
店名 住所 電話番号

炉ばた　高 福岡県飯塚市吉原町４－３－１ 094－843－8881

サウンドパークネオ伊都店 福岡県糸島市高田５－２３－６２Ｆ 092－321－3038

サウンドパーク  大野城店 福岡県大野城市瓦田３－４－１ 092－585－1025

ともすけ大牟田 福岡県大牟田市本町２－７－５ 0944－56－3223

の田萬 福岡県大牟田市大正町１－４－６ 0944－-5－1515

鳥ぎん・本町店 福岡県大牟田市本町１－９ 0944－56－1919

三娯十娯 福岡県大牟田市橋口町４－１０ 0944－59－3515

二番 福岡県大牟田市大正町１－３－５ 0944－56－9245

美どり 福岡県大牟田市本町３－７－１３ 090－4481－1981

恵家 福岡県大牟田市大正町６－２－２ 0944－31－3982

龍王館　春日惣利店 福岡県春日市惣利１－５７ 092－576－9380

龍王館　春日白水店 福岡県春日市白水ケ丘５－１４０ 092－585－5007

ＡＬＯＡＬＯ 福岡県春日市春日原北町２－２０－３ 092－589－5303

貴月春日店 福岡県春日市日の出町６－４５－２ 092－501－2101

ごっつぁん 福岡県北九州市小倉北区魚町１－６－７ 093－482-1933

あぷろ黒崎店 福岡県北九州市八幡西区黒崎2-10-1ふれあい会館3階 093－482-5665

馬力キング 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町１－２－４鍛冶町ガーデン１Ｆ 093－511-0560

鳥松駅前店 福岡県北九州市小倉北区京町2－7-13 093-511-1088

ブッチャー 福岡県北九州市小倉北区魚町３－４－１鳥町センタービル１０４ 093－511-2293

九州の宴 福岡県北九州市小倉北区船場町４－２７船場町クリスタルビル２F 093－511-4656

ノサカナ 福岡県北九州市小倉北区京町３－６－１１京町シンコービル２階 093－511-6199

餃子のたっちゃん小倉銀天街店 福岡県北九州市小倉北区魚町２－４－１８力丸ビル１Ｆ 093－512-1429

焼肉酒屋　にくまる　魚町店 福岡県北九州市小倉北区魚町1-4-92F長市ﾋﾞﾙ 093-512-3929

小倉やきとん酒場 福岡県北九州市小倉北区魚町３－８－１Ｆ 093－512-4589

掌 福岡県北九州市小倉北区魚町１－４－５ 093－513-1122

餃子のたっちゃん小倉魚町本店 福岡県北九州市小倉北区魚町1-6-1 093-513-2929

カクウチ本舗 福岡県北九州市小倉北区魚町２－３－７ 093－513-7132

悶絶焼鳥酒家　はちまる。 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-10-103 093-521-3188

炉端と串焼　炭衛門 福岡県北九州市小倉北区京町3-5-72F 093－521-8977

こざとや 福岡県北九州市小倉北区魚町２－４－８ＹＫＫビル１階 093－522-4004

焼肉番長 福岡県北九州市小倉北区淺野2－9-22 093-522-5129

焼肉Karakara馬借店 福岡県北九州市小倉北区馬借町1-3-24栄新ﾋﾞﾙ 093-522-7701
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鳥松本店 福岡県北九州市小倉北区魚町3-5-15ﾆｭｰ米谷ﾋﾞﾙ 093-531-1011

