
食べ放題食べ放題食べ放題食べ放題

開始日 ☎市外局番(０５９９) 　　　料金 サービスメニュー バス停

定休日 お店が焼く→店 (大は中学生～) 下車のち徒歩

ご自分で焼く→自 (焼き・蒸し・両方) 大・小・幼 平日 土日祝 <生ガキ対応有無>

１１月　１日 ３２－５２１６ 大　２，８００円 ９０分 カキ飯みそ汁 向井(むかい)

不定休 店 小　１，５００円 フライしぐれ 徒歩　１０分

(両方)　　 幼　　　５００円(３才～) 　<生ガキ年内>

１１月　９日 ３２－５５００ 大　２，０００円 なし なし 向井

全平日休み 自 小　１，０００円 先着有料 徒歩　１０分

(焼き)　　　　 幼　　　　　０円 <生ガキなし>

１０月２６・２７日 ０８０－３０６４－２３６４ 山安水産山安水産山安水産山安水産 大　２，０００円 なし なし エクシブ前

１１月　１日 自 パールロード店パールロード店パールロード店パールロード店 小　１，０００円 先着有料 徒歩　１０分

不定休 (焼き)　　　　 幼　　　　　０円 <生ガキなし>

１１月　7日 ３２－５８４８ 大　２，６００円 ９０分 カキ飯のおにぎり 海の博物館

不定休 店 小　１，３００円 みそ汁 徒歩５分

(両方)　　 幼　　　７００円(３才～) <生ガキ不定期>

１１月　１日 ０９０－５０００－６７８４ 大　３，５００円 ９０分 向井

第一第三 店 中　１，５００円 １１：００～ １０：３０～ カキ飯みそ汁 徒歩５分

火曜日 (両方)　　　 小　１，０００円 ～１４：００ ～１４：００ 佃煮フライ

幼　　　　　０円 <生ガキなし>

１１月　１日 ０９０－６４６５－５６６４ BBQセンターBBQセンターBBQセンターBBQセンター 大　２，３００円 １１：００～ １１：００～ ９０分 カキ飯みそ汁 向井

火曜日 店 モンキーモンキーモンキーモンキー 小　１，２００円 １２：３０～ １２：３０～ 徒歩３分

(１１月のみ火水)
(両方)　　 幼　　　　　０円 １４：００～ <生ガキなし>

１１月　１日 ３２-５８０８ 大　２，６００円(税別) １０：５０～ ８０分 カキフライ丼 本浦港

不定休 自 小　１，３００円(税別) １１：００～ １２：３０～ みそ汁佃煮 徒歩５分

(焼き)　 １２：４０～ １４：１０～ <生ガキ問合せ>

１１月　１日 ３２－５８３１ 大　３，０００円 ２時間 カキ飯吸い物 本浦港

火曜日 店 小　１，０００円 フライ佃煮 徒歩７分

(焼き)　(蒸しは不定期) 幼　１，０００円(３才～)

１１月　１日 ３２－５５２０ 大　２，８００円 １１：００～ ６０分 カキ飯みそ汁 本浦

火曜日 店 小　１，４００円 １２：００～ １０時～１４時 徒歩３分

(両方)　　　　 幼　１，４００円(４才～) １３：００～ 　　(５部制) <生ガキあり>

10月26日 ３２－５８８５ ９０分 カキ飯みそ汁 向井

不定休 自 フライ 徒歩１０分

(焼き)　(蒸しは不定期) 幼　　　　　０円 <生ガキ年内>

１１月　１日 ３２－５９１４ 大　２，０００円 １０：３０～ ９０分 なし 今浦

火曜日 090‐5605‐6882 小　１，０００円 １１：００～ １２：３０～ 徒歩１０分

店・自・両方 (両方)　　　 幼　　　５００円(３才～) １３：００～ １４：３０～ <生ガキあり>

１１月　１日 ３２－５８６６ 大　２，７００円 １１：００～ １１：００～ ８０分 カキ飯みそ汁 本浦港

火曜日 自　(蒸し→店) 小　１，３５０円 １３：００～ １３：００～ フライ雪見ガキ 徒歩５分

(年内火・水) (両方)　　　 幼　　　　　０円 １４：４０～ <生ガキあり>

１２月　１日 ２０－００９２ シーサイドテラス＆シーサイドテラス＆シーサイドテラス＆シーサイドテラス＆ホテルホテルホテルホテル 大　２，８００円 ９０分 カキ飯吸い物 夏見キャンプ場

