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発行・使用店舗

店舗名 業種 営業時間 店休日 コメント

1 藍の器　青雅堂 陶磁器 10:00～17:00 不定休 女性目線で選んだ使い勝手の良い上質な器を揃えたセレクトショップです。

2 赤絵白磁硯処　雪月花 飲食 10:00～17:00 不定休 創業140年の有田焼赤絵窯元四代目の作品600点以上を展示販売。

3 赤絵座 陶磁器 10:00～16:00 不定休 絵付け体験と押し型体験ができ、作家の作品も販売しています。

4 あかね工房 陶磁器 8:00～１６：００

5 芦屋　貴兆陶家（幸平店） 陶磁器 10:00～17:00 土日祝 「納豆まぜまぜ鉢」が人気です‼

6 芦屋　貴兆陶家（岩谷川内店） 陶磁器 10:00～17:00 土日祝 「納豆まぜまぜ鉢」が人気です‼

7 東屋 飲食 11:00～21:30 不定休 予約制のお食事（創作イタリアン）・オードブル・お弁当・シフォンケーキも販売しています。

8 アトダデンキ 販売・その他 9:00～18:30 日曜日 有田駅前のPanasonicのデンキ屋です。電池1個から配達します！

9 有田タクシー 交通 7:00～24:00 なし

10 有田ポーセリンパーク 販売・その他 9:00～17:00 なし
有田ポーセリンパークには、ツヴィンガー宮殿があり、インスタ映えスポット。工房体験、お
土産品店有。

11 arita mononosu ギャラリー 陶磁器 9:00～17:00 土日祝 伝統工芸士の技術が詰まった作品を一堂に見れるスペースも併設

12 アリタポーセリンラボ旗艦店 飲食 11:00～17:00 火曜日 モダンな有田焼で地元の食材をふんだんに使ったお食事をご用意しております。

13 有田銘品館 飲食・その他 10:00～16:00 水曜日
有田焼の器に入った「有田焼カレー」の販売店です。JR有田駅の駅弁としても販売してお
り、当店自慢の「幸せのチーズケーキ」も販売中です。ぜひお召し上がりください。

14 ARITA クリエーターハウス 販売・その他 10:00～17:00 土・日・祝日 （11/19～23は休まず営業）伝統に触れ、日常に彩りを添えるをコンセプトに商品を販売します。

15 有田館 販売・その他 9:00～17:00 年末年始 着物の着付け体験「きものでありたさんぽ」、歴史ある町並みを着物で散策しませんか？

16 有田焼アクセサリー　cocosara 陶磁器 SNS要確認 不定休 有田焼の色とりどりのアクセサリーを販売しております。

17 有田焼アクセサリー　二宮閑山ギャラリー 陶磁器 10:00～17:30 なし 有田焼のアクセサリー・小物・土産品を専門に販売している有田でも珍しいショップです。

18 有田焼ショップ　まるとも陶磁器 陶磁器 10:00～17:00 不定休 有田焼専門店です。ぜひ御来店下さい。

19 アンティークギャラリー　椋露地 陶磁器 10:00～17:00 不定休 江戸期、明治期の古伊万里を中心としたアンティーク品を扱っております。

20 井上酒店 販売・その他 9:00～19:30 日曜日
「蔵元の造る心を伝えます。」をモットーに、全国から厳選した日本酒と九州が本場である厳
選本格焼酎の専門店です。

