
02. かぎわら

05. まんま屋 Hiroko
住 日高郡美浜町和田1868-21

営 火･水･金･土 11:30～14:30
水･金(おばんざい販売のみ)16:30

～19:00
※売り切れ次第終了

℡ 0738-20-4712

07. ramen BIRDMAN
住 御坊市薗350-22

営 11:00～14:30

17:00～23:00(金,土,日 24：00）

℡ 0738-24-1013 休:無

㋗ 替え玉or煮卵サービス 対象:1人

期間:H29.8.1～H30.3.31

03. 鳥好 各店

02-1. 本店

02-3. 鳥好18
住 御坊市湯川町財部937-17

営 17:00～23:30(LO 23:00)

℡ 0738-23-2941 休:水

㋗ 1ドリンクサービス

対象:2人

期間:H29.8.1～H29.11.1

02-2. 炉万館

02-4. 吉本
住 和歌山市新中島134-3

営 17:00～23:00(LO 22:30)

℡ 073-474-1033 休:水

㋗ 1ドリンクサービス

対象:2人

期間:H29.8.1～H29.11.1

06. 海鮮房 井乃芳
住 日高郡みなべ町埴田1421-21

営 11:00～14:30 16:30～21:00

℡ 0739-72-5151 休:水

㋗ 次回使えるお食事券進呈 対象:１人

期間:H29.8.1～H30.3.31

08. 喫茶 いちりん
住 日高郡日高町萩原874-5

営 6:30～19:00

℡ 0738-63-3030 休:不定休

09. 喫茶 みはる
住 日高郡美浜町田井566-1

営 6:15～18:00

℡ 0738-22-1747 休:第2火、第4火

㋗ マドラー式のコーヒーバッグ1袋進呈

対象:1人 期間:H29.8.1～H30.3.31

10. カフェ･ド･マンマ
住 日高郡みなべ町埴田1590-40

営 平日 10:00～16:30(LO)

休日 9:00～17:30(LO)

℡ 0739-72-2361 休:水

㋗ ワンドリンクサービス 対象:1人

期間:H29.8.1～H30.3.31

04. ほろほろ亭
住 日高郡日高川町船津820
営 9:00～17:00
℡ 0738-54-0541 休:12／30～1／3

01. きのくに 中津荘
住 日高郡日高川町高津尾1049

営 11:30～14:30(LO 14:00)

℡ 0738-54-0082 休:無

地元で獲れた天然の魚介類を活

かした料理が自慢の店。やっぱ

り新鮮な魚は刺身で食べるのが

オススメ。

煙樹ヶ浜の近くで、ほっこり営

業している古民家食堂。彩り豊

かで、見るだけでも癒やされる

ランチメニュー(おやつ･コー

ヒーor紅茶付き)は1,000円から。

平成２８年の８月よ

りリニューアルしラ

ンチ営業がスタート

しました。小さいお

子様連れも多いお店

で、ランチ他、テイ

クアウトもできるよ

うになっています。

紀州うめどりのトリガラを使用

したスープはクサみが無く、濃

厚なのに上品な口当たり。若い

女性から人気が高い。

濃厚鶏soba 750円～

外観、内装共に

女性ウケの良い、

おしゃれなレイ

アウトになって

います。また、

週末には、しじ

みラーメンがオ

ススメです。

道の駅San Pin中津内に併設さ

れているほろほろ亭。ほろほろ

鳥を使用した丼料理他、うどん

等がラインナップ。(時期によっては、

ほろほろ鳥料理の提供ができない場合有り)

