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平塚市

令和４年１２月版

買い物への移動手段がない、重
い商品を運んでほしい、家庭や
仕事で忙しくて時間がないといっ
た様々な場面でご活用ください。

ご自宅へ商品を配達してくれる
市内のお店情報

び ん



　平塚市では、ひとり暮らしや高齢者だけの世帯、障がい者世帯、子育

て世帯などに対して、日常生活に欠かすことができない「買い物」をサ

ポートしています。　この冊子には、食料品や日用品などをご自宅まで

配達できるお店を掲載しています。

＜注文の手順＞

１.欲しい物が決まったら、冊子の中から取り扱いのあるお店を探す。

２.ご自宅が配達可能な区域であることを確認する。

３.お店が指定する注文方法により注文をする。

※トラブル防止のため※

　○時間に余裕をもって注文しましょう。

　○自宅を伝えるときは目印となる建物や、家の特徴など具体的に

　　伝えましょう。

※その他※

　○利用に際し、利用者・お店側共に市からの補助はありません。

　○対応できる内容や時間帯はあくまで目安です。お店の状況やその

      他、交通事情等により対応できない場合があります。

　

　この宅配サービスを利用しての取引に市は関与しませんので、苦情や

紛争の解決は当事者間で行うようにしてください。ただし本冊子の掲載

内容に実際のお店の対応と明らかに相違する内容が含まれる場合には

調査し、その改善に向けて対応等を行います。

この冊子について
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主な宅配商品 店名 ページ

米・灯油 米の大和屋 4
米・灯油 宮川米店 5
米・灯油 山口商店 6
魚介類 西山魚店 7
肉類・食料品 斉藤肉店 8
食料品・雑貨・化粧品 食品ストアー　ひらい 9
酒・米・食料品 大島屋商店 10
食料品 お茶・のり　コバヤシ 11
弁当・オードブル 割烹　竹万 12
弁当

（株）ドリ－ム よりみちカフェ Thanks
Nature　こころ 13

和菓子 杵若 14
赤飯・和菓子・袋菓子 花水銀座屋 15

主な宅配商品 店名 ページ
婦人衣料・男女肌着など 尾張屋 16
衣料品 浦川屋 17
ヘアｰケア商品・化粧品 ヘア－＆エステ 美容室 K's Family 18
傘・つえ 傘・つえ・雨衣　こばり　（かさのこばり） 19
時計各種 はら時計店 20
医薬品 （有）ハマタケ薬局 21
医薬品・化粧品 ひかり薬局 22
　

目　次
食品・食材　　　　　

衣類・日用品・薬品
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住まい・くらし
主な宅配商品 店名 ページ

リビング・キッチン用品 加藤金物店 23
リビング・キッチン用品 生活の道具　なべや 24
インテリア・寝具 (株）平塚ハマフォ－ム商会 25
家庭電化製品 （株）吉川商事 26
生花・鉢物 （有）大門生花店 27

目　次
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お店の
セールス
ポイント

自家精米により精米したてのお米を取り揃えております。

配達可
能範囲

岡崎、ふじみ野１丁目～２丁目、寺田縄、入野、長持、飯
島、広川、片岡、千須谷、南金目、北金目、真田、北金
目１丁目～４丁目、真田１丁目～３丁目、めぐみが丘１
丁目～２丁目、土屋、上吉沢、下吉沢、公所、根坂間、
出縄、万田１丁目～３丁目、高根１丁目～３丁目、山下
１丁目～３丁目、河内、徳延、纒、高村、日向岡１丁目～
２丁目

e-mail

配達可
能な商

品

米（５ｋｇ以上から配達します。）
灯油（１８ℓ×２缶以上から配達します。）

注文方法 電話 配達料金 無料

電話番号 ０４６３－５８－４１２６ ＦＡＸ番号 ０４６３－５８－７７７４

ホームページ

【米・灯油】

店名 米の大和屋（こめのやまとや）

住所 平塚市片岡３６２－６

定休日 日曜日・祝日 営業時間 ９：００～１８：００
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宮川米店（みやがわこめてん）

