地域共通クーポン取扱店舗一覧(佐伯市)
大分県に宿泊すると、大分県+近県（福岡・熊本・宮崎・愛媛・山口）で利用可。また近県で宿泊すると大分県で利用可。
利用期限→宿泊旅行・・宿泊日とその翌日
日帰り旅行・・当日
※12/29時点（店舗増えた際に更新）
※最新の情報は、https://map.goto.jata-net.or.jp/?st=result&l=33.238194,131.612591,16&mc=1,2,3,4,5,6,7,8にてご確認ください。
店舗名

住所

電話番号

業種

ロッテリア トキハインダストリー佐伯店

佐伯市 池田２０６４

0972-25-0027

1.飲食店（酒類提供なし）

業種備考

紙

道の駅宇目店

佐伯市宇目大字南田原2513番地5

0972-54-3090

3.小売（お土産等）

紙

ジュエルアンドウ

佐伯市駅前１－２－１８

0972-23-4733

21.その他

高級焼肉大将軍佐伯店

佐伯市駅前１丁目10205番地の７

097-228-5829

2.飲食店（酒類提供あり）

紙・電子
紙・電子

メガ盛り大将軍弁当

紙・電子

佐伯市駅前１丁目10205番地の７

097-224-2917

3.小売（お土産等）

寿司源

佐伯市駅前1丁目2-20

0972-22-0373

2.飲食店（酒類提供あり）

紙

マックスバリュ佐伯駅前店

佐伯市駅前1丁目6-27

0972-20-3331

4.コンビニ・スーパー

紙

カフェレストラン

佐伯店

宝石・腕時計販売

クーポン種類

マリアンジュ

ホテル金水苑

佐伯市駅前2-4-13

0972-22-8181

21.その他

宿泊施設

紙

佐伯市駅前2-4-13

0972-22-8181

21.その他

宿泊施設

紙

ホテル金水苑レストラン番匠亭

佐伯市駅前2丁目4番13号ホテル金水苑

0972-22-8181

21.その他

宿泊施設

紙

ホテルルートイン佐伯駅前

佐伯市駅前2丁目6-40

050-5847-7410

21.その他

宿泊施設

紙

ファミリーマート ＪＲ佐伯駅

佐伯市駅前２丁目６番２９号

0972-20-5611

4.コンビニ・スーパー

オーハタパール

佐伯市霞ケ浦556番地の2

0972-27-8904

3.小売（お土産等）

跳馬亭

佐伯市海崎3275番地1

090-9606-4573

21.その他

鮮度壱番

佐伯市葛港3-21

0972-22-0037

2.飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

さいき海の市場

佐伯市葛港3-21

0972-23-0007

3.小売（お土産等）

紙・電子

紙
紙・電子
宿泊施設

紙

ディープマリン

佐伯市蒲江蒲江浦3249-30

080-5289-2280

14.体験型アクティビティ

紙・電子

深島食堂

佐伯市蒲江蒲江浦3249-30

080-5289-2280

3.小売（お土産等）

紙・電子

マルミヤストア蒲江店

佐伯市蒲江蒲江浦3361-1

0972-42-1727

4.コンビニ・スーパー

紙

ヤマト運輸

佐伯市蒲江蒲江浦３３８１－５

0570-200-000

11.物流（宅配等）

紙

道の駅かまえ

佐伯市蒲江蒲江浦５１０４番地３

0972-42-0050

2.飲食店（酒類提供あり）

お料理民宿三休

佐伯市蒲江丸市尾浦

0972-44-0557

21.その他

蒲江センター

紙・電子
宿泊施設

紙

かまえインターパーク海べの市

佐伯市蒲江森崎浦１４２番地１６

0972-44-5515

2.飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

かまえ海上釣り堀釣っちゃ王

佐伯市蒲江森崎浦1992番地

0972-44-5758

14.体験型アクティビティ

紙・電子

民宿まるに丸

佐伯市蒲江西野浦２３０２

0972-42-1600

21.その他

かまえインターパーク海べの市

佐伯市蒲江大字森崎浦１４２番地１６

0972-44-5515

3.小売（お土産等）

民宿

花水木

月うさぎ
ローソン

佐伯女島店

宿泊施設

紙
紙・電子

佐伯市久保浦877-2

050-5532-2887

21.その他

佐伯市女島2-2月うさぎ

0972-22-0099

3.小売（お土産等）

宿泊施設

紙

紙・電子

佐伯市女島９００２‐３

0972-23-4463

4.コンビニ・スーパー

紙

ドラッグコスモス佐伯女島店

佐伯市女島区8903-1

0972-20-5135

3.小売（お土産等）

紙

塩湯

佐伯市上浦浅海井浦2920番地1

0972-27-8709

2.飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

