
～富津市内参加店マップ～

のぼり旗のある参加店に
て富津市名産の生のり料理
が味わえます。生のりや、の
りの加工品を販売している
参加店もございます。

開催概要

のりドレッシング、のり味噌ラー油、の
り醤油、ぶっかけ漁師飯など様々なオ
リジナル商品があります。

生のり、他

③まごころ一級屋

住所：富津市川名1481-2
電話：0439-87-5198
営業：9時～16時 駐車場：20台
定休：土曜・日曜・祝日

獲れたて新鮮な貝や生のりを販売して
います。生のりは毎年多くのリピーター
のお客様がお買い求めになります。
。

生のり、他

②やまたい売店

住所：富津市富津2307-24
電話：090-9676-5094
営業：10時～17時
定休：不定休 駐車場：無し

富津産にこだわって販売しています。
特許取得の乾燥生のりや、千葉県漁
連の味付けのりも取り扱っております。
。

生のり、乾燥生のり、他

①松本屋

住所：富津市富津1909-1
電話：0439-87-3808
営業：9時～19時
定休：日曜日 駐車場：5台

店舗のご紹介

のりが

第１０回ふっつ生のりフェア

える
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参加店は全２４店舗。右
ののぼり旗が目印です。地
図上の①～㉔の番号は参
加店紹介の番号と対応し
ています。

参加店舗

富津市商工会

お問い合わせ

☎0439-87-7071

平成２９年１２月１５日

開催期間

～平成３０年２月２８日
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上記メニューには味噌汁・お新香・生の
り酢の物が付きます。他にも仙台牛を
使ったメニューが当店のオススメです。

