
「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」認証店舗一覧（令和４年５月１２日時点） ３，８４０店舗

長崎市 １2１9店舗
大衆割烹樋口　築町店 築町５番１１号
料亭　橋本 中川１丁目４番５号
ジョイフル　長崎城山店 城山町７番１号
旨いもん居酒屋　はま月 銅座町１２－９ 第２銅座ビル１階
ラウンジＲｏｓｅ 浜口町１０－２５　 真穂呂馬ビル４階
魚座 船大工町２番１６号　 上戸ビル２０２
アイリッシュパブ　テンプルバー 浜口町１２－１２　 アメニティ山口１０３
自由亭　喫茶室 南山手町８－１
天風 千歳町１６－２
ナイトレストランみさき 京泊２丁目７－３２
Ｓｎａｃｋ ｗｉｎ Ω ｗｉｎ 岩川町４－１２　 日本橋ビル２Ｆ
ダンスバー恋月夜 船大工町６－３３　 都ビル２Ｆ
ＺＡＣ 長崎中央店 八幡町３－１９－１Ｆ
シェアキッチン・くるねこんね 平和町１０－１１　 馬渡ビル２階
焼肉すみ泉 新戸町２－９－１５
レストラン　カルド 大黒町７－３
ビストロ　ゲルニカ 鍛冶屋町６－５ ２Ｆ
カラオケ喫茶ルパン 宿町２０－３
アペルト ダイヤランド１－９－２５
翔寿司 平山台１丁目１５番２号
日本料理　縁粋 銀屋町２－１２
インディヴィジュアル・バー・ワス 船大工４－１１　 井上ビルＢＦ
山川荘 八幡町５－１３
スナック　ムーンライト 船大工町５－３４ ライオンビル野村館３０２
カラオケ　チャンス 竿浦町１１３番地
きゃべつ 船大工町６番３３号 都ビル１Ｆ
WITHアグリー 丸山町１番１号 角海老ビル２Ｆ
レガロ 寄合町２－１ サンフラワーシティビル５Ｆ
スナック彩霞 船大工町６番１３号 紳士堂ビル２Ｆ
創作京料理　楽味 浜口町５番１２号
龍ちゃん飯店 滑石２丁目５－２２
食堂空間　いち 浜口町３－１７ サントリーバッカス館１階
snack 愛ai 畝刈町１６１３－１００－２Ｆ
マラヤ 興善町４－４ 朝日産業交通ビル１Ｆ
スナック　サザン 畝刈町１６１３－１００ 田崎ビル２０１
カフェ　ペール・メール 中園町１０番５号
Cordone 船大工町３番１９号 七福ビル１階
居酒屋一　ichi 本石灰町４－２ 第一ビル１Ｆ
キティ・ハウス 片淵２丁目１７番５号
Monkey girl 銅座町６番８号 七福ビル６Ｆ
家庭料理　きぶん家 樺島町９－１９ 山田ビル１Ｆ
マリン　ライフ 浜口町６番６号２０１
freesia 住吉町５－２ 北部産業ビル２Ｆ
Lulls 船大工町３－１９ 七福ビル２Ｆ
mr.kanso長崎思案橋店 船大工町２－１５ はちやビル１Ｆ
長崎ダイニングたつや 平野町４番１６号
割烹　むつくら 浜口町６－１５
COFFEE＆SNACK PASTEL 岩川町１３－１３ シャル夢館岩川１Ｆ
NOIE　ノイエ 丸山町１番１号 角海老ビル２Ｆ
ラウンジ　セレブ 船大工町２－１７ サン・船大工ビル４Ｆ
CAFE 妙見茶房 西山本町8番8号
がんばらんば（2F） 万屋町5-33 長門商会ビル2F
がんばらんば（3F） 万屋町5-33 長門商会ビル3F
薔薇 銅座町13-13 銅座サンライトビル4F
たってん 花園町15-13
DIAMOND ダイヤモンド 銅座町13番6号 リファレンス銅座ビル205号
希望 岩川町5番1号 SKビル102号
カラオケ．スナック．セピア 浜口町8-16 寺田ビル2F
翔 浜口町3番22号 ナイトピア浜口地下1F
お食事処　こころ 万才町1-6
ルシファー 本石灰町6番43号 リカーズビル2FB
酒味処　まる 船大工町2番22号
フォーク酒場　音の宿 銅座町9-5
Noda 本石灰町3番13号 延寿富田ビル201
marble 本石灰町4番1号
芭蕉譜 本石灰町3番13号 延寿富田ビル5階
平和食堂 葉山1-34-1
Members　franc 船大工町6番13号 紳士堂ビル2階
樹 船大工町4番12号 サン丸山ビル3階



かわい 浜口町10-7
喫茶スナック　ハーバー 畝刈町1613-107 ハーバービル1F
スナック　ひとみ 本石灰町3番13号 富田ビル1Ｆ
ブリリアント 船大工町5-41 リカーズビル5F
料亭一力 諏訪町8-20
月あかり 船大工町2番16号 上戸ビル101
喰いだおれ　一 興善町7-3 永田ビル1F
花へんろ 本石灰町3番13号
ホテル長崎 立山2-16-1
ファーストキャビン長崎 銅座町10番9号
寿司割烹　みやこ　別館 末石町297番地2
寿司割烹　みやこ 江川町188番地3
a’ul 銅座町8-6 プラティ銅座402
出島キッチン　クローバー 江戸町1-20 ホテルベルビュー長崎出島内
南 岩川町13-13 浦川ビル1F
株式会社　京華園 新地町9番7号
稲佐山温泉　ホテルアマンディ 曙町39番38号
カフェ　アンド　グランピング　てぃーだ 琴海戸根町301-1
Body Ⅱ Soul 築町1-19 井手ビルB1F
ジロー 家野町6番8号
L' ala Vista Nagasaki 長崎和食ゑびす屋 浜町11-12 七福ビル1F
ニュー三笠 新戸町3-24-3
宿 界1丁目5-25
SARATOGA 本石灰町6-44 仲見世ビル4F
えびすうどん 浜町1-3
ルース 寄合町2-1 サンフラワーシティビル5F
インド料理のお店　タージ住吉 中園町6番18号 中園ビル1F
ちゃちゃまる 住吉町6番14号
Bar Amber 住吉町3-7 中村ビル1F
はち煌 住吉町6-11　1F
長崎 Ｉ・Ｋホテル 恵美須町7-17
EDEN 本石灰町5-12 アミィティエ思案橋ビル2階
鳥乃屋 銅座町2-18
友禅 本石灰町2番21号
あん 鍛冶屋町7-48
長崎ホテル　マリンワールド 籠町9-24
博多とりかわ春 銅座町13-7 小川ビル1F
バンテアン 銅座町6-24
ミュージック・スポット　ブルーライト 浜口町6番14号 イコビル2F
椿 岩川町5番1号
パッション 小江町2749-13
フュージョンディッシュ　蘭桂坊 大黒町6番12号
鶴田酒店 田中町863-1
お好み焼き　ちくば 小峰町7番10号
焼鳥　里芋浩太郎 大黒町5番5号
獅子林 横尾3-29-3
おいしい肉屋 小菅町29-5
ひめ福 銀屋町4-3
Chateau　シャトー 船大工町3番18号 グレイビル5F
カフェテリア　カピタン 筑後町4番10号
一二三亭 古川町3-2
平野 鍛冶屋町6-55
おきみ茶房 伊良林3丁目7-19
スナック　おしゃべりTIME 銅座町12-5 第5銅座ビル303
のさ庵 鍛冶屋町6-54
MEMBERS RAN 本石灰町6-41 一二三ビル2階
レストラン　シーボルト 千歳町1番6号
たこやき道場 住吉町1-18 都由ビル101
つきみ亭 住吉町6-6 本多ビル2F

巴里２ 住吉町3-7 中村ビル1F

焼肉りんりん 浜口町8-10
スタンドパブ　ダイコク 大黒町4-6 レジデンスTAKAHIRA 1F
パブリックハウス　マレイグ 大黒町8-1 2F
アイリッシュパブ　ナガサキ 大黒町2-1
スナック＆バーkakko 平瀬町80-1
日本料理　清花和 船大工町2-13
長崎内外倶楽部 出島町6-1
B-RED 丸山町1-1 角海老ビル
うなぎ宮川 油屋町6-12
新陳代謝促進食堂　辛辛　長崎店 油屋町2-10 八坂ストリートビル203
滝の観音茶屋てっぺい 平間町1500-1
長崎　肉寿司 浜町11-12 七福ビル1階



長崎居酒屋　和 大黒町9番6号 川端ビル1F
旬彩　ながや 万屋町4番13号 二葉屋ビル3F
居酒屋　円 船大工町5-1
ルークプラザホテル 江の浦町17-15
すし西海 本石灰町4-10
焼肉竹林大橋店 大橋町25-6
ちょこっとBar・モリヤマ 賑町3-9
うまや長崎店 尾上町1－1 アミュプラザ長崎5階
スナック　長崎ワルツ 船大工町1-11 石橋ビル1F
串乃屋 本石灰町4-1
めがね橋茶屋 花ござ 古川町3-7
立ち呑みたたんばあ 船大工町1-1
一杯呑み 座らんばあ 本石灰町2-21
歌わんばあ 船大工町1-1-2F
たたんばあ 尾上町1-1
Les Vosges 油屋町2-37-2F
長崎おでん　入舩 本石灰町3-8
メンバーズ　麻衣 本石灰町4-3
ナイト・ラウンジ　シンドバット 船大工町2-15 はちやビル1F
ホテルコンチェルト長崎 平野町 10-16
それいけコケコッコー 船大工町1-9
それいけまっちゃん 船大工町1-9
えびす屋 船大工町2-28
BAR-42 元船町6-4 昭英海運ビル3F
麺也　オールウェイズ万屋本店 万屋町5-22
S・F・H　460's 辻町2-12 アーバンパレスB棟１階
日本料理　悦善 諏訪町4-13
虹花 五島町10-4 林田ビル1F
カラオケスタジオエントリー 岩川町5-7
光華 東町1954-4
スナック　RUBY MOON 浜口町3番17号 サントリーバッカス館４F
ラウンジ・ル・クレール 船大工町2-13 中村ビル3F
寿し政 片淵2-10-1
炭火焼鳥　龍 目覚町5-15 竹下ビル1F
焼肉竹林ララプレイス愛宕店 愛宕4-18-20
スナック　村一番 船大工町3-8 バンビルB-2
GROUND,1st 本石灰町4-10 田中ビル1F
花ふう 寄合町2-1サンフラワー シティビル405
スナック　夜蝶 船大工町5-36 ヤヒロ企画1F
居酒屋旬 万才町1-13 伊集院ビル1階
坂本屋 金屋町2番13号
旬の手料理　しん 住吉町2-17 8とおんぷビル1F
ナチュラルダイニング　スリジェ 葉山1丁目6番10号 西友2F
ニューヨーク　ダイニング 宝町2-26 15階
Cafe de Bijoux 宝町2-26 1階
Buffet and Dining The  Kitchen 宝町2－26 15階
居酒屋　だんだん 浜口町8-16 寺田ビル1F
駅前炉ばた　甚十郎 大黒町7-2
全席個室 九州和食　八州 長崎浜口店 浜口町9-9 サンアークビル1F
さかな市場銅座店 銅座町11-2
まるよしラーメン矢上店 矢上町32-5
弐乃屋 本石灰町6番3号
シャルマン charmant 船大工町5-37 NKビル3F
ブラックリスト 本石灰町6-2 ニュー思案橋ビル4F
かつ吉 万屋町3-21 小林ビル1F
スナックミスティデイト 本石灰町3-13 富田ビル301号
焼酎バー　レガーメ 本石灰町6-43-2F
割烹　新富 古町46 ランスイ第一ビル1F
カフェ・リストランテ　マツシタ 弥生町10-56
クオーレ 船大工町2-19
meat　sukky 新大工町1-12
ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート　秋月 秋月町2-3
ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート　天空 秋月町2-3
ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート　竹彩 秋月町2-3
稲佐山観光ホテル 曙町40-23
スナック　海ほたる 畝刈町320番地
和み庵 浜口町７－１４
焼肉竹林南長崎店 江川町380-7
オリーブ 船大工町3-4-2F
Mon Coeur モンクール 本石灰町6-6
広島風お好み焼＆鉄板焼3匹の子ぶた 鍛冶屋町6-5 光風堂ビル2階
スナック銀恋 船大工町5-31 サンパティークビル3FC



スナック　桜　さくら 銅座町11-5 第3銅座ビル3F-E
あざみ 岩川町12-5 さおりB1F
中﨑水産株式会社 茂木町2188-13
ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート
レストラン　フォレスト

秋月町2-3

ハイドレンジャ 大黒町14番5号 ホテルニュー長崎1F
桃林 大黒町14番5号 ホテルニュー長崎13F
3階宴会場 大黒町14番5号 ホテルニュー長崎3F
バー　ムーンライト 大黒町14番5号 ホテルニュー長崎2F
地下1階　宴会場 大黒町14番5号 ホテルニュー長崎B1F
錦茶房 大黒町14番5号 ホテルニュー長崎2F
うどん　えびす　目覚店 目覚町2番2号
宵処　ひさ野 船大工町2-26 原口ビル2F
日本料理　草花洛 鍛冶屋町5-78
カラオケハウス　兄弟船 野母町547-8
居酒屋　酒庫ら 万才町4-15第2 伊藤ビル1階
ひまわり 花丘町7-18
一合一縁 浜町11-6
プルミエール 船大工町5-37-2F
HAL 麗 船大工町5-31-2F
すし処　小吉 銅座町6-8 七福ビル1F
さかな屋 平和町9-6
かくうち良 岩川町5番9号
かくうち良　三川町店 三川町1026-27
えびすうどん 葉山１丁目９番１４号
富喜寄 浜口町10-5
桃源洞 籠町8-33
江戸前　初一 小峰町1番11号 竹口ビル1階
季寄料理　赫々 古川町6-3 野田ビル1F
浜バルメガンテ 浜口町12-1
LET’S 岩川町5番1号
スナック喫茶きぬ 岩川町5-5
レストランBAR猪ノ口屋 栄町4番11号
ココナッツ 寄合町2-1
三八　浜町店 浜町9番18号
三八　本店 銅座町10番12号
有限会社三八 銅座町14番11号
さいさき屋 築町店 築町4-24
JOYSOUND長崎観光通り店 古川町6-38 小有天ビル1Ｆ
スナック　まろん 宿町186-1
レストランバー　セルパン 銅座町11-1
i+Land  nagasaki 伊王島町1丁目3275番地10
MINATO HOTEL 伊王島町2丁目2047番地31
TERRACE DINNER BBQ 伊王島町2丁目2047番地1
ARK DINNER 伊王島町1丁目3278番地3
長崎温泉ARK Land Spa 伊王島町1丁目3278番地3
Fisherman's Lounge 伊王島町1丁目3277番地5
Bond yard 伊王島町1丁目3277番地7
とりや 船大工町2-17 サン船大工ビル1階
全席個室 九州和食 八州 長崎思案橋店 本石灰町6-3 町田ビル1F
ダウンタウン 船大工町5-37-5F
旬味処 むら仲 新地町6-14
円ら屋 船大工町6-33 都ビル1階
キングカラアゲ思案橋店 船大工町2-11

サーティワンアイスクリーム
　みらい長崎ココウォーク店

茂里町1-55

あや鶏 長崎駅前店 大黒町11-14 東亜物産ビル1F
THE BARDYYZ 本石灰町5-12 隈本ビル１F
ベビーフェイスプラネッツ長崎店 万屋町2-21 ジエーナスラッキービルプラザLB1
山海珍味　呑 銅座町14-15
レストラン　アイランドビュー 琴海戸根町95
レストラン　グリーンビュー 琴海戸根町95
花＊花 浜口町3-22 ナイトピア浜口2F
じゅうじゅうカルビ長崎三芳店 三芳町2-4
鮨割烹　さくらい 浜口町７－３
あや鶏 長崎浜の町店 万屋町５－９ セントラルビル1階
スナック鷹 船大工町5-1
ティファニー 畝刈町1613番地295 松下ビル201号
後家CLUB 岩川町5番13号 第2東洋ビル203
岩崎本舗　西浜町店 銅座町3-17
三八　住吉店 住吉町11番20号
長崎和牛焼肉ぴゅあ 新地町2番7号 祐植ビル1F
割烹とし 中町5-22



中国料理　桃苑 新地町１３番10号
レストラン　ホテルJALシティ 新地町１３番１０号
サントス 浜町11-5
ツキヒカリ 畝刈町1613-113
藤ノ屋亜紗 住吉町6番1号
サーティワンアイスクリームチトセピア店 千歳町5―1
カクテルバーシャトレ 岩川町5番13号 東洋文化ビル１F
ひいき家 銅座町11-8 村内ビル１F
リエンダ 銅座町12-9 第２銅座ビル３F
和風スナックあけみ 本石灰町3番１２号 第１栄ビル１階
長崎馳走＆バル　ボンボヤージ 大黒町８番１号
焼鳥居酒屋本陣 銅座町9-11
炉談 中町5番32号 ハマビル2F
あるへい 曙町40-23
珍陀亭 曙町40-23
稲佐山観光ホテル　軽食ラウンジ　ばってん 曙町40-23
つばき　グリル 中里町1571-4
山田家 深堀町3-286-3
木楽暮 西海町324
Rei 船大工町5番38号203号
寿司割烹　あや 片淵1丁目4-6
長崎ブルースカイホテル　ビアガーデン 江の浦町18-1
長崎ブルースカイホテル 江の浦町18-1
長崎スカイホテル 江の浦町18-1
風楽　珈瑠陀瑚 筑後町4-18
なっちゃん 本石灰町1-3
インド料理ビスヌ　長崎店 目覚町5番25号 住宅ガイドビル2F
カラオケ・スナック　欧洲 平野町12-13 サンシャインモリ201
HAMAGUCHI嘉門 浜口町1番13号 エフフラット浜口1F
つぶらや 船大工町6-33 都ビル1階
スナック　きらり 船大工町1-13-1F
鳥政　岩川店 岩川町2-14
南回帰線 本石灰町3番13号 延寿富田ビル4F
ビストロボルドー 浜町8番28号
中華菜館　春夏秋冬 新地町11-15
ホテルモントレ長崎　レストランアマリアサロン 大浦町1番２２号
フジ食堂 香焼町494-1
プラスナック　ヴィ・ヴィ 大黒町8番１号B１F
居酒屋　八丁櫓 深堀町1丁目11-110
Shu Shu 本石灰町5-12 アミティエ思案橋3F
ヨコバチ 鍛冶屋町5-89 クレイン鍛冶屋103
コバチラーメン店 銅座町15-16 松田ビル1F
スナック　ハーモニー 銅座町15-1 伊勢天ビル2F
カフェフレンチ　アメリカン 丸山町1-1 角海老ビル1F
ヴィラアズ 船大工町2-26 ハイライトビル1F
旬彩酒場ぽなぺ亭 浜町１０番２１号 WITHビル２０６号
小笠原 本石灰町4-1
多ら福亜紗 油屋町2番6号
ダイニングバー椿 油屋町2－６２階
豆富料理　六弥太 油木町35-60 ビンヒルズホンダ1階
大戸屋みらい長崎ココウォーク店 茂里町1-55-4F
コバチ 鍛冶屋町5-89 クレイン鍛冶屋101
Jazz Cafe 搖茜 城山町21-13
なりすえラーメン 本石灰町1番11号
サンプリエール 元船町２番４号
小料理　髙岡 万才町1-3
おいんち 銅座町14-15-1F
スナックあかり 銅座町11番5号 第3銅座ビル2-C
DEJIMA　ASA 出島町13番3号
レストラン　だいまん 野母崎樺島町1127-1
カラオケパブ　まりも 畝刈町1613-109
クラブ長谷川 本石灰町6-41 一二三ビル105
Oyster Bar Churi 船大工町2-17-3F
鈴の屋　銅座店 銅座町１３－１２ リンクス銅座中央ビル１F
彩菜 船大工町3-19 七福ビル１F
焼肉タイガー 油屋町2-41 山陶ビル１F
モスバーガー長崎浜町店 浜町１－４
亜紗 恵美須町4番8号
日本料理　まつ山 万屋町6番31号
酒菜屋ながれ 万屋町5-26 恵風ビル２階
魚店　亜紗 大黒町10番2号
福の森 古川町３番15号 コテージ本多1階
THE・CABAL  ACOTE 銅座町14番2号 寿ビル4F



THE・CABAL 銅座町14番2号 寿ビル3F
長崎揚げかんぼこ研究所 万屋町1番1号
日本料理　琴海 琴海戸根原町171
お食事処　カラオケ幸 神浦向町27
一麺亭　京泊店 京泊2丁目1番120号
ドン・バルトロメオ（稲佐山観光ホテル） 曙町40-23
食事処 利 戸石町1300番地1
Vinbie 滑石3-5-29
居酒屋　喜三郎 銅座町7番9号 天本ビル1F
MACAU 寄合町2-1 サンフラワーシティビル602
CLUB MONTE CARLO 寄合町2-1 サンフラワーシティビル201
KAKA 寄合町2-1 サンフラワーシティビル406
焼とり鳥っとっと住吉店 花丘町12-2
鈴の屋　住吉店 花丘町 藤山ビル１F
玉鮨 浜口町8-5
珈琲家 平和町4-15
グリル　はやしだ 江里町7-13
スナック道 銅座町12-10 第一銅座ビル2F
ほおずき 大黒町7-10 渡辺ビル1F
Cafe Dining Mammy 平和町11-19 グロリアヒルズ102
BALEGA 船大工町3-19 船大工七福ビル602
サージャントペパー 本石灰町6-43 リカーズビル5F
味処　谷ぐち 浜口町６番１１号 小西ビル１階
寿司　亰 大浦町9-17
グラシアス 旭町5-1 タワーシティ長崎イーストコート104
焼酎・喰いもんバー：ミツナガ 興善町7-1
割烹こじま 銅座町14-14
ナンバーゼロ 本石灰町6-1
とまり木 浜町9-2
スナックNao 船大工町5-30 こがねビル2F
コーラスライン 本石灰町5-11 CLKビル2F
Curry Diner Alii 出島町12-17
Franpa 葉山1-38-6
ベイサイド迎賓館長崎ヴィクトリアハウス 浪の平町91
ベイサイド迎賓館長崎ホワイトハウス 浪の平町91
香林坊 船大工町5－36 八尋企画ビル1階
PUCHI BREAK 鍛冶屋町2番16号
スナック　go 城栄町11-13
カフェ&ごはん　アベハウス 平山台2-33-7
CAFE & BAR Nagare2nd 浜町11-2-1F
平和家 浜口町10-23
有限会社　白水堂 油屋町１番３号
レストランぎゅう丸　長崎ココウォーク店 茂里町1-55ココウォーク4F
kagula 新大工町6番24号
ガスト長崎三芳 三芳町２番２号
小料理藤緒 鍛冶屋町6-1 六番館ビル４階
酒菜　ASAKAZE 油屋町1-3
鯨料理・割烹　とんぼ 銅座町11-13
牛角長崎思案橋店 油屋町2-2 澤美ビル１F
寿司割烹せがわ 銅座町13-11
やいとるけん 鍛冶屋町5-89 クレイン鍛冶屋201
ゆーぴぃ 本石灰町6-6 ソシアル思案橋1F
パブ　ニューヨーク 花丘町１番１９号
Amateras 本石灰町5-9 なかむらビル３F
旨唐揚げと居酒メシ「ミライザカ」　長崎駅前店 大黒町９－３０ ティアンドジェイビル（１，２階）
旨唐揚げと居酒メシ「ミライザカ」　長崎銅座店 銅座町１４－２１ 堀川銅座ビル１，２Ｆ
シズと吉三郎 八幡町8-1
ジョイフルララプレイス愛宕店 愛宕４丁目１８番２０号
スナック心 深堀町1ー11ー46 山下ビル1階
MELLOW 浜町6-4 マルタビル2F
麺BAR庭 浜町6-19 緒方ビル1F
あぶり居酒屋どんどん 船大工町4-12 サン丸山ビル1F
ろくぶんのご 本石灰町2-19 林田ビル２F
ZAFIRO 船大工町2番10号 光華ビル101号
ZERO 船大工町5番34号 ライオン野村館ビル201号
唐吉 大黒町11-21
麺也オールウェイズ  ココウォーク店 茂里町1番55号4F
麺也オールウェイズ  アミュプラザ店 尾上町1番1号 アミュプラザ5F
和奏 船大工町3-8 VANビル1F
ガスト東長崎店 田中町822
ガスト長崎駅北店 御船蔵町４番２号
ガスト長崎大浦海岸店 常盤町１番５０号
スナック華惠 本石灰町5-1-2F