池田学酒店

佐伯市上浦浅海井浦３４２番地６

0972-32-2012

3.小売（お土産等）

紙

鮨駒

佐伯市上浦津井浦1461

0972-32-3833

2.飲食店（酒類提供あり）

紙

麹の杜

佐伯市上岡字船河内2810-28

0972-48-9386

3.小売（お土産等）

紙・電子

佐伯市城下東町1-13

0972-28-5600

2.飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

佐伯回転寿司

マルマン

魚彩

さくら亭

カクテルバー

玉井

ダイニングバー
茶寮

ボルドー

櫓門

佐伯市城下東町8-10

0972-23-3020

2.飲食店（酒類提供あり）

紙

佐伯市城東町2-35葡萄の木ビル

0972-23-1939

2.飲食店（酒類提供あり）

紙

佐伯市城東町2-35葡萄の木ビル

0972-23-5558

2.飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

佐伯市城東町2-7

0972-22-9088

2.飲食店（酒類提供あり）

紙

東九州石油（株）セルフ城南サービスステーション

佐伯市城南２９４４

0972-23-3572

21.その他

セブンイレブン佐伯城南町店

佐伯市城南町6-28セブンイレブン佐伯城南町店

0972-23-6315

4.コンビニ・スーパー

イエローハット

佐伯ときわ店

ドラッグコスモス佐伯常盤店

佐伯市常盤東町3-30

0972-20-5180

21.その他

佐伯市常盤東町7-7

0972-20-4381

3.小売（お土産等）

石油販売

紙・電子
紙

カー用品

紙・電子
紙

東九州石油（株）幹線通サービスステーション

佐伯市常盤南町２－６

0972-23-1442

21.その他

ファミリーマート 佐伯常盤南

佐伯市常盤南町３番２号

0972-25-1322

4.コンビニ・スーパー

紙

ファミリーマート 佐伯新女島

佐伯市新女島６７７１番地１

0972-20-4266

4.コンビニ・スーパー

紙

ホームプラザナフコ

佐伯市西浜1番25号

0972-25-1401

3.小売（お土産等）

紙

佐伯市船頭町13-27

0972-22-1749

2.飲食店（酒類提供あり）

紙

佐伯市大字稲垣字大田２４２‐１

0972-23-6767

4.コンビニ・スーパー

紙

セブンイレブン佐伯海崎

佐伯市大字海崎字浜１８５番１

0972-27-6606

4.コンビニ・スーパー

紙・電子

ローソン

佐伯海崎店

佐伯市大字戸穴４０５‐１

0972-27-6555

4.コンビニ・スーパー

紙

新鮮市場

佐伯店

佐伯市大字女島８９８８－１

0972-23-2310

4.コンビニ・スーパー

紙

佐伯市大字上岡1541の1番地

0972-22-0117

12.レンタカー

紙・電子

ケンタッキー・フライド・チキントキハインダストリー佐伯店

佐伯市大字池田2064

0972-20-5455

1.飲食店（酒類提供なし）

ミドリ薬品 佐伯店

佐伯市大字池田2080

0972-20-3177

21.その他

マルミヤストア蛇崎店

佐伯市大字池田2136

0972-23-8127

4.コンビニ・スーパー

ホームワイド佐伯南店

佐伯市大字池田字吉平新地2194番地

0972-20-0666

21.その他

ローソン

佐伯市大字池田字清六１０９１

0972-20-0163

4.コンビニ・スーパー

佐伯店

あぶり屋
ローソン

佐伯稲垣店

㈱トヨタレンタリース大分

佐伯店

佐伯池田店

佐伯市大字池田字大ｴｺﾞ 2064番地ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ 佐伯店 1階

0972-25-0880

21.その他

ヤノメガネ佐伯トキハインダストリー店

グランサックス

大分佐伯

佐伯市大字池田字大エゴ2064

0972-25-0313

3.小売（お土産等）

コムサイズム

トキハ佐伯

トキハインダストリー佐伯店1F

石油販売

紙・電子

紙・電子
ドラッグストア

紙・電子
紙

ホームセンター

紙
紙

物販業(バッグ・小物等）

紙・電子
紙・電子

佐伯市大字池田大エゴ2064 ㈱ﾄｷﾊｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ佐伯店１Ｆ

0972-25-0262

3.小売（お土産等）

ユニクロ トキハインダストリー店

佐伯市大字長谷字エビセキ10846-1

0972-25-0085

21.その他

ローソン

佐伯市大字長谷字戸間７７２１‐１

0972-24-1675

4.コンビニ・スーパー

紙

マルミヤストア野口店

