参加店ガイドブック
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旬の地魚を食べて、
豪華賞品をゲット！
！
参加店で地魚を食べる度に応募できます。

2,300名様に 当たる！
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商品内容は届いてからのお楽しみ

キャンペーン参加店は感染症への安全対策に取り組む「つるおか元気プロジェクト」に加盟しています。

店舗名

TEL.

寿司屋
洋食店･その他
旅館･ホテル

●地魚を使った各店の
オススメ料理
住所

営業時間／
定 休 日／

鮨処

朝日屋

井上商店

TEL.0235-44-2855

●地魚中心の握り
●ひこまろ握り

鶴岡市文園町13-20

営業時間／ 11:30-21:00
定 休 日／ 月曜（祝日の場合は翌日休み）

営業時間／ 11:30-14:00、17:30-22:00
定 休 日／ 不定休

魚亭岡ざき

TEL.0235-22-1911

●旬の握り
●塩びきの押寿司

●特せんちらし

鶴岡市本町1丁目7-28

鶴岡市美咲町2-46

営業時間／ 11:00-14:00、17:00-22:00
定 休 日／ 火曜

寿司処三幸

芝楽

TEL.0235-22-0236

鶴岡市本町2丁目2-12

営業時間／ 11:00-21:00
定 休 日／ 月曜

営業時間／ 11:30-14:00、17:00-22:30
定 休 日／ 第１、
第３火曜（予約により変更あり）

寿しの長三郎

TEL.0235-23-5637

●ハタハタ湯揚
●口細カレイ唐揚げ

TEL.0235-25-3217

●地魚づくし
（にぎり）
●はたはた湯上げ

鶴岡市山王町10-47

鶴岡市泉町6-3

営業時間／ 11:30-14:00、16:30-21:30
定 休 日／ 月曜

営業時間／ 17:00-23:30
定 休 日／ 月曜

福鮨

TEL.0235-25-0677

●雪あそび
●特上寿し

TEL.0235-22-1726

●すし、刺身、各種
●焼き魚 等

鶴岡市神明町12-42

鶴岡市昭和町7-55

営業時間／ 17:00-24:00
定 休 日／ 火曜

営業時間／ 18：00-24：00
定 休 日／ 日曜

ふじしま金寿司

TEL.0235-22-1521

●刺身・寿司・天ぷら
●焼魚

鶴岡市本町2丁目16-5

八方寿司

TEL.0235-25-0086

営業時間／ 11:30-14:00、17:30-22:00
定 休 日／ 月曜、他、不定休

●鰆西京焼・鰆しゃぶしゃぶ
●ハタハタ湯上げ

千葉寿司

TEL.0235-23-1318

●のどぐろの塩焼き
●ハタハタ湯揚げ

鶴岡市鼠ヶ関丙151

扇寿し

和食店･居酒屋
セレモニーホール

美都寿し

TEL.0235-64-3876

●にぎり
●刺身

●庄内産の地魚を使ったお好み寿司
●庄内産の地魚
鶴岡市藤島字笹花58-1

鶴岡市日吉町2-1

営業時間／ 12:00-13:30、17:00-22:00
定 休 日／ 水曜

営業時間／ 11:30-14:00、16:30-22:00
定 休 日／ 月曜
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TEL.0235-23-3249

