
魚の棚商店街　GoToトラベルキャンペーン登録店舗

＜飲食店＞

店舗名 TEL 定休日 営業時間 PR

うお左衛門 明石市本町1丁目1-21 078 - 940 - 6522 無休 11：00～22：00

明⽯や神⼾など、瀬⼾内の⿂から、遠くは九州や北海道まで、幅広く⾊々な旬の
⿂介を取り揃えて、いつでも活きの良いお⿂を使ったお料理を提供しています。

ソアラ 明石市本町1丁目2-4 078 - 913 - 6213 毎週日曜日 8：00～23：00

お昼はサイホンで薫り⾼いコーヒーを飲ませてくれる喫茶店。17時以降はカラオケ
が歌えるスナックに。

尾瀬 明石市本町1丁目2-5 078 - 939 - 4225 無休 17：30～22：00（L.O.）

明⽯⿂の棚ならではの⽴地を活かし、⿂の棚の新鮮な⿂を使った⿂介類たっぷり
のお好み焼きが⾃慢です。

神和 明石市本町1丁目1-20 078 - 914 - 7155 毎週月曜日
11：30～14：30
17：30～売り切れまで

明⽯で獲れた旬の⿂介、また季節の新鮮な鮮⿂を使い、美味しいものを⼀番美
味しいかたちでにぎらせていただきます。

バルOTTO 明石市本町1丁目2-5 078 - 912 - 1818 毎週木曜日
平日12：00～15：00・17：00～23：00
土日12：00～23：00

明⽯の⾷材を使ったイタリアンをご提供しています。

明石みつぼし 明石市本町1丁目2-4 078 - 911 - 3381 毎週日曜日 11：30～15：00　/　17：00～21：00

新鮮な明⽯ならではの⾷材を使った家庭的なお料理をお召し上がりいただけま
す。

お魚スタンド うおざえもん 明石市本町1丁目1-19 078 - 940 - 6538 毎週木曜日
平日14：30～22：00
土日祝12：00～23：00

明⽯や神⼾など、瀬⼾内の⿂から、遠くは九州や北海道まで、幅広く⾊々な旬の
⿂介を取り揃えて、いつでも活きの良いお⿂を使ったお料理を提供しています。

昼網和膳 穂の花 明石市本町1丁目2-7 078 - 918 - 3949 毎週火曜日 11：30～23：00

ゆっくりくつろいで頂ける“⿂の棚の奥座敷”となっております。タコやタイ、アナゴなど
明⽯の新鮮な⿂介類をお楽しみ下さい。

ギャラリーであい 明石市本町1丁目2-11 078 - 914 - 5728 毎週火曜日 11：00～20：00

⿂の棚のど真ん中、藍染めののぼり「明⽯焼」が⽬をひくお店です。
おだしに⽩ねぎと⽢酢⽣姜をそえて当店独⾃の⾵味をかもしだしています。

魚の棚パスタバール 明石市本町1丁目1-22 078 - 918 - 0020 毎週火曜日 11：00～14：30 / 17：00～22：00

明⽯の新鮮でおいしい鮮⿂や野菜を使⽤した南イタリア料理。イタリアで修⾏した
シェフの料理がリーズナブルに楽しめます。

尺八鮓 明石市本町1丁目4-23 078 - 911 - 2894 毎週木曜日 12：00～18：00

お店・メニュー・⼈間すべて昭和時代のレトロ⾵にしたお寿司屋。新鮮なネタでに
ぎる⾃慢のお寿司をご賞味ください。

酒場 船橋 明石市本町1丁目2-10 078 - 917 - 3126 毎週水曜日 12：00～21：00頃

おでんと⼀品料理とお酒の呑み屋さんです。⿂の棚でほっこりする呑み屋さんを⽬
指しております。

ROSSO 明石市本町1丁目4-20 078 - 917 - 0333 毎週水曜日
17：30～25：00・
土日祝11：30～14：30 / 17：30～25：00

