
ローズランチ参加店舗一覧

NO. 店舗名・HPorSNS ＴＥＬ・所在地 定休日 テイクアウト

１１：００ ～ １７：００ 〇

※要予約

１１：３０ ～ １５：００ 〇

※要予約

１０：００ ～ １４：００ 〇

※要予約

１７：００ ～ ２０：００

１１：００ ～ １５：００ ×

※5/6，7は店休

１１：３０ ～ １４：００ ×

１７：３０ ～ ２０：００

ラストオーダーは19：30

https://tsuru-noya.com/

3

当店自慢のわっぱ飯、ローストビーフ
をはじめとする人気メニューが入って
います！店内飲食は通常メニューより
少し時間をいただきます！
テイクアウトに関しては事前の予約を
よろしくお願いいたします！

貝汁味処　南里

　ラストオーダーは15:301

4

※テイクアウトは
弁当仕立てで
1,250円（税込）

去年はできなかった、ローズランチを
今年はやります！前菜からデザートま
でバラをイメージして作りました。前日
までの予約で、パエリアメインのお持
ち帰り用のお弁当もご用意できます。
全て、個人盛でお出しします。たまに
はリッチにバラを目で楽しみ、食事で
もバラをご堪能下さい！

不定休

※前日までの予約で夜時間帯OPEN

2

湯の鶴迎賓館　鶴の屋 （0966）68-0268

水曜日

湯の鶴迎賓館　鶴の屋では、春の訪
れを食を通して皆様に感じていただけ
るように彩りが自慢の桜エビリゾットを
ご提供致します。大人気「バカライス」
も春特別仕様で提供し、水俣のサラ玉
スープとともにテイクアウトを承りま
す。

水俣市湯出1421-11

（0966）63-3900

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

ローズランチメニューの紹介

中華料理　天宝閣 （0966）62-2947

モンヴェール農山

https://www.nouyama.jp/

（0966）68-0028

ディナー完全予約制

水俣市長崎552-7

※4/29～5/5はランチ営業のみ

営業時間

福田農場

（0966）62-4200

木曜日　夜

水俣市陳内2525

https://www.instagram.com/kaizi
ru.nanri/?hl=ja 水俣市袋847

ラストオーダーは13：30

ラストオーダーは19：30

月曜日
※祝日の場合
翌火曜日

レストランおよびBBQハウスにてモン
ヴェールポークやソーセージなどが食
べられます。各種セットメニューにおい
てサラダ玉ねぎや旬の食材を使用し
た日替わりの前菜を提供します。
※4/29～5/5は特別メニューの為、通
常メニューとは異なりますのでご了承
ください。

福田農場のローズランチ　2,500円（税込）

海の幸と旬の野菜のリゾット　1,320円（税込）

南里の薔薇エティー弁当　1,200円（税込）

自家製メンチカツセット　1,200円（税込）

サラ玉ハヤシセット　935円（税込）

火曜日

サラ玉たっぷりのハヤシライスソース
をチャーハンにかけました。当店人気
のからあげもご一緒にどうぞ召し上が
れ！

-

5 ラストオーダーは13：30

水俣市大黒町1-3-19



ローズランチ参加店舗一覧

NO. 店舗名・HPorSNS ＴＥＬ・所在地 定休日 テイクアウト

１１：００ ～ １６：００ ×

１０：３０ ～ １４：００ 〇

１７：３０ ～ ２０：３０

１２：００ ～ １４：００ ×

１７：３０ ～ ２２：００

１１：００ ～ １４：３０ 〇

１７：００ ～ ２０：３０

１７：００ ～ ２２：００ ×

※要予約

かき揚げ定食　880円（税込）

日曜日、祭日

9

喜楽食堂 （0966）62-2629

土曜日

契約農家のサラダ玉ねぎをたっぷり
使ったハヤシライスに、さつま茶美豚
のトンカツをトッピング‼ぜひご賞味く
ださい。なお、テイクアウトは容器代が
かかるため、５０円増しとさせていただ
きます。

ラストオーダーは14：00

8

味処　池田屋 （0966）63-3836

不定休

季節の地魚を使い海鮮丼を作りまし
た。様々な新鮮の旬の魚をぜひご賞
味ください。他にもテイクアウトのお弁
当などを各種ご用意しておりますの
で、お気軽にお尋ねください。なお、海
鮮丼につきましては、要予約とさせて
いただきますので、ご了承ください。

