
SAGAおいし～と食事券2022加盟店 2022/11/22

佐賀市 登録店舗数 704店

屋号 住所 電話番号 カテゴリ
アール・スタイル・ダイニング 白山1-2-13諸永ビル1Ｆ 0952-22-5838 レストラン・食堂
青い月 水ケ江二丁目6-7 0952-26-4930 レストラン・食堂
味彩　おかもと 駅前中央1丁目11-30 0952-28-9430 居酒屋
味のれん　はなお 城内1-5-24 0952-26-6613 和食
あじみ 大財1丁目4-6K8ビル1F 0952-20-0919 居酒屋
アトランティックカフェ 川副町南里348アトランティックカフェ 090-4343-6866 洋食
アニバーサリー 呉服元町3-7ハナビル1Ｆ 0952-26-8568 カフェ・スイーツ
あぶりや儀七 呉服元町1-9 0952-29-2465 居酒屋
有馬うどん 北川副町光法1681-5 0952-24-8618 うどん・そば
ARLES 八幡小路2-12 0952-22-4332 バー・ダイニングバー
AND MORE COFFEE 南佐賀1-21-10 0952-60-1442 喫茶店
アンナの贈り物 高木瀬町⾧瀬935-2 0952-32-1245 カフェ・スイーツ
E.A.D 駅南本町4-24スカイアベニュー2F 0952-97-7081 フレンチ・イタリアン
イエロースパイス 駅南本町6-3 0952-37-7979 カレー・丼
活き造りと明太なべ　小僧 白山2丁目4-10 0952-27-2301 居酒屋
いけす海幸 下田町1-15 0952-23-5115 和食
池田屋 赤松町241-39 0952-22-7508 ラーメン・ちゃんぽん
居酒屋 鱗 駅前中央1丁目10番11号 0952-29-8810 居酒屋
居酒屋　シャンリー 駅前中央1-13-30 0952-97-6111 居酒屋
いざかや飛鳥 愛敬町4-1 0952-29-1895 居酒屋
居酒屋あふりか商店 鍋島町八戸3194 0952-28-4454 居酒屋
居酒屋　金柑 駅前中央1丁目5-14 0952-26-5108 居酒屋
居酒屋こがんちゃ家 堀川町2-29 0952-26-0650 居酒屋
居酒屋のーてんき鍋島店 開成6-5-27 0952-32-2405 居酒屋
居酒屋のーてんき本庄店 本庄町本庄2-20 0952-26-1725 居酒屋
伊酒屋BasilBasil 鍋島町森田406-1 0952-97-7892 フレンチ・イタリアン
居酒屋むらはち佐賀北部店 鍋島町八戸溝157-1 0952-20-4048 居酒屋
居酒屋ゆるり 本庄町本庄1326-1 0952-40-0524 居酒屋
居酒屋童 神野東1-9-23 0952-32-3255 居酒屋
居酒屋童東店 駅前中央3丁目6-6 0952-37-0277 居酒屋
いしむら高木瀬店 高木瀬東5-16-18 0952-34-4474 カフェ・スイーツ
いしむら本庄店 本庄町本庄 1274-6 0952-41-5332 カフェ・スイーツ
板前料理　まる新 中央本町1-26 0952-24-1757 寿司・天ぷら
一楽堂　兵庫店 兵庫南2-14-1 0952-27-9250 ラーメン・ちゃんぽん
井手ちゃんぽん　兵庫店 兵庫町1281-25 0952-32-4510 ラーメン・ちゃんぽん
井手ちゃんぽん　諸富店 諸富町山領322-1 0952-47-2505 ラーメン・ちゃんぽん
井手ちゃんぽん　大和店 大和町大字尼寺3650-1 0952-62-8181 ラーメン・ちゃんぽん
Innovative TEPPAN
Watahan

富士町古湯556 0952-51-8111 鉄板焼・ステーキハウス

イルソリッソ 中央本町2-22ツースリービル3階 0952-23-7790 フレンチ・イタリアン
囲炉裏　吟 呉服元町2-4IKEビル1F 0952-37-6775 焼肉・ホルモン・韓国料
囲炉裏居酒屋朋 大財一丁目5-3 0952-37-1205 居酒屋

インド料理ビスヌ　佐賀店 駅南本町2-1 0952-28-2150
アジア・エスニック・各国料
理

魚善 諸富町大堂938 0952-47-2403 和食
魚はち佐賀大和店 大和町尼寺2640-1 0952-37-3788 居酒屋
うちだ屋　大和バイパス店 大和町尼寺3660 0952-62-3688 うどん・そば
wood-style cafe 諸富町徳富71-1 0952-47-6638 フレンチ・イタリアン
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
うどんウエスト佐賀末広店 末広1-9-43 0952-27-0850 うどん・そば
うどんウエスト佐賀店 鍋島町森田887-1 0952-31-0251 うどん・そば
うどんウエスト佐賀光法店 北川副町光法1469 0952-26-5364 うどん・そば
うどんウエスト高木瀬店 高木瀬東3-20-1010-1 0952-34-1611 うどん・そば
うふふプラス 開成5丁目5－8 0952-30-2092 レストラン・食堂
馬乃米　佐賀大和店 高木瀬町⾧瀬1176－3 0952-30-7007 レストラン・食堂
旨味辛麺　ISSA 末広二丁目6-36 080-3222-3534 ラーメン・ちゃんぽん
梅の花 佐賀大和店 大和町尼寺四本松3732-1 0952-51-2350 和食
Urandeux(ウラン堂) 八幡小路2-7 0952-25-2373 バー・ダイニングバー
うる寅 松原2-1-15 0952-97-6650 居酒屋
嬉乃すし 若宮1-7-30 0952-30-1469 寿司・天ぷら
駅前ラーメン　ビッグワン 駅前中央1-13-16 0952-30-8212 ラーメン・ちゃんぽん
駅前ワイン食堂BIBI 駅南本町6-7第一内田ビル1階 0952-20-0819 居酒屋
エルカフェ 諸富町大字山領778-2 0952-47-4936 喫茶店
大阪王将　ゆめタウン佐賀店 兵庫北5-14-1ゆめタウン佐賀 0952-36-6937 中華料理
大戸屋佐賀北バイパス店 卸本町5-30 0952-37-5155 レストラン・食堂
大橋うなぎ屋 水ケ江1-4-59 0952-23-6249 その他の飲食店
OKONOMI ICHIBANCHI
（お好み一番地）　ゆめタウン
佐賀店

兵庫北5-14-1ゆめタウン佐賀 0952-33-8651
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

おこのみ亭 鍋島町八戸1144-1 0952-24-2487
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

おさかな家嬉乃 駅前中央3-2-21 0952-37-9535 レストラン・食堂
御食事処　ツル 高木町8-10 0952-23-4058 レストラン・食堂
御食事処　久坊 神野西1丁目8-1 0952-22-1134 和食
OTONARI 中央本町4-6 0952-28-2282 居酒屋
おにぎり家　酉辰 中央本町4-8 0952-37-3232 居酒屋
おふくろの味 登紀 神野東2－3－10 0952-31-6127 居酒屋
OPTiM CAFE 本庄町1オプティムヘッドクォータービル1Ｆ 080-9144-2223 カフェ・スイーツ

おむらいす亭ゆめタウン佐賀店
兵庫北5丁目14-1ゆめタウン佐賀2階
フードコート内

0952-33-5303 洋食

お宿　夢千鳥 富士町上熊川288番地 0952-51-0155 ホテル・旅館の宴会場
オリジンコーヒー 兵庫南4丁目12-10エレガントビレッジ 0952-37-9188 喫茶店
orutana 唐人2-2-14LINK TOWN3F 0952-20-0476 カフェ・スイーツ
俺流 情熱店 中村屋 大和町東山田3955-3 0952-37-3241 うどん・そば
御菓子司　鶴屋　本店 西魚町1番地 0952-22-2314 菓子
温泉民宿　みみ 富士町上熊川315-1 0952-63-0100 和食
ガーデンテラス佐賀　ホテル&マ
リトピア

新栄東3-7-8 0952-23-0111 ホテル・旅館の宴会場

海鮮居酒屋　第一三吉丸 神野東2-4-55 0952-33-5334 居酒屋
海鮮食亭　あじ彩 大和町大字尼寺3757-1 0952-62-5877 和食
かくれ家鍋島店 鍋島2-3-27セントラル鍋島102号 0952-32-7408 居酒屋
香光 駅前中央1-9-5 0952-23-8831 和食
嘉すがいGARAGE 唐人店 唐人2丁目5－31ドマーニ唐人1F 0952-60-5656 居酒屋
ガスト 佐賀兵庫 兵庫南2丁目2-24 0952-27-7586 レストラン・食堂
ガスト佐賀本庄 本庄町大字本庄197-1 0952-28-7425 レストラン・食堂
カツカレーの虎　本店 諸富町大字山領821-3 0952-47-9080 カレー・丼
活魚ランチ×居酒屋　海源 鍋島2丁目9-24 0952-32-3432 居酒屋
かっ彩 鍋島3-9-4 0952-32-2231 洋食
割烹津田屋 諸富町諸富津223-1 0952-47-2046 料亭
かつや 佐賀本庄店 本庄町袋244－2 0952-41-5881 カレー・丼
家庭料理　なな 赤松町3-37マンションTATUTA 1F 0952-25-0234 居酒屋
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
かにしげ佐賀大和店 大和町尼寺3761-1 0952-64-8555 和食

