
名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

生協コープ川内店
ふれあい便
コープかごしま川内店

（配達）
①店内で買い物する場合　送料100円　5,000円以上無料。
・店内でお買い物された商品をその日の夕方までに、ご自宅にお届けします。

②電話注文の場合　手数料１５０円
・午前中に電話注文、午後に配達するサービス。
生鮮食品を含む店舗取り扱い商品が利用可能

薩摩川内市
中郷１丁目19-2

20-5336

（配達エリア）
概ねコープ川内店から半径5㎞

（営業時間）
9：30～16：30
月曜日～金曜日

タイヨー
永利店・西向田店

(配達）
・65歳以上で3,300円以上店舗で購入した品物を自宅発送
（鹿児島県内全店舗同じ扱い）

薩摩川内市
西向田町15-10(西向田店)
永利町712番地(永利店)

22-4184(西向田店)

25-2666(永利店)

生協コープ鹿児島
個別配達・共同購入

カタログ注文
個別配達　配達料：毎週216円
①65歳以上の方②母子手帳配布から満7歳の誕生日までの
子どもさんをお持ちの方。③障害者4級以上の方・要介護２以上の方・
療育手帳を持っている人および同居している人は配達料140円
共同購入：3人以上でグループを作る。配達手数料：無料
支払い方法：口座引き落としのみ

薩摩川内市
中郷一丁目20-16

20-1885

グリーンコープ鹿児島
生活協同組合

注文方法：カタログ注文・ネット注文
（個配）一人での利用
月額利用3万円以下の場合は、個配手数料1か月600円（税別）
（ペア配達）二人での利用。手数料無料
（班配）3人以上での利用。商品購入価格が３％割引。
支払い方法：口座引き落とし

薩摩川内市
宮内町11-28

20-0233
20-0176

●〇●買い物支援●〇●



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

ＡＥＯＮ
ネットスーパー

（個配）
注文方法：商品をネットで注文
薩摩川内市内は注文は前日の18時まで
配達時間は14：00～20：00
※甑島は前日13：00までに注文　配達料1回300円＋税
購入金額7,000円以上で送料無料
支払い方法：クレジットカード、代引き引き換え

イオン鹿児島店 0120-586-610
（配達エリア）
鹿児島県内のほぼ全域
甑島も可

ＪＡ・Ａコープ
ネットスーパー
(ネット注文)
(お電話便）

(宅配）
・注文方法：パソコンやスマートフォン、電話で注文
・送料1回500円＋税
　　　　　　　　購入金額10,000円以上で送料無料
・支払い方法：クレジットカード、代引き引き換え（クロネコヤマト）

Ａコープ鹿児島

Ａコープ桜ヶ丘店
ネットスーパー

099-284-8665

フリーダイヤル
0120-110-873

(配達エリア）
鹿児島県内
(受付時間）
9：00～17：00
月曜日～日曜日

山形屋
ネットスーパー
(ネット注文)

（宅配）
・注文方法：パソコンやスマートフォンから注文
8：00までにご注文いただくと当日発送　ヤマト運輸
・送料：１回500円（税込）
　　　　　　　購入金額4,000円以上で無料
・支払い方法：クレジットカード、代引き引き換え

山形屋ストア 0120-018-115
（配達エリア）
鹿児島県内

山形屋
ネットスーパー
(電話注文)

（お電話便）
・注文方法：カタログ請求
　　　　　　　　　…専用カタログを電話にて送ってもらう
　　　　　　　　　電話注文
　　　　　　　　　…電話便専用カタログの中から、電話注文を行い
　　　　　　　　　　　購入できる

山形屋ストア

0120-018-115
（カタログ請求）

0120-022-227
（電話注文）

（配達エリア）
鹿児島県内



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

セブンイレブン大小路店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市
大小路町34-13

20-0600
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。

セブンイレブン平佐店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市
平佐町3967-1

22-0877
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。

セブンイレブン宮内店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市
宮内町2031-1

23-8501
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。

セブンイレブン中郷４丁目店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市
中郷4丁目22番地

23-8850
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

セブンイレブン髙城店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市
高城町1978-1

22-0711
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。

セブンイレブン東郷店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東郷町
斧渕1433-1

42-1535
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。

セブンイレブン勝目店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市
勝目町5193-1

20-4700
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。

セブンイレブン都インター店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市
尾白江町7510-2

20-3886
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

セブンイレブン尾白江店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市
尾白江町3891

23-2711
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。

セブンイレブン永利店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市
永利町1835番地1

20-0868
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。

セブンイレブン隈之城店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い
※店舗独自のサービスとして、家族・福祉専門職と連携し打ち合わせにて
家族情報提供して頂き必要な品1品からでも自宅配達を行っている。
ｎａｎａｃｏカードを店舗にて預かり、ｎａｎａｃｏにて支払い。

