
1,400円（税別）

海鮮茶屋 魚國

かまぼこ、梅干しなど地場食材盛り合わせほか
本日の朝どれ海鮮小田原丼

小田原市栄町1-1-9 小田原ラスカ2F
0465-24-1187
11：00～L.O.21：00
元日・9月第2水曜日
提携駐車場有

限定20食
2,000円（税別）

※水揚げ状況によっては、
ご提供できない場合があり
ます。

新鮮な地魚のみを用いた鮮魚店
ならではの海鮮丼

1

小田原市栄町2-3-4 美ゆ紀ビル1F
0465-22-3341
11:00～24:00(L.O.23:00)
無し 
無し

小田原魚河岸 で ん小田原魚河岸 で ん

特製 あら汁
湘南しらすの小田原三色丼

生・釡あげ・ 名物「沖漬けし
らす」を盛った丼

3

富士屋ホテル フュージョンダイニング F富士屋ホテル フュージョンダイニング F
小田原どん・ビストロスタイル

ローストビーフどん
スープ・デザート

小田原市栄町1-1-9 小田原ラスカ2F
0465-21-2880
11：00～L.Ｏ.21：00
小田原ラスカの定休日に準じる
無し

限定15食
予約可ローストビーフを使った

ビストロスタイルのどんぶり

1,714円（税別）

2

じんりきシーフードバールじんりきシーフードバール
小田原山海恵み丼～かまぼこミルフィーユカツ～
地魚ヅケ・温卵・地物味噌汁・鯵骨出汁茶漬け

ランチのみ提供
予約可

1,200円（税別）

4

蒲鉾ともち豚のミルフィーユカツ、
地魚のヅケを盛り込んだ丼

4

小田原市栄町2-4-3-1Ｆ
0465-22-2978
月～木 17：00～25：30
金・土・祝前日 17：00～26：30
日 11：30～14：30/17：00～23：00
無し　        近くに有料駐車場有

菜こんたん菜こんたん
小田原・鯵のサクサク丼

お吸い物、香の物

限定10食鯵のフリッターは衣に生ビー
ルを。外はサクサク！

1,180円（税別）

6

小田原市栄町2-5-5
0465-22-7537
11：30～L.O.14：00/17：00～L.O.21：30
第3月曜日、日曜日、1月1～3日
近くに有料駐車場有

魚豆ごころ 鬼瓦平蔵魚豆ごころ 鬼瓦平蔵
平蔵小田原丼

鉢・味噌汁・コーヒー または 紅茶

1,400円（税別）

5

板長自ら厳選して小田原漆器に
盛った自慢の逸品

5

小田原市栄町2-5-1
0465-21-6002
11：00～L.Ｏ.14：00
16：30～L.Ｏ.23：00
火曜日       無し

※水揚げ状況によっては、
　内容が変わる場合があります。

限定10食
ランチのみ提供

1,500円（税別）
自然豊かな南足柄の大地で育った
相州牛の柔らかさと旨みが凝縮

7

小田原市栄町3-1-10
0465-22-2336
11：30～L.O.13：30
17：00～L.O.22：30
火曜日　　　7台有

本格和牛炭火焼 和牛屋本格和牛炭火焼 和牛屋
小田原 和牛屋こだわり丼

手作り白菜キムチ・吸い物

限定10食
予約可鯵の全てが詰まった、まさに

小田原を感じるご当地丼です

1,680円（税別）

9 和食創作 え ん和食創作 え ん
鯵な小田原かき揚げ丼

香の物・小鉢

小田原市栄町2-1-20
0465-24-2220
11：30～L.O.14：00（土日祝 L.O.14：30）
17：30～L.O.22：30
無し        無し

限定10食
予約可

1,280円（税別）

8

小田原市栄町2-1-3
0465-22-2940
11：30～L.O.14：00（祝日は休み）
17：30～L.O.23：30
日曜日・祝日の月曜日       無し

