
11/7日〜1/16日
令和３年 令和４年

グルメ券
使用期間

指宿市役所 商工水産課 商工運輸係
0993-22-2111（内線・312）

お問い合わせ先

和み処 なづな 指宿市湊一丁目5-13

14：00～22：00
日

 090-3199-4054

予約受付時間
定休日

その日おすすめの焼鳥の盛合せです。※焼鳥の内容は日によって変わります。

焼鳥10本盛り 国産鶏もも唐揚げ たっぷりタルタル
チキン南蛮¥ 1,100 ¥ 500 ¥ 700

自家焙煎いぶすき珈琲 豆屋十六 指宿市十二町 2830-2

11:00～18:00
毎週月･火･水

 23-8160

予約受付時間
定休日

市内唯一の珈琲豆専門店のおすすめ商品

ホットコーヒー
（ドリンク）

コーヒー豆（100ｇ） ドリップバッグ
（５個入り）¥ 350 ¥ 440～ ¥ 500

レストラン 地熱の里 指宿市山川福元 3292

（月･水･木）11:00～15:00　（金･土･日）11:00～15:00／17:00～21:00
火

 35-3434

予約受付時間
定休日

天ぷら盛り　海老２尾･ 野菜４種 ･魚１枚

鳥の唐揚げ カツ丼 天ぷら盛り
¥ 500 ¥ 750 ¥ 800

味彩 むさし 指宿市大牟礼 1-19-6

メールでも予約可。Ibusuki.musashi@gmail.com

12:00～14:00／18:00～23:00
水・第二木曜日

 23-3888

予約受付時間
定休日

醤油、鰹だしベースでじっくりと煮込んだ黒豚角煮は当店おすすめの一品です。黒豚スペアリブもガーリックのきいた柔
らかく焼き上げた一品です。

黒豚スペアリブ
ステーキ

黒豚角煮（2ケ入り） 鯛アラ煮
¥ 1,500 ¥ 1,500 ¥ 1,000

ケーキハウス アンデルセン 指宿市十町 888-1

公式 Instagram、LINE でのご予約受付ます。

8:30～19:30
月

 22-4505

予約受付時間
定休日

誕生日や結婚記念日etc お祝いケーキにアソートのデコレーションはいかがですか？季節ごとに旬のフルーツを使った
ケーキを取り揃えてお待ちしております。

アラカルトデコレーション
（５号サイズ）

焼菓子詰め合わせ
（10コ入り）

シャインマスカットとピオーネの
ショートケーキ¥ 3,200 ¥ 2,000～ ¥ 450

いぶすき秀水園 指宿市湯の浜５丁目27-27

注文数 5 個以上から３日前までの事前予約必要　受け渡し場所 : 指宿秀水園フロントにて

11:00～15:00
不定休

 23-4141

予約受付時間
定休日

一の段（焼八寸･煮物）二の段（替鉢 ･酢の物･食事 ･デザート）三の段（御家喜物）

旬彩弁当二段 旬彩弁当祝い重三段
¥ 3,900 ¥ 6,000

ほろ酔い 指宿市湊 1丁目9-26

ホームページにメニューがあります。

17:00～23:30
日

 22-3814

予約受付時間
定休日

おでんは、牛スジ、あげ、じゃがいも、黒いも、竹の子、シイタケ、コンニャク、うずら卵、ちくわの 9 種類

おでん一本 若鶏からあげ 砂ずり刺身
¥ 108 ¥ 590 ¥ 540

レストラン とも 指宿市山川小川1326-1

予約は15:00まで、受け取りは17:00まででお願いします。

12:00～20:00
日

 35-2263

予約受付時間
定休日

県産の黒豚と県産の鳥を使用しています。

黒豚のロースカツと
鳥の唐揚セット

鳥のみそ炒めと
焼きそばセット

海老のチリソースと
卵の炒めセット¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000

TAKETORA 指宿市大牟礼 1-1-13

テイクアウトは事前にお電話もらえるとスムーズに対応できます。店内が混雑時、お断りする可能性もあります。

（平日・土）11：30～14：30／17：30～19：00　（日祝日）11：30～15：30
火･第三水曜日

 22-5338

予約受付時間
定休日

大盛り+100 円　全て電子レンジ対応

ラーメン各種 おかず物各種 ご飯物各種
¥ 580 ¥ 580 ¥ 580

びすとろ 風見鶏 指宿市十町 6-5

お昼の受付 11：00まで　夜の受付 13：30まで（受け取りは17：00～18：00）
日･祝　不定休

 22-4247

予約受付時間
定休日

やわらか唐揚げと辛口カレーの盛合せです。

唐揚げカレー 豚しょうが焼丼 たらこパスタ
¥ 600 ¥ 600 ¥ 600

くつろぎ処 のん気 指宿市湊 1-7-22

19:00～26:00
日

 22-2348

予約受付時間
定休日

煮込みハンバーグ ･目玉焼き･ 唐揚げ ･ 鮭の塩焼き･ウィンナー･煮しめ･ハム巻 ･ポテトサラダ ･ 春雨の酢の物･だし
巻き･玉子焼き･きんぴらごぼう･ご飯　※仕入れ状況により、中身が変わる場合があります。

