
SAGAおいし～と食事券2022加盟店 2022/8/22

伊万里市 登録店舗数 113店

屋号 住所 電話番号 カテゴリ
赤灯台 焼き鳥 居酒屋 伊万里町甲498-1宝来ビル1F 0955-25-9725 焼き鳥屋
味処はやし 山代町久原2998 0955-28-0382 和食
居酒屋　旭 東山代町⾧浜2094-5 0955-25-9178 居酒屋
居酒屋　とんとん 新天町661 0955-22-7855 居酒屋
居酒屋ぽん太 新天町469-9 0955-23-3683 居酒屋
伊万里　ロジエ 伊万里町甲567 0955-23-3289 レストラン・食堂
伊万里温泉　白磁乃湯 立花町2402-1 0955-22-6380 レストラン・食堂
伊万里牛鉄板ステーキ
Dining TAKA

大川町大川野3869-1 0955-29-2111 鉄板焼・ステーキハウス

伊万里厨酒房 彩香 伊万里町甲461 0955-22-8228 フレンチ・イタリアン
伊万里珈琲館 新天町87-3 0955-23-0252 喫茶店
伊万里ちゃんぽん 大坪町丙2075 0955-23-9578 ラーメン・ちゃんぽん
伊万里湾沿いの古民家 静波 瀬戸町2159 0955-35-4193 その他の飲食店
インターネット＆コミックカフェ
ハッピータイム

伊万里町甲255-2 0955-23-3285 その他の飲食店

インド料理　ナマステ　伊万里 二里町大里乙331-1 0955-25-9791 カレー・丼
VILLAGE　ヴィレッジ 伊万里町甲413-4 0955-23-9332 バー・ダイニングバー
兎山なずな庵 木須町4853-1 0955-22-3992 和食
うどんウエスト伊万里店 新天町286-9 0955-23-2373 うどん・そば
株式会社　海の郷玄海丸 南波多町井手野2956-1 0955-24-2263 寿司・天ぷら

お好み焼　えん 脇田町221-1 0955-23-1897
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

お好み焼 ふじ 伊万里町甲578 0955-22-4155
お好み焼・焼きそば・たこ
焼店

海鮮丼　とろ作 大坪町乙42-8 0955-25-9792 和食
ガスト 伊万里駅前 新天町浜の浦549-11 0955-20-4581 レストラン・食堂
語らい処すぎ家 松浦町山形5613 0955-26-2188 居酒屋
割烹　山平 伊万里町乙195 0955-23-2745 その他の飲食店
割烹旅館　ひさご 伊万里町甲413-8 0955-23-2157 ホテル・旅館の宴会場
Cafe museum 新天町560-2錦ビル1F 0955-25-9481 カフェ・スイーツ
カフェ&キッチンM 立花町921-1ホテルWIN1F 0955-25-9920 レストラン・食堂
Cafe＆DINING Bar　aiR 伊万里町甲413-30プーブルビル1F 0955-22-5711 バー・ダイニングバー
カフェレストラン　ダ・ジュール 新天町475-45 0955-22-5110 レストラン・食堂
釜揚げ牧のうどん伊万里店 大坪町乙585-1 0955-23-9376 うどん・そば
カレーハウスCOCO壱番屋　伊
万里二里町店

二里町大里乙100番地 0955-20-4451 カレー・丼

KIKYOYA 二里町大里甲2147-1 0955-23-7194 カフェ・スイーツ
ギグ・ファクトリー 新天町469-4 0955-22-5504 洋食
喫茶こせん 大川内町乙1823-2鍋島 虎仙窯 0955-22-3095 喫茶店
牛車 伊万里町甲426 0955-23-5488 居酒屋
ぎゅう丸伊万里店 新天町25-1 0955-25-9069 ハンバーグ
餃子無尽 新天町491 0955-23-0775 その他の飲食店
銀寿司 伊万里町甲384 0955-22-3455 寿司・天ぷら
喰い処　国松 立花町3384-3 0955-23-0688 居酒屋
串焼き福吉 蓮池町82 0955-22-6474 焼き鳥屋
グラスホッパー 伊万里町甲498-1 0955-22-7727 バー・ダイニングバー
久留米ラーメンすばる 大坪町乙43-3 090-7987-0391 ラーメン・ちゃんぽん
くわ焼きの店 恵方 伊万里町甲482 0955-23-0386 居酒屋
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ケンタッキーフライドチキン伊万
里店