ナポリピザとワインとデリカテッセンのお店です。明⽯ならではの⾷材を使った新鮮な
イタリア料理をご提供しています。

寄道酒場 ひめ 明石市本町1丁目4-19 080 - 2121 - 5556 不定休
14：00～23：30
日祝12：00～23：30

気軽に⽴ち寄れる居酒屋をコンセプトに営業しております。お酒に良く合うちょっと
した⼀品物や揚げ物をご⽤意しております。

鮓 希凛 二号店 明石市本町1丁目2-15 078 - 911 - 0091 毎週木曜日 11：30～15：00 / 18：00～21：00

⾼級感漂う外観とおしゃれな店内。明⽯の前ものの⿂にこだわって、季節に合った
新鮮な⿂をお出ししています。

よし川 明石市本町1丁目2-16 078 - 911 - 8311 毎週木曜日
10：00～17：00
（売り切れ次第終了）

⿂の棚商店街の中では1番古い⽼舗。 ⼤⼈気の明⽯焼（⽟⼦焼）はもちろ
ん、⾃慢のメニューでいっぱいです。

喜楽 明石市本町1丁目3-18 078 - 911 - 2791 毎週火曜日・
月１回連休あり

11：00～14：30 / 16：30～20：30

⿂の棚の⻄の⼊⼝にあり、明⽯ならではのたこ・鯛・⽳⼦・鮮⿂など格安に味わう
ことが出来ます。

とり居 明石市本町1丁目3-20 078 - 912 - 4043 毎週木曜日
9：00～18：00
（売り切れ次第終了）

創業以来当時のままの味を守り続けていて、店頭にある⼦ども達に⼈気のタコ看
板、⼿作りのれんが⽬印。

炭火焼鳥 ゆ鳥 魚の棚店 明石市本町1丁目3-21 078 - 940 - 8789 不定休 16：00～

朝引きの良質な淡路どりを、新鮮さを損なわないように⼿間を惜しまず毎⽇⼀本
ずつ串打ちしています。

うおんかつ 明石市本町1丁目3-21-2 090 - 7102 - 4285 毎週火曜日
（祝日の場合は営業）

11：30～14：30　/　17：00～24：00

当店では蛸や⽳⼦、天使の海⽼、キスなどの海鮮の串カツを、「鯛出汁」にくぐら
せてお召し上がりいただきます。

鮨 双樹 明石市本町1丁目3-21-2-2F 078 - 920 - 8974 毎週水曜日 11：30～14：00 / 17：30～21：00（L.O.）

地元の⾷材、明⽯の昼網、瀬⼾内の新鮮な⿂介類を使い、店主がひとつひとつ
丁寧に握る鮨は、まさに格別、職⼈の技を堪能できる逸品ぞろいです。

昼網寿司　ほのか 明⽯市本町1丁⽬2-7 078 - 918 - 3949 毎週⽕曜⽇ 11︓30〜21︓00
寿司だけではなく、タコの柔らか煮、 アナゴの天婦羅など地元の名物料理も揃え
ております。お座敷もございます。

鮓 希凛 明石市本町1丁目2-15 078 - 918 - 3737 毎週木曜日 11：30～15：00 / 18：00～21：00

⾼級感漂う店内とおしゃれな外観。明⽯の前ものにこだわって季節に合った鮨を
出します。

水仙 明石市本町1丁目5-5 078 - 913 - 1850 毎週日曜日 17：30～22：00

お好焼をはじめ、そば焼、そばめし、ネギ焼、鉄板焼など多数のメニューで皆様の
ご来店をお待ち申し上げております。

たこ磯 別館 明石市本町1丁目7-14 078 - 913 - 5656 無休
平日11：00～21：00（L.O.20：30）
土日祝10：30～21：00（L.O.20:30）変更
有

⿂の棚で⾏列の絶えない「たこ磯」の2店舗⽬がオープンしました︕こちらの店舗で
も全く同じ味がお楽しみ頂けるのでぜひご来店ください。

スタンドみなみ 明石市本町1丁目7-17 - - 不定休 14：00～22：00

ほっとするアットホームな雰囲気と家庭料理がほっこりやさしい⽴呑み居酒屋です。
⼀⽇の疲れの癒しに、お気軽にお⽴ち寄りください♪

燻製居酒屋KUN-KUN 明石市本町1丁目7-16 078 - 778 - 8220 毎週月曜日　他 18：00～

燻製の美味しさ素晴らしさを存分に味わうことのできる燻製専⾨の居酒屋です。
店内に燻製器があり、毎⽇モクモク燻製しています。

うどん居酒屋 海士麺蔵 明石市本町1丁目7-17 078 - 585 - 5784 毎週火曜日
平日11：00～15：00/17：00～22：00
土日祝11：00～15：00/17：00～21：00

