
SAGAおいし～と食事券2022加盟店 2022/10/20

嬉野市 登録店舗数 71店

屋号 住所 電話番号 カテゴリ
相川製茶舗(茶太郎) 嬉野町大字下宿甲4002-1 0954-42-1756 喫茶店
足湯サロン クロニクルテラス 嬉野町岩屋川内甲379 0954-42-0026 バー・ダイニングバー
居酒屋　旬 嬉野町下宿乙2202－44 0954-42-1235 居酒屋
イタリア料理店　オステリア　ウー
ヴァ

嬉野町大字下宿乙1273 0954-43-0231 フレンチ・イタリアン

一粒茶屋　すいしゃ 嬉野町下野甲5682-2 0954-42-0001 レストラン・食堂
嬉野観光ホテル大正屋 嬉野町大字下宿乙2276-1 0954-42-1170 ホテル・旅館の宴会場
お食事処 田園 塩田町馬場下甲3432-1 0954-66-2262 ラーメン・ちゃんぽん
温泉街道　輪来 嬉野町大字下宿乙915 0954-43-3058 カフェ・スイーツ
割烹　鰻屋 塩田町大字馬場下甲2230-2 0954-66-2012 料亭
割烹花佳 塩田町馬場下甲1678 0954-66-2039 和食
割烹旅館　鯉登苑 嬉野町大字岩屋川内甲437 0954-43-2691 ホテル・旅館の宴会場
カフェモカ 嬉野町下宿乙2179－1 0954-43-1332 カフェ・スイーツ
cafechino 嬉野町下宿乙2351-1 0954-42-1670 カフェ・スイーツ
木漏れ日　SAPIN 嬉野町下宿乙1457 080-6372-3424 カフェ・スイーツ
佐嘉平川屋嬉野店 嬉野町下宿乙1463 0954-43-1241 その他の飲食店
茶寮 嬉野町大字下宿乙738 0954-42-0210 その他の飲食店
志津 嬉野町大字岩屋川内甲124-1 0954-42-1924 レストラン・食堂
旬菜処縁 嬉野町下宿乙2179-4 0954-28-9935 居酒屋
食彩　樹 嬉野町大字下宿甲4728-20 0954-42-2177 居酒屋
新八寿司 嬉野町下宿乙2285番地 0954-43-2128 寿司・天ぷら
寿し市 嬉野町大字下宿乙931-1 0954-43-1109 寿司・天ぷら
Spica -patisserie- 嬉野町大字下宿甲1460-3 0954-43-5001 カフェ・スイーツ
炭火焼かっぱ 嬉野町下宿乙2172-1 0954-43-1362 焼き鳥屋
宗庵　よこ⾧ 嬉野町大字下宿乙2190-2 0954-42-0563 和食
創作懐石花の 嬉野町下宿甲4721-1 0954-42-0332 和食
創作膳　わらかど 嬉野町大字下宿乙918-1 0954-43-5905 レストラン・食堂
副島園theBAR 嬉野町大字下宿乙738 0954-42-0210 バー・ダイニングバー
ダイニング　すずしろ 嬉野町下宿乙1116-1 0954-42-3288 その他の飲食店
鷹鮨 嬉野町下宿乙1093-1 0954-43-3210 寿司・天ぷら
手作りハンバーグ　くれよん　嬉
野店

嬉野町大字下宿丙180 0954-42-1281 ハンバーグ

天ぷら ふく田 嬉野町下宿乙949-4 0954-42-2929 寿司・天ぷら
虎⾧ラーメン 嬉野町下宿乙2178-1 0954-42-1450 ラーメン・ちゃんぽん
トラットリア　ヴィオラ 塩田町馬場下甲7 0954-66-5720 フレンチ・イタリアン
TRE CORONE(ハミルトン宇
礼志野レストラン)

