
代表銘柄

所在地 〒892-2506 鹿児島県伊佐市大口原田643

電話番号

FAX番号

ホームページ

福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-2　三信ビル2F

予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市博多区博多駅中央街6-2　三信ビル2F

予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市博多駅前3-22-5　Mビル２号館B1F

予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市中央区天神1-12-3天神町木村家ビルB1F

予算                 ￥4,000～￥5,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒812-0011

黒伊佐錦（くろいさにしき）

0995-22-1213

0995-22-9381

http://www.isanishiki.com/

〒812-0012

電話番号　　  　  092-434-0111

営業時間　　　　  17：00～翌1：00
定休日              無休

電話番号　　  　　092-473-9339

〒812-0012

電話番号　　  　　092-452-3411
営業時間　　　　  17：00～翌1：00
定休日              無休

営業時間　　　　  17：00～翌1：00
定休日              無休

営業時間　　　　  17：00～翌1：00
定休日              無休

〒810-0001

電話番号　　  　　092-406-9536

大口酒造株式会社の焼酎が飲めるお店

居酒屋 隠れ旬どころ つまみ菜

居酒屋 博多 さかないち（酒菜一）

居酒屋 山尾 博多駅前

居酒屋 博多魚がし海の路

1

http://www.isanishiki.com/


〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前2-20-1大博多ビル1F
電話番号　　  　　092-292-1163
営業時間　　　　  昼11：30～14：00　夜17：00～24：00
定休日              不定休
予算                 昼～￥999　夜￥4,000～￥5,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒812-0026
福岡県福岡市博多区上川端町4-214
電話番号　　  　　092-282-3579
営業時間　　　　  昼12：00～14：00　夜16：00～23：00
定休日              月
予算                 昼～￥999　夜￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲３丁目7-33
電話番号　　  　　092-271-3098
営業時間　　　　  18：00～翌2：00
定休日              日
予算                 ￥2,000～￥3,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市博多区中洲3-7-4

営業時間　　　　 レストラン（1F）　11：30～14：00　17：00～22：00　　御座敷（2F・3F・4F)　11：00～23：00
定休日          　 日
予算                 昼￥1,000～￥1,999 　 夜￥6,000～￥8,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市博多区中洲2-8-27

営業時間           11：00～20：30

予算                 昼￥2000～￥2,999　夜￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒810-0801

電話番号　　  　 092-291-5560

〒810-0801

電話番号　　  　　092-271-0700

定休日              水             

居酒屋 井戸端

焼鳥 とり将

すきやき ちんや

居酒屋 博多前 炉ばた一承

吉塚うなぎ屋 本店
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〒812-0037
福岡県福岡市博多区御供所町5-4
電話番号　　  　　092-263-0578
営業時間　         昼11：00～14：00　夜17：30～23：00

予算                 昼￥～999　夜￥2,000～￥3,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒812-0037
福岡県福岡市博多区御供所町5-29
電話番号　　  　　092-291-6511
営業時間　　　　  17：00～24：00
定休日              日・祝
予算                 ￥2,000～￥3,000
お店のPR   
取り扱い銘柄    甕伊佐錦

〒812-0025
福岡県福岡市博多区店屋町6-2
電話番号　　  　  092-282-5200
営業時間　　　　  昼11：30～13：00　夜17：00～23：00
定休日             
予算                 昼～￥999　夜￥4,000～￥5,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市博多区店屋町2-20　1F

営業時間           月～木　17：00～翌1：00　　金・土　17：00～翌2：30

予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市博多区店屋町3-31

営業時間           17：30～翌1：30

予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

電話番号　　  　　092-273-1267

定休日              日

〒812-0025

電話番号　　  　　092-291-7171

定休日              土・日・祝          

定休日              日

〒812-0025

居酒屋 博多奥堂

居酒屋 和らべ

居酒屋 和久伊

居酒屋 SASUKE 博多本店

居酒屋 ぢどり屋 大和別館
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〒812-0025
福岡県福岡市博多区店屋町4-32
電話番号　　  　　092-271-9494
営業時間          17：30～翌1：00
定休日              日・祝            
予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒 812-0025
福岡県福岡市博多区店屋町5-8
電話番号　　  　　092-262-0477
営業時間　　　　  昼11：30～14：00　夜17：30～24：00
定休日              無休
予算                 昼～￥999　夜￥2,000～￥3,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒812-0026
福岡県福岡市上川端町11-1グレイスマンションB1F
電話番号　　  　  092-281-2813
営業時間　　　　  昼11：30～13：30　夜17：00～23：00
定休日              日・祝
予算                 昼～￥999　夜￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

