
県
北
地
区

美郷町 H29 小黒木農家レストラン味さと 0982-62-5630

〒889-0903
東臼杵郡美郷町北郷黒木1530

営業時間：
（ランチ）11時30分～15時
（小昼）15時～17時
（ディナー）18時～21時
定休日：水曜日、盆、年末年始
注意：昼食は予約が必要。夕食は金曜日・土曜日
のみで、予約が必要。乾しいたけ料理の予約が必
要。乾しいたけ料理の内容は要相談。

・しいたけ南蛮
・かき揚げ　・煮しめ

美郷町 H29 南郷温泉山霧茶屋 0982-59-0100

〒883-0306
東臼杵郡美郷町南郷神門151-1

営業時間：11時～20時(ラストオーダー：19時30
分）
定休日：木曜日（祝日の場合は翌日）

・石焼ビビンバ
・うどん

五ヶ瀬町 R3 レストラン五瀬 0982-82-1115

〒882-1203
西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所9223

営業時間：11時～14時17時～20時
定休日：毎週水曜日

・特製しぃマー油　鶏軟骨ミンチのバターチキン
カレー

しいたけ料理

高千穂町 H29 高千穂手打ち蕎麦おたに家 0982-73-2228

〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井5138-1

営業時間：11時30分～16時（ラストオーダー：15
時）
定休日：水曜日（冬季は火曜日、水曜日）

・椎茸とろろ丼
・しいたけコロッケ

・折詰（法事、祝賀行事用）
・弁当（お持ち帰り用）

高千穂町 R3 居酒屋　無我夢中 0982-72-6001

〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井4番地
松本ビル2F

営業時間：17時～23時
定休日：日曜日

・乾しいたけの串揚げ

高千穂町 R3 酒処ひだりうま 0982-72-0930

〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井799-3

営業時間：17時～22時30分
ラストオーダー：21時30分
定休日：火曜日その他臨時休業あり

・神楽うどん
・うどん春巻き

　　「乾しいたけ料理の店」認定店一覧  

市町村 認定年度 店名 連絡先 店舗情報

高千穂町 R3 カフェARIGATO－ありがと－ 0982-82-2161

〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井1444-1

営業時間：11時30分～15時
定休日：水曜日



しいたけ料理市町村 認定年度 店名 連絡先 店舗情報

延岡市 R2 JAPANカレー亭 0982-32-6133

〒882-0856
延岡市出北2丁目18番

営業時間：11時30分～14時
17時～20時（17時からは予約制）
定休日：水曜日、木曜日

・のべおか八杯汁

県
北
地
区

諸塚村 H28 森の民宿樹の里 0982-65-0694

〒883-1301
東臼杵郡諸塚村大字家代3296番地

営業時間：11時30分～21時
注意：乾しいたけ料理の事前予約が必要。

・煮しめ

諸塚村 H28 お休み処「えくぼ亭」 0982-65-0526

〒883-1301
東臼杵郡諸塚村大字家代3574-2
池の窪グリーンパークセンターハウス

営業時間：11時30分～14時
定休日：火曜日・水曜日・木曜日・金曜日

・なばカツカレー

諸塚村 H28
元気・四季を食べるレストラン
「どんこ亭」

0982-65-0178

〒883-1301
東臼杵郡諸塚村大字家代3068
しいたけの館21内

営業時間：11時30分～14時、17時～21時
定休日：水曜日（祝日の場合木曜日）

・ジャンボしいたけ丼
・なばカツ丼
・なばカツカレー

椎葉村 H29
椎葉村物産センター
「平家本陣」

0982-67-3140

〒883-1601
東臼杵郡椎葉村大字下福良509-23

営業時間：11時～14時
定休日：年末年始（12月29日～1月3日）

・椎茸そば、うどん

椎葉村 H29 民宿おまえ 0982-67-5959

〒883-1603
東臼杵郡椎葉村大字不土野360-23

営業時間：10時～20時
定休日：不定休
注意：宿泊者限定で3日前に事前予約が必要。

・しいたけ南蛮
・しいたけカツ

椎葉村 H29 よこい処しいばや 0982-67-2868

〒883-1601
東臼杵郡椎葉村大字下福良1818

営業時間：
（ランチ）11時30分～14時
（ディナー）17時～23時
定休日：不定休
注意：夜は予約が必要。

・椎茸ウインナー ～社の恵み～



しいたけ料理市町村 認定年度 店名 連絡先 店舗情報

県
央
地
区

・しいたけ牧水そば
・カレーライス（椎茸入り）

日向市 R1
いけすの大漁や
（ﾎﾃﾙﾍﾞﾙﾌｫｰﾄ日向）

0982-52-0001

〒883-0044
日向市上町7-3

営業時間：
11時～14時（ランチ）
17時～22時30分（ディナー）
定休日：元旦

・茶碗蒸し

H29 ふらんす食堂Bistroマルハチ 0985-72-6862

〒880-0805
宮崎市橘通東2-9-14
トライスター本町通ビル1階

営業時間：18時～22時30分（ラストオーダー：21
時30分）
定休日：日曜日、その他不定休
注意：乾しいたけ料理の予約が必要。乾しいたけ
料理の内容は要相談。

