
CARINA GOCARINA GO
CFS Co., Ltd　カリーナゴー
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ディヴェルデ
オープンから大人気のトマトパスタ

ナスと蔵王モッツァレラチーズのトマトソース
1,400円

13

女性リピート率 No.1メニュー

エビとアボガドのジェノバ風
1,500円

14

プリプリの海老をニンニクと
オリーブオイルでシンプルに！

エビとベーコンのペペロンチーノ
1,300円

16

きのこたっぷりの美味しい出汁で
頂く和のパスタ

キノコとベーコンの和風
1,200円

17

炙り明太子をまるごと一本好みの
スタイルでどうぞ。

炙り明太子パスタ
1,500円

18

サルシャッチャとはイタリアのソーセージ
のことです。スパイシーに仕上げました。

DUCCAの自家製サルシャッチャお·と·なのなぽりたん
1,500円

19

当社創設当時の変わらない味。
自家製カリーナドレッシング使用。

DUCCAの花キャベツサラダ

1,000円

22

登米市伊豆沼産ジャンボプランと蔵王地養鶏の
温玉のせシーザーサラダ 1,050円

23

サラダ Salad

十和田バラ焼き弁当
700円青森の御当地グルメ。店長イチオシ！

ご飯がススム、最高の肉弁当です！

6

定食・弁当・オムライス・パスタ ＋100円

若鶏のザンギ弁当
650円北海道の御当地グルメ。自家製の漬け込みダレ

にこだわった、GocchoSunの人気No.1弁当。

5

デミグラスハンバーグ弁当
800円お子様からご年配の方まで、圧倒的な

支持を頂く洋食屋定番の人気メニュー。

4

Set mealご注文を頂いてからお作りします。 ごはん大盛り仙台おもてなし
デリバリー！！
仙台おもてなし
デリバリー！！

自社工場直売厚切り牛タン弁当
1,300円炭火でふっくらジューシーに

焼き上げました。

1

中はしっとり、外はサクサクの豚カツに秋の味覚を
盛り込みました。

豚カツ きのこと蓮根の黒酢あんかけ
900円

A4

オムライス  デミグラスソース
800円

20

オムライス  ミートソース
800円

21

ローストビーフ重 辛みそ添え
1,200円にんにく醤油と辛みそが食欲を

そそるスタミナ弁当 !!

A1

このボリュームでこの価格！！国産牛 100％の
そぼろがジューシーでウマウマ！！

厚切り牛タンと国産牛そぼろ重
950円

A2

宮城サーモンとトロサバを混ぜ込んだサバ飯の
２種類のお魚が楽しめる贅沢弁当。

サーモンとサバ飯  季節野菜のフリット添え
850円

A3

お受け取りは
DUCCA仙台駅前のみ

ご注文はCFS Co., Ltd カリーナゴーで受付●ご注文の流れ

●お受け取りの流れ

配達担当が商品を
ご自宅まで

お届けいたします！

お支払いは
現金または

PayPay
アツアツのうちに
召し上がれ！

❶ 商品番号
❷ 個数

注文
完了

お客様の
❶ お電話番号
❷ お名前
❸ ご住所

● 価格は全て税込価格です。 
● 写真はイメージです。お届けの容器は写真と異なる場合がございます。
● お客様の個人情報は、宅配以外の目的に一切使用いたしません。

お支払い方法 ▶現金 または　　　　　　     で！

0120-014-133に電話
【デリバリーorテイクアウト】
の注文とお伝えください。

最新メニューとお得なクーポンはこちらから▶▶▶

サイトはこちらWEB

テイクアウトも可能！テイクアウトも可能！

https://ducca-sendai.com/delivery-takeout/

宮城県仙台市青葉区中央3-6-10 マックスマクタビル3F

TEL.0120-014-133
注文受付時間  10:00-21:00 ／年中無休

お い し  い・みんな・みんな

CFS Co., Ltd　カリーナゴー

1,500円以上からお届けいたします！
※別途＋配達費 300円がかかります

提供：

パンケーキ Pancake

キャラメルナッツカスタード

900円

24

メイプルバター

800円

25

ミックスベリーカスタード

850円

26

ひげパンダ自慢のふんわりパンケーキ
を楽しむなら、シンプルにメイプルと
バターで！！

店長イチオシ！ふわふわパンケーキと
キャラメルナッツ& カスタードの甘さが、
口の中を幸せにしてくれます！

甘酸っぱいベリーソースと
自家製生クリーム、カスタードの相性は
抜群に美味い！

● 価格は全て税込価格です。 
● 写真はイメージです。お届けの容器は写真と異なる場合がございます。
● お客様の個人情報は、宅配以外の目的に一切使用いたしません。

お支払い方法 ▶現金 または　　　　　　     で！

HACCPとは、食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を把握し
た上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減
させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようする衛生管理の手法です。

「CARINA FOOD SERVICE」では、日本食品衛生協会の手引書に基づき衛生管理計画を作成・
実施、記録を徹底し、食の安心安全に努めています。

出前館にも出店中！
出前館 検索

⬆
店舗名 ＋



※ご注文時に、ご利用希望のクーポン番号をお知らせください。
※ご利用のクーポンを切り取っていただき、販売員にお渡し下さい。
※クーポンの併用または他券・他サービスの併用は出来ません。

配達費無料
有効期限：2021 年 3 月 31 日まで

11クーポンNo.

