
カテゴリー 店舗名 住所
食べる トロティネ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ミューズデリ＆カフェ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる 海鮮市場「魚壱」 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ピノキオ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ロード・レーウ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる 健康レストラン　オーラ　-AURA- 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる とっとっと 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ソーセージワーフ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ペッパーランチ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる チーズワーフ（2F） 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる チーズワーフ（1F） 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる 光のカフェ＆バー 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる 悟空 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる 森のファンタジアカフェ（カフェメニュー） 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる 森のファンタジアカフェ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ア　クールベール 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ア　クールベール　カフェ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる オークラウンジ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる アムステルダムガーデンレストラン 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ナインチェカフェ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる タワーシティテラス 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ショコラ夫人の旧邸 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ダム 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる エルマーソ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる 吉翠亭 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる レンブラントサロン 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる 戎座 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ホテルヨーロッパ　ルームサービス 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる フォレストヴィラ　ルームサービス 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる デアドミラル 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる レンブラントホール 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ハウステンボスリゾートシップ　マリエラ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる アンカーズラウンジ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる シェヘラザード 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ビッケンビッケン 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる 花の家 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる パレスティサロン 佐世保市ハウステンボス町1番地1
食べる ホテル日航ハウステンボス　（日本料理あじ彩） 佐世保市ハウステンボス町6番地

食べる ホテル日航ハウステンボス　（レストラン　ラヴァンドル） 佐世保市ハウステンボス町6番地

食べる 道の駅させぼっくす99フード館 佐世保市愛宕町11
食べる サンマリノ 佐世保市稲荷町24-25
食べる 弓張の丘ホテル　汐彩 佐世保市鵜渡越町510　弓張の丘ホテル内　4階
食べる 弓張の丘ホテル　イルマーレ 佐世保市鵜渡越町510　弓張の丘ホテル内　5階
食べる 米春 佐世保市栄町3-19土井ビル1階
食べる fruits CRAFT 佐世保市栄町4-24 1階
食べる 白バラ 佐世保市栄町5-9-103
食べる 蜂の家　栄町店 佐世保市栄町5-9サンクル2番館
食べる ヘラの屋 佐世保市塩浜町1-1ルグランパラビル103
食べる 肉料理 橘橘 佐世保市塩浜町2-4
食べる ハンバーグ家ss389 佐世保市卸本町21-334
食べる ゴーゴーカレー長崎佐世保スタジアム 佐世保市下京町1-17L＆S下京ビル1階
食べる Y's BURGER 佐世保市下京町1-1エバーグリーンビル1F（2F）
食べる Dreamer & E-bar 佐世保市下京町1-1エバーグリーンビル2F
食べる しゃぶせん 佐世保市下京町10-2 DKビルⅦ2F
食べる natsukara 佐世保市下京町10-6太陽アネックスビル1F
食べる とりかわ博多かわっこ佐世保店 佐世保市下京町10-7
食べる 今宵彩る極上空間　ゆたか 佐世保市下京町10-7シネマ太陽京町ビル6－104
食べる お酒鉄板料理　文月 佐世保市下京町10-7シネマ太陽京町ビル6304号

させぼe振興券 加盟店一覧 
 

2022.11.28 時点 合計821店舗



食べる ブラック 佐世保市下京町3-4
食べる いっぷく屋案山子 佐世保市下京町4_15
食べる 櫂艪 佐世保市下京町4-3
食べる 注連蔵（しめぞう） 佐世保市下京町4番13号
食べる Flattoria　Tita　（フラットリア　チタ） 佐世保市下京町4番4号
食べる ささいずみ 佐世保市下京町4番4号
食べる ささいずみ商店 佐世保市下京町4番9号
食べる OLDSHINE 佐世保市下京町6-9
食べる 季節の味処しぐれ茶屋 佐世保市下京町7-8
食べる ミスタードーナツ佐世保京町ショップ 佐世保市下京町8-12
食べる Reve 佐世保市下京町8-13ありさビル3F
食べる くっけん広場 佐世保市下京町8-10
食べる レストラン本陣 佐世保市干尽町5-3ユタカビル1階
食べる BigMan セントラルパーク店 佐世保市宮地町89-1
食べる ジョイフル佐世保中央公園店 佐世保市宮地町89-2
食べる 居酒屋頑固 佐世保市京坪町2-5
食べる 割烹舩津 佐世保市京坪町8-18
食べる 食酒三味　なかしま 佐世保市権常寺1-1-8オグスビル
食べる 楽食酒房　ダンキュー 佐世保市権常寺1丁目7-8長田ビル1階
食べる クッチーナクオーレ 佐世保市戸尾町3-17パークアベニュー戸尾1階1号
食べる ベースストリート防空壕店 佐世保市戸尾町5-28とんねる横丁
食べる たこやきとしちゃん 佐世保市戸尾町6-2
食べる お昼処　小径 佐世保市戸尾町6番5号
食べる 早岐キッチン 佐世保市広田3-5-1
食べる 和風茶屋　里仙 佐世保市広田3-6-17
食べる スイーツハウスK&K 佐世保市広田3丁目16-36
食べる モスバーガー佐世保広田店 佐世保市広田4-4-7クロスガーデン広田
食べる レストラン亀吉 佐世保市江迎町赤坂283-27
食べる 恢復食堂　OTAYA 佐世保市江迎町長坂129
食べる やきとりおかめ 佐世保市江迎町長坂183-3
食べる お食事の店寄り道 佐世保市江迎町田ノ元1182-65
食べる 陽のあたるたい焼き 佐世保市江上町868-4
食べる レストラン　クロダ 佐世保市高天町14-8
食べる 日本海庄や佐世保駅前店 佐世保市三浦町21-1JR佐世保駅高架下
食べる 濵かつ佐世保駅前店 佐世保市三浦町21-1えきマチ1丁目佐世保102
食べる ペッパーランチ　えきマチ1丁目佐世保店 佐世保市三浦町21-1えきマチ1丁目佐世保103
食べる いけ洲博多屋 佐世保市三浦町4-1
食べる レオプラザホテル鯉太郎 佐世保市三浦町4-28
食べる クラージュ 佐世保市山祇町183
食べる さかな食堂安べゑ佐世保山県店 佐世保市山県町1-15河本ビル1F
食べる いけす割烹水月 佐世保市山県町1-16
食べる 木楽屋 佐世保市山県町1-23
食べる 闇市　佐世保店 佐世保市山県町1-25パティオモンテカルロ1F
食べる ステーキハウスらんぷ 佐世保市山県町3-23
食べる スナック文子 佐世保市山県町4-16マルカズビル101号
食べる ジョイフル針尾店 佐世保市指方町570-1
食べる 海カフェ＆レストラン　コスタ九十九島 佐世保市鹿子前町1050番地九十九島パールシーリゾート内
食べる Sasebo Sunset　とことわ 佐世保市鹿子前町1053
食べる 九十九島海遊 佐世保市鹿子前町1058-1
食べる キッチンはーとらんど 佐世保市鹿子前町762
食べる 揚げ専門　ひがしね 佐世保市鹿子前町917-1
食べる つじ商店2Fレストラン 佐世保市鹿子前町942-3
食べる バーガーショップベルビーチ 佐世保市鹿子前町942-3
食べる ラッキーズ 鹿子前店 佐世保市鹿子前町979番地
食べる お食事処みっこ 佐世保市鹿町町土肥ノ浦147-8
食べる ピザクルサ春日店 佐世保市春日町15-351階
食べる つむぎや 佐世保市松浦町2-16
食べる ぐーす 佐世保市松浦町5-23松浦ビル1階
食べる ジョイフル矢峰店 佐世保市松原町26-2
食べる 矢峰キッチン 佐世保市松原町28
食べる 市場のカレー屋 ブ～ちん 佐世保市松川町1-2
食べる 餃子のサリー 佐世保市松川町1-4
食べる 小手川商店 佐世保市松川町1-5
食べる 迫中商店 佐世保市松川町1-6
食べる 深佐屋 佐世保市上京町1-1