火曜日 自 S,mare　エスマーレS,mare　エスマーレS,mare　エスマーレS,mare　エスマーレ小　１，４００円 カキを使った一品 徒歩３分

(蒸し)　　　　 幼　　　　　０円 <生ガキなし>

☆令和　元年度版　浦村かき情報　(R元年１０月調べ　裏面の食べ放題以外のお店もご覧下さい)☆

モトかき養殖場モトかき養殖場モトかき養殖場モトかき養殖場

１１：００～２０：００

食べ放題は要予約　生ガキは急に対応できなくなる事もあり　　　　　　　

制
限
時
間

※幼児をお連れの場合予約不可

スギムラ水産スギムラ水産スギムラ水産スギムラ水産

与与与与
ヨ

吉吉吉吉
キチ

屋屋屋屋

丸善丸善丸善丸善
マルゼン

水産水産水産水産

マルナカ水産マルナカ水産マルナカ水産マルナカ水産

開始時間
店名店名店名店名

山安水産本店山安水産本店山安水産本店山安水産本店

山山山山
ヤマ

　　　　善善善善
ゼン

１１：００～１６：００

１１：００～

１２：００～

１３：００～

※小幼食事しなくても料金必要

１０：３０～

１３：００～

大　２，５００円　(土日祝2,700円)　１０：３０～

小　１，３００円　(土日祝1,500円)　１３：００～

浜田水産浜田水産浜田水産浜田水産

<生がきテイクアウトのみ>

鳥羽市観光案内所作成

夏見キャンプ場前バス停(帰り)は　行きバス停より１5０ｍ程さらに先の場所にあるのでご注意ください

カキ飯300円　みそ汁100円

カキ飯300円　みそ汁100円

谷川水産谷川水産谷川水産谷川水産
１０：００～１３：００　(LO)

かき丸かき丸かき丸かき丸

１１：００～１６：００

かき煮味噌・他一品



開始日

定休日

11月予定

不定休

11月1日

不定休

11月1日

火曜日

11月1日

１０月下旬予定

不定休

１０月中旬

無休

１1月

木曜日

→ 小田浜 今浦 本浦 向井 本浦港本浦港本浦港本浦港

9:47 → 10:10 → 10:16 → 10:17 → 10:19 → 10:21 → 10:23 → 10:23 → 10:31

11:06 → 11:23 → 11:29 → 11:30 → 11:32 → 11:34 → 11:36 → 11:36 → 11:44

12:17 → 12:36 → 12:42 → 12:43 → 12:45 → 12:47 → 12:49 → 12:49 → 12:57

14:17 → 14:34 → 14:40 → 14:41 → 14:43 → 14:45 → 14:47 → 14:47 → 14:55

→ 小田浜 今浦 本浦 向井 本浦港本浦港本浦港本浦港

9:10 → 9:23 → 9:29 → 9:30 → 9:32 → 9:34 → 9:36 → 9:36 → 9:44

10:2710:2710:2710:27 → 10:40 → 10:46 → 10:47 → 10:49 → 10:51 → 10:53 → 10:53 → 11:01

12:55 → 13:12 → 13:18 → 13:19 → 13:21 → 13:23 → 13:25 → 13:25 → 13:33

13:5513:5513:5513:55 → 14:08 → 14:14 → 14:15 → 14:17 → 14:19 → 14:21 → 14:21 → 14:29

← 鳥羽バスセンター 小田浜 今浦 本浦 向井 本浦港本浦港本浦港本浦港

12:57 ←←←← 12:36 ←←←← 12:31 ←←←← 12:30 ←←←← 12:29 ←←←← 12:27 ←←←← 12:24 ←←←← 12:24 ←←←← 12:17

14:18 ←←←← 13:56 ←←←← 13:51 ←←←← 13:50 ←←←← 13:49 ←←←← 13:47 ←←←← 13:44 ←←←← 13:44 ←←←← 13:37

16:19 ←←←← 16:01 ←←←← 15:56 ←←←← 15:55 ←←←← 15:54 ←←←← 15:52 ←←←← 15:49 ←←←← 15:49 ←←←← 15:42

