
※臨時休業または営業時間短縮，メニュー変更等を行っている場合もあります。
詳細については，各店舗によりお問い合わせください。

指宿市テイクアウト・デリバリーサービス情報

店舗名
テイク
アウト

デリバ
リー

メニュー・価格（税込） 営業時間 定休日 電話・住所・HP等

イタリアン倶楽部
パラディッソ

○

ピザ各種　　　     960円
パスタ各種　　     900円
※別途，箱代，容器代100円が
かかります。

11:30～14:30 木曜日
0993-24-5080

指宿市十二町3523-2

ふぁみり庵はいから亭
指宿店

寿司まどか　指宿店

○

【ふぁみり庵はいから亭】
牛カルビ弁当　     850円
牛さがり弁当　     900円
うなぎ弁当　　   1,380円
大海老天丼　　     870円
カツ丼　　　　     840円
カルビビビンバ弁当 780円
ビビンバ弁当　 　  680円
唐揚げ弁当　　     680円
豚カツ弁当　　     900円
焼肉弁当　　　     850円

【寿司まどか】
和(なごみ)1人盛  1,000円
雅(みやび)1人盛  1,400円
匠(たくみ)1人前  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

【ふぁみり庵はい
から亭】
ランチ営業
11:30～15:00
(ラストオーダー
14:00)

【寿司まどか】
テイクアウトのみ
営業
11:30～18:00

不定休

指宿店
0993-27-0013(ふぁみり庵)
0993-27-0023(寿司まどか)

指宿市十町998

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

○

串盛合せ10本　 1,000円～
とんかつ　　　　   500円
とりの唐あげ　　   500円
たこの唐あげ　　   500円
いかげその唐あげ　 500円
焼そば　　　　　   500円
焼うどん　　　　   500円
とりもものバター焼き   500円
エビフライ　　　   550円
春巻き　　　　　   400円
揚げしゅうまい　   400円
フライドポテト　   300円
※全て容器代込み税抜価格

17:30～24:00
(オーダー
ストップ23:00)

月曜日
0993-22-3002

指宿市湊一丁目４－３

レストラン　とも ○

唐揚　　　　　 　  600円
黒豚とんかつ　 　  800円
焼そば　　　　 　  700円
エビフライ　　   1,100円
チャーハン　　　   500円
牛肉とピーマンの炒め
　　　　　　　　   800円
エビのチリソース   900円
マーボ豆腐　　 　  600円
餃子　　　　　 　  400円
酢豚　　　　　　   800円
かつ丼　　　　 　  600円
天津飯　　　　 　  600円
八宝菜　　　　 　  800円
黒豚とんかつ　　　 800円
あと20品　色々有ります。

[営業時間]
12：00～14：30

[受付時間]
11：00～17：00
(受取時間～18：

00)

日曜日
0993-35-2263

指宿市山川小川1326-1

中国料理　紅龍 ○

ヤキメシ　　　　　600円
中華丼　　　　　　760円
天津丼　　　　　　760円
餃子(黒豚，かつお)
            　  各300円
酢豚　　　　　　　950円
八宝菜　　　　　　950円
温たまらん丼　　　870円
オードブル
（8品5～6名様用）
            　   5000円
                　　　  他
※別途容器代がかかります

11:00～14:00
17:30～21:30

不定休
0993-22-6837

指宿市湯の浜三丁目9-11

【備考】注文をいただいてからお作りしますが，来店のお客様の状況により，お時間が掛かる場合もございますの
で，ご希望のお時間がございましたら，お早めにご連絡ください。

串焼き　ぽん太



※臨時休業または営業時間短縮，メニュー変更等を行っている場合もあります。
詳細については，各店舗によりお問い合わせください。

指宿市テイクアウト・デリバリーサービス情報

店舗名
テイク
アウト

デリバ
リー

メニュー・価格（税込） 営業時間 定休日 電話・住所・HP等

○ ○

みそラーメン　　   700円
醤油ラーメン　　   700円
塩ラーメン　　　   700円
とんこつラーメン   700円
焼豚ラーメン　　   700円
ヤキメシ　　　　   550円
ギョーザ　　　　   400円
おかず各種　　 650円より
※ラーメンは出前のみ
それ以外の商品は
    テイクアウト出来ます

