紀伊水道

丸福

淡路ワールドパークONOKORO

レストラン イル・マーレ

大阪湾

がんこおやじ志筑店

いづも庵

カフェレストラン海

25 26
タイヨー珈琲

丸中

神戸淡
路鳴門
自動車
道

鼓や

しぶれっと

きとら津名店

ファンダイニング
﹃コッコラーレ﹄

みけ家

美湯松帆の郷

明石海峡

食房NICE

道の駅あわじ
レストラン海峡楼

真心︵マミー︶

きとら淡路夢舞台店

IKOI
Japanese cu is ine

淡路カントリー倶楽部

憩︵いこい︶

和食処かおり

2

ゴクウマ

極旨 すき焼き重 1,463円

※汁物・漬物付

きとら洲本店

サンライズ食堂

五感ダイニング そらと海

カフェあおい

喫茶シック

いちじろう

焼肉 平松

厚浜

カプチーノ

鳴門海峡
らーめん天天

イングランドの丘
ファーマーズキッチン

ウェルネスパーク五色 浜千鳥

あわじ和牛亭

3

1

1

松葉寿司

とんかつ一番

めん処喜多野

鼓亭

31
2

淡路島牛丼 3 つの誓い

33

32

海岸通

食香房 とうじ

7

3

35

34

●大浜海水浴場

淡路ごちそう館 御食国
●洲本バスセンター

塩屋

炬口北

至志筑

フラミンゴ

焙煎工房ジロ・デ・アワジ

淡路島海上ホテル

プラザ淡路島

淡路じゃのひれ太公望

Hotel & Resorts MINAMIAWAJI

道の駅うずしおレストラン

牛楽

絶景レストラン うずの丘

54

30
22

キッチンたまご亭

39

洲本市文化体育館●
28
●

55

27

洲本

8

淡路島牛丼 722円

※汁物・漬物付

淡路牛の極旨すき焼重、
お肉本来の旨
味を味わっていただける贅沢な一品で
す。

１、私達は、美味しい牛丼を通じて淡路島の食材の素晴らしさをお伝え致します。

淡路牛と玉ねぎを甘辛いタレで焼いた
王道の牛丼です。
ぜひおためしください。

松帆アンカレイジパーク/道の駅あわじ

レストラン海峡楼

２、私達は、美味しい牛丼を提供するために牛肉・玉ねぎ・米は淡路島産を使用します。

美湯 松帆の郷

11：00～18：00
無休 Ｐ82台（普通72台・大型10台）
淡路市岩屋1873-1［淡路IC～５分］

３、私達は、牛丼を通じて淡路島の発展に寄与することを誇りに感じ淡路島のファンを増やします。

11：00～21：00
第一木曜休（1.4.5.8月は無休） Ｐ64台
淡路市岩屋3570-77［淡路IC～５分］

℡（0799）72-0001

淡路牛ロースステーキ丼 2,130円
※サラダ・みそ汁付

4

大盛は2,960円

淡路牛焼肉丼 1,200円（税込）

5

国営明石海峡公園

淡路ハイウェイオアシス内

1,500円

℡（0799）73-2333

淡路島ふわとろ牛丼

※シェフ特製スープまたはサラダ付

2,400円

ウェスティンホテル淡路

きとら 淡路夢舞台店

ファンダイニング『コッコラーレ』

11：30～15：00/17：00～21：00
木曜休（不定休） Ｐ600台（共有）
淡路市夢舞台2番地［淡路IC～10分］

11：30～14：00
無休 Ｐ600台（共有）
淡路市夢舞台2番地［淡路IC～10分］

℡（0799）74-5650
9

℡（0799）74-1120
10

淡路牛ステーキ牛丼 2,000円

淡路牛ステーキ丼上

※漬物・みそ汁付

※みそ汁・漬物付

2,500円

淡路牛サーロインとあまい玉ねぎと美味しい
お米のステーキ丼上。桜のチップでスモーク
してお客様の席までお届けします。
ステーキ丼（1620円）
も人気です。

淡路牛の高級部位をステーキにしてのせ
た、
贅沢などんぶりです。

IKOI Japanese cuisine

いちじろう

11：00～14：30/17：00～21：00
（金～日のランチは～15：00）
（牛丼はランチのみ）
不定休 Ｐ10台
淡路市育波569-3［北淡IC～5分］

11：00～21：00
月曜休 Ｐ20台
淡路市富島998［北淡ＩＣ～8分］

℡（0799）82-2382
13

淡路島ハーブ牛丼

℡（0799）84-0475
14

1,250円

※小鉢・みそ汁・漬物付

憩 淡路島牛丼

1,000円

※吸い物付

淡路牛独特の旨味と自家製ローズマ
リーの爽やかな香りを組み合わせたど
んぶり。
（ ハーブが苦手な方は、
ノーマ
ルタイプの淡路島牛丼もございます）

淡路ビーフ・オニオン・コシヒカリの厳
選素材を使用。淡路島にこだわった旨
味が決め手です。

パルシェ香りの湯

喫茶・軽食

和食処かおり

淡路カントリー倶楽部

淡路牛プルコギ丼 900円

食感と味わいの違う2種類の玉葱と放し
飼いたまごを使ったふわふわオムレツの
コラボをお楽しみください。

海鮮料理

レストラン花屋敷

8

島っ子丼 1,185円

※スープ・漬物付

淡路の潮風と風土の素朴さが生み出し
た、
まろやかさ際立つおふくろの味を！

和食店

真心（マミー）
11：00～14：30/17：30～20：30
水曜休 Ｐ10台
淡路市富島1660［北淡IC～10分以内］

℡（0799）82-0219
12

淡路島牛丼

※小鉢・みそ汁・漬物付

淡路島の牛肉と玉ねぎをご飯が見えな
くなるくらい使った満足のいくステーキ
丼です。

ゴルフ場

海の見えるログハウスレストラン

カフェレストラン海

憩（いこい）

11：30～21：00（LO20：00）
不定休 Ｐ200台
淡路市尾崎3025-1［北淡IC～15分］

℡（0799）84-1212
16

7：00～18：00（牛丼は11：00～）
水曜休 Ｐ15台
淡路市郡家401-7［北淡IC～15分］

℡（0799）85-1126
17

※汁物・漬物・玉子付

※牛骨スープ付 無くなり次第終了 大盛は1,250円
大正9年創業老舗精肉店の直営店で提供する牛
丼は専門店ならではの強みを生かした品質、旨
みをボリュームたっぷりでご堪能ください。

