
障害者就労施設等の提供物品・サービス一覧表　（弁当・テイクアウト・デリバリーなど）令和３年４月１日更新

地域 種別 商品説明 特徴・ＰＲなど 参考単価 納品方法・配達 支払方法等

事業所名 就労支援センターみらいず ・お弁当、お惣菜、オードブルのテイクアウト 日替わり弁当　参考価格 540円（税込） 店頭販売・テイクアウトのみ 現金

法人名 特定非営利活動法人ともいき ・お弁当、オードブルの配達 日替わり創作どんぶり　参考価格 540円（税込） 配達は事前予約 ＱＲコード決済

住所 鹿児島市山下町12-25-101 ・その他 日替わりカレー　盛り量による

営業時間 11:30～17:00 オードブル　ご予算に応じて

E-mail tomoiki@outlook.com お惣菜　お一人平均500円程度

ホームページ
https://kagoshimaken-ikuseikai.jp
/office/miraizu/ 上記以外の価格商品あり

TEL 099-201-4404

担当者 山下　俊介

事業所名 レストランピースフルガーデン ・弁当 日替弁当　500円 現金

法人名 （社福）正和会 ・テイクアウト 唐揚げ弁当500円 電子マネー(PayPayのみ利用可)

住所 鴨池新町1-7　1階 ・デリバリー チキン南蛮弁当520円

営業時間 11：30～15：30 オードブル　3,000円～

E-mail rpg@po2.synapse.ne.jp

ホームページ
www5.synapse.ne.jp/nagomi/
index.html

TEL 099-254-9305

担当者 有村

事業所名 ちゃぶや咖喱堂 ・弁当 菜食（ヴィーガン）カツの無化調スパイスカレー：972円 店頭販売・テイクアウト 現金

法人名 ひふみよ株式会社 ・テイクアウト ハラール唐揚げの無化調スパイスカレー：864円 アプリから事前予約制可 クレジットカード

住所 鹿児島市荒田2丁目53番13号 第一川路ビル1Ｆ かわなべ牛メンチカツの無化調スパイスカレー：918円

営業時間 11:30～19:00 お子様カレー弁当（無化調）：648円

E-mail chabuya_curry@hifumiyo.co.jp ちゃぶや咖喱堂のスープカレー（ヴィーガン）：1058円

ホームページ https://picks.fun/shop/747 ちゃぶや咖喱堂ハラール無添加唐揚げのスープカレー：1188円

TEL 099-230-0172 ちゃぶや咖喱堂ハラール無添加唐揚げのスープカレー：1188円

担当者 白澤 ちゃぶや咖喱堂かわなべ牛メンチカツのスープカレー：1296円

事業所名 お惣菜しのび ・弁当 日替わり弁当　500円 現金のみ

法人名 株式会社エルアクト ・テイクアウト からあげ弁当　500円

住所 鹿児島市紫原４丁目４－２ ・デリバリー 会議弁当　800円

営業時間 8：00～17：00 会議弁当スペシャル　1000円

E-mail shinobi@kaze-to-hikari.jp オードブル　3000円

ホームページ https://l-act.jp/ オードブル　5000円

TEL 099-297-6014

担当者

事業所名 就労支援センターたんぽぽ ・弁当 日替わり弁当　500円 テイクアウトと 現金のみ

法人名 （社福）たんぽぽ会 ・テイクアウト デリバリーは事前予約制

住所 星ヶ峯4丁目2-6 ・デリバリー （前日17時まで）

営業時間 9:30～15:30

E-mail yume@cap.bbiq.jp
ホームページ

TEL 099-265-1267
担当者 藤田

QR決済対応（Alipay・WeChat
Pay・d払い・PayPay・LINE
Pay・au PAY）

電子マネー対応（交通系電子マ
ネー・iD・QUICPay）
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・甘口/中辛/辛口が選べる無化調
スパイスカレー&スープカレー！
トッピングにはヴィーガンカツやハ
ラール唐揚げ、かわなべ牛メンチカ
ツも。
・アラカルトには、無添加からあげ
バスケットやもちもち食感が自慢の
寝かし玄米・ちゃぶや謹製カツなど
選べるメニューも盛りだくさん！
・4種類のクラフトビールのテイク
アウトもできます（運転者へはご提
供できません）。
・環境の事をしっかりと考え、ペー
パーベースの弁当箱と木製スプー
ン、袋には環境にやさしいものを使
用しています。

騎射場にある無化調の和風スパイ
スカレー専門店です。ベースカ
レーはヴィーガン対応（五葷抜き
もあり）で、トッピングに特製
ヴィーガンカツやハラール唐揚
げ、かわなべ牛のメンチカツなど
を選べます。キッズメニューあ
り。
【Picksアプリにてテイクアウト
の事前ご予約・決済可能！並ばず
に指定時間に商品を受け取れま
す。お受け取りは19:00まで対
応！】

