
万祝とは、大漁の際、祝いの

引出物として出された漁師た

ちの晴れ着の事をいいます。

江戸時代末期頃の房総半島が

発祥とされ、これを着て神社

やお寺などに揃って参詣し、大漁感謝や航海の安全など

を祈っていました。活気溢れる当時の漁業を象徴する

「万祝」ですが、現在、その技法を受け継いでいるのは、

　　　　　　　　　　日本全国でも鴨川市にあるわずか

　　　　　　　　　　2軒のみ。いずれも千葉県指定伝

　　　　　　　　　　統的工芸品に選定されています。

　　　　　　　　　　鴨川館では「鴨川萬祝染元 鈴染」

さんに制作を依頼し、伝統の技法で染め上げた本物の

万祝作品をディスプレイ展示しています。美味しい食事

を味わいながら、房総の漁師文化が育んだ、色鮮やかな

作品群をお楽しみください。
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い
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「鴨川萬祝染元　鈴染」
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DRINKS MENU



 

＜房総ご当地ビール＞  鋸南ビール  

「房総の料理に合う！」と話題の「鋸南ビール」が
鴨川館に限定入荷！鋸南の米を使いスッキリ風味の
「きょなんゴールデンエール」、レモンで柑橘系の香
りとコクが特徴の「アメリカンペールエール」の
2つのフレーバーをご用意しております。

   1,100円

【房総地酒】 飲み比べセット

厳選 6銘柄の中からお好みの 3銘柄をチョイス！
お食事が楽しくなる、おすすめのセットです。

房総限定の味を是非どうぞ！

Boso
only at

訪れた旅先で、普段はお目にかかれないお酒と出会う。
頼んでみたら、これがなかなかの美味さ！これって
ちょっと嬉しい。房総の食材との相性は間違いなし
ですので是非トライしてみてください。

房総の厳選地酒を飲み比べ！

お好みの 3銘柄を自由に選べるセットです

＜ボトル 330ml＞   990円

Local Sake Set

Local Beer  Kyonan

※表示料金は消費税込となります

D R I N K

売切
御免の数量限定　　　

　

