
※令和3年11月25日現在

店　舗　名 連　絡　先 住　所 営　業　時　間 定　休　日

赤ちょうちん 83-4483 宮中7-1-20 17:00～23:00 日曜日

うちだや 82-1217 宮中1-2-22 11:00～14:30 不定休

エミール 82-0739 宮中1-5-25 9:00～18:00 火曜日,サッカー開催日

大船食堂 82-7885 宮中2012-1 11:00～15:00/17:00～20:00 日曜日,1/1～1/3

お食事処　鈴章 82-1417 宮中1-4-27 11:00～14:00/17:00～ 不定休

Ｏｌａ 　Ｂｌｕｅ　 Ｃａｆe 080-9395-4329 宮中1-4-11 11:30～18:00/予約のみ18:00～ 木曜日,臨時休業あり

偕楽亭 82-0437 宮中5-10-20 16:00～22:00 木曜日

かしま甘太郎 82-1605 宮中1-5-14 9:00～18:00 無

鹿島屋 82-1538 宮中243-4 11:00～20:30 火曜日

栗林食堂 82-2359 宮中2-3-19 8:00～18:30 日曜日,祝日

くるまやラーメン鹿嶋店 83-8117 宮中4772-24 11:00～21:00 日曜日

げたや蕎麦 82-8821 宮中3-1-24 11:00～15:00/17:30～19:30 水曜日

珈琲館　鹿島店 82-1704 宮中290-1 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾁｪﾘｵ２Ｆ 10:00～20:00(L.O19:10) チェリオ定休日と同じ

此の味 83-4433 宮中221-4　桜ﾋﾞﾙ101号 17:30～0:00 日曜日

小料理　千代野 84-7475 宮中4-5-11 20:00～2:00 火曜日

境屋食堂 82-1554 宮中1-5-20 11:00～15:00 火曜日,金曜日

さが屋　本店 84-5114 宮中4680-11 11:00～14:00 日曜日

笹元 95-6652 宮中2306-1 鹿島神宮第一駐車場内 11:00～21:00（L.O.20:00） 月曜日

志まむら 三笠山店 82-9624 宮中2049-1 11:00～14:00/17:00～20:30(L.O.19:30) 木曜日

樹林 82-1126 宮中1-4-26
11:30～15:00(L.O14:00)/17:00～23:00(L.O.22:00)
水曜日のみ→17:00～23:00(L.O.22:00)

火曜日

春夏秋冬 季節料理 四季亭 82-5511 宮中6-5-15
11:30～14:45（L.O13:30）
　　　　　/17:00～21:45（L.O.21:00）

日曜日

ＳＯＢＡ　随神 82-1539 宮中1-9-17 11:00～16:30 火曜日

竹やぶそば店 83-4416 宮中2-1-28 11:30～20:00 月曜日,火曜日,木曜日

ちゃあしゅう屋　鹿嶋店 85-2002 宮中三笠山5277-1 11:00～23:00 無,1/1

つぼ八 鹿島スタジアム前店 85-2888 宮中4670-4 17:00～0:00 水曜日

とんかつ専門店　豚一門 84-4770 宮中4643-10 11:00～14:30/17:30～20:00 水曜日

とんかつ　ひいらぎ 82-2390 宮中2-6-25 11:00～14:30/17:30～20:30 日曜日

日本酒と肴　縁 080-5965-2964 宮中4-5-20 17:30～0:00 日曜日

にゃ～ご 83-5588 宮中290-1 ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰﾁｪﾘｵ1Ｆ 10:00～20:00（L.O.19:00） チェリオ定休日と同じ

馬刺し居酒屋　陽 83-1708
予約専用:050-8880-6996

宮中7-1-3 18:00～6:00 不定休

Ｐａｒａｄｉｓｅ　Ｂｅｅｒ　Ｆａｃｔｏｒｙ 77-8745 宮中1-5-1
11:30～16:00/18:00～21:00
日曜日のみ→11:30～16:00

月曜日,火曜日,水曜日

パステリア　ゴッツォ 83-7006 宮中327-5 11:30～14:30(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ)/18:00～(予約制) 不定休

