
登録番号 1 店名

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 第１・３水曜日

席　数 Ｐ １５台

登録番号 2 店名 ふるさと村　レストランるーらる

住所 伊万里市南波多町井手野2754-9 電話番号 0955-24-2211

取組内容 バランス （おすすめ）

営業時間 店休日 水曜日 写真

席　数 Ｐ １３台

登録番号 3 店名 れすとらん　さかき

住所 伊万里市伊万里町甲413 電話番号 0955-23-0198

取組内容 バランス （おすすめ）

営業時間 １１：１０～２０：３０ 店休日 週１不定休

席　数 ４０席（子ども用いす有） Ｐ 浜町・市営駐車券有

登録番号 4 店名 味処　岩藏

住所 伊万里市伊万里町甲413-9 電話番号 0955-22-6723

取組内容 野菜 （おすすめ）

営業時間 １１：００～AM４：００ 店休日 なし

席　数 ５０席　 Ｐ なし

登録番号 5 店名 コーヒー＆レストラン　山林舎

住所 伊万里市二里町大里乙798-1 電話番号 0955-22-2878

取組内容 バランス （おすすめ） 日替わりランチ

営業時間 ９：３０～２２：３０ 店休日 木曜日

席　数 ４５席 Ｐ １２台

登録番号 6 店名 レストラン　石けり

住所 伊万里市二里町大里乙203-3 電話番号 0955-23-3922

取組内容 バランス・野菜・ごはんの調節 （おすすめ）

営業時間 １１：００～２１：００（OS） 店休日 月曜日（祝日営業）

席　数 ３０席（子ども用いす有） Ｐ １４台

登録番号 7 店名

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 月曜日

席　数 Ｐ ２０台

登録番号 8 店名

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 不定休

席　数 Ｐ １８台

旬鮮ご膳（色鍋島・こいまり）
ブームを呼んでいる伊万里牛ステー
キがのった『伊万里小ねぎ丼』・
和風ろこもこ丼バリアフリー・団体は
要予約

昭和８年創業の”肉のさかき”の
直営レストランです
牛のたたき定食
牛肉100％のハンバーグ定食
宴会は予約要

中華料理　伊萬里　天壇

伊万里市新天町457-45 0955-22-5110

カフェレストラン　ダ・ジュール

天壇ランチ・チャンポン
牛肉のあんかけチャーハンは
とろりとした中に柔らか牛肉が
たっぷりふわっとふっくらです
バリアフリー対応

１１：００～２２：００（　ＯＳ　２１：３０）

５０席（子ども用いす有）　

伊万里市二里町大里甲2147-1

バランス

１１：００～１４：００　１７：００～２１：００

座敷４５席ホール30席（子ども用いす有）

ホール４４席洋室２０席和室４５席・（子ど
もいす有）

0955-23-8459

洋食屋バンク

0955-22-6262伊万里市大坪町乙547-1

バランス ハンバーグ・カレー・サラダが自慢
地元の素材にこだわり安心・安全な
手作り料理をリーズナブルな価格で
提供

野菜いっぱいの中華丼・皿うどん
本かつおとコンブだしの手打ち
うどん　バリアフリー対応

石けりセット・レディースセット
オムライスセット
伊万里牛１００％自家挽きハンバーグ砂
糖・化学調味料を使わず、肉野菜の旨み
を引き出したドミグラスソース

１１：００～２２：００（　２１：００オーダーストッ
プ）平日１５：００～１７：００は準備中

バランス
ランチ　A　B　Ｃ
ダ・ジュールセット
スペシャルセット
特に伊万里牛ハンバーグはおすすめです
お食事とコーヒーのお店

１０：００～２２：００

３３席



登録番号 9 店名

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 なし

席　数 Ｐ ４台

登録番号 10 店名

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 なし

席　数 Ｐ １０台

登録番号 11 店名

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 第３日曜日

席　数 Ｐ ３０台

登録番号 12 店名

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 不定休

席　数 Ｐ ６台

登録番号 13 店名

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 木曜日

席　数 Ｐ ３０台

登録番号 14 店名

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 不定休

席　数 Ｐ 有

登録番号 15 店名 伊万里きくなみ

住所 伊万里市伊万里町乙１３７－１１ 電話番号

取組内容 エネルギー・塩分・脂質・県産品を使用したメニュー

営業時間 店休日 水曜日

席　数 18席 Ｐ ７台