地元の原材料にこだわった、鋸南の地ビール

Bottle

大山千枚田 吉壽 無添加 自然舞 吟の舞 大多喜城 聖泉



※表示料金は消費税込となります

シャンパン＆スパークリングワイン

Sparkling
輝くグラスに昇り立つ泡。
特別な 1日をエレガントに演出したいなら。

テタンジュ・ブリュット・レゼルブ

新鮮な果実味やハチミツの風味が際立つ
軽快でバランスの取れた味わいが魅力

17,380円750ml フルボトル

Taittinger Brut Reserve

ノーベル賞晩餐会で提供された珠玉の味

モエ・エ・シャンドン・ブリュット・ロゼ

ピノ・ノワールの新鮮な果実味、野イチゴ
のような香り、喉ごしのやわらかさが特徴

9,130円375ml ハーフボトル

15,400円750ml フルボトル

Moet & Chandon Brut Rose Imperial

最もグラマラス、そして誘惑的

ヴーヴ・クリコ・イエローラベル・ブリュット

心地よい爽やかさとフルーティなアロマが
際立つ、辛口シャンパーニュ

9,020円375ml ハーフボトル

14,850円750ml フルボトル

Veuve Clicquot Yellow Label Brut

「品質はただひとつ、最高級だけ」

ローラン・ペリエ・ブリュット

フレッシュさ、エレガントさ、バランスの
良さを兼ね備えた辛口の味わい

21,450円750ml フルボトル

Laurent Perrier Brut

英国王室御用達のシャンパン

キュヴェ・ドン・ペリニヨン

程よい重厚さと、上品さが特徴。記念日や
特別な1日にふさわしい1本

39,600円750ml フルボトル

Cuvee Don Perignon

世界のセレブが愛してやまない

クリュッグ・グランド・キュベ・ブリュット

きめ細かい泡、ふくよかで力強く、優雅な
その味わいは、どんな料理にも相性抜群

48,400円750ml フルボトル

Krug Grande Cuvee Brut

「帝王」の名を持つシャンパーニュ

ロジャーグラート・ブリュット・ロゼ

◆ スペイン：カタルーニャ
某TＶ番組のブラインドテイスティングで
ドンペリに勝った1本。豊かな果実味

5,500円750ml フルボトル

Roger Goulart Cava Rose Brut

ドンペリ・ロゼを凌駕する味

フェッラーリ・マキシム・ブリュット

◆ イタリア：トレント
シャンパーニュを超えた！世界一のスパ
ークリング。熟成感のあるコクが絶品

6,600円375ml ハーフボトル

10,450円750ml フルボトル

Ferrari Maximum Brut

「キング・オブ・スプマンテ」

champagne

sparkling Wine

D R I N K



※表示料金は消費税込となります

魚料理とマリアージュ・白ワイン

White wine

海の幸との相性も抜群の、個性派・白を集めました

コルボ・ビアンコ

◆ イタリア：シチリア
フレッシュな酸味と心地よいミネラル感が
特徴。軽やかで飲みやすい1本

2,200円375ml ハーフボトル

Corvo Bianco

シチリアの地酒と言えばコレ

カステル・バロン・ド・レスタック

◆  フランス：ボルドー
爽やかな香りとすっきりした酸味、オーク
樽発酵によるバニラ香。調和のとれた白

2,860円375ml ハーフボトル

Castel Baron de Lestac

“キング・オブ・ボルドー”

