はがきで割引！！佐賀支え愛宿泊キャンペーン参加宿泊施設一覧(順不同)
R3.04.22

17時00分時点

エリア

宿泊施設名

住所

電話番号

FAX番号

佐賀・吉野ケ里

医大前グリーンホテル

佐賀県佐賀市鍋島4-3-6

0952-30-8100

0952-30-8101

佐賀・吉野ケ里

温泉民宿みみ

佐賀県佐賀市富士町大字上熊川315-1

0952-63-0100

0952-63-0120

佐賀・吉野ケ里

鶴霊泉

佐賀県佐賀市富士町大字古湯８７５

0952-58-2021

0952-58-2867

佐賀・吉野ケ里

風がささやく離れの宿

0952-58-2106

0952-58-2253

佐賀・吉野ケ里

観光ホテル朝風

0952-28-3333

0952-29-5539

佐賀・吉野ケ里

ガーデンテラス佐賀ホテル＆マリトピア 佐賀県佐賀市新栄東3丁目7-8

0952-37-0888

0952-37-0886

佐賀・吉野ケ里

旅館清川

佐賀県佐賀市富士町大字小副川２０９３

0952-58-2231

0952-58-2854

佐賀・吉野ケ里

グランデはがくれ

佐賀県佐賀市天神2-1-36

0952-25-2212

0952-24-2727

佐賀・吉野ケ里

cosa

佐賀県佐賀市中央本町２－２２ ツースリービル 0952-37-9929

—

佐賀・吉野ケ里

Cottage

佐賀県佐賀市天祐２－３－５－２８

080-2190-0439

—

佐賀・吉野ケ里

コンフォートホテル佐賀

佐賀県佐賀市駅前中央１丁目１４－３８

0952-36-6311

0952-36-6312

佐賀・吉野ケ里

佐賀インターナショナルゲストハウスHAGAKURE

佐賀県佐賀市神野東2-4-12

0952-97-7384

0952-97-7386

佐賀・吉野ケ里

SAGA FURUYU CAMP

佐賀県佐賀市富士町古湯８９８番地

0952-51-8835

0952-51-8845

佐賀・吉野ケ里

山水

佐賀県佐賀市富士町古湯877-1

0952-58-2131

0952-58-2230

佐賀・吉野ケ里

四季彩ホテル 千代田館

佐賀県佐賀市高木瀬町東高木２１６－１

0952-32-5115

0952-32-5125

佐賀・吉野ケ里

千曲荘

佐賀県佐賀市富士町古湯878

0952-58-2047

0952-58-2097

佐賀・吉野ケ里

つかさ旅館

佐賀県佐賀市富士町古湯865

0952-58-2211

0952-58-2708

佐賀・吉野ケ里

天山荘

佐賀県佐賀市久保田町徳万1771

0952-68-2033

0952-68-2008

佐賀・吉野ケ里

東京家旅館

佐賀県佐賀市富士町古湯836

0952-58-2005

0952-58-2006

佐賀・吉野ケ里

富士ビラ山華の正

佐賀県佐賀市富士町小副川2208-1

0952-58-2120

0952-58-2580

佐賀・吉野ケ里

古湯温泉

佐賀県佐賀市富士町古湯860

0952-58-2101

0952-58-2103

佐賀・吉野ケ里

古湯温泉扇屋

佐賀県佐賀市富士町古湯８７３

0952-58-2121

0952-58-2123

佐賀・吉野ケ里

古湯温泉ONCRI/おんくり

佐賀県佐賀市富士町古湯556

0952-51-8111

0952-51-8112

佐賀・吉野ケ里

ホテルニューオータニ佐賀

佐賀県佐賀市与賀町１－２

0952-23-1111

0952-23-1122

佐賀・吉野ケ里

ホテルマリターレ創世

佐賀県佐賀市神野東2丁目5番15号

0952-33-5511

0952-32-7256

佐賀・吉野ケ里

ホテル龍登園

佐賀県佐賀市大和町梅野120

0952-62-3111

0952-62-5946

佐賀・吉野ケ里

ホテルルートイン佐賀駅前

佐賀県佐賀市駅前中央1-9-50

0952-27-7115

0952-41-6868

佐賀・吉野ケ里

民宿 幸屋

佐賀県佐賀市富士町古湯８４５

0952-58-2621

0952-58-2813

佐賀・吉野ケ里

夢千鳥

佐賀県佐賀市富士町大字上熊川２８８

0952-51-0155

0952-63-0525

佐賀・吉野ケ里

旅館あけぼの

佐賀県佐賀市中の小路３－１０

0952-24-8181

0952-23-5196

佐賀・吉野ケ里

旅館杉乃家

佐賀県佐賀市富士町小副川２６３５

0952-58-2216

0952-58-2218

佐賀・吉野ケ里

ローズ若宮２３

佐賀県佐賀市若宮１－１５－２３

0952-60-2102

佐賀・吉野ケ里

わたや 旅館

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里２３５０－１ 0952-52-2973

0952-52-2993

佐賀・吉野ケ里

Villa石の蔵Hotel

佐賀県佐賀市大財5丁目6-4

0952-27-8851

0952-27-8891

佐賀・吉野ケ里

サガシティホテル

佐賀市駅前中央1-7-31

0952-40-0100

0952-40-0340

鳥栖

さくらと展望の宿

１６５１－１０９ 0952-52-2220

0952-53-2149

山あかり 佐賀県佐賀市富士町古湯792-1
佐賀県佐賀市愛敬町11-25

Ureshino

旅館

大和屋

佐賀

大幸園

佐賀県三養基郡上峰町堤

—

鳥栖

サンホテル鳥栖

佐賀県鳥栖市京町781-1

0942-87-3939

鳥栖

TIPS HOSTEL

佐賀県三養基郡基山町宮浦１６３－１２