特製幕の内弁当 ホットサンド 幕の内弁当
¥ 1,000 ¥ 500 ¥ 500

炭火焼き鳥居酒屋 だんだん 指宿市西方1735-1

18:00～24:00
日･不定休

 24-4030

予約受付時間
定休日

当店の串は1本 1本手刺しをしており、炭火で丁寧に焼いております。

串盛り10本 チキン南蛮（大） 若鶏の炭火焼き
¥ 1,290 ¥ 580 ¥ 590

小料理 美庵樹 指宿市湊 2-7-3

前日予約でお願いします。

前日の22：00まで
日

 24-3698

予約受付時間
定休日

いくらは冷凍販売です。

いくら醤油漬け
（100ｇ）

鯛頭の荒焚き おこげ海鮮庵かけ
¥ 1,300 ¥ 1,200 ¥ 880

食事処 一心 指宿市東方 9236-7

11:30～14:00／17:30～21:00
不定休

 24-1184

予約受付時間
定休日

台湾人シェフが作る2 ～ 3 人盛の本格中華。種類も豊富でおすすめです。

中華オードブル
（前日まで要予約）

黒さつま鶏　半身揚 黒さつま鶏　唐揚げ
¥ 3,000 ¥ 1,570 ¥ 650

ふぁみり庵はいから亭 寿司まどか指宿店 指宿市十町 998

11：30～19：00
不定休

 27-0013

予約受付時間
定休日

旬のお寿司のネタを、お一人様盛からご家族用まで、多彩にご準備いたします。

上にぎり（一人盛） 雅（一人盛） スペシャル盛
¥ 1,750 ¥ 1,400 ¥ 7,200

和 & フレンチレストラン サリュー 指宿市湯の浜 1-7-13

その他お弁当類、テイクアウトあります。QR コードよりＨＰをご参照ください。

12:00～14:45／18:30～22:00
不定休

 22-5828

予約受付時間
定休日

①②は、二日前の午前中までに要予約。③は12 月15日までに申し込み（12 月31日お渡し）

①オードブル大人タイプ ②パーティセット ③サリューのおせち
　（３段）¥ 5,000 ¥ 12,000 ¥ 24,750

お豆富 Sweets emifull 指宿市山川成川1187-6

10:00～17:00
日･祝　

 26-4610

予約受付時間
定休日

お豆富ドーナツ各種 マフィンＳＥＴ 豆乳プリン
 ￥ 80～￥ 140 ¥ 500 ¥ 250

ハートヒール 指宿市大牟礼 2-20-15

前日予約でお願いします。

11:30～14:30／18:00～24:00
不定休

 23-2222

予約受付時間
定休日

ミックスピザ チキン南蛮 ナポリタン
¥ 900 ¥ 700 ¥ 800

ベカライ リョウ 指宿市西方1675（プラッセだいわ店内）

9:30～18:00
不定休

 22-3155

予約受付時間
定休日

カツサンドのみのプレミアムなオードブル。お肉好きなファミリーに人気です。

サンドイッチオードブル　
小サイズ

オリジナルオードブル　
小サイズ

カツサンドオードブル
¥ 1,600 ¥ 1,800 ¥ 2,700

ラーメン 二代目 指宿市十町 412-4

揚げ物のメニューは、夜営業限定です。

11:00～14:30／17:00～20:30
木

 23-4035

予約受付時間
定休日

昭和５０年創業以来、大人気の「焼きめし」です。どんなおかずにも相性ピッタリです。

焼きめし ギョーザ 海鮮春巻
