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地元にフォーカス！ 地域密着型フリーマガジン

FEATURE／ GOURMET GUIDEMAP 2019 AROUND NAKATSU STATION





GOURMET

AROUND NAKATSU STATION

「中津駅周辺グルメガイドマップ 2019年度版」が完成！

GUIDE MAP 2019

中津駅から歩いて行けるオススメの飲食店を紹介した

「中津駅周辺グルメガイドマップ 2019年度版」がこのほど完成しました。

このガイドマップは、出張で中津を訪れたビジネスマンや観光客などに大変重宝されています。

以下の場所に設置しているので必要な方は是非取りに行ってみてください。

設置場所

■ グランプラザ中津ホテル　■ ホテルルートイン中津駅前　■ 東横INN大分中津駅前　■ スーパーホテル大分・中津駅前
■中津サンライズホテル　■ビジネスホテルナカツ　■ 中津駅構内　■ 中津耶馬溪観光協会　■ 中津駅名店街
■ 日ノ出町アーケード入口（居酒屋 大金星前）　■ 掲載店各店



おすすめメニュー

新鮮な魚介から肉料理まで、
素材の美味しさを最大限に引
き出した料理がリーズナブル
に味わえるお店。コース料理
（飲み放題・120分）4,000円
円～（税込）をご用意。また平
日、月～木の17時～19時ま
では、ナント！生ビール300円、
ハイボール200円、その他ドリ
ンク半額‼ 何杯飲んでもOK
なので早めにGO‼‼

ご予約は ☎0979-23-6470

● 豊後牛炭火焼（リブ・赤身）盛合せ …… 約140ｇ 2,894円
● 豊後牛炭火焼リブロース サイコロカット… 約70ｇ 1,706円
● 豊後牛炭火焼赤身 サイコロカット …… 約70ｇ 1,296円
● 刺身盛り合わせ ……………………………………948円
● 茶碗蒸し……………………………………………410円

□所
□営
□休
□備

中津市日ノ出町2-374-5
18:00～24:00
不定休
1階 カウンター  掘りごたつ20席
2階 座椅子20席、3階フロア50席

（ ご案内図 ）平成二十九年創業
春夏冬～あきない～本店

～

居酒屋
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QRから詳しいお店の
情報がご覧になれます

おすすめメニュー

耶馬渓産ブランド豚「錦雲
豚」をはじめ、珍しい部位の焼
きとん串、豊前海の地魚海鮮
など、豊富な居酒屋メニュー
をリーズナブルにご提供!
自慢の中津からあげも絶品
です!『The おおいたとよの
食彩愛用店』認定店です。
お一人様でもお気軽にどうぞ。

ご予約は ☎0979-22-3003

● 錦雲豚ローストンテキ …………950円
● 焼きとん串各種………… 86～194円
● 中津からあげ……………………421円
● お刺身各種 ……………………680円
● コース料理+飲み放題 …… 4,000円　

中津市島田37４－10（日ノ出町アーケード内）
17:00～24:00（LO 23：30）
不定休
40席
平均予算／2,000円～4,000円

（ ご案内図 ）焼きとん屋

くうとん

□所
□営
□休
□備

クーポン券
ガイドマップを
ご持参の方

ドリンク1杯サービス！！

～
～（税込）

居酒屋
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おすすめメニュー

備長炭で焼く串焼きと新
鮮な刺身、揚げ物、創作
料理などバラエティー豊
かな料理の数々が堪能い
ただけるお店『一B a n
星』。大人気の手作りつく
ねは是非とも味わって頂
きたい逸品！ 新鮮な素材
を使った料理と豊富な焼
酎で楽しいひとときを。

ご予約は ☎0979-64-7727

● 黒さつま鶏黒王炭火焼き…………………… 1,060円
● もつ鍋 ……………………………………… 1,300円
● 鶏レバ刺し …………………………………… 680円
● ズリ刺し………………………………………… 680円
● 鶏刺し ………………………………………… 680円

□所
□営
□休
□備

［所］中津市島田350-12
［営］17：00～24：00(LO 23：30)
［休］不定休
［席］90席　
［備］平均予算／3,000円

（ ご案内図 ）炭火焼

一Ban星
居酒屋
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おすすめメニュー

ジューシーで旨味たっぷり
の焼鳥、串焼き、炭火焼が
人気の『かがやけ』。創業
以来、継ぎ足し使われてい
る大将秘伝のタレが、新
鮮な食材と上手く調和し、
旨味が後を引く逸品。一品
料理も豊富に取り揃えて
いるので「 いろんなメ
ニューが食べたい！」という
方にもおすすめです。

ご予約は ☎0979-23-1638

● かがやけ流ホルモン鉄板「モン鉄」 ……… 1,290円
● 赤鶏もも炭火焼………………………………… 790円
● 炭火焼とり……………………………………… 100円
● オニオン中津城………………………………… 490円
● 炊ギョーザ～白湯スープ～ …………………… 590円

