
令和3年11月19日付

エリア ジャンル 店舗名 所在地 電話番号 営業時間 定休日

壇之浦パーキングエリア（下り線） 下関市壇之浦町6‐1 083-232-1451 0:00‐24:00 年中無休

おみやげ　海神（わたつみ） 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-242-1153 9:00-18:00 年中無休

ふくの里 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-229-5800 9:00-18:00 年中無休

魚重　カモンワーフ店 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-222-4129 9:00-18:00 年中無休

保賀や 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-232-5884 9:00-18:00 年中無休

フツーツパレット 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-223-8508 9:00-18:00 年中無休

錦山商店 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-223-2838 9:00-18:00 年中無休

関門の宿　源平荘 下関市みもすそ川町8-8 083-235-8888 8:00-21:00 なし

阿わ雪本舗　松琴堂 下関市南部町２－５ 083-222-2834 9:00-17:00 日曜祝日

旧下関英国領事館　ショップ 下関市唐戸町4-11　旧下関英国領事館 083-235-1906 9:00-17:00 毎週火曜日

梅寿軒　本店 下関市中之町8-24 083-222-2372 8:30-17:30 日曜日

林商店 下関市唐戸町5-50　唐戸市場内 083-222-2201 4:00-15:00 水曜日

ふぐ問屋海　唐戸市場店 下関市唐戸町5-50　唐戸魚市場一階 083-223-8741 9:00-15;00 水曜日、お盆、年始

有限会社かねよし 下関市唐戸町5-50唐戸市場内 083-232-5067 8:00-15:00 休市日

株式会社ほんぽ唐戸市場店 下関市唐戸町5-50 083-266-4225 5:00-12:00 水曜日

宗岡茶舗 下関市唐戸町5-50 唐戸市場内 083-223-6913 平日4:00-13:00 土4:00-14:00 日・祝9:00-15:00水曜日（不定期）

同）おさかなフーズ 下関市唐戸町5-50 083-222-2773 5:00-14:00 唐戸市場HPにてご確認ください。

兼子商店 下関市唐戸町5-50（唐戸市場内） 083-223-5865 6:15-17:00 唐戸市場HPにてご確認ください。

はぎはら商店 下関市唐戸町5-50（下関地方卸売市場内） 083-222-3737 5:00-15:00 水曜日（隔週）

村田商店 下関市唐戸町5-50 083-232-5210 4:00-11:00 水曜日

桶尾商店 下関市唐戸町5-50 唐戸市場内 083-233-2460 6:30-15:30 不定休

(有)久保田蒲鉾店 下関市唐戸町5-50　唐戸市場内 083-232-6708 5:00-15:00 休市日

市村蒲鉾　唐戸市場店 下関市唐戸町5-50 083-235-1889 5:00-15:00 水曜

矢野商店 下関市唐戸町5-50　唐戸市場内 090-9416-8879 3:00-13:00 唐戸市場に準拠

魚重　唐戸市場店 下関市唐戸町５－５０ 083-229-4129 （平日）3:00-14:30（日・祝日）8:00-16:00唐戸市場に準ずる

村本商店 下関市唐戸町5-50 唐戸市場内 083-286-5249 4:00-15:00 不定休

下関市立しものせき水族館「海響館」

ミュージアムショップ※11月1日～
下関市あるかぽーと6番1号 083-228-1100 9:00-17:30　最終入館17：00 なし

下関市営国民宿舎

海峡ビューしものせき
下関市みもすそ川町3番58号 083-229-0117 6:00‐22:00 年中無休

下関市火の山ユースホステル 下関市みもすそ川町7-1 083-222-3753 6:00-22:00 無し

サイクルピット２４０ 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-250-8608 10:00-18:00 水曜日