八丁目酒場 95-8330 宮中8-1-10 18:00～4:00 無

馬肉寿司・馬肉ステーキ　桜屋 77-5711
予約専用:050-8880-6996

宮中7-1-1 16:00～23:50 月曜日,第2日曜日

ビストロ ノリーナ 84-7033 宮中90-13 11:30～14:30/17:30～22:00 日曜日

一休　縁側 77-8817 宮中2306-1 鹿島神宮第一駐車場内 10:00～16:00 不定休

ブォーナフォルトゥーナ 83-8818 宮中6-2-4 11:30～14:00/18:00～21:00 水曜日,他 平日,昼臨時休業あり

満寿屋本店 82-1630 宮中4-8-1 11:00～15:00 水曜日

まち珈琲「あらみたま」 77-8840 宮中2306-1 鹿島神宮境内 9:00～16:00 年中無休

マル勝商店 95-7555 宮中8-1-6 17:00～1:00（L.O.23:00） 日曜日

むさし野 83-6354 宮中5-8-4 18:00～23:00 日曜日,月曜日,火曜日

森のごはん 080-4810-0039 宮中4553-1 11:00～14:00 土,日,月,祝日

焼肉三千里 83-5750 宮中242-1 17:00～22:00 月曜日

遊酒　宮なか 82-2887 宮中4-2-12 16:00～0:00 無

らーめんランド宮中店 83-1460 宮中4671-3 11:30～15:00/18:00～22:30 木曜日

レストラン　ベリンバウ 83-3722 宮中5132-2 予約制11:30～14:00/17:00～19:30 火曜日

魯山 84-7337 宮中7-7-19
平日→11:30～13:30/17:30～22:00
土,祭日→17:30～22:00

日曜日

湧水茶屋　一休 82-4393 宮中2306-1 鹿島神宮境内みたらしの池 9:30～17:00 不定休

和食　東川 82-9606 宮中8-5-16 11:45～13:45/17:00～22:00 日曜日

和風レストラン　やまびこ 83-1221 宮中5-10-14 11:00～14:00/17:00～21:00 火曜日

トラットリア チンクエチェント 84-5667 神野2-3-11 11:30～14:00/17:30～21:30 火曜日

鹿 嶋 冬 の 食 事 券 取 扱 加 盟 店 一 覧 〈 順 不 同 〉

※ 年 末 年 始 含 め 、 急 な 営 業 時 間 変 更 ･ 休 業 と な る 場 合 も あ り ま す 。 予 め ご 了 承 く だ さ い 。 詳 細 は 各 店 舗 へ お 問 い 合 せ く だ さ い 。
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神 野
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店　舗　名 連　絡　先 住　所 営　業　時　間 定　休　日

カフェれんが　サンロード鹿島 83-3011 宮下2-6-11
昼11:00～14:00/午後15:00～17:00
          /夜17:00～22:00（L.O.21:30）

水曜日,第1､3火曜日(終日)
月･火･木(午後～),日(夜)

まるさんｃａｆｅ 94-5464 宮下2-9-6 (丸三老舗神宮駅前店内) 11:00～17:00(L.O.16:30) 無

まるや 83-1717 宮下3-4-3 11:00～20:00 日曜日

らあめん家　めん王 82-7824 宮下4-6-4 11:00～15:00/17:00～20:45(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ) 月曜日

フォルテ 82-0633 厨2-11-2 11:00～22:00 月曜日,12/31～1/3

日本料理　轟 82-7576 須賀1340-2 11:30～14:00/17:00～22:00 月曜日

膳所 83-7337 大船津3417 11:00～14:00/17:00～21:00 月曜日,火曜日

満寿屋支店 82-0847 神向寺334-1 11:30～19:30 不定休

居酒屋　みの吉 83-6891 鉢形台1-6-18 17:00～0:00 日曜日

海鮮美食　ながや 82-8242 鉢形1518-3 11:00～14:00/17:00～21:00 月曜日,火曜日

韓国料理　Ｈａｎ 77-9509 鉢形台1-1-5
11:30～14:00（L.O13:30）
　　　　　/17:30～21:30（L.O.21:00）

木曜日

こばとカフェ 95-6310 鉢形1322-4 10:00～18:30 月曜日,火曜日,水曜日,木曜日

ジョニーズキッチン 82-7712 鉢形台1-2-1 ｺｱ中ﾋﾞﾙ 11:00～15:00/18:00～22:00 水曜日

ｃｅｒｖｏ 95-7344 鉢形台1-11-18
11:00～15:00(L.O.14:15)
　　　　　/17:30～22:00(L.O.21:00)