マコン・ヴィラージュ

◆  フランス：ブルゴーニュ
柑橘系のドライフルーツ、ナッツの香り。
滑らかで豊かな味わいの辛口白ワイン

4,180円750ml フルボトル

Macon Villages

「シャルドネの故郷」で産まれた辛口白

ロス・ヴァスコス・ソーヴィニヨン・ブラン

◆ チリ：コルチャグアヴァレー
フランスの名門バロン ド ロートシルト家
が手掛けるエレガントなチリ産白ワイン

4,400円750ml フルボトル

Los Vascos Sauvignon Blanc

ボルドー1級ラフィットが手がけるチリワイン

モスカート・ダスティ

◆ イタリア：ピエモンテ
マスカットの風味あふれる、低アルコール
の甘口ワイン。爽やかな味わいが特徴

4,840円750ml フルボトル

Moscato D`Asti

ピエモンテ伝統の微発泡ワイン

ドメーヌ・バロン・ド・ロートシルト

◆  フランス：ボルドー
活き活きとした果実味と、柑橘系の新鮮な
風味。ボルドースタイルをカジュアルに

4,840円750ml フルボトル

Domaines Barons de Rothschild

活き活きとした果実味「男爵の秘蔵ワイン」

シャブリ・プルミエクリュ

◆  フランス：ブルゴーニュ
シャブリ独特の軽く、デリケートで良質な
香りが印象的なワイン

6,600円375ml ハーフボトル

10,890円750ml フルボトル

Chablis Premier Cru

世界中の豪華客船や航空会社で採用

サントーバン・プルミエクリュ

◆  フランス：ブルゴーニュ
上品な口当たり、徐々に広がる味わい。 
時間をかけてゆっくりと楽しみたい1本

21,450円750ml フルボトル

Saint Aubin 1er Cru

自然派ワインを代表する造り手

コルトン・シャルルマーニュ

◆ フランス：ブルゴーニュ
しなやかな口当たりと、長い余韻、そして
長期熟成による奥行きのある味わい

35,200円750ml フルボトル

Corton Charlemagne

ブルゴーニュ産白ワインの代表格

D R I N K



シャトー・ペイシュヴェル

◆ フランス：ボルドー
ボルドーワインの魅力を最大限に堪能。
優雅さとフィネスを兼ね備えた味わい

750ml フルボトル

Chateau Beychevelle

優雅さとフィネスを兼ね備えたボルドー

シャトー・ペイシュヴェル

◆ フランス：ボルドー
ボルドーワインの魅力を最大限に堪能。
優雅さとフィネスを兼ね備えた味わい

37,400円750ml フルボトル

Chateau Beychevelle

優雅さとフィネスを兼ね備えたボルドー

※表示料金は消費税込となります

赤ワイン＆ロゼワインの魅惑

Red ＆rose

コルボ・ロッソ

◆ イタリア：シチリア
濃厚で凝縮した香りとベルベットのような
口当たりで、素晴らしいバランスの1本

2,200円375ml ハーフボトル

Corvo Rosso

シチリアの太陽が育てたふくよかな飲み口

ラクリマ・クリスティ

◆ イタリア：カンパーニャ
赤いベリー系果実の香り、豊かでエレガ
ントな味わい。やわらかい口当たりの赤

4,400円750ml フルボトル

Lacryma Christi

豊かな果実味『キリストの涙』

ヴァルボリチェッラ・クラシコ・レポイアーネ

◆イタリア：ヴェネト州
ヴエネト州の伝統的な醸造方法で造られ、
果実の凝縮感とリッチなコクが美味

5,390円750ml フルボトル

Valpolicella Classico le Poiane

フランス絶賛「イタリア最高のワイン」

シャトー・ルデンヌ

◆ フランス：ボルドー
凝縮感のある果実味と心地良いタンニン
が調和、ふくよかで長い余韻が楽しめます

4,510円375ml ハーフボトル

7,810円750ml フルボトル

Chateau Loudenne

伝統と最新技術に培われたクリュ・ブルジョワ

バローロ

◆ イタリア：ピエモンテ
重厚かつ深遠な味わいのバローロ。イタリ
アの高級ワインとして世界的名声を誇る

16,170円750ml フルボトル

Barolo

「王のワインにして、ワインの王」

こころぜ

◆ 日本：山梨県
ベリー系の甘味と酸味の心地よいバランス。
どなたにも飲みやすいチャーミングなロゼ

5,500円750ml フルボトル

Coco Rose

「一個人」日本ワインGPロゼワイン第１位

シャトー・ド・ロムラート・プロヴァンス・ロゼ

◆ フランス：プロヴァンス
南仏の避暑地ニース近郊で造られる辛口
ロゼ。スッキリとした口当たりが特徴

4,400円375ml ハーフボトル

6,600円750ml フルボトル

Chateau de L`Aumerade

南仏ニース近郊で造られる辛口ロゼ

サッシカイア

◆イタリア：トスカーナ
圧倒的存在感。 溢れ出すアロマとしなやか
なボディが調和した エレガンスな味わい

46,200円750ml フルボトル

Sassicaia

「イタリアワインの至宝」

造り手のこだわり、あふれる地域性。個性豊かなラインアップ。

D R I N K

rose selection



※表示料金は消費税込となります

＜生ビール＞ エビス マイスター　匠の逸品

「麦芽 100％」、「長期熟成」というエビスのこだわりの
製法を守りつつ、ビール醸造の匠たちが結集して造り
上げたふくよかな薫りと研ぎ澄まされたコクが堪能出
来る逸品。エビスが誇る最高峰ビール。

鴨川館おすすめビールD R I N K

Beer
房総地魚のお刺身やなめろうなどの郷土料理に
合わせるなら、やっぱりビール！

梅酒セレクションD R I N K

Umeshu
爽やかな飲み口で人気の梅酒。
お食事にも合わせやすいのでおすすめです。

＜小グラス 350ml＞                                1,100円
＜大グラス 480ml＞                                1,320円

＜180ml 瓶＞                     990円

Draft Beer  Yebisu Meister

なでしこの梅酒「てまり」

Flavored Ume-shu

エビス

＜中瓶 500ml＞   990円

ボトルビール

Yebisu

アサヒ スーパードライ

＜中瓶 500ml＞   902円
Asahi Super Dry

梅酒

＜グラス＞   825円
Ume-shu (Plum Wine)

