福山市配食サービス事業 事業者一覧
(株)アリスジャパン

宅配クック１２３（（株）シニアライフクリエイト）

（有）東洋メディカル

(福）沼隈社会福祉協会

王子町二丁目11番6号

引野町三丁目13番30号

沼隈町大字中山南1233番地1

沼隈町大字草深1889番地26

（0120-886-689）

（084-971-6003)

（084-988-1771）

（084-987-0924）

事業者名

配達区域

東部

アピールポイント

食事の種類
利用者負担額（1食）

西部

北部

東部

普
通
食

西部

北部

西部

南部

南部

365日（年中無休），昼食と夕食の2回体制で配送をしており，
関係機関と連携して安否の確認を行っております。
管理栄養士監修のもと，栄養バランスと旬な食材を心がけて
おります。またムース食（実費）の取扱いを始めましたので，お
問い合わせください。

「お元気ですか」の声と一緒にお届けいたします。
「向こう三軒両隣」精神のちょっとお節介な元気な弁当やさんで
す（見守りも大切なお届け物と考えております）。
健康をいちばんに、心をこめて作っております。高齢者専門の
事業者です。なんでもご相談ください。

・衛生面を特に注意。
・安否確認のため，あいさつ声をかける。
・家族やケアマネ等，密な連絡をとる。
・誠実な対応。

１．声かけサービス，電話サービスを行いふれあいを
大切にします。
２．月に一回「ほかほかだより」を発行。
メニューと成分内訳表と季節のお便りをお届けし
ます。

1食あたり４６０円

1食あたり４６０円

1食あたり４５０円

1食あたり４７０円

献立 １種類

献立 １種類

献立 １種類

献立 １種類

主食 米飯，全粥

主食 米飯，やわらかめ，全粥

主食 米飯，やわらかめ，全粥

主食 米飯，やわらかめ，全粥

副食 普通食，一口大，きざみ食
（個別対応状況）

2021年4月作成

副食 普通食，一口きざみ，きざみ食

青魚，鶏肉などのアレルギー対応可能

副食 普通食，きざみ食，とろみ食

相談内容に応じてアレルギー等個別対応可能

副食 普通食，きざみ食，ミキサー食，とろみ食

特別食にて対応

相談内容に応じて個別対応可能

相談内容に応じて個別対応可能

アレルギー等の個別対応可能

配食の見本
（普通食です）

食事の種類
利用者負担額（1食）

配達方法

配達時間（目安）
容器の形態
保温箱の形態

特
別
食

エネルギー調整食：460円

普通食おかずのみ：460円

タンパク調整食：460円

カロリー塩分調整食：560円

塩分調整食：460円

たんぱく塩分調整食：560円

脂質調整食：460円

やわらか食， 消化にやさしい食， ムース食：560円

軽自動車を使用。
夏期は保冷材を使用し，保冷箱に入れ配達。
留守時は指定場所に置き，電話にて安否確認を行う。

軽自動車を使用。
発泡スチロール製の保温箱に入れ配達し，高温時（夏期等）は
保冷剤を使用。
手渡し・指示により部屋内・ベッド横・食台まで配達します

昼食

9：00～12：00

夕食

昼食

9：00～12：00

夕食

12：00～18：00

やわらかめ， きざみ：520円

エネルギーコントロール食：470円

軽自動車を使用。
留守時は発泡スチロール製の保温箱に入れ所定の場所に置
く。
夏期は，保冷剤を使用。

軽自動車を使用。
常温状態で配達。
留守時は発泡スチロール製の保温箱に入れ所定の場所に置
く。

昼食

9：00～12：00

夕食

14：00～17：00

昼食

10：00～12：00

夕食

電子レンジ対応可，回収型（粥用は回収型保温容器）

電子レンジ対応可，回収型

電子レンジ対応の回収型容器（みそ汁含む）

電子レンジ対応型の回収型容器

発泡スチロール製の保温箱

アルミと緩衝材を使用した保冷バック

発泡スチロール製の保温箱

発泡スチロール製の保温箱

月末締め 翌月５日より集金開始

月末締め

月末締め翌月５日までに請求

月末締め翌月１０日までに請求

①配達時に現金にて集金

①配達時に現金にて翌月10日までに集金
②口座より引落
③銀行またはゆうちょ銀行に振込（翌月16日まで）

①配達時を行っている人が集金

①配達時に現金にて集金

②銀行に振込

②月末締めの翌月27日自動引き落とし

料金徴収方法
②広島銀行またはゆうちょ銀行に振込

配食サービス実施日
以外に配食を実費で
行っている日

15：00～18：00

普通食（小）：410円

④PayPay

➂弊社の事務所又は関係先（病院内の売店）

年中無休（日祝も対応）

年中無休（1月1日～3日は休み） 土日祝も配食。

日曜日，祝日及び年末

GW，年末年始も通常配達

