
クーポン取扱店舗 2021.7.15現在

1 あん梅 飲食店 和食（日本料理） 0954-23-5617 武雄町富岡7751-31

2 おっ母さんの一膳めし屋 飲食店 和食 0954-22-4658 武雄町昭和805

3 御料理　最なか 飲食店 和食 0954-27-7703 武雄町武雄4068-4

4 酒菜処　心粋 飲食店 和食 0954-22-3313 武雄町富岡中町7807-3

5 旬魚旬彩　雅膳 飲食店 和食 0954-22-3513 武雄町富岡206

6 創作家庭料理　月の音 飲食店 和食 0954-23-9345 武雄町昭和11-1

7 福太朗 飲食店 和食 0954-22-3012 武雄町武雄7266-6

8 またえもん 飲食店 和食 0954-22-3867 武雄町昭和6-5

9 和彩　はな蓮 飲食店 和食 0954-45-5050 山内町三間坂15316-1

10 和食処　大藤 飲食店 和食 0954-23-3754 武雄町武雄67

11 割烹・仕出し　乃多屋 飲食店 割烹・仕出し 0954-22-2824 朝日町甘久1917

12 Beee+マルシェ＆カフェ 飲食店 イタリア料理 0954-33-8025 東川登町永野6704-3

13 Kaji synergy restaurant（カジシナジーレストラン） 飲食店 イタリア料理 0954-38-9007 武雄町武雄4239-1

14 La Mia Casa（ラ ミーア カーサ） 飲食店 イタリア料理 0954-28-9545 武雄町富岡7846-2

15 トラットリヤ　ミマサカ 飲食店 イタリア料理 0954-45-4389 山内町三間坂甲14339-3

16 ロビンズキッチン（Robin's kitchen） 飲食店 イタリア料理 0954-36-0208 武雄市北方町大崎1103

17 café・菓子　まんまる実柑 小売業・飲食店 イタリアン・洋菓子 0954-22-8032 朝日町甘久字高橋1767-1

18 Café de Montée(カフェモンティ) 飲食店 フランス料理 0954-33-0533 東川登町永野900-5

19 Liberale～酒場 飲食店 バル 090-2089-7990 武雄町富岡7764-1　2F

20 湖畔のレストラン　haneyasume 飲食店 洋食 0954-27-7029 武雄町永島16351（宇宙科学館内）

21 タケオバル　SOL DE VERAND 飲食店 スペイン バル 0954-38-9027 武雄町富岡7807-3

22 清香園（セイカエン） 飲食店 焼肉 0954-23-3955 武雄町武雄8010（武雄郵便局近く）

23 佐賀牛 炭火焼肉 佐が家 飲食店 焼肉 0954-23-1255 武雄町昭和3-12

24 焼肉どすこい 飲食店 焼肉 070-2344-8929 武雄町富岡7771-8　平成ビル1階

25 想夫恋　武雄店 飲食店 焼そば 0954-22-2618 武雄町武雄2028-1

26 TKB AWARDS 飲食店 ハンバーガー 080-3958-3411 武雄町富岡7811-5

27 武雄温泉駅カフェ　カイロ堂 飲食店 定食・弁当 0954-22-2767 武雄町富岡294

28 café　亜羅琲珈 飲食店 喫茶店 0954-23-6976 東川登町袴野10093

29 NAGI cafe 飲食店 和食・ドリンク 0954-22-0855 武雄町昭和12-10

30 喫茶と雑貨の店　中村屋 飲食店 喫茶店・小売業 0954-23-1678 武雄町武雄7266

31 餃子会館 飲食店 ラーメン・餃子 0954-22-3472 武雄町富岡12397-1

32 後楽園 飲食店 ラーメン 0954-23-2547 武雄町富岡219

33 さつまラーメン　武雄店 飲食店 ラーメン 0954-23-0331 武雄町武雄5970

34 ラーメン居酒屋恵比須 飲食店 ラーメン・居酒屋 0954-28-9558 武雄町富岡7794-4

35 三太郎寿し 飲食店 寿司店 0954-36-3904 北方町志久1690

36 末貞 飲食店 寿司店 0954-22-2226 武雄町武雄7347

37 寿し八 飲食店 寿司店 0954-22-4091 武雄町武雄8065

38 すし秀 飲食店 寿司店 0954-22-2266 武雄町昭和21-8

39 china kitchen 蘭蘭 飲食店 中華料理 0954-27-8824 朝日町甘久2233-2
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40 居魚亭　魚河し 飲食店 居酒屋 0954-22-0221 武雄町昭和42-10

