
店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 備考

九州らうめん 豊後大野市三重町赤嶺バイパス 0974-22-4026

（当面の間）
平日　　11：00～15：00
　　　　17：00～20：00

土・日・祝日　
　　　　11：00～20：00

毎週火曜日

近場出前できます。
器貸し出し・持込なららうめんもOK
お電話でお問い合わせください。
FBやインスタにもページあり、そちらからも
問い合わせできます。

café 月の舎 豊後大野市三重町小坂1465-12 0974-22-7077 10：00～17：00 不定休

テイクアウト
SNSで（FB・インスタグラム）
で公開しています。

つしまや新 豊後大野市三重町市場1164番地 0974-22-7370
10：00～14：00
17：00～19：00

日曜・祝日

4/29（祝）と5/4・5・6は
10：00～14：00まで営業しますのでご利用
ください。

TANTO 豊後大野市三重町赤嶺3007-2 0974-22-1818  テイクアウト16:00〜20:30 不定休

4月17日から通常営業を自粛しています。
テイクアウトのみの営業です。
フェイスブックページ

インスタグラム

ホームページ

期限付酒類小売業免許取得済みです。

居酒屋　ほたる 豊後大野市三重町赤嶺2063番地 0974-26-4147
AM11：30～PM2：00
PM5:00～PM10：00

毎週月曜日

店内飲食価格の２割引から3割引程度で提供い
たします。
まずはお電話を！！

TAIHO
居酒屋 大鵬

豊後大野市三重町市場246−4
0974-22-4283

080-5631-8909
16:30〜20：00  不定休

持ち帰り、のみ

チコマートことぶきや 豊後大野市三重町市場1303 0974-22-0255 AM8：00～PM9：00 なし

御相談に応じます。

寿司割烹にし村 豊後大野市三重町市場5区 0974-22-2415
11：00～14：00
17：00～22：00

不定休

御希望がありましたら、どうぞお申しつけくだ
さいませ。

豊後大野市テイクアウト可能なお店一覧

対応可能メニュー

餃子・やきめし・焼きそ
ばほか

オードブル・お弁当各
種・メニュー単品・パス
タ・ピザ・ドリンク・パ
フェ・オープンサンド各
種

店頭販売・配達弁当・惣
菜から揚げとり天オード
ブルや折詰弁当、ご予算
に応じます。

ハイネケン生ビール量り
売り、レモンサワー量り
売り、照り焼きチキンピ
ザ、サラミとクリーム
チーズピザ、モツナベ、
パスタ、大盛りポテトフ
ライ、エビマヨなど随時
新メニューをSNSで発信
中

揚げ物各種、焼き鳥盛り
合わせ、
刺身盛り合わせ、ピザ、
オードブル

地鶏の炭火焼 その他
色々、ボビーの焼きソバ

幕の内弁当、オードブ
ル、その他、唐揚げ弁
当、チキン南蛮弁当、と
んかつ弁当各種

持ち帰り
寿司、オードブル、各種
丼物、単品（唐揚、とり
天、チキン南蛮、出し巻
き玉子等）

https://www.facebook.com/TANTO223773754345034/

https://www.instagram.com/aki.tanto/

http://xn--f9js2k.jp/



店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 備考

豊後大野市テイクアウト可能なお店一覧

対応可能メニュー

若竹 豊後大野市三重町市場1153-3 0974-22-6360
11：30～13：00

夜の営業は予約のみ（テイクアウト
含む）

不定休

お昼の注文は前日、夕方の注文は当日のお昼ま
での要予約。
その他、お弁当、オードブルご予算に応じま
す。

レストランすえひろ 豊後大野市三重町市場690-1 0974-22-3328
11:30～13:30

17:00～20:30（オーダーストッ
プ）

三愛本舗 豊後大野市三重町赤嶺1151-7 0974-22-3939 10:00〜17:00 水曜日

ひらお食堂 豊後大野市三重町市場172-1 0974-22-0413
11:00〜14:00  
18:00〜20:30

土日祝

ヒバリーコーヒー＆ブレッド 豊後大野市三重町赤嶺2924-13 0974-22-8555 7:00〜17:00 なし

炭火焼 小吾郎 豊後大野市三重町赤嶺2993-5 0974-22-3316 16:00〜21:00 日曜

取りにこれないお客様でも電話一本でご自宅ま
で配達できます。

えぷろんたいむ。
豊後大野市三重町内田878エイトピ
アおおの1階Share Shop Sumika  

（要予約）
 080-5202-1139

10:00〜18:00
 月曜（ただしテイ
クアウトは予約に

より営業）

※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

串厨房SAKURA 豊後大野市三重町市場1616-11 0974-22-3839 テイクアウト 17:00〜20:00
日曜（ただしテイ
クアウトは予約に

より対応可）

今後、昼の串焼き弁当を予定。今後追加は随時
更新します

インド料理 夢や（三重店）
豊後大野市三重町市場426-2 三重
不動産ビル1F

0974-22-7037
ランチ11:00〜17:00

ディナー17:00〜23:00
第３水曜日

対応可能メニュー
お弁当（とんかつ、とり
天、チキンカツ、生姜焼
き）各800円
単品メニュー（エビフラ
イ・天ぷら盛り合わせ・
卵焼き・唐揚げ・手羽先
素揚げ）

スエヒロランチ、ハン
バーグ、エビフライ、チ
キン南蛮、スパゲティ、
カレー、カツカレー等々
メニュー全般お持ち帰り
OKです。

酒まんじゅう、いきなり
団子、よもぎ餅、特製カ
レー(しいらトースト付
き)など

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
（大盛りは+50円）

各種パン、コーヒー

やきとり各種  地鶏網焼、
鉄板ホルモンなど

パン各種、お子様向けア
レルギー対応パン、乳児
向けミルクパン（離乳
食、パンがゆ用）、ピ
ザ、サンドイッチ、焼き
菓子など

 串盛り、手羽唐、ポテ
ト、ウィンナー等

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（ナンor
ライスセット）、タ
ンドリーチキン、ビリヤ
ニチキンなど一品料理も
あります



