
みさきまぐろきっぷ加盟店舗　営業時間一覧（2020年9月1日現在） 2020年9月1日現在情報 2020年9月1日現在情報

※2020年９月の営業時間で作成 営業 休業 条件付き ※2020年９月の営業時間で作成 営業 休業 条件付き

リーフ
レット
No

区分 エリア 店舗名 定休日 ウィズコロナ営業時間 店舗名

1 まんぷく 三浦海岸 いろは寿し
水曜日（祝日の場合は営業）、その他特

別休業あり
10:00～20:00LO

（第2、第4土曜日は11:30～20:00LO）
いろは寿し

2 まんぷく 三浦海岸 さかな料理　まつばら 火曜日 11:30～14:30LO、17:30～21:00LO 11:30～14:30LO 17:30～21:00LO
さかな料理
　まつばら

3 まんぷく 三浦海岸 廻転寿司　海鮮 特別休業あり
平日11:00～19:45LO

土日祝10:00～19:45LO
11:00～19:45LO 10:00～19:45LO

廻転寿司
海鮮

4 まんぷく 三浦海岸 海わ屋 月曜日（祝日の場合は営業，翌日休業）
平日11:00～14:30LO、17:00～21:00LO

土日祝11:00～21:00LO
11:00～21:00LO 海わ屋

5 まんぷく 三浦海岸
マホロバ・マインズ三浦
和風レストラン花かづら

年中無休
（1月にメンテナンス休業あり）

11:30～13:30LO 11:30～13:30LO 11:30～13:30LO
マホロバ・

マインズ三浦

6 まんぷく 三浦海岸 地魚ダイニング　魚敬 木曜日（祝日の場合は営業）
平日11:30～18:30LO

土日祝11:00～20:00LO
11:00～20:00LO

地魚ダイニング
魚敬

7 まんぷく 三浦海岸 すし・和食処　伊豆島 火曜日 11:30～13:30LO、17:00～19:30LO 17:00～19:30LO 11:30～13:30LO 17:00～19:30LO
すし・和食処

　伊豆島

8 まんぷく
三崎口
引橋

グルメ館　豊魚
年中無休

特別休業あり
11:00～19:45LO 11:00～19:45LO 11:00～19:45LO グルメ館　豊魚

9 まんぷく
三崎口
引橋

寿司割烹　豊魚 水曜日（祝日の場合は営業） 11:00～20:30LO 11:00～20:30LO 寿司割烹　豊魚

10 まんぷく 油壷 観潮荘　レストラン潮彩
年中無休

（メンテナンス休館あり）
11:00～16:00LO、17:00～19:00LO 11:00～16:00LO 17:00～19:00LO 11:00～16:00LO 17:00～19:00LO