食べる 焼肉酒場TICK 佐世保市上京町1-1杉森ビル1F
食べる teppan steak & vege dining 樹 佐世保市上京町3-15
食べる セントラルホテル佐世保・レストラン四季 佐世保市上京町3-2
食べる 旬食美菜らしさ 佐世保市上京町4-13センタービル2階
食べる タリーズ佐世保京町店 佐世保市上京町4-4
食べる 羊肉酒場悟大佐世保店 佐世保市上京町5-4
食べる 梅の花佐世保店 佐世保市上京町5-9　四ヶ町アーケード内メルクールビル3階
食べる 大庄水産佐世保店 佐世保市上京町6-21マエヤマビル1階
食べる インド料理　SONA店 佐世保市上京町6-23　中鉄ビル2F
食べる ステーキ酒場NOBU 佐世保市上京町6-23中鉄ビル1F
食べる 日本海庄や佐世保上京町店 佐世保市上京町6-4上京ビル1階
食べる レモンドレイモンド上京店 佐世保市上京町6-6 1F
食べる AMOR 佐世保市上京町6-8トーニンビル地下1階
食べる スライド 佐世保市上京町7-18-2F
食べる 銀寿司 佐世保市上京町7-8
食べる BigMan上京町本店 佐世保市上京町７-１０
食べる お食事処　匠 佐世保市上相浦町9-6
食べる ふじ若丸中里店 佐世保市上本山町1044-2
食べる 博多めんちゃんこ亭中里店 佐世保市上本山町808-2
食べる 焼肉寿々 佐世保市城山町6-6
食べる ピザ・カリフォルニア佐世保店 佐世保市常盤町2-11
食べる マルハラーメン 佐世保市常盤町4-12
食べる Miyavi Sweets Salon 佐世保市常盤町4-8
食べる モスバーガー松浦公園前店 佐世保市常盤町7-13
食べる レストラン暖家 佐世保市常盤町9-19松尾ビル
食べる 桃太呂　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる 麵処あきら　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる ミスタードーナツ　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる ブレッザテラス　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる プルネール　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる ハンバーガーショップ　ヒカリ　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる 長崎ちゃんぽん　リンガーハット　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる 築地銀だこ　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる そじ坊　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる おさかな家族　雑魚屋　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる 大戸屋　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる KFC　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる はなまるうどん　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
食べる サーティワンアイスクリームさせぼ五番街店 佐世保市新港町2-1
食べる スシローさせぼ五番街店 佐世保市新港町2-12-1
食べる レモンドレイモンドさせぼ五番街店 佐世保市新港町2-1させぼ五番街テラスゾーン2階
食べる 一魚一会 佐世保市針尾東町2371-1
食べる はちみつの台所 佐世保市瀬戸越4-435-5
食べる モスバーガー佐世保大野店 佐世保市瀬戸越4-6-1
食べる カフェ・ボヌール 佐世保市赤崎町421-1
食べる Dining your HERO,s 佐世保市川下町173-1
食べる 炙り屋II 佐世保市船越町1624-1
食べる Bucket List 佐世保市船越町1624-1　アメリカンヴィレッジダイナー103号
食べる 佐世保バーガーミュージアム 佐世保市船越町190-1
食べる リンガーハット早岐駅前店 佐世保市早岐16-8
食べる お食事処まつお 佐世保市相浦町184
食べる Ｈａｒｕ 佐世保市大潟町103-1
食べる 海遊屋台 佐世保市大潟町60ｰ101
食べる あかし餅饅頭店 佐世保市大宮町12-17
食べる むすび会食堂 佐世保市大宮町4-14
食べる 古川鮮魚店 佐世保市大宮町4-15
食べる サーティワンアイスクリーム 佐世保市大塔町14-2
食べる 大蛸 佐世保市大塔町14-2
食べる モンアミ 佐世保市大塔町14-2
食べる インド料理　ビスヌ 佐世保市大塔町14-2
食べる リンガーハット 佐世保市大塔町14-2
食べる 庄屋 佐世保市大塔町14-2
食べる 新宿さぼてん（レストラン） 佐世保市大塔町14-2
食べる ドトールコーヒー 佐世保市大塔町14-2
食べる 大鮹（だいたこ）イオン大塔店 佐世保市大塔町14-2イオン大塔ショッピングセンター3階フードコート内



食べる 牛右衛門カフェイオン大塔店 佐世保市大塔町14-2イオン大塔店3F
食べる 本格炭火焼肉閃 佐世保市大塔町1730-15
食べる 牛右衛門大塔店 佐世保市大塔町1851
食べる 肉肉うどん佐世保大塔店 佐世保市大塔町1861-12
食べる スシロー佐世保大塔店 佐世保市大塔町1861-14
食べる BigManエレナ大塔店 佐世保市大塔町６-１ エレナ大塔店内
食べる ふじなが本店 佐世保市大野町50-14
食べる 博多麺王　佐世保店 佐世保市大和町808
食べる ORKA 佐世保市大和町957
食べる 五十鈴 佐世保市大和町98-1
食べる モスバーガー佐世保中里店 佐世保市中里町142-10
食べる 咲蔵 佐世保市中里町162-1咲蔵ビル1階
食べる コメダ珈琲店佐世保駅前店 佐世保市潮見町9-7
食べる café Sky one 佐世保市椎木町653-1
食べる さすが 佐世保市天満町1-4
食べる 鳥きん天満 佐世保市天満町1-8辻ビル2階
食べる ホルモン居酒屋　うみ 佐世保市天満町1-1
食べる 鉄板ダイニングなかしま 佐世保市天満町2-17
食べる 馨 佐世保市天満町2-29
食べる アルバトロス 佐世保市島瀬町7-7
食べる 中華喜楽本店 佐世保市島瀬町8-14
食べる BigMan佐世保ダイニング 佐世保市島瀬町9-7
食べる シェ オリーブ 佐世保市島地町1-17太陽ストリート101号
食べる 洋懐石紀の川 佐世保市島地町11-26シーサイドマンション1F
食べる 葉港町珈琲サセボノオト 佐世保市島地町5番19号島地クルサ2F
食べる ホテルローレライ 佐世保市南風崎町449
食べる ジョイフル佐世保日野店 佐世保市日野町1895
食べる ピザクルサ大和店 佐世保市白岳町153-9
食べる ミスタードーナツイオン白岳店 佐世保市白岳町50-1
食べる cafe 08 佐世保市白岳町50-1 イオン白岳店
食べる さかなや道場佐世保駅前店 佐世保市白南風町1-13 えきマチ1丁目佐世保Jr1F
食べる 麺屋「一刻屋」 佐世保市八幡町2-14
食べる 中華料理牡丹園 佐世保市比良町1-1
食べる 元祖野球串 佐世保市俵町9-1かどやビル1F
食べる コーヒーtnsab 佐世保市浜田町2-18 STビル1F
食べる SASEBOピザ食堂 佐世保市浜田町2-24
食べる 吾妻寿司 佐世保市本島町3-18
食べる 元蔵庄屋四ケ町店 佐世保市本島町3-5平和ビル2F
食べる 牛右衛門四ヶ町店 佐世保市本島町3-5平和ビル2F
食べる OKASHi NA DEAi 佐世保市本島町3-9石飛ビル1階
食べる Café UMINO 佐世保市本島町4-22
食べる 炭火ホルモン焼肉居酒屋萬 佐世保市本島町4-4
食べる 長崎和牛 愛山亭 佐世保市本島町7-25-1F
食べる Restaurant空　万津店 佐世保市万津町7-8グリーンロッジ1階

