
山鹿市テイクアウトできる店舗一覧
5 月 1 日現在

山鹿市でテイクアウトができるお店をまとめました。
お休みや営業時間、提供メニューの確認、混雑などを避けるため、事前に電話で確認していただくことをお勧めします。

山鹿市テイクアウトできる店舗一覧

　地域　  店  舗  名　　　　住　 所　　   電話番号    配達　 配達エリア  配達条件  　　　 対応メニュー※一部抜粋

市内飲食店を応援しよう！
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！
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山鹿　平家　   　　　　熊入町846-11　 43-7738      ○　　 市内全域       要相談   　 弁当

山鹿　坂本や　　　　　新町1201　　　 43-2433　   ×       　                                  焼き鳥
山鹿　肉や郎             　宗方通 604-1      43-3235      ○　                        要相談    　焼肉セット
山鹿　やきにくなか園　山鹿538-3         44-6620      ×                                            ハンバーグ弁当ほか

山鹿　グルメ倶楽部   　山鹿 1466       　 44-7999      ○ 　  旧山鹿市内  　                日替弁当 ほか
山鹿　横手仕出し      　山鹿 1466       　 43-2206      ○　                        要相談       幕内弁当

山鹿　千歳や 　            古閑 1281       　44-0008      ×                                            牛玉まぜ麺
山鹿　どさん子 　         中央通 201      　44-5005      ×　                                         チーズかつほか（要予約）
山鹿　山鹿ラーメンくにほ   山鹿 1628        　41-4005　  ○　   旧山鹿市内                   　 ラーメン、一品料理ほか

☆この店舗一覧は、４月24日に電話帳へ掲載されている店舗に聞き取りを行い作成した情報です。

　

山鹿　味処与し吉      　山鹿 396-7　   　43-0777      ○        市内全域                       弁当、鉢盛

山鹿　ラーメン来来　   志々岐 1083-2 　44-7837　   ○　                        要相談    　チャーハン、焼きそば
山鹿　入屋　                中央通 201　      43-6029　   ×                                            麺・だしセット
山鹿　手打ちそばたか木  大橋通 601       　36-9348      ×　                                        麺・だしセット　

山鹿　お好み焼きあたりや  古閑 1321           44-0101       ×　　　　　　　　　　　　　  お好み焼き・焼きそばほか　                                          
山鹿　お好み焼き須磨   南島 873-1          43-3776      ×                                           お好み焼き・焼きそばほか

山鹿　縁Ｃafe             平山 5348-4        43-7101      ×                        ピザほか
山鹿　タオ珈琲          山鹿 1465            44-8558      ×                                         コーヒー・青森アップルパイほか

山鹿　喜久家中町店　　山鹿1672-1　　 44-4743       〇       市内全域　　　　　　     日替弁当、寿司ほか
山鹿　割烹亀寿し          昭和町 313-1      43-3803      〇   　 市内全域　 　　        手巻き寿司セット、寿司盛合せほか

山鹿　華北飯店          山鹿１ 1F             43-2853      〇  徒歩圏内のみ               日替ランチ弁当、麺類ほか
山鹿　中華料理 花櫚     中央通 404          44-1218       △      　　　　　　要相談     麻婆カツ丼、油淋鶏弁当ほか
山鹿　味の家飯店         山鹿 1025            43-2238      〇                             定食ほか

山鹿　喜槍鮨　　　　   中央通 1101        43-7866      ×                                           寿司、鉢盛ほか要相談 
山鹿　久吾寿司          山鹿 49-3            44-1966       〇      旧山鹿市内        　　 寿司、鉢盛、うな重弁当ほか
山鹿　むら本　　         山鹿 396-14        44-8181      × 寿司、鉢盛ほか

山鹿　高専ダゴ山鹿店　中央通404　　　44-1782 　　×   　　　　  お好み焼き・焼きそばほか

山鹿　火の国ゆるり庵　山鹿1619-1 　　43-2346　   〇   旧山鹿市内　　要相談   スーパイコ丼・麻婆豆腐丼ほか
山鹿　ひろ瀬 　　　山鹿1 1F  　　　43-1854 　　×   　　　　  巻き寿司・いなり・焼きそば・焼うどん
山鹿　焼肉ウルフ　　　山鹿1682-2 　　43-4600 　　×　    上カルビ＆ハラミ弁当・塩タン弁当
山鹿　酒の穴 　　　昭和町608　　　43-6163       〇    3km圏内     弁当・オードブルほか
山鹿　パスタの店ポポロ  鹿校通 1-2-6       44-4835       〇      1km圏内               パスタ全般
山鹿　ビストロ シェ・ル・コパン  古閑 683-1         44-5605       ×　　      　 　　　　           　前菜盛合せ、チキンBento ほか

山鹿　ビストロ蛮          中 1030-1         44-8144       ×                                           弁当、オードブルほか
山鹿　山や　　　　　   山鹿 1019-6　　 41-5322      ×                                           オードブル、もつ鍋（前日予約のみ）　

山鹿　月の家　　　　　平山93-1　　　  43-3232      ×　　　　　　　　　　　　　　麺・だしセット

山鹿　キッチンありき　山鹿1016　　  080-2731-1192     △　　　要相談                　      弁当ほか　

山鹿　ENYA 　　　山鹿1630-1        43-0320     〇   山鹿市内全域   2,000 円以上注文     マルゲリータほか



　

