
店舗名 所在地 電話番号 取組内容 お店からの一言 利用可能時間 アクセス方法 HPアドレス

1 マクドナルド大在アムス店 大分市大在浜２－１－１ 097-593-5466 栄養成分表示、分煙

2 河原内とうふ店 大分市河原内２８８０番地 097-596-1917 健康情報 子供たちに食育の伝承活動を行っています 河原内川河川プール手前　1km

3 ホオリイ株式会社 大分市錦町3丁目2-1 097-532-9896 健康情報、栄養成分表示、エネルギー 9:30～18:00 http://www.rakuten.co.jp/holy

4 リンガーハット西大分店 大分市王子西町６８ 097-536-3760 健康情報、栄養成分表示、野菜

5 ステーキガスト大分木ノ上店 大分市大字木上鉾手５－１ 097-548-7850 ヘルシーオーダー、完全分煙
サラダバイキングとステーキをリーズナブルなお値段でお楽しみ頂

けます
市バス「木上」下車徒歩５分

6 大分オアシスタワーホテル従業員食堂 大分市高砂町2番48号 070－6657－3025 健康情報、栄養成分表示 ホテルに準ずる　年中無休

7 大分銀行本店食堂 大分市府内町3-4-1 538－7748 健康情報、栄養成分表示 銀行に準ずる　土･日・祝日

8 ジョイフル大分佐賀関店 大分市大平字西谷東395-1 524－8511 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分 朝11:00～深夜０時　年中無休

9 ラーメンとん太　南大分店 大分市賀来900 549－5920 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜
11:00～翌日午前 2:00大晦日・

元旦休み

10 ラーメンとん太　大道店 大分市大道一丁目2200番地の1 544－7800 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜
11:00～翌日午前 2:00　大晦日・

元旦休み

11 ラーメンとん太　判田店 大分市下判田2129 597－5215 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜
11:00～翌日午前 3:00　大晦日・

元旦休み

12 大戸屋ごはん処大分明野店 大分市明野東1－1－1 552－5858 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜
11:00～21:30　アクロス明野に準

じる

13 住友化学（株）大分工場　構内社員食堂 大分市大字鶴崎２２００番地 523－1112 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分 会社に準ずる

14 大戸屋　トキハわさだ店 大分市玉沢字楠本755-1 586-1888 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜 11:00～22:00　年中無休

15 おとうふカフェ　beans café 大分市都町４－１－２４　スローダイニングビル１０１ 536-0786 健康情報、栄養成分表示、エネルギー
11:00～17:00　木11:00～

14:30　金土18:00～24:00

16 中華飯店　きい 大分市中島中央3丁目４－４ 532-3637 健康情報、栄養成分表示、野菜
11:30～14:30  17:00～21:00

月曜休み

17 日本マクドナルド㈱大分明野店 大分市法勝台1-1-19 552-5364 健康情報、栄養成分表示
24時間（朝マック5：00～10：

30）

18 日本マクドナルド㈱大分店 大分市府内町1-2-6 537-9322 健康情報、栄養成分表示
24時間（朝マック5：00～10：

30）

19 リンガーハットジャパン㈱リンガーハット西鶴崎店 大分市西鶴崎1-12-10 503-7401 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜 11：00～1：00

20 リンガーハットジャパン㈱リンガーハット大分下郡店 大分市下郡高畑1737-1 554-8082 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜 11：00～2：00

21 有限会社とよいち　府内店 大分市府内町3-1-25山口ビル1Ｆ 538-8778 健康情報、栄養成分表示、野菜
11：00～21：00　　12/31・1/1

休み

22 クロックマダム　竹町店 大分市中央町3丁目5-22渕野ビル1Ｆ 533-8486 健康情報、栄養成分表示、エネルギー 9：00～14：00　土日祝休み

23 （株）味楽　味楽亭　古国府店 大分市古国府385番地 健康情報、エネルギー、野菜

野菜をたっぷり使用したカタヤキソバ、チャンポンや日替わりメ

ニューが好評です。（キャベツ、人参、もやし、ピーマン、なす

等）

11:00～22:00（年中無休）
羽屋交差点から歩いて5分（豊府小

学校向かい）

24 イタリア食堂Ｔａｃｃａタッカ 大分市萩原1-17-17 健康情報、栄養成分表示

11:00～15:00、18:00～22:00

（定休日：月曜日※祝日の場合は

翌日休み）
25 大戸屋パークプレイス大分店 大分市公園通り西2丁目1番 健康情報、栄養成分表示、野菜、エネルギー 年中無休 11:00～23：00

26 BISTROT　DA　COTE　しおん 大分市中央町1-4-8中央町シャンテビル4階 健康情報、栄養成分表示、野菜
11:30～15:00　17:30～22:00

定休日：月曜（祝日の場合は翌

27 オステリア　ブーチョ 大分市府内町3丁目2-33 健康情報、栄養成分表示、野菜 11:20～23:00 (定休日：火曜

28 鳥来(とりこ） 大分市中央町1-4-22サクラヤビル 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜
11:30～14:00、17:00～23:00

（定休日：日曜日）

29 レストランかつき 大分市庄境1-10 健康情報、栄養成分表示
11:30～14:00　18:00～21:00

（定休日：水曜日）

30 和バル「奏」 大分市府内町2丁目5-3 健康情報、栄養成分表示

ランチ：水～金　土日祝  営業時

間：11:30～14:30　17:30～

23:00（定休日：月曜日）
31 有限会社　岡部商店 大分市顕徳町2丁目6番7号 健康情報、栄養成分表示 年中無休  8:00～1700

32 珈琲Es+sense 大分市葛木1093-1 健康情報、栄養成分表示、野菜、塩分
10：00～21：30 （定休日：不

定休）

33 カフェ　ププリエ 大分市松岡1744 健康情報、栄養成分表示、野菜
10：30～20：00（定休日：日

曜、月曜、祝日)

