
気になる
あの店が
わかる本

鴨川グルメガイド



～鴨川グルメガイド～

こんな時必ず役立ちます！！

３つの、見つかる

●おうちに急なお客様

　忙しくてご飯を作る時間がない

　こんな時、おいしい出前やお持

　ち帰りのお店が

　きっと見つかります。

●ご家族の誕生日やお祝いに

　素敵な時間を過ごせるお店が

　きっと見つかります。

●外出中ランチやディナーで何を

　食べようか悩んだら、ぱらぱら

　ページをめくってください。

　あなたの心を動かすお店が

　きっと見つかります。

こんな時のために

　おうちでは電話の前に

　お外ではバックの中に

　そしていつも心の中に

そっと置いといてください

 

 

 

 

Kamogawa
Gourmet�Guide
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魚屋食堂　カネシチ

04-7096-0134 鴨川市江見東真門 166

鴨川港で入札権を持つ魚
屋の食堂です。

国道１２８号線沿いにあ
り、駐車場は３０台ほどの
スペースがあります。大
型バスもご利用いただけ
ます。

外房の漁港から直接仕入
れた鮮魚貝類を使用した
食事が楽しめるほか、干
物や冷凍加工品が購入で
きるお土産物屋も併設し
ています。

22 時までの宴会も予約
承ります。

カネシチ刺身定食 　2000 円
鴨川港で水揚げされた魚介
類を入札し仕入れて使用して
います。潮の流れや季節によ
り水揚げされる魚が変わるの
でその時々の魚が食べられま
す。沢山お刺身が食べたい人
にオススメです。

鴨川名物　おらが丼　漁師飯で仕
事の合間に食べられているお茶漬

魚屋と食堂が併設。
魚屋では干物などのお土産も
あります。

9:00～19:00

火曜日

営業時間／

定 休 日／

刺身定食������������ 1500 円

カネシチ刺身定食 ����2000 円

スペシャル刺身定食 ��2500 円

おらが丼　まご茶漬け �1200 円

アジフライ定食 ������1500 円

ミックスフライ定食 ���1800 円

サバ味噌煮定食 ������1500 円

黄金ふぐカラアゲ �����850 円

タチウオのくるくる揚げ 850 円

　etc

地魚磯料理　うおまさ

04-7094-1023 鴨川市天津 3280-5

季節ごとの厳選された地
魚料理を提供。
国道 128 号線沿いの海
の目の前にあり、金目鯛
の大きな看板が目印で
す。
大きな水槽に伊勢海老、
鮑、サザエ、生ガキ、はま
ぐりなど季節の魚介が活
けてあります。漁港から直
接仕入れてますので、水
揚げされたばかりの鮮度
バツグンの地魚が味わえ
ます。

金目鯛の煮付
2800 円（税抜）
脂が載った金目鯛を秘伝のタ
レで煮付けた自慢の一品で
す。リピート率ナンバー 1

オシャレな器と盛り付けで女性にも
大人気なうおまさのおらが丼

潮の香りを感じながらゆったり
とした店内

11:00～16:00　17:00～21:00

水曜日

営業時間／

定 休 日／

日替り御膳 �� 　1800 円

刺身御膳��� 　1900 円

おらが丼 ��� 1900 円

アジフライ御膳 1800 円

天重����� 1500 円

うな重 ���� 2700 円

地魚のなめろう 1000 円

etc

他にもメニューが盛り沢山

（値段はすべて税抜です）
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魚料理　食事処池田

04-7092-3835 鴨川市八色 518-8

父親は漁師からの魚屋
そして今は父から教わっ
た知識をもとに魚をメイ
ンの定食屋を営んでいま
す。
鴨川港での入札権を持っ
ていますので鴨川で水揚
げされた魚を主に提供し
ております。

1980 円 ( 税込 )
金目鯛の煮魚はもちろん人気
ですが塩焼きも
美味しいですよ！

アジなめろう�シンプルに味噌、
生姜の味付けです。

若い方や家族連れ、年配の方
々に気軽に入れる定食屋です。

11：00～　魚が終了次第閉店

毎週水曜日　第3日曜日

営業時間／

定 休 日／

刺身定食　海鮮丼　煮魚定

食　焼魚定食

ボリュームがある特天丼も

人気があります。

房総ならではの、アジなめ

ろう、サンガ焼きも

おすすめですよ！

和食　山荘

04-7092-3722 鴨川市仲町 241-4

南房総鴨川の旬の幸を堪

能できる、食事処の山荘
（さんしょう）です。
当店地元の「曽呂米」をは
じめ、新鮮な鴨川の食材
にこだわり、地産地消を
心がけております。
お食事、ランチ、会食はも
ちろん、慶事仏事の会食、
仕出し料理も承ります！
お料理の予算、送迎バス
の利用等ご相談下さいま
せ！

新鮮な鯵フライ定食です♪
さくさくとした食感が食欲を
そそります！
小さな刺身付き定食。
時価　税込 ¥1,600 位。
天然の為大きさが多少変わり
ますよ。

ご予算に応じた仕出し料理、
承ります♪

広い駐車場、大型バスも OK
です。

11:30～14:00 17:00～22:00

不定休（基本月曜休み）

営業時間／

定 休 日／

「さくさく鯵のフライ」「金目

鯛煮魚」杜仲の葉っぱが練

り込んである「杜仲うどん」

最高に美味しい！そして最

近のオススメは、ずばり「太

刀魚のフライ」です！塩を

振ってありますので、そのま

ま召し上がって下さい。軽く

てサクサクとっても美味し

いんです！
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食事処 千家

04-7095-3733 鴨川市内浦 405-6

国道 128 号線の海沿い
に面し安房小湊駅にも近
く、 30 年 前 に「 食 事 処 
千家」をオープンしまし
た。地元の新鮮な魚をメ
インに、各種定食も取り
揃えてあります。

金目鯛の姿煮定食
￥1,800 ～
大きさによります。
地元で取れた金目をこってり
煮付けてあり、とても好評で
す。

おらが丼　地魚をメイン当店自慢の
さんがのそぼろをのせます。

席はすべてお座敷なのでお子
様にもゆっくりしていただけま
す。

AM11:00～PM3:00

金曜日（祝日の時は前日が休みになります）

営業時間／

定 休 日／

刺身定食 7 天盛

　 ������  ￥1,950

おらが丼 ���  ￥1,840

アジフライ定食（刺身 3 種付）

������� ￥1,400

生姜焼定食（自家製だれ）

　 ������  ￥1,350

ミックスフライ定食 (5 種類）

������� ￥1,580

税込

お食事処 薩摩

04-7093-4957 鴨川市東町 1351-3

店主が厳選した魚が新鮮

な居酒屋です。
旬の魚を地元で仕入れ、
提供しております。
カウンター席８席 お座敷
（小）８名 （大）２０名
予算にあわせて各種プラ
ンをご用意できます。  
お席ではお客様の談笑
が聞こえてきて、とっても
アットホームです。
酒類メニューもそろって
いるので、気軽にお立ち
寄り下さい。

海鮮丼（おらが丼）
￥1100 ～
おらが丼は、鴨川はもとより、
天津、勝浦から新鮮な魚を仕
入れますので、季節や天候に
よりいろいろなお魚が楽しめ
ます。

お昼のサービス ・ 日替定食の他、
人気料理が多数ございます。

お店は、亀田総合病院の近くに
あり、温かな雰囲気です。

AM11:30～PM1:30（PM1:00LO）　PM5:00～PM10:30（PM10:00LO）

日曜日

営業時間／

定 休 日／

刺身 ・ 天婦羅定食��1,900 円 

煮魚定食����� 　1,600 円 

さざえかき揚げ丼　 �1,200 円 

おらが丼（海鮮丼）　 �1,100 円 

九州ラーメン �����550 円 

皿うどん ������1,000 円 

オムライス ����� 　850 円

大根サラダ ����� 　660 円 

とり唐揚 ������ 　660 円 

定食から一品料理まで多数

あります。
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料理  石川

04-7092-3315 鴨川市太尾 365

36 年前から長狭街道沿
いの田原交差点横にある
お店です。外観を見ると
入りづらいですか、値段
もリーズナブルで刺身、
天ぷら、金目の煮魚定食
がおすすめです。
予約で季節ごとの創作料
理もお楽しみ頂けます。
自家製のデザートも付い
ているので最後までお楽
しみ下さい！

いしかわ御膳　1500 円
新鮮な刺身と揚げたての天ぷ
らが付いたスペシャルな御膳
です。

オルカ丼！特大海老を
使い秘伝のタレをかけた丼です！

新鮮な金目を使った店自慢の
一品です。

11:30～14:30      17:00～ 21:00

月曜日

営業時間／

定 休 日／

本日のおすすめ定食
　 ������� 850 円
刺身定食、天ぷら定食
　 ������ 1100 円
オルカ丼 ��� 1200 円
鯵 た た き 定 食、煮 魚 定 食
etc 定 食 に は 甘 味、 コ ー
ヒー付き。祝料理、仏料理も
承っております。テイクアウ
ト料理もございますので、ど
うぞお気軽にお問い合わせ
下さい。

食事処 かしわくら

04-7094-0121 鴨川市天津 3,244

「味と心」が自慢の三代続

く和食のお店です。
新鮮な食材にこだわり、
料理はご注文を受けてか
らお作りする為、少々お
時間を頂きますがお客様
にはご満足頂いておりま
す。長年に渡り、遠方から
ご来店下さるお客様も多
く感謝の思いです。
宴会場もございますので
多人数でのご利用も可能
です。お気軽にお問い合
わせ下さい。

房州丼 ( おらが丼 )1,980 円
当店自慢のあじなめろうとお
刺身がのった海鮮丼です。房
州に来てお魚が食べたいお客
様には是非召し上がって頂き
たい一品です。ボリューム満
点でまちがいなしです。

あじフライ定食 1540 円 ( 税込 )
揚げたてサクふわで絶品です

座敷、椅子席、カウンター席あ
り。
お一人でもお気軽にどうぞ。

11:00～15:00   17:00～20:00

水曜日

営業時間／

定 休 日／

おすすめメニュー

房州丼 ( おらが丼 )

　 ������ 1980 円

刺身定食��� 1760 円

あじなめろう � 1180 円

ミックスフライ定食 1900 円

あじフライ定食 1540 円

えびフライ 2 本定食 1760 円

その他のメニューもござい

ます。テイクアウトもできま

すのでご利用下さい。
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04-7094-5987 鴨川市東町 568-17

創業 44 年 ( 移転して７年 )、家族で
営む地魚料理のお店です。
店内は、カウンター８席、掘りごたつ
式の個室が３部屋 ( 人数に応じて、仕
切りを外して広くも出来ます。 ) あり
ます。
前もって、お電話でのお問い合わせ、
ご予約を頂けると助かります。
※テイクアウトに関しては、生物以外
で事前予約、ご相談ください。

上 � お刺身盛り合わせ
　　　2 人前　2,400 円。
下 � 金目鯛の煮付け時価。
鴨川で水揚げされた旬の地
魚、季節や天候によって毎日揚
がる魚が違うので、その時々の
魚が食べられます。

郷土料理で当店人気のなめろう、
酢なめろうもございます。

こげ茶色の外観
で、店舗の前が
駐車場になって
おります。

17:30～22:00

日曜日(日�月曜日の連休は、日曜日営業、月曜日休業。)

営業時間／

定 休 日／

地魚料理 なが島

お刺身 1 人前 ( おまかせ 7

切れ ) ��� 1,200 円～

なめろう ､ 酢なめろう

　 ������ 700 円～

地魚の煮付け ､

焼き ､ 唐揚げ ��� 時価

サザエのつぼ焼き

　 ������ 1,200 円

他にも一品料理 ､ サラダ ､

ご飯ものもございます。

わか菜

04-7094-2733 鴨川市浜荻 587-1

鴨川シーワールドまで車
で 3分。
観光アクセスも良い国道
128号線沿いにございま
す。
店主が打ったそば、うど
ん、海の幸に天ぷら…
お子様からお年寄りまで
人気です !

1780 円
長狭米の おらが丼。
新鮮な海の幸をたっぷり味わ
えます ! そば付き、カニ汁付き
( アレルギーの方用に普通の
お味噌汁に変更可能 )。
仕入れによりネタは変わりま
す。

天ざる、天丼も人気です。
お店の入口です。

10:30～18:30

不定休

営業時間／

定 休 日／

揚げたての天ぷらに

蕎麦 � うどん。

ボリュームたっぷりの

おらが丼が人気です !

