
100年フードフォトスタンプラリーのページをご覧いただき有難うございます！

ご案内

「１００年フードフォトスタンプラリー 参加飲食店リスト」
に記載のお店が実施店となります。
※営業日や営業時間など、各店のホームページ等でご確認の上、
ご参加ください。

次ページ

100年フードの関連情報（マップなど）です。
お店選びの参考としてご覧ください。
※フォトスタンプラリーを実施していないお店の情報が記載されている
場合もあります。必ず参加飲食店リストをご確認ください。

3ページ
目以降

＜参加方法＞

「食文化あふれる国・日本」プロジェクト 主催：文化庁

100年フードフォトスタンプラリー事務局（ロケーションリサーチ株式会社内）
メール：100nenfood@foodculture.jp

100年フードフォトスタンプラリーへのご参加、
お待ちしています！

スタンプラリー実施店

Step2
スタンプラリー実施店で「100年フード」のメ
ニューを注文し、100年フードカードをもら
い、料理やカードを撮影！
スタンプラリー実施店など詳細はこちら
https://foodculture2021.go.jp/stamprally/

Step3
100年フードカードを2枚以上集めたら、メッセージと指定の
ハッシュタグをつけてInstagramに写真を投稿する。

　1つの投稿に撮影した2枚以上の写真を載せ、

カードを集める 2枚集めたら投稿！

飲食店
M A P 参加参加

　　条件条件

スタンプラリー実施店にて、店員さんへ声をかけてください！

お店の名前や100年フードの感想など、投稿写真に
メッセージ（100文字程度）を添え、ハッシュタグ
#100年フードフォトスタンプラリーと#集めた100
年フードの名前をつけて、投稿してください。

100年フード　フォトスタンプラリー

Step1
アカウント名

「
100年フードフォトスタンプラリー」

＠100nenfood

Instagramアカウントをフォローする。　

※賞品一覧など随時情報を更新予定！

フォローする

mailto:100nenfood@foodculture.jp
https://www.instagram.com/100nenfood/
https://foodculture2021.go.jp/stamprally/


100年フード名：うなぎのせいろ蒸し

地区 店舗名 住所 電話番号 お店の公式サイト・SNS等

元祖　本吉屋 福岡県柳川市旭町69 0944-72-6155 https://www.motoyoshiya.jp/

https://www.instagram.com/motoyoshiya_official

/

うなぎの冨さん 福岡県柳川市細工町１５ 0944-73-9443

https://www.yanagawa-

net.com/spots/detail/c1adfc4e-69ba-4479-ac10-

7f74244c1a1f/

鰻・日本料理　山田屋 福岡県柳川市三橋町柳河５８５−１ 0944-74-0883 http://unagi-yamadaya.com/

https://www.instagram.com/yamadaya_unagi/

うなぎ　日本料理　菊水  福岡県柳川市辻町２４−６ 0944-72-2057 https://unagi-kikusui.jp/

https://www.instagram.com/unagikikusui/

うなぎと食事処　千十 福岡県柳川市沖端町５７ 0944-74-5513 https://www.instagram.com/senziyuu8/

柳川　白柳荘 福岡県柳川市新町１６ 0944-73-1188 https://www.hakuryusoh.co.jp/?page=meal&

https://www.instagram.com/hakuryusoh/

うなぎの　原田 福岡県柳川市大和町中島４５１−１ 0944-76-4229 https://unaginoharada.com/

https://www.instagram.com/unaginoharada/

うなぎ処　福泉操 福岡県柳川市三橋町下百町３１−１ 0944-73-5760 https://fukusensou.jp/

うなぎ料理　若松屋 福岡県柳川市沖端町２６ 0944-72-3163
https://wakamatuya.com/

https://www.instagram.com/yanagawawakamats

uya/

うなぎ屋　本店 福岡県柳川市城隅町２２−４ 0944-73-0118 https://www.instagram.com/unagiya.honten/

皿屋　福柳 福岡県柳川市沖端町２９−１ 0944-72-2404 http://www.saraya-fukuryu.com/main.html

https://www.instagram.com/sarayafukuryu/

うなぎ処　楠川  福岡県柳川市城隅町２２−７ 0944-74-1707
https://www.yanagawanet.com/spots/detail/e46

48810-5c08-4337-9ac7-683631d4799e/

うなぎの富貴  福岡県柳川市沖端町１０８ 0944-74-3147 https://unaginofuuki.com/

柳川藩主立花邸　御花 福岡県柳川市新外町１ 0944-73-2189 https://ohana.co.jp/

柳川市

沖端エリア

１００年フードフォトスタンプラリー　参加飲食店リスト

都道府県名：福岡県 団体名：一般社団法人柳川市観光協会
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※□□□は1時間無料、
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市民文化会館
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2022年2月現在（料金は変更される場合があります。）

一般社団法人  柳川市観光協会ウェブサイトアドレス

柳川市ウェブサイトアドレス

西口に
グッデイ

73-2516

https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp

柳川市内では、訪れる観光客や柳川市民に

よって、年間150万匹ものうなぎが食べ

られているよ。

福厳寺

柳川よかもん館

ファミリーマート

柳川市三橋町下百町31-1
https://fukusensou.com/

0944-73-5760
福泉操

柳川市旭町69

http://www.motoyoshiya.jp/

0944-72-6155
柳川市沖端町12沖端支店 0944-72-9070

元祖 本吉屋

柳川市沖端町26
http://www.wakamatuya.com

0944-72-3163
若松屋

柳川市沖端町28
http://www.yanagawakk.co.jp/rokkyu.html

0944-72-0069
民芸茶屋 六騎

柳川市沖端町29-1
http://www.saraya-fukuryu.com/index.html

0944-72-2404
皿屋 福柳

柳川市沖端町108
http://unaginofuuki.com/

0944-74-3147
うなぎの富貴

柳川市城隅町18-9
http://www.dedaito.com/

0944-72-7900
うなぎの大東

柳川市新外町1
http://www.ohana.co.jp/index.html

0944-73-2189
柳川藩主立花邸 御花

柳川市稲荷町20-2
https://yanagawaya.co.jp/

0944-72-2411
うなぎ処 柳川屋

柳川市辻町24-6
http://www.unagi-kikusui.jp/

http://www.unagiyagen.com

0944-72-2057
うなぎ・日本料理 菊水

柳川市三橋町高畑100-3
https://hinodeya-unagi.com/

0944-72-2437
日の出屋

柳川市三橋町藤吉494-4
http://yanagawa-kawayoshi.com/

0944-72-2670
川よし

柳川市新町16
http://www.hakuryusoh.co.jp/

0944-73-1188
柳川 白柳荘

柳川市三橋町柳河585-1
http://unagi-yamadaya.com/

0944-74-0883
鰻・日本料理 山田屋

柳川市三橋町下百町31-6
0944-72-0026
古蓮

柳川市細工町15
0944-73-9443
うなぎの冨さん

柳川市城隅町22-7
0944-74-1707
うなぎ処 楠川

柳川市沖端町57
0944-74-5513
うなぎとお食事処 千十

柳川市稲荷町13-5
0944-72-5010
万榮堂

柳川市大和町中島451-1
0944-76-4229
うなぎの原田

柳川市沖端町37-1
0944-85-7703
うなぎ屋 元

柳川市城隅町22-4
0944-73-0118
うなぎ屋本店

お店の場所は、
下の地図を参考に
してね。
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お店の場所
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沖端支店
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