
江ノ島小屋
◉えのしまこや

片瀬海岸

K藤沢市片瀬海岸2-20-12 k小田急江ノ島線片瀬江ノ島駅
から徒歩2分 J8〜15時、16〜22時 i不定休 pなし

t0466-29-5875 P27F1MAP

魚介は国産、食材は無添加
のみを使用。選び抜かれた
素材をいかした料理を堪能し
よう。早めに行って朝食を食
べてから観光するのもあり。

※1冊につき1名様有効
2018年7月31日まで

ソフトドリンク
1杯サービス

ク ー ポ ン
済

釜あげ
しらす丼
1100円
浜野水産のシ
ラス（→P24）
は絶妙な塩加
減。最後に茶
漬けにしても

厳選素材と繊細な味付けが人気の秘密

海旬処 魚華 2 号店
◉かいしゅんどころ うおはな にごうてん

江の島

K藤沢市江の島1-3-6 k小田急江ノ島線片瀬江ノ島駅か
ら徒歩12分 J11 〜 20時 i木曜 p近隣の駐車場を利用

t0466-52-6354 P5MAP

2階から3階まで、海の眺めが
楽しめるテラス席がある人気の
海鮮料理店。湘南名物の生しら
す丼1059円ほか、海藻たっぷ
りの魚華アカモク丼1620円も。

※1冊につき1名様有効
2018年7月31日まで

ク ー ポ ン
済お食事のお客様に

小鉢1品サービス

しらすづくし
御膳
2808円
釜揚げや生、
かき揚げなど、
さまざまな調
理法のシラス
が満喫できる

潮風を感じながら江の島の海の幸を味わう

藤浪
◉ふじなみ

江の島

K藤沢市江の島1-3-19 k
小田急江ノ島線片瀬江ノ
島駅から徒歩10分 J11時
〜日没 i不定休、悪天候
時など pなし

t0466-27-9863
P5MAP

江の島大橋を渡ってすぐの食
事処で、シラスやサザエなど
はもちろん、地魚を中心に
近海産の魚介類が味わえる。
ご飯の大盛無料というサー
ビスもうれしい。

※1冊につきグループの方全員に有効
2018年7月31日まで

お会計から
5%OFF

ク ー ポ ン
済

海鮮づけ丼 1600円
魚は近海物を中心に使
用。藤浪秘伝のタレが
絡んで絶妙な味！

江の島の地魚にこだわるカジュアルな食事処

丸だい 仙水
◉まるだい せんすい

江の島

K藤沢市江の島1-3-19 k
小田急江ノ島線片瀬江ノ
島駅から徒歩10分 J11〜
19時LO i水曜（祝日の場
合は営業）p5台

t0466-26-4701 
P5MAP

江の島でとれる伊勢エビに、
秘伝の甘辛いタレが染み込ん
でご飯との相性も抜群。シラ
スやアジなどが味わえ
る、江の島らしい定食
メニューが豊富に揃う。

丸ごと1匹の伊勢エビがうれしすぎる

ふじやす食堂
◉ふじやすしょくどう

藤沢駅北口

K藤沢市藤沢541 藤保水産2階 kJR藤沢駅北口から徒
歩5分 J11時〜14時30分LO i日曜 p10台

t0466-22-4838
P27D1MAP

新鮮･安い･旨い･盛りも
いいと4拍子揃ったメニ
ューは鮮魚店直営だか
らこそできるワザ。ラン
チタイムは行列覚悟で。
人気NO.1の海鮮ちらし
寿司のほか、豪快ふじ
やす丼720円もぜひ。

鮮魚店直営だから安くてボリューム満点

海花亭
◉うみはなてい

江の島

K藤沢市江の島2-4-11k小田急江ノ島線片瀬江ノ島駅か
ら徒歩18分 J10時〜 日没 i不定休 pなし

t0466-26-1473 P5MAP

江の島サムエル・コッキング
苑入口そばの食事処で、地元
の網元から届く朝どれの生シ
ラスや魚貝を使った料理が最
高。潮風の吹くテラス席も人気。

※1冊につきグループの方全員に有効
2018年7月31日まで

1000円以上で
お会計の5%OFF

ク ー ポ ン
済

あじ生しらす丼
（味噌汁付き）
1620円
江の島周辺を
代表する海の
味覚がてんこ
盛りの看板メ
ニュー

新鮮な海の幸と眺望自慢の食事処

伊勢えび丼定食　2625円
プリプリの身を口いっぱい
にほおばりたい。秘伝のタ
レも奥深い味わい

海鮮ちらし寿司　880円
このネタとボリュームで
1000円以下とは驚き
のリーズナブルさ

Loasi
◉ろあじ

片瀬海岸

t0466-90-3200 P27F2MAP

地元の食材をカジュアルなイタリアンで

「Loasi」とはイタリア語でオアシスの意味。シック
でおしゃれなインテリアはまさしく大人のムードだ。
旬にこだわるイタリアンは繊細な味付け。

K藤沢市片瀬海岸1-9-6 k江ノ電江ノ島駅か
ら徒歩1分 J12 〜 14時LO、18 〜 21時LO
i火曜、ほか不定休あり pなし

白ムツと蛤のアクアパッツァ
1944円
じっくりと煮込まれたハ
マグリと白ムツの奥深く
上品な味わいを堪能

樽寿司 市場店
◉たるずし いちばてん

稲荷

t0466-80-5611 P26C3MAP

湘南の魚介や三崎のマグロで満腹に

K藤沢市稲荷520 湘南藤沢地方卸売
市場内 k小田急江ノ
島線善行駅から車で
10分 J11時〜 13時
45分LO i水曜、火
曜不定休 p地方卸売
市場駐車場を利用

地方卸売市場内の人気店だから味はもちろ
ん、ボリュームや安さも最高。片瀬漁港や
江の島、平塚などの地の魚介のほか、三崎
のマグロの旨さにも定評がある。

※1冊につきグループの方全員に有効
2018年7月31日まで

豪海丼ご注文
の方に三崎マグロの
カマ汁1杯サービス

ク ー ポ ン
済

豪海丼
1620円
市場ならでは
のボリューム
が自慢。赤酢
を使ったシャ
リも絶品だ

湘南藤沢にやって来たら、まず味わいたいのが新鮮な海の幸。名物のシラスて
んこ盛りの丼ほか、旬と地魚にこだわる各店自慢の「藤沢の味」を堪能しよう！

※1冊につきグループの方全員に有効
2018年7月31日まで

デザート
1品サービス

ク ー ポ ン
済

海の幸グルメ 湘南の海の
味が口いっぱい
に広がるよ

海の幸を食べなきゃ藤沢のグルメは語れない！

湘南名物といえばシラス。朝どれ
の生シラスは鮮度が命なので、地
元でなければ味わえない絶品だ。
釜揚げやシラス干し、たたみいわ
しなどはおみやげにも◎。
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禁漁期間 1 ～ 3月
漁期 3月中旬～12月下旬

湘南しらすを食べよう！
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