定食は全てカニ汁、小鉢付

き。



和食　 ・ 　7

04-7092-1313 鴨川市横渚 1104-16

地魚を中心とした地魚料理店です。

日本中の丼ものが集まり開催された
「全国丼サミット」において鴨川代表

として出場し、 2 日間で 900 食を販
売した実績を誇る人気メニュー。

ぷりっぷりの身とたっぷりと詰まった
濃厚でまろかななえびミソ、香ばしく

風味豊かな伊勢えびの美味しさを堪
能できます。

元祖伊勢海老天丼
￥1,980
衣でとじこめた濃厚なえびミソ
がたまらない

地魚海鮮丼 ￥1,980

店内

AM11:00～PM2:00 PM5:00～PM9:00

不定休

営業時間／

定 休 日／

地魚処 すずき家

おらが丼プレミアム

（伊勢海老天重） � ￥3,850

おらが丼（元祖伊勢海老天丼） 

　 ������ ￥1,980

地魚海鮮丼  � ￥1,980

金目煮魚定食  ￥2,750

地魚づけ丼  � ￥1,760

地魚刺身盛 (5 点盛）

  ������ ￥1,650

※価格はすべて税込

※テイクアウト（要予約）

和食亭 浜よし

04-7095-2719 鴨川市小湊 176

国道 128 号より大本山

誕生寺方面に向い鯛の浦
小湊漁港の近くで海を観
ながらのお食事処です。
カウンター ・ 小上がり ・
お座しき等がある気軽に
入れる店です。
「見て納得 食べて納得」
の活きなお店、味なお店 
です。
どうぞお越しください。心
よりお待ちしております 

金目鯛煮定食は 2,500 円
房総で捕れた金目 一匹まる
ごと浜のおばあちゃんの味甘
辛で一度食べたら忘れられな
い 又又食べたい

おらが丼　地元で捕れた活魚の
切身が厚くて十分に堪能出来る丼

カウンター 小上がり等ゆっくり
とくつろげる気楽なお店です

AM10:30～PM4:00　以後TELあればOK

火曜日（祝日の場合は営業）

営業時間／

定 休 日／

浜よし定食  � ￥2,000

刺身定食  �� ￥1,800

海鮮丼  ��� ￥1,800

おらが丼  �� ￥1,500

金目煮定食  � ￥2,500

なめろ定食  � ￥1,300

さんが定食  � ￥1,300

さざえ刺身定食  ￥1,500
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味久

04-7095-3385 鴨川市内浦 405-30

新鮮なお魚 ・ お米は長狭
米コシヒカリなど地元食
材を使っております。
お魚が苦手な方は、フラ
イや天プラもご用意して
おります。
海を眺めながらのお食事
はいかがでしょうか！！

金目鯛煮魚定食
￥1,700 より
天津小湊で水揚げされた金目
鯛です。

ポン酢タレでさっぱり味のカツオの
たたきと、人気の小柱のかきあげ。

鴨川から国道 128 号で内浦
海水浴場方面へ。県民の森入
り口の少し先。

AM11:00～PM3:00　PM5:00～PM7:00

毎週火曜日

営業時間／

定 休 日／

本鮪づけ丼 �� ￥1,550

刺身定食��� ￥1,550

金目鯛煮魚定食 

　 ���� ￥1,700 より

塩焼魚定食�� ￥1,500

天プラ定食 �� ￥1,350

さざえつぼ焼き ￥1,000

あじなめろう �� ￥950

地魚料理　和さび

04-7093-0095 鴨川市横渚１４８１−１

赤い看板が目印の和さび

です。
地元で獲れたての旬の海
の幸を思う存分味わって
いただけます。
日替わりメニューには日
本酒と一緒に楽しめる逸
品料理や季節の食材を
使った一品など、たくさん
のおつまみを楽しんでい
ただけます。
お一人様からデート、家
族連れ、個室での記念日
利用など様々なシーンに
ぜひご利用ください。

写真は、お刺身御膳
( 茶碗蒸し付き )1300 円
和さびの一番人気メニューは
品数多しの地魚盛り合せ二人
前 2000 円と超お得です。
その他にも煮魚、焼魚、天ぷ
ら、カルビ御膳 ( 茶碗蒸し付
き ) がございます。

酒の肴には金目煮付、鯵なめろ、
天ぷら盛合せはいかがでしょうか

個室風の席が多く家族や仲間
内でくつろいでお過ごしいただ
けます

１７時３０分～２２時３０分

木曜日

営業時間／

定 休 日／

旬の地魚日替わりメニュー

やオリジナルメニュー、御膳

料理、酒の肴、揚げ物、サラ

ダ等。

こだわり焼酎や日本酒、果

樹酒など種類豊富なドリン

クもご用意しております。
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YAMADAYA SHOKUDOW
山田屋食堂

04-7093-0006 鴨川市東町 985-3

No Eat,No Drink,No 
Life ！
地酒、地魚料理が中心の
飲み食い処。
昼は定食のみ、夜はお酒
と酒肴がメインの居酒屋
仕様になります。
房州近海 ・ 近港水揚げ
の熟成させた刺身、こだ
わりのアジフライや旬の
地魚料理でお待ちしてま
す。

夜の部は予約可能、昼の

部は予約不可です。

一人前 1500 ～
房州近海、近港水揚げの地魚
をこだわりの仕事で。

国産 � 輸入ビア多数有り
地酒 � 銘酒 � 焼酎 � 果実酒 �
ウイスキー � 電気ブランなどな
ど

11:30～13:30  17:30～22:00

木曜日�不定休有り

営業時間／

定 休 日／

夜の部

おまかせコース ��　\3500 ～

刺身盛り合わせ　 � \1500 ～

フライ盛り合わせ � \1300 ～

海鮮アボカドコブサラダ

　 ���������� \900

昼の部

刺身 4 点盛り定食 �� \1600

アジフライ定食 ��� \1300

ミックスフライ定食 � \1500

地魚懐石　魚村

04-7095-2780 鴨川市内浦 2787-1

近くの漁港で水揚げされ

た新鮮な海の幸を地酒
「腰古井」とともにご堪能
ください。

日によっては地元ならで
はの珍品 ・ 珍魚がお楽し
み頂けます。

小グループ ・ ご家族 ・ ご
接待等、ゆっくりとお食事
していただけるよう個室
もご用意しておりますの
で、ご予約の際にお申し
付け下さい。

1500 円（ランチ価格 � 税別）
お刺身コース（地魚のお刺身
５点盛り � 小鉢 � ご飯 � 漬物 �
お味噌汁）
その他、天ぷらコース � 焼き
魚コース � 煮魚コースなど。
ご予算やお好みに合わせて承
ります。

四季折々のお魚、お料理、地酒を
ぜひお楽しみください。

コース料理のご予約で、「完全
個室」をご利用いただけます。

11:30～21:00（LO20：00）

不定休

営業時間／

定 休 日／

� コース料理 3000 円～

� ランチコース 1500 円～

2 時～のタイムサービスや、

一品料理もございます。

� 伊勢海老 � 3000 円～

� アワビ �� 3000 円～

� なめろう

� キンメダイの煮付け

� お刺身盛り合わせ　

� 地魚の天ぷら

� その他
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川京

04-7092-1076 鴨川市横渚 1117

お店は鴨川駅東口の通り
沿いにあり、駐車場はそ
の隣にあります。鴨川漁
港であがる種類豊富な
魚貝を使った磯料理と国
産鰻の料理が食べられ
るお店です。一階はテー
ブル席、二階は座敷席と
なっております。お食事会
小宴会など御予約承りま
す。年配の夫婦 2 人でぼ
ちぼちがんばってます。

さしみ ￥900
当日の入荷により異なりま
す。さしみ定食はライスみそ汁
漬物を付けて￥1,100

うな重￥2,600 うな重と
蒲焼のテイクアウトできます

店舗入口

AM11:30～PM3:00 PM5:00～PM10:00

第2・4・5木曜日

営業時間／

定 休 日／

うな重 ���� ￥2,600

うな丼 ����  ￥1,400

あわび丼 ��� ￥2,800

さざえおらが丼 ￥1,200

さしみ定食 �� ￥1,100

焼魚定食 ・ 煮魚定食

  ����� 各￥1,100

天ぷら定食 �� ￥1,100

磯料理定食�� ￥2,000

有限会社月芝

04-7092-2763 鴨川市横渚 849 番地

『おいしさと笑顔の宝箱』

今日もみんなの美味しい
笑顔がみたいから
　戦後、創業者竹子が美
味しいご飯で『みんなに
元気に笑って欲しい』そ
んな想いをこめて始めま
した。そして今、気持ちを
伝えるおもてなしを心掛
けて、今日もこれからも
たくさんの方へ美味しい
笑顔をお届けさせていた
だきます。お気軽にご注
文ください。

特選料理
佳月 5,200 円（税別）
《佳月 keigetsu》は、大切な
法要のお席でのおもてなしに
最適な一式です。お持ち帰り
用にもアレンジできてご好評
いただいております。

日替り弁当※その他ご予算に応じ
てお作りいたします。

美味しいお弁当をお届けいた
します♪

7：00～16：00　◆テイクアウト ： 事前予約

年末年始

営業時間／

定 休 日／

□日替弁当

 　各 400 円 ～ 500 円

□焼肉弁当��� 500 円

□唐揚弁当��� 500 円

□ロケ弁当メイン魚 or 肉

　 ����� 各 650 円～

□おもてなし弁当

������　3,000 円～

□会席弁当 　3,000 円～　

□各種御料理　4,700 円～

□その他 各種持ち帰り用可

鴨川市内
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あわじや

04-7093-1240 鴨川市前原 97

旬の食材にこだわった新
鮮魚介の料理が自慢の
家庭的な店です。

刺身定食で￥1,500 です。
5 種類の刺身と小鉢 ・ デザー
ト ・ みそ汁です。

おらが丼上 15 種類、おらが丼 10
種類の刺身がのります。

店内、カウンターの写真です。

AM11:30～PM2:00 PM5:00～

水曜日

営業時間／

定 休 日／

おさしみ定食  ￥1,500

おらが丼上 ��  ￥1,500

おらが丼  �� ￥1,100

ナメロ定食 ��  ￥1,300

うな重 ����  ￥2,300

天丼�����  ￥1,300

煮魚定食���  ￥2,100

税込

しかま

04-7093-1234 鴨川市横渚 585

日本料理専門のお店で
す。新鮮な魚貝類 ・ 野菜
等をよく吟味し、お出しし
ています。仕入れ、仕込
みの都合上、前日までの
ご予約でお願いいたしま
す。

おらが丼（旬菜ちらし）
 ￥1,500
味付け御飯のうえに旬の魚介
類を盛り付けました。
ご予約制ですが、ぜひご賞味
下さい！

￥2,000 のお弁当になります。
￥1,500 より承っております。

「家庭的な雰囲気の中くつろい
だ気分でお食事をお楽しみ下
さい。

AM11:30～PM2:00　PM5:30～PM8:00（LO）

月曜日

営業時間／

定 休 日／

コース料理 �  ￥3,000 ～

うな重  ��� ￥3,600

松花堂弁当（昼のみ）

　 ������  ￥2,500

税別

刺身 ・ 焼き鳥など単品料理

多数
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風神

04-7093-2712 鴨川市横渚 867-1

JR 鴨川駅から歩いて 5

分ほどと近く、鴨川漁港
から仕入れた魚貝類を使
用した定食と一品料理の
店です。
駐車場は 7 台OKです。

海鮮吹寄丼 ￥1,470
10 種類以上の魚介をづけに
して酢飯の上にのせたバラ鮨
風の丼物です。

地金目鯛の姿煮定食
￥3,000 税込

落ちついた雰囲気で他のお客
様と隔離されたお席でお料理
をお召し上がりください。

AM11:30～PM2:00 PM5:00～PM10:00（PM9:00LO）

火曜日

営業時間／

定 休 日／

刺身定食  ￥1,900 税込

煮魚定食  �� ￥1,400

焼魚定食  �� ￥1,400

唐揚定食  �� ￥1,400

一品料理 サラダ類 etc

魚の苦手なお客様のメニュ

ー有り

（丼物等）

04-7095-2628 鴨川市小湊 196-1

鴨川市の観光名所のひとつ
「誕生寺」を目の前に
海産物などを販売しています。

実は！店内に囲炉裏があり

炉端焼きが楽しめます。
炭火焼きならではの風味は

いかがでしょうか !?
( ペット可 )

中サイズ 1 個 500 円
炭火でじっくりと焼いたサザエ
はとても柔らかく、コクのある
味にしあがります。
出汁にお湯をたして飲めば、磯
の香りも楽しめます。

こだわりの
「イカの塩辛」も是非！

真夏はご希望に
より炭をおこし
ます。

9:30～15:30

不定休

営業時間／

定 休 日／

アサダ水産

サザエの壷焼き

焼き蛤

イカの一夜干しはもちろん

ひもの各種

季節による旬の食材を提供

しております。

他にも定食メニューも

ございます！
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04-7097-0225 鴨川市寺門 148-1

