
番号 店舗名 テイクアウト デリバリー おすすめメニュー等 予約時間 配送時間帯 配送エリア 定休日 ＴＥＬ 住所・ＨＰ等

・日替わり弁当　500円　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　・チャーハン定食680円　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・焼き飯600円

TVにも取り上げられた未完成うどんをテイクア
ウトできます。コロナ対策で始めて好評いただ
いている日替わり弁当もデリバリーいたしま
す。

備　考

パーティボックス　3,000円 8：00～20：00 無

備　考

一般社団法人　　　　　
　　　　　　みなまた

観光物産協会
〇 ×

・煮魚弁当　・ハンバーグ弁当　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　・唐揚げ弁当　・焼きそば弁当　
・各種税込324円

10：00～15：00 無 無 無 0966-63-2079 水俣市初野305-1

備　考

貝汁・わっぱめしセット　1,000円

当店の貝汁、わっぱめしをテイクアウトできるよ
うにしました！！店内価格よりお手頃価格。そ
の他、人気のカレーや焼魚、とりの唐揚げ等も
ご用意しております。どうぞお店の味をご自宅
で。

備　考

アメリカンスペシャル　1,200円

42種類のピザの他、パスタ、お好み焼き、焼き
カレー等あり、当店No.1ピザはアメリカンスペ
シャルです。

備　考

令和２年度　「水俣市デリバリー・テイクアウト」店舗一覧
令和2年4月15日

※ 前日にご予約いただけるとスムーズに配達できます。　　※ 配達は水俣市内のみ

※ デリバリーに関しましてはお問合せください。

※ ２日前までの予約のみ

通常店舗営業時間

1

2

3

MINAMATAYA 〇 〇 10：00～19：30 10：00～20：00 水俣市内のみ 水曜日 0966-84-9114 水俣市桜井町1-1-1 １０時　～　２０時

おるがんと商店 ○ ×
この夏、新規オープンしましたおるがんと商店です！自家製天然酵母パンを使ったサ
ンドイッチと沖縄から取り寄せた本格エスプレッソコーヒーをメインにデザートからお酒
まで幅広く扱います。お店の全メニューテイクアウト可能です！お得なモーニングキャ
ンペーンも実施中です！お気軽にご利用ください！

８時 ～ ２０時

4

5

※ 1,500円以上のご注文でデリバリー承ります。　（水俣市街地のみ）

ピザ＆カフェ　
ピエロ

〇 〇 09：00～19：30

11：00～16：00　　　
　　　　　土・日・祭
は　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　

11：00～15：00　　　
　　　　17：00～

19：30

貝汁味処 南里 〇

無 月曜日 0966-83-8699
水俣市栄町1-6-1-　　　　　

　プロスパビル１F

水俣市街地のみ 水曜日 0966-63-7439 水俣市大黒町2-3-22

９時 ～ １８時

９時 ～ ２０時

無 不定休 0966-62-4200 水俣市袋847
ランチ：１０時 ～ １５時　（OS１４：３０）
ディナー：１７時 ～ ２２時　（OS２１：３０）

×
10：00～11：30　　　
　　　17：00～18：

30
無



チャンポン　500円

水俣といえば「喜楽のチャンポン」と言われる老
舗食堂。メニューのほとんどが出前・テイクアウ
トも可能です。

備　考

串焼き　151円より　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　オードブル （前日予約）　　　　　　　　　　　　　　
　3,000円・4,000円・5,000円

15年間継ぎ足しのタレでじっくり焼き上げます。　
　やきとり各種、一品料理。

備　考

・天ぷら定食1,026円
・海老フライ定食864円
・アジフライ定食864円
・鶏唐揚定食864円
・ミックスフライ定食864円
・トンカツ定食972円
・生姜焼定食972円
・野菜炒め定食756円
・塩さば定食810円
・カツ丼864円・天丼864円
・親子丼702円
・ミートスパゲティ810円
・和風スパゲティ810円
・カツカレー972円
・カレーライス756円
・お子様ランチ756円　税込

あらせ会館レストラン傳でご提供中の人気の定
食をデリバリーいたします。一番人気はミックス
フライ定食。他にもメニューを用意しています。
HPをご確認ください。

備　考
●お好みオードブル：3,000円　　　　　　　　　　　　
　　　　　●おつまみ３種：500円　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　●おつまみ５種：1,000円　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　他、串盛り・唐揚げ・手
羽甘辛揚げ