本場讃岐のうどんの他、明⽯で取れる朝採れ・昼網にこだわった、鯛・タコ・⽳⼦
などの新鮮なお刺⾝・天ぷら等をご⽤意しております。

炭火焼肉　明石魚の棚 肉焼屋 明石市本町1丁目6-2 078 - 995 - 9429 不定休 12：00～14：30 / 17:00～22:00

「質の⾼いお⾁がこんな値段で︕」とお客様に喜んでもらえるよう、「⽇本⼀コスパ
がいい焼⾁屋」を⽬指し、⽇々真⾯⽬にお⾁と向き合ってます。

電話番号



鮨 縁 明石市本町1丁目5-1-2F 078 - 995 - 5900 毎週水曜日
17：00～23：00
日曜日11：00～14：00

間接照明を使ったモダンな空間に網代天井がよく映える、⿂の棚商店街にたたず
む隠れ家的な鮨店です。

うなぎ黒谷 明石市本町1丁目6-4 078 - 912 - 1009 毎週木曜日 11：00～13：00（L.O.）

四季を通じて厳選された最⾼級のうなぎを使⽤し、⽬の前の備⻑炭で、秘伝の
特製ダレにからめながら丹念に焼き上げます。

まある笑店 明石市本町1丁目6-14-2F 078 - 940 - 8484 毎週水・木曜日
平日17：00～21：00（L.O.20：30）
土日祝12：00～14：30（L.O.14：00）/
         15：00～18：00（L.O.17：30）

その⽇に⼊った明⽯の⿂・野菜・⾁などジャンルにとらわれず、お酒やワインと合わ
せて楽しんでもらうお店です。ゆっくり座って呑んでいただけます。

たこ磯 明石市本町1丁目1-11 078 - 914 - 5103 無休 10：00～19：00

新鮮な明⽯ダコを絶妙なお湯加減で柔らかくプリプリの⾷感に。タコの代わりに焼
⽳⼦⼊りの⽟⼦焼も⼈気が⾼い。

やきとん・もつ鍋 凛 明石市本町1丁目6-13 070 - 6687 - 6677 毎週月曜日 17：00～22：00

元祖 明⽯のやきとんともつ鍋の専⾨店です。

よこ井 明石市本町1丁目1-13 078 - 913 - 0068 毎週木曜日 10：00～16：30

明⽯焼の元祖といわれ、歴史を伝える伝説の明⽯焼をぜひ、⼀度お召し上がりく
ださい。

つなぎ屋 明石市本町1丁目1-12 078 - 917 - 3700 不定休 13：00～22：00

メニューが毎⽇変わる︕定番メニューはもちろん明⽯の新鮮な⿂もご⽤意︕⾷べ
物にもこだわった⽴ち呑み処へお越しください。

山陽亭 明石市本町1丁目6-12 078 - 911 - 3153 毎週日曜日
11：30～15：00・
17：00～21：00

オムライスやハヤシライスなどの洋⾷やすき焼・しゃぶしゃぶ定⾷をお気軽に楽しん
でいただけるレストラン。

かねひで 明石市本町1丁目5-20 078 - 912 - 2194 毎週木曜日・
第２水曜日

平日11：00～15：00
土日祝11：00～17：00

明⽯焼（⽟⼦焼）のお店。その他、⼲しダコを使った「たこ飯」や天ぷら等の逸品
物があります。

あかし多幸 明石市本町1丁目5-17 078 - 911 - 2241 無休（不定休あり）
平日11：00～16：00
土日11：00～18：00

⾃慢の明⽯焼、鯛茶漬等にこだわりぬいた逸品をお召し上がりください。

あかし亭 魚の棚店 明石市本町1丁目5-18 078 - 995 - 8336 毎週火曜日 11：30～15：00 / 16：00～22：00

浜焼き・お刺⾝・天ぷらなど、明⽯浦から毎⽇仕⼊れる新鮮⾷材を美味しいお料
理でご提供致します。

魚食菜 ひらじぃ 明石市本町1丁目5-19 078 - 939 - 2477 毎週木曜日
月～水11：30～14：30/17：00～23：30
金土11：30～14：30/17：00～24：00
日11：30～21：30

