
番号
（번호）

ジャンル
（요리종류）

店　　名
（가개이름）

住　　所
（주소）

電　　話
（전화 번호）

定休日
（휴일）

営業時間
（영업 시간）

カード
（카드）

備考
(추가 정보)

1 ラーメン（라면） 徳島ラーメン麺王（도쿠시마라멘 멘오우） 追手筋1-8-15 088-822-2541 연중무휴 11:00～27：00（일・공휴일10:00～
24:00）

불가능

2 ラーメン（라면） ラーメン2番（라멘2반） 堺町2-14 渡辺ビル1F 088-825-3558 연중무휴 11:00～01：00（금・토26：00까지） ？
3 ラーメン（라면） 蔵木（구라키） 帯屋町1-10-12 竹屋ビル１F 088-871-4059 연중무휴 11:30～16:00、17:30～24:00 ？
4 ラーメン（라면） 支那虎 天神橋通店（시나토라） 本町3-4-2 088-826-8188 연중무휴 11:00～24:00 ？ 630엔 부터
5 ラーメン（라면） しなとら 追手筋店（시나토라） 追手筋1-1-11 088-802-3313 연중무휴 11:00～29：00 ？ 630엔 부터
6 ラーメン（라면） 味千ラーメン（아지센　라멘） はりまや町1-5-9 088-885-9355 화 11:00～21:00 ？ 550엔 부터
7 うどん（우동） まるきちうどん（마루키치　우동） 南はりまや町1-8-1 088-855-7497
8 うどん（우동） 丸吉食堂（마루요시　쇼쿠도우） 追手筋2-5-5 088-825-3937 토・일・공휴일
9 そば（메밀국수） つちばしそば（쓰치바시　소바） 帯屋町1-5-4大丸本館前 088-872-5381 불명 ？

10 そば（메밀국수） ちづる庵（치즈루안） 帯屋町2-1-40 088-872-4530 목・제 1수 11:30～15:00、17:30～21:30 ？
11 日本料理（일본 요리） 司（쓰카사） はりまや町1-2-15 088-873-4351 연말・연시 11:30～22:00、일・공휴일11:00～

21:30
가능 한국어메뉴 있음

12 日本料理（일본 요리） 二十四万石（니주욘만고쿠） 帯屋町1-2-2 088-822-2459 설날 11:00～22:45 가능
13 韓国料理（한국 요리） 未来（미래） はりまや町1-3-8 088-855-5620 화・수 11:00～18:00（런치11:30～14:00） ？
14 韓国料理（한국 요리） 景福宮（경복궁） 帯屋町1-2-8 徳屋ビル2F 088-822-3443 수 17:30～24：00（금・토 25：00까지） ？ 예약을하는 게 좋다

15 韓国料理（한국 요리） ハナトゥル（하나둘） 本町1-5-16 088-873-8733 화 11:00～14:00、17:00～24:00 가능
일・공휴일은 런치
세트 없음

16 韓国屋台（한국식 포장마차） 辛くり（가라쿠리） はりまや町2-4-7 088-885-5535 연중무휴 17:30～24:00 가능

17 中華料理（중국요리） 彩華（사이카） 追手筋1-6-17 寺岡ビル2Ｆ 088-873-0684 월 11:00～14:30、17:00～22：30 가능
VISA,JCB
런치세트840엔～

18 中華料理（중국요리） 華珍園（가친엔） 廿代町13-2 088-823-2281 목 11:30〜15:00、17:30〜22:00 불가능

19 台湾料理（대만 요리） 楓林（후린） はりまや町1-16-4 088-885-3090 부정기 가능
JCB、AMEX
런치세트 있음

20 イタリア料理（이탈리아 요리） ミラノ亭（미라노테이） 南はりまや町1-17-1ｹﾝﾀｯｷｰﾋﾞﾙ 088-884-8866 화 11:00～22:00 불가능 런치세트 있음
21 インド料理（인도 요리） マサラ高知店（마사라） 帯屋町1-2-3 大丸エポカ B1F 088-825-0065 불명 ？

22 鶏料理（닭고기） 鳥心（本町店）（도리신） 本町4-1-49 088-875-1105 목・제 1수
11:00～14:00、17:30～23:00
일요일 21:30까지

？ 정식850엔

23 焼き鳥（닭꼬치） せいわ（세이와） はりまや町2-3-1 088-882-3064 일・공휴일 17:00～22:30 ？
24 お好み焼き（오꼬노미야끼） はこべ（하코베） 帯屋町1-2-5 088-823-0084 연중무휴 11:00～24:00 ？
25 お好み焼き（오꼬노미야끼） 千房（치보우） はりまや町1-3-19 088-872-0886 제2、제3수 11:00～22:00 가능 680엔부터

26 寿司（초밥） おらんく家本店（오란쿠야） はりまや町2-1-8高知ｱｰﾄﾋﾞﾙ 088-822-4334 연중무휴 11:30～14:00、17:30～26：00
（일・공휴일 23:00까지）

가능 런치세트980엔

27 寿司（초밥） 寿し柳（스시류） 南はりまや町1-2-2 088-823-0101 수 11:00～14:30、17:00～22:00
28 丼（덮밥） すき家（스키야） 本町1-2-1 연중무휴 24H
29 居酒屋（술집） 葉牡丹（하보탄） 堺町2-21 088-872-1330 연중무휴 11:00～23:00（일・공　런치세트없다） ？ 런치세트530엔부터
30 居酒屋（술집） 小西湖（쇼세이코） 帯屋町1-8-14 088-823-8245 연중무휴 17:00～24:00(금 25:00까지） 가능
31 居酒屋（술집） 土佐の一風（도사노잇푸우） はりまや町1-6-1 088-885-9640 부정기 17:00～23:00 ？
32 居酒屋（술집） かもん亭（가몬테이） はりまや町2-3-13 088-885-0855 화 17:30～25:00 ？
33 居酒屋（술집） 大吉（다이키치） 帯屋町1-15-3 088-825-2632 일・공휴일 17:00～23:30 가능 JCB、AMEX
34 韓国バー（한국 바） 釜山（부산） 廿代町5-22-1 088-872-6769 부정기 ？
35 カフェ（카페） 土佐茶カフェ（도사차 카페） 帯屋町2-1-31 088-855-7753 수 11:00～19:00 불가능
36 カフェ（카페） サンマルクカフェ（산 마르크 카페） 帯屋町1-14-7 088-826-7309 연중무휴 7:30～21:00 ？
37 カフェ（카페） ドトールコーヒー（도토루커피） 帯屋町1-9-3 088-820-5307 연중무휴 7:30～21:00 ？
38 ハンバーガー（햄버거） マクドナルド（맥도날드） 帯屋町1-13-23 088-825-2660 연중무휴 6：30～23：00 ？ 90석
39 ハンバーガー（햄버거） モスバーガー（모스버거） 本町3-4-1 088-823-3837 연중무휴 7:30～27:00 ？

40 サウナ（사우나） ルーマプラザ（루마플라자） 帯屋町1-13-1 088-871-2505 연중무휴 24H ？ 남성전용

41 温泉（온천） 三翠園（水哉閣）（산수이엔 수이사이카쿠） 鷹匠町1-3-35 088-822-0131 연중무휴 10:00～16:00 ？
성인900엔
초등학생400엔
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