
カジキ釣り国際大会を中心とする総合イベント「OARAI INTERNATIONAL FISHING FESTIVAL」
（大洗港区第４埠頭／8月27日～28日）の開催を記念し、

期間中に下記の店舗で食材にカジキを使った美味しいカジキグルメを提供します。
ぜひ、各店舗で提供されるカジキ料理を食べ歩いてみてください♪

国内初となるカジキ釣り国際大会「OARAI International Billfish Tournament」
を中心とする総合イベントを開催!! 陸上では、県内を代表するグルメや海産物、
カジキメニューが味わえる飲食ブースやケータリングカーに加え、
カジキ釣り体験シミュレーターやカジキ解体ショーなどを実施し、会場を盛り上げます!!
また、その日釣りあげたカジキを間近で見られる、検量式も行います！
ぜひ、足を運んでいただき生のカジキの迫力を全身で堪能してください!!
※28日（日）は大洗八朔祭も開催されます。会場へはなるべく公共交通機関を使ってお越しください。

※フェア参加店舗は裏面に掲載しています!!

大洗・水戸・ひたちなかエリアを中心とした人気30店舗で開催!!
2022年8月1日～9月30日

2022年8月27日～28日
10 : 00～15: 00  大洗港区第４埠頭

開 催
期 間

OARAI INTERNATIONAL FISHING FESTIVAL 開催!!



OARAI INTERNATIONAL
FISHING FESTIVAL
グルメフェア事務局
TEL 029-248-2344
 〈（株）日宣メディックス内〉

問合せ先

柔らかカジキかつとロースかつ、大漁！シーフードMIXかつ、他1品

大 洗 エ リ ア

水 戸 エ リ ア

茨城県
ケータリングカー
協同組合

ひたちなかエリア

とんかつレストランクックファン 大洗出張所 
【電　話】 029-212-3948
【住　所】 大洗町港中央11-2 大洗シーサイドステーション2F
【定休日】 毎月第2・4火曜日（祝日の場合は変更あり）
【提供期間】 8/1～9/30まで(仕入れ分がなくなり次第終売)

カジキマグロのフリカッセ メッシーナ風
レストラン サーラ(ホテルクリスタルパレス内)
【電　話】 029-273-7711
【住　所】 ひたちなか市大平1-22-1
【定休日】 なし
【提供期間】 8/21～9/4

カジキまぐろステーキソース
四川厨房 美
【電　話】 029-247-5805
【住　所】 水戸市酒門町3298-8
【定休日】 無休
【提供期間】 7/23～9/30

カジキとはまぐり アクアパッツァ 
朝日堂
【電　話】 029-267-1288
【住　所】 大洗町桜道458
【定休日】 不定休
【提供期間】 8/22～9/30

地魚のカルパッチョ、カジキマグロのソテー～白ワインのクリームソース～
トラットリアJマリーナ
【電　話】 029-212-3330
【住　所】 大洗町港中央12－5
【定休日】 無休
【提供期間】 8/1～9/30

カジキマグロのフリット 自家製の和風タルタルソース
レストラン米門（ホテルクリスタルパレス内）
【電　話】 029-273-7711 
【住　所】 ひたちなか市大平1-22-1
【定休日】 なし
【提供期間】 8/21～9/4 ※要予約

大洗で食べることに意味がある！ カジキかつサンド
大洗まいわい市場
【電　話】 029-266-1147
【住　所】 大洗町港中央11-2 大洗シーサイドステーション1F
【定休日】 無休
【提供期間】 8/10～9/30まで（仕入れ分がなくなり次第終売）

カジキステーキ
潮騒の湯
【電　話】 029-267-4031 
【住　所】 大洗町大貫町256-25
【定休日】 8月は定休なし（8月以外は第3木曜）
【提供期間】 8/1～8/31（完売するまで）

おすすめ米寿御膳 カジキの西京焼き
かまど飯・酒肴 米寿（ホテルテラスイン勝田内）
【電　話】 029-219-7436
【住　所】 ひたちなか市勝田中央1-3
【定休日】 不定休
【提供期間】 8/1～8/15

カジキやきそば
おおきや
【電　話】 029-836-1781
【住　所】 つくば市上横場2365-8
【定休日】 木曜
【提供期間】 9/2～9/28（月・火・水・金）

肉厚カジキマグロバーガー、カジキカツカレー
大洗浜っこ食堂 お魚天国
【電　話】 029-267-7675
【住　所】 大洗町港中央11-2 大洗シーサイドステーション内
【定休日】 無休
【提供期間】 8/1～9/30

