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○ 鹿児島市 朝の海
鹿児島市樋之口町10-
7

○ ○
ちゃんこ鍋　朝セット2～3人前4200円
ちゃんこ鍋　海セット3～4人前6200円

12:00～20:00 日 Tel:099-239-3339
鹿児島市内いちえん遠方から１セットでも
配達いたします。

鹿児島市 味の六白
鹿児島市東千石町14-
5-2F

○

特製かつ丼1090円
 〃 キャベ丼980円
六白黒豚ヒレ弁当1330円
　　〃　　ロース弁当1330円

11:00～15:00
17:30～21:00

水 Tel:099-222-8885

○ ○ 鹿児島市 あや鶏　鹿児島天文館店
鹿児島市東千石町9-2
セントラルビル2F

○
名物半身の唐揚げ1058円
チキン南蛮735円
炭火焼き鶏餃子626円

14:30～21:00 不定休 Tel:099-248-7939 ○

鹿児島市 居酒屋 いちぞう
鹿児島市樋之口町12-
2

○

串盛1100円～
鍋1382円
唐揚410円～
オードブル1620円

16:00～23:00 不定休 Tel:099-223-8677 ○
串盛，オードブルなど居酒屋メニューをご
自宅でいかがですか！！

鹿児島市 居酒屋幸ひろ
鹿児島市山之口町4-
22丸光ビル2F

○ ○ オードブルの盛り合わせ

注文
　前日18:00ま

で
受け取り
17:00以降

日 Tel:099-226-0584
ソムリエセレクトワイン＆オードブル，魚料
理肉料理をご自宅でマリアーシセュをお楽
しみください。

○ ○ 鹿児島市 Il Cipresso 鹿児島市東千石町8-9 ○

ライスコロッケ４個1296円
黒毛和牛ローストビーフ2160円
パスタソース各種1620円～2700円
スペアリブの煮込み2160円
チキンの煮込み2160円　※随時変わっており
ます

ネット注文のた
めいつでも可

月 Tel:099-222-1713 ○

おうちで本格的なイタリア料理が手軽に召
し上がれます。全て冷凍となっております
ので，お忙しい方，急な来客などにもとても
便利です。

仕込みの関係上，
一週間くらい前に注
文お願いします。当
日の販売には対応
できない場合があり
ます。

○ ○ 鹿児島市 WICKY'S HOUSE
鹿児島市東千石町9-7
若松ビルB1F

右記 ○
ふわふわ玉子のオムライス540円
もっと変わったオムライス塩鮭クリーム700円
手作りシフォンケーキ3種セット440円

11:00～15:30
18:00～24:00

月 Tel:099-227-0331
オムライスやパスタなど，おいしいお食事と
お酒と一緒にサザンの曲の弾き語りを楽し
んでいただけるお店です。

ウーバーイーツの
み対応

○ ○ 鹿児島市 WICKY'S CLUB
鹿児島市東千石町5-
25 JSビル2F

○

チルドお渡しメニュー
　秘密の皿うどん
　ごはんDEハッシュドビーフ（又は，チーズカ
レー）
　うどんDEハッシュドビーフ（又は，チーズカ
レー）
　ガーリックチャーハンwithからあげ
　海老DE和風チーズリゾット　各648円

18:00～22:00 木 Tel:099-227-3323

チルドお渡しで明日のランチにも対応のテ
イクアウトメニュー。ご自宅でも職場でもレ
ンジアップでベストのおいしさに仕上がる
様，工夫しました。

○ ○ 鹿児島市 奥座敷 しげ 鹿児島市千日町9-23 ○ ○
黒豚オリーブオイルしゃぶしゃぶセット（2人
前）4500円（配達料別料金）
オードブル（4～5人前）4000円～

