
店舗名 住所 TEL ジャンル ジャンル詳細 備考

1 中島美香園 嬉野町大字下宿乙2199 0954-42-0372 お土産店 うれしの茶

2 ㈲橋爪清香園茶舗 嬉野町大字下宿乙997 0954-42-0023 お土産店 うれしの茶

3 ㈲フクダ製茶園 嬉野町大字岩屋川内甲98-2 0954-43-1666 お土産店 うれしの茶

4 お茶の一福園 嬉野町大字下宿丁1747-1 0954-43-2267 お土産店 うれしの茶

5 うれしの　お茶ちゃ村 嬉野町大字岩屋川内乙3537 0954-43-1188 お土産店 うれしの茶

6 三根製茶工場　直売店 嬉野町大字下宿乙2302-1 0954-43-1190 お土産店 うれしの茶

7 ㈱徳永製茶　茶荘徳永 嬉野町大字下宿乙1938 0954-42-0560 お土産店 うれしの茶

8 ㈱中山製茶舗 嬉野町大字下宿乙392-1 0954-42-0514 お土産店 うれしの茶

9 ㈱小野原製茶問屋 嬉野町大字下宿丙2295-6 0954-42-0457 お土産店 うれしの茶

10 ㈲草野製茶園 嬉野町大字下宿乙2300-11 0954-42-0541 お土産店 うれしの茶

11 井手緑薫園 嬉野町大字下宿乙907 0954-42-0021 お土産店 うれしの茶

12 お茶の嬉野園 嬉野町大字下宿甲1698-1 0954-43-1651 お土産店 うれしの茶

13 ㈱山口製茶園 嬉野町大字下野丙1013 0954-43-1329 お土産店 うれしの茶

14 相川製茶舗 嬉野町大字下宿甲4002-1 0954-42-1756 お土産店 うれしの茶

15 224 shop + saryo 嬉野町大字下宿乙909-1 0954-43-1220 お土産店 陶磁器

16 肥前吉田焼窯元会館 嬉野町大字吉田丁4525-1 0954-43-9411 お土産店 陶磁器

17 新日本製陶㈱ 嬉野町大字下宿乙2304-1 0954-43-9201 お土産店 陶磁器

18 kihaco 嬉野町大字岩屋川内甲382 0954-42-0178 お土産店 食品・雑貨など

19 ㈱森うなぎ屋 塩田町大字大草野丙1827-1 0954-66-2273 お土産店 食品・雑貨など

20 大正屋　湯どうふ本舗 嬉野町大字下宿乙2302-3 0954-43-5088 お土産店 食品・雑貨など

21 太田饅頭屋 嬉野町大字下宿乙1386-5 0954-42-0467 お土産店 食品・雑貨など

22 オパール山口 嬉野町大字不動山甲6 0954-43-2372 お土産店 食品・雑貨など

23 ㈲嬉野酒店 嬉野町大字岩屋川内甲317-2 0954-43-0053 お土産店 食品・雑貨など

24 中野鮮魚店 塩田町大字大草野丙1828 0954-66-2654 お土産店 食品・雑貨など

25 井手酒造㈲ 嬉野町大字下宿乙806-1 0954-43-0001 お土産店 食品・雑貨など

26 佐嘉平川屋　嬉野店 嬉野町大字下宿乙1463 0952-26-0688 お土産店 食品・雑貨など

27 嬉野交流センター 嬉野町大字下宿乙908-1 0954-43-1115 お土産店 食品・雑貨など

28 末廣菓子舗 嬉野町大字下宿甲4710-4 0954-42-0539 お土産店 食品・雑貨など

29 ブーゲンハウス嬉野 嬉野町大字岩屋川内甲103-5 0954-43-7544 お土産店 食品・雑貨など

30 御歌屋菓子舗 嬉野町大字下宿乙608-2 0954-42-1054 お土産店 食品・雑貨など

31 嬉野温泉観光協会 嬉野町大字下宿乙2202-55 0954-43-0137 お土産店 食品・雑貨など

32 Spica -patisserie- 嬉野町大字下宿甲1460-3 0954-43-5001 お土産店 食品・雑貨など

33 うれし庵 嬉野町大字下宿乙769 0954-42-0038 お土産店 食品・雑貨など

34 山下呉服店 嬉野町大字下宿乙769 0954-42-0038 お土産店 食品・雑貨など

35 佐賀屋(肥前夢街道内) 嬉野町大字下野甲716 0954-28-9605 お土産店 食品・雑貨など

