浜茶屋 網元

海食堂 九十九里倉庫

アジフライ、カキフライ、エビフライ、
ミックスフライ、
弁当、他

Ｙ＆Ｒ cafe（

地元食材を使ったおまかせ弁当
※要事前予約

注文受付 / 10:30〜16:00
販売時間 /10:30〜16:30
最小販売個数 1個〜

ワイアンドアール カフェ

（

タコライス、チキンカレー、
ビーフカレー、スムージー、
アイスコーヒー

注文受付 / 10:00〜14:30
販売時間 /11:00〜19:00
最小販売個数 2個〜

テイクアウト 注文受付・販売時間 /10:00〜17:00

営業時間 10:00〜17:00

定休日 水曜日

営業時間 平日/11:00〜20:00（休憩有）
土・日・祭/10:00〜20:00
定休日 不定休

所在地 九十九里町粟生２３５９-１3

所在地 九十九里町粟生２３５９-１38

所在地 九十九里町藤下957

お問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

テイクアウト

テイクアウト

営業時間 10:30〜16:30 （自粛期間中）時短

0475-76 - 4959

そば処 尾張屋

そば処 桜田

お問い合わせ

お問い合わせ

0475-76 -3704

営業時間 10:00〜19:00

定休日 月曜日

0475-76 -3308

Sweets&Cafe aNt（

営業時間

定休日 月曜日

所在地 九十九里町藤下792

（

スウィーツアンドカフェ
アント

テイクアウト 注文受付・販売時間 /12:00〜16:30
最小販売個数 要確認

※食事は5,６月は休業。7月から再開予定。

定休日 要確認

お問い合わせ

お問い合わせ

0475-76-4208

漁師の店 ばんや

定休日 要確認
所在地 九十九里町西野1265

090 -7714 - 2345

テイクアウト 注文受付・販売時間 /9:30〜17:30

注文受付・配達時間 /9:30〜17:30

営業時間 9:30〜18:00

テイクアウト 注文受付・販売時間 /9:30〜17:00

注文受付・配達時間 /9:30〜17:00
（弁当）
最小販売個数 テイクアウト 1個〜
デリバリー 2個〜
（弁当）
デリバリー

平日 10:00〜19:30 ( LO 19:00 )
営業時間 休日 9:30〜19:30 ( LO 19:00 )

※当面間営業時間短縮 全日ラストオーダー18時まで、18時30分閉店

所在地 九十九里町不動堂450

0475-76 -6237

パナクレールさくらい
電気製品の設置及び修理、何でもご相談ください。
注文受付・配達時間 /9:30〜17:30
販売時間 /9:30〜17:30

営業時間 8:30〜19:00
定休日 水曜日
所在地 九十九里町真亀新田4420

0475-76 -3136

テイクアウト 注文受付/10:00〜16:30
販売時間/11:00〜16:30
デリバリー 注文受付/10:00〜16:30
配達時間/11:00〜16:30
最小販売個数 要確認

所在地 九十九里町不動堂450

定休日 火曜日

お問い合わせ

お問い合わせ

0475-76 - 0071

スポーツ用品

デリバリー

デリバリー

注文受付・配達時間 /
平日 9:00 〜19:00・土日 9:00 〜18:00
（緊急事態宣言中は18:00まで）

最小販売個数 商品1個〜

中村建築
水道、
リフォーム工事、外部塗装工事、屋根、水廻り、
ダイニングキッチンテーブル加工販売
デリバリー

注文受付・配達時間 / 要確認

営業時間 8:00〜17:00
定休日 なし
所在地 九十九里町小関２０３６
お問い合わせ

注文受付・配達時間 /要確認

定休日 毎週月・木曜日

所在地 九十九里町片貝3489

0475-76 -2062

お問い合わせ

0475-76 - 6581

営業時間 9:00〜18:00

平日 9:00〜19:00 / 土日 9:00〜18:00
（緊急事態宣言中は18:00まで）

定休日 1月1日〜1月3日

所在地 九十九里町片貝4477

（有）わかしおスポーツ

薬や健康食、雑貨など

営業時間

0475-71-2505

営業時間 10:00〜19:00

定休日 要確認

（株）片貝薬局

浜茶屋 向島

所在地 九十九里町粟生２３５９-１９９

九十九里ハーブガーデン

最小販売個数 テイクアウト 1個〜 デリバリー 2個〜

営業時間 12:00〜16:30

11:00〜19:30 ( LO 19:00 )
10月〜3月は11:00〜17:00 ( LO 16:30 )

所在地 九十九里町小関2220

デリバリー

0475-76 - 2266

テイクアウト 注文受付・販売時間 /10:00〜18:00
注文受付 / 10:00〜18:00
デリバリー
配達時間/ 11:00〜18:00
最小販売個数 1個〜（弁当）

注文受付・配達時間 /10:00〜19:00

デリバリー

所在地 九十九里町片貝３７０４

海鮮料理 大漁亭

最小販売個数 2個〜

営業時間 11:00〜14:30

お問い合わせ

定休日 水曜日

テイクアウト 注文受付・販売時間 /10:00〜19:00

最小販売個数 1人前〜

デリバリー

所在地 九十九里町西野840-1

よしの寿司

テイクアウト 注文受付・販売時間 /11:00〜13:00

お問い合わせ

営業時間 11:00〜14:00・17:00〜20:00

定休日 水曜日
（祝日は営業）

0475--76
76 --7811
7811
0475

定休日 要確認

最小販売個数 2人前〜

営業時間 11:00〜19:00

九十九里町田中荒生２７７-１
所在地
所在地 九十九里町田中荒生２７７-１

0475-76 - 2595

テイクアウト 注文受付・販売時間 /11:00〜14:00
17:00〜20:00
デリバリー 注文受付/11:00〜14:00・17:00〜20:00
配達時間/ 9:00〜15:00・17:00〜20:00

注文受付・配達時間 /11:00〜19:00

デリバリー

定休日
木曜日
定休日 木曜日

※5月中はスケートランプ改造の為、
お休み頂きます。
6月より再スタート致します。

幸鮨

最小販売個数 要確認

営業時間
11:00〜14:00・17:30〜19:30
17:30〜19:30
営業時間 11:00〜14:00・

お問い合わせ

0475-76 -1988

テイクアウト 注文受付・販売時間 /11:00〜19:00

注文受付・配達時間 /11:00〜14:00
17:30〜19:30
最小販売個数 要確認

お問い合わせ

定休日 月〜木曜日休み

玉鮨

デリバリー

お問い合わせ
お問い合わせ

最小販売個数 1個〜

0475-76 - 4373

九十九里町観光協会

所在地 九十九里町真亀4333
お問い合わせ

0475-76 -6363

ご協力いただいた皆様へ
このチラシは本企画に賛同・ご協力い
ただいた飲食店等の情報を掲載した
ものです。
掲載にご協力いただきました皆様に
感謝を申し上げます。

〒283-0104 千葉県山武郡九十九里町片貝6928番地先
TEL.0475-76-9449 HP : https://99kankou.com/