サッポロ 黒ラベル

＜中瓶 500ml＞   902円
Sapporo Black Label

キリン 一番搾り

＜中瓶 500ml＞   902円
Kirin Ichiban

Bottled Beer

スッキリとフルーツサワーでD R I N K

Sour

レモンサワー   　

グレープフルーツサワー      　

巨峰サワー              　

青梅サワー 　　　      

＜グラス＞　　　   825円
＜グラス＞　　　   825円

＜グラス＞　　　   825円
＜グラス＞　　　   825円

爽やかな味わい

【赤しそ梅酒】

上質な甘さ

【蜂蜜梅酒】

すっきりまろやか

【緑茶梅酒】

紀
州 
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ロック　／　水割り　／ ソーダ割り　／　お湯割り

「氷」と「ミネラルウォーターまたはクラブソーダ」
1本をセットでお持ちいたします。

Small Glass

Large Glass

on the rock        with water       with soda                    with hot water
Small Bottle

Red perilla Green tea Honey

Glass

Glass

Shochu Cocktails

Glass

Glass



安房の舞

さわやかでやわらかな飲み口に仕上げた、鴨川館オリ
ジナルラベルの米焼酎。飲みやすさが特徴です。

1,980円300ml 瓶

Japanese Distilled Spirits ”SHO-CHU” /  WHISKY

焼酎・ウイスキー

豊富な味わい、多彩な飲み方。焼酎やウイスキーの
世界はとても奥が深いものです。料理の味や
お好みに合わせてお楽しみください。

ぼっち

落花生の芳ばしさと甘い香りを引き立
てるために、米とともに丹念に仕込み、
やや低温の減圧蒸留法で落花生の
焼酎を造りました。 香りのよい軽快な
味わいの焼酎に仕上げました。

550円グラス

3,850円720ml 瓶

Bocchi

Kicchomu

Kuroshiranami

米焼酎落花生焼酎

『ぼっち』とは晩秋から初冬にかけての風物詩。落花生は収穫後、
畑に野積みして天日乾燥させます。この野積みのことを八街市の
付近では「ぼっち」と呼んでいます。 落花生焼酎ぼっちのネーミ
ングは、その「野積み：ぼっち」にちなんで名付けられました。 

鴨川館オリジナル　やわらかな米焼酎

落花生の香ばしい甘みと香り

吉四六
大分県産麦焼酎の象徴的存在。
じっくりと熟成させ香り高く仕上げられた
麦焼酎の最高峰。

990円グラス

8,140円720ml 瓶

麦焼酎

黒白波
鹿児島県産さつまいもの甘みが
口いっぱいに広がり、芳醇で爽やかな
香りの余韻を楽しめます。

880円グラス

7,920円720ml 瓶

芋焼酎

※表示料金は消費税込となります

Glass

Bottle

Glass

Bottle

Glass

Bottle

Bottle

Awa no Mai

Made from Peanuts Made from Rice

プレミアムウイスキー Whisky

Made from Barley

Made from Sweet Potate

D R I N K

本日の銘柄につきましては、係にお尋ねください。

グラス：シングル 　
グラス：ダブル       　

ハイボール              　
ボトル  　　　      

1,650円
2,475円

1,650円
16,500円

Single

Double

Bottle

whisky with soda



※表示料金は消費税込となります

Local Sake

房総厳選地酒

全国有数の米どころであり、山々から注ぎ込む良質な
水にも恵まれた南房総には古くから多くの酒蔵が
点在しています。房総の魚と最高に相性がいい
厳選した地酒を是非ご堪能ください。
※生産数が少ないため数量限定となります。売切れの際はご容赦ください。

大山千枚田
純米
吟醸

【酒蔵】 鴨川市・亀田酒造　【日本酒度】 ＋1

日本で唯一、雨水のみで耕作を行っている天
水田、千葉県指定名勝の｢鴨川大山千枚田｣の
棚田米を全量仕込みしたお酒です。淡麗なが
らも力強いコクと旨みを持つ安房の地酒です

