
電話番号 FAX番号

「ワタミの宅食」
受付センター
（TEL無料）

0120-321-510

なし

営業日時 宅配時間

毎日
（年末年始を除く）

午前９時～午後５時

１食当たり代金(税込) 代金支払い方法

490円～

現金・クレジット
カード、口座引落し
からお選びいただけ
ます。

事業者の特徴など

“健康は毎日の食事から”という考えのもと、週単位でバランスのとれた献立を管理栄養士が設計。
塩分・カロリーに配慮した日替わりの夕食を、担当の「まごころスタッフ」が手渡しを基本にお届けします！

◎日替わり５日間コース（宅配料・税込）【冷蔵】
●まごころ手鞠　：１人用 2,450円　 １食あたり 490円　　●まごころおかず：１人用 3,080円　 １食あたり 616円
●いきいき珠彩　：１人用 3,200円　 １食あたり 640円　　●まごころ御膳　：１人用 2,900円　 １食あたり 580円

☆毎週水曜日受付締切→翌週月曜日からお届け
☆1日単位でのご注文、キャンセルはお受けできません。
☆ご不在がちな方には、鍵付き安全ボックスを無料で貸し出しております。

見守りネットワーク協定締結　配食サービス事業者
名称

ワタミ株式会社
「ワタミの宅食」大阪寝屋川南営業所

配食エリア

特別食等の対応

所在地

大阪府寝屋川市萱島東3-22-3

寝屋川市全域

写真

特別食の対応はございません



電話番号 FAX番号

072-833-0008 072-834-1002

営業日時 宅配時間

年中無休

(昼)午前10時50分～
　  午後０時30分
(夕)午後４時45分～
　  午後６時30分

１食当たり代金（税込） 代金支払い方法

800円 事前チケット購入制

事業者の特徴など

寝屋川市北東部に位置する社会福祉法人百丈山合掌会が、平成15年から実施する主に65歳以上の方向けの配食サービスです。
管理栄養士が監修したメニューに基づき、自ら厳選した食材を使用し、自厨房での出来立てを、保温容器で温かいままお届けし
ます。
届いたその時にお召し上がりいただけます。ご飯やお汁物もついていますので、温めなどの準備や片付けが不要です。
365日年中無休で、配達ドライバーが一軒一軒原則手渡しでお届けしています。
安否確認としての役割や、生活リズムの組み立て、また毎日の健康づくりのために、ご利用下さい。
ご利用は、一食から受け付けていますが、事前にご利用登録が必要です。
ご登録の際には、申込用紙へのご記入とともに事前面談で簡単な嗜好調査（アレルギーや禁忌食、食形態の調査）と、緊急連絡
先などをお伺いしています（ご登録は無料）。
※ たんぱく質・食塩コントロール食、アレルギー食は平成31年４月以降対応する予定です。

見守りネットワーク協定締結　配食サービス事業者
名称

社会福祉法人　百丈山合掌会
合掌荘フードサービス

配食エリア

特別食等の対応

☑副食（ 刻み ・ ミキサー ）  　 ☑脂質コントロール食　　□その他（                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地

寝屋川市成田東が丘28番７号

当営業所から概ね２㎞以内

写真

☑主食（ 軟飯 ・ 半粥 ・ 全粥 ） ☑エネルギーコントロール食(糖尿病・肥満等） ☑たんぱく質・食塩コントロール食　☑アレルギー食



電話番号 FAX番号

072-812-1128 072-820-1311

営業日時 宅配時間

月～土
午前９時～午後５時30分

（祝日営業）
※12月30日～１月３日休

午後３時～午後５時30分

１食当たり代金(税込) 代金支払い方法

645円(ご飯付き)
595円(おかずのみ)

月末締め、月初請求
現金払い又は振込

事業者の特徴など

2003年11月に高齢者が長く生きてきたことに誇りをもてる社会を実現するために設立したNPO法人です。
寝屋川市と大阪市城東区で高齢者向け配食サービスと、高齢者が集まって食事をしながらおしゃべりやイベントを楽しむ「ふれ
あいサロン」を実施しています。
・ 配食サービスは週１回、１食から配達します。
・ キャンセルも前日までOKです。
・ 高宮あさひ丘の厨房で作り、出来立てをお届けしています。年末にはおせちの販売もしています。

見守りネットワーク協定締結　配食サービス事業者
名称

　　　　　　　　 　 　ゆう・ゆう

特定非営利活動法人　友・遊

配食エリア

特別食等の対応

■副食（ 刻み ・ ミキサー ）  　 □脂質コントロール食　　□その他（                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地