ナポリピッツァ Naples pizzaナポリの定番 VS 東北ご当地！

お得なクーポンはこちら期間限定

29

枝豆
500円

クリームチーズの
味噌漬け 750円

お新香盛り合わせ
600円

フライドポテト
500円

三陸産大粒牡蠣フライ
（3個） 850円

特製ダレに漬け込んだ宮城県産森林鶏の唐揚げ。特製ダレに漬け込んだ宮城県産森林鶏の唐揚げ。
森林鶏の唐揚げ森林鶏の唐揚げ

850円850円

ナンコツ唐揚げ
600円

タコの唐揚げ 
550円

十和田バラ焼き
800円

気仙沼ホルモン焼き
950円 750円宮城県で最も有名な

三角揚げの一つ。
肉厚のスルメイカに
高砂長寿醤油をつけて、
じっくりと焼き上げました。

登米産日高見牛のソテー  粒マスタードソース 登米産日高見牛のソテー  粒マスタードソース 
1,700円1,700円サラダのように毎日食べたい、良質な脂身の黒毛和牛。サラダのように毎日食べたい、良質な脂身の黒毛和牛。

定義山の三角揚げ焼き
700円

エイヒレの炙り
850円

イカのぽっぽ焼き

トロほっけ一夜干し炙り
850円 気仙沼産フカヒレを使用したコラ

ーゲンたっぷりで濃厚な味わい。
仙台名物牛タンと餃子のコラボ700円

フカヒレ焼き餃子（5個）
特産の雪菜を皮に練りこんだ、
宮城の御当地餃子です！ 650円
青葉焼き餃子（5個）

750円
牛タン入り焼き餃子（5個）

（大）450円 1,600円1,600円
仙台味噌の焼きおにぎり

炭火でじっくり焼き上げました。赤穂塩が旨みを引き立てます。炭火でじっくり焼き上げました。赤穂塩が旨みを引き立てます。

岩手県産
いわい鶏の串焼き盛り合わせ6種（伊達の旨塩）
【もも/ささみ/皮 /ぼんじり/砂肝/手羽先】

岩手県産
いわい鶏の串焼き盛り合わせ6種（伊達の旨塩）
【もも/ささみ/皮 /ぼんじり/砂肝/手羽先】 1,500円1,500円

店長一押し！仙台名物の牛タンを定番の塩味を炭火で
ジューシーに焼き上げました。
店長一押し！仙台名物の牛タンを定番の塩味を炭火で
ジューシーに焼き上げました。

厚切り牛タン炭火焼き厚切り牛タン炭火焼き
1,650円1,650円

登米産日高見牛のサーロイン
炙り肉寿司（4貫）

28 29 30 31 32 33 34 35
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プレミアム
バニラアイス

プレミアム
ストロベリーアイス

320円

320円

201

202

サイドメニュー Side menu“おうち居酒屋”しませんか？

7

蔵王モッツァレラチーズのマルゲリータ

1,500円蔵王産モッツァレラチーズ・トマトソース・バジル

8

クワトロフォルマッジ

1,500円モッツァレラ・ゴルゴンゾーラ・パルメザンチーズ
ステッペンチーズ

11

1,400円
亜門ピッツァ
蔵王すずしろ産生湯葉とモッツァレラチーズのハーモニーは
最高です。ワサビ醤油で召し上がれ。

DUCCAピッツァ

1,800円登米市伊豆沼伊達の純粋赤豚ジャンボンブランとルッコラを使用。
さらにふんだんにペコリーノをかけて。

12

コーンマヨナーラ

1,400円
マヨネーズソース・モッツァレラ・たっぷりコーン

10
● 半径 2.5km圏内は、配達時間目安 30分
（配達費 300円 / 配達条件：1,500円以上）でお届けいたします。
● 半径 2.5km～ 4km圏内は、配達時間目安 60分
（配達費 300円 / 配達条件：2,000円以上）でお届けいたします。
● 半径 4km以上のエリアは、配達時間目安 90分
（配達費 500円 / 配達条件：3,000円以上）でお届けいたします。
● 赤丸内を配達圏内とさせて頂いておりますが、 配達エリア外
でもご要望があればご相談に応じます。
● レストランの美味しさをお届けするため、ご注文を頂いて
からお作りいたします。
● 配達時間は 35分～ 90分かかります。
● 悪天候の場合、配達の遅れ、またはお届けできない場合が　
ございます。

