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グルメマップ

淡路島牛丼
淡路島牛丼 3つの誓い
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。
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。
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。
3

1,280円

淡路牛丼

4

淡路牛ロース丼

2,300円

1

6

淡路牛の
「極みすき焼き重」 お肉の旨味
に加え特製タレで美味しさ倍増。

5

淡路牛ロースと淡路島玉葱をはじめ彩り
豊かな野菜と共に特製玉葱ソースでお
召し上がりください。
※玉葱味噌汁付。 大盛3,300円

海鮮料理きとら 淡路夢舞台店

グランドニッコー淡路
ファンダイニング﹃コッコラーレ﹄

淡路ハイウェイオアシス みけ家

淡路島タコステ

道の駅あわじ レストラン海峡楼

美湯 松帆の郷

あわ路飯店 真心

いちじろう

岩屋

4

3

58店舗参加

780円

淡路島牛丼

淡路島タコステ

☎（0799）64-7551

1,350円

8

島っ子丼

12

淡路島牛丼

鉄板焼アワビ牛丼

9

13

17

☎（0799）72-0001

2,800円

淡路島ふわとろ牛丼

6

ファンダイニング『コッコラーレ』

☎（0799）74-5650

1,180円

☎（0799）74-1120

2,000円

淡路牛ステーキ牛丼

1,650円

淡路島牛丼

10

淡路米・淡路玉ねぎ・淡路牛が見事に
ミックス、温泉卵がマイルドに仕上げ、ボ
リュームも満点でお腹も満腹に。

いちじろう

淡路カントリー倶楽部

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］

☎（0799）82-2382

1,100円

☎（0799）84-1212

900円

淡路スタミナ牛丼

1,078円

あわじ和牛亭牛丼

14

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。
※サラダ・玉ねぎスープ・漬物付

大正9年創業老舗精肉店の直営店ならで
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）85-2241

2,750円

1,580円

牛炙り肉とローストビーフの贅沢な丼に
仕上げました。香ばしい匂いが食欲を引
き立てます。
※汁物・漬物・生卵付

道の駅あわじ レストラン海峡楼

☎（0799）73-2333

2,178円

淡路島焼肉丼

食感と味わいの違う2種類の玉葱と放し
飼いたまごのコラボをお楽しみ下さい。

グランドニッコー淡路

海鮮料理きとら 淡路夢舞台店

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

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］

☎（0799）72-0220

淡路牛と淡路玉ねぎのキーマ丼 1,320円

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。
※みそ汁・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！
※スープ・漬物付

あわ路飯店 真心

☎（0799）82-0219

淡路島ハーブ牛丼

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。
※吸い物付

16

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。

☎（0799）85-2911

1,320円

くにうみ丼

3,080円

淡路牛ステーキ丼

18

淡路食材満載のわさびが効いた大人の丼
ご飯大盛 110円up
人気のおかず付 220円up
写真はおかず付1,540円です。

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。
※スープ付

淡路島五感ダイニング そらと海

カフェレストラン海

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］

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

☎（0799）85-0167

淡路島W牛丼

2

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。

美湯 松帆の郷

11：00～17：30（LO17：00）
無休 Ｐ82台（普通72台・大型10台）
淡路市岩屋1873-1［淡路IC～５分］

11：00～21：00
第1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］

5

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。

淡路ハイウェイオアシス みけ家

平日11：00～19：00（LO18：30）
休日11：00～20：00（LO19：15）
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）

11：00～15：00
水曜休 Ｐ70台
淡路市岩屋1414-27［淡路IC～５分］

7

淡路牛ミンチを甘い玉ねぎ
と自家製だしで煮込み淡路
米にトッピング、三つ葉、き
ざみのり、温泉卵でまろや
かに。

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

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］

マミー

南欧風レストラン 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
淡路市野島蟇浦157-1［淡路IC～15分］

