
2023/1/10 現在

エリア MAP番号 店舗名称 内容 座席（平常時・最大） コロナ対策時
地域限定
クーポン

A-8 DOG BOX （飲食のみ） カフェ ― ― ×

A-10 いきなりステーキ* ステーキ 店内：46席 店内：46席 ×

A-10 リンガーハット* ちゃんぽん・皿うどん 店内：28席 店内：28席 〇

A-10 岩崎本舗* 角煮まんじゅう 店内：18席 店内：14席 〇

フラワーロード B-1 BLUEPRINT カフェ 店内：65席、テラス：32席
店内：65席、テラス：32席
※状況によりテイクアウトのみ営業の場合あり

〇

D-9（1階） ソーセージワーフ 佐世保バーガー・ソーセージ 96席 96席 〇

D-9（2階） ペッパーランチ ステーキ 店内：106席 店内：106席 〇

D-10 ディッパーダン クレープ・タピオカドリンク ― ― 〇

D-11 チーズワーフ （レストランのみ） チーズ料理 テラス席：20席、1階：70席、2階：100席 テラス席：20席、1階：66席、2階：86席 〇

D-11 ばくだん焼本舗 ばくだん焼本舗 ― ― ×

D-14 チョコレートハウス （レストランのみ） チョコレート専門店 60席 44席 〇

D-15 コリーダ バーベキュー 56席 56席 〇

D-8 エバーカフェ 佐世保バーガー・カフェ 店内：47席、テラス11席 店内：29席、テラス：11席 〇

D-8 ミューズ デリ＆カフェ 軽食屋台 ― ― 〇

光のファンタジアシティ F-2 森のファンタジアカフェ カフェ 店内席：18席、スタンディング：ペア8組、テラス席：6席 店内席：18席、スタンディング：ペア8組、テラス席：6席 〇

