
特 別 号
宮崎の話題の最前線「ウラタチ」の、今を切り取るフリーマガジン。

せっかく宮崎きちょるんなら、ウラタチの

行っちょかんね！

地元民に聞いた
オススメスポット20
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MiyazakiYamakataya

Beer
Garden

せっかくウラタチきちょるんなら

行っちょかんね！
アレッタのビアガーデン

Alet tA  Beer  Garden
［期間］5月1日（土）～8月31日（火） ※価格は全て税込

◎デラックスプラン（120分制） 男性５,０００円／女性４,５００円

月替わりの
ワールドグルメ
36種類食べ放題

日替わりの
クラフトビール
飲み放題

◎３TAPプラン（120分制） 男女共通 4,０００円
［お酒は少なめで・・・という方には］

ワールドグルメ
36種類食べ放題

クラフトビールを含む
お好きなアルコール３杯

ソフトドリンク
４３種類飲み放題＋ ＋

【その他のプランもございます】

Beer
Craft

+ +

ワールド・グルメバイキング

アレッタ 宮崎山形屋店
宮崎市橘通東3-4-12 山形屋新館6階
http://www.aletta.info/

【ご予約・お問い合わせ】 ☎0985 - 31 - 3333

“グルメで巡る世界旅行”をテーマに、世界中の美味が月替わり
で登場。熟練のホテルシェフによる手作り料理の数々は、
どれもホテルクオリティーの一品ばかり。まずはハワイ、そして
フランス、日本とアジア、スペインへと続いていきます。

NO密で安心して楽しめる快適な屋上空間！！

ハワイアンやフレンチなど月替わり全4種類の世界グルメ！！ 消毒や検温の感染予防対
策はもちろん、食材や器具
などの衛生管理も厳密に
実践しているアレッタ。夜空
を見上げる「オープンテラ
ス」や開放的な「ガーデン
ルーム」など、オープンエア
な空間はNO密に最適な
環境です。

Fruity
※写真はイメージ

cheers!! オシャレ女子の新定番
「クラフトビール」も飲み放題で楽しめる!!

・ ・ ・

５月1日（土）～31日（月）　ハワイグルメ

6月1日（火）～30日（水）　フランスグルメ

7月1日（木）～31日（土）　日本とアジアグルメ

8月1日（日）～31日（火）　スペイングルメ

オシャレ女子の新定番
「クラフトビール」も飲み放題で楽しめる!!

・ ・ ・

宮崎のオシャレビアガーデンの第一人者「アレッタビアガーデン」。

今年は、オシャレ女子の代名詞とも言われている

「クラフトビール」が飲み放題で楽しめるプランも登場!!

しかも自分で注げるから、飲み比べも自由自在に楽しめる。

満天の星空のもと、去年の分もビアガーデンをお楽しみください。

今年は
5月1日（土）
OPEN!

◎パーティープラン（120分制） 男性4,5００円／女性４,0００円
［しっかりお得に飲みたい・・・という方には］

ワールドグルメ
36種類食べ放題

アルコールメニュー
４６種類飲み放題

ソフトドリンク
４３種類飲み放題＋ ＋

アルコールメニュー４６種類
ソフトドリンク４３種類

飲み放題

［ちょっとリッチにビアガーデンを楽しみたい・・・という方には］

※１グループ同一プランでのオーダーでお願いします。



せっかく宮崎きちょるんなら、

ウラタチの　　　　　  行っちょかんね！

　老舗の韓国料理店。牛のプルコギと
人気を二分する名物が、豚のテージ
カルビ。違いは肉だけかと思いきや
「タレは別物。後は企業秘密」と口の堅
いマスター。代わりに「厚切りの肉を
両面しっかり焼いて肉汁を閉じ込める
と美味しいのよ」と女将さんが笑顔で
ウインクしてくれた。副菜もたっぷりで
ヘルシー！

住所：宮崎市橘通東3-5-33 2階
電話：0985-26-0780
営業：18時～23時（OS22時）、
 ※日祝日～22時（OS21時）
定休：不定

タバン草乃家

ウワサの美味は、「企業秘密」が満載。09

　ベトナムに17年通い続け習得した
本場の味をウラタチで楽しませて早3
年。ニョクマムで炊いた「タケノコと
豚肉の煮物」や野菜とハーブがたっ
ぷりと盛られた「南部の揚げ春巻き」
などクセになる名物は、今も進化中。
「そろそろ空心菜の季節ね」とママさん。
期待高まる旬の味はぜひお店で！