鮨もりむら

安兵衛寿し

TEL.0235-77-4409

●にぎり
●ばらちらし

TEL.0235-24-5806

●地物おまかせ寿司、
ちらし
●のどぐろ焼、
口細かれい焼 など

鶴岡市西新斎町7-31-102

鶴岡市本町1丁目8-14

営業時間／ 11:30-14:00、17:00-23:00
定 休 日／ 第1・3・5水曜、第2・4水曜昼

営業時間／ 18:00-22:00
定 休 日／ 日曜、祝日

足長伯父さん

味菜

TEL.0235-23-1471

●地魚盛り合せ
（刺身）
●地魚天ぷら

●サワラの味噌漬焼
●ハタハタ正油焼 湯上げ

鶴岡市末広町2-1プチホテル１F

鶴岡市双葉町11-18

営業時間／ 17:30-28:00
定 休 日／ 年中無休

居酒屋

炙茶家

営業時間／ 17:30-22:00
定 休 日／ 火曜

つるおか旬暦 彩鶴

TEL.0235-24-0191

●お刺身
●焼魚

鶴岡市末広町3-1 マリカ東館1F

営業時間／ 17:30-24:30
定 休 日／ 月曜

営業時間／ 11:00-22:00
定 休 日／ 不定休

食事処 入舟

TEL.0235-22-1061

●ハタハタ湯上げ
●ズワイガニ
（蒸し）

鶴岡市昭和町3-28

営業時間／ 17:30-22:30
定 休 日／ 日曜

営業時間／ 17:00-20:00
定 休 日／ 火曜、水曜、土曜

旬彩和食 うめ壱

TEL.0235-24-3701

●どんがら汁
●ハタハタの湯あげ

鶴岡市本町1丁目5-11

営業時間／月〜土11:30-23:30、
日11:30-23:00
定 休 日／ 不定休

営業時間／ 11:30-14:00、18:00-23:00
定 休 日／ 昼：水土日祝 夜：不定休

魚匠ダイニング 沖海月

TEL.0235-22-0637

●香箱蟹すだちジュレ
●ふぐ料理

TEL.0235-64-8356

●黒鯛定食、
ハモ定食
●ふぐ定食

鶴岡市三光町2-36

鶴岡市今泉字大久保657-1

営業時間／ 11：30-21：30
定 休 日／ 不定休

海鮮どんやとびしま鶴岡店

TEL.0235-64-8455

●低利用魚のしゃぶしゃぶ鍋
●地魚を使ったコース料理

鶴岡市末広町11-9

大多喜亭

TEL.0235-24-3701

●刺身
●焼魚

鶴岡市本町2丁目18-3

うなぎ若林

TEL.0235-64-1731

●海鮮丼
●はららご丼

鶴岡市錦町13-7

いな舟

TEL.0235-25-6620

営業時間／ 11:00-15:00
定 休 日／ 年中無休

やきとりかこ

TEL.0235-25-3715

●海鮮丼
●舟盛膳

●さわらの西京漬け
●ゆでずわい

鶴岡市布目字中通80-1庄内観光物産館内

鶴岡市本町1丁目7-18-2F

営業時間／ 平日11:00-15:00 土日祝11:00-16:00
定 休 日／ 年中無休

営業時間／17:30-24:00
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TEL.050-5571-6302

