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新見新見新見新見

市役所市役所市役所市役所

岡山県共生高校岡山県共生高校岡山県共生高校岡山県共生高校

岡山地方岡山地方岡山地方岡山地方

裁判所裁判所裁判所裁判所

思誠小学校思誠小学校思誠小学校思誠小学校

新見高校北校地新見高校北校地新見高校北校地新見高校北校地

新見保育園新見保育園新見保育園新見保育園

PLAZA

憩いとふれあいの公園憩いとふれあいの公園憩いとふれあいの公園憩いとふれあいの公園

ジュンテンドージュンテンドージュンテンドージュンテンドー

至至至至 哲多哲多哲多哲多

至至至至 大佐大佐大佐大佐

JR伯備線伯備線伯備線伯備線

JR姫新線姫新線姫新線姫新線

新見新見新見新見IC

1111 みよしやみよしやみよしやみよしや

2222

４４４４

５５５５

７７７７

６６６６

８８８８

２２２２

11111111

伯備伯備伯備伯備

割烹冨士見割烹冨士見割烹冨士見割烹冨士見

中国自動車道中国自動車道中国自動車道中国自動車道

いぶきいぶきいぶきいぶき

新見新見新見新見

警察署警察署警察署警察署

JAあしん広場特産館あしん広場特産館あしん広場特産館あしん広場特産館

焼肉千屋牛焼肉千屋牛焼肉千屋牛焼肉千屋牛

和牛のふるさと和牛のふるさと和牛のふるさと和牛のふるさと

新見で新見で新見で新見で

千屋牛食べて千屋牛食べて千屋牛食べて千屋牛食べて

モー満腹！モー満腹！モー満腹！モー満腹！

千千千千 屋屋屋屋 牛牛牛牛 食食食食べべべべ歩歩歩歩きマップきマップきマップきマップ

文文文文

さつき屋さつき屋さつき屋さつき屋

至至至至 石蟹駅石蟹駅石蟹駅石蟹駅

ぽぱいぽぱいぽぱいぽぱい

エディオンエディオンエディオンエディオン

新見高校南校地新見高校南校地新見高校南校地新見高校南校地

まなびまなびまなびまなび広場広場広場広場

至至至至 岡山岡山岡山岡山

32323232

33333333

180180180180

1111

Aコープコープコープコープ

TEL:0867-72-3079 FAX:0867-72-7117

2222

3333

4444

5555

新見食肉新見食肉新見食肉新見食肉

中山精肉店中山精肉店中山精肉店中山精肉店

本多食品事業本多食品事業本多食品事業本多食品事業

サンパークサンパークサンパークサンパーク

新見新見新見新見

新見美術館新見美術館新見美術館新見美術館 城山公園城山公園城山公園城山公園

～～～～1111 23232323

1111 5555

新見ラーメンいぶき新見ラーメンいぶき新見ラーメンいぶき新見ラーメンいぶき

(0867)

72-3665

千屋牛ラーメン千屋牛ラーメン千屋牛ラーメン千屋牛ラーメン

850円円円円

千屋牛汁なし担々麺千屋牛汁なし担々麺千屋牛汁なし担々麺千屋牛汁なし担々麺

850円円円円

６６６６

営営営営

ご当地食材のコラボラーメン有り。ご当地食材のコラボラーメン有り。ご当地食材のコラボラーメン有り。ご当地食材のコラボラーメン有り。

千屋牛を使ったラーメン３種取りそ千屋牛を使ったラーメン３種取りそ千屋牛を使ったラーメン３種取りそ千屋牛を使ったラーメン３種取りそ

ろえています。ろえています。ろえています。ろえています。

休休休休

ＰＰＰＰ

11:00～～～～21:00
毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日

第第第第2月曜は月曜は月曜は月曜は15時時時時

～～～～

15台台台台

頌山堂＆頌山堂＆頌山堂＆頌山堂＆Cafe

de ShiRuBe（しるべ）（しるべ）（しるべ）（しるべ）

(0867)

72-0143
３３３３

営営営営

千屋牛、ミンチ肉をパイ生地に練千屋牛、ミンチ肉をパイ生地に練千屋牛、ミンチ肉をパイ生地に練千屋牛、ミンチ肉をパイ生地に練

りりりり

込んだスティック状のパイ菓子で込んだスティック状のパイ菓子で込んだスティック状のパイ菓子で込んだスティック状のパイ菓子で

休休休休

ＰＰＰＰ

8:00～～～～19:00

第第第第3木曜日木曜日木曜日木曜日

4台台台台

割烹割烹割烹割烹 冨士見冨士見冨士見冨士見

(0867)