¥ 520 ¥ 360 ¥ 400

 信州庵 指宿市西方 4393-1

この他に当店自慢のメニューがいろいろございます。当店ホームページをご覧ください。

9：00～15：00／17：00～19：00
元旦のみ

 22-3883

予約受付時間
定休日

いかげそ、焼鳥、枝豆のおつまみセット。お家時間をともにお楽しみ下さい。

手打ちそば（冷･温） 温たまらん丼 おつまみセットＢ
¥ 470 ¥ 980 ¥ 1,300

福ちゃん食堂 指宿市山川小川 3328

Instagram　fukuchanshokudoまたは FAX、090-9497-5766 でも受付できます。

10：00～19：30
月･日　休日応相談

 34-2526

予約受付時間
定休日

①肉、魚、野菜を中心に夕食に最適　②夕食にもおつまみにも満足できる量です　③がっつりお肉を食べたい晩御飯

夕食用オードブル パーティオードブル 肉ざんまい弁当
¥ 2,160 ¥ 3,240 ¥ 1,080

マリンポリス 指宿店 指宿市西方1955-4

11:00～21:00
無休

 22-6311

予約受付時間
定休日

おすすめネタ11種握りです。その他お好み握りも受け付けています。

海都（１人前） 極み（１人前） 上にぎり（５人前）
¥ 1,080 ¥ 1,296 ¥ 5,400

中国料理 紅龍 指宿市湯の浜 3-9-11

11:00～13:45／17:30～20:00
不定休

 22-6837

予約受付時間
定休日

オードブル内容 : 酢豚、豚肉とピーマンの細切り炒め、春巻、エビチリ、シュウマイ、小エビの天ぷら、手羽先の唐揚げ、
鶏の香揚げ特製ソースがけ

オードブル ギョーザ（黒豚･カツオ） 天津丼
¥ 5,000 ¥ 310 ¥ 810

マサラマスター 指宿市十町 911-3

辛さが大甘口･甘口･普通 ･辛口･大から･ 激辛の６段階あります。辛さを決められてからご注文ください。

11:00～15:00／17:00～22:00
不定休

 26-4992

予約受付時間
定休日

トマトとカシューナッツベースのカレー。炭火焼チキンが入っており、お店人気№ 1のカレーです。

チキンカレーセット バターチキンカレー
ナンセット

シーフードミックス
カレーナンセット¥ 1,050 ¥ 1,200 ¥ 1,150

ランチと雑貨のお店 花 指宿市西方 426

9:00～18:00　（水･木･金のみ）15:00～18:00
日

 25-4819 　080-1774-8456

予約受付時間
定休日

手作りソースにエビ ･イカ･しじみ ･ベーコン他 6 種類の野菜が入ったチーズたっぷりの具沢山のミックスピザです。

ミックスピザ25㎝ ミックスピザ20㎝ クルミ･ハチミツピザ
21㎝¥ 1,500 ¥ 1,000 ¥ 1,000

El Sol 87 指宿市大牟礼 2-17-15

必ず事前予約が必要です（当日10 時まで）　LINE　ID：＠193ijyaq　

（平日）10:00～18:00　（土･日）8:00～16:00
月･火

 070-2646-7376

予約受付時間
定休日

① “ピレ ”とはクロアチア語でチキン。鹿児島の甘辛い醤油で味付けし、レンコンと長ねぎとの相性ばっちりです！
②ベーコン、レタス、トマトサンド。野菜たっぷり！分厚いベーコン！食べ応えある定番サンドです。