☎（0799）82-2880

11

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
です。
※小鉢・みそ汁・漬物付

喫茶 憩

☎（0799）85-0275

900円

あわじ和牛亭

喫茶シック

いこい

パルシェ香りの湯 和食処かおり

☎（0799）85-1126

淡路牛プルコギ丼

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］

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］

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

11：30～14：30（LO14：00）
不定休 Ｐ200台
淡路市尾崎3025-1［北淡IC～15分］

15

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。
※汁物・漬物・玉子付

淡路島鼓や

カフェあおい

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）85-0007

神戸淡
路鳴門
自動車
道

淡路カントリー倶楽部

パルシェ香りの湯 和食処かおり

喫茶 憩

喫茶シック

カフェあおい

あわじ和牛亭

志筑新島

26

23 石挽そば 丸中

志筑

21

19 海鮮料理きとら 津名店

津名港

麺乃匠 いづも庵 22

淡路市

至岩屋

ホルモン焼きの店 モツ次 20

東浦IC
淡路IC・SA
淡路北スマートIC

8

9

7
南欧風レストラン 食房NICE

淡路島鼓や

淡路島五感ダイニング そらと海

ウェルネスパーク五色 浜千鳥

サンライズ淡路 サンライズ食堂

焼肉 平松

淡路ファームパーク イングランドの丘
レストラン ファーマーズキッチン

和牛専門店 牛楽︵SD︶

さかな食堂 フレッシュきたの

28

29 民宿 厚浜
志筑
A

18 カフェレストラン海

津名一宮IC

28

28

17
北淡IC

16

富島

11

10

2

明石海峡
1

7：00～15：00（LO14：00）
火曜休 Ｐ10台
淡路市郡家85-2［津名一宮IC～10分］

広田

24 キッチンたまご亭

B

洲本IC

播磨灘

ホテルアナガ 日本料理 鮨 阿那賀

ޕ
߈
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߇
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淡路島観光ホテル いそべ亭 35

54

めん処 喜多野

55

手打ちうどん 鼓亭

56

焙煎工房ジロ・デ・アワジ

57

淡路島海上ホテル

58

淡路じゃのひれアウトドアリゾート
レストラン 太公望

ホテルニューアワジ プラザ淡路島

Hotel & Resorts MINAMIAWAJI

うずの丘 大鳴門橋記念館 絶景レストラン うずの丘

道の駅うずしおレストラン

オフィシャルサイト
53

B

至志筑 炬口北

しらさぎの宿 丸福 40

鳴門海峡

淡路島南IC・PA

洲本市

南あわじ市
西淡三原IC

28

塩田新島

湊

50

30 キャンパスｃａｆｅ カプチーノ
淡路島中央スマートIC

49

都志

48
47

郡家

44
43
28

15
14
13
12

店舗MAP

☎（0799）70-8592

☎（0799）70-1353

※記載の金額は税 込価格です。

19

淡路島焼肉丼

2,178円

20

青木丼

1,200円

21

淡路島牛丼

1,000円

22

石焼き淡路島牛丼

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。

モツ次で一番人気の牛スジがゴロゴロ
入ったカレーに、淡路牛で作った
島牛丼のパーフェクトコラボ丼です。

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。
※小鉢・漬物・みそ汁付

海鮮料理きとら 津名店

ホルモン焼きの店 モツ次

がんこおやじ 志筑店

9：00～21：00（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
17：00～21：00（LO20：00）
木曜休 Ｐ30台
淡路市志筑3522-1［津名一宮IC～10分］

☎（0799）62-1103

☎ 080-1418-8764

☎（0799）62-5084

☎（0799）62-6002

18：00～23：00
無休 Ｐ10台
淡路市志筑581-1［津名一宮IC～5分］

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］

23

淡路島牛丼

1,250円

24

たま らん

あわじ玉卵牛ステーキ丼

2,090円

25

かまあげしらす牛丼

和風だしをベースに、淡路島産玉ねぎと
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。

麺乃匠 いづも庵

1,540円

26

しあわせローストビーフ丼 1,870円

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。
※牛丼セット
（そば・うどん付）
は1,650円
※特盛淡路島牛丼は1,950円

