62 大阪やき

093-341-0205

門司区黒川西1-1-38
11:00 〜 18:30
11席
不定休

有

1 銅板でさっと焼き上げる。
2 玉が大きい。
（通常20g 三太40g)
ダシたこ他15種類。
3 メニューが豊富。
4 注文を受けてから焼きます。
外はカリッと中はとろとろ本場大阪
の味！

人気のメニュー

大玉たこ焼き

3 御食事処

4 焼きとりダイニング

090-4997-6368

080-5936-5477

門司区栄町5-3

11:30 〜 14:30
20席
土・日

門司区栄町5-3

11:00 〜 14:00（L.O. 13:30）
16:00 〜 22:00（L.O. 21:45）
昼 : 土・日・祝 / 夜 : 不定休
35席
無

無

永年愛され続ける門司港の御食事
処。その時々の美味しい材料で丁
寧に手作りされた日替わり定食はボ
リュームたっぷり。親しみやすくあ
たたかい味です。

日替わり定食

16 時〜 18 時ハッピーアワーとして
毎日焼とり ALL100 円！焼とりはも
ちろん、お刺身から一品料理まで
心を込めたさるいっぴきならではの
料理をお楽しみください。

人気のメニュー

人気のメニュー

5 寿司処

6 炉ばた焼

093-331-9398

093-332-5959

門司区栄町10-3

12:00 〜 14:00
17:30 〜 22:00
月
20席

門司区栄町5-25

17:00 〜 24:00（L.O.23：00）
水
100席
無

有

人気のメニュー

安 さ一 番！旨 さ一 番！一 番 太 鼓！
鮮 魚の 刺 身 盛り合 わせ、 揚 げ 物、
鉄板 焼きなどお酒にぴったりのメ
ニューは 300 種 類 以 上！一人でも
団体でもお楽しみいただけます。

▲内容は季節等により異なります

出てきたら七秒以内で食べる穴子
は絶品！！最後に出される季節のお
漬物も好評です。店内には大将作
の葉らんの切り絵が飾られてあり、
その出来栄えはテレビで紹介され
るほど。一見の価値あり。

