
令和２年６月 15 日～令和２年１２月２５日

加盟店に電話して1,000 円 (税込 ) 以上の買物をすると自宅にお届けします！
（１店舗あたり配達代行手数料100円 (税込 )）

　※本事業はニセコ町と商工会が連携し貨物軽自動車運送事業者に委託して行う事業です。

電話１本

外に出なくても

お買い物できる
！

荷物重いしなぁ ...

育児や介護で出られない！

飲食店・商店など
利用者

配達代行サービス業者

飲食店または商店に電話して
ほしいものを伝えよう！

配達手数料はたったの
100 円！（税込）

①電話１本！

③ご自宅まで
　商品お届け！

④代金を支払う ②配達代行業者と調整し
商品を預けます

お米は重いから
代行を頼もう！

今日は美味しい
デリバリー食べたいな

配達代行サービスの流れ配達代行サービスの流れ

：　ニセコ町内全域
：　配達依頼は、お店の営業時間内にお願いします
：　日曜日
：　一店舗当たり100円(税込)の手数料がかかります
：　店舗数に関わらず買物金額合計が1,000円(税込)以上
：　利用可能クーポンは支払時にお渡しください
：　綺羅カードポイント、キャッシュレス決済等に関して　　　　　　　          
　  は電話の際にお問い合わせ下さい
：　クレジットカード決済は基本的にはできません

買い物相談サービス:町内在住の 70 歳以上の高齢者世帯 ( どちらかが 70 歳以上であれば可 ) または
身体障害者手帳・療育手帳・精神 障害者保険福祉手帳を所持している人のいる世帯、母子(父子)家庭
の世帯の方が利用できます。詳しくは、対象者にチラシを配布していますので、そちらをご覧ください。

※随時参加店募集しています！
ご興味ある方は商工会まで。 ☎0136-44-2214

キッチンウタゲ
電話：0136-55-7094 　定休日：不定休
営業時間：10：00 ～ 17：00
主な取り扱い商品：豚丼 900 円
ステーキ丼 1,200 円 / ザンギ (6pc)600 円

お食事処じいじ
電話：0136-44-2822　定休日：月
営業時間：11:30 ～ 15:00  17:30 ～ 20:00
主な取り扱い商品：日替わり弁当 700 円
メイン（肉または魚料理）付け合わせ 3品（煮物、炒め物など）
カツカレー 700 円 サラダ付き /冷やし中華 700 円  サラダ付き

ニセコ山麓パーラー
電話：0136-55-8918　定休日：水、木
営業時間：11：00 ～ 18：00
主な取り扱い商品：クロックムッシュ 900 円
ローストビーフサンド 1,100 円 / エゾ鹿バーガー 1,250 円

ピーカンロールピザ
電話：0136-55-6262　定休日：木
営業時間：11：00 ～ 17：30
主な取り扱い商品：アンチョビトマトガーリック 1,380 円
ジェノベーゼ 2,200 円 / タコミート 1,280 円

こな雪とんとん お昼のニセコ店 
電話：0136-58-2500　定休日：温泉清掃日
(週 2回での平日不定休。電話でお問合せください )
営業時間：11：30 ～ 14：30
主な取り扱い商品：こな雪とんとんのロースかつ弁当 1,480 円 +税
こな雪とんとんのヒレかつ弁当 1,580 円 +税
※ヒレかつは店舗と合わせて限定 1日 5食

だちょう屋（ダチョウ牧場）
電話：090-8273-8324
営業時間：10：00 ～ 16：00（土日祝日営業）
主な取り扱い商品：どら焼 350 円
しそジュース 300 円 / コーヒー 400 円
カフェラテ 450 円

ごはん＆カフェ　DOG TAIL
電話：0136-55-5114 　定休日：不定休
営業時間：11:30 ～ 14:30　17:30 ～ 20:00
テイクアウトの受付は 11:00~19:00 まで
主な取り扱い商品：からあげ弁当 800 円
ハンバーグカレー 850 円 / ハンバーグエビフライ弁当 1,100 円 ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭内

■対象エリア
■利用時間
■定休日
■利用料
■利用条件
■その他
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利用可能店舗MAP

店舗一覧

配送時間のご案内

前田商店
電話：0136-44-2433
営業時間：8：30 ～ 19：00 　定休日：日
主な取り扱い商品：酒、たばこ、食料品、日用雑貨

マイトリエ
電話：0136-44-1100
営業時間：10：00 ～ 18：00 　定休日：火、水
主な取り扱い商品：パン、ケーキ

ニセコビュープラザ直売会
電話：0136-44-3433 　定休日：年末年始
営業時間：8：30 ～ 18：00
主な取り扱い商品：ニセコ町の新鮮野菜

ファッション　アオバ
電話：0136-44-2412　定休日：日
営業時間：8：00 ～ 19：30
主な取り扱い商品：婦人服、紳士服
スポーツウェア、ギフト、作業服、スポーツ用品

Taj　Mahal　ニセコ店
電話：0136-55-8699　定休日：なし
営業時間：11：30 ～ 21：00
主な取り扱い商品： チキンカレー弁当 750 円
野菜カレー &ナン 900 円 / チキンカレー &ナン 1,100 円

かふぇ＆小さな宿 のどか
電話：0136-55-7888 定休日：毎週木曜、第一水曜
営業時間：10:00 ～ 15:30 ( ランチ 11:00 ～ 14:00) 
主な取り扱い商品：ハヤシライス 800 円
牛すじカレー 800 円

広州屋台
電話：0136-43-2756 　定休日：水、火はランチ営業のみ
営業時間：11:30~14:00  17:30~20:00 頃
主な取り扱い商品：あんかけ焼きそば 920 円
パイコー飯 940 円 / すぶた 970 円

YYDINER
電話：080-6621-8708 　定休日：不定休
営業時間：11：30 ～ 18：00
主な取り扱い商品：ベーコンチーズバーガー 950 円
ベーコンチーズダブル 1,200 円 / チーズバーガー
ベーコンバーガー各 850 円 / ハンバーガー 750 円
BLT サンド 650 円※2,000 円以上で配送手数料を負担します

フラワーショップノンノ
電話：080-1814-1234　定休日：水、木
営業時間：10：00 ～ 17：00
主な取り扱い商品：生花、苗、鉢植え・観葉
フラワーアレジメント、花束、スタンド

クスリ　ワタナベ
電話：0136-44-1301　定休日：土、日、祝
営業時間：8：00 ～ 18：00
主な取り扱い商品：薬、化粧品、日用雑貨

えもどらんニセコ
電話：0136-43-2223 　定休日：無休
営業時間：10：00 ～ 19：30
主な取り扱い商品：酒、食品、米、飲料、菓子

カーブドバンブー
電話：0136-55-5734　定休日：火
営業時間：10：00 ～ 19：00 
主な取り扱い商品：ナチュラルワインいろいろ
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・前日までの受付 →11：30～ 12：30の間に配送
・当日の 13：00まで →14：00～ 16：00の間に配送
・当日の 16：00まで →17：00～ 19：00の間に配送

※交通状態や在庫の状況等により時間が変わる場合が
　ございます。あらかじめご了承ください。

裏面に続きます


