
長崎和牛を食べよう!キャンペーン参加協力店(※)一覧　※数量限定や期間限定などで取り扱っている店舗

来店当日の取扱については、各店舗へお問い合わせください。 R3.10.18現在

地区 店舗名 店舗所在地 電話番号 業態

長崎・西彼 清香園　小ヶ倉店 長崎市小ヶ倉町3-473-1 095-879-5227 料飲

長崎・西彼 清香園　立岩店 長崎市立岩町12-1 095-862-2298 料飲

長崎・西彼 にっしょうかん別邸　紅葉亭 長崎市立山5-13-65 095-824-2152 料飲

長崎・西彼 ツル茶ん 長崎市油屋町2-47 095-824-2679 料飲

長崎・西彼 にっしょうかん新館　梅松鶴 長崎市浜平2-14-1 095-824-2153 料飲

長崎・西彼 焼肉海鮮焼処　長崎グリル 長崎市銅座町6-18 095-816-2929 料飲

長崎・西彼 アリラン亭 長崎市銅座町13-16 095-824-3838 料飲

長崎・西彼 ひいき家 長崎市銅座町11-8　村内ビル1F 095-820-5506 料飲

長崎・西彼 料亭　橋本 長崎市中川1-4-5 095-825-2001 料飲

長崎・西彼 梅の花　メルカ長崎店 長崎市築町3-18-2F 095-832-6580 料飲

長崎・西彼 ホテルニュー長崎　日本料理　錦茶房 長崎市大黒町14-5 2階 095-828-7228 飲料

長崎・西彼 ホテルニュー長崎　中国料理　桃林 長崎市大黒町14-5 13階 095-828-7227 飲料

長崎・西彼 長崎ロイヤルチェスターホテル　日本料理　春日 長崎市赤迫3-6-10 095-856-1101 料飲

長崎・西彼 焼肉　司 長崎市西海町1698-1 095-884-0219 料飲

長崎・西彼 ホテルニュータンダ　レストラン　シーボルト 長崎市常磐町2-24 095-827-6121 料飲

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

長崎・西彼 焼肉菜館　グリーンペッパー 長崎市桜町1-3 095-823-9104 料飲

長崎・西彼 レストラン　Chez  Dejima（シェ・テジマ） 長崎市尾上町3-1　長崎県庁2F 095-829-3836 料飲

長崎・西彼 登利亭　長崎本店 長崎市五島町1-6 095-818-5001 料飲

長崎・西彼 稲佐山山頂展望台 ひかりのレストラン 長崎市稲佐町364 稲佐山展望台2F 095-862-1050 飲料

長崎・西彼 長崎リゾートアイランド　パサージュ琴海 長崎市琴海戸根原町171 095-884-3990 料飲

長崎・西彼 レストラン　ソン・ベント 西海市西海町太田和郷字元住4650-1 0959-32-2822 料飲

長崎・西彼 清香園　長与店 西彼杵郡長与町吉無田郷2019-5 095-887-3329 料飲

長崎・西彼 清香園　時津店 西彼杵郡時津町久留里郷字新開1439-5 095-881-1815 料飲

県央 清香園　諫早店 諫早市小川町1290-3 0957-22-0581 飲料

県央 心込地食　いぶき地 諫早市八天町3-10-1F 0957-21-5050 飲料

県央 七輪焼みなみ 諫早市小船越町1021-3 0957-22-3111 飲料

県央 日本料理　花ぎり 諫早市高城町8-2 0957-23-1514 飲料

県央 居酒屋以上料亭未満　風味屋 諫早市高城町7-17　イズムビル1F 0957-22-2382 飲料

県央 いけ州割烹　ひぐち 諫早市旭町13-39 0957-23-8737 飲料

県央 清香園　総本店 大村市杭出津1-531-2 0957-54-8492 飲料

県央 清香園　古町本店 大村市古町2-534-12 0957-52-2353 飲料

県央 焼肉　南山 大村市池田新町791-1 0957-53-0053 飲料

県央 海辺のレストラン　海宝 大村市西本町541-17 0957-52-6036 飲料

県央 お食事処　taihaku大博 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷768 0957-46-1030 飲料

