
【門司区】　２２件

店　名 業　種
cafe UMINEKO 飲食
伽哩本舗門司港レトロ店 飲食
黒船門司駅前店 飲食
中国料理大連あかしあ 飲食
choi-nori 飲食
ナイズラフィキ 飲食
日本料理・ふぐ懐石　てん花 飲食
 BAR昭和 飲食
Palet  coco　門司店 サービス
ハングリーズ　バーガーラウンジ 飲食
レストラン陽のあたる場所 飲食
ファンキータイガーアジト 飲食
FourM サービス
BRICK HALL 飲食
プリンセスピピ門司港 飲食
門司港M'sカフェ TokiDoki 伽哩本舗 飲食
門司の駅前cafe喫茶BONGO 飲食
門司港茶寮　別館 飲食
焼とりダイニング　サルイッピキ 飲食
炉ばた焼き一番太鼓 飲食
炉ばた焼き　巌流 飲食
和牛すたんど やきびぃ～ふ 飲食
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【小倉北区】　２３９件

店　名 業　種 店　名 業　種
味市場　BUN BUN 飲食 GURI-GURI 飲食
味ごころ優 飲食 グリルドパブ　ブーティーズ 飲食
遊びBAR mAtch 飲食 黒船魚町店 飲食
あつみ珈琲 飲食 黒船小倉本店 飲食
あぶり屋かっちゃん 飲食 燻製酒場けむらー 飲食
居心地ダイニング  びぃどろ 飲食 KCB342 飲食
ICO+ 飲食 現代和食　界 飲食
居酒屋（たこやき）でんでん 飲食 コーヒーハウス　ビーバー 飲食
居酒屋　とよ志の亭 飲食 小倉油麺専門　山希 飲食
居酒屋　牧ん家 飲食 小倉漁介酒場　魚衛門  -GYOEMON- 飲食
磯丸水産小倉魚町店 飲食 小倉宿３０歩横丁　くろがね小倉　アミュプラザ店 飲食
イタリア料理　カンビアーレ 飲食 コットンダンサー 飲食
イタリア料理　ベルボスコ 飲食 こらぁ源　総本店 飲食
イタリア料理とワインのお店　Kimura 飲食 魚と鳥の家ととんち 飲食
VIOLLA サービス 酒林べぇやん 飲食
うどん秋月 飲食 サルタヒコnoodle×cafe 飲食
うわさの小鉄 飲食 思恩　真空管 飲食
瑛翔楼 飲食 地魚屋台 ごっつぁん 飲食
HB 飲食 ジャンピエール 飲食
エタンセールカワモト 飲食 JUS BAR F&G 飲食
engel 飲食 酒房　武蔵 飲食
エンジェル　カフェ 飲食 旬菜いち来 飲食
オールデイダイニング　リートス 飲食 旬菜魚匠 かせん 飲食
お子様レストラン キッチンQ 別館プロキオ 飲食 旬菜坪根 飲食
お好み焼き　いしん 飲食 食楽厨房あんばい 飲食
お好み焼き もみじ 飲食 Giraffe Monochrome 飲食
お食事処　よしまる 飲食 小倉焼き鳥角打ちバル　Gill&co 飲食
オステリア　イタロ 飲食 新・中華酒場　川人百味 飲食
お茶漬け専門店千-SEN-小倉店 飲食 Sin City -Music Var- 飲食
男飯女飯　俺たちの台所 飲食 鈴木のおやじ 飲食
大人の遊びBAR 奏 -KANADE- 飲食 studio Lily Bell サービス
音楽スタジオsound Boogie サービス STAY 飲食
廻転寿司平四郎　アミュプラザ小倉店 飲食 スナック　ミドリ 飲食
廻転寿司平四郎　大手町店 飲食 スナック　夢二 飲食
かくれ伽ダイニング胡座 飲食 SPAIN BAR　VOLVER 飲食
隠れ家ダイニング鳳別館 飲食 スペインバルTorpe 飲食
隠れ家らぁ麺笑福亭 飲食 炭火やきとり華 飲食
かすうどん大福 飲食 炭火焼　HONJIN　みかげ通り店 飲食
割烹ひら川 飲食 静聴カフェ 飲食
勝山タクシー サービス 仟 飲食
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【小倉北区】　２３９件