11:00～14:30
17:00～21:00

※配達可能時間は
ご相談ください

木曜日

0993-23-4035

指宿市十町412-4

nidaime-ibusuki.com

やきとりあっちゃん ○

【90円】　とり，レバー，モモのね
ぎま，もものニンニク，シロ，皮の
ねぎま，皮，つくね，砂ズリ，味噌
ホルモン，ししゃも
【100円】　なす味噌，ピーマン，
しいたけ，ししとう，おくら，エリ
ンギ
【120円】　豚バラ，手羽先，タ
ン，ウィンナー，豚ハラミ，ナンコ
ツ，ハツ，豚トロ，ぼんじり，ささ
みワサビ，ささみ梅，ささみネギ味
噌
【150円】　ベーコンアスパラ，
ベーコンおくら，ベーコンチーズ，
ベーコントマト，ベーコンうずら，
えび，ほたて，牛カルビ，牛サイコ
ロ，エノキしそ巻き串，えびしそ巻
き串，ネギバラ
【400円】　イカ下足，唐揚げ，な
んこつ唐揚げ…など
【ピザ】　フレッシュトマトのマル
ゲリータ，明太ポテトピザ，おつま
みガーリックピザ，ミックスピザ，
マヨチャーシューピザ，ツナマヨ
コーンピザ，シーフードピザ（各
1,000円）

17:00～24:00
(受付23:00まで)

木曜日
0993-24-5757

指宿市大牟礼二丁目23-19

○

＜お弁当＞
※ごはん大盛は50円増
からあげ　     　510円
　　 （小サイズ　360円）
チキン南蛮　     510円
     （小サイズ　360円）
チキンカツ　     510円
     （小サイズ　360円）
しょうが焼き　   490円
     （小サイズ　340円）
からあげカレー　 510円
ポテト　　　　　 180円
※その他，おかずのみの
単品もございます。
なるべく早い時間の　　　　御
予約が確実です。
毎朝Facebookに営業時間をご案
内していますので　　ごらんく
ださい。

    [平日]
 11:30～14:30
（土・祝日は御相
談に応じます）

日・祝日

0993-25-5641

指宿市岩本2797-3（指宿商業高
横）

Facebook　「かもめ食堂」で検
索してください。

元祖指宿ラーメン２代目

かもめ食堂

【備考】・スープ，麺が無くなり次第終了します。
　　　　・店内の混み具合で配達出来ない場合があります。

【備考】毎週月曜日はからあげ弁当のみからあげ１個サービスです。



※臨時休業または営業時間短縮，メニュー変更等を行っている場合もあります。
詳細については，各店舗によりお問い合わせください。

指宿市テイクアウト・デリバリーサービス情報

店舗名
テイク
アウト

デリバ
リー

メニュー・価格（税込） 営業時間 定休日 電話・住所・HP等

ラーメンあらた ○

白みそらーめん　　 650円
赤みそらーめん　　 650円
しおらーめん　　　 600円
しょうゆらーめん　 600円
(麺大盛り  プラス 100円)
(麺小盛り マイナス100円)

トッピング増し
・チャーシュー　　 200円
・ネギ　　　　　　 100円
・味付玉子　　　　 100円
・バター　　　　　 100円
・高菜　　　　 　　 50円
・コーン　　　 　　 50円

しおちゃんぽん　　 750円
チャーハン大　　　 650円
チャーハン中　　　 500円
チャーハン小　　　 350円　高
菜チャーハン大　 700円　高菜
チャーハン中　 550円　高菜
チャーハン小　 400円
ギョーザ5個入り     300円
もやしチャーシュー 400円
ネギチャーシュー　 500円

11:00～15:00
18:00～22:00

月曜日
（祝日の場合
は翌営業日）

0993-24-2552

指宿市大牟礼二丁目20-16

めん処 小牧庵 ○

【うどん・そば類】
天うどん、ざるそば、なべ焼う
どん等
　　　　　　　450円～850円
　
【丼類】
 天丼、黒豚かつ丼、うな丼等
　　　　　　750円～1,450円

【一品料理】
天ぷら、おでん、うなぎ等)
550円～2,200円

11:00～14:00
18:00～20:30 月曜日

0993-24-4571

指宿市十町380

○
○

昼のみ

昼（テイクアウト・デリバリー）

長崎ちゃんぽん　   760円
長崎皿うどん　　   760円
ワンタンメン　　   650円
野菜タンメン　　   650円
焼きうどん　　　   650円
ギョーザ　　　　   430円
焼きめし　　　　   540円