寝屋川市高宮あさひ丘25-13

寝屋川市全域

特定非営利活動法人　友・遊

■主食（ 軟飯 ・ 半粥 ・ 全粥 ） □エネルギーコントロール食(糖尿病・肥満等)　 □たんぱく質・食塩コントロール食　 □アレルギー食



電話番号 ＦＡＸ番号

072-839-2550 072-839-2551

営業日時 宅配時間

午前８時～午後６時 昼食　午前10時～12時

（１月１日～３日休み） 夕食　午後３時～６時

1食当たり代金（税込み） 代金支払い方法

【ヘルシーメニュー】 現金払い

おかずのみ　　691円 銀行口座振替

ご飯付　　　　756円 振込

【元気メニュー】 月末締め

おかずのみ　　756円 週払い

ご飯付　　　　820円 日払い

見守りネットワーク協定締結　配食サービス事業者

寝屋川市全域

■主食（ 軟飯 ・ 半粥 ・ 全粥 ）  ■ エネルギーコントロール食（糖尿病・肥満等）　 ■たんぱく質・食塩コントロール食 

■副食（ 刻み ・ ミキサー ）       ■脂質コントロール食　　■その他（ ムース食 ・ やわらか食 ・ 選べるメニュー<丼や麵類> ）

名称

所在地

配食エリア

ニコニコキッチン寝屋川八坂店

寝屋川市八坂町30-12　コスモ八坂ハイツ101

特別食等の対応

事業者の特徴など

・　１回１食からお届けします。　週１回１食だけ、昼食のみ、夕食のみのご注文でも承ります。
・　昼食は９時、夕食は12時までにご連絡いただければ当日対応をいたします。
・　事前の打ち合わせでしっかりとご利用者様のご事情をヒアリングし、お食事をお届けいたします。
・　認知症のご利用者様の対応として、スタッフにオレンジリングを取得（認知症サポーター養成研修を受講）させています。
・　担当者会議や退院カンファレンスにも参加いたします。
・　食事は原則手渡しですが、ただお食事をお届けするだけではありません。直接コミュニケーションをとることによる「安否の
　　確認」や「孤独感の解消」もわたしたちの役割と考えています。
・　初回試食無料。
・　日用品のお買い物もおまかせください。ご要望により、普段よく使う日用品のお買い物を代行。お食事と一緒にお届けします。
・　その他、服薬確認、合鍵保管ケースの無料貸出、食べ残しのご連絡、配膳のお手伝い、好き嫌いの確認など、ご要望を承ります。



電話番号 FAX番号

0120-63-0556 072-813-9363

営業日時 宅配時間

午前８時～午後６時
(１月１日～３日休み)

昼食 午前10時～12時
夕食 午後３時～６時

１食当たり代金（税込） 代金支払い方法

普通食540円
おかずのみ486円

現金・振込・口座振替
(毎回払・月末まとめ払

い選べます)

事業者の特徴など

😊 とりあえず何でもご相談くださいませ、スタッフ一同がんばっております 😊

見守りネットワーク協定締結　配食サービス事業者
名称

まごころ弁当　寝屋川店

配食エリア

特別食等の対応

■副食（ 刻み ・ ミキサー ）

所在地

寝屋川市香里北之町5-18

寝屋川市全域

写真

■主食（ 軟飯 ・ 半粥 ・ 全粥 ） ■エネルギーコントロール食(糖尿病・肥満等） ■たんぱく質・食塩コントロール食

◆おひとり暮らしや、お食事の準備が難しい高齢者様に、低価格で美味しいお弁当をお届けします。
◆特別な契約はございません。前日にお電話いただければ、翌日お届けします。
◆高齢者様に必要な１日1.750～2.200Kcal（おやつ含む。１食450～550Kcal）を目安としております。
◆低栄養(PEM)、生活習慣病、機能(噛む力、飲み込む力)低下の防止も目的にしております。
◆見守り(安否確認、報告)も行います。



電話番号 FAX番号

072-807-8525 072-807-7103

営業日時 宅配時間

午前９時～午後６時
(１月１日～３日休み)

昼食 午前９時～12時
夕食 午後２時～５時

１食当たり代金（税込） 代金支払い方法

普通食540円
（おかずのみ486円）
少食用　小町４３２円

現金・振込・口座振替
(毎回払・月末まとめ払

い選べます)