72-4244
４４４４

営営営営

休休休休

ＰＰＰＰ

12:00～～～～22:00

不定休不定休不定休不定休

13台台台台

焼肉・ステーキ焼肉・ステーキ焼肉・ステーキ焼肉・ステーキ

牛弘（ぎゅうひろ）牛弘（ぎゅうひろ）牛弘（ぎゅうひろ）牛弘（ぎゅうひろ）

(0867)

72-0529
５５５５

営営営営

1頭ずつ目利きでの仕入れ。善頭ずつ目利きでの仕入れ。善頭ずつ目利きでの仕入れ。善頭ずつ目利きでの仕入れ。善

戦された味わいをご堪能下さ戦された味わいをご堪能下さ戦された味わいをご堪能下さ戦された味わいをご堪能下さ

い。い。い。い。

休休休休

ＰＰＰＰ

月曜・第月曜・第月曜・第月曜・第3日曜日曜日曜日曜

日曜日は夜のみ営業日曜日は夜のみ営業日曜日は夜のみ営業日曜日は夜のみ営業

15台台台台

32323232

1111 ２２２２

１１１１

にいみ茶屋にいみ茶屋にいみ茶屋にいみ茶屋

茶寮茶寮茶寮茶寮御殿町新見御殿町新見御殿町新見御殿町新見

※※※※ﾒﾆｭｰにより要予約ﾒﾆｭｰにより要予約ﾒﾆｭｰにより要予約ﾒﾆｭｰにより要予約

千屋牛ミートパイ千屋牛ミートパイ千屋牛ミートパイ千屋牛ミートパイ

スティックスティックスティックスティック

一本一本一本一本300円円円円

ぽぱいぽぱいぽぱいぽぱい

(0867)

72-0345

千屋牛とじ丼千屋牛とじ丼千屋牛とじ丼千屋牛とじ丼

890円円円円
千屋牛ｶﾚｰうどん千屋牛ｶﾚｰうどん千屋牛ｶﾚｰうどん千屋牛ｶﾚｰうどん

1,080円円円円

８８８８

営営営営

当店手仕込みの千屋牛カレーは当店手仕込みの千屋牛カレーは当店手仕込みの千屋牛カレーは当店手仕込みの千屋牛カレーは

まろやかでスパイシーな味ですまろやかでスパイシーな味ですまろやかでスパイシーな味ですまろやかでスパイシーな味です

休休休休

ＰＰＰＰ

11:00～～～～14:30

日曜日日曜日日曜日日曜日

2台台台台

17:00～～～～21:00

千屋牛カレー千屋牛カレー千屋牛カレー千屋牛カレー

1,080円円円円

９９９９

10101010

グランドホテルグランドホテルグランドホテルグランドホテル

みよしやみよしやみよしやみよしや

(0867)

72-1131

千屋牛陶板焼き定食千屋牛陶板焼き定食千屋牛陶板焼き定食千屋牛陶板焼き定食

1,800円円円円
千屋牛しゃぶしゃぶ千屋牛しゃぶしゃぶ千屋牛しゃぶしゃぶ千屋牛しゃぶしゃぶ

すき焼き定食すき焼き定食すき焼き定食すき焼き定食

6,000円より円より円より円より

１１１１

営営営営

新見市内の精肉店より厳選した新見市内の精肉店より厳選した新見市内の精肉店より厳選した新見市内の精肉店より厳選した

千屋牛を仕入れております。千屋牛を仕入れております。千屋牛を仕入れております。千屋牛を仕入れております。

休休休休

ＰＰＰＰ

11:30～～～～14:00
17:00～～～～20:00
日曜・祝祭日日曜・祝祭日日曜・祝祭日日曜・祝祭日

30台台台台
千屋牛ステーキセッ千屋牛ステーキセッ千屋牛ステーキセッ千屋牛ステーキセッ

トトトト
5,000円円円円

伯備伯備伯備伯備

(0867)