明⽯の鯛・蛸・⽳⼦など、地元の海鮮をふんだんに使ったお店です。広々とした店
内は、1階2階合わせて47席あります。

WAVA 明石市本町1丁目5-19 078 - 911 - 4666 毎週木曜日 11：00～24：00

⼤スクリーンで、スポーツ観戦もお楽しみ頂けるカフェ＆バーです。

＜小売店舗＞

店舗名 TEL 定休日 営業時間 PR

活魚 克丸 明石市本町1丁目2-7 078 - 914 - 0128 不定休 日により異なる

新鮮な明⽯の前ものにこだわった明⽯たこ・明⽯鯛をはじめ、その⽇⽔揚げされた
新鮮な⿂介類を販売。

海路 明石市本町1丁目1-22 078 - 918 - 0011 不定休 9：00～16：00

海の幸の加⼯品をお買い求めください。お待ちしています。

丸成 明石市本町1丁目4-1 078 - 921 - 3108 毎週木曜日 9：00～17：00

鮮⿂を中⼼に販売。また、鮮⿂の⼀夜⼲しなども販売しています。冬期はカニなど
も取り扱っています。

藤永鮮魚店 明石市本町1丁目2-8 078 - 918 - 1628 無休 9：00～16：30

親⼦３⼈で経営しているアットホームな鮮⿂店。新鮮な明⽯の前ものにこだわっ
た新鮮な⿂介類を販売。

永楽堂 魚の棚店 明石市本町1丁目2-9 078 - 912 - 3977 無休 10：00～18：00

明⽯の銘菓を扱っています。⿂の棚という⽴地を活かした「ぺったん焼」を焼き⽴て
でどうぞ。

マエダ茶園 明石市本町1丁目2-10 078 - 911 - 6091 毎週木曜日 9：30～18：00

味・価格・安全性にこだわって国産100％の緑茶を販売しているお茶屋。健康茶
も数多く取り揃っています。

蓬莱焼魚店 明石市本町1丁目2-10 078 - 912 - 6917 毎週火曜日 10：00～16：00

毎朝早朝より焼鯛をお店の奥で焼き、独特な製法で柔らかく焼き上ています。全
国発送も出来ます。

明石蒲鉾 野島商店 明石市本町1丁目2-11 078 - 912 - 4456 毎週木曜日 10：00～17：00

昔ながらの製法で⼀つ⼀つ丁寧に揚げる天ぷらは⼤正時代から変わらぬ味で素
材を⼤切にしています。

林義治商店 明石市本町1丁目2-14 078 - 917 - 1459 毎週火曜日 10：00～17：30

店頭にずらりと並んだ、各種海産物や珍味を数多く取り揃えております。全国発
送も承ります。

金引青果 明石市本町1丁目2-12 078 - 911 - 1925 毎週木曜日 10：00～18：00

約100種類以上家庭⽤から専⾨店⽤まで幅広くお⼿ごろな価格でご提供。ま
た、調味料・うどん・コンニャクなど⼀緒に料理に使える⾷材も販売。

鯨安 明石市本町1丁目2-14 078 - 917 - 1836 毎週木曜日 9：50～17：00

昭和25年に鯨専⾨店として創業。今では鯨⾁は希少になったが⼈気の⾼い看
板商品。

白川南店 明石市本町1丁目4-17 078 - 911 - 2689 概ね木曜日 9：00～16：30

明⽯・淡路の海産物いかなごくぎ煮、⼲しだこを始め、⾃家製天ぷらが⼤⼈気で
す。（明⽯たこ天ぷら・あなご⼀匹揚げ）

No°123 明石市本町1丁目4-15 078 - 911 - 3361 毎週木曜日 10：00～17：00

お店でひとつひとつ丁寧に焼き上げているマフィンのお店。
ビッグなアメリカンマフィンは、20種類以上。
お好みのマフィンを探してください。

西松屋 明石店 明石市本町1丁目2-11 078 - 911 - 2966 毎週水曜日 10：00～18：15

141年の伝統のある⽼舗店。留袖・振袖から⼩物にいたるまで豊富に揃えており
ます。

F.G.S KOBE   百均 明石市本町1丁目2-13 078 - 917 - 5609 無休 10：00～18：00

直⼊雑貨・アクセサリーが1,000円（税別）中⼼のお店。2階は100円（税
込）ショップ営業中︕︕

林喜商店 明石市本町1丁目4-20 078 - 911 - 3378 毎週木曜日 10：00～16：30

創業以来の技法で、始めから終わりまですべて⼿仕事で仕上げております。⽳⼦
の旨味がしみ込んだ秘伝のタレにつけ、伝統の炭⽕焼きで丁寧に1串1串焼き上
げた⾃慢の逸品、ぜひご堪能ください。全国発送も承ります。

