
テイクアウトして SNSに投稿ください！お店の宣伝・応援になります！

保存版

主催：六本松商店連合会 / 企画・制作：デザインオフィス  シンプルスマイル

地図・クーポン・メニュー
など各店舗の詳細は
WEBでチェック!

【お問合せ】 六本松商店連合会事務局　福岡市中央区六本松1-10-36　TEL 092-711-5063（平日13:00～17:00）

お店を調べて 電話でご注文

ご注文は
お電話で

お店で受け取る

＃がんばろう六本松＃テイクアウト六本松

地元のお店をおウチで応援！地元のお店をおウチで応援！

ロースかつ弁当ースかつ弁当

\858

とんかつのポーク凡平

TEL 092-791-5134
福岡市中央区六本松4-9-10

11:00 ～ 15:00／17:30 ～ 20:00

年中無休

チキンカツ弁当キンカツ弁当

\400

博多野菜巻き串 寅松

TEL 092-406-5949
福岡市中央区六本松2-4-21

11:30 ～ 20:00

不定休／おたずねください

日替わり弁当(数量限定)り弁当(数量限定)

\600

健康弁当さわん

TEL 092-732-5988
福岡市中央区六本松2-2-13

11:30 ～ 17:00

定休日：土・日曜日

木鶏膳木鶏膳

\1,300

はかたや木鶏

TEL 092-725-3511
福岡市中央区大濠1-3-7-1F

11:00 ～ 20:00

定休日：水曜日

チリマヨ弁当チリマヨ弁当

\540

肴や　だいご

TEL 092-725-2545
福岡市中央区草香江2-4-4-1F

11:00 ～ 13:30／16:00 ～ 20:00

不定休／おたずねください

手ごね生地のピザ マルゲリータね生地のピザ マルゲリータ

\1,000

クロノ

TEL 092-713-3599
福岡市中央区六本松2-13-5-1F

17:00 ～ 20:00

定休日：水･木曜日

デミオムライスミオムライス

\630

ASAKOめし

TEL 092-713-3599
福岡市中央区六本松2-13-5-1F

11:00 ～ 16:00

定休日：火曜日

オムライスセットオムライスセット

\1,210

タタミゼ

TEL 090-9596-1948
福岡市中央区草香江1-8-25

11:30～14:30／17:00～20:00（Ｌ.Ｏ19：30）

不定休／おたずねください

炭焼きカットBEEFステーキカットBEEFステーキ

\880

炭火やきとり TAN

TEL 092-771-7210
福岡市中央区草香江1-4-3

18:00 ～ 24:00

定休日：日曜日

ハンバーグ弁当ハンバーグ弁当

\1,000

山本のハンバーグ

TEL 092-707-2634
福岡市中央区六本松4-9-10

11:30 ～ 15:30／17:30 ～ 20:00

年中無休

地鶏の炭火焼き地鶏の炭火焼き

\1,000

とくや

TEL 092-761-7856
福岡市中央区梅光園1-2-9

15:00 ～ 20:00 ※時間外でも注文可

定休日：月曜日

焼鳥セット（25本）焼鳥セット（25本）

\3,000

居酒屋のんちゃん 六本松店

TEL 092-761-3270
福岡市中央区六本松2-14-19

平日14:00～20:00／土日12:00～20:00

定休日：年中無休

元気盛 たこ唐盛2～3人前盛 たこ唐盛2～3人前

\1,980

愛の鉄板食堂 天晴れ

TEL 092-791-1022
福岡市中央区草香江1-1-7

11:30 ～ 20:00

定休日：火曜日

豚ステーキ豚ステーキ

\500

豚ステーキ＆牛タンステーキ 十一

TEL 092-791-6994