℡（0799）85-0275
18

淡路スタミナ牛丼 850円

鉄板焼アワビ牛丼

※サラダ・玉ねぎスープ・漬物付

喫茶・軽食

淡路島

喫茶シック

カフェあおい

鼓や

7：00～20：00（LO19：30）
（牛丼は10：30～19：00）
月曜休 Ｐ15台
淡路市北山34-6［津名一宮IC～7・8分］

7：00～17：00（LO16：00）
火曜休 Ｐ10台
淡路市郡家85-2［津名一宮IC～10分］

℡（0799）85-0007

2,500円

※鉄板焼牛丼は1,500円

コリコリの由良産天然活アワビとシャブ
シャブ用の柔らか淡路牛に、淡路特産
玉ねぎを加えた鉄板焼き牛丼です。

自家製の玉ねぎと米を使用し、淡路牛
は秘伝タレで焼肉風に。玉ねぎの甘味
とピリ辛タレがクセになる。

淡路黒毛和牛と地元産玉ねぎをふんだん
に使ったプルコギ風牛丼です。

淡路牛の本格炭火焼き肉店

喫茶・お食事処

あわじ和牛亭

11：00～14：00（土・日・祝のみ 牛丼はランチのみ）
17：00～22：00
火曜休 Ｐ15台
淡路市郡家245-1［津名一宮IC～10分］

℡（0799）85-2911

6

淡路島焼肉丼 1,980円
淡路牛と淡路玉ねぎを自分で焼いて
トッピングする新感覚の創作どんぶりで
す。

淡路牛を特製タレで豪快に焼き上げ、
オニオンスライスをたっぷりトッピング
しました。

10：00〜17：00 公園定休日は休
240台
淡路市夢舞台8-10
国営明石海峡公園内レストラン花屋敷
［淡路ＩＣ〜5分］

11：00～20：00（LO平日19：00/土日祝19：15）
無休 Ｐ560台（共有）
淡路市岩屋大林2674-3
（淡路ハイウェイオアシス2階）

淡路牛と淡路玉ねぎのキーマ丼 1,200円

※サラダ・みそ汁・漬物付

淡路牛もも肉を細かく
（キーマ）
ミンチ、甘い玉ね
ぎと自家製だしで煮込み淡路米にトッピング、三
つ葉・淡路のり、温泉タマゴでまろやかに。
南欧風レストラン

あわ路飯店

食房NICE

9：00～14：30/17：30～20：00
（牛丼は11：00～）
月曜休（祝日の場合は営業） Ｐ12台
淡路市野島浦157-1［淡路IC～15分］

℡（0799）82-2880

淡路牛ステーキ丼 2,600円

※スープ付

淡路米・淡路玉ねぎ・淡路牛が見事に
ミックス、温泉卵が甘辛ダシ牛丼をマイ
ルドに仕上げ、
ボリュームも満点でお腹
も満腹に。

8：00～17：00（牛丼は10：00～14：00）
火曜休 Ｐ150台
淡路市生田田尻字池ノ谷629［北淡IC～15分］

11：30～20：00（LO19：30）
月曜休（祝日の場合は翌日休） Ｐ20台
淡路市佐野634-1［東浦IC～20分］

℡（0799）70-1353

あわじ和牛亭牛丼 980円

※小鉢・サラダ・みそ汁・漬物付

※玉ねぎスープ・自家製玉ねぎピクルス付（別途入園料が必要）

肉汁じゅわ～『淡路牛ロース』甘くて美味『淡路玉
ねぎ』ふっくら炊きたて『淡路米』。決め手は特製玉
ねぎステーキソース。料理人のこだわりが詰まった
おすすめステーキ丼を召し上がれ。

℡（0799）72-5067

℡（0799）72-0220

みけ家

※一部内容を変更する場合がございます。

7

至由良

37

淡路島観光ホテル いそべ亭
夢海游淡路島 磯辺亭
淡路文化史料館

炭火ステーキ たむら

●

57
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由良

洲本市

広田
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志筑
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11

津名一宮IC
28

6

富島
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4
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36
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至洲本IC

●
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28

29

43
19

郡家

淡路市

5

岩屋

淡路IC・SA
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15

掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。
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ホテルニューアワジ バル淡道

ホテルニューアワジ レストランシーサイド

洲本城（三熊山）

米

厳島神社

53
52

40

福良

南あわじ市

西淡三原IC

湊

49

洲本IC

48

淡路島中央スマートIC

都志

44

20

18

北淡IC

東浦IC

16
15
14

13

12

国営明石海峡公園
レストラン花屋敷

発行2019年8月1日

［事務局］一般社団法人 淡路島観光協会 〒656-0027 兵庫県洲本市港2-26 洲本市健康福祉館1F
Tel.0799-22-0742（9：00～17：00）
https://www.awa-gyu.net
淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ

淡路島の土は強い粘土質で米作りに適
しており、古事記にもその歴史が伝えら
れるほど良質として知られています。豊
かな自然と水、澄んだ空気に育まれた
淡路米は、一粒一粒に艶があって白く
輝き、モッチリとした食感、糖度・香りが
高いのが特徴です。

淡路島の

28

●

洲本市役所
至洲本IC

めん処 もへいじ
至五色

兵庫県洲本総合庁舎

温暖な気候と、畜産の副産物である堆肥
による肥沃な土壌に恵まれて育つ「淡路
島の玉ねぎ」は、種まきが始まる10月か
ら収穫期の6月まで、約8ヶ月という生育
期間を経てじっくり育成します。充分に熟
してから収穫し、
さらに風通しのよい“玉
ねぎ小屋”で自然乾燥をさせることで、辛
味が少ない高糖度で繊維の柔らかな食
感が特徴の玉ねぎとなります。

玉ねぎ

淡路島の

50

淡路島南IC・PA

畜産が盛んな淡路島。のどかな風土で
のびのびと育った淡路牛は、
まろやかな
美味しさを醸し出し
「島」の大自然を想像
させるほど。中でも淡路ビーフは、サシが
溶ろける柔らかで舌ざわりも良い。筋肉
のうま味と脂肪の香りが微妙に溶け合う
淡路牛は、高級黒毛和牛として愛され、
神戸牛や松阪牛の素牛としても認められ
るほどです。

牛肉

淡路島の

41
21

28

播磨灘

のどかな風土でのびのび育った
『淡路産の牛肉』。温暖な気候、肥
沃な土壌に恵まれ育つ『淡路島
玉ねぎ』。豊かな自然と水、澄ん
だ空気に育まれた
『淡路米』。
自然に囲まれ、丹精込めて作られ
た自慢の食材を使用した牛丼で
す。

淡路島牛丼とは

店舗MAP

12：00～14：00/17：00～20：00
（2日前までに要予約）
木曜休・水曜不定休 Ｐ12台
淡路市多賀1119-52［津名一宮IC～7・8分］

℡（0799）85-2241

℡（0799）85-0167

※ごはん付

※記載価格は全て税別価格です。
（一部税 込表示の店舗がございます。）

発行2019年8月1日

掲載情報は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。

［事務局］一般社団法人 淡路島観光協会 〒656-0027 兵庫県洲本市港2-26 洲本市健康福祉館1F
Tel.0799-22-0742（9：00～17：00）
https://www.awa-gyu.net
淡路島の土は強い粘土質で米作りに適
しており、古事記にもその歴史が伝えら
れるほど良質として知られています。豊
かな自然と水、澄んだ空気に育まれた
淡路米は、一粒一粒に艶があって白く
輝き、モッチリとした食感、糖度・香りが
高いのが特徴です。

淡路島の

至由良
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淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ

ホテルニューアワジ バル淡道

ホテルニューアワジ レストランシーサイド
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都志
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淡路島中央スマートIC

キッチンたまご亭

48

カプチーノ

29

6
ファンダイニング
﹃コッコラーレ﹄

淡路じゃのひれ太公望

鼓亭

焙煎工房ジロ・デ・アワジ

フラミンゴ

めん処喜多野
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松葉寿司
丸福
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淡路ワールドパークONOKORO

27

洲本

洲本IC

44

淡路島牛丼とは

広田

湊

49

※シェフ特製スープまたはサラダ付

食感と味わいの違う2種類の玉葱と放し
飼いたまごを使ったふわふわオムレツの
コラボをお楽しみください。

11：30～15：00/17：00～21：00
木曜休（不定休） Ｐ600台（共有）
淡路市夢舞台2番地［淡路IC～10分］

11：30～14：00
無休 Ｐ600台（共有）
淡路市夢舞台2番地［淡路IC～10分］

℡（0799）74-5650

℡（0799）74-1120

ファンダイニング『コッコラーレ』

10

※漬物・みそ汁付

淡路牛ステーキ丼上

2,500円

※みそ汁・漬物付

淡路牛サーロインとあまい玉ねぎと美味しい
お米のステーキ丼上。桜のチップでスモーク
してお客様の席までお届けします。
ステーキ丼（1620円）
も人気です。

淡路牛の高級部位をステーキにしてのせ
た、
贅沢などんぶりです。

和食店

いちじろう

11：00～14：30/17：30～20：30
水曜休 Ｐ10台
淡路市富島1660［北淡IC～10分以内］

11：00～21：00
月曜休 Ｐ20台
淡路市富島998［北淡ＩＣ～8分］

IKOI Japanese cuisine

11：00～14：30/17：00～21：00
（金～日のランチは～15：00）
（牛丼はランチのみ）
不定休 Ｐ10台
淡路市育波569-3［北淡IC～5分］

℡（0799）82-2382
13

淡路島ハーブ牛丼

1,250円

※小鉢・みそ汁・漬物付

※小鉢・みそ汁・漬物付

淡路米・淡路玉ねぎ・淡路牛が見事に
ミックス、温泉卵が甘辛ダシ牛丼をマイ
ルドに仕上げ、
ボリュームも満点でお腹
も満腹に。

淡路島の牛肉と玉ねぎをご飯が見えな
くなるくらい使った満足のいくステーキ
丼です。

2,400円

ウェスティンホテル淡路

真心（マミー）

1,500円

のどかな風土でのびのび育った
『淡路産の牛肉』。温暖な気候、肥
沃な土壌に恵まれ育つ『淡路島
玉ねぎ』。豊かな自然と水、澄ん
だ空気に育まれた
『淡路米』。
自然に囲まれ、丹精込めて作られ
た自慢の食材を使用した牛丼で
す。

