
2022年3月1日現在

カテゴリー 店舗名 住所 電話番号

Cucina OKU 二王座282 080-5426-0209
洋食屋　はしただ 唐人町5組 0972-63-5987
臼杵湯の里 大字深田字中対田12組 0972-65-3711
味のより道　こごろう倶楽部 福良平清水9組 0972-62-3729
スペインバル＆カフェ　La Mancha 掛町7組 0972-83-5322
鳥料理　ゆふ 大字臼杵582番地 0972-63-5393
グルメ若木屋 大字臼杵575 0972-63-2113
ホテルニューうすき 千代田区1組 0972-64-0777
石仏観光センター　郷膳うさ味 深田833-5 0972-65-3333
福寿や あすとぴあ10-4 0972-63-8122
リーフデカフェ 大字臼杵210-3　サーラ・デ・うすき内 0972-77-5045
洋酒　ステーキ　フレンド 掛町4組 090-4510-0893
cafeさんぽみち 大字臼杵677-6 0972-86-9031
イタリア食堂　ミラノ 大字臼杵字祇園洲21番地の1 0972-83-4066
インド・ネパール料理　カトマンズ 臼杵647-1 0972-62-9352
レストランやま咲 大字戸室1121-12 0972-63-5357
クレドホテル臼杵 大字海添2573-10 0972-63-5666
祇園食堂 祇園南6組 0972-62-3385
KIJOKAKU 臼杵72-38 0972-83-8080
豊後感動本舗 臼杵200番 0972-83-8288
キッチンとカフェのお店　パッソ～Passo～ 大字大野96-1 0972-86-9027
臼杵港うどんコーナー 大字枝知屋大寺浦1257-7 0972-63-5118
甘味茶屋まるや 畳屋町6組 0972-62-2336
小手川商店 大字臼杵浜町1組 0972-62-3333
ビストロ彩華 大字野田 0972-63-6601
mikangura 藤河内1996 0972-72-1284
臼杵みなと市場 大字臼杵字洲崎72-9 0972-83-5660
竹馬 浜町3組 0972-62-5073
ふぐ料理・鮨　光 臼杵677 0972-63-7707
通天閣 新町4組 0972-63-6857
ふぐ料理専門店　ふくまさ 大字二王座73番地の1 0972-63-0978
旅館　うみのや 大字佐志生3053-2-8 0972-68-3111
古都の酒家　海鮮かわ村 祇園西5組 0972-64-0141
高島 唐人町3組 0972-62-4551
ぶんご鮨 大字市浜字ホリタ1087-4 0972-63-8754
割烹　みつご 大字臼杵524-1 0972-62-5107
割烹　佐藤屋 浜町3組 0972-63-3108
川口屋旅館別亭　久楽 大字したのえ美崎 0972-64-2000
臼杵豆腐とふるさと懐石　やを傳 大字江無田243番地の1 0972-62-3424
福わ内 平清水7組 0972-62-5377
ふぐ処　ほり川母家 大字臼杵字祇園洲21番地の1 0972-63-2611
橋本屋 井村1921-2-1 0972-63-3511
ふぐ料理・寿司・会席料理　木屋 唐人町5組 0972-62-5223
にしきや 掛町4組 0972-63-8864
山庵 掛町8組 0972-63-8899
星月庵 大字二王座切通133-2 0972-63-7149
四季彩割烹あんどう 大字望月66番地 0972-62-2734
ぼたん家 佐志生2059-2 0972-68-3532
小料理　つわの 大字臼杵591番地（浜町2組） 0972-63-3912
矢車寿司 本町2組 0972-63-0666
ふく亭別館 野田平の下220-1 0972-62-8866
料亭　山田屋 港町本通り5組 0972-62-9145
喜楽庵 大字臼杵2-107-92 0972-63-8855
御宿料亭　春光園 大字臼杵24番地 0972-63-3128

