
令和4年3月15日現在　全体593件

業種 店舗名称 所在地

飲食業 ANTENA(アンテナ） 唐津市中町1829

飲食業 Bar Aventurine 唐津市呉服町1513番地8　岩井ビル2階

飲食業 Beleza 唐津市東唐津4-7-15

飲食業 café bar Diro 唐津市紺屋町1668-3　Nビル１階

飲食業 CASTLE TERRACE 唐津市東唐津2丁目１番5号

飲食業 ｈａｎａはな家 唐津市中町1868-1

飲食業 KARAE TABLE 唐津市京町1783番地KARAE内

飲食業 L'arancia　（ラランチャ） 唐津市鎮西町名護屋649-1

飲食業 PaMaJiyBa Café Hola Quwanne 唐津市浜玉町浜崎395-2

飲食業 Sumi-bi　Yoshimura 唐津市中町1829-1

飲食業 Tea＆Space　基幸庵 唐津市東唐津1丁目9-21

飲食業 Tiki Tiki 唐津市東唐津４丁目182番

飲食業 universal café　ソラシド 唐津市北波多岸山字桜木788番地7

飲食業 Y's VIVI 唐津市二タ子1丁目17-10

飲食業 ＺＡＺＡＢＹ 唐津市中町

飲食業 愛郷ファーム 唐津市鎮西町菖蒲2221

飲食業 味楽亭　島田 唐津市浜玉町横田下867-3

飲食業 味処　絹 唐津市呉服町1789

飲食業 味処さかもと 唐津市東唐津4丁目２１９

飲食業 飛鳥 唐津市和多田先石

飲食業 あづま寿し 唐津市相知町相知1988-2

飲食業 網焼鳥　達丸 唐津市材木町2081-1

飲食業 飴源 唐津市浜玉町五反田１０５８-２

飲食業 いか道楽 唐津市呼子町加部島3606

飲食業 いざかや　かんすけ 唐津市木綿町1954-5

飲食業 居酒屋　大八車 唐津市中町1833

飲食業 いざかや　風林火山 唐津市木綿町1964

飲食業 居酒屋　ほほほのほ 唐津市高砂町1708-2

飲食業 居酒屋ふくちゃん 唐津市中町1912

飲食業 一すじ 唐津市木綿町１９８０

「唐津市コロナ感染拡大対策ステッカー」交付済店舗・事業所一覧

業種別50音順
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飲食業 いやしのうさぎ 唐津市柏崎354

飲食業 上場亭　枝去木本店 唐津市枝去木2032-3

飲食業 上場亭　唐津バイパス店 唐津市浜玉町横田下941-3

飲食業 大手門食堂 唐津市鎮西町名護屋1935

飲食業 オデカフェ 唐津市南城内1-1　大手口センタービル1F

飲食業 お食事処ひぜん 唐津市鏡1047-1

飲食業 お昼からのいざかや　さんぽ 唐津市中町1831-1

飲食業 海鮮料理　漁師村 唐津市浜玉町浜崎1091-2

飲食業 海中魚処　萬坊 唐津市呼子町殿ノ浦1946番地1

飲食業 ガスト唐津店 唐津市船宮町2585-3 株式会社F.F.C

飲食業 家族亭　あづま 唐津市中町１８７４

飲食業 活魚料理かべしま 唐津市呼子町加部島260-1

飲食業 割烹　日浦屋 唐津市町田3-6-16

飲食業 かとれあ 唐津市肥前町納所辛897-1

飲食業 カフェランプ 唐津市鎮西町中野6274-4

飲食業 株式会社　キャラバン 唐津市中町1845

飲食業 株式会社　佐賀ダイコー　大こくや 唐津市浜玉町浜崎1209-1

飲食業 株式会社　ステーキハウス蜂 唐津市浜玉町浜崎217番地2

飲食業 株式会社　大八 唐津市町田4丁目6-46　

飲食業 株式会社　萬坊 唐津市呼子町殿ノ浦1944番地1

飲食業 かもめ亭 唐津市呼子町呼子4165-16

飲食業 からおけ　いち 唐津市石志4198-1

飲食業 カラオケきっさ　にりんかん 唐津市高砂町1709-2

飲食業 唐津　孤高の肉バル　カルネスタ 唐津市中町1513-5　大越ビル2Ｆ

飲食業 からつ鮨　笑咲喜 唐津市中町1840-1

飲食業 唐津茶屋 唐津市東城内4-3

飲食業 唐津ちょこバル 唐津市呉服町1809

飲食業 季節屋 唐津市呉服町1848

飲食業 蔵いむ 唐津市湊町296-2

飲食業 クリエイト 唐津市鏡4600の3
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飲食業 グロウアップ 唐津市呼子町加部島3283-1

