
令和3年11月22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

やまみうに下関水陸物産株式会社 下関市岬之町10-6 083-223-7284 8:30-17:00 土・日・祝日

おみやげ街道下関駅改札内 下関市竹崎町4丁目3-1 083-228-5881 6:30-21:00 無し

おみやげ街道下関 下関市竹崎町4丁目3-1 083-228-0631 9:00-18:00 無し

酒庵「空」 下関市幡生宮の下町８番２３号 083-252-1877 10:00-17:00 お盆、正月

味の専門店　MARUICHI
下関市竹崎町4-4-8

シーモール下関専門店街B1
083-250-5037 10:00-19:30 無休(シーモールの休業日による)

割烹旅館寿美礼 下関市竹崎町3丁目13-23 083-222-3191 11:30-14:00 ／17:30-22:00 不定休

赤間醸造株式会社 下関武久町1丁目6-12 083-254-2422 8:15-18:00
第2、4、5土曜、

日曜、祝日

岸砿油株式会社 下関市東大和町1丁目4番1号 083-267-3041 7:00-19:00日・祝9:00-17:00 無休

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

洋菓子のシュロス 下関市豊前田町2－7－12　若狭ビル1階 083-233-0679 12:00-23:00 日曜日

釜山食堂 下関市竹崎町2-13-16 083-235-3333 17:00-23:00 月曜日

ゆめぜん下関 下関市竹崎町3-11-2 083-235-1155 17:30-22:30 日曜日・祝日

みんなの蔵ぶ 下関市豊前田町2-6-16 国分ビル2階 083-242-1151 18:00-5:00 無休

和欧風創作料理　日和庵 下関市丸山町5-3-19 083-229-3388
11:30-22:00

（15:00-17:30クローズ）
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

寿し処ひのき 下関市細江町1-5-9 050-5487-7120 17:00-22:00 日曜日

shuan KU cafe 下関市幡生宮の下町８番２３号 083-252-1877 10:00-17:00 (L.O.16:30) 水曜日　お盆、正月

牛串とら豆ともつ鍋こまめ　下関店 下関市竹崎町２丁目１２－１ 083-250-8660 18:00-25:00 不定休

炭火串焼き　やきとん正一郎 下関市竹崎町１丁目１５－３３ 083-242-6611 18:00-25:00 不定休

素晴らしきかな人生　下関店 下関市山の田東町７－２ 083-254-1090 18:00-25:00 不定休

MUSIC　BAR　SecondLine 下関市豊前田2丁目5-3 083-250-7512 19:00-23:00
日～木曜日

※変更となる可能性あり

がっつり市場　シーモール店 下関市竹崎町4-4-8 083-222-3000 10:0-19:00 無

シーモールパレス

フランス料理モンレーブ
下関市竹崎町4-4-8 083-231-7000

11:30-15:00（2日前予約）／

17:00-21:30（2日前予約）

土・日曜日・祝日

臨時休業あり。

青い麦 下関市豊前田町2-8-9   角田ビル1F 083-235-0504 19:00-25:00 日曜日

スナック　ニーナ 下関市豊前田町2-7-1　国際プラザ4F 083-233-2176 19:00-24:00 日曜日

味庵しものせき 下関市竹崎町4-3-1 083-228-1877 11:00-20:00 無し

離れ竜胆 下関市豊前田町2丁目1-8 083-242-0100 18:00-25:00 日曜日

田所商店 下関駅前店 下関市竹崎町4丁目2-33 083-227-3456 11:00-24:00 無休

ミスタードーナツ　シーモール下関ショップ下関市竹崎町4丁目4-8 シーモール下関1F 083-222-1072 10:00-20：00 無休

旬の食と楽しい酒　和 下関市細江町1-7-12 083-222-5569 17:30-22:00 日曜日、月曜日

STEAK Dining ROSSO 下関市竹崎町1-16-11 083-232-8033 11:00-24:00 日曜

あらかぶ 下関市豊前田町2-2-16 083-232-2415 17:00-22:30 不定休

美食宝仙 下関市豊前田町2丁目1-22 083-234-0385 17:00-23:30 日曜日

みすず 下関市竹崎町1-16-6 中山ビル101 090-3632-6549 17:00-23:00前後 不定休

寿司すみたに 下関市豊前田町2-7-22 083-222-1722 17:00-23:00 月曜日

茶寮下関大丸店 下関市竹崎町4-4-10大丸下関店7階 083-235-8029 昼11:00-15:30　夜17:00-21:00 百貨店に準じて

割烹　蔦 下関市竹崎町2-12-2 083-223-3791 13:00-23:00 日曜

下関炉端バル雷電 下関市竹崎町４－４－１ 083-228-0808 17:00-24:00 月曜日

ふく料理しのだ 下関市今浦町７－９ 083-222-5267 12:00-22:00
火曜日

（祝日の場合翌日）

さかな市場下関駅前店 下関市竹崎町1丁目15-35下関プラザビルBF 083-228-6622 17:00-24:00 無休

鉄板月輪 下関市豊前田町2-1-18 アーバン20ビル1F 083-250-9913 18:00-23:00 無し

豚骨らーめんまる龍 下関市豊前田町3丁目２－７下関第一ビル１F 083-242-2206 11:30~15:00 18:00~24:00 火曜日

焼肉まるた屋 下関市豊前田町2-5-14 オレンジビル1F 083-235-5122 11:30~14:00/17:00~23:00 火曜日

Royale 下関市豊前田町1-1-18  丸久ビル１F 083-250-5380 21:00-1:00 不定休

焼肉やすもり本店 下関市竹崎町2丁目1-13 083-222-6542 平日）17：00-22：30　土日祝）11：30-22：30毎週木曜日

炉端いざか家日の出丸 下関細江町1-3-16 083-235-4428 18:00-23:00 月・火曜日

旬菜炉端47変化 下関市竹崎町1-17-8 岡田ビル1階 083-235-0047 17:30-23:00 日曜

串揚げ　茶山　はんなり 下関市豊前田町２丁目２－１１ 083-222-0600 17:30-22:00 日曜日

ＥＸＡＳ　ＴＨＥ　ＢＡＲ 下関市豊前田町２丁目２－１２ 083-223-0234 20:00-25:00 日曜日

ほろ酔い処　穂のぼの 下関市豊前田町2-6-6 080-6322-2226 18:00-24:00 火曜日

さらにお得に！下関おトクーポン取扱店

下関駅

その他

お土産物店

飲食店



もれなべ 下関市竹崎町2-13-5 廣崎ビルB1 083-271-1287 18:00-24:00 水曜日

ステーキ＆焼肉極 下関市竹崎町2丁目11-13 083-242-1129 11:00-14:00 17:00-23:00 火曜日

インド料理　ナンダン 下関市竹崎町4-4-8 シーモール４F 083-223-7788 11:00-20:00 無し

たまや本店 下関市彦島老町2-5-9 083-267-7804 11:00-22:00 水曜日

観光施設 海峡ゆめタワー 下関市豊前田町３丁目３－１ 083-231-5877 9:300-2130（最終入館21:00） 1月第4土曜日

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

下関駅

飲食店


