
いちき串木野市内の飲食業サービス一覧
（テイクアウト・デリバリー情報）

情報の更新日：2021/9/15

掲載

№
地域 店舗名称

テイク

アウト

デリ

バリー
サービス内容 受付時間 定休日

電話 0996-32-0727

住所 旭町171

電話 090-2392-4934

住所 桜町27-1

電話 0996-32-3769

住所 曙町38-1

電話 0996-32-5518

住所 旭町147

電話 0996-24-8533

住所 大里5286-1

携帯 070-8942-4641

3 曙町

受取

11：00～12：30

配達

11：00～12：00

（いちき串木野市内）

日・祝日

（都合によりお休みする

場合があります）

電話・住所　等

18：00～19：00 日曜日

日曜日

〇

2 桜町

焼とり　のん平

➀10：00～13：00

②16：00～18：00

月曜定休

〇 〇 ・お電話でお問合せください

1 旭町

ひらの 〇 〇

お弁当　350円（ライス付き）

おかずが選べるお弁当　500円

　　（お弁当メニューからおかず２品とライスがついてこの価格！！）

・詳細についてはお弁当のリンクをご覧ください。

　　※ご注文は前日14時までになります！！

　　※留守電の場合➡お名前、電話番号を入れてください。

・オードブルご注文も賜ります（お問い合わせください）

食育工房　はぐくみ

× ・串やき×〇本@100円～150円

5 大里 あおぞら給食 7：00～21：00

旭町4

× 〇

　・弁当各種　500円～

　　（ごはん、おかず大盛　各50円）

　・スープ　100円　・お茶　100円

備考（店舗からのお知らせ等） http://www.ikcci.jp/hirano_bento.pdf

年中無休

旬彩とど家 15：00～〇 × ・ピザ・居酒屋メニューのテイクアウト可能です
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※掲載内容は変更になっている場合があります。必ず店舗にご確認の上ご注文ください。

※掲載の依頼は随時受け付けております。http://www.ikcci.jp/news/2020/post_179.html

http://www.ikcci.jp/hirano_bento.pdf
http://www.ikcci.jp/hirano_bento.pdf
http://www.ikcci.jp/hirano_bento.pdf
http://www.ikcci.jp/hirano_bento.pdf
http://www.ikcci.jp/hirano_bento.pdf


いちき串木野市内の飲食業サービス一覧
（テイクアウト・デリバリー情報）

情報の更新日：2021/9/15

掲載

№
地域 店舗名称

テイク

アウト

デリ

バリー
サービス内容 受付時間 定休日電話・住所　等

電話 0996-32-7160

住所 薩摩山13301-1

HP http://www.satuma-takahama.co.jp

電話 0996-32-9590

住所 上名3007-2

電話 0996-32-1855

住所 春日町180-3

電話 0996-32-0790

住所 春日町184

電話 0996-33-0019

住所 曙町14910 曙町 スパゲティポノボーノ ○ ×

ＭＩＸピザ（Ⓢサイズ1,080円　Ⓛサイズ1,390円）

和風明太ピザ（Ⓢサイズ1,080円　Ⓛサイズ1,390円）

ガーリックペペロンピザ（Ⓢサイズ1,080円　Ⓛサイズ1,390円）

スペシャルチーズピザ（Ⓢサイズ1,270円　Ⓛサイズ1,600円）ete…

×

・特上揚5枚入り　400円

・ちぎり蒲鉾　400円

・手焼きはんべん　1200円

・さつま揚げ詰合せ　700円

9：00～17：006 薩摩山
㈱髙浜蒲鉾

吉之助キッチン
〇 元日のみ

8 春日町

9 春日町 シルクベール

テイクアウト

・パン色々、食パン類　・パーティーサンド1,100円（4名分）

・ランチボックス250円～560円　・Lピザ1500円

・ロングアップルパイ1500円

デリバリー

・パーティーサンド1,100円（4名分）・Lピザ1500円

・ランチボックス250円～560円　・ロングアップルパイ1500円

テイクアウト

　7：00～19：00

デリバリー

　7：00～19：00

7 上名 〇仕出しセンターさのさ

水曜日

㈲小麦粉

comugico
〇

〇

テイクアウト　・店舗メニュー同様

デリバリー　　・店舗メニュー同様

　時期によりオードブル予算に応じて（3,000円他）

7：00～14：00

17：00～20：00

〇

日曜夜のみ休

火曜日

不定休

〇 〇

テイクアウト

・ピザ　1,200円　・パスタ　900円

デリバリー（1,300円～可能）

・ピザ　1,400円　・パスタ　900円

11：00～20：00

11：30～14：00

18：00～20：00

（LAST）
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※掲載内容は変更になっている場合があります。必ず店舗にご確認の上ご注文ください。

