
＜クーポン券利用 対象施設＞

No. 分類 名前 住所 電話番号 ホームページ等

1 飲食・土産 雲仙みかどホテル 深江町甲5292-2 0957-72-5420 https://www.unzen-mikado.net

2 飲食 ザ・マーキーズ ホテル＆ウェディング 深江町丙760 0957-72-2031 https://marquis1887.jp

3 飲食 マーキーズカフェ 深江町丙760 0957-72-2031 https://marquis1887.jp

4 飲食・土産 道の駅 みずなし本陣ふかえ 深江町丁6077 0957-72-7222 http://mizunashi-honjin.co.jp/

5 飲食 麺商須川 面喰い 西有家町須川347 0957-82-2061 https://himawari-kankou.jp/gourmet/000321.php

6 飲食 旬菜鮮たつみ 西有家町須川1238 0957-61-1451 https://japanese-restaurant-1423.business.site/

7 飲食 炉端 大和 西有家町須川1660 0957-82-0079 https://www.instagram.com/yamato_820079

8 飲食・土産 原城温泉 真砂 南有馬町丁133 0957-85-3155 http://www.harajoumasago.jp/

9 飲食・土産 口之津温泉 しらはまビーチホテル 口之津町甲2829-1 0957-86-3030 https://kuchinotu-onsen.com/

10 お土産 吉田菓子店 深江町丙79 0957-72-2160

11 お土産 エコ・パーク論所原 北有馬町丙4731-2 0957-65-7056 https://sfhcosmos.wixsite.com

12 お土産 小淵生長堂 南有馬町乙1279 0957-85-2059 https://himawari-kankou.jp/shopping/000581.php

13 お土産 松田屋老舗 口之津町丙4343 0957-86-2796 https://himawari-kankou.jp/shopping/000639.php

14 お土産 はぁとふる 口之津町丙4358-6 0957-87-5055

15 お土産 本田屋かすてら本舗 口之津町丁5778 0957-86-3148 https://himawari-kankou.jp/shopping/000594.php

16 お土産 グランビィラジュおおむら菓子舗 加津佐町乙92-1 0957-87-2183 https://himawari-kankou.jp/shopping/000299.php

17 体験 口之津イルカウォッチング 口之津町丙2092-10 0957-86-4433 http://dolwatch.jp/

18 土産・体験 森永材木店 有家町山川1224 0957-82-2471 https://morinagazaimokuten.com

19 お土産 小林甚製麺 西有家町須川388 0957-82-2224 http://www.kobayashijin.com

20 お土産 内田蒲鉾店 西有家町里坊2050 0957-82-2114 https://ja-jp.facebook.com/uchidakamaboko/

21 飲食 ろばた大根地 北有馬町己1-5 0957-84-3087

22 お土産 株式会社みなみしまばら 南有馬町乙857 0957-85-2276 https://nagasaki-wakame.com

23 お土産 菓樹園 北有馬町己694-1 0957-84-3130

24 飲食 炭火焼肉屋さかい 原城店 南有馬町乙1004-7 0957-85-2989 https://www.yakiniku.jp/sakai/

25 飲食 割烹 城 南有馬町丁170 0957-85-2101 http://harajo-shiro.com/

26 体験 原城遊漁船組合（イルカウォッチング） 南有馬町丁133 0957-85-3155 http://www.harajoumasago.jp/

27 飲食 隣のたこちゃん 口之津町丁5846-2 0957-86-3883 https://ameblo.jp/tonarino-takochan/

28 お土産 松尾鮮魚店 口之津町丁5584 0957-86-2264

29 体験 かづさイルカウォッチング 加津佐町乙251-11 0957-87-4640 https://www.iruka-watching.com

30 お土産 入江製菓舗 深江町丁3671 0957-72-2242 http://irieseikaho.com/

31 お土産 めんの山一直売所「麺匠の里」 深江町丁4615 0120-71-1331 http://www.mennoyamaichi.co.jp

32 飲食 山の寺 邑居（やまのてら ゆうきょ） 深江町戊3988-22 0957-65-1550 http://www.shimabara.jp/yuukyo/

33 お土産 プラザながいけ 深江町丁2382-1 0957-72-2021 https://m.facebook.com/plazanagaike/?locale2=ja_JP

34 飲食 お食事処 千里 深江町丁5619 0957-72-5596 https://himawari-kankou.jp/gourmet/000323.php

35 飲食 あたご寿司 加津佐町己2824-6 0957-87-2511

36 飲食 鶏の白石 布津町乙1481-1 0957-72-3369 https://tori-shiraishi.jp

37 お土産 松本製菓舗 西有家町須川1700 0957-82-2094

38 土産・体験 サンエスファーム 北有馬町甲1414-8 0957-84-3846 http://www.sanesufarm.com/

39 お土産 中村清月堂 南有馬町乙994-2 0957-85-2052

40 お土産 虹色キッチン みなと支店 口之津町丙4358-6 090-1519-9037 https://www.facebook.com/nanairokitchen/

41 お土産 深江町漁業協同組合 深江町丙131 0957-72-2005 http://www.jf-fukae.com/

42 飲食 華豊 加津佐町己3490 0957-87-5033 https://kahou-nagasaki.com
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①雲仙みかどホテル

④道の駅
みずなし本陣ふかえ

⑤麺商須川面喰い

⑥旬菜鮮たつみ

⑦炉端大和

㉕割烹城（原城の宿城）

⑨口之津温泉
しらはまビーチホテル

②ザ・マーキーズ
③マーキーズカフェ
⑩吉田菓子店

⑪エコ・パーク論所原

㉒みなみしまばら

⑬松田屋老舗

⑭はぁとふる
㊵虹色キッチンみなと支店 ⑮本田屋かすてら本舗

㉗隣のたこちゃん
㉘松尾鮮魚店⑰口之津イルカウォッチング

⑯グランビィラジュ
おおむら菓子舗

⑱森永材木店

⑳内田蒲鉾店

⑧原城温泉真砂
㉖原城遊漁船組合（イルカウォッチング）

⑲小林甚製麺

㉑大根地

㉓果樹園

⑫小淵生長堂
㉔炭火焼肉屋さかい原城店
㊴中村清月堂

㉙かづさイルカウォッチング

㉚入江製菓舗

㉛めんの山一直売所
「麺匠の里」

㉜山の寺邑居
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クーポン券利用店舗対象施設
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鮎帰りの滝

大野木場砂防みらい館
旧大野木場小学校被災家屋

戸ノ隅の滝

俵石展望台

原山ドルメン
縄文の館

花房展望所

両子岩

日野江城跡
有馬のセミナリヨ跡

有馬キリシタン遺産記念館

有馬川殉教地

西望公園・西望記念館

谷水棚田

開田公園・南蛮船来航の地

前浜海水浴場

布津温泉「湯楽里」

ありえ俵石
自然運動公園

有馬湧水
ホタルの里

口之津歴史民俗
資料館分館

口之津港ターミナルビル

面無橋

吉利支丹墓碑
龍石海岸

瀬詰崎灯台
アコウ群落

白浜海水浴場・キャンプ場

須川観光ホテル

高岩山
㉝プラザながいけ

深江諏訪神社の社叢

岩戸山樹叢

小浜温泉

雲仙温泉

世界文化遺産
原城跡

㉞お食事処千里

㊱鶏の白石

㊲松本製菓舗

㊳サンエスファーム

㊶深江町漁業協同組合

㊷華豊
権田公園

野田浜キャンプ場

㉟あたご寿司


