
Ｎｏ． 市町 店　舗　名 住　　所 電話番号 おもてなし内容/パスポート特典 営業時間　※いずれも要予約 定　休　日 駐　車　場

1 唐津市 三藤窯 佐賀県唐津市宇木2972-6 0955-77-0333 野点茶会と窯元見学 10/8（土）、10/29（土）、11/5（土）

2 伊万里市 basecamp伊万里 佐賀県伊万里市大川内町乙1846 090-6001-1851 和菓子手作り体験＆お抹茶／オリジナルエコバック５００円ＯＦＦ 10：00～16：00 土日祝のみ営業

3 武雄市 武雄市観光協会 佐賀県武雄市武雄町大字昭和805 0954-23-7766
やきものの産地をめぐる日帰りバスツアー

（予約は祐徳自動車：０９５２－３０－５５８８へ）

10/9（土）、10/29（土）、11/6（日）、11/12

（土）、11/19（土）、11/20（日）、11/21（月）、

11/27（日）、12/4（日）、12/11（日）

4 嬉野市 うれしの茶交流館チャオシル 佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内乙2707-1 0954-43-1991 「陶磁器」×「お茶」で嬉野を学び、楽しむ・・・お茶の淹れ方教室 9：00～17：00 毎週火曜日

5 有田町 有田観光協会 佐賀県西松浦郡有田町幸平1-1-1 0955-43-2121 ガイドともにブラアリタ／有田焼箸置きプレゼント 9：00～17：00 年末年始

6 佐世保市 九十九島パールシーリゾート 長崎県佐世保市鹿子前町1008 0956-28-1999 カタマランヨット「99TRITON」クルーズ　寿司ランチ付
10/16（日）、11/13（日）、

12/11（日）、1/15（日）

7 波佐見町 波佐見町観光協会 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷2255-2 0956-85-2290
波佐見焼のかけら「べんざら」鑑定団・・・

べんざらを探し、鑑定してもらおう！

10/15（土）、11/19（土）、12/17（土）

※いずれも10～12時

Ｎｏ． 市町 店　舗　名 住　　所 電話番号 グルメ／パスポート特典 営業時間 定　休　日 駐　車　場

1 唐津市 Tea＆Space　基幸庵 佐賀県唐津市東唐津1-9-21 0955-72-8188 基幸庵風あんみつパフェ抹茶添え／通常価格より１００円引き 11:00～18:00 火・第４月 11台

2 唐津市 KARAE　TABLE 佐賀県唐津市京町1783KARAE内 0955-53-8067
クロワッサンと唐津野菜４種のデリプレート／

唐津焼作家のカップで味わうコーヒー
7:30～18:00 不定休 なし

3 唐津市 佐志山窯 佐賀県唐津市東城内10-9唐津城登り口 090-4489-9179 5,000円以上お買い上げの方　お買い上げ商品代１０％ＯＦＦ 10:00～17:00 不定休 なし

4 唐津市 大杉皿屋窯 佐賀県唐津市呉服町1854-1 0955-73-5249 お買い上げ商品を１０％ＯＦＦ 10:00～18:00 不定休 なし

5 唐津市 王天家窯 佐賀県唐津市厳木町うつぼ木10-1 0955-63-2304 2,000円以上お買い上げで箸置き１個プレゼント 10:00～17:30 不定休 ７台

6 唐津市
唐津焼協同組合

唐津総合展示場・販売場

佐賀県唐津市新興町2881-1

ふるさと会館ｱﾙﾋﾟﾉ2F
0955-73-4888 お買い上げ商品を２０％OFF・絵付け体験１０％ＯＦＦ 9:00～18:00 木曜・年末年始休 あり

1 伊万里市 民家レストラン伊萬里亭 佐賀県伊万里市大川内町丙390-2 0955-22-3953 伊万里牛シチュー定食／自家製ドレッシング１本プレゼント 11:00～14:30 火 7台

