
SAGAおいし～と食事券2022加盟店 2022/12/6

唐津市 登録店舗数 287店

屋号 住所 電話番号 カテゴリ
相生 相知町相知1834 0955-62-2603 居酒屋
愛郷ファーム 鎮西町菖蒲2221 0955-82-5481 焼肉・ホルモン・韓国料
味処　あけぼの 湊町777-1 0955-79-0555 レストラン・食堂

味処漁火
東唐津4-9-20Hotel & Resorts
SAGA-KARATSU

0955-72-0111 居酒屋

味処さかもと 東唐津4丁目2-19 0955-72-2842 和食
あづま寿し 相知町相知1988-2 0955-62-3311 寿司・天ぷら
天宮寿し ニタ子2-7-61 0955-72-5321 寿司・天ぷら

網焼鳥 達丸 材木町2081-1 0955-75-3330
焼肉・ホルモン・韓国料
理

飴源 浜玉町五反田1058-2 0955-56-6926 和食
いか道楽 呼子町加部島3606 0955-82-5539 レストラン・食堂
いざかや　かんすけ 木綿町1954-1 0955-73-5011 居酒屋
居酒屋　はづれもん 神田1886-1 0955-74-6752 居酒屋
居酒屋　左り馬 和多田用尺5-17 0955-74-6446 居酒屋
いざかや　風林火山 木綿町1964-2 0955-75-5750 居酒屋
居酒屋いもと 刀町1524 0955-74-2845 居酒屋
居酒屋 大八車 中町1833 0955-73-0533 居酒屋
居酒屋　ながの 木綿町1965-3 0955-74-7789 居酒屋
囲酒家ほほほのほ 高砂町1708-2 0955-55-9039 居酒屋
居酒家　味我亭 鏡1828-12 0955-77-0901 居酒屋
居酒屋むぎ 中町1829-1市丸ビル 0955-73-4545 居酒屋
居酒屋やはぎ 材木町223-1 090-8352-7662 居酒屋
十六夜 魚屋町2039-3 0955-75-2173 居酒屋
いしむら唐津店 町田2丁目2361-1 0955-74-7900 カフェ・スイーツ

一膳亭
大名小路24－1まいづる本店ショッピング
プラザ内

0955-73-5151 レストラン・食堂

一天張 京町1727 0955-73-2984 和食
いやしのうさぎ 柏崎354 0955-77-0605 その他の飲食店
いわ田 坊主町543-20 0955-75-4310 居酒屋
うどんウエスト唐津店 鏡4661-1 0955-77-4411 うどん・そば
うどん酒房 作道 町田5丁目1334-1 0955-58-8891 うどん・そば
うまか屋　祭太鼓　山本店 山本1399-1 0955-78-1821 居酒屋
海の家グリーンビーチハウス 浜玉町浜崎浜崎海岸 080-7010-6213 その他の飲食店
大手門食堂 鎮西町名護屋1935 0955-82-5026 レストラン・食堂
おしきや 千々賀650 0955-70-3577 その他の飲食店
お食事処ひぜん 鏡1047-1 0955-77-1800 レストラン・食堂
Odecafe 南城内1-1大手口センタービル1階 0955-58-9112 レストラン・食堂
尾ノ上Ryokan 呼子町呼子1413 0955-82-3006 ホテル・旅館の宴会場
お昼からのいざかや　さんぽ 中町1831-1 0955-72-5504 居酒屋
御宿 海舟 東城内2番45号 0955-72-8101 ホテル・旅館の宴会場
開花堂　城内店 北城内1-20 0955-72-3734 菓子
開花堂　本店 本町1889-2 0955-72-5750 菓子
海鮮一暴飲暴食 中町1861-1 0955-73-7935 居酒屋
海鮮門いか太郎 呼子町殿ノ浦1946-2 0955-82-4517 レストラン・食堂
海鮮料理漁師村 浜玉町浜崎1091番地2 0955-70-5115 レストラン・食堂
海中魚処　萬坊 呼子町殿ノ浦1946-1 0955-82-5333 レストラン・食堂
鏡山温泉茶屋 鏡4733 0955-70-6333 和食
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
鏡山荘 鏡4959 0955-77-0706 料亭
鏡山のカフェ　HASEGAWA 鏡6052-1 0955-77-1811 カフェ・スイーツ
かき焼きグリーンビーチハウス 浜玉町渕上852-7 080-7010-6213 その他の飲食店
菓子舗池田屋 中町1835－2 0955-74-3753 喫茶店
ガスト 唐津 船宮町2585-3 0955-79-8220 レストラン・食堂
家族亭あづま 中町1874 0955-73-0130 和食
活魚料理　かべしま 呼子町加部島260-1 0955-82-5187 レストラン・食堂
割烹田川 山本1722-1 0955-78-2224 和食
割烹旅館 筑前屋 呼子町殿ノ浦1659 0955-82-3714 和食
カフェ　ティユール 刀町1544-1 0955-73-7882 バー・ダイニングバー
カフェ サンの森 鏡3756-10 0955-77-1090 カフェ・スイーツ
cafebar YIN&YANG 千代田町2109-12 0955-72-4853 バー・ダイニングバー
cafe ＋ bar Diro 紺屋町1668-3Nビル1階 0955-58-8477 喫茶店
caffe Luna 京町1768-4 080-2697-0497 洋食
カフェレストラン　レインボー＆
マーメイド