①ピレサンド ②BLTサンド ③タコライス
¥ 870 ¥ 870 ¥ 730

はなれの台所 凛 指宿市十町 1839-1

前日までの予約をお願いします。

11:30～13:30／18:30～21:00
水

 23-5750

予約受付時間
定休日

当店人気№ 1のステーキ重弁当。たれの旨さがうなぎの味を引き立てるうな重弁当。内容豊かな彩り弁当（内容は日によっ
て変わります）

ステーキ重弁当 うな重弁当 彩り弁当
（２名様より）¥ 1,100 ¥ 1,300 ¥ 1,380

やきとり あっちゃん 指宿市大牟礼２丁目23-19

17:00～24:00
木

 24-5757

予約受付時間
定休日

手のばし生地にチーズ ･トマト･バジルをのせて焼いています。サイズ約 30㎝。ピザは全部で９種類ございます。

マルゲリータ 串盛り10本 鶏の唐揚
¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 400

たいやき 絲や 指宿市大牟礼２丁目22-1

当日受け取りたい方は，早めにご連絡いただだけるとスムーズに対応できます。

10:00～18:00
不定休

 22-0338

予約受付時間
定休日

たいやきは，くろ・白・クルミ・週替わりメニュー（安納芋・くり・チョコ・カスタード）があります。
手作りアイスキャンディーは８種類からお選びいただけます。

たいやき アイスキャンディー
¥ 173 ¥ 108

【申込期間】
令和３年令和３年1010月月1515日日金金  ~~2525日日月月

【申込方法】
郵送又は申込場所に直接持参又は市ホームページ申込フォームから応募
＜郵送先＞指宿市役所指宿庁舎（商工水産課）　〒 891-0497 指宿市十町 2424 番地
＜申込場所＞指宿市役所指宿庁舎（商工水産課）　山川・開聞庁舎（地域振興課）

10/25月
必着

　「グルメ券購入引換券申込書」お申し込み期間・方法

　ご注意（必ずお読みください）
① テイクアウト商品専用のグルメ券です。店内での飲食，宿泊代には使用できません。
② 「グルメ券」の購入には必ず「引換券」が必要です。まずは「引換券」を申込みください。
③ 購入希望セット数が必ず当選するとは限りません。
　（例）購入希望セット数が２セットで、１セットのみ当選する場合もあります。
④登録店舗のみの使用になります。※登録店舗は変更になる場合がございます。

　購入までの流れ

※希望者多数の場合抽選になりますので予めご了承ください。

　購入対象者
指宿市在住の方：１世帯２セットまで　市外在住で指宿市勤務の方：１世帯１セットまで

① 「グルメ券購入引換券申込書」に必要事項を記入し，郵送または直接持参して応募する。
② 後日届いた「引換券」を持参し，指宿市役所指宿庁舎（11/7 のみ）又は指宿商工会議所，

