






ｸﾘｴｲﾄｴｽ･ﾃﾞｨｰ
新白根店

内 容 ■商品配達
以下の商品はお持ち帰りいただきます
アイスクリーム・冷凍食品・要冷蔵商品・パン・
蛍光灯・花火・ライター・ガスボンベ・写真他

※詳しくは店舗スタッフに
お問い合わせください。

利用
条件

■ポイントカード会員

対象
エリア

■川崎市・横浜市全域

利用料
■3,000円（税抜）以上購入で
専用ボックス１個につき700円＋税
※3,000円未満の場合はボックス１個につき1,000円＋税
※１箱あたり、専用ボックスの重さ3.2kg含め25Kgを上限

■PR■ 毎月５と０のつく日はポイント２倍

店舗
情報

■☎ ９５２－１１００
営業時間 ９：００～２２：００
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そうてつローゼン

白根店

内 容
■商品配達
店舗でお買い上げの専用のオリコンに入る常温商品
（除く生鮮食品、冷凍食品、アイスクリーム、惣菜類、玉子、
他要冷蔵商品、壊れやすい商品）
※お買い物前に必ずサービスカウンターにお申し出ください。受付人数に達した
場合、受付を締切らせて頂くことがございます。

利用
条件

■ウェルカムカードメンバーで、配達時
在宅いただける方

対象
エリア

■白根町、上白根、上白根町、中白根
（以下の地域は時間制約があります）

下川井町・都岡町・川井宿町・川井本町・鶴ヶ峰本町・
今宿西町・今宿東町・今宿南町・今川町・四季美台・
本村町・台村町・森の台・寺山町・中山町・上山・白山・
竹山・鴨井・鴨井町・川島町・新井町・西川島町・白根・
上菅田町
※受付時間および配達時間についてはサービスカウンターにてご確認ください。

利用料
■１小口３００円
１小口：６０リットル横530mm×縦366mm×高さ397mmの専用宅配ボックス１個
１小口あたりの重量は２０kgまで

店舗
情報

■☎ ９５４－２３１１
営業時間：８時～２２時４５分
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ハックドラッグ
中白根店

内 容 ■商品配達
対象エリアは12時までの受付で当日の
18～20時、19～21時にお届け
冷凍・冷蔵品等、一部対象外の商品あり
※詳しくは店舗スタッフにお問い合わせください。

利用
条件

■Ｔカード会員で、お買い上げ合計金
額3,000円（税込）以上

対象
エリア

■上白根町、上白根、白根町、中白根
※上記以外の神奈川県の地域では翌日のお届け

利用料
■3,000円（税込）以上購入で
１個口500円＋税
※１個口：縦×横×高さの３辺合計120cmまで、重さ25kg
まで（専用宅配ボックスにて）

■PR■１５・１６日はシニアズデイ
６５歳以上の会員はＴポイント３倍

店舗
情報

■☎ ９５８－１１８９
営業時間：９：００～２３：００
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マルエツ
四季の森ﾌｫﾚｵ店

内 容
■商品配達
以下の商品は除きます。
・冷凍食品・アイス類、たまご・ガラス食器等のこわれやすい
商品
・ガスボンベ、ジッポライターオイル、ライター、チャッカマン、
花火等の危険物

利用
条件

■お客様自身でレジ袋詰め並びに、コ
ンテナ（及び保冷バック）への収納

対象
エリア

■川井本町、上川井町、下川井町、矢指町、
白根、鶴ヶ峰、鶴ヶ峰本町、今宿町、今宿南町、
今宿東町、今宿西町、都岡町、川井宿町、
中白根、白根町、上白根、若葉台、
※エリアにより受付時間・配達時間帯等が異なりますので
サービスカウンターでご確認ください。

利用料
■ 3,000円（税抜）以上購入で

１梱包400円＋税 【2018年3月現在】
※１梱包：専用コンテナ（横53cm×奥行き37cm×高さ34cm）に収納できる範
囲、コンテナ、バッグ、保冷剤等を含め重さ25kg以内

■PR■ 共通ポイントカード「Ｔカード」利用可能

「一の市」「中の市」「火曜市」週末のお買い得セールなど
多数のお買い得企画をご用意しています

店舗
情報

■☎ ９５１－４６９１
営業時間：１０時～２２時
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ユーコープ