080-2790-3578

鳥栖

トスステーションホテルマツザカ 佐賀県鳥栖市京町７２４

0942-82-2012

鳥栖

ホテルルートイン鳥栖駅前

佐賀県鳥栖市京町724-1

050-5847-7760 0942-87-8551

鳥栖

街の宿ホテル小松荘

佐賀県鳥栖市大正町747-1

0942-50-9977

0942-50-9978

小城・多久

小城温泉開泉閣

佐賀県小城市小城町岩蔵77

0952-72-7221

0952-72-2156

小城・多久

多久シティホテル松屋

佐賀県多久市北多久町小侍692-42

0952-75-6666

0952-75-2987

小城・多久

天山多久温泉

佐賀県多久市北多久町小侍4644-1

0952-75-7766

0952-75-7767

小城・多久

龍水園ホテル

佐賀県小城市小城町松尾1817-1

0952-72-2200

0952-72-2206

小城・多久

富亀和旅館

多久市北多久町小侍805

0952-75-2062

0952-75-2062

唐津・呼子

あじさいの宿

佐賀県唐津市相知町伊岐佐568-2

0955-62-2413

0955-62-3692

唐津・呼子

尾ノ上Ryokan

佐賀県唐津市呼子町呼子1413

0955-82-3006

0955-82-4742

唐津・呼子

御宿 海舟

佐賀県唐津市東城内２－４５

0955-72-8101

0955-72-8102

唐津・呼子

河畔の宿からつキャッスル

佐賀県唐津市東唐津２丁目１－５

0955-58-8381

0955-58-8381

唐津・呼子

唐津 網元の宿 汐湯凪の音

佐賀県唐津市浜玉町浜崎１６１３

0955-56-7007

0955-56-7008

唐津・呼子

唐津第一ホテル

佐賀県唐津市西寺町４８８－１

0955-74-1000

0955-74-4609

唐津・呼子

唐津第一ホテルリベール

佐賀県唐津市東町１－９

0955-75-2000

0955-75-4803

唐津・呼子

唐津ゲストハウス少女まんが館Saga 佐賀県唐津市大名小路5-2 大名小路ビル

唐津・呼子

観光ホテル

唐津・呼子

TAQUA

都荘

大望閣

1F 0955-58-9781

0942-87-3535
—
0942-83-4278

—

佐賀県唐津市鎮西町名護屋1399

0955-82-1711

0955-82-3537

国民宿舎いろは島

佐賀県唐津市肥前町満越886-1

0955-53-2111

0955-53-2112

唐津・呼子

坂本家旅館

佐賀県唐津市東唐津4丁目2-15

0955-72-2842

0955-74-2076

唐津・呼子

Sea Style Resort Ocean

佐賀県唐津市浜玉町浜崎1799-45

0955-56-8148

唐津・呼子

STAY in KARATSU

佐賀県唐津市東唐津1丁目1番1号

090-3517-8144 0955-80-6050

唐津・呼子

清力旅館

佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦1672-2

0955-82-2311

0955-82-2319

唐津・呼子

旅宿よぶこ

佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦１９５３－２

0955-82-6666

0955-82-5550

唐津・呼子

値賀崎別館

佐賀県唐津市鎮西町串138-4

0955-82-2144

0955-82-4587

唐津・呼子

筑前屋旅館

佐賀県唐津市呼子町殿ノ浦1659番地

0955-82-3714

0955-82-3715

唐津・呼子

鎮西町

佐賀県唐津市鎮西町波戸1082番地

0955-82-1511

0955-82-1513

唐津・呼子

長崎荘

佐賀県唐津市西城内6-36

0955-72-2254

0955-73-6328

唐津・呼子

渚館きむら

佐賀県唐津市東城内４-３

0955-72-4617

0955-74-7731

唐津・呼子

ビジネスホテル宙

佐賀県唐津市新興町143

0955-72-3003

0955-72-3004

唐津・呼子

Hotel & Resorts SAGA-KARATSU 佐賀県唐津市東唐津4-9-20

0955-72-0111

0955-72-0120

唐津・呼子

HOTEL KARAE

佐賀県唐津市京町1783番地 KARAE3階

0955-53-8068

0955-72-3288

唐津・呼子

松の井

佐賀県唐津市東唐津2ー4ー32

0955-72-8131

0955-74-1171

唐津・呼子

水野旅館

佐賀県唐津市東城内4-50

0955-72-6201

0955-72-6203

唐津・呼子

民宿キタハタ

佐賀県唐津市北波多竹有2422-3

0955-64-3130

—

唐津・呼子

民宿くじら支満

佐賀県唐津市呼子町小川島37-2

0955-82-8440

—

唐津・呼子

民宿ゆうすげ

佐賀県唐津市鎮西町加唐島247-5

0955-82-9463

0955-82-9467

唐津・呼子

洋々閣

佐賀県唐津市東唐津２丁目４－４０

0955-72-7181

0955-73-0604

国民宿舎

波戸岬

—

唐津・呼子

漁師民宿

唐津・呼子

旅館

唐津・呼子

旅館

唐津・呼子

あま小屋

佐賀県唐津市鎮西町松島3486-14

080-3947-3413

大政

佐賀県唐津市東城内４－４６

