
火曜休　持ち帰りOK　弁当のみ配達OK
仕出し弁当1,000円～承り中。メニューから
の持ち帰りはご相談下さい。

和懐おお田 ☎ 78-4345
17：30～22：00営

月曜休　持ち帰りOK
オードブル3,000円・5,000円（税込）
お電話にて受付いたします。

ライバック ☎ 72-3746
18:00～23：00営

火曜休　持ち帰りOK

麺処 みなと食堂
(お魚センター内）

☎ 73-2311
11：00～14：00営

無休　持ち帰りOK
デザート各種400円～。駐車場内特設テント
にてテイクアウト販売実施中。

枕崎観光ホテル岩戸 ☎ 72-2343
17：00～18：00営

久 ☎ 73-1757
18：00～23：00営

店舗お問い合わせください。

みなとうどん500円～
店舗お問い合わせください。

不定休　持ち帰りOK　弁当のみ配達OK
お弁当は当日2時間前までで承ります。
おすすめＡ弁当500円 。各種メニュー持ち帰り可

ABC ☎ 090-7989-0389
11：00～15：00/19：00～ラスト営

不定休　持ち帰りOK
鰹バーガーなど400円～各種メニューからお
持ち帰り可。珈琲等ポット持参で持ち帰り可。

Café THE OLD MAN ☎ 72-0213
10:00～14:00/16:00～23:00営

日他休　持ち帰りOK　配達ＯＫ
ピザ1,300円。テイクアウトメニューより。
ご予算に応じてオードブルも持ち帰り可。

ENGINE ☎ 76-7333
11:00～14：00（月～金）/18：00～23：00営

火曜休　持ち帰りOK
ピザ各種Ｍサイズ1,998円。テイクアウトメ
ニューより持ち帰り可。オードブル対応可

Rima-yu ☎ 78-3265
11：30～14：00/18：00～21:00営

不定休　持ち帰りOK　配達OK
かつ丼等の丼ものが700円。メニューから
注文承ります。予算に応じて対応します。

味処 一福 ☎ 72-3347
11:00～14:30/17：00～20:00営

不定休　持ち帰りOK
餃子450円。
各種メニューからお選び下さい。

味のピカ一 ☎ 72-5378
11：00～15：00/19：00～ラスト営

不定休　持ち帰りOK　配達OK
上にぎり寿司2,052円。一人前持ち帰り、
寿司盛り出前も。ご相談下さい。

東寿司 ☎ 72-0203
11：00～15：00/19：00～ラスト営

月曜休　持ち帰りOK
オードブル（４～５人前）3,880円。
チキン南蛮690円。

彩 ☎ 72-0433
11:30～14：00/18：00～22：00営

不定休　持ち帰りOK　配達は応相談
日替わり弁当がワンコイン500円で販売中。
各種メニューあり。お電話でご相談下さい。

魚処 なにわ ☎ 72-0481
11：00～15：00/19：00～ラスト営

不定休　持ち帰りOK
店内営業自粛中。日替わり弁当600円～
各種メニュー持ち帰り可。

魚処 まんぼう ☎ 72-0114
11：00～15：00/19：00～ラスト営

水曜休　持ち帰りOK
バーベキューセット3,000円～。人気の
さざえご飯など、お電話でご注文下さい。

神園商店 ☎ 080-1702-8439
9：00～17：00営

日他休　持ち帰りOK
オードブル3,240円～。各種メニューから
注文できます。お気軽にお電話ください。

かみなり ☎ 73-1223
18：00～23：00営

水曜休 
黒豚かつ丼800円～など、店舗メニューが
テイクアウト可。お電話でご注文ください。

喜久家 ☎ 72-0377
11：30～14：00/18：00～22：00営

月曜休　持ち帰りOK
人気の汁なし担々麺850円など汁なしの
