Go To Eat食事券加盟店(鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡)
鹿島市
屋号

登録店舗数58

味処らくの
吾妻寿司
行き止まりん。
居酒屋 千景

住所
高津原西牟田3937-8
高津原3554-1
高津原651-2
高津原5043-2

電話番号
0954-63-1795
0954-63-2451
0954-69-1111
0954-62-0036

居酒屋たら福

大字高津原4282-2

0954-62-9599

居酒屋遊膳

大字高津原3939-1

0954-62-3940

居酒屋 わらべ

高津原3934-6

0954-62-9107

居食屋 タム
井手商店
うちだ屋 鹿島店
御食事処 立花屋
牡蛎焼き八光
楽亭
風車
割烹 清川
割烹中央
家督屋
家督屋 鹿島店
角屋
カレーレストラン プルニマ
牛匠
965CAFE&BAR
Cake&Coffee ひのでや
金剛園
ジョイフル鹿島店
ジョイフル鹿島浜町
すき家 207号鹿島
鮨 久ちゃん
鮨 鶴亀
スナック まりあ
炭焼き専家 七輪屋
前線Cafe
草庵 鍋島
創作会席 えん
台湾料理 新福源
たまご家・ひよこカフェ鹿島店

中村1836-イ
古枝甲1685
中村1613-3
古枝甲1693
飯田甲4910
大字高津原3590
高津原4296-1スカイホテル1F
高津原3590
大字高津原3923
古枝甲1651-イ
大字高津原一本杉3941-1
古枝甲1663
常広29-6
高津原2175
高津原3091-3
大字中村2187番地-2
大字井手1465
井手666-1
浜町295-1
高津原5045
井手800-1
納富分711-1
大字高津原4214-44
高津原4288-10
古枝甲1686
浜町乙2420番地1
古枝甲870-1
井手391-2
中村1806-3

0954-62-6606
0954-62-2754
0954-62-9396
0954-63-5381
090-3322-0667
0954-63-2231
0954-62-5365
0954-63-2231
0954-62-2125
0954-62-3675
0954-62-3800
0954-62-2748
0954-62-4115
0954-69-7034
0954-62-4625
0954-62-2185
0954-62-4187
0954-69-8003
0954-69-8805
0120-498-007
0954-63-4489
0954-63-3311
0954-63-4067
0954-63-2040
080-9106-5956
0954-60-4668
0954-63-2020
0954-63-6136
0954-60-4890

田でん

納富分4356-1

0954-62-5452

Go To Eat食事券加盟店(鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡)
鹿島市
屋号
豚豚拍子
長崎ちゃんぽんリンガーハット佐
賀鹿島店
BAR ROOKIE
Bar YAWD
博多一番どり鹿島店
華
HAMA BAR
春寿し
春乃屋
ピザ・喫茶 萌夢
ひぜん祐徳温泉宝乃湯
ブラントン
マクドナルド２０７佐賀鹿島
まるとら
三都屋
MIYATSU
Yakitoriダイニング 楽楽
焼肉 山水苑
遊
ラーメン 庄
若松屋

住所

登録店舗数58

中村2042-1

電話番号
0954-69-0880

高津原4311

0954-63-5090

大字高津原3801-17
高津原4304-4
高津原3756-1
大字高津原3825-7
浜町９３０-２
大字中村2007-7
高津原3806-5
浜町1351-1
納富分3114番地5
大字高津原4244-28
中村821-5
高津原3914-2
古枝甲1657-1
高津原3966-1
大字高津原3825-8
納富分2911-3
高津原3825-8
納富分1068-2
古枝甲1655

090-3798-5146
080-4310-8585
0954-69-8007
0954-62-5727
0954-69-8004
0954-63-6226
0954-63-2054
0954-63-4683
0954-62-2815
0954-62-1686
0954-63-6767
080-2790-3848
0954-62-2626
0954-78-9008
0954-69-8044
0954-62-2275
0954-62-5220
0954-68-0303
0954-63-3668