季節やその日 仕入れた新鮮食材を、
リーズナブルな価格で 提供してま
す！

1650 円
新鮮な地元魚介を使って、棚田
をモチーフに 2 段重の海鮮丼
にしてみました！

大きな�大きなエビ天が
2 本も入った

ジャンボエビ天丼も人気

レトロ感有る 個
性的な店舗です
が�味勝負で頑
張ってます！

11時～20時（完売閉店有り)

木曜日

営業時間／

定 休 日／

名代亭

その日 仕入れた新鮮な地

元の魚介を使った、 2 段重

ねのインパクト有る海鮮丼

です！

鴨川ホテル三日月
なぎさ亭

04-7095-3111 鴨川市内浦 2781

ホテルから望む内浦湾が

美しいです。
海の幸を生かした自慢の
『おらが丼』が好評です。
美味しいあわび料理 ・ 伊
勢海老料理 ・ サザエ料理
等を取り揃えております。
駐車場は無料です。
※コロナ禍で休業又はバ
イキングに変更の日もご
ざいますので、ご確認の
上ご来館ください。

1.650 円
海の幸を活したお料理です

お食事会場  なぎさ亭
ホテル全景

11:30～15:00(ラストオーダー14:30)

無休

営業時間／

定 休 日／

お刺身御膳 �� 2.530 円

天ぷら定食 �� 2.200 円

おらが丼 ��� 1.650 円

おろし鉄火丼 � 1.650 円

あわび料理 �� 3.300 円

伊勢海老料理 3.300 円

サザエ料理 ��  1.650 円

他にもあります。
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まるよ太海店

04-7092-1020 鴨川市太海 2319

鴨川市内に３店舗あるま
るよの、最初のお店です。
仁右衛門島の入り口に位
置し、地元の方、観光の方
に食事を提供させて頂い
ています。

穴子天丼
丼からはみ出す 2 本の穴子
を、 3 店舗共通の丼たれで味
付けてあります。

食材にこだわって、手作り餃子を
提供しています。

駐車場有り、 42 席ご用意して
います。

11：00～20：00

水曜日

営業時間／

定 休 日／

■アジフライ定食

■穴子の天ぷら定食

■カキフライ定食

■穴子天丼

■もつ煮

■タコ唐揚

■餃子

お問い合わ

せください。

まるよ西条店

04-7092-3040 鴨川市花房 33 － 1

魚を使った定食や丼も

の、どの料理も量の多さ
が自慢。看板メニューは、
マグロをバラの花びらの
ように盛りつけた鉄華丼。
特大のエビがのった特上
まるよ天丼や、ジャンボ海
老フライ、トロサーモンイ
クラ丼もおすすめ

１８５０円税別
マグロの赤身を花のように盛
り付けてあります。

大きなかき揚げと特大エビが２本
乗っています。

ヤマダ電機の隣に位置してい
ます。

10：30～20：00

水曜日

営業時間／

定 休 日／

特上まるよ天丼

鉄華華

トロサーモンイクラ丼

特上穴子天丼

金目の煮物

お問い合わ

せください。
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極味のひもの　魚水

04-7099-5131 鴨川市天津 3282-1

安くて美味いひもの屋
”魚水”です。
海産物がずらりと並ぶ店
内。併設している食事処
では”生まぐろづけ丼”や
”ひもの定食”海産物がお
召し上がりいただけます。
128 号線沿い城崎海岸
前。
駐車場 10 台完備。

とろさば定食 864 円
たっぷりの脂と大きさにびっ
くりするお客様がほとんどの
”とろさば定食”。食べ終わっ
た後の“骨湯（こつゆ）”がまた
最高 !!

生まぐろづけ丼 �
うに丼 � いくら丼♪

黄色い看板が目印です♪
カーブ付近なので気を付けて
ください。

8:00～17:00　eat 8:30～16:30(L.O)

水曜日

営業時間／

定 休 日／

生まぐろづけ丼 ６48 円～

本まぐろなかおちづけ丼 �

ぶりづけ丼 � あぶりがつお

づけ丼　etc･･･

とろさば定食

とろあじ定食 �� ８64 円

各種トッピングあります！

������� １10 円～

海鮮焼き　あわび � 伊勢海

老 � 大あさり � はまぐり等

������� ５40 円～

まるよ東条店

04-7093-4952 鴨川市広場 1348

リーズナブルでボリュー

ム満点の高コスパの食
堂。
メニューは定食、ラーメ
ン、そば、うどんなど幅広
く、エビフライ定食やおろ
しとんかつ定食が特にお
すすめ。

まるよ天丼
１５００円税別
大きなかき揚げと、 
特大エビ２本

巨大かき揚げが丼いっぱいに。
東条病院近く

11;00～20：00

水曜日

営業時間／

定 休 日／

まるよ天丼

天ぷら

おろしとんかつ

エビフライ

タンメン

お問い合わ

せください。
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房総美味いもの屋
藤よし

04-7099-0840 鴨川市横渚 1222-1

南房総ならではの海の幸
選りすぐりの旬の素材を
ご堪能下さい。

時価　価格の目安　
3300 円（税別） ～
房総「金目鯛姿煮」
近隣漁港直送金目鯛

一品料理の多種多様に
用意しております。

広い駐車場。
個室も御座います。

11：00～21：00LO

年中無休

営業時間／

定 休 日／

おらが丼

　 ������ 1400 円

金目鯛ぶっかけ丼

　 ������ 1200 円

旬の握り寿司膳

　 ������ 1600 円

季節野菜天ぷら

　 ������� 600 円

季節野菜のかき揚げ

　 ������� 600 円

※すべて税別

海鮮炭火焼 我家我家

04-7093-5511 鴨川市広場汐入777

大自然やテーマパーク、

文化財など　数多くのお
すすめスポットがある房
総半島、都心からのアク
セスの良さも魅力の一つ
です。
その中の一つ潮騒市場内
に在る海鮮炭火焼のお店
です。

炭火定食 2,300 円
我家丼 2,000 円
海鮮炭火焼定食、海鮮丼、そ
の他一品。
季節のおススメは黒板にて !!

マグロ盛り放題 !!　さあチャレンジ。
昭和期のレトロ感と寛ぎやすさ
のなかで、お食事を !!

11:00～15:00 (LO 14:30)　17:00～24:00 (LO 23:30)

年中無休

営業時間／

定 休 日／

炭火焼をメインとしたお食

事と、ボリューム満点の海鮮

丼！

中でもプチメガ丼は人気が

あります。地元のお客様か

ら、観光のお客様までリー

ズナブルな価格にて楽しん

で頂ける様になっておりま

す。
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鴨川オーシャンパーク 
レストラン

04-7096-1911 鴨川市江見太夫崎22

1F は、サザエをイメージ
した物産館鴨川の土産販
売。
2F には太平洋一望のレ
ストランがあり、漁師料理
が楽しめ、休憩や旅行の
拠点に最適！
他にもドッグランや足湯
も併設しており、花摘み
体験も出来ます。鴨川へ
お越しの際は是非、道の
駅鴨川オーシャンパーク
へお越し下さい。

2,160 円 ( 税込 )
お肉は使わず全て鴨川産の
魚で作りました。当店人気料
理を 2 ～ 3 人用のオードブル
に仕上げました。 2 日前まで
にご注文お願い致します。引
渡し場所はレストランとなりま
す。

出世したい方に超オススメな
「出世丼」もご用意しております。

太平洋一望のレストランでほっ
と一息つきませんか？

9:00～17:00

不定休

営業時間／

定 休 日／

レストランでは、鴨川産にな

るべくこだわり、漁師料理や

ちょっと変わったメニュー等

色々ご用意しております。

詳しくは H � P でご確認下

さい。自宅でオーシャンパー

クの味を楽しめるように小

さなオードブルもご用意し

ております。お気軽にお問

い合わせ下さい。

地魚回転寿司
丸藤鴨川店

04-7099-2205 鴨川市広場７７７

地元鴨川漁港、天津小湊

漁港をメインに、旬の食
材を提供しています。

130 円～ 700 円（税別）
一番人気、地魚食べ比べ ( 日
替わりネタ）は、地元の漁港を
メインにした握りです。本鮪
( 赤身、中トロ、大トロ）の鮪味
比べも人気商品です。

食べ応え十分な金目鯛一匹を、
特製ダレで煮ました。

海の近くにある回転寿司です。
新鮮な旬のネタをお楽しみ下
さい

11時～21時

年中無休

営業時間／

定 休 日／

地魚食べ比べ 650 円、鮪

味比べ 680 円、軍艦パレ

ード 580 円、なめろう 400

円、サンガ焼き 500 円クジ

ラ竜田揚げ 600 円 ( 価格

は税別です）
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オーベルジュ
波太オルビス

04-7094-5550 鴨川市太海 9-8

天津小湊で 31 年寿司屋
として営業してきたお店
が太海でオーベルジュに
なって再始動。
全席オーシャンビューの
レストランで和洋コラボ
コースをお楽しみくださ
い。

10000 円
10000 円コースの一例です。
アミューズ、和食前菜、洋食前
菜、スープ、舟盛り、かずさ和
牛の肉料理、目の前で握る寿
司、デザートのコースとなって
おります。

コース次第で高梨牧場さんの特選
A5 かずさ和牛を堪能できます。

目の前が砂浜のオーシャンビ
ューで天気の良い日はデッキも
使用。

18:00～21：00(19:00最終入店)

不定休

営業時間／

定 休 日／

和食と洋食のコラボコース

のみのご提供となります。

5 0 0 0 円 、 8 0 0 0 円 、

10000 円の 3 つのコース

をご用意しております。

板前ライブダイニング
「MAIWAI」

04-7093-4111 鴨川市西町1179番地

南房総の新鮮な食材をふ

んだんに使った和食、洋
食をご用意。地元工芸品
の万祝 ( まいわい ) デザ
インを施した会場内。板
前が目前で調理するライ
ブキッチンを備えたダイ
ニングで南房総の旬の山
海の幸をご堪能下さいま
せ。

2,200 円
MAIWAI 豪華ランチ御膳 季
節の食材を中心に仕立てる、
MAIWAI おすすめの和食膳。
鴨川周辺の漁港から直接仕
入れる、旬の地魚のお刺身を
はじめとした多彩な味わいを
ご堪能いただけます。

かずさ和牛ステーキ重 (2,200 円 )
天気の良い日には日の輝くガ
ーデンプールを臨みながらラ
ンチを♪

11:30～15:00(L.O 14:30)(平日はL.O 14:00�14:30迄の営業)、17:30～21:00(L.O 20:30)

年中無休(設備点検などでの臨時休業あり)

営業時間／

定 休 日／

ランチメニュー

　 �����  2,200 円～

( そば � うどん � カレー �

ランチ御膳等など )

ディナーメニュー 

　 �� 3,850 ～ 8,800 円

( コ ー ス や ア ラ カ ル ト メ

ニューをご用意しておりま

す )
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生簀篭

04-7093-6111㈹
鴨川市広場 834

鴨川グランドタワー 1階

全面ガラス張りの窓から
和風庭園と雄大な松林を
眺める和食レストラン「生
簀篭」。
店内にはテーブル席とお
座敷がございますので、
ご家族お揃いでのお食事
や大切なお客様のおもて
なしでの会食などにどう
ぞご利用ください。

四季膳
3,080 円（税込）
四季折々のお料理をお膳仕
立てでどうぞ

お昼は丼などお手頃メニューも
御座います。

ご家族や大切な方との団らん
のひとときをお過ごしくださ
い。

11:30～14：00　17：30～21：00（LO20：00）

基本無休

営業時間／

定 休 日／

昼はお手ごろな料金で、夜

も各種一品料理や、地元の

新鮮な海の幸をご賞味いた

だけます。

魚眠庵マルキ本館

04-7093-2181 鴨川市横渚 543

当館は魚屋さんから生ま

れた、和室 6 部屋の料理
宿です。宿泊者に提供す
るお料理を、リニューアル
したお風呂とセットでご
用意致しております。ご利
用はご予約制にて、昼、夕
食そして朝食とご利用可
能です。

8,800 円
伊勢海老料理のついた人気
のコースです。

リニューアルした大浴場です。
ロビーの様子です。

7:30～21:00

不定休

営業時間／

定 休 日／

昼夕食（入浴込）�� 6,600 円～

朝食（入浴込）��� 3,300 円　

※ ご利用は全てが予約制と

なります。

※ 個室のご用意の必要な

際には別途お部屋代とし

て一予約につき 3,300

円をいただいております。

※価格はすべて税込です。
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すしたつ美

04-7093-5520 鴨川市東町 485-4

安心して、食事ができる
お店です。
いろいろなセットメニュー
があり、明朗に食事でき
ますよ。女性一人でも、来
店しやすいお店です。

よくばりセット ￥2,400
いろいろな料理が付いてボ
リュームいっぱいですよ

ランチにぎりです
￥950 はお得です

通り沿いの一軒家です

AM11:30～PM2:00 PM5:00～PM10:00（PM9:00LO）

月曜日

営業時間／

定 休 日／

ランチ にぎり寿司など 

����� 4 種類 ￥950

よくばりセット �  ￥2,400

レディースセット  ￥1,400

鴨川市内 ・

10km 位

まで

鮨　笹元

04-7093-1455 鴨川市横渚 1063-1

1972 年創業。夫婦で板

前をやらせて頂いてま
す。「朝水揚げされた地魚
の旨さを味わってほしい」
朝獲れたての魚を午前中
に仕込む事により、海の
側にある鮨屋の利点を生
かし、地魚を中心として営
業しています。
鴨川の地魚と、鴨川で育
つ「長狭米」の相性は抜群
です。お酒も千葉県内外
の地酒を多くご用意して
います。

