Drive-in "cape manazuru"

The station in a forest

TEL:0465-68-1112

年中無休

http://www.cape-manazuru.com/

営業時間

Open throughout the year.

９：００～１６：００

The business hours

喫茶リップル

大人気！
Popularity!

Tearoom ripple

１０：００～１６：００

◇ソフトクリーム \300.Soft ice cream

・ バニラ、アップルマンゴー、ミックス
Vanilla、Apple mango、Mixture

・ オリジナルソフト（きびもちソフト、オレンジラスクソフト)

各\400.-

Original soft ice cream（Millet rice cake、Orange rusk) For each,¥400.-

◇飲み物

（ラストオーダー１５：３０） Drink （The last call １５：３０）

・ コーヒー／紅茶 （アイス／ホット） \300.・ マンゴージュース \300.- Mango juice
◇軽食 （ラストオーダー１５：００） Light meal （The last call １５：００）
・
・
・
・
・

カレーライス（各種） \650.-～\700.お子さまカレー（ミニソフト付き） \500.Cake set
ケーキセット \650.シチュー（各種） \850.Stew(Variously)
スパゲッティ（各種） \700.Spaghetti(Variously)

スパゲッティは、夏期はありません。
There is no summer for spaghetti.

お土産売店
Gift Stand

９：００～１６：００

Coffee／Tea （Iced or Hot）

Curry and rice（Variously）
The child curry（With a mini
soft ice cream）

お好きな飲み物と一緒にどうぞ！
Please have with a favorite drink!

ケーキセットは、
ラストオーダー15:30です。
季節により、ケーキが変
わります。
A cake set is last call
15:30.
A cake changes with a
season.

・ 季節に合わせた、真鶴・湯河原・伊豆のお土産をそろえてあります。
There is a gift in Manazuru, Yugawara and Izu put together in the season.

当店の人気商品

Our popular gifts

貝・アクセサリー・手芸品 Shellfish and accessary handicrafts items

オリジナル商品
Original goods

三ツ石オリジナルハンドタオル 380円
薄い（ブルー、ピンク、グリーン）
Mitsuishi original hand towel of 380 yen
Light blue, pink (and) green

駐車場案内（第１、番場浦）
Parking lot guide (the 1st, BANBAURA)

潮騒の足湯
Footbath of the murmuring of a rising tide（SHIOSAI)

10:00～16:00 土曜・日曜・祝日

無料、天候により休止する場合があります
It's sometimes suspended by no charge and the weather.

第１ 70台、 番場浦 70台、 バス 5台
(the 1st 70, BANBAURA 70, BUS 5)

バーベキューコーナー
・

10:00～15:00 Barbecue section

バーベキュー機材一式と場所の貸出しです。食材はお持ち込みでお願いします。
A barbecue set of machinery and materials and rent of place. Bring the ingredients in and, please.

電話による予約が必要です。
Reservation by the telephone is needed.

予約受付 年中無休 ０４６５－６８－１１１２ 9:00～16:30
Reservation reception Open throughout the year.

大人600円 子供300円（小/中学生） 小学生以下無料
600 yen for an adult 300 yen for a child (schoolchild/junior high school student) No charge below the schoolchild

無料休憩室
Free resting room
・ ご自由にお過ごしください。

三ツ石
スタンプ
コーナー

Please have time freely.

御林ステーションStation of OHAYASHI
・ 御林を知って頂くコーナーです。
The section which knows OHAYASHI.

MITSUISHI Stamp section