Go To Eat食事券加盟店(鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡)
伊万里市
屋号

登録店舗数126

AQUA
味処はやし
あっぱれ家 伊万里
居酒屋 登竜門

住所
伊万里町甲３９７－１キングスロードビル１F
山代町久原2998
東山代町長浜上白幡1623-1
伊万里町甲480

電話番号
0955-23-4841
0955-28-0382
0955-24-9616
0955-23-2865

居酒屋 とんとん

伊万里町甲498-1

0955-22-7855

居酒屋 穂高

新天町497-1

0955-22-8520

居酒屋 旭

東山代町長浜2094-5

0955-25-9178

居酒屋 慶kei
居酒屋ぽん太
居酒屋もくもく
伊万里 きくなみ
いまり海の郷 玄海丸
伊万里温泉白磁乃湯
伊万里牛炭火焼肉 匠
伊万里牛鉄板ステーキの店
Dining TAKA
伊万里厨酒房 彩香
伊万里 ロジエ
伊万里湾沿いの古民家 静波
荘 （予約制貸切型）
インド料理ナマステ
魚民 伊万里店
兎山なずな庵
うどんウエスト伊万里店
お好み焼えん
海鮮丼 とろ作
ガスト伊万里駅前店
語らい処 すぎ家
割烹 山平
割烹旅館 ひさご
Cafe Coeur de Nature
カフェ＆キッチンM
Cafe&DINING Bar aiR
Cafe museum
カフェレストラン ダ・ジュール
釜揚げ牧のうどん伊万里店

伊万里町甲121
新天町469-9
波多津町辻5483-3
伊万里町乙137-11
南波多町井手野2956-1
立花町2402番地1
大坪町甲2859-9

0956-25-9766
0955-23-3683
090-8398-5544
0955-20-9451
0955-24-2263
0955-22-6380
0955-23-9713

大川町大川野3869-1

0955-29-2111

伊万里町甲461
伊万里町甲567

0955-22-8228
0955-23-3289

瀬戸町2159

0955-35-4193

二里町大里乙331-1
0955-25-9791
新天町字中島460-5モンテローザ伊万里ビル １ 0955-23-9188
木須町4853-1
0955-22-3992
新天町286-9
0955-23-2373
脇田町221-1
0955-23-1897
大坪町乙42-8
0955-25-9792
新天町浜の浦549-11
0955-20-4851
松浦町山形5613
0955-26-2188
伊万里町乙195
0955-23-2745
伊万里町甲413-8
0955-23-2157
二里町八谷搦1179
0955-25-9789
立花町921-1ホテルWIN１階
0955-25-9920
伊万里町甲413-30プーブルビル1F
0955-22-5711
新天町560-2錦ビル1F
0955-25-9481
新天町475-45
0955-22-5110
大坪町乙半の尻585-1
0955-23-9376

Go To Eat食事券加盟店(鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡)
伊万里市
屋号
カレーハウスCoCo壱番屋伊万
里二里町店
KIKYOYA
喫茶 こせん
牛車
ぎゅう丸 伊万里
餃子 無尽
銀寿司
喰い処 国松
串焼き福吉
グラスホッパー
くわ焼きの店恵方
ケンタッキーフライドチキン伊万
里店
こあ
小次郎寿司
ごっつお屋 真しん
小料理味彩
今昔
山林舎
GIG.ギグ.ファクトリー
しーじゃっく伊万里店
しぇ・もあ藤
仕出し割烹 たなか
しちりん焼肉とらたま
しほみ食堂
蛇の目寿司伊万里
宿場
ジョイフル伊万里大坪店
ジョイフル伊万里中央店
新天うなぎ屋
Ginとお万菜と私 小鉄
すき家 202号伊万里
ステーキハウス ライおン
ステーキハウスつじ川
ステーキレストラン勝
スナック さくら
寿美佳
清龍
DINING 㐂・柊
ちー坊のタンタン麺 伊万里店

住所

登録店舗数126
電話番号

二里町大里乙100番地

0955-20-4451

二里町大里甲2147-1
大川内町乙1823-2鍋島 虎仙窯
伊万里町甲426
新天町25-1
新天町491
伊万里町甲384
立花町3384-3
蓮池町82
伊万里町甲498-1
伊万里町甲482

0955-23-7194
0955-24-2137
0955-23-5488
0955-25-9069
0955-23-0775
0955-22-3455
0955-23-0688
0955-22-6474
0955-22-7727
0955-23-0386