菜の花商工会にて「グルメ券」と代金を揃えて引き換える（現金のみ）。
③グルメ券使用期間に各店舗にて，テイクアウト商品購入時に利用する。

　「引換券」抽選日・発送期間
抽選結果・引換券は 11 月1 日（月）以降に順次封書にて発送いたします。
※詳しい引換え方法等は抽選結果発送時に同封します。

なんと！！

33,,000000円円で販売で販売
500円券×10枚 1冊のグルメ券

5,000円

　「グルメ券」引き換え期間・引き換え場所

指宿市役所指宿庁舎 指宿商工会議所
菜の花商工会山川本所・開聞支所

令和3 年11 月7 日（日）
9：00 ～15：00

令和３年11 月８日（月）～30 日（火）
9：00 ～16：00 ※土日祝除く

チラシに掲載しているメニューは、各店舗の「おすすめ
メニュー」です。グルメ券は、おすすめメニュー以外の
テイクアウト（お持ち帰り）商品にもご使用いただけます。

※同一世帯での複数応募は無効とさせていただきます。
※ 「引換券」「グルメ券」の紛失・破損等による再発行はいかなる場合でも致しませんので

予めご了承ください。
※ 各券には引換期間・使用期間がございます。期間が過ぎたものは全て無効となりますの

でお気をつけください。
※「グルメ券」の購入後に，返金等の対応はできません。
※「グルメ券」にお釣りはでません。

いぶすき
ibusuki takeout gourmet coupon

テイクアウト専
用

を
販売します！

8：30 ～ 17：00 
※土日祝除く

限定
4,000

セット

グルメ券使用期
間

令和３年11月7
日（日）～令和４

年1月16日（日
）

発行／指宿市役
所

№000000

￥500￥500いぶすき
ibusuki takeout gourmet coupon

テイクアウト

テイクア
ウト商

品全品
対象

見 本見 本



旅館 白波荘 指宿市湯の浜 2-1-27

毎週月曜日のみの限定販売になります！完全予約制になります。前日までに予約をお願いします。

12：00～18：00
不定休

 22-3024

予約受付時間
定休日

シーフードたっぷりグリーンカレー風

花一輪 指宿市湯の浜 1-7-8

事前予約をお願いします。

11：00～20：00
不定休

 090-8394-9389

予約受付時間
定休日

お渡しする際はご飯とルーは別包装になります。じっくり煮込んだルーをぜひ一度お召し上がりください。

ビーフカレー カツカレー 牛タンシチュー

グリーンカレー風
セット ¥ 1,000

カレールーのみ
¥ 500

¥ 600¥ 400 ¥ 600

指宿市役所
指宿庁舎

（11/7日のみ）

指宿商工
会議所

菜の花商工会
山川本所

菜の花商工会
開聞支所

１セット ２セット

購入希望
場所

購入希望
セット数

（フリガナ）

大正 ・ 昭和 ・ 平成 年　　　　月　　　　日

氏　名

生年月日

居住地
住　所

〒 －

送付先
住　所

連絡先

〒 －

○をしてください。

○をしてください。

１世帯最大２セットまで

※ご記入された個人情報等は引換券申込にのみ使用し、お客様の同意なくしては第三者に提供いたしません。
※同一世帯での複数応募は無効とさせていただきます。
※ 抽選結果・引換券は令和３年11月1日以降に順次封書にて発送致します。

※いつでも連絡がとれる電話番号をご記入ください。

指宿市内在住の方用

指宿市役所
指宿庁舎

（11/7日のみ）

指宿商工
会議所

菜の花商工会
山川本所

菜の花商工会
開聞支所

１セット

購入希望
場所

購入希望
セット数

（フリガナ）

大正 ・ 昭和 ・ 平成 年　　　　月　　　　日

氏　名

生年月日

勤務先
住　所

〒 －

居住地
住　所

連絡先

〒 －

○をしてください。

※ご記入された個人情報等は引換券申込にのみ使用し、お客様の同意なくしては第三者に提供いたしません。
※同一世帯での複数応募は無効とさせていただきます。
※ 抽選結果・引換券は令和３年11月1日以降に順次封書にて発送致します。

※いつでも連絡がとれる電話番号をご記入ください。

※抽選結果・引換券は勤務先に送付します。

勤務先名

市外在住で指宿市内の事業所等に勤務している方用

中国料理 紅楽 指宿市湊３丁目1-8

他のメニューのテイクアウトも承りますのでご予約の際にお問い合わせください。

11:30～15:00／17:30～21:00
月

 22-2702

予約受付時間
定休日

人気メニューの中華丼とやきめしです。写真の揚やきそばはパリパリの揚げ麺に野菜たっぷりのあんをかけてお召し上が
りください。お好みでお酢をかけて食べるのもお勧めです。

