
福岡エリア　九州ビーム祭　参加店舗一覧
飲食店名 住所 TEL フェア製品

やきとり安兵衛 博多店 福岡市　博多区　博多駅前　３丁目１０－２ウーブル博多１Ｆ 092-292-6603 ビームハイ＋メガ
あぷろ博多店 福岡県福岡市博多区博多駅前3-22-5　Ｍビル2号館2F 092-482-0388 ビームハイ
まつなが大名店 福岡市　中央区　大名　１丁目１１－２９山本テンポ３号 0927250383 ビームハイ
まつなが春吉店 福岡市　中央区　春吉　１丁目５－１高口ビル 0927419000 ビームハイ
悶絶焼鳥酒家　はちまる。大名店 福岡市　中央区　大名　１丁目８－４２エトス大名１Ｆ 0927267396 ビームハイ＋メガ
博多丸秀本店 福岡県　福岡市　博多区　博多駅東　２丁目４－１６福泉第一ビル１Ｆ 092-474-2229 ビームハイ＋メガ
丸秀鮮魚店　博多店 福岡県　福岡市　博多区　博多駅東　２丁目１０－１２博多イーストゲート２Ｆ 092-474-7977 ビームハイ＋メガ
博多ともすけ　博多店 福岡県　福岡市　博多区　博多駅東　２丁目１０－１２博多イーストゲート２Ｆ 092-473-3616 ビームハイ＋メガ
泰元　呉服町店 福岡県　福岡市　博多区　上呉服町１０－１０呉服町ビジネスセンター１Ｆ 092-262-5585 ビームハイ＋メガ
酒場あうん博多店 福岡県　福岡市　博多区　博多駅東　２丁目３－２８蒲池ビル2Ｆ 0924122388 ビームハイ＋メガ
あうんの焼鳥居酒屋博多本店 福岡県　福岡市　博多区　博多駅東　２丁目３－１ 0924181688 ビームハイ＋メガ
酔灯屋祗園店 福岡県　福岡市　博多区　祇園町６－４３祇園柴田ビルＢ１Ｆ 0922722901 ビームハイ
はかた市祗園店 福岡県　福岡市　博多区　博多駅前　２丁目１０－１２ハイラーク博多駅前ビル１Ｆ 0924832901 ビームハイ
益正筑紫口店 福岡県　福岡市　博多区　博多駅中央街１－１ 0924811173 ビームハイ
益正博多駅前店 福岡県　福岡市　博多区　博多駅前　３丁目２－８住友生命博多ビルＢ１Ｆ 0924319022 ビームハイ
ぶあいそ博多　筑紫口店 福岡市博多区博多駅東2-1-27-1Ｆ　博多第1ホテル 092-436-6366 ビームハイ
ぶあいそ博多　住吉通り店 福岡市博多区博多駅前4-3ー18ー1Ｆ サンライフセンタービル 092-432-8866 ビームハイ
北海道食市場　丸海屋筑紫口店 福岡市博多区博多駅東1-13ー31ー2Ｆ　駅東サンシティビル 092-432-4455 ビームハイ
博多⿊鉄本店 福岡市博多区博多駅中央街1ー1ー1Ｆ　⻄高架下 092-482-1000 ビームハイ
昭和大衆酒場　てくてく屋 福岡県福岡市博多区御供所町１－１８リビング博多ビルＢ１Ｆ 0922924404 ビームハイ＋メガ
もつ⼿⽻　爐庵　博多店 福岡県福岡市博多区博多駅東２-10-13ー2Ｆ　芙蓉ビル 092-481-7315 ビームハイ
かんてきや　博多本店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-433-9511 ビームハイ
かんてきや　博多駅前店 福岡県福岡市博多区博多駅東2-2-18 スライビィング84 092-477-9555 ビームハイ
炭焼きＤＩＮＩＮＧ　鮮笑 福岡県福岡市中央区天神3-2-20　名村ビル1Ｆ 092-716-0951 ビームハイ
晴れ晴れ　⻄通り店 福岡県福岡市中央区大名2-1-59　野⾒山ビルド4F 092-721-0228 ビームハイ
大名　陽なた家 福岡県福岡市中央区大名1-9-11 092-731-2565 ビームハイ
