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鹿児島市
愛情一杯アイアイラーメン
新栄本店

鹿児島市新栄町185-
70

○
ラーメン（おいどんの豚骨しょうゆ）630円
エビチリ870円
麻婆豆腐720円

11:00～20:30 不定期 Tel:099-206-4649

○ ○ 鹿児島市 居酒屋晴太郎
鹿児島市宇宿3丁目2-
1
コスモタウン2F208号

できる
範囲で
ご相談
に応じ
ます

○

昼11:30～14:00(平日のみ)
　 から揚げ弁当650円
　 チキン南蛮弁当650円　他
夜17:00～23:00(単品)
   若鶏のから揚げ(6個)600円
　 串揚げ盛り５本600円　他

11:00～14:00
14:00～22:00

木 Tel:099-206-2202

昼間の営業に関しましては，一人で営業し
ておりますので，混み合っている際は，
少々お時間の方を頂きます。よろしくお願
いいたします。

鹿児島市 イタリ庵イルフィオレ
鹿児島市紫原6-53-39
3F

○
おまかせピ゛ザ1900円
生ハムピザ1900円

不定期 Tel:099-256-8787 ○

○ 鹿児島市 一品入魂ゴチ処 彩こう 鹿児島市荒田2-46-14 右記 ○

ランチ弁当540円～
おつまみ弁当（白飯は入っていません）1080
円
ぼんじり炭焼き，せせり炭焼き，はらみの焦
がし辛味噌460円
ひのたま焼き860円
鶏もも肉の唐揚げ630円

ランチ弁当
11:00～17:00
おつまみ弁
当，単品メ

ニュー
15:00～22:00

日 Tel:099-254-2117 ○

2009年開業の騎射場の居酒屋です。テイ
クアウトはご準備に20～30分かかる場合
がありますので，お電話でのご注文をお勧
めします。繁忙時間は更にお時間を頂く場
合もございます。予め御了承ください。ご連
絡お待ちしております。

デリバリーは近隣に
限る。ランチ弁当を
除く。1000円以上。

鹿児島市 WHISKY BAR JOSUI
鹿児島市下荒田3-11-
9
中崎ビル１F

○ ウィスキーの計り売り600円～
18:00～24:00
(日曜のみ

16:00～22:00)
月 Tel:099-800-5939 ○

街の酒屋さんでは買えないようなウィス
キーを各種少量単位で計り売りできます。

鹿児島市 ウクレレ食堂 鹿児島市荒田1-7-19 ○

からあげ丼，チキン南蛮丼，生姜ヤキ丼，お
やこ丼各550円
カレー600円
ロコモコ丼700円

11:30～14:30
18:00～23:00

日 Tel:099-255-3972
ウクレレ食堂のイチ押し！ウクレカレー他
所では食べられない！600円！！どー
だ！！

鹿児島市 かけだれからあげカラキチ 鹿児島市鴨池1-13-5 ○ ○

からあげ弁当500円
チキン南蛮800円
カレー500円
牛ハラミ丼650円

9:00～14:00 土日祝 Tel:099-254-7002
宜しくお願い致します。
全国からあげグランプリ4年連続金賞受賞

鹿児島市 カフェ　リボーン
鹿児島市鴨池1-16-8-
102

○
ランチ880円
お弁当500円
オードブル2000円

AM11:00～
PM16:00～

日祝 Tel:090-4352-7326

鹿児島市 酒場謙吾Jr
鹿児島市荒田2-41-10
3F

○

だしまき玉子680円
油淋鶏800円
マーボー豆腐650円
チキン南蛮800円　他

18:00～24:00 不定期 Tel:099-230-7958

オードブル各種のご予約を承っておりま
す。
居酒屋の味をご家庭でもお楽しみくださ
い。

○ ○ 鹿児島市
寿司まどか　フレスポジャン
グルパーク店

鹿児島市与次郎1-11-
1　フレスポジャングル
パーク　グルメモール１
F

○
和1人盛1000円
雅1人盛1400円
上にぎり1人前1750円

11:30～20:30 なし Tel:099-813-0038 ○
掲載以外の商品もお気軽にご相談下さ
い。

鹿児島市 炭焼 龍神
鹿児島市宇宿一丁目
37-31 1階

○

もも焼き（L）1200円
もも焼き（LL）1500円
せせり炭焼650円
砂ズリ唐揚600円
軟骨唐揚600円

17:00～0:00 不定休 Tel:090-7465-7403 宮崎名物のもも焼，一度御賞味下さい。

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1月26日更新

（鹿児島市　鴨池地区）

※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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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

（鹿児島市　鴨池地区）

※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。

○ ○ 鹿児島市 戦国焼鳥 信玄 紫原店
鹿児島市紫原5丁目15
−25

○ 焼鳥等 17:00～22:00 Tel:099-258-2983

鹿児島市
創作鉄板お好焼き てっぱ
ん

鹿児島市下荒田1-6-3
1F

○
おこのみ焼
豚焼800円
豚焼そば700円

17:00～ 月 Tel:099-800-3695
お好み焼，やきそばのお持ち帰りの他，飲
食店として営業しておりますので，よろしく
お願い致します。

鹿児島市 台所屋あじさい
鹿児島市宇宿2-3-5オ
プシアミスミ内

○ ○
チキン南蛮600円
から揚弁当500円
チキン南蛮単品

11:30～21:00 なし Tel:099-255-2650
これからアイテムをどんどん増やしていき
ます。

今後「出前館」を利
用予定
PAYPAY「ピックアッ
プ」予定

○ ○ 鹿児島市 直球和食莫逆
鹿児島市下荒田3-38-
18

○

莫逆のお弁当
・極上海鮮バラちらし弁当1800円
・黒毛和牛バラ焼きすき弁当1500円
おまかせ莫逆盛
　1段(6種)2000円,2段(12種)4000円,3段(18
種)6000円

