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鹿児島市 伊懐石仁 鹿児島市中央町31-2 ○
懐石重
前菜～メインまでのコース仕立ての二段重
１人前　2500円

月～木の
15:00～16:00

日 Tel:099-258-6076 ○ 要予約（TEL）

店内営業が混雑す
る場合にはお受け
出来ない事もありま
す。

○ ○ 鹿児島市 カンティーヌ ナガノ
鹿児島市中央町25-22
カナン中央町B館1F

○

テイクアウトスタイル前菜盛り合わせ1940円
オリジナルタンドリーチキン1620円
鹿児島産茶美豚バルサミコ和え1810円
大人のハヤシソース2人前1720円
ワイン仕立ての餃子860円

16:00～ 不定休 Tel:099-258-1342 ○
料理＆ワインの店です。どうぞ宜しくお願
い致します。

鹿児島市 貴宝丸 鹿児島市中央町21-27 ○

オードブル5000円
3000円パック 刺身＆おかず（2～3人前）
あらだき880円
おつまみset
刺盛

10:00～17:00
(受渡し16:00

～)
火 Tel:099-206-5544

○ 鹿児島市 黒豚しゃぶ鍋 八幡
鹿児島市中央町2-4 内
山ビル2F

○ ○

鮭の西京焼弁当792円
桜島鶏の唐揚げ弁当792円
桜島鶏のチキン南蛮弁当902円
黒豚弁当748円
黒豚生姜焼弁当748円
黒豚うどん572円
黒豚雑炊902円
玉子雑炊572円
とんかつ弁当1012円
黒豚ロースカツ弁当1518円
黒豚ヒレカツ弁当1848円

昼11:00～
15:00

夜17:00～
23:00

なし Tel:099-813-0088 ○ 八幡の料理をぜひお家で味わって下さい。

○ 鹿児島市 五郎家中央店 鹿児島市中央町17-1
○

(出前
館)