21 今村製陶　町屋 飲食 11:00～17:00 火曜日 磁器ブランドＪＩＣＯＮの器とセレクトされた日用品をお楽しみ下さい。

22 今右衛門窯 陶磁器 8:00～17:00 第1日曜日 年末年始 今泉今右衛門家は370年の歴史と伝統を誇る窯元です。

23 今泉商店 陶磁器 8:00～18:00 日曜日 長期保存の美味しい豆腐あります。

24 インテリアサロン　木家探（きかさ） 販売・その他 9:00～17:00 不定休 木の家に合う家具・インテリアを探しに来ませんか。

25 うちのふうど 飲食 11:00～18:30 日曜・月曜 火曜・水曜野菜ソムリエ、プロの店主が厳選する野菜のスープやランチボックスとパンの店。

26 器とデザイン 陶磁器 9:00～17:00 不定休 皿山通り沿いで作って販売している所は少ないと思うので、のぞいていただけたら！

27 うつわ処　けいざん 陶磁器 13:00～17:00 不定休 手描きの絵付けが得意な窯元です。料理が主役のものづくりを目指しています。

28 うなぎ専門店　味 飲食 11:30～19:00 月曜日 国産ウナギにこだわり、お客様の顔を見てから、うなぎを焼きます。

29 浦田商店 陶磁器 10:00～17:00 不定休 特売で安く売ります。

30 駅カフェ　SARAYAMA 飲食 11:30～17:00 火曜・水曜 今年は鉄道開業150周年。上有田駅でタイムトリップを！

31 エトワール・ホリエ　有田店 飲食 9:30～18:00 日曜日 ここでしか買えないお菓子はいかが？

32 えむや 飲食 17:30～23:00 火曜日 おいしいお酒をたくさんのみましょう。日本酒をぜひ！御家族様大歓迎ですよ。

33 円左ェ門窯 陶磁器 9:00～18:00 なし 新作～激レア品～訳アリ品までのOUTLETS売場です。早い者勝ち！

34 大樽陶山堂 陶磁器 9:00～17:00 不定休 家庭用の器から作家物まで多くの有田焼や波佐見焼を販売しております。

35 おおかわうどん（大カ〇うどん） 飲食
11:00～14:00
17:15～20:45

火曜日
自家製麺、天然だしの店。手作りの素朴なお店。ご注文後、お時間を頂きますので、余裕を
もってご来店ください。

36 大曲鮮魚店 販売・その他 9:00～18:00 日曜・祝祭日

37 大宅印刷 販売・その他 8:30～17:30 土曜・日曜 祝祭日

38 おかず家　たけちゃん 飲食 11:00～16:00 日曜・祝日
注三万血の生活排水のないところで収穫したお米等、安心安全の食材を使っている日替り
お弁当の店

39 緒方陶園 陶磁器 10:00～17:30 不定休 テーブルを彩る器を探しに、町並みを散策しながらお越し下さい。お待ちしております。

40 お食事処　くれば 飲食 11:00～22:00 不定休 仕出し料理、鉢盛、おまかせ料理、昼定食等、ご用意してお待ちしております。

41 音羽寿し 飲食 12:00～20:00 月曜日 お米もお魚も美味しい季節になりました。お寿司はいかがですか。

42 カーレンタル　うめざき 交通 9:00～19:00 無休

43 Garden bento 飲食 11:00～14:00
土曜・日曜
月曜・祝日

スムーズなお渡しの為、お電話でのご予約がオススメです。

44 貝山窯 陶磁器 10:00～15:00 土日祝 普段は販売していないプロユースの器をお手頃な価格で手に取って頂けます。

45 輝 サービス・その他 8:00～19:00 月曜日 第1火曜・第3日曜
カット・パーマ・カラー等、お客様に沿った施術を心掛けております。お気軽にお問合せ下さ
い。

46 柿右衛門窯 陶磁器 9:00～17:00 年末年始のみ 11/23までお買上げ頂いたお客様には抽選のお楽しみあり。

47 花器の花泉窯 陶磁器 8:30～17:30 日曜 花器専門の窯元です。

48 ｋａｓａｎｅ 飲食
11：30～20:00(日～火)
11:30～18:00(金・土)

水曜日 木曜日 お食事でもカフェとしてのご利用でもお気軽にどうぞ！

49 梶謙製磁社 陶磁器 9:00～17:00

50 梶貞製陶所 陶磁器 8:00～17:00 土・日・祝 秋の陶磁器まつりでは“陶彩弁当”（器付き）を提供しております。

51 佳秀窯　西山 正 陶磁器 8:30～18:00 不定休 白磁・青磁、ろくろ成型による手造り作品。鉢・花瓶・花器・花入れ・日常食器等。

52 金ヶ江両右エ門窯 陶磁器 10:00～17:00 不定休 手作りと窯変にこだわった一点ものの土の器をつくっています。

53 金善製陶所 陶磁器 10:00～16:00 土日祝 正規品やアウトレット品、様々な形状の商品があります。

54 café Siesta （カフェ・シエスタ） 飲食 11:00～22:00 なし JazzやLatinを聴きながら、秋の夜長をグラスを傾けながら・・・。

55 カフェれすとらん　こぱん 飲食 11:00～21:00 木曜日 田園風景を見ながら、ゆっくりお過ごしください。

56 窯元伊兵衛 陶磁器 11:00～17:00 不定休 工芸品から日用食器まで取り揃えております。

57 からあげドンドン 飲食 10:00～19:00 1月1日～1月3日 地元で愛され続け26年。ありたどり工場直営の唐揚げ専門店

58 唐揚げ屋　ＩＣＨＩ 飲食 11:00～19:00 月曜日 レモンステーキに漬け込んだ、サクッとジューシーな唐揚げいかがですか。

59 CURRY HOUSE 究林登 飲食
11:30～16:30

（ラストオーダー16:00）
火・水曜日 ランチは地元産の佐賀牛、有田鶏カレー他、カフェタイムもお楽しみ下さい。

60 ＧＡＲＯ 販売・その他 10:00～26:00 毎月　月初めと中日
1959年創業　有田で唯一のMEN’S、LADY'S展開のセレクトショップです。宜しくお願い致し
ます。