中華料理 白楽天 大字臼杵474 0972-72-1016
さしう大丸 佐志生6355-1 0972-68-3344
桜亭 下市浜10-2 0972-63-5917

臼杵市
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食堂
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料亭

ラーメン・うどん・そば



和多彦 臼杵192-2 0972-63-0085
韓国苑　臼杵店 大字野田160番地 0972-64-0003
焼肉ハルナ 横町1組 0972-62-3531
焼肉やき亭 大字戸室あすとぴあ10-10 0972-63-2984
焼き肉の慎太郎 大字野田289-3 0972-62-2229
焼肉　松竹 江無田26組 0972-63-7730
旬彩処　関乃家 臼杵187-22 0972-62-8081
神楽小家 掛町5組 0972-83-5777
居酒屋　一献 大字臼杵531番地の6 0972-63-0985
お食事処　彩里 大字臼杵683番地の5 0972-62-4613
千扇 二王座18組 0972-62-8299
鉄板居酒屋　たこ坊 大字臼杵612番地 0972-63-4338
呑処　酔月 臼杵唐人町7組　ナイトプラザビル1-B 0972-62-8088
松葉 臼杵519番地 0972-63-3262
彩味処　さ〇城 大字臼杵浜町2組 0972-63-8882
海鮮料理うおんたな 大字臼杵2の335番地 0972-63-8159
よっちょくれ 掛町7組 0972-63-8577
酒処　こし乃 唐人町2組 0972-63-8860
お食事処　ながまる 大字掛町398番地 0972-63-6301
居酒屋　寛 新町3組 0972-62-4194
喜久-中国餃子店- 大字唐人町6組 0972-63-7678
オステリアまさき 臼杵601 0972-77-4739
やきとり央 畳屋町5組 0972-63-1910
炭焼ふじ田 大字臼杵544番地 0972-63-3301
みかくと木もれ陽 大字臼杵238-2 0972-62-3018
居酒屋　花酒膳 大字臼杵423-2 0972-63-5909
吉兆 横町3組 0972-62-2778
suzunari coffee 野田持田120 0972-86-9005
茶房　道 城南8組 0972-63-0408
ポルト蔵 大字臼杵字片町206-2 0972-63-6511
喫茶ナイスディ 江無田257-3 0972-63-1909

お好み焼き・たこ焼き お好み焼き　満月 畳屋町5組 0972-63-0013
ファーストフード モスバーガー大分臼杵店 野田字六反田168 0972-64-0200

バンビ 臼杵唐人町5組　リバティービル 0972-63-7702
Valls 掛町7　掛町ナイトセンター2F 080-6459-7295
Cafe bar Michi Jam 新町1組 0972-77-4168
スナック　鈴 -Rin- 新町3組 080-5255-8194
Cafe&Bar　そらうみ 掛町8組
ラウンジ　久月 新町630 0972-63-8765
ちえのわ 大字掛町687-2 0972-62-4818
ターコイズブルー 唐人町5組　リバティビル2F 0972-62-3837
ギーベル 浜町1組 0972-63-8708
clover 掛町7組 0972-83-3485
スナックぶす 唐人町5組　リバティビル2F 0972-63-8889
スナックさくら 浜町1組 0972-83-8422
宵乃ま 唐人町7組　ナイトプラザビル2F-E 0972-83-8210
ナイトイン神戸 大字臼杵686番地 0972-63-6981
スナックひまわり 唐人町4組 0972-63-5972
ブーケ 二王座18組 0972-62-5904
ふぐ・四季亭　みえの 野田335-3 0972-63-0604
石窯パン工房　パンロード 市浜ホリタ 0972-63-1185
うなぎの幸栄 大字戸室1013番地の47 0972-62-5645

カテゴリー 店舗名 住所 電話番号

料亭 料亭　笹㐂 野津町野津市117-5 0974-32-2050
居酒屋 居酒屋ちょいとすけさん 野津町大字宮原2418番地 0974-32-7213
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