「高知家のおいしい食材 食べて応援キャンペーン」参加店舗一覧
店名・企業名

活魚レストラン

茶房

所在地

安芸郡芸西村西分甲
2840-4

藤

千福

安芸郡田野町1305

安芸郡東洋町河内2421

Restaurant Aunt Dinah

生見ホワイトビーチホテル

ホテルなはり

うまじ温泉

道の駅 大山

Ｃｈｅｚ ｎｏｕ

0887-33-3772

0887－38－
5547

0887-29-2080

喫茶店

和食・洋食
（居酒屋・ 東洋町の波をイメージして作った「波乗り
小料理屋な ポーク」は一番人気！
ど）

安芸郡奈半利町乙 5930887-38-5112
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・奈半利まぐろ定食
・南まぐろタタキ定食
・ツナネーズ丼（単品と定食）
・まぐろ飯（単品とセット）
・ネギトロ丼（単品と定食）
・まぐろ丼

和食・洋食

安芸郡馬路村馬路
3564-1

0887-44-2026

「馬路村のアメゴを使ったバーガー」
・ゆずバーガー／630円
「馬路村のアメゴの稚魚を使った丼」
・アメゴの稚魚の照りマヨ丼／900円
「馬路村の山菜や川魚を使った弁当」
・馬路温泉前駅弁当／1,100円
「馬路村の山菜を使た寿司」
・田舎寿司／880円
「馬路村の鮎を使った」
・鮎定食／1,650円

和食

0887-32-0506

「高知の魚を使った料理」
・安芸釜あげちりめん丼／700円
「高知のお肉を使った料理」
・土佐ジロー親子丼／1,000円
「高知野菜を使った料理」
・ゆず玉なすキーマカレー／900円
・大山なすカレーパン／300円
・大山なすバーガー／280円

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

安芸市下山1626番地1 0887-34-3666

安芸しらす食堂

安芸市西浜3411-46

0887-34-8810

安芸市赤野甲1774番地 0887-35-2224

安芸市土居1017-１

白川

「高知の土佐ジローの卵を使用した」
・プリン／350円
「高知県産 柚子を使った」
・柚子シロップ
・店内では柚子ジュース 柚子スカッシュ／500円
・カツオタタキセット／1,435円
・波乗りポーク／1,100円
・カントリーハンバーグ／1,195円
・シーフードスパゲティ／925円
・ハンバーグ・エビフライ・カツ／1,410円

安芸市本町2-13-4

0887-34-0701

0887-34-1356

「高知野菜を使った料理」
・ナスとトマトのスープカレー／850円
・きのことベーコンのスープカレー／1,000円
・ニラと親鳥のスープカレー／1,000円
・太陽カレー／830円
・太陽カレーZ／860円
・釜あげちりめん丼
・ドロメ丼
「高知の魚を使った料理」（※以下税込み価格）
安芸名物
・釜あげちりめん丼／870円
・釜あげちりめん丼とハーフうどん／1,010円
・釜あげちりめん丼と若鶏のからあげ御膳／1,120円
・釜あげちりめん丼とエビフライ御膳／1,120円
・釜あげちりめん丼と鰹のたたき(矢流御膳)／1,490円
・安芸特産のちりめんじゃこたっぷりの釜あげちりめん丼
・ちりめん丼の上に季節の野菜のかき揚げをのせたかき揚げちりめん丼
・地元のなすを使ったなす丼、なすカレー
「高知の魚を使った料理」
・握り／各1,000円〜

店舗が独自に実施するサービス内容

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

「高知の魚を使った料理」
・朝定食 和／550円

安芸市庄之芝町1-51 そ
0887-34-3157
らそらビル5F

廓中ふるさと館

・いっぱい海鮮丼／1,705円
・漁師丼／1,078円

ジャンル

安芸郡東洋町生見5750887-29-3018
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カフェ＆ギャラリー a new moon

レストラン矢流

キャンペーンメニュー／金額

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

安芸市下山1400

スープカレ＆カフェ
ｓ

電話番号

【安芸・室戸エリア】

※「朝定食 和」は、7：00〜10：00の営業時
のみの提供。
※漁の状況により「朝定食 和」の提供がで
きない場合あり。事前に電話確認を。

夏は馬路村の清流で泳いだ鮎やアメゴを新鮮
なまま使うた料理を提供してお客様に喜んで
貰いよります。時々ウナギもおるきねえ。天
然ウナギの味はまた格別ながよ。是非楽しみ
にお越しください。

洋食

洋食
和食

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

和食

和食

・一品物／各1,000円〜

ホテルTAMAI

・シイラといろいろ野菜の天丼
・シイラとムニエル安芸産柚子のバターソース
・シイラの唐揚げピリ辛中華ソース
・かまあげちりめん丼 たたきセット
・かまあげちりめん丼 米茄子セット
・地元野菜のそぼろあんかけ丼 ゆず風味
・四万十ポークの中華風ピリ辛サラダ
・あき御膳
・刺身御膳
・酢豚セット
・中華弁当
・四万十ポークのとんかつ定食
・四万十ポークステーキとエビフライセット
・野菜と魚介のサラダ

