
新鮮な鶏肉ならではの
さっぱりとした飽きのこない味わい

からあげ専門店げんきや（舷喜屋） 総本店

からあげ屋チキンハウス 
中津本店

中津からあげ もり山 万田本店

●からあげせんもんてんげんきや そうほんてん

●からあげやちきんはうす なかつほんてん

●なかつからあげ もりやま まんだほんてん

0979-24-1933 P14C1

0979-22-6266 P14C1

0979-24-2222
P14C1

0979-64-8830
0979-32-9232（レストラン）
0979-64-8365（直売所）
P14D1

第9回日本唐揚協会主催のからあげグ
ランプリで最高金賞受賞。地元のしょ
うゆを使った特製しょうゆダレに長時
間漬け込み、揚げる直前に衣を付ける
のがこの店のこだわり。

鮮度にこだわり、肉を仕入れた当日に仕
込みを行う。味を引き締めるため、タレ
に漬ける前に塩をすり込むひと手間をか
ける。店内に飲食スペースがあり、から
あげ定食やももから定食などを揚げたて
で食べられるのも魅力。

中津からあげブームの火付け役とな
った店。天然塩と自家栽培のニンニ
ク、数種の調味料をブレンドした塩
ダレに、宮崎・大分産の鶏肉を漬け
込む。ニンニクの香りがあとをひく。

K中津市金手35-2 kJR中津駅から車で8
分 J11～21時 i無休 p6台

K中津市中央町2-7-61 kJR中津駅から車で
5分 J10時～19時30分（食事は11～15時）
i水曜 p12台

K中津市万田566-5 kJR
中津駅から車で7分 J11
～20時 i無休 p10台

K中津市加来814 kJR中津
駅から車で20分 Jレストラ
ン10～17時（土・日曜、祝日
は～18時）、直売所9～19時
（11月～2月は～18時） i無
休 p233台

o中津市内のほか、
全国に15店舗を構える

o店内から田園風景と豊
かな山並みが見渡せる

m老舗が名を連
ねる「聖地中津
からあげの会」
の加盟店

l九州を中心に
関東にも出店す
る有名店

骨なしムネ
190円（100g）

手羽先
210円（100g）

骨なしむね肉
190円（100g）

砂ずり串
100円（1本）

ピリッ辛ネック串
180円（1本）

手羽先 
130円（1本）

砂ずり
250円（100g）

ナンコツ
270円（1パック）

しょうゆや塩をベースに、ニ
ンニク、ショウガなどをブレ

ンドしたタレに鶏肉をじっくり漬け
込む。注文を受けてから揚げたてを
提供するのが中津流！

中津のからあげの特徴は？Q1

A 市内にはからあげ専
門店がなんと約60

店舗も！　コンビニより、
学校より多いんです！

どこで買えるの？Q2

A

うちのムネ肉は
ひと味違います

ニンニクの
パンチが
きいています

新鮮な鶏肉ならではの新鮮な鶏肉ならではの新鮮な鶏肉ならではの
からあげ

ご飯のおかずになるからあげ

ご飯のおかずになるか

衣カリカリ、身はジューシー

骨なしモモ
250円（100g）

130円（1本）

し
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っ
と
り
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おかず
リリ、、身身ははジジューシ

ネ
肉

ニンニク＆塩のタレは
食欲をそそる、クセになる味

専務の奥様の
千秋さん

代表取締役の
井口泰宏さん

骨なしもも肉
240円（100g）

  2  大
ご当地グルメ

「中津」の地名を全国に知らしめた地元グル
メの“からあげ”。高級食材として知られる
“ハモ”は、豊前海で大きく育ったイキのいい
ものを刺身やしゃぶしゃぶ、カツで味わおう。

●みちのえきなかつ

からあげのほか豊前海の海の幸
など、中津グルメが何でも味わ
える。からあげは4種類のしょ
うゆなどを使った下味に漬け、
揚げる日の朝に2番ダレに漬け
る。もも肉のみ。