人気のメニュー

7 地鶏と地魚の店

8 手羽先・唐揚げ専門店

093-342-9919

093-980-2876
070-1440-5903

門司区栄町6-15

17:00 〜 23:00（L.O.22:30）
木
55席
無

近海でとれた鮮魚や朝〆の鶏を美
味しく食べさせてくれるお店。気
軽に来店できるアットホームな店
内で、心温まる料理をお楽しみく
ださい。

人気のメニュー

093-331-8080

門司区栄町10-8

11:30 〜 14:00
17:30 〜 22:00
（L.O. お料理 20:00 ／お飲物 21:30）
不定休
40席
無

真心込めたおもてなしと旬の素材
を吟味し、器を選び美しい盛り付
けに粋を極めた日本料理、ふぐ料
理をぜひご賞味ください。

人気のメニュー

2 割烹

9 鉄板焼き

093-321-0029

17:00 〜 21:00
70席
不定休

門司区栄町9-8

無

門司港の老舗割烹。とらふくの刺
身、いか、さば、あじの活き造り
など、関門の活魚を使った季節料
理や一品料理を美味しく目にも楽
しく堪能できます。

人気のメニュー

第1ビル1Ｆ

18:00 〜終わりまで
火
13席
無

大皿ふく懐石

30席

無

鶏への尊敬、そしてお客様への感
謝を胸に、いつも満点の笑顔でお
迎えいたします。

人気のメニュー

10 門司港レトロ酒場

093-331-9418
090-3071-0246

門司区栄町5-3

火
刺身漬け丼

持ち帰り／ 15:00 〜（無くなり次第終了）
店内飲食／ 18:00 〜（無くなり次第終了）

ディープな門司港へようこそ！はじ
めての方でも仲良くなれる楽しいお
店です。美味しいお酒で乾杯〜！
＼ (^o^) ／

人気のメニュー

090-8478-2739

門司区栄町9-8

第1ビル2Ｆ

17:00 〜 21:30（L.O.21:00）
10席
日･祝･第2,4月曜

無

ワインとともに、鶏モモの赤ワイ
ン煮や昔なつかし一銭洋食などの
温かい家庭料理はいかがですか？
気さくな女性店主がお待ちしてお
ります。

人気のメニュー

掘りごたつタイプのお店でゆったり宴会できます
テイクアウトは電
話で注文いただけ
ればお待たせしま
せん

カウンター６席とテーブル席ひとつの
小さなお店です

1 日本料理･ふぐ懐石

門司区栄町10-27

11 焼鳥

12 馳走や

093-331-1745

19 居酒屋

093-321-4316

電話ありません

門司区栄町6-21

門司区栄町6-4

門司港の焼鳥屋で唯一お座敷席が
ある店。お友達や家族とゆっくり寛
げ ます。焼 鳥だけでなく、刺身や
一品料理も種類が多く、どれもリー
ズナブルで美味しい！

４種類の出汁を使った特製茶碗蒸
し等、和食を中心に美味しい料理
と珍しい焼酎の飲み比べなどお楽
しみいただけます。

17:30 〜 23:00（L.O.22:30）
不定休
30席
有

11:30 〜 14:00（不定休）
18:00 〜 22:30（L.O.22:00）
日
17席
無

夜 の 街 で︑ ひ と き わ 明 る い 看 板
と赤い提灯が目印︒

人気のメニュー

人気のメニュー

▲セレブサラダ
カウンターなの ▶
に寛 げる空 間 。
壁一面にはずら
りと銘酒が

14 甘党の店

093-332-3501

月〜土／ 11:00 〜 14:45
平日／ 17:00 〜 19:00
日・祝日の月曜
22席

豊富なメニュー、ボリュームたっぷ
り、しかも安くて美味しい！地元の
人が足繁く通う栄町の中華やさん。

平日／ 11:45 〜 17:30
土 ･ 祝／ 11:45 〜 17:00
日・月1回月曜
22席

細い階段を上がると、店内は
広く、レトロな雰囲気で落ち
着けます。

人気のメニュー

1948 年創業。門司港甘味処の老
舗。素材にこだわり全て手作りで守
られてきた味はどれも懐かく、美味
しい。価格も安く、昔から地元に
愛され続ける名店です。

オム焼きそば
（480 円）
・
ソフトクリーム
（220 円）

ソフトクリーム
の看板は創業当
時のもの

16 和洋彩香

093-321-1711

11:30 〜 14:00
17:00 〜 20:00
日・祝
60席

093-321-6034

門司区栄町6-17

栄町銀 天街から有楽街を通り、仲
町通りへ出てすぐ。落ち着いた店内
は、初めてのお客様でも落ち着い
てお酒が楽しめます。門司港の夜
のひと時をゆっくりお過ごしいただ
けます。

料金システム

料金システム
この看板が目印▶

24 スナック

19:00 〜
無
20席

和定食（食後のコーヒー付）

無

初めての方でも寛げるようなアット
ホームなお店です。優しい女の子た
ちがお迎えします。

093-331-9300

門司区栄町9-8

第1ビル1Ｆ

19:00 〜 24:00
11席
日

無

無

気さくで元気なママの人柄が人気
のお店。店内はいつも明るい雰囲
気で、笑いが止まらない楽しいお
店です。

多数スナックや飲食店が入っている
第一ビルの１階。落ち着いた雰囲
気で居心地よくおしゃべりやカラオ
ケが楽しめます。

料金システム

料金システム

人気のメニュー

人気のメニュー
人数に合わせて個室、大広間などお部屋が選べます。お客
様のご要望にお応えして椅子席をご用意しました。

17 和食

青い看板が目印▶

25 スナック

18 旬菜

093-321-7100

門司区栄町9-8

門司区栄町1-1

サクッと美味しく仕上がった揚げた
ての天婦羅はもちろん、関門でとれ
た新鮮な魚介の刺身や魚料理も絶
品です。料理に合うお酒と供に関門
の味をじっくりとお楽しみください。

身体に優しい野菜中心の定食（魚ま
たは肉）が、昼も夜も食べられます。
ご家族連れや女性一人でも安心して
お越し頂けます。

カウンター6席とお子様連れ用座敷席があります

093-332-6110
090-8397-9110

第1ビル2Ｆ

19:00 〜 24:00
８席
日・祝

11:00 〜 14:00（L.O.13:30）
17:00 〜 20:00（L.O.19:30）
火
10席
無

無

門司区栄町6-22 クリムビル2F

無

19:00 〜
不定休

カウンター 席 の み の 小さな お 店。
ママの笑 顔にほっと寛げます。店
内は親しみやすい雰囲気で、お客
様同士も仲良くなってしまうアット
ホームさが魅力です。

