
※テイクアウトのみ→（TO)

店名 ジャンル 住所 電話番号 定休日 営業時間

ほうらい茶屋 人吉店 いけす料理 相良町1021-1 22-7573 不定休 11：00～15：00、17：00～21：00

鮎の喜多川 いけす料理 中青井町367-1 24-3733 第１・３木曜日 11：00～14：00、16：30～21：00

鯖乃家 居酒屋 西間下町100-1 23-2054 水曜日（営業自粛中は不定休） 11：30～14：00、18：00～20：00

FOODBASE井上商店 居酒屋 七日町97-6 090-4585-8090 日、第２・４月曜日 11：30～14：00、18：00～21：00

八百甚 居酒屋 西間下町2390 23-3818 月曜日 17：30～22：00

楽天 居酒屋 上青井町180-22 2F 22-9381 水曜日 18：00～22：00

かめ家ダイニング 居酒屋 五日町60-1 24-8867 日曜日 18：00～23：00

居酒屋 次男坊 居酒屋 大工町37-1 32-9383 水曜日

つぼ八 人吉店 居酒屋 紺屋町103 24-7999 年中無休 17：00～24：00

白木屋 人吉駅前店 居酒屋 上青井町123 22-0788 年中無休 17：00～21：00

モルトL＆A 居酒屋 九日町93-2 24-9751 年中無休 18：00～24：30

まさ 居酒屋 下原田町448-1

沖縄料理 花・花 居酒屋 大工町16-3 22-8688 月曜日 18：00～20：00

寿司酒場いなだ 居酒屋 中青井町287-12 090-3414-2490 火曜日 18：00～23：00

CHABO 居酒屋 九日町85-4 32-9773 水曜日 18：00～23：00

カミナリ 居酒屋 紺屋町28-1 070-3533-4873 水曜日 18：00～25：00

左文字 居酒屋 紺屋町126 34-2510 不定休 17：00～22：00

創作居酒屋 吉祥 居酒屋

DINING 筏 居酒屋 駒井田町195 24-0808 不定休 17：00～23：00

あんじゅらな 居酒屋 鍛冶屋町50 090-5941-1291 不定休 18：00～23：00

とり丸 居酒屋 紺屋町2-5 22-2330 不定休 18：00～24：00

太助 居酒屋 紺屋町133 24-5876

居酒屋こうぞう 居酒屋 西間下町7-2 22-3332 不定休 18：00～23：00

味処 板さん 居酒屋 九日町93-2 22-5505

[モゾカタウン駅前]でたらめや/炉端焼孝八 居酒屋 中青井町326-4 24-4945 でたらめや→不定休  孝八→水・日曜日11：00～13：30、14：00～17：00、  18：00～23：30

[モゾカタウン駅前]三日月食堂 昭和 居酒屋 中青井町326-4 080-8576-4696 不定休 11：00～22：00

[モゾカタウン駅前]京だる 居酒屋 中青井町326-4 090-9793-2011  22-3154不定休、昼は日曜定休 11：00～15：00、17：30～20：00

