


入会金・年会費
無　料

（一社）館山市観光協会・たてやまファンクラブ事務局

たてやまファンクラブ
公式サイトはこちら

平砂浦の星空 亀屋本店  館山店

たてやまファンクラブ
ご利用された各店舗で、旬の「特典」が！ご利用された各店舗で、旬の「特典」が！

たてやまファンになりそうなあなた、たてやまファンになってしまったあなたには「たてやまファンクラ
ブ」へのご入会をお誘いします。館山旅のベストパートナーとして「たてやまファンクラブ」の
MEMBER’S CARDをお持ちになり、館山の街と特典をお楽しみください。入会は無料です。
詳細は、（一社）館山市観光協会・たてやまファンクラブ事務局、協会ホームページでも承ります。

井上文太氏  特製デザインカード
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たてチャリ、恋人の聖地・・・ウラ表紙

このマークのある施設は温泉施設です。 お一人につき150円の入湯税がかかります。
このマークのある施設は表示料金以外に消費税がかかります。 このマークのある施設は表示料金に消費税が含まれています。

このマークのある施設は「たてやまファンクラブ」に加盟している施設です。※特典内容は各施設にお問い合わせください。

外税 内税

「館山ガイド」
アイコン案内
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●
　　　館山警察署
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北条・館山エリアたてやまファンクラブ
本紙掲載加盟店

日東商船 海中観光船
掲載Ｐ21   ☎0470-22-0088

★特典  乗船料割引　
大人（中学生）2570円→2300円
子供（小学生）1290円→1200円

5 なぎさ食堂
掲載Ｐ７  ☎0470-28-4927

★特典  お食事ご注文のお客様に
限り、ホットコーヒーorアイスコー
ヒーサービス

6 海のマルシェ
掲載Ｐ７   ☎0470-28-4926

★特典  2000円以上お買い上げ
の方、ミニソフト2個までプレゼント

7 さくらや旅館
掲載Ｐ47   ☎0470-22-0762

★特典  レンタサイクル及びワン
ドリンク

8

海辺の宿  きらく
掲載Ｐ44   ☎0470-22-2657

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

1 せいたろう
掲載Ｐ44   ☎0470-22-6718

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

2 かやま・北浜
掲載Ｐ44   ☎0470-22-3282

★特典  夕食時プラスワンサービ
ス

3 館山旅館
掲載Ｐ45   0470-22-3385

★特典  ワンドリンクサービス

4
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松善旅館
掲載Ｐ45   ☎0470-22-7515

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

9

里見の湯
掲載Ｐ41   ☎0470-25-1126

★特典  レストランご利用のお客
様、ソフトドリンク一杯無料

13

館山焙煎工房
カフェポラリス

掲載Ｐ14   ☎0470-23-2322

★特典  ①コーヒー豆お買い上げ
で本日のコーヒーサービス②喫茶
でご来店の方、スイーツ一品サー
ビス

17

ピース製菓
掲載Ｐ12   ☎0470-22-0699

★特典  1000円以上お買い上げ
の方にちいずさぶれ1枚プレゼント

21

郷産銘菓処  房洋堂
館山駅前店

掲載Ｐ12   ☎0470-23-5116

★特典  1000円以上お買い上げ
の方に花菜っ娘プレゼント※他の
特典との重複は不可

25

旅館大浜
掲載Ｐ47   ☎0470-22-2503

★特典  ①宿泊者レンタカー割引
②ワンドリンクサービス（ビール又
はソフトドリンク）

10

カジュアルフレンチ
トックブランシュ

掲載Ｐ14   ☎0470-25-5524

★特典  ランチ2000円以上、ディ
ナー3850円以上のコースご予約
で、1グループ4名までドリンク1杯
半額（他のサービス併用不可・支
払方法等の制限あり）

14

ツネホステル館山
掲載Ｐ45   ☎0470-29-7974

★特典  ミネラルウォーター1本
サービス（1名につき）

18

加藤菓子舗
掲載Ｐ13   ☎0470-22-0756

★特典  牛乳せんべいちょっぴり
プレゼント

22

ＪＲ東日本レンタリース（株）
駅レンタカー館山営業所

掲載Ｐ51   ☎0470-22-7778

★特典  10％割引（全車種）

26

潮の香り カネフク
掲載Ｐ12   ☎0470-22-1233

★特典  お買い上げに応じて
ちょっぴりプレゼント贈呈

11

鮨匠　なか川
掲載Ｐ５  ☎0470-22-0044

★特典  特典1品（小鉢）サービス

15

清水屋商店
掲載Ｐ50   ☎0470-22-3267

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

19

亀屋本店館山店
掲載Ｐ11   ☎0470-23-0586

★特典  2000円以上お買い上げ
の方、粗品プレゼント

23

館山市観光協会
館山駅西口観光まちづくりセンター

掲載裏表紙  ☎0470-22-2000

★特典  レンタサイクル100円引
き、スポーツバイク10％引　割引
特典の併用不可

27

館山城・館山市立博物館
掲載Ｐ15  ☎0470-22-8854

★特典  館山城限定ステッカープレゼ
ント。館山城または博物館本館入への
入館時、カードをご提示いただいた方と
お連れの方に、1枚ずつお渡ししします。

12

白浜屋本店
掲載Ｐ５   ☎0470-22-3615

★特典  ランチ限定「地魚寿司」
1514円　70円引き

16

幸田旅館
掲載Ｐ45   ☎0470-22-3258

★特典  ご宿泊のお客様にお茶又
はミネラルウォータープレゼント

20

寿し甚
掲載Ｐ５   ☎0470-22-3238

★特典  お食事の方にあら汁また
は小鉢一品サービス

24

とまや食堂
☎0470-24-2170

★特典  お食事の方にコーヒー
サービス

28
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西岬・平砂浦エリアたてやまファンクラブ
本紙掲載加盟店

ホテルファミリーオ館山 おさしみの宿 たろべ

海辺の小さなお宿
まるへい民宿

沖ノ島ダイビングサービス
マリンスノー

ＴＨＥ  ＳＨＩＮＲＡ ふじみ寿し
掲載Ｐ40   ☎0470-22-8861

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

5
掲載Ｐ43   ☎0470-29-1188

★特典  ソフトドリンクサービス

6
掲載Ｐ34   ☎0470-29-1233

★特典  サンセットバーにて生ビー
ルorソフトドリンク1杯サービス

7
掲載Ｐ5   ☎0470-29-0129

★特典  プラスワンサービス（一品
サービス）

8

お宿やまもと
掲載Ｐ44   ☎0470-22-2671

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

1 NPO法人 
たてやま・海辺の鑑定団

掲載Ｐ21   ☎0470-24-7088

★特典  貝殻ストラッププレゼント

2
掲載Ｐ46   ☎0470-22-2803

77

★特典  ①駐車場無料（2輪・軽・
普通車に限る）②海のお守り＠宝
貝ストラップ進呈

3
掲載Ｐ20   ☎0470-29-5182

★特典  手作り貝のストラップ

4
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鳩山荘  松庵
掲載Ｐ39   ☎0470-29-2311

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

9 休暇村館山
掲載Ｐ40   ☎0470-29-0211

★特典  温泉日帰り入浴100円引
き

10
掲載Ｐ20   ☎0470-29-7600

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

11 磯の香亭（伝平）館山ダイビングサービス
ＳＡＲＡ

掲載Ｐ9   ☎0470-29-0175

★特典  1品サービス

12

ホテル洲の崎  風の抄
掲載Ｐ33   ☎0470-29-0301

★特典  1グループにつき1個「岩
海苔の佃煮」プレゼント

13 岬の宿  善平
掲載Ｐ46   ☎0470-29-1274

★特典  ソフトドリンク1本サービ
ス（1名に付き）

14 ホテル川端
掲載Ｐ32   ☎0470-29-0341

★特典  宿泊者限定：特別料理・
お飲物全品5％引き

15 館山体験工房
掲載Ｐ21   ☎0470-29-1811

★特典  体験料金５％引き

16

平砂浦ビーチホテル
掲載Ｐ39   ☎0470-29-1100

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください

17 ドックホテル わん楽
掲載Ｐ35   ☎0470-29-1220

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

18 館山ファミリーパーク
掲載Ｐ17   ☎0470-28-1110

★特典  入園料50円引き

19 ペンション キャッチボール
掲載Ｐ47  ☎0470-28-2409

★特典  ソフトドリンクサービス
※他のサービスと併用出来ません。

20

手打ちそば秀ちゃん
掲載Ｐ10   ☎0470-28-2444

★特典  そばお一人様50円引き

21 館山野鳥の森
掲載Ｐ22   ☎0470-28-0166

★特典  木工体験料420円→
320円　材料費は別途かかります

22 ペンションＫＥＩＫＯ
掲載Ｐ47   ☎0470-28-2639

★特典  ご宿泊のお客様
           サザエのサービス

23 清風荘
掲載Ｐ47   ☎0470-28-0697

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

24

ヒルサイドインシロッコ
掲載Ｐ48   ☎0470-28-2341

★特典  貸し切り露店風呂入浴無
料

25 カントリーハウスホテル　
ティパサ

掲載Ｐ45   ☎0470-28-2388

★特典  グラスワインまたはソフト
ドリング1杯

26 リフレッシュインてゅもろぉ～
掲載Ｐ48  ☎0470-28-1715

★特典  オリジナルカクテルorソ
フトドリンク

27
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船形・那古・八幡エリアたてやまファンクラブ
本紙掲載加盟店

掲載Ｐ8   ☎0470-20-4401

★特典  お買い物をしていただい
たお客様に塩ワカメのプレゼント

1

掲載Ｐ44   ☎0470-27-2755

★特典  ジュース1本プレゼント

5

掲載Ｐ13  ☎080-6980-9860

★特典  ちょっびりプレゼント

2

掲載Ｐ31   ☎0470-23-8111

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

6

掲載Ｐ38  ☎0470-20-5693

★特典  特典内容は、店舗までお
問い合わせください。

3

掲載Ｐ31   ☎0470-22-0151

★特典  板長のお勧め料理1品
サービス

7

掲載Ｐ11   ☎0470-28-5510

★特典  2000円以上お買い上げ
の方、粗品プレゼント

4

掲載Ｐ8   ☎0470-23-2070

★特典  味噌汁サービス

8

房総の駅とみうら「魚鷹」

民宿  つのだ 鮨 やまと（館山店）

佐助どん（株式会社まるい）

たてやま温泉 夕日海岸昇鶴

鏡ヶ浦温泉 ＲＯＫＵＺＡ

館山シーサイドホテル

亀屋本店・館山那古店
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●とれたて市場  健人館
那古・船形・八幡エリア

