
住所 宮丸町2886 電話 定休日

駐車場 座敷 個室 子どもメニュー

備考

住所 志比田町11033-3 電話 定休日

駐車場 座敷 個室 子どもメニュー

備考

住所 姫城町2-29 電話 定休日

駐車場 座敷 個室 子どもメニュー

備考

住所 中町16-22 電話 定休日

駐車場 座敷 個室 子どもメニュー

備考

21-1590 月

〇 × × 〇

子供用テーブルイスあり、店内ベビーカーOK

24-3700 水

〇 〇 〇 〇

26-1010 不定休

〇 × × 〇

子供用テーブルイスあり

21-2190 不定休

× × × ×

王様のレストラン 営業時間
11時～15時30分
18時22分

クーポン　： お子様にアイスクリーム提供

アピール
ポイント

5歳以下には、ご飯、味噌汁無料です

お箸処　北諸 営業時間
11時～14時
18時～20時30分

クーポン　： お子様ランチ無料

アピール
ポイント

カレー倶楽部　ルウ 営業時間
11時～16時
18時～21時

クーポン　： ソーセージ２本サービス

アピール
ポイント

子供用甘口カレーやメニュー開発に力を入れています

黒髭珈琲２号店 営業時間 11時～19時

クーポン　： オレンジジュース２００円引き

アピール
ポイント

子育支援センター隣接しているので、お子様連れでも気軽に来店出来るよう、キッ
ズスペースを設けました。お持ち帰りも出来るので利用勝手も良いです。

https://goo.gl/maps/vQbfXfR4D4Uuej8s9
https://goo.gl/maps/KLZBewuZzsnKTy7e8
https://goo.gl/maps/NMEEsKPCzumXKxHT7
https://goo.gl/maps/FdmHk71rF6i62yZ57


住所 高城町石山4195        電話 定休日

駐車場 座敷 個室 子どもメニュー

備考

住所 早水町3867 03-3432-5250 定休日 平日に不定休

駐車場 座敷 個室 子どもメニュー

備考

住所 都北町5225-1 03-3432-5250 定休日 水

駐車場 座敷 個室 子どもメニュー

備考

77-5085 水

〇 × × 〇

子供用テーブルイス、座イスあり、座敷は宴会利用者のみに開放

電話

〇 × × 〇

電話

〇 × × 〇

桜きゃのん亭 営業時間
11時～14時
17時～20時

クーポン　： お子様にチュロスサービス

アピール
ポイント

公園に隣接しています

早水きゃのん亭 営業時間 10時30分～18時

クーポン　：
タピオカドリンク、ミニカキ氷、シェイク、ポテトのいずれか一品無料
（上記サービスに加え、
　トランプを引いてジョーカーが出たらバーガー＆さくらの里温泉半額券）

アピール
ポイント

早水公園内にあるので、お子様とのピクニック等でご利用ください

都きゃのん亭 営業時間 10時30分～18時

クーポン　：
タピオカドリンク、ミニカキ氷、シェイク、ポテトのいずれか一品無料
（上記サービスに加え、
　トランプを引いてジョーカーが出たらバーガー＆さくらの里温泉半額券）

アピール
ポイント

道の駅敷地内にあります

https://goo.gl/maps/yjgMcKWpucuPm25j6
https://goo.gl/maps/yHDz4bFPqy6mfMki8
https://goo.gl/maps/VsAd8NnJMmWGjLmS6


住所 吉尾長6220 電話 定休日

駐車場 座敷 個室 子どもメニュー

備考

住所 西町3710-9    電話 定休日

駐車場 座敷 個室 子どもメニュー

備考

住所 中町14-8     電話 定休日

駐車場 座敷 個室 子どもメニュー

備考

住所 花繰町20-5    電話 定休日

駐車場

備考

住所 前田町７街区２７号 電話 定休日

駐車場

備考

38-1461 月

〇 〇 × ×

子供用テーブルイス、座イスあり

22-1873 火

〇 〇 × ×

子供用イスあり

77-2072 火

〇 × × ×

子供連れ家族向けソファーあり

0800-700-2714 毎月第2火曜日

〇

21-0221 毎月第2火曜日

〇

まるた食堂 営業時間
11時30分～15時30分
17時30分～21時30分

クーポン　： お子様にデザート

アピール
ポイント

未就学児のご飯と味噌汁無料です

ラーメン　べっぷんち 営業時間
11時～15時
18時～21時

クーポン　： 替え玉orトッピングorドリンクのサービス

アピール
ポイント

無添加の食材を使用しています

リベラリズム 営業時間
11時～15時
18時～22時

クーポン　： お子様ワンドリンクサービス

アピール
ポイント

auショップ花繰店 営業時間 10時～19時

クーポン　： スマホご契約の方にフィルムプレゼント（ガラス除く）

アピール
ポイント

キッズスペースあります！店内におむつ交換台つきのトイレもあるのでご安心ください。

ドコモショップ都城中央店 営業時間 10時～19時

クーポン　： 機種購入時、頭金お値引き

アピール
ポイント

お子様が１２歳になるまで、３つの特典で家族の思い出づくりをサポートする「ドコモ
子育て応援プログラム」好評受付中！詳しくは店頭スタッフまで。

https://goo.gl/maps/mzuvprATGk7nK9PE9
https://goo.gl/maps/s1X3QNUTCEhzYtV99
https://goo.gl/maps/uXwjiQ5rrZgCDMXp9
https://goo.gl/maps/kwq2saDuhx42jBN88
https://goo.gl/maps/dFSGsK1A7BBXrRmR8


住所 都北町３５６３番地５ 電話 定休日

駐車場

備考

住所 志比田町5325-10 電話 定休日

駐車場

備考

住所 中町17-13 ＣプラザＦ2-1 電話 定休日

駐車場 こどもメニュー

備考

住所 中町13-22　ｵｰﾊﾞﾙﾊﾟﾃｨｵ内電話 定休日

駐車場 こどもメニュー

備考

38-8334

〇

080-9106-5116

〇

0986-24-4200

なし あり

0986-58-8777

５台

例えば大人気の写真集（１０カット掲載＋撮影データ付き）￥37,400→￥33,660に！

ヘアー　セルフィッシュ 営業時間 ９時～１８時

クーポン　：
親子でご利用の際１，０００円引き！
お子様のみご利用の際３００円引き！

月曜日　
第２、５日曜日

アピール
ポイント

キッズルームあります！

ユースフル道草や 営業時間 ９時３０分～１９時３０分

クーポン　： ジュース　or お菓子

不定休

アピール
ポイント

健康に関わるサプリメントなどあります。お子様のサプリも販売中。

結界処 Ｓ&Ｈ 営業時間 10時00分～17時00分

クーポン　： お子さんのカード占いを１枚無料にてご提供

火曜日

アピール
ポイント

ベビーベッド、おもちゃ、本などもご用意しています。個人情報は厳守します。

フォトスタジオ　ゼロ 営業時間 10時00分～1８時00分

クーポン　： 撮影料金の１０％割引

不定休

アピール
ポイント

リラックスして撮影ができるようにカワイイ装飾のスタジオです。お子さま向けのおも
ちゃ・本を揃えています。

https://goo.gl/maps/4Xzbu42YjHM1gKc88
https://goo.gl/maps/iKEMwLzjnSb7s5PQ8
https://goo.gl/maps/iKEMwLzjnSb7s5PQ8
https://goo.gl/maps/iKEMwLzjnSb7s5PQ8

