
カフェ
野田郷1159-1
095-886-8180
10：00～20：00
無休

01 イタリアン・トマト
ケーキショップ 長崎時津店
種類豊富なハンドメイドケーキ
や焼き菓子、ギフトを販売する
テイクアウトのスイーツ専門店。

map

C-5

食堂・レストラン22 居酒屋食堂シエスタ
ランチと居酒屋の店。精肉店の
経営のため、おいしくてリーズナ
ブルな肉メニューが人気。

map

D-3 2台
日曜、居酒屋定休木曜

浜田郷144-17
090-6637-1325
11：30～14：00
18：00～22：30（L.O）

食堂・レストラン23 時津久留里食堂

炊きたてごはんと温かい味噌汁
に、陳列された料理の中から好き
な料理をセレクトできる定食店。

map

C-3
10台
無休（不定休）

久留里郷417-1
095-813-2700
10：30～21：30（L.O）

25 やよい軒時津店
ごはん、おかわり自由! おいしい
定食メニューがいっぱいです!! 

map

C-3

食堂・レストラン

有
元日

左底郷1834
095-813-2400
10：00～23：00

26 レストランさきの

大村湾を眺めながら、五感で楽
しむランチの店。月替りの創作料
理が好評。手作り雑貨も魅力。

map

D-2

食堂・レストラン

25台 土・日・祝

西時津郷1156
095-882-7585
11：30～15：00
（L.O.14：00） 

24 なかよし食堂

創業47年。毎日手作りの定食や日
替り弁当を販売。デリバリー専門
のじいじとばあばのお店です。

map

D-3

食堂・レストラン

1台
日曜

浜田郷651-3
095-882-2170

和食27 こなり

子どもから大人までほっこりお
いしい「こなもの」と「いなり」で
みんなに笑顔をお届けします。

map

E-3 イオン共通
無休

浜田郷751-5（1F）
095-865-7812
10：00～21：00
（L.O.20：30）

洋食レストラン29 ビストロ・カズ

フレンチをベースにしたオリジナ
ルの創作料理を提供。隠れ家的
な一軒家。

map

A 有
水曜

浜田郷38-12
095-881-1070
月～日 11：30～14：00（L.O）
金・土・日 18：00～20：00（L.O）

洋食レストラン30 洋食 KitchenCoral
気取らず洋食が楽しめる。お肉かお
魚か選べるランチはデザート付。お弁
当の販売も始め、日替り弁当が人気。

map

C-2
有 日曜

久留里郷241-3
095-865-6476
12：00～14：30
17：30～21：00
（予約制）

洋食レストラン28 洋風ダイニングひだるか
気軽に楽しめる洋風居酒屋。肉
料理やピザ、フォカッチャもおす
すめ。おとくなランチにも注目。

map

A 日・祝（不定休）
※ランチは月～金

浦郷308-14
095-894-9559
11：30～14：00（L.O.13：30）
18：00～23：00（L.O.22：30）

パスタ32 洋麺屋五右衛門

日本人がおいしいと感じる、独自
の創作パスタを提供。箸で食べる
スパゲッティの草分け的な存在。

map

C-4
55台 元旦

野田郷29-1 2F
095-894-9090
平      日 11：00～21：00
　　       （L.O.20：30）
土・日・祝 11：00～21：30
　　　    （L.O.21：00）