食べる Science Patisserie SaSa（サイエンスパティスリー・ササ） 佐世保市万津町7番13号

食べる ミシェルブラウンステーキハウス 佐世保市湊町2-9 2F
食べる マリナホリデイ 佐世保市湊町5-24クインテッサホテル佐世保1F
食べる 焼肉料理専門店　大平楽 佐世保市湊町6-17
食べる 焼肉さくら 佐世保市木ノ宮町4-3
食べる ピザクルサ相浦店 佐世保市木宮町2-32
食べる 厨 天祐 佐世保市矢峰町65-20

カテゴリー 店舗名 住所

買う リンダ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う スキポール 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う フォンデル 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う チーズワーフ（ショップ） 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う カステラの城 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う アンジェリケ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う LOGOショップ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う クート 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う ディック・ブルーナ・ショップ　ナインチェ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う チーズの城 佐世保市ハウステンボス町1番地1



買う 九州の城 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う お菓子の城 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う ワインの城 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う スーベニア 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う オランダの館 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う シーブリーズ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う 海鮮と陶器の城 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う パレスショップ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う BEST3 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う クリスマスマーケット（ショップ） 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う ナイアンローデ城ショップ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う アンカーズラウンジショップ 佐世保市ハウステンボス町1番地1
買う セブンイレブン佐世保針尾橋店 佐世保市ハウステンボス町4-71
買う ホテル日航ハウステンボス（売店メルカード） 佐世保市ハウステンボス町6番地
買う ココカラファインハウステンボス店 佐世保市ハウステンボス町7-8
買う ディスカウントドラッグコスモス佐世保大塔店 佐世保市ひうみ町1907-1
買う さいかい堂　もみじが丘店 佐世保市もみじが丘町40-1
買う まるたか生鮮市場もみじが丘店 佐世保市もみじが丘町40-1
買う 道の駅させぼっくす99（銘品館） 佐世保市愛宕町11
買う セブンイレブン佐世保愛宕町店 佐世保市愛宕町159番2-2
買う てるや化粧品店 佐世保市稲荷町13-3
買う 岡生花店 佐世保市稲荷町15番10号
買う ファッションハウスマルタ 佐世保市稲荷町6-22
買う 浜茶屋 佐世保市宇久町神浦3236
買う 尼忠平店 佐世保市宇久町平2555
買う たなか電器 佐世保市宇久町平2595
買う 丸宮商店 佐世保市宇久町平3104-46
買う ココカラファインサンクル店 佐世保市栄町4-11
買う ノーブル 佐世保市栄町4-21ロックスコートビル1F・B-B
買う コスメティックガーデンあずま 佐世保市栄町4-23
買う ミートショップ深堀 佐世保市栄町4-25
買う 久留米かすり専門店からしま 佐世保市栄町5-19
買う さいかい 佐世保市栄町5-9サンクル2番館104号
買う 松華堂 佐世保市栄町6-15
買う 佐世保漁具店 佐世保市塩浜町6-1
買う フレンド鳥獣店 佐世保市塩浜町8-50102
買う 美よし水産 佐世保市塩浜町8-7
買う クロスワーカー佐世保卸団地店 佐世保市卸本町21-1
買う 株式会社クギマチ 佐世保市卸本町21番地3
買う 株式会社　丸久 佐世保市卸本町22-1
買う BELFAIR 佐世保市卸本町23-4
買う 古着屋ムックハウス佐世保店 佐世保市卸本町24-1
買う セブンイレブン佐世保卸本町店 佐世保市卸本町25-3
買う シャトレーゼ佐世保卸本町店 佐世保市卸本町28-1-1
買う 大松株式会社 佐世保市卸本町卸本町22-2
買う EVERGREEN 佐世保市下京町1-1エバーグリーンビル1F
買う コーヒーの牛島 佐世保市下京町11-1
買う 魚晴 佐世保市下京町11-1
買う 素肌サロンYOU 佐世保市下京町11-11 2F
買う 力武薬局 佐世保市下京町7-18
買う K,S　PARCO 佐世保市下京町7-23
買う コスメティックハウス TERUYA 佐世保市下京町7-24
買う パソコンショップ　コムコム 佐世保市下京町7-24
買う 楽膳 佐世保市下京町7番23号四ヶ町ｱｰｹｰﾄﾞ内
買う インポートショップK's 佐世保市下京町8-12-3Fミスタードーナツビル
買う 金明堂　京町店 佐世保市下京町8-3
買う ブレス専科 佐世保市下京町8-5
買う marukazu_833　京町店 佐世保市下京町9-12西海みずきビル1階
買う エコzone 佐世保市下京町9-1石橋ビル1F
買う クロスワーカー下本山店 佐世保市下本山町1526-1
買う メガネのヨネザワ　佐世保本山店 佐世保市下本山町1530-3
買う 生活協同組合ララコープ　ララ花高 佐世保市花高1丁目339-9
買う Life Window はべ 佐世保市皆瀬町23-3
買う セブンイレブン佐世保干尽町店 佐世保市干尽町11-5
買う 結夢観月館 佐世保市祇園町11-18



