
SAGAおいし～と食事券2022加盟店 2022/10/14

武雄市 登録店舗数 142店

屋号 住所 電話番号 カテゴリ
あん梅 武雄町富岡7751-31 0954-23-5617 和食
居魚亭　魚河し 武雄町大字昭和42-10 0954-22-0221 居酒屋
居酒屋 来ぃまい 西川登町小田志16776-3 090-1171-8073 居酒屋
居酒屋あじ彩 武雄町富岡11515-1 090-9652-7833 居酒屋
居酒屋いってみょう 武雄町富岡7751-25 0954-22-2513 居酒屋
居酒屋甚八 武雄町昭和10-10 0954-27-7226 居酒屋
居酒屋どんぐり 武雄町武雄5608－16 0954-22-0417 居酒屋
居酒屋のーてんき武雄店 武雄町武雄8157-2 0954-23-8859 居酒屋
居食亭　豊 武雄町大字永島15353-9 0954-23-2536 居酒屋
一酔 武雄町大字富岡8295-5 0954-22-3308 料亭

インドレストラン　ミラン 武雄町大字武雄8159 0954-23-0706
アジア・エスニック・各国料
理

大阪王将　ゆめタウン武雄店 武雄町武雄4992ゆめタウン武雄 0954-22-8477 中華料理
おがた寿司 武内町大字真手野27001-3 0954-27-2207 寿司・天ぷら
お好み一番地　ゆめタウン武雄
店

武雄町武雄4992ゆめタウン武雄 0954-22-8057
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

お酒と創作料理　hanana 武雄町昭和11-1 0954-23-9345 居酒屋
おっ母さんの一膳めし屋 武雄町昭和805 0954-22-4658 和食
御料理　最なか 武雄町武雄4068-4 0954-27-7703 和食
懐石宿 扇屋 武雄町武雄7399 0954-22-3188 和食
Kaji  synergy  restaurant 武雄町武雄4239-1 0954-38-9007 フレンチ・イタリアン
ガスト 佐賀武雄 武雄町大字昭和277 0954-20-1700 レストラン・食堂
割烹・仕出し乃多屋 朝日町大字甘久1917 0954-22-2824 料亭
cafe Lo faro’ 武雄町昭和17-14 090-5741-8982 フレンチ・イタリアン
cafe　亜羅琲珈 東川登町袴野10093 0954-23-6976 カフェ・スイーツ
cafe・菓子 まんまる実柑 朝日町甘久1767-1 0954-22-8032 カフェ・スイーツ
cafe de montee 東川登町永野900-5 0954-33-0533 フレンチ・イタリアン
カフェレストラン　パセリ 武雄町大字武雄4145-2 0954-23-3751 洋食
元祖 後楽園 武雄町富岡219 0954-23-2547 ラーメン・ちゃんぽん
北方温泉四季の里 七彩の湯 北方町大崎4300-1 0954-36-5926 レストラン・食堂
喫茶と雑貨の店　中村屋 武雄町武雄7266 0954-23-1678 喫茶店
九州パンケーキカフェ武雄市こど
も図書館店

武雄町大字武雄5304-1 0954-23-0644 レストラン・食堂

牛亭 武雄町大字武雄4073-1 0954-22-2989 焼肉・ホルモン・韓国料
串カツ　熹さくや 武雄町富岡7763-5飛鳥ビル2階 0954-27-7701 居酒屋
ケンタッキーフライドチキンアクロ
スプラザ武雄店

武雄町富岡12516番 0954-20-0005 ファーストフード

公益財団法人 陽光美術館 武雄町武雄4075-3 0954-20-1187 喫茶店
coffee shop　喜蔵 武雄町武雄7353 0954-22-2662 喫茶店
珈琲の店　椛琳 武雄町武雄5594-1 0954-23-8661 喫茶店
Coffee house  DEAR 武雄町富岡11507 0954-23-6676 喫茶店
CoCo壱番屋佐賀武雄店 武雄町昭和103 0954-26-9848 カレー・丼

湖畔のレストラン　はねやすめ
武雄町永島16351佐賀県立宇宙科学
館内

0954-27-7029 レストラン・食堂

コマニク 武雄町大字富岡262海舟ビル2F 0954-27-7990 居酒屋
小料理　なごみ 武雄町富岡7741 0954-23-4980 居酒屋
小料理　はるか 武雄町大字富岡7771-2 0954-23-4918 居酒屋
サーティワン　ゆめタウン武雄店 武雄町武雄4992ゆめタウン武雄 0954-22-5539 アイスクリーム
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
佐賀牛炭火焼肉　佐が家 武雄町昭和3-12一ノ瀬センタービル　1F 0954-23-1255 焼肉・ホルモン・韓国料
佐賀ラーメン喰道楽北方本店 北方町大字大崎2492-3 0954-36-2858 ラーメン・ちゃんぽん
佐賀ラーメン喰道楽武雄店 武雄町大字昭和794 0954-22-6539 ラーメン・ちゃんぽん
讃岐どん太鼓ゆめタウン武雄
FS店