揚やきそば 中華丼 やきめし
¥ 800 ¥ 700 ¥ 700

くつろぎ処 なんつぁならん 指宿市十町 488

18:00～23:00
月

 22-6268

予約受付時間
定休日

ハンバーグやからあげ、ポテトなどお子様から大人まで楽しめる内容となっております。（オードブルは前日までの予約と
なります。仕入れにより写真とは内容が異なることがあります。）

オードブル　3000 オードブル　5000 カレーピザ
¥ 3,240 ¥ 5,400 ¥ 1,000

指宿 シーサイドホテル 指宿市十町 1912

FAX での予約可能。通常３日前までの要予約。　12/30 ～1/5 は極の和三段のみ　※12/23までの要予約

11:30～13:00／16:00～18:00
不定休

 23-3111

予約受付時間
定休日

匠の和二段 極の和三段
¥ 3,240 ¥ 5,400

長寿庵 指宿店 指宿市十二町 2167-1

9:00～15:00／17:00～19:00
不定休

 22-5272

予約受付時間
定休日

ごはんが天丼で、おかずがさつまあげ ･煮物･デザートなど種類豊富に入っています。

ひょうたん弁当 鍋焼きうどん 黒豚かつ丼
¥ 1,300 ¥ 700 ¥ 930

すし和 指宿市西方 2159-8

オードブル等、他のテイクアウトメニューもございます。事前予約をお願いします。

11:30～14:00／17:00～21:00
不定休

 25-4271

予約受付時間
定休日

握り７巻（マグロ、カンパチ、エビ、鰻、イカ、タコ、玉子）、細巻３巻
※仕入れ状況により、ネタが変わる場合があります。

並握り 中握り 上握り
¥ 1,199 ¥ 1,545 ¥ 1,977

やきとりの 原口 指宿市山川小川1583-3

17：00～22：30
水

 35-2963

予約受付時間
定休日

炭火コロコロ焼き
¥ 500

創菜酒家 ひろ田 指宿市湊 1-12-37

※15:00までの受け取り希望の場合は、前日のご予約注文とさせて頂きます。その他一品メニューも承ります。

11：00～21：00（受取時間は11：00～18：00）
不定休

 22-5969

予約受付時間
定休日

オードブル（2 ～ 3 人前）7 品
エビチリ･油淋鶏 ･牛肉のカキソース･肉団子の甘酢 ･ 春巻 ･ 焼売･マーボー豆腐）

オードブル
（2～3人前）

大エビのチリソース 五目炊飯
¥ 5,400 ¥ 1,296 ¥ 756

指宿 いわさきホテル 指宿市十二町 3755

受付 11:00～19:00　（前日）19時までのご注文 11:00～14:00/17:30～20:00
　　　　　　　　　　（当日）14時までのご注文 17:30～20:00　受け渡し
不定休

 22-2131

予約受付時間

定休日

自社牧場で育てた和牛をたっぷりと使用しました。さっぱりとしたダシで炊いたうま味たっぷりの牛肉とダシの染みたごは
んでお箸が進むこと間違いなしです。ぜひお楽しみください。