登録番号 16 店名 伊万里ちゃんぽん

住所 伊万里市大坪町丙2074番地 電話番号

取組内容 栄養表示 (おすす
め）

営業時間 10:00～21:30 店休日 不定休

席　数 100席 Ｐ 40台

１１：３０～１４：００（オーダーストップ）
１７：００～２０：３０（オーダーストップ）

（おすすめ）食材にこだわり、器は伊万里・
　　　　　　   有田焼きを主に使っています。

カウンター５席　個室４　宴会場３

0955-23-8477

１１：００～１９：００

６５席

７０席

ロジェ

0955-23-3289伊万里市伊万里町甲567（本町アーケード内）

バランス

日替定食・軽食
伊万里牛ハンバーグや季節のパ
フェがおすすめです
お客様の要望によりメニューや値段
が変わる場合は要予約

１１：３０～１４：３０　１７：００～２０：３０
（祭日１１：３０～２０：３０）

１１：００～１４：３０

豆腐定食・魚定食・コロッケ定食
押寿司・白和え・おからサラダ
地場農産物を使用した惣菜、弁
当

カツ丼セット（小うどんor小そば付）・トン
カツセット
とことん豚（群馬産）使用
老若男女・三世代に喜んで来て頂ける和
食のお店です　バリアフリー対応

バランス・ごはんの調整

３２席（子ども用いす有）

とき里　伊万里本店

0955-20-4500

１１：００～２２：００（OS　２１：００）

伊万里市立花町3760-1

中華料理　龍華　

バランス・野菜・食物繊維・ごはんの調整

１０：００～２１：００

0955-26-2201

バランス・ごはんの調整・塩分

根っ子会　よってみん菜

５０席（宴会場有）

0955-23-5054

チャンポン・日替定食・丼物など
いろいろあります
旬の野菜を使用しています
宴会や多人数の場合は要予約

ステーキ・レストラン　勝

お昼のランチ　６００円
（５つのおかずとみそ汁付）
お昼のランチとコース料理の
配達有
定食いろいろ・本格的中華です

バランス

バランス

３６席

自社牧場において安全に健康的に育て
た伊萬里牛のみ使用
（１７００頭）
塩分控えめで焼いてます
ドレッシングは自家製でオイル少なめ

0955-20-9451

お食事処　ますや

伊万里市南波多大曲140 0955-24-2055

伊万里市二里町大里1780 0955-22-6661

１１：００～２１：００

伊万里市伊万里町甲80-5

伊万里市松浦町山形4992-1

ちゃんぽんは豚肉のビタミンB１や野
菜をたくさん摂ることができます。自
社で作るスープは長時間かけて作り
ます。



登録番号 17 店名 （有）花れんこん

住所 伊万里市大坪町1533-1 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 火曜日

席　数 45席 Ｐ 10台

登録番号 18 店名 民家レストラン　伊萬里亭

住所 伊万里市大川内町丙390-2 電話番号

取組内容 バランス

営業時間 11:00～15:00 店休日 不定休

席　数 24席（子供用いす有） Ｐ 5台

登録番号 19 店名 ハピネス村

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 火曜日

席　数 Ｐ 22台

登録番号 20 店名 割烹　山平

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 不定休

席　数 Ｐ 50台

登録番号 21 店名 お食事処　鷹汐

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 火曜日

席　数 Ｐ 15台

登録番号 22 店名 とんがりボウシ

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 火曜日

席　数 Ｐ 有

登録番号 23 店名 とんこつラーメン竹林

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 月曜日

席　数 Ｐ 30台

登録番号 24 店名 美味彩菜　櫓庵治

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 火曜日

席　数 Ｐ 15台

野菜・麺、ごはん、塩分の調節

伊万里市新天町720-9

（おすすめ）    黒豚とたっぷりの野菜をせい
　　　　　　　    ろで蒸しあげるメニューは
　　　　　　　    とってもヘルシーで女性にも
　　　　　　　    人気です。

0955-20-4636

バランス・ごはん・塩分の調節

３０席

１2：0０～１４：００（オーダーストップ）
１７：００～２1：0０（オーダーストップ）

11：00～23：00

80席

11：00～21：00

（おすすめ）日替わりランチ７８０円

（おすすめ）     四季折々の旬の食材を使って
　　　　　　　     献立を考えており、地元の野
　　　　　　　     菜、米等新鮮かつ安心な物を
　　　　　　　     調理しています。

