
別紙2
■飲食店舗一覧

店舗名 企業名 業態
福岡県内企業
（地元店）

九州初出店 新業態

海鮮と旬料理 甲羅 ㈱甲羅 海鮮料理 ●

串家物語 ㈱フジオフードシステム 串揚げ

神戸元町ドリア ㈱サンマルクグリル ドリア

しゃぶしゃぶ すきやき 但馬屋 ㈱ピーオーピー しゃぶしゃぶ、すき焼き ●

うなぎ料理江戸川 ㈱近鉄リテーリング うなぎ ●

PARTAGE GRAND HYURI ㈱ALL FOR ONE． レストラン(フレンチおばんざい) ● ●

築地寿司清 ㈱築地寿司清 寿司 ●

そば茶屋 華元 本膳庵 ㈱元フードシステム 蕎麦 ●

Goodbeer STAND ㈱ニード クラフトビアレストラン ●

京鼎樓 ㈱デリコ・インターナショナル 中華料理（小籠包） ●

ピエトロ ㈱ピエトロ イタリア料理 ● ●

韓国料理bibim' ㈱高麗貿易ジャパン 韓国料理 ●

小割烹 おはし ㈱商業藝術 和食 ●

叙々苑 ㈱叙々苑 焼肉 ●

恵比寿かつ彩 ㈱グリーンハウスフーズ とんかつ ●

もつ鍋おおやま ㈱ラブ もつ鍋 ●

久留米・大砲ラーメン ㈱大砲 ラーメン ●

Pom's Grill ㈱ポムフード オムライス、ドリア、パスタ、ハンバーグ

美膳麦や七蔵 石橋工業㈱ 和食（大麦料理） ● ●

お好み焼き・鉄板焼き こて吉 ㈱リン・クルー 鉄板焼、お好み焼き ●

ウォーターグリル　キッチン ㈱ヒューマンウェブ オイスター、シーフード ●

天ぷら新宿つな八 ㈱綱八 天ぷら ●

沖縄料理あだん ㈱ジェイシーシー 郷土料理 ●

kawara CAFE＆DINING ㈱エスエルディー カフェダイニング

銀座ライオン ㈱サッポロライオン ビアレストラン

おばんざい・炙り焼き・酒 菜な ㈱ビー・ワイ・オー 和食（京料理） ●

Rice people, Nice people！ ㈱商業藝術 ハーブレストラン＆ハーブミルクカフェ ●

梅蘭 ㈱東源 中華料理 ●

おぼん de ごはん ㈱ビー・ワイ・オー 定食＆カフェ ●

Cucina Italiana Per Adesso KYUSHU ジローレストランシステム㈱ イタリア料理、パスタ、ピッツァ、デザート ● ●

スターバックス コーヒー スターバックス コーヒー ジャパン ㈱ コーヒー、ドリンク、サンドイッチ等

CORDUROY café ㈲R.C.WORKS カフェ ●

どんぶり居酒屋 喜水丸 ㈲アズリ 海鮮居酒屋 ●

はかた天乃 ㈱はかた天乃 和食 ● ●

串カツ田中 ㈱串カツ田中 串揚げ ●

THE Chiffon ＆ Spoon ㈱ダスキン シフォンケーキ ●

ぬる燗ぞっこん離れ ㈱快適空間創造研究所 居酒屋 ● ●

野菜を食べるカレーcamp JR九州フードサービス㈱ カレー

博多らーめんShin-Shin ㈲Shin‐Shin ラーメン ●

博多とりかわ大臣 ZUMI CORPORATION㈱ 焼とり ●

テムジン ㈱テムジン 餃子 ●

博多担々麺 とり田 ㈱studio092 担々麺 ●

モツビストロ 天神ホルモン ㈱56フーズコーポレーション 肉料理 ● ●

カウンターもつ鍋おおやま ㈱ラブ もつ鍋 ●

てんや JR九州フードサービス㈱ 天丼

リンガーハット ㈱リンガーハット ちゃんぽん、皿うどん、ぎょうざ、チャーハン

ホノルルコーヒー ㈱ホノルルコーヒージャパン カフェ ●

粥餐庁 ㈱グリーンハウスフーズ 中華料理（おかゆ） ●

ブリオッシュ ドーレ ㈱フォーシス　アンド　カンパニー ベーカリー、カフェ

11階
1店舗

NATURAL DINING ㈱ALL FOR ONE． フレンチジャポネ ● ●

計50店舗

10階

14店舗

9階

16店舗

地下
1階

19店舗
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そば茶屋 華元 本膳庵 （蕎麦） 地元店

九州初出店。
東京築地を感じていただ
ける店作りです。

厳選された食材を使用し
た蕎麦丼物。40種類以上
の焼酎その他アルコール
類を豊富に取り揃えてい
ます。

10階 Goodbeer STAND (ｸﾗﾌﾄﾋﾞｱﾚｽﾄﾗﾝ) 新業態 10階

10階 築地寿司清 （寿司） 九州初出店 10階

京鼎樓
（中華料理
（小籠包））

