02/15

03/14

(月)

(日)

まぐろ祭り加盟店一覧

味処 ぎおん

いちき串木野市湊町3280 TEL:0996-36-3319
営

日曜日・祝日
11：00〜14：00
休
第四水曜日
17：00〜22：30

居酒屋 いくよ

いちき串木野市春日町78 TEL:0996-32-7997
休 月曜日

営 18：30〜24：00

居酒屋 A埠頭

いちき串木野市旭町58 TEL:0996-33-1066
休 水曜日

営 18：00〜LO

※金額は税込です
※テークアウトの有無は
各店舗へお問い合わせ
ください

海鮮まぐろ家

いちき串木野市上名3018-3 TEL:0996-33-5015

11：00〜15：00

営 14:30
（LO）

Wondersh
PDFeleme

透かしを削除する

休 第三水曜日

かっ烹 石の花

いちき串木野市緑町119-3 TEL:0996-32-2887

11：30〜14：00
（要予約)

営 18：00〜23：00

休

水曜日
（昼）
木曜日

まぐろづけ瞬間揚げ……715円
まぐろ丼（ミニうどん付）……1,200円
まぐろ丼とミニうどんの満腹セットです。

まぐろレアカツ定食…1,500円
まぐろをサッと揚げてレアカツにすることで、旨味が
凝縮され美味しさ増し増しです。
まぐろ丼…1,000円
大振りにカットした赤身は脂乗りも良くまぐろを満喫
できます。

こだわりとんかつ 味工房みその

いちき串木野市別府4252-1 TEL:0996-33-1550
営 11：00〜21：30

休 無休

まぐろのづけをパン粉で包み瞬間揚げにしていま
す。刻み大葉・おかか・山葵・糸賀木でより一層美
味しくお召し上がりいただけます。

串木野マグロの韓国風ユッケ……660円

まぐろ丼二層（吸物・小鉢付)……1,200 円

美味しいまぐろ丼を味わったあと二層目のづけで出汁
をかけてお茶漬けにしてお楽しみいただけます。
づけ丼（吸物・小鉢付)…1,000円
ネギや大葉の香味野菜とにんにくの効いたづけを黄身
でまろやかにお召し上がりいただけます。

さのさ館

テークアウトのみ

いちき串木野市上名3018-5 TEL:0996-32-0780
営 9：00〜18：00

休 第三水曜日

コチュジャンなどを入れた韓国風のタレで和えました。
添えてあるうずらの黄身を混ぜてお召し上がりください。
マグロのづけ風ゴマ和え…660円
マグロをオイスターソースなどを使ったタレで和え、
す
りゴマをまぶしました。お酒によく合う一品です。
マグロとアボカドのわさびマヨ和え…660円
マグロと相性の良いアボカドをわさびマヨネーズで和
えました。

紫おん

いちき串木野市旭町70 TEL:080-9063-2301
営 19：00〜25：00

休 日曜日

限定

おやこ

尾頭子丼……1,100 円

5食

南まぐろの尾頭の漬け揚げとまぐろの子の蒸し煮
を合わせました。限定5食です。ぜひご賞味くださ
い。

旬彩 とど家

いちき串木野市旭町147 TEL:0996-32-5518
営 18：00〜25：00

休 月曜日

まぐろレア・西京焼…1,100円
塩をあて旨味を凝縮したまぐろを西京味噌で漬け
込み、絶妙なレア焼でお召し上がりください。
鮪の合まぜ…385円
鮪に塩をあて、少量の油を入れて蒸し、
胡瓜、椎茸、海月を加え出汁で和風に和えました。
ピンクペッパーをかけてお召し上がりください。

酔匠の里

いちき串木野市旭町72 TEL:0996-32-1197
営 18：00〜24：00

休 火曜日

まぐろステーキ……880 円

まぐろかつ……1,683 円

とんかつ店自慢のパン粉で、外はサクサク、中は
しっとり。さっぱりとした味わいです。みそのオリ
ジナルの甘醤油を使用したわさび醤油とレモンの
ソースの2つの味わいをお楽しみ下さい。

