
中新田 居酒屋みっちい 加美町字矢越268-4 090-7560-9663 日・月 17：00～22：00

中新田 IZAKAYAきたむら 加美町字町裏372-2 0229-63-5250 月・第三日 火～土17：00～23：00　日17：00～22：00

中新田 カフェあとむ 加美町字南町77 0229-63-9022 火 11：00～22：00　　日祝12：00～21：00

中新田 ひかり亭 加美町字矢越269-1 0229-63-2455 不定休 11：00～21：00

中新田 リベルテ 加美町字北町３番24-1 0229-63-2335 月 10：00～21：00

中新田 なんぶ家 加美町字南町62-1 0229-63-2203 月・第一・三日 昼11：30～14：00　夜17：00～20：30

中新田 パブリックカフェレストラン不思議 加美町字南町12-1 0229-63-3618 日 17：30～23：30

中新田 味楽 加美町字矢越328-1 0229-63-5203 木 昼11：00～14：00夜17：00～20：00

中新田 茶房　うちみ 加美町字町裏411-1 080-1835-3618 火 11：00～18：00

中新田 和風レストランまるまつ 加美町字矢越282-1 0229-63-8611 不定休 11：00～22：00

中新田 食事処はなや 加美町字町裏106-1 0229-63-3453 不定休

中新田 金村屋 加美町字南町59-1 0229-63-3122 不定休 11：00～18：30

中新田 あゆの里物産館（食堂） 加美町字一本杉101 0229-63-5244 月・第二・四火曜 11：00～15：00

中新田 ふれあいの森公園パークゴルフ場（食堂） 加美町菜切谷字青木原28-283 0229-62-2233 第一・第三火曜 11：00～14：00

中新田 こころ 加美町字西田3-1-2 0229-67-2481 木 18：00～24：00

中新田 やっこ食堂 加美町字赤塚1-5 0229-63-3242 日 11：30～13：30

中新田 和・洋キッチンぶなの実 加美町大門59-3 0229-63-6456 火 11：00～15：00　17：00～21：00

中新田 サンパレスマルト 加美町字矢越293-1 0229-63-2700 無し 9：00～

中新田 中華料理栄楽 加美町字矢越283-1 0229-63-7514 火 11：00～15：00

中新田 あさりん 加美町字南町97-1 0229-63-3261 水・第三日 9：00～17：00

中新田 小澤食堂 加美町字旧舘1-72-4 0229-63-2444 木 11：00～14：00

中新田 レストラン　えちご亭 加美町字町裏423-1 0229-63-5459 木 11：00～14：30（夜は予約制）

中新田 和風キッチンはなまる 加美町一本杉518-3 0229-87-3525 日・祝 17：30～23：00

中新田 いろは 加美町字西町64-3 0229-63-2346 日 11：30～17：30

中新田 三浦魚店 加美町字上川原1-71 0229-63-2447 日 12：00～19：00

中新田 居酒やおたる 加美町字町裏8-2 0229-63-7464 日（祝） 5：30～10：00

中新田 呑み処喰い処開花亭 加美町矢越320 0229-63-7675 不定休 17：00～23：00

中新田 たけや 加美町字大門104 0229-63-5601 水 11：00～15：00　17：30～20：00

中新田 ささや食堂 加美町字西町72-1 0229-63-2213 第一・第三日 10：00～17：00

中新田 カラオケどりーむ 加美町矢越339-40229- 0229-25-7709 無し 12：00～24：00　土・祝前日深夜3：00まで

小野田 味処　順平 加美町字新小路13-5 090-4552-3214 不定休 17：00～24：00

小野田 かさ松 加美町字町屋敷2番19-1 0229-67-2002 不定休 11：30～14：00

小野田 レストラン　KAMIFUJI 加美町字味ケ袋薬莱原1-146 090-3646-9174 火 11：30～17：00

小野田 やくらいハイツ 加美町字味ケ袋薬莱原1-178 0229-67-3888 水 10：30～18：00

小野田 やくらいガーデン 加美町字味ケ袋薬莱原1-9 0229-67-7272 不定休 10：00～17：00

小野田 原正　原会館 加美町字町屋敷2-8-1 0229-67-3322 日 9：00～22：00

小野田 やくらいウォーターパーク（食堂） 加美町字味ケ袋薬莱原1-333 0229-68-1133 第二・四月曜　※祝日の場合翌日 11：00～15：00

小野田 やくらい薬師の湯　キッチン木かげ 加美町字味ケ袋薬莱原1-76 0229-67-3388 第一・三月曜　※祝日の場合は翌日 11：00～19：00（土日祝20：00）

小野田 地ビールレストランぶな林 加美町字味ケ袋薬莱原1-81 0229-67-5211 毎月第一・三月※祝日の場合翌日 11：00～21：00

小野田 滝庭の関駒庄 加美町字鹿原山下3 0229-67-7275 4月～11月（無休）12月～3月（毎月第一・三月※祝日の場合翌日） 11：00～17：00（12月～2月は15時まで）

小野田 もち処大滝 加美町字鹿原滝ノ原1-30 0229-67-5035 12月～3月休業 10：00～15：00※土日祝は16：00



小野田 黒田旅館 加美町字町屋敷1-44-1 0229-67-2054 不定休 10：00～21：00

小野田 GENJIRO 加美町字鹿原坂下1-22-1 0229-67-3804 水 12：00～17：00

小野田 喫茶パル 加美町字下原75-1 0229-67-2983 月 17：00～23：00

小野田 やくらい土産センターさんちゃん会 加美町字味ケ袋薬莱原１番６７ 0229-67-3011 9：00～18：00

宮崎 食彩市場　みやざきどどんこ館 加美町宮崎字町42 0229-69-5500 月 9：30～18：00

宮崎 早文商店 加美町宮崎字町98 0229-69-5117 水 8：00～19：00

宮崎 にるばな 加美町宮崎字屋敷6-20-2 0229-69-5034 不定休 18：00～23：00

宮崎 陶芸の里ゆ～らんどたんぽぽ 加美町宮崎字切込3-2 0229-69-6600 第二・四月曜　※祝日の場合翌日 11：00～14：00

宮崎 丸大屋 加美町宮崎字屋敷6-14-2 0229-69-6006 水 11：00～19：00

宮崎 東華 加美町宮崎字町108 0229-69-5076 土・日・祝 11：00～14：00