塩麹グリルチキン
サラダ

いわさきwagyuビーフコロッケ
＆鶏の唐揚げ

いわさきwagyu
すき焼き丼¥ 900 ¥ 1,200 ¥ 1,000

すなくじら 指宿市湯の浜 5-22-8

前日までのご予約限定です。Instagram のDM でも受付可能です。Instagram：sunakujira31

18:00～23:00
火

 080-3557-8200

予約受付時間
定休日

日替わりおまかせ特製オードブルです

スパイスカレー ネギマヨ餃子 オードブル
¥ 600 ¥ 600 ¥ 3,000

黒豚郷土料理 青葉 指宿市湊一丁目2-11

事前のご予約をお願いいたします。

10:30～14:00／17:00～19:00
水

 22-3356

予約受付時間
定休日

① 7 種のスパイスと和風だしで押し上げた黒豚スペアリブ入りスープカレー
②黒豚を 200ｇ使いハーブを練りこんだハンバーグ　③山川町山中水産の温泉ウナギを使用

①黒豚スペアリブ
スープカレー

②手作り黒豚
ハンバーグ弁当

③いぶすき産うな丼
¥ 980 ¥ 820 ¥ 1,580

天手古舞 山川店 指宿市山川小川1582-3

事前予約をお願いします。

10：00～22：00
月・土・日・祝

 23-1603

予約受付時間
定休日

唐揚げ えび竜田揚げ チキン南蛮
¥ 750¥ 550 ¥ 750

お宿 やまびこ 指宿市十二町 4325-1

予約受付はホームページかお電話でお願いします。　www.oh-yeah-do.info

12:00～18:00
水

 27-1630

予約受付時間
定休日

日替わり弁当 日替わり弁当
¥ 700 ¥ 800

居酒屋 悠 指宿市湯の浜 5 丁目17-15

Instagram　you.1301　DM からご予約いただけます。　他のメニューもご覧ください。

18:00～21:00
水

 090-8228-6013

予約受付時間
定休日

角煮丼 鶏の唐揚げ
¥ 1,000 ¥ 700

居酒屋 縁 指宿市湊 3 丁目13-1

12：00～20：00
火

 23-3505

予約受付時間
定休日

串の盛合せ（10本） ミックスピザ シュアクリスプ
¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 300