かばち 白山2-6-38コアビル1F 0952-29-1881
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

カフェ＆レストラン　はなかご 天神2-1-36 0952-25-2212 レストラン・食堂
CAFE木と本 唐人1-2-18CAFE木と本 0952-37-8803 カフェ・スイーツ
カフェとスコーンのお店　ひととき 八戸1-6-40 0952-48-0208 喫茶店
Café　Tomita 白山1-2-22 0952-37-7782 カフェ・スイーツ
カフェトレス 城内1-15-23佐賀県立博物館1F 0952-37-8402 レストラン・食堂
Cafe et Bar Arbre 呉服元町5-22井手ビル1階 0952-37-9837 バー・ダイニングバー
カフェ　バー　ムジーク 白山2-6-36エポックビル1F 0952-29-2088 バー・ダイニングバー
カフェパンゲア 天神3-2-15佐賀市立図書館1F 0952-60-3436 レストラン・食堂
カフェベイス 城内1-1-59佐賀県庁地下1F 0952-37-0401 レストラン・食堂
カフェルクスゆめタウン佐賀店 兵庫北5-14-1ゆめタウン佐賀 1Ｆ 0952-97-7790 カフェ・スイーツ
CAFE RETRO 神野東4-7-21内藤ビル103 090-1928-8773 喫茶店
かぶと寿司 高木瀬西3丁目8-16 0952-30-3603 寿司・天ぷら
鎌倉パスタ　ゆめタウン佐賀店 兵庫北5丁目14番1号 0952-36-7309 レストラン・食堂
我夢道 白山1丁目4-40 0952-22-0225 焼き鳥屋
辛麺屋　桝元　佐賀本庄店 本庄町本庄3-1 0952-37-1212 ラーメン・ちゃんぽん
辛麺屋 道 白山2丁目4-6K-5ビル　1F 0952-41-6003 ラーメン・ちゃんぽん
辛麺屋 道 北部バイパス店 鍋島町八戸溝144番4 0952-65-3805 ラーメン・ちゃんぽん
カレーショップ マルル 栄町4-12 0952-23-5377 カレー・丼
カレーハウスCoCo壱番屋佐賀
南部バイパス店

本庄町本庄1122番地1 0952-41-5995 カレー・丼

カレーハウスCoCo壱番屋佐賀
大和バイパス店

高木瀬町⾧瀬字一本杉1168-2 0952-34-1212 カレー・丼

観光ホテル　朝風 愛敬町11-25 0952-28-3333 ホテル・旅館の宴会場
甘味喫茶　NABESHIMA　／
ぐるぐる

巨勢町大字牛島730モラージュ佐賀　北
館1F　フードコート

0952-97-5511 その他の飲食店

亀おたけ 白山1丁目1-11二神ビル2F 0952-37-3548 居酒屋
菊正寿司 久保田町徳万2276-1 0952-68-4780 寿司・天ぷら
きくやの台所 久保田町徳万292 0952-68-2013 居酒屋
キサック　BANKO 中央本町4-20三ツ山ビル1Ｆ 090-7296-6021 バー・ダイニングバー
生そば あずま佐賀本庄店 本庄町袋268-1 0952-27-0113 うどん・そば
喫茶　モカ 唐人1-5-28 0952-26-4212 喫茶店
kitchen 29 中の小路2-5佐賀玉屋南館2F 0952-24-1151 カフェ・スイーツ
KITCHEN&BAR颯 白山2-1-25宮原中央ビル一階 0952-23-8533 フレンチ・イタリアン
木原鰻屋 中の小路3ー5 0952-25-1175 和食
木原鰻屋分店 嘉瀬町大字扇町2371-3 0952-24-1824 レストラン・食堂
GIVE&GIVEN 愛敬町2-20 080-3549-1138 バー・ダイニングバー
牛庵 成章町7-22 0952-29-8388 和食
牛角佐賀開成店 開成6-146-1 0952-36-8529 焼肉・ホルモン・韓国料
牛角兵庫南店 兵庫南4-313 0952-41-8677 焼肉・ホルモン・韓国料
牛匠 若宮2-5-59 0952-97-9124 ハンバーグ
牛笑 個室佐賀牛 駅南本町6-2 0952-37-6329 焼肉・ホルモン・韓国料
餃子酒家Tomoru 鍋島2-5-27けやきビル 0952-33-5133 居酒屋
餃子のぜん 大財1-3-19 0952-26-4262 その他の飲食店
ぎょぅざ屋 中央マーケット店 呉服元町2-2 0952-29-5585 中華料理
饗膳　とりい 呉服元町7-10 0952-28-5225 居酒屋
魚亭　菊や 大和町川上5276-1 0952-51-2628 寿司・天ぷら
金ちゃんラーメン 大和町尼寺3508-8 0952-62-7770 ラーメン・ちゃんぽん
くいしんぼ茶屋 豪ちゃん 松原3丁目2－27 0952-60-1148 居酒屋
くいもの屋わん　佐賀駅前店 駅前中央1丁目4-6モードビルV　2F 0952-41-7766 居酒屋
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
食想市場元気じるし 神野東3-1-46 0952-30-3587 居酒屋
串かつ劇場 松原3丁目3-23 0952-37-7976 居酒屋
串かつ七福神 若楠3丁目2-8井上ハイツＡ101 0952-30-8992 その他の飲食店
串カツ田中　佐賀駅南口店 唐人1-6-1アリエス唐人101 0952-22-2000 居酒屋
串屋　くうてん 中央本町4-1天山ビル1Ｆ 0952-22-1992 居酒屋
串焼き・串揚げ　一文字 赤松町6-11リバーサイド園田1F 0952-26-7016 焼き鳥屋
串屋　音色 白山2丁目5-24 0952-22-9610 焼き鳥屋
熊野川 大和町久池井3667 0952-62-1126 和食
くらおか亭 駅前中央一丁目2-3 0952-22-2087 和食
くら寿司佐賀若宮店 若宮3-5-29 0952-36-6106 寿司・天ぷら
GRAN 呉服元町5-17 0952-23-5459 カフェ・スイーツ
グランデはがくれ 天神2-1-36 0952-25-2212 ホテル・旅館の宴会場
グリル　タケシタ 駅前中央1-164アパホテル佐賀駅南口 0952-25-3811 レストラン・食堂
グレンドールゆめタウン佐賀店 兵庫北5-14-1 0952-36-8311 パン
鶏仙 松原2-13-7 0952-22-5870 居酒屋
健康れすとらん清風亭 大和町梅野120 0952-62-3111 和食
ケンタッキーフライドチキン佐賀
鍋島店

開成6丁目12-15 0952-34-1265 ファーストフード

ケンタッキーフライドチキン佐賀
南部バイパス店

西与賀町厘外970-1 0952-28-5865 ファーストフード

ケンタッキーフライドチキンゆめタ
ウン佐賀店

兵庫北5丁目14-1 0952-36-8101 ファーストフード

玄米食　おひさま 多布施2丁目5-30 0952-28-7883 その他の飲食店
元屋 唐人1-2-9 0952-24-8441 居酒屋
高級食パン専門店最高な普 本庄町本庄大字袋291-1 0952-20-1108 パン
光楽園 中央本町3－25 0952-23-3059 中華料理
cosa 中央本町2-22ツースリービル1階 0952-37-9929 カフェ・スイーツ
個室料理屋おがた 唐人一丁目5-26ハイツカラット101 0952-28-3707 居酒屋

GOTTO CURRY
巨勢町牛島730モラージュ佐賀北館1F
フードコート内

0952-37-8412 カレー・丼

コメダ珈琲店　佐賀兵庫店 兵庫北3丁目7-14 0952-97-7084 喫茶店
小料理　きよみどり 松原2-13-16野中ビル1階 090-6637-3103 和食
小料理じん吉 大財1丁目3番16号 0952-29-3050 居酒屋
小料理　千吉 中央本町4-9 0952-23-3913 その他の飲食店
ごん道 呉服元町2-12-1 0952-29-1180 居酒屋
サーティワンアイスクリーム　ゆめ
タウン佐賀店

