飲食のご案内( 市外局番 ： ０ ９ ９ ７ )

裏面交通案内

※臨時休業等もありますので、お電話でそれぞれお問い合わせください。

2018/5/9

※営業時間よりラストオーダー時間が早い場合がありますので、前もってご入店ください。

弁当・早朝弁当
営業時間

店名

所在地

電話

内容

宮之浦 42-0770 早朝弁当

島むすび

4:00-8:00

八百八

4:00-12:00

できたて屋

4:00-12:00

安房 46-3071 早朝弁当・弁当

あさひ弁当

4:00-6:00

春牧 46-4007 早朝弁当

42-0414 早朝弁当・弁当

〃

おすすめ料理・店ＰＲ

定休日
無休

早朝弁当(要予約)

無休

早朝弁当・弁当・仕出し(要予約）

不定休
無休

早朝弁当・サンドイッチ・弁当
早朝弁当(幕の内・エコ弁当・はっぱ弁当)

飲食店
営業時間(昼／夜)

店名
ルージュ

お食事処 潮騒

11:30-14:00

電話

内容

定休日

定員

宮之浦 42-1936 朝食

7:00-10:00

レストイン屋久島(観光ｾﾝﾀｰ２Ｆ)9:30-15:30

所在地

おすすめ料理・店ＰＲ
モーニング・軽食

17:30-21:00夏

〃

42-0091 郷土料理

17:30-22:00

〃

42-2721 和食

無休
木

100 団体可(350席)・屋久杉森の御膳他
60 定食・魚料理・鹿タタキ他

楓庵

11:00-15:00

〃

42-0398 麺類・丼物

凡我塔ひらみ屋

8:00-19:30

〃

42-2056 洋菓子・パン

火

18:00-22:00

〃

42-2101 和食

木

30

お食事処 さっちゃん

18:00-23:00

〃

42-0203 定食・居酒屋

日

25 サバヅケ丼・刺身盛り・定食・居酒屋料理

大衆割烹 漁火

17:00-22:00

〃

42-1088 和食

水

48 地魚刺身・魚のとろろ蒸し他

味処 竹善

17:30-22:00

〃

42-2181 和食

月

50 鹿肉・鯖刺・アサヒガニ他屋久島料理

18:00-23:00

〃

42-0400 創作料理

18：00－24：00

〃

42-0161 寿司・魚料理

割烹 雲水

11:30-13:30

レストラン ＰＡＮＯＲＡＭＡ

11:00-14:00

若大将

10:00-17:00

喫茶 樹林
café & curry ハイビスカス

11：00-17：00

島café Ｌａ・モンステラ

8:00-11：00

14：30-17：00

寿司 いその香り

11:30-14:00

17：30-22:00

かたぎりさん

11：00-15：00 17：30-21：00

焼肉れんが屋

11:00-14:00

18:00-22:00

ファミリーレストランかもがわ

9:00-15:00

17:00-21:00

17：00-22：00

鮨居酒屋やしま
海辺のレストラン 屋久どん
散歩亭

10:00-15:00
11:30-14:00

18:00-21:00
18:00-01:00

19：00 - 0：00

NINA(ニーナ）

18:00-23:00

小瀬田 43-5454 喫茶店

不定休

水曜日

45 山かけそば他(屋久とろ使用)
自家製パン・ケーキ
首折れ鯖、ながらめ磯煮、ミニ懐石、会席料理

30 地魚ポキ丼・飛び魚すり身のトビカツ他

日

地魚料理・寿司・一品・定食

日

20

季刊誌「生命の島」閲覧・コーヒー・パスタ・オーロラカレー等

〃

43-5195 喫茶店

不定休

20

香辛料控え目の子どもでも食べやすいやさしい味

〃

43-5080 喫茶店

日

13

メインはモーニング 木・金・土ＰＭカフェタイムあり

松峰 46-3218 寿司・魚料理

火

40 地魚料理・寿司・一品・定食

46-4282 定食・パスタ

〃

日曜日

パスタ・飛び魚のひつまぶし

安房 46-3439 焼肉・定食

不定休

140 屋久鹿肉・焼肉・飛び魚料理

〃

46-2101 定食・丼物

不定休

25 刺身定食・チャンポン・ランチ

〃

46-4005 寿司・居酒屋

不定休

25 寿司・居酒屋料理・郷土料理・早朝弁当

〃

46-3210 軽食他

不定休

50 魚料理・うどん・カレー

〃

46-2905 カフェバー

〃

46-2501 イタリア漁師メシ

平内 47-2888 定食・居酒屋

お食事処 はちまん

11:30-14:00

手打ちそば 松竹

11:00-15:00 8:00-21:00 予約 栗生 48-2323 そば・丼物

ランチ・日
夜・第1・3日

ランチ・カフェ・バー・オリジナル料理

不定休

刺身・丼・パスタ・ホットサンド・ｽｲーツ

昼土日 夜日月 30 家庭料理・定食・居酒屋料理・海の幸
不定休

40 天ぷらそば、とろろそば、天丼

パブ・スナック・クラブ
営業時間

店名

所在地

電話

内容

宮之浦 42-2852 カラオケパブ

カラオケパブ バンビ
クラブ 富士

19:00-25:00

〃

42-0182 クラブ

スナック ルージュ

19:00-26:00

〃

42-1936 スナック

(公社)屋久島観光協会
http://yakukan.jp/

E-Mail:info@yakukan.jp

協会事務局(空港横)
〒891-4207 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田310番1
TEL 0997-49-4010／FAX 0997－49－4011

定休日
無休

定員

おすすめ料理・店ＰＲ

50 飲み放題・歌い放題

カラオケ・ゲーム大当たり

安房案内所(安房橋横)
〒891-4311 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房410-155 エコタウンあわほ内
TEL 0997-46-2333／FAX 0997-46-2225
宮之浦案内所(宮之浦港ターミナル内)
〒891-4205 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦823-1 屋久島環境文化村センター
内
TEL 0997-42-1019／FAX 0997-42-1044

