
予約受付：前日の7：00～17：00

①配送30分前に、コールセンターより電話があります
②配達 ※必ず指定時間に受取場所でお待ちください

※乗務員に会員登録証を提示してください
③受取、商品代の支払い ※現金のみ

受取方法

草薙
エリア版

期間：2020年11月1日（日）～12月25日（金）

※注文は24日まで

3店舗まで予約できます※注文は12月24日17時まで

予約受付：前日の7：00～17：00
利用時間：7：00～21：00内の店舗営業時間

利用料金：宅配料無料

会員登録受付中！お電話にて

※会員登録が必要です

※事前受付 10/15～10/31（10:00～17：00）
平日および10/31(土)営業

※価格はすべて税込
 

1
缶ビール350ml・1ケース24本
（アサヒスーパードライ・

  キリン一番搾り・  サッポロ黒ラベル）

2
缶ビール500ml・1ケース24本
（アサヒスーパードライ・

  キリン一番搾り・ サッポロ黒ラベル）

3
缶ビール350ml・1ケース24本
（エビスビール）

4
筒食
(6,8枚切りからお選びください)

各￥4,520 各￥6,300 ¥5,150 ¥520
岩崎酒店 岩崎酒店 岩崎酒店 シオザワパン

営業時間:10:00-20:30　定休日:日 営業時間:10:00-20:30　定休日:日 営業時間:10:00-20:30　定休日:日

5
上食パン　一斤
（4,6,8,10枚切りからお選びください）

6 レーズン食パン　一斤 7 栗ポテト 8 タイガーポテト

¥260 ¥350 ¥150 ¥150
シオザワパン シオザワパン 竹家菓子店 竹家菓子店

営業時間:9:00-18:00　定休日:火 営業時間:9:00-18:00　定休日:火

9 栗まんじゅう 10 ミルクまんじゅう 11 ランチセット
（バジルチキンとマリネのサンド・胡桃ベーコンエピ）

12
おやつセット
（ショコラバケット・くるみあんチーズ・塩メロンパン・

　 チョココロネ・プリンパン）

¥108 ¥108 ¥700 ¥1,000
竹家菓子店 竹家菓子店 ミヤマパン ミヤマパン

営業時間:9:00-18:00　定休日:火 営業時間:9:00-18:00　定休日:火

13
朝食パンセット
（食パン1斤・ブドウ食パン1/2・玄米食パン1/2・

　玄米食パン1/2・くるみパン×2）

14
明治メイバランスminiカップ

コーヒー味　125ml　24本入
15 酵素のど飴 約16粒入り 16

静岡名店 戸隠そば

冷凍 磯おろしキット2個

¥1,420 ¥5,859 ¥297 ¥1,620
ミヤマパン うさぎ薬局 草薙    定休日:木・日・祝 くすりのつつじ堂 KOmart fine 草薙店

17 18 19 20

¥4,525 　　　　　　　　　　　￥3,149 ¥3,151

KOmart fine 草薙店 KOmart fine 草薙店 KOmart frozen 草薙店 KOmart frozen 草薙店

21

　　　　　　　　　　　￥1,879

KOmart frozen 草薙店

営業時間:月・火・水・金:9:00-18:30 土:9:30-13:30営業時間:10:00-18:00　定休日:月・日 営業時間:9:30-19:30　定休日:日・祝 営業時間：10：00　～　21：00　無休

