
たがわプレミアム付お食事券登録店舗（郵便番号順R4.8.5現在）

事業所名 住所 事業所名 住所

山賊鍋 田川店 伊加利六反田2101-2 ﾋﾞｯｸﾞﾍﾞｱｰｽﾞﾋﾟｻﾞ田川店 夏吉1358-5

モスバーガー田川イカリ店 伊加利2011-26 カラオケ喫茶２０１ 糒17-5

焼そばの想夫恋 田川伊加利店 伊加利748-1 DINING  海と大地 糒1907-29

中華そば専門店 天竺 伊加利2195-40 パン工房 ショコラ 栄町5-15

すしの駅 田川店 伊加利2043-3 珠珠 日の出町2-11

山賊鍋 田川バイパス店 伊田4650-1 すし処 富蔵 日の出町5-20

一休庵 伊田4974 元祖 筑天 日の出町10-12

焼肉 花味 伊田4883-2 酒多菜屋 Chiika 日の出町5-24

まるちゃん食堂 伊田4509-12 村まつり 日の出町3076-9

味処 あっぷる亭 伊田4969 ism 日の出町3-8

喫茶 ペルシャ 伊田5000 café & dining～MM～ 日の出町3-17

麺 たらこ 伊田3484-1 スナック ギルビー 日の出町訪問者ビル1F

ひとしずく 伊田5000-36 居酒屋 花野の香 中央町6-51

焼肉 じゅらく 伊田4968-11 楽笑酒場 くいしん坊 伊田町9-21

幸楽園 伊田5194 お好み焼き鉄板焼 船場 魚町6-20

お好み焼き 夢や 伊田1499-1 篠原茶舗 魚町1-5

ラーメン岡本っちゃん 伊田4224-4 焼とり がぜん 魚町10-24

へいちくマルシェ 伊田2621-1 和風スナック てまり 魚町7-11
田川伊田駅舎うどん店 いたんこ 伊田2621-1 焼鳥 一 魚町7-13

神様の宝石でできた料理店 伊田2621-1 焼とり わらべ 魚町11-1

若葉鮨 伊田4865 ちょこっと一杯 たっちんの店 魚町10-2

バードコーヒー 伊田2717鎮西団地内店舗9009 友悠亭 伊田町16-8

しまたて商店 伊田2721 しっとう屋 伊田町15-8

おいでやす 伊田1710-11 カラオケ喫茶 進城 伊田町13-2

CHIKU CHIKU 伊田4479-2 鮨処 八幡茶屋 伊田町3052-1 三愛ﾋﾞﾙ1F

Burg 1059 伊田4912-4 うりぼーの社内 飲み喰い処 凜 伊田町7-17

ろくの家 田川松原店 伊田4871-1 居酒屋 ちゃちゃ 伊田町4-10 ﾘｷﾋﾞﾙ1F

公之鶏 伊田1771-1 ナイトイン シークレット 伊田町ニュー三愛ビル3F

たこ二番 伊田307-1 スナック サプリ 伊田町2985-18山本観光ﾏﾐｰﾋﾞﾙ1F

旬香酒灯 伊田4115-3 酒房 勇魚 伊田町9-14

大橋ドライブイン 伊田4859 ガネーシャキッチン 伊田町6-25

めん六や 福岡田川店 伊田4237-1 ITAMACHI BASEちんちきチキン 伊田町7-9

華実翔 白鳥町13-9 lounge YAN YAN 伊田町2980-20 マミービル1F

ふくみや(食事処) 伊田2651 スナック KEN 伊田町5-2 源氏ビル1F

東町珈琲焙煎所+ｃ 夏吉339-1 SELECT K 伊田町2980-17山本観光財山閣ﾋﾞﾙ1F

モンシュシュ 夏吉453-2 居酒屋 KING 伊田町6-34

sky garden 夏吉194-38 花の樹 伊田2979-4第2扇ﾋﾞﾙ1階

韓Deliプム 夏吉453-2 BAR CHAMPION 伊田町6-33 2F

華さん食堂 夏吉店 夏吉194-18 BAR ｈ.Mens 伊田町9-8 大名ビル1階