2 伊万里市 地域商社伊萬里百貨店
佐賀県伊万里市新天町554

伊万里駅東ﾋﾞﾙ1F
0955-25-8132 伊万里海塩ミルクジェラート／ドリングとセットで１００円引き 13:00～17:30 水・木

市営駅前駐車場

（１時間無料）

3 伊万里市 ステーキレストラン　勝 佐賀県伊万里市二里町大里1780 0955-22-6661 伊萬里牛ステーキセット
11:30～15:00

17:00～21:00
木 あり

4 伊万里市 焼肉亭ハピネス村 佐賀県伊万里市二里町八谷搦1127 0955-23-2681 特上ハラミ／ウーロン茶一杯サービス 11:30～22:00 火 あり

5 伊万里市
伊万里鍋島焼会館

（伊万里鍋島焼協同組合）
佐賀県伊万里市大川内町乙1806 0955-23-7293

喫茶コーナーで食事をされた方にはコーヒー一杯サービス（11:00～

14:00）
9:00～17:00 年末年始休 30台

6 伊万里市
エトワールホリエ 本店

（他２店舗あり）駅南店・有田店
佐賀県伊万里市伊万里町甲585 0955-23-1515 1,000円以上のお買い上げで１０％OFF 8:30～19:00 不定休

市営中央駐車場

（１時間無料）

7 伊万里市 伊萬里牛マルシェ 佐賀県伊万里市立花町827-1 0955-20-4355 3000円以上お買い上げで５％ＯＦＦ 9:00～18:00 水曜日 15台

8 伊万里市 くすきの杜 佐賀県伊万里市立花町3520-6 0955-24-9033 オリジナル薬膳茶ミニをプレゼント 9:00～19:00 第2水曜 あり

9 伊万里市 松浦一酒造 佐賀県伊万里市山代町楠久312 0955-28-0123 2000円以上お買い上げで松浦一オリジナル「きき猪口」１個プレゼント 9:00～17:00 無休 15台

10 伊万里市 伊万里･小嶋や 佐賀県伊万里市山代町楠久549-2 0955-22-6711 1,900円以上のお買い上げでどら焼き１個プレゼント 9:00～17:00 1/1、1/2のみ休 ８台

肥前やきもの圏　周遊パスポート「ななぱす」特典一覧表
特別なおもてなし体験【いずれも要予約】

器とグルメ、パスポート特典



Ｎｏ． 市町 店　舗　名 住　　所 電話番号 グルメ／パスポート特典 営業時間 定　休　日 駐　車　場

1 武雄市 coffee shop 喜蔵 佐賀県武雄市武雄町武雄7353 0954-22-2662
武雄ジビエ猪キーマ＆コリコリ大豆のスパイスカレー／

カレー注文でコーヒー1杯プレゼント
10:00～19:00 無休 なし

2 武雄市
九州パンケーキカフェ

武雄市こども図書館店
佐賀県武雄市武雄町武雄5304-1 0954-23-0644

季節のパンケーキ／季節のパンケーキをご注文の方に

コーヒー１杯プレゼント・お会計1,000円でミニソフトプレゼント
11:00（土日祝10:00）～18:00 水 あり

3 武雄市 JR武雄温泉駅観光案内所
佐賀県武雄市武雄町富岡294

(JR武雄温泉駅構内1F)
0954-22-2542 レンタサイクルタケちゃり（電動自転車）1000円（1日）→800円 8:30～18:00 12/31～1/2休 あり

4 武雄市 喫茶と雑貨の店　中村屋 佐賀県武雄市武雄町武雄7266 0954-23-1678 1000円以上お買い上げの場合　雑貨、お土産が10％ＯＦＦ 10：00～（時期により変動） 不定休 2台

5 武雄市
陽光美術館

日本庭園「慧洲園」
佐賀県武雄市武雄町武雄4075-3 0954-20-1187 共通券（庭園＋美術館）を100円引 10：00～16:00 水曜日 10台

6 武雄市 武雄温泉物産館 佐賀県武雄市武雄町昭和805 0954-22-4597 ソフトクリーム（1個）100円引き 8:30～17:00 元旦のみ 30台

7 武雄市 蔦屋書店　武雄市図書館 佐賀県武雄市武雄町武雄5304-1 0954-20-0300
書籍、文具雑貨購入（1000円以上）でオリジナルポストカード1枚プレ

