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長狭米フェア
9/1（土）～11/30（金）

伊勢海老フェア
9/1（土）～9/30（日）

金目鯛フェア
10/1（月）～11/30（金）

鴨川七里フェア
11/1（木）～11/30（金）

長狭米フェア
9/1（土）～11/30（金）

伊勢海老フェア
9/1（土）～9/30（日）

金目鯛フェア
10/1（月）～11/30（金）

鴨川七里フェア
11/1（木）～11/30（金）

●亀山湖　房総半島の奥座敷として大自然に囲ま
れ、千葉県下一の人造湖を有し、特に紅葉シーズンは
人気の高いスポットです。　●鴨川駅前から車で30分

●濃溝の滝（亀岩の洞窟）
洞窟に光が差し込む景色が幻
想的で美しいとインスタグラ
ムで話題沸騰！季節ごとで全く
異なる表情を見せてくれるス
ポットです。
●鴨川駅前から車で20分

●粟又の滝・養老渓谷
房総一を誇る名瀑布。100
メートルに渡る滑り台のよう
なゆるやかな岩肌を流れ落ち
る滝は幻想的な美しさです。
●鴨川駅前から車で45分

スポット近隣の スポット近隣の 晩秋、紅葉の南房総をお楽しみください！
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おらがとは、鴨川の方言で「我が家」という意味。「おらが丼」
は我が店自慢のどんぶりです。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！

千葉鴨川おらが丼協会

※売り切れになる場合や御提供食数を限定させていただく場合もあります。
※内容は予告なく変更となる場合もありますので予めご了承ください。

ン組合または「魚彩和みの宿 三水」、「宿中屋」にご宿泊頂い
たお客様限定で、お１人様1株鴨川七里狩りキャンペーンを実施。
鴨川の在来種「鴨川七里」は、晩生の枝豆で、秋の深まる１０月下
旬に収穫を迎えます。芳醇な香りと味が特徴で、「香りが七里広が
る」と言われています。

期間中に、鴨川温泉旅館業
協同組合または鴨川ペンショ

ン組合または「魚彩和みの宿 三水」、「宿中屋」にご宿泊頂い
たお客様限定で、お１人様1株鴨川七里狩りキャンペーンを実施。
鴨川の在来種「鴨川七里」は、晩生の枝豆で、秋の深まる１０月下
旬に収穫を迎えます。芳醇な香りと味が特徴で、「香りが七里広が
る」と言われています。

おそうざいがいっぱい！

鴨川の食の魅力をテーマに、旬の海鮮・自慢の新米など
鴨川の美味しい秋の訪れを告げる食の祭典。

メインの食材は、鴨川秋の味覚『金目鯛』。地元漁協で揚がったばかりの新鮮「外房つりきんめ鯛」を
食フェス特価で大放出。
他にも、会場内には〈海鮮磯浜焼きＢＢＱコーナー〉や〈鴨川こだわり物産市場〉など、地元鴨川の〝ウマいもん〟
が大集合！会場に足を運んで鴨川自慢の秋の味覚を堪能しよう。
今年も宝探しイベントも開催。一緒に参加してお得なクーポンをGET！！
●日　時　10月21日 (日 )　10：00～15：00
●会　場　鴨川市市民会館前駐車場
●内　容　○活き活き ! 鮮魚水産物販売コーナー
　　　　　　･･･外房沖で釣り上げたキンメや鮮魚、活貝などを数量限定販売！
　　　　　　昨年好評の手ぶらでBBQコーナーもご用意！
　　　　　○ご当地“店自慢”グルメコーナー
　　　　　　･･･お店自慢の絶品料理や海鮮磯浜焼き、地酒など、鴨川のウマいもんが一挙集合！
　　　　　○鴨川こだわり物産市場
　　　　　　･･･長狭米の新米や旬の野菜、旨みたっぷり干物など、農水産物・特産品を販売！
　　　　　○砂浜宝探し～ドリームハンター～
　　　　　　･･･砂浜に隠された20種類以上の宝石や出店ブースで使えるクーポン券などの
　　　　　　お宝をみんなで探しだそう！
●お問合せ　鴨川食の祭典実行委員会（鴨川市商工観光課）　☎ 04-7093-7837

鴨川食フェスタ 鴨川市市民会館前駐車場
カ モ ち ず

ZZKM0006
 かもナビコード

B-2エ
鴨川エリ

ア

10/21（日)

