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　小田原の地で30年以上、地魚や各地の
旬の魚を競り落とし、その日のうちに加
工して干物を製造しています。店頭では、
漁港の潮風にさらしてじっくりと乾燥させ
るイワシの丸干しや、小田原名物のアジを
絶妙な味加減で漬け込んだ味醂干しなど
を、製造直売ならではのリーズナブルな
価格で販売。西京漬けと八丁味噌の２種
類の味を用意したサワラは、味噌の香りと
ふっくらジューシーな身がご飯と良く合い
ます。お土産やギフトにもおすすめです。

港のひもの屋 牧屋

1店頭で販売される地魚の丸
干し（1串8尾）　2小田原自
慢のアジは味醂干しも美味 　
31枚1枚真空パックにして
販売

information
☎0465-22-6849　 小田原市早川1-15-4

7：00〜17：00　■休 無休

漁港の潮風が育む
旬鮮魚の干物

1

小田原の魚は干物にして
も絶品。お土産にも喜ばれ
そう。

2 3

小田原 イルマーレ 検索

04

　小田原漁港に面した抜群のロケーショ
ンで味わうイタリアンは、「その時の一番
いいもの」というシェフの思いが一皿一皿
に込められています。シェフ自らが毎朝市
場で魚を買い付け、その日のメニューを考
えるという徹底した「地産主義」を貫きま
す。そのこだわりは使用する野菜にも表れ、
知り合いの農家などから仕入れた安心安
全な食材を使用。小田原で育まれた海と
大地の恵みをいただく、そんな雄大な気
持ちを抱かせてくれるお店です。

イルマーレ

1前菜の鮮魚のサラダ仕立ては小田原
の幸を詰め込んだ一皿　2心地よい潮
風を感じられるテラス　3セミカジュ
アルな雰囲気の店内

information
☎0465-24-1510　 小田原市早川1-11-6

12：00〜14：00最終入店／18：00〜20：30（日
曜〜19：00）最終入店　■休月曜（祝日は営業、
翌日休業）

1

漁港そばのイタリアン
海と大地の恵みを食す

大切な人との食事に利用し
たい、素敵な雰囲気のイタ
リアンです。

2

3

05

　小田原土産の代名詞ともいえるかまぼ
こを作り続けて80余年。全国蒲鉾品評会
では、農林水産大臣賞や名誉大賞など受
賞歴も豊富です。ショーケースには、板付
蒸しかまぼこや伊達巻、さつまあげ、しん
じょうなど、創業当時から変わらない味付
けの商品が並びます。一押しの上かまぼこ
をひと口頬張れば、素材の旨味がふんわり
柔らかな食感とともに広がります。ねぎと
生姜を練り込むことで風味豊かな味わい
が楽しめる焼ちくわも好評です。

豊富な練り物を
製造直売

杉兼商店 早川店

information
☎0465-22-7548　 小田原市早川1-11-3

平日6：30〜17：00（日祝8：30〜）
■休 不定休（市場の休みに準ずる）

1豊富な品ぞろえが自慢　
2生姜の風味がきいた焼ち
くわ　3漁港に面した明る
い店内

1

杉兼商店 検索

バラエティ豊かな品ぞろえ
で、商品を選ぶのが楽しい
お店です。

23

06

　「おいしい食事で心も体も健康に」とい
う思いを込め、医食同源をコンセプトにし
た健康志向のメニューを提供。豊洲直送
のマグロを使った旨さとろける生マグロ丼
や、贅を尽くした新鮮魚介が彩る海鮮築
地丼など、期待を裏切らない逸品の数々
が漁港ならではの良心価格で味わえます。
豊富なルチンによる抗酸化作用で注目さ
れる韃靼そばも、店主こだわりの一品。セッ
トで注文したい天ぷらは、藻塩でさっぱり
といただくのがおすすめです。