東唐津4-9-20Hotel & Resorts
SAGA-KARATSU

0955-72-0111 バー・ダイニングバー

珈琲檸檬樹 新興町2936-7 0955-73-4919 喫茶店
釜揚げ牧のうどん和多田店 和多田本村2-7 0955-74-8805 うどん・そば
KARAE TABLE 京町1783番地KARAE1階 0955-53-8067 カフェ・スイーツ
唐津　孤高の肉バル　カルネス 中町1513-5大越ビル2階 0955-58-8879 その他の飲食店
唐津　らぁ麺　むらまさ 菜畑3609-2 0955-74-3213 ラーメン・ちゃんぽん

唐津イタリアン バンビ
和多田先石7-70グランドール和多田
101号

080-3195-7207 フレンチ・イタリアン

唐津うまかもん市場 レストラン
「よってかんね」

久里1961-2 0955-78-1313 レストラン・食堂

唐津シーサイドホテル　『宴会 東唐津4-182 0955-75-3300 ホテル・旅館の宴会場
唐津シーサイドホテル　プールサ
イドレストラン『ティキティキ』

東唐津4-182 0955-75-3300 レストラン・食堂

唐津シーサイドホテル　ラウンジ
『エメラルド』

東唐津4-182 0955-75-3300 バー・ダイニングバー

唐津シーサイドホテル　ラウンジ
『キャッスル』

東唐津4-182 0955-75-3300 カフェ・スイーツ

唐津シーサイドホテル　レストラ
ン『月波楼』

東唐津4-182 0955-75-3300 レストラン・食堂

唐津シーサイドホテル　レストラ
ン　『松風』

東唐津4-182 0955-75-3300 レストラン・食堂

唐津ちょこバル 呉服町1809 0955-73-0007 カフェ・スイーツ
カレーハウスCOCO壱番屋　唐
津バイパス店

鏡4527-1 0955-77-6465 カレー・丼

川島豆腐店 京町1775 0955-72-2423 その他の飲食店
河太郎呼子店 呼子町呼子1744-17 0955-82-3208 和食
漢江園 材木町2106-7 0955-72-2022 焼肉・ホルモン・韓国料
観光ホテル　大望閣 鎮西町名護屋1399 0955-82-1711 ホテル・旅館の宴会場
関東軒 和多田先石4-2-8 0955-75-7154 ラーメン・ちゃんぽん
菊寿し 鏡2648-3 0955-77-2898 寿司・天ぷら
季節屋 呉服町1848 0955-74-8419 居酒屋
キャッスルテラス 東唐津2丁目1番5号 0955-58-8381 カフェ・スイーツ
串揚げ屋　焔 大名小路310-22 070-1944-6696 居酒屋
串バル　あかりや 呼子町呼子4185-12 070-4031-5092 居酒屋
串もん がば家 刀町1522-2サンゴビル1F 0955-73-0017 焼き鳥屋
くら寿司唐津店 鏡3712 0955-77-6610 寿司・天ぷら
cake shop Pissenlit 町田4丁目2-21第二MSビル1F 0955-73-2077 カフェ・スイーツ
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
玄海いか舟処　海舟 呼子町殿ノ浦509番地3 0955-82-5977 レストラン・食堂
玄海みなとん里 湊町777-1 0955-79-0709 その他の飲食店
ケンタッキーフライドチキン唐津 和多田本村1-11 0955-70-1185 ファーストフード
玄洋 北城内1-16 0955-70-1500 和食
光洋 浦6099-1 0955-73-9665 レストラン・食堂
国民宿舎 波戸岬 レストラン鎮
西