庄内海鮮料理

喜多八

居酒屋

TEL.0235-22-1790

●おすすめ手桶刺身盛込み
●板長おまかせコース

鶴岡市大宝寺町3-48

営業時間／ 11:30-13:30、17:00-22:30
定 休 日／ 日曜（不定休）

営業時間／ 17:30-24:30
定 休 日／ 日曜

大衆居酒屋くじらや

蔵屋敷LUNA

TEL.0235-64-1937

●お刺身３点盛り
●あまえび唐揚げ

TEL.0235-22-1223

●ふぐのからあげ
●甘鯛の蒸しもの

鶴岡市文園町1-16

鶴岡市昭和町12-23

営業時間／ 12:00-14:00、17:00-23:00
定 休 日／ 月曜

営業時間／ 11:00-14:00、17:30-21:00
定 休 日／ 月曜

パブれすとらんコロニー

TEL.090-6624-2662

●地魚刺身
●地魚焼魚

TEL.0235-29-0228

●刺身
●焼魚

鶴岡市末広町10-2

鶴岡市東原町1-20

営業時間／ 18:00-23:00
定 休 日／ 不定休

営業時間／ 18:30-23:00
定 休 日／ 月曜

料理・宿 坂本屋

海鮮酒場 さしみ〜や

TEL.0235-73-2003

●北前ガニ
（カニまるごと）
●ハタハタ
（鶴岡仕立２種）

鶴岡市本町3丁目4-3

営業時間／ 17:00-23:00
定 休 日／ 日曜・月曜

海鮮酒場 さしみ〜や２号店

山王夢食堂

TEL.0235-33-8570

●庄内産スルメイカのホイル焼き
●庄内産ブリの刺身

TEL.0235-33-8447

●地魚焼魚定食

鶴岡市宝田1-9-60

鶴岡市山王町3-14

営業時間／ 17:00-23:00
定 休 日／ 月曜

営業時間／ 11:30-14:30、17:00-21:00
定 休 日／ 水曜

暫忻亭

庄内魚河岸酒場

TEL.0235-25-5722

●はらこめし
●地魚の焼物、お造り（コースメニュー内、要予約）

潮彩

TEL.0235-26-8886

●刺身盛り合わせ
●秋鮭の白子天ぷら

鶴岡市本町3丁目4-36

鶴岡市末広町6-3TMKビル1F

営業時間／ 11:30-14:00、17:30-21:00（要予約）
定 休 日／ 水曜

桜

TEL.0235-22-5503

●刺身盛り合わせ
●焼き魚

鶴岡市三瀬己91

旬彩

TEL.0235-25-0602

●お刺身
●焼魚

鶴岡市本町2丁目3-22

地酒・地魚料理 公凛

GINZA実國

営業時間／ 17:00-25:00
定 休 日／ 不定休

庄内ざっこ

TEL.090-2886-9938

●旬の地魚料理

●鮮魚のスープ蒸し
●対象魚種を活用した造り・焼物

鶴岡市新形町18-13

鶴岡市本町1丁目8-41

営業時間／ 11:00-22:00
定 休 日／ 予約のみ

営業時間／ 11:30-14:00、17:30-22:00
定 休 日／ 日曜又は月曜
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TEL.0235-24-1613