□所
□営
□休
□備

中津市日ノ出町1-352-8
17:00～23:30
日曜日
1階 掘りごたつ20席、テーブル13席、お座敷22席2階 24名様
まで収容の座敷あり。宴会コース3,500円（飲み放題・2時間）～

（ ご案内図 ）焼きとりと旬彩厨房

かがやけ
居酒屋
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おすすめメニュー

焼酎の品揃えは中津一！ 
300本以上の焼酎と品評
会受賞のプレミアム日本
酒、大分の地酒も多数ご用
意しております。日本酒に合
う肴や焼酎との相性バツグ
ンの料理も盛りだくさん。旨
い肴と旨い酒を求めて、連日
大盛況です。

ご予約は ☎0979-53-9526

● 朝引鶏 鳥刺し5種盛り………………………… 980円
● 本日の鮮魚刺身 ……………………………… 680円
● 笑顔からあげ…………………………………… 480円
● 地鶏のたたき…………………………………… 680円
● 大分地酒 ……………………………………… 380円

□所
□営
□休
□備

中津市大字島田350-4
17：30～23：00
不定休
40席　平均予算／3,000円～4,000円

（ ご案内図 ）居酒屋

笑顔のたね

～

居酒屋
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おすすめメニュー

カウンターは広々としてい
て、お一人様でも、ゆったりと
座れます。随時80種以上の
料理と備長炭で焼く焼鳥は
全て手仕込み。お魚も地元
大分の地魚中心なので、新
鮮でプリップリ！ ドリンクも日
本酒から焼酎まで数多く取
り揃えております。

ご予約は ☎0979-22-0639

● 生本マグロ刺…………………………………… 1,026円
● 特製手ごね塩つくね ………………………………270円
● 夢天だこ……………………………………………486円
● 骨付きももの一本揚げ ……………………………626円
● 博多白雪ホルモンのもつ鍋（11～3月限定）…… 1,274円

□所
□営

□休
□備

中津市島田370-2
日～木17：30～23：00(LO 22：00)
金土・祝前日17：30～24：00(LO 23：00)
不定休
110席、平均予算／3,500円～

（ ご案内図 ）

夢天までとどけ
居酒屋

09

おすすめメニュー

生簀の魚を活き造りで提供
する『海鮮厨房うろこ』。おす
すめは常時20種類以上の魚
介類を使用した日替わりメ
ニュー。テーブル席、座敷の個
室もあるので、お一人様はも
ちろん宴会やお子様連れでも
安心♪飲み放題込み4,000
円～の宴会も随時受付中！

ご予約は ☎0979-23-2555

● 刺身盛り合わせ……………………………… 1,980円
● のどぐろ（煮付けor炭火焼）………………… 1,980円
● 海鮮天ぷら盛り合わせ………………………… 880円
● ふもと赤鶏炭火焼……………………………… 680円
● ハモ（湯びき or 天ぷら）……………………… 680円

□所
□営
□休
□備

中津市島田351番地（日ノ出町アーケード内）
17：00～23：30(LO 23：00)
不定休
60席　
平均予算／3,500円～4,000円

（ ご案内図 ）

海鮮厨房 うろこ

い け   す

～

居酒屋
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おすすめメニュー

長いカウンター席や掘りご
たつの小上がりがあり、奥
には70名様可の宴会ス
ペース、さらに個室も完備。
旬の新鮮な魚を使ったお造
りや当店自慢の串焼き、季
節ものの一品料理などその
数なんと200種類以上！！ 
是非一度ご来店を！

ご予約は ☎0979-26-1811

● もつ鍋 …………………………………………1,404円
● 刺身盛り合せ …………………………………1,000円
● ハモの天ぷら ………………………………… 780円
● 馬肉ユッケ …………………………………… 780円
● 骨なし唐揚げ…………………………………… 650円

中津市日ノ出町1-352-7
平日　16：00～24：00(LO 23：30)
土日祝14：00～24：00(LO 23：30)
火曜日
170席、平均予算／3,000円～

（ ご案内図 ）

ぶんぶく茶屋 中津店

□所
□営
□休
□備

居酒屋
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おすすめメニュー

新鮮なお刺身や肉料理、鍋
などが充実しています。テー
ブル個室や掘りごたつの個
室ではご家族・ご友人との
時間が楽しめ、宴会用広間
では30名程度が収容可
能。大人数に最適な飲み放
題コース（4,000円・4,500
円・5,000円）もあり！

ご予約は ☎0979-24-7577

● 刺身五種盛（写真は2人前）………………… 1人前680円
● 名物りゅうきゅう………………………………… 320円
● 丸腸唐揚げ（写真）…………………………… 580円
● ほりよし唐揚げ ………………………………… 620円
● 地鶏の網焼き・タタキ…………………………… 780円

□所
□営
□休
□備

中津市大字島田352-5
17:00～不定時
不定休
70席　平均予算／3,000円～

（ ご案内図 ）

居酒屋 ほりよし
居酒屋
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QRから詳しいお店の
情報がご覧になれます● 鱧御膳 ……………………… 3,240円

