
■観光施設

施設名 割引内容 住所 電話番号

1 東京湾観音
【拝観料】3割引
 大人 500円 ⇒ 350円   中人(中・高生) 400円 ⇒ 280円  小人(5歳～小学生) 300円 ⇒ 210円

富津市小久保1588 0439-65-1222

2 鋸山ロープウェー
【運賃】
 大人(12歳以上) 片道 500円 ⇒ 450円 / 往復 930円 ⇒ 830円   小人(6歳～11歳) 片道 250円 ⇒ 230円 / 往復 450円 ⇒
410円

富津市金谷4052-1 0439-69-2314

3 マザー牧場
【入場料】
 大人(中学生以上) 1,500円 ⇒ 1,400円    小人(4歳～小学生) 800円 ⇒ 750円

富津市田倉940-3 0439-37-3211

4 高宕山自然動物園 ニホンザルの餌を1袋進呈 富津市豊岡1779-1 0439-68-0923

5 金谷美術館 【入館料】 1割引 富津市金谷2146-1 0439-69-8111

6 竹岡マリーナ レストハウス
【ボート係留料】 3,000円 ⇒ 1,500円(要予約)
定食をご注文された方に、コーヒーサービス

富津市萩生580 0439-69-8711

7 寿司・活魚料理 いそね 小鉢1品サービス 富津市岩瀬993-4 0439-65-3535

8 ザ・フィッシュ 【お買い上げ代金】 5％引き 富津市金谷2288 0439-69-2161

9 Pizza Gonzo コーヒー 100円 富津市金谷3869-2 090-1439-5030

10 魚屋の磯料理 まるとし 小鉢サービス 富津市萩生1303-2 0439-69-8430

11 東京湾観音会館
ソフトクリーム 30円引き
｢びわソフト｣・｢らくのうソフト｣(300円 ⇒ 270円)

富津市小久保1588 0439-65-1222

12 海老の宿 かぢや旅館
【日帰り入浴】 700円 ⇒ 500円
【宿泊者】 酒1合またはジュース1本プレゼント

富津市金谷3887 0439-69-2411

13 金谷フェリーサービスセンター 【お買い上げ代金】 5％引き 富津市金谷4303 0439-69-2311

14 ロマンの森共和国 【入園料】 100円引 (1枚につき5名様まで） 君津市豊英659-1 0439-38-2211

15 ウミナカプラザ4階 金田漁業協同組合 お買い上げの方、毎日先着10名様にのりをプレゼント 木更津市中島地先　海ほたるPA内 0438-41-0511

16 江川漁協流通センター 焼のり5%引き(10,000枚限定) 木更津市江川576-6 0438-41-2234

17 大衆中華ホサナ ｢ホワイトガウラーメン｣ 5％引き 袖ケ浦市蔵波台2-23-23 0438-63-4378

18 のうえんカフェ(斉藤農園) ｢ホワイトガウラーメン｣1杯につき、ソフトドリンク1杯サービス 袖ケ浦市川原井1838 0438-75-7335

19 ラーメンハウス福王台店 ｢ホワイトガウラーメン｣ 10％引き 袖ケ浦市福王台1-28-9 0438-62-3666

20 袖ケ浦公園内レストハウス菖蒲 ｢ホワイトガウラーメン｣1杯につき、お茶缶1本サービス 袖ケ浦市飯富2360 0438-63-2118

21 袖ケ浦市農畜産物直売所 ｢ゆりの里｣ 1,000円以上お買い上げの方、レシート提示で小糸在来豆乳プレゼント 袖ケ浦市飯富1635-1 0438-60-2550