四代目炭蔵 浜口町１０番２２号１F
半蔵 船大工町2番16号 上戸ビル1F
BAR BACK YARD 船大工町2番5号
一麺亭　浜口店 浜口町3-15 星山ビル12F
錦州 銅座町13-6
リンダ 銅座町１３番６号 リファレンス銅座ビル
お食事処やまさき 茂木町1597
炭焼酒場晴れる屋　浜口店 浜口町13番14号
波菜舎 銅座町13-11 佐野ビル2F
2階の晴れる屋 浜口町10-232階
ENOTECA   VARIO 銅座町11-13
14番目の月 銀屋町4番7号2F
GARDEN spice&cafe 銀屋町1-1 吉田ビル2F
上海台所SAKABA 千歳町15-3
侘助 千歳町11-6
回転寿司　じげもん 川口町13-1 長崎西洋館2F
炭焼酒場　晴れる屋 住吉町7番2号 小出ビル1F
となりのハレルヤ 住吉町7番2号 小出ビル1F
ダ・コール 船大工町1-14 岡崎ビル１Ｆ
kanon 銅座町12-9 第２銅座ビル2F-A
鈴の屋 浜口町12-12 アメニティ山口２F
とく永 岩川町14-6 山王ハイツ1階
ラウンジ・クリスタル 本石灰町6-433Ｆ
Ｃａｆé & Ｂａｒ Ｅａｓｅ 住吉町13-4-201
スナック　ロビン 銅座町13番11号 小林ビル地下1F
AVRIL 大黒町8-5 ミヤコビル1F
居酒屋・海鮮　まつなが 大黒町8-3
一般財団法人輔仁会すかいらうんじぽんぺ 坂本1丁目7番1号-14階
一般財団法人輔仁会レストランアンゼラス 坂本1丁目7番1号 本館地下1階
長崎大学生活協同組合　医学部食堂 坂本１丁目１２－４
スナック　ペペ 矢上町23番1号
しゃぶしゃぶ　ひらの 浜口町7-4 牛島ビル２F
凛 船大工町3-19 七福ビル601号
炭蔵　築町本店 築町1-14 野口ビル2F
笑和 岩川町17番19号 白鳩マンション1-A
うたげや炉談 浜口町12-9 すし善ビル1F
ブルドッグ 浜口町12-9 すし善ビル2FA号
鎌倉パスタアミュプラザ長崎 尾上町1-1 アミュプラザ長崎5F
呑み処食べ処　なか川 本石灰町5番2号
鳥現　浦上駅前店 岩川町３－３
居酒屋　赤酒た菜 鍛冶屋町7-1
萃香 目覚町19-11
Lunch  イナカヤ食堂 花丘町1番24 プライムステージ2F
BaL　chino 花丘町1番24 プライムステージ1F
御番所 船大工町3番4号
水辺の森のワイナリーレストラン　オープナーズ 常盤町1番15号
希蝶 曙町18-5
Ｃｏｐｅｎ 油屋町2-4-1F
銀屋町　まさる 銀屋町2-3
楽屋 油屋町1-4-2F
しもやん 葉山1-14-29
美味しんぼ 畝刈町1613番地99
有限会社　パル・モア 浜口町5番17号
シャレード 船大工町5-38 岡田ビル201号
BAR Code 銅座町13-8 井原ビル1階
For you...フォーユー 銅座町11-5 第3銅座ビル3FC
フランス料理とワイン　アンペキャブル 油屋町2番10号 八坂ストリートビル201
カフェ　豆ちゃん 諏訪町6-19
魚菜創作ダイニング　魚たつ五島海山 五島町3番２２号１F
隠れ居坂屋　魚たつ 江戸町1番8号
福進亭 浜口町8-13
季香蘭 浜口町8-13
秀一楼 五島町2-8 大黒ビル102号
BAR STING 船大工町1-13
meat sukky  眼鏡橋店 銀屋町3-26 友成ビル1F
立ち呑み　麟 銅座町8番12号 銅美屋ビル1F
福来魚 興善町4-16
まるまぁ 銅座町11-5
くしあげkitchen524 恵美須町7-23
登利亭 五島町1番6号
南蛮亭 元船町17番3号
酒場食堂みなとや 樺島町６-12 玉江ビル1階
ギター・ラウンジ　V７ 船大工町3-19 七福ビル7F



侍 元船町6番2号 瀬川ビル1階
有限会社　肥前屋 網場町487
ガスト長崎深堀店 深堀町１丁目１４５－２1 フレスポ深堀
居酒屋・煮つけ　剛 銅座町7-17 新銅座ビル1階
shianbashiイザカヤ 竹 船大工町4-14 山の口ビル1階
お好み焼　福ちゃん 上戸町3丁目5番10号
白夜 畝刈町320-4
Appare!!Appare!! 銅座町13-6 リファレンス銅座ビル206
スナック　絵馬 浜口町１０番5号
maison de Curan 船大工町3-19 七福ビル501
シューシャイン ボーイ 本石灰町５番１４号 第２加悦ビル3F
魚菜や 朝次郎　アミュプラザ長崎店 尾上町1-1 アミュプラザ長崎4・5F
ココス文教町店 文教町１１番１１号
HAMAnZ Cafe 浜町11-28
餃子の王将浜の町店 銅座町4番19号 浜町ハッピービル１F
中華酒家てんねんmarket 古川町6-31
レゾネイト 本石灰町6-41 一二三ビル2-D
のんびり酒場　なかはら 寄合町3番52号 芦塚ビル１Ｆ
スナック　ラブ　バラード 船大工町5-36-3F
コロッケ倶楽部　長崎本店 浜町11-18
はくしか銅座店 銅座町12-15
Bags`  groove. 油屋町1-36 石橋ビル201
シトラスカフェ 万屋町2-21 プラザL-2F
エレガンス 本石灰町6-6
コペン 油屋町2番4号2F
Bar Parley 銅座町12-10 第1銅座ビル102
ラウンジ　NINA 本石灰町6-41 一二三ビル3F
わらう門 船大工町1-11
テアトロッソ 銅座町9番2号
ザ・ベラージオ 油屋町2番3号 大友ビル2F
クラブハウスレストラン 琴海戸根原町171
青柳 丸山町7-21
ファミリーレストラン　牛右衛門 宿町500
一麺亭　東長崎店 中里町1387-4
鳥現浜口店 浜口町12-13
calm 銅座町11-5 第3銅座ビル2階
旬菜桜通り　樽 桜町1-7
中国料理　Red Lantern 出島町1-1 出島ワーフ1F
トラの門 元船町7-7 K2ビル101号室
たがわ 宿町176番地
魚民　長崎駅前店 大黒町9-28 田中ビル1階
居酒屋白木屋　長崎駅前店 大黒町9-28 田中ビル2階
わらわら長崎思案橋店 本石灰町6-44 思案橋ナカミセビル2階
ザ・コンラッド 本石灰町6番40号 清香園思案橋ビル１F
ザ・リッツ 本石灰町6-40 清香園ビルＢ１
THE　CARLTON 本石灰町6番40号 清香園思案橋ビルＢ１
隠れ家　嘉悦　本店 岩川町５－11 永尾ビル1階
居酒屋 火輪 新大工町1-1 STビル2階
割烹　みやわき 蚊焼町1651
ちぃーっとバーのんのか 本石灰町3番13号 富田ビル1F

新和楼 新地町11番18号
旬彩房　菜魚 東古川町3-22 吉田ビル１Ｆ

スナック　ケイタイ 本石灰町6番41号 一二三ビル5階

Calme 銅座町8-6 プラティ銅座102

かまど茶屋 本石灰町5-14 加悦ビル1F

BUCHIAGE 銅座町8-6
トパーズ 寄合町2-1 サンフラワーシティー412号

Aコープレストラン長崎店 出島町1番20号
大庄水産　長崎駅前店 大黒町10-10 ＫＯＫＯＲＯビル一階・二階

バーネイルス 本石灰町6-6 ソシアル思案橋ビル3階

クラブ　バロン 本石灰町6-40
サザンクロスⅡ 浜町10-21 WITH長崎ビルB-102号

Paranoia 万屋町5-36 多真喜ビル3階

KARAOKE&BAR GON 大黒町8番2号 生和ビル203号

大衆酒場　あっぱれや 大黒町１１番１８号 MIYASITAビル1F

栄寿司　小吉 籠町２番２３号 石垣ビル1F

てっぱん銅座町 銅座町1-2 長久ビル１F

ニパチ長崎住吉店 中園町8-7
ニパチ銅座店 銅座町4-20
焼鳥こう庵 大黒町7-10 ワタナベビル1F

めし屋　傳 万屋町5-36-1F
Bird Man 銅座町15-13 才木ビル1F

赤目 銅座町9-17 銅座ツデイビル1F2F



私房菜きりん 銅座町11-4
農家の居酒屋タケマルシェ 船大工町3-13
カランコロン 銅座町13番10号 小林ビル104

X-1 エックスワン 銅座町13-13 サンライトビル4階

カレンダー 銅座町12-5 第5銅座ビル501

クイーン　オブ　ザ　ハート 船大工町3-19 七福ビル3階301号室

肉一番 銅座町8-12 銅美屋ビル2F

azul 浜町11-2
お好み焼き　てんてこまい 浜口町11-5 松尾ビル1F

知恵 船大工町2番4号
焼き鳥　家康 賑町10-2
ガスト長崎中央橋 銅座町４－１ りそな長崎ビル２Ｆ

満寿美　新館 多以良町2194番地4
かりーにょ 城山町2-9
スナック　文花 岩川町14番20号
日本海庄や　長崎思案橋店 本石灰町6-44 思案橋ナカミセビル一階

DIA８ 浜町11-7
ラウンジ　絵梨花 船大工町5-36 ヤヒロ企画ビル2F

長崎卓袱浜勝 鍛冶屋町６番５０号
ドリーミン 新地町12-10 ラハイナビル101

味処　やまぐち 鍛冶屋町1-17
スナック　月 船大工町3-19 七福ビル4Ｆ

グラバーカフェ 南山手町８番１号
ヤング8 本石灰町3-13
Bar. BEAST. 船大工町6-13 紳士堂ビルB1

KAZU 浜町9番3号
出島テラス 出島町1-1出島ワーフ2階
長崎大学生活協同組合　文教食堂 文教町1番14号
ロイヤルホスト螢茶屋店 中川２丁目１２８番地５
BAR Archive 大黒町9-7 HSビル1F

いけす　川正 茂木町2188-4
太幸園 千歳町11-6
串揚げ　しん 浜口町8番16号 寺田ビル1F

居酒屋　五平太 深堀町1丁目161-21
海鮮料理わかすぎ 戸石町681番地29
長崎菓寮　匠寛堂 魚の町７番２４号
ユーミン 寄合町2-1 サンフラワービル4F

スナック　姫 畝刈町297番地
ダイニングバー　スプラッシュガーデン 本石灰町6番2号 ニュー思案橋ビル5F

らあめん花月　嵐 中園町6-16 小笹ビル1F

和み酒　渚 本石灰町2-16
酒処　んだ 千歳町11-6
居酒屋一　ichi 寄合町2－1 サンフラワーシティビル1階

二代目はまたに食堂 葉山２丁目４－３
宝雲亭本店　とり福 銅座町8-9
ザ・タイム 浜口町3-17 サントリーバッカス館5F

Natural Foods Life ikiru 平和町10番17号
カラオケ　スナック　ココ 岩川町5番1号 ナガサキエス・ケイビル1F

三笠 元船町11番12号
ワイン酒場　Salute 大黒町9-7 HSビル202

Akaneko 岩川町17-19 白鳩マンション1階

板前料理　堂山 鍛冶屋町7-55
長崎グリル 銅座町6-18
味処　おとみ 岩川町13-5
ばさらっか 古川町5-4
cafe&bar aila 花丘町17番17号 BEARSビル1F

居酒屋よりあい 寄合町3-45
Bar しまんちゅ 本石灰町3-10 浜田ビル1F

しあんばし　一二三亭 本石灰町2-19
小翔 浜口町10番5号 アブアルトマンション1階

神戸元町ドリア　長崎ゆめタウン夢彩都店 元船町10-1
CENATORIA（セナトリア） 平和町19-8
ミスタードーナツ東長崎ショップ 田中町1027-8
ミスタードーナツ夢彩都ショップ 元船町10-1 夢彩都B1F

Nobo 諏訪町5-3　1階
はくしか　浜町店 浜町11-3
KAKA ZINHO 本石灰町6-44 福田ビル101

月夜見 本石灰町5-16
スナック　ジュン 銅座町9番15号2Ｆ
ミスタードーナツ 茂里町1-55
ミスタードーナツ　チトセピアショップ 千歳町5-1
ラス　ブラバス 千歳町1番3号



鉄板酒場　ジャポニカ 江戸町6-13
とんかつ浜勝　磯道店 磯道町80番地73
Rico 浜町10-21 WITH長崎ビル601号

Bar VICTOR 本石灰町5番13号 シンアイビル202

きんぎょ 丸山町1番1号　2F
杉養蜂園　長崎グラバー園店 南山手町2-6
OMOMI 船大工町3-8 VANビル1F

HAMAGAMI 本石灰町2-16-2F
のほほん 船大工町3番13号 マツヤ第2ビル1F

バー　アルフレイラ 船大工町2-19
中国菜館　江山楼　中華街新館 新地町13番13号
花月 丸山町2番1号
Brotherhood 銅座町12番10号 第1銅座ビル201

篝屋 万屋町2-23 モンパルト万屋1F

シャララ 京泊２丁目９番１４号
天ぷら割烹　のだ 鍛冶屋町6-24
BAR チャコチャコ 銅座町15-17 徳永ビル1階

讃岐手打ちうどん「とも也」 賑町5番25-2号
狸狐庵 大黒町7-11
ROOTs 船大工町５番３７号 NK籠町ビル3F

ローリン　マン 油屋町1-36 石橋ビル2F

PRONTO長崎ハマクロス店 浜町4番11号
稲佐山観光ホテル　スカイラウンジ　ギヤマン 曙町40-23 新館8F

紗衣 銅座町12-10 第1銅座ビル302

trattoria UGO 油屋町1-10
ラーメン居酒屋あぜかり 畝刈町1613番地111
エル・パナリ 岩川町5番1号 ナガサキエスケイビル202号

心 船大工町2-27
楽し酒　秀次郎 浜口町9-8
味処　つんの～て 平和町15-4
ナイト・イン　沢 船大工町2-29
有限会社　雲龍亭食品 浜町10-3
パブ・スナック　ムーンライト 住吉町６番１５号 山口ビル2F

蕎麦屋　ぎん水 千歳町15-3 松尾ビル2F

スナック　マユミ 川口町5-1
花梨 銅座町12-10
ラウンジ　ルノワール 銅座町13-13 銅座サンライトビル３Ｆ

ひなた大吉 万屋町3番13号 田島ビル２F

マルシェのカレー屋さん 浜口町11-5 松尾ビル１Ｆ

株式会社　長崎新聞文化ホール　ザ・プレス 茂里町３番１号
株式会社長崎新聞文化ホール 茂里町３番１号
長崎港 出島町1番1号
どんぶり専門店丼丼亭 元船町10-1 夢彩都4F

波まち食堂　mog 茂木町2190-7
長崎・万屋の勝手口 万屋町4-3
ジョイフル長崎築町ホテル店 築町5-11  1F
Cafe&Dining　BLUE　JAGUR 銅座町8-8
INFIX 銅座町11-14
赤道研究所 千歳町2-7
焼鳥みつば 鍛冶屋町1－17
BAR　HARU　5150 銅座町13-6　2F
ジョイフル　長崎矢上店 田中町1027-35
よっちゃん 深堀町1丁目11番地20
ジョイフル長崎　福田店 大浜町1597
カラオケBanBan　長崎花丘店 花丘町20-8
カラオケBanBan　長崎千歳店 千歳町4-6　セスピノビル1F-5F
ビックエコー長崎春雨観光通り店 銅座町14-21 堀川銅座ビル

Bar　more　Story 船大工町3-18 グレイビル1F

中華料理　天城 住吉町5-5 田栗ビル1F

ジョイフル　長崎畝刈店 畝刈町27-11
たこやき・おこのみ焼　ヨッチャン 川口町5-1 浦上百貨センター

海鮮居酒屋　魚らく 浜町10-11 稲垣屋ビル1F

Bar ivy 中園町10-5 くさのビル201

Singreeen　 銅座町12番2号 モロッコビル2階

旬彩　海と 本石灰町3-9
鉄板バル　Ｖｅｔｔａ 浜町8番24号2F3F
MOtion（モーション） 馬町80
スナック　スウィート 岩川町13番2号
カフェ＆バーウミノ 尾上町1-1 ｱﾐｭﾌﾟﾗｻﾞ長崎5階

カラオケBanBan　思案橋店 本石灰町5-6
カラオケBanBan　長崎大学前店 若葉町2-30 住吉ビル4.5F

スナック　ぴえろ 船大工町2-17 サン船大工ビル2F



五つぼ 上野町3番1号
Bar　Casablanca 銅座町13番13号 銅座サンライトビル4F

有限会社　更紗 万屋町１番２１号
酒菜家 麹屋町2番6号
焼鳥　安兵衛 川口町2番12号
つけ麺ぱぴこ 江戸町3番1号 アットビル江戸町1-B

万鍋 油屋町2番36号 真珠ビル102

割烹　大判 桜町3番15号
Ray 浜町10番21号 WITH長崎ビル507

ラ・ドンナ 浜町10番21号 WITHビル801

だしぼんず 浜町4番22号 明星ビル1F

PLUS 銅座町13番12号 谷口ビル2階表

牛右衛門　Mr. Max長崎店 岩見町２６番３号
自家製麺　杵屋 尾上町1番1号 アミュプラザ長崎5F

天ぷら　那かむら　ゆめタウン夢彩都店 元船町１０番１号
コーヒー生活ハウス　カフェメルカード 元船町10番1号 夢彩都2F

やきとり　ぽん太 賑町４番９号
居酒屋　喜楽 矢上町23番22号
たぬきの里 諏訪町8番7号
ふうき亭 万才町3番2号 中村ビル1F

ひかり亭　大黒町店 大黒町11番9号
海鮮市場長崎港　新地店 銅座町3番15号 小川ビル1F

銀鍋 銅座町7番11号
酛蔵庄屋　岩見店 岩見町２５番１２号
スナック　スヌーピー 住吉町13番4号 ラベイヤ207号

朱欒 下西山町1番7号
Café BARU 本石灰町2番13号 2F
一福 船大工町2番14号
KNOTS 浜町9番3号 2階
土間土間長崎店 本石灰町6番35号
日本酒と音楽の店　エイジ 本石灰町1番12号
楽味　楽酔 船大工町５番２８号 宮崎ビル1F

ラウンジ　ジェイド 本石灰町6番44号 思案橋仲見世ビル3F

居酒屋　たさき 住吉町5番5号 田栗ビル2F

Unfil 浜町9番6号
ステーキハウス　おかの 本石灰町6番8号
和が家 赤迫1丁目2番10号 池田ビル1F

HARRY 浜町１０番１１号 稲垣屋ビル2F

パーティルーム　ベルカント 大黒町7番18号 サンプラナビル2F

つけ麺　洋ちゃん 大黒町9番6号
スナック月姫 船大工町2番27号 シキシマ観光ビル1F

BAR　10c 本石灰町3番13号 延寿富田ビル4F

ヒルトン長崎 瓊鶴海 尾上町４番2号 1F
ヒルトン長崎 カフェ＆スイーツ 尾上町４番2号 2F
ヒルトン長崎 セブンシーズ 尾上町４番2号 2F
ヒルトン長崎 ディ・バート福海楼 尾上町４番2号 2F
ヒルトン長崎 エグゼクティブラウンジ 尾上町４番2号 11F
ヒルトン長崎 宴会 尾上町４番2号 3F
T's 船大工町3-13 山口店舗１階

ラウンジ　麗花 船大工町５番３４号 ライオンビル野村館４０２号

すなっく　紀代 船大工町2番19号 ニュー東館ビル3F

月うさぎ 船大工町6番13号 紳士堂ビル103

呑処　喜舎 船大工町2番17号 サン船大工ビル201

乙な菜　重九 銅座町10番3号 佐野ビル1F

とめ手羽　思案橋店 本石灰町6番35号 思案橋アセットビル

牛右衛門　浜の町店 浜町8番13号 仲見世ビルディング

ラウンジconsuelo 本石灰町4番3号 田中酒店ビル2F

Mei's 本石灰町3番13号
我ママNaキッチン　微笑み 銅座町8番2号 潘ビル1F

季節料理　旬佳 小ヶ倉町３丁目76番地1
スナック　トワイライト 銅座町8番8号
タイチ　寿司 銅座町5番16号
ブルズキッチン 尾上町１番１号 アミュプラザ長崎

リンガーハットジャパン株式会社長崎稲佐橋店 光町8番20号
Book Cafe & Bar itie 住吉町5番2号 松原ビル2階

カフェ　オリンピック 浜町8番13号
焼肉　清香園 西山2丁目27番1号
清香園　鍛冶屋町店 鍛冶屋町6番15号 エスペランサ鍛冶屋町1F2F

清香園　小ヶ倉店 小ケ倉町3丁目473番地1
清香園　田中町店 田中町1027番地15
清香園　滑石店 滑石5丁目1番15号
清香園　思案橋店 本石灰町6番40号 東映会館1F



清香園 立岩町12番4号
ホルモン　清香園 千歳町11番9号
そば　中正 神浦江川町657番地2
Kanade 恵美須町7番21-103号
セントヒル長崎 筑後町4番10号
リンガーハット　長崎出島店 出島町1番5号
中華居酒屋　陽龍 本石灰町2番21号
Eimy's kitchen 油屋町2番10号 八坂ストリートビル103

Morado 船大工町2番26号 ハイライトビル２F

Eternal(エターナル） 船大工町6番13号 紳士堂ビル1F

シェ・デジマ 尾上町３番１号-2F
かのこ 本石灰町６番６号 ソシアル思案橋1F

Bistrobar Avanti 住吉町5-2 北部産業第2ビル1F

Hirolicious （ヒロリシャス） 築町4番1号2F
AERA 本石灰町6-41 一二三ビル2F

リンガーハット　長崎小ヶ倉店 磯道町5-32
しゃぶしゃぶ・すき焼　楼蘭 樺島町6-9
睦 銅座町12番9号 第2銅座ビル1F

居酒屋酒趣庵　駅前店 大黒町8番13号
しゃぶしゃぶ温野菜長崎花丘店 花丘町20番3号 花東ビル2F

個室居酒屋　珠々 五島町1番3号 さとみビル2F

五人百姓　銅座店 銅座町13番13号 銅座サンライトビル1F

心笑 浜町１１番１１号 和田ビル２階奥

ブラザー　イン　ロー 浜町10番21号 ウィズ長崎ビル306

博多麺王フレスポ福田店 小浦町714番地8 フレスポ福田WEST

エイトフラッグ 大浦町5番45号
Cafe Muranse ダイヤランド3-3-8
なな穂 魚の町7番5号
レストラン　牛右衛門　新戸町店 小菅町8番地
中華の酒趣庵 家野町6番8号
酒趣庵　若葉町店 家野町6番6号
天ぷら朱々 花丘町12番5号 杉本ビル1F

スナック夢 丸山町1番1号
銀わさ 油木町13番３号
公菜家 城栄町１７番１１号
ラストチャンス 船大工町2番5号 夜桜荘2階

半兵ヱ長崎店 銅座町14番11号
太平楽　思案橋店 油屋町1番14号 しあんばしビル2F

いわしや 銅座町12番14号 初梅ビル１Ｆ

ばばる 浜口町11番6号
BaBa Ristorante 浜口町13番8号
酒処　貴子 深堀町1丁目11番地46
新橋 本石灰町4番12号
ワンピース 浜口町１０番１５号
にち蘭 大黒町5番6号
麻寿喜 元船町11番22号
丸亀製麺 中里町1237番地2
とんかつ濵かつ　長崎出島店 出島町1番5号
天扇寿司 船大工町5番38号
酒趣庵　滑石店 滑石2丁目2番31号
TSUBAKI　HOUSE 宿町102番地2
とんかつ濵かつ　本店 鍛冶屋町１番１４号
おむすび家 愛宕3丁目10番5号
こまち食堂 諏訪町6番21号 永井ビル2F

Lounge Love Dream 本石灰町6番40号 清香園思案橋ビル地下1階B-3号室
銀猫 銅座町15番14号
Carpe Diem Cafe 東山手町1番4号 第2オーチ東山手1F

もつ鍋居酒屋　ばか正直　矢上球場 田中町77番地25
ムーブ 本石灰町6番6号 ソシアル思案橋2F

CLUB　MOVE 本石灰町6番34号 シーズンズビル2階ABC室

熱烈厨房 銅座町13番12号 谷口ビル1F

Bar　FREE 金屋町1番2号 桜ビル１F

リンガーハット　ミスターマックス長崎店 岩見町26番5号
やき鳥　ちぢみ　かど六　中園店 中園町6番8号 山吉ビル1F

やき鳥　ちぢみ　かど六 住吉町4番27号
味処　ぶらぶら 金屋町1番2号
長崎市役所庁内食堂 桜町2番22号
日本放送協会共済会　食堂 西坂町1番1号
長崎県警食堂 尾上町3番3号 3F
スナック　らんぷ 千歳町11番10号
長崎新聞食堂mori mori 茂里町3番1号
カラオケ、パブ　歌っ子 滑石2丁目1番56号



レストラン　ラ・メール 東出津町149番地2
紅虎餃子房ゆめタウン夢彩都店 元船町10番1号 ゆめタウン夢彩都4階

焼肉　ローラン 樺島町6番9号
居酒屋　いなほ 岩川町１３番１３号
BAR　Granddad 油屋町2番2号
Mominoki core/N 南山手町1番18号
レストランITADAKI 稲佐町364番地1 稲佐山展望台2階