九州初出店

自慢のクラフトビールは
25種類。ビールによく合
うお食事と一緒に、カ
ジュアルにお楽しみくだ
さい。

台湾で行列のできる人気
店「京鼎樓」の味をその
まま日本で再現した小籠
包専門店です。

博多初出店。トロ～り絡
まるチーズと素材の旨み
が見事に調和した鍋焼き
ドリア専門店。お茶碗と
お箸で和食スタイルでお
楽しみください。

お肉を知り尽くした肉の
プロがその美味しさを丁
寧にシンプルにしゃぶ
しゃぶ・すきやきでご提
供します。

10階 うなぎ料理江戸川 （うなぎ） 九州初出店 10階
九州初出店

新業態

背開きにし、蒸しにか
け、ふっくら焼き上げる
江戸焼の鰻料理専門店。
酒の肴にも抜群です。

フレンチのシェフが旬の
食材をおばんざいに仕上
げたカフェテリアスタイ
ルのレストランです。

PARTAGE GRAND HYURI ﾚｽﾄﾗﾝ
(ﾌﾚﾝﾁおばんざい)

10階

10階 串家物語 （串揚げ）

揚げる楽しさ。選ぶわが
まま。メニュー全て
ビュッフェスタイルでお
召し上がりください。

しゃぶしゃぶ すきやき
但馬屋

(しゃぶしゃぶ、
すき焼き) 地元店

10階 海鮮と旬料理　甲羅 新業態（海鮮料理）

新鮮な蟹と旬の食材を
使った海鮮料理をご提供
します。

10階 神戸元町ドリア （ドリア）



韓国料理bibim’ （韓国料理） 九州初出店

「美味しく健康に」を
テーマに豊富なカテゴ
リーのパスタが自慢で
す。

店名は韓国語で「混ぜ
る」の意味。混ぜる程に
味わい深い韓国料理をお
召しあがりください。

10階 ピエトロ （イタリア料理）
地元店
新業態

10階

叙々苑 （焼肉） 九州初出店

旬のお野菜やお魚を使っ
たひと手間かけたお料理
と全国のお酒をご堪能
ください。

良質吟味、おいしさが最
良のサービス。
東京六本木発祥の洗練さ
れた焼肉をご堪能くださ
い。

10階 小割烹 おはし （和食） 九州初出店 10階
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九州初出店。
自慢の豚肉を新鮮な野菜
で彩り、重ねる、巻く、
挟む…など素材と技が奏
でる「揚げ物七変化」
です。

もつ鍋専門店ならではの
上質なモツを自慢のみそ
味で是非一度ご賞味くだ
さい。

9階 久留米・大砲ラーメン (ラーメン) 地元店 9階 Pom's Grill

9階 恵比寿かつ彩 (とんかつ) 九州初出店 9階 もつ鍋おおやま (もつ鍋) 地元店

(ｵﾑﾗｲｽ,ﾄﾞﾘｱ,ﾊﾟｽﾀ,ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ)

呼び戻しスープの元祖。
久留米とんこつラーメン
を代表する人気店です。

オムライス専門店ポムの
樹が創業以来こだわった
ふわとろオムライスを始
め数々の洋食をお楽しみ
ください。

9階 美膳麦や七蔵
(和食
(大麦料理))

地元店
新業態

9階
お好み焼き･鉄板焼き
こて吉

(鉄板焼き･
お好み焼き)

九州初出店

九州の大麦と豊かな食材
を使った創作和食店で
す。

出汁にこだわった生地と
絶妙な酸味のソースが相
まう外はカリッ、中はふ
んわりの関西風お好み焼
きです。

9階
ウォーターグリル
キッチン

(オイスター・
シーフード)

新業態 9階 天ぷら新宿つな八 (天ぷら) 九州初出店

海洋深層水で浄化した牡
蠣と、海洋深層水でボイ
ルした魚介類と野菜を楽
しんで頂くレストランで
す。

東京新宿にて、2014年に
創業90年を迎えた江戸前
天ぷらの専門店。職人の
技、素材にこだわり続け
ます。

9階 沖縄料理あだん (郷土料理) 九州初出店 9階 kawara CAFÉ＆DINING (ｶﾌｪﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ)

幻想的で洗練された空間
で、定番の沖縄料理から
素材を活かした和琉メ
ニューまで楽しめる九州
初出店のお店です。

和の創作料理を提供し、
気軽にご利用いただける
和テイストカフェダイニ
ングです。
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9階 銀座ライオン (ﾋﾞｱﾚｽﾄﾗﾝ) 9階
おばんざい･炙り焼き･酒
菜な

(和食
(京料理))