鎮西町波戸1082番地 0955-82-1511 レストラン・食堂

五城苑 久里2976-3 0955-58-8500 焼肉・ホルモン・韓国料
独楽蔵 浜玉町浜崎1302 0955-56-7005 居酒屋
コメダ珈琲店唐津和多田店 和多田先石4番2-2号 0955-58-8312 喫茶店
Confectionery　TSURUYA 刀町1515-2　1F 0955-88-9092 その他の飲食店
彩食亭　やま吟 材木町2080-1 0955-75-3112 居酒屋
佐賀牛　なかむら 浜玉町横田下954 0955-56-8866 鉄板焼・ステーキハウス
肴や　八一十 熊原町3081-4 0955-70-0810 居酒屋
坂本家旅館 東唐津4丁目2-20 0955-72-2842 ホテル・旅館の宴会場
酒処弦 久里2978-1 070-2412-0123 居酒屋
笹舟 七山白木1687 0955-58-2006 その他の飲食店
指山商店@ヒノマル 刀町1528林ビル1F 0955-75-1100 居酒屋
三郎寿司 浜玉町浜崎1160-1 0955-56-6159 寿司・天ぷら
山水 相知町伊岐佐乙253-2 0955-62-3180 その他の飲食店
潮路乃 浦5183-1 0955-74-8883 和食
地鶏家　本店 和多田西山4-20 0955-75-7500 居酒屋
島人の宝 呼子町呼子3764-101 080-3375-4274 その他の飲食店
jammin 湊町4703-1 0955-51-7070 洋食
シャンリー唐津 京町 1783ＫＡＲＡＥ1階 0955-72-2383 中華料理
JOOK 中町1513-5大越ビルB1 0955-74-1771 バー・ダイニングバー
十字や 京町1729 0955-72-4754 バー・ダイニングバー

庄屋イオン唐津店
鏡山字立神4671イオン唐津ショッピング
センター1F

050-8883-6298 和食

食事処　えいちゃん 木綿町1975-2 0955-72-6805 レストラン・食堂
新牛々庵 大名小路1-45寺内ビル2F 0955-58-8864 鉄板焼・ステーキハウス
スイートホームクローバー 養母田910-3 090-7461-5299 カフェ・スイーツ

スカイレストランキャッスルビュー
東唐津4-9-20Hotel & Resorts
SAGA-KARATSU

0955-72-0111 レストラン・食堂

すき家　202号唐津鏡店 鏡4664-1 0120-498-007 カレー・丼
寿し幸 東町54-1 0955-72-7354 寿司・天ぷら
すし善 材木町2127-7 0955-74-5345 寿司・天ぷら
寿司とお食事の店はなびし 鎮西町岩野285 0955-82-3781 レストラン・食堂
寿し処 路 北波多徳須恵998-1 0955-64-2967 寿司・天ぷら
スシロー唐津和多田店 和多田本村1-8-1 0955-70-0620 寿司・天ぷら
スタンドニュー丸八 中町1831-1-3 0955-74-6006 ラーメン・ちゃんぽん
ステーキハウス蜂 浜玉町浜崎217-2 0955-56-8822 鉄板焼・ステーキハウス
スナック 圭 中町1840-1木下ビル 2F 0955-74-8570 その他の飲食店
清力旅館 呼子町殿ノ浦1672-2 0955-82-2311 ホテル・旅館の宴会場
清流荘 相知町伊岐佐乙511-5 0955-62-2211 和食

千生　ひょう太 鎮西町名護屋3479-2 0955-82-2917
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