34 マロンカフェ 大分市小佐井1丁目11-2 健康情報、栄養成分表示
11：00～19：00（定休日：月

曜日、木曜日）

35 旭化成グループ社員食堂ＰａＬ倶楽部 大分市里2620番地 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜
12：00～13：00（定休日：土

曜日、日曜日）

36 株式会社大分市スポーツ公園宿泊研修センター　希感舎 大分市松岡6717番地 健康情報、栄養成分表示、野菜、塩分
11：30～15：00　17：00～

22：00 年中無休

37 四季の味　ぎんなん 大分市中央町3-6-1 健康情報、野菜

38 柿の木坂工房 大分市大字皆春22 健康情報、野菜

39 パスタ　トクマツ 大分市要町1-14アミュプラザ4階 健康情報、野菜

40 同樂や 大分市府内町3-5-28 健康情報、野菜

41 西洋フード・コンパスグループ（株）大分工場店
大分市大字屋山300番地TOTOアクアテクノ株式会社

大分工場
健康情報、野菜 社員食堂のため、広報不可

42 ミオパール開書堂 大分市中央町1-4-15 健康情報

43 あまべの里関あじ関さば館 大分市大字白木949 健康情報

44 Café Moi 大分市坂ノ市西1-1-6 健康情報、野菜

生涯健康県おおいた２１推進協力事業所（店）　健康応援団～食の環境整備部門～

http://www.rakuten.co.jp/holy


店舗名 所在地 電話番号 取組内容 お店からの一言 利用可能時間 アクセス方法 HPアドレス

生涯健康県おおいた２１推進協力事業所（店）　健康応援団～食の環境整備部門～

45 府内バルTAN'S 大分市府内町2-3-23第1吉良ビル1F 健康情報、野菜

46 ピーターハウス 大分市中央町1-4-4奥川ビル2F 健康情報、野菜

47 マミーズキッチン 大分市泉町7-8 健康情報

48 和diningなゝ瀬 大分市府内町2-3-24前川ビル1階 健康情報

49 (株)トキハインダストリーわさだ店 大分市玉沢字楠本755-1 健康情報、野菜、塩分

50 (株）トキハインダストリー春日浦店 大分市王子北町5番1号 健康情報、野菜、塩分

51 (株）トキハインダストリー明野アクロスタウン 大分市明野東1丁目1番1号 健康情報、野菜、塩分

52 笑和 大分市中判田2102-2 健康情報

53 フラミンゴTS24（登録名：トラックステーション） 大分市上戸次宇土ノ口6045-2 健康情報、野菜

54 株式会社モスフードサービス　大分駅前店 大分市府内町1-1-7 538-7272 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

55 株式会社モスフードサービス　大分インター店 大分市大字三芳1071-5 546-1001 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

56 株式会社モスフードサービス　トキハわさだタウン店 大分市大字玉沢755-1 588-8878 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

57 株式会社モスフードサービス　大分鶴崎店 大分市大字皆春1600-6 522-1633 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

58 株式会社モスフードサービス　大分高城店 大分市高城新町1-3 558-5500 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

59 株式会社モスフードサービス　大分光吉店 大分市大字宮崎字五反田828-1 503-9121 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

60 株式会社モスフードサービス　大分明野東店 大分市大字東明野4313-16 555-9977 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

61 キッチン丸山 大分市顕徳町1丁目6-15 健康情報

62 café+zakka gallery BOASORTE 大分市生石港町2-5-10 健康情報、野菜

63 コメダ珈琲　志手椎迫店 大分市三芳2037-1 健康情報

64 Café Charite 大分市寿町2番1号　大分県立美術館内 578-7788 健康情報

65 TOMO Clover 大分市府内町1丁目4-22おかべ12ビル 578-8089 健康情報、エネルギー、野菜

66 味の蔵　天まで上がれ都町店 大分市都町4丁目1-10 536-1331 健康情報、野菜

67 トロワルウ
大分市春日浦843-48　ＴＯＳハウジングメッセセン

ターハウス内
547-8860 健康情報、野菜

68 鳴門うどん賀来店 大分市賀来南1－15－36 健康情報、エネルギー、野菜

69 鳴門うどん光吉店 大分市光吉943 健康情報、エネルギー、野菜

70 鳴門うどん大在店 大分市角子原1－1－30 健康情報、エネルギー、野菜

71 鳴門うどん西大分店 大分市生石4丁目778－9 健康情報、エネルギー、野菜

72 鳴門うどん南大分店 大分市豊饒282－1 健康情報、エネルギー、野菜

73 鳴門うどん舞鶴店 大分市舞鶴町1－3－23 健康情報、エネルギー、野菜

74 鳴門うどん錦町店 大分市錦町3－3389－5 健康情報、エネルギー、野菜

75 鳴門うどん萩原店 大分市萩原1－2－40 健康情報、エネルギー、野菜

76 caféCharite(カフェシャリテ) 大分市寿町2丁目1　大分県立美術館内 健康情報、エネルギー、野菜

77 ぽん太 大分市都町3-2-10都町マルビル 533-6833 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ 18:00～24:00頃

78 よつば 大分市東野台1-2-5 549-0815 健康情報、野菜
11：30～14：00　17：30～

21：30

79 イタリア料理　ピアチェーレ 大分市大字玉沢683-2ポポラート2F 541-3031 健康情報、野菜
11：30～14：30　17：30～

21：00

80 食楽　ななせ街道 大分市大字野津原1520番地 588-0111 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜 11：00～15：00　16：00～

81 ダイニングComono座 大分市府内町2丁目1-4　トキハ会館4階 538-3125 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜 10：30～15：00

82 ホルトガーデン 大分市金池南1-5-1 576-8884 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分 9:00～22:00

83 レストラン　おあしす
大分市大字宮崎1415番地　大分県地域成人病検

診センター内
569-2211 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分 9：00～14：00

