「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

所在地

しまんとえきめしFORM

道の駅四万十とおわ

道の駅四万十大正

であいの里

キャンペーンメニュー／金額

ジャンル
和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

高岡郡四万十町琴平町
0880-29-6110
16-24 JR窪川駅構内

・うなぎのお重／3,500円（税込）
・四万十ポークの分厚いとんかつセット／1,300円（税込）
・えきめしから揚げセット／1,000円
・しまんとMAZEKO（マゼコ）／950円
・しらす丼／700円

地元高校生が考案した高岡郡四万十町産の
野菜や豚肉を使った「まぜそば」を、「四
万十まぜそば ＭＡＺＥＫＯ」と名付け、
カフェレス 甘辛く仕立てたたれに四万十ポークと国産
ト
牛肉の合いびき肉、町産のニラ、ショウ
ガ、トマトなどを使用。食べる時に混ぜる
生卵も町産と、地元素材をふんだんに使っ
たメニューのラインナップで提供中。

高岡郡四万十町十和川
0880-28-5421
口62-9

「高知の魚・肉を使った料理」
・とおわ四季御膳／1,580円
・うな重／3,300円
「高知の野菜を使った料理」
・毎週日曜開催の［とおわの小町バイキング］／大人1,300円子供600円（小学生以下）

和食

高岡郡四万十町大正
16-2

「高知の魚を使った料理」
・うなぎの石焼まぜご飯／870円
「高知のお肉を使った料理」
・かつ丼／870円

和食

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

0889-26-0241

0880-27-0088

ゆういんぐ四万十

高岡郡四万十町東大奈
0880-22-5188
路514-14

「四万十の鰻を使ったうな重」
・四万十うな重／並1,700円
「四万十ポークを使用」
・四万十ポークの三種丼／850円
・ゆういんぐ四万十ラーメン／820円

道の駅あぐり窪川 (レストラン風人)

高岡郡四万十町平串
284-１

0880-22-8848

・高知県四万十町の四万十ポーク、仁井田米、みそを使った米豚丼

和食

洋食堂 ケルン

高岡郡四万十町平串
347-2

0880-22-9811

・ぶらうんさんの高原卵を使ったオムレツ·土鍋キーマカレー／1,300円
・生姜の里きのこソース·ハンバーグステーキ／1,350円
四万十ポーク·とんテキ/1,230円

洋食

高岡郡四万十町峰の上
0880-22-1514
17

「四万十ポークを使用した豚丼。焼肉屋のロースターで焼き上げた豚ロースに秘伝のタレが絶品！」
・峰丼／並・750円 大・900円 ※ランチタイムのみ提供
「窪川牛のホルモン（小腸）を使用、もやし・キャベツ・ニラ
入りラーメン」
・もつ鍋ラーメン／850円

焼肉

高岡郡中土佐町久礼
6179-2

0889-52-2237

「高知の魚介類を使った料理」
・かつお刺身／1,230円
・かつおタタキ／1,230円
・チャンバラ貝／800円
・うつぼのから揚げ／900円
・チチコ煮／580円