佐伯市大字鶴望2830-1

0972-28-7578

4.コンビニ・スーパー

紙

ローソン

佐伯市大字鶴望字羽山４９５５‐３

0972-24-3763

4.コンビニ・スーパー

紙

アタックス佐伯店

佐伯市大字鶴望深町2830番地1

0972-23-2361

3.小売（お土産等）

紙

ﾏﾙｼｮｸ佐伯店

佐伯市大手町2-1-18

0972-20-0039

4.コンビニ・スーパー

紙

二八

佐伯市大手町3-3-17

0972-22-1337

1.飲食店（酒類提供なし）

紙

さいき本舗城下堂

佐伯市大手町3-3-7さいき本舗城下堂

0972-28-6464

3.小売（お土産等）

紙

佐伯長谷店
佐伯坂ノ浦店

紙・電子
アパレル

紙・電子

割烹山城家

佐伯市大手町３－４－１２

0972-22-0294

2.飲食店（酒類提供あり）

紙

ローソン

佐伯市池船町２２‐３

0972-23-0690

4.コンビニ・スーパー

紙

佐伯池船店

東九州石油（株）蛇崎サービスステーション

佐伯市池田２１０７－１

0972-25-1114

21.その他

ダイレックス佐伯店

佐伯市中の島 2丁目4番3号

0972-20-5233

3.小売（お土産等）

紙・電子

ドラッグセイムス佐伯中の島店

佐伯市中の島1-8-7

0972-20-5777

3.小売（お土産等）

紙・電子

ドラッグコスモス中の島店

佐伯市中の島1丁目7-7

0972-20-3666

3.小売（お土産等）

紙

お菓子の菊家

佐伯市中の島2-3-3

0972-23-7223

3.小売（お土産等）

紙・電子

佐伯市中の島２－５－３

0570-200-000

11.物流（宅配等）

紙

マルミヤストア中ノ島店

佐伯市中ノ島東町3-30

0972-23-8112

4.コンビニ・スーパー

紙

福寿司

佐伯市中村東町4-11

0972-23-1806

2.飲食店（酒類提供あり）

紙

ヤマト運輸

佐伯中の島店
佐伯中央センター

石油販売

紙・電子

メガネのヨネザワ

佐伯店

コスメドラッグファン
もち吉

佐伯中央店

佐伯店

佐伯市中村東町8-40

0972-22-4550

3.小売（お土産等）

佐伯市中村南町1329-3

0972-24-0689

21.その他

佐伯市中村南町1340-2巽ビル1F 5号室

0972-20-5161

3.小売（お土産等）

紙・電子
薬局

紙・電子
紙

ブティックかいり佐伯店

佐伯市中村南町4-5二コルセゾンビル1Ｆ

0972-23-3477

21.その他

亀八寿司

佐伯市中村南町7-12

0972-22-5818

2.飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

ファミリーマート 佐伯中村北

佐伯市中村北町１０番３号

0972-25-1570

4.コンビニ・スーパー

紙

魚民

佐伯長島町店

佐伯市長島町1-15-13

紙・電子

0972-24-3988

2.飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

佐伯市長島町１－２３－２０

0972-24-1286

3.小売（お土産等）

紙

佐伯市長島町１-４９２

0972-20-4465

3.小売（お土産等）

紙

佐伯市長島町2丁目184

0972-28-8860

3.小売（お土産等）

紙

マルミヤストア長島店

佐伯市長島町２丁目３番１５号

0972-23-8512

4.コンビニ・スーパー

紙

ローソン

佐伯市長島町３‐２０‐１４

0972-22-3963

4.コンビニ・スーパー

佐伯市鶴岡西町1-180

0972-24-8960

21.その他

佐伯市鶴岡西町１‐１９６

0972-24-8463

4.コンビニ・スーパー

アルペン 佐伯

佐伯市鶴岡西町１丁目１６１

0972-22-5277

3.小売（お土産等）

ケーズデンキ 佐伯店

佐伯市鶴岡西町1丁目287番地

0972-25-1538

21.その他

シャンブルコスモタウン佐伯店

佐伯市鶴岡西町２－１２３

0972-28-5155

3.小売（お土産等）

メガネの三城佐伯店
しまむら佐伯店
ポッポおじさんの大分からあげ

佐伯長島店

佐伯渡町台店

セルフ佐伯ＳＳ
ローソン

株式会社ファインワン

佐伯コスモタウン店

メガネのヨネザワ

コスモタウン佐伯店

31.モンテローザ佐伯ビル

衣料品店

佐伯市鶴岡西町2-134

0972-20-5170

3.小売（お土産等）

アウトレットＪコスモタウン佐伯

佐伯市鶴岡西町2-179

0972-20-3201

21.その他

スシローコスモタウン佐伯店

佐伯市鶴岡西町2-193

09-7220-3004

2.飲食店（酒類提供あり）

