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安房国

この夏の
「イチ押しグルメ」紀行
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上総国漫遊記のホームページが新しくなりました

http://kazusanokuni-manyuki.net

ホテル一宮シーサイドオーツカ
ランチ 11：30～14：00（L.O.13：30）

厳選された南九十九里の食材
を使用した和洋の創作料理が大
人気。
メニューは「ハンバーグ＆
ビーフシチュープレート」
「ステー
キプレート」
「 南九十九里御膳」
「潮騒御膳」
などがおすすめ！

●場所／一宮町一宮10000 ●TEL／0475-42-6411

玉前神社

良縁・子授け・安産などの守護
で有名な神社。全国でも珍しい
黒塗りの本殿で、
この春「平成の
大修理」が完了したばかり。新し
く生まれ変わった神社を参拝し
て、気分を新たにしよう！

●場所／一宮町一宮3048 ●TEL／0475-42-2711

釣ヶ崎海岸

●場所／一宮町東波見

一宮温泉
「ホテル一宮
シーサイドオーツカ」

〈一宮町〉

九 十 九 里 浜の南 端に位 置 する

敷地内にプールやテニスコートなど

「ホテル一宮シーサイドオーツカ」は、

を完備した滞在型のリゾートホテ

ル。このホテルの魅 力は何 といって

も、女性にも大好評の天然温泉と

地 元の食 材 をふんだんに使った創

作の会席料理だ。

エメラルドグリーンの天然温泉は

ドやミネラルをたっぷり含み、神経

「 美 肌の湯 」としても 知られ、
ヨー

痛 をはじめ、ぜんそ くやアトピー

性 皮 膚 炎 などの改 善に効 果 が あ

る。またお風呂は大浴場や露天風

時〜

時／月

呂、貸 切 風 呂があ り、
日帰り入 浴

の「たちより 湯（

ないチャンスだろう。

スタートを切りたい人には願っても

たばかり 。新たな気 持ちで人 生の

ば、
この春「平成の大修理」を終え

とが可能だ。また玉前神社といえ

がら、感動的な結婚式を挙げるこ

気の中で家族や友人に見守られな

が晴れの舞 台 。神 殿の厳かな雰 囲

武家との関わりの深い
「玉前神社」

総 国一之 宮として古 くから皇 室や

できる。なかでも 神 前 挙 式は、上

時間にとらわれず執り行うことが

と「チャペル式」が用意されており、

に限 定した結 婚 式は「 神 前 挙 式 」

サービスも充実している。１日１組

この他、婚 礼プランなどのホテル

堪能できるのも嬉しい限りだ。

も 長 生ブランドの「 鵜 沢メロン」が

味 わえ、
フルーツに使 用 するメロン

総三大米の一つである「いすみ米」が

がズラリと並ぶ。とくにお米は房

外房地域の特色を活かしたメニュー

理は、地 魚や地の野 菜・果 物など、

そして料理長が腕を振るった料

できる。

曜 定 休 ）」も 気 軽に楽 しむことが
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言わずと知れたサーフィンの
聖地。2020年の東京オリンピッ
クではサーフィン競技の正式会
場に決定。
また、1200年の伝統
を誇る
「上総十二社祭り
（毎年9
月13日）」
の舞台でもある。
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ドライブに
便利な

《一松海岸〜一宮海岸〜いすみ大原〜部原海岸〜長柄ダム》
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下総国
『上総国漫遊記』
は、観光・ドライブ情報の提供を通して旧上総国地域（市原、袖ヶ浦、木更津、君津、
富津、茂原、
白子、長生、長柄、長南、睦沢、
一宮、
大網、
東金、
九十九里、
山武、
大多喜、
いすみ、
御宿、
勝浦）
を盛り上げていきます。

房総の中心部「上総国」
を体感するドライブ観光情報のフリーペーパー

上総国の旨いもの特選

たい！
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この夏の「イチ押しグルメ」紀行
夏季限定の冷製パスタと樽生スパークリングワインが新登場！

海鮮料理やいすみ豚ロースを贅沢に味わおう!