16:00～23:00 日 Tel:099-223-1770

地元鹿児島の食材をふんだんに使用した
美味しい料理をお手元にお届け致します。
当店自慢のオリーブオイルしゃぶしゃぶ
セットを是非ご賞味下さい。

鹿児島市 ONLY GNE
鹿児島市東千石町7-
19

○ ○
タコライス
ロコモコ
タイカレー　他　550円～

12:00～21:00 不定休 Tel:080-3956-1239

○ ○ 鹿児島市 かごしま居酒屋笑福
鹿児島市山之口8-13
内田荘ビル1Ｆ

○
オーダーメイドオードブル3000円
(ご予算やお好みに合わせてお作りします)
会席弁当1000円

前日まで 日祝 Tel:099-226-3829 ○

お客様にご満足いただけるようオードブル
もお弁当もお客様のご要望をお聞しメ
ニューを決めています。
まずはお気軽にお電話ください！

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3月12日更新

（鹿児島市　天文館周辺）

※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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鹿児島市 割烹　一作
鹿児島市山之口町3番
4号

○
酒肴セット(9品)5400円
鱧のしゃぶしゃぶセット8640円

14:00～21:00 日祝 Tel:099-224-4670 ○

平成元年の創業以来30年，確かな技が織
りなす味ともてなしで御愛顧いただいており
ます「割烹一作」
その時期，その瞬間こそ「旬」
最高の料理で，従業員一同皆様のお越し
をお待ちしております。

テイクアウト要予約
酒肴セットは前日ま
での要予約
鱧のしゃぶしゃぶ
セットは３日前ので
の要予約

○ 鹿児島市 CafeAnniv
鹿児島市金生町1-12
B1

○
２種あいかけカレー(日替わり)1200円
単品カレー(日替わり)1000円

11:00～17:00 木 Tel:099-248-9748 ○
自家製のスパイスカレーを丁寧にお造りし
ております。

○ 鹿児島市 Cafe ねこ天使 鹿児島市中町5-16 2F ○

その日の気分で選ぼう！
赤のねこパンチ，橙のねこパンチ，黄のねこ
パンチ，緑のねこパンチ，青のねこパンチ，
紺のねこパンチ，紫のねこパンチ各450円～

15:00～
水

不定休
Tel:099-807-2712 ○

7色のねこパンチ。あなたのその日の気分
に合わせてチョイスしてね！

ねこスタッフの病院
受診等で営業時間
の変更等がありま
す。ご了承ください。

○ 鹿児島市 割烹酒肆世楽
鹿児島市山之口町7-
14

○

若鶏唐揚弁当864円
チキン南蛮弁当950円
熟成とんかつ弁当972円
おもてなし弁当1430円
オードブル3850円　他

11:00～20:00 不定休 Tel:099-225-3999 ○

王道のランチ弁当から特別なおもてなし弁
当，オードブル等いろいろ取り揃えておりま
す。作り置きはしておりません。
２日前までのご予約が必要な内容もあれま
すので，あらかじめ後連絡ください。

鹿児島市 加茂川
鹿児島市東千石町2-
18

○ ○
お好み焼き(加茂川焼)1485円
やきそば803円 17:30～20:30 月 Tel:099-811-5394

○ ○ 鹿児島市 牛一彩
鹿児島市千日町12-12
ＫＬＧビル 1F

店舗周
辺は可

○

赤身焼肉弁当1200円
焼肉弁当Ａセット1500円
上焼肉弁当1800円
上タン弁当1800円
本日のステーキ弁当2000円　他

11:00～14:00
17:30～22:00

なし Tel:099-218-5577 ○
牛肉は黒毛和牛のＡ５ランクＢＭＳ10番以
上を使用しておりますので，ぜひよろしくお
願いします。

○ 鹿児島市 牛茶屋
鹿児島市山之口町9-
39 1F

○ ○

もつ鍋1320円/1人
デリバリー・テイクアウト用もつ肉100g・スー
プ・薬味付1000円/1人前
具の野菜500円/1人前

11:00～18:00 日 Tel:099-226-0410
コロナに負けず頑張っていきましょう！
デリバリー・テイクアウトも行っています。ぜ
ひご来店ください。

