
食べる

各種団体

千葉県内25番目の道の駅

名物！黒糖鯛焼きと「市さん」焼き

佐吉まんじゅうは当店舗限定

落花生と豆菓子といえば「こば屋」

丸干しイワシ等の生産・販売

全室オーシャンビュー　自慢の温泉と料理

千葉県温泉指定第1号

目の前は海！抜群のロケーション

絶景を楽しめる岬に建つお宿

天然温泉黒湯のビジネスホテル

名称　　　　　　　　リラクゼーションらくーね

住所　　　　　　　　旭市イの2685（サンモール２F）

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　0479-63-6265（らく～ね旭店） 

名称　　　　　　　　（有）ビーバップ

住所　　　　　　　　旭市二の3082-7

ホームページ　　　　  ー                               FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　0479-63-6926 

名称　　　　　　　　旭水産加工業協同組合

住所　　　　　　　　旭市中谷里8148-1

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　0479-62-4530

電話番号　　　　　　0479-62-0285  

名称　　　　　　　　花月自動車

住所　　　　　　　　旭市二の1244-1

ホームページ　　　　  ー                             FAX番号　　　　　　0479-63-9431

電話番号　　　　　　0479-62-0320  

名称　　　　　　　　釣船・隆正丸

住所　　　　　　　　旭市下永井358

ホームページ　　　　  ryushomaru.com                              FAX番号　　　　　　0479-57-5730

電話番号　　　　　　0479-57-5432  

名称　　　　　　　　旭市矢指ケ浦地曳き網漁保存会

住所　　　　　　　　旭市足川3952

ホームページ　　　　  ー                               FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　090-8816-0644（景山）  

名称　　　　　　　　旭・飯岡復興弁当研究会

住所　　　　　　　　旭市上永井1217　ＮＰＯ法人光と風内

ホームページ　　　　  iioka-bentou.jimdo.com                            FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　0479-57-5769    

名称　　　　　　　　ミカドデンキ

住所　　　　　　　　旭市ロの853-15

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　0479-64-1657

電話番号　　　　　　0479-62-0455   

名称　　　　　　　　（有）カナヤマ（一般廃棄物処理業）

住所　　　　　　　　旭市飯岡2082

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　0479-57-5356   

名称　　　　　　　　幸丸（釣船）

住所　　　　　　　　旭市飯岡3374

ホームページ　　　　  cb-sachimaru.com                          FAX番号　　　　　　0479-57-2630

電話番号　　　　　　0479-57-2258   

名称　　　　　　　　渡辺釣具店

住所　　　　　　　　旭市野中3443-1

ホームページ　　　　  watanabe-fishing.com                              FAX番号　　　　　　0479-63-3820

電話番号　　　　　　0479-63-3820   

名称　　　　　　　　柴畜産

住所　　　　　　　　旭市西足洗529-1

ホームページ　　　　  ー                               FAX番号　　　　　　0479-63-4408

電話番号　　　　　　0479-62-3438    

名称　　　　　　　　平野物産（観光土産品）

住所　　　　　　　　旭市神宮寺1937-4

ホームページ　　　　  ー                               FAX番号　　　　　　0479-63-9845

電話番号　　　　　　0479-62-1353   

名称　　　　　　　　東総釣友睦会

住所　　　　　　　　ー  

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　ー     

名称　　　　　　　　旭花木盆栽愛好会

住所　　　　　　　　ー 

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　ー 

電話番号　　　　　　ー    

名称　　　　　　　　旭芳会

住所　　　　　　　　ー 

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　ー 

電話番号　　　　　　ー    

名称　　　　　　　　袋公園美化推進協議会

住所　　　　　　　　ー  

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　ー 

電話番号　　　　　　ー    

名称　　　　　　　　袋公園桜まつり実行委員会

住所　　　　　　　　ー  

ホームページ　　　　  ー                               FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　ー   

名称　　　　　　　　あさひ砂の彫刻美術展実行委員会

住所　　　　　　　　ー  

ホームページ　　　　  sunadamashi.com                         FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　ー    

名称　　　　　　　　旭市七夕市民まつり実行委員会

住所　　　　　　　　ー  

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　ー 

名称　　　　　　　　旭市いいおかYOU遊フェスティバル実行委員会

住所　　　　　　　　ー 

ホームページ　　　　  ー          FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　0479-62-5338

名称　　　　　　　　石笛の里プロジェクト

住所　　　　　　　　ー  

ホームページ　　　　  iwabuenosato.wix.com                       FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　0479-57-5291

   

名称　　　　　　　　旭市観光写真ボランティア会

住所　　　　　　　　ー  

ホームページ　　　　  light-wind.jp                          FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　ー    

名称　　　　　　　　旭市都市農漁村交流協議会

住所　　　　　　　　ー  

ホームページ　　　　  ー                               FAX番号　　　　　　ー  

電話番号　　　　　　ー    

名称　　　　　　　　ちばみどり農業協同組合

住所　　　　　　　　旭市ロの1549-1

ホームページ　　　　  ja-chibamidori.or.jp                            FAX番号　　　　　　0479-63-3817 

