
054-283-0150受付時間：平日10：00〜17：00
（12/29〜1/4は除く）

［お問い合わせ］焼津ぐるめぐり事務局

https://www.yaizugurumeguri.jp/maguro/

イベントの詳しい情報は公式ホームページへ

焼津ぐるめぐり TEL

参加店舗一覧 新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、営業時間が変更となる
場合があります。

専属の「目利き」が惚れ
込んだ旬の漁場から極旨
な南まぐろをチョイス!! 
選 び 抜 か れ た 天 然 南 
まぐろを！

駿河湾の新鮮な魚、天然の
鮪などを販売しています。
豊富なお刺身は鮮度・ 
味共に自信があります。 
切り方、見映え、食べごたえ 
十分。魚屋ならではの 
お刺身をぜひどうぞ。

焼 津 の ブ ラ ン ド 天 然 
ミナミマグロを角切りにし、
ト ビ コ も 載 せ た 夏 に
ピッタリの贅沢な逸品。
枝豆と合わせ、ガーリック 
醤油で仕上げた冷製パスタ
です。

ミナミまぐろのステーキと
当店人気メニューのロースト
ビーフ丼を1度に味わえる
スタミナ満点のコースです。 
洋 風 に仕 上げたミナミ 
まぐろを食べて焼津を体験
して下さい。

●営業時間／11：00〜16：00（L.O.15：00）　
●定休日／月曜（祝日の場合は翌日に振替）　
●住所／焼津市鰯ケ島136-26 うみえ〜る焼津2F　
●駐車場／150台　●電話／054-270-5811

●営業時間／10：00〜18：00　●定休日／水曜・日曜　
●住所／焼津市西小川4-15-7　●駐車場／30台　
●電話／054-626-0003
※ミナミマグロ刺身盛の提供は12：00〜17：00となります。

●営業時間／昼 11：30〜14：30（L.O.14：00）　夜 17：30〜22：00（L.O.21：00）
　　　　　　※夜営業は土日のみとなります　●定休日／火曜　
●住所／焼津市西小川1-8-17　●駐車場／6台　●電話／054-629-6080

●営業時間／昼 11:30〜14:00　夜 17:30〜22:00(L.O.21:00)　
●定休日／月曜・火曜　●住所／焼津市栄町4-2-2　
●駐車場／2台　●電話番号／054-629-0730

極み中とろ丼
 ／2,400円（税込）

南まぐろ刺身定食
 ／1,200円（税込）

ミナミマグロ刺身盛
／ 時価

ミナミマグロ＆TEA豚味わいコース
ミナミマグロと静岡ブランドTEA豚が味わえる！ ／3,850円（税込）

天然南鮪上とろ丼 竹／1,500円（税込）

　 　 　  松 ／2,000円（税込）

ミナミマグロめぐり膳 
 ／3,850円（税込）

焼津ミナミマグロの 
カマ塩焼き定食 ／1,800円（税込）

ミナミマグロ丼
／1,200円（税込）

鮪ごまダレ丼
／1,000円（税込）

ミナミまぐろステーキコース
／2,500円（税込）

みなみマグロ丼
／2,500円（税込） 

まぐろ茶屋（うみえ〜る焼津）

　　    サスエ前田魚店
予約可

お箸ビストロ Herbs Garden（ハーブガーデン）

山正亭

イベント企画限定の特別
御膳で、ミナミマグロのお造りを 
存分にご堪能ください！ 
前日18時までのご予約で、
料亭テーブル席にてご用意
いたします。

お皿からはみ出るほどの 
大きさのミナミマグロのカマを 
塩焼きにしました。夏場の 
暑い時期にさっぱりレモン
と大根おろしでごはんが 
すすむこと間違いなし!刺身
も2種の味が楽しめます。
イベント限定のおすすめ 
メニューを是非!