● 鱧しゅうまい御膳 …………… 1,620円
● 瑠璃御膳 …………………… 1,080円
● 季節の会席 ………………… 3,240円
● 鱧しゅうまい10個入（お持ち帰り） 1,080円

おすすめメニュー

中津の味、鱧をリーズナ
ブルに堪能できる鱧御
膳。瑠璃京おすすめの鱧
料理です！ 品数は10品。 
鱧の肝和え、お刺身、鱧
しゅうまい、土瓶蒸し、しゃ
ぶしゃぶなど、どれを取っ
ても納得のお味です！ 多
くの方からご満足のお声
を頂いております。

ご予約は ☎0979-23-3868

□所
□営

□休
□備

中津市島田789
11:30～14:00
17:00～21:30（LO 20:00）
不定休　
61席（個室有、要予約）平均予算／2,000～4,000円
　　

（ ご案内図 ）はも家・割烹

瑠璃京
和食
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● 特上にぎり………………… 3,030円
● 上にぎり…………………… 2,160円
● 中にぎり…………………… 1,620円
● 並にぎり…………………… 1,080円
● 上ちらし…………………… 1,950円

QRから他のメニュー
もご覧になれます

おすすめメニュー

新鮮な旬のネタを使用した
寿司はもちろん、刺身や煮
物、天ぷらなど、磨きのかかっ
た職人技で常連客が多い人
気の寿司店。カウンター席も
あるので、お一人様でも気兼
ねなく行ける。コース料理(要
予約)もあるので接待や大切
な人との会食にもおすすめ。

ご予約は ☎0979-23-3668

□所
□営
□休
□備

中津市島田367-16
17：00～Last
月曜 ※出前承ります
58席

（ ご案内図 ）寿司処

吾介-ごすけ-
和食
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おすすめメニュー

毎日入荷する新鮮なお刺身
や揚げ物、焼き物などメ
ニューが豊富で、その日に
入った食材で店長おすすめ
料理が味わえる。夜でも中
津名物の『からあげ定食』
や、品数豊富な『日替り定
食』等、6種類の定食も用意
しているので、お一人様でも
気軽に愉しめる中津市内屈
指の隠れ家的居酒屋です。

ご予約は ☎0979-23-0809

● ホーレン草とベーコンのサラダ………………… 800円
● 手羽先のカリカリ揚げ………………………… 620円
● 黒豚のトン足唐揚げ ………………………… 420円
● 花の海老マヨネーズ …………………………… 820円
● 飲み放題コース（料理付） ………………… 4,000円

□所
□営
□休
□備

中津市島田仲町760番地
11:30～14:00、18:00～24:30(LO 23:30)
月曜
個室有・団体30名様程度
平均予算／昼定食780円～、夜3,000円～

（ ご案内図 ）

花

～

居酒屋
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おすすめメニュー

創業40年、大将の人柄が地
元の人に愛され続ける老舗
居酒屋。焼鳥は創業当時か
ら変わらず1本50円！！～とい
う激安価格で味わえる。一品
料理も約80種類と豊富に取
り揃え、なかでも唐揚げは専
門店を出すほど人気。定食も
9種類あり全て700円。1人
でもグループでも落ち着いて
過ごせる空間です。

ご予約は ☎0979-25-2892

● 焼鳥（すなずり・ささみ・ぶたばら・とりきも）…………… 50円
● とりから・すなずり唐揚げ ………………………… 300円
● 刺身各種………………………………………… 500円
● ふぐ唐…………………………………………… 350円
● お好み焼き（シーフードミックス玉） ……………… 500円

□所
□営
□休
□備

中津市島田363-3
17:00～23:00（L.O.22:30）
なし
カウンター10席、小あがり8席、個室6室
30名収容の大広間あり。

（ ご案内図 ）居酒屋

小鉄

居酒屋

小 鉄

居酒屋
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QRから詳しいお店の
情報がご覧になれます

おすすめメニュー

関アジ・関サバ・城下カレイ・
大分冠地鶏・耶馬渓黒豚
など四季折々の食材を旬に
あわせて提供させていただ
いております。又ゆっくりと
お酒も楽しめ、接待にもご
利用いただいております。

ご予約は ☎0979-64-6363

● 豊後牛のたたき………………1,800円
● 冠地どりの中津唐あげ ……… 800円
● 耶馬渓黒豚角煮風煮込み………1,600円
● クリームチーズの味噌漬 …… 500円
● 地魚の刺身盛合せ …………… 時価

□所
□営
□休
□備

中津市蛭子町1丁目2
17：30～23：00（LO 22：00）
日曜
36席（個室有）
平均予算／4,000円～（税抜）

（ ご案内図 ）　　　　　 サンスイサリョウ

　　　山水茶寮
割烹居酒屋
うまいもんや

～

居酒屋

18

おすすめメニュー

創業以来６０年続く秘伝の
味を守り、地元の人だけでな
く、県外からもお客さんが絶
えない“超穴場スポット”。中
津では珍しい味噌を使用し
た「黒のおでん」もおすす
め。その他にも、一品料理も
多数取り揃えているので女
性客にも人気のお店。