72-3125

しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ

3,300円より円より円より円より

すき焼きすき焼きすき焼きすき焼き

２２２２

営営営営

しゃぶしゃぶ、すき焼き、にぎり等しゃぶしゃぶ、すき焼き、にぎり等しゃぶしゃぶ、すき焼き、にぎり等しゃぶしゃぶ、すき焼き、にぎり等

予算に応じて御用意できます。予算に応じて御用意できます。予算に応じて御用意できます。予算に応じて御用意できます。

休休休休

ＰＰＰＰ

11:00～～～～22:00

正月正月正月正月

20台台台台

ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌ ﾟ゚゚゚20:00

千屋牛の三種の神器盛りランチ千屋牛の三種の神器盛りランチ千屋牛の三種の神器盛りランチ千屋牛の三種の神器盛りランチ

2,079円より円より円より円より

千屋牛あぶりにぎり千屋牛あぶりにぎり千屋牛あぶりにぎり千屋牛あぶりにぎり

4貫以上で貫以上で貫以上で貫以上で 2,000円より円より円より円より

※※※※ﾒﾆｭｰにより要予約ﾒﾆｭｰにより要予約ﾒﾆｭｰにより要予約ﾒﾆｭｰにより要予約

（要予約）（要予約）（要予約）（要予約）

3,300円より円より円より円より

焼肉千屋牛焼肉千屋牛焼肉千屋牛焼肉千屋牛

(0867)

72-6605
11111111

営営営営

休休休休

ＰＰＰＰ

11:00～～～～LO21:30

毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日

70台台台台千屋牛セット千屋牛セット千屋牛セット千屋牛セット

8,500円円円円

千屋牛三昧千屋牛三昧千屋牛三昧千屋牛三昧

4,700円円円円

牛丼・カルビ丼牛丼・カルビ丼牛丼・カルビ丼牛丼・カルビ丼

500円円円円

ＪＡあしん直営牧場より安心・安ＪＡあしん直営牧場より安心・安ＪＡあしん直営牧場より安心・安ＪＡあしん直営牧場より安心・安

全全全全

な千屋牛を御賞味下さい。な千屋牛を御賞味下さい。な千屋牛を御賞味下さい。な千屋牛を御賞味下さい。

新見スペシャルラーメ新見スペシャルラーメ新見スペシャルラーメ新見スペシャルラーメ

ンンンン

1,000円円円円

～～～～

～～～～

千屋牛ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ千屋牛ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ千屋牛ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ千屋牛ｻｲｺﾛｽﾃｰｷ

ﾗﾝﾁﾗﾝﾁﾗﾝﾁﾗﾝﾁ 2,814円より円より円より円より

ｽﾃｰｷﾗﾝﾁｽﾃｰｷﾗﾝﾁｽﾃｰｷﾗﾝﾁｽﾃｰｷﾗﾝﾁ3,129円より円より円より円より

千屋牛厚切り特選千屋牛厚切り特選千屋牛厚切り特選千屋牛厚切り特選

やな木やな木やな木やな木

懐石料理の中の一品懐石料理の中の一品懐石料理の中の一品懐石料理の中の一品

千屋牛とうばん焼き千屋牛とうばん焼き千屋牛とうばん焼き千屋牛とうばん焼き

しゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶしゃぶ

4,500円より円より円より円より（要予約）（要予約）（要予約）（要予約）

※※※※全て来店前に要予約全て来店前に要予約全て来店前に要予約全て来店前に要予約

手打ち蕎麦と手打ち蕎麦と手打ち蕎麦と手打ち蕎麦と

フレンチのやな木フレンチのやな木フレンチのやな木フレンチのやな木

(0867)

72-7611

昼のコース昼のコース昼のコース昼のコース（肉）（肉）（肉）（肉）

3,200円円円円
夜のコース夜のコース夜のコース夜のコース（肉と魚）（肉と魚）（肉と魚）（肉と魚）

3,950円円円円

７７７７

営営営営

月替わりのコースで様々な料理月替わりのコースで様々な料理月替わりのコースで様々な料理月替わりのコースで様々な料理

法の千屋牛をお楽しみ下さい。法の千屋牛をお楽しみ下さい。法の千屋牛をお楽しみ下さい。法の千屋牛をお楽しみ下さい。

休休休休

ＰＰＰＰ

11:30～～～～13:30

毎週月・火・水曜日毎週月・火・水曜日毎週月・火・水曜日毎週月・火・水曜日

（祝日営業）（祝日営業）（祝日営業）（祝日営業）

7台台台台

※※※※全て前日までに要予約全て前日までに要予約全て前日までに要予約全て前日までに要予約

18:00～～～～20:30

懐石料理懐石料理懐石料理懐石料理

4,000円より円より円より円より
（要予約）（要予約）（要予約）（要予約）

千屋牛を入れた四季折々の千屋牛を入れた四季折々の千屋牛を入れた四季折々の千屋牛を入れた四季折々の

懐石料理をご堪能ください。懐石料理をご堪能ください。懐石料理をご堪能ください。懐石料理をご堪能ください。

http://www.oy-ja.or.jp/~an/tiyagyuu/index.html

千屋牛が食べられるお店千屋牛が食べられるお店千屋牛が食べられるお店千屋牛が食べられるお店

千屋牛が購入できるお店千屋牛が購入できるお店千屋牛が購入できるお店千屋牛が購入できるお店

千屋牛関連商品が買えるお店千屋牛関連商品が買えるお店千屋牛関連商品が買えるお店千屋牛関連商品が買えるお店

（ご飯、ｻﾗﾀﾞ、ｽｰﾌﾟ付）（ご飯、ｻﾗﾀﾞ、ｽｰﾌﾟ付）（ご飯、ｻﾗﾀﾞ、ｽｰﾌﾟ付）（ご飯、ｻﾗﾀﾞ、ｽｰﾌﾟ付）

12:00～～～～14:00
17:30～～～～21:00

12121212

にいみ茶屋にいみ茶屋にいみ茶屋にいみ茶屋

(0867)