嬉野町岩屋川内甲288-1 0954-43-0333 フレンチ・イタリアン

日本料理 十一口 嬉野町岩屋川内甲377 0954-28-9278 料亭
日本料理　淵野 嬉野町下宿乙1020-2 0954-27-7677 料亭
人気亭 嬉野町下宿乙2307 0954-43-1137 うどん・そば
Bar&Cafe Y 嬉野町下宿乙2188 0954-43-1330 バー・ダイニングバー
BAR HAMILTON(ハミルトン
宇礼志野バー)

嬉野町岩屋川内甲288-1 0954-43-0333 バー・ダイニングバー

はらぺこ　千両 嬉野町大字下宿乙355 0954-42-0983 居酒屋
バル・ふるーる 嬉野町下宿乙1034 0954-43-1117 居酒屋
ひさご旅館 嬉野町下宿乙2145 0954-42-0447 ホテル・旅館の宴会場
PIZZERIA MONTE 嬉野町下宿乙2202-7 0954-20-2020 フレンチ・イタリアン
百年亭(百年の湯) 嬉野町下宿乙2202-8 0954-20-2525 レストラン・食堂
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
楓の木食堂 嬉野町大字下宿乙894-1 0954-43-1803 レストラン・食堂

ふじ 嬉野町下宿乙1092-1 0954-42-1444
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

やきとり　一竜 嬉野町下宿乙2194-2 0954-43-2692 居酒屋
よしなが 嬉野町大字下宿乙758 0954-42-1567 居酒屋
ラーメン一心 嬉野町下宿乙947-1 0954-42-4433 ラーメン・ちゃんぽん
利休 嬉野町大字下宿乙738 0954-42-0210 和食
李荘庵 嬉野町大字下宿乙738 0954-42-0210 すき焼き・しゃぶしゃぶ
旅館大村屋 嬉野町下宿乙851 0954-43-1234 ホテル・旅館の宴会場
旅館吉田屋 嬉野町岩屋川内甲379 0954-42-0026 ホテル・旅館の宴会場
リンガーハット佐賀嬉野店 嬉野町下宿丙2320-27 0954-42-0428 ラーメン・ちゃんぽん
RestaurantCafe&Shop
kihaco

嬉野町岩屋川内382 0954-42-0178 フレンチ・イタリアン

レストランぎゅう丸嬉野本店 嬉野町不動山3872番地イ 0954-42-1412 洋食
和食　すゑ廣 嬉野町大字岩屋川内甲473番地 0954-43-1928 和食
うれし庵 嬉野町下宿乙769 0954-42-0038 カフェ・スイーツ
やきとり　戦国 嬉野町大字下宿乙770 0954-43-2535 焼き鳥屋
茶心の宿 和楽園 嬉野町下野33 0954-43-3181 ホテル・旅館の宴会場
居酒屋さんぽ 嬉野町岩屋川内甲331 0954-43-3533 居酒屋
居酒屋　弁慶 嬉野町大字下宿乙570 0954-42-5144 居酒屋
MILKBREW COFFEE 塩田町馬場下甲727 080-3221-0871 カフェ・スイーツ
BAR IDEA 嬉野町下宿乙639 0954-43-3923 バー・ダイニングバー
居酒屋　一笑 嬉野町下宿乙481 090-4984-6775 居酒屋
旅館千湯樓 嬉野町岩屋川内乙2117-1 0954-42-1195 ホテル・旅館の宴会場
いろり焼き勝っちゃん 嬉野町下宿乙1090-2 0954-43-1345 居酒屋
居酒屋うさぎ 嬉野町下宿乙960-1徳永ビル1F 080-1715-8670 居酒屋
鶴寿し 嬉野町下宿乙968-1 0954-43-2888 寿司・天ぷら
甲子苑 嬉野町下宿丙2320-14 0954-43-1682 ラーメン・ちゃんぽん
月創菜膳＆鮨處ありあけ 嬉野町大字下宿乙2202番地27有明ビ 0954-42-0533 居酒屋
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