長崎和食　惣重 鍛冶屋町3番2号
ぼっくい 興善町４番１８号
ラウンジ　ときめき 銅座町13番13号
HOTDOG CAFEBAR S☆G 横尾3丁目36番17号
ディラン 川口町5番1号
リンガーハット長崎大橋店 三芳町２番１９号
もつ鍋おおやま 尾上町1番1号 アミュプラザ長崎5F

しゃぶしゃぶ温野菜　長崎思案橋店 鍛冶屋町１－１３
スシロー長崎　道ノ尾店 赤迫3-4-2
「KIZUNA」 南山手町４－２８
美山　長崎店 元船町１０－１ ゆめタウン夢彩都４階

五穀 元船町１０－１ ゆめタウン夢彩都４階

ビージーカフェ 浜町10-10
TiTo Dragon 油屋町1-2 モトビル3F

Sazio 銅座町5番13号 ２階

大和屋Café 萌華 万屋町1-13
エトランゼ 丸山町１番１号 角海老ビル210

South Garden 銅座町8番6号 プラティ銅座302

くいしんぼ 銅座町10番7号
撞球倶楽部 本石灰町6番44号
だいすき 浜町10番21号 WITH長崎ビル305号

ごはんカフェ百菜　旬　アミュプラザ長崎店 尾上町1-1 アミュプラザ長崎5F

茶房とらや大吉 船大工町5番40号 久間ビル2F

スナック　ぽけっと 本石灰町2番22号2F
酒茶舎　ふらっと 築町5-2 宮崎ビル2F

BAR TIME 銅座町8番12号 銅美屋ビル1F

おさかな家族 雑魚屋 アミュプラザ長崎店 尾上町1番１号 アミュプラザ長崎5F

春日 赤迫3-6-10
ザ・ロウズ 赤迫3-6-10
冨貴寿司 滑石1丁目10番10号
バール思案橋 本石灰町6番1号
カレーハウスCoCo壱番屋長崎浜町店 浜町6-29
庄屋　イオン東長崎店 田中町1027番8
庄屋　東長崎店 田中町379-１
旬彩庵　文 船大工町6番10号 中尾ビル1F

バー　ストランド 本石灰町6番44号
和洋食酒Fusion 住吉町7－7 平田ビル1F

割烹　たがわ 住吉町11番2号
Bar nagata 銅座町11-4 七福ビル３階

庄屋　ターミナルホテル店 新地町1-14 ターミナルホテル1F

天ぷら居酒屋　朱々　長崎駅前店 大黒町10-2 フィールド大黒町ビル２F

海鮮台所　さかなや 銅座町9番16号
庄屋　浜町店 浜町8番13号 仲見世ビルディング

洋食　中村屋 恵美須町2番10号
庄屋　小ヶ倉店 小ケ倉町3丁目466-1
ベイサイドレストランバー　Ｒ-10 出島町1-1
カレーハウスCoCo壱番屋メルクス長崎店 岩見町26-2
Jewel.a 浜口町10番20号 トクトービル7F

OAZO－オアーゾ－ 船大工町2番26号 ハイライトビル1F

バー　トクナガ 銅座町15番17号
プレジール・ド・ヴァン 浜町10番21号　WITH長崎ビルB-101号
銀の鈴 本石灰町5番1号 甲木ビル１F

有限会社長崎堂 松が枝町5番6号
金の天ぷら　浜町店 浜町8-13 仲見世ビルディング

F.labo. 大浦町4-17 飛翔ビル1階

焼とり　鳥っとっと 辻町1-3
焼き鳥　マーくん 浜口町1番3号
すなっく一期一会 岩川町4番12号
味処　こいそ 本石灰町4番3号
酒菜　なが田 船大工町3-9-2F
居酒屋燻製　燻屋 長浦町2743-1
旬彩　こころ 油屋町1番6号
マルシェ・ド・リッシュ 茂里町4番1号
スナック　ニューさつき 銅座町9番4号
MORIYA 古川町5番4号



スナック　ナインハーフ 本石灰町6-41 一二三ビル104

隠れんばぁ 本石灰町4-1-2F
Fast Salad 桜町3-15 BUNGOビル1階

長崎海鮮SARUUUKEY 京泊3-1929-20
濵かつみらい長崎店 茂里町1-55
スターバックスコーヒーみらい長崎ココウォーク店 茂里町1番55号２階
焼肉菜館　グリーンペッパー 桜町1-3 鶴洋ビルB1

ラビリンス 船大工町5番40号 久間ビル1F

すのぉー 本石灰町5-23
スターバックスコーヒー　長崎ゆめタウン夢彩都店 元船町10番1号
デメズ・ダックスープ 本石灰町5-12 ニコニコビル4F

WILD BASE 銅座町13-11 佐野ビル201

ラーメン亭長崎RAMEN  浜町10-11 稲垣屋ビル1F

れすとらん＆居酒屋　かみんぐ  五島町10-4
コメダ珈琲店 プラットモール長崎店 川口町12番39号
酒花 丸山町1番1号 角海老ビル211

ブラン 浜町10番21号 WITH長崎ビル309号

鳥政 大黒町8番2号
辛麺　澤屋 清水町11-7
てふてふ 寄合町2番1号 サンフラワービル４F

活魚処　海人 五島町3番17号
紅灯記 万才町3-2
スナック　チロリン村 船大工町2番17号 サン船大工ビル302号

スナック　北川 銅座町8番6号 プラティ銅座101号

preciaus 本石灰町3-13 富田ビル401

Calla lily 本石灰町6番41号 一二三ビル２F

とんかつ文治郎 東古川町4番3号
山清 茂木町1590番地75
和CafeBar  HONEY8 RETRO 鍛冶屋町5-10
長崎歴史文化博物館レストラン 立山１丁目１番１号
HONEY8 鍛冶屋町6-44
パーティールームHANA 銅座町9番16号
ドトールコーヒーショップみらい長崎ココウォーク店 茂里町1番55号-5F
ドトールコーヒーショップ長崎観光通店 万屋町4番13号
びっくりドンキー小曾根町店 小曽根町5番12号
吉野家　長崎滑石店 滑石2丁目1番40号
吉野家　長崎駅前店 大黒町9番31号
とんかつ文治郎浜口店 浜口町２番１３号
文治郎 旭町８番２６号
スナック　圭 船大工町2-3-2F
Lounge　KEIKO 浜町10番21号 WITH長崎ビル709号

なんなり 銅座町13番6号 リファレンス銅座ビル1F

炭火焼鳥　七 千歳町11-10
皇上皇 尾上町1-1 アミュプラザ長崎5F

ビストロ　ピエ・ド・ポー 鍛冶屋町4番17号
プライド 船大工町3番19号
ナイトイン ロッキー 船大工町6-10 中尾ビル2F

旬食家　のん 上野町8番1号
鉄板焼　おがっち 船大工町3番15号
小料理　大賀 江戸町1番12号
千成寿し 大黒町5番5号
セヴィリヤ 魚の町3番19号2階
88　PACHI　PACHI 麹屋町4-21
スターバックスコーヒー長崎浜町S東美店 浜町1-22 長崎松竹会館
biblio CafeDL 桜馬場1丁目2-23 ヴィクトリアピーク桜馬場1Ｆ
鎹家 中園町17番9号 白石第二ビル
長崎炙処　とろび 銅座町9-15
かつぎや 中町5番33号
魚菜処　輝石 千歳町11-6
志のぶ鮨 古賀町875番地
Win 丸山町1番1号　角海老ビル201
居酒屋やかた 尾上町2-2-2　堀ビル1階
らーめん厨房　山や 元船町7番14号
永楽苑 江戸町1-8
大衆酒場　いけいけ　松ちゃん 元船町８－１－１Ｆ
Bar JB.YELL 目覚町7番11号
鳥政　恵美須町店 恵美須町６－１８
肉吉 鍛冶屋町６番55号2F・3F
長崎炉ばた　はち舎 本石灰町5-3
BAMBOO　CAFE 竹の久保町１７番１７号
スターバックスコーヒー 尾上町1-1 アミュプラザ長崎1F
松尾英範酒店 元船町6番6号
フォーエックス 本石灰町6-6 ソシアル思案橋2F
BAR FRANK 銅座町11-5-1F



HUG. 本石灰町6番41号 思案橋一二三ビル4F　E号室
OWL 本石灰町6番41号 一二三ビル3F
やきとり魚宴会居酒屋　長崎奉行 銅座町10-3 クレイン銅座ビル1F
和食・ステーキ　よひら 船大工町5-7
倭からん我零時　浜口店 岩川町7-5 プライムステージ39
長崎県美術館　ミュージアム　カフェ 出島町２－１ 長崎美術館２F
鳥政　矢上店 矢上町20-3
鳥政　戸町店 新戸町２－９－１４
CHOCO BALL 本石灰町6番41号1F-106号
十割そば　素屋 茂里町1-55
リンガーハット　長崎宿町店 宿町542番地3
カレー屋 mili　mili 籠町５－２５
コミックシアター　おねぎとピーマン　サリークラブ 船大工町3番19号 七福ビル201
スナック　恋 銅座町11番1号
テクノポリス 船大工町5番41号1F
すずらん 銅座町10番6号 佐野ビル1階
車 万屋町5番33号 長門商会ビル3F
ラボラボ 船大工町5番39号 睦美ビル1階
ミナト屋 銅座町13番6号 リファレンス銅座ビル106
スナック　きらら 船大工町2番29号1階
BAR　遊酔 船大工町2-13 中村ビル1階
なか邑 銅座町14-2 寿ビル1F
炭火焼き　鳥しょう 葉山1-9-31 日障シャトー104
旬菜　かがりや 川口町13-1 長崎西洋館2F
AWAGAI 浜町10番11号 稲垣屋ビル1F
ゆうき寿司 銅座町15番19号
MUNCHIES STANCE 浜口町10番25号 B1F
スナック　Gran（グラン） 浜口町10-25 真穂呂馬ビル3F
長浜一番 恵美須町7-23 佐々木ビル1F
Zoo Cafe 五島町2番10号 里ビル1F
ブルー　レイン 住吉町13番7号 住吉亭ビル3階
鳥政滑石店 滑石1-24-1
アフタヌーンティー・ティールーム　長崎アミュプラザ 尾上町1-1 長崎アミュプラザ2F
串揚げ　和 千歳町11-6
レストラン　ボンファン 住吉町6番15号
麺屋　富貴 鍛冶屋町1-19
caféあいる・bee 大井手町２1番地
ラウンジ　メトロポール 船大工町2番19号 ニュー東館ビル1F
RUBICON HANARE 油屋町1番36号 石橋ビル401号
美酒佳肴　Rubicon 油屋町1番36号 石橋ビル402号
メルシー 銅座町13番6号
思案橋ラーメン 浜町6-17
かどや　らーめん浜町店 浜町6-23 YBビル１階
アリバイ不在証明 丸山町1番1号
炭火焼鳥三代目炭蔵 大黒町11番17号 フォレスト大黒１F
鮮肴炭焼　炙 万屋町6-24 松尾ビル1F
カラオケ本舗まねきねこ　長崎思案橋ANNEX 本石灰町6-35 サンプラザビル4F
ラウンジ　インコース 船大工町5番41号 リカーズビル4F
バー・ジンジ 本石灰町6番6号 ソシアル思案橋ビル3F
笑幸　新大工町　地元もん食家 新大工町6-3
裕久 本石灰町5番12号 隈本ビル2-A
焼鳥だるまもん 千歳町3-3 川嶋ビル2F
新鮮食彩　市むら かき道1丁目1-34
居酒屋　ブルームーン 浜口町7-12
麺処あきら戸町店 戸町4丁目12番13号
薔薇絵亭 平瀬町59-1
スナック　ローズ 平瀬町80-1
しし丸 八幡町6-7
お食事処ふくろう 桜馬場1丁目3番3号
串揚げ酒趣庵 住吉町13番7号 住吉亭ビル１F
串揚げ酒趣庵浜口店/ZIGGY’S BAR Cash Box 岩川町3番4号 朝野ビル１F
ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート　ワインバー 秋月町2-3
のだ屋 興善町2番12号
のだ屋 桜町1番1号 草野ビル2F右側

寿司居酒屋　ひらの 五島町2番8号
朝びき焼鳥　かおん 築町1-3 築町ビル102

BAR23 船大工町2-13 中村ビル1F B号室

エリア23 万屋町5-33-101号室
串カツ田中　長崎浜町店 浜町10-15 川添ビル1F

GRUE 銅座町6-8-501号
小料理　しず美 船大工町5-39
もってこい　もってこい　思案橋 船大工町6番13号 紳士堂ビル1F

もってこい　もってこい　思案橋 本石灰町1番11号
アウェイ 船大工町5番37号 NK籠町ビル2階

スナック　RIN 船大工町2-22 第一浜田ビル2F

アリラン亭 銅座町13-16
CORDE 本石灰町6-4 SUGUROBLD.2F-A



インド料理　ミラン 樺島町1番15号
インド料理レストランMILAN　アミュプラザ店 尾上町1番1号 アミュプラザ長崎5F

ポムの樹　アミュプラザ長崎 尾上町1番1号 アミュプラザ長崎5階

チャイルド　ボックス 旭町14-16
すし活 尾上町1番1号　5F
ケンタッキーフライドチキン　JR長崎店 尾上町1番1号
ロッテリア　アミュプラザ長崎 尾上町1番1号 アミュプラザ長崎1F

吉本茶屋　たこばやし 尾上町1番1号 アミュプラザ長崎1F

タリーズコーヒー　アミュプラザ長崎店 尾上町1番1号
ミスタードーナツ　JR長崎shop 尾上町1番1号
アミュプラザ長崎 尾上町1番1号
ヤマウチ 丸山町2-5
DRUM　Be-7 栄町5-5 FM長崎ビルB1F

ポア・モア 船大工町2番16号 上戸ビル3階

有限会社和泉苑 戸石町1739番地9
ステーキハウス晢 古川町6-3 町田ビル2F

プラム 畝刈町1613番地99 1F北

パレオ 畝刈町320番地4
やきとん北沢三丁目 船大工町5番6号
北沢三丁目 銅座町10番3号 クレイン銅座ビル201号

カラオケスナック　ヤッホー 住吉町11番11号 竹下コーポレーション101

イタリア料理カプリチョーザ　長崎アミュプラザ店 尾上町1-1 アミュプラザ長崎5F

もつ鍋居酒屋　ばか正直 本石灰町1-7
やきとり　五城 目覚町5-17
ビストロ　しゃぎりー 大黒町4番8号
ラウンジ　マハロ 本石灰町5番9号 なかむらビル201

焼き焼き鉄板　はまのや 万屋町5-33 長門商会ビル102

あぶり家　晋 浜口町8-9 山口ビル1階左

il vivo 坂本1-1-10
茜砂（スナック） 銅座町11-9
割烹　お乃 樺島町6-14
パヴェ 南山手町1番18号 ANAクラウンプラザホテル長崎グラバーヒル2F

小料理・居酒屋　光田 船大工町2-27 コリーヌ船大工町１F

すなっく　麻紀 船大工町1番6号 永次ビル2F

二代目炭蔵 大黒町7-10 ワタナベビル1F-1C

折衷厨房　笹ゆり 油屋町1-6 植田ビル2F

出島焼肉　ゑん 出島町12-1 ひまわりビル1F

握りのはやし 岩屋町29番16号
HARERUYA 花丘町13-25 シュール花丘1F

RU～ 銅座町12-6 林田ビル2階

家庭料理居酒屋ままや 金屋町8-8
鮨政 入船町12-2
チング 浜口町6-17 陽久ビル1階

からあげバー（白）ハク 川口町5番1号1F
長崎魚料理　龍 桜馬場1丁目7番10号
しゃぶしゃぶ焼肉　ひだまり 岩川町17-9
居食酒　梅家 船大工町５－３０ こがねビル１階

群来軒 江戸町5-11
しゃあさんcafé 京泊1-22-10
Bar fuzz 船大工町2番28号　2F
五時からホルモン（浜口店） 浜口町2-14
福壽株式会社 新地町2番5号
安樂子 浜町7-20
江島流　やきとり道場本店 浜口町11-2
食彩処　かつやま 勝山町13
地どり家道場 浜口町6-13
林屋 京泊3丁目1929番地20
大衆パブ　ポルカ 坂本1-1-7
焼き肉　浜ちゃん 浜口町8-8
有限会社　吉田酒店 恵美須町7-25
スナック律子 銅座町12番10号 第1銅座ビル2F

バー・ウェイヴァリィ 船大工町3-18 グレイビル4F

スナック　サバイバル 銅座町11番5号 第3銅座ビル1F

台湾厨房　圓山 油屋町1番7号
ペニンシュラオーナーズゴルフクラブレストラン 琴海尾戸町1740
あたご自動車学校レストラン 星取1丁目1番28号
みのりカフェ　長崎駅店 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場　1104区画

とりかわ竹乃屋　長崎駅ナカ店 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場　1137区画

海鮮炙り屋　いぶき地 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場　1139区画

五島うどん　だしぼんず　長崎駅店 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場　1107区画

串カツ田中　長崎街道かもめ市場店 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場　1144区画

魚〇亜紗 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場　1106区画



フクブクロ 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場　1143区画

たんや　長崎店 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場　1102区画

カラオケ CLUB DAM サンタフェ 長崎駅前店 大黒町7番19号 貞住ビル2～4F

BABAKE 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場　1145区画

ラウンジMOE 浜口町10番20号 トクトービル5F

からおけスナック　雅代 川口町5番1号 浦上百貨センター1階

江戸びし 江戸町1-6
味処まつうら屋 樺島町8-2
PECO 本石灰町3-13 富田ビル3F

寶來軒 平野町5番23号
フルーツいわなが 平和町9-8
ニッキー・アースティン　長崎駅前店 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場　1103区画

海路 川口町5番1号
農家BAR NaYa 鍛冶屋町4-13 山下ビル2F

ます 船大工町2-15 ロマン街1F

ちゃんぽん　蘇州林 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場　1105区画

丸亀製麺 茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク3F

すき家　みらい長崎ココウォーク店 茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク店　3階

BON'S Crepe 茂里町1-55
ペッパーランチみらい長崎ココウォーク店 茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク内

マクドナルドみらい長崎ココウォーク店 茂里町1-55
築地銀だこ 茂里町1-55
リンガーハット　みらい長崎店 茂里町1-55
焼肉　司 西海町1698-1
みらい長崎ココウォーク 茂里町1-55
鳥徳 文教町6-18
立ち呑み　たたんばぁ 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場1142区画

サンセットリーニDEJIMA 出島町1-1-102
Bar AntErgs (バーアンテルグ） 銅座町12-2 モロッコビル201号

さくら其の一 浜町8番10号 多真喜ビル2F

蝶々夫人（マダムバタフライ） 浜町10-21 WITH長崎ビル404号

ラウンジ桃香 船大工町5番41号 リカーズ籠町ビル2FB

ASIAN RESTAURANT&BAR MATI MAHAL 桜町5-20 小川ビル102

くだものかふぇ　長崎ココウォーク店 茂里町1番55号2F
夕焼け食堂　KaraKa 浜口町7番1号
中の茶屋　重籠 茂里町1-55 みらい長崎ココウォーク406

居酒屋くぅ 浜口町6-11 小西ビル2F

焼鳥心華 花丘町12-25 デイジービル102

台湾水餃　LAO LEE 尾上町1番地67 長崎街道かもめ市場 1140区画

和風スナック　芳 船大工町1-12　 児玉ビル2F

長崎街道かもめ市場 尾上町1番67号
cafe D's 小川町1267
elv cafe 栄町6-16-1F
串串　畝刈本店 畝刈町1613番地248
串串　花丘店 花丘町17番18号
くすくす　中園店 中園町8番11号 リンゴビル1階

串串　長崎駅前店 大黒町5番13号 佐藤ビル1階

串串　大黒店 大黒町11番14号 東亜物産ビル1階

いわさき 琴海戸根町２９２２番地
割烹　かなやま 元船町8番２号
ポポラマーマ　みらい長崎ココウォーク店 茂里町1-55-4F
いきなりステーキ　みらい長崎ココウォーク店 茂里町1-55 長崎ココウォーク4F

（有）あじ盛 築町4-26 松本ビル1F

いずや弁当　麹屋町店 麹屋町4番14号
HYT 古川町8番5号
ZOO 浜町11番12号 七福ビル203

お好み焼　マツダ 城山町25-6
ヨシダのバル 岩屋町21-12 山崎ビルNo.2-101

賑わい処　かぐら 元船町7番9号 萩野ビル1F

CLOUD９ 鍛冶屋町6番1号3F

佐世保市 １１５１店舗
スナック文子 山県町４－１６　 マルカズビル１０１号
Ｆｌａｔｔｏｒｉａ　ｔｉｔａ 下京町４－４
中尾葡萄 上京町７－１１
Bar & Cigar Nicolas Rolin 下京町１０－７ シネマ太陽京町ビル６
いけぐち　のんびり処 金比良町１６－４
さくらんぼ 山県町４－１９
ハンバーグ家ＳＳ３８９ 卸本町２１－３３４
ささの離 塩浜町３－１０
BAR　Waits 山県町４－８
レストラン本陣 千尽町５－３



古民家カフェ　こもれび 横尾町３１１
山本酒場 梅田町１０－２５
レストラン　フラットファイブ 光月町２－３ 新京パーキング２階
ささいずみ 下京町４番４号
佐世保C＆Bバーガーズ 下京町３－１
喜楽 島瀬町８－１４
スナック５５ 島地町１－１ 岡本ビル１Ｆ
喜平すし 早岐3-1-6
すなっく 椿 大野町226
レストラン　四季 上京町3番2号
エンジェライト 山県町2-3　1F
ASCE 塩浜町1-1 ル・グランパレビル403
Bistro　弐番館 有福町99-8
FOREVER RYU BAR 常盤町9-18
Night in 道 下京町10-6 太陽アネックスビル204号
憩いの店　久美子と・・・ 下京町1-10
レオプラザホテル　鯉太郎 三浦町4-28
ナイトロビー　理恵 塩浜町1-22 柴藤ビル201号
鳥きん　天満 天満町1-8 辻ビル2F
M'z 島地町1-17 太陽第一ビル103
Kelly's 下京町10番7号 シネマ太陽京町ビル6　301
どんどん亭　佐世保大和町店 大和町978-6
ちづる 下京町6-7
季節の味処　しぐれ茶屋 下京町7-8
サセボグリーンホテル　いけす博多屋 三浦町4-1
SASEBO　NOTE 島地町5-19
レーヴ 下京町8-13 アリサビル3F
さんくるCafe 栄町5番9-204-2号
佐世保ワシントンホテル 潮見町12-7
里仙 広田3丁目6-17
ラウンジ　ともしび 山県町4-17
アンクル、サム 本島町3-18　3F
新心花梨 三浦町2-1 アルファービル1F 109号
HAPPY TRAILS COFFEE 日野町1828-49
暖家 常盤町9-19
ぽすと 上相浦町8-20
レストラン「ラヴァンドル」 ハウステンボス町6番地
日本料理「あじ彩」 ハウステンボス町6番地
ティー＆バーラウンジ　ブルーム ハウステンボス町6番地
ラウンジ　シークレット 塩浜町1-20 塩浜第2ビル502号
レストラン　ボーオーノ 瀬戸越4丁目5-19
レストラン　エムシカ 鹿町町深江潟150-2
ナイン 上京町7-14
焼とり　おかめ 江迎町長坂183-3
BAR SPIRITS 本島町4-2
ナイトラウンジ　ハート 早岐1丁目3-15
味亭　風花 山県町4-16 マルカズビル103
御利良 下京町11-1
レストラン　あくせる 椎木町320
Member's Bar COSi'S 上京町6-8
とりかわ博多　かわっこ 下京町10-7 シネマ太陽ビル102
イオ・ロ・マネッジョ 下京町10-7 シネマ太陽ビル7　201
聡 早岐1丁目2-28-1
居酒屋　三平 早岐1丁目2-16
ハートピア工房 世知原町笥瀬778-3
馨 天満町2-29 シービービル2F
二束三文 島地町2-10
岩崎本舗佐世保三ケ町店 常盤町6-1 サンクル4番館１階
Ohana Cafe 塩浜町7-9 ビーフラットビル１階
スナック CoCo 椎木町204-1
たこやき工房　たもたこ 下京町11-12
長崎和牛　愛山亭 本島町７－２５－１Ｆ
有限会社　時代屋 吉福町172-1
スナック　真鈴 島地町3-2
THE BODY BAR（ザボディーバー） 上京町7-19
C調Lapis 塩浜町1-15 柴田ビル2F
さすが 天満町1-4
朋子 三浦町2-1 アルファビル2F
史果 下京町7-13 リカムビル４F
しかまち活性化施設 鹿町町土肥ノ浦169-2
おおいし 上京町7-6
御座候屋 潮見町2-12