発行・使用店舗

店舗名 業種 営業時間 店休日 コメント

61 川武陶器 陶磁器（アリタセラ） 9:00～17:00 なし 「貞土窯」作品を展示・販売しております。

62 川口屋商店 陶磁器 9:00～16:30 不定休 素敵な器であなたの毎日をハッピーに。

63 観山亭 飲食 11:00～21:00 予約制 不定休 祝・法事等の会席料理や折詰弁当など、ご予約承ります。お気軽にお問い合わせください。

64 神田陶器店 陶磁器 9:00～18:00 マグカップ等を数多く展示しています。

65 韓国家庭料理・焼肉 トラジ 飲食
11:30～14:00
17:00～22:00

月曜日 旬の野菜を使用して、できるだけ体に良き食事を提供しております。

66 貴好人 陶磁器 10:00～17:00 11/19～11/23のみ営業
店内3割引きにてご提供いたします。大公孫樹や磁石場を見学の際はぜひお立寄り下さ
い。

67 キッチンなかなか家 飲食 18:00～22:0023:00 不定休 家族連れ大歓迎。お子様メニューあります。

68 KIHARA ARITA 本店 陶磁器（アリタセラ） 9:30～17:00 元旦
参し商社の強みを活かし、現代の生活に合わせた器、末永く会いあされる器をデザインして
います。

69 きもの　ふきや 販売・その他 10:00～18:00 日曜 おしゃれな和装こものたくさん揃えています。

70 ギャラリー紫香 陶磁器 9:00～17:00 不定休 染付散水の壺や色鮮やかな手描きの器を取り揃えています。

71 ギャラリー器楽 陶磁器
10:00～16:00(平日)

10:00～17:00(土日祝）
なし 伝統工芸士作品から一般食器、小物、装飾品まで品揃えのお土産店

72 ギャラリー有田 飲食 11:00～17:00 不定休 お食事もお買い物もどちらも楽しめる、レストラン＆有田焼ショップ。

73 ギャラリー　テンプルトレイ 陶磁器 9:00～17:00 11/19～11/23のみ営業作家のうつわと北欧雑貨のお店です。

74 ギャラリーラハイム 陶磁器 10:00～17:00 月曜午前中 金曜午前中使うほどに違う表情を見せる器達を届けます。

75 金照堂 陶磁器（アリタセラ） 9:00～17:00 12月30日、31日 1月1日麟 Lin japan ブランドの新作の「Marble」が発売開始。

76 銀河釉　玉峰窯 陶磁器 11:00～18:00 不定休 無数の星が煌めく宇宙をイメージさせる銀河釉の花瓶・茶道具・器たち。

77 草場卯一商店 陶磁器（アリタセラ） 9:00～17:00 なし
令和5年干支みずのと卯（うさぎ）です。
干支飾り沢山揃いました。

78 楠-kusunoki- 陶磁器 10:00～17:00 火曜・水曜 木曜 天然石や焼物のアクセサリーを製造・販売しております。

79 口石光雲堂 陶磁器（アリタセラ） 9:00～17:00 なし

80 グッド 陶磁器 9:00～18:00 不定休

81 くまえもん 飲食
12:00～14:00
18:00～22:00

月曜・火曜 イタリアの良く剤と薪窯で焼くピッツァ‼

82 キッチン　グランマ 飲食 11:30～16:00 土日月 有田の季節の行事食を取入れた家庭料理です。

83 月桃庵 飲食・その他 10:00～17:00 不定休 全国の陶芸・木彫・バッグ・ガラス製品を取り揃えており、カフェも楽しめるお店です。

84 幸楽窯 陶磁器 10:00～16:00 年末年始のみ休業
秋は、絶好のトレジャーハンティング日和。話題のキャンピングカーレンタルにも適用されま
す。

85 晧洋窯 陶磁器 10:00～17:00 土日祝日 暖かさを感じる染付と染錦の器

86 香蘭社　有田本店 陶磁器
8:00～17:25(平日)

