
そばダイニングＷＡＳＡＢi
Ｃａｆｅ　月の舎
三愛本舗
ひらお食堂

ヒバリーコーヒー＆ブレッド
ＴＡＮＴＯ
炭火焼　小吾郎
えぷろんたいむ。
串厨房ＳＡＫＵＲＡ
居酒屋　大鵬
九州らうめん
インド料理　夢や
からあげのはなぶさ
ジョニーのからあげ
つしまや　新

Cafe Bar ピース・クロンボ
café&kitchenゆいまぁる
居酒屋　玄海

0974-22-7118

0974-22-7077

0974-22-3939

0974-22-0413

0974-22-8555

0974-22-1818

0974-22-3316

080-5202-1139

0974-22-3839

0974-22-6232

0974-22-4026

0974-22-7037

0974-22-0434

0974-22-8887

0974-22-7370

0974-22-8557

0974-22-0715

090-2391-4545

11：00～21：00

9：00～17：00

10：00～17：00

7：00～17：00

16：00～20：30

16：00～21：00

10：00～18：00

16：30～ラスト

10：00～19：00

10：00～18：00

16：00～26：00

9：00～19：00

9：00～11：00

不定休

なし

水曜

なし

不定休

日曜

月曜

日曜

不定休

火曜

第３水曜

日曜・祝日

不定休

月曜

天丼・ローストビーフ丼・天ぷらそば・冷かけそば・ピザ

パスタ・ピザ・チキン南蛮プレートなど

酒まんじゅう・いきなり団子・よもぎ餅・特製カレー

とり天弁当・からあげ弁当・チーズハンバーグ弁当・とんかつ弁当など　

各種パン・コーヒーなど

ピザ・パスタ・唐揚げ・大盛りポテト・もつ鍋など

やきとり各種・地鶏網焼・鉄板ホルモンなど

パン各種・ピザ・サンドイッチ・焼き菓子など

串盛り・手羽唐・ポテト・ウィンナーなど

地鶏の炭火焼・その他色々

餃子・焼飯・焼きそば

チキンカレー・キーマカレー・ほうれん草カレーなどカレー各種

唐揚げ・手羽先・とり天・鶏めしの素など

ジョニー弁当・とり天弁当・ジョニーの唐揚げなど

幕の内弁当・塩唐揚弁当・とり天弁当・チキン南蛮弁当など

豚ホルモン（醤油ダレ付き）焼きそばなど

ゆいまぁる弁当・オムライス・キーマカレー・トーストサンド・豆乳パン等

幕の内弁当・チキン南蛮弁当・からあげ弁当・その他一品

特製カレー（特製しいらトースト付き）

http:// たんと .jp/　随時更新中

※近場は出前も可

一品料理もあります

http://www.karaage.co.jp/

http://www.oitakaraage.com/index.html

※おかずのみ・大盛りも対応可

その他トーストサンド・豆乳パンなど

手作りにこだわり有り！

豊後大野カンケイ協会

豊後大野テイクアウト　　　＃豊後大野エール飯
豊後大野市内のお持ち帰りのできるお店をまとめました。

三
重
町
エ
リ
ア

11：00～15：00
17：00～21：00
11：00～17：00
17：00～23：00

10：30～19：30
お弁当は～15：00

店　　名 電　　話 営業時間 店休日 主なテイクアウトメニュー ＰＲコメント

月曜
（祝日は営業）
月曜

（祝日は営業）

火曜
第 1日曜

元祖、スコップホルモンも持ち帰り可。
通常営業は予約のみ。皆様のお越しお待ちしております。
※冷凍販売可、豊後大野市内配達可 ( 要相談 )
冷凍アイスボックスクッキー生地も販売可
※今後、昼の串焼き弁当を予定。
　今後追加は随時更新します。

オードブル、折り弁当も早期予約で
お作りさせていただきます！

豊富な一品メニューもお持ち帰りできます！
予約にて 17：00 までの配達も承ります。

11：00～14：00
18：00～20：30 土曜・日曜・祝日

テイクアウト16:00~20:00
通常 11:00~21:00 要予約



薬膳や　りん
あ、きらきら農園
Cafe greenbrown
ちとせや緑茶

PIZZA ペーパームーン
焼肉苑　幸徳

レストハウスひまわり
小麦の家　鈴
Cafe パラム

からあげきよかわ
豊後めん処くんぷう
働く力めし農村ダイナー
弁当屋（やみつき唐揚げ）
どんこの里いぬかい
おかずの店　丸ちゃん

隼らーめん
あさじせんか

里の駅やすらぎ交差点
ベジカフェ　Ｍｓ．
お食事処・一杯飲み屋さくら
洋菓子工房　アンティーク
kitchen usuda

ゲストハウスＬＡＭＰ豊後大野

0974-27-5589
0974-22-0826
0974-27-5534
0974-27-5433
0974-37-2115
0974-37-2873

090-4340-2906
0974-35-3666
0974-35-2888
090-8668-5556
0974-24-5556
097-578-0077
0974-72-1071
0974-72-1137
0974-72-0471
0974-74-2020
0974-42-4822
090-7539-7559
0974-24-4512
0974-42-4128

