
期 間

参加店

令和4年

大分市内飲食店
※店舗数は変動する場合がございます。

8／18　 - 10／16木 日

スタンプを3つ集めて
素敵な商品をゲットしよう !

スマホでクーポンを提示！

口頭でもOK！

イベントサイトはこちら→

大分商工会議所 事業部 地域振興課
TEL 097-536-3321

サイトへGO!

※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止又は延期することがあります。

スタンプラリー（デジタル版）

yellランチ
クーポン

大分商工会議所
安心はおいしいプラス

★豊後牛肩ロース
　すき焼き用 800g×３名様

★Oita Birth 4,000円相当×6名様
★Oita Birth 2,000円相当×30名様

株式会社まるひで様ご提供

総勢39名
に当たる!

美味しいランチを お得 に食べて、大分市内の 飲食店へ ye l l を送ろう！

ご利用上の注意
● 期間中、お店が移転等する場合がございますのでご了承ください。
● お支払い方法は店舗毎に異なります。
● クーポンは期間中のみご利用いただけます。

● 1画面で何人でもご利用可能です。
　（ただし、スタンプラリーは1画面につき1個）

インターネットで「大分商工会議所」
と検索し、大分商工会議所のホーム
ページへ。

下記バナーをクリック

※右記QRコードを読み取る
　と下段の「　 」からスター
　トできます。

※「スタンプを獲得する」で、カメラが起動しない場合は、QRコード読み取り
　専用アプリか、カメラアプリで読み取りください。機種によっては、読み取
　れない場合もございます。ご了承ください。

※スタンプラリーに参加するにはユーザー登録が必要です。

真ん中の赤いボタン
を押す。

「会員登録」を押す。

会員登録方法

ご利用の流れ ランキング

スタンプラリー参加方
法

安心はおいしいプラス「yellランチクーポン」参加店に行ってく
ださい。

対象のメニューを注文し、お店で専用のQRコードを読み取って
ください。

3つスタンプが集まったら、そのままサイトから応募できます。

登録したアドレス宛に「仮登録完
了」メールが届く。メール本文の
「本登録をする」を押すとイベン
トの画面に行く。一旦閉じる。

「仮登録完了」メールが来たアドレ
スに「本登録完了」メールが届く。
「ログインする」を押すと、ログイ
ン状態でイベントサイトが見れる。

注意
● 令和３年度yellランチクーポン・令和４年度関あじフェアですでに登録済みの方は前回の登録内容でログインできます。
● 「仮登録完了」のメールが来ない方は、ニックネーム・登録したメールアドレスを「chiiki@oita-cci.or.jp」までお送りください。
● 会員登録をしなくても、クーポンはご利用いただけます。スタンプラリーには参加できません。

サイトの
TOPページ

地図画面を開いて
お店を探します

スタンプを3つ集めて素敵な商品をゲットしよう!

yellランチクーポンをより良いもの
にするため、是非アンケートにご協
力ください。
サイト内、または
QRコードからも
アンケートにご回
答いただけます。

アンケート

クーポンページを
お店のスタッフに

見せる、
もしくは

見たと言って
ください!

