
店名 住所 連絡先 利用可能内容

1 勝浦ホテル三日月 勝浦市墨名820 0470-73-1115 売店・入浴等

2 藤屋 そば店 勝浦市墨名274 0470-73-0227 お食事

3 松月堂 勝浦市墨名271 0470-73-1500 お土産

4 潮騒市場「旬彩」 鴨川市広場777 04-7099-2200 お土産

5 潮騒市場「丸藤」 鴨川市広場777 04-7099-2205 お食事

6 食事処「藤よし」 鴨川市横渚1222-1 04-7099-0840 お食事

7 中華料理「東洋」 鴨川市横渚1101-1 04-7093-2345 お食事

8 地魚処「すずき家」 鴨川市横渚1104-16 04-7092-1313 お食事

9 亀屋本店鴨川店 鴨川市横渚1067-3 04-7093-3281 お土産

10 鮨 笹元 鴨川市横渚1063-1 04-7093-1455 お食事

11 かんぽの宿鴨川 鴨川市西町1137 04-7092-1231 日帰り入浴

12 カモキッチン 鴨川市前原58-1 04-7096-7077 お食事

13 ティーハウスれりっしゅ 鴨川市大里435-1 04-7099-1539 お食事

14 道の駅オーシャンパーク 鴨川市江見太夫崎22 04-7096-1911 お土産・お食事

15 - 角打ちカフェ -『エキスタ』 長生郡一宮町一宮2738-1 0475-47-3372 お食事

16 一宮駅前観光物産直売所 長生郡一宮町 一宮2738-1 0475-42-6399 売店

17 ホテル一宮シーサイドオーツカ 長生郡一宮町一宮10000 0120-466-411 日帰り入浴、ランチ、売店、ジム（プール）

18 Cafe&Ramen umikaze -うみかぜ- 長生郡一宮町一宮2998-2 SUZUMINE1階 0475-44-5220 お食事

19 タカラ亭 長生郡一宮町一宮2647 0475-42-8100 お土産・お食事

20 三そば 長生郡一宮町東浪見7403-1 090-8848-4676 お食事

21 角八本店 長生郡一宮町一宮3012 0475-42-2068 お土産

22 道の駅和田浦WAO！（ワオ） 南房総市和田町仁我浦243 0470-47-3100 売店・レストラン

23 うなぎ新都 南房総市和田町海発1591-17 0470-47-2131 お食事

24 なむら 南房総市和田町海発196-1 0470-47-5477 お食事

25 くじら料理の店　ぴーまん 南房総市和田町仁我浦114 0470-47-4446 お食事

26
はなまる市場

（道の駅ローズマリー公園内）
南房総市白子1501 0470-28-4030 軽食・お土産

27 寿司と地魚料理 大徳家 南房総市千倉町南朝夷1079 0470-44-1229 お食事

28 漁師料理 いちまる 南房総市千倉町白間津838-44 0470-43-1139 お食事

29 （有）釜屋寿し 南房総市千倉町忽戸496 0470-44-0147 お食事

30 ちどり 南房総市千倉町北朝夷2865 0470-44-0604 お食事

31 銀鱗荘 ことぶき 南房総市千倉町平舘684 0470-44-1500 お食事

32 串味 南房総市千倉町北朝夷2873-3 090-4071-0506 お食事

33 旬菜味処 浜の郷 南房総市千倉町瀬戸2909-1 0470-44-5600 お食事

34 軽食・喫茶 茶茶 南房総市千倉町平舘763-26 0470-44-4268 お食事

35 手打そば たかべえ 南房総市千倉町大川953-2 090-1116-6662 お食事

36 ハクダイ食品 南房総市千倉町白子1539 0470-44-3608 お土産

37 道の駅ちくら潮風王国 南房総市千倉町千田1051 0470-43-1811 
売店「潮風プラザ」および

「コロッケハウス」のみ

38
市場食堂　せん政水産

（道の駅ちくら潮風王国内）
南房総市千倉町千田1051 0470-43-1255 お食事

39
南房総モーター＆サイクルパーク

（道の駅ちくら潮風王国内）
南房総市千倉町千田1051 0470-28-5307 BOSO KART乗車　※要、普通自動車免許

40
イタリアンレストラン

オドーリ・キッチン
南房総市白浜町白浜3555-1 0470-38-5470 お食事

41 白浜オーシャンリゾート 南房総市白浜町白浜2784 0470-38-2511 日帰り入浴・売店

42 板前料理　きよ都 南房総市白浜町白浜2620 0470-38-5026 お食事

43 見晴亭 南房総市白浜町白浜623-14 0470-38-2248 お食事

44 磯料理　いそや 南房総市白浜町白浜627-16 0470-38-2171 お食事
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45 磯料理　みずるめ 南房総市白浜町白浜627 0470-38-2076 お食事