唐揚げ屋ICHI 白岳町721-11
唐揚げ屋ICHI ぎんた通り店 上京町6-19
ファクトリー 白岳町954-1
スナック花 早岐1丁目2-30
Blue Star 戸尾町8-24
くつろぎ 大宮町4-1
ベースストリート防空壕店 戸尾町5-25
ヘラノ屋 塩浜町1－1ル・グランパレビル103号
caf'e Sky one 椎木町653-1
居酒屋　みかど 潮見町2-5
パブゆでたまご 山県町4-3
ラーメンズバーDDD 上京町4-19
吉宗 下京町1-12
Lounge Eight-Nine 塩浜町1-22 紫藤ビル103
ばらのき 本島町5番4号 ライオンタワービル7階708号
ナイトラウンジ　優 塩浜町1-13
串街道 下京町9-3 アモリーノビル1F
さかな食堂安べゑ　佐世保山県店 山県町1-15 河本ビル1階
お食事処　みっこ 鹿町町土肥ノ浦147-8
焼肉料理専門店　大平楽 湊町6-17
味処・居酒屋　味路喜 南風崎町200-1
レストラン　皿田 上京町4-16 犬塚ビル1F
焼肉街道　御意見無用 崎岡町853-12
BBQテラス　CORRIDA ハウステンボス町8-7
natsukara 下京町10-6-1F
Wine Bar Y 権常寺1丁目1-8 小楠ビル1F
Restaurant KURODA 高天町14-8
ふれんち×和リバリバ 下京町1-6 NOAAビル２F
直 下京町4番３号 芦刈ビル２階
レガロキッチン 栄町3-12 FACE21 1F
Dear 上京町6-8 トーニンビル5F
美味菜処　博　HAKU 下京町7-27
海の見えるゲストハウス 鹿子前町1129
九十九島シーサイドテラスホテル&スパ花みずき 鹿子前町1129
居酒屋　もぐら 塩浜町1-1 グランパレビル地下1F
居酒屋辰いち 上京町2-10
バー バイブス 山県町2-3
DRINK＆FOODS 人参倶楽部 島地町6-4
ベリーズ 山県町2-3
頑固 京坪町2-5
キッチン　はーとらんど 鹿子前町761
櫓庵治　佐世保店 山県町1-25 パティオモンテカルロビル２階
スナック　バンカー 塩浜町1-13 荻原ビル1F
バンカー　Ⅱ 塩浜町1-13 荻原ビル3F
まったり矢 宮崎町3-12 イシバシビル
小料理　かん田 下京町8-25 阪田ビル２階
希　～mare～ 山県町2-17
SASEBOふぉーく村 上京町4-18 第2ソーホービル3F-A
お食事処　まつお 相浦町184
2CO cafe 大野町226
焼肉　さくら 木宮町4-3
らんぷ亭 常盤町8-12 長谷川ビル201
森平 下京町10-7 シネマ太陽京町ビル６ ３F
グリルピート 元町4-1
ELLE. DE. CHIC（エル・ド・シック） 本島町5/4 ライオンタワー5Ｆ-502
双葉 京坪町4-13 サンロードビル2F-202
teppan steak & vege dining 樹 上京町3-15
KOOL 早岐1-2-4
佐賀牛焼肉レストラン佐が家 新港町3-1
ラウンジ葵 山県町4－16 マルカズビル402
gem 山県町2-8 242
楽人 京坪町4-7 かよビル2F
キッチン車 天神4丁目2506
いけす料理　うず潮 針尾東町2626
酒場明清 浜田町1-10
居酒屋　きし川 早岐2丁目46-24 早苗ビル103号
ambiente 万徳町1-5
Pure Rose 塩浜町２－９ 田島ビル２０１
3and（サンド） 祇園町3-20
千穂寿し もみじが丘町41-60
漁火 塩浜町1-1 ル・グランパレ404
スナック　ウーマン 早岐1丁目2-9



焼肉・お食事はな 早岐1丁目14-7
グリル　慕情 山県町2-3
食酒三味なかしま 権常寺1-1-8
クラージュ 山祇町183
丸二ラーメン 干尽町2-5競輪場内
スナック　カオリ 指方町2213-2
味　楽 高天町4-1
居酒屋　つくし 指方町2213-2
スナック Muga 無我 山県町2-9
くわ焼きの店たこ政 上京町4-18
ガァネット 島瀬町9-6
ジャンボカラオケ広場　佐世保京町店 上京町５番の8号
スナック　はま 松川町5-2
大山家の味　HEAVEN 上京町4-5
エイト　アンド　ハーフ　2号店　 上京町7-7-2F
QUEEN KEBAB 島瀬町10-18
アンリミテッド 山県町3-14
カレー＆バー　あらじん 島地町7-1
松竹丸 平瀬町3-13
スナック＆パブ　みなみ 早苗町1493-1
ラウンジ ROSSO 塩浜町1-22 柴藤ビル3F
スカーフェイス 山県町1-10
０７ 上京町7-19 2F
スナック麻美 相浦町2737-2
Lampoon Tap 栄町3-15
Brooklyn　Beach 栄町3-11
Brooklyn　To Go 栄町6-14
旬の味　一粋 松川町5番2号 玉ノ井ビル103
BACK YARD 山県町2-17-2F
ホテルフラッグス九十九島 鹿子前町７４０
レストラン THE ONE 鹿子前町７４０
居食処　魚楽 崎岡町853番地12
ザ・パラダイス　ガーデン　サセボ　ラウンジ 崎岡町853番地12
いけす和洋　彩海 崎岡町853番地12
スナックまるお 大宮町12-12
BAR　田んぼ 下京町1-12
AMANOYA(天野屋) 塩浜町1-10
ゴーゴーカレー長崎佐世保スタジアム 下京町1-17 L＆S下京ビル１階
凛々 山県町2-7
ゲランみつこ 山県町1-3 大川ビル3F
とり将軍 下京町6-2
こと音 下京町10-6 太陽アネックスビル202
ななか 栄町3-12 Face21 5F
鳥きん　本島店 本島町4-3
禄 下京町6-20
casual bar ouroboros 山県町2-7 古瀬ビル１F
ゑがみ／にょきにょき 塩浜町1-1 ル・グランパレビル703号
キッチンスナック膳所 島地町7-1 ハニーソシアルビル１F
スナック　まほらま 本島町5-4 ライオンタワービル704号
サンク 塩浜町1－1 ルグランパレビル3F
あや鶏 佐世保上京町店 上京町6-21 マエヤマビル2階
かこみ庵 佐世保下京町店 下京町4-3 1F
門限やぶり 佐世保下京町店 下京町7-26 SSBビル1・2F
ARROWS 下京町4-8 桃野店舗2階
ANCHOR CLUB 常盤町9-18 貝原店舗2階
PaPaPa 山県町2番8号 山縣ビル104号
ホルモン家　うみ 島地町2-4
曽根崎 上京町2-3
ほたる茶屋 上京町7-18
居酒屋すず家 下京町11-14
りきめん 上京町7-4
うろこ 島瀬町10-5 前田ビル1階
手づくりごちそう家　GAYA－GAYA 山県町3-18
スナックせつ湖 三浦町2-1-215
レンデブー 湊町3-17
ガジュマル 京坪町４－１３ サンロード５０３号
白雪姫 上京町6-8 トーニンビル301号
九十九島竹彩 鹿子前町７４０
バー　アクア.ミューズ 塩浜町1-20 塩浜第2ビル4F
カレーレストランプジャ 浜田町2-21 アルバーナ1F
〇八売店 干尽町2-5
西海橋　エンチ 針尾東町2607-3



おさんぽ　カフェ 針尾東町2614
プレスト 塩浜町１－１０ 大坪ビル２０４
ソワール 塩浜町1-20 303
うちだ屋　早岐店 広田3丁目1
スナック　ドリーム 早苗町1493-1
オステリアノーリ 早岐一丁目13-11
wine&料理　すぎmoto 下京町10-7 太陽京町ビル7 101
千織庵 常盤町8-12
マキシム 上京町7-16
させぼ観光酒場９９ 三浦町21番1号 佐世保駅東口前
桃兵衛 上京町7-14
スナック蒼 塩浜町2-7
炭火焼肉　しずる 早岐1丁目5-12 小寺ビル102
ラ・ファミーユ 早岐1丁目1-7
スナックじゅん 早岐1丁目1-1
ワインバー香恋 下京町6-4
焼鳥居酒屋へのかっぱ 早岐1丁目2-26
隠れ家　優家 早苗町1492
月 下京町4-3-2F
スナックきまぐれ 早苗町1493-1
Pele 栄町3-15
プレイメイト 栄町3-14
カフェレストラン空　早苗店 早苗町444-5
槙 山県町2-10
肉肉うどん佐世保大塔店 大塔町1861-12
酒菜　登龍庵 上京町7-１９
焼肉寿々 城山町6-6
キュイジーヌ　ル・フルーヴァン 下京町10-7 シネマ太陽京町ビル6-201
ゲストルーム 栄町5-16 ホワイトハウスビル6F
スナック　てつ 湊町3-17
フラル 山県町2-7 古瀬ビルD棟1F
アメニティー　彩 塩浜町1-22-4F
あかつき 口の尾町25
旬菜ダイニングまさや 京坪町2-3 Nビル１F
ららばい 下京町4-9
居酒屋　風来坊 早岐1丁目12-7
OLiVE 山県町1番２５号
TAKI。 京坪町１－８
らんぷ 山県町3-23
すなっくフローラ 上京町3-18
炭火焼鳥　一　hazime 島瀬町9-12
シルビア 早岐1丁目2-16
Feliz 三浦町2-1 アルファプラザ205
スナックカラオケケイブ 早岐1丁目2-16
居酒屋ちょうちん倶楽部 早岐1丁目16-24
club ルシェンテ 上京町6-8 トーニンビル8F
宣喜茶 島瀬町10-5
スナック　あかり 栄町3-18
コンセント 早岐1-4-11
an・pontan 上京町4-5
キーポイントパート２ 山県町4-16 マルカズビル203号
ぽると総本舗 本島町4-19
居酒屋　たじまんがた 栄町3-18
Reborn 島地町1-17 太陽ビル203
スナックおにごっ子 塩浜町1-10 大坪ビル203
Club Octave 島地町2-5-2F
じゅうじゅうカルビ佐世保藤原店 藤原町２３－４２
道とん堀　佐世保店 大和町97-4
Octave 山県町1-3-B
歩歩屋 塩浜町1-15
吉珍 栄町5-16 ホワイトハウスビル３F
connect 下京町7-122階
スナックMyColor 山県町2-2
メインバー  マスターズ 上京町7-19
ナイトラウンジ　モスト 塩浜町1-1 グランバビル9F901号
ほしの 田原町33-15
スナック　ひかる 塩浜町1-1 グランパレビル4F
寿司屋 島瀬町8-4
ラウンジ　ジンジン 上京町4-18 第2ソーホービル２F
味工房　陽だまり 下京町7-8
サンマリノ 稲荷町２４－２５
株式会社ホテルローレライ 南風崎町449



answer 山県町4-13
サンダンス 比良町4-1
Ray 下京町6-15 yyビル4階
BAR  Micro 下京町6-18 岡部ビル2F

居酒屋あんたが大将 塩浜町2-3
美ら海の部屋 京坪町9-16
CLAIR 塩浜町1-1 ル・グランパレビル401
美食と美酒の隠れ庵　つぼみ 天満町1-8 山口ビル1F
レストランさざ川 小佐々町黒石73-6 ホテルパラダイスイン佐々インター内
つむぎや 松浦町2-16
パンプキン 島地町2-10
アヴアンティ 木風町782-22
チェリーブロッサム 塩浜町1-7
Dahlia 下京町6-15 YYビル2F
Aboo 早岐1丁目1-1
炭火ホルモン焼肉居酒屋萬 本島町4-4
ヒース 上京町7-1
ジュエリー 上京町7-15
TANDOORI 　NIPPON 戸尾町4-6
めん食堂ハイカラ 下京町7-12
むら 下京町6-7
とり石 城山町1-24
お魚旬菜　凛 城山町1-24
小料理浮名 下京町11-7
琉球　しゃぶせん 下京町10-2D KビルⅦ2F
ロマンティック　ブラスト 下京町7-8
居酒屋ちゃんちゃん 吉井町大渡43-4
AN 山県町2-8 山縣ビル２Ｆ201
米春 栄町3-19
ダブルエイ 湊町7-12
スナックキング 湊町7-13
WILD SIDHE 湊町7-13
300yenBAR ROUGH 上京町6-8 トーニンビル302
Pancia 京坪町1-8
KAISEN’S 京坪町2-9
スナック　エルドラド 京坪町4-13 サンロードビル301号
トラットリア・アレグロ 上京町1-2 杉森ビル101
スナックつる 上京町7-15
barろご 山県町4-3 古賀ビル1F
居酒屋　水蓮 高天町2-11
コーヒースナック　バッカス 高天町3-7
パッション 万津町7-6
民宿　海の幸 鹿町町長串388-27
A２４ 塩浜町1-22 柴藤ビル403
Bar  Luster 早岐1丁目14-7
丸徳駅前店 白南風町6-4
レモンドレイモンド上京店 上京町6-6
肉料理　橘 栄町5-16 ホワイトハウスビル4F
ルーク 上京町6ー8 トーニンビル4F
TI 山県町2-3 古瀬ビル2階
パブ　クィーン 山県町2-25
喰い処りき 戸尾町3-17 パークアベニュー戸尾１F３号室
ネオパーティー 江迎町三浦39-1
ナイトイン　ギャラウェイ 山県町1-17
アンジュ 山県町1-3 大川ビル4F
SNACK.COCO 早岐1丁目2-16
Simple Cafe 重尾町113-7
颯天 山県町2-1
DREAMER & E-bar 下京町1-1 エバーグリーンビル2F
居酒屋　一心 京坪町9-16 竹内第2ビル1階
居酒屋　炭だんらん 黒髪町50-17
葉港商店 福石町24-5
スナック再会 山県町2-9
海鮮処　京町 上京町1-3
未来予想図 本島町5ー4 ライオンタワー901
お食事処　ゆうき 吉井町立石212
ゆふBAR 塩浜町1-1 ル・グランパレビル701
青ぴ亜 塩浜町1-13-1F
ＭＫレストラン　大野モール店 瀬戸越4丁目6－1
プレイスピガール 山県町２-２101
リンガーハット佐世保早岐駅前店 早岐１丁目16-8
FoLLettA 下京町4-15



Harvest 山県町1-1 まるみやビル2F
sweet 本島町5-4 ライオンタワービル305
ワシントン　クラブ 山県町1-13
Welina 山県町2-20 町田ビル1階
IMPERIAL 上京町7-6
Gustare 万津町2-8 BrickMallSASEBO105
味の店かわじり 相浦町32
佐世保　海街食堂 下京町9-20 山内ビル
旨唐揚げと居酒メシ「ミライザカ」　佐世保夜店公園店 山県町１番２１号 ２、３階
三代目 鳥メロ 佐世保京町店 上京町５－１ 武富ビル２階
心花 下京町7-13 リカムビル201
ＭＫレストラン　佐世保大塔店 大塔町18-16
TAZ 上京町6-11
モスバーガー松浦公園前店 常盤町7-13 パークサイドパル1Ｆ
酒道楽　久住 上京町4番16号
創作ダイニングひづめ 下京町4-3
小料理BAR芽 下京町6-24
SLIDE (スライド) 上京町7-18-2F
シャルマン 上京町6-8 トーニンビル6F
ごちそうさま 俵町11－8
ラウンジ伊勢 山県町1-23
朋友 天神4丁目1-5
ビストロ　ボン・モマン 栄町3-9 ピースガーデンさかえまち101
青ぴ亜（ラウンジ） 塩浜町1-13-2F
GRAVITY 常盤町9-193階
モスバーガー　佐世保大野店 瀬戸越4-6-1
五十鈴 大和町98-1
スナック彩花 山県町2-8 山県ビル２F２０２
ぽっぽ 山県町2-20 町田ビル１FG号
タイコバン 山県町1ー15
スタンドバー千恵子 上京町7-7
晩酌家　リコ・リカ 下京町4-3 芦刈ビル2F
ERDE 塩浜町2-15 田部井ビル1F
酒道楽　か耶 島地町1-17 太陽ビル102
九十九島海遊 鹿子前町1058-1
スナック　Virgo（ヴァーゴ） 山県町4-3 古賀ビル1F
ベルビーチ 鹿子前町942-3
つじ商店 鹿子前町942-3
ホルモン居酒屋うみ 天満町1-11
and 下京町6-10
Bar Buddy 吉岡町1549-1
カレーハウス西風 船越町386-4
ファミリーキッチン 御船町10-2
たなか畜産 下京町7-15 一休ビル1F
すし征 日宇町747
サンウエストホテル佐世保　レストランメープル 本島町1-15
させぼっくす協同組合 愛宕町11番地
ほたる 楠木町81
アンティカ　オステリア　デル　マーレ 潮見町11-5
アンこーる 相生町2-2
居酒屋　月光 瀬戸越4-9-24
すしのきむら 瀬戸越4丁目17-14
バー　かど 早岐1丁目3-2１F
居酒屋うみ 広田1丁目40-19
夢風 野中町83-11
モスバーガー佐世保広田店 広田4丁目4-7 クロスガーデン広田
モスバーガー佐世保中里店 中里町142-10
あめりか 福石町8-5
ブライトシャワー 上京町6-8 トーニンビル101
中国の家庭料理さとみ 白岳町103-5
佐世保・平戸カントリークラブ 江迎町奥川内220-6
レモンドレイモンドさせぼ五番街店 新港町2-1 させぼ五番街テラスゾーン2F
スナック　ブーケ 大宮町12-10
五島うどん　浩ちゃん 上京町7-1
無料案内所　カラアゲ屋 上京町7-5
喫茶＆スナック　由紀 京坪町4-13 サンロードビル103
四軒目食堂 戸尾町5-25
River 下京町4-172F
如月 塩浜町1-1
かあこ 山県町1-3 大川ビル5F
SUBIC　Resto　Bar 湊町7-5
アールグレイ 山県町1番3号 大川ビル5FB



Nekuto 塩浜町1-1 ル・グランパレビル201
Loose BAR 下京町6-10
Club Amue 島地町1-1 岡本ビル2F
ノマドコーヒー 島瀬町6-22
ぽぴぃな　かめ 本島町5-4809
大使館 山県町2-6
いっぷく屋　案山子 下京町4-15
菜 広田町876-1
石窯喫茶　庵 上本山町808番地4
あじっこ 本島町5-4101
BUNNY 常盤町9-172F
ミール 本島町5-4 ライオンタワー905
SAKURA 湊町5-19
グリル　園 塩浜町1番7号
情熱ゴリラ 山県町1-24
ガーデンテラス　花のれん 三浦町5-7-35
ウィンドミル 湊町6-7
さと美 塩浜町2-14
味処樹花 常盤町5-5 サンクル三番館別棟112
ご飯屋ぐーぐー 下京町9-172F
スナック　雅苑 山県町2-8
ルッチョラ 矢峰町170番地2
スナックバー　ムーンキャット 相浦町1135-2
咲蔵 中里町162-1 咲蔵ビル1階
お食事処　うおいち食堂 相浦町1563 佐世保魚市場内
うさぎ 栄町3-18
アカデミー 山県町1-1
ふじなが本店 大野町50-14
ぴよぴよ 上京町7-6
ホテルロータスハウス　（はす屋カフェ） 光月町8-17
BARBARBAR 湊町5-20
一葉 山県町2-82F206
ピザ＆ビール　タフ 戸尾町5-26
bar vent 京坪町4-3
スナック　アメジスト 塩浜町2-3
DIG 下京町9-1 石橋ビルBF1
観音横丁 福石町24-6
カラオケ居酒屋　なごみ 大宮町3-9
お食事処　丸万 権常寺町1438-4
kohsai　cafe 浦川内町639-4
クレールイセ 山県町1-18
縁 早岐1丁目2-27
串もと 山県町2-6
エーデルワイス 広田1-2-17
肉バルにはち佐世保店 山県町4-8
食通 広田4丁目1-10
夢翔苑 下京町11-14
バーB&B 山県町2-3 古瀬ビル1F
マドンナ 早岐1丁目2-9
食彩酒家　串まる 早岐1-7-3
Mer-Kyu81 山県町2-2
Bar Nene 山県町2-8 山縣ビル203
Rehab 山県町2-8 山縣ビル204号室
TEATRO 栄町3-15-2F
つどい場　ゆいまーる 常盤町5-5 サンクル３番館１１５
和処　壱成 上京町6-23 中鉄ビル１F
うくうく宝島 鹿子前町1058-2
キッチンハロウィン 戸尾町6-3
五條 塩浜町1-10-1F104
Cafe Harvest Kitchen 高天町6-1
タフズバー 戸尾町5-26
Belle 栄町3-15
酒場　十座 上京町7-18-1F
asianbar 湊町3-17
HOPE DINER 栄町4-5
焼鳥の快獣 下京町8-25
JAZZ SPOT いーぜる 下京町3-1 ラテスビル2F
Cucina Cuore 戸尾町3-17 バークアベニュー戸尾１階１号室
BUNZ 塩浜町1-1 ル・グランパル302号
BAR島 山県町2-3 古瀬ビル1F
ラトゥーマーケット　プレイス 京坪町2-2
沢アンの尻尾 本島町4-22



SUNNY 常盤町7-6
波の上 潮見町11-6
Study Cafe RAON 折橋町3-11 松本ビル2F
串カツ　チカッパ 山県町1-23
たこ焼き十八番 三浦町21-28
スナック　ふぁみりー 山県町2-8 山縣ビル303号
智 京坪町8-19 井上ビル1F
蝶花 山県町2-8 山縣ビル101
処江 栄町5-16 ホワイトハウス5階
鳥じゅん 上京町6－10-2F
ケンチャナヨ 山県町1-24 やまがたパラダイス1Ｆ108号
楽食酒房ダンキュー 権常寺1丁目7-8 長田ビル1F
77 本島町5-4 ライオンタワービル903
虎の子 宮田町6-4
full 本島町5-4 ライオンタワービル104号
すみれ 上京町7-3
鮨処いわさき 塩浜町1-22 柴藤ビル１F
揚げ専門ひがしね 鹿子前町917-11階
一鉄 京坪町8-16 谷山アパート1階
サンド 塩浜町1-10 大坪ビル1-1
ミスターママ 三浦町2-1 213号
ZAN 戸尾町6-3
Lounge樹奈 本島町5-4 ライオンタワービル609
スナックぼんくら 山県町1-6
ナイトイン鏡子 山県町2-1
chill cafe 上京町7-19-2F
Flava nine 本島町5-4 ライオンタワービル803号
はじめ 矢岳町462
蝶 山県町2-9
lecca 塩浜町1-1-601
駅カフェなごみ 田原町8番1号
ガスト佐世保駅南店 干尽町２３－３
闇市佐世保店 山県町１－２５ モンテカルロ１F
海 塩浜町1ー8
Ree 塩浜町1-1 ル・グランパレビル603
YAKINIKUSAKABA　TICK 上京町1-1 杉森ビル１階
MAMORU 山県町2-8 山縣ビル207
焼き鳥雀の巣 下京町7-11
COMFORT 上京町7-17
ドロップインバー 常盤町9-3
Sunflower 山県町2-8 山縣ビル241
モンジャバ 宮崎町4-9 鶴丸ビル2F
レトロバーこたつ 塩浜町1-1 ル・グランパレビル301
SASEBOピザ食堂 浜田町2-24
つみきばこ 島地町6-3
シャルム 本島町5-4 ライオンタワービル907号
ガスト佐世保早岐店 早岐１丁目３－１
まほろば 勝富町9-7
千福寿司 島地町２－３
海鮮味処さざんか 黒島町144
スナックM 京坪町4-13 サンロードビル201
慶 京坪町4-13 サンロードビル303
輝八 早岐1丁目5-12
石狩 俵町5-16
ナイトラウンジ凌Ryo 山県町4-1
MIX 湊町5-27 ハピネス湊102
コンコンブル 上京町6-26
EVER CAFE ハウステンボス町8-4D-9
Y's 下京町1-1
Laka 山県町2-17-2F
チャンゴ 常盤町6-1
吉祥 栄町6-11
Ｃindy’ｓ　Getaway 常盤町9-102F
アフターファイブ 湊町6-6
BAR Duan 上京町4-16 大塚ビル１F
ジェルベーラ 塩浜町1-10 大坪ビル2F
江戸銀寿し 権常寺1丁目7-8
だいにんぐばーHachi 塩浜町1-1 ル・グランパレビル8階
サウナ・サン 塩浜町6-15
喫茶＆スナック　マドンナ 上京町7-16
スナックNIRA 塩浜町2番7号 精美堂ビル205号
Caｆe　Ｃorasa 権常寺町1085-35 信永第2ビル101



