
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道の駅 豊前おこしかけ 

新型コロナウイルス 

感染症の拡大防止 

お持ち帰り   昼 

あっちゃん亭 
ＴＥＬ 090-5725-8832 

時間 １１：0０～15：００  

定休 火曜日 

メニュー（税込） 

 カツカレー ７００円 

  オニメン ５００円 
日替わり弁当（各種）  

 

お持ち帰り   昼 

豆腐料理店 六花茶屋 
ＴＥＬ 0979-82-9208 

時間 １１：0０～15：００ 

不定休 

メニュー（税込）
とり天弁当５００円

チキン南蛮弁当５００円 
しらす＆とり天弁当 550円  

とり天丼 500円  

お味噌汁付き 
（ ）カップ各２００円 

お持ち帰り・宅配 

お弁当・お食事 メニュー 
期間限定 8月 31日（月）まで 

お持ち帰り   昼 

かぼちゃキッチン 
ＴＥＬ 0979-82-0230 

時間 10：00～17：00 

定休 水・木曜日 

メニュー  
いちじくソフトクリーム 300円

バニラソフトクリーム 300円 

いちじくスムージー 300円 

あまおうスムージー 300円 

フライドポテト 250円 

お持ち帰り   昼 

ぶぜんハム工房 
ＴＥＬ 0979-82-1222 

時間 8：30～17：30 

メニュー（税込） 
ホットドック 300円 
ハム・ソーセージセット 400円 
フランクフルト 200円 

 ※店内にてハム・ソーセージ・ 

生肉の販売もしています。 

豊前市役所サイト内 ＃豊前エール飯ページ 
市内店舗もぞくぞくエントリー中！！ 

持ち帰りや宅配を行っているお店を紹介しています。 

メニューを見ながら、豊前のおいしいメシを頼んで、 

飲食店を応援しましょう！！ 

豊前商工会議所サイト内 
新型コロナウイルス感染症の 

拡大防止対策取組み事業所紹介 

ページ 

 

漁師めし 道の駅豊前おこしかけ・JA豊前ふれあい市場にて販売 

お持ち帰り   昼 

天狗 
ＴＥＬ 090-3607-2296 

時間 10：00～15：00 

定休 火曜日 

メニュー（税込） 
 焼きそば 400円 

 焼うどん 400円 

 唐揚げ大 550円 

 唐揚げ小 400円 

 手羽先 350円 

 

豊前飲食店協力会 

うみてらす豊前 
直売所「四季旬海」 

ＴＥＬ 0979-64-6717 

時間 9：0０～16：００ 

定休 火曜日 

漁師食堂「うのしま豊築丸」 

ＴＥＬ 0979-82-2620 

時間 11：0０～14：００ 

定休 火曜日 

8/14～8/18夏季休業 
メニュー 鱧の定食など 
 

JA豊前ふれあい市場 
ＴＥＬ 0979-82-8783 

時間 8：0０～19：００  

定休 なし 

メニュー 

お弁当、惣菜、その他 

※その他にも品揃えして 

いますので、お買い求 

めください。 

お持ち帰り  昼・夜 

求菩提温泉 ト仙の郷 
ＴＥＬ 0979-84-5000 

時間 11：00～22：00 

年中無休 

メニュー(税込)  
 天とじ丼 900円 

 海鮮チャーハン 800円 

 焼ちゃんぽん 800円 

 天ざるそば 1,000円 

 若どりの唐揚げ 6切 680円 

 

自由市場 
ＴＥＬ 0979-83-0217 

時間 6：3０～18：００  

定休 なし 

メニュー 

お弁当、パン、惣菜 

※その他にも品揃えして 

いますので、お買い求 

めください。 

道の駅 豊前おこしかけ 
ＴＥＬ 0979-84-0544 

時間 8：0０～18：００  

定休 なし 

メニュー 

  お弁当、パン、その他 

※その他にも品揃えして 

いますので、お買い求 

めください。 

（９月１日以降の営業状況は、各店舗にお問合せ下さい。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うどん・丼物 

 

弁当・からあげ 

お持ち帰りのみ 昼・夜 

唐揚 ふんぷん亭 
ＴＥＬ 090-6633-0037 

時間 １0：3０～１４：００  

１6：15～19：００ 

 定休 日曜日 

メニュー(税込) 