鹿児島市 牛肉商 牛旬三郎 天文館
鹿児島市山之口町9-
30 高橋ビル1階

○ 特選部位弁当3150円

受付時間
12:00～20:00
受け渡し時間
17:00～22:00

水 Tel:090-4981-4129
記念日や特別な日
自分へのご褒美にスタミナをつけたい方に
いかがでしょうか？

○ ○ 鹿児島市 金斗雲
鹿児島市山之口町11-
9

○ ○
特製天雲1300円
黄雲（みそ）930円

11:00～21:00 不定休 Tel:099-222-5593 ○
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○ ○ 鹿児島市 熊虎分家 ○虎一家
鹿児島市千日町14-17
堀江ビル2F

○ ○
黒豚一口餃子10ヶ370円
チーズ餃子6ヶ550円

17:00～22:00 不定休 Tel:099-219-3948 ○

名物一口餃子は，ひとつひとつ丁寧に手
作業で包んでおります。昭和レトロな店内
で，当店おすすめ凍結レモンサワーで乾
杯！各種おつまみ多数ございます。

鹿児島市
Creative Chinese
Restaurant Saburo-Aoki

鹿児島市山之口町7-
13 南映ビル104

○

大海老マンゴーマヨネーズ2200円
黒酢の酢豚2200円
エビとチャーシューの炒飯1500円
皮から手作り焼き餃子1200円

※前日までの
予約

17:0018:00受
取

不定休 Tel:099-222-1134 ○
テイクアウトはダイレクトメッセージにて送
信しますので，ご希望の方はダイレクトメッ
セージにてご連絡ください。

鹿児島市 黒いだるま
鹿児島市山之口町9-
31大丸ビル101

○ ○
黒豚の串焼150円～
黒豚の刺身580円～
黒豚の炭火焼580円

18:00～22:00 不定休 Tel:099-226-0507
鹿児島でもめずらしい黒豚の串焼き屋で
す。

○ ○ 鹿児島市
午後バル サラディッシュ&
薩摩29TERIA

鹿児島市船津1-4 出前館 ○

牛サガリステーキ1980円
塩唐揚げ660円
黒豚しゃぶしゃぶ鍋1100円
黒豚なんこつ煮660円　他

17:00～25:00 不定休 Tel:099-295-4299 ○

天文館で朝まで飲んで食べて歌える居酒
屋です。飲み放題は860円～。テラス席で
はBBQもできます。収容人数は40～50名
程度です。

○ ○ 鹿児島市 桜島灰干し家 大泉 鹿児島市千日町12-16 ○

桜島灰干しさば炙り弁当500円
　 　〃　 　鯛炙り弁当550円
　 　〃　 　とんかつ弁当600円
　 　〃　 　チキンステーキ弁当550円

11:00～15:00
17:00～21:00

日 Tel:099-210-7504

桜島灰干しの専門店です。灰干し刺身，炙
り焼，揚げと多彩な形で提供しております。
特に灰干し刺身は当店しか味わえない熟
成刺身です。

鹿児島市 さつま農場
鹿児島市千日町3-9塚
田ビル地下1F

○ 焼き鳥盛り合わせ(6本)680円 18:00～22:00 なし Tel:050-5481-0817 本格焼き鳥を自宅で味わいませんか？

鹿児島市 SECRET BASE
鹿児島市東千石町3-
18-1F

○
ハンバーグＢＯＸ650円
自家製ボロネーゼ650円

10:30～18:00 不定休 Tel:099-800-5152
オーダーを受けてからお作りします。
少しお時間頂きますが，美味しいご飯をご
自宅でお楽しみください。

