
高田７６３
白ネギ塩タン 1,200 円

17:00 ～ 21:00営
不定休休

焼肉　食道園 ☎22-3577

高田２８３６番地８
牛ねぎ焼きそば 550円

18:00 ～営
日・月休

THE 豊後高田酒場 ヒミツ基地 ☎22-3919

塩タンの上に白ねぎがたっぷり。このまま焼いて白ねぎをくるんでお召し上
がりください。

新町９９２番地１
お好み白ネギ焼 700円

10:00 ～ 18:00営
月休

お好み焼き　駅前商店〈和〉 ☎25-4363
ふんわり生地に白ねぎがたっぷり！ねぎ好きにゼヒ食べて欲しい一品です。

玉津９８６番地
軍鶏南十割そば 1,400 円

11:00 ～ 15:00
18:00 ～ 20:30

営
水・木休

そば処　響 ☎22-1066
軍鶏肉、白ねぎの入った温かいつけ汁で、豊後高田産の十割そばをどうぞ。

玉津３７４番地１
白ねぎのかき揚げ 380円

11:00 ～ 15:00
17:00 ～ 20:00

営
火・第 4水曜休

十割蕎麦　ゑつ ☎25-4617
サクッと揚げた白ねぎの香りと甘さが最高の一品です。そばやお酒とご一緒
に。

新栄１３７８番地２
呉崎の板清さんちの白ネギ十割そば 1,400 円

11:00 ～ 14:00営
水・日休

胴搗自家製粉手打蕎麦  地慈 -Jiji- ☎070-8511-8271
中華鍋で高温で炒めた白ねぎをたっぷり温かいそばの上にのせました。

新栄 1381-1
白ねぎたっぷり合鴨鍋 定食 1,400 円　 刺身付定食 1,800 円

11:30 ～ 13:30
18:00 ～

営
月・火休

割烹　楓 ☎23-0155
白ねぎ入り合鴨鍋に、白髪ねぎをトッピング。旨みたっぷり、ぽかぽか温まる
お鍋です。

呉崎 462-6
白ねぎ豚バラ丼 420円

9:30 ～ 20:00営
無し休

スーパーあさの ☎22-4637
白ねぎと国産豚バラ肉を炒めてご飯にのせた、皆様に食べて欲しいスタミナ
丼です。

呉崎２６９１番地 1
白ネギラーメン 800円

11:00 ～ 14:00
17:30 ～ 20:00（月・火・金）

営
水休

麺屋 さいこう ☎080-1716-1737
とんこつラーメンに農家直送の白ねぎがたっぷり。白ねぎのシャキシャキ感
が最高です。

臼野 3332番地 1
白ネギマサラ 1,750 円

11:30 ～ 17:00営
月（祝日の場合は翌火曜日）休

ネコのいるカフェ チャイハナ海花 ☎53-5754
豊後高田産の白ねぎとレンコンを使ったスパイスカリー。（セットメニュー
です。）

呉崎４８７-３
白ネギとスパイスカレーのハーモニーセット 1,100 円

11:00 ～ 15:00
17:00 ～ 21:00（L/O 20：00）

営
木・第3月曜休

スパイスカフェ　ハニー・スパイス ☎080-6683-2259
当店人気のスパイスカレーにクミンでソテーした白ねぎをトッピングしま
した。

高田 2805番地 1
豚肉と白ネギのみそ炒め弁当 570円

9:00 ～ 19:45営
日休

あげこう ☎24-3042
みそで炒めた豚肉ととろりと甘い白ねぎは、白ごはんにぴったりです。

新地 1917
たっぷり白ねぎ鍋焼きうどん　　　　　　 900円

11:45 ～ 13:30
17:00 ～ 21:30

営
不定休休

幾久屋 ☎24-4151
白ねぎをたっぷり入れた、冬にぴったりのおいしいうどんをお楽しみくださ
い。

新町９９５番地３
海老天ぷらそばセイロ 1,400 円

11:30 ～ 15:00
18:30 ～ 21:00

営
月（祝日の場合は営業）休

高田そば　翔 ☎22-3357
そばと天ぷら盛合せの人気のセットです。期間限定で白ねぎ天ぷら付き。

白ねぎと牛肉を使い、旨味たっぷりのしょう油ベースのタレで焼きあげた絶
品焼きそばです。

宮町２区
白ねぎ山盛ちゃんこ鍋 2,000 円（4名様～）

17:30 ～ 22:00営
日・祭（不定）休

すし割烹　寿し源 ☎22-0415

高田 2861-1
はかた地鶏鍋 ②はかた地鶏鍋　2,300 円（2人前より・要予約）

17：00～ 22：00
（LO21:30）
営

日・祝日の月曜日休

串焼 ちょぃとそこまで ☎24-0603

やわらかくて甘い白ねぎを贅沢に使って更に旨みを引き出した当店の伝統
ちゃんこ鍋です。　※前々日までに要予約。

高田２８６３番地８
白ねぎ豚しゃぶ １人前 /1,900 円（2人前～）

18:00 ～ 22：00営
不定休休

ビストロ　げってん ☎25-8031
豚肉で白ねぎをくるっと巻いて、鰹と昆布の自家製出汁でお召し上がりくだ
