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城下町佐伯ひなめぐり

佐伯産本まぐろ 佐伯産ふぐ・ひらめ～大正ロマン袴着付体験～

〈主催〉

〈後援〉大分県南部振興局
〈協力〉津久見まぐろ研究会、黒潮の極 佐伯寿司海道世話人会、
　　　株式会社カスガ水産、さいき海の市場◯  鮮度壱番
　　　下入津ヒラメ組合、大分県水産養殖協議会トラフグ養殖部会

佐伯市、 一般社団法人 佐伯市観光協会

令和5年 2月4日（土）～4月16日（日）

～252 土 123 日

さいきレトリップ ～13 水

の春佐伯 フェア本まぐろ
日豊海岸・四浦半島

　武家屋敷通りの面影が残る「歴史と文学のみち」沿いの施設に、毛利家ゆかり
の雛人形や木目込み人形、スイートピーを使った花雛などを多数展示します。

　まぐろフェア参加店にて対象の料理を堪能した後、さらに、さいきカフェめ
ぐり対象店舗を利用して、追加のスタンプを押印し、アンケートを投函すると
抽選で10名様に

　大正ロマンをモチーフとした衣装レンタルを令和５年３月よりスタート！趣あ
る袴姿で城下町を散策し、インスタ映えスポットで写真を撮影する貴重な体験
を楽しんでみませんか？

佐伯市歴史資料館 ※21日より展示

営 9：00～17：00（入館は16：30まで）
休 月曜日（祝日の場合、翌日休館日）・年末年始

毛利家ゆかりの雛人形、江戸時代後期の古今雛

※大人300円、子ども100円
　（15人以上の団体は大人200円、子ども50円）

佐伯市城下町 観光交流館

佐伯市城下町観光交流館

営 9：00～18：00
休 年末年始

佐伯産の花を使った花雛、木目込み人形
旧 三余館

営 9：00～17：00
休 水曜日・木曜日

紙雛など

10：00～16：00

※21日より展示
城下町佐伯国木田独歩館

営 9：00～17：00（入館は16：30まで）
御殿雛、郷土雛など

休 月曜日（祝日の場合、翌日休館日）・年末年始
※大人200円、子ども100円
　（15人以上の団体は大人100円、子ども50円）

さいきカフェめぐり

☎ 0972-54-3502
休 無休

P 6台

Cafe＆Restaurant Ryuo

営 10:00～18:00
所 佐伯市宇目大字南田原1382

☎ 0972-23-0582
休 火曜日

P 2台

カフェレスト こすたりか

営 11:30～21:00
所 佐伯市内町7-4

☎ 0972-28-6100
休 火曜日（祝日の場合営業）

P 道の駅やよい駐車場

Cafe Rin

営 11:00～22:00
所 佐伯市弥生大字上小倉898-1 道の駅やよい内

☎ 080-3372-2977
休 月曜日～木曜日

P 2台

喫茶 ポポラス

営 11:00～18:00
所 佐伯市船頭町12-20

☎ 0972-22-5001
休 月曜日

P あり

Coffee5

営 11:00～18:00（金・土曜は21:00まで）
所 佐伯市大字池田1184-1

☎ 0972-23-6222
休 火曜日・水曜日

P あり

自家焙煎工房 モカ珈琲

営 11:00～18:00
所 佐伯市大字上岡字角木2311-1

☎ 0972-28-6811
休 火曜日

P 市営駐車場

つなぐ茶屋

営 11:30～18:30（O.S.18：00）
土曜のみ19:00まで（O.S.18：30）

所 佐伯市船頭町2-43 浅利ビル1F

まぐろフェア参加店で使える5,000円分のお食事券プレゼント！

春の佐伯
本まぐろフェア
詳細はこちら

〈コロナ対策〉
コロナウイルス感染症対策の
基本的対処方針に基づく「安心
はおいしい」ガイドラインを参
考として、大分県が定めた感染
防止対策の基準をクリアした
店舗に設置しています。

