
 

 

店 名 主なメニュー 連絡先&営業時間 備 考 

 

あいぼう屋食堂 

 

ビーフカレー 780円  

ご自宅で作れるいちご飴セット 2,100

円～     他  お問合せください 

0977-84-5034 

11：00～17：00 

不定休 

要予約 基本テイクア

ウトですが近隣は配達

できる場合があります 

 

アブタール 

（インド料理レストラン） 

カレー弁当        ５００円 

プレーンナン弁当    ５５０円 

         他  お問合せ下さい 

0977-85-2878 

9：00～18：00 

 

期間限定 

令和 2 年 6 月末まで

10％ＯＦＦ‼ 

 

炙り屋 浩二 

（榎屋旅館内） 

やきとり 10本おまかせ 1,500円 

チヂミ 900円  とり天 700円 

         他  お問合せください 

0977-85-2285 

昼 11：30～13：30  

夜 18：00～20：00  

来店前に要予約 

近隣は配達します 

 

居酒屋ぐっさん 

 

 

ぐっさんオードブル   3,500円 

080-3904-5283 

18：00～22：00 

定休日 日曜日 

 

来店前に要予約 

石臼挽き 

手打ち十割蕎麦 

温川（ぬるかわ） 

宅配又は店頭販売(店頭販売値引有)

宅配 十割生そば 150ｇ 540円 

         他  お問合せ下さい                 

0977-85-3298 

前日要予約、当日の場

合確認のお電話ください 

冷凍保存可 

自宅で茹でるだけ  

そばつゆ付き 

 

お食事処 玉 

 

とり天 750円 とり唐揚げ 750円 

串揚盛り合わせ（7本）850円 

        他  お問合せ下さい 

0977-85-3326 

15：00～20：00 

定休日 水、木曜日 

来店前要予約 

店頭渡しのみ 

 

割烹サトウ 

 

巻き寿司 400円  とり天 800円 

豊後牛焼肉丼 1,200円 

        他  お問合せ下さい 

0977-84-3414 

昼 10：30～14：00 

夜 16：00～19：30   

定休日 火曜日 

2,000 円以上町内配

達できます 

 

cafe et BarBartholdi 

       (バルトルディ) 

大分和牛ビーフカレー 500円 

本格コーヒー（アイス・ホット） 200円 

0977-76-8635 

11：30～14：00 

事前にお問合せ下さ

い 

 

かわ・にし 

 

#コロナに負けるな湯布院応援弁当

（企業・お店） ３５０円 

お弁当 ５００円～（個人） 

0977-84-2907 

9：00～16：00 

不定休 

配達等はご相談くださ

い 

 

こはるうどん 

 

カツ重 500円 親子丼 450円 

チキン南蛮 500円 牛丼 500円 

        他  お問合せ下さい 

0977-84-2412 

11：00～16：30 

定休日 火曜日 

来店30分前に要予約 

4/18～5/1 までお休

みします 

 

コミチカフェ 

 

日替わり弁当 540円  

ドライカレー 600 円 おかずの詰め合

わせ 600円～ 他 お問合せ下さい 

0977-84-2611 

9：00～17：00 

定休日 水、第３木曜日 

前日までに要予約 

町内は配達します 

 

Siesta （シエスタ） 

 

大豆ミンチのタイ風キーマカレー680円 

大豆ミンチの坦々丼 680 円 大豆ミー

トのベジタブル唐揚げ丼 680 円 

0977-85-4070 

10：30～17：00 

不定休 

近隣は配達します 

ベジタリアンメニュー 

 

食事のお持ち帰り＆配達のお店はココ 
ご自宅でのお家ごはんや職場でのランチなどにご活用ください  

 



店 名 主なメニュー 連絡先&営業時間 備 考 

 

てっぱん焼き 由布庵 

 

お好み焼き５４０円～ 焼きそば８４０

円～オムライス６００円～ 三色いなり

３８０円～    他 お問合せください 

0977-84-2023 

11：00～20：00 

不定休 

5月末まで全商品 

１００円値引 

 

トラットリア ディアナ 

 

ディアナパスタ 700円 

ディアナピザ 1,000円+箱代 100円 

        他  お問合せください 

0977-84-7375 

昼 11：30～13：00 

夜 17：30～20：00 

火、第 2、4 水曜日休

み 配達は10：30まで

に要予約 

 

盆地うどん麺一 

 

ごぼう天うどん ７７０円 とり天 ９７５円  

黒毛和牛うどん ９９０円 

天ぷら各種  他 お問合せ下さい 

0977-85-3782 

11：00～15：00 

火、第 4水曜日 休み 

うどんの出汁はご家庭

で温めてください 

 

由布院うどん田舎庵 

 

田舎庵のおべんとう  660円 

ごぼ天うどん・そば 780円 

 他 お問合せ下さい 

0977-84-3266 

11：00～15：00 

不定休 

来店 30 分までに要予

約 

 

由布院燻製工房 燻家 

 

 

由布味バーガー   650円 

0977-85-5086 

9：00～17：00 

定休日 火曜日 

 

来店前に要予約 

 

由布まぶし心 

 

豊後牛重 2,850円 

鰻重 2,950円 地鶏重 2,600円 

         他  お問合せ下さい 

0977-85-7880 （ 金

鱗湖本店）0977-84-

5825（駅前店） 

来店前に連絡頂けると

お時間に合わせて作り

ます 

洋食の店 

la porte （ラ・ポルテ） 

おまかせ弁当 500円 

オードブル  3,000円 

0977-85-2390 

11:30～14：00 

定休日 木曜日 

来店前に要予約 

店頭渡し 

 

La Verveine 

（ラ・ヴェルヴェンヌ） 

お惣菜盛り合わせＢＯＸ 1,080円 

オードブル  5,400 円  特製ケーキ       

他  お問合せ下さい 

0977-85-7829 

12：00～15：00 ランチ 

18：00～22：00ディナー 

月曜日休み、日曜日

ランチのみ営業 

前日までの要予約 

 

ラーメン侍 

 

ラーメン 700円～ 

他トッピングメニュー有 

       

0977-76-5232 

11：00～21：00 

 

 

ラーメン天国 

 

チャーハン 500 円 キムチチャーハ

ン 550円 ギョーザ 300円  

おでん各種 他  お問合せ下さい 

0977-85-3801 

11：00～21：00 

不定休 

 

お持ち帰りのみ 

 

料理店 居酒屋 八縁 

 

日替わり弁当 580円～ 

特選和牛丼 980 円 お惣菜いろいろ

200円～ 他  お問合せ下さい 

0977-85-3080 

11：30～無くなり次第終了 

月、第 4日曜日休 

お電話でのご予約を承

っております 

 

レストラン南の風 

 

手打ちピザ 1,400円～ 

イタリアン弁当 1,800円  

イタリアンオードブル 3,500円 

0977-84-5301 

8：00～15：00 

18：00～21：30  

定休日 火曜日 

弁当、オードブルは予

約のみ 

 

和食 もみじ 

 

国産ハーブ鶏唐揚弁当 600円 

海老と野菜の天ぷら弁当 600円 

だし巻き 700円 他 お問合せ下さい 

090-2395-0930 

10：00～19：00 

定休日 日曜日 

 

ご来店のみ（応相談） 

  ※営業時間、定休日については変更になる場合がございます。 

お店へ買いに行かれる際は、ウイルス感染拡大防止へのご協力をお願いいたします。 

なるべく１人か２人で、人と人との距離を保って、マスク着用か咳エチケットを忘れずに。 

                         由布市商工会湯布院支所、湯布院町料飲業組合、由布院温泉観光協会 


