
暮らしのために、 
できること、いろいろ。 ※金額表記は全て税抜です。 

※本キャンペーン価格はネコサポ会員限定の提供価格となります。 
※ご利用にはネコサポ会員登録（入会費・年会費無料）が必要です。 
※網戸の張替えは出張費・材料費・作業費込みの価格となります。 

お問い合わせはこちら 
(9:00-18:00 ※年末年始を除く) 

0120-545425 フリー 
ダイヤル 

0570-051054 
ナビ 

ダイヤル 

携帯電話・PHSからは 

●毎月お得なキャンペーン情報やイベント情報をお届けします。 

ネコサポ会員 
募集中！ 

●ポイントを集めてオリジナルグッズや特典と交換できます。 

入会費
無料 

年会費 
無料 

ネコサポ 

LINE友だち 

店 頭 販 売 

5月のお知らせ 
平素よりネコサポステーションをご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。 

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う、日本政府の「緊急事態宣言」の発出を 

踏まえ、ネコサポステーションでは以下の対応をさせていただいております。 
(今後の政府や自治体からの要請により休止サービス・期間が変更になる場合がございます) 

 

営業時間の短縮  9:00-17:00(貝取店・永山店)  

            10:00-17:00(グリナード永山店) 
 

《休止中のサービス》 

・イベント   ・どんぐりパン販売   ・ぶるー夢おまんじゅう販売   ・お茶だしサービス 

・店内スペース利用   ・図書返却サポートサービス 
 

お客様及び社員の安全確保の為、①店内の空調管理 ②設備備品の除菌 ③社員
のマスク着用 ④手指アルコール消毒 ⑤飛沫感染防止の為ビニールシート設置 

⑥ソーシャルディスタンスの確保    

ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

ゴミ袋・粗大ゴミ処理券 

多摩市の粗大ゴミ処理券と家庭系ゴミ有
料指定袋を店頭で販売しております。 
(ゴミ袋は10枚入り) 

おむつケーキ 

※グリナード店のみのお取り扱い 

どんぐりパン ぶるー夢おまんじゅう 
「特定非営利活動法人どんぐりパン」の 
パンを店頭で販売しております。 

「社会福祉法人草むら ぶるー夢」の 
おまんじゅうを店頭で販売しております。 

写真 

マタニティー＆授乳服専門店“Milk tea”
のおむつケーキを店頭で販売しております。 

写真 

詳しくは専用の
チラシを 
ご覧下さい 

医師、看護師などの専門家に検査結果や
改善方法などについて相談ができます！ 

指先からほんのわずかな血液を採取して郵送するだけ！ 

病院に行かなくても健康診断と同等の検査が可能です。 

※貝取店・永山店でお取り扱い(火・木曜日のみ) 