84 greensofa 大分市東春日町8-1　サザンブライト東春日A棟1F 579-6992 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜 11：00～22：30

85 リボン． 大分市高城新町10-16　高城プラザ 553-5250 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜
11：00～15：00、17：00～

20：30

86 有香豆 大分市大字角子原1005番地 080-1711-6943 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ 10：00～17：00

87 GATTO 大分市大在中央2-5-37 097-593-0511 健康情報、野菜、塩分
11：00～14：30　18：00～

22：00

88 パーチェ 大分市今津留2-6-15 097-558-0120 健康情報、野菜、塩分
11：30～14：30、18：00～

22：00

89 カフェ　ミッケリュッカ 大分市中央町1-5-9　中央プラザ3階 097-578-7854 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ

火～土10：30～18：00

日・祝日10：30～16：30

ランチタイム11：00～14：30

90 八百屋レストラン　洗濯船 大分市長浜町1-6-14　中島第2ビル103 080-3220-3796 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分
9：30～13：30　17：00～

20：00

91 エミコの野菜食堂＆Food studio Bucio 大分市府内町3丁目2-33 574-9373 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜 11：20～23：00

92 Ristorante TACCA 大分市中央町1丁目5-7　一慶ビル3Ｆ 500-8838 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜 コースタイム　18：00～20：00

93 soy café 大分市中央町3-5-16　wazawazaビル104 536-0786 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ 11：00～17：00

94 株式会社モスフードサービス　大分別府店 別府市石垣東10-6-6 0977-21-8282 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

95 株式会社モスフードサービス　別府海岸通り店 別府市浜町3-25 0977-22-1717 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

96 株式会社モスフードサービス　別府トキハ店 別府市大字南立石字中津留道北2142-8 0977-26-2488 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

97 大分県厚生連健康管理センター 別府市大字鶴見４３３３番地 0977-23-7112 健康情報、栄養成分、エネルギー、野菜、塩分 8:00～17:00 健診受信者様対象 http://www.ok-kenkou.com

98 割烹旅館　ゆめさき 別府市鶴見園町５組の１ 0977-22-3008 健康情報、エネルギー 無農薬野菜、天然の魚介類と食材と衛生に重視しています。
ﾁｪｯｸｲﾝ 15:00 ﾁｪｯｸｱｳﾄ 10:00 昼

11:00～2:00

JR別府駅より10分　別府ICより10

分
www.yumesaki-beppu.jp

99 旅亭　松葉屋 別府市観海寺３ 0977-22-4271 健康情報、エネルギー、塩分 こだわりのお料理、お風呂です
チェックイン15:00　チェックアウト

10:00

JR別府駅より車で７分　別府イン

ターより車で7分
http://matsubaya.cc/

100 別府ホテル芙蓉倶楽部 別府市堀田７－１ 0977-21-5842 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜 別府ICより車で１分 http://www.fuyouclub.jp/



店舗名 所在地 電話番号 取組内容 お店からの一言 利用可能時間 アクセス方法 HPアドレス

生涯健康県おおいた２１推進協力事業所（店）　健康応援団～食の環境整備部門～

101 一食堂 別府市山の手町５－１６ 0977-24-8897 健康情報、エネルギー、野菜
定休日毎週水曜日AM11:00～

PM10:00

102 Strawberry Fields 別府市朝見２丁目１５組２ 0977-21-1635 健康情報、エネルギー、野菜

103 喫茶ぐみの木 別府市元町１５－１５ 0977-21-2577 健康情報、野菜、塩分

104 焼肉川八 別府市天満町１６－３８ 0977-21-0191 健康情報、エネルギー

105 うどんハウスドン
別府市汐見町１６７３－４　ラスベガスパチンコ敷地

内
0977-21-9078 健康情報、エネルギー 麺類の他にお浸しやサラダの小鉢があります

106 お好焼バリバリ 別府市石垣東７－６－２４ 0977-22-6410 健康情報、野菜

107 Tea　Room　ポプラ 別府市石垣西７－４－２７ 0977-25-5970 健康情報、エネルギー 静かな落ち着いた雰囲気を大事にしています。
AM9:00～PM9:00 ラストオーダー

はPM8:00

大分交通亀の井バスで鶴見台中学

校前下車

108 レストラン　こすもす 別府市石垣東９－４－１ 0977-26-5055 健康情報、野菜、塩分

109 九丁目の八ちょう目 別府市光町１３－１６ 0977-22-1041 健康情報、エネルギー、野菜

110 味しげ 別府市汐見町３－２７ 0977-23-5578 健康情報、エネルギー、野菜

111 新博多 別府市風呂本３組 0977-66-3346 健康情報、エネルギー、野菜 とり天定食がオススメです 11:00～21:00

112 カフェ・サ・サンボン 別府市大字北石垣48-1 0977-27-7770 健康情報、エネルギー、野菜 お店の料理を食べて元気になってください。
10:00～18:00（定休日：日曜

日）

113 地獄蒸し工房鉄輪 別府市風呂本5組 0977-66-3775 健康情報、野菜
余分な油を落とし、野菜のうまみを引き立たせる調理法、地獄

蒸し体験ができます。
9:00～20:00（最終受付19:00）　JR別府駅より車で約20分

https://www.city.beppu.oita.jp/

02kankou/01info/02shisetsu/15

jigokumushi.html

114 食堂研究所 別府市駅前本町9-7　高崎ビル1F 090-9488-4135 健康情報、エネルギー、野菜 野菜たっぷりで皆様の健康を応援します！

火・水・木　12:00～14：30　金の

み16：00～23：00、定休日：

土・日・月
115 アホロートル 別府市楠町7-8 0977-23-2876 健康情報、エネルギー、野菜、塩分 10:00～17:00

116 宇和島運輸フェリーポートフラワー 別府市大字南石垣無番地（別府港第2埠頭） 0977-21-2364 健康情報、エネルギー、野菜、塩分
フェリーご利用者以外の方でもご利用できますので、お気軽にお