ご予約は ☎0979-22-2185

● おでん ……………………… 100円
● 黒のおでん…………………… 200円
● 金のおでん 盛り合せ……… 1,000円
● 刺身盛り合わせ…………… 1,000円
● カツ丼 ……………………… 700円

□所
□営
□休
□備

中津市島田363-22
18:00～22:00
不定休
17席
カウンター3席、テーブル4席、座敷10席

（ ご案内図 ）オデンヤ モーチャン

おでん屋 望千庵

～
～

～

QRから他のメニュー
もご覧になれます

居酒屋
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おすすめメニュー

神秘的に美しくライトアップ
され、中津の夜の隠れ家酒
場『月夜の庭』。ワイン・日本
酒・焼酎やカクテルなど美味
しいお酒と、自慢の創作料
理は男性だけでなく女性に
も大人気。個室・座敷もある
ので各種宴会やパーティー
などにも◎

ご予約は ☎0979-24-0986

● 耶馬渓地鶏のおつまみセット……980円
● 中津の唐揚げ …………………500円
● もつ鍋 …………………………980円
● 生ビール (モルツ・ラガー) ……各500円
● 耶馬美人25°……………………800円

□所
□営
□休
□備

中津市島田２６-４
平日17：30～0：00（LO 23：30）
金土17：30～1：00（LO 00：30）
不定（年4～5回）
60席　平均予算／3,500円

（ ご案内図 ）

厨房 月夜の庭
居酒屋
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おすすめメニュー

カウンターに小上がり、掘り
ごたつ、大広間など、あらゆ
るシーンに対応出来る店作
りで、カップルから家族連れ
まで、幅広い客層に人気の
店。串物、刺身、揚げ物、
焼き物、一品料理、前日ま
での予約で宴会コースもあ
りメニューも豊富。

ご予約は ☎0979-22-8009

● もつ鍋（2人前より）……………………1人前 1,200円
● 和牛ホルモンの唐揚げ ……………………… 610円
● 豚足焼き ……………………………………… 500円
● 馬刺し ……………………………………… 1,400円
● 薩摩地鶏の鉄板焼き ………………………… 500円

□所
□営
□休
□備

中津市島田１９８
17:00～23:00(L.O22:30)
火曜　
平均予算／2,000円～

（ ご案内図 ）

居酒屋 てっちゃん
居酒屋
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おすすめメニュー

地元でとれた新鮮な魚介類
を提供する、創業52年の老
舗の田舎料理店。中でも有
名なのが、味が染みて美味し
い“牛すじ煮込み”。昔なじみ
の常連さんから、旅行などで
ふらりと立ち寄ったお客様に
も評判の「扇八」は一度行け
ばまた行きたくなるお店です。

ご予約は ☎0979-22-1952

● 牛すじ煮込み…………………………………… 500円
● 刺身各種 ……………………………………… 900円
● 地物 渡りガニ・エビ ……………………………… 時価
● 天ぷら盛合せ……………………………………… 時価
● 大根もち……………………………………… 1個100円

□所
□営
□休
□備

中津市日ノ出町2-363
17:00～23:00
日曜
カウンター12席、テーブル8席、座敷8席
平均予算／2,500円～3,000円

（ ご案内図 ）センパチ

扇八
居酒屋
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おすすめメニュー

創業以来、三代にわたって
引き継がれる秘伝のダシを
使用した昔ながらの丼物。
なかでも人気No.1のカツ丼
はワンコインでお持ち帰りが
出来るのがウレシイ！ 店内で
お食事の場合は、すべて味
噌汁・小鉢付き。是非一
度、ご賞味ください。

ご予約は ☎090-9798-7718

● たまご丼……… 300円（お持ち帰り） 500円（店内飲食）
● 親子丼 ……… 400円（お持ち帰り） 600円（店内飲食）
● カツ丼 ……… 500円（お持ち帰り） 700円（店内飲食）
● みそかつライス …………………… 900円（店内飲食）
● 海鮮丼 ……………………………1,000円（店内飲食）

□所
□営
□休
□備

中津市中殿485-1
11：00～14：00
不定休
カウンター6席、テーブル8席
価格は全て税込です。

（ ご案内図 ）丼物専門店

モゥーちゃん食堂
和食
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おすすめメニュー

うどんや蕎麦などから、釜め
し、お寿司など豊富なメ
ニューが自慢の「麺処くら
や」。充実した各種宴会料
理もご用意、地酒や地焼酎
などの飲み物も豊富に取り
揃えております。個室を９部
屋完備しておりますので、ご
ゆっくりとお過ごしください。

ご予約は ☎0979-23-3737

● 居酒屋プラン（2名様より） ……………お一人様 2,000円
● 会席プラン（2名様より） ………………お一人様 3,000円
● 中津からあげ定食……………………………… 850円
● 中津名物ハモフライ定食 ……………………… 980円
● 焼きうどん ……………………………………… 780円

