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佐賀牛

佐賀牛レストラン 季楽本店

住所 佐賀市大財3丁目9-16

TEL 0952-28-4132

収容人数 最大40名

料金（税込）
佐賀牛ロースステーキランチ 4,900円
佐賀牛ロースせいろ蒸し 8,800円

営業時間
11：00～15：00（O.S.14：00）
17：00～22：00（O.S.21：00）

定休日 毎月第2水曜日

駐車場
普通車 70台
大型バス 可

交通アクセス 佐賀大和ICより車で25分

その他 団体手数料 5% (前振込のみ)

至高の「佐賀牛」その真髄を味わう
JAグループ佐賀直営だからこそ味わうことができる「佐賀牛」の真髄。
ステーキはもちろん、せいろ蒸し、焼きしゃぶなどの料理を堪能できる。

ランチバイキング

アパホテル ＜佐賀駅南口＞

住所 佐賀市駅前中央1丁目164番地

TEL ０９５２－２５－３８１１

収容人数 90名（最大）

料金（税込） １，４００円（平日）・1,500円（土日）

営業時間 １１：３０～１４：３０（おひとり様９０分）

定休日 年末年始

駐車場 乗用車 ３０台 大型バス 可

交通アクセス 佐賀大和ICより車で25分

その他 団体手数料 10％

ホテルメイドの焼きたてパンと佐賀のアイス食べ放題
ホテルのシェフが趣向を凝らして提供する、多彩な料理も食べ放題です。

レストラン パリ



地産地消・創作洋食料理

さがレトロ館

住所 佐賀市城内２-8-8

TEL 0952-97-9300

収容人数 最大50名（1フロア）

料金（税込） ランチコース 2,160円～

営業時間 11：30～15：00 / 17：30～22：00

定休日 月曜日（祝日の場合は火曜日）

駐車場
普通車 40台
大型バス 可 （６台）

交通アクセス 佐賀大和ICより車で25分

その他 団体手数料 10%

県産食材の魅力を活かした、
地産地消レストラン
レトロな洋館のスローフードレストラン。
佐賀県産の食材をふんだんに使った洋風創作料理が味わえる。
米粉を使ったパンで、佐賀県産和牛のハンバーグを挟んだ
「米っ子サンド」は人気急上昇中。

漁師がつくる有明海料理

むつごろう亭丸善

住所 佐賀市東与賀町田中466-27

TEL 0952-45-2911

収容人数 最大40名

料金（税込） 有明御膳 1,500円

営業時間 11：30～22：00

定休日 不定休

駐車場
普通車 5台
大型バス 可

交通アクセス 佐賀大和ICより車で40分

その他 ー

見た目も個性的な“有明もの”を味わう
ご主人自ら漁に出て獲った有明ものを楽しめる店。
むつごろうやくらげ、くつぞこなど前海で捕れた珍味を、
冬場はアナゴやイシガニなど捕れたての新鮮な有明海の幸に
出会える。



有明海料理・エツ料理(5月～7月下旬)

割烹 津田屋

住所 佐賀市諸富町大字諸富津223-1

TEL 0952-47-2046

収容人数 最大100名

料金（税込）
3,400円～
5～7月上旬はエツ料理の提供

営業時間 11：30～22：00 (O.S. 20:00)

定休日 不定休

駐車場
普通車 50台
大型バス 可

交通アクセス 東脊振ICより車で30分

その他 ー

筑後川に臨む割烹料理店。
えつ料理は初夏の風物詩
筑後川の景観を望みながらお料理を楽しめるお店。
柳川の市場から毎日仕入れ、新鮮な有明ものを味わうことが
できる。

60種以上の野菜中心のヘルシーバイキング

健康れすとらん 清風亭

住所 佐賀市大和町大字梅野120

TEL 0952-62-3111（ホテル龍登園）

収容人数 ホール70名（その他個室あり）

料金（税込）
大人 1,500円 小学生 750円
幼児 (3歳以上) 500円
幼児 (3歳未満) 無料

営業時間 11：00～14:30 (O.S. 14:00)

定休日
平日（25名以上の事前予約のみ
対応可）

駐車場 普通車 200台 大型バス 可

交通アクセス 佐賀大和ICより車で2分

その他 ー

天然温泉とヘルシーな食事で
身もココロも健康に
「九州の嵐山」と言われる川上峡にあり、自社農園で育てた有機野
菜等を活かした健康レストランが人気。旬の無農薬野菜を主役に、
その美味しさをジャンルを問わない豊富なメニューで楽しめる。



郷土料理・会席料理

旅館 あけぼの

住所 佐賀市中の小路3-10

TEL 0952-24-8181

収容人数 最大120名

料金（税込）
幕の内弁当 1,620円
松花堂弁当 2,160円～

営業時間 団体での昼食は要問合せ

定休日 無し

駐車場
普通車 30台
大型バス 可

交通アクセス 佐賀大和ICより車で20分

その他
イス・テーブル席可能
団体手数料 10％

佐賀の器と美食を、
歴史に彩られた老舗旅館で楽しむ
市街地中心部にありながら、喧騒から離れ静けさに包まれた
特別な空間。明治22年創業、120年以上の歴史を誇り、
青木繁をはじめとする文化人御用達の老舗の宿。
有田焼や肥前びーどろ等地元陶芸家の器を使用し、自慢の料
理を目でも楽しませてくれる。