かも秋は
鴨川のお土産の代表と言えば、鯛せんべい。もともとは、小湊の妙の浦の鯛から発想を得て創作されたお菓子です。
せんべいというと、塩味や醤油味を想像しますが、鯛せんべいは、甘～いお菓子です。砂糖、卵、小麦粉を使った素朴
な味はどこか懐かしい……各店舗チョコや抹茶など味のバリエーションもあり、食べ比べもオススメ！

ガラス工房アルコス
鴨川市北風原753-6　☎ 04-7097-1782
高品質な耐熱ガラスでペンダントトップや箸置きを
作れます。初心者でも安心してガラス工芸
（酸素バーナーワーク）体験に挑戦できます。
9:00～17:00（水曜日定休）
20分コース、60分コース

おらが丼おすすめ店 お買い物おすすめ店／体験施設 鯛せんべい取扱店　このマークがる店舗・施設にこのパンフレットをご提示ください。お得な特典・サービスが受けられます。

小湊名産はばのりを香ばしく焼き、おかか醤油にくぐらせたものを
ご飯にのせ、地魚はわさび風味のタレに漬けました。（火曜日定休）
営業時間／11:00～18:30（季節により時間変更あり）

地魚・はばのり御飯
（￥1,620）
地魚・はばのり御飯
（￥1,620）

磯料理  あみもと
鴨川市内浦1906   ☎04-7095-3311

ソフトドリンクサービスおらが丼注文の1グループ
5 名 様 ま で

このパンフ
レット提示で

鮑をメインに地魚・鰺・ワラサなどを使った「生簀籠」
オリジナルの特製丼！ランチ限定です。( 年中無休）
営業時間／11：30～14：30（LO14：00）

生簀篭（鴨川グランドタワー１階）
鴨川市広場834 鴨川グランドタワー1階　☎ 04-7093-6111

ソフトドリンクサービス
（他券、割引併用不可）１組４名様まで

このパンフ
レット提示で

房州丼
（￥1,728）
房州丼
（￥1,728）

ふっくら炊いた長狭米に、目の前の海でとったさざえ
を秘伝のタレで味付けし、玉子でとじた自慢の一品
です。（不定休）
営業時間／10:00～14:00

画家ゆかりの宿　江澤館
鴨川市太海浜153　☎ 04-7092-2270

おらがさざえ丼
（￥1620）
おらがさざえ丼
（￥1,620）
おらがさざえ丼
（￥1,620）

F-4全

まご茶とは、漁師が忙しい仕事の合間に食べられる
新鮮な魚を漬けにしたお茶漬けで鴨川伝統の郷土料
理です。
（火曜日定休）
営業時間／9:00～18:00位

一、素材は現地のものを主体とする。地元産品の育成に寄与する。
一、季節感を失わない。
一、健康を意識した商品づくりを忘れない。
一、入荷がなければ、その日は欠品であっても致し方なし。
　  下手な小細工は禁物！
一、お互い品質・販売価格の適正化を守り、観光客の方々から
　  不審を抱かれるような行為があってはならない。

魚屋食堂  カネシチ水産
鴨川市江見東真門166　☎ 04-7096-0134

漁師飯めし、まご茶漬け
（￥1,200）

旬の刺身、エビ、イカ、貝柱のかき揚げ、煮もの、さん
が焼きをひとつの丼にちょっとぜいたくに味わってみ
て下さい。（第一水曜日　毎木曜日定休）
営業時間／11:00～14:00
　　　　　17：00～22：00（LO21:00）

食事処  しばやま
鴨川市西町1153-6　☎ 04-7092-0006

ちょっとぜいたく丼
（￥1,890）
ちょっとぜいたく丼
（￥1,890）

炒飯の上に７品の海鮮を塩味あんかけにしました。房総ではこ
こでしか味わえないあんかけチャーハンです。（元旦のみ休）
営業時間／11：30～21：30（LO）　15：00～17：00準備中

中国料理  東洋
鴨川市横渚1101-1　☎ 04-7093-2345

ソフトドリンクサービスおらが丼注文
の方に限り

このパンフ
レット提示で

海鮮あんかけ炒飯丼
￥1,700（税込）
海鮮あんかけ炒飯丼
￥1,700（税込）

おらが丼のおきて

鴨川産の地魚を胡麻醤油ベースの漬けにしました。魚の旨みが溶
けだしたタレと、魚と長狭米の相性は抜群です。（休館日　年1回）
営業時間／11:30～15:00（LO14：00）

