
【別紙】優待観光施設等一覧
施設名 住所 電話番号 優待内容

東京湾フェリー 富津市金谷4303 0439－69－2111

大人(中学生以上）片道700円⇒片道630円、小人(小学生）片道350円⇒片道320円
遊覧運賃
大人（金谷⇒久里浜⇒金谷）1,000円⇒840円、小人（金谷⇒久里浜⇒金谷）500円⇒420
円
車輌運賃
4ｍ未満（運転者1名含）3,040円⇒2,740円、5ｍ未満(運転者1名含）3,880円⇒3,490円

マザー牧場 富津市田倉940－3 0439－37－3211
入場料
大人（中学生以上）1,500円⇒1,350円、小人(4歳～小学生）800円⇒720円

鋸山ロープウェー 富津市金谷4052－1 0439－69－2314
運賃
大人（12歳以上）片道500円⇒450円、往復900円⇒810円、小人（6歳～11歳）片道250円
⇒230円、往復450円⇒410円

南房総市 猫（にゃん）だ！PARK 南房総市富浦町青木177－1 0470－20－4125
入園料
大人（中学生以上）　1,000円⇒900円、小人（4歳～小学生）500円⇒450円

鴨川シーワールド 鴨川市東町1464－18 04－7093－4803
入園料
大人（高校生以上）2,800円⇒2,520円、小人（4歳～中学生）1,400円⇒1,260円

太海フラワー磯釣りセンター 鴨川市太海浜67 04－7092－1311
入園料
大人（中学生以上）600円⇒540円、小人（小学生)300円⇒270円

名勝仁右衛門島 鴨川市太海浜445 04－7092－3456
観覧料
大人(高校生以上）1,350円⇒1,150円、中人（中学生）1,050円⇒850円、小人（5歳～小学
生）950円⇒750円

鯛の浦遊覧船 鴨川市小湊183－8 04－7095－2318
観覧料
一般（中学生以上）950円⇒850円、小人（小学生）480円⇒430円

「かつうら」花野辺の里 勝浦市串浜1830 0470－70－1127
入園料
大人（中学生以上）　600円⇒500円、小人（3歳以上）400円⇒300円

かつうら海中公園 勝浦市吉尾174 0470－76－2955
観覧料
大人(高校生以上）930円⇒820円、中人（小・中学生）460円⇒410円、小人（4歳以上）200
円⇒180円

袖ヶ浦市 東京ドイツ村 袖ヶ浦市永吉419 0438－60－5511
入園料
大人1,200円⇒1,100円、中人（中・高校生）700円⇒600円、小人（4歳～小学生）500円⇒

館山市 いこいの村たてやま 館山市藤原1495-1 0470－28－2211 宿泊割引[室料を１名５００円引（優待券１枚で４名まで）]
市原市 市原ぞうの国 市原市山小川937 0436－88－3001 入園料10％割引
木更津市 龍宮城ホテル三日月・スパ三日月龍宮城 木更津市北浜１ 0438－41－8111 施設の宿泊及び入館に限り500円割引

浮世絵 菱川師宣記念館 安房郡鋸南町吉浜516 0470－55－4061 入館料2割引
花つみ園 チースの里 安房郡鋸南町元名1983 090－8818－4192 お買い上げの1割引

　　休む！
道の駅ローズマリー公園 南房総市白子1501 0470－46－2882 「ぐるぐるっとマーク」のある商品レジで1割引
道の駅　白浜野島崎 南房総市白浜町滝口9240他 0470－38－5519 白浜海洋美術館入場料1割引
道の駅ちくら　潮風王国 南房総市千倉町千田1051 0470－43－1811 潮風王国オリジナル枇杷アイス50円引
道の駅富楽里とみやま 南房総市二部1900 0470－57－2601 近藤牧場ごまソフト50円引
道の駅おおつの里　花倶楽部 南房総市富浦町大津320 0470－33－4616 花つみ1割引
道の駅三芳村　鄙の里（ひなのさと） 南房総市川田82-2 0470－36－4116 ソフトクリーム50円引
道の駅とみうら　枇杷倶楽部 南房総市富浦町青木123-1 0470－33－4611 びわソフト50円引

鴨川市 道の駅鴨川　鴨川オーシャンパーク 鴨川市江見太夫崎22 04－7096－1911 太海フラワーセンター入場5割引券
道の駅きょなん　きょなん直売所 安房郡鋸南町吉浜516-1 0470－55－0771 全品5％引
道の駅きょなん　八佐丸 安房郡鋸南町吉浜516-1 0470－55－3111 全品5％引

