
SAGAおいし～と食事券2022加盟店 2022/12/31

鳥栖市 登録店舗数 143店

屋号 住所 電話番号 カテゴリ
あげまき 東町2丁目909-1 0942-82-3483 居酒屋
味味鳥 古賀町650-2 0942-84-7005 居酒屋
アバシ鳥栖店 曽根埼町1485-6 0942-82-3233 カレー・丼
アンジェココ 蔵上4丁目121 0942-81-1638 カフェ・スイーツ
あんじぇここ 杏都 原古賀町519 0942-85-7780 菓子
アンテェナアト弥生が丘店 弥生が丘5丁目210-2 0942-81-2131 フレンチ・イタリアン
イタリア料理　詩々里庵 大正町783-9 0942-82-8457 フレンチ・イタリアン
一味ラーメン 鳥栖店 真木町赤江1138－1 0942-84-3663 ラーメン・ちゃんぽん
壱八 京町780-7 0942-80-2096 焼肉・ホルモン・韓国料

インド料理ビスヌ　鳥栖店 真木町1798-1 0942-82-8282
アジア・エスニック・各国料
理

VERSATILE 本鳥栖町704-12 0942-83-8533
アジア・エスニック・各国料
理

魚平 京町790－1緒方ビル1Ｆ 0942-85-2230 居酒屋
うふふカフェ鳥栖元町店 元町1348－2 0942-83-0007 喫茶店
お米屋さんのサンドイッチ 江島町3066 0942-50-6686 ファーストフード
おむらいす亭フレスポ鳥栖店 本鳥栖町537番地1 0942-82-8558 レストラン・食堂
海皇 蔵上1-226-2 0942-83-1154 居酒屋
回転寿司しげなが　弥生が丘 弥生が丘5-4 0942-82-3707 寿司・天ぷら
釜揚げ牧のうどん鳥栖 轟木町1065-1 0942-84-5411 うどん・そば
カレーハウスCOCO壱番屋　鳥
栖バイパス店

蔵上4丁目117番地 0942-81-2802 カレー・丼

金金醤　鳥栖プレミアム・アウト
レット

弥生が丘8-1鳥栖プレミアム・アウトレット
680区画

0942-84-7035
焼肉・ホルモン・韓国料
理

京もつ鍋ホルモン朱々佐賀鳥
栖店

本通町1丁目802番17 0942-85-9995
焼肉・ホルモン・韓国料
理

くら寿司フレスポ鳥栖店 本鳥栖町537-1 0942-87-3610 寿司・天ぷら
焼鳥黒ニ升 弥生が丘6丁目106 0942-85-8220 焼き鳥屋
ケンタッキーフライドチキン鳥栖 古賀町字天神339-1 0942-81-1208 ファーストフード
吾一 本町2-87-1 0942-83-7658 居酒屋
口福居酒屋きわみ 本鳥栖町537-16 0942-87-5606 居酒屋

神戸元町ドリア
弥生が丘8-1鳥栖プレミアムアウトレット区
画305

0942-81-5309 洋食

光林飯店 古賀町357 0942-83-1234 中華料理
サーティワンアイスクリーム　鳥栖
プレミアムアウトレット店

弥生が丘8-1-660 0942-84-7188 カフェ・スイーツ

サーティワンアイスクリーム　フレ
スポ鳥栖店

本鳥栖町537-1 0942-83-8048 カフェ・スイーツ

菜蓮二号店 本通町1丁目804-13 0942-84-0306 居酒屋
菜蓮本店 本通町1丁目813-11 0942-84-6558 居酒屋
佐賀軒ちゃんぽん＆ステーキ
鳥栖店

古賀町529-9 0942-84-0188 ラーメン・ちゃんぽん

佐賀ラーメン喰道楽鳥栖店 立石町12-107 0942-83-3691 ラーメン・ちゃんぽん
咲良 本通町1丁目810-24 0942-83-6173 居酒屋
さすらいのカンテキ鳥栖酒場 大正町771-16 0942-55-6642 焼肉・ホルモン・韓国料
saburo36 本鳥栖町570－1 0942-82-9563 カフェ・スイーツ
四季の串揚げ 揚千 京町726 0942-84-1588 寿司・天ぷら
地どり料理しの原 元町1359-2メモリー鳥栖1階 0942-84-8307 居酒屋
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
しゃぶ葉 鳥栖 蔵上2丁目113 0942-81-2585 レストラン・食堂
酒家 魚肉菜 虹晴れ 大正町722-3 0942-50-6772 和食
旬の肴と旨い酒 ぼばる 京町792-26 0942-83-8066 居酒屋
食彩　けん玉 大正町789-2 0942-82-1955 居酒屋
食彩浪漫　ひろ 本鳥栖町537-17 0942-84-4335 居酒屋
すき家　34号鳥栖店 萱方町177-1 0120-498-007 カレー・丼
すし大臣　鳥栖本店 古賀町537-1 0942-85-2575 寿司・天ぷら
スシロー鳥栖古賀店 古賀町字天神335-1 0942-87-3400 寿司・天ぷら
スターバックスコーヒー
TSUTAYA鳥栖店