兵庫北5-14-1ゆめタウン佐賀 0952-33-8631 アイスクリーム

サーティワンアイスクリーム　イオ
ンモール佐賀大和店

大和町尼寺3535-1 0952-64-8765 カフェ・スイーツ

サーティワンアイスクリーム　モ
ラージュ佐賀店

巨勢町牛島730-111 0952-28-2831 カフェ・スイーツ

サーティワンアイスクリーム　ゆめ
マートさが店

与賀町78 0952-26-4831 カフェ・スイーツ

サイゼリヤ モラージュ佐賀店 巨勢町大字牛島730 0952-41-5086 フレンチ・イタリアン
佐賀牛専門店　焼肉竜馬 鍋島3-136 0952-33-0660 焼肉・ホルモン・韓国料
佐賀牛レストラン季楽本店 大財3丁目9-16 0952-28-4132 鉄板焼・ステーキハウス
魚×酒＝すいづき 松原３丁目２－２２ 080-7697-3951 和食
さかな市場松原店 松原2-141-16セントラルプラザ1F 0952-26-4221 居酒屋
酒菜 志波 久保田町徳万499-1 0952-68-2063 和食
さかなや道場　佐賀北口店 駅前中央1-11-20えきマチ1丁目西館 0952-27-7621 居酒屋
さかなや道場　佐賀南口店 駅前中央1-4-1MIビル 0952-27-8811 居酒屋
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
佐賀ラーメン喰道楽大和バイパ
ス店

高木瀬町大字⾧瀬1691-2 0952-37-9123 ラーメン・ちゃんぽん

さがん大地 唐人1-7-10 0952-29-0142 居酒屋
酒と飯　豆たん 駅前中央1-3-56 0952-37-3381 居酒屋
SAKE NA BABY 駅前中央1丁目3番11号 080-6656-9583 居酒屋
酒の蔵　えん 八戸1-2-32 0952-23-2511 うどん・そば
紗知榮 中央本町4-20三ツ山ビル3F 090-8410-9267 その他の飲食店
茶房　桜湖 富士町下合瀬330-37 0952-57-2335 喫茶店
サン・シャレー 開成5-2-7 0952-30-8915 フレンチ・イタリアン
産地直送仲買人直営店　蔵 大財一丁目3-19 0952-24-3030 居酒屋
三調家 富士町古場1688 0952-57-2087 カフェ・スイーツ
三平寿し 諸富町諸富津126-5 0952-47-2048 寿司・天ぷら
サンマルクカフェ 巨勢町牛島730 0952-37-1309 カフェ・スイーツ
シアトルズベストコーヒーJR佐賀 駅前中央1-11-10 0952-37-3320 カフェ・スイーツ
シアトルズベストコーヒーゆめタウ
ン佐賀店

兵庫北5-14-1ゆめタウン佐賀2F 0952-97-7335 カフェ・スイーツ

JJ 愛敬町2-23エンゼルビル1Ｆ 0952-77-9476 バー・ダイニングバー
シエスタ・丼匠　イオン佐賀大和
店

大和町尼寺3535イオンモール佐賀大和
店2階フードコート内

0952-64-8123 ファーストフード

四季彩ホテル千代田館 高木瀬町東高木216-1 0952-32-5115 ホテル・旅館の宴会場
射撃酒場NEST 白山2-1-17 0952-97-8004 バー・ダイニングバー
シャトー文雅 大和町久池井2592-1 0952-62-5444 フレンチ・イタリアン
蛇の目鮨 駅南本町3ー20 0952-23-5271 寿司・天ぷら
しゃぶ葉 佐賀大和 大和町大字尼寺3383-1 0952-64-9003 レストラン・食堂
じゅうじゅうカルビ　佐賀大学前 本庄町本庄574-6 0952-37-1666 焼肉・ホルモン・韓国料
ジュエリーアンドワインバーN. 白山2丁目1-25-1F宮原ビル 080-1793-2758 バー・ダイニングバー
酒肴吉井 駅南本町2-1Mt-16 102 0952-48-0380 和食
酒菜葉がくれ 高木瀬西2丁目10－1 0952-33-0029 居酒屋
酒食家 炭治郎 白山2丁目4-4 0952-37-5459 居酒屋
旬肴酒場　清みず 駅前中央1-5-15モードビル1F 0952-37-1365 居酒屋
旬彩しげる 神野東1丁目2-34 0952-23-1023 居酒屋
旬菜美食 おゆき 松原2-2-3 0952-23-4405 居酒屋
旬菜舎　さと山 富士町下合瀬739-1 0952-57-3101 レストラン・食堂
旬菜和食 夢咲屋 兵庫北3-1-8ミサワプラザ1F北 0952-32-4666 和食
旬の鮮魚と炉端焼き　えくぼ家 駅前中央一丁目14-15 0952-37-8484 居酒屋
旬の料理　天ぷらみねまつ 兵庫北1-10-40 0952-41-5757 寿司・天ぷら
旬房　光月 巨勢町牛島393-29 0952-41-2828 居酒屋
JONAI SQUARE CAFE 城内1-6-10サガテレビ1F 0952-23-9113 カフェ・スイーツ

庄屋イオンモール佐賀大和店
大和町尼寺3535イオンモール佐賀大和
店1F

050-8883-4286 和食

庄屋佐賀松原店 松原4丁目5-35 050-8883-6238 レストラン・食堂
食彩ひらお 松原2丁目11-171F 0952-22-5556 居酒屋
食事処　丸徳　大和店 大和町尼寺1942-2 0952-62-7557 レストラン・食堂
食堂居酒屋　大福 多布施二丁目1番12号 0952-29-4004 レストラン・食堂
白玉饅頭 元祖吉野屋 大和町梅野173 0952-62-0235 菓子
じんぎすかん 大財1丁目3-7 0952-22-5076 和食
信州そば処 そじ坊 佐賀ゆめタ
ウン店

兵庫北5-14-1ゆめタウン佐賀1F 0952-36-5050 うどん・そば

Sweets HEART 兵庫店 兵庫南3-14-25セントモリージュ103 0952-60-1717 カフェ・スイーツ
Sweets HEART 大和店 大和町尼寺2637-2コパンジューヌ101 0952-37-1140 カフェ・スイーツ
SUIVIE 白山2-1-1 0952-26-4688 バー・ダイニングバー
末広商店　佐賀駅南口店 駅南本町5-5 0952-26-3032 ラーメン・ちゃんぽん
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
すき家　佐賀本庄店 本庄町袋305-2 0120-498-007 カレー・丼
すき家　263号佐賀大和IC店 大和町尼寺3386-1 0120-498-007 カレー・丼
すき家　ゆめタウン佐賀店 兵庫北5-14-1 ゆめタウン佐賀2F 0120-498-007 カレー・丼
鮨・割烹　いち善 神野西4-11-18　神野ビル　1-1 0952-65-4442 寿司・天ぷら
鮨割烹ぎんえん 白山2-6-1ホワイトビル 0952-29-8108 寿司・天ぷら
寿司割烹新太郎 日の出1-15-16 0952-33-1511 寿司・天ぷら
すし大臣　佐賀店 新栄西1丁目10番17 0952-41-1188 寿司・天ぷら
鮨・椿油天ぷら八木 白山2丁目3-14 0952-23-0541 寿司・天ぷら
寿司の花　松梅 久保田町大字徳万1666-1 0952-68-5131 寿司・天ぷら
スシロー佐賀鍋島店 鍋島町八戸1361-1 0952-27-0003 寿司・天ぷら
スシロー佐賀兵庫店 兵庫北4-4-32 0952-36-5970 寿司・天ぷら
スシロー南佐賀店 南佐賀1-13-11 0952-27-7657 寿司・天ぷら
寿司・和食　うみおと 川副町小々森156-1 0952-37-7620 寿司・天ぷら
すたみな太郎　佐賀大和店 高木瀬町⾧瀬字一本杉1168 0952-33-4129 焼肉・ホルモン・韓国料
Standing Bar Rivet 中央本町3-22大和ビル　1階 0952-37-3662 酒場、ビヤホール
ステーキ＆ハンバーグ　EBISU 呉服元町1-5 0952-28-0208 鉄板焼・ステーキハウス
ステーキまる大財店 大財1丁目3-10 0952-20-0512 鉄板焼・ステーキハウス
ステーキまる兵庫店 兵庫南2－736－1 0952-97-8456 鉄板焼・ステーキハウス
スナック恋さん 愛敬町1-1中野マンション1階 0952-26-7298 その他の飲食店
スナック風花 白山2-6-6白山ビル2Ｆ 0952-25-1012 その他の飲食店
スパユキ佐賀店 高木瀬西4-14-25スパユキ佐賀店 0952-60-2243 レストラン・食堂
炭寅佐賀店 唐人1-6-16常磐ビル1階 0952-27-1709 居酒屋
炭火焼居酒屋　一福 愛敬町9-3 0952-24-1812 焼き鳥屋
炭火焼　一円玉 久保田町久保田92-1 0952-68-5252 居酒屋
炭火焼肉　うしまつ 兵庫南3-2-25　炭火焼肉うしまつ 0952-77-0599 焼肉・ホルモン・韓国料
炭火焼肉　牛牛 愛敬町1-1　炭火焼肉牛牛 0952-65-9553 焼肉・ホルモン・韓国料
炭火焼肉丼専門店　吾輩は
虎である。　本店

