鹿児島県ＰＲサポーターショップのご紹介〜鹿児島の食・焼酎を提供〜
（関西地区）

（登録期間：2018年10月1日〜2019年9月30日）
オリジナル「そばつゆ仕立て黒豚しゃぶしゃぶ」がおすすめ

鹿児島の郷土料理を「ばっぱんの味」で提供

遊食豚彩 いちにいさん

かのや篠原

阪急西宮ガーデンズ店
〒663-8204
兵庫県西宮市高松町14-2 阪急西宮ガーデンズ4F
電話番号/0798-62-2123 定休日/無休
営業時間/11:00〜23:00
最寄り駅：阪急神戸本線 西宮北口駅南東口 徒歩3分（直結）

おすすめメニュー 黒豚しゃぶ・豚骨・角煮
「かごしま応援者証」持参者サービス 黒酢ドリンクサービス

おすすめメニュー とんこつ・つけあげ（さつま揚げ）・がね・腹皮
「かごしま応援者証」持参者サービス 大将おすすめ 焼酎ワンドリンクサービス

JA鹿児島県経済連直営店

気軽に立ち寄れるお店

華蓮 大阪心斎橋店

さつま料理 島国

〒542-0085
大阪市中央区心斎橋筋2-7-16 ﾌﾟﾗｲﾑｽｸｴｱ心斎橋B1F
電話番号/06-6213-8929
定休日/第3日曜日（連休の場合は連休最終日）
営業時間/11:30〜14:00,17:30〜22:30（日・祝は22:00）
最寄り駅：地下鉄御堂筋線 心斎橋駅4Ｂ出口 徒歩3分

おすすめメニュー さつま揚げ・黒豚角煮
「かごしま応援者証」持参者サービス 無

〒530-0057
大阪市北区曽根崎2-5-40
電話番号/06-6311-0242 定休日/日曜日・祝日
営業時間/17:00〜22:30 17:00〜21:30（土曜日）
最寄り駅：地下鉄御堂筋線 梅田駅15番出口 徒歩5分

おすすめメニュー さつま揚げ・とんこつ煮
「かごしま応援者証」持参者サービス 無

路地奥の隠れ家。お箸でいただける本格フレンチ

平日はランチバイキング有。コース料理もどうぞ。

ル・クロ

ル・クロ・ド・マリアージュ

〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋2-3-22
電話番号/06-6211-1644
定休日/月，火曜日ランチタイム
営業時間/11:30〜14:00，18:00〜22:00
最寄り駅：地下鉄御堂筋線 心斎橋駅7番出口 徒歩5分

おすすめメニュー 茶美豚のグリエ
「かごしま応援者証」持参者サービス ワンドリンクサービス

鹿児島ダイニング

〒540-0012
大阪市中央区谷町2-2-22 NSビル2F
電話番号/06-6942-9666 定休日/月曜日，火曜日
営業時間/11:30〜14:00，18:00〜21:30
最寄り駅：地下鉄谷町線 天満橋駅3番出口 徒歩3分

おすすめメニュー 茶美豚のグリエ
「かごしま応援者証」持参者サービス ワンドリンクサービス

約100種類の焼酎と鹿児島県産の食材を使った料理を提供

さつま路

〒561-0857
豊中市服部寿町2丁目1-10 フェリーチェ服部
電話番号/06-7171-6773 定休日/木曜日
営業時間/11:30〜22:00
最寄り駅：阪急宝塚本線 服部天神駅2番出口 徒歩5分

おすすめメニュー 黒豚・焼酎・さつまあげ
「かごしま応援者証」持参者サービス 無

調味料から素材までこだわったお店作り

風流味道

そば仙人

〒547-0035
大阪市平野区西脇1-1-4
電話番号/06-6706-0281
定休日/月曜日
営業時間/ランチ 11:30〜14:00，ディナー18：00〜22:00
最寄り駅：ＪＲ関西本線 東部市場前南口 徒歩10分

おすすめメニュー がね・メヒカリ唐揚・黒豚
「かごしま応援者証」持参者サービス ５％ＯＦＦ

充実した芋焼酎・黒糖焼酎を揃えています。

富山ろくちょう
〒564-0053
吹田市江の木町16-33
電話番号/06-7710-5902 定休日/火曜日
営業時間/1７:00〜24:00
最寄り駅：地下鉄御堂筋線 江坂駅8番出口 徒歩5分