72-8553
９９９９

営営営営

休休休休

ＰＰＰＰ

11:30～～～～15:00

なしなしなしなし

15台台台台

千屋牛めし千屋牛めし千屋牛めし千屋牛めし

800円円円円
千屋牛ﾊﾞｰｶﾞｰ千屋牛ﾊﾞｰｶﾞｰ千屋牛ﾊﾞｰｶﾞｰ千屋牛ﾊﾞｰｶﾞｰ

千屋牛うどん千屋牛うどん千屋牛うどん千屋牛うどん

800 円円円円

千屋牛を使ったＢ級グルメベス千屋牛を使ったＢ級グルメベス千屋牛を使ったＢ級グルメベス千屋牛を使ったＢ級グルメベス

ト３の千屋牛バーガー（要予約）ト３の千屋牛バーガー（要予約）ト３の千屋牛バーガー（要予約）ト３の千屋牛バーガー（要予約）

有り有り有り有り

600円円円円

千屋牛つけ蕎麦千屋牛つけ蕎麦千屋牛つけ蕎麦千屋牛つけ蕎麦

890円円円円

茶寮茶寮茶寮茶寮

御殿町新見御殿町新見御殿町新見御殿町新見

(0867)

72-8650
10101010

営営営営

すき焼きにした千屋牛の旨味がすき焼きにした千屋牛の旨味がすき焼きにした千屋牛の旨味がすき焼きにした千屋牛の旨味が

溶け込む甘辛だしの溶け込む甘辛だしの溶け込む甘辛だしの溶け込む甘辛だしの3種類の蕎種類の蕎種類の蕎種類の蕎

休休休休

ＰＰＰＰ

10:30～～～～17:30

（（（（LO17時）時）時）時）
毎週火・水曜毎週火・水曜毎週火・水曜毎週火・水曜

日日日日

4台台台台

千屋牛かけ蕎麦千屋牛かけ蕎麦千屋牛かけ蕎麦千屋牛かけ蕎麦

千屋牛焼き蕎麦千屋牛焼き蕎麦千屋牛焼き蕎麦千屋牛焼き蕎麦

890円円円円

890円円円円

青柳本舗青柳本舗青柳本舗青柳本舗

焼肉金山焼肉金山焼肉金山焼肉金山

(0867)

72-2188
12121212

営営営営

当店自慢の「金山のたれ」で当店自慢の「金山のたれ」で当店自慢の「金山のたれ」で当店自慢の「金山のたれ」で

千屋牛をお召し上がり下さい。千屋牛をお召し上がり下さい。千屋牛をお召し上がり下さい。千屋牛をお召し上がり下さい。

休休休休

ＰＰＰＰ

月曜・年末年月曜・年末年月曜・年末年月曜・年末年

始始始始

40台台台台
千屋牛ヒレ千屋牛ヒレ千屋牛ヒレ千屋牛ヒレ

2,160円円円円

千屋牛特上ロース千屋牛特上ロース千屋牛特上ロース千屋牛特上ロース

千屋牛特上カルビ千屋牛特上カルビ千屋牛特上カルビ千屋牛特上カルビ

ｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌｵｰﾀﾞｰｽﾄｯﾌ ﾟ゚゚゚21:30
11:30～～～～22:00

1,728円円円円

新見市ｼﾝﾎﾟﾙｷｬﾗｸﾀｰ新見市ｼﾝﾎﾟﾙｷｬﾗｸﾀｰ新見市ｼﾝﾎﾟﾙｷｬﾗｸﾀｰ新見市ｼﾝﾎﾟﾙｷｬﾗｸﾀｰ

「チーモくん」「チーモくん」「チーモくん」「チーモくん」

やっぱり千屋牛は

おいしいわね～♪

もう最高さ

岡山県マスコット「うらっち」と「ももっち」岡山県マスコット「うらっち」と「ももっち」岡山県マスコット「うらっち」と「ももっち」岡山県マスコット「うらっち」と「ももっち」