ジラフモノクローム 福岡県北九州市小倉北区魚町２－４－１８力丸ビル２階３階 093－531-1531

ホルモンカラカラ 福岡県北九州市小倉北区浅野１－２－８パーラーオーパ浅野店（小倉駅北口店）２Ｆ 093－533-0707

なが田 福岡県北九州市小倉北区紺屋町８－１６麻布ビル１階 093－533-3988

あじる 福岡県北九州市小倉北区京町2-4-32 093-541-0141

百舌のしわざ 福岡県北九州市小倉北区堺町１－８－９小倉暖簾村１Ｆ 093－541-0250

気晴れ屋京町店 福岡県北九州市小倉北区京町４－４－２２シティハイツＶＩＰ１Ｆ 093－541-0960

十心十呼 福岡県北九州市小倉北区京町２－７－１５スズキビル１Ｆ 093－541-1112

きまぐれ流　まさ家 福岡県北九州市小倉北区魚町2-4-9あざぶﾋﾞﾙ２Ｆ 093-541-1767

うわさの小鉄 福岡県北九州市小倉北区馬借1-3-11 093－541-2122

元気也 福岡県北九州市小倉北区魚町1-1-7ー2F・3F魚町ホワイトビル 093-541-5508

たちのみ１１ 福岡県北九州市小倉北区浅野１－３－７三和ビル１Ｆ 093－541-5539

益正アイム小倉店 福岡県北九州市小倉北区京町３－１－１Ｉ’ｍ専門店街１４Ｆ 093－551-1144

黒かしわ黒崎店 福岡県北九州市八幡西区黒崎２－１０－７ 093－616-1124

古夢（黒崎店） 福岡県北九州市八幡西区黒崎４－１－３第２３エルザビル１Ｆ 093－616-7637

トラハチ黒崎店 福岡県北九州市八幡西区黒崎２－５－６ツルイビルヂング１－３階 093－622-8139

魚太郎鶏次郎黒崎店 福岡県北九州市八幡西区黒崎２－６－１ 093－632-1035

空木のこかげ 福岡県北九州市八幡西区黒崎１－１３－２ 093－632-7700

うま家 福岡県北九州市小倉北区片野１－１－３ＫＩビル三萩野１Ｆ 093－921-5959

やきとり　とり吉 福岡県北九州市小倉北区片野４－２－１５ 093－922-8767

炭火焼萬月 福岡県北九州市小倉南区朽網西２－３－１１ 093－953-8929

旨いものや簾小倉京町店 福岡県北九州市小倉北区京町２－１－４伊賀ビル１階 093－967-6687

トラハチ魚町店 福岡県北九州市小倉北区魚町２－４－１３ 080-3376-3440

GILL&CO. 福岡県北九州市小倉北区魚町１－６－４ 080-3497-0518

屯四季 福岡県北九州市小倉北区竪町１－８－１７ 090-3414-8028

Ｔ字路 福岡県北九州市小倉北区京町２－４－９ 090-9599-5167

呑ゝ気八幡西店 福岡県北九州市八幡西区浅川１－２６－３ 093－601-6670

うちょうてん 福岡県北九州市小倉北区魚町１－４－１６ 093－521-8228

笑馬 福岡県北九州市小倉北区魚町１－３－２１ 093－512-8899

うらＳＹＯ－ＭＡ 福岡県北九州市小倉北区魚町１－３－１９Ｂ１階 093－521-7747

源福 福岡県北九州市小倉南区守恒４－２－１ 090-4486-1219

ていしゃば 福岡県北九州市小倉北区京町２－５－８ 093－511-2446

居心地家　參　紺屋町店 福岡県北九州市小倉北区紺屋町７－３ 090-7388-4700

ウオマチ１丁目酒場 福岡県北九州市小倉北区魚町１－４－１４ 080-1799-8889

ともすけ久留米 福岡県久留米市東町３７－４ 0942－65－6499

龍王館久留米本店 福岡県久留米市東町２９－１５第２サンシャイン 0942－37－6588

龍王館　上津店 福岡県久留米市本山２－５－２ロッテリア 0942－22－0344

富士の金太郎日吉町店 福岡県久留米市日吉町１３－２９ 0942－31－8118

フレイバー 福岡県久留米市東町２５－２５マルシェビル３Ｆ 0942－34－1805



富士の金太郎諏訪野店 福岡県久留米市諏訪野町２３０８ 0942－35－7028

ダルム屋 福岡県久留米市六ツ門町１１－６ 0942－36－2526

ホルモン家しろ壱 福岡県久留米市東町３８－４井上ビル１Ｆ 0942-37-4646

楽園久留米店 福岡県久留米市東町３３－９鷲崎ビル１Ｆ 0942－39－0310

赤ちょうちん久留米一番街店 福岡県久留米市東町２５－２５ー２Ｆ 0942－39－5075

龍王館　合川店 福岡県久留米市東合川２－２－１ 0942－44－2021

餃子のたっちゃん久留米店 福岡県久留米市東町３４－５４ 0942－80－3862

道安 福岡県久留米市原古賀町２６－９ 0942－65－9680

酉どうあん　久留米店 福岡県久留米市通町１０５－１後藤ビル１Ｆ 0942－27－5500

蕾 福岡県久留米市田主丸町中尾９４７－３ 0943－73－2556

絣 福岡県久留米市国分町１２３０－１ 0942－21－5877

つくね横丁 福岡県久留米市東町３２－１ 0942－32－3663

宴屋 福岡県久留米市合川町１０３－９平野第１ビル 0942－45－1146

呑ゝ気久留米店 福岡県久留米市新合川２－６－２８マルヤマビル１Ｆ 0942－45－1087

成 福岡県筑後市大字山ノ井２５６－１Ｆ 0942－-5－1166

成家 福岡県筑後市大字下北島３０２ 0942－53－4848

ダルム屋筑後店 福岡県筑後市大字山ノ井１６－４ 090－7925－8996

すゑ 福岡県筑後市大字山ノ井８７０－１ 0942－52－1156

ＭＯＫＫＥＩ 福岡県筑紫野市二日市中央４－８－１４オオガビル 092－922－1108

DINING　En 福岡県筑紫野市針摺西１－４－２戸田ビル１Ｆ 092－555－5627

下町ビストロ　ロヂウラ 福岡県筑紫野市二日市中央６－３－２２ 092－921－9006

龍王館　二日市店 福岡県筑紫野市二日市北１－２－３黒崎ビル１Ｆ 092－928－6733

ともすけ　二日市 福岡県筑紫野市二日市中央６－３－２１吉田ビル１Ｆ 092－929－5950

もんちゃん 福岡県筑紫野市二日市中央６－３－１２ 092－555－5533

Ｅｎｔｒａｎｃｅ 福岡県福岡市中央区今泉２－４－３９ナリタビル３Ｆ 092－713－7550

ＬＩＬＹ 福岡県福岡市早良区百道浜２－３－２ＴＮＣ放送会館１Ｆ 092－841－8800

水炊き　積 福岡県福岡市中央区大名１－１０－１６ＲＡＧＡＺＺＡ大名２Ｆ 092－724－5552

炉端割烹おぶぶ 福岡県福岡市中央区今泉１－１９－１２サキタ今泉ビル３Ｆ 092－711－1800

博多もつ将大名離れ 福岡県福岡市中央区大名１－１０－１０ケーアイビル２Ｆ 092－752－6156

上人橋酒場とと 福岡県福岡市中央区今泉２－４－３３ 092－722－6888

よったか 福岡県福岡市中央区白金１－１５－７ダイアパレス１Ｆ 092－522－0723

晴れ酒ば　てる 福岡県福岡市中央区舞鶴１－９－１５倉和ビル１階 090-6427-5071

今泉バルコミーダベビーダ 福岡県福岡市中央区今泉１－２１－２ステージ天神３Ｆ 092－711－3030

春吉バルＲＩＯ 福岡県福岡市中央区春吉２－４－１１－リヴィエールシャン１階 092－726－7881

ピッコロマーゴ 福岡県福岡市早良区西新４－８－１９レフィーナカサ西新３－２Ｆ 092－847－3550

ニク酒場ミツ 福岡県福岡市中央区舞鶴３－８－１－舞鶴中央ビル１階 092－715－3535

ＯＮＥＤＲＯＰ 福岡県福岡市中央区大名２－１－１８－１Ｆ 092－713－3315

立ち呑み　たってん 福岡県福岡市早良区西新４－６－１７ 092－821－1750

公や 福岡県福岡市中央区大手門２－２－３０伊幸ビル１Ｆ 092－752－9123



味処げん家 福岡県福岡市早良区室見２－２－３ 092－407－3512

招ふく 福岡県福岡市早良区高取２－３－２ホワイトハイツＫ１Ｆ 092－843－1013

居酒屋＋１０ 福岡県福岡市中央区大名１－１５－３５２４７ビル３階 092－724－3797

旬の味博多の味まいど 福岡県福岡市中央区今泉１－２１－３ラガッツァ天神２Ｆ 092－716－6466

炉端ダイニングろい 福岡県福岡市中央区大名１－１１－４ドンパビル２０１号 092－791－5711

岩松谷神松寺店 福岡県福岡市城南区神松寺２－３－９ 092－861－7066

博多もつ将総本店 福岡県福岡市中央区警固１－４－２５ 092－762－3339

悠鳥 福岡県福岡市中央区大名１－８－３３エイトワンビル２Ｆ 090-5902-6723

焼肉えん 福岡県福岡市中央区今泉２－３－２２１Ｆ 092－752－8888

元祖ねぎ肝屋 福岡県福岡市中央区天神３－３－１木下ビル 092－287－4083

はちまる大名店 福岡県福岡市中央区大名１－８－４２エトス大名１Ｆ 092－726－7396

炭焼ごいち 福岡県福岡市中央区白金１－９－７ 092－531－0055

ＵＳＨＩ－ＢＵＣＨＩ 福岡県福岡市中央区大名１－８－３６ 090-7980-1024

あんざ天神今泉店 福岡県福岡市中央区今泉１－１０－１２ＩＯＮビル２Ｆ 092－715－2205

笑うだるま大名店 福岡県福岡市中央区大名１－１０－１３ 092－761－8088

鶏永 福岡県福岡市博多区綱場町８－２５呉服町ランプサイドパーキング１Ｆ 092－262－2223

奉天　本家 福岡県福岡市博多区中洲２－６－１２第５ラインビル１Ｆ 092－263－8863

博多一番どりあらい　呉服町店 福岡県福岡市博多区上呉服町１０－１１呉服町ビジネスセンター１Ｆ 092－273－1022

日本市海鮮酒場黒 福岡県福岡市博多区祇園町２－８リアン祇園ビル 092－283－2880

元祖ねぎ肝屋 福岡県福岡市中央区天神３－３－１木下ビル 092－287－4083

やきとり居酒屋安兵衛博多店 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１０－２ウーブル博多１Ｆ 092－292－6603

