
［お問い合わせ］

焼津ぐるめぐり事務局 054-283-0150 受付時間：平日10：00〜17：00

（12/29〜1/4は除く）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。

下記参加店舗の対象メニューいずれかを食事、購入または焼津温泉

に入浴をされたお客様に１会計につき１枚の引換券をお渡しします。

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。

焼津で味わえる手の届く贅沢

湊のやど 汀家
TEL 054-628-3155
〒425-0022 静岡県焼津市本町1-14-2

宿 泊

極上の泉質と絶妙な湯加減で身も心も癒されて

月と鮪 石上
TEL 054-627-1636
〒425-0011 静岡県焼津市小浜1047

宿 泊

毎日でも入りたくなる源泉掛け流しの湯

元湯なかむら館
TEL 054-628-4397
〒425-0028 静岡県焼津市駅北1-14-7

日 帰 り

3つの大浴場、15のお風呂、2種のサウナ

焼津グランドホテル
TEL 054-627-1121
〒425-0012 静岡県焼津市浜当目1489

宿泊／日帰り
※条件あり

駿河湾越しに富士山を望む温泉宿

ホテルアンビア松風閣
TEL 054-628-3131
〒425-0012 静岡県焼津市浜当目海岸通り星が丘

宿泊／日帰り
※条件あり

焼津は

温泉も魅力的！

手
軽

に
で

きる温泉めぐりを楽し
も

う
！

焼津駅南口から 徒歩2分

エキチカ温泉・くろしお
TEL 054-627-7200
〒425-0027 静岡県焼津市栄町1-13-1

日 帰 り

身も心もほぐされる

サンライフ焼津
TEL 054-627-3377
〒425-0021 静岡県焼津市中港3-3-12

日 帰 り

身体の芯までじんわり温まる

やいづマリンパレス
TEL 054-629-1011
〒425-0022 静岡県焼津市本町1-6-3

宿泊／日帰り

高台にあり、駿河湾と焼津市街を一望

亀の井ホテル 焼津（旧:かんぽの宿 焼津）

TEL 054-627-0661
〒425-8533 静岡県焼津市浜当目1375-2

※ 日帰り入浴は施設により条件（お食事含む等）

が異なります。詳細は施設ホームページよりご

確認ください。

日 帰 り

- 開 催 期 間 -

2022年8月5日（金）〜12月21日（水）

- 開 催 期 間 -

2022年8月5日（金）〜12月21日（水）

- 開 催 期 間 -

2022年8月5日（金）〜12月23日（金）

宿泊／日帰り

 焼津の魅力が詰まった

豪華賞品をプレゼント 

 焼津ぐるめぐり

参加飲食店・物販店で 

 使えるクーポンを

プレゼント 

 「#私の推し焼津2022」を

つけて投稿しよう！

焼津のグルメセットを

プレゼント 

スタンプラリー
キャンペーン！

フォトコンテスト
キャンペーン！

こちらのキャンペーンも好評開催中！

https://www.
yaizugurumeguri.jp/

ハガキで応募!
抽選で99名様

抽選で
合計1,000名様 抽選で10名様

500円クーポン
プレゼント

キャンペーン！

大好評
開催中!
詳しくは
こちらから

※応募は12月23日(金)まで

参加店は

こちら
鰹塩タタキ　 ／968円（税込）

日本酒にぴったり、薬味

をたっぷりのせた塩タ

タキ。自家製塩ダレでど

うぞ！

焼津にじいろ。

●営業時間／17:00～24:00（L.O.23：00）　●定休日／無休　

●住所／焼津市栄町2-3-21　●駐車場／提携あり　●電話／054-639-7700

予約可

かつお刺身とタタキの
二種盛定食 ／1,350円（税込）

秋の脂が乗った戻りかつ

おを使ったかつお刺身と

タタキを両方ご堪能くだ

さい。ヘソの味噌煮も付

いています。生姜醤油に

少し漬け置きしてからご

飯の上に乗せ、かつお丼

としてもどうぞ。

旬魚や 魚いち

●営業時間／昼11:00～13:30　夜17:00～20:30（L.O.20:00）

　（※夜の営業はコロナウイルスの状況によりお休みになる場合もあります。）

●定休日／月曜（祝日の場合は翌日に振替）　●住所／焼津市栄町4-3-3　

●駐車場／7台　●電話／054-628-3662

10食1日限定

ランチ限定提供

予約不要

炙りの利いたカルパッ

チョからお刺身に鰹め

しまで！鰹づくしのひ

とときをおたのしみく

ださい。

鰹三昧 ／1,200円（税込）

●営業時間／昼11:30～13:30　夜 17:00～21:00　●定休日／水曜　

●住所／焼津市本町2-3-13　●駐車場／2台　●電話／054-627-7387

海鮮居酒屋 なみ花

15食1日限定

限定
メニュー

予約優先

鰹さしみ、炙り鰹のカルパッチョ、

鰹めし、味噌汁、日替わり小鉢、フルーツ

漁師さん直伝・カツオ茶漬けとカツオの刺身セット
 ／2,200円（税込）

●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
カツオ漁師さんからの

直伝、カツオのうま味を

存分に味わえるよう茶

漬けにしました。中港の

新鮮なカツオの刺し身

とセットにした鰹三昧

をご賞味ください。

予約可
限定
メニュー