バランス・ごはんの調節

11：00～23：00

20席

（おすすめ）冬はふぐ料理バランス

伊万里市二里町八谷搦1127

伊万里市伊万里町乙195

（おすすめ）  佐賀地産地消の店

（おすすめ）    もやしラーメン650円
　　　　　　　     ねぎラーメン

伊万里市山代町楠久津177-19

0955-28-4128

伊万里市山代町楠久津177-124

バランス・野菜・エネルギー
野菜・米は伊万里産・魚は伊万里市場にて近海物を使用

11：30～22：00

70席

0955-28-4128

50席

0955-28-1812

野菜

0955-23-7766

0955-23-3953

0955-23-2631

（おすすめ）地元玄海灘の活魚を提供しており
ます。
他、手作り料理でのおもてなしをしております。

バランス

（おすすめ）   ハンバーグ定食   ￥1200
                 伊万里牛のステーキ ￥2800
　　　　　       伊万里牛のビーフシチュー
                                           ￥2800
　　　　　       伊万里牛のカレー    ￥1200

11：00～19：30

250席

11：30～14：00
17：00～22：00

0955-28-1960

伊万里市東山代町里177-197



登録番号 25 店名 炭火焼肉匠

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 月曜日

席　数 Ｐ 14台

登録番号 26 店名 小さな農園イタリアンamaze

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 不定休

席　数 Ｐ 8台

登録番号 27 店名 宝来軒

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 木曜日

席　数 Ｐ 6台

登録番号 28 店名 定食　二休亭

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 日曜日

席　数 Ｐ 2台

登録番号 29 店名 伊万里珈琲館

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 年中無休

席　数 Ｐ ２０台

登録番号 30 店名 天狗屋飯店

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 火曜日

席　数 Ｐ 7台

登録番号 31 店名 しぇ・もぁ・藤

住所 電話番号

取組内容 （おすすめ）

営業時間 店休日 火曜日

席　数 Ｐ 20台

登録番号 32 店名 レストラン　チムニー

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 木曜日

席　数 Ｐ 20台

11：00～16：00

30席（子ども用いす有）

090-1348-5658

0955-23-0515

0955-23-2438

伊万里市大川町大川野1971

お客様に安心な料理を少しでもお手頃
に召し上がっていただくため、素材毎に
契約している農家から毎日その日その日
のお野菜を仕入れています。産地直送の
野菜を使用していますので、野菜本来の
おいしさをご賞味ください。

（おすすめ） おいしい伊万里牛をこだわりの
　　　　　　　 炭火で。

伊万里市大坪町甲2859-9

11：00～22：00

28席

0955-23-9713

バランス、ごはんの調節

36席

0955-29-2292

バランス、麺の調節

伊万里市新天町475-34

16席（子ども用いす有）

バランス、野菜、朝食、塩分の・脂質の調節 （おすすめ）毎日でもOKな日替り定食。
特製ハンバーグ定食はやわらかくおすすめ！
米、一部の野菜は自家製で安心です。
毎日朝市で地場の野菜を仕入れています。

