
Gallery Cafe Rosemary's
鳴門市鳴門町高島字竹島382-2
TEL.088-687-0933

【鳴門金時】

鳴門金時のデザート盛り合せ
 ¥1,100

珈琲院　ピーベリー
鳴門市撫養町南浜字東浜31-8
TEL.088-685-2184

【鳴門金時】

鳴門金時トースト ¥650

フルーツガーデンやまがた
鳴門市大津町大代645-1
TEL.088-685-4721

【いちご（うずしおベリー）】

うずしおベリーポップコーン
 ¥540

うどん乃岡田屋
鳴門市大津町吉永17-13
TEL.088-686-1887

【鳴門わかめ】

わかめのナムル風うどん ¥590

ブティック＆カフェ
マリアージュ

鳴門市撫養町小桑島字前浜202
TEL.088-685-2669

【鳴門金時、なるとたい（日本酒）】

おいもと小豆のパウンドケーキ
（日本酒風味） ¥660

若山商店（UZU rhythm）
鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65番地3
TEL.088-687-0021

【れんこん 他】

たっぷりグリル野菜のピザ
 ¥1,200 ～ ¥1,500

かんこ亭
鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-49
TEL.088-687-3663

【鳴門金時】

鳴門金時芋ロールケーキ ¥500

さかなばたけ
鳴門市撫養町小桑島字前浜265-1
TEL.088-683-0550

【鳴門わかめ】

鳴門わかめのカルパッチョ ¥600

山東
鳴門市撫養町黒崎字松島6-15
TEL.088-685-7271

【鳴門わかめ】

わかめ入味噌ラーメン ¥600

Teko teko
鳴門市大麻町姫田字森崎2-1
TEL.088-689-2373

【甘酒 他（市内製造）】

ダイエットにもおすすめ♡低GI値
甘酒焼肉（120g） ¥1,500

リストランテ
フィッシュボーン

鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂186-16
TEL.088-687-2255

【鳴門金時、阿波和三盆糖】

鳴門金時芋のモンブラン
限定コースでの販売 ¥12,760（税サ込）

㈲王将
※販売場所：JA大津松茂「えがお」

鳴門市撫養町小桑島字前浜130-5
TEL.088-685-7729

【鳴門金時】

なると金時甘露煮 ¥350

鳴門市 新メニュー・新商品開発支援事業

鳴門市内の飲食店・観光事業者の皆さんが、市の特産品を使用して
開発した新メニュー・新商品です。ぜひご利用ください。

鳴門の

新メニュー・
新商品ご紹介

特産品
で地元を応援

新メニュー新メニュー
新商品新商品ご紹介
新新
新新

・

※すべて税込み価格です。一部販売時期が限定されている商品があります。
※掲載内容は令和４年９月時点のものです。現在、内容が変更となっている場合がありますので、詳しくは、各店舗にお問合せください。

