
まちぶら案内所 もてなしや
長崎のお土産を多く取り揃えている観
光案内所兼無料休憩所。観光マップ
やイベント案内あり。

住所／長崎市諏訪町5-20 シャンドゥブレ諏訪1F
電話／095-895-5186
営業／11:00～18:00　無休
充電コンセント利用可、トイレ利用可

（観光案内） 一花五葉
一番人気はだし茶漬けランチ。長崎県
産コシヒカリを使用。あご、かつお、昆
布からとる出汁でさっぱりと。また、カ
フェメニューも豊富。

住所／長崎市東古川町1-5
電話／095-824-8815
営業／11:30～19:00　月曜・第３火曜休
ドリンクテイクアウト可、禁煙

（カフェ）

レッケル
長崎名物トルコライスがオススメ！！長
崎和牛を使ったメニューもあり。レ
ディースサイズからメガ盛りまで！家族
経営でアットホームな雰囲気のお店。

住所／長崎市松ヶ枝町3-7
電話／095-823-7974
営業／11:00～20:00　水曜休
テイクアウト可、禁煙

（洋食） カフェレストラン KIZUNA
イチ押しメニューはびわを使用した
KIZUNAカレー。開放感ある明るい店
内でゆっくりとした時間を過ごせる。長
崎名物メニュー多数あり。

住所／長崎市南山手町4-28
電話／095-822-8211
営業／11:00～15:00　(土日祝)11:00～17:00
火曜休、グラバー園・大浦天主堂そば

（カフェレストラン）Carpe Diem Café
営業部長の猫ちゃんがお出迎え。オス
スメはこだわりのエスプレッソ！ランチ
メニューからデザートまであり24時まで
営業でアルコールも楽しめる。

住所／長崎市東山手町1-4
電話／090-8396-7222
営業／12:00～24:00　第３月曜休
12～14時禁煙、14～24時喫煙

（カフェ＆バー）

酒楽処 はち蔵
旬の素材を使ったメニューや個性あふ
れる創作料理とお酒を愉しめるお店。
スクリーンでスポーツ観戦もできる。温
かな雰囲気が居心地◎

住所／長崎市梅香崎町1-11
電話／095-827-5611
営業／17:00～24:00(L.O.23:30) 不定休
Vファーレン長崎を応援しているお店

（居酒屋）KATSUSHIKA （カツサンド専門店）
オススメは厚切り上ロース＆牛カツ。
南島原のブランド芳寿豚を使用。牛か
つ、角煮等もあり。店内での飲食の際
は味変ミートソース付。

住所／長崎市新地町12-10ラハイナビル1F
電話／095-821-5450
営業／11:30～15:00　17:00～21:00
不定休、テイクアウト可

中華菜館 福壽
長崎ちゃんぽんをはじめ長崎の中華料
理を味わえるお店。ランチからディナー
まで利用できる。夏は冷麺もおすすめ。
団体利用OK。

住所／長崎市新地町2-5
電話／095-821-3032
営業／11:30～14:30　17:00～20:30
不定休、当館より徒歩１分

（中華）炭火焼鳥 鳥乃屋
長崎産のお肉、野菜、お酒を多く取り
揃えており落ち着いた雰囲気の店内
でゆっくりと堪能できる。おすすめは
五島牛。

住所／長崎市銅座町2-18
電話／095-825-6613
営業／17:30～24:00(L.O.23:30) 不定休
カウンター席あり、テイクアウト可、全席禁煙

（焼鳥）かにや
長崎人に愛されるおにぎり専門店。約
30種の豊富な具材から選べる。おで
ん・串焼き等もあり。一番人気は塩サ
バおにぎり。

住所／長崎市銅座町10-2
電話／095-823-4232
営業／18:00～翌03:00　日曜休
テイクアウト可

（和食・おにぎり）

Delicious Restaurant Attic
長崎名物トルコライスは一皿で大満
足！スペシャルティコーヒー専門店。坂
本龍馬ラテアートも。長崎港を眺めら
れるテラス席あり。