ファミレス33 牛右衛門時津店
ハンバーグやステーキの洋食を
中心に、和食・中華とバラエティに
富むメニュー。デザートも充実。

map

C-5 30台
無休

元村郷1171
095-882-7371
11：00～24：00
（L.O.23：30）

ファミレス34 ジョイフル長崎時津店
豊富なメニューとリーズナブル
な価格が人気のファミリーレス
トラン。

map

C-5
有
無休

野田郷900
095-886-8085
24時間営業

ファミレス35 ジョイフル時津浜田店
豊富なメニューとリーズナブル
な価格が人気のファミリーレス
トラン。

map

D-3
有
無休

浜田郷302
095-860-8123
8：00～1：00

ファミレス36 和食レストラン庄屋時津店
寿司や丼、うどんや定食など、心
がほっとする和食のメニューを
揃えたファミリーレストラン。

map

C-5 有
年末年始休みの可能性あり

元村郷1210-2
095-882-7265 
11：00～23：30
（L.O.23：00）

ファミレス37 和食レストラン庄屋イオン時津店
寿司や丼、うどんや定食など、心
がほっとする和食のメニューを
揃えたファミリーレストラン。

map

E-3 イオン共通
無休

浜田郷751-5（1F）
095-813-2577
11：00～22：00
（L.O.21：30）

かき焼き51 かき焼き 塩見園

11月から4月上旬までの、期間限定
の牡蠣小屋。大村湾産の濃厚な牡
蠣を、炭火焼きで堪能できます。

map

D-2 完備/大型車OK
11月～4月初旬 
基本営業期間は無休。

西時津郷1108
080-3182-9459
12：00～20：00（L.O）
20：00以降は要予約

からあげ40 からあげジャック
ローストガーリックと醤油に漬け
込み旨みを濃縮した唐揚げ専門
店。弁当やテイクアウトもあり。

map

D-3
2台
不定休

浜田郷149-7
095-882-6525
11：00～21：00

からあげ41 まるぜん

地元のお肉屋さんが厳選した鶏を
天然塩で仕上げた「旨塩唐揚げ」が
人気。2014年度「最高金賞」を受賞。

map

A
有
不定休

浦郷301-8 1-C
095-882-1487
17：00～21：00

カレー42 インド料理のお店タージ
30種類以上のスパイスを使っ
た、本格インドカレーとナンのお
店。サイドメニューもあります！！

map

A 3台
不定休、年末年始

浦郷270-3
095-881-1991
11：00～21：30
（L.O.21：00）

カレー43 カレーハウスCoCo壱番屋
ミスターマックス時津店
ソース、トッピング、ごはんの量、辛
さを選んで、あなただけのオリジ
ナルカレーができあがり。

map

C-3
Mr.Max共通

左底郷1832-1
095-865-7870
11：00～22：00

しゃぶしゃぶ45 MKレストラン 時津店
多彩なスープから好みの味をセレク
トし、肉・野菜・水餃子など様々な具
材で楽しむしゃぶしゃぶと飲茶の店。

map

C-3 Mr.Max共通
無休

左底郷1832-1
095-813-2590
11：00～23：00（L.O.22：30）
※ランチは15：00まで

うどん46 丸亀製麺時津店
国産小麦粉を使った「打ちたて」
「茹でたて」うどんをセルフ形式で
提供。天ぷらやおにぎりも人気。

map

C-2 有
無休

久留里郷247-1
095-881-0510
11：00～22：00
（L.O.21：30）

そば・うどん47 みの屋時津店
毎朝手打ちした生麺を湯がくこ
とで生まれるつるっとしたのどご
しが人気。セットメニューも豊富。

map

C-4 27台
無休

野田郷35-8
095-882-6645
11：00～22：00
（L.O.21：30）

とんかつ48 濵かつ　長崎時津店
高品質でおいしく、そして健康的
で安心してお食事をしていただく
ことを常に心がけております。

map

A 43台
無休

浦郷271-10
095-882-6456
10：30～24：00
（L.O.23：30）

とんかつ49 濵かつ　長崎日並店
高品質でおいしく、そして健康的
で安心してお食事をしていただく
ことを常に心がけております。

map

B-2
57台 無休

日並郷2147-3
095-882-8997
月～木 
10：30～22：00（L.O.21：30）
金・土・日 
10：30～23：00（L.O.22：30）

ステーキ39 いきなりステーキ長崎時津店
ステーキとの相性を考え抜いた
絶品のソースを熱い鉄皿にジュ
ワ～とかけてお楽しみください。

map

C-3
無休

左底郷1834
095-801-2929
11：00～22：00（L.O.21：45）
ランチタイム 
11：00～17：00 ※平日のみ
なし

かき焼き50 大村湾漁協「かき小屋」
大村湾産の殻付かきをはじめ、ヒオウギ
貝やサザエ、アワビ、ウチワエビ等々多
彩な海の幸を自分で焼いて楽しめます。

map

C-3
10台
11月～3月末
土・日・祝日営業（要予約）

浦郷542-18
095-886-8001
11:00～21:00（要予約）

 カレー44 BISHNU

インドの大地で育ったA級ランクの
スパイスを仕入れ、辛さは甘口から
50倍までご用意いたしております。

map

E-3 イオン共通
無休

浜田郷751-5（1F)
095-882-9298
10：00～21：00
（L.O.20:30)