夜（テイクアウト）
手羽揚げ（6本）
（甘醤油・ブラックペッパー・花山
椒・特製合せ塩）
　　　　　　　　　    780円
唐揚げ（8個）　   670円
春巻き（2本）　   380円
特製えびちり　　   900円
ぷりえびのふわっとマヨネーズ
　　　　　　　　   900円
八宝菜　　　　　   810円
回鍋肉　　　　　   780円
四川風麻婆豆腐　   810円
その他の夜メニューは，ホーム
ページまたはFaceBookでご覧く
ださい。

     [昼]
 11:00～14:30

     [夜]
 18:00～24:00
(曜日により変更有)

【昼】
不定休

【夜】
木曜日

0993-23-5056

指宿市湯の浜一丁目３－３

https://chuukafuuizakayaharu
2009.business.site/

長崎ちゃんぽん春
・中華風居酒屋春

【備考】FaceBookにもお店のページがあります。「中華風居酒屋春」で検索してください。



※臨時休業または営業時間短縮，メニュー変更等を行っている場合もあります。
詳細については，各店舗によりお問い合わせください。

指宿市テイクアウト・デリバリーサービス情報

店舗名
テイク
アウト

デリバ
リー

メニュー・価格（税込） 営業時間 定休日 電話・住所・HP等

池田湖パラダイス ○ 弁当 500円～ 8:30～17:00 無

0993－26－2211

指宿市池田5269

www3.synapse.ne.jp/ikepara

○

鯛頭の荒焚き　　 1,200円
蟹甲羅 海鮮庵かけ　980円
おこげ海鮮庵かけ　 880円
海老と旬菜の天ぷら盛り
　　　　　　　　 1,300円
ソフトシェル(脱皮蟹)天ぷら

                    1,080円
若鶏の唐揚げ　　　 650円
黒豚一口カツ       850円
黒豚軟骨味噌焼　　 830円
黒豚と茄子の味噌炒め
　　　　　　　　　 650円
茄子田楽　　　　　 480円
青森にんにくまるごと素揚
　　　　　　　　　 600円
黒豚しゃぶサラダ　 800円
出し巻き玉子　　　 550円
玉子焼
(カマンベールチーズ)
　　　　　　　　　 800円
玉子焼(納豆)　　　 500円
玉子焼(キムチ)　　 550円

　【受付時間】
受付/9:00～19:00
持ち帰り/16:00～

日曜日
0993-24-3698

指宿市湊二丁目7-3

○

手作り黒豚ギョーザ 390円
鶏の唐揚げ　　　　 500円
揚げ海老ぎょうざ　 500円
西郷丼　　　　　　 390円
からあげ丼　　　　 390円
チャーシュー丼　　 390円
篤姫丼　　　　　　 390円

※メニューは税抜きです。

　　[平日]
　11:30～14:30
　17:30～19:00

　[土,日,祝日]
　11:30～16:00

火曜日
第3水曜日

0993-22-5338

指宿市大牟礼一丁目1-13

○

＜串盛り合わせ＞
10本　　　　　　　 980円
15本　　　　　　 1,450円
20本　　　　　　 1,900円
単品でも受け付けてます。

からあげ　　　　　 500円
いかの唐揚　　　　 500円
チキン南蛮　　　　 550円
その他の揚げ物あります。

＜ピザ＞
ミックス　　　　　 900円
マヨコーン　　　　 900円
もちめんたい　　　 900円
その他いろいろあります。

※メニューは税抜きです。

18:00～24:00
(受付23:00まで)