お弁当始めました！唐揚弁当、チキン南蛮弁
当、角煮弁当、焼き鳥弁当、塩ダレ弁当。テイ
クアウトのご予約は１１時頃までにお願いいた
します。

備　考

6

7

8

9

※ デリバリーはお店から１０分以内 （それ以上はお電話にてご確認ください）

※ 夕方は混み合いますので前日もしくは当日午前中よりご予約承ります。

※ テイクアウトで使い捨て容器の場合、別途容器代５０円をお願いします。

水俣市街地のみ 土曜日 0966-62-2629

水俣市浜町１丁目2-9　
　　
　　

http://pr4.work/0/

ランチ：１１時 ～ １５時 （OS14：30）　　　　　　　　　　　　　
　ディナー：１７時 ～ ２０時３０分 （OS20：00）

喜楽食堂 〇 〇 8：00～19：00

出前　　　　　　　　
11：00～13：00　　
17：00～20：00　　　
テイクアウト　　　　
11：00～15：00　　

17：00～20：00

無
日曜日

第1・3月曜日
0966-84-9595 水俣市幸町3-23 １７時 ～ ２３時けむり 〇 × 10：00～23：00 無

水俣市内　
　　
　　
　　
　　
　

お店から10分以内

不定休 0966-63-1100
水俣市栄町2-2-7　　　　　　

http://www.arase-
minamata.com

９時 ～ １８時あらせ会館 × 〇 09：00～17：00 11：00～18：00

無 木曜日 0966-84-9477
水俣市大園町1-3-1　　　　

　HP食べログ
日～水曜：１７時 ～ ２３時 （LO22：30）　　　　　　　　　　　
　　　金・土曜：１７時 ～ ２３時３０分 （LO23：00）

やきとり家族　居酒屋
きちんと

〇 × 17：00～20：00 無



・パエリア　850円税込　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　（パエリア＆おかず日替わり２種）　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　・その他各種

おかげさまで創立６０周年！福田農場特製あ
のパエリアがお家で食べられる！おかずは、日
替わり２種！ご注文フォームからも予約ができ
ます。

備　考

・夕食弁当 1100円　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　・オードブル 3000円～

ランチ9：00まで　　
夜18：00～22：00

備　考
●モンヴェールポークステーキ丼　600円　　　　　　　　
　日替わり弁当（一部）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　●パプリカペッパーステーキ弁当　　　　　　　　　
　　　　　●ガーリックパセリステーキ弁当　　　●焼肉
弁当　　　　　　●塩ダレ弁当　　　●メンチカツサンド　
　その他多数

9：30～18：00

備　考

かりんとう万十　140円

かりんとう万十、生くりーむ大福、フルーツロー
ル等店内全てのお菓子を配達致します。お気
軽にお声掛けください。

備　考

三太郎餅本舗 〇 ×

・三太郎餅 ３２４円
・赤飯（大：３９０円、小：２０５円）　
 
・おはぎ（6個入）540円、（3個入）270円　　　　　　
　　　　　　　　　・季節の和菓子 194円～

10：00～12：00　　　
　　　　　　13：00～
17：00

無 無
日曜日　

　　
祭日の午後

0966-62-2669 水俣市栄町2-3-1 10時 ～ 17時30分

備　考

Pizzaクワトロ　1,600円 14：00～19：00

備　考

・水・木・日昼限定メニュー　陳麻婆豆腐丼
・若鳥の香り唐揚げ

09：00～11：00
15：00～18：30

備　考

15

16

※ テイクアウトは事前にご連絡ください。　マスターおすすめやコーステイクアウトもございますので、お気軽にお電話で相談ください。

13

　※注文は365日可能、都合により平日も店休とする日あり

14

※ ご予約は前日の１６：００まで　※ 当日のお取り置き可能　※ ご飯大盛り＋１００円 （ご予約の方のみ）

鬼塚日昭堂 〇 〇 08：00～19：00 要相談 水俣市内 不定休 0966-62-2611 水俣市百間町2-1-6 ８時 ～ １９時

11

12

10

※ デリバリーに関してはお電話にて要相談。

要相談 不定休 0966-63-3900
水俣市陳内2525　　　　　

http://www.fukuda-
farm.co.jp/

１１時 ～ １７時（株）福田農場 〇 〇 11：00～15：00 要相談

無 不定休 0966-63-3990

水俣市浜町1-12-27　
　　
　

山下ビルⅡ1Ｆ　　　　　　　　
　　

http://www.yusyokuzanma
i.com/

１８時 ～ ２２時
和風ダイニング　　　　　

遊食三昧
〇 × 火・水・木曜日限定でランチのお持ち帰りを５００円でやっていま

す。夜のテイクアウトは何と言っても「遊食弁当」！！内容充実でも
１，１００円とコスパ抜群です。他にもオードブル３，０００円から、単
品メニューも充実です。詳しくはLINEかインスタグラムで「遊食三
昧」で検索です。

