
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

21 ホテルオートリ 〇 〇

【テイクアウト】
・弁当 1,000円～5,000円
・盛皿 5,000円～20,000円
【デリバリー】
・弁当 1,500円～5,000円
・盛皿 5,000円～20,000円
※全て税別価格です。

10:00～18:00 無休
0996-25-4000

白和町1-20

22 川薩小僧寿し
中郷店

〇 〇

【テイクアウト】
弁当、ミックス弁当、寿し弁当、さば弁当、ハンバーグ弁当、514円
（800円、700円お客様の要望に応じて居ります。）
・オードブル3,600～5,800円
・寿し:イナリ１コ62円～
　　　　手巻き寿し108円～
　（その他、寿し・巻寿しあり）
【デリバリー】
・弁当　500円～
・寿し　500円～

10:00～19:00 無休
0996-23-5280

中郷2丁目4-7

23 駅市　薩摩川内 ○
・島旅ジェラート各種シングル 300円
・和RABI餅ドリンク各種 518円

9:00～19:00 無休

0996-20-7800

鳥追町1-1
川内駅西口1階

24
㈱ヨシケイ鹿児島
西営業所

○
毎週月～土までの献立メニューを配布し、その中からメニューを選んでいただき宅配をしています。
メニューの種類は、50程度あります。
※献立メニューをご希望の方は、お電話ください。お持ちします。

9:00～17:00
毎週土・日
曜日

0996-23-6212

青山町4219-1

http://yoshikei-dvlp.co.jp

25 酒庵　朋 ○ ○

【テイクアウト】
・盛皿 5,000円～
・黒豚しゃぶしゃぶセット 3,000円
・地鶏刺（ごいし鶏） 1,200円
・おつまみセット　2,000円
【デリバリー】
・午前中の弁当は対応可。要相談。（弁当 700円～）
※デリバリーは昼のみ

・テイクアウト可能時間（要
予約）
15:00～18:00
※デリバリーは昼のみ

毎週日曜日
（予約、問い
合わせの時
は営業しま
す。）

0996-29-4505

神田町5-5-2F

syuan-tomo.com

26 チャイカフェ
ビスヌ

○

・カレー（1名様から）700円～
・日替弁当　650円
・タンドリーチキン（2P） 500円
※税抜価格

11:00～21:00
（ラストオーダー20:30）

無休
0996-22-0608

原田町31-21

27 肴場かっちゃんファイ
ヤー

○ ○

【テイクアウト】
炭火焼、揚げ物、1品料理等々メニュー内8割くらいお持ち帰りできます。

【デリバリー】
※向田町周辺のお店・事業者等のみ可です。
※一般の方はセンデリイーツをご利用ください。

平日:17:00～23:00(フード
ラスト)
金土祝前日:17:00～
23:45(フードラスト)

不定休

0996-29-5488

西向田町8-11 2F3F

28 ㈲くすもと食品 ○ お豆腐等移動販売 9:00～18:00 不定休

0996-29-2434

楠元町1906番池

http://tofu-kusumoto.co.jp/

29
ふぁみり庵
はいから亭

○

・牛カルビ弁当　850円
・うなぎ弁当　1,380円
・大海老弁当　900円
・カツ丼　900円
・カルビビビンバ弁当　780円
・唐揚げ弁当　600円
・焼肉弁当　750円
・チキン南蛮弁当　730円
※税込価格
※大口のご注文の際は、お早めにご連絡をお願いいたします。

昼:11:00～15:00
(LO14:30)
夜:17:00～21:00
(LO20:30)
※土・日・祝:17:00～
21:30(LO21:00)

なし

0996-25-8560

原田町32-8

http://www.kousei-grp.co.jp/

30
寿司まどか
川内店

○

・和（なごみ）1人盛 1,000円
・雅（みやび）1人盛 1,400円
・匠1人盛 1,450円
・上にぎり1人盛 1,750円
・まぐろ尽くし1人盛 1,650円
・特上にぎり1人盛 2,450円
・お子さま寿司 900円
※全て税込
※大口のご注文の際は、お早めにご連絡をお願いいたします。

