
代表銘柄

所在地 〒899-7104 鹿児島志布志市志布志町安楽215

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東 2-5-19

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区博多駅東 2-4-8

営業時間　　　　 月～金17：00～1：00　土・祝日・祝前日17:00～0:00
定休日             日(祝前日の場合は営業、翌月曜がお休み)                     
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区東比恵 2-17-23

営業時間　        18：00～22：00

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区博多駅東 3-9-3 ニッコーハイツ 1F
電話番号　　  　　092-483-0106
営業時間　　　　  
定休日              日・祝
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

〒812-0013

電話番号　　  　　092-472-4205

定休日              日・祝

〒812-0013 

〒812-0013 

電話番号　　  　　092-472-8840
営業時間　　　　  13：30～0：30
定休日              日曜　（月曜祝日の場合日曜営業）

〒812-0013

電話番号　　  　 092-431-1722

さつま若潮（さつまわかしお）

099-472-1185

099-472-3800

http://www.wakashio.com/

  若潮酒造株式会社の焼酎が飲めるお店 

  串焼き居酒屋 くいしんぼ  

  焼き鳥居酒屋かごんま  

  小料理 お食事処 政 

  居酒屋 松本屋 
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〒812-0013 
福岡県福岡市博多区博多駅東 3-9-3
電話番号　　  　　092-473-7550
営業時間　　　　  18：00～24：00
定休日              無し
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区比恵町1-18
電話番号　　  　 092-471-9357
営業時間　　　　 17：00～24：00
定休日             日・祝
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区博多駅南 1-2-3
電話番号　　  　　092-471-9090
営業時間　　　　  
定休日              日
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区博多駅南 1-4-5
電話番号　　  　　092-481-4188
営業時間　　　　  月～金11：30～14：00　夜・土18：00～24：00
定休日              日・祝
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮 ・ さつま若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

〒812-0016 

〒812-0016 

〒812-0014

〒812-0017
福岡県福岡市博多区美野島 2-15-16
電話番号　　  　 092-477-0335
営業時間          11：30～14：00
定休日              火

  お好み焼き居酒屋 かな川  

  板前割烹 銀鱗 

  居酒屋 味処一寸   

  居酒屋 たつみ屋（美野島） 

  居酒屋 海千館  
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福岡県福岡市博多区 4-11-14
電話番号　　  　 080-1732-6355
営業時間　　　　 
定休日             不定期
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡市博多区博多駅前 4-13-27 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲﾂ博多１Ｆ
電話番号　　  　　092-482-0029
営業時間　　　　  
定休日              日
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区博多駅前 1-1-1 博多新三井ビル B2F
電話番号　　  　 092-473-1191
営業時間　　　　 11：00～1：00
定休日             不定休
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮 ・ さつま若潮

福岡県福岡市博多区博多駅前 2-11-1
電話番号　　  　　092-483-4144
営業時間           
定休日              土・日             
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

〒812-0011

〒812-0011

〒812-0011

〒812-0018 

〒812-0018

福岡県福岡市博多区住吉 5-19-2
電話番号　　  　　
営業時間           18：00～1：00
定休日              不定休           

  焼酎立ち飲みBAR 博多つけ麺 御〇屋（ごえんや） 

  焼鳥 居酒屋くうや  

  おかわり 

  焼鳥 火男 

  モモ焼 百百 ちぁん 

3



〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前 4-4-21長崎県産業会館グリーンビル
電話番号　　  　　092-471-1400
営業時間　        
定休日              日・祝
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区博多駅前 4-4-21長崎県産業会館グリーンビル
電話番号　　  　　092-471-9291
営業時間　　　　  18：00～23：00
定休日              日・祝
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区中洲 2-2-13松島ビル 5F