ムネ肉 210円 

 モモ肉 230円 

 手羽先 230円 

※唐揚げ生肉お持ち帰り 

できます。 

お持ち帰り  昼・夜 

唐揚げ ピーコック 
ＴＥＬ 0979-84-0601 

時間 12：00～14：00 

    16：30～20：00 

定休 日曜日

メニュー(税込)  
 骨なし唐揚げ１００ｇ２２０円～ 

 砂ずり１００ｇ２００円～ 

 ピリ辛チキンバー１００ｇ２００円～ 

 牛肉コロッケ（１個）１００円 

 唐揚げ弁当５５０円 

※お弁当には数に限りがあります！

お持ち帰り  昼・夜 

豊前からあげ大翔 
ＴＥＬ 0979-82-8430 

時間 11：00～14：00 

16：00～21：00 

定休 月曜日 

メニュー(税込)  
骨なし（もも）１００ｇ２６０円 

骨なし（ミックス）１００ｇ２4０円 

骨付き（ぶつ切り）１００ｇ２1０円 

手羽先（本数で注文）１００ｇ２4０円 

砂ずり（一人前）２５０円 

※大好評！とり焼肉（生）お持ち帰り 

できます。 

お持ち帰り   昼 

豊前の食堂 神楽や 
ＴＥＬ 0979-64-7625 

時間 11：30～13：30 

定休 土・日・祝

メニュー(税込)  
 カツサンド ４５０円 

 タマゴサンド ４0０円 

 日替わり弁当 ５００円 
※前日予約、営業時間外の受取は 

ご相談ください。 

ご予約いただければ、土日祝も 

お作りします。 

その他金額に応じてもお弁当御 

つくりします。 

お持ち帰り  昼・夜 

七人のこびと 
ＴＥＬ 0979-83-4816 

時間 10：00～１８:００テイクアウト 

定休 日曜日、祭日 
5/26（火）からランチ再開 

メニュー(税込) 

