


平成21年6月5日にリニューアルＯＰＥＮした阪和自動車道紀ノ川サービスエリア上り線は、
和歌山県の最終エリアとして紀州特
産品を豊富に取り揃えています。中で
も名物の「小鯛雀寿司」「紀州南高
梅」「湯浅醤油」などはその味の良さ
で全国的にも有名です。

お客様に食べる・買う・くつろぐを楽しんでもらえるだけでなく、
お客様から喜ばれ、地域から愛されるエリアづくりを目指して
おります。ぜひサービスエリアにお立ち寄りください。

紀ノ川
サービス
エリア

吉備湯浅
パーキング
エリア

印 南
サービス
エリア

白浜（下り）方面 大阪（上り）方面

西日本高速道路サービス・ホールディングス（株） 関西支社　　06-7174-8800　　　http://www.w-holdings.co.jp/ホーム
ページ

白浜（下り）方面

大阪（上り）方面

大阪（上り）方面

上り線PA「軽食コーナー」より湯浅湾や湯浅城を眺めな
がらお食事が出来ます。湯浅湾で獲れた「しらす」を使っ
た「しらす丼」を味わうことも出来ます。また、売店には湯
浅醤油、金山寺味噌、釜揚げシラス、紀州南高梅、収穫
量日本一の山椒を使った商品等が販売されています。

白浜（下り）方面

下り線PAには、
軽食コーナーと
して末廣食堂、
また24時間営業
のコンビニ（ファミ
リーマート）があ
ります。

多彩な飲食空間を集約し、和歌山ラーメン、麺類・定食・丼などを集めたフードコー
ト、和歌山の新鮮フルーツを使用したフレッシュジュースが味わえる珈琲館やベーカ
リーが軒を連ねています。

印南特産の甘～いミニトマトを使ったオリジナ
ルメニューをはじめ、紀州備長炭を練り込ん
だ印南SA限定の「炭うどん」や「和歌山ラー
メン」「めはり」など南紀の名産が味わえます。
また、直営のパン屋「赤れんが」の地元の特
産品を使ったオリジナルパンもおすすめ。

本場ならではの「南高梅」の多彩な梅製
品をはじめ、紀州備長炭を使った「炭えび
せん」「さんま寿司」や甘～いミニトマトなど
日高観光物産センターが、その名の通り日
高地方を中心に紀州の山海の幸を豊富
に取りそろえたサービスエリアです。

