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63円切手を
貼ってください 8 9 8 0 0 0 1

郵 便 は が き

鹿児島県枕崎市松之尾町 番地

水産センター 2階
枕崎ぶえん鰹スタンプラリー
　　　　　　　　実行委員会　行

ぶ
え ん

22枕崎駅前観光案内所
78-3500☎

東本町200　所

なし休

営 8:30～17：15

レンタルサイクル
　　　2h 500円～
コインロッカー・売店

23 枕崎市文化資料センター南溟館
72-9998☎

山手町175所

月曜（祝日の場合翌日）
12/28～1/4

休

営 9：00～17：00
　　　 （入館16：30)

枕崎市の美術館とし
て、郷土ゆかりの作家
の作品を収蔵する他、
様々な企画展を開催し
ています。

24枕崎市漁協購買部
72-2112☎

松之尾町64　所

不定休休

営 7：30～16：00

25お茶の厚石園 港店
73-1566☎

松之尾町34-2　所

火曜日休

営 10：00～17：00 26 南薩地域地場産業振興センター
72-3133☎

松之尾町37-1　所

なし休

営 8：00～18：00 27枕崎お魚センター（直営店）
73-2311☎

松之尾町33-1　所

なし
（臨時休館あり）

休

営 9：00～17：00

28枕崎市かつお公社

72-7021☎

立神本町347　所

 1/1休

営 8：30~17：30
工場見学
8：30～16：30
  （平日のみ・一部休憩有り） 

29まるた屋 お魚センター店
72-1382☎

松之尾町33-1
お魚センター1F

所

なし（臨時休業あり）休

営 9：00～17：00 30 薩摩酒造 花渡川蒸溜所 明治蔵
72-7515☎

立神本町26所

12/31・1/1休

営 9：00～16：00

31 枕崎おだし本舗かつ市 
72-2232☎

東本町74-1所

土日祝休

営 10：00～16：00 32 松野下蒲鉾（長吉屋）
72-2328☎

桜山本町598所

日曜日休

営 8：00～17：30 33くわはら農園＋(plus)
090-2397-5885☎

大塚中町181所

火・水・木休

営 11:00～17:00

植物・雑貨カフェでクレ
ミアソフト・苺氷が人気
です。
素泊まりでお得なゲスト
ハウスやコインランド
リーも隣接しています。

飲食店飲食店

観光ス ポ ッ ト ＆お 土 産 店観 光 ス ポ ッ ト ＆お 土 産 店観 光 ス ポ ッ ト ＆お 土 産 店観 光 ス ポ ッ ト ＆お 土 産 店

＆おすすめ料理＆おすすめ料理

安全でおいしいお茶を
お届けするため、農薬
を一切使わず育ててい
ます。

1

ぶえん鰹丼 1,000円ぶえん鰹丼 1,000円

魚処 なにわ

72-0481☎

千代田町7-1所

不定休休

営 12：00～14：00
18：00～21：00
　　　　  （LO 20：00） 

枕崎自慢のぶえん鰹をふんだ
んに使用した丼です。

2

まくどん（枕崎丼）1,320円まくどん（枕崎丼）1,320円

味処 一福

72-3347☎

東本町8所

月曜日（予約状況によって変動あり）休

営 11：00～15：00
　　　　  （LO 14：30）
17：00～21：00
　　　　    （LO 20：00） 

枕崎港直送鮮魚、鹿籠豚、枕崎牛
枕崎のおいしいものいっぱい‼

3

MIXピザ＆オリジナルブレンドコーヒー
800円・400円

MIXピザ＆オリジナルブレンドコーヒー
800円・400円

Caf'e  THE OLD MAN

72-0213☎

港町1所

不定休休

営 10：00～14：00　　　　  
16：00～23：00
　　　　   

チーズたっぷりあつあつのピ
ザをオリジナルブレンドの珈
琲とご一緒にどうぞ！

4

枕崎鰹船人めし鰹三昧セット1,600円枕崎鰹船人めし鰹三昧セット1,600円

だいとく 

市外
局番0993 電話番号☎ 所在地所

営業時間（LO：ラストオーダー）営

定休日休

折口町17所

不定休休

営 11：00～15：00
　　　　  （LO 14：30）
18：00～21：00
　　　　    （LO 20：00） 

枕崎の名物料理、鰹料理・鹿籠豚料理・
かつおラーメンを一度に楽しめます!

6

枕崎三昧コース 3,850円枕崎三昧コース 3,850円

すし匠 五条

72-8089☎

岩戸町509所

月曜日休

営 18：00～22：00
　　　　    （LO 20：30） 

　　　　 