北条・館山エリア

☎0470-20-5227
特典内容は、店舗までお問い
合わせください。

●アクアサイドイン
　サニーフッシュ

西岬・平砂浦エリア

☎0470-20-9255
自家製果実酒又は
ソフトドリンク1杯サービス

●須藤牧場
　アイスカフェＣｏｗＢｏｙ

九重地区

☎0470-22-9732
トッピング1種サービスまたは
オリジナルポストカード1枚

●アロハガーデン
　たてやま
☎0470-28-1511
モアナガーデンカフェにて
ドリンク100円引き

●ぺンション
　サンディビーチ
☎0470-28-2288
バリミニグッツプレゼント

●ペンション  シーガル
☎0470-28-0936
エスプレッソ1杯サービス

●ぺンション  ＤＡＹＯＦＦ
☎0470-29-1661
宿泊料金（1泊朝食付き）の5％割引

●ペンション  ホワイトキャビン
☎0470-29-0373
特典内容は、店舗までお問い
合わせください。

●ペンション  マーメイド
☎0470-28-1517
特典内容は、店舗までお問い
合わせください。

●やどかり
☎0470-29-1160
果実酒1杯サービス

●ベンション  菜の花
☎0470-29-1159
宿泊料金（1泊朝食付き）の5％割引

●海の湯宿  花しぶき
☎0470-28-2211
オリジナルクリアファイルプレゼント

●たてやま温泉  千里の風
☎0470-28-2211
貸切露天風呂1回45分無料
※他サービス特典との併用不可

●漁港食堂  だいぼ
☎0470-29-1221
お土産10％ＯＦＦ

●食事処  多津味
☎0470-29-1645
ソフトドリンクまたは
小鉢のサービス

●オーベルジュ
　オーパヴィラージュ
☎0470-28-1000
フランス産ミニマルセイユ
石鹸をお1人1個プレゼント

●人魚の湯  旅館  海紅豆
☎0470-23-1212
特典内容は、店舗までお問い
合わせください。

●ジェイアールバステック
　館山売店
☎0470-25-7720
レンタサイクル2時間以上100円引き
おみやげ商品1,000円以上1割引

●ほかほか弁当（船形店）
☎0470-27-2708
特典内容は、店舗までお問い
合わせください。

●漁師料理  たてやま
☎0470-22-1137
注文時にカード提示でソフト
ドリンク一杯サービス

●巴寿し
☎0470-28-0009
小鉢1品サービス

●ねぶた茶屋
☎0470-30-8388
小生ビール1杯サービス

●浜寿し、汐亭、雅房庵
☎0470-22-1646
一品サービス

●Ｔ・Ｐ・Ｆ（館山パイオニア
　ファーム）
☎090-2459-1094
スイーツをご注文のお客様
に限り、ミニソフトドリンク
サービス

●館山ビジネスホテル
☎0470-22-1189
特典内容は、店舗までお問い
合わせください。

●旅館  にい釜
☎0470-22-0148
会員特別メニュー
（地魚のお料理）

●旅館  日の出
☎0470-27-3377
コーヒー1杯サービス

●肉の相川
☎0470-23-4129
館山メンチ10円引き
（200円→190円）

●ほかほか弁当（船形店）
☎0470-27-2708
特典内容は、店舗までお問い
合わせください。

●たてやま旬鮨  海の花
☎0470-25-5151
板長おすすめ地魚料理1品
サービス

●江戸銀
☎0470-22-1880
お食事の方にワンドリンク
サービス

●かもめグリル
☎0470-24-8787
お食事のご注文のお客様に
限り50円引き

●木村ピーナッツ
☎0470-23-4823
2000円以上お買い上げで
100円引き

●焼肉焼酎屋  栄蔵
☎0470-23-1929
お食事の方、こだわり焼酎
1杯プレゼント

★その他のたてやまファンクラブ加盟店舗一覧★

●日本料理・鮨  季の音
館野地区

☎0470-28-5567
ソフトドリンク1杯サービス
（ただし、お料理をご注文さ
れた場合のみ）

●早坂園芸
その他エリア

☎0470-27-2008
特典内容は、店舗までお問い
合わせください。

●鋸山ロープウェイー
☎0439-69-2314
５名様まで運賃１割引

●食　●花　●体験　●古めぐり　●おもてなし　●その他

FC-9



FC-10



FC-11



FC-12



FC-13



食のまち たてやま

Taste the dive�ity
　　　 of the cuisine
館山では一年を通して豊富な魚介類が水揚げされ、またたくさんの種類の野菜や果物が獲れます。そしてそれらの素材
を使った地産地消の料理がたくさんあります。誰もが笑顔になれるとってもおいしい、そして身体にやさしい旬の味・本
物の味をご提供させていただく「食のまち」をご紹介します。

食
の
ま
ち

4 ※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税

館山総本店

（LO20：15）
（14：00～16：00中休み有り）

MAPP55.C-2

た
て
や
ま
旬
鮨

海
の
花



食彩空間 花水木
和の王道を行く。
店内はバリアフリーで
ご年配の方もゆったりくつろげる

☎0470-24-8738
館山市湊196-1
11：00～21：00（中休み有）

不定休
平均予算 3,000円

住

￥
休

時 外税

MAPP55.A-3

日経新聞、JAFに掲載
ラジオ『安住さんの日曜天国』でも紹介された老舗鮨処
※ホットペッパーサービスあり

店秘伝の「タレ」がかかった握りで旬の味わいを堪能

MAPP55.C-2

地魚メインの
「板さんおまかせ握り」

創業1939年、旬の地魚を使った房州鮨を
当店秘伝のタレとともに提供しております。

☎0470-22-0044

水曜日休

時 昼の部11：30～14：00
夜の部17：00～21：30
（L.O. 各30分前）
昼の部は、
鮨メニュー限定
飲み物可。
（お問い合わせ下さい）

地魚メインの
「板さんおまかせ握り」 
　　　  2,950円

￥

館山市長須賀162住 MAPP55.C-2

内税

鮨匠 なか川

内税

☎0470-22-3238
館山市北条2226-4住 不定休休時 10：30～21：00 ※早仕舞㊒ 

寿し甚

白浜屋本店
旬の地魚を“いなか寿司”でお楽しみください。

☎0470-22-3615

館山市北条1625-38住

地魚寿司1,980円（8貫）、地魚寿司ランチ1,540円（6貫）

（5名様以上は要予約）

地魚寿司
1,800円

￥

水曜日休

時 平日 ①11：00～15：00  ②17：00～21：00  土日祭 ③11：00～21：00

MAPP55.C-2

ふじみ寿し
南房総いいとこどり。地魚を使ったおすすめ地魚寿しが人気！

不定休の為、お電話頂いた方が確実です。

☎0470-29-0129

館山市浜田296-1住

おすすめ地魚寿司　2,500円（時期によってネタは変わります。）￥

不定休（月）休

時 平日 16：00～21：00  （ラストオーダー20：30）
外税

MAPP54.A-3

鮨亭 笹元
☎0470-23-6311

訪れるたびに驚きがある、
　　　　鴨川本店も宜しく。

館山市長須賀55-7住
木曜日休

時 11：30～14：30／17：00～20：00（L.O）
おまかせずし  3,780円￥ 内税

内税
MAPP57.D-2

食
の
ま
ち

5※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税



房総地魚寿司

美味い家若鈴

美味しい地魚を食べるなら
美味い家 若鈴へ

天然物の地魚、極上の地魚。
定番メニューのほかに毎日更新の

本日のおすすめ品など
旬の食材で四季の訪れを感じる

☎0470-23-9022
館山市上野原91-4 11：00 ～ 14：00 

17：00 ～ 23：00
第3月・火曜日住 休 時

MAPP55.B-3

食
の
ま
ち

6 ※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税



海のマルシェたてやま

房総野菜

年中無休
※臨時休業有り

千葉県館山市館山 1564-1（渚の駅１階）
TEL:0470-28-4926　FAX:0470-28-4698
〈営業時間〉 9：00～17：00    ※季節により変動有り

館山なぎさ食堂
千葉県館山市館山 1564-1（渚の駅２ 階）
TEL:0470-28-4927
〈営業時間〉ランチ／11：00～14：30（LO.）　※土日祝日は15：00（LO.）

カフェタイム／14：30～17：00（LO.16：30）　
※季節により変動有り　

地元の生産者さんが収穫したばかりの新鮮な房総野菜を並べてくれます。自前定置網でその日
の朝に水揚げされた新鮮な魚介類も並びます。自然の恵みが溢れる房総半島の新鮮な美味しい
ものが並ぶ産直マーケット『海のマルシェたてやま』。館山の定番人気のお土産から、こだわり
の上質な手土産、安心安全なオーガニック食品など魅力的で多彩な商品を取り揃えております。

水平線が目の前に広がる最高のロケーションにある『館山なぎさ食堂』では、人気の海鮮丼
や刺身定食をはじめ伊勢海老のパスタなど房総の新鮮な地元食材を季節ごとに美味しくご堪
能いただけます。午後のひとときはパティスリー・ソラネルのケーキ
のカフェタイムもおすすめです。　（展望デッキのみ　ペット可）

年中無休
※臨時休業有り

MAPP55.C-1

〝渚の駅〞たてやま１階の『海のマルシェ』で買い物をしながら、
２階の『なぎさ食堂』でランチやスィーツをどうぞ！！

朝採れたばかりの新鮮な
房総野菜を是非どうぞ

マルシェセレクト
房総の名産品や

バイヤーこだわりの銘品

丸六水産
定置網直送〝獲れたて〞地魚！
網元直営の丸六水産へ 

パティスリー・ソラネル
パティシエこだわりの美味しい
　ケーキや焼き菓子をどうぞ

食
の
ま
ち

7※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税



MAPP55.B-3

MAPP56.C-2
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食
の
ま
ち

9※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税

☎0470-29-0175
館山市波左間944住

磯料理の宿 伝 平
波左間沖の定置網で獲れた素材を使った磯料理は絶品

MAP P54.A-2
1泊2食付き 7,500円～￥ 外税

館山市波左間944 12：00～14：00
18：00～21：00

毎週木曜日 

寿司御膳 大漁かごちらし御膳

住 休時

磯の香にのせて伝えたい、心のぬくもり

すぐ前の漁港、波左間沖の定置網で獲れた素材を使った
豪快な磯料理やお寿司が楽しめる

☎0470-29-0175

お食事処　磯の香亭

MAPP54.A-2



館山市八幡235
AM9：00～PM19：00　ラストオーダー18：00
お正月休みあり 館山駅から車で５分、徒歩20分

住

休

時

バッドアスコーヒー館山店
ハワイアンスタイルの店内で香り豊かなコーヒーと

オリジナルフードをお楽しみください。

☎0470-25-7228 MAPP55.Ｂ-3

MAPP54.A-4

秀ちゃん手打ちそば

各地の「在来種の蕎麦」を中心に手挽き石臼自家製粉
産地別に江戸風、田舎風の2地域2種類のそばが楽しめる

☎0470-28-2444

館山市大神宮120-1

11：00～19：00（LO）
月・火 LO 15：00
（但し15：00以降は要予約で
  営業いたします。） 
水・木曜日 ※祝日は営業

自家栽培と地元契約農家で生産の
辛味大根を使った『おろしそば』850円
地元で飼育された豚肉がたっぷりと
入った『豚肉つけ汁そば』850円

住

￥

休

時

MAPP54.D-4

内税

食
の
ま
ち

10 ※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税



MAPP55.C-2 MAPP54 那古：船形

味は６種類 ！　昔ながらのプレーン味、
シナモン味、チョコレート味、桜葉風味、
バター味、抹茶みるく味がございます。

国内産のアワビを
秘伝の味付けで
じっくり仕上げた逸品。
ご贈答に最適です。

契約駐車場あり(4ヶ所）

http://kameyahonten.co.jp

食
の
ま
ち

11※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税



わかめ造りののれんを守り、
さきがけて塩蔵生わかめの製法を開発。
以来、国内産の原料を厳選して
ひたすら最高品質を目指し続ける。

ひふみのハチミツ
を使った

ミツバチソフト
新発売

青々として肉厚のわかめ。
ぷりぷりっと弾力があってやわらかく、
サクッとしたおいしさとほのかな
潮の香りが楽しめる。

館山市北条1866

カネフク
☎0470-22-1233

ピース製菓
☎0470-22-0699 ☎0470-22-2353

賜　お買い上げ
上皇上皇后両陛下、天皇陛下

なし
潮わかめ……540円～
ひじき………540円～

毎週水曜
（祝日の場合変更あり）

「びわのしずく」
びわが一粒まるごと入ったびわゼリー。
ゼリーのぷるんとした食感とびわの甘酸っぱい
風味が豊かな香りと共に
お口の中に広がります。
5個入り…837円
10個入り…1,674円

ひふみ養蜂園
HP  http://www.  123-832.com/

火・木・土・日 11時～16時営業café 123
カフェ ヒフミ

びわの花のミツを
集めに来たミツバチ
びわの花のミツを
集めに来たミツバチ

館山市八幡515住

菜の花ハチミツ250g：1,250円～
当店にしかないびわ蜂蜜180g：2,400円
生ローヤルゼリー30g：3,780円～
液体プロポリス10cc：3,880円～

￥
水曜日休

館山市沼850住

￥
休

住

休

￥

幻の蜂
蜜

希少な
びわ蜜幻の蜂

蜜

希少な
びわ蜜

MAPP55.C-2

MAPP55.B-2

MAPP55.D-1

250g 2,900円250g 2,900円

180g 2,200円180g 2,200円

国産蜂蜜・ローヤルゼリー・プロポリス

内税

内税

内税
内税

内税

千葉郷産銘菓処

☎0470-23-5111（本社）

☎0470-23-5116 ☎0470-23-8214

館山市安布里780住

房総の風物詩、県花「菜の花」を
イメージする黄味餡入りの
ふるさとのホイル焼乳菓。

16本入り：2,299円
12本入り：1,682円
8本入り：1,144円

￥

房総特産果実のゼリー
（びわ・なし・アクアメロン・
  夏みかん）詰め合わせ

12個入り：2,500円
9個入り：1,872円
6個入り：1,244円

￥

和菓子・洋菓子を製造販売しています。
その他地元のお土産もお取り扱いしています。

MAPP55.A-2 MAPP55.C-2 

イオン館山店 館山駅前店
☎0470-23-5115
MAPP55.C-2 

館山銀座店

房総果樹園 

花菜っ娘

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税

食
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加藤菓子舗

☎0470-22-0756

☎0470-24-2170

館山市北条1841-5
水曜日

元祖牛乳せんべい製造元
房州特産の牛乳を豊富に使い、
お土産、ご贈答に最適

住

元祖牛乳せんべい
24枚入り：    540円
48枚入り： 1,080円

￥

休 MAPP55.C-2

内税

MAPP54. 拡大MAP 那古・船形

永 家
（はるかヤ）

☎0470-29-7435

館山市北条1556-16
店内飲食はランチのみ11時半～14時半L.O
お持ち帰り営業　電話受付は9時～17時
お持ち帰り受け渡し時間　11時半～18時
日曜日・不定で月曜日に2回休みあり