【米・灯油】

店名

定休日 日曜日・一部祝日 営業時間 ９：００～１８：００

配達料金 無料

電話番号

住所

ホームページ

０４６３－２１－１９３９０４６３－２１－１９３９ ＦＡＸ番号

平塚市明石町５-６

お店の
セールス
ポイント

お客様からのご注文で精米からご用意できます。
玄米のまま５分挽きや７分挽きも承ります。

配達可
能範囲 見附町、明石町、浅間町、宮松町、宮の前

e-mail

配達可
能な商

品

米（５ｋｇ以上から配達します。）
灯油（１８ℓ×１缶以上から配達します。）

注文方法 電話・来店
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お店の
セールス
ポイント

親切丁寧に対応いたします。

配達可
能範囲 旭地区とその隣接地域

e-mail oisiiokome@me.scn-net.ne.jp

配達可
能な商

品
米・灯油

注文方法 電話・ＦＡＸ・来店 配達料金 一部有料

電話番号 ０４６３－３１－４９８７ ＦＡＸ番号 ０４６３－３３－９９７９

ホームページ

【米・灯油】

店名 山口商店（やまぐち しょうてん）

住所 平塚市根坂間２７７

定休日 日曜日 営業時間 ９：００～２０：００
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お店の
セールス
ポイント

常に鮮度へこだわっています。

配達可
能範囲 片岡、千須谷、南金目、北金目、北金目１丁目～４丁目

e-mail

配達可
能な商

品

注文方法 電話・ＦＡＸ・来店 配達料金 無料

電話番号 ０４６３－５８－０１４８

【魚介類】

店名

定休日 日曜日 営業時間

魚介類（詳しくは電話でお問い合わせください。）

平塚市南金目１０８３

西山魚店（にしやま うおてん）

１０：００～１７：３０

住所

ホームページ

０４６３－５８－０１４８ＦＡＸ番号
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【肉類・食料品】

お店の
セールス
ポイント

お肉のことはお任せ下さい！！“品質の良さ”には定評を
頂いております。Ａ－５最高ランクの牛肉、店内で枝肉か
ら処理している豚肉、銘柄鳥の大山鳥（だいせんどり）、手
づくり惣菜、食料品など美味しくて安心して召し上がって
頂ける商品を御提供させて頂きます。

配達可
能範囲

唐ケ原、撫子原、黒部丘、花水台、菫平、虹ケ浜、龍城ケ
丘、桃浜町、八重咲町、松風町、袖ケ浜

e-mail harukazu@mb.scn-net.ne.jp

配達可
能な商

品

注文方法 電話・ＦＡＸ・メール・来店 配達料金
商品代が1,000円未満の場合、配送
料は100円。1,000円以上の場合は
無料。配達は午後になります。

電話番号 ０４６３－３１－１１９１

店名

定休日 日曜日 営業時間

牛肉、豚肉、鶏肉、卵、惣菜、食料品

平塚市花水台２９－６

斉藤肉店（さいとう にくてん）

７：３０～１９：００

住所

ホームページ

０４６３－３１－２０８１ＦＡＸ番号
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【食料品・雑貨・化粧品】

平塚市片岡３５４－３

電話・来店

ＦＡＸ番号

８：００～２０：００営業時間不定休

０４６３－５８－０７９８

定休日

０４６３－５８－０７９８

お店の
セールス
ポイント

配達商品に関しては、電話でお問い合わせください。

配達可
能範囲

広川、片岡、千須谷、南金目、北金目、真田、北金目１
丁目～４丁目、真田１丁目～３丁目

e-mail

配達可
能な商

品
食品・雑貨・化粧品

注文方法

店名 食品ストアー　ひらい

配達料金 無料

電話番号

住所

ホームページ
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【酒・米・食料品】

お店の
セールス
ポイント

大島屋は宅配を主に今までもやってきました。「お米とつ
いでに何々を一緒に」とか、ご注文いただければ、お店に
無い物でも出来るだけご用意させていただいております。
お客様との会話を大事にしておりますので、気軽にご注文
ください。前日に注文していただければ、冷たい飲み物も
時間指定できます。御中元、御歳暮の配達は市内無料で
行っています。

