
ジャンル エリア 店舗名 住所 tel 営業時間 定休日 特典

お土産

博多駅内

やまやの食卓
博多駅マイング店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-292-0080 9:00～21:00 年中無休 粗品

お土産 やまや
博多駅マイング店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-432-9081 9:00～21:00 年中無休 粗品

お土産 Yamaya Jan Base 
HAKATA 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-409-8808 9:00～21:00 年中無休 粗品

お土産 福太郎
博多デイトス店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-433-1331 8:00～21:00 年中無休 めんべい小袋（１袋）

お土産 福太郎MENBEI
博多駅マイング店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-432-3131 9:00～21:00 年中無休 めんべい小袋（１袋）

お土産 赤い風船 マイング駅店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-411-8326 9:00～21:00 年中無休 焼菓子プレゼント

お土産 ⾧門屋マインぐ店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-451-9327 9:00～21:00 年中無休 粗品プレゼント

お土産 西通りプリン
マイング店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-260-9646 9:00～21:00 不定休 プリン6個以上の購入で

5%OFF

居酒屋

博多駅博多
口側

和創作呑処 緩音 福岡市博多区博多駅前1-23-5 092-441-8833 7:00～10:00,11:30～
14:00,17:00～22:30 日曜・祝日 ワンドリンク

ラーメン らーめん二男坊
博多本店 福岡市博多区博多駅前2-16-4 092-473-5558 11:00～23:30

（日・祝～20:30） 不定休 餃子4個

居酒屋 とめ手羽
博多駅前店 福岡市博多区博多駅前2-3-14 092-473-7559

月～木・土 17:30～
24:00

金17:30～:30
日17:30～23:30

不定休 ワンドリンク

居酒屋 博多海鮮さかな市場 福岡市博多区博多駅前1-15-
20 092-432-9882 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワ

ンドリンク

温泉施設

博多駅筑紫
口側

博多 由布院・武雄温泉
万葉の湯 福岡県福岡市博多区豊2-3-66 092-452-4126 24時間 年中無休 ミニかき氷

居酒屋 さかな市場
筑紫口店 福岡市博多区博多駅中央街1-1 092-434-4388 11:30～14:00,

16:30～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワ
ンドリンク

居酒屋 十徳や
筑紫口店 福岡市博多区博多駅東2-4-26 092-481-1249 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワ

ンドリンク

居酒屋 さかな市場
サンライフ2号館店 福岡市博多区博多駅東1-12-3 092-436-3211 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワ

ンドリンク

居酒屋 さかな市場
フォルツァ博多

福岡市博多区博多駅中央街4－
16 1F 092-409-8158 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワ

ンドリンク

ランチ 欧風ライスカレー Ken's
博多駅南店

福岡市博多区博多駅南6-8-1
ラッキーランド1階路面 0924726767 11:30～22:00 なし トッピングとろとろ温泉卵

100円（税込）を無料

九州全域に使えるお店があります! ※2021年10月31日時点での利用可能店舗となります。
※利用可能店舗は、随時、変更になることがありますので、事前に必ず、
ご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

【福岡市】

その他の店舗はWEBまたは、アプリで!



居酒屋 北九州市
さかな市場
小倉魚町店

北九州市小倉北区1-4-1 
SABOビル2F 093-513-6789 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリ

ンク、ワンドリンク

お土産 北九州市 恋寿華堂
北九州市小倉北区三郎丸
1-8-15-1F

093-922-4411 11:00～17:00 不定休 粗品

【北九州市】

お土産

柳川市

高橋商店
西鉄柳川駅前店

福岡県柳川市三橋町下百町
53 0944-72-0829 9:00～18:00 年中無休 ゆずすこの携帯用小袋1袋

お土産 高橋商店
柳川本店

福岡県柳川市三橋町藤吉
525 0944-73-6221 9:00～18:00 年中無休 ゆずすこの携帯用小袋1袋

お土産 高橋總本舗（工場
直売店）

福岡県柳川市三橋町垂見
1897-1 0944-73-6272 9:00～17:30 年中無休 ゆずすこの携帯用小袋1袋

【柳川市】

居酒屋

中洲近辺
エリア

河太郎中洲本店 福岡市博多区中洲1-6-6 092-271-2133

月～金12:00-
14:30(L.O.13:30)予約は12
時のみ 土日祝11:45-
14:30(L.O.13:30)予約は
11:45のみ 月～土18:00-
L.O.21:15閉店22:00 日祝日
17:00-L.O.20:15閉店
21:00

