
　さかエール商品券　参加店舗　【657店舗】

店名 住所 店名 住所 店名 住所 店名 住所

開成珈琲うふふ 開成 鶏仙 松原 SHOKUDO欅（けやき） 唐人

海鮮居酒屋海源 鍋島 健康れすとらん清風亭 大和町 白玉饅頭 元祖 𠮷野屋 大和町

IKイタリア 愛敬町 海鮮居酒屋第一三吉丸 神野東 光楽園 中央本町 白山ドリア・クリム 白山

愛敬餃子 愛敬町 嘉すがいGARAGE 唐人店 唐人 こしらえツヨ 大財 SweetsHEART 大和町

IKバル 愛敬町 かちどり 久保田店 久保田町 こねくり家 柳町 SUIVIE 白山

逢宇楽 兵庫南 活魚料理和食処じんぎすかん 大財 コメダ珈琲店 佐賀兵庫店 兵庫北 鮨・割烹 いち善 神野西

味彩おかもと 駅前中央 割烹仕出し魚善 諸富町 小料理 市の川 若宮 鮨割烹ぎんえん 白山

味酒場 もやもん 白山 割烹津田屋 諸富町 小料理 くらおか亭 駅前中央 寿司割烹新太郎 日の出

アップシャン 大財 コロンボ 駅前中央 鮨・椿油天ぷら八木 白山

網焼きかくら 駅南本町 佐賀牛専門店 焼肉竜馬 鍋島 すし天ぷら処 すし和 諸富町

Aruk café 唐人 佐賀牛焼肉松蔵 中央本町 すし処三平寿し 諸富町

いい・麺亭 三瀬村 かどやらーめん 南口店 駅南本町 佐賀酒場ナターズ 駅前中央 すたみな太郎 佐賀大和店 高木瀬町

かばち 白山 Standing Bar Rivet 中央本町

カフェ＆ギャラリー 繍 若宮 炭火焼男（だん） 神野東

いけす海幸 下田町 CAFE木と本 唐人 さかな市場 松原店 松原 炭火焼肉 牛牛 愛敬町

池田屋 赤松町 カフェ楠の森フィリエ 城内 酒菜志波 久保田町 炭美屋虎珀 白山

いざかや飛鳥 愛敬町 CaféTomita 白山 魚亭菊や 大和店 大和町 炭焼き まこっちゃん 神野西

居酒屋あふりか商店 鍋島町 カフェバームジーク 白山 さがん大地 唐人 炭焼もつ鍋八重桜 新郷本町

居酒屋がま 鍋島 カフェ パンゲア 天神 さがんれすとらん志乃 城内 成竜軒 大財店 大財

居酒屋金柑 南口店 駅前中央 カフェ ベイス 城内 酒の蔵えん 八戸 成竜軒 高木瀬店 高木瀬町

居酒屋こがんちゃ家 堀川町 兜野 中央本町 前菜屋 あめりか村 駅南本町

居酒屋シャンリー 駅前中央 辛麺屋桝元 佐賀本庄店 本庄町 千福 愛敬町

居酒屋陣じん 兵庫南 韓国料理チング 唐人 創作居酒屋カミーノ 大財

一膳一献お豆 松原町 亀おたけ 白山 創作厨房更紗 高木瀬町

一休軒 本店 若楠 菊正寿司 久保田町 サラメシ 松原 創食 潤 駅南本町

イルソリッソ・ILSORRISO 中央本町 きくやの台所 久保田町 SUN SUN SUN 飯屋 多布施 大衆居酒屋 とりカニ合戦 神野東