九州初出店

伝統技術で注ぐ生ビール
とビヤホールメニューが
お愉しみ頂けます。

京都の伝統的な「おばん
ざい」や旬の素材を活か
した炙り焼きなど全80種
類あります。

9階
Rice people，
Nice people！

(ﾊｰﾌﾞﾚｽﾄﾗﾝ＆
ﾊｰﾌﾞﾐﾙｸｶﾌｪ)

九州初出店 9階 梅蘭 (中華料理) 九州初出店

カジュアルな空間で、本
場のアジア料理をお楽し
みいただけます。

横浜中華街の名物料理と
なった当店の梅蘭焼きそ
ばをご賞味ください。

9階 おぼん de ごはん (定食&カフェ) 九州初出店 9階
Cucina Italiana Per
Adesso KYUSHU

(ｲﾀﾘｱ料理,ﾊﾟｽﾀ,
ﾋﾟｯﾂｧ,ﾃﾞｻﾞｰﾄ)

九州初出店
新業態

定食スタイルで気軽に
楽しめる定食&CAFE。
メインのおかずは
20種類以上です。

九州の美味しいものを
イタリアンでおなか一杯
にします。
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B1
(ｺｰﾋｰ,ﾄﾞﾘﾝｸ,
ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ等) B1 CORDUROY Café (カフェ) 地元店スターバックス コーヒー

アメリカシアトル生まれ
のスペシャルティコー
ヒーストアです。

モーニング、ランチ、
ディナー、パーティと多
様なスタイルで利用でき
る「街のカフェ」です。

B1 どんぶり居酒屋 喜水丸 (海鮮居酒屋) 地元店 B1 はかた天乃 (和食) 地元店

毎朝、福岡魚市場で仕入
れる新鮮な魚を丼・定
食・一品料理で提供しま
す。

地元博多で50年。
商業施設初出店。
四季の食材を使い、一品
料理、各定食でお客様に
博多の味をご提供いたし
ます。

B1 串カツ田中 (串揚げ) 九州初出店 B1 THE Chiffon & Spoon (ｼﾌｫﾝｹｰｷ) 九州初出店

九州初出店。
大阪生まれの名物串カツ
をお楽しみください。

ふんわりしっとり食感と
スプーンで食べるという
新しいスタイルが特徴の
シフォンケーキ専門店で
す。

B1 ぬる燗ぞっこん離れ (居酒屋)
地元店
新業態

B1 野菜を食べるカレーcamp (カレー)

全国の地酒とサバ料理、
日本酒に合う肴を気軽な
値段で提供します。

東京代々木の路地裏発
祥。
ヘルシーでライブ感たっ
ぷりのカレーを提供しま
す。

B1
博多らーめん
Shin-Shin

(ラーメン) 地元店 B1 博多とりかわ大臣 (焼とり) 地元店

屋台発祥のラーメン店で
あり昔ながらの味を守り
通すシンプルラーメンで
す。

名物“博多とりかわ”と
地元の人々が慣れ親しむ
焼きとりを堪能できる
お店です。
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B1 テムジン (餃子) 地元店 B1 博多担々麺 とり田 (担々麺) 地元店

福岡の皆様に愛され52
年、こだわりの餃子をご
提供しています。

博多の郷土料理「水炊
き」の専門店とり田がこ
だわりのスープで作った
至極の担々麺です。

B1
モツビストロ
天神ホルモン

(肉料理)
地元店
新業態

B1
カウンターもつ鍋
おおやま

(もつ鍋) 地元店

九州初出店

あの天神ホルモンの新業
態！
活気あふれるオープン
キッチン型ビストロスタ
イルで肉とホルモンをご
賞味ください。

もつ鍋専門店ならではの
上質なモツを自慢のみそ
味でおひとり様でもお気
軽に御利用ください。

B1 てんや (天丼) B1 リンガーハット
(ちゃんぽん,皿うどん,
ぎょうざ,チャーハン)

老若男女を問わず誰にも
愛され続ける「天丼」を
目指しています。

国産野菜を100%使用す
る、全国展開の長崎ちゃ
んぽん専門店です。

B1 ホノルルコーヒー (カフェ) 九州初出店 B1 粥餐庁
(中華料理
(おかゆ))

(ベーカリー,カフェ)

パリのシャンゼリゼ通
り、オペラ座、空港な
ど、フランス国内だけで
も300店舗を展開する
ベーカリーカフェです。

食材豊かな九州 博多で旬
を感じる料理を新感覚な
フレンチの技巧で味わえ
るレストランです。
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最高峰のコナコーヒーと
ヴィンテージアロハな空
間のハワイアンカフェで
す。

東京で人気のおかゆ専門
店が九州初出店！おかゆ
のほか麺、小皿料理、ド
リンクも楽しめます。

B1 ブリオッシュ ドーレ 11階 NATURAL DINING (ﾌﾚﾝﾁｼﾞｬﾎﾟﾈ)
九州初出店

新業態