にしきや 早岐2丁目46-19
和風スナック　しず 潮見町5-11
和風ダイニング　美膳 権常寺1丁目1-8 小楠ビルA
Michele Brown steakhouse 湊町2-9 松尾ビル2F
スナック　チーコ 高天町2-14
Miyavi Sweets Salon 常盤町4-8
居酒屋 よってんか 山県町3-14
和風スナック　吟 京坪町1-6
ナイトイン美美 大野町216
おかん 山県町1-24
ラウンジ　リン 下京町7-8
しろひげ 相浦町1640
銀寿司 上京町7-8
GOLD'S 上京町6-8 トーニンビル501
COLOR 山県町4-16 マルカズビル4F
みっきー 京坪町4-13 サンロードビル101
トレジャー 上京町7-1
お酒・鉄板料理　文月 下京町10-7 シネマ太陽ビル6304号
按針 ハウステンボス町8-2
パロット ハウステンボス町8-2 アムステルフェーン１階
ふれあいキッチン・福むすび 大宮町4-14
Bar AFRO 山県町4-13
Dom Hana ドムハナ 皆瀬町262
時遊居酒屋　風foo～ １号店 椎木町120-1 関戸ビル101
ふじ若丸中里店 上本山町1044-2
ソルフル　フォレスト 山県町2-20 町田ビル２階
ユトレヒトテラス　サルソウル ハウステンボス町１－１
居酒屋やんちゃ坊主 湊町5-16
スナック　すばる 京坪町４－１３ サンロードビル
レッドロブスターハウステンボス店 ハウステンボス町7-8
しゃぶ葉北佐世保 梅田町２－６
茶々 山県町1-3 大川ビル2f-b
バー・パップス 下京町6-4 ２F
タリーズコーヒー佐世保京町店 上京町4-4
grabar 山県町4-18
志津香 島地町３－２
サルート 島地町2-11 2F
蓮華 吉井町大渡202-1
鉄板ダイニングなかしま 天満町2-17
スナック游游 山県町2-20 町田ビル1F B号室
スナックちゃちゃ 世知原町栗迎109-4
重兵衛寿司 栄町5-16
焼鳥　かわぐち 黒髪町3-28
Salsoul サルソウル 下京町11-9
終着駅 上京町7-7 商和百貨ビル1F
屋台　いしもり 田原町8-1
じゃんぼ池野店 松原町41-1
シュエット 山県町1-3 大川ビル5-A
ar.〈アール〉 下京町9-17 ミウラビル１F
ブラック 下京町3-4
豆葉 下京町10番7号 シネマ太陽京町ビル6-101号
Bar ヌーディー 塩浜町1-23 塩浜第三ビル5F 501
めんちゃんこ亭中里店 上本山町８０８－２
LAVISH 京坪町2-9
third 3 下京町6-15 YYビル4F
白バラ 栄町5-9-103号
よしだ 松川町5-8
G spot 上京町7番7号2F
宮﨑酒飯 常盤町4-23 TATSUMIビル101
Bar Second 上京町7-17-1F
食道園 湊町6-7
スナック　木かげ 山県町2-8 山県ビル1F
お食事処　満咲や 松浦町5-27
avanti 下京町6-15 YYビル5F
株式会社ウォーターマークホテル長崎 ハウステンボス町7-9
スナックりりあん 椎木町119-105
スナック　触愛 俵町3-14
炉端　八兵衛 山縣町1-24 山縣パラダイス内
お食事処　匠 上相浦町9-6
ラグナバー 湊町3-17
すし処　元禄 権常寺町1359-１
たけや 天神4丁目14番30号



海カフェ＆レストラン　コスタ　九十九島 鹿子前町1050 九十九島パールシーリゾート内
スナック　紫 山県町4-19
スナック 糸 島地町2-13
Re birthリバース 下京町4-16
クラブ弥生 山県町1-12
ニーラーカマル 松川町17-17
yummy 山県町2-20
ブルースカイ 栄町4-3
MOON ROCK 下京町10-7 シネマ太陽京町ビル6  1-103
いけす割烹　水月 山県町1-16
月あかり 京坪町8-6
びーどろ 塩浜町2-9田島B302号
wojtek 本島町5-4 ライオンタワービル909号
コロンビア 大宮町7-13
クロスロード 上京町6-8 トーニンビル4F
LOUNGE SAKURA KO 塩浜町2-2
DOL 椎木町204-1
まり 山県町2-8 山縣ビル225
ファミリー焼鳥もつなべ　角松 針尾東町1057-5
カプリス(Caprice) 常盤町9番3号
オールド　シャイン 下京町6-9
ソレイユ 塩浜町1-20
華 塩浜町1-20
Bar GRAND CAFE ハウステンボス町1-1
スナック　杜若（かきつばた） 塩浜町2-20迎賓館1F
BISTRO RANKA 浦川内町801-4
SOUL KITCHEN JAPAN 上京町6-2
杉の家 松浦町2-16
クロノス 山県町1-23 相良店舗1F
一魚一会 針尾東町2371-1
しるくたいむ 吉福町176
スナック　まり 早岐1丁目2-16
バンブー 早岐1丁目13-11
EXETRIBE CLUB 塩浜町1-1 ル・グランパレ501
恋 早岐1丁目4-18
MEDEN（メーデン） 早岐1丁目4番11号
くそオヤジのためらい 栄町6-10
心shin 上京町6-8 トーニンビル6F-A
花馬 塩浜町2-7
ままのレシピ 大野町260-4 池野ハイツA棟テナント102号室
みふね食堂 御船町10-2
ラウンジ　ダブル 塩浜町1-22 柴藤ビル303号
ヴィヴィッド 栄町3-11
吾妻寿司 本島町3-18
MARUMO 塩浜町2-23
焼肉居酒屋　和こう 早岐1丁目5-5
喫茶　美濃里 山祇町19-25
焼鳥ちょうちん 吉井町立石201-1
居酒屋　三平 天満町1-12
焼鳥よっちゃん　日野店 日野町1872-3
HIDEc 早岐1-2-8
和重 柚木町2152-1
時遊居酒屋　風foo～　２号店 椎木町120-1 関戸ビル101
REN 瀬戸越町1308－6
相良商店 春日町36番25号
佐世保矢峰キッチン 松原町28
BAR  Authentique 下京町7-13 リカムビル4F
スナック　寿美麗 吉井町立石214-4
VIOLA 山県町2-8 山縣ビル2F231号
GENIC 山県町4-16 マルカズビル3階301
和食ダイニング　橘川 下京町9-3 アモリーノ1F
伊太利屋台　嘉文 山県町1-24 山縣パラダイス112号
ALLURE 本島町5-4
グレイン　ダイナ 比良町7-1
URUU 山県町2-17 町田店舗１F
SOEURS (スール) 山県町2-20-2F
佐世保早岐キッチン 広田3-5-1
EGOIST 山県町2-8 山縣ビル105
餃子の王将　佐世保四ヶ町店 下京町7-21
スナック　揚子江 塩浜町1-10 大坪ビル
スナック歌お～ 塩浜町2の20 迎賓館2階
ナイトスポット蘭 塩浜町1-22



Only you 塩浜町2-3-2F
グレースフル 塩浜町1-1 ル・グランパレビル7F
Bar J 山県町2-8 山縣ビル222
シーサイド 島地町1-17
デ・アドミラル ハウステンボス町７－７
アンカーズラウンジ ハウステンボス町７－７
シェヘラザード ハウステンボス町７－７
吉翠亭 ハウステンボス町７－７
戎座 ハウステンボス町７－７
ホテルヨーロッパ　クラブラウンジ ハウステンボス町７－７
レンブラントホール ハウステンボス町７－７
アクールベール ハウステンボス町７－７
アクールベール　カフェ ハウステンボス町７－７
オークラウンジ ハウステンボス町７－７
ホテルアムステルダム　クラブラウンジ ハウステンボス町７－７
トロティネ ハウステンボス町７－７
デ・ハール ハウステンボス町７－７
カフェ　デリ　プリュ ハウステンボス町７－７
マリエラ ハウステンボス町７－７
ベスト3　ベーカリーカフェ ハウステンボス町７－７
悟空 ハウステンボス町１－１
ピノキオ ハウステンボス町１－１
ロード・レーウ ハウステンボス町１－１
とっとっと ハウステンボス町１－１
魚壱 ハウステンボス町１－１
エルマーソ ハウステンボス町１－１
花の家 ハウステンボス町１－１
ベイサイドキッチン ハウステンボス町１－１
パレスハウステンボス ハウステンボス町７－１
健康レストラン　オーラ ハウステンボス町１－１
ペッパーランチ ハウステンボス町１－１
ソーセージワーフ ハウステンボス町１－１
チーズワーフ ハウステンボス町１－１
森のファンタジアカフェ ハウステンボス町１－１
ダム ハウステンボス町１－１
ショコラ夫人の旧邸 ハウステンボス町１－１
ナインチェ・カフェ ハウステンボス町１－１
光のカフェ&バー ハウステンボス町１－１
金子ホテル 戸尾町８－２３
くらま食堂 平瀬町18番地
お食事の店 一善 崎辺町無番地
海旬彩　花りん 早岐2丁目３－２６
さこん 上京町6-11
コロッケ倶楽部　佐世保店 大塔町1021
ぐーす 松浦町5-23 松浦ビル1F
Shooters Cafe 常盤町9-10
木楽屋本舗 椎木町204-2 コーポ沖田102号
Hyle 山県町2-2
山小屋ラーメン　日野店 日野町888-1 ララプレイス佐世保
リトルベア 上京町7-6
Esu and Kei 天満町2-17
ゆず 常盤町7-7 エイコウビル１Ｆ
焼肉きんぐ 佐世保大野店 瀬戸越4-1312-15
Heaven 上京町7-7-2階
PRIME 湊町5-20
めん坊 下京町1-8
アミューズ 塩浜町1-22
オードリー 下京町6-15 YYビル101
いけす割烹なにわ 江迎町長坂174-7
ラウンジIRIS 山県町2-8 山縣ビル106号室
杉養蜂園　みつばち牧場　ハウステンボス店 ハウステンボス町8-4
味や　和楽 塩浜町2-5
古民家体験工房とらいかん 吉井町福井1017-1
レストラン亀吉 江迎町赤坂283-27
ジン 常盤町7-8
珈琲貿易 勝富町5-21
シャイ 下京町7-13 リカムビル3階
味わい処　いの上 湊町2-3
七輪焼 木炭屋 山県町4-5
網焼き 木炭屋 山県町4-8
木炭屋台 塩浜町7-20
憩いの店　ふくろう 島地町3-2



しばた食堂 稲荷町4-9
優 高天町6-15
Bar Chill Out 三浦町2-1 アルファビル206
好味 上京町7-18
木楽屋 山県町1-23
純愛　～sumire～ 上京町6-8 トーニンビル502
Blue Moon 上京町7-18
Bar 634 -武蔵- 山県町4-13
Garden 湊町6-9-2F
焼肉処　ふくい 下京町9-15
ZAP 山県町2-8 山縣ビル224
Joma Joma 下京町6-18 岡部貸店舗3F
団 山県町4-5
blanc 山県町1-3 大川ビルA-2F
焼肉きんぐ 佐世保大和町店 大和町981
ATEISM 鹿子前町1140-3F
法本胡麻豆腐店 茶房 指方町570-1
中國料理　天山 京坪町8-10
まとまる（的円） 若竹台町４１５
居酒屋　よし 白岳町720-11
サーティワンアイスクリームさせぼ五番街店 新港町２－１
サーティワンアイスクリーム北佐世保店 俵町２３－１８
スプラッシュ 早岐１丁目3-2 荒木ビル１号
山内農場　佐世保戸尾町交差点前店 三浦町1-34 吉田ビル１階
ラウンジ　花の詩 早岐２丁目３－２７
三河屋 崎岡町1643-1
居酒屋　おりおせ 三川内本町188
一麺亭佐世保店 日宇町2742-2
居酒屋こじろう 権常寺1-1-8 小楠ビルc
くっけん広場 下京町8-10
悟大　佐世保店 上京町5-4
スナック　久美 京坪町4-13 サンロードビル203
大庄水産　佐世保店 上京町6-21 1階
from india new delhi restaurant SONA 上京町6-23
インド料理　ビスヌ佐世保店 松浦町2-4
もっこす 塩浜町1-8 塩浜パビリオン1階
スナック　翔 塩浜町1-8
晴　HARU 塩浜町2-23
味優羅庵 常盤町６－１ サンクル４番館１０４
楽味処　祥のれん 愛宕町166-1
CAFE DE HAVEN ハウステンボス町１－１
民宿　やまべ 針尾東町2374
うなぎ屋　ほん田 早岐1丁目12-3
潮音荘旅館 有福町11-1
コロッケ＆喫茶　ふりこ 高天町2-15
スナック　おおむら 下京町7-9
隆 本島町3番32号 福岡ビル1F
XOXOキスキス 山県町4-13
Felice 塩浜町2-7 セイビドウビル１F
ラウンジ　朱夏 塩浜町2ー14
ラウンジ越後屋 上京町4-13 センタービル３Ｆ
寿し処　葉幸 山県町1-24
sundish ! 京坪町2-1
プレシャス 塩浜町1-23 塩浜第3ビル402
佐世保ろばた焼　麒麟 塩浜町2-16-2F
ムーンチャイルド 山県町2-8 山縣ビル209
麺屋『一刻屋』 八幡町2-14
Rose 塩浜町2-14 塩浜第1ビル101号
GRUA 山県町2-8 山縣ビル205
ナイスとバーディー 山県町2-20
孫さんの小籠包 栄町3ー6-2F
PRIVATE DINING 魚民　佐世保京町店 下京町10-7 シネマ太陽京町ビル6-2階
目利きの銀次 下京町8-7
日本海庄や　佐世保上京町店 上京町6-4 上京ビル一階
日本海庄や　佐世保駅前店 三浦町21-1 ＪＲ高架下
烏帽子岳高原リゾートスポーツの里「えぼし高原レストラン」 烏帽子町128番地
喫茶スナック　かわちの 上京町3-18
ぴーまん 相浦町1811
Pooh Bah 下京町10-6 太陽アネックスビル1F
割烹　舩津 京坪町8-18
グリル　ナウ 下京町1-8
とんちんかん 本島町1-25



オレンジ食堂 島瀬町9-12
合戦鳥　政宗 上京町3-8
ビアレストラン　カナルガーデン ハウステンボス町10番
食事の店　寄り道 江迎町田ノ元1182-65
井手ちゃんぽん　佐世保白岳店 白岳町776
杏奈 上京町3-18
やきとり　鳥まさ 田原町17-32
ムーン・ダイナー 上京町5-1
交野 塩浜町1-10 大坪ビル1F２号室
酒呑童子 塩浜町1-16 荒川ビル２F
スナック　あや子 塩浜町1-8
Pariskko 万津町7ー8
吾妻鮨　日野店 日野町1234-1
九十九島動植物園　森きらら「mori　cafe」 船越町2172
市場食堂アルマ 下京町11-1
鼎鮨 塩浜町2-2
サンパーク吉井 吉井町吉元453
たまり家 天神4丁目17-31
ティラミス 本島町5-4-3階310号
おおたや 江迎町長坂129
カフェ食堂　3PIECE 大潟町182-5
らいらっく律子 京坪町4-13 サンロードビル501
Kaycee　Bar 湊町7-13-2F
Bar Six 島地町3-8
gramis 山県町2-17
cafe　ハイク 早岐1丁目16-24
スナック　メジャー 早岐1丁目2-7
スナック　fate 早岐1丁目4-18
NOTOKO 三川内町801番の1
ばらえ亭　純 相浦町32-35
イタリアンレストラン　レガーレ 本島町1-1
合同会社　逢膳亭 稲荷町2-28
KORON SaseboBurger & Cafe 日宇町2578-8
うを佐 鹿町町下歌ヶ浦986-27
カキ焼　幸栄丸 針尾東町崎針尾港
カフェ・ド・ルッカ 本島町3-9 安東ビル2-1F
99TRITON内キッチン 鹿子前町1055番地
Nomiya 山県町2ー20 町田ビル2階　C号
めし処　よしき 俵町5-2
まどか 本島町5-4 ライオンタワービル301
大戸屋させぼ五番街 新港町3-1
ピールーム 山県町4-16 マルカズビル2F
ミスタードーナツ　イオン大塔店 大塔町14-2
Cafe UMINO 本島町4-22
ミスタードーナツ　佐世保京町ショップ 下京町8-12
BESSIE SMITH 塩浜町2-20　2F 迎賓館
もつ鍋・焼肉　えいじろう 塩浜町2-3
櫂艪寿司 下京町4-3
秋 塩浜町2-9 田島ビル1F
T’ｓ 山県町4-16 マルカズビル102
へおん 日野町8番地
cafe　いっぽ一歩 日宇町2604
鮨将いし松 下京町7-9
ブーちん 松川町1-2 西海市場
リトルハーフ 三浦町2-1
筑豊ラーメン山小屋　針尾バイパス店 指方町25-11
輪の食卓　みやんち 木場田町8－17
なかよし 下本山町1265 サンパレス本山102
スナック　アムズ 早岐1丁目3-2
佐世保四海楼 早岐1丁目4番45号
CCL 下京町6-19 佐京ビル1階
bar B&G 本島町5-4 ライオンタワービル702
すし秀 新田町151-2
Craze（クレイズ） 京坪町2-9
備長屋　喜多八 浜田町2-24
プレジール 山県町2-20
長崎県立大学佐世保校生活協同組合　食堂 川下町123
マーレ 山県町2-3 古瀬ビルＡ棟２階
レストラン　ステーキサロン　あさくら 塩浜町1-3
寿司　割烹　橘 小佐々町楠泊1540-15
さくらキッチン 小佐々町楠泊1026
Cosi Cosi　 島瀬町1-13



株式会社　ル・ムートン 潮見町11-18
瑞 下京町7-13 リカムビル1F
RE　PORT 万津町2-12-1F
真心人家（まことや） 折橋町3-9 ファミール江崎101号室
ブーB 三浦町2-1
おうちdining　みなと 三浦町2-1 アルファプラザ220
ニパチ　夜店公園店 下京町6-2
Cafe　SLOWHAND　カフェ・スローハンド 広田2丁目228-1
びっくり焼亭7号店 椎木町170-15
カラオケBanBan　佐世保日宇店 日宇町2810-241　2F
スナック　さくら 日野町1247
ひろせ 日野町1235
ジョイフル佐世保日野店 日野町1895番地
ジョイフル　矢峰店 松原町26-2
シィージョイント 針尾東町292-1
旅と猫と 常盤町4-3
おみやさん 干尽町7-3
Sasebo　Sunset　とことわ 鹿子前町1053
ジョイフル　大塔店 日宇町2838
ジョイフル　針尾店 指方町570-1
博多　麺王 大和町808番地
スナック　VIVI 塩浜町1-10
ニュー北斗星 下京町6-10
ガラス　レンガ 早岐1丁目3-11 イトウビル1F
CAFE .5 万津町7-6
海遊屋台 大潟町60-101
さかなや道場　佐世保駅前店 白南風町1-13 えきマチ１丁目佐世保JR１Ｆ
Cafe coco 戸尾町6-23 フルフラット1F
まどか 俵町1-13
たこやきとしちゃん 戸尾町6-2
Banana 山県町1-2 多々良店舗2F
ATLAN　 京坪町4-7  2F
Fresh　Strawberries 常盤町7-14 フレスコ森田ビル2F
GARDEN 京坪町4-7-3F
milky bar(ミルキーバー） 上京町6-8  B1
飲食処　海 江迎町長坂179-8
飲喰処　空 江迎町長坂124
すなっく　ぴゅあ 上京町7-7
せちばる　やまめの里　清流庵 世知原町開作909
イート 江迎町赤坂122-7
田ぐ家 下京町10番7号  シネマ太陽京町ビル6  3階303号
ストロベリースタイル 江迎町長坂138-4
佐世保バーガー本店 船越町１９０－１
luna dick's last resort 湊町3-17
DARLING 湊町6-4
麺や　潮風　 下京町10-11
Bar　〆〆 塩浜町2-15 田部井ビル2F
カサブランカ 本島町5-4　705号
春夏秋冬 下京町4-16
agora 島地町7-1 ハニーソシアルビル2F
Lieben(リーベン） 上京町7-5
クラブ　オペラ 下京町7－13 リカムビル202
fam 京坪町6-7 松美屋ビル2F
ハンバーガーショップ　ヒカリ 矢岳町1-1
AQUVIE 島地町1-17-101
潮幸の宿　はな一 船越町１９０－１
スナック明花(さやか) 塩浜町1ー8 パビリオンビル2F
お昼処　小径 戸尾町6-5
カレーハウスCoCo壱番屋　早岐JR駅前店 早岐1丁目３－１
みのる　cafe 権常寺1-11-3
ウォーターマークホテル長崎（宴会場） ハウステンボス町7-9
LOUNGE chou chou 早岐2丁目3-27
徳永食堂 吉井町立石465
ハンバーガーショップヒカリ　させぼ五番街店 新港町3-1
タコスの店　エレーナ 宮崎町4-7
CROSSROADS  COFFEE 万津町2-8
スナック舞子 江迎町長坂164-25
おとこめし家 常盤町5-5-116
Members only ろくでなし 山県町4-1 上瀧ビル202号
CReBar  くれば 栄町4-11
Dining　your　HERO,S 川下町173-1
カレーハウスCoCo壱番屋ララプレイス佐世保店 日野町888-14



KiDA　Gallery 小佐々町黒石189-5
注連蔵 下京町４-１３
喫茶　フェニックス 干尽町9-1 海上自衛隊業務基地隊厚生科内
つづみ食堂 干尽町9-1
釜めし　よど川 京坪町4-6
TONTON 下京町8-23
non's 島瀬町8-9
食酒遊膳お田　広田店 重尾町18-4
knock knock 広田1丁目9-1 1F 石丸テナント
Rulu 早苗町1493-1 吉村貸店舗2号室
やま瀧 万津町1-1
スナック　演歌の花 山県町4-13
牛右衛門カフェイオン大塔店 大塔町14-2 イオン大塔店3F
ファミリーレストラン 牛右衛門 大塔町1851
伊予製麺　早岐店 早岐1丁目１３－１１
梅の花　佐世保店 上京町5-9
SHOT LIM 吉井町立石216-6
みちくさ 稲荷町4-20
スナック　桜 世知原町栗迎73-5
はなの舞　相浦駐屯地店 大潟町678
ワインハウスボルドー 下京町9-15
レストラン　牛右衛門（牛右衛門　四ヶ町店）　 本島町3-5
レストラン　牛右衛門（酛蔵庄屋　四ヶ町店） 本島町3-5
音食亭 Brownie 京坪町4-3
くわ焼　とんぼ 大潟町60-45
八兵衛うどん 指方町2334-3
とうふ家　池田 椎木町162
ラウンジ gém 島地町1-17 太陽ストリート　106号
Lien 島地町1-17 太陽ストリート1F
Piano Lounge CROSS 塩浜町1番23号 塩浜第3ビル502・503
野バラ 下京町7-13 リカムビル1階
lounge grow 島地町1番17号 太陽ストリート103号
ちょい呑み　心 京坪町8-16
無添くら寿司　アクロスプラザ佐世保店 藤原町20番7号
信州そば処　そじ坊　させぼ五番街店 新港町2-1 させぼ五番街６街区１Ｆ
とんかつ濵かつ　針尾バイパス店 指方町572-1
えん 比良町4-1
ホテルオークラJRハウステンボス（１２階ラウンジ） ハウステンボス町10
ホテルオークラJRハウステンボス（さくら） ハウステンボス町10
ホテルオークラJRハウステンボス（宴会場） ハウステンボス町10
ホテルオークラJRハウステンボス（桃花林） ハウステンボス町10
ホテルオークラJRハウステンボス（カメリア） ハウステンボス町10
マリナホリデイ 湊町5-24 クインテッサホテル佐世保１F
丸亀製麺 吉岡町1816-1
シェフ 椎木町832-5
K's BAR 本島町5-4 3F
ひめや寿司 鹿子前町1138
定食屋　百菜旬　相浦店 川下町200-1
おさかな家族 雑魚屋 五番街店 新港町3-1
野球酒 山県町2-17
百菜　旬　佐世保サンクル店 栄町4-11 サンクル一番館
庄屋針尾バイパス店 指方町25-10
スシローさせぼ五番街店 新港町2-1
スシロー　佐世保　大塔店 大塔町1861-14
HAYAKI　WAITING　BAR　天晴 早岐1丁目15-9
世知原温泉くにみの湯山暖簾　レストラン国見 世知原町上野原316
シェ　オリーブ 島地町1-17 太陽ストリート　101号
ルアナ 島地町1-17 太陽ストリート　107号
庄屋　雑魚屋休兵衛 下京町6-15
庄屋　イオン大塔店 大塔町14-2
BAR　G-ROCK 栄町3-15
シーサイドホテル　藤蔵 宇久町平237-1
庄屋本店 江迎町赤坂168
やよい軒　大野モール店 瀬戸越4丁目6－1
スターバックスコーヒー　佐世保四ヶ町店 島瀬町7-14
呑喰処　SAPPAN 松川町1-2
リンガーハット　させぼ五番街店 新港町3-1
Het　Bit ハウステンボス町8-6
金の天ぷら　大塔店 大塔町1851
スターバックスコーヒー　させぼ五番街店 新港町4-10 させぼ五番街
四海楼 戸尾町4-15
ＬＩＢ 下京町6-18-102