本物の鹿児島郷土料理を大阪で食べられるお店

くずし割烹

豚美

〒550-0013
大阪府大阪市西区新町１丁目22-19桑名ビル1Ｆ
電話番号/06-4393-8380
定休日/日曜日
営業時間/11:30〜14:00，18:00〜23:00
最寄り駅：地下鉄長堀鶴見緑地線 西大橋駅2番出口 徒歩2分

おすすめメニュー さつま揚げ・さつま汁・鶏飯・鶏刺・とんこつ
「かごしま応援者証」持参者サービス 焼酎ワンドリンクサービス（600円以下商品）
自家製にこだわるフランス料理店

レストラン

黒さつま鶏を始めとした鹿児島の「うまか」を堪能

鹿児島県 霧島市 塚田農場
梅田ギャザ阪急店
〒530-0012
大阪市北区芝田1-3-1 ギャザ阪急6F
電話番号/06-6292-7188
定休日/偶数月第3日曜日，1月1日・2日
営業時間/1７:00〜24:00
最寄り駅：地下鉄御堂筋線 梅田駅出口 徒歩2分

おすすめメニュー 地鶏炭火焼・さつま揚げ
「かごしま応援者証」持参者サービス 10％OFF

おすすめメニュー かつお腹皮・さつま揚げ・海ぶどう
「かごしま応援者証」持参者サービス 無

写真

〒541-0046
大阪市中央区平野町4-5-5
電話番号/06-6226-1810 定休日/日曜日・祝日
営業時間/16:00〜24:00
最寄り駅：地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅13番出口 徒歩4分

オゼルブ

584-0071
大阪府富田林市藤沢台6-2-8
電話番号/0721-29-3122
定休日/月曜日・火曜日のランチ。水曜日
営業時間/11:30〜14:30，17：30〜21:00
最寄り駅：金剛駅〜金剛駅前バス停〜藤沢台六丁目 徒歩1分

おすすめメニュー 鹿児島産フィレ肉
「かごしま応援者証」持参者サービス グラスワインサービス

鹿屋 大隅の食材にこだわり関西人にもなじみやすい料理を提供

割鮮

nampu もとき

〒666-0021
兵庫県川西市栄根1−7−5サンメゾン戸田１階
電話番号/072-764-7155
定休日/不定休
営業時間/11:30〜14:00，17：30〜21:30
最寄り駅：川西池田駅 徒歩5分

おすすめメニュー シャポーン鶏タタキ・つけあげ・だっきしょ
「かごしま応援者証」持参者サービス 指定の焼酎ワンドリンクサービス
食材も鹿児島からの直送 鹿児島と近畿の橋渡しをするお店

薩摩郷土料理

割烹

結

660-0051
兵庫県尼崎市東七松町1-9-20 アウレリアコート１階
電話番号/06-6415-8483
定休日/木曜日
営業時間/11:30〜14:00，17：30〜23:00
最寄り駅：立花駅 徒歩9分

おすすめメニュー 鶏飯，さつまあげ，黒豚，麦みそ汁
「かごしま応援者証」持参者サービス 千円までのワンドリンクサービス

鹿児島ゆかりの女性オーナーによる とんかつ専門店

全てのお料理に「黒酢」を使用しています！

黒酢本舗 桷志田なんばスカイオ

とんかつ きりしま

〒542-0076
大阪府大阪市中央区難波5-1-10 なんばスカイオ6階
電話番号/06-6585-9624 定休日/無
営業時間/10:00〜21:00
最寄り駅：南海なんば駅 徒歩１分，なんば駅 徒歩２分

おすすめメニュー 黒酢酢豚，黒酢もろみぶり
「かごしま応援者証」持参者サービス 黒酢スムージ

〒675-0131
兵庫県加古川市別府町新野辺1150-11
電話番号/079-441-1510 定休日/祝日以外の月・火の夜の部
営業時間/11:30〜15:30 18:00〜21:30（日曜のみ12:00〜）
最寄り駅：JR線東加古川駅（約6km），山陽電鉄別府駅（約1km）

おすすめメニュー 特選ビフカツ，きりしまロール〜勝KATSU
「かごしま応援者証」持参者サービス ワンドリンクサービス

（東海地区）
食材や焼酎は生産者，蔵元を直接訪ねて納得したものを提供

圧倒的な焼酎のラインナップ。九州料理が自慢

九州ろばた 濱匠 広小路通店

芋蔵 名駅店

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄4-5-8 エアリビルB1F
電話番号/052-259-1008 定休日/不定休
営業時間/17:00〜24:00（月〜土） 17:00〜23:00（日・祝）
最寄り駅：栄駅・栄町駅 各１２番出口 徒歩５分