島原 清香園　島原店 島原市北門町8-1 0957-63-0029 飲料

島原 お料理　まどか 島原市万町516-1 0957-64-8677 飲料

島原 中国料理　樹蘭 島原市万町501-1 0957-63-7692 飲料

島原 いけす料理ろばた焼　網元 島原市弁天町1308 0957-62-5185 飲料

島原 雲龍亭 島原市弁天町1-7118 0957-64-4838 飲料

島原 浪花寿し 島原市中堀町32 0957-62-3330 飲料

島原 東洋九十九ベィホテル　ステーキハウス新山 島原市秩父が浦町丁3552-53 0957-62-3111 飲料

島原 天下の味処　ほうじゅう 島原市新町2-243 0957-64-2795 飲料

島原 会席料理　はしもとや 島原市城内3-991 0957-64-0012 飲料

島原 九州ホテル内レストラン「百年ダイニング」「蝶々喃々」 雲仙市小浜町雲仙320 0957-73-3234 飲料

島原 お山のカフェレストラン グリーンテラス雲仙 雲仙市小浜町雲仙320 0957-73-3277 飲料

島原 和楽 雲仙市愛野町乙2274-4 0957-27-5660 飲料

島原 雲仙いわき旅館 雲仙市小浜町雲仙318 0957-73-3338 飲料

島原 グリルミズリオン 南島原市口之津町丙2001-4 0957-86-5130 飲料

県北 清香園　中里店 佐世保市中里町2082-3 0956-47-8888 飲料

県北 ステーキ＆ハンバーグ　ロード・レーウ 佐世保市ハウステンボス町1-1 0956-27-0371 飲料

県北 ハウステンボス　ホテルヨーロッパ　デ　アドミラル 佐世保市ハウステンボス町1-1 0570-064-110 飲料

県北 ホテルオークラＪＲハウステンボス 佐世保市ハウステンボス町10 0956-58-7111 飲料

県北 ホテル日航ハウステンボス　レストラン　ラヴァンドル 佐世保市ハウステンボス町6 0956-58-0230 飲料

県北 ハンバーグ家ＳＳ389 佐世保市卸本町334 0956-80-4165 飲料

県北 いっぷく屋案山子 佐世保市下京町4-15 0956-25-8273 飲料

県北 くうてんや 佐世保市下京町9-15 0956-23-3990 飲料

県北 サンパーク吉井 佐世保市吉井町吉元453 0956-64-4060 飲料

県北 ロータスカフェ 佐世保市光月町8-17 0956-22-2111 飲料

県北 創作料理　十八番 佐世保市三浦町21-28 0956-23-7011 飲料

県北 レストラン　クラージュ 佐世保市山衹町183 0956-34-5313 飲料
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県北 うくうく宝島 佐世保市鹿子前町1058-2 0956-28-3317 飲料