Ｓｔｅｌｌａ 上京町7-5
Ｆｒｅｅ　ｋｅｂａｂ 上京町7-20
リンガーハットPREMIUM長崎ハウステンボス店 ハウステンボス町1-1
ロン 大和町843-6
八番　エトワール 宇久町平2578-5
まる星 京坪町6-7１Ｆ
モンアミ ハウステンボス町1-1
吉野家　佐世保下京店 下京町1-1
びっくりドンキー佐世保アルファ店 三浦町2－1アルファビル2F
とろり天使のわらびもち 佐世保店 下京町4-31階
漁師旅館　中村屋 宇久町平3031-9
京子の部屋 山県町2-7 古瀬ビルC棟1F
吉野家　35号線佐世保大塔店 大塔町18-11
麺や潮風 棚方町240-1
カラオケ サウンドパークネオ 上京町店 上京町6-4　上京ビル
海鮮居酒屋MARU 島地町1-17　太陽ストリート1階102号
みっちゃん家 上京町7-16
マリンホール 白南風町8-17 ホテルリソル佐世保内5階マリンホール
レストラン　ボンサブール 白南風町8-17
博多　金ちゃんラーメン 卸本町12-2 組合会館食堂棟1階
MOOD　MAKER 上京町7-15-2F
ma cherie 本島町2-7
グランドファーストイン佐世保 塩浜町７－１
ファーストイン早岐 早岐１－１－２
ムギハンプラス 島瀬町9-15
元祖　野球串 俵町9-1 かどやビル1・2F
Sea Perth 上京町1-8
株式会社えびす 万津町5-5 シーガーデン201
cotocoto coffee 黒髪町51-20
カラオケまねきねこ 佐世保京町店 三浦町1-2
麺処　あきら 早岐1丁目13-11
カラオケ本舗　まねきねこ佐世保大塔店 大塔町1916-16
TENT 早岐1丁目3-4
唐揚げ屋ICHI 日野店 日野町888-1
一期一会 塩浜町2-9 田島ビル102号
満吉 上京町4-13
スナック　みなみ 椎木町192
串カツ田中　佐世保店 山県町1-1
MY　珈琲 矢峰町170-4
中国魚菜とも 戸尾町3-17 パークアベニュー戸尾102
インベーダー 山県町1-28
SUPER NOVA 山県町3-13
めいくいん 宇久町平3099番地3
ギンダコハイボール酒場　佐世保京町店 三浦町1-2
長崎労災病院　外来食堂 瀬戸越2-12-5
クラウン　バー 湊町5-27 ハピネス湊101
ACE BISTRO GRILL RESTAURANT 山県町 2-10
日本料理　やまだ 島地町1-17 太陽ストリート108
弓張の丘ホテル　イルマーレ 鵜渡越町510
弓張の丘ホテル　汐彩 鵜渡越町510
弓張の丘ホテル　ザ・マリンテラス横パントリーキッチン 鵜渡越町510
弓張の丘ホテル　ザ・テラス 鵜渡越町510
ディッパーダン　イオン大塔店 大塔町14-2 イオン大塔店内
ディッパーダン　ハウステンボス店 ハウステンボス町1-1
漁 川下町232-1
bar STEP 島地町1番17号 太陽ストリート104号
Bar ZERO 栄町3-12 face21 4F
スナック　理恵 江迎町長坂176-7
はちみつの台所 瀬戸越4-435-5
ジョイフル佐世保中央公園前店 宮地町2
Barderico Cafe 早岐1-4-11

島原市 ９６店舗
海音 先魁町１１６３－１０
ギャラリーつくし 柏野町１４６７－３
スナック　ベティ 万町５０５番地
浪花寿し 中堀町３２
居酒屋　ひょうたん 高島1-445-10
レストラン　とらや 湊町1-4
クラブ　博多 中堀町34 レジデンス原田1F
HOTELシーサイド島原 新湊1丁目38番地1
㈱松本仏壇店　普明庵 田町691-9



すし好 下川尻町7866番地8
焼肉竹林北門店 北門町1564-1
合同会社　はしもとや 田町698-15
スナックみちこ 高島1丁目445-10
鉄板焼　大阪屋 高島1-335
ちゃんこ力士 西八幡町8545-17
秀ちゃん 萩原2丁目5167-1
民宿　しまばら 原町甲344-3
焼肉竹林外港店 湊町48-1
レストラン　ラ・プラージュ 弁天町2丁目7331-1
観光交流センター 清流亭 新町2-247-1
Koiカフェ ゆうすい館（しまばら湧水館） 新町2-122
パピヨン 新町1丁目323
地鶏炭火焼きわはは 新町１丁目323
うちだ屋　島原店 有明町大三東乙50-1
スナック　ティファニー 新町1丁目485-6
Snack Bar MOON 新町１丁目487番地2 松喜ビル1F
お肉工房　梅桜亭 中安徳町丁1777-5
七万石 新町464
居酒屋　金ちゃん 南柏野町2704
居酒屋割烹雲仙 高島一丁目４２４－５
恒　本店 今川町1300-1 金子ビル1F
お食事処天神 片町731
ミニクラブ智子 新町1丁目485-7
ALICE 万町505-6
スナックヴィクトリー 高島1丁目445-10
ガスト島原店 蛭子町２丁目８７９番地
スナック  ローザ 高島1丁目445-7
寿司レストラン鬼へい 城内3丁目1596-1
エム 万町514番地 ウオータービル１階
鉄板焼てふてふ 新町1丁目485-2 新ラインビル内
JAM 万町510番地1F
カレーハウスCoCo壱番屋　島原柏野町店 柏野町1624-1
城の茶屋 城内１丁目１１８２番地
わいわい亭 浦の川1882 C号
ホテル南風楼 弁天町2丁目7331-1
銀水 白土桃山二丁目1093番地
一二三 新湊一丁目3番地
PEARL 新町1丁目485-6
有限会社　仲よし 有明町大三東丙198-2
花ざしき　和香 有明町大三東丙198-2
ピンカップ 高島1丁目442 酒楽喰ビル2F
森岳酒蔵　Luna Base 上の町897
スナック　ラブラブ 万町505-5 5番館ビル2階
スナック　ヴィヴィアン 新町1丁目485-6
スナック夢夢 新町1丁目485-2
スナック　ココス 新町1-485-2
ジョイフル　島原店 北門町5-1
アミン 先魁町1163-5
大阪王将　島原新馬場店 新馬場町866-1
炭火焼肉屋さかい島原店 前浜町丙44-1
カラオケ　バンバン島原店 新馬場町848-2
お料理　まどか 万町516番地
六兵衛 萩原1-5916
千秋 中堀町29
Laugh 新町１丁目488
Laugh　second 新町１丁目488
清香園　島原店 北門町8-1
もとよし食堂 有明町大三東戊454-4
長崎ちゃんぽんリンガーハット島原店 新馬場町863-1
待夢 西八幡町8390
丸亀製麺島原 前浜町甲61番地1
漁人市場　とっとっと 湊新地町451番地
スナック　ひろみ 高島1丁目442
スナック　LUCE 高島1丁目424
平野鮮魚 中組町257-1
酒楽喰 新町1丁目468-1
レストラン　森の珈琲 有明町湯江丁3612番地10
天下の味処　ほうじゅう 新町2丁目243
海望荘 下川尻町45番地
酒処　さゝ 万町505-3
スナック　リトルガール 湊道1-7035-2　フラワーハイツ1F-B



エム&エム 新町2丁目241
シューフルール 有明町大三東戊585-1
安兵衛 高島2-283-1
そば幸 田町724-1
てんまや 蛭子町1丁目923-2
就職支援事業所　ジオ 平成町1-1 雲仙岳災害記念館内
炭火串焼き　鶏みつ 高島1丁目422
山の上のカフェ　Garden 上折橋町1580番地
島原むすびす 片町578-8
ぱくり家 中堀町156-6 中央プラザ
いけす　ろばた　佐藤 湊町40番地
居酒屋　笑店 大手原町甲2141-13
どて焼 新町1-238
お食事処　かあちゃん 有明町大三東戌686-1
SSB CAFE 万町498-1

諫早市 ３０1店舗
焼鳥割烹　伊佐早 永昌東町１１－１８ サンシャインビル１Ｆ
ＭＯＬＥ 永昌東町１１－１８ サンシャインビル３Ｆ
ささや 東小路町９番９号
スナックイルカ 天満町１３－４ 壱番館ビル２Ｆ
日本料理　遊膳　ききつ 多良見町シーサイド２０－１５５
焼肉ハウス 森山町上井牟田１７９６
和風すなっく　夕月 八坂町３番１６号 八坂ビル２０３
そば処　たがわ 真崎町１１７４番地３
酔華 本町1-20
炉ばた橘 天満町13-4 ギルドビル111
ビリーブ 永昌東町11-24 2F-D
鮨処　め組 泉町25-37
スナック　呼留 永昌東町11-23 ワシントンビル202
スナックやよい 永昌東町11-24 セントラルビル2-A
Paniegg Rose 長田町1760-1
ギャラリー　and　カフェ　からこ野 森山町唐比北466
スナック　紀子 永昌東町11-22
手づくり工房 小野島町2232
ガチャ　ガチャ 八坂町3-16　2階　202
スナック　三階 本町1-24
Night  Spot  心桜 永昌東町11-24
メンバーズ　如月 永昌東町11-24 セントラルビル5Ｆ
スナック愛 泉町23-16 モントレビル1F
あづまラーメン 森山町杉谷179-30
ポラリス 高城町8-4 イクシィビル105
酒房　凡 小川町60-6
焼肉竹林諫早店 貝津町1130-4
はなまる 泉町20-27 1F
居酒屋 Yan Yan 多良見町化屋781-12
本格焼肉まつお城見店 城見町29-49
本格焼肉まつお幸店 幸町79-62
ホテルグランドパレス諫早 宇都町3-35
スナック　UNITE 永昌東町9-16
御食事処　はしもと 八坂町5-11
café ＆ izakaya Home 永昌東町8-3
欧風料理ラムール 天満町15-4
スナック　有加 多良見町化屋1863-3
スナック　バッカス 高城町7-17-４FA
割烹利休 永昌東町12-11
スナック　TRINITY 天満町13-4 ギルドビル108
Leafs 栄町6-12
スナックてまり 永昌東町11-24 セントラルビル4F-C
肉ダイニング咲蔵 幸町38-3
ｓｎａｃｋ美豚 永昌東町11-24 セントラルビル５FAB
軽食喫茶Oー2 飯盛町川下528-3
Shizuka 天満町13-1 永田ビル1F
うどん華諫早店 小野町401-4
焼鳥　やまと 栄町6-7 林谷ビル1階
サンキュウ 天満町1番17号 つばさハウスA棟１F
千石家 森山町杉谷113-3
スナック浩子 泉町23-19 サカイビル１F
路地裏バル　SUN’S 永昌東町7-19
スナックさっちゃん 永昌東町11-24 セントラルビル3F-A
長浜ラーメン　小太郎 鷲崎町289-1
スナック　華時計 永昌東町96 サンシャインビル2F



珈琲の店　リビング 上野町1番地3
風街 永昌東町11-24 セントラルビル１F
回転寿司鬼へい 鷲崎町370番地
鳥むら食堂 川床町1903-4
食事処まさき 長田町1482
焼鳥　慶吉 高来町峰468-27
GRAZIE（ぐらっちぇ） 八坂町3-16 八坂ビル102
焼酎Bar　双月 天満町13-22 松本ビル303
アイアン雑貨＆カフェ　contrail 長田町3541-1
天吉 永昌東町９－７
青ごしょう 長田町2394-1
スナック　Moon Diva 栄町4-5 ディアーズビル1F右
香蘭 小長井町小川原浦509-4
ann 永昌東町11-24
蔵屋敷　いぶき地 永昌東町12-25
いぶき地　本店 八天町3-10
日本料理　花ぎり 高城町8-2
七夜月 貝津町2313-1
SHIROMISUZU 城見町16-18
牟田商店 小長井町遠竹317-2
居酒屋 勝 久山町973-1
スナック　シャンディ 多良見町化屋643-2
KUAPAPA 多良見町化屋481-3 プレステージ1-3号
味幸 小長井町牧294-3
かじか 高来町三部壱286-2
山茶花 高来町黒崎322-1
Sweet 天満町13-22 松本ビル3F
月あかり 天満町1-28
杏てい 泉町25-32
ベロベロBAR 天満町5-16 宝塚ビル2F
居酒屋勝天満店 天満町36-10
ぎゅう丸茶寮 諫早店 鷲崎町71-2
スナック　アンナ 八天町3-10-102
石窯ピザ＆ダイニングLIBEROcafe 小川町95-1
ひかり亭 永昌東町7-10
焼肉あづま 永昌東町8-8
bar-ba（ばぁば） 永昌東町3-27 コダマビル101
餃子の王将　諫早店 幸町２８２－１
炭火焼鶏でんすけ 栄町4-4
居酒屋　壱番星 高来町峰468-81
cafe de ICH 泉町10-25
居酒屋おたまじゃくし 東小路町5-15
カラオケスナックまり子 八天町14-19
美咲 天満町13-22 松本ビル102
磨保良波 八天町10-21
BarRoots 栄町6-12 林谷ビル1F
どんどん亭諫早店 鷲崎町366-3
長崎笑屋 松里町1330-1
朝比食堂 森山町唐比東417
ホテルフラッグス諫早 宴会場 金谷町8-7
ホテルフラッグス諫早 レストラン 金谷町8-7
寿司一　長田店 小豆崎町317-3
こすもす堂 幸町27-7
とんこつラーメン黒田屋 幸町27-7
berry berry js 小長井町打越1007
集い屋　凡蔵 高城町6-16
快晴屋 永昌東町12-23
飯屋　土竜 高城町6-14
ガスト諫早 小船越町１０７０－１
一帆 高来町三部壱406-6
居酒屋　駅 小長井町打越字谷角999-1
LIQUOR & KITCHEN なずな 高来町三部壱331-1
Snack　和み 天満町13-4 ギルドビル201
新平食堂 永昌東町22-2
LUPIN 天満町1-17 つばさハウス1F-B
株式会社　登利亭 永昌東町11番27号
海鶏 小長井町小川原浦494-7
集い居酒屋零～ZERO～ 高城町7-17 ISMビル2F
焼鳥　かんぼ 高来町神津倉11-3
食処こいこい 福田町26-9
なるほど 永昌東町12-2
楡 栄町4-4



韓国EN 天満町13-4-1F
焼肉きんぐ 諫早貝津町店 貝津町1579
ミート　ファクトリー　チャンピオン 泉町20-23
優心 幸町3-2
いなご 高来町溝口3-2
スナック　紫陽花 高城町6-8
IZAKAYA　幸猫・福猫 上野町19番地1
スナック　純 宇都町3-20
飲歌処　美ゆき 東小路町10-21-2
めがね橋亭 天満町14-5
居酒屋BAR ＬＯＧ 八天町4-10
久山キッチン 久山町1271-2
ナイトスペース　嬅羅Ⅱ 天満町12-9 天満ビル２Ｆ
ラウンジ　新羅 天満町12-9
ラウンジ　沙来羅 永昌東町11-18-４Ｆ
丸源ラーメン 諫早店 小川町46-1
㈱平安閣　諫早サンプリエール 小川町71-1
スナック まる 永昌東町11番24号 セントラルビル４－A
きばらし 小野町270-9
萬寿亭 幸町38-27
すなっく　蘭 天満町13-4 ギルドビル2Ｆ-209号
スナック　はしぐち 高来町町名278
ぷらっと 天満町13-4 ギルドビル２Ｆ
陽だまり 天満町1-32 ビーハウスB棟1号
BARちょいわるおやじ 天満町1-36
栄光 永昌東町18-14
魚民　諫早駅前店 永昌東町9-27 ニューウインドビル1階
G MARIA 高城町8-4 イクシィビル4F（401）
磯料理　あじ彩 森山町唐比西1-26
ＰＡＮＡＣＫ　酒楽来 八天町5-6 ネオシティビル202
居酒屋　盛 上町9-13
ソレイユ 高城町7-17 イズムビル３F
肥前屋　ランドール 西里町438-2
居酒屋　いちょう 八天町4-27
Bar Roco 永昌東町6-8-2F
京政寿司 本町1-23
ニパチ　諫早駅前店 永昌東町11-1　1F
焼とり屋　ケンちゃん 幸町7-20
味福 栄田町12-27
カレーハウスCoCo壱番屋　諫早幸町店 幸町39-36
サン・ロード 多良見町シーサイド20-167
カントリー99 城見町17-2
温屋 本町1-19
喫茶グダン 本町1-19
真心 東小路町13-11
スナック　あぐり 天満町1番27号
カラオケBanBan　諫早店 鷲崎町381-2
食菜房　巽楽 東小路町12番4号
創菜　亜登利家 東小路町12番4号
Osteria Essenza 天満町12-5-101
山小屋ラーメン諌早店 下大渡野町29-1
ワールドミート有限会社 目代町148-2
インディアンレストラン　チャイカフェビスヌ　 宇都町3番28号
ジョイフル　諫早店 小川町1246-1
ジョイフル　諫早小豆崎店 小豆崎町218-1
L&Lホテルセンリュウ 永昌東町13-29
CALLA 本町1-9 さくらビル1F
牛右衛門　諫早店 宇都町1007-1
居酒屋　笑庵 永昌東町11-3
諏訪亭 森山町本村906
カサブランカ 永昌東町11-18
レストランカフェ　クッチーナ 貝津町3028-2
やきとり伸助　久山台店 久山台9-4
中梅 東本町1-6
deux Gyan 東小路町10-11
鉄板焼　纏 飯盛町開1903-2
焼鳥　旬肴　泉房 八天町8番6号
優遊 天満町13-4
和み家  心 天満町1-20
一香軒　貝津店 貝津町2228
一香軒　諫早店 小川町1283-4
Cafe Lx 久山店 久山町1369-1



清香園　諫早店 小川町1290-3
清香園　久山店 久山町1304-1
アイアイランド 小長井町小川原浦815
居酒屋　まさ 東小路町9-12
@chocotto 栄町4-8-2F
とんかつ浜勝諫早バイパス店 小川町25-1
長崎ちゃんぽんリンガーハット　諫早バイパス店 小川町32-1
丸亀製麺　諫早 長野町1013-1
GIRLS BAR e l f i n 貝津町1636番地4
株式会社 割烹ひぐち 旭町13-39
古都 小川町1283-2
カラオケスナック　まこの店 八天町5-9
とんかつ濵かつ　諫早貝津店 貝津町1653-4
やよい軒　諫早店 小川町27-１
古都うどん 幸町37-9
男女群島 森山町本村891番1
古都うどん店 小川町1283-2
りーふ 永昌東町19-8
日び喜 栄町7-17
居酒屋　辰 八坂町3-16 八坂ビル1F
博多麺王　久山店 久山町2465番13
障害者総合支援就労継続B型事業所　お食事処　ぱれっと 川床町４１８番地6
BAR MARMOSS 八天町3－10-２F
居酒屋　一二三 福田町5-24
ふじわら 東小路町10-15
ROUTE 96 永昌東町12-3 バードビル2F
庄屋　森山店 森山町杉谷80-4
庄屋　東諫早店 小豆崎町215-2
庄屋　アエルいさはや店 本町3-11 アエルいさはや2F
スシロー　諫早店 小船越町506-4
まんまる 永昌東町7-1
てんまん屋 天満町12-6
イタリア料理　トラットリア　アーリオ 永昌東町4-10
ナイト・イン　ＪＵＪＵ 永昌東町11-24 セントラルビル1-A
ホテルルートイン諫早インター　 貝津町1682-1
スターバックスコーヒー　諫早多良見店 多良見町市布1546-4
ViTO　諫早店 永昌東町12-24 ステージ21ビル1F
DICE! 八坂町3-16 八坂ビル301号
諫早湾漁協小長井直売店 小長井町遠竹816－3
かき焼き　ちょっと　よってって 高来町下与632-24
スナック　華ピアス 高城町6-8 トーホービル201号
レストハウス　欧季羅良 本町1-6 ホテルニューグローバル1F
酒蔵　つくし 永昌東町8-9
AI’s 本町1-3 ハウス16-1F
きりん食堂 八坂町7-17
吉野家57号線諌早店 小川町1-1
食堂以上　居酒屋未満　卓 泉町23番19号 サカイビル102
呑み食い処　さむらい 永昌東町8-10
幻の高来そば食事処 高来町小船津363-5
焼肉おがわ 松里町１２８５番1
七輪焼き 海坊主 厚生町4-11
リンガーハット　諫早貝津店 貝津町1653-5
スナック　ドン 東小路町12-3
オリーブ 永昌東町11-18　サンシャインビル2F
スナック春夏冬 八坂町4-2
庖丁 泉町21-21
高尾茶屋 高来町黒崎254
中華料理店　李花 天満町1-26
鳥政　諫早貝津店 貝津町1761-1
大潮 飯盛町開1367-5
韓国焼肉　ハルハル 永昌東町12-10
Do wanna 天満町13-5 ギルドビル103号
三まいめ 本町1-17
富貴 福田町1番9号
麺屋　富貴 永昌東町1-1 イーサ203
居酒屋　一気 永昌東町13-19
Fuki Duo 東本町7-8
焼肉、焼鳥　べべんこ 小川町95-1
Lounge　桜 八天町2-1
イタリア料理　ぽるとふぃーの 永昌東町16-4
大衆酒場　どんく 永昌東町4-6
焼鳥　DONBARA 八坂町5-7



ナイトスポット　再来 八天町2-2
3LDK 高城町8-5
てまこま食堂 福田町42-26
チサンカントリークラブ森山レストラン 森山町唐比北1118
SAPIN 川床町174-2
おこのみ　てっぱん　かわしま 旭町13-41
おこぜ料理　恵 永昌東町8-15
DREAM　夢 高城町7-17 イズムビル5F
味一 天満町14-4
朝げ屋 栄町1-1 アエルウエスト1F
スプーンフルカフェ 永昌東町7-9　1F
PUB BAR GAIA 東本町5-14 森ビル2F 201
草月 上大渡野町2219-5
六白 川床町373-1
四季彩割烹　いずみ 泉町15-9
スナック　アイドル 天満町1-32 BEEハウス
ヴィヴィアン 永昌東町12番24号2F
イタリアンバル　Almamuse 永昌東町1-1 iisaビル　２０４
CLUBDAM　長崎諫早店 鷲崎町356-1
LOUNGE めろん 高城町7-17 ISMビル3F-A
鮨 海治 八天町2-5
CAFE&FLAIRBAR Day-G 永昌東町11-1 寿ビル2F
7家 永昌東町3-12 マルエイビル1F-101
cafe seis 6 栗面町213-2
e'～toco－いとこ－ 永昌東町11-24 セントラルビル3F-D
居酒屋　笑店 天満町13-22 松本ビル1F・2F
旬菜庵　勝 上町2-2
釜飯と串焼　とりでん　諫早貝津店 貝津町1634-1
海鮮居酒屋  さかなや道場  諫早駅前店 永昌東町18-1 諫早ターミナルホテル1F
scrap Girl's 天満町13-5 ギルドビル2F

大村市 ２６４店舗
居酒屋よっとこ　竹松店 竹松本町９３７－３ 　
居酒屋よっとこ　玖島店 玖島３丁目６２４－１
酒処　たか乃 富の原１丁目１２３２－１０
ちゃ来来 東本町３７９－２ 五番街ビル
愛　三姉妹 小路口本町３６１－１
UTALO 陰平町１８０５－８
お料理　やまうえ 原口町６１７－５８
花さんさん 松原２丁目１５３
長崎ちゃんぽん　幸楽 玖島１丁目４５－３
チルチル 東本町379
スナック　ちいこ 西大村本町390-3
鳥千代 西三城町14-1
魔女の館 本町455-2 美紀ビル１F
レディース 本町455-2 美紀ビル２F
ビッグ・カントリー 西本町525番地
ミュージックバーTORI-K 本町436-6 田中ビル101
スナック　CHACHA 本町330-2
スナック　真紀 西大村本町390-3
日本料理　桜華 水主町1丁目973番地1
レストラン　パセオ 水主町1丁目973番地1
ロビーラウンジ　アスマール 水主町1丁目973番地1
㈱ウエスト大村店 松並1丁目940
レストラン　ペーパームーン 池田2丁目317-1
白樺 本町450-2
クマ吉ホルモン 東本町343－7
懐石　雅 西本町560
焼肉竹林大村店 水主町2丁目704-1
Primo Piatto H 日泊町1099-2
サンスパおおむら　ゆの華 森園町663-3
Cafe きまぐれ 寿古町777
Magic Bar TAKUMI 本町519-2F　D-2
どんどん亭大村店 杭出津２丁目726-1
スナック　ファニー 本町511 倶楽部ハウスA-1
よりみち　ちょい呑み　喰い 西大村本町390-3
q saka bar 東本町343-9 1階
食べ処　はたや 諏訪1丁目895-3
料亭　富士松 杭出津2-682-9
倶楽部　華月 東本町343-9
ホルモン・竹 西本町527
珈琲けやき 寿古町61



