
店名 住所 電話番号

暖(はる) 福岡市中央区今泉1-3-1 TYビル今泉202 092-713-3030
aga-ri 福岡市中央区今泉1-11-6 ハースホームビル2階 092-733-0700
磯貝 天神店 福岡市中央区今泉1-12-23  西鉄今泉ビル1階 092-732-3349
踊るうぐいす 福岡市中央区今泉1-17-22  i.CUBEI-A 092-406-8322
角のうぐいす 春吉本店 福岡市中央区春吉2-12-14 092-707-3340
にし川 福岡市中央区春吉3-22-23 2階 092-714-1640
鯛そば・茶漬け磯LABO 福岡市中央区薬院1-6-7  ヴァンクール薬院101 092-406-5614
日本料理　千羽鶴 福岡市中央区渡辺通1-1-2  ホテルニューオータニ内　14階 092-715-2008
皓の月（こうのつき） 福岡市中央区渡辺通2-9-9  ニューガイヤビル3階 092-791-9989
喜水亭 和樂 大名店 福岡市中央区大名1-8-31 リベルタス大名1階 092-791-3090
中華料理 桃林 福岡市中央区大名2-6-60  西鉄グランドホテル地下1階 092-753-7189
日本料理 松風 福岡市中央区大名2-6-60  西鉄グランドホテル地下1階 092-753-7169
大名蔵 福岡市中央区大名2-6-60  西鉄グランドホテル地下1階 092-781-0421
博多魚がし 海の路 天神店 福岡市中央区天神1-12-3  天神木村家ビル地階 092-406-9536
天神 大晴海 福岡市中央区天神1-13-13  幾永ビル1階 092-781-3360
炙り炉端 山尾 天神店 福岡市中央区天神1-15-14  高木ビル2･3階 092-724-1234
日本料理 喜水亭 三越店 福岡市中央区天神2-1-1  福岡三越８階 092-732-8686
博多海鮮食堂 魚吉 福岡市中央区天神2-11-3  ソラリアステージ地下2階 092-724-6116
どんぶり居酒屋 喜水丸 天神店 福岡市中央区天神2-11-3  ソラリアステージ地下2階 092-733-7165
めんちゃんこ亭 天神店 福岡市中央区天神2-3-10-1F(A) 092-406-5659 
中華料理 侑久上海 福岡市中央区天神3-8-18  イルグラッツィア天神1階 092-718-3377
どんぶり酒場 どんどん 福岡市中央区平尾1-12-22 092-406-2210
博多めんちゃんこ亭 六本松店 福岡市中央区六本松2-6-9 092-716-6157
Bistro Ohshima 福岡市中央区鳥飼1-2-33　ヴィンテージ大濠１階 092-752-0170



第一玉家すし 福岡市博多区大字下臼井767-1 092-611-2329
博多割烹 かじ 福岡市博多区中洲2-3-11 092-431-3104
須崎屋台 かじしか 福岡市博多区奈良屋町5-14 092-710-6739
大河すし 福岡市博多区西月隈4-8-2 092-504-5000
しらすくじら 博多デイトスアネックス店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-433-7575
cantina siciliana HAKATA 福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティアミュプラザ博多9階 092-409-5699
喜水亭 和樂 くうてん博多店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ9階 092-292-6001
博多の海鮮料理 喜水丸 博多1番街店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多駅地下1階博多1番街 092-409-4114
海鮮処 松月亭 博多本店 福岡市博多区博多駅中央街4-10 マースガーデンホテル2階 092-474-2622
博多笑門 福岡市博多区博多駅中央街6-2 092-433-4800
よか魚でうまかもん! 博多萬漁箱 福岡市博多区博多駅中央街6-2 2階 092-452-3411
博多の大衆料理 喜水丸 KITTE博多店 福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多9階 092-409-2211
どんぶり居酒屋 喜水丸 KITTE博多店 福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多地下1階 092-441-8700
糸島旬送和食喜友 福岡市博多区博多駅東1-1-33地下1階 092-481-9282
博多魚一番 福岡市博多区博多駅東2-17-5  アークビル1階 092-414-1016
せんせんせん 福岡市博多区博多駅東2-2-11  オフィスパーク博多1階 092-409-9531
ホテル日航福岡 日本料理弁慶 福岡市博多区博多駅前2-18-25　　　 092-482-1165
海鮮処 松月亭 博多中洲店 福岡市博多区住吉1-1-9  RJRプレシア博多2階 092-281-2622
ビストロ オー・バスクー 福岡市博多区千代4-32-1 1階 092-643-6711
Bistro Matsushima 福岡市博多区南本町１丁目４−１２ 092-573-8858
寿司 銀明翠 博多 福岡市博多区博多駅前2-18-15 ホテル日航福岡2階 092-482-1174
博多前炉ばた 一承 福岡 福岡市博多区博多駅前2-20-1 大博多ビル1階 092-292-1163
炙り炉端 山尾 博多駅前 福岡市博多区博多駅前3-22-5 092-434-0111
はじめの一歩 福岡市博多区博多駅前3-7-15 庄野ビル１階 092-471-1850
博多 魚蔵 福岡市博多区博多駅東2-1-1 都ホテル博多2階 092-433-5214
博多居酒屋 どげん海 福岡市博多区博多駅東2-2-10 4階 092-433-8384