越し下さい
8:30～16:30 宇和島運輸フェリー内

http://www.uwajimaunyu.co.jp

/

117 おしゃべりなスプーン 別府市汐見町3-27 0977-73-5573 健康情報、エネルギー、野菜 ゆっくりとした空間の中で、ゆっくりとお時間をお過ごしください。

11:00～12:00（Lo11:30） 昼

11:00～15:00　カフェ15:00～

18:00　夜18:00～12:00（定休

日：火曜日祝の場合は営業、翌日

休み）

汐見町バス停徒歩0分
http://yorucafe10.wix.com/ho

me

118 ぱんや　福禄 別府市末広町3の22 0977-23-8099 健康情報、野菜 体にやさしい生姜を使ったパンやドリンク、クッキー等作っています。
7:00～18:00　ランチ11:30～

14:00（OS）　定休日：日・祝

119 文楽庵　 別府市実相寺１の４ 0977-66-7347 健康情報、栄養成分表示、エネルギー こだわりの味を是非ご賞味ください
11:30～14:00　　17:00～

21:00　水曜定休

120 CAFÉ　ｐｉｉｋｏｉ 別府市緑丘町３組 0977-23-5551 健康情報、野菜、塩分 健康づくりをお手伝いさせてください
11:30～15:00 日曜第１第３木

曜休
http://www.piikoi.com/

121 喫茶花時計 別府市船小路町1-32 0974-22-8105 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分
手作りのおいしい食事を提供しています。日頃のストレスを会話

と食事でリフレッシュしてください。

7:00～22:00  金・土7:00～

0:00

122 鳴門うどん餅ヶ浜店 別府市餅ヶ浜町69 健康情報、エネルギー、野菜

123 鳴門うどんやまなみ店 別府市大字鶴見38－1 健康情報、エネルギー、野菜

124 食堂つどい 別府市石垣西4-5-16 0977-24-6570 健康情報、野菜 定食には野菜を使った小鉢がつきます
11:30～14：00　17：00～

21：00　月曜定休

125 cocolate（ココラート） 別府市幸町2-18 0977-24-2680 健康情報、野菜 カフェではパンやお野菜たっぷりのランチを提供しています

モーニング8:00～11：00　ランチ

11：00～15：00　カフェ11：00

～16：30 不定休

126 チャイナキッチン笑福 別府市石垣東1-9-26 0977-22-3328 健康情報、野菜 野菜をふんだんに使ってます！
ランチ　11：30～14：00　ディナー

18：00～22：00  定休水曜日
ｈttp//beppu-shoufuku.com

127 石窯パン工房モコモコ別府店 別府市山の手町8-42 0977-23-4670 健康情報、野菜
１００種類以上のパンを焼いてお待ちしています。揚げたてカ

レーパンが人気です。
8:00～19：00

128 味処　よね田 別府市御幸5-2 0977-66-0327 健康情報、野菜 地元野菜たっぷり入っただんご汁をどうぞ 10:00～17：00　不定休

129 長崎ちゃんぽん　とらや 別府市千代町12-1 0977-21-6000 健康情報、野菜 11:00～18：00　日曜日定休

130 大陸ラーメン 別府市北浜1-10-21 0977-23-2657 健康情報、野菜
乳酸菌たっぷりのキムチが入った冷麺もお勧めです。スープは和

風しょう油ベースで麺はそば粉入です。
11:00～26：30　火曜日定休日

131 大戸屋　ごはん処　大分別府店 別府市石垣東10-4-32 0977-75-8844 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分 11:00～22：00　定休日なし

132 ファミリーレストラン　こもれび 別府市北浜2-9-1　トキハ百貨店7Ｆ 0977-75-8999 健康情報、野菜 ながめの良い場所でのお食事はいかがですか
11:00～20：00　トキハ別府店に

準ずる（定休日）

133 ラーメンみそや 別府市石垣西10-1-28 0977-23-3045 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜 11:00～23：00　

134 リンガーハット　ゆめタウン別府店 別府市楠町382-7 0977-27-1557 健康情報、野菜 10:00～22：00　

135 リンガーハット　大分別府店 別府市若草町128 0977-27-0205 健康情報、野菜 11:00～24：00　

136 株式会社モスフードサービス　中津如水店 中津市下池永861-1 0979-24-7701 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

137 珍海楼 中津市新天神町８３５－４ 0979-22-1326 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜

138 瑠璃京 中津市大字島田３６３－１６ 0979-22-1470 健康情報、栄養成分表示

139 くらやダイニング 中津市永添290-1 0979-22-3334 健康情報、エネルギー、野菜 9：00～19：30
http://o-

kuraya.com/group.html

140 リンガーハット大分中津店 中津市東本町５－１２ 0979-24-5705 健康情報、野菜

141 仕出し料理　はな熊 中津市一ッ松265の6 健康情報、エネルギー

142 ワールドコーヒーオークラ 中津市耶馬溪町柿坂 健康情報、エネルギー



店舗名 所在地 電話番号 取組内容 お店からの一言 利用可能時間 アクセス方法 HPアドレス

生涯健康県おおいた２１推進協力事業所（店）　健康応援団～食の環境整備部門～

143 レストハウス洞門－LuxeGarden－ 中津市本耶馬渓町曽木１８４８－１ 0979-52-2432 健康情報、エネルギー、野菜 名勝競秀峰を一望でき、贅沢な空間と時間を過ごせます。 10:00～17:00（LO16:30）
国道212号線沿い、青の洞門の目

の前
http://doumon.com/resthouse/

144 まる 中津市大字一ツ松１９８－２ 0979-23-4233 健康情報、野菜 からだにやさしく!!をモットーに。 15:00～21:00　　不定休 http://karaage-maru.com/