22 金田漁協直営 あま海苔直売センター 【お買い上げ代金】 8％引き 袖ケ浦市神納1-19-1 0438-63-1786

23 鋸南町勝山漁協直営 お食事処 なぶ
ら

お食事された方に、ソフトドリンクをサービス(毎日先着5名様) 安房郡鋸南町勝山234 0470-55-1598

24 鋸南町保田漁協 お食事処 ばんや お食事された方に、ソフトドリンクをサービス 安房郡鋸南町吉浜99-5 0470-55-4844

25 菊香堂 マドレーヌ全品 1割引 安房郡鋸南町保田238 0470-55-1141

26 漁場屋 自家製干物 1割引 安房郡鋸南町元名998 0470-50-1077

27 白浜フラワーパーク レストランにてソフトクリーム 1割引 南房総市白浜町根本1454-37 0470-38-3555

28 生そば かわな チケット１枚につき小鉢１品サービス 南房総市市部138-2 0470-57-2008

29 しんべえ チケット１枚につき１ドリンクサービス 南房総市市部136 0470-57-2772

30 御鮨処 かわな お1人様につき、1品サービス 南房総市府中550 0470-36-3719

31 BLUTO’S CAFE お食事された方に1ドリンクサービス 南房総市白浜町滝口5786 0470-38-2129

32 地魚･鯨料理 さかな 自家製ソフトドリンクサービス 南房総市和田町和田550-13 0470-47-2724

33 くじら料理の店 ぴーまん 1グループにつき、｢鯨の箸置｣を1個プレゼント 南房総市和田町仁我浦114 0470-47-4446

34 四季の宿 じんざ 手作り貝のストラッププレゼント 南房総市和田町仁我浦600-4 0470-47-2252

35 なぎさドライブイン アイスクリームサービス 南房総市和田町白渚458 0470-47-2120

36 新都 自家製シャーベットサービス 南房総市和田町海発1591-1 0470-47-2131

◇◆ 南房総フリーパス ご利用特典 ◆◇

特典の利用に際しては、「お申込み内容お知らせメールを印刷したもの」または

携帯電話・スマートフォンからお申込みの場合は「お申込み内容お知らせメールの携帯画面」をご呈示ください。



37 ランチ&スナック ステラ ランチ＆スナック 小鉢を1品サービス 南房総市和田町海発1580 0470-47-4237

38 花の宿 安田 鯨料理小鉢を1品サービス 南房総市和田町柴220 0470-47-2697

39 自然の宿 くすの木 チケット1枚につき、｢お花のアイスクリーム｣サービス 南房総市和田町上三原1244-1 0470-47-5522

40 舞花 手作りドリンクサービス 南房総市和田町中三原29-1 0470-47-2313

41 たかべえ ｢さざえかき揚げそば｣をご注文のお客様、100円引き 南房総市千倉町大川953-2 090-1116-6662

42 寿司と地魚料理 大徳家 お食事された方にソフトドリンクサービス 南房総市千倉町南朝夷1079 0470-44-1229

43 カーサ･フローラ花館 1,000円以上お食事された方に、コーヒーサービス 南房総市白子2698 0470-46-3511

44 隠れ屋敷 典膳(てんぜん) 自家製ドリンクサービス 南房総市宮下1822-1 0470-46-4137

45 盛栄堂(菓子店) お買い上げの方に、季節のお菓子1品サービス 南房総市和田町下三原423-2 0470-47-2147

46 高山製菓 1,000円以上お買い上げの方に、｢生クリーム大福｣サービス 南房総市高崎1355 0470-57-3325

47 魚っちんぐ千倉 【お買い上げ代金】 5％引き 南房総市千倉町川口227-5 0470-43-1711

48 ポピーの里 館山ファミリーパーク 【入園料】 大人･⼩⼈(4歳以上)50円引き 館山市布沼1210 0470-28-1110

49 アロハ・ガーデンたてやま
【入園料】 ※チケット1枚で5名様まで
 大人(中学生以上)  1,300円 ⇒ 1,000円   小人(小学生)  800円 ⇒ 700円    幼児(4歳以上)  500円
⇒ 400円