1,100円グラス

3,850円720ml 瓶

Oyama Senmaida

長狭米全量仕込みの純米吟醸

吉壽
純米
吟醸

【酒蔵】 君津市・吉崎酒造　【日本酒度】 ＋４ 辛口

上総の名水「久留里の水」を仕込み水として
千葉県産酒造好適米「総の舞」を原料米とし
丹精込めて仕込んだ純米吟醸酒。際立つ吟醸
香とさわやかな辛口が特徴のお酒です

1,100円グラス

3,850円720ml 瓶

Kichijyu

名水百選「久留里の水」で仕込んだ

無添加 自然舞
純米酒

【酒蔵】 いすみ市・木戸泉酒造　【日本酒度】 ＋2 やや辛

無農薬・無化学肥料はもちろん、堆肥も植物性
のものにこだわる自然農法で育てられたお米
を原料に使用した純米酒。米本来の「旨味」が
しっかりと感じられる身体にやさしいお酒

1,100円グラス

3,850円720ml 瓶

Shizenmai

自然農法米使用の身体にやさしい純米酒

吟の舞
純米
大吟醸

【酒蔵】 勝浦市・吉野酒造　【日本酒度】 ±0

東京サミットで各国首脳が賞味した純米大吟
醸。華やかな香りと軽快な味わいがなめらか
に広がる。アルコール度数が低めなので女性
にも人気のお酒です

1,650円グラス

5,500円720ml 瓶

Ginnomai

東京サミットで乾杯に使われたSAKE

大多喜城
純米
大吟醸

【酒蔵】 大多喜町・豊乃鶴酒造　【日本酒度】 ＋1

高級酒米・山田錦の中でも特等米を100％
使用し、米を45％まで精米した香り高い冷酒。
人気戦国武将・本多忠勝が初代城主であった
ことで知られる大多喜城をイメージしたお酒

1,650円グラス

5,500円720ml 瓶

Ohtakijoh

徳川四天王 本多忠勝の城の名を冠した酒

聖泉
純米
大吟醸

【酒蔵】 富津市・和蔵酒造　【日本酒度】 ＋2 やや辛

和蔵酒造の酒は、「料理の邪魔をせず一歩引
いて料理の味を引き出す」を念頭に造られる。
果実味あふれる吟醸香と後味のキレの良い
大吟醸で飲み心地は極めて繊細で淡麗です

1,650円グラス

5,500円720ml 瓶

Seisen

目指すところは「文化としての酒」

Glass

Bottle

Glass

Bottle

Glass

Bottle

Glass

Bottle

Glass

Bottle

Glass

Bottle

D R I N K



※表示料金は消費税込となります

ミニボトル＆徳利 地酒

清酒 上撰腰古井

上撰

【酒蔵】 勝浦市・吉野酒造　【日本酒度】 ＋3 やや辛

創業天保年間(1830)、地元の人たちに長く愛
され続ける勝浦の老舗酒蔵・吉野酒造。自社精
米の米と水にこだわり造られた酒は癖がなく、
飲みやすいと評判。常温・熱燗お好みでどうぞ

715円180ml 1合徳利

Sake （Josen Koshigoi） Koshigoi Namazake

Nama Chozoushu Kamogawa

極上の自然水と清らかな風土が生み出す、素朴なうまざけ

腰古井生酒
本醸造

【酒蔵】 勝浦市・吉野酒造　【日本酒度】 ＋2　やや辛

甘くてまろやかな山の自然水（軟水）を使って
仕込んだ生酒は、フレッシュで爽やかな風味と
、軽くやわらかな味わい。食中酒として、地元
でもお馴染みの定番酒です

1,430円300ml 瓶

爽やか風味の淡麗辛口

生貯蔵酒「鴨川」
純米
吟醸

【酒蔵】 鴨川市・亀田酒造　【日本酒度】 －2 やや甘

地元酒蔵「亀田酒造」とのコラボレーションで生まれた純米吟醸の
オリジナル生貯蔵酒。低温醗酵で醸したお酒で、飲み口のなめらか
さが特徴。鴨川館のお魚料理との相性も抜群です。