新米おいしく食べようセット
①新米ミルキークイーン2㎏②炊きこみごはんの素 鯛

③炊きこみごはんの素 さざえ　　④しじみみそ汁

⑤贅沢ふりかけ    ⑥めしどろぼ漬

スープストックセット 人気の3種×2袋
①オマール海老のビスク 2袋

②東京参鶏湯 2袋　　③東京ボルシチ 2袋

※配送商品に箱は含みません

営業時間:10:00-18:00　定休日:月・日 営業時間:10:00-18:00　定休日:月・日

営業時間:9:00-18:30　定休日:日・祝

営業時間:9:00-18:30　定休日:日・祝営業時間:9:00-18:30　定休日:日・祝

※写真はアサヒスーパードライ ※写真はアサヒスーパードライ

営業時間：10：00～20：00　無休

冷凍 E→Fカレー3種とナン2種セット
①サグチキンカレー ほうれん草とチキン  ②シーフードカレー 魚介類

③バターチキン バターとチキン  ④炭火焼きプレーンナン

⑤炭火焼きチーズナン  ※配送商品に箱は含みません

営業時間：10：00～20：00　無休

ABE'Sラーメン2種 餃子2袋セット
①2018静岡ラーメングランプリ受賞 まるどりラーメン

②にぼしラーメン  ③GYOUZA餃子 2袋

※配送商品に箱は含みません

営業時間：10：00～20：00　無休

営業時間：10：00～21：00　無休 営業時間：10：00～21：00　無休

KOmartfine×由比缶詰所 まぐろの缶詰 各3缶セット
①まぐろフレーク3缶　　￥868

②まぐろファンシー3缶　￥933

③まぐろオリーブオイル漬け 3缶　￥1,127



草薙
エリア版

・当日の注文はできません。・商品代は実費をいただきます。・商品代のお支払い方法は現金のみとなります。・到着時間は10分程度前後する可能性がございます。・お一人様３予約まで可能です。・商品の引渡し場所に利用者が見当たら
ず、連絡も取れない場合は配達を取りやめ、再配達もしません。その場合の配達商品は「さくらタクシー(株)草薙営業所（駿河区中吉田46-7）」に配達日に限り保管しますが、配達日の21時までに利用者が商品を受け取りに来ない場合は、
商品を処分します。・配達受取が何度もできなかった場合、次回からの宅配はご利用いただけなくなることがあります。・社会実験につきサービス向上のため通話内容を録音させていただきます。

※価格はすべて税込

予約受付：前日の7：00～17：00

会員登録受付中！お電話にて

※会員登録が必要です

※事前受付 10/15～10/31 (10:00～17：00)
平日および10/31(土)営業

      

22
パナソニック製ハンディラジオ
RF-P155-S(シルバー)

23
TOSHIBA

単３アルカリ乾電池　10本セット
24

TOSHIBA

単４アルカリ乾電池  ８本セット
25

TOSHIBA  LED電球 60w形

昼白色 または 電球色　5年保証付

¥2,728 ¥598 ¥498 ¥1,580
㈱伊藤電気 ㈱伊藤電気 ㈱伊藤電気 ㈱伊藤電気

26 27
ライフリーさわやかパッド
長時間夜でも安心用　22枚入

多い時でも安心用　24枚入

28 薬用フタアミンhiクリーム 29
ネピア　トイレットロール12本

シングル　または　ダブル

各￥1,210 ¥2,420 ¥507
うさぎ薬局　草薙店 うさぎ薬局　草薙店 くすりのつつじ堂 くすりのつつじ堂

30

PW041 補聴器用電池

空気亜鉛電池/無水銀タイプ
powerone [PR41(312)]

31

PW044 補聴器用電池

空気亜鉛電池/無水銀タイプ
powerone [PR44(675)]

32

PW048 補聴器用電池

空気亜鉛電池/無水銀タイプ
powerone [PR48(13)]

33

PW536 補聴器用電池

空気亜鉛電池/無水銀タイプ
powerone [PR536(10)]

¥250 ¥250 ¥250 ¥250
デジタル補聴器のサガワ デジタル補聴器のサガワ デジタル補聴器のサガワ デジタル補聴器のサガワ

34 三ツ手ちりとり 35 庭園ほうき長柄　160cm 36 角ハンガー　ピンチ20個付 37
レディースサンダル 日本製 文和
色:ブラック/エンジ

サイズ:S/M/L/LL/3L

¥1,188 ¥1,155 ¥1,584 ¥2,365
戸塚茂商店 戸塚茂商店 戸塚茂商店 花屋靴店

38
メンズサンダル　日本製 ヤマト
色:ブラウン

サイズ:M/L/LL

39
レディースサンダル　パントフォーレ
色:ピンク

サイズ:S/M/L

40 ハズキルーペ　1.85倍　パール 41 ハズキルーペ　1.6倍　赤

¥2,475 ¥2,300 ¥11,180 ¥11,180
花屋靴店 花屋靴店 HARUTA HARUTA

42 ハズキルーペ　1.6倍　黒 43
プリザーブドフラワー
16cm×16cm

44
切り花栄養剤

クリザール250ml

¥11,180 ¥6,600 ¥495

HARUTA 花勇 花勇

営業時間:10:00-18:00　定休日:日・祝 営業時間:10:00-19:30　不定休

営業時間:月・火・水・金:9:00-18:30　土:9:30-13:30　 営業時間:月・火・水・金:9:00-18:30　土:9:30-13:30 営業時間:9:30-19:30　定休日:日・祝 営業時間:9:30-19:30　定休日:日・祝