住所：宮崎市橘通東3-5-29 みとよビル1階
電話：0985-78-0610
営業：18時～23時（料理OS22時）
定休：不定

カフェ チョムチョム

祝3周年。ベトナムを実感できるイチ押しグルメが続々。10

　「A.P.C.」「コムデギャルソン」など国内外の有名
ブランドをメインにラインナップ。「着心地が良く
長く愛用できる」の価値観で選ばれたアイテムは
どれも着る人に寄り添う優しさに溢れている。最近
の注目は「COMOLI」。日本の気候や日本人の
体型にあったデザインで人気のブランド！

住所：宮崎市橘通東3-3-12 ポールスタービル1階
電話：0985-32-5511　営業：12時～20時 ※日祝日～19時
定休：水曜

Collect

人気セレクトショップ注目の超魅力的ブランドに会える。18

　人気カフェの上階に開設されたコワーキング
スペースは、ミーティングからコピー出力まで使い
勝手満点。2時間（500円）から気軽に利用で
きる2階の他、長期利用向けの3階もある。5月
からは、屋上も利用できるようになるそうだ。

住所：宮崎市橘通東3-5-33　電話：0985-41-5359
営業：10時～23時30分（コワーキングスペース10時～22時）
定休：月曜（祝日の場合は翌日）

若草HUTTE & co-ba Miyazaki

カフェが運営する、マチナカの「使える空間」。19

　「WACKO MARIA」「NEIGHBORHOOD」、
最近では「MASSES」など、知る人ぞ知る国内
ブランドを揃えるセレクトショップ。そのほとんど
が九州でも希少なブランドだが、サブカルチャーの
匂いがしつつ大人の遊び心も忘れないという、
ショップ独自の審美眼が何より魅力的!

住所：宮崎市橘通東3-3-13
電話：0985-24-3911　営業：12時～20時　定休：火曜

Roots

尖ってるのに大人の色香。ショップそのものがブランド。20

　シンガポールやインドネシアなど本場仕込み
のアジア料理が味わえる。中でも店名「ラクサ」
を冠したカレーヌードル（900円）は、小麦粉と
米粉の2種類の麺を使った“一度で二度美味しい”
一品として人気。エビやさつま揚げなど盛り
沢山な具材との絡みも最高！

住所：宮崎市橘通3-5-5 2階　電話：0985-27-6236
営業：11時30分～21時頃　定休：水曜（祝日の場合は前後が休）

ラクサ

カレーヌードルが一度で二度美味しいワケ。05

　豆の生産からお客に提供するまでの品質を証する
「From Seed to Cup」を実践する、宮崎屈指の
スペシャルティコーヒー店。夏のおすすめはシェー
カーで撹拌の新製法による「アイスアメリカーノ」。
クリーミーな泡の中に濃厚な香りが凝縮！

住所：宮崎市橘通東3-3-8 カブトビル102
電話：0985-71-0684
営業：11時～19時 ※日曜～18時　定休：不定

恋史郎コーヒー

コーヒーマニアを虜にする名店が、さらにアップデート。04

　現役バンドマンのご主人が切り盛りするハン
バーガー店は、レトロなゲーム機もぴったりとハマ
るアメリカンダイナー風のデザインも魅力的で、居る
だけで気分も食欲もアップ。さらにこの春、バンズを
リニューアルし美味しさもグレードアップ！ 

住所：宮崎市橘通東3-5-3 日野ビル2階
電話：0985-38-5848
営業：11時30分～19時30分（19時ラストオーダー） 定休：不定
※なくなり次第終了

ブギーズ

ド迫力のハンバーガーはロックでさらにウマくなる。02

　イケメンと評判のオーナーが手掛けるのは、素材
にこだわったイタリアンベースの料理。おすすめは
「おつまみ餃子」。ニンニクを使わず皮から手作り
の一品は、店自慢の自然派ワインに合うと女性に
評判。まずは、オーナー丸見えの厨房かぶりつきの
カウンター席へどうぞ！