月曜日

0993-22-6268

指宿市十町488番地

nantsua2013-10-20.jp

くつろぎ処
なんつぁならん

【備考】店内の混み具合でお時間がかかる場合がございます。

小料理 美庵樹

【備考】鮮魚など日替わりのメニューもございます。注文は前日までに電話でご予約お願いします。

TAKETORA

【備考】ラーメン応相談^-^



※臨時休業または営業時間短縮，メニュー変更等を行っている場合もあります。
詳細については，各店舗によりお問い合わせください。

指宿市テイクアウト・デリバリーサービス情報

店舗名
テイク
アウト

デリバ
リー

メニュー・価格（税込） 営業時間 定休日 電話・住所・HP等

○ ○

日替弁当　　　　　 600円
お子様弁当　　　　 400円
特注お弁当（祝事・法事）
　　　　　  1000～2000円
唐揚弁当　　　　　 450円
アジフライ弁当　　 450円
ミックスフライ弁当 450円
チキン南蛮弁当　　 450円
カキフライ弁当　　 450円
チキンカツ弁当　　 450円
エビフライ弁当　　 450円
焼肉弁当　　　　　 450円
サバ竜田弁当　　　 450円
生姜焼弁当　　　　 450円
サバ味噌弁当　　　 450円
オードブル（3～4人前）
　　　　　　　　  3000円
オードブル（5～6人前）
　　　　　　　　  5000円

11：00～15：00 月曜日
0993-41-9030

指宿市十二町3532-6

casa Vecchio ○

前菜の盛り合わせ(1～2人前)
                  2000円
オードブル（4～6人前）
                  5000円
ピッツァ　　　　　980円～
・マルゲリータ
・マリナーラ
・自家製ソーセージのピッツァ

・クワトロフォルマッジョ
・季節のピッツァ

※全て税抜きです

　　 [昼]
 11:30～14:00

　   [夜]
 18:00～22:30

日曜日

0993-22-5258

指宿市湊一丁目３－５鶴本ビル
１階

○

＜一品料理＞
点心　　　　　　　 400円～
(シュウマイ・エビ餃子・春巻　他)

エビチリ　　  　 1,000円
エビマヨ　　　　 1,200円
豚肉とピーマンの細切り炒め

　　　 　　　　　　　　 800円
酢豚　　　　　　　 800円
マーボー豆腐　　　 700円
五目炒飯　　　　　 700円
※その他一品料理もございます
のでお問い合わせ下さい。

＜オードブル＞
２～３人前　　   3,000円
４～５人前　　　 5,000円

※すべて税抜価格です。

11:00～ 不定休
0993－22－5969

指宿市湊一丁目12－37

赤猫とベル

【備考】配達はAM10:00までにお電話ください。

創菜酒家　ひろ田

【備考】お昼のお受け取りも可能です。前日までにご予約下さい。



※臨時休業または営業時間短縮，メニュー変更等を行っている場合もあります。
詳細については，各店舗によりお問い合わせください。

指宿市テイクアウト・デリバリーサービス情報

店舗名
テイク
アウト

デリバ
リー

メニュー・価格（税込） 営業時間 定休日 電話・住所・HP等

○

　　　　　【昼】
とりの唐揚弁当  　 500円
ミックス弁当(アジフライ・と
り唐３コ)   　　   500円

サーモン丼(イクラのせ)
                   900円
ねぎとろ丼　　     800円

　　　　  【夜】
並にぎり　　　　　 900円
中にぎり(いくらのせ)
　　　　　　　　 1,600円
上にぎり(ウニ入り)
　　　　　　　　 2,400円
＜巻物＞
鉄火細巻     　    540円
かっぱ細巻　　　　 540円
納豆細巻　　　　　 540円
たまご細巻　　　　 540円
うめ細巻　　　 　  540円
ネギトロスペシャル細巻
　  (限定品)　　　 980円
レタス太巻　　　　 540円
海鮮太巻　　　　　 980円
えびレタス巻　　　 900円

とり唐揚げ　　　　 650円
タコ唐揚げ　　　　 650円

　　 [昼]
 11:30～14:00

　 　[夜]
 18:00～22:00

【昼】
水曜日
木曜日

【夜】
水曜日

0993－24－4165

指宿市湯之浜六丁目13－5

〇

串焼き　各種80円～150円
串の盛り合わせ10本
　　　　　　　　1,000円

とりの唐揚げ　　　490円
ささみ梅シソカツ　490円
揚げタコヤキ　　　390円
海老の塩焼き　　　450円
海老のマヨネーズ焼き
　　　　　　　　　450円
山芋のお好み焼き　380円
豚玉もやし　　　　450円

※他のメニューもございますの
でお問い合わせください。
※全て税抜価格になります。

18:00～24:00
(ラストオーダー
22:30)
５/６まで店内休
業

テイウアウトのみ
受付

火曜日

0993-23-3505

指宿市湊三丁目13-1

○

ロコモコ丼弁当　   780円
キーマカレー弁当   780円
ハンバーグカレー弁当
　　　　　　　　　 750円
スープカレー弁当　 600円
レタス巻おにぎり(各種)
　　　　　　　　 200円～
厚焼パンケーキ　　 750円