薩摩川内市
隈之城町1853-7

20-4711

※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。

店舗独自サービスとして、店員が

セブンイレブン小倉店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市
小倉町岩本5953-1

30-1717
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

セブンイレブン市比野店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い

薩摩川内市
樋脇町市比野454-1

38-2711
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。

セブンイレブン
泰平寺店

セブンミール
ネット、電話やお店で会員登録後、10日前後でカタログが届き
携帯電話、パソコン、店舗で注文。前日10時半までに注文すれば
翌日配達可。
（費用）店舗受け取り　お届け料0円
自宅お届け お届け料220円（税抜き）利用金額1000円以上から届け可。
3000円（税抜き）以上ならお届け料無料。
（代金支払い）　店舗受け取り　現金、電子マネー、クレジットカード可
　　　　　　　　　　　　自宅お届け　1カ月まとめてクレジットカード支払い
※店舗独自のサービスとして、家族・福祉専門職と連携し打ち合わせにて
家族情報提供して頂き必要な品1品からでも自宅配達を行っている。
ｎａｎａｃｏカードを店舗にて預かり、ｎａｎａｃｏにて支払い。

薩摩川内市
大小路町57-11

20-5757
※配達エリア、配達時間や対応については
オーナーとの協議が必要である。
事前に店舗にお問い合わせください。

わたみ宅食

（配達）
・ごはん＋おかず（まごころ御前）総菜4種類　
　　　　　5日間コース…1人分2,900円（1食あたり580円）
・おかずのみ（まごころおかず）総菜6種類
　　　　　5日間コース…1人分3,080円（1食あたり616円）
・注文方法：5日間もしくは7日間で注文。電話かホームページから注文
・支払い方法：現金前金制

薩摩川内市
永利町2540-3

0120-53-7070

（受けセンター）(配達エリア）
9：00～18：00　薩摩川内市本土地域
※　新コース
1食あたりプラス40円で月～金のうち
希望の曜日を選んで週2日間・週
３日間できるようになりました。

日之出屋

（配食）
・費用：１食　自費５８０円　申請５００円
・ごはん抜き　自費530円　申請450円
・昼食、夕食（専用保温容器入り）
・注文方法：直接お店に来てもらうか、電話での注文
・特別食の対応はしておりません

薩摩川内市
花木町14-2

0120-251-503
25-1500

（配達エリア）
旧川内市内全域
（旧川内市内も配達しないエリア
もあるのでご相談ください）



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

浜野食品

（配食）
・費用：１食　自費550円　申請５００円
・昼食、夕食（専用保温容器入）
・注文方法：直接お店に来てもらうか、電話での注文

薩摩川内市
中郷町5432-3

23-2724
（配達エリア）
市北東（育英・陽成・高来・城上・吉川）
市南東（平佐東・高江・滄浪・寄田・久見埼）

日清医療食品

（配達）
週1回７食分の冷凍（おかず）弁当を配達
・おまかせコース…１週間分　3,920円（税込）
・塩分ケア・カロリーケア・たんぱくケア・やわらか食事
　　　　　　　　　　　　　…1週間分　4,340円（税込）
・支払い方法：料金代引き＋送料320円

東京都
千代田区丸の内2-7-3

0120-8149-39
（受付時間）
8：30～20：30
　土日祝も可

みかく亭

（配食）
・費用：１食　自費６００円　申請500円
・昼食、夕食（専用保温容器入）
・注文法王：電話にて注文
※市の訪問給食と原則同じメニュー

薩摩川内市
入来町副田5889

44-3800
（配達エリア）
入来、祁答院、樋脇

坂元食堂

（配食）
・費用：１食　６００円
・昼食、夕食（要相談）
・定休日：祝日と日曜

薩摩川内市
樋脇町塔之原1179

37-2299
（配達エリア）
店より2㎞圏内



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

ヨシケイ

（配達）
・注文用紙を記入するか電話やFAX、インターネットで注文注文方法　送料無料
・夕食食材宅配サービス
・バラエティーミール（おかず6品、カロリー300ｋcal以下、食塩相当量３ｇ以下の冷凍食品）
・7食セット4,160円（1食あたり594円）
・支払い方法：ヨシケイNICOSカード・口座引き落とし

