
【料飲店組合加盟店舗情報】

☎0120-300-444

㊳(有)日新食品

㊴ぽんぽこの里 ☎0837-54-2112

㉒竹筒庵（ささえあん）        ☎0837-53-1721

美祢市大嶺町東分２７０－１
     美祢グランドホテル１Ｆ
定休日なし（年末元旦を除く）
新鮮で旬な海の幸・山の幸を
中心に彩り鮮やかな一品逸品
を堪能されながらゆっくりと
「和の空間」を味わえます。

美祢ＩＣから車で5分
ＪＲ美祢駅から徒歩3分
客室総数58室
チェックイン16：00～
チェックアウト～10：00

美祢市伊佐町伊佐3942-9
買い物難民の救世主
巡回スーパーあきら号
山間部を巡回しています
見かけた方はお声を
掛けてください。

⓭菊美食堂 ☎0837-52-2278

美祢市伊佐町伊佐北川3876

昭和の香り漂う昔ながらの食堂です。

赤ちょうちんが目印(*^_^*)

美祢市東厚保町山中989-1

仕出し・各種惣菜・弁当

☎0837-52-0035☎0837-53-0736

美祢市大嶺町東分3428-4

pm7：30～ am1：00
定休日　毎週月曜日

➒一休

美祢市大嶺町東分253-10

広いラウンジ　完全予約制

㊲(有)村岡食品 ☎0120-72-0966

㉛居酒屋 山美⓰スナック 花 ㉓磯ふじ ☎0837-53-0336

⓯キャビン

☎0837-53-1727

美祢市大嶺町東分270-1
　　美祢グランドホテル1Ｆ
定休日　無し　19：00～1：00
客席45名　広い空間の店
飲み放題　30分1000円（税別）
ゆっくり安心して飲めるお店

美祢市大嶺町奥分3118-1
ぽんぽこ焼きが名物
自然に囲まれた山あいの
カフェとレストランです。
広い駐車場も完備、地元
の新鮮野菜直売ありドライブの休憩にどうぞ

☎0837-52-0205

☎0837-52-0108

美祢市伊佐町伊佐4823-16

老舗割烹
宴会も賜ります。
弁当　配達もします。

⓮ふるあさ㈲

㉝スナック ロータリー

美祢市大嶺町東分3138-4　　駅から2分
営業時間：18：00～23：00
定休日：日・第三月曜
和食を中心とした居酒屋
です。お子様やご年配の
方までご家族でも楽しめる
お店となっております

㉜ｄｕｅ

☎0837-52-4855

美祢市伊佐町伊佐4753
営業時間：　10：00～17：00
定休日   ：  毎週　日・月曜日
伊佐の町中にあるレストラン
オムライス・ちゃんぽんがお勧め

㊵美祢葬祭(有)

☎0837-54-0002

㉑ラウンジシャトーＲ

☎0837-54-0240

➑給食仕出しｾﾝﾀｰまるは❷たまりば えい太

➐和 屋（なごみや）

山口県美祢市美東町大田5615
営業時間【昼】11：00～14：00
　　　　【夜】17：30～22：30
定休日　月曜日
テイクアウトの注文も承ります。

　　　（昼定・カラオケ） ☎08396-2-0249

☎0837-54-2430

美祢市大嶺町北分1153
9：00～20：00
年中無休
国道316号線沿い
ドライブイン

美祢市大嶺町北分1275-1
お弁当・オードブル等
リーズナブルで中身も充実

❶味あい
気軽に利用できる和食中心の定食屋。
刺身・寿司・天ぷらを中心したシンプルでおいしい
和風御膳、豚ロースカツ、鶏の唐揚げ、丼物、うど
ん等を堪能できます。また弁当・オードブルの注文
も承ります。
昼：11：00～14：00　夜：17：00～20：00
定休日：水曜日(臨時休業あり、食べログ掲載中
十文字交差点の鯉のぼりやのぼりが目印！

☎08396-5-1508

⓳串焼き居酒屋　厚狭川

☎0837-53-0953

㉕スナック ルパン

㉖味楽庵 ☎0837-52-4714

美祢市大嶺町東分3429-9
お好み焼き・鍋焼きうどん・揚げ物

16：00～23：00
定休日：第1・第3日曜日
＊毎週土曜日　寿司半額セール

㉔やきとり ゆう ☎0837-53-0013

美祢市大嶺町東分3428
定休日　毎週月曜日
16:00～22:0016：00～22：00
まろやか旨味たっぷり、熟成鶏串やこだわ
り歯ごたえの長州黒かしわ串をご賞味くだ
さい。アットホームな居酒屋です。
小宴会も大歓迎　！　（要予約）