利用が多いお店がわかります。
お店選びの参考としてください。
※ランキングはスタンプラリーの利用
　回数で集計されます。

左上の「　」マーク
を押す。

ニックネーム・メール
アドレス・パスワード
を入力し利用規約を
ご一読の上、　を押
す。登録を押す。
一旦閉じる。



その他のエリア

要予約

菜なくら

大分市羽屋4丁目3番25号
TEL 097-544-5420

予約可

南米空間ダイニング
Puerta del Sol

大分市明野北4丁目2-1
TEL 097-585-5676

予約可 予約可予約可 木蔭のリストランテ
Adagio

大分市日吉町9-16
TEL 097-558-2724

ハンブルグ 大分本店

大分市牧上町4-20
TEL 097-553-5386

予約可

予約可

よしだ会館

大分市大字大平23-1
TEL 097-576-0288

予約不可

※1日限定15食

※1日限定10食
※平日限定

※1日限定20食

インド料理専門店
TANDOORIAN 大分店

大分市王子北町5-9 フレスポ春日浦1F
TEL 097-532-7616

予約不可

予約不可

予約不可

予約不可

予約不可

※１日限定20食

hako

大分市大手町１丁目3-2
TEL 097-533-1234

要予約
日本料理 うを清

大分市千代町4丁目3番8号
TEL 097-532-1722

ラーメン とん太 大道店

大分市大道町１丁目2200-1
TEL 097-544-7800

予約不可

予約不可

中国料理 長春

大分市東原2丁目2番4号
TEL 097-556-5090

中国料理 天心楼

大分市中津留1-8-25 豊後第6ビル1F
TEL 097-578-9200

十割そば本格釜茹うどん 
政太郎

大分市下郡3153-12
TEL 097-579-6761

※1日限定10食

要予約
鉄板kaiseki叶羽

大分市豊町2丁目5-1
TEL 097-511-9582

要予約 要予約
こけし

大分市徳島2-3-24
TEL 097-521-0465

要予約

要予約

わか竹

大分市大字迫742
TEL 097-523-6700

お酢 de cafe kotohogi

大分市畑中4-4-1
TEL 097-585-5808

※平日限定

要予約

要予約

アジアンキッチン
ぱんくろ

大分市高城南町2-10-802
TEL 090-8627-6770

※1日限定10食
※移転の為途中参加

※平日限定

駅かふぇ JR鶴崎駅店

大分市鶴崎2710-4
TEL 097-578-8805

予約可
日本料理 富貴野

大分市田室町9-20 レンブラントホテル大分14階
TEL 097-545-1115

予約可

※平日限定

※限定20食

休 火曜日、第1・3月曜日

休 不定休

休 月曜日、不定休 休 不定休 休 火曜日、第1・3月曜日

休 無休

休 火曜日

予約可
中華料理 煌華

大分市萩原1丁目7-8 吉岡ビル1階
TEL 097-529-7120
休 水曜日

創作ダイニングバー
La★chic

大分市大在中央2-1-3 萱島ビル103
TEL 097-592-0020
休 月曜日・日曜日・不定休

予約可
天まで上がれ 牧店

大分市牧1丁目３番１２号
TEL 097-552-2323
休 水曜日

予約可
CIELO CAFE

大分市大字神崎字蟹喰62-8
TEL 097-579-6771
休 無休

予約可
カフェレストラン アルマク

大分市大在浜2丁目19-8
TEL 097-593-1800
休 第2・4月曜日

予約可
十五万石 政所店

大分市政所1丁目1-8
TEL 097-593-0598
休 不定休

予約可インド・ネパール料理
チャンドラマ 中島本店

大分市中島西1丁目8-42 クリマーマンション1F
TEL 097-533-2778
休 第２・４火曜日

予約可インド・ネパール料理
チャンドラマ 高田店

大分市下徳丸31-4
TEL 097-527-6200
休 第２・４火曜日

予約可インド料理
ニューチャンドラマ

大分市日岡2丁目5-20 グリーンビル日岡1F
TEL 097-556-5478
休 不定休

Aubergine

大分市大手町1丁目2-5 三和コーポ110
TEL 097-538-7266
休 火曜日

予約可
居酒屋 いろリ焼き 久乃

大分市末広町2-3-7
TEL 080-7014-4095
休 日曜日

てんやわん屋

大分市高城西町28-1 イオン高城店1階フードコート
TEL 097-554-0224
休 無休

十五万石ラーメン
ひろひろ

大分市日吉町16-23
TEL 097-556-6464
休 不定休

予約可