裏表紙の共通クーポンで

紀州・湯浅湾でとれた新鮮な釜
揚げしらすを使った丼。一度お試
しあれ。

しらす丼定食
950円（税込）

濃厚豚骨スープと醤油をかけあわ
せたのが和歌山流。当店人気
No.1メニューです。

600円（税込）

特別に作った真っ白な生地に、甘さを控え
た生クリームと地元産不知火のジャムを
使用。柑橘が爽やかに香るスイーツです。

紀ノ川の恵みロール
1,480円（税込）

近海ものの鯛の切り身をごはんに乗せ、
鰹節と昆布の合わせだし汁をかけてお茶
漬けにしました。梅肉と金山寺味噌の薬
味であっさりとお召し上がり下さい。

鯛茶漬け 1,050円（税込）

湯浅町田村地区で育ったみかん
は濃厚な味わいで果皮の色が濃
いのが特徴。その「田村そだちみ
かん」を使って風味豊かに作り上
げた逸品です。

ふわっとみかん（レアチーズケーキ）
1,365円（税込）

生クリームをたっぷり使ったボリュー
ムのあるシュークリームです。夢見
屋の変らぬ人気NO.１の商品です。

シュークリーム
220円（税込）

梅を練り込んだピンク色
のうどんにワカメ・紫蘇・
南高梅をトッピング、あっ
さりさっぱりいただけます。

梅うどん
550円（税込）

和歌山県北山村生まれの柑
橘類「じゃばら」を使ったソフト
クリーム。邪気を払う力がある
とされることから「じゃばら」と名
付けられました。お試しあれ。

和歌山じゃばら
ソフトクリーム

350円（税込）

印南特産の甘～いミニトマトをじっくり煮
込んだトマトスープと味噌がベストマッチ。

トマト味噌ラーメン
630円（税込）

特選ソースでとてもおいしい“ジャンボたこ焼
き”、あなたもいかがですか？

ジャンボたこ焼き（8個入り）
500円（税込）

NＴＶ「秘密のケンミンＳＨＯ
W」でも紹介された、お茶屋さ
んの作った元祖抹茶ソフトク
リームです。

グリーンソフト
300円（税込）

和歌山ラーメン

直営のパン屋「赤れんが」
が印南サービスエリアの限
定品として開発。リピーター
も多く、上下線ともに人気
ナンバー1の商品です。

キャラメルラスク&
レインボーラスク

各300円（税込）

毎朝、近隣の農家から採れたての新鮮
野菜が入荷。上下線共に全商品100円
とお買い得です。
※人気商品は直ぐに完売しますのでご了承ください。

新鮮野菜村 100円（税込）

上り線売店にて

3,000円以上お買い上げで

コーヒー1杯サービス
※レシートとクーポン券が必要です

裏表紙の共通クーポンで

裏表紙の共通クーポンで
上下線とも

コーヒー（350円）ご注文の方に
レインボーラスクを
サービス

和
歌
山
MAP

レストランでお食事をされた方
コーヒー１杯をサービス

裏表紙の共通クーポンで

レストランでお食事をされた方
コーヒー１杯をサービス

出発時間、走行ルート、休憩などの走行計画にお役立て頂き、安全・快適に高速道路や休憩施設をご利用下さい。24時間高速道路の道路交通情報を提供
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ETC休日特別割引実施中！
【ETC休日特別割引の内容】 ※普通車・軽自動車限定

割引の適用条件の詳細については、トクトクETCホームページ（http://www.tokutoku-etc.jp/）でご確認ください。

適用区間
大阪・東京近郊以外

大阪・東京近郊
（大都市近郊区間）

割引時間帯
土曜・日曜・祝日の終日

土曜・日曜・祝日の6時～22時

土曜・日曜・祝日の0時～6時
及び22時～24時

割引率
最大5割引
最大3割引

最大5割引

3,173円以上お買い上げの方にパンを
2個プレゼント

4,173円以上お買い上げの方にパンを
2個プレゼント
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白浜観光協会　　 0739-43-5511　　　http://www.nanki-shirahama.com/
白浜温泉旅館協同組合　　0739-42-2215　　　http://www.shirahama-ryokan.jp/ホーム
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裏表紙の共通クーポンで
ご宿泊の方に

白浜温泉 湯の花
プレゼント

ご宿泊の方に

白浜温泉 湯の花
プレゼント

ご宿泊の方に

白浜温泉 湯の花
プレゼント

ご宿泊の方に

白浜温泉 湯の花
プレゼント

ご宿泊の方に

白浜温泉 湯の花
プレゼント

裏表紙の
共通クーポンで 入浴料100円引

■和歌山県西牟婁郡白浜町1821
■TEL：0739-43-1000
■URL http://www.seamore.co.jp/
■泉質：ナトリウムー塩化物・炭酸水素塩泉
■日帰り入浴不可女性用露天風呂

お料理写真はイメージです

お料理写真はイメージです

海を臨む大きな窓が印象的なレストラン

温泉大浴場夕月

お料理写真はイメージです

露天風呂

お料理写真はイメージです
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紀州と言えば梅。その梅を漬ける巨大な樽
に温泉を引き込み、香ばしい湯を最初に楽し
んだのが徳川吉宗公だと言われています。そ
んな伝説の温泉が、ホテルシーモアの露天
風呂「梅樽温泉」です。紀州の海の水平線
を見下ろす湯に浸かれば、至福のひとときが
暮れてゆきます。

裏表紙の共通クーポンで■和歌山県西牟婁郡白浜町868
■TEL：0739-43-0100
■URL http://www.shiraraso.co.jp
■泉質：ナトリウムマグネシウム塩化物泉
■日帰り入浴不可

南
紀
白
浜
温
泉
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グ
ラ
ン
ド
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全ての客室から、美しい白砂が眩しい白良
浜と碧い海を望むことができるロケーション
が自慢。2階にある「眺望の湯・潮風」の露
天風呂は湯面が水平線に重なり、海に溶
け込むような一体感が味わえます。また、総
料理長が心をこめた創作料理や行き届いた
サービスなど、心あたたまるおもてなしのお宿
です。

裏表紙の共通クーポンで■和歌山県西牟婁郡白浜町湯崎1870
■TEL：0739-42-3360
■URL http://www.yanagiya-hotel.jp/
■泉質：ナトリウム・塩化物泉
■日帰り入浴不可