1,430円300ml 瓶

鴨川館オリジナル生貯蔵酒

 

【地元亀田酒造】大吟醸 鴨川館

フルーティーな吟醸香とキリッとした味わいが好評。
山田錦を 100％使用し、秘伝仕込みで醸した大吟醸。
醸造を手掛けるのは、宝暦年間（1751～1763 年）創業、
地元・鴨川の「亀田酒造」さん。代表銘柄「寿萬亀（じゅまんがめ）」
を筆頭とする昔ながらの完全手造りにこだわる酒蔵です。
同蔵の製造する酒は、全国新酒鑑評会で連続入賞している
ほか、全国で唯一、明治神宮に酒を献上していることでも
知られています。

明治神宮にご奉納するお酒を造る、

全国唯一の酒蔵が手掛ける、絶品大吟醸酒

Original Sake of Kamogawakan

7,150円720ml 瓶

Bottle

Bottle　【日本酒度】 ＋3 やや辛

Bottle



ソフトドリンク

Soft drink

微炭酸・ノンシュガー・保存料不使用・ノンアルコール・
果汁 100％のナチュラルスパークリングジュースです

南仏産のスパークリング・ナチュラルミネラルウォーター

オレンジジュース

＜グラス＞　   　　550円
Orange Juice

アップルジュース

＜グラス＞   　　　550円
Apple Juice

グレープフルーツジュース

＜グラス＞   　　　550円

＜グラス＞   　　　550円

Grapefruit Juice

トマトジュース Tomato Juice

果汁100％ジュース 100％ Pure Fruit Juice

酒々井町ゆずサイダー

＜ボトル 340ml＞   　　　550円
Yuzu Cider

炭酸ドリンク Sparkling Juice

アサヒ ドライゼロ

＜ボトル＞   　　　550円
Asahi Dry Zero

サントリー オールフリー

＜ボトル＞   　　　550円
Suntory All Free

ノンアルコールビール Non-Alcoholic  Beer

カシスオレンジ テイスト

＜グラス＞   　　　660円

ボトルビール

Taste of Cassis＆Orange

シャルドネ・スパークリング

＜グラス＞   　　　660円
Taste of Chardonnay Sparkling

ノンアルコール梅酒

＜グラス＞   　　　660円
Taste of Ume-shu

ノンアルコールカクテル Non-Alcoholic Cocktail 

コーヒー（HOT / ICE）   
＜カップ／グラス＞   550円

Coffee

カフェオレ（HOT / ICE）   
＜カップ／グラス＞   660円

Cafe au Lait

コーヒー・紅茶 Coffee & Tea

※表示料金は消費税込となります

コカ・コーラ

＜グラス＞   　　　550円
Coca Cola

カナダドライ ジンジャエール

＜甘口・グラス＞   　　　550円
Canada Dry Ginger Ale

ウィルキンソン ジンジャエール

＜辛口・グラス＞   　　　550円
Wilkinson Ginger Ale

アップルタイザー

＜ボトル 275ml＞   　　　880円

＜ボトル 275ml＞   　　　880円

Appletiser

グレープタイザー Grapetiser

ペリエ（プレーン）
＜ボトル 330ml＞   　　　880円

Perrie (Plain)

千葉県酒々井町で 300 年続く日本酒
蔵元「飯沼本家」が手掛けたご当地
サイダーです

Glass

Glass

Bottle

Bottle

Glass

Glass

Bottle

Glass

Glass

Glass

Bottle

Bottle

Bottle

Glass

Glass

Glass

Cup  /  Glass

Cup  /  Glass

紅茶（HOT / ICE）   
＜カップ／グラス＞   550円

Tea

Cup  /  Glass

ロック　／　水割り　／ ソーダ割り　／　お湯割り
on the rock        with water       with soda                    with hot water

D R I N K


