
船形1235-3　☎0470-27-2720
○営11：00～14:00（LO）14：30　㊡月

北条2307-52　☎0470-29-5380 担当：八代　○営 火～金10：00～
20：30（LO）21：00 / 土日祝10：00～16：30（LO）17：00　㊡月

北条2966　☎0470-29-7086 ○営 昼11：30～15：30（ＬＯ）
16：30 / 夜17：30～21：00（ＬＯ）22：00　㊡不定休

北条1882　☎0470-23-2133
○営 6：40～18：00　㊡元日のみ

北条1834-1　☎0470-23-8055　○営 昼
11：00～14：00  夕17：00～21：00　㊡月

船形1052-1　☎0470-27-2621 
○営 11：00～19：00　㊡木

湊417-5　☎0470-22-2088
○営 9：00～18：00　㊡水

八幡235　☎0470-25-7228　○営 9：00～
19：30（ＬＯ）20：00　㊡年中無休

八幡515　☎0470-22-2353　○営 火・木・金 11:00～
15：00 / 土・日・祝 11:00～16：00　㊡月・水

北条2155-1　☎0470-24-1769　○営 11：30～13：30
（LO）14：00　17：00～20：00（LO）21：00　㊡水

そば処 長壽庵 田中惣一商店（田中金物店） バッドアスコーヒー  館山店

TRAYCLE Market & Coffee ブロワ珈琲焙煎所

うさぎ家●２４

汐亭浜寿司  館山グルメ村●２７里見茶屋●２５ ●２９ ●３０

●１ 茂八寿司●２ ●３ ●４ 勘六●６ひふみ養蜂園●５

ＳＥＡ ＤＡＹＳ●７ Ocean Gate 103●８ TATEYAMA イタリア食堂●９

出雲そばと炭火焼 八雲●２０

館山中村屋(中パン）●１０ 鮨・海鮮料理  波奈 総本店●１２

肉の相川●１４

館山食堂●１１

和処「庄もと」●１８菓子匠やまもと●１５ 館山焙煎工房  カフェ ポラリス●１６

きんざ食堂●２１

茨城産石臼挽き常
陸秋そば100％使
用。おすすめはもり
そばです！地魚天
せいろも大好評。

㊕お一人様200円引き OR そば豆腐（小）
サービス OR 大海老天ぷら1尾サービス

館山236 城山公園芝生広場内　☎0470-
29-5100　○営 9：00～19：00　㊡無休

房州里見だんごは
俵形団子に甘さを
控えた餡をたっぷ
り盛った手作り団
子です。

㊕房州里見だんご8種セット又は4種セットご注
文のお客様に「きょうのミニだんご」プレゼント！

プチ アンジュ●２６

館山1212-1　☎0470-49-5791 
○営 10：00～19：00  ㊡月（祝日の場合は翌火）

心を込めて手作り
したケーキや焼菓
子。カフェコーナー
有り。

㊕ケーキお買い上げの方に焼菓子1個プレ
ゼント

CAFÉ TSUMUGI●２８

館山1560-16　☎0470-24-0268
○営11：30～17：00（LO16：30） ㊡日・月

海を眺めながらの
んびりくつろげる
カフェ。

㊕ランチセットをご注文のお客様にミニ
デザートサービス

館山1560-17  ☎0470-22-1646  ○営 昼11：30～
14：00　夕16：30～20：30（LO） ㊡月

お店に入ると目の
前に大きな生け簀
たちが。生け簀前に
カウンター席あり。

㊕ソフトドリンク1杯サービス

館山95-70　☎0470-49-4688 
○営 11：00～18：00　㊡月・火

海の見える国登録有形
文化財の洋館で，美味
しいフェアトレードコー
ヒーとおからマフィン
をお楽しみください。

㊕お１人様１ドリンク・１マフィン10％OFF！！

宮城78-3　☎0470-22-5300
○営11：00～18：00　㊡火・水

カフェ併設のコーヒー
豆専門店。お好きな
豆で淹れたてコー
ヒーが250円。各種ス
イーツもあります。

㊕コーヒー豆お買い上げの方、10％増量
サービス

海を眺めながら
COFFEE  BREAK。

㊕Dripcoffeeを50円OFF

ランチでは1日限定
10食の手ごねハン
バーグをはじめ、生
パスタや自家製ピ
ザをご用意。

㊕シェフ厳選 デザート盛り合わせサービス
☆ランチ注文のお客様のみ

石臼挽き自家製粉
手打ちそば。関東
ではめずらしい出
雲そば。

㊕ソフトドリンクサービス

北条1632-9　☎0470-23-4129
○営10：00～18：30　㊡日

当店自慢の館山メ
ンチは肉のジュー
シーさと玉ねぎの
甘みと食感にこだ
わった逸品です。

㊕館山メンチ10円引き

ULALAKA●１７

館山市北条1708 アークスe　☎070-2187-5678
○営 昼11：30～14：00　夜17：30～22：00  ㊡水

スイスの郷土料理・
