
「UNZEN Safety」認証施設一覧（観光施設/観光案内所/入浴施設/土産物店・直売所/貸切バス/ロープウェイ/野外小規模イベント及びツアー）

令和３年４月１日更新

項番 エリア 施設名 該当業種 住所 電話番号 URL

1 雲仙温泉エリア 土産処やらやら 土産物店・直売所 雲仙市小浜町雲仙319番地1 0957-24-0111 http://mominoki-g.com/shop/

2 雲仙温泉エリア 雲仙ゴルフ場 観光施設 雲仙市小浜町雲仙548 0957-73-3368 http://www.unzengolf.com/

3 雲仙温泉エリア 雲仙温泉観光協会 観光案内所 雲仙市小浜町雲仙320 0957-73-3434 http://www.unzen.org/

4 雲仙温泉エリア 雲仙ロープウェイ ロープウェイ 雲仙市小浜町雲仙551 0957-73-3572 http://unzen-ropeway.com/

5 雲仙温泉エリア 雲仙湯せんぺい 遠江屋本舗 土産物店・直売所 雲仙市小浜町雲仙317 0957-73-2155 https://www.unzen-yusenpei.com/

6 雲仙温泉エリア 雲仙よか湯 入浴施設 雲仙市小浜町雲仙380 0957-73-3482 http://www.unzen-yokayu.co.jp/

7 雲仙温泉エリア 雲仙温泉⻘雲荘 入浴施設 雲仙市小浜町雲仙500-1 0957-73-3273 https://seiunso.jp/

8 雲仙温泉エリア お山の情報館 観光案内所 雲仙市小浜町雲仙320 0957-73-2543 http://unzenvc.com/

9 小浜温泉エリア 雲仙観光株式会社 貸切バス 雲仙市⻑崎県雲仙市小浜町南⽊指32-2 0957-74-5123 http://e-unzen.co.jp/

10 千々石・愛野エリア ⻑崎カステラランド 土産物店・直売所 雲仙市愛野町乙5864 0957-36-2000 https://www.n-izumiya.com/shop/castella-land.html

11 千々石・愛野エリア 千々石観光センター 土産物店・直売所 雲仙市千々石町丙160 0957-37-2254 http://www.chidiwa.com/center/