白根店

内 容
■①当日宅配 （受付：12時まで）

18時から21時までに配達
（翌日配達なら時間が選べます）
②おうちCOOP
1週間前に注文書提出
⇒ 1週間後に商品配達

利用
条件 ■コープ組合員登録が必要

対象
エリア

■白根、白根町、中白根、中白根町
上白根町

利用料
■一口 ￥300
≪縦＋横＋高さ＝120ｃｍ≫
の指定の箱で商品を配達

■PR■コープの組合員になってご利用ください。出資金500円で

どなたでもすぐに御加入いただけます。お気軽にご来店ください。

店舗
情報

■☎ ９５４－１２６４
定休日：1月1日のみ

※たまご、お肉、お魚、冷凍商品は不可。
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食品館

あ お ば
白根店

内 容

利用
条件

■初回利用時、所定の申込用紙を記入
して頂き、ご利用券を配布しますので、
次回以降はドライバーに提示して頂ける
だけでOK

対象
エリア

■千丸台団地，ひかりが丘団地方面
の2ルートを巡回

利用料 ■無料

■PR■毎週（木）～（月）広告掲載 （火）（木）爆発市開催中

店舗
情報

■☎ ９５９－３６００

定休日：年始のみ

■（火）（木）（土）の週3日
無料お買物バス運行中

＊ 巡回バスについてのお知らせ ＊

各地域行の2方向の循環バスあり
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クリエイト
エス・ディー
旭川島町店

お届け
時間

■受付時間締切12時迄⇒当日18時以降の便

①午前中②14～16時③16～18時④18～20時

⑤19～21時（この時間帯に不在の場合翌日届け）

受け付け締切15時迄⇒翌日以降の便

利用
条件

■お買い上げ合計金額3000円（税抜）以上で、
専用ﾎﾞｯｸｽ1個につき700円（税抜）/3000円

未満の場合は専用ﾎﾞｯｸｽ1個につき1000円

（税抜）頂きます。1箱あたり、専用ﾎﾞｯｸｽの重さ

（3.2kg)を含め25ｋｇを上限とさせて頂きます。

対象
エリア

■旭区・保土ヶ谷区

利用料

店舗
情報

アイスクリーム・冷凍食品・要冷蔵商品・パン・蛍光灯・花火・

ライター・ガスボンベ・写真等は配達できません

０と５の付く日はお得なポイント２倍デー！

■☎ ３７２－３３３６
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三和
鶴ヶ峰店

内 容
■商品配達
※エリアによって受付時間が異なる。
※当日中にお届け

利用
条件

■生鮮食品・冷蔵・冷凍食品は不可

対象
エリア

■鶴ヶ峰 鶴ヶ峰本町 今宿 今宿西町 今宿東町 今宿南町
今宿町 下川井 金が谷 川井宿町 都岡町 上川井町
川井本町 笹野台 矢指町 若葉台
受付 ①11時半まで ②15時半まで
■白根 中白根 上白根 本宿町 旭区川島町 西川島町
三反田町 小高町 市沢町 本村町 四季美台 今川町
受付 11時半まで

利用料 ■３０８円（1箱 ２０ｋｇまで）
※2箱目以降は1箱206円

■PR■ 当日中に自宅まで配送

店舗
情報

■☎ ３９１－３８６１

8



そうてつローゼン
鶴ヶ峰店

内 容

■商品配達
当日中 １０：００～１１：３０までに受付
夕方以降 １１：３０～１５：３０までに受付
翌日以降 １５：３０～２１：００までに受付

利用
条件

■ウェルカムカードメンバーで配達時に在宅し
ていただける方

■お買いあげの常温商品（生鮮・冷凍食品等
除く）

対象
エリア

■川島町 西川島町 三反田町 小高町 市沢町
鶴ヶ峰 鶴ヶ峰本町 白根 今宿東町 今宿南町
今宿西町 四季美台 今川町 本宿町 本村町

※赤部分は１１：３０までに受付で当日（１８時～）配達

利用料 ■１小口 300円（ワンボックス）

■PR■ 当日中に自宅まで配送

店舗
情報

■☎ ３７０－１０５１
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オリンピック
今宿店

内 容 ■商品の宅配

利用
条件

■当店で購入した商品が対象。
冷蔵品・冷凍品は不可。

対象
エリア

■全国配達
※佐川急便

利用料

★毎月1日は初の市開催！（食品）

店舗
情報

■☎ ９５５－１６１１
定休日：無し

■配達物の大きさ・重量・配達先等による。

例えば…
・箱の大きさ（縦・横・高さ）が140cmまで
・重量が20kgまで
・配達先：関東エリア
・翌日配達（14時までの受付分）
➡宅配料金：650円（消費税含）

