●11：00〜14：00
★17：00〜21：30
南国市大埇甲2301-4
☎088-864-6006
営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

Ａ）ハーフチャーハン＆メンチカツ＆
くろまるハーフラーメン
B）生ビール一杯＆鶏皮ギョーザ５個
平日限定で昼営業時に日替わりランチをやってます。
また、今年６月より座敷を終日禁煙にさせて頂いてます。

ラブリー
★ 20：00〜24：00

南国市大埇甲1707-3
ガレリアビル4F
☎088-864-5756
営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

付き出し
焼酎・日本酒・ビール・ウィスキー
より一杯
飲んで歌ってラブリー。

シャン・クレール

レストラン グドラック
●11：00〜15：00（平日）
★17：00〜22：00（平日）
●★11：00〜22：00（土日祝）
南国市明見933
☎088-863-2161

レストラン ネレウス
★17：00〜22：00

（通常販売価格 900 円）
サクサクシュー皮に天然バニラのカスタードクリームがたっぷり
入った当店人気のシュークリームをお買得価格で。

❻❼❽❾❿

（通常価格 ¥900）
「飽きのこないたこ焼」美味求真。高知県民の舌に馴染める生地と
ソース。高知のソウルフードとして今もこの味を守り続けています。

土佐力舎 Shop&Café

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

特製あんバタートースト＋
深層水ブレンドコーヒー

チケット

¥4,000

もち処 黒岩

384

32

45

至

256

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

後免駅

国分寺
巨峰園

メロンとキウイのパンケーキ
（通常販売価格¥1,000）

西島のメロン入りパンケーキで持ち帰りもOK！

ナンコク
スーパー

焼き菓子よりどり５コ
（どら焼き・まほろばの風・栗まんじゅう）

195

材料にこだわり、丁寧に焼き上げたお菓子です。

195
249

パン工房 フォンティーヌ
●★9：00〜21：00
南国市後免町144-2
サンシャインカルディア内
☎088-864-1987

❻❼❽❾❿
パン・菓子詰め合わせ

後免西町

でGO の心得
はしご

南国市役所

ゆずり合いが大事！

営業日❶❷❸❹❺

※写真は一例です。

当日に焼き上げたパン・菓子をチケット内金額で詰め合わせ
できます。また、チケット使用でサービス価格で提供します。

このように５店舗で、食べ飲み歩きできます。
（チケットは分け合ってご使用い
ただくことも可能です）参加店の思いがこもったメニューをお楽しみください。

CS

南国市岡豊町吉田25
☎088-864-3067

混んできたら、相席・同席など
ゆずり合いましょう。
次の方のためにもあまり長居せず、
移動しましょう。
そんなちょっとした気遣いが
イベント通です。

土

佐

山

田

やな
せた
かし
ロ
ー
南国郵便局
ド

後免町商店街
後免東町

★

後免町駅
後免町

南国市商工会館

364

■

至野

市

55

249

ペロリ
●7：00〜18：00
南国市大埇乙1323-5
☎088-863-6760
営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

抽選で豪華賞品が当たる １名様

６万円分旅行券

プレゼント

この特典には下記の企業・団体にご協賛いただい
ております。ご協力ありがとうございました。
南国市金融団・南国料飲組合・南国市内タクシー会社一同

食パン＋指定のパン４コ

（コーヒーは 400 円以下のドリンク１杯に変更可能）
室戸海洋深層水をつかって焼きあげた深層水食パンメニューが
色々食べられます。コーヒーも深層水でいれています。

土佐国分寺通り沿いすぐに立地するログ調カフェです。野菜を沢
山使った日替わりランチはライスまたはパンよりお選び頂けます。

ちょっと変わったパンから定番のパンまで多彩な種類が並んで
います。ぜひ、お越しください。

その他にも抽選で、南国市の特産品が
50 名様に当たります。
※チケットシート上部にあるアンケートに答えて、参加店の応募
箱に投函してください。

至高知市

●11：00〜18：00
南国市田村甲526-1
☎088-802-5885

Ｂ）ビーフカレー ドリンク付（通常価格￥850）

気になるお店に入って、チケット１枚でお店限定のメニュー
を味わってください。

5 枚 綴り

５枚綴りのチケットを購入します。
気になるお店をピックアップし、はしごでＧＯ!
営業時間をご確認ください。

●8：30〜17：30

❻❼❽❾❿

日

至室戸

たこ焼６コ＋りょうま焼１コ＋
ソフトクリーム１コ＋ドリンク 1 本

●9：00〜16：00

10

G O 限 定メニューを味わおう!
❸ はしごで
お気に入りのお店が見つかるかも…

検索

後免中町

営業日❶❷❸❹❺

（通常価格￥1,000）限定40食

㈱西島園芸団地いちごカフェ

チラシや南国市商工会ホームページで
❶ 開催情報をキャッチ!
❷ 南国市商工会や参加各店舗でチケットを購入!