武雄町武雄4992ゆめタウン武雄 0954-20-1353 うどん・そば

三太郎寿し 北方町志久1690 0954-36-3904 寿司・天ぷら
しーじゃっく武雄店 武雄町昭和43-12 0954-22-8028 寿司・天ぷら
酒菜処　心粋 武雄町富岡7807-3平和ビル101 0954-22-3313 居酒屋

酒菜　ななあん
武雄町大字富岡7754-6プリンステナント
Ｂ室

0954-22-2120 居酒屋

酒食肆　独楽Ｗ 武雄町大字富岡7760-12海舟ビル 0954-22-3011 居酒屋
旬魚旬彩 雅膳 武雄町富岡206 0954-22-3513 和食
旬彩このみ 武雄町富岡7754-3 0954-23-3622 居酒屋
純中国料理　八芳苑 武雄町武雄4105 0954-23-1581 中華料理
庄屋武雄店 武雄町武雄5748－1 050-8883-6250 和食
陣屋　もろいし 武雄町富岡7759-2 0954-23-3680 居酒屋
すき家　34号武雄店 武雄町昭和795-1 0120-498-007 カレー・丼
寿し八 武雄町武雄8065 0954-22-4091 寿司・天ぷら
すし秀 武雄町昭和21-8 0954-22-2266 寿司・天ぷら
スシロー武雄店 武雄町富岡12672-1 0954-26-8557 寿司・天ぷら
スターバックスコーヒー蔦屋書店
武雄市図書館店

武雄町武雄大字武雄5301-1スターバッ
クスコーヒー武雄市図書館

0954-20-0313 カフェ・スイーツ

炭火焼き美味鷄 武雄町富岡7771-8平成ビル104号 0954-33-0450 焼き鳥屋
清香園 武雄町武雄8010 0954-23-3955 焼肉・ホルモン・韓国料
清香園武雄店 朝日町甘久1311-1 0954-23-8700 焼肉・ホルモン・韓国料
創作家庭料理　月の音 武雄町昭和11-1 0954-23-5398 レストラン・食堂
創作ダイニング　菜on 武雄町大字昭和4-8三共ビル1F 0954-33-8072 フレンチ・イタリアン
武雄温泉駅カフェ カイロ堂 武雄町富岡 294 0954-22-2767 レストラン・食堂
武雄温泉物産館 武雄町昭和805 0954-22-4597 アイスクリーム
武雄温泉 森のリゾートホテル 武雄町永島15750-1 0954-23-4477 ホテル・旅館の宴会場
タケオバル SOL DE VERANO 武雄町富岡7807-3平和ビル103 0954-38-9027 レストラン・食堂
TAKO ICHIBAN（たこ一
番）　ゆめタウン武雄店

武雄町武雄4992ゆめタウン武雄 0954-22-3000
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

多ま寿し 武雄町富岡7769-3 0954-23-0788 寿司・天ぷら
china kitchen 蘭蘭 朝日町大字甘久2233-2 0954-27-8824 中華料理
China kitchen あんにん 武雄町大字武雄247 0954-33-0036 中華料理
中華料理 貴靖takayasu 武雄町富岡211 0954-27-7433 中華料理
錘 武雄町富岡7751-32西海ビル1F 0954-33-1074 居酒屋
鶴亀寿司 武雄町富岡8550-7 0954-22-2701 寿司・天ぷら
TKB AWARDS 武雄町富岡7811-5かめやビルA号 080-3958-3411 ファーストフード
手作りハンバーグ　くれよん　北
方店

北方町大字大崎1316-1 0954-27-7862 ハンバーグ

手作料理えん 武雄町武雄3957-6 0954-22-0248 居酒屋
鉄板焼工房ぶらんこ 武雄町富岡7756-1 0954-23-3945 鉄板焼・ステーキハウス
トラットリヤミマサカ 山内町三間坂甲14339-3 0954-45-4389 フレンチ・イタリアン
とんかつ　きのや武雄北方店 北方町大崎1111-1 0954-36-5558 その他の飲食店
バー　レインビート 武雄町富岡7751-32西海ビル1Ｆ 0954-23-0207 バー・ダイニングバー
Beee＋マルシェ＆カフェ 東川登町永野6704-3 0954-33-8025 カフェ・スイーツ
久家 武雄町大字富岡220 0954-23-9683 居酒屋
フィッシャーマンズダイナー 武雄町昭和17-15 080-3963-3310 バー・ダイニングバー
福太朗 武雄町大字武雄7266-6 0954-22-3012 和食
豚料理とうどんの店 NAGI 武雄町昭和12-10武雄市役所内　1F 0954-22-0855 レストラン・食堂
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
ペンションピクニック 武雄町永島16200-1 0954-20-0044 レストラン・食堂
房　空路 山内町宮野1426-1 0954-45-2234 うどん・そば
ホテル春慶屋 武雄町武雄7407ホテル春慶屋 0954-22-2101 ホテル・旅館の宴会場
またえもん 武雄町昭和6-5 0954-22-3867 レストラン・食堂
ミスタードーナツ　ゆめタウン武
雄ショップ