〒899-2701
鹿児島市
石谷町2056

099-208-0123
FAX
099-208-2221

（受付時間）
平日9：00～18：00

Ａコープ鹿児島

(宅配）
・注文方法：電話で注文
冷凍でお届け
5日分（２食×５日）まとめて週末にお届けします。
湯せんやお皿に移してラップをかけて電子レンジで温める。

Ａコープ鹿児島
鹿児島市西別府町3200-9
0120-492-014

(配達エリア）
鹿児島県内戦域
(受付時間）
9：00～17：00
月曜日～金曜日

生協コープ鹿児島

（お弁当宅配）
・注文方法：電話で注文
生協コープ鹿児島にご加入ください。
毎週月曜日～金曜日の5日単位でお届けします。（冷凍）
支払い方法：1カ月分まとめて翌日に登録口座から引き落とし
配達料：無料
お弁当コース1食あたり540円
おかずコース1食あたり570円

0120-58-1818

（配達エリア）

（受付時間）
9：00～18：00
月曜日～金曜日

生協コープ鹿児島
（介護食・健康管理食）

（宅配）
・注文方法：電話で注文
生協コープ鹿児島にご加入ください。
冷凍でお届け
介護食（やわらか普通食、きざみ食、ムース食）
健康管理食（カロリー調整食、たんぱく調整食）
朝昼セット（10食分）5,749円（税込）～
湯せんやラップをかけて電子レンジで温める。

0120-81-8855
鹿児島市西別府町3010-46

（配達エリア）

（受付時間）
9：00～18：00
月曜日～金曜日



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

㈱純浦商店

（配達）
注文方法：電話注文で配達
　　　　　　　　来店で購入したものを自宅まで配達
弁当やおかずのみの配達も可　金額は本人の希望料金で
支払い方法：当日　月末　振込でも可
配達料金：無料

【上甑】
薩摩川内市
里町里3299

09969-3-2326
（配達地区）
里地区　上甑地区
土日以外

かくえいショッピングセンター

（配達）
注文方法：電話注文で配達
　　　　　　　　来店で購入した物を自宅まで配達
配達料金：無料

【上甑】
薩摩川内市
里町里3418

09969-3-2323
（配達地区）
里地区

畑フーズ

（配達）
注文方法：近隣高齢者の弁当の配達
　　　　　　　　来店で購入した物の配達
配達料金：無料

【上甑】
薩摩川内市
上甑町平良221

09969-2-1935
（配達地区）
平良地区

ケイダストアー

（配達）
注文方法：電話注文で配達
　　　　　　　　来店で購入した物の配達
配達料金：無料

【上甑】
薩摩川内市
里町里1592-1

09969-3-2024
（配達地区）
里地区



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

中川信志商店
（配達）
注文方法：店内商品を個別宅配できる
配達料金：無料

【下甑】
薩摩川内市
下甑町長浜922

09969-5-0063

（配達エリア）
長浜地区、青瀬地区、内川内地区
（営業時間）
7：00～19：00
（定休日）
日曜

生協コープ川内店
巡回サービス

月曜日：平佐東→吉川→永利→隈之城
火曜日：八幡
水曜日：高江→平佐西→寄田
木曜日：西方→可愛→永利→湯田
金曜日：中郷→平佐西→可愛→水引
土曜日：寄田→高江→川内→陽成→城上→平佐東

薩摩川内市
中郷１丁目19-2

20-5336
＊エリアや時間等の詳細については、ホームペー
ジ上のグーグルマップに記載していますのでご確
認ください。

しもの酒店 お米の５ｋｇ～配達無料
薩摩川内市
大小路町１６－１３

２２－２９２１

旭交通

病院の順番取り・たばこ１箱からでもＯＫ

べんりくんサービス(簡易な代行サービス)※内容要確認
とってきてほしｃａｒ(お弁当、テイクアウト受け取り)
商品代金+メーター料金(お店からご自宅まで)