そらコッペ＋ 北波多徳須恵1050-1 0955-51-2600 パン
ダーツ&バー リトル東京 木綿町1986-1KMビル1Ｆ 0955-74-6269 バー・ダイニングバー
大志 呉服町1798 0955-74-0107 居酒屋
大助うどん唐津 熊原町3098-2 0955-75-5004 うどん・そば
大豆工房　いきさ屋 相知町伊岐佐甲1381 0955-62-4060 その他の飲食店
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
ダイニング善貴 材木町2119番地2F 0955-58-9829 居酒屋
たか寿司 中原1381-1 090-3985-9135 寿司・天ぷら
たけぞう 本町1918 0955-74-1887 居酒屋
旅宿よぶこ　レストラン　ラ・グー 呼子町殿ノ浦1953-2 0955-82-6666 レストラン・食堂
玉寿司 呼子町殿ノ浦984-11 0955-82-5178 寿司・天ぷら
だんらん焼肉らくだや 町田3丁目2786-1 0955-74-2999 焼肉・ホルモン・韓国料
馳走屋　ひゃく 木綿町1979 0955-75-1191 居酒屋
中華ダイニング　ハオチー 原1373-1 0955-58-8443 中華料理
中国料理　蓬莱 鏡4855-1 0955-77-1972 中華料理
⾧福家泰 和多田先石3-37 0955-58-8587 ラーメン・ちゃんぽん
Tea & Space　基幸庵 東唐津1-9-21 0955-72-8188 カフェ・スイーツ
でかか門 浜玉町浜崎881－1 090-6295-0619 居酒屋
鉄板焼 いち一 南城内1-1-101大手口センタービル 0955-74-0345 ハンバーグ
天狗茶屋 紺屋町1670 0955-74-4955 居酒屋
天々飯店 和多田天満町1-4-3 0955-74-1226 中華料理
天ぷら一すじ 神田2247-21 0955-65-8339 その他の飲食店
灯庵 肥前町入野甲1696-2 0955-54-0888 寿司・天ぷら
特選和牛炭火焼上場亭 枝去
木本店

枝去木2032-3 0955-73-8384
焼肉・ホルモン・韓国料
理

特選和牛炭火焼上場亭 唐津
バイパス店

浜玉町横田下941-3 0955-56-8833
焼肉・ホルモン・韓国料
理

点　中町店 中町1870 0955-72-8528 焼肉・ホルモン・韓国料
TRATTORIA legare 北城内1-7 0955-58-9960 フレンチ・イタリアン
とんかつきのや　唐津店 浜玉町横田下千居947 0955-56-2615 その他の飲食店
とんかつ濵かつ　佐賀唐津店 鏡4734-22 0955-77-0266 その他の飲食店

どんどん亭唐津店 東唐津4丁目20 0955-70-2611
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