中華料理53 中華料理 蜃気楼
おいしい中華の定食に定評があり、
人気は唐揚げや酢豚。こだわりの
ちゃんぽん、皿うどんもオススメ。

map

A なし
月曜 

浦郷277-14
095-881-0094
11：00～13：45（L.O）
17：00～20：00

54 蘇州林 本店

異国情緒たっぷりの、長崎唐菓
子や長崎ちゃんぽん、皿うどん、
点心などの販売を行っています。

map

C-3 3台 日曜

中華料理55 龍宝

地元で親しまれる中華食堂。
ちゃんぽんやラーメンが人気。
コスパ抜群のランチも◎。

map

D-3
2台
日曜

浜田郷303-5
095-882-2264
11：00～19：30

ラーメン56 らーめん心晴屋

本格的な味噌ラーメンが食べら
れる専門店。子ども連れに嬉し
いサービスも。

map

C-2 15台
元旦

久留里郷1457
095-860-2333
11：00～22：30
（L.O.22：00） 

ラーメン58 らーめん柊　時津店
豚骨ラーメン以外に、あおさ
ラーメン、トマトラーメンなど、
こだわりのラーメンもずらり。

map

C-3 有
火曜

左底郷1832-1
095-882-1114
11：00～22：00
（L.O.21：45）

ちゃんぽん62 リンガーハットイオン時津店
安心安全な食材を使い野菜たっ
ぷりのちゃんぽん・皿うどんを提供
しています。サイドメニューも充実。

map

E-3 イオン共通
無休

浜田郷751-5
095-813-2782
10：00～21：00
（L.O.20：30）

ラーメン
60 来来亭時津店

京都風醤油味の鶏ガラスープに背脂
をふんだんに浮かせているのが特徴。
コクがあるのに口当たりはスッキリ！

map

C-5 22台
不定休

元村郷863-17
095-894-9290
11：00～24：00

すし64 すし勘

新鮮な魚を使った握りはもちろ
ん、一品料理が充実。手頃な価格
ながら本格的な味に定評あり。

map

D-3 5台
月曜

浜田郷565-13 
095-881-7677
11：30～14：00 
17：00～22：00

焼肉69 焼肉清香園久留里店
黒毛和牛をゆっくり個室でいた
だく焼肉店。厳選された、最高級
の黒毛和牛に自信あり。

map

C-2 20台
無休

久留里郷1439-5
095-881-1815
11：30～23：00
（L.O.22：30）

焼肉70 炭火焼肉牛極
A4、A5ランクの長崎和牛食べ放
題。肉寿司や一品料理等メニュー
も豊富！選べる４つのコース。

map

C-4 12台
水曜（祝日、祝前日除く）

野田郷48-13
095-882-8977
17：00～23：00
（L.O.22:30)

焼肉68 焼肉きんぐ時津店
おいしい焼肉が食べ放題。できた
ての料理をテーブルまで運んでも
らえるテーブルバイキングの店。

map

B-1 有
大晦日、元旦

日並郷1320-25
095-865-6938
平     日 17：00～24：00 
土・日・祝  11：30～24：00

居酒屋73 海鮮居酒屋みつみ

旬の魚を中心に提供する海鮮居酒
屋。一押しはくじらの盛り合わせと熊
本直送の馬刺。一品メニューも多数。

map

C-3
8台
火曜

左底郷95-8
095-882-9567
18：00～23：30

20台 月曜

左底郷35-4
095-882-2341
平日 11：50～14：30
　　 18：00～23：00
金・土        ～24：00
日　        ～22：00

