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 池田学酒店池田学酒店池田学酒店池田学酒店 

代表者    池田 学    

  

連絡先 佐伯市上浦浅海井浦 342-6 Map 

TEL/FAX 0972-32-2012 0972-25-9000 

ホームページ http://sake.saiki.jp/ 

内容 酒類の販売・配送 

店休日 店舗：年中無休 ネット：平日のみ営業 

営業時間 店舗：8:00～21:00 ネット注文：9:00～17:00 

メッセージ 

池田学酒店は九州の東、大分県南部のリアス式海岸にあります。そこの浜辺で魚釣りをしながら、あちらこちらよりお酒を仕入れて商売

をさせて頂いております。気になったお酒をちょこちょこ入荷していますので、お酒好きな方は是非一度お問い合わせください。個人ＨＰ

に入荷情報等も載せてますのでそちらもご覧下さい。 
 

  
 

 

 

 

 株式会社株式会社株式会社株式会社ベースベースベースベース 

代表者    平川 摂    

  

連絡先 佐伯市上浦浅海井浦 2312-9 Map 

TEL/FAX 0972-32-5539 0972-32-5639 

ホームページ － 

内容 海産物の製造・販売 

店休日 土曜日の午後及び日・祝祭日 

営業時間 8:30～17:30 

メッセージ 
上浦の海藻を育て加工して販売しています。また、長崎県対馬にも新たに工場を造り、養殖・製造・販売を始めています。業者等への卸

しが主ではありますが、佐伯市の市場や里の駅、道の駅にも商品を置いてもらってますので是非上浦の海藻を食べてみてください。 
    

 

 

 

 キッチン・かみうらキッチン・かみうらキッチン・かみうらキッチン・かみうら 

代表者    河本 政子    

  

連絡先 佐伯市上浦津井浦 2141-2 Map 

TEL/FAX 0972-32-2045 0972-32-2045 

ホームページ － 

内容 すりみバーガー等の食品販売 

店休日 土日祝祭日のみ営業 

営業時間 8:30～17:00 

メッセージ 

土・日・祝祭日に里の駅しおさいの里で、日・祝祭日は同時に道の駅やよいで手作りの食品を販売しています。 オススメは「すりみバー

ガー」と「あじコロ」です。 佐伯の海で捕れる新鮮なアジとエソをすり身にして作った、自信を持ってみなさんに召し上がっていただける

当店の看板商品です。 玉葱、人参、ピーマンなどお野菜もたっぷり入っています。 佐伯市内のイベントへの出店もしていますので見か

けましたら是非一度ご賞味ください。 
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 ((((有有有有))))サンエイサンエイサンエイサンエイ 

代表者    山田 ヌイ子    

  

連絡先 佐伯市上浦最勝海浦 2702-2 Map 

TEL/FAX 0972-32-3311 0972-32-3311 

ホームページ － 

内容 食品・野菜等の販売 

店休日 日曜日 

営業時間 9:00～19:00 

メッセージ 
新鮮な野菜や果物を中心にお米や雑貨等も扱っています。 お店には、毎日地域の方達が自然と集まってきて、楽しくお喋りしたりと憩

いの場のような雰囲気です。 こちらへお越しの際は是非お立ち寄り下さい。 
    

 

 

 

 

 ((((有有有有))))津井商店津井商店津井商店津井商店 

代表者    森崎 満    

  

連絡先 佐伯市上浦津井浦 1459 Map 

TEL/FAX 0972-32-2022 0972-32-3006 

ホームページ － 

内容 酒類・猪肉・雑貨の販売 

店休日 日曜日 

営業時間 9:00～19:00 

メッセージ 
当店では、お酒と精肉、食品を扱っています。 特に精肉は力を入れていて、全て国産の牛・豚・鳥肉を揃えており、おいしさは折り紙付

きです。 野菜等も扱っていますので、お鍋や焼き肉をするときは是非一度ご賞味ください。 
    

 

 

 

 

 河野鮮魚店河野鮮魚店河野鮮魚店河野鮮魚店 

代表者    河野 司郎    

  

連絡先 佐伯市上浦最勝海浦 1474 Map 

TEL/FAX 0972-32-3198 0972-32-3198 

ホームページ － 

内容 すり身加工販売・鮮魚販売 

店休日 日曜日 

営業時間 10:00～17:00 

メッセージ 

当店では、活きた地物の魚 100％で手作りした「すりみ」がオススメです。小麦粉や卵を使用していないので、アレルギーのある方でも安

心して召し上がることが出来ます。 佐伯市内の道の駅等でも販売させていただいていますが、全国どこでも発送をお受け付けしていま

すので、ご連絡をお待ちしています。 
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 しおさいの里しおさいの里しおさいの里しおさいの里 

代表者    河本 正通    

  

