
マークの見方

お持ち帰りでの販売です。持帰り

店内でからあげ定食などごはんと食べられます。お食事

からあげ弁当を販売しています。お弁当

からあげのお取り寄せができます。味付けをした生肉、もしくは揚げたもの
の販売で、お店により異なります。
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からあげの聖
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MAP
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営業時間等は変更になる場合がありますので､事前にお電話での確認をおすすめします｡

中津中津 本耶馬渓本耶馬渓 耶馬溪耶馬溪 山国山国

聖地 中津からあげの会
正規加盟店

1 外園唐揚精肉店 小祝店

中津市字小祝本町
653-1
0979-23-3029
11：00～18：30
火曜日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り 通  販

秘伝のタレを秘伝の味付方で
独特の味を!!揚げたてはもち
ろん冷めても美味しいからあ
げです。地方発送も承っており
ます!
中津市にお越しの際は是非ご
来店ください!

2 ㈱豊国畜産 ぶんごや 本店

中津市豊後町
853番地
0979-22-8104
8：30～19：00

（揚げ物は9:00～）
毎週日曜日

住所：

TEL：
営業：

休業：

持帰り 通  販

第6回からあげグランプリ西日
本醤油ダレ部門最高金賞受賞!!
当日の朝に処理された新鮮な九
州産朝びき鶏を使用し、１ヶ月以
上熟成させた秘伝のタレに丸1
日漬け込む事で、外はカリッと、
中はジューシーに揚がってます!
一度食べたら、くせになる事間
違いなし!
美味しいお肉も販売中です!

3 中津からあげ からいち

中津市1645（古魚町）
0979-24-3663
11:00～20:00
火曜日、1月1日

住所：
TEL：
営業：
休業：

持帰り お弁当 通  販

日本からあげ協会主催からあ
げグランプリ4年連続金賞受
賞!!こだわりぬいた食材に熟
成されたタレを漬け込み一晩
寝かせた絶品からあげです。
中津駅や中津城、観光スポット
から徒歩10分程の所に店舗が
ございますので中津にお寄り
の際は是非ご来店ください。

4 居酒屋 大将

中津市大字島田
835-3
0979-25-0707
17:00～24:00
年中無休

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り お食事

国産若鶏を果実に漬け込んだ
居酒屋大将のからあげは、とこ
とんやわらかくジューシーに
なってます。100種類のお酒を
提供している「居酒屋大将」の、
どのお酒にも合う味付けは、当
店一番の人気メニューです。

5 あじ処 安兵衛

中津市島田207-15
0979-22-7065
17:00～23:00
日曜日

住所：
TEL：
営業：
休業：

持帰り お食事

当店のからあげは、生姜、にん
にく等々をベースに醤油ダレで
仕上げています。
開店以来（42年）お客様に大変
美味しいと喜んで頂いていま
す。是非ご賞味ください!!

6 うまいもんや 山水茶寮

中津市蛭子町１丁目２番
0979-64-6363
17:30～23:00
日曜日

住所：
TEL：
営業：
休業：

お食事

耶馬渓で育てた大分冠地どり
を使用しています。にんにく醤
油ベースの自家製のタレで素
材の良さを引き出した一味上
の中津からあげです。

7 ダイニングバー結

中津市島田本町
45番地
0979-64-7723
18:00～24:00
(Lo 23:30)

日曜日（不定休）

住所：

TEL：
営業：

休業：

お食事

夜の中津からあげと言えば「結
唐（ゆいから）」！！国産鶏肉を使
用し、柔らかでジューシーな結の
からあげは、醤油ベースに生姜
と秘伝の愛のスパイスが効い
た、上品な味に仕上がっていま
す！当店自慢の「結唐（ゆいか
ら）」ぜひ一度ご賞味ください！

15 とよからあげ 東中津店

中津市大字是則
858-5
0979-33-1782
16:00～19:30
木曜日、
第2・第4日曜日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り お弁当

試行錯誤して出来上がった秘伝
の醤油ダレが絶品なからあげで
す。国産生肉を100％使用してい
るので安全・安心!あっさりした味
わいで冷めても美味しい様に工
夫しています。肉にタレの味が染
込みやすくなる様しっかりともみ
込むのがポイントです!