営業時間           

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     蔵の宿六

福岡県福岡市博多区中洲 4-6-26

営業時間           

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区中洲 3-6-23 和田ビル 2F

営業時間           

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

〒810-0801

電話番号　　  　　092-261-2188

定休日              日

〒810-0801

電話番号　　  　　092-271-1055

定休日              日

〒810-0801

電話番号　　  　　092-262-0878

定休日              日

〒812-0011 

  カラオケスナック 花きゅうり 

  和風スナック めんばあずたかくら  

  カテリーナ 

  花や  

  呑（どん） 
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福岡県福岡市博多区中洲 1-5-18

営業時間           

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区中洲 2-2-13松島ビル5F

営業時間           

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     蔵の宿六

福岡県福岡市博多区中洲 3-2-12第3ラインビル
電話番号　　  　　092-282-5702
営業時間           19:30～1：00
定休日              日・祝・第２土             
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市博多区中洲 4-7-8ラ・パピオンビル
電話番号　　  　　092-262-7726
営業時間　　　　  
定休日              日・祝
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮 ・蔵の宿六 ・樵

福岡県福岡市博多区中洲 2-2-7新中州ビルＢ１
電話番号　　  　 092-291-2702
定休日              日・祝
定休日            
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     蔵の宿六

〒810-0801

電話番号　　  　　092-282-0005

定休日              日・祝

〒810-0801

〒810-0801 

〒810-0801

〒810-0801

電話番号　　  　　092-262-6387

定休日              日・祝

  小料理 はな 

  クラブ 紫微  

  クラブ ＷＩＬＬ 

  スナック ひまわり  

  スナック すぎもと 
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福岡県福岡市博多区中洲 2-7-9 アクアビル１Ｆ
電話番号　　  　 092-291-0380
定休日              日
定休日            
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

営業時間           

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮 ・さつま若潮

営業時間           18：00～1：00

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     千亀女

営業時間           18：00～1：00

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま若潮

営業時間           

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま若潮

〒810-0005
福岡県福岡市中央区清川 2-11-33 3F
電話番号　　  　　080-5845-6798

定休日              日・月            

電話番号　　  　　092-717-5655

定休日              日            

〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉 3-21-28
電話番号　　  　　092-752-3312

定休日              日            

〒810-0801
福岡県福岡市博多区中洲 3-7-10
電話番号　　  　 092-281-7958

定休日              日・祝

〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉 3-15-15

〒810-0801

  居酒屋 きっちょむさん 

  海鮮居酒屋 きはる  

  ひしむら  

  味ごっこ 遊亀 

  博多うまか処 一京 
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営業時間           17：00～1：00

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     志布志

電話番号　　  　　092-726-6636
営業時間           18：00～29：00
定休日              日   
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

電話番号　　  　　092-713-2070
営業時間           
定休日              日   
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市中央区大名 2-1-50
電話番号　　  　　090-2399-2024
営業時間           
定休日              日   
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

〒810-0011
福岡県福岡市中央区高砂 1-20-2

福岡県福岡市中央区六本松 2-5-5
電話番号　　  　　092-714-2117
営業時間           
定休日              

電話番号　　  　　092-531-0407

定休日              日         

〒810-0023 
福岡県福岡市中央区警固 1-12-3 警固クレスタリア 1F

〒810-0041 
福岡県福岡市中央区大名 1-3-37

〒810-0041 

〒810-0044

  居酒屋 酔ん度  

  岡ひろ  

  炉ばた 一 ～Ichi～  

  スナック のＢのＢ  

  スナック 秀 
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福岡県福岡市中央区六本松 3-9-7
電話番号　　  　　092-716-0232
営業時間           17：30～24：00
定休日              月          
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

福岡県福岡市中央区大手門 3-4-22
電話番号　　  　　092-725-3886
営業時間           
定休日              日         
予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

営業時間           月・金17：00～24：00　土17：00～23：30
定休日              日・祝            

電話番号　　  　 092-281-1919
営業時間           17：30～22：15
定休日              日・祝            

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神 1-15-3
電話番号　　  　　092-233-8788

〒810-0074 

〒812-0025
福岡県福岡市博多区店屋町 4-18

〒810-0044 

〒810-0044
福岡県福岡市中央区六本松 4-4-12
電話番号　　  　 092-714-5115
営業時間          18：00～1：00
定休日              日