新天町中島462-4

0955-21-0345

新天町字中島497-1-2
木須町4669-1
新天町４８８−１４
伊万里町甲１４３－１北村アパート1F
新天町558-4
二里町大里乙798-1
新天町469-4
二里町八谷搦1267
南波多町井手野2959ー1
二里町中里甲8
二里町八谷搦112-5
松島町350-1
伊万里町甲505
伊万里町甲413
大坪町乙591番1
二里町八谷搦1007
新天町468-4
伊万里町甲194-2
二里町大里乙102-1
二里町大里乙86-3
新天町720-3
二里町大里甲1780
伊万里町甲397-1キングスロードビル2F
伊万里町甲176
南波多町井手野2755-1
新天町539番地
伊万里町甲413-30プーブルビル1F

0955-25-9277
0955-23-8196
0955-23-5007
0955-22-9144
0955-23-3288
0955-22-2878
0955-22-5504
0955-25-9095
0955-24-2706
0955-22-3001
0955-23-4029
080-3909-0443
0955-22-3625
0955-22-4329
0955-20-9430
0955-20-9366
0955-23-0147
090-1083-7153
0120-498-007
0955-23-9772
0955-23-2660
0955-22-6661
0955-22-5038
0955-23-3354
0955-24-3110
0955-22-5790
0955-22-4113

ちどり伊万里ちゃんぽん

大坪町丙2075

0955-23-9578

ちゃいなだいにんぐtaikei

伊万里町甲209-5立町ビル１階

090-2113-3935

Go To Eat食事券加盟店(鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡)
伊万里市
屋号
チングとここで
つる屋
鉄板酒場 ななふた
天狗屋飯店
天婦羅割烹 吉峰
とき里伊万里本店
TOMATO HEAD
ドライブイン鳥
長崎ちゃんぽんリンガーハット佐
賀伊万里店
夏来場
ニ休亭
忍者うどん
博多らーめん 味納喜知
ばさら
はしがき 伊代治
波多津ふれあい広場
花れんこん
はま寿司伊万里店
ひょうたん
フランス料理 ブイヨン
basecamp伊万里
宝来軒
ホルモン焼き酒場 ぎゅうたん。
ホワイトハウス伊万里
マクドナルド伊万里店
松乃屋・黒川店
民家レストラン伊萬里亭
モスバーガー伊万里店
モンブーシェ
焼とり 王将
焼き鳥Bar紅
焼肉 司
焼肉ＡＺＵＭＡ伊万里店
焼肉館 勝 伊万里店
焼肉 食道園
焼肉大黒
焼肉の杜
山長
遊感料理 EN樹

住所

登録店舗数126

立花町3421
松島町350-1
伊万里町甲813-4
伊万里町甲542
伊万里町甲196
立花町3760-1
伊万里町甲122-10
大坪町甲1384-2

電話番号
0955-25-8088
0955-22-3971
0955-29-8877
0955-22-2548
0955-23-3563
0955-20-4500
0955-25-9384
0955-23-0667

新天町462-3

0955-23-8180

新天町657港栄ビル1F
伊万里町甲3-609三溝ビル1F
伊万里町甲413-9第一岩蔵ビル
二里町大里乙158-3
新天町605-4
二里町八谷搦１２８９
波多津町辻517-8
大坪町甲1533-1
二里町大里乙104-1
新天町659
新天町497-1
大川内町乙1846
新天町475-34
伊万里町甲528
新天町516－11
二里町大里甲2257-3
黒川町小黒川139-26
大川内町丙390-2
二里町大里甲2082-1
二里町八谷搦20-6
伊万里町甲263-3
伊万里町甲413-1
二里町八谷搦1151
松島町712-7
大坪町白野165-367
新天町559-1
南波多町井手野2438-4
南波多町井手野2754-9
松島町383-17
二里町八谷搦77-3

0955-23-1116
090-1348-5658
0955-22-6723
0955-23-3475
0955-20-1573
0955-23-1636
0955-25-0555
0955-22-7766
0955-21-1700
0955-22-1808
0955-23-5639
090-6001-1851
0955-23-2438
0955-22-8360
0955-21-1117
0955-23-5959
0955-27-0136
0955-22-3953
0955-22-8117
0955-25-9093
0955-23-7496
090-3985-2342
0955-23-3007
0955-20-9030
0955-22-1718
0955-22-3958
0955-24-2520
0955-24-2252
0955-22-3820
0955-22-9102

