
［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。

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 宿泊／日帰り

大好評開催中!
詳しくはこちらから

▲

　https://www.yaizugurumeguri.jp/

- 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）

 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！

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！

※応募は12月23日(金)まで

こちらのキャンペーンも好評開催中！

桜海老御膳 ／5,500円（税込）

旬の桜海老をふんだんに使

用した少し贅沢なランチ

コース。

焼津グランドホテル 和ダイニング観月・藍

●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

参加店は

こちら

要予約

口取り、和え物、二身揚げ、牛ロースステーキ、お刺身、

炊き込みご飯、蕎麦、香の物、デザート

桜海老の卵とじ　 ／1,078円（税込）

さくら定食　 ／1,500円（税込） 桜えびのピザ　 ／1,200円（税込）

かき揚げ丼セット　 ／1,540円（税込）

桜えび グリッシーニ　 ／480円（税込）

たっぷり生桜えび・生しらす丼ぶり　 ／2,090円（税込）

駿河湾の紅白宝石丼　 ／1,950円（税込）
桜エビのスパイス炒めかけごはんセット 　 ／1,250円（税込）

桜えびのクリームパスタ

桜エビと木の子のクリームパスタ ／1,600円（税込）

生桜えび、釜揚げ桜えび、素干し桜えび　 ／800円〜（税込）うなサク丼 ／2,700円（税込）

駿河御膳   ／2,800円（税込）

①とろとろ卵の桜えびあんかけ／1,650円（税込） ②桜えび春巻き／440円（税込）

③海鮮の濃厚桜えびソース妙め／1,980円（税込） ④いんげん豆と桜えびの香り妙め／1,100円（税込）

⑤桜えびの汁なし担々麺／1,650円（税込）
駿河湾 桜えびかき揚丼 ／2,000円（税込）

桜海老丼 ／1,800円（税込）桜えびかきあげ定食 ／1,350円（税込）

桜海老の香り、青のり入り

で磯の香り、やさしいお出

汁で体の芯から温まりま

す。

主役の生桜えびと桜えびか

き揚げ、それに釜揚げしら

すと鯖の塩焼き、黒はんぺ

んがセットになった、食べ

応え十分な期間限定のお買

い得なメニューです。

ちょっとめずらしい桜えび

のピザはいかが？

駿河湾産の桜えびをピザに

仕立てた一品をお楽しみく

ださい。

駿河湾産の桜えびを使用し

た、蕎麦、丼ぶりを提供。

桜えびかき揚げ丼、桜えび

かき揚げ(単品)はテイクア

ウト可。

桜そばセットもあります。

クラッカーのようなカリカ

リとした食感が特徴的なパ

ン。桜えびパウダーとチー

ズを練り込んだグリッシー

ニはそのまま食べても、生

ハムを巻いたりサラダの

トッピングにしたりと楽し

むことができます。

生桜えびの丼ぶりを食べた

い方は「たっぷり生桜えび

丼ぶり」もあります。

他、たっぷり生桜えびのか

きあげもご用意しておりま

す。

駿河湾産の貴重な生桜海老

と新鮮な生しらすをふん

だんに盛った贅沢丼！揚げ

物は生桜海老と生しらすが

入った外はカリッと内はフ

ワッと食感の磯部揚げ！こ

の時期限定の新登場おすす

めメニューを是非ご賞味く

ださい‼

桜エビと野菜をスパイス 

（クミン、コリアンダーなど）

としょうゆで炒めてご飯に

かけてあります。

辛さも選べます。

干し桜えびを粉末にし、生

地に練り込んだ手打ちの生

パスタです。ソースにも桜

えびをたっぷりと使い、香

り豊かなパスタです。

桜エビと秋の味覚・木の子

をエビクリームで仕上げま

した。食後に静岡産和紅茶

付き。

昔ながらの製法で丁寧に製

造。創業60年以上の職人の

味をぜひご堪能ください。

お客様のリクエストから生

まれた桜えびと鰻のハーフ

&ハーフ丼です。

創業50年駿河湾で水揚げ

された天然物にこだわる寿

司店。

様々なパターンをお楽しみ

いただけるよう、豊富なメ

ニューを揃えました。

いくつかご注文いただき、

シェアしてもOK！

追加の一品としてお楽しみ

ください。

駿河湾で獲れた甘みたっぷ

りの生桜えびをかき揚に。

焼津かつお節をふんだんに

使用した濃厚どんタレで!!