地元のお客様に愛され
ながら、昭和43年から 
焼津に続く老舗寿司店。
ミナミマグロの漬け、 
刺 し 身 を 丼 に 仕 立 て 
ました。赤いダイヤと 
称される焼津の味覚を
存分にご堪能ください。

ホテルアンビア松風閣  料亭「美咲」

さかな大食堂 渚（焼津さかなセンター）

中港 金寿し 本店

①ミナミマグロのタルタル山正亭スタイル　②ミナミマグロのカルパッチョ
③ミナミマグロのステーキ特製ソース　④ローストビーフ丼　⑤ミニサラダ　⑥スープ　⑦コーヒー

10食1日限定
●営業時間／ 昼 11:30〜14:00（L.O. 13:30）　夜 17:30〜20:30（L.O.20:00）
●定休日／ホテル休館日　●住所／焼津市浜当目海岸通り星が丘 松風閣1階
●駐車場／150台　●電話／054-333-9111 
※鮪めぐり限定メニューの提供は昼のみとなります。 
※お食事は11：30〜又は13:10〜の2部制となり、各回80分間となります。
※前日18時までのご予約

●営業時間／9:00〜ネタが無くなり次第終了　●定休日／無休　
●住所／焼津市八楠4-13-7　焼津さかなセンター内サービス棟B-1　
●駐車場／100台　●電話／054-627-0228　
※天然南鮪上とろ丼の提供はネタがなくなり次第終了となります。

●営業時間／ 昼 11:00〜13:50 

夜 17:00〜21：00　

●定休日／水曜夜(17:00〜21:00)、木曜　●住所／焼津市中港2-4-18　

●駐車場／14台　●電話／054-620-9933

  創作中華レストラン「彩嘉〜SAIKA〜」

まぐろ食堂（焼津さかなセンター）

地魚定

天然南鮪上とろ丼(松)は南鮪の大とろ、中とろ、赤身と南鮪を
存分に楽しめる一杯。天然南鮪上とろ丼(竹)は南鮪の中とろ、赤身が
のった通好みの一杯　

予約可

限定
メニュー

冷水域の大海原を回遊
す る 南 鮪。赤 い ダ イ ヤ 
とも称され赤身はクセが
なくねっとりと濃厚な
味わい。トロは甘い脂が
口の中でとろけます。 
是非ご賞味ください。

特製ごまダレが焼津港
水揚げの南マグロ(生)の
濃い甘みを引き立たせ、
食欲がすすむ、ボリューム
満点の丼です。限定5食の
希少で贅沢な逸品ですので
ぜひ、この機会にご賞味
下さい。

ミナミマグロと静岡ブランド 
TEA豚が一緒に味わえる 
創作コースをご用意しました。
中華料理の技法を巧みに
活かしたお料理の数々で、
ミナミマグロの新たな 
味わいをお楽しみください。

焼 津 港 水 揚 げ の 天 然
南 まぐ ろ。赤 い ダ イヤ
と言われるように色が
濃く味 は 濃 厚で 甘 みが 
強いのが特徴。まぐろの
中で一番漁獲高が少ない
天然南まぐろを本場焼津で
味わってみてください。

海に面したお店で新鮮
なお寿司や海鮮丼をいた
だけるお店です。ミナミ 
マグロの中トロ、大トロ、
赤身など様々な部位を 
つかった丼を、ぜひご賞味
ください。

●営業時間／8：00〜17：00　
●定休日／月曜（祝日の場合は翌日に振替）
●住所／焼津市鰯ケ島136-26 うみえ〜る焼津1F　
●駐車場／162台　●電話／054-629-7393

●営業時間／昼 11:30〜15:00　夜 17:00〜22：00　
●定休日／月曜　●住所／焼津市栄町6-7-8　●駐車場／20台　
●電話／054-628-3918
※鮪めぐり限定メニュー提供は平日11:30〜14:00のみとなります。

●営業時間／昼 11：30〜14：00（L.O. 13：30）　夜 17：30〜20：30（L.O. 20:00）　
●定休日／ホテル休館日　●住所／焼津市浜当目海岸通り星が丘 松風閣2階　
●駐車場／150台　●電話／054-628-3131（代表）　
※鮪めぐり限定メニューの提供は昼のみとなります。

●営業時間／平日 11：00〜15：00（L.O.）土日祝 10：30〜16：00（L.O.）
※夏休み期間、お盆期間は営業時間の変更（延長）予定。詳細はホームページで確認ください。
●定休日／8/30〜9/1　●住所／焼津市八楠4-13-7　焼津さかなセンター内
●駐車場／600台　●電話／054-628-1137