新見御殿町新見御殿町新見御殿町新見御殿町

三味線横町三味線横町三味線横町三味線横町

新見美術館新見美術館新見美術館新見美術館

思誠館跡思誠館跡思誠館跡思誠館跡

御殿町ｾﾝﾀｰ御殿町ｾﾝﾀｰ御殿町ｾﾝﾀｰ御殿町ｾﾝﾀｰ 船川八幡宮船川八幡宮船川八幡宮船川八幡宮

（土下座祭り）（土下座祭り）（土下座祭り）（土下座祭り）

正田小学校正田小学校正田小学校正田小学校

牛弘牛弘牛弘牛弘

180180180180

至至至至 神郷神郷神郷神郷

199199199199

頌山堂頌山堂頌山堂頌山堂

3333

（要予約）（要予約）（要予約）（要予約）

1,728円円円円

焼肉金山焼肉金山焼肉金山焼肉金山

※※※※価格については、変更している場合がありますので、お店に問い合わせください。価格については、変更している場合がありますので、お店に問い合わせください。価格については、変更している場合がありますので、お店に問い合わせください。価格については、変更している場合がありますので、お店に問い合わせください。

新見御殿町三味線横町新見御殿町三味線横町新見御殿町三味線横町新見御殿町三味線横町

高瀬舟高瀬舟高瀬舟高瀬舟

(0867)

72-7355
13131313

営営営営

休休休休

ＰＰＰＰ

11:30～～～～14:00

17:00～～～～LO21:30

毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日毎週火曜日

50台台台台

千屋牛鉄板焼き千屋牛鉄板焼き千屋牛鉄板焼き千屋牛鉄板焼き

1,200円円円円

厳選した千屋牛の鉄板焼きを厳選した千屋牛の鉄板焼きを厳選した千屋牛の鉄板焼きを厳選した千屋牛の鉄板焼きを

是非ご賞味下さい。是非ご賞味下さい。是非ご賞味下さい。是非ご賞味下さい。

13131313

高瀬舟高瀬舟高瀬舟高瀬舟

ＮｏＮｏＮｏＮｏ 店　　名店　　名店　　名店　　名 電話番号電話番号電話番号電話番号 商品商品商品商品

Ａコープあしん
0867-72-2424 肉

新見食肉
0867-72-0742 肉

(有)中山精肉店
0867-72-8877 肉

(株)本多食品事業
0867-72-2911 肉

ＪＡあしん広場特産館
0867-72-3017 肉、関連商品

青柳本舗
0867-72-0359 ﾊﾟｲ､ｶﾞﾚｯﾄ

(株)さつき屋
0867-72-2177 ﾀﾙﾄ

1111

１１１１

２２２２

2222

3333

4444

5555

（要予約）（要予約）（要予約）（要予約）

エトランジェエトランジェエトランジェエトランジェ

(0867)

72-1050
14141414

営営営営

千屋牛をリーズナブルに、ステーキ中心のメ千屋牛をリーズナブルに、ステーキ中心のメ千屋牛をリーズナブルに、ステーキ中心のメ千屋牛をリーズナブルに、ステーキ中心のメ

休休休休

ＰＰＰＰ

日曜日曜日曜日曜

30台台台台

14141414

千屋牛和月ｽﾃｰｷ千屋牛和月ｽﾃｰｷ千屋牛和月ｽﾃｰｷ千屋牛和月ｽﾃｰｷ

2,500円円円円

千屋牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ千屋牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ千屋牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ千屋牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ

3,500円円円円

11:00～～～～14:00

16:00～～～～21:00

千屋牛フルコース千屋牛フルコース千屋牛フルコース千屋牛フルコース

5,500円円円円（要予約）（要予約）（要予約）（要予約）



千屋牛食千屋牛食千屋牛食千屋牛食べべべべ歩歩歩歩きマップきマップきマップきマップ（（（（新見市全域新見市全域新見市全域新見市全域））））

古民家民宿古民家民宿古民家民宿古民家民宿

千屋ｱｳﾄﾄﾞｱﾊｳｽ千屋ｱｳﾄﾄﾞｱﾊｳｽ千屋ｱｳﾄﾄﾞｱﾊｳｽ千屋ｱｳﾄﾄﾞｱﾊｳｽ

(0867)