※掲載の依頼は随時受け付けております。http://www.ikcci.jp/news/2020/post_179.html
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いちき串木野市内の飲食業サービス一覧
（テイクアウト・デリバリー情報）

情報の更新日：2021/9/15

掲載

№
地域 店舗名称

テイク

アウト

デリ

バリー
サービス内容 受付時間 定休日電話・住所　等

電話 0996-32-2887

住所 緑町119-3

電話 0996-33-5015

住所 上名3018-3

電話 090-8830-1780

住所 北浜町4

ＨＰ http://www.a-misono.com

電話 0996-33-1550

住所 別府4252-1

ＨＰ http://www.a-misono.com

電話 0996-33-6321

住所 別府4285

ＨＰ http://www.a-misono.com

13

別府

15

こだわりとんかつ

味工房みその
14

北浜町 味工房　みその

不定休

○ 〇
とんかつみその　各種持ち帰り弁当

店舗リンクをご確認ください

11：00～21：00
（変更になる場合があります）

別府
昔ながらのラーメン屋

みその食堂
○ ×

・炒飯（大盛　中盛　小盛）

・唐揚げ

・餃子　等

11：00～21：00
（変更になる場合があります）

・串木野漁師飯

　　丼　950円

　　丼タネ　650円

・まぐろ寿司　1,500円

10：00～17：00

11

12 上名 海鮮まぐろ家 ○

緑町 かっ烹　石の花 ○

不定休○ ○

テイクアウト

・炒飯　・餃子　・天津飯

・酢豚　・エビチリソース　等

（詳細は店舗HPをご覧ください）

デリバリー

・出前メニューは店舗リンクよりご確認ください

昼11：00～14：30

夜17：00～20：30
（変更になる場合があります）

×

・特製カレー　756円　　　　　　・まぐろカツサンド　972円

・ばらちらし　1,080円　　　　　・エビフライサンド　810円

・豚角煮オムライス　810円

　　★各種店内メニューもテイクアウトできます。（相談下さい）

・法事・お祝い弁当　2,700円～　・会食弁当（5個以上の注文）　1,296円～

　　★事前にお電話で注文をお願いします。（3日前までの要予約）

11：30～13：00

18：00～20：00

木曜日

水曜日は昼のみ休み

×
毎月第3水曜日

（祝日の場合は翌日）

不定休
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※掲載内容は変更になっている場合があります。必ず店舗にご確認の上ご注文ください。
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いちき串木野市内の飲食業サービス一覧
（テイクアウト・デリバリー情報）

情報の更新日：2021/9/15

掲載

№
地域 店舗名称

テイク

アウト

デリ

バリー
サービス内容 受付時間 定休日電話・住所　等

電話 080-4402-5442

住所 別府4285

ＨＰ http://www.a-misono.com

電話 0996-32-0718

住所 旭町177

電話 0996-32-8870

住所 春日町180-3

電話 0996-33-1919

住所 曙町81-2

電話 0996-32-7970

住所 曙町24

17

備考（店舗からのお知らせ等）

お届け料理

味工房みその

19

16 別府

9：00～21：00 月曜日旭町 創作料理　博 ○ ×

テイクアウト

　弁　当600円～　　盛皿3,240円～

　刺身盛1,000円～　　魚料理各種

○

テイクアウト（店舗リンクをご確認ください）

　受渡場所は黒平になります。

デリバリー（各案内チラシ・HPをご確認下さい）

　いちき串木野市配達料・最低配達金額・無料配達金額あり

※イベント時期等は変更になります。HPをご確認ください。

10：00～17：00
（変更になる場合があります）

〇 ×
店舗に専用メニューを設置しております。

また、インスタグラム等にも掲載しております。
14：00～20：00 月曜日

不定休○

http://www.a-misono.com/catering

水曜日

日曜日

受付開始

10：30～

17：00～19：00

曙町

・焼肉弁当　1,000円（税込）

・黒毛和牛食べ比べ盛り合わせ　4,000円（税込）

・オードブル（要予約）　5,500円（税込）～

（仕入れ状況により、料理内容が変わる場合があります。）

18 春日町 焼とり　三四郎 〇 × 焼鳥セット　1,000円～

駅前ダイニングりゅう

20 曙町 だいにんぐ味彩 〇 ×
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※掲載内容は変更になっている場合があります。必ず店舗にご確認の上ご注文ください。

