
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

1 そば喜庵 〇 〇

・黒豚とんかつ弁当　920円

・唐揚げ弁当　400円

・生姜焼き弁当　400円

・ミックス弁当　400円

・チキン南蛮弁当　500円

・天丼　780円

・牛丼　800円

・地鶏丼　860円

・ミニ天丼　500円

・ミニ牛丼　500円

・ミニかきあげ丼　500円

・黒豚とんかつ丼　980円

・いなり2個　180円

・おにぎり1個　90円

・うどん:+60円（温冷お持ち帰りできます）

※ご予算に合わせてお好み弁当承ります。

※子どもの部活弁当のご要望にお答えします。

※税込価格

※デリバリーは要問合

昼受付:10:00～14:00

昼受渡:14:30まで

夜受付:17:00～20:30

夜受渡:21:00まで

日曜日

0996-20-7767

鳥追町1-1

川内駅西口1階

2 Dining Mahalo 〇

・タコライス 650円

・タコスサラダ 450円

・ロコモコ 690円

・ポーク玉子おにぎり 200円

・おつまみ5種盛り 800円

・おつまみ7種盛り 1,100円

※税込価格

昼:11:00～14:00

夜:17:00～20:00

※日曜日は昼のみ営業

月曜日

0996-29-4170

西向田町12-18

東聖寺ビル1号室

3
黒豚とんかつ

壱番館
〇

・黒豚とんかつ　1,200円

・黒豚ひれかつ　1,300円

・ミニミニとんかつ　550円

・えびフライ　1,190円

・とんかつ＆えびフライ　1,400円

・ひれかつ＆えびフライ　1,530円

・こだわりスペシャル（とんかつ・ひれかつ・エビフライ）　1,680円

・チーズチキン＆ひれかつ＆えびフライ　890円

・チーズチキンカツ　800円

・カキフライ　800円

・カキフライ＆とんかつ　980円

・カキフライ＆ひれかつ　1,170円

・カキフライ＆えびフライ　870円

・カキフライ＆チーズチキン 900円

・カキフライスペシャル（カキフライ＆ひれかつ＆えびフライ）1,300円

・ライス　170円

・唐揚げ４個（オリジナル、タレ付き）480円

※単品価格、税込価格

11:00～14:00

18:00～21:00
不定休

0996-22-3569

御陵下町33-22

4 味処 まるしょう 〇

・焼ぎょうざ10ケ入 390円（税込）

・ぎょうざ弁当 600円

・手羽ぎょうざ弁当 660円

・牛舌弁当 1,450円

・牛カルビ弁当 1,350円

・ポーク焼肉弁当 660円

・唐揚弁当 600円

他単品

※日曜日は生ぎょうざ販売のみ。食事は休業

11:00～14:00

17:30～21:00

水曜日
0996-20-5670

原田町17-24

5 お肉のまるしょう 〇 〇

【テイクアウト】

・焼ぎょうざ（限定）10ケ入

390円（税込）

【デリバリー】

・焼肉出張サービス（市内限定）

　1人2,500円（税込）～

※配達・回収総額2万円以上でお願いします。

9:30～19:00 日曜日

0996-23-1129

大小路町21-16

6
手仕事　焼肉

源閣苑
〇

メニュー内何でも可。

ご予算に応じて盛り皿も承っています。

11:30～14:30

17:00～02:30
水曜日

0996-22-8989

西向田町10-2

7
和風レストラン

かいもん
〇 〇

・エビフライ定食 1,950円

・ヒレカツ定食 1,350円

・ロースカツ定食 1,150円

・一口カツ定食 1,050円

・ハンバーグ定食 1,150円

・焼肉定食 1,250円

・生姜焼き定食 1,150円

・エビフライ1匹ヒレカツ3枚盛り合わせ定食 1,850円

・唐揚げ定食  1,150円

・焼肉丼 1,050円

・カツ丼 950円

・ランチ（小エビフライ2匹　小ハンバーグ　盛り合わせ）950円

※全てパック代　税込価格

※デリバリーの場合、パックでなければ50円引き

11:30～14:00

17:00～19:00

※デリバリーは17:00ま

で

日曜日

0996-23-5145

東開聞町9-11

8 ラーメンやまと 〇

・ラーメン 650円

・ちゃんぽん 700円など

・唐揚げ6個入り 400円

・ギョーザ8個入り 400円

・ホルモン焼き 450円など

※出来上がったものを持ち帰ることができます

11:00～14:30

18:00～21:00

（ラストオーダー

20:30）

月5回火曜

日がある場

合:第2・第4

火曜日

月4回火曜

日がある場

合:第2火曜

日

0996-30-2877

田海町445-1

9
魚串三昧

じんじん亭
〇

・唐揚げ10個 980円

・刺身 3,000円～5,000円

・串盛り 3,000円～5,000円

・地鶏のじんじん焼き 980円

・地鶏刺3点セット 1,500円

・手作りピザ(大) 1,200円

・いなり10個 580円

・餃子20個　880円

※全て税込金額