飲食業 弦 唐津市久里2978-1

飲食業 玄洋 唐津市北城内1-16

飲食業 光洋 唐津市浦6099-1

飲食業 珈琲　檸檬樹 唐津市新興町2936-7

飲食業 独楽蔵 唐津市浜玉町浜崎1302

飲食業 小料理　喜兵衛 唐津市千代田町2109-92

飲食業 魚処　亀山海鮮丼 唐津市中町1875-1

飲食業 さくら咲 唐津市中町1840-1

飲食業 酒処　Ａ屋 唐津市京町1768-1

飲食業 酒房　花梨 唐津市弓鷹町1501-2

飲食業 サザエのつぼ焼き売店 唐津市鎮西町波戸72番地

飲食業 三郎寿司 唐津市浜玉町浜崎1160-1

飲食業 四季 唐津市相知町相知41-9

飲食業 地魚処　大漁亭 唐津市浜玉町浜崎1922

飲食業 シャンリー唐津 唐津市京町1783　KARAE1F 

飲食業 シュシュ 唐津市京町1737　ＳＮビル4Ｆ

飲食業 旬彩　和 唐津市神田1827-3

飲食業 笑福 唐津市浜玉町浜崎598-1

飲食業 食事処　えいちゃん 唐津市木綿町1975-2

飲食業 しろやま 唐津市浜玉町横田上６０８-９

飲食業 新牛々庵 唐津市大名小路1-45-2F　株式会社KANVAホールディングス

飲食業 寿し処　路 唐津市北波多徳須恵998-1

飲食業 スタンドニュー丸八 唐津市中町1831-1

飲食業 スナック　イー・ブルー 唐津市浜玉町浜崎1780-1

飲食業 スナック　うさぎ 唐津市中町センタービル１F　1841-2

飲食業 スナック　クミ 唐津市浜玉町浜崎1459

飲食業 すなっく　秋桜 唐津市材木町2083

飲食業 スナック　サンスクリット 唐津市中町1888　第3峰ビル2F

飲食業 スナック　ばらの木 唐津市京町1731　青山ビル1階
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飲食業 すなっく　もめん侍 唐津市木綿町1959

飲食業 スナック　ルナリア 唐津市栄町2585‐1

飲食業 スナックEiko 唐津市浜玉町浜崎1283-1

飲食業 スナックあかり 唐津市七山馬川1425番地2

飲食業 スナックなかしま 唐津市北波多徳須恵997-1

飲食業 スナックビギン 唐津市木綿町1994　牧原ビル１F

飲食業 清流荘 唐津市相知町伊岐佐乙511-5

飲食業 セラヴィ 唐津市木綿町1944マキハラビル2F

飲食業 千生ひょう太　 唐津市鎮西町名護屋3479-2

飲食業 だいき鮨 唐津市和多田西山1番24号

飲食業 ダイニングキッチン　ダルマン 唐津市町田3丁目5-20　坂本店舗1F

飲食業 たか寿司 唐津市中原1381-1

飲食業 竹屋 唐津市中町1884-2

飲食業 だし遊膳　新 唐津市熊原町3207-1

飲食業 旅宿よぶこ　レストラン 唐津市呼子町殿ノ浦1953-2

飲食業 玉寿司 唐津市呼子町殿ノ浦986-11

飲食業 たるたる 唐津市中町1513

飲食業 中華ダイニング　Hao-Chi 唐津市浜玉町浜崎1540-4

飲食業 鶴八 唐津市肥前町新木場甲2076-1

飲食業 でかか門 唐津市浜玉町浜崎881-1

飲食業 鉄板焼　いち一 唐津市南城内1-1-101

飲食業 天ぷら一すじ 唐津市神田２２４７－２1

飲食業 利久庵 唐津市山田3276の1

飲食業 灯庵 唐津市肥前町入野甲1696-2

飲食業 とよ蔵 唐津市町田字山ノ口2160-1

飲食業 なかむら屋 唐津市浜玉町浜崎1223

飲食業 肉のともる 唐津市十人町138-1

飲食業 ヌフ 唐津市北城内1-12

飲食業 呑菜　和か 唐津市材木町2070-2

飲食業 呑処つむぎ 唐津市中町1872‐3　中町本庄ビル2階　南側号室
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飲食業 バー・ラウンジ　エメラルド 唐津市東唐津４丁目182番　唐津シーサイドホテル

飲食業 はた寿し 唐津市西寺町482-1

飲食業 波戸岬サザエのつぼ焼き 唐津市鎮西町波戸91

飲食業 ビストロ　セルフィーユ 唐津市魚屋町2006番地

飲食業 ビストロシマ 唐津市原992-1

飲食業 ひふみや 唐津市海岸通7182-251

飲食業 ひょうたん 唐津市肥前町切木乙2850-1

飲食業 ひら田 唐津市東城内1-5

飲食業 太繁 唐津市浜玉町浜崎405-4

飲食業 松寿司 唐津市鎮西町名護屋1766-4

飲食業 水上食堂 唐津市厳木町牧瀬92

飲食業 牟田食堂 唐津市大名小路310-8（中町商店街）

飲食業 めん処　り庵 唐津市鏡4590

飲食業 桃山亭　海舟 唐津市鎮西町名護屋1859

飲食業 森のハンバーグ工房ゆみさんち 唐津市七山滝川938-1

飲食業 モンシュシュ 唐津市佐志1041-1

飲食業 焼き鳥　羽幌えん 唐津市浜玉町横田上1231-26

飲食業 やき鳥たけちゃん 唐津市二タ子1丁目17-29

飲食業 焼鳥てっぺん 唐津市中町1513

飲食業 焼肉・鍋　達丸 唐津市刀町1522　珊瑚ビル1F右奥

飲食業 焼肉おおきに 唐津市鏡2903-2

飲食業 焼とり　おんじ 唐津市浜玉町浜崎1655

飲食業 山茂 唐津市紺屋町1674

飲食業 天狗茶屋 唐津市紺屋町1670

飲食業 有限会社　ステップ 唐津市山本４３６-１６

飲食業 有限会社　宮本水産　 唐津市呼子町殿ノ浦370-6　

飲食業 有限会社保利商事 角兵鏡店 唐津市鏡4648-3

飲食業 よしや食堂 唐津市呼子町呼子3764-7

飲食業 酔処　あんやん 唐津市西浜町3-28

飲食業 ラーメン大将 唐津市町田3丁目11-13
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飲食業 ラウンジ　キャッスル 唐津市東唐津４丁目182番　唐津シーサイドホテル