家
族
と
す
ご
す
　

白
浜
の
宿

白良浜を望む眺望もさることながら、自慢は何と
言っても源泉かけ流しの天然温泉。万葉の
頃より斉明天皇、持統天皇など女帝が愛し
た行幸温泉の源泉を引く、数少ない旅館の1
つです。大浴場、露天風呂、家族風呂など8
つの湯船を満喫可能。地獲れ魚介類や野
菜がたっぷりの食事と温かいおもてなしで、心
から寛いでいただけます。

裏表紙の共通クーポンで■和歌山県西牟婁郡白浜町3078
■TEL：0739-43-1111
■URL http://www.sanrakuso.co.jp/
■泉質：ナトリウム炭酸水素塩泉・塩化物強塩泉
■日帰り入浴不可

ホ
テ
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楽
　

荘

白良浜を一望できる全室オーシャンビューの
ホテル。源泉掛け流しの2種類の泉質をも
つ大浴場やバリエーション豊富な海の幸会
席が自慢の宿です。

裏表紙の共通クーポンで
■和歌山県西牟婁郡白浜町868
■TEL：0739-43-0634
■URL http://www.yado-musashi.co.jp/
■泉質： 斉明湯ー含重曹食塩硫化水素泉
 生絹湯ー含芒硝重曹一食塩泉
■日帰り入浴不可

紀
州
・
白
浜
温
泉

白良浜まで徒歩1分の木の香豊かな本格
和風旅館。南紀の旬の会席やできたてアツ
アツオープンキッチンバイキングが大人気。
良質な2種類の源泉からの温泉と6種類の
湯船、貸切半露天風呂でごゆっくりお寛ぎ
頂けます。

かんぽの宿 紀伊田辺 MAP▶P1

全室オーシャンビュー。お部屋や展望大
浴場・露天風呂からの海に沈む夕日は絶
景です。

■和歌山県田辺市目良24-1■TEL：
0739-24-2900■営業時間：11：00～
21：00■休業日：不定休（年1回2日間）
■料金：平日650円/土・日・祝日700円・
小人400円■駐車場：大型2台・普通80台

富里温泉 乙女の湯 MAP▶P1

深山幽谷「半作嶺」の麓、1,300ｍの地
下深く太古の眠りから醒めて自噴してお
りナトリウムイオンを大量に含む健康に良
い療養泉です。
■和歌山県田辺市下川下982■TEL：
0739-63-0126■営業時間：15：00～20：00
（月～土）・13：00～20：00（日・祝日・1/1～3）
■休業日：木曜■料金：大人５００円・小人２００
円・幼児（3歳以下）無料■駐車場：１５台

入浴料150円引

龍神温泉 元湯 MAP▶P1

龍神温泉は、日本三美人の湯の一つに
数えられるほど泉質良好で、四季折々の
景色を眺めながらゆったりとした時間を過
ごせます。
■和歌山県田辺市龍神村龍神37■TEL：
0739-79-0726■営業時間：7：00～21：
00■休業日：無休■料金：大人700円・
小人350円/団体大人600円・団体小人
300円■駐車場：普通50台・大型10台

入浴料100円引

崎の湯 MAP▶P3

万葉の昔より行幸を仰ぐほど、多くの人々
に愛された名湯「崎の湯」。雄大な太平
洋を望む荒磯の崎に、自然に浸食されて
できた岩風呂です。

■和歌山県西牟婁郡白浜町1668
■TEL：0739-42-3016■営業時間：
8：00～17：00■休業日：水曜■料金：
400円（3歳以上）■駐車場：14台

入浴料 大人100円引
中・小人半額

白良湯 MAP▶P3

名勝地の白良浜を一望できる白良湯は、
地元の方の公衆浴場として、そして、観光
客の方の外湯として人気を博しています。
■和歌山県西牟婁郡白浜町3313-1
■TEL：0739-43-2614■営業時間：
7：00～22：00■休業日：木曜■料金：
大人400円・中人130円・小人70円
■駐車場：6台

