下松市公式マスコットキャラクター

くだまる

国民宿舎 大城

1

住所/笠戸島14-1
TEL/0833-52-0138
営業時間/レストラン11:00～14:30 【14:00受付終了】
定休日/火

ホームぺージ

2

珈琲倶楽部 BearS
住所/河内田中1023-1
TEL/0833-46-0006
営業時間/
Instagram
月、火、木
9:00～15:00【14:00受付終了】
金、土、日、祝
9:00～21:00【20:00受付終了】
定休日/水

9

蕎麦 降松
住所/山田212
TEL/0833-46-0333
営業時間/
11:00～14:00【13:15受付終了】
定休日/火、水

10 周南造園

カフェマルシェ

ホームぺージ

住所/切山306-4
TEL/0833-47-2500
営業時間/9:00～16:00
定休日/金

11
3

4

山鳩珈琲店
住所/清瀬町3-13-7
TEL/0833-43-9832
営業時間/9:00～18:00
定休日/月(祝日の場合は翌日)

たこの星

住所/生野屋南1-13-2
TEL/0833-41-5770
営業時間/11:00～18:00

住所/望町1-10-1
TEL/0833-44-5036
営業時間/11:00～21:00
定休日/水

カレーハウス
CoCo壱番屋

6

定休日/日、月1～2回不定休

住所/美里町2-5-14
TEL/0833-48-9395
営業時間/10:00～17:00
定休日/土、日、祝

住所/美里町2-6-16
TEL/0833-43-1800
営業時間/11:00～22:00
定休日/無休

7

STARRY CAFE⁺
ホームぺージ
住所/望町3-2-35
「ハミングライフ」1階
TEL/070-1587-0973
営業時間/
11:00～17:00【16:30受付終了】
定休日/水

書cafe
ホームぺージ

ホームぺージ

8

Instagram

※ランチ11:00～14:00

12
5

プティ・スリール

こおひいや
住所/東陽4-11-9
TEL/0833-46-0761
営業時間/8:00～17:00
定休日/木

Blog

リヨンの森
住所/南花岡1-6-12
TEL/0833-44-8047
営業時間/
11:00～15:30【15:00受付終了】
※土、日、祝9:00～OPEN

17:00～20:30【20:00受付終了】
定休日/水、第3火

13

Cafe 4038
Blog
住所/末武中40-38
TEL/080-1645-4038
営業時間/
11:00～15:30【15:00受付終了】
定休日/不定休

14

中華そば 紅蘭
ホームぺージ

住所/駅南1-5-10
TEL/0833-41-0750
営業時間/10:30～15:00
※テイクアウト～17:00

定休日/水、第3木

15

鳥勝
住所/西豊井1368-13
TEL/0833-44-1903
営業時間/11:30～13:30
17:30～22:00
定休日/月

16

北斗亭
住所/北斗町12-19
TEL/0833-41-1947
営業時間/10:00～22:00
定休日/火

17

魚雅
住所/駅南2-4-7
TOEIトゥインクルビル1階
TEL/0833-41-2310
営業時間/17:30～21:30
定休日/日、月

18

19

おむすびころりん

26

住所/北斗町8-22 柴田ビル1階
TEL/0833-41-3400
営業時間/
11:00～14:00【13:30受付終了】
18:00～21:30【21:00受付終了】

住所/古川町4-3-4 明正ビル1階
TEL/0833-41-4600
営業時間/
11:00～14:00【13:30受付終了】
17:30～21:00

休日/日、月、祝

定休日/日、月、祝

パクチャン

Instagram

住所/栄町3-8-21
TEL/0833-41-3519
営業時間/11:00～15:00
定休日/土、日、月、祝

25

豆腐料理 奴
ホームぺージ

住所/駅南2-6-20
TEL/0833-41-0633
営業時間/11:00～14:00
18:00～23:00
定休日/日

ホームぺージ

住所/駅南2-1-11 1階
TEL/0833-41-0088
営業時間/
17:30～22:30【22:00受付終了】
休日/不定休

29

笑酎屋 ぶにせ

ホームぺージ

31

割烹 升吉
TEL/0833-41-1730
営業時間/
11:00～14:00
17:00～22:00【21:00受付終了】
定休日/無休

※夜は要予約

休日/月

33
MOTTEKE

住所/東豊井1319
TEL/050-8883-0758
営業時間/
16:30～21:30【21:00受付終了】
定休日/日（不定休あり）

洋亭MASUYOSHI
住所/北斗町5-15
ホームぺージ
TEL/0833-43-0129
営業時間/
11:00～14:00
17:00～22:00【21:00受付終了】