Go To Eat食事券加盟店(鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡)
伊万里市
屋号
（有）ハピネス村
レストラン 石けり
レストラン チムニー
レストラン風の丘
レストランバンク
レストランるーらる
櫓庵治伊万里店
ロイヤルチェスター伊万里
ワインバーヴァン
若竹丸 伊万里店
和がや
和風れすとらん磯

住所
二里町八谷搦1127
二里町大里乙203-3
立花町3321-1
伊万里町甲481-2第2岩蔵ビル1F
大坪町乙547-1
南波多町井手野2754-9
新天町720-9
新天町520－6
伊万里町甲150-6
大坪町丙1550-6
伊万里町甲217
松浦町桃川5572-3

登録店舗数126

電話番号
0955-23-2681
0955-23-3922
0955-23-0515
0955-22-6910
0955-22-6262
0955-24-2211
0955-20-4636
0955-22-2021
0955-22-2231
0955-22-1278
0955-22-5313
0955-26-2964

Go To Eat食事券加盟店(鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡)
嬉野市
屋号

住所
嬉野町大字下宿甲4002-1
塩田町大字馬場下甲742-2
嬉野町大字下宿2570
嬉野町下宿乙2202-45

相川製茶舗
炙 癒食家 だいやみ
居酒屋 弁慶
居酒屋 旬
イタリア料理店 オステリア ウー
嬉野町下宿乙1273
ヴァ
一粒茶屋 すいしゃ
嬉野町下野甲5682-1

登録店舗数68

電話番号
0954-42-1756
0954-66-6155
0954-42-5144
0954-42-1235
0954-43-0231
0954-42-0001

いのこ

嬉野町大字吉田丁5190-1

0954-45-9150

いろり焼 勝ちゃん
うれし庵
嬉野観光ホテル大正屋
うれしの源泉 百年の湯
嬉野鉄板焼きえん
お食事処 田園
温泉街道 輪来
温泉たこやき TAKO膳
割烹 鰻屋
割烹 花佳
cafechino
李壮庵
佐嘉平川屋嬉野店
茶寮
茶寮 & BAR
志津
旬菜処縁
ジョイフル佐賀嬉野店
食彩 樹
SHINZO
新八寿司
寿し市
Spica -patisserie炭火焼かっぱ
宗庵よこ長
創作懐石 花の
創作膳わらかど
ダイニングすずしろ

嬉野町大字下宿乙1090-2
嬉野町下宿乙769
嬉野町下宿乙2276番地
嬉野町下宿乙２２０２ー８
嬉野町下野甲33番地
塩田町馬場下甲3432-1
嬉野町大字下宿乙915
嬉野町下宿乙1045-1
塩田町大字馬場下甲2230-2
塩田町馬場下甲1678
嬉野町下宿乙2351-1
嬉野町下宿乙738
嬉野町大字下宿乙1463
嬉野町下宿乙738
嬉野町下宿乙738
嬉野町大字岩屋川内甲124-1
嬉野町下宿乙2179-4
嬉野町下宿字大畑2124-1
嬉野町大字下宿甲4728-20
嬉野町下宿乙738
嬉野町下宿乙2285
嬉野町大字下宿乙931-1
嬉野町下宿甲1460-3
嬉野町下宿乙2172-1
嬉野町大字下宿乙２１９０ー２
嬉野町下宿甲4721-1
嬉野町大字下宿乙918-1
嬉野町下宿乙1116-1

0954-43-1345
0954-42-0038
0954-42-1170
0954-20-2525
0954-43-3181
0954-66-2262
0954-43-3058
0954-42-1928
0954-66-2012
0954-66-2039
0954-42-1640
0954-42-0210
0954-43-1241
0954-42-0210
0954-42-0210
0954-42-1924
0954-28-9935
0954-20-4125
0954-42-2177
0954-42-0210
0954-43-2128
0954-43-1109
0954-43-5001
0954-43-1362
0954-42-0563
0954-42-0332
0954-43-5905
0954-42-3288

鷹鮨

嬉野町下宿乙1093-1

0954-43-3210

Go To Eat食事券加盟店(鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡)
嬉野市

登録店舗数68

屋号
住所
茶心の宿和楽園
嬉野町下野甲33番地
月創采膳&鮨處ありあけ
嬉野町下宿乙2202番地27有明ビル1Ｆ
手作りハンバーグ くれよん 嬉野 嬉野町大崎下宿丙180

