
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１７日

 お客様

 参加店

◆宅配サービス事業のお問い合わせ先◆ 

富士見町商工会 

http://www.fumira.jp/cut/kazoku/file16.htm


JA 信州諏訪西山店（食料品・日用品等） ㈲キリン堂（靴・カバン小売等） 平出時計店（眼鏡・時計・宝飾等） ㈲泉屋（菓子製造・卸・小売） ㈲イチジュウ（文具・事務機器販売） ミツワ西友薬局（薬局） 

ＴＥＬ0266-62-2924 FAX0266-62-6768 

◇営業時間 午前 9時～午後 6時 

◇定休日 月曜日  

◇配達場所 町全域 

◇配達商品 食品・飲料・仕出し・弁当・日用品 

◇配達曜日等 月曜日を除く毎日可能 

◇配達受付時間 配達 2日前まで 

◇配達時間 午前 10時～午後 5時 

◇配達条件 制限なし 

◇配達料金 無料 

ＴＥＬ0266-62-2081 FAX0266-62-5560 

◇営業時間 午前 9時～午後 7時 

◇定休日 無休  

◇配達場所 町全域 

◇配達商品 靴・カバン 

◇配達曜日等 月曜日～日曜日 

◇配達受付時間 午前 9時～終日 

◇配達時間 午後 1時～ 

◇配達条件 お買上げ 3,000円以上 

◇配達料金 無料 

ＴＥＬ0266-62-3260 FAX0266-62-3260 

◇営業時間 午前 8時 30分～午後 7時 30分 

◇定休日 無休  

◇配達場所 町全域・近隣地域 

◇配達商品 メガネ・時計修理・デンチ交換等 

◇配達曜日等 営業時間内 

◇配達受付時間 営業時間内 

◇配達時間 営業時間内 

◇配達条件 お買上げ 1,000円以上 

◇配達料金 無料 

ＴＥＬ0266-62-5175 FAX0266-62-5145 

◇営業時間 午前 10時～午後 7時 

◇定休日 日曜日  

◇配達場所 町全域 

◇配達商品 菓子・赤飯・餅類（法事・祝事等）

※洋菓子除く ◇配達条件 制限なし◇配達料金 無料 

◇配達曜日等 月曜日を除く毎日可能 

◇配達受付時間 2日前まで 

◇配達時間 午前 10時～午後 4時 

※配達は JA西山店様 

ＴＥＬ0266-62-2016 FAX0266-62-6350 

◇営業時間 午前 9時～午後 7時 15分 

◇定休日 日曜日  

◇配達場所 町全域・隣接地域 

◇配達商品 文具・スチール家具・事務機器等 

◇配達曜日等 月曜日～土曜日 

◇配達受付時間 午前 9時～終日 

◇配達時間 午前 10時～午後 5時 

◇配達条件 お買上げ 1,000円以上 

◇配達料金 無料 

ＴＥＬ0266-62-7586 FAX0266-62-7272 

◇営業時間 午前 9時～午後 8時 

◇定休日 1月 1・2日のみ休日 

◇配達場所 町全域  

◇配達料金 無料 

◇配達商品 健康食品・医療用品・介護用品等 

◇配達曜日等 受付から 3日以内 

◇配達受付時間 営業時間内 

◇配達時間 応相談 

◇配達条件 お買上げ 1,000円以上  

㈲マルヤス電気富士見店（電気製品小売） ㈲藤澤薬局（薬局） 高原電機（家電販売・電気工事） ビューティーモバイルさくら（訪問理美容） セブンイレブン役場上店・富士見店（小売） 久保洋服店（洋服修理・雑貨） 

