
2023/1/19

1次会的利用 店舗名 所在地（大分県中津市） 電話番号
あんしんはおいし
いプラス認証店

逢いや来い家 金手35-1 0979-24-0055 ○
灯り家 島田本町2丁目 0979-24-7116 ○
あけぼの寿し 湯屋148-1 0979-24-1196
あじ処安兵衛 島田207-15 0979-22-7065 ○
亜李蘭別邸中津店 丸山町63 0979-24-0856 ○
有比菜 中殿3丁目17-3 0979-23-2900 ○
IZAKAYAいっきゅう 豊田町12-6　センチュリーマンション10A 0979-22-5120
居酒屋・一歩 宮夫123-4 0979-23-6112 ○
居酒屋くいしん坊 沖代町2丁目7-31 0979-23-6660 ○
居酒屋小鉄 日ノ出町2丁目 0979-25-2892 ○
居酒屋千一 上宮永3丁目973-12 0979-25-1001
居酒屋大将 新天神町835-4 0979-25-0707 ○
居酒屋ダイニング楽笑 島田374-41 0979-23-8544 ○
居酒屋二代 金手37-5 0979-24-0996 ○
居酒屋のら蔵 中殿1-473 0979-24-8739
居酒屋ぼっちゃん 蛎瀬468-22 0979-24-0252 ○
居酒屋ほりよし 島田352-5 0979-24-7577 ○
居酒屋纒MATOI 中殿482-3 0979-24-9487 ○
居酒屋豆すけ 島田217-3 0979-23-4510 ○
伊藤課長中津店 宮夫54－4 0979-64-8216 ○
伊和太 島田仲町363-12 0979-22-3018
魚串大衆酒場ブルちゃん！ 中津市島田216-9 0979-23-5260 〇
うしお 天神町1丁目 0979-24-0979 ○
卯呑や 宮夫15-1 0979-23-0445 ○
うまいもんや山水茶寮 蛭子町1丁目2番 0979-64-6363 ○
栄太郎 中殿3丁目24-13　司ビル1階 0979-24-4487 ○
ＡＢステーキ詠美寿 蛭子町3丁目67 0979-23-2500 ○
笑顔のたね 島田350-4 0979-53-9526 ○
駅ちか酒場 大金星 島田219ｰ11 0979-64-7726 〇
エルティカフェ大分中津店 牛神町221-5 0979-62-9760
大分県漁協中津支店 小祝525-10 0979-22-2103 ○
お好み焼き大福 万田字川原田42-7 0979-22-9035 ○
お食事の店家元 天神町68-1 0979-24-0710 ○
お食事処きずな 島田835-2 0979-22-5959 ○
お食事処まんてん 豊田町3丁目8－9 0979-24-2268 ○
おむすび屋 宮島町40 0979-23-8839 ○
風待ち珈琲 金手8-4 0979-77-5620 ○
家族亭 万田607-1 0979-24-4129 ○
割烹たはら 大貞371-379 0979-32-8881 ○
割烹丸清 東本町2-12 0979-22-4055 ○
割烹嘉乃 沖代町1丁目3-45 0979-24-6165 ○
cafe＆dining＆roomsFURIO 大塚380-1 0979-64-6687 ○
カフェマルル 宮夫引出239-1 080-2110-6881 ○
上宮永清か 上宮永263-10 0979-22-1557
からあげの鳥しん 宮夫218-1 0979-23-5232
川扇 宮島町51-3 0979-22-7126 ○
元祖辛麺屋桝元中津店 牛神町1丁目1-9 0979-24-6777 ○
甘味処禅海茶屋 本耶馬渓町曽木2066-7 0979-52-2123 ○
北城 東本町4-8　南口ビル1階 0979-25-3689
喫茶ロッシュ 中央町2-1-44 0979-23-8802
魚介豚骨らーめん刻 豊田町3-1-13 0979-25-1579
串カツの店喜八 島田本町354 0979-23-3671
串焼マルイチ 島田本町45 0979-23-1180 ○