本鳥栖町537-1フレスポ鳥栖1F 0942-81-2001 カフェ・スイーツ

すたみな太郎 鳥栖店 蔵上4-127 0942-84-7789 焼肉・ホルモン・韓国料
ステーキレストラン花やしき 柚比町296番地1 0942-83-2000 鉄板焼・ステーキハウス
炭火焼鳥 囀々 京町722-25-9京町ビル 0942-50-5505 焼き鳥屋
炭火やきとり中村屋 布津原町62-128 0942-83-1448 焼き鳥屋
炭焼　英 本通町1丁目857-10 0942-82-6537 焼き鳥屋
奏味創彩えんや 養父町35-1-1 0942-83-5186 居酒屋
Dining＆Barこやなぎ 本通町1－802－20 0942-80-6647 バー・ダイニングバー
Dining Toride 大正町721-1 0942-81-4333 フレンチ・イタリアン
大龍ラーメン　小森野店 真木町赤江1056-1 0942-84-0559 ラーメン・ちゃんぽん
中央軒 新鳥栖駅売店 原古賀町302-2 0942-82-3166 うどん・そば
中央軒 鳥栖駅5・6番のりば売
店

京町709番地JR九州鳥栖駅構内 0942-82-3166 うどん・そば

中央軒 鳥栖駅待合室売店 京町709番地JR九州鳥栖駅構内 0942-82-3166 うどん・そば
Teppan dining HAREMA 本通町1-810-23 0942-87-5688 居酒屋
天ぷら　海老名 養父町474 0942-82-7611 寿司・天ぷら
とすのとんかつきむら本店 養父町482-1 0942-83-2369 レストラン・食堂
トランドール鳥栖駅店 京町709 0942-82-4888 パン
鳥ひよ 本鳥栖町537-19 0942-83-8689 焼き鳥屋
drinkstand1212 曽根崎町1273-1 050-1301-2660 カフェ・スイーツ

どんどん亭鳥栖バイパス店 牛原町514-4 0942-82-6103
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

生パスタ専門店SPALA
弥生が丘8-1鳥栖プレミアムアウトレット
№685

0942-87-3540 フレンチ・イタリアン

肉肉うどん　鳥栖店 宿町731-3 0942-50-8479 うどん・そば
ニパチ鳥栖店 本通町1-802-15 0942-84-3928 居酒屋
能古うどん製造所 鳥栖プレミア
ム・アウトレット店

弥生が丘8-1鳥栖プレミアム・アウトレット 0942-84-7353 うどん・そば

呑み処らしく 京町787-1園田ビル2F 0942-85-8422 その他の飲食店
BAR APPLAUTIR 本通町1-813-16 0942-82-1198 バー・ダイニングバー
白龍 本鳥栖町410-9 0942-80-0046 中華料理
花カフェ 柚比町296-1 0942-83-6683 カフェ・スイーツ
濵かつ　鳥栖バイパス店 古賀町62 0942-84-0965 レストラン・食堂
ハンバーグ・オニオン鳥栖店 田代大官町878－3 0942-81-5070 洋食
ハンバーグ専門つばきグリル　鳥
栖店

古賀町346-1 0942-50-8388 ハンバーグ

ピエトロ鳥栖プレミアムアウトレッ
ト店

弥生が丘8-1鳥栖プレミアムアウトレット内 0942-87-7300 フレンチ・イタリアン

ひなっ子鳥栖店 京町722-25京町ビル1階 0942-82-2054 居酒屋
弘助 本鳥栖町410-7 0942-84-1009 居酒屋
Fermentationイタリアン
Lincotto

曽根崎町1311-1 0942-85-8158 フレンチ・イタリアン

FUKU CAFE 江島町3066 0942-81-1444 レストラン・食堂
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
ふく手羽鳥栖本店 本通町1丁目802 0942-85-3339 居酒屋
不動神 本鳥栖町615-6 0942-83-8566 焼肉・ホルモン・韓国料
french dining&bar 本鳥栖町704-11 0942-82-3210 フレンチ・イタリアン
ベスパベスパ 本鳥栖町537-1フレスポ鳥栖1F 0942-84-8884 フレンチ・イタリアン
別館もみじ庵 柚比町296番地1 0942-83-2000 和食
紅虎餃子房　鳥栖プレミアム・
アウトレット

弥生が丘8-1鳥栖プレミアム・アウトレット
310区

0942-87-7277 中華料理

ボークー・ド・ボヌール 本通町1-804-6 0942-85-7711 カフェ・スイーツ
PORUS CAFE 本鳥栖町537-6 0942-85-9064 カフェ・スイーツ
本格炭火焼ひだね鳥栖店 京町711-23 0942-50-8588 焼き鳥屋
本格炭火焼焼人 本鳥栖町537-33 0942-82-1011 焼き鳥屋
マウリーノ カフェ 萱方町271-2 0942-50-5164 カフェ・スイーツ
丸源ラーメン 鳥栖店 轟木町1058-1 0942-85-8616 ラーメン・ちゃんぽん
ミスタードーナツフレスポ鳥栖
ショップ