77-2272
1111６６６６

営営営営

囲炉裏を囲み、千屋牛の炭火囲炉裏を囲み、千屋牛の炭火囲炉裏を囲み、千屋牛の炭火囲炉裏を囲み、千屋牛の炭火

焼をゆっくりお楽しみ頂けます焼をゆっくりお楽しみ頂けます焼をゆっくりお楽しみ頂けます焼をゆっくりお楽しみ頂けます

休休休休

ＰＰＰＰ

ご希望に応じてご希望に応じてご希望に応じてご希望に応じて

なしなしなしなし

3台台台台

新見千屋温泉新見千屋温泉新見千屋温泉新見千屋温泉

いぶきの里いぶきの里いぶきの里いぶきの里

(0867)

77-2020
15151515

営営営営

休休休休

ＰＰＰＰ

11:00～～～～20:00

定休日なし定休日なし定休日なし定休日なし

100台台台台

千屋牛の炭火焼と郷土料理千屋牛の炭火焼と郷土料理千屋牛の炭火焼と郷土料理千屋牛の炭火焼と郷土料理

4,400円円円円

※※※※一週間前までに要予約一週間前までに要予約一週間前までに要予約一週間前までに要予約

和牛レストラン和牛レストラン和牛レストラン和牛レストラン

ふゆさとふゆさとふゆさとふゆさと

(0867)

77-2635

ステーキＡセットステーキＡセットステーキＡセットステーキＡセット

5,250円円円円

1111７７７７

営営営営

「千屋牛」を半頭から一頭仕「千屋牛」を半頭から一頭仕「千屋牛」を半頭から一頭仕「千屋牛」を半頭から一頭仕

入れし、各部位に適した料理入れし、各部位に適した料理入れし、各部位に適した料理入れし、各部位に適した料理

を提供しています。を提供しています。を提供しています。を提供しています。

休休休休

ＰＰＰＰ

11:00～～～～15:00

毎週火・水曜日毎週火・水曜日毎週火・水曜日毎週火・水曜日

30台台台台

手打うどん手打うどん手打うどん手打うどん

くさまやくさまやくさまやくさまや

(0867)

76-1174

千屋牛ぶっかけうどん千屋牛ぶっかけうどん千屋牛ぶっかけうどん千屋牛ぶっかけうどん

700円円円円

2222１１１１

営営営営

なめらかなコシのある手打ちなめらかなコシのある手打ちなめらかなコシのある手打ちなめらかなコシのある手打ち

うどんと千屋牛肉は格別おいうどんと千屋牛肉は格別おいうどんと千屋牛肉は格別おいうどんと千屋牛肉は格別おい

しいです。しいです。しいです。しいです。

休休休休

ＰＰＰＰ

10:30～～～～19:00

毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日

10台台台台

草間自然休養村草間自然休養村草間自然休養村草間自然休養村

そば道場そば道場そば道場そば道場田舎屋田舎屋田舎屋田舎屋

(0867)

74-2077

千屋牛そば千屋牛そば千屋牛そば千屋牛そば 冷冷冷冷

1,380円円円円

２２２２0000

営営営営

やわらかい千屋牛とのどこしやわらかい千屋牛とのどこしやわらかい千屋牛とのどこしやわらかい千屋牛とのどこし

ツルツルのおそばが食欲をツルツルのおそばが食欲をツルツルのおそばが食欲をツルツルのおそばが食欲を

そそるそそるそそるそそる

休休休休

ＰＰＰＰ

毎週月曜日毎週月曜日毎週月曜日毎週月曜日

30台台台台

哲多食源の里哲多食源の里哲多食源の里哲多食源の里

祥華祥華祥華祥華

(0867)

96-2106

熟成千屋牛炙り焼き熟成千屋牛炙り焼き熟成千屋牛炙り焼き熟成千屋牛炙り焼き

千屋牛月見わっぱめし千屋牛月見わっぱめし千屋牛月見わっぱめし千屋牛月見わっぱめし

2222２２２２

営営営営

新見の四季折々の旬を艶や新見の四季折々の旬を艶や新見の四季折々の旬を艶や新見の四季折々の旬を艶や

か盛り込んだ祥華自慢のおか盛り込んだ祥華自慢のおか盛り込んだ祥華自慢のおか盛り込んだ祥華自慢のお

料理です。料理です。料理です。料理です。

休休休休

ＰＰＰＰ

毎週水曜日、日曜毎週水曜日、日曜毎週水曜日、日曜毎週水曜日、日曜

夜夜夜夜

25台台台台

道の駅道の駅道の駅道の駅 鯉が窪鯉が窪鯉が窪鯉が窪

山野彩館山野彩館山野彩館山野彩館

(0867)