インド料理RAJA 巨勢町 キサックBANKO 中央本町 さんたれすとらん 鍋島 大衆キッチン 炭火屋ハッポウ 駅前中央

魚民 佐賀北口駅前店 駅前中央 喫茶モカ 唐人 産地直送仲買人直営店 蔵 大財 大衆焼肉Hungry₋La 新栄西

うまかどん 諸富町 KITCHEN＆BAR颯 白山 サントリージガーバー 中央本町 ダイニング＆テラス 86 中央本町

うる寅 松原 きっちん とも 大和町 四季心 六香庵 大和町 ダイニングバー バサラバサラ 白山

嬉乃すし 若宮 GIVE＆GIVEN 愛敬町 シャトー文雅 大和町 立ち呑み屋 のん 駅前中央

駅前ラーメン ビッグワン 駅前中央 牛笑ホルモン 唐人店 唐人 シャローム 巨勢町 たなかさんち 中央本町

駅前ワイン食堂BIBI 駅南本町 牛笑 本店 駅南本町 熟成とんこつラーメンれんげ 日の出 たまごのたまご 巨勢町

えきまち珈琲うふふ 駅前中央 餃子酒家Tomoru 鍋島 Syukou～酒肴～吟香 唐人 千鳥 唐人

エル.カフェ 諸富町 ぎょうざ屋 呉服元町 酒肴菜飯志乃 大財 ぢどりや焔 鍋島

縁や 大財 饗膳 とりい 呉服元町 酒肴吉井 駅南本町 cipolla 神野東

おうせ酒肴旬楽 唐人 京風茶房おちょぼ 白山 酒菜 葉がくれ 高木瀬西 中華料理逸香園 巨勢町

おさかな家嬉乃 駅前中央 ㈲麒麟屋 若宮 旬彩しげる 神野東 中華料理味楽来 鍋島町

御食事処ツル 高木町 キングキッチン 白山 旬菜和食夢咲屋 兵庫北 中華料理孟渓苑 大財

御食事処 久坊 神野西 くいしんぼ茶屋豪ちゃん 松原 旬鮮居酒や 晴れる屋 栄町 中国料理 栄志 大財

おはな 中の小路 串カツイマイ 駅南本町 JONAI SQUARE CAFE 城内

orville 白山 食想市場元気じるし 神野東 食彩 ひらお 松原

グラスオニオン 松原 食事処かささぎ 栄町 築地銀だこ モラージュ佐賀店 巨勢町

久留米ラーメン 金ちゃん 大和町 食事処 丸徳 大和店 大和町 椿食堂 唐人

俺流情熱店 中村屋 大和町 黒豚・馬肉の店元屋 唐人 食堂居酒屋 大福 多布施 deeer 大財

大和町
サーティワンアイスクリーム

イオンモール佐賀大和店

巨勢町
サーティワンアイスクリーム

モラージュ佐賀店

唐人
TSUITACHI 

COFFEE&TEA

　　五十音順（法人格を除く）

飲食店

兵庫北
いきなり！ステーキ

ゆめタウン佐賀店

兵庫北
おむらいす亭

ゆめタウン佐賀店

新栄東

ガーデンテラス佐賀

ホテル＆マリトピア

チャイニーズレストランシャンリー

鉄板焼ダイニング佐賀竹彩

駅前中央
佐賀酒スタンド サケナベイ

ベー（SAKE NA BABY）
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店名 住所 店名 住所 店名 住所 店名 住所

