷対応可
(どこまで対応できるかは要相談)

調理に必要な⾷材を未調理のまま配達することも可能

ニコニコキッチン ⾼知東店 088-860-6336 1⾷から/昼・⼣
1/1〜1/3
悪天候時(⼤型台⾵など)

⾼知市東半分
南国ICより南

治療⾷対応不可
ヘルシーメニュー(600kcal・塩分3ｇ/⾷)の配達可

前⽇までに要注⽂
(当⽇キャンセルは費⽤徴収)

⼟佐清⾵会 088-863-2551 1⾷から/昼のみ ⼟⽇祝
事業所(岡豊)から⽚道10分圏内
8か所/⽇が限界のため、他の利⽤者
が多いと受けられない⽇もある

減塩対応可
並飯〜ミンチまで対応可
⾷形態変更に伴う追加料⾦なし

1⾷からの注⽂は要相談
(できるだけ定期で注⽂を)

特別養護⽼⼈ホーム 陽だまりの⾥ 088-866-0288 1⾷から/昼のみ ⼟⽇祝
南国市(奈路、⽩⽊⾕、上倉、⻲岩、
久礼⽥、岡豊、北部、⻑岡東部、後
免、野⽥地域)

糖尿病⾷・カロリー・塩分調整対応可
形態はやわらかめ、刻みの対応可

⾹南市社会福祉協議会 0887-57-7300

昼前に配達
地域ごとに調理と配達が⺠⽣委員やボランティアで
あるため、配達回数は統⼀されていない
・⾚岡町→⽉3回(⽕曜)
・⾹我美町→⽉2回(⾦曜)
・野市→⽉1回(⽔曜)
・夜須→⽉1回(⽕曜)
・吉川→⽉2回(⽔曜)

⾹南市
治療⾷対応不可
⾼齢者向けの⼀般的なお弁当

安否確認のため⼿渡しで⾏っている。

ヨシケイ⾼知 088-866-6800 1⾷から ⼟⽇
⾼知市、南国市、⼟佐市、⾹美市、
⾹南市、いの町、佐川町、⽇⾼村

糖尿⾷のみ対応可

イルファ 0887-52-1242 1⾷から/昼・⼣ ⽇曜 ⼟佐⼭⽥町(⾹北町は要相談) 治療⾷対応不可

ウェルジョブ＆キッチンやまだ 0887-57-2033 1⾷から/昼・⼣ 年中無休 ⼟佐⼭⽥町(⾹南市は要相談) 腎臓⾷・⾼⾎圧⾷・糖尿病⾷対応可

⾼齢者福祉サービス 0887-52-9280
⼟佐⼭⽥町(昼・⼣/⽉〜⽇曜)
※佐岡・繁藤除く
⾹北町(昼のみ/⽔曜・⾦曜)

⼟佐⼭⽥町(佐岡・繁藤除く)
⾹北町

⼟佐⼭⽥町は治療⾷対応可
⾹北町は治療⾷対応不可

窓⼝：⾹美市役所健康介護⽀援課社会⻑寿班

彩弁当 0887-34-1663
昼の配達が主だが、昼と同じ内容のものでよければ
⼣も配達可

⽇曜
祝⽇

旧安芸町 ⼟居・井ノ⼝・川北周辺
安内・⾚野

減塩・糖分控えめは対応可
主⾷の形態は軟飯のみ対応可
おかずは固いものを⼩さく切る事は対応可

初回注⽂：前⽇までに
2回⽬以降：AM10時までに

優⾷弁当 090-1008-5599
昼・⼣
(昼は11:00-12:30、⼣は15:30-17:00に配達)