水曜日

とんかつ　きたき 83-0700 鉢形1518-4 11:00～14:00/17:00～20:30 月曜日,火曜日

ネモナズバーガー 77-5907 鉢形台1-1-4
平日→11:00～15:00
土日祝→11:00～15:30

木曜日

又兵衛　鹿島店 83-1184 鉢形台1-12-3 11:30～22:00/火,木のみ17:00～22:00 月曜日

らーめん居酒屋　春蘭 83-6771 鉢形台1-6-18 19:00～0:00 日曜日,水曜日

レストラン野口 82-6955 鉢形1084 11:15～14:30/17:30～20:00 日曜日,第1月曜日

お好み焼　楓 84-7086 旭ヶ丘1-26-13 17:00～22:30 月曜日

旬菜　嬉々 83-1800 旭ヶ丘2-2-2 ﾊﾟﾙﾈｯﾄ旭ヶ丘1F
17:30～23:00
金,土のみ→11:30～14:00/17:30～23:00

日曜日,月曜日

ＢＡＲ　ａｍｂｉｃｉｏｎ 83-1236 旭ヶ丘2-4-3 18:30～0:00 日曜日

あげは亭 83-7767 宮津台2346-8 17:30～21:30 火曜日

キッチンＳＡＬＡ 84-5077 宮津台199-11 11:00～14:30/17:30～20:30 火曜日

ＳＯＬＳＯＬＥ(ソルソーレ) 77-8890 宮津台199-43 10:00～19:00※ﾃﾞｨﾅｰ予約の場合は21:30まで 月曜日

天ぷら割烹　てんや 83-6488 宮津台4755-11 11:30～14:00/17:00～22:00 月曜日,火曜日,12/31～1/5

居酒屋　鹿丸 090-1439-7960 平井1128-65E 18:00～0:00 日曜日,月曜日

Ｋ３ Ｃａｆｅ 94-7739 平井1228-47 ｺｰﾎﾟ栄102 11:00～19:00 木曜日

中華レストラン　貴天楼 84-1661 平井1213-5 ｻﾝﾎﾟｰﾄ駐車場中央 11:00～14:00/17:00～20:00 月曜日

浜焼き　漁師小屋 090-3242-5638 平井1128-321 11:00～21:00 火曜日,水曜日

カフェ･サンマルゴ 84-5392 佐田305-2
11:00～15:00(L.O.14:00)
　　　　　/17:00～21:00(L.O.20:00)

日曜日

くいもの市場　やぐら 84-7203 佐田3-25 17:00～0:00 月曜日

さか乃志多 82-3344 佐田100-1 11:30～14:00/17:00～21:00 月曜日

さわや 82-8865 佐田392 11:00～13:30/17:00～20:30 不定休(日曜日)

みよし 83-0846 下塙1176-6 11:00～14:00/17:00～21:00 水曜日

プランナー 82-9575 粟生2228-5 10:00～17:00 日曜日

鳥長 82-5600 国末2689-1 11:00～21:00 月曜日

秋津屋 84-7820 長栖260-3 11:00～14:00/17:00～21:00 月曜日,1/1～1/3

恵比寿らーめん 83-4462 長栖1879-112 11:30～14:00/17:00～22:00 月曜日,12/31～1/2

食・呑み処　和み(ホテルルートイン鹿嶋) 050-5824-4010 長栖2275-1 18:00～22:00（L.O.21:30） 日曜日

焼肉　金さん家 83-3543 長栖2123-2 17:00～22:00 火曜日

スタジオ　ワン 69-9655 武井釜524-11 13:00～23:50 無

大野屋 69-2092 角折528 11:00～21:00 月曜日

らーめん家 す 69-2917 荒野1534-7 11:30～20:00(ﾗｽﾄｵｰﾀﾞｰ) 木曜日

お好み焼き ふうふう 90-4422 小山1033-1 17:00～23:00（L.O.22:00） 月曜日

寿司遊膳　さおとめ 69-2141 津賀1915-4 11:30～13:30/17:30～21:00 月曜日

あさひ 69-7877 和837-39 11:00～21:00 金曜日,1/1～1/3

うどん　そば処　五兵衛 69-0741 和822-7 11:00～14:00/17:00～19:00 木曜日,1/1～1/3

お食事処　シュシュ 69-5032 和797-25 17:00～22:00 水曜日

食事処　かめ新 69-8511 棚木2787-1 11:30～14:00/16:00～21:00 日曜日,火曜日
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