9:30～17:00(土日祝)
12月30日～1月2日 普段使いの食器から伝統的な美術品まで展示・販売しています。

87 小島芳栄堂 陶磁器 8:00～17:00 不定休 お茶でのおもてなしを実施します。3,000円以上お買い上げの方、サービス品有り。

88 古染の店　みぞかみ陶器 陶磁器（アリタセラ）
9:00～17:00（平日）

11:00～17:00（土日祝）
不定休 日常で使いやすい食器をオリジナル商品で取り揃えています。

89 古美術　陶冶 陶磁器 10:00～16:00 不定休 江戸期から現代作家までの古美術を販売しています。

90 古美術　西山 陶磁器 10:00～17:00 不定休 江戸期から現代作家までの古美術を販売しています。

91 こぺっと 販売・その他 10:00～18:30 不定休 いよいよ観光シーズン到来‼こぺっとの服で、お洒落して出かけましょう。

92 近藤花店 販売・その他
9:00～19:00(平日)
9:00～17:00(日曜)

第1・3日曜日 春の陶器市のメイン通りに面する創業80年の花店です。是非お立寄り下さい。

93 西肥亀の井タクシー 交通 6:00～24:00 無休 有田へお越しの際のご利用をお待ちしております。

94 佐賀ダンボール商会 販売・その他 8:00～17:00 土日祝
有田焼の万年筆、ボールペン、万華鏡などの開発・販売。第3回「ものづくり日本大賞」優秀
賞。

95 サザンサンフラワー 飲食
10:00～14:00（月水金）

10:00～18:00
第1・3　金曜日
第2・4　日曜日

有田駅前の昭和レトロな純喫茶です。軽食もあります。

96 三光堂 （アリタセラ） 陶磁器（アリタセラ） 10:00～17:00 なし 食卓を豪華にする金彩、プラチナ彩の器を豊富に展示してあります。

97 三光堂 （赤絵町） 陶磁器 10:00～17:00 なし 食卓を豪華にする金彩、プラチナ彩の器を豊富に展示してあります。

98 Ｓｅａ　Ｇｕｌｌ 飲食 20:00～24:00 不定休

99 Ｇ工房 陶磁器 10:00～17:00 第1日曜 白磁と銀の工房ショップ

100 篠英陶磁器（アリタセラ） 陶磁器（アリタセラ） 9:00～17:00 なし オリジナル商品「カップめんウエイト」をはじめ、幅広い品ぞろえでお待ちしております。

101 篠英陶磁器（上幸平） 陶磁器 9:00～17:00 なし オリジナル商品「カップめんウエイト」をはじめ、幅広い品ぞろえでお待ちしております。

102 写真の石丸 サービス・その他 9:00～18:30 不定休

103 趣芸工房　ふじさき その他 9:00～16:30 月曜日 日曜午前中 手芸材料販売、手芸教室も行っております。

104 シューズ　コマや その他 10:00～14:00 日・祝日

105 旬魚季菜　いけす　やました 飲食 完全予約制 完全予約制 ご予約お待ちしております。

106 賞美堂本店　中の原本店 陶磁器 10:00～17:00 不定休 伝統を大切に、いつの時代にも喜んでいただける有田焼を。

107 賞美堂本店　アリタセラ店 陶磁器（アリタセラ）
9:00～17:00(平日)

10:00～17:00(土日祝)
年末年始 伝統を大切に、いつの時代にも喜んでいただける有田焼を。

108 食彩酒家　遊 飲食 17:00～23:30 月曜日 毎週火曜日は、生ビール半額開催中です。宴会予約も承ります。

109 松華堂 陶磁器 8:00～18:00 日曜・祝日 業務用食器の専門店です。

110 小路陶器 陶磁器 9:00～17:00 不定休

111 しん窯 陶磁器 8:00～17:00 土日祝 しん窯青花ブランド４６周年を迎え、最高のふだん使いの器を目指しています。

112 瑞峯窯 陶磁器 9:00～16:00 土日祝 窯元市期間中は、座敷を開放しての陶彩弁当・陶彩スイーツなどもやっています。

113 すし料理専門店　亀井鮨 飲食
11:30～14:30
17:00～21:30

不定休 昼のサービスランチや中トロ入りのすし料理（すし幕の内弁当、有田焼五膳も人気）要予約

114 すし海道　有田店 飲食
10:00～13:45
16:00～20:00

年中無休 作り立てのお寿司をご自宅にお届けします。

115 STOCK 飲食 11:00～17:00 火曜 素材にこだわったコーヒー・食品のセレクトショップ＆カフェです。

116 snack Scene 飲食 21:00～1:00 月曜日 第3火曜日
日頃よりお世話になっております。この機会に新規のお客様も税日ご来店お待ちしておりま
す。