北淡産のご飯に鉄板で焼いた淡路玉ね
ぎと淡路牛をのせ、北坂卵の目玉焼きを
トッピングした醤油ベースの牛丼。

淡 路 牛 はあっさり玉 ねぎポン酢 味で 、
淡路島産釜揚げしらすは卵をのせて卵
かけご飯で！
※サラダ・オニオンスープ付

石挽そば 丸中

キッチンたまご亭

TAIYO COFFEE

10：00～22：00（LO21：30）
不定休 Ｐ15台
淡路市志筑3111-32［津名一宮IC～10分］

和風レストラン
11:30～14:00/17:00～20:00(LO)
水曜休 Ｐ普通30台・大型2台
淡路市志筑新島6-7［津名一宮IC～10分］

☎（0799）62-1650

☎（0799）62-6252

☎（0799）60-0266

☎（0799）62-0035

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］

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］

27

淡路牛焼肉丼

1,450円

28

ステーキ丼

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。

炙った牛肉と甘味たっぷりの淡路島玉ね
ぎ、
地元鮎原米との超豪華ステーキ丼。
※サラダ・みそ汁付

淡路ワールドパークONOKORO

浜千鳥

ウェルネスパーク五色

レストラン イル・マーレ

10：30～16：00 （別途入園料が必要）
無休 Ｐ1000台
淡路市塩田新島8-5［津名一宮IC～15分］

11：30～14：00（LO14：00）
17：30～21：00（LO20：30）
不定休 Ｐ200台
洲本市五色町都志1087［北淡IC～30分］

☎（0799）62-1192

☎（0799）33-1600

31

淡路島牛丼

2,035円

淡路牛バラと淡路玉葱をやわらかく煮込
み、仕上げに極上ロースを贅沢に敷き詰
めた2層の絶品牛丼。

淡路牛の和風ローストビーフ丼

魚繁

1,800円

淡路牛のローストビーフ丼 1,500円

30

玉すき丼

自家製スダチポン酢をベースにタレで仕
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。

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。
※わらびもち付

民宿 厚浜

キャンパスCAFEカプチーノ

☎（0799）28-0150

☎（0799）28-0246

33

島のまるたま牛どん

9：30～16：00（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］

1,680円

淡路島玉ねぎまるごと1個にうま甘く煮込
んだ淡路牛を詰め込みました。島の炊き
たてご飯に豪快にぶっかけて！

34

淡路島牛丼

11：00～15：00
（金・土は17：00～20：00も営業）
木曜休 Ｐ無し
洲本市本町6丁目4-36

☎ 080-4951-1568

1,540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バター
香る牛丼。

36

淡路牛と淡路玉ねぎのステーキ丼 2,783円

ふっくらと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ました。

淡路島観光ホテル

夢海游 淡路島

12：00～14：00（ＬＯ13：30）
（牛丼はランチのみ）
18：00～21：00（ＬＯ20：30）
不定休 Ｐ60台
洲本市海岸通1-3-11［洲本ＩＣ～15分］

磯辺亭

☎（0799）22-1100

☎（0799）22-0203

37

淡路島牛丼

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］

1,452円

淡路島で最も甘い「成井さん玉ねぎ」を
秘伝のタレで煮込み、淡路牛をかまど炊
きの鮎原産の銀シャリにのせた牛丼。
日帰り温泉入浴券付の
“カジュアルプラン”あり

ホテルニューアワジ

38

淡路和牛サーロインステーキ丼 5,500円

淡路和牛サーロインと牛すじ肉・玉ねぎ
でとったブイヨンで炊き上げたバターライ
ス、
オニオンリングを添えて。
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

