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施設（店舗）名 所在地 電話番号 ホームページ お店からの一言ＰＲ 

レストランくあとろ 木更津市櫻井１０１０君津中央病院４階 

℡：0438－37－4091 

君津中央病院内レストランです。 

栄養士と相談したヘルシーな定食

（500kcal前後、塩分 3g以内）が人気

です。 

他にも野菜いっぱいのタンメンなども

御用意しています。 

Pizza ＆ gelato 窯蔵 

 

木更津市羽鳥野５－４－１２ 

℡：0438－37－0006 

５００℃の石窯で焼きあげる本格ピッ

ツァと、こだわりジェラートのお店で

す♡ 

ザ・フィッシュ 富津市金谷２２８８ 

℡：0439－69－2161 

http://www.thefish.co.jp 

ザ・フィッシュレストランは、新鮮な

旬の地魚を中心とした魚介料理が楽し

めます。 

手作り工房 見波亭のバウムクーヘン

は、お土産 No.1です。 

漁師料理 かなや 富津市金谷５２５－１７ 

℡：0439－69－8101 

http://cgi3.hanto-kanaya.com 

東京湾を 180°眺望！ 

活魚・活貝を組み合わせた他店にはな

い、オリジナルメニューが盛りだくさ

ん。 

活貝焼き食べ放題、かなや定食等 

 

http://www.thefish.co.jp/
http://cgi3.hanto-kanaya.com/


施設（店舗）名 所在地 電話番号 ホームページ お店からの一言ＰＲ 

KAFFE ELK 木更津市請西南３－３－３ 

℡：0438－55－2344 

https://www.facebook.com/Kaffe.elk/ 

2016年 7月オープンした北欧カフェ 

KAFFE ELK（エルク）です。 

北欧の自然を感じられるようゆったり

した気分でくつろいで頂けるカフェを

考えています。淹れたてのおいしいコ

ーヒーや北欧ワッフルで楽しい時間を

過ごして下さい。おまちしています。 

犬のしつけ 

「WONE MAKE」 

木更津市ほたる野４－１０－７ 

℡：0438－73－0509 

http://www.wonemake.jp 

愛犬のカフェマナーなどのセミナーも 

行っています。 

 

欧風カレー＆コーヒー 

K’s curry 

袖ケ浦市蔵波台７－１４－１３ 

℡：0438－63－6117 

 

当店は１２種類の野菜と果物をじっく

り煮込んだ、自然の旨みがぎゅっと詰

まった欧風カレーのお店です。 

皆さまのお越しをお待ちしておりま

す。 

Café いんこぐらし 木更津市桜井新町４－１９－１ 

℡：0438－71－1594 

https://inkogurashi.wixsite.com/mysite-1 

看板インコのモモ太くん、他２５羽の

インコ達をながめながら、お茶をいた

だくカフェです。 

お客様とインコ達の健康を考えていま

す。 

 

 

https://www.facebook.com/Kaffe.elk/
http://www.wonemake.jp/
https://inkogurashi.wixsite.com/mysite-1


施設（店舗）名 所在地 電話番号 ホームページ お店からの一言ＰＲ 

にこちゃん喫茶 富津市湊２２９ 

℡：0439－67－3711 

https://hinoshizuku-hakukou-kai.amebaownd.com/ 

コーヒー豆にとことんこだわり、一杯

ずつ丁寧に豆から挽くことで、芳ばし

い香りが辺りを包み、癒しの時間を演

出します。 

ほっとひと息いれませんか？ 

 

石橋農園 袖ケ浦市三箇２０８８ 

℡：0438－75－8888 

http://1583ga.com 

当園ではご家族でご利用いただくお客

様が多い事から、お子様や妊婦さんに

も気持ちよくご利用いただけるよう全

面禁煙とさせていただいております。 

レストラン  

キャセロール 

袖ケ浦市福王台２－１２－１７ 

℡：0438－63－5111 

http://www.case1984.jp 

創立より 33年目を向かえた今年もお客

様に愛される店づくり、おもてなし、

メニューにみがきをかけてまいりま

す。 

特に木の子のクリームスープパイ包み

焼そして包み焼ハンバーグは好評を得

ており、ハンバーグは創立以来の人気

メニューです。 

コース料理も多数ございます。 

割烹 飲食処 あめ家 君津市杢師２－１７－３ 

℡：0439－52－0154 

 

大小御宴会、法事、家族の集い 

50名様までテーブル、イス可 

マイクロ 10名以上送迎あり、不定休 

https://hinoshizuku-hakukou-kai.amebaownd.com/
http://1583ga.com/
http://www.case1984.jp/
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WINE sta.HIBINO 君津市東坂田２－５－１１ 