36 肥前路(和多屋別荘内) 嬉野町大字下宿2738 0954-42-1600 お土産店 食品・雑貨など

37 いこい 嬉野町大字下宿乙2202 0954-28-9978 お土産店 食品・雑貨など

38 すーべにあしょっぷ笑蔵 嬉野町大字下宿乙918-1 0954-43-3500 お土産店 食品・雑貨など

39 藤川豆腐店 嬉野町大字下宿丙64-1 0954-43-1683 お土産店 食品・雑貨など

40 三根酒店 嬉野町大字下宿乙818-1 0954-42-0006 お土産店 食品・雑貨など

41 塩瀬　橋爪菓子舗 嬉野町大字下宿乙937-1 0954-42-1063 お土産店 食品・雑貨など

42 楓の木食堂 嬉野町大字下宿乙894-1 0954-43-1803 飲食店 洋食

43 ピッツェリア　モンテステッラ 嬉野町大字下宿乙2202-7 0954-20-2020 飲食店 洋食

44 バル・ふるーる 嬉野町大字下宿乙1034 0954-43-1117 飲食店 洋食

45 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 飲食店 洋食

46 手作りハンバーグ　くれよん 嬉野町大字下宿丙180 0954-42-1281 飲食店 洋食

47 ぎゅう丸 嬉野町大字不動山丙3872 0954-42-1412 飲食店 洋食

48 うれしのカフェ 嬉野町大字下宿乙834 080-2741-5051 飲食店 洋食

49 春木屋(肥前夢街道内) 嬉野町大字下野甲716-1 0954-43-1990 飲食店 洋食

50 分校Café haruhi 嬉野町大字吉田乙2029 080-4119-3025 飲食店 洋食

51 カフェ　モカ 嬉野町大字下宿乙2179-1 0954-43-1332 飲食店 洋食

52 輪来 嬉野町大字下宿乙915 0954-43-3058 飲食店 洋食

53 トラットリア　ヴィオラ 塩田町大字馬場下甲7 0954-66-5720 飲食店 洋食

54 食事処　わらかど 嬉野町大字下宿乙918-1 0954-43-5905 飲食店 和食

55 日本料理「十一口(といろ)」 嬉野町大字岩屋川内甲377 0954-28-9278 飲食店 和食

56 寿し市 嬉野町大字下宿乙931-1 0954-43-1109 飲食店 和食

57 月創采膳&鮨處ありあけ 嬉野町大字下宿乙2202-27　有明ビル1F 0954-42-0533 飲食店 和食

58 ふじ 嬉野町大字下宿乙1092-1 0954-42-1444 飲食店 和食

59 一粒茶屋　すいしゃ 嬉野町大字下野甲5682-1 0954-42-0001 飲食店 和食

60 宗庵　よこ長 嬉野町大字下宿乙2190 0954-42-0563 飲食店 和食

61 新八寿司 嬉野町大字下宿乙2285 0954-43-2128 飲食店 和食

62 お食事処　志津 嬉野町大字岩屋川内甲124-1 0954-42-1924 飲食店 和食

63 割烹　花佳 塩田町大字馬場下甲1678 0954-66-2039 飲食店 和食

64 温泉食堂 嬉野町大字岩屋川内甲321 0954-43-0511 飲食店 和食

65 きゃべつ畑 塩田町大字大草野丙13 0954-66-5501 飲食店 和食

66 レストラン　佐賀牛賓館 嬉野町大字下宿乙738 0954-42-0210 飲食店 和食 6月は休業、7月は土日ランチのみ営業

67 ダイニングすずしろ 嬉野町大字下宿乙1116-1 0954-42-3288 飲食店 和食

68 Vegeキッチン塩田津 塩田町大字馬場下甲741 0954-66-3753 飲食店 和食

69 創作懐石　花の 嬉野町大字下宿甲4721-1 0954-42-0332 飲食店 和食

70 割烹　鰻屋 塩田町大字馬場下甲2230-2 0954-66-2012 飲食店 和食

71 焼肉　忍 嬉野町大字下宿乙2330 0954-27-8129 飲食店 和食
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72 食彩　樹(いつき) 嬉野町大字下宿甲4728-20 0954-42-2177 飲食店 和食