店　名 業　種 店　名 業　種
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ガネーシャ（GANE-SHA) 飲食 創作酒場喜楽 飲食
cafe sirius 飲食 大衆割烹 将軍 飲食
株式会社西日本旅行リバーウォーク北九州支店 サービス 大衆酒場 餃子のたっちゃん 銀天街店 飲食
株式会社Ｐｉｖｏｔ サービス 大衆酒場 餃子のたっちゃん 本店 飲食
カルビ堂 龍 飲食 大衆肉酒場ししまる 飲食
韓国家庭料理　味術 飲食 Dining THE MODERN 飲食
韓国食堂デジブル 飲食 ダイニングバー 杏庵 飲食
韓国屋台飯こぷた 小倉魚町一丁目店 飲食 台湾料理 大好ヤ 飲食
観山荘本館 飲食 台湾レストラン麗白 飲食
巌流 飲食 匠のパスタ　ラ・パペリーナ 飲食
貴族 飲食 竹なか 飲食
喫茶　寛乃（ゆたかの）-yutakano- 飲食 たけや 飲食
KID'S HOUSE 飲食 中央食堂 飲食
九州まぐろ旦過店 飲食 中華料理　龍鳳 飲食
串揚げ渋田厚志 飲食 ちょこっと肴 松竹梅 飲食
串揚げと鉄板焼き福助商店 飲食 鳥火鳥火 飲食
串かつまっと 飲食 出会いのかけら 魚町店 飲食
九州の宴 飲食 出会いのかけら -旦過本店- 飲食
Good Beer TAP TAP 飲食 テーブルトーク　憩巣 飲食
久津の葉 飲食 手作りハンバーグラルコーン 飲食
鉄板焼き　なにわ 飲食 Hold By Hand 飲食
鉄板焼き眞 飲食 pollre 飲食
鉄板焼バールピアチェーレ 飲食 万喜瀬 飲食
天神ホルモンアミュプラザ小倉店 飲食 マザーグース 飲食
天ぷら　大樹 飲食 マリコ・グラン・クリュ 飲食
東秀苑 飲食 まるたけうどん 飲食
Total beauty salon D.Grace サービス 満腹村小倉店 飲食
dotto milk stand 飲食 水炊き・肴・なが田 飲食
Trattoria e Bar àtre 飲食 mixup 飲食
とんかつ　かつ屋 飲食 Music Bar CHARLIE 飲食
ナイトインモア 飲食 室町 chou chou サービス
肉焼きワイン酒場 ビーフマン 小倉魚町店 飲食 めし処　万葉 飲食
日本料理　なにわ 飲食 めをとじておいで 飲食
ネイルサロン・スクール NANA`ｓ Nail サービス メンバーズスナック　ケ・セラ・セラ 飲食
ねこや 飲食 meｍber's Rush 飲食
BAR 朔 sa-ku 飲食 百舌のしわざ 飲食
Bar Bumblebees 飲食 もつ鍋　居酒屋　人力車 飲食
BAR Blast 飲食 焼とり　けんちゃん 飲食
バー蒼・柳 飲食 焼鳥鷹の羽 飲食
Bar Alfine 飲食 やきとり八ちゃん 飲食
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bar&lounge　華 飲食 焼肉 天虎 飲食
Bar  Air 飲食 焼肉　小文字　東秀苑 飲食
Bar Clouds 真鶴 飲食 焼肉　やすらぎの里　安里 飲食
BAR KE.CHA 飲食 焼肉・すきしゃぶ　おんどる　小倉魚町銀天街店 飲食
Bar Zucca 飲食 焼肉・すきしゃぶ　おんどる　小倉魚町店 飲食
Bar猫の髭 飲食 焼肉・すきしゃぶ　おんどる　小倉駅前店 飲食
bar吉田 飲食 焼肉工房　憶 飲食
バールデ小長光 飲食 焼肉 菜好牛  足立店 飲食
Bar Rose Berry 飲食 焼肉酒場　たんがほるもん 飲食
Puzzle 飲食 焼肉酒場にくまる平和通り店 飲食
柏匠亭 飲食 焼肉酒家　牛さくら／京町本店 飲食
華美-HANABI- 飲食 焼肉ジャリンコ 飲食
パルチャット 飲食 焼肉の龍園 小倉本店 飲食
HARUMAYA 飲食 焼きもんや 菜's 飲食
Palet　井堀店 サービス 藪baryab 飲食
Palet  coco　富野店 サービス やんちゃ鳥　小倉京町店 飲食
晴れときどき魚 飲食 (有)中華そば藤王 飲食
バンビ珈琲 飲食 洋食屋きし川 飲食
Bistro de CHEMIN 飲食 洋風キッチン　あらえびす 飲食
pizzeria OTTO 飲食 ラーメン一龍 飲食
BeautyDesign STARRY サービス ラウンジ穂 飲食
美容室FLOWERS サービス 楽酒ダイニング元気也 飲食
femaleネイル サービス 楽食やたかはし 飲食
フーズラウンジきし川 飲食 LAGOON by papaver サービス
風風ラーメン　紺屋町店 飲食 ネイルサロン Latte Nail サービス
フェアリーテ・マチルダ サービス リストランテ　ピアット 飲食
豚ステーキ専門店B/牛ステーキ専門店D 飲食 凜‘ｓ Cafe 飲食
豚肉専門店　しゃぶやん 飲食 リンパサロンcoyuki サービス
プライベートサロン　レジュイール サービス Legare 飲食
フランス料理店　ボンファム 飲食 restaurant & bar AJO 飲食
FRIZZA石窯grill 飲食 炉端と焼鳥　炭衛門 飲食
フレンチダイニング&スカイラウンジ　リーガトップ 飲食 炉端のくろ兵衛 飲食
Ｆｒｅｕｄｅ 飲食 ワインダイニング　パルティータ 飲食
PROM WEDDING ／ bridal village サービス ワインダイニングミラボー 飲食
プロレス居酒屋がむしゃら 飲食 winebar(花)chocolate 飲食
文化雑貨スタジオ凛 サービス Wine bar離 飲食
hairsalonelm サービス ワインバーゆのうえ 飲食
ヘアケアサロン　ラポーレ サービス 和牛焼肉　若勝 飲食
Sweets Cafe&Bar ベツバラ。 飲食 WADACHI 飲食
pola エステイン沢 サービス
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【小倉南区】　２６件