鮨処 大助

いちき串木野市曙町42 TEL:0996-33-1911
営

11：00〜14：00
18：00〜22：00

休 水曜日

ダブルまぐろ丼…780 円

まぐろのづけとネギトロを一度に味わえるお得な
丼です。

まぐろの香草マリネ……グラム450円

まぐろメンチ……500 円

大葉が香る食べ応え抜群の粗挽きメンチです。

ツナのオイル煮…400円

ミニまぐろ丼…750円

タタキにしたまぐろをバジルソースでじっくり寝かせた
美味しいマリネです。

タタキにしたまぐろをバジルソースでじっくり寝かせた
美味しいマリネです。

創作料理 博

大衆酒場 ほり川

いちき串木野市旭町177 TEL:0996-32-0718

11：30〜13：30
（LO）

営 17：30〜21：30
（夜は要予約） 休 月曜日
（LO）

コロコロまぐろピザ……800円

甘辛いタレで下味をつけた角切りまぐろとたっぷりな具
材でいただくピザです。
トッピングのネギが絶妙です。

いちき串木野市元町177 TEL:0996-26-0550
営 18：00〜22：00

休 月曜日

お酒の〆メニューに丁度良いわさびを効かせた
ミニまぐろ丼です。

だいにんぐ味彩

いちき串木野市曙町24 TEL:0996-32-7970

11：00〜
（LO）

営 18：00〜
（LO）

休 無休

情熱の山かけ丼……980円

メバチまぐろづけ丼……1,400 円

づけにしたメバチまぐろを丼に乗せ、
ネギ、胡麻を
ちらしてあります。
メバチマグロにぎり８貫…1,400円
メバチまぐろのにぎりになります。

中国料理

味工房みその 本店

いちき串木野市北浜町4 TEL:0996-33-0808
営

11：00〜15：00
17：00〜21：30

休 無休

まぐろカツめし……1,300 円

当店秘伝のタレに揚げたてのまぐろカツをどぶづ
けしてご飯にのっけました。ボリューム満点の一
品です。
トッピングでタルタルソースをかければお
いしさ倍増！

昔ながらのラーメン屋 みその食堂

いちき串木野市別府4285 TEL:0996-33-6321
営

11：00〜15：00
17：00〜21：30

休

無休

まぐろ舵取り丼……840 円

特製のタレをからめたまぐろで山かけ丼にしました。
食べやすい味です。

まぐろ和風カルパッチョ…800円
メバチまぐろの赤身とたっぷりの野菜を合わせたメ
ニューです。特製ごまだれを使ってさっぱりとお召し
上がりいただけます。

高タンパクサラダ…780円
タンパク質の含有量が多いまぐろと鶏胸肉のほぐし
身をサラダにしました。体に大事な良質のタンパク質
がたっぷりと摂れます。
まぐろアボカド…650円
まぐろとアボカドの相性はとても良く、ハワイでは
「ホ
キ」
という料理で食べられています。ヘルシーな酒肴
にいかがでしょうか。