73 人気亭 嬉野町大字下宿乙2307 0954-43-1137 飲食店 和食

74 天ぷら　ふく田 嬉野町大字下宿乙949-4 0954-42-2929 飲食店 和食

75 鷹鮨 嬉野町大字下宿乙1093-1 0954-43-3210 飲食店 和食

76 御食事処　田園 塩田町大字馬場下甲3434-1 0954-66-2262 飲食店 和食

77 ラーメン一心 嬉野町大字下宿乙947-1 0954-42-4433 飲食店 中華など

78 はらぺこ　千両 嬉野町大字下宿乙2355 0954-42-0983 飲食店 居酒屋

79 炙癒食家　だいやみ 塩田町大字馬場下甲742-2 0954-66-6155 飲食店 居酒屋

80 居酒屋　さんぽ 嬉野町大字岩屋川内甲331 0954-43-3533 飲食店 居酒屋

81 炭火焼　かっぱ 嬉野町大字下宿乙2172-1 0954-43-1362 飲食店 居酒屋

82 居酒屋　旬 嬉野町大字下宿乙2202-45 0954-42-1235 飲食店 居酒屋

83 四季彩亭　政 嬉野町大字下宿乙1000-1 0954-42-1298 飲食店 居酒屋

84 ながしま 嬉野町大字下宿乙2143 0954-43-1925 飲食店 スナック・バー

85 Bar&Cafe Y 嬉野町大字下宿乙2188 0954-43-1330 飲食店 スナック・バー

86 ナイトフラワー美鈴 嬉野町大字下宿乙940 0954-43-2932 飲食店 スナック・バー

87 スナック　ナンバーワン 嬉野町大字下宿乙940 0954-43-3219 飲食店 スナック・バー

88 スナックシュール 嬉野町大字下宿乙612-1 0954-42-4717 飲食店 スナック・バー

89 和風すなっくキー坊 嬉野町大字下宿乙1087 0954-43-2454 飲食店 スナック・バー

90 BAR IDEA 嬉野町大字下宿乙639 0954-43-3923 飲食店 スナック・バー

91 スナック　栞 嬉野町大字下宿乙1024 0954-43-0656 飲食店 スナック・バー

92 スナックかおる 嬉野町大字下宿乙922-1 0954-43-2211 飲食店 スナック・バー

93 Laugh 嬉野町大字下宿乙947-1 川内テナント 080-1709-7400 飲食店 スナック・バー

94 スナックJAMP 嬉野町大字下宿乙758 0954-43-3040 飲食店 スナック・バー

95 スナック・リバー 嬉野町大字下宿乙922-1 090-7294-2836 飲食店 スナック・バー

96 スナック　松 嬉野町大字下宿乙481-1 0954-43-2872 飲食店 スナック・バー

97 スナック NEW EGG 嬉野町大字下宿乙960　徳永ビル2F 0954-42-3377 飲食店 スナック・バー

98 ダイニングバーあん 嬉野町大字下宿乙922-1  ﾆｭｰｳｲﾝﾄﾞﾋﾞﾙ1-5号 0954-43-0850 飲食店 スナック・バー

99 ファミリーショップ　ゆした 嬉野町大字下宿乙935-1 0954-42-0111 小売店 食料品

100 ㈱一ノ瀬畜産 塩田町大字久間乙2577-1 0954-66-5529 小売店 食料品

101 パン工房　いちふく 嬉野町大字下宿丁1747-1 0954-43-5005 小売店 食料品

102 ㈲タキモト精肉店 嬉野町大字下宿乙607-1 0954-42-0034 小売店 食料品

103 吉田まんぞく館 嬉野町大字吉田甲2200-2 0954-43-8085 小売店 食料品

104 食菜市場　きはら 嬉野町大字下宿乙873-2 0954-42-0377 小売店 食料品