●営業時間／昼 11：00〜14：00　●定休日／火曜・水曜　
●住所／焼津市中港4-1-12　●駐車場／15台　
●電話／054-627-0933

ヤイヅツナコープうみえ〜る焼津店

黒潮

10食1日限定

5食1日限定

5食1日限定

10食1日限定

限定提供土日祝

予約可

舟盛定食（上）
／2,090円（税込） 

ミナミマグロの赤身、脂の
のった中トロは、とろける
美味しさ! そのほか新鮮
な旬の魚介のお刺身が 
盛りだくさんの豪華な
舟盛りです。平日ランチ
のみご飯1杯おかわり
サービス!

●営業時間／昼 11:00〜14:00(L.O.13:30)

　　　　　　夜 17:00〜21:00(L.O.20:30)

●定休日／月曜（祝日の場合は翌日に振替）　●住所／焼津市中港2-7-2

●駐車場／10台　●電話／054-629-1919

大漁 やまちゃん
予約可

限定
メニュー

限定
メニュー

限定
メニュー

限定
メニュー

限定
メニュー

予約可 予約優先

鮪丼
鮪にぎり

予約不可

／1,100円〜3,850円（税込） 

 

ランチセット／2,000円（税込） 

ディナー単品／1,800円（税込） 

（スープ・サラダ・ドリンク付）

ミナミマグロ
枝豆の冷製パスタ

7食1日限定

ミナミマグロのカマ塩焼き・刺身（ミナミマグロの赤身、ミナミマグロユッケ風）
ごはん・カニ汁・つけ物

15食平日
1日限定

30食土日祝
1日限定

予約不可

まぐろどーん
／980円（税込）

南まぐろの大トロ・中トロ・ 
赤身・たたき身を食べ尽くし！
1つで4度おいしいどん 
ぶりです。当店をはじめ 
福一グループ各店舗で 
販売中です。

●営業時間／5：30〜17：00　●定休日／無休　
●住所／焼津市八楠170　●駐車場／50台　
●電話／054-628-2913
※まぐろどーんの提供は10：00〜となります。

福一 焼津流通センター
予約可

お寿司コーナーにて出来次第販売となります。

予約可

要予約

10食1日限定

ホテルアンビア
松風閣

要予約

焼津港で水揚げされた天
然南まぐろ! 当店自慢の
とろけるような味わいの
かまトロにぎりを是非ご
賞味ください。

●営業時間／昼 11:00〜14:00　夜 17:00〜22:00　●定休日／水曜　
●住所／焼津市三和1167-2　●駐車場／30台　
●電話／054-624-3030

南まぐろかまトロ にぎり御膳
／2,800円（税込）

南マグロの和風
ハンバーグプレート 1,500円（税込）

ミナミマグロ サグ（ほうれん草）カレー 単 品 ／990円（税込）

みなと家丼 ／2,350円（税込）ミナミマグロのガパオライス
／1,500円（税込）

寿司実
予約可

焼津・大井川港の幸をふ
んだんに盛り込んだ当店
どんぶり売上No.1の品! 
まず、わさび醤油をまぐ
ろにかけて旨味を味わっ
たら、シャリの間に挟ん
だ桜えびのかき揚げを楽
しんで。

磯料理  みなと家

まぐろの切身と希少なすきみ、桜えび、釜揚げしらすなど。
シャリの間には桜えびのかき揚げ入り！

予約優先

20食1日限定

●営業時間／ 平日 12:00〜20:00 
土日祝 8:00〜20:00　

●定休日／月曜（祝日の場合営業/臨時休業有）　●住所／焼津市惣右衛門732-2
●駐車場／13台　●電話／054-659-4679
※鮪めぐり限定メニューの提供は12：00〜となります。

●営業時間／ 昼 平日11：00〜15：00（土日祝日は〜17：00） 
夜 平日・土日祝日17：00〜22：00　

●定休日／無休　●住所／焼津市柳新屋891-1　●駐車場／15台　
●電話／054-908-8704

Cafe Baumkronen（カフェ バウムクローネン）

インド料理 ガンガジ柳新屋店

単品メニューなので、ライスorナンをご注文下さい。

予約可

予約可

限定
メニュー

限定
メニュー

ジェシカフェで人気の 
ガパオライスを焼津ミナミ
マグロで作ってみました！
甘辛い味付けが夏にピッタリ。
マグロと自家製夏野菜
たっぷりで栄養満点。夏
バテを吹き飛ばす一品に
なっています。是非食べて
みてください。