★11日（ワンワンの日）、22日（ニャンニャンの日）
はポイント2倍！（1階ペットコーナー）

●大きな物・関東エリア以外への配達は
料金が変わりますので、お問合せください。
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内 容 ■当店舗でのお買い上げ商品の宅配 （委託先：ヤマト運輸）

利用
条件

■ポイントカード会員様限定
【重量制限】
専用ボックス（3.2kg）を含め、１箱当たり25kgまでとなります。
【お運び出来ない商品】
アイスクリーム・冷凍食品・要冷蔵商品・パン・蛍光灯・
花火・ライター・写真他

対象
エリア

■旭区・緑区
【お届け時間等】 （交通状況により遅れる場合がございます）

利用料
■お買上合計金額3,000円（税抜）以上で、
専用ボックス1個につき700円（税抜）

★3,000円未満の場合は、専用ボックス1個につき
1,000円（税抜）頂きます。

０と５の付く日はお得なポイント２倍デー！

店舗
情報

■☎ ９５１－２２７７
営業時間：９：００～２２：００

クリエイト
エス・ディー
横浜今宿店

①午前中②14時～16時③16時～18時④18時～20時⑤19時～21時

★ご不在の場合は「不在連絡票」を入れさせていただきます。
★19時以降にご不在の場合は、再配達は翌日となります。

★詳しくは店舗スタッフまでお気軽にお尋ね下さい。

旭区・緑区

1月までは横浜市・川崎

市全域へお届け可。

受付締切

12時まで 当日18時以降の便

15時まで 翌日午前中からの便

お届け先 旭区

配達便

翌日午前中からの便

★15時以降の受付は翌日18時以降の便となります。
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ライフ
希望が丘店

内 容
■商品配達 （受付：９時～１８時）
※お買い上げから３時間以内に配達

利用
条件

■商品を常温品、冷蔵品、冷凍品に
分け、自分で袋詰め

対象
エリア

■中希望が丘、南希望が丘、東希望が丘
善部町、さちが丘、柏町、二俣川1・2丁目
中尾1・2丁目、今宿町、今宿２丁目、
笹野台1～4丁目、金が谷1・2丁目、
三ツ境、二ツ橋町、宮沢1・2丁目、
阿久和東1～4丁目、阿久和西1～4丁目

利用料 ■324円（コンテナで5個まで）

■PR■毎週火曜日はｼﾆｱ（65歳以上）5%ｵﾌ！
※一部除く商品あり

店舗
情報

■☎ ３６６－４６６０
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そうてつローゼン

希望が丘店

内 容
■商品配達（常温商品のみ）
受付：１０時～１５時半（当日）

１５時半～２１時（翌日）
※詳細は店舗までお問合せください。

利用
条件

■ウェルカムカードメンバーで、
配達時ご在宅頂ける方

対象
エリア

■東希望が丘、中希望が丘、
南希望が丘、善部町、さちが丘
※その他の地域に関しましては、店舗
までお問合せ下さい。

利用料 ■１小口300円（専用配達BOX）

■PR■ 毎月１日と水曜日はポイント倍増デイ！

店舗
情報

■☎ ３６３－５４４５
お気軽にお問合せ下さい！
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クリエイトエス・ディー

希望が丘駅南口店

■PR■ 毎月5と0のつく日はポイント2倍デイ！

内 容
■商品配達（常温商品のみ）
受付：～１2時（当日18時以降）

～15時（翌日午前中以降）
15時～（翌日18時以降）

※詳細は店舗までお問合せください。

利用
条件 ■ポイントカード会員様

対象
エリア

■旭区全域

利用料
■お買上合計3,000円（税抜）以上で
専用BOX１個につき700円（税抜）

※3,000円未満の場合は、1,000円（税抜き）

店舗
情報

■☎ ３６０－１７２１
お気軽にお問合せ下さい！
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いなげや
横浜南本宿店