おなが
通り

●12：00〜17：00
南国市後免町144-2
サンシャインカルディア内
☎088-864-0051

Ａ）日替りランチ ドリンク付き

緑に囲まれた落ち着いた空間。個室・掘りごたつなど家族・グ
ループにオススメ。和・洋・中のバラエティ豊かなメニューでお
待ちしています。

金

はしごでＧＯ の 楽しみ方
南国市商工会

❻❼❽❾❿

黒豚五目ラーメン

11.1

共通チケットを購入いただき、ガイドマップを片手に、南国市内の魅力的な飲食店の食べ、飲み歩きを楽しんでください。

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

2019

サンシャイン

高見のたこ焼 南国店

ログカフェ COTTON TIME
南国市国分579
☎088-862-3312

営業日❶❷❸❹❺

商工会ホームページまたはガイドマップでご覧いただけます。

通常価格1,529円のくじらカツ定食が800円！
なつかしい味でとてもやわらか。極上のお肉です。

●★11：30〜15：00

南国市大埇乙854-1
☎088-863-0404

※各店舗の営業日・営業時間はお店によって異なります。

昔懐かしいくじらカツ定食
仁井田米ごはん、シャモスープ
当たり付きデザート付き

鉄道
しお
くろ
土佐

シュークリーム６コ（１日５セットまで）

❻❼❽❾❿

創業53年をむかえる家族皆のグドラック。ここ南国市でファミリー
向けの和食・洋食・中華と本格的なプロの味をお楽しみ頂けます。

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

営業日❶❷❸❹❺

Ａ）晩しゃくセット＋生ビール中
Ｂ）四万十豚とんかつ定食

営業日❶❷❸❹❺

GO

南国市岡豊町
常通寺島109-1
☎088-866-4141

❻❼❽❾❿

高知県南国市廿枝
600番地
☎088-863-3167

はしごで

●★11：00〜20：00

営業日❶❷❸❹❺

●10：00〜19：00
南国市岡豊町吉田
21-2
☎088-863-6788

レストラン ゆず庵

道
動車
自
知
高

ラーメン食堂黒まる

高知龍馬空港

ビジネス
ホテル空港

サザンシティ
ホテル

TSUTAYA
南国店

マルナカ
南国店

55
45
サニー
アクシス
CS
熊野神社

南国警察署

至室

戸市

はしごで

MENU GUIDE

GO

はしごでGOフード

●11：00〜16：00（平 日）
●11：00〜17：00（土日祝）

はしごでGOドリンク

南国市左右山102-1 2F
☎088-880-8112

はしごでGOスイーツ

※各店舗の営業日・営業時間はお店によって異なります。
商工会ホームページまたはガイドマップでご覧いただけます。

各店舗の営業日について

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
㊎
㊋㊌㊍㊎

営業日は●、休業日は●で表示しています。

味千拉麺 南国店
● 11：00〜14：30
★ 17：30〜22：00
南国市大埇甲1450
☎088-863-1131
営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

Ａ）ハーフラーメン＆ナンバンセット
Ｂ）味千ラーメン＆半チャン
C）生中＆アゲギョーザ
世界で１日10万食。世界で愛されているラーメン。くまもんの看板でおなじみ
の味千ラーメン。骨までとろけるラーメン・パイクーメンが看板メニュー。

