
長崎和牛協力店一覧  

店舗名 電話 所在地 店舗名 電話 所在地
清香園島地店 0956-23-0294 佐世保市島地町2-8-1Ｆ 雲仙富貴屋 0957-73-3211 雲仙市小浜町雲仙320

清香園中里店 0956-47-8888 佐世保市中里町2082-3 雲仙宮崎旅館 0957-73-3331 雲仙市小浜町雲仙320

清香園広田店 0956-38-2419 佐世保市広田4丁目302 和洋茶屋花春 0957-74-5113 雲仙市小浜町北本町866-7

ばらえ亭純 0956-47-3234 佐世保市相浦町32-35 うぐいすや旅館 0957-74-2281 雲仙市小浜町北本町905-35

焼肉あいかわ 0956-58-3811 佐世保市有福町297-20 休暇村雲仙 0957-74-9131 雲仙市小浜町山畑3953

バーガーショップあいかわ 0956-58-3811 佐世保市有福町297-20 焼鳥松栄 0957-37-2611 雲仙市千々石町丙217-8

宇久シーパークホテル藤蔵 0959-57-3191 佐世保市宇久町平14 いやしのそば処愛菜館 0957-37-2465 雲仙市千々石町庚1280-1

港荘 0959-57-3632 佐世保市宇久町平2480-1 焼肉正宗 0957-77-4129 雲仙市瑞穂町西郷辛1281-1

仕出しレストラン花つづみ 0956-31-5647 佐世保市大宮町3-11 四季膳清香 0957-86-5250 南島原市口之津町丙1981

ハンバーグ屋ＳＳ389 0956-80-4165 佐世保市卸本町334 グリルミズリオン 0957-86-5130 南島原市口之津町丙2001-4

九十九島海遊 0956-28-0655 佐世保市鹿子前町1058-1 旅館・食堂諏訪亭 0957-84-2215 南島原市北有馬町乙1767-5

セントラルホテル佐世保 0956-25-0001 佐世保市上京町3-2 すし処新 0957-64-4355 島原市寺町1033-2

鉄板焼信玄 0956-23-4148 佐世保市上京町7-7 グレートダイニング城見 0957-65-0463 島原市上新丁2-4188-1

ＬＯＴＵＳ　ＣＡＦＥ 0956-24-5555 佐世保市光月町8-17 和食よしだ 0957-64-2720 島原市新町127-4

花鳥風月 0956-22-9011 佐世保市高天町3-4 長崎県庁レストランシェ・デジマ 095-829-3836 長崎市江戸町2-13

ガスライト参番館 0956-25-1622 佐世保市栄町3-22 ツル茶ん 095-824-2679 長崎市油屋町2-47

くうてんや 0956-23-3990 佐世保市下京町9-15 長崎ロイヤルチェスターホテル日本料理春日 095-856-1101 長崎市赤迫3-6-10

和伊懐石縁 0956-25-8378 佐世保市下京町9-3 味菜肉新 095-861-5948 長崎市飽の浦町15-3

四季創作菜娯味 0956-56-7366 佐世保市下京町10-7 牛かつ敬天 095-824-9755 長崎市江戸町2-31ウェルブライト出島1Ｆ

いっぷく屋案山子 0956-25-8273 佐世保市下京町4-15 焼肉味楽園 095-827-5058 長崎市鍛冶屋町2-13吉田ビル

焼肉処ふくい 0956-25-2282 佐世保市下京町7-6 居酒屋希厨菜 095-827-1567 長崎市鍛冶屋町6-4-2A-2

レストハウス　リベラ 0956-32-7977 佐世保市白南風町1-16エスプラザ107 しゃぶしゃぶ・すき焼き楼蘭 095-824-4976 長崎市樺島町6-14玉江ビル１Ｆ