魚と野菜　藁焼きと炉端　海風土 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル 1階 092-433-4210
炭かこヰ 福岡市博多区博多駅南1-2-3  博多駅前第一ビル1階 092-452-0202
角のうぐいす 博多店 福岡市博多区博多駅南1-4-10 アイビースクエア1階 092-409-8007
博多の味まるひ 福岡市博多区板付4-2-20 092-582-9301
PIZZERIA CENTO 福岡市早良区祖原4-3 092-707-5724
博多めんちゃんこ亭　原店 福岡市早良区原5-2-7 092-832-3711
炙り炉端 山尾 西新 福岡市早良区西新4-3-14 092-822-6100
＋BAR(プラスバー) 福岡市早良区田村2-11-27 080-4401-3751
博多めんちゃんこ亭 藤崎本店 福岡市早良区百道2-8-1 092-844-3992
福玄丸 福岡市西区玄界島33-17 092-809-2020
二葉鮨 三苫店 福岡市東区三苫6-15-72-101 092-606-6320
満帆荘 福岡市東区勝馬257−５ 092-603-1313
博多めんちゃんこ亭 箱崎店 福岡市東区箱崎4丁目6-22 092-643-8677
地もの魚料理 幸丸 福岡市南区大橋1-2-31-1 092-512-4185
博多めんちゃんこ亭 大橋店 福岡市南区向野2-16-1 092-557-4411
古材の森 糸島市前原中央3-18-15 092-321-4717
民宿・食事処　なぎさ 糸島市志摩芥屋865 092-328-2047
ろばた焼 酔々亭（すいすいてい） 糸島市志摩師吉123-1 092-327-2017
Bakery restaurant current（カレント） 糸島市志摩野北2290 092-330-5789
寿司・割烹 歌幸 糟屋郡新宮町下府1-7-3 092-962-1050
P!CCOLO（ピッコロ） 糟屋郡新宮町美咲3-1-1 092-963-2550
正直亭 福津市津屋崎4-3-1 0940-52-1045
つやざき漁港食堂 空と海 福津市津屋崎4-47-18 0940-52-5001
いけす料理磯太郎 福津市津屋崎7-9-23 0940-52-5051
博多わび助 福間店 福津市福間駅東1-2-15 0940-42-2900
農園野菜と大地の恵み となりのグリル 福津市花見が浜2-7-13 0940-72-4200



華杏 弥太楼 福津市勝浦530-2 0940-62-3282
漁師めし 来進 福津市西福間3-18-6 080-6413-5637
巧 宗像市赤間駅前1-2-6 0940-32-2280
御宿 はなわらび 宗像市江口518-1 0940-62-0107
和風レストランやひろ 宗像市江口534-2 0940-62-1101
和ごころ 宗像市江口534-3 0940-62-6962
FRANCEYA 宗像市江口800 0940-62-3959
中国料理　石本 宗像市公園通り3-20-1 0940-62-3433
魚屋別館 宗像市神湊643 0940-62-3355
寿司割烹 ふく仙 宗像市三郎丸6-3-12丸昭ビル1階 0940-32-6277
つり吉 はなだ 宗像市田熊1-5-25 0940-36-0838
いけす料理 史 宗像市田熊4-2-12 0940-37-2222
和処 樹（いつき） 宗像市東郷2-2-8 0940-72-5143
あぶりや長介 北九州市小倉北区魚町3-5-15 093-541-5022
幸寿し 北九州市小倉北区宇佐町2-13-21 093-521-3375
二成 北九州市小倉北区鍛冶町1-6-8　南国ビル１階 093-521-6051
観山荘 本館 北九州市小倉北区片野2-19-18 093-921-5877
焼きもんや菜’ｓ 北九州市小倉北区船場町7-11 093-522-8313
小倉 匠のパスタ ラ・パペリーナ 北九州市小倉北区船場町12-3小倉紫江's II ２階 093-522-0688
久津の葉 北九州市小倉北区室町2-3-5 093-562-6277
ふぐ・活魚料理 割烹 三幸 北九州市小倉北区室町2-7-17 093-583-8535
活魚居酒屋味楽 京町本店 北九州市小倉北区京町1-6−28 093-531-6504
酒魚菜たかざわ 北九州市小倉北区木町3-9-10 080-1718-1652
割烹旅館 かねやす 北九州市若松区大字有毛2710-1 093-741-1131
季節料理 とこしゑ田中 北九州市若松区高須西1-2-19 093-741-3808
栄寿司 北九州市若松区本町3-7-27 093-761-3984



西洋料理とワインの店 Buveur Orge 北九州市八幡西区熊手1-1-42 よし川ビル1階 093-645-6777
本格炭火炉端焼 茶茶丸本店 行橋市西宮市2-19-5 0930-25-0487
割烹旅館 宇島汐湯 豊前市大字宇島73-1 0979-82-1231
横丁食堂べっぷ 嘉麻市上山田1432-1 ニュー別府 090-3014-8690
旬魚季菜 げんき亭 小郡市三国が丘7-15 0942-75-8240
幸鮨通町店 久留米市通町7-12 0942-38-8600
加志雅(かしま) 久留米市東町509-1-1階 0942-39-4629
うきは せせらぎ うきは市田篭746 0943-77-5220
柳川 白柳荘 柳川市新町16 0944-73-1188
福泉操 柳川市三橋町下百町31-1 0944-73-5760
博多めんちゃんこ亭 中里店 佐世保市上本山町808-2 0956-49-8859
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