5月は期間限定で
かしわ餅（こしあん・
つぶあん）をお取り
扱いいたします。 
 

※火・木曜日のみ 



１９０円 

スペシャル 
メニュー 

検索　ネコサポ　買物

※買物サポートサービスは 
合計1,500円(税込)以上で 
ご利用いただけます。 

スマホからの 
ご注文はこちら 

大根とツナのサラダ 大学いも 長いものサラダ 青菜のお浸し セロリと人参のマリネ

クリーミーマッシュポテト ポテトのガーリック炒め

青梗菜のオイスターソース炒め 煮しめ 豆苗のナムル・キャロットケーキ 五目豆 青菜のお浸し

筍の天ぷら ほうれん草ときのこのバター炒め 青菜のごまあえ がんもの煮物 炒り豆腐

具だくさん

すき煮

旨辛

鶏チリ
ドライカレー八宝菜

鮭の

ごま酢照り焼き
雑穀米 白米白米白米白米

白米白米麦ごはん白米 油淋鶏酢豚
魚の

南蛮漬け

揚げ出し豆腐の

生姜あんかけ

かぼちゃのあっさりサラダ

煮込み

ハンバーグ
白米

18 19 20 21 22

じゃがいもフライ こんにゃくチャプチェ

ポテトのコロコロサラダ ちくわの煮物

11 12 13 14 15

マカロニサラダ

ほうれん草のおひたし

白米
ソースかつ

（空特製ソース）

月 火 水 木 金

1

7 8

25 26 27 28 29

切り干し大根のごま酢和え 中華サラダ

鶏肉と

カシューナッツの

炒め物

鯖の塩焼き 白米雑穀米

雑穀米

洋風切り干し大根 酢ごぼう 茎わかめの煮物 蒸し煮サラダ キャベツのクリーム煮

さつまいものレモン煮 ちくわの磯辺揚げ 浅漬けサラダ 青菜のお浸し 青菜のナムル

タンドリー

チキン
白米

ジャーマン

ポテト
白米

手作り

ジャンボ焼売
白米 チリコンカン 白米

ぶりの

カレーマリネ

5月

食パン 
6枚切 

２６０円 

バター 
ロール バターパン 

くるみ 
ブール 

チーズ 
ブール 

レーズン 
ブール 

２５０円 ２１０円 １９０円 １９０円 

くるみと 
クランベリー 

２００円 

食パン 
８枚切 どんぐりパンメニュー 

・金額表記は全て税込です。 
・ネコサポステーション貝取店・永山店でも販売して

おります。 (毎週火・木曜日のみ) 
・店頭でのお取扱い品目は異なります。 

あんパン ３色あんパン クリームパン メロンパン 
くるみと 

クリームチーズ ベーコンエピ ベーコンチーズ 
ピザ 

（季節の野菜） 

１６０円 １６０円 １６０円 １６０円 １６０円 １６０円 １６０円 １６０円 

抹茶メロンパン 

１６０円 

アーモンドシュガー 
イチゴ 

ミルクフランス コロッケパン 

１６０円 １６０円 １６０円 

ツナマヨフランス 

１６０円 

ウィンナーパン 

１6０円 

定番メニュー 

季節限定メニュー 

(月～金曜日 祝日は除く) 

(火～金曜日 祝日は除く) 

× 

買物サポートサービス ご注文はコープみらい貝取店、きっちん空のおべん
とう、どんぐりパンの商品代金合計1,500円(税込)

以上でご利用いただけます。 サービス対象エリア 多摩市内 
※桜ヶ丘・東寺方・和田・落川・百草・関戸・一ノ宮を除く 

 600円(税込) 

日替わりおべんとうメニュー 

ご自宅で簡単注文！お電話やイン
ターネットでご注文いただけます。 

ご注文 

ネコサポがご自宅までお届けい
たします。 
お支払いは現金のみとなります。 

買物代行手数料は 
商品1点あたり22円(税込) 

 

初回ご利用時 

買物代行手数料無料 
受付時間/9:00-18:00 
(当日のお届けは9:30まで) 

配達 

家事サポートサービス 

スペシャル 
メニュー 

ネコサポでは、日常のちょっとしたお困り事から本格的な家事まで何でも承っております。
まずはお気軽にご相談下さい！ 

暮らしのために、 
できること、いろいろ。 

メニュー例 

ランドリーサービス 

ふとん丸洗いサービス 

収納シェアサービス 

収納シェアサービス 

みなさまの面倒な洗濯を代行するサービスです。 
専用バッグに洗濯物を入れていただき、ネコサポにお預けいただくだけ！契約店にて 
洗濯・乾燥・畳みを行い返却いたします。 

電気の見直しサポート 

天日干しだけでは退治できないダニ、汗や汚れを丸洗いいたします。 

・ゴミ出し  ・網戸の張替え  ・エアコンクリーニング  ・家具の移動   
・粗大ゴミの搬出  ・換気扇の清掃  ・浴室の清掃  ・スイッチ・コンセント交換 
 

                                               など 

料金は2種類 

①集荷 ②お持込み 
(貝取店・多摩聖ヶ丘センターのみ) 

2,500円 2,200円 

布団丸洗い 毛布・座布団 
1枚目  3,960円 

2枚目  3,630円 

3枚目  3,300円 

1枚目  1,300円 

2枚目  1,150円 

3枚目  1,000円 

電力会社を切り替えておトクに生活
しませんか？ 
詳しくはネコサポスタッフまで。 

貝取店のスペースを貸し出し中！ 
月額制なので、引越しなどによる荷
物の一時保管場所収納場所に困る
季節モノの家電や家具を収納する場
所にも！引越しなどによる荷物の一
時保管場所にも！ 

１９０円 

最短翌日
返却！ 

※金額表記は税込です。 

※金額表記は税込です。 