飲食業 ラウンジ　ハーバーライト 唐津市木綿町1935-1

飲食業 ラウンジWink 唐津市木綿町1986　宮崎ビル2F

飲食業 楽珍 唐津市南城内2-6　明神ビル4

飲食業 楽笑 唐津市本町1890-1

飲食業 ラテン・ラヴ・イング 唐津市和多田本村2889-5

飲食業 らんまん 唐津市弓鷹町1501-2

飲食業 レストラン　金丸 唐津市呼子町呼子3068

飲食業 レストラン　月波楼 唐津市東唐津４丁目182番　唐津シーサイドホテル

飲食業 ロッキー 唐津市原1087-2

飲食業 ワインバー　ディーヴァ・イタリアーノ 唐津市京町1765-1　Ｍ2ＦＬＡＴ-1Ｆ

飲食業 河太郎　呼子店 唐津市呼子町呼子1744-17

飲食業 花れん 唐津市新興町159

飲食業 菓子舗　池田屋 唐津市中町1835-2

飲食業 海舟　本店 唐津市呼子町殿ノ浦509-3

飲食業 海鮮一　暴飲暴食 唐津市中町1861-1

飲食業 海鮮門　いか太郎 唐津市呼子町殿ノ浦1946-2

飲食業 結城ちゃんぽん 唐津市相知町山崎3247-1

飲食業 山水 唐津市相知町伊岐佐乙253-2

飲食業 酒処　萌 唐津市中町1829-1

飲食業 焼鳥居酒屋　ひこ六 唐津市和多田本村1-73

飲食業 焼肉御前　蓮 唐津市西浜町1-60

飲食業 茶寮　平 唐津市南城内2-6　明神ビル

飲食業 肉料理居酒屋　焔 唐津市米屋町1656番3　西田ビル1階北

飲食業 日本料理　松風 唐津市東唐津４丁目182番　唐津シーサイドホテル

飲食業 門前の河童 唐津市浦5390-1

飲食業 矢倉寿司 唐津市千代田町2109-92

飲食業 有限会社　河太郎 福岡市博多区中洲1-6-6

飲食業 BAR　よってけ 唐津市中町1912番地

飲食業 珍知良 唐津市町田3丁目5-20
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飲食業 焼鶏居酒家　金の卵 唐津市北波多徳須恵997-1

飲食業 鱗太郎 唐津市北波多徳須恵1221-1

飲食業 すなっく楓 唐津市町田3丁目8-32

飲食業 DEN 唐津市弓鷹町1501-3

飲食業 たつ馬 唐津市中町1513-31

飲食業 カラオケスナック蛍 唐津市鏡2909-4

運輸業 昭和タクシー　呼子営業所 唐津市呼子町呼子4165-17

運輸業 昭和タクシー　唐津営業所 唐津市千代田町2565-5

運輸業 昭和バス　唐津バスセンター 唐津市南城内１番地1

運輸業 昭和バス　唐津営業所 唐津市千代田町2565-5

運輸業 昭和自動車株式会社 唐津市千代田町2565-5

運輸業 有限会社　鎮西タクシー 唐津市鎮西町名護屋820-15

運輸業 有限会社　納所運送 唐津市肥前町納所丙1970

卸売業 クリヤマ薬品株式会社 唐津市西唐津1丁目6085-40

卸売業 井上建材店 唐津市肥前町入野甲1992-2

卸売業 株式会社　上場食肉 唐津市枝去木2032-3

卸売業 笹田商店　じてんしゃやささだ 唐津市神田2161-1　

卸売業 有限会社　井上商事 唐津市鏡

卸売業 有限会社　肥前建材センター 唐津市肥前町田野丙66番地3

卸売業 有限会社松浦漬本舗　直営店松簾 唐津市呼子町殿ノ浦５番地

建築業 タカ工業 唐津市二タ子1丁目2-38

建築業 株式会社　光洋 唐津市鎮西町中野6055

建築業 株式会社　鶴松造園建設 唐津市畑島5793番地

建築業 株式会社　日翔工業 唐津市町田3丁目1-3（町田テナントⅡ２F）

建築業 株式会社フレックス唐津 唐津市浦6410

建築業 株式会社マツナガ電気 唐津市海岸通7182-387

建築業 呼子土建有限会社 唐津市呼子町殿ノ浦252-3

建築業 大力工業株式会社 唐津市久里2978-6

建築業 東島電気工事株式会社 唐津市北城内6－45

建築業 肥前土木株式会社 唐津市北波多岸山131
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建築業 有限会社　古里住建 唐津市浜玉町南山2894-6