県北 九十九島温泉花みずきサスパ 佐世保市鹿子前町1129 0956-28-5151 飲料

県北 セントラルホテル　四季 佐世保市上京町3-2 0956-25-0001 飲料

県北 富士国際ホテル　ローカリズムぽーる 佐世保市常磐町8-8 0956-24-5931 飲料

県北 潮幸の宿　はな一 佐世保市船越町190-1 0956-28-5533 飲料

県北 レストラン　花つづみ 佐世保市大宮町3-11 0956-31-5647 飲料

県北 Ｓtamina本舗　Kaya 佐世保市大和町113-2 0956-34-4181 飲料

県北 レストラン　リベラ 佐世保市白南風町1-16　エスプラザ1F 0956-32-7977 飲料

県北 Caf５ 佐世保市万津町7-6 0956-22-8505 飲料

県北 太平楽 佐世保市湊町6-17 0956-25-5575 飲料

県北 レストラン＆バー　Hajime 佐世保市矢岳町462 0956-24-2408 飲料

県北 バーガーショップあいかわ 佐世保市有福町297-20 0956-58-3811 飲料

県北 洋懐石　紀の川 佐世保市島地町11-26 0956-22-0612 飲料

県北 平戸脇川ホテル 平戸市岩の上町1123-1 0950-23-2488 飲料

県北 囲炉裏料理　エビス亭 平戸市戸石川町7-3 0950-23-3244 飲料

県北 磯かつ 平戸市紺屋町392-1 0950-22-2967 飲料

県北 豊鮨 平戸市新町101 0950-23-2017 飲料

県北 平戸市千里ヶ浜温泉　ホテル蘭風 平戸市川内町55 0950-23-2111 飲料

県北 公共の宿　漁火館 平戸市大島村西字戸1756 0950-26-6100 飲料

県北 平戸瀬戸市場レストラン 平戸市田平町山内免345-15 0950-21-1977 飲料

県北 いけす居食家　大徳利 平戸市木引田町429 0956-22-3180 飲料

五島 五島コンカナ王国レストラン　カウベル 五島市上大津町2413 0959-72-1348 飲料

五島 産直市場　五島がうまい　農家レストラン 五島市籠渕町2450-1 0959-88-9933 飲料

五島 焼肉レストラン騎士（ないと） 南松浦郡新上五島町有川郷700-5 0959-43-2941 飲料

壱岐 やき肉　郷 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦108-2F 0920-47-5202 飲料

壱岐 壱岐牛のうめしま 壱岐市芦辺町箱崎中山触2604-86 0920-45-3729 飲料

壱岐 民宿　福川荘 壱岐市石田町南触540 0920-44-5111 飲料

対馬 サイキバリュー美津島店　サイキミート 対馬市美津島町鶏知乙505-1 0920-54-3334 販売

関東 環翠 埼玉県越谷市北越谷4-4-9　ハイアート2Ｆ 048-970-2225 飲料

関西 LINKS　UMEDA店 大阪府大阪市北区大深町1番1大阪駅北口 LINKS UMEDA 地下1階 06-6147-6056 販売

関西 ハーベス　山本店 大阪府八尾市山本町南1丁目9番24号 072-920-4027 販売

関西 近商ストア　住吉店 大阪府大阪市住之江区粉浜西3丁目1番地12-1号 06-6678-2771 販売

関西 近商ストア　大小路店 大阪府堺市堺区市之町東1丁1番7号 072-227-0690 販売

関西 ハーベス　近鉄八尾店 大阪府八尾市北本町2丁目1番1号 072-923-6177 販売

関西 近商ストア　針中野店 大阪府大阪市東住吉区駒川5丁目24番8号 06-6696-2511 販売

関西 近商ストア　布施店 大阪府東大阪市長堂1丁目1－33 ロンモール布施内 06-6783-6673 販売

関西 近商ストア　東湊店 大阪府堺市堺区春日通1丁5番地 072-247-3081 販売

関西 近商ストア　向島店 京都府京都市伏見区向島四ツ谷池14番地30号 075-621-3502 販売

関西 ハーベス　大久保店 京都府宇治市広野町西裏1丁目46番地 0774-46-5885 販売

関西 大阪いずみ市民生協　岸和田店 大阪府岸和田市北町15-15 072-447-6880 販売

関西 大阪いずみ市民生協　いこらも～る店 大阪府泉佐野市下瓦屋2丁目2-77 072-493-2001 販売

関西 大阪いずみ市民生協　大野芝店 大阪府堺市中区大野芝23-1 072-290-7678 販売

九州 焼肉・冷麺　大東園本店 福岡県福岡市博多区上川端1-1-1 092-282-0055 飲料

九州 焼肉・冷麺　大東園衹園亭 福岡県福岡市博多区衹園町4-68 092-282-8111 飲料