館山市 道の駅　南房パラダイス 館山市藤原1495 0470－28－1511 入園料　　大人100円引　　小学生50円引
　　食べる！

鯨料理の店ぴーまん 南房総市和田町仁我浦114 0470－47－4446 １グループにつき、鯨の箸置きプレゼント
渚ドライブイン 南房総市和田町白渚445 0470－47－2120 アイスクリームサービス
新都 南房総市和田町海発1591－1 0470－47－2131 自家製シャーベットサービス
ステラ 南房総市和田町海発1581 0470－47－4237 小鉢を一品サービス
カーサ・フローラ花館 南房総市白子2698 0470－46－3511 1,000円以上お食事の方にコーヒーサービス
隠れ屋敷 典膳（てんぜん） 南房総市宮下1822 0470－46－4137 自家製ドリンクサービス
くじら家 南房総市和田町花園127－3 0470－47－4785 1,000円以上お食事の方にソフトドリンクサービス
盛栄堂 南房総市和田町下三原423－2 0470－47－2147 2,000円以上お買い上げの方に季節のお菓子一品サービス
舞花 南房総市和田町中三原29－1 0470－47－2313 手作りドリンクサービス
花の宿 安田 南房総市和田町柴220 0470－47－2697 鯨料理小鉢を一品サービス
四季の宿 じんざ 南房総市和田町仁我浦600－4 0470ー47－2252 手作り貝のストラップ
自然の宿 くすの木 南房総市和田町上三原1244－1 0470－47－5522 お花のアイスクリームサービス

　　遊ぶ！
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名代亭 鴨川市寺門186 04－7092－0225
みんなみの里 鴨川市宮山1696 04－7099－8055
《晩酌御殿》山小屋 鴨川市平塚1320 04－7098－0858
舟付 鴨川市江見青木65 04－7096－1200
鴨川オーシャンパーク 鴨川市江見太夫崎22 04－7096－1911
らーめん・彩 鴨川市天面2－3 04－7093－7181
〈ファミリー中華〉ながい 鴨川市代915－1 04－7092－9988
山荘 鴨川市仲町241－4 04－7092－3722
高鶴山荘 鴨川市上531－2 04－7092－9271
《ホテル》海光苑 鴨川市太海110 04－7092－2131
笹鮨 鴨川市太海2010－2 04－7092－0391
丸雅 鴨川市滑谷297－1 04－7093－1148
悠遊庵 鴨川市滑谷813 04－7093－3637
あわじや 鴨川市前原97 04－7093－1240
ヤマト水産 鴨川市横渚973－1フローレ鴨川内 04－7099－0009
江戸屋 鴨川市横渚973－1フローレ鴨川内 04－7092－2236
フードパーク 鴨川市横渚973－1フローレ鴨川内 04－7093－3869
東洋 鴨川市横渚1101－1 04－7093－2345
川京 鴨川市横渚1117 04－7092－1076
南総軒（ＪＲ鴨川駅構内） 鴨川市横渚29 04－7092－4651
《寿司処》肇 鴨川市横渚878－1 04－7092－5134
しかま 鴨川市横渚585 04－7093－1234
《地魚処》すずき家 鴨川市横渚1104－16 04－7092－1313
ラ・セレナータ 鴨川市横渚1101－3 04－7093－0613
《地魚料理》中むら 鴨川市横渚297－1 04－7093－2577
つかさ 鴨川市広場842－4 04－7092－2595
しばやま 鴨川市西町1153 04－7092－0006
《すし》たつ美 鴨川市東町485－4 04－7093－5520
わか菜 鴨川市浜萩587 04－7094－2733
すなば 鴨川市天津3154－1 04－7094－2420
かしわくら 鴨川市天津3244 04－7094－0121
中乃見家 鴨川市天津3253－3 04－7094－0551
鴨川ヒルズリゾートホテル 鴨川市天津3164－7 04－7094－2535
うおまさ 鴨川市天津3280－5 04－7094－1023
船よし 鴨川市天津3284－1 04－7094－2703
《食事処》ふじ野 鴨川市内浦55－1 04－7095－2106
いいとこ 鴨川市内浦54－4 04－7095－2783
《食事処》なかむら 鴨川市内浦285－9 04－7095－2564
やきやき亭 鴨川市内浦1907－1 04－7095－3511
《お食事処》薩摩 鴨川市東町1351－3 04－7093－4957
鴨川シーワールド内レストラン「オーシャン」 鴨川市東町1464－18 04－7093－4803