いそべ亭

レストランシーサイド

バル淡道

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］

17：30～21：00（要予約2日前まで）
食材の都合によりご準備できない場合が
ございます。
不定休 Ｐ60台
洲本市小路谷1279-13［洲本ＩＣ～20分］

☎（0799）26-0111

☎（0799）23-2200

☎（0799）23-2200

☎（0799）23-1212

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

19：00～24：00（LO24：00）
月曜・火曜休（8月は無休） Ｐ90台
洲本市小路谷1053-17［洲本ＩＣ～20分］

もへ丼

950円

40

丸福丼

2,200円

41

淡路島焼肉丼

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。

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
牛が一度で味わえます。

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。

めん処 もへいじ

しらさぎの宿 丸福

海鮮料理きとら 洲本店

☎（0799）24-3570

☎（0799）27-2229

☎（0799）44-3030

淡路島牛丼

2,178円

44

うし重

霜降り淡路牛を贅沢にしゃぶしゃぶして
いただく新感覚牛丼。玉ねぎ、お米と織り
なす絶妙なハーモニー。

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。
※みそ汁・漬物付

サンライズ淡路

淡路ファームパーク イングランドの丘

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］

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

サンライズ食堂

47

牛トロ丼

1,180円

焼肉平松

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

牛楽の焼肉丼

まずは特製ダレをかけてステーキ丼とし
て。次に熱々の出汁をかけて肉茶漬けと
してお召し上がり下さい。

Hotel & Resorts MINAMIAWAJI

うずの丘 大鳴門橋記念館

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］

ローストビーフ丼

玉葱ベースの和風ダレと西洋わさびによ
りシンプルかつ奥の深い味！
当店自慢の自家焙煎珈琲にもぴったり。

焙煎工房 ジロ・デ・アワジ

9：30～17：30
火曜・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］

☎（0799）50-2411
※記載の金額は税 込価格です。

1,500円

☎（0799）42-7758

淡路島牛丼

53

赤い炙肉丼

☎（0799）52-2888

☎（0799）52-1157

1,100円

57

バーベキュー丼

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 、
バーべキュー風に仕上げた豪快な牛丼。

淡路島海上ホテル

淡路じゃのひれ アウトドアリゾート

☎（0799）52-1175

レストラン太公望

10：00～17：00（ＬＯ16：00）
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］

☎（0799）52-1239

770円

50

ロースト淡路ビーフ丼セット 3,700円

厳選ロースト淡路ビーフを和風出汁の阿
那賀特製タレで楽しむ絶品淡路島牛丼。
※小鉢・赤出汁・デザート付
ホテルアナガ

日本料理 鮨 阿那賀

11：30～14：00
無休 Ｐ40台
南あわじ市阿那賀1109
［淡路島南ＩＣ～約5分］

☎（0799）39-1111

2,970円

54

焼肉丼

1,500円

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。
※ミニうどん付。

手打ちうどん 鼓亭

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

淡路牛と甘い淡路玉葱がたっぷりの牛丼
です。海を眺めながらどうぞ。

11:00～14:00(LO 13:30)
17:00～20:00(LO 19:30)
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］

800円

4種類の稀少部位を炙り、お好みの調味
料で。甘い玉ねぎも絶品。
最後はロース肉を卵かけご飯と一緒にど
うぞ。

道の駅うずしおレストラン

淡路島海上牛丼

淡路島牛丼

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）38-6757

2,530円

46

☎（0799）42-0194

絶景レストラン うずの丘

56

2,200円

9：00～19：00（牛丼は11：00～15：00）
水曜休・第1、第3木曜休 Ｐ15台
南あわじ市志知佐礼尾256-1
［西淡三原ＩＣ～約5分］

10：00～15：30（ＬＯ15：00）
火曜休、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］

☎（0799）52-3011

☎（0799）45-1019

めん処喜多野

さかな食堂 フレッシュきたの

淡路牛！にくひつまぶし

11：00～14：00/17：00～20：30
（土日祝11：00～20：00）
毎週水曜日休 Ｐ50台
南あわじ市広田広田528-1［洲本IC～5分］

とんかつ一番

49

1,760円

松葉寿司

淡路牛と淡路玉ねぎを使用し、
うどん出
汁がベースのあっさり味です。
※うどん付き
セットは1,030円

和牛専門店 牛楽（SD）

52

淡路島特選牛丼

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
沢な肉汁をお楽しみ下さい。

まずは地元の方に愛される店づくりを、
つ
づいて他県の方にも愛される店に！
※汁物・漬物付

☎（0799）38-0289

1,500円

淡路島まるごと牛丼

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。

焼きしゃぶした淡路牛を北坂たまご・ウニ
を使用した黄金色のとろろとお召し上が
り下さい。
※みそ汁・漬物付

55

1,430円

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］

☎（0799）36-3015

卵ふわとろ牛丼

48

45

42

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みました。
牛あなご丼は2,310円。

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］

☎（0799）43-2626

隠し味の効いた特製のタレで、淡路牛と
とろろ芋のコラボが絶妙なバランスで新
しい食感を味わえます。
※スープ付

51

1,450円

レストラン ファーマーズキッチン

☎（0799）45-1411

2,178円

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］

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］

11：30～15：00/17：00～20：30
木曜休（祝日の場合は営業） Ｐ30台
洲本市下加茂1丁目569-1［洲本ＩＣ～10分］

43

1,980円

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
ふわ出汁巻きと共に召し上がれ。

炭火ステーキ たむら

Jyo's Curry

☎（0799）26-1133

39

999円

海月館

11：30～14：30（ＬＯ）
17：00～20：00（ＬＯ）21：00（閉店）
水曜休（8月は無休、祝日の場合は営業）
Ｐ450台
洲本市塩屋1-1-8［洲本ＩＣ～15分］

淡路牛のバターソテー丼

32

29

ぎゅーっと煮詰めた秘伝のたれと薬味が
交わる絶妙な味わいです！どうぞ
※小鉢・酢の物・漬物・赤だし・
デザート付

12：00～18：00
月～金曜休（祝日の場合は営業） Ｐ25台
洲本市中川原町厚浜1117-1
［洲本IC・津名一宮IC～15分］

肉大好きオーナーの力作！
ソースとの相性ばっちりの贅沢な一品です！

淡路ごちそう館 御食国

35

1,650円

1,050円

☎（0799）52-2639

1,300円

58

淡路牛ステーキ丼

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！
※スープ・漬物付
限定食数

ホテルニューアワジ プラザ淡路島

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］

☎（0799）22-2521

2,420円

19

淡路島焼肉丼

2,178円

20

青木丼

1,200円

21

淡路島牛丼

1,000円

22

石焼き淡路島牛丼

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。

モツ次で一番人気の牛スジがゴロゴロ
入ったカレーに、淡路牛で作った
島牛丼のパーフェクトコラボ丼です。

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。
※小鉢・漬物・みそ汁付

海鮮料理きとら 津名店

ホルモン焼きの店 モツ次

がんこおやじ 志筑店

9：00～21：00（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
17：00～21：00（LO20：00）
木曜休 Ｐ30台
淡路市志筑3522-1［津名一宮IC～10分］

