
2022.09.30現在

業種 券種
店舗名（屋号）

電話
店舗住所

特色　購入できる商品

河太郎　中洲店 中洲1-6-6

092-271-2133 いか活造り発祥の店

博多馬肉処ふろく本店 中洲2-4-16　Nビル1Ｆ

092-263-0269
馬肉専門店　地元福岡で仕入れた馬肉(徳島
産もあり)・創作料理・焼酎４０種、日本酒
３０種随時用意しています

中洲立ち飲み処たやっちゃん 中洲2-1-11　新橋リングビル1Ｆ

092-271-2277 立ち飲み・鉄板焼

二葉鮨 中洲2-3-20

092-281-2679 寿司

柳川屋 中洲2-6-12　第5ラインビル１階

092-281-1275 うなぎ料理

銀寿司 中洲2-5-10　銀ビル１Ｆ

092-271-1300 寿司などの飲食の提供

肉料理　ゆう 中洲2-6-5

092-281-3326 焼肉屋

和風ダイニングBAR健太 中洲2-6-23　コウフクビル2Ｆ

092-292-1107

どないや・からあげ王 中洲店 中洲2-1-14　新橋小路

092-263-7533 たこやきと唐揚のテイクアウトとデリバリー

清香園 中洲店 中洲2-7-16　あづまビル1Ｆ

092-263-7818 焼肉店　店内での飲食、お弁当もあります。

王餃子 中洲2-5-9　三田ビル1F

092-291-2249 ラーメン・餃子・やきめし

吉塚うなぎ屋 中洲2-8-27

092-271-0700 うなぎ蒲焼

とん平 中洲2-5-5　中洲第一ビル１Ｆ

092-291-2317 お好み焼き・焼そば・鉄板焼・お酒類

壺や　中洲店 中洲2-4-18

092-291-8378 焼鳥・お酒類

天婦羅くすしゃん 中洲2-4-16　中英ビル1Ｆ

092-291-5625 お酒類・天婦羅・酢の物等

奉天本家 ホウテン食堂 中洲2-6-12　第5ラインビル1Ｆ

092-263-8863 ラーメン類・居酒屋メニュー・ランチ・飲み物
いろいろとメニューあります

鉄板 これやこの 中洲2-4-20 　第21ポールスタービル1Ｆ

092-292-8182 九州の食材を使った料理を提供する鉄板焼のお
店　ステーキ・カレーパン等

宝雲亭 中洲2-4-20 第21ポールスタービル1F

092-281-7452 一口餃子

磯丸水産 中洲国体道路店 中洲2-3-8　FPG links NAKASU１F

092-260-8887 お食事代

博多水炊き　大和 中洲3-7-24　ゲイツビル7F

050-5434-4451

すし お料理処 まつやま 中洲3-4-3　多門通り内

092-261-2666 すし・小料理

日本海庄や 中洲川端店 中洲3-7-18　九勧中洲館1～3F

092-291-1711 居酒屋

博多海老豚骨ラーメン維櫻 中洲3-7-24ゲイツビルB1F

092-263-0012
オリジナル濃厚豚骨スープにぜいたくな海老の
味と香りを合わせたこだわりの海老豚骨ラーメ
ンや餃子やセットメニューもあります

あご出汁餃子ゆでたんさんじ中洲店 中洲3-5-6　三信ビル1Ｆ

092-409-0541 餃子屋、居酒屋

郷土料理 程よし 中洲3-7-5　程よしビル

092-291-4940 お食事代金を商品券でお願いします

中華料理　桃園 中洲3-4-5　多門ビル1Ｆ

092-291-7921 料理全般

勘九朗 中洲3-1-8　ＴＭ32ビル 

092-282-8596 店内での飲食・テイクアウト、日替わりの家庭
料理

ぢどり屋 多門通り店 中洲３丁目３－１０　第２多門ビル １Ｆ

092-282-3331 ぢどりの炭火焼き専門店

もつ鍋　芋 中洲4-2-5　第22ラインビル

092-263-0038 飲食店

ワンカルビPREMIUM　中洲 中洲4-6-12　プラート中洲4F

092-291-3329 焼肉レストラン

