
 かごしま焼酎を楽しむ会in福岡実行委員会

登録№ 店　　　　　名 ジャンル 〒 住　　　　　所 TEL 営業時間 定休日 代表的な料理 推薦蔵元

1 ㈱クリオ　　円座・長屋 居酒屋 812-0012
福岡市博多区博多駅中央街5-3
ﾎﾃﾙｸﾘｵｺｰﾄ博多2F

472-1153
平日昼11：30～14：00
夜17：00～22：30
日祝昼11：30～14：00
夜17：00.～21：30

無休 焼鳥 本坊酒造

2 喜々（きき） 居酒屋 810-0004 福岡市中央区渡辺通5-15-25
080-4678-

0147
18：00～01：00 月曜日 生マグロ、もつ鍋、生からすみ 喜界島酒造

3 ディナーズ　禅 居酒屋 813-0062 福岡市東区松島3-25-16-1F  623-8824 17:00～24:00  日・祝日 小正醸造

4 焼鳥　司 (やきとり　つかさ)
居酒屋
(焼鳥)

812-0012
福岡市博多区博多駅中央街1-1
博多ﾃﾞｲﾄｽ1F　博多ほろよい通り

 413-9248 10:00～23:00 無休 豚足・コラーゲン串 山元酒造

5 信長本家　筑紫口店 居酒屋 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街45 413-7231 16:30～ 無休 焼鳥、もつ鍋 薩摩酒造

6
本格地鶏料理　居酒屋
                 もりもり

居酒屋 812-0013
福岡市博多区博多駅東1-1-33
はかた近代ﾋﾞﾙB1F

414-1185 17:00～24:00 日・祝 もも焼き、地鶏鍋 薩摩酒造

7 やきとり安兵衛　博多店 居酒屋 812-0011 福岡市博多区博多駅前3-10-2  292-6603 昼11：30～14：00
夜17：00～01：00

日曜日 和牛さがり串、もつ鍋 町田酒造

8
薩摩焼酎 地鶏のお店
　　 とーごー

居酒屋 810-0074 福岡市中央区大手門3丁目4-22　OMﾋﾞﾙ地階 725-3886 17:30～24:00 日曜日 さつま知覧どりモモのタタキ 薩摩酒造

9
奄美のゆらい処
　　語久庵～ごくい～

居酒屋 810-0041 福岡市中央区大名1-8-42 752-7400
17:00～24:00
金・土～01:00

月曜日 鶏飯、油ソーメン、豚骨 喜界島酒造

10 華蓮　博多店 和食 810-0003
福岡市中央区春吉3-11-19
ﾊﾟﾉﾗﾏｽｸｴｱ博多B1F

725-1905
昼11:30～14:00
夜17:30～23:00

毎月第３日
曜日

せいろ蒸し、しゃぶしゃぶ 大口酒造

11 ちょこっと本格中華　はまざる 中華 810-0003 福岡市中央区春吉2-1-10 735-0066 18:00～03:00 日曜日
丸鶏のパリパリ揚げ
麻姿豆腐

若潮酒造

12 焼鳥　串ぼうず 居酒屋 812-0053 福岡市東区箱崎6-3-8 632-4110 18:00～01:00 日曜日 焼鳥、豚足等 山元酒造

13 焼鳥　金の串 居酒屋 812-0063 福岡市東区原田1-2-4 621-5100 18:00～01:00 水・木 焼鳥、日替わりメニュー 山元酒造

14 大衆割烹　ひかり 居酒屋 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街6-11 471-7309 17:00～23:00 無休 魚介料理 本坊酒造

15 ひまわり スナック 810-0801 福岡市博多区中洲4丁目7-8-3パピヨンビル4F 262-7726 日・祝 若潮酒造

16 味処むさし 居酒屋 810-0022 福岡市中央区薬院4丁目10-38　薬院ﾏﾝｼｮﾝ1F 531-4871 日・祝
天然刺身、焼鳥、豆腐トマト
じゃこサラダ

若潮酒造

17 サケサカナ太郎坊 和食 810-0003 福岡市中央区春吉3丁目14-25畠田ﾋﾞﾙ1F 752-9515 17:00～01:00
日曜日

(日月連休時
は月)

竹崎かき蒸し、さば棒寿司、
鰺のなめろう

本坊酒造

18 酒菜　なすびの花 居酒屋 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-2-2 413-0002
11:45～13:30
18:00～24:00

日・祝日(土曜
は夜のみ)

五島の活さば、カリカリ豚
足、牛すじ煮込み

大口酒造

19 お食事処　政 居酒屋 812-0007 福岡市博多区東比恵2-17-23 472-4205
昼11:30～13:30
夜18:00～22:00

日・祝日
刺身他季節料理、コロッケ・
串カツは人気

若潮酒造

20 鹿児島黒豚あじと福岡赤坂店 和食 810-0041 福岡市中央区大名2-12-15赤坂セブンビル1F
050-5787-

7389
昼11:30～14:30
夜17:00～24:00

年末年始 鹿児島黒豚しゃぶしゃぶ 若潮酒造

21 焼酎処　あんたいとる 焼酎バー 810-0801 福岡市博多区中洲4丁目1-19人形小路 263-8386 20:00～03:00 日・祝 さつま無双

22 東府 居酒屋 816-0952 大野城市下大利1-6-22 571-7102 18:00～01:00
第一日
不定休

さつま無双

登録№ 店　　　　　名 ジャンル 〒 住　　　　　所 TEL 営業時間 定休日 取り扱い品数 担当蔵元

1 薩摩焼酎蔵　匠 買える店 810-0004 福岡市中央区渡辺通1-11-11　HKﾋﾞﾙ1F 720-1991 10:00～20:00
無休
(正月三が日
を除く)

約６００種類 大口酒造

「鹿児島本格焼酎」応援店とは

福岡県内で鹿児島本格焼酎を積極的に提供していただいている飲食店や酒販店等を登録しております。店ではお客様に鹿児島本格焼酎の情報提供等を積極的にお伝えしております。

地理的表示「薩摩」の使用基準
①米麹またはさつまいも麹及びさつまいも並びに水を原料としていること。
②鹿児島県内において単式蒸留機により蒸留されたものであること。
③鹿児島県内において容器に充填されたものであること。
④原料となるさつまいもは、すべて鹿児島県産であること。

R03.08.31現在

R03.08.31現在

「薩摩焼酎認証ブランドマーク」
芋焼酎は、ワインの「ボルドー」、ブランデーの「コニャック」、ウィスキーの「スコッ
チ」と同じく、WTO(世界貿易機関)の協定に基づき、国際的に「薩摩」という地理的
表示が認められています。基準をクリアした鹿児島県内の芋焼酎には、このマーク
がついています。

「奄美黒糖焼酎ロゴマーク」
　黒糖焼酎は、昭和28年に奄美群島がアメリカから日本に復
帰した際、酒税法の通達により、特別措置として米麹を併用
することを条件に奄美群島にのみ、その製造が認められて
いるものです。
　平成21年2月に「奄美黒糖焼酎」として、地域団体商標を登
録し、マークをつけています。
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