11:00～17:00 火曜日
0993-23-1234

指宿市山川金生町37-3

居酒屋　縁

【備考】店内の状況により、お時間がかかる場合もございます。

Dining Cafe SHICHIHOU

【備考】　テイクアウトはご希望時間の２時間前にご注文いただけると受け渡しがスムーズです。

にこにこ寿し

【備考】注文を受けてから作るため、事前に電話注文だと待ち時間が短くなります。



※臨時休業または営業時間短縮，メニュー変更等を行っている場合もあります。
詳細については，各店舗によりお問い合わせください。

指宿市テイクアウト・デリバリーサービス情報

店舗名
テイク
アウト

デリバ
リー

メニュー・価格（税込） 営業時間 定休日 電話・住所・HP等

○

炭火焼 コロコロ焼  500円
やきとり14種類 80～120円
おにぎり(２個入り) 200円
鶏のからあげ(チューリップ)
１パック380円
スパイシーチキン　 400円
なんこつの唐揚げ　 400円
フライドポテト　　 400円
オニオンリング　　 400円
アジフライ　　　　 400円
イカフライ　　　　 400円
チーズもち(３個入り)　　300円
おでん(10種類)各80～90円
豚足　　　　　　　 300円
ピザ(３種類)　　　 600円

17：00～24：00
(ラストオーダー
23：00)

※ＧＷ中はテイク
アウトのみ（受付
時間：16:00～
20:00）

水曜日
0993-35-2963

指宿市山川小川1583-3

○

本日の一品弁当(数量限定)
　　　　　　　　1,200円
　　おかずのみ　1,000円
黒豚角煮丼　　　1,000円
唐揚＆ポテト　　1,000円
※その他ご注文承りますので、
ご相談ください。

[受付時間]
[昼]

9:00～11：00
[夜]

15：00～17：00

水曜日
第２木曜日

0993-23-3888

指宿市大牟礼一丁目19-6

○

＜すし＞
並にぎり           1,134円
中にぎり           1,566円
上にぎり           2,106円
特上にぎり         2,754円
巻ずし　          　 702円
＜煮つけ＞
タラの荒焚き　 　　1,566円
＜焼ざかな＞
ブリカマの塩焼き　　 810円
たちうおの塩焼き　　 918円
＜うなぎ＞
うなぎ蒲焼　       2,646円
うなぎ白焼　       2,646円
うな重 　          2,862円
＜天ぷら＞
天ぷら盛合せ　     1,134円

[昼]
 11:30～13:30(ラ
ストオーダー)

[夜]
 17:30～19:00(ラ
ストオーダー)
5/6まで休業

火曜日
0993-22-2614

指宿市湊二丁目1－31

○

[当日オーダー可。１個以上対
応可］
シェフのハンバーグ 880円
合鴨のコンフィ　 1,080円
アメリカンビーフステーキ
　　　　　　　　 1,200円
とり丼弁当         880円
ステーキ弁当     1,260円
お魚カルパッチョ 1,000円
ハーフバゲット＋スープセット

　　　　　　　 　　　　 500円

[２日前の午前中までに要予
約。４個以上対応］
季節の旬弁当
　　　　　　 1段 1,080円
　　　　　　 2段 2,160円
ステーキ丼弁当　 2,040円
ちらし寿司弁当   2,700円
オードブル　　 ・3,500円
　　　　　　　 ・5,000円
※オードブルは１個以上可。

［昼］
12:00～13:45

（LO）
［夜］

18:30～20:30
（LO）

［受付時間］
［昼］

10:00まで
［夜］

18:00まで

不定休
0993-22-5828

指宿市湯の浜一丁目7-13

焼鳥　はらぐち

【備考】　時間変更する場合があります。

和＆フレンチレストラン
サリュー

【備考】　あらかじめお電話いただくとお待たせしません。

味彩　むさし

【備考】　店内営業は５月６日まで休業。その後も当面の間，営業は22時までです。

さつま味



※臨時休業または営業時間短縮，メニュー変更等を行っている場合もあります。
詳細については，各店舗によりお問い合わせください。

指宿市テイクアウト・デリバリーサービス情報

店舗名
テイク
アウト

デリバ
リー

メニュー・価格（税込） 営業時間 定休日 電話・住所・HP等

集り処　酒楽舎 ○

[主なメニュー]
串10種盛り合わせ　 1,200円
とり唐揚げ　　　　　 550円
チヂミ　　　　　　　 600円
ブリカマ塩焼　　　　 600円
揚げタコ焼　　　　　 500円
ハムカツ　　　　　　 500円
ポテト　　　　　　　 400円
チーズスティック　　 550円
ポテトチーズ焼　　　 550円
なすみそ炒め　　　　 650円