緑水門

1本マグロも入った特盛の生マグロ
丼　2体に良い韃靼そばは味も格別　
3隠れ家のような雰囲気の店内

information
☎0465-24-1631　 小田原市早川1-3-9　

11：30〜15：00（17：00〜20：00は予約営業）　
■休火曜（水木曜はお問い合わせください）

1

生マグロと韃
だ っ

靼
た ん

そばで
医食同源を追い求める

おいしくて美容と健康にも
良いなんて、女性には最高
のお店！

2 3
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　名物小田原丼は、地魚4種と甘エビ、ホ
タテ、スルメイカ、イクラなどの新鮮なネ
タが丼からはみ出さんばかりの迫力満点
メニュー。海鮮丼には汁物と小鉢も付い
てお得です。5種類の地魚フライ盛合わせ
定食や、エビ・アジのフライに金目鯛の煮
つけが付いた大漁定食など、味とボリュー
ムにこだわった定食も豊富に揃っていま
す。毎朝5時間かけて150㎏もの魚を仕込
む厨房スタッフの活気にあふれた店内は、
週末ともなれば満席必至の繁盛ぶりです。

魚市場食堂

1新鮮なネタが丼を埋め尽く
す小田原丼　2地魚のフライ
はサクッとジューシーな魚の
旨味を堪能できます　3広々
とした店内

information
☎0465-23-3818　 小田原市早川1-10-1

10：00〜15：00　■休 水曜

水産市場２階で発見
うまさ悶絶小田原丼

1

3

ボリューム満点のメニュー
で、観光前の腹ごしらえは
万全！

2

07

　天正15年（1587年）創業の由緒ある老
舗が生み出した新商品は、小田原で獲れ
たサバを使用したオイル漬け。鮮度抜群
のサバを高温で蒸しあげてほぐし身にし、
梅しそ、ねぎ味噌、ガーリック、山椒の４
種で味付けしました。熱々のごはんに乗せ
てもよし、パスタやサラダに加えてもよし。
和洋を問わず様々な料理に相性抜群の万
能選手です。いかの王様と称されるあお
りいかを使った「王様の塩辛」も、肉厚の
食感とほのかな甘みでワンランク上の上
品なおいしさと評判です。

鮑屋

1鯖の風味が食欲をそそる４種のオ
イル漬け　2サラダやパスタにかけ
れば味付けのアクセントに　3あお
りいかの塩辛

information
20120-293-005　 小田原市早川1-5-12

10：00〜15：00　■休 市場の休みに準ずる

1

絶品鯖のオイル漬け
ごはんのお供にいかが

2

3

サバのオイル漬けも塩
辛も、ごはんが止まら
ないおいしさです！

08

　毎朝の競りで仕入れた鮮度抜群の魚を
熟練の手業で来店客に振る舞う、小田原
漁港屈指の歴史を誇る繁盛店。その日の
水揚げによってお品書きが変わる日替り定
食をはじめ、油の種類や温度に並々なら
ぬこだわりを持つアジフライなど、看板メ
ニューは数知れず。本当に旨い魚料理を
求める人々が日々行列を成します。2018
年には店内をリニューアル。漁港周辺では
珍しくディナーも営業しているので、観光
時の食事処として使い勝手も抜群です。

わらべ菜魚洞

鮮度と味、雰囲気に
こだわる漁港の古参店

information
☎0465-22-4858　 小田原市早川1-5-4

11：00〜14：00L.O./17：00〜20：30L.O.
■休 水曜（ランチは営業） わらべ菜魚洞 検索

素敵な店内でいただく料理
の数々は、行列に並ぶ価値
有りですよ。

1その日仕入れたネタをふんだんに
使った日替り定食　2ふっくらサクサク
のアジフライは自家製のタルタルソース
で　3上質な和空間が広がる店内

3

2

1

鮑屋 検索

活気のある店内は港町なら
では。大勢でわいわい楽し
みましょう！

　浜焼きや海鮮丼専門店など4店舗が集
合。BBQが80分間食べ放題の「漁師の浜
焼あぶりや」は、30分に一度、高級食材
などが無料で振る舞われる「漁師の漢気
タイム」が評判です。「海鮮丼屋海舟」は、
海舟海鮮丼をはじめ新鮮地魚を使った20
種類以上の海鮮丼が揃います。名物とろ
サバ棒などの食べ歩きグルメが人気の「旨
いもの屋台」、かまぼこや干物などの厳選
した名産品が手に入る「お土産処 かねよ
し」と、好みのスタイルで楽しめる漁港グ
ルメのテーマパークです。

