
SAGAおいし～と食事券2022加盟店 2022/12/31

小城市 登録店舗数 72店

屋号 住所 電話番号 カテゴリ
居酒屋　熱娘食堂 三日月町⾧神田752-14 0952-37-0707 居酒屋
居酒屋櫻 三日月町⾧神田831-18 0952-72-8735 居酒屋
居酒屋　りんでん 牛津町上砥川244-10 0952-37-9860 居酒屋
居食家 ほっこり 牛津町上砥川1847 090-8418-4018 居酒屋
一楽 小城町436 0952-73-2235 レストラン・食堂
魚はち小城清水店 小城町252-7 0952-97-8528 居酒屋
牛津さぬき屋 牛津町勝1370-1 0952-66-4123 うどん・そば
おうちレストラン　アムール小城
店

小城町240-9 0120-000-237 カレー・丼

おさかな処小山 小城町高原745-3 0952-37-5115 居酒屋
織島苑 三日月町織島2594 0952-72-2101 その他の飲食店
おるごーる 三日月町金田1154-1 0952-72-7108 居酒屋
山田老舗 小城町905 0952-73-2051 菓子
からつバーガー　さくらごう 三日月町⾧神田988番地 0952-73-4264 ファーストフード
から丸 三日月町堀江465-16 0952-72-7039 その他の飲食店
菊前寿司 牛津町牛津813 0952-66-0671 寿司・天ぷら
清水屋 小城町松尾2224 0952-72-2701 その他の飲食店
喰海 三日月町石木95-2 0952-72-7914 居酒屋
串焼 天寿 小城町279-8 0952-73-5322 焼き鳥屋
鯉御殿　たきもと 小城町松尾2234 0952-73-4151 その他の飲食店
鯉しげ 小城町松尾2261 0952-72-2008 和食
寿屋別館 小城町163-7 0952-72-2023 和食
佐賀ラーメン喰道楽三日月店 三日月町⾧神田762-1 0952-73-5331 ラーメン・ちゃんぽん
三九ラーメンセンター 三日月町織島1493 0952-37-3960 ラーメン・ちゃんぽん
旬鮮酒菜 美 小城町252-2 0952-72-1353 酒場、ビヤホール
スエヒロ商店 三日月町織島1493 0952-37-3995 ラーメン・ちゃんぽん
すき家　34号小城三日月店 三日月町金田1101番1 0120-498-007 カレー・丼
スナック　モンローズ 三日月町⾧神田752-14 0952-73-5303 その他の飲食店
住ノ江炭火かき家山﨑 芦刈町永田2859-1 0952-66-1136 居酒屋
清竜 小城町松尾2252 0952-72-2714 その他の飲食店
ダイニング　花ホタル 小城町本町281-1 0952-37-5021 居酒屋
竹ちゃんラーメン 三日月町織島2860-1 0952-73-2870 ラーメン・ちゃんぽん
たまご家・ひよこカフェ三日月店 三日月町甲柳原14－1 0952-73-1181 カフェ・スイーツ

たんぽぽ 三日月町⾧神田787-4 0952-72-6165
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

中華料理 来来菜館 牛津町下砥川101-2 0952-66-1909 中華料理
中華料理ソンヨン 小城町中町544-1 0952-72-3020 中華料理
中華料理　東盛菜館 三日月町樋口919-1 0952-65-2542 中華料理
Tem. de Suc. 三日月町久米2120-2 0952-72-7277 カフェ・スイーツ
ドライブイン　一平 三日月町久米1484-3 0952-72-6037 レストラン・食堂
ながさき屋 牛津町牛津66-30 0952-66-0412 レストラン・食堂
Hungry bowL 2nd 三日月町⾧神田1055-1 0952-37-7004 レストラン・食堂
Pain sucre 小城町281番地1の2Pain sucre 0952-37-1744 パン
彦すし 三日月町久米938 0952-73-4779 寿司・天ぷら
ひろまる 三日月町久米1422-5 0952-37-0999 うどん・そば
味泉　指月 三日月町樋口888-2 0952-73-5483 和食
麺工房こうき小城店 小城町畑田2399-3 0952-72-1333 うどん・そば
森のアトリエ 三日月町織島21 0952-73-8818 カフェ・スイーツ
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
モン・シェリPARTⅡ 小城町173-1 0952-73-4783 バー・ダイニングバー
やきとり大吉 小城町919-1 0952-73-4718 焼き鳥屋
焼とり　田ざん 牛津町牛津760 0952-66-5177 焼き鳥屋
焼とり　文ちゃん 小城町745-3 0952-73-5237 焼き鳥屋
焼きとり　らーめん　まつしげ 小城町746-11 0952-73-7566 ラーメン・ちゃんぽん
焼肉園 小城町162 0952-73-4557 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉かくら　三日月店 三日月町織島1493 0952-37-3940 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉館一炉 三日月町久米815-4 0952-97-7729 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉酒場　村一千 三日月町⾧神田758-3 0952-73-5518 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉森山　本店 三日月町⾧神田1038-5 0952-73-8030 焼肉・ホルモン・韓国料
龍水園ホテル 小城町松尾1817-1 0952-72-2200 その他の飲食店
レストランホワイトハウス 小城町廿地219-7 0952-72-5672 レストラン・食堂
和敬庵 小城町777 0952-73-3406 その他の飲食店
和食処美郷 小城町池上2781-2 0952-97-5081 居酒屋
中華食堂 口口香(ココシャン) 小城町畑田2573-5 0952-72-5638 中華料理
のだ萬 牛津町上砥川63-2 0952-66-0881 レストラン・食堂
居酒屋笑らび 三日月町⾧神田831-19 0952-73-5659 居酒屋
小城鍋島家Ten 小城町208-2小城鍋島家Ten 0952-72-5324 カフェ・スイーツ
居酒屋　美郷 小城町池上2781 0952-72-7827 焼き鳥屋
鉄道模型とカレー焼き 小城町畑田2553-2 090-2966-8544 カフェ・スイーツ
松乃鮨 小城町松尾3999-1 0952-72-6032 寿司・天ぷら
BASE ogi フレンチレストラン桜
岡

小城町293番地13 0952-72-6810 フレンチ・イタリアン

麺や豪 牛津町下砥川101-2 0952-66-5026 ラーメン・ちゃんぽん
開泉閣 小城町岩蔵77 0952-72-2155 料亭
食＆カフェ　和 小城町253-21ゆめぷらっと小城１F 0952-72-7757 レストラン・食堂
ルージュ・エ・ノアール 小城町２５２－２ 0952-72-5662 喫茶店
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