当面の間火曜
日

1枚につき1個明太小鉢を
サービスします。但し、最大
人数分までとなります。

居酒屋 アイリッシュパブ・
ザ・ハカタハープ 福岡市博多区須崎町1-1 092-283-6446 7:00～9:30、

11:30～24:00 不定休 生ハムorデザート

ランチ 欧風ライスカレー
Ken‘s 住吉店 福岡市博多区住吉5丁目1-6 092-473-4747 月～土 11:30～14:00 日

17:30～21:00
年中無休（夜
は不定休）

トッピングとろとろ温泉卵
100円（税込）を無料

カフェ FIKA COFFEE 福岡市博多区下川端町3-1 
博多リバレイン1F 092-292-6601 平日 ９:00～２０:００

土日祝 ９:00～１８:００
年末年始・不

定休 オリジナルシール

お土産

天神・今泉・大
名

やまや
天神本店 福岡市中央区天神3-3-5 0120-984-808 10:00～19:00 年中無休 粗品サービス

お土産 福太郎
天神テルラ店

福岡市中央区渡辺通5-25-
18 092-713-4441 9:30～20:00 年末年始 めんべい小袋（１袋）

居酒屋 つきうさぎ 福岡市中央区大名2丁目1-29
AIビルC館301号 05053666452

月～土、祝日、祝前日: 18:00
～翌1:00（料理L.O. 翌0:00 
ドリンクL.O. 翌0:00）

日曜日（祝日
で3連休の場合
は日曜日は営
業、月曜日が
振替休業）

ワンドリンク

居酒屋 鶏おでんと出汁割り日
本酒ふぁるこ

福岡市中央区高砂1-22-7 ノ
ウブル桜木1F 092-525-1077

【水～金】 11:30～14:00
（L.o13:30） 【火～木・日】
17:30～翌01:00
（L.o24:00） 【金・土・祝前
日】 17:30～翌02:00
（L.o翌01:00） ※予約推
奨

不定休 おつまみ一品

お土産 太宰府市 福太郎太宰府店 福岡県太宰府市宰府3-1-1 092-918-5085 9:30～17:30 年中無休 粗品サービス

お土産 太宰府市 YUZU PREMIUM
JAPAN太宰府店 福岡県太宰府市宰府2-5-1 092-924-3931 10:00～18:00 年中無休 ゆずすこの携帯用小袋1袋

お土産 太宰府市 やまや太宰府店 福岡県太宰府市宰府1-14-
28 092-924-0088 9:00～17:30 12月31日 めんべい小袋（１袋）

居酒屋 佐賀市 さかな市場
松原店 佐賀市松原2-14-16 0952-28-1503 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワン

ドリンク

【佐賀県】

居酒屋

⾧崎市

さかな市場
銅座店 ⾧崎市銅座町11-2 095-827-2966 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワン

ドリンク
居酒屋 割烹 大判 ⾧崎市桜町3-15 095-821-2626 17:00～23:00 日・祝日 ハイボール1杯

お土産 津田水産 ながさき元船
店 ⾧崎市元船町14-10 095-824-0338 10:00～18:00 12/31～1/2 味付焼きあご（飛魚）小袋

ちゃんぽん 老李 新地中華街本店⾧崎市新地町12-7 2F 095-820-3717 11:30～15:00、17:00～
22:00 無休 水餃子3個

【⾧崎県】



温泉施設

熊本市

湯らっくす 熊本市中央区本荘町722 096-362-
1126 24時間 年中無休 オリジナルステッカー

居酒屋 魚粋 熊本市中央区新市街9-1 096-322-
9299 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワ

ンドリンク

居酒屋 十徳や
田崎市場通店 熊本市西区春日7-19-34 096-351-

3355 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワ
ンドリンク

居酒屋 十徳や
水前寺店 熊本市中央区水前寺公園7 096-386-

2345 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワ
ンドリンク

【熊本県】

【大分県】

居酒屋
大分市

大分魚○鶏吉 大分市都町1-2-9 097-532-8157 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワ
ンドリンク

居酒屋 さかな市場
都町店 大分市都町1-1-23 097-533-8781 17:00～24:00 年中無休 生ビールorソフトドリンク、ワ

ンドリンク

お土産

湯布院

GOEMON 大分県由布市由布院町大字川上1527-1 0977-85-3763 8:30～17:00 年中無休 8%OFF

お土産 アラモード五衛門 大分県由布市由布院町大字川上1526-1 0977-28-2520 8:30～17:00 年中無休 8%OFF

お土産 菓子蔵 五衛門 大分県由布市由布院町大字川上1551-8 0977-85-5083 8:30～17:00 年中無休 8%OFF

お土産 シェ五衛門 大分県由布市由布院町大字川上1535-6 0977-84-3607 8:30～17:00 年中無休 8%OFF

お土産 ガトーショコラ由布院
ときの色 大分県由布市由布院町大字川上2939-4 0977-84-5858 10:00～18:00 水曜日

【鹿児島県】

お土産

鹿児島
市

西通りプリン鹿児島中
央駅グルメ横丁店 鹿児島市中央町1-1 099-204-

9911 8:00～21:00 無休 プリン６個以上で
5%OFF

お土産 かるかん本舗中央駅
店 鹿児島市中央町21-1 099-254-

6410 7:30～20:30 無休 かすたどん１個サービス

居酒屋 かごしま黒豚 六白亭 鹿児島市西田2-12-34 ホテルユニオン1F 099-251-
9008

11:00～14:30,17:30～
22:30 年中無休

お好み（50銘柄）の薩
摩焼酎1杯orアイスクリー
ム

お土産 天文館むじゃき 鹿児島市千日町5-8 099-222-
6904

11:00～19:00（ラストオー
ダー18:30）

不定休 (10
月～3月定
休日有)

粗品

居酒屋 海鮮うまいもんや磯之
家 鹿児島市鷹師2-5-1 099-822-

2022 17:00～24:00 不定休
お好み（50銘柄）の薩
摩焼酎1杯orアイスクリー
ム

居酒屋 散歩亭 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2364-17 0997-46-2905 11:30～14:00
18:00～25:00

昼:日曜日
夜:第１・第３日

曜日

ディナーのみ、ソフトドリン
ク

居酒屋 じぃじ家 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房67-4 0997-46-3087 11:30～14:00
18:00～23:00 日曜日 ワンドリンク

カフェ
PASTA SLOW 鹿児島県熊毛郡屋久島町船行1068-7 0997-46-3562 12:00～22:00 日曜日・祝日・第

２土曜日
お食事代金合計より
10％ＯＦＦ

お土産
ぷかり堂 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田719-39 0997-43-5623 8:30～18:00 なし

お土産 武田産業 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房650-18 0997-46-2258 8:00～18:00 水曜日 粗品

お土産 ル・ガジュマル 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田413-74 0997-43-5011 10:00～18:00 不定休

お土産 椿商店 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2446-12 0997-42-1355 11:00～18:00 月・火曜日

お土産 杉匠（すぎしょう） 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房650-113 0997-46-2123 8:00～18:00 なし

お土産 山岳太郎 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房410-8 0997-49-7112 9:00～18:30 なし

お土産 樹之香（きのこ） 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2402-74 090-2512-8940 9:00～18:30 不定休

【屋久島】

辛麺 宮崎市 元祖辛麺屋桝元 中
央通店 宮崎市中央通8-29 池亀ビル1F 0985-31-

3428

【月～木/日曜】
PM19:00～AM3:00
（L.O. AM2:30）
【金/土/祝日前日】

PM19:00～AM4:00
（L.O. AM3:30）

- 生ビールorソフトドリンク1杯
無料

【宮崎県】