0955-72-4446

0955-72-4440

金丸

佐賀県唐津市呼子町呼子3068

0955-82-3921

0955-82-3923

旅館出雲

佐賀県唐津市呼子町呼子1962-1

0955-82-3706

0955-82-3602

唐津・呼子

旅館魚半

佐賀県唐津市浜玉町浜崎1669-55

0955-56-6234

0955-56-8221

唐津・呼子

旅館 綿屋

佐賀県唐津市大名小路5-10

0955-72-4181

0955-72-4182

唐津・呼子

ビジネス旅館川口屋

唐津市西寺町507-1

0955-72-3620

0955-53-8668

伊万里・有田

伊万里グランドホテル

佐賀県伊万里市新天町４６６－１１

0955-22-2811

0955-22-2208

伊万里・有田

ケラミック有田

佐賀県西松浦郡有田町幸平2-2-2

080-3998-0477

伊万里・有田

セントラルホテル伊万里

佐賀県伊万里市新天町字浜ノ浦549-17

0955-22-0880

0955-22-0881

伊万里・有田

静波荘

佐賀県伊万里市瀬戸町2159

0955-35-4193

0955-35-4193

伊万里・有田

Happy Lucky Guest House

佐賀県西松浦郡有田町丸尾丙2498-3

0955-42-4121

0955-43-2627

伊万里・有田

ビジネスホテル新天2010

佐賀県伊万里市新天町２１１－１

0955-29-8787

0955-29-8788

伊万里・有田

ホテル伊万里 相生橋別邸

佐賀県伊万里市伊万里町甲６０５

0955-25-8405

0955-25-8418

伊万里・有田

HOTEL WIN

佐賀県伊万里市立花町921-1

0955-25-8104

0955-25-8102

武雄

国際観光旅館なかます

佐賀県武雄市大字武雄7377

0954-22-3118

0954-22-4917

武雄

おもやい処森羅万象館

佐賀県武雄市若木町川古8383

0954-33-0485

0954-22-9020

武雄

御宿竹林亭

佐賀県武雄市武雄町大字武雄4100

0954-23-0210

0954-23-3137

武雄

懐石宿扇屋

佐賀県武雄市武雄町武雄7399

0954-22-3188

0954-22-3189

武雄

風の森

佐賀県武雄市西川登町小田志17275

0954-20-6060

0954-28-2588

武雄

北方温泉四季の里 七彩の湯

佐賀県武雄市北方町大字大崎４３００－１ 0954-36-5926

0954-36-5927

武雄

セントラルホテル武雄温泉駅前

佐賀県武雄市武雄町昭和16-12

0954-20-1234

0954-20-1230

武雄

大正浪漫の宿京都屋

佐賀県武雄市武雄町武雄7266-7

0954-23-2171

0954-23-2176

武雄

武雄温泉

佐賀県武雄市武雄町永島15750-1

0954-23-4477

0954-23-8221

武雄

武雄温泉ハイツ

佐賀県武雄市武雄町大字永島18091

0954-23-8151

0954-23-6566

武雄

パーソナルホテルYOU

佐賀県武雄市武雄町武雄7283

0954-23-2007

0954-22-3830

武雄

ペンションピクニック

佐賀県武雄市武雄町永島16200-1

0954-20-0044

0954-20-0062

武雄

ホテル春慶屋

佐賀県武雄市武雄町武雄7407

0954-22-2101

0954-23-9625

武雄

御船山楽園ホテル

佐賀県武雄市武雄町大字武雄4100

0954-23-3131

0954-23-3138

武雄

湯元荘

佐賀県武雄市武雄町武雄7408

0954-22-2191

0954-23-3967

武雄

旅館楼門亭

佐賀県武雄市武雄町武雄550

0954-23-2001

0954-23-9205

武雄

旅館

武雄市武雄町富岡7476

0954-22-2240

0954-22-2280

嬉野

一休荘旅館

佐賀県嬉野市嬉野町下宿丙１５－６１

0954-42-1315

0954-43-2986

嬉野

入船荘

佐賀県嬉野市大字嬉野町下宿乙２３３０番地 0954-43-1230

0954-43-1229

嬉野

旅館千代乃屋

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙８００

0954-42-1073

0954-42-1096

嬉野

嬉野温泉

佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内４４５－１

0954-43-5066

0954-43-5044

嬉野

嬉野観光ホテル大正屋

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2276-1

0954-42-1170

0954-42-2346

嬉野

うれしの元湯

佐賀県嬉野市嬉野町下宿2202-8

0954-20-2626

0954-20-2112

嬉野

お宿紅舎宮

佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内３１０番地３ 0954-43-2100

0954-43-2101

森のリゾートホテル

東洋館

白さぎ荘

華の雫

—

—

嬉野

御宿

嬉野

高砂

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙730-19