ゼント
9:00～21:00 無休 190台

1 嬉野市 創作懐石　花の 佐賀県嬉野市嬉野町下宿甲4721-1 0954-42-0332 四季折々創作懐石コース／季節料理１品サービス
12:00～14:00

18:00～22:00
不定休 あり

2 嬉野市 ダイニングすずしろ 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙1116-1 0954-42-3288
すずしろ二段弁当／すずしろ二段弁当を予約の方はデザートを

小さなプリンに変更※当日ＯＫ

11:30～14:00

17:30～23:00
水 あり

3 嬉野市 一粒茶屋すいしゃ 佐賀県嬉野市嬉野町下野甲5682-2 0954-42-0001
ミルフィーユ御膳／コーヒーサービス＆すいしゃ米（５㎏）２５０円引

き
11:30～14:00 日・月 あり

4 嬉野市 ブーゲンハウス嬉野 佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内甲103-5 0954-43-7544 入場料１０％OFF 9:00～17:00 なし ４0台

5 嬉野市 嬉泉館 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2202-18 0954-43-0665
①季節の懐石プラン宿泊料金15550円→13350円

②入浴料大人700円→500円　3歳～小学生300円→150円

日帰り入浴

10:30～21:00
無休 15台

6 嬉野市 花とおもてなしの宿　松園 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙855-2 0954-43-0153 入浴料大人800円→400円　※利用前に要事前連絡
日帰り入浴

12:00～20:00
無休 15台

7 嬉野市 椎葉山荘　しいばの湯 佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内乙1586 0954-42-3600 入浴料大人1100円→1000円　※利用前に要事前連絡
日帰り入浴

11:00～21:00
無休 20台

8 嬉野市 嬉野温泉観光協会 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2202-55 0954-43-0137
電動レンタサイクル1000円→800円

レンタサイクル（普通自転車）500円→400円
10:00～18:00 木 なし

9 嬉野市 うれしの　お茶ちゃ村 佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内乙3537 0954-43-1188 特製ほうじ茶プレゼント 8:30～18:00 なし あり

1 有田町 くまえもん 佐賀県西松浦郡有田町中の原1-1-19 0955-35-4610
ピッツアランチ／ランチメニューご利用で、デザート＆ドリンクをサー

ビス
12:00～14:30 月・火 なし

2 有田町 hapi　cafétta 佐賀県西松浦郡有田町本町丙972-48 0955-42-2057 有田バーガー「肥前やきもの圏セット」／対象メニューを５０円引き 11:30～19:30 火・第１・３・５水 なし

3 有田町 有田焼五膳／有田焼五膳をご注文で金平糖をプレゼント

4 有田町 KILN　ARITA観光案内所 佐賀県西松浦郡有田町本町丙972-31 0955-42-4052
電動レンタサイクル1000円→500円

レンタサイクル（普通自転車）500円→250円
9:00～17:00 無休 なし

5 有田町 ヌルヌル有田温泉 佐賀県西松浦郡有田町南原甲902 0955-42-6988 入浴料　大人750円→680円 10:30～21:00 第３水 あり

6 有田町 幸楽窯 佐賀県西松浦郡有田町丸尾丙2512 0955-42-4121
各300円引き　工場見学1100円→800円、

トレジャーハンティング5500円→5200円　11000円→10700円
10:00～16:00 年末年始休 10台

7 有田町 有田柳窯 佐賀県西松浦郡有田町赤絵町2-1-17 090-9737-5504
ろくろ・陶灯り体験料を200円引き

大人2000円→1800円、子供1500円→1300円
10:00～15:00 無休 1台

1 佐世保市 RE　ＰＯＲＴ 長崎県佐世保市万津町2-12-1F 0956-23-1120 パンデロー／５０円引き・鶏と海老団子のフォー／５０円引き 11:30～17:00（os16:30） 無休 なし

