テイクアウト＆デリバリーサービス情報一覧
7月3日 現在
店舗名

住

所

電話番号

営業時間
（対応時間）

定休日

11：00 ～ 21：00
（ラストオーダー 20：30）

http://kitchen-nubo.com

持帰り

出前

テイクアウト

デリバリー

なし

〇

〇

ロビン焼 972円
広島焼 972円
チキン南蛮 788円

税込み2,000円からの配達となります。
配達時間11：00 ～ 20：30
詳細なメニューはお問い合わせください。

11:00 ～ 14：00

土・日・祝

〇

〇

【テイクアウト】
コロッケ弁当・唐揚げ弁当・日替弁当 他 各550円
【出前】
５個以上の場合に対応します。 各弁当６００円

手作りの安心な食事を提供しています。
詳細はお問い合わせください。

http://tanda-k.com

11:30 ～ 14：00
17：30 ～ 22：00

水曜日

〇

〇

二段弁当 2,700円～ ご予算に応じて
会席料理 2,700円～ （器で提供）
鯉のあんかけ 1匹（4・5名様）3,240円

持帰り・出前 どちらにも対応します。

http://sasazushi0815.wixsite.com/sasa

11:00 ～ 14：00
17：00 ～ 22：00

ホームページ

0995-67-2122
お好みハウス ロビン

姶良市西餅田2６４番地1
イオンタウン姶良1F

さつま縫房＆キッチンヌーボー

姶良市西姶良3丁目12-18

日本料理・鯉料理 反田

姶良市平松5159番地2

笹寿司

海鮮・七海

姶良市西宮島町1番地10

姶良市西餅田3289番地2

070-7525-8133
（出前用携帯）

090-6298-0235

0995-65-2394

0995-65-0117

0995-70-0314

渓谷苑

姶良市平松1773番地

099-295-2044

ぼてこ姶良店

姶良市東餅田１４８０番地

0995-66-2480

上海小料理 雅蓮

姶良市宮島町１０番地9

0995-65-5090

れいんぼう 丼丸

姶良市宮島町１２番地16

0995-66-0311

孝子庵（こうしあん）

シンパティコ

株式会社 樹楽

姶良市蒲生町上久徳２５６４番地1

姶良市脇元３９１番地1

姶良市加治木町木田2344番地

http://kaisen-nanami.jimdofree.com

http://keikokuen.com

http://sasafune.co.jp/archives/6815

11:00 ～ 14：30
（ラストオーダー14：00）
18：00 ～ 23：00
（ラストオーダー22：00）

×

〇

11：00 ～ 21：30
（ラストオーダー 21：00）

月曜日

〇

×

【テイクアウト】
お好み焼き・焼きそば ８４２円～

詳細はお問い合わせください。

詳細はお問い合わせください。

11:30 ～ 14：30
17：30 ～ 22：30

木曜日

〇

×

【弁当】
マーボー豆腐弁当・ニラレバ弁当・回鍋肉弁当・ニンニクの茎と
豚肉弁当 他８種類 全品唐揚げ付き５８０円
【一品料理】
単品６８０円～９８０円 持帰りは全品メニューから１００円引き

11：00 ～ 20：00

水曜日

〇

×

【テイクアウト】
お持ち帰り専門の海鮮丼
全６０種以上の海鮮丼がお値段均一 並盛５００円（税別）

△

【テイクアウト・出前】
お好み焼き ７３０円～ ネギ焼 ７３０円～ 焼きそば ５９０円
平焼き ５４０円
焼き鳥・豚バラ串焼き（各２本） ３４５円
本場（大阪）キムチ４３０円 （大） ８１０円