[モゾカタウン駅前]和鶏ダイニングすずめ 居酒屋 中青井町326-4 080-1754-5534 不定休 11：00～14：00、17：00～22：00

[モゾカタウン駅前]居酒屋こびょうたん 居酒屋 中青井町326-4 090-3557-8120  22-8120不定休 18：00～25：00

[コンテナマルシェ]魚・場貝（TO) 居酒屋 紺屋町36-6 080-2776-4881 水・日曜日 11：00～18：00

[コンテナマルシェ]参之蔵（TO) 居酒屋 紺屋町36-6 080-3228-3715 11：00～14：00、17：00～22：00

[コンテナマルシェ]勝よし（TO) 居酒屋 紺屋町36-6 090-1364-7929 不定休 11：00～14：00、17：00～20：00

LAレストランボーノボーノ イタリアン 上薩摩瀬町874-1 24-4522 不定休 11：30～14：30（LO)、18：00～21：30

キッチンCHIKA イタリアン 灰久保町2-8 090-8405-2508 18：00 ～ 23：00

タベルナ・ダ・ミズモト イタリアン 中青井町287-4 22-3471 水曜日

The Fahrenheit イタリアン 麓町6-2 35-6712 木曜日

うどんのかどや うどん 瓦屋町2357-1 24-9778 月曜日

うちだ屋 人吉店 うどん 矢黒町2160 24-6996 不定休 11：00～23：30

松田うなぎ屋 うなぎ 宝来町1343 35-7877 不定休 平日：11：00～15：00、17：00～21：00  土日祝：11：00～21：00

グルメ桑原 うなぎ 蟹作町1521 23-4147 不定休 11：00～15：00

しらいしうなぎ うなぎ 紺屋町126 22-2450 不定休

上村うなぎ屋 うなぎ 紺屋町129 22-3312 不定休 10：00～15：00、17：00～21：00

[モゾカタウン駅前]しらさぎ荘annex うなぎ 中青井町326-4 080-5372-0091 火曜日 10：00～17：00

じゃらんじゃらん エスニック料理 矢黒町1911-10

虎鉄 お寿司 紺屋町106-1 24-3366

おどり寿し 人吉店 お寿司 西間下町1022-1 22-0088 元旦 11：30～22：00

寿司まどか人吉インター店（TO) お寿司 鶴田町867-7 22-2277 不定休 11：30～14：30、17：00～21：30

寿司まどか＆からあげもも太郎（TO) お寿司 相良町1205-1 24-5851 不定休 11：00～14：00、16：00～20：00

寿司酒場いなだ お寿司 中青井町287-12 090-3414-2490 火曜日 18：00～23：00

すし みむろ お寿司 駒井田町212-1 23-3090 12：00～14：30、18：00～22：30

おうちごはん カフェ 灰久保町10-2 24-6860 火曜日（臨時休あり） 11：00～15：00

茶房 人吉 カフェ 赤池原町1425-1 22-6700 火曜日、年末年始 11：00～17：00

花の木 カフェ 七地町888-6 23-3201 日曜日

SlowCafe カフェ 灰久保町11-1 24-6750 月曜日

UNLEASH. COFFEE & EXPEDITIONS カフェ 鶴田町861-35 32-8253 木・日曜日 11：00～16：00

カフェ亜麻色 カフェ 中青井町321 火曜日 11：00～19：00

Kura倉café カフェ 願成寺町1007-20 28-3080 木曜日 11：30～21：00

町家ギャラリー立山 カフェ 中青井町311 24-0866 木曜日 10：00～17：00

茶処 ぶけぐら カフェ 土手町35 22-5493 火曜日

お菓子の香梅 ドゥ・アート・スペース人吉店 カフェ 五日町47-1 26-3330 木曜日 9：00～19：00

ストロベリーシーフ カフェ 宝来町83-5 22-2853 月・第３日曜 11：00～20：00

すいとぴぃ カフェ 上青井町120-5 35-6780 不定休

村右衛門クラフト 樹想館 カフェ 鶴田町31-6

バインミー カオニャット（TO) カフェ 下原田町荒毛1652-3 27-4166 月・火曜日 11：00～13：00、15：00～18：00

一福（TO) カフェ 22-8080 毎週日曜限定で営業 11：00～売り切れまで

山上商店スムージーカフェ愛情物語 カフェ 33-3388 不定休 13：00～20：00

九州パンケーキ 人吉HASSENBA店 カフェ 下新町333-1 22-5555 水曜日 10：00～17：00

[コンテナマルシェ]ラ プリエール ドゥ カフェ（TO) カフェ 紺屋町36-6 090-6423-2566 不定休 11：00～16：30

[コンテナマルシェ]是々庵 ichifuji（TO) カフェ 紺屋町36-6 11：00～14：00

[モゾカタウンくまりば]永田村右衛門ROASTERY カフェ 相良町5-4 090-5294-5462 水・木・日曜日 11：00～17：00