28

レストラン イル・マーレ

西淡三原IC

由良

洲本市

大阪湾

南あわじ市

※スープ付

淡路島牛丼

淡路島ふわとろ牛丼

海鮮料理

淡路牛ステーキ牛丼 2,000円

℡（0799）82-0219
12

牛肉

紀伊水道

福良

℡（0799）82-2880

淡路島南IC・PA

9：00～14：30/17：30～20：00
（牛丼は11：00～）
月曜休（祝日の場合は営業） Ｐ12台
淡路市野島浦157-1［淡路IC～15分］

6

きとら 淡路夢舞台店

あわ路飯店

食房NICE

℡（0799）84-0475
14

憩 淡路島牛丼

※吸い物付

淡路牛独特の旨味と自家製ローズマ
リーの爽やかな香りを組み合わせたど
んぶり。
（ ハーブが苦手な方は、
ノーマ
ルタイプの淡路島牛丼もございます）

1,000円
淡路ビーフ・オニオン・コシヒカリの厳
選素材を使用。淡路島にこだわった旨
味が決め手です。

海の見えるログハウスレストラン

ゴルフ場

パルシェ香りの湯

喫茶・軽食

11：30～20：00（LO19：30）
月曜休（祝日の場合は翌日休） Ｐ20台
淡路市佐野634-1［東浦IC～20分］

8：00～17：00（牛丼は10：00～14：00）
火曜休 Ｐ150台
淡路市生田田尻字池ノ谷629［北淡IC～15分］

11：30～21：00（LO20：00）
不定休 Ｐ200台
淡路市尾崎3025-1［北淡IC～15分］

7：00～18：00（牛丼は11：00～）
水曜休 Ｐ15台
淡路市郡家401-7［北淡IC～15分］

カフェレストラン海

あわじ和牛亭牛丼 980円

※牛骨スープ付 無くなり次第終了 大盛は1,250円
大正9年創業老舗精肉店の直営店で提供する牛
丼は専門店ならではの強みを生かした品質、旨
みをボリュームたっぷりでご堪能ください。
淡路牛の本格炭火焼き肉店

あわじ和牛亭

11：00～14：00（土・日・祝のみ 牛丼はランチのみ）
17：00～22：00
火曜休 Ｐ15台
淡路市郡家245-1［津名一宮IC～10分］

℡（0799）85-2911

和食処かおり

淡路カントリー倶楽部

℡（0799）70-1353
15

℡（0799）73-2333

淡路の潮風と風土の素朴さが生み出し
た、
まろやかさ際立つおふくろの味を！

南欧風レストラン

淡路牛ステーキ丼 2,600円

℡（0799）72-0001

11：00～21：00
第一木曜休（1.4.5.8月は無休） Ｐ64台
淡路市岩屋3570-77［淡路IC～５分］

淡路牛と淡路玉ねぎを自分で焼いて
トッピングする新感覚の創作どんぶりで
す。

※スープ・漬物付

淡路牛もも肉を細かく
（キーマ）
ミンチ、甘い玉ね
ぎと自家製だしで煮込み淡路米にトッピング、三
つ葉・淡路のり、温泉タマゴでまろやかに。

11

美湯 松帆の郷

※小鉢・サラダ・みそ汁・漬物付

9

淡路島の

40
※サラダ・みそ汁・漬物付

島っ子丼 1,185円

畜産が盛んな淡路島。のどかな風土で
のびのびと育った淡路牛は、
まろやかな
美味しさを醸し出し
「島」の大自然を想像
させるほど。中でも淡路ビーフは、サシが
溶ろける柔らかで舌ざわりも良い。筋肉
のうま味と脂肪の香りが微妙に溶け合う
淡路牛は、高級黒毛和牛として愛され、
神戸牛や松阪牛の素牛としても認められ
るほどです。

45 42
47 46

8

50

31

淡路牛と淡路玉ねぎのキーマ丼 1,200円

淡路牛と玉ねぎを甘辛いタレで焼いた
王道の牛丼です。
ぜひおためしください。

レストラン海峡楼

淡路島焼肉丼 1,980円

℡（0799）72-5067

玉ねぎ

54

食香房 とうじ

7

5

レストラン花屋敷

℡（0799）72-0220

淡路島の

炬口北

至志筑

10：00〜17：00 公園定休日は休
240台
淡路市夢舞台8-10
国営明石海峡公園内レストラン花屋敷
［淡路ＩＣ〜5分］

52

55

11：00～20：00（LO平日19：00/土日祝19：15）
無休 Ｐ560台（共有）
淡路市岩屋大林2674-3
（淡路ハイウェイオアシス2階）

56

国営明石海峡公園

みけ家

※一部内容を変更する場合がございます。

淡路牛の極旨すき焼重、
お肉本来の旨
味を味わっていただける贅沢な一品で
す。

淡路牛を特製タレで豪快に焼き上げ、
オニオンスライスをたっぷりトッピング
しました。

淡路ハイウェイオアシス内

淡路島牛丼 722円

※汁物・漬物付

11：00～18：00
無休 Ｐ82台（普通72台・大型10台）
淡路市岩屋1873-1［淡路IC～５分］

※玉ねぎスープ・自家製玉ねぎピクルス付（別途入園料が必要）

肉汁じゅわ～『淡路牛ロース』甘くて美味『淡路玉
ねぎ』ふっくら炊きたて『淡路米』。決め手は特製玉
ねぎステーキソース。料理人のこだわりが詰まった
おすすめステーキ丼を召し上がれ。

57

※サラダ・みそ汁付

大盛は2,960円

淡路牛焼肉丼 1,200円（税込）

2

松帆アンカレイジパーク/道の駅あわじ

３、私達は、牛丼を通じて淡路島の発展に寄与することを誇りに感じ淡路島のファンを増やします。

4

58

※汁物・漬物付

２、私達は、美味しい牛丼を提供するために牛肉・玉ねぎ・米は淡路島産を使用します。

淡路牛ロースステーキ丼 2,130円

51

極旨 すき焼き重 1,463円

１、私達は、美味しい牛丼を通じて淡路島の食材の素晴らしさをお伝え致します。

3

53

ゴクウマ

温暖な気候と、畜産の副産物である堆肥
による肥沃な土壌に恵まれて育つ「淡路
島の玉ねぎ」は、種まきが始まる10月か
ら収穫期の6月まで、約8ヶ月という生育
期間を経てじっくり育成します。充分に熟
してから収穫し、
さらに風通しのよい“玉
ねぎ小屋”で自然乾燥をさせることで、辛
味が少ない高糖度で繊維の柔らかな食
感が特徴の玉ねぎとなります。

