
地区 事業所名 TEL FAX 住所 HP 店休日 営業時間 おすすめの商品またはエールチケットのお客様へのサービス その他

御玉 中之島旅館 22-2053 22-2518 御玉25 不定休 11：00～19：00 和風懐石弁当￥1.620（税込）を新たに始めました。

新栄 みちくさ 24-4172 24-4177 新栄1388番地1 　月、火
11：00～14：00　17：00
～19：30

こだわりの黒豚とんかつ1.250円。サービス品　盛合せ定食８５０円。
（１口カツ　エビフライ1　魚フライ2）

新地 幾久屋 24-4151 24-4151 新地1917 不定休
11：45～13：30
17：00～21：30

【いちおしメニュー】とり天定食・かつ丼（ミニうどん付）・アナゴ天うど
ん

新地 雲龍 24-0770 新地1049-5 水、木
11：00～14：00
16：30～19：00

【新メニュー】ニラ豚定食　750円

新町 ブラジル珈琲舎 24-3240 24-3240 新町971 　無し 10：00～17：00 土、日、祭日以外の平日は食後にHCかソフトクリームのサービス有。

新町 龍のタカラバコ 22-3960 22-3960 新町976-1 Facebook（龍のタカラバコ） 　月 10：00～17：00 大分県うまいもんギフト（お中元、お歳暮期間限定）ご注文承り中。

新町 Okiraku Dining 呑もうちゃ 25-9119
新町966-2
新町創業支援施設A棟

月，火（祝日は
営業）

11：30～14：00
17：30～LAST

「食を通じて笑顔を運ぶ」アットホームなお店を目指します。 8月上旬オープン（予定）

新町 出会いの里　和 24-4609 24-2297 新町９６２番地 　水 10：00～17：00
【おすすめ】チャンポン８００円（税込）メンチカツ定食1.100円（税込）
牛タン丼1.500円（税込）

ソフトドリンクサービス！

新町 こうこう屋 24-0550 新町951 www.koukouya.jp 　なし 11：00～16：00 かぼすの辛味調味料「かぼすこ」あり〼。どしどし遊びに来て下さい！

新町 恵比寿 24-2523 新町901 17：00～23：00 カウンターの一品料理サービスします！

新町 café　かしゅかしゅ 22-2788 新町899 Facebook　caféかしゅかしゅ 　月・木　 11：00～17：00
テイクアウト各メニュー2個ご注文で２００円割引。
１２００円→１０００円！！

新町 彩庵 24-0072 24-0072 新町948 不定休 18:00～22:00 揚げたて、あつあつの串揚げをお出しします。
夜の営業は予約のみとなっております。
前日までにご予約お願いします。

高田 肉処　和 23-0003 24-2297 西新町2106-4 　月　
11：00～14：30
17：00～22：00

ランチタイム限定！なごみ定食　1.650円（税込）・
食べ放題（120分）3.500円 ソフトドリンクサービス！

高田 たこ一 24-0080 高田2307-13
水、木

第３日曜日
10：00～14：00
18：00～21：00

お昼のランチはワンコイン＋税（５５０円）で食べられます。 地産地消で地元の白ネギ、地タコを使っています。

田染 銘酒処 田染荘 26-2008 26-2008 田染真中142-1 　 　火
9：00～19：00（平日・土）
9：00～18：00（祭日・日）

【おすすめ】大分麦焼酎『兼八』２５℃　1.800㎖　１本　3.000円。

玉津 菜肴 24-4770 24-4773 玉津1367-1 日、月、火 6：00～10：30 【おすすめ】もつ鍋。【サービス品】卵焼き。

玉津
カフェ＆レストラン
ＬＯＮＧ　ＨＩＬＬ

24-1611 玉津1514-1 不定休
11：00～16：00
18：00～20：00

３０～４０種類のパフェをご用意してお待ちしております。

玉津 玉津まちの駅　夢むすび 25-4705 25-4810 高田玉津418 Instagram＠bt.yumemusubi 不定休 10:00~15:00
週末、夢マルシェで野菜たっぷりのピザを販売。７月第2土、最終土の
夜はハンバーガーがおすすめです！

玉津 十割蕎麦　ゑつ 25-4617 25-4617 玉津374-1 　　火
11：00～15：00
17：00～20：00

そばの風味豊かなあらびきせいろ。鴨せいろなどおすすめです。

玉津 元祖　あげもの工房 24-3042 24-3042 玉津1595-1 　日 9：00～20：00 【おすすめ】からあげ、とんかつ、チキンカツ、各種弁当。

玉津 そば処　響 22-1066 22-1066 玉津986 水
11:00-15:00
18:00-20:00

【おすすめ】十割そば

中央通 菓子禅髙田屋 22-3033 22-3033 金谷町633-1 Kasizen.Takadaya@gmail-com 　木 9：30～18：00
【おすすめ】当店自家製あんを使った水ようかん。体を優しく冷やす糸
寒天を使用。