16 からあげの鳥しん

中津市大字宮夫218-1
0979-23-5232
10:00～20:00

（日曜日は10:00～19:00)
月曜日

（祝日の場合は営業）

住所：
TEL：
営業：

休業：

持帰り お弁当 通  販

持帰り お弁当 通  販

日本唐揚協会主催『からあげグラン
プリ』第1回より連続9回金賞受賞
（内4回最高金賞）。
秘伝のにんにく醤油ダレで味付け
されたからあげは新鮮な九州若鶏
のみを使用。
店舗2階にはイートイン用のオープ
ンテラスもご準備しております。
お土産・ご贈答に味付生肉のお持ち
帰り・地方発送も承っております。

12 あげ処 ぶんごや

中津市上宮永2丁目146-1
0979-64-6550
10:30～20:00
毎週月曜日

（祝・祭日の場合は翌日）

住所：
TEL：
営業：
休業：

中津からあげ専門店「あげ処ぶんご
や」は店主が厳選する素材でタレを造
り込み、1か月熟成させてから、安心安
全九州産若鶏のみで、中津からあげ
を造ります！食べログランキング第1
位（2017年6月調べ）　からあげグラ
ンプリ最高金賞（西日本醤油ダレ部
門）とその旨さは太鼓判!!元気いっぱ
いアゲアゲスタッフがみな様のご来
店を心よりお待ちしております。

24 中津からあげ もり山 万田本店

中津市大字万田
566-5
0979-24-2222
11:00～20:00
なし

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り 通  販

からあげグランプリ前人未到の
5年連続8度の最高金賞受賞！
2019年4月には初代グランドチ
ャンピオンの称号をいただきま
した。国産鶏肉のみを使用し、ひ
とくち食べればもっと食べた
い！！記憶に残るからあげをご賞
味下さい。

25 株式会社スーパー細川

中津市大字万田
391-1
0979-24-5366
9:00～22:00
元旦のみ

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り お弁当 通  販

持帰り 通  販

スーパーの前身はからあげ屋だっ
た「スーパー細川」です。国産若鶏
のみを使用し自家製秘伝のタレ
で味付けしスーパーキャノーラ油
で二度揚げした自慢の一品です。

26 諭吉のからあげ 中津店

中津市大字上如水
1637-1 1F
0979-32-8077
11:00～20:00
(14:00～16:00休憩)
火曜日

住所：

TEL：
営業：

休業：

持帰り お弁当

諭吉の醤油ダレには、10種類以
上のスパイスを数日間寝かせた
ものを使用しじっくり丁寧に漬け
込んでいるので、中までしっかり
味がしみ込んでます。
オリジナルの大分産かぼすこし
ょうを使用した「かぼすからあ
げ」も絶品!
キッチンカーでの移動販売も好
評稼動中!

27 からあげ味丸

中津市大字中原611-5
0979-33-0351
11:00～19:30
不定休

住所：
TEL：
営業：
休業：

タレにじっくり漬け込んだ冷えて
もおいしい、からあげです。
からあげの他にお弁当やポテト、
チーズコロッケなどいろいろあり
ます。

18 まる    

中津市大字一ツ松
198-2
0979-23-4233
15:00～20:00
不定休

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り 通  販

ハーブ育ちのチキンを50度の温水
で汚れを取り、古代米の玄米酵母
水、糀とヒマラヤ岩塩で塩麹、昆布、
薄口醤油、カツオエキス、ガラスー
プ等で創味し、粉は北海道清里澱
粉と中津産米粉のブレンド。油は食
品添加物不使用の菜種油を使用、
水濾過して極性化合物（トランス脂
肪酸等）を出来る限り除去して、安
心・安全を心がけています。

28 外園唐揚精肉店 福島店

中津市大字福島
2511-17
0979-32-4309
16:00～19:00
月曜日 

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り 通  販

秘伝のタレを秘伝の味付方で独
特の味を!!揚げたてはもちろん冷
めても美味しいからあげです。地
方発送も承っております!
中津市にお越しの際は是非ご来
店ください!

19 からあげ屋チキンハウス中津本店

中津市中央町2-7-61
0979-22-6266
0979-25-1225
10:00～19:30

（食事:11:00～15:00,LO14:30)
水曜日

住所：
TEL：

営業：

休業：

持帰り お食事 通  販

新鮮な国産若どりを使用し、当店
特製のタレに漬け込んだからあ
げは30年間変わらぬ味を守り続
けております。一度食べたらくせ
になる味を！ぜひ一度ご賞味くだ
さい。

29 ㈱豊国畜産 ぶんごや 八幡店

中津市大字大貞
363-5
0979-24-0423
10:00～19:00
毎週日曜日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り 通  販

第6回からあげグランプリ西日本
醤油ダレ部門最高金賞受賞!!
当日の朝に処理された新鮮な九
州産朝びき鶏を使用し、１ヶ月以
上熟成させた秘伝のタレに丸1日
漬け込む事で、外はカリッと、中は
ジューシーに揚がってます!
一度食べたら、くせになる事間違
いなし!
美味しいお肉も販売中です!