大人200円引 小人100円引

クアハウス熊野本宮 MAP▶P1

渡瀬温泉の名湯を現在風にアレンジした
多目的保養館です。うたせ湯、気泡湯な
ど、様々な入浴施設を備えています。ハー
ブ園、宿泊施設も併設しています。
■和歌山県田辺市本宮町渡瀬45-1■TEL：
0735-42-1777■営業時間：10：00～
21：00（受付20：00）■休業日：木曜（祝日の
場合は翌日金曜）■料金：大人600円・小人
300円■駐車場：普通30台・中型バスのみ

入浴料100円引

湯治のできる宿 しらさぎ MAP▶P1

泉質自慢の椿温泉。痛みと肌に効くと言
われる美肌湯を海抜60ｍの展望風呂で
楽しめる。地元で採れる薬草や果実を浮
かべた日替わり風呂も人気です。
■和歌山県西牟婁郡白浜町椿1056-22
■TEL：0739-46-0321■営業時間：11：
00～20：00■休業日：不定休（12/31～
1/3の外来入浴は受け付けていません）■料
金：大人600円・小人300円■駐車場：20台

リバージュ・スパ ひきがわ MAP▶P1

日置川・志原海岸の地底より湧き出した自家
源泉で、アルカリ性単純泉の天然風呂。男女
各7種類の多彩な湯船でリラックスできます。
■和歌山県西牟婁郡白浜町日置
1013-25■TEL：0739-52-2370■営
業時間：11：00～21：00（20：30受付終
了）（木曜は15：00～）■休業日：不定休
■料金：大人650円・小学生300円・幼
児（3歳以上）100円■駐車場：100台

ホテル ベルヴェデーレ MAP▶P1

リゾート気分を演出する5種類の地中海
風露天風呂が自慢。太平洋を見渡しなが
らくつろぐ足湯カフェ、エステコーナーなど
にも注目です。
■和歌山県西牟婁郡すさみ町周参見
4857-3■TEL：0739-55-3630■営業時
間：7：00～10：00／15：00～22：00（土・日・
祝日12：00～22：00）■休業日：不定休■料
金：大人800円・小人400円■駐車場：50台

牟婁の湯 MAP▶P3

浴場には大きな湯船が2つに仕切られ、
一度に2つの異なる源泉を味わえる公衆
浴場です。
■和歌山県西牟婁郡白浜町1665
■TEL：0739-43-0686■営業時間：
7：00～22：00■休業日：火曜■料金：
大人400円・中人130円・小人70円
■駐車場：5台

日本夕陽の宿百選に選定され
た絶景です。

美しい白砂の白良浜が目の前と
いう絶好のロケーションが自慢。

バリアフリー対応の貸切露天
風呂も完備。

目前に広がる白良浜から見た夕陽は
「日本の夕陽百選」に選ばれました。

白い浜辺が美しい白良浜から徒歩
約1分、絶好のロケーションです。

大人
のみ

10円未満は
切上げ

入浴料 大人100円引
中・小人半額10円未満は

切上げ

入浴料

NEXCO西日本が運営する宿泊予約サイト『みち旅』
http://www.michitabi.com/

みち旅で予約すると
SA・PAで使える

「みち旅」クーポンが貰えます！

気軽に楽しめる立ち寄り温泉が充実しているのも、南紀の魅力。美人湯や景色を一望
できる最高のロケーションなど、種類もいろいろあります。あなただけのとっておきの湯を
探してみては？

暖かい黒潮に、三方を洗われる湯の町白浜。古くから「牟婁の湯」と呼ばれ、有馬・道後
に並ぶ、日本三古湯。1300年の歴史が、今も湯の香に漂います。名勝に酔いしれ、名湯
に浸かる。そして童心に還るアドベンチャーワールドもいまや白浜ならではのリゾートシー
ンです。

裏表紙の
共通クーポンで

裏表紙の
共通クーポンで

入浴料100円引裏表紙の
共通クーポンで

裏表紙の
共通クーポンで

裏表紙の
共通クーポンで 入浴料100円引

裏表紙の
共通クーポンで

入浴料200円引裏表紙の
共通クーポンで

裏表紙の
共通クーポンで

裏表紙の
共通クーポンで
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「特産品情報」のお店から特産品をプレゼント!
詳しくはP10をご覧ください。
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銘菓「田辺っ子」は、
バターを主味とした
口あたりやわらかな
ブッセ。七福もなか、
酒まんじゅうなど職人
達が1つ1つ手造りし
ています。