館山市藤原1497 0470-28-1511

50 おしゃれ鮨 海の花 お1人様につき、1品サービス 館山市北条2903 0470-25-5151

51 波奈総本店 お1人様につき、ソフトドリンク1品サービス 館山市北条2619-6 0470-22-1385

52 寿し甚 お1人様につき、アラ汁等サービス 館山市北条2226-4 0470-22-3238

53 一五鮨 きまぐれ1カン 館山市北条1747 0470-23-1546

54 浜すし お1人様につき、ソフトドリンク1品サービス 館山市館山1560-17 0470-22-1646

55 鮨匠なか川 白浜屋支店 お1人様につき、1品サービス 館山市長須賀162 0470-22-0044

56 巴寿し お1人様につき、1品サービス 館山市大神宮238 0470-28-0009

57 すしレストラン 扇八 お1人様につき、ソフトドリンク1品サービス 館山市安東29 0470-22-9148

58 美味い家 若鈴 お1人様につき、1品サービス 館山市上野原91-4 0470-23-9022

59 ふじみ寿し お1人様につき、お店お任せで1品サービス 館山市浜田296-1 0470-29-0129

60 ”渚の駅”たてやま 海のマルシェたて
やま!!

ソフトクリーム各種100円引き(ミニカップは対象外) 館山市館山1564-1 0470-28-4926

61 鴨川シーワールド
【入園料】
大人(高校生以上) 2,800円 ⇒ 2600円    小人(4歳～中学生) 1,400円 ⇒ 1,300円

鴨川市東町1464-18 04-7093-4803 

62 特別天然記念物 鯛の浦遊覧船
【観覧料】
一般(中学生以上) 950円 ⇒ 850円    小人(小学生) 480円 ⇒ 430円

鴨川市小湊183-8 04-7095-2318

63 太海フラワー磯釣りセンター
【入園料】
大人(中学生以上) 600円 ⇒ 540円    小人(小学生) 300円 ⇒ 270円

鴨川市太海浜67 04-7092-1311

64 千葉県指定名勝 仁右衛門島
【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 鴨川市太海浜445 04-7092-3456