店　名 業　種
魚平寿し 飲食
お好み焼き　てこじまん 飲食
勝屋 飲食
辛麺屋桝元　小倉徳力店 飲食
くいもの屋　福すけ 飲食
黒船徳力嵐山店 飲食
神社のそばのカフェライオンダンス 飲食
ステーキとハンバーグ ミートン 朽網本店 飲食
炭火焼肉萬月 朽網本店 飲食
Chubby by tokohair サービス
TOKOHAIR サービス
人にやさしくじょんのび 飲食
8800 飲食
花山椒 飲食
花寿し 飲食
Palet　沼店 サービス
Palet　横代店 サービス
B&W 飲食
ヒーリングサロン・ルメルシー サービス
美容室チェリー サービス
美容室ミロワール サービス
風風ラーメン　下曽根店 飲食
FLAP 飲食
ヘアートラスティマリ サービス
レストラン　アメリ 飲食
ローカル６ 飲食
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【若松区】　１５件

店　名 業　種
居酒屋　ないす 飲食
いも夢詩倶楽部 飲食
お酒と器と角打ちの店　榮屋 飲食
Olu'Olu' サービス
かつ鳥 飲食
かねやす本店 飲食
グリルキッチン　トマト 飲食
深夜”も”美容室 ブルートーン サービス
清香園高須店 飲食
Doll 飲食
美容室ピュール サービス
ファミリーレストラン　たべった 飲食
やきとり一本道 飲食
焼肉 菜好牛 高須店 飲食
料亭金鍋 飲食
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【八幡東区】　１１件