7:30～9:00
11：30～１5：00　17：00～21：00

11席

野菜・ごはん・塩分・脂質の調節

11：00～23：00

伊万里市伊万里町甲3-609（相生橋角佐賀銀行前）

セットメニューは野菜たっぷり
サラダ付きと手作り餃子付きが
あります。

バランス （おすすめ）
                夜限定　得々セット（コーヒー付）
                ￥980

30席（子ども用いす有）

伊万里市新天町87-3 0955-23-0252

バランス、野菜、朝食 （おすすめ）チキン定食

ＡＭ８：３０ＰＭ８：３０

４０席（子ども用いす有）

11：00～15：00 17：00～21：00

伊万里町甲542 0955-22-2548

伊万里市南波多町井手野2959-1

伊万里市立花町3321-1

12：00～14：30
17：00～21：00

0955-24-2706

バランス・野菜・ごはん・塩分・脂質の調整

11:30～20:30(オーダーストップ）

30席（子ども用いす有）

身体が欲しがる健康料理、低カロ
リー、低塩分、野菜たっぷり糖尿
病食でも大丈夫。
女将のわががま膳￥800

（おすすめ）     食三味、伊万里牛ハンバーグ
　　　　　　　　　　レモンステーキ

バランス・野菜・ごはん・塩分・脂質の調整



登録番号 33 店名 Bouillon ブイヨン

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 日曜日

席　数 Ｐ 3台

登録番号 34 店名 お好み焼き・もんじゃ焼の店　だるまや

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日
毎週水曜
日

席　数 Ｐ 6台

登録番号 35 店名 ダイニングキッチン　風の丘

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 火曜日

席　数 Ｐ 無

登録番号 36 店名 だいこく屋

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 不定休

席　数 Ｐ

登録番号 37 店名 ホテルニュー伊万里

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 無

席　数 Ｐ 50台

登録番号 38 店名 南イタリア料理　ＢＥＣＣＡＦＩＣＯ

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 火曜日

席　数 Ｐ 15台

登録番号 39 店名 セントラルホテル伊万里

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 無し

席　数 Ｐ 100台

登録番号 40 店名 伊万里グランドホテル

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 無し

席　数 Ｐ 150台

0955-22-0880

11：30～14：00ＬＯ　14：30ＣＬＯＳＥ
18：00～21：00ＬＯ　22：00ＣＬＯＳＥ

（おすすめ）　　新鮮素材を使用しています。

伊万里市伊万里町甲481-2

４８席

0955-22-4211

（おすすめ）　牛丼は伊万里牛を使用。

25席

バランス

伊万里市新天町503-1

11：00～20：00　（予約の場合23：00）

伊万里市新天町497-1

11：00～24：00

（おすすめ　）　   各種コース料理予約なしでも食
　　　　　　　　　　　べれます。2011年～連続２年
　　　　　　　　　　　九州グランプリを取った伊万里
　　　　　　　　　　　牛ハンバーグ等。

0955-22-2811

0955-25-9515

（おすすめ）　　南イタリアの家庭料理を現地その
　　　　　　　　　　　ままの味でお楽しみ下さい。

伊万里市伊万里町甲813-4

（おすすめ）　　  宿泊者には無料で朝食を提供。
　　　　　　　　　　パン、フレッシュサラダ、スープ、
　　　　　　　　　　コーヒーをどうぞ。6：45～9：30

14席

伊万里市二里町八谷搦171

（おすすめ）　　朝食は和定食です。

（おすすめ）　　全て手作りです。

ランチ11：30～13：30（Ｌ.Ｏ.）15：00クローズ
ディナー18：00～20：30（Ｌ.Ｏ.）22：30クローズ

0955-23-5639

伊万里市新天町字浜ノ浦549-17

朝食

伊万里市東山代町長浜2106-1

60席

18席

55席

バランス

6：30～9：00

朝食

26席

35席

0955-22-2868

伊万里市新天町466-11

0955-22-6910

朝食

7：00～9：30

バランス

野菜

11：00～22：00（ＯＳ9：30）

野菜

0955-23-4141

（おすすめ）地元産のお米、卵、味噌を使ってい
　　　　　　　　　　ます野菜も地元の旬の野菜が
　　　　　　　　　　メインです。



登録番号 41 店名 ウエスト伊万里店

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 無し

席　数 Ｐ 有

登録番号 42 店名 吉峰

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 水曜日

席　数 Ｐ 6台

登録番号 43 店名 やきにく家　源力

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 第３水曜日

席　数 Ｐ

登録番号 44 店名 なかの　田舎庵

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 日曜日

席　数 Ｐ 6台

登録番号 45 店名 フォレストイン伊万里

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 無し

席　数 Ｐ 100台

登録番号 46 店名 ビジネスホテル　新天

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 無し

席　数 Ｐ 34台

登録番号 47 店名 ちゃいな・だいにんぐ　taikei～たいけい～

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 不定休

席　数 Ｐ 無

登録番号 48 店名 福祉喫茶「あおぞら」

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日
日、祝、
第2、4土

席　数 Ｐ 120

伊万里市立花町4110-1　伊万里図書館内 0955-23-1875

栄養表示・ごはんの調節 （おすすめ）　　知的障害の子供たちですが、
　　　　　　　　　笑顔いっぱいで皆様との出会い
　　　　　　　　　をお待ちしております。しばし、
　　　　　　　　　リラックスの時間をお過ごし下さ
　　　　　　　　　い。