117 SPICE　HOTARU 飲食 11:30～13:30 月曜～木曜・日曜 有田の美しさがギュッと詰まったスパイスカリー専門店です。

118 スポーツクラブ　GENEX有田 販売・その他 10:00～22:00 月曜日 スイム用品、トレーニング用品そろっています！

119 聖陶苑 陶磁器 9:00～17:00 土日祝 五区楽通りにある窯元です。ご来店お待ちしております。

120 清六窯 陶磁器 9:00～17:00 年末年始 白磁を中心としたやきものやアクセサリーを是非ご覧ください。

121 西洋食堂　信 飲食
11:30～15:00
17:30～21:30

火曜日 第3水曜日 お客様に笑顔をお届けできるような料理、接客を心掛けております。



発行・使用店舗

店舗名 業種 営業時間 店休日 コメント

122 泉寿堂 陶磁器 8:00～18:00 不定休 秋の陶磁器まつり期間限定の店開きですが、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

123 惣次郎窯 陶磁器 9:00～17:00 不定休 絵付け体験なども出来ます。（2～3日前までに要予約）

124 艸窯　SOUGAMA 陶磁器 10:00～18:00 不定休
色土で表裏一体の文様を表現する練り上げ技法の窯元です。大人気のワークショップも開
催。

125 創作アート　とうゆうどう 陶磁器 陶雄堂オリジナル商品。あなただけのドリーム商品。皆様を心からおまちしております。

126 そば処　のりとう 飲食 9:30～17:00
乃利陶ギャラリーでは秋の新作を展示、そば処のりとうでは、前日に蕎麦の実を製粉し当日生粉打ちした香豊
かな十割蕎麦をギャラリーにてお召し上がり下さい。

127 大慶 陶磁器 9:00～17:00 なし 弊社は数多くの機能性調理器兼食器の製造・販売を行っています。

128 大慶　アリタセラ店 陶磁器（アリタセラ） 9:00～17:00 なし 弊社は数多くの機能性調理器兼食器の製造・販売を行っています。

129 大日窯 陶磁器 9:00～17:00 木曜日、日曜日 有田で唯一磁器で民芸の器を作っている窯元です。

130 鷹巣瑞光堂 陶磁器 10:00～17:00 不定休 趣味のうつわを取り揃えております。ぜひ、ご来店くださいませ。

131 田中陶器店 陶磁器 10:00～17:00 火曜日 文化勲章受章「青木龍山」・長男「清高」・孫「清晃」の作品を展示販売しております。

132 チャイナ・オン・ザ・パーク 陶磁器 9:00～17:30 火曜日 （但し、祝日は営業）深川製磁のテーマパーク（ギャラリー、アウトレット、カレーハウス）

133 中華キッチン　蒼風～あおかぜ～ 飲食
11:30～14:00
18:00～21:30

火曜日

134 辻精磁社 陶磁器 8:00～17:00 不定休 風情あるトンバイ塀通りでお待ちしております。

135 土の器　松永陶苑 陶磁器 10:00～17:00 火曜日

136 釣具の海山センター 販売・その他 8:00～19:00 月曜日

137 手塚商店 陶磁器 10:00～17:00 不定休 築100年の建物。若手作家の作品を中心に展示販売。

138 手づくりぱん　銀杏 飲食 10:00～19:00 日曜・月曜・火曜
泉山の大公孫樹の前で無添加パン手作り配達しております。おいしいと皆様のお声を頂い
て長年営業しております。

139 伝作窯 陶磁器 10:00～17:00 不定休 陶器あり、磁器あり、さまざまなやきものをご覧ください。

140 陶舗　成福堂 陶磁器 9:30～16:30 なし お客様との触れ合いを楽しみにしています。親切・丁寧な接客がモットーです！

141 陶芸　泰明窯 陶磁器 10:00～18:00 不定休 日展出品作から、抹茶碗やぐい呑み、日常を豊かにしてくれる器をそろえています。

142 陶芸ギャラリーつじ信 陶磁器 11:00～17:00 不定休 行きなぬくもりのあるうつわをたくさん取り揃え、お待ちしております・

143 東洋セラミックス 陶磁器（アリタセラ） 10:00～17:00 なし セラミックフィルター、タジン鍋、おひつ等に加え、ワイングラス等も人気です。

144 桃源 飲食 17:00～22:00 日曜日 テイクアウトもできます。

145 陶舗　山文 陶磁器 10:00～17:00 なし 使いやすい、手に取って楽しめる器

146 陶磁器ショップ　藍土 陶磁器 10:00～18:00 第1・３・５水曜 器のまち有田で、シンプルで飽きの来ない和食器をセレクトしています。

147 陶祖 李参平窯 ギャラリーショップ 陶磁器 11:00～18:00 木曜日 初期伊万里の再現を目指して泉山磁石100%使用した器を作陶しています。

148 陶窯　みかわや 陶磁器 9:00～16:00 土日祝 セラフィルターあります。カレーパスタ皿、スープマグカップなどなど。

149 とこやのいわなが サービス・その他 10:00～20:00 月曜日・第3日曜日 カット・パーマ・カラーはもちろん、男性脱毛・マツエク・まつ毛カールもできる床屋です。