4,180 円
おまかせコース
鴨川で獲れた魚を中心に８か
んと巻物１本の地魚寿司と日
替わり小鉢、 38 年続く伝統
料理、笹元のグラタンが付い
てきます。
締めに出る焼き寿司も必見！

画像、テイクアウト、出前限定
地魚寿司 3,345 円

アットホームに営業してます。
16人まで入る個室もあります。

11:00～14:15 17:00～20:30

火曜日（祝日の場合振替休日有り）

営業時間／

定 休 日／

地魚寿司��� 3,080 円
おまかせコース 　4,180 円
笹元のバラちらし
　 ������  1,870 円
並寿司　並ちらし
　 ������　1,210 円
中寿司　中ちらし
　 ������　1,870 円
上寿司　上ちらし
　 ������ 2,530 円
オリジナルつまみ毎日更新
します。おたずねください！

鴨川市街地
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美樹鮨

04-7096-1225 鴨川市江見吉浦489

新鮮な地魚を使った寿司
に定食、漁師料理やくじ
ら料理も堪能できる店で
す。
目の前に広がる房総沖の
恵みを、鮮度を損なうこと
なく手間ひまかけて美味
しくご提供します。
平日はランチもやってい
るので、お気軽にご来店
下さい。
出前も承ります。

2500 円 ( 税込 2750 円 )
伊勢海老海鮮丼

刺身定食をはじめ、
各種定食もございます。

店舗外観

午前１１時～午後３時、午後５時～午後９時

火曜日

営業時間／

定 休 日／

伊勢海老海鮮丼

　 ��� 2500 円 ( 税別 )

地物寿司  2000 円 ( 税別 )

並寿司

　 �  1000 円 ( 税別 ) ～

各種ちらし寿司

　 �� 1000 円 ( 税別 ) ～

うな重 2800 円 ( 税別 ) ～

刺身定食、煮魚定食、焼魚

定食、天ぷら定食 各 2000

円 ( 税別 ) 他一品料理

江見、曽呂、鴨川地区

( その他電話でお気

軽にご確認下さい )

すし処　と貝

04-7093-7633 鴨川市貝渚１７２５－３

毎日水揚げされる良質な
鮮魚。

歴史ある千葉県ブランド
米の産地である鴨川名産
の長狭米。

この素晴らしい食材を提
供してくれる人情味ある
鴨川の街並み。

そんな海、田、街並みの景
色を一望できる当店で房
総の幸をごゆっくりご堪
能ください。

２２００円
と貝にぎり（上）
人気のネタでにぎり８貫と巻
き物１本が盛り込まれた当店
イチオシの握りです。

地酒をふり、焼き上げたハマグリの
旨味を楽しめます。

店内はお座敷テーブル、お座敷
カウンターになっております。

昼の部　１１：３０～１４：００　　夜の部　１７：００～２１：００

火曜日

営業時間／

定 休 日／

地魚握り ���� ２０００円

毎朝水揚げされる鮮魚を

使った全８貫。地元でしか味

わえないオススメのにぎり

寿司！

今月の入荷している地魚は

当店の HP をご覧ください。

他にもちらし寿司や一品料

理を。是非一緒にご賞味く

ださい。

当店から５キ

ロ圏内。（混

雑時は不可）



22　 ・ 　和食

和田久

04-7092 ｰ 3811 鴨川市八色 531 ー 1

鴨川では老舗の蕎麦屋で
す。県道沿いに有り駐車
場も広々しています。
長野から蕎麦粉を仕入れ
て毎日自家製麺していま
す。
お米も長狭米を使い大変
美味しいです。
是非 1 度お立ち寄りくだ
さい。

1300 円
大きい海老天の他に野菜の
天ぷらも付いています。
当店 1 番人気！

タレが自慢の天丼セット。
他にもセット物多数あります。

黄色の看板が目印のわかりや
すいお店です。

１１時～１５時　(蕎麦無くなり次第早めに終了する時も有り。)

金曜日

営業時間／

定 休 日／

天ざる ����  1300 円

鴨せいろ ���  1050 円

冷やしたぬき ��  780 円

天ぷらそば ��  1200 円

鴨なん ���� 1050 円

鍋焼き ����  1200 円

天丼セット ��  1000 円

カツ丼セット �  1000 円

　　　　( うどんも有ります )

助八

04-7096-1578 鴨川市江見青木 120-4

国道 128 号線沿い、ネコ

の看板が目印のそば店で
す。  明るくきれいなお店
と、お料理の素早いご提
供が自慢で、家族連れか
らドライブや釣りサーフィ
ンに来たお客様にもご好
評いただいております。  
駐車場完備、目の前には
太平洋が広がり開放的な
気分でお食事を楽しめま
す。

1000 円
ざるそばとミニ天丼のセット。
１年を通して人気のメニュー
です。

どんぶりものと
ミニもりのセットもあります。

明るくアットホームなお店で
す。

11:00 ～20:00

木曜日

営業時間／

定 休 日／

冷やしたぬきセット

　 ������ 1200 円

カレー南セット　

　 ������ 　1200 円

たぬきセット � 　1000 円

天ざる ���� 1000 円

天ぷらそば ���  900 円

かつ丼ミニもり 1100 円

ミニ天丼ミニもり  700 円
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長七

04-7092-5676 鴨川市広場 1354-9

アットホームなお店です
疲れている時にでもフ
ラッと寄ってグチでも話
しにきて下さい（笑）
お店のママが話しをきき
ますよ！

だし巻き玉子　490 円
オムレツの様にフワフワな玉
子です。是非一度食べてみて
下さい。

なんでも相談にのりますよ
赤いかんばんが目印です。

17：30～0：00（ラストオーダー22：30）

日曜日

営業時間／

定 休 日／

サラダ類 �� ５００円前後

一品料理��� ２９０円～

肉料理��� ５００円前後

ご飯物 ��� ６００円前後

オススメ出し巻き卵

　 ������� ４９０円

各種宴会も予算に応じてで

きます

ファミリー中華ながい

04-7092-9988 鴨川市代 915-1

創業平成 4 年オープン、

長閑な山間でひっそりと
営業。宴会料理も 4 名様
から。送迎もいたします。

1250 円
満足度 No.1 はカツカレー。
そのボリュームにお客様は思
わず笑顔が弾けます。これで
普通盛りです。

野菜たっぷり鴨川ちゃんぽん
お店は山や田んぼに囲まれ、
大自然の中での食事は格別で
す。

12:00～22:00

不定休

営業時間／

定 休 日／

焼肉丼����� 800 円 

カツ丼 ����� 750 円

親子丼����� 700 円

ラーメン ���� 500 円

タンタンメン �� 750 円

スーラータンメン 900 円  

餃子������ 450 円 

鶏唐揚げ ���� 700 円
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炭火bar いろは

04-7096-5168 鴨川市滑谷 716-1

長狭街道沿いの欧風の
外観が印象的なレストラ
ン。暖かくなったらテラ
ス席もご利用できます。
11 月より lunch 営業を
始め、営業内容を食事メ
インに変更。営業時間も
変更しました。 3 月から
はカラオケ bar も営業予
定です。

1,980(lunch 価格 )
地元鴨川高梨牧場のかずさ
和牛ステーキ丼�
lunch では数量限定ですが特
別価格でご提供します。

こだわりの牛 100％手こね
ハンバーグステーキ

天井が高く開放的な店内と風
が心地よいテラス席を併設。

lunch12:00～14:30　dinner18:00～21:30 bar21:00～23:50

木曜日と日曜日

営業時間／

定 休 日／

かずさ和牛すき焼き

　 ������� 2,990

牛 100％ハンバーグステーキ

　 ������� 1,280

ぜったいウマイやつ

豚の生姜焼き ��� 990

ピリ辛ホルモン焼き 990

厚切り牛タンステーキ

　 ������� 1,280

とり焼肉　鴨八食堂

080 8162 9764 鴨川市滑谷 813-3

うまい！安い！満腹！と

り焼肉『鴨八食堂』
美味しくて、安くて、安心
な国産若どりを、鴨川味
噌をブレンドしたら当店
特製のタレでお召し上が
りいただきます。焼き鳥で
はなく、焼肉スタイルの
大衆食堂です。

500 円～
当店イチオシの若どり、せせ
り、ハツ、肉付なんこつなどを
焼肉スタイルで頂けます。

当店オリジナルの若どり唐揚げ、
なんこつ唐揚げも人気です！

大衆食堂のような懐かしい雰
囲気の店内です！

平日 17:00～22:00 　土日祝　11:00～15:00 　17:00～22:00

水曜

営業時間／

定 休 日／

若どり ����� 500 円

レバー ����� 480 円

せせり ����� 550 円

ハツ ������ 550 円

肉付なんこつ �� 580 円

焼き野菜 ���� 390 円

若どり唐揚げ �� 500 円

なんこつ唐揚げ � 600 円

　　　　　　　　　　などなど！
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04-7092-5332 鴨川市横渚 1118

1993 年インディアンジュエリーの専
門店としてスタート　2011 年安心安
全をコンセプトに自然の中で育った
材料を使用した食堂をオープン。
入りづらい店構えですがフレンドリー
な夫婦が営む店中は和気あいあいで
す。

三元豚ソテー
1300 円
ブランド豚平田牧場の自然放
牧米育ち三元豚を厚切りにソ
テーボリューム満点 !!

期間限定の
自家製醤油麹味噌ハンバーグ

などもおすすめです。

店内は食堂とイ
ンディアンジュ
エリー店が併設
されてます　

鴨川市横渚

周辺

17:00～22:00

火曜日水曜日

営業時間／

定 休 日／

SIOUX

平田牧場三元豚

ポークソテー � 1300 円

ポークチャップ 1300 円

カツレツ ��� 1300 円

お刺身盛り合わせ 1000 円～

ガーリックチキン 1000 円

その他にも自家製餃子や地

元野菜のサラダなどご用意

しております。

亀楽亭

04-7099-1305 鴨川市東町 1374

西洋料理と「和」を融合さ

せた都会派カジュアルレ
ストランです。
地元の素材を使った和食
やパスタなどの西洋料
理をお楽しみいただけま
す。

鉄板焼きコース

7000 円～

鮮魚と野菜にマッチしたゴマ油の
風味が食欲をそそる海鮮丼です。

太平洋を一望しながらお食事
をお楽しみください。

11：00～19：00　変更になる場合がございます。

日曜日、祝日

営業時間／

定 休 日／

鉄板焼きコース

������ 7000 円～

和牛を中心にしたコース料

理の鉄板焼きは伊勢海老や

鮑等、地元の海鮮もお楽し

みいただけます。

完全予約制
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レストラン伊せや

04-7099-0298
鴨川市横渚 971-2

MO ビル１F

2016年12月オープン。
安房鴨川駅より徒歩 3
分。イオン駐車場近くの
白い 3 階建てビル 1 階
にございます。駐車場は
5 台ほど。

かずさ和牛のタリアータ
3,300 円
地元高梨牧場のかずさ和牛
のステーキです。

オムライス
シーフードのトマトクリームソース

白とオレンジが基調の明るい
店内です。カウンター席あり。

11:00～14:00　17:30～22:00

水曜日

営業時間／

定 休 日／

ランチは、パスタ、オムライ

ス、ハンバーグなどをサラ

ダ � ドリンク付きのお得な

セット 1,100 円よりご用意

しています。ディナーは、い

すみ豚、かずさ和牛の肉料

理のほか、ランチとは異な

るパスタをお楽しみいただ

けます。コース（要予約）も

ございます。

鴨川グランドホテル　                                       
THE  GUNJO  RESTAURANT

04-7092-2111 ㈹
鴨川市広場 820
鴨川グランドホテル  1F

太平洋を見渡す開放的な

リゾートレストランで本格
欧風料理をお楽しみくだ
さい。

ランチコース　￥2,700 ～
鴨川港で水揚げされた新鮮な
魚介類を使用しています。

野菜やブイヨンの旨味が濃縮した
カレーは人気メニューです。

南国リゾートの雰囲気の中で
美味なる時間を。

11：30～14：30（ Lo 14:00 )