105 セレクトファッションAsahiya (旭屋) 嬉野町大字下宿乙822-1 0954-42-1025 小売店 日用品など

106 シューズ&バッグ　野口 嬉野町大字下宿乙933-1 0954-43-3258 小売店 日用品など

107 CRANK 塩田町大字久間甲3849-6 0954-69-1457 小売店 日用品など

108 セブンイレブン　嬉野一位原店 嬉野町大字下宿甲1698-3 0954-43-6528 小売店 日用品など

109 いけだ洋品店 嬉野町大字下宿乙884-6 0954-42-0567 小売店 日用品など

110 鯉登苑 嬉野町大字岩屋川内甲437 0954-43-2691 サービス業 立寄り湯など

111 旅館　大村屋 嬉野町大字下宿乙848 0954-43-1234 サービス業 立寄り湯など

112 山水グローバルイン 嬉野町大字下宿丙28 0954-42-4020 サービス業 立寄り湯など

113 ことぶきグローバルイン 嬉野町大字下宿乙817 0954-43-1205 サービス業 立寄り湯など

114 ホテル華翠苑 嬉野町大字岩谷川内甲333 0954-42-2111 サービス業 立寄り湯など

115 うれしの元湯 嬉野町大字下宿乙2202-8 0954-20-2626 サービス業 立寄り湯など

116 ハミルトン宇礼志野 嬉野町大字岩屋川内288-1 0954-43-0333 サービス業 立寄り湯など

117 百年の湯 嬉野町大字下宿乙2202-8 0954-20-2525 サービス業 立寄り湯など

118 旅館　千湯樓 嬉野町大字岩屋川内乙2117-1 0954-42-1195 サービス業 立寄り湯など

119 花とおもてなしの宿　松園 嬉野町大字下宿乙855-2 0954-43-0153 サービス業 立寄り湯など

120 嬉泉館 嬉野町大字下宿乙2202-18 0954-43-0665 サービス業 立寄り湯など

121 茶心の宿　和楽園 嬉野町大字下野甲33 0954-43-3181 サービス業 立寄り湯など

122 クイーンズピュア 嬉野町大字下野甲33(和楽園2F) 070-7533-8881 サービス業 立寄り湯など 事前予約をお願いいたします。

123 御宿　高砂 嬉野町大字下宿乙730-19 0954-42-0035 サービス業 立寄り湯など

124 萬象閣　敷島 嬉野町大字岩屋川内甲114-1 0954-43-3135 サービス業 立寄り湯など

125 ホテル光陽閣 嬉野町大字下宿乙730-5 0954-43-0170 サービス業 立寄り湯など

126 嬉野温泉　シーボルトの湯 嬉野町大字下宿乙818-2 0954-43-1426 サービス業 立寄り湯など

127 山下石油 嬉野町大字下宿丙17-3 0954-42-1008 サービス業 GS・タクシー

128 ㈲生田石油 嬉野町大字吉田丁3737 0954-43-8501 サービス業 GS・タクシー

129 温泉タクシー㈱嬉野営業所 嬉野町大字下宿丁1736-1 0954-43-1150 サービス業 GS・タクシー

130 鐘ヶ江石油㈱ 塩田町大字馬場下甲1695-7 0954-66-2506 サービス業 GS・タクシー

131 すみれ写真館 嬉野町大字下宿乙817-5 0954-42-1002 サービス業 写真館

132 あきよし写真館 塩田町大字馬場下甲1850-1 0954-66-2126 サービス業 写真館

133 渕野石油㈱ 嬉野町大字下宿乙198 0954-43-1155 サービス業 GS・タクシー