[モゾカタウン駅前]バナナの森ピコット カフェ 中青井町326-4 080-7745-8937 不定休 10：00～17：00

こだわりカレー APPLE（TO) カレー 灰久保町2-5 23-6004

重兵衛 郷土・懐石料理 五日町21-1 24-5877 月曜日 11：30～14：00（予約のみ）  17：00～23：00

串焼きひがし 串焼き 瓦屋町2393-10 22-8050 月曜日 18：00～22：30

金七 串焼き 寺町11-5 24-0512 日曜日 18：00～22：00

松もと 串焼き 大工町43 32-8805 火曜日 18：00～24：00

エビス（EVISU) 串焼き 新町15 一期屋2F 22-8000 不定休 18：00～22：30

[モゾカタウン駅前]串焼き山久 串焼き 中青井町326-4 090-6637-0796  24-7887日曜日 18：00～23：00

球磨焼酎ト球磨ノ食・開 ジビエ料理 上青井町120-5 22-8080 火曜日 11：30～14：00、18：00～22：00

相良藩 田 そば 願成寺町404-1 24-6556 火曜日

丸一蕎麦屋 そば 二日町7 22-3078 水曜日 10：30～17：00

達善 そば 鬼木町815-22 24-5758 月曜日

松龍軒（TO) 中華料理 宝来町12-15 22-4024 火曜日

龍園 中華料理 西間上町2355-2 24-6757 火曜日

多宝軒 中華料理 上薩摩瀬町1471-5 23-5044 木曜日

ま心 中華料理 矢黒町2038-4 24-1245 火曜日

和食乃さんるーぷ 定食 瓦屋町1496 23-3833 年中無休 11：00～22：00

正鈴 定食 下原田町483-2 22-2427 水曜日 11：00～14：00、17：00～22：00

あいだの里 定食 西間下町129-3 24-0140 日曜日

村上屋 定食 東間上町2837-1 24-8090 木曜日

ふれあい食堂 定食 上林町1218-5 22-8822 日曜日

あじさい 定食 瓦屋町1657-10 22-1212 月曜日

味元 定食 瓦屋町97-1 23-3015 不定休

しょうざん 定食 蓑野町243-1 24-5809 火曜日

ひごや本店 定食 田町25 22-6969 不定休

グリルかかし 定食 下原田町荒毛1689-2 24-1451 火曜日 11：00～21：00

お食事処 米米 定食 中青井町309 24-4000 日曜・祝日

レストランビアンモール 定食 老神町35 22-2191 土・日・祝日 10：30～15：00

夢のや 定食 西間下町151-4 水曜日 11：00～15：00

いつき 定食 九日町84-1 24-1773 日曜日

とん太 鉄板焼き 西間下町8-2 24-5353 不定休

とみ 鉄板焼き 駒井田町188-5 24-5866

居酒屋鉄板いも・たこ・なんきん 鉄板焼き 鍛冶屋町63-1 22-7262 不定休 18：00～23：00

虎之介 人吉店 天ぷら 宝来町1293-1 32-8808 不定休 11：00～20：00

（市外局番0966） ☆コロナ禍の影響で営業時間が変更されている可能性がございます



[モゾカタウン駅前]とんかつあおい とんかつ 中青井町326-4 不定休

月のあかり バイキング 下漆田町1552-4 24-4867 不定休 11：00～22：00

ナチュラル パンとお菓子の工房 パン屋 瓦屋町1156-1 22-7189 水曜日 9：00～19：00

ちいさなちいさなパン屋さん パン屋 蓑野町571-8 22-7541 不定休 9：00～17：30

ベーカリー ポポロ パン屋 下原田町1344 48-2144 日・隔週月曜日

BonBonベーカリー パン屋 上薩摩瀬町874-1 22-3272 1月1・2日 7：00～19：00

ハーティサンクス ピザ 南泉田町18-1 22-4109 木曜日 （土日祝10：00～）11：00～21：50

ピザのたいしかん ピザ 西間下町130-5 35-6655 不定休 10：00～20：00

[モゾカタウン駅前]マルミ ピザ 中青井町326-4 080-8381-8824 不定休 11：00～15：00

すき家 219号 人吉店 ファストフード 下薩摩瀬町1587-5 0120-498-007 年中無休 24時間営業

マクドナルド219人吉店 ファストフード 下林町12 24-3384 年中無休 7：00～23：00

モスバーガー人吉店 ファストフード 鬼木町787-7 22-8400 年中無休 10：00～21：00

ケンタッキーフライドチキン熊本人吉店 ファストフード 鬼木町640-3 25-1085 年中無休 10：00～20：00

サーティワンアイスクリーム人吉店 ファストフード 鬼木町608-1 22-7831 年中無休 10：00～21：00

ガスト人吉店 ファミレス 上薩摩瀬町999-1 25-1380 年中無休 7：00～23：30

ジョイフル 人吉店 ファミレス 下原田町1111-1 24-0712 年中無休 8：00～25：00

ビストロビザビ（TO) フレンチ 二日町52-4 24-0271 月曜日 15：00～20：00