住所：宮崎市橘通東3-5-29 みとよビル1階
電話：0985-74-5949　営業：17時~23時
（料理OS22時／ドリンクOS22時30分）　定休：月曜

タローズ

イケメンのレストランは、料理もイケメンだった。08

　オシャレな花を贈りたい人は、気軽に相談を。
花の名前を知らなくても、センスがなくても大丈夫。
彫刻を学びグラフィックデザイナーとして活躍した
オーナーの八木さんが創るクリエイティブな花束
があれば、喜ばれること間違いなし！

住所：宮崎市橘通東3-4-31 STビルII 1階
電話：0985-83-0668　営業：11時～18時 ※日曜～17時
定休：月･水曜 ※変更の場合あり

apaiser（アペゼ）

感動120%の“花束”を創る、街のお花屋さん。16

地元民に聞いた
オススメスポット20

　ヒトやモノ、料理、空間など「ウラタチ」には個性的なキャラクターがいっぱい。ひとつひとつは小さな存在でも
出会う数だけ面白くなり、気づけばあなただけの「ウラタチ」物語が生まれるはず。まずはMAPの点と点を結び
ながらの散歩旅へ。さて、今日はどんなキャラが飛び出してくるかな？･･･続きはぜひ「ウラタチ」で！

　世界グルメのバイキングレストラン、アレッタからテイクアウトおにぎり｢WGGS(ワッグス)｣が
新登場。自慢の600を越えるレシピを駆使した一品（340円～）は大豆ミートを使ったヘルシー
な「メキシカン タコライス」など味も多彩。テラスで食べればスープをサービスしてくれる！

住所：宮崎市橘通東3-4-12 宮崎山形屋新館6階　電話：0985-31-3333
営業：11時30分～15時／17時30分～23時（21時ラストイン）  定休：なしアレッタ宮崎山形屋店

アレッタがおにぎりを作ったら、国境を越えてしまった。01

　オシャレなカウンターの空間は、宮崎焼酎を
主役にした大人の酒場。「メジャーな焼酎や料理
しか知らない若者にも宮崎の良さを感じて欲しい」
と店主の小松山さん。その淀みのない丁寧な説明
ぶりにも舌を巻く。YouTuberにとの声も！

住所：宮崎市橘通東3-4-9 第一ワタナベビル2階
電話：0985-23-9392　営業：15時～23時
定休：日曜、隔週月曜

國酒 松

YouTuberになって欲しい、宮崎焼酎の伝道師。06

   「シウバの技は色々なんですよぉ」と自身の料理
スタイルを有名格闘家に喩え熱弁を振るうご主人
の新田さんはもうデキあがっている。そう、新田さん
は酔うことで真の実力を発揮する料理人。和食を
軸に繰り出される多彩な味はまさに一期一会！

住所：宮崎市橘通東3-2-21 トキワ24ビル1階
電話：0985-28-4463　営業：18:30～24時（OS23時）
定休：不定

渋玄

酔うと料理がより旨くなる、和食の料理人が実在した。07

　マニア垂涎の「キルホーマン マキヤーベイ」「オクトモア」など
130種類超のウイスキーが揃い、全てハイボールでも味わえる。
Wi-Fiを完備しコンセント付きのカウンターを設えるなど、それ
ぞれが自由に憩えるという、バーとしては斬新な造りも魅力！ 

住所：宮崎市橘通東3-3-4 TOKIWA32 2階
電話：080-7989-3425　営業：14時～20時（OS19時30分）
※金･土曜～24時（OS23時30分）、日曜13時～17時（OS16時30分）
定休：火曜

ハイボールBar ALWAYS Mahalo

バーらしくないハイボールバー。11

　国内外のクラフトビールが常時16種類揃う専門店。目玉
は、宮崎の自社醸造所「B.M.B Brewery」で作られる「グリ
ム・リーパー」。実はこれ、いつも同じ味ではなく常に工夫
を重ねアップグレードしているのだそう。作り手の情熱に
溢れたフレッシュな１杯で乾杯しよう！

住所：宮崎市橘通東3-4-31
電話：0985-71-0348　営業：17時～翌2時　定休：月曜

BEER MARKET BASE

最新の宮崎クラフトビールが味わえる。12

　文化ストリート奥のビルの2階にあるという、正真正銘の
隠れ家バー。が、しかし、店主は声も姿もイケメンで、国内外
の有名店で腕を磨いたカクテルの味はプロも唸るクオリ
ティー。そう、実体は隠れているのに実力は隠れていない
魅惑のバーなのだ！ 

