
津島保健所管内
配食サービス
事業所一覧

令和３年２月

愛知県津島保健所

この一覧では、管内市町村で利用できる栄養面や食べやすさへの配慮がさ
れているお弁当の情報がまとめられています。

【留意点】

・掲載内容は令和3年２月１日現在のものです。

・サービスの内容は変更等の可能性がありますので、最新の情報やサービス

の詳細については個別に事業所へご確認をお願いいたします。

津島市、愛西市、弥富市、あま市
蟹江町、大治町、飛島村



事業者一覧

事業所名 配送地域
（詳しくは各事業所のページを参照）

頁数

１ (有)おたべちゃん 津島市・愛西市・あま市 ３

２
ガーデンピアッツァ
お弁当事業部

津島市・愛西市・あま市 ４

３ 庄屋 あま市・蟹江町 ５

４
宅配クック1・2・3
尾張西店

津島市・愛西市・あま市
弥富市・大治町・蟹江町
飛島村

６

５ 錦 あま市 ７

６ Mother Kitchen 津島市 ８

７
まごころ弁当
津島愛西店

津島市・愛西市 ９

８
(株)ミノヤランチ
サービス津島店

津島市 10

９
(株)ミノヤランチ
サービス弥富店

弥富市 11

10 ワタミの宅食 津島市 12
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お弁当イメージ
（写真は一例です。詳しくは各事業所にお問い合わせください。）

２

①おたべちゃん（P.3）

⑧⑨ミノヤランチサービス
(P.10.11)

③庄屋（P.5）

⑥Mother Kitchen(P.8)

④宅配クック1・2・3（P.6）

⑦まごころ弁当(P.9)

②ガーデンピアッツァ（P.4）

⑧⑨ワタミの宅食(P.12)



