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○ ○ 奄美市 奄美山羊島ホテル
奄美市名瀬大熊字鳩
1382-1

○ ○

ひんじゃ～焼
　タナガせんべい500円
　海鮮お好み焼風500円
　イカのプレス姿焼600円
　島採れ魚のプレス焼600円

11:30～21:00 なし Tel:0997-54-5111 ○

奄美大島で採れたタナガ（テナガエビ），ア
オサや魚，イカ等をプレス機を使いせんべ
いにしました。山羊島ホテルオリジナル香
ばしいせんべいを味わって下さい。

奄美市 居酒屋脇田丸
奄美市名瀬金久町3-
11-1

○ ○
11:00～14:00
17:00～20:00

なし Tel:0997-52-5008

○ ○ 奄美市 いっさごれ 奄美市名瀬幸町3-11 ○ ○ 17:30～20:30 火 Tel:0997-54-2575 ○
ご来店の時間にあわせて出来たてをお渡
しします。

奄美市 カントリー風居酒屋アリソン
奄美市名瀬金久町8-6
伊東ビル2F

○

●お昼のお弁当
　日替わりランチBOX700円
　エビフライ弁当650円
　サーロインステーキ丼(サラダ付)900円　他
●夜の単品
　サーモンとチーズの生春まき700円
　エビのにんにくマヨネーズ700円
　イカのビールあげ700円　他

お昼のお弁当
10:00～13:30

夜のテイクア
ウト

10:00～18:30

お昼
土日祝

夜
日

Tel:0997-54-2300 ○

全てご注文を受けてから作りますので，お
時間に余裕をもってご注文ください。
オードブル(3500円 or 5000円)は前日まで
の予約となります。

夜のテイクアウトは
店内営業と平行して
行いますので，ご注
文をお受け出来な
い場合もあります

○ ○ 奄美市 ＮＯＭＡＤ
奄美市名瀬伊津部町
10-3

○ ○

チキンカレー800円
タンドリチキンライス800円
トルティーヤロール(チキン)700円
ドリンク各種(コーヒー，ラテ，スムージー，フ
ラッペ)350円

11:00～18:00 不定期 Tel:0997-57-1333 ○
カレーとコーヒーのお店
旅先で見つける小さな幸せで在りたい

奄美市
ファミリーレストラン ジョイフ
ル 奄美入舟店

奄美市名瀬入舟町10-
8 2F

○

●グリル
　ペッパーハンバーグ弁当，豚肩ロースのこ
だわり
　しょうが焼きグリル弁当各903円
●定食（味噌汁・漬物付）
　ロースカツ弁当776円
　若鶏の唐揚げ弁当589円
●ライトミール・サラダ
　ビーフカレー弁当678円
　シーザーサラダ432円

営業時間内
（ラストオー
ダーまで）

なし Tel:0997-57-6699 ○

奄美市
ファミリーレストラン ジョイフ
ル 奄美長浜店

奄美市名瀬長浜町14-
8

○

●グリル
　ペッパーハンバーグ弁当，豚肩ロースのこ
だわり
　しょうが焼きグリル弁当各903円
●定食（味噌汁・漬物付）
　ロースカツ弁当776円
　若鶏の唐揚げ弁当589円
●ライトミール・サラダ
　ビーフカレー弁当678円
　シーザーサラダ432円

営業時間内
（ラストオー
ダーまで）

なし Tel:0997-57-7500 ○

デリバリー・テイクアウト参入支援事業を活用した飲食店等

令和3年1月27日更新

（奄美市）

※券・・・ぐりぶー飲食券　クーポン・・・ぐるめクーポン　○が記載してあるのが利用店舗
   デリバリー・テイクアウトに券・クーポンを使用する際は，事前に店舗にご確認ください。
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tel:0997-54-5111
http://yagijima.com/
tel:0997-52-5008
tel:0997-54-2575
https://issagore.amamin.jp/
tel:0997-54-2300
https://alison.amamin.jp/
tel:0997-57-1333
https://nomad-amami.wixsite.com/nomad-amami
tel:0997-57-6699
http://www.nisikawa.net/joyfull/
tel:0997-57-7500
http://www.nisikawa.net/joyfull/
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デリバリー・テイクアウト参入支援事業を活用した飲食店等

令和3年1月27日更新

（奄美市）

※券・・・ぐりぶー飲食券　クーポン・・・ぐるめクーポン　○が記載してあるのが利用店舗
   デリバリー・テイクアウトに券・クーポンを使用する際は，事前に店舗にご確認ください。

奄美市 Pousser
奄美市名瀬入舟町17-
10

○ ○

日替わり弁当1000円
ハヤシライス1000円
ステーキ丼1600円
島豚自家製ハム600円
島豚のリエット600円
カキクリーム煮1400円
車海老のグリル1200円
和牛ステーキ3900円

11:00～20:30 月 Tel:0997-69-3922 ○

奄美市 焼鳥 鳥重 奄美市名瀬金久町 ○ ○ 焼鳥弁当1700円 16:00～20:30 日 Tel:0997-52-7022 ○

奄美市 焼肉ホルモン伝説むる
奄美市名瀬金久町2-
14

○ ○

前日予約3500
円以上でお昼

もあり
17:00～23:00

不定休 Tel:0997-52-5123 ○

○ ○ 奄美市
レストラン　ピッコラ　フォレ
スタ

奄美市名瀬朝仁町14-
1

企業・団
体ラン

チボック
スに限

る

○

ランチボックス650～800円(ランチタイム)
前菜盛皿2160円
肉盛皿2700～3000円
各種ピザ1210円　ほか

ランチタイム
9:30～
ディナータイム
盛皿:当日
16:00まで
その他:当日
19:00まで

日月 Tel:0997-69-3776 ○
感染症拡大防止に努めてまいります。
どの業種も大変だと思いますが，前を向い
て頑張っていきましょう。

店内営業再開した
場合，テイクアウト
営業を縮小する場
合があります。
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tel:0997-69-3922
http://pousser.mystrikingly.com/
tel:0997-52-7022
https://m.facebook.com/torishige.amami?locale=ja_JP
tel:0997-52-5123
https://www.facebook.com/densetsumuru/
tel:0997-69-3776
https://www.instagram.com/piccolaforesta.amami/