濱かつ モラージュ佐賀店 巨勢町 明月館 大財店 大財 楊柳亭 松原

TIERNA café＆tapi 本店 新郷本町 Bar MIS TONE 白山 麺処いっせい 城内 YOSHI 愛敬町

デイズキッチン 城内 BALTAPAS 大財 麺屋ハラパン 白山 らかん 唐人

手打ちそば そば勢 唐人 BAR Wild Flower. 白山 麺家ぶらっくぴっぐ 本庄町 楽天地 鍋島

鉄板焼無量多 中央本町 Hungry bowL 与賀町 土竜 大財 Lampada 唐人

手羽虎 駅前中央 万菜ゆなな 中央本町 やきとり葵屋 唐人 龍の巣 中央本町

峠屋うどん 巨勢町 番豚（バンブー） 大和町 焼鳥居酒屋かくうち 鍋島 料庵川松 松原

徳吉ラーメン 川副町 晩飯たかあき家 柳町 焼鳥・居酒屋 悟空 駅前店 駅前中央 Repas 白山

トネリコ・カフェ 白山 BISTROsouffles 駅前中央 やきとり いちりん 松原

とも蔵 駅前中央 ビビン亭 ゆめタウン佐賀店 兵庫北 やきとり海賊 高木瀬東

Tomoru屋 呉服元町 焼とり かちがらす 駅前店 駅前中央 restore compass 神野東

寅ちゃんうどん 駅前中央 やきとり かちどり 開成店 開成 レストランカンフォーラ 川副町

トラットリアジャムの樹 兵庫北 深川食堂 鍋島町 焼鳥さくら 兵庫北 レストラン白山文雅 白山

鳥菊 呉服元町 福香八 愛敬町 焼鳥大成 松原 レストラン・パリ 駅前中央

鳥四季 中央本町 福よし 久保田町 焼鳥だいやす 大財 禄（ろく） 愛敬町

鳥屋そう兵゛ 白山 梟の響キ 白山 やきとり鶴 八幡小路店 八幡小路 ロッテリア 佐賀駅店 駅前中央

鳥よし 白山 ふじの鮨 諸富町 やきとり徳一 駅前中央 ロッテリア モラージュ佐賀店 巨勢町

とんかつきのや 北部店 若宮 FLaT PLaT 日の出 焼鳥一（はじめ） 長瀬町 炉端ハチクっ 唐人

とんかつきのや 南本店 本庄町 プリージング マーキ 白山 焼き鳥曳山 愛敬町 LORETTA 松原

和ごころ 駅前中央 ブルーシール ゆめタウン佐賀店 兵庫北 やきとり浮立 天祐

鍋家花たろう 白山 フルーツショップアニバーサリー 呉服元町 焼鳥めだか 久保田町

なべ家和元 大和町 古湯キッチン10 富士町 ヤキトリ屋 高木瀬町 ワインバー ル・レザン 唐人

肉酒場ぼん 唐人 ほのじ 中央本町 焼肉焱壽 唐人 和酒 鶴 愛敬町

弐八丸 中央本町 焼肉かくら 駅前中央 和食処 華かぶき 鍋島

日本料理きぶん 愛敬町 焼肉かくら 夢咲店 兵庫北 和食 なの花 本庄町

日本料理 城下 水ヶ江 ホルモン鉄板焼 くら蔵 鍋島 焼肉、シャブシャブのまるふく 唐人 和膳千曲 田代

日本料理なかしま 本庄町 本庄珈琲うふふ 本庄町 焼肉なべしま 佐賀開成店 開成 和料理みね家 駅前中央

農's レストラン 菜とう 大和町 まごころ屋 巨勢町 焼肉なべしま 佐賀兵庫店 兵庫北

Bar Alchemist 中央本町 まるいちラーメン 巨勢町 焼肉 南大門 本庄町 アンナの贈り物 高木瀬町

葉隠旬彩こりん 松原 まる新 中央本町 焼肉 丸美屋 鍋島町 オリジンコーヒー 兵庫南

博多一番どり 佐賀鍋島店 鍋島 マルハチらーめん 兵庫店 兵庫南 焼肉笑家 神野東

博多一番どり 佐賀兵庫店 兵庫南 マルモ 兵庫町 八子の花カフェ 大財

Bar ソラゴト 大財 鮮食工房まんざい 神野東 山内農場 佐賀南口駅前店 駅前中央 フルーツガーデン 新SUN 若宮

HackBerry 中央本町 三叶 鍋島 山カフェレストランKUREHA 大和町 甘笑堂米菜クック店 神野西

ばってん酒蔵 唐人本店 唐人 和（やわらぎ） 大和町 玄米食おひさま 多布施

鳩屋製麺 久保田町 ゆっかい食堂 富士町 さがレトロ館 城内

花串 鍋島店 鍋島 ミール珈屋凪 愛敬町 ゆみや〟 天祐 広重屋 川副町

BarPuerto 中央本町 夢食彩叶おせそ 鍋島町 夢咲珈琲うふふ 兵庫北 ㈲やさい直売所マッちゃん 三瀬村

PABLO ゆめタウン佐賀店 兵庫北 むとう 唐人 洋食屋かごしま 水ケ江

飲食店・小売店

富士町
ダムの駅富士しゃくなげの里

レストラン風樹

駅南本町
ワインとチーズの専門店 

Natural Maison H

巨勢町
レインボーハット

モラージュ佐賀店

松原
ミュージアムキッチン

HARUcafe

利 用 期 間

令和2年9月30日（水）まで

飲食店

神野東
平尾山荘小路 玉響

佐賀駅西店

大和町
ポポラマーマ

イオンモール佐賀大和店

←特設ホームページはこちら！
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　さかエール商品券　参加店舗　【657店舗】