information
☎0465-24 -7800　 小田原市早川1-9

10：00〜22：00（店舗によって異なります）
■休 無休

1

3

小田原早川漁村 検索

2 1F 漁師の浜焼あぶりや

1F 漁師の浜焼あぶりや

10

小田原早川漁村

漁港グルメの
テーマパーク

1豊富な海鮮を豪快
な浜焼きに　2大勢
でテーブルを囲めば
おいしさも倍増　3
海鮮丼はネタの鮮度
に自信あり　4毎朝
市場で買い付ける鮮
魚が自慢

4

2F 海鮮丼屋 海舟
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　海鮮丼激戦区の小田原漁港周辺でも一
目置かれるふるはうす海鮮丼は、ボタン
エビにトコブシ、マグロのトロ、クロム
ツ、ワラサ、カニのほぐし身など、贅を尽
くしたネタが丼を包む至極の一杯。スタッ
フの遊び心から生まれたその名もクレイ
ジー天丼は、８本のエビとカマス２本、イ
カの天ぷらが山のように盛り付けられ、「イ
ンスタ映え」間違いなしです。ゆったり
とくつろげる座敷席もあり、テラス席では
ペットと一緒に食事を楽しめます。

海幸料理 ふるはうす

1高級ネタを惜しげもなく使ったふ
るはうす海鮮丼　210本の天ぷら
が刺さったクレイジー天丼　3小田
原ならではのアジフライも人気

information
☎0465-23-8778　 小田原市早川1-4-17　

11：00〜16：00（土日祝〜18：00）
■休 水曜

1

満腹間違いなしの
豪快海鮮丼と天丼

新鮮な魚介類を、子どもや
ペット連れでも気軽に味わ
えるのがうれしいですね。
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　獲れたての鮮魚にこだわりながらも、
リーズナブルな価格を守り続ける地魚料
理専門店。小田原自慢のアジを堪能でき
るアジ御膳セットは、身が締まったアジ刺
しにサクサク食感のアジフライ、選べるメ
イン料理（三色丼、アジうどん、アジまご
茶漬け）など、その名に恥じないアジ尽
くしのセットです。刺身やミニちらし、ミ
ニにぎりにサラダ、デザートも付いた竜宮
セットは女性におすすめ。アジを使ったメ
ンチや春巻、餃子など、店主のアイデア
が光る創作メニューもご賞味あれ。

小田原のアジを
変幻自在に調理

ぎょギョ魚の三太郎

大将こだわりのアジ料理
は必食！宴会にも利用
できる便利なお店です。

information
☎0465-21-3363　 小田原市早川1-5-18

11：00〜14：00／17：00〜21：00　■休 月曜

1一番人気のアジ御膳セット　2
気さくな人柄の大将　32階には
座敷も完備

12

　卸問屋直営ならではの、脂が乗った本場
のマグロが味わえる専門店。看板メニュー
の頭身四点盛りは、牛肉のような食感に驚
愕のエラ身とホホ肉、中トロ並みにとろけ
るハチノミなど、スーパーなどではお目に
かかれない希少部位を食べ比べできます。
ご飯ものを頼むなら、１日５食限定のかし
わマグロ三昧丼で決まり。美しいピンク色
の大トロを筆頭に、中トロ、カマトロ、ハ
チノミ、赤身・中落ちと、ため息もののお
いしさに思わず笑顔がこぼれます。