八戸1-3-20 0952-41-9511 カレー・丼

炭火焼肉まるじゅう 松原3丁目3-26 0952-24-3909 焼肉・ホルモン・韓国料
炭焼きまこっちゃん 神野西4-3-3 0952-97-7645 焼き鳥屋
膳座敷 季味 富士町古湯556 0952-51-8111 和食
千寿 唐人2-3-35 0952-29-5238 その他の飲食店
千福 愛敬町10-21 0952-26-6392 レストラン・食堂

創作ダイニングひととせ
神野東3丁目1-37リゾートシティビル駅
北102号

0952-37-7121 居酒屋

創作厨房更紗 高木瀬町東高木216-1 0952-32-1515 和食
創食　潤 駅南本町1-27 0952-29-5673 居酒屋

想夫恋　佐賀兵庫店 兵庫町大字瓦町1055-4 0952-23-0945
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

そば なか原 鍋島町森田2570 0952-30-5393 うどん・そば
大衆居酒屋　とりカニ合戦 神野東2-7-1 0952-33-3322 居酒屋
大衆割烹　八幡 八幡小路2-7 0952-25-2361 和食
大衆キッチン炭火屋ハッポウ 駅前中央1丁目13-16東高ビル1F北 0952-33-7321 居酒屋
大衆焼肉Hungry-La 新栄西1-2-43 0952-37-9500 焼肉・ホルモン・韓国料
鯛だしらぁめん 酔月 中央本町１－３１ 0952-29-0770 ラーメン・ちゃんぽん
宝うどん 光3-12-5 0952-26-9090 うどん・そば
DAGINO白山店 白山2丁目1-24 0952-37-1923 フレンチ・イタリアン
DAGINO 本店 神野東3丁目7-13 0952-30-8955 フレンチ・イタリアン
立ち呑み屋　のん 駅前中央1-13-8 090-5731-7676 居酒屋
たまごのたまご 巨勢町牛島730-115モラージュ佐賀 0952-41-6033 レストラン・食堂
たまご家・ひよこカフェ兵庫店 兵庫南2丁目3－30 0952-41-8623 カフェ・スイーツ
玉屋　イタリーボン 中の小路1-3佐賀玉屋南館7F 0952-25-6602 レストラン・食堂
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
玉屋　桔梗 中の小路1-3佐賀玉屋南館7F 0952-25-6602 レストラン・食堂
玉屋　玉かつ 中の小路1-3佐賀玉屋南館7F 0952-25-6602 レストラン・食堂
玉屋　ファミリーレストラン 中の小路1-3佐賀玉屋南館7F 0952-25-6602 レストラン・食堂
ダムの駅富士　しゃくなげの里 富士町大字畑瀬1-31 0952-58-3200 レストラン・食堂
達磨 鍋島2丁目1ー4 0952-31-8131 居酒屋
千鳥 唐人2-2-10 0952-26-2050 寿司・天ぷら
チャイナ梅の花佐賀大和店 大和町尼寺3732-1 0952-51-2351 中華料理
チャイニーズレストラン　シャン 新栄東3-7-81Ｆ 0952-28-2655 中華料理
中華厨房　華 北川副町大字光法1598-1 0952-48-0478 中華料理

中華料理　逸香園 巨勢町牛島730 090-9499-7288
アジア・エスニック・各国料
理

中華料理　味楽来 鍋島町八戸1144ー1 0952-22-5172 中華料理
中華料理　孟渓苑 大財三丁目6-13 0952-29-0494 中華料理
中国料理　栄志 大財1-4-1 0952-25-6070 中華料理
中国料理　梦想 高木瀬町⾧瀬932-4 0952-37-6010 中華料理

ちょい吞み　うちネコ
松原2丁目12-1ニューコーポクラウン松原
ビル1F

050-8884-3940 和食

TSU1TACH1 唐人2-4-2TSU1TACH1 070-4111-7328 カフェ・スイーツ

築地銀だこ モラージュ佐賀店 巨勢町大字牛島710 0952-41-6230
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

鶴の恩返しよみがえりの宿　鶴
霊泉

富士町古湯875-1 0952-58-2021 ホテル・旅館の宴会場

deeer 大財1-4-8 0952-97-5922 フレンチ・イタリアン
定食馬乃米　佐賀南店 木原1-20-8 0952-60-5050 レストラン・食堂
手打ちそばそば勢 唐人1-5-40-102 090-1513-0454 うどん・そば
鉄板焼ダイニング　佐賀竹彩 新栄東3-7-8ホテル棟1Ｆ 0952-37-0885 鉄板焼・ステーキハウス
鉄板焼　無量多 中央本町5-9 0952-23-4633 居酒屋
東京家旅館 富士町古湯836 0952-58-2005 ホテル・旅館の宴会場
峠屋　うどん 巨勢町牛島730 090-1169-2105 うどん・そば

道とん堀 佐賀駅前中央店 駅前中央3-8-10 0952-97-9357
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

徳吉ラーメン 川副町南里2146-11 0952-45-7495 ラーメン・ちゃんぽん
ドトールコーヒーショップイオン
モール佐賀大和店

大和町尼寺3535 0952-62-8762 喫茶店

トネリコ・カフェ 白山二丁目5-19 090-1978-0993 喫茶店
とも蔵 駅前中央1-4-6モードビル5　3Ｆ 0952-29-1955 居酒屋
Tomoru屋 呉服元町6ー8 0952-26-6001 居酒屋
寅ちゃんうどん 駅前中央1丁目11-1 0952-23-2641 うどん・そば
トラットリア　ジャムの樹 兵庫北7丁目16－5 090-8911-8931 フレンチ・イタリアン
虎之介　佐賀木原店 木原3-17-25 0952-22-3880 寿司・天ぷら
虎之介　佐賀高木瀬東店 高木瀬東5-17-17-102号 0952-37-5385 寿司・天ぷら
トランドール佐賀駅店 駅前中央1-11-10 0952-23-9731 パン
鳥菊 呉服元町 3-20 0952-24-3041 焼き鳥屋
鳥心 駅南本町4-24 0952-29-7696 居酒屋
鳥四季 中央本町4-16 0952-97-8133 焼き鳥屋
トリヤマルハチ佐賀本庄店 本庄町本庄959-9 0952-37-0553 焼き鳥屋
とんかつきのや　北部店 若宮2-5-47 0952-30-0369 その他の飲食店
とんかつ　あら玉 駅前中央1-11-1えきマチ1丁目東館 080-1533-8848 レストラン・食堂
とんかつ　きのや南本店 本庄町大字本庄577-10 0952-23-5812 その他の飲食店
とんかつ濵かつ　佐賀南部バイ
パス店

下田町2-64-4 0952-25-4772 レストラン・食堂

とんかつ濵かつ　佐賀大和店 高木瀬西5丁目1048 0952-33-3713 レストラン・食堂
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
とんかつ濵かつ　佐賀ゆめタウン 兵庫北5-14-1 0952-36-8111 レストラン・食堂
とんかつ濱かつ　モラージュ佐賀 巨勢町牛島730 0952-27-1817 レストラン・食堂

どんどん亭佐賀兵庫店 兵庫南1丁目19-33 0952-97-5311
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

どんどん亭鍋島店 新栄東1丁目4-10 0952-22-8322
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

ナカオ商店 愛敬町11-12 2F 0952-97-6699 焼肉・ホルモン・韓国料
和ごころ 駅前中央1丁目14-20　1Ｆ東 0952-37-1406 居酒屋
NANASHIMA 駅前中央2丁目6-10VEGA佐賀駅前 0952-97-9308 和食
nanarokupain 唐人2-2-14LINK TOWN1F 0952-20-0476 パン
なべ家きぶん 愛敬町2-3 0952-26-3331 その他の飲食店
なべ家和元 大和町尼寺3338-7 0952-62-8171 その他の飲食店
生パスタと旬菜ビュッフェ　パスタ
×パスタ

白山2丁目7-1エスプラッツ1F 0952-25-1236 フレンチ・イタリアン

need 兵庫南3丁目14-25セントモリージュ1F 0952-97-8631 カフェ・スイーツ
肉酒場ぼん 唐人2-4-5 0952-40-5050 焼肉・ホルモン・韓国料
ニパチ佐賀駅南口店 駅前中央1-5-17 0952-27-5551 居酒屋
日本料理　城下 水ケ江1-8-1 0952-26-5333 和食
日本料理なかしま 本庄町本庄1265-1 0952-22-4585 料亭
猫カフェコロン 中央本町7-9豊博ビル2階 0952-37-8226 その他の飲食店
のなかの 大財1丁目6-68 0952-20-6384 その他の飲食店
野間窓 城内2-3-14 090-2398-7387 洋食
barソラゴト 大財一丁目6-68 0952-29-6839 バー・ダイニングバー
Bar MIS TONE 白山1丁目2-22-2F 0952-29-9401 バー・ダイニングバー
BAR AROMA 松原2-11-17 0952-24-6262 バー・ダイニングバー
バー&レストラン「SEBRI／セブ 富士町古湯556 0952-51-8111 フレンチ・イタリアン
Bar Puerto 中央本町3-18アルファ318ビル1階 0952-24-1129 その他の飲食店
ハイカラヤ佐賀店 本庄町本庄30-3-1 0952-40-8190 居酒屋
葉隠旬菜　こりん 松原2-13-7　2F 090-3416-0054 バー・ダイニングバー
博多一番どり佐賀鍋島店 鍋島3丁目2-12 0952-32-1186 居酒屋
博多ららららーめん　ゆめ咲店 兵庫北5丁目6-20-2 0952-37-6471 ラーメン・ちゃんぽん
パスタの王様ゆめタウン佐賀
フードコート店