庄や 鶴岡駅前店

旨酒旨味 寄り処 心粋

TEL.0235-23-4061

●サワラ焼霜造り
●ブリしゃぶしゃぶ

●地魚のお造り
●地魚の焼・煮

鶴岡市末広町1-1-144

鶴岡市本町1丁目6-41

営業時間／ 11:30-14:00、16:00-24:00
定 休 日／ 年中無休

新茶屋

営業時間／ 17;30-24:00
定 休 日／ 日曜

すずしろ

TEL.0235-22-0521

●鮭とゴマドーフのあんかけ
●お刺身

鶴岡市山王町8-1

営業時間／ 11:00-22:00
定 休 日／ 不定休

営業時間／ 11:30-14:00、17:00-22:00
定 休 日／ 日曜

居酒屋 せいご

TEL.0235-22-3231

●蟹焼き
●蟹の茶ワン蒸し

鶴岡市末広町6-50

営業時間／ 11:30-22:00
定 休 日／ 火曜

営業時間／ 17:00-23:00
定 休 日／ 不定休

和食彩 匠家

TEL.0235-24-8780

●ブリ大根
●ヒラメの刺身

鶴岡市美原町17-14

営業時間／ 11:30-14:00 17:30-23:00
(日のみ22：30）
定 休 日／不定休

営業時間／ 17:30-23:00
定 休 日／ 火曜

居酒屋 鶴べぇ

TEL.0235-22-9339

●魚づくし定食
●お刺身盛り合せ

鶴岡市末広町6-47

営業時間／ 11:30-14:00、17:30-21:00
定 休 日／ 日曜

営業時間／ 17:00-24:00
定 休 日／ 月曜

天金

TEL.0235-23-6349

●刺身
●煮物

TEL.0235-64-8240

●庄内浜の旨海老ラーメン
●サザエの香草バター焼き

鶴岡市神明町12-41

鶴岡市本町3丁目1-41

営業時間／ 17:00-24:00
定 休 日／ 日曜

お食事処 冨がし

TEL.0235-26-1234

●7日〜14日間熟成おばこサワラ刺し
●ブリしゃぶ

鶴岡市大塚町7-8

焼鳥づぼら本店

TEL.0235-24-7411

●刺身
●蒸しカニ

鶴岡市錦町8-30

ダイニング花

TEL.0235-25-0651

●鰰湯上げ
●のどぐろ刺身煮付・塩焼

鶴岡市錦町7-68

和定食 滝太郎

TEL.0235-25-0857

●刺身
●焼物・鯛あられ蒸し

鶴岡市本町3丁目11-39

鶴岡料理 すず音

TEL.0235-64-1556

営業時間／ 11:00-14:00、17:30-22:00
定 休 日／ 月曜

居酒屋 堂道

TEL.0235-64-0259

●刺身盛り合わせ
●海鮮生春巻き

●由良産刺身盛り合せ
●鯛カブト煮、煮魚メバルのどぐろ

鶴岡市本町1丁目4-28

鶴岡市末広町6-52

営業時間／ 11:00-14:00、17:00-22:00
定 休 日／ 月曜

営業時間／ 17:00-22:30
定 休 日／ 第1・3月曜、第2・4日曜
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TEL.0235-25-3483

やさいの荘の家庭料理 菜ぁ

旬彩亭 なな八

TEL.0235-25-8694

●サワラのミソチーズ焼き
●サワラのフライ

●旬の地魚料理

鶴岡市福田甲41

鶴岡市大山3丁目3-6

営業時間／ 11:30-14:30、夜（金・土のみ、要予約17：30〜）
定 休 日／ 火曜

日本料理 いづみ

営業時間／ 11:30-14:00、17:00-22:00
定 休 日／ 水曜

日本料理 村上

TEL.0235-25-2283

鶴岡市錦町2-10東京第一ホテル鶴岡アネックス9階

鶴岡市泉町6-6

営業時間／ 11:30-14:00、17:30-21:00
定 休 日／ 月曜

営業時間／ 11:30-14:00、17:00定 休 日／ 不定休

居酒屋 花さき

TEL.0235-64-0031

●庄内浜おまかせお造り
●庄内浜おまかせ煮魚

鶴岡市本町2丁目15-31

営業時間／ 11:30-14:00、18:00-21:00
定 休 日／ 不定休

営業時間／ 17:30-23:00
定 休 日／ 日、祝日

はまゆり

TEL.0235-23-8235

●真鯛の煮付
●タラのどんがら汁

鶴岡市美原町27-26

営業時間／ 17:30-22:00
定 休 日／ 休日・祭日

営業時間／ 11:30-14:00、17:30-22:00
定 休 日／ 日曜

人情酒場 晩屋清次郎

TEL.0235-57-2051

鶴岡市末広町6-19

鶴岡市西荒屋字杉下58

営業時間／ 17:00-21:00（昼は予約）
定 休 日／ 不定休

FC1ビル 1F

営業時間／ 17:00-24:00、金土祝前日25:00
定 休 日／ 不定休

葡萄酒蔵

TEL.0235-29-0888

●鯛丼
●秋鮭の葱味噌田楽

TEL.0235-24-9600

●地魚の刺身
●カルパッチョ

鶴岡市馬場町14-2

鶴岡市末広町15-19鶴岡パークビル１F P-2

営業時間／ 11:30-14:30、17:30-20:30
定 休 日／ 火曜

和洋食割烹 紅屋

TEL.0235-33-8751

●旬の地魚お造り又は薄造り
●地魚と舞茸の天ぷら

●地魚のさしみ
●地魚の天プラ

水の食卓 百けん濠

TEL.0235-64-8351

●鮭いくら丼
●庄内浜秋の地魚コース

鶴岡市泉町6-1

有限会社 原田食品

TEL.0235-25-6088

●ガサエビのから揚げ
●いかの刺身

鶴岡市野田目字家ノ腰41-2

鮮魚料理 浜っ娘

TEL.0235-64-8186

●ハタハタ湯上げ
●ズワイガニの甲羅焼

●旬の地魚会席

日本料理 わたなべ

TEL.0235-33-3008

営業時間／ 18:00-26:00
定 休 日／ 火曜

べんけい

TEL.0235-24-8222

●庄内浜旬の地魚コース
●庄内浜産ズワイガニコース

●ハタハタ田楽焼
●ガサえびの唐揚

鶴岡市泉町7-35

鶴岡市錦町12-16

営業時間／ 11:30-14:00、17:00定 休 日／ 不定休

営業時間／ 17:00-23:00
定 休 日／ 不定休（主に日曜が多い）
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TEL.0235-23-4575