※刺身、串盛りについてはご要望に応じて対応いたします。

17:00～20:00 日曜日

0996-25-0075

東向田町14-13

10 chillout食堂 〇
一品料理、ピッツァ、デザート等

※テイクアウトは店内受取のみ

テイクアウト

17:00～22:00

店内営業

17:00～24:00（ラスト

オーダー23:00）

月曜日

日曜日

0996-29-5003

西向田町11-22

R1ビル1F

11
ラーメン宝島

高城店
〇 〇

【テイクアウト】

ラーメン、ギョーザ、ご飯、炒飯、唐揚げなど

【デリバリー】

豚骨ラーメン、醤油豚骨ラーメン700円

※高城店での引き取り、チャルメラをご希望の方 090-8664-5736

11:30～14:00

18:30～21:00
月曜日

090-8664-5736

高城町1672-102

12
ラーメン宝島

神田店
〇 〇

【テイクアウト】

・チャーハンBOX　500円

・餃子　400円

・ぶっこみ飯　400円

・焼きラーメン　550円　※神田店限定

・白飯　150円

・唐揚1ヶ　60円

・トマト焼きラーメン　600円

※その他相談可

【デリバリー】

昔ながらのチャルメラ（とんこつ、しょうゆとんこつ）　各700円

※予約可（月曜休み）

※11:30～、18:30頃～

※090-8664-5736まで

神田店での引き取りをご希望の方 080-1546-3995

11:30～14:00

18:00～24:00

※相談可

不定休

080-1546-3995

神田町3-31　市役所通り

13 茶々 〇 ドリンク インスタでお知らせ 不定休

なし

御陵下町7-67

14 こたろう 〇 〇

【テイクアウト】

・オードブル　4,400円～

・ギョーザ 380円

・揚げギョーザ 400円

・若鶏の唐揚 580円

・チキン南蛮 680円

・麻婆豆腐 580円

・焼飯 500円

・中華丼 600円

・天津丼 600円

・塩・ソース焼きそば 730円

・皿うどん 780円

・あんかけ焼きそば 880円

・その他

【デリバリー】

センデリイーツをご利用ください。

11:00～13:30

18:00～21:00

日曜日

　+

不定休

0996-20-2747

西向田町11-19

15 炭焼　がんこ 〇

・レバ刺し 700円

・とり刺し 700円

・炭火焼ヘルシー三種盛

（タン、ホホ、トリ身）1,200円

・炭火焼ジューシー三種盛

（カワ、トントロ、バラ）1,200円

※税抜価格です。

※その他メニュー内持ち帰り可能です。

17:00～03:00

※テイクアウトは17:00

～21:00メイン

※営業時間・営業日はご

来店前にお問合せくださ

い。

火曜日

0996-20-0909

向田本町5-5-1-101

16
広島お好み焼き

烏小島
〇

・お好み焼 750円

・お好みそば 850円

・焼そば（ソースOR塩） 750円

・広島カキバター 900円

・ホタテバター 870円

・イカバター 770円

・チャーシュー 600円

・おでん（80円～150円）

※各容器代＋50円

11:00～14:00

17:00～21:00

（ラストオーダー）

水曜日

木曜日

0996-20-6081

西向田町10-25

尾崎ビル１F

17
薩摩焼鳥酒場

とり魂　総本家
〇

とり魂ミックス焼き、むねトロ焼き、こころ焼き、せせり焼き、砂ずり焼き、かわ焼き

各500円
17:55～01:00 不定休

0996-29-4290

東向田町14-20

18

スポーツ

カフェ＆バー

ドリームパスポート

〇

・国産若鳥モモ肉の唐揚げ1パック8個入り 800円

・国産若鳥モモ肉の唐揚げ1パック4個入り 500円

・フライドポテト 500円

・チャーハン各種 750円

※注文をいただいてからお作りしますので、お時間がかかります。事前にお電話で注文いただいてからの来店がおすすめで

す。

※チャーハンの種類については、お問い合わせください。

17:00～03:00

(テイクアウト対応は、

17:00～02:00）

無休

0996-29-3200

西向田町14-23

19
焼鳥・魚菜・備長焼

炭匠　だん
〇 〇

・串盛合わせ7種 970円

・赤鶏さつまもも火柱焼

  中:770円 大:1,520円

・赤鶏さつまセセリ火柱焼

　中:740円 大:1,460円

※税抜価格です。

※その他、お電話でご相談ください。

※デリバリーはセンデリイーツ利用

平日:18:00～00:30

金・土・祝前日:

18:00～04:00

不定休

0996-20-2900

向田本町2-6

ヤマトビル１F

20 居酒屋　がき大将 串物、一品料理

平日:18:00～00:30

金・土・祝前日:

18:00～04:00

不定休

0996-25-2968

東向田町14-18
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