住

休

時

館山市北条2307-36
11：00～15：00
17：00～21：00
毎週木曜日
第1、第3水曜日

住

休

時

MAPP55.C-2

以前は、東京恵比寿でカウ
ンター八席の和食店を営

MAPP55.D-1

業しておりました。前店でのウリの一つが天丼御膳でした。
ゴハンの中にある物を忍ばせており、上から特製のトロッと
した黒ダレをかけた一品です。その他にも料理・甘味があ

地魚料理・定食の
お店です。
漁港直送の新鮮
な魚介類。海を見
ながらのお食事が
楽しめます。 

り、銘酒も揃えてあ
りますので、ご一緒
にお楽しみ下さい。

食
の
ま
ち

13※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税



トックブランシュ
☎0470-25-5524ホテルオークラ出身シェフのお店。

地元の方にも観光でお越しの方にも
いろんなシーンでご来店いただいています。
地元食材も取り入れたフレンチをどうぞ。
ご来店をお待ちしております。

家族経営の小さなレストランです。
キッズメニュー・キッズチェアもございます。
ご予約を多くいただいています。事前予約がベターです。
席数が以前より少なくなっています。満席の際はご容赦くださいませ。

ドリンクメニューも豊富。
ノンアルコールカクテルが人気。

カジュアルフレンチ

館山バイパス店（なかぱんカフェ）

館山市南条238-1

月曜・第4火曜日・年末年始・他 
（公式webでご確認ください）

住

lunch   11:30～13：30（LO）　
dinner 17:30～19：30（LO）

時

休

営業時間10：00～19：00
焙煎時間10：00～18：00

時

月・火曜日休

MAPP55.D-3

ロシアケーキ
館山の味 
    中村屋のパン

☎0470-23-2322

館山市北条1708 アークス内住

洋服・アクセサリー等のレディースコーナーもあり。
コーヒー・ギフト等の宅配も承ります。

お客様のコーヒー造りをお手伝い。
世界のコーヒー生豆常時３０種以上、
お客様のお好みで焙煎します。
地元食材を使った
オリジナルスイーツ等、
喫茶メニューもたくさん ！

自家製ビスケットに八街市「伊藤国平商店」の落花生を
用いたマカロンをしぼりつけ二度焼きいたしました。

MAPP55.C-2 

駅前本店
☎0470-23-2133

☎0470-23-1656

館山市北条1882住

火曜定休のときあり休

MAPP55.C-2

館山市北条692住MAPP55.C-3

（１個づつ袋入り）

レディースフレンチ会席ランチ ２,０００円 内税

食
の
ま
ち

14 ※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税
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Touch the beauty of flowe�
城山城・城山公園

城山公園管理事務所
☎0470-22-8854 館山市上真倉2239

月曜日（月曜日が祝日の場合、連休明け翌日が休館）

住

火曜日～日曜日　9：00～16:45時

休MAPP55.D-1

房総の戦国大名・里見氏の居城跡を整備した城山公園。城山の頂
上に館山城「八犬伝博物館」が聳えたっています。見晴らしのよい展
望広場からは市内を一望できる他、空気の澄んだ天気の良い日には
東京湾越しに富士山を望むことができます。公園内には館山市立博
物館や日本庭園などが点在。花の公園としても親しまれ早春から季
節の花々が美しく咲き誇ります。

花
の
ま
ち 

た
て
や
ま

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。

花
の
ま
ち
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1月

水仙

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。

かつては戦国武将・里見氏
の居城があり、現在は季節
の花木に彩られた憩いの
場。頂上の館山城（八犬伝
博物館）には『南総里見八
犬伝』の資料が展示されて
います。

城山公園
しろ やま こう えん

歴史と季節の花木に
彩られた憩いの場

つつじ園

日本庭園・茶室（紅葉）

　梅園

つばきの径

はなしょうぶ

館山城

MAPP55.D-1

たてやま 桜の見所

館山城址の東にある、館山城を築いた里見9代義康公の菩提寺として広く
知られ、義康公直筆書状や多くの古文献等が伝えられる古刹です。境内に
は枯山水があり「しだれ桜」は見事で多くの人々の眼を楽しませています。

MAPP54.D-4 MAPP56.Ｄ-2
☎0470-28-0034 ☎0470-23-7261安房神社

あ わ じん じゃ じ おん いん

慈恩院

1月 2月

梅 さつき さざんか

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

城山公園 花暦

椿 椿ツワブキ

水仙 水仙紅葉河津桜 八重桜 あじさい

つつじ はな
しょうぶ

か
ん
ひ
桜

染井
吉野

安房国一の宮として、四季折々の趣に満ちる古社。とりわけ桜の時期
には、見事に参道一面が桜色に彩られます。第一鳥居からの参道沿い
の桜並木を抜けると、咲き誇る桜の先に真白な鳥居が見えてきます。

花
の
ま
ち

16



MAPP54.C-3

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。

花
の
ま
ち
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沖ノ島は館山湾の南端に位置し、南
房総国定公園の一つです。島の周
囲は１km程度の小さな無人島です
が、ビーチコーミングは通年楽しめ
一度訪れたらとりこになってしまうほ
ど自然豊かで魅力的なネイチャーラ
ンドです。

自然の宝庫

沖ノ島

（予定）

MAPP54.A-3

体
験
の
ま
ち 

18 ※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。



「“渚の駅”たてやま」は、南房総地域の観光情報を発信する交
流拠点です。施設内には、海洋民俗資料の展示・海辺の広場
（水槽展示施設）・客船ターミナル、そして館山湾が一望できる
展望デッキがあります。また、商業施設棟には地元産の野菜や
鮮魚、お土産を販売する「海のマルシェたてやま!!」と、自慢の海
の幸を鏡ヶ浦の眺望を眺めながら楽しめる「館山なぎさ食堂」
があります。平成27年12月25日には、館山ふるさと大使である
「さかなクン」が “渚の駅”たてやまの名誉駅長に就任し、これに
伴い「さかなクンギャラリー」を渚の博物館内1階に開設しまし
た。 隣接する館山夕日桟橋では気持ちの良い潮風を感じること
ができ、空気が澄んでいる時は富士山を望むこともできます。 

☎0470-22-3606館山市観光みなと課問 MAPP55.C-1

渚の博物館：年末年始、毎月最終月曜日　午前9時～午後4時45分
　　　　　　（祝祭日の場合は翌日が休館日）
海辺の広場：年末年始、毎週月曜日　午前9時～午後4時45分
　　　　　　（祝祭日の場合は翌日が休館日）
海のマルシェたてやま !!：原則年中無休　午前9時～午後6時
館山なぎさ食堂：原則年中無休　
　　　　　　　  午前11時～午後5時(時期により変更あり）

休

みなとオアシス“渚の駅”たてやまみなとオアシス“渚の駅”たてやま

展望デッキから鏡ヶ浦を一望

海辺の広場さかなクンギャラリー

体
験
の
ま
ち 

19※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。
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館山ダイビングサービス
SARA
南房総のすばらしい自然の中で
安全第一のダイビングを通じ
楽しみながら経験を重ね
スキルアップができます。

http://www.tds-sara.com/
☎0470-29-7660

館山市見物725住

内税

MAPP54.A-2

スノーケリング（団体のみ）
体験ダイビング
2 BOAT DIVE

5,500円
16,500円
15,400円

￥

不定休（荒天日）休

時 8：00～20：00 

館山市沼985-5住

※上記価格からさらに各種割引あり。
　（レディス・学生・平日・医療従事者割引等）
　詳しくはＨＰをご覧ください。
　http://www.marine-snow.jp/

スノーケリング
スキンダイビング
体験ダイビング
ダイビングライセンス取得
２ビーチダイビング
２ボートダイビング

・・・・・・・・・・・・・・5,000円
・・・・・・・・・・・・7,000円

・・・・・・・・・・・・・15,000円
・・・80,000円

・・・・・・・・・10,500円
・・・・・・・・・14,500円

￥不定休休時 8：00～19：00

沖ノ島ダイビングサービスマリンスノー
初めての方でも安心して楽しめる。格安の体験にはさらに各種割引も。

年会費登録費無料のモバイル会員になるとさらにお得 ！

☎0470-29-5182

MAPP54.A-4

外税

内税

体
験
の
ま
ち 

20 ※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税



海中観光船「たてやま号」
さかなクンギャラリーを見学した後は

鏡ヶ浦の海の中を手軽に散歩しませんか !!
まるで竜宮城に行ったよう !

☎0470-28-5822

館山市館山1564-1住

大人 2,570円  小学生 1,290円

http://nitto.ecnet.jp/

￥

なし休

時 9：00～16：00 
（最終便出航 15：00）

MAPP55.C-1

内税

内税

☎0470-24-7088

たてやま・海辺の鑑定団

シークロップ
　ダイビングスクール

館山市沼979住 水曜日・不定休休時お問い合わせください

北限域のサンゴをはじめ身近で貴重な自然を守り楽しみ、
そして伝える沖ノ島を中心とした海辺の自然体験。

ショップ下のビーチ
で行うスノーケリン
グ教室はご家族連
れに大人気。器材の
使い方から後片付け
まで 丁 寧 にレク
チャーします。インス
トラクターにレク

MAPP54.A-4

海辺の自然体験活動、エコツアー　1人 1,500円～（小学生以上）￥

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税

☎0470-29-1575

館山市坂田634住 不定休（荒天日）休時 8：00~17：00

MAPP54.A-1

磯観察会：2,000円　スノーケリング教室：7,000円
体験ダイビング：13,000円　2ボートダイビング：12,000円～
※要予約。お問い合わせください。

￥

館山体験工房

☎0470-29-1811
館山市伊戸29-1 10：00～15：00 不定休
とんぼ玉体験1名様料金　2,500円

住 休時

内税

MAPP54.B-1

色ガラスをバーナーで溶かし作った
　　　　　小さな玉をネックレスやストラップに。

北条海水浴場

新井海水浴場
沖ノ島海水浴場

波左間海水浴場

外税

チャーを受けた方が、スノーケリングをより安全に楽しんで
いただけます。教室後はそのまま海で遊んでいただくことが
可能です。磯観察会は自由研究に大好評です。是非遊びに
来てください。

遠浅の砂浜や
磯遊びのできるビーチなど、
美しい海水浴場です。

館山の海水浴場

体
験
の
ま
ち 
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※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税

「日本森林浴の森100選」「ちば眺望100景」
に選ばれている自然豊かな森

☎0470-28-0166館山野鳥の森管理事務所

館山野鳥の森 

館山市大神宮553住

年中無休休
9:00～16:30時

MAPP54.D-4
☎0470-33-2880

マリンスポット 釣吉㈱
24時間営業・釣り情報・釣り餌

すべておまかせ
南房総市富浦町福澤869-1住

なし休

時 24時間営業

MAPP56.C-2

☎0470-22-3466

館山市山本257-3
開園期間　1月2日～5月上旬まで。

 9：00～15：00 不定休

館山いちご狩りセンター
思わず笑みがこぼれてしまう園内いっぱいの甘～い香り ！

30分食べ放題　６ 軒での共同経営 摘みたてのさまざまな苺を30分間食べ放題。

住 休時

MAPP57.Ｄ-2 MAPP57.Ｄ-2☎0470-22-4717

館山市大戸16
開園期間　1月2日～5月上旬まで。

 9：00～15：00 なし

館山観光いちご狩りセンター

とよふさいちご園

住 休時

MAPP54.A-4

体
験
の
ま
ち 
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※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。

水中花火

祭のまち たてやま

館山湾花火大会 　長い歴史をもつ、館山を
代表する観光イベントで
ある「館山湾花火大会」。
　特大スターマインをは
じめとするたくさんの花
火を、わずか90分で打ち切
る、中味の濃い花火大会で
す。この花火大会の“名物”
で大人気の花火といえば
なんといっても、 水面に
直径約250ｍの大きさに
開花する８号玉の水中花
火です。 その体の芯まで
震わすような迫力の音に
驚かないで下さいね。 