匠の目利きが光る
極上マグロを食べ比べ

かしわ水産

13

　「漁師たちが食べるご飯」をコンセプト
に、味・鮮度・ボリュームの三拍子揃った
海鮮メニューを提供。目の前の小田原漁
港で朝一番に仕入れ、そのままの状態で
下処理した極厚の刺身が花開く海鮮漁師
丼をはじめ、丼からはみ出すほどの巨大な
エビが迫力満点の超特大！大海老天丼（1
日限定5食）、鯛カブト干物定食など、漁
師めしの名に恥じないラインナップが自慢
です。店内は完全バリアフリー対応で、車
椅子の方も安心して利用できます。

漁師めし食堂

1人気ナンバーワンの海鮮漁
師丼　2超特大！大海老天丼 　
3鯛カブト干物定食

漁師めし食堂 検索

information
☎0465-24-0056　 小田原市早川1-4-8

10：00〜16：00（土日祝〜17：00）　■休 無休

漁港ならではの
豪快海鮮尽くし

1

お店自慢の海鮮メニューは
味もボリュームも100点！
漁師気分で召し上がれ。

2 3

外国人向けのメニュー
を用意してくれている
のは高ポイントです！

information
☎0465-20-3307　 小田原市早川1-4-10

10：30〜14：00L.O.（土〜15：30L.O. ／日祝8：00〜
15：30L.O.）　■休火・水曜 かしわ水産 検索

1

2

3

1

1かしわ水産を代表するマグロの
頭身四点盛り（手前）と、大トロ
をはじめとした上質なマグロを堪
能できるかしわマグロ三昧丼　2
自慢のマグロを家庭で楽しめる柵
売りも人気　3ゆったりとくつろ
げる広々とした店内

2

3
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　鮮度で勝負のさしみ盛合せ定食は、そ
の日仕入れた海鮮6種にご飯と味噌汁、小
鉢、漬物がセットになった死角なしの鉄
板メニュー。たたきとなめろうが選べるア
ジ定食や、絶品と名高いアジフライが堪
能できるミックスフライ定食、海鮮丼な
ど、職人気質の主人が腕を振るうメニュー
の数々が観光客の胃袋を満たしています。
漁港に店を構えて数十年、おしどり夫婦な
らではのあうんの呼吸でてきぱきと仕事を
こなす姿勢にも頭が下がります。

かご平

1漁港ならではの鮮度が自慢のさしみ
定食　2脂の乗りが格別なアジの刺身　
3夫婦の人柄が心地よい居心地の秘訣

information
☎0465-23-1429　 小田原市早川1-6-10

11：00〜17：00　■休 日曜

1

漁港めし一筋
良心価格の定食充実

素敵なご夫婦の人柄にひか
れ、思わず長居してしまい
そう！

2

3

18

17

　実力派の飲食店が軒を連ねる小田原水
産会館に店を構え、小田原をはじめ全国
の旬鮮魚をリーズナブルに味わえます。丹
精込めて揚げるアジフライは、サクッと頬
張れば厚みのある身がフワッととろける魅
惑のメニュー。プリプリ感がたまらないア
ジの刺身もおすすめです。お米にはこだわ
りの小田原産を使用し、粒立ちの良い食
感と噛めば噛むほど広がる甘みが魚のお
いしさを引き立てます。メイン通りから外
れた場所だからと侮るなかれ。知る人ぞ
知る逸店としての風格が漂います。

　開店前から営業終了まで行列が絶えな
い店は、細腕店主と女性スタッフが切り盛
りするアットホームな居心地です。こだわ
りのパン粉と油を使って揚げたアジフライ
は、大ぶりの身とサクフワ食感に感動。専
門業者から仕入れるソースとの相性も抜
群です。一番人気の刺身3点とアジフライ
のセットをはじめ、自慢の揚げ物を堪能で
きるミックスフライ定食（アジ・エビ・ホ
タテ）、三食丼（シラス・イクラ・ネギトロ）
など、繁盛店の風格漂うメニューが目白押
しです。

