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

焼鳥かど屋　銅座店 ⻑崎市銅座町10-9-1F エビスビル 095-823-0273 ビームハイ
となりのハレルヤ ⻑崎県　⻑崎市　住吉町７－２⼩出ビル 0958440773 ビームハイ＋メガ
炉端toビストロ　HARERUYA ⻑崎県⻑崎市花丘町13-25　シュール花丘１F 095-848-7071 ビームハイ＋メガ
炭火酒場晴れる屋 ⻑崎県　⻑崎市　住吉町７－２⼩出ビル 095-844-7171 ビームハイ＋メガ
コバチ ⻑崎県　⻑崎市　鍛冶屋町５－８９クレイン鍛冶屋１Ｆ 0958262591 ビームハイ＋メガ
居食屋ナナバンチ ⻑崎県　⻑崎市　⼤⿊町７－２加藤株式会社ビル１階 0958290787 ビームハイ＋メガ
酒菜処　のさ庵 ⻑崎県⻑崎市鍛冶屋町6-54 095-824-0031 ビームハイ
いろは五人百姓 ⻑崎県　⻑崎市　銅座町１３－１３サンライトビル１階 0958247454 ビームハイ＋メガ
武将門 ⻑崎市本⽯灰町2-22 095-826-2132 ビームハイ
弐乃屋月光 ⻑崎市本⽯灰町6-3 095-827-0033 ビームハイ＋メガ
串源 ⻑崎県⻑崎市銅座町14-6 ２Ｆ 095-824-9988 ビームハイ＋メガ
居酒屋Ｇｏｈｅｉｔａ浜ん町店 ⻑崎市浜町3-10　浜津ビル2Ｆ 095-801-8022 ビームハイ＋メガ
喜晴屋　住吉店 ⻑崎県⻑崎市花丘町14-8 095-847-8366 ビームハイ＋メガ
和み酒渚 ⻑崎県　⻑崎市　本⽯灰町２－１６　１Ｆ 095-807-5908 ビームハイ＋メガ
くすくす ⻑崎県　⻑崎市　中園町８－１１ 095-894-5502 ビームハイ＋メガ
地鶏＆炭焼き酒場　月の燈 ⻑崎県⻑崎市住吉町13-4 095-842-2012 ビームハイ
Bistorobar Avanti ⻑崎県⻑崎市住吉町5-2　1F 095-843-8111 ビームハイ
まとりや ⻑崎県⻑崎市中園町6-8　⼭吉ビル2F 095-894-7702 ビームハイ
居ざかBar ⻑崎県⻑崎市花丘町1-24　2F 090-9600-6989 ビームハイ
Bar clover ⻑崎県⻑崎市花丘町12-25　内⽥ビル2F　左 090-7534-1505 ビームハイ
バー　蔵時 ⻑崎県⻑崎市住吉町7-7　1F 095-824-3210 ビームハイ
缶ʼZ　BAR　SYO ⻑崎県⻑崎市千歳町11-8 095-847-9500 ビームハイ
Bar Amber ⻑崎県⻑崎市住吉町3-7　1F 095-847-6339 ビームハイ
bar ivy ⻑崎県⻑崎市中園町10-5　くさのビル2F 095-845-9901 ビームハイ
フードアンドバー　GATE ⻑崎県⻑崎市家野町8-4 095-848-2052 ビームハイ
蛸焼道場 ⻑崎県⻑崎市住吉町6-1　真⽊ビル2F 095-849-1978 ビームハイ
Aqua Bit ⻑崎県⻑崎市千歳11-5 095-843-0017 ビームハイ
五つぼ ⻑崎県⻑崎市上野町3-1 095-846-5035 ビームハイ
はち蔵 ⻑崎県⻑崎市梅⾹崎町1-11 095-827-5611 ビームハイ
串揚げ　しん ⻑崎県⻑崎市浜⼝町８－１６寺⽥ビル１F 095-844-4234 ビームハイ
いさお ⻑崎県⻑崎市浜⼝町8-9 095-843-5244 ビームハイ
隠れ家　嘉悦　本店 ⻑崎県⻑崎市岩川町５－１１ 095-844-0073 ビームハイ
のんどっと ⻑崎県　⻑崎市　平野町１２－１３サンシャイン森ビル２Ｆ 09045823109 ビームハイ
串串畝刈店 ⻑崎県　⻑崎市　畝刈町１６１３－２４８ 0958507765 ビームハイ＋メガ
焼き焼き鉄板　はまのや ⻑崎県⻑崎市万屋町5-33-1F 095-822-2244 ビームハイ
鳥乃屋 ⻑崎市銅座町2-18 095-825-6613 ビームハイ＋メガ
⾟⾟　⻑崎店 ⻑崎市浜町10-21　WITZ⻑崎ビル2F 095-818-5026 ビームハイ
⼤阪屋　濱町店 ⻑崎市浜町11-11-1F 095-820-9198 ビームハイ