きままの台所　東比恵店 福岡県福岡市博多区東比恵２－１７－２３ 092－292－7565

焼鳥のえーす　大名店 福岡県福岡市中央区大名１－３－３９－２Ｆ 092－406－2983

焼鳥のえーす天神店 福岡県福岡市中央区大名２－１－１４天神アッシュ３Ａ 092－406－2983

春吉えーす 福岡県福岡市中央区春吉２－１２－１４デザインセンタービル２－２Ｆテナント 092－406－6868

味処げん家 福岡県福岡市早良区室見２－２－３ 092－407－3512

博多魚助 福岡県福岡市博多区博多駅中央街８－１ＪＲＪＰ博多ビルＢ１Ｆ 092-409-0322

炉端　香家（こうばしや） 福岡県福岡市博多区冷泉町８－１９冷泉ビル 092-260-8756

酒場あうん博多店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－３－２８蒲池ビル2Ｆ 092－412－2388

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２－３－１ 092－418－1688

さつまキング博多駅筑紫口店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－１２ 092－432－5500

ホームラン食堂博多筑紫口店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－４－７博多ＭＡＸビル１階 092－433－2983

辰悦丸 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１博多ステーションビル 092-441-9077

角打魚助 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１デイトス１階 092-452-0216

炉端魚助 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１ーデイトス１階 092-452-0223

ともすけ　博多店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－１２博多イーストゲート２Ｆ 092-473-3616

一虎 福岡県福岡市博多区博多駅前１－７－５－１ 092-481-0502

益正筑紫口店 福岡県福岡市博多区博多駅中央街１－１ 092－481－1173

ろ庵　博多店 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－１３芙蓉ビル２Ｆ 092-481-7315



