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金池町・顕徳町・大手町界隈
HOTEL910 周辺のグルメMAP です。
★お店の詳しい情報は裏面をご覧ください。

テキラッチョさん

ふる里 三ちゃんさん

餃子飯店さん

焼きとり 丸ちゃん 金池店さん

タウトナコーヒーさん

キッチン丸山さん

金大寿司さん

オーベルジーヌさん

天ぺい 大手町店さん

蕎麦よし松さん

そうだ海外に行こう。そんな日…
クドウの近所に“アメリカ”が！

RED WOODさん

そうだ今日も海外に行こう。そんな夜…
クドウの近所に“メキシコ”が！

大分では燻し銀的存在の居酒屋。
ハマるゼ！三ちゃんワールド。

蕎麦好きも日本酒好きも唸らせるグッドプレイス。

揚げたてを庶民価格で食べさせてくれる天ぷら専門店。

高級ではないがカジュアルでもなし。
この塩梅が適温なフレンチ。

若旦那は大分の魚の話を始めたら止まりません。

鳥天って…てっきり全国にあると思っていました。

まさに大分のスペシャリティコーヒー伝道者的存在！

ひと串、ひと串、幸せになるアッ
トホームな雰囲気の焼鳥屋さん。

“鶏ネギラーメン”っち、
ある意味大分のソウルフードかもしれん。



このたびは、数あるホテルの中から
HOTEL 910をお選びいただき誠にありがとうございます。
ご紹介させていただくのは、当スタッフが大好きなグルメスポットです。
この MAP でお客様が私たちの愛する地元のお店や人々と出会い
素敵な時間を過ごしていただけたら… 大分を好きになってくれたら…
そんな思いでお作りしました。大分ご滞在のお役に立てれば幸いです。

※営業時間やお休みなど MAP に表記しているお店の DATA は平成 27 年 6 月のものです。お店さんのご都合で変更になる場合もありますのでご了承ください。

RED WOOD テキラッチョ 蕎麦よし松 ふる里 三ちゃん

天ぺい オーベルジーヌ 金大寿司

餃子飯店 キッチン丸山 タウトナコーヒー
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8焼きとり 丸ちゃん765
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●11 :00～24 :00
（L .O .23 :30）
【休】水曜日
☎097 -532 -5768

●17 : 30～24 : 00
【休】月曜日
☎097 -533 -0980

●17 :00～24 :00
【休】月曜日
☎097 -536 -4064

●〈月・火・金〉11 :30～15 :30 
〈土・日・祝〉11 : 3 0～18 : 0 0
【休】水・木曜日
☎097 - 5 3 8 - 0 6 4 0※蕎麦
がなくなり次第終了。予約可。

●ランチ11 :00～14 :00（L .
O .13 :30）
ディナー17:00～L.O .21 :30
【休】日曜日・祝日
☎097 -532 -7034

●〈月～土・祝前日〉17: 00～
24: 0 0（ L . O . 2 3 : 3 0 ）〈日・祝〉
17:00～23 :00 ( L . O . 2 2 : 3 0 )
【休】月曜日（祝前日は営業・翌日休）
☎097 -536 -4656

●ランチ12 :00～14 :30
ディナー18 :00～L .O .21 :30
【休】火曜日
☎097-538 -7266

●ランチ11 : 00～14 : 30
ディナー17 : 00～20 : 00
【休】水曜日
☎097 - 538 - 0210
※ネタがなくなり次第終了

●11:00～19:30頃 
【休】日曜日
☎097 - 536 - 4334

●11:00～14:30
【休】日・月曜日・祝日
☎097 -537 -5538

●11 : 00～20 : 00
【休】月曜日
☎097 -574 -9933

HOTEL910 にご宿泊のお客様へ

まさにアメリカンダイナー！
ファーストフードではない「ハ
ンブゥワ～グゥワ～」が食べら
れるお店です。もちろん夜はお
酒も楽しめます。

階段を上り扉を開ければ、そこ
はメキシコ。キンキンに冷えた
テキーラにタコス…最高すぎ
ます。ご主人はメキシコ在住経
験ありです。

蕎麦と酒、この組み合わせを愉
しめる名店。十割を冷でつるっ
とか、温でズズッかが問題。季
節がよければテラス席も気持
ちよいですよ。

庶民的な居酒屋さんですが…
と紹介したお客様がファンに
なってしまわれます。毎日通わ
れる常連さんが多いのも納得
な実力派なお店です。

職人さんが揚げた天ぷらが目
の前の油切銀パットに並びま
す。天ぷらが揚がる小気味の良
い音と香ばしい香りに包まれ
て至福の時を。

フレンチは高級でイカン。しか
しインチキフレンチも嫌だ。そ
んなお悩みも一挙解決。だって
欧風料理オーベルジーヌさん
があるじゃないか！

一見さんでも、おひとり様でも
温かく迎えてくれる包容力のあ
る焼鳥屋さん。小上がりには、
小さいお子さま連れのご家族
の姿も…。

リニューアルをして和モダンな
雰囲気のお寿司屋さんに変
身。大分の魚を知り尽くした三
代目主人が握る真剣寿司をご
賞味ください。

大分出身HKT48指原莉乃さ
んも大好きなTHE大分ラーメ
ン。店名を「鶏ネギラーメン」と
思い込んでいる大分人多し。
（※餃子飯店さんです）

大分名物・とり天、元祖のお
店。クドウからすぐそこにある
“食の観光地”です。地元人にも
愛されている老舗の味をぜひ
味な思い出に。

このお店がオープンしてから、
本当に美味しい珈琲をわざわ
ざ飲みに行く、という素敵な習
慣ができた大分人（老若男女）
は多いハズ。