薩摩川内市
花木町14－18

23－8043



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

泰平菓子舗 常連さんや車がない方、体の不自由な方は無料で配達
薩摩川内市
大小路町３－１

２２－３５２４
8：00～19：30
第4日休み

山元酒店 酒類の配達。配達無料
薩摩川内市
原田町２２－５

２３－４７４９ 川内市内

株式会社エール 配達無料（場合によっては１個からでも相談応じる）注文は当日の10時までに
薩摩川内市
高城町1716－1

20-0122
090-8835-0858

定休日：日曜
今久保　浩

かのあい弁当
太平橋周辺から湯田のMBU開発まで配達可能
６：００～１３：００（不定休）
＊配達します。（10時までにご注文）

薩摩川内市
網津町４８４９－１６

０９０－５４７１－７７３
９
（猿楽様）

午前のみ
水引町



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

橋口茂商店
肉、魚、刺身、の注文可能
野菜、日用品など品ぞろえ豊富
近場のみ配達可能

薩摩川内市
水引町5217

26-2038

年中無休
８時～１９時（冬）
８時～２０時（夏）
橋口　しげる
　　　見三子
水引小学校前

桐原商店
日用品、食品
近場のみ配達可能、宅急便発送可能

薩摩川内市
網津町４９６２

２６－２１１８
年中無休
８時～１９時
網津踏切付近

草道フレッシュ野菜屋さん
地元でとれた新鮮野菜の販売
登録すれば野菜の出荷可能

火、金
８時～１０時
水引インター前

薩摩髙城館 地元でとれた新鮮野菜
薩摩川内市
湯田町1177-16

２８－０８８４
（湯田地区コミュニ
ティ協議会）

金土日
１０時～１５時
薩摩高城駅



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

満田商店 野菜、お花、日用品
薩摩川内市
寄田町４１

２７－３７６７ ９時～１７時

二ノ宮商店 魚の販売
薩摩川内市
網津町

１４時～

みかく亭
昼食と夕食の弁当配達
１食　６００円
（市からの委託の場合は１食５００円）

薩摩川内市
入来町副田5889

44-3800

東商店（東ストア）

生鮮食品、青果、日用品等。昼食、夕食の弁当も受ける。弁当は１食500円。
弁当は当日の午前１０時までに注文をしてください。
配達条件　1000円以上購入者
（弁当の場合も弁当に加えて1000円以上になるように商品購入が必要）

薩摩川内市
入来町副田4309

090-9498-1995
副田、入来（清色）地区
８：３０～１８：３０　日曜日は休み
弁当以外の配達時間１５：００～１６：００



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

原口商店 近所であれば息子さんが配達
薩摩川内市
祁答院町黒木２９５－１

５５－００６１ １９時まで

徳留春枝商店 移動販売や注文があればお弁当の仕出しも行う
薩摩川内市
祁答院町上手４８４７

５５－０３２０

火・水・金・土
１５時～１７時
黒木・上手
大村
さつま町

古川商店
祁答院町内は３件ほど配達
電話がくればどこでも対応するとの事

薩摩川内市
祁答院町藺牟田７０３７－５

５６－０３３３
７時～１９時
町内・蒲生方面

本田商店
お店は注文があれば鳥刺しも扱っている
近所であれば配達も可能

９時半～１７時
藺牟田
原



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

牧瀬パン
パンの移動販売
店舗より１～2割安い

薩摩川内市
祁答院町下手１０７０－１

５５－０２３４ ５５－０２３４

さつまフーズ お肉の販売
薩摩川内市
さつま町山崎２００７

３１－７２７０ 黒木

有川スタンド 注文があれば灯油を配達
薩摩川内市
祁答院町下手２８２１－１

５５－０１２４
毎日
大村

キッチン705 移動販売車による食品販売
青瀬地区コミ前ほか
下甑住民
小田切千里、窪直子姉妹（09069070182）



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

フリーショップちゃえん 商品の配達　1品から。
薩摩川内市
樋脇町市比野５４３０－１

38-1230　
茶圓則一

7時～22時
月2回不定休

大田商店 商品の配達　配達料0円
薩摩川内市
樋脇町倉野245-1

37-2626
大田徳子

8時～17時
休：日


