
■

券
クー
ポン

市町村 店舗名 所在地
デリ

バリー
テイク
アウト

主なメニューと価格（税込） 注文受付時間 定休日 電話番号
ホーム
ページ

お店からの一言 備考（留意事項等）

○ ○ 鹿屋市 いけのめだか西原店
鹿屋市郷之原町
12397-10

○ ○
宅配定食メインおかず１つ＋副菜２つ700円
宅配定食メインおかず２つ＋副菜２つ850円
(からあげ，チキ南，しょうが焼，サバ塩こうじ)

17:00～20:30 火 Tel:0994-41-6166 ○
西原地区のみの配達になります。
ＬＩＮＥで「いけのめだか西原店」を友達に追
加してね。

注文はＬＩＮＥで承っ
ております。

○ ○ 鹿屋市 居酒屋 アルパカ 鹿屋市共栄町17-20 ○ からあげ380円～ 11:30～20:00 日 Tel:0994-45-6635
美味しいからあげを是非，お召し上がり下
さい。

○ ○ 鹿屋市 居酒屋白鶴鹿屋店 鹿屋市本町4834 ○
焼鳥盛り合せ756円～
豚足616円
唐揚げ616円

17:00～22:00 日 Tel:0994-41-3111 ○
厳選された素材を一本一本，手作りで串に
しています。まごころ込めた料理をお楽し
み下さい。

鹿屋市 一休庵 鹿屋市田崎町2183-5 ○
あらあげ弁当
チキン南蛮弁当
うどん・そば弁当

10:00～15:00

火
火曜祝
日時は
翌日

Tel:0994-40-1219
大隅産の地そば粉を使った田舎そばと若
どりの唐揚げが当店のおすすめです。

○ ○ 鹿屋市 ＧＯＵＴＥＲ 鹿屋市共栄町18-25 ○ 南インドカレーＢＯＸ1000円
前日～当日
13:00

日 Tel:0994-41-8875
南インドの元５つ星ホテル料理長直伝の本
格インド料理を，鹿児島（大隅）産の新鮮な
食材を使用し再現

鹿屋市 甚兵衛 鹿屋市寿2-10-31 ○
地鶏のたたき600円
ささみの刺身600円
鶏のからあげ１ケ150円

10:00～19:00 月 Tel:0994-41-2300

鹿屋市 すみや 鹿屋市川西町3708-2 ○ Tel:0994-40-1176

鹿屋市 大衆酒場　あるく花 鹿屋市寿2丁目9-23 ○
唐揚げ弁当，チキン南蛮弁当，豚はらみ炒め
弁当，日替わり弁当各500円
オードブル（人数・予算に応じて要相談）

11:00～12:30
※オードブル
は前日まで

不定休 Tel:0994-36-8705 ○
人数，金額，受け取り時間などご要望に応
じて対応します。お気軽にご相談下さい。

鹿屋市 TINE'S CAFE
鹿屋市札元二丁目
3687-5 TINECARA
KANOYA内

○ ○

①イタリアンコースお一人様2700円 2名分よ
り
②和洋折衷コース　〃　3240円 3名分より
③フレンチコース　〃　7560円 1名分より

①当日12:00ま
で

②③前日18:00
まで

水 Tel:0994-40-5050 ○
ティヌカーラ鹿屋の味をご自宅でお楽しみく
ださい。

9月～10月24日まで
休業予定

鹿屋市 のりん家の台所 鹿屋市白崎町5-11 ○

唐揚げ弁当500円
生姜焼き弁当500円
チキン南蛮弁当500円
気まぐれおかずサラダ400円
オードブル盛り合わせ3000円/4000円

10:00～14:00 日 Tel:0994-43-5848

安くて，おいしい，ボリューム満点のメ
ニューを取りそろえております。地元の野
菜をたっぷり10種類以上使ったボリューム
満点のテイクアウトサラダが人気

鹿屋市 のんびり家 鹿屋市共栄町144 ○ ○

からあげ弁当550円
チキン南蛮弁当600円
ミックスフライ弁当650円
ハンバーグ弁当700円
おにぎり弁当500円　他

9:30～
火,

第2第4
日

tel:0994-42-3578

地元の皆様に支えられ17年のファミリー居
酒屋のんびり家です。安くて美味しい定番
メニューから期間限定メニューまで豊富な
お料理をご提供しております。真心を込め
て作っているお料理を是非食べてくださ
い。

お弁当は電話注文
のみで店頭販売は
ありません。

○ ○ 鹿屋市 バーガーショップ ハリー 鹿屋市新栄町17-20 ○ ハンバーガー600円～ 11:30～15:00 日 Tel:080-8423-3223
美味しいハンバーガーを是非，お召し上が
り下さい。

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

（鹿屋市）

※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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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

（鹿屋市）

※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。

○ ○ 鹿屋市 はるんち
鹿屋市本町3-2松屋ビ
ル1F

○

PIZZA各種1000円～
イタリアンバスケット1512円
唐揚げバスケット1922円
揚げものバスケット2354円
サラダ各種540円～
パスタ各種756円～
オードブル3000円～
お弁当1000円～（10個以上）

14:00～20:30
（予約注文は
23:00まで）

不定休 Tel:0994-36-8009
真心こめてお作り致します。好き嫌いやア
レルギー等も対応致します。

鹿屋市 麺's ら，ぱしゃ本店 鹿屋市北田町11134-1 ○

たんたん飯550円
チャーシュー飯450円
冷凍ラーメン720円
土産ラーメン1100円

11:00～20:30

なし
火は

15:00ま
で

Tel:0994-43-7555 ○
お店の味をご家庭で作りながらお楽しみ下
さい。

たんたん飯，チャー
シュー飯はお持ち
帰り次第お召し上
がり下さい。

○ 鹿屋市 麺屋三乃和 鹿屋市寿4-10-24 ○
和風鶏豚骨らーめん748円
濃厚鶏豚骨らーめん863円
あご出汁らーめん715円

11:00～14:30
17:30～20:30

金
第2,4木

Tel:0994-41-4703 ○

鹿屋市 ラーメン蔵 ぶぶや 鹿屋市共栄町9-18

3000円
以上の
ご注文
＆可能
な範囲

○

麻婆豆腐480円
酢豚680円
エビチリ680円
炒飯580円
特注弁当・オードブル承ります。

10:00～15:00 火 Tel:0994-44-0639
鹿屋の小さなラーメン屋です。元中華料理
人の店主が作るおいしい一品をぜひテイク
アウトでご賞味ください。

鹿屋市 ラーメン屋 一歩 鹿屋市寿8丁目10-11 ○

一歩らーめん700円
とんこつらーめん700円
塩らーめん700円
ピリ辛らーめん800円

11:00～14:30
18:00～21:30
水曜日のみ
11:00～13:30

水夜 Tel:0994-40-3344
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