グリル城山 蛭子町3-128-8 0979-23-1423 ○
御馳走屋一合 上宮永146-1 0979-23-7739 ○
こなみ 高瀬40-1 0979-24-8338 ○
こまや食堂 蛭子町1丁目42番 0979-64-6306
コワーキングスペース秘密基地中津 島田352番地7 0979-22-1515 ○
さかえや 蛭子町2 0979-22-1541
SUNVIEW BARGER SHOP 中津市島田376-2 090-6775-9207
シーズン（ビジネスホテルナカツ内） 東本町3-19 0979-24-1888
シールドベースヤナリ 日ノ出町1丁目351 0979-24-7311
地魚屋台ぜんちゃん 島田352-9 0979-31-6002 ○
七福神 島田835-86 0979-23-4224 〇
七輪鳥焼専門店もり山 宮夫239-1 0979-22-2929
ジョイフル中津店 上如水1840-2 0979-32-7775 ○
ジョイフル北中津店 島田字永田54-1 0979-26-0787 ○
ジョイフル南中津店 相原2925-7 0979-26-1255 ○
新八寿司 島田本町354 0979-24-8888 ○
鮨処永しん 島田本町766-3 0979-24-1108 ○
寿司処五介 島田367-16 0979-23-3668
ステーキレストランもみのき 蛭子町2-1 0979-24-5505 ○
すっぽんカレーまる予約制 耶馬溪町戸原104 090-4982-8534
炭処なら 島田21 0979-77-5644 ○
扇八 日ノ出町2-363 0979-22-1952
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創作炉ばた花 島田仲町760 0979-23-0809
想夫恋中津店 中央町2丁目1-41 0979-64-6563 ○
大師食堂 島田仲町789-1 0979-22-1591
ダイニングバー結 島田本町45　田渋店舗5号 0979-64-7723 ○
ダイニングレストランふわふわ 蛎瀬578 0979-23-1990 ○
たにあらし 中殿4丁目1-21 0979-22-3612 ○
種樹 新天神町835-4 0979-24-1159
たまごキッチンママン 中央町2丁目4-5 0979-23-8844 ○
筑紫亭 枝町1692 0979-22-3441 ○
ちこちこ亭 中殿4-2-3 0979-23-1515 ○
茶店鶴居村 永添331-3 0979-25-3430 ○
チリぺッパー 島田仲町834-6 0979-24-6467
月夜の庭 島田26-4 0979-24-0986 ○
手打ち蕎麦仁八(じんぱち) 大貞311-20 0979-22-0714
手羽キング 島田836-5 0979-25-3007 ○
天雲龍 耶馬溪町柿坂745-1 0979-54-2552 ○
東京らーめん食堂 上如水1853番地 0979-32-1688 ○
洞門パティオ 本耶馬渓町樋田180 0979-52-2250 ○
ドミノ・ピザ中津店 豊田町3-6 0979-85-1555
とろろ乃湯（とろろ庵） 耶馬溪町山移5927 0979-55-2080
とんかつ＆カレーキャロット 上宮永146-1 0979-24-3977 ○
とんかつ豊後 中央町1丁目3-21 0979-24-8674
どんたく 島田354-2 0979-22-4228 ○
とんぼ 上宮永2丁目143髙野ビル1F 0979-24-6224 ○
長崎ちゃんぽん壱番亭本店 是則656-1 0979-32-4151 ○
中津からあげ総本家もり山三光本店 三光原口653 0979-43-2056
二十八萬石 日ノ出町1丁目 0979-22-1177
日本庭園「腸活そば屋」渓石園 耶馬溪町大島2286-1 0979-54-2770
日本料理本格懐石味の雅椿 蛎瀬400番地 0979-24-2880 ○
日本料理やまだ 桜町1081 0979-22-0077 ○
農家食堂やまくに 山国町中摩3202-2 080-8584-8787