生カツオ・鹿籠豚（黒豚）料理
アラカルト。枕崎の美味をご
賞味下さい‼

※昼は前日までの予約のみ

7

特上かつお丼 950円特上かつお丼 950円

魚処 まんぼう

72-0114☎

恵比須町198-3所

不定休休

営 11：30～14：00
　　　    （LO 13：30）
18：00～21：30
　　　　  （LO 21：00） 

枕崎産鰹と鹿籠豚をぜひ！

8

枕崎鰹船人めし 1,280円枕崎鰹船人めし 1,280円

枕崎お魚センター
展望レストラン ぶえん

73-2311☎

72-0357☎

松之尾町33-1所

なし（臨時休館あり）休

営 11：00～14：00

枕崎の漁港を一望しながら、
本場のかつお料理をご堪能
下さい！

18

地鶏の炭火焼  980円地鶏の炭火焼  980円

大衆居酒屋 チキンマン

87-5445☎

折口町19所

日曜日休

営 17：00～24：00
　　     （金・土26:00）

福岡風の焼鳥と新鮮なお魚
が食べられる居酒屋です。
特におススメが地鶏の炭火
焼きです。

17

新名物‼枕崎まぜそば 900円新名物‼枕崎まぜそば 900円

木村本店

070-1940-6936☎

新町15所

月曜（月曜が祝日の場合火曜）休

営 11：00～14：30
18：00～20：00

枕崎産鰹節と6種類の味の鰹
の粉をかけて楽しめるまぜそ
ばです。

19

かつお丼 700円かつお丼 700円

さかなや食堂

090-3669-2171☎

緑町95所

不定休休

営 11：00～15：00
　　　　  （LO 14：00）
夜営業は予約のみ

新鮮なカツオを自家製のタレ
で仕上げた自慢の品です。

20

コロナに勝つ丼！枕崎産もち豚かつ煮とじ丼
940円

コロナに勝つ丼！枕崎産もち豚かつ煮とじ丼
940円

喰楽厨房　歌留多

73-1240☎

桜木町402所

月曜日休

営 11：30～14：00
18：00～23：00 

皆で楽しみながらスタンプを集めて枕崎産
特産品をゲットしましょう。当店オリジナル
炙りかつおのカルパッチョもあります。

21

せいろ蒸し（数量限定）
（昼）1,100円 （夜）1,150円

せいろ蒸し（数量限定）
（昼）1,100円 （夜）1,150円

お食事処　ゆう

72-7722☎

岩崎町460所

水曜日休

営 11：00～14：30
　　　    （LO 14：00）
17：00～21：30
　　　　  （LO 21：00） 

カキ・ロースとんかつ他定食メニュー豊富
にあります。テイクアウトも出来ます。

9

ぶえん鰹のカルパッチョ 1,080円
ぶえん鰹のたたき南蛮 1,280円
ぶえん鰹のカルパッチョ 1,080円
ぶえん鰹のたたき南蛮 1,280円

食工房 “彩”

72-0433☎

中央町2所

月曜日・第１火曜日休

営 11：30～14：00
　　　    （LO 13：50）
18：00～22：00
　　　　  （LO 21：50） 

枕崎自慢のぶえん鰹は生をし
のぐ程の新鮮さです。

10

枕崎鰹船人めし 1,100円枕崎鰹船人めし 1,100円

花渡川 ビアハウス

72-4741☎

立神本町26　所

水曜・12/31～1/1休

営 11：00～15：00  
17：30～21：00
　　　　 

毎週金曜日ディナーバイキン
グ、土曜日ランチバイキング
開催中！

11

元祖ゑびす家鰹の藁焼き 1,000円元祖ゑびす家鰹の藁焼き 1,000円

みんなのゑびす家

72-1737☎

宮田町355所

不定休休

営 17：30～25：00
　　　　  （LO 23：45） 

枕崎の鰹は鮮度が良いから究極の厚切
りがうまい。鮮魚仲買人だからこそ出
来るこの可能性を是非ご賞味下さい。

12

トマトとサラミのピザ 1,200円トマトとサラミのピザ 1,200円

Dining Bar ENGINE
76-7333☎

寿町454所

日曜日休

営 18：00～23：00

10種類以上のピザをはじめ、
パスタ、サラダ、一品料理、カ
クテル、ウィスキーも豊富で
す。

13

ぶえん鰹のブルスケッタ 880円ぶえん鰹のブルスケッタ 880円

ABC American bar canon

72-9151☎

東本町22所

不定休休

営 11：00～15：00
19：00～ラスト 

厚切りバケットにアボカド・オニオ
ン・薄造りのぶえん鰹をトッピング
した洋の逸品。おつまみにぜひ!

14

かつおの手こね寿し 1,200円かつおの手こね寿し 1,200円

福寿 てんご屋

73-2439☎

松之尾町37-1所

不定休休

営 11：00～14：00
（LO 14：00）夜の営業は予約のみ

かつおのヅケを酢飯と合わせて豪快にいただ
く「手こね寿司」に、枕崎名物つけ揚げ、蒲鉾、
それに負けないコガヤキを入れてみました！枕
崎名物のオンパレードをご堪能下さい！

15

枕崎定食 980円枕崎定食 980円

旬鮮食楽 燵仁

87-1426☎

松之尾町2-1所

月曜日休

営 11：30～14：00（LO 13：30）
【平日】

18：00～21：30  （LO 20：30）
【金・土・祝日前】

18：00～22：00  （LO 21：00）  

魚や肉も豊富なラインナップ

16

串鍋（2人前） 2,500円～串鍋（2人前） 2,500円～

こきこっ子

72-3999☎

西本町86所

不定休休

営 17：00～22：00
　　　　  （LO 21：00） 

大好評の串鍋はお持ち帰り
も出来ます。

5

ぶえん鰹のカルパッチョ 680円ぶえん鰹のカルパッチョ 680円

居酒屋食堂 つちふまず

72-1858☎

栄中町18所

不定休休

営 11：30～14：00
18：00～24：00
　　　　 

自家製無農薬野菜を使った
新鮮なメニューをお楽しみく
ださい！

船

船

船
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大
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枕崎昆鰹出汁愛鍋鍋

船
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このマークは、Show-1グルメグラン
プリ殿堂入りの「枕崎鰹船人めし」、
2014年度優勝の「枕崎鰹大トロ
丼」、2018年度優勝の「枕崎昆鰹出
汁愛鍋」提供店です。
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