味処 喜作 指宿市湊 2 丁目1-41

午前中までの注文で当日お渡し可。これ以外にもご相談に応じます。お子様のご要望も承ります。（卵焼き･ 唐揚げ等）

11:00～14:00／17:30～21:30
火

 22-6179

予約受付時間
定休日

①一番人気の看板メニュー　②海老 4 尾とボリューム満点　③リピーター続出。臭みゼロ。たっぷり自家製ダレ付き。

①お造り盛合せ ②天ぷら盛合せ ③鰹のたたき
¥ 1,650 ¥ 1,100 ¥ 1,100

旬感 Sai 指宿市大牟礼 1-1-2

その他テイクアウトメニューはお問い合わせください。事前予約のほうがスムーズにお渡しできます。

12：00～18：00
日

 26-4880

予約受付時間
定休日

米ナスのチーズ田楽 海老とアボカドの
モッツァレラチーズ焼き

鶏の唐揚げ
¥ 550 ¥ 1,000 ¥ 550

SEA WALK 指宿市湯の浜 5-6-10

インスタグラム　0102.sea.walk

11:00～17:00
木

 26-4747

予約受付時間
定休日

当店人気のチキン南蛮弁当です。二段のBOX 弁当になっており、下がごはんになっています。副菜はその日によって変
わります。

チキン南蛮BOX からあげBOX ホットサンド
（厚切りベーコンと卵のサンド）¥ 680 ¥ 650 ¥ 650

めん処 小牧庵 指宿市十町 380

３日前までの予約をお願いしす。

（水・金・土･日）11:00～14:00／17:30～20:00　（火･木）11:00～14:00
月

 24-4571

予約受付時間
定休日

厳選された食材や当店自慢の特製出汁を使った寄せ鍋をぜひご家庭でご堪能ください。

お蕎麦屋さんの寄せ鍋
（4人前）

鍋焼きうどん類 天丼
¥ 7,800 ¥ 900～ ¥ 800

ふぁみりー居酒屋 タカ 指宿市大牟礼 3 丁目35-21

FAX でのご注文も受け付けております。お持ち帰りメニューは店内に準備しております。

18:00～24:00
不定休

 24-5880

予約受付時間
定休日

女将おおすすめ！オードブル + 串盛り8 本セット　オードブルの盛合せにおまかせ串 8 本付きでこのお値段。大満足間
違いなし（1日限定 5 セット）

串盛り11本（おまかせ） もちもちミックスピザ 串盛り8本+オードブルセット
（4～5人前）¥ 1,100 ¥ 800 ¥ 3,000

さつま味 指宿市湊 2 丁目1-31

10：30～13：00／17：30～19：30
火

 22-2614

予約受付時間
定休日

天ぷら盛り折詰め 若鶏から揚げ折詰め 巻ずし折詰め
¥ 1,134 ¥ 810 ¥ 702

ピザショップ ミスター･ジェームス 指宿市湊四丁目9-14

電話での予約も受け付けております。

11:00～20:00
不定休

 22-5930

予約受付時間
定休日

当店の生ハムレタスピザはピザと生ハムレタスとが別になり、ピザの上にのせて食べても別 で々も美味です。

ミックスピザ カレー･ミートピザ 生ハムレタスピザ
¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,500

瑠風 指宿市湊一丁目3-22

当日の混雑状況等でお時間がかかる場合もございます。ご予約頂けますと助かります。

当日予約 11:00～16:30ごろまで／前日予約 11:00～21:00ごろまで
木（振替あり）

 22-3003

予約受付時間
定休日

寿司盛合せ 海鮮丼 特選うなぎ弁当
¥ 1,000 ¥ 1,000 ¥ 1,000

春 指宿市湯の浜一丁目3-3

引き取りが 18:00 以降より、注文・受付は 20:00まで。

18:00～24:00
木

 23-5056

予約受付時間
定休日

手羽揚げ　本数は 6 本、味付けが、甘醤油、BP、花山椒、特製合せ塩

四川風麻婆豆腐 豚肉と木耳の玉子炒め 手羽揚げ
¥ 810 ¥ 760 ¥ 780

くり屋食堂旅館 指宿市成川7350

14:00 ～17:30 は準備時間の為受取不可

12:00～19:30
不定休

 34-0214

予約受付時間
定休日

写真はカンパチのカマ塩焼き

カンパチのカマ塩焼き
（単品）

ステーキ丼
（味噌汁付き）

くり屋の唐揚げ
（単品）¥ 1,200 ¥ 980 ¥ 680

ものがたりカフェ COCO 指宿市山川岡児ヶ水1475-1

10:00～18:00
不定休

 080-7491-7754

予約受付時間
定休日

バーガーセット スパゲティ スコーンセット
¥ 850 ¥ 850 ¥ 1,000

麺屋二郎 本店 指宿市西方1934-4

事前予約の方がスムーズにお渡しできます

11:30～15:00／18:00~22:00
不定休

 24-5742

予約受付時間
定休日

あげにんにくと秘伝のチャーシューのタレを加えた深みある一杯

あっさり豚骨ラーメン かさね味 辛かさね
¥ 750 ¥ 800 ¥ 800

集り処 酒楽舎 指宿市大牟礼 1-3-15

18:00～24:00
不定休

 24-2244

予約受付時間
定休日

串10 種盛の内容は日により異なります。

串10種盛 鳥の唐揚げ スパイシーポテト
¥ 1,200 ¥ 550 ¥ 480

赤猫とベル 指宿市十二町 3532-6

LINEでのメール予約でも可。午前中の予約は10時までのご予約で11時以降受取り可。15時までのご予約で16時から18時までの受取り可。

11:00～18:00
月

 41-9030

予約受付時間
定休日

①②③ともおかずは日替わりになります。

①赤ねこ日替わり弁当 ②ランチBOX ③おにぎり弁当
¥ 600 ¥ 380 ¥ 350

グルメ券購入引換券申込書
購入引換券申込フォームからでも応募できます。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
※希望者多数の場合、抽選になりますので予めご了承ください。
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