ダイニングバー
「ラグタイム」

スパ＆リゾート九十九里 太陽の里
「漁火亭」

動画

動画

イタリアンでありながらも、長年地域の人々に親しまれてきた人気の
「勝浦タンタンメン」
が味わえる
「ラグタイム」
。
この夏は、
期間限定で
「シーフードとグレープフルーツの冷製フェ

一松海岸に位置する
「漁火亭」
は、伊勢海老、
あわび、
ハマグリなど新鮮な海の幸を存分に

デリーニ」
が新登場。
このパスタは、
サーモン・エビ・ホタテ・アサリなどのシーフードに夏野

堪能できるバーベキュー施設。
とくに夏はこれら魚介類の他に、千葉県産の
「いすみ豚ロー

菜のラグーソースとグレープフルーツをからめた一品で、
サラダ感覚で食べることができる。

ス」
やボリュームたっぷりの
「国産牛サーロイン」
、
そして子供たちには
「ソーセージ盛り合わ

他にも、
ドラマ＆漫画『孤高のグルメ』
で話題のいすみ豚を使った
「豚しゃぶの和風冷製フェ

せ」
の焼きメニューも人気が高い。
また、単品メニューも充実しており、大原漁港より直接

デリーニ」
もあるので一度味わってみたい。
また、
お店ではドリンクメニューも充実している。

買い付け調理した
「平目のカルパッチョ」
や、板長手作りの
「イカの塩辛」
などもおすすめ。
さ

本場イタリアで樽詰めし直輸入されたスパークリングワイン
「プロドライ
（白）」
「ジラモンド

らに、
お酒の種類も多数あり、
メロン系の香りがする純米大吟醸の
「獺祭（DASSAI）」
も用

（赤）」
もこの夏ラインナップされたばかりだ。
「ラグタイム」
では海に面したテラス席も利用で
きるので、
潮騒に耳を傾けながら優雅なひとときを味わってみてはいかがだろう。
●場所／勝浦市部原1928-32 ●営業時間／昼11：00～15：00（L.O14:00） 夜17：00～23：00
（L.O22:00）
●定休日／月曜日
（月曜休日の場合は営業、翌火曜日代休） ●TEL／0470-73-8666
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屋根付き施設で、雨天や夏の炎天下でも安心！

長柄町都市農村交流センター
「バーベキュー場」

意されている。
この他、30～40名利用可能なテラス席はペット同伴もＯＫ。潮風を感じなが
らバーベキューを大いに楽しもう。
●場所／長生村一松3445
〔太陽の里本館前〕 ●営業時間／平日11：00～21：00
（L.O.20：00）
土日11：00～22：00
（L.O.21：00） ●TEL／0475-36-5333

MAP
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夏のレジャーに、お持ち帰り用バーベキューセット！

炭火焼肉レストラン
「花月苑」

お持ち帰り用
バーベキューセット

長柄町都市農村交流センターは、長柄ダムの湖畔にある公共のレジャー施設。
このなか
で屋根付きのバーベキュー場は、雨天や夏の炎天下でも安心して食事が楽しめる。
バーベ

格闘家をはじめスポーツ選手、
サーファー、芸能人に大人気の焼肉店。一歩、店内に入
るとオーナーの野﨑政美さんと一緒に撮った記念写真がズラリと貼られている。
この夏、

キューは１台８～10名利用可能で、各自が食材を持ち込み、好みの肉や野菜などを焼くこと

「花月苑」
でのイチ押しのメニューは、
自家製のキムチと野菜がセットになった
「お持ち帰り

ができる。
また、網焼きは使用不可で、鉄板のみ使用可能。
さらに、
ペット連れの利用も不可

用バーベキューセット
（要予約）」
だ。
お肉は３～４人前のボリュームがあり、家族でキャン

なので注意しよう。
この他、隣接する施設には、
テニスコートをはじめ、子供も楽しめる流水

プ場やバーベキュー場などで焼肉を楽しみたい人にはピッタリ。
この他、当店自慢の

プール
（７月15日～17日、7月21日～８月27日）
や、
カブトムシを放し飼いしている昆虫ドー

「ミスジステーキ」
はロースの中でもとくに柔らかい食感が堪能できる一品。
また、
マグロの

ム
（７月の土・日・祝祭日、7月21日～8月15日は毎日開園）
などもある。
この夏の思い出
作りに家族で気軽に訪れてみてはいかがだろう。
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●場所／長柄町山之郷70-15 ●バーベキュー開催期間／通年 ※要予約 ●定休日／木曜日
（祭日の場合には翌金曜
日）
※７・８月を除く ●利用料金／１台2,570円
（３時間）
※追加料金1,030円
（１時間毎） ●TEL／0475-35-0055