あぷろ博多店 福岡県福岡市博多区博多駅前3-22-5Ｍビル2号館2F 092-482-0388

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 092－483－2532

焼き鳥酒場　とり○（とりまる） 福岡県福岡市博多区博多駅東2-3-29東福博多駅東ビル1F 092-483-7373

サウンドパーク  NEO薬院店 福岡県福岡市中央区薬院3-3-1 092-521-5252

炭焼ごいち 福岡県福岡市中央区白金１－９－７ 092－531－0055

あぷろ薬院店 福岡県福岡市中央区薬院3-7-27松田ビル2階 092－531－6909

はなび 福岡県福岡市南区大橋１－２－３１アート３大橋駅前１Ｆ 092－552－8200

サウンドパークネオ大橋店 福岡県福岡市南区大橋１－１５－６アルボーレ大橋２Ｆ 092－561－1138

あぷろ大橋店 福岡県福岡市南区大橋1-11-61階 092－561－8544

あぷろ高宮店 福岡県福岡市南区野間1-6-31山部ビル1階 092－562－7566

博多一番どりあらい　吉塚店 福岡県福岡市東区馬出１－１―３ 092－632－8588

龍王館　ブランチ福岡下原 福岡県福岡市東区下原４－２－１ブランチ福岡下原 092－674－0129

博多一番どりあらい　香椎ＳＧ店 福岡県福岡市東区千早3-6-37香椎スポーツガーデン内 092－674－2244

あぷろ警固店 福岡県福岡市中央区警固2-12-19 092－713－0606

ＯＮＥＤＲＯＰ 福岡県福岡市中央区大名２－１－１８－１Ｆ 092－713－3315

アルマキッチン今泉店 福岡県福岡市中央区今泉１－１８－３６ 092－714－5033

あぷろ大名店 福岡県福岡市中央区大名1-9-231階 092－714－5105

みのり 福岡県福岡市中央区大名１－９－５アンピール大名１０３号 092－715－0603

手づくり料理と地酒の店あんざ天神今泉店福岡県福岡市中央区今泉１－１０－１２ＩＯＮビル２Ｆ 092－715－2205

ニク酒場ミツ 福岡県福岡市中央区舞鶴３－８－１－舞鶴中央ビル１階 092－715－3535

益正北天神店 福岡県福岡市中央区天神３－２－２２河村家具本店１Ｆ 092－716－2255

ICHIWA 福岡県福岡市中央区今泉１－１０－２３ 092－716－3738

旬の味博多の味まいど 福岡県福岡市中央区今泉１－２１－３ラガッツァ天神２Ｆ 092－716－6466

サウンドパーク  天神親富孝通り店 福岡県福岡市中央区舞鶴1-9-35 092-720-9111

博多餃子舎603　ＩＭＡＩＺＵＭＩ 福岡県福岡市中央区今泉１－２１－１１ 092－722－0603

ナポレオン 福岡県福岡市中央区赤坂１－６－２３－１プロスペリタ赤坂１Ｆ 092－725－0968

サウンドパーク  天神西通り店 福岡県福岡市中央区大名1-11-29コパビル2F 092-725-1023

はちまる大名店 福岡県福岡市中央区大名１－８－４２エトス大名１Ｆ 092－726－7396

ひなた 福岡県福岡市中央区今泉２－３－３１プロスペリタ今泉２－１Ｆ 092－732－0700

博多ほたる西中洲本店 福岡県福岡市中央区西中洲５－９ＡＩＧビル１Ｆ 092－732－3277

博多鉄鍋豚足 福岡県福岡市中央区春吉３－１３－２３中原ビル１Ｆ 092－734－6611

7meetsause 福岡県福岡市中央区天神２－８－３４住友生命福岡ビル１階 092－736－3270

バルバニック 福岡県福岡市中央区今泉１－１１－７－２階 092－737－3829

益正天神本店 福岡県福岡市中央区天神１－１３－２８つくしビル１階 092－737－5820

餃子のたっちゃん天神西通り店 福岡県福岡市中央区大名２－６－５天神西通り館１Ｆ 092－738－0029

馬力キング赤坂店 福岡県福岡市中央区赤坂１－５－２１高千穂赤坂ビル１Ｆ 092－738－0707

和洋キッチンGEKI赤坂店　 福岡県福岡市中央区赤坂１－４－２７ 092-738-6154

天神酒場ぬくぬく家 福岡県福岡市中央区天神２－３－３６Ｉｂｂフクオカビル１Ｆ 092－739－1333

焼鳥にほん晴れ 福岡県福岡市博多区店屋町２－１３ 092－752－8077



焼肉えん 福岡県福岡市中央区今泉２－３－２２１Ｆ 092－752－8888

公や 福岡県福岡市中央区大手門２－２－３０伊幸ビル１Ｆ 092－752－9123

マスターズカフェ薬院店 福岡県福岡市中央区渡辺通２－３－３ 092-753-6543

まるたんや 福岡県福岡市中央区赤坂１－６－２２第２野田ビル１Ｆ 092－761－2929

笑うだるま大名店 福岡県福岡市中央区大名１－１０－１３ 092－761－8088

博多もつ将総本店 福岡県福岡市中央区警固１－４－２５ 092－762－3339

あご出汁ゆでタン　さんじ　 福岡県福岡市中央区今泉１－１４－２０ 092－791－5334

フィッシュマーケット丸秀 福岡県福岡市中央区今泉１－１８－４２ 092－791－5454

炉端ダイニングろい 福岡県福岡市中央区大名１－１１－４ドンパビル２０１号 092－791－5711

まつり 福岡県福岡市中央区春吉３－２５－３白亜荘１階 092－791－6155

たってん 福岡県福岡市早良区西新４－６－１７ 092－821－1750

サウンドパーク西新店 福岡県福岡市早良区西新4-9-36 092－833－7522

きままの台所　室見店 福岡県福岡市早良区室見５－１３－２６ 092－836－5833

招ふく 福岡県福岡市早良区高取２－３－２ホワイトハイツＫ１Ｆ 092－843－1013

博多ほたる西新店 福岡県福岡市早良区城西３－１２－３２ 092－844－1030

あぷろ西新店 福岡県福岡市早良区城西3-21-27美食街Be-dash 092－845－5848

益正　百道店 福岡県福岡市早良区百道浜１－３－７０レジデンシャルスイート 092－846－6691

ピッコロマーゴ 福岡県福岡市早良区西新４－８－１９レフィーナカサ西新３－２Ｆ 092－847－3550

岩松谷神松寺店 福岡県福岡市城南区神松寺２－３－９ 092－861－7066

きままの台所　姪浜店 福岡県福岡市西区姪浜駅南１－７－８三浦ビル１Ｆ 092－883－3123

鳥作 福岡県福岡市西区姪の浜５－５－２ 092-885-2215

浪漫座博多新館　志まづ 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３近代ビルＢ１ 050-3530-3062

浪漫座博多 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１－３３はかた近代ビルＢ１ 050－5571－9732

浪漫座大名 福岡県福岡市中央区大名１－８－３４ＡＲＴＫＳ４階 050－5590－4083

焼鳥にほん晴れ・土居通店 福岡県福岡市博多区古門戸町４－２４－１階 090－1920－1006

あぷろ七隈店 福岡県福岡市城南区七隈4-7-14 090－3686－0984

おきなわ宮古島食堂彩家 福岡県福岡市中央区高砂２－２３－２ 090－5740－0430

浪漫座博多離れ 福岡県福岡市博多区博多駅前３－７－９田宮ビル３階 090－5749－5223

悠鳥 福岡県福岡市中央区大名１－８－３３エイトワンビル２Ｆ 090－5902－6723

殻の三光橋 福岡県福岡市中央区西中洲１１－６三光橋ビル２階 092－753－9563

グッドタイムスモークス 福岡県福岡市中央区薬院３－６－１１ 092－533－2031

肉の雷橋 福岡県福岡市中央区渡辺通５－２４－３７、２階 092－751－5577

まぐろやジョー 福岡県福岡市中央区荒戸３－１－３ 090－7299－9140

ＵＳＨＩ－ＢＵＣＨＩ 福岡県福岡市中央区大名１－８－３６ 090－7980－1024

竹丘町　海晴れ 福岡県福岡市博多区竹丘町１－５－３２ 092－502－5500

サウンドパーク  福重店 福岡県福岡市西区石丸２－４０－２ 092－882－6433

サウンドパーク  板付店 福岡県福岡市博多区板付１－７－４５ 092－475－3080

奇跡の手羽先　親不孝通店 福岡県福岡市中央区天神３－４－１３ 092－726－7226

奇跡の手羽先　大名店 福岡県福岡市中央区大名１－１ー２３リミックス大名１階 092－791－7775



奇跡の手羽先　中洲川端店 福岡県福岡市博多区上川端町１０－２４６ 092－292－6429

奇跡の手羽先　中通り店 福岡県福岡市中央区大名１－１１－１１ 092－707－2934

奇跡の手羽先　天神西通り店 福岡県福岡市中央区大名２－１－５０ 090－3418－0011

井出ちゃんぽん　博多駅東 福岡県福岡市博多区博多駅東２－９－５池松ビル１階 092－292－7511

かくれ酒場だんだん 福岡県福岡市博多区中洲４－７－８ラ・パピヨンビル１階 092－272－2296

九州まるごとダイニング結庵 福岡県福岡市博多区博多駅前４－１１-１８ホテルサンライン福岡博多駅前１階 092－409－2123

めんちゃんこ亭大橋店 福岡県福岡市南区向野２－１６－１ 092－557－4411

めんちゃんこ亭百道本店 福岡県福岡市早良区百道２－８－１ 092-844-3992

めんちゃんこ亭箱崎店 福岡県福岡市東区箱崎４－６－２２ 092－643－8677

めんちゃんこ亭原店 福岡県福岡市早良区原５－２－７ 092－832－3711

めんちゃんこ亭天神店 福岡県福岡市中央区天神２－３－１０天神パインクレスト１Ｆ 092－406－5659

めんちゃんこ亭六本松店 福岡県福岡市中央区六本松２－６－９ 092－716－6157

てん珠 福岡県福岡市博多区空港前３－２－５ 092－621－0010

博多山ちゃん 福岡県福岡市博多区博多駅前４－２４－２４下村ビル１Ｆ 092－474－8170

七輪居酒屋　磯でチキン美野島店 福岡県福岡市博多区美野島２－２－１大産美野島ビル１Ｆ 092－474－0220

わが屋 福岡県福岡市博多区竹丘町２－４－２６ 092－558－4260

プルプル市場 福岡県福岡市博多区中洲５－４－２３２階 080－5275－6446

旬の味博多の味まいど 福岡県福岡市中央区今泉１－２１－３ラガッツァ天神２Ｆ 092－716－6466

たき家 福岡県福岡市中央区警固１－１－２４ｋｅｇｏテラス１階 092－753－8500

釜山亭 福岡県福岡市中央区渡辺通１－９－３ 092－707－1229

花より豚 福岡県福岡市西区福重２－６－４７福重ＭＩＹＯＳＨＩビル１０２号 092－407－8547

ニューヨークステーキ 福岡県福岡市城南区樋井川３－１７－１２ 090－9408－0809

貴月大橋店 福岡県福岡市南区大橋１－２３－１２ 092－408－9246

南大門 福岡県福岡市中央区港１－４－１６サンシャイン大濠北１Ｆ 092－707－0460

ふじや 福岡県福岡市中央区渡辺通１－９－２セントラルハイツ１Ｆ 092－688－2363

なか川 福岡県福岡市中央区高砂１－２２－２ＡＲＫ七番館２０６号 092－522－5660

長浜男 福岡県福岡市博多区東光２－１７－１７ 092－431－5949

やじろう離れ 福岡県福岡市博多区住吉４－１０－１８ 080－1540－1323

翼 福岡県福岡市博多区空港前４－１－２８ 092－611－8117

天神ホルモン　姪浜店 福岡県福岡市西区内浜１－７－３ウエストコ－ト姪浜 092－836－8929

天神ホルモン　中洲川端店 福岡県福岡市博多区中洲３－７－２４ゲイツ中洲ビル１階 092－710－5629

博多いっ得家本店 福岡県福岡市博多区住吉4-8-23 092-451-1109

HAKATA-TOKUTOKU 福岡県福岡市博多区住吉1-6-6メゾン・ド・ジョイナス2階 092-272-2109

三得物語 福岡県福岡市博多区博多駅東2-15-20稲西ビル2階 092-473-3109

居酒屋よっちゃん 福岡県福岡市博多区古門戸町６－２１日宝サンセーヌ古門戸１０１号 092－271－7230

牛Ｚ博多 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１０－２６スコーレ博多１Ｆ 092－473－5868