℡：0439－54－0395 

https://winestahibino.wixsite.com/wine-sta-hibino 

WINE sta.HIBINOのオーナーは日本ソム

リエ協会 認定ソムリエです。 

常時店舗で皆様に合うワインをおスス

メしております。料理に関しましても

ワインに合う色々な料理をご用意して

おります。ランチタイム時は名古屋め

しで有名なあんかけパスタや鉄板ナポ

リタンを提供しております。是非、皆

様もご賞味下さい。 

かもめ食堂 木更津市中島４０２７ 

℡：0438－41－3350 

 

穴子天丼、海鮮丼、穴子弁当などが 

看板メニューです！ 

まだこ料理川崎丸 富津市富津２４３６ 

℡：0439－87－2902 

 

国産マダコの専門料理店です。 

蛸飯御膳、蛸のからあげ、蛸の酢物、 

ゆで蛸がおススメです！ 

大沢食堂 

 

袖ケ浦市奈良輪１４９１－４１－２－３ 

℡：0438－62－8418 

おススメメニュー☆ 

日本そば、天丼、親子丼、玉丼、 

野菜炒め、もつ煮 

珍しいもつラーメンがありますよ！ 

 

https://winestahibino.wixsite.com/wine-sta-hibino
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ＲＯＵＴＥ 

（2019年 4月登録） 

袖ケ浦市神納１－１１－１０ 

℡：070－3859－5959 

（ホームページは現在準備中です） 

２０１８年１１月１８日開業です！ 

開業から３ケ月経ち、不定期ではありま

すが、ギター１つでかたのこらないライ

ブ（昭和のフォーク）等やっておりま

す。 

☆自家製ダレの生姜焼きが人気です☆ 

少しずつですがメニューを増やしていき

たいと思っています。 

ｓｐａｃｅ１２７ 

(2019年 5月登録) 

富津市萩生１３６３－１ 

℡：0439－29－7483 

フリースペースです！ 

ご自由に自分のスタイルで御利用下さ

い。 

Ｃａｆｅ．Ｓ 

（2019年 5月登録） 

袖ケ浦市上宮田２４６ 

℡：0438－53－8059 

https://forest-dog.com 

 

美しい緑の中でゆったりとくつろいでい

ただけるカフェです。 

フレッシュ野菜たっぷりのランチが大好

評です。パティシエによるデザートそし

て、挽きたて、淹れたてのコーヒーor紅

茶付きです。 

地域第１号の老犬ホーム『フォレストド

ッグケアセンター』に隣接しています。 

 

https://forest-dog.com/
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プチカフェＣＡＮＤＹ 

（2019年 7月登録） 

木更津市清川１－１４－１２ 石井店舗１０１ 

℡：0438-42-1363 

Instagram：@puchicafe.candy 

木更津に原宿風カフェの登場❕❕ 

上総清川駅から徒歩５分。 

看板メニューはチーズドッグとタピオカ

ティーです。 

ぜひ気軽におこしくださいませ。 

鮨 かねた 

（2019年 7月登録） 

木更津市富士見２－６－１３ ＣＩＴＹＢＯＸビル２Ｆ 

℡：0438-77-6367 

 

木更津 丿貫（へちか

ん） 

（2019年 10月登録） 

木更津市畑沢南５－３－７ 

℡：0438-97-5987 

Twitter：@kisaheti 

 

カフェ プルメリ 

（2020年 2月登録） 

木更津市請西１５６１－２３ 

℡：0438-38-6424 

くつろげる空間の Café です。 

ゆっくりとお食事や Drinkをお楽しみく

ださい。 

愛彩畑 

（2020年 2月登録） 

君津市向郷１６８７－１ 

℡：0439-29-5551 

http://Aisaibatake.com 

 

うなぎの弥七 

（2020年 3月登録） 

君津市中野３－３－８ 

℡：0439-55-3712 

 

蕎庵 帰去来 

（2020年 3月登録） 

君津市下湯江１０８５－７ 

℡：0439-55-8386 

赤ちゃん、お子様連れでも安心です。 

 

フリマ・カフェ 

（2020年 3月登録） 

君津市鹿野山１６９ ※2020年 4月頃オープン予定です。 

http://aisaibatake.com/
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とんかつ とことん 

（2020年 3月登録） 

君津市外箕輪２－１７－７ 

℡：0438-52-7202 

ホームページは”きみなび”を御覧ください！ 

本格健康志向‼ 

当店は国内産豚肉専門店です🐽 

安心しておいしいとんかつをお楽しみ下

さい。 

おかげ様で２５周年を迎えました。 

ラーメンショップ味平 

(2020年 3月登録) 

袖ケ浦市蔵波台２－２２－７ 

℡：0438-62-6290 

 

 