兵庫北5-14-1ゆめタウン佐賀フードコー
ト内

0952-20-1021 フレンチ・イタリアン

pasteria ViVi 本庄町大字本庄1278-2 0952-60-1983 カフェ・スイーツ
BACK GETE DINER 本庄町袋285-1 050-5326-9102 レストラン・食堂
hackberry 中央本町5.14 0952-25-0140 ファーストフード
ばってん酒蔵　唐人本店 唐人1丁目5-32CAST2階 0952-97-8746 居酒屋
鳩屋製麺 久保田町徳万2416-2 0952-68-5810 うどん・そば
浜幸 川副町早津江76-1 0952-45-8435 レストラン・食堂
覇薇可否道 北川副町光法1680-5 0952-23-0374 カフェ・スイーツ
HARU cafe 松原2-2-27バルーンミュージアム2Ｆ 0952-37-3366 カフェ・スイーツ
BALTAPAS 大財1-3-18 0952-37-7627 バー・ダイニングバー
晴れる屋 栄町12 0952-28-4565 居酒屋
Hungry bowL 与賀町6-21 0952-23-7464 レストラン・食堂
ハンバーグ・オニオン佐賀大和 大和町尼寺3535イオンモール佐賀大和 0952-62-2029 洋食
ハンバーグキッチン　ログキャビン 駅前中央1-7-1サガシティパーキング1F 0952-60-2740 ハンバーグ
ハンバーグマン　佐賀南店 諸富町大字山領325-1 0952-48-0555 ハンバーグ
ハンバーグマン佐賀大和店 大和町大字尼寺2461-3 0952-37-5545 ハンバーグ
番豚 大和町東山田2847-3 0952-62-8330 うどん・そば
晩飯　たかあき家 柳町2-13 0952-97-7599 居酒屋
BISTRO souffies 駅前中央1-2-31 0952-97-8630 洋食
ビストロ・マダムポワン 神野東3丁目7-24 0952-97-7556 フレンチ・イタリアン
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
ひぜん前　京すし 松原4-5-23 0952-28-6703 寿司・天ぷら
秀屋 光1-1-13 0952-26-6454 洋食
ビビン亭　ゆめタウン佐賀店 兵庫北5-14-1 0952-36-5088 焼肉・ホルモン・韓国料
美味彩菜　櫓庵治 神野西4丁目10-16 0952-36-5060 居酒屋
100時間カレーゆめタウン佐賀
店

兵庫北5丁目14-1ゆめタウン佐賀内フー
ドコート

0952-37-3949 カレー・丼

広重屋 鮮魚仕出し店 川副町大詫間950 0952-45-0150 その他の飲食店
ファームリンク金星屋 鍋島町蛎久883 0952-37-1672 レストラン・食堂
風月 金立サービスエリア下り線
レストラン

金立町金立字五本黒木 1197-80 0952-98-1106 レストラン・食堂

風月 金立サービスエリア上り線
レストラン

金立町金立字五本黒木 1197-232 0952-98-1200 レストラン・食堂

梟の響キ 白山2-5-2第二白山ビル9階 0952-28-4655 和食
ふじの鮨 諸富町諸富津101番地9 0952-47-5786 和食
豚八　佐賀店 開成6丁目1-15 0952-32-0164 すき焼き・しゃぶしゃぶ
プリマヴェーラ 神野東2丁目5番15号ホテルマリターレ 0952-33-5511 カフェ・スイーツ
古川料理店 水ケ江二丁目16-53 0952-23-4259 和食
Bull Puluゆめタウン佐賀店 兵庫北5丁目14-1ゆめタウン佐賀1階 0952-37-0897 カフェ・スイーツ
FRENCH TABLA La 中央本町2-4 2階 0952-41-4182 フレンチ・イタリアン
ほげ 駅前中央1-7-1サガシティパーキング1F 0952-60-2741 カレー・丼
星野村 本庄町袋246-1 0952-29-9089 うどん・そば
ポット 松原1-3-15 0952-23-0932 バー・ダイニングバー
ホテルニューオータニ佐賀 与賀町1番2号 0952-25-9003 ホテル・旅館の宴会場
ホテルニューオータニ佐賀　グ
リーンブリーズ

与賀町1番2号 0952-23-1118 カフェ・スイーツ

ホテルニューオータニ佐賀　中国
料理　大観苑

与賀町1番2号 0952-23-1117 中華料理

ホテルニューオータニ佐賀　日本
料理　楠

与賀町1番2号 0952-23-1116 和食

ホテルニューオータニ佐賀　ビア
テラス

与賀町1番2号 0952-23-1118 酒場、ビヤホール

ホテルニューオータニ佐賀　レス
トランロータス

与賀町1番2号 0952-23-1115 フレンチ・イタリアン

ホテルマリターレ創世 神野東2丁目5番15号 0952-33-5511 ホテル・旅館の宴会場
穂なみ～縁～ 開成5丁目5-8 080-1777-0647 居酒屋
ポポラマーマ　イオンモール佐賀
大和店

大和町尼寺3535-1 0952-97-9610 フレンチ・イタリアン

ホルモン鉄板焼き　くら蔵 鍋島3丁目3-15-103シャンポール医大 0952-30-3904 居酒屋
ホルモン德 愛敬6-17　1F 0952-28-4903 焼肉・ホルモン・韓国料
本庄うなぎ屋　東部店 兵庫南4-1-23 0952-26-8820 和食
本庄うなぎ屋　北部店 大和町尼寺2979-3 0952-37-7001 和食
本庄うなぎ屋　本庄店 本庄町本庄末広394-7 0952-28-9160 和食
本庄珈琲うふふ 本庄町263-1 0952-97-9931 カフェ・スイーツ

本場インド料理　RAJA
巨勢町牛島730モラージュ佐賀インド料
理RAJA

0952-27-7303
アジア・エスニック・各国料
理

まいどおおきに佐賀本庄食堂 本庄町大字本庄253-1 0952-29-5155 レストラン・食堂
マザーリーフ ゆめタウン佐賀店 兵庫北五丁目14番1号ゆめタウン佐賀 0952-36-8145 カフェ・スイーツ
MOMs’ Bagel 呉服元町2-22 080-9100-7776 パン

まるいちラーメン
巨勢町大字牛島730モラージュ佐賀北
館1F

0952-97-9211 ラーメン・ちゃんぽん

丸八らーめん兵庫店 兵庫南1丁目14－1 0952-26-1641 ラーメン・ちゃんぽん
まんざい 神野東3-9-12 0952-30-5225 和食
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
万八 鍋島4-5-6グレイス医大通り101号 0952-30-9292 居酒屋
三叶 鍋島3-3-15-102シャンポール医大 0952-32-5239 レストラン・食堂
水匠 多布施4-1-24 0952-29-0102 料亭
ミスタードーナツイオンモール佐
賀大和

大和町尼寺3535 0952-64-8414 カフェ・スイーツ

ミスタードーナツJR佐賀店 駅前中央1-11-10 0952-22-7170 ファーストフード
ミスタードーナツゆめタウン佐賀 兵庫北5-14-1ゆめタウン佐賀 0952-32-0161 ファーストフード
美濃源 開成6-12-36 0952-31-4862 レストラン・食堂