居酒屋74 海鮮うまいもん屋てっぺん
最大90名様まで宴会可能。お祝
いからご法事までなんでもご相
談下さい。マイクロ送迎あります。

map

C-3

7台 火曜

浜田郷303-8
095-881-2223
17：00～23：00　
（L.O.22：30）
日・祝は23:00まで
（L.O.22：00）

居酒屋75 すご六

長崎県産の鶏を使った焼鳥は、
おいしくて安心。地鶏のたたきや
熊本県産馬刺しも人気の一品。

map

D-3 2台（19時以降6台）
月曜

浜田郷149-6 
095-882-1199
17：00～24：00
（L.O.23：00）

居酒屋76 炭火焼鳥 蔵人

アットホームな空間で、大将が
手作りするメニューに舌鼓。ゆっ
くりくつろげる個室もあり。

map

D-3
4台
日曜

浜田郷517-21
095-886-8484
17：30～23：00

居酒屋77 創作 DINING成久

大阪名物の串カツや、モツ鍋を
提供。“た好み焼き”や肉吸いな
ど、独特のメニューも人気。

map

C-4 水曜

野田郷22-5 2F
095-881-0558
18：00～24：00 
（L.O.23：00） 

居酒屋78 鳥政 しゅうちゃんホロホロ
居心地のいい空間でおいしい焼
鳥を召しあがれ。

map

A なし
火曜

浦郷270-5
095-882-1702
17：30～24：00
（L.O.23：00）

居酒屋79 焼き鳥入来

アットホームな雰囲気がうれしい 
焼き鳥店。串盛りや地鶏のたたき
などが人気。家族でも楽しめます。

map

C-4 6台
不定休

野田郷28-3
095-882-0947
17：00～24：00
日祝は23：00まで

居酒屋80 吉吉（kichikichi）

その日に水揚げされた新鮮な魚
や串焼き、馬刺しを楽しめます。
珍しいお酒も充実した品揃え。

map

A 近くにコインパーキング有
月曜（不定休）

浦郷441-8 
095-882-2292
18：00～24：00
（L.O.23：00）

居酒屋81 やきとり出島

おすすめは自家製たれのやきとりで
す。住宅街の中にある、アットホーム
的なお店。赤提灯が目印です。

map

C-5
月曜

元村郷925
095-882-7343
18：00～翌2：00

居酒屋82 宴処 ぐりや

新鮮素材・貴重なお酒が勢ぞろ
い、全席イス席になっておりま
す。

map

D-3

居酒屋83 微酔彩膳 まきや

何本でも美味しく食べられる薄
衣の串揚げが人気。日本酒も豊
富に取り揃えております。

map

A
月曜

浜田郷13-1
090-5498-6556 
18：00～（L.O.22：30）

居酒屋84 炉囲’ｓ

お洒落で落ち着いた雰囲気の
店内で、串焼きが自慢のお店。

map

D-3
2台
不定休

浜田郷421-1
095-882-7010
18：00～23：00

居酒屋72 居酒屋 むらさき

4つの個室を完備して20名様ま
での団体にも対応。おいしいお
酒と海の幸が堪能できます。

map

A なし
火曜（基本）

浦郷305-9
095-881-1030 
18：00～24：00
（L.O.23：30）

すし65 はま寿司長崎時津店
マグロやサーモンの定番のネタ
から、こだわりの創作握りまで、
平日は一皿90円＋税で提供。

map

D-3 有
無休

浜田郷299-5 
095-886-8181
11：00～23：00
（最終入店22：30）

すし66 無添くら寿司長崎時津店
四大添加物を使わず、安心でお
いしい寿司を一皿100円で提供。
子どもが喜ぶアメニティも充実。

map

C-4
67台
無休

元村郷850-11
095-813-2610
11：00～23：00