松庄 明石市本町1丁目4-21 078 - 912 - 3872 毎週木曜日 9：00～17：00

活きの良さで勝負︕毎⽇「昼あみ」の⽔揚げされたばかりの鮮⿂・明⽯だこ・エビ
など⿂介類が店頭に。

電話番号



内海商会 明石市本町1丁目4-26 078 - 915 - 0355 毎週月～金曜日 10：00～17：00

⼈気商品は、明⽯海峡の激しい潮流で育った「明⽯だこ」を
特製の秘伝ダレでじっくり煮込んだ、蛸煮です。

八百屋のてっぺん 明石市本町1丁目4-19 078 - 918 - 6105 不定休 10：00～17：30

安くて新鮮︕激安を売りに毎⽇売り切りをモットーに、その⽇に仕⼊れた産地直
送の新鮮な野菜を安く提供しております。

味よし本店 明石市本町1丁目4-22 078 - 911 - 1190 不定休 10：00～17：00

「焼するめ」、「いかなごくぎ煮」、「わかめ煮」の珍味・惣菜等を量り売りをしていま
す。

大黒屋商店 明石市本町1丁目2-16 078 - 911 - 2283 毎週木曜日 10：00～17：00

ちりめん、くぎ煮や味付けのり、季節の珍味が数多く揃っています。

味よし西店 明石市本町1丁目4-22 078 - 911 - 1190 不定休 10：00～17：00

「焼するめ」、「いかなごくぎ煮」、「わかめ煮」の珍味・惣菜等を量り売りをしていま
す。

花雅 魚の棚店 明石市本町1丁目3-18 078 - 912 - 6211 毎週木曜日 9：00～18：30

⽇々の⽣活に季節の花を︕新鮮・⾼品質な花がお値打ち。ご⾃宅⽤からプレゼ
ントまで予算に合わせて。

髙崎商店 明石市本町1丁目3-1 078 - 995 - 9844 毎週火・木曜日 10：00～17：00

⿂の棚で⼈気の⾼い、珍味や練物、海産物、佃煮などを販売しています。

いも八＆ラ・プチット 明石市本町1丁目3-22 090 - 8456 - 0922 不定休 10：30～17：30頃

⾹川産のみかん、岩岡産の新鮮な無農薬野菜を取り扱っています。秋〜春にか
けては⽯焼き芋を販売しています。

おち呉服店 明石市本町1丁目7-18 078 - 911 - 3450 毎週火曜日、
第３日曜日

9：30～18：00

振袖、留袖、訪問着などの礼装⾐裳から、紬、⼩紋などのお洒落着まで幅広く取
り揃えております。

黒谷商店 明石市本町1丁目6-16 078 - 911 - 2037 毎週木曜日 8：00～17：00

炭⽕で⾹ばしく焼き上げる「うなぎの蒲焼」。厳選したうなぎを熟成させた⾃家製
たれで、ふんわりと⾹ばしく焼き上げました。

味よし東店 明石市本町1丁目4-22 078 - 911 - 1190 不定休 10：00～17：00

「焼するめ」、「いかなごくぎ煮」、「わかめ煮」の珍味・惣菜等を量り売りをしていま
す。

ときわ商店 明石市本町1丁目1-6 078 - 911 - 4687 毎週木曜日 10：00～17：00

お茶のあらゆるものにこだわったお店。各地の有名茶を取り寄せ、明⽯ではこのお
店しか⼿に⼊らない商品もあります。

未来 魚の棚店 明石市本町1丁目6-16 078 - 913 - 7422 不定休 10：00～17：00頃

⿂の棚で⿂のみそ漬・⼲物・海産珍味の製造・販売をしています。お店の商品の
ほとんどは⼿作りにこだわり、⿂は季節によって最⾼なものを使⽤しています。

ヤマシタ電化 明石市本町1丁目5-22 078 - 912 - 8855 毎週日曜日 9：00～19：00

⼀般家電製品の販売を始め、電気⼯事、リフォーム・新築電気⼯事など、⻑年