⾧崎荘 西城内6-36 0955-72-2254 ホテル・旅館の宴会場
中町　たつ馬 中町　1513－31 0955-58-9622 和食
渚館きむら 唐津茶屋 東城内4-3 0955-72-4617 和食
なっちゃん茶房 千々賀723-1 090-1517-0066 カフェ・スイーツ
鳴神温泉ななのゆ 七山滝川1150 0955-70-7070 レストラン・食堂
肉ダイニング　いっ福 中町1830-1 0955-73-0052 居酒屋
肉料理居酒屋　焔 米屋町1656-3西田ビル1Ｆ北 0955-75-0301 居酒屋
虹のカレーハウス 浜玉町横田下34-2 0955-58-8148 カレー・丼
日本料理　花菱 魚屋町2031-1 0955-72-3311 和食
呑処つむぎ 中町1872-3中町本庄ビル2階南側 080-1707-1353 酒場、ビヤホール
ばさらかラーメン唐津店 北波多徳須恵1167-1 0955-64-3072 ラーメン・ちゃんぽん
はた寿し 西寺町482-1 0955-75-3425 寿司・天ぷら
Patisserie ANN 鏡2917-3 0955-53-8151 カフェ・スイーツ
hana はな家 中町1868 0955-74-2454 喫茶店
はま蔵 呉服町1851-1 0955-75-5050 その他の飲食店
ピザハウス　キララ 浜玉町浜崎1283-1 0955-56-8157 洋食
ビストロ セルフィーユ 魚屋町2006 050-3696-4406 フレンチ・イタリアン
ビストロシマ 原992-1 0955-77-0414 洋食
Ristorante MATSUSHIMA 鎮西町松島3488-1 080-1740-7702 洋食
一すじ木綿町店 木綿町1980 0955-74-3985 居酒屋
百と十 呼子町呼子1960-2 0955-82-3287 洋食
ひら田 唐津市北城内1-3-2 0955-74-0351 料亭
ふじわら 鏡2837-3 0955-58-8190 和食
ふゅうじょん 七山仁部1097-6 090-2080-1547 レストラン・食堂
ほっこ屋　植月 木綿町1965 0955-72-2349 和食
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
ポムの樹Jr.　ボートレースからつ 原1116ボートレースからつ内 0955-77-6464 レストラン・食堂
ポンポコ村ベゴニアガーデン 浜玉町浜崎2701 0955-56-8580 喫茶店
マサラマスター和多田店 和多田本村2-1 0955-73-7835 カレー・丼
masu-Nest 中町1888第3峰ビル2階 090-4581-9447 バー・ダイニングバー
まだらや 鎮西町馬渡島141-1 090-5932-1510 喫茶店
丸福 唐津店 中瀬通6-2 0955-75-0529 焼肉・ホルモン・韓国料
水上食堂 厳木町牧瀬92 0955-63-2163 レストラン・食堂
水野旅館 東城内4-50 080-1124-2709 料亭
味噌汁や　ゆうじ 中町1872-3 090-2510-6232 居酒屋
ミラン 原1476-3 0955-77-1034 カレー・丼
めん処　リ庵 鏡4590 0955-58-9348 ラーメン・ちゃんぽん
moc-coffee 呼子町呼子4185-16 0955-55-9032 カフェ・スイーツ
やき鳥　たけちゃん 二夕子1-17-29 0955-72-8051 焼き鳥屋
焼き鳥　羽幌えん 浜玉町横田上1231-26 0955-56-2669 居酒屋
焼鶏居酒家　金の卵 北波多徳須恵997-1 0955-64-3883 居酒屋
焼鳥　居酒屋　ひこ六 和多田本村1-73 0955-72-7704 焼き鳥屋
焼鳥大海 京町1768-6 0955-67-4244 焼き鳥屋
焼鳥てっぺん 中町1513 0955-75-4330 居酒屋
焼鳥　とくべえ 朝日町984-4 0955-75-0769 焼き鳥屋
焼鳥　鳥まさ 本町1946-3本町ビル2F 0955-75-1753 焼き鳥屋
焼肉居酒屋 楽笑 本町 1890-1 0955-74-1102 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉ウエスト唐津店 鏡4661-1 0955-77-4411 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉おおきに 鏡2903番地2号焼肉おおきに 0955-77-4113 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉御膳　蓮 西浜町1-60 0955-72-1766 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉DINING　TOMORU 町田1011 0955-58-9454 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉ちゃんこ鍋あい川 浜玉町大江24-1 0955-56-8187 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉・鍋 達丸 刀町1522珊瑚ビル一階右奥 090-7467-3330 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉ヌルボンガーデン唐津和多 和多田先石4-2-3コスモスガーデン和多 0955-75-0029 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉　ふくや 新興町2881-8 0955-75-0277 焼肉・ホルモン・韓国料
矢倉寿司 千代田町2109-92 0955-72-4095 寿司・天ぷら
やすけ寿し 紺屋町1683-1 0955-72-4366 寿司・天ぷら
屋台さなえ 新興町2881-9 唐津駅高架下 090-8657-1624 居酒屋
屋台念 新興町唐津駅東高架下屋台念 090-5924-7356 居酒屋
山小屋ラーメン久里店 久里2423-3 0955-58-8010 ラーメン・ちゃんぽん
山小屋ラーメン和多田店 和多田本村1-3 0955-58-8010 ラーメン・ちゃんぽん
山茂 紺屋町1674 0955-73-0201 居酒屋
遊庵　一幸 和多田西山3-37 0955-72-7838 レストラン・食堂
結城ちゃんぽん 相知町山崎3247-1 0955-62-3646 ラーメン・ちゃんぽん
柚里 七山滝川1048-3 0955-58-3050 レストラン・食堂
ヨシムラヤ 中町1829-1 0955-74-6361 焼肉・ホルモン・韓国料
呼子お魚処玄海 呼子町殿ノ浦508-3 0955-82-3913 レストラン・食堂
楽珍 南城内2-6明神ビル4 090-5725-3070 焼き鳥屋
楽呑串焼 風土 鎮西町早田1747ー4 090-7983-7839 焼き鳥屋
ラランチャ 鎮西町名護屋649－1 0955-82-5501 フレンチ・イタリアン
らんまん 弓鷹町1501-2 0955-73-8170 居酒屋
龍虎軒　大名小路店 大名小路2-41 0955-73-3026 ラーメン・ちゃんぽん
旅館魚半 浜玉町浜崎1669-55 0955-56-6234 ホテル・旅館の宴会場
旅館・レストラン 金丸 呼子町呼子3068番地 0955-82-3921 ホテル・旅館の宴会場
リンガーハット佐賀唐津店 和多田本村3-66 0955-74-8873 ラーメン・ちゃんぽん
鱗太郎 北波多徳須恵1221-1 0955-64-2922 居酒屋
レストラン　祭太鼓 和多田本村2-5 0955-74-9145 ハンバーグ
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レストランパレッタ 刀町1512-3第3MSビル3F 0955-58-8220
アジア・エスニック・各国料
理