ＴＥＬ0266-62-2355 FAX0266-62-5702 

◇営業時間 午前 9時～午後 7時 

◇定休日 日曜日  

◇配達場所 町全域 

◇配達商品 管球・電池等・電化製品 

◇配達曜日等 月曜日～土曜日 

◇配達受付時間 午前 9時～ 

◇配達時間 お客様とご相談のうえ 

◇配達条件 特に無し  

◇配達料金 無料 

ＴＥＬ0266-62-2106 FAX0266-62-2106 

宅配受付番号（携帯）090-8494-3665 

◇営業時間 午前 8時～午後 7時 

◇定休日 日曜日  

◇配達場所 町内及び隣接地域 

◇配達商品 医療・化粧雑貨等（他は応相談） 

◇配達曜日等 月～土 ◇配達料金 無料 

◇配達受付時間 午前 9時～終日 

◇配達時間 午後 4時以降（基本） 

◇配達条件 目安として 1,000円以上  

ＴＥＬ0266-62-2226 FAX0266-62-3010 

◇営業時間 午前 8時～午後 7時 30分 

◇定休日 毎月 1・11・21日  

◇配達場所 町全域・原村 

◇配達商品 家庭電化商品 

◇配達曜日等 随時 

◇配達受付時間 営業時間内 

◇配達時間 随時 

◇配達条件 特に無し  

◇配達料金 無料 

ＴＥＬ0266-62-2774 FAX0266-62-2774 

◇営業（出張）時間 午前 8時 30分～午後 5時 

◇定休日 日曜日  

◇出張場所 町全域・近隣地域 

◇内容 ヘアカット・ヘアカラー・パーマ 

◇出張曜日等 月曜日～金曜日 

◇受付時間 午前 8時～終日 

◇料金一例 カット 3,500円 パーマコース 8,500円 

◇出張費 町内無料   ※2 人以上割引あり 

メイク・ハンドマッサージサービス可 

役場上ＴＥＬ0266-62-7771 FAX0266-62-7171 

富士見ＴＥＬ0266-62-9135 

◇営業時間 24時間 ◇定休日 年中無休 

◇配達場所 町全域その他応相談 

◇配達受付時間 24時間 

◇配達商品 食品・生活雑貨等 

◇配達曜日等 毎日（月～日） 

◇配達時間 応相談  

◇配達料金 500円以上の注文で無料 

◇配達条件 セブンミール会員に登録（無料） 

ＴＥＬ0266-62-2139 FAX0266-62-2139 

◇営業時間 午前 9時～午後 6時 30分頃 

◇定休日 日曜日  

◇配達場所 町全域・その他 

◇配達商品 紙オムツ類と雑貨 

◇配達曜日等 休み以外はいつでも 

◇配達受付時間 FAX または留守電 

◇配達時間 営業時間内 

◇配達条件 概ね 4,000円以上  

◇配達料金 無料 

㈱塩崎（パン工房ハッピー富士見西友店） ㈲窪田モータース（石油類・車販売修理等） ㈲富士甲金物店（金物類等） 両国屋豆腐店（豆腐他食品） ヤマザキデイリーストア富士見高原店（コンビニ） ㈲山本製麺 

ＴＥＬ0266-62-6722 FAX0266-62-2232 

（宅配はパン工房ハッピー西友店で対応します） 

◇営業時間 午前 8時～午後 7時 

◇定休日 土曜・日曜 ◇配達場所 町全域 

◇配達商品 パン・菓子・そばドラ他 

◇配達曜日等 JA西山店様同様 

◇配達受付時間 JA西山店様同様 

◇配達時間 JA西山店様同様 

◇配達条件 お買上げ 500円以上 

◇配達料金 無料 ※JA西山店様から配達 

宅配受付 フリーダイヤル 0120-62-5760 

◇営業時間 午前 7時 30分～午後 8時 

◇定休日 1月 1・2日  

◇配達場所 町全域 

◇配達商品 灯油 

◇配達曜日等 毎日 

◇配達受付時間 午前 7時 30分～午後 8時 

◇配達時間 午前 9時～ 

ＴＥＬ0266-62-2123 FAX0266-62-2123 

◇営業時間 午前 7時 40分～午後 6時 50分 

◇定休日 日曜日午後  

◇配達場所 町全域 

◇配達商品 家庭器物等店内商品 

◇配達曜日等 月曜日～土曜日 

◇配達受付時間 午前 7時 40分～終日 

◇配達時間 午前 11時以降 

◇配達条件 お買上げ 1,000円以上  

◇配達料金 無料 

ＴＥＬ0266-62-2207 FAX0266-62-7563 

◇営業時間 午前 7時～午後 5時 

◇定休日 日曜日・祝祭日 ◇配達場所 町全域 

◇配達商品 豆腐・油揚げ・コンニャク等 

◇配達曜日等 JA西山店様同様 

◇配達受付時間 JA西山店様同様 

◇配達時間 JA西山店様同様  

◇配達料金 1回 300円 

◇配達条件 ご相談下さい  

※JA西山店様から配達 

ＴＥＬ0266-62-2111 FAX0266-62-6198 

◇営業時間 午前 7時～午後 11時 

◇定休日 年中無休 

◇配達場所 町全域（一部不可） 

◇配達商品 飲料・菓子・一般食品・雑貨等 

◇配達曜日等 不定期 

◇配達受付時間 午前 7時～午後 11時 

◇配達時間 不定期  

◇配達料金 無料 

◇配達条件 お買上げ 500円以上  

ＴＥＬ0266-62-2255 FAX0266-62-6619 

◇営業時間 午前 9時～午後 5時 

◇定休日 日曜日 

◇配達場所 町全域 

◇配達商品 うどん・そば・ラーメン等麺類 

◇配達曜日等 JA西山店様同様 

◇配達受付時間 JA西山店様同様 

◇配達時間 JA西山店様同様 

◇配達条件 電話でご相談  

◇配達料金 無料 ※JA西山店様から配達 

㈱シモクラ（石油類販売等） ㈲福寿屋（酒屋） 
 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＥＬ0266-62-8228 FAX0266-62-5830 

◇営業時間 午前 7時～午後 8時 

◇定休日 1月 1・2・3日  

◇配達商品 灯油 

◇配達曜日等 月曜日～土曜日 

◇配達受付時間 午前 7時～午後 8時 

◇配達時間 午前 9時～ 

◇配達場所 町全域 

 

 

ＴＥＬ0266-62-2944 FAX0266-62-2944 

◇営業時間 午前 9時～午後 9時 

◇定休日 日曜日  

◇配達場所 町全域・原村 

◇配達商品 ビール・日本酒他酒類 

◇配達曜日等 お問い合わせください 

◇配達受付時間 午前 9時～午後 6時 

◇配達時間 午前 11時～午後 7時 

◇配達料金 無料 

 

 

◆ ご利用方法 ◆ 
○ 町内にお住まいの方ならどなたでもご利用いただけます。 

○ 参加店へ電話（またはＦＡＸ）でご注文ください。その際、詳細をご相談ください。 

○ お支払い方法は、現金でのお支払いとなります。 

○ 参加店において配達日時等さまざまですので、各参加店の詳細を必ずご確認ください。 