8 中津彩鶏々～イロトリドリ～

中津市大字中殿
485-1
0979-24-0073
11:00～20:00
月曜日（祝祭日の場合は
翌火曜日)

住所：

TEL：
営業：
休業：

駅から一番近い中津からあげ
テイクアウト専門店。日本唐揚
協会主催からあげグランプリ
にて金賞受賞。いつ、どこで食
べても変わらない…"ブレない
味"を是非ご賞味ください。
全国発送も承ります。
公式Instagramも随時更新中♪

9 歩歩歩～さんぽ～

中津市豊田町3丁目
1-35
0979-24-5881
17:00～22:00
日曜日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り お食事

仲間・家族・恋人…と人は出逢
い、語らい道標を探しながら歩
んでいます。そんなほんのひと
ときの居場所を歩歩歩にお手
伝いさせて下さい。心を込めた
料理と美味しいお酒であなた
のお帰りをいつもお待ちして
おります。

10 和風味処 鬼太郎

中津市豊田町2-16
0979-22-0304
火～土曜日 11:00～14:00
17:00～22:00(LO 21:00)

日曜日 11:00～14:00
17:00～21:30（LO 21:00)

月曜日

住所：
TEL：
営業：

休業：
持帰り お食事

和食の職人がさばく、鬼太郎名物若鶏の
からあげは、朝びき鶏の一本揚げにこだ
わり、今も昔も変わらず作り続けていま
す。鬼太郎名物若鶏のからあげ（￥680）
は、店内食はもちろん、テイクアウトもご
ざいます。鬼太郎名物、若鶏のからあげ
と、鬼めしのセットになった、鬼から定食
（￥1,180）は、塩コショウで味付けした
若鶏のからあげと鬼めしがマッチした、
老若男女問わず人気の料理です。

11 からあげ八木

中津市大字上宮永
65-1（上宮永2丁目）
0979-22-9440
9:30～20:30
9の付く日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り

34年続くおかずのお店「八木」。
当店のからあげは中津からあ
げの基本、もも肉・ブツ切りの2
種類のみです。塩ベースで仕上
げたシンプルな味の朝びき鶏
は“冷めても美味しい様”工夫し
ています!!とり天・各種お惣菜
も取り揃えております。

33 まぢからあげ店

中津市大字今津
1045-3
0979-32-7060
11:00～19:00
水曜日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り 通  販

しつこくない味わいで生姜と
控えめなにんにくのバランス
が絶妙!揚げたてはもちろ
ん、冷めても“マジ”で美味し
いからあげです。お子様もお
やつ感覚で美味しく食べら
れます!是非一度ご賞味くだ
さい!

32 道の駅なかつレストラン

中津市大字加来
814
0979-32-9232
平日10:00～17:00（Lo 16:40)

土日祝10:00～18:00（Lo 17:40)

年中無休

住所：

TEL：
営業：

休業：

持帰り お食事 お弁当

数種類の果汁や醤油をベー
スに作られた下味に一晩漬け
込み、さらににんにくや生姜
などで作った二番ダレに漬
け込み、ひとつひとつ手ごね
で粉をつけて揚げています。
極めて丁寧な仕事で作り上
げた道の駅中津レストラン自
慢、人気の一品からあげ是非
お召し上がりください。

34 からあげ聖林 三光店

中津市三光原口
715-1
0979-43-2327
16:00～19:00
火曜日

（祝祭日の場合は翌日）

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り

昭和55年の創業以来ずっと変
わらない製法。そのコダワリの
製法で、世界品質評価機関（モン
ドセレクション）から連続表彰
されています。昔ながらだけど
高品質。そして、お客様が口にさ
れる食べ物だから、安全な食材
で、安心して食べられて、しかも
美味しい高品質をモットーにか
らあげを作り続けています。