すし63 寿司・割烹 なか富

法要・御祝・大小宴会のご予約は
随時受け付けております。送迎バ
スのご利用はご相談下さい。

map

C-3 20台
火曜

左底郷375-7
095-881-7822
11：30～14：00
17：00～22：00 

すし67 若竹丸時津店
手握りにこだわり、車や船に
乗って運ばれるお寿司は、子ど
もに大人気。

map

C-5 20台
無休

野田郷1159-1
095-882-6639
11：00～21：30
（L.O.21：20）

ラーメン57 らぁめん心花

丸一日かけて仕上げる豚骨スープ
に、自家製の辛味噌をあわせたこ
だわりの「匠ラーメン」が人気。

map

D-3 8台
月曜★

浜田郷421-1
095-882-7507
11：00～15：00（L.O.14：30）
17：00～22：00（L.O.21：30）

ちゃんぽん61 リンガーハット長崎時津店
安心安全な食材を使い野菜たっぷ
りのちゃんぽん・皿うどんを提供し
ています。サイドメニューも充実。

map

B-2 40台
無休

日並郷2176-2　
095-882-5826
11：00～翌2：00
（L.O.翌1：30）

ラーメン
59 屋台みそラーメン市

店内にラーメン屋台。鶏白湯み
そラーメン専門店。

map

A
なし 無休（不定休）

浦郷301-21
090-9791-5470
11：30～13：30
19：00～翌2：00

パスタ31 長崎ピエトロ

親しみやすいメニューで老若男女
に愛されるパスタ専門店。イオン
ショッピングセンター内にあり。

map

E-3 イオン駐車場
イオンに準ずる

浜田郷751-5-1F
095-881-3320
11：00～22：00
（L.O.21：00）

38 お好み焼道とん堀時津店
国産野菜をたっぷり使ったお好
み焼き店。もんじゃ焼きや鉄板焼
きなど豊富なメニューを用意。

map

B-1
20台 年末年始

日並郷2195-9 
095-881-3111
11：30～23：00
（L.O.22：00）

お好み焼き・焼きそば・
もんじゃ焼

52 大阪王将 長崎時津店
看板メニューは国産豚肉と野
菜を使った元祖焼餃子。麺、丼
などメニューも豊富。

map

C-4

中華料理
元村郷829-1
095-881-0304
11：00～23：00
45台
火曜

居酒屋
浦郷305-11
095-882-8366
月・木 18：00～24：00
　火 18：00～23：30
水・金・土 17：30～24：00
日曜

71 味処 市炉庵 

串はもちろん新鮮な刺身や珍し
いくじらが食べられることも。丁
寧に作られる料理に舌鼓を。

map

A

カフェ02 Cafe Ki-lala

カナリーホール横のカフェ。広い
窓から庭園を眺めながら、お茶
やケーキ、洋食を楽しめます。

map

C-4

野田郷62
（とぎつカナリーホール内）
095-882-5776
11：00～22：00
17：00以降要予約
100台 月曜★

カフェ03 カリオモンズコーヒーロースター
生産国を訪ねて手に入れたコー
ヒーを、店で焙煎。テイクアウト
はもちろん喫茶スペースも。

map

C-3 5台 火曜

左底郷297-3
095-870-7447
月・水・金 12：00～18：00
土・日・祝 10：00～18：00

カフェ05 星乃珈琲長崎時津店
一杯ずつ丁寧に淹れたドリップ
コーヒーとスフレパンケーキで
ゆっくりした時間を過ごせます。

map

C-4
有 元旦

野田郷29-1 IF
095-894-1010
平　   日 9：00～21：00
　　　   （L.O.20：30）
土・日・祝 8：00～21：00
　　　   （L.O.20：30）

