
会社名 ガスト茨城那珂町店 豊潤会配食サービス
（株）ヨシケイミト

西営業所

所在地
〒311-0110
那珂市竹ノ内2-3-1

〒311-0111
那珂市後台2045-4

〒311-0117
那珂市豊喰141

電話番号 029-270-7965 029-295-8415 029-298-9228

ＦＡＸ番号 029-270-7965 029-295-5336 029-298-9238

配達地域 ほぼ那珂市全域 菅谷、五台地区
那珂市、ひたちなか市、城
里町、東海村

配達時間 11時～21時
昼11時～
夕15時30分～

お問い合わせください

利用可能日 毎日
昼食は月曜日～土曜日
夕食は毎日
1/1～1/3は休み

月曜日～金曜日

料金等 1,500円～配達 1食660円

和彩ごよみ
1人用　約750円から
各種冷凍弁当
1日3食セット1,080円から
その他いろいろな
メニューがあるのでお問い
合わせください。

支払方法
現金、クレジット等

月初め集金
振込
口座引落し

現金
カード払い（ヨシケイニコ
スカード）
口座引落し（ゆうちょ銀
行）

治療食
（糖尿病食・
減塩食など）
食品の形態・
調理方法など

治療食の対応はありません
が、おかゆ・きざみ・一口
大等対応します。

なし

備考
キャンセルの連絡は昼食は
前日まで、夕食は当日の10
時までにお願いします。
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会社名 ナザレ園配食サービス
なごみ弁当
常陸太田店

「ワタミの宅食」
茨城常陸大宮営業所

所在地
〒319-2103
那珂市中里361-2

〒313-0014
常陸太田市木崎二町849

〒319-2266
常陸大宮市抽ヶ台町864-1

電話番号 029-270-9115 0294-33-8691
「ワタミの宅食」
受付センター
0120-321-510

ＦＡＸ番号 029-270-9116 0294-33-8692 ―

配達地域 那珂市内
額田地区
その他の地区は要相談

那珂市

配達時間
昼11時～13時
夕15時45分～18時

10時～12時30分
15時～18時15分

配達時間の指定は不可
17時までには配達

利用可能日 年中無休
毎日
1/1～1/3は休み

月曜日～金曜日
土日祝日は休み
12/31～1/3は休み

料金等 1食660円

普通食
おかずのみ 486円から
おかずとごはん 540円から
小町　410円
利用されている方に限り、
朝食メニュー（270円+税）
も利用できます。配達時間
は上記のみです。

ごはん付お弁当
・「まごころ御膳」2,900円
ごはんなしお惣菜
・「まごころ手鞠」2,450円
・「まごころおかず」3,080円
・「まごころダブル」3,400円
〔全て5日分(税込)〕

支払方法
集金
口座引落し

毎回現金
振込
月末まとめ払いのいずれか

毎週水曜日が注文締切。
「まごころスタッフ」が翌
週分の注文の確認と集金
（前金）に伺います。

治療食
（糖尿病食・
減塩食など）
食品の形態・
調理方法など

塩分制限食
カロリー制限食
医師の指示食については応相
談。
おかゆ・きざみ等対応します
（ペースト食は要相談）

カロリー・塩分調整食
低たんぱく食
ムース食
おかゆ・きざみ・一口大等
対応します。

なし

備考
キャンセルの連絡は前日まで
にお願いします。

初回1回無料です。
安否確認サービス（1回250
円・お弁当注文の方は無
料）、服薬管理サービス等
も行っています。
2分間サービス実施。

商品は冷蔵でお届けしま
す。電子レンジで温めて召
し上がってください。
ホームページからは便利な
定期注文や、クレジット
カードでのお支払いが可能
です。
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会社名
特定非営利活動法人

チェリー館
コープデリの夕食宅配

宅配クック123
（ワンツースリー）水戸店

所在地
〒312-0032
ひたちなか市津田2530-3

〒312-0063
ひたちなか市田彦1008

〒310-0036
水戸市新荘2-7-35

電話番号 029-276-1237 0120-502-160 029-231-1777

ＦＡＸ番号 029-219-4078 ― 029-291-4713

配達地域
ひたちなか市全域、那珂市
と水戸市の事業所近辺
※応相談

那珂市全域 那珂市全域

配達時間
昼10時30分～12時
夕15時～18時

11時～16時
昼 9時30分～12時
夕14時30分～18時

利用可能日 年中無休
登録制
月曜日～金曜日の3日単位
（選択）からの利用

毎日
（定休日：1/1～1/3）

料金等

常食600円
特別食650円
介護食650円
※ご飯なしは50円引きにな
ります。
ご注文・キャンセルはでき
れば前日までにお願いしま
す。

1セット（おかず7食）3,630
円（税別）～　      ※別
途１梱包（2セット迄)につ
き390円の配送料がかかりま
す。
※ご注文のコース、内容に
より料金が異なります。