無し　※休業の場合もございますのでホテルにお問合せください。

営業時間／

定 休 日／

ランチコース ￥2,700 ～

スープランチ � ￥1,500

シェフ特製ビーフカレー

　 ������ ￥1,500

アワビの贅沢サラダ

　 ������ ￥1,800

イセエビのビスクスープ

　 ������ 　￥1,400

黒毛和牛のビーフシチュー

　 ������ ￥2,700
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04-7093-5444 鴨川市太海 314-1

当店は日本百景の鴨川松島と、伝説
の島「仁右衛門島」を見下ろす高台に
建ち、広い前庭と最上階の展望風呂
からは海一望。隣接する一戦場公園
と魚見塚展望台までは徒歩 6 分と散
策に好適。お食事は主にハーブとオ
リーブ油を使用したフランス南部プ
ロヴァンス風で、幅広い顧客層と欧米
からのお客様にご支持をいただいて
おります。

シチュー　2,500 円
オードブル　1,000 円
フランス伝統料理の牛肉煮込
シチューに数種類の野菜を添
えて、パン又はライスにぴった
り。
プロヴァンス風 魚貝添えオー
ドブルは ハーブとオリーブ油
のドレッシングで地中海の味。

多種類の魚介 ・ 牛肉 ・ チキン
等に地元野菜をたっぷり使用。

19 世紀のヨー
ロッパ家具と調
度 品 が ぬ く も
りと癒やしの空
間。

AM11:30～PM2:00　PM5:30～PM8:00

無し・お食事は予約制

営業時間／

定 休 日／

アンティーク ・ホテル
ら ・みらどーる

フレンチコース

������  ￥4,000 ～

牛肉煮込シチュー 

��������￥2,500

金目鯛のオリーブ焼 

������ ￥1,500 ～

魚貝添えサラダ  ￥1,000

特製カレー  ��￥1,000

パスタ各種  ��￥1,000

その他メニュー ￥1,000 ～

デザート各種  �� ￥500

cercatrova 
チェルカトローヴァ

04-7099-2012
鴨川市貝渚 125
 S ビル 2F

鴨川 & 南房総の新鮮な

食材と、イタリア産のアン
チエイジング食材をリー
ズナブルで贅沢なイタリ
アン料理でお楽しみくだ
さい！
鴨川産高梨牧場のかずさ
和牛や本格ピッツァが味
わえ、店内はハワイアン
テイストでカジュアルな
雰囲気です♪ ￥2200 【税込】

当店人気の！ 【おらが丼】鴨
川産高梨牧場のかずさ和牛と
海の幸のステーキ丼

500℃の石窯オーブンで焼き上げ
る本格ナポリピッツァも人気！

店内はハワイアンテイストなカ
ジュアルな雰囲気です。

12:00～15:00 　18:00～22:00

月曜日【祝日の場合、翌日定休】

営業時間／

定 休 日／

500℃の石窯オーブンで焼

き上げる本格ナポリピッツ

ァや、鴨川産高梨牧場のか

ずさ和牛を使った【おらが

丼】を始め、ハワイアンなド

リンクやイタリア産ワイン、

さまざまなカクテル & ノン

アルコールカクテルも楽し

めます！
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カレー工房ライバック

04-7099-7877 鴨川市江見吉浦 284-1

一流ホテル出身のシェフ
が作る本格カレーをお手
軽お気軽に召し上がって
頂けます。

1030 円
捕鯨基地が近くにあるからこ
その鯨カツカレー。パン粉に
粉チーズを混ぜることによっ
て香ばしく仕上げてあります。

様々なトッピングを
組み合わせることもできます。

狭いながらもカウンター席とテ
ーブル席がございます。

11:30～15:00 17:30～20:30（時短営業中は20:00）

木

営業時間／

定 休 日／

スパイシーカレー

　 ������� 620 円

オムカレー ��� 820 円

野菜ゴロゴロカレー

　 ������� 800 円

ロースカツカレー

　 ������ 1130 円

牛すじカレー �� 980 円

　　　　　　　　　　　　　　　etc

レストラン
アペティート

04-7093-3467 鴨川市貝渚 309

1983 年創業。国道沿い

に店舗を構え、広い駐車
場も完備。
鴨川産の魚、米、野菜を大
切に料理。
パテシエだったオーナー
が作るケーキは、安定の
人気を誇ります。

ランチセットで 1380 円
近年研究を重ねて、シンプル
だけどホントに旨いハンバー
グを完成。ぜひ一度ご賞味を !
ジューシーな肉汁が、食欲を
そそります。長狭米コシヒカリ
で召し上がれ。

店頭に並ぶ自慢のケーキは、
お持ち帰りも出来ます。

広々とした空間で、ゆったり召
し上がれ。

10:30～22:00

毎週月曜日　

営業時間／

定 休 日／

ランチパスタ ��� 1100 円

　ミートソースタイプ � ラグー �

　タラコ � バジリコ

ミニコースランチ 1680 円〜  

テイクアウトメニュー

プレミアムハンバーグ 980 円 

かぼちゃスープ小 � 350 円

　　　　　　　　　  大 � 560 円 

ケーキ ����� 390 円〜

バースデーケーキ

　 ������� 3350 円〜
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さかげんホール

04-7097-0054 鴨川市松尾寺 487

銘酒街「さかげん」の隣に
オープンして 20 年余、す
べて手作りの味は遠路よ
りわざわざご来店下さる
お客様に応援されており
ます。好みにあった日本
酒との料理も満足して頂
けると思います。臨場感
あふれる音響とのハーモ
ニーも、店主の趣味が生
かされています。 770 円～ 850 円

すべて手作りです

　　
音響にこだわった館内の造りと
、グランドピアノの設置があり
ます

11:00～14:00～ドリンクタイム～17:00～20:00

水曜日

営業時間／

定 休 日／

鳥の唐揚とナスの甘酢あん

かけ、手作りハンバーグ、鳥

の南蛮セット、パスタなど約

30 種

キッチン伊八

04-7096-5855 鴨川市横渚 880-1

オパールブルーの外観が
目印。
安房鴨川駅から徒歩2分
の洋食店です。

流木を使った、オール手
作りの内装がほっこりと
落ち着く店内で、美味し
い洋食はいかがですか？

こだわりメニューの一番
人気は、特製ハンバー
グと１位タイのカレーの
美味しいとこ取りのスペ
シャルランチ！
是非 1 度食べてみてくだ
さいね♪♪

サラダ � スープ � ご飯付き
税込 1200 円
完熟トマトと自家製デミソー
スをブレンドしたコクうまソー
スをどっさりかけた、こだわ
りのジューシーハンバーグで
す。トッピングにとろーりチー
ズのチキチーも good!

ある日の日替り弁当♪オムレツと
バターライスの幸せ黄色ランチ

肇寿司さんの斜め向かい、石
渡チキンストアーさんのご近所
です。

9:00～18:30　予約電話 8:30～　ラストオーダー 18:00

月曜日

営業時間／

定 休 日／

お持ち帰りメニュー ( 税込 )

日替り ����� 600 円

特製煮込みハンバーグ 850 円

ハーフハンバーグ 600 円

牛スジカレー �� 600 円

ビーフステーキ � 950 円

ポークチャップ � 750 円

チキンソテー �� 600 円

メンチカツ ��� 850 円

ビフカツ ���� 950 円

店舗から2km圏内は

配達無料！その他エリ

アはご相談ください。
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04-7093-0358 鴨川市横渚 143-1

2003 年 4 月にオープンした、メイン
通りの隠れ家イタリアン。
東京広尾で修行したシェフの本格料
理をアットホームな空間とスタッフで
気軽にそしてリーズナブルにお楽し
み頂けます。お子様連れのご家族様
からすべての方々に愛を込めて。ソム
リエ資格をもつシェフこだわりの美味
しいワインもぜひお楽しみください。

1000 円
3 日間低温熟成したフランス
小麦による手打ちピッツァで
す。当店独自の形により、生地
とソースがバランスよく味わえ
ます。

お庭を見ながらの癒しのひと時。
夜はイルミネーションと共に。

予約により限定
1 組の半個室も
あります。ご家族
様もゆったりと。

12：00～14：00　　18：00～21：00

日曜日

営業時間／

定 休 日／

CaSa

おすすめはノンアルコール果

実シャンパンから始まり、創

作サラダ、パスタ、ピッツァ、

地の魚カルパッチョなど創作

前菜も豊富に。

中でもこだわりの熟成手打ち

ピッツァ、当店オリジナル塩ジ

ェラートはイチオシです！

ドリンク ���� \390 ～

料理������ \450 ～

カマキッチン

04-7096-7307 鴨川市前原 46

前原海岸からすぐの海

辺の窯焼きピッツアと創
作料理のお店です。テラ
スや店内はカジュアルリ
ゾートのような空間。バー
カウンターをはじめオー
プンキッチンの空間は大
人の隠れ家のような世界
観になっています。姉妹
店 KAMO Kithen か ら
わずか 30 秒ほどの場所
にあります。

カマゲリータ　1111 円
ナポリピッツアの定番、トマ
トベース、モッツァレラチー
ズ、バジルが乗ったシンプル
なピッツア。お店で毎日手作
りのピッツア生地は薄くても
ジューシーでモチモチです！

店内はオープンキッチンカウンター
席と 2 階テーブル席があります

カマキッチンも姉妹店同様、
真っ赤なワーゲンバスがアイ
コン。

平日 18:00～23:30 　土日祝 11:00～15:00 ～17:00～23:30

なし

営業時間／

定 休 日／

カマゲリータ

クワトロフォルマッジ他ピザ

自家製サルシッチャ 

サーロインステーキ

� ビール

� ハイボール

� 焼酎

� ワイン 

※飲み放題もあり
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04-7096-7457 鴨川市横渚 433

国道沿いにある、店内カウンター 6
席ほどの小さなお店です。
ピザ生地はサクッともっちり。上質な
国産小麦粉を使い 24 時間熟成させ
たものを使用してます。火力の安定し
ている 500℃のピザ用電気オーブン
で焼きあげます。
電話予約、テイクアウト承っておりま
すので是非ご利用ください。

マルゲリータ
Ｍ size　1020 円
最高品質のイタリア産ホールト
マト、モッツァレラチーズを使っ
たマルゲリータは老若男女問
わず大人気です！

平日ランチはチキンオーバーラ
イス、ポークジンジャーライス。

店内カウンター
6 席ほど。

平日12:00～14:00 16:00～20:00　　土日祝11:00～20:00

木曜日

営業時間／

定 休 日／

Bottompizza

ピザは 14 種類

size は S、Ｍ、 L

ハーフ & ハーフできます。

平日ランチの割引クーポン

配布中！

詳しくはホームページでご

確認下さい。

カモキッチン

04-7096-7077 鴨川市前原 58-1

前原海岸から道を一本挟

んだ場所にある、海辺の
カリフォルニアスタイル
カフェ、ダイニングです。
アイコン的存在のフォル
クスワーゲンバスの中
でもお食事頂けるように
なっていて、ご予約も可
能な人気の特等席です！
テイクアウト、デリバリー
も好評です 1111 円

カモキッチン No.1 人気のカ
モ吉オリジナルバーガー！
ジューシーなパティとふわふ
わのバンズの相性がバッチ
リ。トッピングもでき、カスタマ
イズする事も可能です！

カリフォルニアをイメージした店内
空間。

カモキッチンのアイコン！ワー
ゲンバス

平日11:00～16:00 　土日祝11:00～17:00

なし

営業時間／

定 休 日／

カモ吉オリジナルバーガー

バーガー各種トッピング

横綱バーガー

カリフォルニア丼

ローストビーフ丼

薬膳カリー

カフェラテ

自家製レモネード

鴨川市内
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ラーメン　大輪　

04-7094-5488 鴨川市花房 35-1

当店は熱血！！勝浦タ
ンタンメン船団加盟店で
す。
千葉県 3 大ご当地ラーメ
ンである勝浦タンタンメ
ン、竹岡式ラーメンが食
べられます。

辛さは無料にて調整いた
します。

麺は全て浅草開化楼の特
製麺を使用しております。
つけそばも人気です。

なるべく地元の食材を使
うというコンセプトを大切
にしています。

1100 円
当店オリジナルで 1 番人気
の竹岡式＋勝浦タンタンメン
＝竹岡式勝浦タンタンチャー
シューメン

感染症対策として、アルコール消毒
& 除菌、マスク配布しています

カウンター、テーブル、小上が
りにパーテイション設置してま
す

11:00～15:00　18:00～21:00 月曜日～木曜日は昼営業のみ(緊急事態宣言中は20時まで)