配達エリア
Delivery area

（2020年12月20日現在）

綿屋
特別純米
（720ml）

浦霞 
純米酒
（300ml）

蒼天伝
本醸造
（300ml） 2,000円700円 650円

111 112 113

伯楽星
特別純米酒
（720ml） 2,000円

114

サンタリタ ヒーローズ
カベルネS 赤
（750ml） 1,500円 8,000円

115

サンタリタ ヒーローズ
シャルドネ 白
（750ml） 1,500円

116 121 ノン
アルコール

NON-
ALCOHOL

プレミアム
アルコール
フリー
小瓶（334ml）

カナダドライ
ジンジャー
エール
瓶（207ml）

230円 140円

119 120
伊藤園  茶の間
（500ml） 120円

122

コカ・コーラ
（250ml） 120円

128

氷結ウメ
（350ml）

220円

氷結シチリア産レモン
（350ml）

220円

118

117

男梅サワー
（350ml）

200円

トリスハイボール
（350ml）

200円

124

123

ヴーヴ・クリコ
イエローラベル ブリュット
（750ml）

（350ml）

（350ml×6缶）1,650円

黒ラベル ザ・プレミアムモルツ一番搾り スーパードライ
280円 （350ml）

（350ml×6缶）1,650円
280円 （350ml）

（350ml×6缶）1,650円
280円 （350ml）

（350ml×6缶）1,750円
300円

108107 109 110

アサヒ・ザ・リッチ
125

淡麗グリーンラベル
127

（350ml）

（350ml×6缶）1,150円
200円 （350ml）

（350ml×6缶）1,300円
230円

フードメニューを2,000円以上
ご注文の方限定！
ドリンク1本からご注文OK！DRINK MENU

未成年の飲酒は法律で禁止されています。
飲酒は 20 歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。
妊娠期・授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。

仙台市青葉区青葉町／あけぼの町／旭ケ丘１丁目／旭ケ丘２丁目／
旭ケ丘３丁目／荒巻字青葉／荒巻神明町／荒巻中央／荒巻本沢１
丁目／荒巻本沢２丁目／荒巻本沢３丁目／梅田町／貝ケ森１丁目／
貝ケ森２丁目／貝ケ森３丁目／貝ケ森４丁目／貝ケ森５丁目／貝ケ
森６丁目／柏木２丁目／柏木３丁目／川内／川内亀岡町／川内三十
人町／川内新横丁／川内元支倉／川内山屋敷／川内澱橋通／川平
１丁目／北根１丁目／北根３丁目／北山１丁目／北山２丁目／北山３
丁目／国見１丁目／国見２丁目／国見３丁目／国見４丁目／国見５
丁目／国見６丁目／国見ケ丘１丁目／国見ケ丘２丁目／国見ケ丘３
丁目／国見ケ丘４丁目／国見ケ丘５丁目／国見ケ丘６丁目／国見ケ
丘７丁目／小松島１丁目／小松島２丁目／小松島３丁目／小松島４丁
目／小松島新堤／鷺ケ森１丁目／鷺ケ森２丁目／三条町／子平町／
昭和町／星陵町／台原１丁目／台原２丁目／台原３丁目／台原４丁
目／台原６丁目／台原７丁目／台原森林公園／高松１丁目／高松２
丁目／高松３丁目／滝道／千代田町／堤町２丁目／堤町３丁目／角
五郎１丁目／角五郎２丁目／東照宮１丁目／東照宮２丁目／通町１
丁目／通町２丁目／中江１丁目／中江２丁目／中山１丁目／中山２丁
目／中山４丁目／中山５丁目／新坂町／八幡１丁目／八幡２丁目／八
幡３丁目／八幡４丁目／八幡５丁目／葉山町／東勝山１丁目／東勝
山２丁目／藤松／水の森１丁目／水の森２丁目／水の森３丁目／山
手町
仙台市宮城野区銀杏町／大梶／五輪２丁目／幸町２丁目／幸町４丁
目／幸町５丁目／二の森／萩野町１丁目／萩野町２丁目／萩野町３
丁目／萩野町４丁目／原町１丁目／原町２丁目／原町３丁目／原町
５丁目／東宮城野／枡江／松岡町／南目館／宮千代１丁目
仙台市若林区河原町１丁目／河原町２丁目／白萩町／新弓ノ町
／南小泉１丁目／南小泉２丁目／南小泉３丁目／南小泉４丁目／南
小泉字八軒小路
仙台市太白区長町１丁目／長町２丁目／長町３丁目／長町４丁目／
長町５丁目／長町６丁目／長町７丁目／長町８丁目／長町南１丁目／
長町南２丁目／長町南３丁目／長町南４丁目
仙台市泉区旭丘堤１丁目／旭丘堤２丁目／泉中央４丁目／南光台１
丁目／南光台２丁目／南光台３丁目




