
生活支援サービス（介護保険制度外・自費）　日常生活圏域「南区」　実施状況一覧

№ 事業所名・住所 サービス内容（料金） 利用対象者 サービスエリア 担当者（連絡先）

（株）シェアドリーム ・薬の受取り 要支援・要介護認定者で 千歳・恵庭 電話：0123-25-5001
訪問看護ステーション ・サービス料金：500円/1回（交通費別途） 同事業所のサービス FAX : 0123-25-5023
わかち愛 ・依頼後の対応：電話にて調整 利用者に限る
幸町1丁目11番

いがらし理容院 ・訪問理容（カット・顔そり） どなたでも利用できます 電話にてご確認 電話：0123-23-3724
幸町1丁目10 ・サービス提供時間：9：00～18：00 下さい FAX : 0123-22-3724

　休日：毎週火曜日・第3月曜日
・サービス料金：カットのみ2,800円
                カット・顔そり3,300円
　　　　　　　　顔そりのみ2,300円
・依頼後の対応：電話にて調整
　　　　　　　　（交通費負担なし）

ヘアーサロンこまどり ・訪問理容 どなたでも利用できます 電話にてご確認 電話：0123-22-4745
清水町1丁目12-1 ・サービス料金：3,500円/1時間 下さい

・依頼後の対応：電話にて調整

イオン千歳店 ・買物商品の配達 来店されたお客様に限る 千歳市内 電話：0123-24-3100
栄町6丁目51 ・サービス提供時間：9：00～21：00 （一部遠方を除く） FAX : 0123-24-1088

        食品売り場　8：00～21：45
・サービス料金
　2,500円（税込）以上の買物　200円/1個
　2,500円（税込）未満の買物　300円/1個
　※上記にプラス要冷料金100円（税込）/1個
・一部配達ができない商品もあり
・サービス内容は変更することが有ります
・インターネット専用の宅配サービスあり
・特典
　オーナーズカード、ゆうゆうＷＡＯＮカード、
　65歳以上の方、障害者手帳をお持ちの方、妊婦
　の方は特典あり　2,500円以上1個100円、
　2500円以下1個200円冷蔵はプラス200円
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生活支援サービス（介護保険制度外・自費）　日常生活圏域「南区」　実施状況一覧

№ 事業所名・住所 サービス内容（料金） 利用対象者 サービスエリア 担当者（連絡先）

ラッキー千歳錦町店 ・買物商品の配達 来店されたお客様に限る 千歳市内 電話：0123-27-7676
錦町4丁目25 ・サービス受付・配達時間 （電話注文不可） （一部遠方を除く） FAX : 0123-27-7717

　受付時間：15時まで、配達時間：20時頃まで
・サービス料金
　2,000円（税込）以上の買物　200円/3箱まで
　2,000円（税込）未満の買物　300円/1箱
　生鮮品は除く
・特典
　60歳以上の方、身体の不自由な方、妊婦の方
　などは、2,000円（税込）以上の買物で無料
　宅配（3箱まで）サービスがあります。
・サービス内容は変更することが有ります
・ホームページ

http://www.hokuyu-lucky.co.jp/store/
（有）やました企画 ・訪問美容 どなたでも利用できます 千歳市内 電話：0123-23-4426
竹美容室 ・サービス提供時間：日曜日9：00～16：00 FAX : 0123-42-0027
春日町3丁目2-5 ・サービス料金：カット3,000円パーマ5,000円

　交通費実費あり
・依頼後の対応：依頼日から1週間後以降

ニチイケアセンター千歳 ・家事支援：掃除、洗濯、調理、買物代行 どなたでも利用できます 千歳市・恵庭市 電話：0123-40-2334
千代田町5丁目1-3 　　　　　　ゴミだし、薬の受取り FAX : 0123-40-2338

・移動支援：外出の付添い、院内介助
・その他：衣類の整理、話し相手・傾聴、庭仕事
　　　　  除雪、被服の補修
　　　　　介護者支援
・サービス提供時間：9：00～18：00
　　　　　　　　　（土日祝日含む）
・サービス料金：5,500円/1時間（1回限り）
　　　　　　　　4,070円/1時間（年4回）
　　　　　　　　3,630円/1時間（月1回）
　　　　　　　　2,860円/1時間（週1回）
　30分延長ごとに1,320円追加
・依頼後の対応：契約終了後
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生活支援サービス（介護保険制度外・自費）　日常生活圏域「南区」　実施状況一覧

№ 事業所名・住所 サービス内容（料金） 利用対象者 サービスエリア 担当者（連絡先）

公益社団法人 ・家事支援サービス：洗濯、掃除 どなたでも利用できます 千歳市内 電話：0123-26-2277
千歳市シルバー人材センター 　その他：庭仕事、除雪 FAX : 0123-26-1228
本町3丁目11番地 ・サービス提供時間：8：30～17：00

