生活支援サービス（介護保険制度外・自費）
№

事業所名・住所

サービス内容（料金）

実施状況一覧

利用対象者

サービスエリア

担当者（連絡先）

ビューティサロン芙美
新富3丁目5-5

・訪問美容
・サービス提供時間：9：00～16：00
・サービス料金：3,000円（カットのみ）
交通費実費
・依頼後の対応：依頼日から翌日以降に電話で
調整

当店の利用者に限らない

電話にてご確認
下さい

電話：0123-22-5918
FAX : 0123-24-8012

千歳市社会福祉協議会
ほっとす
新富1丁目3-5

・家事援助サービス：掃除、洗濯、調理
買物代行、薬の受取り
・移動支援サービス：外出の付添い、院内介助
・その他：衣類の整理
・サービス提供時間：8：45～17：15
・サービス料金：1時間1人訪問 900円
・依頼後の対応：電話で調整
・その他：自宅の窓、台所回り等、通常の掃除
では困難な箇所の掃除1時間1人訪問
で1,300円

介護認定者、重度
（1・2級）身体障害者
手帳の交付を受けた方

千歳市内

電話：0123-42-3133
FAX : 0123-42-3146

訪問介護事業所
ナイスケア ひまわり
北斗4丁目14-4

・移動支援サービス：外出の付添い、院内介助
移送・送迎
・サービス提供時間：平日 9：00～17：00
・サービス料金：外出の付添い、院内介助
15分1,000円
移送・送迎 1.5Km500円
500ｍごとに100円加算
・依頼後の対応：予約制

要支援、要介護認定者
で同事業所のサービス
利用者に限る

千歳市・恵庭市

電話：0123-40-3050
FAX : 0123-40-3060

当店の利用者に限る

千歳市内

電話：0123-23-1277
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日常生活圏域「西区」

3

・ホームページ：http://nc-himawari.jp/
メンズヘアーナカガワ
北栄2丁目29-8
4

・訪問理容
・サービス提供時間：電話で調整
（訪問日は火曜日）
・サービス料金：40分～60分 4,500円～5,000円
・依頼後の対応：電話で調整
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生活支援サービス（介護保険制度外・自費）
№

事業所名・住所

（株）いのうえ
セブンイレブン
千歳信濃2丁目店
信濃2丁目12-1
5

e-mail
h-inoue@dream.ocn.ne.jp

宅配サービス わんすま
千歳市信濃２丁目7号１階
ホームページ

http://one-sma.co.jp/
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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）

電話にてご確認
下さい

電話：0123-23-3789
FAX : 0123-23-3758

・食料品、日常生活用品の配達
入会金・年会費無料
配達エリア：千歳・恵庭・北広島
・お届け料：１回220円（税込）
2,500円（税抜）以上の買い物で
お届け料無料、ご利用金額1,000円
（税抜）以上からお届けいたします
※詳細は電話にてご確認ください

どなたでも利用できます

千歳・恵庭
北広島

フリーダイヤル
0120-126-855
電話：0123-29-5740
FAX: 0123-29-5741

どなたでも利用できます

電話にてご確認
下さい

電話：0123-26-2096
FAX： 0123-26-2096

どなたでも利用できます

電話にてご確認
下さい

電話：0123-26-9305
FAX: なし

（株）いのうえ
・商品の配達
セブンイレブン千歳北栄店
1,000円以上の買物で無料配達
北栄2丁目24-5
昼の便11：00～12：30の配達
・セブンミールサービス：3,000円以上の買い物で
配達無料

（株）いのうえ
セブンイレブン
千歳自由ヶ丘店
千歳市自由ヶ丘2丁目18-4

実施状況一覧

・商品の配達
どなたでも利用できます
3,000円以上の買物で無料配達
1,000円～3,000円未満では配達料220円
昼の便11：00～12：30と夕方の便16：00～17：30
1日2回配達
午前の配達受付時間：11時まで
午後の配達受付時間：16時まで

1,000円～3,000円未満は220円の配達料

会員登録要す
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日常生活圏域「西区」

詳細は電話にて確認願います

・商品の配達
1,000円以上の買物で無料配達 １日２回配達
配達時間 昼の便
11：00～12：00
夕方の便 17：00～18：00
午前の配達受付時間 10時まで
午後の配達受付時間 16時まで
※詳細は電話にてご確認下さい
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生活支援サービス（介護保険制度外・自費）
№

事業所名・住所

日本郵便株式会社
千歳北栄郵便局
新富2丁目1-31

日常生活圏域「西区」

サービス内容（料金）

利用対象者

・安否確認サービス：安否確認定期訪問
月1回/2,500円(税込）
・定期的電話かけ（月1回）
固定電話 1,070円（税込）
携帯電話 1,280円（税込）
・安否確認訪問等オプション駆けつけサービス
880円/月

実施状況一覧

どなたでも利用できます

サービスエリア

担当者（連絡先）

日本全国

電話：0123-24-2885
FAX : 0123-27-2764

千歳市内

電話：0123-26-5211
FAX： 0123-26-5211

駆けつけ料1回につき5,500円(税込）

・入会費・年会費なし
・ホームページ

https://www.post.japanpost.jp/
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・終活の無料電話相談 （0120-65-3741）
介護、相続、葬儀、お墓、遺品整理などの終活に
関する相談に専門相談員が無料で応じます
【受付時間】土日祝を除く平日９時～17時
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（株）119international
ライフヘルプちとせ
北栄1丁目8番14号
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・家事支援サービス：掃除、洗濯、調理、買い物
同事業所のサービス
代行、ゴミ出し、薬の受取り 利用者に限る
外出の付添い、院内介助
衣類の整理、話し相手・傾聴
・サービス提供時間：平日・土日9：00～17：00
祝日は前後都合の良い日に変更
・サービス料金：
家事援助（掃除・洗濯・調理・買物代行・ゴミだし
薬の受取りなど）１時間1,200円
移動支援（外出の付添い・院内介助）1時間1,500円
その他（衣類の整理・話し相手・傾聴）1時間1,200円

・依頼後の対応：依頼日から1週間以降
・ヘルパー交通費360円

9

生活支援サービス（介護保険制度外・自費）
№

事業所名・住所

日本郵便株式会社
千歳自由ケ丘郵便局
自由ケ丘3丁目3-2
生
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サービス内容（料金）

日常生活圏域「西区」

実施状況一覧

利用対象者

・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
月1回/2,500円(税込）
・定期的電話かけ（月1回）
固定電話 1,070円（税込）
携帯電話 1,280円（税込）
・安否確認訪問等オプション駆けつけサービス
880円/月 駆けつけ料1回につき5,500円(税込）
・入会費・年会費なし
・ホームページ https://www.post.japanpost.jp/
・終活の無料電話相談 （0120-65-3741）
介護、相続、葬儀、お墓、遺品整理などの終活に
関する相談に専門相談員が無料で応じます
【受付時間】土日祝を除く平日９時～17時
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サービスエリア

日本全国

担当者（連絡先）

電話：0123-22-5525
FAX : 0123-27-3064

