
「九州食べきり協力店」登録名簿
市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

家庭料理の店　ふくふ
く

840-0041
佐賀市城内２－１２－１７

0952-23-3911 一般食堂

〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

レストラン マルフク
840-0861
佐賀市嘉瀬町大字中原1964-1

0952-26-6340 一般食堂

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

とんかつきのや北部店
849-0926
佐賀市若宮二丁目5-47

0952-30-0369 一般食堂

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

桔梗
840-0833
佐賀市中の小路2番5号　佐賀玉屋南
館7Ｆ

0952-24-1151 ファミリーレストラン

〇小盛メニュー等の導入

イタリーボン
840-0833
佐賀市中の小路2番5号　佐賀玉屋南
館7Ｆ

0952-24-1151 ファミリーレストラン

〇小盛メニュー等の導入

蘭亭
840-0833
佐賀市中の小路2番5号　佐賀玉屋南
館7Ｆ

0952-24-1151 ファミリーレストラン

〇小盛メニュー等の導入

玉かつ
840-0833
佐賀市中の小路2番5号　佐賀玉屋南
館7Ｆ

0952-24-1151 ファミリーレストラン

〇小盛メニュー等の導入

ファミリーレストラン
840-0833
佐賀市中の小路2番5号　佐賀玉屋南
館7Ｆ

0952-24-1151 ファミリーレストラン

〇小盛メニュー等の導入

佐賀市

http://kizunafoods.jp/index.html
http://kizunafoods.jp/index.html


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

丸徳
840-0201
佐賀市大和町尼寺1942-2

0952-62-7557 ファミリーレストラン

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

さがんれすとらん志乃
840-0041
佐賀市城内1丁目1-59　佐賀県庁展
望ホール内

0952-23-7511 レストラン

〇小盛メニュー等の導入

食事処ツル
840-0832
佐賀市高木町8-10

0952-23-4058 日本料理

〇その他　食べやすい食材を使う
よう心掛けている

ふるかわ
840-0054
佐賀市水ケ江2-16-53

0952-23-4259 日本料理

○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○その他（品数少なく良いものを
提供）

和食処　おおしま
840-0801
佐賀市駅前中央1丁目13-30

0952-31-4925 日本料理

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○その他（3010運動の推進）

日本料理　城下
840-0054
佐賀市水ケ江1-8-1

0952-26-5333 日本料理

○小盛メニュー等の導入
○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○その他（持ち帰り希望時に折を
無料配布）

有限会社きぶん
840-0812
佐賀市愛敬町2-3

0952-26-3331 日本料理

〇食べ残し削減に向けた啓発活
動

マリトピア
840-0850
佐賀市新栄東三丁目7番8号

0952-23-0111
日本料理、西洋

料理、中華料理、
婚礼料理

○お客様の希望に沿ったメニュー
の提供
○アレルギー等の把握

佐賀市

http://www.kibun-wagen.com/kibun/
http://www.maritopia.com/


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

日本料理　なかしま
840-0027
佐賀県佐賀市本庄町本庄1265-1

0952-22-4585 日本料理店

○呼びかけ（食べ残し削減に向け
た呼びかけ・声かけの実施）
○料理提供量（希望量に応じた料
理の提供）

割烹津田屋
840-2105
佐賀市諸富町大字諸富津223-1

0952-47-2046 日本料理店

〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

ｗｏｏｄ－ｓｔｙｌｅ　ｃａｆｅ
840-2104
佐賀市諸富町徳富71-1

0952-47-6638 西洋料理

〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

TIMER CALIFORNIA
KITCHEN

840-0831
佐賀市松原2丁目13-19

0952-65-1536 西洋料理

○その他（コース料理は必要分仕
込む）

Café　Tomita
840-0826
佐賀市白山1丁目2-22

0952-37-7782 西洋料理

○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○前日までの予約をお願いし、仕
込みすぎないようにする（人数変
更等も前日までに依頼する）