前日までの予約のみ 

幕の内弁当 ５００円 

デラックス幕の内弁当８００円 

オムライス ５００円 

ハンバーグ弁当 ５００円 

唐揚げ弁当 ４５０円 

オードブル 3,500円～ 

お持ち帰り  昼・夜 

中畑からあげ店 
ＴＥＬ 0979-82-2236 

時間 １１：0０～１9：００  
   11:00～14:00（弁当） 

定休 火曜日 

メニュー（税込） 

①砂ずり  1人前 200円 

②とり皮  1人前 200円 

③せせり  1人前 280円 

（圏外）揚げ春巻 1本 100円 

※その他メニューございます。 

お持ち帰りのみ 昼・夜 

からあげ いち丸 
ＴＥＬ 0979-83-3053 

時間 11：00～20：00 

定休 火曜日

メニュー(税込)  
骨なし １００ｇ ２3０円 
骨付き １００ｇ ２0０円 
手羽先 １００ｇ ２0０円 
砂ずり １００ｇ ２0０円 

1枚 400円 

お持ち帰り  昼・夜 

ほっかほっか弁当豊前 
ＴＥＬ 0979-82-1435 

時間 9：00～19：00 

不定休

メニュー(税込)  
おにぎりセット 350円 

  のり弁当 350円 

  からあげ弁当 420円 

  ミックス弁当 400円 

  ミックスフライ弁当 530円 
※配達を希望される場合は、 

ご相談ください。 

お持ち帰り   昼 

うどん豊前屋 官べえ 
ＴＥＬ 0979-83-1332 
（弁当予約）0979-64-8080 

時間 11：00～15：00 

   17：00～21：00 

不定休 
 

※お弁当のテイクアウトは、 

6月 15日までで終了。 

その後の通常営業では、 

テイクアウト一部可。 

お持ち帰り   昼 

やぶ 
ＴＥＬ 0979-83-4057 

時間 10：00～18：00  

不定休 

メニュー(税込)  
 かつ丼 ６００円 

 生姜焼き丼 ５５０円 

 焼きそば（うどん）５００円 

 やぶ弁当（日替わり）５００円 

 山伏おにぎりセット３００円 

お持ち帰り   昼 

ニューいずみ 
ＴＥＬ 0979-82-1020 

時間 11：30～13：30 

（テイクアウト営業時間）

メニュー(税込) 
いずみ屋のかつ丼６５０円 

おもてなし紙箱膳 

 （刺身・天婦羅入）２，１６０円 

要予約

お持ち帰り   昼 

豊前商店 
（ぶぜんパラダイスキッチンにて販売） 

ＴＥＬ 090-2964-8347 

時間 11：30～14：00  

定休 日曜日・月曜日 

メニュー(税込) 
日替わり弁当 500円 
日替わりのっけ丼 500円  

要予約メニュー(税別) 
オードブル 3,000円～ 

カレー・中華・チャンポン 

 
お持ち帰り  昼・夜 
カレー＆中華料理 インド 
ＴＥＬ 0979-82-8571 

時間 11：00～23：00 

不定休 

メニュー(税込)  
 チャンポン ５６１円 

 ラーメン  ５６１円 

 焼きめし  ５６１円 

 スブタ   ８３１円 

 カツ丼   ６６９円 

 カレー   ６１５円 

お持ち帰り  昼 

リトリート Cafe風知草 
ＴＥＬ 0979-64-8660 

時間 11：00～15：00 

不定 木曜日・金曜日 

メニュー(税込)  
やく膳カレー 500円 
やく膳カレールー 

400円 

お持ち帰り  昼・夜 

中国料理 酒楽亭 
ＴＥＬ 0979-82-5996 

時間 昼 11：00～13：30 

夜 17：00～19：00 

定休 月・火曜日 

メニュー(税込)  
やきめし 550円 

ギョーザ 450円 

からあげ 800円 

スブタ 820円 

エビの天ぷら 920円 

お持ち帰り  昼・夜 

希望食堂 
ＴＥＬ 0979-82-3041 

時間 11:00～21:00 

定休 月曜日 

メニュー(税込) 
焼めし 460円 

オムライス 530円 

焼うどん 440円 

ロール焼そば 530円 

チャンポン 530円 

その他メニューあり 大盛りの有無 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洋風居酒屋 

 

洋食 

 

焼肉 

 お持ち帰り   昼・夜 

なじみや本店 
ＴＥＬ 0979-83-2941 

時間 11:00～20:00 

不定休 

メニュー(税込)  
スタミナステーキ丼（スープ付）680円 

和牛すきしゃぶ丼（スープ付） 680円 

なじみや特製牛丼 480円 

キムチ炒飯丼 480円 

焼肉セット 2900円 

お持ち帰り   昼・夜 

なじみや支店 
ＴＥＬ 0979-83-4677 

時間 11:00～20:00 

メニュー(税込)  
なじみや支店特製牛丼 480円 

並ホルモンセット 1000円 

並ホル・ミノセット 2000円 

カルビセット 3000円 

通常商品もテイクアウト 

出来ます。

お持ち帰り・宅配 昼・夜 

焼肉・もつ鍋 平壌屋 
ＴＥＬ 0979-82-2850 

時間 11：00～22：00 
宅配対応は１９時まで 

５，０００円から宅配対応 

メニュー(税別)  

 和牛もつ丼５００円 

 和牛丼８００円 

 和牛カレー６００円 

 その他特別価格有

店内飲食できます。

寿司 

お好み焼き・たこ焼き 

 

お持ち帰り・宅配 昼・夜 

これから屋 
ＴＥＬ ０９７９-８２-６１９３ 

時間 １１：0０～１４：００ 

１7：００～２0：００ 

 定休 火曜日 

メニュー(税込) 
ちらし弁当  500円 

 チキン南蛮弁当 500円 

 チキン竜田弁当 500円 

 さばの味噌煮弁当 500円 

 スタミナ弁当  500円 

お持ち帰り・宅配 昼・夜 

竹美すし 
ＴＥＬ 0979-82-3123 

時間   11：30～１４：００ 

17：００～２1：００ 
定休 日曜日、祝日の月曜日 

メニュー(税別) 

 

お持ち帰り・宅配  昼 

ダイニング イチマルハチ 
ＴＥＬ 0979-53-9533 

時間 １１：３０～ 

メニュー(税込)  
デミハンバーグ弁当 550 

タルタルハンバーグ弁当 600円 

からあげ弁当 550円  

チキン南蛮弁当 600円  

ロースカツ弁当 650円 

（他） 

 

  

 