明屋書店コスモタウン佐伯店

佐伯市鶴岡西町2丁目

0972-20-5959

21.その他

ポッポおじさんの大分からあげ

紙
紙
紙・電子

家電量販店

紙
紙
紙・電子

衣料品小売業

紙

書店

紙

紙

佐伯市鶴岡西町2丁目123番地

0972-28-5545

3.小売（お土産等）

紙

パサール佐伯

佐伯市鶴岡西町２丁目１３４番地コスモタウンフリーモール佐伯

0972-24-3405

3.小売（お土産等）

紙・電子

テックランドＮｅｗ大分佐伯店

佐伯市鶴岡西町2丁目139

0972-22-7171

3.小売（お土産等）

紙・電子

サーティワン アイスクリーム佐伯店

佐伯市鶴岡西町２丁目１５３サンリブ佐伯店内

0972-24-3931

1.飲食店（酒類提供なし）

紙

ｻﾝﾘﾌﾞさいき

佐伯市鶴岡西町2丁目153番

0972-24-2006

4.コンビニ・スーパー

紙

カレーハウスCoCo壱番屋

佐伯店

紙
ガソリンスタンド

コスモタウン佐伯店

オートバックス ・コスモタウン佐伯

佐伯市鶴岡西町2丁目196番地カレーハウスCoCo壱番屋

佐伯市鶴岡西町２丁目２００番地

コスモタウン佐伯店

0972-23-1219

2.飲食店（酒類提供あり）

紙

097-220-4000

3.小売（お土産等）

紙・電子

スーパーワイドマート佐伯店

佐伯市鶴岡西町2丁目245番地

0972-25-0122

21.その他

ドラッグコスモス脇津留店

佐伯市鶴岡西町2丁目325

0972-20-0103

3.小売（お土産等）

紙

ローソン

佐伯鶴岡町一丁目店

ホームセンター

紙

佐伯市鶴岡町１‐１９０３‐４

0972-20-4400

4.コンビニ・スーパー

紙

ファミリーマート 佐伯鶴岡

佐伯市鶴岡町１丁目１番１６号

0972-20-3955

4.コンビニ・スーパー

紙

ﾏﾙｼｮｸ鶴岡店

佐伯市鶴岡町3-3-14

0972-23-8822

4.コンビニ・スーパー

鶴見食賓館

佐伯市鶴見地松浦１０５９－１

0120-33-0156

21.その他

製造業

海鮮の宿まつ浦

佐伯市鶴見地松浦５５０－３０

0972-33-1191

21.その他

「宿泊施設」

お菓子のうめだ

佐伯市鶴望2616-4

0972-24-1231

3.小売（お土産等）

紙
紙・電子
紙・電子
紙・電子

ミヤ乗物センター

佐伯市内町１－４

0972-22-1304

21.その他

第三金波

佐伯市内町3-28

0972-22-5252

2.飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

松の花

佐伯市内町3-29

0972-24-0282

2.飲食店（酒類提供あり）

紙

ローソン

佐伯内町店

レンタサイクル

紙

佐伯市内町８‐２１

0972-22-1433

4.コンビニ・スーパー

紙

ヤノメガネ佐伯店

佐伯市内町区8-13

0972-23-6935

3.小売（お土産等）

紙・電子

錦寿司

佐伯市日の出町1-6

0972-23-7632

2.飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

ふぐの柳井

佐伯市野岡町1-8-27

0972-23-4569

2.飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

ローソン

佐伯市野岡町２‐１５‐２７

0972-48-0296

4.コンビニ・スーパー

紙

佐伯野岡町二丁目店

やよい整骨院

佐伯市弥生江良1868-1

0972-46-1753

21.その他

ヤマト運輸

佐伯市弥生上小倉１０７５－１

0570-200-000

11.物流（宅配等）

紙

道の駅やよい

佐伯市弥生上小倉898-1

0972-46-5951

3.小売（お土産等）

紙・電子

マルミヤストア弥生店

佐伯市弥生大字井崎1330-1

0972-46-0081

4.コンビニ・スーパー

紙

ファミリーマート 弥生井崎

佐伯市弥生大字井崎９９４－２

0972-25-3827

4.コンビニ・スーパー

弥生センター

整骨院

紙

紙
DVD、ＣＤ、コミックのレ
ンタル及び

紙・電子

ＴＳＵＴＡＹＡ佐伯店

佐伯市来島町２７－２４

0972-20-5464

21.その他

佐伯シティタクシー

佐伯市駅前２－５－３

0972-23-3435

タクシー・ハイヤー

紙・電子

佐伯市常盤南町6-8

0972-23-3366

タクシー・ハイヤー

紙・電子

佐伯市大手町3-2-18

0972-22-5852

タクシー・ハイヤー

紙

文具、雑貨、DVD、CD、
ゲームの販売

第一交通産業 第一交通株式会社
佐伯タクシー

佐伯営業所

