
阿久根市内弁当等デリバリー，テイクアウト対応店舗一覧
(50音順） 更新日　令和３年９月９日

No. 店舗名 住所 連絡先（☎） 定休日 種別 料金 税 対応形態
お弁当 ¥500 込 デリバリー，テイクアウト
オードブル ¥3,000 別 デリバリー，テイクアウト

あくねやバーガー ¥780 別 テイクアウト
チキン南蛮 ¥864 込
鶏のから揚げ ¥702 込
チャーハン ¥648 込

その他店内メニュー 各々

3 ヴァリエ 阿久根市塩鶴町2丁目96 ７３－３８７７ 日曜日・祝日 ※ヴァリエメニューをご覧ください 各々 テイクアウト 注文受付　10：00～17：00

店内メニュー各種
注文受付　16：00まで
受け取り　17：00まで

お弁当 注文受付　10：00まで

5
漁師がやっている
ドライブイン　潮騒

阿久根市脇本10367 ７５－０１９３
金曜日

※都合により定休日以外も休む場合があります
※潮騒メニューをご覧ください 各々 テイクアウト

チキン南蛮弁当 ¥380 込
唐揚弁当 ¥380 込

ギョーザ弁当 ¥380 込
和風ハンバーグ弁当 ¥500 込

オードブル ¥3,000 込
肉野菜炒め ¥580 別

韓流トッポギ炒め ¥580 別
山芋ステーキ ¥580 別
気まぐれｐｉｚｚａ ¥680 別

牛ハラミの10－10焼 ¥880 別
鶏皮ねぎ炒め ¥380 別
だし巻玉子 ¥480 別
麻婆豆腐 ¥580 別

赤鶏の串盛り ¥750 別
ねぎ塩タン ¥680 別

豚肉とキャベツのＸＯ醤蒸し ¥480 別
するめイカのよっぱらい焼き ¥480 別

豆腐の厚揚げ ¥450 別
とんかつ ¥600 別
エビフライ ¥680 別
さつま揚 ¥480 別

鶏ナンコツの唐揚げ ¥380 別
プリプリ海老のタラコタル ¥680 別
チーズスティク春巻き ¥380 別
こぼれポテトフライ ¥380 別
赤鶏チキン南蛮 ¥500 別
鶏の唐揚げ ¥480 別
アジフライ ¥280 別