鉄板居酒屋いちまん 福岡県福岡市博多区美野島１－４－２４松永荘１Ｆ 092－292－3303

うどんダイニング弥栄 福岡県福岡市博多区博多駅南２－9-39 092－292－3580

からくさ 福岡県福岡市中央区春吉２－８－１８ 092－715－0508



博多もつ鍋一角 福岡県福岡市中央区薬院２－２－２４チサンマンション第３博多１Ｆ 092－781－3336

博多一本〆 福岡県福岡市博多区中洲１－３－１岡本中洲ビル１Ｆ 092－262－1788

馳選 福岡県福岡市博多区綱場町１－１６多田ビル１Ｆ 092－282－6833

ａｇｒｏ 福岡県福岡市博多区博多駅前３－１４－２２サヴォイグランデビル１Ｆ 092－404－3771

唐八 福岡県福岡市博多区上川端町３－３ 092－271－8800

昭和焼肉 福岡県福岡市博多区住吉３－９－１８２階 092－282－3065

磯でチキン 福岡県福岡市博多区美野島2-2-1 092－474－0220

東家別府本店 福岡県福岡市城南区別府５－１３－４２丸成マンション１Ｆ 092－821－7749

からコロ亭鳥飼店 福岡県福岡市城南区鳥飼５－２－４３グリーンマンション鳥飼１０４号 092－407－4120

一刻 福岡県宗像市赤間駅前１－１－２田中店舗１Ｆ 0940－33－8006

龍王館　宗像店 福岡県宗像市王丸７８６－５ 0940－36－0003

ランドマーク 福岡県宗像市赤間駅前２－４－１６ 0940－39－3466

ワンタイム 福岡県宗像市赤間駅前１－１－５ 0940－62－6188

クレイジーキャメル 福岡県宗像市赤間駅前２－７－１４ー２Ｆ 0940－72－4611

サウンドパーク  宗像東郷店 福岡県宗像市東郷１２００－１ 0940－35－2288

サウンドパーク  宗像王丸店 福岡県宗像市王丸７７２サンシティ宗像１階 0940－36－3388

楽園柳川店 福岡県柳川市三橋町下百町２４－１プラニーシェ園田１Ｆ 0944－73－6060

龍王館　柳川店 福岡県柳川市三橋町柳河５７２－１ 0944－73－7311

酒膳元気 福岡県柳川市三橋町下百町１１－１ 090－4993－3787

楽園本店 福岡県八女市馬場３７４－３日昭ウイズ１Ｂ２ 0943－24－6066

龍王館　八女店 福岡県八女市大島５２４－１ 0943－30－2100

トラハチ行橋店 福岡県行橋市宮市町４－２松川ビル１階 0930－25－3848

跳ね馬ま 福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉２２６－３ 093－283－0553

博多一番どりあらい　原町店 福岡県糟屋郡粕屋町若宮２－７－１８ 092－957－1230

なかむら 福岡県京都郡苅田町京町２－４－２ソレアード苅田１Ｆ 093－436－3001

あぷろ空港東店 福岡県糟屋郡志免町別府1-21-24 090－2961－1662

まくり屋志免店 福岡県糟屋郡志免町別府１－２０－１ 092－692－6227

サウンドパーク  新宮プラザ店 福岡県糟屋郡新宮町美咲３－１－１新宮プラザ 092－962－6551

むらはち佐賀北部店 佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝157-1 0952-20-4048