さい。

高田７３２
せせりのネギ塩炒め 650円

18:00 ～ 24:00営
不定休休

みやまち酒場　恩昇 ☎24-3588
せせりと白ねぎの最高の組み合わせ！おつまみにぴったりの一品です。

高田７３０番地２
白ねぎの一本焼 250円

17:00 ～営
水休

ろばた焼き　聖 ☎22-3341
旬の白ねぎを丸ごと 1本焼き上げました。産地ならではの味をどうぞ。

高田 2664－7
ネギ焼 500円

17:00 ～ 22:00営
日・月休

酒ばやし　ずい ☎24-3194 
豊後高田産の白ネギを使ったネギ焼です。

高田 733-13
ネギモチバター 700円

18:30 ～ 25:30営
不定休休

お好み焼きここ ☎24-0500
白ねぎと餅をバターで焼いておしょうゆでどうぞ。焼白ネギもあります。

高田 866
①ねぎま　②ねぎ巻き ①170円　②230円

17:00 ～ 22:30営
木休

焼き鳥佐むら ☎25ｰ9199
白ねぎと当店自慢の赤鶏を使って、自家製だれで焼き上げています。

新町９６２番地
牛タンメンチ 400円

10:00 ～ 17:00営
火・金休

出会いの里 〈やわらぎ〉 ☎24-4609
白ねぎと牛タンの相性は最高！肉汁が溢れる、つなぎなし、生パン粉使用の
手作りの一品。

新町９６６番地２
本格担々麵 900円

11:30 ～ 14:00
17:30 ～ 21:00

営
月・火休

Okiraku Dining 呑もうっちゃ ☎25-9119
ゴマと香辛料のスープに白ねぎの旨みがぴったり。味わい深い 1杯を楽しめ
ます。

新町８９０番地２
極み白ねぎメンチカツ 250円

9:00: ～ 19:00営
水休

( 有 ) 肉のかなおか ☎22-2137
柔らかく甘味たっぷりの白ねぎを贅沢に使用。お肉屋さん手作りの極み白ね
ぎメンチカツ。

新町 964-1
油淋鶏 1パック／ 1,000 円

〈平日〉11時～13時/16時～19時
〈土・日・祝〉11時～ 19時
営

水・木休

からあげ壱気 ☎25-5253
唐揚げに、豊後高田産の白ねぎをたっぷり使った美味しいタレをかけていま
す。

新町９４８
串揚げ（ブタヒレ肉／砂ずり） 各 120円

11:30 ～ 15:00営
不定休休

串揚げ専門店　彩庵 ☎24-0072
きめ細かい衣であっさりいただけます。揚げ立ての白ねぎの美味しさを味わ
ってください。

新町９９２番地
白ねぎおふくろ定食 600円

11:00 ～ 15:00
17:00 ～ 20:00（平日のみ）

営
火休

大寅屋食堂 ☎24-2357
白ねぎと豚の炒め物、白ねぎとかしわの甘辛煮など、全６品の定食です。
( 1 日限定 5食）

中央通 680
焼白ねぎと白ねぎバター焼き盛り合せ 660円

〈平　日〉11:00 ～ 15:00
〈土日祝〉11:00 ～ 17:00
営

火休

甘味末広屋 ☎25-8989
白ねぎの甘みを引き出すシンプルな塩焼きと、バターで焼いた白ねぎの盛り
合せ。

営業時間・天候等の影響等により記載内容と異なる場合がございます。ご必要に応じ、各店舗へお問い合わせいただきますようお願いいたします。営業時間・天候等の影響等により記載内容と異なる場合がございます。ご必要に応じ、各店舗へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

新町992－23
白ねぎ豚バラ巻天 2本 1セット／ 500円

10:00 ～ 17:00営
不定休休

ブルヴァール ☎22-3761
豚バラで巻いた白ねぎをサクッと揚げました。豚バラと白ねぎの相性抜群！
＊テイクアウトのみ

ダシと白ねぎの相性最高です。その他、白ねぎの串焼きもあります。

白ねぎづくしの１か月白ねぎづくしの１か月

旬の白ねぎ旬の白ねぎ

×

おごちそうおごちそう 白ねぎグルメフェア白ねぎグルメフェア
期　間 １月14日㈯～２月12日㈰１月14日㈯～２月12日㈰

豊後
高田
豊後
高田

参加店一覧表（順不同）

＊期間中、参加店で＜白ねぎグルメ＞を食べた方に、オリジナル白ねぎグッズをプレゼント（なくなり次第終了） 
＊期間中、参加店で＜白ねぎグルメ＞を食べた方の中から抽選で１０名様に白ねぎ１箱プレゼント！（応募が必要）
＊期間中、参加店で＜白ねぎグルメ＞を食べた方に、オリジナル白ねぎグッズをプレゼント（なくなり次第終了） 
＊期間中、参加店で＜白ねぎグルメ＞を食べた方の中から抽選で１０名様に白ねぎ１箱プレゼント！（応募が必要）

この事業は、令和４年度大分県地域活力づくり地域創生事業を活用しています。