カツオ茶漬け、カツオの刺身、お新香

ご予約について

ご予約のお電話は11:00

～14:00以外におかけくだ

さい。

●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

※鰹三昧丼の提供は12:00～13：30となります。

鰹三昧丼 ／1,100円（税込）
生鰹・炙り鰹・鰹漬け　にぎり5貫サービス

中港 金寿し本店

ランチ限定提供

要予約
※前日までに
　ご予約ください。

カツオとカツオ節と鮪、

魚たっぷりなタネとな

めらかでもっちもちな

皮、それは魚の焼ギョー

ザ。焼津をたっぷりと包

み込んだ、新感覚の冷凍

ギョーザです。

焼津餃子
予約可

冷凍焼津餃子 ／500円（税込）

●営業時間／12:00～17:00　●定休日／無休　

●住所／焼津市焼津1-6-3　●駐車場／6台　●電話／054-270-6329

焼津水餃子のカツオチャウダー ／748円（税込）

●営業時間／17:00～24:00（L.O.23：00）　●定休日／無休　

●住所／焼津市焼津1-6-3　●駐車場／12台　●電話／054-270-6294

焼津かぜんぐ。
かつおダシが効いたあ

たたかいクリームスー

プ。具材はモチモチの焼

津水餃子と、なまり節と

野菜たっぷり、相性抜群

です。

予約可
限定
メニュー

こだわりの卵をたっぷり

使ったふわとろ半熟オム

ライスに焼津名産のカツ

オのフレークと梅がマッ

チした「梅かつおオムラ

イス」と酒盗に漬け込ん

だ「鶏の塩からあげ」との

鰹三昧セットです。

鰹三昧特別セット
 ／1,680円（税込）

グリルSASAYA

●営業時間／昼 11:00～14:00　夜 17:00～20:00　●定休日／水曜　

●住所／焼津市焼津4-9-19　●駐車場／10台　●電話／054-627-0234

限定
メニュー

梅かつおオムライス、鶏の塩からあげ、なまり節のサラダ、

スープ、デザート、ドリンク

予約不要

お客様からリクエストを

いただいていた「なまり

節」をサンドにしました。

地元の老舗「梅パン」さん

に焼いていただくソフト

フランスパンと一緒にお

楽しみください。

なまり節とモッツァレラチーズサンド 単品／600円（税込）

 お得セット／1,000円（税込）

●営業時間／8:00～20:00（L.O.19：30）　●定休日／年内無休　

●住所／焼津市西小川1-11-9　●駐車場／20台　●電話／054-626-8886

※ ご注文いただいてからお作りしますので、あらかじめお受け取り時間をお電話でお知らせ

いただけるとスムーズにお渡しできます。

まいにちのゴハン
とオヤツカフェ けのひ堂 焼津店

テイクアウト限定 予約可
限定
メニュー

当店の看板メニュー「鰹

のレアステーキ」。一本

釣りされた新鮮な鰹を

テーブルでご自身で焼

い て い た だ き ま す。厚

めにスライスしたら塩

＆にんにくで召し上が

れ！

かつおのレアステーキ  ／1,000円（税込）

●営業時間／ 昼 11:00～15:00（L.O. 14:30） 

夜 17:00～19:30（L.O. 19:00）（※夜の営業は土日のみ）

●定休日／水曜　●住所／焼津市鰯ケ島136-26　うみえ～る焼津2F　

●駐車場／150台　●電話／054-629-3551

Oyster＆
Seafood BBQととや新兵衛

予約不可

焼津丼 ／1,800円（税込）

焼津の代名詞！肉厚の

天然南まぐろとカツオ

が味わえます。

まぐろ茶屋（うみえ〜る焼津）

●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

予約不可

小鉢、香物、お味噌汁付

戻り鰹を含む秋の味覚が

お楽しみいただけるお手

軽ランチコース。

３種のカツオが楽しめ

る前菜、ハラモ燻製のお

茶漬けのほか、ロースト

ビーフやデザートなども

お楽しみいただけます。

●営業時間／昼 11:30～14:30（L.O.13：30）　●定休日／月～木曜　

●住所／焼津市浜当目1489　●駐車場／90台　●電話／054-627-1121

旬彩御膳 〜鰹三昧〜 ／3,900円（税込）

焼津グランドホテル 和ダイニング観月・藍
要予約

前菜（鰹の酒盗和え）、お造り（戻り鰹叩き）、中皿、揚げ物、煮物、ごはん、

留め椀、香の物、デザート

鰹づくし ／3,300円（税込）

厚切りにした鰹のお造

りは少し濃い目の醤油

で、薬味には大根おろし

と生姜葱でガッツリと。

鰹のたたきは皮目の脂

を溶かし生温かくして

から、ポン酢と薬味でお

召し上がりください。
※ 入浴は別途1,100円（税込）
バスタオル・フェイスタオル付

●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）

※鰹三昧限定メニューの提供は昼のみとなります。

ホテルアンビア
松風閣  料亭「美咲」限定

メニュー

10食1日限定

要予約

お造りの「鰹二種盛」、鰹グラタン、なめろうなど

※ 前日18:00 
までに

焼津かつお三昧 ／1,300円（税込）

●営業時間／平日 11：00～15：00（L.O.）土日祝 10：30～16：00（L.O.）　●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　●駐車場／600台　

