
★「さが観光周遊ドライブパス（仮称）」施設特典一覧★

【ご利用方法】　対象施設にて、申込完了メールの画面、または画面を印刷したものをご呈示下さい（ドライブパスのご利用期間中のみ有効）

県名 施設名 サービス内容 住所 連絡先 営業時間 備考

1 佐賀県 湯心の宿　グランド鳳陽
ご宿泊のお客様に限り、宿泊料金から5％割引。
※公式HPからのご予約に限ります。

佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲338-1 0954-42-0185 不定休 http://www.grandhoyo.co.jp

2 佐賀県 ホテルビアントス Welcome Drink 1杯プレゼント 佐賀県鳥栖市酒井西町789-1 0942-82-8888
定休日なし
フロントAM6:00～24：00

http://www.bientos.jp

3 佐賀県 ㈲ちかざき旅館 ドライブパス提示で宿泊2名（1人あたり、8800円税別以上）イカしゅうまい10個入りプレゼント 佐賀県唐津市鎮西町串138-4 0955-82-2144 不定休

4 佐賀県 旅館　大村屋 ドライブパス提示で12時レイトチェックアウト無料 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙848 0954-43-1234 不定休　チェックイン15：00　チェックアウト10：00 http://www.oomuraya.co.jp

5 佐賀県 天山荘 ドライブパス提示で宿泊1名に対し、お茶又はジュースをプレゼント 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万1771 0952-68-2033 不定休

6 佐賀県 懐石宿　扇屋 ドライブパス提示で宿泊1名に対し、ワンドリンクサービス 佐賀県武雄市武雄町武雄7399 0954-22-3188 不定休　チェックイン15：00　チェックアウト11：00 http://www.ougiya.com

7 佐賀県 旅館　出雲 1名様に対してドリンク1本サービス。宿泊の場合は２名様まで。 佐賀県唐津市呼子町呼子1962-1 0955-82-3706 定休日なし http://www.izumo-jp.com

8 佐賀県 観光ホテル朝風 ドライブパス提示で昼食時、ソフトドリンク1杯サービスおよび宿泊料金5％割引 佐賀県佐賀市愛敬町11-25 0952-28-3333 6：00～23：00 https://www.bunbun.ne.jp/~asakaze-/

9 佐賀県 古湯温泉ONCRI/おんくり ドライブパス提示でご宿泊の砂蒸し温泉（通常、2000円）サービス 佐賀県佐賀市富士町古湯556 0952-51-8111 不定休 http://www.oncri.com

10 佐賀県 武雄温泉株式会社(楼門亭）
楼門亭の宿泊者は翌日の9時～10時まで辰野金吾設計の武雄温泉楼門の2階にある4干支無料見学ができる。
（ただし、火曜日の見学は休止）

佐賀県武雄市武雄町大字武雄7425番地 0954-23-2111 入浴は6：30～24：00 http://www.takeo-kk.net/spa/

11 佐賀県 鶴の恩返しよみがえりの宿鶴霊泉 ご夕食時、ワンドリンクサービス 佐賀県佐賀市富士町古湯875 0952-58-2021 不定休 http://kakureisen.com

12 佐賀県 唐津　料理の宿　松の井
唐津焼の箸置き
一家族につき一箱（2個入り）

佐賀県唐津市東唐津2丁目4-32 0955-72-8131 不定休 http://www.matsunoi-karatsu.jp

13 佐賀県 嬉野温泉　山水グローバルイン ドライブパス提示で宿泊大人1名につき、ワンドリンクサービス（缶ビールまたはお茶など） 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿丙28 0954-42-4020
チェックイン15時～23時
チェックアウト　～10時
立ち寄り湯　16時～21時

http://sansui-ginn.com

14 佐賀県 日本旅館　洋々閣 洋々閣オリジナルモーニングコーヒーサービス 佐賀県唐津市東唐津2丁目4-40 0955-72-7181 不定休 http://www.yoyokaku.com

15 佐賀県 スカイタワーホテル
車から5分程の所に祐徳温泉があり、宿泊の方にはフロントでドライブパス提示で無料入浴券をお渡しします。一泊
につき1枚。無料送迎有（PM18:00より1時間に1本。PM21:00まで）

佐賀県鹿島市大字高津原4242-1 0954-63-1188 定休日なし http://www.sky-tower.net/

16 佐賀県 旅館　大政 ドライブパス掲示でソフトドリンク1本無料 佐賀県唐津市東城内4-46 0955-72-4446 不定休

17 佐賀県 嬉野観光ホテル　大正屋
湯どうふセット2丁入り
1セットプレゼント（1予約に対し、1セット）

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2276-1 0954-42-1170 なし http://www.taishoya.com