⓱パピヨン ☎0837-53-0076

定休日：日曜　6：00～2：00

個室あり・広間で宴会もできます。

美祢市大嶺町東分3428-2

定休日：日曜日　19：00～24：00

美祢市秋芳町嘉万3195
定休日　不定期
仕出し・お弁当他
要予約

☎0837-64-0011

❸道の駅みとう ☎08396-2-2500

美祢市大嶺町北分1275-1
昼11：00～14：00
夜17：00～21：00
定休日毎週月曜日
第3日曜日
国道316号線沿い定食　他

❿朝日館
美祢市於福町金山1区

定休日火曜日
営業時間
11：00～20：00
激辛ちゃんぽん誕生の店

美祢市美東町真名2256
定休日　毎週火曜日
11：00～15：00
17：00～21：00
Lo:14:30
Lo:20:15

☎08396-5-0413

❹お食事処 山村 ⓫道の駅おふく ☎0837-56-5005

国道316号線沿、特産品や地元の野菜売場、
レストラン、シャーベット工房、於福温泉
のある道の駅です。
（売場）8：30～18：00
（温泉）10：00～21：00
（最終受付20：00）定休日★毎月第2水曜
於福町上4383-1

❺一○食堂 ⓬㈱ＡＫＲ Ｇｒｏｕｐ  ☎0837-53-1096

美祢市美東町大田5439-1

*交流館　（お土産・観光情報）
　　　年中無休  8:00～17:00

*レストラン古那
　（食事処）

☎08396-2-5061

☎0837-56-0813

☎0837-53-0631

　不定休　10：30～17：00（ＬＯ）　17：
30　閉店

笑顔の大仏くんモニュメント
が出迎えてくれる道の駅。
河川公園では、カモや鯉も
お出迎え。
特産の「美東ごぼう」を
使用したメニューや加工品が
揃っております。

☎0837-53-1771

美祢市大嶺町
東分吉則中

　営業時間　17：00～23：00
　定休日　　なし
自慢の焼鳥と、
こだわりの一品料理
美味しいお酒を是非

⓴美祢グランドホテル

⓲落武者

美祢市大嶺町東分3429-3

定休日：日曜日　20：00～24：00

㊷酒菜　ふらっと

美祢市大嶺町東分3430-1
17：30～不定期
定休日：毎週水曜日

ﾒﾆｭｰが豊富
個室3部屋あり
宴会24人までOK

㉟ぶち酔い亭 ☎0837-52-1303

☎0837-53-2919

☎0837-52-1681

美祢市大嶺町東分3428-8

〆の鍋焼きうどんとちゃんぽんは絶
品です！

☎0837-52-0953

　　　　　　　要予約
定休日：日曜　19：00～24：00

㉘スナック ＳＡＣＨＩ

㉗光寿
(カラオケルーム）

㊶居酒屋　一
手作りパンが自慢のキッチンです。
美祢市大嶺町東分2610-1
　国道４３５号線沿い
営業時間 11：00～20：00
　（日祝は11:00～17：00）
定休日 毎週月曜日・第3日曜日
（月曜が祝日の場合、翌火曜が振替日）

㉞ひろなカフェ ☎0837-53-0056

美祢市大嶺町相行

葬祭式場
　美祢小松会館　52-4444
　さくら会館　　52-4280

美祢市伊佐町5393-1　　　☎0837-52-5666

☎0837-57-0008

❻海季鮮はらだ ランチ・居酒屋

 原田商店  弁当・仕出しオードブル

美祢市秋芳町別府2713-1
定休日　★居酒屋/日・月
★ランチ/土・日・祝　★仕出し/年中無休

　　　お刺身が新鮮です！！

会員募集中！！
山口県飲食業生活衛生同業組合

美祢支部

＜連絡先＞
Tel: 0837-52-0434
Fax:　0837-52-0464

☎0837-53-4222
美祢市大嶺町東分3431-36
カウンター席含め10席余りの
こじんまりとした静かな空間。
家庭料理やおばんざい中心
のお店です
気軽にお立ち寄りください

☎0837-52-4139

美祢市大嶺町東分3437-9
定休日　日曜日　19：00-2：00
黒と赤をベースにしたムードたっぷ
りのイタリアンバー
地元の食材を使ったメニューがたく
さん！

美祢市豊田前町麻生下
187-9　定休日：水曜日
うどん：11：00～14：00
居酒屋：18：00～23：00
大小宴会承ります。昼間はうどん屋
夜は居酒屋で営業しております。

定休日：第1日曜・毎週月曜
10：00～1800（夏期は19：00）　Ｐあり
10種類以上の野菜サラダ、地元の方の手作り
パン、オリジナルブレンドコーヒー、デザー
トは2種類の評判のパンランチです。ギャラ
リーも併設されています

☎0120-58-0977

美祢市大嶺町西分10368

豆腐・油揚げ類・氷・お惣菜・各種弁
当・オードブル・仕出し

㉚一寸料理 圭 ☎0837-52-0300

美祢市大嶺町東分3153-2
定休日：日曜日
17：30～22：00

新鮮なお魚・和食中心の
お店　駅から歩いて2分

㉙スナック ＪＯＹ
☎0837-52-3233

㊱ｶﾌｪｷﾞｬﾙﾘ とりのこ

美祢市大嶺町
東分3405-3

定休日：日曜日
19：30～1：00


