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○ ○ 霧島市 赤から霧島店
霧島市国分中央3-16-
11

○
赤から鍋800円
せせり丼500円
牛カルビ丼500円

12:00～20:00 なし Tel:0995-48-7755
赤からの人気のメニューをご家庭でもどう
ぞ。

○ 霧島市 アリスカフェ
霧島市隼人町西光寺
2460-1

○

オードブル４名分11000円
ランチボックス1230円
Pasta各種1320円～
Pizza各種1320円～

10:00～21:30
ＨＰで
確認

Tel:0995-43-7788 ○

「体にやさしい。心にやさしい。」をコンセプ
トに姶良・霧島のエリアで４店舗そけぞれ
個性のあるお店を展開しています。
ご自宅でもおいしい料理を召し上がってい
ただけるように，心を込めてお料理をお仕
立ていたします。

○ ○ 霧島市 海船ぶた丸
霧島市国分中央三丁
目7-22-1F

○

モモ皮100円
ぽんじり，砂ズリ，ハツ，肝120円
ももにんにく，つくね，豚バラ，手羽串，手羽
唐揚げ150円
焼き鳥おまかせセット1000円～

17:30～23:00 不定休 Tel:0995-55-6777 ○
新鮮な鶏肉を真心込めて丁寧に焼き上げ
ます。大切なご家族，仲間といっしょにご堪
能ください。

○ ○ 霧島市 Cafe le parisien
霧島市国分中央三丁
目13-17

○ ○

Deli box
ゴーフル トリコロール950円
本日のキッシュ＆ケイクサレ950円
3種のガレット1200円

11:00～18:00
※デリバリー

は前日17:00ま
でに要予約

日月火 Tel:0995-55-7137 ○
土曜日夕方～国分・隼人地区で移動販売
もやっています。

○ 霧島市 ステーキ本舗霧島市店
霧島市隼人町見次
572-1

○

ステーキ丼1000円
ローストビーフ丼700円
牛すじ煮込み丼500円
牛すじカレー500円

11:00～18:30 Tel:0995-43-4055
ステーキ専門店ならではの肉の旨みが詰
まってます。味には自信があります。
ぜひ家庭でもお召し上がりください。

霧島市 しちりんや
霧島市隼人町見次
1256-1

○

あい盛りしちりんや弁当1200円
牛タン弁当980円
和牛カルビ弁当980円
ファミリー特盛3300円
ホルモン特盛2500円　他

10:00～22:00 なし Tel:0995-43-5533

コロナ禍で外食を控える方のため，焼肉弁
当とご自宅や外で焼肉ができる生肉(タレ
付)を販売しております。電話注文お待ちし
ております。

○ ○ 霧島市
じゅうじゅうカルビ霧島隼人
店

霧島市隼人駅東地区
土地区画整理事業仮
換地1街区アクロスプラ
ザ隼人内

○

焼き肉カルビ弁当799円
ねぎと塩豚カルビ弁当699円
豚キムチ弁当699円
牛カルビ丼699円～

11:30～20:00 なし Tel:0995-55-8815 焼肉屋さんの味をご家庭でもどうぞ。

○ ○ 霧島市 焼酎公園GEN，源の蔵
霧島市溝辺町麓876-
15

○ 麹発酵日替わり弁当500円 当日9:00まで 土日祝 Tel:0995-58-2535 ○

麹研究100年　麹を知りつくした当社が，整
腸効果，美肌効果等，身体にやさしい麹発
酵料理を提供しております。是非ご堪能下
さい。

霧島市 露乃木 さこう 霧島市牧園町1383-2 ○

気まぐれ弁当700円
カレー500円
アップルパイ320円
シフォンケーキ200円
バスクチーズケーキ350円
懐石弁当3000円，4000円

前日14:00まで
日

第2水
Tel:0995-76-2911

おうちで京料理はいかがですか？
皆でがんばりましょう！

第1，3，4水曜日は
姉妹店のサコー鍼
灸整骨院で移動販
売をしています。

霧島市 手作り洋食の店一番館
霧島市国分名波町3-
31

○

牛タンシチュー1750円
ハンバーグ1100円
エビフライとハンバーグ盛り合わせ1100円
和牛ヒレステーキ2800円　他

10:00～20:00 水 Tel:0995-45-4532 ○

当店は一品一品心を込めて提供しており
ます。
やわらかめのハンバーグと，牛タン，カル
ビシチューが人気です。

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

（霧島市）

※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

（霧島市）

※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。

霧島市 トラットリア ダ シン 霧島市国分上井62-7 ○
パスタキット788円
ピッツァ2600円(ホール)
　　　　　 800円(1/4カット)

月 Tel:0995-73-7123 ○ がんばります！

霧島市 トラットリア・ロッシ
霧島市国分野口北
1619

○

ボロネーゼ1166円
海の幸のビアンコ1166円
オムライス・ビーフシチュー1134円
気まぐれオムライス1058円
マルゲリータ1166円
チキンのマリネサラダ734円　他

11:30～21:00
火

(月夜)
Tel:0995-46-7383

丁寧な料理を心がけております。
万全コロナ対策をしております。安心して
お召し上がりくださいませ。

○ ○ 霧島市 焼肉厨房 わきもと
霧島市牧園町高千穂
3885-73

○ ○

「黒弁～くろべん」
　黒豚焼肉弁当，黒豚しゃぶ弁当各1580円
　黒毛和牛焼肉弁当1980円
　黒毛和牛赤身ステーキ弁当，
　尾崎牛焼肉弁当各2980円
　尾崎牛赤身ステーキ弁当4680円
「黒の焼肉セット」
　おうち焼肉セット タレ付約520g5000円
　特選おうち焼肉セット タレ付約520g7000円
　極上9000円，黒豚4000円
タレ，ドレッシング
　ごまドレッシング，黒酢の万能タレ，
　焼肉のタレ各550円

テイクアウト
9:00～20:00
デリバリー

前日15:00まで

木 Tel:0995-78-2406 ○
霧島の美味しさをお届けします。
ご自宅で，職場で，「幸せな美味しい時間」
をお過ごし下さい。

霧島市
山の麓のレストラン ふれん
ず

霧島市牧園町宿窪田
2738-13

○

ランチ
　洋食弁当700円
　チキン塩麹弁当700円
　オムライス680円
　カツ丼680円
　カツカレー800円
ディナー
　ハンバーグ単品600円
　とんかつ単品600円
　マカロニグラタン680円

ランチ
9:00～10:30
夜のテイクア
ウト16:00まで

水 Tel:0995-76-1773 ○
地元の野菜，鹿児島県産の鶏肉豚肉牛肉
を使い，手作りにこだわった料理を提供し
ています。

霧島市 レストランすまいる
霧島市隼人町東郷
1321-31

○

ヒレカツ・えびフライ弁当1000円
唐揚・えびフライ弁当1000円
手作り黒豚黒牛ハンバーグ弁当1380円
黒毛和牛ジュージュー焼肉弁当1350円

10:30～20:00 不定期 Tel:0995-42-0133
手作り南こう梅の梅干しが全部に入ってい
ます
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