×

【テイクアウト】
ピザ 1,200円 ～ 1,750円
パスタ 1,400円 ～ 1,500円
オードブル 600円 ～ 2,000円

〇

【弁当】
桜島灰干し弁当
890円
桜島灰干し弁当 彩 1,000円
桜島灰干し弁当 上 1,058円

※1個からでも出前できます。

※ 内容は時季によって変わる場合があります。

9：00 ～ 17：00

火曜日

日曜日

日曜日

〇

〇

〇

0995-70-1786

蒲生茶廊 ｚｅｎｚａｉ

姶良市蒲生町上久徳346番地1

0995-52-9565

土日祝 11：00 ～ 15：00
17：00 ～ 20：00

http://kamouzenzai.com

11：00 ～ 17：00

とん

※出前は、歩行が困難な高齢者宅に自転車で５分程
度の距離まで

木曜日

〇

×

【テイクアウト】
おむすび 各1個
旨辛キムチ ・ しそ昆布 ・ ツナマヨ 99円
チャーマヨ（チャーシュー＆ﾏﾖ） ・ 紀州南高梅 154円
自家製なんこつ ・ 炙り明太子 198円
お持ち帰りぎょうざ 324円

月曜日

〇

〇

酵素玄米ちらし寿司弁当 1,300円 白玉ぜんざい500円 手作 ※ スイートのみのデリバリーはできません。
りわらび餅 500円 スイートポテトケーキ 500円 チョコバナナ デリバリーは旧蒲生町・旧姶良町エリアに限ります。詳
しくはお電話でお問い合わせください。
ケーキ 500円

平 日 11：00 ～ 20：00
姶良市加治木町新富町13番地

【テイクアウト】
カラアゲ弁当 680円 チキン南蛮弁当 700円 アゴ味噌弁当
800円 ミックスフライ弁当 800円 ハーフ＆ハーフ弁当 700円
その他持ち帰り単品メニューあります。
（チキン南蛮2個と鶏唐2個）
おつまみオードブル 1人前1,350円 2名盛りより 2名様刻みで
承ります。

〇

0995-65-7220

麺屋 むすび

出前すべてOK！！

月曜日
（祝祭日の場
合は翌日）

11:00 ～ 15:00
（ラストオーダー14：３0）
18：00 ～ 2２：00
（ラストオーダー2１：00）

http://juraku-nagi.jp

〇

〇

9：00 ～ 22：00

11：00 ～ 22：00

0995-73-3812

月曜日
（祝祭日の場
合は火曜日）

〇

【テイクアウト】
上にぎり 1,800円 中にぎり 1,200円 並にぎり900円 天丼
800円 かつ丼800円 うな丼900円

【テイクアウト】
オードブル 1,500円～ おかずからあげ 300円 温泉巻き寿司
400円 かつ丼 630円 勘八カマ焼き弁当 630円 からあげ弁 1,000円毎に温泉入浴券（１回券）をサービス
当 630円 ワンコイン弁当 500円 子供弁当 350円
※ 有効期限1週間
【出前】
オードブル 2,000円～ 弁当（合計金額2,000円～）

0995-52-8500

http://simpatico-aira.com

水曜日

備考

メニュー（税込み）

テイクアウト＆デリバリーサービス情報一覧
7月3日 現在
店舗名

住

所

電話番号

ホームページ

営業時間
（対応時間）

定休日

持帰り

出前

テイクアウト

デリバリー

メニュー（税込み）

備考

遊膳 まつだ

姶良市東餅田１８０２番地3

0995-66-3501

11：00 ～ 1４：00
（配達は別）

土・日

〇

〇

日替弁当 ６００円
別に８００円・１０００円オードブル等は相談に応じます。

寿司工房 なかつ野

姶良市中津野２６６番地５

0995-67-6262

11：00 ～ 21：00

水曜日

〇

〇

寿司 ７００円～
寿司盛 2,450円～8,000円
焼豚うどん 750円
天ぷらうどん 840円 他にも色々あります。

×

【テイクアウト】 すべて税別
フォンタナハイキング弁当 500円
薬草カレー（野菜トッピング・ライス付き） 500円
薬草カレー（野菜トッピング・ライス付き） 500円
有機焙煎コーヒー 350円

×

【テイクアウト】
お持ち帰りそば・うどん（一人前380円 三人前 1,100円） お
持ち帰り板そば（ざるそば） 620円 お持ち帰り峠なべ 780円 ※ 他 天ぷらなども店内に準備してございます。ご来
店をお待ちしています。
お持ち帰りみそ煮込みうどん 840円 巻き・いなり・助六弁当
（各10巻入り） 900円