お持ち帰り・宅配 昼・夜 

鮨処 永しん 
ＴＥＬ 0979-83-2241 

時間 （出前）１１：0０～20：００ 

    （店内）17:00～21：00 
※店内飲食は 5月 26日より、感染症 

対策として席数制限していきます。 

メニュー(税別) 
上ちらし    1,300円 

 上にぎり    1,800円 

 刺身盛り合せ  1,700円 

 上にぎり盛り合せ（3人前） 

         6,700円 

 茶碗蒸し     400円 

 その他、通常のメニュー 

お持ち帰り   昼 

ぶぜんパラダイスキッチン 
ＴＥＬ 050-1230-8887 

時間 木金土 自粛営業中 

11：00～15：00  

メニュー(税込) 
ふわとろオムライス 500円 
その日のパスタ 500円  

オニメン 500円  

その日の炒飯 500円  

テイクアウトコーヒー他 

各ドリンク 350円

お持ち帰り・宅配 昼・夜 

吟寿司 
ＴＥＬ 0979-82-8133 

時間 11：00～20：00 

メニュー(税別)  
おまかせ弁当 1,000円～ 

あら炊き弁当 1,500円～ 

上にぎり（ききょう）1,800円～ 

ききょうの五人盛り 11,500円 

  にぎり５０貫こすもす８，０００円 

お持ち帰り   昼 

お好み焼き あい 
ＴＥＬ 0979-82-5955 

時間 11：30～14：00 

定休 日曜日

メニュー(税込)  
お好み焼き ミックス ６８０円 
お好み焼き 肉 55０円 

お好み焼き イカ 55０円 

お好み焼き エビ 55０円 

お好み焼き チーズ 58０円 

※配達等で電話に出れない場合が 

あります。 

お持ち帰り  昼 

ニブルス 
ＴＥＬ 0979-82-0619 

時間 11:00～14:00 

定休 水曜日 

メニュー(税込)  
ミックスフライ定食 950円 

ハンバーグ弁当 800円 

デニッシュサンド 400円 

その他、お店の定食メニュー 

お持ち帰りは一律 200円引き 
 

お持ち帰り   昼 

甘味処 こな雪 
ＴＥＬ 080-1748-4624 

時間 11：30～19：00 

定休 水曜日

メニュー(税込)  
たこ焼き 350円 

やきそば 450円 

ソフトクリーム 400円 

タピオカ 400円 

シェイク 450円 

かき氷（各種） 300円 

 

お持ち帰り   昼 

お好み焼き やきはな 
ＴＥＬ 0979-83-0208 

時間 11：00～17：00 

不定休

メニュー(税込)  
お好み焼き 豚玉 450円 
お好み焼き イカ玉 450円 

お好み焼き エビ玉 450円 

お好み焼き ミックス 600円 

たこ焼き（6個入り） 280円 

※配達を希望される場合は、 

ご相談ください。 

お持ち帰り   昼・夜 

ホルモン焼き あぶり家 
ＴＥＬ 0979-82-1600 

時間 11:30～22:00 

定休 火曜日 

メニュー(税込)  
生肉 

ホルモン、センマイ、 

レバー、心ぞう、 

豚バラなど４００円～ 

各種あります。 

  タレ（自家製）３００円 

  ご予約承ります。 

うなぎ 

お持ち帰り  昼・夜 

うなぎや 
ＴＥＬ 0979-82-2096 

時間 9：30～19：30 

定休 火曜日 

メニュー（税込） 

 うなぎべんとう 
2切入 1,080円 
3切入 1,580円 

4切入 1,930円 

6切入 2,390円 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーキ・パン 

 

居酒屋 

 
お持ち帰り  昼・夜 

本格焼鳥 黒のれん 
ＴＥＬ 0979-82-7272 

定休 月曜 

【昼】１1:3０～13：30 
メニュー 
豊前市を元気に！ 

豊前元気めし（たれ・塩）５００円（税込） 

 【夜】１7:００～20：00 
  《1,000円以上宅配します》 

焼鳥各種１００円～ 

その他一品メニュー（税別） 

 ※夜のメニューは、エール飯か 

  お店にお問い合わせください。 

 
 