内 容 ■ 13時までのお預かり分：14：00～17：00配達

17時までのお預かり分：17：30～19：30配達

利用
条件

■ 常温品・冷蔵品・冷凍品を別々の袋に入れ、

「レシート」と一緒にサービスカウンターまで、
お持ちください。

対象
エリア

■本村町 大池町 鶴ヶ峰1丁目 小高町 四季美台

本宿町 万騎が原 市沢町 三反田町 二俣川１，２丁目
南本宿町 左近山 今川町 （保土ヶ谷区 泉区の一部）

利用料
■①お買い上げ合計5,000円以上 ②酒類２４缶以上

③お米５Kｇ以上
①～③いずれか１つで配達無料
・上記内容に該当しない場合は１箱３００円（税込）

■PR■ 玄関先まで笑顔でお届けします。

店舗
情報

■☎ ３５１－０００１
本日すぐに使用する商品はお持ち帰りください。
エリア限定サービスです。
※ 詳しくはサービスカウンターまで。

※ 変更等があるため、
詳しくはサービスカウンターまで。
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ドン.キホーテ
二俣川店
情熱食品

内 容
■商品配達3,240円以上無料
※5,400円以上で全国配送無料も！

利用
条件

■配達個数に限りがあり、個数に達し次第終了。

品物によっては配送できないこともあります。
受付時間によって配達時間が変わります。

対象
エリア

■即日配達エリア 二俣川1・2丁目 中尾1・2丁目

中沢1・2・3丁目 さちが丘 本村町 四季美台
本宿町 万騎が原 今宿1・2丁目

（全国配送等はカウンターでご確認下さい）

利用料 ■無料配送各種あり！

詳しくはサービスカウンターでご確認下さい。

PR：おげんきの日1～3日15～17日は６０歳以上の方はもっとお得！
食料品以外も配送サービスあり！詳しくはサービスカウンターまで。

店舗
情報

■☎ ３９１－３８１０

※ 条件に変更等があるため、各種配送の
詳細はサービスカウンターまで。
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そうてつローゼン
南まきが原店

内 容
■当日配送

１０：００～１１：３０(配達時間指定可）
１１：３０～１５：３０(18：00～21：00届け）
１５：３０～２１：００（翌日便での時間指定）
※詳細はチラシ又はサービスカウンターにてご確認お願いします。

利用
条件

■ウェルカムカードメンバー様で配達時ご在宅の方
（除く生鮮食品・冷凍食品・アイス・惣菜類・玉子

他要冷蔵商品・壊れやすい商品）

対象
エリア

■善部町・南希望ヶ丘・さちが丘・万騎が原・柏町

（池の谷・緑園・名瀬町は時間制約があります）

利用料 ■２０ｋｇまで １小口300円
(１小口・・専用配達ボックス１個）

■PR■ 店内でお買上げの商品を、当日中にご自宅まで
ヤマト運輸が時間指定でお届けします。

店舗
情報

■☎ ３６５－３８１１

※ お買い物前に必ずサービスカウンターに
お申し出ください。受付人数に達した場合、
受付を締切らせていただきます。
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クリエイト エス・ディー
旭南本宿店

内 容 ■受付時間、配達便のお届け時間等、
詳細は係までご確認ください。

利用
条件

■ポイントカード会員様限定
※配達サービスで取り扱えない商品もあります。
一覧等のご確認お願いします。

対象
エリア ■旭区・瀬谷区・保土ヶ谷区

利用料 ■3,000円（税抜）以上：専用ボックス1個に
つき700円（税抜）

3,000円（税抜き）未満：専用ボックス1個に
つき1,000円（税抜）

■PR■ ポイントカード会員様限定で、ヤマト運輸が
時間指定でお届けします。

店舗
情報

■☎ ３５５－１０２２

交通状況により遅れる場合があります。
ご不在の場合「不在連絡票」を入れさせて
頂きます。

※ 詳しくは係までお問い合わせ下さい。
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ディスカウント
生鮮市場ミック
左近山店