メニューは持ち帰り可。

木村本店 ☎ 070-1940-6936
11：30～14：00/18：00～20：00営

水曜休 休（4/25～5/10）　持ち帰りOK
高菜じゃこチャーハン700円。メニューから
生食やサラダは除く。オードブルは予算にて。

喰王 ☎ 76-0213
18：00～24：00営

月曜休 　持ち帰りOK
オードブルは5,000円（税込）のみ。
各種メニューがテイクアウトできます。

グランド食堂 ☎ 72-2007
11：00～13：40/17：30～21：00営

日他休　持ち帰りＯＫ
唐揚げ（塩・醤油味）500円。前日までの予約で
惣菜セット500円（100円でご飯+）。要問合せ。

心地夜 ☎ 080-1797-7917
18：00～24：00営

不定休　持ち帰りOK　弁当のみ配達OK
日替わり弁当500円。ランチ・盛り合わせ
などご相談ください。

さかなや食堂 ☎ 090-3669-2171
11：00～14：00営

木曜休　持ち帰りOK
特上寿司盛り3,000円。メニューから注文可
お寿司・オードブルは予算に応じます。

杉乃家 ☎ 72-6207
11：00～22：00営

月曜休　持ち帰りOK　配達要相談
ちらし弁当800円。海鮮丼1,000円～。貝汁
サラダ等もあります。各種メニューから注文可

すし匠五条 ☎ 72-8089
18:00～22：00営

水・他休　持ち帰りOK　配達要相談
鰹船人めし700円～昼の出前は12:00まで
に注文。各種メニュー持ち帰り可夜は応相談。

だいとく ☎ 72-0357
11：00～16：00/18:00～21：00営

水曜休　持ち帰りOK　配達OK
定食弁当・汁・茶碗蒸し付き780円から。
メニューから注文。ピザ各種980円にて販売。

燵仁 ☎ 87-1426
11：00～14：00/17：30～20：00営

不定休　持ち帰りOK
盛り皿3000円～各種メニューお持ち帰り可。
串盛り・オードブル当も予算に応じます。

こきこっ子 ☎ 72-3999
17：30～24：00営

不定休　持ち帰りOK
鳥唐揚げ  480円。ツナコーンピザ  780円
メニューからお選びください。

つちふまず ☎ 72-1858
11：30～14：00/18：00～24：00営

水曜休み　　　　　　
豚玉　600円。メニューからお選び下さい。
（もんじゃ焼きのみ持ち帰り不可）。

東京ダウンタウン ☎ 73-2973
17：00～21：00営

不定休　持ち帰りOK
唐揚げ600円。メニュー注文できます。
オードブルはご予算に応じて。

なかす ☎ 72-4835
18：00～25：00営

12/31・1/1休　持ち帰りOK 配達ＯＫ
にぎり1,000円から店内の混雑状況により
持ち帰り不可の場合も。

すえひろ寿司 ☎ 72-0509
17:00～21：00営

水曜日・他休み　仕出しのみ配達OK
炒飯・焼きそば等、汁物以外パックで持ち
帰り可。電話注文でお願いします。

タカララーメン ☎ 72-4520
11:00～15：00営

火曜休　持ち帰りOK
アサリの炊き込みご飯弁当500円。
お電話注文でお願いします。

福寿庵 ☎ 73-2439
11：00～14：00/18：00～21：30営

唐揚げ400円。オードブルは3,000円。
メニューから選べるが生食は持ち帰り不可。

不定休　持ち帰りOK　弁当のみ配達OK

ふくろう ☎ 72-2812
18：00～24：00営

火曜休　持ち帰りOK
ミックスフライ弁当600円。各種メニュー
から注文・持ち帰りができます。

真鯛 ☎ 72-0594
11:30～13:30/18：00～22：00営

日他休　持ち帰りOK　配達OK