・乾しいたけのトゥルト

宮崎市 H29 旬彩美味岡茶 0985-22-8400

〒880-0001
宮崎市橘通西3丁目8-5　三輪ビル１階

営業時間：18時～24時（ラストオーダー：23時）
定休日：日曜日

・乾しいたけのウニのっけ焼き
・どんこしいたけバター焼き

宮崎市

県
北
地
区

日向市 R1 お食事処　峰 0982-52-8977

〒883-0044
日向市上町10-9

営業時間：17時～26時30分
定休日：日曜日

・宮崎産しいたけおでん

日向市 R1 天領うどん　本店 0982-52-2822

〒883-0013
日向市新生町2丁目66
 
営業時間：10時～19時

・パックおでん
・いなり寿司

日向市 R2
美々津カントリークラブ・レス
トラン

0982-58-1140

〒889-1121
日向市東郷町山陰甲417-94

営業時間：10時～15時
定休日：毎月2回（第1月曜と第3月曜）及び完全セ
ルフデー

・しいたけ南蛮

日向市 R1 物産館「詩季彩」 0982-68-3072

〒883-0106
日向市東郷町山陰辛244-1

営業時間：
（平日）11時～14時
（土日祝祭日）11時～15時
定休日：年末年始12月31日～1月2日



しいたけ料理市町村 認定年度 店名 連絡先 店舗情報

県
央
地
区

西都市 H28 Ohana食堂 0983-32-6877

〒881-0001
西都市大字岡富816

営業時間：（ランチ）11時30分～14時
　　　　　（ディナー）17時～21時
定休日：日曜日

・森の子　南蛮定食

宮崎市 R2 釜あげうどん　重乃井 0985-24-7367

〒880-0866
宮崎市川原町8-19

営業時間：11時～18時30分（麺がなくなり次第閉
店有り）
定休日：金曜日（月一回連休有り）

・釜あげうどん（出汁に乾しいたけを使用）
・ちらし寿司

宮崎市 R1 Beef Atelier　うしのみや 0985-21-1113

〒880-8545
宮崎市山崎町浜山シェラトン・グランデ・オー
シャンリゾート1階

営業時間：18時～
定休日：月曜日
注意：1日6名様限定。

・牛タン角煮　冬菇椎茸

宮崎市 R1 米九 0985-21-1341

〒880-8545
宮崎市山崎町浜山シェラトン・グランデ・オー
シャンリゾート1階

営業時間：17時30分～22時
（ラストオーダー：21時30分）
定休日：木曜日
（状況によって変更になる場合があります。）

・諸塚産どんこ椎茸オイル蒸し

宮崎市 H28 渋玄 0985-28-4463

〒880-0805
宮崎市橘通3-2-21 TOKIWA24ビル1F

営業時間：18時30分～22時
（日本酒バー：22時～24時）
定休日：不定休
注意：乾しいたけ料理の事前予約が必要。

季節によって提供料理を変更（写真は例）

宮崎市 H28 宮崎駅弁当株式会社
0985-24-2913
0985-29-0287

(本店)
〒880－0806
宮崎市広島2丁目8－8
(アミュプラザ店)
〒880-0801
宮崎市錦町1-8（アミュプラザみやざきひらめき市
場）

営業時間：
（本店）6時～18時（アミュプラザ店）7時～19時

・元祖椎茸めし

宮崎市 H28 ふるさと料理杉の子 0985-22-5798

〒880-0001
宮崎市橘通西2-1-4

営業時間：
（ランチ）11時30分～14時
（ラストオーダー）13時30分
（ディナー）17時～22時30分
（ラストオーダー）21時30分
定休日：不定休（年末年始）
注意：ランチは２日前までの予約が必要。