港のごはんやさん

大原

1これぞ大原の代名詞、刺身3点とアジ
フライのセット　2店先の名簿に名前を
記入して順番を待ちます　3カウンター
2席とテーブル3卓のシンプルな店内

information
☎0465-23-3958　 小田原市早川1-6-10

平日6：30〜14：00（日祝11：00〜）　■休 不定休

information
☎0465-24-0665　 小田原市早川1-6-10

11：45〜14：30　■休 日曜、第2・4月曜

1

1

サクふわ食感の
アジフライの虜

行列の先に待つ
黄金色のアジフライ

おかみさんが揚げるアジフ
ライがとてもおいしい！ア
ジ刺しの鮮度も抜群です。

2

1フライと刺身がいっぺんに楽しめる
アジセット　2かわいらしい犬のオブ
ジェが目印　3座敷ならゆったりくつ
ろげます

2

3

3

15

　小田原漁港で水揚げされた10種類を超
える鮮魚を厚切りにし、ご飯が隠れるほど
豪華に盛り付けた人気ナンバーワンの海
鮮どど丼や、朝どれの生しらすどど丼、ア
ジフライ定食など、仲卸直営店ならではの
新鮮な海の幸がリーズナブルな価格で味
わえます。オリジナルのアジコロッケは、
隠し味に小田原産曽我の梅干しを練り込
んだじゃがいもを、アジの半身と大葉で巻
いた食べ応え抜群のサイドメニュー。カウ
ンターに立つ女性従業員の笑顔にも癒さ
れる隠れた名店です。

めし家 やまや

information
☎0465-46-9551　 小田原市早川1-6-10

11：00頃〜15：00頃（魚がなくなり次第終了）
■休 水曜（臨時休業あり）

1

ドーンと迫力抜群の
海鮮メニューに舌鼓

1新鮮なネタが丼を埋め尽くす海鮮
どど丼　2アジの旨味とホクホク食
感が楽しめるアジコロッケ　3女性
店長が出迎えてくれます

2

アジコロッケは梅の
酸味がアクセントに
なってあと引くおい
しさ！

3
行列が絶えない人気店なの
で、早めの来店がおすすめ
ですよ！
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　潮の香りと海風が心地よい、南イタリア
の港町を思わせる小洒落たレストラン。小
田原漁港で水揚げされたばかりの魚介類
を使ったパスタや、イタリア直輸入の専用
窯で焼き上げるピザなど、本格イタリアン
が開放的なオープンキッチンから提供さ
れます。窓から望むオーシャンビューのロ
ケーションが心地よいランチはもちろん、
ムードたっぷりの店内でゆったりとくつろ
ぐディナータイムもおすすめ。100種を超
えるワインからお気に入りの１本を選ぶの
も楽しいひとときです。

ポルト・イルキャンティ

information
☎0465-23-6220　 小田原市早川1-6-5　 11：30
〜15：00L.O. ／17：00〜22：00L.O.（土日祝11：30〜
22：00L.O.）　■休無休

漁港裏手の異空間で
本格イタリアンに酔う

海を眺めながら食べるイタ
リアンは素敵な思い出にな
りそうですね。

1トマトスープに唐辛子と
ガーリックがきいた真夜中の
スパゲティ　2ふっくら食感
のシラスがたっぷり乗ったマ
ルゲリータ　3港をイメージ
した奥行き感のある店内

1

3 2

ポルト・イルキャンティ 検索

19

　2015年にオープンした座席数64席の
広々とした大衆食堂。単品メニューにご飯
セットを付ければ、魚や海藻など4種のご
飯が食べ放題になるサービスが好評です。
一番人気のなみ漬け丼をはじめ、高級魚
として知られるオシツケ（アブラボウズ）
が味わえるなみ海鮮丼など、小田原漁港
で水揚げされた地魚を存分に堪能できま
す。小田原をはじめ足柄平野で育まれた
穀物や野菜、肉類を使ったメニューも数多
く、何度でも足を運びたくなる人気店です。