買う まつばや吉井店 佐世保市吉井町大渡30-1
買う 池野吉井店 佐世保市吉井町立石272-1
買う メガネのアイランド 佐世保市吉岡町1549-1
買う セブンイレブン佐世保吉岡店 佐世保市吉岡町1585-1
買う エレナ吉岡店 佐世保市吉岡町1818
買う はるやま　佐世保北店 佐世保市吉岡町1904-9
買う 古賀文具店　吉岡店 佐世保市吉岡町1928-7
買う よしとみメガネ 佐世保市宮田町2-16
買う 堤酒店 佐世保市京坪町2-13松尾ビル1階
買う フルール服部 佐世保市京坪町4-14
買う エレナ京坪店 佐世保市京坪町5-10
買う Ｓ.ＮａＫｉＲｉ.ｃａｆｅ 佐世保市熊野町177-1
買う ウィズ早岐店 佐世保市権常寺1-4-12木村ビル1F
買う マルキョウ早岐店 佐世保市権常寺1丁目10番24号
買う パナプラザフカエ 佐世保市原分町268-7
買う 柴田ホルモン店 佐世保市戸尾町5-26
買う 佐舗商店 佐世保市戸尾町5-30
買う 福田鶏肉店 佐世保市戸尾町5-30
買う 吉牟田薬局 光町店 佐世保市光町1-5
買う 酒のカムイ 佐世保市広田1-32-26
買う リメール 佐世保市広田1丁目39-14
買う ディスカウントドラッグコスモス広田店 佐世保市広田2丁目388-1
買う ココカラファイン早岐店 佐世保市広田3-1-1マックスバリュー早岐店内
買う マックハウスイオンタウン早岐店 佐世保市広田3-1-30イオンタウンショッピングゾーンAゾーン
買う パリミキ　イオンタウン早岐店 佐世保市広田3-1-30イオンタウン早岐内
買う 東京靴流通センター早岐広田店 佐世保市広田3-18-2
買う シュープラザイオンタウン早岐店 佐世保市広田3-2-24
買う マックスバリュ早岐店 佐世保市広田3丁目1-1
買う つづみ団子イオンタウン早岐店 佐世保市広田3丁目1-1
買う ホームワイド早岐店 佐世保市広田3丁目1-44
買う ドコモショップ広田店 佐世保市広田3丁目18-27
買う 株式会社　市瀬商店 佐世保市広田3丁目23番29号
買う マックスハウスクロスガーデン広田店 佐世保市広田4-4-3クロスガーデン広田内
買う TSUTAYA広田店 佐世保市広田4-4-9
買う イエローハット早岐広田店 佐世保市広田4-11-9
買う ドラッグストアモリ広田店 佐世保市広田四丁目1番12号
買う エレナ広田店 佐世保市広田四丁目4-6
買う 総合ファッションやまぐち 佐世保市江迎町三浦39-1
買う まつばや江迎店 佐世保市江迎町三浦73-1
買う 有限会社　サンキューカーサービス 佐世保市江迎町赤坂283-18
買う 江迎店 佐世保市江迎町長坂123-2
買う ストロベリースタイル 佐世保市江迎町長坂138-4
買う プレゼントショップともなが 佐世保市江迎町長坂164-10
買う (有)薬のあおやぎ 佐世保市江迎町長坂169-14
買う トップリカーズ江迎店 佐世保市江迎町乱橋549-5
買う ファミリーマート佐世保江上町店 佐世保市江上町868-4
買う セブンイレブン佐世保江上町店 佐世保市江上町936-1
買う 有限会社井手印章堂 佐世保市高砂町4番12号
買う 有限会社　野中一誠堂印房 佐世保市高砂町4番1号
買う 佐世保コーヒーステーション牛島 佐世保市高天町2-9
買う ストアーふじむら 佐世保市黒島町3180-2
買う 生活協同組合ララコープ　ララ黒髪 佐世保市黒髪町22-8
買う セブンイレブン佐世保崎岡町店 佐世保市崎岡町1228-1
買う 佐世保桜木町店 佐世保市桜木町9番1
買う 志げる製菓舗 佐世保市三浦町1-23志げるビル1F
買う isseiwakaki 佐世保市三浦町1-12 ルメルシエ1F
買う ファミリーマート 佐世保三浦町店 佐世保市三浦町2-1アルファビル101
買う エレナえきマチ1丁目店 佐世保市三浦町21-1
買う 文明堂総本店　えきマチ１丁目佐世保店 佐世保市三浦町21-1
買う 佐世保銘品蔵 佐世保市三浦町21-1JR佐世保駅構内
買う zakka eQ 佐世保店 佐世保市三浦町21-1えきマチ1丁目1階
買う えきマチ1丁目佐世保店 佐世保市三浦町21-1えきマチ1丁目2F
買う ライトオンえきマチ一丁目佐世保店 佐世保市三浦町21-1えきマチ一丁目佐世保
買う ミズ　えきマチ1丁目佐世保店 佐世保市三浦町21番1号
買う スイーツさせぼっくす９９ 佐世保市三浦町21番1号させぼエキ町1丁目佐世保駅コンコース内



買う セブンイレブン佐世保駅前店 佐世保市三浦町337
買う 平戸洸祥団右ヱ門窯 佐世保市三川内町889番地
買う エレナ山祇店 佐世保市山祇町329-4
買う YSP燿光リハビリテーション病院売店 佐世保市山手町855-1
買う アクアショップきらら 佐世保市鹿子前町1008番地
買う 九十九島商店 佐世保市鹿子前町1055番地
買う 遊覧船パールクィーン内売店 佐世保市鹿子前町1055番地
買う つじ商店 佐世保市鹿子前町942-3
買う セブンイレブン江迎鹿町店 佐世保市鹿町町深江潟100-1
買う ディスカウントドラッグコスモス鹿町店 佐世保市鹿町町深江潟258-1
買う でんきのアズこんどう店 佐世保市鹿町町深江潟58-5
買う お仏壇の　やまさき 佐世保市若葉町1-8
買う 草加家 佐世保市重尾町210
買う セブンイレブン佐世保重尾町店 佐世保市重尾町972番1
買う さいかい堂　春日本店 佐世保市春日町16-11
買う ファミリーマート佐世保勝海町店 佐世保市勝海町20-4
買う 小宗精肉店 佐世保市小佐々町楠泊1025-12
買う アピールセンターいわい 佐世保市小佐々町楠泊1025-5
買う YS.ますもと 佐世保市小佐々町楠泊694-1
買う セブンイレブン佐世保小舟店 佐世保市小舟町6-6
買う アコール 佐世保市小島町467番地
買う 九十九島せんぺい本舗　松浦店 佐世保市松浦町2-21
買う （有）蒲原時計店 佐世保市松浦町2-9
買う 西九州させぼ地域商社 佐世保市松浦町5-1佐世保市産業支援センター内
買う ドラッグストアモリ矢峰店 佐世保市松原町20番1
買う シュープラザ矢峰店 佐世保市松原町26-1
買う マックスバリュ池野店 佐世保市松原町41-1
買う 宝餅屋 佐世保市松川町1-1
買う フラワー橋口 佐世保市松川町1-1
買う 野田屋 佐世保市松川町1-4
買う 江頭鮮魚店 佐世保市松川町1-9
買う 原鮮魚店 佐世保市松川町1-3
買う 婦人服のいけだ 佐世保市松川町1ｰ14
買う 美あっぷも里 佐世保市松川町3-7
買う メガネのヨネザワ京坪店 佐世保市松川町4-10
買う ドコモショップ佐世保京町店 佐世保市上京町1-3
買う 永田メガネ佐世保店 佐世保市上京町3-18
買う 永田宝石店 佐世保市上京町3-19
買う フルノストアー夢市場 佐世保市上京町4-4永田ビル1F
買う 寝具の武田 佐世保市上京町5-11
買う CORRECT　X　CONNECT 佐世保市上京町5-13
買う TAKAKI 佐世保市上京町5-2
買う だんだん四ヶ町店 佐世保市上京町5-5
買う 御菓子司 松月堂 佐世保市上京町5-6
買う ベルモードナカムラ 佐世保市上京町5-9
買う シティコンタクト佐世保店 佐世保市上京町5-9メルクール2F
買う シューレスキューアルク 佐世保市上京町6-11
買う サンチャイルド 佐世保市上京町6-19
買う Pendule doux 佐世保店 佐世保市上京町6-22
買う 博文堂花水木 佐世保市上京町6-25
買う 正義堂 佐世保市上京町6-26
買う chi to ki 佐世保市上京町6-19
買う セブンイレブン佐世保上原町店 佐世保市上原町1092‒2
買う ココカラファイン相浦店 佐世保市上相浦町1-6
買う マックスバリュ　中里店 佐世保市上本山町1038
買う 薬局リッキーファーマシー 佐世保市上本山町1038マックスバリュ中里店内
買う ディスカウントドラッグコスモス中里店 佐世保市上本山町856-1
買う にすぎ 佐世保市上本山町921-5
買う 梅ヶ枝酒造 佐世保市城間町317
買う セブンイレブン佐世保常盤町店 佐世保市常盤町4-7
買う エレナminiサンクル店 佐世保市常盤町5-5ポレスター常盤タワーレジデンス1F
買う 岩崎本舗佐世保三ヶ町店 佐世保市常盤町6-1サンクル4番館1階
買う ハートプラザ佐世保本店 佐世保市常盤町7番15号
買う ジェイアール 佐世保市常盤町9-3筒井ビル1F
買う エレナ佐世保五番街店 佐世保市新港町2-1