きのくに中津荘内に

併設されているレス

トラン。すぐ近くに

ある、中津温泉あや

めの湯「鳴滝」と併

せて楽しむのがオス

スメ。

季節の鍋料理・会席

料理を楽しむ事がで

きます。特に、ラン

チタイムには人気の

日替わり定食のほか、

多彩なメニューを揃

えています。

御坊市内の飲み

屋街から少し離

れた場所にある

居心地良し味良

しの居酒屋です。

道の駅San Pin中

津では、日高川

町の自然豊かな

環境のもとで

育った新鮮な野

菜や果物をはじ

め、山の幸や川

の幸がたくさん

販売されていま

す。

地元では有名な、かき氷の美味

しいお店。夏になると多くの

ファンがどこか懐かしい味に癒

やされる。かき氷(4月頃～11月

頃)各種450円から。

店主も日本一を

謳うほど自信の

かき氷は、ふわ

ふわの食感が暑

い夏にはたまり

ません。また、

冬場には心も体

も温まるぜんざ

い（500円)が人

気です。

自社養鶏場で飼育された鳥

好オリジナル地鶏を使用し

た焼き鳥は絶品。落ち着い

た雰囲気の店内は女性にも

人気。本店はテイクアウト

のみ。

定番メニューのオムライスは、

チキンではなくハムを使用。食

感がひと味違う、老若男女問わ

ず人気の一品。

夏にオススメ

・コーヒーゼリー

フロート

・ロイヤルオーレ

各500円

住:住所、営:営業、℡:電話番号、休:定休日、㋗:クー
ポン、対象:クーポン券1枚の対象、期間:クーポンの有
効期間(お店ごとに違いますのでご注意ください)

泳ぐ生け簀から網ですくった魚

介類を即調理。超新鮮な魚料理

が堪能できるお店。

海鮮丼は1,296円

豊富な定食メ

ニューの中で

も、みなべ沖

周辺で獲れた

魚介類を使用

した、地魚定

食(2106円)が

オススメです。

梅干屋さん直営のカフェで梅を

使用したオシャレなパスタ等の

料理も楽しめる。テレビでの取

り上げ多数の人気店。

カウンター席

から海を眺め

ながら、食べ

ることができ

ます。店内の

雰囲気もオ

シャレで女性

ウケ抜群です。

ほっこりアット

ホームな店内

食事 土産 体験

本チラシは、和歌山県日高地方に在る食事処、お土産
処、体験施設等の情報を掲載した観光周遊チラシです。
（チラシの説明は下記参照）

住 御坊市藤田町吉田541-２

営 11:00～19:00 休:無

℡ 0738-24-0193

住 御坊市湯川町財部181

℡ 0738-24-0845   休:無

営 17:00～23:30(LO 23:00)

㋗ 1ドリンクサービス 対象:2人

期間:H29.8.1～H29.11.1

価格は表示の無い場合、税込み金額となっています。

住 御坊市湯川町財部92-5

営 17:00～22:00(LO 21:30)

℡ 0738-24-0073 休:日

㋗ ウーロン茶１本サービス 対象:1人

期間:H29.8.1～H30.3.31



19. 丸仁商店
住 御坊市湯川町小松原410-1
営 8:00～19:00
℡ 0738-22-0281 休:無

16. 紀州なれずし 八ッ房
住 御坊市湯川町丸山38-6

営 9:00～19:00

℡ 0738-22-7793 休:不定休

㋗ オリジナル粗品プレゼント 対象:1人

期間:H29.8.1～H30.3.31

17. 熊平の梅 みなべ店
住 日高郡みなべ町山内1626-1

営 8:30～17:00

℡ 0739-72-5223 休：元旦のみ

㋗ 粗品プレゼント 対象:1人

期間:H29.8.1～H30.3.31

住 御坊市名田町野島2368
営 はし長 （お土産）8:00～18:00

FISH TERRACE（お食事）8:30～17:00
℡ 0738-29-2468 休：無

20. まあと工房
Strawberry farm

住 日高郡みなべ町晩稲348

営 9:00～17:00
℡ 080-1441-3469(※要予約) 休:無

㋗ 食べ放題40分を無制限に 対象:１家族
期間:H29.8.1～H29.9.18 (メロン狩り)

期間:H30.1.27～H30.3.31(イチゴ狩り)

15. レストラン あんちん
住 日高郡日高川町鐘巻1745-3

営 8:00～20:00

℡ 0738-24-1500  休:無

㋗ つりがね饅頭10個入り100円割引き

対象:1人 期間:H29.8.1～H30.3.31

12. レストラン 日高
住 日高郡由良町大引960-1
営 9:00～17:00

℡ 0738-65-3551 休:12/31 1/1

18. 湖月堂
住 御坊市薗247-3

営 8:30～20:00

℡ 0738-22-2622 休:火

㋗ 自家製造商品１割引 対象:1会計分

期間:H29.8.1～H30.3.31

11. ぷらむ工房

住 日高郡みなべ町晩稲1187

営 8:30～17:00

℡ 0739-74-2406 休:元旦

㋗ 梅ジュース（夏季）orお茶（冬季）と梅

まんじゅうのサービス

対象:1人 期間:H29.8.1～H30.3.31

地元の魚介類を食べたい、お土

産を買いたいというならココ。

オススメは、脂ののった丸鰺を

100枚に1枚程度に厳選して作る

干物。宮子あじ(干物)1枚518円

梅の本場みなべ町で梅商品を買

うならココ。オススメは、世界

にも通用する「究極のお土産」

ノミネート商品 んめ(3粒入り

1,230円)