ChineseRestaurant
JOTAKI

840-0825
佐賀市中央本町2-4　2Ｆ

0952-41-4182 中華料理

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握
〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

五島うどん　きずな
840-0041
佐賀市城内２－１２－１４

0952-23-0330 うどん

〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

座話食　まつ瀬
840-0833
佐賀県佐賀市中の小路4-16

0952-37-8588 そば

○３料理提供量（希望量に応じた
料理の提供）

佐賀市

http://r.gnavi.co.jp/f251500
http://www.tsudaya.jp/
http://iwaikagu.jp/
http://timer-california.weebly.com/
http://timer-california.weebly.com/
http://kizunafoods.jp/index.html
http://r.gnavi.co.jp/hrzvrn860000/


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

徳吉ラーメン
840-2205
佐賀市川副町南里2146-11

0952-45-7495 ラーメン

○小盛メニュー等の導入
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

有限会社　ふじの鮨
840-2105
佐賀市諸富町大字諸富津101番地9

0952-47-5786 すし

○小盛メニュー等の導入
○食べ残しを減らすための呼び
かけ

鉄板食房「せん屋」
840-0803
佐賀市栄町１２

0952-28-4565 居酒屋

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

もつ鍋と焼鳥の店「逢
宇楽」

849-0918
佐賀市兵庫南２－７３６－１

0952-97-8456 居酒屋

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

ばってん酒蔵　唐人本
店

840-0813
佐賀市唐人1丁目5-32 CAST2F

0952-97-8746 居酒屋

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○その他（お客様への量の確認
等）

旬菜美食　おゆき
840-0831
佐賀市松原2丁目2-3

0952-23-4405 居酒屋

○小盛メニュー等の導入
○食べ残し削減に向けた啓発活
動

居酒屋こうみん館
840-0851
佐賀市天祐2丁目3-8

0952-24-4320 居酒屋

○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

たなかさんち
840-0825
佐賀市中央本町9-7

0952-29-2699 居酒屋

○小盛メニュー等の導入
○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○食品廃棄物のリサイクル
○その他（来客人数により、盛り
付け量を変更できることを伝えて
いる。）

佐賀市

http://angelux-saga.com/
http://angelux-saga.com/
http://angelux-saga.com/


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

カーブ
840-0033
佐賀市光1-1-14 キープビル1F

0952-28-0130 居酒屋

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

福香八
840-0812
佐賀市愛敬町9-1

0952-24-7548 居酒屋

○小盛メニュー等の導入
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

味処 一田
840-2105
佐賀市諸富町大字諸富津127-5

0952-47-6458 居酒屋

〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

ご馳走まんま
840-0801
佐賀市駅前中央1丁目8-20

0952-97-8525 居酒屋

〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

焼鳥　一
840-0853
佐賀市長瀬町9-34

0952-23-4678 焼鳥

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残し削減にむけた啓発活
動

一文字
840-0042
佐賀市赤松町6-11

0952-26-7016 焼鳥

〇小盛メニュー等の導入
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

カフェパンゲア
840-0815
佐賀市天神3-2-15（市立図書館１Ｆ）

0952-60-3436 カフェ

〇小盛メニュー等の導入
〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

デイズキッチン
840-0041
佐賀市城内2-1-41（県立図書館１Ｆ）

0952-28-2533 カフェ

〇小盛メニュー等の導入
〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

佐賀市

http://www.3rd-place-co.net/
http://www.3rd-place-co.net/


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

カフェトレス
840-0041
佐賀市城内1-15-23（県立博物館１Ｆ）

0952-37-8402 カフェ

〇小盛メニュー等の導入
〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

カフェ楠の森フィリエ
840-0041
佐賀市城内1-9-2

070-4704-4216 カフェ

○メニューへ取り組み掲載及び呼
びかけ
○注文時、ご飯の量を確認

Café　ミモザ（認定
NPO法人たすけあい
佐賀）

840-0861
佐賀市嘉瀬町大字中原2516番地1

0952-23-6950 カフェ

○小盛メニュー等の導入
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○その他（有料老人ホーム、デイ
サービスを併設する施設内カフェ
なので、食材、仕込み品を無駄な
く使い切っている）