※掲載の依頼は随時受け付けております。http://www.ikcci.jp/news/2020/post_179.html

http://www.a-misono.com/
http://www.a-misono.com/
http://www.a-misono.com/catering
http://www.a-misono.com/catering
http://www.a-misono.com/catering
http://www.a-misono.com/catering
http://www.a-misono.com/catering


いちき串木野市内の飲食業サービス一覧
（テイクアウト・デリバリー情報）

情報の更新日：2021/9/15

掲載

№
地域 店舗名称

テイク

アウト

デリ

バリー
サービス内容 受付時間 定休日電話・住所　等

電話 0996-32-0678

住所 栄町188-2

電話 0996-36-3319

住所 湊町1-150

FAX 0996-36-3071

電話 0996-29-3330

住所 湊町１-30

電話 0996-36-3588

住所 大里4008-2

携帯 090-6771-4200

電話 0996-24-8680

住所 昭和通り75

23 湊町
〇

大里
鉄板居酒屋

とっちゃん家

〇22 湊町 味処　ぎおん

薩摩焼鶏本舗

とり魂

24

ぴあ 〇

店舗メニューテイクアウト可能です。

お気軽にお問い合わせください。
11:00～14:00 日曜日〇

△

21 栄町 月曜日

× 個別にお問い合わせください

△

鳥刺し、唐揚げ、炭火焼、弁当480円～

焼肉出張バーベキュー宅配　2,500円～

※デリバリーは焼肉出張バーベキュー宅配のみ

（詳しいメニューは下記リンクをご確認下さい）

10:00～20:00
主に

月曜日

〇

鶏カッタル弁当　500円　　トンテキ弁当　600円

生姜焼弁当　　　600円　　他４種類　（税込）

各種カレーライス　400～500円（税込）

ロコモコ風ランチ　全２種類　500～600円（税込）

☆来店注文にも即対応致します。

受付

10：00～15：00

受取

10：30～18：00

木曜日

〇 16:00～20:00 水曜日

備考（店舗からのお知らせ等）

昭和通

備考（店舗からのお知らせ等） http://www.ikcci.jp/toritama_takeout.pdf

25
慎心食堂

企業向けの定期注文・配達受けております（実績あり）。ご相談下さい（メニュー表をお持ち致します）

営業時間

17：00～20：00
×

【ぴあテイクアウトメニュー一部】

鳥の唐揚　432円　黒豚ギョーザ（8コ）432円　他

【お得なセットメニュー】

鶏の唐揚+黒豚ギョーザ+自家製卵焼　1000円

他色々セットメニュー1,000円で用意してあります。
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※掲載内容は変更になっている場合があります。必ず店舗にご確認の上ご注文ください。
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いちき串木野市内の飲食業サービス一覧
（テイクアウト・デリバリー情報）