人吉駅弁やまぐち 弁当 中青井町300 22-5235 不定休 7：00～16：00

マイマート 弁当 瓦屋町1711-1 22-2584 日・祝日

おべんとうの花 弁当 下新町332-36 24-7200 不定休

おべんとうのヒライ 人吉相良町店 弁当 相良町1047-1 22-0252 年中無休 6：00～22：00

ほっともっと人吉南泉田店 弁当 南泉田町18-1 24-6306 年中無休 8：00～24：00

ほっともっと人吉農免店 弁当 瓦屋町1653-9 24-9472 年中無休 9：00～22：00

ほっともっと人吉バイパス店 弁当 下林町211-4 22-7205 年中無休 9：00～22：00

ハッピーイエローキッチン 中青井店 弁当 中青井町292-4 22-7113 不定休 11：00～19：00

ハッピーイエローキッチン 熊本人吉２号店 弁当 瓦屋町2394-1 24-6110 不定休 11：00～19：00

やきとり 一心 焼き鳥 鍛冶屋町9-1 48-2135 不定休

千姫 焼き鳥 五日町40-1 24-7322 月曜日 18：30～22：00

焼き鳥さがら 焼き鳥 上青井町185 24-9344

正園 焼肉 中青井町287-16 24-8807 年末年始 11：00～23：00

南大門 焼肉 宝来町1284-2 24-4762 火曜日 11：00～14：00（水・日はなし）  17：00～21：00

焼肉なべしま 人吉店 焼肉 宝来町1307-1 22-8929 年末年始 11：00～20：00

らーめん龍風（ろんぷう） ラーメン 鶴田町786 22-8030 不定休 11：00～23：00

味千ラーメンひがし店 ラーメン 瓦屋町2415 22-5756 火曜日 11：00～14：30、17：30～20：00

博多ラーメン 一番骨 ラーメン 土手町17-2 35-6433 月曜日

らいじん（辛麺） ラーメン 紺屋町1-4 070-1258-8648 不定休

ちがや ラーメン 大工町46-1 48-2016 日曜日 11：00～14：00、18：00～（夜は要予約）

らあめん狸 ラーメン 土手町41-28 22-5080 月・火・木・金曜日

天琴ラーメン ラーメン 中神町段164-1 22-3520 月曜日 11：00～15：00（売切れ次第終了）

どらどららーめん ラーメン 西間下町7-2 22-3332 月曜日

人吉駅弁やまぐち田舎らーめん ラーメン 中青井町300 22-5235 月・火曜日 11：00～15：00

[モゾカタウン駅前]大勝軒 ラーメン 中青井町326-4 090-9566-2210 年中無休 11：00～15：00、17：00～24：00

[モゾカタウン駅前]ラーメン竜 ラーメン 中青井町326-4 24-6908 不定休 11：00～15：00、18：00～22：00

[モゾカタウン駅前]辛麺屋ひとよし ラーメン 中青井町326-4 090-5382-1387  24-8726月・第一日曜日 11：00～15：00、18：00～22：00

いず美 郷土・懐石料理 西間上町2548-4 22-5538 不定休 11：00～22：00

きじや 郷土・懐石料理 木地屋町2522 29-0401 水曜日

郷土料理 四季 郷土・懐石料理 中青井町299-2 11：30～14：00、17：00～22：00

日本料理 花雅 郷土・懐石料理 下林町276 24-8004 不定休 11：30～14：00、17：00～21：00

中村屋 郷土・懐石料理 紺屋町84-9 23-4944 不定休 11：30～14：00（平日のみ）  17：00～22：00（要予約）

吉泉（きっせん） 郷土・懐石料理 五日町41 月曜日 11：00～14：00、17：00～22：00

[モゾカタウン駅前]家庭料理あかし 郷土・懐石料理 中青井町326-4 22-2818 不定休 17：00～23：00

創菜畑ひがし 洋食 灰久保町4-7 32-8566 不定休 18：00～22：30

レストラン人吉 洋食 下原田町487-1 24-2600 木曜日

アヴィニヨン 洋食 瓦屋町2357-1 22-7016 木曜日 10：00～21：30

りんどう 洋食 新町20-1 090-7984-2894 不定休 12：00～14：00、18：00～22：00

キッチン森 洋食 浪床町581 090-2676-4164 日・月曜日

すぷぅぅん 洋食 矢黒町1910-2 22-5777 日・月曜日 11：00～15：00

リゾートホテル華の荘レストラン 洋食 東間上町3316 22-1126 年末年始 11：00～14：00、17：00～21：00

レストランみなも（ホテルサン人吉） 洋食 上青井町166 22-7741 年中無休※夕方は日曜定休 18：00～20：30（LO)

洋食屋 やまぼうし 洋食 南泉田町5-18 22-2211 火曜日 11：00～14：00、17：00～22：00

[コンテナマルシェ]リストランテタケモト（TO) 洋食 紺屋町36-6 090-8223-9708 不定休 11：00～15：00