観潮荘
レストラン潮彩

11 まんぷく 油壷
京急油壺マリンパーク

ログテラス
１月第２月曜日から４日間 11:00～15:30LO 11:00～15:00LO 11:00～15:00LO

京急油壺マリン
パーク

ログテラス

12 まんぷく 三崎港 ○つね
水曜日（祝日の場合は営業）

その他特別休業あり
平日11:30～13:30LO、17:30～19:00LO

土日祝11:30～14:30LO、17:30～20:00LO
11:30～14:30LO 17:30～20:00LO ○つね

13 まんぷく 三崎港 三崎「魚市場食堂」
水曜日定休（祝日の場合は営業、翌日休

み）
平日11:00～14:30LO

土日祝11:00～15:30LO
11:00～15:30LO 三崎「魚市場食堂」

14 まんぷく 三崎港 三崎港回転寿司　さん和
月曜日定休（祝日の場合は営業、翌日休

み）、火曜日不定休
10:30～17:00LO 10:30～16:30LO

三崎港回転寿司
　さん和

15 まんぷく 三崎港 鮮味楽
火曜日定休（祝日の場合は営業）、その

他特別休業あり
平日11:00～16:30LO

土日祝10:30～13:30LO、15:30～18:30LO
10:30～13:30LO 15:30～18:30LO 鮮味楽

16 まんぷく 三崎港 まぐろ食堂　七兵衛丸 年中無休 月～土9:00～16:45LO 9:00～16:45LO
まぐろ食堂
七兵衛丸

17 まんぷく 三崎港 三崎館本店 不定休 11:00～15:00LO 11:00～15:00LO 11:00～15:00LO 三崎館本店

18 まんぷく 三崎港 割烹旅館　立花
［本館］月曜日定休、［別館］木曜日定休
（祝日の場合は営業、翌日休み）、その他

特別休業あり
※閉店 ※閉店 ※閉店 割烹旅館　立花

19 まんぷく 三崎港 三崎鮪と旬の魚　わたつみ
水曜日定休、（祝日の場合は営業、翌日

不定休）、火曜日不定休
11:30～17:00LO 11:30～17:00LO

三崎鮪と旬の魚
わたつみ

20 まんぷく 三崎港 鮨処　魚音 年中無休
平日10:00～20:40LO
土日祝9:00～20:40LO

10:00～20:40LO 9::00～20:40LO 鮨処　魚音

21 まんぷく 三崎港 三崎館支店　香花 不定休 11:00～16:00LO 11:00～16:00LO 11:00～16:00LO
三崎館支店

　香花

22 まんぷく 三崎港 庄和丸
水曜日定休（祝日の場合は営業、翌日休
み）。※定休日は1階どんぶり屋にて同メ

ニューを提供
10:30～15:00LO、17:00～19:00LO 庄和丸

23 まんぷく 三崎港 海浜割烹　柳
水曜日（祝日の場合は営業，翌日休業），

その他特別休業あり
11:00～15:00LO 11:00～15:00LO 海浜割烹　柳

24 まんぷく 三崎港 くろば亭本店
水曜日（祝日の場合は営業，翌日休業）

ほか月に1～2回臨時休業あり
11:00～19:00LO くろば亭本店

25 まんぷく 三崎港 紀の代
火曜日定休（祝日の場合は営業、翌日休

み）、その他特別休業あり
平日11:00～14:30LO,17:00～19：00LO

土日祝11:00～19:00LO
17:00～19：00LO 11:00～19:00LO 紀の代

26 まんぷく 三崎港 宗㐂（むねよし） 木曜日（祝日の場合は営業） 11:00～14:00LO、17:00～20:00LO ※当面の間ご利用いただけません。 11:00～14:00LO 17:00～20:00LO 宗㐂（むねよし）

27 まんぷく 城ヶ島 城ヶ島　しぶき亭
不定休

→月・火曜日
10:00～14:30LO 10:00～14:30LO 城ヶ島　しぶき亭

28 まんぷく 城ヶ島 濱田屋 水・木曜日
平日11:00～15:00LO

土日祝11:00～14:00LO
11:00～14:00LO 濱田屋

29 まんぷく 城ヶ島 磯料理　かねあ 不定休
平日11:00～16:00LO

土日祝10:00～17:00LO
11:00～16:00LO 10:00～17:00LO 磯料理　かねあ

30 まんぷく 城ヶ島 城ヶ島　中村屋 不定休 11:00～16:30LO 11:00～16:30LO 11:00～16:30LO 城ヶ島　中村屋

31 まんぷく 城ヶ島 城ヶ島京急ホテル　レストラン礒香瀬
年中無休

（メンテナンス休館あり）
※閉店 ※閉店 ※閉店 城ヶ島京急ホテル　

32 まんぷく
荒崎

ソレイユの丘
ソレイユの丘　プロヴァンス 年中無休 10:30～16:00LO 10:30～16:00LO 10:30～16:00LO

ソレイユの丘
プロヴァンス

11:00～19:00LO
※水曜日定休

22:00

10:00～20:00LO
※第2、第4土曜日は11:30～20:00LO

9:00～16:45LO

10:30～15:00LO
17:00～19:00LO
※水曜日定休

（定休日は１階ど
んぶり屋にて同メ
ニューを提供）

17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

土休日（基本）

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

10:00～14:30LO
※月・火曜日定休

11:00～19:00LO
※水曜日定休

11:00～15:00LO
※水・木曜日定休

11:00～15:00LO
※水曜日定休

17:00～19:00LO
※水曜日定休

（定休日は１階ど
んぶり屋にて同メ
ニューを提供）

11:30～13:30LO
※火曜日定休

11:00～20:30LO
※水曜日定休

11:00～14:00LO 17:00～20：00

11:00～14:30LO
※水曜日定休

10:30～16:30LO
※月曜日定休，火曜日不定休

11:00～16:30LO
※火曜日定休

11:30～17:00LO
※水曜日定休，火曜日不定休

10:30～15:00LO
※水曜日定休（定休日は１階どんぶり屋に
て同メニューを提供）

11:00～14:30LO
※火曜日定休

平日（基本）

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 22:0017:00 18:00 19:00 20:00 21:00