中落ち部分に相当する
「下駄カルビ」
も絶品でおすすめだ。
さらに、
自家製のスープと生麺
を使った
「冷麺」
も大評判で、焼肉店ならではのこだわりの品々が味わえる。
●場所／一宮町一宮10075-1 ●営業時間／10：00～22：00 ●定休日／火曜日
●TEL／0475-40-0941

MAP
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上総国漫遊記 「 旅 スポット」紹 介
KAZUSA-NO-KUNI

MANYUKI

「い鉄揚げ」
や
「キハカレー」
のお土産が大人気！
いすみ鉄道ムーミンショップ
「ぶぁれーういんず」
「いすみ 鉄 道 」では、国 吉 駅 構 内に日本で初めての駅 中ムーミンショップ
「VALLEY WINDS」
をオープンしています。
「ぶぁれーういんず」
とは風そよぐ谷の意
味。
ムーミン列車が走る沿線にふさわしいショップとして、盛り沢山のムーミングッ
ズをはじめ、
いすみ鉄道オリジナル商品や地元いすみの特産品などを多数取り揃え
ています。
なかでも、
「撮り鉄」
「乗り鉄」
などの鉄道ファンに大人気なのが、
オリジナ
ル製法で作ったぬれせんべいの
「い鉄揚げ」
です。
そして、
もう一品は昭和に食べた
懐かしい味が楽しめる黄色いカレーの
「キハカレー」。
ぜひ、房総
半島の中央部に訪れた旅のお土産としてお買い求めください！
●場所／いすみ鉄道「国吉」駅構内 ●営業時間 ／10：00～16：00
●いすみ鉄道webショップ／http://isumirail.com/

上総国漫遊記 「ご当 地 グ ル メ」情 報
KAZUSA-NO-KUNI

MANYUKI

地元食材と旅情がたっぷり詰まった！

「いすみ鉄道」
の駅弁

安くて旨いすし、
天ぷら、
一品料理が
毎日仕入れるネタは鮮度バツ
グン。ご宴会コースは、お1人様
楽しめる店。

3 , 2 4 0円から。個 人でも団 体
（暑気払い、慶事、法事等）
でも
予算に合わせてご用意いたしま
す。気軽にご相談ください！

＜駅弁ご予約のお願い＞ ご予約は、木曜日の12：00までにご連絡ください。
詳しくは、
いすみ鉄道のホームページをご覧ください。
TEL.0470-82-2161
〔いすみ鉄道〕 http://www.isumirail.co.jp/

「いすみの宝石箱弁当」1,300円
（お茶付き）
「いすみの食材」
を、
たっぷりと
詰め込んだ宝石箱のようなお弁
当です。豊富なおかずはどれも主
役となれるものばかり。食べ応え
す。
●販売場所／いすみ鉄道・大原駅売店
●発売日／土、
日、
祝日

※写真は、
ランチ
おまかせにぎり1,000円

お得なランチも人気！
ランチおまかせにぎり 800円～

活 魚 料 理 うなぎ

かつ尾鮨

茂原市早野1227-11 営業時間11:00～14:00 17:00～23:00
お座敷あり 駐車場10台
電話予約可 ※予約すれば時間外でもOK

☎0475-25-1212

「漁師のまかない飯弁当」1,000円
（お茶付き）

至大網
至ねずみ坂
至千葉

ビッグボーイ

至千葉

ガスト
茂原駅

至長南

もあり、
いろいろな味が楽しめま

クーポン

茂原
高校

409

至緑町

市役所

千葉銀行

イオン

京葉銀行

バーミヤン
至大多喜

至夷隅

房総で一、二を争うほどの
大人気のビーチ「御宿海岸」

アジの「さんが焼き」そぼろご
飯、サバ味噌、イカリングなど魚
介類を使った、
まかない風お弁当。
お魚好きの方におすすめです。
お
茶漬けにして食べても美味しい
ですよ！

Vol.31

●販売場所／いすみ鉄道・大原駅売店
●発売日／土、
日、
祝日

「忠勝弁当」1,000円
（お茶付き）
お弁当箱の半分以上を占める
大きな豚カツに、美味しい煮物も
付いた、ボリュームたっぷりのお
弁当です。名前は徳川四天王で
大多喜城主だった本多忠勝より
拝借しました。
●販売場所／いすみ鉄道・大原駅売店
●発売日／土、
日、
祝日