花味結
ハナミユイ

鴨川市細野392 04-7099-8073

地魚回転寿司　丸藤 鴨川市広場777 04-7099-2205
和食処　藤よし 鴨川市横渚1222-1 04-7099-0777
太海フラワーセンター 鴨川市太海浜67 04-7092-1311
寿司・地魚　みやけ 南房総市高崎1256 0470－57－3666
御鮨処かわな 南房総市府中550 0470－36－3719
巴寿し 館山市大神宮238 0470－28－0009
ふじみ寿し 館山市浜田296-1 0470－29－0129
宝寿司 館山市浜田76 0470－29－1108
浜すし 館山市館山1560 0470－22－1646
鮨匠なか川 館山市長須賀162 0470－22－0044
竹寿司 館山市北条1629 0470－22－1492
波奈総本店 館山市北条2619-6 0470－22－1385
おしゃれ鮨　海の花 館山駅西口ロータリー内マラガモール１階 0470－25－5151
寿し甚 館山市北条2226-4 0470－22－3238
里見寿し 館山市北条2290－118 0470－22－4535
寿し・割烹　仲清 館山市八幡643－5 0470－22－2319
地魚回転ずし　西岬港 館山市八幡545－1ロックシティ館山ショッピングセンター内 0470－30－8730
一五鮨 館山市北条1747 0470－23－1546
扇八 館山市安東29 0470－22－9148
茂木すし 館山市北条2636　 0470－23－0016
美味い家　若鈴 館山市上野原91－4 0470－23－9022
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館山いちご狩りセンター 館山市山本257-3 0470－22－3466 入園料１００円引き

一人につき、一品サービス鴨川市
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　　泊まる！
鋸南町 プチホテル・アヴェール 安房郡鋸南町大六247-2 0470－55－3464 ワンドリンクサービス

ホテルニュー黒潮 鴨川市小湊196 04－7095－3455 
魚彩和みの宿 三水ホテル 鴨川市小湊182-2 04－7095－3333 
吉夢 鴨川市小湊182-2 04－7095－2111
あさひや 鴨川市小湊182 04－7095－2431
海の庭 鴨川市小湊169 04－7095－2611
森の宿　せせらぎ 鴨川市内浦3228 04－7095－2821
安房家旅館 鴨川市内浦2779 04－7095－3351
鴨川ホテル三日月 鴨川市内浦2781 04－7095－3111
豊明殿 鴨川市内浦14 04－7095－2334
緑水亭 鴨川市内浦1835 04－7095－3030 
ホテルグリーンプラザ鴨川 鴨川市天津3289-2 04－7094－2525
宿中屋 鴨川市天津3287 04－7094－1111
蓬莱屋旅館 鴨川市天津1376 04－7094－0029
鴨川ヒルズリゾートホテル 鴨川市天津3164-7 04－7094－2535 
とみおか旅館 鴨川市天津海岸 04－7094－0315
アラビアンアートHOTEL＆GALLERY 鴨川市太海西乙3-332-7 04-7098-2100
あらい旅館 鴨川市太海1861 04-7092-0818
曽呂温泉 鴨川市仲90 04-7092-9817
海辺の宿恵比寿 鴨川市太海2345 04-7092-2226
画家ゆかりの宿江澤館 鴨川市太海浜153 04-7092-2270
海鮮の宿　舟付 鴨川市江見青木65 04-7096-1200
鴨川グランドホテル 鴨川市広場820 04-7092-2111
旅館磯波 鴨川市貝渚2611-1 04-7092-0369
ホテル海光苑 鴨川市太海110 04-7092-2131
鴨川シーワールドホテル 鴨川市東町1464-18 04-7092-2121
ホテル鴨川イン 鴨川市横渚789-4 04-7099-0750
鴨川ユニバースホテル 鴨川市前原69 04-7092-1361
鴨川館 鴨川市西町1179 04-7093-4111
かんぽの宿鴨川 鴨川市西町1137 04-7092-1231
温泉民宿こはら荘 鴨川市太海2288 04-7092-1080
吉岡旅館 鴨川市太海2356 04-7092-0656
高鶴山荘 鴨川市上531-2 04-7092-9271
粟斗温泉 鴨川市粟斗1070 04-7092-1451
黒潮荘 鴨川市貝渚2565 04-7093-1213
魚眠庵マルキ本館 鴨川市横渚543 04-7093-2181
旅館松島 鴨川市貝渚2278 04-7092-0364
鴨川温泉ホテル中村 鴨川市貝渚843 04-7092-2258
よしのや旅館 鴨川市太海193 04-7092-1167
磯の宿そとぼう 鴨川市太海浜24-1 04-7092-1143
新海荘 鴨川市太海浜79-1 04-7092-1535
チサンリゾート鴨川 鴨川市太海浜73-1 04-7092-1341
お宿華屋 鴨川市横渚671-1 04-7092-2253
鴨川カントリーホテル 鴨川市和泉2607 04-7093-4567