145 cafe&daining&rooms FURIO 中津市大字大塚380-1 0979-64-6687 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜
洗練された空間でお洒落な料理を堪能。生パスタがおすすめで

す！

11:00～23:00、休み：月曜（祝

日の場合は翌日休み）

https://www.facebook.com/furi

o.c.d.r/

146 居酒屋大将 中津市新天神町835-3 0979-25-0707 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜

147 鉄板バル葱屋 宇佐市四日市1398-2 080-2721-6946 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分 新鮮、おいしい、自家生産のねぎをどうぞ！！

148 株式会社モスフードサービス　日田店 日田市大字南友田町519-1 0973-27-6526 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

149 銀寿し 日田市三本松１－１２－４０ 0973-22-3333 健康情報、栄養成分表示

150 ゲストハウス　Ｓａｎｋａｉ 日田市大宮町１１７６－１ 0973-23-7180 健康情報、エネルギー、野菜 四季の食材を新しい調理法にて 日田サッポロビールの眼下に位置

151 金比羅亭 日田市吹上町１２９２－２ 0973-23-6222 健康情報、エネルギー、野菜

152 ハンドメイドキッチンＯＪ 日田市若宮町４３４－１ 0973-24-2788 健康情報、野菜

153 有限会社　寳屋 日田市元町１３番１号 0973-24-4366 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜 11:00～21:00 日田駅から徒歩３分

154 アラスカンカフェ 日田市中城町2-28 0973-24-6327 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分 11:00～18：00　定休水曜日 alaskancafe.com

155 株式会社モスフードサービス　佐伯店 佐伯市中の島1-7-50 0972-22-5115 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

156 カナール有限会社 佐伯市内町４番１７号 0972-23-6522 健康情報、エネルギー、野菜 旬の野菜、安心な野菜たっぷり！ 12:00～14:00　17:00～21:00 http://www.keepcanard.com/

157 寿司源 佐伯市駅前１丁目２－２０ 0972-22-0373 健康情報、エネルギー、野菜 AM11:30～PM9:00 JR佐伯駅から徒歩5分

158 中国料理　大鳳閣 佐伯市内町１－１５ 0972-23-8448 健康情報、野菜

159 有限会社環翠楼 佐伯市大字上岡3399番地1 0972-24-0600 健康情報、エネルギー

160 （株）亀八寿司 佐伯市中村南町７－１２ 0972-22-5818 健康情報、エネルギー、野菜 www.kamehachi-sushi.com

161 愛の里工房 佐伯市本匠大字宇津々2012-4 0974-22-8105 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ
食を通した地域づくりをテーマに健康寿命日本一大分県に賛同

します
7:00～14:00　

国道10号弥生振興局入口より約7

分右手にちょこんと在ります。

http://www.shokokai.or.jp/44/

4440310004/

162 レストランロワーズ 佐伯市稲垣444-1 0972-24-2552 健康情報、野菜、塩分 11:00～22:00 佐伯ＩＣ降りて300ｍ www.lets-begin.info/saik/rowers/

163 レストラン喫茶いさりび 佐伯市城下東町2-37 0972-23-8737 健康情報、野菜、塩分
約４０年もの歴史があり、創業当初から変わらない味は今もな

お愛され続けています。
10:00～21：00（日曜休）

164 株式会社モスフードサービス　大分臼杵店 臼杵市大字野田字六反田168 0972-64-0200 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

165 こだわりうどん甚兵衛 臼杵市井村２１４５－１ 0972-63-5536 健康情報、栄養成分表示、エネルギー

化学調味料・食品添加物を使わず天然だしのみで濃厚な旨み

のだし汁を作っている。塩はミネラル成分たっぷりの自然海塩を

使用している。

AM11:00～PM２:00 PM5:00～

PM8:00

ＪＲ日豊線熊崎駅より300ｍ、北

中学前

166 鳥料理　ゆふ 臼杵市唐人町５組 0972-63-5393 健康情報、栄養成分表示、エネルギー www.green.oit-net.jp/yufu/

167 肉のとり勝 臼杵市畳屋町２－３３５－３ 0972-63-1129 健康情報、栄養成分

168 生活協同組合コープおおいたコープうすき 臼杵市大字臼杵字祇園洲９－１６ 0972-63-1522 健康情報、栄養成分 駐車場６５台あります。 9:30～21：00（売り切れまで） JR臼杵駅より車で５分 www.oita.coop

169 石仏観光センター 臼杵市大字深田８３３－５ 0972-65-3333 健康情報、野菜 地元野菜にこだわった、体にやさしい郷土料理のお店です。
9:00～17:00（食事は、10:00～

15:00）
臼杵ICから車で５分

http://sekibutukankocenter.co

m/

170 レストランやま咲 臼杵市戸室あすとぴあ１０－９ 0972-63-5357 健康情報、エネルギー、野菜 ヘルシーメニューや名物ふぐバーガーなど多数のメニューあります。 11:00～22:00 JR臼杵駅、臼杵ICから車で約10分 www.e-298.com

171 フンドーキン醤油株式会社 臼杵市大字臼杵５０１番地 0972-63-2111 健康情報、栄養表示、塩分 http://www.fundokin.co.jp/

172 富士甚醤油株式会社 臼杵市大字臼杵５５１番の２外６番地 0972-63-3111 健康情報、栄養成分、塩分 http://www.fujijin.co.jp/

173 割烹千扇 臼杵市二王座１８組 0972-62-8299 健康情報、エネルギー、野菜
17:30～21:30（21：00　オー

ダーストップ）

174 アンデス観光（有）臼杵カントリークラブ内レストラン 臼杵市吉小野２９５０－１ 0972-65-2214 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜

175 茶寮　古とや 臼杵市野田254-4 健康情報、エネルギー、野菜 手作り料理を心がけています 12:00～15:00  18:00～21:00
臼杵インターチェンジを降りて、右折後