焼のりと玉子がけご飯 700円

⑤日本料理 鷹

住所：富津市大堀1-16-1
電話：0439-87-2663
営業：11時～14時、17時～22時
定休：月曜日 駐車場：35台

フタを開けると、磯の香りが一気に立
ち上がります！トッピングには駿河湾
産の釜揚げシラスがオススメです。

生のりそば 700円

⑥おそば髙砂家

住所：富津市大堀84
電話：0439-87-0297
営業：11時～15時（※夜は要問合せ）
定休：月曜日 駐車場：10台

柔らかい国産豚のヒレかつを揚げて生
のりと一緒に卵でとじました。生のりの
お味噌汁と一緒にお召し上がり下さい。

⑧かつ菜 富津店

住所：富津市青木549
電話：0439-27-1298
営業：11時～21時
定休：不定休 駐車場：20台

富津産生のりと国産ヒレカツの
かつとじ煮定食 962円

生のりの味噌汁・三杯酢をご用意して
おります。ご一緒に富津市のご当地グ
ルメ、海堡（かいほう）丼も是非！

生のりみそ汁 250円

⑪公園食堂 志のざき

住所：富津市富津2280
電話：0439-87-2084
営業：10時～17時半 定休：木曜日
駐車場：富津公園内無料駐車場有

まかない料理から生まれたメニュー！
味は従業員も保証済み♪他にも大定
ならではの料理をご用意しております。

揚げのりそばカレーあんかけ 864円

⑫お食事処 大定

住所：富津市富津2027
電話：0439-87-2021
営業：11時～20時 駐車場：30台
定休：月曜日（祝日の場合火曜日）

海をイメージして作りました。生のりを
たっぷり使った満足の一品！生のりの
天ぷら・酢の物・チヂミもございます。

生のりラーメン 700円

⑬中華料理 雲龍

住所：富津市富津549
電話：0439-87-6065
営業：9時～21時半
定休：水曜日 駐車場：15台

のりの香り引き立つ塩味のラーメン。
富津市ふるさと産品に認定された、
のりラーメン（醤油味）もございます。

かずさラーメン 700円

⑭いいのラーメン

住所：富津市下飯野330-3
電話：0439-87-1535
営業：11時～20時 駐車場：30台
定休：第1第3水曜日・木曜日

生のり、エビ、アサリ、いちご貝などが
入った海鮮ラーメンです。他に、のりテ
ンコ盛りラーメンもオススメです♪

海鮮のりラーメン 1,000円

⑮かん七

住所：富津市千種新田1164
電話：0439-65-1417
営業：11時～15時 16時半～21時
定休：火曜日 駐車場：40台

南房総Ｕ－１グランプリでは第１回、第
２回ともに５位入賞の大人気唐揚げに
のりの風味をプラスした丼です。

生のり唐揚丼 800円

⑯やきとり信ちゃん

住所：富津市千種新田366
電話：0439-65-1134
営業：12時～14時、16時～23時半
定休：水曜日 駐車場：10台

大貫海水浴場すぐ傍、地元の新鮮な

魚を使った料理が自慢の宿です。当日
獲れた赤ちゃんのりを提供しています。

のりのつくだ煮 200円

⑱いとや旅館

住所：富津市岩瀬871
電話：0439-65-1041
営業：11時～20時
定休：第3水曜日 駐車場：20台

磯の香り漂う卵焼きです。
生のり酢の物、生のり入りかき揚げ、
生のり入り茶碗蒸しもどうぞ！

生のり卵焼き 500円

⑲さとみ寿司

住所：富津市湊832
電話：0439-67-2233
営業：11時～20時
定休：火曜日 駐車場：5台

当店の昔ながらの醤油ラーメンによく
合う生のりラーメン。磯の香りと風味
が良く、ビタミン効果も美肌に◎です。

生のりラーメン 750円

⑳いこい食堂

住所：富津市湊664
電話：0439-67-0231
営業：11時半～14時、17時～23時
定休：水曜日 駐車場：3台

宮島特製かまぼこ。

産地富津より新芽生のりを使った一品
料理。

生のりかまぼこ 580円

㉒和風料理 宮島

住所：富津市海良115-2
電話：0439-67-1178
営業：11時～21時半
定休：月曜日 駐車場：約20台

薪窯で焼き上げるナポリピッツァに富
津の名産、生のりをトッピング。Gonzo
オリジナルの季節限定ピッツァです！

ナマノリータ（Mサイズ） 1,600円

㉔Pizza Gonzo

住所：富津市金谷3869-2
電話：090-1439-5030 駐車場：10台
営業：11時～（※閉店時間要問合せ）
定休：水曜日（祝日の場合は営業）

貝の出汁を使った潮のスープに海苔を
練り込んだ麺と生海苔に良く合う磯の
香るラーメンです※1日限定20食です。

のりラーメン 800円

④ﾗｰﾒﾝﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ すどらぁ

住所：富津市大堀1560-5
電話：0439-73-2312 駐車場：8台
営業：11時半～14時、17時半～22時
定休：火曜日（月に1回連休あり）

自社養殖の生海苔を使用。海苔の天
ぷらもラーメンに入っています。酢の物
天ぷらも人気です。海苔販売致します。

生のりラーメン 800円

⑩お食事処 さざなみ

住所：富津市富津2654
電話：0439-27-1673
営業：11時～16時
定休：水曜日 駐車場：20台

天然寒ブリ塩焼き

⑦串焼 権兵衛

住所：富津市大堀2-19-3
電話：0439-87-9450
営業：17時～23時（Ｌ.Ｏ.22時）
定休：日曜日 駐車場：7台

海苔あんかけ 1,080円
１０㎏を超える寒ブリの味は格別。

生海苔すだちポン酢。生海苔ピザ。生
海苔雑炊。富津産原木椎茸海苔天。

生のり三杯酢 450円

⑨ひろ寿司

当店自慢の海鮮ユッケ丼を、旬の生の
り三杯酢とご一緒にいかがですか？の
りの天ぷらも美味しいですよ！

電話：0439-88-2281
住所：富津市新井78-1

定休：木曜日 駐車場：40台

生のり三杯酢 450円

営業：11時～14時半、17時～21時

冬限定のいそね特製海苔鍋！！豆乳
ベースの出汁と相性バツグンの海苔を
ふんだんに使いました。シメは海苔リ
ゾットで！！

1,300円

⑲寿司・活魚料理いそね

住所：富津市岩瀬993-4
電話：0439-65-3535
営業：11時～21時 駐車場：30台
定休：月曜日（祝日の場合は営業）

冬限定のいそね特製海苔鍋！！
豆乳ベースの出汁と相性バツグンの
海苔をふんだんに使いました。
シメは海苔リゾットで！！

冬限定「「海苔鍋」 1,620円 （１人前）

⑰寿司・活魚料理いそね

住所：富津市岩瀬993-4
電話：0439-65-3535 駐車場：30台
営業：11～14時、17～21時（Ｌ.Ｏ.20時）
定休：月曜日（祝日の場合は営業）

生のりラーメン 850円

㉓おくむら

住所：富津市竹岡501
電話：0439-67-8030
営業：10時～20時
定休：木曜日 駐車場：5台

ラーメン、三杯酢はそれぞれ単品での
ご注文となります。他に東京湾の地魚
を使った料理や中華料理もございます。

磯の香り豊かな生のりのうどん、そば
はいかがですか。

生のりうどん 700円

㉑ぼんぼん亭

住所：富津市湊227-1
電話：0439-67-0928
営業：11時～20時半
定休：水曜日 駐車場：3台

店舗のご紹介

のりを
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