・黒豚角煮



しいたけ料理市町村 認定年度 店名 連絡先 店舗情報

県
央
地
区

西米良村 R4 川の駅「百菜（歳）屋」 0983-41-4245

〒881-1411
児湯郡西米良村大字村所208-1

営業時間：10時～15時
定休日：年末年始

・しいたけ南蛮定食

0986-26-0200

〒885-0012
都城市上川東4丁目5975-1
都城サンプラザホテル内1階

営業時間：18時～23時
定休日：12月31日、1月1日

・椎茸のアヒージョ

都城市

三股町 H29 Natural Kitchen Camel

西米良村

夢酔い酒場さんちゃん亭

H30
とんこつラーメン専門店
無我夢中

0986-21-4500

〒885-0021
都城市志比田町5325-1

営業時間：
(平日)11時00分～14時まで
(週末)11時00分～15時まで
(毎日)18時00分～21時まで
定休日：月曜日（祝日の場合営業）

・純白椎茸豚骨ラーメンカプチーノ仕立て

県
西
地
区

高原町 H28 茸ちゃん家 0984-47-4178

〒889-4412
西諸県郡高原町大字西麓3600番地6

営業時間：10時～21時
定休日：不定休
注意：乾しいたけ料理の事前予約が必要。

都城市 H30 タマチャンショップ 0120-385-246

070-8474-7431

営業時間：イベント等への出店のみ
注意：店舗での営業はしていません。乾しいたけ
料理の予約が必要。乾しいたけ料理の内容は要相
談。

イベント等によって料理が変わります

〒885-0021
都城市平江町47-10

営業時間：10時00分～18時まで
（テイクアウト　10時00分～19時30分）
定休日：第3木曜日

・タマチャンバーガー（タマバーガー）
・乾しいたけのもどし汁を使ったみそ汁

都城市 H29

・たっぷり乾椎茸の手造り春巻

H28 西米良温泉ゆた～と 0983-41-4126

〒881-1411
児湯郡西米良村大字村所260-6

営業時間：
（ランチ）11時～15時
（ラストオーダー）14時
（ディナー）17時～21時
（ラストオーダー）20時
定休日：毎月第3水曜日、1月1日

・煮しめ定食
・煮しめらコロッケ



しいたけ料理市町村 認定年度 店名 連絡先 店舗情報

県
南
地
区

日南市 R4 はぜ金茶屋 0987-23-6546

〒887-0022
日南市上平野町3-1-1

営業時間：11時～18時
定休日：月曜日

・巻き寿司、いなり
・うどん、そば（出汁に乾しいたけを使用）

日南市 R4 武家屋敷　伊東邸 0987-55-8010

〒889-2535
日南市飫肥8丁目6-10

営業時間：10時～17時
定休日：毎週火曜日、不定休あり

・椎茸カレー

福岡市 R2 中国料理　侑久上海

R1 本格炭火焼　希八

福岡市 R3 福　ゑびす

県
外

092-292-1411

〒810-0881
福岡県福岡市博多区中洲2-4-9

営業時間：18時～26時
定休日：日曜日

・宮崎県産乾しいたけと和牛すじ煮込み

092-718-3377

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神3-8-18ｲﾙ･ｸﾞﾗｯﾂｨｱ天神1F

営業時間：11時30分～14時（L.O.14時）17時30分
～22時（L.O.21時30分）
定休日：年末年始

・宮崎田中さんちのしいたけが入った自家製ベー
コンと豆腐の土鍋煮

福岡市 R1 此乃美　舞鶴本店 092-732-8241

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目3-5

営業時間：17時～22時
定休日：日曜日、祝日

・原木焼きしいたけ
・砂ずり原木しいたけPマン

092-741-9988

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神3丁目6-24

営業時間：18時～24時
定休日：日曜日

・乾しいたけ肉詰め串
・乾しいたけ入り「にゅうめん」

福岡市 R1
ミートダイニング
オンアターブル

092-283-5257

〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲5-3-8
アクア博多1階

営業時間：
（月曜日～土曜日）17時30分～24時
（日曜日）11時30分～15時
日曜日はランチのみ営業
料理ラストオーダー：
（月曜日～木曜日）22時
（金曜日・土曜日）23時
ドリンクラストオーダー：23時30分
定休日：年末年始

ランチビュッフェ料理、ディナーのアラカルトに
て乾しいたけ料理を１品以上常時提供

福岡市



しいたけ料理市町村 認定年度 店名 連絡先 店舗情報

　※新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、提供内容等に変更がある場合があります。

　※しいたけ料理写真についてはイメージです。実際の料理と異なる場合があります。

台湾 R2 日本伝統藁焼　炭焼　天晴

福岡市 R3 Lapis -Blue Line-

福岡市 R3
ミヤザキナイズダイニング
どれみ

+886-2-2541-7771

〒104（台湾）
台北市中山區林森北路107巷48號

営業時間：17時～24時
定休日：年中無休

・宮崎県産どんこの南蛮揚げ（きんかんタルタル
ソース）

国
外

福岡市 R3 TENJIN Dining MiST 092-724-6669

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名1-3-6-201

営業時間：21時～翌5時
定休日：不定休

・釜揚げうどん
・筑前煮（お弁当用）

県
外

092-724-6669

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名1-3-5-202

営業時間：7時～15時/18時～翌5時
定休日：不定休

・宮崎太陽スムージーカレー

福岡市 R3 もつ濵 092-724-6669

〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉2-4-11-312

営業時間：21時～翌3時
定休日：不定休

・しいたけバター焼き

092-716-3666

〒810-0021
福岡県福岡市中央区今泉2-3-18-1
倶会ビル1F

営業時間：18時～24時
定休日：日曜日

・宮崎乾しいたけ入り焼き餃子