あぷろ大名店 福岡県　福岡市　中央区　大名　１丁目９－２３　大名ハーモニービル１Ｆ 092-714-5105 ビームハイ
陽なた家　茂⻁ 福岡県福岡市中央区大名1-9-22　大名ハーモニー2F 092-731-6565 ビームハイ
まるたんや 福岡県　福岡市　中央区　赤坂　１丁目６－２２第２野田ビル１Ｆ 0927612929 ビームハイ
アルマキッチン今泉店 福岡県　福岡市　中央区　今泉　１丁目１８－３６ 0927145033 ビームハイ
フィッシュマーケット丸秀 福岡県　福岡市　中央区　今泉　１丁目１８－４２ 0927915454 ビームハイ＋メガ
振子 福岡県　福岡市　中央区　舞鶴　１丁目８－３８第１９ラインビル１Ｆ 0927618181 ビームハイ
九州博多料理居酒屋あうんのぬくぬく家天神店福岡県　福岡市　中央区　天神　２丁目３－３６Ｉｂｂフクオカビル１Ｆ 0927391333 ビームハイ＋メガ
酔灯屋天神店 福岡県　福岡市　中央区　天神　１丁目１３－１３幾永ビル２Ｆ 0927162901 ビームハイ
酔灯屋天神別館 福岡県　福岡市　中央区　天神　１丁目１２－３天神木村家ビル９Ｆ 0927242901 ビームハイ
酔灯屋/はかた市大名店 福岡県　福岡市　中央区　大名　２丁目６－５天神⻄通り館３Ｆ 0927127281 ビームハイ
益正天神本店 福岡県　福岡市　中央区　天神　１丁目１３－２８つくしビル１階 0927375820 ビームハイ
益正北天神店 福岡県　福岡市　中央区　天神　３丁目２－２２河村家具本店１Ｆ 0927162255 ビームハイ
7meetsause 福岡県　福岡市　中央区　天神　２丁目８－３４住友生命福岡ビル１階 0927363270 ビームハイ
ＶＥＧＥ　ＳＴＹＬＥ　ＤＩＮＩＧ　在。　福岡県　福岡市　博多区　博多駅中央街１－１新築店舗 0924832532 ビームハイ
和洋キッチンGEKI祗園店　 福岡県　福岡市　博多区　祇園町２－８　リアン祇園ビル１Ｆ 0927180883 ビームハイ
和洋キッチンGEKI赤坂店　 福岡県　福岡市　中央区　赤坂　１丁目４－２７ 092-738-6154 ビームハイ
マスターズカフェ薬院店 福岡県　福岡市　中央区　渡辺通　２丁目３－３ 092-753-6543 ビームハイ
マスターズカフェパルコ店 福岡県　福岡市　中央区　天神　２丁目１１－１－Ｂ１Ｆ 0922357129 ビームハイ
博多⿊鉄今泉店 福岡市中央区今泉1-23-7 092-737-2737 ビームハイ
前菜食堂(ぶあいそ大名） 福岡市中央区大名１丁目１１－５　小谷ビル２Ｆ 092-720-2112 ビームハイ
ぶあいそ舞鶴店 福岡市中央区舞鶴1-3-33 092-721-0256 ビームハイ
北海道食市場　丸海屋福岡本店 福岡県福岡市中央区大名1-3-54 092-735-7777 ビームハイ
もつ鍋　紅月大名店 福岡市　中央区大名　１丁目９－１４シティマンション大名別館１Ｆ 0927139690 ビームハイ
もつ鍋　紅月今泉店 福岡県　福岡市　中央区　今泉　１丁目１１－７－３Ｆ 0927325868 ビームハイ
居酒屋＋10 福岡県　福岡市　中央区　大名　１丁目１５－３５　２４７ビル３階 0927243797 ビームハイ
SUSU　大名店 福岡県福岡市中央区大名1-14-26 092-735-4747 ビームハイ
博多再生酒場 福岡県福岡市博多区中洲2-4-12 092-282-1166 ビームハイ
樂菜ダイニング喰堂 熊本県　荒尾市　下井⼿１６１６－６７ 0968660804 ビームハイ＋メガ
居酒屋　王国 福岡市博多区銀天町１丁目７－８ 092-582-7077 ビームハイ＋メガ