食酒処　信之 協和町1724
五島うどん「つばき」 箕島町593番地
レストラン・エアポート 箕島町593番地
鮨どころ　「しょうぶ」 箕島町593番地
縁夢寿美 松原本町231
居酒屋よし川 杭出津2－478－3
有限会社　一角 久原2-999-10
うちだ屋　大村店 桜馬場1丁目197-1
番童 西大村本町332-1
スナック　モンロー 竹松本町944-8
スナックこすもす 西本町504
奥座敷　てん新 西本町748-21
カラオケCLUBDAM大村店 松山町616-1
月花美人 東三城町5-5
isemachi 493 西本町493番地
おべんとう＆KITCHEN　みしま 本町514 ニュー萬盛楼ビル
ジャスパーベーカリーカフェ 久原1-465-1
日本料理　実り 東本町205-5
ＮＥＫＳＴ 西大村本町398
おむすび　ころりん 東本町334-1
カラオケSOSO大村店 水主町1-747-1
海龍 植松3-645-16
居酒屋太鼓 西大村本町390-4
甘辛cafe 鄙HiNa 古賀島町111-14
おむらいす亭イオン大村店 幸町25-200
HANA2 水主町２丁目705-1 ソシアルハウス2F
A’ 杭出津386-1
居酒屋松っつん 水主町1丁目747-1
居酒屋赤鬼商店 本町570-2
味幸房　飯塚 宮小路2丁目1298-2
イタリアンレストラン　PICCOLO PIATTO 西本町479-22
梅ヶ枝荘 玖島1丁目３６
てん新 西本町541-17番地
居酒屋つんなも杭出津店 杭出津3丁目484-1
居酒屋つんなも今津店 今津町690-1
居酒屋つんなも原口店 原口町1148番地6
大村サンゴルフ 荒瀬町697
遊き（ユウキ） 水主町1-747-1E-3
戦国焼鳥藤吉郎 東三城町４番地５
お食事処　四季菜 東本町35-1
うちだ屋松原店 松原本町363-19
プリン倶楽部 西本町548-4
和風れすとらん　浜田 東三城町7-1
UP 東本町343-42F
スナック白馬 本町５１９
株式会社　寿し政 杭出津3丁目３６１番地15
DiningBar UMINECO 杭出津1-842-12
中華　萬盛樓 本町514
Girl's Bar 本町511A-7
菜園ブッフェ　ピソリーノサンスパおおむら店 森園町663-3
Special GB 西大村本町238
肉バルにはち大村本店 古賀島町92-6
Soup farm 東本町104-7 まなビル１F
つけ麺専門店だるま 古賀島町1441-1
スナック　上海 本町５１４
スナック　ジョイフル 西本町520
増田屋 松原本町116-1
やよい軒　長崎空港通り店 古賀島町525-1
カタバミ　カモン 本町436 田中ビル２F
立ち呑み　ちょっと一杯 本町455-2
Bar Uni;que 東本町375-2
居酒屋KuRuTo -来人- 諏訪１－８
れすとらん　かねやす 原口町1068
スナック　フィーバー 本町504-1
ごはん舎　茶CHA 杭出津3丁目386-1A-6号室
居酒屋いっ平 西大村本町369
お料理茶寮きぶん 東三城町21番地
レストランぎゅう丸大村店 富の原2丁目514-1
スナック　アルバトロス 西本町521-2
スナックwith 本町452-2 ホワイトハウス1F
居酒屋　山茶花 水田町583-2
居酒屋　割烹　春夏秋冬 大川田町951-1 ソレイユ1F



ガスト大村店 片町１７５番地
食彩　味人 水田町568-1
炉ばた　さくら 水主町1丁目747
Night Spot OPUS ONE 東本町379-2
1975 SYOWA 西本町521-1
一瀬珈琲 松並2丁目184-9
居酒屋　すずめ 東三城町5-12
笑来 Nico 本町453-6 フロムファーストビル2F
ラーメン大吉 玖島1丁目45-3
十八番 坂口町389-4
リズニィー 西大村本町390-3
かふぇ　そらしど 黒木町545-14
居酒屋　多な可 玖島2丁目351ー2
リンガーハット大村公園店 久原1丁目640-2
ブルーエンジェル 本町507 壱番館ビル2Ｆ
居酒屋和ごころ 水主町1-747-1
居酒屋　忠太 協和町728-2
和洋四季料理　SAKURA 黒丸町400-8
スナックなみと 西本町546-6
餃子の王将　大村店 松並1丁目２５３－７
スナックひろこ 本町453-6
MU！ 本町453番地7 ホワイトハウス1F
Ｒ（アール） 本町450-3 晩餐館ビル１ＦC-2
スナック椿 本町508
おおむら夢ファームシュシュ（ぶどう畑のレストラン） 弥勒寺町486番地
ココス大村店 西大村本町３１２ー１
味処　ひかる 西本町523
Q's BAR 本町518-1
カジュアルスナック　mk 本町518-1-2F右
ほっと 西本町546-7-2F
カレーハウス　シェ・てつお 草場町41-13
スナック　風伽 東本町379-2
ライムライト 本町450-3
Ｍｉｓｕｚｕ 西本町546番地７
dimple 本町453-6
the Hamaru 水主町1丁目747-37
花風 古賀島町288
スナック　キャンベル 東本町379-2-2F
さぬきうどんたかはし 東本町2-3 福谷ビルA101
カフェ・ボンヌ 原町802-1
ろくめい 小路口町328-7
Place Bar 西本町561
ジャストミート　はまさき 竹松本町551番地
魚民　大村駅前店 東本町2-1 大村ショッピングセンター1階
ピュア倶楽部 東本町359
有限会社寿し駒別館　味ごよみ　ながせ 諏訪3丁目22-1
Len 本町453-2 ホワイトビル2階
洋風居酒屋　GROW.UP 松並1-109-1
Chun cafe 諏訪2丁目669
桂川 東本町350-1
ZERO 水主町2-705-1 2F
居酒屋　陣 西大村本町２１０－３
モダンタイム 西本町548-2
湊　SOU 東本町343-4 1F
すなっく　アミ 東本町375-2
OH！！けいすけ 松並２丁目1131-11
スナック　ひまわり 本町507
カフェ′わら 池田１丁目４８－１
セシル 西本町548-2
居酒屋　柚とり 松並1丁目206-3
甘味処　日和 玖島1丁目688-48
スナックありさ 本町511-2F2号
BACIO　バーチョ 東本町343-11-2F
STELLA 本町514 ニュー萬盛楼ビル2F
猫の髭 本町452番地 ホワイトハウス1階
Food pairing Salon Rishe 水主町2丁目626-7
ひらきや食堂 西大村本町390-3
ニパチ　大村駅前店 東本町472
鈴田峠農園農村レストラン 中里町452－8
Cocokara 古町2丁目1634
焼肉こうちゃん 東三城町18-13
TORRES 西部町866-11



関所 東本町336
長崎きしめん　創新 東本町2-6
居酒屋　海豚 水田町587-1 Nビル1F
bar　Rooster 本町511　B-5
和食屋　杏 古賀島町471-4
ジョイフル　大村今津店 今津町657-5
ジョイフル大村店 西本町749-2
長崎さいさき屋　大村店 西本町748-2
居酒屋　なごみ 水主町1丁目747-1
長崎楼 武留路町13-3
カフェレスト　樹蘭 黒丸町514-4
肉処　醍醐味 東三城町11-5
スナック　JUN 東本町379-7 ひまわりビル102号室
ぽん吉 東本町35-1
光陽軒 水田町568-1
森羅 本町452-2
はなの舞　大村駐屯地店 西乾馬場町416
ビック　ナカシマ 寿古町８１３－１
蛤亭　剛 富の原1丁目1232-10
居酒屋　遊 原口町1198-3
清香園　大村総本店 杭出津1丁目531番2
清香園　大村本店 古町2丁目534-12
駅前酒場　肴や 東本町2-1
Osteria Bar jino jino 東本町358番地-2F
居酒屋　原町 原町18番地1
タンシチューの店　TOM'S　　（トムズ） 須田ノ木町47
亜樹　アージュ 本町452番地 下波止通りホワイトハウス1F
おこさまランチ専門店　KINOBUTA 玖島1-15-1 （こども広場内）
AITAKA 日泊町283-1
KARATE　CHOP 松並2丁目1187-1
丸亀製麺 西本町479-14
おるびす 西本町582-13
カレーハウスCoCo壱番屋　長崎空港バイパス店 古賀島町383-1
eye B 東本町343-2
Pizzeria Il Rospaccio 坂口町520-3
スシロー大村幸町店 幸町25-18
庄屋　サンスパ大村店 森園町663-3
庄屋　イオン大村店 幸町25－200
鉄板焼　英 西三城町9-8
スターバックスコーヒー　長崎空港店 箕島町593
Cokiri　Cafe 小路口本町463-1
ソレール 東本町343-11
ひかりラーメン 西本町546-8
リンガーハット　大村松原店 松原本町581-1
びっくりドンキー大村店 松並1丁目368-1
スターバックスコーヒー　長崎大村店 幸町25－32
吉野家　34号線大村店 松並1丁目370-1
いけ洲割烹　寿楽 杭出津2-1266
ひみこ　カフェ 東大村2丁目1117-8
串焼　オハコヤ 西本町582-11
炉端焼　古里庵 玖島1-62-6
白い森 水主町2丁目719
クラブ　エルミタージュ 水主町1丁目747-1 マイプラザE-5
マルニ　パブリックハウス 東本町604
居酒屋　なすび 竹松本町952-6
くら寿司　大村店 協和町779番地
鳥政　大村店 杭出津1丁目826-13
八重食堂 杭出津1-842-46
居酒屋　勘作さん 東本町349
ゆいまーる　サンスパ店 森園町663-3 サンスパおおむら
大衆酒場　一歩 水主町2-586-1 レジデンス岡本店舗
そば正 杭出津2丁目574-4
CAFE　HOOMEE（カフェ　ホーミー） 荒瀬町1083-5
BAMBLE　BEE 東三城町12-3
居酒屋　さんしん 古賀島町1441-1 グローブビル105号
ICHARIBA 西部町1471-12
スナック　NAO 竹松本町938-2
市役所売店食堂 玖島1丁目25番地
居酒屋　幸 桜馬場1丁目197-6
こなべ也 竹松本町840-3
スナック　あらいぶ 本町507 壱番館ビル1F
雷 杭出津2丁目697-4



韓味屋　きずく 東本町3-18
とり勝 西三城町105-2
パークベルズ 幸町25-30
カラオケハーモニー大村サンスパ店 森園町663-3
手羽先屋5239 杭出津2丁目1266
南山 池田新町791-1
千登勢旅館 竹松本町955-2
喫茶　風 草場町41-10

平戸市 ８3店舗
旅館田の浦温泉 大久保町２０１－１２５
キッチン　眺望亭 鏡川町１２
ホテル彩陽ＷＡＫＩＧＡＷＡ 岩の上町１１２３－１
ラ・シャミエール 岩の上町１１２３－１
明石屋 田助町９８－１
喫茶去　楽味暖 魚の棚町350-1
民宿黒門 田平町里免1623
戸田や旅館 生月町舘浦134
メキシカンレストランバー　パンチョ 崎方町840番地1
ナイトロマン 木引田町450
洋風民宿グラスハウス 田平町大久保免1111-3
洋風小料理 紺や亭 木引田町400
海望荘 明の川内町299-14
食膳わらび 田平町荻田免1079
豊鮨 新町101
囲炉裏料理　エビス亭 戸石川町杉山7-3
いけす居食家 大徳利 木引田町429-1
平戸たびらサムソンホテル　本館　宴会場 田平町野田免210-6
平戸たびらサムソンホテル　アネックス館　宴会場 田平町野田免210-6
スナック　アルバリ 田平町野田免210-6
サムソンホテル　メガレストラン 田平町野田免210-6
お食事処　よ志乃 木引田町438-1
鉄馬 木引田町437
角打　鉄馬 木引田町436
民宿　栗山 小田町１７４３－２
らーめん海道 田平町荻田免1441-1
カフェ＆レストラン　ラ・バレンヌ 岩の上町499-5
大渡長者 崎方町870-2
旅亭　彩月庵 戸石川町178-1
遊苑　花暦 戸石川町178-1
じゃがたら 崎方町857-2
スナック　らいひん 木引田町450 吉沢ビル1F
宇多屋 生月町里免2949-4
レストラン　ベイリ－フ 木引田町474-1
旬鮮館 宮の町655-13
公共の宿　漁火館 大島村西宇戸1756
やきとり・居酒屋　金さん 木引田町434番地
スナック　ゆみ 紺屋町376-1
天助 田平町小手田免1266-3
恒香 紺屋町376番地
もりとう食堂 崎方町824
平戸和牛　やきにく　鈴 木引田町446-1
磯かつ 紺屋町392－１
ぼんくら 木引田町450
インドール 木引田町450 （吉沢ビル１階）
カフェ　ソレイユ 魚の棚町330-1
BLUE　BELL 崎方町879
大敷食堂 生月町舘浦284-3
お食事処　ひといき 生月町南免4432-42
屋台村　Doしゃん！ 浦の町757-1
Happy 木引田町450
夜の窓 紺屋町390
菜の花 田平町山内免376番地1
スナック　リーベ 紺屋町375-2
レスポアール 山中町745-3
スナック　エル 田平町小手田免874番地16
さしみの家　ひろさち 紐差町1079
スナック　ドリーム 紺屋町381-2
潮騒 生月町里免2891-8
夢浪漫　平戸店 木引田町467
平戸西端夢浪漫　 田平町山内免345
海鮮居酒屋桃源郷 宮の町618-1



めしどころ　一楽 木引田町477
池月旅館 生月町壱部浦143-1
平戸和牛　焼肉　市山 築地町529番地
スナック　オリーブ 魚の棚町270
平戸海上ホテル 大久保町2231-3
山屋旅館 生月町壱部免5201
月光 木引田町450
鮨こじま 田平町山内免285-1
寿司割烹　宝 山中町689-1
らいきゅう 木引田町400
やすらぎで歌諸代 生月町南免4186-3
あけぼの 木引田町438-1
婆娑羅 浦の町757番地
洋風居酒屋　風風 田平町山内免313
冨喜 魚の棚町332-1
晴れる家 木引田町450 吉沢ビル2階
木引田町434 居酒屋　旬楽
平戸瀬戸市場 田平町山内免345-15
海のみえるごはん屋 岩の上町407-22
居酒屋　いちばん星 田平町山内免380
小料理　貴苑 木引田町451-1

松浦市 ５４店舗
チップトップ 志佐町浦免１８０６番地
居酒屋　さんしゅう 志佐町浦免１３１３
もぐら 志佐町浦免1154-1
スナック　ふみ 志佐町浦免1238番地
スナック　麗華 志佐町浦免1238
寿し割烹　あじ彩 志佐町浦免1311-1
割烹　華 志佐町浦免1515
ホテル　櫻梅閣 志佐町庄野免361
ビジネスホテル　海風 志佐町庄野免274-4
松浦シティホテル 志佐町浦免1782-1
和風スナックてる 志佐町浦免1095-2
小料理屋一期一会 志佐町浦免1337-2
小料理みゆき 志佐町浦免1038-5
スナックあけみ 志佐町浦免1158ー1
ごはんとおさけ　くぬぎ 志佐町浦免１５１１－１１
居酒屋　吉兵 志佐町浦免1147
スナック　マーブル 志佐町浦免1274-1-A
焼鳥茶屋　吉鳥 志佐町浦免1276
いざか屋　きゃっ 志佐町浦免325-1-1F
メンバーズハウス　ぶるーべりー 志佐町浦免1292
きらく 今福町東免1－11
ジョイフル長崎松浦店 志佐町里免372-1
PASTA　and　PIZZA　GIFT 志佐町浦免1620-1
スナック　幸 福島町塩浜免2859-19
めしや　割烹栄 志佐町浦免1175
ガーデンＣａｆｅ　柞の木 志佐町庄野免1066
松川屋旅館 今福町浦免５３３
うなぎ割烹 和 志佐町浦免1313
居酒屋　おばちゃん家 志佐町浦免１２９２－１
スナック　あかり 志佐町浦免1169-1
スナック　ぶらんこ 志佐町浦免1274 エクセレント1階
北斗 志佐町浦免1340
スナック　サンジェル 志佐町浦免1470
もりた 志佐町浦免1159
七輪 御厨町里免971-10
海鮮　まるこう 鷹島町阿翁浦免741-19
コーヒーハウス２ドル 志佐町浦免1509
庄屋　松浦店 調川町下免字牛の鼻877
スポーツバー　萬 御厨町里免369-2
スポーツバー　ハニー 志佐町浦免1292-1　101号室
旅館　すえひろ 志佐町浦免1308-4
中福レストラン 志佐町浦免889-1
とんぼ 志佐町浦免1797
旬味　百伝DEN 志佐町浦免1506-2
変竹林 志佐町浦免1482-3
酒赴　秋 志佐町浦免1511-5
旅亭　吉乃や 鷹島町阿翁浦免649
雅 志佐町浦免1528
地酒屋いわさ 調川町下免102



てっぺん 鷹島町神崎免字海道178-1
スナック　LIBERTY 志佐町浦免1161-1
かもめ 鷹島町阿翁浦免649
炉端焼　海道 鷹島町神崎免91-7
ばんしゃく屋 志佐町浦免1236番地8

対馬市 ７９店舗
まかない家 厳原町大手橋１０６６
肴や　えん 美津島町鶏知乙３３２－１
味処　千両 厳原町大手橋１０７９
ミュージックハウス Dio-7 美津島町鶏知乙５０９－６
すなっく　由美 厳原町大手橋1095 ライトハウスビル1F
八丁 厳原町大手橋1094-6
ワールドグリーン２３ 厳原町今屋敷740 永瀬ビル5F
ホワイトホース 厳原町今屋敷740 永瀬ビル4F
みなと食堂 上対馬町比田勝850
居酒屋かもめ 厳原町大手橋1064
繁華苑 豊玉町仁位1195-3
ふれあい処つしま　つしにゃんキッチン 厳原町今屋敷672番地1
万松閣&RON 厳原町田渕808
みなと寿し 上対馬町比田勝1006
三楽寿し 上対馬町比田勝836-2
旬彩　和らく 厳原町大手橋1056
対馬バーガーKIYO 厳原町大手橋1052
スナック　四季 厳原町大手橋1197 1番館1F
すし処慎一 上対馬町古里13-3
島めし家北斗 上対馬町古里13-3
殿崎バンガロー＆BBQ 上対馬町西泊840-2
TOKISEKI 上対馬町比田勝843-23
レストラン漁火 美津島町鶏知甲４１－１０
焼鳥と酒　ちょいと 上対馬町比田勝679-24
串揚げ　千金丹 厳原町今屋敷752
どんぐり 厳原町今屋敷735
体験であい塾「匠」 厳原町下原82番地12
お食事処　千鶴 上対馬町比田勝945
おかべ食堂 上対馬町比田勝835
MADO 上対馬町比田勝956-4
カフェつしま 上対馬町比田勝956
ももたろう 上対馬町古里1-2
そば道場　美津島店 美津島町鶏知乙461-6
焼肉　万よし 厳原町田渕968
スナック　ニューさつき 厳原町大手橋1197
上県町そば道場「あがたの里」 上県町佐須奈甲565-2
三留 豊玉町仁位９７８
すしや 厳原町久田道1659
生簀料理　志まもと 厳原町国分1380
あなご亭 豊玉町仁位2091-3
メンバーズ　美保 厳原町大手橋1197
会館食堂 上対馬町比田勝943
汐路 厳原町今屋敷693
民宿ピーク 峰町三根361-1
豆狸 厳原町大手橋1055
日本料理　ぎおん 厳原町今屋敷743番地
ライブ7080 厳原町大手橋1068番地
居酒屋　いつも 厳原町今屋敷719番地
漁家レストラン　たちばな 上対馬町泉1634-5
つしま美松 上対馬町比田勝819
ビジネスホテル　つたや 豊玉町仁位1594
市松　らん亭 厳原町内山53-2
スナック街の灯 厳原町大手橋１０６８番地
味工房　とりやす 厳原町今屋敷776
おさや 厳原町大手橋1068 Newセントラルビル2-D
メンバーズ　Ｌｅｅ 厳原町大手橋1206番地
共栄丸 厳原町豆酘内院130
有限会社　丸屋ホテル 厳原町国分1409番地1
ギャラリー喫茶まんまや 厳原町中村584 半井桃水館内
YELLOW BASE COFFEE 厳原町田渕808
シューティングバーみみ 厳原町大手橋1090 ekoビル1F
居酒屋　一茶 厳原町大手橋1093
やま喜 峰町佐賀444
スナック　ハニー 厳原町大手橋1057番地
つしま亭　さと 美津島町久須保661-3



マルフク　ラーメン 上対馬町比田勝1011番地1
鬼ヶ島 美津島町鶏知甲12内良
Mokuren 厳原町大手橋1068　2F
ポポロ 厳原町大手橋1065-1F
焼肉（クレスト） 上県町佐須奈乙955
博多　久兵衛 上対馬町比田勝955
風音家 厳原町田渕1021
起龍軒 上県町佐須奈乙1838-7
焼肉研究所「和」 上対馬町古里504-2
悠遊カフェ 上対馬町比田勝985-3
スナック　もこ 厳原町大手橋1090 エコビル2F
居酒家　のん 厳原町桟原38 対馬陸上自衛隊内
クレープハウスユニ．対馬店 & garden café plant 厳原町久田95-123
つしまレストランホテルプラザ 上対馬町比田勝981-3

壱岐市 １０４店舗
繁屋　千賀荘 石田町筒城東触１０８５番地
三益寿司 郷ノ浦町郷ノ浦74
夢 郷ノ浦町郷ノ浦字下ル80 宮ビル3階
華恋 郷ノ浦町本村触532-1 NK5イキ1F
パンプラス 郷ノ浦町釘山触628
レストハウス　yui 郷ノ浦町坪触3151番地4
安堵屋　近海荘 石田町筒城東触1636
モカジャバカフェ　大久保本店 勝本町勝本浦359
Bistro MASANAO since2003 郷ノ浦町大字触字永松466
ペンション　カモメのとまり木 石田町筒城東触1531番地1
ハワイ 石田町筒城東触842-4
国民宿舎　壱岐島荘 勝本町立石西触101番地
うにめし食堂　はらほげ 芦辺町諸吉本村触1307
海の家　海坊主 石田町筒城仲触2100番地
旅館　千石荘 勝本町湯本浦58番地
味どころ喜安州 芦辺町諸吉大石触427-33
洋食と珈琲の店トロル 郷ノ浦町本村触526
新鮮魚類　吉祥 芦辺町瀬戸浦150-2
スナック　エリー 郷ノ浦町本村触532番地KN壱岐1階
スナック　羽 郷ノ浦町本村触550-1
大衆割烹 太郎 郷ノ浦町本村触519
いけす料理まる辰 郷ノ浦町郷ノ浦47
味処　角丸 郷ノ浦町郷ノ浦9
ビューホテル壱岐 郷ノ浦町郷ノ浦401
花かんざし 郷ノ浦町郷ノ浦401
民宿　明るい農村 芦辺町中野郷仲触1102
スナックロゼット 郷ノ浦町郷ノ浦78
旅館　太公望 郷ノ浦町麦谷触1601-2
壱岐牛・和牛　弦 郷ノ浦町片原触441
居酒屋まりちゃん 郷ノ浦町郷ノ浦70-2
居酒屋　ときわ 郷ノ浦町郷ノ浦161
寿司　割烹　魚よし 郷ノ浦町東触171-1
民宿　滝の上 郷ノ浦町片原触2559
おつくり家　壱岐　旨勘 郷ノ浦町庄触720-1
吉見屋旅館 芦辺町芦辺浦302
味処うめしま 芦辺町箱崎中山触2604-86
wize 郷ノ浦町本村触480-1
ISLAND BREWERY 勝本町勝本浦249
スナック　ハイハイ 郷ノ浦町郷ノ浦100
カラオケ一番 勝本町湯本浦49-4
旬家　えん 郷ノ浦町郷ノ浦100
船場荘 郷ノ浦町渡良浦37
シーサイドグリル　小水浜 郷ノ浦町渡良南触15番地地先
民宿宝来荘 石田町筒城東触1837-1
株式会社平山旅館 勝本町立石西触77
四季　優彩 郷ノ浦町本村触572-8
カキ.　ハウス内海湾 芦辺町諸吉南触115
イキテイク 芦辺町住吉山信触939-1
メンバーズ　DORU 郷ノ浦町郷ノ浦98
シーサイドイン白鴎 石田町筒城東触1899-2
樹 芦辺町諸吉大石触427-18
珈琲庵　赤とんぼ 郷ノ浦町片原触32-2
食堂&cafe mammers 郷ノ浦町東触664-5
弁天荘 郷ノ浦町片原触1558番
マリン宝盛荘 石田町筒城東触399
割烹　豊月 芦辺町瀬戸浦256-4