館山観光まつり

☎0470-22-8330
館山商工会議所問

MAPP55.C-1、C-2、B-2

祭
の
ま
ち
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やわたんまち
例年9月敬老の日前の土・日に行われる近隣の神社から10社の神輿と5台の山車･御船が寄
り合う、安房地方最大のお祭。平安時代から続く伝統あるお祭りで、地元では「やわたんまち」
として親しまれています。江戸時代から続く農具市や露店も立ち並び、2日間にわたる勇壮な
祭りは10万人以上の人出で賑わいます。千葉県の無形民俗文化財に指定されています。

安房国司祭・鶴谷八幡宮例大祭

MAPP55.B-2

那古観音祭礼
な ご ふな かた

船形地区祭礼 洲崎神社祭礼

MAPP54. 拡大MAP那古・船形

館山地区祭礼
たて やま

MAPP55.D-1 MAPP54.B-1

船形地区鎮守諏訪神社の合同
祭。3台の山車と2台の屋台、1台
の御船が繰り出す。昔行われた
“船形の御浜出”は有名。

珍しい寺の祭。2日間にわたり５台
の山車と１台の屋台が出祭。大き
な大太鼓のお囃子と特徴ある山
車や彫刻が見もの。

山車4台、御船2台、神輿7基によ
る館山地区合同祭。神輿と山車の
競演や昔からの踊りなどたくさん
の見せ場のある祭礼。

21日の本祭には斜度30度148
段の石段を降りる神輿渡御。御
浜出神事やみのこ踊りなど見応
えのある伝統の祭礼。

【祭礼日：7月18日以降の土・日】 【祭礼日：7月最終土・日】 【祭礼日：8月20・21・22日】【祭礼日：8月1・2日予定】

【祭礼日：9月敬老の日前の土・日】

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 23
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南総里見まつり
　毎年10月に開催される館山の秋の風物詩「南総里見
まつり」は、戦国時代、安房の国を支配した戦国大名「南
総里見氏」と江戸時代の伝奇小説「南総里見八犬伝」の
世界を現代に再現した一大イベントです。また、館山をは
じめとする房総のうまいもんが集まるご当地グルメ物産
まつりも毎年好評です。

全国各地から募集する八犬士や、槍隊、手づくり甲冑隊な
ど総勢約200名がパレードに参加します。毎年、南総里見
八犬伝のヒロイン「伏姫」役にも注目が集まります。また、
パレードの途中の本格的な立ち回りのパフォーマンスな
ど見どころ満載！！

南総里見まつりには、館山市内から毎年20台を超える山車やお船、屋台・
神輿が参加します。日本の夕陽百選にも選ばれた北条海岸をバックに、房
州ならではの引き回しや御囃子など、神輿のもみ・さしが見所満載です。ま
たそれぞれに施された房州後藤流彫刻師による彫物も見応えがあります。

北条海岸で行われる合戦絵巻では、南総里見八犬伝の中で活躍する
八犬士の演武や、本格的な合戦シーン、火縄銃の演武が行われます。

☎0470-22-2000館山市観光協会問

【武者行列】

【戦国合戦絵巻】

【山車・神輿披露】

MAPP55.C-2館山市北条1708住

祭
の
ま
ち

25※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。



館山には古い史跡や神社仏閣などが数多くあります。パワースポットとして多くの参拝者が訪れる安房神社をはじめ、
鏡ヶ浦を眼下に一望する崖の観音、坂東三十三番観音霊場の結願寺の那古寺など、見どころがいっぱいです。

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 外税 内税

古
め
ぐ
り
の
ま
ち 

た
て
や
ま

い
に
し
え

那古山の中腹に立つ坂東三十三番観音霊場の結
願寺。創建は養老元年（717年）と言われています。
源頼朝をはじめ足利氏､里見氏　､徳川氏らの武
家の信仰を集め栄えました。境内の多宝搭は、宝暦
11年（1761）に造立され、地域の歴史資料として
も注目されます。

那古寺
な ご じ

坂東三十三番観音霊場の結願寺
ばんどうさんじゅうさんばんかんのんれいじょう

MAPP54. 拡大MAP那古・船形
☎0470-27-2444 館山市那古1125住

Feel the History☎0470-28-0034

春は桜、夏は山百合、
秋は大銀杏のもみじと、
自然の美しさにとけ込む古社

安房神社 
わ じん じゃあ

住 館山市大神宮589

安房国で最も格式の高い一の宮として
知られる神社です。御祭神・天太玉命
（アメノフトダマノミコト）は匠の総祖神
として崇められ、産業の神・商売繁盛の
神として広く崇敬を集めています。

MAPP54.D-4古
め
ぐ
り
の
ま
ち
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※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。

　鶴谷八幡宮は平安朝の初期、安房国の総社として国府の地
（現在南房総市府中）に創建された由緒ある神社です。里見家
代々と徳川幕府から篤い恩恵を受け現在に至っています。鶴
谷八幡宮例大祭は、昔の国司祭を継承したものと伝えられて
おり、通称“やわたんまち”と呼ばれる安房地方最大の祭礼と
して多くの人々に親しまれています。

百態の龍
鶴谷八幡宮の拝殿の向拝の格天井にはめこまれた
彫刻。中央の鏡天井の龍を中心に周囲54態の様々
な龍の姿が組み込まれている。幕末から明治にか
けての安房を代表する木彫師・後藤利兵衛義光（南
房総市千倉町出身）の作品。文久年間の八幡宮拝殿
修復の際、多くの人々の寄付により奉納された。館
山市の有形文化財。 

房州最大の祭礼“安房国司祭”が
執り行われる安房国の総社

☎0470-28-2013
館山市洲宮1571
9：00～17：00 ※冬季は16：00まで
雨天等休み ※お越しの前にお電話を
【参拝料】400円～500円  ※小中学生無料

常楽山 萬徳寺

ガンダーラ様式の青銅製釈迦涅槃仏
として世界最大級！

住

￥
休

時

MAPP55.B-2

MAPP54.C-4

鶴谷八幡宮 
がや はち まん ぐうつる

じょうらくざん まん とく じ

☎0470-22-1258 館山市八幡68住

鶴谷八幡宮一の鳥居から拝殿を望む

大福寺・崖の観音
山の岩肌の自然石に彫られた十一観世音菩薩

船形山の絶壁に飛騨匠の作という舞台造りの観音堂が張りつく
ように建っています。本尊の観音堂内陣の自然の壁に刻まれた磨
崖十一面観音像は市の指定文化財となっています。 

MAP P54. 拡大MAP那古・船形

だい ふく じ がけ かん のん

☎0470-27-2247
館山市船形835住

古
め
ぐ
り
の
ま
ち

27



　明治37（1904）年、東京美術学校を卒業した青木繁は、恋人や友人
とともに房州布良へ写生旅行にやってきました。船主の小谷家に滞在
して、『海の幸』をはじめ海を題材にした作品を制作しました。美術界の

館山市在住の彫刻家・船田正廣の作品。
青木繁「海の幸」記念館の敷地内にあり
ます。同じ作品は河正雄コレクションとし
て、福岡県久留米市の青木繁旧居のほ
か、韓国の３美術館に建立されています。

神話の聖地。2つの鳥居から富士山が
拝めるベストスポット。

日本で最初に重要文化財となった西洋画
「海の幸」誕生の家と神話のふるさと青木繁「海の幸」記念館

小谷家住宅（館山市指定有形文化財）

☎090-6479-3498
館山市布良1256住

問 NPO法人安房文化遺産フォーラム

聖地といわれる築130年
の小谷家住宅は、地域住
民と全国の画家たちが
修復基金を集めて保存
し、青木繁「海の幸」記念
館として平成28年4月に
公開が始まりました。

ブロンズ「刻画・海の幸」
布良崎神社

青木繁《海の幸》
石橋財団アーティゾン美術館（旧ブリヂストン美術館）蔵
1904年　油彩・カンヴァス　70.2cm×182.0cm

一般200円・小中高生100円（友の会会員は無料）￥
月～金、お盆・年末年始  ※団体は要予約 ・ 平日も可休

時 10：00～16：00（10～3月は15時まで）

時 8：00～17：00

MAPP54.D-3

MAPP54.D-3

開山より1200年
たつ古刹。寺宝で
ある霊像と金泥
両界曼荼羅が保
存され、弘法大師
の霊場として、ま
た災難厄除け大
師として檀信徒
の信仰を集めて
いる。

安房国札観音霊場第二十番札所
安房国六地蔵霊場六番目（最後）の札所

南房総唯一の高野山寺院。

MAPP56.E-2

小 塚 大 師 
☎0470-28-1341
館山市大神宮2161　住

館山市布良379　住

真言宗智山派 遍智院

時 8：00～17：00

境内八十八ヶ所霊場に
は苔むした８８体の弘
法大師像が安置されて
おりペットと共にお参り
が出来る。市天然記念
物のオハツキラッパイ
チョウ、空襲の燃跡が残
る鐘楼堂がある。本堂
内では、「不滅の聖燈」
が一年中２４時間灯さ
れており国内外より多く
の人が訪れている。

MAPP56.D-2
妙 音 院 ☎0470-23-8285

館山市上真倉1689　住

安房高野山

“波の伊八”で知られる武志伊八郎の彫刻が展示され
ています。一般の方の見学もできます。他に国指定重要
文化財や町指定有形文化財など、たくさんの建築物が
あり是非一度は訪れてみたい寺院です。

MAPP57.C-3

石 堂 寺 
☎0470-46-2218

南房総市石堂302　住

天台宗長安山東光院

参拝料：無料　写経体験：1,000円￥

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。

撮影：島田吉廣
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館山市立博物館本館

沼のびゃくしん ヒカリモ

中原淳一詩碑

十二天神社の境内にあり、館山市
天然記念物に指定されている。

博物館本館と館山城（八犬伝博物館）は共通観覧券
でご覧になれます。

黄金色に輝く藻。ミクロ単位の小さなも
ので、水中に浮かび、気候の条件によっ
て水面に膜をはる。

京うちわ、丸亀うちわと並
ぶ日本三大うちわの一つ。
丸柄が特徴。

近世初頭にオランダ人によってインド・サン
トーメから日本に伝えられた。渋みのある木
綿縦縞織が特徴。明治23年齊藤茂助氏が
この技術を館山に伝えた。

　江戸時代の文豪曲亭馬琴が著した大作『南
総里見八犬伝』の版本、八犬伝の登場人物や
名場面を描いた錦絵など、庶民に親しまれた
各種資料を展示し、 夢とロマンあふれる八犬
伝の世界を紹介しています。

　本館は戦国大名里見氏の居城跡である城山
公園内に設立された、郷土の歴史と民俗の博物
館です。 １０代１７０年にわたってこの地を支配し
た里見氏をメインに、房総半島の先端で小さい
ながらも一国を形成して、海とのかかわりのなか
で展開してきた安房の歴史を 紹介しています。

塩見の海を愛し、十五年に亘る療養生活
を送った中原淳一の詩碑が、関わりの深
い「たろべ」の地に建てられている。

☎0470-23-5212

館山市館山351-2住

時
休

一般400円（300円）、小学生・中学生・高校生200円
（150円） 　※（　）内は20名以上の団体料金
※特別展期間中は料金が変わります。

￥

館山城（八犬伝博物館）

MAPP55.D-1

MAPP55.D-1

MAPP56.D-2 MAPP56.D-2

MAPP54.A-3

房州うちわ
ぼうしゅう　

唐棧織
とう ざん おり

（館山市指定史跡）赤山地下壕跡
館山を代表する戦争遺跡。全国でもきわめて珍しい航空
要塞的な機能をもった大規模な地下壕。全長1.6km。

戦争末期に、敵の空襲から戦闘機を守る
ための格納庫。河岸段丘を利用して、屋
根には土をもって草を植え、上空の敵機
から見つかりにくい形が特徴的である。

受付　豊津ホール　

館山海軍航空隊

館山市宮城192-2 住

【個人】 一般200円・小中高校生100円
【団体】 (20名以上で入壕の場合)：一般150円・小中高校生50円
￥
第3火曜日、年末年始  ※団体は要予約 休

時 9：30～16：00（受付は15：30まで）

MAPP56.D-2☎0470-24-1911

えん たい ごう

掩体壕 館山市宮城住 MAPP56.D-2

毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は開館し、翌日休館）、
年末年始

9：00～16：45（16：30までの入館）
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29※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。



温泉・海鮮・水平線

お
も
て
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し
の
ま
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た
て
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ま

