
ＳＴＡＤＩＵＭ 福岡県　福岡市　南区　大橋　１丁目１－２５－７白水第一ビル２階 0925124300 ビームハイ＋メガ
焼鳥小福 福岡県　春日市　桜ケ丘　８丁目７４ 0925187323 ビームハイ＋メガ
フリーダムキッチン 福岡県　福岡市　博多区　東比恵　４丁目４－１３池上ビル１階 0922030811 ビームハイ＋メガ
新乃 福岡県　福岡市　中央区　警固　２丁目１０－８ 0927512400 ビームハイ＋メガ
觀海 福岡県　福岡市　博多区　博多駅前　３丁目７－８桑野ビル１Ｆ 0924816639 ビームハイ＋メガ
尾之上 福岡県　福岡市　博多区　博多駅前　２丁目１２－９ 0924143385 ビームハイ＋メガ
焼き鳥バードマン 福岡県　福岡市　中央区　平尾　４丁目４－１０橋詰ビル１０４号 0925348989 ビームハイ＋メガ
Ｃａｎａｒｙ 福岡県　福岡市　中央区　大名　２丁目１－５７シーエスビル７Ｆ 0927138875 ビームハイ＋メガ
お好み焼てぼ 福岡県　福岡市　中央区　渡辺通　２丁目２－２０ 0927815505 ビームハイ＋メガ
やきとり豚ぱち 福岡県　福岡市　⻄区　内浜　２丁目７－１９ 0928821811 ビームハイ＋メガ
七輪焼⾁ふくの⽜ 福岡県　福岡市　城南区　飯倉　１丁目１１－３４ 0922107755 ビームハイ＋メガ
⾁のたまご 福岡県　福岡市　南区　大橋　３丁目１７－７ 0925546767 ビームハイ＋メガ
ダイニングバルＤａｙｓ　 福岡県　福岡市　中央区　薬院　２丁目３－５－２０３ 0924069523 ビームハイ＋メガ
高田屋博多筑紫口店 福岡県　福岡市　博多区　博多駅東　１丁目１３－３１駅東サンシティビルＢ１Ｆ0924333310 ビームハイ＋メガ
大笑（おおしょう） 福岡県　福岡市　城南区　神松寺　２丁目３－８ 0922108892 ビームハイ＋メガ
東家　二日市店 福岡県　筑紫野市　二日市中央　６丁目２－１８浪花ビル１Ｆ 0924083444 ビームハイ＋メガ
焼鳥居酒屋あずっこ 福岡県　福岡市　城南区　別府　５丁目２４－１ 0928229944 ビームハイ＋メガ
とらや　ラーメン 福岡県　福岡市　城南区　東油山　２丁目４－７ 0928735514 ビームハイ＋メガ
与志乃鮨 福岡県　福岡市　早良区　飯倉　４丁目１－１７ 0928623555 ビームハイ＋メガ
焼鳥　暖暖 福岡県　福岡市　城南区　別府　５丁目１３－４２丸成マンション１Ｆ 0928220031 ビームハイ＋メガ
ＨＡＮＺＯ 福岡県　福岡市　中央区　天神　２丁目６－２４　アルボール天神５階、６階 08049041845 ビームハイ＋メガ
ファイアーボールカフェ　 福岡県　福岡市　中央区　天神　２丁目６－２８コミューンビルＢ１Ｆ 0927328688 ビームハイ＋メガ
ブラッスリー・グー 福岡県　福岡市　南区　大楠　３丁目１９－２６グレース高宮駅前１Ｆ 0925260963 ビームハイ＋メガ
Ｂ食亭 福岡県　福岡市　東区　馬出　２丁目１８－１ 08031233199 ビームハイ＋メガ
我夢酒楽 福岡県　福岡市　中央区　薬院　３丁目１１－３０エステートモア薬院通り１Ｆ 0925266689 ビームハイ＋メガ
俺の魚を食ってみろ 福岡県　福岡市　中央区　天神　２丁目７－２２ 0927383988 ビームハイ＋メガ
ノロック 福岡県　福岡市　中央区　舞鶴　１丁目１－３０　ＷＩＮＧⅡ　５Ｆ 0927539869 ビームハイ＋メガ
ふくの⽜大濠店 福岡県　福岡市　中央区　大手門　１丁目７－１８モア大濠公園１０１号 0927327550 ビームハイ＋メガ