の実績と信頼であらゆる電気⼯事を施⼯。

魚利商店 明石市本町1丁目1-10 078 - 911 - 2946 毎週月曜日・
第3火曜日

8：00～17：00

昼あみのとれとれの新鮮な⿂を中⼼に、豊富な海の幸を取り揃えております。

兼一水産 明石市本町1丁目1-9 078 - 912 - 3715 毎週火曜日 9：00～17：30

淡路島で修⾏を積んだすし職⼈と明⽯の卸売市場の鮮⿂店に勤めていた、⽬
利きの⼆⼈が⾃慢の旬の⿂を提供。

三ツ星蒲鉾 明石市本町1丁目1-11 078 - 911 - 2525 無休 9：00～18：00

⽇本国中探してもどこにもない豊富な品揃え。店頭には季節応じたいろんな天ぷ
らが登場。

東田促成青果 明石市本町1丁目1-7 078 - 911 - 4676 毎週木曜日 8：00～17：00

全国各地から新鮮な旬の野菜・果物から料亭⽤の⾼級素材まで⼀⾜早く取り
揃えております。

菅野青果店 明石市本町1丁目5-21 078 - 911 - 4782 毎週火曜日 8：30～17：00

安全・安⼼な明⽯の地場の野菜にこだわり、毎⽇、旬の新鮮な野菜が揃っていま
す。

まる真 明石市本町1丁目5-21 078 - 914 - 9221 毎週木曜日 9：00～17：00

明⽯の港で、朝と昼（昼網）に⽔揚げされた新鮮な⿂を直接仕⼊れて販売し
ております。

大原商店 明石市本町1丁目1-12 078 - 911 - 2642 1/1・2・3、8/15 10：00～19：00

⽇⽤雑貨・ロウソク各種・線⾹・⾷材品・カネボウ化粧品取扱いなど取り揃えてお
ります。

畠田商店 明石市本町1丁目1-12 078 - 911 - 2190 毎週木曜日 7：00～17：30

明⽯の地場野菜で漬けた漬物などを数多く取り揃えております。

ファッションハウスこじま 明石市本町1丁目5-3 078 - 911 - 2786 無休 9：30～18：00

ミセス向けの婦⼈服と服地、ボタンなどのソーイング関係の商品が数多く揃ったお
店。

パッケージプラザ サンエイ 明石市本町1丁目5-4 078 - 911 - 3074 毎週日曜日・祝日 10：00～18：00

ラッピング⽤品・業務⽤資材・イベント⽤品など多数取り揃えております。価格も
市価の３割安く販売。

座古海産 明石市本町1丁目1-14 078 - 911 - 3159 毎週木曜日 9：00～17：00

厳選した素材を熟練された職⼈技で仕上げた海の幸が揃う塩⼲専⾨店。明⽯
から選りすぐりの本物の味をお届けします。

発酵醸造食品販賣所たなか屋 明石市本町1丁目1-13 078 - 912 - 2218 毎週木曜日 10：00～19：00

播州地酒を中⼼に醗酵醸造品・醗酵⾷品にこだわり、豊富な品揃えが⾃慢。⼣
⽅になると酒屋の左隣の細い通路に⽴ち飲み処が出現。

ハセ蒲鉾 魚の棚店 明石市本町1丁目1-17 078 - 913 - 0345 不定休 10：00～16：00

厳選された素材を⾃家製法で丹精込めた⽼舗の逸品が数多く揃っています。

たかはしや 明石市本町1丁目5-19 078 - 911 - 2271 不定休 9：00～17：00

あごが落ちるほど旨いと評判の博多まるきた⽔産（株）⿂匠庵「博多あごおと
し」。⼯場直送の出来⽴てを販売しております。

永楽堂 魚の棚東店 明石市本町1丁目5-19 078 - 920 - 8455 毎週木曜日 10：00～18：00

お店の中で焼き上げる「御多幸祈願まんじゅう」を主に販売しています。明⽯のお
⼟産にどうぞ。