12 国見エリア ペガサスライディングパーク 観光施設 雲仙市国見町多比良1385-1 0957-78-5407

「UNZEN Safety」認証施設一覧（飲食施設） 令和３年４月１日更新

項番 エリア 施設名 該当業種 住所 電話番号 URL

1 雲仙温泉エリア 焼肉の荒⽊ 飲食施設 雲仙市小浜町雲仙320 0957-73-2008

2 雲仙温泉エリア 茶屋こもれび 飲食施設 雲仙市小浜町雲仙356 0957-73-3624

3 雲仙温泉エリア 和中華 喜久 飲食施設 雲仙市小浜町雲仙323 0957-73-3555

4 雲仙温泉エリア
お山のカフェレストラ
グリーンテラス雲仙

飲食施設 雲仙市小浜町雲仙320 0957-73-3277 http://greenterrace-unzen.jp/

5 雲仙温泉エリア 絹笠食堂 飲食施設 雲仙市小浜町雲仙376 0957-73-3491

6 雲仙温泉エリア レストラン小松 飲食施設 雲仙市小浜町雲仙309 0957-73-3515

7 雲仙温泉エリア 甘味処やらやら 飲食施設 雲仙市小浜町雲仙319-1 0957-73-2734

8 雲仙温泉エリア 雲の中café 飲食施設 雲仙市小浜町雲仙372

9 雲仙温泉エリア 茶房いま村 飲食施設 雲仙市小浜町雲仙314 0957-73-2444

10 小浜温泉エリア 海鮮市場蒸し釜や 飲食施設 雲仙市小浜町北本町マリーナ19-2 0957-75-0077 https://musigamaya.com/

11 小浜温泉エリア 味処湯処よしちょう 飲食施設 雲仙市小浜町北本町903-32 0957-75-0107

12 小浜温泉エリア 寿司勝 飲食施設 雲仙市小浜町北本町13 0957-74-2035

13 小浜温泉エリア 居酒屋吉兆 飲食施設 雲仙市小浜町北本町1681 0957-75-0125

14 小浜温泉エリア クラブ ラブリー 飲食施設 雲仙市小浜町北本町866-8 0957-74-4896

15 小浜温泉エリア スナック らぶ 飲食施設 雲仙市小浜町北本町858 0957-74-5092

16 小浜温泉エリア スナック はぴねす 飲食施設 雲仙市小浜町北本町14 0957-74-4609

17 小浜温泉エリア BAR Lion J 飲食施設 雲仙市小浜町北本町2 080-1740-9048

18 小浜温泉エリア ろばた焼き 浜一 飲食施設 雲仙市小浜町北本町1681 0957-74-5028

19 小浜温泉エリア 居酒屋 仁 飲食施設 雲仙市小浜町北本町905 0957-74-4129

20 小浜温泉エリア スナック ジョーカー 飲食施設 雲仙市小浜町北本町25-11 0957-74-5545



「UNZEN Safety」認証施設一覧（飲食施設） 令和３年４月１日更新

項番 エリア 施設名 該当業種 住所 電話番号 URL

21 小浜温泉エリア クラブ モモ 飲食施設 雲仙市小浜町北本町14 0957-74-2328

22 小浜温泉エリア 居酒屋 多乃吉 飲食施設 雲仙市小浜町北本町905 0957-74-2618

23 小浜温泉エリア 丸敬すし 飲食施設 雲仙市小浜町北本町114-15 0957-73-9571

24 小浜温泉エリア スナック Bliss 飲食施設 雲仙市小浜町北本町1681 0957-74-5530

25 小浜温泉エリア 炉端焼き橘 飲食施設 雲仙市小浜町北本町114 0957-74-4214

26 小浜温泉エリア スナック一二三 飲食施設 雲仙市小浜町北本町858 0957-74-2350

27 小浜温泉エリア スナック カサブランカ 飲食施設 雲仙市小浜町北本町905-11 0957-75-0067

28 小浜温泉エリア 大衆割烹 龍 飲食施設 雲仙市小浜町北本町725 0957-74-4861

29 愛野エリア ⻑崎カステラランド 飲食施設 雲仙市愛野町乙5846 0957-36-2000 https://www.n-izumiya.com/shop/castella-land.html

30 愛野エリア 七輪くうとん 飲食施設 雲仙市愛野町乙宇宮ノ下398-1 2F 0957-36-2100

31 愛野エリア 麺屋富貴愛野店 飲食施設 雲仙市愛野町乙宇宮ノ下398-1 0957-36-2330

32 愛野エリア カラオケスナック こすもす 飲食施設 雲仙市愛野町乙750-1

33 愛野エリア 雲か山か愛野店 飲食施設 雲仙市愛野町乙5552-8 0957-27-5180 https://unzenkinoko.jp/hpgen/HPB/entries/10.html

34 千々石エリア 千々石観光センター 飲食施設 雲仙市千々石町丙160 0957-37-2254 http://www.chidiwa.com/center/

35 国見エリア ペガサスライディングパーク 飲食施設 雲仙市国見町戊1385-1 0957-78-5407

36 国見エリア Taverna厨 飲食施設 雲仙市国見町神代乙223-1 0957-73-6688

37 国見エリア 徳味 飲食施設 雲仙市国見町土⿊甲516 0957-78-3606

38 国見エリア 浜河岸 飲食施設 雲仙市国見町土⿊甲523-1 0957-78-2222

39 国見エリア 寿司店漁火 飲食施設 雲仙市国見町神代乙95-5 0957-78-3154

40 国見エリア さぬき茶屋 飲食施設 雲仙市国見町神代乙95-5 0957-78-2408

41 国見エリア 料亭藤本 飲食施設 雲仙市国見町土⿊丙831-1 0957-78-3321

42 吾妻エリア 大久保物産 飲食施設 雲仙市吾妻町阿⺟名791 0957-38-3645

43 吾妻エリア ⻑崎がまだす堂本舗 飲食施設 雲仙市吾妻町本村名984 0957-38-3095

44 吾妻エリア 松花亭 飲食施設 雲仙市吾妻町大⽊場名107-2 0957-38-6838

45 吾妻エリア 味処うちだ屋 飲食施設 雲仙市吾妻町大⽊場名18-2 0957-38-2041

46 吾妻エリア ふさや亭秀珍 飲食施設 雲仙市吾妻町平江名72-1 0957-38-2577

47 瑞穂エリア 里山のランチ楓 飲食施設 雲仙市瑞穂町⻄郷丁1-538 0957-77-2705

48 国見エリア 居酒屋はまんた 飲食施設 雲仙市国見町土⿊甲519-2 0957-78-0101

49 国見エリア 四季亭 飲食施設 雲仙市国見町土⿊甲990-4 0957-78-3636

50 国見エリア 茶寮六三郎 飲食施設 雲仙市国見町土⿊甲215 0957-78-1170