旬魚季菜　凪 福岡県　福岡市　中央区　舞鶴　３丁目１－１０ 0927415108 ビームハイ＋メガ
博多柚づ庵 福岡県　福岡市　⻄区　周船寺　３丁目２１－３３ 0928051055 ビームハイ＋メガ
京鉄板家かば 福岡県　福岡市　城南区　別府　２丁目２１－５ 0928410277 ビームハイ＋メガ
焼鳥本陣千姫 福岡県　福岡市　南区　若久　１丁目３１－１６ 0925613097 ビームハイ＋メガ
東家 福岡県　福岡市　城南区　別府　５丁目１３－４２丸成マンション１Ｆ 0928217749 ビームハイ＋メガ
清四郎 福岡県　福岡市　中央区　平尾　２丁目２－２５一本木マンション１Ｆ 0925226566 ビームハイ＋メガ
カフェ＆ワインバーＭ　 福岡県　福岡市　⻄区　姪の浜　４丁目１２－１７ 0925778080 ビームハイ＋メガ
ＢＢＫＩＴＣＨＩＮ　 福岡県　福岡市　城南区　七隈　８丁目４－８ 0928368653 ビームハイ＋メガ
すまちゃん 福岡県　福岡市　南区　⻑住　３丁目１－１２－１階 07052793638 ビームハイ＋メガ
よってみんしゃい 福岡県　福岡市　早良区　小田部　１丁目１３－５ 0928215758 ビームハイ＋メガ
百千萬 福岡県　福岡市　早良区　飯倉　５丁目２１－２４ 0928639925 ビームハイ＋メガ
らくてん家 福岡県　福岡市　中央区　舞鶴　２丁目４－１舞鶴Ｔ＆Ｋビル１０２号 0927253113 ビームハイ＋メガ
ｃｈｏｕｃｈｏｕの食卓　 福岡県　福岡市　中央区　大名　１丁目３－５－２階 0924063583 ビームハイ＋メガ
匠じゅにあ 福岡県　福岡市　中央区　渡辺通　４丁目１－２０ 0927315343 ビームハイ＋メガ
匠 福岡県　福岡市　中央区　高砂　２丁目８－１４結城ビル１Ｆ 0925241134 ビームハイ＋メガ
でん 福岡県　福岡市　南区　大橋　２丁目２１－２１サンリール大橋１Ｆ 0925120010 ビームハイ＋メガ
ノーアドバンテージ 福岡県　福岡市　南区　玉川町１０－７ 0925554744 ビームハイ＋メガ
うえすたん空港店 福岡県　糟屋郡　志免町　別府　３丁目５－１７ 0929365515 ビームハイ＋メガ
レストラン　ラコンテ 福岡県　福岡市　博多区　千代　１丁目２０－３１ 0926517611 ビームハイ＋メガ
ダーツバーリボルバー　 福岡県　筑紫野市　大字筑紫６１１－５ 0924021188 ビームハイ＋メガ
桃香 福岡県　糟屋郡　粕屋町　⻑者原⻄　１丁目１９－１２ 0929388599 ビームハイ＋メガ
うえすたん二又瀬店 福岡県　福岡市　東区　二又瀬７－７ 0926118003 ビームハイ＋メガ
うえすたん志免店 福岡県　糟屋郡　志免町　志免中央　１丁目７－２２ 0929372828 ビームハイ＋メガ
うえすたん⻑尾店 福岡県　福岡市　城南区　友泉亭２－３ムーンライトビル１ＦＡ号 0927150399 ビームハイ＋メガ
こだま家 福岡県　福岡市　南区　大橋　１丁目１８－１ダイアパレス大橋１０３号 0925623027 ビームハイ＋メガ
やきとり高宮本店 福岡県　福岡市　南区　高宮　２丁目３－４高宮アベニューマンション１Ｆ 0925228026 ビームハイ＋メガ
焼鳥高宮薬院店 福岡県　福岡市　中央区　平尾　３丁目１番２０号高木ビル１Ｆ 0925222510 ビームハイ＋メガ
焼鳥高宮駅前店 福岡県　福岡市　南区　野間　１丁目１－１９高宮駅前ビル１Ｆ 0925536349 ビームハイ＋メガ