昼:11:00～15:00
(LO14:30)
夜:17:00～21:00
(LO20:30)
※土・日・祝:17:00～
21:30(LO21:00)

なし

0996-20-7788

原田町32-8

http://www.kousei-grp.co.jp/

31 一静 ○
・会用弁当、祝い弁当、懐石弁当 1,500円～5,000円
・オードブル4人前 5,000円
※税別価格です。

12:00～13:30
18:00～22:00

毎週日曜日
0996-22-8299

神田町4-18

32
すしレストラン
かぶと

○

・各種セットメニュー
　1人前(700円～1,500円)から
　5人前(2,750円～7,500円)まで
※ドライブスルーでの受渡可能
※セットメニュー以外にもお好みでのご注文、ワサビ抜き等も受け承ります。

11:00～22:00
(オーダーストップ
 21:45）

年中無休

0996-25-4129

原田町15-12

www4.synapse.ne.jp/kabuto/index.htm

33 居酒屋　良かにせ ○ ○

【テイクアウト】
<お持ち帰りはオール１割引>
・そばめし　２人前1,200円
・豚足　400円
・鶏唐揚げ　600円
・牛すじ煮込み　600円
・豚なんこつ煮込み　500円
【デリバリー】
・石焼き芋300円～　※昼間のみ
（計り売りの為、予約も可。黒にんにくも販売。）
※詳しくは、お電話でお問い合わせください。

テイクアウト
18:30～21:00
デリバリー
10:00～14:00

不定休です
が、主に
日曜日

0996-20-0566

東向田町14-20

34
名産鹿児島和牛
かんだ　本店

○

・和牛肉コロッケ 1個 90円
・メンチカツ 1個 160円
・すきやき弁当（要予約）1食 1,300円
※税込価格

10:00～19:00
（揚げ物・惣菜サービスは
18:30まで）

毎週水曜日
（たまに火曜
日）

0996-25-2914

東向田町5-22

kagoshima-wagyu.com

35 ㈲永野商店 ○

・黄金金生饅頭 8ケ入 432円～
・たいやき ミニ 1ケ 81円～
　　　　　 普通 1ケ 119円～
・+G60+G61

9:30～18:30

毎週火曜日
（祝日の場合
は火曜日も
営業）、不特
定で月に6日
休み

0996-23-5361

西向田町9-6（川内山形屋内）１F

36 山形屋名物焼きそば ○

・焼ソバ 並 432円
・焼ソバ 大 491円
・焼うどん 並 432円
・焼うどん 大 491円
・ソフトクリーム 226円

11:00～16:00
6月2日、9月
8日

0996-27-1310

西向田町9-6（川内山形屋内）１F

37 福元かしわ店 ○

・もも唐揚100g　215円＋税
　（1個80g　約180円）
・手羽先唐揚100ℊ　180円＋税
　（1本50g　約100円）

①10:00～13:00
②15:00～19:00（売り切れ
次第閉店）

水曜日
第一、第三
火曜日

0996-22-2436

西向田町11-14

www.fukumoto-kashiwa.co.jp

kashiwa@fukumoto-kashiwa.co.jp

38
コメダ珈琲店
鹿児島川内店

○
※卵を使用している商品はお持ち帰りできません。
※大量予約の場合は２日前に予約をお願いいたします。

7:00～22:00（ラストオー
ダー21:30）

なし

0996-20-8211

上川内町4231-1

sendai-komeda@sage.ocn.ne.jp

39 BIS ラ・フルッタ ○

・イタリアンジェラート　270円
・うんまカレー　580円
・牛すじカレー　880円
・ピザ　850円～
・パスタ　850円

11:00～15:00
18:00～21:00

毎週木曜日
0996-22-1781

横馬場町9-2

40 ラーメン宝島 ○ ○

【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

zo.tabata1202@icloud.com

HPは「まいぷれ」から「ラーメン宝島」へアクセ
ス

https://www.hub-ssfood.com/　　更新日　　(2021年2月3日更新)
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