営業時間           17：30～24：00

予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

営業時間　　　　  11：00～22：30

予算                 昼￥1,000～￥1,999　夜￥4,000～￥5,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦・伊佐錦

電話番号　　  　　092-262-5358

〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲5-3-18　Tm-16ビル1F
電話番号　　  　　092-260-7273

定休日              日            

福岡県福岡市博多区中呉服町6-24

定休日              火

〒812-0035

焼鳥 ふじ屋

居酒屋 一優亭 冷泉店

居酒屋 花のれん

居酒屋 沖の家

居酒屋 とりまぶし
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〒810-0801 
福岡県福岡市博多区中洲5-3-16
電話番号　　  　　092-291-6331
営業時間           11：30～22：00
定休日              年末年始・お盆           
予算                 昼～￥999　夜￥6,000～￥8,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     甕伊佐錦

予算                 ￥5,000～￥6,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥4,000～￥5,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

営業時間           17：30～翌6：00

予算                 ￥5,000～￥6,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市博多区中洲5-4-6　ﾘﾊﾞｰﾌｪｲｽ2F
電話番号　　  　  092-262-1313

定休日              日          

〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲2-7-9中洲ｱｸｱﾋﾞﾙ1F

〒810-0801

電話番号　　  　　092-291-0180

〒810-0073

営業時間           17：00～24：00

福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-38　1F
電話番号　　  　　092-712-4184

定休日               無休     

定休日              日・祝            

営業時間           17：00～24：00

電話番号　　  　　092-291-0380
営業時間           18：00～翌3：00
定休日              日・祝            

〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲2-1-11

郷土料理 博多石焼 大阪屋

居酒屋 博多蒸し炉端 國廣 中洲本店

居酒屋 一京

割烹・小料理 たかはし

居酒屋 晴れたり曇ったり
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営業時間            月～木 17：00～24：00　 金・土 17：00～翌1：00

予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

営業時間           昼11：30～15：30　夜17：00～翌1：00

予算                 昼～￥999　夜￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 昼～￥999　夜￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥4,000～￥5,000
お店のPR   
取り扱い銘柄    黒伊佐錦

営業時間           月～木・日17：30～翌1：00　金・土・祝前日17：30～翌4：00

予算                 ￥2,000～￥3,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

電話番号　　  　  092-741-7778

福岡県福岡市中央区大名1-12-28　2F
電話番号　　  　　092-716-6578

定休日              無休

〒812-0011 
福岡県福岡市博多区博多駅前3-26-5

〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1-8-31
電話番号　　  　　 092-721-4212

定休日               日        

〒810-0041

営業時間          18：00～翌5：00
定休日              無休            

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名1-3-39　YOUHAビル2F

電話番号　　  　　092-482-8558
営業時間           昼11：00～14：30　夜17：00～24：00
定休日              無休           

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名1-12-27

電話番号　　  　　092-406-2983

定休日               不定休        

博多もつ鍋 前田屋 大名店

博多もつ鍋 前田屋 博多店

ダイニングバー 坐離宮

海鮮居酒屋 洗濯船

焼鳥のえーす
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営業時間           月～木18：00～翌1：00　金・土・祝日18：00～翌4：00

予算                 ￥2,000～￥3,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥5,000～￥6,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥6,000～￥8,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

営業時間           16：00～23：00

予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒810-0041

定休日              日

〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院1-4-21　1F
電話番号　　  　　092-731-4060

定休日              第3月曜日

福岡県福岡市中央区大名1-11-13　ﾃﾞィｰｽﾞﾌｪｲｽB1F
電話番号　　  　　092-725-5669

定休日              不定休

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2-1-14天神ｱｯｼｭﾋﾞﾙ3F
電話番号　　  　　092-401-2991