内 容
■商品配達
月、木、金、土の１５時３０分迄
配達時間は１３時～１６時００分
時間指定は不可。
葉物、冷凍食品、挽肉は配送不可。

利用
条件

■とくになし

対象
エリア

■左近山・市沢町・今井町・川島町・
新桜ケ丘

利用料
■ ２０００円以上は無料
２０００円以下は１００円

店舗
情報

■☎ ３５１－７４３１
営業時間１０:００～１９:００
定休日：年末年始
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いなげや
横浜左近山店

内 容
■商品配達
13時までの受付分14時～17時までに配送。17
時までの受付分17時30分～19時30分までに配

送。

利用
条件

■常温品、冷蔵品、冷凍品を別々の袋で配送。
アイス、フルーツ、花、ケーキは不可。

対象
エリア

■本村町、本宿町、南本宿町、大池町、万騎
が原、柏町、さちが丘、桐が作、中沢1丁目、
川島町、鶴ヶ峰1丁目、市沢町、左近山、小高
町、三反田町、今川町、四季美台、二俣川１,
２丁目

利用料
■お買い上げ金額5,000円以上、酒類24缶以上、
お米5㎏以上で配達無料。その他は１箱３００円、
２ℓペットボトル６本入り飲料２ケース３００円

店舗
情報

■☎ ３５１－０００１
定休日：１月１日※１月２、３日は宅配休み
営業時間：９:００～２１:３０
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クリエイト
エス・ディー
旭左近山店

内 容
■商品配達
１２時までに受付→当日の１８時以降に配達。１
５時までに受付→翌日午前中から配達。冷凍食
品、冷蔵食品、パン、蛍光灯、花火、ライター、

写真等は配送不可。

利用
条件

■ポイントカード会員様限定

対象
エリア

■旭区・保土ヶ谷区

利用料

■3000円（税抜）以上で専用ボックス１
個700円。3000円（税抜）未満の場合は
専用ボックス１個1000円。専用ボックス
3.2キロを含め、１箱あたり２５キロまで。
※委託先ヤマト運輸の宅急便ルールに
基づく。

店舗
情報

■☎ ３５５－１０７０
定休日：年末年始
営業時間：１０:００～２２:００
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ウェルパーク
横浜左近山店

内 容
■商品配達 介護用 紙おむつ

１ケース単位以上でお買い上げのお客
様は、ご自宅まで無料でお届けいたし
ます。※１週間程お時間がかかります。

利用
条件

■とくになし

対象
エリア

■国内すべて
※離島と遠隔地は除く

利用料 ■送料無料

店舗
情報

■☎ ３５５-３２６１
定休日：年中無休
営業時間１０:００～２２:００
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内 容 ■当店舗でのお買い上げ商品の宅配 （委託先：ヤマト運輸）

利用
条件

■ポイントカード会員様限定
【重量制限】
専用ボックス（3.2kg）を含め、１箱当たり25kgまでとなります。
【お運び出来ない商品】
アイスクリーム・冷凍食品・要冷蔵商品・パン・蛍光灯・
花火・ライター・写真他

対象
エリア

■旭区・瀬谷区・緑区
【お届け時間等】 （交通状況により遅れる場合がございます）

利用料
■お買上合計金額3,000円（税抜）以上で、
専用ボックス1個につき700円（税抜）

★3,000円未満の場合は、専用ボックス1個につき
1,000円（税抜）頂きます。

０と５の付く日はお得なポイント２倍デー！

店舗
情報

■☎ ３９２－２１３１
営業時間：９：００～２２：００

クリエイト
エス・ディー
横浜三ツ境店

①午前中②14時～16時③16時～18時④18時～20時⑤19時～21時

★ご不在の場合は「不在連絡票」を入れさせていただきます。
★19時以降にご不在の場合は、再配達は翌日となります。

★詳しくは店舗スタッフまでお気軽にお尋ね下さい。

受付締切 配達便

12時まで 当日18時以降の便

15時まで 翌日午前中からの便

お届け先 旭区

★15時以降の受付は翌日18時以降の便となります。
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ダイエー
三ツ境店