10:00～20:00LO
※水曜日定休

11:30～14:30LO
※火曜日定休

17:30～21:00LO
※火曜日定休

11:00～14:30LO
※月曜日定休

17:00～21:00LO
※月曜日定休

11:30～18:30LO
※木曜日定休

11:30～13:30LO
※水曜日定休

17:30～19:00LO
※水曜日定休

９/19（土）～22日（火・祝）きっぷのご利用不可 ９/19（土）～22日（火・祝）きっぷのご利用不可



みさきまぐろきっぷ加盟店舗　営業時間一覧（2020年9月1日現在） 2020年9月1日現在情報 2020年9月1日現在情報

※2020年９月の営業時間で作成 営業 休業 条件付き ※2020年９月の営業時間で作成 営業 休業 条件付き

リーフ
レット
No

区分 エリア 店舗名 定休日 ウィズコロナ営業時間 店舗名22:0017:00 18:00 19:00 20:00 21:00

土休日（基本）

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

平日（基本）

7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 22:0017:00 18:00 19:00 20:00 21:00

A おもひで 三浦海岸 手土産いろいろ　三浦ストア 水・木曜日（祝日の場合は営業） 11:00～18:30 11:00～18:30
手土産いろいろ

三浦ストア

B おもひで 三浦海岸
マホロバ・マインズ三浦

三浦マホロバ温泉
年末年始、三浦海岸花火大会開催日、1

月にメンテナンス休業あり
9:00～14:00最終受付 9:00～14:00最終受付（11:00～12:00は清掃のためクローズ） 9:00～14:00最終受付（11:00～12:00は清掃のためクローズ）

マホロバ・
マインズ三浦

三浦マホロバ温泉

C おもひで
三崎口
引橋

ＫＥＩＫＹＵ　ＯＰＥＮ　ＴＯＰ　ＢＵＳ

年中無休。※安全確保のため4歳未満乗車不可。
4歳・5歳乗車の際は、みさきまぐろきっぷ（小児券）

が必要。
※毎月第2水曜日は、定期点検で運休。雨天・荒

天時運休

毎日10:00からチケット引換開始
（最終便の運行は15:00）

10:30発（城ヶ島片道）12:30発（城ヶ島片道） 15:00発（城ヶ島周遊） 10:30発（城ヶ島片道）12:30発（城ヶ島片道） 15:00発（城ヶ島周遊）
ＫＥＩＫＹＵ　ＯＰＥ
Ｎ　ＴＯＰ　ＢＵＳ

おもひで 三浦海岸
みうらレンタサイクル
三浦海岸駅ポート
（三浦観光バス）

年中無休（1月1日～3日を除く） 9:30～17:30 9:30～17:30 9:30～17:30

レンタサイクル
三浦海岸駅ポー

ト

おもひで
三崎口
引橋

みうらレンタサイクル
三崎口駅ポート

（三崎口駅前観光案内所）
年中無休（12月29日～1月3日を除く） 9:30～17:30 9:30～17:30 9:30～17:30

レンタサイクル
三崎口駅ポート

おもひで 油壷
みうらレンタサイクル

油壺ポート
（ホテル京急油壺観潮荘）

年中無休 9:00～15:00 9:00～15:00 9:00～15:00
レンタサイクル

油壺ポート

おもひで 三崎港
みうらレンタサイクル

うらりポート
（うらり）

年中無休 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00
レンタサイクル

うらりポート

おもひで 城ヶ島
みうらレンタサイクル

城ヶ島ポート【返却のみ】
（海上イケス釣堀J’sフィッシング）

年末年始および火曜日定休（祝日の場合
は翌日休み）

9:00～16:00 9:00～16:00
レンタサイクル

城ヶ島ポート【返
却のみ】

D おもひで 油壷
ホテル京急油壺観潮荘

油壺温泉
年中無休

11:00～22:00（最終受付21:30）
（毎週水曜日は、メンテナンスの為14:00から営業。
4月最終土曜日～5月6日（水）、7月第3土曜日～8

月第3日曜日は、16:00受付終了）

ホテル京急油壺
観潮荘

油壺温泉

E おもひで 油壷 京急油壺マリンパーク １月第２月曜日から４日間 9:30～16:30最終入園 9:30～16:30最終入園 9:30～16:30最終入園
京急油壺マリン