館山温泉郷へようこそ館山温泉郷へようこそ

たてやま温泉郷は、館山湾の海景色や夕
景を眺める絶景の湯宿、エステに美肌の
湯、家族向けの貸切露天風呂など、旅の
日程やお好みに合わせた選りすぐりの湯
宿・温泉施設が充実。カラダもココロも
あたたまる「温泉」の魅力と、黒潮洗う
海からあがる豊富な「海鮮」の味わい、
そして一面に広がる大パノラマの「水平
線」の美しさをご堪能ください。

http://onsen.tateyamacity.com/

家族や友達、大切な人とゆったりのんびりした時を楽しむ。館山の旬を存分に味わい、美しい風景に心も身体もリラッ
クス。いつでも誰とでも安心して大切な時間をお過ごしいただける、館山ならではの「おもてなし」をお届けします。

☎0470-22-2000館山市観光協会問

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税 ※　  このマークのある施設は、お一人につき150円の入湯税がかかります。
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☎0470-22-0151

館山シーサイドホテル
「自家源泉　たてやま鏡ケ浦温泉」

目の前が海、絶景のロケーション。 晴れた日には富士山も見られる

新鮮な海の幸をお楽しみください大浴場の目の前に広がる鏡ヶ浦

館山市八幡822住

1泊2食付き　12,000円～　
※人数、季節により変動いたします

￥ 外税

MAPP55.B-2

館山市八幡822 平日１泊２食付 11,000円 （税別） ～ （2名1室利用時）TEL:0470-23-8111
MAPP55.B-2
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31※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税 ※　  このマークのある施設は、お一人につき150円の入湯税がかかります。



※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税 ※　  このマークのある施設は、お一人につき150円の入湯税がかかります。
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ホテル川端
☎0470-29-0341
館山市西川名855住

２名様１室 １泊２食付き　14,000円～
そのほか別プランあり

￥

太平洋一望の眺めは伊豆七島、富士山まで望め、
伊豆七島に沈む夕日は格別です

スローフードでおもてなし

館山温泉「和楽」
天然温泉　檜の純和風木造建築

外税

MAPP54.B-1

　紺碧の海、大島、富士山、太平洋を望む海岸、鄙の地、鄙の宿。心地
よい潮風がお迎えを致します。良く温まる温泉、お風呂の後は房総の新
鮮な素材をたっぷり使用した磯懐石風のお料理を堪能。お部屋でごゆっ
くり、憩いのひとときをお過ごしください。
　大切な旅行、そんな旅の想い出を作るちょっとしたお手伝いができれ
ば幸いに思います。

　スローフードとは、食事をゆっくり食べると言う意味ではなく「伝統的な地域の食べ物を守る」「質
の良い食材を生産する生産者を守る」「子供を含めた消費者に本物の味を知らせよう」という運動で
す。もちろんごお食事もごゆっくりと味わって頂きたいと思います。「何があるのでしょう」「どの
ような物が食べられるのでしょう」と言うわくわく感も旅の一つと思います。地元生産者の魚類野
菜類及びお米 醤油 お味噌などの素材をできる限り仕入れ使用するようにしております。（千産千消）

　内風呂は檜を使用。檜には森林浴作用もあり旅の疲れを癒してくれ
ます。女性用洗い場は仕切りを設け個室の雰囲気です。露天風呂では
房総の澄んだ星空を眺望できます。脱衣室は畳敷き、心身共にリラッ
クスできるマイナスイオンが漂います。ベビーベッドもご用意。ご家
族赤ちゃん連れでも安心して入浴頂けます。



外税

MAPP54.A-1
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33※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税 ※　  このマークのある施設は、お一人につき150円の入湯税がかかります。



全室温泉露天風呂付き 大人のリゾート「THE SHINRA」誕生。

TEL：0470-29-1233
千葉県館山市塩見284-1
平日１泊２食付  クラシック棟 25,300円～ プレステージ棟 38,500円～

MAPP54.A-3

内税
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34 ※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税 ※　  このマークのある施設は、お一人につき150円の入湯税がかかります。



伊勢海老と地魚を使った舟盛を中心の会席

坪庭を眺めながら体も心もリフレッシュ洋風ジャグジーでリゾート気分を満喫

広さ28㎡のお部屋や
ドッグラン・ダイニング等
どこでも愛犬と一緒

http://wanraku.jp/☎0470-29-1220

DOG HOTELわん楽
わんちゃんがご主人と一緒に、海辺のとっておきの休日を楽しむために創られたリゾート

南でみつけた、わんランク上の旅

MAPP54.B-2

館山市坂足（さかだる）381住

1泊2食付き 19,800円～
わんちゃん  1泊2,000円（食事別）

￥
外税
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35※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税 ※　  このマークのある施設は、お一人につき150円の入湯税がかかります。



■平　日　　　　  ￥87,000（税込）～
■土・日・祝日　　 ¥111,000（税込）～
■特定日　　　　   ¥144,000（税込）～　

■平　日　　　　  ￥72,500（税込）～
■土・日・祝日　　 ¥92,500（税込）～
■特定日　　　　   ¥120,000（税込）～　

＊記載されている情報は令和2年7月1日現在のものです。
MAPP54.A-2
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円～

■平　日　　　　  ￥84,000（税込）～
■土・日・祝日　　 ¥105,000（税込）～
■特定日　　　　   ¥138,000（税込）～　

■平　日　　　　  ￥52,000（税込）～
■土・日・祝日　　 ¥66,000（税込）～
■特定日　　　　   ¥88,000（税込）～　

＊記載されている情報は令和2年7月1日現在のものです。
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※掲載されている情報は令和2年2月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税 ※　  このマークのある施設は、お一人につき150円の入湯税がかかります。

鏡ヶ浦温泉

海のパノラマに抱かれて過ごす、美食のリトリート

鏡ヶ浦温泉 r o k u z a

r o k u z a

千葉県館山市那古1672-88   Tel.0470-20-5693

スタンダードルーム

平日 お一人様14,800円～
http://www.rokuza.com/

露天風呂付客室

平日 お一人様22,800円～

※表示価格は令和2年9月1日現在の価格です。表示価格以外に消費税と入湯税150円がかかります。
※金・日・祝・休前日は割増料金有、季節料金有。

※上記の金額は旅のスタイルに合わせての様々な客室タイプとお料理のプランによって異なります。

ラウンジ 和モダンクラシックタイプ（一例） BAR  シックスセンス

２つの貸切展望風呂。
潮騒とせせらぎを感じる癒しの空間。

波静かで海面がまるで鏡のように見えることから、「鏡ヶ浦」
と呼ばれる館山湾。その北端にある那古海岸には市街の喧騒
から隔絶されたかのような静寂な世界が広がっています。
新しいスタイルの湯宿「rokuza」は那古の海辺で新しい歴史
を刻み始めました。
五感を研ぎ澄まし、本来の自分に還る旅・・・、
本当の贅沢に出会える、海辺の時間が始まります。

MAPP54.拡大MAP 那古・船形
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ようこそ
館山の特等席へ

39

MAPP54.B-2

MAPP54.A-2
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39※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。

山路を登りながら



☎0470-22-8861 館山市大賀81-17住

10,700円～  1泊2食付
※Ｒ2年2/1時点での料金になります。
各種プランがございますので、ＨＰをご覧いただくほか、
フロントへお問合せ下さい。

昼食　11:00～16:00（15:00 ラストオーダー）
夕食　17:30～22:00（21:00 ラストオーダー）

￥

ホテル ファミリーオ館山
ヨガ、フットサル、テニス等
様々なスポーツを楽しめる環境と共に、
花海街道にも近く
花散策にも行きやすく
南房総でのレジャーに最適！
地元食材を活かしたレストラン料理も魅力！！

・人工芝コート２面（ナイター設備有）
・テニスコート１面
・サンドコート１面（ビーチバレー、ビーチサッカー等）
・スタジオ１か所（ヨガスタジオ、会議室としても利用可能）
・多目的ルーム１か所（会議室としても利用可能）

内税

MAPP54.A-3

海山レストランボーノ

全室オーシャンビューの天然温泉の宿
お手軽な価格でリゾートを満喫できます

夕景と休暇村 休暇村館山温泉　「花海の湯」

スタンダード洋室

1泊2食（税込）13,200円～（洋室の場合）宿泊
12：30～14：30、18：00～19：30
大人800円　小人400円
（火・木昼の部休み）

11：30～13：30
上記内容は、予告なく変更する場合がございます。
必ず事前にお問合せください。

昼食

日帰り入浴

海よし 花よし 星空よし   南房総天然温泉の宿

MAPP54.A-2

休暇村（きゅうかむら）は、日本の景色を代表する国立・国定公園等にあるリゾートホテル
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お肌にやさしい弱アルカリ性温泉、高濃度炭酸泉、

岩盤浴、漫画コーナーなどなど･･･　

　　　　充実した施設で心も体もリフレッシュ！

レストランは、漁港直送の地魚料理、お蕎麦や

定食などのメニューをお楽しみいただけます。

お食事のみのご利用も大歓迎です。

☎ 0470-25-1126館山市下真倉 305-1 年中無休〈営業時間〉10：00 ～ 23：00
www.satominoyu.com

☎ 0470-29-7223
館山市下真倉 310-1
ステラ ディ マーレ

〈営業時間〉

大人（中学生以上）   平　日  1,080 円
 土日祝日 1,480 円
小人（４歳～小学 6年）  500 円

料金に含まれるもの： 貸館内遊着・貸タオル・貸バスタオル・シャンプー
 ボディソープ    （ドライヤー完備）    ほか

DINING / CAFE / CASUAL PARTY

里見の湯

敷地内

ナポリの窯職人が造った薪窯で焼くナポリピッツァ。

地元漁港から直接仕入れる新鮮な地魚、地野菜など食材にこだわったメニューが充実。

南総城山温泉

基本料金

11:00 ～ 21:30（LO 21:00）

内税

www.stella-tateyama.com

MAPP55.D-3

MAPP55.D-3
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41※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税 ※　  このマークのある施設は、お一人につき150円の入湯税がかかります。



☎0470-29-2100

館山市小沼352住

1泊2食付 2名1室以上 　お一人様 12,000円～  ￥
スローライフを楽しむリゾート。南欧風の建物に広々としたガーデン、
ひとまわりすると異国の中に迷い込むことが出来ます。

MAP P54.B-2
館山リゾートホテル

洋バイキング メインツリー ツインルーム

自家源泉
ナトリウム－塩化物泉

HP http://tateyama-resort.com/

外税

ゆとりある空間と

洗練されたインテリアで寛ぎの

時間を優雅に演出

館山の旬にこだわった

新鮮な素材をお楽しみください

満天の星空と岩盤浴で

ご家族や気の合う仲間と憩い

のひと時を

天然石をふんだんに使用した非日常空間で

特別なひとときをお過ごし下さい

湯
寛

食

４部屋限定のプライベート空間

TEL. 0470-22-5111
館山市大賀１２７http://www.yado-hanasaku.com

特別なひとときを… ～Yado Hanasaku～

ご宿泊（二名一室） 【1泊2食 ￥18,000～】 【お食事なし ￥15,000～】

MAP P54.A-4
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内税



外観

舟盛り 露天風呂 （※現在は目隠しの為、格子がございます。） お部屋

1泊2食付  平日 ¥12,000～￥ MAP P54.A-3☎0470-29-1188 館山市塩見225住

たろべでは、お客様一人ひとりを家族のように、
あたたかく丁寧な対応でお迎えし、心のこもったおもてなしを心がけております。

おさしみの宿 たろべ

館山市沼974住

1泊2食  10,000円～￥

やまもと
地産地消の宿

お宿

☎0470-22-2671

外税

MAPP54.A-4

オールドノリタケの食器や置物のコレクションを
数多く展示、美術館のような宿。

http://oyado-yamamoto.com

朝採れ地魚、野菜を使用したお食事。
沖ノ島、赤山地下壕や館山港に近く釣りに最適。
コンビニに近く、温泉に入ってゆっくり
お過ごしください。
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外税



https://tateyamacity.com/ryokan/index.php

1泊2食付 8,000円
創業100年特別企画  1泊2食付 5,000円
（正月、5月の連休、お盆、イベントの前日は適用なし）

☎0470-22-3385
館山市北条2645
素泊り：5,500円～
2食：7,500円～

館山旅館
ビジネス、長期滞在、
合宿などで利用できる
大型駐車場も完備

令和２年４月より、新館オープン!!