すぐの場所にあります。

176 菜の花 臼杵市井村塩入1組 健康情報、野菜、塩分 Facebookやっています 10:00～売り切れまで 日豊本線　鶴崎駅そば

177 山庵 臼杵市掛町8組 健康情報、エネルギー、野菜、塩分 臼杵ほんまもん野菜、ほんまもんの魚を利用して作るお弁当です
3日前までにご注文受付、10個以上

で対応
駅から車で5分

178 農民カフェ　臼杵店 臼杵市大字臼杵241-1 健康情報、野菜、塩分 食は農から始まります。農を感じるカフェです。
11:00～17:00　予約があれば夜も

可。月曜日定休。

臼杵駅から徒歩15分　上臼杵駅か

ら徒歩10分
http://hyakushow.com/

179 レストランカフェシーホース 臼杵市野津町842 0974-32-3764 健康情報、塩分 JGAPを取得した金賞米を使用しています 不定（来店時に電話ください） 野津中学校、Ａコープの近くです

180 味の店　まるい食堂 津久見市中央町7-15 健康情報、エネルギー、野菜 マンガの多い店 不定休　10:00～21:00 津久見駅から徒歩5分

181 株式会社　浜茶屋 津久見市大字千怒6029 健康情報、エネルギー、野菜 お客様に喜んでいただけるように毎日努力しております。

11:00～14:30（オーダーストッ

プ）　17:00～20:00（オーダース

トップ）　定休日：月曜日（月曜日

が祭日の場合は火曜日）

津久見駅より3km　津久見市民病

院の200m先を左折

182 ミルキーウェイ 津久見市高洲町3番13号 健康情報、野菜、塩分 国産を使っています AM10:00～PM6:00 駅から2～3分

183 あ祖母学舎ひまわり会 竹田市大字神原１３番地 080-1778-6697 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分 安心安全で地元野菜使用
http://www.asobougakusya.co

m/

184 食堂亀福 竹田市会々３３７６ 0974-63-1803 健康情報、エネルギー、野菜
花水月やさくらまつりで岡のいなり寿司を販売しています。とり天

も好評です。
12:30～15:00 国道４４２号

185 中島園 竹田市大字入田１６－１ 0974-63-3274 健康情報、エネルギー、野菜

186 和らび 竹田市久住町大字久住６１３４－１ 0974-76-0016 健康情報、エネルギー、野菜 久住へお越しの際はお立ち寄りください

187 株式会社和らびTFC　食彩工房WARABI 竹田市久住町大字久住６１７１ 健康情報、エネルギー、塩分 プロの料理人がお客様のご要望にお応えします 9:00～17:00 竹田市役所久住支所より徒歩2分 http://warabi.net/

188 パルクラブ（石窯ダイニングFｕｕ） 竹田市久住町大字有氏８９６番地２２ 0974-77-2941 健康情報、エネルギー、野菜、塩分

久住の杉で手作りした大きなログハウスの中で、大分県産の食

材にこだわり、体に優しい減塩食の手作りハンバーグを提供いた

します

10:00～15:30

大分市→県道４１２号（野津

原）→久住　大分方面より約１時

間

http://hakuai-oita.com/paru/

189 らいす亭 竹田市拝田原７７１－１ 0974-63-3912 健康情報、エネルギー、野菜 ボリュームたっぷり（野菜が多い） 11:00～20:30

190 さふらんごはん 竹田市大字竹田2098番地 0974-62-2039 健康情報、エネルギー、野菜 野菜中心の食事です 11:00～食材なくなると終了



店舗名 所在地 電話番号 取組内容 お店からの一言 利用可能時間 アクセス方法 HPアドレス

生涯健康県おおいた２１推進協力事業所（店）　健康応援団～食の環境整備部門～

191 健康レストラン「日乃出食堂」 竹田市久住町栢木6042-3 0974-77-2344 健康情報、野菜 おばんざい（お惣菜）が食べ放題
11:00～15：00（ランチタイム）

14：30～15：30（カフェタイム）

https://hakuai-

oita.com/shop/hinodel

192 あさの食専 豊後高田市呉崎４６２－６ 0978-22-4637 健康情報、エネルギー

193 トキハインダストリー　豊後高田店 豊後高田市新町２０２６番地 0978-24-0611 健康情報、エネルギー
お客様の安心・安全、健康を願い豊かな暮らしを提案いたしま

す

194 小串商店スーパーバリューまたま 豊後高田市西真玉２４４４-２ 0978-53-4660 健康情報、エネルギー、野菜 できる限り無添加にて商品づくりしています 9:00～21:00 真玉市民センターより約400ｍ http://www.value-tuiteru.com/

195 里の駅　サンウエスタン 豊後高田市香々地３５２２－４ 0978-54-2636 健康情報、エネルギー、食塩 サービス第一、ふれあいの場としての楽しい場所に AM8:00～PM18:00 10号線→213号線沿い

196 大寅屋食堂 豊後高田市新町９９２－５ 0978-24-2357 健康情報、野菜 S55年より味も値段も変えていません。

平日：10:00～15:00・17:00～

20:00  土日祝祭日：10：00～

15：00　定休日：火曜

昭和ロマン蔵さんより徒歩2分

197 ブラジル珈琲舎 豊後高田市高田９７１ 0978-24-3240 健康情報、エネルギー おしゃれなオープンカフェです。コーヒーソフトが人気です。 9:00～17:00

198 カフェ＆バー　ブルヴァール 豊後高田市新町９９２－２３ 0978-22-3761 健康情報、エネルギー 10::00～18:00

199 洋食屋チリン 豊後高田市中央通687 0978-25-6811 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、塩分
可愛い看板が目印、人気の高い洋食メニューを提供していま

す。懐かしい洋食よ味わいながら昭和の思い出に浸ってみては。

11:00～14:00 　17:30～21:00

不定休

200 cafe CACHE＊CACHE 豊後高田市新町899 0978-22-2788 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、塩分