11：00～15：00

30席

朝食

伊万里市伊万里町甲209-5 090-2113-3935

野菜、ごはんの調整 （おすすめ） カロリー低めや野菜たっぷりの料
理もご用意しておりますので、お気軽にご来店
ください。

月～木18：00～1：00　金～土18：00～3：00
日18：00～22：00

26席

伊万里市二里町大里甲1704-2

（おすすめ）　    　あたたかく美味しい家庭の味を
　　　　　　　　　　　美しい器とともにお楽しみ下
　　　　　　　　　　　さい。朝食6：00～9：00

35席

伊万里市新天町字新田211-1 0955-29-8787

11：00～22：30（23：00 O.S)

伊万里市新天町286-9

栄養表示・バランス （おすすめ） 野菜中心にメニューを組んでい
ま
　　　　　　　　　す。

11：30～14：00
17：30～21：00

63席

60席

（おすすめ）   食材は地元産を使っています。
　　　　　　　　　みそ汁は塩分を控え、うどん、そば
　　　　　　　　　は手打ちです。

0955-23-1001

バランス

バランス・野菜

12：00～22：00

13席

伊万里市立花町3392-10 0955-23-9894

0955-23-2373

バランス （おすすめ）
　上質なお肉をおごろな価格でご提供。本だれ
　レモンだれ、味噌だれどれをとっても美味しく

楽しめます。お昼のランチに最適なお店で
す。

0955-23-3563

（おすすめ）揚げたての天ぷら、その日のお
　　　　　　　刺身、一品料理など旬の素材
　　　　　　　を使っております。11：30～21：00

60席

11：30～14：00
17：00～23：00

バランス

伊万里市伊万里町甲196

（おすすめ）食材は牛　佐賀牛、伊万里牛Ａ5
　　　　　　　　　　　　豚　佐賀さくらポーク
　　　　　　　　　　　　鶏　有明鶏
　　　　　　　　　　　　米　伊万里産
　　　　　　　　　　    県内の食材を使っています。100席

伊万里市伊万里町甲140-4　栗副ビル1F 0955-23-2929



登録番号 49 店名 伊万里温泉　白磁乃湯

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 不定休

席　数 Ｐ 250

登録番号 50 店名 いまりホテル

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 お正月

席　数 Ｐ 20

登録番号 51 店名 DINING & BAR はしがき

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 不定休

席　数 Ｐ 16

登録番号 52 店名 兎山　なずな庵

住所 電話番号

取組内容 （おすす
め）

営業時間 店休日 火曜日

席　数 Ｐ 18

登録番号 53 店名 伊万里厨酒房　彩香～SAIKA～

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日 火曜日

席　数 Ｐ 10

登録番号 54 店名 ドライブイン　さよ

住所 電話番号

取組内容

営業時間 店休日
火曜日昼
から

席　数 Ｐ 6

伊万里市木須町兎山4853-1 0955-23-1636

バランス、ごはんの調整

（ランチ）11：30～14：00
　　　　　18：00～22：00

36席

親子丼
塩などの調味料にこだわってい
ます。

伊万里市二里町八谷搦1289番地 0955-23-1636

バランス （おすすめ）全部屋個室で庭が見えるお部屋も
あります。

（ランチ）月～木11：00～14：30
　　　　　　金・土・日11：30～14：00

100席

伊万里市蓮池町115 0955-22-3118

朝食 （おすすめ）朝食にあったかいみそ汁、お魚、お
野菜を出しております。

24時間

24席

伊万里市立花町2402番地1 0955-22-6380

バランス・野菜 （おすすめ）伊万里牛ハンバーグ定食

11：00～22：30

60席

11：30～13：30
17：30～20：30

３６席、子ども用いす　有

 　(おすすめ）伊万里の食材をふん
だんに使い、こだわって作り上げ
ました。お酒と共に彩りよく香り

豊かな料理の数々お楽しみくださ
い。

伊万里市南波多町府招2711-2 0955-24-2474

バランス、ごはんの調整 （ お す す め ） 気 軽 に 入 れ る 店 で す 。
是非おこしください。

10：00～14：00
17：00～20：00

２７席、子ども用いす　有

伊万里市伊万里町甲461 0955-22-8228

バランス、ごはん・塩分の調整