年中無休

営業時間／

定 休 日／

勝浦タンタンメン
　 ������� 900 円
勝浦タンタンチャーシューメン
　 ������� 1100 円
勝浦タンタンつけ
　 ������ 1000 円
竹岡式ラーメン � 900 円
竹岡式つけそば � 900 円
つけそば ���� 850 円
中華そば ���� 800 円
焼餃子����� 500 円
ジャンボ餃子 �� 550 円

西条、東条、

田原、鴨川

地区限定

中華料理　天正

04-7093-1343 鴨川市八色 317-4

創業 41 年を迎える鴨川

では老舗の中華料理屋。
名前の由来は「天に誓っ
て正しく生きる」
これを２代目店主は最近
になって知ったもよう。
これから迎える高齢化社
会に向けお座敷を掘り
ごたつ風にしようと検討
中！
人生一度しかないから
楽しもう、頭の中は新メ
ニュー開発とバスケとゴ
ルフ ( 笑 )

ラーメン 650 円、担々麺 � 麻
婆麺 � 天正ラーメン各 900
円。餃子は、豚の背脂、オイス
ターソース、生姜、ニンニク等
絶妙なバランスで配合、半分
に割れば肉汁溢れ出すおいし
さ！店内で慌てて食べると火
傷するぜー。

年越しのスペシャルオードブル！
応相談

東京方面からお越しの際は電
光掲示板がありわかりやすい
かも！

11:30～14:00  17:00～20:30（L.O)

火曜日

営業時間／

定 休 日／

餃 子 400 円、 四 川 麻 婆

豆 腐 1000 円、 エ ビ チ リ

1100 円など定番中華はも

ちろん、カツカレー、カツ丼

も人気メニュー！

デザートのフワフワ杏仁豆

腐はあんずの実を１日水で

浸し砕いて作る本格派！

Facebook で 作 り 方 も 公

開してますよ！

西条、東条、

田原、鴨川地

区限定
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中国料理　鴨川食堂

04-7096-6678 鴨川市内浦 1906

千葉県鴨川市で広がる海
を一望しながら食事を楽
しめる【中国料理 鴨川食
堂】

990 円
本場の中国料理人が腕を振
るいます。特におすすめ！ 「鴨
川担々麺」山椒の豊かな香り
と辛さが凝縮した逸品です。
四川料理ならではの複雑に重
なり合う刺激的な辛さと縮れ
麺はやみつきになること間違
いなし！

鴨川新名物、登録商標
( 鴨川坦々麺 )

広がる海を一望しながら食事
を楽しめる

10:00～22:00

年中無休

営業時間／

定 休 日／

名物の「鴨川担々麺」をは

じめ、「キムチチャーハン」

や「焼き餃子」などの看板メ

ニューや、定番の中華料理

を幅広くラインナップ。

中国料理
東洋鴨川店

04--7093-2345 鴨川市横渚 1101-1

鴨川で 45 年本格中国料

理を営んでおります。
「美味しい料理でみんな
を元気にしたい」をモッ
トーに、心を込めて手作り
する調理人とお客様を温
かくお迎えするホールス
タッフが頑張っておりま
す。
本格中国料理からラン
チ ・ディナーセットやラー
メン炒飯と幅広くご利用
いただけます。
皆様のご来店を心よりお
待ちしております。

990 円税込
アツアツの土鍋麻婆豆腐。
東洋鴨川店の一番人気です。
辛さの中に旨味がありファン
もたくさん。麻婆ラーメンや丼
も有ります。

ご予算に応じてコース料理を
ご用意。会合、冠婚葬祭に。

創業以来変わらぬ外観。
広いホールと 2 階個室和室を
ご用意。

１１：３０－１５：００　１７：００－２１：２０（ＬＯ）

水曜日

営業時間／

定 休 日／

小海老のチリソース ���� 1,265 円

酢豚����������� 1,155 円

牛肉ピーマンの細切り炒め � 1,265 円

フカヒレの姿煮 ������ 6,600 円

蟹爪フライ　一本 ������880 円

北京ダック一人前 ����� 1,100 円

絶品餃子�539 円　　　焼売 �605 円

ランチセット、ディナーセット 1,210 円～

おらが丼（海鮮あんかけ炒飯丼） 1,800 円

ラーメン��770 円　　炒飯��990 円

麻婆ラーメン（丼） ����� 1,100 円

お問い合わ

せください
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きらく坊

04-7093-6770 鴨川市前原 295

鴨川生まれ鴨川育ちの千
秋ママが、地元の豊かな
食材をゆっくり楽しんで
欲しいと思って開いたお
店です。地元の食材と手
作りにこだわったおばん
ざいなどが好評です。
「おかげ様で20周年を迎
えることができました。」
と話すママが今晩も皆様
のお越しをお待ちしてお
ります。

日替りのおばんざい各種
￥550 ～
地元の新鮮な食材を厳選し丁
寧に手作りしたおばんざいで
す。優しい味をお楽しみくださ
い。

ある日のお通し
築 350 年の古民家を移築した
天井の高い落ちついた店です。

PM5:30～AM0:00

日曜日

営業時間／

定 休 日／

きらく坊サラダ ￥1,100

明太オムレツ ��  ￥770

アボガドの天ぷら ￥770

手作りコロッケ � ￥770

納豆ピザ ����  ￥880

たまごかけごはん  ￥330

焼きそば ����  ￥880

ご相談

ください。

居酒屋
☆るーびろぽっさ☆

04-7096-5477 鴨川市広場 1022

これ程サッポロビールに

こだわった店は無い !!

酒好きにうれしい”安い 
早い 旨い”に”楽しい”も
加わった、どことなく懐か
しい雰囲気のお店です。
自然とお客様の輪が広が
り、ついつい飲みすぎ…
なんてことも。

つまみ３００円～。
「 給 料 日 前 で も 呑 み た
い！」そんな呑兵衛さん
たちは、ぜひるーびろぽっ
さへ☆☆☆

610 円の「やきとり 15 種か
らのおまかせ５本」が大人気。
定番の「鶏からあげ」は３００ｇ
以上で　ボリューム大！！　
くせになる「ぺペロン枝豆」は
お酒を選ばず。
店長手作り餃子もお勧め！

おひとり様でも楽しめます。
最大２５名様位の貸切も大歓迎！

サッポロビール一色！！
昭和レトロで気取らずワイワイ
呑めます。

17:00～24:00

水曜日

営業時間／

定 休 日／

やきとり 15 種類  140 円～
鶏からあげ　３種類
枝豆ペペロンチーノ
オリジナル手作り餃子
自家製チャーシュー
鴨川産さばスモーク炙り
角煮 � モツ煮 � 里芋煮　他
本日のお薦めなどもありま
す。フードメニューは１００種
類以上！
ドリンクメニューも、豊富にご
用意しております。
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炉ばた　居瑠家

04-7093-7757 鴨川市横渚９２０－１

千葉県地元鴨川の地魚、
野菜、豚肉、鶏肉を炭で炙
り、お酒も地元　鴨川の地
酒を御用意させて頂きま
す。
房総の美味しい食材 ・ 調
味料を勉強しながら、ご
紹介させて頂きます。
お子様からお年寄りまで
気軽にご利用頂いており
ます。
歓送迎、お誕生会、特別な
記念日、迎える日 ・ 送る
日など何でもご相談をお

待ちいたしております。

695 円（税抜き）
目の前で、 BIG チ～ズでシー
ザ～サラダをおつくりします♥

仲間とうまいお酒、ちょっと良い
雰囲気の店、う～んまた来たい♥

テーブル席もあります。掘りご
たつも★ご家族やグループで
も OK

１６：００～２３：００

火曜日

営業時間／

定 休 日／

� 目の前 BIG りチ～ズで

　シ～ザ～サラダ ６９５円

� 炙り大トロしめさば

　 ������� ６７６円

� 石焼きあんかけ

　五目チャーハン ５８４円

� 季節のお刺身 ５００円～

� 串焼き盛り合わせ ７６４円

� 表示は税抜き価格です、

まだまだたくさん取りそろ

えております。

呑癒庵鳥丸ん家

04-7094-5797 鴨川市広場７９５番地 1

楽しく「呑」んで、古民家

風の空間で「癒」され、
「庵」のようなお客様だけ
の小さな空間をモチーフ
に元居酒屋鳥丸をパワー
アップさせました。
扉付きの個室でお客様の
ゆったりとしたお時間を
演出させていただいてお
ります。

おまかせ串盛り合わせ
1100 円
新鮮な鶏肉を手差しで刺し
てふわふわぷりぷりの焼き鳥
を！

地産地消にこだわったサラダ
プレート。南房総の新鮮な野菜を！

古民家風居酒屋。個室でゆった
りとおくつろぎください。

11:00～14:00 18:00～0:00

月曜日

営業時間／

定 休 日／

ランチ ：

人気のグリーンカレー

地産地消のサラダボックス

etc

※テイクアウトも対応

居酒屋 ： 手差しの焼き鳥

etc

市内全域
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04-7092-2111
鴨川市 820

鴨川グランドホテル 2F

海に面したカウンターからライトアッ

プされた幻想的な海を眺めることの
できるバー。

宿泊者以外の方でもご利用できま
す。

ハワイアンカクテル
￥1,200 ～
ハワイアンカクテルをはじめ、
オリジナルカクテルも各種取り
揃えております。

ノンアルコールカクテルも
ございます。

海を眺めながら
極上の夜のひと
時をお過ごしく
ださい。

20：00～24：00（ Lo 23:30 )

無し※休業の場合もございますのでホテルにお問合せください。

営業時間／

定 休 日／

鴨川グランドホテル
白南風 （しらはえ）

オリジナルカクテル

������ ￥1,300 ～

ハワイアンカクテル

������ ￥1,200 ～

スタンダードカクテル

������ ￥1,000 ～

ウィスキー各種 ￥600 ～

おつまみ ��� ￥500 ～

Wine & Champagne Bar
Ｒ アール

04-7094-5018 鴨川市横渚 281-10

リゾート鴨川の隠れ家へ

ようこそ

おいしいワインやシャン
パンを、洗練された空間
で楽しんで頂けるお店で
す。
自家製醤油、オリジナル
ブレンド塩『ひふみ塩』な
どを使い、ヘルシーでお
いしいお料理を手作りし
ています。
リゾート感溢れるテラス
席もあり、ご好評を頂い
ております。

880 円
プリプリした大粒のえびを
使ったアヒージョです。『かま
どの火』の無添加パンとどう
ぞ。

パスタも数種類ご用意しておりま
す。女性の方だけでもどうぞ。

奥には個室のお座敷もござい
ます。
8 名様より貸切りも承ります

18時～22時LO

日、月、火

営業時間／

定 休 日／

ビーフシチュー

ローストビーフサラダ

海老のアヒージョ

イタリア産生ハムプロシュート

鴨川産手作りチーズ盛り合わせ

ムール貝ガーリックバター

なるかポーク　ポークジンジャー

長芋のバター醤油焼き

オイルサーディンチーズ焼き

　など
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ふぉるてな

04-7092-0872 鴨川市横渚 671

店 内 の ブ ル ー の 照 明

が 癒 さ れ る と 好 評 (?)
の 40 年以上続くアット
ホームなスナックです。 
ドリンク類はウイスキー
から焼酎、ワインや簡単
なカクテルまで、銘柄はと
もかく幅広く取り揃えて
おります。
ピザ ・ 生姜焼き ・ スナッ
クなどのおつまみ類もお
すすめです。
飲んで唄って楽しいひと
ときを過ごしてみません
か？
※テイクアウトは要相談

ピザ　1,000 円～
（色々トッピングできます）
ソースも生地も手作りのクリ
スピータイプのピザはビール
やワインなど、お酒のお友に
いかがですか？

お食事帰りや 2 次会などにも
是非ご利用ください。

自慢のブルーのライトでご来
店をお待ちしてます。

19：00～0：00

日曜日

営業時間／

定 休 日／

ビール ���� 600 円～

焼酎 S ���� 700 円～

　ボトル �� 3500 円～

ウイスキー S � 800 円～

　ボトル �� 5000 円～

ワイングラス � 800 円～

　ボトル �� 3500 円～

カクテル各種 � 800 円～

04-7092 ｰ 3611 鴨川市横渚 629 ｰ 3

気軽に料理が楽しめるお店です。路
地裏にある、なかなかわかりずらい隠
れ家的レストランバー。 1975年オー
プンの老舗です。いろいろなジャンル
の音楽をお楽しみ頂けます。マスター
の趣味であるレコードコレクション数
千枚の中からお気に入りのレコードを
見つけてみてはいかがでしょうか？
自宅で眠っているレコードをお持ちい
ただければ流すことも出来ます。

パスタ　1000 円～。

熱々をどーぞ。

毎月第３土曜日はダンスイベン
トを開催。エントリーフリーなの

でお気軽にお越し下さい。

貸し切りもして
います。最大 70
名。カラオケ、ダ
ーツ有り、フリー
Wi-Fi

18時～2時

火曜日

営業時間／

定 休 日／

アドリブ

パスタ　900 円～

ピザ　　700 円～

種類豊富なアルコール類が

あり女性、学生さんはオー

ル 500 円でお楽しみ頂け

ます。 ( 一部対象外あり )