TOJIN茶屋
840-0813
佐賀市唐人二丁目5-12

0952-20-2063 カフェ＆バー

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

ROOM CAFE
840-0825
佐賀市中央本町11-31

0952-40-9222 ダイニングバー

〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握
〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

BAR CARAMEL
840-0825
佐賀市中央本町9-6

0952-40-1173 バー

○小盛メニュー等の導入
○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○食品廃棄物のリサイクル
○その他（来客人数により、盛り
付け量を変更できることを伝えて
いる。）

公立学校共済組合
グランデはがくれ

840-0815
佐賀市天神二丁目1-36

0952-25-2212 ホテル・旅館

〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

ホテルニューオータニ
佐賀

840-0047
佐賀市与賀町1-2

0952-23-1111 ホテル・旅館

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○その他（野菜の切れ端などを
スープやソースの材料として使
用、パンのみみをクルトンなどに
加工、規格外商品の活用）

佐賀市

http://www.3rd-place-co.net/
http://www.grande-hagakure.com/
http://www.grande-hagakure.com/
http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.newotani-saga.co.jp/


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

ホテルニューオータニ
佐賀　レストラン　ロー
タス

840-0047
佐賀市与賀町1-2

0952-23-1111 ホテル・旅館

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○その他（野菜の切れ端などを
スープやソースの材料として使
用、パンのみみをクルトンなどに
加工、規格外商品の活用）

ホテルニューオータニ
佐賀　日本料理　楠

840-0047
佐賀市与賀町1-2

0952-23-1111 ホテル・旅館

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○その他（野菜の切れ端などを
スープやソースの材料として使
用、パンのみみをクルトンなどに
加工、規格外商品の活用）

ホテルニューオータニ
佐賀　中国料理　大観
苑

840-0047
佐賀市与賀町1-2

0952-23-1111 ホテル・旅館

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○その他（野菜の切れ端などを
スープやソースの材料として使
用、パンのみみをクルトンなどに
加工、規格外商品の活用）

ホテルニューオータニ
佐賀　グリーンブリー
ズ

840-0047
佐賀市与賀町1-2

0952-23-1111 ホテル・旅館

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○その他（野菜の切れ端などを
スープやソースの材料として使
用、パンのみみをクルトンなどに
加工、規格外商品の活用）

旅館　あけぼの
840-0833
佐賀市中の小路3-10

0952-24-8181 ホテル・旅館

○小盛メニュー等の導入（利用客
の年齢に応じたメニュー作成）
○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

四季彩ホテル　千代田
館

849-0916
佐賀市高木瀬町東高木216-1

0952-32-5115 ホテル・旅館

○食べ残し削減に向けた啓発活
動（3010運動）
○食品廃棄物のリサイクル（生ご
み処理機）

四季彩ホテル　千代田
館　創作厨房　更紗

849-0916
佐賀市高木瀬町東高木216-1

0952-32-5115 ホテル・旅館

○食べ残し削減に向けた啓発活
動（3010運動）
○食品廃棄物のリサイクル（生ご
み処理機）

Ｃottage　Ureshino 佐賀市天祐２丁目３－５ 080-2190-0439 ホテル・旅館

〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

佐賀市

http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.newotani-saga.co.jp/
http://www.akebono-saga.jp/
http://www.chiyodakan.jp/
http://www.chiyodakan.jp/
http://www.chiyodakan.jp/
http://www.chiyodakan.jp/


