高千穂

ならでは

実 印・認 印・ゴム 印
名 刺・は がき

おみやげ

興梠印房

い ち お し

神茶家

いる。祝用品、引き出物、記念品とし

鑑』を発売中!ご結婚・ご就職・ご入学・お誕生祝いの贈り物にも最適!午前中

てなど、
贈り物としてもおすすめ。

(土・日を除く平日)の受注は、当日の出来上がりが可能。その他の日程につい
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＊柘(つげ) ¥5,000→ ¥4,500

＊黒水牛 ¥7,500→ ¥6,500

＊オランダ 牛¥9,500→ ¥8,000

＊象牙 ¥16,500→ ¥15,000

たストラップが人気。高千穂限定

＊黒水牛 ¥29,500→ ¥28,000

＊オランダ 牛¥44,500→ ¥43,000

＊象牙 ¥51,500→ ¥50,000

高千穂の楽しい思い出づくりがで

0982-72-6001

高千穂町三田井4番地 堀ビル2Ｆ
11：30〜14：00（LO13：00）
関西風串揚げ
17：00〜23：00
盛り 1,200円
本
10
不定休
有り

用♪そば本来の美味しさを追求す
るために、注文を受けてから打つ
くのリピーターが足を運ぶ！天然

map

高千穂のみやげ

そのまま飲むだけでなく料理でも重宝する豊かな香りと味わいが自慢の逸品。
高千穂のお土産におすすめ☆

31
map 32

うなぎもある。
（要予約）

0982-72-4601

ひ と と き

ざるそば 700円
高千穂町三田井742
不定休
有り

レストラン 春 夏 秋 冬

map
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11：00〜16：00
地産地消をテーマにしたカ
ジュアルなレストラン。さっく

無添加
です

しいたけ茶

8:00〜18:00

自然豊かな高千穂郷でできた椎茸を使用した
「しいたけ茶」
♪

33

店。飲み放題コースや、季節ごとの

26

のある石臼挽きそば粉100%を使

29

しいたけ 茶 販 売 店

map

発祥の『関西風串揚げ』が自慢のお

map

神代庵

9:00〜19:00

0985-32-5405

0982-72-3031

中心街のど真ん中に位置し、串揚げ

『十割そば』を目当てに県外から多

のお土産として喜ばれている。

【高千穂町観光協会 まちなか案内所】
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おすすめメニューも準備しており、

居の
神社鳥
天岩戸 すぐそば☆

風味が濃くしっとりとしたねばり

＊柘(つげ) ¥22,000→ ¥20,000

高千穂町三田井107-1
日曜日
http://inbo.jp/

してひとつずつ丁寧に手仕上げし

10:00〜18:00

map

きるスポット！

0982-72-3639

もの）をモチーフに、宮崎杉を使用

0982-72-5345

高千穂町岩戸794-6
不定休
有

実印 15mm丸 姓・名彫刻(もみ皮ケース付き)

夜神楽の舞台を飾る彫り物（えり

ンバーグ セット
980円

高千穂牛網焼きハ

0982-76-1110

認印 12mm丸 姓のみ彫刻(開運プラケース付き)

有 限 会 社 へいわ

【雲海茶屋】

早い者勝ち!

てはぜひご相談ください♪

map

旬彩串揚げ 無我夢中

りがベストマッチ! 1日限定20食!

印鑑に天細女命と手力雄命を彫刻した"神秘の高千穂" ならではの
『御神楽印

0982-72-2457

製バーガー』が新登場!コクのある風
味に、バンズの柔らかさとゴマの香

厄を払い、福を呼び込むと言われて

【高千穂峡・高千穂町観光協会直営売店】

ちゃんの油みそ"を絡めた『神茶家特

神秘の

0982-77-1383

グルメ

上質な高千穂牛とオリジナル"金

高千穂

モチーフにした、縁起物の木製人形。

宮崎市下北方町下郷6100-1

25

神茶家特製バーガ
500円

O
CHIH
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T
l
a
u
spirit

高千穂神楽に登場する神々の舞姿を

高千穂町下野

map

ー

クラフト樹 の 彩 <神楽人形 舞>

(携帯 090-4485-5965)

高千穂

♪
どれにしよっかな〜

り揚げたチキンを甘酢に漬け

居 酒 屋 たぬき

込 み 、特 製 タ ル タ ル ソ ー ス を
たっぷりかけたチキン南蛮は

☆人気メニュー☆

ラーメン

ラーメンとかつ丼が
大好評♪

地元でも大人気！

0982-72-4111

チキン南蛮 880円

）
ダバー付 1,080円
（ドリンクバー・サラ

高千町三田井1352-1（ホテルグレイトフル高千穂）
月曜日（祝祭日の場合は翌日）
11:30〜14:00（Lo.13:30）※予約に限り夜営業可
有り

0982-72-3868

map

map
高千穂町三田井782-4
17:30〜3:30
日曜（営業の場合あり。電話でご確認下さい）

町内土産品店等でも販売中!
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有

むらの 駅 おたに家

map

24

自社農園栽培の素材を使った香り
豊かな自慢の「本格手打ちそば」と

トーホーフードサービス

稲尾リース株式会社 高千穂営業所

ホルモン・焼 肉 の 店 栄 楽

「とろろご飯」を同時に楽しめる人
気メニュー！高千穂の味と広大な
景色を満喫できる♪

外食ビジネスをトータルにサポートする

建設機材・イベント・備品等の総合レ

愛され続けて30年。おすすめの『チキ

ンタル業務。
必要なときに必要な分だ

ン南蛮』はタマネギやピクルスなどを

け借りる、
レンタルというこの文化が

入れることで、酸味の中に野菜ならで

定着すれば地球からゴミが出ない。
レ

はの甘味と歯ごたえを際立たせた自家

ンタルは次の世代のための地球を守

製タルタルソースが決め手!

る文化です。

0982-21-8488
延岡市卸本町572-4 FAX:0982-21-8487

9

日之影町七折13813-1
8：00〜17：00
日曜日・祝日
http://www.inaolease.co.jp/

0982-72-7708

0982-72-3937
map

34

map
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0982-73-2228

チキン南蛮定食

定食
とろろ丼・十割そば

高千穂町三田井5138-1
10：00〜16：00
水曜日
有り

高千穂町三田井92-5
月〜土：10時〜14時／17時〜22時
日曜：17時〜22時
不定休

8