淡路島牛丼 3 つの誓い

1

℡（0799）84-1212
16

淡路牛プルコギ丼 900円

※汁物・漬物・玉子付

淡路黒毛和牛と地元産玉ねぎをふんだん
に使ったプルコギ風牛丼です。
喫茶・お食事処

カフェあおい

7：00～17：00（LO16：00）
火曜休 Ｐ10台
淡路市郡家85-2［津名一宮IC～10分］

℡（0799）85-0007

憩（いこい）

℡（0799）85-1126
17

淡路スタミナ牛丼 850円

※サラダ・玉ねぎスープ・漬物付

℡（0799）85-0275
18

鉄板焼アワビ牛丼
※鉄板焼牛丼は1,500円

2,500円

コリコリの由良産天然活アワビとシャブ
シャブ用の柔らか淡路牛に、淡路特産
玉ねぎを加えた鉄板焼き牛丼です。

自家製の玉ねぎと米を使用し、淡路牛
は秘伝タレで焼肉風に。玉ねぎの甘味
とピリ辛タレがクセになる。
喫茶・軽食

淡路島

7：00～20：00（LO19：30）
（牛丼は10：30～19：00）
月曜休 Ｐ15台
淡路市北山34-6［津名一宮IC～7・8分］

12：00～14：00/17：00～20：00
（2日前までに要予約）
木曜休・水曜不定休 Ｐ12台
淡路市多賀1119-52［津名一宮IC～7・8分］

喫茶シック

℡（0799）85-2241

鼓や

※ごはん付

℡（0799）85-0167

※記載価格は全て税別価格です。
（一部税 込表示の店舗がございます。）

19

淡路牛のビーフカツ丼

※限定10食

1,800円

20

淡路島焼肉丼 1,980円

※小鉢・サラダ・みそ汁・漬物付

淡路牛を使用したビーフカツレツが贅沢に
味わえる一品。一週間かけて完成するデミグ
ラスソースとお肉の相性がたまりません。
レストラン

しぶれっと

℡080-3774-2025

淡路石焼き牛丼 950円

24

あわじ玉卵牛ステーキ丼 1,900円

26

かまあげしらす牛丼

1,280円

※サラダ・オニオンスープ付

※サラダ・スープ付

淡路玉ねぎの甘味と淡路牛の旨味を鉄
板で引き出し、北 淡 米にのせて醤 油
ベースのソースをかけ新鮮北坂さくら
玉子の半熟目玉焼きをトッピング。

玉ねぎぽん酢『ぽんたま』
であっさり味付した
淡路牛と釜あげしらすの上に高級卵もみじを
のせ、最後には美味しい卵かけご飯に変身！
淡路島グルメ・カフェ

℡（0799）62-6252

℡（0799）60-0266

28

ステーキ丼 1,500円

29

※サラダ・みそ汁付

淡路牛の和風ローストビーフ丼

※小鉢・みそ汁・漬物付

11：30～14：00（LO14：00）
不定休 Ｐ200台
洲本市五色町都志1087［北淡IC～30分］

12：00～18：00
火・水・木曜休 Ｐ約25台
洲本市中川原町厚浜1117-1
［洲本IC・津名一宮IC～15分］

8：00～18：00（牛丼は11：00～）
月曜休（祝日の場合は火曜日）
Ｐ65台（大型5台）
洲本市中川原町厚浜714-9［津名一宮ＩＣ～20分］

℡（0799）33-1600

℡（0799）28-0150

※みそ汁・漬物・温泉卵付

33 たむら特製

牛の玉手箱 1,580円

ホテル海月館内

11：30～14：00（LO）、17：00～23：00（LO）
（牛丼はランチのみ） 火曜休 Ｐ10台
洲本市塩屋1-1-17
アルチザンスクエア1F［洲本IC～15分］

11：30～14：30（ＬＯ）17：00～20：00（ＬＯ）
水曜休（祝日の場合は営業）8月は無休
Ｐ450台
洲本市塩屋1-1-8［洲本ＩＣ～15分］

12：00～14：00（ＬＯ13：30）
18：00～21：00（ＬＯ20：30）
（牛丼は～13：30）
不定休 Ｐ80台
洲本市海岸通1-3-11（海月館内）
［洲本ＩＣ～15分］

℡（0799）26-1133

※サラダ・スープ付

34

淡路島牛丼 1,980円

※サラダ・みそ汁・漬物付

柔らかい牛肉・甘味たっぷりの玉ねぎ。
素材の良さを十分に引き出した牛丼は
ふわふわ出汁巻きとともに召し上がれ。

夢海游 淡路島

炭火ステーキ たむら

淡路ごちそう館 御食国

※みそ汁・漬物付

℡（0799）28-0246

赤ワインを使用した特製ダレで淡路牛
を美味しく仕上げました。素材の甘みが
引き立つ自慢の一品です。

淡路牛・海鮮料理

淡路牛と淡路玉ねぎのステーキ丼 2,530円

カプチーノ

※みそ汁・漬物付

淡路牛極上バラと淡路玉ねぎを煮込ん
だ絶品牛丼。仕上げに焼きしゃぶを敷
き詰めました。

36

農家直送淡路玉ねぎと淡路牛をすき焼
き風に甘辛く煮込み、新鮮玉子をトッピ
ングしました。

厚浜

アルチザンスクエア１Ｆ

淡路牛のバターソテー丼 1,390円

880円

無くなり次第終了

キャンパスｃａｆｅ

淡路島牛丼 1,850円

℡（0799）26-3660

玉すき丼

※わらびもち付

民宿

浜千鳥

食香房 とうじ

30

自家製スダチポン酢をベースにタレを
仕上げた淡路牛で低温調理しました。
シーサイドの食堂で食事ができます。

ウェルネスパーク五色

食欲をそそる味噌ベースの焼肉ダレで炒めた
淡路牛のバラ肉とホルモンを、土鍋で炊いた
淡路米と一緒に豪快にがっついてください。

1,700円

無くなり次第終了

さっと炙った牛肉と甘味たっぷりの淡路
島玉ねぎ、地元鮎原米との相性が抜群
な超豪華ステーキ丼。

32

タイヨー珈琲

キッチンたまご亭

℡（0799）62-1650

※小鉢・サラダ・汁物・漬物付

磯辺亭

12：00～13：30（前日までに要予約）
不定休 Ｐ100台
洲本市山手1-1-50［洲本IC～15分］

℡（0799）22-1100
37

限定20食

淡路島牛丼

1,320円

℡（0799）22-0203
38

※みそ汁・漬物付 日帰り温泉入浴券付の“カジュアルプラン”あり

ふわとろ牛丼

1,600円

淡路牛、
淡路玉ねぎとしめじをバターソテー
しチキンスープで仕上げた女性でも最後ま
で”おいしい”が続くバター香る牛丼。

ふっくら炊き上げた淡路米に淡路牛ス
テーキと淡路玉ねぎの特製甘酢煮をの
せ生姜ソースで絡ませ、仕上げに青葱
とオニオンチップをトッピングしました。

秘伝のタレでじっくりと煮込んだ、島で最
も甘い
『成井さん玉ねぎ』
と、上質淡路牛
をかまどで炊いた鮎原産のピカピカ銀
シャリにのせた三拍子揃った牛丼。

厳選された淡路牛・たまねぎ等を特製ダ
レで味付けし、
仕上げに山芋とメレンゲを
かけ、
オリジナルふわとろ牛丼の完成。

淡路島観光ホテル

ホテルニューアワジ

ホテルニューアワジ

淡路インターナショナルホテル

19：00～24：00（LO24：00）
火曜休 Ｐ90台
洲本市小路谷1053-17［洲本ＩＣ～20分］

11：30～14：00（要予約）
不定休 Ｐ100台
洲本市小路谷20［洲本ＩＣ～20分］

11：30～14：00/17：30～24：30
火曜昼休 Ｐ100台
洲本市小路谷20［洲本IC～20分］

11：30～14：00/17：30～21：00（要予約）
不定休 Ｐ60台
洲本市小路谷1279-13［洲本ＩＣ～20分］

いそべ亭

レストランシーサイド

℡（0799）26-0111

バル淡道

℡（0799）23-2200
40

もへ丼 920円

※サラダ・オニオンスープ付

めん処 もへいじ

℡（0799）24-3570

℡（0799）45-1411

3,150円（税込）

※ハーフセットは1,600円（税込）

11：00～14：00、17：00～20：30
（土日祝11：00～20：30）
無休（12/30～1/1休） Ｐ50台
南あわじ市広田広田528-1［洲本IC～5分］