アラプランチャ幸

居酒屋 はま
★ 17：00〜23：00

（株）キョンボックン

❻❼❽❾❿

付き出し

おつまみ３品

生ビール（中ジョッキ）・焼酎・
ハイボール・ソフトドリンクより一杯

生ビール

新鮮な魚貝料理やタタキ等の高知らしい料理で、わいわい楽し
んで飲んでいただける居酒屋です。

うを新

営業日❶❷❸❹❺

営業日❶❷❸❹❺

お好み焼き 和

地産地消を目指したお店で、朝はモーニングバイキング、昼はご
当地メニューのシャモ南蛮丼等を提供しております。

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

南国市後免町267-1
☎088-864-0737

鉄板焼きの雰囲気を楽しんでください。

温うどん、温そば、冷うどん、冷そば、
土佐ジローの釜玉うどんの中から一品
（すべて単品です）

営業日❶❷❸❹❺

★ 17：00〜22：30

生ビール

❻❼❽❾❿

★17：00〜21：00
南国市上末松316
☎088-855-6735

★17：30〜20：00

若鶏鉄板焼き

営業日❶❷❸❹❺

南国市大埇甲1504-8
☎088-863-3131

南国市後免町3-4-14
☎088-864-2207

❻❼❽❾❿

カフェレスト風良里

❻❼❽❾❿
おつまみ（付き出し）3品
ソフトドリンク・生ビール・その他
店にある飲み物より一杯

旬魚のお造り、寿司ネタが大きいのが自慢です。
すべて手作り料理！！おまかせコースも大！！人気です。

駅間亭

地元の野菜・有機など四季折々の野菜を中心に一度食べたらク
セになる本場韓国の味。

サカノミサキ
●11：30〜13：30（火・水・木）
★17：30〜21：30
南国市大埇甲1626
☎088-856-5211
営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿
日替り御膳（11：30〜13：30の間）
おつまみ（17：30〜）
ソフトドリンク・生ビール・酎ハイ
の中より一杯（17：30〜）

新鮮な魚と豊富な日本酒メニューを取りそろえています。

酒処「さかえ」

酒菜館 もり國

とりのすけ 南国店

★17：30〜21：30

★17：00〜22：00

南国市大埇甲1610-8
☎088-878-6006

南国市大埇甲1483-3
☎088-856-9589

営業日❶❷❸❹❺

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

❻❼❽❾❿

ハムカツまたは白身魚フライ

焼き鳥３本＋付出しまたは一品料理＋付出し

生ビール・サワー・麦焼酎・芋焼酎
ハイボール・スミノフ・梅類
ソフトドリンクより一杯

生ビール・サワー・カクテル・焼酎
ハイボール・ソフトドリンク各種より一杯

新鮮な魚介類と旬の野菜で一品一品真心を込めてお造りします。

スナック カサブランカ
★20：00〜23：30
南国市大埇甲1707-3
ガレリアビル３Ｆ
☎088-802-8708
営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿
お通しまたはおかき
店内ドリンク全品より一杯

ゆっくり落ち着いて飲めるお店です。

スナック ユニオン

その日に届いた国産鶏を仕込み、炭火で焼いた焼鳥。一品料理
もおすすめです。お年寄りから学生まで満足頂けます。

豚太郎 南国バイパス店
●★11：00〜22：30

HACHIYAカレー
●10：00〜17：00

南国市大埇甲1445
☎088-863-2885
営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

合いがけカレー
（スパイスカレー＆キーマカレー）
少しわかりにくい場所ですが、緑に囲まれた空間でスパイスの
効いたカレーをお楽しみください。

ビストロ セルフィーユ南国店
●★11：00〜22：00

南国市明見963-1
☎088-863-3964

南国市前浜746-7
☎088-865-6222

営業日❶❷❸❹❺

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿
A）味噌カツラーメン
B）ギョーザ・生ビール
C）豚担麺（トンタンメン）

昔から変わらない味。おすすめは味噌カツラーメンです。新商品
豚担麺もご賞味ください。

noi（ノイ）

❻❼❽❾❿

骨付きソーセージと軽いおつまみ
３種のクラフトビール飲み比べ

（アルコールが飲めない方はドリンクバー）
クラフトビールを新しく導入したので、飲み比べてみませんか？ア
ルコールがダメな方は16種類のドリンクバーをご用意しています。

骨付鳥 弁鶏

★19：00〜24：00

★17：00〜20：30

★18：00〜23：00

南国市大埇甲1589-9
☎088-863-3373

南国市元町1-1-20
☎088-874-3707

南国市大埇甲1707-3
☎088-864-6665

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

枝豆、おかき
お店にある飲み物より一杯
ママが○○○な店…。ご来店お待ちしております。

魚魚

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

ピザ マルゲリータ（ハーフサイズ）
またはペンネアラビアータ
生ビールまたはグラスワイン（赤・白）
後免駅まで徒歩３分。本格洋食店です。ワインも数種類取り揃えて
おります。夜はランチタイムとはまた違った雰囲気で楽しめます。

農園レストラン トリトン

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

骨付鳥一本揚
またはチキン南蛮
ドリンク一杯（瓶ビール・冷用酒以外）
特製スパイスでじっくり焼き上げた本格的な骨付き鳥。柔らかくてジュー
シーな若鳥と
「こりこり」
とした歯ごたえがたまらない親鳥が自慢。鳥料
理専門ですが、魚の料理も楽しめます。