お問い合せ：佐伯市観光案内所　TEL.0972-23-3400

場　　所 受付・体験時間

4,000円（税込） 衣装・長襦袢・草履等を含みます。ヘアメイク・写真撮影は含まれません。金　　額

佐伯市観光協会　TEL 0972-23-1101・FAX 0972-23-1146お問い合せ

公式サイトの申込フォーム、もしくはチラシ（駅前観光案内所に設置）の申込書
欄に必要事項を記入し、佐伯市観光協会まで持参かFAX送信してください。

※１週間前までのご予約が必要です。　※写真はすべてイメージです。
※受付・体験時間は変更になる場合があります。
※予約状況によっては、お断りする場合があります。

申込方法

花ひらく

さいき天晴れ
福つながる

きゃんぺぇん
あっぱ

抽選で

2,000円分の お食事券
抽選で10名様に

で使える をプレゼント！フェア参加店舗 お食事券 応募方法

抽選・発送

「佐伯産本まぐろ」または「佐伯産ふぐ・ひらめ」料理を
食べて応募した場合

5,000円分の お食事券
抽選で10名様に「佐伯産本まぐろ」または「佐伯産ふぐ・ひらめ」料理を食べて、

カフェめぐり参加店舗のスタンプも集めて応募した場合

\グレードアップ！！/

5,000円分の お食事券
抽選で6名様にアンケート用紙の紅白どっちが好きかの記入をされた方

の中から、紅白対決に勝った方に投票された方

\さらにWチャンス！！/

❶フェア参加店舗で、「佐伯産本
まぐろ」または「佐伯産ふぐ・ひ
らめ」料理を食べて応募用紙を
もらおう！

❷応募用紙のアンケートに回答
後、応募。もしくは、カフェめぐ
り参加店舗を利用して追加スタ
ンプをゲットし、グレードアップ
したお食事券に応募。投函箱は
各店舗に設置。

５月予定
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令和5年 2月4日（土）～4月16日（日）

五十音順／表示価格は全て税込です。
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紅白対決
佐伯産本まぐろVS佐伯産ふぐ・ひらめ

参加店舗 29店舗

味処まこと寿し

佐伯市内町7-18
0972-25-1155
11:30～14:00/17:00～21:30
月曜日・火曜日
まぐろ 要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

まぐろづくし ¥3,800

ところ
電話番号
営業時間
定休日
魚種

…佐伯産本まぐろ

紅

紅

紅

居酒屋おおたけ

佐伯市城東町3-14
0972-22-9200
18:00～23:00
日曜日
まぐろ

刺身盛り合わせ ¥1,950

伊勢家

佐伯市鶴見大字地松浦26-3
0972-33-1358
12:00～15:00／18:00～21:00
不定休
まぐろ

伊勢家おすすめ御膳 ¥2,000

いそよし

佐伯市内町4-19
0972-24-1027
11:30～13:30
17:00～22:00(O.S.21:30)
不定休　　　  ふぐ

とらふぐ御膳 ¥3,500

まぐろづくし ¥3,800
海火

佐伯市城東町3-14
080-3965-5638
18:00～22:30
日曜日
まぐろ

佐伯本マグロハイブリット鍋 ¥6,600

御料理民宿 三休

佐伯市蒲江大字丸市尾浦1332
0972-44-0557
11:30～14:00/17:00～20:00
月曜日・火曜日
ひらめ

1匹まるごとヒラメづくしコース ¥3,500

紅海鮮の宿 まつ浦

佐伯市鶴見大字地松浦550-30
0972-33-1191
11:30～14:00(O.S.13:30)
不定休
まぐろ

要予約

要予約

まぐろづくし御膳 ¥3,500

紅

紅 …佐伯産ふぐ・ひらめ

海鮮丸

佐伯市上浦大字津井浦1460-12
0972-32-5252
平　日11:00～14:00
土日祝11:00～15:00
月曜日(祝日の場合翌日定休)　　　まぐろ

本マグロ丼 ¥1,500

割烹 山城家

佐伯市大手町3-4-12
0972-22-0294
11:00～21:00
不定休
まぐろ・ふぐ

ふぐコース(4名様～) ¥11,000

紅カフェ＆ダイニングさいきりーふ

佐伯市大手町3-2-6
090-8588-2387
11:00～14:00/18:00～22:00
月・火・水曜日(その他不定休)
まぐろ

ピリ辛野菜のまぐろ丼 ¥1,000

かまえインターパークレストラン笑魚

佐伯市蒲江大字森崎浦142-16
0972-44-5515
平　日11:00～14:30（O.S.14:00）
土日祝10:30～15:30（O.S.15:00）
なし　　　ふぐ