弁天茶屋

真魯

TEL.0235-44-2589

●ハタハタ干物
●塩引鮭

●刺し身盛り合わせ
●お寿司盛り合わせ
鶴岡市鼠ヶ関興屋239

鶴岡市鼠ヶ関乙41

営業時間／ 8:00-17:00
定 休 日／ 冬季間１〜２月

松乃家

営業時間／ 17:00-24:00
定 休 日／ 月曜（祝日の場合、翌日）

和びすとろMARCO

TEL.0235-29-4150

鶴岡市日吉町2-2

鶴岡市本町1丁目3-20

営業時間／ 18:00-22:00
定 休 日／ 不定休

営業時間／ 17:30-24:00
定 休 日／ 日曜

すたんど割烹みなぐち

TEL.0235-22-3002

●日替わりメニュ
●刺身盛り合わせ

鶴岡市山王町8-10

営業時間／ 10:00-19:00
定 休 日／ なし

営業時間／ 11:00-14:00、17:00-22:00
定 休 日／ 第1・4・5月曜、第2・3日曜

割烹やまと

TEL.0235-64-8859

●ハタハタ湯上げ
●寒鱈汁

鶴岡市本町3丁目2-27

営業時間／ 11:30-14:00、17:00-22:00
定 休 日／ 月曜

営業時間／ 17:00-21:00
定 休 日／ 不定休

夕日家 串揚げ

TEL.080-3326-8277

●平目の昆布締め
●ハタハタの湯上げ

鶴岡市末広町16-30

営業時間／ 17:30-23:00
定 休 日／ 月曜

営業時間／ 17:30-25:00
定 休 日／ 不定休

たき肉居酒屋 和っしょい TEL.0235-28-2290

TEL.0235-24-9377

●ハタハタでんがく
●口細カレイ焼き

●庄内地魚の刺身
●地魚の煮付け

鶴岡市千石町7-35

鶴岡市末広町6-8

営業時間／16:00-23:00（5名以上の場合、要予約）

「和」
どんどん

TEL.0235-64-0118

●鮮魚のアクアパッツァ or ボリート
●鮮魚のカルパッチョ

鶴岡市末広町13-1エスポ末広町1F

居酒屋 より道

TEL.0235-25-1555

●旬の地魚料理

鶴岡市馬場町6−44

おかみの手料理 夕顔

TEL.0235-23-3791

●おばこ鰆バッテラ、刺身
●鰰酒蒸し

鶴岡市錦町2-21

お台所 やじま

TEL.0235-35-1438

●刺身
●焼物

●地魚の刺身盛り合わせ
●ノドグロの握り寿司

食べ処 まるせん

TEL.0235-64-8217

営業時間／ 17:00-24:00(金土25:00)
定 休 日／ 木曜

アル・ケッチァーノ

TEL.0235-23-6302

●スルメイカ刺身
●ズワイガニ
（女ガニ）宝盛り

●庄内浜で上がった鮮魚のカルパッチョ
●庄内浜で上がった鮮魚のアクアパッツォ

鶴岡市本町1丁目5-37

鶴岡市下山添一里塚83

営業時間／ 17:00-27:00
定 休 日／ 木曜

営業時間／ 11:30-15:00、18:00-22:00
定 休 日／ 月曜
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TEL.0235-78-7230