関門汽船株式会社 下関市あるかぽーと１－１ 083-222-1488 8:00-18:00 無

長寿製パン株式会社 下関市本町1丁目2-4 083-231-0300 本店8:30-16:15　土8:30-12:00  日曜日・祝祭日

長寿製パン株式会社　唐戸市場店 下関市唐戸町5-50　 083-223-2760 5:00-12:00 唐戸市場に準ずる/日・祭日は休み

先野商店 下関市唐戸町5-50 083-232-9464 15:30-14:30 唐戸市場と同じ

磯部商店 下関市唐戸町5-50 唐戸魚市場内 090-3329-4505 3:00-15:00 市場休みに、準ずる

株式会社下関勇次水産 下関市赤間町9-7 083-233-2345 9:00-15:00 唐戸市場休市日

村本商店 下関市唐戸町5-50 唐戸市場内 083-286-5249 4:00-15:00 不定休

浦商店 下関市唐戸町5-50 083-234-3268 3:00-12:00 水曜日

（株）藤野商店 下関市唐戸町5-50  唐戸市場内 083-232-1103 3:00-15:00 市場休に準ずる

植野商店 下関市唐戸町5-50 唐戸市場内 083-235-0620 4:00-15:00 祝日除く毎水曜日

湊商店 下関市唐戸町5-50 090-2296-9827 4:00-15:00 水曜日

セブンイレブン下関貴船４丁目店 下関市貴船町４丁目１－２０ 083-222-1786 24時間 年中無休

三浦精肉店 下関市貴船町1丁目1－10 083-222-7889 9:00-18:00 日曜日・祝日

からと屋 下関市唐戸町6‐1 083-229-5640 11:00-15:00／17:00-23:00 無し

下関市満珠荘 下関市みもすそ川町3-75 083-222-1126 9:00-22:00 なし

スカイビアガーデン 下関市南部町31番2号 083-231-5000 18:00-21:00 開催期間7/1～9/25

花瀬 下関市南部町31番2号 083-231-5000 11:30-20:00 なし

ブルーフォンセ 下関市南部町31番2号 083-231-5000 7:00-20:00 なし

ロビーラウンジシオン 下関市南部町31番2号 083-231-5000 10:00-17:00 なし

ウズハウス 下関市阿弥陀寺町7-8 083-250-9787 9:00-20:00 （L.O.19:30） 無し（SNSでお知らせ）

春帆楼本店 下関市阿弥陀寺町4-2 083-223-7181 11:00-14:00／17:00-22:00 無し

みもすそ川別館 下関市みもすそ川町23－15 083-222-3357 11:00-14:00／17:00-21:00 不定休

Le  café OTO 下関市みもすそ川町23－15 083-222-3357 11:00-17:00（L.O.16:30） 月・火・水曜日

ふく処喜多川 下関市南部町７－１１ 083-232-3212 11:30-20:00 不定休　主に水曜日

イルカの見えるレストラン 下関市あるかぽーと6-1　海響館内 083-235-1500 11:00-17:00 年中無休

tearoom Liz 下関市唐戸町4-11　旧下関英国領事館2階 083-242-2017 10:00-18:00 毎週火曜日

平家茶屋 下関市みもすそ川町１－１ 083-222-2022 11:00-21:00
火曜日

（祝日の場合は翌日）

さらにお得に！下関おトクーポン取扱店

唐戸

お土産物店

飲食店

その他



エリア ジャンル 店舗名 所在地 電話番号 営業時間 定休日

Trattoria ALBERI 下関市中之町8-20 083-231-1016 11:00-22:00 月曜日

cha-no-koku 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-229-4177 10:00-17:00 年中無休※臨時休業あり

LAカフェ 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-223-0407 10:00-18:00 年中無休※臨時休業アリ

いちばのよこ 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-228-1845 11:00-15:0017:30～ネタ切れ 不定休

彩や 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ2F 083-223-7420
11:00-15:00 17:00～21:00※予約

のみ
木曜日※祝日の場合営業

オランジェリエ・モリ 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-223-0550 10:00-17:00 不定休

奇兵隊 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ2F 083-232-7028 11:00-15:00 年中無休

牛角 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ2F 083-233-8929 17:00-24:00（L.O.23:20） 年中無休

杉養蜂園 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-229-1538 9:00-17:45 年中無休

すし遊館 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ2F 083-228-1722
平日11:00-21:00（入店受付

20:30） 
年中無休

台楽茶 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-250-8823
平日10:00-18:00  土日祝10:00-

19:00
年中無休

タカダコーヒー 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-232-0955 10:00-18:00 年中無休

敦煌 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ3F 083-234-5511
11:00-15:00（L.O.14:30）17:00-

22:0（L.O.21:30）
年中無休

ナンダン 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-223-5563 9:00-20:00 年中無休

林家 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-223-6371
昼10:00-16:00

（L.O.15:30夜17:00-20:00
金曜日※祝日営業

彦島シーレディース 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-222-9841 10:00-17:00（L.O.16:00） 金曜日※祝日営業

ふくの関 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-234-9841 11:00-16:00 17:00-21:00 年中無休