全長２kmの美しい海岸線と白い砂浜がつづく
「御
宿海岸」
は、房総で一、二を争うほどの大人気のビー
チ。古くから童謡「月の沙漠」
のモデルになった砂浜
として有名で、中央海水浴場付近にはラクダに乗っ
た王子と姫をイメージした
「月の沙漠記念像」
が建て
られている。
また、伊勢海老の産地としても知られ、
秋には
「おんじゅく伊勢えび祭り」が盛大に行われる
予定だ。
●場所／御宿町浜
〔御宿中央海水浴場〕

上総国 観光インフォメーション
上総路インフォメーション／夏まつり

（金）
・29日
（土）
・30日
（日）
●期間：7月28日
● 会場：茂原駅周辺商店街
●関東3大七夕祭の一つとされる夏の上総の一大イベントで
毎年80万人以上の観客が訪れる。巨大な七夕飾りが町中
にたなびくなか、
もばら阿波おどりやYOSAKOIおどり、
そ
の他多彩なイベントで盛り上がる。
（茂原七夕まつり実行委員会）
●問合せ／☎0475-22-3361
http://www.mobara-kankou.com/tanabata/

房総でぶどう狩り
（東金市・長柄町）
●とれたてのぶどうの美味しさと収穫の楽しさが味わえて親子
の夏のレジャーにぴったり。8月～9月くらいまで。
●問合せ／松之郷東金ぶどう郷▶9件のぶどう農家が集まる
県下最大の産地 ☎0475-50-1142
（東金市観光協会）
はぎわら農園▶大粒の種無しぶどうが食べ放題 長柄町山
之郷601-139 ☎0475-47-3953

浜まつり（大網白里市）

夏だ！いってんべ！OHB（大原花火ビーチ）
（いすみ市）
大網白里市マスコット
キャラクター「マリン」

佐原の大祭夏祭り（香取市）

YASSA フェスティバル（東金市）
●日にち：8月19日
（土） ●会場：東金中央公園通り周辺
●「やっさおどり」や「YASSAダンスコンテスト」
をはじめ、
さまざまなイベントが実施される。
また、東金発のアイドルユニット
「YASSA Comachi」
による歌とダンスも披露される。祭
りのフィナーレには約100発の花火が打ち上げられる。
●問合せ／☎0475-50-1142
（やっさフェスティバル推進協議会）

清水渓流公園内 千葉の秘湯 濃溝温泉

源泉１００％掛け流しの温泉。
日本でも珍しい重炭酸ソーダ泉！

お土産
コーナーが
ございます

〈濃溝の滝〉
すぐそば！
君津市笹1954-17

TEL.0439-39-3791

●日にち：7月30日
（日）
17:30～
（花火20：00～） ●会場：大原海水浴場
●盆踊りのほか、
ウクレレの生演奏&フラダンス、
ステージショーなど。花火は約1,000発。
●問合せ／☎0470-64-1111
（いすみ市観光センター）

房総花火大会一覧（例年8月に開催予定のもの。詳細はお問い合わせください）

●日にち：7月14日
（金）
～16日
（日）●会場：香取市佐原本宿地区
●関東三大山車祭りの一つと呼ばれ、2016年にユネスコ無形
文化遺産に登録された。高さ4mの大人形が乗る山車が小江
戸と呼ばれる町並みを進むさまは風情たっぷりだ。
●問合せ／☎0478-52-6675
（水郷佐原観光協会）

泉質…重炭酸ソーダ泉

観光地引網（九十九里浜沿岸各地）
●九十九里浜沿岸では、大人から子供まで漁師気分が味わえ
る観光地引網が人気だ。7～8月。
●問合せ／白子海岸▶☎0475-33-2117
（白子町商工観光課）
片貝・真亀海岸▶☎0475-76-9449
（九十九里町観光協会）
一松海岸▶☎0475-32-2114
（長生村役場産業課）
新浜海岸▶☎0475-42-1425
（一宮町観光協会）

茂原七夕まつり（茂原市）

●日にち：7月29日
（土）
14:30-20:30 ●会場：白里海水浴場
●ビーチフラッグや「ボサマ踊り」、
よさこいソーランなどで会場は熱気に
包まれる。市のキャラクター
「マリン」
も登場。祭りの最後は、
メッセー
ジ花火や水中スターマインなどの打ち上げ花火で盛り上がる。
●問合せ／☎0475-70-0356
（大網白里市なつまつり実行委員会）