(有) おたべちゃん
所在地

〒496-0809
津島市昭和町４丁目３２－２

ホームページ
アドレス

http://otabechan.hp4u.jp/

代表者名 宮入 武彦
部署

担当者名

TEL ０５６７－２４－２６５９ FAX ０５６７－２５－０１７１

営業時間 ８時～１７時 定休日 日 ・ 祝
（特別注文は応相談）

朝昼夕の対応 １．給食弁当： 昼 ２．特別注文： 応相談

メニューの種類
１．日替給食弁当：①Aランチ ②Bランチ
２．特別注文（会議、行楽、仕出し弁当など）

栄養面・食形態の
配慮

給食弁当は主食込みで６００kcal目安

料金
（税込み）

①Aランチ ： 企業３５０円、個人４５０円
②Bランチ ： 企業４２０円、個人５４０円

（特別注文は応相談）

配達エリア 津島市内、愛西市内、あま市・稲沢市は一部

配達曜日・時間 月～土 ・ １２時までに配達
（特別注文は応相談）

配達時間の指定 不可

申込方法 電話

注文締切時間 配達日の当日９時１５分まで（事前に住所等連絡ありの場合）
（特別注文は要相談）

キャンセル方法 配達日の当日９時１５分まで
（特別注文は要相談）

注文単位 基本１食から（配達エリアにもよるため要相談）

配送料・手数料 無料

容器回収 あり

お店のPR・お知らせ等

日替給食弁当のほか、特別注文（会議、行楽、仕出し弁当など）
あらゆるニーズにお応えします。

３



ガーデンピアッツァ
お弁当事業部（ほまれの家 津島店）

４

所在地
〒496-0048
津島市藤里町１丁目５２番地

ホームページ
アドレス

代表者名 青木 隆佳
部署

担当者名
村井 さやか

TEL ０５６７－５５－８８３３ FAX ０５６７－５５－８８３４

営業時間 ８時～１７時 定休日 土・日・祝

朝昼夕の対応 昼

メニューの種類
①日替わりデラックス弁当 ②日替わりヘルシー弁当
③唐揚げ弁当 ④ハンバーグ弁当

栄養面・食形態の
配慮

【カロリー目安】①日替わりデラックス弁当 約７５０kcal
②日替わりヘルシー弁当 約５５０kcal

料金
（税込み）

①・③・④：５００円 ②：４００円

配達エリア あま市、津島市、愛西市の一部

配達曜日・時間 月～金 ・ １０～１２時

配達時間の指定 不可

申込方法 FAX
※当日は電話のみで９時３０分まで （注文専用ダイヤル080-1580-3943）

注文単位 １食から

注文締切 配達日の当日９時３０分まで
（好評の場合は内容変更又は完売する場合があります。）

キャンセル方法 配達日の当日９時３０分まで

配送料・手数料 無料

容器回収 なし

お店のPR・お知らせ等

オフィス、施設、お店など企業様向けの配食サービスです。
他会議用やイベント用等ご要望にお応えします！



庄屋

５

所在地
〒497-0034
海部郡蟹江町本町八丁目２７

ホームページ
アドレス

代表者名 鈴木 國廣
部署

担当者名
鈴木 國廣

TEL ０５６７－９５－２５４６ FAX ０５６７－９５－３３７０

営業時間 ８時～１８時 定休日 不定休

朝昼夕の対応 昼 ・ 夕

メニューの種類 バランス弁当（昼２種類、夕１種類）

栄養面・食形態の
配慮

カロリー基準 ： 500kcal、 塩分基準 ： 2.5ｇ以下
野菜使用量 ： 120ｇ以上、 きざみ対応可

料金
（税込み）

昼食：５００円または６４８円、 夕食５００円

配達エリア 蟹江町、あま市（あま市は昼食のみ配達）

配達曜日・時間

蟹江町 ： 月～土 ・ 昼食：９時３０分～１２時頃に配達
夕食：１７時～１８時頃

あま市 ：火、木、土 ・ ９時～１２時頃

配達時間の指定 不可

申込方法
電話にて①蟹江町、あま市社会福祉協議会

②直接庄屋に連絡

注文単位 １食から

注文締切 配達日の２日前 １８時まで

キャンセル方法 配達日の前日 １８時まで

配送料・手数料 無料

容器回収 なし（要望があれば回収可）

お店のPR・お知らせ等

魚の骨は抜いています。バランスの良い美味しい献立です。
１食あたり６種類ぐらいの品数です。



宅配クック1・2・3尾張西店

６

所在地
〒490-1144
海部郡大治町西條壱町田８－５

ホームページ
アドレス

http://takuhaicook123.jp/

代表者名 服部 充裕
部署

担当者名

TEL ０５２－４４２－５１０１ FAX ０５２－４４５－３０２０

営業時間 ９時～１８時 定休日 １月１・２・３日

朝昼夕の対応 昼 ・ 夕

メニューの種類

①普通食 ②健康ボリューム食
③カロリー食・たんぱく食・透析食・消化にやさしい食
やわらか食・ムース食

栄養面・食形態の
配慮

きざみ、一口大、お粥無料

料金
（税込み）

①５９４円（おかずのみ５４０円） ②６６０円（おかずのみ606円）
③８２０円（おかずのみ７７７円）

配達エリア 津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
（稲沢市、清須市、三重県桑名郡木曽岬町）