焼肉なべしま佐賀開成店 佐賀県佐賀市開成６－１４－２０ 0952－34－1129

魚はち佐賀大和店 佐賀県佐賀市大和町大字尼寺2640-1 0952-37-3788

むらはち佐賀駅前店 佐賀県佐賀市愛敬町11-10 0952-41-5777

焼肉なべしま佐賀兵庫店 佐賀県佐賀市兵庫町大字藤木２２６－１焼肉なべしま佐賀店 0952－41－8929

手羽虎佐賀駅前店 佐賀県佐賀市駅前中央１－１３－１７ 0805－21－6481

つばさ屋 佐賀県佐賀市若楠２－６－２４ 0952－31－0662

居酒屋ゆるり 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄１３２６－１ 0952－40－0524

呑ゝ気鍋島店 佐賀県佐賀市開成６－５－２７ 0952－32－2405

呑ゝ気本店 佐賀県佐賀市愛敬町３－４０ 0952－29－1848

呑ゝ気本庄店 佐賀県佐賀市本庄町大字本庄２－２０ 0952－26－1725



鳥心 佐賀県佐賀市駅南本町４－２４スカイアベニュー１Ｆ 0952－29－7696

呑ゝ気武雄店 佐賀県武雄市武雄町大字武雄８１５７－１ 0954－23－8859

九州あかちょうちん鳥栖市場 佐賀県鳥栖市京町７２６グリーンリッチ１Ｆ 0942－39－5057

ＺＥＮ諫早店 長崎県諫早市東本町１－１５東本町ビル１Ｆ 0957－35－8113

四季亭 長崎県雲仙市国見町土黒甲９９０－４ 0957－78－3636

禄　下京町 長崎県佐世保市下京町６－２０ 0956－22－6639

ＨＡＮＡ 長崎県佐世保市相生町２－２２バードハウジング相生ビル１Ｆ 0956－23－2771

サウンドパーク  NEO上京町店 長崎県佐世保市上京町6-4上京ビル2F 0956－24－3838

まったり矢 長崎県佐世保市宮崎町３－１２石橋ビル１Ｆ 0956－25－5139

レガーレ 長崎県佐世保市本島町１－１本島ビル１Ｆ 0956－25－5589

つぼみ 長崎県佐世保市天満町１－８ 0956－25－6888

焼肉居酒屋うみ 長崎県佐世保市天満町１－１１ 0956－25－7707

橘川 長崎県佐世保市下京町９－２０馬場店舗３Ｆ 0956－25－8378

ひづめ 長崎県佐世保市下京町４－３ 0956－25－9788

ＢＢＱ　ＴＥＲＲＡＣＥ　ＣＯＲＲＩＤＡ 長崎県佐世保市ハウステンボス町１－１ 0956－27－0926

ビジュアル 長崎県佐世保市下京町６－７２Ｆ 0956－29－0570

焼肉一番星 長崎県佐世保市早岐町１－５－１２ 0956－38－1129

酒家うみ 長崎県佐世保市広田１－４０－１９ 0956－38－9080

焼肉街道　御意見無用 長崎県佐世保市崎岡町８５３－１２ 0956－39－4800

居酒屋　拓 長崎県佐世保市田原町１０－２２ 0956－40－8800

隠れ蔵優家 長崎県佐世保市早苗町１４９２ 0956－59－6360

鳥まさ 長崎県佐世保市田原町１７－３２ 0956－59－7170

ＡＢＵＲＩ心和 長崎県佐世保市羽須和免７０１－１坂本アパート 0956－62－5588

鉄板ダイニングなかしま 長崎県佐世保市天満町２－１７柴田ビル１Ｆ 0956－76－7602

たなか畜産 長崎県佐世保市下京町７－１５－一休ビル１Ｆ 0956－88－7456

串屋味 長崎県佐世保市上京町６－１０ 090-7387-1550

めんちゃんこ亭中里店 長崎県佐世保市上本山町８０８－２ 0956－49－8859

飲み食い処　縁や 長崎県長崎市加津佐町乙５５２－５ 095－787－4868

炭焼酒場　晴れる屋　浜口店 長崎県長崎市浜口町１３－１４ 095－801－2297

タイリョウサカバイザケヤ 長崎県長崎市嬉里郷７２６－１ 095－808－0199

はまのや 長崎県長崎市万屋町５－３３長門商会ビル１階 095－822－2244

長崎居酒屋はち舎 長崎県長崎市本石灰町５－３ 095－828－6888

駅前炉ばた　甚十郎 長崎県長崎市大黒町７－２１Ｆ 095－829－0787

居なか屋食堂 長崎県長崎市花丘町１－２４モール花丘２階 095－844－3062

串串花丘店 長崎県長崎市花丘町１７－１８西田ビル１階 095－848－5177

ＰＩＺＺＥＲＩＡ＆ＢＡＲＨＡＲＥＲＵＹＡ 長崎県長崎市花丘町１３－２５シュール花丘１Ｆ 095－848－7071

串串　畝刈店 長崎県長崎市畝刈町１６１３－２４８ 095－850－7765

吉吉 長崎県長崎市浦郷４４１－８ 095－882－2292

くすくす 長崎県長崎市中園町８－１１ 095－894－5502



ひらさこ 長崎県東彼杵郡波佐見町宿郷４３０－２ 090－9568－9117

鳥ぎん・一村店 熊本県荒尾市荒尾上西田８１４－１ 0968－64－0101

はいから 熊本県荒尾市東屋形３－３－８ 0968－64－0677

あん梅 熊本県荒尾市東屋形３－１－５ 0968－64－1610

樂菜ダイニング喰堂 熊本県荒尾市下井手１６１６－６７ 0968－66－0804

奈乃琳 熊本県荒尾市下井手１６１６－６７ 0968－66－2025

馬力屋 熊本県荒尾市下井手１６１６－６７ 0968－66－4129

どんこ舟 熊本県宇城市松橋町松橋８９５－１ 0964－33－6321

サンはらいっぱい 熊本県上天草市松島町合津3351-1 0969‐56-1915

ひまわり食堂 熊本県菊池市隈府正院町９４３－７－１Ｆ 096－824－5050

酒菜工房　水あかり 熊本県熊本市東区若葉1-38-5竹田第2ビル1階 096-214-0956

彩炉桜木店 熊本県熊本市東区桜木６－４－１０ 096－214－2522

Hal's　Bar 熊本県熊本市中央区水道町１－９イーストンビル１Ｆ 096－223－7767

串カツ専門店 天草研究所 熊本県熊本市中央区下通1-2-11 096-245-7555

とりしょう植木店 熊本県熊本市北区植木町滴水35-10 096-273-2117

福わ家 熊本県熊本市中央区神水２－１０－２３－１０２ 096－285－7603

おかげさん 熊本県熊本市中央区下通1-11-152F 096-288-3923

博多一番どり御領店 熊本県熊本市東区御領2-20-2 096-292-8755

えびすや新市街店 熊本県熊本市中央区新市街１－２２キヨモトビルＢ１Ｆ 096－312－0001

気晴れ屋熊本中央店 熊本県熊本市中央区手取本町３－１６堀ビル１Ｆ 096-312-0968

団欒 Dining G.o 熊本県熊本市中央区安政町5-19リボン館1階 096-312-5435

博多一番どり江越店 熊本県熊本市南区江越1-20-31 096-312-6780

サウンドパーク  NEO新市街店 熊本県熊本市中央区新市街9-1ハローレディービルB1Ｆ 096－319－1611

あご出汁ゆでタン　アントニオ 熊本県熊本市中央区下通２－２－３０ 096－319－2611

いちごお 熊本県熊本市中央区手取本町３－１４小山ビル１Ｆ 096－322－1117

鶏乃門 熊本県熊本市中央区下通１－４－２３クリスタルタワービル２階 096－324－6868

旬彩料理邸宅　八伍邸 熊本県熊本市中央区上通町5-41 096-324-8505

燈えん房本店 熊本県熊本市中央区下通1-4-7熊本ビル2階 096-325-6789

ＢＯＯ（アンティラシン） 熊本県熊本市中央区安政町6-3TM11ビル9F 096－325－6800

博多一番どり戸島店 熊本県熊本市東区戸島西2-5-30 096-331-0611

博多一番どり健軍店 熊本県熊本市東区花立-9-19 096-331-7820

わが家の酒蔵 熊本県熊本市北区麻生田３－３－５２ 096－337－7767

