
Tel.097-534-4129
●営
●所
●席　　　　●P            ●休　　　　　●交

大分市 にくの蔵
焼肉銀山亭

おおいた和牛ダイニング
IMAGIN

Ginzatei (Yakiniku) IMAGIN (Oita Wagyu dining) SA-COO (Teppanyaki)

En-En (Yakiniku)

別府市 てっぱん焼き
作   SA-COO

別府市 焼肉 円円

大分市

九重町

当プランは必ず事前に利用店舗へお客様ご自身でのご予約が必要です。各店舗に電話で予約の後、専用サイトからクーポンをご購入ください。
詳しい購入方法などは裏面をご覧ください。

〈注意事項〉店舗により、定休日、営業時間、料理内容等が異なります。掲載した料理写真等は予告なく変更する場合があります。
　　　　　 詳細は店舗毎の情報をご確認ください。

18:00～22:30（入店21:30/LO22:00) 
大分市都町2-6-16 第２尾野ビル1F
96席　　なし　　不定休　　大分駅から徒歩約12分

写真は12,000円コース

Tel.0977-76-8787

 8,000円コース ▶前菜盛り合わせ、生ハム
サラダ、海鮮焼３種、おおいた和牛ヒレステー
キ80g、薄焼き又は白御飯、赤出汁、久住高
原ジェラート、食後のコーヒー（お一人様）

 12,000円コース ▶前菜盛り合わせ、ロースト
ビーフサラダ、特選にぎり寿司、海鮮焼３種、おおいた和牛ヒレステーキ
100g、薄焼き、赤出汁、久住高原ジェラート、食後のコーヒー（お一人様）

 8,000円コース ▶（3～4名様）
特上ロース、特上カルビ、上マクミ、上タン、
特上ホルモン

 12,000円コース ▶（5～6名様）
特上ロース、特上カルビ、上マクミ、上タン、
特上ホルモン、赤身モモステーキ

写真は8,000円コース

●営

●所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●席　　　　
●P            ●休　　　　●交

ランチ 11:00～14:00 (LO13:30)
ディナー 18:00～22:00(LO21:30)
別府市野口元町1-3 フジヨシビル2F　　 35席（個室あり）
なし　　木曜　　別府駅から徒歩約1分

Tel.0977-23-1991
●営　　　　　　　　　　●所
●席　　　　●P            　　　　　　●休　
●交

17:00～23:30　　　別府市北浜1-746-15
54席　　有り（要問合せ）　　水曜（休前日の場合営業）
別府駅から徒歩約5分

写真は12,000円コース

Tel.097-532-2915
●営
●所
●席　　　　●P            ●休　　　　　　●交

11:00～23:00（LO22:00) 
大分市中央町1-2-17 大分オーパ(OPA)4F
76席　　なし　　年中無休　　大分駅から徒歩約5分

Tel.097-574-8506
●営

●所
●席　　　●P            
●休　　　　
●交

火～土曜18:00～26:00(LO25:30)
日曜18:00～23:00(LO22:00)
大分市中央町157 一慶ビル1F
8席　 なし　　
月曜　　
大分駅から徒歩約7分

●営

●所
●席　　　　●P            
●休
●交

ランチ11:30～14:30(LO13:30)
ディナー17:30～21:30(LO20:30)
別府市北浜1-4-28 笠岡商店ビル2F
30席　　なし　　
月曜（水曜日ディナー休）
別府駅から徒歩約5分

Tel.0977-24-6830
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銀のたまて箱／おおいた和牛特上盛り
 8,000円コース ▶（3～4名様）
特上ロース、特上カルビ、赤身カルビ、
上タン、特上ホルモン

 12,000円コース ▶（5～6名様）
特上ロース、特上カルビ、上マクミ、上タン、
特上ホルモン、赤身モモステーキ

銀のたまて箱／おおいた和牛特上盛り

そむり　大分店　 別府本店
Bungo Beef Steak Restaurant Somuri ③Oita ④Beppu

 12,000円コース ▶おおいた和牛
ステーキセット（ヒレ肉100g・サーロ
イン100g）、オニオングラタンスープ
orコーンポタージュ、 自家製ハムサラダ、
ライス（お一人様）
［大分店］シャーベット付
［別府本店］エスプレッソコーヒー付