18:00～24:00 不定休
0993-24-2244

指宿市大牟礼一丁目3-15

○

[主なメニュー]
魚料理　　 700円(税別)～
肉料理　　 600円(税別)～
ご飯物　　 400円(税別)～

17:30～24:00 日曜日
0993-22-1072

指宿市湯の浜一丁目7-10

安上利 ○
[主なメニュー]
串焼各種～　　　　 100円～
とりからあげ　　　 420円

[営業時間]
18:00～23:00
   (LO22:00)

[受付時間]
15:00～22:00

月曜日
0993-22-4178

指宿市湯の浜一丁目7-6

居酒屋　ひろみち ○

[主なメニュー]
串焼き盛り合わせ(10本)
　　　　　　　　 1,296円
肉巻きおにぎり(１本)
　　　　　　　　　 324円

[営業時間]
18:00～24:00
[受付時間]

14:00～受付可

日曜日
0993-24-5515

指宿市湯の浜五丁目15-6

ふぁみりー居酒屋タカ ○

[串焼き]
各種　　　　108円～190円
おまかせ５本盛り 　540円
おまかせ11本盛り 1,080円
おまかせ22本盛り 2,160円
[逸品]
野菜炒め　         510円
だし巻卵　　       510円
だし巻卵(明太マヨ) 570円
[揚げ物]
海老フリッター     730円
フライドポテト　   430円
唐揚げ各種　430円～640円
なす肉挟み   　　　480円
チーズとじゃが芋のカリカリ揚
げ　　  　　　　 510円
チキンチーズ大葉巻き
　　　　　　　　　 620円
チキン竜田揚げ　　 620円
海老カツマヨ　  　 640円
[ピザ]
もちもちミックスピザ
                   750円
シーフードピザ　　 910円
海鮮チジミ　　　　 640円
[ご飯]豚バラ巻きライス
                   410円
豚バラ巻きライスチーズのせ
510円
焼きめし　　　　　 640円
＜オードブル＞４～5人分
　　　　　　　　　2,500円

[受付時間]
17:00～19:00

不定休
0993-24-5880

指宿市大牟礼二丁目35-21

季彩　けんきち

【備考】　お店の商品は，基本的にすべてテイクアウト可能。詳細については，電話にてご連絡ください。



※臨時休業または営業時間短縮，メニュー変更等を行っている場合もあります。
詳細については，各店舗によりお問い合わせください。

指宿市テイクアウト・デリバリーサービス情報

店舗名
テイク
アウト

デリバ
リー

メニュー・価格（税込） 営業時間 定休日 電話・住所・HP等

○
△

(応相
談)

[主なメニュー]
日替わり弁当　　　 550円
Paddleの晩御飯(おかず５種・
２～３人前)　1,350円
オードブル　　 3,000円～

[営業時間]
[昼]

11:00～14:00
現在休業中

[夜]
18:00～24:00
[受付時間]

[昼]
8:00～10:00

[夜]
8:00～16:00

日曜日
0993-24-4175

指宿市湊一丁目6-3

○
△

(要相
談)

カツオのたたきセット 秘伝の
タレ付(2～3人前)※真空パック
包装　　　　　　2,000円
※定食類(おかずのみ)も対応可
能です。

11：00～14：00
17：00～19：00

上記以外の時間に
ついては，お気軽
にご相談くださ

い。

不定休
0993-34-0214

指宿市成川7350

味処　喜作 ○

[主なメニュー]
オードブル
　　　 　2,500円～3,000円
弁当 　　　　　　 1,000円

[受付時間]
[昼]

9:00～
[夜]

11:00～

火曜日
0993-22-6179

指宿市湊二丁目1-41

炭火焼き鳥居酒屋　だん
だん

○

[主なメニュー]
串盛り10本　　　　1,290円
からあげ５コ　　　　630円
山芋鉄板　　　　　　710円

18:00～
24:00[LO23:30]