ROG33.129 呼子町呼子3764-34 090-8834-9632 カフェ・スイーツ
ワインバー Diva italiano 京町1765-1M2FLAT-1F 0955-73-8941 バー・ダイニングバー

和風れすとらん玄界
東唐津4-9-20Hotel & Resorts
SAGA-KARATSU

0955-72-0111 レストラン・食堂

四季 相知町相知41-9 0955-62-3701 その他の飲食店
音食屋ゆぐどらしる 二夕子2-1-15 0955-58-8939 居酒屋
焼きとり又兵衛 材木町2106-36 0955-72-3231 焼き鳥屋
ロッテリア唐津松浦橋店 東町1-1 0955-74-7455 ファーストフード
焼鳥居酒屋よし田 和多田先石6-6 0955-74-7229 焼き鳥屋
居酒屋　藏いむ 湊町296-2 0955-79-0204 居酒屋
佐々木けいらん 浜玉町浜崎942 0955-56-6827 レストラン・食堂
居酒屋　となり 呉服町1849-1小松屋ビル2F 0955-72-1971 居酒屋
ヌフ 北城内1-12 0955-73-7159 カフェ・スイーツ
田舎のビストロ　ポポット 浜玉町浜崎2597-1 0955-56-2311 レストラン・食堂
国民宿舎いろは島 肥前町満越886-1 0955-53-2111 和食
博多麺王　唐津 鏡4734-7 0955-77-6550 ラーメン・ちゃんぽん
ラウンジ　ハーバーライト 高砂町1711-1 0955-74-6322 バー・ダイニングバー
食彩酒房　和が家 山本1269-1 0955-78-3155 居酒屋
スナック花れん 新興町159 0955-73-4981 酒場、ビヤホール
紺屋つくも 紺屋町1686-4 0955-58-8124 和食
炭右衛門 京町1728-1 0955-72-7705 居酒屋

Tacogra 中町1513-18 080-8397-3215
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

cafe feel 南城内1-1大手口センタービル1階 0955-75-7120 喫茶店
焼とりおんじ 浜玉町浜崎1655 0955-56-2438 焼き鳥屋
だし遊膳　新 熊原町3207-1 0955-74-6565 和食
たまとり 京町1783番地KARAE 1F 0955-73-8800 和食
勝手台所　要 鏡1012-1 0955-77-1887 焼き鳥屋
昭和酒場　たまり場 材木町2100-6 0955-75-2423 居酒屋
資さんうどん唐津店 町田1766-1 0955-53-8886 うどん・そば
むすび木 高砂町1696-1 0955-58-8365 居酒屋
からつ鮨　笑咲喜 中町1840-1-101 0955-75-2014 寿司・天ぷら
太繁寿司 浜玉町浜崎405-4 0955-56-7820 寿司・天ぷら
二葉鮨 千代田町2109-78 0955-73-5808 寿司・天ぷら
HAL 中町1840番地1木下ビル 090-8769-3684 バー・ダイニングバー
さくら咲 中町1840番地1木下ビル 080-3694-3805 バー・ダイニングバー
旬彩　和 神田1827-3 0955-72-3554 居酒屋
Y's　ViVi 二タ子1丁目17-10 0955-74-6286 喫茶店
サーティワンアイスクリームイオン
唐津店

鏡4671イオン唐津ショッピングセンター１
F

0955-77-3631 アイスクリーム

いかの活造り　大和 鎮西町名護屋1445-4 0955-82-3643 その他の飲食店
日浦屋 町田3-6-16 0955-73-6089 和食
キャラバン 中町1845丸廣ビル 0955-74-2326 鉄板焼・ステーキハウス
炉端屋あうん 鏡2883-1 0955-77-2121 居酒屋
鍋や　うららか 中町1872-1 0955-72-6338 居酒屋
白木屋　唐津駅店 新興町2935-1えきマチ1丁目唐津 1階 0955-74-7388 居酒屋
居酒屋　だんらん 刀町1545 0955-72-4608 居酒屋
漁火 呼子町呼子1467-1 0955-82-5224 和食
酒処　Siki 呉服町1849-1小松ビル2F 090-9794-8855 居酒屋
牛角唐津店 和多田本村２８６２－７ 0955-79-6629 焼肉・ホルモン・韓国料
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お食事処　すぎ山 菜畑3282番地7 0955-72-4535 レストラン・食堂
特選和牛個室焼肉　上場亭 和多田本村4-50 0955-80-0473 焼肉・ホルモン・韓国料
輪 松南町5-56 0955-88-9298 焼肉・ホルモン・韓国料
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