
地域 ジャンル
ﾃｲｸｱｳﾄ
ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ

ﾃｲｸｱｳﾄ ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ 店舗名 住所 電話番号

福工大前 居酒屋 ○ 居酒屋　あからん 福岡市東区和白丘１丁目22−20 050-5591-0652

福工大前 喫茶 ○ Coffee houseタイム 糟屋郡新宮町美咲2-6-3 092-963-0896

福工大前 居酒屋 〇 遊々楽 糟屋郡新宮町美咲2-8-11 092-962-6022

原上 パン・弁当 〇 MIKAN　森のかまど　やの亭 糟屋郡新宮町大字原上1223-4 092-962-0585

立花口 蕎麦 〇 生そば工房たちはな 糟屋郡新宮町大字立花口1088-8 070-2374-1234

下府 お弁当 〇 肉だんご屋 味味 糟屋郡新宮町下府3-3-1 092-980-5185

下府 和食 〇 歌幸 糟屋郡新宮町下府1-7-3 092-962-1050

相島 寿司 〇 寿し　さかなのしっぽ 糟屋郡新宮町相島1361-2　（※ご注文は 寿し やすこうちにて承ります） 092-410-4421

三代西 焼き鳥 ○ 炭火串焼・もつ鍋　岩炭 糟屋郡新宮町三代西1-2-20 092-963-0701

三代西 居酒屋 〇 博多わび助　新宮店 糟屋郡新宮町三代西1-1-7 092-962-5252

三代西 焼肉 〇 焼肉や　牛いっとう 糟屋郡新宮町三代西1-1-7 092-962-2989

福工大前 居酒屋 〇 さかなキッチン Tumugi 糟屋郡新宮町美咲2-8-6 コスモスBLD 101 092-962-1552

福工大前 居酒屋 〇 居心地屋　鯉のぼり 糟屋郡新宮町美咲2-10-5 092-577-9434

福工大前 居酒屋 〇 どんぐり 糟屋郡新宮町美咲2-8-6 コスモスBLD 102 092-710-8230

福工大前 軽食 〇 アンアン ハローデイ新宮店 福岡県糟屋郡新宮町美咲２-１-４１ ハローデイ新宮店内 092-963-1689

福工大前 軽食 〇 tocono bar 福岡県糟屋郡新宮町美咲2-7-1 092-963-0556

原上 居酒屋 　 〇 居酒屋べっぴん 糟屋郡新宮町大字原上1703-1 092-962-4822

原上 韓国料理 〇 韓国宮廷料理　水刺間（スラッカン） 糟屋郡新宮町大字原上891 092-962-5047

西鉄新宮 居酒屋 〇 玄海魚処鶴の風 糟屋郡新宮町新宮231-4 092-941-5775

下府 お弁当 〇 博多からあげ暖 糟屋郡新宮町下府3-15-6 092-962-2800

下府 ステーキ 〇 ステーキ＆グリルくすの木 糟屋郡新宮町下府1176-1 092-410-0468

下府 ラーメン 〇 福間ラーメンろくでなし新宮店 糟屋郡新宮町下府3-18-1　ナガサキビル1-1 092-963-3918

下府 鉄板焼 〇 てっぱん家　じょう 糟屋郡新宮町下府3-18-1　ナガサキビル 092-517-1503

下府 イタリアン 〇 PiccoLo 糟屋郡新宮町美咲3-1-1 新宮プラザ 1F 092-963-2550

新宮東 居酒屋 〇 えんや　蔵 糟屋郡新宮町新宮東5丁目5-11 092-962-5305

#たべりぃ新宮　店舗一覧（5月22日現在・順不同）　

※諸般の事情により、内容の変更や休業する店舗もございますので、事前にお電話でご確認ください
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的野 焼肉 〇 焼肉専門玄風館　新宮工場 糟屋郡新宮町的野602-1 092-410-5584

上府北 洋食 〇 Cafe　Higorokka 糟屋郡新宮町上府北2丁目11-18 090-1923-3841

三苫 居酒屋 〇 焼鳥　せいちゃん 福岡市東区三苫5-1-72 092-608-0798

新宮中央（西口） イタリアン 〇 ピッツェリアダヴィチーノ 糟屋郡新宮町緑ヶ浜4丁目10-3 092-405-3056

新宮中央（西口） 中華料理 〇 （株）八仙閣新宮中央駅前店 糟屋郡新宮町緑ヶ浜4丁目10-5 092-692-1186

新宮中央（西口） 中華料理 〇 長崎亭　新宮店 糟屋郡新宮町緑ヶ浜4丁目10-5 092-692-6603

新宮中央（西口） 喫茶 〇 コメダ珈琲店 ゆめマート新宮店 糟屋郡新宮町緑ヶ浜4丁目18-48 092-410-9474

新宮中央（東口） カレー 〇 アバシ新宮店 糟屋郡新宮町中央駅前1丁目5番2号ライフガーデン新宮中央 092-410-5589

新宮中央（東口） 焼肉 〇 焼肉・ホルモン　くろにく 糟屋郡新宮町中央駅前２丁目８－８ 092-962-9629

三代 中華料理 〇 ウエスト新宮店中国コーナー 糟屋郡新宮町三代973-4 092-962-4573

三代西 ラーメン 〇 博多三氣　国道３号新宮店 糟屋郡新宮町三代西2-15-10 092-719-0069

原上 洋食 〇 ミスタージョージ新宮店 糟屋郡新宮町大字原上1465-1 092-940-5811

夜臼 喫茶 〇 星乃珈琲店　福岡新宮店 糟屋郡新宮町夜臼6-7-11 092-692-1204

新宮東 うどん 〇 肉肉うどん　新宮店 糟屋郡新宮町新宮東4丁目10-11 092-692-1229

夜臼 洋菓子・パン 〇 Mannekenpis&CERES新宮店 糟屋郡新宮町夜臼6-6-1 092-963-5056

緑ヶ浜 和洋菓子 〇 （株）千鳥饅頭総本舗セントラル店 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜1丁目2-5 092-962-0314

緑ヶ浜 和洋菓子 〇 （株）千鳥饅頭総本舗規格外商品販売所 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜1丁目2-5 092-962-0314

福工大前 焼き立てパン 〇 ぱん屋 るぱん 福岡市東区和白東５丁目２２−５ 092-286-7671

福工大前 和菓子 〇 竹鶴饅頭本舗 福岡市東区和白東５丁目２２−９ 092-608-0055

原上 洋菓子 〇 Ro5Ro5 糟屋郡新宮町大字原上1578-5 092-405-0009

西鉄新宮 焼き立てパン 〇 ぱん屋　シエルブルー 糟屋郡新宮町下府5丁目6－37 092-986-9197

新宮中央（東口） 洋菓子 〇 パティスリーてるてるぼうず 糟屋郡新宮町上府北1-1-11 092-692-1513

下府 ジェラート 〇 ジェラート工房リモーネ 糟屋郡新宮町美咲3-1-1 新宮プラザ 1F 090-3413-8281
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