日曜日
0993-24-4030

指宿市西方1735-1

瑠風 ○

[主なメニュー]
お寿司　　　　　 1,000円～
丼もの　　　　　　 850円～
お弁当　　　　　　 700円～

昼11:00～14:30
      (LO14:00)
夜18:00～23:00
      (LO22:30)

[受付時間]
10:30～19:00

当面の間休み
なし

0993-22-3003

指宿市湊一丁目3-22

○

[主なメニュー]
黒豚ひれかつ丼　　　900円
指宿産うなぎ・うな重
　　　　　　　　　2,860円

[受付時間]
[昼]

10:00～11:30
[夜]

12:00～

水曜日
0993-22-3356

指宿市湊一丁目2-11

びすとろ　風見鶏 ○

若鶏からあげ丼　　　　　500円
カキフライ丼　　　　　　500円
豚丼　　　　　　　　　　500円
ピリ辛豚丼　　　　　　　500円
豚の軟骨丼　　　　　　　500円
唐揚げカレー丼　　　　　500円

［受付時間］
[昼]

9:00～11:00
[夜]

14:00～18:00

0993-22-4247

指宿市十町6-5

信州庵 ○

[主なメニュー]
おつまみセットA　　2,300円
おつまみセットB　　1,300円
天丼　　　　　　　　 710円
温たまらん丼　　　　 980円

[受付時間]
[昼]

10:00まで
[夜]

14:00まで

0993-22-3883

指宿市西方4393-1

○ ○

黒さつま鶏　唐揚弁当　700円
黒さつま鶏　南蛮弁当　700円
ハンバーグ弁当　　　　700円
黒さつま鶏　チキンカツ弁当
　　　　　　　　　　　700円
豚の生姜焼き弁当　　　700円
トンカツ弁当　　　　　700円
黒さつま鶏のチキンカツカレー
700円
[前日までのご予約のみ]
おまかせ弁当　　　　1,000円
松花堂弁当　　　　　1,500円
オードブル　　　　　2,000円

9:00～18:00
※当日の注文は

10:00まで

0993-23-0810

指宿市東方9227-6

【備考】　ご予算に応じて各種盛合せ承っております。お気軽にお問合せください。

割烹　味彩

黒豚郷土料理　青葉

【備考】　定休日以外でも，休養の場合があります。

居酒屋
PADDLE

【備考】　デリバリー応相談。週末以外は予約貸切営業中。

くりや食堂旅館

【備考】　持ち帰り１品に，ミニポテトのおまけ付き。



※臨時休業または営業時間短縮，メニュー変更等を行っている場合もあります。
詳細については，各店舗によりお問い合わせください。

指宿市テイクアウト・デリバリーサービス情報

店舗名
テイク
アウト

デリバ
リー

メニュー・価格（税込） 営業時間 定休日 電話・住所・HP等

御食事処　一心 ○

黒さつま鶏の半身揚げ
※出来上がるまで、少々お時間を要し

ます。　　　　　 　 1,570円
炭火焼き　　　　　　 650円
唐揚げ　　　　　　　 650円
とり天　　　　　　　 650円
手羽ピリ辛揚げ　　　 500円

[平日]
17:30～21:00

[土日祝]
12:00～14:00
17:30～21:00

0993-24-1126

指宿市東方9236-7

○

炭火焼肉日替わりやみつき丼
　　　　　　　　   1,380円
焼肉屋さんの焼肉ビビンバ丼
　　　　　　　　　 1,080円
炭火焼肉炙り豚バラ丼
　　　　　　　　　 　980円
炭火焼肉炙り牛タン弁当
　　　　　　　　　 1,280円
焼肉屋さんの牛ハラミ弁当
　　　　　　　　 　1,280円
黒毛和牛焼肉弁当
　　　　　　　　　 1,580円

※すべてわかめスープ付き

[受付時間]
10:00～18:00

[受取時間]
11:00～14:00
17:00～19:00

日曜日
（５月３日）

0993-25-4589

指宿市西方417

和み処　なづな ○

炭火焼鳥５本盛り合せ
　　　　　　　　　　540円
炭火焼鳥10本盛り合わせ
　　　　　　　　　1,080円
鶏の唐揚げ　　　　　540円

17:30～24:00
(LO23:00)