白浜帰りの際には、是

非、立ち寄りたいお土

産スポットです。

紀州の郷土料理のひとつ「なれ

ずし」。創業40年間、地元に愛

され続けてきた変わらない味は、

ふるさとの味といえる。

日高地方のお土産といえば、つ

りがね饅頭が有名。そのなかで

も、あんちんの紀州うめたまご

を使用した、もちもちの生地は

リピーター多い。

道成寺の周辺にあ

る食事もできるお

土産屋さんです。

つりがね饅頭は(梅

あん、黒あん、白

あん、カスタード

など)各種10個入り

1,200円。

昭和4年創業の老舗の商店。紀

州・日高の商品を豊富に揃える。

日高地方の地酒「日高桜」を取

り扱う。

特徴ある外観は、

JR御坊駅を出て

右を見ればすぐ

目に留まります。 高級イチゴ狩り（H30.1.27 OP予定）

平日 土･日･祝
大人(中学生以上) 2,500円 3,000円
子供(4才～小学生) 2,000円 2,500円

幼児(3才まで) 1,000円 1,500円

乳児(0才児) 無料 無料
1月～3月 40分食べ放題
4月～5月 時間制限無し

メロン狩り

OP H29.8.1～

H29.9.15(予定)

料金 3,000円/人で3種の

メロンの食べ比べ(食べ放

題)の後、お好きな品種を

一つお持ち帰りできます。

日本のエーゲ海と称される純白

な岩と紺碧の海。異国のような

白亜の景観は、若者を中心に人

気が高い。新日本歩く道紀行

100選「絶景の道」認定。

公園内には道の駅

も設置されており、

地元で獲れたわか

め等の特産品を購

入できます。また、

ふわふわのしらす

丼(1,080円)に地元

特産品の天狗醤油

をかけて食べるの

がオススメです。

オススメは、刺身で

食べれるほど新鮮な

魚を贅沢に使用した

干物商品です。また、

店内に併設している

FISH TERRACEでは、

海を眺めながら新鮮

な地魚を堪能できま

す。定食1,000円～
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地元の食材を活かした、刺身盛

りをはじめ、和・洋・中の豊富

な料理が揃う紀州うまいもんメ

ニューは、あなたのニーズに合

うこと間違いなし。

御坊南ICから約3

分のフォレスト

イン御坊内にあ

るレストランで

す。宿泊客以外

の人でも利用で

きます。

住 御坊市岩内529

営 6:30～9:00 17:00～22:00（LO 21:30）

℡ 0738-32-3111 休:無

主に地元でとれた新鮮

な鯖を直接仕入れて寿

司にしています。一品

料理や紀州の魚を使用

した、その他のお寿司

もオススメです。

・本なれずし

各1,296円から

・早なれずし

各1,188円から

健康、長寿を願い、日高別院の

大銀杏をイメージした和菓子

「御美堂さん」。餡子のなかの

柔らかいお餅が絶妙。

御美堂さん6個入り1,080円

御坊の商店街にある

老舗の和菓子屋さん

です。日高地方のお

土産として有名なつ

りがね饅頭の他、各

種和菓子を揃えてい

ます。

明治39年以来、梅に

携わって約100年。

親子3代に受け継が

れる自信の梅干し多

数。テレビなどのメ

ディアで取り上げら

れること多数。

お土産品の他、子ども
に人気のある、梅に関
わる体験メニュー(梅
ジャム作り、梅干し作
り、梅ジュース作り)も
豊富です。※諸事情により

体験出来ない場合もあります。

梅干しの塩分が気

になる方には塩分

3%に控えた毬乙梅

(写真右）がオス

スメです。(8粒入

り2,160円)

紀伊日ノ

御碕灯台

や道成寺

をモチー

フに建設

されまし

た。

13. 白崎海洋公園 14. はし長