みのりカフェ季楽
駅前中央1－4－17コムボックス佐賀駅
前1階

095-220-0641 カフェ・スイーツ

民芸茶屋シャローム 巨勢町牛島576-37 0952-22-2522 喫茶店
民宿 幸屋 富士町古湯845 0952-58-2621 ホテル・旅館の宴会場
夢食彩叶 おせそ 鍋島町八戸溝1228-1 0952-31-9775 和食
むとう 唐人2-5-1 0952-25-8139 居酒屋
明月館諸富店 諸富町諸富津124-1 0952-47-6166 焼肉・ホルモン・韓国料
恵水産 駅前中央1丁目3番8号 0952-27-6030 居酒屋
麺処いっせい 城内2-12-9 0952-23-4525 うどん・そば
麺家ぶらっくぴっぐ 本庄町袋285-1 ラーメン・ちゃんぽん
土竜 大財1-3-15 0952-22-4231 居酒屋
モスバーガー佐賀南バイパス店 本庄町袋267-7 0952-25-0808 ファーストフード
モスバーガー佐賀大和バイパス 高木瀬町⾧瀬1224-1 0952-33-5666 ファーストフード
もつ蔵 白山2丁目2番20号 0952-26-7360 居酒屋
本吉屋 鍋島3丁目6-6 0952-32-2333 その他の飲食店
ものづくりカフェ　こねくり家 柳町4-16旧久富家1階 0952-37-6905 カフェ・スイーツ
森の香　菖蒲ご膳 富士町関屋3798-33 090-3079-4354 レストラン・食堂
八重桜 新郷本町29-1八重桜 0952-26-2567 居酒屋
やきとり かちどり開成店 開成5丁目3-13 0952-37-6388 焼き鳥屋
焼鳥　さくら 兵庫北4-1-4 0952-33-1071 焼き鳥屋
焼き鳥曳山 愛敬町12-3 0952-28-1503 焼き鳥屋
焼鳥　めだか 久保田町大字久保田1619 0952-68-5141 居酒屋
焼鳥・居酒屋　悟空駅前店 駅前中央1-3-11 0952-24-3132 居酒屋
焼鳥居酒家かくうち 鍋島3丁目7-1シャトレ鍋島1-101 0952-32-8161 焼き鳥屋
やきとり　いちりん 松原3-1-29 0952-26-4523 焼き鳥屋
やきとり一新 大財一丁目4-15 0952-23-4340 焼き鳥屋
やきとり海賊 高木瀬東1-6-22 0952-31-0438 焼き鳥屋
焼鳥かちがらす 松原3丁目2-13 0952-22-4453 焼き鳥屋
焼きとりかちがらす駅前店 駅前中央1-7-1 0952-26-8720 居酒屋
やきとり功ちゃん 開成六丁目11番1号 0952-31-5356 焼き鳥屋
焼き鳥だいやす 大財1丁目4-17 0952-29-9780 焼き鳥屋
焼き鳥ちょうちん 唐人1丁目6-5-2 0952-24-1581 焼き鳥屋
やきとり鶴八幡小路店 八幡小路2-8 0952-28-2772 焼き鳥屋
焼き鳥　鳥ふみ 駅南本町1-23 0952-97-5886 焼き鳥屋
やきとり鳥や 唐人1丁目5-40唐人パルビル103 0952-27-7069 焼き鳥屋
焼とり　敦煌 若宮2-14-9 0952-32-2641 焼き鳥屋
焼鳥はじめ ⾧瀬町9ー34 0952-23-4678 焼き鳥屋
焼鳥や 高木瀬町大字東高木254-13 0952-31-8636 焼き鳥屋
焼肉　炎壽 唐人2-7-11 0952-23-0223 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉 花紋 諸富町山領452-6 0952-47-5657 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉 丸美屋 鍋島町蛎久2277-1 0952-20-7770 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉ウエスト佐賀店 鍋島町森田887-1 0952-31-0251 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉ウエスト佐賀光法店 北川副町光法1469 0952-26-5364 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉ウエスト佐賀大和店 大和町尼寺3417-7 0952-62-9905 焼肉・ホルモン・韓国料
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
焼き肉うっしっし 新郷本町29-1 0952-26-7635 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉かくら　夢咲店 兵庫北2丁目25-22 0952-97-6955 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉かくら　佐賀駅北口店 駅前中央1丁目13-23 0952-31-4012 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉館　勝　医大通り店 鍋島2丁目3-66 0952-20-1129 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉館　勝　佐賀店 兵庫南3丁目3番12号 0952-40-0055 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉きんぐ 佐賀日の出店 日の出1-7-4 0952-97-5070 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉12番 大和町尼寺2856-2 0952-97-7894 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉　順興園 本庄町袋265-1 0952-26-5253 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉なべしま　佐賀開成店 開成6丁目14-20 0952-34-1129 焼肉・ホルモン・韓国料
やき肉　南大門 本庄町袋276－1 0952-29-6162 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉の大昌園 佐賀兵庫店 兵庫町瓦町951-1 0952-41-1129 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉華守 KIWAMI 駅前中央2丁目9－1 0952-30-4100 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉　明月館　大財本店 大財一丁目6-32 0952-23-3335 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉レストラン　与羅ん館 久保田町久富3983-3 0952-68-4777 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉　笑家　こうの店 神野東3-7-20 0952-32-0755 焼肉・ホルモン・韓国料
焼味処　輪久 大財1丁目4-11 0952-23-7299 焼肉・ホルモン・韓国料
八子の花カフェ 大財6-5-6フラワー花友2F 0952-20-0125 カフェ・スイーツ
やさい直売所　マッちゃん 三瀬村杠246-1 0952-56-2705 レストラン・食堂
やつき食堂 末広1-10-5 0952-24-4051 レストラン・食堂
山カフェレストランKUREHA 大和町梅野239-1 0952-62-7226 フレンチ・イタリアン
大和リアン 大和町久池井1633-5 090-5743-9659 フレンチ・イタリアン
やよい軒南佐賀店 南佐賀1丁目684-6 0952-41-8388 レストラン・食堂
和(やわらぎ) 大和町尼寺1018番地 0952-62-1396 レストラン・食堂
遊膳亭たか美 久保泉町川久保2122-1 0952-98-2688 和食
夢咲珈琲うふふ 兵庫北2丁目25－22 0952-30-3422 カフェ・スイーツ
洋麺屋ピエトロ　モラージュ佐賀
店

巨勢町大字牛島730 0952-41-7377 フレンチ・イタリアン

楊柳亭 松原三丁目2番37号 0952-23-2138 料亭
よかえん 個室佐賀牛 唐人1-5-37 0952-20-3929 焼肉・ホルモン・韓国料
YOSHI 愛敬町12-22山ビル1F 0952-24-4104 焼き鳥屋
ヨットハーバー 中央本町2-1マルトヨビル2F 0952-22-6977 バー・ダイニングバー
夜cafe & Bar 福 呉服元町2-5 0952-60-2350 バー・ダイニングバー
417 中央本町7-11 2階 0952-26-2687 その他の飲食店
らーめん家MARU 多布施2丁目4-25 0952-20-0321 ラーメン・ちゃんぽん
ラーメン蘭蘭 駅前中央1-2-31 0952-25-0969 ラーメン・ちゃんぽん
LIVE BAR 雷神 中央本町10-5AIビル 4F-B 0952-60-6202 バー・ダイニングバー
RAG.G 松原3-3-4 0952-26-2687 その他の飲食店
楽天地 鍋島3-3-15 0952-31-6611 居酒屋
らびーずキッチン 水ケ江5-8-20 0952-22-4373 洋食
ROUGH CAFE and
DINING BAR

駅前中央2-6-7 0952-97-5034 カフェ・スイーツ

ららららーめん　佐賀駅北口店 駅前中央1-13-21 0952-31-7848 ラーメン・ちゃんぽん
RESTART 神園5-4-9-2 0952-60-1668 居酒屋
龍の巣 中央本町6-10大幸ビル2F 0952-25-0092 バー・ダイニングバー
料庵 川松 松原3丁目3－31 0952-27-3268 その他の飲食店
料理屋 きりん 大財1-6-8 0952-24-1606 居酒屋
料理家　まん八 白山1-1-10 0952-26-1448 その他の飲食店
旅館あけぼの 中の小路3-10 0952-24-8181 ホテル・旅館の宴会場
リンガーハット　佐賀南部バイパ
ス店

本庄町袋302-3 0952-25-2351 ラーメン・ちゃんぽん

リンガーハット佐賀大財店 大財3-10-26 0952-22-1014 ラーメン・ちゃんぽん
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
リンガーハット佐賀北部バイパス
店

卸本町2354番 0952-31-8607 ラーメン・ちゃんぽん

リンガーハット佐賀大和店 大和町尼寺3386-8 0952-51-2287 ラーメン・ちゃんぽん

リンガーハットゆめタウン佐賀店
兵庫北5-14-1ゆめタウン佐賀店 2Fフー
ドコート

0952-37-0810 ラーメン・ちゃんぽん

ル　レザン 唐人2-2-14LINK TOWN 1F 080-3379-4946 バー・ダイニングバー
レインボーハット　モラージュ佐賀
店

巨勢町牛島730モラージュ佐賀北館1Ｆ 0952-41-6062 カフェ・スイーツ

LEGGO FOOD(s) 松原1-1-1くすかぜ広場内ARKS(アルク 050-8883-6964 カフェ・スイーツ
restore compass 神野東4-7-24江頭ビル101 0952-37-9311 レストラン・食堂
レストラン　弦 新中町4-18 0952-32-5005 フレンチ・イタリアン