配達曜日・時間
月～日 ・ 昼食：９時３０分～１２時

夕食：１４時３０分～１７時

配達時間の指定 不可

申込方法 電話 FAX

注文単位 １食から

注文締切 配達日の前日 １８時まで

キャンセル方法 配達日の前日 １８時まで

配送料・手数料 無料

容器回収 あり
（※現在は新型コロナウイルス感染症対応のため、使い捨て容器のみでの対応）

お店のPR・お知らせ等

管理栄養士がメニュー作りをしています。
週に１回でも必要な時だけお持ちします。



錦

７

所在地
〒490-1110
あま市本郷花の木２番地

ホームページ
アドレス

代表者名 石原 新一郎
部署

担当者名
石原 慎太郎

TEL ０５２－４４２－０３１３ FAX ０５２－４４２－０３２７

営業時間 ８時～１７時 定休日 日

朝昼夕の対応 昼

メニューの種類 ①事業所向け日替り弁当 ②会議・集会用弁当 等

栄養面・食形態の
配慮

肉・魚に少量でも生野菜を入れ、バランスに配慮

料金
（税込み）

①４３０円 ②５００円～

配達エリア あま市及び周辺（コース有応相談）

配達曜日・時間 月～土 ・ ９時３０分～１２時

配達時間の指定 不可（応相談）

申込方法 電話・FAX

注文単位 １食から相談

注文締切 配達日の当日 ９時２０分まで

キャンセル方法 配達日の前日 １５時まで

配送料・手数料 無料

容器回収 あり

お店のPR・お知らせ等

バランスの良い、楽しい日替わり弁当をご提供しています。
イベントにもどうぞ。



Mother Kitchen

８

所在地
〒496-0845
津島市永楽町３－２１－２

ホームページ
アドレス

http://mother-kitchen.com/

代表者名 石山 大雅
部署

担当者名

TEL ０５６７－５５－８３４２ FAX ０５６７－５５－８３４３

営業時間 定休日 日

朝昼夕の対応 昼

メニューの種類 日替弁当

栄養面・食形態の
配慮

エネルギ―：３５０～４００kcal（おかずのみ）
塩分：２．５ｇ以下、 野菜１２０ｇ以上

料金
（税込み）

おかずのみ３５０円、ご飯付４００円

配達エリア 津島市 他

配達曜日・時間 月～土 ・ ９時３０分～１２時

配達時間の指定 不可

申込方法 電話 FAX WEB

注文単位 要相談（場所による）

注文締切 配達日の当日 ９時まで

キャンセル方法 配達日の当日 ９時まで

配送料・手数料 無料

容器回収 あり

お店のPR・お知らせ等



まごころ弁当 津島愛西店

９

所在地
〒496-8014
愛西市町方町南堤外１番地１４

ホームページ
アドレス

http://www.magokoro-bento.com/

代表者名 坂本 暁子
部署

担当者名
坂本 裕輔

TEL ０５６７－３１－９５７５ FAX ０５６７－３１－９７７９

営業時間 ７時～１９時 定休日 日・正月三が日

朝昼夕の対応 昼 ・ 夕

メニューの種類 ①普通食 ②カロリー調整食 ③たんぱく調整食 ④ムース食

栄養面・食形態の
配慮

お粥・きざみ食・アレルギー無料対応

料金
（税込み）

４４２円～

配達エリア 津島市、愛西市

配達曜日・時間
月～土 ・ 昼食：８時３０分～１２時３０分

夕食：１３時３０分～１８時３０分

配達時間の指定 可

申込方法 電話

注文単位 １食から

注文締切 配達日の前日 １８時まで

キャンセル方法 配達日の前日 １８時まで

配送料・手数料 無料

容器回収 あり（希望に応じて使い捨て容器でも対応）

お店のPR・お知らせ等

無料試食可能。配達時に安否確認し、異常を感じた際はご家族や
ケアマネジャーに緊急連絡が可能。ご高齢者に必要な栄養素を目安に、専属の栄養士が
バランスよく献立を考えています。
ご高齢者が食べやすい大きさ、形、固さはもちろん、必要以上に薄味にならないように
だし汁で下味をつける、食感を大切にするなど食の楽しみにもこだわっています。



(株)ミノヤランチサービス
津島店

11

所在地
〒496-0044
津島市立込町３－１２－２

ホームページ
アドレス

http://www.378.jp/

代表者名 酒井 益幸
部署

担当者名
野村 正隆

TEL ０５６７－２８－０３３９ FAX ０５６７－２８－０２７３

営業時間 ８時～１７時 定休日 日

朝昼夕の対応 昼 ・ 夕

メニューの種類 ①企業向け宅配弁当 ②健美膳メニュー ③会議用弁当 等

栄養面・食形態の
配慮

①肉・魚のバランスに配慮 ②６００kcal目安

料金
（税込み）

①４００円 ②５２０円

配達エリア 津島市および周辺市町村

配達曜日・時間
月～土 ・ 昼食：８時３０分～１２時００分

夕食：１３時～１５時

配達時間の指定 不可（応相談）

申込方法 電話 FAX WEB

注文単位 原則５食以上（応相談）

注文締切 配達日の当日 ９時２０分まで

キャンセル方法 配達日の当日 ９時まで

配送料・手数料 無料

容器回収 あり

お店のPR・お知らせ等

日替わりのオリジナルメニューです。不動の人気No.１のエビフライを
はじめ、肉・魚をバランスよくご提供しております。



(株)ミノヤランチサービス
弥富店

11

所在地
〒496-1425
弥富市東蜆２－４１－２

ホームページ
アドレス

http://www.378.jp/

代表者名 酒井 益幸
部署

担当者名
河邨 幸一

TEL ０５６７－５６－６３３９ FAX ０５６７－５６－４０３９

営業時間 ８時～１７時 定休日 日

朝昼夕の対応 昼 ・ 夕

メニューの種類 ①企業向け宅配弁当 ②健美膳メニュー ③会議用弁当 等

栄養面・食形態の
配慮

①肉・魚のバランスに配慮 ②６００kcal目安

料金
（税込み）

①４００円 ②５２０円

配達エリア 弥富市および周辺市町村

配達曜日・時間
月～土 ・ 昼食：９時３０分～１２時００分

夕食：１５時～１７時

配達時間の指定 不可（応相談）

申込方法 電話 FAX WEB

注文単位 原則５食以上（応相談）

注文締切 配達日の当日 ９時３０分まで

キャンセル方法 配達日の当日 ９時まで

配送料・手数料 無料

容器回収 あり

お店のPR・お知らせ等

日替わりのオリジナルメニューです。不動の人気No.１のエビフライを
はじめ、肉・魚をバランスよくご提供しております。



ワタミの宅食

12

所在地
〒496-0018
津島市牛田町角田４０－１

ホームページ
アドレス

https://www.watami-takushoku.co.jp/contents/top

代表者名 古木 哲也
部署

担当者名
及川 俊明

TEL ０１２０－３２１－５１０ FAX ０５２－４１１－２１２６

営業時間 ９時～１７時 定休日 土・日・祝

朝昼夕の対応 夕

メニューの種類
①まごころ御膳 ②まごころおかず
③まごころ手鞠 ④まごころダブル

栄養面・食形態の
配慮

エネルギー：250kcal、食塩：2.5ｇ以下、１２品目以上使用

料金
（税込み）

１食あたり４９０円から

配達エリア 津島市他（要確認）

配達曜日・時間 月～日 ・ １７時までに配達

配達時間の指定 不可

申込方法 電話 FAX WEB

注文単位 週単位(月～金までの５食分または月～日までの７食分をまとめて注文）

注文締切 毎週水曜日（翌週分の注文分）

キャンセル方法 毎週水曜日（翌週分の注文分）

配送料・手数料 無料

容器回収 あり

お店のPR・お知らせ等

https://www.watami-takushoku.co.jp/contents/top
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