41 居酒屋　あじ彩 飲食店 居酒屋 090-9652-7833 武雄町富岡11515-1

42 居酒屋　一心 飲食店 居酒屋 0954-22-7878 武雄町富岡264

43 居酒屋 キッチンRoumon 飲食店 居酒屋 090-3667-1954 武雄町富岡7775-1

44 居酒屋　甚八 飲食店 居酒屋 0954-27-7226 武雄町昭和10-10

45 居食亭　豊 飲食店 居酒屋 0954-23-2536 武雄町永島15353-9

46 お酒と創作料理　hanana 飲食店 居酒屋 0954-23-9345 武雄町昭和11-1

47 酒菜　ななあん 飲食店 居酒屋 0954-22-2120 武雄町富岡7754-6　プリンステナントB室

48 旬彩料理　このみ 飲食店 居酒屋 0954-23-3622 武雄町富岡7754-3

49 小料理　なごみ 飲食店 居酒屋 0954-23-4980 武雄町富岡7741

50 博多串焼きの店　阿呍 飲食店 居酒屋 0954-23-0037 武雄町富岡7775-1

51 久家 飲食店 居酒屋 0954-23-9683 武雄町富岡220

52 酒食肆 独楽W 飲食店 居酒屋 0954-22-3011 武雄町富岡7760-12海舟ビル

53  Honey Bunny 飲食店 バー・スナック 080-3188-8037 武雄町富岡7759-2

54 Good Time Libety 飲食店 バー・スナック 080-7076-7363 武雄町富岡7760-12海舟ビル2F

55 Honey Bunny 飲食店 バー・スナック 0954-27-7626 武雄町富岡261

56 スナック壺 飲食店 バー・スナック 0954-23-4930 武雄町富岡7779-2

57 京都伊三郎製パン　武雄店 小売業 パン 0954-22-2252 武雄町武雄5789-1

58 株式会社峠の豆腐や　若木屋 小売業 豆腐 0954-26-2626 若木町川古106-5

59 角味噌醤油株式会社 小売業 飲食料品 0954-23-2819 橘町芦原4706

60 川古の大楠公園直売所 小売業 各種商品・飲食料品 0954-26-2920 武雄市若木町川古7845-1

61 産直直売　海魚 小売業 鮮魚・地元特産品 0954-45-5656 山内町三間坂15316-1

62 武雄温泉物産館 小売業 地元特産品・体験 0954-22-4597 武雄町昭和805

63 たけお屋 小売業 食料品 0954-23-2705 武雄町富岡サキ田7818-1

64 道の駅山内　黒髪の里 小売業 地元特産品・土産 0954-45-6009 山内町三間坂甲14697-2

65 武雄市観光案内所（武雄温泉駅構内） サービス業 食料品・土産 0954-22-2542 武雄町富岡字西浦294

66 恵比寿堂 小売業 和菓子 0954-22-2550 武雄町富岡7673

67 豆善　武雄店 小売業 和菓子 0954-33-0961 武雄町武雄5433

68 甘味屋 ヒダマリ 小売業 洋菓子 0954-23-7625 武雄町武雄5896-2T-CUBE102

69 たけおしふぉん Pas a' Pas 小売業 洋菓子 0954-33-0081 武雄町富岡8541

70 有限会社　菓子の実 小売業 洋菓子 0954-22-3989 武雄町永島15887-5

71 菓子職人の小屋　デタント 小売業 洋菓子 0954-23-3035 朝日町甘久1444-2

72 Coffee shop 喜蔵 小売業 コーヒー 0954-22-2662 武雄町武雄7353

73 ワインショップ　イヴローニュ 小売業 ワイン 0954-28-9730 武雄町武雄7365

74 宮地ハム株式会社 小売業 精肉販売 0954-22-4181 武雄町富岡12185

75 セブンイレブン武雄上西山店 小売業 コンビニ 0954-22-6548 武雄町武雄49-2

76 セブンイレブン武雄西山店 小売業 コンビニ 0954-03-5520 武雄町武雄字永松5752-1

77 セブンイレブン武雄バイパス店 小売業 コンビニ 0954-23-8180 武雄町昭和238

78 セブンイレブン武雄東川登店 小売業 コンビニ 0954-22-8078 東川登町永野6861-1

79 セブンイレブン武雄若木インター店 小売業 コンビニ 0954-26-2007 若木町川古9340-1



80 GARDEN GARDEN 小売業 雑貨・体験 0954-27-7363 武雄町昭和9-1

81 うつわ・雑貨・焼菓子　あいう 小売業 雑貨 0954-33-0535 武雄町富岡7811-5かめやビルB

82 えんぴつ館　ヤマサキ商事 小売業 文房具・事務用品 0954-23-3800 朝日町甘久309-2

83 北欧雑貨　NORRE PORT 小売業 雑貨 0954-23-4995 武雄町武雄7283

84 田栗酒店 小売業 酒 0954-22-4296 武雄町武雄5981-1

85 馬渡商店 小売業 酒・米 0954-23-0631 朝日町甘久2014-1

86 有限会社　江口酒店 小売業 酒 0954-23-7878 武雄町武雄5721

87 36.（SAM サム） 小売業 革製品 0954-23-2889 武雄町昭和10-1

88 Bag Shop 36 小売業 革製品 0954-22-4936 武雄町武雄7818-11