建築業 有限会社　大久保商店 唐津市石志3245-1

建築業 有限会社　内源土建工業 唐津市浜玉町渕上423番地1

建築業 有限会社宮口建設 唐津市鏡1819

小売業 Confectionery TSURUYA 唐津市刀町1515-2　1F

小売業 DHC直売店 唐津市東唐津４丁目182番

小売業 FIＬE 唐津市中町1832-2　1F

小売業 ＪＣＣポップアップギャラリー 唐津市刀町1516番地　びんつけやビル1Ｆ

小売業 KARAE Gallery & Information 唐津市京町1783番地KARAE1階

小売業 KARAE SHOP 唐津市京町1783番地KARAE１階

小売業 アメリカ屋 唐津市浜玉町浜崎1463

小売業 いばらきや 唐津市唐房6丁目4939-1

小売業 エディオン唐津店 唐津市鏡3699-1

小売業 おしゃれの店　グレース 唐津市中町1872-4

小売業 オニオンだもの 唐津市養母田鬼塚2-13

小売業 お菓子の店　ｇａｌａ 唐津市京町1726

小売業 からつだがし屋さん 唐津市呉服町

小売業 コン・マリソル 唐津市刀町1516　びんつけやビル1F

小売業 サッちゃんの干物 唐津市鎮西町横竹812-2

小売業 サンタマキ　オーリック唐津店 唐津市中町1838-1

小売業 サンドブラスト工房SeaS’ 唐津市呉服町1797-1

小売業 すえひろ神田店 唐津市神田浮熊2163

小売業 ソレイユ 唐津市南城内１番１号　大手口センタービル1F

小売業 バッグの小松屋　 唐津市呉服町1810

小売業 ひさご屋　落合菓子舗 唐津市浜玉町浜崎1451

小売業 ひまわり久里橋店 唐津市中原2959-1

小売業 びんつけや茶舗 唐津市刀町1516番地

小売業 ファッション　キシダ 唐津市中町1873

小売業 ファミリーマート唐津相知店 唐津市相知町相知字畑田3179-6

小売業 ファミリーマート東唐津店 唐津市東唐津4-9-20
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小売業 フクシマストア 唐津市浜玉町浜崎1116-1

小売業 フラワー花萬堂 唐津市町田2丁目4-6　倉光ビル105

小売業 ペペタマヤ 唐津市京町

小売業 まいづるCARROT西唐津店 唐津市藤崎通り6880-65

小売業 まいづるCARROT浜玉店 唐津市浜玉町浜崎219

小売業 まいづるスリーナイン店 唐津市町田2180-1

小売業 まいづるナイン鏡店 唐津市鏡1045

小売業 まいづるナイン玄海店 東松浦郡玄海町新田1738-1

小売業 まいづるナイン呼子店 唐津市呼子町殿ノ浦984-9

小売業 まいづるナイン山本店 唐津市山本1732

小売業 まいづるナイン相知店 唐津市相知町相知12-1

小売業 まいづるナイン鎮西店 唐津市鎮西町名護屋987-1

小売業 まいづるナイン肥前店 唐津市肥前町田野3

小売業 まいづる本店ショッピングプラザ 唐津市大名小路24-1

小売業 まちや商店 唐津市中町1871-3

小売業 マリンセンターおさかな村 唐津市浜玉町浜崎1922

小売業 みきや楽器店 唐津市呉服町1794

小売業 みきや楽器店 唐津市呉服町1794

小売業 ミセス・ショップすず 唐津市刀町1516

小売業 ミセスファッション　ミヤザキ 唐津市京町1769-6

小売業 ミタカ電器商会 唐津市二タ子2-2-47

小売業 ミネデンキ 唐津市呉服町1806の4

小売業 メガネ・補聴器のモンデン 唐津市京町1761-3

小売業 メガネのさとぐち 唐津市呼子町呼子3764-27

小売業 やました手芸店 唐津市刀町1501-7

小売業 ル・ラピス 唐津市米屋町1627－2

小売業 レディースファッション　マイン 唐津市呼子町呼子4203-6

小売業 ワインセラーカワハラ 唐津市東城内15-9

小売業 わんぱく村 唐津市京町

小売業 愛文堂書店 唐津市南城内１番１号　大手口センタービル2F
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小売業 逢地の里 唐津市相知町相知3182-5