ラクレットが気軽に
リーズナブルに楽
しめます。

㊕デザート ベルギーワッフル トッピング
（12種類）のせ放題

カーサ・フレスカ●１９
房総の大地のバー
ニャカウダ、カル
パッチョ、ピッツァ。

㊕ハーフカルパッチョ、もしくはデザート

上真倉2126　☎0470-24-5321
○営11：30～14：30　㊡水

㊕半熟味付け玉子サービス

館山生姜醤油ラーメン  波音食堂●２３

上真倉1584　○営 11：00～材料なくなり次
第終了、概ね14：30頃迄　㊡月・第1第3火

館山の新名所。連日県外
からのお客様で賑わって
おります。スッキリとした
生姜醤油スープは老若男
女問わず食べられます。

お城の下のらーめ
ん屋です。あっさり
～超こってり，老若
男女お楽しみいた
だけます。

㊕お一人様1つ半熟煮玉子サービス

北条1821　☎0470-22-0835 
○営 9：00～18：00　㊡不定休

北条1708 アークス内 1F　☎0470-23-9566
○営昼11：30～14：00　夕17：30～22：00  ㊡日

当店一番人気の赤
飯、どらやき、季節
の和菓子を用意し
てお待ちしてます。

㊕1,000円以上お買い上げでどらやき1ケ
プレゼント

北条1241-2　☎0470-23-2498　○営 昼11：00～
14：00　夕17：00～20：30　㊡不定休

地元食材を使用し
た定食屋さん。人
気の鯵なめろう、
100種類以上のメ
ニューがあります。

㊕季節の小鉢一品サービス

美味い家 若鈴●２２

上野原91-4  ☎0470-23-9022  ○営 昼11:00
～14：00　夕17：00～24：00　㊡第3月

地元の魚を安心、
安全に調理し、提
供致します。

㊕一品サービス

珈琲館サルビア●１３

北条2576　☎0470-23-2341 
○営 10：30～19：00　㊡水

良質な自家焙煎珈
琲を是非ご賞味くだ
さい。期間中は地元
の特産苺のケーキ
も販売しております。

㊕コーヒーと本日のケーキをご注文のお客
様にオリジナルドリップパックをプレゼント

北条1708 アークス内 1F　☎0470-23-2322
○営10：00～19：00　㊡火、隔週月曜日
焙煎時間10：00～18：30

北条1116-7　☎080-9521-9680　○営 昼11：30～
14：00（最終入店）14：30（ＬＯ）15：00 夕17：30～
20：30（最終入店）21：00（ＬＯ）22：00   ㊡不定休

北条1708 アークス2F　☎0470-23-4441
○営昼11：30～14：30　夕17：30～22：30
㊡日曜日ランチTime、月曜日

お好みのコーヒー生豆
をお好みの焙煎でご提
供致します。世界の
コーヒーを常時40種類
以上販売しております。

㊕コーヒー豆お買い上げの方に、ホット又はアイスコーヒー
をサービス／喫茶でご利用の方にスイーツ一品サービス

ハンバーグ・みそ
カツが絶品。

㊕お食事の方にデザートサービス

昭和ワールドな食
堂。大盛完食！刺
身・天ぷらがおす
すめ！

㊕海鮮丼850円のところなんと700円！！
（150円引き）

昭和40年創業の
老舗

㊕小鉢又はソフトドリンクサービス

クリームパン・特製
あんぱん・ロシア
ケーキ・モカソフト
が人気。

㊕ご購入いただいた方にロシアケーキ１個
プレゼント（なかぱんカフェでもご利用可）

㊕館山産のフルーツを使用したミニデザート
サービス

北条2903 マラガモール2F　☎0470-23-2745 ○営 火～金　昼11：30
～14：00（LO） 土日 11：30～13：00（LO）/ 火～土 夜17：30～
22：00（LO）　日　17：30～21：00（LO）　㊡月曜と他月１日

北条2619-6　☎0470-22-1385　○営昼11：00
～14：00  夕16：00～22：00（土日祝11：00～
22：00） ㊡第3月（祝日の場合は営業）

房州の海の幸山の
幸の楽しめる気軽
なイタリア料理店。

南房総の旬の魚と地
元長狭米。名物厚焼
玉子と鯵の姿寿司の
堪能できる「田舎寿
司」がおすすめ！！

㊕お店でおたずねください

サメの町　館山で
フカヒレを！NHK等
で紹介されたフカ
ヒレそばを是非ご
賞味ください。

㊕芝麻球（ごま団子）サービス

刃物専門店。ふるさと
納税紹介の「アジ切包
丁」「草取鎌」「花鋏」あ
ります。フェアトレードの
美味チョコ・アイスあり！

㊕1,000円以上お買い上げの方にBEN＆
JERRY'Sのアイス１個プレゼント

香り豊かなコー
ヒーとハワイアン
フードをお楽しみ
ください。

㊕10％OFF（全商品対象）

みつばち達が房総
の野山を飛び交い
集めた美味しいハ
チミツで作ったソ
フトクリーム。

㊕みつばちソフトクリーム　30円引き

＊特典の受け方は裏面をご覧ください。