和食 想

大分市大手町1丁目2-5 三和コーポ111号
TEL 080-8582-1214
休 日曜日

ファミリーラーメンレストラン
森のくまさん

大分市大在北3丁目2-4
TEL 097-527-3346
休 不定休

とんかつととろろ膳 かつ麦

大分市大字玉沢字楠本755-1
トキハわさだタウン3街区1F

TEL 097-585-5035

休トキハわさだタウンに準ずる

予約可
大衆中華レストラン 紅蘭

大分市中鶴崎1-1-36
TEL 097-521-3847
休 日曜日

予約可
天まで上がれ 古国府店

大分市古国府4丁目9番１０号
TEL 097-547-1300
休 火曜日

予約可
コチノエニシ ～東風の縁～

大分市横田1-21-41 NIPPO中央1F
TEL 097-511-3845
休 無休

美居度呂

大分市長浜町1-12-3 今田ビル1F
TEL 090-1975-3158
休 土曜日、日曜日、祝日

休 月曜日、第2・4日曜日

休 月曜日 休 水曜日

くるりcafe

大分市東津留1-10-12 東津留ビル1F
TEL 097-507-4801

予約可

休 不定休

休 水曜日 休 水曜日

休 日曜日

休 日曜日、第3月曜日

休 火曜日（祝日の場合は営業）

休 不定休

休 第1・3・5日曜日

休 無休

休 火曜日

前日まで予約可

メニューの詳細、最新情報は
イベントWebサイトへ!yellランチクーポン安心はおいしいプラス

府内町エリア

中央町エリア

サッテージャワ

大分市府内町3丁目3番13号

※ランチは火水木のみ（祝日休業）

※平日限定 ※平日限定

※1日限定10食 ※麺がなくなり次第終了

※平日限定

TEL 097-536-3515

要予約

cafe BOASORTE

大分市生石港町2-5-10
TEL 097-574-7211

予約可

自然派レストラン 然

大分市中央町2-1-23-1階
TEL 097-538-1308

soy cafe

大分市中央町3-5-16 wazawazaビル104
TEL 097-536-0786

予約可

予約可

cream915

大分市中央町3-6-4-2 フォレスタ竹町2F
TEL 090-1516-8413

予約可 予約可
ふぐ海鮮ダイニング 343屋

大分市中央町2-7-23 宝屋ビル1F
TEL 097-574-7343

予約可

熊本ラーメン わさもん亭

大分市中央町3丁目3-8 丸八ビル１F
TEL 097-536-7119

予約可 やっぱりステーキ
大分セントポルタ店

大分市中央町5-21
TEL 097-547-7829

予約不可

予約不可

予約不可

和食ダイニング 牧

Cedar Scent

大分市府内町1-1-15 ガーデンプラザB1
TEL 097-536-3738

予約可

予約可

大分駅周辺エリア 都町エリア

その他のエリア

参加店一覧

大分慶珉

大分市大字小池原１５４５－３
TEL 097-507-9156

要予約

あまべの郷
関あじ関さば館

大分市白木949
TEL 097-575-2338

予約不可予約不可

※平日限定

※土日祝はランチ無し

塩で食べる海鮮てんぷら
汐彩

大分市本神崎54-4
TEL 090-9605-0223

予約不可

※平日限定

要予約崔おばさんのビックリホルモン家
中央町店

大分市中央町2丁目8番23号１F
TEL 097-513-1129

休 月曜日、臨時休業あり

和バル奏

大分市府内町2-5-3 矢崎ビル1F
TEL 097-576-8870

要予約

休 月曜日

ごはんととろろ とろ麦 
トキハ本店

大分市府内町2-1-4 トキハ会館４F
TEL 097-576-7628
休トキハに準ずる

大分市府内町2-2-15
TEL 090-6748-7658
休 月曜日、不定休、最終火曜日

こつこつ庵
予約可

大分市府内町3-8-19
TEL 097-537-8888
休 日曜日

休 木曜日

休 不定休 休 火曜日 休 月曜日

鰻 ななつぼし

大分市中央町三丁目2番19号
TEL 097-535-7934
休 月曜日（月曜が祝日の場合、火曜が休み）

休 不定休

南蛮珈琲館

大分市金池南1丁目5-1
TEL 097-544-8844

予約可 予約可 予約可

休 月曜日（月曜が祝日の場合は火曜）

ハンバーグ＆ステーキ
ぎゅう丸

大分市要町1-14 ＪＲ大分シティ4階
TEL 097-547-8784
休 無休

Modern Chinese Restaurant
OPERA

大分市都町2-1-7
TEL 097-538-8707
休 無休

ヴィア デッラ キエーザ

大分市中央町3-6-3 枡屋ビル　