本鳥栖町537-1 0942-81-2475 カフェ・スイーツ

みみたぶう 鎗田町405-2 0942-82-2346 焼き鳥屋
むさしの森珈琲 鳥栖古賀町 古賀町525-1 0942-87-5030 レストラン・食堂
麺勝　小郡店 永吉町日恵寺144-1 0942-82-6781 うどん・そば
めん吉 神辺町87番地 0942-82-1087 うどん・そば
モスバーガー鳥栖バイパス店 古賀町331 0942-82-4118 ファーストフード
焼鳥 米五合 古野町670-1 0942-85-7895 焼き鳥屋
焼肉　香梅 京町776-1-2 0942-84-2210 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉 李庵 京町792-27 0942-83-3700 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉ウエスト鳥栖店 真木町1496-1 0942-84-0466 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉きんぐ 鳥栖店 轟木町1067-1 0942-85-9298 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉道 本通町2丁目872-3 0942-25-8209 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉プサン 古賀町15 0942-85-1907 焼肉・ホルモン・韓国料
八蔵 鳥栖店 宿町716-8 0942-81-3707 居酒屋
やすらぎ食空間　うらら 東町1丁目1027 0942-82-2424 レストラン・食堂
や台ずし鳥栖町 本通町1-810-16 0942-83-1628 居酒屋
宵処 本鳥栖町537-17 0942-85-0623 居酒屋
呼子活イカ　博多巻き串　燈 弥生が丘1-29ネオハイムビル101 0942-85-7779 酒場、ビヤホール
ラーメン店　繊月 西新町1423-6 0942-83-7121 ラーメン・ちゃんぽん

LION CURRY 真木町1978-3 0942-84-8600
アジア・エスニック・各国料
理

LUCK CAFE 宿町1421-5 090-9075-9455 カフェ・スイーツ
らんぶる台所家 本通町11丁目810－26 0942-83-5148 その他の飲食店
リンガーハット 鳥栖田代店 神辺町87-3 0942-82-8304 ラーメン・ちゃんぽん
リンガーハットフレスポ鳥栖店 本鳥栖町537-1 0942-81-5138 ラーメン・ちゃんぽん
和と印　こころのえき 大正町786-6 0942-85-8199 居酒屋
和風韓国料理/和牛焼肉ソウ
ルママ

姫方町341-2 0942-50-8882
焼肉・ホルモン・韓国料
理

ワンカルビ鳥栖店 轟木町1173ライフガーデン 0942-84-4129 焼肉・ホルモン・韓国料
うな勇 養父町486-1 0942-85-0320 その他の飲食店
焼鳥　康まる 本通町1-793-1 0942-91-2077 焼き鳥屋
食堂TOPO 本鳥栖町537-19 0942-84-4233 フレンチ・イタリアン
炭火焼　五味鳥 京町７８２－１６トスサンビル１０１ 0942-82-7504 居酒屋
お食事処 なかしま 原古賀町762 0942-84-5539 居酒屋
母めし だっこ。 本通町２丁目875 0942-85-3821 居酒屋
炭火やきとり　桜翔 本町2丁目1399-6 0942-84-9276 居酒屋
本格中華料理香香 蔵上4丁目304番地 0942-85-7933 中華料理
資さんうどん鳥栖真木店 真木町1113-6 0942-50-5105 うどん・そば
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屋号 住所 電話番号 カテゴリ
和心料理　はばき 本町1丁目959-16-2 0942-82-1038 居酒屋
フレッシュネスバーガー鳥栖プレ
ミアム・アウトレット店

弥生が丘8-1鳥栖プレミアム・アウトレット 0942-87-3751 ファーストフード

農家茶屋　紀のや 弥生が丘4丁目350 0942-82-3308 レストラン・食堂
居酒屋　信ちゃん 本通町2丁目873-3 0942-84-9620 居酒屋
かざぐるま 田代本町１２７０－１０ 0942-82-6262 焼き鳥屋
竹乃屋　鳥栖店 本鳥栖町537-1フレスポ鳥栖 0942-87-9477 居酒屋
目利きの銀次　ライフガーデン
鳥栖店

轟木町1173ライフガーデン鳥栖 1階 0942-81-3588 居酒屋

株式会社蔵出しめんたい本舗
弥生が丘店

弥生が丘５-１-１ 0942-87-9330 レストラン・食堂

やきとり達 京町722-25京町ビル1階 080-3371-1853 焼き鳥屋
牛船 蔵上2-121 0942-84-4175 ハンバーグ
海鮮酒場誠大 本鳥栖町811-3 080-4274-7602 居酒屋
Sun's kitchen 東町１丁目1019-25 0942-55-3387 その他の飲食店
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