パスタやピザのイタリアン

から和風料理をお楽しみ頂

けます。
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04-7093-3110
鴨川市横渚９７３ー１

イオン鴨川店４階

鴨川駅前西口イオン鴨川店４階
1992 年 11 月オープン
珈琲をいれる前から香っています。

グラタン \900
明太子パスタ \750
ウインナ珈琲 \550
人気№１、ハンバーググラタン
（ライス付）。リピート率№１、明
太子とカリカリ梅のパスタ。リッ
チな気分ウインナ珈琲
（オーストリア風）

水出し珈琲でつくった味わい
豊かなコーヒーゼリー

\550

本格珈琲、海山
眺望うつりゆく
景色、ジャズをき
きながら．．．

10：00～18：00

不定休

営業時間／

定 休 日／

コーヒーハウス英國亭

ヨーロピアンブレンド

（甘い香り柔らかな苦味）

��������� \470

グァテマラゲイシャ

（ 洋 梨 の 様 な フ ル ー ツ の

香りと優しい酸味と苦味）

��������� \980

デカフェコーヒー

（カフェイン 97％カット）

��������� \490

ティーハウス 
れりっしゅ

04-7099-1539 鴨川市大里４３５－１

南 房 総 唯 一 の W ポ ッ

ト方式の紅茶カフェ。世
界の三大紅茶をはじめ、
Jr. ティーアドバイザーの
オーナーが厳選した紅茶
を低価格で提供。 W ポッ
ト方式なので渋くなり過
ぎず、最後の一口まで同
じ美味しさ！地産地消の
材料にこだわったスイー
ツやランチは、紅茶との
相性も抜群！ 
お気に入りのカップを選
んで召し上がれ♪

ケーキセット（飲み物１０％引）
１１３０円。大人気の月替わり
ケーキ�ブルーハワイレアチー
ズは、鴨川の海をデザイン。
当店のスイーツは、どれも厳
選の紅茶に合います。日替り
ランチもパンケーキも自家製
ヨーグルトも、紅茶の味と香り
にピッタリ合います♪

昔懐かしいナポリタン等の週替り
ランチやパンケーキでお腹も満足

靴を脱いで寛げる大人の隠れ
家。森を臨む癒しのガーデンル
ーム有

１１：００～１５：３０　※夏期は、１６：３０まで

火�水�木曜日

営業時間／

定 休 日／

世界の厳選紅茶（W ポット）

����450 円～ 850 円

ロシアンティー

�� （ジャム各種） 550 円

月替わりケーキ � 500 円

各種パンケーキ � 800 円

日替わりランチ 1,000 円

バナナスムージー � 500 円

‥etc
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04-7092-9065
鴨川市横渚 1224-8 

海側 1 階

コーヒー豆は生鮮食品です♪
美味しさへの基準になるのは鮮度！

生豆を焙煎する。ここが始まりです。
繊細な煎り加減！絶妙な味わいをご

自宅で得られます。希望の煎り加減に
も合わせられます。

「どのように淹れているか」をぜひお
聞かせください。

簡単で ・ わかりやすく ・ 実践できる
ように日々ご紹介しています。

ドリップコーヒー 400 円
ラテ 500 円
１杯のドリップを淹れながら「ど
うしたら？？」をパフォーマン
スしています。コーヒーへの固
定観念をそっと外し、お家で淹
れるドリップを引き上げていき
ます♪

Instagram、
Twitter などからも

面白さ配信中♪

美味しさの秘訣
は 1 袋づつの焙
煎。煎 り 加 減 も
ご案内してます

10:00～18:00

日曜日

営業時間／

定 休 日／

カモガワ珈琲

生豆２００g � 焼成後１７０g 前

後での販売豆のまま � その

場で粉に挽いてのお渡し１５

種類ほど常設。

８００円オリジナルブレンドか

ら高級付加価値豆まで♪

最初は特に淹れ方

美味しさに繋がる

面白さをご紹介しています！

EBIYA.CAFE
（エビヤカフェ）

04-7099-7088 鴨川市江見太夫崎66-2

道の駅鴨川オーシャン

パーク並びの海辺のカ
フェです。鴨川の海を眺
めながらオリジナルカ
レーやスイーツがお楽し
み頂けます。鴨川の新鮮
な伊勢海老が丸ごと入っ
た伊勢えびカレーが一押
しメニューです。季節ごと
に変わるパフェやシフォ
ンケーキも人気です。冷
暖房完備の室内のテラス
ルームはワンちゃんと同
伴OKです。

伊勢えびカレー 2,980 円
いちごたっぷりパフェ
いちごとはちみつのシフォン
ケーキ

人気のナンプレート
オーシャンビューの店内。ワン
ちゃん同伴エリアも冷暖房完
備です

11:00～15:00/17:00～20:00（夜は要予約）

水曜日

営業時間／

定 休 日／

鴨川産活〆伊勢えびカレー

　 ������ 2,980 円～

サーロインステーキカレー

　 ������� 1,980 円

さざえ入りシーフードカレー

　 ������� 1,480 円

チーズハンバーグカレー

　 ������� 1,280 円

いちごたっぷりパフェ

　 ������� 980 円～

日替りシフォンケーキ 680 円
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カモガワバウム

04-7099-2203
鴨川市広場 777

（潮騒市場内）

千葉県の素材にこだわり
一本一本丁寧にバウム
クーヘンを焼いていま
す。  工房に併設したカ
フェでは、バウムクーヘン
を使ったメニューと美味
しいコーヒーをご用意し
てお待ちしております。
これからも地元の方や、
観光のお客さまに愛され
るお店を目指します。
「カモバ」 と呼んでかわい
がってください。

税込 500 円（店内のみ）
カモが水面にダイブしている
ようなオシリがかわいい「潜
水カモバウム」
店内で焼き上げたミニバウ
ムを使用した人気のカフェメ
ニューです。

バウムメニューとドリンクを店内＆
テイクアウトでも楽しめます。

潮騒市場の中にある白い建物
とバウムのオブジェが目印で
す。

平日　9：30～18：00　土日祝　9：30～19：00　夏季営業時間の変更あり

なし

営業時間／

定 休 日／

潜水カモバウム � 500 円 

カモバチーズ �� 310 円 

カモバキッシュ � 310 円 

お米のバウムロール

　 ������� 400 円 

バ ウ ム ス イ ー ツ と ド リ ン

クのセットもございます。 

毎週水曜日はお得なバウム

の切り落とし「ぶちゃいくバ

ウム」を販売中！

KOZUKA513

04-7096-5385 鴨川市金束 513 番地

築 100 年を超える古民

家を改装したカフェ &
ゲストハウス。大山千枚
田にほど近く長狭街道
に面している。カフェの
ゆっくり流れる時間の中
でコーヒーやランチ、ス
イーツを！季節ならで
はの食材を使った料理と
古民家の趣のある空間
で安らぐゲストハウス！
そんな時間と空間をここ
KOZUKA513 で味わっ
てもらえたら

1100 円
7 種類の惣菜をワンプレート
に。旬の地元野菜をふんだん
に使い、和風 / 洋風 / 中華風
など様々な味わいに！季節
に応じた色鮮やかなランチプ
レートは週替わりで！

3 種類のスイーツ！
シフォンケーキは seasonal!!

築 100 年を越す古民家をリノ
ベーション！都会的な雰囲気
も ..

11時～18時

水曜日　木曜日

営業時間／

定 休 日／

drip coffe  ��  495 円

espresso  ��� 385 円

cafe latte  �� 550 円

tea ������  495 円

sweets  ���� 550 円

lunch  ��� 1100 円

他
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NONKEY'S　CAFE

04-7094-5173 鴨川市前原 358-34

鴨川を故郷に持つ明治生

まれのオーナーの父親は
17 歳で洋菓子の道に入
り、その才能が認められ
カリスマパティシエとして
超一流ホテルで活躍しま
した。
そして今、娘であるカフェ
オーナーが伝統のピザと
ドーナツを提供していま
す。オーナーの夫はサー
ファーでサーフィンのメッ
カ鴨川で 40 年続くサー
フショップを併設していま
す。

ケーキ ・ ドーナツ １個 ￥150
（販売は２個から）

土 ・ 日 ・ 祝に限定販売のドー
ナツはクラシカルなフレンチ。
サックリしていてフワッと口に
ひろがるバニラの風味。一度
食べたらやみつきドーナツ。

昭和初期当時、ロシア人ベーカリー
シェフより伝授のピザ生地は絶品。

素晴らしい前原海岸の眺望を
目の前にテラスで癒やしのひ
ととき

AM10:30～PM1:30 PM2:00～PM6:00

金曜日　第2木曜日・金曜日

営業時間／

定 休 日／

ケーキ ・ ドーナツ １個

　 ������� ￥150

　　　　　　（販売は２個から）

ロシアンガーリックピザ 

　 ������ ￥1,100

イタリア式 Coffee

  ������� ￥400

その他 ラテ ・ スムージー

　　　　　　　　　　　　　　など

earth tree cafe

04-7094-5267 鴨川市横渚 805-1

海と山に囲まれた街の自
然派カフェです。
ワイルドな自家製天然酵
母パンや旬の食材を使っ
た料理や炭火の肉料理、
また自然派ワインや自然
食品の小売販売もご用意
しています。
自宅にリビングで過ごす
ような、そんな「特別では
ない空間」で力の抜けた
時間をお過ごし下さい。

1000 円
「毎日食べられる」をテーマに
したお弁当です。
ヴィーガンの方はもちろん、
ノーマルの方でも楽しめる内
容になっています。

自宅で楽しめる物色々ご用意して
いますのでお立ち寄り下さい。

お店のロゴです。

8:00～18:00

月曜�火曜日

営業時間／

定 休 日／

プレート料理各種

　 ����� 1000 円～

サンドウィッチ各種

������ 　1000 円～

小皿料理各種 300 円～

自家製天然酵母パン

������� 230 円～

自家焙煎オーガニック

コーヒー各種 � 398 円～
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米屋新蔵
（株式会社新倉）

04-7094-5588 鴨川市東町９９９−１１

米屋が作るお米のスィー
ツをぜひお土産に。

明治天皇大嘗祭に献上し

た長狭米、話題の粒すけ
などお米商品を始めに、

米粉で作るグルテンフ
リー ・ バウムクーヘン「純

米ばうむ」は、「ちばの逸
品を発掘」金賞受賞、「全

国優良ふるさと食品中央
コンクール」受賞商品。

当地素材を使用した「ぬ
れ揚げ煎」も人気です。

純米ばうむ　しっとりミルク仕
立て 1,380 円
保存料や小麦粉を一切使用
せず、一本一本丁寧に米粉バ
ウムクーヘンを手焼きしてい
ます。米屋だからこそできる特
別な生地で、他にはない「しっ
とり、もっちり感」をぜひ。

米粉で作られた独特の口溶けと香
りの良さ、深い味わいは当店のみ

撮影オール OK!!
店舗をどんどん SNS に投稿し
てください

9時～17時

日曜、祝日

営業時間／

定 休 日／

【ブランド米】　長狭米、粒す

け、ふさこがね

【米粉バウムクーヘン純米

ばうむ】　しっとりミルク仕

立て、カリッとハード、しっと

りさつまいも

【ぬれ揚げ煎】　ひじきとご

ぼう風味、かつおと梅味

【その他】

大豆コーヒー、グルテンフリ

ーフィナンシェ他

鴨川市内

全域

CAKE & BREAD
エトワール

04-7092-1517 鴨川市横渚 706

創業 50 年！千葉県で

も早くからパンとケーキ
の販売をはじめ、地元の
方々に支えられ、営業して
ます。昔懐かしいパンか
ら、流行りのパンまで種類
豊富な品揃えです。
朝 7 時から焼きたてパ
ン、サンドイッチ等の調理
パンが並びます。
誕生日ケーキもご予約承
ります。

パン　\120 ～
ケーキ \200 ～
調理パン、菓子パン、食パン、
バケットなど焼きたてのパン
が並びます。苺のショートケー
キ、ショコラケーキ、昔懐かし
いちょっと硬めのプリンなど、
リーズナブルな値段で売って
ます。

誕生日ケーキ、 5 号～ 8 号まで
ご予約承ります！

朝から菓子パン、調理パンが並
びます。

AM7:00～PM6:30

日曜日�祝日

営業時間／

定 休 日／

誕生日ケーキ

生クリーム 5 号 � \2,200

生チョコ　5 号 � \2,300

食パン　　1 斤 �� \220

バケット　1 本 ��� \260

調理パン　各種  �� \120

シフォンケーキ　1 ホール

�������� \1100

ショートケーキ �� \280
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04-7095-2557 鴨川市小湊 35