小売業 株式会社　OLENGE 唐津市町田659-4　長谷岩村ビル1F

小売業 株式会社　タマヤ 唐津市京町1771番地

小売業 株式会社　まいづる百貨店 唐津市中原2905番地5

小売業 株式会社　唐津パワーホールディングス 唐津市刀町1512‐３　第３MSビル

小売業 株式会社Ｋａｒａｔｓｕ　Ｓｔｙｌｅ 唐津市南城内1-1　大手口センタービル4階

小売業 株式会社サンエスライン 唐津市千代田町2109‐67

小売業 株式会社むらさき 唐津市鏡2664－4

小売業 株式会社ヤマフ 唐津市海岸通り7182-162

小売業 株式会社佐々木商事　事務所 唐津市熊原町3099

小売業 丸芳露本舗北島　JR唐津店 唐津市新興町2935-1

小売業 吉村商店　直売店 唐津市海岸通7182-36

小売業 吉田餅屋 唐津市中町1843-1

小売業 久留米かすり　はぎお 唐津市京町1759-1

小売業 桑野電気商会 唐津市中町1865-1

小売業 古賀青果店 唐津市中町1836-1

小売業 佐々木化粧品店 唐津市中町1860

小売業 山内薬局 唐津市京町1701-5

小売業 小宮商店 唐津市呼子町呼子3764-21

小売業 松嵜商店 唐津市呼子町呼子1456-1

小売業 水田時計店 唐津市坊主町471-2

小売業 川添電気商会 唐津市二タ子1丁目17‐36

小売業 草伝社 唐津市北波多徳須恵1030-3

小売業 唐津うまかもん市場 唐津市久里1961-2

小売業 唐津シーサイドホテル売店 唐津市東唐津４丁目182番

小売業 唐津焼　炎向窯 唐津市鎮西町名護屋4725

小売業 唐津焼　炎向窯　呼子朝市通り店 唐津市呼子町呼子3764-17

小売業 唐津焼協同組合 唐津市新興町2881-1

小売業 唐津焼総合展示販売場 唐津市新興町2881-1

小売業 唐津農業協同組合 唐津市浜玉町浜崎598-1

10 ページ



令和4年3月15日現在　全体593件

業種 店舗名称 所在地

「唐津市コロナ感染拡大対策ステッカー」交付済店舗・事業所一覧

業種別50音順

小売業 納所運送入野給油所 唐津市肥前町入野1987-7

小売業 農産物直売所　鳴神の庄 唐津市七山滝川1048-3

小売業 美・ショップASO 唐津市中町1513-3

小売業 美術陶磁器の店　一番館 唐津市呉服町1807

小売業 宝石・時計モンデン 唐津市中町1883-1

小売業 宝当海の家 唐津市高島519-4

小売業 牟田商店 唐津市中町1513-3

小売業 有限会社　キヌヤコスメティックス 唐津市弓鷹町1510　

小売業 有限会社　ティー・エム・ファーマシー 唐津市山本1606

小売業 有限会社　ハイスター 唐津市中原2905番地5

小売業 有限会社　まいづる物流 唐津市中原2905番地5

小売業 有限会社　まちづくり唐津 唐津市紺屋町1691-1

小売業 有限会社　ミズタ 唐津市中町1513-7

小売業 有限会社　メイトピア 唐津市中原2905番地5

小売業 有限会社　伊藤けえらん 唐津市浜玉町浜崎９４３番地

小売業 有限会社　古川商店 唐津市中町1880

小売業 有限会社　坂本石油店 唐津市肥前町新木場字山頭甲1817-2

小売業 有限会社　三晶　大手口精工堂 唐津市中町1513の12

小売業 有限会社　篠崎紙文具店 唐津市呉服町1812

小売業 有限会社　小松屋 唐津市呉服町1810

小売業 有限会社　正田商会 唐津市木綿町1513番地21

小売業 有限会社　前田陶器 唐津市中町1886

小売業 有限会社　池田屋 唐津市刀町1515-1

小売業 有限会社　中川茶園 唐津市本町1746-2

小売業 有限会社　渡辺鮮魚店 唐津市本町1910-2

小売業 有限会社　藤野綿糸店 唐津市呉服町1852

小売業 有限会社　服助 唐津市京町

小売業 有限会社　峰薬局 唐津市山本1543

小売業 有限会社　北島陶器 唐津市西寺町490

小売業 有限会社　木屋 唐津市呼子町呼子3764番地５
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小売業 有限会社　木屋　さかな市場 唐津市呼子町呼子3764-31

小売業 有限会社　木屋　営業センター 唐津市鎮西町横竹山城880-5

小売業 有限会社　木屋　魚屋 唐津市呼子町呼子3764-23

小売業 有限会社　木屋　支店 唐津市呼子町呼子4185-14

小売業 有限会社　木屋　唐津駅店 唐津市新興町2935-1

小売業 有限会社　木屋　本店 唐津市呼子町呼子3764-5

小売業 有限会社すえひろ 唐津市神田浮熊2163

小売業 有限会社トクスエ薬品 唐津市北波多徳須恵1200-4

小売業 有限会社ハーモニー 唐津市和多田本村5-43

小売業 有限会社武谷商店 駄菓子屋あたご 唐津市呼子町呼子3562

小売業 萬坊　えきマチ1丁目唐津駅店 唐津市新興町2935-1

小売業 萬坊　呼子朝市通り店 唐津市呼子町呼子4185-11

小売業 有限会社　酒のナガタ 唐津市町田3丁目12-23

小売業 曳山吉屋 唐津市南城内2-5

娯楽業 THEATER ENYA 唐津市京町1783KARAE内

娯楽業 オリエントゴルフガーデン 唐津市和多田西山5-35

娯楽業 ひばり唐津店 唐津市和多田大土井9-24(株式会社ヒラオカコオーポレーション）

娯楽業 玉屋　唐津店 唐津市和多田本村5-51

サービス業 Hair Design LAPIS. 唐津市呼子町呼子3432-33

サービス業 K.長下美容室 唐津市二タ子1丁目7-3

サービス業 nail RUGAA 唐津市浜玉町横田上1226-13

サービス業 noel hair 唐津市二タ子1-17-6　サンライズビル103

サービス業 Palette 唐津市鏡新開17

サービス業 WITH 唐津市東唐津3-1-17

サービス業 WITH美容室 唐津市東唐津3-1-17　2F

サービス業 アンジェリカ 唐津市和多田用尺2-5　藤田ビル1Ｆ南

サービス業 あんま鍼灸もみの木 唐津市鎮西町馬渡島2052-7

サービス業 エステサロン　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 唐津市東城内16-1　メリービラ101

サービス業 サロンドイブ 唐津市北波多徳須恵1210-13

サービス業 シャームヘアー 唐津市町田868-1
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サービス業 ダイワロイヤルゴルフ株式会社 唐津市相知町相知2548-1