港の台所 なみ

1ご飯と漬けネタが別々に提供される
なみ漬け丼　2カウンターやテーブル
席など広々64席　3幻の高級魚オシツ
ケも味わえます

information
☎0465-87-5584　 小田原市早川1-6-10

9：00〜16：00（土 曜8：00〜18：00、日 祝7：00
〜18：00）　■休 木曜

1

ネタたっぷりの漬け丼に
食べ放題のご飯がすすむ

3

港の台所　なみ 検索

たくさんのメニューに目移
りしそう！お代わり自由の
ご飯もうれしいですね。

2
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　職人の手で１枚１枚ていねいに手開きし
た干物は、魚種ごとに塩漬けの塩梅を加
減して魚本来の旨味を引き出します。でき
たて新鮮な真アジの開きはふっくら食感
が病みつきに。小さな子どもも安心の骨
取りサバや、サワラのバターソテー、金目
の西京漬けなど一押しの干物、お買い得
な訳あり特価品がスタッフ手作りのかわい
らしいポップとともに並びます。様々な海
鮮加工品や地元小田原のお菓子を集めた
コーナーも用意され、干物店とは思えない
バラエティ豊かなラインアップは観光みや
げに最適です。

早川みやげに
できたて干物

ひもの屋半兵衛

information
☎0465-42-9755　 小田原市早川1-6-11

9：00〜17：00　■休 無休

1

1真アジの開き（4枚入り）　2店
長の椙崎さん　3加工品も充実

2

3

真アジの開きは小田原を代
表する干物！元気な店員さ
んの姿も好印象です。

21

　鮮魚店や寿司店、海鮮市場、干物店、
燻製店など10軒が並ぶセンター内で好き
な魚介や地場野菜を購入したら、中央に
ある開放的な海鮮バーベキューコーナー
ですぐに食べられる、アウトドア感満載の
市場エンターテインメント空間。用具は全
て揃っているので手ぶらで来店でき、屋
根付きなので天気の心配も不要です。家
族や友人、カップル同士でわいわい楽し
みながら、小田原自慢の海の幸を食べ尽
くしてみては。小田原観光のお土産探しに
も最適。

小田原さかなセンター

見て、買って、食べる
これぞ漁港の醍醐味

information
☎0465-23-1077　 小田原市早川1-6-1

9：30〜17：00（一部店舗を除く）　■休 無休
小田原さかなセンター 検索

その場で買った魚介類を
バーベキューで味わうなん
て、漁港ならではの贅沢！

1好きな食材をその場で選べる海鮮
バーベキュー　2とろけるような食
感が病みつきの本マグロの大トロカ
マ　3小田原土産もおまかせ

1

2

3
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　早川の地で70年、昭和の風情を残す食
堂は、仲睦まじい夫婦が営むどこか懐かし
い雰囲気。「青木食堂といえばカツ丼」と
地元住民が口を揃えるカツ丼は、絶妙な
火加減で仕上げたふわふわトロトロの卵と
ジューシーなカツが、ほんのり甘いダシの
風味と相まって食欲をそそる必食の一杯
です。地の鮮魚を使った刺身定食や天丼、
チキンライス、カレーライスなど、どれも
手作りならではの優しい味わい。店主やお
かみさんとのふれあいも楽しい、人情味あ
ふれるお店です。

青木食堂

information
☎0465-22-5872　 小田原市早川208

11：00〜19：00　■休 月曜

早川駅前にたたずむ
昭和レトロな人情食堂

日本人には懐かしく、訪日
観光客には日本ならではの
雰囲気が魅力的なお店です。

1この味を求めて訪れる人も多いと
いう名物のカツ丼　2アジフライ
定食など港町の食堂ならではのメ
ニューも　3優しい笑顔で迎えてく
れるおかみさん

1

2

25

　早川駅からTOTOCO小田原に続く「早
川駅前通り」で、生鮮海産物を扱い約70年。

「鮮度の良いものを売り、お客さんの要望
に応える」という創業当時からの志を受け
継ぐ三代目が小田原漁港で仕入れる魚は、
目の色、身の締まり具合が違います。小田
原を代表するアジをはじめ、ホンカマス、
ネイラカマス、銚子のキンメダイなど、季
節の鮮魚を良心価格で販売。「小田原の海
の幸を一人でも多くの人に」を合言葉に、
店頭だけでなく引き売りも行っています。