0954-42-0035

0954-42-0084

嬉泉館

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙２２０２－１８ 0954-43-0665

0954-43-0696

嬉野

大正屋 湯宿 清流

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2314

0954-42-0130

0954-42-3636

嬉野

大正屋椎葉山荘

佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内字椎葉乙1586 0954-42-3600

0954-42-3700

嬉野

茶心の宿和楽園

佐賀県嬉野市甲３３ 嬉野町大字下野甲-３３ 0954-43-3181

0954-43-3187

嬉野

初音荘新館

佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内甲340-1

0954-43-3238

0954-42-1014

嬉野

ハミルトン宇礼志野

佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内288-1

0954-43-0333

0954-43-0777

嬉野

萬象閣敷島

佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内甲114番地1

0954-43-3135

0954-42-1326

嬉野

ひさご旅館

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2145

0954-42-0447

0954-43-3995

嬉野

ホテル華翠苑

佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内甲333

0954-42-2111

0954-43-1816

嬉野

ホテル光陽閣

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙７３０番地５

0954-43-0170

0954-20-2677

嬉野

ホテル桜

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙１０２１番地 0954-42-3456

0954-42-3200

嬉野

悠然の宿東海

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙８７１－５

0954-42-1216

0954-43-2977

嬉野

湯快リゾート

0570-55-0078

0954-43-5218

嬉野

鯉登苑

佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲４３７ 0954-43-2691

0954-43-2643

嬉野

旅館

千湯樓

佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内乙2117-1

0954-42-1195

0954-43-5241

嬉野

旅館

吉田屋

佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内甲３７９番地 0954-42-0026

0954-43-2901

嬉野

旅館大村屋

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙848

0954-43-1234

0954-42-1051

嬉野

旅館松園

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙855の2

0954-43-0153

0954-43-0156

嬉野

和多屋別荘

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙７３８

0954-42-0210

0954-42-0108

嬉野

旅館

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙873

0954-42-0257

095-43-2904

鹿島・太良

一福荘

佐賀県藤津郡太良町大浦甲122

0954-68-2121

0954-68-2122

鹿島・太良

海上館

佐賀県藤津郡太良町大浦丙976-12

0954-68-3506

0954-68-2073

鹿島・太良

蟹御殿

佐賀県藤津郡太良町大浦乙316-3

0954-68-2260

0954-68-3145

鹿島・太良

竹崎観光ホテル梅崎亭

佐賀県藤津郡太良町大浦甲47

0954-68-2585

0954-68-3547

鹿島・太良

たら竹崎温泉 太良観光ホテル

佐賀県藤津郡太良町大浦丁1701

0954-68-2217

0954-68-3544

鹿島・太良

鶴荘

佐賀県藤津郡太良町大字大浦丙９２８

0954-68-2758

0954-68-2860

鹿島・太良

夜灯見荘

佐賀県藤津郡太良町大字大浦丙６１４

0954-68-3111

0954-68-2766

鹿島・太良

旅館豊洋荘

佐賀県藤津郡太良町大浦丙1099-5

0954-68-3545

0954-68-9088

嬉野温泉

嬉野館 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2091

中川荘