℡（0799）44-3030

℡（0799）45-1019

45

9：30～17：00（LO15：30）
無休 Ｐ1500台
南あわじ市八木養宜上1401［洲本ＩＣ～15分］

11：00～14：00/17：00～21：30（団体は要予約）
月曜休 Ｐ40台
南あわじ市市円行寺104［洲本ＩＣ～15分］

11：00～14：30（LO14：00）
17：00～20：30（LO20：00） 木曜休 Ｐ15台
南あわじ市神代国衙1688-2［西淡三原IC～15分］

℡（0799）42-3356

℡（0799）36-3015

淡路牛！にくひつまぶし 2,300円

HotelResortsMINAMIAWAJI7F

ブルージュ

℡（0799）52-3011

1,273円
すりおろし玉葱をベースにした和風ダレ
に西洋わさびがぴったり。
シンプルだけ
ど奥の深い味わい。当店の自家焙煎珈
琲にも絶妙にマッチします。
焙煎珈琲屋

焙煎工房 ジロ・デ・アワジ

50

牛楽の焼肉丼 1,300円

※わかめスープ付

デミグラスソースの中に淡路島をギュ
ウ（牛）
っと閉じ込め、お米と玉ねぎは
自家製。石焼きの底に香ばしく焼けた
〇〇〇が隠れて・・・。
淡路島のラーメン

和牛専門店

11：00～14：00 （１日前までに要予約）
火曜休 Ｐ25台
南あわじ市湊里163-2［西淡三原～5分］

11：30～13：30（ＬＯ）、17：00～21：30
土日祝11：30～21：30 火曜休 Ｐ30台
南あわじ市志知鈩120［西淡三原～5分］

淡路の黒毛和牛と淡路玉ねぎを牛楽
秘伝タレにからませた焼き肉丼、
ご飯
とピリ辛のタレがまさに絶品です。

牛楽

℡（0799）36-3644
53

赤い炙肉丼 2,800円

℡（0799）38-0289
54

焼肉丼 1,363円

※ミニうどん・サラダ・漬物付

まずは淡路牛の赤身ステーキを淡路島たまねぎを
じっくり炒めた特製ダレで。そして熱々のお出汁を
かけた肉茶漬けとしてサッパリと。
うずの丘ならで
はの味の変化をお楽しみいただける牛丼です。

４種類の稀少部位を厳選。
まずは、
炙りを淡
路島の塩・おろしわさび醤油・ポン酢で。
甘
い玉ねぎも絶品。
最後は、
ロース肉を放し飼
い卵の卵かけご飯と一緒にどうぞ。

大鳴門橋記念館2Ｆ

うずしおに最も近い

手打ちうどん

10：00～15：30（ＬＯ15：00）
火曜、12月31日、1月1日休 Ｐ150台
南あわじ市福良丙936-3［淡路島南ＩＣ～3分］

10：00～15：30（LO15：00）
木曜休 Ｐ50台
南あわじ市福良丙947-22［淡路島南IC～5分］

11：00～15：00/17：00～20：30
木・第3金曜休 Ｐ10台
南あわじ市福良甲512-22［淡路島南IC～15分］

海上ホテルオリジナル牛丼 2,000円
※温泉ご入浴サービス付

たっぷりの淡路島産玉ねぎと特選淡路
牛の甘みが出会った牛丼です。
御食国の宿

淡路島海上ホテル

9：30～17：30 水曜休 Ｐ道の駅福良
南あわじ市福良甲1529-3 野口ビル1Ｆ
［淡路島南ＩＣ・西淡三原ＩＣ～15分］

11：30～14：00（LO13：00） （要予約）
無休 Ｐ50台
南あわじ市福良甲21-1
［淡路島南ＩＣ・西淡三原ＩＣ～15分］

℡（0799）50-2411

℡（0799）52-1175

淡路島が誇る食材を焼き肉風にお好み
に合わせ、
タレを調整しながら味わえる
のが特徴です。

道の駅うずしおレストラン

℡（0799）52-2888
56

デミ・グラス・ギュウドン 636円

℡（0799）42-7758

らーめん天天

絶景レストラン うずの丘

11：30～13：00（ＬＯ）
（要予約）
無休 Ｐ256台
南あわじ市福良丙317番地
［淡路島南ＩＣ～約10分］

めん処喜多野

℡（0799）42-0194
49

11：30～14：00（LO13：30）（7名様より要予約）
17：00～22：00（LO21:30）
（牛丼は平日ランチのみ） 水曜休 Ｐ20台
南あわじ市湊里159［西淡三原IC～5分］

食べごたえのある淡路牛を北坂たまご
を使用した黄金色のとろろと合わせて
お召し上がりください。

昆布・いりこ・鰹節の関西風うどん出汁
がベース。淡路牛のバラ肉と淡路玉ね
ぎのうま味もバランス良く引き出された
あっさり味。
手打ちうどん・そば

焼肉平松

※みそ汁・漬物付

淡路島牛丼 712円

※うどん付セットは953円

とんかつ一番

焼肉

52

限定食数

和風お食事亭

8：30～20：00
不定休（平日で月4回） Ｐ10台
南あわじ市神代国衙1119-2［西淡三原ＩＣ～15分］

卵ふわとろ牛丼 1,500円（税込）

46

独自ブレンドのタレはほんのりピリ辛
仕立て。
ご飯と玉ねぎの甘み・淡路牛
の贅沢な肉汁・シャキシャキ水菜が口
の中で絡み合う。

隠し味の効いた特製のタレで焼いた淡路
牛と、
とろろ芋のコラボ。絶妙なバランス
で新しい食感を味わうことができる。

フラミンゴ

淡路島まるごと牛丼 2,050円

※みそ汁・漬物・温泉玉子付

※スープ付

カフェ＆ステーキ

松葉寿司

淡路ファームパーク・イングランドの丘

牛トロ丼 955円

①淡路牛フィレ肉120ｇ②矢内農園より
商標じゅんちゃん
（糖度11度～14度）の
玉ねぎと③特選米ヒノヒカリを使用した
特選和牛丼です。

味と心 淡路のお食事処

11：00～15：00/17：00～22：00
無休 Ｐ100台
南あわじ市山添308-3［洲本ＩＣ～5分］

℡（0799）43-2626
48

フワフワ柔らかな淡路牛をたっぷりと使
用。牛肉と玉葱を独自のタレで煮込ん
で旨味を封じ込めた丼。

11：00～14：00（土・日・祝は～15：00）
木曜休 Ｐ15台
洲本市由良町由良2379-9［洲本ＩＣ～25分］

レストラン ファーマーズキッチン

11：00～14：00（ＬＯ13：30）
18：00～21：00（ＬＯ20：30）
無休（臨時休業有） Ｐ100台
南あわじ市広田広田1466-1［洲本ＩＣ～15分］

牛あなご丼は2,037円

きとら 洲本店

淡路牛の高級部位を豪快に焼き上げ、
オニオンスライスをたっぷりトッピングし
ました。

サンライズ食堂

※みそ汁・漬物付

海鮮料理

うし重 1,342円

サンライズ淡路

淡路島特選牛丼 1,528円

しらさぎの宿

※みそ汁・漬物付 （別途入園料が必要）

霜降り淡路牛を贅沢に使い、
しゃぶしゃぶを
していただく新感覚牛丼。肉の旨味と柔らか
さを活かす特製ダシ、甘い玉ねぎとつやつや
淡路米、霜降り肉の絶妙なハーモニー。

42

淡路牛と淡路玉ねぎを自分で焼いて
トッピングする新感覚の創作どんぶりで
す。

℡（0799）27-2229
44

℡（0799）23-1212

※小鉢・サラダ・みそ汁・漬物付

丸福

11：30～15：00
17：00～20：30
木曜休（祝日の場合は営業） Ｐ50台
洲本市下加茂1丁目569-1［洲本ＩＣ～10分］

淡路島牛丼 1,980円

淡路島焼肉丼 1,980円

淡路島名物の玉ねぎ、淡路牛を使用し、
しぐ
れ肉とステーキ1枚で計約200ｇの淡路牛が
一度で味わえ、オニオンスープ、サラダ付で
ボリューム満点！是非お立ち寄りください。