買う ルディックパーク　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う 無印良品　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う プレデフランセ　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う プールムッシュ　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う ブージュルード　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う ファイテン　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う 時計専門店　タイムタイム　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う チッパーチット　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う シティコンタクト　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う コスタコート　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う ゲンキ・キッズプラス　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う 九州銘菓　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う エクセル　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う ヴィレッジヴァンガード　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う イルーシー300　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う アンジェリーコルーチェ　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う アルゴスガーデン　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う アビアント　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う 赤い風船　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う toU by THE KISS  させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う tan tan させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う jour  et  jours  させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う JINS　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う GU　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う GRAN SAC'S　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う GODIVA　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う florist花暦　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う CHOUQUETTES させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う BREEZE　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う ALGYさせぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う ACT-1 させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う ABCマートさせぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う ABCマートスポーツ　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う マライカ　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
買う AOKIさせぼ五番街店 佐世保市新港町2-1 させぼ五番街 110101
買う トイザらスベビーザらス佐世保店 佐世保市新港町2-1 させぼ五番街3F 530501
買う ココカラファインさせぼ五番街店 佐世保市新港町2番1 させぼ五番街 513301
買う TSUTAYA　BOOK　STORE　佐世保五番街店 佐世保市新港町3-1
買う セブンイレブン佐世保針尾中町店 佐世保市針尾中町91番地2
買う 松永ストア 佐世保市世知原町栗迎101
買う せちばるストアー 佐世保市世知原町栗迎104-20
買う 白川商店 佐世保市世知原町栗迎112-22
買う 真弓精肉店 佐世保市世知原町栗迎41-18
買う まつうら電気 佐世保市世知原町栗迎41-21
買う ビューティーセンター山本 佐世保市世知原町栗迎60-3
買う 小林製茶 佐世保市世知原町槍巻411番地の1
買う 冨重製菓 佐世保市世知原町中通１２７
買う 吉牟田薬局　泉福寺店 佐世保市瀬戸越2-7-4
買う 業務スーパー瀬戸越店 佐世保市瀬戸越２丁目１８-８
買う 住まいとでんきのハラノ 佐世保市瀬戸越2丁目7番14号泉福寺ショッピングセンター
買う 金明堂　大野モール店 佐世保市瀬戸越4-6-1佐世保大野モール2F
買う マックハウス佐世保大野モール店 佐世保市瀬戸越4-6-1大野モール1F
買う エレナ大野店 佐世保市瀬戸越4-6-1大野モール内
買う マルキョウ大野店 佐世保市瀬戸越4丁目1317番地の3
買う ナガタめがね時計店 佐世保市瀬戸越4丁目437ナガタビル1F
買う チヨダ大野モール店 佐世保市瀬戸越4丁目6番1号
買う 中村刺繍 佐世保市瀬戸越町448-1
買う セブンイレブン 佐世保赤崎町店 佐世保市赤崎町16番1
買う セイヨーストア 佐世保市赤崎町356-5
買う watoma. 佐世保市赤崎町421-1
買う ダイソー相浦店 佐世保市川下町200-1
買う スポーツショップ　ナイン 佐世保市川下町202
買う エレナ相浦店 佐世保市川下町226-1
買う まつばや相浦店 佐世保市川下町379-1
買う シャルレ大宅 佐世保市川下町447-2コーポ川下102