・サービス料金
　掃除・洗濯　907円/1時間
　庭仕事　918円～1,118円/1時間
　除雪1,544円/1時間　交通費別途700円
・依頼後の対応：電話にて調整
・ホームページ

　http://webc.sjc.ne.jp/chitose/
千歳湯処　春日湯 ・入浴における送迎サービス どなたでも利用できます 千歳市内 電話：0123-24-1126
春日町1丁目1-3 ・サービス提供時間：13：00～24：00　年中無休 一部遠方を除く FAX : 0123-22-9692

・サービス料金：送迎会員になり送迎専用入浴回
　　　　　　　　数券の購入で無料送迎
・その他：運行地区は曜日によって異なります
　月曜・金曜日～高台・花園・稲穂・清流・寿
　　　　　　　　弥生・東雲・朝日町方面
　日曜・木曜日～新富・北栄・大和・桂木方面
　水曜・土曜日～文京・白樺・里美・若草方面
・依頼後の対応：即日対応
　サービス内容は変更することが有ります

（株）いのうえ ・買物商品の配達 どなたでも利用できます 電話にてご確認 電話：0123-22-2096
セブンイレブン千歳大和店 ・500円以上の買物で無料配達 下さい
大和2丁目7-18 ・昼の便11：30～12：30と夕方の便17：00～
e-mail 　18:00の　1日2回配達
h-inoue@dream.ocn.ne.jp 　詳細は店舗にて確認
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生活支援サービス（介護保険制度外・自費）　日常生活圏域「南区」　実施状況一覧

№ 事業所名・住所 サービス内容（料金） 利用対象者 サービスエリア 担当者（連絡先）

日本郵便株式会社 ・安否確認サービス：安否確認定期訪問 どなたでも利用できます 日本全国 電話：0123-24-2882
千歳駅前郵便局 　月1回/2,500円（税抜） FAX : 0123-22-1377
千代田町5丁目1-2 ・定期的電話かけ（月1回）

　固定電話　980円（税抜）
　携帯電話　1,180円（税抜）
・安否確認訪問等オプション駆けつけサービス
　　800円/月～　　 駆けつけ料は1回5,000円
・入会金・年会費なし
・ホームページ

https://www.post.japanpost.jp/

日本郵便株式会社 ・安否確認サービス：安否確認定期訪問 どなたでも利用できます 日本全国 電話：0123-27-8073
千歳ヤマセミ郵便局 　月1回/2,500円（税抜） FAX : 0123-27-8001
朝日町4丁目32-1 ・定期的電話かけ（月1回）

　固定電話　980円（税抜）
　携帯電話　1,180円（税抜）
・安否確認訪問等オプション駆けつけサービス
　　800円/月～　　 駆けつけ料は1回5,000円
・入会金・年会費なし
・ホームページ

https://www.post.japanpost.jp/

日本郵便株式会社 ・安否確認サービス：安否確認定期訪問 どなたでも利用できます 日本全国 電話：0123-23-2341
千歳郵便局 　月1回/2,500円（税抜） FAX : 0123-22-1282
千代田町7丁目101-20 ・定期的電話かけ（月1回）

　固定電話　980円（税抜）
　携帯電話　1,180円（税抜）
・安否確認訪問等オプション駆けつけサービス
　　800円/月～　　 駆けつけ料は1回5,000円
・入会金・年会費なし
・ホームページ

https://www.post.japanpost.jp/
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生活支援サービス（介護保険制度外・自費）　日常生活圏域「南区」　実施状況一覧

№ 事業所名・住所 サービス内容（料金） 利用対象者 サービスエリア 担当者（連絡先）

日本郵便株式会社 ・安否確認サービス：安否確認定期訪問 どなたでも利用できます 日本全国 電話：0123-24-2883
千歳春日郵便局 　月1回/2,500円（税抜） FAX : 0123-24-1382
春日町3丁目1-7-2 ・定期的電話かけ（月1回）

　固定電話　980円（税抜）
　携帯電話　1,180円（税抜）
・安否確認訪問等オプション駆けつけサービス
　　800円/月～　　 駆けつけ料は1回5,000円
・入会金・年会費なし
・ホームページ

https://www.post.japanpost.jp/

日本郵便株式会社 ・安否確認サービス：安否確認定期訪問 どなたでも利用できます 日本全国 電話：0123-25-2560
支笏湖郵便局 　月1回/2,500円（税抜） FAX : 0123-25-2563
支笏湖番外地 ・定期的電話かけ（月1回）

　固定電話　980円（税抜）
　携帯電話　1,180円（税抜）
・安否確認訪問等オプション駆けつけサービス
　　800円/月～　　 駆けつけ料は1回5,000円
・入会金・年会費なし
・ホームページ

https://www.post.japanpost.jp/
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