Café&Dining EAST

キッチンfutaba

TEL.0235-24-4639

●お魚のソテー
●お魚のオーブン焼き
鶴岡市東原町17-7

●真ダイのブイヤベース
●ズワイガニの白ワイン蒸し

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｴﾙｻﾝ内

鶴岡市三原町9-26

営業時間／ 11:00-14:00、17:30-20:30
定 休 日／ 火曜

営業時間／ 11:30-14:00、17:30-21:00
定 休 日／ 水曜

西洋料理 しもん

中華料理 桃園

TEL.0235-22-1216

●口細ガレイのポアレ野菜バターソース
●由良の市場からの刺身風サラダ

TEL.0235-25-3670

●刺身
●焼魚

鶴岡市稲生1丁目22-12

鶴岡市本町1丁目5-8

営業時間／ 11:30-13:30、17:30-20:30
定 休 日／ 不定休

営業時間／ 11:30-14:00、17:00-22:30
定 休 日／ 月曜

とらんすぱらん

肉バル YAKU禄

TEL.0235-23-7736

TEL.090-6629-0896

●イカのまるごとガーリックソテー
●本日の魚料理

●ずわいがにと紅花のリゾットの極上のグラタン
●おばこサワラの燻製のサラダ仕立て
鶴岡市大宝寺町8-20

鶴岡市末広町3-1 マリカ東館1F

営業時間／ 11:30-14:00、17:00-22:00
定 休 日／ 不定休

営業時間／ 11:00-15:00、17:00-22:00
定 休 日／ 水曜

本町バル ハレトケ

ピノ・コッリーナファームガーデン＆ワイナリー松ヶ岡 TEL.0235-26-7807

TEL.0235-29-0071

●ヒラメのムニャイア・焦がしバターソース
●ズワイガニのトマトクリームパスタ

●サーモンのミキュイ

鶴岡市本町2丁目2-17

鶴岡市羽黒町松ヶ岡字松ヶ岡156-2

営業時間／ 17:30-26:00
定 休 日／ 月曜

営業時間／ 10:00-17:00
定 休 日／ 年中無休

ブラックバード・マーケット TEL.0235-26-7355

blanc blanc gastropub

●紅海老のパエリア
●本日の白身魚のカルパッチョ

TEL.0235-77-5927

●庄内産紅エビのビスク
●庄内産鰆の低温調理

鶴岡市切添町22-44

鶴岡市末広町6-10

営業時間／ 11:30-21:00
定 休 日／ 月曜

ベッダシチリア

TEL.0235-24-1141

営業時間／ 18:00-22:00
定 休 日／ 日曜、不定休

ポムドテール

TEL.090-1808-3420

●パスタ
●本日の魚料理

TEL.0235-29-2533

●鮮魚のロースト・秋茄子とアラのウォーターソース
●庄内浜の甲羅類のビスク・カプチーノ仕立て

鶴岡市羽黒町三ツ橋字前田164

鶴岡市昭和町12-61昭和ビル1F

営業時間／ 11:30-23:00
定 休 日／ 水曜

営業時間／ 17:00-24:00
定 休 日／ 日曜

イタリアンフレンチ レコルト TEL.0235-28-2771

グランドエル・サン

●パイで挟んだ地魚のポワレと天使の海老
帆立のクリームソース

●お造り盛り合わせ
●鮮魚のソテー

鶴岡市大塚町21-2

鶴岡市東原町17-7

営業時間／ 11:30-14:30
定 休 日／ 火曜

営業時間／ 10:00-21:00
定 休 日／ 年中無休
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TEL.0235-24-4633