  海鮮居酒屋 だるま屋 

  焼酎居酒屋とーごー 

  新栄丸  

  小料理 ママーズキッチンゆらり 

  やき鳥 山笠 
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営業時間           

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

営業時間           

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

営業時間           

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮 ・ さつま若潮 ・ その他

定休日              

〒810-0003 
福岡県福岡市中央区春吉 2-1-10
電話番号　　  　　092-735-0066
営業時間           18：00～3：00
定休日              日           

福岡県福岡市中央区赤坂 2-3-28
電話番号　　  　　092-712-0745

定休日                       

〒810-0003
福岡県福岡市中央区春吉 1-1-9
電話番号　　  　　092-724-8729

〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名 2-12-15
電話番号　　  　　092-753-8829
営業時間           11：30～24：00
定休日                    

〒810-0042

〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神 3-1-13
電話番号　　  　　092-741-5016

定休日              日・祝            

  スナック らく家 

  居酒屋 黒豚あじと福岡赤坂店 

  小料理 花ふく  

  中華居酒屋 はまざる 

  パブ・スナック カンティーナ赤坂 
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予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄    蔵の宿六

営業時間           

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

定休日              不定休           

〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通り 2-2-28
電話番号　　  　 092-406-9558
営業時間          18：00～1：00
定休日              月（月曜が祝日の場合は火曜）           

営業時間           11：30～14：00／17：00～24：00
定休日              

〒810-0004 
福岡県福岡市中央区渡辺通り 4-1-20
電話番号　　  　　092-734-2229
営業時間           17：00～24：00

福岡県福岡市中央区渡辺通り 1-1-1
電話番号　　  　　092-751-2924

定休日                       

〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通り 2-1-25
電話番号　　  　　092-712-0421

〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通り 4-1-2
電話番号　　  　 092-725-8323
営業時間         
定休日                          

〒810-0004

  スナック ビバゾーンセントラル 

  和風スナック ななつの鐘 

  焼鳥 串焼 亨楽  

  居酒屋 海鮮ろ端 まつ永水産 

  餃子 宝雲亭薬院 
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予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

電話番号　　  　　092-844-2289
営業時間           17：00～24：00
定休日              日          

福岡県福岡市早良区城西 1-4-11
電話番号　　  　　092-822-0501
営業時間           
定休日              

〒814-0011
福岡県福岡市早良区高取 1-1

〒814-0003

〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院 4-10-38
電話番号　　  　　092-531-4871
営業時間           18：00～23：00
定休日              日

〒810-0005
福岡県福岡市中央区清川 2-11-33 Ｂ１
電話番号　　  　 092-531-7276
営業時間          
定休日              不定期           

〒811-1321
福岡県福岡市南区柳瀬 2-9-10
電話番号　　  　　092-592-1513
営業時間           
定休日              月

  小料理 味処 むさし 

  小料理 英  

  焼鳥 ＩＣＨＩ 

  お茶の間 吉田 

  ふくろう  
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予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮 ・ さつま若潮

営業時間          月～土17：30～1：00　日・祝17：30～24：00

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

営業時間          11:30〜14:30（ラストオーダー14:00)　 17:00〜25:00(ラストオーダー24:30)
                        日曜日のみ24：00クローズ

予算                 
お店のPR   
取り扱い銘柄     さつま黒若潮

〒815-0083
福岡県福岡市南区高宮 2-3-4
電話番号　　  　　092-522-8026

定休日              無し          

〒816-0845
福岡県春日市白水ヶ丘 4-117

定休日              店舗にお尋ね下さい

〒814-0022
福岡県福岡市早良区原 4-23-45
電話番号　　  　 092-831-8001
営業時間          17：00～1：00
定休日              火

電話番号　　  　 092-587-1718

定休日              火        

〒814-0033
福岡県福岡市早良区有田 8-5-8
電話番号　　  　　092-851-1811
営業時間           店舗にお尋ね下さい          

  焼鳥 橋本橋 

  焼鳥 鳥兆 

  焼鳥 高宮（本店） 

  海鮮居酒屋 なるみ乃 春日店 
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