ごっそう道楽 中洲4-6-26　ＡＩビル

092-262-3433

しょうき　中洲店 中洲4-6-10　大洋ビル1･2Ｆ

092-271-4477

岩正 中洲4-5-3

092-281-0133 寿司　玄界灘で獲れた旬の魚をご堪能下さい

岩兵衛 中洲4-5-1

092-281-0134 自慢の葱鮪うどんをぜひご賞味下さい　うどん
居酒屋

蛇の目寿司 中洲4-2-18　蛇の目ビル

092-291-3485 寿司　中洲の老舗で旨いお寿司をどうぞ

イル・キャンティ博多 中洲4-4-10　ホテルリソルトリニティ博多1F

092-283-3883
オリジナルドレッシングが有名なカジュアルイ
タリアン。店内飲食をはじめとしてドレッシン
グ、ワイン、しみチョコなど。

大衆焼肉　まんげつ 中洲4-7-4

092-281-2848 大衆焼肉店

割烹　川田 中洲4-1-23　川田ビル

092-271-3131 海の幸を中心に旬のお魚料理を提供しております。

六三亭 中洲4-5-3　吉田ビル

092-291-6313 ふぐ・おこぜ料理

おむすび屋 中洲4-1-18　セブンビル2　1F

092-291-8478

コットンフィールズ 中洲4-2-15　メインストリートビルＢ1

092-271-5130

世界のビールとスペアリブとタコス、その他美
味しいお料理!!コロナ禍中ビールで世界を旅でき
ます!全ての商品(ビール、料理)をお持ち帰り出
来ます。

博多中洲　遊食亭 中洲4-7-21　赤玉ビル

092-291-8185

長浜亭 中洲4-6-5　毛利ビル1Ｆ

092-262-1128 ラーメン・餃子など

酒一番 中洲4-4-9

092-291-3920

鉄なべ であい橋店 中洲4-5-9　リバーサイドビル1Ｆ

092-262-0488 鉄なべ餃子

博多荘 中洲4-3-16　フドウビル1Ｆ

092-291-3818 昭和21年創業のラーメン店

だんご汁の一休さん 中洲4-1-14　土肥ビル2F

092-271-0536 だんご汁のお店

ステーキの壺 中洲4-3-16　フドウビル2Ｆ

092-271-2368 ステーキのおいしい店

小料理　条 中洲4-1-19　人形小路　条

090-8762-4963 カウンター席のみの秘密の隠れ家。季節の小鉢
やお酒を美しい器でどうぞ。

車寿し 中洲4-1-19

092-271-3987 寿司、刺身

築地すし鮮　中洲川端駅店 中洲5-2-1　ジェイパーク中洲B1F

092-263-6331 お寿司

博多石焼 大阪屋 中洲5-3-16　大阪屋ビル

092-291-6331
四季折々の博多の郷土料理を地元銘酒や焼
酎とともにお楽しみいただけます

七輪焼肉　遊來 中洲5-3-21　ストリア中洲1Ｆ

092-262-2915 高級焼肉店を母体に持つ、こだわり焼肉をリー
ズナブルにお楽しみいただける焼肉店

一蘭　本社総本店 中洲5-3-2　一蘭本社ビル

092-262-0433 味集中カウンター・オーダー用紙・天然とんこ
つラーメン・カップ麺、袋麺

博多中洲旬菜万葉 （ＴＨＥ ＬＩ
ＶＥＬＹ 博多福岡B1F）

中洲5-2-18　ザライブリー博多B1F

092-262-2001 和食

GRANADA SUITE on A TABLE 中洲5-3-8　アクア博多1F

092-283-5236
アメリカ料理、お肉専門店､九州のお肉を中心と
した炭焼料理を楽しむお店、デートや友人との
ご利用にぴったり。

土鍋炊きごはん　あさひ 中洲5-6-10　LA HAKATA1F

092-600-9872
土鍋で炊いた白ご飯をおかわり無料で安く食べ
られる　定食・一品メニュー・ドリンクなど店
にあるものすべて

ハニカムショコラッティ 中洲5-6-10　LA HAKATA1F

092-409-9832
チョコレートドリンク専門店です。チョコレー
