
首都圏からのアクセスが格段と良好になった内房〜
南房総エリア。アワビ、イセエビ、サザエ、キン
メダイなど、太平洋の豊潤な海の幸の宝庫です。
捕鯨基地の和田ではくじら料理も楽しめます。

UCHIBO MINAMIBOSO AREA

内房〜南房総エリア

内房の海の幸が味わえる食のアミューズメント施設

鮮度抜群の魚介類をふんだんに盛り込んだ料理が自慢で、
その数約150品目。煮魚は、注文を受けてから煮付ける
ので、ふっくらとした身でご飯がすすみます。
☎0470-55-4844　 平日9：30〜17：00（L.O）、土日祝9：30〜
18：45（L.O）、不定休　 有　 有　 安房郡鋸南町吉浜99-5　

【アクセス】 JR内房線 保田駅から徒歩約15分　 富津館山道路 
鋸南保田ICを左折、国道127号線を館山方面へ約5分

鋸南町保田漁協食事処

ばんや08

▲漁師のまかない丼

見つけましたSNS 映えスポット

原岡海岸（南房総市）

ちばの魅力発信隊NO.120
関俊紀さんの作品

北条海岸（館山市）
あなたのラブちば教えて

キャンペーン
田澤英明さんの投稿

大山千枚田（鴨川市）
ちばの魅力発信隊NO.104

野口正之さんの作品

9



内
房
線

富
津
館
山
道
路

保田駅

安房勝山駅

184

89

34

127

鋸南保田IC

鋸南富山IC

ハイウエイオアシス富楽里

地産地消にこだわった料理と絶景が楽しめる

新鮮な魚介類を買って、食べて！毎日大賑わい !!

漁師のおかみさんたちが接客する家庭的な
雰囲気。桜でんぶもあんみつの寒天もすべ
て地元産というこだわり。ロケーションも
最高！
☎0470-55-1598　 11：00〜15：00

（L.O14：30）、火曜・水曜・年末年始休　
有　 有　 安房郡鋸南町勝山234　【アクセス】
JR内房線 安房勝山駅から徒歩約10分　 富津

館山道路 鋸南富山ICから約5分

その日にとれた鮮魚を詰めた「バラエティパック」は開店前から行列がで
きるほど人気です。
☎0470-50-3572　 9：00〜18：00、不定休　 有　 有　 南房総市二部2211 
道の駅富楽里とみやま内　※営業時間は時期により変更になる場合があります。

【アクセス】 JR内房線 岩井
駅から徒歩約20分　 富津
館山道路 鋸南富山ICから約2
分、一般道路と有料道路（富山
PA）の相互から利用可

旬の鮮魚で握るお寿司や定食が
人気のお食事処。高速道路直結
のアクセスもうれしい。
☎0470-50-3571　 10：00〜18：
00（L.O17：30）、水曜休※開店時間は
ご確認下さい。※営業時間は時期によ
り変更になる場合があります。

鋸南町勝山漁協直営お食事処

なぶら

岩井富浦漁協直営

大漁市場（道の駅 富楽里とみやま内）

食事処網納屋

09
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大量のメニューが次々売り切れる！

絶景も!房総のシーフードも!まるごと満喫

館山の名産品やバイヤーこだわりの逸品、新鮮地魚がもりだくさん！
テラスで海の幸たっぷりのパスタや海鮮丼をどうぞ。
☎0470-28-4926　 9：00〜17：00、無休（臨時休業有）

有　 有　 館山市館山1564-1
【アクセス】 JR内房線 館山駅から徒歩約15分　 富津館山道路 富浦ICから約15分

岩井富浦漁協直営

浜の台所 おさかな倶楽部

“渚の駅”たてやま

海のマルシェたてやま!!

☎0470-28-4927　
月〜金

　　ランチ  11：00〜14：30（L.O14：30）
　　カフェ  14：30〜17：00（CLOSE）
　週末（土・日・祝）
　　ランチ  11：00〜15：00（L.O15：00）
　　カフェ  15：00〜17：00（CLOSE）
　無休（臨時休業有）

館山なぎさ食堂

11
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UCHIBO MINAMIBOSO AREA

内房〜南房総エリア

▲まんぷく定食

▼地魚のアクアパッツァ、イセエビの
ペスカトーレ

その日に獲れた新鮮な魚介類を使った料理が、ボリューム満点でお手頃
価格と大人気。魚の骨がとりやすいと評判の和柄のオリジナルエコ箸を
お土産にいかが？
☎0470-33-2512　