本格手打ちうどん

ザ・サンプラザ

℡（0799）23-2200
41

丸福丼 1,950円

創業当時から40年以上愛され続ける
もへいじのオリジナルメニュー。

※みそ汁付

たま らん

10：00～21：00（LO20：30）（牛丼は10：30～）
水曜休 Ｐ100台
淡路市志筑新島10-46 カリヨン広場
［津名一宮IC～10分］

淡路牛のバラ肉とホルモンのスタミナ丼 980円

ローストビーフ丼

25

℡（0799）62-5084

11：30～16：00
火曜休 Ｐ5台
淡路市志筑新島10-51［津名一宮IC～15分］

℡（0799）62-1192

55

℡（0799）70-8592

11：00～15：00/17：00～22：00
月曜休（祝日の場合は翌日休業） Ｐ20台
淡路市志筑3112-4［津名一宮ＩＣ～10分］

10：30～16：00
無休 Ｐ1000台
淡路市塩田新島8-5［津名一宮IC～15分］

51

9：00～20：00（水曜9：00～14：00）
無休 Ｐ13台
淡路市志筑1882-1［津名一宮IC～5分］

11：00～15：00/17：00～20：00
木曜休 Ｐ30台
淡路市志筑3522-1［津名一宮IC～10分］

レストラン イル・マーレ

特選淡路牛丼

11：30～15：00（LO）/17：00～20：00（LO）
火、第3水・木曜休 Ｐ8台
淡路市竹谷8-1［津名一宮IC～1分］

丸中

淡路ワールドパークONOKORO

47

11：00～15：00/17：00～22：00
無休 Ｐ150台
淡路市中田4139-4［津名一宮IC～1分］

がんこおやじ 志筑店

ステーキ・洋食

淡路牛焼肉丼 1,318円

※小鉢・みそ汁・漬物付

持ち帰り弁当・食堂

五感ダイニング そらと海

石挽そば

淡路牛のスライス肉にニンニクを効か
せたあっさり目のタレをからめて仕上げ
ました。

43

淡路島台所

淡路牛の味そのものを味わっていただ
く為にいたってシンプルな牛丼に仕上
げています。

麺乃匠

※サラダ・みそ汁・漬物付 （別途入園料が必要）

39

海鮮料理

石臼で毎日挽きたて、打ち立て、茹でた
て！こだわりそば屋の出汁が旨味を引き
立てます。

℡（0799）62-6002

35

淡路牛丼より手軽にお持ち帰りもできる
淡路牛飯の竹谷バーガー
（焼肉おにぎ
りバーガー）
もおすすめです。

淡路島牛丼 1,158円

いづも庵

31

淡路島牛丼 1,000円

※小鉢・漬物・みそ汁付

淡路牛と淡路玉ねぎを自分で焼いて
トッピングする新感覚の創作どんぶりで
す。

※牛丼セット（そば・うどん付）は1,528円
※特盛淡路島牛丼は1,806円

和風だしをベースに、玉ねぎと肉汁が合
わさった旨味だしと石焼きのおこげが
絶妙なうまさ。

22

※前菜盛り合わせ、みそ汁、漬物付 無くなり次第終了

℡（0799）62-1103

※うどんセットは1,150円

27

島の恵みのしぐれ煮丼 1,800円

きとら 津名店

11：30～15：00/18：00～21：00（LO20：00）（要予約）
木曜休 Ｐ100台 （牛丼はランチのみ）
淡路市多賀197番地
淡路市ふるさとセンター内［津名一宮IC～10分］

23

21

鼓亭

℡（0799）52-1157
57

バーベキュー丼 1,200円
バーベキューで提供している肉厚な牛肉と
淡路玉ねぎを特製のタレに絡ませバーベ
キュー風に仕上げた豪快な牛丼。
淡路じゃのひれ

℡（0799）52-2639
58

淡路牛ステーキ丼

※スープ・漬物付

限定食数

2,200円

2種類のソースと2種類の肉の絶妙なハー
モニーがポイントの贅沢な逸品！
絶景レストランで最高のひとときをどうぞ。
ホテルニューアワジ

太公望

プラザ淡路島

℡（0799）52-1239

℡（0799）55-2500

10：00～17：00（ＬＯ16：30）
無休（1月1日休） Ｐ100台
南あわじ市阿万塩屋町2660［西淡三原ＩＣ～25分］

11：30～14：00 不定休 Ｐ150台
南あわじ市阿万吹上1433-2
［西淡三原ＩＣ～20分］

※記載価格は全て税別価格です。
（一部税 込表示の店舗がございます。）

19

淡路牛のビーフカツ丼

※限定10食

1,800円

20

淡路島焼肉丼 1,980円

※小鉢・サラダ・みそ汁・漬物付

淡路牛を使用したビーフカツレツが贅沢に
味わえる一品。一週間かけて完成するデミグ
ラスソースとお肉の相性がたまりません。
レストラン

しぶれっと

℡080-3774-2025

淡路石焼き牛丼 950円

24

あわじ玉卵牛ステーキ丼 1,900円

26

かまあげしらす牛丼

1,280円

※サラダ・オニオンスープ付

※サラダ・スープ付

淡路玉ねぎの甘味と淡路牛の旨味を鉄
板で引き出し、北 淡 米にのせて醤 油
ベースのソースをかけ新鮮北坂さくら
玉子の半熟目玉焼きをトッピング。

玉ねぎぽん酢『ぽんたま』
であっさり味付した
淡路牛と釜あげしらすの上に高級卵もみじを
のせ、最後には美味しい卵かけご飯に変身！
淡路島グルメ・カフェ

℡（0799）62-6252

℡（0799）60-0266

28

ステーキ丼 1,500円

29

※サラダ・みそ汁付

淡路牛の和風ローストビーフ丼

※小鉢・みそ汁・漬物付

11：30～14：00（LO14：00）
不定休 Ｐ200台
洲本市五色町都志1087［北淡IC～30分］

12：00～18：00
火・水・木曜休 Ｐ約25台
洲本市中川原町厚浜1117-1
［洲本IC・津名一宮IC～15分］

8：00～18：00（牛丼は11：00～）
月曜休（祝日の場合は火曜日）
Ｐ65台（大型5台）
洲本市中川原町厚浜714-9［津名一宮ＩＣ～20分］

℡（0799）33-1600

℡（0799）28-0150

※みそ汁・漬物・温泉卵付

33 たむら特製

牛の玉手箱 1,580円

ホテル海月館内

11：30～14：00（LO）、17：00～23：00（LO）
（牛丼はランチのみ） 火曜休 Ｐ10台
洲本市塩屋1-1-17
アルチザンスクエア1F［洲本IC～15分］

11：30～14：30（ＬＯ）17：00～20：00（ＬＯ）
水曜休（祝日の場合は営業）8月は無休
Ｐ450台
洲本市塩屋1-1-8［洲本ＩＣ～15分］

12：00～14：00（ＬＯ13：30）
18：00～21：00（ＬＯ20：30）
（牛丼は～13：30）
不定休 Ｐ80台
洲本市海岸通1-3-11（海月館内）
［洲本ＩＣ～15分］