 
お持ち帰り   夜 

どんどん本店 
ＴＥＬ 0979-83-3410 

時間 17：00～20：00 

定休 日曜日

メニュー(税込)  
ポパイセット １，０８０円 

  （モモ唐・串カツ・ポパイ） 

揚げ物セット １，３５０円 

（モモ唐・串カツ・ポパイ・天ぷら１品）

 ※単品お持ち帰りもお問合せ 

下さい。 

お持ち帰り  昼・夜 

博多もつ鍋 時代屋 
ＴＥＬ 0979-82-1008 

時間 11：00～20：00 

不定休 

メニュー(税込)  
焼きそば 300円 
回転饅頭 100円 
ソフトクリーム 100円 
国産牛ホルモン(冷凍)1㎏

     税抜 3,900円 

お持ち帰り   夜 

創作居酒屋 まるとら 
ＴＥＬ 0979-64-6655 

時間 16：00～20：00 

不定休 

メニュー(税別)  
 ハモ丼 ５８０円 

 特製肉丼 ６８０円 

 特大おにぎり ３８０円 

 うなぎおにぎり ５００円 

 ネギトロ丼 ７８０円 

サーモンイクラ丼 ７８０円 

オニオンサーモン丼 ７８０円 

マルトラ海鮮丼 1,5８０円 

お持ち帰り   夜 

居酒屋・花五合 
ＴＥＬ 0979-82-8577 

時間 17：00～21：30 

不定休 

メニュー(税別) 
焼鳥各種 100円～ 
山芋ステーキ 500円 

じゃがバター 300円 

カマ塩焼き 500円 

焼おにぎり（1ケ） 100円 

お持ち帰り   昼 
パティスリー・パッション 
ＴＥＬ 0979-83-2714 

時間 10：00～19：00 

メニュー  
ＯＵＣＨＩ ＤＥ ＣＡＦＥ実施中 

 当社ホームページを 

ご覧ください。

お持ち帰り   昼 

洋菓子の店 コージコーナー 
ＴＥＬ 0979-82-3645 

時間 10：00～19：00 

定休 日曜日 

メニュー(税込)  
ショートケーキ 280円～ 

ロールケーキ 700円～ 

シュークリーム 150円 

焼菓子 130円～ 

誕生日ケーキ 2,700円～ 

※各店の営業日時、内容等については、都合により変更することがあります。最新情報は「＃豊前エール飯」にてご確認ください。 

 

お持ち帰り   昼 

菓子工房 ル・クール 
ＴＥＬ 0979-82-8265 

時間 10：00～18：00 

定休 毎週月曜日 

   第 1、第 3日曜日

メニュー（税別） 
  写真ケーキ 2,650円～ 

  誕生日ケーキ各種 

  カットケーキ各種 

  お電話でも注文いただけ 

ます。 

お持ち帰り  昼 

パンの店 スエヒロ 
ＴＥＬ 0979-83-2347 

時間 9:00～18:00 

定休 日曜日 

メニュー(税込)  
 食パン 290円 

 菓子パン 100円～ 

 ドーナツ 90円～ 

 丸ボーロ 100円 

 

お持ち帰り   夜 

居酒屋 天華一品 
ＴＥＬ 0979-83-3507 

時間 17：00～20：00 

定休 水曜日 

メニュー(税別)  
カレーライス 680円 

牛とじ丼 600円 

カツとじ丼 680円 

豚キムチ丼 680円 

串焼各種 110円～ 
その他のメニューは、 
豊前エール飯（天華一品サイト） 
で確認してください。 

お酒 お持ち帰り・宅配 

岩泉酒店 2,000円以上で配達 

ＴＥＬ 0979-83-2162 

佐藤酒店 2,000円以上で配達 

ＴＥＬ 0979-83-2122 

重松酒店 2,000円以上で配達 

ＴＥＬ 090-1081-4620 

古野酒舗 2,000円以上で配達 

ＴＥＬ 0979-83-2207 

栁井屋  2,000円以上で配達 

ＴＥＬ 0979-83-2725 

酒スタジアム ヨコヤマ 三毛門店 別途配達料 330円 

ＴＥＬ 0979-83-1044 

お持ち帰り   昼 

パレドール 
ＴＥＬ 0979-83-2217 

時間 10：00～19：00 

定休 月曜日

メニュー（税込） 
  ロールケーキ 560円 

  カフェオレ大福 150円 

  プリン 180円 

  クッキー 1枚 65円～ 

 

ピザ 

お持ち帰り   昼 

Pizza Bloom 
ＴＥＬ 0979-84-1711 

時間 １１：3０～１４：００ 
※土曜日のみ 

17：00～19：30も営業 

定休 日曜日、月曜日 

メニュー(税込) 
スタミナ丼   700円 

 タコライス   750円 

 チョレギチキン丼 600円 

 マルゲリータ   700円  
ベーコンとアスパラのクリームピザ 

700円 

お持ち帰り・宅配  夜 

マルティーニ 
ＴＥＬ 0979-83-0248 

時間 17：00～22：00 

メニュー(税込)  
 ピザ ９００円～ 

 パスタ ９００円～ 

 フライドポテト ３５０円 

 フライドチキン ５００円 

 あげたこ ４００円 

※5/26（火）から店内営業を再開 
します。座る席を工夫して限り、 

予約のみの対応となります。 

※テイクアウト・デリバリーは継続 

 します。 