道の駅なかつ
からあげは
持ち帰りも
できます

からあげ定食
780円
衣にもこだわりがあ
り、噛むとカリッと音
がするほどの香ばしさ

オーナーの
田中さんの奥様

店長の
木村永大さん

みんな大
好き！

からあげ定食
５００円（限定50食）
しょうゆベースのシ
ンプルな味つけは白
米との相性抜群

ランチを食べに
来てくださいね
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割烹 丸清

割烹嘉乃

●かっぽう まるきよ

●かっぽうよしの

0979-22-4055 P15A1

0979-24-6165
P14C1

季節の会席料理をはじめ、刺身
からステーキまで豊富な一品料
理を揃えた和食処。ハモは天然
物のみ使用のため、6～11月限
定。ハモのかまぼこ「はもさま」
540円は持ち帰りも可。

ベテラン料理長が腕をふるう丁
寧な会席料理が評判。ハモ料理
は、店内のいけすに泳ぐハモを
注文が入ってから締め、熟練の
技で骨切り。関サバやフグなど
九州の海の幸も揃う。

和風味処 鬼太郎
●わふうあじどころ きたろう

0979-22-0304
P15A1

約40年続く活魚料理の店。店
内にいけすがあり、ハモや関ア
ジ、関サバといった新鮮な地
魚が味わえる。黒田官兵衛をテ
ーマに多彩なハモ料理を盛り
込んだ官兵衛御膳が人気。

K中津市豊田町2-16 
kJR中津駅から徒歩8
分 J11～14時、17～
22時 i月曜 p30台

K中津市東本町2-12 kJR中津駅か
ら徒歩3分 J11～14時、17時～
21時30分（昼・夜ともコース料理
は予約がおすすめ） i月曜 p25台

K中津市沖代町1-3-45 
kJR中津駅から車で4
分 J11～14時、17
～22時（20時LO）※夜
は要予約 i水曜、日
曜の夜 p60台

とんかつ＆カレー 
キャロット

●とんかつあんどかれー きゃろっと

0979-24-3977 P15A2

先代から続くトンカツとカレーの名
店。鶏ガラと豚のスープ、2時間粉
焼きしたカレー粉、じっくり炒めた
香味野菜で作ったカレーとハモがコ
ラボ。冬はハモがあるか電話で確認を。

K中津市上宮永146-1 kJR中津駅から
徒歩10分 J11～14時LO、17時～20
時30分LO i火曜、第2月曜 p20台

oカウンターのほか、個室タイ
プの小上がりも

o昼は会社員、夜は家族連れが
気軽に訪れる店

o立派な店構えだが昼定食750
円と手頃なメニューも

o純和風の造り。
カウンターやテー
ブル席もある

耶馬渓の森からの水が流れ込
む豊前海で育つハモは、弾力

があり味もよいと評判。トロ箱の中
で「つ」の字に曲がるほど大きなこと
から「つの字ハモ」の名も。

どうして中津の名物に？Q2

A 細長いウナギに似た姿
だが、低カロリーで栄

養価はウナギ以上！ 小骨を断
つように身に包丁を入れる骨
切りが有名。旬は夏～秋。

ハモってどんな魚？Q1

A

官兵衛御膳
1980円
メインは肉厚な鱧カツ
卵とじ。官兵衛の兜を
イメージした器で

はも会席
5400円～※要予約
刺身、しゃぶしゃぶ、
天ぷらなど13品が並
ぶ。シメは雑炊で

鱧コース料理
6480円（サービス料別）
（ハモは6～11月のみ）
ハモの刺身やしゃぶしゃ
ぶなどで食感や味わい
の違いを楽しめる

揚げた
て鱧カツをトッピング揚げげたた
てて鱧カツをト生き

たハモ
を骨切りした

純和風の造り。
カウンターやテー
ブル席もある

情緒あふれる和の趣でいただく
ハモづくしの会席料理

鱧カツ卵とじや鱧しゅうまいなど
ハモを使った新メニューが並ぶ

ふっくら繊細な「つの字ハモ」を
しゃぶしゃぶで堪能したい

ハモの甘みと
プリプリ感は
ぜひ刺身で
味わって ハモのほかにも

中津の魚料理が
味わえます

ふわふわの
鱧かつはカレー
との相性抜群
です

た生き
たたハハモモ

を

ハモ
鱧かつカレー
1100円
揚げたての鱧かつに香
りと甘みのあるマイル
ドなルーを絡めて

  2  大
ご当地グルメ

中津に来たら
コレを食べなきゃ！

スタッフの
皆さん

女将の臼田キヨ
ミさんと息子の
敬治さん

2代目店主の黒田忠治さん

大人の味覚♪
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