11：00〜15：00（品切れ次第終了）、
火曜休　 有　 有　

南房総市富浦町多田良1254
【アクセス】 JR内房線 富浦駅
下車徒歩約25分　 とみうら
枇杷倶楽部下車徒歩約20分　

富津館山道路 富浦ICか
ら約10分

お取り寄せ食材あり

ばんや

なぶら

網納屋
大漁市場

08

09 10
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旨い！安い！で地元でも大人気

☎0470-28-2345　
10：00〜17：00、水曜休
館山市相浜249

海鮮バーベキュー

浜のいそっぴ

定置網で獲れた魚や海女が潜って獲ったサザエやトコブシなどを使用し
たメニューはさまざま。定食は地元産のヒジキの煮物とワカメの味噌汁
付き。
☎0470-28-2345　 10：00〜17：00、水曜（不定期）・年末年始休　 有　 有　
館山市相浜235

【アクセス】 ・ JR内房線 館山駅から「JRバス」安房神社前経由白浜行きにて約30分、相
の浜下車徒歩約3分　 富津館山道路富浦ICから約20分

館山漁協直営

相浜亭13
▲はらいっぺえ食べてね

UCHIBO MINAMIBOSO AREA

内房〜南房総エリア

☎0470-43-8871　 11：00〜21：00
（L.O20：30 ※土日祝は10：30〜）、水曜休

芝生や漁船、水遊び池など遊びスポット満載

太平洋に面した絶好のロケーション。館内中央のいけすではヒラメなど
の魚が泳ぎ、海をテーマにした雑貨やインテリアのショップも。
☎0470-43-1811　 9：00〜17：00、水曜休（1/1は短縮営業）　 有　 有　 南
房総市千倉町千田1051　【アクセス】 ・ JR内房線 千倉駅から「日東バス」白浜方面行
き、大川下車徒歩約5分　 富津館山道路 富浦ICから約40分

道の駅

ちくら潮風王国

寿し・地魚海鮮料理

旬膳 はな房

14

▲メディア注目！ 
ボリューム満点の王様丼

☎0470-43-1611　
8：30〜17：00、水曜休

東安房漁協直売所

海市場ちくら

257

257

257

86

250

127

410

館山駅
至富浦 IC

九重駅 内
房
線128

千倉駅

187

188

房総フラワーライン

410

410

旬膳 はな房
ちくら潮風王国

14

302

257

296

88

257

257

86

250

127

128

410

410

富浦IC

房総フラワーライン

富浦駅 富津
館山道

内
房
線

館山駅

那古船形駅浜の台所 おさかな倶楽部

海のマルシェたてやま !!
館山なぎさ食堂

11

12

浜のいそっぴ
相浜亭 13
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話のタネにくじら給食はいかが？

和田浦は日本有数のくじらの町。入口では、
シロナガスクジラの骨格標本が出迎え、
さまざまなくじら料理が楽しめます。
☎0470-47-3100　 9：00〜18：00、不定休　 有　 有　 南房総市和田町仁我
浦243

【アクセス】 JR和田浦駅から徒歩5分　 富津館山道路富浦ICから約40分

道の駅

和田浦 WA・O ！15

▲くじらアイテムがずらり！

☎0470-47-3100
10：00〜18：00

（L.O17：30）、不定休

わだい処

和田浜

屋根にのった鯛のオブジェが目印

いけすのアワビ、サザエ、イセエビなどは生きたまま持ち帰る
ことができると評判。鯛みそやヒジキも人気。
☎04-7095-2891　 8：30〜16：00、木曜休　 有　 有　 鴨川市小湊182-15　

【アクセス】 JR東京駅「特急わかしお号」、JR安房小湊駅下車徒歩約15分または車で3分　
館山自動車道 君津ICから房総スカイライン、鴨川有料道路 国道128号線「日蓮交差

点」を誕生寺方面へ約1分

東安房漁協直売所

活き活き小湊 ウオポート16

▲「ひじきアイス」
磯の香りを楽しめます

UCHIBO MINAMIBOSO AREA

内房〜南房総エリア

　水産物直売所や食事処を訪ねる際に「SNS
映えスポットめぐり」を加えてみてはいかが
ですか…。本冊子では、以下の2つのサイト
から“映え写真”をチョイスし掲載してみまし
た。（一部トリミングしている作品もあります）