トドリンク、スイーツ等

幸陽丸 中洲5-4-6　リバーフェイス博多 2Ｆ

092-263-1138 お魚をメインにした居酒屋

焼鳥本陣 中洲5-2-10

092-271-5186 焼鳥

博多華味鳥　中洲本店 中洲5-4-24　トリゼンビル1～5Ｆ

092-263-0322 水たき料亭

博多　春宵 上川端町4-218

092-271-2255 お寿司・天ぷら

チャイニーズキッチン 星期菜 須崎町4-19　ブライトンハイツ1ＦＢ

092-282-6688 中華料理

Roji 銀 西中洲1-13　松田ビル１Ｆ

092-720-8729 お肉とうなぎ料理

ケルツ西中洲店 春吉3-11-12

092-737-5000

中洲ふじ本 春吉1-7-18 　武内ビル 1Ｆ

092-741-1228

中洲　はかた舟 福博であい橋

092-734-0228

味処　いづみ 上川端町4-235

092-271-6680 ふく料理店

旭軒　川端店 上川端町3-3-1　秋吉ビル1Ｆ

092-281-1182 餃子・手羽先

居酒屋瓜生 西中洲3-1　デルタウエスト

092-724-7277

味処　ひろ家 西中洲12-10　西中洲ビル1Ｆ

092-752-2266 飲食全般

トン骨野郎　てつ屋 冷泉町8-21

092-282-7233

すぎもと 中洲2-2-7　新中洲ビルＢ1Ｆ

092-291-2702 アットホームな昭和のスナックです　真心を提
供！

SNACK  TOPLADY 中洲3-2-12　第３ラインビル4Ｆ

092-291-0337

LEONE～れおーね～ 中洲3-4-7　バッカス館4Ｆ

092-261-2021
いつも明るく元気な笑顔でお出迎え致します！
付け出し充実で大好評！(是非一度ご来店下さい
ませ。お待ちしています(^_^)！）

メンバーズ　ハイハイ 中洲3-1-2　新川丈ビル1Ｆ

092-262-7740

フジキスタジオ 中洲3-1-2　川丈ビル2Ｆ

092-271-2570 ピアノの生演奏とカラオケのコラボレーション
で楽しむことができるお店です。

Member's PERPETUAL 中洲4-1-7　セントラルビル2Ｆ

092-281-4949 ゴルフ好きも多く集まるアットホームなお店で
す！

サパークラブ　じゅらく 中洲4-6-10　大洋ビル3Ｆ

092-271-3333 生バンド演奏があります。歌ったり、踊った
り、外国人のホステスさんもいます。

ハレモアナ 中洲2-1-14　新橋小路1F

092-292-1722 ハワイアンバー、ガールズバー

BAR KRONE 中洲4-1-32　1F

092-262-4333

バー　ループ 中洲4-1-1　あざみビル1Ｆ

092-282-8008 落ち着けるオーセンティックバー　カクテル・
ウィスキー・洋酒

カチューシャ 中洲4-3-8　中山第一ビル1Ｆ

092-291-5991 カクテルバーです。１９６４年から中洲で営業
しております。

バー　ハイボール 中洲4-1-26　中洲人形町ビル1Ｆ

092-282-9588

味の明太子　ふくや　中洲本店 中洲2-6-10

092-261-2981 明太子

くすりのヒロヤ本店 中洲2-7-16

092-271-1179 薬・健康食品・雑貨等

パパヒロヤ 中洲2-5-18　第20ラインビル1F

092-262-1866 薬・健康食品・化粧品・雑貨等

ローソン中洲２丁目店 中洲2-4-9

092-263-1033 弁当・惣菜・飲物等

セブンイレブン博多新中洲ビル店 中洲2-2-7　博多新中洲ビル1Ｆ

092-271-9677 コンビニエンスストア

シティ薬品 中洲2-3-22　筒井ビル

092-263-3021 医薬品・雑貨等

ドン・キホーテ 中洲店 中洲3-7-24　ゲイツビル2Ｆ

0570-047-311
家電・スマホパーツ・日用雑貨・インテリア・