Restaurant＆Cafe浪漫座
柳町2-9佐賀市歴史民俗館旧古賀銀
行内

0952-24-4883 カフェ・スイーツ

レストラン＆スイーツ　うふふ 駅前中央1丁目11－20えきマチ1丁目 0952-23-2140 カフェ・スイーツ
Restaurant & PUB Gin 唐人2－5－2Gin 0952-27-2017 バー・ダイニングバー
レストラン白山文雅 白山1丁目2-1 0952-23-4789 カレー・丼
レストラン小さな森 諸富町為重1367-1 0952-47-7861 レストラン・食堂
レストランマルフク 嘉瀬町中原1964ｰ1スーパーサカイ 0952-26-6340 レストラン・食堂
レッフェル佐賀店 大和町久池井3667 0952-62-1126 ハンバーグ
れんげ 日の出1丁目13番31号 0952-31-3790 ラーメン・ちゃんぽん
蓮華草 神園6-1-13 0952-30-4103 居酒屋
ロイヤルチェスター佐賀 天神1-1-28 0952-24-0001 その他の飲食店
禄 愛敬町13-13 0952-27-6266 居酒屋
六香庵 大和町尼寺3341-6 0952-62-6347 和食
ロッテリア佐賀駅店 駅前中央1-11 0952-24-0102 ファーストフード
ロッテリアモラージュ佐賀店 巨勢町大字牛島730No112 0952-27-0022 ファーストフード
炉端ハチクっ 唐人1丁目6-1アリエス唐人 0952-27-2314 居酒屋
炉ばた焼　おいどん 本庄町本庄575-5 0952-22-9115 居酒屋
炉ばた焼　ぽん太 白山2-2-25 0952-23-5988 居酒屋
LORETTA 松原3-3-39 0952-37-5310 バー・ダイニングバー
ワイン酒場Lampada 唐人2-2-14LINK TOWN 1F 0952-27-8641 フレンチ・イタリアン
ワインとチーズの専門店
Natural Maison H

駅南本町6番2号 0952-37-9915 バー・ダイニングバー

WineBarTNY 呉服元町3-2エルツビル202 070-4080-4543 バー・ダイニングバー
和食処華かぶき 鍋島3丁目5-5 0952-33-0708 和食
和膳千曲 田代2丁目11の1 0952-24-8501 レストラン・食堂
和創 駅前中央1-7-1サガシティパーキング1F 0952-25-9896 居酒屋
和処　基本だし　ー道しるべー 呉服元町5-15 0952-25-1233 居酒屋
和洋旬菜らいく 東佐賀町20-13 0952-29-1858 居酒屋
和料理 みね家 駅前中央1-14-29 0952-48-0407 和食
椀々 八幡小路4-33 0952-25-6774 居酒屋
万菜 ゆなな 中央本町10-4 080-2793-7001 和食
ビストロ藤吉 高木瀬町⾧瀬982-8 0952-33-1070 レストラン・食堂
鮨さもん 駅南本町6-7第一内田ビル1Ｆ 0952-23-2020 寿司・天ぷら
浪花寿司 神園5丁目4-10 0952-30-8451 寿司・天ぷら
SAPO 駅南本町4-24スカイアベニュービル202 080-4695-5453 居酒屋
びっくりドンキー佐賀北バイパス 卸本町５番地３１ 0952-34-4855 レストラン・食堂
きっちんとも 大和町久池井2932-1 0952-62-4866 焼肉・ホルモン・韓国料
炉端ん焼　らんたん屋 唐人1丁目5-4 0952-97-9576 焼肉・ホルモン・韓国料
一膳一献お豆 松原２丁目13－9 0952-38-2113 居酒屋
BUNGA VILLAGE 大和町久池井2593-12 0952-37-8376 カフェ・スイーツ
Bar Obu 中央本町3-18アルファ318ビル2階 080-2726-7465 バー・ダイニングバー

12 / 15 ページ



屋号 住所 電話番号 カテゴリ
炭火焼　男 神野東1-7-6 0952-22-6603 居酒屋
やきとり来た郎 本庄町袋310 0952-22-8017 焼き鳥屋
ROOM CAFE 中央本町1-31 0952-40-9222 洋食
スミレキッチン 諸富町山領343-1 0952-97-6734 レストラン・食堂
洋風定食屋　キッチンMoi･ 本庄町本庄459-3コーポYAMADA1F 070-5690-4237 レストラン・食堂
なな彩 八戸溝3-8-15 0942-48-0451 居酒屋
蛮屋　大財店 大財5丁目８－１２ 0952-24-6518 居酒屋
T-1'sバーガーカフェ 多布施２丁目5-22 0952-29-0091 ファーストフード
KORNER 呉服元町5-22井手ビル2F 0952-29-1622 バー・ダイニングバー
マチキチ 駅前中央1-4-17コムボックス佐賀駅前2 090-2963-0118 レストラン・食堂
Repas 白山1-1-9 0952-26-1150 フレンチ・イタリアン

FLaT PLaT
日の出１丁目２１－１０佐賀市文化
会館 2階

0952-77-9229 洋食

KEN’S BAR 呉服元町6-10 0952-22-0305 バー・ダイニングバー
自然薯食処と川 大和町尼寺3742番地1 0952-62-2989 レストラン・食堂

お好み焼き　花ちゃん 鍋島四丁目6-1グリーンハイツユキタケ 0952-32-2577
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

ふく手羽佐賀駅前店 駅前中央1丁目9-3 0952-97-7734 居酒屋
居酒屋　宇礼志野 白山2-6-6第一白山ビル1階 0952-28-9170 居酒屋
鳥よし 白山2-5-5エクレール白山103 090-8299-2771 和食
食彩瑠璃 駅前中央一丁目2-28プラザ337-105 0952-25-1186 居酒屋
古湯キッチン１０ 富士町古湯855 0952-58-2075 レストラン・食堂

たかもとや　佐賀医大東店
鍋島4丁目１－３６医大東ハイツ１０
３号

0952-48-0584 レストラン・食堂

焼鳥大成 松原3丁目3-29 0952-29-3900 焼き鳥屋
コリアンキッチン虎羽空 久保泉町川久保4396 0952-97-8773 焼肉・ホルモン・韓国料
旬彩響宴おかぎ 兵庫北2丁目30番33－2号 0952-37-6377 和食
元祖おか弁 中央本町3-20アルファ320ビル 0952-26-6677 和食
すし和 諸富町諸富津75-1 0952-47-6886 寿司・天ぷら

集い家　のすけ 本庄町大字本庄811-6 0952-37-1377
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

お食事処　丸徳 川副町大字小々森124-5 0952-45-6860 レストラン・食堂
兜野 中央本町7-8 080-1768-5929 居酒屋
焼鳥居酒屋悟空南部バイパス 本庄町本庄818ｰ1 0952-29-5590 居酒屋
マキザラーメン 兵庫南4-21-12 0952-60-1979 ラーメン・ちゃんぽん
創作和食こみや 東与賀町田中565-1 0952-97-9618 居酒屋
焼肉なべしま　佐賀兵庫店 兵庫北７丁目3-46 0952-41-8929 焼肉・ホルモン・韓国料
ちゃんぽんラーメン明日香大和 大和町尼寺1931-1 0952-37-3845 ラーメン・ちゃんぽん
旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ
佐賀南口駅前店

駅前中央1-５-21　1階 0952-27-1507 居酒屋

旬鮮厨房つばさ屋 若楠2-6-24田代ビル 0952-31-0662 居酒屋
やきとり葵屋 唐人２丁目7-17 0952-24-0776 焼き鳥屋
BOX＆PUB EURO 愛敬町6-17鼓淡ビル1F 0952-28-6259 バー・ダイニングバー
石窯パン工房シャルマン 新栄西2-10石窯パン工房シャルマン 0952-37-8036 パン
小籠包茶樓　龍哉 　佐賀神
野店

神園3-2-3 0952-37-5600 中華料理

お家のごはんとお酒　まんま 天神一丁目2-57 0952-97-8744 居酒屋
佐賀インターナショナルゲストハ
ウスHAGAKURE

神野東2-4-12佐賀インターナショナルゲ
ストハウスHAGAKURE

0952-97-7384 バー・ダイニングバー

とりいち 大和町尼寺2428-10東亜ビル1F 0952-62-5882 居酒屋
さらめし 松原1丁目2-20　２F 0952-65-4502 焼肉・ホルモン・韓国料
izaka&sportsbar CRON 愛敬町９－３ 090-7380-4068 バー・ダイニングバー
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
Bar Alchemist 中央本町7-9　1F 090-2964-4947 バー・ダイニングバー
個室韓流酒場　はんぐ 唐人2丁目2-1唐人プラザビル3F 0952-37-1179 焼肉・ホルモン・韓国料
凡々堂 白山2-4-15風roadビル1階奥 0952-65-3211 その他の飲食店
shokudo欅 唐人1-5-40 0952-37-7550 フレンチ・イタリアン
まめ猫 水ケ江2丁目1-5 0952-23-1488 居酒屋
佐賀和牛ハンバーグまるも 兵庫北4丁目4-45プレミアム夢咲Ⅰ- 0952-32-1808 ハンバーグ
BAR NR 呉服元町3-1ニューマルエイビル106 0952-60-1241 バー・ダイニングバー
アイランドヒルズ迎賓館 兵庫北5丁目16番2号 0952-31-3424 その他の飲食店
小料理　市の川 若宮2-13-10 0952-33-0088 和食
焼肉 麒麟屋 若宮1丁目11-1 0952-31-6009 焼肉・ホルモン・韓国料
さけとアテ　ちゆき 愛敬町2-20 050-7580-6799 その他の飲食店
ブリリアンチャド 白山2丁目6-6白山ビル3階 0952-24-8664 バー・ダイニングバー
のこ　さがん酒処 白山1-2-6 0952-23-2888 居酒屋
ヴィノバル TOCCO 白山2-4-4-2F 0952-37-1027 バー・ダイニングバー
おでんdeスポーツバー　いぷしろ 大財1-5-3-2F 0952-29-6644 その他の飲食店
蛮屋　大和店 大和町尼寺3749-2 0952-62-2233 居酒屋
ポイントアフター 白山2丁目5-5エクレール白山 0952-26-2007 バー・ダイニングバー
源泉かけ流し温泉 佐賀の湯
処 KOMOREBI レストラン棟