とろとろ＆ふわふわのオムライスとデミグラソースの組み合わせが絶

品。昭和の町の散策に疲れたら、ちょっと一息美味しいスイーツ

もお楽しみいただけます。

11：00～17:00　 定休日：木曜

（不定休あり）

201 株式会社モスフードサービス　大分杵築店 杵築市大字杵築字北浜665-346 0978-62-6006 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

202 横岳ふるさと茶屋　夢のぼり 杵築市大田俣水３１０７－１３ 0978-52-2453 健康情報、エネルギー、野菜

203 洋食屋おわたり 杵築市大字杵築126 0978-63-6550 健康情報、エネルギー、野菜 煮込み料理などがオススメです
11:30～14:00　17:30～20:30

（os） （定休日：木曜日）

204 魚市魚座 杵築市大字守江4775番地の9 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分 11：00～20:00 http://uoichiuoza.net

205 甘味処　台の茶屋 杵築市大字杵築208番地1 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、塩分 地元の食材を使用しています 10：00～16:00 水曜定休 ホームページを見てください http://dainochaya.com/

206 中国食事処　点心嬉楽 杵築市大内3406-3 0978-62-5011 健康情報、野菜、塩分
11：30～15：00/17：00～

21：30 定休日：木曜日

207 杜の茶屋　かくまさ 宇佐市南宇佐２２１３－１ 0978-37-0581 健康情報、野菜、塩分 宇佐神宮参拝時の休憩・食事処 9：00～17：30
東九州自動車道宇佐ICから10分、

宇佐駅から10分
http://www.usakakumasa.com

208 リンガーハット大分宇佐店 宇佐市大字石田字持田２００－２ 0978-34-9411 健康情報、野菜

209 津房館 宇佐市安心院町六郎丸４７７－２ 0978-48-2208 健康情報、エネルギー

210 魚処　丸萬 宇佐市大字高森７３７－２ 0978-37-3771 健康情報、エネルギー

211 惣菜　ひまわり 宇佐市四日市鬼枝１０４－２ 0978-33-0063 健康情報、エネルギー、野菜

212 スナック　千和＝由美 宇佐市四日市1645-12　リリックUSA7号 健康情報、野菜 料理とおしゃべりの好きなママさんです PM8:00～AM0:00

213 カフェテラス　早雲 宇佐市神子山新田121-2 健康情報、野菜
10:00～17:00（定休日：水曜

日）

214 いんないからあげ巧 宇佐市安心院町櫛野126 健康情報、塩分 食材にこだわった商品づくりを行っています。 11:30～19:30 www.karaagetakumi.com

215 PEOPLE  STATION 宇佐市南宇佐761-1 0978-37-3088 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分 10:00～17：00

216 お弁当・お惣菜　みつば 宇佐市法鏡寺290-1　服部第３ビル１０３号 0978-25-6680 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分 手作り弁当で他のお弁当屋にないメニューもあります 11:00～20：00
https://facebook.com/328mitu

ba

217 道しるべ 宇佐市和気819-1 0978-37-2863 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、塩分 9:00～18：00 月曜定休

218 炭火焼一Ban星 中津市大字島田350-16（日ノ出町アーケード内） 0979-64-7727 健康情報、野菜
http://foodplace.jp/ichibanbosi

04091menu

219 株式会社モスフードサービス　大分三重店 豊後大野市三重町赤嶺1975 0974-22-7117 健康情報、栄養成分表示、エネルギー、野菜、塩分

220 株式会社ますの井 豊後大野市三重町市場９５番地 0974-22-1050 健康情報、野菜 県内トップクラスのスポーツホテル www.masunoi.com

221 寿司割烹　にし村 豊後大野市三重町市場１６６７ 0974-22-2415 健康情報、野菜

222 有限会社清川ふるさと物産館　夢市場 豊後大野市清川町砂田１５７４番地１ 0974-35-2117 健康情報、栄養成分 農から地域を盛り上げる！ 7:30～18:00

大分自動車道、大分米良ICより車

で約４０分（国道１０号・502

号）

http://www.mitinoeki-

kiyokawa.com/

223 日韓亭 豊後大野市清川町砂田１５６７－４ 0974-35-3022 健康情報、エネルギー
石焼きビビンバの野菜は、清川町産を使っています。また金ゴマ

を利用して、チヂミを焼いています。

11:00～18:00 18時以降は予約

のみとなります。
道の駅きよかわ内

http://www.mitinoeki-

kiyokawa.com/

224 レストラン福寿草 豊後大野市朝地町板井迫１０１８－１ 0974-72-0066 健康情報、エネルギー、野菜

225 レストハウスひまわり 豊後大野市千歳町新殿６７１ 0974-37-2225 健康情報、エネルギー、野菜 旬の野菜を使用したメニューを提供しています。 11:00～20:00 千歳ＩＣをおりてすぐ

226 やきとり　小吾郎 豊後大野市三重町赤嶺２９９３－５ 0974-22-3316 健康情報、野菜

227 有限会社ことぶきや 豊後大野市三重町市場１３０３番地 0974-22-0255 健康情報、エネルギー、野菜

228 翠の風薫る館 豊後大野市大野町屋原１４７８－１ 0974-34-3838 健康情報、野菜

229 農家民宿さくら 豊後大野市緒方町馬場３９４－８ 0974-42-2245 健康情報、野菜 旬の野菜を使用するので、メニューはおまかせください。 受け入れPM2:00～翌日AM10:00 ＪＲ緒方駅から徒歩５分

230 小麦の家　鈴 豊後大野市千歳町下山1639番地 0974-37-2767 健康情報、野菜

231 森のcafeゆるり 豊後大野市三重町秋葉632 0974-22-7811 健康情報、エネルギー、野菜 大きな窓から森が望める開放的なカフェ
11:30～16:00(L.O.) 定休：水