2 佐世保市 ホテル　ローレライ 長崎県佐世保市南風崎町449 0956-59-3939 長崎卵かけめし 11:00～22:30 無休 150台

有田焼ご当地グルメ推進協議会（４店舗）

すし料理専門店亀井鮨・ギャラリー有田

レストランまるいし・ビストロ　エ　ヴァン　カドゥー



Ｎｏ． 市町 店　舗　名 住　　所 電話番号 グルメ／パスポート特典 営業時間 定　休　日 駐　車　場

3 佐世保市 恢復食堂OTAYA 長崎県佐世保市江迎町長坂129 0956-80-4279
恢復ランチ／セットのドリンク（コーヒー・ルイボスティー）を

５０円引き
11:00～15:00 木 4台

4 佐世保市 くつろぎカフェ 長崎県佐世保市三川内本町169 0956-30-7122 お食事をされた方にドリンク1杯サービス
11:00～17:00

（日曜～18:00）
火曜休 10台

5 佐世保市
させぼ四季彩館

（佐世保物産振興協会）
長崎県佐世保市三川内本町289-1 0956-30-7744 お買い上げ商品を５％ＯＦＦ 9:00～18:00 不定休 50台

6 佐世保市
三川内焼伝統産業会館

三川内焼美術館
長崎県佐世保市三川内本町343 0956-30-8080 先着10名　三川内焼クリアファイルをプレゼント 9:00～17:00 12/29～1/3のみ休 170台

7 佐世保市
ホテルオークラJRハウステンボス

カフェテラス　カメリア
長崎県佐世保市ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ町10 0956-58-7111 ランチバイキング１０％ＯＦＦ（12/24～1/3は除外） 11:30～14:30 あり

8 佐世保市 ホテル　ローレライ 長崎県佐世保市南風崎町449 0956-59-3939 長崎卵かけめしを注文された方にソフトドリンク１杯サービス 11:00～22:30 無休 150台

9 佐世保市 九十九島水族館海きらら 長崎県佐世保市鹿子前町1008 0956-28-4187 入館料　大人１００円引き、子供５０円引き
３～10月/9:00～18:00（最終入館17:30）

　11～2月/～17:00（最終入館16:30）
無休

700台

（有料）

1 波佐見町 Gareage　House　Kitchen 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷2255-2 090-8354-7277
トマトソースパスタとハンバーガーのグルメセット／

コーヒーor紅茶を1杯サービス
11:30～17:00 木曜休 あり

2 波佐見町 COFFEE　MUSUME 長崎県東彼杵郡波佐見町稗木場郷119-1 0956-85-7229 かぼちゃのバスクチーズケーキ 9:30～17:00 水 6台

3 波佐見町
波佐見町歴史文化交流館

（波佐見ミュージアム）
長崎県東彼杵郡波佐見町湯無田郷1010-1 0956-85-7355 オリジナルボールペンをプレゼント 9:00～17:00

火曜休（祝日の場合開

館、翌平日休館）

12／29～1/3は休み

17台

4 波佐見町 はさみ温泉　湯治楼 長崎県東彼杵郡波佐見町長野郷558-3 0956-76-9008 5名まで入浴料100円引き
10:00～22:00

（最終入館21:15）
不定休 ４0台

5 波佐見町
陶芸の館

（一般社団法人波佐見町観光協会）
長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷2255-2 0956-85-2290 店内商品購入の方に波佐見焼スプーンを１本プレゼント 9:00～17:00 12/31～1/2のみ休 20台

6 波佐見町 波佐見焼shop　mignon 長崎県東彼杵郡波佐見町小樽郷863-1 0956-85-7324 mignonオリジナル箸置きを1個プレゼント 11:00～17:00（土・日10:00～） 火曜休 15台

7 波佐見町 南創庫 長崎県東彼杵郡波佐見町井石郷2187-4 0956-76-7214 店内商品購入の方に「essence　town調味料入れ」を1個プレセント 11:00～18:00 水曜休 50台

8 波佐見町 Ｏ　ＹＡＮＥ 長崎県東彼杵郡波佐見町折敷瀬郷2204-4 0956-85-3151 隣接する＜COYANE＞にて1ドリンクサービス 9:00～18:00
年末年始

（12/30～１/２）休
27台