配達可
能範囲

宮松町、宮の前、宝町、老松町、八千代町、天沼、堤町、
長瀞、中堂、榎木町、馬入本町、馬入、西八幡１丁目～
４丁目、東八幡１丁目～５丁目

e-mail

配達可
能な商

品

注文方法 電話・ＦＡＸ・来店 配達料金 無料

電話番号 ０４６３－２２－０８５０

店名

定休日 日曜日 営業時間

和洋酒・米穀・食料品・灯油・雑貨
（たばこ、切手、ハガキも販売しておりますが、配達は他の物と一
緒にお願いいたします。）

大島屋商店（おおしまや しょうてん）

平塚市老松町１７－５

９：００～１９：００

住所

ホームページ

ＦＡＸ番号０４６３－２２－０８５０
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お店の
セールス
ポイント

お気軽にお電話ください

配達可
能範囲 市内全域

e-mail ocha-nori-kobayashi@song.ocn.ne.jp

配達可
能な商

品
お茶、のり、しいたけ等取扱品全て（2,160円以上）

注文方法 電話・FAX・メ－ル・来店 配達料金 無料

電話番号 ０４６３－３１－３５５１ ＦＡＸ番号 ０４６３－３５－２３００

ホームページ http://www.ocha-nori-kobayashi.com

【食料品】

店名 お茶・のり　コバヤシ（おちゃ・のり　こばやし）

住所 平塚市見附町２－３

定休日 元日 営業時間 ９：００～１９：００

 １１

mailto:ocha-nori-kobayashi@song.ocn.ne.jp#
http://www.ocha-nori-kobayashi.com/#


【弁当・オｰドブル】

割烹　竹万（かっぽう　たけまん）

平塚市花水台３７－３

店名

定休日 木曜日 営業時間 お好きなお時間をご予約下さい

配達料金
無料

（捨て折弁当は、要相談）

電話番号

住所

ホームページ http://www.takeman.co.jp

０４６３－３２－９５４４ＦＡＸ番号０４６３－３１－３３２２

お店の
セールス
ポイント

お祝い、大切な来客へのおもてなし、ご法要等にお料理
をお届けいたします。出汁の利いたやさしい味のお弁当、
名物「鯛ご飯」、お造り盛り合わせ等、日本料理屋らしい
丁寧な仕事のお料理をお楽しみください。

配達可
能範囲

市内全域
※土日祝は、お時間帯によって配達できないこともござい
ます。

e-mail info@takeman.co.jp

配達可
能な商

品
捨て折弁当、松花堂弁当、仕出しコース料理、大皿料理

注文方法 電話
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お店の
セールス
ポイント

当店ではできる限り自然食に近い食事を心がけ、地産地
消のお料理を提供し、お客様の身体が喜ぶ料理を提供で
きるよう努めて参りたいと思います。
全て有機無添加の調味料を使用しています。

配達可
能範囲 市内全域

e-mail

配達可
能な商

品

ソイカラ弁当（７００円）、魚弁当（７００円）、おにぎり弁当（４００
円）、みそ汁（１００円）　合計１,２００円以上で配達

注文方法 電話 配達料金 無料

電話番号 ０８０－９３５７－３９７８ ＦＡＸ番号

ホームページ https://www.yorimichi-cafe.com/

【弁当】

店名
（株）ドリ－ム　よりみちカフェ　Thanks　Nature　こころ
（どり－む　よりみちかふぇ　さんくす　ねいちゃ－　こころ）

住所 平塚市西八幡１－１－２７　さかえビル１F東側

定休日 木曜日・日曜日・月末２９日以降 営業時間 １１：３０～１４：３０
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杵若（きねわか）