買う 丸富水産 早岐店 佐世保市早岐1丁目13 11R
買う ニュー家族館 佐世保市早岐1丁目13-11
買う まるたか生鮮市場早岐店 佐世保市早岐1丁目13-14
買う 漢方の岩永十字堂 佐世保市早岐3丁目3-6
買う エレナ早岐店 佐世保市早岐一丁目90-1
買う ドラッグストアモリ早苗店 佐世保市早苗町524-2
買う たきもとサイクルショップ 佐世保市早苗町583-7
買う ディスカウントドラッグコスモス早苗店 佐世保市早苗町61-1
買う 有限会社　光電機商会 佐世保市相浦町151番地
買う 食彩の里　よかばい相浦 佐世保市相浦町1770-1
買う ホームセンターユートク相浦店 佐世保市相浦町1772
買う 小川呉服店 佐世保市相浦町42-1
買う 丸屋呉服店 佐世保市相浦町67
買う エレナ相生店 佐世保市相生町2-5
買う 株式会社MBNS 佐世保市大岳台町18-11
買う 和菓子舗梶山 佐世保市大宮町18番18号梶山ビル
買う 相伽和店 佐世保市大宮町2-24
買う 街角キッチン　逢膳亭 佐世保市大宮町2-24
買う マルキョウ大宮店 佐世保市大宮町2-4
買う fuku fuku 佐世保市大宮町20-4
買う 米のしみず屋 佐世保市大宮町26番1号
買う RV西海 佐世保市大宮町3-2
買う 武富至誠堂薬局 佐世保市大宮町3-22
買う 岡田真珠 佐世保市大黒町4-27 岡田真珠ビル
買う イルーシー300 佐世保市大塔町14-2
買う anyFAM 佐世保市大塔町14-2
買う 武田メガネ 佐世保市大塔町14-2
買う THE　CLOCK　HOUSE 佐世保市大塔町14-2
買う 夢や 佐世保市大塔町14-2
買う サンリオギフトゲート 佐世保市大塔町14-2
買う C&C 佐世保市大塔町14-2
買う 福岡金文堂 佐世保市大塔町14-2
買う T's　コレクション 佐世保市大塔町14-2
買う オンデーズ 佐世保市大塔町14-2
買う アンソレイユ 佐世保市大塔町14-2
買う ブージュルード 佐世保市大塔町14-2
買う Blake 佐世保市大塔町14-2
買う ライトオン 佐世保市大塔町14-2
買う ハニーズ 佐世保市大塔町14-2
買う ヴィレッジヴァンガード 佐世保市大塔町14-2
買う ikka 佐世保市大塔町14-2
買う ルーシュ 佐世保市大塔町14-2
買う から揚げドンドン 佐世保市大塔町14-2
買う アイシティ 佐世保市大塔町14-2
買う プラチノロッサ 佐世保市大塔町14-2
買う Hug　Hug 佐世保市大塔町14-2
買う クロワッサン 佐世保市大塔町14-2
買う ティーウェイ 佐世保市大塔町14-2
買う シェリール 佐世保市大塔町14-2
買う オルベネ 佐世保市大塔町14-2
買う ペイトブルーム 佐世保市大塔町14-2
買う Yuby jalan jalan 佐世保市大塔町14-2
買う ミスタードーナツ 佐世保市大塔町14-2
買う ケンタッキーフライドチキン 佐世保市大塔町14-2
買う 新宿さぼてん（惣菜） 佐世保市大塔町14-2
買う 赤い風船 佐世保市大塔町14-2
買う 文明堂 佐世保市大塔町14-2
買う ニューヨーカー 佐世保市大塔町14-2
買う コムサ・イズム 佐世保市大塔町14-2
買う エステール 佐世保市大塔町14-2
買う バックの多津屋 佐世保市大塔町14-2
買う LA・PAXワールド 佐世保市大塔町14-2
買う ABCマート 佐世保市大塔町14-2
買う イオン九州大塔店 佐世保市大塔町14-2
買う クロスワーカー大塔店 佐世保市大塔町15-9



買う はるやま　佐世保店 佐世保市大塔町1735-1
買う ベスト電器　佐世保本店 佐世保市大塔町1857-2
買う ゲオ佐世保大塔店 佐世保市大塔町1857-2
買う ハートプラザ大塔店 佐世保市大塔町1916-25
買う フタタ　大塔店 佐世保市大塔町1916-8
買う セブン-イレブン佐世保大塔町店 佐世保市大塔町1983-3
買う おもちゃのあおき　大塔トイセンター 佐世保市大塔町1984
買う ドラッグストアモリ大塔店 佐世保市大塔町2025-1
買う エレナ大塔店 佐世保市大塔町6-1
買う ドン・キホーテ佐世保店 佐世保市大塔町616-34
買う かめや釣具　佐世保大塔店 佐世保市大塔町616-87
買う ケーズデンキ　佐世保店 佐世保市大塔町666番10
買う ホームセンターコーナン大塔店 佐世保市大塔町8番地62
買う コーナンPRO大塔店 佐世保市大塔町8番地62号
買う YSP佐世保中央病院売店 佐世保市大和町15
買う 株式会社古川電機製作所 佐世保市大和町342番地1
買う スーパーセンタートライアル佐世保大和店 佐世保市大和町65-2
買う ヒマラヤ佐世保店 佐世保市大和町978-6
買う 記念品のデパート下川 佐世保市大和町990-3
買う 江口製菓舗 佐世保市中里町157-1
買う 洋服の青山佐世保駅前店 佐世保市潮見町1-9
買う 吉牟田薬局　日野店 佐世保市椎木町180-5
買う てるや化粧品店 天神店 佐世保市天神3-9-37
買う もとやま電化 佐世保市天神4丁目2291-3
買う エレナ天神店 佐世保市天神町1201-1
買う 古賀文具店　天満店 佐世保市天満町2-24
買う ホームプラザナフコ佐世保東店 佐世保市田の浦町424-17
買う SASEBO COFFEE ROASTERY 佐世保市田の浦町5番地44
買う コスメテッィクY 佐世保市田原町13-10
買う 八の茶縁 佐世保市田原町15-4
買う 吉牟田薬局　大野店 佐世保市田原町15-5
買う 洋服の青山佐世保大野店 佐世保市田原町18番17号
買う 文明堂総本店　佐世保店 佐世保市島瀬町10-7
買う メガネのオカコー 佐世保市島瀬町10-7
買う みずた 佐世保市島瀬町7-12
買う 九州銘菓島瀬店 佐世保市島瀬町7-20
買う 魔法使いの花屋 佐世保市島瀬町7-7
買う 西沢本店 4Fレジ 佐世保市島瀬町7-7
買う 西沢本店 3Fレジ 佐世保市島瀬町7-7
買う 西沢本店 2Fレジ 佐世保市島瀬町7-7
買う 西沢本店 1Fレジ 佐世保市島瀬町7-7
買う つづれや 佐世保市島瀬町7-7
買う センソユニコ 佐世保市島瀬町7-7
買う クラチェ 佐世保市島瀬町7-7
買う サックスバー 佐世保市島瀬町7-7
買う カーサ 佐世保市島瀬町7-7
買う 23区・組曲 佐世保市島瀬町7-7
買う 西沢本店 佐世保市島瀬町7-7
買う イオン佐世保四ヶ町店 佐世保市島瀬町7-7アルバ西沢2階
買う でばた 佐世保市島瀬町7-7西沢本店1階
買う NEW SBT 佐世保市島瀬町8-5
買う ファミリーマート 佐世保島瀬町店 佐世保市島瀬町9-17森塚ビル1階
買う 尚美堂 佐世保市島瀬町9-8
買う ふるふる京屋　島地町 佐世保市島地町1-11
買う 坂本屋 佐世保市東大久保町2-27
買う 柴崎水産直売所 佐世保市東浜町1050-8
買う ゴルフパートナーアクロスプラザ佐世保店 佐世保市藤原町20-7スーパースポーツゼビオ内

買う スーパースポーツゼビオアクロスプラザ佐世保藤原長店 佐世保市藤原町20番7号

買う しまばらや 佐世保市藤原町27-12
買う セブンイレブン佐世保日宇町店 佐世保市日宇町2545-1
買う マルキョウ黒髪店 佐世保市日宇町2567-1
買う メガネのヨネザワ　佐世保日宇店 佐世保市日宇町2689-1
買う パソコン工房佐世保店 佐世保市日宇町2734-1
買う イエローハット佐世保店 佐世保市日宇町2810-241