℡（0799）26-1133

※サラダ・スープ付

34

淡路島牛丼 1,980円

※サラダ・みそ汁・漬物付

柔らかい牛肉・甘味たっぷりの玉ねぎ。
素材の良さを十分に引き出した牛丼は
ふわふわ出汁巻きとともに召し上がれ。

夢海游 淡路島

炭火ステーキ たむら

淡路ごちそう館 御食国

※みそ汁・漬物付

℡（0799）28-0246

赤ワインを使用した特製ダレで淡路牛
を美味しく仕上げました。素材の甘みが
引き立つ自慢の一品です。

淡路牛・海鮮料理

淡路牛と淡路玉ねぎのステーキ丼 2,530円

カプチーノ

※みそ汁・漬物付

淡路牛極上バラと淡路玉ねぎを煮込ん
だ絶品牛丼。仕上げに焼きしゃぶを敷
き詰めました。

36

農家直送淡路玉ねぎと淡路牛をすき焼
き風に甘辛く煮込み、新鮮玉子をトッピ
ングしました。

厚浜

アルチザンスクエア１Ｆ

淡路牛のバターソテー丼 1,390円

880円

無くなり次第終了

キャンパスｃａｆｅ

淡路島牛丼 1,850円

℡（0799）26-3660

玉すき丼

※わらびもち付

民宿

浜千鳥

食香房 とうじ

30

自家製スダチポン酢をベースにタレを
仕上げた淡路牛で低温調理しました。
シーサイドの食堂で食事ができます。

ウェルネスパーク五色

食欲をそそる味噌ベースの焼肉ダレで炒めた
淡路牛のバラ肉とホルモンを、土鍋で炊いた
淡路米と一緒に豪快にがっついてください。

1,700円

無くなり次第終了

さっと炙った牛肉と甘味たっぷりの淡路
島玉ねぎ、地元鮎原米との相性が抜群
な超豪華ステーキ丼。

32

タイヨー珈琲

キッチンたまご亭

℡（0799）62-1650

※小鉢・サラダ・汁物・漬物付

磯辺亭

12：00～13：30（前日までに要予約）
不定休 Ｐ100台
洲本市山手1-1-50［洲本IC～15分］

℡（0799）22-1100
37

限定20食

淡路島牛丼

1,320円

℡（0799）22-0203
38

※みそ汁・漬物付 日帰り温泉入浴券付の“カジュアルプラン”あり

ふわとろ牛丼

1,600円

淡路牛、
淡路玉ねぎとしめじをバターソテー
しチキンスープで仕上げた女性でも最後ま
で”おいしい”が続くバター香る牛丼。

ふっくら炊き上げた淡路米に淡路牛ス
テーキと淡路玉ねぎの特製甘酢煮をの
せ生姜ソースで絡ませ、仕上げに青葱
とオニオンチップをトッピングしました。

秘伝のタレでじっくりと煮込んだ、島で最
も甘い
『成井さん玉ねぎ』
と、上質淡路牛
をかまどで炊いた鮎原産のピカピカ銀
シャリにのせた三拍子揃った牛丼。

厳選された淡路牛・たまねぎ等を特製ダ
レで味付けし、
仕上げに山芋とメレンゲを
かけ、
オリジナルふわとろ牛丼の完成。

淡路島観光ホテル

ホテルニューアワジ

ホテルニューアワジ

淡路インターナショナルホテル

19：00～24：00（LO24：00）
火曜休 Ｐ90台
洲本市小路谷1053-17［洲本ＩＣ～20分］

11：30～14：00（要予約）
不定休 Ｐ100台
洲本市小路谷20［洲本ＩＣ～20分］

11：30～14：00/17：30～24：30
火曜昼休 Ｐ100台
洲本市小路谷20［洲本IC～20分］

11：30～14：00/17：30～21：00（要予約）
不定休 Ｐ60台
洲本市小路谷1279-13［洲本ＩＣ～20分］

いそべ亭

レストランシーサイド

℡（0799）26-0111

バル淡道

℡（0799）23-2200
40

もへ丼 920円

※サラダ・オニオンスープ付

めん処 もへいじ

℡（0799）24-3570

℡（0799）45-1411

3,150円（税込）

※ハーフセットは1,600円（税込）

11：00～14：00、17：00～20：30
（土日祝11：00～20：30）
無休（12/30～1/1休） Ｐ50台
南あわじ市広田広田528-1［洲本IC～5分］

℡（0799）44-3030

℡（0799）45-1019

45

9：30～17：00（LO15：30）
無休 Ｐ1500台
南あわじ市八木養宜上1401［洲本ＩＣ～15分］

11：00～14：00/17：00～21：30（団体は要予約）
月曜休 Ｐ40台
南あわじ市市円行寺104［洲本ＩＣ～15分］

11：00～14：30（LO14：00）
17：00～20：30（LO20：00） 木曜休 Ｐ15台
南あわじ市神代国衙1688-2［西淡三原IC～15分］

℡（0799）42-3356

℡（0799）36-3015

淡路牛！にくひつまぶし 2,300円

HotelResortsMINAMIAWAJI7F

ブルージュ

℡（0799）52-3011

1,273円
すりおろし玉葱をベースにした和風ダレ
に西洋わさびがぴったり。
シンプルだけ
ど奥の深い味わい。当店の自家焙煎珈
琲にも絶妙にマッチします。
焙煎珈琲屋

焙煎工房 ジロ・デ・アワジ
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牛楽の焼肉丼 1,300円

※わかめスープ付

デミグラスソースの中に淡路島をギュ
ウ（牛）
っと閉じ込め、お米と玉ねぎは
自家製。石焼きの底に香ばしく焼けた
〇〇〇が隠れて・・・。
淡路島のラーメン

和牛専門店

11：00～14：00 （１日前までに要予約）
火曜休 Ｐ25台
南あわじ市湊里163-2［西淡三原～5分］

11：30～13：30（ＬＯ）、17：00～21：30
土日祝11：30～21：30 火曜休 Ｐ30台
南あわじ市志知鈩120［西淡三原～5分］

淡路の黒毛和牛と淡路玉ねぎを牛楽
秘伝タレにからませた焼き肉丼、
ご飯
とピリ辛のタレがまさに絶品です。

牛楽

℡（0799）36-3644
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赤い炙肉丼 2,800円

℡（0799）38-0289
54

焼肉丼 1,363円

※ミニうどん・サラダ・漬物付

まずは淡路牛の赤身ステーキを淡路島たまねぎを
じっくり炒めた特製ダレで。そして熱々のお出汁を
かけた肉茶漬けとしてサッパリと。
うずの丘ならで
はの味の変化をお楽しみいただける牛丼です。

４種類の稀少部位を厳選。
まずは、
炙りを淡
路島の塩・おろしわさび醤油・ポン酢で。
甘
い玉ねぎも絶品。
最後は、
ロース肉を放し飼
い卵の卵かけご飯と一緒にどうぞ。

大鳴門橋記念館2Ｆ

うずしおに最も近い

手打ちうどん

10：00～15：30（ＬＯ15：00）
火曜、12月31日、1月1日休 Ｐ150台
南あわじ市福良丙936-3［淡路島南ＩＣ～3分］

10：00～15：30（LO15：00）
木曜休 Ｐ50台
南あわじ市福良丙947-22［淡路島南IC～5分］

11：00～15：00/17：00～20：30
木・第3金曜休 Ｐ10台
南あわじ市福良甲512-22［淡路島南IC～15分］

海上ホテルオリジナル牛丼 2,000円
※温泉ご入浴サービス付

たっぷりの淡路島産玉ねぎと特選淡路
牛の甘みが出会った牛丼です。
御食国の宿

淡路島海上ホテル

9：30～17：30 水曜休 Ｐ道の駅福良
南あわじ市福良甲1529-3 野口ビル1Ｆ
［淡路島南ＩＣ・西淡三原ＩＣ～15分］

11：30～14：00（LO13：00） （要予約）
無休 Ｐ50台
南あわじ市福良甲21-1
［淡路島南ＩＣ・西淡三原ＩＣ～15分］

℡（0799）50-2411

℡（0799）52-1175

淡路島が誇る食材を焼き肉風にお好み
に合わせ、
タレを調整しながら味わえる
のが特徴です。

道の駅うずしおレストラン

℡（0799）52-2888
56

デミ・グラス・ギュウドン 636円

℡（0799）42-7758

らーめん天天

絶景レストラン うずの丘

11：30～13：00（ＬＯ）
（要予約）
無休 Ｐ256台
南あわじ市福良丙317番地
［淡路島南ＩＣ～約10分］

めん処喜多野

℡（0799）42-0194
49

11：30～14：00（LO13：30）（7名様より要予約）
17：00～22：00（LO21:30）
（牛丼は平日ランチのみ） 水曜休 Ｐ20台
南あわじ市湊里159［西淡三原IC～5分］

