○沖縄料理店
福岡県
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

琉球炭火焼居酒屋 すいしゃ

久留米市荒木町白口1618-6

050-5595-6813

18:00～24:00

不定休

荒木駅

18:00～翌2:00

日曜日
※月曜日が祝日の場合、日曜日は営業、
月曜日は店休日

西鉄「薬院駅」徒歩３分
地下鉄七隈線「渡辺通」駅徒歩５分

無休(正月休みあり)

バス「薬院大通り」徒歩2分
地下鉄七隈線「薬院大通り駅」徒歩2分

日曜日
（月曜が祝日の場合日曜営業・翌月曜休）

地下鉄赤坂駅より徒歩3分

ちょいさぼ

福岡市中央区渡辺通2-3-8 渡辺通カステリア 1F

050-5594-5205

そいさぼ

福岡市中央区薬院2-2-33 OASビル 2F

050-5595-2262

た～ちまやぁ

福岡市中央区赤坂1-6-23 オブジェ赤坂 １Ｆ

050-5594-9323

おきなわ宮古島食堂 彩家

福岡市中央区高砂2-23-2 リーベ高砂 103

050-5596-2986

17:00～0:00

日曜日・祝日

西鉄「薬院駅」から徒歩10分
地下鉄（七隈線）「渡辺通駅」から徒歩9分

居酒屋 ジューシー

飯塚市椿101-1

050-5570-2703

18：00～翌6：00

不定休

ＪＲ筑豊本線天道駅より徒歩27分

日曜日

福岡市地下鉄空港線博多駅から徒歩10分

月曜日〜土曜日
18：00～翌3：00
日曜日
18:00～翌 2:00
ランチ：月～金
11:30〜13:30
夜 ：月～土
17:00～24:00

沖縄料理 SIKINA

福岡市博多区博多駅前3-16-10 興産ビル Ｂ１Ｆ

050-5868-4099

【平日】
17:30～02:00
【金・土・祝前】
17:30～03:00

沖縄料理 うみそら

宗像市栄町12-8

050-5872-7733

17：00～翌1:30

不定休

JR赤間駅より徒歩1分

不定休

JR九産大前から徒歩５分

不定休

西鉄久留米駅構内

火曜日

新入駅

日曜日

西鉄バス 美野島三丁目より徒歩1分

美々

福岡市東区香住ヶ丘2-6-25

050-5890-3643

ランチ
11:30～15:00
居酒屋
18:00～翌2:00

シュシュクレープ 西鉄久留米店

久留米市東町上天神田316-2 エマックスクルメ 2F

0942-30-0926

10:30～21:00
11:30〜14:00
17:30～24:00
[ランチ]
11:30-14:00
[ディナー]
17:00-24:00

わらみん

直方市知古771-9

0949-28-9292

はかた おかわり

福岡市博多区美野島3-14-3

092-710-4060

トゥッティ （Tutti）

福岡市中央区今泉1丁目23-4 新天神ビル1F105

092-406-5383

17:00～24:00

不定休

西鉄福岡天神駅すぐ

ぐすく

福岡市中央区大手門2-10-17 ダイアパレス大手門第２ １Ｆ

092-725-4388

17:30～24:00

水曜日

大濠公園駅

不定休

地下鉄渡辺通駅徒歩1分

居恋 （いこい）

福岡市中央区渡辺通1-10-1

092-761-0321

17:00～翌3:00

沖縄料理 citta （チッタ）

うきは市吉井町千年213-6

0943-76-5111

18:00～24:00

500円飲み放題 しゅり食堂 福岡久留米店

久留米市通東町2-37 サンシティビル 1F

090-9822-0087

18:00～23:00

不定休

西鉄久留米駅3.5分

ちょうちん

福岡市中央区今泉1

19:30～翌2:30

不定休

西鉄福岡駅（天神）

日々喜 （ひびき）

福岡市中央区警固2-13-12 三春ビル １Ｆ

092-771-1307

[火]
18:30～翌1:00
[水～土]
11:30頃～14:00
18:30～翌1:00
[日]
11:30頃～15:30

月曜日

赤坂駅

博多アカチチ3丁目

福岡市博多区博多駅南3-15-1 セレス駅南 １Ｆ

092-481-0202

17:00～翌3:00

無休

博多駅

日曜日（月曜日が祝日の場合は月曜日）

西鉄天神大牟田線福岡駅南口から徒歩3分

筑後吉井駅

沖縄の風 エイサー

福岡市中央区春吉3-21-22

092-761-7177

[月～木・土]
17:30～翌1:00
[金・祝前日]
17:30～翌2:00

ガチマイシーサー （【旧店名】酒房 朋）

福岡市中央区渡辺通2-3-2 三角市場内

092-724-0920

17:30～26:00

不定休

薬院駅

けご２の１４

福岡市中央区警固2-14-7

092-711-3388

17：00～24：00

日曜日・祝日

福岡市営地下鉄空港線赤坂駅1番出口より徒歩7分

不定休

西新駅から徒歩５分

日曜日・祝日

呉服町駅

月曜日

田川市立病院駅

GO!YA （ゴーヤ）

福岡市早良区西新5-2-25 アミティエ西新1F

092-822-5819

【ランチ】
12：00～14：30
【ディナー】
17：30～24：00

琉球料理・泡盛 旅人 （たびんちゅう）

