
http://www.daichi.nu/guian/guian.htm

伊勢えび祭り期間
雅流懐石 愚為庵
TEL.0470-68-5927

昼・夜
《雅流懐石 3,500円コース》 3,780円
　おまかせオリジナル懐石、えび汁

《雅流懐石 5,000円コース》 5,400円
　おまかせオリジナル懐石、えび汁

《雅流懐石 8,000円コース》 8,640円
　おまかせオリジナル懐石、
　刺身、ボイル、鬼殻焼きのいずれか

《雅流懐石
　　　お試し膳》
　　　　2,700円
　おまかせオリジナル膳、
　えび汁

24 要予約

㉁不定休　 営11：00～19：00（まで入店）

（休前日2,000円増）

http://www.new-awaya.com/㉁不定休　 

ニュー阿波屋
TEL.0470-68-2130

《伊勢 あわびコース》 14,800円
伊勢海老  あわび　全10品
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《伊勢 伊勢 コース》 14,800円
伊勢海老お造り & 鬼殻焼き　他10品

宿
泊

通　年

http://www.oonoso.co.jp/

伊勢えび・あわびが専門の宿 大野荘
TEL.0470-68-5511 

宿
泊

通　年
8

《伊勢えび祭りプラン》
平日12,960円～

休・休前日14,040円～

《伊勢えび御膳》お好み調理 　　4,320円
《あわび釜めし膳》 　　3,024円
※あわび御膳・金目煮御膳もおすすめ！
《伊勢えび釜めし膳》 　　2,592円
※伊勢えび釜めし（1尾入）

㉁不定休　 営11：30～14：00（昼食）
17：00～20：00（夕食）

昼・夜

昼
食

旅の宿 浜よし
TEL.0470-68-3415

昼
食

1

《伊勢海老刺身定食》 3,200円
伊勢海老と刺身の盛合せ、小鉢２品、海老汁、香の物

《伊勢海老づくし御膳》 5,600円
伊勢海老刺身、鬼殻焼き、ボイルサラダ仕立、海老汁、
小鉢、香の物

宿
泊
《伊勢海老祭りプラン》

12,960円（平日）～
伊勢海老の舟盛、ボイル伊勢海老
サラダ、サザエ、カサゴの煮付、海
鮮包焼、茶碗蒸、前菜。
朝食に海老汁をお出しします。

通　年
㉁不定休  営11：00～14：00（昼食）

http://www.hamayoshi.jp/
http://www.choshichiton.com/

伊勢えび祭り期間

海辺の宿 ちょうしちとんＩＮＮ
TEL.0470-68-2339

宿
泊

4

《伊勢えび丸ごと1匹付
鬼殻焼きコース》9,800円

磯料理・伊勢えび鬼殻焼き

《伊勢えび丸ごと1匹付
刺身コース》9,800円

磯料理・伊勢えび刺身

㉁不定休

（税別）

（税別）

http://blue.zero.jp/ryokan-kanoya/

旅館 かのや
TEL.0470-68-3311

宿
泊

伊勢えび祭り期間

《イセエビ定》 3,780円
イセエビ1匹・お刺身・エビ汁・ご飯・お新香
《イセエビ・サザエつぼ焼定》 4,500円
イセエビ1匹・お刺身・サザエつぼ焼き・エビ汁・ご飯・お新香
《イセエビアワビ定》 5,940円
イセエビ1匹・アワビ・お刺身・エビ汁・ご飯・お新香

《イセエビプラン》 11,500円
前菜・イセエビ1匹・サザエつぼ焼き・お刺身
焼魚・揚物・エビ汁・ご飯・お新香
《イセエビ・アワビプラン》 13,000円
前菜・イセエビ1匹・アワビ・お刺身・ふぐ唐揚げ
焼魚・エビ汁・ご飯・お新香　

18

㉁不定休　 営11：00～20：00

昼・夜

《伊勢えび御膳》 4,860円
伊勢えび1尾・小鉢・刺身・ご飯・みそ汁・デザート

《伊勢えび祭り宿泊プラン》 
　　　　　　　　　　　14,190円
伊勢えび1尾（お造り・鬼殻焼き・ボイル）
調理法がチョイスできます。

http://www.onjuku-motoyu.com/

伊勢えび祭り期間
御宿天然温泉 元湯
TEL.0470-68-4126

昼
食

宿
泊

23

㉁不定休　 営11：00～14：00

海鮮と洋食  なかむら
TEL.0470-68-2139

昼・夜

16
通　年

㉁月曜（夏季休日なし）　　　 営10：00～20：00
　　  （祭日の場合は火曜）　　　（ラストオーダー）

《伊勢海老ステーキ》　〔単品〕3,150円
《伊勢海老のお造り》　〔単品〕3,550円
《伊勢海老の一本焼》〔単品〕3,300円

〔3名～〕9,660円宿
泊

民宿　いどばた
TEL.0470-68-2961
㉁無休 

《伊勢えびプラン》　
伊勢えび1匹付（調理はお客様のご都合で）
揚げ物・酢の物・煮魚・肉料理さざえつぼ焼・珍味・デザート・
サラダ・舟盛（ひらめ・あわび・まぐろ中トロ・伊勢えび・たい等）