□所
□営
□休
□備

大分県中津市中殿403-1
11：00～22：00（LO 21：30）
不定休
138席
価格は全て税抜です。

（ ご案内図 ）うどん・そば・寿司・和食

麺処くらや中津本店

※写真は居酒屋プランです。

和食
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おすすめメニュー

大分の名物からあげ、鳥
天、関アジ、関サバ、豊の
串鶏、耶馬溪しいたけなど、
ご当地ならではの食材をそ
の日の仕入れや季節に
よってご提供。大分の味力
を楽しむにはピッタリの『き
た福』。からあげ&鳥天は人
気の一品。

ご予約は ☎0979-23-5065

● 中津からあげ…………………………………… 650円
● 鳥天 …………………………………………… 600円
● 手作り餃子 …………………………………… 400円
● 耶馬渓地鶏たたき……………………………… 850円
● 地酒 …………………………………………… 450円

□所
□営
□休
□備

中津市東本町4番8 南口ビル1F
17：30～23：00
日曜
25席　平均予算／3,500円～

（ ご案内図 ）

きた福

～

居酒屋
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おすすめメニュー

老若男女、幅広い世代から
人気の『あかとら』。何と
言っても新鮮な刺身がイチ
オシ！クリームコロッケ、中津
からあげ、ドリンク等、全100
種類以上の豊富なメニュー
で、ご家族・ご友人・会社の
仲間達と一緒に、楽しいひ
と時をお過ごし下さい。

ご予約は ☎0979-64-6768

● 刺身盛り合わせ（2人前）…… 1,280円
● 中津からあげ…………………… 500円
● 炭火焼 各種 …………………… 500円
● カニクリームコロッケ…………… 500円
● ハイボール各種（強炭酸あり）  400～700円

□所
□営
□休
□備

中津市中殿町3-30-3
17:30～24:00（LO 23:00）
なし
70席　平均予算／3,000円
価格は全て税抜です。

（ ご案内図 ）

QRから詳しいお店の
情報がご覧になれます

居酒屋 あかとら
居酒屋
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おすすめメニュー

元力士の先代『谷嵐』より
伝承された相撲取り独特
のこしらえで、旬の厳選素
材とこだわりの技で提供す
る「ちゃんこ料理」が人気
のお店。他にも佐賀関直
送の関サバ姿造りをはじ
め、地元大分の豊後牛、耶
馬渓黒豚、耶馬渓鶏など
の郷土料理が堪能できる。

ご予約は ☎0979-22-3612

● 谷嵐ちゃんこコース（7品）……………………… 3,240円
● そっぷちゃんこ鍋 ……………………………… 1,500円
● さしみ盛り合わせ ……………………………… 1,500円
● 地元豊後牛の牛たたき………………………… 1,300円
● 日替り昼定食（平日30食限定）………………… 1,000円

□所
□営
□休
□備

中津市中殿4-1-21
11:30～13:30(L.O) 18:00～21:30(L.O)
毎週月曜日
100席
平均予算／昼1,000～1,999円、夜4,000～4,999円

（ ご案内図 ）ちゃんこなりや

たにあらし
居酒屋
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QRから詳しいお店の
情報がご覧になれます● 刺身盛り合わせ（1～2人前） …850円

● 串盛り合わせ（6本）…………… 740円
● もつ鍋（2～3人前）………… 1,500円
● 鶏からあげ……………………… 490円
● 生春巻き ……………………… 520円

おすすめメニュー

豊前海で水揚げされた新
鮮な魚を使った刺身や海
鮮料理をはじめ、炭火で丹
念に焼き上げた串焼き、鍋
やサラダなどのヘルシーメ
ニューもラインナップ。特に
国産若鶏を秘伝の特製タ
レに漬け込んだ『からあげ』
は一番人気。料理に合うお
酒も100種類以上と豊富
に取り揃えています。

ご予約は ☎0979-25-0707

□所
□営
□休
□備

中津市新天神町835-3
17:00～24:00(LO 23:30)
年中無休
120名収容、駐車場25台、コース税込4,000円～
（選べる10品＋飲み放題付き）※8名様より

（ ご案内図 ）

居酒屋 大将
居酒屋
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おすすめメニュー

名物の鱧や唐揚は勿論、豊
富なメニューをプロの板前
が手間暇かけて丁寧に御
馳走を用意してお待ちして
おります。店内はカウンター
席・テーブル・掘りごたつ式
の半個室を完備。落ち着い
た空間でお楽しみいただけ
ます。駅から徒歩8分！

ご予約は ☎0979-23-7739

● ハモの天ぷら…………………… 810円
● ふぐのから揚げ ………………… 810円
● アワビバター………………… 1,728円
● 牛すじ煮込み…………………… 740円
● ローストビーフ ………………… 810円