17:45 ←←←← 17:33 ←←←← 17:28 ←←←← 17:27 ←←←← 17:26 ←←←← 17:24 ←←←← 17:21 ←←←← 17:21 ←←←← 17:14

← 小田浜 今浦 本浦 向井 本浦港本浦港本浦港本浦港

13:04 ←←←← 12:48 ←←←← 12:43 ←←←← 12:42 ←←←← 12:41 ←←←← 12:39 ←←←← 12:36 ←←←← 12:36 ←←←← 12:29

14:52 ←←←← 14:40 ←←←← 14:35 ←←←← 14:34 ←←←← 14:33 ←←←← 14:31 ←←←← 14:28 ←←←← 14:28 ←←←← 14:21

16:22 ←←←← 16:10 ←←←← 16:05 ←←←← 16:04 ←←←← 16:03 ←←←← 16:01 ←←←← 15:58 ←←←← 15:58 ←←←← 15:51

17:47 ←←←← 17:35 ←←←← 17:30 ←←←← 17:29 ←←←← 17:28 ←←←← 17:26 ←←←← 17:23 ←←←← 17:23 ←←←← 17:16

夏見キャンプ場前バス停(帰り)は　行きバス停より１5０ｍ程さらに先の場所にあるのでご注意ください

はっかい１１上旬～食べ放題も併設(要予約)　自　　70分　大2,700円　中1,500円　小1,000円(３才～)　11:00 12:30 14:00 カキ飯赤だしフライ

カモメバス時刻表カモメバス時刻表カモメバス時刻表カモメバス時刻表　(本表掲載店の最寄りバス停のみ表記)　鳥羽小学校～石鏡港線　　H3１年4月1日改正のカモメバス時刻で作成

　土日祝の１０：２７・１３・５５１０：２７・１３・５５１０：２７・１３・５５１０：２７・１３・５５のみ畔蛸口(あだこぐち)行きに乗車
　全日　石鏡港(いじかこう)行きに乗車

平
日

土
日
祝

夏見キャンプ場前 海の博物館

      鳥羽バスセンター

鳥羽バスセンター

平
日

夏見キャンプ場前 海の博物館       鳥羽バスセンター

帰りは　鳥羽バスセンター・鳥羽小学校・鳥羽マリンターミナル方面行きへ乗車

１０：００～１６：００(L.O) 生・焼きガキ・他の貝・刺身・丼
今浦

徒歩５分

３２－５３５２ 海の駅黒潮　パールロード店 ８：００～１７：００ 焼きガキ・海鮮丼・他

３２－５９９９ 海の食堂　はっかい

生・焼きガキ・フライ・定食・刺身
本浦港

徒歩３分

夏見キャンプ場前

徒歩５分戻る

本浦港

徒歩１０分

３２－５７７０

予約時のみオープン
かき小屋　さとや 予約時相談 焼きガキ・オリジナルメニュー

太平洋 １０：００～１６：００ 生・焼きガキ・刺身・鍋・フライ
小田浜

徒歩１分

バス停名
店　　名店　　名店　　名店　　名 営業時間

(表記のメニューは一部です)

３２－５９１６ 孝志丸かきっこ １０：３０～１５：００ 焼きガキ・他の貝・うどん・カキ飯
夏見キャンプ場前

徒歩１０分戻る

帰
り

帰
り

土
日
祝

エクシブ鳥羽前

３２－６１２３

行
き

生ガキはお店の都合で変更あり　不定休のお店が多いので事前に営業確認お願いします　

行
き

エクシブ鳥羽前 夏見キャンプ場前 海の博物館

エクシブ鳥羽前 夏見キャンプ場前 海の博物館

エクシブ鳥羽前

３２－５８０７

☆令和元年度版　食べ放題以外以外以外以外の浦村かき情報☆　　(R元年１０月調べ　裏面の食べ放題のお店もご覧ください)

食べ放題以外のお店　(一部を除く)

３２－５５１９ 英　治　丸 ９：００～１６：００ 生・焼きガキ
本浦

徒歩５分

☎

市外局番(０５９９)

バス停メニュー

よしゆう水産
１１：００～１４：００

(土日祝～１５：００)