ご当地メニューの舵取り丼はまぐろの尾身を使っ
た丼で、甘露煮・唐揚・そぼろの3種がのった人気
メニューです。

てっちゃんそば

いちき串木野市湊町3-4 TEL:0996-36-4752
営 11：00 〜15：00

休 日曜日

まぐろユッケ丼定食……900 円

キハダまぐろをユッケの丼にした定食です。

まぐろ入りだし巻定食…900円

キハダまぐろと玉ねぎをそば出汁の卵で巻いた美味し
いだし巻玉子定食です。

麺どころさつま 串木野店

いちき串木野市照島5079-1 TEL:0996-33-1737
営

11：00〜21：30
21:00
（LO）

休

無休

まぐろロースト丼セット……1,260 円

まぐろ味噌カツらーめん……1,300 円

当店自慢の味噌らーめんに、
まぐろカツをのせ仕
上げにまぐろ節をのせた和風ならーめんです。

まぐろを弱火でローストし、バター風味の甘だれに漬け
て丼に乗せました。たたき山いもをかけてお召し上がり
ください。

まぐろローストにぎり寿司…418円

まぐろローストをにぎりにしました。
オリジナルの薬味でお召し上がりください。

濵田屋伝兵衛（食事処）

いちき串木野市湊町4-1 TEL:0996-36-3131
営 11：00〜14：00

休 水曜日

湯葉チリメンを混ぜ込んだご飯とメインのまぐろを柑
橘系醤油(ポンカンピューレ)でお召し上がりください。

焼きとり 三四郎

いちき串木野市春日町180-3 TEL:0996-32-8870
営 18：00〜23：00

休 日曜日

まぐろの唐揚げ…500円
醤油ベースのまぐろの唐揚げです。お好みで
パセリ塩でもお召し上がりいただけます。
まぐろのカルパッチョ…700円
たくさんの野菜と一緒にいただけるまぐろの
カルパッチョです。

中華料理

香隆

いちき串木野市昭和通61 TEL:0996-47-7334
営 11：00〜14：00

休 木曜日

まぐろ小籠包……500円

人気商品！まぐろとニラなどの具材が相性バッチリの
餃子の皮で作った小籠包です。

まぐろ炙り……820円

鮮度抜群のまぐろをさっと炙り、本生わさびや岩塩、秘
伝ダレでお召し上がりください。
まぐろ炙りset…1,650円
ご飯、お味噌汁、小鉢、サラダ、デザートが付いたお得
なsetです。

ぴあ

いちき串木野市栄町188-2 TEL:0996-32-0678
営 18：00〜24：00

休 月曜日

まぐろのカルパッチョ……680 円
まぐろ丼湯葉チリメン
ご飯香味醤油添え…1,200円

鉄板で食べるまぐろステーキです。甘めのタレとまぐろ
に敷いたもやし、仕上げのにんにくチップやネギが絶妙
な味わいでお召し上がりいただけます。

たっぷりの野菜とまぐろを酸味の効いたソースで
お召し上がりください。

まぐろと山いもの中華風サラダ…550円

まぐろと山いもなどの野菜をピリッと効かせた中華風
ソースでお召し上がりください。

和ダイニング 松ちゃん

いちき串木野市緑町119-1 TEL:0996-33-0432
営

18：00 〜24：00
（LO23:00）

休 水曜日

まぐろ餃子…1,200円
まぐろの肉汁が口に含んだ瞬間に広がるとても美味
しい羽根つき餃子です。
まぐろの甘酢物…3,800円
まぐろの肉をパリパリの食感でいただく美味しい味
わいの甘酢物です。

まぐろの館

テークアウトのみ

いちき串木野市八房3141-1 TEL:0996-29-5515
営 10：00〜18：00

休 無休

松榮丸のまぐろ中おち丼……540 円

自社船で漁獲した大西洋のキハダマグロを使用して
おり、一尾から約１kgしか取れません。赤身の中でも濃
厚な味わいを楽しめます。通の方に是非、本物の
「中お
ち」
を味わっていただきたいです。

ＭＡＧＵＲＯハンバーガー…356円

まぐろの血合い肉入りバテをサクサクのカツに仕上げ
オリジナルのトマトソースとタルタルソースでサンドしました。

和風れすとらん和楽路

いちき串木野市昭和通116 TEL:0996-32-0781
営

11：00 〜14：30
17：30 〜21：30

休 月曜日
（夜）
・火曜日

まぐろヅケ丼……650円

ヅケだれに漬けたまぐろをご飯に乗せて卵を乗
せ、海苔を散らしました。

まぐろのネギマ・まぐろの山かけ…600円
まぐろとネギのネギマ串です。シンプルな塩コショウ
またはタレでお召し上がりください。
まぐろのユッケ…600円
箸休めにピッタリなまぐろのユッケです。

まぐろユッケ……800 円

醤油ベースたれのまぐろのユッケをバゲットで
いただく洋風ユッケです。

まぐろユッケ丼(サラダ付)…1,500 円

あたたかいご飯とまぐろのユッケの美味しい丼で
す。
トッピングにキムチと卵黄でお召し上がりくだ
さい。ツナサラダ付き。