89 zakka カーテン madobe 小売業 雑貨・カーテン 0954-45-4678 山内町三間坂甲13047-1

90 おおさわ かぐ 小売業 家具 0954-22-2068 武雄町昭和305-2

91 宮崎薬局 本店 小売業 薬品 0954-23-1165 武雄町武雄7280

92 宮崎薬局 武雄東部店 小売業 薬品 0954-26-8222 武雄町富岡12506-3

93 吉吾　武雄店 小売業 唐揚げ専門店 0954-28-9743 武雄町武雄5789-1

94 クラフトワン　ゆめタウン店 小売業 手芸店 0954-28-9090 武雄町武雄4992（ゆめタウン武雄 2階）

95 ナチュラいわなが 小売業 婦人服 0954-23-0243 武雄町武雄7276

96 やながわや 小売業 化粧品 0954-22-2455 武雄町武雄7351

97 有限会社あさひ薬局 小売業 薬品 0954-22-2658 武雄町富岡11520-2

98 温泉タクシー株式会社 サービス業 タクシー 0954-23-6161 武雄町富岡8277

99 株式会社YES Yes北方給油所 サービス業 ガソリンスタンド 0954-33-0222 北方町大崎1207-1

100 株式会社武雄タクシー サービス業 タクシー 0954-23-1114 武雄町武雄5834-1

101 武雄嬉野カントリークラブ サービス業 ゴルフ場 0954-28-2561 西川登町小田志18356

102 御船山楽園 サービス業 庭園 0954-23-3131 武雄町武雄4100

103 メリーランドタケオボウル サービス業 ボウリング 0954-23-4195 朝日町甘久1331

104 メリッタkid's サービス業 体験施設 0954-23-4195 朝日町甘久1331

105 陽光美術館・日本庭園　慧洲園 サービス業 文化施設・体験・喫茶 0954-20-1187 武雄町武雄4075-3

106 奥武雄温泉　風の森 サービス業 宿泊 0954-20-6060 西川登町小田志17275

107 おもやい処　森羅万象館 サービス業 宿泊・体験 0954-33-0485 若木町川古8383

108 懐石宿　扇屋 サービス業 宿泊・貸切湯 0954-22-3188 武雄町武雄7399

109 北方温泉四季の里　七彩の湯 サービス業 宿泊・立寄湯 0954-36-5926 北方町大崎4300-1

110 国際観光旅館　なかます サービス業 宿泊 0954-22-3118 武雄町武雄7377

111 シェアクリエイティブ＆ベッド　アドノアン サービス業 宿泊 090-7828-1860 武内町真手野32232

112 セントラルホテル武雄温泉駅前 サービス業 宿泊 0954-20-1234 武雄町昭和16-12

113 大正浪漫の宿　京都屋 サービス業 宿泊・立寄湯 0954-23-2171 武雄町武雄7266-7

114 武雄温泉株式会社　楼門亭　鷺の湯 サービス業 宿泊・立寄湯・貸切湯 0954-23-2001 武雄町武雄7425

115 武雄温泉ハイツ サービス業 宿泊・立寄湯 0954-23-8151 武雄町永島18091

116 武雄温泉森のリゾートホテル サービス業 宿泊・立寄湯 0954-23-4477 武雄町永島15750-1

117 パーソナルホテルYОU サービス業 宿泊 0954-23-2007 武雄町武雄7283

118 ペンション　ピクニック サービス業 宿泊・貸切湯 0954-20-0044 武雄町永島16200-1

119 ホテル春慶屋 サービス業 宿泊 0954-22-2101 武雄町武雄7407



120 御船山楽園ホテル サービス業 宿泊・立寄湯・庭園 0954-23-3131 武雄町武雄4100

121 御宿　竹林亭 サービス業 宿泊 0954-23-0210 武雄町武雄4100

122 湯元荘　東洋館 サービス業 宿泊 0954-22-2191 武雄町武雄7408

123 旅館　白さぎ荘 サービス業 宿泊 0954-22-2240 武雄町武雄7476

124 アトリエ夢 窯業 陶磁器・体験 0955-25-9436 西松浦郡有田町上幸平1-6-5

125 亀翁窯 窯業 陶磁器・体験 0954-45-5285 山内町三間坂甲15632-3

126 黒牟田焼　丸田宣政窯 窯業 陶磁器 0954-27-2430 武内町真手野24704-2

127 小山路窯 窯業 陶磁器 0954-23-2318 東川登町永野6766-1

128 そうた窯 窯業 陶磁器 0954-45-6185 山内町宮野24089-1

129 巧工房 窯業 体験 0954-22-2982 東川登町袴野10223-1

130 つつえ窯 窯業 陶磁器 0954-45-2582 山内町宮野4518

131 飛龍窯工房 窯業 陶芸体験 0954-27-3383 武内町真手野24001-1

132 葉月窯 窯業 陶磁器 0954-45-4761 山内町大野6245-1

133 東馬窯 窯業 陶磁器 0954-45-3308 山内町鳥海21096-1

134 桃林窯 窯業 陶磁器・喫茶 0954-45-6186 山内町宮野1832-1

135 (有)茂右ェ門窯 窯業 陶磁器 0954-45-2235 山内町犬走6923-5