ボンサブール 0956-24-9269 佐世保市白南風町8-17 日本料理縁粋本店 095-829-3222 長崎市銀屋町2-12

富士国際ホテル 0956-24-5931 佐世保市常盤町8-8 坂本屋 095-826-8211 長崎市金屋町2-13

長崎市役所レストラン　ル・シェフ 095-825-5586 長崎市桜町2-22

清香園小ヶ倉店 095-879-5227 長崎市小ヶ倉町3-473-1

花の家 0956-27-0110 佐世保市ハウステンボス町1-1 ＹＡＫＩＮＩＫＵ-Ｒｉｎ 095-862-0112 長崎市城山町5-18

食菜厨房プリマヴェーラ 095-822-0078 長崎市大黒町７－３ホテルクオーレ長崎駅前Ｂ１Ｆ

清香園立岩店 095-862-2298 長崎市立岩町12-1

ホテル日航ハウステンボス[日本料理あじ彩] 0956-58-0230 佐世保市ハウステンボス町6 にっしょうかん別邸紅葉亭 095-824-2152 長崎市立山5-13-65

フラットファイブ 0956-22-8100 佐世保市光月町2-3 長崎県美術館カフェ 095-833-2110 長崎市出島町2-1

ゆきおじさんのハンバーガー 0956-28-2771 佐世保市船越町190-1 ひいき家 095-820-5506 長崎市銅座町11-8村内ビル1F

展望カフェレストラングランメール 0956-28-5539 佐世保市船越町190-2 アリラン亭 095-824-3838 長崎市銅座町13-16

潮幸の宿はな一 0956-28-5533 佐世保市船越町190 焼肉海鮮焼処長崎グリル 095-816-2929 長崎市銅座町6-18

れすとらん門 0956-23-5117 佐世保市本島町3-9石飛ビル1Ｆ 鉄板ダイニング花うさぎ 095-828-2248 長崎市銅座町8-10-1Ｆ

杉の家 0956-25-6636 佐世保市松浦町2-16 水辺の公園レストラン 095-811-6222 長崎市常盤町1-15

創作料理十八番 0956-23-7011 佐世保市三浦町21-28 ホテルニュータンダレストランシーボルト 095-827-6121 長崎市常盤町2-24

滝の茶屋鯉太郎 0956-22-4141 佐世保市三浦町４－２８ 料亭橋本 095-825-2001 長崎市中川1丁目4-5

佐世保第一ホテルレストランチャペル 0956-22-7486 佐世保市三浦町4-4 炉ばた居酒屋炉談 095-828-1177 長崎市中町5-32ハマビル２F

太平楽 0956-25-5575 佐世保市湊町6-17 長崎にっしょうかん 095-824-2151 長崎市西坂町20-1

愛山亭 0956-25-2764 佐世保市本島町7-25-F にっしょうかん新館梅松鶴 095-824-2153 長崎市浜平2-14-1

ステーキハウスらんぷ 0956-23-2334 佐世保市山県町3-23 祥満司清 095-822-1237 長崎市浜町10-11稲垣屋ビル2Ｆ

クラージュ 0956-34-5313 佐世保市山祇町183 清香園矢上店 095-838-5356 長崎市東町1965

サンパーク吉井 0956-64-4060 佐世保市吉井町吉元453 縁粋思案橋店 095-820-7780 長崎市本石灰町2-16

バーガーショップベルビーチ 0956-28-7718 佐世保市鹿子前町936-2 膳菜家 095-818-1800 長崎市丸尾町7-1みなと会館１F

松僖軒 0956-23-6721 佐世保市白南風町1-10ＪＲ佐世保駅構内1Ｆ 中国料理紅灯記 095-826-3004 長崎市万才町3-2

暖家 0956-22-1458 佐世保市常盤町9-19

平戸和牛やきにく鈴 0950-23-3808 平戸市木引田町446-1

平戸和牛焼肉市山 0950-22-2439 平戸市築地町529 レストランマジェスティク 095-827-7777 長崎市南山手町2-28

焼肉レストラン泰珍 0956-72-2923 松浦市志佐町浦免1170 レストラン樹 095-827-5924 長崎市諏訪町5-19諏訪ビル１階

焼肉専門店のれん 0956-72-3240 松浦市志佐町浦免1313 焼肉ハウスカウベル 095-850-6573 長崎市畝刈町1613-100

ふるさと 0959-56-3935 小値賀町笛吹郷1559-1 ホテルセントヒル長崎レストランカピタン 095-822-2251 長崎市筑後町４−１０

和香園 0956-62-3282 佐々町沖田免84 焼肉道 095-887-1884 長与町嬉里郷453-1Ｆ