☎0470-22-7515
館山市館山1560
1泊2食　5,500円～
（時期により適応なし）
素泊まり 4,320円～

旅館松善 
波静かな鏡ヶ浦に
面したお宿で
静かなひと時を。
ビジネスにも

幸田旅館 
☎0470-22-3258 館山市北条1837

住

￥

住

￥

住

￥

徒歩で駅3分、海まで5分。
町の中心地にありながら静かな時間が流れる

外税

外税
外税

外税

MAPP55.C-2

MAPP55.C-1MAPP55.C-2

45※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税 ※　  このマークのある施設は、お一人につき150円の入湯税がかかります。
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1泊2食：9,900円～ 
1泊朝食付き：6,700円～
素泊まり：5,900円～
※お受入は中学生以上から

LA TIPASA（ティパサ）tu.ne.Hostel

☎0470-28-2388

☎0470-29-7974

館山市犬石1404-1
https://www.tipasa.info

テニスコートと夜まで楽しめるプールを併設するプチホテル。
土曜日限定のディナーは地中海風コース料理。（要問合せ）

陽気の良い朝はテラスで朝食を。

館山駅から徒歩7分、
海岸まで徒歩10分。
気軽に泊まれる
素泊まりの
ゲストハウスです。
English language 
available.

住

￥

男女共用ドミトリー  4,000円～4,600円
女性専用ドミトリー  4,200円～4,800円
スタンダードツイン  2名1室 9,800円～11,000円
デラックスツイン　  2名1室 10,600円～11,800円 
※食事の提供はありません。 ※ドミトリーは2段ベッドで、相部屋となります。

館山市北条1712住

￥

内税

内税 MAPP54.C-4

（ツネホステル館山）

波左間リゾートリゾートフナカタ
☎0470-27-3030

平日……………50,000円～
土曜祝前日……60.000円～
特別シーズン…70,000円～

館山市船形1278-91住

￥ 平日……………50,000円～
土曜祝前日……60.000円～
特別シーズン…70,000円～

￥

内税 MAPP54.B-2MAPP54.那古・船形

MAPP55.C-2

１日１組限定の貸別
荘コテージです。宿泊
棟と、食事棟が別々に
あり、雨でも風でも
バーベキューが楽し
める、富浦インターか
ら６分の施設です。

☎0470-27-3030
館山市加賀名156-19住

自然あふれる、山
の上のコテージ。
鳥のさえずりや、さ
わやかな風を感じ
られます。絶景の館
山湾がみることが
できます。



☎0470-28-2639 館山市犬石1687-6
1泊2食 9,400円～   ※休前日・季節料金㊒

ペンション ＫＥＩＫＯ

☎0470-28-2409

ペンション キャッチボール

自家菜園の採れたて野菜や
地元食材を使用したこだわりの料理が評判の宿。
季節のプールや屋上からの眺めも最高。

屋上の貸切展望露天風呂でリフレシュ ！
最高に気持ちが良い

住

￥
MAPP54.C-4

MAPP54.C-3

館山市布沼1207-50

https://catchball.jp/

2名様1室　1泊2食付き
8,800円～
部屋タイプ各種あり
・1泊朝食付→6,600円～
・素泊まり→5,500円～

住

￥

内税

内税

内税

☎0470-22-2503

館山市館山794住 1泊2食：8,000円　1泊朝食：6,000円
合宿（2食付）：5,500円～7,000円

￥

旅館大浜
渚の駅近くの
海辺の小さなお宿。
宴会(50名様）、
ツーリング、合宿にも
利用できる

MAPP55.C-1

外税

☎0470-22-0762

館山市館山1560-33住

素泊まり：
4,000円～5,000円
1泊２食
6,000円～8,000円

￥

さくらや旅館
「“渚の駅”たてやま」目の前の小さなお宿です。
ビジネス、長期滞在にご利用出来ます。

MAPP55.C-1

外税

☎0470-29-0805
館山市洲崎1378住

※休前日・季節料金有
　詳しくはお問い合わ
　せください。

1泊2食付　8,900円～
朝食付き　5,000円～
素泊まり　4,000円～

￥

喜多山旅館
漁港まで徒歩10秒 ！  

新鮮な海の幸を使ったいろり料理をお楽しみいただけます !

MAPP54.B-1

☎0470-28-0697
館山市犬石159住

1泊2食 
　　 9,000円～

￥

旅館  清風荘
海の幸いっぱいの御料理と家族のようなおもてなしを

外税

MAPP54.D-4
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☎0470-22-0799
館山市沼1666-2住

きんざ
観光、お仕事で滞在されるお客さま歓迎

☎0470-22-2657
館山市北条2882住

海辺の宿 きらく
駅近、海近のロケーション。新館はオーシャンビュー。

MAP P55.C-2

MAP
P54.A-4 

外税

外税

1泊2食付き 7,500円～
1泊朝食付き 5,500円～
素泊まり 4,500円～

￥

1泊2食付き 6,800円
1泊朝食付き 5,300円
素泊まり 4,500円

￥☎0470-27-2755
館山市正木1202-1住

つのだ
お米はつのだの田んぼ製

MAP
P55.A-2

1泊2食付き 6,700円
1泊朝食付き 4,700円
素泊まり 4,100円

￥

☎0470-22-6718
館山市北条2645-67住

せいたろう
学生さんの合宿、お仕事のお客様の長期滞在歓迎

MAP
P55.C-2
外税1泊2食付き 6,000円～

素泊まり 3,500円～
￥

MAP P55.C-2

☎0470-22-3282
館山市北条2645住

かやま・北浜
目の前の北条海岸の夕日と元気な女将が魅力

1泊2食付き 6,000円～
1泊朝食付き 4,800円～
素泊まり 3,500円～
（季節料金あり）

￥

外税

☎0470-27-5917
館山市正木1206住

第一渚ガーデン
アットホームな雰囲気。２０名様以上の貸切は応相談

MAP
P55.A-2 

1泊2食付き 6,300円
素泊まり 4,300円

￥

外税

☎0470-22-2671
館山市沼974住

女将の趣味、オールドノリタケで美術館のよう ！

お宿 やまもと地産地消の宿

MAP
P54.A-4 
外税1泊二食付　10,000円～￥

内税

内税

☎0470-24-1122

シングル 6,790円～
ツイン2名様1室 11,300円～
ダブル2名様1室 11,300円～
デラックスツイン2名様1室
　　　　　　　 13,500円～　　
※素泊まりのみ

ホテルマイグラント
駅近、便利、マイルーム感覚のビジネスホテル

館山市北条1834-11住

￥
24時間営業時

MAPP55.C-2
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※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税 ※　  このマークのある施設は、お一人につき150円の入湯税がかかります。

☎0470-29-1187
館山市見物750住

季節民宿 儀平
６月～８月に営業する、海辺の静かな宿

☎0470-29-0604
館山市坂田363住

八郎平
お料理に使われるお野菜は自家製のものも

MAP
P54.A-1

MAP
P54.A-2

1泊2食付き　7,000円～￥ 外税

1泊2食付き　6,500円～￥ 外税

☎0470-29-0175
館山市波左間944住

磯料理の宿 伝平
波左間沖の定置網で獲れた素材を使った磯料理は絶品

MAP
P54.A-2

1泊2食付き 7,500円～￥ 外税

https://www.281715.com/

☎0470-28-1715
館山市犬石1404-30住

1泊2食付き 10,000円～
1泊朝食付き   7,000円～
素泊まり   6,000円～
ネットお得プラン有

￥

リフレッシュ インてゅもろぉ～
海や大島を見渡す高台の静かな宿でのんびり心と体に休息を。

時間フリーの貸切風呂でリフレッシュ ！

☎0470-28-2341
館山市犬石1416-17
チェックイン 15：00
チェックアウト 10：00
1泊朝食付 ： 6,900円～
素泊まり    ： 5,900円～

ヒルサイド イン シロッコ
海を見ながらゆったり手軽なリゾート。
軟水の貸切露天風呂も楽しみ

住

￥

時

MAPP54.C-4

MAPP54.C-4

外税

内税

※プールは7～9月オープン予定

☎0470-38-5602
南房総市白浜町滝口5514-5住

平日……………25,000 円～
土・祝祭日前…30,000 円～
日曜……………28,000 円～

￥

ファーマーズフィールズ

MAPP56.E-2

外税

☎0470-29-1853
館山市坂田10-1住

みぎわ荘
海岸沿いに建つペンション風の宿

MAP
P54.A-2

1泊2食付き　6,500円～￥ 外税

白浜にある2組限定のグランピング施設です。海岸まで徒歩10分、
夜は満点の星空を眺めることができます。1サイトにつき焚火場、流
し台、3ｍデッキがあり、またジャグジーもご利用頂けます。皆様のお
越しをお待ちしております。
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※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。 マークのある施設は外税表示。外税 マークのある施設は内税表示。内税 ※　  このマークのある施設は、お一人につき150円の入湯税がかかります。

岬の宿 善  平
☎0470-29-1274
館山市洲崎1279住

平日大人 ： 8,500円　
　　小人 ： 6,500円
土曜・休前日
　　大人 ： 9,500円
　　小人 ： 7,500円

￥

真心を込めたおもてなしで、新鮮な海の幸をどうぞ。

外税

MAPP54.B-1

房総半島の最先端、洲崎に位置する「岬の宿 善平」は
海の幸が自慢の小さなお宿です。
捕れたてのお魚を房総ならではの調理法で楽しめます。

まるへい民宿海辺の小さなお宿 
MAPP54.A-4

お
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海亭汐風 ☎0470-20-8585　館山市香96-2住

１組限定貸切　５名様まで
基本料金  50,000円（税込）
（追加１名につき9,000円）
BBQ食材付・朝食付
※悪天候の場合は
　ステーキコースになります。

￥ 【民宿 ＆ 貸別荘】　
チェックイン14：00　チェックアウト11：00
【ステーキハウス】　
昼12：00～14：00　夜17：00～22：00

時

完全予約制、1週間前の予約が必要です。

館山湾の南に位置し海から10ｍで富士山を望む風景も美しい。
海辺のゲストハウスとして、又、貸別荘としても利用可能です。
釣りボートや通信カラオケも完備、
ステーキハウスとしても営業しています。
特典：ボート４艇レンタル料無料サービス
        通信カラオケ使用無料サービス

MAPP54.A-3



海に囲まれた館山には、絶景ポイントがたくさんあります。
特に世界遺産に登録された富士山が

波静かな鏡ヶ浦の上に浮かぶように見える姿は
館山ならではの美しい景観です。

館山から見える富士山

ダイヤモンド富士に出逢える日
見る場所によって１日から２日程度のずれがありますが、
例年の目安だと５月と７月の２回のチャンスがあります。
【北条海岸】 ５月１３日～１４日頃、７月２９日～３０日頃
【城山公園】 ５月１６日～１７日頃、７月２７日頃
【伊戸下芝】 ５月２９日～３０日頃、７月１３日～１４日頃

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。

MAPP55.Ｂ-2

渡辺建設㈱ 館山市北条2365
TEL.0470-22-0613
渡辺建設　館山 検索

館山で住まいを建てる
セカンドハウス・別荘

設計、新築、リフォーム

館山で住まいを建てる
セカンドハウス・別荘

「わたけん」
だから、
できること。

たてやまのこと、
すまいのこと、
おたずねください。

お
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美味しいお水も温水も、好きな時に好きなだけ。

まずは使ってみてください。

通常ボトル 1本 1,460円（税込） サーバレンタル無料

宅配エリア
南房総地区

㈱清水屋商店
水事業部クリクラ館山
CC N0. 1218

お試し期限が終了後、ご返却の場合は無料で回収いたします。

●クリクラサーバー
　　＋
●ボトル１本（12㍑）

卓上用もあります 冷水、温水OK ！

安心、安全でおいしい水が
支持されています。
送料無料でご自宅までお届けします。（月2回宅配）

お試し期間は１週間です。

クリクラ 検索

TEL.0470-24-1139  FAX.0470-22-3254
〒294-0045 館山市北条1723 E-mail info@crecla-tateyama.com

MAPP55.Ｃ-2

MAPP56.A-2
南部石油 ㈱

☎0470-22-8310整備工場のある、
フルサービスのスタンドです。

館山市館山95住

時 7：30～19：00

MAPP55.D-1

☎0470-22-5946
館山市長須賀322住

㈱ スイッチ
住まいづくりのお手伝い

・サウンドスイッチ

MAPP55.Ｄ-2 MAPP55.C-2
館山市北条渚銀座

☎0470-29-7107 館山市北条473住

食品だけでなく、お酒も豊富に取り揃えてます。
特にワインは産地別にて豊富に取り揃えています。

バーベキュー、行楽等で訪れた際には
ご来店お待ちしております。

アクセス 
【車】　　富浦ＩＣを出て左折後、館山バイパスを直進約６ｋｍ
　　　　北条小学校交差点を右折すぐ右手
【徒歩】　館山駅東口を出て左手を直進、１つ目の角を右折
　　　　バイパス方面へ約１０分、北条小学校交差点手前左手

9：00～20：00時

MAPP55.B-3

ボート燃料給油致します。
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☎0470-22-0111

日東交通株式会社　館山営業所
館山市北条2201-1住 時 8：30～17：00

館山市北条1887住

時 8：30～18：00
休年中無休

☎0470-22-7778

MAPP55.C-2

MAPP55.C-2

MAPP55.C-2

地域に根ざし、地域に奉仕し、地域とともに発展する

館山駅西口を出てすぐ ！！
南房総館山への観光には
駅レンタカーが便利です!!