温玉シーザーサラダ ¥680 別
バンバンジーサラダ ¥680 別
チョレギサラダ ¥580 別
パリパリサラダ ¥480 別

シラスとキャベツのサラダ ¥380 別
カレーライス ¥580 別
カツカレー ¥880 別
チャーハン ¥580 別

キムチチャーハン ¥680 別
スパムおにぎり ¥280 別

明太子スパゲッティー ¥680 別
ナポリタン ¥680 別
ミートソース ¥680 別

テイクアウト
注文受付　20：00まで
受け取り　21：00まで

デリバリー
注文受付　17：00まで

6 麺屋　しげぞう 阿久根市赤瀬川3047 ７２－７０２７ 火曜日

テイクアウト
（時間，場所次第で，デ

リバリーも可。）

16：00以降電話での受付
別途容器代１枚10円

4 ㈱大阪堂（マヨたこ） 阿久根市折口3549-1 ７５－３００８
水曜日

（水曜日が祝日等の場合は木曜日）
※都合により定休日以外も休む場合があります

各々 テイクアウト

2 宴庵 阿久根市港町12 ７２－４６７８ 不定休 テイクアウト

店舗情報 対応メニュー
備考（対応時間等）

1 ㈱あくねや 阿久根市栄町1番地 ７３－４８５０ 年中無休 デリバリーは１０個以上注文の場合のみ



阿久根市内弁当等デリバリー，テイクアウト対応店舗一覧
(50音順） 更新日　令和３年９月９日

No. 店舗名 住所 連絡先（☎） 定休日 種別 料金 税 対応形態
店舗情報 対応メニュー

備考（対応時間等）

7 しんばし食堂 阿久根市西目1003-2 ７２－２１１９ 年中無休 仕出し弁当等 \2,000～ デリバリー 前日の夕方までの注文

寿司１人盛　（和） ¥1,000 込
寿司１人盛　（雅） ¥1,400 込
寿司１人盛　（匠） ¥1,450 込

寿司１人盛　（まぐろ尽くし） ¥1,650 込
寿司１人盛　（上にぎり） ¥1,750 込
寿司１人盛　（特上にぎり） ¥2,450 込

お子さま寿司 ¥900 込

9 太郎寿司 阿久根市琴平町65 ７２－００１１ 不定休 ※太郎寿司メニューをご覧ください 各々 デリバリー，テイクアウト 対応時間　10：30～19：30

10 竹馬の友 阿久根市港町96 ７２－０８８８ 年中無休 仕出し
\1,000～
\4,000

別 デリバリー可 前日までの注文に対応可

11 酒楽房　てら子屋 阿久根市港町29 ７３－４２５９ 日曜日 店内メニュー各種 各々 テイクアウト 18:00以降電話での受付

フライドポテト ¥300 別
塩サバ ¥400 別

ねぎいり玉子焼（一本） ¥400 別
とりからあげ ¥500 別
エビフライ ¥500 別
豚ホルモン ¥500 別
チキン南蛮 ¥500 別
チーズフライ ¥500 別
野菜炒め ¥500 別
お弁当 \500～ 別 注文受付　前日まで

各種うどん・そば 各々
各種丼物，カレーライス 各々

弁当 ￥390～ 込 10：00～13：00
惣菜 ￥100～ 込 16：00～18：30

15 めん処　ふくなが　港町店 阿久根市港町40 ７２－０１３５ 水曜日，日曜日，祝日
うどん，そば，ラーメン等
（店内メニュー各種）

各々 込 テイクアウト
昼11:30～14：00
夜19：30～23：00

16 ほっとわん 阿久根市本町130 ７９－４８００ 不定休
弁当

※ほっとわんメニューをご覧ください
各々 デリバリー，テイクアウト デリバリーは10：00までの連絡で対応可

17 和食処　まきや 阿久根市鶴見町199 ７２－２５７１ 日曜日 ※まきやメニューをご覧ください 各々 別 テイクアウト
注文受付　15：00まで
受け取り　18：00まで

18 萬福飯店 阿久根市脇本6390-1 ７５－１５５３ 月曜日の夜，火曜日 ※萬福飯店メニューをご覧ください 各々 テイクアウト
お昼の営業時間（11時～14時）
でのご注文がおすすめです。

店内メニュー各種
※らぼんじょるねメニューをご覧ください

各々
注文受付　20：30まで
受け取り　21：00まで

お弁当
※らぼんじょるねメニューをご覧ください

各々 注文受付　10：30まで

※情報は，随時追加・更新します。
※対応時間については，変更されている可能性があります。

テイクアウト

14 港の直売所　HARVEST 阿久根市晴海町8-2 ７９－４１２９ 日曜日，祝日 テイクアウト

19
みなとれすとらん
らぼんじょるね

阿久根市波留6113-19 ７３－３１１２ 不定休

注文受付　19：00まで
受け取り　20：00まで

13 麺処はし鶴見店 阿久根市鶴見町193 ７３－０２３９ 1/1～3 テイクアウト 10：30～18：45

12 味亭　にぎわい 阿久根市大丸町3-1 ７３－４４３７ 月曜日 テイクアウト

8 寿司まどか　阿久根店 阿久根市赤瀬川3866 ６４－６２６６ 年中無休 テイクアウト

　　　　　注文受付　11：30～21：00
　　　　　受け取り　21：30まで

（混雑状況によっては，注文受付締切が
早まる可能性があります。）