地あじのたたき・しそ巻き天ぷら・
国産牛のたたきをのせた逸品

ひなたやひなたや
小田原三色どん
サラダ・みそ汁・小鉢

1,080円（税別）

4

創業230年の老舗蒲鉾店に伝わ
る秘伝レシピをもとに作った逸品

10 海鮮丼屋 小田原海舟海鮮丼屋 小田原海舟
小田原かまぼこカツ丼

小田原市栄町1-14-55
0465-24-2237
平日　11：00～L.O.18：00
土・日・祝11：00～L.O.19：30
無し        無し

小田原鯵丼と日本そばは
相性バツグン！

1,200円（税別）

12
そば処 橋 本

小田原鯵丼
香物・汁物

小田原市栄町1-13-37
0465-22-5541
11：00～L.O.19：00
金曜日11：00～L.O.18：00
元日のみ
無し

小田原市栄町１－５－１４
0465-23-1126
11：30～L.Ｏ.22：00
無し
有り

万葉の湯 小田原館万葉の湯 小田原館
小田原鯵なめろう丼

だし汁セット・香の物

1,496円（税別）

5

小田原魚市場直送の鯵を地元産の梅・
味噌と合わせてなめろうに仕上げました。

11

限定10食
予約可

1,500円（税別）
曽我梅林をイメージして梅風
味に仕上げました

25 そば茶屋 矢秀庵

小田原鯵梅香丼
小鉢・サラダ・海老天・小丼そば・香の物

小田原市成田807-2
0465-37-1150
11：00～21：30
元日のみ
20台有

ランチのみ提供もち豚を使用し、梅ソースで
仕上げた絶品丼

896円（税別）

27 じんりき ぐりるんばーじんりき ぐりるんばー
小田原グリル屋のもち豚丼 ～梅風味～

季節のミニサラダ付

小田原市中里313-12 
0465-20-3187
11：00～L.O.22：00 (フード)
　　　 ～L.O.22：30 (ドリンク)
無し
ダイナシティ駐車場

ダイナシティWALK内

限定10食
予約可

1,250円（税別）

26

和もち豚と地魚のコラボレー
ション。料亭ならではの逸品

料亭 門 松料亭 門 松
料亭の「山海の恵み小田原丼」

先付・吸い物・水菓子

小田原市鴨宮169
0465-47-2211
12：00～L.O.14：00
17：00～L.O.21：00
年末年始のみ　　　　　 30台有

1,000円（税別）

4

ブランド豚「やまゆりポーク」を使
用し、特製梅ダレで仕上げた逸品

28 横濱 ぶらんとん横濱 ぶらんとん
小田原炙り豚丼 梅え味

スープ・香の物

フレスポ小田原
シティーモール店
フレスポ小田原
シティーモール店

フレスポ 小田原
シティーモール北館小田原市前川100

0465-47-5754
10：00～L.O.20：30
無し
フレスポ小田原シティーモール駐車場

限定10食

1,250円（税別）

5

地場の新鮮な鯵を天ぷらに。半分は
梅と共に残りは特製出汁茶漬けで

29 相 仙相 仙
小田原鯵天梅茶漬けどん

お新香・小鉢・特製出汁

小田原市国府津4-2-4
0465-47-8329
11：30～13：30
17：00～L.O.22：30
月曜日      2台の他提携駐車場有

限定10食
ランチのみ提供

小田原の一品と三色海鮮の
学生盛りどん

学生価格477円
一般価格762円（税別）

30 関東学院大学 小田原キャンパス関東学院大学 小田原キャンパス
学生まんぷく海鮮どん

みそ汁

関東学院大学
小田原キャンパス小田原市荻窪１１６２-２ 

0465-35-8209
月～金 10:00～15:00
土 10:00～1４:00
日・祝・休講日・休業期間
有り

※小田原どん
提供日は
水曜日・金曜日のみ。

※12:00～13:00は
大変混雑いたします。

限定10食

小田原どん
　　　マップ

は登録商標です