パーク

F おもひで 三崎港 にじいろさかな号 年中無休
毎日9:00からチケット引き換え開始（最終
便の出航は15:10※3月～10月は、臨時便

16:00を運航）
毎日9:00からチケット引き換え開始（最終便の出航は15:10※3月～10月は、臨時便16:00を運航） 毎日9:00からチケット引き換え開始（最終便の出航は15:10※3月～10月は、臨時便16:00を運航

にじいろさかな
号

F おもひで 三崎港 三崎・城ヶ島渡船 年中無休
10:00～16:00（最終便の出航は16:00）

※繁忙期は状況により臨時便あり
10:00～16:00（最終便の出航は16:00）※繁忙期は状況により臨時便あり 10:00～16:00（最終便の出航は16:00）※繁忙期は状況により臨時便あり

三崎・城ヶ島渡
船

F おもひで 三崎港 うらりマルシェさかな館 年中無休

月～土9:00～17:00
日7:00～17:00

※やさい館（2F）は10:00～17:00
土日祝：９：00～17：00

9:00～17:00
うらりマルシェさ

かな館

G おもひで 三崎港 君栄丸 不定休
平土祝10:00～16:00

日6:00～15:00
10:00～16:00 君栄丸

H おもひで 三崎港 羽床総本店　三崎港店 火曜日（祝日の場合は営業，翌日休業）
平日9:00～17:00

土日祝9:00～18:00
9:00～18:00

羽床総本店
三崎港店

I おもひで 三崎港 ミサキドーナツ三崎本店
水曜日（繁忙期を除く，祝日の場合は営

業，翌日休業）
平日11:00～17:00

土日祝10:00～18:00
10:00～18:00

ミサキドーナツ三
崎本店

J おもひで 三崎港 三富染物店 不定休 8:00～20:00 8:00～20:00 8:00～20:00 三富染物店

K おもひで 三崎港 くろば亭本店
水曜日（祝日の場合は営業，翌日休業）

ほか月に1～2回臨時休業あり
11:00～20:00 11:00～20:00 くろば亭本店

L おもひで 三崎港 三浦ガラス工芸館 Ｋｉｒａｒｉ 水・木曜日定休 10:00～17:00（体験受付は15:30まで）
三浦ガラス工芸

館 Ｋｉｒａｒｉ

M おもひで 城ヶ島 城ヶ島京急ホテル　城ヶ島雲母の湯
年中無休

（メンテナンス休館あり）
※閉店 ※閉店 ※閉店

城ヶ島京急ホテ
ル　城ヶ島雲母

の湯

N おもひで
荒崎

ソレイユの丘
長井海の手公園　ソレイユの丘 年中無休 9:00～18:00 9:00～18:00 9:00～18:00

長井海の手公園
ソレイユの丘

O おもひで
荒崎

ソレイユの丘
長井海の手公園　ソレイユの丘

海と夕日の湯
年中無休

（メンテナンス休館あり）
10:00～21:00（最終受付20:30）

※営業再開未定

長井海の手公園
ソレイユの丘
海と夕日の湯

※営業再開未定
当面の間ご利用いただけません。

11:00～22:00（最終受付21:30）

土9:00～17:00
日7:00～17:00

土祝10:00～16:00
日6:00～15:00

10:00～17:00（体験受付は15:30まで）
※水・木曜日定休
※とんぼ玉中止，フォトフレーム作りに変更

※営業再開未定
当面の間ご利用いただけません。

10:00～17:00（体験受付は15:30まで）
※水・木曜日定休
※とんぼ玉中止，フォトフレーム作りに変更

11:00～20:00
※水曜日定休

11:00～22:00（最終受付21:30）
※毎週水曜日14:00から営業

11:00～18:30
※水・木曜日定休

9:00～16:00
※火曜日定休

9:00～17:00
※火曜日定休

11:00～17:00
※水曜日定休

９/19（土）～22日（火・祝）きっぷのご利用不可 ９/19（土）～22日（火・祝）きっぷのご利用不可