事前にご予約頂き
ますとスムーズにお
渡しできます。

○ ○ 鹿児島市 地鶏とお肴　晴レ屋
鹿児島市船津町5-20
ホテルゲートイン鹿児
島 2F

出前館
のみ

○

手まり寿司桜12貫サラダ付980円
　　　〃　　 楓14貫サラダ付1480円
チキン南蛮弁当830円
海老マヨ弁当830円
※デリバリー出前館は別メニュー

10:00～15:00
17:00～20:00

月 Tel:099-298-9593
定番メニューからPatyメニューの寿司ケー
キやトマホークステーキなどテイクアウトで
楽しめるメニューがたくさんです。

○ ○ 鹿児島市 熟成焼肉Ｇｙｕｄｏ！本店
鹿児島市東千石町12-
13

○ ○
焼肉弁当1380円
ハンバーグ弁当1380円
さつま福永牛カルビモモ焼肉300g4980円

11:00～20:00 不定休 Tel:099-223-2044 ○
熟成でしか味わえない和牛本来の美味しさ
をリーズナブルなお値段で提供させていた
だいております。

○ ○ 鹿児島市 酒味の店 白鹿 鹿児島市千日町2-15 ○
オードブル3240円
串焼盛合せ1080円
みそおでん盛合せ1080円

17:00～21:00 日 Tel:099-225-0488 ○
お店の味をご家庭でもお召し上がり下さ
い。

○ ○ 鹿児島市
シュルラテール コムオシエ
ル

鹿児島市中町7-8 シゲ
ノビル2B

○ ○

ナシゴレン750円
オムライス750円
ロコモコ丼750円
ビーフサラダライス750円
クレープ　リンゴとシナモンカスタード540円
　　　　　　ブリュレクレープ540円

11:00～15:00 木 Tel:099-223-1353 ○

アジアごはんや洋食や女性の喜ぶスイー
ツまでテイクアウトもデリバリーも始めまし
た。カフェのドリンクもセットで追加できま
す。

デリバリーサービス
はUberイーツを御
利用して下さい。
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鹿児島市 笑船
鹿児島市山之口町4-
15
山口2F

○ ○
炙り煮穴子重2160円(デリバリー)
黒豚つくね弁当1620円(デリバリー)
黒豚つくね880円(テイクアウト)

月～金の夕方 不定期 Tel:099-226-1750

鹿児島市 ＳｐｅｅｄＫｉｎｇ 鹿児島市松原町1-7 5F ○
ランチボックス650円
タピオカドリンク650円
その他ドリンク300～650円

10:00～15:00 不定期 Tel:099-222-0440 ○

ライブハウスSpeedKingは不定期でランチ
ボックスやドリンクのテイクアウト販売を
行っております。お気軽にお立ち寄りくださ
い。

営業日・休日はかな
り不定期となります
ので，SNSやHPで
ご確認ください。

鹿児島市 ソウルマスターズカフェ
鹿児島市東千石町18-
3 TSビル2F

○

ランチテイクアウト
　ロコモコ（サラダ付き）900円
　キーマカレー（サラダ付き）600円
　昔ながらのナポリタン（サラダ付き）850円
ディナーテイクアウト
　ロコモコ1,000円
　ストロガノフ（鹿児島牛）2,000円
　オリジナルピザ1,100円
　ペペロンチーノ900円