【和菓子】

店名

定休日 不定休 営業時間 ７：００～１９：００

配達料金 無料

電話番号

住所

ホームページ https://www.kinewaka.com

０４６３－３１－２７５６ＦＡＸ番号０４６３－３１－２７７６

平塚市黒部丘７－１６

お店の
セールス
ポイント

伝承の和菓子の製造、販売をしております。郷土特産の
材料を使用した地域推薦の銘菓を多数揃えております。
神奈川県指定銘菓、平塚市観光協会推奨銘菓他、旬の
和菓子を取り揃えております。

配達可
能範囲 市内全域

e-mail h-kato@kinewaka.com

配達可
能な商

品
和菓子

注文方法 電話・ＦＡＸ・来店
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お店の
セールス
ポイント

和菓子を造って５０年、豊かな経験と確かな技術、厳選し
た原材料で造る和菓子は皆様に愛され御利用されていま
す。特に湘南ひらつか名産品の「なでしこ」、平塚市観光
協会推奨銘菓「湘南栗花水」、赤飯、アンドーナッツは逸
品です。

配達可
能範囲 唐ケ原、撫子原、黒部丘、花水台、菫平、虹ケ浜

e-mail

配達可
能な商

品

注文方法 電話・ＦＡＸ・来店 配達料金 無料

電話番号 ０４６３－３３－７１０３

店名

定休日 不定休 営業時間

赤飯、和菓子、袋菓子等
電話、ＦＡＸで注文の場合は商品を見ないで注文できるもの

花水銀座屋（はなみず ぎんざや）

【赤飯・和菓子・袋菓子】

平塚市花水台２９－１２

８：００～１８：００

住所

ホームページ

０４６３－３３－７１０３ＦＡＸ番号
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お店の
セールス
ポイント

明治３４年の創業以来、親切・丁寧な接客に努めており
ます。お客様のニーズにあう商品の提供に心掛け、アフ
ターフォローも万全です。送迎もしております。お気軽にお
声がけください。

配達可
能範囲 市内全域

e-mail

配達可
能な商

品

婦人衣料、男女肌着、くつ下、男女パジャマ、上履、靴類、タオル類、武道用品、作業
着、学生衣料、体育着

注文方法 電話・ＦＡＸ・来店 配達料金 無料

電話番号 ０４６３－５８－００３２ ＦＡＸ番号 ０４６３－５８－０３８２

ホームページ https://www.big-advance.site/s/142/1246

【婦人衣料、男女肌着など】

店名 尾張屋（おわりや）

住所 平塚市南金目９１２

定休日 不定休 営業時間 ８：３０～１８：３０
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浦川屋（うらかわや）店名

定休日 水曜日 営業時間 １０：００～１８：００

平塚市明石町９-２

【衣料品】

配達料金 無料

電話番号

住所

ホームページ

０４６３－２３－３３２２ＦＡＸ番号０９０－５３４６－３４１２

お店の
セールス
ポイント

衣料品ですので、電話でのご注文の方が具体的に分かる
かと思います。

配達可
能範囲 市内全域

e-mail URAKAWAYA@gmail.com

配達可
能な商

品
衣料品

注文方法 電話・ＦＡＸ・メール・来店
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平塚市花水台２９－４

ヘアー＆エステ
美容室　K’s Family（けーずふぁみりー）

お店の
セールス
ポイント

ヘア・メイク＆フェイシャルエステとボディートータルビュー
ティーの店です。ヘアーケア商品（シャンプー、トリートメン
ト、スプレーなど）と化粧品等を宅配します。

配達可
能範囲 唐ケ原、撫子原、黒部丘、花水台、菫平、虹ケ浜

e-mail

配達可
能な商

品

営業時間

ヘアーケア商品、化粧品

注文方法 電話 配達料金 無料

電話番号 ０４６３－３３－２２２６

９：３０～１８：００

【ヘアーケア商品・化粧品】

住所

ホームページ

０４６３－３３－２２２６ＦＡＸ番号

店名

定休日 火曜日・第１月曜日・第３月曜日

 １８



【傘・つえ】

お店の
セールス
ポイント

・豊富な品揃えの中からご要望に沿った商品を提案しま
　す。
・ネーム入れ無料...ご購入の品には無料にてお名前をお
入れします。
・アフターサービス...傘・つえの修理、つえはミリ単位で長
　さ調整します。