かんぽの宿 鴨川
鴨川市西町1137　☎ 04-7092-1231

このパンフ
レット提示で

地魚の胡麻漬け丼
（温玉・とろろ添え）
（￥980）

地魚の胡麻漬け丼
（温玉・とろろ添え）
（￥980）

一品サービス
（内容はおまかせ）１組４名様まで

あら汁もしくは
小鉢一品サービス１組５名様まで

カモちず 天津小湊マップ ア

カモちず 天津小湊マップ ア

カモちず 天津小湊マップ ア

カモちず 鴨川市街マップ カ カモちず 鴨川市街マップ カ

カモちず 鴨川市街マップ カ カモちず 鴨川市街マップ カ

カモちず 鴨川市街マップ カ

J’ｓベーカリー鴨川店
鴨川市大字貝渚中川間300 ベイシア鴨川店内 ☎04-7092-6060

このパンフ
レット提示で

イチジクや、ライ麦、天然酵母使用など、全100種類以上の
パンがお待ちしております。
営業時間／10:00～20:00

パン１個プレゼント！500円以上お買い上げ
で、定価185円以下の

カモちず 鴨川市街マップ カ

カモちず 天津小湊マップ ア

カモちず 天津小湊マップ ア

カモちず 天津小湊マップ ア

カモちず 鴨川市街マップ カ

カモちず 鴨川市街マップ カ

カモちず 鴨川市街マップ カ

カモちず 鴨川市街マップ カ

カモちず 鴨川市街マップ カ カモちず 鴨川市街マップ カ

カモちず 鴨川市街マップ カ

カモちず 鴨川市街マップ カ

D-5全カモちず

F-4全カモちず

F-4全カモちず

E-5全カモちず

G-2全カモちず B-2全カモちず

C-2全カモちず

E-3全カモちず

E-4全カモちず

C-2全カモちず

F-4全カモちず

カモちず 天津小湊マップ ア

小付・おしんこ
茶わん蒸し付き１組４名様までこのパンフ

レット提示で

鴨川ホテル三日月
鴨川市内浦2781　☎ 04-7095-3115
旬の鰹を使った丼もので、千産千消を考慮した菜花や
鶏卵を使用しています。（おらが丼は平日限定）
営業時間／11:30～14:30（レストラン）

三日月丼
（￥1,500）
三日月丼
（￥1,500）

和食亭  浜よし
鴨川市小湊 176 　☎ 04-7095-2719

このパンフ
レット提示で

地元でとれた活魚を十分に堪能して下さい。
美味しかった、その一言が嬉しくて !!（火曜日定休）
営業時間／10:30～16:00

鮮魚三種づけ丼
（￥1,600）
鮮魚三種づけ丼
（￥1,600）

地魚回転寿司  丸藤
鴨川市広場777　☎ 04-7099-2205

１組８名様まで
ご利用料金より５％割引

このパンフ
レット提示で

鴨川で漁獲された新鮮な鯵をごま和え・刺身・なめろうと
三色、食べ比べ！お好みでだし汁で茶漬けで。(年中無休）
営業時間／平日 11:00～21:00   土日祝日 10:30～21:30

鯵づくし丼
￥1,200（税抜）
鯵づくし丼
￥1,200（税抜）

（但し、少々の割引除外品も
ございます。現金会計の方のみ
割引とさせて頂きます。

カモちず 鴨川市街マップ カ和食処  藤よし
鴨川市横渚1222-1　☎ 04-7099-0840

このパンフ
レット提示で

鯵・金目鯛・地魚を丼にして房総の味を一度に三種類味わって
頂けます。（年中無休  GW、御盆、年末年始は時間変更有）
営業時間／11:00～22:00（LO21：00）

房総三彩丼
￥1,400（税抜）
房総三彩丼
￥1,400（税抜） ご利用料金より５％割引１組５名様まで（他の割引と併用不可）

F-5

房総産さんまの酢漬け、鴨川産ワラサ、錦糸卵等を長狭米に並べ「海
と花」をイメージした色鮮やかな一品。不定休（年２回 ７月、１０月）
営業時間／9:00～17:00（LO16：30）

道の駅　鴨川オーシャンパーク
鴨川市江見太夫崎22　☎ 04-7096-1911

このパンフ
レット提示で １名様限り５０円引きひかり丼

（￥950）
ひかり丼
（￥950）

おらが丼
注文の方

地魚処  すずき家
鴨川市横渚1104-16 　☎ 04-7092-1313

このパンフ
レット提示で

創業当初から看板メニューとして大人気。プリッとした食感と
口の中に広がる極上の甘みの伊勢海老天丼です。（不定休）
営業時間／11：30～　魚がなくなりしだい閉店させていただきます