☎（0799）62-1103

☎ 080-1418-8764

☎（0799）62-5084

☎（0799）62-6002

18：00～23：00
無休 Ｐ10台
淡路市志筑581-1［津名一宮IC～5分］

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］

23

淡路島牛丼

1,250円

24

たま らん

あわじ玉卵牛ステーキ丼

2,090円

25

かまあげしらす牛丼

和風だしをベースに、淡路島産玉ねぎと
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。

麺乃匠 いづも庵

1,540円

26

しあわせローストビーフ丼 1,870円

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。
※牛丼セット
（そば・うどん付）
は1,650円
※特盛淡路島牛丼は1,950円

北淡産のご飯に鉄板で焼いた淡路玉ね
ぎと淡路牛をのせ、北坂卵の目玉焼きを
トッピングした醤油ベースの牛丼。

淡 路 牛 はあっさり玉 ねぎポン酢 味で 、
淡路島産釜揚げしらすは卵をのせて卵
かけご飯で！
※サラダ・オニオンスープ付

石挽そば 丸中

キッチンたまご亭

TAIYO COFFEE

10：00～22：00（LO21：30）
不定休 Ｐ15台
淡路市志筑3111-32［津名一宮IC～10分］

和風レストラン
11:30～14:00/17:00～20:00(LO)
水曜休 Ｐ普通30台・大型2台
淡路市志筑新島6-7［津名一宮IC～10分］

☎（0799）62-1650

☎（0799）62-6252

☎（0799）60-0266

☎（0799）62-0035

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］

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］

27

淡路牛焼肉丼

1,450円

28

ステーキ丼

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。

炙った牛肉と甘味たっぷりの淡路島玉ね
ぎ、
地元鮎原米との超豪華ステーキ丼。
※サラダ・みそ汁付

淡路ワールドパークONOKORO

浜千鳥

ウェルネスパーク五色

レストラン イル・マーレ

10：30～16：00 （別途入園料が必要）
無休 Ｐ1000台
淡路市塩田新島8-5［津名一宮IC～15分］

11：30～14：00（LO14：00）
17：30～21：00（LO20：30）
不定休 Ｐ200台
洲本市五色町都志1087［北淡IC～30分］

☎（0799）62-1192

☎（0799）33-1600

31

淡路島牛丼

2,035円

淡路牛バラと淡路玉葱をやわらかく煮込
み、仕上げに極上ロースを贅沢に敷き詰
めた2層の絶品牛丼。

淡路牛の和風ローストビーフ丼

魚繁

1,800円

淡路牛のローストビーフ丼 1,500円

30

玉すき丼

自家製スダチポン酢をベースにタレで仕
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。

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。
※わらびもち付

民宿 厚浜

キャンパスCAFEカプチーノ

☎（0799）28-0150

☎（0799）28-0246

33

島のまるたま牛どん

9：30～16：00（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］

1,680円

淡路島玉ねぎまるごと1個にうま甘く煮込
んだ淡路牛を詰め込みました。島の炊き
たてご飯に豪快にぶっかけて！

34

淡路島牛丼

11：00～15：00
（金・土は17：00～20：00も営業）
木曜休 Ｐ無し
洲本市本町6丁目4-36

☎ 080-4951-1568

1,540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バター
香る牛丼。

36

淡路牛と淡路玉ねぎのステーキ丼 2,783円

ふっくらと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ました。

淡路島観光ホテル

夢海游 淡路島

12：00～14：00（ＬＯ13：30）
（牛丼はランチのみ）
18：00～21：00（ＬＯ20：30）
不定休 Ｐ60台
洲本市海岸通1-3-11［洲本ＩＣ～15分］

磯辺亭

☎（0799）22-1100

☎（0799）22-0203

37

淡路島牛丼

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］

1,452円

淡路島で最も甘い「成井さん玉ねぎ」を
秘伝のタレで煮込み、淡路牛をかまど炊
きの鮎原産の銀シャリにのせた牛丼。
日帰り温泉入浴券付の
“カジュアルプラン”あり

ホテルニューアワジ

38

淡路和牛サーロインステーキ丼 5,500円

淡路和牛サーロインと牛すじ肉・玉ねぎ
でとったブイヨンで炊き上げたバターライ
ス、
オニオンリングを添えて。
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