落ち着いた佇まいの外観。
店内のショーケースには
新鮮な魚介が並んでます。

料金システム
桟橋通り交差点 湖月堂さんの隣です

18席

無

気さくで楽しいマスターが切り盛り
するスナック。
カラオケで盛り上がっ
たお客様がフロアで踊り出したり、
楽しく飲んで歌えます。マスターの
美声も素敵です。

人気のメニュー

人気のメニュー

◀青い看板が目印。第一ビル1階左側です。

26 スナック

093-321-1130

093-322-5922

門司区栄町6-25

18:00 〜 20:30
月
16席

19:00 〜 24:00
日・祝
16席

無

門司区栄町6-17

無

店主自ら唐戸市場で仕入れた新鮮
な 魚 介 類を 贅 沢に使った料理 は、
ボリュームもたっぷり。旬の関門の
味を心ゆくまで堪能できます。

一年中ふくだけを扱う老舗のふく料
理専門店です。ふくの最上級品と
いわれるトラフクを仕入れ、職人が
丹精込めて刺身に引いています。

料金システム

093-331-1119

093-321-1828

4月〜9月／17:00 〜 21:00（L.O.20:00）
10月〜3月／17:00 〜 22:00（L.O.20:30）
日 ･ 祝／ 17:00 〜 21:00（L.O.20:00）
不定休
80席
無

人気のメニュー

23 スナック

門司区栄町6-25

無

22 スナック

19:00 〜 24:00
25席
不定休

無

「 たけや」 のロゴがはいっ
たブラウンのフードが目印。
階段を 2 階へおあがりくだ
さい。

門司区栄町1-9

落ち着いた雰囲気の店内は、年齢
層を問わず様々なお客様が集まり
ます。優しいママがいる居心地のい
いスナックで、初めての方も気持ち
よく飲んで歌って楽しめます。

門司区栄町5-24

人気のメニュー

15 ふくの店

門司港の居酒屋の中でも遅
くまで開いているお店。店
内にはびっしりと酒の肴や
一品料理のメニューが貼ら
れていて、どれもリーズナ
ブルで美味しい。今夜はゆっ
くり飲みたい人にはぴった
り。アットホームな雰囲気
で初めてのお客様でも安心
です。