日用消耗品・コスメ・食品・ブランド品・時
計・貴金属・衣料・玩具・自転車

ボンサンク 中洲店 中洲3-2-12　第３ラインビル１F

092-271-3141 洋菓子を中心とした菓子店

フードウェイ中洲食小町ゲイツ店 中洲3-7-24　ゲイツビルB1F

092-281-2213 生鮮及び食品の販売

ローソン中洲であい橋通り店 中洲4-5-6

092-282-1168 弁当・惣菜・飲物等

イトウ洋酒店 中洲4-2-17　伊藤ビル

092-291-2051 酒販

博多人形会館　松月堂 中洲5-1-22　博多人形会館1F

092-291-4141 博多人形・博多織・博多織小物・その他

セブンイレブン博多中洲5丁目店 中洲5-2-3　松屋壱番館ビル

092-262-6040 食料品・飲料・酒　等

花キク 中洲5-1-23　花キクビル1F

092-271-2220

1885年創業のフラワーショップです(国内現存で
は7番目に古い)生花・観葉植物・蘭鉢・ドライ
フラワー・プリザーブドフラワー・ソープフラ
ワー

カスタムオーダー　ダンカン中洲店 中洲5-1-1　三春堂ビル1F

092-291-5196
紳士服　スーツ　イージーオーダー　オーダー
シャツ　パターンオーダーコート　婦人服パ
ターンオーダー

ファミリーマート　博多中洲５丁目店 中洲5-5-13　KDCビル1F

092-263-5615 コンビニエンスストア

石村萬盛堂本店 須崎町2-1 　1F

092-291-1592 和菓子店

明月堂　川端店 上川端町5-104

092-281-1058 菓子販売、博多通りもん

鈴懸 上川端町12-20　ふくぎん博多ビル1F

092-291-0050 手作りまた素材にこだわった和菓子等　鈴乃○
餅・鈴乃最中

チョコレートショップ 綱場町3-17

092-281-1826 お菓子

FACE　studio 中洲2-1-18　しんばしビル別館４F

092-261-2828 ヘアセット・着物レンタル・着付け・撮影・美
容商材購入品

ヘアーズギャラリー　エッヂ 中洲5-1-1　三春堂ビル2F

092-271-2021 ヘアサロン

博多　エクセルホテル東急 中洲4-6-7

092-262-6237

ホテル リソルトリニティ博多 中洲4-4-10

092-282-9269 宿泊代金

三井ガーデンホテル福岡中洲 中洲5-5-1

092-263-5531

・宿泊費
①博多･天神へのアクセス抜群②幻想的な水
景広がる最上階の大浴場③地元福岡の名店
「小野の離れ本店」が出店

日本ガレーヂサービス 中洲2-4-9

092-291-0505 時間駐車場料

ビッグエコー中洲川端駅前店 中洲4-7-8　ラ・パピヨンビル1F

092-292-5075 カラオケBOX

大洋映画劇場 中洲4-6-18

092-291-4058 映画館

ビッグエコー西中洲店 春吉3-11-12

092-406-4076 カラオケBOX

ビッグエコー西中洲本店 西中洲1-3　2F,3F

092-406-4076 カラオケBOX
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飲食 冊子

飲食
冊子

※電子版
準備中

飲食 冊子

冊子

飲食 冊子

電子･冊子

飲食

飲食 電子･冊子

飲食 電子･冊子

飲食 電子･冊子

飲食 電子･冊子

飲食 冊子

飲食

飲食 電子･冊子

飲食 電子･冊子

飲食 冊子

飲食 冊子

飲食 冊子

飲食 冊子

飲食 冊子

３丁目

ご利用店舗一覧

飲食 電子･冊子

飲食 電子･冊子

飲食 電子･冊子

飲食

飲食 電子･冊子

飲食 冊子

飲食 冊子

冊子

飲食 冊子

飲食

１丁目

飲食 電子･冊子

冊子
※電子版
準備中

飲食

２丁目