福岡市中央区六本松4-9-35

11:00～14:30／17:00～20:00

定休日：不定休

提供時間3分

チキンサラダ弁当キンサラダ弁当

\550

威風堂々 六本松店

TEL 092-724-7544
福岡市中央区六本松2-3-11-1F

11:30～14:30／16:30～19:00

定休日：日曜日

提供時間8分

提供時間20分提供時間5～10分提供時間2分提供時間10分提供時間10分

提供時間20分

提供時間3分提供時間20～ 30分提供時間20～ 30分提供時間25分

提供時間30分提供時間30分提供時間20分

期間限定！対象店舗ご利用でお得なクーポンをGET！（ 5月31日まで）

https://takeout6.com
takeout6.com で  検索

紙面に載っていないお店もご紹介しております



至福のひとときをSNSに投稿♪

グラスサイダーからのおねがいグラスサイダーからのおねがい

みんなもいっしょに
 マスク  てあらい  うがい  
で、からだをまもろう！

協力六商連加盟店 ： 日建建設株式会社、有限会社 牛若、草香江法律事務所、有限会社 湧不動産、福岡信用金庫 六本松支店、旬菜適調

大ちゃん、西日本シティ銀行 六本松支店、SEN＆CO.HOSTEL、くぼた総合法務事務所、松喜屋精肉店、キッチンま・ん・ま、(㈱檀設計事務所)、

跳牛 （はねうし）、在宅介護施設センターよかよか！、㈱和光薬局、サイクルショップ さいきょう、モスバーガー 六本松店、明和不動産、

寺田社交ダンススタジオ、㈲メガネの光和堂、福岡銀行 六本松支店、ＭASK、ぶどう酒場レガレガ、石井電気商会、株式会社 やじまや、

スポーツクラブＮＡＳ、焼とり家族、ロクマル、ひまわりパーク六本松、居酒屋 くじら・にじいろ食堂、有限会社　髙井工房社ドリーム

ハウス、焼鳥本陣 六本松店、 ㈱SEO企画(もみ徳・六本松店)、洋服補正専門 おなおし屋、ながた歯科クリニック、ういんぐ整骨院、

津崎徹一法律事務所、 スマイルプラザ 六本松店、麻雀 マドンナ アネックス、プラザ六本松、めんちゃんこ亭 六本松店、クラウン会館、

スーパーエルショップ、Cafe＆Bar 京極、割烹 しばこ、株式会社 谷口建材店、武久税理士事務所、さくら不動産、マナブ鍼灸院、 

アイネット、JR九州ビルマネジメント株式会社六本松運営課、高橋酒店、 （株）オルト、せのお矯正歯科、株式会社 ジャパン・スマイルか、

桜島、天ぷら渡辺、六本松 ぴかいち、やさい市場、 肉のだるま、蕎麦　和、蕎麦なし 椿や、飯ト酒 梔（くちなし）、博多漆芸研究所、

キュリオステーション六本松、株式会社QTnet、 草香江トレーニングスタジオ、アリコベール／ランプ工房さくらざか

＃がんばろう六本松＃テイクアウト六本松

おうちでもつ鍋セットうちでもつ鍋セット

\1,200

大衆酒場 六本松ごえん

TEL 092-715-7750
福岡市中央区六本松2丁目5-9

11:00 ～ 20:00（L.O 19:30）

年中無休

鶏のフォー鶏のフォー

\800

ベトナム料理 シンチャオ

TEL 080-3229-2479
福岡市中央区六本松2-3-17

11:00 ～ 14:00／17:00 ～ 20:00

定休日：日曜日

皿うどん皿うどん

\650

晴華楼

TEL 092-733-8588
福岡市中央区草香江1丁目1-9

11:00 ～ 14:00／17:00 ～ 20:00

定休日：水曜日

特製!四川麻婆豆腐

\777

製

+容器代￥165

製製!四川麻婆豆腐

\7777
+容器+容器容器容器容器容器容容器器器器代￥1代￥1代￥1代代代代代代 65656565
(1オーダーにつき)