サービス業 ちよだファミリーホール肥前 唐津市肥前町万賀里川923

サービス業 ちよだ儀礼センター 唐津市朝日町990

サービス業 ちよだ儀礼ホール鎮西 唐津市鎮西町高野

サービス業 デイサービス結絆 唐津市見借3459番地13

サービス業 ドライヘッドスパnen'neネンネ 唐津市弓鷹町1507-5

サービス業 パインフィールド・ホール 唐津市鏡3528-1

サービス業 ひまわり美容室 唐津市京町1777

サービス業 ヘアーエステサロンBoysh 唐津市町田1丁目17－31

サービス業 ヘアーサロンゆうき 唐津市山本1493

サービス業 ホワイトクリーニング橋本 唐津市北波多稗田1684-25

サービス業 マリス 唐津市浜玉町横田上1231-16

サービス業 ミレニアム・ホール 唐津市相知町田頭791

サービス業 めぐみの里 唐津市神田2266-7

サービス業 メモリアルリビング朝日町 唐津市朝日町964-1

サービス業 メモリアルリビング町田 唐津市町田4-2-11

サービス業 メンズサロンМ 唐津市久里1369-7

サービス業 モイスティーヌ唐津青木サロン 唐津市熊ノ原3176-1

サービス業 リソルゴルフ株式会社唐津事業所 唐津市菅牟田64番地1

サービス業 曳山展示場 唐津市西城内6番33号

サービス業 俺の床屋 唐津市浜玉町横田下948-2

サービス業 海の見える丘斎場 唐津市鎮西町横竹1225-1

サービス業 株式会社　ひらの 唐津市西旗町3‐2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

サービス業 株式会社　マリンパル呼子 唐津市呼子町呼子1855

サービス業 株式会社　三栄 唐津市鏡2516番地1

サービス業 株式会社　唐津公善社 唐津市鏡3516

サービス業 株式会社　鳴神温泉ななのゆ 唐津市七山滝川1150番地

サービス業 株式会社EDGE 唐津市鏡2266-1

サービス業 株式会社ワイビーエムサービス 唐津市原1297

サービス業 犬の美容室　Too-ticki 唐津市相知町中山3750-6
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サービス業 玄海海中展望塔 唐津市鎮西町波戸1628-1

サービス業 公益財団法人　唐津市文化事業団 唐津市西城内6番33号

サービス業 高野足裏 唐津市新興町11番地

サービス業 合同会社　結絆 唐津市見借3459番地13

サービス業 佐賀ロイヤルゴルフクラブ 唐津市相知町相知2548-1

サービス業 斎場ひらの山本会館 唐津市山本1389

サービス業 斎場ひらの西旗会館 唐津市西旗町3-2

サービス業 税理士法人TJ会計ソリューション 唐津市神田陽光台504-16

サービス業 唐津ゴルフ倶楽部 唐津市菅牟田64番地1

サービス業 唐津公善社　梅崎斎場 唐津市肥前町梅崎191-82

サービス業 唐津市旧高取邸 唐津市北城内5番40号

サービス業 唐津市西ノ門館 唐津市北城内1番8号

サービス業 唐津市相知交流文化センター 唐津市相知町中山3600番地8

サービス業 唐津市埋門ノ館 唐津市北城内6番56号

サービス業 唐津市末蘆館 唐津市菜畑3359番地2

サービス業 唐津市民会館 唐津市西城内6番33号

サービス業 唐津商工共済協同組合 唐津市東城内17番29号

サービス業 唐津城 唐津市東城内8番1号

サービス業 道の駅　桃山天下市 唐津市鎮西町名護屋1859

サービス業 飯田税理士・行政書士事務所 唐津市新興町52-305

サービス業 美容室いくよ 唐津市浜玉町横田下1-3

サービス業 歩唐 唐津市京町1783番地KARAE内

サービス業 有限会社　ヤマダイ 唐津市京町1781

サービス業 有限会社　呼子カンキョウ 唐津市呼子町殿ノ浦258-21

サービス業 有限会社　唐津霊柩 唐津市鏡3516

サービス業 有限会社ちよだ儀礼センター 唐津市朝日町990-5

サービス業 有料老人ホーム結絆 唐津市見借3459番地13

宿泊業 HOTEL KARAE 唐津市京町１７８３番地KARAE3階

宿泊業 Ｈｏｔｅｌ&Ｒｅｓｏｒｔｓ　ＳＡＧＡ－ＫＡＲＡＴＳＵ 唐津市東唐津4丁目9番20号

宿泊業 Sea Style Resort Ocean 唐津市浜玉町浜崎1799-45 (フェニックス・アール・イー株式会社）
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宿泊業 STAY in KARATSU 唐津市東唐津１丁目１番１号

宿泊業 ビジネス旅館　川口屋 唐津市西寺町507-1

宿泊業 ビジネス旅館　富士屋 唐津市呼子町呼子4200-1

宿泊業 めぐりあいらんどおがわ 唐津市呼子町小川島1040番地1

宿泊業 壱岐屋旅館 唐津市海岸通7182-114

宿泊業 河畔の宿　からつキャッスル 唐津市東唐津2丁目１番5号

宿泊業 割烹旅館　筑前屋 唐津市呼子町殿ノ浦1659

宿泊業 株式会社　渚館きむら 唐津市東城内4-3

宿泊業 株式会社　都荘 唐津市相知町伊岐佐乙568-2　（あじさいの宿都荘）

宿泊業 株式会社オンズ　旅宿よぶこ 唐津市呼子町殿ノ浦1953-2

宿泊業 株式会社ディーエイチシー 唐津市東唐津４丁目182番

宿泊業 株式会社ディーエイチシー唐津シーサイドホテル 唐津市東唐津４丁目182番

宿泊業 合名会社　金丸旅館 唐津市呼子町呼子3068

宿泊業 国民宿舎　いろは島 唐津市肥前町満越886-1

宿泊業 坂本家旅館 唐津市東唐津4丁目2-15

宿泊業 大和リゾート株式会社 唐津市東唐津4丁目9番20号

宿泊業 値賀崎別館　 唐津市鎮西町串138-4

宿泊業 長崎荘 唐津市西城内6-36

宿泊業 鎮西町国民宿舎波戸岬　レストラン鎮西 唐津市鎮西町波戸岬1082　

宿泊業 唐津ゲストハウス少女まんが館Saga 唐津市大名小路5-2

宿泊業 唐津シーサイドホテル 唐津市東唐津４丁目182番

宿泊業 唐津市国民宿舎　虹の松原ホテル 唐津市東唐津4丁目

宿泊業 唐津第一ホテル 唐津市西寺町488-1

宿泊業 唐津第一ホテルリベール 唐津市東町1-9

宿泊業 日隈工業株式会社 唐津市町田1丁目8番5号

宿泊業 富久家 唐津市大名小路5-19

宿泊業 民宿　キタハタ 唐津市北波多竹有2422-3

宿泊業 民宿　小川島 唐津市呼子町小川島292

宿泊業 有限会社　海舟　御宿海舟 唐津市東城内2番45号

宿泊業 有限会社　水野旅館 唐津市東城内4-50
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宿泊業 有限会社　大望閣 唐津市鎮西町名護屋1399　（観光ホテル大望閣）