G-7 ショコラ夫人の旧邸 カフェ 1階2階   計72席 1階2階   計72席 〇

G-8 ダム ハンバーガー 店内：72席、テラス：12席 店内：61席、テラス：12席 〇

G-6 ミルキーパラダイス ソフトクリーム 19席 19席 〇

G-6 タンテ・アニー （喫茶コーナーのみ）* チーズケーキ 店内：24席、テラス：13席 店内：14席、テラス：13席 〇

G-5 ナインチェカフェ カフェ ※2022年12月1日リニューアルオープン ※2022年12月1日リニューアルオープン 〇

G-12 （ヨーロピアンヴィレッジ）　KURAGE CREPE クレープ 〇

G-12 （ヨーロピアンヴィレッジ）　Proost ビール 〇

G-12 （ヨーロピアンヴィレッジ）　CoCo 佐世保バーガー 〇

G-15 ROLL ICE CREAM FACTORY ロールアイス 店内：20席 店内：20席 ×

E-1 CAFFEST ESPRESSO BAR テラス：16席 テラス：16席 〇

H-2（1階） 悟空 ⾧崎ちゃんぽん・皿うどん 店内：80席、テラス：16席 店内：40席、テラス：8席 〇

H-2（1階） とっとっと トルコライス 店内：76席、テラス：18席 店内：38席、テラス：9席 〇

H-2（1階） カフェデリ   プリュ ケーキショップ 店内：38席、テラス35席（店右側18席/左側17席） 店内：26席、テラス：8席 〇

H-2（1階） エルマーソ 地中海レストラン 店内：60席、テラス：32席 店内：30席、テラス：16席 〇

H-2（1階） 魚壱 海鮮料理屋 店内：100席 店内：44席 〇

H-2（1階） ロード・レーウ レモンステーキ 店内：68席、テラス：36席 店内：34席、テラス：18席 〇

H-2（1階） ピノキオ ピザ・パスタ 店内：72席、テラス：42席 店内：36席、テラス：24席 〇

H-2（2階） チェゴヤ 韓国料理 店内：68席 店内：58席 ×

H-2（地下） （タワーシティテラス）　タワーケバブ ケバブ ×

H-2（地下） （タワーシティテラス）　五島うどん 五島うどん 〇

H-2（地下） （タワーシティテラス）　Salsoul（サルソウル） バー＆カフェ 〇

H-2（地下） （タワーシティテラス）　マルモ水産 九十九島カキ ×

H-2（地下） （タワーシティテラス）ビッケンビッケン   タワーシティテラス店 佐世保バーガー 〇

I-8 花の家 和食 ダイニング：90席、座敷：50席（計140席） ダイニング：45席、座敷：25席（計70席） 〇

I-5 GRILL HOUSE YAKITORIHONDA やきとり ― ― ×

I-5 ビッケンビッケン 佐世保バーガー テラス：50席 テラス：50席 〇

K-20 パレスティーサロン カフェ 店内：18席、半テラス：4席 店内：9席、半テラス：2席 〇

I-15 レッドロブスター シーフードレストラン 店内：80席、テラス：20席 店内：50席、テラス：20席 〇

I-6 ベイサイドキッチン 季節でメニューが変更 150席 季節で、席数・レイアウトが変更 〇

G-2 按針（あんじん） 居酒屋 22席（16+カウンター6） 18席（テーブル12席+カウンター6席） 〇

G-2 カフェドハーフェン バー＆カフェ 店内：19席 店内：19席 〇

G-2 グランキャフェ カフェ＆バー 店内：32席 店内：32席 〇

I-1 デ・アドミラル フレンチ 店内：88席 店内：66席 〇

I-1 吉翠亭（きっすいてい） 日本料理
座席数   テーブル40席
洋個室   12席×2室　(最大32席利用可)
和個室   6席×2室　　(最大16席利用可)

座席数   テーブル34席
洋個室   12席×2室(最大32席利用可)
和個室   4席×2室(最大16席利用可)

〇

I-1 戎座（えびすざ） 鉄板焼 カウンター：10席×2コーナー カウンター：6席×2コーナー 〇

I-1 アンカーズラウンジ 喫茶 店内（朝食時）100席、（喫茶/ｺﾝｻｰﾄ時）：80席 店内（朝食時）80席、（喫茶/ｺﾝｻｰﾄ時）：80席 〇

I-1 シェヘラザード バー カウンター：8席、ホール：32席、ロビー：20席 カウンター：6席、ホール：30席、ロビー：20席 〇

G-1 オークラウンジ バー 店内：20席 店内：20席 〇

G-1 ア クールベール ランチ=コース/ディナー=ブッフェ 店内：158席 店内：144席 〇

G-1 ア クールベール・カフェ 喫茶 店内：40席 店内：32席 〇

G-14 アムステルダム ガーデンレストラン ガーデンレストラン 店内席：20席、テラス席：60席 店内席：20席、テラス席：60席 〇

フォレストヴィラ J-2 トロティネ カジュアルレストラン（昼=カジュアルブッフェ） 80席　※時期によりディナーブッフェ営業日あり 70席　※時期によりディナーブッフェ営業日あり 〇

I-18 エクセルシオール レストラン １２０席 １２０席 〇

I-18 ティークリッパー 喫茶 40席 40席 〇

I-18 スピンネーカーバー バー 16席 16席 〇

みつばち牧場［D-15］
※テイクアウトメニューがありますが、

ご利用いただけません。

ハウステンボス場外ホテル
（ホテル日航ハウステンボス・

ホテルオークラJRハウステンボス）

ハウステンボスでご利用いただける地域限定クーポンの詳細はこちら https://www.huistenbosch.co.jp/hotels/camp/coupon.html

キャンペーン期間：2023年1月10日(火)～3月31日(金)チェックアウト分まで

ホテルヨーロッパ

ホテルアムステルダム

ウォーターマークホテル

お食事券が
利用できない店舗

《お食事券ご利用上の注意点》
　・有効期限は券面に記載致します。　・飲食店のみで利用可能になり、物販の購入にはお使い頂けません。
　・現金との交換、および釣り銭をお出しすることはできません。ご了承ください。
　・不足分を現金で追加しての支払は可能です。　・購入には、事前予約が必要となります（当日購入はできません）。

《これまでの ミールカードをお持ちのお客様へ》　　・現在、ミールカードの販売は行っておりません。
　・有効期限内であれば、引き続きご利用いただけます。　・不足分を現金で追加しての支払も引き続き可能です。
　・残高分の現金との交換、および釣り銭をお出しすることはできません。
　＊ミールカードは、左記のお食事券が利用できない店舗のほか、「タンテ・アニー喫茶コーナー」、
　　「いきなりステーキ」、「リンガーハット」、「岩崎本舗」 では、ご利用できません。

アムステルフェーン

お食事券 対応店舗一覧表　 <下記店舗は、すべて「ハウステンボスお食事券」がご利用いただけます>

下記店舗は、店休の場合がございます。新規開店・改装等で内容が変更になる場合がございます。また、座席はレイアウト変更等で増減の場合がございます。予めご了承下さいませ。

ウェルカムエリア
（場外）

アトラクションタウン

アムステルダムシティ

― ―

アートガーデン

タワーシティ

※タワーシティテラス全体で　テラス：184席 ※タワーシティテラス全体で　テラス：184席

ハーバータウン

https://www.huistenbosch.co.jp/hotels/camp/coupon.html