電話番号　　　　　　0479-62-3232   

名称　　　　　　　　旭市商工会

住所　　　　　　　　旭市ロの795-6

ホームページ　　　　  asahishi.jp                             FAX番号　　　　　　0479-62-1344

電話番号　　　　　　0479-62-1348   

旭市観光物産協会会員のご案内

泊まる

買　う

国道126号線沿い。ビジネスやスポーツ合宿に利便性抜群のホテルです。

サービス

リラクゼーション･ソフト整体らく～ね旭店

旭市の特産品を活かしたお弁当

丸干しイワシ等の生産・販売

自動車整備のご用命なら

釣船をご利用なら隆正丸

地曳き網体験７～８月開催（要予約）

ヘアサロン　メイク・着付けも対応します

名称　　　　　　　　ホテル サンモール

住所　　　　　　　　旭市二の236

ホームページ　　　　  hotel-sunmall.jp                                FAX番号　　　　　　0479-64-1378

電話番号　　　　　　0479-64-1001

名称　　　　　　　　いいおか潮騒ホテル

住所　　　　　　　　旭市萩園1437

ホームページ　　　　  iioka-s-htl.jp/                            FAX番号　　　　　　0479-85-6678

電話番号　　　　　　0479-85-6677

名称　　　　　　　　飯岡温泉・グロリア九十九里浜

住所　　　　　　　　旭市下永井809-67

ホームページ　　　　  gloria99.com/                             FAX番号　　　　　　0479-50-5522

電話番号　　　　　　0479-50-5522

名称　　　　　　　　九十九里オートキャンプ場　太陽と海

住所　　　　　　　　旭市東足洗2746-10

ホームページ　　　　  tandu.jp/                         FAX番号　　　　　　0479-74-7516

電話番号　　　　　　0479-74-7515 

名称　　　　　　　　カントリーハウス　海辺里

住所　　　　　　　　旭市上永井1217

ホームページ　　　　  tuberi.jp/                              FAX番号　　　　　　0479-57-5769

電話番号　　　　　　0479-57-3190

名称　　　　　　　　矢指ｹ浦温泉館

住所　　　　　　　　旭市足川3918

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　0479-64-2218

電話番号　　　　　　0479-64-2218 

名称　　　　　　　　（株）季楽里あさひ

住所　　　　　　　　旭市イの5238

ホームページ　　　　  kirari-asahi.com/                           FAX番号　　　　　　0479-62-1211

電話番号　　　　　　0479-62-0888  

名称　　　　　　　　（株）こば屋本店

住所　　　　　　　　旭市ニの1861-1（旭国道店）

　　　　　　　　　    
旭市三川セ3428-1（飯岡バイパス店） 

                             
ホームページ　　　　  kobayahonten.com                      FAX番号　　　　　　ー

電話番号　

  

名称　　　　　　　　お菓子のたいよう海上店

住所　　　　　　　　旭市後草2257-1

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　0479-50-1235

電話番号　　　　　　0479-50-1233

名称　　　　　　　　（有）ぼうか水産

住所　　　　　　　　旭市足川3980

ホームページ　　　　  ー                    FAX番号　　　　　　0479-62-6181

電話番号　　　　　　0479-62-0818

名称　　　　　　　　（有）辰野本店

住所　　　　　　　　旭市飯岡2148

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　ー 

電話番号　　　　　　0479-57-3038

名称　　　　　　　　安藤製菓

住所　　　　　　　　旭市ロの364

ホームページ　　　　  ー                          FAX番号　　　　　　0479-63-4447

電話番号　　　　　　0479-62-0217

名称　　　　　　　　太田製菓

住所　　　　　　　　旭市横根164

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　0479-57-2308

電話番号　　　　　　0479-57-2308

名称　　　　　　　　石橋菓子舗

住所　　　　　　　　旭市飯岡2263

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　ー 

電話番号　　　　　　0479-57-2215 

名称　　　　　　　　あさひ物産市

住所　　　　　　　　旭市三川4427

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　0479-57-1148

電話番号　　　　　　080-5065-6681 

名称　　　　　　　　渡辺釣具店

住所　　　　　　　　旭市野中3443-1

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　0479-63-3820

電話番号　　　　　　0479-63-3820  

名称　　　　　　　　｜モ（ボウモ）海産

住所　　　　　　　　旭市三川2967

ホームページ　　　　  boumo.server-shared.com/                           FAX番号　　　　　　0479-57-2545

電話番号　　　　　　0479-57-2544

名称　　　　　　　　清水呉服店

住所　　　　　　　　旭市飯岡2333

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　ー 

電話番号　　　　　　0479-57-2246

名称　　　　　　　　お好み焼　轟

住所　　　　　　　　旭市イの2758-1

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　0479-63-6918

電話番号　　　　　　0479-63-6918  

名称　　　　　　　　味処あらい

住所　　　　　　　　旭市野中3443-1

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　ー 

電話番号　　　　　　0479-57-2105    

名称　　　　　　　　陶芸ギャラリー＆カフェ海音

住所　　　　　　　　旭市下永井784

ホームページ　　　　  kaiongama.sakura.ne.jp/                             FAX番号　　　　　　0479-57-5291

電話番号　　　　　　0479-57-5291    

名称　　　　　　　　幸喜

住所　　　　　　　　旭市飯岡3346

ホームページ　　　　  ー                              FAX番号　　　　　　0479-57-2433

電話番号　　　　　　0479-57-2332   

0479-62-5488（旭国道店）
0479-50-5140（飯岡バイパス店）
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