並にぎり寿司1,080円。
ご予算に応じてお作りします！

瑞穂寿し ☎ 78-4688
11：00～14：00/18：00～22：00営

不定休　持ち帰りOK　弁当のみ配達OK
数量限定お弁当の販売（11：30～）
オードブル3240円。

みんなのゑびす家 ☎ 72-1737
18：00～25：30営

月曜日、火曜日(ランチのみ)休 持ち帰りOK
カレーライス600円から。並盛、大盛、特盛
ご指定ください。電話注文で承ります。

炭火焼肉かいせい ☎ 58-1009
11：00～15：00/19：00～ラスト営 枕崎商工会議所青年部事務局

電話：0993-72-3341　担当：石川

掲載に関するお問い合わせ先

枕崎市民20，447人のテイクアウトプロジェクト 
(令和元年現在)

枕崎市

湧き上がれ、枕崎市民。
出口の見えない、コロナウイルスとの戦いは、

枕崎の飲食店にも、危機をもたらしている。

あなたが小さい頃から通っているあの店にも。

あの店のあの味を、今守れるのは、あなただ。

一人では救うことのできないあの店の味も。、

枕崎市民2万人が集まれば、救うことができる。

例えば、１人が１食、あの店の味を

テイクアウトしただけで、２万食

枕崎市民２万人のテイクアウトで、

枕崎の“美味い”が救えるのだ。

立ち上がれ、枕崎の料理人達。
コロナショックで、外食自粛に歯止めがかからない。

「積極的に店に来てくれ」とは言えないあなた。

でもあなたは知っている。

あなたの飯を食べたくても店に行けないファンがいることを。

店に呼べないなら、届ければいい。

美味い飯を、テイクアウトしてもらえばいい。

枕崎市民2万人のエールに応えるのは

あなたが作る、“美味い飯”なのだ。

立ち上がれ、枕崎の料理人達。集え、枕崎の美味い飯。

“美味い”はコロナに負けない

持ち帰ろう、枕崎の美味い飯。
“＃枕崎エール飯”をつけてSNSに投稿しよう。そこには、あなたの同志達が待っている。

“美味い”はコロナに負けない。
MAKURAZAKI TAKEOUT

PROJECT

枕崎の飲食店で
テイクアウトする。

テイクアウトした料理を
写真に撮る。

＃枕崎エール飯
をつけてSNSに投稿

テイクアウト商品を
作る。

テイクアウト商品を
写真に撮る。

＃枕崎エール飯
をつけてSNSに投稿！

＃枕崎商工会議所
＃枕崎商工会議所青年部
＃公益社団法人枕崎青年会議所
＃枕崎市観光協会
＃枕崎市通り会連合会
＃枕崎・坊地区法人会青年部
＃料飲業組合

ハッシュタグ

第二段の協賛協力を募集、致します。商工会議所青年部事務局へお問い合わせを。

“うんまが”はコロナに負けない。
（美味い）

湧き上がれ、枕崎市民。
出口の見えない、コロナウイルスとの戦いは、

枕崎の飲食店にも、危機をもたらしている。

あなたが小さい頃から通っているあの店にも。

あの店のあの味を、今守れるのは、あなただ。

1人では救うことができないあの店の味も、

枕崎市民2万人が集まれば、救うことができる。

例えば、1人が1食、あの店の味を

テイクアウトしただけで、2万食。

枕崎市民2万人のテイクアウトで、

枕崎の“うんまが”が救えるのだ。

立ち上がれ、枕崎の料理人達。
コロナショックで、外食自粛に歯止めがかからない。

「積極的に店に来てくれ」とは言えないあなた。

でもあなたは、知っている。

あなたの飯を食べたくても店にいけないファンがいることを。

店に呼べないなら、届ければいい。

うんまが飯を、テイクアウトしてもらえばいい。

枕崎市民2万人のエールに応えるのは

あなたが作る、“うんまが飯”なのだ。

立ち上がれ、枕崎の料理人達。

集え、枕崎のうんまが飯。


