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各施設料金は、プランや曜日により変更いたします。
また、食材の仕入れ状況により提供できない場合がございます。
詳しくは、各施設に直接お問い合わせ、ご予約ください。

浜崎鮮魚 浜んくら

1人前 1,950円（税込）

上天草市大矢野町中4416-13
TEL 0964-59-0777
メイン食材：アカモクトロロ・天草産魚介類

海鮮ぶっかけねばねば爆弾
「ねばとろ海鮮丼」

栄養価満点の上天草産ア
カモクトロロをたっぷり
使った海鮮丼です。血流
を良くし、新陳代謝を上
げ寒い冬を乗り切ろう！
流水解凍5分の真空冷凍
の「ねばとろ海鮮丼の
具」全国発送やお土産用
としても大人気です。

お食事

2023年

1月14日（土）～3月26日（日）

上天草
のうまかもん！大矢野

エリア

海鮮家 福伸

1人前 2,750円（税込）

上天草市松島町合津6003-1
TEL 0969-56-0172
メイン食材：鯛・かんぱち・たこ・うに

至高の福伸にぎり

とれたての旬を味わう。
天草の海の幸を代表す
る鯛、かんぱち、蛸、う
にを取り入れた鮨の盛り
合わせになります。熟練
した職人のこだわり、そ
のすべてが美味しさの秘
訣です。

お食事
松島
エリア

海女ちゃん食堂 乙姫屋

1人前 2,200円（税込）～

上天草市大矢野町湯島509
TEL 080-5604-4292
メイン食材：湯島大根・真鯛・湯島産サツマイモ

湯島大根三昧

冬は湯島大根の料理を提
供している海女ちゃん食堂
「乙姫屋」です。大根ス
テーキはもちろん、鯛大
根など、その時々の旬の
新鮮な魚と一緒にお召し
上がりください！

お食事
大矢野
エリア

要予約（前日まで）

Marina kahnya
（マリーナカーニャ）

1人前 2,750円（税込）

上天草市松島町合津7500フィッシャリーナ天草内
TEL 0969-56-3373
メイン食材：本マグロ・シマアジ・鯛・いか

KAMI丼

”旬を楽しむ”をコンセプト
にフィッシャリーナ天草内
にOPENしたMa r i n a 
kahnya。天草鮮魚のみで
構成されるAMAKUSA海
鮮丼は絶品！トリュフ香る
あおさスープと共にお楽
しみください。

お食事松島
エリア

限定15食

cafe̓ kahnya
（カフェカーニャ）

1枚 2,750円（税込）

上天草市松島町合津6311-1天草ビジターセンター内
TEL 0969-56-3664
メイン食材：たこ・いか・しらす・車海老

ピッツァ・アマクサン・
オールスターズ

kahnyaで人気のトマト
ベースに車海老をまるごと
トッピング。ぷりぷり蛸を
ケイジャンソースで絡めた
ちょい辛ピザなど、天草
食材を贅沢に楽しめる4
種のクォーターピザは今
だけの特別メニュー！

お食事松島
エリア

限定10食
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各施設料金は、プランや曜日により変更いたします。
また、食材の仕入れ状況により提供できない場合がございます。
詳しくは、各施設に直接お問い合わせ、ご予約ください。

お申し込み
ご　注　意

2023年 1月14日（土）～3月26日（日）

平日1泊2食（2名1室）

19,800円（税込）～極みコース

三方を海に囲まれ、美しい渚に寄り添う海をもてな
す宿。離れの温泉露天風呂付客室からは、釣り糸
をたらすことができる。

松島
エリア

温　泉 ご宿泊 お食事

上天草
のうまかもん！

天草渚亭
上天草市松島町阿村5650-2
TEL 0969-56-3232
メイン食材：伊勢海老・あわび・車海老

お客様のご要望に応じて対応いたします。ご宿泊いた
だくと夜遅くても、朝早くても食事の提供が可能です。

大矢野
エリア

温　泉 ご宿泊 お食事

民宿 貴久春
上天草市大矢野町中4470-4
TEL 0964-59-0075
メイン食材：車海老・鯛・緋扇貝

地魚海鮮丼
平日1泊2食（2名1室）

8,800円（税込）～
日帰り

4,400円（税込）～

平日1泊2食（2名1室）

22,000円（税込）～
日帰り

12,000円（税込）～

温　泉 ご宿泊 お食事

ホテル松泉閣ろまん館
上天草市松島町合津6215-21
TEL 0969-56-3000
メイン食材：天草大王・車海老

天草大王すき鍋と車海老三昧
(活、焼、蒸)
冬の特別プラン

旨味の多い天草大王を少
し甘めの割下ですき鍋
に！車海老は活(おどり)・
焼(塩焼き)・蒸(紹興酒)
の3種類の味をお楽しみ
ください！

松島
エリア

平日1泊2食（2～5名1室）10,000円（税込）～

温　泉 ご宿泊 お食事

釣耕苑
上天草市大矢野町維和505
TEL 090-8910-7581
メイン食材：黄金の鱧・維和の車海老

①越冬鱧御膳 ②車海老御膳

海辺の宿「釣耕苑」は釣人が気軽に利用できる民泊
として経営。地元食材の黄金の鱧と車海老を活用し、
越冬鱧のしゃぶしゃぶ鍋、天ぷら、車海老の刺身、塩
焼き、煮付けなどご賞味ください。

大矢野
エリア

平日1泊2食（2名1室）

12,100円（税込）

温　泉 ご宿泊 お食事

旅館ひのしま荘
龍ヶ岳町樋島711
TEL 0969-62-0568
メイン食材：ハモ・鯛

ハモor鯛の
しゃぶしゃぶ

普段着で過ごせる心地良
さと、地元で揚がる新鮮
な魚介で作る料理は、鮮
度と豪快さが自慢です。
当館イチオシの”ハモor鯛
のしゃぶしゃぶ”をメイン
に天草の海の幸をご準備
しております。

龍ヶ岳
エリア

平日1泊2食（2～3名1室）14,300円（税込）

温　泉 ご宿泊 お食事

小松屋渚館
上天草市大矢野町中10044-3
TEL 0964-59-0111
メイン食材：車海老・旬の魚

天草地魚コース

海の見える露天風呂と天
然活魚にこだわるお宿。

大矢野
エリア

平日1泊2食（2名1室）

20,900円（税込）

温　泉 ご宿泊 お食事

ホテル松竜園海星
上天草市大矢野町上6494
TEL 0964-56-0348
メイン食材：ふぐ

ふぐ懐石プラン

てっさ、唐揚げ、てっちり、
ふぐ雑炊のフルコース。寒
い季節に最高のふぐづく
しプラン。プルプルのゼラ
チン質に含まれるコラー
ゲンは美容にもおすすめ
なふぐ懐石料理です。

※ふぐ刺・鍋は
　5名様盛りです。
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