カフェ04 珈琲所コメダ珈琲店
名物「シロノワール」とこだわり
のコーヒーがくつろぎの時間を
うむ、街のリビングルーム。

map

B-1

日並郷1300-30
095-801-2103
7：00～23：00

無休40台
※年末年始は変更する
　場合がございます

スイーツ（カステラ）10 異人堂カステラ時津店
一窯一窯ずつ職人が丁寧に焼き上
げる手焼きのカステラ。しっとり感
とザラメ糖の甘味が絶妙です。

map

B-2

日並郷3450
095-882-3000
8：30～18：30
7台
元日

スイーツ（洋菓子）11 お菓子の店アリタ

旬の素材を使った豊富なケーキ
や焼き菓子、ジェラートを提供。
テラスでのイートインも可。

map

D-4

元村郷406-1
0120-111-999
9：00～20：00

無休（不定休）
15台

スイーツ（洋菓子）12 スペイン菓子サン・オノフレ
厳選した上質素材を使い、スペ
イン伝統菓子をはじめオリジナ
ルレシピの洋菓子を提供。

map

C-3

左底郷290-1
095-860-8180
10：00～18：30

火曜（不定休）★
17台

スイーツ（和菓子）16 藤山饅頭屋

創業160年余り。時津饅頭やか
んころ餅など昔ながらの素朴な
味を、家族で守る饅頭店。

map

A

浦郷277-2
095-882-2527
8：30～17：00

土・日 午後
1台

パン17 小麦工房 ブール

手作りの風味豊かな天然酵母パ
ンや、元パティシエが作る菓子パ
ンも人気。

map

C-3

左底郷297-9
095-881-0556
8：00～18：00

火曜（第3月曜）
17台

パン19 シマダヤベーカリー
種類豊富なおいしい焼きたて
のパンが人気のお店。 

map

A

浜田郷19-8
095-882-9592
7：00～19：00

木曜
3台

パン20 ぱんのいえ

常時80種類のパンが並び活気
あふれる店内。季節に合わせた
新商品がぞくぞく登場。

map

D-3

浜田郷565-13
095-881-7676
8：00～18：00

日曜
2台

パン21 ブーランジェリーコナ
クリームパンなど子供から大人まで 
安心して食べられるパンが人気。バ
リアフリーのイートインスペースも。

map

D-3

西時津郷203-11
095-801-7283
9：30～18：00

月曜
5台

スイーツ（洋菓子）13 パティスリースイートソレイユ
にっこり笑う、オレンジ色のお日様が
目印のケーキ屋です。見て楽しく、食
べておいしいを心掛けています。

map

D-3

浜田郷301-8
095-881-7768
10：00～19：30

水曜★
4台

スイーツ（和菓子）14 元祖時津まんじゅう
中村
創業180年余りの時津まんじゅうを
はじめ、おはぎ、ようかんなども取
り扱っております。地方発送可。

map

A 4台 水曜

浦郷301-16
095-882-2340
8：00～17：00
（無くなり次第終了）

カフェ06 茶房 みつる

住宅街にある穴場のカフェ。日替
わりランチにスパイスたっぷりの
カレーやパスタも人気です。

map

D-4 有 木曜

元村郷69-1
095-873-1223
11:30～16：00
18：00～22：00

カフェ07 mamma caféCasa diletto
身体に優しく、ほっこり心が温ま
る焼きたてパンやスイーツを1つ
1つお店で手作り。 

map

D-3 有 日・祝

浜田郷572-29-1F
095-870-0007
11：30～15：00
（L.O.14：00） 

カフェ・スイーツ09 コナズ珈琲

ハワイの民家のような空間でハワイ
アンフード、コナコーヒーを。ちょっ
と特別なひとときをご提供します。

map

B-1
有 無休

日並郷2195-53
095-881-7700
10：00～22：00
土・日・祝開店時間9：00
（L.O.21：00） 

カフェ・ショップ08 BRIDGE

時津町の特産品やオリジナル
グッズなどを展示販売していま
す。

map

A 無（近隣有料駐車場有）
月・日・祝 他

浦郷 270-3 柳原ビル2F
095-881-1923
12：00～15：00
17：00～21：00

パン18 くるりのパン

無添加にこだわった身体に優し
いパンをお客様に提供しており
ます。

map

B-1 20台（共同駐車場）
不定休

日並郷2195-11
095-893-7035
平      日 9：00～18：00
土・日・祝 9：00～19：00

スイーツ（和菓子）15 川林まんじゅう

酒種の持ち味を生かし、ぬくもり
のある時津まんじゅう、甘酒まん
じゅうをお召し上がり下さい。

map

A 7台 無休

浦郷441-6
095-882-2402
8：00～17：00
（無くなり次第終了）

中華料理
（テイクアウト点心）
左底郷79-5
095-882-4800
10：00～17：00

（日曜は18：00～24：00、月曜は
 昼のみ、土曜は夜のみ営業）
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洋食レストラン洋食レストラン
W�tern Food R�taurant

カフェ・スイーツ・パンカフェ・スイーツ・パン
Cafe・Swe�s・Bread

イタリアン
フレンチ
イタリアン
フレンチ

和食レストラン和食レストラン
Japan�e Food R�taurant

定  食
割  烹
定  食
割  烹

専 門 店専 門 店
Sp�ialty Shop

寿 司寿 司
Sushi

焼 肉焼 肉
Yakiniku

居 酒 屋居 酒 屋
Izakaya

ファミレスファミレス
Family R�taurant

中華・ラーメン・
ちゃんぽん

中華・ラーメン・
ちゃんぽん

Chin�e · Ramen · Champon