●電話／054-628-1137

さかな大食堂 渚（焼津さかなセンター）

かつおをふんだんに使

用 し た 期 間 限 定 の メ

ニ ュ ー で す。和 洋 中 の

様々なかつお料理を楽

しめる自慢の一品を是

非ご賞味ください。

20食1日限定

限定
メニュー

予約可

かつおの竜田揚げ丼、かつおのカルパッチョ、

かつおのタタキ、香の物、カニ汁

パン・セットドリンク付

焼津の「かつを」、北海の

幸「うに・いくら」とのコ

ラボレーション。毎日、

市場にて良質のかつを

が入荷したときのみご

提供します。

かつお・うに・いくら丼 ／2,200円（税込）

●営業時間／9:00～17:00　●定休日／不定休　

●住所／焼津市八楠4-13-7　さかなセンター内　●駐車場／600台　

●電話／054-625-8873

※良質な鰹が入荷しない時は実施いたしません。

予約不可

さんすい 2号店（焼津さかなセンター）

カツオ刺身 ／ 時価

豊富なお刺身は鮮度・味

ともにバツグン！切り

方・見栄え、食べごたえ

十分。今まで味わったこ

とのないおいしいカツ

オに出会えます。魚屋な

らではのお刺身をぜひ

どうぞ。

●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

※カツオ刺身盛の提供は12：00～18：00となります。

サスエ前田魚店  西小川店
予約可

※ 電話でのみ 
取り置き可

カツオのタタキ（冷凍）   ／ 100グラム当たり 198円（税込）

解凍後お好きな大きさ

にカットしていただく

節（ふし）の状態で販売。

しょうが・タマネギ・青

ネギなどの薬味をたっ

ぷりかけてぽん酢でお

召し上がりください。

福一 焼津流通センター

●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

予約不可

調理例

1節毎重量販売

カルダモン、クミン等と

炒めたスパイスライス

に焼津産の新鮮なカツ

オをソテーしてトッピ

ングした鰹三昧オリジ

ナル料理です。

鰹のスパイスフライドライス ／1,050円（税込）

インド料理 ガンガジ 柳新屋店

●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

限定
メニュー

予約可

スープ、ドリンク付

かつおがこんなに美味

しいなんて！という声

が。魚河岸食堂自慢の一

品です。

かつお刺身定食  ／950円（税込）

●営業時間／7:00～14:00（L.O. 13:45）　●定休日／無休　●住所／焼津市小川3392-9

●駐車場／60台　●電話／054-624-6868

小川港魚河岸食堂

かつお角煮ロール  ／350円（税込）

甘辛く炊いた、焼津産か

つおの角煮とクリーム

チーズのフィリングが全

粒粉のパン生地に入って

います。

パティスリー グーテ

●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

※鰹三昧限定メニューの提供は土日のみ13：00～、平日は予約のみとなります。

予約可

単品メニュー・テイクアウトのみとなります。

20食1日限定

土日限定提供

限定
メニュー

当店人気の「牛すじ煮こ

みカレー」と「ドライカ

レー」のハーフ＆ハーフ

に鰹カツをのせました。

鰹三昧限定メニューを

ご賞味ください。

量と辛さもお選びいた

だけます。

※温玉なしは50円引き。

鰹カツのせ
牛すじ煮こみカレー＆ドライカレー（温玉のせ）

／1,100円（税込）