配達可
能範囲 市内全域(日時指定不可）

e-mail info@kasa-kobari.com

配達可
能な商

品

注文方法 電話・FAX・メール・来店・LINE 配達料金 無料

電話番号 ＦＡＸ番号

店名

定休日 水曜日 営業時間

傘・つえ・レインコ－トお買上げ
２,２００円以上（修理は除く）

傘・つえ・雨衣　こばり　（かさのこばり）

平塚市明石町２２－３４

１０：００～１８：００
（日曜日・祝日は１０：３０～１８：００）

住所

ホームページ https://kasa-kobari.com

０４６３－２１－３４８９０４６３－２１－３４８９

 １９

mailto:info@kasa-kobari.com#
http://www.kasa-kobari.com/#


【時計各種】

お店の
セールス
ポイント

時計はもちろん、ジュエリーやアクセサリーなどちょっとした
修理もお任せください。大切な物を永く使えるようお客様
の気持ちで誠実に対応します。

配達可
能範囲 市内全域

e-mail timehara@ma.scn-net.ne.jp

配達可
能な商

品

注文方法 電話・来店 配達料金 無料

電話番号 ＦＡＸ番号

店名

定休日 水曜日 営業時間

腕時計、掛時計、置時計、修理

平塚市紅谷町１１－１６

はら時計店（はら とけいてん）

９：３０～１９：００

住所

ホームページ

０４６３－２１－１３３６０４６３－２１－１３３６

 ２０

mailto:timehara@ma.scn-net.ne.jp#


お店の
セールス
ポイント

創業６３年、地域に密着したお店です。

配達可
能範囲

唐ケ原、撫子原、黒部丘、花水台、菫平、虹ケ浜、龍城
ケ丘、桃浜町、八重咲町、松風町、袖ケ浜、高浜台、夕
陽ケ丘、代官町

e-mail

配達可
能な商

品

注文方法 電話・来店 配達料金 無料

電話番号 ＦＡＸ番号

【医薬品】

店名

定休日 日曜日、祝日 営業時間

電話でご相談ください

平塚市菫平１９－２４

（有）ハマタケ薬局（はまたけ やっきょく）

９：００～１９：３０

住所

ホームページ

０４６３－３１－７６９９０４６３－３１－２７３０
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【医薬品・化粧品】

お店の
セールス
ポイント

お気軽にご相談ください。

配達可
能範囲

唐ケ原、撫子原、黒部丘、花水台、菫平、虹ケ浜、龍城
ケ丘、桃浜町、八重咲町、松風町、袖ケ浜、高浜台

e-mail

配達可
能な商

品

注文方法 電話・ＦＡＸ 配達料金 無料

電話番号 ０４６３－３１－３８８３

店名

定休日 日曜日、祝日 営業時間

紙オムツ、介護用品、化粧品、雑貨、第3類医薬品（配達できない薬もあります。電話で
相談してください。）

平塚市花水台２９－８

ひかり薬局（ひかり やっきょく）

９：００～１９：００

住所

ホームページ

０４６３－３１－３６９８ＦＡＸ番号

 ２２



【リビング・キッチン用品】

お店の
セールス
ポイント

小回りのきくお店です。お気軽に電話してください。キッチ
ン用品からリビング用品、いろいろ取り揃えております。包
丁、はさみ等、刃物の砥ぎも喜ばれております。（２、３日
預かります。）