9：00～17：00
10：00～売切れまで
10：00～売切れまで

10：00～14：00
9：00～14：00
11：00～17：00
10：00～19：00
11：00～15：00
10：00～19：00
8：00～19：00
11：00～15：00

11：00～15：00
11：00～15：00
9：00～17：00
10：00～16：00

10：00～18：00
10：00～17：00
10：00～18：00

日曜

不定休

水曜・木曜

火曜

日曜

不定休

不定休

不定休

木曜

年中無休

土曜・日曜

不定休

不定休

木曜

月曜・火曜

不定休

不定休

ＰＲコメント店　　名 電　　話 営業時間 店休日 主なテイクアウトメニュー
日替わり弁当・日替わりおかず・唐揚げ・カレー  

いちごパックほか  

ロコモコボックス・グリーンカレー・オープンバーガーサンド

サンドウィッチ・お弁当・ドリンク

ピザ各種  

炭焼きもも肉・焼き鳥・豚足

とり天弁当・チキン南蛮弁当・生姜焼き弁当

お弁当・オードブル（3日前までの要予約）など 

ピザ・ハンバーガーなど 

からあげ各種・ぶつあげ・手羽先・とり天

天丼・天ぷら蕎麦・キムチ冷かけ蕎麦・チキン南蛮など

お弁当各種・豚丼等どんぶり各種・オードブル前日要予約

塩唐揚弁当・チキン南蛮弁当・ミックス弁当など

カレー・チキン南蛮・唐揚げ・とんかつ・オムライスなど

日替わり弁当・幕の内弁当・からあげ各種

ギョウザ  

ミックスフライ弁当・チキン南蛮弁当・ハンバーグ弁当

とりめし・どんこ寿司・牛すじ・から揚げなど

お弁当・オードブル他 

お弁当・オードブル他 

ケーキ・焼き菓子・オーダーメイドケーキ・各種パンなど

各種パン・焼き菓子・ケーキなど

スパイスカレー・鹿ロースト丼など  

12：00～21：00
水曜12：00～14：00

0974-47-2080
080-2255-8165

8:00～（日により変動）
水・金は13:00～夕方まで

11:30～14:30売切れまで
夜 不定期営業

11：00～15：00
（L.O14:00）

三
重
町

千
歳
町
エ
リ
ア

朝
地
町

大
野
町

清
川
町

緒
方
町

毎週木曜
第２水曜
毎週木曜
第２水曜

日曜
仕出しがない日

木曜
第３日曜

火曜・水曜
祝日は営業

月曜・火曜・水曜

自慢のハンバーグの他にケーキやパフェのお持ち帰りもできます♪

オリジナルスイーツもご準備しております♪

アツアツの薪釡ピッツァをどうぞ♪

長年地元に愛される自慢の炭火焼をぜひご堪能下さい！

からあげ弁当、チキンフライ弁当、焼きそばなど

（おかずのみの対応可）塩からあげ量り売り（100g～）

その他、丼物や色々なメニューを取り揃えております。

唐揚げ各種（塩 黒 ピリ辛 竜田 とり天）

ギョウザ ( 冷凍のまま持ち帰りも有り )

唐揚げとり天弁当ほか弁当各種（ご飯大盛りは +50 円）

ケータリングも可（要予約）

アレルギー対応・グルテンフリーのお菓子あります♪

地元産の絶品鹿ローストと、スパイスを調合した
オリジナルカレーをご堪能下さい。配達できます。

美味しいお蕎麦を食べて免疫アップ！
予約にて配達も承ります。

オーノーイーツで配達！焼きたて石窯ピザ！

犬
飼

0974-37-2225
090-8398-3623

11：30～20：00
（L.O.19:30）

0974-37-2767
090-3605-0544



9：00～17：00
10：00～売切れまで
10：00～売切れまで

10：00～14：00
9：00～14：00
11：00～17：00
10：00～19：00
11：00～15：00
10：00～19：00
8：00～19：00
11：00～15：00