内 容
■商品配達
以下の商品は除きます。
・冷凍食品・冷蔵品・玉子・こわれやすいもの・生花・危険物等
・重量品・大型品は一部配達不可。

利用
条件

■お客様自身でお買いもの袋に梱包し、
受付まで持参。ＷＡＯＮカードを提示。

対象
エリア

■今川町、四季美台、本村町、本宿町、
二俣川１～２丁目、万騎が原、東希望が丘、
さちが丘、南希望が丘、中希望が丘、善部町、
笹野台、金が谷、今宿、今宿南、中沢、小高町、
鶴ヶ峰１～２丁目、左近山、三反田町、今宿西町、
今宿東町、鶴ヶ峰本町１～３丁目、柏町

※詳しくはサービスカウンター係員まで。

利用料
■ １個口324円（税込）

70歳以上のお客様は２個口まで無料

店舗
情報

■T  E  L：３６４－０５１１
営業時間：通常8:00～23:00

配達時間 受付時間

12:00～16:00 前日21:00までの受付分

14:00～18:00 当日12:00までの受付分

16:00～21:00 当日15:00までの受付分
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オーケー
三ツ境店

内 容

利用
条件

■オーケークラブカード会員様向け
商品の宅配

対象
エリア

■旭区/矢指町・金が谷・笹野台・今宿町・二俣川・東希
望が丘・中希望が丘・さちが丘
■瀬谷区/二ツ橋・東野・東野台・相沢・中央・瀬谷町
本郷・瀬谷・橋戸・北新・南台・下瀬谷・南瀬谷・宮沢
三ツ境・阿久和東・阿久和西

利用料
■200円から（税込）・通い箱が1個増加ごとに100円
頂戴いたします

有料配達をご利用下さい

店舗
情報

■瀬谷区 二ツ橋町 309-1（eモール内）
TEL-369-0981
営業時間-10：00～21：30
休業日-1月1日～1月3日

店舗外観写真

■当店で購入された商品を宅配いたします
冷蔵品・冷凍品は対象外となります

※通い箱にてお届けします（1箱あたり20KGまで）
※通い箱に収納できない異形のもの1個につき100円
※全国配送（ヤマト便）も承っております
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オーケー
阿久和店

内 容

利用
条件

■オーケークラブカード会員様向け
商品の宅配

対象
エリア

■旭区/矢指町・金が谷・笹野台・今宿町・二俣川・東
希望が丘・中希望が丘・さちが丘
■瀬谷区/二ツ橋・東野・東野台・相沢・中央・瀬谷町
南瀬谷・宮沢・三ツ境・阿久和東・阿久和西

利用料
■200円から（税込）・通い箱が1個増加ごとに100円
頂戴いたします

有料配達をご利用ください

店舗
情報

■瀬谷区 阿久和西 1-27-1
TEL-360-1026
営業時間-8：30～21：30
休業日-1月1日～1月3日

店舗外観写真

■当店で購入された商品を宅配いたします
冷蔵品・冷凍品は対象外となります

※通い箱にてお届けします（1箱あたり20KGまで）
※通い箱に収納できない異形のもの1個につき100円
※全国配送（ヤマト便）も承っております
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オーケー
阿久和店

内 容

利用
条件

■スマートフォン向けの「お友達宅配」アプリケーションからご
利用していただけます。
■阿久和店の過去3ヶ月の購入商品、今週の情報誌、
OK定番商品から選択して買い物依頼をして下さい。
■ お友達や買い物代行ご希望のご利用者からの買い物
代行応募にお願いして買い物依頼が成立です。

対象
エリア

■買い物代行のご利用者によります。

利用料
■1回当り最低手数料300円（税込3.000円未満）
3.000円以上は買い物合計（税込）の10％
※2018年6月7日現在の利用料金

◎買い物が大変・買い物の時間がない
そんな方には、「お友達宅配」をおすすめします

店舗
情報

■瀬谷区 阿久和西 1-27-1
TEL-360-1026
営業時間-8：30～21：30
休業日-1月1日～1月3日

店舗外観写真

■アプリケーションをダウンロードして、会員登録をされた
オーケークラブカード会員様向け。会員登録には、オーケー
クラブカード、身分証名書、メールアドレスが必要となります。
■スマートフォンをお持ちでない場合は、ご相談下さい。
お好みのスマートフォンを斡旋いたします。

ご質問や説明などご希望の方は「お友達宅配」
お客様相談室045-263-8068へお気軽にご連絡下さい
Eメール：ok-friends@okco.jp
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