《舟盛特上プラン》　〔3名～〕10,730円

舟盛（カンパチ・さざえ・
あわび・ひらめかたいの
いずれ・まぐろ中トロ・
伊勢えび・いくら他）
揚物・さざえ角煮・煮魚・
サラダ・牛肉・酢の物

3

http://sky.geocities.jp/idobataminsyuku/
通　年

※2名様 1,050円増

※2名様 1,050円増

伊勢えび祭り期間

第八福市丸
TEL.0470-68-3889

宿
泊

6

《伊勢えび祭り　お手軽コース》
7,100円（3名～）7,600円（2名）

旬の伊勢海老を手軽においしくお楽しみいただく
リーズナブルコースです。
お1人1匹伊勢海老のお造り付。海老ガラは翌日お味噌
汁で2度楽しめます。

《伊勢えび祭り　舟盛コース》
 9,200円（3名～）9,700円（2名）
自慢の地魚の舟盛をメ
インに、お1人1匹づつ
の伊勢海老をお好みの
調理法でお楽しみいた
だけます。
（刺身・ボイル・鬼殻焼き）

㉁不定休 http://www.fuku8.com/

http://homepage3.nifty.com/omachi_agari1chou/

伊勢えび祭り期間
すし久
TEL.0470-68-5517

昼
食
《伊勢海老付き海鮮ちらしセット》
　　　　　　　　　　　3,700円
活きた伊勢えびをお好きな料理で食べてみては
いかがですか。 単品OK一匹2000円より。
旬の地魚・おすしを召し上がってください。
（伊勢海老：刺身・ボイル・鬼殻焼き・えび汁・寿司）

7

㉁火曜　 営11：30～14：00 / 17：00～21：00
http://blue.zero.jp/ishimatsuuosei/

さかなやの定食屋 石　松
TEL.0470-68-3135

昼・夜

通　年
12

《伊勢セット》 3,564円
地魚5点盛の石松定食（当店1番人気）に伊勢エビの
刺身付！

㉁水曜・第2・4木曜　営11：30～14：00 /17：00～20：00

御宿産伊勢えび30％使用
《伊勢えびせんべい 15枚入》 
　　　　　　　　　　　  　540円

www4.plala.or.jp/onseagull/

シーガル
TEL.0470-68-3317

販
売

17

㉁水曜  営9：00～17：00

《伊勢えびせんべい 25枚入》
　

通　年

 1,080円御宿産伊勢えび30％使用 

http://www.tsurunosushi.com/

伊勢えび祭り期間
鶴乃寿し
TEL.0470-68-2147

昼・夜

22

《恵美寿（えびす）》 3,800円
外房で揚がった伊勢えびの鬼殻焼きと地魚・野菜の煮物
を盛り合わせたちらし寿しの箱膳です。
《伊勢えび料理（1尾）》 3,500円
活造り・鬼殻焼き・踊り焼き・味噌汁

㉁木曜　 営11：00～14：00 / 17：00～20：00

http://www.kane8-sushi.com/

伊勢えび祭り期間

かね八寿し
TEL.0470-68-2443

昼・夜

10

《地物すし》 3,300円
伊勢えびのすしがはいってる当店一番の人気商品。
蒸しあわびや白身魚、アジなど1皿で房総の旬が
味わえます。
《かね八伊勢えび御膳》

5,400円
伊勢えびのすしが
入っている地物寿
司・天ぷら・鬼殻焼・
頭のみそ汁とこの
御膳1つで、生、揚
げ物、焼物、みそ汁
と4つの調理法で伊
勢えびを堪能でき
ます。

通　年

㉁水曜　 営11：00～14：30 / 16：00～21：00

伊勢えび祭り期間

御宿活魚
TEL.0470-68-4741

販
売
期間 9/1～10/31
（土曜日以外毎日営業中）
午前9:00～午後5:00
大型いけすから活きのいい伊勢えび・あわび・さざえを
伊勢えび祭り価格にて直売中！
発送も承って
おります。

5

㉁土曜  営9：00～17：00
http://store.shopping.yahoo.co.jp/marukatsu-onjuku11/

2,000円～

※仕入れ等の状況により、多少の内容の変更があります事を
　御了承頂きますようよろしくお願いいたします。

http://www.sayanterrace.jp/

伊勢えび祭り期間
サヤン・テラス
TEL.0470-68-7711

昼
食

20

《伊勢えび祭りメニュー》
伊勢えびのお造り（又は霜降り）・伊勢えびのスパイスロースト
（又はブイヤベース）・伊勢えびパスタ・伊勢えびのカレー。

ランチ㉁火曜　 営11：30～14：30 ( LAST ORDER 13:45 )