□所
□営
□休
□備

中津市上宮永２丁目１４６-１
17：30～24：00（LO 23：00）
火曜
カウンター9席、テーブル14席ほか個室半個室有
平均予算／4,000円

（ ご案内図 ）ゴチソウヤ イチゴウ

御馳走屋 一合

QRから詳しいお店の
情報がご覧になれます

居酒屋
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QRから詳しいお店の
情報がご覧になれます

おすすめメニュー

豊前海の新鮮な魚介を使
用した上品な味わいの割烹
料理店。女将おすすめの内
閣総理大臣賞受賞した豊
後牛の「すきやき」も絶品。
夏は何といっても中津名物
「ハモ料理」。ハモを知り尽
くした料理長ならではの逸
品をご堪能ください。

ご予約は ☎0979-22-4055

● かんべえ定食………………… 1,500円
● 豊後牛すきやき……………… 3,600円
● 会席料理 …………………… 3,000円
● 鱧しゃぶしゃぶ膳 …………… 4,600円
● 鱧コース料理………………… 6,000円

□所
□営
□休
□備

中津市東本町２番地の１２
11:00～14:00　17:00～21:30（LO）
月曜
100席　平均予算／昼730円～、夜3,000円～
価格は全て税抜です。

（ ご案内図 ）

割烹 丸清

～
～
～

和 食
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おすすめメニュー

中津でも珍しい炉ばたスタ
イルの店内へは煌 と々光る
入口の赤ちょうちんが目印。
新鮮な地魚の刺身や唐揚
げなどを求めて賑わう。一品
料理や魚の煮付けもおす
すめ。常連客で混み合うこ
ともあるので来店前にはご
予約がおすすめ。

ご予約は ☎0979-24-0979

● しいたけ・ピーマンの肉づめ …………………… 250円
● だんご汁………………………………………… 500円
● 刺身 …………………………………………… 950円
● 米なす ………………………………………… 450円
● 揚げ出し豆腐…………………………………… 450円

□所
□営
□休
□備

中津市天神町1丁目
17:00～22:00
第1・３・５日曜
24席　平均予算／3,000円

（ ご案内図 ）

 炉ばた焼 うしお

～

居酒屋

26



おすすめメニュー

おでんを主体に、旬の食材
を活かした手作りの一品料
理をカウンターの大皿に盛
り付けてご用意。店内はカウ
ンターのみで、お一人様でも
気軽にふらっと立ち寄れ、女
将さんとの会話が愉しめま
す。焼酎キープ（五合瓶）が
2,000円というリーズナブル
な価格も嬉しい！

ご予約は ☎0979-23-0557

□所
□営
□休
□備

中津市新天神町835-73
18:00～LAST
日曜日
カウンター8席
平均予算2,000～3,000円

（ ご案内図 ）

よりみち

● おでん ……………………………………… 1個 200円
● 野菜の煮物 ………………………………………400円
● 魚の煮物 …………………………………………500円
● 生ビール …………………………………………450円
● 焼酎（芋・麦）5合瓶 キープ …………………… 2,000円

～

居酒屋
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店舗ご案内図
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オートクラブ
〒871-0153 大分県中津市大貞371-37　定休日／火曜日　営業時間／8:00 ～ 19:00

☎ 0979-26-5566
ht tp ://www.autoc lub-on ixnakatsu .com

オートクラブ

ダイハツ九州
アリーナ
●

●
焼肉たかもと

●ファミリー
　マート

◀至三光 至中津▶

●
ファミリー
マート

薦神社●

●

●

●

663

広沢歯科

675

大分みらい
信用金庫

緑ヶ丘中学校

●

トヨタ
ヴォクシー
ZS 7人乗り
ブラック 2000cc
2WD 3万円

回×

（
税
込
）

.13
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.13
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.13
60