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

0889-52-3373

・塩タタキ／700円 ※季節により多少変動有り
・海鮮丼／950円
・カツオのタタキ丼／850円
・カツオ丼／850円
・海鮮ユッケ丼／850円

専門店

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

焼肉 峰の上

和食・宴

あずま

高岡郡中土佐町久礼
6369

山本鮮魚店

彩翔-IROHA-

高岡郡中土佐町久礼
6755

0889-52-2377

・かつおのたたき／980円
・土佐和牛のモモ炙り焼き／1380円
・あおさ豆腐／420円

黒潮工房

高岡郡中土佐町久礼
8009-11

0889-40-1160

・カツオのタタキ定食

和食

黒潮本陣

高岡郡中土佐町久礼
8009-11

0889-52-3500

・鰹のタタキ定食

和食

風工房

高岡郡中土佐町久礼
8645-2

0889-52-3395

・苺シフォンケーキ／349円
・苺ソフトクリーム／349円

スイーツ

高岡郡中土佐町久礼
8645-2

0889-59-2200

・海王セット／2,000円（1人前）
・地魚定食／1,560円

専門店

浜焼き

海王

みどりの森のカフェ もくもく

高岡郡津野町杉ノ川乙
0889-56-3933
1034-3

・日替わりランチ／850円
・モーニング／550円〜

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

農家食堂 Cafe イチョウノキ

高岡郡津野町芳生野乙
0889-43-9155
810

・田舎のお昼ごはん（ランチ）
・津野山はいからうどん
・モーニング、5種類

和食

四万十源流の里 郷麓温泉

高岡郡津野町北川8308 0889-62-2336

夕食、朝食

和食

高岡郡梼原町茶ゃ谷
666

だっぱん屋

高岡郡檮原町檮原
1332-1

食創庫 蔵

キッチンアズーリ

道の駅かわうその里すさき
「とれた亭」

そうだ山温泉「和」

すさき駅前食堂

田舎レストラン

レストラン

「旬彩 生パスタランチ」
旬の食材を練り込んだ手打ちの生パスタ。
・サラダ、スープ、パン付き／1,150円
「畑のワンプレートランチ」
050-3591-4591
地元の野菜、肉、魚を和洋にアレンジしワンプレートに鮮やかに盛り付けています。
・スープ、ご飯付き／1,200円
「ゆすはらジビエ 猪のハンバーグステーキコース」ゆすはら産の猪を100%使用したハンバーグランチ。
・サラダ、スープ、パン、デザート、コーヒー付き／2,300円

藁やきしているところを見ていただけま
す。

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

メニュー考案中

須崎市栄町3-6

0889-42-0044

・日替わりランチ／950円
・おまかせディナーコース／3,250円、4,850円

須崎市下分甲263-3

0889-40-0004

・須崎カンパチ丼
・土佐丼（カツオ丼）

和食

須崎市桑田山乙1122

0889-45-0055

・いろどりプラン（宿泊の夕食）

和食

0889-40-4433

・ちりめん丼セット／660円
・ちりめん丼単品／550円
・鶏香丼（とりこどん）／500円
・鍋焼きセット／1,100円
・鍋焼きらーめん／660円

専門店

・カツオたたき定食／1,330円
・海鮮丼とラーメンセット／500円
・メジカの刺身／1,020円

和食

須崎市吾井郷乙1850-1 0889-42-7160

6月27日より施設内に「四万十川ジップライ
ン」がオープンしました。８月１３日～１
６日は４日間連続「とおわの小町バイキン
グ」開催！！

洋食・イタ
リアン

0889-65-0013

須崎市原町1丁目5-20

山さき

店舗が独自に実施するサービス内容

・ツガニとトマトのクリームパスタ／980円（税別）
・牛すじカレー／680円（税別）
・牛すじ丼／880円（税別）
・土佐ジローラーメン／780円（税別）

高岡郡越知町越知甲
1737-2

居食屋 かどた

電話番号

【奥四万十エリア】

イタリアン

鶏香丼（とりこどん）は、すさき駅前食堂
オリジナルメニューで、みょうがを入れた
どんぶり。ミョウガが苦手な方にはねぎな
ど変更可能。

須崎魚河岸

魚貴

小野家

お食事処

須崎市西崎町43

須崎市西崎町8-3

ますや

かいじ屋

須崎市大間西町1-8

須崎市大間西町3-34

つばき

食事処

須崎本店

須崎市東古市町4-29

喜楽

須崎市南古市町2-9

0889-42-5170

・須崎港直送の鮮魚を使った宴会コース／4,500円～
・９月末までメジカの新子刺身／1,300円～
・須崎名物うつぼタタキ／1,200円
・須崎産露地物野菜を使ったサラダ／680円
・四万十鶏の唐揚げ／780円

和食・洋食
（居酒屋・ ９月１７日には８周年記念イベントを三密
小料理屋な を避けた形で開催します！
ど）

0889-42-8807

・四万十鶏タンドリーチキン／650円
・ウツボ唐揚げ／650円
・メジカ(新子)刺身／650円〜(変更の場合有り)
※9月中旬ぐらいまで。その後、須崎朝どれ魚刺身に変更！

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

0889-43-1714

「高知の鰹で塩タレでやりました」
・鰹塩タレタタキ／1,300円
「高知県で獲れる貝です」
・おいがり貝／980円

和食

0889-43-2577

・鰹の塩たたき／980円
・麻婆豆腐／650円

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

0889-42-0468

「高知の魚を使った料理」
・新子／時価
・しめさば／800円
・さば寿司／1,000円
・焼きさば／800円～900円
・イサギやアジ／800円～1,000円

和食・洋食
（居酒屋・
小料理屋な
ど）

0889-42-6097

「高知の魚を使った料理」
・かつお本タタキ／1,220円～
・皿鉢料理／9,500円～

和食