【高速バスのご案内】
　日本各地の都市・観光地を高速バスで直結！
ご旅行やショッピングなどに是非ご利用ください。
【路線バスのご案内】
　館山市がおすすめする観光スポットの１つ
『渚の駅たてやま』にアクセス！
お買い物に便利なショッピングライナー運行！

地域の公共交通　地域の皆様と共に

～笑顔をつなぐ～
JR東日本レンタリース㈱

写真はイメージです

路線バス
貸切バス
高速バス

◆館山市内を中心に南房総・鴨川方面の運行をしています。
◆グループ送迎や団体旅行などご相談ください。
◆より快適・安全に首都圏へアクセス
　「南総里見号」　館山　⇔　千葉
　「房総なのはな・新宿なのはな号」　館山　⇔　東京・新宿
　「横浜線」　館山　⇔　羽田空港・横浜

駅レンタカー 館山営業所

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。
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　　　　　千里の風

ポピーの里

布良崎神社

亀屋本店
  館山那古店

中原淳一詩碑

シークロップ
ダイビングスクール

西川名オーシャンパーク

たろべ

THE SHINRA

花桜

モントレーハウス

リゾートフナカタ

ケアンズハウス波左間リゾート

漁港食堂だいぼ

青木繁「海の幸」記念館
小谷家住宅

平砂浦ビーチホテル

松庵

海亭汐風

ふじみ寿し

館山リゾートホテル

わん楽

鮨

ティパサ

手打ちそば

コン
ビニ

コン
ビニ

コン
ビニ

コン
ビニ

54 全体図はP56にあります ※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。



なかぱんカフェ

鮨  やまと

館山城
館山市立博物館本館

消防署

なぎさ食堂・海のマルシェ

海中観光船海中観光船

清水屋商店清水屋商店

業務スーパー業務スーパー

バッドアス
コーヒー
バッドアス
コーヒー

日東交通館山営業所日東交通館山営業所
JRバス関東JRバス関東

サウンド
スイッチ
サウンド
スイッチ

里見茶屋

たてやま旬鮨たてやま旬鮨

カフェポラリス

とまや食堂

ツネホステル館山

塚原緑地研究所

中村屋

永家

鏡ヶ浦クリーンセンター

商工会議所

Ｊ
Ｒ
館
山
駅

たてやま温泉 夕日海岸 昇鶴

トックブランシュ

STELLA DIMARE

コン
ビニ

コン
ビニ

コン
ビニ

コン
ビニ

コン
ビニ

コン
ビニ

コン
ビニ

コン
ビニ

55全体図はP56にあります※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。



56

P54

P55

P54

道の駅
保田小学校

東京湾フェリー

掩体壕

房総の駅とみうら

妙音院
慈恩院

バ
ス
タ
新
宿

木
更
津
羽
鳥
野

南房総たてやまは、

★東京湾アクアライン「海ほたるPA」
　から60分
★幕張から70分
★蘇我から60分
★成田から80分

東京湾アクアライン「海ほたるPA」

東京から80分

※表記時間は、自動車で平常時のおおよその時間です。

東京から

分

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。



57

南房総全体図

館山市
ファーマーズ
フィールズ

季の音季の音

笹元笹元

館山いちご狩りセンター

とよふさいちご園

石堂寺

※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。
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　神社仏閣

常楽山萬徳寺 …………………… ☎0470-28-2013

安房高野山 妙音院 ……………… ☎0470-23-8285

鶴谷八幡宮 ……………………… ☎0470-22-1258

宗教法人 那古寺 ………………… ☎0470-27-2444

安房神社 ………………………… ☎0470-28-0034

石堂寺 …………………………… ☎0470-46-2218

小塚大師 ………………………… ☎0470-28-1341

　金融

JA安房 北条支店………………… ☎0470-22-8249

千葉興業銀行 館山支店 ………… ☎0470-22-4164

千葉銀行 館山支店 ……………… ☎0470-22-4111

千葉銀行 那古船形支店 ………… ☎0470-27-3311

京葉銀行 館山支店 ……………… ☎0470-22-7611

館山信用金庫 本店 ……………… ☎0470-22-8111

君津信用組合 館山支店 ………… ☎0470-22-0708

　寿司

江戸銀 …………………………… ☎0470-22-1880

たてやま旬鮨 海の花 …………… ☎0470-25-5151

御鮨処 かわな …………………… ☎0470-36-3719

白浜屋本店 ……………………… ☎0470-22-3615

鮨匠なか川 白浜屋支店 ………… ☎0470-22-0044

寿し甚 …………………………… ☎0470-22-3238

鮨亭 笹元 ………………………… ☎0470-23-6311

扇八 ……………………………… ☎0470-22-9148

巴寿し …………………………… ☎0470-28-0009

波奈 ……………………………… ☎0470-22-1385

浜寿し …………………………… ☎0470-22-1646

ふじみ寿し ……………………… ☎0470-29-0129

美味い家 若鈴 …………………… ☎0470-23-9022

鮨 やまと 館山店 ………………… ☎0470-23-2070

　販売（商店・鮮魚・土産・弁当・他）

アークス ………………………… ☎0470-22-4180

相川商店 ………………………… ☎0470-23-4129

イオンタウン館山 ……………… ☎0470-24-0609

魚忠水産 ………………………… ☎0470-22-7142

海のマルシェたてやま!! ………… ☎0470-28-4926

海辺の小さなプリン屋さん MARUHEI… ☎0470-22-2803

音浜屋商店 ……………………… ☎0470-27-2258

おどや …………………………… ☎0470-23-1131

加藤菓子舗 ……………………… ☎0470-22-0756

カネフク ………………………… ☎0470-22-1233

亀田酒造 ………………………… ☎04-7097-1116

亀屋本店 ………………………… ☎0470-23-0586

歌楽生来はやかわ ……………… ☎0470-24-1155

木村ピーナッツ ………………… ☎0470-23-4823

ギャラリー・エム・クラフト …… ☎0470-23-4949

勤王屋酒店 ……………………… ☎0470-27-2520

健人館 …………………………… ☎0470-20-5227

九重青果 ………………………… ☎0439-67-1066

コカ・コーラボトラーズジャパン ……☎0800-919-0509

コミヤ味工 ……………………… ☎0470-22-2238

酒＆業務スーパー館山店 ……… ☎0470-29-7107

さわらび ………………………… ☎04-7098-1181

清水屋商店 ……………………… ☎0470-22-3267

ジェイアールバステック館山売店… ☎0470-25-7720

館山フルーツ工房 ……………… ☎0470-29-5090

東光 ……………………………… ☎0470-24-1101

中村屋 …………………………… ☎0470-23-2133

ピース製菓 ……………………… ☎0470-22-0699

ひふみ養蜂園 …………………… ☎0470-22-2353

ファミリーマート上真倉店 …… ☎0470-25-7617

福原酒店 ………………………… ☎0470-22-0754

房洋堂 …………………………… ☎0470-23-5111

ほかほか弁当 船形店 …………… ☎0470-27-2708

まるい …………………………… ☎0470-27-2690

丸正 ……………………………… ☎04-7092-1118

丸六商店 ………………………… ☎0470-22-0717

マルショウ食品 ………………… ☎0470-36-3300

　飲食

味処　あさみ …………………… ☎0470-28-2532

居酒屋台北 ………………………… ☎0470-2-8819

お食事処 磯の香亭 ……………… ☎0470-29-0175

海鮮料理 有香 …………………… ☎0470-23-5645

カジュアルフレンチ トックブランシュ…… ☎0470-25-5524

かもめグリル …………………… ☎0470-24-8787

漁港食堂だいぼ ………………… ☎0470-29-1221

クラブニューバンク …………… ☎0470-23-4503

栄蔵 ……………………………… ☎0470-23-1929

里見茶屋 ………………………… ☎0470-29-5100

食彩空間 花水木 ………………… ☎0470-24-8738

食事処 多津味 …………………… ☎0470-29-1645

館山食堂 …………………………☎070-4472-4049

館山新・ご当地グルメ推進協議会 ☎0470-28-2211

館山なぎさ食堂 ………………… ☎0470-28-4927

館山焙煎工房 カフェポラリス …… ☎0470-23-2322

手打ちそば 秀ちゃん …………… ☎0470-28-2444

鉄板居食屋 とんぼ ……………… ☎0470-24-1555

とまや食堂 ……………………… ☎0470-24-2170

日本料理・鮨 季の音 …………… ☎0470-28-5567

ねぶた茶屋 ……………………… ☎0470-30-8388

永家（はるかヤ）………………… ☎0470-29-7435

一粒の麦 ………………………… ☎0470-23-8218

ザ・フィッシュ…………………… ☎0439-69-2161

芳喜楼 …………………………… ☎0470-23-7211

南房総コンテナキッチン ……… ☎0470-20-5141

焼肉DINING大和………………… ☎0470-29-5129

漁師料理 たてやま ……………… ☎0470-22-1137

レストラン大澤 ………………… ☎0470-28-1035

　農・漁 組合

館山海浜商業協同組合 ………… ☎0470-23-5059

館山市温泉事業組合 …………… ☎0470-22-2000

館山商工会議所 ………………… ☎0470-22-8330

館山体験交流協会 ……………… ☎0470-22-2530

館山漁業協同組合 ……………… ☎0470-27-2111

西岬漁業協同組合 ……………… ☎0470-29-1133

波左間漁業協同組合 …………… ☎0470-29-0006

　印刷・OA機器等

イントコーポレーション ……… ☎0470-23-7828

アットマーク …………………… ☎0470-28-4490

クォーク ………………………… ☎0470-27-5331

コアコミュニケーション ……… ☎0470-23-7519

集賛舎 …………………………… ☎0470-22-2277

千葉測器 ………………………… ☎0470-23-3725

PJCデザイン …………………… ☎0470-24-8007

大和印刷 ………………………… ☎0470-22-0405

房州日日新聞社 ………………… ☎0470-25-5552

　Gスタンド

南部石油 ………………………… ☎0470-22-8310

松崎石油 ………………………… ☎0470-28-0555

丸高石油 テックピットガーデン ☎0470-25-7221

　ガス

房州瓦斯 ………………………… ☎0470-22-2251

　建設等

石井工務店 ……………………… ☎0470-22-3211

白幡興業 ………………………… ☎0470-27-2448

ユタカ設備工業所 ……………… ☎0470-22-7235

渡辺建設 ………………………… ☎0470-22-0613

　交通等

JRバス関東 ……………………… ☎0470-22-6511

JR東日本旅客鉄道 ……………… ☎0470-22-0279

JR東日本レンタリース ………… ☎0470-22-7778

トヨタレンタリース千葉 ……… ☎0470-23-7061

鏡浦タクシー …………………… ☎0470-27-5311

南房タクシー …………………… ☎0470-22-2101

昼夜タクシー …………………… ☎0470-27-2411

館山日東バス …………………… ☎0470-22-0111

東京湾フェリー（金谷港）……… ☎0439-69-2111

鋸山ロープウェー ……………… ☎0439-69-2314

あ な た ら し い

館 山 市 観 光 協 会



※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。59
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員 の ご 紹 介 （順不同）