事業者の特徴など

・　１日１食、週１回のご注文でも承ります。
・　食事は原則手渡しですが、ただお食事をお届けするだけではなく、利用者様とのコミュニケーションをとることによる「安否の確認」
も行っております。
・「初回無料試食」　または　「５日間半額試食」を行っております。
・「買物代行サービス」（普段よく使う日用品のお買い物を代行）を行っております。お食事と一緒にお届けします。
・「３分間無料サービス」（服薬確認、配膳のお手伝い等簡単なサービス）を行っております。詳細は打ち合わせさせていただきます。

見守りネットワーク協定締結　配食サービス事業者
名称

株式会社サービスブレイン
配食のふれ愛　寝屋川交野店

配食エリア

特別食等の対応

■副食（ 刻み ・ ミキサー ） ■脂質コントロール食　　■その他（ ムース食 ・ やわらか食  ）

所在地

寝屋川市大利町３２番１１号

寝屋川市全域

■主食（ 軟飯 ・ 半粥 ・ 全粥 ） ■ エネルギーコントロール食（糖尿病・肥満等）　 ■たんぱく質・食塩コントロール食



電話番号 FAX番号

072-883-8887 072-883-8789

営業日時 宅配時間

9:時～17時
日曜定休

※1/1～1/3は正月休

昼食　10時～12時
夕食　15時～17時

１食当たり代金（税込） 代金支払い方法

400円～
現金・振込

毎回払・月払

事業者の特徴など

週1回1食からお届けいたします。前日まで注文・キャンセルが可能です。
栄養バランスを考えた1食税込400円からご提供致します。
調剤薬局（オハナ薬局3店舗）を運営しているため、お薬、介護用品（オムツ・杖）、医療材料（絆創膏）の配達、健康相談も可
能です。
弊社ホームページ（株式会社マウントフィールド）をご覧ください。

見守りネットワーク協定締結　配食サービス事業者
名称

配食のふれ愛

配食エリア

特別食等の対応

☑副食（ ◎刻み ・ ◎ミキサー ）  　 □脂質コントロール食　　☑その他（ やわらか食、ムース食    　　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地

門真市上島町26-21　ハイツラポール1階

寝屋川市全域

写真

☑主食（ ◎軟飯 ・ ◎半粥 ・ ◎全粥 ） ☑エネルギーコントロール食(糖尿病・肥満等） ☑たんぱく質・食塩コントロール食　□アレルギー食



電話番号 FAX番号

072-890-1233 072-890-1231

営業日時 宅配時間

年中無休
1月1日～1月3日は

休業

昼食10:00～12:00
夕食14:30～18:00

１食当たり代金（税込） 代金支払い方法

普通食 540円～ 集金・振込・口座振替

事業者の特徴など

安否確認・見守りを兼ねて「健康」と「笑顔」を一緒にお届けします。
◆エネルギー量・塩分量・たんぱく質量を中心に、栄養バランスに配慮した日替わり献立を管理栄養士が作成。
低栄養を予防し、健康寿命の伸長を目指します。(出汁を利かせた味付けで、塩分は3g以下ですがしっかりした味付けです。)
◆アレルギー・刻み・おかゆの無料対応可能。常温での配達で、そのまま召し上がって頂けます。
1． カロリー・塩分調整食(エネルギーや塩分の調整が必要な方向け)
2． たんぱく・塩分調整食(たんぱく質や塩分の調整が必要な方向け)
3． 透析食(透析治療中の方向け)
4． 消化にやさしい食（消化器系の術後や胃腸の調子が悪い方向け）
5． やわらか食(噛む力が弱った方向け)
6． ムースセット食(飲み込む力が弱った方向け)　　　　※特別用途食品ではございません。

見守りネットワーク協定締結　配食サービス事業者
名称

宅配クック１２３枚方中央店

配食エリア

特別食等の対応

☑副食（ 刻み ・ ミキサー ）  □脂質コントロール食  ☑その他（ 透析食・やわらか食・ムース食・紹介にやさしい食・健康ﾎﾞﾘｭｰﾑ食  ）

所在地

〒573-0021 枚方市中宮西之町25-8

寝屋川市全域
※一部地域は応相談となる場合

があります。

写真

☑主食（ 軟飯 ・ 半粥 ・ 全粥 ） ☑エネルギーコントロール食(糖尿病・肥満等） ☑たんぱく質・食塩コントロール食　☑アレルギー食

カロリー・
塩分調整食

たんぱく・
塩分調整食

透析食

514～538 570～630 598～622

消化に
やさしい食

やわらか食
ムース

セット食

426～478 309～405 378～412

【おかず＋ごはん】栄養価目安（kcal）