[受付時間]
15:00～注文承り

ます。

日曜日
090-3199-4054

指宿市湊一丁目5-13

〇

若鶏の唐揚げ　　　　600円
手羽ギョーザ　　　　500円
手羽明太ギョーザ　　500円
チキン南蛮　　　　　800円
黒豚ヒレカツ　　　　800円
ミルフィーユカツ　　800円
生タコの唐揚げ　　　800円
カレー　　　　　　　500円
ヒレカツカレー　　　800円
ピザ各種　　　　　　800円～
ホットサンド　　　　600円
チーズホットサンド　700円
からあげ弁当　　　　463円
チキン南蛮弁当　　　463円
オードブル(中)　　2,000円
オードブル(大)　　3,000円
※別途 消費税8％かかります

18:00～21：00 日曜日
0993-24-1535

指宿市十町2409-5

〇

米ナスのチーズ田楽　500円
海老とアボガドのモッツァレラ
チーズ焼き　　　　950円
鶏の唐揚げ　　　　　650円
焼きおにぎり　　　　400円
大人海老マヨわさび　700円
オードブル(４～６人前)
　　　　　　　　　3,500円～
ファミリーセット
(オードブル・手鞠寿司：４～
６人前）
　　　　　　　　　6,000円～

黒豚しゃぶしゃぶ肉・鍋だし
セット(２人前)　　3,000円
黒豚スペアリブ
　　 　小700円・大1,200円
黒毛和牛すじコク旨煮込み
　　　　　　　　　　850円

※すべて税抜き価格です。

[受付時間]
11：00～

不定休

0993-26-4880

指宿市大牟礼一丁目1-2　1F

【備考】　ホームページは，「ぐるなび」ホームページから「たばた」で検索ください。

旬感　Sai

【備考】オードブル・弁当は前日予約。ご注文は，事前に電話予約お願いします。

焼肉　ほりのうち

【備考】　４/29～５/６まで期間限定でテイクアウトを実施します。ご注文は電話予約のみとなります。

食彩空間　たばた



※臨時休業または営業時間短縮，メニュー変更等を行っている場合もあります。
詳細については，各店舗によりお問い合わせください。

指宿市テイクアウト・デリバリーサービス情報

店舗名
テイク
アウト

デリバ
リー

メニュー・価格（税込） 営業時間 定休日 電話・住所・HP等

〇
△

(備考)

＜主なメニュー＞
黒豚餃子弁当　　　　500円
から揚げ弁当　　　　500円
手作りスープカレー（ライス
付）　　　　　　　　400円～

18：00～23：00 火曜日

0993-23-8200

指宿市湯の浜五丁目22-8

〇

STAY HOMEプレート(４～５名
分）温製料理，冷製料理
                  5,800円
ホテル特製お弁当（２名分）
                  3,200円
クラブハウスサンド＆カツサン
ド　　　　      1,200円
エビマカロニグラタン
　　　　　　　　　  900円
ハンバーグ（デミグラスソー
ス）ライス付き    1,000円
ロコモコ丼　　　　  900円
天婦羅盛り合せ（２名盛）
                  1,700円
いわさきWagyuすき焼き丼
150g　　　　　　　  950円
いわさきWagyuの牛カツ160g
    　　　　　　  1,600円
うな玉丼　　  　　1,200円

[受付時間]
＜前日予約＞
11：00～19：00
＜当日予約＞
11：00～14：00

[受渡時間]
＜前日予約分＞
11：00～14：00
16：30～19：00
＜当日予約分＞
16：30～19：00

0993-22-2131（代表）

指宿市十二町3805-1

〇
△

(備考)

松花堂弁当　　　　3,000円～
オードブルセット(5名盛～)
　　　　　　　　　5,000円～
黒豚しゃぶしゃぶセット(３～
４名盛)　　　　　 6,000円～
パーティーセット(3～4名盛)
　　　　　　 　　10,000円～

9：00～18：00 不休
0993-23-5552

指宿市東方5000番地

指宿いわさきホテル

【備考】　HP→https://ibusuki.iwasakihotels.com

すなくじら

【備考】　配達は令和２年５月末日までの予定で，5,000円以上のご注文で指宿市内のみ，平日限定（12時～16
時）に限ります。

指宿ベイヒルズ

【備考】　２日前までの予約制です。個数によっては配達も承ります。まずは予算も含めてお問合せ下さい。