おおいた和牛の極上三種盛り合わせ  
 5,000円コース ▶（1～2名様）
ロース、ヒレスライス、カイノミ
 8,000円コース ▶（2名様）
サーロインステーキ、ヒレステーキ、カイノミ

写真は8,000円コース
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大分店 別府本店
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大分市
別府市

※ステーキは
 　ワンプレートにてご用意します。

詳細な店舗情報（HP）▶

詳細な店舗情報（HP）▶

詳細な店舗情報（HP）▶詳細な店舗情報（HP）▶詳細な店舗情報（HP）▶

ランチ・ディナー
共通メニュー

Customers must book when taking advantage of the deals. After booking the restaurants , purchase the coupon via the dedicated website. Please see the back of this page for details on how to buy.
〈NOTE〉 The holiday closures, opening hours, and items on the menu vary by restaurants. The images are for reference only and the actual 
　　　 dishes served are subject to change without notice. Please check the information provided by each establishment. 

MICHELIN GUIDE kumamoto/oita 2018
ミシュランガイド 熊本・大分2018 特別版
に掲載されました。

MICHELIN GUIDE kumamoto/oita 2018
ミシュランガイド 熊本・大分2018 特別版
に掲載されました。

豊後牛ステーキの店

For Families & Groups

●営

●所　　　　　　　　　　　　　●席　　　　●P            
●休　　　　●交

町田バーネット牧場
Machida Burnet Farm Sushi Kokiya

4～10月 11:00～18:00(LO17：00）
11～3月 11:30～17：00（LO16：00）
大分県玖珠郡九重町町田3314-1　　76席　　150台　　
火曜　　九重ICから車で約15分

Tel.0977-72-2421
●営
●所
●席　　　　　●P  　　　　●休
●交

日出町 割烹・寿司 幸喜屋

昼 11:00～14：30（LO14:00）、夜 16:30～22:00（LO21:00）
大分県速見郡日出町2543番地1
160席　　30台　　　水曜
JR日豊本線暘谷駅から徒歩約5分　　

おおいた和牛寿司を提供する店舗は
県内各地に20店舗あります。［おおいた3大ブランド肉］

＊おおいた和牛  ＊九重夢ポーク  ＊おおいた冠地鶏

こうきや

Tel.0973-78-9446

写真は8,000円コース 写真は「おおいた和牛寿司（5貫）」

 5,000円コース ▶（3～4名様）　 8,000円コース ▶（5～6名様）
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超美味しい！おおいた和牛をはじめとする
大分３大ブランド肉BBQセット

おおいた和牛（モモ・バラ・限定フランク）、九重夢ポーク（バラ・ウィンナー）、
おおいた冠地鶏（モモ・ムネ）、野菜、ご飯、みそ汁

 5,000円コース ▶おおいた和牛寿司5貫
（※天ぷら、茶碗蒸し、みそ汁、デザート付き）
※季節のメニューとなります。

おおいた和牛寿司コース

7 8

ファミリー＆グループ向け Japanese-style Oita Wagyu Sushi和風 おおいた和牛寿司

詳細な店舗情報（HP）▶

詳細な店舗情報（HP）▶

詳しくは「おおいた和牛」HPへ▶

https://t-oita .jp/　

パソコンで スマホで

専用サイト Japanese
Dedicated website

On your PC On your smartphone

Japanese

https://en .t-oita .jp/English

English

おおいた和牛 プレミアムクーポンのご利用方法
How to use the Oita Wagyu Premium Coupon

レストランリストからお好みの店舗を選ぶ

選んだレストランへお客様ご自身でご予約下さい

テッパンおおいたからクーポンを購入

オンライン上でクレジットカードでお支払い

メールを受け取ってください

レストランにメールを持っていき、スタッフに見せてください

Choose your favorite restaurant from the restaurant list

Make a reservation your favorite restaurant by yourself.

Buy a coupon at “Teppan OITA” web site

Pay by credit card online

Receive email back

Go restaurant and show your e-mail to staff
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