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

温泉民宿みみ
840-0512
佐賀市富士町熊川315-1

0952-63-0100 民宿

○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

大橋うなぎ屋
840-0054
佐賀市水ケ江1-4-59

0952-23-6249 その他（うなぎ）

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

かーむ
840-0831
佐賀市城内2丁目12-16

0952-26-9685 その他（お弁当）

〇小盛メニュー等の導入

フジカントリークラブ
840-0512
佐賀市富士町上熊川691

0952-64-2236
その他（ゴルフ

場）

○情報提供
○料理提供方法（品出し方法の
工夫）

唐揚げ専門店「唐り
ん」

849-0918
佐賀市兵庫南２－７３６－１

0952-20-0110 その他（唐揚げ）

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

パスタの王様
ゆめタウン佐賀フード
コート店

849-0919
佐賀市兵庫北５－１４－１
ゆめタウン佐賀フードコート内

0952-20-1021 その他（フードコート）

〇3010運動のポスター掲示、推
奨

唐津市

せんりゅう食堂　米穀
店

847-1201
唐津市北波多徳須恵1443

0955-64-2036 一般食堂

○情報提供
○その他（定食の大ご飯を小に変
更すると値引き）

とんかつきのや唐津店
849-5122
唐津市浜玉町横田下字千居947

0955-56-2615 一般食堂

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

佐賀市

http://www.sagafujicc.com/
http://angelux-saga.com/
http://angelux-saga.com/


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

どさんこミラファーム
849-5124
唐津市浜玉町山瀬1249-3

0955-56-2328 民宿

○情報提供
○呼びかけ（食べ残しのないよう
に、各自で取り分けていただくよう
声かけする）
○料理提供量（ご飯の量等を調
整）
○料理提供方法（料理をお出しす
るタイミングを工夫）
○その他（廃棄物を少なくするた
めの料理の工夫）

からつ温泉　旅館　綿
屋

847-00１２
唐津市大名小路5-10

0955-72-4181 ホテル・旅館

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

博多麺王　唐津
847-0022
唐津市鏡字赤水4734-7

0955-77-6550 ラーメン

〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

炭火焼肉　壱八
841-0034
鳥栖市京町780-7

0942-80-2096 焼肉店

○呼びかけ（食べ残し削減に向け
た呼びかけ）

FRENCH DINING BAR
VOYAGE

841-0026
鳥栖市本鳥栖町704-11

0942-82-3210 西洋料理

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

旬の肴と旨い酒　ぼば
る

841-0034
鳥栖市京町792-26

0942-83-8066 西洋料理

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

白龍
841-0026
鳥栖市本鳥栖町410-9

0942-80-0046 中華料理

○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

八蔵　鳥栖店
841-0052
鳥栖市宿町716-8

0942-81-3707 居酒屋

〇3010運動のポスター掲示、推
奨

鳥栖市

唐津市

鳥栖市

http://www.dosanko-mirafarm.net/
http://www.menou.jp/
http://www.ippachi18.com/


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

鳥栖市

酒家魚肉菜　虹晴れ
841-0032
鳥栖市大正町722-3

0942-50-6772 居酒屋

○小盛メニューの導入
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
○人数に合わせた量での提供、
臨機応変に対応

サンモリナガ
846-0002
多久市北多久町小侍642-1

0952-75-3457 ファミリーレストラン

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

麺工房　こうき
846-0031
多久市多久町1837-1

0952-74-2066 うどん・そば

〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
○食品廃棄物のリサイクル

アムール1971
846-0002
多久市北多久町大字小侍666-42

0952-75-4881
その他（カレー・

喫茶）

〇小盛メニュー等の導入
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握
〇その他、食品ロス削減につなが
る取組
〇注文時にお客様へ呼びかける