⽇曜 安芸市
糖尿病⾷・腎不全⾷対応可
刻み・刻みあんかけ⾷まで対応可

午前9時までに注⽂

芸⻄村役場健康福祉課 0887-33-2112 1⾷から/昼のみ
⼟⽇祝
年末年始

芸⻄村 治療⾷対応不可
窓⼝：芸⻄村役場
調理は⺠間、宅配は芸⻄村社会福祉協議会

レストランサザンクロス 0887-33-4410 1⾷から/昼のみ
⼟⽇祝
年末年始

芸⻄村 治療⾷対応不可 初回の注⽂は前⽇までに連絡要
芸⻄村

⾼知市

南国市

⾹南市

⾹美市

安芸市



⾼知県内配⾷事業所（2/3） ※令和2年3⽉6⽇時点

機関 TEL 配達状況 定休⽇ 配達エリア ⾷形態等 備考

安⽥町社会福祉協議会 0887-38-5500
昼のみ
⼊院や旅⾏など⻑期の不在以外は定期的に配達

⼟⽇祝
年末年始

安⽥町 治療⾷対応不可
窓⼝：安⽥町社会福祉協議会
調理は⺠間

えりちゃん弁当 0887-38-5040 1⾷から/朝・昼・⼣
第1・3⽔曜
年始(1週間程度)

安⽥町・⽥野町・奈半利町・北川村
糖尿病⾷・塩分⾷対応可
ご飯のやわらかさ・刻み・⼀⼝⼤・⾁・⽩⾝⿂の希望相談可

⾺路村 ⾺路村社会福祉協議会 0887-42-1020 1⾷から/昼のみ
⽇祝
年末年始

⾺路村⾺路地区 治療⾷対応不可 ⿂梁瀬地区については別事業で実施（別形態）

北川村社会福祉協議会 0887-38-6895 1⾷から/昼のみ(⽔曜のみ) 祝⽇ 北川村 治療⾷対応不可

⾼橋徹酒店 0887-38-4304 1⾷から/昼のみ
⽕曜
お盆
年末年始

北川村 治療⾷対応不可

えりちゃん弁当 0887-38-5040 1⾷から/朝・昼・⼣
第1.3⽔曜
年始(1週間程度)

安⽥町・⽥野町・奈半利町・北川村
糖尿病⾷・塩分⾷対応可
ご飯のやわらかさ・刻み・⼀⼝⼤・⾁・⽩⾝⿂の希望相談可

⽥野町社会福祉協議会 0887-38-5325 1⾷から/昼のみ
⼟⽇祝
年末年始

⽥野町
減塩対応可
刻み・⼀⼝⼤対応可

1⾷400円で提供

えりちゃん弁当 0887-38-5040 1⾷から/朝・昼・⼣
第1・3⽔曜
年始(1週間程度)

安⽥町・⽥野町・奈半利町・北川村
内

糖尿病⾷・塩分⾷対応可
ご飯のやわらかさ・刻み・⼀⼝⼤・⾁・⽩⾝⿂の希望相談可

奈半利町社会福祉協議会 0887-38-7346 1⾷から/昼のみ
⼟⽇祝
年末年始

奈半利町 治療⾷対応不可 対象者の利⽤条件あり

えりちゃん弁当 0887-38-5040 1⾷から/朝・昼・⼣
第1・3⽔曜
年始(1週間程度)