10％引

蒲鉾に限り通常価格から10%引
※天ぷらは対象外

MAP▶P1 MAP▶P1

白浜のお食事処って？観光地のメニューって高いのでは？どんなランチが
あるか分からない？そんなあなたにとっておきのランチ情報をご紹介。
美味しさ、楽しさ、てんこもり！白浜deランチを是非お楽しみください。

裏表紙の共通クーポンで
1000円お買い上げごとに
田辺っ子 １つプレゼント

七福堂

■和歌山県田辺市新屋敷町63
■TEL：0739-22-2541
■営業時間：7:30～19:00
■休業日：日曜
■駐車場：８台

紀伊田辺駅のすぐと
なり。地元紀南で作
られたお菓子、梅干
し、なんばん焼など。
中でも梅酒はたくさ
んの種類を揃えてい
ます。

裏表紙の共通クーポンで
通常価格から
お買物5%引

木紙布庵 えん
 き し ふ あ ん

■和歌山県 田辺市湊953-1
■TEL：0739-26-1975
■営業時間：9:30～17:00
■休業日：無休　
■駐車場：市営有料駐車場をご利用ください。

季節感あふれる地元
産品を豊富に取り揃え
ています。特製生しぼ
り「俺ん家ジュース」は
秋津野の完熟温州み
かん100％。飲みあきし
ない味で好評です。

裏表紙の共通クーポンで

きてら特製「俺ん家ジュース」
瓶詰め商品に限り10％引

秋津野直売所 きてら

■和歌山県田辺市上秋津1487-1
■TEL：0739-35-1177
■営業時間：9:00～16:30
■休業日：年中無休（1/1～3は休み）　
■駐車場：30台

田辺市秋津川地域は
紀州備長炭発祥の地。
発見館では木炭の歴
史や文化、種類等を展
示しており、売店には紀
州備長炭を中心に地元
産品も販売しています。

裏表紙の共通クーポンで

紀州備長炭の
当社製品に限り

道の駅 紀州備長炭記念公園

■和歌山県田辺市秋津川1491-1
■TEL：0739-36-0226　■営業時間：
9:00～16:00　■休業日：水曜日（祝日の
場合は翌日）・12/29～1/1
■駐車場：20台、第2駐車場有

白浜の名産、魚政の
かまぼこ「南蛮焼」
「牛蒡巻」。地元をは
じめ、県内外のお客
様にも愛され続ける
伝統の味。

裏表紙の共通クーポンで

魚政商店

〈大浦店〉■和歌山県西牟婁郡白浜町3779-1
■TEL：0739-43-8139　■営業時間：8：00
～18：00　■休業日：1月1日　■駐車場：5台
〈本店〉■和歌山県西牟婁郡白浜町1353-1
■TEL：0739-42-2124　
■営業時間：8：00～20：00　
■休業日：1月1日　■駐車場：2台

純○柚もなか、みかん
サブレがおすすめ商
品です。

裏表紙の共通クーポンで
通常価格から
お買物10%引

松竹堂

■和歌山県西牟婁郡白浜町2640-1
■TEL：0739-42-3529　
■営業時間：8：00～17：00
■休業日：無休　
■駐車場：4台

白良浜に面した浜通り
沿い。代表銘柄・幸梅
漬は、大粒の南高梅を
秘伝の調味料で漬け、
梅のおいしさが際立つ
うす塩仕上げ。梅ソフ
トクリームも大人気！

裏表紙の共通クーポンで
梅干商品に限り
１０％引

幸梅漬本舗 池本商店

■和歌山県西牟婁郡白浜町868-39　
明光ビル1F
■TEL：0120-43-3925
■営業時間：9:00～17:00
■休業日：不定休　■駐車場：1台

J R白浜駅前の新店
舗。梅干、お菓子、みか
んジュース、ぬいぐるみ
等グッズ、地酒や梅酒
など取りそろえていま
す。オリジナルみかんソ
フトクリームは大人気！

裏表紙の共通クーポンで
ご来店の方に

粗品プレゼント&お買物10％引

紀州熊野屋

■和歌山県西牟婁郡白浜町堅田1385-5
■TEL：0739-43-7000
■営業時間：9：00～18：00
■休業日：火曜（10月～2月は火・木曜）
■駐車場：５台