31 中津からあげ総本家もり山

中津市三光原口653
0979-43-2056
10：00～19：00
不定休

住所：
TEL：
営業：
休業：

1970年創業の中津からあげ
発祥のお店です。新鮮な国産
鶏肉、香り豊かな秘伝のにん
にくダレ、コクを生み出す継
ぎ足しの油。3つが揃っても
り山の味となります。50年近
く守ってきた変わらぬ味を
ぜひご堪能ください。

35 八面山金色温泉 ゆあがり茶屋

中津市三光田口
584-1
0979-26-8065
平日11:30～14:30（Lo 14:00）

土日祝11:30～21:00（Lo 20:30)

水曜日・木曜日

住所：

TEL：
営業：

休業：

持帰り お食事

金色温泉ゆあがり茶屋特製
の、衣はサクサク、肉汁がジ
ューシーなからあげ。絶景の
露天風呂が自慢の温泉と中
津名物のからあげを心行く
までお楽しみ頂けます。

37 川部精肉店・次郎長          

中津市本耶馬渓町
跡田456
0979-52-2738
9:00～20:00
毎月第2・第4月曜日
(月曜祭日の場合翌火曜日）

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り お食事 通  販

精肉店だからこそ提供でき
る鮮度の良い鶏肉を、甘辛味
の特製ダレで味付け、一度食
べたら忘れられない川部精
肉店のからあげ！是非一度ご
賞味ください!

36 からあげ いこ屋

中津市本耶馬渓町
曽木1384-1
070-4498-4064
11:00～19:00
火・水曜日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り

県内産のとり肉と城下町中
津の醤油にこだわって砂糖・
化学調味料不使用のからあ
げが出来ました。
木工芸品もあります。

38 からあげ おきな

中津市耶馬溪町大字
柿坂525-4
0979-54-2056
8:30～19:00
火曜日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り

1975年創業のからあげおき
なです。昔からの味を守り続
け食べていただいた方が笑
顔に！そして長く長く愛され
るからあげを皆様に提供で
きるように頑張りますのでよ
ろしくお願い致します。
メニューはブツ切100g180
円と砂ズリ串1本100円です。

39 からあげ おきな 守実店

中津市山国町守実
326-6
0979-62-2324
10:00～18:00
土・日・祝祭日のみ営業

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り

1975年創業のからあげおき
なです。メニューは100ｇ180
円のブツ切りと1本100円の
砂ズリ串です。昔からの味を
守り続け食べていただいた方
が笑顔に!そして長く愛される
からあげを提供できるように
頑張りますのでよろしくお願
い致します。フェイスブックも
よかったら見てください!

★17時頃から営業

★17時頃から営業

★17時30分から営業

★17時頃から営業

40 デリマートかなえだ

中津市570-1
（北門通）
0979-22-0977
10：00～20：00
1月1日～3日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り

お弁当

43 中国料理福壽宴

中津市上宮永955-22
0979-24-1347
11:00～14:00
17:00～21:00
月曜日

住所：
TEL：
営業：

休業：

持帰り お食事

50 ふじやからあげ 植野本店

中津市大字植野502
0979-32-4832
10：30～19：00
月曜日(祝日の場
合は火曜日）

住所：
TEL：
営業：
休業：

持帰り

通  販

44 とん鳥

中津市大字下池永
1144-3
0979-25-3929
11：00～21：00
なし

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り お食事

お弁当

49 からあげ大吉　三光店

中津市大字加来
1875-2
0979-26-5678
11:00～19:30
月曜日、1月1日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り

通  販

42 ふじやからあげ 牛神店

中津市大字牛神429
0979-64-9666
10:30～19:30
毎週月曜日
※祝祭日の場合は火曜日

住所：
TEL：
営業：
休業：

持帰り

45 壱番亭

中津市大字是則
656-1
0979-32-4151
10：30～22：00
1月1日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り お食事

46 からあげ処桜匠 是則店（ダイニング隆天）

中津市大字是則字原口751-3
0979-32-8858
11:00～14:00
17:30～21:00
日曜日

住所：
TEL：
営業：

休業：

持帰り お食事

お弁当

41 居酒屋 おぼろ月夜

中津市島田21
0979-23-1331
11：00～16：00
18：00～25：00

（テイクアウト要予約）
予約なしの日曜日

住所：
TEL：
営業：

休業：
持帰り お食事

47 からあげ大吉 東中津店

中津市大字上如水1314
0979-32-6658
11：00～19：30
毎週水曜日、
1月1日

住所：
TEL：
営業：
休業：

持帰り

51 村上食堂

中津市本耶馬渓町
曽木2040-6
0979-52-2317
9：30～夕ぐれ時
月曜日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り お食事