居酒屋　⻲屋 福岡市中央区薬院３丁目１１－３０ 092-521-4644 ビームハイ＋メガ
薬院三丁目酒場とさかーな 福岡市中央区薬院３丁目１１－３０－１０３ 0921-524-5567 ビームハイ
東洋大衆文化酒場『ちょいさぼ』 福岡市中央区渡辺通２丁目３－８渡辺通カステリア１Ｆ 092-737-5402 ビームハイ
博多屋台酒場よったか 福岡市中央区⽩⾦１丁目１５－７　ダイアパレス１Ｆ 092-522-0723 ビームハイ
からコロ亭警固店 福岡市中央区警固２丁目２－２８ 092-724-0705 ビームハイ＋メガ
からコロ亭鳥飼店 福岡市城南区鳥飼５丁目２－４３グリーンマンション鳥飼１０４ 092-407-4120 ビームハイ＋メガ
鳥作 福岡市⻄区姪の浜５丁目５－２ 092-885-2215 ビームハイ＋メガ
学校まえ 福岡市⻄区福重４丁目２１－１２ 092-881-1116 ビームハイ＋メガ
きままの台所　東比恵店 福岡市博多区東比恵２丁目１７－２３ 0922927565 ビームハイ＋メガ
からくさ 福岡市中央区春吉２－８－１８ 092-715-0508 ビームハイ＋メガ
きままの台所　室⾒店 福岡市早良区室⾒５－１３－２６ 0928365833 ビームハイ＋メガ
きままの台所　⽩木原 大野城市　⽩木原　１丁目７－５Ｊ・クリスタル 0925925011 ビームハイ＋メガ
魚房三徳 福岡市博多区祇園町４－６平田ビル１Ｆ 092-881-1121 ビームハイ＋メガ
旬創酒庵　かくれ家 福岡市中央区大名２－９－１５　上野ビルＢ１Ｆ 092-725-8448 ビームハイ＋メガ
焼肉　直球　警固 福岡市中央区警固２－１１－１０ 0927325650 ビームハイ＋メガ
直球 福岡市　中央区　⽩⾦　１丁目１６－２ 0925232292 ビームハイ＋メガ
焼肉直球カルビ 春⽇市　春⽇原北町　３丁目７５－１ 05055788657 ビームハイ＋メガ
銀しゃりろばた変化球 福岡市中央区大名１丁目９－１１－２Ｆ 0927142225 ビームハイ＋メガ
磯ちょうちん 福岡市博多区博多駅前４－２４－２ 0924096007 ビームハイ＋メガ
きままの台所　姪浜店 福岡市　⻄区　姪浜駅南　１丁目７－８三浦ビル１Ｆ 0928833123 ビームハイ＋メガ
かくれ家離れ 福岡市　南区　大橋　３丁目２－１トーカンＭ大橋プラザ１Ｆ 0925125551 ビームハイ＋メガ
百万石 福岡県　福岡市　南区　野多目　１丁目１２－5 0925533052 ビームハイ＋メガ
しょう喜 福岡県　筑紫郡　那珂川町　後野　１丁目３－３３ 0929543110 ビームハイ＋メガ
Ｅｎｔｒａｎｃｅ 福岡県　福岡市　中央区　今泉　２丁目４－３９成田ビル３Ｆ 0927137550 ビームハイ＋メガ
あっぱらぱん 福岡県　福岡市　南区　⻑丘　１丁目１９－１３ 0925623202 ビームハイ＋メガ
むらしま 福岡県　福岡市　博多区　祇園町３－６ 0922817843 ビームハイ＋メガ
居酒屋86（ハル） 福岡県　福岡市　博多区　博多駅南　４丁目１２－３０ 0924763176 ビームハイ＋メガ
あんざ 福岡県　福岡市　博多区　博多駅東　２丁目４－１４第２ヤマトビル１Ｆ 0924831955 ビームハイ＋メガ
食伊もん処　Ｔｓｕｊ 福岡県　福岡市　東区　三苫　６丁目１５－７２ＰＬＥＡＳＡＮＴ１Ｆ 0926078557 ビームハイ＋メガ
ＷＡＴＡＲＵ 福岡県　福岡市　中央区　舞鶴　１丁目３－３１ハイラーク舞鶴１Ｆ 0927138022 ビームハイ＋メガ
チャーリーブラウン 福岡県　福岡市　中央区　渡辺通　１丁目１－１－Ｂ１Ｆ 0927138098 ビームハイ＋メガ