食べごたえのある淡路牛を北坂たまご
を使用した黄金色のとろろと合わせて
お召し上がりください。

昆布・いりこ・鰹節の関西風うどん出汁
がベース。淡路牛のバラ肉と淡路玉ね
ぎのうま味もバランス良く引き出された
あっさり味。
手打ちうどん・そば

焼肉平松

※みそ汁・漬物付

淡路島牛丼 712円

※うどん付セットは953円

とんかつ一番

焼肉

52

限定食数

和風お食事亭

8：30～20：00
不定休（平日で月4回） Ｐ10台
南あわじ市神代国衙1119-2［西淡三原ＩＣ～15分］

卵ふわとろ牛丼 1,500円（税込）
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独自ブレンドのタレはほんのりピリ辛
仕立て。
ご飯と玉ねぎの甘み・淡路牛
の贅沢な肉汁・シャキシャキ水菜が口
の中で絡み合う。

隠し味の効いた特製のタレで焼いた淡路
牛と、
とろろ芋のコラボ。絶妙なバランス
で新しい食感を味わうことができる。

フラミンゴ

淡路島まるごと牛丼 2,050円

※みそ汁・漬物・温泉玉子付

※スープ付

カフェ＆ステーキ

松葉寿司

淡路ファームパーク・イングランドの丘

牛トロ丼 955円

①淡路牛フィレ肉120ｇ②矢内農園より
商標じゅんちゃん
（糖度11度～14度）の
玉ねぎと③特選米ヒノヒカリを使用した
特選和牛丼です。

味と心 淡路のお食事処

11：00～15：00/17：00～22：00
無休 Ｐ100台
南あわじ市山添308-3［洲本ＩＣ～5分］

℡（0799）43-2626
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フワフワ柔らかな淡路牛をたっぷりと使
用。牛肉と玉葱を独自のタレで煮込ん
で旨味を封じ込めた丼。

11：00～14：00（土・日・祝は～15：00）
木曜休 Ｐ15台
洲本市由良町由良2379-9［洲本ＩＣ～25分］

レストラン ファーマーズキッチン

11：00～14：00（ＬＯ13：30）
18：00～21：00（ＬＯ20：30）
無休（臨時休業有） Ｐ100台
南あわじ市広田広田1466-1［洲本ＩＣ～15分］

牛あなご丼は2,037円

きとら 洲本店

淡路牛の高級部位を豪快に焼き上げ、
オニオンスライスをたっぷりトッピングし
ました。

サンライズ食堂

※みそ汁・漬物付

海鮮料理

うし重 1,342円

サンライズ淡路

淡路島特選牛丼 1,528円

しらさぎの宿

※みそ汁・漬物付 （別途入園料が必要）

霜降り淡路牛を贅沢に使い、
しゃぶしゃぶを
していただく新感覚牛丼。肉の旨味と柔らか
さを活かす特製ダシ、甘い玉ねぎとつやつや
淡路米、霜降り肉の絶妙なハーモニー。
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淡路牛と淡路玉ねぎを自分で焼いて
トッピングする新感覚の創作どんぶりで
す。

℡（0799）27-2229
44

℡（0799）23-1212

※小鉢・サラダ・みそ汁・漬物付

丸福

11：30～15：00
17：00～20：30
木曜休（祝日の場合は営業） Ｐ50台
洲本市下加茂1丁目569-1［洲本ＩＣ～10分］

淡路島牛丼 1,980円

淡路島焼肉丼 1,980円

淡路島名物の玉ねぎ、淡路牛を使用し、
しぐ
れ肉とステーキ1枚で計約200ｇの淡路牛が
一度で味わえ、オニオンスープ、サラダ付で
ボリューム満点！是非お立ち寄りください。

本格手打ちうどん

ザ・サンプラザ

℡（0799）23-2200
41

丸福丼 1,950円

創業当時から40年以上愛され続ける
もへいじのオリジナルメニュー。

※みそ汁付

たま らん

10：00～21：00（LO20：30）（牛丼は10：30～）
水曜休 Ｐ100台
淡路市志筑新島10-46 カリヨン広場
［津名一宮IC～10分］

淡路牛のバラ肉とホルモンのスタミナ丼 980円

ローストビーフ丼

25

℡（0799）62-5084

11：30～16：00
火曜休 Ｐ5台
淡路市志筑新島10-51［津名一宮IC～15分］

℡（0799）62-1192
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℡（0799）70-8592

11：00～15：00/17：00～22：00
月曜休（祝日の場合は翌日休業） Ｐ20台
淡路市志筑3112-4［津名一宮ＩＣ～10分］

10：30～16：00
無休 Ｐ1000台
淡路市塩田新島8-5［津名一宮IC～15分］
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9：00～20：00（水曜9：00～14：00）
無休 Ｐ13台
淡路市志筑1882-1［津名一宮IC～5分］

11：00～15：00/17：00～20：00
木曜休 Ｐ30台
淡路市志筑3522-1［津名一宮IC～10分］

レストラン イル・マーレ

特選淡路牛丼

11：30～15：00（LO）/17：00～20：00（LO）
火、第3水・木曜休 Ｐ8台
淡路市竹谷8-1［津名一宮IC～1分］

丸中

淡路ワールドパークONOKORO
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11：00～15：00/17：00～22：00
無休 Ｐ150台
淡路市中田4139-4［津名一宮IC～1分］

がんこおやじ 志筑店

ステーキ・洋食

淡路牛焼肉丼 1,318円

※小鉢・みそ汁・漬物付

持ち帰り弁当・食堂

五感ダイニング そらと海

石挽そば

淡路牛のスライス肉にニンニクを効か
せたあっさり目のタレをからめて仕上げ
ました。
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淡路島台所

淡路牛の味そのものを味わっていただ
く為にいたってシンプルな牛丼に仕上
げています。

麺乃匠

※サラダ・みそ汁・漬物付 （別途入園料が必要）

39

海鮮料理

石臼で毎日挽きたて、打ち立て、茹でた
て！こだわりそば屋の出汁が旨味を引き
立てます。

℡（0799）62-6002

35

淡路牛丼より手軽にお持ち帰りもできる
淡路牛飯の竹谷バーガー
（焼肉おにぎ
りバーガー）
もおすすめです。

淡路島牛丼 1,158円

いづも庵
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淡路島牛丼 1,000円

※小鉢・漬物・みそ汁付

淡路牛と淡路玉ねぎを自分で焼いて
トッピングする新感覚の創作どんぶりで
す。

※牛丼セット（そば・うどん付）は1,528円
※特盛淡路島牛丼は1,806円

和風だしをベースに、玉ねぎと肉汁が合
わさった旨味だしと石焼きのおこげが
絶妙なうまさ。

22

※前菜盛り合わせ、みそ汁、漬物付 無くなり次第終了

℡（0799）62-1103

※うどんセットは1,150円

27

島の恵みのしぐれ煮丼 1,800円

きとら 津名店

11：30～15：00/18：00～21：00（LO20：00）（要予約）
木曜休 Ｐ100台 （牛丼はランチのみ）
淡路市多賀197番地
淡路市ふるさとセンター内［津名一宮IC～10分］
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21

鼓亭

℡（0799）52-1157
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バーベキュー丼 1,200円
バーベキューで提供している肉厚な牛肉と
淡路玉ねぎを特製のタレに絡ませバーベ
キュー風に仕上げた豪快な牛丼。
淡路じゃのひれ

℡（0799）52-2639
58

淡路牛ステーキ丼

※スープ・漬物付

限定食数

2,200円

2種類のソースと2種類の肉の絶妙なハー
モニーがポイントの贅沢な逸品！
絶景レストランで最高のひとときをどうぞ。
ホテルニューアワジ

太公望

プラザ淡路島

℡（0799）52-1239

℡（0799）55-2500

10：00～17：00（ＬＯ16：30）
無休（1月1日休） Ｐ100台
南あわじ市阿万塩屋町2660［西淡三原ＩＣ～25分］

11：30～14：00 不定休 Ｐ150台
南あわじ市阿万吹上1433-2
［西淡三原ＩＣ～20分］

※記載価格は全て税別価格です。
（一部税 込表示の店舗がございます。）