94-9017

千屋牛丼千屋牛丼千屋牛丼千屋牛丼

650円円円円

2222３３３３

営営営営

千屋牛肉を使ったメニューを千屋牛肉を使ったメニューを千屋牛肉を使ったメニューを千屋牛肉を使ったメニューを

数多く取りそろえています。数多く取りそろえています。数多く取りそろえています。数多く取りそろえています。

休休休休

ＰＰＰＰ

10:00～～～～17:00

毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日毎週木曜日

60台台台台

ｸﾞﾘｰﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ神郷ｸﾞﾘｰﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ神郷ｸﾞﾘｰﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ神郷ｸﾞﾘｰﾝﾐｭｰｼﾞｱﾑ神郷

神郷温泉神郷温泉神郷温泉神郷温泉

(0867)

93-5106

千屋牛しゃぶしゃぶ千屋牛しゃぶしゃぶ千屋牛しゃぶしゃぶ千屋牛しゃぶしゃぶ

6,000円～円～円～円～

2222４４４４

営営営営

休休休休

ＰＰＰＰ

11:00～～～～17:00

毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日

30台台台台

大佐ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ大佐ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ大佐ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ大佐ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ

上り線、下り線上り線、下り線上り線、下り線上り線、下り線

(0867)

98-2771

千屋牛ステーキ重千屋牛ステーキ重千屋牛ステーキ重千屋牛ステーキ重

1,720円円円円

1111８８８８

営営営営

地元で育てられた黒毛和牛の地元で育てられた黒毛和牛の地元で育てられた黒毛和牛の地元で育てられた黒毛和牛の

安心安全なお肉をお召し上が安心安全なお肉をお召し上が安心安全なお肉をお召し上が安心安全なお肉をお召し上が

りくださいりくださいりくださいりください

休休休休

ＰＰＰＰ

8:00～～～～20:00 

なしなしなしなし

60台台台台

ﾚｽﾄﾊｳｽ井倉洞ﾚｽﾄﾊｳｽ井倉洞ﾚｽﾄﾊｳｽ井倉洞ﾚｽﾄﾊｳｽ井倉洞

(0867)

75-2224

千屋牛陶板焼定食千屋牛陶板焼定食千屋牛陶板焼定食千屋牛陶板焼定食

1,800円円円円

1111９９９９

営営営営

グループ専用メニューです。絶グループ専用メニューです。絶グループ専用メニューです。絶グループ専用メニューです。絶

景を見ながら堪能してください景を見ながら堪能してください景を見ながら堪能してください景を見ながら堪能してください

休休休休

ＰＰＰＰ

8:30～～～～16:30

なしなしなしなし

200台台台台

千屋牛肉うどん千屋牛肉うどん千屋牛肉うどん千屋牛肉うどん

850円円円円

千屋牛牛丼セット千屋牛牛丼セット千屋牛牛丼セット千屋牛牛丼セット

ミニうどん付きミニうどん付きミニうどん付きミニうどん付き 800円円円円

千屋牛すきやき風定食千屋牛すきやき風定食千屋牛すきやき風定食千屋牛すきやき風定食

2,000円円円円

※※※※10名以上で受付・要予約名以上で受付・要予約名以上で受付・要予約名以上で受付・要予約

千屋牛そば千屋牛そば千屋牛そば千屋牛そば 温温温温

1,380円円円円

10:30～～～～16:00

新見旬のたまて箱新見旬のたまて箱新見旬のたまて箱新見旬のたまて箱

2,300円円円円

11:00～～～～14:30
17:00～～～～22:00

しそ風味まき寿司しそ風味まき寿司しそ風味まき寿司しそ風味まき寿司

千屋牛ステーキ丼千屋牛ステーキ丼千屋牛ステーキ丼千屋牛ステーキ丼

1,880円円円円

千屋牛肉うどん千屋牛肉うどん千屋牛肉うどん千屋牛肉うどん

650円円円円

焼肉Ａセット焼肉Ａセット焼肉Ａセット焼肉Ａセット

3,150円円円円

焼肉Ｓセット焼肉Ｓセット焼肉Ｓセット焼肉Ｓセット

1,550円円円円

最上級のｽﾃｰｷから気軽に最上級のｽﾃｰｷから気軽に最上級のｽﾃｰｷから気軽に最上級のｽﾃｰｷから気軽に

食べられる定職まで幅広く食べられる定職まで幅広く食べられる定職まで幅広く食べられる定職まで幅広く

千屋牛しゃぶしゃぶセット千屋牛しゃぶしゃぶセット千屋牛しゃぶしゃぶセット千屋牛しゃぶしゃぶセット

4,650円円円円

特選千屋牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷｾｯﾄ特選千屋牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷｾｯﾄ特選千屋牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷｾｯﾄ特選千屋牛ｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷｾｯﾄ

7,450円円円円

千屋牛千屋牛千屋牛千屋牛焼き肉御膳焼き肉御膳焼き肉御膳焼き肉御膳

2,200円円円円

祝日の場合は前日水曜祝日の場合は前日水曜祝日の場合は前日水曜祝日の場合は前日水曜

千屋牛とろろ丼千屋牛とろろ丼千屋牛とろろ丼千屋牛とろろ丼

1,070円円円円

千屋牛肉入りﾀﾙﾄ

さつき屋
２２２２

※要予約本多食品事業

「千屋牛」塩釜ﾛｰｽﾄ

4444

焼酎千屋牛物語

JAあしん広場5555

祝日の場合は翌日休み祝日の場合は翌日休み祝日の場合は翌日休み祝日の場合は翌日休み

「千屋牛」を使ったカレー

ぽぱい JAあしん広場８８８８ 5555

23232323 道の駅鯉が窪

千屋牛ラーメン

JAあしん広場5555

2222 道の駅鯉が窪

（要予約）（要予約）（要予約）（要予約）

古民家民宿です古民家民宿です古民家民宿です古民家民宿です

一泊２食の場合は一泊２食の場合は一泊２食の場合は一泊２食の場合は

8,800円円円円

※※※※全て来店前に要予約全て来店前に要予約全て来店前に要予約全て来店前に要予約

千屋牛すき焼き千屋牛すき焼き千屋牛すき焼き千屋牛すき焼き

（要予約）（要予約）（要予約）（要予約） 6,000円～円～円～円～

千屋牛ステーキ千屋牛ステーキ千屋牛ステーキ千屋牛ステーキ

6,000円～円～円～円～（要予約）（要予約）（要予約）（要予約）

宿泊、温泉にゆっくりと宿泊、温泉にゆっくりと宿泊、温泉にゆっくりと宿泊、温泉にゆっくりと

千屋牛料理を心ゆくま千屋牛料理を心ゆくま千屋牛料理を心ゆくま千屋牛料理を心ゆくま

でお楽しください！でお楽しください！でお楽しください！でお楽しください！

予約に限り予約に限り予約に限り予約に限り～～～～21:00

定休日・祝祭日を除く定休日・祝祭日を除く定休日・祝祭日を除く定休日・祝祭日を除く

1,000円円円円

青柳本舗
１１１１

千屋牛ﾊﾟｲ,ｶﾞﾚｯﾄ

おみやげにするならコレ！おみやげにするならコレ！おみやげにするならコレ！おみやげにするならコレ！

電車をご利用の場合電車をご利用の場合電車をご利用の場合電車をご利用の場合

お車をご利用の場合お車をご利用の場合お車をご利用の場合お車をご利用の場合

・中国自動車道大阪・吹田Ｊ.Ｃ.Ｔから

新見Ｉ.Ｃまで(222km)・・・2時間50分

・瀬戸中央自動車道坂出Ｊ.Ｃ.Ｔから

瀬戸大橋経由新見まで(115km)・・・3時間

・岡山から新見まで・・・2時間

・岡山から新見まで（伯備線特急）・・・約1時間

・米子から新見まで(伯備線特急)・・・約1時間

新見市へのアクセス新見市へのアクセス新見市へのアクセス新見市へのアクセス

千屋牛ﾊﾞｰｶﾞｰ

９９９９
にいみ茶屋

【【【【国指定天然記念物国指定天然記念物国指定天然記念物国指定天然記念物】】】】羅生門羅生門羅生門羅生門

Version 2

※要予約

【【【【岡山県指定天然記念物岡山県指定天然記念物岡山県指定天然記念物岡山県指定天然記念物】】】】満奇洞満奇洞満奇洞満奇洞

新見千屋温泉新見千屋温泉新見千屋温泉新見千屋温泉

大佐山大佐山大佐山大佐山

数が多いときは要予約数が多いときは要予約数が多いときは要予約数が多いときは要予約

1,000円円円円

あじ彩あじ彩あじ彩あじ彩

(0867)

72-0003
２５２５２５２５

営営営営

休休休休

ＰＰＰＰ

土･日･祝日土･日･祝日土･日･祝日土･日･祝日

15台台台台

8:00～～～～17:00

千屋牛ｺﾛｯｹ弁当千屋牛ｺﾛｯｹ弁当千屋牛ｺﾛｯｹ弁当千屋牛ｺﾛｯｹ弁当

800円円円円

千屋牛ギフト千屋牛ギフト千屋牛ギフト千屋牛ギフト

10,000円～円～円～円～

千屋牛ｺﾛｯｹ千屋牛ｺﾛｯｹ千屋牛ｺﾛｯｹ千屋牛ｺﾛｯｹ

200円円円円