藤屋 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ2F 083-222-0890 11:00-15:00 年中無休

源平太鼓 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F

有限会社ふじ珈琲 下関市中之町1-14 083-249-6512 11:00-17:00 水曜日

魚正本陣 下関市赤間町4-20 083-234-0732
火～土曜日　11:30-14:30

（L.O.14:00）

月曜日

（祝日の場合は営業）

バンビーニ 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ１F 083-227-4977 10:00-17:00　※延長あり
年中無休

※臨時休業あり

がっつり市場　唐戸店 下関市唐戸町4-1カラトピア1Ｆ 083-222-0335 7:30-14:00 水曜日

雨森商店 下関市唐戸町5-50唐戸市場内 083-223-7034
月～木 7:00-14:00／金土 9:30-

14:00／日祝7:00-14:00
水曜日

割烹　お富 下関市阿弥陀寺町7-9 083-223-0103
11:30-15:00／17:00-22:00（2日

前予約）

日曜日

臨時休業有り。

スナックえり子 下関市赤間町2-10   赤間ﾌﾞﾗｻﾞ 1F 083-234-0887 19:00-24:00 日曜日、祝日

話食 こだま 下関市中之町3-16   石亀ﾋﾞﾙ 1F 083-231-8484 17:30-23:00 日曜日

株式会社　道中 下関市唐戸町5-50 083-222-9880 8:30-15:30 水曜日

有限会社　仁井田商店 下関市唐戸町5-50　唐戸市場１階 083-223-0986
月～木5:00-12:00

金土5:00-14:00日祝7:00-14:00
水曜日

まぐろとかめ 下関市唐戸町5-50　唐戸市場２階 083-242-0075
月～土6:00-13:30

日・祝6:00-14:00
水曜日

旬楽館 下関市唐戸町3-10 083-228-2452 11:00-21:00 毎週水曜日

(有)福一商店 下関市唐戸町5-50  唐戸市場内 083-231-8707 土曜日9:30-15:00   日、祝日7:00-15:00下関唐戸市場休市日

小田商店 下関市唐戸町5-50 083-245-2322 4:00-15:00 毎週火・水曜日

クラブKAKA 下関市赤間町2-4　スカイプラザ7F 083-231-4540 20:00-24:00 日・祝日

河久　唐戸店 下関市唐戸町5-1 083-235-4129 平日10:00-15:00   土日　10:00-18:00木曜日　金日曜

じにあす3000 下関市赤間町7-14 083-228-3000 19:00-5:00 日曜日

AKAMA布久亭 下関市阿弥陀寺町7-8 083-242-0772 11:00-21:00 毎週月曜日

ふく・長州料理　KATSUMOTO 下関市田中町8-11 083-232-8694 17:00-22:00 月曜日

カモンワーフ事務局 下関市唐戸町6-1 083-228-0330 9:00-18:00 無休

シュミレーションゴルフNew World 下関市唐戸町6-1　カモンワーフ２F 083-249-6516 予約制 木曜日

店舗名 所在地 電話番号 営業時間 定休日

日本交通産業株式会社 下関市大坪本町45番30号 083-222-3992 0:00-24:00

下関第一交通株式会社 下関市阿弥陀寺町1番12号 083-223-6221

下関個人タクシー協同組合 下関市椋野上町1－8 083-222-1868 9:00-17:00（組合事務所） 土・日・祝

下関山電タクシー株式会社 下関市椋野町3-6-2 083-234-0124

大和交通株式会社 下関市中之町1-20 083-222-6344 24時間営業

みなとタクシー株式会社 下関市大和町1-6-9 083-266-1144

有限会社南国シティタクシー 下関市彦島本村町5-1-17 083-266-3004

株式会社下関平成タクシー 下関市細江町2-2-18 083-234-2300

とようら交通株式会社 下関市細江町1-4-14 083-231-3155

有限会社小月自動車 下関市王司上町4-3-50 083-249-2323

株式会社彦島交通 下関市彦島江の浦町6-4-6 083-266-6331

有限会社まさごタクシー 下関市小月茶屋2-1-21 083-282-0476

丸矢観光株式会社 下関市小月茶屋2-1-21 083-282-0142

株式会社ポップ 下関市有冨4-6 083-256-1919

下関タクシーチケットセンター有限会社 下関市中之町6番4号-301号 083-223-2285 9:00-17:00 土・日・祝

ジャンル

タクシー

観光施設

唐戸

飲食店