無

無
木曜日　　　　　　
第2・4水曜日

0966-63-1129

水俣市栄町1-6-12　　　　　
　　

https://www.instagram.co
m/meatshop_nouyama/

９時３０分 ～ １８時肉ののうやま 〇 ×
毎日日替わりで３～５種類のお弁当をご用意。当日のメニューは
お電話されるか、インスタグラムをご覧ください。ご予約は前日の１
６：００までにご連絡ください。当日のお取り置きも可能。ご飯大盛
り＋１００円（ご予約の方のみ）

無

無 水曜日 0966-84-9416 水俣市ひばりが丘２番２号 １８時 ～ ２３時 （LO22：30）洋食屋　彩 〇 ×
古民家レストラン 洋食屋　彩です。２０２０年６月で４周年を迎えま
す。＃エール飯は４周年とかけまして、４種類のチーズを使った
Pizzaクワトロ！！チーズも３０％増量します。Pizza窯３００℃以上
で焼き上げます。他にも沢山のPizzaをご用意しております。

無

無 月曜日 0966-63-4890 水俣市港町2丁目1-14 １８時 ～ ２２時
チャイナキッチン

良心亭
〇 ×

良心亭おすすめに「若鳥の香り唐揚げ」を追加しました。この機会
にご賞味ください。水・木・日曜日限定メニュー 陳麻婆丼も。お米
は葛渡 仁王木米、豆腐は中村豆腐 にがり１００％を使用。花椒の

刺激がた麻辣～油🎵

無



スタミナステーキ丼　1,320円
09：30～12：30
14：00～19：00

備　考 　※デリバリー他地域配送について要相談有

手作りの日替わり弁当　500円

愛情たっぷり！手作りにこだわった、その「まん
ま」のお弁当。食材をその「まんま」生かした、
素材の味をお届け致します。メニューは日替わ
り弁当のみです。

備　考

石窯ピザ　780円 11：00～17：30

備　考

・唐揚げ弁当・えびフライ弁当・塩サバ弁当
・ハンバーグ弁当・トンカツ弁当
・日替わり弁当　
　各500円（税込）　小400円（税込）
・唐揚げ単品350円（税込）

前日
08：30～09：30

備　考

・お弁当各種　550円より

毎日の大切な食生活を、良質な材料で健康的
な身体を作るお手伝いを、お弁当を通して行っ
ています。

備　考

・オランダ揚げ３種１枚：141円　　　　　　　　　　　
　　　・からし蓮根：400円～　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　・肥後天１枚：８０円　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　・野菜天１枚：８０円

人気のオランダ揚げは良質なハモのすり身を
使用しています。サラ玉入り・モッツァレラチー
ズ入り・からし明太子入りオランダ揚げの３種
を、ぜひ食べ比べてみてください。

備　考

肉のアカミセ 〇 〇 ・牛肉・豚肉・鶏肉・馬肉・加工品等 09：00～17：00 14：00～18：30
当店より
４km以内

日曜日 0966-62-2022 水俣市浜町１丁目2-5 8時 ～ 18時30分

備　考

17

18

※ 数が多い時とご予約は前日の１３時までにお電話ください。　※ １個から配達致します。店頭販売はいたしません。　※ 配達は水俣市内ですが、それ以外はご相談ください。

19

※ 手洗い消毒、お食事時以外のマスク等ご協力をお願いします。　　※ お持ち帰りに石窯ピザあります。

20

７時 ～ １６時

無 不定休 0966-63-5501
水俣市月浦54-162

http://takenko-
minamata.com/

１１時 ～ ～ １８時
道の駅みなまた

たけんこ
〇 ×

こまめにテーブル、トング、取手等殺菌消毒。天窓開放での換気。お客様
間のスペース確保。万一お客様集中の際はお席の制限など細心の留意の
上、元気にたけんこ営業中！テラスでのお食事も最高。４０種類のバイキ
ング料理＆６種のメインの麺かPizza。元気に食べて心もカラダも免疫アッ
プ！

