
川内地域  ※一部店舗は「センデリイーツ」でデリバリーできます。センデリイーツホームページをご覧ください。

No. 店舗名 テイク
アウト

デリバ
リー メニュー(一部) 営業時間 定休日 電話番号

住所

60 大衆酒場　要 〇

【テイクアウト】
・串カツ5本　600円
・串カツ10本　1,100円
・山芋鉄板　580円
・要の豚しゃぶ鍋1人前　1,000円
・伝説のもつ鍋1人前　1,000円
・チキンバスケット　1,000円
　　　　　　　　他多数、税別
【デリバリー】
オードブル、お弁当、ご相談に応じます。前日までの要予約。

電話注文受付11:00～
18:00、受取時間12:00～
19:00、店内営業18:00～
22:00

毎週火曜日

0996-20-2166

向田本町2-2　ギオンビル1Ｆ

http://www.ozizo.jp/sendai/index.htm

61 勇吉屋 〇

焼き鳥
串1本　130円
・もも
・ねぎ間
・ももにんにく
・豚バラ
・ぼんじり
・つくね
・せせり
・皮
・砂ズリ
・レバー
・豚ハラミ
一本130円
・豚足（350円）うまダレ付き
※国内産使用

16:00～23:00 不定休
080-4354-8386

西向田町17－2

62 Ca'ristoro（カリス
トロ）

〇

・前菜の盛り合わせ　1,730円（2人前）～
・本日のスープ　520円
・本日のパスタ　1,490円
・本日のデザート　520円
※料理の内容は日替わりになります。
※注文は、受取の１時間前にお願いします。

17:00～21:00（受付時間
15:00～20:00）

日曜日
0996-29-3635

東向田町1-23

63 みつい家珈琲店
Ｊｕｊｕ（寿樹）

〇

・よくばりBOX　800円
・チキン南蛮BOX　750円
・サイコロBOX　1,000円
・ピッツァマルゲリータ　980円
・ミックスピッツァ　1,080円
・生ハムサラダピッツァ　1,080円
※ピッツァは、直径24cm
※すべて税別

月～木11:00＝17:00
金～日11:00～21:30
※変更の可能性がありま
す

0996-41-3104

永利町693-1

https://tabelog/kagoshima/A4602/A460
201/46010704/

64 のせ菓楽 〇

全ての販売商品
・和菓子
・洋菓子
・和ＲＡＢＩドリンク
・ソフトクリーム
・米粉

9:00～18:00 日曜日
0996-22-3447

隈之城町1892-1

65 ＴｏＲｏＲｉ 〇

・赤鶏と温野菜のラクレットチーズ　1,730円
・とろーりチーズのカルボナーラ　980円
・小海老のトマトクリームパスタ　980円
・Ｗチーズマルゲリータ　1,030円
・チーズ.チーズ.チーズピザ　950円
※他メニュー表インスタグラムにて掲載

15:00～20:00 日曜日

0996-29-3978

西向田町10-13

https://www.instagram.com/torori01
22

66 （有）ルプレジール 〇 〇

【テイクアウト】
・おやじのシュークリーム1個　160円
・ショートケーキ　380円～
・デコレーションケーキ（5号）3,300円

【デリバリー】
・ケーキ、パン　3,000円以上のご注文で配達承ります。（川内地域に限る）

※価格は税別です。

10:00～17:00 不定休

0996-22-1461

中郷4丁目17番地

le-plaisir@po3.synapse.ne.jp

67 喜久そば 〇

・ざるそば（冷）700円
・天ざるそば（冷）950円
・たぬきそば（温）600円
・天ぷらそば（温）950円
・天丼　950円
・山丼　950円
・親子丼　950円
・大盛り（トッピング）150円
・トロロ（トッピング）200円
・エビ天（1尾:トッピング）150円
※そばは、生麺・湯がき麺からお選びできます。
※全て税込価格

11:00～16:00、土・祝
11:00～15:00

日曜日

0996-22-7131

東開聞町8-2

https://instagramu.com/_kikusoba_?ig
shid=4d5lppigvl3e

69 Dining×Café
Ensemble

〇

・合挽き手ごねハンバー　180g:780円、250g:1,030円
・合挽き手ごねハンバーグ ライスセット　180g:880円、250g:1,130円
・カレーライス　580円
・トッピング（チキン南蛮、有頭エビフライ、ロースカツ、ジャンボソーセージ）各200円
・コーヒー　180円

受付時間10:00～17:00
受取時間11:00～19:00

月曜日
0996-48-9152

上川内町5253

70 インド料理専門店
RARA-ララ-

〇

・持ち帰りランチボックス　8000円
・ディナーセット　1,200円
・ナン単品　300～500円
・カレー単品　800～1,100円
・タンドリーチキン（2P）500円
・タンドリーチキン（4P）900円
※全て税抜き価格
※ランチボックス・ディナーセットは飲み物なし。
※その他のメニューも持ち帰り可能です。

5月6日まで11:00～20:00
（ラストオーダー
19:30）
5月7日以降11:00～
15:00、17:00～20:00

無休

0996-22-1555

平佐町1743-1-2F

http://india-rara.com

71 喫茶　ダンディ・ラ
イオン

〇

・デミグラス　オムライス　770円
・ホワイトソース　オムライス　880円
・ピリ辛　オムライス　880円
・ケチャップ　オムライス　710円
・イタリアンスパゲッティ　710円
・塩風味スパゲッティ　710円
・やきそば風スパゲッティ　770円
・シーフードスパゲッティ　880円
・野菜ベーコンスパゲッティ　880円
・えびピラフ　710円
・高菜ピラフ　710円
・ガーリックピラフ　710円
・ハンバーグ　990円
・チキン南蛮　990円　　他
※食事はサラダ付き
※サイズUPも可