元祖、伊勢海老天丼
（￥1,700）
元祖、伊勢海老天丼
（￥1,700）

伊勢海老丼注文の方
１組５名様まで ※混雑時のグループでの個別精算はご遠慮下さい。

５０円引き（現金精算のみ）

チェルカトローヴァ
鴨川市貝渚125　Sビル2F　☎ 04-7099-2012

かずさ和牛と海の幸のステーキ丼
（￥1,944）
かずさ和牛と海の幸のステーキ丼　
（￥1,944）

地元鴨川産高梨牧場の「かずさ和牛」のステーキにイ
クラやホタテの海の幸が贅沢にのってます！
（不定休）
営業時間／11:30～14:00（LO）　      　　　　　
　　　　　18：00～22：00（LO）

漁師飯めし、まご茶漬け
（￥1,200）

鴨川市太海２３４５　☎ 04-7092-2226
「海の見える貸切風呂」はお問合せ下さい
（予約不可）
営業時間　8：00～20：00
料金／ 1,000円（大浴場 /大人１名）

海辺の宿恵比寿

魚眠庵マルキ本館

鴨川館
鴨川市西町1179　☎ 04-7093-4111
鴨川温泉「潮騒の湯」でゆったり、ほんのり。
営業時間／11：00～22：00
料金／3,800円（2,000円の館内利用券を含む）

鴨川ヒルズリゾートホテル

お電話で営業時間等
ご確認ください
お電話で営業時間等
ご確認ください「おんな湯」

かんぽの宿　鴨川
鴨川市西町1137　☎ 04-7092-1231
太平洋を見渡せる展望風呂で素晴らしい眺望を満喫
営業時間/11：00～21：00(受付20：00)
※毎週木曜日は12：00～21：00(受付20：00)
料金／大人800円　子供400円
繁忙期等、ご宿泊状況により営業時間・料金が
変更となります。詳しくは、当宿にお問合せください。

房総鴨川温泉　是空
鴨川市太海浜24-1　☎ 04-7092-1143
海と空を一望できる解放感抜群の貸切露天風呂。
営業時間／11：00～21：00
料金／大人1,300円
当日朝 8：00～お電話にて予約承ります。

鴨川市横渚543　☎ 04-7093-2181
貸切露天風呂（５０分・3,000円）は予約制となります。
営業時間／8：00～10：00・13：00～
19：30・20：00～22：00  受付は各終了
の1時間前迄
料金／大人1,000円・子供 500円

鴨川市天津３１６４－７　☎０４-７０９４-２５３５
天津小湊温泉、太平洋を見下ろす展望大浴場
営業時間／12：00～21：00 （最終受付20：00）
※ご宿泊数の状況により、時間制限をさせて
　いただく場合がございます。
料金／大人1,000円・子供500円
　　　※12/28～1/5は大人1,400円・子供700円

満ちてくる心の宿　吉夢
鴨川市小湊182-2　☎ 04-7095-2111
地上35ｍの絶景露天風呂をお楽しみ下さい。
営業時間／13：30～17：00　（不定休）
料金／1,200円（2時間）
駐車場有料

カモちず 天津小湊マップ ア

このパンフ
レット提示で

鴨川グランドホテル
鴨川市広場820　☎ 04-7092-2111
太平洋が一望できる温泉露天風呂をお楽しみ下さい。
営業時間／11：00～22：00（受付 21：00迄）
料金／大人1,620円・子供 810円

入浴料10%引きパンフレッ
ト持参で

このパンフ
レット提示で

「鴨川温泉 なぎさの湯」の泉質は、含硫黄-ナトリウム-塩化物。炭酸水素塩冷鉱泉（低張性弱アルカリ性冷鉱泉）。
「小湊温泉 願満の湯」の泉質表記には炭酸水素塩泉、メタほう酸、メタけい酸、重炭酸ソーダとある。
こちらはクセのない、さらりとした温泉である。鴨川温泉と小湊温泉にはこのほかにも泉質も効能も異なる
自家源泉をもっている宿がたくさんある。

