
○沖縄料理店
佐賀県

店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

海人 本庄店 佐賀市本庄町本庄1236-1 0952-25-6761 15:00～2:00 なし
佐賀市営バス（相応線、佐賀大学・女子短大線）

「佐大西」バス停から徒歩1分

竹木場んゆんたく所 唐津市竹木場5068-3 0955-73-5053 9:00～18:00 火曜日
唐津大手口バスセンターから昭和バス

（切木、中浦方面行）で15分「竹木場」下車、徒歩2分

ゆんたく 唐津市神田2077-23 0955-74-8545 17:00～22:00 月曜日 唐津駅

美 小城市小城町北小路252-2 0952-72-1353 17:00～翌0:00 不定休 小城駅

長崎県
店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

ババンチ 長崎市賑町5-23 095-826-0266
11:30～15:00
17:00～22:00

日曜日 賑橋駅

美ら海の部屋 佐世保市京坪町9-16 050-5890-9073 17:00 ～ 23:00 日曜日 中佐世保駅から徒歩４分

酒屋　うみ 広田店 佐世保市広田1-40-19 0956-38-9080
11:00～15:00
18:00～24:00

月曜日 JR早岐駅よりハウステンボス方面へ車で約3分

波の上 佐世保市潮見町11-6 0956-33-1435 佐世保駅

カントリー99 （Country 99 ） 諫早市城見町17-2 0957-24-1714 18:00～24:00 不定休 諫早駅

ゆいまーる サンスパ店 大村市森園町663-3 サンスパおおむら 0957-52-0007 11:00～24:00 無休 諏訪駅

いちゃりば （ICHARIBA） 大村市西部町1471-12 0957-47-9460 10:00～18:00 5のつく日（5日.15日.25日） 岩松駅

熊本県
店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

島うた大ちゃん 熊本市中央区下通1-11-8 甲斐ビル　Ｂ１Ｆ　Ａ号 050-5595-1006 17:00～翌5:00 不定休 花畑町駅

沖縄料理 シーサー （Ｓｉ－Ｓａ－） 熊本市東区東本町1-103 050-5589-7769

[月曜～土曜・
祝前日]

17:00～24:00
[日曜・祝日]
17:00～24:00

不定休 健軍町駅

まーちゃん食堂 熊本市西区蓮台寺1-11-26 096-353-2291
11:30～15:00
17:30～22:00

火曜日 田崎橋駅

海 （かい） 熊本市中央区下通1-7-28 山本ビル　２Ｆ 096-355-1667

[火～木・日]
18:00～24:00

[金・土・祝前日]
18:00～翌3:00

月曜日 花畑町駅

ぬちぐすい 熊本市中央区草葉町2-25 096-327-5239

11:30～14:00
17:00～１:00

(金・土・祝前は
～翌2:00)

不定休 水道町駅

笑包み （わらづつみ） 熊本市西区島崎2-15-24 096-295-8079 17:00～24:00 火曜日 段山町駅

純沖縄料理の居酒屋 島うた 誠大ちゃん 熊本市中央区下通1-8-18 ミフネ銀座ツインビル 1F 096-355-3533 18:00～翌6:00 不定休 通町筋駅

沖縄料理Si-Sa- 菊池店 菊池市隈府877 0968-24-0143 17:00～翌1:00 不定休

医食同源 南風原 上天草市大矢野町中1317-1 0964-56-1935 18:00～翌1:00 木曜日

沖縄食堂　あかがわら でいご 大津店 菊池郡大津町大津1440-14 096-294-2004

【月曜～金曜】
ランチ

11:30～14:30
夜17:30～24:00
【土・日・祝日】
夜17:30～24:00

水曜日（土・日・祝は昼も定休） 肥後大津駅



○沖縄料理店
大分県

店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

安兵衛寿し 大分市都町1-3-15 097-536-2531
11:30～14:00
17:00～23:30

日曜日・祝日 大分駅

沖縄創作居酒屋 ～てぃーだ～ 大分市都町1-3-5 097-532-7717 18:00～翌6:00 不定休 大分駅

うちなーや 大分市東津留1-1- 5 上杉ビル 1F 097-556-0234
11:30～14:00
17:30～24:00

火曜日 牧駅

まーさんあしびなー琉球の食堂 大分市青崎2-5-37 097-521-2108
11:00 ～ 15:00
17:00 ～ 21:00

火曜日 大在駅

和お！ 大分市大字鴛野336-2 097-507-0205 17：00～0：00 無休 JR豊肥線敷戸駅

たぁ～ち （Ta-chi） 中津市沖代町1-6-35 0979-23-3822 18:00～ラスト 月曜日・第3火曜日 中津駅

肉バル ハナキッチン （肉バル HANA KITCHEN） 中津市大字金手104-2 0979-23-3822 18:00～ 中津駅

ゆいまぁる 別府市北浜1-788-5 0977-26-7722 17:00～23:00 水曜日 別府駅

宮崎県
店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

花華 （ハナハナ） 宮崎市中央通8-5 セイザンビル 202 0985-31-3812 20:00～翌1:00 日曜日・祝日 宮崎駅

しまうた 宮崎市丸島町4-3 0985-27-6178 18:00～24:00 日曜日・祝日 宮崎駅

くつら荘 宮崎市高岡町浦之名4371 0120-820-279 11:00～22:00 火曜日

かふぇ&ばるDouchi 宮崎市橘通東3-4-9 落合ビル5階 070-2305-4077

ランチ
11:30〜14:30

ばる
17:00〜24:00

木曜日,金曜日ランチ休み 宮崎駅

沖縄料理 いちゃりば 都城店 都城市久保原町2882-67 0986-57-8230
11:00～14:00

17:00～
月曜日 五十市駅

翔叶 （しょうと） 延岡市南町1-2-10 南町ビル 1F 0982-31-2770 18:00～ 月曜日 延岡駅

ぶん鶏 延岡市中央通2丁目2-1 あすかビル1F 0982-31-1003 延岡駅

鹿児島県
店名 住所 電話番号 営業時間 定休日 最寄駅・バス停

みんさぁ 鹿児島市千日町6-17 祇園会館 2F 050-5789-6407 18:00～翌2:00 不定休 天文館通駅

奄美郷土料理 群倉 鹿児島市山之口町6-16 099-225-8033 甲東中学校前駅

琉球居酒屋 かりゆし 志布志市志布志町志布志3-2-14 099-472-3808

[月･火･水･金･土]
17:30～2:00

[日]
17:30～22:00

木曜日 志布志駅

いちゃりば 霧島市国分中央3-1-6 0995-46-1142
11:00～15:00
17:00～23:30

月曜日 国分駅

和風レストラン　ぴき 大島郡与論町立長358-1 0997-97-5060 18:00～21:30 無休 プリシアリゾート与論の中

居酒屋 ひょうきん 大島郡与論町茶花2297-1 0997-97-3557 17:00～24:00 不定休