11:00 〜 15:00
19:00 〜
水
17席

093-321-7321

門司区栄町1-10
無

門司区栄町5-19 第2小原ビル1Ｆ

21 スナック

093-321-1344

門司区栄町2-22

093-332-5523

門司区栄町8-4

18:00 〜 24:00
日（連休の場合、日曜営業・翌月曜休）
16席
無

お昼の営業日は電話でお問合せください

13 中華定食

20 カラオケスナック

料金システム
◀赤い看板が目印。第一ビル2階右側のお店です

27 スナック

28 スナック

093-331-9443

門司区栄町6-22
19:30 〜
日
17席

093-332-5477

クリムビル2Ｆ

門司区栄町6-23

20:00 〜 24:00
日
25席

無

店内はゆっくり寛げる雰囲気です。
お酒やカラオケなど、お一人でも、
グループでも楽しめるアットホーム
なお店です。

無

snack りかちゃん♡はリーズナブ
ルなお店です。初めての方も、常
連さんも、楽しく飲んで歌えます。
笑顔の素敵な女の子たちが迎えて
くれます。

元気いっぱいな女の子たち
が皆様のご来店をお待ちし
ております

料金システム

料金システム

29 スナック

30 スナック

093-321-6522

電話ありません

門司区栄町9-3

20:00 〜 24:00
日・祝
19席

34 やきにく

093-321-2691

門司区栄町9-25

19:30 〜 24:00
日・祝
20席

無

ピンクのドアと看板が目印。店内は
落ち着いた雰囲気です。優しいママ
と女の子たちが迎えてくれる、ほっ
と一息つけるような居心地のいいお
店です。

門司区浜町9-15

土・日・祝／12:00〜15:00（L.O.14:00）
17:00 〜 22:30（L.O.22:00）
火
62席
有

無

スナックが並ぶ昔ながらのディープ
でレトロな通りの一角にあります。
店内に入れば アットホームな雰 囲
気。ほんわか優しいママが迎えてく
れる癒しの空間です。

豊かな風味の決めては栄養たっぷ
りの韓国野菜。タレは健康を考え
た自家製タレで、お肉は厳 選され
た国産和牛を使用しています。

カウンターとボックス席
があります

これ以外にもリーズナブルな2名様5,980円のペアコースもございます

人気のメニュー
料金システム

料金システム
ピンクのドアと看板が目印です

31 スナック

32 ラウンジ

093-342-8677

門司区栄町8-3

店名の入った看板が目
印。これぞレトロ！な
通りを入り、左側にあ
ります

豊原ビル1Ｆ

20:00 〜 24:00
不定休
16席

無

令和元年にオープンしました。お店
は明るい雰囲気で、いつも笑いが
絶えません。笑顔の素敵なママが
お待ちしています。

料金システム

35 食堂

11:00 〜 14:30
17:15 〜 21:15
月・第3日曜
17席

19:00 〜
日
（但し月曜祝日の場合、
日曜営業）

門司港の老舗ラウンジ。店内は綺
麗でゴージャスな雰囲気。初めての
方でも安心して遊べます。団体の方
も OK。明るく気さくなママが迎え
てくれます。

13:00 〜 23:00（L.O.22:30）
10席
無

ポルトでは落ち着いた和の空間で
お酒を楽しめます。縁側で一人ゆっ
くり飲むのもよし。
玄関先で全国からの旅人と交流で
きますよ！

人気のメニュー

築 年木造 階建の元旅館を改装したレトロな
ゲストハウス︒宿泊客でなくても︑
カフェやバー
として利用できます︒

無

有
（4台）

18:00 〜 22:00
月
17席

70
3

37 レストラン

090-9603-0337

門司区浜町1-12

12:00 〜（無くなり次第終了）
18:00 〜（無くなり次第終了）
土・日・祝
38席
有

2F の創作南仏料理（予約のみ）と、
1F ビジネスランチの２部門があり
ます。ランチは日替りのセミセルフ
でご飯などお好みで調節可能。人
気が高く、早めになくなることが多
いのでお気をつけて。

人気のメニュー

有

名物の鉄板焼、季節の魚介や肉料
理に加え、リーズナブルな居酒屋メ
ニュー等、お客 様のご予算に応じ
て対応いたします。飲み放題あり。

人気のメニュー

人気のメニュー

人気のメニュー

門司区東門司1-10-6

門司区浜町1-17-1Ｆ

門司港の地に 30 年以 上。地元の
人たちで賑わう中華屋さんです。皿
うどんやちゃんぽんなど、麺類のメ
ニューが充実しています。

無

093-342-9938

080-2770-0117

門司区東本町2-2-3

門司区錦町2-11

33 門司港ゲストハウス

36 門司港鉄板厨房

093-321-2114

093-332-2160
093-332-3399

35〜40席

お１人様から50名様ほどの団体様にも対応いたします

38 レストラン

093-321-3636

門司区港町3-14
水

11:30 〜 21:00（L.O.20:00）
35席
無

ロバート秋山パパのお店です。食材
をじっくり煮込んで２日間かけてつ
くる焼きカレー、国産牛 100% の
ジューシーなハンバーグなど、こだ
わりの美味しさです。

ハンバーグはバルーン状のアルミホイルに入っています

人気のメニュー
全面ピンクの
超派手な建物

43 ｃｕｒｒｙ＆ｓｗｅｅｔｓ

44 和洋レストラン

093-321-4700

093-332-1000

門司区港町7-1

門司区港町6-12

9:00 〜 18:00（L.O.17:30）
40席
無
火

11:00 〜 14:00
17:00 〜 21:00
不定休
159席

美味しい焼きカレーとスイーツのお
店。ケーキや焼きドーナツはテイク
アウトできます。季節限定のパフェ
やかき氷などもオススメです。

焼きカレー

無

旧門司三井倶楽部の１階。社交場
だった頃の面 影を残す格調高い店
内で味わう料理の味は、また格別。
和洋折衷の会席料理は目にも楽し
くアイデアいっぱいです。

人気のメニュー

人気のメニュー

45 寿し処

46 焼きカレー専門店

093-321-8377

093-331-8839

門司区港町9-2

11:30 〜 14:00
17:00 〜 21:30
月
25席

門司区港町9-2

無

門司港駅前にある寿し処光本。窓
の外に広がる関門海峡の絶景とと
もに美味しい魚を楽しめます。具沢
山の特海鮮丼や地魚料理、旨鯖に
ぎりがオススメです。

特海鮮丼

阿波屋ビル2Ｆ

平日／ 11:00 〜 15:00
（L.O.14:30）
平日／ 17:00 〜 20:30（L.O.20:00）
土・日・祝／ 11:00 〜 20:30（L.O.20:00）
不定休
30席
有
（提携：門司港レトロ駐車場）