フォンタナの丘かもう 株式会社

そば茶屋吹上庵姶良店

焼鳥＆旬彩厨房 わび助加治木店

姶良市蒲生町久末434番地1

姶良市脇元371番地1

0995-52-1218

0995-66-5011

http://f-kamou.com

http://fukiagean.jp/access/kagoshim
a/aira.html

http://r.gnavi.co.jp/nmcffc6g0000/m

姶良市加治木町本町206番地

enu5/

ICHIBAN星

http://r.gnavi.co.jp/9kvbgkbw0000/m

姶良市宮島町10番地10

姶良市東餅田510番地５

10：30 ～ 21：00

【店舗営業時間】
17：00 ～ 22：00

年中無休

年始を除き
無休

無休

〇

〇

〇

enu1/

【受け渡し可能時間】
17：00 ～ 22：00

火曜日

※ その他、ぐるなび掲載のメニュー全品お持ち帰りで
きます。

×

【テイクアウト】
焼鳥各種 １００円～
唐揚げ ５５０円
地鶏のごちゃまぜ焼き（特製炭ダレ） ５５０円

※ その他「当店のあのメニューが食べたい！」などご
相談ください。Ｉｎｓｔａｇｒａｍ，ＦａｃｅｂｏｏｋのＤＭからも注
文できます。
～安心・安全・健康に基づきお客様に笑顔になって頂く事が
コンセプト～
～毎日、手ごねのピッツァはこねてから24時間発酵させ
日々、温度・湿度を考えてこね上げています～
～自家製ソースにこだわった本格パスタをぜひご賞味くださ
い～

×

×

16：00 ～ 19：00

火曜日・水曜日・木曜日・日曜日
9:00～19:00（ラストオーダー18：00）
金曜日・土曜日
9:00～22:00（ラストオーダー21：00）

月曜日

〇

×

【テイクアウト】
テイクアウトピッツァ4種類 ALL￥880（税込）
テイクアウトパスタ8種類 ALL￥880（税込）
テイクアウト自家製Sweets ALL￥350(税込）

受付時間 正午～午後8時まで
お渡し時間午後5時～午後8時
時間は相談可

月曜日

〇

×

【テイクアウト】
ゴーヤチャンプル600円
もずく天ぷら 5個 500円
その他日替わりメニューいろいろ

ゴーヤチャンプル、もずく天ぷらなど人気の品から旬の
島らっきょうなど日替わりのテイクアウトメニューがいろ
いろあり

詳細はお問い合わせください。

姶良市西餅田526番地1

0995-73-8838

ゆいまーる

姶良市池島町33番地3

0995-65-0906

http://r.gnavi.co.jp/fbcy000/

〇

なし

〇

〇

【テイクアウト】
オードブル 1,500円/1人分 × 4名様分以上 ～
お弁当 800円 こども弁当 500円 おかずセット 3,000円 ク
レープ 300円 ～ 900円 程
【配達（デリバリー）】
5,000円以上で配達OK

11：00 ～
Kids Cafe ＆ Bar LINK

姶良市平松５７７８番地

※ 午前中の受け渡し希望及びオードブルの場合は
前日までに予約をお願いします。

0995-55-1574

Avenir.Cafe
（アヴニールカフェ）

水曜日

〇

※ ご注文の数量によっては、出前の相談に応じます。

【テイクアウト】
焼鳥全品 99円～
焼き鳥オードブル ２０本2,000円
30本3,000円
50本5,000円
オードブル 5,000円
もつ鍋（一人前） 1,320円（お鍋持参でお願いします）