無

お弁当屋さん
「まんま」

× 〇
7：00～9：00

前日の13：00まで
10：00～12：00 水俣市内

土・日・祝
お盆

年末年始

080-8384-4780
080-1734-0940

水俣市月浦290-2
www.facebook.com/manm

abentou/
http://instagram.com/man

mabento-1003

21

※ デリバリーについては要相談

22

※ 日曜日の予約については要相談受けます。

23

デリバリーべんとう
さぷり

〇 〇 08：00～11：30 11：00～13：00 水俣市内 不定期 0966-63-7903 水俣市幸町7-15 ８時 ～ １３時

水俣市街地
※他地域要相談

第1・3
月曜日

0966-63-2328 水俣市幸町6-8
ランチ：１０時３０分 ～ １４時 （OS）　　　　　　　　　　　　　
　　ディナー：１７時３０分 ～ １９：３０ （OS）

レストラン ナポレオン 〇 〇
新しくグランドメニューになったスタミナステーキ丼を単品のみテイ
クアウトできるようになりました。２種類のガーリックを合わせた特
製ステーキソースと、ステーキ丼の相性はバツグン！ぜひ、ご賞
味ください！

10：30～13：00
17：30～19：30

水俣市陣内2丁目1-8 ９時 ～ １２時３０分弁当のまつした 〇 〇

全て手作りのお弁当で、見た目も美味しそうで食べても美味しく、
値段もリーズナブルと３拍子揃ったお弁当です。ぜひ一度、食べて
みてください！よろしくお願いいたします。オードブルも承っており
ます。

随時

無 日曜日 0966-62-2335 水俣市桜井町3丁目4-2 ８時 ～ １７時木村蒲鉾店 〇 × 08：00～16：00 無

※ デリバリーは前日までに要予約

水俣市内 日曜日 090-1369-6472



・若鶏唐揚げ：５２０円　・焼き鳥盛り合わせ：８
８０円　　　・ナポリタン：６２０円　・だし玉子焼
き：５８０円

多数のメニューがございます！オードブルもあ
りますのでぜひ家族団らん、食卓を囲まれては
いかがでしょうか？お気軽にお電話ください！

備　考

・さしみ盛り合わせ　１人前　1,200円
（お持ち帰り後すぐに食べてください）
・豚足　１本　250円

さしみ盛り合わせで宅飲みを豪華にしません
か？その他メニューもテイクアウト可能です。
詳しくはお電話にてお問合せください。

備　考

・慶事、法事会席折　3,000円から
・お弁当　600円から
・各種単品類　からあげ　天ぷら　など

各種お弁当、テイクアウト料理ご用意しており
ます。お気軽にお申し付けください。他にもお
祝い事、法事用の会席折もございますのでお
尋ねください。

備　考

博多製菓 〇 × ・各種パン類 07：00～18：00 無 無 日曜日 0966-62-1522 水俣市洗切町1-13 7時 ～ 18時

備　考

・唐揚げ単品　550円　・ちゃんぽん　650円
・他メニュー有　お問い合わせください。

コクがあるのにサッパリしていて後味も良い！
魚の干物でダシをとった野菜たっぷり当店自慢
のチャンポンをお召し上がりください！

備　考

生協くまもと　エムズ
シティスカイレストラン

えむず
〇 ×

・唐揚げ弁当500円　・とんかつ弁当500円　　　　
　　　　　　・しょうが焼き弁当500円　・カツ丼500
円　　　　　　　　　　　　　　　・温野菜カレー500
円（全て税込価格）

前日の13時まで 無 無 火曜日 0966-63-3252 水俣市大黒町2-3-18 11時30分 ～ 13時30分

備　考

税込価格
・にぎり　並1,100円　
　　　　　　上1,870円　特上　2,530円
・単　品　鶏の唐揚げ　　　　1,100円　
　　　　　　ヒレカツ　　　　　　　1,100円
・天ぷら盛り合わせ　　　　　1,320円
・厚切りカツサンド　　　　　　1,100円

テイクアウトできる新商品として、カツサンドが
登場しました！極厚のトンカツをもっちりパンで
挟みました。ランチやお酒のお供にオススメで
す。寿司や天ぷら等のテイクアウトもございま
す。

