
とくぢ食事処 information

営業日、時間帯などが限定されているお店が

多いので、ご確認の上お出かけください。

知っちょる ?

地元産にこだわり、 数に限りがございます。

品切れ、 売り切れの際はご容赦ください。

こんにゃく、豆腐、ヤマノイモ、イチゴ、ピーマン、
健康茶、松茸、椎茸、わさび　などなど。

和牛に鶏卵、鵜こっけい卵。川では鮎、ヤマメ、
川蟹。勿論、お米も美味しいですよ。コシヒカリ、
ヒノヒカリ、キヌムスメに、黒米、赤米などの古代米。

蕎麦もありますね。ラーメンも大評判！

山口観光コンベンション協会徳地支部　2023/2

深谷 598
0835-52-1016

定休日　水曜日 ( 但、 祝日営業）

11 ： 00 ～ 15 ： 00(いなか屋

農家レストラン

お箸で食べる国産和牛
￥2,200ステーキセット

オーダーストップ 14 ： 30)

ねむの木

0120-52-0967

堀 1839-9

不定休　9：00 ～ 16：00

ふわふわとろりのオムライス

一文字オムライス  ￥880
牛と野菜の和風オムライス 

 \1,080

黙雷亭

ロハス島地温泉内

定休日

0835-54-4545
11:00 ～ 16:30

水曜日

島地 2102-4

￥500うどん定食

　土・日・祝
月・火・木・金 ～ 15：30

営業時間

0835-68-9053

彩月

堀 1910-7

営業時間

母さんの台所　

あやつき 名物徳地焼き、 長州焼き、

クレープ

金　
宴会 ( 要予約 )

トマトのお好み焼き

土
11 ～ 14
11 ～ 20
11 ～ 17日

14 ～ 17　

クレープのみ
は

農村女性こだわりの店

0835-52-0884

食彩味工房

堀 1533

定休日 土・日・祝

11:00 ～ 16：00

日替わり定食　\600

重源の郷食事処

0835-52-1250
［冬期 (11 月から 4月 )は 16：00 まで］

花ひとえ
深谷 1137

11：00 ～ 16：30

団体様は要予約

うどん・そば　

定休日：水曜日

そば打ち体験ができます
とくぢ浪漫

\1100

（祝日の場合はその翌日）

\600 ～

竹村商店

0835-52-1880

定休日

11：00 ～ 17：00

￥630

岸見 793-4

日・月・火曜日

徳地和牛肉うどん

こだわりの素材と味

￥110むすび

BASE83

やまぐちサッカー交流広場内

080-5751-0083
営業日 (土・日・月・祝 )

10:00 ～ 16:00

船路 890

ソフトクリーム　¥350ランチタイム 11：00 ～ 14：00

うどん各種　¥500 ～　　　
あげたこ　¥350

老舗　

不定休

喜楽

0835-52-0054

堀 1702

季節･宴会料理　
要予約

老舗　

ランチタイム 11：30 ～ 14:00
0835-52-0020堀 1894

宿泊・季節・宴会・法要料理

要予約

ランチ ：天ぷら御膳　

友景旅館

￥1,092
（平日のみ）

山里 農産加工販売所

0835－58－0711
営業日：金・土・日・祝日

手打ち蕎麦が自慢

\650

\550

11:00 ～ 14:30

柚木 2021

かきあげ蕎麦

徳地和牛肉蕎麦

1・2月休み

0835-52-1206
Fax:0835-52-1751不定休

10 時～ ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌﾟ19 時

ゆっくりお寛ぎ戴けます美濃吉

深谷 1087

・季節料理　\2,750 ～

要予約

釣堀
090-3174-5318

10：00 ～ 16：30土日祝日のみ営業

季節営業 3月中旬～ 10 月末

太公望 深谷 386

太公望定食 (あまごの塩焼き ) \800

季節料理　鮎雑炊 /鮎塩焼き
うどん \400 ～

とりたまの里

出雲ファームの直売店

0835-52-0743
堀 1473

定休日　第 2・第 4　火曜日
10:00 ～ 16:00

卵かけ御飯　\450 
お代わり自由

オーダーストップ　15:00

柚木慈生温泉
食事コーナー

柚木 2178

0835-58-0430
定休日　5 日 ・ 18 日

10:00 ～ 18:00
各種弁当のテイクアウトのみ

徳地屋 土日祝　定休

（その他不定休 営業日は旗）

11：30 ～ 14：00日替わり定食￥770
うどん定食 ￥670

森のいろどり

彩 aya

船路 1479-1
080-1928-6743

営業日（木・金・土）

要予約
彩ランチ　\1200

11：30 ～ 16:00

冬季休業

徳地そば茶屋
雅 堀 1427

080-6158-7572

定休日　月 (祝日の場合は翌日休み）
11：00 ～ 14：00（売り切れ次第終了 )

天ざるそば ￥1400
雅ランチ　\1450

00
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とろりのオムライスとろり
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老舗老舗舗舗老舗

https://www.instagram.com/roots.tokudi/
ROOTS.新規開店