【電話での対応時間】
12：00 ～ 19：00

090-7399-2734

焼鳥＆旬彩厨房 わび助姶良店

11：00 ～ 17：00

詳細はお問い合わせください。

0995-55-8512

http://linklisa.thebase.in
※ 電話でご確認ください。

韓国情緒 嗚呼、おっぱちゃん

姶良市宮島町18番地1

0995-65-8617

平日
16:00 ～
土日祝日 11:00 ～

不定休

〇

×

【テイクアウト】
海鮮キムチチヂミ小1,100円 大1,600円（+チーズ200円）
おっぱちゃんチャプチェ880円

ご注文の方に+プラス白菜キムチをサービスします!!!
お電話でご注文頂けたらスムーズにお渡しできます。

遊食 酒菜 SAKANA

姶良市宮島町30番地6

0995-67-3673

17：30～21：00

日曜日

○

×

【テイクアウト】
刺身の盛り合わせ 1,500円
チキン南蛮 500円
チャーハン 500円

一品もの御座いますのでご相談ください。

○

×

【テイクアウト】
デミグラスハンバーグ ７３０円（税別）
ハングリーハンバーグ １,０３０円（税別）
和風ハンバーグ ７８０円（税別）

ご注文は、お電話でお願いします。
なお、現在、夜の営業は不定休となっております。

○

×

【テイクアウト】
オードブル 3､000円（税込）～
各種単品あり

詳細はお問い合わせください。

ハングリー

姶良市豊留271番地4

0995-66-5432

11:30 ～15:00

月曜日
火曜日夜

とんぼろ

姶良市宮島町31番地10

0995-65-3311

15:00 ～ 19:00

日曜日

和創 夕月（ゆうづき）

姶良市蒲生町下久徳148番地4

0995-52-8074

http://r.gnavi.co.jp/756tck2c0000/m
enu1/

【電話での対応時間】
12:00 ～ 17:00
【受け渡し可能時間】
17：00 ～ 19：00

なし

〇

×

【テイクアウト】
おつまみ・サラダ・揚げ物からピザやお鍋などメニュー盛り沢山で 詳しくはぐるなび（和創 夕月）テイクアウトページをご
取り揃えています。
覧ください。

テイクアウト＆デリバリーサービス情報一覧
7月3日 現在
店舗名

やまさきの焼しゃぶ

心地庵

居酒屋あぐり

Casa di Nonno
（カーサ ディ ノンノ）

住

所

姶良市西餅田１２１１番地7

姶良市蒲生町上久徳2777番地

姶良市平松６１３５番地

姶良市加治木町反土2670番地

電話番号

ホームページ

0995-56-8805

営業時間
（対応時間）

11:30 ～ 20：00

火曜日

11:00 ～ 17：00

月曜日
火曜日

0995-55-8727

16：00 ～ 19：00

水曜日
木曜日

0995-63-4352

11:30 ～ 14:00
18:00 ～ 20:00

水曜日
臨時休業有

050-1338-3794

http://kokochi.grupo.jp

Ajidokoro季菜

姶良市平松4828番地2

0995-67-8313

https://fb8c300.gorp.jp/

16:00 ～ 19:00
売り切れ次第終了

宅配すし 魚屋

姶良市鍋倉１１９番地1

0995-67-7088

http://buenya.jp/sakanaya

9：00 ～ 20：00

洋食居酒屋 Ｗａｂｉｓｕｋｅ
わび助グループ３号店

ふぁみり庵はいから亭姶良店

鯛ぐるま加治木店

ダクオーレ

名代かつ屋 万さく

活魚旬彩 馬酔木

ふく福加治木店

姶良市宮島町３１番地13

姶良市東餅田938番地

姶良市加治木町木田2487番地1

姶良市平松2869番地1

姶良市宮島町33番地5

姶良市加治木町港町105番地

姶良市加治木町木田2049番地2

定休日

【店舗営業時間】
11：00 ～ 17：00
【電話での対応時間】
10：00 ～ 14：30
【受け渡し可能時間】
11：00 ～ 17：00

0995-73-3705

0995-65-1177

0995-63-4166

0995-65-9933

0995-67-4129

0995-62-4145

0995-65-3575

http://www.kousei-grp.co.jp

【テイクアウト】
日替り晩酌セット(税込) ５００円
○

○

×

【テイクアウト】
前菜の盛り合わせ(９品) 1,300円
ピッツァマルゲリータ 1,000円 ＋ 箱代
大阪人シェフのお好み焼き 1,000円 など

○

○

【テイクアウト】
お寿司 １人前 から ５人盛
オードブルや刺身盛り・一品おかず
希望があれば鮮魚・切り身なども配達ＯＫ

月曜日

https://presso-k.com

月曜日
(祝祭日の場
合は火曜日)