頭金
なし

月々コミコミ月々コミコミ
トヨタ
ランドクルーザー
プラド
TX Lパッケージ 5人乗り
ブラック 2800cc 4WD 3万円

回×

（
税
込
）

.99
603万円
回×

（
税
込
）

.99
603万円

回×

（
税
込
）

.99
60

月々コミコミ月々コミコミ
カスタムG SA-2
パール 2万円

回×

（
税
込
）

.36
60

頭金
なし2万円

回×

（
税
込
）

.36
60

頭金
なし2万円

回×

（
税
込
）

.36
60

頭金
なし

月々コミコミ月々コミコミ

月 ：々23,652円（税込）×60回
ボーナス：54,000円（税込）×10回
頭金0円・5年リース

スズキ
クロスビー 
HYBRID MX
1000cc
2WD 2万円

回×

（
税
込
）

.64
60

頭金
なし2万円

回×

（
税
込
）

.64
60

頭金
なし2万円

回×

（
税
込
）

.64
60

頭金
なし

月々コミコミ月々コミコミ

月 ：々26,460円（税込）×60回
ボーナス：32,400円（税込）×10回
頭金0円・5年リース

月 ：々31,320円（税込）×60回
ボーナス：92,232円（税込）×10回
頭金0円・5年リース

月 ：々39,960円（税込）×60回
ボーナス：97,200円（税込）×10回
頭金410,397円・5年リース

月 ：々37,800円（税込）×60回
ボーナス：99,684円（税込）×10回
頭金0円・5年リース

トヨタ
ハイエースバン
スーパーGL
DARK PRIME標準ボディ
2800cc 2WD 3万円

回×

（
税
込
）

.78
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.78
60

頭金
なし3万円

回×

（
税
込
）

.78
60

頭金
なし

月々コミコミ月々コミコミ
ダイハツ
トール

スズキ
ジムニーXL
4WD・4AT 1.6頭金

なし 回×
万円
（税込）

524
841.6頭金

なし 回×
万円
（税込）

524
84

月々コミコミ

月 ：々16,524円（税込）×84回
ボーナス：37,800円（税込）×14回
頭金0円・7年リース

WLTC
燃料消費率

（国土交通省審査値）

モード 13 2ｋｍ/L

普通車・バン・トラック・ダンプまでリースいたします！普通車・バン・トラック・ダンプまでリースいたします！普通車・バン・トラック・ダンプまでリースいたします！

スズキ
キャリィ KC
エアコン・パワステ

4WD
5MT

ハスラーも！！ワゴンRも！！定額1万円で乗れる！！（税込10,800円）7年間月々コミコミで



恵方巻きサンド
新発売

¥2501個
（とんかつ・カニサラダ・エビフライ・からあげ）

2月3日まで
販売中！

サ
ン
ド

今年の節分は
「恵方巻サンド」を
東北東を向いて
食べよう！

いろんな「ありがとう」の気持ちを届ける
魔法の樹のバレンタインのおすすめ商品。
大切な方への贈り物にぜひご利用ください。

¥1,5001個

ショコラマッセ

濃厚なチョコレートを贅沢に施した
パウンドケーキです。

チョコレート好きにはたまらない一品です。

P

Bright
☎050-5319-3762

プライベートエステ・マツエクサロン

ブライト

中津市下宮永2-452-1（山口薬品構内） 【営】9：00～17：00　【休】日曜日、不定休

予約制 ◀吉富

◀水源池

●
中津
南高

●
理容
トップ●

島井hair

豊田小●

薮田酒店●
Bright★
（山口薬品）
Bright★
（山口薬品）

ローソン●
宇佐▶

中津マツエク ブライト
bri-ght.amebaownd.com/

まつエク・フェイシャル

初回限定

リーズナブルな価格と
安定の技術力

通常4,500円が

（税別）3,600円
80本

通常3,000円が
（税別）2,400円

40本

M EN U

一度やってみたい! ビューラーが面倒!
そんな方にオススメのまつエクです。
国産なので自まつげにも優しいまつエクです。

他にも充実のフェイシャルエステのメニューがございます
●抗糖化フェイシャルコース…60分 3,500円→2,800円（税別）
●毛穴ウォーター洗浄コース…70分 4,500円→3,600円（税別）

20%OFF!!
定番
の 今人

気の
セーブル or 　　 フラットラッシュ からお選びいただけます。

国産グルー 最高人工毛 使用

お客様がリラックスして
施術できるように完全
個室になっています。
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NEWS & EVENT

※予定は変更になる場合もございます。詳細は主催者に、直接お問い合わせ下さい。

開催日／2月9日（土） 10：00～13：00（9時30分開場）

中津市教育委員会体育給食課   ☎ 0979-22-1111

初心者でも楽しめる

末綱聡子バドミントン教室

2008年の北京オリンピックで、「スエマエコンビ」として4位入賞を果たした、末
綱聡子さんをお招きしてバドミントン教室が行われます。経験者だけでなく初心
者も楽しめる内容となっています。申込み締切は１月３１日（木）で、定員になり次
第締切りとなります。※FAXもしくはメールにて申込みください
［所］ダイハツ九州アリーナ［料］無料［定］２００名

開催日／1月9日（水）～3月10日（日）の期間中、
　　　  水～日のみ営業

大分県漁業協同組合中津支店 ☎ 0979-22-2103

中津のブランドカキ「ひがた美人」を食べられる！

カキ小屋「美人小屋」オープン

中津のブランドカキ「ひがた美人」を食べることができるカキ小屋です。
カキの土鍋蒸しやカキ飯をはじめ、小祝漁港で水揚げされた新鮮な魚介類の焼
き物や汁物なども販売します。今年のカキは特に成育が良く、身がぷりっと美し
く引き締まり、味はぎゅっと凝縮され、濃厚で鮮烈な甘さとなっています。ぜひご賞
味ください！［所］小祝漁港 特設会場（中津市字小祝）