伊万里市

いまり海の郷　玄海丸
848-0007
伊万里市南波多町井手野2956-1

0955-24-2263 一般食堂

○呼びかけ、啓発活動を重点的
に取り組む
○提供量の検討

あっぱれ家　伊万里
849-4271
伊万里市東山代町長浜上白幡1623-1

0955-24-9616 ラーメン

○食べ残しを減らすための呼び
かけ

海舟
843-0024
武雄市武雄町大字永島15007

0954-23-1959 居酒屋

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○食べ残しを減らすための呼び
かけ

石窯パン工房　水炎花
849-2305
武雄市山内町宮野1888-15

0954-45-3478
パン屋、
喫茶店

○１情報提供
○２呼びかけ（食べ残しで時間が
たっても大丈夫なものは、持ち帰
りを呼びかける。）
○３料理提供量（余りを見込んで
製品を作ることは絶対にしない。
天気予報等でお客様の出足をみ
てパンを焼く。）
○４料理提供方法

武雄市

多久市

http://www.menou.jp/
http://tabelog.com/saga/A4103/A410301/41004286/


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

武雄市

ホテル春慶屋
843-0022
武雄市武雄町大字武雄7407

0954-22-2101 ホテル・旅館

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○食べ残しを減らすための呼び
かけ（宴会時に幹事等への食べ
残し削減取組要請）

鹿島市

寿し政
849-1321
鹿島市古枝甲1464-1

0954-62-5617 すし、うどん

○食べ残しを減らすための呼び
かけ

鯉しげ
845-0004
小城市小城町松尾2261

0952-72-2008 日本料理

〇小盛メニュー等の導入（通常サ
イズのメニュー以外にお客様の要
望次第で通常のハーフサイズ等
で提供し、食べ残しがないよう心
がけている）
〇食べ残し削減に向けた啓発活
動
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

鯉料理 白滝
845-0004
小城市小城町松尾2282-2

0952-73-3323 日本料理

〇小盛メニュー等の導入
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握（注文確認を細かく行う）

鯉料理 清水屋
845-0004
小城市小城町松尾2224

0952-72-2701 日本料理

〇食べ残し削減に向けた啓発活
動
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握（注文を取る際、ご飯はセット
として付くが、団体や宴席の際
は、必要人数分のご飯を提供し食
品ロス削減をしている。）

鯉料理 清竜
845-0004
小城市小城町松尾2252

0952-72-2714 日本料理

〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握
〇その他（注文確認の際に、細か
く注文を聞く）

鯉御殿 たきもと
845-0004
小城市小城町松尾2234

0952-73-4151 日本料理

〇小盛メニュー等の導入（1人前
の量を少し少なめにしたり、客層
に応じて提供量の調整を提案した
りする）
〇食べ残し削減に向けた啓発活
動
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

滝見屋
845-0004
小城市小城町松尾2222

0952-72-3895 日本料理

〇食べ残しを減らすための呼び
かけ（完食を希望する旨穏やかに
伝える、食べ残しについては自己
責任のもと持ち帰ってもらう場合
有）

小城市

http://www.syunkeiya.jp/
http://koishige.com/
http://www.kiyomizu-koi.jp/
http://www.kiyomizu-koi.jp/
http://www.kiyomizu-koi.jp/
http://www.kiyomizu-koi.jp/
http://www.kiyomizu-koi.jp/


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

菊前寿司
849-0303
小城市牛津町牛津813

0952-66-0671 日本料理

〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

有限会社龍水園ホテ
ル

845-0004
小城市小城町松尾1817-1

0952-72-2200
日本料理

ホテル・旅館

〇食品廃棄物のリサイクル（残飯
の堆肥化）

お食事処志津
843-0304
嬉野市岩屋川内甲124-1

0954-42-1924 日本料理店

○よびかけ
○料理提供量（希望量に応じた料
理の提供）

人気亭
843-0301
嬉野市嬉野町大字下宿乙2307

0954-43-1137 うどん・そば

○注文時の呼びかけ

割烹竹下
842-0002
神埼市神埼町田道ヶ里2100-4

0952-52-3873 日本料理店

○呼びかけ（食べ残し削減に向け
た呼びかけ・声かけの実施）
○料理提供量（希望量に応じた料
理の提供）
○料理提供方法（品出し方法の
工夫）

紀の国屋うどん
842-0122
神埼市神埼町大字城原熊谷1617-1

0952-51-1455 うどん

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

神埼やぐら寿司
842-0107
神埼市神埼町鶴926-1

0952-52-2249 すし

〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

嬉野市

神埼市

小城市

http://ryusuienhotel.web.fc2.com/index.htmlt
http://ryusuienhotel.web.fc2.com/index.htmlt