情報の更新日：2021/9/15

掲載

№
地域 店舗名称

テイク

アウト

デリ

バリー
サービス内容 受付時間 定休日電話・住所　等

電話 0996-29-5515

住所 八房3141-1

電話 0996-33-1911

住所 曙町42

電話 0996-32-3340

住所 曙町115

電話 0996-32-8170

住所 塩屋町119

電話 0996-33-0432

住所 緑町119-1 店舗営業時間 お問い合わせください

〇 ×

30 緑町
和ダイニング

松ちゃん
〇 ×

【オードブル各種】　　　3,300円　　　5,500円　　他

　唐揚げ等、店舗メニューの持ち帰りも可能！

　※オードブルは、前日にTELでご予約が必要です。

　　サービス内容につきましては、お気軽にお問合せ下さい。

すし松 〇 〇

【にぎり各種（１人前）】並　1,100円　　中　1,650円　　上　2,200円

【巻物】巻きずし　770円　　上巻き　1,375円　　エビレタス巻き　880円

【サイドメニュー】　天ぷら・茶碗蒸し・酢の物・刺身など

【そのほか】お弁当　1,100円～　　オードブル　3,300円／5,500円

　　※お弁当とオードブルは要予約です。２～３日前までにご注文ください。

　　※使い捨て容器の場合は別途容器代をいただきます。

　その他のメニューにも対応しますのでお気軽にご相談ください！

12：00～14：00

他時間もお気軽に

御相談下さい

月曜日

御相談ください

28 曙町 ゆのまえ食堂 〇 〇

麺類　500円～　　おかず　200円～

丼物　600円～　　ごはん物　いなり（1ヶ）100円　等

定食　700円～　　※内容はお問い合わせください。

※定食テイクアウト時は、汁物がつきませんが

　メニュー内容に応じて割引致します。

配達時間

11：30～14：00

18：00～20：30

月曜日

27 曙町 ㈲鮨処大助 〇 〇
テイクアウト可能メニュー有

内容はお問い合わせください。
11：30～21：00 水曜日

新洋水産㈲

まぐろの館

２階飲食店メニュー等をテイクアウト可

事前にお問合せください。
10：30～14：30 水曜日26 八房

29 塩屋町
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※掲載内容は変更になっている場合があります。必ず店舗にご確認の上ご注文ください。
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いちき串木野市内の飲食業サービス一覧
（テイクアウト・デリバリー情報）

情報の更新日：2021/9/15

掲載

№
地域 店舗名称

テイク

アウト

デリ

バリー
サービス内容 受付時間 定休日電話・住所　等

電話 0996-32-2512

住所 春日町112

電話 0996-32-6365

住所 春日町180-3

電話 0996-32-1197

住所 旭町72

電話 0996-32-0822

住所 大原町47

電話 0996-36-3591

住所 湊町4-135 湊町
濵田酒造㈱

焼酎とお食事処 伝兵衛
〇 ×

・弁当…

　唐揚げ弁当500円、チキン南蛮弁当500円、ポークヒレカツカレー600円

・ピザ…

　シーフード、照り焼きチキン、チーズ（はちみつ掛け）、グリル野菜、

　明太ポテト、マルゲリータ　ピザ各種　1,100円　サイズ24㎝

・オードブル、お弁当等ご予算に応じてご注文受け賜ります。

　※価格はすべて税込みになります。

受付時間

9：00～15：00

引渡し時間

11：00～17：00

水曜日

11：00～13：00

17：00～20：00
水曜日

33 旭町
酔匠の里

花もん
〇 ×

・焼き鳥（塩・タレ）　120円～

・揚げ物　270円～　　　・おかず　460円～

・ご飯もの　350円～　　・ピザ　660円～

・オードブル　3,300円／5,500円

13：00～21：00 火曜日

㈲朝日屋

やぐら寿司
〇 〇

お持ち帰り対応メニュー有！

　・お寿司各種　・丼　・天ぷら　・唐揚げ

お祝い料理折、法事料理折、各種弁当、オードブル等

随時ご予約受付します。お気軽にお問合せ下さい。

　メニュー詳細は下記リンクからご覧ください。

10：00～19：00 不定休

34 大原町 味乃一心 〇

32 春日町
お好み焼き・鉄板焼き

絆
〇 ×

【お好み焼き】　ミックス　750円　　豚玉　　550円

　　　　　　　　いか玉　　550円　　えび玉　550円

【焼きそば】　ミックス　750円　　豚肉　550円

　　　　　　　いか　　　550円　　えび　550円　他

×
店舗メニューお持ち帰り可能！

詳細はお問い合わせください。

備考（店舗からのお知らせ等）

31 春日町

http://www.ikcci.jp/yagura_takeout.pdf

毎週月曜日

第2・4木曜日
16：30～19：30

7 / 7 ページ

※掲載内容は変更になっている場合があります。必ず店舗にご確認の上ご注文ください。

※掲載の依頼は随時受け付けております。http://www.ikcci.jp/news/2020/post_179.html

http://www.ikcci.jp/yagura_takeout.pdf
http://www.ikcci.jp/yagura_takeout.pdf
http://www.ikcci.jp/yagura_takeout.pdf
http://www.ikcci.jp/yagura_takeout.pdf
http://www.ikcci.jp/yagura_takeout.pdf