焼き鳥 弐の酉 せいわ

★18：00〜22：00

★18：00〜23：00

★17：00〜22：00

★17：00〜24：00

★17：00〜22：00

★17：00〜22：30

南国市大埇甲1658-1
☎088-863-3799

南国市大埇甲1640-18
☎088-864-6550

南国市後免町2-8-3
☎088-864-3972

南国市大埇乙847-1
☎088-856-5312

南国市大埇甲1626
☎088-863-3554

営業日❶❷❸❹❺

営業日❶❷❸❹❺

営業日❶❷❸❹❺

南国市大埇甲
1483-3-1
☎088-864-3877

営業日❶❷❸❹❺

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

付き出し３品＋お好み焼き
生ビール・瓶ビール・チューハイ
樽ハイ他 ソフトドリンクより一杯
お好み焼き屋であって、居酒屋・メシ屋。何でも有りの楽しい店
です。気軽に来店できます。

居酒屋 喰多朗 南国店

❻❼❽❾❿

付き出しと３種類の中から１品
生ビール・チューハイ・ソフトドリンクなどより一杯
ちょっと飲みたいな？今日は飲みたくないけどご飯食べたい
な。そんな時でも行ける居酒屋です。

家庭料理 夏

❻❼❽❾❿

付き出し３種盛り
生ビール中ジョッキ・焼酎などより一杯
おばんざいをメインとしたお店です。お子様連れも大歓迎です。

三代目安兵衛 南国店

★17：00〜23：50
南国市大埇甲1563-1
☎088-864-2215

★ 19：00〜24：00
南国市大埇甲1698-2
☎088-863-7558

★17：00〜1：00
南国市大埇甲1509-9
☎088-855-3850

営業日❶❷❸❹❺

営業日❶❷❸❹❺

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

ハムカツ１人前
ビール・チューハイ等
飲み放題メニューの中から一杯
当店自慢の料理に加えて厳選された地酒や女性に人気のカク
テル等も豊富に御用意。大小個室完備で様々なシーンで御利用
頂けます。

❻❼❽❾❿

❻❼❽❾❿

おつまみ２つ
たとえば…

○唐揚げ＋酢の物
○玉子焼＋もつ煮 日替りで変ります。
生ビール・ハイボール・焼酎などより一杯
店内は、昭和そのもの、価格も昭和価格。＜人気メニュー＞
ラーメン・玉子焼・ギョウザ ほかにも色々

高知名物屋台餃子２人前

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

A）土佐にんにく天ぷら B）鳥皮ぎょうざ
生ビール・サワー・ハイボール
ノンアルコールドリンク全種より一杯
新鮮な魚をメインに和洋のメニューも取りそろえております。お客
様が笑顔で帰って頂けるようなお店作りを目指しております。

とらや
★18：30〜22：00
南国市後免町260
高砂B1F
☎088-863-1172
営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

ぼんじり、ガーリックシュリンプ
生ビール・樽ハイ・焼酎より一杯

高知名物屋台餃子食べに来てね!!
美味しい生ビール入れてます！生ビールを飲まれるなら当店へ！

❻❼❽❾❿

ピッツァ マルゲリータ
（レギュラーサイズ）
高知県産の食材をフル活用した洋食レストラン。焼きたてパン
も楽しめます。個室・掘りごたつなど、グループ・家族でご利用
ください。

南風（はえばる）

❻❼❽❾❿

土佐焼、ネギマ２本
生ビール・酎ハイ・ソフトドリンクより一杯
オススメの一品料理をはじめ、焼き鳥・串等の鶏料理が充実し
ております。

養老乃瀧 後免店

★17：00〜21：00
南国市大埇甲1707-3 1Ｆ
☎088-863-4351

★16：30〜23：30
南国市大埇甲1707-3
☎088-864-1234

営業日❶❷❸❹❺

営業日❶❷❸❹❺

❻❼❽❾❿

Ａ）塩タタキ
Ｂ）ごぼう天ぷら （Ａ・Ｂのいずれか）
日本酒「南」または「美丈夫」（グラス）
（飲めない方：ビールorソフトドリンク）より一杯

県外からわざわざ料理を食べにくる人も…。特に
「カツオの塩たたき」は
絶品。
「洋と和が融合した、
ここでしか食べれない料理を提供できます」

❻❼❽❾❿

付き出し
３点セット
ドリンク一杯

（大ジョッキ、ボトル等一部商品は除く）
ご存じの
「うまい」
「安い」店。飲み物も食べ物もメニュー豊富。会合
後、仕事帰りに仲間と
「ちょっと一杯」、
ひさびさにあった方や女子
会など様々な場面に気軽に利用できます。