11：00～15：00
11：00～15：00
9：00～17：00
10：00～16：00

10：00～18：00
10：00～17：00
10：00～18：00

食処酒処　鈴らん
清川ふるさと物産館夢市場
日韓亭（ｲ ﾙ ﾊ ﾝ ﾃ ｲ）

居酒屋　ほたる
森の c a f e ゆるり

華花子
れと絽

レストランすえひろ
黒豚レストラン六白
お菓子工房紺や
チコマートことぶきや
寿司割烹にし村
若　　竹

やきとりぽっぽ
ごちそう雲隠れ
かくれんぼ

中華料理香蘭（シャンラン）
（有）羽田野商店
さんちゃんラーメン

原尻の滝　レストラン白滝

0974-35-2601
0974-35-2117
0974-35-3022

0974-26-4147
0974-22-7811
0974-22-6126
0974-22-0338
0974-22-3328
0974-22-3029
090-1083-5080
0974-22-0255
0974-22-2415
0974-22-6360
0974-22-5660
0974-22-7057
090-8769-2207
080-6456-6486
0974-34-2067
0974-34-3311

0974-42-4140

月曜

なし

不定休

月曜

日曜

不定休

第1・3日曜

年中無休

なし

不定休

不定休

第1・3日曜

月曜

日曜

木曜

不定休

水曜

不定休

ＰＲコメント店　　名 電　　話 営業時間 店休日 主なテイクアウトメニュー
豚ホル焼肉セット・豚ホルもつ鍋セット・豚ホル丼・ニラ豚丼

神楽弁当・豚生姜焼き弁当・酒まんじゅう・桃ソフト・スイーツなど

チヂミ・チャプチェ他

揚げ物各種・焼き鳥盛合せ・刺身盛合せ・ピザ・オードブル

3種のランチBOX（ゆるり・サンド・サラダ）デザート・ドリンク

日替わり弁当・カレー・カツカレー・持ち帰りセットなど

チキンカレー・唐揚げ・手毬寿司・レタス巻き・海鮮巻き・うな重

すえひろランチ・エビフライ・ハンバーグステーキ・チキン南蛮

黒豚焼肉・黒豚メンチカツ・黒豚ビビンバ・チキンカツ・ニラ豚

ケーキ各種・リンゴのタルト・黒糖プリン・黒糖シュー・マドレーヌ

幕の内弁当、オードブル、唐揚げ弁当、チキン南蛮弁当、とんかつ弁当

寿司、オードブル、各種丼物、単品（唐揚げ、とり天、チキン南蛮、出し巻き玉子等）

各種弁当、オードブル等　※予約（テイクアウト含む）は前日のお昼まで 

やきとり各種 

塩から揚弁当、冠地どりハンバーグ弁当、各種弁当、とり天、塩から揚

からあげ・ポテト・串盛り合わせ・ピザ・その他

エビマヨ・エビチリ・スブタ・マーボー・八宝菜・カニ玉等各種メニュー

から揚げ、トンカツ、チキンカツ、チキン南蛮、ササミフライ

麺類、定食等全てのメニューお持ち帰りOK。

とり天弁当・ハンバーグ弁当・日替わり弁当・幕の内弁当・中華丼

11：00～14：00
18：00～20：00
10：00～16：00
ソフトは～ 18：00

11：30～14：00
17：00～22：00

11：30～13：00
夜営業は予約のみ

8：00～11：00
16：00～17：00

11：00～14：00
17：00～22：00

11：30～14：00
17：30～20：30

11：00～15：00
17：00～20：00

11：00～15：00
16時～曜日により営業

11：30～13：30
17：00～20：30

清
川
町

三
重
町
エ
リ
ア

豚ホルギフトセット地方発送できます。各種セットは要予約。

 ※テイクアウトは事前にご連絡ください

 

サバのバッテラ等単品メニューもあり http://www.kumogakure.net/

美味しい定食を是非ご賞味ください。

カツカレー・とり天カレー・カレー・牛丼※前日15時までにご注文ください。

店内飲食価格の２～３割引程度で提供いたします。
まずはお電話を！

11：00～15：00

11：30～16：00

11：00～18：00

11：00～22：00
10：00～18：00
8：00～21：00

17：00～ＬＡＳＴ

16：00～20：00

8：00～19：00

10：00～15：00

水曜
第1・3木曜

日曜
第 3月曜

オードブルも対応可能

大
野
町

緒
方