安⽥町・⽥野町・奈半利町・北川村
糖尿病⾷・塩分⾷対応可
ご飯のやわらかさ・刻み・⼀⼝⼤・⾁・⽩⾝⿂の希望相談可

室⼾市社会福祉協議会 0887-22-1348 週2⽇(⽉・⽕・⽊・⾦のうち)
⼟⽇
12/29〜1/3

室⼾市 治療⾷対応不可 対象：65歳以上の独居⾼齢者、⼜は⾼齢者世帯

夫婦善哉 0887-22-0580 1⾷から/昼・⼣ 年末年始 室⼾市(要相談) 治療⾷対応不可

室⼾市役所保健介護課 0887-22-5155
1⾷から/⼣のみ/週2回で⽉曜・⽊曜か⽕曜・⾦曜か
選択

12/29〜1/3 室⼾市 治療⾷対応不可
対象：在宅の概ね65歳以上の単⾝世帯、⾼齢者のみ世
帯、⾝体障害者であって、調理困難な者

東洋町 東洋町社会福祉協議会 0887-29-3144 昼のみ/⽕曜・⾦曜
お盆
年末年始
12/28〜1/3

東洋町 治療⾷対応不可

本⼭町 本⼭町社会福祉協議会 0887-76-2312 昼のみ/⽕曜・⽊曜 12/29〜1/3 本⼭町 治療⾷対応不可

⼤川村 ⼤川村集落活動センター結いの⾥ 0887-84-2233 ⼣のみ/2週間毎の⽕曜 ⼤川村 治療⾷対応不可

⽇⾼村 NPO法⼈わのわ会 0889-24-4004 昼・⼣ ⽇祝 ⽇⾼村(能津地区は要相談) 刻み、おかゆの対応可

佐川町 ⼀番館 0889-22-1938 1⾷から/昼・⼣
⽇曜
12/31〜1/3

佐川町
越知町の⼀部(要相談)

治療⾷対応不可であるが、相談は可能

チャオにしもり 0889-26-0105 1⾷から/昼・⼣
⽇曜
1/1〜1/3

越知町(⾞で⾏ける範囲)
佐川町黒岩

減塩⾷、糖尿病⾷は相談可
(塩分〇g以内など厳密な計算はしていない)
軟飯、刻み対応可

かどた 0889-26-0241 1⾷から/昼のみ
⽊曜
年末年始

⾼吾北地域 治療⾷対応不可

津野町社会福祉協議会
(ふれあい配⾷サービス)

0889-55-2115 1⾷から/昼のみ/⽊曜 ⽊曜⽇以外 津野町 治療⾷対応不可 窓⼝：津野町社会福祉協議会

津野町社会福祉協議会 備考に記載 1⾷から/昼のみ 年中無休 津野町
特別⾷(塩分〇ｇ対応可)
⾷形態は相談可

窓⼝：津野町介護福祉課(0889-62-2313）

NPO法⼈絆 0889-62-2918 昼のみ/⽊曜
お盆(不定期)
年末年始

松原区、初瀬区、東区の⼀部 治療⾷対応不可

集落活動センター四万川 0889-67-0880 1⾷から/昼のみ/第1、3⽕曜の⽉2回 四万川区 治療⾷対応不可

安⽥町

北川村

⽥野町

奈半利町

越知町

津野町

室⼾市

檮原町



⾼知県内配⾷事業所（3/3） ※令和2年3⽉6⽇時点

機関 TEL 配達状況 定休⽇ 配達エリア ⾷形態等 備考

社会福祉法⼈明成会�障害者⽀援施設オイコニア 0880-22-8382
1⾷から/昼・⼣
(興津地区は昼のみ)

年中無休 窪川地区(志和地区以外)
治療⾷対応不可
ごはんの量は対応可

条件により四万⼗町の補助あり

就労継続⽀援A型事業所 しまんと創庫 0880-22-3741 1⾷から/昼・⼣
⼟⽇祝
お盆
年末年始

四万⼗町 治療⾷対応不可
条件により四万⼗町の補助あり
開所：平⽇の9時〜18時

配⾷サービス花⾳ 090-7625-4884 1⾷から/昼・⼣
元⽇
(元⽇前後も休みの場合有)

四万⼗町
治療⾷対応不可
ごはんのやわらかさは対応可

条件により四万⼗町の補助あり
個⼈で調理、配送を⾏っている

社会福祉法⼈�しまんと町社会福祉協議会 0880-22-1195 昼・⼣ 年中無休
⼗和地区(状況により対応不可な地域
あり)