買う エディオン佐世保店 佐世保市日宇町2855-7
買う 蜂の家　工場売店 佐世保市日野町1123-2
買う 辻酒店 佐世保市日野町1180-2
買う 丸富水産日野店 佐世保市日野町1205-1
買う セブンイレブン日野店 佐世保市日野町1917番地1
買う シャディサラダ館日野店 佐世保市日野町1923-6
買う ディスカウントドラッグコスモス日野店 佐世保市日野町1938-1
買う マルキョウ日野店 佐世保市日野町856番地の1
買う ふわりのぱん 佐世保市日野町862-59
買う メガネのヨネザワ　佐世保日野店 佐世保市日野町888
買う ドコモショップララプレイス日野店 佐世保市日野町888
買う 生活協同組合ララコープ　ララ日野 佐世保市日野町888-1
買う ココカラファイン日野店 佐世保市日野町888-1ララプレイス佐世保内
買う 金明堂　日野店 佐世保市日野町888-1ララプレイス佐世保内
買う マックスバリュ梅田店 佐世保市梅田町2番2号
買う 有限会社カワカミ 佐世保市白岳町103番地1
買う ドラッグストアモリ白岳店 佐世保市白岳町143番地1
買う マックスバリュ白岳店 佐世保市白岳町145-1
買う ディスカウントドラッグコスモス白岳店 佐世保市白岳町50-19
買う イオン佐世保白岳ショッピングセンター 佐世保市白岳町50番1
買う （有）風月堂 佐世保市白南風町1-16エスプラザビル1F
買う 九州銘菓駅前店 佐世保市白南風町8-17
買う 石田文晶堂 佐世保市八幡町2-16
買う めがねのアウトレット倉庫佐世保店 佐世保市八幡町4-3八幡ビル101
買う 人形の松川 佐世保市俵町10-6
買う ふるふる京屋　俵町店 佐世保市俵町22-42
買う セブン‒イレブン佐世保俵町店 佐世保市俵町23番18号
買う キープ＆ショップすまいる俵町 佐世保市俵町24-281
買う 田栗燃料有限会社 佐世保市俵町5-2
買う いづみや 佐世保市俵町6-18
買う スーパーサンクス俵町店 佐世保市俵町6ｰ16
買う 中島鯨商店 佐世保市俵町6番18号
買う 田中精肉店 佐世保市俵町7-2
買う くすりと化粧品ののぐち 佐世保市俵町9-2ノグチビル1階
買う A-プライス佐世保店 佐世保市福石町17-24
買う 菓子処うちやま 佐世保市福石町9-1
買う おもちゃのあおき 佐世保市本島町3-9
買う カワシモレコード&スポーツ店 佐世保市本島町3番5号
買う 川下ピアノ店 佐世保市本島町4-1
買う 酒品館　いしまる 佐世保市本島町4-18
買う 生産者市場さんむーん 佐世保市本島町4-21
買う バッグショップタケモト 佐世保市本島町4-22
買う メガネのヨネザワ佐世保四ヶ町店 佐世保市本島町4-28
買う ベスト電器　長崎四ヶ町店 佐世保市本島町4-7 TWINKLE西沢4階
買う 白十字パーラー 佐世保市本島町4-19
買う トゥインクル西沢 佐世保市本島町4番7号
買う セブンイレブン佐世保万津６区店 佐世保市万津町44
買う 井手蒟蒻店 佐世保市万津町5-5
買う 池野酒店　万津６区店 佐世保市万津町7-5
買う Y.B.Road 佐世保市万徳町2-23
買う 西海模型 佐世保市湊町3-5
買う エレナ名切店 佐世保市名切町2-38
買う 吉牟田薬局　相浦店 佐世保市木宮町4-10
買う 陶房亀岡 佐世保市木原町1900-1
買う 有限会社有田焼直売センター呉福堂陶園 佐世保市木原町520
買う ディスカウントドラッグコスモス木風店 佐世保市木風町1454-1
買う 有限会社シャルレ千賀 佐世保市野中町98-51
買う まつばや矢峰店 佐世保市矢峰町157
買う キープ＆ショップすまいる有福 佐世保市有福町297-3
買う 柚木よかもん市 佐世保市柚木町2274-4

カテゴリー 店舗名 住所

泊まる ホテルヨーロッパ 佐世保市ハウステンボス町1番地1

泊まる ホテルアムステルダム 佐世保市ハウステンボス町1番地1

泊まる フォレストヴィラ 佐世保市ハウステンボス町1番地1



泊まる 変なホテル　ハウステンボス 佐世保市ハウステンボス町1番地1

泊まる 弓張の丘ホテル 佐世保市鵜渡越町510

泊まる ザ・パラダイスガーデンサセボ 佐世保市崎岡町853-12

泊まる 佐世保グリーンホテル 佐世保市三浦町4-1

泊まる 天空の宿　山暖簾 佐世保市世知原町上野原316

泊まる 佐世保ワシントンホテル 佐世保市潮見町12-7

カテゴリー 店舗名 住所

暮らす（生活） トヨタレンタリース長崎　ハウステンボス店 佐世保市ハウステンボス町1番地1
暮らす（生活） ハウステンボス温泉 佐世保市ハウステンボス町6番地1
暮らす（生活） (有)つつみ商会 佐世保市愛宕町137
暮らす（生活） 有限会社福石自動車整備工場 佐世保市稲荷町22-9
暮らす（生活） 井手薬局　栄町店 佐世保市栄町5-9
暮らす（生活） 井手薬局　塩浜店 佐世保市塩浜町3-12
暮らす（生活） リンパケアサロン Vista 佐世保市塩浜町8-6ラ・コンフォート塩浜201
暮らす（生活） 金沢屋　九十九島店 佐世保市横尾町210大松マンション1F-左
暮らす（生活） 株式会社ホームテック 佐世保市卸本町1番3号
暮らす（生活） 井手薬局　京町店 佐世保市下京町9-19
暮らす（生活） 協栄ガス株式会社 佐世保市皆瀬町21-12
暮らす（生活） AlmovTime 佐世保市吉井町大渡47
暮らす（生活） 松本畳店 佐世保市吉井町立石493-1
暮らす（生活） 大和タクシー　吉井営業所 佐世保市吉井町立石500
暮らす（生活） 株式会社　小川工務店 佐世保市吉岡町1981番地7
暮らす（生活） セブンイレブン佐世保権常寺店 佐世保市権常寺1-12-15
暮らす（生活） ブルーム 佐世保市権常寺1-12-3　1階
暮らす（生活） 株式会社モリ•ジュク 佐世保市権常寺1-4-25
暮らす（生活） 介護サポートセンター佐世保 佐世保市戸尾町4-5
暮らす（生活） 寺田商店 佐世保市戸尾町5-27
暮らす（生活） HAIR SHOP KEI 佐世保市光月町1-18エヴァ光月
暮らす（生活） 株式会社エムワイカーライフ 佐世保市光町１－２１
暮らす（生活） nail salon gem 佐世保市江迎町赤坂323
暮らす（生活） 写真の志水 佐世保市江迎町長坂164-9
暮らす（生活） ヘアースタジオ  ハンズ 佐世保市江迎町田ノ元245-3
暮らす（生活） 音成はり灸院 佐世保市高天町9-14
暮らす（生活） OKタクシー 佐世保市高梨町1-7
暮らす（生活） 有限会社トーコー 佐世保市高梨町18-29
暮らす（生活） MINETTE 佐世保市指方町1778-2
暮らす（生活） ヘアーサロンフクミ 佐世保市鹿子前町493
暮らす（生活） アートウェーブ美容室 佐世保市若葉町1-3
暮らす（生活） セブンイレブン小佐々黒石店 佐世保市小佐々町黒石313-6
暮らす（生活） 有限会社松田石材 佐世保市小佐々町黒石328-2
暮らす（生活） クスリのウラタ 佐世保市小佐々町楠泊1128-1
暮らす（生活） ご婚礼衣裳　華水 佐世保市松浦町2-8
暮らす（生活） 井手薬局　松浦店 佐世保市松浦町2-9
暮らす（生活） ありす美容室 佐世保市松川町1-9
暮らす（生活） させぼスポーツ整骨院 佐世保市上相浦町1-3
暮らす（生活） 中里サービスステーション 佐世保市上本山町1011-1
暮らす（生活） ヘアポートオオツカ 佐世保市上本山町1155-2
暮らす（生活） トラスト薬局　城山店 佐世保市城山町3-22
暮らす（生活） ラッキー自動車株式会社 佐世保市城山町6-3
暮らす（生活） 新日本観光旅行センター　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
暮らす（生活） コワファースト　させぼ五番街 佐世保市新港町2-1
暮らす（生活） させぼ鍼灸整骨院　五番街院 佐世保市新港町3-1
暮らす（生活） 山忠商店 佐世保市世知原町槍巻28-1
暮らす（生活） させぼ整骨院　瀬戸越院 佐世保市瀬戸越2-8-3
暮らす（生活） 城山タクシー株式会社 佐世保市折橋町13-5
暮らす（生活） 有限会社　笹山ふとん店 佐世保市相浦町209
暮らす（生活） 井手薬局　あいのうら 佐世保市相浦町263-1
暮らす（生活） アン美容室 佐世保市大宮町46-4
暮らす（生活） させぼ整骨院　イオン大塔院 佐世保市大塔町14-2
暮らす（生活） シャンプーボーイ 佐世保市大塔町14-2
暮らす（生活） ルフラン 佐世保市大塔町14-2
暮らす（生活） スワンドライ 佐世保市大塔町14-2
暮らす（生活） 明治ミルクボーイ　佐世保店 佐世保市大塔町1750-1