ランチ
12:00～14:30

ディナー
18:00～24:00

月 Tel:099-248-8200 ○
フランス料理，イタリア料理，ハワイ料理，
寿司など料理歴約50年の本格料理をお家
でお楽しみください。

テイクアウトは予約
をお願いします。

鹿児島市 D-ZooN
鹿児島市千日町2-6 岡
野ビルBF

○ ○
タコス2ヶ900円
ピザ全種類1100円
タコライス1100円

20:00～2:00 日 Tel:090-9658-4830

○ ○ 鹿児島市 鉄板処 清たき
鹿児島市山之口町9-
51

○
アンガスロースステーキ重2200円
ローストビーフ丼1200円

15:00～
但し，受け渡し
は18:00以降

日 Tel:099-802-4759 ○ 鉄板焼の味をご家庭でお楽しみ下さい。

○ ○ 鹿児島市 天まち酒BAL 黒助
鹿児島市東千石町6-
17-2F

○

アンガス黒牛ステーキ丼500円
大人ののりタル丼500円
チキン南蛮丼500円
生姜焼き丼500円
黒豚なんこつカレー500円　他

11:00～14:00
17:00～22:30
夜は予約のみ

月 Tel:099-248-7010 ○
地域の皆様に愛されるお店を目指します。
手作りにこだわったコスパ最強のお弁当を
作りました。お気軽にご連絡ください。

鹿児島市 天文館果実堂 鹿児島市中町3-4 ○ ○
テイクアウトパフェ600円
ランチボックス750円

10:00～19:00 水 Tel:099-219-5055
旬のフルーツを使った手作りスイーツを是
非お召し上がり下さい。

○ ○ 鹿児島市 天文館 千扇～ちせん～
鹿児島市山之口町11-
17

○ ○
日替り弁当650円
奄美黒豚しょうが焼弁当600円
鶏のタルタル南蛮弁当650円

10:00～20:00 日祝 Tel:099-224-5939 ○
お米は大口の伊佐米，無農薬，農家から
産直。あったか手作り弁当です。

ご注文はTELのみ
の受け付けです。作
り置きはございませ
ん。

○ ○ 鹿児島市 旬好 tokiyoshi ナカムラ
鹿児島市山之口町11-
14高島ビル2F

○ ○
（月～金）日替わりランチ弁当600円
サラダBOX500円
オーダーオードブル3000円～

9:00～10:30
16:00～21:00

不定休 Tel:099-227-1012 ○
オフィス専用の弁当デリバリーです。
御予算，御要望，お問い合わせ下さい。

店舗不定休のた
め，お休みの日が
あります。

鹿児島市 NikanbashiBurgerBar
鹿児島市山之口町2-7
ホテルマイステイズ鹿
児島天文館

○ ○

二官橋バーガー(L)1350円(S)950円
クラシックビーフバーガー(L)1000円(S)600円
チーズバーガー(L)1200円(S)800円
アボガドチーズバーガー(L)1300円(S)900円

11:30～14:00
18:00～22:00

なし Tel:099-224-8030 ○
ご注文いただいてからお作りするため，お
時間をいただいております。

デリバリーの期間は
変更となる可能性も
ございますので，Ｈ
Ｐ当でご確認くださ
い。

○ ○ 鹿児島市 NOGINO DINER
鹿児島市東千石町14-
15 1F

○
チキンレッグカレー700円
牛さがりステーキ丼1000円
オードブル盛2160円～

12:00～17:00 不定休 Tel:099-295-3322 ○
オードブルやパーティ用のお料理もご用意
できます。ご予算等お気軽にお問いあわせ
ください。
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tel:099-226-1750
tel:099-222-0440
https://www.spikin.com/
tel:099-248-8200
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鹿児島市 Bar MOJO
鹿児島市東千石町8-
29 3F

○ ○

レッドビーンズ＆ライス600円
ジャンバラヤ600円
ケイジャンチキン500円
ケイジャンチキンバーガー350円
レモネード350円

受付希望日の
10:00まで（テイ
クアウト・デリ
バリー時間
11:30～14:00）

木 Tel:099-226-7715 ○
鹿児島では珍しいニューオリンズ料理のテ
イクアウトです。

○ ○ 鹿児島市 八州　鹿児島天文館店
鹿児島市東千石町13-
2
吾愛人プラタビル1F

○
さつま鶏の炭火焼き950円
鶏のつくねほうば焼き950円
灰干し鯖の一夜干し843円

17:00～22:00
年末
年始

Tel:099-239-6969 ○

鹿児島市
ビストロエッサンスド　タニ
ヤマ

鹿児島市山之内町6-6
崎向ビル2Ｆ

○
オードブル盛り（2～3名様程度）5400円
ご予算ご要望に応じて用意いたします。

前日までの要
予約

14:00～22:00
月 Tel:099-201-6002 ○

当店はカジュアルなフランス料理店です。
ご自宅でフランス料理いかがですか。

○ ○ 鹿児島市 ビストロメイクマ
鹿児島市東千石町18-
7-101

○ ○

オードブル5000円
ポークステーキ弁当1300円
ハンバーグ弁当1100円
ハヤシライス900円

11:30～19:30
(LO 18:00)