前日受付→
11:30～15:00
受け渡し

当日15:00まで
受付→16:00以
降受け渡し

月 Tel:099-255-3692 ○

鹿児島市 てっちゃん家
鹿児島市荒田2丁目
63-6

○

鳥（チキン）南蛮450円
鶏のネギソース450円
からあげ大500円，小400円
コロコロ炭火焼き大1000円，小500円

10:00～17:00 日 Tel:090-8830-3822

県内の若鶏使用で安心安全な材料使用。
又野菜たっぷりで提供しています。野菜サ
ラダ，野菜使用メニューもたくさんありま
す。

○ ○ 鹿児島市 徳永食堂
鹿児島市南郡元町13-
1 カサファミリア徳永1Ｆ

ウー
バー

イーツ
申請中

○
オードブル3600円
カルボナーラ1200円

11:30～18:00
18:00以降は要
相談（ピーク時

間外OK）

なし Tel:099-206-8359 お気軽におたのみ下さい。

お店が忙しくテイク
アウトをお断りする
こともあります。お
電話にておたしか
め下さい。

鹿児島市 Torikko
鹿児島市荒田二丁目
43-6 富永ビル1F

相談の
上

○

お弁当560円～
鶏のももの炭火焼き680円
からあげ680円
焼鳥，串焼き100円～

11:00～13:00
18:00～21:00

月 Tel:099-230-7557

お電話にて事前に
ご予約を頂きます
と，スムーズにお渡
しができます。

鹿児島市 にこ庵
鹿児島市桜ケ丘５丁目
3-12

○ お持ち帰り２段お重3780円(限定１日４セット)

11:00～23:00
電話のみ

希望日前日ま
で

水
第3木

Tel:099-265-2517

一段目はサラダ，メイン料理２種，副菜
二段目は小鉢９種です。
お渡ししの前日までにご予約をお願いしま
す。

店内営業と平行して
いますので，予約状
況によりお受けでき
ない日もあります。

鹿児島市 ハイボール酒場ヤマイチ 鹿児島市荒田2-28-16 ○ チキン南蛮弁当700円 11:30～14:00 日 Tel:099-253-0883
やわらかくジューシーなチキン南蛮です。
人気No.1のメニュー！！

鹿児島市 Bar BILBAO
鹿児島市荒田二丁目
43-6冨永ビル1階

○
シングルモルト量り売り1000円～
Nonアルコールカクテル800円all
スペシャルディコーヒー500円～

20:00～24:00
不定休
月1～2

回
Tel:099-286-4999 ○

シングルモルト専門店です。
テイクアウトは随時増やしてまいります。
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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

（鹿児島市　鴨池地区）

※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。

鹿児島市 bajeena
鹿児島市荒田二丁目
56-5大丸コーポ1F

○

カットステーキ＋ガーリックライス（サラダ付）
900円
グリルハンバーグ（ピラフ＋サラダ付）1050円
オムライス（サラダ付）900円
ジャンボフランク2種盛600円
ローストビーフ丼（サラダ付）900円
各種ピザ800円～

11:00～17:00
（時間外はご
相談下さいま

せ）

不定休 Tel:099-250-8870
密な状況を避けるため，テイクアウトはご
予約をお願いします。

鹿児島市 hitasura kitchen
鹿児島市鴨池新町14-
14

○ ○
奄美の鶏飯600円(トッピング＋100円)
ホワイトカレー600円
こだわり弁当700円(前日予約)

9:00～18:00 日祝 Tel:090-7928-6195 ○

日本最大級の地鶏【天草大王】を長時間煮
込んだスープで食べる鶏飯はうちだけ！
トッピングで味が変化する創作鶏飯もお楽
しみ頂けます。

移動販売車(キッチ
ンカー)出勤時イベ
ント出店の際はお
店をお休みすること
があります。

○ ○ 鹿児島市
ふぁみり庵はいから亭 与次
郎本店

鹿児島市与次郎1-9-7 ○

牛カルビ弁当850円
うなぎ弁当1380円
カルビビビンバ弁当780円
唐揚げ弁当680円

11:00～20:30 なし Tel:099-252-7677 ○
掲載以外の商品もお気軽にご相談下さ
い。

○ ○ 鹿児島市 麺の房 雨ニモマケズ
鹿児島市宇宿三丁目
28-9 1F

近所の
み

○

手羽先のからあげ（5本）500円
ギョーザ（10こ）500円
サラダチキン1P500円
からあげS300円，M500円，L700円

11:00～15:00
17:00～22:00

月 Tel:099-251-5656 ご来店お待ちしております。

○ ○ 鹿児島市 和 Dining 柊
鹿児島市下荒田三丁
目27-12 キシャバス
テーションビル1F

○

鶏の唐揚げ550円
だしまき玉子440円
あさりの酒蒸し550円
串盛10本1100円

15:00～21:00 火 Tel:099-251-6006 ○
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