
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

井原市・笠岡方面 尾道方面 予備日 予備日

福山市東部 福山市西部 サーバー交換 サーバー交換

曙町・入船町 芦田町・駅家町 青葉台・伊勢丘 今津町・浦崎町 御調町 御調町

沖野上町・川口町 加茂町・神辺町 井原市・笠岡市 尾道市・神村町

蔵王町・三之丸町 新市町・千田町 春日町・大門町 瀬戸町・田尻町

新涯町・新浜町 府中市・御幸町 能島・日吉台 松永町・南今津町

千代田町・多治米町 南松永町

地吹町・西桜町

西深津町・西町

東川口町・東桜町

久松台・港町

南本庄・箕沖町

箕島町・明神町

三吉町・明治町

※お伺いする曜日が祝日によって前後する場合がありますのでご了承ください。

配達はありません。

曜日スケジュール(福山支店）

福山市内 福山市北部

※お伺いする曜日ではない方で、急遽、お水が必要になった場合は担当者又は弊社までご連絡お願い致します。

※金曜日、土曜日に関しましては、月曜日から木曜日までに回り切れなかったお客様の元へお伺いいたします。

※土曜日（第1・第3・第5）に関しましては、主にサーバー交換にお伺いいたします。（土曜日が休みの場合、金曜日に行います）

※土曜日（第２・第4）に関しましては、弊社は休日となっております。

※諸事情により配送が午前中から午後になってしまう恐れがありますが、ご了承ください。

※上記の注意事項にご不明な点がございましたら、弊社までご連絡お願い致します。

ウラ面のカレンダー参照

water net

ボトルのご注文はこちらまで

ウォーターネット広島備後

084-945-4182
広島ガス住設・福山支店

担当者 山下 080-2934-7649
電話受け付け時間8：45～17：30



曜日スケジュール(福山支店）

2021 月曜日

  カレンダーの年 週の最初の曜日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

29 30 01 02 03 04 05

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

06 07 08 09 10 11 12

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 定休日 定休日

13 14 15 16 17 18 19

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

20 21 22 23 24 25 26

福山市内 福山北部
　　　　笠岡・井原方面　　　　　

　　(福山市東部を含む)　　　　

福山西部・尾道市

福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 定休日 定休日

27 28 29 30 31 01 02

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 定休日 定休日 定休日

03 04 05 06 07 08 09

定休日 定休日
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

※予備日とは…ご注文をいただきましたボトルが、指定された曜日に納品できない場合、お伺いさせていただく曜日ことです。

※ただし祝日がある月は、お客様に案内いたしましたルートの曜日が変わりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

※ボトルのご注文は、最後の１本をサーバーに差し込みましたら、ご連絡をお願い申し上げます。

ボトルのご注文はこちらまで…広島ガス住設株式会社　福山支店　　　　　☎084-945-4182

担当者：山下　廉斗（れんと）　　　　　　📲080-2934-7649

ボトルの配送ルート表

12 月
カレンダーの月

※ボトル注文の連絡は…第１週、第３週、第５週…月曜日～土曜日　午前８：４５～午後５：３０まで

                                                 第２週、第４週…月曜日～金曜日　午前８：４５～午後５：３０まで



2021 月曜日

  カレンダーの年 週の最初の曜日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

01 02 03 04 05 06 07

福山市内 福山北部 定休日 福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

08 09 10 11 12 13 14

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 定休日 定休日

15 16 17 18 19 20 21

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

22 23 24 25 26 27 28

福山市内 定休日
　　　　笠岡・井原方面　　　　　

　　(福山市東部を含む)　　　　

福山西部・尾道市

福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 定休日 定休日

29 30 01 02 03 04 05

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

06 07 08 09 10 11 12

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 定休日 定休日

※予備日とは…ご注文をいただきましたボトルが、指定された曜日に納品できない場合、お伺いさせていただく曜日ことです。

※ただし祝日がある月は、お客様に案内いたしましたルートの曜日が変わりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

※ボトルのご注文は、最後の１本をサーバーに差し込みましたら、ご連絡をお願い申し上げます。

ボトルのご注文はこちらまで…広島ガス住設株式会社　福山支店　　　　　☎084-945-4182

担当者：山下　廉斗（れんと）　　　　　　📲080-2934-7649

ボトルの配送ルート表

11 月
カレンダーの月

※ボトル注文の連絡は…第１週、第３週、第５週…月曜日～土曜日　午前８：４５～午後５：３０まで

                                                 第２週、第４週…月曜日～金曜日　午前８：４５～午後５：３０まで



2021 月曜日

  カレンダーの年 週の最初の曜日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

27 28 29 30 01 02 03

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

04 05 06 07 08 09 10

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 定休日 定休日

11 12 13 14 15 16 17

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

18 19 20 21 22 23 24

福山市内 福山北部
　　　　笠岡・井原方面　　　　　

　　(福山市東部を含む)　　　　

福山西部・尾道市

福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

25 26 27 28 29 30 31

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

01 02 03 04 05 06 07

福山市内 福山北部 定休日 福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

※予備日とは…ご注文をいただきましたボトルが、指定された曜日に納品できない場合、お伺いさせていただく曜日ことです。

※ただし祝日がある月は、お客様に案内いたしましたルートの曜日が変わりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

※ボトルのご注文は、最後の１本をサーバーに差し込みましたら、ご連絡をお願い申し上げます。

ボトルのご注文はこちらまで…広島ガス住設株式会社　福山支店　　　　　☎084-945-4182

担当者：山下　廉斗（れんと）　　　　　　📲080-2934-7649

ボトルの配送ルート表

10 月
カレンダーの月

※ボトル注文の連絡は…第１週、第３週、第５週…月曜日～土曜日　午前８：４５～午後５：３０まで

                                                 第２週、第４週…月曜日～金曜日　午前８：４５～午後５：３０まで



2021 月曜日

  カレンダーの年 週の最初の曜日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

30 31 01 02 03 04 05

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

06 07 08 09 10 11 12

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 定休日 定休日

13 14 15 16 17 18 19

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

20 21 22 23 24 25 26

定休日 福山北部
　　　　笠岡・井原方面　　　　　

　　(福山市東部を含む)　　　　

福山西部・尾道市

定休日 予備日・サーバー交換 定休日 定休日

27 28 29 30 01 02 03

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 予備日・サーバー交換 定休日

04 05 06 07 08 09 10

福山市内 福山北部
　 笠岡・井原方面　　　

(福山市東部を含む)
福山西部・尾道市 予備日・サーバー交換 定休日 定休日

※予備日とは…ご注文をいただきましたボトルが、指定された曜日に納品できない場合、お伺いさせていただく曜日ことです。

※ただし祝日がある月は、お客様に案内いたしましたルートの曜日が変わりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い致します。

※ボトルのご注文は、最後の１本をサーバーに差し込みましたら、ご連絡をお願い申し上げます。

ボトルのご注文はこちらまで…広島ガス住設株式会社　福山支店　　　　　☎084-945-4182

担当者：山下　廉斗（れんと）　　　　　　📲080-2934-7649

ボトルの配送ルート表

9 月
カレンダーの月

※ボトル注文の連絡は…第１週、第３週、第５週…月曜日～土曜日　午前８：４５～午後５：３０まで

                                                 第２週、第４週…月曜日～金曜日　午前８：４５～午後５：３０まで