テイクアウト11:00～
15:00、17:30～20:00

毎週月曜日
0996-27-0432

花木町14-7-1

72 元気食堂アミズダイ
ナー

〇

【テイクアウト】
●パスタ(全品850円)
・小海老と木の子のトマトクリームパスタ
・カルボナーラ
・茄子とベーコンのトマトパスタ
・ミートソース
・ホタテとキムチのカルボナーラ
・ツナと木の子の和風パスタ
・ナポリタン
・小海老とベーコンのチャルメラクリーム
・ペンネアラビアータ
他

※すべて税別

11:00～18:00（オーダー
ストップ17:00）
連休中11:00～15:00
（オーダーストップ
14:00）、18:00～22:00
（オーダーストップ
21:00）

毎週水曜日
0996-23-5141

宮崎町2049-1

73 薩摩どんバーベ
キュー

〇

・とり魂プラン(鶏焼肉)5種300g（もも・かわ・砂ずり・むねトロ・こころ）1,300円/1人前
・黒豚本舗どんプラン(黒豚焼肉)5種300g（黒豚ロース焼しゃぶ・黒豚タン・黒豚ホホ・黒豚ハラミサガリ・黒豚ハツ）
1,800円/1人前
・スタンダードプラン（5種300g:
牛カルビ・牛ホルモン・豚バラ・鶏もも・黒豚ウインナー）2,800円/1人前(5名様〜14名様まで)、2,500円/1人前(15名様
以上)
・薩摩どんプラン（7種300g:牛ロース・牛カルビ・牛タン・牛ホルモン・豚バラ・鶏もも・黒豚ウインナー）3,300円/1人
前(5名様〜14名様まで)、3,000円/1人前(15名様以上)
・薩摩どん「極-kiwami-」プラン（7種300g:牛上ロース・牛上カルビ・牛タン・牛ホルモン・豚バラ・鶏もも・黒豚ウイ
ンナー）3,800円/1人前(5名様〜14名様まで)、3,500円/1人前(15名様以上)
※税込み
※とり魂プラン・黒豚本舗どんプランは、混合 計5人前〜でもOK
※スタンダードプラン・薩摩どんプラン・薩摩どん「極-kiwami-」プランは、5人前〜に＋でとり魂プラン、黒豚本舗どん
プランを1人前〜プラスできます。
※その美味しさ・リーズナブルさそのままに会場、職場、ご自宅まで焼肉出張バーベキュー宅配貸出致します。設置〜回
収、ゴミの引き取りまでワンストップ。手ぶらでお越しいただけます。
※出張エリア:薩摩川内市　いちき串木野市
※出張対応人数:8名様〜100名様以上大規模可（只今5名様〜OK）
※キャンセル・変更:前日の正午まで（依頼日が月曜の場合は土曜日の正午）

74 蕎麦切り　ぜん慶
「粋」

〇
・からあげ弁当　550円
・からあげボックス（9個入り）950円
※税込み

11:00～14:00 毎週月曜日
0996-22-7220

鳥追町5-15

75 I'm ○

【テイクアウト】
■タピオカドリンク(各450円)
・ミルクティ
・キャラメル
・イチゴ
・まっちゃ
・マンゴー
■ホイップタピオカドリンク(550円)

10:00～19:00 火曜日
0996-29-5904

宮崎町1900-10

76 羅山(ラザン) ○ ○
【テイクアウト・デリバリー】
・お弁当:600円～
・その他アラカルトメニューあり

11:00～14:30
17:00～22:30

火曜日 080-1741-6171
永利町685-1

77 友ダンジェロ ○

【テイクアウト】
・Pizza:1,050円
　(マルゲリータ、マリナラ、フォルマジオ、ミックス、ニンニク、スモークチキン、ジャーマン)
・Pasta:1,000円
　(ベーコン茄子トマト、小海老トマト、ソーセージピリ辛トマト、生ハムカボチャクリーム、サーモンクリーム、帆立と
小海老クリーム、ベーコンと木の子ガーリック、魚介のアンチョビガーリック、スモークチキンのぺペロンチーノ、ミー
トソース、タラコと青じそ、サーモンレモンバター)
・パスタソース各種:500円
・サラダ各種:500円～700円
・自家製生麺1玉:150円

※すべて税別

注文から20分ほどお時間をいただきます。
お電話でも受付していますので、気兼ねなくお問合せください。

11:00～21:00 月曜日 0996-22-8141
東大小路町7-9

78 手羽先ドラゴン ○

【テイクアウト・デリバリー】
・お弁当:各600円
(からあげ、チキン南蛮、てりやきチキン、しょうが焼き、焼肉)
・手羽先4種(塩・タレ・カレー・ドラゴン(ピリカラ)):各180円
その他一品メニュー、串カツメニューもあります。

18:00～22:00 月曜日 0996-25-8200
西向田町9-21

79 藤のそば屋 ○

【テイクアウト】
・天丼:700円
・天玉とじ丼:700円
・いなり(2個):200円
・そば粥:350円
・そば茶:120円
・自家焙煎珈琲:200円

11:30～14:00 不定休 0996-22-8028
薩摩川内市東開聞町11-2

80 にしやま食品 ○ 〇

【テイクアウト】
・お客さまのご予算に応じて
【デリバリー】
・1個500円以上のお弁当3個より

9:00～18:00 なし
0996-22-3045

薩摩川内市 宮内町1892
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