普通食
・おかずのみ540円
ご飯付594円
・ボリューム食 おかずのみ606
円 ご飯付660円
治療食
・おかずのみ777円 ご飯付820円
・朝食　216円～313円

支払方法
現金
振込
口座振替（常陽銀行のみ）

口座引落し
（毎月5日）

月毎まとめ払い(いずれか)
①現金払い　②振込　③口座引
落し
※支払者が別住まいの場合、請
求書郵送可能です。

治療食
（糖尿病食・
減塩食など）
食品の形態・
調理方法など

カロリー・塩分・カリウム
制限
ワーファリン対応
きざみ・おかゆ等
ご飯やわらかめも対応

エネルギー塩分調整食コー
ス(おかずのみ）
1食分　698円（税別）

普通食（減塩食）
治療食①糖尿病食②腎臓病食③柔か食
④ムース食⑤透析食
※各種栄養価の資料を無料にて提供で
きますので医師等に相談の上ご利用希
望の方はお気軽にご請求ください。
そのまま食べられる状態でのお届けで
す。温めてお召し上がりになられる方
は、フタをしたまま温められます。容
器は使い捨てです。次回に回収処分も
承ります。

備考

介護する人される人に安心
のお食事をお届けします。
私達は高齢者の人々・健常
者の人々・心身に障がいを
持つ人々が共に支え合い、
共に生きることを望んでい
ます。

ご利用は自動継続です。個
数変更や中止の場合は、前
週の火曜日19時30分までに
ご連絡ください。

①ご予定に合わせてご利用できます。
曜日指定、1日おきでの利用などＯ
Ｋ。前日の17時までの連絡で、次の日
から利用可能。キャンセルも前日連絡
で自由にできます。
②詳しい資料と無料試食券をお届けし
ますので、お気軽にお申し付けくださ
い。
③安否確認や１分間サービス(簡単な
お手伝い)も無料にて行っておりま
す。
④契約はありません。電話1本で次の
日から利用可能。
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会社名 日清医療食品株式会社 モンテマーレ デリ

所在地
〒100-6420
東京都千代田区丸の内2-7-3
東京ビルディング20階

〒311-0111
那珂市後台3117-1

電話番号 0120-8149-39 029-212-9940

ＦＡＸ番号 03-3287-3629 ——

配達地域 那珂市全域 後台・津田地区

配達時間
ご希望のお時間帯（※ヤマト
運輸の配達時間枠に準じま
す）にお届け致します。

昼9：00～12：00
夕15：00～17：00

利用可能日

ご注文はコールセンター営業
時間内（8:30～20:30土日祝
も可）商品はご指定日（ご注
文から4日以降）のお届けと
なります。

月曜日～金曜日
※土日祝日は休み
※1/1～1/3は休み

料金等

1セット（おかず7食）3,630
円（税別）～
※別途１梱包（2セット迄)に
つき390円の配送料がかかり
ます。
※ご注文のコース、内容によ
り料金が異なります。

普通食598円(税込)
成分調整食
・カロリー調整食774円(税込)
・ムース食704円(税込)
・たんぱく質調整食40ｇまたは
60ｇ854円(税込)
※ごはん大盛り+54円(税込)
※おかずのみ-54円(税込)
※きざみ食対応あり

支払方法

代金引換(※別途代引手数料
320円が必要です。)
クレジットカード
口座振替(らくらく定期便ご
利用のお客様に限り）

現金
※口座引き落とし応相談

治療食
（糖尿病食・
減塩食など）
食品の形態・
調理方法など

エネルギー、蛋白質、カリウ
ム、リン、塩分をそれぞれコ
ントロールした商品をご用意
しております。
冷凍タイプのお弁当となりま
すので電子レンジで加熱して
お召し上がり下さい。
詳細はホームページまたはフ
リーダイヤルまでお問い合わ
せください。

普通食：1食想定600kcal 以
内(ごはん含む)
成分調整食：
・カロリー調整食：昼夜計
1400kcal/日
・ムース食：嚥下食ピラミッ
ドのレベル5～3(お粥)に対応
・たんぱく質調整食：たんぱ
く質40ｇまたは60ｇ間食含み
1800kcal/日、塩分6.0未満、
カリウムやリンにも配慮。朝
食の設定もあります。

備考

ホームページ
http://shokutakubin.com/
可能であればリンクをお願い
致します。
資料請求も随時受け付けてお
ります。

※変更・キャンセルは前日
17：00まで。
※緊急時連絡対応。
※ご利用にあたり詳細、開始
日等をお伺いいたしますので
まずはお気軽にお電話くださ
い。
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