店名 住所 店名 住所 店名 住所 店名 住所

大崎茶舗 神園 きもの夢見るゆめこ 佐賀店 巨勢町

㈲大原老舗佐賀 神野東 京都伊三郎製ぱん 諸富店 諸富町

アウトドアショップベースキャンプ 神園 (資)喜代龍 本店 中央本町 サラダ館 巨勢店 巨勢町

あけぼの菓子舗 呉服元町 靴工房JUMBO 佐賀駅店 駅前中央 サラダ館 久保田店 久保田町

足の科学館シューズツルヤ 呉服元町 御菓子司鶴屋 佐賀駅店 駅前中央 靴工房JUMBO 兵庫店 兵庫北 サラダ館 新栄店 新栄東

㈲あづま堂 唐人 御菓子司鶴屋 佐賀本店 西魚町 靴工房JUMBO 本店 富士町 サラダ館 大和中央店 大和町

アートスタジオ・チョークミント 唐人 お菓子の古場 佐賀店 天祐 靴のカメヤ 呉服元町 サロン・ド・クレア 水ケ江

小川楽器㈱ 佐賀店 神野東 久保薬局 木原店 木原

おしゃれの店グレース 兵庫南 ㈲栗林米穀 北川副町

有明の風 西与賀町 おしゃれ洋品キンタイ 呉服元町 サンのり 駅前中央

ある晴れた日に 松原 お茶の末崎園 アルタ開成店 開成 GEMS 白山

ANDALFA エスプラッツ店 白山 お茶の末崎園 アルタ新栄店 新栄東 久留間商店 川副町 CDFエタンデュ 佐賀店 巨勢町

Siebelet 佐賀モラージュ店 巨勢町

しめなわ 神野東

イエローハット 佐賀鍋島店 鍋島町 ケーキのハルツ 大和町 シャディサラダ館 若楠店 高木瀬西

イエローハット モラージュ佐賀店 巨勢町 K-POP WORLD 巨勢町 ㈲秀粋苑中山 東佐賀町

お茶の末崎園 白山店 白山 コイケスポーツ 駅前中央 手芸マキ 佐賀店 巨勢町

お茶の末崎園本社 白山 古賀寝具製造 東佐賀町 シューズ愛ランド 佐賀店 兵庫南

お茶の山輝園 巨勢町 cosa 中央本町 JUBILEE 本庄町

お茶の山口園 イオン佐賀店 東与賀町 SHOO-LA-RUE 巨勢町

池田石油 川副町 オートガレージRINGS 金立町 しょうが湯処 楠庵 西魚町

石丸食肉産業㈱ 佐賀店 神野東 おはきもの処中牟田 白山 (特非)子どもの本屋ピピン 呉服元町 JONAI SQUARE SHOP 城内

㈲イシマル電器 東与賀町 ㈲呉服の栁屋 諸富町 新古賀 松原

石丸文行堂 ゆめタウン佐賀店 兵庫北 GOFUKULocal&Gift 呉服元町 真珠のみほの 白山

いしむら 高木瀬店 高木瀬東 ㈲小松屋 大財 菅米穀店 神野西

いしむら 本庄店 本庄町 ㈱小柳石油 天祐給油所 天祐 杉時計店 大和町

いとう電器 鍋島 家具スペースこころ 諸富町 ㈱小柳石油Dr.Drive 蓮池店 蓮池町 鈴花 高木瀬店 高木瀬町

㈱糸山呉服店 神野東 カジュアルショップカルコーク 巨勢町 サイクルショップサンダーロード 呉服元町

今右衛門 有銘堂 松原 ガージュ 佐賀玉屋店 中の小路 才屋甘栗本舗 大財店 大財

イマジンフェイス 呉服元町 ガージュ 佐賀大和店 高木瀬町 才屋甘栗本舗 玉屋店 中の小路 SSSコンタクト 兵庫南

衣遊箱センヤイチバ 本庄町 ガージュ モラージュ佐賀店 巨勢町 サガカメラ アルタ開成店 開成 スリーログ 白山