とらふぐ三昧 ¥5,830

かまえ食堂 丼どん

佐伯市蒲江野々河内浦江川590
0972-44-0960
11:00～15:00
月曜日～金曜日(祝日は営業)
ふぐ

とらふぐ定食 ¥2,000

人情酒場 かみうら

佐伯市内町3-2
090-4512-9402
11:00～22:00(O.S.21:00)
日曜日11:00～14:00
月曜日　　　   まぐろ

まぐろづけ丼 ¥1,000

紅亀八寿司・亀八かふぇ

佐伯市中村南町7-12
0972-22-5818
11:00～14:00/16:00～21:00
14:00～21:00(カフェタイム)
月曜日　　まぐろ

三日前要予約

要予約

要予約

寿司屋の海鮮丼 ¥2,750

紅塩湯

佐伯市上浦大字最勝海浦2920-1
0972-27-8309
11:00～20:30
水曜日
まぐろ

塩湯定食 ¥1,100

旬彩 一会・仁

佐伯市向島2-23-15
0972-23-2065
18:00～22:00
不定休
まぐろ・ふぐ・ひらめ

佐伯春の会席コース・紅～まぐろ～
                              ¥6,600

紅鮨駒

佐伯市上浦大字津井浦1461
0972-32-3833
12:00～14:00/17:00～22:00
火曜日・第３月曜日
まぐろ

生マグロ入り海鮮ちらし寿司 ¥1,980

マグロ3貫盛り(赤身・中トロ・大トロ) ¥1,500
紅寿し好

佐伯市中村東町10-3
0972-23-2288
11:30～14:00※/17:00～22:00

月曜日(祝日の場合翌日定休)　　　まぐろ

紅鮮度壱番

佐伯市葛港3-21
0120-413-780
9:30～18:00
１月１日
まぐろ

本まぐろ(赤身・中トロ・大トロ) ¥200~500

紅中国料理 大鳳閣

佐伯市内町1-15
0972-23-8448
11:30～13:30/17:00～21:00
火曜日・水曜日
まぐろ

マグロの中華風刺身とフカヒレ丼セット
　　　　　　　　　　¥2,900

はな月

佐伯市中村東町5-23
0972-23-0073
17:00～23:00
日曜日・月曜日
ふぐ・ひらめ 要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

ふぐ御膳 ¥2,500

つるみテラス

佐伯市鶴見地松浦1351-1
0972-30-1170
11:00～15:00(O.S.14:30)
火曜日
ひらめ

海鮮テラス天丼 ¥1,500

ひょうたん小路

佐伯市内町5-1
0972-23-5800
10:00～14:00/17:00～22:00
不定休
まぐろ・ひらめ

まぐろとヒラメの紅白丼 ¥1,800

ホテル金水苑 番匠亭

佐伯市駅前2-4-13(本館1F)
0972-22-8181
11:00～14:00/17:00～20:30
なし
まぐろ・ふぐ

まぐろステーキ膳 ¥2,750

松の花

佐伯市内町3-29(うまいもん通り)
0972-24-0282
11:30～14:00※/17:30～22:00
月曜日
まぐろ・ふぐ・ひらめ

フグコース ¥11,000～

道の駅かまえ 海鳴り亭

佐伯市蒲江大字蒲江浦5104-1
050-5527-1820
11:00～15:00(O.S.14:30)
年末年始
ひらめ

ひらめ御膳(※2名以上～) ¥3,000

紅道の駅やよい

佐伯市弥生大字上小倉898-1
0972-46-5951
11:00～15:00
１月１日
まぐろ

炙り本まぐろ丼 ¥850

紅La Nature ～ラ ナチュール～

佐伯市大手町2-2-50
藤原ビル1F
0972-24-8055
18:30～24:00
水曜日・他不定休　　まぐろ

佐伯産本まぐろの炙りカルパッチョ
　　　　　　　　　　  ¥880

※日中は要予約※14:00以降は予約があれば可

凡例

紅
白

紅
白

紅
白

紅
白

紅
白※数量限定で

　土日祝のみ、3月迄

※刺身は大鉢

（２名様～/刺身は２人盛りです）

※開館時間
　9:00～17:00

※数量限定

※2月いっぱい迄
  かぼすふぐ使用
  3,000円※

発熱等の風邪の症状がある方、体調がすぐれない方は、ご来店をお控えく
ださい。また、ご来店の際はマスクの着用やフィジカルディスタンスの確
保などの感染症対策についてご協力をお願いします。

の春佐伯 フェア本まぐろ
日豊海岸・四浦半島

フェア
限定

フェア
限定

フェア
限定

フェア
限定

フェア
限定

フェア
限定

フェア
限定

フェア
限定

フェア
限定

紅 料理屋ふぐの柳井

佐伯市野岡町1-8-27
0972-23-4569
17:00～22:00
なし（4～9月は休み）
ふぐ

コースメニュー ¥7,700～

フェア
限定

フェア
限定

フェア
限定

春の佐伯
本まぐろフェア
詳細はこちら

(場合により予約
なしでも提供可)

(未入荷の場合あり)
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写真はイメージです

写真はイメージです

要予約