営業時間:10:00-17:00　定休日:水・日・祝 営業時間:10:00-17:00　定休日:水・日・祝

営業時間:9:00-19:30　定休日:日・祝 営業時間:9:00-19:30　定休日:日・祝 営業時間:9:00-19:30　定休日:日・祝 営業時間:9:00-19:30　定休日:日・祝

営業時間:10:00-18:00　定休日:水 営業時間:10:00-18:00(日:午前のみ、祝:15:00まで)　不定休

営業時間:10:00-17:00　定休日:水・日・祝 営業時間:10:00-17:00　定休日:水・日・祝

営業時間:10:00-18:00　定休日:日・祝

営業時間:10:00-18:00(日:午前のみ、祝:15:00まで)　不定休

営業時間:10:00-19:30　不定休 営業時間:10:00-19:30　不定休 営業時間:10:00-18:00　定休日:水 営業時間:10:00-18:00　定休日:水

営業時間:10:00-18:00　定休日:日・祝

ライフリー薄型軽快パンツ
S(24枚)￥2,354／M(32枚)￥3,077

L(20枚)￥2,584／LL(18枚)￥2,584



予約受付：前日の7：00～17：00

①配送30分前に、コールセンターより電話があります
②配達 ※必ず指定時間に受取場所でお待ちください

※乗務員に会員登録証を提示してください
③受取、商品代の支払い ※現金のみ

受取方法

庵原
エリア版

期間：2020年11月1日（日）～12月25日（金）

※注文は24日まで

※注文は12月24日17時まで

予約受付：前日の7：00～17：00
利用時間：11：00～18：00

利用料金：宅配料無料

会員登録受付中！お電話にて

※会員登録が必要です

※事前受付 10/15～10/31 (10:00～17：00)
平日および10/31(土)営業

※価格はすべて税抜

・当日の注文はできません。・商品代は実費をいただきます。・商品代のお支払い方法は現金のみとなります。・到着時間は10分程度前後する可能性がございます。・商品の引渡し場所に利用者が見当たらず、連絡も取れない場合は配達を
取りやめ、再配達もしません。その場合の配達商品は「南急観光(株)（清水区庵原町136-5）」に配達日に限り保管しますが、配達日の21時までに利用者が商品を受け取りに来ない場合は、商品を処分します。・配達受取が何度もできな
かった場合、次回からの宅配はご利用いただけなくなることがあります。・社会実験につきサービス向上のため通話内容を録音させていただきます。

食鮮館タイヨー 庵原店

※袋を希望しない（レジ袋を購入しない）場合は、袋なしや再利用の段ボール等で商品をお届けいたします。 ※記載金額は無料宅配サービスでの金額であり、店頭価格とは異なる場合がございます。

※レジ袋は1枚５円です。

1

南アルプス天然水

500ml・24本
（サントリー）

2

ふっくらごはんが炊けました

180g・5個入
（東洋水産）

3
静岡県産コシヒカリ　5kg
（静岡食糧）

4
だしの素鰹あじ　5g・24包入
（東洋水産）

¥1,872 ¥428 ¥2,080 ¥278

5
お花花ソフト削り　60g
（柳屋）

6
パリッとスリット　700g
（サトウ食品）

7
クルル上白糖　1kg
（伊藤忠製糖）

8
クルル三温糖　1kg
（伊藤忠製糖）

¥298 ¥698 ¥150 ¥228

9
伯方の塩　1kg
（伯方塩業）

10
みりん風調味料　1L
（福泉）

11
こいくちしょうゆ　1L
（キッコーマン）

12
味ぽん　600ml
（ミツカン）

¥368 ¥198 ¥238 ¥278

13
米こうじみそ　1kg
（山高味噌）

14
ケチャップ　500g
（カゴメ）

15
キユーピーマヨネーズ　450g
（キユーピー）

16
醸熱ソース　中濃　500g
（カゴメ）

¥278 ¥198 ¥198 ¥198

17

キユーピーハーフマヨネーズ

400g
（キユーピー）

18
お好み焼き粉　500g
（日清フーズ）

19
フラワー小麦粉　750g
（日清フーズ）

20

ポポロスパゲッティ

7分1.6mm　500g
（はごろも）

¥198 ¥328 ¥198 ¥178

21
オリーブオイル　400g
（Jオイルミルズ）

22
さらさらキャノーラ油　1,000g
（Jオイルミルズ）

23
ホットケーキミックス　600g
（森永製菓）

24
アルカリイオンの水　2L
（キリン）

¥558 ¥278 ¥278 ¥108