住所／長崎市出島1-1 長崎出島ワーフ
電話／095-820-2366
営業／11:00～23:00(金土23:30)　無休
テラスは喫煙、店内は終日禁煙

（カフェレストラン）

寿司割烹 松ふじ
活気あふれる温かな雰囲気のお店。長
崎の新鮮な海鮮料理を味わえる。メ
ニューが豊富。名物のヘルシー牛刺し
は絶品！

住所／長崎市本石灰町3-13
電話／095-823-9026
営業／17:30～24:00　月曜休
カウンター・掘りごたつあり、喫煙可

（寿司割烹）座らんばぁ
200種類を超える豊富な種類のお酒が
リーズナブルに愉しめる。カジュアルな
雰囲気でスタッフや隣客との会話も弾
む。長崎の夜を満喫できるお店。

住所／長崎市本石灰町2-21
電話／095-801-8888
営業／18:00～翌04:00　不定休
周辺に複数系列店あり、喫煙可

（バー）だしぼんず
五島うどんを使った種類豊富なメ
ニューとアルコールも多数。ランチでも
ディナーでも。ドリンク+小鉢4種+うど
んのちょい呑みセットも有！

住所／長崎市浜町4-22
電話／095-823-9336
営業／11:00～22:00(L.O.21:30) 不定休
ランチタイム禁煙、ディナー喫煙

（五島うどん）

自由飛行館
懐かしい落ち着いた雰囲気のカフェ。オ
ススメはカルピスバターがのったしあわ
せ香ばし焼きカステラ。さだまさしさんと
試行錯誤を重ね完成させたカステラも。

住所／長崎市鍛冶屋町6-32 三浦ビル1F
電話／095-823-4134
営業／10:30～17:00　木曜休
禁煙、崇福寺そば

（カフェ）酒菜屋 ながれ
地元長崎の旬の食材を使った料理が
絶品。日本酒を始めとした各種アル
コールも多数！掘りごたつ席でゆっくり
と楽しめる。

住所／長崎市万屋町5-26 恵風ビル2F
電話／095-824-1003
営業／17:30～24:00　月曜休
掘りごたつ席、カウンター席あり、喫煙可

（居酒屋）鯨専門店 くらさき
浜の町アーケード内にある鯨専門店。
観光がてらの食べ歩きにぴったり！長
崎名物鯨カツは何もつけずにそのまま
頂くことができる。

住所／長崎市万屋町5-2
電話／095-823-0369
営業／10:00～18:00　無休
お土産、テイクアウト店

（鯨専門店）

ちょこっとBar MORIYAMA
懐かしさを感じるレトロな居心地の良
い酒場で種類豊富なお酒と美味しい
おつまみを＊酒屋併設で長崎の地酒
も多数。

住所／長崎市賑町3-9
電話／095-822-4772
営業／17:00～21:30　日曜休
角打ちスタイル、お一人様OK

（立ち飲み）

天使ノオクリモノ
ローマ法王献上品！進化系おはぎ専
門店。優しい甘さと柔らかな風味、彩
り豊かで種類豊富なおはぎが並ぶ。
予約しての来店がオススメ！

住所／長崎市諏訪町5-13
電話／095-801-1799
営業／10:00～18:00　不定休
売り切れ次第閉店

（和菓子）

16
長崎では珍しい塩ラーメン屋。8時間ほど
煮込んだ柔らかい豚とろが美味。ランチ
サービスのおぼろ杏仁もオススメ！店名
"16"は店主さんの思い入れのある数字。

住所／長崎市鍛冶屋町2-7 山田ﾋﾞﾙ1F
営業／(火～土)11:30～21:00
　　　(日)11:30～15:00　月曜休
ラストオーダー15分前、カウンター席

（ラーメン）HafH Café & Bar
さっぱりとしたアールグレイココアが女
性人気。コワーキングスペース、セレク
トショップが一体となった複合施設。稲
佐山に姉妹店あり。

住所／長崎市古川町5-21
電話／095-818-8181
営業／8:00～21:00　無休
Free-Wifiあり、禁煙、モーニングあり

（カフェ＆バー）
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※新型コロナウイルスの影響
で営業時間、定休日に変更の
可能性があります。
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