前日までに
TEL予約

12月～1月頃
再オープン
予定



マインド　王子
鳴門市撫養町黒崎字松島439
TEL.088-685-1867

【鳴門焼塩、ヨモギ（鳴門産 他）】

ヨモギジェラート ¥450

リストランテ峠のわが家
鳴門市撫養町小桑島字前浜113
TEL.088-685-6585

【すだち、わかめ、梨 他】

カルパッチョ　鳴門 ¥1,200

TODA Berry Farm
鳴門市北灘町折野字屋敷64-3
TEL.088-679-6113

【いちご（うずしおベリー）】

とだベリーファームのいちごジャム
 ¥2,160（セット価格）

Dining Bar　灯
鳴門市撫養町斎田字大堤264
TEL.090-3183-1709

【鳴門わかめ】

おつまみ　わかめキムチ ¥600

焼鳥酒場　鳥王
鳴門市撫養町小桑島字前浜275 第3西谷ビル1F
TEL.088-679-9680

【レンコン、すだち】

鶏しんじょのすまし汁 ¥495

半ら
鳴門市撫養町南浜字蛭子前東40-1
TEL.088-685-6131

【鳴門鯛、すだち、鳴門わかめ】

あぶり鯛の半田そうめん ¥800

レスト・喫茶　白いピアノ
鳴門市撫養町斎田字大堤71-1
TEL.088-685-9055

【鳴門金時】

鳴門金時のクリームコロッケ
 ¥800

山本製麺
鳴門市撫養町黒崎字松島230-1
TEL.088-686-5898

【鳴門わかめ】

肉わかめ汁定食 ¥600

キッチンせりな
鳴門市撫養町斎田字大堤105-4
TEL.088-686-8655

【鳴門金時】

鳴門金時コロッケ ¥120（１個）
（テイクアウトの場合、前日までの予約販売）

有限会社　あずまや
鳴門市撫養町大桑島字中之組93-3
TEL.088-685-4666

【鳴門金時】

おいもさんとあずきのどら焼
※冷凍販売のみ ¥280

うずしお食堂
鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48-34
TEL.088-686-1253

【鳴ちゅるうどん、鳴門わかめ】

鳴ちゅる　ハモわかめうどん
 ¥880

ペーパー・ムーン　たこブー
鳴門市大麻町板東字采女17-1
TEL.088-689-4523

【コオロギパウダー】

コロコロ焼き（たこ焼き）
 ¥350（６ケ）

ジェラテリア　スプンティーノ
鳴門市大麻町姫田字先達29-1
TEL.088-685-5001

【レンコン、鳴門金時】 （カップのみ）

焦がしキャラメル蓮根とスイートポテトの
Narutoジェラート ¥500

渦見茶屋
鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65
TEL.088-687-0102

【鳴門金時】

おいもごはん ¥600

鳴門公園　潮風
鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65番地49
TEL.088-687-2383