ホームぺージ

くだまつステーションホテル内

もつ焼き はち

食蔵 升吉
住所/北斗町1-18
TEL/0833-45-0808
営業時間/
16:00～23:30【23:00受付終了】
定休日/月

住所/駅南2-1-11 2階
TEL/0833-43-9300
営業時間/
17:30～23:00【22:00受付終了】
定休日/不定休

32

ホームぺージ

お弁当、おそう菜の
まつもと

27 鉄網ダイニング 雅味

中国海鮮酒家 第一飯店

住所/北斗町4-11

21

住所/東豊井1352
TEL/0833-41-1728
営業時間/
11:00～15:00【14:30ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ】
17:00～21:00【20:30ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ】
定休日/火(祝日の場合は翌日)

※夜は、前日迄にコース料理予約のみ承ります。

ホームページ

30

24

和食工房 にしだ
Instagram

住所/駅南1-4-29
TEL/0833-41-2155
営業時間/※電話にてご確認お願いします。
11:30～14:00【13:30受付終了】
17:30～21:30【21:00受付終了】
定休日/月(祝日の場合は営業)

28

割烹こうもり・
和食処花水木

住所/栄町1-1-7
TEL/0833-41-0673
営業時間/
11:30～14:30【13:30受付終了】
17:00～21:20【19:45受付終了】
定休日/火、第2、第4水

住所/大手町2-9-15
TEL/0833-41-0132
営業時間/17:30～21:00
定休日/日、祝

23

旬彩ダイニング 杏’s

20
ホームページ

住所/駅南2-4-7
TOEIトゥインクルビル1階
TEL/0833-44-5855
営業時間/11:00～14:00
17:00～22:00
定休日/日、祝（お昼のみ）

22

お食事処 よしの

34

廣華楼

35

Instagram

住所/大手町885-26
TEL/0833-43-5144
営業時間/
11:00～14:30【14:00受付終了】
17:00～22:00【21:00受付終了】
定休日/月(祝日の場合は翌日)

民芸茶屋 おか倉
住所/中市2-3-3
TEL/0833-41-8000
営業時間/
11:00～13:00 ※要予約
17:00～22:00
定休日/日、祝

36

中国家庭料理 謝謝

住所/中央町21-3 星プラザ1階
TEL/0833-45-1178
営業時間/10:00～20:00
定休日/
星プラザ休館日に準ずる

37 コリアンキッチン

オンマソン

住所/中央町2-6 藤田ビル1階105
TEL/0833-48-9678
営業時間/
11:00～14:00
17:00～23:00【22:00受付終了】

牛骨ラーメンが
食べられるお店
～～～下松の特産品を味わう～～～

※発行日現在、当協会の会員店舗を掲載しています。
【編集・発行/下松市観光協会 TEL:0833-45-6911 令和4年7月発行】

38

ちいさなかいせき
かぶらや
住所/桜町3-16-21
TEL/0833-44-5733
営業時間/
11:00～13:00
17:00～20:00
※テイクアウト～20:00(要予約)

定休日/火

Twitter

住所/西柳3-3-10
TEL/0833-43-5023
営業時間/
11:30～14:00
17:00～23:00 ※日曜日は～22:00
定休日/月、不定休

定休日/不定休

笠戸ひらめが
食べられるお店
(要予約)

オリエンタル

39

中華そば 蘭らん
住所/藤光町1-10-34
TEL/0833-44-2366
営業時間/
月、火、水、金

10:30～14:30 17:00～20:30
土、祝

10:30～14:00
※売り切れ次第終了

定休日/木、日