宿泊業 有限会社　値賀崎旅館　 東松浦郡玄海町今村5476-1

宿泊業 有限会社島﨑 ビジネスホテル宙 唐津市新興町143

宿泊業 旅館　魚半 唐津市浜玉町浜崎1669-55

宿泊業 旅館　金丸 唐津市呼子町呼子3068

宿泊業 旅館　出雲 唐津市呼子町呼子1962-1

宿泊業 旅館　大政 唐津市東城内4-46

宿泊業 旅館　綿屋 唐津市大名小路5-10

宿泊業 城内ホテル 唐津市大名小路3-13

宿泊業 山下旅館 唐津市鎮西町馬渡島28番地

製造業 TBソーテック九州株式会社 唐津市相知町長部田1076番地5

製造業 そらコッペ+ 唐津市北波多徳須恵1050-1

製造業 株式会社　ヒューマンアクト製造所 唐津市大石町2466

製造業 株式会社　ヒューマンアクト配送事務所 唐津市和多田用尺12-26　(有)健康倶楽部内

製造業 株式会社　ラジカルラボ九州 唐津市相知町中山3523-1

製造業 株式会社　鏡山窯 唐津市鏡4958

製造業 株式会社ヒューマンアクト 唐津市大石町2466

製造業 株式会社ヨシムラ 唐津市海岸通7182-274

製造業 株式会社ワイビーエム　岸山工場 唐津市北波多岸山589-10

製造業 株式会社ワイビーエム　本社 唐津市原1534

製造業 株式会社大原老舗　　　鏡店 唐津市鏡4661-1

製造業 株式会社大原老舗　唐津駅店 唐津市新興町2936-1　ＪＲ唐津駅構内

製造業 株式会社大原老舗　唐津本店 唐津市本町1513番地17　

製造業 株式会社大原老舗　和多田店 唐津市和多田本村4-51

製造業 丸大食品株式会社　相知工場 唐津市相知町牟田部2021-1

製造業 丸大食品株式会社　唐津工場 唐津市中瀬通10-8

製造業 千寿製薬株式会社　唐津工場 唐津市石志4228-1

製造業 川上清美陶房 唐津市半田3073-4

製造業 谷口カーテン加工所 唐津市原1208-2

製造業 中里染物店 唐津市呼子町呼子3864
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製造業 唐津コスメティックファクトリー 唐津市石志4451番地5　(株式会社クレコス）

製造業 藤川蒲鉾 唐津市中町1859-1

製造業 富栄海運　(有)　鮪工場 唐津市中ノ瀬通り1番20

製造業 富栄海運（有）唐津営業所シーボーン昭徳 唐津市中瀬通10番23

製造業 牟田金銀細工所 唐津市大名小路310-8（中町商店街）

製造業 有限会社　ふるさと倶楽部　唐津くん煙工房 唐津市船宮町2303-1

製造業 有限会社　開花堂 唐津市本町1889-2

製造業 有限会社　開花堂　城内店 唐津市北城内1-20

製造業 有限会社　大場食品 唐津市浜玉町五反田752

製造業 有限会社　隆太窯 唐津市見借4333-1

製造業 有限会社ひさや 唐津市和多田南先石７番１号

製造業 落花生研究所 唐津市海岸通り7182-204

不動産・賃貸 まいづる不動産 唐津市町田２丁目3-1

不動産・賃貸 有限会社　ながさこ不動産 唐津市和多田用尺2-3

不動産・賃貸 アルファシティ株式会社 唐津市松南町101番地1

その他 FITTERAS24 唐津市藤崎通6905-17

その他 MEME　KARATSU 唐津市京町1783KARAE内

その他 N and N 唐津市鏡2654-1

その他 Te To Te 唐津市鏡1046-2

その他 アサヒドラッグモリナガ店 唐津市神田2226

その他 アサヒドラッグ西唐津店 唐津市藤崎通り6880-9

その他 あさひ薬局CA浜玉店 唐津市浜玉町浜崎224

その他 あさひ薬局からつ駅前店 唐津市紺屋町1671-4

その他 あさひ薬局山本店 唐津市山本1396-1

その他 あさひ薬局市民ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ前店 唐津市和多田天満町1丁目4126

その他 あさひ薬局松南店 唐津市鏡北新開3258-2

その他 あさひ薬局相知店 唐津市相知町相知3056番地1

その他 あさひ薬局本店 唐津市朝日町1057-11

その他 いきいき唐津株式会社 唐津市京町１７８３番地KARAE内

その他 ウォーミング唐津 唐津市新興町2935-1　ＪＲ唐津駅構内
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その他 かつのポピュラー音楽教室 唐津市大名小路2－31　1Ｆ1号