【鳴門鯛】

鯛とネギトロとアボカドの
タレ漬け丼 ¥1,600

オンライン
のみの
販売

販売時期
２月～４月

THE NARUTO BASE
鳴門市撫養町黒崎字松島125
TEL.088-602-8882

【すだち】

阿波すだち鶏のたたき
すだちジュレ仕立て ¥750

販売時期
９月

販売開始
４月

今後
販売予定



活魚すし　へんこつ屋
鳴門市北灘町粟田字湊2番地
TEL.088-682-0307

【鳴門わかめ】

わかめのにぎり寿司 ¥150（１個）

ROSE BAY CAFE 
TAKASHIMA

鳴門市鳴門町高島字中島189-8
TEL.088-687-0076

【鳴門金時】

鳴門金時の極細　モンブラン
 ¥1,100

DANKE-STUDIO
鳴門市撫養町斎田字大堤309
TEL.088-685-7791

【すだち】

すだちスムージー ¥660

中国料理　桃仙
鳴門市大津町木津野字池ノ内13-14
TEL.088-685-2881

【鳴門わかめ】

黒酢入りワカメの和え物 ¥380

ガーデンイール
鳴門市撫養町木津904-3
TEL.088-671-5724

【すだち】

すだちジュレみるくプリン ¥400

Café des epices
鳴門市撫養町岡崎字二等道路西46-13
メールでの予約

【鳴門金時】

鳴門金時のブリュレ ¥550

堂の浦　鳴門本店
鳴門市鳴門町高島字竹島190
TEL.090-7620-3594

【鳴門わかめ】

鳴門わかめの塩らぁ麺 ¥750

桜ら家
鳴門市撫養町小桑島字前組132 岡ビル1Ｆ
TEL.080-8631-8291

【鳴門わかめ】

わかめと釡あげしらすの
炒め煮まぜご飯 ¥250

からだに優しいレストラン　
ガーディアン

鳴門市鳴門町高島字山路430
TEL.088-687-1223

【鳴門金時、阿波和三盆】

金時和三盆 ¥830

アオアヲナルトリゾート
フランス料理フォーシーズン
鳴門市鳴門町土佐泊浦字大毛16-45
TEL.088-687-2580

【鳴門鯛、鳴門金時】

クリスマスガラディナー
 ¥18,000（税サ込）・¥14,000（税サ込）

あじの家
鳴門市撫養町小桑島字前組132 岡ビル
TEL.088-686-6077

【里むすめ、レンコン】

里娘と鳴門レンコンの
酢豚風甘酢あん ¥600

船本うどん　大麻店
鳴門市大麻町桧字野神ノ北10-1
TEL.088-689-4358

【竹ちくわ、すだち】

鳴門竹ちくわ胡麻ダレ丼 ¥550

みわ
鳴門市北灘町櫛木字浜田46-1
TEL.088-688-1771

【レンコン、里むすめ】

阿波牛肉と阿波尾鶏の陶板焼
 ¥1,430

肉問屋　じゅわっち
鳴門市撫養町斎田字大堤342
TEL.088-683-0830

【うず塩（市内製造）】

鳴門の塩唐揚げ ¥880

蕎麦と活魚の店なるみ丸
鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜8番2
TEL.088-676-2671

【鳴門鯛】

大鳴門鯛丼 ¥1,480

※写真はイメージとなります。

ズッファプロースト！
鳴門市撫養町南浜字東浜667
TEL.088-624-7877

【レンコン、真鯛（時期により変更）他】

うずの幸と自家製カラスミの
オイルスパゲティ ¥1,280

販売時期
12月

時期限定

時期限定

時期限定 時期限定

時期限定



小づち寿司
鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜19-8
TEL.088-685-6811

【鳴門金時】

鳴門金時芋巻 ¥330（１本）

徳島唐揚からから
鳴門市撫養町木津904-3
TEL.088-600-8195

【阿波の国なるとの塩】

のり塩とり天 ¥380

藍染工房　藍玉
鳴門市大麻町大谷字井利の肩15-20
TEL.088-689-0115

【阿波藍】

藍染マフラー
 ¥8,800 ～ ¥12,000

ISLAND（アイランド）
鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂186-16
TEL.088-683-6225

【フルーツシロップ（市内製造）】

すだちソーダ、梅ソーダ （各）¥500

寿し辰
鳴門市撫養町小桑島字前浜259-2
TEL.088-686-3133

【鳴門金時】

サステナブルな はなまるセット
 ¥5,000

藍染工房　STUDIO N2
（スタジオエヌツー）

鳴門市撫養町小桑島字日向谷80
TEL.090-7787-7610

【阿波藍】

正藍染めヘアーバンド ¥3,080

夢弦
鳴門市撫養町大桑島字北ノ浜735
TEL.088-685-7430

【鳴門金時】

金時スティック ¥500

Dining Bar A-towa
（ダイニング バー エトワ）
鳴門市撫養町小桑島字前浜257
TEL.088-660-7234

【鳴門金時】

鳴門金時のオーブン焼き　
ベーコンとフレッシュチーズ・粒マスタードマヨネーズ ¥880

佳実窯
鳴門市大麻町大谷字東山谷45
TEL.088-689-0172

【大谷焼】

鳴門鯛の皿 （各）¥3,300

陶業会館　梅里窯
鳴門市大麻町大谷字道の上30-1
TEL.088-689-0048

【大谷焼】

大潮 ¥6,600

あそこ食堂
鳴門市撫養町南浜字東浜327
TEL.088-686-1615

【鳴門わかめ】

鳴門わかめのざるうどん ¥700

Nalu Ge（ナルージェ）
鳴門市撫養町南浜字東浜34-7
TEL.088-635-3809

【梨】 

梨ジェラート
 ¥400

藍工房　ふたあい
鳴門市大麻町池谷字浜田82-1
TEL.088-689-1392

【阿波藍】

おもいでバック ¥16,500

　この事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある市内飲食店
等の売上向上、アフターコロナを見据えたチャレンジをサポートするために実施しました。
　市内飲食店等の積極的な利用にご協力をお願いします。

※すべて税込み価格です。一部販売時期が限定されている商品があります。
※掲載内容は令和４年９月時点のものです。現在、内容が変更となっている場合がありますので、詳しくは、各店舗に
　お問合せください。

発刊／〒772-8501  鳴門市撫養町南浜字東浜170番地
鳴門市産業振興部　商工政策課　TEL. 088-684-1468

地元応援！！地元応援！！

時期限定

時期限定

販売開始
12月

テイクアウト
限定