⻑崎海鮮と最⾼の地酒　いぶき地 ⻑崎市油屋町2-3　⼤友ビル2F 095-823-0302 ビームハイ＋メガ
銀鍋 ⻑崎市銅座町7-11 095-821-8213 ビームハイ＋メガ
ホルモンうみ ⻑崎県　佐世保市　島地町２－４セントラルプラザ１Ｆ 0956242551 ビームハイ
焼肉居酒屋うみ ⻑崎県　佐世保市　天満町１－１１ 0956257707 ビームハイ
酒家うみ ⻑崎県　佐世保市　広⽥　１丁目４０－１９ 0956389080 ビームハイ
チョビチョビ ⻑崎県　佐世保市　島地町２－２－１Ｆ 0956768818 ビームハイ＋メガ
鳥まさ ⻑崎県　佐世保市　⽥原町１７－３２ 0956597170 ビームハイ＋メガ
おらが村 ⻑崎県　佐世保市　塩浜町２－１６ 0956250500 ビームハイ
カチカチ⼭ ⻑崎県　佐世保市　卸本町１－１０ 0956337695 ビームハイ
ゆうしゅん ⻑崎県　佐世保市　広⽥　１丁目２－１８ 0956386546 ビームハイ
九州男 ⻑崎県　佐世保市　下京町７－１５⼀休ビル１階 09054889777 ビームハイ＋メガ
ひづめ ⻑崎県　佐世保市　下京町４－３ 0956259788 ビームハイ
乙な菜　重九 ⻑崎市銅座町１０－３ 095-826-7073 ビームハイ
meso ⻑崎市浜町６－６－１Ｆ 095-823-5525 ビームハイ
酒菜屋　ながれ ⻑崎市万屋町５－２６　恵風ビル２Ｆ 095-824-1003 ビームハイ＋メガ
ながれバル　flusso ⻑崎市鍛冶屋町６－５５－２・３Ｆ 095-873-2307 ビームハイ＋メガ
旬菜だいにんぐ　Ｐlancha ⻑崎市油屋町２－１０藤⽥ビル 095-826-3777 ビームハイ
酒趣庵駅前店 ⻑崎市⼤⿊町８－１３有限会社プラナ・サンプラナビル２－２階 095-823-2333 ビームハイ
天ぷら居酒屋朱々 ⻑崎市花丘町１２－５ 080-4275-4185 ビームハイ
でめきん ⻑崎市船⼤⼯町３－１２－２Ｆ 095-827-0888 ビームハイ＋メガ
炭火焼肉ショウ ⻑崎市⼤⿊町５－１３－２Ｆ 095-823-6196 ビームハイ
炭焼き厨房みつわ ⻑崎市下⻄⼭町３－５深堀ビル１階 095ｰ827ｰ0320 ビームハイ＋メガ
和が家 ⻑崎市⾚迫　１丁目２－１０池⽥ビル１階 095-843-1776 ビームハイ
ZooCafe ⻑崎市五島町２－１０⾥ビル１階 095-829-1860 ビームハイ
Country99 諫早市城⾒町１７－２ 0957-24-1714 ビームハイ＋メガ
呑み喰い処さむらい 諫早市永昌東町８－１０ 0957-56-9413 ビームハイ＋メガ
コバラヘッタ 諫早市栄町５－１２ー２Ｆ 0957ｰ21ｰ5221 ビームハイ＋メガ
３ＬＤＫ 諫早市⾼城町８－５ 0957-42-4247 ビームハイ＋メガ
笑庵 諫早市永昌東町１１－３ 0957ｰ23ｰ8800 ビームハイ＋メガ
居酒屋　⼀気 諫早市永昌東町１３－１９ 0957ｰ22ｰ5411 ビームハイ＋メガ
焼肉まつお　城⾒町店 諫早市城⾒町２９－４９ 0957ｰ24ｰ2951 ビームハイ＋メガ
焼肉まつお　幸町店 諫早市幸町７９－６２ 0957ｰ21ｰ8129 ビームハイ＋メガ
旬の肴菜　よね⽥ 諫早市泉町１９－１９ 0957-35-8088 ビームハイ＋メガ
蔵屋敷　いぶき地 諫早市永昌東町１２－２５ 0957ｰ21ｰ5353 ビームハイ＋メガ
心・込・地・食　いぶき地 諫早市⼋天町３－１０⻄村ビル１Ｆ 0957ｰ21ｰ5050 ビームハイ＋メガ
居酒屋　勝　天満町店 諫早市天満町３６－１０ 0957ｰ25ｰ5544 ビームハイ＋メガ
居酒屋　勝　本店 諫早市久⼭町９７３－１ 0957ｰ25ｰ5544 ビームハイ＋メガ
楽味処いっぺい ⼤村市⼤村市⻄⼤村本町３６９ 0957ｰ52-5678 ビームハイ
たか乃 ⼤村市富の原１丁目１２３２－１０ 0957ｰ56ｰ2388 ビームハイ＋メガ
ＵＭＩＮＥＣＯ ⼤村市⼤村市　杭出津　１丁目８４２－１２ 0957ｰ51-4501 ビームハイ＋メガ