46 お食事処　仁幸 南房総市白浜町白浜627-19 0470-38-2160 お食事

47 オリーブ 南房総市白浜町白浜623-18 0470-30-5255 お食事

48 亀の屋　三愛 南房総市白浜町白浜626 0470-38-2177 お食事

49 さざえ屋 南房総市白浜町白浜623-54 0470-38-2050 お食事

50 せと食堂 南房総市白浜町白浜616-2 0470-38-3313 お食事

51 SSB 馬カフェ 南房総市白浜町滝口6761-2 0470-30-5021 お食事

52 道の駅とみうら枇杷倶楽部 南房総市富浦町青木123-1 0470-33-4611 売店・カフェ

53 道の駅三芳村　鄙の里 南房総市川田82-2 0470-36-4116 売店・レストラン

54
農村レストラン　カントリーマム

（道の駅三芳村　鄙の里内）
南房総市川田82-2 0470-36-4436 レストラン

55 ホテルファミリーオ館山 館山市大賀81-17 0470-22-8861 フロントお土産コーナーのみ

56 休暇村 館山 館山市見物725 0470-29-0211 日帰り入浴・売店

57 須藤牧場アイスカフェＣｏｗBoy 館山市安東３３７ 0470-22-9732 お食事

58 漁港食堂だいぼ 館山市伊戸963-1 0470-29-1221 お食事

59 海の湯宿　花しぶき 館山市塩見233-4 0470-29-0236 日帰り入浴・売店

60 ピネキ（有）木村ピーナッツ 館山市下真倉 236-3 0470-23-4823 お食事

61 南総城山温泉　里見の湯 館山市下真倉305-1 0470-25-1126 入浴料金のみ

62 オーベルジュ　オーパヴィラージュ 館山市犬石1687 0470-28-1000 売店・レストラン

63 レストラン一粒の麦 館山市山本1160 0470-23-8218 お食事

64 季の音 館山市山本695-1 0470-28-5567 お食事

65 館山パイオニアファーム 館山市正木441 0470-29-7209 お土産

66 手打ちそば　秀ちゃん 館山市大神宮120-1 0470-28-2444 お食事

67 巴寿司 館山市大神宮238 0470-28-0009 お食事

68 たてやま温泉　千里の風 館山市藤原1495-1 0470-28-2211 日帰り入浴・売店

69 亀屋本店　館山那古店 館山市那古387-1 0470-28-5510 お土産

70 館山シーサイドホテル 館山市八幡822 0470-22-0151
最終行程表提示・15：00～16：30利用

（バス/フェイスタオル付き1,000円)

71 白浜屋本店 館山市北条1625-38 0470-22-3615 お食事

72 館山焙煎工房　カフェ・ポラリス 館山市北条1708　アークス内 0470-23-2322 お食事・コーヒー豆

73 tu.ne.Hostel（ツネホステル館山） 館山市北条1712 0470-29-7974 シャワー

74 ピース製菓 館山市北条1866 0470-22-0699 お土産

75 房洋堂　館山駅前店 館山市北条1872 0470-23-5116 売店

76 亀屋本店　館山駅前店 館山市北条1882 0470-23-0586 お土産

77 喫茶店　マリン 館山市北条1884 0470-24-0622 お弁当は事前予約をおすすめ

78 ＪＲバステック　館山売店 館山市北条1884 0470-25-7720 営業時間：9：30～17：00

79 魚忠 館山市北条2190 0470-22-7142 お土産

80 寿し甚 館山市北条2226-4 0470-22-3238 お食事

81 竹寿し 館山市北条2578 0470-22-1492 お食事

82 ㈱東光 館山市北条2578-5 0470-24-1101 お土産

83 たてやま旬鮨　海の花 館山市北条2903 0470-25-5151 お食事

84 かもめグリル 館山市北条2903 0470-24-8787 お食事

85 東京湾フェリー㈱ 富津市金谷4303 0439-69-2111 フェリー乗船券

86 東京湾フェリー・金谷フェリーサービスセンター 富津市金谷4303 0439-69-2311 お土産

87 ザ・フィッシュ 富津市金谷2288 0439-69-2161 お買い物エリア（見波亭、鮮魚コーナー、売店）

88 カズサの郷　愛彩畑 君津市向郷1687-1 0439-29-5551 直売所・カフェ

89 道の駅木更津 うまくたの里 木更津市下郡1369-1 0438-53-7155 売店

※定休日等で使用できない場合がございます。また、ご利用されない場合の

　払い戻しはいたしません。お釣は出ませんので、差額は利用店舗でお支払いください。

※QRコードから各施設の情報を確認できます。また、最終行程表を提示して受けられるB.B.BASE購入者特典やエイドステーションの情報も

   掲載しております。

※新型コロナウイルス感染症等の影響により店舗の営業日、営業時間が変更になる可能性があります。事前にご確認ください。
QRコードをタップしてもご覧いただけます。