うえすたん柚須駅前店 福岡県　糟屋郡　粕屋町　大字柚須１２６－２ 0926110038 ビームハイ＋メガ
ＫＩＤ　Ｒｏｃｋ 福岡県福岡市中央区舞鶴１－８－２ 0925776998 ビームハイ＋メガ
ビストロｃｏｃｋ鶏屋 福岡県粕屋郡志免町別府北１－１２－１ 0926122121 ビームハイ＋メガ
居酒屋ふなちゃん 福岡県福岡市博多区美野島３丁目１５－１３－１ 0924137390 ビームハイ＋メガ
舞鶴キッチン 福岡県福岡市中央区舞鶴１－９－１１　１Ｆ 0927754361 ビームハイ＋メガ
千咲季 福岡県福岡市博多区住吉４－１０－２１ 08032226954 ビームハイ＋メガ
やじろう 福岡県福岡市博多区住吉４－１０－１９ 0924332741 ビームハイ＋メガ
ビリヤードＢＡＮ 福岡県福岡市早良区賀茂２丁目１６－１３ 0928018877 ビームハイ＋メガ
ステーキラウンジ煉 福岡県中央区今泉１－１８－２５季離宮２Ｆ 0927371773 ビームハイ＋メガ
Ｄｅｐｏｔ（デポ） 福岡県春日市北町４－４５ 0925769696 ビームハイ＋メガ
ｇｏｏ　大名 福岡県福岡市中央区大名２丁目２－４７　１Ｆ 0927419560 ビームハイ＋メガ
Ｄａｒｔｓ　Ｂａｒ　Ｓʼｚ 福岡県福岡市南区野間１－５－５池田ビル２Ｆ 0925621300 ビームハイ＋メガ
レオン上人橋店 福岡県福岡市中央区春吉２－９－２０ 0927528115 ビームハイ＋メガ
居食処　明輝ぼうず 福岡県糟屋郡志免町志免中央３丁目６－１ 0929368008 ビームハイ＋メガ
産地直送ｄｉｎｉｎｇ陽芽 福岡県春日市大土居１－３４－１Ｆ　ＦＳビル大土居１０１ 0925840545 ビームハイ＋メガ
ばりしゃれとんしゃあ 福岡県福岡市中央区島飼１－５－３２アリタリアビル３階 0927536234 ビームハイ＋メガ
レストランスカイロード博多 福岡県福岡市博多区祇園町４番７３号ホテルスカイロード博多２Ｆ 0922624969 ビームハイ＋メガ
ジャッカス 福岡県　福岡市　中央区　大名　１丁目１３－７ 0924068336 ビームハイ＋メガ
ボーダーポイント 福岡県　福岡市　中央区　大名　１丁目２－３７ 0927215333 ビームハイ＋メガ
ニクヤキはなちゃん 福岡県　大野城市　南ケ丘　２丁目２３－３－２ 0925960099 ビームハイ＋メガ
鶏庵 福岡市　南区大橋　１丁目２１－２⻄大橋ビル１０１号 0924086655 ビームハイ＋メガ
鶴鷹 福岡県　福岡市　中央区　渡辺通　２丁目３－２７待鳥ビル 0927130187 ビームハイ＋メガ
ＦＣパレスワールド野 福岡県　福岡市　南区　柳河内　２丁目１１－４４ 0925418881 ビームハイ＋メガ
⻘空食堂 福岡県　筑紫郡　那珂川町　片縄　１丁目１７３－１ 0929528188 ビームハイ＋メガ
ＮＯＩＳＥ＆ＴＲＩＰ 福岡県　春日市　春日原北町　３丁目１１－１三の丸ビル１０２号 0925738231 ビームハイ＋メガ
まんぷく屋大名店 福岡県　福岡市　中央区　大名　１丁目４－２４タケダビル１Ｆ 0924062929 ビームハイ＋メガ
メリケン 福岡県　福岡市　南区　那の川　１丁目２２－２２皐月マンション１０６ 09031999231 ビームハイ＋メガ
つむぎ 福岡県　糟屋郡　新宮町　美咲　２丁目８－６ 0929621552 ビームハイ＋メガ
おどん 福岡県　福岡市　南区　大楠　３丁目２１－５ 0925250055 ビームハイ＋メガ
心心 福岡県　大野城市　瑞穂町　４丁目４－１－６ 0925922313 ビームハイ＋メガ