曜、第1,3木曜
JR三重町駅から車で３分

232 由布の丘プラザ 由布市湯布院町川西1200-8 097-785-2525 健康情報、野菜 各種の宿泊研修ができます 終日(年末年始のみ休業) 湯布院IC入口より水分方面に約1㎞ www.yufu-plaza.com

233 湯布院スポーツセンター 由布市湯布院町川西1200-1 097-785-2525 健康情報、野菜 各種の宿泊研修ができます 終日(年末年始のみ休業) 湯布院IC入口より水分方面に約2㎞ sportscamp.jp

234 梅園の里 国東市安岐町富清２２４４ 0978-64-6300 健康情報、野菜 西日本屈指の天体望遠鏡を備える宿泊施設です。
12～4月AM10:00～PM7:00、5

～11月AM11:00～PM9:00
大分空港道路安岐ICより20分 www.oct-net.ne.jp/~infbaien/

235 中国料理　国東飯店 国東市国東町鶴川1290-1 0978-72-0838 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分

236 ラーメン・カフェ明星 国東市国見町竹田津3580-5
090-2592-3646

0978-84-0789
健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分 国東半島と大分の山海の幸を食べて健康になろう！！

11:00～14：00　17：00～

20：30

車：大分空港より50分、宇佐駅より

40分、周防灘フェリー竹田津港より

900メートル

http://www.shokokai.or.jp/44/

myojyo/index.him



店舗名 所在地 電話番号 取組内容 お店からの一言 利用可能時間 アクセス方法 HPアドレス

生涯健康県おおいた２１推進協力事業所（店）　健康応援団～食の環境整備部門～

237 かのや 東国東郡姫島村２０７９－１ 0978-87-2870 健康情報、塩分

http://www.himeshima.jp/kank

o/gourmet/restaurants/index.ht

ml

238 ダイニングカフェ　インディゴ 速見郡日出町豊岡931-2 0977-72-3640 健康情報、エネルギー、野菜、塩分
地産地消にこだわった料理をリラックスできる空間でお楽しみ下さ

い。

AM10:00～PM22:00　定休日：

木曜日（祭日は営業）

http://www8.ocn.ne.jp/~indigo

/index.html

239 レストバー　オルメカ 速見郡日出町3889番地グリーンコーポふじの　1F 0977-72-0044 健康情報、エネルギー、野菜、塩分 和・洋・中の豊富なメニューがあります。
お昼12:00～14:00　夜17:00～

24:00
JR暘谷駅徒歩5分

240 cafe de All 日出町3858-6 090-7296-0711 健康情報、エネルギー、野菜、塩分 地元野菜を使った料理を提供しています。 11:00～18:00　定休日：木曜日
http://cafedeall.wix.com/cafede

all

241 飯田高原ドライブイン 玖珠郡九重町大字田野173－4 健康情報、エネルギー、野菜

242 スーパースーパー本松屋 玖珠郡九重町恵良534番地の1 0973-76-2317 健康情報、ｴﾈﾙｷﾞｰ、野菜、塩分 手作りにこだわったお惣菜が沢山あります
9:00～19:00(定休日：第三日曜

日)
なし

243 ふるさとキッチンかのん
玖珠郡九重町大字右田１９１８－１４　九重ふるさ

と館内
0973-73-4008 健康情報、野菜 九重の食材をふんだんに使って料理を提供しております 11:00～17:00

大分自動車道　九重ＩＣより車で

５分
http://www.fk-kanon.com/

244 とうふ工房　さくら草 玖珠郡九重町田野１７２６番地の３４４ 0973-79-3118 健康情報、エネルギー

245 魚屋 玖珠郡九重町粟野１１４６－８ 0973-76-3095 健康情報、エネルギー

246 わいたの庄 玖珠郡九重町大字菅原１８０５ 0973-78-8128 健康情報、エネルギー、野菜

247 龍門茶家 九重町大字松木１７７３－３ 0973-76-3310 健康情報、エネルギー、野菜
http://www.mirakuru.jp/ryuum

oncyaya/sp/4.html

248 ゆつぼ亭 九重町大字湯坪１１０４－３ 0973-79-2698 健康情報、エネルギー 地産地消を心がけています。 http//www.yutubotei/com/

249 タネトネ 玖珠郡九重町田野1624-92 0973-73-3878 健康情報、野菜 11：00～17:30　OS 火曜定休

250 フーズ＆ギャラリー　weed 玖珠郡九重町田野下野1666 0973-79-2007 健康情報、野菜

夏（４～１１月）10：00～18：

00　冬（12～３月）10：00～

17：00 不定休
251 お菓子の家　えいらく 玖珠郡玖珠町塚脇３１７－１ 0973-72-0211 健康情報、栄養成分表示

252 おかず屋　もり 玖珠郡玖珠町塚脇２３４－１ 0973-72-5111 健康情報、エネルギー

253 茶房　花椿 玖珠郡玖珠町塚脇７８４ 0973-72-3940 健康情報、エネルギー、野菜、塩分

254 居酒屋みよし 玖珠郡玖珠町塚脇３３７ 0973-72-0344 健康情報、野菜

255 旬菜　cafe　ひだまり 玖珠町大字森5199-2 健康情報、野菜
自家栽培の野菜を色々アレンジしたお料理をワンプレートに盛り

合わせ、体がとっても喜ぶランチを提供しています。

10:00open、17:00close　ランチ

11:30～なくなり次第終了

玖珠インターより右に耶馬溪、中津

方面へ約15分直進、右手にありま

す。

256 なかやしき 玖珠郡玖珠町大字帆足330-13 健康情報、野菜 日田焼きそばがおすすめです
11:00～14:00,17:00～3:00、

不定休
協心橋近く

257 中津からあげ　げんきや玖珠店 玖珠郡玖珠町塚脇629-3 健康情報、エネルギー、野菜 健康を応援します、髪きっ亭の横にあります。 11：00～20:00(不定休)