※平日9:00～12:00、13:00～17:00

※11時～15時（ラストオーダー14時）

 FAX 0979-24-7522
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JOB GUIDE

求人広告のお申込みは株式会社ADP（FREE編集部）まで  TEL.0979-25-2005   E-mail free.nakatsu@gmail.com

勤務地／中津市立中津市民病院（中津市字下池永173番地）
職　種／①栄養士②調理補助③食器洗浄
内　容／①厨房内での現場業務
　　　　②盛付・配膳等の調理補助業務全般
　　　　③食器や調理器具等の洗浄業務
給　与／時給①900円②③800円
時　間／①5：00～14：30（休憩90分）、9：30～18：30（休憩60分）
　　　　②14：00～18：00　③17：30～19：30
　　　　※①②週5日③週3日～   
休　日／シフト制（①②4週8休）　※希望休制度あり（月3日まで）
資　格／①栄養士免許②③未経験OK（③土日祝日できる方歓迎）
待　遇／交通費規定支給、制服貸与、車通勤可（無料駐車場あり）
　　　　①社員登用制度あり
応　募／電話連絡の上、履歴書持参下さい。
　　　　※グループ会社のユーレストジャパン㈱との雇用契約になります。
事　業／コントラクト・レストラン事業

★未経験の方には丁寧に教えるので安心して働ける環境です。     
★幅広い世代の方が活躍しています！！
★お休みの相談もできるので是非お気軽にご応募下さい。

資格や家事のスキルを活かして働きませんか♪パ

福岡県福岡市博多区博多駅東3-3-3新比恵ビル2F

栄食メディックス株式会社
　 0120-563-537（応募受付センター/10～19時）

スタッフ（正社員）募集！正

中津市一ッ松256
株式会社 さいえん ☎0979-22-0610

①エンディングプランナー（正社員）
内容／葬儀施行業務および関連商品の販売業務
給与／平均月収　280,000円（残業手当を除く）
手当／皆勤手当、家族手当、住宅手当、通勤手当
待遇／各種保険完備、賞与年３回、退職金制度有り、制服貸与
休日／ローテーション制
時間／8:30～17:30
資格／高卒以上、普通自動車免許

②ホールアテンダント（正社員）
内容／式場においての接客、配膳、事務業務、施設の維持管理など
給与／141,000円～161,000円
手当／皆勤手当、家族手当、住宅手当、通勤手当
待遇／各種保険完備、賞与年３回、退職金制度有り、制服貸与
休日／ローテーション制
時間／8:30～17:30 ※フレックスタイム制
資格／高卒以上、普通自動車免許

内　容／病院内及び病室日常清掃
勤務地／中津市民病院
給　与／時給820円～
　　　　試用期間780円（2ヶ月程度）
時　間／9：00～15：00
　　　　その他時間は応相談
勤　務／週3～5日程度
　　　　（作業シフトによる交代制）
　　　　※時間・勤務はいずれも応相談
待　遇／制服貸与、交通費規定支給、有給制度あり（当社規定）
応　募／まずは、お気軽にお電話下さい。電話受付後、後日面接をさせて
　　　　いただきますので、履歴書（写真付）で準備してください。

初めての方でも丁寧に教えます！ 清掃スタッフ増員の為、大急募！

中津市大字下池永173番地（中津市民病院内）

日本空調サービス株式会社 中津営業所
☎0979-64-7702（担当／林・松尾・藤本）

パ

職　種／①現場作業員及び運転手
           ②大型トラック運転手
内　容／①4t車運転及び現場作業（金属・産廃の収集運搬 選別作業）　
　　　　②大型トラック運転手　（金属・産廃の収集運搬 選別作業）
資　格／①普通自動車免許一種
　　　　（玉掛け・フォークリフト・ガス溶接技能研修終了者
　　　　重機の免許があれば尚可）
　　　　②大型自動車運転免許
給　与／①224,400円～244,800円 日給 8,800円～9,600円
           ②242,250円～247,350円 日給9,500円～9,700円
           月平均労働日数を25.5日で満勤手当て ２日分プラス   
時　間／①②08:00～16:40 （土曜日は半日）
　　　　休憩時間 90分
休　日／①②日曜日（シフトにより異なります） ※出勤日は応相談
待　遇／賞与  あり  年2回
加入保険  雇用・労災・健康・厚生
退職金制度 あり
応　募／電話連絡後、履歴書をご持参ください。

アフターファイブを充実させたい方におすすめ

築上郡吉富町広津722　　　　                             （担当/金井）

築上金属有限会社 ☎0979-24-5402　☎090-2655-7414

正

職　種／①洋菓子パン販売スタッフ
　　　　②洋菓子製造スタッフ
給　与／①6:30～15 :30  11:00～20：00（シフト制）
　　　　②7:00～16：00  　9:00～18：00（シフト制）
【共通要項】
資　格／高卒以上。未経験も方も安心して応募下さい。
給　与／月給155,000円～165,000円（通勤手当、賞与有）
休　日／月8日程度、年始3日程度
勤務地／大貞店・福沢通り店
待　遇／制服貸与、各種保険有、通勤手当、賞与（前年度実績有）
応　募／まずはお気軽にお電話ください。
★パートさんも同時募集！ 時給800円～ 時間・休日はご相談ください。

スタッフ募集します♪

中津市大貞354-4

石窯工房 魔法の樹
☎0979-32-5636（担当／梅林）

正 パ
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お葬式の準備に、追われることなく。 参列者の対応に、身をけずることなく。
最後も、いつものように一家団らんで過ごしたい。
そんな、お客様の想いから生まれました。