電話番号
0954-43-3181
0954-42-0533
0954-42-1281

天ぷら ふく田

嬉野町下宿乙949-4

0954-42-2929

虎長ラーメン
トラットリア ヴィオラ
長崎ちゃんぽんリンガーハット佐
賀嬉野店
日本料理 淵野
日本料理十一口
人気亭
Bar&Cafe Y
BAR IDEA
ハミルトン宇礼志野

嬉野町下宿乙2178-1
塩田町馬場下甲7

0954-42-1450
0954-66-5720

嬉野町下宿丙2320-27

0954-42-0428

嬉野町下宿乙1020-2
嬉野町岩屋川内甲377
嬉野町下宿乙2307
嬉野町下宿乙2188
嬉野町下宿乙639
嬉野町岩屋川内288-1

0954-27-7677
0954-28-9278
0954-43-1137
0954-43-1330
0954-43-3923
0954-43-0333

はらぺこ 千両

嬉野町大字下宿2355

0954-42-0983

バル・ふるーる
ひさご旅館
肥前路
PIZZERIA MONTE
楓の木食堂
分校Cafe Haruhi
やきとり 一竜
やきとり戦国
湯快リゾート 嬉野館
よしなが
ラーメン 一心
利休
鯉登苑
旅館大村屋
旅館吉田屋
RestaurantCafe & Shop
kihaco
レストランぎゅう丸嬉野本店
和食 すゑ廣

嬉野町大崎下宿乙1034
嬉野町下宿乙2145
嬉野町下宿738和多屋別荘内
嬉野町下宿乙2202-7
嬉野町下宿乙894-1
嬉野町大字吉田乙2029
嬉野町下宿乙2194-2
嬉野町下宿乙770
嬉野町下宿乙2091
嬉野町大字下宿乙758
嬉野町下宿乙947-1
嬉野町下宿乙738
嬉野町岩屋川内437
嬉野町下宿乙848
嬉野町岩屋川内甲３７９

0954-43-1117
0954-42-0447
0954-42-1600
0954-20-2020
0954-43-1803
080-4119-3025
0954-43-2692
0954-43-2535
0570-550-078
0954-42-1567
0954-42-4433
0954-42-0210
0954-43-2691
0954-43-1234
0954-42-0026

嬉野町岩屋川内甲382

0954-42-0178

嬉野町不動山丙3872番地イ
嬉野町大字岩屋川内甲473番地

0954-42-1412
0954-43-1928

Go To Eat食事券加盟店(鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡)
有田町
屋号

住所

登録店舗数56

東屋
あばん
aritahuis
アリタポーセリンラボ有田旗艦船

有田町黒川丙679
有田町原明甲2473-4
有田町赤坂丙2351-169アリタセラ内
有田町上幸平一丁目11番3号

電話番号
0955-46-3033
0955-46-5870
0955-25-8018
0955-29-8079

威風堂々 有田

有田町南原丁54番地4

0955-25-9550

ILHA Cafe

有田町本町丙1092

080-4281-0168

うなぎ専門店 味

有田町岩谷川内2-10-11

0955-42-4010

駅カフェSARAYAMA
大カ〇うどん
お食事処 本陣
kasane
カフェれすとらんこぱん
亀井鮨
韓国家庭料理 焼肉「トラジ」
観山亭
喫茶 GIG
キッチン グランマ
キッチン なかなか家
ギャラリー有田
くまえもん
呉葉鮨
月桃庵されど
寿樹
酒楽処えむや
旬魚季菜やました
ジョイフル佐賀有田店
食彩酒家 遊
STOCK
snack Scene
SPICE HOTARU
西洋食堂 信
創作川魚料理 料亭龍泉荘
そば処のりとう

有田町中樽1丁目3-16
有田町南原甲879-13
有田町中の原1丁目1-12
有田町中の原2-1-7
有田町戸矢乙1138-1
有田町岩谷川内2-10-12
有田町黒牟田丙3129-8
有田町山谷牧甲2318ー1
有田町本町西785-3
有田町南原丁８０－１９
有田町立部乙2121-2
有田町本町乙3057
有田町中の原1-1-19
有田町南原甲298-2
有田町大樽2-3-1
有田町本町丙935-1原宿プラザ2F
有田町本町丙1522
有田町下本甲1891-1
有田町南原甲465-1
有田町原明甲2039
有田町大木宿乙821-1
有田町戸杓丙956-1西山ビル1階
有田町岩谷川内1-3-7李荘庵１階
有田町南原甲883-1
有田町広瀬山甲2373-4
有田町南山丁426-1