　神社仏閣

常楽山萬徳寺 …………………… ☎0470-28-2013

安房高野山 妙音院 ……………… ☎0470-23-8285

鶴谷八幡宮 ……………………… ☎0470-22-1258

宗教法人 那古寺 ………………… ☎0470-27-2444

安房神社 ………………………… ☎0470-28-0034

石堂寺 …………………………… ☎0470-46-2218

小塚大師 ………………………… ☎0470-28-1341

　金融

JA安房 北条支店………………… ☎0470-22-8249

千葉興業銀行 館山支店 ………… ☎0470-22-4164

千葉銀行 館山支店 ……………… ☎0470-22-4111

千葉銀行 那古船形支店 ………… ☎0470-27-3311

京葉銀行 館山支店 ……………… ☎0470-22-7611

館山信用金庫 本店 ……………… ☎0470-22-8111

君津信用組合 館山支店 ………… ☎0470-22-0708

　寿司

江戸銀 …………………………… ☎0470-22-1880

たてやま旬鮨 海の花 …………… ☎0470-25-5151

御鮨処 かわな …………………… ☎0470-36-3719

白浜屋本店 ……………………… ☎0470-22-3615

鮨匠なか川 白浜屋支店 ………… ☎0470-22-0044

寿し甚 …………………………… ☎0470-22-3238

鮨亭 笹元 ………………………… ☎0470-23-6311

扇八 ……………………………… ☎0470-22-9148

巴寿し …………………………… ☎0470-28-0009

波奈 ……………………………… ☎0470-22-1385

浜寿し …………………………… ☎0470-22-1646

ふじみ寿し ……………………… ☎0470-29-0129

美味い家 若鈴 …………………… ☎0470-23-9022

鮨 やまと 館山店 ………………… ☎0470-23-2070

　販売（商店・鮮魚・土産・弁当・他）

アークス ………………………… ☎0470-22-4180

相川商店 ………………………… ☎0470-23-4129

イオンタウン館山 ……………… ☎0470-24-0609

魚忠水産 ………………………… ☎0470-22-7142

海のマルシェたてやま!! ………… ☎0470-28-4926

海辺の小さなプリン屋さん MARUHEI… ☎0470-22-2803

音浜屋商店 ……………………… ☎0470-27-2258

おどや …………………………… ☎0470-23-1131

加藤菓子舗 ……………………… ☎0470-22-0756

カネフク ………………………… ☎0470-22-1233

亀田酒造 ………………………… ☎04-7097-1116

亀屋本店 ………………………… ☎0470-23-0586

歌楽生来はやかわ ……………… ☎0470-24-1155

木村ピーナッツ ………………… ☎0470-23-4823

　NPO

NPO法人たてやま海辺の鑑定団 ☎0470-24-7088

NPO安房文化遺産フォーラム…… ☎0470-22-8271

　マリンスポーツ

AULII（アウリ）………………………☎080-5548-4037

西川名オーシャンパーク ……… ☎0470-29-1411

伊戸ダイビングサービスBOMMIE …… ☎0470-29-1470

海釣り体験＠レンタル釣竿 まるへい遊び隊 ☎0470-22-2803

海辺の遊び屋 KNOTS…………… ☎0470-23-5059

沖ノ島ダイビングサービスマリンスノー …… ☎0470-29-5182

オーシャンダイバー波左間海中公園 ☎0470-29-1648

カイトレーディング サフコー……… ☎0470-28-2666

シークロップダイビングスクール ☎0470-29-1575

館山ダイビングサービスSARA… ☎0470-29-7660

　観光施設等

アロハガーデンたてやま ……… ☎0470-28-1511

AWA Wedding ………………… ☎0470-28-5412

一般社団法人 千葉県まちづくり公社 ☎0470-28-1340

海の家さんご ……………………☎080-4647-8306

須藤牧場 ………………………… ☎0470-22-9732

南総城山温泉 里見の湯 ………… ☎0470-25-1126

館山いちご狩りセンター ……… ☎0470-22-3466

とよふさいちご園 ……………… ☎0470-22-4717

館山カントリークラブ ………… ☎0470-29-1111

房州カントリークラブ ………… ☎0470-28-1211

館山ゴルフ倶楽部 ……………… ☎0470-23-8210

館山こがね農園 …………………☎090-4757-5563

館山体験工房 …………………… ☎0470-29-1811

館山パイオニアファーム ………☎090-2459-1094

館山ファミリーパーク ………… ☎0470-28-1110

館山野鳥の森 …………………… ☎0470-28-0166

日東商船 海中観光船 …………… ☎0470-28-5822

百笑園 …………………………… ☎0470-28-3200

フルーツの丘 …………………… ☎0470-30-8737

また旅倶楽部 …………………… ☎0470-28-5086

やまと丸漁業 …………………… ☎0470-29-0025

房総の駅とみうら ……………… ☎0470-20-4401

塚原緑地研究所館山営業所 …… ☎0470-22-8854

　貸別荘 他

トスラブ館山ルアーナ ………… ☎0470-29-7000

安房自然村 ……………………… ☎0470-28-1111

Namikaze TATEYAMA（ナミカゼ館山） ☎070-4478-9765

カーロフォレスタ館山ディアナ ☎0470-29-1488

ゲストハウス館山駅前店ポセイドン ☎090-2749-0284

館山リトリート ………………… ☎0470-28-4768

望洋亭 …………………………… ☎0470-29-0139

モントレーハウス ……………… ☎0470-29-1570

Cairns House（ケアンズハウス） ☎0470-29-2006

Little Hermit（リトルハーミット） ☎0470-29-2006

海亭汐風 ………………………… ☎0470-20-8585

tu.ne.Hostel （ツネホステル館山） ☎0470-29-7974

カーサノーチラス ………………☎080-9971-8558

B&B  cafe del mar ……………☎080-6631-8833

CHITOSE  SURF BASE ………☎090-1421-3250

デュエットリゾート館山コスモス ☎0120-0810-13

デュエットリゾート館山アカシア ☎0120-0810-13

デュエットリゾート館山ロータス ☎0120-0810-13

デュエットリゾート白浜ローズ ☎0120-0810-13

デュエットリゾート白浜サルビア ☎0120-0810-13

デュエットリゾート白浜ラン   … ☎0120-0810-13

デュエットリゾート千倉カトレア ☎0120-0810-13

デュエットリゾート千倉アジアンベイ

…………………………………… ☎0120-0810-13

デュエットリゾート千倉BINGE TRAILER

…………………………………… ☎0120-0810-13

Tomoe House……………………☎090-5970-5483

波左間リゾート ………………… ☎0470-27-3030

リゾートフナカタ ……………… ☎0470-27-3030

FARMER'S FIELDZ …………… ☎0470-38-5602

　その他

一般社団法人 南房総DMC……… ☎0470-29-5018

社会医療法人社団木下会 館山病院 ☎0470-22-1122

里見氏大河ドラマ化実行委員会 ☎0470-44-1390

カラオケ館 館山店………………… ☎0470-24-0033

ジェットストリームトラベル………… ☎0470-22-5936

スイッチ ………………………… ☎0470-22-5946

スグレ …………………………… ☎0470-38-5337

ダスキン館山 …………………… ☎0470-24-6911

館山商事 ………………………… ☎0470-27-5691

中西看板店 ……………………… ☎0470-23-0747

ハヤサカ ………………………… ☎0470-27-2008

マリンスポット 釣吉 …………… ☎0470-33-2880

みねだ コンパニオンクラブなでしこ……☎090-5212-2295

コンパニオンクラブ 花里 ………☎090-4965-8897

　ペンション他

アクアサイド イン サニーフィッシュ ☎0470-20-9255

カントリーハウス ホテルティパサ ☎0470-28-2388

ヒルサイド イン シロッコ ……… ☎0470-28-2341

ペンション DAY OFF…………… ☎0470-29-1661

ペンション KEIKO ……………… ☎0470-28-2639

ペンション キャッチボール …… ☎0470-28-2409

ペンション サンディビーチ …… ☎0470-28-2288

ペンション シーガル …………… ☎0470-28-0936

ペンション 菜の花 ……………… ☎0470-29-1159

ペンション ホワイトキャビン……… ☎0470-29-0373

ペンション マーメイド ………… ☎0470-28-1517

リフレッシュ イン てゅもろぉ～ ☎0470-28-1715

やどかり ………………………… ☎0470-29-1160

オーベルジュ オーパヴィラージュ ☎0470-28-1000

宿  花桜 …………………………… ☎0470-22-5111

　民宿

第一渚ガーデン ………………… ☎0470-27-5917

民宿 つのだ ……………………… ☎0470-27-2755

民宿 きらく ……………………… ☎0470-22-2657

かやま・北浜……………………… ☎0470-22-3282

せいたろう ……………………… ☎0470-22-6718

やまもと ………………………… ☎0470-22-2671

きんざ …………………………… ☎0470-22-0799

伝平 ……………………………… ☎0470-29-0175

八郎平 …………………………… ☎0470-29-0604

みぎわ荘 ………………………… ☎0470-29-1853

儀平 ……………………………… ☎0470-29-1187

海辺の小さなお宿 まるへい民宿 ☎0470-22-2803

吉 祥 ……………………………… ☎0470-28-5517

民宿はやし ……………………… ☎04-7092-0538

花の宿　安田 …………………… ☎0470-47-2697

　旅館・ホテル

旅館日の出 ……………………… ☎0470-27-3377

夕日海岸　昇鶴 ………………… ☎0470-23-8111

館山シーサイドホテル ………… ☎0470-22-0151

hotel ニュービジネスITO ……… ☎0470-22-8851

ホテルマイグラント …………… ☎0470-24-1122

幸田旅館 ………………………… ☎0470-22-3258

館山ビジネスホテル …………… ☎0470-22-1189

館山旅館 ………………………… ☎0470-22-3385

小笠原旅館 ……………………… ☎0470-22-0212

旅館にい釜 ……………………… ☎0470-22-0148

松善旅館 ………………………… ☎0470-22-7515

さくらや旅館 …………………… ☎0470-22-0762

旅館大浜 ………………………… ☎0470-22-2503

ホテルファミリーオ館山 ……… ☎0470-22-8861

旅館海紅豆 ……………………… ☎0470-23-1212

花しぶき ………………………… ☎0470-29-0236

たろべ …………………………… ☎0470-29-1188

THE SHINRA 森羅……………… ☎0470-29-1233

鳩山荘 松庵 ……………………… ☎0470-29-2311

休暇村館山 ……………………… ☎0470-29-0211

風の抄 …………………………… ☎0470-29-0301

善平 ……………………………… ☎0470-29-1274

喜多山旅館 ……………………… ☎0470-29-0805

ホテル川端 ……………………… ☎0470-29-0341

平砂浦ビーチホテル …………… ☎0470-29-1100

館山リゾートホテル …………… ☎0470-29-2100

ドッグホテルわん楽 …………… ☎0470-29-1220

千里の風 ………………………… ☎0470-28-2211

鏡ケ浦温泉 ROKUZA…………… ☎0470-20-5693

清風荘 …………………………… ☎0470-28-0697



恋人の聖地
鏡ヶ浦から富士の見えるまち 館山

館山夕日桟橋 城山公園（展望エリア） 洲埼灯台
※掲載されている情報は令和2年9月1日のものです。

レ
ン
タ
サ
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ル
で
め
ぐ
る

た
て
や
ま
サ
イ
ク
リ
ン
グ

貸出場所
館山駅西口観光まちづくりセンター

☎0470-22-2000
お問い合わせ：館山市観光協会

お問い合わせ
館山市観光協会 ☎0470-22-2000 

レンタサイクル貸出時間　9：30～17：00

◆電動アシストレンタル料
　・１時間以内
　・２時間以内
　・２時間超（１時間ごとに）
　・５時間超（時間問わず）
　・ 乗り捨て（時間問わず）
　　※たてやまファンクラブ会員は¥100引き。
 ◆乗り捨て可能施設
　・ アロハガーデンたてやま
　・ ふれあいショップ平砂浦
　・ 千倉駅　観光案内所
　・ 南房総市観光インフォメーションセンター
　・ 他、南房総　くるくる車ららん拠点(道の駅など)

◆スポーツ自転車レンタル料金
ロードバイク 1日  ¥5,000

メーカー：ISAAC
フレーム素材：カーボン
対応身長：160㎝～178㎝（3サイズ）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥300
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥500

・・・・・・・・・・・・・・・・￥250
・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,500
・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,500

▶城山・沖ノ島・渚の駅コース

▶北条海岸・那古寺・崖観音コース

▶洲埼灯台・洲崎神社コース

▶平砂浦・安房神社コース

お す す め コ ー ス 「たてチャリ」の電動アシスト自転車、
スポーツ自転車で

たてやまを楽しんでみませんか。

クロスバイク 1日  ¥3,000
メーカー：JOKER
フレーム素材：アルミ
対応身長：155㎝～175㎝（3サイズ）

※スポーツ自転車は要予約です。こちらから  →
　（電動自転車の予約は受付けておりません）

内税

内税

内税

NPO 法人地域活性化支援センターでは、全国の観光地の中からプ
ロポーズにふさわしいロマンティックな場所を「恋人の聖地」に認定し
ており、現在、１３７か所あります。館山市は、平成２７年７月に「鏡ヶ
浦から富士の見えるまち 館山」として認定されました。おすすめのス
ポットには、洲埼灯台、城山公園（展望エリア）、館山夕日桟橋があります。

館山市

洲埼灯台 城山公園

館山夕日桟橋

鏡 ヶ 浦

みんなで元気に！
ちばの
おもてなし
提供事業
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