住所：宮崎市橘通東3-2-14 文化ストリート内
電話：090-2967-1173　営業：20時～翌1時　定休：不定

シークレットハウス

店名でシッポを出した隠れ家バー。13

　昼呑みも人気の焼鳥店。主役は、野山
を駆け回り悠々自適に育ったブランド
鶏「黒岩土鶏」だ。腰辺りの皮肉「ペタ」
やモモ付け根部分の「ソリレス」など
部位別に20品が揃い、食べ比べも楽し
い。基本の盛り合わせに追加して、ぜひ
食べてほしい！

住所：宮崎市橘通東3-6-3 富山ビル１階
電話：0985-86-6880　営業：12時～21時
定休：不定

しろきじ若草通店

鶏肉のプロがベタ惚れした、地鶏よりウマイ鶏。15
　主役は希少なイタリア北部エミリア・
ロマーニャ産のワインだが、まず目が行く
のがデザイナーでもあるオーナー。フランス
の画家レオナール・フジタを思わせる
オシャレな風貌もさることながら、物腰の
柔らかい人柄にも心が和みます。入りに
くいけど、実はウエルカム！

住所：宮崎市橘通東3-7-5
電話：090-5389-0003　営業：18時～24時
定休：日、月曜

WONDER3 by THREE

ここは西麻布か。店もオーナーもセンス抜群。14

　ジャーナルスタンダードとのコラボなど、自社ブランド「ショートパンツエブリディ」で
大ブレイク中のショップ。手掛けるのは“短パン王子”の異名を持つオーナーの錦田さん。縫製
など徹底して宮崎にこだわり、バティック柄など常時10～15種類を揃える！

住所：宮崎市橘通東3-6-34 クロノビル1階
電話：0985-20-4040　営業：13時～19時 ※土曜･日祝日12時～　定休：火･水･木曜wagon

大手ブランドも欲しがるアレは“短パン王子”が作っている。17

【呑むほどに惚れるお店たち。お酒編】Alcohol

【思い出に残る夜のごちそう。夜の飲食編】Dinner 【心地良いウラタチライフを。街ネタ編】Topics

【素材重視の美味をお昼から。昼の飲食編】Lunch

　宮崎でフルーツと言えばココ。大正時代から
100年、代々受け継がれる老舗で、店内には選び
抜かれた果実がずらりと並ぶ。特に、砂糖も水も
使わないフルーツジュース（300円～）や、盛り付け
も美しいパフェ（800円～）は絶品！

FRUITS GARDEN フルーツ永野

厳選フルーツ&逸品スイーツの裏に、美しき歴史あり。03

住所：宮崎市橘通東3-5-4熊本洋服店1階 南号
電話：0985-26-6465
営業：10時～19時　定休：火曜

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、掲載の内容が一部変更になる場合がございます。
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策はもちろん、食材や器具
などの衛生管理も厳密に
実践しているアレッタ。夜空
を見上げる「オープンテラ
ス」や開放的な「ガーデン
ルーム」など、オープンエア
な空間はNO密に最適な
環境です。

Fruity
※写真はイメージ

cheers!! オシャレ女子の新定番
「クラフトビール」も飲み放題で楽しめる!!

・ ・ ・

５月1日（土）～31日（月）　ハワイグルメ

6月1日（火）～30日（水）　フランスグルメ

7月1日（木）～31日（土）　日本とアジアグルメ

8月1日（日）～31日（火）　スペイングルメ

オシャレ女子の新定番
「クラフトビール」も飲み放題で楽しめる!!

・ ・ ・

宮崎のオシャレビアガーデンの第一人者「アレッタビアガーデン」。

今年は、オシャレ女子の代名詞とも言われている

「クラフトビール」が飲み放題で楽しめるプランも登場!!

しかも自分で注げるから、飲み比べも自由自在に楽しめる。

満天の星空のもと、去年の分もビアガーデンをお楽しみください。

今年は
5月1日（土）
OPEN!

◎パーティープラン（120分制） 男性4,5００円／女性４,0００円
［しっかりお得に飲みたい・・・という方には］

ワールドグルメ
36種類食べ放題

アルコールメニュー
４６種類飲み放題

ソフトドリンク
４３種類飲み放題＋ ＋

アルコールメニュー４６種類
ソフトドリンク４３種類

飲み放題

［ちょっとリッチにビアガーデンを楽しみたい・・・という方には］

※１グループ同一プランでのオーダーでお願いします。