070-1366-6409
0955-42-3345
0955-42-6433
0955-42-3100
0955-43-2880
0955-43-2951
0955-42-6934
0955-46-3511
0955-43-2906
0955-43-5010
0955-46-4153
0955-42-2952
0955-35-4610
0955-42-2934
0955-43-3760
0955-43-3317
0955-43-2922
0955-46-3923
0955-41-1060
0955-46-5414
080-6436-9067
0955-43-2103
080-7530-6950
0955-42-5123
0955-46-3617
0955-43-2890

Go To Eat食事券加盟店(鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡)
有田町
屋号

住所

登録店舗数56
電話番号

蕎麦美吉

有田町下本乙2553-3

0955-46-2352

ダイニング瑞

有田町本町丙802-2

0955-42-2733

チャイナ・オン・ザ・パーク
チャイナ・オン・ザ・パーク
中華キッチン 蒼風
桃源
ドライブイン唐船
なべじゅう
日本料理 保名
ハーブ＆喫茶 RAN らん ラン
パティスリー杏慕樹
ビストロエヴァン カドゥー
ひとふし
広島の鉄板焼 鷹山
むく庵
麺処 川 Sen
森清
やきとり 鶏頂天
焼肉かむら
大和一心庵 雪月花
龍水亭
レストランまるいし
和食処 赤絵

有田町原明乙111番地
有田町原明乙111番地
有田町大木宿乙2032-2
有田町立部乙 ４５－１
有田町大木宿乙904-1
有田町外尾町丙1484-8
有田町本町丙833-4
有田町戸矢乙681-6
有田町丸尾丙1933-1
有田町本町丙1523-10
有田町上幸平2-3-6
有田町黒牟田丙3114-8
有田町本町丙819
有田町原明2-1
有田町立部乙52-1
有田町稗古場2-9-3
有田町下本乙２５０４
有田町上本乙3390-6
有田町広瀬山甲2286-22
有田町戸杓丙731-1
有田町赤坂丙2351-170

0955-46-3900
0955-46-5000
0955-25-9995
0955-46-3913
0955-46-2678
0955-43-3510
0955-42-2733
0955-43-5087
0955-41-1122
080-6403-3580
0955-42-3024
0955-43-2941
0955-42-5083
090-5489-8270
0955-46-2263
0955-29-8988
0955-46-3310
0955-46-3170
0955-46-2155
0955-42-4680
0955-42-5437

Go To Eat食事券加盟店(鹿島市・藤津郡・嬉野市・伊万里市・西松浦郡)
太良町
住所

登録店舗数21

屋号
居心家 もと茶庵
居酒屋 網元
お食事処 伊六
お食事処 園

太良町多良1397
太良町多良30-11
太良町大字糸岐16-7
太良町大浦乙124-21

電話番号
0954-67-2626
0954-67-1933
0954-67-1010
0954-68-2277

おみやげ村

太良町大浦丙17-1

0954-68-3880

家族亭フタバ

太良町糸岐2518-8

0954-67-2020

割烹 大磯

太良町大字多良1408-4

0954-67-0623

割烹ひさご
釜よし
さつまラーメン大勝店
茶寮 海旬
大福丸
竹﨑海産
肥前屋
万よし
焼鳥 新選組
勇栄丸
よめ川
漁師の館
レストランかき焼 さんぽう
和風レストラン 川した

太良町大字多良1763番地
太良町伊福甲3321-2
太良町大浦丁2166-2
太良町大字大浦丙915
太良町大字太良1896-7
太良町多良4261-1
太良町大浦丁2166-19
太良町大字大浦丁368-13
太良町多良1695-1
太良町多良4227-7
太良町多良35番地
太良町伊福甲3488-2
太良町大浦丁2454-4
太良町大浦戊750-１

0954-67-0066
0954-67-1886
0954-68-3402
0954-68-2345
0954-62-8272
0954-67-0603
0954-68-8777
0954-68-2655
0954-67-0177
0954-67-0122
0954-67-0127
0954-67-2808
0954-68-2583
0954-68-2645