いそべ亭

レストランシーサイド

バル淡道

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］

17：30～21：00（要予約2日前まで）
食材の都合によりご準備できない場合が
ございます。
不定休 Ｐ60台
洲本市小路谷1279-13［洲本ＩＣ～20分］

☎（0799）26-0111

☎（0799）23-2200

☎（0799）23-2200

☎（0799）23-1212

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

19：00～24：00（LO24：00）
月曜・火曜休（8月は無休） Ｐ90台
洲本市小路谷1053-17［洲本ＩＣ～20分］

もへ丼

950円

40

丸福丼

2,200円

41

淡路島焼肉丼

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。

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
牛が一度で味わえます。

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。

めん処 もへいじ

しらさぎの宿 丸福

海鮮料理きとら 洲本店

☎（0799）24-3570

☎（0799）27-2229

☎（0799）44-3030

淡路島牛丼

2,178円

44

うし重

霜降り淡路牛を贅沢にしゃぶしゃぶして
いただく新感覚牛丼。玉ねぎ、お米と織り
なす絶妙なハーモニー。

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。
※みそ汁・漬物付

サンライズ淡路

淡路ファームパーク イングランドの丘

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］

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

サンライズ食堂

47

牛トロ丼

1,180円

焼肉平松

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

牛楽の焼肉丼

まずは特製ダレをかけてステーキ丼とし
て。次に熱々の出汁をかけて肉茶漬けと
してお召し上がり下さい。

Hotel & Resorts MINAMIAWAJI

うずの丘 大鳴門橋記念館

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］

ローストビーフ丼

玉葱ベースの和風ダレと西洋わさびによ
りシンプルかつ奥の深い味！
当店自慢の自家焙煎珈琲にもぴったり。

焙煎工房 ジロ・デ・アワジ

9：30～17：30
火曜・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］

☎（0799）50-2411
※記載の金額は税 込価格です。

1,500円

☎（0799）42-7758

淡路島牛丼

53

赤い炙肉丼

☎（0799）52-2888

☎（0799）52-1157

1,100円

57

バーベキュー丼

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 、
バーべキュー風に仕上げた豪快な牛丼。

淡路島海上ホテル

淡路じゃのひれ アウトドアリゾート

☎（0799）52-1175

レストラン太公望

10：00～17：00（ＬＯ16：00）
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］

☎（0799）52-1239

770円

50

ロースト淡路ビーフ丼セット 3,700円

厳選ロースト淡路ビーフを和風出汁の阿
那賀特製タレで楽しむ絶品淡路島牛丼。
※小鉢・赤出汁・デザート付
ホテルアナガ

日本料理 鮨 阿那賀

11：30～14：00
無休 Ｐ40台
南あわじ市阿那賀1109
［淡路島南ＩＣ～約5分］

☎（0799）39-1111

2,970円

54

焼肉丼

1,500円

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。
※ミニうどん付。

手打ちうどん 鼓亭

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

淡路牛と甘い淡路玉葱がたっぷりの牛丼
です。海を眺めながらどうぞ。

11:00～14:00(LO 13:30)
17:00～20:00(LO 19:30)
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］

