
※各施設料金は、プランや曜日により変更いたします。
　また、伊勢海老の仕入れ状況により提供できない場合がございます。
※仕入れ状況により価格＋料理内容は変動します。
　詳しくは、各施設に直接お問い合わせ、ご予約ください。

〒869-3603 熊本県上天草市大矢野町中11582-36
上天草市シンボルキャラクター

上天草 四郎くん

（一社）天草四郎観光協会

TEL0964（56）5602　FAX0964（56）0990 http://kami-amakusa.jp/
天草四郎観光協会 検索

ぜひ皆さん
遊びに来てください！

令和3年8月21日●～12月28日●土 火

主　催

㈲天　慎

11,000円～（税込）

温　泉 ご宿泊 お食事

魚介料理が揃う中、隠れた名物はだご汁。鶏肉、里芋、油揚げ、白
菜、人参などの具とつるんとしたのどごしの団子が入る。定食に
はだご汁と小鉢に漬物がつく。

◆伊勢えび料金（1匹）
※１人当たり

TEL.0964-56-0656
上天草市大矢野町登立1216-6要予約（2日前まで）2名様以上より

期間 伊勢海老が入荷できる間 海鮮家 福伸

11,000円～（税込）

温　泉 ご宿泊 お食事

オーシャンビューを一望できる店内で、天草で獲れた新鮮な魚介類を、
心ゆくまでご堪能くださいませ。おすすめは「海鮮丼」、「あなごめし」で
す。ここでしか食べれない福伸の味を是非、ご賞味くださいませ。

◆伊勢海老御膳
※１人当たり

TEL.0969-56-0172
上天草市松島町合津6003-1

マルケイ鮮魚店

では以下のお料理が堪能できます！

温　泉 ご宿泊 お食事

魚屋が営むテラス式のお店です。オープンで楽しくおいしく頂け
ます。

5,000円～（税込）
◆伊勢えび料金（1匹）
※１人当たり

TEL.0964-56-5578
上天草市大矢野町中887-37要予約（2日前まで）2名様以上より

浜崎鮮魚 浜んくら
温　泉 ご宿泊 お食事

魚屋さんが営む飲食店のため料理は最高。新鮮な海の幸は一度
食べたらやみつき！　民宿もあります。

8,000円～（税込）
◆伊勢えび料金（1匹）
※１人当たり

TEL.0964-59-0777
上天草市大矢野町中4416-13 2号橋際要予約（3日前まで）2名様以上より

要予約（2日前まで）
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よしやホテルきらら停

17,600円～（税込）

温　泉 ご宿泊 お食事

ぷりっぷりの伊勢海老料理と天草の新鮮な海の
幸をご堪能ください。全室オーシャンビューのお
部屋、海を望む展望大浴場も心癒されます。
◆１泊２食付（2名一室）
※１人様料金

19,800円～（税込）
◆１泊２食付（2名一室）
※１人様料金（入湯税別）

TEL.0969-62-1108
上天草市龍ヶ岳町樋島565-25

五橋苑

19,250円～（税込）

温　泉 ご宿泊 お食事 ご宿泊

家族で営む海に囲まれた小さな宿。お
部屋からは天草五橋＆雲仙を望めま
す。自慢の夕食は地物・天然ものをお部
屋でご提供。松島温泉・心地よい潮風
と共に本物の天草を楽しめる宿です。

◆１泊２食付（2名一室）
※１人様料金
　（入湯税別）

上天草市松島町合津6053-5　TEL.0969-56-1417

旅館 ひのしま荘

昔ながらの漁師町にたたずむアットホー
ムな宿です。ぷりっぷりの伊勢海老、天
草の新鮮な海の幸をお楽しみください。

16,500円～（税込）
◆１泊２食付（2名一室）
※１人様料金

上天草市龍ヶ岳町樋島711

TEL.0969-62-0568

ご宿泊

海女ちゃん食堂
乙姫屋・乙姫邸

上天草市大矢野町湯島610

TEL.080-5604-4292

ホテル松竜園 海星

16,500円～（税込）

温　泉 ご宿泊 お食事

輝く太陽と紺碧のはざまにたたずむホテル松竜園海星は、心と身
体を開放する海と温泉のリゾートホテルです。

◆１泊２食付（4～5名一室）
※１人様料金（入湯税別）

8,800円～（税込）
◆日帰り料金
※１人様料金

TEL.0964-56-0348
上天草市大矢野町上6494

旅亭 藍の岬

17,600円～（税込）

温　泉 ご宿泊 お食事

ゆったりとした時の流れを取り戻す。そんな隠れ家が「旅亭藍の岬」
厳選された食材で提供される料理はもちろん、こだわりのお風呂
が人気です。絶景に囲まれて特別な休日が楽しめる宿です。