豆皿中華Ｑ

TEL 092-791-4683
福岡市中央区谷1-13-20

12:00 ～ 20:00

定休日：月曜日／第2・第4火曜日

十割そば(生麺・辛汁付)割そば(生麺・辛汁付)

\1,000

蕎麦切り かんべえ

TEL 092-732-3569
福岡市中央区梅光園1-1-1-1

11:30 ～ 19:00(麺切れ終了)

定休日：日・第三月曜日

よりどりうどん（温・冷）りうどん（温・冷）

\850

恵味(えみ)うどん

TEL 092-753-8018
福岡市中央区六本松4-3-2

11:00 ～ 18:00

定休日：月曜日

皿うどん皿うどん

\750

大島ラーメン あづまや

TEL 092-751-3636
福岡市中央区六本松1-5-17

11:00 ～ 17:30

定休日：木曜日

手打ちそば　木の膳打ちそば　木の膳

\1200

一木山(いちもくさん)

TEL 092-771-5018
福岡市中央区六本松4-1-9

11:30 ～ 14:30

定休日：日曜日

すし弁当すし弁当

\1,000

食夢工房 SAIBEI

TEL 092-210-3031
福岡市中央区六本松4-9-10

11:30 ～ 20:00

定休日：月曜日

バッテラバッテラ

\800

中村商会

TEL 092-741-0486
福岡市中央区六本松4-11-2

11:30 ～ 13:00／17:00 ～ 20:00

定休日：日曜日

焼鳥盛り合わせ(9本)鳥盛り合わせ(9本)

\1,000

トリスタンド酒場 NiCE

TEL 092-517-8560
福岡市中央区六本松2丁目10-20

11:45 ～ 19:00

不定休

たいもちたいもち

\180

ろっぽんぽん

TEL 080-5794-9648
福岡市中央区六本松4-7-4

11:00 ～ 19:00

定休日：木曜日

スペシャル弁当ペシャル弁当

\990

インド料理 フォーシーズンミラン

TEL 092-731-3132
福岡市中央区六本松4丁目9-10

11:00 ～ 15:00／17:00 ～ 20:00

年中無休

カレーセットカレーセット

\770

ネパール＆インド料理 サプラ

TEL 092-731-9300
福岡市中央区谷1-15-27-1F

11:00 ～ 15:00／17:00 ～ 22:00

定休日：水曜日

キョフテ丼キョフテ丼

\1,200

カフェ トルコ

TEL 080-3989-9507
福岡市中央区六本松1丁目3-14

11:30 ～ 15:00／持帰は20：00迄

定休日：月・木曜日

ガパオライスガパオライス

\800

イムキッチン

TEL 080-4271-1600
福岡市中央区六本松2-4-16

11:00 ～ 14:30／17:00 ～ 20:00

日曜日・祝日／月曜日の夜間

わらび餅わらび餅

\324

和菓子処 兎月

TEL 092-751-1541
福岡市中央区六本松2-9-16

10:00 ～ 17:00

定休日：月曜日

水だしアイスコーヒーしアイスコーヒー

\320

フスクコーヒー

TEL 092-406-7745
福岡市中央区谷1-12-30

7:00 ～ 18:00(LO17:30)

定休日：水曜日

提供時間10分提供時間10分提供時間5～6分

提供時間最短30分～おたずねください提供時間5～15分提供時間5～15分

提供時間8分提供時間10分提供時間15分提供時間15～20分

提供時間10分提供時間10分

ソーキそばソーキそば

\700

石垣島ゆんたく酒場 ゆい結

TEL 092-725-8838
福岡市中央区 六本松4-1-1-103

12:00～20:00

不定休

提供時間10分

提供時間10分提供時間10分

その場でお渡し 提供時間2～3分

提供時間15分

インドセットインドセット

\935

インドスパイス・BAR チチル＆シシリ

TEL 092-717-1447
福岡市中央区六本松2-2-8

11:30 ～ 14:30／17:30 ～ 19:30

定休日：木曜日

提供時間20分