新天町中島462-4 0955-21-0345 ファーストフード

こあ 新天町字中島497-1-2 0955-25-9277 すき焼き・しゃぶしゃぶ
小次郎寿司 木須町4669-1 0955-23-8196 寿司・天ぷら
ごっつお屋真しん 新天町中島488-14 0955-23-5007 居酒屋
今昔 新天町558-4 0955-23-3288 居酒屋
山林舎 二里町大里乙798-1 0955-22-2878 洋食
しーじゃっく伊万里店 二里町八谷搦1267 0955-25-9095 寿司・天ぷら
しちりん焼肉とらたま 二里町八谷搦112-5 0955-23-4029 焼肉・ホルモン・韓国料
しほみ食堂 松島町423-5 080-3909-0443 レストラン・食堂
蛇の目寿司 伊万里 伊万里町甲505 0955-22-3625 寿司・天ぷら
宿場 伊万里町甲413 0955-23-4329 焼き鳥屋
新天うなぎ屋 新天町468-4 0955-23-0147 レストラン・食堂
Ginとお万菜と私　小鉄 伊万里町甲194-2 090-1083-7153 バー・ダイニングバー
すき家　202号伊万里店 二里町大里乙102-1 0120-498-007 カレー・丼
ステーキハウスつじ川 新天町720番地3 0955-23-2660 鉄板焼・ステーキハウス
ステーキハウス　ライおン 二里町大里乙86-3 0955-23-9772 レストラン・食堂
smife 伊万里町甲202 090-5748-4251 バー・ダイニングバー
寿美佳 伊万里町甲176 0955-23-3354 その他の飲食店
清龍 南波多町井手野2755-1 0955-24-3110 中華料理
DININGきら・柊 新天町539 0955-22-5790 居酒屋
ちー坊のタンタン麺伊万里店 伊万里町甲413-30プーブルビル1F 0955-22-5711 ラーメン・ちゃんぽん
チングとここで 立花町3421 0955-25-8088 焼肉・ホルモン・韓国料
つる屋 松島町350-1 090-3412-2039 居酒屋
鉄板酒場ななふた 伊万里町甲813-4 0955-29-8877 居酒屋
天狗屋飯店 伊万里町甲542 0955-22-2548 中華料理
天婦羅割烹　吉峰 伊万里町甲196 0955-23-3563 寿司・天ぷら
とき里 立花町3760-1 0955-20-4500 うどん・そば
TOMATO HEAD 伊万里町甲122-10 0955-25-9384 フレンチ・イタリアン
ドライブイン鳥　伊万里本店 大坪町甲1384-2 0955-23-0667 焼肉・ホルモン・韓国料
なかの　田舎庵 立花町3392-10 0955-23-9894 うどん・そば
夏来場 新天町657港栄ビル 0955-23-1116 居酒屋
二休亭 伊万里町甲3-609 090-1348-5658 レストラン・食堂
忍者うどん 伊万里町甲413-9 0955-22-6723 うどん・そば
Noppo 大坪町甲2828-6 070-1355-1973 カフェ・スイーツ
博多らーめん 味納喜知 二里町大里乙158-3 0955-23-3475 ラーメン・ちゃんぽん
ばさら 新天町605-4 0955-20-1573 寿司・天ぷら
波多津ふれあい広場 波多津町辻517-8 090-6428-0050 その他の飲食店
花れんこん 大坪町甲1533-1花れんこん 0955-22-7766 和食
ひょうたん 新天町659　グルドビルⅡ1階 0955-22-1808 居酒屋
フランス料理 ブイヨン 新天町497-1 0955-23-5639 フレンチ・イタリアン
basecamp伊万里 大川内町乙1846basecampイマリ 090-6001-1851 カフェ・スイーツ
宝来軒 新天町475-34 0955-23-2438 ラーメン・ちゃんぽん
ホルモン焼酒場ぎゅうたん 伊万里町甲528 0955-22-8360 焼肉・ホルモン・韓国料
ホワイトハウス伊万里 新天町516-11 0955-21-1117 ホテル・旅館の宴会場
松乃屋　黒川店 黒川町小黒川139-26 0955-27-0136 レストラン・食堂
松乃屋　波多津店 波多津町辻940 0955-25-1136 居酒屋
民家レストラン　伊萬里亭 大川内町丙390-2 0955-22-3953 レストラン・食堂
モスバーガー伊万里店 二里町大里甲2082-1 0955-22-8117 ファーストフード
モンブーシェ 二里町八谷搦20-6 0955-25-9093 フレンチ・イタリアン
焼とり王将 伊万里町甲263-3 0955-23-7496 焼き鳥屋
焼肉　大黒 南波多町井手野2438-4 0955-24-2520 焼肉・ホルモン・韓国料
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焼肉ＡＺＵＭＡ伊万里店 松島町712-7 0955-20-9030 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉館 勝 伊万里店 大坪町乙165-367 0955-22-1718 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉食道園 新天町559-1 0955-22-3958 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉　司 二里町八谷搦1151 0955-23-3007 焼肉・ホルモン・韓国料
焼肉レストラン　ハピネス村 二里町八谷搦1127 0955-23-2681 焼肉・ホルモン・韓国料
山⾧ 松島町383-17 0955-22-3820 和食
遊感料理　えんじゅ 二里町八谷搦77-3 0955-22-9102 居酒屋
リンガーハット佐賀伊万里店 新天町大字中島462-3 0955-23-8180 ラーメン・ちゃんぽん
レストラン　風の丘 伊万里町甲481-2 0955-22-6910 レストラン・食堂
レストラン 勝 二里町大里甲1780 0955-22-6661 鉄板焼・ステーキハウス
レストラン　石けり 二里町大里乙203-3 0955-23-3922 洋食
レストランチムニー 立花町3321-1 0955-23-0515 レストラン・食堂
レストランバンク 大坪町乙547-1 0955-22-6262 レストラン・食堂
櫓庵治　伊万里店 新天町720-9 0955-20-4636 その他の飲食店
ロイヤルチェスター伊万里 新天町520-6 0955-22-2021 ホテル・旅館の宴会場
炉ばた焼夢辰 立花町2404番地8 0955-20-4214 居酒屋
ワインバーヴァン 伊万里町甲150-6 0955-22-2231 バー・ダイニングバー
和がや 伊万里町甲217 0955-22-5313 居酒屋
和風れすとらん磯 松浦町桃川5572-3 0955-26-2964 レストラン・食堂
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