150 中山陶和和堂 陶磁器 8:30～18:00 不定休

151 なべじゅう 飲食 17:30～23:00 不定休 毎日元気に営業しております。

152 成富本店　カネアオ 陶磁器 10:00～17:00 不定休 日常使いに最適な有田焼、波佐見焼をご紹介しているセレクトショップです。

153 2016/SHOP 陶磁器（アリタセラ） 10:00～17:30 水曜日 有田焼の世界ブランド「2016/」の国内外唯一の直営店です。

154 西山錦華堂 陶磁器 8:00～17:00 なし

155 日本料理　保名 飲食 11:30～21:30 不定休 創業1971年の老舗日本料理店です。美しい文様の器に旬の味わいを楽しんでください。

156 乃利陶窯 陶磁器 10:00～17:00 不定休

157 bar hope light 飲食 19:00～23:00 日曜 おいしいお酒をたくさんのみましょう。

158 バー風樹 飲食 18:30～23:00 日曜～水曜 お客様のくつろぎの場となることを目指します。

159 Bar　７　Ｓｅｖｅｎ 飲食 21:00～25：00 火曜日 みんなで有田を満喫しましょう♪

160 箸の喜栄 販売・その他 10:00～16:00 木曜日

161 パティスリー 杏慕樹 飲食 10:00～19:30 水曜日 有田焼とのコラボ商品。有田焼プリンetcが、人気のお菓子です。

162 花の器　泰山 陶磁器 日曜日 ※11/19～11/23 　土・日・祝営業温かいお茶、コーヒー、甘い物などご用意して、皆様の御来店をお待ちしております。

163 パナパナ大串 販売・その他 9:00～18:00 日曜日 当店は金利が安く、お得な特典付きのぱなかーど推進中です！会員募集中！

164 パナパナ奥村 販売・その他
9:00～19:00(月曜～金曜）

9:00～18:00(土曜)
10:00～17:00(祝日)

日曜日 家電製品・オール電化・リフォームなんでもお任せ下さい。

165 パナパナ生活館 販売・その他 8:00～19:00 日曜日 家電の事は陶展におまかせください。

166 馬場モータース 販売・その他 9:00～18:00
第2・4土曜
日曜・祝日

有田をお得に盛り上げます‼

167 ｈａｐｉ　ｃａｆétta 飲食 11:30～19:30
火曜日
第１、第３、第5水曜

　

168 ＢＡＲＡＣＣＡ 陶磁器 10:00～18:00 不定休

169 バランス☆ラボ 飲食 10:00～14:00 不定休 心と体は食べた物からつくられる・・・。旬の食材を生かした食養生料理教室。

170 美術陶芸　伊右衛門 陶磁器 10:00～17:00 不定休 花ね柄が可愛い普段使いの食器および華壺（骨壺）他、美術品を販売しています。

171 肥前赤絵窯元　鷹巣 陶磁器 9:00～18:00 不定休 手作業で絵付けされた器をお楽しみください。

172 ひとふし 飲食 11:30～20:30（O.S 19:45) 日曜日（不定休） ご来店をお待ちしております。

173 広島の鉄板焼　鷹山 飲食 17:30～23:00 火曜日 本場広島から直送したそば麺とソースを使用した広島風お好み焼き

174 樋渡生花店 販売・その他 9:00～19:00 なし お花1本から心を込めて販売しています。

175 深海三龍堂 陶磁器（アリタセラ） 9:00～17:00 不定休 お正月などハレの日におすすめの和食器を多数揃えております。

176 深川製磁本店 陶磁器 9:00～17:00 なし 2023年「卯」ご縁起皿発売中。皆様のご来店お待ちしております。

177 蒲仙堂 陶磁器 10:00～16:00

178 福珠窯 陶磁器 11:00～17:00 不定休 有田焼の伝統をベースにモダンなデザインの器を制作しております。

179 藤正 陶磁器（アリタセラ） 10:00～17:00 なし プロユース向けの器が中心に品揃えしております。

180 渕上陶磁器/FUCHIGAMI  TOJIKI 陶磁器 10:00～17:00 不定休 楽しい器使いを考えたくなるセレクトと幅広い価格帯で取り揃えております。

