
簡単な家事や買い物などのお手伝い

をします。詳しくはそれぞれの事業所

にお問い合わせください。 

                                             令和 4 年 8 月１日現在 

＜ふじ お助けマップ 吉原中部圏域＞ 
 

 

                   ◆富士市吉原中部地域包括支援センター 

                             （３9-2700） 

   

 

※詳しくはそれぞれの事業所、お店にお問い合わせください。 
 

◎お買い物や家事のお手伝い  
 

※自費ヘルプ対応事業所 
 

 

事業所名  連絡先 料金など 

①夢コープ 

くらしの助け合い事業 
65-7050 

１時間 1,780 円(月～金、9:00～17:00) 

それ以外は 2,160 円 交通費別途 300 円 

②セントラル 

富士介護センター 
53-3303 

１時間 1,440 円＋交通費  

泊まり込み介護 15,000 円＋交通費 

③ニチイ家事代行サービス 0120-212-295 事前申込。頻度、時間、内容により料金設定 

④訪問介護ベル 30-8877 
１時間 1,575 円 

お手伝い内容；家事全般等 詳しくは要相談 

⑤くりっぷ 32-6598 
１時間 2,000 円 別途交通費 200 円 

詳しくは要相談 

⑥アサヒサンクリーン 

在宅介護センター富士 
65-8686  

⑦吉原の丘ﾍﾙﾊﾟｰｻｰﾋﾞｽ 73-1010 平日１時間 2,000 円＋税、8:00～18:00 

交通費別途  ⑧ヘルパーサービス本吉原 55-5577 

⑨公益社団法人 

富士市 

シルバー人材センター 

53-1150 

窓拭き、水回り・換気扇周りのお掃除、その他

簡単な家事のお手伝いなど要相談 

平日 9:00～16:00 

２時間まで 2,002 円～（税込）、２時間以降は

１時間ごと 890 円（税込）、別途洗剤等の材料

費がかかります 

◎食材などのお届けサービス －コンビニ等�   

店 名 電話番号 備  考 

セブンイレブン富士見台店 0545-22-2128 1 商品から注文可能。365 日年中無休。 

1000 円以上からお届け可能、お届け料 220

円。3000 円以上でお届け料無料。電話やイ

ンターネット、お店で事前の会員登録が必要。

他、詳細はお問合せください。 

問い合わせ先一覧  



店  名 連絡先 備  考 

富士市農協吉永支店 0545-34-0815 

お米５㎏１袋以上から配達 

富士の緑茶 490ｇ×２４本 １ケース以

上 

富士市農協原田支店 0545-52-1945 同上 

富士市農協購買課 0545-61-8282 同上 

富士銘茶くぼた園 (お茶) 0545-52-0224 2,000 円以上購入から配達 

お茶のはぶち園 (お茶) 0545-61-0990 月・水・金 3,000 円以上購入から配達 

内藤米店 今泉店 0545-52-1858 

お米は３㎏以上から 

日用雑貨や調味料などはお米と一緒に 

注文 

灯油の配達(1８ℓ～) 

内藤米店 大淵店 0545-36-1085 同上 

鈴木燃料店 0545-52-2271 灯油の配達（40ℓ～） 

藤田クリーニング商会 0545-21-5319 配達は出来上がりの 2～3 日後 

コスメティックスおおしば 0545-61-1448 化粧品・健康食品 2,000 円以上から配達 

栗田電機 0545-61-0667 
家電 3,000 円以上から コンセント・ 

スイッチ修理や照明交換も対応 

サウンドエース 0545-64-2624 家電修理・電気工事 

かみや潤天堂 0545-61-4000 漢方相談、健康食品、化粧品など 

総合寝具のいしい 0545-33-0174 手作りふとん・打ち直し・羽毛直し 

えぞや 一色店 (中華料理) 0545-21-7498 3 品以上から配達 

宅配寿司 荒磯 (寿司) 0545-55-3900 1,500 円以上 

仕出し おがわ (弁当) 0545-52-3621 昼・夕 形態は一口大・刻みなど対応可 

◎送迎サービス 

内容：買い物先・病院受診等への送迎を行います。 

  （ご要望に添えないこともありますので、ご相談ください） 

名  称 電話番号 利 用 料 

デマンドタクシー ほたる 

富士市都市計画課 

0545-55-2904 

 

シンフジハイヤー 

0545-21-4511 

原田地区在住の方を対象にした会員登録制、

予約制の運行。①乗車 200 円の定額制 

（小学生は 100 円、未就学児は無料） 

 ※乗り継ぎ割引券、市内共通回数券を 

ご利用できます。 

デマンドタクシー かぐや 

富士市都市計画課 

0545-55-2904 

 

シンフジハイヤー 

0545-21-4511 

吉永地区在住の方を対象にした会員登録制、

予約制の運行。1 乗車 200 円の定額制 

（小学生は 100 円、未就学児は無料） 

※乗り継ぎ割引券、市内共通回数券を 

ご利用できます。 

 

デマンドタクシー  富士市都市計画課 吉永北地区在住の方を対象にした 



なのはな 0545-55-2904 

 

石川タクシー富士

株式会社 

0545-51-1111 

会員登録制、予約制の運行。 

【勢子辻以外の町内会に在住の方】 

1 乗車 500 円（ただし「勢子辻ひのきの家」

「富士市森林墓園」で乗降の場合 1,000 円） 

 【勢子辻に在住の方】 

1 乗車 1,000 円の定額制（ただし「富士市

森林墓園」で乗降の場合 500 円） 

※小学生は半額、未就学児は無料 

※乗り継ぎ割引券、市内共通回数券を利用可 

コミュニティーバス 

なのはな 

富士市都市計画課 

0545-55-2904 

 

石川タクシー富士

株式会社 

0545-51-1111 

運行ルート： 桑崎→石井入口→今宮→ 

富士東高校の片道運行  

運行時間帯：朝（7 時台、8 時台） 

運行日 月曜日～金曜日  

※土曜、日曜、祝日、 

お盆（8 月 13 日～15 日）、 

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 

は運休  

運行本数 1 日片道 2 便 

（所要時間：片道約 23 分）  

運賃 1 乗車 250 円の定額制 

（小学生及び障害者手帳保持者は 130 円） 

※乗り継ぎ割引券、市内共通回数券を利用可 

デマンドタクシー  

やまぼうし 

富士市都市計画課 

0545-55-2904 

 

石川タクシー富士 

株式会社 

0545-51-1111 

神戸地区在住の方を対象にした会員登録制、

予約制の運行  

運行ルート 神戸地区内（自宅等）→停車場、

停車場→神戸地区内（自宅等）を結ぶ区域 

運行  

停車場（乗り降りできるところ） 16 箇所 

※神戸地区内では自宅等で乗降できます 

※乗降場所のどちらかは、必ず停車場を 

ご利用ください  

運行日 毎日運行（365 日）  

運賃 【神戸 1、神戸 2 に在住の方】 

 1 乗車 350 円（小学生は 180 円） 

 ただし、今宮の停車場で乗降する場合は

450 円（小学生は 230 円） 

【今宮に在住の方】 

 1 乗車 450 円（小学生は 230 円） 

 ただし今宮の停車場で乗降する場合は 

350 円（小学生は 180 円） 

※未就学児は無料 

※乗り継ぎ割引券、市内共通回数券を利用可 

 