SNS映えスポットがいっぱい！千葉は

ちばの魅力発信隊
　県内で出会った美味しい食事、美しい風景、
温かいおもてなしの様子をはじめとした“千葉
の魅力”を紹介したフェイスブックページです。
あなたのLOVE CHIBA教えてキャンペーン
　千葉県内のお気に入りの観光スポット・風景・ご当地グル
メなどの投稿を募集しています。詳しくは裏表紙をご覧く
ださい。

5%引き※一部除外品があります。

24

181

81

82

128

安房小湊駅

安房鴨川駅

鴨川シーワールド

至鴨川有料道路

安房天津駅

活き活き小湊 ウオポート 16

296

128

内房
線

江見海水浴場

江見駅

和田浦駅

至富浦 IC

和田浜
和田浦 WA・O ！

15

テイクアウトコーナーにてソフトクリーム50円引き

1514



旅 先 体 験
UCHIBO MINAMIBOSO AREA

内房〜南房総エリア

　天津小湊町は日蓮聖人生誕の地で、
漁港が近く海産物が豊富。

毎月第1・第3土曜(要予約)　 一網77,000円(税
込)※50名以上　 なし　 なし　 鴨川市天津二
夕間海岸

【アクセス】 JR外房線 安房天津駅下車徒歩約10分　　
圏央道 木更津東ICから約60分

仲間と天津地曳網を引こう
鴨川観光プラットフォーム株式会社　☎ 04-7093-2461

08

3〜4月、10〜11月:午 前5時 半、5〜9月:午 前5
時(12〜2月は観光乗船不可)、要予約、土曜休　
大人(中学生以上)1,500円、小人(小学生)1,000円、
幼児500円　 有　 有　 館山市坂田344　

【アクセス】 館山道路 富浦ICから約30分

定置網漁業体験
やまと丸漁業　☎ 0470-29-0025

07

09

　ダイナミックな岩礁の地形が特徴。
大型回遊魚や熱帯魚を楽しめます。

8:00〜、要予約、不定休　 体験ダイビング　1名
13,200円(税込)　 有　 有　 勝浦市鵜原937　

【アクセス】 JR外房線 勝浦駅下車タクシー約10
分、JR外房線 鵜原駅下車徒歩約15分(送迎あり)　

R128から、かつうら海中公園方面へ向かい、鵜
原漁港内へ

体験ダイビング
勝浦ダイビングリゾート ( 新勝浦市漁業協同組合 )
☎ 0470-76-0854(8:00 〜 17:00)

クーポン 体験ダイビング1,000円引き

　勝山沖の浮島(うきしま)は無人島。周辺
すべてがダイビングポイント!

随時(要予約)　 体験ダイビング1本18,000円
(ボートダイビング)/ファンダイビング1本10,000円
(レンタル料別途)　 有　 有　 安房郡鋸南町勝
山234　

【アクセス】 JR内房線 安房勝山駅下車徒歩約10分　
館山道路 鋸南富山ICから約5分

体験ダイビング
かっちゃまダイビングサービス　☎ 0470-55-1513
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　沖合60m、水深8m、海の中をダイバー
気分で海中散策。

9:00〜17:00(受付16:30まで)、予約不要、年中
無休(荒天時は閉館)　 大人(高校生以上)980円、
中人(小・中学生)480円、小人(4歳以上の幼児)220
円、65歳以上等割引あり※観覧料金は透視度不良
による減額あり　 有（有料）　 有(展望塔内なし)　

勝浦市吉尾174　
【アクセス】 東京駅から「特急わかしお号」(約90分)勝浦駅下車タクシー約7分または勝
浦駅で乗り換え 鵜原駅下車徒歩約15分　 館山道路 市原ICから約90分/圏央道 市原
鶴舞ICから約60分

かつうら海中公園 海中展望塔 海中散策体験
( 一財 ) 千葉県勝浦海中公園センター　☎ 0470-76-2955

11

　房総の海と自然について展示。目の前
の磯で生きものを観察するための情報を
毎日発信。

月曜休(休日の場合はその翌日)、年末年始休　
一般200円、高校生・大学生100円、中学生以下・65
歳以上等は無料(入館時年齢を示すもの等を提示)　

有(有料)　 有　 勝浦市吉尾123　
【アクセス】 ・ JR外房線 鵜原駅下車徒歩約15分　

圏央道 市原鶴舞ICから約60分

県立中央博物館 分館海の博物館で体験
同館　☎ 0470-76-1133

クーポン 海の博物館オリジナルポストカード進呈

九十九里〜外房エリア
KUJUKURI SOTOBO AREA
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