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主に地元の食材を最大限に美味しく召し上がっ
て頂く事を前提としたメニューになっています。
中でも「へしこの刺身」は当店の一押しメニュー
です。オーソドックスなメニューながら、調理に一
工夫したお料理を、リーズナブルなお値段でご提
供いたします。

落ち着いた空間で大人がゆっくり食事できる割
烹をコンセプトに、贅沢なひとときを提供いたし
ます。全国から取揃えた30種類以上の日本酒と
京風料理で大切な方と大切なお時間をお過ご
し下さい。

【炭火家　らんたん】
アットホームな雰囲気の中、地元の新鮮食材を
炭火を使った串焼き・炉端焼きで楽しめます。
【宴会処　夢邸】
和の空間であたたかいおもてなしと安らぎを
ご提供します。大人数様にも対応できます。

万感遊楽

店主がバックパッカーとしてアジアを食べ歩いて
学んだ料理が魅力。中国系からアジア系料理を
本場の味を残しつつ日本人向けにアレンジ。アッ
トホームな雰囲気でお子様から大人まで楽しん
で頂けると思います。居心地の良いカウンターで
ゆっくりまったりできます。

アジア居酒屋　いのこ

季節のおくどさんご飯をご用意いたします。
心をこめて、腕によりをかけた四季折々の味覚を
ご賞味ください。
落ち着いた空間で、和の美菜の数々を、ゆっくり
と、たっぷりとお召し上がりください。

髙 砂

当店は取り扱う素材にこだわり、厳選した本物の
みを使用しております。看板メニューの「肉鍋」、
開店当初からの自慢の「もつ鍋」、本格的なサム
ギョプサルから一品料理まで、満足感たっぷりの
肉料理。五感を刺激する料理とお酒をお楽しみ下
さい。

食材の仕入れ、鮮度管理にこだわり、提携農家か
ら直送される無農薬野菜を全ての料理に使用し
ています。仕出し、宴会、ご飲食、ご宿泊、全ての
事業に対して確実にご満足頂けるよう努めてま
いります。

目の前の七輪で自分で焼きながら食べる焼鳥は
大満足間違いなし！メニュー豊富な鶏料理や居酒
屋メニューの他に「手打ち出石そば」や絶品の鍋
料理も提供しております。宴会に適したコース料
理や飲み放題もあります。
半個室完備。お気軽にお問い合わせ下さい。

居酒屋　花丸

銘柄どり“但馬の味どり”をゆっくりとご堪能いた
だける鉄板焼き鳥のお店です。
新鮮鶏肉を余分な油を落としながら焼いて食べ
る鉄板焼き鳥や鶏がらをじっくり煮込んだコラー
ゲンたっぷりの白湯スープ出汁で食べる鍋は絶
品です。単品メニューもご用意しております。ご
来店を心よりお待ちしております。

鉄板焼き鳥  権四郎

お酒とお食事をしながら、シミュレーションゴルフ
がお楽しみ頂けます。大自然の香りにつつまれた
バーとスペースは、歓送迎会や女子会、各種宴
会、パーティーのご利用に最適です。お一人様、
バーのみのご利用も大歓迎！

ゴルフバー　C J

酒彩　奏 ホテル　大丸

豊岡市のおいしい

グルメ

じ ん
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　「地産地消」って聞いたことあります
か。「ちさんちしょう」と読み「地元で生産
されたものを地元で消費する」という意
味です。
　産地から消費地の距離が短い地場の
食材を購入することは、輸送に使われる
エネルギーを大きく減らすことができま
す。加えて、消費者にとっても新鮮で安心
感のある食材が入手でき、地場農業の
活性化、食料自給率の向上などの効果
も期待されます。

　食材の生産方法や、時期によって生
産に要するエネルギーには大きな差が
あります。たとえば、野菜をビニールハウ
スで加温して、本来の季節以外に収穫
するには、大きなエネルギーが消費され
ます。
　旬の食材を購入することで、そのエネ
ルギーを削減することができます。

地産地消とは？

旬の食材を選ぼう！

当店ではお客様に愛されるお店づくりを目指し
ております。
博多風豚白麺、大阪風・東京風・鶏ぱいたん・札
幌風みそらーめん等々、色々ならーめんを、ゆっ
たりとした雰囲気の中でお楽しみ下さい。

主人が心を込めた料理を通して、季節と会話をカ
ウンターで味わう…。
かけがえのないお食事のひととき、このうえない
贅沢をお楽しみ下さい。
メニューは豊富に取り揃えておりますが、おまか
せメニューなら安心価格で、また、団体様用のお
座敷や、懐石料理、鍋料理もご用意しております
のでお気軽にお立ち寄り下さい。

ラーメン王国　夢吉

当店では、但馬の食材を愛し、材料・技法に新しさ
を取り入れた独自の料理をお出ししております。
山陰海岸津井山港を庭にし、但馬の野山をめぐ
り、この地ならではの豊富な食材で贅沢に仕上げ
ました。大事な記念日、祭事等に、是非、なか井で
美食遊楽を…。

寿司・割烹　なか井

愛車の健康法

　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が
低下します。交換時期はエンジンの状態
や使用状況によって異なりますが、一般
的に5,000～10,000㎞経過時（走行距
離が少ない場合でも6ヶ月～1年ごと）と
言われています。オイルのグレードによっ
て交換時期が定められているので、状況
に合わせ、早めに交換しましょう。

　車のランプ類はドライバーが状況を確
認する他に、周りに対して意思表示を伝
える役割もあります。安全に走行するた
めに、日頃から故障しているランプが無
いか点検しましょう。

　エンジンをかけたら排気ガスをチェッ
クしましょう。無色のはずの排気ガスが
黒ずんでいるなど、普段と異なる状態を
発見したら早めに整備工場に相談しま
しょう。

　タイヤは、唯一路面と接して重い車重
を支えている、負担の大きなパーツで
す。ドライブに出かける前に、タイヤの寿
命や溝の有無、空気圧などチェックしま
しょう。

　水温計などの計器でエンジンの異常
を確認する事は出来ますが、エンジンか
ら普段と違う音がしないかどうかでも確
認は出来ます。ガラガラ・キューキューと
いうような音がしたらすぐに点検しま
しょう。

　普段からガソリンを入れた時には燃
費を調べて、燃費の変化に注意しましょ
う。燃費が悪くなったように感じたら点
検しましょう。

ランプはこまめに点検を
エンジンオイルの
交換は定期的に

タイヤ点検

このページは（株）サイネックスによる編集記事および有料広告掲載ページです

燃費チェックで健康診断

エンジンの点検は
耳でもできる

排気ガスで
健康チェックを

日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。
「ちょっと変だ」と早めに異変に気付くことで、多くのトラブルを回避することができます。

このページは有料広告ページです
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