おすすめメニュー 黒豚料理・種鶏・鮮魚
「かごしま応援者証」持参者サービス 本格焼酎又はソフトドリンク １杯無料

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅3-23-7 ダイヤモンドウェイ2・3F
電話番号/052-547-0500 定休日/無
営業時間/17:00〜翌1:00
最寄り駅：名古屋駅ユニモール１０番出口 徒歩０分

おすすめメニュー カツオのタタキ
「かごしま応援者証」持参者サービス フード２０％ＯＦＦ

芋蔵ならではの焼酎は圧巻の２５０種類

鹿児島の食材を贅沢に使った絶品料理

芋蔵 栄店

芋蔵 金山店

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦3-6-35 名古屋郵船ビル 地下1F
電話番号/052-950-3737 定休日/無（12/31,1/1休）
営業時間/17:00〜翌1:00
最寄り駅：久屋大通駅 ３番出口 徒歩１分

おすすめメニュー さつま揚げ・黒豚
「かごしま応援者証」持参者サービス 焼酎１杯無料（プレミアム焼酎除く）

〒456-0002
愛知県名古屋市熱田区金山町1-4-6 アルティメイト金山１F
電話番号/052-678-5959 定休日/無（12/31は22時閉店 1/1休)
営業時間/17:00〜翌1:00(月〜土) 17:00〜24:00（日・祝日）
最寄り駅：金山駅 東口出口 徒歩１分

おすすめメニュー さつま揚げ・黒豚・黒牛炙り・きびなごの刺身
「かごしま応援者証」持参者サービス 焼酎１杯無料（プレミアム焼酎除く）

まだまだある芋蔵の店舗ご紹介！
店舗名

住所

電話番号

営業時間

定休日

460-0022
愛知県名古屋市中区金山1-17-1 アスナル1F

052-322-3300

ランチ（月〜日）11:00〜15:00
ディナー（月〜木・日）17:00〜24:00
ディナー（金・土）17:00〜翌1:00

芋蔵 刈谷店

448-0027
愛知県刈谷市相生町2-38 G SEVENS KARIYA 2F

0566-29-1800

月〜木・日 17:00〜24:00
金・土・祝日前 17:00〜翌2:00

無

芋蔵 豊橋店

440-0888
愛知県豊橋市駅前大通1-55 ココラフロント1F

0532-57-7800

月〜木・日 17:00〜24:00
金・土・祝日前 17:00〜翌1:00

無

芋蔵 駅西店

453-0015
愛知県名古屋市中村区椿町15-2 名古屋ミタニビルB1F

052-454-0800

月〜土 17:00〜翌1:00
日・祝日 17:00〜24:00

無

芋蔵 豊田店

471-0026
愛知県豊田市若宮町1-23 G-SEVEN豊田ビル2F

0565-31-1515

月〜木・祝日 17:00〜24:00
金・土 17:00〜翌3:00

日

451-0046
愛知県名古屋市西区牛島町6-1
ルーセントタワー2F

052-551-6611

ランチ（月〜金）11:30〜14:00
ランチ（土・日・祝日）11:30〜15:00
ディナー（月〜木・日・祝日）17:00〜23:00
ディナー（金・土・祝日前）17:00〜23:30

不定休

芋蔵 京都木屋町店

604-8024
京都府京都市中京区紙屋町674-19

075-221-8787

月〜金 17:00〜翌1:00
土・日・祝日 16:00〜翌1:00

無

芋蔵 イオン岡山店

700-0907
岡山県岡山市北区下石井1-2-1 イオンモール岡山店6F

086-226-2828

ランチ（月〜日） 11:00〜15:30
ディナー（月〜日）17:00〜23:00

無

芋蔵 GIRI

芋蔵 ルーセント店

不定休

※上記店舗でも「かごしま応援者証」持参者サービス有り（焼酎１杯無料・プレミアム焼酎除く）

〜 鹿児島県PRサポーターショップを募集してます！詳しくは下記「鹿児島県大阪事務所」まで〜

「かごしま応援寄附金」でふるさと鹿児島への応援をお願いします！

かごしま応援寄附金を年２千円以上お寄せいただいた方に、
「かごしま応援者証」を発行しています。
ＰＲサポーターショップでも応援者証特典を実施しています。
詳しくは、右記までお問い合わせください。

鹿児島の観光・物産等のお問い合わせ先

鹿児島県大阪事務所
〒530-0001
大阪市北区梅田1-3-1-900 大阪駅前第一ビル9F
電話番号/06-6341-5618 FAX/06-6341-7210