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

吉野ヶ里
町

(株)利休亭
842-0103
神埼郡吉野ヶ里町石動76-4

0952-53-1438 一般食堂

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残し削減に向けた啓発活
動
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握
〇その他（一つの食材を様々なメ
ニューに使用）

八蔵　吉野ヶ里店
842-0031
神崎郡吉野ヶ里町吉田33-1

0952-55-7777 居酒屋

〇3010運動のポスター掲示、推
奨

基山町

味処 さくま
841-0201
三養基郡基山町大字宮浦186-52

0942-92-6809 一般食堂

〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

上峰町

もつ鍋・焼肉　そわ家
849-0123
三養基郡上峰町大字坊所192

0952-60-6013
居酒屋

焼肉・韓国料理

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残し削減にむけた啓発活
動
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握
〇食品廃棄物のリサイクル
〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

みやき町

割烹いまむら
849-0113
三養基郡みやき町大字東尾574

0942-89-2025 一般食堂

○小盛メニュー等の導入
○食べ残しを減らすための呼び
かけ

みやき町

葉隠本陣
849-0101
三養基郡みやき町原古賀389-1

0942-94-2106 居酒屋

○食べ残しを減らすための呼び
かけ
○料理設定で注文を受ける際、
人数や年齢によって品数を変更し
ている。

あけぼのや
847-1421
東松浦郡玄海町諸浦336-6

0955-52-3086 日本料理

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残し削減に向けた啓発活
動
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

魚山人
847-1435
東松浦郡玄海町仮屋1660-3

0955-52-2733 日本料理

〇食べ残し削減に向けた啓発活
動
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

玄海町

http://sazanka-yu.com/wp/?page_id=24#no=0
http://www.shokokai.or.jp/41/4120220060/index.htm


市町 店舗名 店舗所在地 店舗電話番号 ジャンル 取組内容

陣寿司
847-1416
東松浦郡玄海町牟形2074-4

0955-52-2366 すし

〇小盛メニュー等の導入
〇食べ残し削減に向けた啓発活
動
〇注文確認の工夫や食べ残しの
把握

有田町

威風堂々　有田
844-0027
西松浦郡有田町南原丁54番地4

0955-25-9550 ラーメン

〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

江北町

魚正
849-0501
杵島郡江北町大字山口1447番地10

0952-86-4351 日本料理

〇食べ残しを減らすための呼び
かけ

大町町

さんゆうし
849-2102
杵島郡大町町大字福母417

0952-82-2108 一般食堂

〇食べ残し削減に向けた啓発活
動
〇その他、食品ロス削減につなが
る取組
〇食べ残しを減らすための呼び
かけ
○注文確認の工夫や食べ残しの
把握
〇徹底した売り切りの推奨

白石町

だるま寿し白石店
849-1112
杵島郡白石町大字福田1283-5

0952-84-7080 すし

〇食べ残し削減に向けた啓発活
動
〇その他、食品ロス削減につなが
る取組

釜よし
849-1601
藤津郡太良町大字伊福甲3321-2

0954-67-1886 うどん

○注文確認の工夫や食べ残しの
把握

次郎長
849-1602
藤津郡太良町大字多良1818-5

0954-67-0167 ラーメン

○食べ残し削減に向けた啓発活
動
○食べ残しを減らすための呼び
かけ

※掲載順：市町順、ジャンル順

玄海町

太良町

http://www.menou.jp/
http://www.shokokai.or.jp/area006/41/4142410014/index.htm