●営業時間／昼 11:00～14:30　夜 17:00～20:00　●定休日／月曜夜・火曜　

●住所／焼津市道原1016-3　●駐車場／6台　●電話／054-625-1802

カレーの店 はんぐりぃ限定
メニュー

10食1日限定

土日祝日限定提供

予約可

ちょっとめずらしいイタ

リアンな鰹料理はいか

が？焼津の鰹をパスタに

仕立てた一品をお楽しみ

ください。

かつおのパスタ ／1,200円（税込）

●営業時間／ 昼 11:00～15:00（L.O.14:30）　 金土日のみ夜 17:00～21:00（L.O.21:00）

●定休日／火曜　●住所／焼津市道原12-2　●駐車場／4台　●電話／054-639-5225

※仕入れ状況により提供数に限りがございます。

レストラン ベリーノ
“もどりかつお”と焼津

の珍味“かつおのへそ”

をチリ味にした与作鮨

でしか味わえない大将

自慢の定食です。

もどりかつおと
かつおのへそ煮（チリ味）定食 ／1,800円（税込）

焼津港のめし処 与作鮨

●営業時間／昼 10:00～14:00　夜 17:00～20:00　

●定休日／火曜（月曜はランチ営業のみ）　●住所／焼津市道原690-1　●駐車場／6台

●電話／054-623-4031

10食1日限定

限定
メニュー

かつお丼、へそ煮、角煮、今日の小鉢、汁物、香の物

鰹にぎりセット   ／2,200円（税込）

焼津で水揚げされたカ

ツオを「寿司」と「たた

き」のセットメニューに

いたしました。

●営業時間／昼 11:00～14:00　夜 17:00～21:00（金・土 17:00～22:00）

●定休日／水曜　●住所／焼津市三和1167-2　●駐車場／20台　

●電話／054-624-3030

寿司実限定
メニュー

予約可

鰹にぎり、鰹たたき、もずく酢、赤だし、デザート

鰹のチーズカツを店内

で焼き上げたパンには

さみサンドイッチにし

ました。パンは数種類か

の中からお選びいただ

けます。

・ランチセット（サラダ・スープ付） ／1,200円（税込）

・ディナー単品 ／1,200円（税込）

・テイクアウト ／800円（税込）

鰹のチーズ
カツサンド

●営業時間／平日 12:00～20:00　土日祝 8:00～20:00

●定休日／月曜（祝日の場合は翌日に振替）　●住所／焼津市惣右衛門732-2

●駐車場／13台　●電話／054-659-4679

※ ランチセットの提供は昼 12:00～15:00、単品の提供は夜 15:00～20:00となります。

Cafe Baumkronen（カフェ バウムクローネン）

10食1日限定

予約可
限定
メニュー

※ 電話でのみ

カツオ三昧プレート ／1,600円（税込）

●営業時間／昼 11:00～17:00　夜 18:30～22:00（要予約）　●定休日／月曜・火曜・水曜

●住所／焼津市藤守541　●駐車場／13台　●電話／054-622-1026

※鰹三昧限定メニューの提供はランチタイム（11:00～15:00）のみとなります。

jessi Cafe（ジェシカフェ）

カツオのなまり節カル

パッチョをメインのワンプ

レート。お酢を強めにきか

せ、生レモンとイタリアン

ハーブの自家製カルパッ

チョソースで仕上げてあ

ります。ジェシカフェで人

気のワンプレートランチを

カツオ三昧にアレンジし

た限定メニューです。
10食土・日限定 各

ランチ限定提供

限定
メニュー

予約可

予約可

予約可

※ 数量に限りがあるので、
ご予約がおすすめです。

物販
のみ

物販
のみ

物販
のみ

予約不可