山野菜会席料理

森の香 菖蒲ご膳

住所 佐賀市富士町大字関屋3798-33

TEL 0952-57-2011

収容人数 最大40名 （要問合せ）

料金（税込）

ご膳弁当 1,620円
山野菜ご膳会席 2,160円～
その他、ご予算に応じて承ります（要問
合せ）

営業時間 11：00～15：00

定休日 火曜日

駐車場
普通車 20台
大型バス 可

交通アクセス 佐賀大和ICより車で25分

その他 運転手・添乗員 無料お弁当サービス

人と自然がつくる「心と体の養生食」
会席風のご膳と松花堂弁当を。
朝摘みの旬の山野菜をメインとしたものであり、
一品一品手を加えたやさしい味。



ランチバイキング

ホテルマリターレ創世 佐賀

住所 佐賀市神野東２－５－１５

TEL ０９５２－３３－５５１１

収容人数 ８０名

料金（税込） １，８００円

営業時間 １１：３０～１４：３０

定休日 土・日・祝日

駐車場 乗用車１５０台 大型バス 可

交通アクセス 佐賀大和ICより車で２０分

その他 要問合せ

リストランテが手掛けるホテル自慢の和と洋をおりまぜた
スタイリッシュランチを楽しめます。
ホテル最上階レストランなので、佐賀市内が一望できます。

リストランテ・アメニータ

佐賀県産の直材を使用したメニュー豊富なレストラン
洋食も和食もOK。原料の豆にこだわったコーヒーは絶品です。

住所 佐賀市松原2丁目 2-27

TEL ０９５２－３７－３３６６

収容人数 ６０名

料金（税込） １，０８０円

営業時間 １１：００～１９：００

定休日 月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

駐車場 乗用車６５台 大型３台（要予約）

交通アクセス 佐賀大和ICより車で２０分

その他 メニューについてはお問い合わせください。

バルーンミュージアム内
HARUｃaｆe（ハルカフェ）

地産地消の洋食・和食



佐賀工房バルーンミュージアム店

住所 佐賀市松原2丁目 2-27

TEL 0952-37-0007

営業時間 10：00～19：00

定休日 年末年始

駐車場 普通65台・大型3台

交通アクセス 佐賀大和 ICから車で20分

その他

バルーンミュージアム内のおみやげ店
佐賀ならではの工芸品や海苔、お菓子などを取り揃えたおみやげ店。
バルーンをモチーフにした商品も揃った楽しいショップです。

おみやげ店・直売所

JF佐賀有明海直販所 まえうみ

住所 佐賀市光2丁目819-1

TEL 0952-20-1200

営業時間 10:00～18:00

定休日 毎月第１、第３木曜日、年末年始

駐車場 24台（大型あり）

交通アクセス 佐賀大和ICより車で30分

その他

佐賀海苔を買うなら「まえうみ」で！！
14年連続日本一の生産量販売額を誇る佐賀県有明海漁協の直営店。様々
な佐賀海苔商品を中心に、有明海・玄海の海産物を取り揃え販売してます。
海苔の風味たっぷりの佐賀のりソフトは、ここでしか味わえない一品。

おみやげ店・直売所



橋の駅 ドロンパ

住所 佐賀市諸富町大字為重214-4

TEL 0952-47-5209

営業時間 9:30～18:00

定休日 12/31～1/3

駐車場 大型あり

交通アクセス 佐賀大和ICより車で40分

その他

新鮮野菜と有明海の幸
有明海の魚貝類や農作物・加工食品など新鮮な商品を豊富に取り揃えた
物産販売所。昇開橋遊歩道入口の好立地。諸富家具などの工芸品もお
買物頂けます。

おみやげ店・直売所

三重津みやげ ホスムスカモス

住所 佐賀市川副町早津江津470

TEL 0952-37-1817

営業時間 10:00～17:30

定休日 不定休

駐車場
3台（大型バス不可）
※隣接する佐野常民記念館に大型用2台
あり。

交通アクセス 佐賀大和ICより車で40分

その他

世界遺産のすぐ近く！佐賀んもんのセレクトショップ
世界遺産に登録された三重津海軍所跡前にオープンした、佐賀の特産品
のセレクトショップです。「干す」「蒸す」「醸す」をテーマに佐賀をいろんな
角度から楽しんでいただけます。

おみやげ店・直売所



「道の駅」大和 そよかぜ館

住所 佐賀市大和町大字梅野805

TEL 0952-64-2296

営業時間
9:00～18:00
(トイレ・駐車場は24時間利用可)

定休日 1/1～1/3

駐車場 50台（大型バス可）

交通アクセス 佐賀大和ICより車で約5分

その他

水と緑と文化を育むやすらぎの駅
川上峡の上流部に位置し、館内では地元の特産品の販売や、地域文化、
歴史、自然、名所などを紹介しています。屋外では嘉瀬川河畔での水遊
び、キャンプ等も楽しめます。

おみやげ店・直売所

「ダムの駅」富士 しゃくなげの里

住所 佐賀市富士町大字畑瀬1-31

TEL 0952-58-3200

営業時間 9:00～18:00

定休日 第2水曜・1/1～1/3

駐車場 90台（大型バス可）

交通アクセス 佐賀大和ICより車で約30分

その他

里山の恵みと出会いのスポット
地元の採れたて野菜やつきたての棚田米を取り揃える。嘉瀬川ダムを
一望できるレストランでのランチもおすすめ。

おみやげ店・直売所



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