その他 カラオケハウスゆみ 唐津市浦5673-4

その他 くりたやすゆき歯科医院 唐津市相知町中山3750-6

その他 サウンドフラッシュ唐津店 唐津市鏡4512-1　株式会社GEST

その他 ざぶざぶハウス 唐津市鏡2654-1

その他 たかはし薬局 唐津市呼子町呼子4180-1

その他 デイサービス　あおば 唐津市和多田大土井6-56

その他 なかむら歯科医院 唐津市佐志中通4065-78

その他 プラスワン 唐津市千代田町2568-4

その他 メディカルアロマLemongrass 唐津市浜玉町浜崎1144-2

その他 井本歯科医院 唐津市厳木町厳木861-5

その他 一般社団法人Karatsu Film Project 唐津市京町1783KARAE内2階

その他 一般社団法人ジャパン・コスメティックセンター 唐津市南城内1-1　大手口センタービル4階

その他 一般社団法人唐津観光協会浜玉支所 唐津市浜玉町浜崎1231-1

その他 学習塾ビーライン 唐津市北波多徳須恵1395-10

その他 株式会社　一番館 唐津市呉服町1807

その他 株式会社　温誠堂 唐津市呉服町1800番地1

その他 株式会社　辻薬店 唐津市刀町1513-9

その他 株式会社　唐津ケーブルテレビジョン 唐津市東大島町3番11号

その他 株式会社Foryou 唐津市神田2483-12　KCSセンターからつ院

その他 株式会社iBUKi Works.inc 唐津市京町1783KARAE内

その他 株式会社あさひ薬局 唐津市朝日町1057-11

その他 株式会社かがやきケアサービス 唐津市相知町相知字緑山533-32

その他 株式会社よつ葉 唐津市北波多稗田3026番地3

その他 株式会社ワイシステムサポート 唐津市原1534

その他 健栄さかえ町薬局 唐津市栄町2578-16

その他 健栄薬局 唐津市栄町2576-1

その他 健康クラブ薬局 唐津市厳木町本山377-11

その他 健湊薬局 唐津市湊町771-1

その他 健和薬局 唐津市和多田用尺12-29
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その他 公文式　旭ヶ丘教室 唐津市旭ヶ丘4-14　酒販会館2Ｆ

その他 公文式　呼子教室 唐津市呼子町殿ノ浦984-11

その他 公文式　唐津鬼塚教室 唐津市山本1569-12

その他 公文式　唐津鏡教室 唐津市鏡1058-1

その他 公文式　唐津神田教室 唐津市神田1176-4

その他 公文式　唐津用尺教室 唐津市和多田用尺2-5　藤田ビル2Ｆ

その他 公文式　浜崎小前教室 唐津市浜玉町横田下7-14

その他 合同会社　新季 唐津市相知町天満町1-3-13

その他 佐賀県弁護士会唐津部会 唐津市中町1513-3　牟田ビル1F

その他 就労継続支援Ａ型事業所つなぐ唐津 唐津市藤崎通6905-17　合同会社フェリスＮライフ

その他 就労支援事業所　あおば 唐津市和多田大土井14-41

その他 大漁鮮華 唐津市呼子町呼子1740-11

その他 大手口クリニック 唐津市弓鷹町1511番地

その他 大杉皿屋窯 唐津市呉服町1854-1

その他 中島歯科 唐津市鏡新開35

その他 中野陶痴窯 唐津市和多田大土井13-43

その他 辻薬局　一中通り店 唐津市新興町80番

その他 辻薬局　栄町店 唐津市船宮町2588番地13

その他 辻薬局　市役所通り店 唐津市刀町1531-1

その他 辻薬局　城内店 唐津市南城内67番地

その他 辻薬局　神田店 唐津市神田2202-60

その他 辻薬局　生駒店 唐津市鏡2653番地1

その他 辻薬局　大手小路店 唐津市南城内3番36号

その他 辻薬局　大名小路店 唐津市大名小路71番地

その他 辻薬局　刀町店 唐津市呉服町1825-2

その他 辻薬店　本店 唐津市刀町1513-9　

その他 唐津市ふるさと会館アルピノ 唐津市新興町2881番地1

その他 唐津上場商工会 唐津市鎮西町名護屋1801番地

その他 唐津上場商工会経営支援センター 東松浦郡玄海町諸浦338番地

その他 唐津信用金庫　山本支店 唐津市山本1502-3
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その他 唐津信用金庫　西唐津支店 唐津市西唐津２丁目6223-23

その他 唐津信用金庫　相知支店 唐津市相知町相知1948

その他 唐津信用金庫　朝日町支店 唐津市朝日町1095

その他 唐津信用金庫　町田支店 唐津市町田１丁目8-3

その他 唐津信用金庫　浜崎支店 唐津市浜玉町浜崎1269

その他 唐津信用金庫　本店営業部 唐津市大名小路310番地の35　　　　　　　　　　　　　　　　　　

その他 唐津信用金庫　本部 唐津市大名小路310番地の35

その他 唐津信用金庫　和多田支店 唐津市和多田南先石8-2

その他 特定非営利活動法人　地域みらいず 唐津市北波多岸山字桜木788番地7

その他 浜玉町世代間交流センターやすらぎ荘 唐津市浜玉町東山田2201

その他 浜崎祇園山囃子保存会館 唐津市浜玉町浜崎1231-1

その他 有限会社　オギハラランドリー 唐津市二タ子2-1-18

その他 有限会社　オギハラランドリー中町支店 唐津市中町1513-3

その他 有限会社　ハーモニー音楽教室　山本センター　 唐津市山本1535-1

その他 有限会社　ハーモニー音楽教室　西唐津センター 唐津市藤崎通6880-65

その他 有限会社　ハーモニー音楽教室　和多田センター 唐津市和多田本村5-43

その他 有限会社　健康倶楽部 唐津市厳木町本山377-11

その他 有限会社　唐津薬局 唐津市中町1513番地28

その他 有限会社　唐津薬局　東支店 唐津市東唐津三丁目1-17

その他 有限会社　唐津薬局　用尺支店 唐津市和多田用尺12-39

その他 有限会社あおば 唐津市和多田大土井6-56

その他 有限会社エム企画　九州旅行 唐津市鏡1058-1

その他 有料老人ホーム　あおば 唐津市和多田大土井5-10
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