定休日              不定休           
営業時間           18：00～翌1：00

〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉3-13-28
電話番号　　  　  092-771-1360
営業時間          15：00～23：00
定休日              不定休   

〒810-0002
福岡県福岡市中央区西中洲3-26　ｱｽｺｯﾄﾃﾗｽ1F
電話番号　　  　　092-725-0729
営業時間           18：00～23：30

大名ワインバルAce

もつ鍋 焼鳥のえーす別邸 お鍋のえーす

居酒屋 久岡家

焼肉 博多 虎の穴

居酒屋 氷炭
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予算                 ￥1,000～￥2,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥3,000～￥4,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥1,000～￥2,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥1,000～￥2,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥1,000～￥3,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名1-9-18大名Fビル　1F

定休日              日・祝           

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名1-10-19
電話番号　　  　  092-731-2332

定休日              日          

〒810-0041

営業時間           17：00～24：00

営業時間           18：00～翌1：00

電話番号　　  　  092-762-2662
営業時間          18：00～翌3：00
定休日              無休

〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲街園清流公園（下）

福岡県福岡市中央区大名1-9-18
電話番号　　  　　092-716-3388

電話番号　　  　　
営業時間           19：30～翌2：00
定休日              日・祝

営業時間           19：00～翌3：00
定休日              不定休

〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院1-10-5SHIN-YAKUIN105　1F
電話番号　　  　　092-711-0955

居酒屋 ひょうたん

海鮮食堂 すいか

居酒屋 土竜が俺を呼んでいる

屋台 おけい

居酒屋 酒場コージ
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予算                 ￥2,000～￥3,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥2,000～￥3,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市中央区天神2-14-13野村証券駐車場北側

予算                 ￥1,000～￥3,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥1,000～￥3,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ￥1,000～￥2,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神2-13-1福岡銀行本店前
電話番号　　  　  090-8625-9512
営業時間           18：00～翌1：00          
定休日              日・雨天時

〒812-0026
福岡県福岡市博多区上川端町　冷泉公園横
電話番号　　  　　

営業時間           19：00～翌3：00
定休日              日・雨天時

〒812-0038

定休日              日・荒天時

福岡県福岡市博多区祇園町11ｷｬﾅﾙｲｰｽﾄﾋﾞﾙ前

営業時間           18：30～翌3：00          

電話番号　　  　 090-8911-7604
営業時間          18：30～翌1：30
定休日              月        

〒810-0001

電話番号　　  　　070-5693-5567
営業時間           18：30～24：00         
定休日              日・祝日

〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲1
電話番号　　  　　

屋台 ひょうたん

屋台 笑平

屋台 玄海

屋台 雲仙

屋台 あや
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予算                 ～￥999
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

予算                 ～￥999
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1博多デイトス「博多めん街道」2F

予算                 ～￥999
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市博多区中洲2-1-11プレイスポット新橋ビル1F

予算                 ～￥999
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

福岡県福岡市中央区西中洲3-17　1F

予算                 ￥5,000～￥6,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神3-2-19
電話番号　　  　  092-732-4006
営業時間           昼11：00～15：00　夜18：00～翌3：00          
定休日              日

〒812-0018
福岡県福岡市博多区住吉5-5-15第二成城ビル　1F
電話番号　　  　  092-471-0345
営業時間           昼11：00～15：00　夜18：00～翌3：00          
定休日              日

営業時間           21：30～翌7：00         
定休日              月

〒810-0002

電話番号　　  　  092-725-0185
営業時間           18：00～翌1：30        
定休日              不定休

〒812-0012

電話番号　　  　  092-473-5057
営業時間           11：00～23：00         
定休日              無休

〒810-0801

電話番号　　  　  092-262-7111

博多らーめんShin-Shin天神店

博多らーめんShin-Shin住吉店

博多らーめんShin-Shin博多デイトス店

ラーメン 恭や

焼鳥 てんがらもん
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福岡県福岡市博多区中洲4-1-17

予算                 ￥4,000～￥5,000
お店のPR   
取り扱い銘柄     黒伊佐錦

〒810-0801

電話番号　　  　  092-262-0101
営業時間           18：00～翌4：00         
定休日              日

居酒屋 飯屋 楽
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