炭焼芳膳炭火蔵　保田窪店 熊本県熊本市東区保田窪3-1-63 096－340－0141

隆之屋　武膳 熊本県熊本市東区尾ノ上2-14-11 096-340-8686

田崎酒場　よいち 熊本県熊本市西区田崎本町2-5 096-342-5343

鶴重 熊本県熊本市中央区坪井４－３－１ 096－343－1992

鳥達 熊本県熊本市中央区黒髪５－２－２ 096－345－5548

博多一番どり合志店 熊本県熊本市合志市幾久富1758-53 096-348-6667

ひふみ家 熊本県熊本市手取本町４－１５みどりやトーキビル２Ｆ 096-351-1235



ニュー天花はなれ 熊本県熊本市中央区南坪井町５－４ドルハウスビル１階 096－352－3903

大漁食堂 HERO 海　熊本駅店 熊本県熊本市西区春日3-15-30えきマチ1－熊本 096-352-4141

とりボンバー 熊本県熊本市中央区下通１－１１－８甲斐ビル４Ｆ 096－352－6987

酒湊　農人 熊本県熊本市中央区新市街4-18松下ビル1F 096-352-7117

肥後バル 熊本県熊本市央区上通町２－６ 096－354－2933

居酒屋感 熊本県熊本市中央区下通1-11-20丁半ビル1F 096-354-7778

熊本炉辺 安坐 熊本県熊本市中央区下通1-10-3銀座プレイスKUMAMOTO2F-B 096-354-8911

天草水産研究所 熊本県熊本市中央区下通1-9-26 096-355-2238

創作ダイニング三五 熊本県熊本市中央区安政町６－１ロウカス三年坂２－Ａ 096－355－5532

馬刺しの店たぬき 熊本県熊本市東区若葉１－４－２ 096－369－7125

牛力舎 熊本県熊本市中央区新大江１－１６－１ 096－372－1224

流石　平成大通り店 熊本県熊本市南区江越2-2-10 096-379-4770

宝泉かく 熊本県熊本市東区長嶺東１－３－４０ 096－380－6446

焼肉館彩炉／御領店 熊本県熊本市東区御領２－２７－８ 096－389－4737

串カツ串天商人 熊本県熊本市北区麻生田１－３－１ 090－5089－6211

炭火蔵　保田窪店 熊本県熊本市東区保田窪３－１－６３ 096－340－0141

鶏ちゃん 熊本県熊本市南区近見２－１８－１ 090－9794－5465

根っこ 熊本県熊本市中央区水道町２－１６太陽ビル１階 096－324－5181

彩葉 熊本県熊本市東区尾ノ上２－９－２０ 096－288－9973

ひふみ家はなれこうりんじ 熊本県熊本市中央区下通１－９－２４銀座光琳ビル１Ｆ１号 096－355－4001

サウンドパーク  熊本白山通り店 熊本県熊本市中央区九品寺６－３－３６ 096－371－0700

多酒多菜　満月 熊本県熊本市北区麻生田2-16-1 096－337－8227

R・K・T’ｓ 熊本県熊本市中央区下通1-5-1蘇州ビルＢ１Ｆ 096－352－6766

garden party 熊本県熊本市中央区草場町2-32ウェルブライト上通り２Ｆ 096－359－5245

Mark J 熊本県熊本市中央区下通1-5-1蘇州ビル５Ｆ 096－352－5599

John Roe 熊本県熊本市中央区下通1-2-11丸愛ビル５Ｆ 096－324－0005

座敷僚華 熊本県熊本市中央区花畑町１１－３０モニカビル３Ｆ 096－352－6115

夢菜や僚華 熊本県熊本市中央区花畑町１１－３０モニカビル１Ｆ 096－311－1640

食彩処　僚華 熊本県熊本市中央区花畑町１１－３１モニカビル地下１階 096－327－5414

奇跡の手羽先　熊本本店 熊本県熊本市中央区南坪井町１－２４ 096－277－1333

お月さんこんばんわ 熊本県熊本市中央区水前寺公園１０－９ 096－383－3480

ナナイロ 熊本県熊本市中央区下通１－７－５ 096－312－1529

ハイボールが旨いだけの店 熊本県熊本市中央区下通１－１２－２９ 090－4192－7663

馬かやろう 熊本県合志市幾久富１６５６－３１ 096－200－5752

とりしょう玉名店 熊本県玉名市中1797-1 0968-27-7282

博多一番どり山鹿店 熊本県山鹿市鹿本町御宇田722-1 0968-34-0855

ENYA 熊本県山鹿市山鹿１６３０－１ 0968－43－0320

ちんぐるま 熊本県山鹿市中央通１１０２ 0968－44－5199

博多一番どり大津店 熊本県菊池郡大津町大字引水949-2 096-294-6577



天神ホルモン　熊本店 熊本県上益城郡嘉島町大字上島字長池２２３２イオンモール熊本内 096－212－8833

ビストロ海真丸 熊本県菊池郡菊陽町光の森２－７－６ 096-288-1635

夢元 熊本県八代郡氷川町宮原６８９ 096－562－1129

三浦屋 熊本県下益城郡美里町堅志田70 096-446-2007

韓国苑　臼杵店 大分県臼杵市大字野田１６０ 0972－64－0003

１１DOGDINER 大分県臼杵市大字臼杵掛町４９７ 090－8836－5296

千扇 大分県臼杵市大字二王座１８ 0972－63－7878

ほんまる 大分県大分市日吉町１２－１６宮崎ビル１０１号 097－578－7696

春夏秋冬 大分県大分市萩原３－２３－１８ 097－574－7790

日吉町酒場周や 大分県大分市日吉町１７－３３ 097－503－1737

炊き餃子やけん若草本店　　 大分県大分市中央町３－２－２９首藤ビル１Ｆ 097－574－4420

焼鳥ふくちゃん 大分県大分市中央町１－４－５トモナガビル１Ｆ 097－547－8661

アイリッシュパブハイブ　 大分県大分市中央町２－７－２８ガレリア竹町ビル１０１ 097－529－7298

ダイニングバー　ｅｓ 大分県大分市都町２－４－２９第一マルタケビル２階 097－534－7888

満マル大分中央町店 大分県大分市中央町１－４－１０第一メディアシティビル１Ｆ 097－529－7235

ホルトガーデン 大分県大分市金池町１－５－１ホルトホール３階 097－576－8884

ＵｐｐｅｒＧａｒｄｅｎ 大分県大分市府内町２－１－２０グラムビル１Ｆ 097－536－3008

アッパーガーデン 大分県大分市中央町２－６－７第８三幸興産ビル２Ｆ 097－533－8550

宇へのと宙 大分県大分市都町３－４－５銀座会館２Ｆ 097－532－6911

大分餃子の店　熱包 大分県大分市都町２－２－２３ 097－536－3334

熱包 大分県大分市中央町１－３－１２大一ビル２Ｆ 097－538－6211

笑来 大分県大分市都町３－４－１１ 097－511－5201

天心楼 大分県大分市中津留１－８－２５豊後プロパン第６ビル１Ｆ 097－578－9200

旨い肉と美味しい酒の焼肉屋　ミートクン大分県大分市大字羽屋４４－１グランモールきたじま１Ｆ 097－544－3109

茶茶花菜 大分県大分市中央町２－６－８タイホウビル２階 097－538－6676

ほとじま 大分県大分市大手町２－２－４中尾ビル１Ｆ 097－534－0550

ほんまる 大分県大分市日吉町１２－１６宮崎ビル１０１号 097－578－7696

キャノンボール 大分県大分市都町２－５－１３白銀ビル２Ｆ 097－538－3330

焼肉工房　シンキ　大分都町店　 大分県大分市都町３－６－２０マリオンビル１階 097－574－6259

ふぐ海鮮ダイニング３４３屋 大分県大分市中央町２－７－２３ 097－574－7343

はちお 大分県大分市中央町２－７－２０タシブビル１Ｆ 050－5346－7048

炭次郎 大分県大分市都町２－６－７ツインタワービル１階 097－536－3456