大洗カジキドック、カジキカツカレー
ガルパン喫茶 Panzer Vor
【電　話】 029-219-5393 
【住　所】 大洗町港中央10 大洗マリンタワー2F
【定休日】 火（祝日の場合は変更あり）
【提供期間】 通年

メカジキのペッパーフライ
メヒコ 水戸店
【電　話】 029-227-0808
【住　所】 ひたちなか市枝川１２４４
【定休日】 無休
【提供期間】 8/8～8/31

カジキマグロステーキ、カジキマグロカツレツ
北と南
【電　話】 080-5459-2069
【住　所】 大洗町和銅１８－７
【定休日】 土日・祝日は不定休
【提供期間】 9/1～9/22の平日

やわらかカジキフライ定食
海鮮食事処 お魚天国
【電　話】 029-264-7676
【住　所】 大洗町磯浜町8253-18
【定休日】 無休
【提供期間】 8/1～9/30

カジキドック、のり弁＋カジキフライ
お弁当の万年屋 アクアワールド大洗店
【電　話】 029-267-5104
【住　所】 大洗町磯浜町３６６６－２
【定休日】 定休なし（アクアワールド大洗の休館日に準ずる）
【提供期間】 8/1～8/31

カジキの竜田揚げ ユーリンチーソース（ランチ）
好的酒飯 好
【電　話】 029-302-5489
【住　所】 水戸市南町3-2-36
【定休日】 無休
【提供期間】 8/13～8/28

カジキのにぎり（生、炙り、漬け、明太マヨ炙り）
回転寿司 お魚天国
【電　話】 029-264-7676
【住　所】 大洗町磯浜町8253-18
【定休日】 無休
【提供期間】 8/1～9/30

メカジキのペッパーフライ
メヒコ 大洗店
【電　話】 029-267-5565
【住　所】 大洗町磯浜町8249
【定休日】 無休
【提供期間】 8/8～8/31

満腹！柔らかカジキかつととんかつの相盛、他2品
とんかつレストラン クックファン水戸店
【電　話】 0120-29-3998
【住　所】 水戸市酒門町3322-1
【定休日】 水曜（祝日の場合は変更あり）
【提供期間】 全メニュー8/1～9/30まで（仕入れ分がなくなり次第終売）

カジキ煮付け定食
LAX STORE
【電　話】 0291-32-7606
【住　所】 鉾田市勝下1472-2
【定休日】 木曜、第3水曜
【提供期間】 9/1～9/30

カジキ王様メンチ
惣菜店かじま
【電　話】 029-267-2118
【住　所】 大洗町磯浜町816-1
【定休日】 日曜
【提供期間】 通年

カジキの黒胡椒炒め
中華食堂 醤
【電　話】 029-248-8885
【住　所】 水戸市酒門町３３２２－１
【定休日】 火曜
【提供期間】 8/12～8/25

カジキマグロのステーキ
ロコロコ キッチン
【電　話】 090-6945-4211
【住　所】 キッチンカー移動中のためお問い合わせください
【定休日】 Facebook参照
【提供期間】 8/11・20・21・27・28、9/3・10・11・17・18・19・23・24・25

カジキ王様メンチ
港食堂かじま
【電　話】 029-212-4737
【住　所】 大洗町磯浜町8253‒24
【定休日】 水曜
【提供期間】 通年

カジキのみぞれ煮
那珂湊漁協加工直売所 魚食楽
【電　話】 029-262-9006
【住　所】 ひたちなか市和田町3-11-11
【定休日】 ※8/13・14を除く土日・祝日のみ営業
【提供期間】 8/6～9/30(1日限定10食)

カジキマグロのオニオンジンジャーソテー
畑のGOCHISO 
【電　話】 029-357-0815
【住　所】 水戸市米沢町280
【定休日】 火曜＆第1水曜
【提供期間】 通年

カジキ王様メンチ
ゆっくら亭かじま
【電　話】 029-267-1126
【住　所】 大洗町港中央26-1
【定休日】 火・水曜
【提供期間】 通年

カジキマグロの陶板ステーキ
海鮮レストラン浜辺（春日ホテル内）
【電　話】 029-262-3164 
【住　所】 ひたちなか市湊本町11-4　
【定休日】 不定休
【提供期間】 通年

カジキマグロのポワレ バルサミコビネガーソース
カフェ&レストラン プティポワル ミュージアム店
【電　話】 029-243-5742
【住　所】 水戸市千波町666-1 茨城県近代美術館1F
【定休日】 月曜（茨城県近代美術館の閉館日に準ずる）
【提供期間】 8/1～9/19

OARAI INTERNATIONAL FISHING FESTIVAL

※ロコロコ以外のケータリングカー
協会加盟店は、基本記載された住所
にある路面店舗での販売になります

茨城県政策企画部地域振興課
主　催