illusie300 佐賀モラージュ店 巨勢町 菓心まるいち 兵庫店 兵庫南 サガカメラ 県庁前店 松原 スールはま 唐人

岩永補聴器 佐賀本店 白山 菓心まるいち 本店 鍋島町 佐賀工房 えきマチ店 駅前中央 セブンイレブン 佐賀医大通り店 鍋島

内川薬局 川副町 菓心まるいち 諸富店 諸富町 佐賀工房 空港店 川副町 セブンイレブン佐賀鍋島江頭店 鍋島町

うふふニコッと 兵庫北 菓舗やつだ屋 富士町 セブンイレブン 佐賀鍋島町店 鍋島町

梅野米や天祐 天祐 亀屋菓子舗 多布施 セブンイレブン 佐賀鍋島町店 鍋島町

エスポワール 神野東 カワサキ電気 川副町 佐賀玉屋 中の小路

エディオン 井手電器 開成 佐嘉の絲 大和町

エディオン えがしら電器 兵庫南 サガ・ビネガー 右近酢 嘉瀬町 セブンイレブン東与賀下古賀店 東与賀町

エディオン 黒田電気 巨勢町 上林茶店 呉服元町 さくま化粧品開成店 開成 前菜弁当茶屋 あめりか村 今宿町

エディオン 古賀電器サービス 蓮池町 上林茶店 アルタ高木瀬店 高木瀬町 さくま化粧品新栄店 新栄東 ㈱園田商店 蓮池町

エディオン サカイ電器 高木瀬町 ㈲北島味噌醤油店 長瀬町 CIRCLE 開成 大丸進物店 柳町

エディオン 末永家電 本庄町 絹乃屋 卸本町 タイヤスタジアム 兵庫町

エディオン ハラデンキ 大和町 ㈱紀伊國屋書店 佐賀店 兵庫北 ㈲ダイワ鈑金塗装工業 兵庫町

江原進物店 嘉瀬町 木下デンキ 木原 zakka eQ モラージュ佐賀店 巨勢町 髙尾武道具 大和町

auショップ 西佐賀 新栄西 ギフトサンジョー 呉服元町 佐星醤油㈱ 唐人 武富鮮魚店 鍋島

auショップ ゆめタウン佐賀 兵庫北 きもの平安 神野東 TheMaccheroni 唐人 ㈱竹八 川副町

川副町
川副ショッピングセンター

「ラポール」衣料品コーナー

本庄町
車買取チャンピオン

佐賀南部バイパス店

鍋島
KUREHA PRESENTS 

SAGA STORY

駅前中央
コッペパン専門店

あんバターえんバター

松原
佐賀工房

バルーンミュージアム店

駅前中央
㈲大原老舗 佐賀

えきマチ1丁目佐賀駅店

大和町
お茶の末崎園

イオンモール佐賀大和店

駅前中央
お茶の末崎園

えきマチ1丁目佐賀店

　　五十音順（法人格を除く）

白山
カギのおまわりさん

合鍵センター佐賀

諸富町
家具ギャラリーよろこび

㈲福山商店

巨勢町
SM2 keittio

モラージュ佐賀店

本庄町
イエローハットモンテ太陽

本庄店

多布施
アミュー

（アルビオン＆エレガンス）

兵庫北
アンド クォーター

ゆめタウン佐賀店

鍋島
イエローハットモンテ太陽

医大通り店

小売店

駅前中央
zakka eQ

えきマチ1丁目佐賀店

大和町
セブンイレブン

佐賀大和インター店

兵庫北
サンクゼール・久世福商店

ゆめタウン佐賀店

巨勢町
STARGARDEN

モラージュ佐賀店
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店名 住所 店名 住所 店名 住所 店名 住所