ベルナール鶴岡

東屋旅館

TEL.0235-26-2020

●お造里
●白身魚と茸の紙包み焼き

●タイの包み蒸し
●ふぐ天ぷら

鶴岡市美咲町32-1

鶴岡市湯温海甲171

営業時間／ 10:00-19:00
定 休 日／ 火曜

游水亭いさごや

温泉民宿

TEL.0235-75-2211

●夕食：庄内産すだちを使ったおばこ
サワラの杉板焼 秋のキノコと銀杏ぞえ
●朝食：秋鮭の焼漬

湯野浜温泉うしお荘

TEL.0235-75-2121

鶴岡市湯野浜1丁目11-23

あつみ温泉 かしわや旅館 TEL.0235-43-2011

亀や

●地魚のお造り盛り合せ
●昆布締め鯛のカルパッチョ

TEL.0235-75-2301

●のどぐろの塩焼き、煮物
●ズワイ蟹の姿盛り

鶴岡市湯温海甲191

鶴岡市湯野浜1丁目5-50

休暇村庄内羽黒

TEL.0235-23-1125

●刺身
●焼魚

TEL.0235-62-4270

●寒鱈鍋（コース料理内メニュー）
●活魚の盛り合わせ
（追加逸品料理）

鶴岡市上畑町10-77

鶴岡市羽黒町手向字羽黒山8

九兵衛旅館

TEL.0235-43-4119

●海鮮しゃぶしゃぶ
●ハタハタ唐揚げ

TEL.0235-35-2777

●ズワイガニの膳
●鰆のとろろ蒸し

鶴岡市湯温海字湯之尻83-3

民宿 咲

TEL.0235-75-2715

●本日の地魚お造り
（全コース）
●庄内浜天然ふぐちり鍋

鶴岡市湯野浜1丁目10-29

高見屋別邸 久遠

TEL.0235-73-2472

鶴岡市由良2丁目20-18

●口細カレイ素焼
●地魚お造り

月山荘

石川

●さしみ物
●焼魚、煮魚など

鶴岡市湯野浜1丁目8-7

海辺のお宿 一久

TEL.0235-43-2345

鶴岡市湯田川乙19

ホテルサンリゾート庄内

TEL.0235-44-2329

●サワラの炙り、造り
●鉄チリコース

●ヒラメのしゃぶしゃぶ
●鰆の塩焼き

鶴岡市鼠ヶ関乙24

鶴岡市由良3丁目17-21
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TEL.0235-38-8088