本場韓国焼肉 宋家 夏吉869-1 居酒屋 チャンピオン 伊田町7-5

プルニマ田川店 夏吉1429-1 アニソンバー チャンピオン 伊田町2929-5

炭火焼 KEITON 夏吉361-1 OOJA 伊田町4-7山本観光ビル1F

南幸老 夏吉194 栄寿司 伊田町2-34

スシロー 田川夏吉店 夏吉194-93 FUA CAFÉ 伊田町2980-33

とんかつ濵かつ田川夏吉店 夏吉477-2 蛇の目寿司 伊田町8-9

串揚 将きち 夏吉339-1 やきとり弁慶 伊田町4-3
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ラウンジFAVORI 伊田町9-14 文字山きっちん 弓削田1492-3

スナックowlea 伊田町16-2 木村ビル2F ウエスト田川店 焼肉コーナー 川宮55-1

スナック Mie 伊田町4-6 山本観光天国ビル1F 相撲茶屋 貴ノ花 川宮1776-1

DK IROHA 伊田町4-6 天国ビル1F 焼肉はうす 四季亭 川宮1221-4

Repeat 伊田町2929-5 REALY'sﾋﾞﾙ1F ｶﾚｰﾊｳｽCoCo壱番屋ﾒﾙｸｽ田川店 川宮1699-27

スナックかっちゃん 伊田町2957-4辻村ビル1F ダイニンBAR SEA-DREAM 川宮531-4

居心地ダイニング 鮴 伊田町2985-42 お好み焼き・鉄板焼 八七 川宮1221-5

焼とり 野村 伊田町16-20 ガスト田川 川宮1693-2

味よし 伊田町16-2 資さんうどん田川店 川宮10-34

ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰｺｰﾝｽﾞ田川中央店 伊田町2-16 酒ｘ食 みのる 川宮1774-1

ＴＡＮＴＯ 新町11-56 サンキッチン サンリブ田川店 川宮1693-1

もつ鍋 鉄心 新町21-1 2F 西村園茶舗 サンリブ店 川宮1693-1 ｻﾝﾘﾌﾞ店内1階

料亭あおぎり 新町21-28 コロッケ倶楽部 川宮店 川宮字原463-4

太助ずし（いけす太助） 新町23-31 菜の花 川宮1774-1(柿の木坂屋台村)

タクラカフェ 番田町1-7 手打うどん ちえ福 奈良240-9

Dining 麒麟さん 番田町4-35 2F 居酒屋 A DAY 奈良248-5

海鮮茶屋 番田町4-35 炭火焼肉 仙里 奈良1797-411

番田の里 田川稚加栄 番田町6-23

土筆 番田町5-22

中華料理 華扇 番田町7-3

一路 番田町3-23

実（みのり） 伊田町9-15

炭火やきとり よしむら 桜町4-7

森本うなぎ 本町1-28

とり茶 本町7-4

一平食堂 本町4-14

(有)若とり 本町3-29

ザ・ワインハウス 汐路 本町6-11

かじわら商店 本町4-18

そば屋 牧口 本町8-1

太助寿司 本町6-20

呑み処 ひびき 本町6-6

西村園茶舗 上本町2-5

ﾈﾊﾟｰﾙ&ｲﾝﾄﾞ料理 ヒマラヤ 西本町1-7

まんぴん食堂 春日町1-26

串屋 とり啓 春日町1-23-1

もやしそば己城 春日町1-25

魚河岸 千代町1619-4

棚牡丹 千代町8-4

マンボー&ZOO 平松町1853-7

焼鳥ハウス イーグル 丸山町11-14

魚菜庵 おおとも  弓削田1176-8

雲龍 弓削田3589-1

スパゲティハウス エスト 弓削田332-1

ベルセゾン ナカムラ 弓削田関の山3782-1

びわの木 弓削田1162-1


