
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

41 うなぎのやまげん ○ ○

【テイクアウト・デリバリー】
蒲焼1550～2680円
うな丼　1100～2840円
うな重　1880～3220円
定食　3150～5000円
せいろ蒸し　1920～2880円
うな玉丼　1400～1480円
レディースセット　1840～1920円
天丼　1670～1750円

11:00～20:00 月曜日

0996-25-2166

若松町8-19

http://www.unagino-yamagen,co.jp

43 HOMEMADECAFE翼 ○

【要予約】
おまかせパスタ（メニュー内容によってはライスに変えられる）　777円
ピザ（ミックス、ベーコン、ジェノベーゼ、和風）　777円
サンドイッチ（ミックス、ハム、タマゴ）　777円
ドリンク（珈琲、紅茶、ハーブティ／HOT、ICE）　333円
※税別価格

11:00～17:00 土曜日

0996-23-6900

中郷1-7-9

homemade.tsubasa@gmail.com

44 珈琲倶楽部　船倉 ○

【テイクアウト】
・ミックスサンド　450円
・クロワッサンサンド　450円
・ホットサンド　450円
・ショートケーキ　450円
・レアチーズケーキ　450円
・珈琲　350円
・珈琲ゼリー　500円(アイス抜きは50円引き)
・珈琲ぜんざい　600円(アイス抜きは50円引き)
・フルーツヨーグルト　600円
※税込価格

10:00～19:00 水曜日
木曜日

0996-23-3766

白和町4-12

http://www.coffeefunakura.com

45 炭火焼肉さつま ○ ○

【テイクアウト】
・焼肉丼　900円
・牛タン丼　600円
・和牛カレー　600円
・すき焼き丼　900円
・ハラミ弁当　1,000円
・さつまカルビ弁当　1,200円
・上塩タン弁当　1,500円
・タンステーキ弁当　1,400円
・霜降りカルビ弁当　1,600円
・サーロインステーキ弁当　2,200円
・和牛ハラミ弁当　2,000円

【デリバリー】
可能な場合は、1500円以上でデリバリーします。

※ご注文は前日までにお願いします。

11:00～22:00 日曜日
0996-26-1093

向田本町11-10

46 鉄板焼こなや ○

・お好み焼き　680円～
・焼きそば　680円～
・唐揚げ4個入り　480円～
・その他、一品料理ご相談に応じます。
※税込

18:00～21:00 月曜日
0996-23-2781

西向田町14-3　エムズビル103

47 しもっごの里 ○
・唐揚げ6個入り　400円
・やまそば　500円
・お好み焼き　500円

11:30～14:30 火曜日
0996-30-0368

城上町1193-1

48
生協コープかごしま
川内店（コープ川内
店）

○ ○

ご利用に当たっては事前に店舗にご連絡、ご確認下さい。

【テイクアウト】
・お買上配達:店内でお買い上げいただいた商品を、ご自宅にお届け。
※手数料100円が必要。ただし、お買い上げ金額が5,000円以上の場合は無料。
※概ねコープ川内店から半径5キロが配達可能圏。
※生協店舗は組合員証の提示が必要。

【デリバリー】
・お買い物代行:ご利用日に午前中にお電話にてご注文をお伺いし、午後からお届け。
※週の配達回数、配達曜日など事前に登録が必要。
※商品代金に加え利用代金（150円）が必要。
※生鮮食品含む店舗取り扱い商品が利用可能。
※生協店舗は組合員証の提示が必要。

9:30～16:00
土曜日
日曜日

0996-20-5336

中郷一丁目19－2

https://www.kagoshima.coop/shop/sho
pping/sendai.html

49 生協コープかごしま
川内センター

〇

・個別配達・共同購入として利用いただきます。
※週1回の定曜日に、指定日までにカタログ注文いただいた商品をお届け。
※お野菜など生鮮食品や雑貨・衣料などの非食品のご利用が可能。
※個別配達は220円（税込）の配達手数料が必要。ただし、高齢者、障害をお持ちの方、子育てサポートなど各種の割
引があります。
※ご利用に当たっては事前に登録が必要です。必ず、事業所にご連絡、お手続き下さい。また組合員であることが必
要です。

9:00～18:00

土曜日・日
曜日、年間
指定日は休
日

0996-20-1885

中郷一丁目20－16

https://www.kagoshima.coop/delivery
/

50 会楽園 〇 〇

・ちゃんぽん:650円
・ラーメン:600円
・焼きそば:750円
・餃子:500円
・皿うどん:750円
・焼きビーフン:860円
・春雨ちゃんぽん:860円
・酢ぶた:970円
・中華丼:750円
・やきめし:650円
・親子丼:650円
オムライス:750円
※大盛はプラス200円
※税込み価格