魚由

information
☎0465-22-2037　 小田原市早川186

9：00〜19：00　■休 日曜・祝日

「お客様第一」貫き
良心価格で鮮魚販売

目利きのご主人が買い付け
た魚は、どれも折り紙付き
の鮮度ですよ。

1澄んだ目と鮮やかな赤色をしたエ
ラが新鮮なアジの証し　2慣れた手
つきで鮮魚をさばく　3水揚げされ
たばかりの魚が並ぶ

1

3 2
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　銀座の東京吉兆やパリの人気和食店で
修業を積んだ店主が2015年にのれんを
掲げると、わずか数年で予約必至の人気
店に。早朝の競りで自ら仕入れる地魚、
小田原で育った地場野菜を使った和食の
数々は、味に一家言ある食通もうならせ
る逸品です。締めの一皿として提供され
る自家製粉の手打ちそばも、歯触りのよ
さとさわやかなのど越しで専門店顔負け
のおいしさ。美しい盛り付けの料理に負
けない瀟洒な店内デザインにも、店主の
センスが光ります。

フランス帰りの店主が
生み出す地産割烹

ながや

information
☎0465-22-8765　 小田原市早川211-2

12：00〜入店13：00頃／17：30〜入店19：00頃　
■休 水・木曜

駅前ながら風情たっぷりの
お店で、ご主人こだわりの
割烹料理を味わえます。

1

1食事の最後に提供される手打ちそば　
2季節の食材が並ぶ前菜　3こぢんま
りとして落ち着いた店内

3

2

小田原四季の代表魚 おいしい
調理法

1月 2月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

漁師が選んだ！

アジ
味が良いことからその名がついたとも。小田
原を代表する魚です。

たたき、刺身、
酢じめ、フライ、
南蛮漬け

刺身、照り焼き、
ムニエル、
塩焼き

刺身、壺焼き、
混ぜご飯

刺身、焼き

揚げる、煮る、
焼くなど

刺身、塩焼き、
フライ

刺身、ムニエル、
昆布締め

刺身、煮付け、
塩焼き

ブリ
寒い季節に脂がのって旬を迎え、小田原で
は３～４月に定置網に入ります。

サザエ
小田原周辺のサザエは丸みを帯びていて、
やわらかい身が特徴です。

イセエビ
味はもちろん縁起物としても人気。4～5月、
8～9月に刺し網で漁獲されます。

サバ
秋を代表する魚のひとつで、脂ののりは抜
群。調理法を選ばない万能選手です。

カマス
淡泊かつ上品な味わいで、価格も手ごろ。中
骨を取り除いたかます棒も人気です。

ヒラメ
小田原は関東有数のヒラメの産地。12月～
4月に漁獲の最盛を迎えます。

イシダイ
全国屈指のイシダイの産地・小田原。冬～春
に脂を蓄え、身のしまった白身が人気。

…水揚げシーズン

3



小田原漁港へのアクセス

西湘バイパス『早川』出口から約１分
小田原厚木道路『小田原西』出口から約４分

JR 東海道線『早川駅』から徒歩約５分

車でお越しの方

電車でお越しの方

gurutto ODAWARA
one day trip！ 小田原漁港周辺
ガイドブック

日
本
で
一
番
、

駅
か
ら
近
い
漁
港
。
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特別対談
鮮度良し 小田原の海の幸を皆様に

漁港の駅
TOTOCO小田原オープン！

ワンデイトリップ
「海とグルメと歴史散歩」

海の幸を食べ尽くそう！
飲食・物販店ガイド

漁港
周辺

25店
舗一
挙紹
介