上総路インフォメーション／夏イベント

http://www.senjyunoyu.net

効能…アトピー、
汗疹、
乾燥肌、
火傷、
創傷、
腰痛、
神経痛、関節痛など

■日帰り入浴 大人 1,000円／小人
（5才以上）500円 ■レンタルバスタオル 200円
■営業時間 10:30～20:30 ■定休日 火曜日
（祝日の場合は営業、翌水曜日定休）
■駐車場 50台 ■温泉宅配 20ℓ 3,000円
（消費税・送料込み）
ドライブMAP E-7

●市原市高滝ダム市民花火大会 ☎0436-22-8355 市原市観光協会
●九十九里町ふるさとまつり花火大会 ☎0475-70-3121 九十九里町企画財政課
●一宮町納涼花火大会 ☎0475-42-1425 一宮町観光協会
●長南町大花火大会 ☎0475-46-3397 長南町観光協会
●かつうら若潮まつり花火大会 ☎0470-73-6641 勝浦市観光商工課
●木更津港まつり花火大会 ☎0438-22-7711 木更津市観光協会
●亀山湖上祭君津市民花火大会 ☎0439-39-2535 君津市観光協会亀山支部
●夷隅ふれあい納涼まつり花火大会 ☎0470-62-1243 実行委員会事務局
●みさき
「盆・盆フェスタ」花火大会 ☎0470-87-6111 いすみ市岬公民館
●おんじゅく花火大会 ☎0470-68-2414 おんじゅく花火大会実行委員会

上総国の
食材を
訪ねて
第17回

「すいか」
江戸時代に水瓜（みずうり）
として栽培
千葉県における
「すいか」の歴史は古く、江戸時代の元禄
年間
（1688～1703年）
まで遡ります。
その当時のすいかは甘
味が少なく、
「 水瓜
（みずうり）」
と呼ばれていました。大正時代
にはアメリカ種の導入により、山武や長生地方の砂地帯で栽
培が盛んとなり、
とくに安房地方では温床育苗により他の産
地より早く出荷が行われました。
その後、昭和に入ると富里で
共同生産や品質重視の栽培が行われ、大産地化へ基礎が
作られました。
そして、昭和11年に皇室にすいかを献上したこ
とにより、
「 富里すいか」の名が全国に知られるようになったと
いわれています。

●すいかの主な産地／
山武市、芝山町など
●すいかの旬／６月～７月

泊らなくても温泉、旬の料理を満喫

温泉宿の日帰りプラン
日帰り温泉入浴
ご利用
料金

大人お一人様 1,100円
お子様（小学生以下）550円

クーポン

［受付時間］午前11：00～15：00

すいかの旬は６月から７月

※混雑などの理由により休業の場合もございます。予めご了承ください。
※消費税込みの価格になります。

千葉県は熊本県に次ぐ全国第２位のすいかの産地で、県内では富里市をはじめ八街市、山
武市、芝山町が主な産地になっています。旬は６月から７月にかけてで、千葉県産のすいかは東

ご昼食＋温泉入浴プラン

除外日：8/8～18

京都中央卸売市場におけるシェアの３割を占めるほどになっています。千葉のすいかの作型には、
ハウス栽培とトンネル栽培があり、最近はトンネル栽培が主流です。
また種類は、祭りばやしや紅
大などの大玉系と、姫甘泉やマダーボールなどの小玉系に分けられます。

美味しいすいかの選び方
美味しいすいかの選び方は、軸の切り口が新鮮なもの。
大振りで持つとずっしりと重く感じられるもの。表面の縞模様
がくっきりし、緑の部分が少し盛り上がっているもの。おしり
の花落ちの部分が少しへこんでいるものなどを選びましょう。また、すいかの食べ頃の適
温は 10 ～ 15 度くらいで、冷やしすぎは禁物です。すいかの中で一番甘いところは真ん
中部分で、大勢で召し上がる際は甘い中央部が皆さんに行き渡るように切りましょう。