18  佐賀県 大正屋　椎葉山荘
湯どうふセット2丁入り
1セットプレゼント（1予約に対し、1セット）

佐賀県嬉野市嬉野町岩屋川内乙1586 0954-42-1170 不定休 http://shiibasanso.com

19 佐賀県 湯宿　清流
湯どうふセット2丁入り
1セットプレゼント（1予約に対し、1セット）

佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙2314 0954-42-1170 不定休 http://seiryuu.jp

20 佐賀県 富亀和旅館 宿泊料金より300円割引 佐賀県多久市北多久町大字小侍805 0952-75-2062
チェックイン15：00
チェックアウト10：00

21 佐賀県 セントラルホテル武雄温泉駅前 ドライブパス提示で宿泊大人一名に対し、ミネラルウォーター1本、ウェルカムドリンクプレゼント 佐賀県武雄市武雄町昭和16-12 0954-20-1234 年中無休　24時間営業 http://www.central-imari.jp/takeo/

22 佐賀県 旅館　魚半 ドライブパス提示で宿泊客の夕食時グループの大人の方全員にワンドリンクサービス 佐賀県唐津市浜玉町浜崎1669-55 0955-56-6234 定休日なし http://www.uohan.co.jp

23 佐賀県 和多屋別荘
ドライブパス掲示で大浴場入浴料1,000円→500円に割引。
11：30～22：00までの受付
（貸切・メンテナンス等によりご利用頂けない場合があるため予めご連絡をお願いいたします）

佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿乙738 0954-42-0210 不定休 https://www-wataya.co.jp

24 佐賀県 伊万里グランドホテル ドライブパス提示で朝食880円を550円でご提供 佐賀県伊万里市新天町466番地11 0955-22-2811 定休日なし https://www.jgh.jp/

25 佐賀県 武雄温泉　森のリゾートホテル ドライブパス提示で大人の方入浴料半額 佐賀県武雄市武雄町大字永島15750-1 0954-23-4477 温泉営業時間　10：00～22：00(受付21：00） http://www.morinoresort.jp/

26 佐賀県 星降る露天とかにまぶし豊洋荘 ドライブパス提示でワイン一杯サービス（運転手にはノンアルコール） 佐賀県藤津郡太良町大浦丙1099-5 0954-68-3545 不定休 http://www.nikani.com

27 佐賀県 武雄温泉ハイツ
ドライブパス提示でご宿泊のお客様のお食事の際にワンドリンクサービス
温泉入浴ご利用100円引き（620円→520円）

佐賀県武雄市武雄町永島180919 0954-23-8151 不定休 http://www.onsen-heights.jp

28 佐賀県 ホテル龍登園
レストラン清風亭のランチバイキング（おひとり様1600円）をドライブパス提示でご利用頂くと温泉大浴場（通常800
円）を100円で入浴可（当日に限る）

佐賀県佐賀市大和町大字梅野120 0952-62-3111
レストラン清風亭　土・日・祝のみ　営業
11：00～14：30（14：00　OS）

http://www.ryutouen.co.jp

29 佐賀県 旅館　金丸 ドライブパス提示で宿泊の方お夕食時にお銚子一本またはソフトドリンクサービス 佐賀県唐津市呼子町呼子3068 0955-82-3921 定休日なし http://www.ryokan-kanamaru.com

30 佐賀県 旅館　初音荘
大人1名様に対し、550円引き
※小学生・幼児は割引対象外

佐賀県嬉野市嬉野町大字岩屋川内甲340-1 0954-43-3238 不定休 https://www.hatsunesou.jp/

31 佐賀県 古湯温泉　千曲荘
ドライブパス提示でご宿泊の方にソフトドリンクサービス
宿泊10名様以上の場合は、手作り柚子ごしょうを各1個ずつプレゼント

佐賀県佐賀市富士町古湯878 0952-58-2047 不定休 https://chikumasou.sagafan.jp/

32 佐賀県 旅館　鶴荘 日本酒サーバーより佐賀の日本酒4種類ドリンクのサービス（30ｃｃ×4） 佐賀県藤津郡太良町大字大浦丙928 0954-68-2758 定休日なし http://www.tsurusou.jp/

33 佐賀県 観光ホテル　大望閣 ソフトドリンクおひとり様1本のサービス 佐賀県唐津市鎮西町名護屋1399 0955-82-1711 定休日なし http://www.taiboukaku.com

【特典内容】

対象施設に関するお問い合わせは、各対象施設にお願いします！
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