泉質も効能も
さまざまな湯処

☆リニューアル工事のため
　12月まで休館中！

☆リニューアル工事のため　
　10/15～休館となります

南房総の
道の駅グルメ

オーナー手作りの木目
を基調とした落ち着い
た店内には、こだわりの
インテリアの数々を設置
しています。お洒落な空
間で、香り豊かな自慢の
コーヒーをご提供。
南房総市本織１１０８－２
☎ 080-1058-3590

有料道路と一般道路のどちらからも利用出ることでしられ
た道の駅。観光インフォメーションや休憩場所となりたい
へん賑わうスポット。地元のソウルフーズのおそうざい
コーナーは大人気です！　☎ 0470-57-2601

道の駅 富楽里 
とみやま
おそうざいがいっぱい！

鴨川のお米「長狭米」を使った
お米のムース。米粒が入ってお
り、お米の触感が楽しめます。寿
萬亀のお酒のソースをかけて食
べてください。（アルコールは抜
いてあります）限定数量につき
売切れの際はご了承下さい。  
☎ 04-7096-1911

道の駅鴨川オーシャンパーク
〝長狭米ムース〟復活！

古くからその地域だけに
根付いているディープな
絶品、ご当地グルメなど人
気商品をシリーズで紹介！

鴨川観光プラットフォーム株式会社
（旅行業2種-911号）とは

鴨川市観光の情報発信や地域資源を活用した
旅行商品づくりなど、

着地型観光に取り組むため設立されました。

●お問合せ　
鴨川温泉旅館業協同組合　☎ 04-7092-0086

狩りキャンペーン鴨川七里®

®

●開催期間
10月中旬から
11月上旬頃の２週間程度

長狭エリ
ア

10/29（月)
～1/6（日） 棚田のあかり

B-2全カモちず大山千枚田

「棚田の夜祭り」は、鴨川大山千枚田を舞台に、3,000 本の松明と 10,000 本の
LEDキャンドルが優しく照らす３日間限定のライトアップイベント。また、LEDキャンド
ル 10,000 本によるライトアップ「棚田のあかり」は、年明けまで長期間実施。松明
やLEDキャンドルに照らされた幻想的な棚田の雰囲気をぜひお楽しみください。
●お問合せ　棚田の夜祭り実行委員会　（一社）鴨川市観光協会
　　　　　☎ 04-7092－0086
〈棚田の夜祭り〉
●日　時　10月 26日 ( 金 )～28日 (日 )　16：00～20：00
●会　場　鴨川大山千枚田
●内　容　・ＬＥＤキャンドル10,000 本＋エコキャンドル 3,000 本によるライトアップ
　　　　　　・ステージイベントの実施
　　　　　　・エンディング花火（イベント終了時）
●イベント参加料：1,000円（一人）、前売り800円（一人）
●駐車場　現地には駐車場の準備がありません。鴨川市総合運動施設15：00～　
　　　　　ご利用可能です。会場へは、シャトルバスを運行しますのでご利用ください。
〈棚田のあかり〉
●日　時　10月 2９日 (月 )～1月６日 (日 )　17：00頃～20：00頃
●会　場　鴨川大山千枚田
●内　容　ＬＥＤキャンドル10,000 本によるライトアップ
●イベント参加料：無料

イベント、お祭り三昧！イベント、お祭り三昧！
かも秋は

ドリームコーヒー
南房総店
くまカフェ
ランチセット

￥350（税込）
※ランチメニューのスープは近くの
　レストラン「ポカラ」のシェフ、さ
　らに南極越冬隊員の作。
　おもしろい話がいっぱい聞けそ
　うです！ 11月までの限定品。