ラストオーダーは13:30

- 水俣市浜町1-5-8

ラストオーダーは21:30

ラストオーダーは20：00

※テイクアウトは
容器代がかかるた
め７５０円（税込）

よくばり海鮮丼　1,800円（税込）※要予約

カツハヤシ　700円（税込）

7

レストラン　ナポレオン （0966）63-2328

第1・3月曜日

旬のサラ玉をふんだんに使った特製
ハンバーグを、オーブンでじっくりグリ
ルした厚切りのサラ玉でサンドしまし
た。サラ玉づくしのハンバーグと特製
デミグラスソースの相性はバツグン！
是非ご賞味ください！

ラストオーダーは13：30

ラストオーダーは20：00

※テイクアウトは
セットの場合、容
器代として90円プ
ラス、単品はかか
りません。

月曜日
第3日曜日

期間数量限定になりますので、事前
予約がオススメです。プラス４００円で
ミニサラダ、ドリンクセットがつきます。
当店の２Ｆにはミニ四駆コースも設置
していますので、食事ついでに遊べま
すよ！

- 水俣市わらび野1-1

https://www.facebook.com/%E5%
96%9C%E6%A5%BD%E9%A3%9F%E
5%A0%82-341200505924320

水俣市浜町1-2-9

https://www.instagram.com/russ
ianroulette.r6t66/?hl=ja 水俣市幸町6-8

喫茶工房レウリーレ （0966）62-0202

地産の甘いサラ玉を使って小エビ、イ
カ等を加えかき揚げ定食を作りまし
た。ご予約ありましたら準備してお待ち
致しております。小鉢は日替わりにな
りますが、旬の食材で作ります。是非
一度お試し下さい。他にも丼物、さし
み定食等もできます。市役所工事の
為、第一小学校の裏よりご来店よろし
くお願い致します。

ラストオーダーは21：30

ローストビーフ丼　1,100円（税込）

サラ玉ハンバーグ　1,200円（税込）

営業時間 ローズランチメニューの紹介

6 16:00以降は予約制

https://www.instagram.com/reuri
_re/?hl=ja 水俣市栄町2-3-8

10

炉端焼　丸八 （0966）62-5932



ローズランチ参加店舗一覧

NO. 店舗名・HPorSNS ＴＥＬ・所在地 定休日 テイクアウト

１１：００ ～ １４：００ 〇

※要予約

１７：００ ～ ２２：００

１１：００ ～ １４：００ 〇

※3日前までに要予約

NO. 店舗名 ＴＥＬ

湯の児　海と夕やけ （0966）62-6262

昇陽館 （0966）63-4121

夕日の宿 （0966）83-9727

あさひ荘 （0966）68-0111

湯宿　鶴水荘 （0966）68-0033

旅宿Ｔｏｊｉｙａ （0966）68-0008

海と山と大地の恵み御膳1,200円（税込）

12

あらせ　レストランDEN （0966）63-1100

第3水曜日

不知火海産の太刀魚を押し寿司にし
て、サラダ玉ねぎのかき揚げとサラダ
玉ねぎのサラダをランチセットにしまし
た。デザートに水俣産紅茶とシフォン
ケーキをつけて、水俣づくしのランチ
です。3日前までに予約をお願いしま
す。テイクアウト、デリバリーにも対応
しています。

https://www.arase-
minamata.com/ 水俣市栄町2-2-7

11

和風　三笠 （0966）62-4777
不定休

※月曜日休み
の場合が多い

ラストオーダーは13：30

ラストオーダーは21：30

水俣ローズランチフェア特別メニュー
です。しっとり、柔らかく仕上げたロー
ストポークを丼にしました。持ち帰りも
できます。通常メニューの持ち帰り
や、お弁当もございます。
・水俣応援日替わり弁当　５００円
・会席弁当　２，２００円～
・にぎり　１，１００円～

サラ玉ローストポーク丼　1,320円（税込）

https://www.instagram.com/mika
sa.minamata/?hl=ja 水俣市桜井町1-1-3

※デリバリーも可

営業時間 ローズランチメニューの紹介

水俣市内宿泊施設

所在地

水俣市大迫1213

水俣市浜4098-40

水俣市大迫1213

水俣市湯出1559-2

水俣市湯出1565

水俣市湯出1561-1

HP　or　SNS

https://www.umitoyuyake.com/

https://www.shoyokan.com/

-

https://www.asahisou.jp/

https://www.instagram.com/turumisou.yunoturu/?hl=ja

https://www.instagram.com/guesthouse_tojiya/?hl=ja

湯
の
児
温
泉

湯
の
鶴
温
泉

春のオススメ

宿泊プランが登場！

この時期だけの

特別なプランなので、

ぜひ泊まりに来てね！