温泉入浴と昼食がセットに
なったお得なプランです。
お食事は個室で
お召し上がりいただけます。

黒湯温泉

お一人様 5,500円（税別）

大地から湧き出す黒湯の温泉で
心もカラダも癒される

※2名様以上でお申し込みください。
※料理写真はイメージです。

宿泊プランもご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

房総半島 養老渓谷温泉郷

当日でも電話でのご予約をお願い致します。
〒298-0265千葉県夷隅郡大多喜町小田代618

TEL 0470-85-0116

FAX 0470-85-0118

http://www.fukusui.com

読者
プレゼント

「㈲藤平由治商店」
白味噌
1kgパック入り
3名様

「濃溝温泉
千寿の湯」
特別割引券
10名様

ご提供 : 千寿の湯様（君津）

■応募方法／ハガキまたはEメールからご応募ください。いずれも郵便番号、
住所、氏名、年齢、職業、電話番号、
ご感想、
『上総国漫遊記』
を入手した場所、
希望のプレゼント名を明記の上、
下記までお送りください。 〆切：平成29年
7月31日消印有効 発表は発送をもって代えさせていただきます。
●ハガキ／〒297-0037 茂原市早野1143 ㈱豊文堂内
上総国プレゼント係
●Eメール／kazusa@nabana.net
※皆様からご提供いただいた個人情報については、プレゼントの発送、
サービスの向上のための利用以外の目的では利用いたしません。

海を一望できるスカイテラス
7/15土 OPEN

屋上展望プール開放
7/15土～8/31木
8

動画

13

日

17：00～

ホリプロ

お笑い
ものまねライブ
ホリ

出演予定 ホリ、
メルヘン須長、

河口こうへい ほか

お芝居＆舞踊ショー

美味しいお酒を飲みながら、新鮮な海の幸をバーベキューで。

第1部 お芝居
13：30～
第2部 舞踊ショー 15：00～
第3部 舞踊ショー 18：00～
休演日あり

「サンバ座」

お芝居 7月の公演

新たにホテルが8月オープン予定。

座長

入館料金のご案内
一般 大人 1,500円 子供650円
平 日
10：00から 会員
大人 1,300円 子供650円

響 一真

お芝居 8月の公演

夏休み中の土日祝日開催

３F足湯ビアガーデン 3Fこども縁日
オープン！

◆タオル（大・小）付き ◆館内着は別途200円

ホテル＆スパ

7/15は
オープン記念イベント開催

座長

一般 大人 1,300円 子供600円
会員 大人 1,100円 子供600円

※土日祝 ハイシーズンは大人 +200円となります

かつ尾鮨
TEL.0475-25-1212

お食事代

5％OFF

有効期限 2017年8月31日

太陽の里クラブ会員

KAZUSA-NO-KUNI

トーヨーカントリークラブ
TEL.0475-47-0221

深夜割増料金

AM1：00～5：00までの間に
滞在する場合の追加料金

スパ＆リゾート 九十九里

プレー代
割引き

平日
土日
祝日

300円OFF
500円OFF

※他の割引券等とは、併用できません。

有効期限 2017年8月31日

大多喜

渓流の宿

福水 TEL.0470-85-0116

日帰り入浴 お1人様100円引
昼食＋入浴 お1人様500円引

（除外日：8/8～18）

※当日でも電話でのご予約をお願い致します
※クーポン券1枚で5名様まで有効

有効期限 2017年8月31日

若座長

荒城勘太郎

座長

松井悠

新規入会1,620円 更新540円
（1年毎）◆1会員で3名様まで割引有
大人1,300円／子供650円

※入館料金とは別途いただきます

〒299-4327 千葉県長生郡長生村一松3445

TEL.0475-32-5550
http://www.taiyounosato.co.jp

上総国漫遊記クーポン

長 南

座長

荒城真吾

お芝居 8月の公演

「下町かぶき組
劇団悠」

太陽の里会員証をご提示いただくと、入館料金割引！
各種施設のご利用が割引！ 15ポイントで無料入館券を進呈！

http://www.inubou.jp

Coupon
茂 原

ヨーヨー釣り、輪投げ、射的、
綿菓子など

ハワイアンバンド・フラダンス等予定

葵 たけし

月美 TEL.0479-25-6000
太陽の里 銚子

休演日あり

お芝居 7月の公演

「劇団荒城」

〒288-0012 千葉県銚子市犬吠埼10292-1

TSUKIMI

第1部 お芝居
13：30～
第2部 舞踊ショー 15：00～
第3部 舞踊ショー 19：00～

「劇団輝」

価格は全て税込料金です。

平 日
17：00から

お芝居＆舞踊ショー

MANYUKI

一 宮

●切り取ってお使いください
●ARのクーポンとの併用はできません

勝 浦

炭火焼肉 花月苑

花野辺の里

自家製キムチサービス

100円引き

TEL.0475-40-0941

（クーポン1枚につき1テーブル1皿サービス）
有効期限 2017年8月31日

入園料

有効期限 2017年7月31日