店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 備考

豊後大野市テイクアウト可能なお店一覧

対応可能メニュー

からあげのはなぶさ 豊後大野市三重町赤嶺1966番地 0974-22-0434 10:00 〜 19:00
月曜  ※祝日の場
合は営業、翌火曜

休み
http://www.karaage.co.jp/

ジョニーのからあげ 大分総本店 豊後大野市三重町赤嶺1161-2 0974-22-8887
10:30〜19:30

（お弁当は〜15:00まで）

月曜  ※祝日の場
合は営業、翌火曜

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

Cafe Bar ピース・クロンボ 豊後大野市三重町赤嶺2973 0974-22-8557 16:00〜26:00 不定休

café&kitchen yuimahru
ゆいまぁる

豊後大野市三重町赤嶺3007-2 日
坂ビル1F

0974-22-0715 9:00〜19:00
毎週火曜、第一日

曜

薬膳や りん 豊後大野市三重町市場690-1 0974-27-5589
12:00〜21:00

（水曜日12:00〜14:00）
日曜

居酒屋　玄海 豊後大野市三重町市場106 090-2391-4545
12:00〜14:00（ランチ）17:00

〜22:00（L.O. 21:00)
 月曜

　テイクアウト営業時間：9:00〜11:00 (前
日までに要予約希望)

あ、きらきら農園 豊後大野市三重町小坂1968番地 0974-22-0826 09:00〜17:00 不定休

ベリーファーマーズキッチン 豊後大野市三重町小坂1968番地 0974-22-0826 09:00〜16：00 なし

そばダイニング・WASABi 豊後大野市三重町市場1606-1 0974-22-7118  11:00〜21:00 不定休

やきとりぽっぽ 豊後大野市三重町市場3007-2 0974-22-5660 17:00～ 第１・３日曜

ごちそう雲隠れ 豊後大野市三重町小坂4165-12 0974-22-7057
11:30～14:00　LO
17:30～20:30　LO

毎週月曜日

http://www.kumogakure.net/

華花子（かかし） 豊後大野市三重町市場3007-2 0974-22-6126 17:00～21:00 日曜日

テイクアウトは事前にご連絡ください。

かくれんぼ 豊後大野市三重町市場285-3 090-8769-2207 16:00～20:00 日曜日

テイクアウトは外出自粛解除まで実施

唐揚げ（骨なし）一口切
り、唐揚げ（骨つき）ぶ
つ切り、からあげ大、手
羽先、手羽元、鶏
めしの素、とり天ほか

ジョニー弁当（骨つ
き）、骨なし弁当、とり
天弁当ほか、ジョニーの
からあげ（ぶつ切り）な
ど

豚ホルモン（醤油だれ付
き）、焼きそば

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

日替わり弁当、日替わり
おかず、唐揚げ、カレー
など

幕の内弁当、チキン南蛮
弁当、からあげ弁当、そ
の他一品

いちごパックほか

持ち帰り苺用関連商品

天丼、ローストビーフ
丼、天ぷらそば、キムチ
冷かけそば、ピザ各種、
豊富な居酒屋メニュー全
般

焼き鳥各種

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、
サバのバッテラ等単品メ
ニューもあり

お弁当、カレー、おつま
みセット等

からあげ・ポテト・串盛
り合わせ・ピザ・その他



店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 備考

豊後大野市テイクアウト可能なお店一覧

対応可能メニュー

中華料理
香蘭（シャンラン）

豊後大野市三重町宮野2791番地1
道の駅みえレストラン街

080-6456-6486

【日～火】11:00～18:00
（15:00～16:00休憩）
【水】11:00～15:00

【金・土】11:00～20:00
(15:00～17:00休憩)

木曜日

オードブルも対応可能
※スープ、汁を含む麺類などはお持ち帰りでき
ません。

森のcafeゆるり 豊後大野市三重町秋葉632 0974-22-7811 11:30～16:00
水曜日

第1・3木曜日

やきとり宗麟 豊後大野市三重町市場253 0974-22-8331 17:00～21:00 月曜日

ラーメンごくまる三重店 豊後大野市三重町小坂4109-16 0974-22-3336
11:00～21:30

（ラストオーダー21:00）
元日

各種お持ち帰りできます。
予約承ります。

黒豚レストラン六白 豊後大野市三重町赤嶺927 0974-22-3029 11:00～22:00 年中無休

お菓子工房紺や 豊後大野市三重町市場1610 090-1083-5080 10:00～18:00
日曜日

第３月曜日

ビストロ　グラッツェ
豊後大野市三重町　トキハインダス
トリー駐車場内

0974-22-6933
11:00～14:00
17:00～20:00

水曜日

れと絽・ささや寿司 豊後大野市三重町市場1594 0974-22-0338 11:00～18:00 不定休

ガーデンでお食事ができます。

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

ランチBOX3種（ゆる
り・サンド・サラダ）
各種デザート・ドリンク

やきとり、鶏タタキ等

とんこつラーメン、つけ
めん、ギョーザ、各種弁
当等

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、リンゴノタ
ルト、黒糖プリン、黒糖
シュー、マドレーヌ

マルゲリータ、木の子
ピッツア、ソーセージと
バジルピッツア　など

チキンカツカレー、唐揚
げ、手まり寿司、レタス
巻き、海鮮巻き、にぎり
寿司等