福岡市博多区上呉服町2-113

092-281-1128

18:00～24:00

まちだや

田川市夏吉1733-1

0947-42-3838

いちゃりばちょーでー

大牟田市歴木1820-3

0944-53-8101

味のり ダイニング

福岡市東区和白東3-28-38

092-607-0081

西鉄銀水駅
18:30～翌3:00

日曜日

福工大前駅

○沖縄料理店
福岡県
店名

住所

電話番号

営業時間

定休日

最寄駅・バス停

居酒屋 にぎわい

福岡市博多区寿町2-6-20 シティハイム南福岡 1F

050-5594-7825

17:00～翌1:30

不定休

南福岡駅より徒歩4分

琉球料理 安 （アン）

大野城市錦町2-3-12 ホットポイントビル 1F

092-573-7877

18:00～24:00

不定休

西鉄春日原駅から徒歩3分

18:00～翌3:00

不定休

赤坂駅

アカチチ

福岡市中央区警固2-16-10 古武ビル １Ｆ

092-716-8282

シーサー屋 紺屋町店

北九州市小倉北区紺屋町5-18

093-551-8945

旦過駅

琉球ダイニング 宗や

福岡市中央区西中洲1-18 関ビル２F

092-753-6070

沖縄料理の店しぃぐゎー

北九州市小倉北区京町3-6-23

093-521-8128

17:00～朝5時

月曜日

天神南駅

沖縄タコス屋

直方市感田1996-1

090-3329-3231

11:00～22:00
18:00～01：00

不定休

六本松駅

12：00～13：30
18：00～23：00

日曜日、月曜日・祝日のランチ

スペースワールド駅より徒歩10分

小倉駅
遠賀野駅

石垣島ゆんたく酒場 ゆい結

福岡市中央区六本松4-1-1-103

092-725-8838

沖縄料理 南の村.小倉

北九州市小倉北区堺町1-5-21 タイセイビル 2F

080-8775-7220

マブヤ （mabuya）

北九州市八幡東区中央2-19-13

093-662-3881

さとうきび畑

福岡市中央区六本松2-3-5

090-5280-4650

18:00～24:00

日曜日

六本松駅

がちまやぁ

福岡市中央区渡辺通5-14-10 サトービル 701

092-752-4800

18:00〜22:00
予約制

月曜日

天神南駅

Sai Sai （サイサイ）

福岡市中央区赤坂1-6-22 １Ｆ

092-711-7227

17:00～03:00

無休

赤坂駅

不定休（月１回程度）

西鉄天神大牟田線 西鉄久留米駅

沖縄風居酒屋 絆

久留米市天神町152-4 第6富太屋ビル1F

0942-39-1688

平和通駅

[月～木・日]
17:30～24:00
[金・土]
17:30～02:00
12:00～15:00
18:00～23:30

南来食堂 （なんくるしょくどう）

福岡市中央区警固2-13-12 三春ビル １Ｆ

日曜日・祝日

赤坂駅

沖縄料理 あだん KITTE博多店

福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多 9F

092-292-5443

11:00～23:00

無休

JR博多駅

行集談四朗商店 博多店

福岡市博多区博多駅中央街1番1号 JR博多シティ アミュプラザ博多10F

092-413-5080

[月～土]
11:00～24:00
[日・祝]
11:00～23:00

無休

博多駅内直結

ハイサイ食堂

北九州市八幡西区光明2-10-4

093-692-1777

18:00～23:00

日曜日

折尾駅東口から徒歩500メートル

旅人 （タビンチュウ）

福岡市東区西戸崎3-10-19

092-203-8131

18:00～24:00

水曜日

西戸崎駅

琉そば

福岡市博多区博多駅前2-11-16 第2大西ビル 1F

092-292-8135

11:00～14：00

土曜日・日曜日・祝日

JR博多駅(博多口）より大博通りへ向かい徒歩約５分

由ら花

福岡市東区馬出5-27

092-632-3136

11:30～14:30
17:00～21:00

水曜日、毎月8日

福岡市営地下鉄馬出九大病院前から徒歩10分

結そば

福岡市南区長住5-15 ちくぜんの郷内

12:00～18:00

未定

高宮駅

割烹 和ん主 （わんず）

福岡市中央区大名1-9-15 井原共同ビル ２Ｆ

092-741-2100

[月～金]
11:30～15:30
18:00～24:00
[土]
18:00～24:00

日曜日

赤坂駅徒歩3分

飯・酒・魚 なわた屋 （【旧店名】縄田家）

福岡市中央区春吉2-18-28

092-711-0358

18:00～翌3:00

不定休

博多駅博多口徒歩5分

一花でいご

北九州市門司区高田1-1-15

093-381-6946

18:00〜23:30

092-512-8787

[月～土]
18:00～翌2:00
[日、祝]
18:00～23:00

琉球沖縄料理とチャンプルー 花々 福岡大橋店 （はなはな）

福岡市南区大橋2-25-12

門司駅

無休

大橋駅より徒歩10分