神園6-4-35源泉かけ流し温泉 佐賀の
湯処 KOMOREBI レストラン棟

0952-32-4126 レストラン・食堂

寿し政 大財1-1-14 0952-23-6581 寿司・天ぷら
縁や 大財1丁目3-10 0952-28-6131 居酒屋
ぢどりや焔 鍋島３丁目5-15コスモ壱番館 0952-33-1344 焼き鳥屋
スナックカルネ 松原2丁目2ー10ライオンビル1F 0952-50-7475 その他の飲食店
串カツイマイ 駅南本町3-8草場ビル 0952-41-1455 その他の飲食店

B-POINT 中央本町1-1マルエイビル1F 090-2503-0639
アジア・エスニック・各国料
理

PINKHOLIC. 与賀町148-9 0952-48-0249 カフェ・スイーツ
居酒屋たぬ吉 本庄町袋405-8白ありビル1階 090-1878-2702 居酒屋
本家ときわ家 大和町川上951-6 0952-62-0088 菓子
居酒屋呑蔵 鍋島1-6-1 0952-31-9353 居酒屋
Bar Blue Velvet 大財1丁目5-2 0952-25-4220 バー・ダイニングバー
日本料理　岩幸 金立町千布2290-11 0952-98-3055 和食
深川食堂 鍋島町大字森田202-1 0952-30-3970 居酒屋
うつけ酒肴 白山２丁目５ー９ 0952-22-3647 居酒屋
ピザ・カリフォルニア佐賀北店 若楠1-3-1 0952-32-6363 その他の飲食店
資さんうどん佐賀開成店 開成5-13-17 0952-20-1866 うどん・そば
資さんうどん佐賀兵庫店 兵庫町藤木1487-4 0952-97-5501 うどん・そば
nongo-kitchen 高木瀬西5-3-13 0952-48-0427 カフェ・スイーツ
ぎんなん 神野東3-14-10 090-7380-5358 居酒屋
酒・肴縁 大財1丁目６－４０ 0952-23-3282 和食
CATTIVO 白山2-5-16ユキタケビル2F 0952-65-9604 バー・ダイニングバー
焼肉韓国家庭料理　朴家 若宮２丁目15-6福井ビル１Ｆ 0952-32-0522 焼肉・ホルモン・韓国料
鮎ひさ 三瀬村三瀬2741-86 0952-56-3535 和食
月とほし 唐人1-5-19 080-2775-8108 居酒屋
羊肉酒場　悟大　佐賀駅前店 駅南本町6-6アルテビル一階 0952-29-6941 焼肉・ホルモン・韓国料

レストラン　ラ・サンテ２４９
水ケ江1-12-10佐賀メディカルセンタービ
ル１F

0952-37-1249 レストラン・食堂

cipolla 中央本町10-5AIビルディング3F 0952-25-2233 フレンチ・イタリアン
菜菜 水ヶ江3丁目2-6 0952-22-8688 和食
小料理　こんこ 白山2丁目5-5エクレール白山105号 0952-26-8733 その他の飲食店
芦田商店 駅南本町5-5 0952-25-1550 居酒屋
ご馳走まんま 駅前中央1丁目８－２０ 0952-97-8525 和食
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
よりみち空 白山2-7-1エスプラッツ 090-5738-5886 レストラン・食堂
モスバーガー佐賀兵庫店 兵庫南4丁目-13 0952-24-6663 ファーストフード
大衆酒場なお八屋 鍋島3丁目2-9 0952-33-8224 居酒屋
クラフトミート　福一 唐人１丁目２－６ 080-5804-2929 その他の飲食店
明月館 若宮3-2-10固城ビル 0952-30-2129 焼肉・ホルモン・韓国料
ジャズバールパン 中央本町9-5 2階 090-9583-7049 バー・ダイニングバー
カフェ　エクス 唐人1-2-9カフェ　エクス 080-4283-5738 バー・ダイニングバー
旬喰い右近 駅前中央1丁目2-28プラザ337ビル 0952-28-2144 和食
シーヤ 白山2丁目5-5エクレール白山４F 0952-29-0087 その他の飲食店
旬菜台所あ・うん 中央本町2-1佐野フクコービル1F 0952-27-1567 和食
焼肉しゃぶしゃぶ　ひらぬま 呉服元町１－２ 0952-60-5830 焼肉・ホルモン・韓国料
トマトの湯むき 駅前中央2-2-10アビタシオン神野 0952-31-5171 レストラン・食堂

山内農場　佐賀南口駅前店
駅前中央1-11-20えきマチ1丁目佐賀
西館 1階

0952-29-5288 居酒屋

魚民　佐賀北口駅前店 駅前中央2-1-52階 0952-33-6388 居酒屋
おうせ 唐人2-3-34 0952-28-3108 居酒屋
Long Hope+ 白山二丁目5-16ユキタケビル２F (空白) バー・ダイニングバー
肴や　華美 大和町大字久地井1033-1 090-9077-8414 居酒屋
IKバル 愛敬町4-10ZEST1階 0952-60-1719 フレンチ・イタリアン
IK餃子 愛敬町4-10ZEST1階南側 0952-23-6252 レストラン・食堂
IKイタリア 愛敬町4-10ZEST3階北側 0952-60-2115 フレンチ・イタリアン
焼鳥かちどり　久保田店 久保田町大字久富3061-10 0952-68-5601 焼き鳥屋
焼とり　徳一 駅前中央1丁目12-2 0952-33-3822 焼き鳥屋
酒彩　あじ福 白山2丁目4-89古賀ビル2階 090-7418-1519 居酒屋
馳走処ゆうき 松原3-3-27 0952-37-1148 居酒屋
居酒屋　麗雅 神野東1丁目6-22小林アパート 090-1085-4684 レストラン・食堂
Fine 白山2-6-38coreビル2F 0952-37-9187 バー・ダイニングバー
CURVE 光1-1-14 0952-28-0130 居酒屋
たなかさんち 中央本町9-7 0952-29-2699 居酒屋
すし栄 大財1丁目1-11 0952-23-7780 寿司・天ぷら
ステーキハウス帝国イマジン 若楠2-11-3 0952-31-7945 鉄板焼・ステーキハウス
焼き鳥かど屋　佐賀駅北口店 駅前中央1-13-23 0952-37-1330 焼き鳥屋
千代 駅前中央1-1-8千代ビル 0952-26-6211 和食
炭焼　五右衛門 中央本町6-10タイコウビル1階 090-9583-7049 焼き鳥屋
飯家　だゑん～拿縁～ 光2丁目1-1ルンルンハイツ1F 0952-37-6572 居酒屋
創作料理　IRIS 愛敬町１３－２ 070-1946-2885 居酒屋
スナックKIWAMI 白山2-6-6白山ビル3階 090-1088-6338 その他の飲食店
サンドコハク 南佐賀一丁目15-12 0952-26-6344 パン
デザート王国　ゆめタウン佐賀 兵庫北5-14-1ゆめタウン佐賀2F 0952-36-8280 カフェ・スイーツ
しゃぶ菜　ゆめタウン佐賀 兵庫北5-14-1ゆめタウン佐賀1Ｆ 0952-36-8275 すき焼き・しゃぶしゃぶ
前菜弁当茶屋　あめりか村 今宿町1-20コーポ松102 0952-37-1010 その他の飲食店
小麦の奴隷　佐賀大和店 大和町久池井2955 0952-37-7207 パン
辛麺屋　桝元　夢咲店 兵庫北5丁目6-20-1 0952-37-3804 ラーメン・ちゃんぽん
はま寿司佐賀本庄店 本庄町本庄大字本庄580-1 0952-27-7353 寿司・天ぷら
那かむらゆめタウン佐賀店 兵庫北5丁目14-１ゆめタウン佐賀 050-8883-6312 寿司・天ぷら
ナナホシテントウ 愛敬町12-22山ビル2F 0952-97-9273 居酒屋
龍王館　佐賀駅前店 愛敬町11-10 0952-97-5929 焼肉・ホルモン・韓国料
笑福味 諸富町大字諸富津127-5 0952-47-3924 居酒屋
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