HusHusH モラージュ佐賀店 巨勢町 古湯菓子工房 亀屋 富士町 ㈱宮脇書店 佐賀本店 巨勢町

㈱竹八 えきマチ一丁目店 駅前中央 パティスリーシュシュ モラージュ店 巨勢町 文具のたちかわ 川副町 ㈱村岡総本舗 佐賀駅店 駅前中央

パティスリーシュシュ 夢咲店 兵庫北 文具のナカシマ佐賀店 鍋島 ㈱村岡総本舗 唐人町店 唐人

パーティ モラージュ佐賀店 巨勢町 PAPERMOON 唐人 村岡屋 卸本町店 卸本町

田中化粧品店 神野西 PARTNER 巨勢町 HOLIDAYS IN THE SUN 本庄町 村岡屋 高伝寺前店 本庄町

㈲田中タイヤ 東佐賀町 花幸 多布施 polcadot ゆめタウン佐賀店 兵庫北 村岡屋 巨勢店 巨勢町

田中めがね 本庄町 パナランド カトウ 白山 本家ときわ家 大和町 村岡屋 佐賀駅店 駅前中央

㈲塚原旗商会 警察通店 駅前中央 パナランド 倉重 諸富町 本庄給油所 本庄町 村岡屋 本店 駅南本町

㈲塚原旗商会 本店 白山 ㈱本庄仏具総本店 堀川町 村岡屋 水ヶ江店 水ヶ江

D-STOCK・SAGA 赤松町 本庄佛壇本舗 水ヶ江 村岡屋 大和店 大和町

ディッグ。諸富店 諸富町 バラエティー 兵庫南 ㈲ホンダ自販佐賀北 高木瀬西 村岡屋 ゆめタウン佐賀店 兵庫北

㈱天山商店 大財 マイまくら ゆめタウン佐賀店 兵庫北 村山佛光堂本店 水ヶ江

傳承菓子處 甘陣屋 西与賀町 ㈱前田海苔 川副町 ムーランルージュ 空港通り店 川副町

展覧会の絵 鍋島 肥前旨唐本舗コガヤ 西田代 ムーランルージュ 本庄店 本庄町

トイザらス・ベビーザらス 佐賀店 兵庫北 ひぜんえびす屋 呉服元町 ムーランルージュ 夢咲店 兵庫北

Toiro 十彩 水ヶ江 肥前びーどろ 副島硝子工業㈱ 道祖元町 真島武道具 材木 メガネの落合 呉服元町

陶器たて石 佐賀駅店 駅前中央 ㈲日高商店 大和町 まじょりか 唐人 メガネのマサキ 神野東

徳島呉服店 神野西 ㈲秀島米穀 東与賀町 松尾ふとん 高木瀬西 めぐみサラダ館 諸富館 諸富町

徳永化粧品店 川副町 ビューティーショップクレア 巨勢町 ㈲松原屋酒店 松原 メゾンドふじせ 八幡小路

ドコモショップ 佐賀東店 兵庫町 ㈲平田椅子製作所 諸富町 マルゼンユニフォームセンター 本庄町 モイスティーヌ佐賀南サロン 諸富町

ドコモショップ 佐賀南店 本庄町 丸秀醤油㈱ 高木瀬西 八頭司伝吉本舗 佐賀駅店 駅前中央

トータルオートサービスひぜん 高木瀬町 丸芳露本舗北島 木原店 木原 八頭司伝吉本舗 天祐店 天祐

ドローンスクールJET 大和町 ファッションステージドリス 駅前中央 八頭司伝吉本舗 唐人店 唐人

㈱ドンキー薬局 巨勢町 ファッションハウス彩 モラージュ店 巨勢町 ヤマグチ サイクル 若楠

㈱ナオツカ 末広SS 末広 ふあっしょんフクチ 東与賀町 丸芳露本舗北島 佐賀西店 鍋島町 合同会社山田酒店 赤松町

中折輪業 天祐 丸芳露本舗北島 佐賀東店 大財 ユアシセイドウつばきや 開成

ナカシマパーツ 唐人 丸芳露本舗北島 JR佐賀駅店 駅前中央 ユニフォームの内田 川副町