181 ブティック　ロアール 販売・その他 10:00～18:00 日曜・祝祭日 婦人服・バッグ・くつ・小物までトータルでコーディネートのお手伝い



発行・使用店舗
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182 ブリスにしやま　西有田店 販売・その他 9:00～20:00 なし みなさまの毎日に感動をちょこっとプラス！

183 古田商店 陶磁器 9:00～17:00 不定休 香酒盃各種揃えています。

184 文翔窯 陶磁器 9:00～17:00 不定休

185 ヘアプロダクツ　フィール サービス・その他 8:00～19:00 月曜日 第3日曜日 ご来店お待ちしております。

186 豊美堂 陶磁器 9:00～18:00 無し 店の奥に聳え立つ屏風岩を眺めながら新しい器を見つけてください。

187 鳳泉 陶磁器 9:00～17:00 不定休 トンバイ塀と伝統的建造物の残る町並みに佇む店です。

188 前田食品工業 飲食・その他 8:00～16:30 土日祝
素材にこだわり、佐賀県産を主体とした国内原料１００％の高菜を使用し、安心・安全をモッ
トーに皆様からの美味しいの一言をいただくために、日々努力いたしております。

189 魔女のフライパン 飲食
17:30～24:00(月～土)

16:00～23:00(日)
火曜日 20年以上に渡り、地元の皆様を中心にご来店頂いております。

190 松尾白峰堂 陶磁器 10:00～17:00 不定休 日常の食卓を彩る、有田銘窯の器を取り揃えております。

191 松永電器 販売・その他 9:00～17:00 日曜 あなたの街のでんきやさん

192 松尾陶器 陶磁器（アリタセラ）
9:00～17:00(平日)

11:00～17:00(土日祝)
不定休 有田焼・波佐見焼セレクトショップです。囲炉裏のある店内で、ごゆっくりご覧ください。

193 マルシゲ陶器 陶磁器（アリタセラ） 8:30～17:30 土、日、祝 やさしい色合いとぬくもりのある器、そういった器を扱っています。

194 まるぶん 陶磁器（アリタセラ） 10:00～17:00
12月31日
1月1日

11月初めにベーカリーカフェを併設し、リニューアルオープン。食事を彩る器を提案致しま
す。

195 光武商店 陶磁器 10:00～17:00 不定休

196 むく庵 飲食 17:00～23:30 日曜日 寒い季節になりました。おでん作ってます。

197 メガネの三光堂 その他 9:00～20:00 なし メガネ　補聴器　時計

198 麺処　川 飲食
11:00～1500
17:30～22:30

火曜日

199 百田陶園 陶磁器（アリタセラ） 10:00～17:30 年末年始 カフェを併設した自然光が差し込み100坪以上のゆとりある空間をお楽しみください。

200 森清 飲食
11:30～14:30

18:00～
不定 創作会席から居酒屋料理まで美味しい料理を用意しています。

201 八百和 飲食 11:30～21:00 不定休 できるだけ安価で美味しい食事を提供いたします。

202 焼肉かむら 飲食 11:00～21:00 毎週木曜 贅沢な味わいの佐賀牛を気軽に味わえる焼き肉専門店です。

203 やきとり鶏頂天 飲食 18:00～22:00 水曜日 新鮮なありたどりに天日海塩を使用。是非ご賞味下さい。

204 やきもの工房　こすず 陶磁器 9:30～16:30 不定休 小物・干支・日用食器等を製造・販売しています。

205 柳屋 陶磁器（アリタセラ） 10:00～17:00 無休 美術品から家庭用食器まで幅広く取扱っております。

206 ヤマオ昭山堂 陶磁器 11:00～17:00 なし

207 山忠 陶磁器（アリタセラ） 10:30～17:00 なし 軽量強化磁器を使用した当店オリジナルの Koselig-Arita が人気です。

208 大和一心庵　雪月花 飲食
12:30～14:30
18:00～20:30

不定休 雄大な国見山脈の自然の中で、心と体に安心安全なお料理でリトリートできます。

209 ヤマト陶磁器 陶磁器（アリタセラ） 10:00～17:00 期間中無休 ちゃわん祭りの5日間には、B級品などのお買得品もご用意します。

210 山崎金物店 その他 7:30～19:00 日曜日 金物のご用命は当店へ

211 有光堂商会 陶磁器 9:00～18:00 不定休 厳選した一級品を販売しており、有田町内山地区の中で唯一、源右衛門特約店です。

212 有祥堂 陶磁器 9:00～18:00 不定休 雪月花製磁器・書道具扱っております。火鉢、大小ございます。

213 有泉堂本店 陶磁器（アリタセラ） 9:00～17:00 なし

214 よう楽庵　たかす 陶磁器 10:00～17:00 不定休 伝統的な有田焼をはじめ、オリジナル豊富な商品をご提供致しております。

215 吉永菓舗 販売・その他 9:00～19:00 火曜日 お土産に羽間右衛門など、ご利用ください。

216 よなよな 飲食 20:00～ 日曜・月曜

217 ラーメン太郎 飲食

11:00～15:00
17:00～20:30(平日)
17:00～21:30(金・土)
17:00～19:00(日祝)