つみれ汁は温まるには
格別！いわし団子・さ
んが焼きなどこの地な
らではのおそうざいが
並びます。

棚田の夜祭り10/26（金)
～28（日）
長狭エリ

ア

10/26（金)
～28（日）

長狭エリ
ア

10/29（月)
～1/6（日） 棚田のあかり

期間中に、鴨川温泉旅館業
協同組合または鴨川ペンショ

伊勢海老フェア参加施設

長狭米フェア参加施設

金目鯛フェア参加施設

鴨川七里フェア参加施設

金

七

このほか鴨川市内では、１2軒のペンションと、32軒の民宿（天津小湊エリア16軒、
鴨川・太海・江見エリア14軒）が皆様のお越しをお待ちしております。

…温泉有り

4/22～休館中

10/15～休館

鴨川グランドホテル ……………  04-7092-2111
鴨川館 ……………………………  04-7093-4111
鴨川シーワールドホテル………  04-7092-2121
鴨川ユニバースホテル ………  04-7092-1361
魚眠庵マルキ本館 ……………  04-7093-2181
旅館磯波 …………………………  04-7092-0369
鴨川温泉ホテル中村 …………  04-7092-2258
旅館松島 …………………………  04-7092-0364
かんぽの宿鴨川…………………  04-7092-1231
鴨川カントリーホテル …………  04-7093-4567
南房総鴨川黒潮荘……………  04-7092-2205
ホテル鴨川イン …………………  04-7099-0750
海辺の名湯 ホテル海光苑……  04-7092-2131
画家ゆかりの宿江澤館 ………  04-7092-2270
海辺の宿恵比寿 ………………  04-7092-2226
潮騒リゾート鴨川 ………………  04-7092-1341
よしのや ……………………………  04-7092-1167
房総鴨川温泉　是空 ………  04-7092-1143
海鮮の宿舟付……………………  04-7096-1200
アラビアンアート…………………  04-7098-2100

　　　

海鮮問屋の宿くろしお…………  04-7095-3455
魚彩和みの宿　三水…………  04-7095-3333
満ちてくる心の宿　吉夢 ……  04-7095-2111
こみなと漁師料理　海の庭…  04-7095-2611
鴨川ホテル三日月………………  04-7095-3111
旅館安房家………………………  04-7095-3351
内浦山県民の森　森の宿せせらぎ  04-7095-2821
旬彩の宿　緑水亭 ……………  04-7095-3030
豊明殿 ……………………………  04-7095-2334
ホテルグリーンプラザ鴨川……  04-7094-2525
宿中屋 ……………………………  04-7094-1111
鴨川ヒルズリゾートホテル……  04-7094-2535
味な宿　蓬莱屋 ………………  04-7094-0029
ひだまりINN ………………………  04-7094-0899

金 七

金

七

金

金

金 七

七

金

金

七

金

金

金

金

金 七

金

金

金

金

鴨川市横渚1067-3 ☎ 04-7093-3281
びわがまるごと1粒入った、
食べきりタイプのびわゼリーです。
お子様やお年寄りにも、ピッタリ！

このパンフ
レット提示で

ミニゴーフレットの
プレゼント

1200円以上お買い上げ
のお客様に1名様に限り、

このパンフ
レット提示で 粗品進呈お買い上げ

に応じて 1クーポン1名

カステラ工房ルアーシェイア
鴨川市宮山1708-1
☎ 04-7099-8090
お茶と試食の御用意もございますので、
是非お立ち寄りくださいませ。

鎌田製菓
鴨川市内浦2819
☎ 04-7095-2828
「房総銘菓　カマタの鯛せんべい」
昔ながらの素朴な味をお楽しみ下さい。

（株）亀屋本店・鴨川店

（株）亀屋本店・小湊店
鴨川市内浦1906☎ 04-7095-3592
「タコせんべい」おやつに最適。しょうゆ
みりん味・オニオン明太子味があります。

（株）亀屋本店・誕生寺店
鴨川市小湊183-14☎ 04-7095-2952
「房総銘菓・鯛せんべい」
プレーン・シナモン・桜葉・チョコ・バター・
抹茶みるくの6つの味があります。

さいぶのひじき
鴨川市浜荻924-2
☎ 04-7094-0149
ふっくら柔らか一番採りひじき。
サラダに煮物においしいひじきは
「房総産」。

このパンフ
レット提示で 特製ぐいのみプレゼント（呑んべえ手形とは併用不可）

寿萬亀　亀田酒造株式会社
鴨川市仲329　☎ 04-7097-1116
創業二百六十有余年、悠久の時を超え伝承され
る技と心で醸す明治神宮、全国唯一献上指定蔵。

（有）永井商店
鴨川市滑谷190
☎ 04-7092-0057
厳選された鰹節を昔ながらの製法で。
香り豊かな芳醇な味をお召し上がりください。

株式会社　わづくり
鴨川市代535-2
☎ 04-7099-3123　   0120-260-291
わづくり自慢の「かりんとう饅頭」。かりん
とうの風味が広がり、くせになるおいしさ
です。是非ご賞味ください。ご来店お待
ちしております。

潮騒市場　旬彩
鴨川市広場777　☎ 04-7099-2200
房総の魅力を満載したショッピングモー
ル。ひものやサザエなど楽しくなるほど
品数豊富！

取扱いは花倶楽部

ご利用料金2,000円以上の
お買い上げより10％割引

このパンフ
レット提示で

他のクーポンとは併用はできません

売
切
御
免