◆１泊２食付（2名一室）
※１人様料金

9,900円～（税込）
◆日帰り料金
※１人様料金

TEL.0964-59-0010
上天草市大矢野町中5700-1

ホテル竜宮
温　泉 ご宿泊 お食事

露天風呂付客室と貸切露天風呂が人気の宿。旅の疲れを癒すのは美味しい料
理と心のこもったおもてなし…そしてお風呂。眺めが良い場所にお風呂があ
るため、天草松島のすばらしい自然を眺め、身だけではなく心も癒されます。

TEL.0969-56-3333
上天草市松島町合津6136-20

家族で営む湯島の宿です。女将は海女！
大将、息子は漁師！魚介類はお任せくだ
さい！波の音が聞こえる湯島で、贅沢な
時間をお過ごしください。

宿泊施設

宿泊施設

ホテル松泉閣ろまん館　
温　泉 ご宿泊 お食事

旬の伊勢海老をメインに名物料理「車海老宝楽焼
き」を加えた“豪華えびえびフェア限定プラン”。
さらにご予約の際にこのチラシを見たと伝えて頂
くと、復活した地鶏“天草大王”も提供致します！

◆日帰り料金
 ※１人様料金

 11,000円～（税込）
◆1泊2食付（2名一室）
 ※１人様料金（入湯税別）

 22,000円～（税込）
◆日帰り料金
 ※１人様料金

 10,000円～（税込）
◆１泊２食付（2名一室）
 ※１人様料金（入湯税別）

 16,500円～（税込）

上天草市松島町合津6215-21　TEL.0969-56-3000
宿泊施設

天草渚亭
温　泉 ご宿泊 お食事

三方を海に囲まれ、美しい渚に寄り添う海
をもてなすホテル。離れの露天風呂付き客
室からは釣り糸をたらすことができる。

◆日帰り料金
 ※１人様料金

 8,250円～（税込）
◆1泊2食付（2名一室）
 ※１人様料金（入湯税別）

 16,500円～（税込）

上天草市松島町阿村5650-2　TEL.0969-56-3232
宿泊施設

宿泊施設

宿泊施設

松島観光ホテル岬亭
温　泉 ご宿泊 お食事

自慢の庭園露天風呂と新鮮な海の幸、釣りにゴルフ、イルカクルー
ジング、サンセットクルージングと遊んで！食べて！寛ぐ！の三拍子
揃ったまごころの館。

TEL.0969-56-1188
上天草市松島町合津4710

宿泊施設宿泊施設

宿泊施設

18,700円～（税込）
◆１泊２食付（2名一室）
※１人様料金
　（入湯税別）

小松屋渚館
温　泉 ご宿泊 お食事

海の見える露天風呂と天然活魚に
こだわるお宿です。

TEL.0964-59-0111
上天草市大矢野町中10044-3

宿泊施設宿泊施設

昨年からさらにバージョンアップ！伊勢
海老丸ごと1尾に、フェア期間中はなん
と天草産車えびが3尾(1人前)もついてく
る、大江戸温泉物語だからこそできるこ
の価格。大、大満足のプランです。

温　泉 ご宿泊 お食事

宿泊施設

要予約（3日前まで）

要予約（2日前まで）

大江戸温泉物語
天草ホテル亀屋

上天草市大矢野町中4463-2

TEL.0570-034268

15,600円～（税込）
◆１泊２食付
　（2名一室）

※１人様料金（入湯税別）

◆日帰り料金
 ※１人様料金

 11,000円～（税込）

◆1泊2食付（2名一室）
 ※１人様料金（入湯税別）

 17,600円～（税込）