水
火15:00

まで
Tel:099-294-9783 ○

こだわりの逸品を気軽に楽しめるお店で
す。

鹿児島市 ブラッスリー ヴァンダンジュ
鹿児島市東千石町7-
24-1

○

本日の自家製キッシュ（1ホール）2500円
アルザス名物「タルトフランベ」（アルザス風
ピッツア）1000円
濃厚な自家製ブルーチーズケーキ（1個）
1000円

18:00～24:00 日 Tel:099-226-2729 ○

2000年よりカジュアルフレンチの店として
オープンし，2019年9月よりグルメ通りへ移
転。当店手作りのフレンチをどうぞご自宅
でお楽しみ下さい。

○ ○ 鹿児島市 ホテル南洲館
鹿児島市東千石町19
番17号

○ ○

くろくま
①お家でくろくまスープセット2200円
②お家でくろくまスープセット（ラーメン・ゆず
胡椒付）2750円
③お家でくろくま（肉・野菜付）12960円

24時間 不定休 Tel:099-226-8188 ○

鹿児島県産の最高級本枯れ節と利尻産の
昆布だしをベースに厳選した野菜をふんだ
んに使用。
あっさり，ヘルシー，しゃぶしゃぶにどうぞ。

鹿児島市 本格炭火居酒屋　心
鹿児島市山之口町10-
11 寿ビル 2F

○ ○

瓦そば２人前1300円
焼き鳥弁当1300円
牛ハラミ弁当1500円
串焼６本盛り1000円
さつま黒牛のタタキ1000円　他

16:00～21:00
日祝
(変更
有)

Tel:099-227-3033 ○

黒さつま鶏や黒豚，鹿児島黒牛を使った本
物志向のメニューが自慢です。鹿児島では
珍しい「瓦そば」も絶品です。お一人様でも
お気軽に楽しめる「お一人様セット」も新登
場しました。是非お店にも御来店ください。

鹿児島市 薪釜とワインＳante
鹿児島市東千石町7-
20

○

ピザマルゲリータ1000円
ナポレターナ1000円
サルシツチャ1400円
フンギ1400円
クワトロ1600円　他

前日予約
受け渡し18:30

～22:30
月 Tel:099-248-8455 ○

薪釜で焼く本格PIZZA
ワインに合うおつまみ各種

○ ○ 鹿児島市 ま心創楽　瑛炭本店
鹿児島市山之口町7-
23森元ビル1F

○
がんこ鶏の炙り刺1070円
自家製！手ごねつくね330円
薩摩赤鶏ミックスの炭火焼き1400円

15:00 日 Tel:099-226-2702
ま心を持ってお造りいたします。
コロナが落ち着いたらお店でお待ちしてお
ります。

○ ○ 鹿児島市 焼肉DAN
鹿児島市松原町1-9
アニモビル1F

○ ○

焼肉DAN弁当(牛肉)800円
焼肉DAN弁当(豚肉)700円
スパムおにぎりセット500円
DANカレー700円

11:00～ 月 Tel:099-210-7025

店内でのランチもしております。
焼肉ランチもお手軽な値段で！！
テラス席では2000円の食べ放題飲み放題
コースもあります。
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tel:099-226-7715
https://barmojo.jimdofree.com/
tel:099-239-6969
https://bebloom-hasshu.com/kagoshima/
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tel:099-210-7025
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○ ○ 鹿児島市
遊食ダイニング みんなのお
さけ

鹿児島市東千石町5-
17 ステラビル地下1階

○ ○

オリジナル唐揚げ，ねぎまみれ唐揚げ，南蛮
唐揚げ，油淋鶏（ユーリンチー），揚げタコ焼
き，れんこんのはさみ揚げ，にんにくの芽豚
肉炒め，ネギ塩豚肉炒め　各600円
マルゲリータ900円
シーフードピザ1000円
めんたいチーズピザ1000円
オードブル1500円・3000円