三平 郷ノ浦町片原触5-6
旅館　ニュー長州 石田町池田東触984-2
乃もと 郷ノ浦町郷ノ浦25-3
味よし 郷ノ浦町本村触519-11
旬惣菜　楽膳 郷ノ浦町郷ノ浦46-4
みうらや 郷ノ浦町郷ノ浦188－1
割烹　一富士 勝本町大久保触1827-5
民宿　しげ井 郷ノ浦町片原触5-2
かもめの朝ごはん 郷ノ浦町郷ノ浦405-6
中華料理　福満楼 郷ノ浦町東触字中尾99-1
壱岐イルカパーク&リゾート 勝本町東触2668-3
ＳＩＥＭＡ 郷ノ浦町本村触711-1
福寿飯店 郷ノ浦町郷ノ浦131
西岡屋旅館 郷ノ浦町郷ノ浦37
壱岐食堂 郷ノ浦町郷ノ浦110-12
中華　ダイニング華花 郷ノ浦町東触718
喫茶カフェコーナー 芦辺町深江鶴亀触515番地1
ペンション　倭寇 郷ノ浦町渡良西触107
山浬食亭　ゆず杏 芦辺町深江東触263
やき肉郷（GO） 郷ノ浦町郷ノ浦108
ふくや荘 勝本町勝本浦571
和茶美食堂 芦辺町箱崎中山触2375
しもぐち 郷ノ浦町大原触字後原982-2
民宿しもぐち 郷ノ浦町大原触982-2、981-3
レストラン　ぽけっと 郷ノ浦町郷ノ浦145
旅館　長山 勝本町湯本浦43
みかど 郷ノ浦町郷ノ浦110-16
かおる 郷ノ浦町郷ノ浦20-1
民宿　よしとみ 芦辺町芦辺浦312
御食事処　旬 郷ノ浦町志原西触605-4
壱岐ステラコート太安閣 郷ノ浦町本村触760-1
炉端劇場　舞 郷ノ浦町本村触760-1
あづまや旅館 勝本町湯本浦59
Cafe & Snack Best Beach 石田町筒城東触1946
ラーメン　凪沙 石田町印通寺浦196-3
喫茶 & バル　sawa 郷ノ浦町本村触字大里649-1
カフェながしま 郷ノ浦町麦谷触1033番地5
ありす．新鮮市場 勝本町勝本浦105-22
カフェ　バー　オレンジ　ハウス 郷ノ浦町東触942-1
漁火 勝本町仲触96-10
居酒屋　らんぷ 勝本町勝本浦253
柳田拉麺倶楽部 郷ノ浦町柳田触479-1
スナック恋こい 郷ノ浦町郷ノ浦73
お食事　DINING　粋 郷ノ浦町柳田触479-1
Cafe de Luddy 勝本町北触518
Café　いと 芦辺町諸吉本村触1305-11
　別館
喫茶　もも 勝本町勝本浦340

五島市 １０５店舗
花びより 富江町黒瀬１２２６－３
保護猫カフェにゃんこはうす 下崎山町９８３番地４
鮨、居酒屋　石松 池田町３－８
カラオケクラブDAM 錦町３－１０
牛豚馬鶏　五島店 錦町3-10
風林火山 栄町6-20
創作郷土料理　いつき 富江町松尾662-1
シャーロック 中央町4-10
NICHICAFE 自遊空間 東浜町1-10-16
NEW パンドラ 玉之浦町玉之浦 1153-2
knit. 中央町6-35
ミッキーハウス 木場町537
カフェ　キングストン 幸町2-12
おっどん亭 吉久木町831-1
観光ビルはたなかシルキーダイニング 中央町7番地20
カンパーナホテル和食処萬葉 東浜町１丁目１番１号
カンパーナホテル ティーラウンジ カフェテリー 東浜町１丁目１番１号
カフェロッソ 幸町1-24
GOTO　TSUBAKI　HOTEL 栄町1-57
日本酒BAR 潦 幸町１番地２４一階
鮨割烹ひなかの 中央町6-5
寿司、割烹　八潮 中央町7-12

芦辺町諸吉大石触字東川472-12



食事処　椿茶屋 浜町1247
EARTH 東浜町1-4-22
カフェ＆バー　好き間 武家屋敷3-1-3
美巣都炉 東浜町1-5-3
喫茶　ジャズ 末広町３番地9
ソトノマ 堤町1348-1
ダイニング・バル　えみ庄 三尾野2丁目1-12
鉄平 栄町5-2
スナック Lien 中央町3-19
道の駅　遣唐使ふるさと館 三井楽町濱ノ畔3150-1
シック 末広町7-10
喫茶　月の砂漠 栄町1-13
遊麺屋 東浜町2-3-1
いけす割烹　心誠 福江町１０－５
花café 吉田町2531-7
(有)ホテル上乃家 末広町7-7
妃華 三尾野2丁目1-12
富久屋旅館 江川町5-1
桃太郎 中央町3-14
寅寿司 中央町7-26
歩一歩 中央町6-21
ＯmmＯ wammＯ 中央町4-3
ホームズ 中央町4-11
Torattoria Uscita 中央町5-26
ラウンジ　田園 栄町6-20 大蔵ビル2F
スナック　Ｒｙｕ 東浜町1丁目13-10
島んもん 中央町4-34
一簣 三井楽町濱ノ畔1033
産品センター　鬼岳四季の里 上大津町2873-1
食事処　武家屋敷 武家屋敷２丁目１番地20号
Orenchi 三尾野町1003-1
松利 中央町4-4
ジョイフル　長崎五島店 籠淵町2038番地7
一般社団法人　田尾フラット 富江町田尾1233-1
スナック　ル・ミュー 栄町6-20 大蔵ビル2F
うま亭 東浜町１丁目８－３
レストラン　リオドール 中央町6-13
四季の味 奴 中央町4-10
スナック　tomo 中央町3-7
旬菜旬魚　ひろま 中央町3-31
うつみ 坂の上1-10-2
居酒屋　菜づ菜 末広町2-5
安全地帯 栄町6-20
アポロ 中央町6-34
スナック　久美 栄町6-20
喫茶　野の花 三井楽町濱ノ畔766-3
レストラン五島 浜町428-1
地域活動支援センター　サポートセンターきらり 紺屋町２番９号
五島コンカナ王国　カウベル 上大津町2413
五島コンカナ王国　ばらもん 上大津町2413
酒居屋 栄町4-13
スナック　真心 栄町4-1
スナック　星の雫 中央町4-31
五島　岳屋 富江町松尾662-2
カフェ＆キッチン　さゆり 末広町2-1
Zenや 中央町4-41
てんじゅう 中央町3-7
ハーフロード 三井楽町浜ノ畔1211
cafe&bar Ocean 三井楽町濱ノ畔1471
天狗党 末広町1-28
中華料理上海 中央町4-6
もしもし五島列島 中央町4-11
スナック華 栄町6-20　大蔵ビル1F
焼鳥　武蔵 武家屋敷1丁目1-1
SARA 中央町8-6
葵 福江町12-5
とりせん 栄町１－３６
創作鮨居酒屋　しょう 末広町7-18 江口ビル1F
スナック　キャンドル 三尾野2丁目1-12
スナック　未来 三尾野2-1-21
ベンテン 三井楽町濱ノ畔1005番地
すなっく　うさぎ 三尾野一丁目2-11



焼き小屋　くうかい 三井楽町濱ノ畔834-4
パブ、スナック　０ 中央町4-14
ゆうちゃん 東浜町1-5-5
居酒屋　おも舵いっぱい 中央町7-13
ばびの部屋 中央町3-18 巴ビル1F・左側
居酒屋　盛 栄町5-15
五島列島製麺所 富江町職人304-9
有限会社山口商店 岐宿町中嶽1077-1
福松楼 木場町516-6
花笑み　きくや 岐宿町岐宿1216-3
ホテル＆カフェレストラン木馬 向町2527

西海市 ２８店舗
SUNSET RESORT SAKITO 崎戸町本郷３６２－１
有限会社　民宿大島 大島町７３８番地
アイスクリームショップ木場 西海町木場郷496-7
田なか 大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278-49
鮨政 西彼町喰場郷1302-2
スナックひでこ 西彼町小迎郷1032-1
魚魚の宿 西彼町小迎郷96-2
うちだ屋西彼店 西彼町平山郷字三反間２１５８－４
居酒屋あとりあ 大島町間瀬1900-2
ゲストハウス森田屋 大瀬戸町雪浦下釜郷504
白扇 大瀬戸町瀬戸樫浦郷2521-5
レストラン菊水 西彼町喰場郷148-3
若潮 大瀬戸町瀬戸樫浦郷162-29
魚宗 大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278-58
レストラン　ソン・ベント 西海町太田和郷字元住4650-1
割烹浜田 崎戸町蠣浦郷1768-2
民宿　浜田 崎戸町蠣浦郷1768-11
本格炭焼　風 大瀬戸町瀬戸板浦郷906-2
悠遊 大瀬戸町瀬戸板浦郷892
恵美福 大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278-46
寿し和 西彼町小迎郷1559
金波旅館 大瀬戸町多以良外郷2402-2
mahalo 大瀬戸町雪浦上郷75
大舟 大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278
瀬戸 大瀬戸町瀬戸樫ノ浦郷2278-2
入口屋 西海町七釜郷3307-2
オーベルジュあかだま 大島町1383-4
長崎パークカントリークラブ　ハウスレストラン 西彼町上岳郷1255-1

雲仙市 ５０店舗
春陽館 小浜町北本町1680
雲仙いわき旅館 小浜町雲仙318
レストラン　ペガサス 国見町多比良戊1385-1
和食処　文ノ字 小浜町雲仙 361
和・中華喜久 小浜町雲仙323
スナック潤 愛野町甲3822-1
海を見渡す個室露天の宿　伊勢屋 小浜町北本町９０５番地
食事処　弁天 小浜町北本町866-8
日帰り温泉・素泊まりの宿　雲仙よか湯 小浜町雲仙380
やきとり弁慶 国見町神代乙334
いやしのそば処　愛菜館 千々石町庚1280-1
ろばた焼き　浜一 小浜町北本町1681
居酒屋　多乃吉 小浜町北本町905-22
そば幸多比良店 国見町多比良戊314
かせやカフェ 小浜町雲仙315
味処 湯処 よしちょう 小浜町北本町字湯之崎905-32
居酒屋　そよ風 吾妻町田之平名64-5
カラオケスナック こすもす 愛野町乙750-1
雲仙観光ホテル　ダイニングルーム 小浜町雲仙320
雲仙観光ホテル　バー 小浜町雲仙320
ヘルシー居酒屋　四季亭 国見町土黒甲990-4
そば幸　国見店 国見町土黒甲43-4
ジョイフル　長崎愛野店 愛野町乙5036-2
民宿　進藤 小浜町雲仙435-2
温蒸素味　Shop & Cafe 小浜町富津4239
Taverna　　厨 国見町神代乙223番地1
小浜ビジネスホテル 小浜町北本町114
浜河岸 国見町土黒甲523-1
雲のなかカフェ 小浜町雲仙372番地



末廣旅館 国見町神代乙370
La Spiaggina 小浜町北野3225-3
茶屋　こもれび 小浜町雲仙356
いち龍 愛野町甲3808-3
小浜タウンホテル 小浜町北本町877-6
KARAOKE CAFEBAR T-ROOM 小浜町北本町866-8-2階
クラブ　ラブリー 小浜町北本町866-8
東園 小浜町雲仙１８１
くうとん 愛野町乙字宮の下398-1
寿司勝 小浜町北本町14-10
麺屋　富貴 愛野町乙字宮の下398-1
カラオケ　居酒屋　フリータイム 愛野町乙578-6
料亭　藤本 国見町土黒丙831-1
タカヤナギ 千々石町丙2177-26
のみ.くい屋　ともざる 吾妻町大木場名112
絹笠食堂 小浜町雲仙376
焼肉　牛花 愛野町乙5036-14
Villa del nido 国見町多比良甲313-2
徳味 国見町土黒甲516
山本美術館　アートサロンK 愛野町乙5886番地1
漁火 国見町神代己95-5

南島原市 ２７店舗
炉ばた焼　天海 加津佐町乙２８２０－１
スナック　五番街 口之津町甲2165
春寿し 口之津町甲2931-2
レストラン蜂 西有家町里坊2086
喫茶＆スナック和光 口之津町甲3666-1
割烹　城 南有馬町丁170
レストランSunFlower 口之津町甲2829-1
福寿荘 有家町山川108
八千代喫茶店 有家町山川785
壱番亭 南有馬町乙2372-2
サッポロラーメン　どさん娘 西有家町須川1716
中華料理華豊 加津佐町己3490
魚勝 加津佐町乙
旬菜鮮たつみ 西有家町須川1228-1
お食事処　大川 加津佐町乙129
隣のたこちゃん 口之津町丁5846-2
ジョイフル長崎有家店 有家町山川317、318-5
炭火焼肉屋　さかい原城店 南有馬町乙1004-7
くっちゃべ処　和が家 有家町山川66-1
ビジネス須川観光ホテル 西有家町須川1100-38
庄屋　有家店 有家町山川136
有限会社　一松 南有馬町乙1300-1
Bar H 口之津町丙4352
イロドリココロ 深江町丁4621-1
マーキーズ　ホテル＆ウェディング 深江町丙760
料理屋　和さ季 布津町甲14-3
四季彩々　ひぃろ 加津佐町乙119

長与町 ３2店舗
料亭　うら川 嬉里郷６９９－５
麺也オールウェイズ  長与店 嬉里郷1170-3
居酒屋めぐみ 高田郷2339
焼肉竹林長与店 北陽台1-1-1
一麺亭　長与店 嬉里郷160-2
炭火焼肉　あおい 高田郷3439-1
５１ｔ（イッツイット） 嬉里郷４５６－２５ 西村ビル１Ｆ
居酒屋　大漁 嬉里郷728-6
ジョイフル長崎長与店 高田郷1240
居酒屋　ながよ村 嬉里郷456
スナック　クローバー 嬉里郷456-18
リンガーハット長崎長与店 吉無田郷2019-4
清香園　長与店 吉無田郷2019-5
橙や 嬉里郷538-3
やきとり伸助　種 嬉里郷1097
シーボルト校生協食堂 まなび野１丁目１番地１
シーボルト校生協喫茶 まなび野１丁目１番地１
GOKURI TO PAKURI 嬉里郷480-19 サンコービル1階
定食屋　百菜　旬　イオンタウン長与店 北陽台1丁目2-1
来里異夢 嬉里郷539-6



庄屋　長与店 嬉里郷703
対州居酒屋　こみこみ庵 吉無田郷2020-18 びーの栁原102号
喫茶・スナック　ＭＩＬＤ 丸田郷4-4
焼鳥しゅうちゃん 嬉里郷534-5
TOU 三根郷935-1
スナック　エルザ 嬉里郷728-6
鳥政　長与店 嬉里郷５３８－４
有限会社　台湾亭 吉無田郷2021-7
居酒屋　ゴンちゃん 吉無田郷2058-3
憩い処　りらく 嬉里郷374-3
炭火串焼　恕家 高田郷1188-6
スナック茶屋　向日葵 嬉里郷470-13

時津町 ４９店舗
スナック　じゅん 浦郷２６０－６ 白井ビルＢＦ
串焼・居食酒家　炉囲’s 浜田郷421-1
カレーハウスCoCo壱番屋ミスターマックス時津店 左底郷1832-1
インド料理のお店・タージ 浦郷270-3
ラウンジ聖女MADONNA 浦郷443-10
キュート 浦郷270-21 下村ビル1F右
焼肉牛蔵 野田郷1108-1
ほおの季 西時津郷728-6
焼き鳥　とんがらし 浦郷308-1
やきとり出島 本村郷925
焼肉真 （時津店) 野田郷1159-1
ＭＫレストラン　時津店 左底郷1832-1
来来亭　時津店 元村郷863-17
すご六 浜田郷149-6
さざ波 浦郷260-6 白井ビル102
炭火焼鳥　蔵人 浜田郷517-21
寿司・四季創菜　すし勘 浜田郷565-13 ロードマンション１F
寿司・割烹　なか富 左底郷375-7
創作DINING成久 野田郷22-5 サニーハイツ２F
微酔彩膳　まきや 浜田郷13-1
時津　満寿美 浜田郷517-9
満寿美　時津店 浜田郷517-20
割烹　満寿美 浜田郷517-19
スナック　キャンディ 浜田郷1434-1
焼鳥　入来 野田郷28-3
やよい軒　時津店 左底郷1834
レストラン牛右衛門　時津店 元村郷1171-11
ジョイフル長崎時津店 野田郷900番1-27
ジョイフル時津浜田店 浜田郷302
海鮮居酒屋　みつみ 左底郷95-8
清香園　時津店 久留里郷1439-5
くら寿司　長崎時津店 元村郷850-11
とんかつ濵かつ　長崎時津店 浦郷271-10
リンガーハット　長崎時津店 日並郷2176-2
とんかつ濵かつ　長崎日並店 日並郷2147-3
丸亀製麺 久留里郷248-1
スシロー時津店 日並郷字火篭1320-103
エリア２１ 西時津郷1156番地
スナック　ほほえみ 浜田郷154-4
庄屋　時津店 元村郷字打坂1210-2
庄屋イオン時津店 浜田郷751-5 イオン時津ショッピングセンター１F
モティ　マハル 浜田郷149-7
ビストロ　カズ 浜田郷38-12
海鮮うまいもん屋「てっぺん」 左底郷35番地4
洋風ダイニング　ひだるか 浦郷308-14 中角ビル1F
ラウンジ　Sunju 浦郷277-13
吉吉 浦郷441-8
塩見園 西時津郷1108
洋食　Kitchen・Coral 久留里郷241-3

東彼杵町 １１店舗
栄喜屋 駄地郷32-1
有限会社　大博　 彼杵宿郷768
彼杵の郷　若松屋 彼杵宿郷169番地
西日本高速道路リテール株式会社　大村湾上り売店 瀬戸郷682
西日本高速道路リテール株式会社　大村湾下り売店 瀬戸郷647-1
いと 八反田郷1036
スナックえくぼ 三根郷2949



ちゃぶ台　三葉 彼杵宿郷195-1
寿司割烹　魚徳 彼杵宿郷606
リンガーハット　長崎東彼杵店 彼杵宿郷758-2
香門 千綿宿郷1330－4

川棚町 ５３店舗
日本料理の店　恵美須屋 中組郷１６００
利休 百津郷1463-1
レストラン　まゆみ 栄町82
生け州　海幸 三越郷348-1
酔しょ来らしょ 白石郷2-7
スナックトミー 栄町21
スナック瞳 百津郷389-2
BAR Esq 栄町19-5
酒菜　谷 栄町38-5
ラッキー食堂 栄町25-6
代吉 百津郷453
マッターホルンＳＡ 中組郷1504-4
ゆめうさぎ 百津郷458番地4
公共の宿　くじゃく荘 小串郷272
和風スナックらん花 百津郷470
居酒屋　凪 栄町82-2
熊寿し 中組郷1311-1
Salud 栄町81
スナック　あや 栄町18番地
あんてぃーく＆カフェMONDA 小串郷1181-1
英 下組郷2048-4
ちゃこちゃん 百津郷392-7
Sweets夢工房ル・リアン 新谷郷152-2
くわやき　大黒 百津郷470
スナックさきちゃん 百津郷411-1
すなっくトトロ 百津郷386-7
DEAREST 栄町81-2
Dearest 栄町81-3
居酒屋大門 中組郷1579-2
居酒屋とき 中組郷1220-1
La　vie 百津郷364-195
レストラン・ディーノ 三越郷323-1
スナックあそぜ 五反田郷311-2
焼酎処うえの 百津郷389-2
展望台ドライブイン 小串郷831-1
居酒屋　縁 栄町18-1
川原屋旅館 百津郷447
味処　まま家 百津郷195
なべ処　つばさ 下組郷10-2
クラブ　プラチナ 百津郷458-4
陽花亭 栄町54
中華料理　優 栄町54-11
BASE 栄町85
RED Pepper 栄町2-7
@niko 百津郷411-1
焼鳥　ひょうたん 百津郷470-3
御食事処　魚心 百津郷字長浜332-27
スナック　がるぼ 栄町31-3
コーヒースナック　ゆう子 百津郷485-7
BUCO café 三越郷140-39
酒房　ぼくんち 百津郷364-42
スナック　アモーレ 百津郷442-7
風の丘　和み野 小串郷1372-1

波佐見町 ２７店舗
三角屋 宿郷467-1
三角屋別館 宿郷429-1
薪 湯無田郷708
ホテル Bliss Villa 波佐見 長野郷567-1
スナック　ムーン 田ノ頭郷373-4
有限会社 割烹 堀江 宿郷501-1
酒楼たかの 村木郷327-2
カラオケ　ハーモニー 折敷瀬郷1439
スナック瀬里奈 折敷瀬郷1682-2
居酒屋　せき 稗木場郷226-6
やきとり金ちゃん 井石郷2253-4



長生苑 長野郷557-12
monne legui mooks 井石郷2187-4
居酒屋　なべや 宿郷70-5
ジョイフル長崎波佐見店 折敷瀬郷字平田2151-1
AKARI 湯無田郷1158-1
Sweets of Happiness 折敷瀬郷2059-3
インターゴルフガーデン 折敷瀬郷97-19
割烹　多佐喜 井石郷2233
Ａ 宿郷373-3
Roots 折敷瀬郷2146-3
あたりや食堂 井石郷1976
COFFEE　MUSUME 稗木場郷119-1
(有)レストランジャンボ 稗木場郷119-1
寿司善 折敷瀬郷1708-4
café chipie 中尾郷635-1
喫茶レストラン　ココット 田ノ頭郷208-7

小値賀町 ４店舗
島宿　御縁 笛吹郷1359-1
旅館　丸ま 笛吹郷1659
すずらん 笛吹郷1856―2
あいどる 笛吹郷1514

佐々町 ６１店舗
モスバーガー長崎佐々店 沖田免字中の間159
大正ロマン　居酒屋　やよい 羽須和免701-1
花ちゃん 本田原免224-4
和牛キッチン　伊達 羽須和免740-3
居酒屋　絃 本田原免234-5
Vive 羽須和免794-1
スナック151A 羽須和免778
あおぞら食堂 羽須和免423-4
居酒屋　大助 市場免113-10
筑豊ラーメン山小屋　佐々店 市場免41
和洋旬菜　ツギハギ 市場免2-3
浪花寿司 本田原免175-2
焼肉じゃんじゃん 松瀬免125-2
ＨＥＡＶＥＮ‘Ｓ　ＴＡＶＥＲＮ 羽須和免771-1
スナック　蘭 本田原免173-7
居酒屋　茶ぷりん 須崎免494-8
無国籍料理ガラム 本田原免153-11
どんぶり亭 松瀬免2-1
ABURI 心和 羽須和免701-1
スナック　クイーン 本田原免186-2
之也うどん 本田原免48-1 ぴのきおビル101号室
Pizzeria Shin'5 市場免2-3
いわさき珈琲館 本田原免141-5
スナック　ペニー 本田原免236-1
ナイトラウンジあじさい 羽須和免771-1
ジョイフル長崎佐々店 沖田免160
和や家 羽須和免636-1
スーパー回転寿司ミラクルあおば 沖田免82-1
Golf Bar N 羽須和免710 ササキビル1F1号
M 羽須和免792-2
スナック　香城 須崎免502
和風スナック　一寸一杯　久ちゃん　 本田原免204-10
美福 本田原免204-10
牛右衛門　佐々店 沖田免78-1
梅鶏苑　庄屋　佐々店 市場免字馬場添72-1
café chant 羽須和免953-3
みねまつ食堂 羽須和免812-5
ビッグマン 須崎免502
くわ焼武蔵 羽須和免838-3
スナック　OKOME 羽須和免869-4 佐々木ハイツ2号
和香園 市場免５-1
メディア館 本田原免211
あじさい 沖田免21-6
スナック　美礼 本田原免178
さざの季 八口免397
茶房　驛 羽須和免623
レストラン　のなか 本田原免73-9
コミュニティースペース　えん 羽須和免827 グリーンハイツ1階



レストランララミー 口石免1708
139 American Kitchen 小浦免5-6
焼とり　まつの 本田原免219-5
スナック　フェニックス 本田原免189-1
スナック　Vanira 須崎免502-1
ゆう 鴨川免144-2
ONE 須崎免506-18
Lane 本田原免226-2
Bamboo. 羽須和免710-2Ｆ
千草 本田原免178-3
スナック　和希 市場免4-1
「七里焼」炙り屋　鳥兵衛 羽須和免825-1
青葉旅館 本田原免１５２番地

新上五島町 ４2店舗
えび屋 若松郷483
寿司割烹　扇寿 有川郷2613-1
有川青少年旅行村 有川郷2473
HOTEL AOKA KAMIGOTO 青方郷1714-1
麺’s　はまさき 有川郷2427-16
島dining とらや 浦桑郷1349
カラオケ喫茶えがお 有川郷2603-1
GOTO_EGAO 有川郷2603-1
次郎乃カラオケオールナイト 奈良尾郷字新港1078
たまり茶屋　し喜 有川郷7001
侑洪園 有川郷587
五島うどん　ならお 奈良尾郷1005
居酒屋　さつま屋 浦桑郷1319
スナックとし 奈良尾郷365
ささや 奈良尾郷382-1
もつ鍋けいすけ 奈良尾郷1005
和 奈良尾郷974-7
タナカフェ 有川郷950-3
海鮮処　酔道蔵 浦桑郷1298
ダイニング厨房　万里波 奈摩郷910-29
Goto Adventure Inn 奈良尾郷381-1
居酒屋　花菜丸 七目郷1030番地9
居酒屋　海楽 有川郷899-5
スナック　ペガサス 浦桑郷217-1
和処　よかよ 浦桑郷1309
はまぐりデッキ 有川郷2380-1
女島 青方郷1374
たく庵 青方郷1717-55
食工房 青方郷1144-33
カラオケ　KING 浦桑郷217-1
ことぶき 奈良尾郷466
竹酔亭　株式会社ますだ製麺 七目郷56-1
若松瀬戸クルージング遊食館 若松郷160-36
Cafe 咲 青方郷2331-1
スナック　佳 浦桑郷217-1
清 有川郷2603-2
寄り処　満 有川郷2618-2
かもめ亭 有川郷2427-11
矢堅目の駅 網上郷688-7
中華一番 青方郷1115
五島列島リゾートホテルマルゲリータ奈良尾 海ト空○ト星 奈良尾郷712番地3
五島列島リゾートホテルマルゲリータ 小串郷1074