宿泊１グループにつき、鯛１品サービス

旅
館 鴨川市

宿泊されたホテル・旅館に設置されている応募用紙（南房総２ｄａｙｓ応募ハガキとは別に
なります）にウェルカムチケットを貼付して、応募していただいたお客様のうち、抽選で３万
円分の宿泊券を1名様、２万円分の宿泊券を１名様にプレゼント。応募用紙は宿泊された
ホテル・旅館へ直接ご提出下さい。



やまだ旅館 館山市船形297 0470－27－2410
旅館日の出 館山市正木1225-9 0470－27－3377
たてやま夕日海岸ホテル 館山市八幡822 0470－22－3855
館山シーサイドホテル 館山市八幡822 0470－22－0151
ニューきくやホテル 館山市北条2307 0470－22－2810
ホテル　マイグラント 館山市北条浜通り1834-11 0470－24－1122
幸田旅館 館山市北条1837 0470－22－3258
館山ビジネスホテル 館山市北条2645 0470－22－1189
見晴亭旅館 館山市北条2675 0470－22－0935
ホテルニュービジネスITO 館山市北条2645-27 0470－22－8851
館山旅館 館山市北条2645 0470－22－3385
かどや旅館 館山市北条1768 0470－22－0931
喜代ふじ旅館 館山市北条1766 0470－22－0599
小笠原旅館 館山市新宿58 0470－22－0212
旅館にい釜 館山市館山1510 0470－22－0148
松善旅館 館山市館山1560 0470－22－7515
さくらや旅館 館山市館山1560-33 0470－22－0762
旅館 大浜 館山市館山794 0470－22－2503
ビジネスホテル　パークサイド 館山市館山1038-4 0470－22－8788
ファミリーオ館山 館山市大賀西台81-17 0470－22－8861
天然温泉“人魚の湯”旅館　海紅豆 館山市大賀85 0470－23－1212
海の湯宿　花しぶき 館山市塩見233-4 0470－29－0236 
森羅 館山市塩見284-1 0470－29－1233
旅館　雪月花 館山市塩見210 0470－29－1431 
たろべ 館山市塩見225 0470－29－1188
鳩山荘　松庵 館山市見物788-2 0470－29－2311
休暇村館山 館山市見物725 0470－29－0211
浜べの宿　はさま 館山市波左間37-2 0470－29－0156
サンゴの湯　やどかり 館山市波左間230 0470－29－1160 
ホテル洲の崎　風の抄 館山市洲の崎198-1 0470－29－0301
岬の宿　善平 館山市洲の崎1279 0470－29－1274
喜多山旅館 館山市洲の崎1378 0470－29－0805
ホテル川端 館山市西川名855 0470－29－0341
平砂浦ビーチホテル　LANIKAI 館山市伊戸1535 0470－29－1100
ペンション　カントリーインザリンクス 館山市坂足381 0470－29－2131
ホテルアクシオン館山 館山市小沼352 0470－29－2100
館山グランドホテル 館山市坂井772-54 0470－29－1111
いこいの村たてやま 館山市藤原1495-1 0470－28－2211
富崎館 館山市布良303 0470－28－1125
山海の宿　吉祥 館山市大神宮335-1 0470－28－2822
清風荘 館山市犬石159 0470－28－0697 

館山市
旅
館

宿泊されたホテル・旅館に設置されている応募用紙（南房総２ｄａｙｓ応募ハガキとは別に
なります）にウェルカムチケットを貼付して、応募していただいたお客様のうち、抽選で５名
様に１万円分の宿泊券をプレゼント。応募用紙は宿泊されたホテル・旅館へ直接ご提出
下さい。


