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薩摩川内市
IRIKI hearts（空翔ぶかたつ
むり号）

薩摩川内市入来町浦
之名45

移動
販売

移動
販売

カレーライスSmall600円，Regular700円，
Large800円
カレーソースのみ1人前500円，2人前900円
※容器，お皿持参されたら，50円引きいたし
ます。

8:00～18:00 土日祝 Tel:080-5283-4351

店舗での営業からキッチンカーによる移動
販売の営業スタイルに変更し，平日ランチ
タイムを基本として薩摩川内市及びさつま
町での販売をいたしております。移動スケ
ジュールはInstagramをごらん下さい。

薩摩川内市
かごしま花亭とんかつ＆
しゃぶしゃぶ　さつま花亭

薩摩川内市中郷3丁目
76

○ ○

日本一鹿児島県黒牛＆かごしま黒豚ロース
かつA弁当3000円
かごしま黒豚ロースかつ膳1598円
かごしま黒豚ロースかつ単品1274円

10:00～14:30
17:00～22:00

火 tel:0996-29-3870 ○

お持ち帰りはご指定時間に出来たてをお
作りします。デリバリーは注文数や配達時
間により承ります。１つでも可能な時間もあ
ります。

薩摩川内市 喫茶α夢
薩摩川内市下甑町手
打1017番地

○ ○

ハンバーグ，ポークカツ，ヤキ肉，カツカレー
各750円
オムライス，イタリアンスパゲティ，ミートスパ
ゲティ，ピラフ各480円

6:30～17:00
土14:00
～日

Tel:09969-7-0946
当店は後半年で40周年を迎えます。オー
ル手作りで，昭和の匂いのする店です。

○ ○ 薩摩川内市 こたろう
薩摩川内市西向田町
11-19

○ ○

炒飯500円
中華丼600円
あんかけ焼きそば880円
エビチリ880円
チンジャオロース1200円　ほか

24時間対応可
能(受取は
17:00～21:00)

日 Tel:0996-20-2747 ○
「エビチリ」「エビマヨ」等のエビ料理と「中華
丼」「あんかけ焼きそば」等のあんかけ料
理は好評です。

テイクアウトは直接
お電話または
PayPayピックアップ
をデリバリーは｢セ
ンデリイーツ｣のHP
より注文をお願いし
ます。

薩摩川内市 蕎麦切りぜん慶
薩摩川内市鳥追町5-
15

○
王道の唐揚げ弁当605円
皮揚げボックス(9個込)605円

 9:00～14:00
17:00～21:00

月 Tel:0996-22-7220
蕎麦屋のかえし醤油につけこんだ唐揚げ
です。是非ご賞味ください。

薩摩川内市 Dining×Cafe Ensemble
薩摩川内市上川内町
5253

○

合い挽き手ごね
ハンバーグライスセット180g950円
合い挽き手ごね
ハンバーグライスセット250g1130円
トッピング(チキン南蛮・ソーセージ・有頭エビ
フライ)各216円

10:00～15:00 月 Tel:0996-48-9152 ○
事前にご連絡いただければスムーズにお
渡しできます。

薩摩川内市 てうちん浜や
薩摩川内市下甑町手
打61

○ ○

からあげ弁当700円
チキン南蛮弁当750円
やさい炒め弁当700円
冷やし担々麺750円
冷やしうどん500円
オードブル3000円～
各種単品等あり

10:00～14:00 不定休 Tel:09969-7-0005 ○
メニューは例となります。予算や人数に合
わせて柔軟に対応します。お気軽にお問い
合わせください。

デリバリーは，地域
の限定，時間の限
定があります。要予
約。

○ 薩摩川内市 武家茶房Ｍｏｎｊｏ
薩摩川内市入来町浦
之名56

○

Monjo日替り弁当590円
天丼，かきあげ丼500円
かつ丼540円
せごどんぶり650円

日替り弁当
前日15:00まで

丼物
当日9:00まで

水 Tel:0996-44-4150 ○
日替り弁当は地場野菜をふんだんに使用
した副菜が，10種類前後入る，すべて手作
り，化学調味料不使用のお弁当です。

10個以上は2日前ま
でに要予約
お渡しの時間は
11:00～13:00

デリバリー・テイクアウト参入支援事業を活用した飲食店等

令和3年1月26日更新

（薩摩川内市）

※券・・・ぐりぶー飲食券　クーポン・・・ぐるめクーポン　○が記載してあるのが利用店舗
   デリバリー・テイクアウトに券・クーポンを使用する際は，事前に店舗にご確認ください。
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tel:080-5283-4351
tel:0996-29-3870
https://twitter.com/satsumahanatei
tel:09969-7-0946
tel:0996-20-2747
https://mkotarou.gorp.jp/
tel:0996-22-7220
tel:0996-48-9152
https://diningcafe-ensemble.business.site/
tel:09969-7-0005
http://www.lol-web.jp/
tel:0996-44-4150
https://www.monjo.space/
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デリバリー・テイクアウト参入支援事業を活用した飲食店等

令和3年1月26日更新

（薩摩川内市）

※券・・・ぐりぶー飲食券　クーポン・・・ぐるめクーポン　○が記載してあるのが利用店舗
   デリバリー・テイクアウトに券・クーポンを使用する際は，事前に店舗にご確認ください。

○ 薩摩川内市 みつい家珈琲店 寿樹
薩摩川内市永利町
639-1

○
よくばりBOX864円，ライス付1026円
チキン南蛮BOX810円，ライス付972円
サイコロBOX1080円，ライス付1242円

10:00～15:00 不定休 Tel:0996-41-3104 ○
当店の人気メニューのランチプレート等を
テイクアウトBOXにいたしました。ぜひ，お
ためし下さい。

薩摩川内市 山café 寺山レストラン
薩摩川内市天辰町
2453-30

○
とりから弁当540円
ハンバーグ弁当648円
コロッケ＆メンチ弁当648円

11:00～16:00 右記 Tel:0996-29-2150 ○
寺山いこいの公園内にある眺めのよいカ
フェです。公園でぜひお弁当を。

月（祝日の時は営
業し翌火曜振替）

薩摩川内市 ラーメン宝島
薩摩川内市上川内町
4887-11

○ ○
チャーハンBox500円
からあげ1個60円
焼ラーメン550円

9:00～20:00 月 Tel:090-8664-5736
新たな時代が到来して来ました。1人でも多
くのお客様に満足していただく為に，形を
変え，ガンバッテ！！行きます。

薩摩川内市 Le Pépin 薩摩川内市久住町570
条件付

き
○

macropiotic Obento1000円
macropioticオードブル 応相談 予算に合わ
せます

月火水
木

Tel:090-8916-9247
季節のお野菜を使ったmacropioticをベー
スとしたObentoです。カラダの中からキレイ
になりたい方は是非。

○ ○ 薩摩川内市 restaurant J8
薩摩川内市西向田町
15-5 2F

○
オードブルBOX1人前3240円・4860円
オードブル盛1人前2700円・4320円（2人盛よ
り）

12:00～18:00 不定休 Tel:0996-27-8258
記念日，お祝い，おもてなしの日のための
テイクアウトお料理におすすめです！

前日までの電話予
約が必要です
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tel:0996-41-3104
https://tabelog.com/kagoshima/A4602/A460201/46010704/
tel:0996-29-2150
http://yamacafe2013.web.fc2.com/
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