麺処くらや中津本店 中殿403-1 0979-23-3737 ○
八面山金色温泉香露庵 三光田口584-1 0979-26-8065 ○
南風ぱなり 萱津町2018-1 0979-23-5226 ○
花ごろも 牛神1丁目14-12 0979-24-1487 ○
花満 島田本町2丁目208-2 0979-25-3260
韓場 万田645-5 0979-22-5777
HAMBURGERSHOP168STAND 島田376-9 090-7162-0988 ○
英彦山 日ノ出町2丁目 0979-22-1881 ○
ビストロヴォライユ 島田213　MKコスモビル102 0979-22-3200 ○
ピッコロⅡ 耶馬溪町戸原1668-10 0979-54-2277 ○
ひのでグリル 日ノ出町1-350-13 0979-53-9929
美味創匠朱華 豊後町876 0979-22-3239 ○
武庵花福 蛎瀬382 0979-24-3901
福篭． 宮夫240-5　アドバンス1ビル1階 0979-64-6656 ○
文楽 豊田町3丁目6-12 0979-24-4755 ○
別邸「兆」kizashi/シマダ８ 島田8 0979-64-9777 ○
宝来軒総本店 日ノ出町2 0979-22-3383
宝来軒中央町店 中央町1丁目4-25 0979-22-2909
マイクロビストロベス 蛭子町1丁目7番地 0979-53-9171
満月 耶馬溪町深耶馬3153-9 0979-55-2741
万千百園（まちおえん） 本耶馬渓町跡田1457-1 0979-52-2657 ○
道の駅やまくに 山国町中摩3485番地4 0979-62-3680 ○
夢想庵まさ 湯屋465-5 0979-53-9893 ○
モダンキッチン茶ん 島田2-6 0979-64-9080 ○
モンシェリー 定留354-1 0979-32-4101
門前茶屋のどか。 本耶馬渓町跡田1364-1 0979-52-2267 ○
焼き鳥えにし 中央町1-4-24 0979-24-8560 ○
やきとり五番街 中津市島田374-3 0979-22-5252 〇
やき鳥茶屋丘 東本町459 0979-22-1286
焼鳥鳥すけ 万田579-10 0979-64-7449 ○
焼きとん屋くうとん 島田374-10 0979-22-3003 ○
焼肉かもん 永添402-1 0979-64-6999 ○
焼肉てっちゃん亭 中央町1丁目4の1 0979-23-8690 ○
焼肉・肉刺し専門店一Ban星 島田350-12 0979-64-7727 ○
焼き肉二丁目 島田本町35 0979-64-9770 ○
焼肉平安 豊田町3-4-8 0979-23-4089 ○
焼肉モモヤ 丸山町110-1 0979-23-2207 ○
やすらぎの郷やまくに 山国町藤野木12-1 0979-62-2186 ○
奴寿司 蛭子町1丁目23 0979-22-1247 ○
矢野うどん 上如水1414 0979-32-0916 ○
諭吉コルリ 留守居町591 0979-22-0207 ○
夢天までとどけ 島田370-2 0979-22-0639 ○
与作 宮島町43 0979-24-1439 ○
よばなし 島田字宮ノ下22-1 0979-25-3373
嵐坊中津店 牛神1-21-10 0979-22-5611 ○
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リストランテ・ヴォーノ！（ヴィラルーチェ） 東本町1 0979-23-1122 ○
柳華園 上宮永10-3 0979-23-3021 ○
瑠璃京 島田仲町363-16 0979-23-3868 ○
レストインろくめいかん 耶馬溪町深耶馬3152-2 0979-55-2027 ○
ワールドコーヒーオークラ 耶馬溪町柿坂106-2 0979-54-3031
若竹屋・竹扇 京町1462-5 0979-24-7815 ○
和風味処鬼太郎 豊田町2-16 0979-22-0304 ○