○

おなじみラーメン780円
からあげ（３個）五目にぎり（２個）セット410円
やきめし450円
チャーシュー丼420円
五目にぎり（２個）210円

11:00～22:00 なし Tel:099-800-9125

ご注文いただいてからお作りします。
お店で食べる味と変わらない味を，ご自宅
で，オフィスで，ご賞味ください。
よろしくお願いします！

お電話でご予約い
ただきますと，ス
ムーズにお渡しでき
ます。

○ ○ 鹿児島市 さかなからうろこ
鹿児島市西田１丁目3-
19 門松ビル 1F

○
先付から〆までのコーステイクアウト
１人前3000円

13:00～ 日 Tel:099-230-0486 ○ 家で贅沢テイクアウトを！

○ ○ 鹿児島市 地鶏の鶏膳
鹿児島市中央町11番
地鹿児島中央ターミナ
ルビルB1F

○
からあげ弁当，ハンバーグ弁当，チキン南蛮
弁当，鶏カツ弁当各650円

当日は10:00～
11:00

なし Tel:099-296-9101

鹿児島市 ソラリア KUWAHARA KAN 鹿児島市中央町11-1 ○ ○
弁当
オードブル

前日17:00まで なし Tel:099-812-8861 ○ おいしい弁当とオードブル

○ ○ 鹿児島市 ダイニングバー Lofto
鹿児島市中央町21-
20-2F

○

イカゲソガーリックソテー864円
ラザニア1404円
ボロネーゼ1296円
牛ほお肉のワイン煮込み2160円
ムール貝ワイン蒸し756円

10:00～18:00 日 Tel:099-250-9040 お店の味をそのままテイクアウトで！

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　鹿児島中央駅周辺）

※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 たんたん麺 万里
鹿児島市西田二丁目
27-6

○
汁なし担々麺＋唐揚げ付き500円
からあげ弁当500円

11:00～20:00 火 Tel:099-813-8874
当店では，たんたん麺がおすすめです。ゴ
マの風味がきいたコクのある味です。是
非，ご賞味ください。

○ ○ 鹿児島市 ちりめん・しらす専門店 凪
鹿児島市中央町21-4
永井ビル1F

○
釜揚げしらす丼600円
黒酢山椒ちりめん丼600円
しらす・ちらし寿司600円

11:00～20:00
日によって時

間変更有

不定休
（基本
的に
木）

Tel:099-208-4104 ○

釜揚げした新鮮なしらすをメインにした当
店の人気メニューをテイクアウトにしまし
た。
ちょこっとおかず付で，是非出来立ての丼
をご家庭で。

ご注文を頂いてから
調理しますのでお
待ち頂く場合がござ
います。

○ ○ 鹿児島市 日本料理　愛 鹿児島市西田1-4-21 ○ ○
お手軽「愛」弁当1500円
贅沢三昧弁当3000円

11:00～18:00 不定休 Tel:099-252-2251 ○
料亭の味をそのままに！
匠のこだわり季節のお弁当をぜひご賞味く
ださいませ

○ ○ 鹿児島市 のだ屋
鹿児島市武一丁目17-
20

○
テイクアウトオードブル5000円，3000円
弁当720円（弁当はお昼のみです。）

出来れば前日
までにお願い
します。

月 Tel:099-230-0949 ○ お店の味をご家庭でどうぞ！！
申し訳ありません
が，配達はしており
ません。

鹿児島市 Basket Case 鹿児島市中央町2-24 ○ ○

Wタルタルソースの特製チキン南蛮弁当1000
円
Big!ハンバーグドッグ弁当1200円
シェフのこだわりいっぱいスペシャル鰻弁当
2000円

17:30～21:00 不定休 Tel:099-253-2707 ○ よろしくお願いします

鹿児島市 ハナキ 鹿児島市中央町31-1 ○ ○

エビの黒酢チリ950円
豚とエビの揚げ春巻800円
上海マーボー850円
上海まぜそば850円　他

17:00～ 日 Tel:099-203-0415
旬の食材を使ったお料理，本場中国のス
パイスを効かせた中華料理を是非。

日々の情報は
Instaglam
hanaki8713

○ 鹿児島市 ビストロ食堂ギルド
鹿児島市中央町21-33
宮下ビル101

○
ごちそう牛レアステーキ弁当1000円
自家製米粉のマルゲリータ700円
海老ときのこのアヒージョ900円

17:00～22:00 水 Tel:099-803-2970 ○
コスパ良い飲み放題と10品料理のコース
等あります。テイクアウトもやっています。

○ ○ 鹿児島市 夢物語
鹿児島市西田一丁目
6-9 黄金ビル1階

○

うどん380円
うどん定食500円
ひとくちカレー380円
カレー定食500円
ビール400円
チューハイ380円

10:00～21:30
ときどき

日曜
Tel:090-8402-6824

うどん居酒屋です。お昼ごはんにどうぞ。
お昼にちょっと飲みたいときにどうぞ。お安
くしております。

○ ○ 鹿児島市 ワインアンドディッシュ グレ
鹿児島市武一丁目19-
1

要予約 ○

ホットドッグセット4種600円～（ポテト，ドリンク
付）
オムライス3種780円～
ビーフカレー700円
農園カレー900円
しょうが焼き弁当680円
チキン南蛮弁当680円
デラックス弁当1200円

9:00～18:00 月 Tel:099-210-5176 ○

オーダーを受けてからお作りしますので，
事前にお電話いただくとスムーズにお渡し
できます。店内でのランチ，～17時までの
カフェタイムもございます。

デリバリーは1キロ
圏内のみ対応
（5000円以上のご注
文から，要予約）
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tel:099-813-8874
tel:099-208-4104
http://www.kagoshima-chirimen.com/nagi/
tel:099-252-2251
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https://www.nodaya.info/
tel:099-253-2707
https://basketcasekagoshima.therestaurant.jp/
tel:099-203-0415
tel:099-803-2970
https://www.hotpepper.jp/strJ001168045/
tel:090-8402-6824
tel:099-210-5176
https://gure.owst.jp/
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○ 鹿児島市 和洋ダイニング さくら
鹿児島市中央町20-11
2階

○ ○

菊ちゃんちの出し巻き卵584円
天プラ盛り合せ951円
明太ポテトピザ1167円　他多数
オードブル5500円～
ランチメニューよりお弁当951円～

単品10:00～
21:00
ランチメニュー
よりお弁当
10:00～11:00
（お昼限定，前
日の受付は
21:00まで）
オードブル3日
前まで

年末年
始その

他
Tel:099-251-6510 ○

鹿児島中央駅近くにある店。和食と洋食の
専属料理人が腕を振るい，霧島産の“ひな
もりポーク”，知覧町の“菊ちゃんちのたま
ご”などブランド食材を使った料理が好評で
す。中央駅周辺は3000円以上で配達可で
す。
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tel:099-251-6510
https://r.gnavi.co.jp/5aa17hjg0000/