800円

4種類の稀少部位を炙り、お好みの調味
料で。甘い玉ねぎも絶品。
最後はロース肉を卵かけご飯と一緒にど
うぞ。

道の駅うずしおレストラン

淡路島海上牛丼

淡路島牛丼

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）38-6757

2,530円

46

☎（0799）42-0194

絶景レストラン うずの丘

56

2,200円

9：00～19：00（牛丼は11：00～15：00）
水曜休・第1、第3木曜休 Ｐ15台
南あわじ市志知佐礼尾256-1
［西淡三原ＩＣ～約5分］

10：00～15：30（ＬＯ15：00）
火曜休、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］

☎（0799）52-3011

☎（0799）45-1019

めん処喜多野

さかな食堂 フレッシュきたの

淡路牛！にくひつまぶし

11：00～14：00/17：00～20：30
（土日祝11：00～20：00）
毎週水曜日休 Ｐ50台
南あわじ市広田広田528-1［洲本IC～5分］

とんかつ一番

49

1,760円

松葉寿司

淡路牛と淡路玉ねぎを使用し、
うどん出
汁がベースのあっさり味です。
※うどん付き
セットは1,030円

和牛専門店 牛楽（SD）

52

淡路島特選牛丼

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
沢な肉汁をお楽しみ下さい。

まずは地元の方に愛される店づくりを、
つ
づいて他県の方にも愛される店に！
※汁物・漬物付

☎（0799）38-0289

1,500円

淡路島まるごと牛丼

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。

焼きしゃぶした淡路牛を北坂たまご・ウニ
を使用した黄金色のとろろとお召し上が
り下さい。
※みそ汁・漬物付

55

1,430円

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］

☎（0799）36-3015

卵ふわとろ牛丼

48

45

42

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みました。
牛あなご丼は2,310円。

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］

☎（0799）43-2626

隠し味の効いた特製のタレで、淡路牛と
とろろ芋のコラボが絶妙なバランスで新
しい食感を味わえます。
※スープ付

51

1,450円

レストラン ファーマーズキッチン

☎（0799）45-1411

2,178円

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］

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］

11：30～15：00/17：00～20：30
木曜休（祝日の場合は営業） Ｐ30台
洲本市下加茂1丁目569-1［洲本ＩＣ～10分］

43

1,980円

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
ふわ出汁巻きと共に召し上がれ。

炭火ステーキ たむら

Jyo's Curry

☎（0799）26-1133

39

999円

海月館

11：30～14：30（ＬＯ）
17：00～20：00（ＬＯ）21：00（閉店）
水曜休（8月は無休、祝日の場合は営業）
Ｐ450台
洲本市塩屋1-1-8［洲本ＩＣ～15分］

淡路牛のバターソテー丼

32

29

ぎゅーっと煮詰めた秘伝のたれと薬味が
交わる絶妙な味わいです！どうぞ
※小鉢・酢の物・漬物・赤だし・
デザート付

12：00～18：00
月～金曜休（祝日の場合は営業） Ｐ25台
洲本市中川原町厚浜1117-1
［洲本IC・津名一宮IC～15分］

肉大好きオーナーの力作！
ソースとの相性ばっちりの贅沢な一品です！

淡路ごちそう館 御食国

35

1,650円

1,050円

☎（0799）52-2639

1,300円

58

淡路牛ステーキ丼

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！
※スープ・漬物付
限定食数

ホテルニューアワジ プラザ淡路島

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］

☎（0799）22-2521

2,420円
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炭火ステーキ たむら

Jyo's Curry 32

33 海月館

28

41

39 めん処 もへいじ

52

洲本バスセンター●

至五色

31 淡路ごちそう館 御食国

海岸通

塩屋

B

至志筑 炬口北

しらさぎの宿 丸福 40

鳴門海峡

福良

紀伊水道

洲本

塩田新島

湊
28

10

淡路島牛丼

58店舗参加

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。

淡路島鼓や

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）85-0167

900円

さかな食堂 フレッシュきたの

和牛専門店 牛楽︵SD︶

焼肉 平松

☎（0799）85-2911

1,320円

18

淡路牛ステーキ丼

淡路食材満載のわさびが効いた大人の丼
ご飯大盛 110円up
人気のおかず付 220円up
写真はおかず付1,540円です。

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。
※スープ付

淡路島五感ダイニング そらと海

カフェレストラン海

☎（0799）70-8592

☎（0799）70-1353

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

1,078円

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）85-2241

くにうみ丼

あわじ和牛亭牛丼

あわじ和牛亭

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］

17

14

大正9年創業老舗精肉店の直営店ならで
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。

喫茶シック

2,750円

播磨灘

6

5

鉄板焼アワビ牛丼

淡路スタミナ牛丼

1,650円

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］

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。
※サラダ・玉ねぎスープ・漬物付

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］

16

13

淡路ファームパーク イングランドの丘
レストラン ファーマーズキッチン

4

3

1,100円

サンライズ淡路 サンライズ食堂

2

☎（0799）84-1212

淡路島牛丼

ウェルネスパーク五色 浜千鳥

淡路島五感ダイニング そらと海

喫茶シック

喫茶 憩

パルシェ香りの湯 和食処かおり

いちじろう

淡路カントリー倶楽部

1
美湯 松帆の郷

南欧風レストラン 食房NICE

明石海峡

道の駅あわじ レストラン海峡楼

7

淡路島タコステ

あわ路飯店 真心

岩屋
淡路ハイウェイオアシス みけ家

10

淡路IC・SA
淡路北スマートIC

8

海鮮料理きとら 淡路夢舞台店

9

グランドニッコー淡路
ファンダイニング﹃コッコラーレ﹄

11

※記載の金額は税 込価格です。

12

☎（0799）85-0007

淡路島鼓や

淡路島牛丼

13

7：00～15：00（LO14：00）
火曜休 Ｐ10台
淡路市郡家85-2［津名一宮IC～10分］

2,000円

☎（0799）82-2382

☎（0799）85-0275

カフェあおい

☎（0799）74-1120

☎（0799）82-0219

☎（0799）85-1126

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。
※汁物・漬物・玉子付

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

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

いこい

900円

ファンダイニング『コッコラーレ』

淡路カントリー倶楽部

喫茶 憩

淡路牛プルコギ丼

グランドニッコー淡路

いちじろう

12

2,800円

食感と味わいの違う2種類の玉葱と放し
飼いたまごのコラボをお楽しみ下さい。

あわ路飯店 真心

パルシェ香りの湯 和食処かおり

15

淡路牛ステーキ牛丼

淡路島ふわとろ牛丼

淡路米・淡路玉ねぎ・淡路牛が見事に
ミックス、温泉卵がマイルドに仕上げ、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。
※吸い物付