山鹿市テイクアウトできる店舗一覧山鹿市テイクアウトできる店舗一覧市内飲食店を応援しよう！

山鹿　ピッツェリア・ダ・ツルバラ 山鹿 1495           43-8920       ×                   マルゲリータほか

山鹿　葵炉ばた焼　      泉町 1858　　　  43-5833      ×                   焼き鳥、豚足ほか　要相談 

山鹿　お食事処あら木   熊入町 254－5     44-2015      〇     　 要相談     鶏から揚げ、焼き鳥ほか

山鹿　レストランカフェ・カザミドリ  熊入町 218－1     41-6113      ×                   タコライスほか　
山鹿　やまがや          古閑 1073-1        43-2151      〇   山鹿市内全域  2,000円以上注文    海鮮丼ほか

山鹿　酔心 　　　中央通301          44-6297      ×                     幕ノ内弁当 (5個以上～ )

山鹿　わらしべ　　      中 1028 　        43-1578      〇      10 分圏内要相談                   おかず

鹿北　あいわらんど      四丁 1638-1 　    32-2127      ○　　   要相談　　　　　　　　弁当 (前日午前中まで予約 )　
鹿北　おあしす　         四丁 1421-1 　    32-3922 　  ×                                         　サンドイッチほか（要予約）
鹿北　琥珀の刻            四丁 1638-1        32-2210       ×  　　 　　　　　コーヒー・ピザ
鹿北　寿しのわたなべ   岩野 5285           32-2139 　　△　　　　　　　　　　　　　　要相談

菊鹿　原口商店          上内田 994－2     48-9449       〇   10 分圏内要相談                    弁当
鹿北　山におまかせ      多久 1377-3        32-2526      △                   弁当（要相談）               

菊鹿　たいせい食堂　   下内田 563-2　　48-3681　　〇     菊鹿町内要相談                 揚げ物・炒め物ほか

山鹿　信長本陣　　　   泉町 1856　　 　 43-1300   　×　  　　　　　　　　　　　　 串盛り合わせ
山鹿　やきとり熊さん方保田店  方保田 3472        44-8910      ×　  　　　　　　　　　　　　 焼き鳥

山鹿　葡萄亭　　　　　昭和町201 　　　44-1210   　×                                            ピザ、ステーキほか
山鹿　ビストロネージュ 杉 320-1              41-5219     ○　   10 分圏内要相談   配達料 500円  　おつまみプレートほか                  　　
山鹿　松　　　　　　   山鹿 1708-3 　 　44-3260  　×　　　　　　　　　 　　　　　焼き鳥
山鹿　蔵BUZEN 　　 山鹿 1716-1      　33-4308  　×                             　　　　   弁当ほか

鹿本　平原仕出し    　  来民 1701　        46-2129   　○    　鹿本町内　　　　　　　   要予約　弁当、鉢盛
鹿本　TAMAYAN（たまやん） 御宇田 692-2       41-7788      ×                                             ステーキ弁当・お好み焼きほか
鹿本　新寿し           下高橋 70            46-3168      △　　　要相談                   　    寿司、鉢盛
鹿本　イタリ屋・リストランテ・da・KUNI  中富 68-2             46-5835      ×                   マルゲリータほか

＜テイクアウトの情報＞

　○ 山鹿市にぎわい創出協議会において、ホームページ「おうちで店ごはん（仮称）」を作成中（５月上旬公開予定）です。

　　　※掲載をご希望の店舗様は、山鹿商工会議所 ☎43-4111 までお問い合わせください。

山鹿　sagrada食堂　山鹿1 1F 　  　    41-9416  　○　  車で 10～15分圏内                      洋風幕の内弁当、丼、パスタ、オードブルほか
山鹿   一二三食堂          山鹿 1793-5         41-8733     ×              　                           日替弁当、ローストビーフ弁当ほか　
山鹿   福本商店            山鹿 1851-3         41-6174     △　　　要相談　　　　　　　    餃子、麻婆豆腐ほか　
山鹿　凛と　　　         昭和町 201　  　   41-9898     ×                              日替弁当ほか　

山鹿   バル＆ダイニング蔦  泉町 803-1        080-3983-2200     〇       要相談      配達料 500円   弁当ほか (5個以上～ )　
山鹿   和食亭　栄太郎   山鹿 317            43-8080      ×　　　　　　　　　　　　　　日替弁当ほか　
山鹿　岡崎鮮魚　　　　山鹿44               43-2036       ×　　　　　　                         サババーガー、刺身　

おうちで山鹿めし

発行：山鹿市にぎわい創出協議会

5 月 1 日現在

山鹿　彩座　　　         山鹿 1699 　 　   43-8880      △　  提携駐車場まで 　　　　　　 馬重ほか　　　                               　
山鹿　ラララカフェ      山鹿 1807-1　　090-8403-1382     ×　　　　　　　　　　　　　　欧風カレー、ピザほか                　

山鹿　アン・クレール　鹿校通2-2-11 2F      43-7700      ×                                            ビーフカレー、ハンバーグほか

※提携駐車場に駐車されたお車の中でお召し
上がりいただくスタイルになります。

山鹿　居酒屋KAZU  　山鹿 1857-10      43-0002      ×　　　　　　                         揚げ物、焼物ほか　

　地域　  店  舗  名　　　　住　 所　　   電話番号    配達　 配達エリア   配達条件  　　　 対応メニュー※一部抜粋

   ○「おうちで山鹿めし」　運営主体：蔵 BUZEN 　
　　　※掲載をご希望の店舗様は、蔵 BUZEN 深牧様までお問い合わせください。

こちらのサイトからも情報が確認できます。

山鹿　焼肉にく道楽（熊野精肉店）  山鹿 417-3　       44-2984      ×　　　　　　                         おうち焼肉用、お肉単品、盛合わせほか　
山鹿　鴻月楼  　　　　 方保田 3471-2　080-3120-1316     ×　　　　　　                         弁当（酢豚、油淋鶏、麻婆豆腐、エビチリ）ほか　