昼・夕2回配達しています。

※年始を除く以外の必要な日は弊社の高齢者用弁当を配食

※市の配食サービスの利用回数：1日1食（昼食または夕食）で，月曜日から土曜日までのうち週5日まで（祝日及び12月29日から翌年1月3日については休み）

日曜日，祝日及び年末

15：00～17：00

（有)フードケアサービス福山

（有)プチットメールダイゴ

まごころ弁当福山本店（（株）sakkuru）

ライフデリ福山店

奈良津町一丁目2番7号

南本庄三丁目4番9号

昭和町6番17号

曙町五丁目20番47号

（084-925-6022）

（084-925-0005）

（084-944-3223）

事業者名

配達区域

東部

北部

東部

・安全，安心をモットーに，丁寧な弁当作りを心掛けていま
す。
・個別嗜好にも対応しています。
（魚禁，肉禁～揚げ物禁まで）
・ご希望，ご要望にお答えする様に心がけています。

アピールポイント

1食あたり４３０円
食事の種類
利用者負担額（1食）

普
通
食

西部

南部

（084-961-4901）
北部

東部

西部

南部

一つ一つ誠実な対応を心がけて、安否確認はもちろん少しの
季節の旬の野菜をふんだんに使い，健康に過ごせるメニュー，
お手伝いもお声がけくださいませ。
安心，安全なお弁当を毎日届けています。
（ポスト確認、ベット横までお弁当を運ぶ等）

栄養バランス・食べやすさに配慮した，健康的で美味しい日替
わりのお弁当をお届けします。

1食あたり４４０円

1食あたり３９０円

1食あたり４００円

献立 １種類

献立 1種類

献立 1種類

献立 1種類

主食 米飯，やわらかめ，全粥

主食 米飯，全粥，5分粥，3分粥，重湯

主食 米飯，全粥，5分粥，3分粥，重湯

主食 米飯，全粥，5分粥，3分粥，重湯

副食 普通食，きざみ食，ムース食
（個別対応状況）

東部

副食 普通食，きざみ食，とろみ食，ミキサー食

相談内容に応じて個別対応可能

相談内容に応じて個別対応可能

魚はすべて骨なしを使用。青魚禁，肉禁，油禁など

副食 普通食，きざみ食，とろみ食，ミキサー食

副食 普通食，きざみ食，とろみ食，ミキサー食

相談内容に応じて個別対応可能

相談内容に応じて個別対応可能

魚は骨なしを使用。アレルギーや好みにも個別対応

魚は全て骨なし

配食の見本
（普通食です）

食事の種類
利用者負担額（1食）

配達方法

配達時間（目安）
容器の形態
保温箱の形態

特
別
食

カロリー調整食：530円

カロリー・塩分調整食：510円

カロリー調整食：470円

カロリー調整食， やわらか食：470円

たんぱく調整食：530円

たんぱく調整食：510円

たんぱく調整食：470円

腎臓食， 透析食：550円

ムース食：450円

ムース食：450円

塩分調整食：530円

※やわらか，ムース以外できざみ対応＋60円

軽自動車を使用。
軽自動車を使用。
温度管理徹底の為，年中畜冷材使用。保冷弁当箱を保温箱 夏期は保冷剤を使用。
に入れ，それにも畜冷材を入れて、温度管理を徹底している。 留守時は，発泡スチロールの保温箱に入れ所定の場所へ。

昼食

9：00～12：00

夕食

13：00～17：00

昼食

09：00～12：00

夕食

13：00～17：00

軽自動車を使用。
夏季は保冷剤を使用。
留守時は、保冷バックに入れて所定の場所へ。

昼食

09：00～12：00

夕食

13：00～17：00

軽自動車を使用。
保冷剤を使用。
留守時は，発泡スチロールの保温箱に入れ所定の場所へ。
食卓，寝室など指定の場所まで配達。
昼食

09：00～12：00

夕食

電子レンジ対応の回収型容器（みそ汁含む）

電子レンジ対応の回収型容器

電子レンジ対応の使い捨て可能な回収型容器

発泡スチロール製の保温箱

発泡スチロール製の保温箱

保冷バック

保冷バッグ

月末締め翌月5日までに請求

月末締前払い

翌月締め翌月１０日までに請求。

月末締め翌月5日までに請求

①配達時に現金にて集金

①配達時に集金

①配達時に集金

①配達時に集金

②指定銀行に振込

②指定銀行に振込

②指定銀行に振込

②指定銀行に振込

日曜日，祝日

日曜日及び祝日（年末年始を除く）

祝日、年内は31日まで。実費でおせち対応。

※年末年始は実費でミニおせち、年越しそばに対応

別メニューとして食育弁当（夕のみ）：550円
健康ご飯弁当：550円

料金徴収方法
③１週間締めの１週間払い
配食サービス実施日
以外に配食を実費で
行っている日
.

13：00～17：00

電子レンジ対応の回収型容器，使い捨て回収型容器併用

③PayPay
日曜日及び祝日（年末年始を除く）