配達可
能範囲 市内全域

e-mail

配達可
能な商

品

注文方法 電話・ＦＡＸ 配達料金 無料

電話番号 ０４６３－２１－３４９７

店名

定休日 日曜日 営業時間

リビング用品・キッチン用品・金物

平塚市明石町２４－３３－１０４

加藤金物店（かとう かなものてん）

１０：００～１９：００

住所

ホームページ

ＦＡＸ番号０４６３－２１－３４９７

 ２３



【リビング・キッチン用品】

お店の
セールス
ポイント

七夕で有名な湘南スターモール商店街にあるお客様との
会話を大事にする家庭日用品専門店です。おいしい料理
をサポートする調理用品やキッチン小物、使い勝手の良い
和洋食器、お部屋を素敵に彩るインテリア用品、お出かけ
に便利なショッピングカーやシルバーカーなど生活の道具
を豊富に取り揃えております。

配達可
能範囲 市内全域

e-mail nabeya7@pearl.ocn.ne.jp

配達可
能な商

品

注文方法 電話・ＦＡＸ・来店 配達料金 無料

電話番号 ＦＡＸ番号

店名

定休日 第２又は第３水曜日 営業時間

家庭日用品

平塚市紅谷町３－１９

生活の道具　なべや（せいかつのどうぐ　なべや）

１０：００～１９：００
(水曜日のみ１８：００まで）

住所

ホームページ https://e-nabeya.com

０４６３－２３－３６０６０４６３－２１－０２０６

 ２４

mailto:nabeya7@pearl.ocn.ne.jp#
http://www.e-nabeya.com/#


お店の
セールス
ポイント

・インテリアから寝具商品まで豊富な品揃えをしております
ので、一度来店してみてください。
・オーダ－カ－テン、オ－ダ－ブラインド等も扱っていま
す。
・布団の打ち直しも承っています。

配達可
能範囲 市内全域

e-mail

配達可
能な商

品

大きなインテリア・寝具（例：布団、マットレス、
毛布、フロア－チェア－、平折ジュータン）

注文方法 来店 配達料金 無料

電話番号 ０４６３－２１－３６００ ＦＡＸ番号 ０４６３－２３－３６０１

ホームページ

【インテリア・寝具】

店名 （株）平塚ハマフォ－ム商会（ひらつかはまふぉ－むしょうかい）

住所 平塚市明石町２３－３４

定休日 日曜日 営業時間
平日１０：００～１８：３０

土曜・祝日１０：００～１８：００

 ２５



お店の
セールス
ポイント

「とんで行きます」をモット－に家の困り事に対応します。

配達可
能範囲 市内全域

e-mail k-ekas@ma.scn-net.ne.jp

配達可
能な商

品
家庭電化製品

注文方法 電話・ＦＡＸ・メール・来店 配達料金 無料

電話番号 ０１２０－８８１－４１７ ＦＡＸ番号 ０４６３－２２－２６７９

ホームページ

【家庭電化製品】

店名 （株）吉川商事（きっかわしょうじ）

住所 平塚市東八幡２－１１－３

定休日 水曜日・祝日 営業時間 ９：００～１８：００

 ２６



(有)大門生花店（だいもん せいかてん）

【生花・鉢物】

店名

定休日 １月１日・２日 営業時間 １０：００～１９：００

配達料金 無料

電話番号

住所

ホームページ

０４６３－５８－６９３３ＦＡＸ番号０４６３－５８－６９３３

平塚市南金目９２６

お店の
セールス
ポイント

当店は新鮮な生花や鉢物を多種多様取り揃えておりま
す。カジュアルから高級ギフトまで様々なニーズに対応し
ています。

配達可
能範囲 市内全域

e-mail daimon@jeans.ocn.ne.jp

配達可
能な商

品

生花、鉢物、花束、アレンジ、お祝生花、葬儀生花
（合計３,０００円以上）

注文方法 電話・来店

 ２７



ひらつか まごころふれあい便
令和４年１２月版

発行者：平塚市
発行日：令和４年１２月

【この資料に関するお問い合わせ】

平塚市産業振興部商業観光課

電話 ０４６３－３５－８１０７