ご予約について

ご予約のお電話は11:00～

13:30以外におかけください。

新鮮な桜えびのかきあげ、

野菜の天ぷらと日替わり刺

身盛りの豪華な定食です。

焼津にじいろ。

小川港魚河岸食堂 カフェ ベリーノ

銀鮮（ぎんせん）

パティスリー グーテ

大漁 やまちゃん

さかな大食堂 渚（焼津さかなセンター） インド料理 ガンガジ 柳新屋店

Cafe Baumkronen（カフェ バウムクローネン）

山正亭（やましょうてい）

やましち鈴木商店磯料理  みなと家

ホテルアンビア松風閣
創作中華レストラン 彩嘉〜SAIKA〜まぐろ茶屋（うみえ〜る焼津）

中港 金寿し本店海鮮居酒屋 なみ花

●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

●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／50台　●電話／054-624-6868

●営業時間／ 昼 11:00～14:00　 金土日のみ夜 17:00～21:00　●定休日／火曜　
●住所／焼津市道原12-2　●駐車場／4台　●電話／054-639-5225

●営業時間／10：00～17：00　●定休日／毎週火曜日、第2・4月曜日　
●住所／焼津市八楠4-14-12　●駐車場／5台　 ●電話／054-625-9858

●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　※桜えびめぐり期間中でも限定数に達し次第販売終了となります。

●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

●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

●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

●営業時間／平日 12:00～22:00　土日祝 8:00～22:00　●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
※桜えびめぐり限定メニューの提供はランチセット12：00～15：00、ディナー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）、日曜は17:30～
21:00（L.O.20：00）　●定休日／月・火曜　●住所／焼津市栄町4-2-2　●駐車場／2台　●電話／
054-629-0730　※桜えびめぐり限定メニューの提供は昼のみとなります。11月23日～販売開始。

●営業時間／9:30～17:00　●定休日／水曜　●住所／焼津市吉永1423-4　
●駐車場／10台　●電話／054-622-7744　
※生桜えび、釜揚げ桜えび、素干し桜えびの提供は、桜えび漁開始時期によります。

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

●営業時間／昼 11:00～14:00　夜 17:00～21:00　●定休日／水曜　
●住所／焼津市三和1167-2　●駐車場／30台　●電話／054-624-3030

●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 

●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／160台　●電話／054-270-5811

●営業時間／昼 11:00～13:30　●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

●営業時間／昼11:30～13:30　夜 16:30～20:00　●定休日／水曜　
●住所／焼津市本町2-3-13　●駐車場／あり　●電話／054-627-7387

予約可

予約可

予約可 予約可

予約可

予約可

予約可

※前日までに
　ご予約ください。

※前日正午までに
　ご予約ください。

要予約
限定
メニュー

限定
メニュー

限定
メニュー

限定
メニュー

15食1日限定

10食1日限定

10食1日限定

桜えびのかき揚げ、お刺身、ごはん、

小鉢、つけもの、みそ汁、フルーツ

駿河湾産生桜海老と生しらすの宝石丼

生桜海老と生しらすの磯部揚げ、カニ汁、香の物

サラダ、桜エビと木の子のクリームパスタ、静岡産和紅茶
生桜海老、桜海老唐揚、魚介類の丼

スープ、サラダ、

ドリンク付き

要予約

寿司実限定
メニュー

限定
メニュー

限定
メニュー

限定
メニュー

予約優先
物販
のみ

予約不要

予約不要

予約不可

予約不可

桜えびのかき揚げを中心としたメニューで、そばセットが人気商品。

蕎麦は【ざるそば、かけそば】からお選びできます。

ドリンク付き

・ランチセット ／1,500円〜（税込）

・ディナー（単品） ／1,500円（税込）
150個

数量
限定

予約販売のみ
10食1日限定

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。

大井川みなと丼 ／1,200円（税込）

漁協直営ならではの新鮮な

桜えび・しらすをご提供し

ます。「大井川みなと丼」は

大井川港の特産物を一度に

食べることのできるおトク

なセットです。

大井川港漁協直営食堂さくら

●営業時間／10:30～14:00　●定休日／月曜・火曜・水曜　
●住所／焼津市飯淵1960　●駐車場／50台　●電話／054-622-0415

予約不可

桜えびクッキー　 ／ 1袋:300円（税込）

駿河湾産の桜えびを使った

地産地消の商品です。地元

の桜えび加工業者より仕

入れ、選別及び特殊加工し、

クッキー生地に練り込みま

した。桜えびの塩加減と甘

さがほど良いクッキーで

す。

手づくりの和洋菓子桃林堂

●営業時間／9:00～19:00　●定休日／水曜（臨時休業あり）　●住所／焼津市宗高1280　
●駐車場／6台　●電話／054-622-0027

予約可

大井川産桜えび　 ／ 時価

駿河湾の宝石とも呼ばれる

美しい朱赤とピンクの桜え

び。口に入れると桜えびな

らではの甘い香りと優しい

食感がひろがります。

この時期だけのとっておき

な桜えびをぜひどうぞ。

サスエ前田魚店  西小川店

●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 　※漁の状況により店舗に出ない日もございます。

予約可

※ 電話でのみ 
取り置き可

物販
のみ

要予約

桜エビかき揚げ、小鉢、上にぎり、赤だし、デザート

予約不要

予約可