武雄町武雄4992ゆめタウン武雄 0954-20-1477 カフェ・スイーツ

めん勝　武雄店 武雄町武雄5620-1 0954-23-9866 うどん・そば
モスバーガー武雄店 武雄町大字富岡277 0954-23-9300 ファーストフード
酛蔵庄屋　ゆめタウン武雄店 武雄町武雄4992ゆめタウン武雄1Ｆ 0954-20-1277 レストラン・食堂

MOHANO 武雄町富岡7772-5 0954-33-0681
アジア・エスニック・各国料
理

もみの木 武雄町大字武雄185番地 0954-23-3907 和食
八百重 武雄町武雄7229 0954-23-2148 その他の飲食店
焼肉 一力 橘町2434-1 0954-22-5566 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉館　勝　武雄店 武雄町富岡12517-1 0954-20-1129 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉どすこい 武雄町富岡7771番地8平成ビル1F 070-2344-8929 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉　なかやま 北方町大崎1110-6 0954-36-4629 焼肉・ホルモン・韓国料
屋台村 武雄町7272-2 0954-22-5010 居酒屋
奴寿司 武雄町富岡7740-7 0954-22-2540 寿司・天ぷら
山ん堂 山内町大字宮野2011-1 0954-45-3030 ラーメン・ちゃんぽん
湯元荘 東洋館 武雄町武雄7408 0954-22-2191 ホテル・旅館の宴会場
らーめんの力麺 山内町三間坂甲15293-1(バイパス通 0954-45-5152 ラーメン・ちゃんぽん
La Mia Casa(ラ・ミーア・カー 武雄町富岡7846-2 0954-28-9545 フレンチ・イタリアン
Liberale~酒場 武雄町富岡225川島ビル2F 090-2089-7990 酒場、ビヤホール
料亭松山 北方町志久3268－3 0954-36-2122 和食
レストガーデン・ミニ 山内町大字宮野325-1 0954-45-3533 カフェ・スイーツ
煉瓦亭 朝日町中野5370-1 0954-23-8838 レストラン・食堂
ロッテリアゆめタウン武雄FS店 武雄町武雄4992ゆめタウン武雄 0954-20-1353 ファーストフード
Robin's Kitchen 北方町大字大崎1103 0954-36-0208 フレンチ・イタリアン
Y's Burger ゆめタウン武雄店 武雄町武雄4992ゆめタウン武雄 0954-27-7511 ファーストフード
ワイン食堂 cobacini 武雄町昭和3-5 0954-27-7710 フレンチ・イタリアン
ワインショップ　イヴローニュ　ワイ
ンバーベガーズバンケット

武雄町武雄7365 0954-28-9730 バー・ダイニングバー

若竹 武雄町武雄8155 0954-22-0045
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

和彩はな蓮 山内町三間坂15316-1 0954-45-5050 レストラン・食堂
和食処　大藤 武雄町武雄67 0954-23-3754 和食
精養軒 北方町大字志久3376-1 0954-36-2766 焼肉・ホルモン・韓国料
寿し松 武雄町昭和11-1 0954-23-7001 寿司・天ぷら
やきとり丸莊 武雄町大字富岡12183-1 0954-23-7953 焼き鳥屋
ベーカリーシャルマン 武雄町大字昭和12番地10武雄市役 0954-22-6555 パン
新玉 武雄町大字富岡7750-1 0954-23-0853 和食
Italian bar IRIE 武雄町富岡7661-2藤本ビル1F 090-2964-6151 居酒屋
居酒屋NUFNUF 北方町志久1762-1 0954-36-3530 居酒屋
さつまラーメン　武雄店 武雄5970 0954-23-5955 ラーメン・ちゃんぽん
和匠　皐月庵 武雄町富岡221エタニティビル1F-104号 0954-20-1308 和食
きたろうラーメン 武雄町大字永島13201番地 0954-22-4536 ラーメン・ちゃんぽん
炭火焼古賀 北方町大字志久2040-2 0954-27-7750 その他の飲食店
想夫恋　武雄店 武雄町武雄2028-1 0954-22-2618 その他の飲食店
武雄 旅 書店 武雄町昭和１３－２１ 0954-22-2542 カフェ・スイーツ
焼肉　松阪屋 武雄町富岡8550-1 0954-23-6604 焼肉・ホルモン・韓国料
炉端ひより 北方町志久122-1 0954-20-3066 居酒屋
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
レストラン・カフェ　オリー 武雄町大字昭和16-7 0954-27-7210 レストラン・食堂
武雄・川端　楽庵 武雄町大字富岡7760-12海舟ビル２F 0954-27-7488 居酒屋
ごはんや 武雄町武雄7358番地大宅ビル1階 0954-22-6626 レストラン・食堂
喫茶チャコ 武雄町富岡11513-1喫茶チャコ 0954-22-5358 喫茶店
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