焼肉じゃんじゃん 0956-63-5857 佐々町松瀬免125-2 清香園長与店 095-887-3329 長与町吉無田郷2019-5

レストラン本陣 0956-33-1630 佐世保市干尽町5-3 清香園久留里店 095-881-1815 時津町久留里郷字新開1439-5

鉄板焼戒座 0956-27-0414 佐世保市ハウステンボス町7-7

焼肉菜館グリーンペッパー 095-823-9104 長崎市桜町1-3

焼肉かねこ 0957-68-3039 島原市有明町大三東丙763-1 梅の花長崎店 095-832-6580 長崎市築町3-18メルカつきまち2Ｆ

姫松屋新町店 0957-62-3775 島原市上新町220 活魚料理桃源洞 095-823-6786 長崎市籠町8-33

てんまや 0957-62-2965 島原市蛭子町1-923-2 長崎ホテル清風 095-861-8181 長崎市大鳥町523

清香園島原店 0957-63-0029 島原市北門町8-1 ステーキハウスおかの 095-824-3048 長崎市本石灰町6-8

会席料理はしもとや 0957-64-0012 島原市城内3丁目991 ステーキ＆シーフード敬天 095-824-9755 長崎市江戸町3-3桜庭ビル1F

お肉工房梅桜亭 0957-64-2222 島原市中安徳町丁1777-5 テラスレストランハイドレンジャ 095-828-7226 長崎市大黒町14-5ホテルニュー長崎1F

幸利屋 0957-62-2467 島原市中組町262-1 清香園諫早店 0957-22-0581 諫早市小川町1290-3

居食屋笑豆菜 0957-64-7080 島原市中堀町155 清香園多良見店 0957-43-3363 諫早市多良見町化屋名714-4

王華 0957-62-8644 島原市船泊町丁3306-65 七輪焼みなみ 0957-22-3111 諫早市小船越町1021-3

雲龍亭 0957-64-4838 島原市弁天町1-7118-2 焼肉おがわ 0957-28-2939 諫早市松里町1285-1

中国料理樹蘭 0957-63-7692 島原市万町501-1 焼肉悠元 0957-21-8088 諫早市泉町19-17

楽笑処つね 0957-64-1888 島原市万町522 清香園総本店 0957-54-8492 大村市杭出津1-531-2

プラス・ワン 0957-63-6003 島原市新町1-323 清香園古町本店 0957-52-2353 大村市古町2-534-12

九十九ホテルステーキコーナー新山 0957-62-3111 島原市秩父が浦町2552−53 レストランまゆみ 0956-82-2971 川棚町栄町82

和楽 0957-27-5660 雲仙市愛野町乙2274-4 五島コンカナ王国レストランカウベル 0959-72-1348 五島市上大津町2413

たち華 0957-38-6129 雲仙市吾妻町阿母名9-1 食道楽・いろり 0959-42-0881 新上五島町有川郷608-1

和風れすとらん落水 0957-38-2029 雲仙市吾妻町大木場名32 味処うめしま 0920-45-3729 壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-86

ビューホテル壱岐 0920-47-0567 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦401

やき肉郷 0920-47-5202 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦108-2F
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0957-73-3234 雲仙市小浜町雲仙320
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095-818-6616 長崎市南山手町1-18
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ホテル日航ハウステンボスカジュ
アルレストランラヴァンドル

0956-58-7111

佐世保市ハウステンボス町6

ホテルオークラJRハウステンボス
内鉄板焼「大村湾」

0956-58-0230

佐世保市ハウステンボス町10

ホテル万松楼レストランブルー
ガーディニア

0956-23-6171 佐世保市谷郷町5-32