65 ふじ野 ｢おらが丼｣をご注文の方に、小鉢1品サービス 鴨川市内浦55-1 04-7095-2106

66 食事処 千家 あじフライまたはソフトドリンクプレゼント 鴨川市内浦405-6 04-7095-3733

67 地魚懐石 魚村 アイスウーロン茶または地酒試飲 鴨川市内浦2787-1 04-7095-2780

68 地魚料理手打ちそば わか菜 ｢おらが丼｣をご注の方に、食後のデザートサービス 鴨川市浜荻587 04-7094-2733

69 中国料理 東洋 鴨川店 ソフトドリンク1杯サービス 鴨川市横渚1101-1 04-7093-2345

70 地魚処 すずき家
「おらが丼」ご注文の方、100円引き
※現金支払いの方のみ

鴨川市横渚1104-16 04-7092-1313

71 川京 ｢おらが丼｣をご注文の方に、小鉢1品サービス 鴨川市横渚1117 04-7092-1076

72 地魚創作料理 風神 小鉢一品サービス 鴨川市横渚867-1 04-7093-2712

73 CaSa ソムリエワイン試飲プレゼント 鴨川市横渚143-1 04-7093-0358

74 鴨川イタリアン ペッピーノ お食事された方に、前菜1品サービス 鴨川市横渚1624-1 04-7093-6653

75 地魚回転寿司 丸藤 本店 【飲食代】 5％引き 鴨川市広場777 04-7099-2205

76 海鮮炭火焼居酒屋 我家我家 【飲食代】 5%引き 鴨川市広場777 04-7093-5511



77 和食亭 浜よし お食事された方全員に、小鉢もしくは｢あら汁｣プレゼント 鴨川市小湊176 04-7095-2719

78 魚屋食堂 カネシチ水産 定食利用で小鉢サービス 鴨川市江見東真門166 04-7096-0134

79 美樹鮨 ソフトドリンクまたはグラスワイン1杯サービス 鴨川市江見吉浦489 04-7096-1225

80 海辺の宿 恵比寿 【入浴料】 大人(大風呂) 1,080円⇒700円 鴨川市太海2345 04-7092-2226

81 鴨川ホテル三日月
【スパ入場料】 日帰りスパご利用の方、300円引き
※チケット1枚で5名様まで。他の割引券等との併用はできません。

鴨川市内浦2781 04-7095-3115

82 活き活き小湊ウオポート
【お買い上げ代金】 5％引き
※一部除外品があります

鴨川市小湊182-15 04-7095-2891

83 道の港 まるたけ 2,000円以上お買い上げの方に、きざみのりをプレゼント 鴨川市浜荻1008-1 0120-103-042

84 ㈱わづくり 全品10％引き(※わけあり商品を除く) 鴨川市代535-2 04-7099-3123

85 ㈲鈴木鰹節店 当店人気のふりかけ「おかかひじき」または「おかかしょうが」どちらか1個プレゼント 鴨川市太海浜104 04-7092-0257

86 潮騒市場 お土産処旬彩
【お買い上げ代金】 10％引き
※一部除外品があります

鴨川市広場777 04-7099-2200

87 潮騒市場 花倶楽部
【お買い上げ代金】 10％引き
※一部除外品があります

鴨川市広場777 04-7099-2203

88 ハーブアイランド ベジタブルガーデン チケット1枚でハーブティー1杯無料 夷隅郡大多喜町小土呂255 0470-82-5331

89 新勝浦市漁協 勝浦駅前直売所 1,000円以上お買上の方、毎月先着30名に粗品をプレゼント 勝浦市墨名256-2 0470-73-3225

90 新勝浦市漁協 勝浦海中公園直売所 1,000円以上お買上の方、毎月先着30名に粗品をプレゼント 勝浦市吉尾174 0470-76-2610



■道の駅

施設名 割引内容 住所 電話番号

1 道の駅 保田小学校・Ｃａｆｅ 金次郎 まきばの学校　ソフトクリーム 70円引き（350円⇒280円） 鋸南町保田724 0470-29-7211

2 道の駅 きょなん 旬彩･櫻華 お食事された方に、デミタスコーヒーをサービス 安房郡鋸南町吉浜5161 090-2420-1405

3 道の駅 きょなん なぎさ お食事された方に、ミニソフトクリームをサービス 安房郡鋸南町吉浜5161 0470-55-3711

4 道の駅 きょなん アトリエボンボン  コーヒー 350円⇒300円バニラシュークリーム 250円⇒230円 安房郡鋸南町吉浜5161 0470-28-4003

5 道の駅 おおつの里・花倶楽部 【体験料】花摘み10％引き 南房総市富浦町大津320 0470-33-4616

6 道の駅 白浜野島崎 【白浜海洋美術館入場料】 10％引き 南房総市白浜町滝口9240 0470-38-5519

7 道の駅 ちくら･潮風王国 潮風王国オリジナル｢枇杷カップアイス｣50円引き 南房総市千倉町千田1051 0470-43-1811

8 道の駅 とみうら 枇杷倶楽部 「びわソフトクリーム」 50円引き 南房総市富浦町青木1231 0470-33-4611

9 道の駅 富楽里 とみやま 近藤牧場ソフトクリーム50円引き 南房総市二部1900 0470-57-2601

10 道の駅 三芳村｢鄙の里｣ ソフトクリーム 50円引き 南房総市川田822 0470-36-4116

11 道の駅 和田浦WA･O! ソフトクリーム50円引き 南房総市和田町仁我浦243 0470-47-3100

12 道の駅 ローズマリー公園 はなまる市場 ソフトクリーム50円引き 南房総市白子1501 0470-28-4030

13 道の駅 鴨川オーシャンパーク  【体験料】 花摘み50円引き※1月1日～4月30日 鴨川市江見太夫崎22 04-7096-1911

14 道の駅 たけゆらの里おおたき カップアイス50円引き 夷隅郡大多喜町石神855 0470-82-5566