治療⾷対応不可
条件により四万⼗町の補助あり
対象者の利⽤条件あり
窓⼝：四万⼗町

黒潮町社会福祉協議会 ⼤⽅本所 0880-43-0315 昼のみ/⽔曜

連休
年末年始
(祝⽇の場合は前後の⽇にずらして
対応)

旧⼤⽅町 治療⾷対応不可 対象者の利⽤条件あり

黒潮町社会福祉協議会 佐賀⽀所 0880-55-3371 昼のみ/⽔曜

連休
年末年始
(祝⽇の場合は前後の⽇にずらして
対応)

旧佐賀町 治療⾷対応不可 対象者の利⽤条件あり

ひいちゃん亭 0880-34-4611 1⾷から/昼・⼣
⼟⽇祝
1/1〜1/3

四万⼗市全域・⼟佐清⽔市下ノ加
江・黒潮町⼀部

治療⾷対応不可

あったかふれあいセンター愛ハピネス 0880-37-3057
1⾷から/昼・⼣/⽕曜・⾦曜
※配達頻度は要相談

⼟⽇祝
年末年始
(12⽉25⽇まで)

中筋・東中筋・具同 治療⾷対応不可

四万⼗市社会福祉協議会 0880-35-3011 1⾷から/昼のみ/⽔曜
年末年始は事業所の休業⽇に準ず
る

旧中村市(⻄⼟佐は対象外) 治療⾷対応不可
対象：独居の⽅・安否確認が必要な⽅
(安否確認が⽬的)

三原村 三原村社会福祉協議会 0880-46-3003 ⽔曜・⾦曜/⼣
年末年始は事業所の休業⽇に準ず
る

三原村 治療⾷対応不可 対象：⾼齢者で⾃⾝での⾷事確保が難しい⽅

宿⽑市役所⻑寿政策課 0880-63-9112
1⾷から/⼣のみ/平⽇配達か、⼟⽇祝配達か、毎⽇
配達かが選択可能

要相談 宿⽑市(離島を除く) 治療⾷対応不可 対象者の利⽤条件あり

喫茶りり- 0880-65-5030 1⾷から/昼・⼣
第1・第3⼟曜
12/31⼣〜1/4
変更あり

宿⽑市(要相談)
基本的には薄味
好き嫌い、アレルギー対応は要相談

⾜摺病院 0880-82-1275 1⾷から/昼のみ
⼟⽇
12/31〜1/3

⼟佐清⽔市
糖尿⾷、減塩⾷は相談可
形態はやわらかめ

相談窓⼝：地域包括⽀援センターか、⼟佐清⽔市役所
健康推進課
対象者の利⽤条件あり

宅配クック1.2.3(幸町) 0880-87-9338 1⾷から/昼・⼣ 1/1〜1/3 ⼟佐清⽔市
普通⾷、カロリー・塩分調整⾷、たんぱく・塩分調整⾷、透
析⾷、やわらか⾷、ムースセット⾷、消化にやさしい⾷

※上記以外の介護⾷対応事業所

機関 TEL URL
こうち⽣協 0120-994-981 http://www.kochicoop.or.jp/services/dinner/

ワタミの宅⾷ 0120-321-510
https://www.watami-
takushoku.co.jp/contents/top

ワタミの宅⾷ダイレクト 0120-934-751 http://www.watami-takushoku-direct.jp/

アオイコーポレーション 0887-32-2225 http://www.e-aoi.jp/

あいーと EN⼤塚製薬 0120-357-770 https://www.ieat.jp/

タイヘイ 0120-996-181 http://www.familyset.jp/

㈱クリニコ(森永乳業) 0120-52-0050 https://www.clinico.co.jp/

その他、明治、キューピーでも介護⾷の取り扱いがございます。
ご注⽂⽅法など詳しい内容につきましては、直接事業所へのお問い合わせの程、よろしくお願いいたします。

その他

⼟佐清⽔市

四万⼗市

宿⽑市

四万⼗町

黒潮町