TEL 097-560-0070
休 火曜日、隔週水曜日

休 月曜日、火曜日

休 月曜日（月曜が祝日の場合火曜日）

休 無休

休 無休

休 無休

休 木曜日

休 不定休

中国料理 留園

大分市府内町2-2-15 
TEL 097-536-3765
休 不定休

予約不可

予約不可

うどん専門 めだか

大分市府内町2-2-18 2F
TEL 090-8297-4072
休 木曜日

蕎麦処 実和

大分市府内町2丁目2-18 第2ロキシービル1階
TEL 097-534-8539
休 水曜日、 不定休

予約不可
和食ダイニング 海龍

大分市府内町1-3-19
TEL 097-538-2144
休 不定休

府内バルTAN'S

大分市府内町２丁目３－２３ 第１吉良ビル１F
TEL 097-537-0878
休 不定休、ランチは木、金、土のみ

予約可

※1日限定20食程度
※1日限定10食

※平日限定

※参加店舗・内容等は、変更になる可能性がございます。

※平日限定

5

5

kubota
ハイライト表示



期 間

参加店

令和4年

大分市内飲食店
※店舗数は変動する場合がございます。

8／18　 - 10／16木 日

スタンプを3つ集めて
素敵な商品をゲットしよう !

スマホでクーポンを提示！

口頭でもOK！

イベントサイトはこちら→

大分商工会議所 事業部 地域振興課
TEL 097-536-3321

サイトへGO!

※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止又は延期することがあります。

スタンプラリー（デジタル版）

yellランチ
クーポン

大分商工会議所
安心はおいしいプラス

★豊後牛肩ロース
　すき焼き用 800g×３名様

★Oita Birth 4,000円相当×6名様
★Oita Birth 2,000円相当×30名様

株式会社まるひで様ご提供

総勢39名
に当たる!

美味しいランチを お得 に食べて、大分市内の 飲食店へ ye l l を送ろう！

ご利用上の注意
● 期間中、お店が移転等する場合がございますのでご了承ください。
● お支払い方法は店舗毎に異なります。
● クーポンは期間中のみご利用いただけます。

● 1画面で何人でもご利用可能です。
　（ただし、スタンプラリーは1画面につき1個）

インターネットで「大分商工会議所」
と検索し、大分商工会議所のホーム
ページへ。

下記バナーをクリック

※右記QRコードを読み取る
　と下段の「　 」からスター
　トできます。

※「スタンプを獲得する」で、カメラが起動しない場合は、QRコード読み取り
　専用アプリか、カメラアプリで読み取りください。機種によっては、読み取
　れない場合もございます。ご了承ください。

※スタンプラリーに参加するにはユーザー登録が必要です。

真ん中の赤いボタン
を押す。

「会員登録」を押す。

会員登録方法

ご利用の流れ ランキング

スタンプラリー参加方
法

安心はおいしいプラス「yellランチクーポン」参加店に行ってく
ださい。

対象のメニューを注文し、お店で専用のQRコードを読み取って
ください。

3つスタンプが集まったら、そのままサイトから応募できます。

登録したアドレス宛に「仮登録完
了」メールが届く。メール本文の
「本登録をする」を押すとイベン
トの画面に行く。一旦閉じる。

「仮登録完了」メールが来たアドレ
スに「本登録完了」メールが届く。
「ログインする」を押すと、ログイ
ン状態でイベントサイトが見れる。

注意
● 令和３年度yellランチクーポン・令和４年度関あじフェアですでに登録済みの方は前回の登録内容でログインできます。
● 「仮登録完了」のメールが来ない方は、ニックネーム・登録したメールアドレスを「chiiki@oita-cci.or.jp」までお送りください。
● 会員登録をしなくても、クーポンはご利用いただけます。スタンプラリーには参加できません。

サイトの
TOPページ

地図画面を開いて
お店を探します

スタンプを3つ集めて素敵な商品をゲットしよう!

yellランチクーポンをより良いもの
にするため、是非アンケートにご協
力ください。
サイト内、または
QRコードからも
アンケートにご回
答いただけます。

アンケート

クーポンページを
お店のスタッフに

見せる、
もしくは

見たと言って
ください!

利用が多いお店がわかります。
お店選びの参考としてください。
※ランキングはスタンプラリーの利用
　回数で集計されます。

左上の「　」マーク
を押す。

ニックネーム・メール
アドレス・パスワード
を入力し利用規約を
ご一読の上、　を押
す。登録を押す。
一旦閉じる。