暮らす（生活） 原口ボデー 佐世保市大塔町23-723-7
暮らす（生活） ヒラファイト 佐世保市大塔町261-9
暮らす（生活） サロンド・ペペ 佐世保市大野町77-31
暮らす（生活） 有限会社　渕上モータース 佐世保市大和町867-2
暮らす（生活） ナギサ美容室アリーナ 佐世保市中里町2070-2
暮らす（生活） たたみの喜多 佐世保市潮見町4-12
暮らす（生活） 岸川石油販売株式会社 佐世保市田原町16-44
暮らす（生活） いやし処わざわざ 佐世保市島瀬町10-5
暮らす（生活） SAKURASAKU 佐世保市島瀬町7-7
暮らす（生活） アフェクション藤原本店 佐世保市藤原町18-3
暮らす（生活） 岩盤浴サンスパ 佐世保市藤原町37-8
暮らす（生活） ニトリ佐世保店 佐世保市日宇町2742-7
暮らす（生活） 青雲塾、青雲塾情報ビジネス学院 佐世保市日宇町665富士ビル2階
暮らす（生活） スマイルライン歯科・矯正歯科佐世保 佐世保市日宇町678-3
暮らす（生活） OKホーム＆ガーデン日野店 佐世保市日野町800番地
暮らす（生活） reposo. 佐世保市日野町862-55
暮らす（生活） させぼ整骨院　イオン白岳院 佐世保市白岳町50-1
暮らす（生活） Relax Salon Sweet 佐世保市白南風町19-27
暮らす（生活） トヨタレンタリース長崎　佐世保駅前店 佐世保市白南風町5番17号
暮らす（生活） キングタクシー株式会社 佐世保市白木町62-1
暮らす（生活） ヘアハウス　ノンノン 佐世保市俵町5-14山口ビル1F
暮らす（生活） 堀越刃物店 佐世保市俵町9-10
暮らす（生活） 有限会社あいおい薬局 佐世保市浜田町1-16
暮らす（生活） させぼ整骨院　相生院 佐世保市浜田町1-22
暮らす（生活） させぼ整骨院 佐世保市本島町4-21
暮らす（生活） トラスト薬局　万徳店 佐世保市万徳町5-13
暮らす（生活） からだラボMatsushimado 佐世保市木宮町3-36
暮らす（生活） ヘアメイクシェモア 佐世保市木風町1447-4
暮らす（生活） 観光タクシー 佐世保市木風町1448-4
暮らす（生活） クリーニングショップウラカワ 佐世保市野中町55-6
暮らす（生活） 井手薬局  在宅療養支援 つむぎ 佐世保市野中町85-8
暮らす（生活） リラクゼーションサロンるぽ～repos～ 佐世保市有福町90-11
暮らす（生活） 川浪自動車 佐世保市柚木元町2370-2

カテゴリー 店舗名 住所

遊ぶ ウェルカムゲート 佐世保市ハウステンボス町1番地1
遊ぶ ハーバーゲート 佐世保市ハウステンボス町1番地1
遊ぶ アドベンチャーパークゲート 佐世保市ハウステンボス町1番地1
遊ぶ 入国インフォメーションセンター 佐世保市ハウステンボス町1番地1
遊ぶ 会員デスク 佐世保市ハウステンボス町1番地1
遊ぶ 中央インフォメーションセンター 佐世保市ハウステンボス町1番地1
遊ぶ レンタサイクルフイッツ（入国店) 佐世保市ハウステンボス町1番地1
遊ぶ レンタサイクルフイッツ（港町店) 佐世保市ハウステンボス町1番地1
遊ぶ カートタクシー 佐世保市ハウステンボス町1番地1
遊ぶ ミューズホール 佐世保市ハウステンボス町1番地1
遊ぶ えぼし高原ホースパーク 佐世保市烏帽子町11番地
遊ぶ カラオケネオパーティー 佐世保市江迎町三浦39-1
遊ぶ アルカスSASEBO 佐世保市三浦町2番3号
遊ぶ 真珠の玉出し体験コーナー 佐世保市鹿子前町1008番地
遊ぶ 九十九島水族館海きらら 佐世保市鹿子前町1008番地
遊ぶ 九十九島遊覧船 佐世保市鹿子前町1055番地
遊ぶ 九十九島動植物園森きらら 佐世保市鹿子前町2172番地
遊ぶ ダイブハウス　わんだーらんど 佐世保市鹿子前町986 九十九島パールシーリゾート内
遊ぶ 鹿町温泉施設 佐世保市鹿町町土肥ノ浦169-2
遊ぶ 西肥シルバーボウル 佐世保市早岐1丁目13番11号
遊ぶ 三冠王バッティングセンター 佐世保市相浦町2680
遊ぶ エコスパ佐世保 佐世保市大塔町1036-1
遊ぶ 釣具ポイント　佐世保店 佐世保市大和町978-6
遊ぶ させぼバス 佐世保市白南風町7番38号
遊ぶ 葉港商店 佐世保市福石町24-5 葉港商店