人気のメニュー

門司港駅を出てすぐ

40 フルーツファクトリー

11:00 〜 18:00
73席
不定休

ちゃんら〜

世界中のフレッシュフルーツを買っ
て食べて贈れるお店 Fruit Factory
Mooon です。Mooon を通じで新
しいフルーツ生活を提案します。

11:00 〜 15:00
17:00 〜 23:00（L.O.22:00）
火
45席
無

左：ミックスルパフェ

右：焼きバナナパルフェ

人気のメニュー

人気のメニュー

093-321-0303

門司区西海岸1-4-7

門司区西海岸1-4-3-7Ｆ

無

野菜ソムリエの資格を持つシェフが
つくる料理は素 材にこだわった創
作イタリアン。名物の焼きカレーは
20 年以上継ぎ足しのソースを使用
してます。

門司港駅近く。ビルの2階です。緑色の看板が目印。

48 世界にひとつだけの焼きカレー

093-321-6363

門司区東港町1-24 旧門司税関1Ｆ

11:00 〜 15:00（L.O.14:30）
17:00 〜 21:00（L.O.20:30）
日／ 11:00 〜 19:00（L.O.18:30）
火
16席
有

『門司港ちゃんら〜』は初めて食べ
てもどこか懐かしい、おふくろの味
です。ちゃんぽん麺に和風だし、野
菜と肉で栄養満点！

47 展望レストラン

093-321-1003

093-342-9386

門司区東港町2-25

11:00 〜 15:00（L.O.14:00）
18:00 〜 22:00（L.O.21:00）
火
40席
無

関門海峡・門司港
駅を一望できる贅
沢なロケーション

人気のメニュー

10 万食突破の王様焼きカレーと、
殻ごと食べる黄金かにカレー。門司
港バナナビアにしおかぜソフト。海
を望んで門司港名物を召し上がれ！

49 カフェ

093-321-4747

バルク館1Ｆ

王様の焼きカレー／ 880 円
（税込）

人気のメニュー

人気のメニュー

093-331-7701

門司区西海岸1-4-24
翠々堂ビルディング101

12:00 〜 18:00（L.O.17:30）
28席
無
月

一 杯 一 杯 ハ ンドド
リップ で丁寧に淹れ
るコーヒーと百年の
歴史が詰まった建物
でノスタルジックな
気分に浸ってみませ
んか…？

50 スナック

093-331-3338

門司区港町7-18

11:00 〜 21:00（L.O.20:00）
44席
無
不定休

こだわりの卵を使った焼きカレー
はチーズとよく合い、オムライス
はふわトロです。テラスからは関
門海峡が一望でき、キッズルーム
もあります。

「今日も良い一日を！」皆様を笑顔でお迎え致します

42 カフェ

093-321-0120

門司区港町9-4

門司区港町9-5

19:00 〜
30席
月

木・金・土・第２、第３日曜
12:00 〜 17:00
12席

はちみつたっぷり 焼きバナナのハニートースト

無

日本の美味しい素材、果物やハーブ、
お野菜を香ばしく焼きあげました。
保存料、添加物を使わずひとつひ
とつ丁寧につくった素朴なお菓子を
お召し上がりください。

デザートプレート2種類よりお選びいただけます

無

門司港の街で 44 年以 上の時を刻
んできた老舗。店内奥の海に面し
た大きな窓から見える関門海峡の
夜景を眺めながら、ゆったりと楽し
むお酒はまた格別です。

人気のメニュー
料金システム

レンガ造りの4階建ての建物の1階です

王様焼きカレーと
門司港バナナビア

人気のメニュー

※果物の時価により価格が変わります

41 レストラン 門司港レトロ

和牛の焼きカレー

門司港名物「焼きカレー専門店」
シーフードや牛豚鶏、野菜等をトッ
ピングして焼いた 10 数種類の焼
きカレーをお楽しみください。

人気のメニュー

39 ちゃんら〜

懐石

▲店内の窓から
関門海峡の風景
が見渡せます

◀門司港駅、プ
レミアホテル 門
司港（写真中央）
か らすぐ。 左 側
の青い看板が目
印です。

51 やきとり

56 スナック

093-332-4538

093-331-4832

門司区東本町１-5-31
17:00 〜 22:00
13席
日・祝

57 スナック

093-332-1534

門司区栄町11-6

17:00 〜 24:00
日・祝
20席

有
（１台）

何代にも渡って受け継がれてきた門
司港やきとりの老舗。カウンターの
みの店内はノスタルジックな佇まい
で、普通のメニュー以外にチーズ巻
きや厚揚げ、あん餅なども人気。