明治35年（1902）に創業者永島左吉
が小湊誕生寺山門に和菓子店として
お店を始めて118年を迎えることが
出来ました。多くの皆様にご愛顧を賜
り誠にありがとうございます。季節菓
子、冠婚葬祭商品、地元の食材や郷
土に関連した商品が御座います。

三笠山 135 円
びわぱんじゅう 160 円
三笠山 鴨川焼 びわぱんじゅう 
かもれもん 鯛せんべい 他
創業当時より人気の三笠山
北海道十勝産小豆を餡にして
地元卵を使用してふっくらと焼
き上げました。

季節の上生菓子

鯛せんべいの外
看板が目印

事前注文の

場合

AM8:00～PM5:00

水曜日

営業時間／

定 休 日／

御菓子処中島屋

季節の上生菓子 � ￥150 ～

季節の生菓子 �� ￥100 ～

三笠山（各種）�� ￥135 ～

びわぱんじゅう �� ￥160

米粉焼どーなっつ � ￥170

クリームサンド �� ￥150

かもれもん ���� ￥180

鯛せんべい（各種）

　 ������� ￥350 ～

カステラ工房
ルアーシェイア

04-7099-8090 鴨川市宮山 1708-1

千葉県は全国有数の鶏卵

大国です。
房総の新鮮生みたて卵と
国内産小麦粉 100% で
11 種類のカステラとクッ
キーなど焼き菓子を製造
直売しております。

オヤツに、冠婚葬祭など
にもご利用いただいてお
ります。
包装、熨斗もご対応させ
て頂きますので是非ご利
用くださいませ。

700 円～
0.5 斤カステラ各種とバウム
クーヘン

カットカステラ各種
国道 410 号線、長狭学園より
300m ほどにございます。

AM9:00～PM6:00

年中無休

営業時間／

定 休 日／

カットカステラ各種

������� 130 円～

0.5 斤カステラ各種

������� 700 円～

満月カステラ　1 斤

������� 　2300 円

バウムクーヘン、クッキー各種
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㈲船橋屋鮮魚店

04-7092-0596 鴨川市前原 222

昭和 34 年 9 月より 61
年間営業しております。
先々代が網元で漁師で
したが、先代は船に酔う
為断念。魚に携わる仕事
がしたいと始めた魚屋で
す。
鴨川港の魚にこだわり、
新鮮な魚で刺身、自家製
商品を提供させていただ
いております。
正直で評判の魚屋でござ
います。

なめろう
1P ￥760 （ 1 人～ 2 人前）
刺 身 は、 3 人 前 ￥3,000 で
すが毎日魚の変動あり。
鴨川産のあじを使ったなめろ
うやお刺身は、子供からお年
寄りまでおいしいと評判のひ
とつです。

イカ塩辛 ・ 醤油漬は、皮を取り
身だけなので、やわらかいです。

車道からも、商品のメニューと
価格がわかる看板を置いてい
ます。

AM9:00～PM6:00

水曜日

営業時間／

定 休 日／

刺身 - 鴨川港で水揚げされた地

魚（日により価格の変動あり） 

イカ塩辛 1 瓶 ��� ￥950

イカ醤油漬 1 瓶 �� ￥950

あじみりん干し 1P � ￥540 

サバみりん干し 1 枚

　 �������� ￥130 ～ 

あじなめろう 1P � 　￥760

ブリ粕漬 ・ 味噌漬 1 切 ￥300

要相談

いずみや鮮魚店

04-7092-3101 鴨川市貝渚 3202

昭和 24 年創業のいずみ

や鮮魚店です。豊富な魚
種と水揚げ量を誇る地元
鴨川漁港を中心に房州
全域から新鮮な魚を仕入
れ、一般のお客様への小
売から卸売、豊洲をはじ
め全国の市場への出荷も
しております。

10000 円
刺身はお客様の予算に応じて
お造りします。
大切な家族、友人、仲間といず
みやの刺身を是非！！

金目しゃぶしゃぶや
ブリしゃぶも人気です

店の前に駐車場も完備してい
ます。従業員一同お待ちしてい
ます。

7時～17時

日曜日

営業時間／

定 休 日／

刺身 2000 円から

金目しゃぶしゃぶ

ブリしゃぶしゃぶ

アワビ

伊勢海老

サザエ

ハマグリ

市内全域
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天日干し干物製造元
浜田屋

04-7092-0103 鴨川市前原 37

一般的に機械乾燥の干物
が多い中、弊社は無添加
天日干しにこだわって製
造しております。

当店のこだわり
①自家製の漬け汁使用で
旨味倍増
②天日干しの為臭みを軽
減
③身が締まっている
④冷えても美味しい
⑤一枚々真空パック包装
の為冷凍保存で 2 ヶ月可
能
※店舗を持たない為お問
い合わせ頂いてからお越
しください。

おまかせ干物セット
3,000円（税込）
まあじ1枚・さばフィレ1枚・さ
んま1枚・金目鯛1枚・さばみ
りん干し1枚・フィッシュジャー
キー5本・濃厚塩辛70g 。贈
答用。化粧箱入り

フィッシュジャーキー弊社
オリジナル さばの骨の燻製です

晴れた日のみ製造の為在庫の
有無のお問い合わせをお願い
します

AM10:00～PM5:00

無し

営業時間／

定 休 日／

お好みの物を好きなだけ（税別）

まあじ ����� 200 円

さばフィレ ��� 200 円

さんま ����� 200 円

さばみりん干し � 250 円

あじみりん干し � 150 円

金目鯛���� 1,000 円

濃厚塩辛 70g 入 350 円

いか ������ 500 円

フィッシュジャーキー

　5 本入 ���� 500 円

鴨川市内

（ 只し5,000

円以上）

04-7094-0149 鴨川市浜荻９２４ー２

創業１５０年を超える房州ひじきの専
門店です。
千葉ブランド水産物に認定されてい
る房州ひじきは、太く ・ 長く ・ ふっく
ら柔らかい食感が特徴で、煮物はも
ちろんのこと、水戻しだけでサラダと
しても召し上がれます。
鴨川へお越しの際は、ぜひともお立
ち寄りくださいませ。

房州ひじき（８０ｇ入）１０８０円
水戻しだけでサラダとしても召
し上がれます。

房州ひじきのレジェンド親父と
社員みんなで

お待ちしております。

春になると、ひじ
き加工も観るこ
とができます。

８時半～１７時半

元旦のみ

営業時間／

定 休 日／

斎武商店

� 房州ひじき

� 炊き込みひじきご飯の素

� ひじきふりかけ各種

� たまごひじきスープ

� ひじきそば � ひじき春雨

� ひじき落花生

� ひじきしぐれ煮

� ひじきのり � ひじき寒天

� ひじきかりんとう

他、ひじき加工品を取り揃

えています。
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石渡チキンストアー

04-7092-2523 鴨川市横渚 880-6

昭和 41 年創業の鶏肉
専門店「石渡チキンスト
アー」。
南房総地域で唯一、鶏の
解体処理をしている小売
店なので、常に捌きたて
の新鮮な鶏肉を使って調
理 ・販売しています。
創業当時からの秘伝の
タレで仕上げるロースト
チキンや焼肉、モツ煮な
どの鶏料理は絶品です。
さらにイシチキ揚げなど
の新商品もラインナップ

中。

定番のローストチキン。捌きた
ての鶏肉を秘伝のタレに漬け
込み、じっくりと焼き上げるの
で、とても柔らかくジューシー
な味わいです。モモ焼258円・
テバ焼228円〔税別〕

秘伝のタレで煮込んだ当店自慢
モツ煮 150 円／ 100g 〔税別〕

駅から徒歩１分。地元住民のほ
か観光客も来店する鶏肉専門
店。

AM8:30～PM7:00

水曜日

営業時間／

定 休 日／

焼肉 1 枚 108 円、イシチキ

揚げ１本 278 円、やきとり１

本 88 円、カラアゲ 158 円

／ 100 ｇなどのほか、お土

産用に真空パック販売のモ

ツ煮、焼肉、ローストチキン

もあります（いずれも税抜き

価格）。その他、モモ肉やテ

バ肉など各種生肉もありま

す。

有限会社　永井商店

04-7092-0057 鴨川市滑谷 190

創業 100 年、人気商品の

海苔のふりかけ、やわらか
食べるかつお他、美味し
い鰹節やだし用商品を取
り扱っています。

一般向け小売商品以外に
も、和食店、そば店、ラー
メン店、ホテル旅館等向
けの業務用商品も取り
扱っています。
お客様に美味しいと言っ
ていただける様な商品作
りがモットーです。

漁師町の朝ごはん
海苔鰹節昆布。
地元千葉県、鹿児島県の美
味しい鰹節に、千葉県産の海
苔、北海道産の昆布等、品質
のいい素材にこだわって作っ
たふりかけです。添加物等は
一切使用しておりません。

贈答用詰合せ等も承っております、
お気軽にお問い合わせ下さい。

カインズホームさんの道を挟
んで反対側、西条簡易郵便局
さん隣

9:00～17:00

日曜、祝日

営業時間／

定 休 日／

漁師町の朝ごはん　海苔鰹
節昆布 ( 海苔のふりかけ )
漁師町の朝ごはん　鰹節昆布
やわらか食べるかつお
本枯細花 ( かけて食べる細
かい花かつお )
房州産花かつお
房州産鯖花削り
かつお粉末
煮干し粉末
※業務用商品についてはお
問い合わせください。
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亀田酒造株式会社

04-7097-1116 鴨川市仲 329

創業宝暦7年で（1757
年）で260有余年の歴史
を有する、全国で唯一明
治神宮へ白酒の奉納を託
されています。
また東宮御所へも当社看
板商品 超特撰大吟醸寿
萬亀及び見返り美人を献
上しています。
弊社の特徴としては冷
蔵庫により通年酒造りを
行っており真夏でも大吟
醸の仕込みを行っていま
す。

超特撰大吟醸

4,200 円

おりがらみ 40％磨き

2,000 円

寿萬亀 愛山 あいやま

1800ml　7,350 円

720ml　　3,675 円

最近は火入れを行わない本生原酒
がブームで - １０度で保存してます。

店舗外観

AM9:00～PM6:00　（現在時短AM9:30～PM5:00）

毎週木曜日

営業時間／

定 休 日／

超特撰大吟醸 720ml
　 �������� ￥4,200
愛山 寿萬亀 720ml
　 �������� ￥3,675
らいすわいん 720ml
　 �������� ￥1,365
おりがらみ 40％磨き 720ml
�������� ￥2,000
山田錦 40％磨き本生
原酒 720ml ��� ￥4,000
大吟醸うめ酒 720ml ￥2,000

（価格はすべて税別です）

ご相談くだ

さい

090-7224-5780 鴨川市横渚 513-7

鴨川地元野菜を始め、長狭米コシヒ
カリにこだわり、栄養バランスを考慮
した献立で健康的に美味しいお弁当
を昼食、夕食を 1 食からお届け致し
ます。
その他、お好みに合わせてご予算に
応じて一人用からのオードブルやお
せち料理もお受け致します。一人飲
みのおつまみにもどうぞ !

房州ジビエ弁当 ８５０円

房州の昔からの惣菜でサバの
さんが焼、くじらの竜田揚が入
り、猪肉は塩麹で柔らかく香草
をまぶし温燻してます。

医食同源＝食事は一番大切です。
栄養バランスのとれた日替り弁当

桜色の外塀とク
リーム色の外壁
でのアットホー
ムなお店です。

江見吉浦～鴨川

市内～長狭日東

工場～天津迄

８時～１８時

不定休

営業時間／

定 休 日／

みっ子ちゃんの
おそうざい

日替わり弁当 �� ５００円

旨だれ牛カルビ弁当

�������� ６００円

豚鶏丼トンチキドン ６００円

本格デミオムライス ５００円

上海焼そば ��� ４８０円

房州ジビエ弁当 � ８５０円

房州ジビエステーキ

�������� １０００円



おらがとは、鴨川の方言で「我が家」という意味。

新鮮な地元産食材を使った地魚料理から、

採れたて山の幸を使った料理など大集合！

丼名は各店それぞれが工夫を凝らしたネーミング。

令和3年3月現在、35の加盟店でおらが丼が楽しめます。

各店自慢のおらが丼、食べ比べしてみてはいかがでしょうか？

マスコット
キャラクター
こめみちゃん

鴨川にはおらが丼がある！

おらが丼の旗が目印です！

おらが丼協加盟店
詳しくはコチラ！



〒296-0001　千葉県鴨川市横渚 643-2

　　　　　　　　　　TEL　04-7092-0320

　　　　　　　　　　FAX　04-7092-0579

ホームページ　

http://www.chibaken.or.jp/37kamogawa/

Mail

　kamogawa@chibaken.or.jp

鴨川市商工会