備　考

14時
22時

～
～

11時
17時

水俣市桜井町1丁目1-30966-62-4777不定休水俣市街地11：00～20：0009：30～19：30〇〇（有）和風三笠

29

30

※ デリバリーは前日までのご予約でのみ対応いたします。

27

28

　※ 器をお持ちの方は１品につき５０円引きで提供致します。　　※ ご注文は１４：００までとさせていただきます。

24

※ お昼ランチは火曜日から金曜日限定　日曜日の夜はテイクアウト・デリバリー対応不可

25

※ 前日までにご予約をお願いします。　　※ ご注文によっては容器等のご用意をお願いします。

26

　※会席折　２日前までに予約を、弁当は前日までにご予約お願いします。　※ デリバリーは水俣市内 （要相談）

～
～

13時
21時

炉端焼き　丸八 〇 ×
13時
20時

～
～

12時
17時

水俣市わらび野1-10966-62-5932
日曜日
祝祭日

無無
前日の営業時間

内

水俣市街地 月曜日 0966-62-1033 水俣市桜井町　3-2-8
11時
17時

居酒屋さんきち 〇 〇 09：00～20：30
11：00～13：00
17：00～21：00

〇味処　池田屋

16時～11時水俣市丸島町２丁目19-210966-62-7200火曜日無無11：00～14：00×〇まるしま食堂

不定休水俣市内
11：30～13：00
18：00～20：00

弁当前日
会席折２日前まで

10：00～20：00
〇

14時
20時

～
～

12時
17時30分

水俣市浜町1-5-80966-63-3836



・湯の鶴日替わり弁当　500円から
・うなぎの蒲焼き　１人前　3,000円

湯の鶴の旬の恵みをたっぷりお弁当につめま
した。うなぎの蒲焼きもお持ち帰りできます。
（骨、肝焼き、秘伝のタレ付き）

備　考

・ホルモン：590円　・つらみ：700円　・タン：700
円　　・豚バラ：860円　・豚ロース：970円　・み
み：270円　　・牛カルビー：1,190円　・豚足：270
円　他

当店人気の鉄板焼き、お肉は店で焼いたもの
かお家で焼かれるか選べます。他にもメニュー
ありますのでぜひご賞味ください。

備　考

・特選カルビ重　1,000円（税込）

★コロナに勝ちたい！日本一に輝いた鹿児島
県産黒毛和牛。主に華鶴和牛を使用した高級
カルビ重です。＋１００円でライス大盛りもでき
ます。テイクアウトは営業時間内のみです。

備　考

ブラッスリーハル 〇
昼可

夜不可

・税込
・唐揚げ弁当　680円　・
ハンバーグ弁当730円
・カキフライ弁当720円
・魚、えびフライ弁当720円
・サンドウィッチ・ピザ・スパゲティ各種

前日
17：00～19：00

11：30～13：00 水俣市街地 月曜日 0966-62-6777 水俣市浜町１丁目10-3 18時 ～ 21時

備　考

・パスタ＆サンド　500円 11：00～17：00

備　考

・季節の色とりどりのケーキ　150～380円 10：00～19：00

備　考

・鶏のからあげ　1,404円

人気メニュー鶏のからあげです。揚げたてをテ
イクアウト、デリバリーでお楽しみ下さい！！お
皿の貸し出し、または入れ物持参で全メニュー
対応できます。容器代が無いので少しだけお
得ですよ！！

備　考

１９時～１０時津奈木町小津奈木2113-880966-78-2472水曜日無無×〇
お菓子の国 あんさん

く 地元の素材を使った季節に合わせたケーキや焼き菓子を多数取
り揃えております。季節に合ったフルーツ等を味わいたい方はぜ
ひ当店へ！！期間限定でメロンをまるごと使った大人気のメロン
ポーチなどもご予約承っております。ネットでも焼き菓子等販売
中。HPをご覧ください。

１４時　　　　
２０時

～　　
～

１１時　　　　
１７時３０

分
水俣市大黒町1-3-190966-62-2947火曜日

35

36

37

19時～11時
水俣市古賀町1-1-1

//www.kumamoto.coop/
0966-62-5022不定休無無×

要相談要相談〇〇中華料理 天宝閣
11：30～14：00　　

17：30～19：30

32

33

  ※　 http://magokorotashima.owst.jp/　　　※　https://www.hotpepper.jp/strJ001217673/

34

22時～17時水俣市浜町1丁目10-100966-62-3902日曜日無無17：00～20：00×

31

※ 前日までのご予約をお願いいたします。　　※ お弁当もうなぎの蒲焼きもテイクアウトのみ。

18時～11時水俣市湯出1533番地0966-68-0031月曜日無無09：00～15：00×〇食処かしわぎ

〇
生協くまもと

本館３階レストラン 水光社本店３階レストラン、「テイクアウト」始めました。「お家で水
光社レストラン」の味をぜひご賞味あれ！丼物、カレー、単品メ
ニューもございます。また、本店西側玄関において、テイクアウトで
「レストランの手作り弁当」を１１：３０～１３：３０まで、数量限定で販
売いたします。

〇とんちゃん

22時～17時水俣市古賀町１-5-16050-53557656日曜日無無17：00～22：00×〇
熟成焼肉

まごころ田島