11：30～14：30（LO14：00）
不定休 Ｐ200台
淡路市尾崎3025-1［北淡IC～15分］

神戸淡
路鳴門
自動車
道

魚繁

東浦IC

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
です。
※小鉢・みそ汁・漬物付

9

6

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。
※みそ汁・漬物付

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］

1,350円

カフェあおい

A

淡路島ハーブ牛丼

あわじ和牛亭

大阪湾

富島

グルメマップ

至岩屋

ホルモン焼きの店 モツ次 20

11

14

大谷

☎（0799）82-2880

15

淡路市

2,178円

☎（0799）74-5650

マミー

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
淡路市野島蟇浦157-1［淡路IC～15分］

北淡IC

南欧風レストラン 食房NICE

16

麺乃匠 いづも庵 22

☎（0799）72-0001

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］

1,180円

28

28

28

17

☎（0799）73-2333

1,580円

11：00～17：30（LO17：00）
無休 Ｐ82台（普通72台・大型10台）
淡路市岩屋1873-1［淡路IC～５分］

11：00～21：00
第1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］

淡路島焼肉丼

43

津名港

道の駅あわじ レストラン海峡楼

店舗MAP

18 カフェレストラン海

津名一宮IC

美湯 松帆の郷

5

44

21

19 海鮮料理きとら 津名店

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！
※スープ・漬物付

郡家

23 石挽そば 丸中
25 TAIYO COFFEE
淡路牛ミンチを甘い玉ねぎ
と自家製だしで煮込み淡路
米にトッピング、三つ葉、き
ざみのり、温泉卵でまろや
かに。

47

A

志筑

島っ子丼

48

志筑

イオン淡路店

8

都志

志筑新島

26

淡路牛と淡路玉ねぎのキーマ丼 1,320円

49

29 民宿 厚浜

7

淡路島W牛丼

牛炙り肉とローストビーフの贅沢な丼に
仕上げました。香ばしい匂いが食欲を引
き立てます。
※汁物・漬物・生卵付

海鮮料理きとら 淡路夢舞台店

☎（0799）72-0220

2

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。

淡路ハイウェイオアシス みけ家

☎（0799）64-7551

淡路島中央スマートIC

がんこおやじ志筑店

30 キャンパスｃａｆｅ カプチーノ

780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。

平日11：00～19：00（LO18：30）
休日11：00～20：00（LO19：15）
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）

11：00～15：00
水曜休 Ｐ70台
淡路市岩屋1414-27［淡路IC～５分］

洲本IC

淡路島牛丼

ホテルアナガ 日本料理 鮨 阿那賀

24 キッチンたまご亭

B

2,300円

淡路牛ロースと淡路島玉葱をはじめ彩り
豊かな野菜と共に特製玉葱ソースでお
召し上がりください。
※玉葱味噌汁付。 大盛3,300円

淡路島タコステ

50

淡路牛ロース丼

広田

レストラン イル・マーレ

27 淡路ワールドパークONOKORO
淡路牛の
「極みすき焼き重」 お肉の旨味
に加え特製タレで美味しさ倍増。

4

28

至洲本

1,280円

西淡三原IC

由良

洲本市

淡路牛丼

南あわじ市

3

淡路島南IC・PA

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。
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。
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。

道の駅うずしおレストラン

Hotel & Resorts MINAMIAWAJI

うずの丘 大鳴門橋記念館 絶景レストラン うずの丘

ホテルニューアワジ プラザ淡路島

淡路島海上ホテル

焙煎工房ジロ・デ・アワジ

手打ちうどん 鼓亭

めん処 喜多野

55

とんかつ一番

56

淡路島観光ホテル いそべ亭 35
松葉寿司

58

至由良

ホテルニューアワジ レストランシーサイド 36
ホテルニューアワジ バル淡道 37
海鮮料理きとら 洲本店

57

淡路インターナショナルホテル ザ・サンプラザ 38

淡路島牛丼 3つの誓い

53

淡路じゃのひれアウトドアリゾート
レストラン 太公望

オフィシャルサイト

1

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］

3,080円