誠心 大分県大分市都町２－５－２２第二双葉産業ビル１０５ 090－7299－8907

やきとり　道 大分県大分市日吉町１２ー１６宮崎ビル１階 097－574－4111

韓国苑　都町店 大分県大分市都町３－２－１０マルビル３Ｆ 097－500－7770

宮崎地鶏　高橋商店 大分県大分市中央町2-8-30ＯＥセンタービル２Ｆ 097-532-0028

本格炭火串焼酒処　羽屋 大分県大分市都町2-2-6ニュー都町ビル1Ｆ 097-532-6828

こはね 大分県大分市府内町2-2-20いたやビル1Ｆ 097-533-8235

羽屋離れ 大分県大分市都町１－１－５シンワビル２Ｆ 097－536－3383



串焼きのたつみ 大分県大分市府内町2-4-5若竹ビル2Ｆ 097-531-1188

こはね離れ 大分県大分市府内町2-2-16松月ビル１Ｆ 097-538-1088

韓国苑　宗方店 大分県大分市大字上宗方６４８－３ 097－542－4300

陣吾郎 大分県大分市中央町１－４－２２さくらやビル１Ｆ 097－547－7552

わざわざ 大分県大分市大字津守２組４番 097－569－6060

韓国苑　下郡店 大分県大分市下郡北２－１－２３ 097－569－6434

焼肉韓国苑ビーフブラザーズ 大分県大分市要町１－１４アミュプラザおおいた１６０ 097－574－8429

備長専家　焼鳥房　花鳥風月　中央町店大分県大分市中央町1-5-82階 097-574-9298

焼肉ﾎﾙﾓﾝたつみ 大分県大分市府内町３－７－７セントラルプラザ１階 097-578-9600

陣吾郎離れ 大分県大分市中央町１－４－２２ 097－578－9887

羽屋離れ 大分県大分市都町１－１－５シンワビル２Ｆ 097－536－3383

ビストロジドリーノJRJP 大分県大分市都町１－１－１５都ステーション１Ｆ 097－532－3820

ビストロジドリーノ今泉 大分県大分市都町２－５－１３白銀ビル１階 097－537－0703

奇跡の手羽先　中央町本店 大分県大分市中央町１－５－３ 097－537－7077

奇跡の手羽先　府内店 大分県大分市府内町３－１－２２ 097－538－1106

奇跡の手羽先　中央町店 大分県大分市中央町２－３－１７ 097－532－1704

奇跡の手羽先　都町店 大分県大分市都町１－１－１３ 097－585－5539

ホルモン酒場サラリーマン 大分県大分市中央町１－３－１１ 097－594－0129

韓国苑　中津宮島店 大分県中津市宮島町５７－４ 0979－22－0111

あいやこいや 大分県中津市大字金手３５－１ 0979－24－0055

ぜんちゃん 大分県中津市日ノ出町１－ 0979－31－6002

韓国苑　中津沖代店 大分県中津市沖代町１－２－１６ 0979－64－8822

かんざん亭 大分県日田市城町２－８－５ 0973－22－2982

ココモ一番 大分県日田市隈１－４－３ 0973－22－6669

天保 大分県日田市隈２－７－３ 0973－22－9191

ヨコモ一番 大分県日田市隈１－４－３ 0973－23－3365

万座 大分県日田市隈１－３－２２三隈ビル１Ｆ 0973－24－1006

万次郎 大分県日田市中央２－２－２ 0973－24－1117

てるてるぼーず 大分県日田市中本町６－１高瀬ビル１０１ 080－4311－3271

韓国苑　三重店 大分県豊後大野市三重町赤嶺９２１ 0974－24－0588

WASABI 大分県豊後大野市三重町市場１６０６－１ 0974－22－7118

中華料理　福籠 大分県別府市石垣東３－２－５１ 0977－85－7328

北浜ハイボール酒場 大分県別府市北浜２－４－２０ 090－8393－5219

韓国苑　別府店 大分県別府市北浜３－１３－３ 0977－76－7008

韓国苑　庄内の里店 大分県由布市庄内町東長宝１６５－１ 097－586－2226

焼肉研究所 宮崎県宮崎市橘通西３－２－１１竹原第２ビル２０１ 0985-86-7616

ひむか旬菜　いもがらぼくと 宮崎県宮崎市橘通西３－１－２５ 0985-89-3382

シーフードダイニング隆 鹿児島県いちき串木野市栄町１９０ 0996－33－1919

おぎん 鹿児島県鹿児島市紫原５－７－１２ 099－210－5174



ビストロ・ル・ギュウドウ 鹿児島県鹿児島市山之口町8-61SAKURABUILDINGA棟１Ｆ 099-210-7212

○虎一家 鹿児島県鹿児島市千日町１４－１７堀江ビル２Ｆ 099－219－3948

もつ鍋　ほかけふね 鹿児島県鹿児島市山之口町9-38-1F宇都ビル 099-222-0033

はかた・かごんま料理　たけんこ 鹿児島県鹿児島市船津町1-2-B1F松村ビル 099-222-1733

レガーレ　shigekura 鹿児島県鹿児島市山之口町11-21 099-223-0717

Gyu　do！ 鹿児島県鹿児島市東千石町12-13-1F村山ビル 099-223-2044

家烹酒肆 世楽 鹿児島県鹿児島市山之口町７－３８デュプレックス１Ｆ 099－225－3999

和心創楽　櫻壽 鹿児島県鹿児島市千日町９－１４ 099－227－7717

屋台屋　銀座通り 鹿児島県鹿児島市千日町9-23銀座ハイツ2Ｆ 099-223-7175

ＧOLDEN TIMES 鹿児島天文館店 鹿児島県鹿児島市山之口町12-10メインパークセカンドタワー7Ｆ 099-226-6122

こうたろう 鹿児島県鹿児島市東千石町８－７モンティーユビル 099－226－6669

サクラジマドラゴン 鹿児島県鹿児島市中央町2-20 099-253-4790

彩こう 鹿児島県鹿児島市荒田２－４６－１４ 099-254-2117

黒豚百寛 鹿児島県鹿児島市西田２－２０－９丸山ビル１Ｆ 099-255-1232

花鳥風月 鹿児島県鹿児島市荒田２－４２－１１ 099-258-3719

ノギノダイナー 鹿児島県鹿児島市東千石町１４－１５ 099-258-5212

薩摩きんぐ天文館店 鹿児島県鹿児島市山之口町８－１２ＳＡＫＵＲＡＢＩＬＤ１Ｆ 099－294－9001

梵天 鹿児島県鹿児島市東千石町6-17ＴＰビル1F 099-295-3230

Teppen 鹿児島県鹿児島市荒田２－４２－１２ 099－296－7019

蛍火 鹿児島県鹿児島市荒田２－４５－１５１Ｆ 099-296-8234

カゴシマエンジン 鹿児島県鹿児島市荒田２－７４－５１Ｆ 090-2391-0144

天文館かごしま横丁 鹿児島県鹿児島市千日町１２ 080－3566－3010

直球カルビ中央駅西口店 鹿児島県鹿児島市西田３－１４－２ 099－203－0429

のぎのえ 鹿児島県鹿児島市千日町３－１６ 099－222－1556

とり蔵 鹿児島県鹿児島市荒田２－４２－１５ 099－250－3450

サウンドパーク  鹿児島店 鹿児島県鹿児島市新栄町１０－３５－２Ｆ 099－286－0708

千日酒場　ちか壱　 鹿児島県鹿児島市千日町１３－２５エクセレント千日ビルＢ１Ｆ 099－248－8567

薩摩きんぐ天文館店　 鹿児島県鹿児島市山之口町８－１２ＳＡＫＵＲＡＢＩＬＤ１Ｆ 099－294－9001

Ｇｙｕ　ｄｏ！中央駅 鹿児島県鹿児島市中央町２－１５ 099－298－1063

だん 鹿児島県薩摩川内市向田本町２－６富山ビル１Ｆ 0996－20－2900

じもん 鹿児島県薩摩川内市西向田町１５－８ 0996－23－8338

ファイヤーボール 鹿児島県薩摩川内市向田本町３－８ 0996－24－8889

NEW　STYLE　KITCHEN　ToRoRi 鹿児島県薩摩川内市西向田町１０－１３崎山ビル１階 0996－29－3978