しおさい荘

TEL.0235-44-2751

●鯛のかぶと蒸し
●のどぐろ塩焼き

●藁で燻したサワラのスモーク
●炙ったノドグロのカルパッチョ 和風ドレッシング

鶴岡市鼠ヶ関乙45

松林館

鶴岡市北京田字下鳥ノ巣23-1

TEL.0235-33-4350

TEL.0235-43-3025

●マダイ刺身
●ハタハタ湯上げ

TEL.0235-75-2031

鶴岡市湯野浜1丁目9-25

TEL.0235-43-2211

●鯛とふぐのお造り
●鰰鍋

湯野浜温泉 龍の湯

TEL.0235-75-2241

●会席料理 刺身
●会席料理 焼魚

鶴岡市湯温海丁３

鶴岡市湯野浜2丁目4-47

TEL.0235-35-3535

●鰆のとろろ蒸し
●お造り

田麦荘

TEL.0235-54-6328

●お造り
※宿泊・夜のお食事のみ
●焼きもの

鶴岡市湯田川乙39

はまあかり潮音閣

竹屋ホテル
●お造り
（刺身）
●浜焼

鶴岡市湯温海甲169

珠玉や

TEL.0235-35-3773

鶴岡市湯田川乙１３

鶴岡市菱津ち1

たちばなや

仙荘湯田川
●焼魚
●刺身

●ハタハタ田楽
●タラの煮つけ

あつみ温泉 瀧の屋

SHONAI HOTEL SUIDEN TERRASSE TEL.0235-25-7424

鶴岡市田麦俣字清水尻12-6

TEL.0235-75-2134

●庄内のごんげだお刺身盛り合わせ
●お刺身盛り合わせ

つかさや旅館

TEL.0235-35-2301

●鰆の粕漬け
●鮭の味噌粕漬け

鶴岡市湯野浜1丁目26-4

鶴岡市湯田川乙52

ホテルテトラリゾート鶴岡 TEL.0235-76-3800
●ハタハタの湯上げ
●のどぐろ塩焼き

旅館仁三郎
●おばこサワラの刺身
●焼ズワイガニ

鶴岡市下川字東海林場358-3

鶴岡市三瀬己308
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TEL.0235-73-2109

華夕美 日本海

隼人旅館

TEL.0235-75-2021

●ズワイガニの釜揚げ
●サワラのお造り

●刺身
●焼魚

鶴鶴岡市下川字窪畑1-523

萬国屋

鶴岡市湯田川乙56

海辺の宿 福住

TEL.0235-43-3333

●三度楽しめる鯛飯しの朝食
●鯛のポワレ

鶴岡市湯野浜1丁目9-31

民宿 真砂子屋

TEL.0235-73-3158

鶴岡市湯野浜1丁目19-16

鶴岡市由良2丁目3-33

丸イ旅館

TEL.0235-73-3203

●炭火焼き口細カレイ
●刺身の盛り合わせ

鶴岡市鼠ヶ関乙82

海辺の宿

TEL.0235-44-2185

●ズワイガニまるごと１パイ付（宿泊コース）
●地魚のサシミ盛

由良温泉 八乙女

TEL.0235-75-2311

TEL.0235-73-3811

●鰆焼霜造り
●鯛のちり蒸し

鶴岡市湯野浜1丁目6-4

鶴岡市由良3丁目16-31

理太夫旅館

TEL.0235-57-2071

●素材を生かしたお刺身、
お造り
●鰤ときのこのソテー
鶴岡市中田字追分28

TEL.0235-75-2101

鶴岡市湯野浜1丁目7-3

●刺身
●姿焼き

安野旅館

都屋

●庄内地魚の刺身
（鯛、
ブリ、平目など）
●ずわい蟹

鶴岡市鼠ヶ関乙208-23

愉海亭みやじま

TEL.0235-44-2077

●さしみ
（地魚のさしみ）
●焼魚、煮付魚

鶴岡市由良1丁目1-2

民宿 丸武

TEL.0235-75-2057

●旬の地魚料理

●活本ずわいがにの蒸し、
お造り
●はたはたの田楽焼き、醤油漬け焼き

鮮魚料理 旅館 益美荘

TEL.0235-75-2141

●口細カレイ
●鯛、
サワラ、甘えびなどの刺身

鶴岡市湯温海丁1

由良温泉 ほり旅館

TEL.0235-35-3355

●クチボソガレイ素焼き
●ハタハタ田楽
鶴岡市湯田川乙51
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TEL.0235-35-2888

魚のおいしいまち鶴岡キャンペーン
を味わいつくそう！
！
鶴岡の魚介類は、漁獲量は多くないものの、様々な種類の魚が獲れる少量多品
種が特徴です。豊かな食文化に裏打ちされたおいしい魚メニューも豊富です。
ぜひこの機会に新鮮でバラエティに富んだ料理をお店でお楽しみください。

気になるお店を探そう！

このパンフレットでは、キャンペーン参加店138店※の住所、
連絡先、営業時間、お店の自慢の逸品を掲載しています。普
段から利用しているお店や気になっているお店を探してみて
ください。※10月20日現在
鶴岡食文化創造都市推進協議会のweb
サイトでも、
このパンフで紹介しきれな
かった参加店舗を紹介しています。
右記QRコードをご利用ください。

お店で地魚料理を味わおう！
キャンペーン参加店では、鶴岡市内の漁港で水揚げされた旬
の地魚を使った料理を提供します。
鶴岡の地魚は、潮の流れが速い日本海で泳いでいるため身が
締まり、さらに水温が下がる秋から冬にかけて餌をたくさん食
べて体に栄養を蓄えています。また、魚市場が市内にあるため、
常に新鮮な状態でお店に届けられています。
そして、市内の各お店では、新鮮で旨味たっぷりの地魚を熟
練の技で調理し、最高においしい状態でお客様に提供していま
す。鶴岡の自然と文化が生み出した味をお楽しみください。

お店で応募券をもらって応募しよう！
キャンペーン参加店で地魚料理を食べると、その場でプレゼン
ト企画に参加できる応募券がもらえます。
①スマホをお使いの方は、ＱＲコードを読み込んで応募フォーム
に必要事項を入力してください。
②スマホをお持ちでない方は、応募券に住所、氏名等を記入して、
お店のスタッフにお渡しください。

幸運な
方には

チェックポイント！
！

※キャンペーン期間中、お一人様何度でも
応募できます。二度、三度とお店を利用
して、ふるってご応募ください。
※応募の締切りは、令和2年12月27日（日）
です。

抽選で月山ワインや清酒等が当たる！
当選者の抽選を① 月 日〜 月 日の応募分と
② 月 日〜 月 日の応募分の二回に分けて行い、
前半分は 月末まで、後半分は 月末までに発送します。
※当選者の発表は景品の発送をもって代えさせていただきます。

問合せ：鶴岡食文化創造都市推進協議会事務局
（鶴岡市役所内） 0235-25-2111
（内線581）