中央通 甘味末広屋 25-8989 25-8989 中央通680 不定休
11：00～17：00（土日祝）
11：00～15：00

【おすすめ】テイクアウトの各種弁当、幕の内弁当、ハンバーグ弁当、
オードブル。

浜町 酒の山城屋 22-3150 22-0759 金谷町1189 http://yamashiroya.biz/ 　水
8：30～19：00
（日・祝日17：00まで）

人気酒ちえびじん、地ビール、こだわりジュース（桃、赤しそ）、かぼす・
ゆず果汁、甘酒、全て全国発送可能です。

真玉 両子運転代行社 090-3078-8030 25-5132 城前1547-1 年末年始
（12/31.1/1）

20：00～

宮町 T・K　CLUB 080-5245-0792 宮町 instagram　tk＿club 　木 20：00～LAST
welcomeドリンクを一杯サービス！！
♡スナック　ブルーローズの姉妹店です♡

宮町 寿し源 22-0415 22-0416 高田861-2 http://susigen.com 日、祭日
17：00～22：00オーダース
トップ20：30

宮町 スナック　ブルーローズ 090-3736-5662 宮町 　日 20：00～LAST welcomeドリンクを一杯サービス！！

宮町 ルフラン 24-3450 宮町867-5 不定休 8：00～12：00

宮町 アマリージュ 22-2258 高田732大樹ビル1-1 　日 8：30～

宮町 ナイトパブ　213 22-2134 090-3072-5244 高田733-8　ナイトセンター1F 不定休 19：00～24：00 焼酎5合瓶キープ2.000円！

宮町 スナック　ｂ 24-2385 宮町大樹ビル1F 不定休
シングルモルトウイスキーやブランデー等、様々なお酒やお好みのお酒をショッ
トでお楽しみ頂けます。飲み比べももちろんお勧めです。 貸し切り、出張サービス等　承ります。

宮町 沖縄料理　よし多家 24-2019 24-2019 高田2863-8 　火 17：30～22：00
【おすすめ】ゴーヤーチャンプルー、フーチャンプルー、もずくの天ぷ
ら。

宮町 豊島食堂 22-2451 高田780 　日
11：00～13：30
17：00～22：00

【おすすめ】ランチ　定食　やきとり ドリンク１杯サービス！

宮町 串焼ちょいとそこまで 24-0603 高田2861-1 日、月曜日の
祝日

17：00～22：00（ラスト
オーダー21：30）

クラフトビール始めました。ぜひご賞味ください。

宮町 天ぷら　志乃 22-2899 高田745 　日 １８：００～ 【おすすめ】天ぷら￥1.300　とんかつ￥1.500～

宮町 Tiare 24-3617 高田732大樹ビル1-4 　日 20：30～2：00

宮町 Freeｄom 080-1762-9645
高田７３３番地13　　　　　　　宮
町ナイトセンター1F

宮町 食道園 22-3577 宮町2 不定休 16：00～22：00 【おすすめ】Aセット6.000円（７人前）　Ｂセット4.000円（６人前）

宮町 ビストロ　げってん 25-8031 高田2863-8 不定休 18：00～23：00 welcomeドリンクを一杯サービス！！

宮町 スナック　こと 24-2510 高田2863 　月 19：30～

宮町 スナック　MUSE 090-5484-3082 高田732 　　日 20：00～1：00

宮町 スナック　みらい 090-4340-9386 高田2863‐6宮町ナイトセンター1F 　　水 20：00～0：00

宮町 THE豊後高田酒場　ヒミツ基地 22-3919 高田2836-8 Facebook（ヒミツ基地） 　日・月 17：00～23：00 テイクアウト専用メニュー全て各５００円（税込）

宮町 snack&bar　Link 080-8557-3656 高田８５６－2レヴィビル202 不定休 20：30～

宮町 Berry 24-3933 高田2861‐1 Instagram　berry,yukari 日曜 20:00‐24:00

宮町 月と海 24-0076 高田2863番地7 日・月 21:00‐01:00 ワンドリンクサービス

宮町 ティンカーベル 24-2920 高田宮町大樹ビル１F 　日 20:00～2:00 ビール、焼酎、日本酒、ウイスキー、ブランデー、ソフトドリンク他

宮町 パブスナック　BA-TSU 24-0694 高田735 　日 20：00～0：00 おつまみ１品サービスします。

宮町 華hana 22-2733 高田2863‐14 水 20:00‐24:00 welcomeドリンクを一杯サービス！！

宮町 中華・華々宴 080-5638-4855 高田2863-2パールハイツ106 日・月 21:00‐3：00 【おすすめ】 餃子、ラーメン、酢豚。

美和 韓楽 22-1100 美和3515 不定休
１８：００～２２：００（平日）
18：00～23：00

【おすすめ】　チキン南蛮　キムチチョンゴル

豊後高田エールチケット　参加店舗一覧　（2021.7.1）
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