11:00～19:00 不定休
0996-23-2421

向田本町11-15

51 ふく福　川内店 〇

・かつ丼　740円
・天丼　740円
・黒豚重　1,040円
・牛すきかつ丼　840円
・唐揚げ3個　270円
・唐揚げ5個　430円
・唐揚げ7個　600円
・唐揚げ15個　1,200円
・唐揚げ30個　2,200円
・寿司（福）1,000円
・寿司（上）980円
・寿司（お子様）800円
・寿司（祝い寿司盛）3,560円
・海老フライ＆ヒレカツ弁当　1,100円
・ロース＆ヒレカツ弁当　1,100円
　　　　　　　　　　　　　　税別

11:00～21:00 無休
0996-22-8787

東大小路40-23

52 十八番　薩摩川内店 〇

・からあげ3個　300円
・からあげ5個　480円
・からあげ10個　890円
・ギョウザ3個　180円
・ギョウザ5個　300円
・ギョウザ10個　590円
・チャーハン　390円
・半チャーハン　290円
・ポテト　200円
・枝豆　200円
・揚げギョウザ　340円

11:00～21:00（オー
ダーストップ）

無休

0996-29-5520

西向田町101　アクロスガーデン薩摩川
内 内

53 大豆の華 〇
・豆腐ハンバーグ弁当　1,080円
・湯葉かつ卵とじ丼　540円
・大豆畑弁当　756円

11:00～17:00 日曜日
0996-30-1891

田海町451-1

54 川内ホテル 〇 〇

【テイクアト】
・二段・幕ノ内弁当　2,500円（税込）
一段目:山菜炊き込みご飯、天ぷら盛り合わせ、サイコロステーキ　他
二段目:海老の甘酢、鴨肉の燻製。鶏肉の照り焼き、ライチフルーツ　他
※既製品に頼らず、手作りを意識しているため、ご注文から仕込みに時間を要するため、当日のご予約には対応がで
きません。予めご了承ください。

【デリバリー】
・配送料無料
・ご予算に合わせたラインナップをご用意（税込）。
・2,500円、3,000円、3,500円、4,000円　盛皿・幕の内弁当など
※規定あり要問合せ。詳しくはお電話ください。
※ご予算に応じてケータリングも対応いたします（要問合せ）

要問合せ 無休

0996-25-1000

鳥追町7-5

https://sendai-hotel.co.jp/

55 くろだるま上川内店 〇

・唐揚げ6個　420円
・唐揚げ4個　320円
・南蛮6個　660円
・南蛮4個　550円
・生姜焼き　460円
・焼肉　530円
・チーズチキン大葉巻き9個　460円
・チーズチキン大葉巻き6個　410円
・エビフライ3本　550円
・アジフライ2枚　540円
・カキフライ5個　650円
・とんかつ　630円
・野菜炒め　370円
・塩野菜炒め　400円
・塩もやし炒め　270円
・ホルモン　600円
・豚みそ炒め　600円
・スティックポテト　280円
・くろだるま1本揚げ　290円　等々

11:30～23:00（ラスト
オーダー22:30）

火曜日
0996-20-1211

上川内町4663-7

56 ジョリーパスタ薩摩
川内店

〇

・モッツァトマト　830円
・カルボナーラ　830円
・ボンゴレビアンコ　730円
・ピッツァ・マルゲリータ　630円
・ピッツァ・クワトロフォウマッジ　890円
※全て税別
※他25品

11:00～20:00 無
0996-22-3373

御陵下町27-5

57 ぽん太食堂 〇
【テイクアウト】
・弁当　600円～
・各種定食　800円～

11:00～15:00
18:00～21:00

毎週日曜日
080-1765-2111

東開聞町1-5

58 お好み焼・鉄板焼き
てんがらもん

〇

・お好み焼（ねぎ・チーズ・たまご）780円
・お好み焼（海鮮）830円
・焼そば（豚）650円
・焼そば（海鮮）780円
※事前にＴＥＬ予約

11:30～14:30
17:00～20:00

不定休
0996-23-1611

横馬場町2-10　サンシャインホテル1Ｆ

59 お好み焼き　小鉄 〇

～お好み焼き～
・豚玉 600円
・いか玉 600円
・えび玉 650円
・たこ玉 650円
・牛玉 700円
・豚モダン 720円
・いかモダン 720円
・シーフードモダン 850円
・ミックスモダン 850円
・牛すじモダン 850円
・ミックス 780円
・シーフード 780円
・牛すじねぎ焼き 800円
・ニラキムチ焼き 750円
・ブタキムチ焼き 800円
・ピザ風お好み焼き 850円
・デラックス 950円

～焼きそば・焼うどん～
・焼きそば 600円
・焼きそば大盛 900円
・焼うどん 600円
・焼うどん大盛 900円
・ミックス焼そば 780円
・シーフード焼きそば 780円

11:30～14:00、17:00～
21:00

月曜日
0996-22-4980

西向田町12-18

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

火曜日

0996-20-2166

向田本町2-2　ギオンビル1Ｆ

http://www.ozizo.jp/sendai/index.ht
m
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