不定休

218 ラウンジ　志舞 飲食 19:00～23:00 日曜・月曜 コロナ対策も万全です。安心してご来店下さい。

219 Lampe 飲食 11:00～17:00 火曜・水曜 自家焙煎コーヒーとパンと焼菓子をお楽しみください。

220 利休窯 陶磁器 10:00～17:00 不定休 キラキラかわいいイッチンの器がいっぱい!!お気軽にあそびに来て下さい。

221 龍水亭 飲食
11:30～15:30
16:30～21:30

毎週水曜日 第2・４火曜日龍門の名水で旨みが増した川魚を手作りのタレ、柚子胡椒でご堪能下さい。

222 良酒　佐嘉蔵屋 販売・その他 9:30～19:00 火曜日 こだわりの佐賀の日本酒を中心に、焼酎・ウイスキー・ワイン等、祖終えています。

223 亮秀窯 陶磁器 8:00～17:00 土日祝 青く澄んだ染付と優雅な赤絵をすべて手描きで仕上げています。

224 レストラン　まるいし 飲食 12:00～20:00 火曜日

225 ワークショップ　ワイズケイ 陶磁器 9:00～17:00 土日祝 陶器市と秋の陶磁器まつりに自社規格の花嘉元さんの商品を展示販売しています。

226 和食処　赤絵 飲食（アリタセラ） 11:00～16:00 木曜日 定食、丼物、温麺類、佐賀牛を使った丼物
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227 アトリエ　夢 陶磁器 8:00～17:00 不定休 絵付け体験・手捻り体験、猫の置物に絵付け出来ます。

228 おしゃれの店　くみこ 販売・その他
9:00～19:00（平日）

9:00～17:30（祝祭日）
日曜日 お肌の相談所。キレイを届ける化粧品店。

229 ｃａｆｅ＆雑貨　アンスリューム 飲食 10:00～16:00 不定休 季節のパフェをメインに販売しています。テイクアウトもできます。

230 積文館書店　有田店 販売・その他 9:00～20:00 元旦

231 セブン・イレブン　有田原明店 販売・その他 24時間 年中無休

232 徳久商店 スーパー 12:00～20:00 日曜日
新鮮な野菜・果物をそろえてお待ちしております。毎月第2土曜日はマルシェを開催しており
ます。

233 ディスカウントドラッグコスモス 佐賀有田店スーパー 8:00～19:00 元旦 365日毎日安い

234 ナフコ スーパー 9:30～17:00 元旦

235 ふじせ商店 販売・その他 9:00～17:00 日曜日 手づくりサンドウィッチ・調理パンが評判です！

236 ブティック　ベル 販売・その他 9:00～17:00 日曜日 笑顔になれる福と出会う店。小物もあり。

237 豊栄 陶磁器
平　日　8:00～11:00
　　　　14:00～16:00

不定休 有田焼、波佐見焼など多数、格安にて販売しています。

238 松葉屋　有田店 スーパー 9:00～17:00 44562

239 ドラッグストアモリ　有田店 スーパー 9:00～21:00 なし より健康で、より美しく、より若くて長生き！をサポートし続けます。

240 やきとり　正 飲食
10:00～18:00（平日）

10:00～17:00（土日祝）
水曜日 お客様に喜んで頂ける様、1本1本心を込め焼き上げます。宜しくお願いします。

241 ホームセンター　ユートク有田店 スーパー 8:00～19:00 なし

242 勝木陶仙堂 陶磁器 9:30～17:00 不定休

243 砂窯 陶磁器 9:00～17:00 土日祝

244 工房　ななまん 陶磁器 9:00～17:00 土日祝

245 陶助おこし 飲食 10:00～14:00 なし 伝統銘菓　陶助おこし。手造り。

246 中島陶器 陶磁器 9:00～17:00 不定休

247 ASUTORE その他 9:00～21:00 不定休
スポーツの秋！今より動ける身体を手に入れませんか？体験レッスン随時受け付けていま
す。

248 hair relaxation La Polka その他
10:00～18:00

10:00～17:00（土日祝）
月曜日・火曜日 髪質改善！エイジング毛や髪のダメージの悩みをご相談下さい。

249 モーターワールド　クリエイト その他 10:00～19:00 火曜日