18:00～23:00 月 Tel:099-226-9088 ○

当店人気の唐揚げMenuが盛りだくさんで，
ガッツリ炒めものや，女性にオススメのピ
ザもご用意しております！！パーティー等
にぴったりのオードブルも2サイズあります
ので，ぜひご利用くださいませ。

鹿児島市 よしみ屋らーめん 鹿児島市東千石町3-1 ○

●できてるタイプ
　ラーメン中サイズ700円，小サイズ500円
●自宅で作るタイプ
　ラーメン中サイズのみ650円
　チャーハン大650円，中500円，小400円
　チャーシュー丼大700円，中500円，小400
円
　ギョーザ400円

昼の部：火～
日

11:00～14:00
夜の部：火～

金
17:00～21:00
夜の部：土

18:00～23:00

日
月曜夜

Tel:099-222-8728
自宅で作るタイプは，お待たせしないため
にお電話での注文（予約）が助かります。よ
ろしくお願い致します。

レジ袋有料となりま
す（大中小一律3円
です）。

鹿児島市 Ｌａ　ｑｕｉｎｕａ 鹿児島市中町8-9 ○ ○
タコスセット1000円
ブリートセット1000円
パーティーセット1650～3100円

11:00～22:00
月

火(夜)
Tel:080-3220-9432 ○

珍しいペルー・メキシコ料理がおうちで食べ
れます。スーパーフードのキヌアもたっぷり
使ったヘルシー料理です。

○ ○ 鹿児島市 ＬＩＶＩ　ＴＨＥ５
鹿児島市千日町8-14
貴剛ビル

○ ○
ダッチベイビー960円
チキンのレモンペッパーグリル880円　他

11:00～21:00 不定休 Tel:099-227-3181 ○

○ 鹿児島市 稟々々 鹿児島市中町7-13 2階 ○
よかおごじょ膳1050円
ダブルチキン膳1080円
しょうが焼膳980円

11:00～14:30
(R2年内)

なし
(1/1の

み)
Tel:099-222-1195

20年近く続く定食屋。毎朝作る出汁料理が
人気のお店です。是非

○ 鹿児島市
レストラン ル ドーム 山形屋
食堂

鹿児島市金生町3番1
号 山形屋1号館7階

○
ルドームオリジナルハンバーグ1500円
和食弁当 彩―いろどり―1000円

11:00～17:00
山形屋
に準ず

る
Tel:099-227-6166 ○ 要予約

○ 鹿児島市 和心創菜味菜み
鹿児島市東千石町10−
１

○

若鶏唐揚弁当864円
チキン南蛮弁当950円
熟成とんかつ弁当972円
おもてなし弁当1430円
オードブル3850円　他

11:00～20:00 不定休 Tel:099-224-6656 ○

王道のランチ弁当から特別なおもてなし弁
当，オードブル等いろいろ取り揃えておりま
す。作り置きはしておりません。
２日前までのご予約が必要な内容もあれま
すので，あらかじめ後連絡ください。

○ 鹿児島市 和心創楽櫻壽 鹿児島市千日町9-14 ○

若鶏唐揚弁当864円
チキン南蛮弁当950円
熟成とんかつ弁当972円
おもてなし弁当1430円
オードブル3850円　他

11:00～20:00 不定休 Tel:099-227-7717 ○

王道のランチ弁当から特別なおもてなし弁
当，オードブル等いろいろ取り揃えておりま
す。作り置きはしておりません。
２日前までのご予約が必要な内容もあれま
すので，あらかじめ後連絡ください。
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鹿児島市 和楽旬膳 京
鹿児島市山之口町8-
41

○ ○
弁当2700円，5400円
オードブル10800円，21600円

14:00～18:00 日 Tel:099-223-0372

○ ○ 鹿児島市 薩摩バル さくら屋
鹿児島市中央町2-11-
1F

○
黒豚なんこつ丼648円
豚のアゴ肉丼756円

17:00～21:00 日 Tel:099-230-0795

当店は県産品を使った丼を提供していま
す。その他バルメニューもテイクアウトでき
ます。おうちでお店ごはんはいかがです
か。
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tel:099-230-0795