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

室戸市吉良川町丙8900887-25-3500
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・刺身定食／1,600円
・ボタナスのフライ／500円

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

室戸市佐喜浜町3

・日替わり定食／1,000円
・日替わりシイラ定食／1,000円
・エビフライ定食／1,300円
・貝丼／800円

和食

0887-22-6610

「高知の魚を使った料理」
・高知鮮魚の漬け丼／1,300円
・かつおの厚切り塩タタキ定食／1,300円
・ちりめん丼／900円
「高知の肉を使った料理」
・四万十鶏の唐揚げ定食／950円
・四万十ポークカツ定食／1,300円

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

室戸市室戸岬町1810-2 0887-22-6222

・焼き魚定食／700円※ランチのみ
・シイラフライカレー／700円※ランチのみ
・藍のパンのバニラのせ／450円
・ジオソフト／350円
・深層水コーヒー／350円

ランチは不定休にお休みすることがあります
和食・洋食
ので、ご注意ください。
（居酒屋・
台風などの天候によりお休みになることがあ
小料理屋な
りますのでご注意ください。
ど）
ランチタイムは11：30〜OS13：30

安芸市矢ノ丸1-6

キラメッセ室戸 食遊 鯨の郷

ドライブイン夫婦岩

シレストむろと「室戸山海 匠味」

ジオカフェ・ジオショップ

室戸市室戸岬3795-1

0887-35-2111

0887-27-2005

をご用意しています。

「高知の魚を使った料理」
・金目丼／1,700円
・金目照り焼き丼／1,300円
・新鮮地魚お刺身定食／1,800円
ホテル明星

室戸市室戸岬町3883

0887-22-3232

「高知のスジ青のりを使った料理」
・空海うどん／500円〜

和食

「高知の肉を使った料理」
・土佐あかうしステーキ／2,500円〜

海の駅とろむ

立寿司

レストランぢばうま八

室戸市室戸岬町6810152

室戸市室津2506-2

日替わり定食は、朝獲れの鮮魚の刺身
日替わりシイラ定食は、シイラのムニエル
貝丼は、ナガレコ

0887-22-2176

「高知の魚を使った料理」
・室戸とれとれ丼／1,000円
・藁焼きかつおたたき丼／1,200円
・藁焼きかつおたたき定食／1,700円

和食

0887-22-3423

「高知の魚を使った料理」
・おすすめ握り／3,000円
・魚の刺身／1,500〜2,000円
・まんぼの煮付け／500円
・まんぼの皮／300円

寿司屋

居酒屋 千太郎

料亭 花月

釜めし 初音

室戸市室津2553-7

室戸市室津2586

室戸市室津2616-1

0887-22-0713

・マンボーのたたき／800円
・梅しそカツ／700円
・茄子のそうめん／500円
・アジの南蛮漬け／300円
・刺身盛り合わせ／1,200円〜

和食・洋食
（居酒屋・
ご来店時には要予約
小料理屋な
ど）

0887-22-0115

・室戸キンメ丼／1,700円
・海鮮丼／1,700円
・金目ちらし／1,900円
・金目クジ丼／1,600円
・シイラの定食／1,000円

和食

088-722-0290

・室戸金目鯛お刺身定食／2,800円
「金目鯛お刺身、小鉢の鯖の煮物&ながれこ煮物も室戸産」
・室戸キンメゆずあんかけ丼／1,700円
「室戸産金目鯛の唐揚げに北川村のゆの酢で作ったあんをかけた丼ぶり」 ※昼限定
・室戸うおナスたたき丼／1,650円
「旬のたたき(歯鰹、さわら、カンパチ、カジキ等)と羽根ナスのたたきで魚と野菜のコラボ丼」 ※昼限定
・室戸いもナス海老天丼／1,400円
「吉良ポテト&羽根ナスの天婦羅、大きい海老天のコラボ天丼」 ※昼限定
・室戸うおフライの柚子風味マリネソースサラダ／1,000円
「室戸産旬の魚のフライに北川村の柚子と高知県産?…トマト&オニオンで作ったマリネソースをかけたサラダ風」
夜限定

※

キャンペーンメニューご注文の方は、ドリン
和食・洋食
クより100円引きです。
（居酒屋・
小料理屋な
キャンペーンメニューには金目鯛フレーク&
ど）
金目鯛あら汁をお付けします。

追設※どんぶりのご飯も室戸のお米です。お刺身のつまの大根、キュウリ、大葉、たたきの玉ねぎ、ニンニク、当店の
魚と野菜は基本全て地産地消です。

MUROTO base 55

サンフィッシュまんぼう

室戸市室津2836-2

室戸室戸岬町3001

0887-98-7011

・金目の干物
・サバの干物
・備長炭うどん

BBQなど

0887-23-0776

・月替わりサービスランチ／800円
・刺身定食／1,400～1,500円
・エビフライ定食／1,800円
・とんかつ定食／1,800円
・握りとそばのセット／1,850円

和食・洋食
（居酒屋・ お客さまが自分で釣った魚をもって来られた
小料理屋な 場合、調理します
ど）