中
央
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星ヶ峯や山田、皇徳寺への日替わり
弁当の宅配を行っています。
12時以降の配達は対応できません
のでご了承ください。
テイクアウトとデリバリーについて
は前日の17時までにご連絡くださ
い。

・たんぽぽ弁当は鹿児島市の「体
にやさしいかごしまメニューのお
店」の登録店でもあり、栄養士の
資格を持つ職員が、ご利用者と一
緒に献立を考えお弁当を作成して
います。
栄養バランスが良く、塩分控えめ
でヘルシーなお弁当です。

谷
山

事業所情報
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・日替わり弁当、から揚げ弁当など
各種お弁当、店内の飲食メニューも
テイクアウトできます。

・限定の日替わり弁当は野菜も
しっかりとれるバランスの良いお
弁当で当店一番人気の商品です。
・特製のタレで味付けしたから揚
げ、チキン南蛮もおすすめです。
・法人内の自家菜園で作ったスー
パーフード「モリンガ」を使用し
たメニューもございます。
・Facebook　「レストランピース
フルガーデン」で最新情報掲載中
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・通常は店内でバイキング形式の量
り売りお惣菜のテイクアウト販売を
しています。（現在コロナウイルス
対応でパック詰め販売中）
・お弁当やオードブルを事前予約で
ご注文を受け付けています。

・日々メニューを更新し毎日食べ
ても飽きがこないように手作りで
おいしいお惣菜を用意していま
す。
・インスタグラムで情報発信中。
下記ＱＲコードをスキャンしてく
ださい。中

央

中
央

・近隣へのデリバリーも可能
ですのでお電話にてご相談く
ださい。
・お電話でのご予約がお待た
せずに商品のご提供ができま
すのでご予約お待ちしており
ます。
・オードブル等は3日前までの
ご予約でお作りできます。
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日替わり弁当等を毎日２００食販売
しております。依頼に応じてオード
ブル（和洋折衷）もお作りいたしま
す。
どちらもデリバリーいたします。

手作りにこだわり、安心、健康に
おしく食べられるお弁当にこだ
わっております。見た目も華やか
できっと満足していただけると思
います。

ホームページに掲載されている弁
当以外も、ご要望に応じてお作り
いたします。

http://kaze-to-
hikari.jp/shinobi/index.html
に詳しい情報は掲載中

注文によるテイクアウト、デ
リバリーを市内一円、行って
おります。デリバリーをご希
望の場合は注文時にお伝えく
ださい。
注文は３日前、デリバリーは
2500円以上で承ります。中

央



障害者就労施設等の提供物品・サービス一覧表　（弁当・テイクアウト・デリバリーなど）令和３年４月１日更新

地域 種別 商品説明 特徴・ＰＲなど 参考単価 納品方法・配達 支払方法等事業所情報

事業所名 ビレイ松ヶ尾 ・パン 100円～ 要相談下さい 現金のみ

法人名 社会福祉法人　慶生会

住所 鹿児島市下福元町1732番地

営業時間 8:30～１７：３０

E-mail keiseikai@tulip.ocn.ne.jp
ホームページ https://www.keiseikai-kagoshima.jp

TEL 099-263-3588

担当者 村田

店名 Cafe NODOKA ・テイクアウト ロコモコDON　980円 店舗受取 現金のみ

法人名 (社保）落穂会　旭福祉センター 旭福祉センター自慢のナポリタン　880円 クレジットカード

住所 鹿児島市岡之原町953-1 ソーセージたっぷりペペロンチーノ　880円

営業時間
平日11:00 ～ 15:00
土日祝10:00 ～ 18:30

ナシゴレン　880円

E-mail asahicnt@hyper.ocn.ne.jp ガパオライス　880円

ホームページ
https://www.asahi-center.com/
?pg=page&pageid=1072

のどかオリジナル焼肉DON　890円

TEL 099-213-9078  黒カレーライス　700円

担当者 うどん　500円
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様々な種類をご用意しております
が、現在コロナウィルス対策を行っ
ておりますので、ご要望のさいは事
前にお問い合わせください。

谷
山

電子マネー対応（交通系電子マ
ネー・iD・QUICPay）

QR決済対応（Alipay・WeChat
Pay・d払い・PayPay・LINE
Pay・au PAY）
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・洋食中心のランチメニュー ・旭福祉センターで栽培した新鮮
野菜を使用したメニューです。
・旭福祉センターホームページに
て、メニュー紹介をしています。
また、Facebook、Instagramにて、
随時情報を更新しています。

吉
野