店　名 業　種
あじ処 阿彌 飲食
桑田屋 飲食
ココクル平野・くるくる 飲食
スナック　フィーユ 飲食
千草ホテル サービス
肉料理　あらい 飲食
ばくだんや 飲食
葉山 飲食
ヨガスタジオココカラ サービス
レストラン喫茶　琥珀 飲食
焼肉ホルモンシンキ 飲食
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【八幡西区】 ８０件

店　名 業　種 店　名 業　種
あごや 飲食 食楽酒家こげん 飲食
AnaBar 飲食 鮨処　琴芝 飲食
ami amie 飲食 炭火焼鳥せんど° 飲食
居酒屋　そのみ 飲食 SEC 飲食
居酒屋朝菜夕魚 飲食 Dining Yoshi 飲食
居酒屋ボンバァ 飲食 つくし亭 飲食
居酒屋丸 飲食 豊のはなれ 飲食
板前厨房わざわざ 飲食 和庵　ごん兵衛 飲食
公孫樹の木 飲食 肉割烹　和-WA- 飲食
癒しの空間　もみの樹 サービス 日本酒Bar お乃屋 飲食
いんごーる 飲食 日本料理古仙 飲食
空木のこかげ 飲食 ニュー舞姫 飲食
うわさの黒鉄 飲食 Bar　MEMPHIS TRAIN 飲食
大分・宇佐からあげ　八起-yaoki- 飲食 BAR CAVE 飲食
おおむら亭　折尾店 飲食 はつしろ黒崎店 飲食
おかずの店肴ATEYA黒崎 飲食 春寿し 飲食
お好み焼ダイニングぽぱい 飲食 beerBARU Carlotta 飲食
お茶漬け専門店千-SEN-黒崎店 飲食 ビストロブックドール 飲食
おりお喫茶 飲食 美容室K2 サービス
折尾やきにく横丁 飲食 FATZ’ CAT 飲食
角打ちＢar　陣や 飲食 フカツコーヒー 飲食
カフェ　スマイル　コラット 飲食 Brides サービス
からあげ韋駄天 飲食 萬更 飲食
カラオケ倶楽部きよし 飲食 満腹村黒崎店 飲食
韓ＦＵｌｌ 飲食 MICKEY 飲食
がんばれ日本 飲食 Music Spot Berry's 飲食
ぎょうざ工房　風人 飲食 麺和田や 飲食
串揚げ大黒天 飲食 メンバーズ　ルーチェ 飲食
串カツあがた 飲食 Member's JOUER 飲食
グレース・ベイ 飲食 もつ処くろかわ 飲食
ＫＴ倶楽部リラクゼーション サービス 焼鳥　孝ちゃん 飲食
GEN×GEN 飲食 焼鳥ダイニング 鳥華族 飲食
小顔矯正リンパ専門店CIEL サービス 焼鳥ダイニングとりぢゅう 飲食
小皿中華　天眞 飲食 焼肉・すきしゃぶ　おんどる　永犬丸店 飲食
個室型焼肉鞍牟 飲食 やさいキッチンBROCCO 飲食
コトブキッチン 飲食 裕の輪 飲食
SAKE　ＳＴＹＬＥ　ＨＡＳＥ 飲食 らりぼう 飲食
サロンド・ラクサージュ サービス リラクゼーション恵依屋 サービス
地鶏処本丸 折尾本店 飲食 レストラン　りんでんばうむ 飲食
食事処 博多屋 飲食 若寿司 飲食
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【戸畑区】 １４件

店　名 業　種
赤から戸畑鞘ヶ谷店 飲食
おおむら亭　境川店 飲食
カフェ・ミュゼ 飲食
韓国家庭料理　福友 飲食
炭火焼鳥 翔ふく 飲食
照寿司 飲食
天ぷら茶屋ぎょう天 飲食
Barたいよう 飲食
勉強屋２号店 飲食
勉強屋本店 飲食
まぐろやしのちゃん 飲食
MARIPOSA Kitchen 飲食
焼鳥・季節料理　番傘 飲食
焼鳥ちゃぶ台 飲食
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