連絡先 佐伯市上浦津井浦 1460-12 Map 

TEL/FAX 0972-25-9111 0972-25-9111 

ホームページ － 

内容 地域特産物展示販売コーナー・多目的広場 

店休日 年中無休（12 月 31 日と 1 月 1 日の午後のみ休業） 

営業時間 8:30～17:00 

メッセージ 

地域の特産品コーナーでは、地元ならではの様々な商品をご用意しています。中でもイチオシは「ごまだし」です。 その他手作りの手芸

品コーナーや、どなたでもゆっくりして頂けるふれあいホールもありますのでお立ち寄りください。 季節に応じて、ビアガーデン等様々な

イベントもしていますのでその際も是非お越しください。 
 

  
 

 

 

 

 海鮮丸海鮮丸海鮮丸海鮮丸 

代表者    神野 廣基    

  

連絡先 佐伯市上浦津井浦 1460-12 Map 

TEL/FAX 0972-32-5252 0972-32-5253 

ホームページ http://kaisenmaru.net/ 

内容 活魚・鮮魚・加工品等の販売、海鮮を使った丼物販売 

店休日 月曜日（但し、祝祭日の場合は翌火曜日） 

営業時間 10:00～17:00 

メッセージ 

豊後水道で捕れた魚介類を販売しています。 店内の大型水槽には、サザエ、アワビや鯛、ヒラメ等を活かしており、お客様の注文に応

じてお売り致します。 また、その新鮮な魚を使った手作り惣菜も販売しています。 各種丼も販売しており、中でも海鮮丼が一番の人気

メニューです。是非一度ご来店ください。 

上記ホームページにて、毎日の入荷情報を更新しています。 
 

  
 

 

 

 

 塩湯塩湯塩湯塩湯 

代表者    坂本 政治    

  

連絡先 佐伯市上浦浅海井浦 2920-3 Map 

TEL/FAX 0972-27-8309 

ホームページ － 

内容 海水を使用した塩湯・お食事処 

店休日 水曜日 

営業時間 10:00～23:00 

メッセージ 
当店では海水を使用したミネラルたっぷりの「塩湯」があり、家族風呂もありますのでゆっくりくつろげます。 また、新鮮な地元の

魚介類を使用したお食事も召し上がって頂けます。 
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 しらなみ鮨しらなみ鮨しらなみ鮨しらなみ鮨 

代表者    橋本 佳三    

  

連絡先 佐伯市上浦津井浦 479 Map 

TEL/FAX 0972-32-3126 

ホームページ http://websp01.com/shiranamisushi/ 

内容 新鮮な魚介類を使用した鮨の販売 

店休日 月曜日 

営業時間 11:30～21:00 

メッセージ 
豊後水道の新鮮な魚介類を使った寿司をいつでも召し上がって頂けます。 また、歌が好きな人のためにカラオケもご用意してい

ます。 是非、ご来店いただき上浦の寿司をごゆっくりご賞味ください。 
 

  
 

 

 

 ((((有有有有))))こじまこじまこじまこじま 

代表者    吉岡 新吾    

  

連絡先 佐伯市上浦浅海井浦 2-13 Map 

TEL/FAX 0972-32-2105 0972-25-9005 

ホームページ － 

内容 割烹・仕出し 

店休日 不定（予約状況に応じます） 

営業時間 8:00～21:00 

メッセージ 

宴会、法事等、最大 60 人までご利用できる会場が御座います。 料理はご相談にて承ります。 また、弁当やオードブルもお承りし

ますので、こちらも法事、イベント等で必要な時はご利用ください。 なお、準備のため、どちらも予約が必要となりますので、事前

に内容や料金等のご相談をお願いします 
 

  
 

 

 

 ((((有有有有))))川元建設工業川元建設工業川元建設工業川元建設工業    観光事業部観光事業部観光事業部観光事業部 

代表者    川元 キミ子    

  

連絡先 大分県佐伯市上浦大字最勝海浦 3680 Map 

TEL/FAX 090-4482-2119 

ホームページ － 

内容 バンガロー、船宿の貸出、天海展望台 

店休日 年中無休 

営業時間 10:00～17:00（受付時間） 

メッセージ 

当バンガローは、環境省が選定する「日本の快水浴場百選」に選ばれた瀬会海水浴場内にあり、周辺には自然を満喫できる瀬

会公園が広がっています。 

宿泊施設としては、中型２棟、小型６棟のバンガローと大型の「船宿」１棟が設備されています。 

そのほか、屋外に無料の炊飯場やシャワー、トイレ施設があります。また瀬会公園の高台には「天海展望台」があり豊後水道を

一望できるほか、コンピュータによる天体観測も体験できます 
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 木村自動車木村自動車木村自動車木村自動車 

代表者        

 

 

連絡先 大分県佐伯市上浦大字浅海井浦 2396 番地 1 Map 

TEL/FAX 0972-32-3021 0972-32-3021 

ホームページ  

内容 

新車(各社)および中古車販売、車検・点検・修理 

鈑金、塗装(塗装室あり)、タイヤ販売・取替・バラン

ス調整、車の買取り、各種書類手続き、見積 

店休日 日曜日 

営業時間 8:30～17:30 

メッセージ 

車のことなら木村自動車、ツー兄にまかせて！ 

ちょっと一息木村自動車お茶飲みによってねー！ 

信頼の木村自動車皆様のお越しをお待ちしております。 

事務所で私が待ってまーす。 
 

  
 

 