門司区栄町11-32 スカイマンション1Ｆ
18:30 〜 24:00
日・祝
19席

無

創 業 35 年を 超 えたこの店には 3
代にわたって通う常 連さんも。マ
マのつくる家庭料理は絶品で、特に
『ちゃんら〜』は、これを目当てに
来るお客様も多いそう。女性や家
族連れも安心して飲めます。

人気のメニュー

無

メニューは日替わりで、その日仕
入れた美味しいものをお出しして
います。
お酒も歌も楽しめる親しみやすい
お店です。

料金システム

料金システム

スカイマンション1階 HottoMotto隣です

NSプラザ1階 右手奥です

52 ラーメン

58 カラオケ喫茶

093-321-5183

093-331-0884

門司区東本町1-5-2
11:00 〜 17:00
無
40席

59 カラオケ喫茶

093-342-8667

門司区栄町11-33-201

有

創 業 60 年 以 上。 麺 は もち ろ ん、
焼豚、メンマ、ラードまで自家製。
レトロの 街・門司港で育まれた地
元の人に愛される伝統の味。

水

大平山ラーメン

人気のメニュー

13:00 〜 24:00
50席

門司区栄町11-33-303号
12:00 〜 16:00
20:00 〜 24:00
カラオケは 23:00 まで
日・祝
26席

無

門司港のロケーションに恵
まれた広々としたきれいな
店内。食品衛生優良施設と
して表彰もされました。音
響が良くカラオケが気持ち
よく歌え、広いフロアでダ
ンスも楽しめます。イベン
ト開 催 も 多く、 毎月第 2・
4 日曜日 19 時より「ギター
とダンスの夕べ」が行われ
ています。
（詳細はお店にお
問い合わせください）

料金システム

無

店内はカウンターの他にソファー
もあり、ゆったりとした雰囲気。
カラオケも気持ちよく歌えます。
昼間は気さくな親子が営むカラオ
ケ喫茶。夜はほんわか笑顔でお待
ちしています。

料金システム
エレベーターで３階へ スカイマンション３階左手です

53 スナック

093-332-5502

門司区栄町11-7

19:00 〜 24:00
月
19席

栄町プラザ1Ｆ
無

お酒の品揃えが豊富です。きっと
あなたにぴったりの新しいボトルと
出合える事でしょう。優しいママが
迎えてくれます。

落ち着いた空間でゆっくりお楽しみいただけます

料金システム

54 コンサートバー

093-332-2611

門司区栄町11-7

栄町プラザ2Ｆ

20:00 〜 26:00
不定休
32席

無

粋なマスターがひとりで切り盛りし
ています。気さくなマスターの人柄
に魅かれて集まるお客 様で日々賑
わいます。ひとりでも、グループで
も楽しい時間が過ごせるバーです。

料金システム

60 御食事処

55 スナック

090-9720-1128

門司区栄町11-7

栄町プラザ2Ｆ

19:00 〜 24:00
不定休
12席

無

ご予約があれば 御食事込みで飲み
放題出来ます。
（３名様以上でお願
いします。
）小さなお店ですのでお
客様同士が和気あいあいと仲良く
飲んでいます

料金システム

61 酒房

093-331-2530

093-332-2580

門司区新開4-6

11:00 〜 14:00
25席
日・祝

門司区鳴竹2-18-3
有

近所の人やトラックの運転手さん達
にも人 気の安くて美味しいお食事
処。お店の左側と右側で雰囲気の
違う部屋になっています。お店の付
近なら出前もできます。

17:30 〜 23:00
日・祝
13席

無

常連さんも多く家族的な雰囲気が
人気のお店。女将さんがひとつひと
つ丁寧につくる日替りの一品料理が
人気です。お酒やカラオケと一緒に
楽しい時間が過ごせます。

人気のメニュー
人気のメニュー