https://r.gnavi.co.jp/9d6xdab30000/

11:00～21:30
（ラストオーダー21：00）

なし

月曜日

年末年始

○

○

○

○

○

○

○

×

事前電話予約が可能
詳しくはWEBで確認を。

手作りと季節の食材にこだわり毎日４品の詰め合わせ
になります。

×

なし

ランチ 11:30 ～ 15:00
ディナー18:00 ～ 22:00
(11:30 ～ 21:00)

11:00 ～ 20:00

×

【テイクアウト】
揚げピザセット 850円 4種からチョイス＋本日のスープ
フォカッチャセット 520円 フォカッチャ2個 ＋ 本日のスープ
ピザ（ピザ焼き体験付き） 850円～

×

11：30 ～ 20:00

http://www.jf-group.co.jp/

○

【テイクアウト】
馬かつ弁当 1,000円
馬かつ（単品） 800円
焼しゃぶ3種盛（牛肉・豚肉・馬肉）2人前 2,650円

○

不定休
5月13日、
5月20日、
5月27日

http://asibi.co.jp/

〇

△
要相談

備考

メニュー（税込み）

月曜日

なし

11:30～14:30（ラストオーダー13：30）
17:30～22:00（ラストオーダー21：30）
【電話受付】
11:00～19:00

出前
デリバリー

【テイクアウト】
今晩のお食事のおかず一品のお手伝い
バラエティに富んだお惣菜の数々
1パック200円より

11：30 ～ 19:30

http://www.kousei-grp.co.jp

持帰り
テイクアウト

全て税込

注文後、出来立てをご用意しますので事前の電話予
約をお願いします。
メニューはチラシの他、新メニュー等Instagram、
Facebookで公開しています。

※1個からでも出前できます。

【テイクアウト】（ランチボックス）
チキンステーキ ５００円
ポークステーキ 600円
ハンバーグステーキ ６５０円
牛ステーキ ７００円

×

【テイクアウト】
テイクアウト弁当 唐揚げ弁当680円（税込）～
テイクアウト丼 カツ丼840円（税込）～
テイクアウト寿司 上にぎり1,430円（税込）～

牛カルビ弁当や牛焼肉弁当などボリューム満点の弁
当が人気です。
ふぁみり庵はいから亭自慢のメニューをご自宅でも味
わってください。

×

【テイクアウト】
おすすめ一人盛 和（なごみ）1,000円（税込）～
ミニオードブル3,000円（税込）～
巻盛合せ1,700円（税込）～

鯛ぐるまの自慢のお寿司をご家庭でどうぞ。
最新の店休日、営業時間については康正産業ホーム
ページでご確認ください。

○

【テイクアウト・デリバリー】
イタリアお弁当 ￥1620～
ピッツァ、パスタ ￥1500～
オードブル(2名様分より)￥6480～

詳細はお問い合わせください

×

【テイクアウト】すべて税抜
万さく三種盛り弁当 1,480円
海老ヒレかつ弁当 1,630円
ロースかつ弁当（中）1,380円（小）1,180円
厚切りヒレかつ弁当（中）1,480円（小）1,180円
海老フライ弁当 1,380円

ご注文はお電話で承っております。
メニューはパンフレットの他、Instagramやぐるなびで
公開しております。

×

【テイクアウト】全て税抜
刺身盛合せ（4～5人前）5,000円
寿司盛合せ（4～5人前）5,000円
オードブル 3,500円より
手まり寿司（64個）6,830円（36個）4,310円
各種単品あります。

ご注文はお電話にて承っております。
メニューは店頭チラシまたはHPやInstagramにも掲
載しております。

【テイクアウト】
・ざるそば・うどん745円（税込）
・かつ丼799円（税込）
・天丼799円（税込）

ジェイ・エフグループは忙しいご家庭を応援します！お
店の味をご家庭で。お電話でのご注文も承っていま
す。

×