52 若鶏からあげくりちゃん

中津市耶馬溪町大字戸原20-4
0979-54-2833
11：00～19：00 火曜日から木
曜日は（12:30～15:45 休憩）
年中無休

住所：
TEL：
営業：

休業：

持帰り

48 ふじやからあげ店 大貞店

中津市大字大悟法793-8
0979-32-7519
11：00～19：20
月曜日、1月1日
(祝祭日の場合は火曜日)

住所：
TEL：
営業：
休業：

持帰り

53 とり福

中津市山国町
中摩3478-1
0979-62-3815
10：00～18：30
月曜日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り

23 職人のからあげ華鳥

中津市金手104-2 1F
0979-64-7387
11:00～18:30
(13:30～15:30迄昼休み)
月曜日・木曜日

住所：
TEL：
営業：

休業：

熟成ダレとオリジナルペーストを
配合した薄味のからあげです。老
若男女の方々にも美味しく召し上
がっていただけます。冷めても美
味!!是非一度ご賞味ください!!

14 卯呑や

中津市大字宮夫15-1
0979-23-0445
11:00～15:00(Lo 14:30)
17:00～21:00(Lo 20:30)
水曜日（不定期でお休み
をいただいております）

住所：
TEL：
営業：

休業：

持帰り お食事

からあげのテイクアウトのほ
かに、からあげ単品480円（税
込）からあげ定食（からあげ、
ご飯、うどん、小鉢、漬物）880
円（税込）を店内でお召し上が
りいただけます。

20 からあげ大吉 本店

中津市沖代町
2-3-3
0979-24-1348
11:00～19:30
不定休

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り 通  販

サクサクの衣にジューシーな肉汁
があふれるからあげは絶品！
創業30年を迎える中津からあげ
の老舗店。全国に30店舗ある加
盟店が美味しさ実証済み。

持帰り お食事 通  販

持帰り 通  販

21 からあげ専門店 げんきや【舷喜屋】

中津市大字金手
35-2
0979-24-1933
11:00～21:00
1月1日～1月3日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り お弁当 通  販

持帰り お弁当 通  販

国産若鶏100％使用。
中津醤油をベースに10種類のス
パイスを使用した秘伝のタレで
“冷めても旨い”本格派醤油から
あげです。からあげグランプリ最
高金賞受賞。名物砂ズリからあ
げ。

22 からあげコッコ家

中津市大字金手8-4
0979-23-8117
11:00～19:00
水曜日

住所：
TEL：
営業：
休業：

持帰り お弁当 通  販

からっと、サクサク、ジューシーな
からあげです。にんにくと生姜が
入ったタレと新鮮な肉の旨みが
ベストマッチ!是非食べてみてく
ださい！
お昼にはお弁当も販売しており
ます!

30 とよからあげ 大貞総本店

中津市大字大貞
371-197
0979-32-1223
10:30～19:00

（14:00～16:00準備中）
木曜日

住所：

TEL：
営業：

休業：

持帰り お弁当

試行錯誤して出来上がった秘伝
の醤油ダレが絶品なからあげで
す。国産若鶏を100％使用してい
るので安全・安心!あっさりした味
わいで冷めても美味しい様に工
夫しています。肉にタレの味が染
込みやすくなる様しっかりともみ
込むのがポイントです!

持帰り お弁当 通  販

13 からあげ専門店 吉吾 蛎瀬店

中津市蛎瀬849-1
ニューライフ中津1-A
0979-22-1080
11:00～23:00
水曜日

住所：

TEL：
営業：
休業：

中津の醤油にニンニク・リンゴ
など10種類以上の旨みをブレ
ンドした特製ダレに一晩漬け
込んだ味・形・時・油に職人こ
だわりのからあげです。

17 中津からあげ専門店 とり嘉

中津市大字下池永
868-1
0979-24-7686
11:00～19:00
水曜日

住所：

TEL：
営業：
休業：

持帰り 通  販

数多くのグランプリを獲得!!
とり嘉の秘伝のタレに漬け込んだか
らあげは、地元の醤油を活かし、天然
湖塩でしっかり味を付け、鶏肉がもつ
本来の旨味と甘さを残し、何個食べ
ても飽きのこない、優しい味に仕上
げています。
からあげグランプリ2部門金賞受賞!!
全国が認めた確かな味を是非、ご賞
味下さい。


