
10 花とり
n別府市元町15-2 a11:00～14:00／18:00
～（売切次第終了） bランチ／月曜、夜／日、
月曜 x080-6445-3454（黒沢） Pなし 
■地図 C-6 ★500円ランチ

01 一力
n別府市駅前本町6 - 37  a17:00～24:00  
b木曜 x0977-24 -6783  P12台
■地図 E- 4
★極上ロース 1,250円 

02 海爺と山爺
n別府市北浜2-7-31 万代屋ビル１階 a17:00
～24:00（LO23:30） b月曜（祝前日の場合は
翌日） x0977-23-6722 P２台 ■地図 E- 5 
★漁師めし 1,350円

04 ETHNIC FOOD & BAR Chaan
n別府市駅前町9-9 山光荘ビル１階 a18:00
～23:00 b月曜 x0977-23-7979 Pなし 
■地図 D-3
★トム･ヤム･クン 850円

05 お好み焼き 居酒屋 より道
n別府市秋葉町6-31 a11:30～14:00／18:00
～22:30 b木曜 x0977-22-5048 P２台 
■地図 C-4
★日替わりランチ 500円

06 お好み焼き うた乃
n別府市駅前町6-11 a18:30～1:00 b日、
月曜 x0977-21 -0521 Pなし ■地図 D-4
★和風ちゃんぽん 750円  

08 お食事処 とよ常  北浜本店
n別府市北浜2-13-11 ホテル雄飛1階 a11:00～
14:00／17:00～22:00 b水曜 x0977-22-3274 
P20台（昼）※夜は宿泊客と共用 ■地図 E- 6
★特上天丼 680円

07 お食事処 とよ常  駅前店
n別府市駅前本町3-7  a11 :00～14 :00／
17:00～22:00 b木曜 x0977-23-7487 Pなし 
■地図 E-3
★特上天丼 680円  

09 海鮮いづつ
n別府市楠町5 - 5 a11:00～15:00／18:00
～23:00（LO22:00） b月曜 x0977-22-2449 
Pなし ■地図 C-5
★海鮮丼定食 980円

11 cafe & gallery CUE CAFE +
n別府市駅前本町９-20 a10:00〜17:30 
a日曜・祝日 x090-3419-7690（キベ） Pなし
■地図 F-3
★野菜のグリーンカレー 700円  

12 Cafe & bar Gallery UniON 
n別府市北浜2-7-32 a11：30～16：00（LO15：
30）／18:30～2:00（LO1：30） bランチ／火曜 
x0977-25-8425 Pなし ■地図 E-5
★鳥天南蛮プレート 700円 

13 CAFE TO BEER COBACO
n別府市北浜2-2-34 a火～金曜：12:00～
15:00（LO14:00）火～木曜、日曜：17:00～
23:00（LO22:00）金、土曜：17:00～24:00

（LO23:00） b月曜 x0977-26 -6015  Pなし
■地図 E-5 ★ランチセット 1,000円

14 cafe hearty
n別府市駅前本町1-14 柴田ビル 1 階 a9:00
～22:30（LO22:00） b日曜 x0977-23-7223 
P１台 ■地図 E-4
★モーニングセット 500円 

15 カレー酒場 Route10 
n別府市北浜1-15 -11 愛媛屋ビル１階  a月～
水、金、土曜：12:00～14:00（LO13:30） 月～木
曜：18:00～2:00（LO1:30） 金、土曜：18:00～
3:00（LO2:30） b日曜 x0977-75 -8272 P2台
■地図 E-6 ★国道オムカレー 880円  

16 カレーハウス なつめ
n別府市北浜１- 4 -23 a11:20～18:00 b水
曜 x0977-25 -3007 Pなし ■地図 D-5
★ヒレカツカレー 1,000円

17 韓国風ろばた 高麗房
n別府市元町5-8 a18:30～2:00  b月曜 
x0977-26 -0454 Pなし ■地図 D-5
★蒸し豚 840円

20 ぎょうざ専門店 湖月
n別府市北浜1-9-4 a14:00～21:30 b火曜 
x0977-21-0226 Pなし ■地図 E-5
★焼餃子 600円

19 喫茶なつめ
n別府市北浜1-4-23 a当面11:00～20:00

（LO19:30）（通常9:30～21:00 LO20:30） b
不定 x0977-21-5713 Pなし ■地図 D-5
★抹茶三昧 700円

21 珈琲 しんがい
n別府市楠町10-2 a9:30～18:00 b日曜
x0977-24-1656 Pなし ■地図 C-5
★モーニングセット 550円

22 小料理 はすみ
n別府市中央町2-18 a11:00～14:00／
17:00～23:00 bランチ／水曜、夜／不定 
x0977-22-5767 Pなし ■地図 C- 4
★日替惣菜 300円～  

24 ジェノバ
n別府市北浜1-10-5 a15:00～24:00 b月
曜（祝日の場合は翌日） x0977-22-6051 P
なし ■地図 E- 5 ★ストロベリーキュービッ
ク：コーン360円／カップ410円

25 四季魚遊 いづつ
n別府市元町10-14新宮ビル a18 :00～
24:00 b月曜 x0977-24-1115 Pなし
■地図 D- 5
★関さば・関あじ贅沢盛り 2,000円

26 Japanese Dining とことわ
n別府市楠町3-8 a18:00～24:00 b日曜 
x0977-22-8675 Pなし ■地図 C- 4
★豊後赤鶏のたたき 880円

28 昭和居酒屋 夢蔵
n別府市元町7-14 a18:00～2:00 b月曜 
x0977-25-3858 Pなし ■地図 C- 5
★ホルモン炒め（塩／タレ） 各940円

27 旬和菜 すが乃
n別府市北浜1-5-5 a11:30～14:00／17:30
～22:30（LO22:00） b月曜 x0977-23-3831 
Pなし ■地図 D- 5
★鳥天定食 850円  

23 茶房 信濃屋
n別 府 市 西 野 口 町 6 - 3 2  a9 : 0 0～2 1 : 3 0

（LO20:45） bなし x0977-25 -8728 P8 台
■地図 F- 1
★だんご汁定食 850円
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18 韓国料理店 うさぎととら

n別府市元町3-1 a18:00～24:00 b不定
x0977-23-7255 Pなし ■地図 D-4
★チャプチェ 800円  

※８月いっぱい改装のためお休み

03 海爺と山爺のお婆んち
n別府市北浜2-1-20 クリエイト・アンドーⅡ
２階  a11:00～15:00（LO14:30）／18:00～
1:00（LO24:00） bランチ／月曜、夜／日曜（祝
前日の場合は翌日） x0977- 26 - 0373 Pなし 
■地図 E-5 ★一升枡のとり天（ランチ） 950円

中心市街地エリアのBP加盟店 掲載情報はすべて2011年７月４日現在のものです。