中野屋ふとん店 白山 ファミリー 大和店 大和町 丸芳露本舗北島 白山本店 白山

㈲中牟田モータース 大和町 深川製磁㈱ 佐賀店 松原 ㈱まんてん 鍋島町

Nalelu神園店 神園 ㈱福岡商店 酒類販売所 中の小路 萬坊 えきマチ1丁目 佐賀店 駅前中央 ㈱吉武燃料 川副町

no107 多布施 ㈲福岡精肉・デリカ 呉服元町 三重津みやげホスムスカモス 川副町 吉田石油店 諸富町

錦粧 呉服元町 福田時計店 呉服元町 御厨商会 西与賀町 よつばパン 開成

西日本スペースエンタープライズ 巨勢町 福徳海苔㈱ 諸富町 MIZ イオンモール佐賀大和店 大和町 ㈱らしんばん モラージュ佐賀店 巨勢町

日眼メガネ 大財 プチシルマ健康館 佐賀店 兵庫南 みず堂薬局 ゆめさき店 兵庫北 ラッピン ナイン ゆめタウン佐賀店 兵庫北

NIHIL bespoke shoe 巨勢町 ブティック・セントラルパーク 中央本町 水町電器商会 久保田町 リサイクルセンヤイチバ 本庄町

日本ゆう薬堂㈱ 八幡小路 ㈲プラザキタジマ 川副町 MIZ モラージュ佐賀店 巨勢町 Liberte ゆめタウン佐賀店 兵庫北

ニューポーン 佐賀店 開成 フラワーアクロス 巨勢町 MIZ ゆめタウン佐賀店 兵庫北

ニューヨーカー 巨勢町 フラワーショップこばやし 鍋島 溝上薬局 医大通り店 鍋島

㈱人形館ふじや 大和町 溝上薬局 エスプラッツ店 白山 レディスファッションヤマダ 水ケ江

人形の新栄 新栄東 溝上薬局 大財店 大財

野中川魚店 諸富町 溝上薬局 空港通り店 本庄町

ノナカジュエリー 鍋島 溝上薬局 県庁前店 松原 ローズテラス 神野東

のり道楽 三福海苔㈱ 川副町 ㈲フラワー花園 中央本町 溝上薬局 西部環状店 新栄西 YSたていし 金立町

ハグハグ モラージュ佐賀店 巨勢町 フラワー花友 大財 溝上薬局 高木瀬店 高木瀬西 Yショップ前田 諸富町

橋の駅ドロンパ 諸富町 古川商店 高木瀬町 溝上薬局 堀川店 堀川町 和真眼鏡 モラージュ佐賀店 巨勢町

羽立石油店 金立町 ㈱古川薬局 唐人 溝上薬局 本庄佐大南店 本庄町

バッグ・婦人服販売絵夢恵 駅前中央 プルネール巨勢店 巨勢町 みどりや茶舗 本庄町

利 用 期 間

令和2年9月30日（水）まで

フラワーショップはなどけい

兵庫南店

巨勢町
MAJESTIC LEGON

モラージュ佐賀店

神野東
丸芳露本舗北島

佐賀駅北口店

兵庫北
ファイテンショップ

ゆめタウン佐賀店

諸富町
ファミリーファッションはしもと

諸富店

開成
フラワーショップはなどけい

アルタ開成店

川副町
立川化粧品

レディースファッション立川

兵庫北
PAPA'S & MAMA'S

ゆめタウン佐賀店

巨勢町
㈲あど・さんらいず バルーン

ショップあど・さんらいず

兵庫南

兵庫北
ゆめタウン佐賀

アルゴスガーデン

巨勢町
RAY CASSIN

モラージュ佐賀店

兵庫北
LOGOS SHOP

ゆめタウン佐賀店

小売店

←特設ホームページはこちら！
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