3,500円
《御膳》 御飯・お味噌汁・刺身盛り合わせ（伊勢えび他2種）　
牛ロースステーキ・小鉢（2種）・お新香・デザート。5,000円

6,500円

《御膳》
御飯・お味噌汁・刺身盛り合
わせ（伊勢えび他2種）・牛
フィレステーキ・小鉢（2種）・
お新香・デザート。
　　
 

《御膳》 御飯・お味噌汁・伊勢えびのお造り・天ぷら
小鉢（2種）・お新香・デザート。

ホテル＆リゾート

御宿 かいらく
TEL.0470-68-3231

昼
食

宿
泊

15

《伊勢海老御膳》 5,940円
伊勢海老はお好みの調理法を
お選び頂けます。
（ボイル・鬼殻焼き・お刺身）
※　要予約（ご予約にて承ります）

《伊勢海老祭りプラン》 15,120円
伊勢海老はお好みの調理法を
お選び頂けます。
（ボイル・鬼殻焼き・お刺身）
地魚船盛付き会席プラン。

伊勢えび祭り期間
㉁不定休 　営11：30～14：00（昼食）

http://onjuku-kairaku.com/

http://www.tanakazushi.com

伊勢えび祭り期間
たなか寿司
TEL.0470-68-5388

昼・夜

11

《伊勢えび御膳》 4,300円
伊勢えびのお造り・伊勢えび鬼殻焼き・伊勢えびみそ汁・
小付け2点・ご飯・香物
《伊勢えび天重》 2,000円
伊勢えび1匹の天ぷら・野菜天4点・伊勢えび頭汁・小付け・香物
《地魚寿しと伊勢えび汁》 3,200円
旬の地魚のにぎり8貫と伊勢えび1匹のみそ汁
《伊勢えびぷりぷり定食》 3,400円
伊勢えびお造り・伊勢
えび頭の炊き込みご飯・
伊勢えび頭汁・なめろう・
小付け・デザート

㉁木曜　 営11：00～14：30 / 16：30～20：30

伊勢えび祭り期間
つきじ
TEL.0470-68-2250

昼・夜

14

《おまかせ丼  伊勢えび１尾付》 2,500円
海鮮おまかせ丼に伊勢えび刺身付(頭、みそ汁）
つきじ、おすすめです。

《伊勢えび１尾　刺身盛》 3,200円
伊勢えび刺身、又は鬼殻焼き、刺身の盛合せ付定食

《伊勢えび１尾付　サザエ１個　刺身３点盛》 
3,800円
伊勢えび刺身、又は
鬼殻焼き。
サザエ刺身、つぼ焼き
（料理のみ）

㉁木曜　 営11：00～14：00（ランチ）
　　　　　 17：00～23：00（夕 食）

伊勢えび祭り期間
御宿 海のホテル
TEL.0470-68-2121

《伊勢海老宿泊コース》　　16,500円
伊勢海老の調理法はお客様のお好みで調理致します。
お造り、セイロ蒸し、グリル、etc。翌朝食は伊勢海老
味噌汁です。前菜からお刺身、デザートまで12品。
※食前酒は大好評、初恋の味レモン酒が付いています。

19

http://hotel-umi.com/㉁水・木曜

宿
泊

http://ootaya-sl.com/
伊勢えび祭り期間

スーパーおおたや
TEL.0470-68-2032

販
売

13

房総の地魚、千産千消の
生鮮品など各種品揃え！

伊勢えびは時価にて、販売しています。
ぜひ、お立ち寄りください。

㉁元旦のみ　営9：00～21：00

スーパーおおたやスーパーおおたや

昼・夜

2
通　年

《アジのさんが焼き》  　　　600円

《浜焼き得々セット》　　　4,300円
さざえ2ヶ ほたて2枚 はまぐり4ヶ 大あさり6ヶ 卓上で焼くことも可

御宿 海女ダイニング浜焼きKAZU
TEL.0470-62-5623
㉁水曜・木曜　 営11：30～15：00（平日）
                          17：00～21：00（夕食、金・土・日のみ） 

※ ご予約承ります。　※ 御自分でも焼けます。

《海鮮グルメ焼き御膳》        　 3,900円
グルメ焼き（伊勢えび1匹 サザエ1ヶ はまぐり1ヶ 大あさり1ヶ付）
お刺身盛り合わせ  御飯  小鉢  おつけもの  味噌汁

《房総の伊勢海老御膳》(伊勢えび祭り期間) 
　　　　　　　　　　　3,500円
《新鮮地魚の刺身定食》 1,850円
《海鮮ばらちらし魚介出汁茶付き》
 1,800円
《厳選魚介と肉2種西京漬けの
  バーベキューセット》 　2,500円

白鳥丸水産
TEL.0470-68-3031

昼
食

通　年
21

㉁無休  営9：00～19：00 www.shiratorimaru.com/