南マグロのたたきをふっくら
した贅沢なハンバーグに。 
葱orミョウガを付けてさっぱり
とした和風ソースでどうぞ。
(主食はライスかパンから
お選びいただけます。)

インドのほうれん草カレー
(サグカレー)にマグロの
スライスを炒め(マサラ)、
36種 類 の ス パ イス で 
マグロの味を引き立てる、 
カレーに仕上げてあります。
ナンはもちろん、ご飯にも 
良く合います。辛さは、お好みで
調整できます。

●営業時間／昼 11：00〜17：00　夜 18：30〜22：00　
●定休日／月曜・火曜・水曜　●住所／焼津市藤守541　●駐車場／13台　
●電話／090-6091-6699
※鮪めぐり限定メニューの提供は昼のみとなります。

●営業時間／昼11:00〜14:00　夜17:00〜21:00（L.O.20:30）　
●定休日／水曜、年末年始、臨時休業あり　●住所／焼津市飯渕2153　
●駐車場／20台　●電話／054-622-0362

Jessi Cafe（ジェシ カフェ）

10食1日限定

予約可
限定
メニュー

ミナミマグロの刺身と
マグロの珍味定食 ／2,400円（税込）

ミナミマグロの大トロ・
中トロ・赤身の3種 盛り
とミナミマグロの珍味 
(卵煮)です。他ではなかなか
食べられない組み合わせを
ご賞味下さい。

●営業時間／ 昼 月・水〜日 10：00 〜 14：00　 
夜 金〜日 17：00 〜 20：00 　

●定休日／火曜　●住所／焼津市道原690-1
●駐車場／6台　●電話／054-623-4030　 

与作鮨

10食1日限定

限定
メニュー

予約可

10食1日限定

お値段控えめ、味は最高!
南まぐろ　当店一押し
のメニューです。ランチ
に南まぐろはいかがです
か？

小川港魚河岸食堂

●営業時間／ 7：00〜14：00（土曜のみ10：00〜14：00）　
●定休日／無休　●住所／焼津市小川3392-9　●駐車場／50台　
●電話／054-624-6868
※南まぐろ刺身定食の提供は7:00〜13:45となります。

予約不可

ミナミマグロをお造りで存分に!

小鉢、香物、お味噌汁付

南マグロのカマ上海風
煮込み定食セット ／1,700円（税込）

南マグロのカマ部分を
中国料理の技法、紅焼を
用いて(上海風)ニンニク、 
野菜等で醤油風味に煮 
込みます。日本料理の 
煮付けと違った、白御飯が
進む煮込み魚をお楽しみ
頂きたいと思います。

●営業時間／昼 11:00〜14:00　夜 17:30〜21:00(L.O.20:30)　
●定休日／火曜 不定休あり　●住所／焼津市祢宜島573-5（南小川）　
●駐車場／13台　●電話／054-624-9222　 
※鮪めぐり限定メニューの提供は8月5日(金)〜9月19日(月)の昼、平日夜のみとなります。

中国(チャイナ)パレス

10食1日限定

ランチセットの一種として販売

限定
メニュー

予約可

ツナと夏野菜のフォカッチャ ／390円（税込）

ミナミマグロのツナと
旬の夏野菜を彩りよく
トッピング。トッピング
の地元野菜は日替わり。 
ボリュームたっぷりの 
お食事パンです。

●営業時間／10：00〜19：00　
●定休日／火曜　●住所／焼津市田尻北101-1　●駐車場／3台　
●電話／054-639-5589
※鮪めぐり限定メニューの提供は12：00〜となります。

パティスリーグーテ限定
メニュー

20食1日限定
単品メニュー・テイクアウトのみとなります。

参加の飲食店については

『ふじのくに安全・安心認証制度』に

認証済みです。

※写真は天然南鮪上とろ丼(松)

※5名以上は
要予約

予約可

※ 電話でのみ
取り置き可