太刀魚タタキ丼 1000円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に

吸物サービス

お食事処 ときわ

うめどりのチキングラタン 945円
（ランチメニューは日替わりになります）

■和歌山県西牟婁郡白浜町７５９-６
■TEL：0739-42-4084
■営業時間：11：00～14：00／16：00～
22：00（ランチは14：00まで）
■休業日：木曜　■駐車場：7台

熊の路丼 1350円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
ご利用料金５％OFF

地魚料理 㐂楽

■和歌山県西牟婁郡白浜町８９０-４８
■TEL：0739-42-3916
■営業時間：11：00～14：00／16：00～
21：00（ランチは14：00まで）
■休業日：火曜　■駐車場：8台

和歌山ラーメンランチ（ラーメンとチャーシュ丼）1150円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
ウーロン茶１杯サービス

※白浜deランチをお1人様で1食お召し上がりの方に限ります。

本格和歌山
ラーメン

■和歌山県西牟婁郡白浜町８９０-３７
■TEL：0739-43-1266
■営業時間：11：00～14：30／17：00～
23：00（ランチは14：３0まで）
■休業日：木曜　■駐車場：3台

焼き魚定食 800円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
コーヒーサービス

民宿・喫茶 アイス

まるまさラーメン

■和歌山県西牟婁郡白浜町８９６
■TEL：0739-42-2885
■営業時間：7：30～20：00（ランチは11：
00～14：00）

■休業日：不定休　■駐車場：3台

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
コーヒーサービス

レストラン ビスコ

■和歌山県西牟婁郡白浜町３３００-１８
■TEL：0739-42-2299
■営業時間：11：30～14：00／17：00～
21：00（ランチは14：00まで）
■休業日：水曜　■駐車場：10台

紀州梅のピッツア 1500円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
400円のドリンクサービス

ピッツア・
チーズ料理の店 美砂家

■和歌山県西牟婁郡白浜町１４０５-１
■TEL：0739-43-7399
■営業時間：11：30～13：30／17：00～
20：30※ランチLO1３：３0（入店は小学
生以上、５名様以上は予約必要）
■休業日：月曜　■駐車場：5台

浜焼定食 900円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
おまかせの１品サービス

浜市場 浜屋台 マルキヨ

■和歌山県西牟婁郡白浜町１３８４-５０
■TEL：0739-43-0640
■営業時間：11：30～14：30（LO14：00）
／17：00～21：00（LO20：30）（ランチ
は14：30まで）　■休業日：火曜
■駐車場：町営無料駐車場をご利用ください。

まぐろお刺身ランチ 800円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
ワンドリンクサービス

まる川 本店

■和歌山県西牟婁郡白浜町２５２５-５
■TEL：0739-43-2211
■営業時間：11：30～14：00
■休業日：木曜　
■駐車場：8台

まぐろ丼 1000円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
ワンドリンクサービス

まる川 ビーチ店

■和歌山県西牟婁郡白浜町３０７８-２０（シャトレハイツ２F）
■TEL：0739-43-8122
■営業時間：11：00～15：00　■休業日：木曜
■駐車場：5台（7・8月は有料）
　町営無料駐車場もご利用ください。

九絵亭の梅鶏ランチ（梅鶏の鉄板焼き） 2100円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に

生ビール（小）またはソフトドリンク１本サービス

活紀州本クエ料理 九絵亭

■和歌山県西牟婁郡白浜町１８２１
■TEL：0739-33-9090
■営業時間：11：00～15：00（LO14：00）
／17：00～22：00（LO21：00）
■休業日：無休　■駐車場：20台

紀州黒潮丼 1000円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
ワンドリンクサービス

ホテル千畳  喫茶チャオ

■和歌山県西牟婁郡白浜町１６８０
　（ホテル千畳内）
■TEL：0739-43-6050
■営業時間：11：00～14:30
■休業日：無休　■駐車場：2台

ふわとろオムカレー 980円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
飲食代金５％OFF

※現金でお支払いの場合のみ。他のサービスとの併用はできません。

シラハマ
ナギサビール直営レストラン

バ ー リ ィ

Ｂａｒｌｅｙ

■和歌山県西牟婁郡白浜町２９２7-５５７
■TEL：0739-43-7373
■営業時間：11：00～22：00
　（LOフード21：00・ドリンク21：30）
■休業日：水曜　■駐車場：15台

しらす釜あげ丼 800円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
ワンドリンクサービス

福亀堂 三段店

■和歌山県西牟婁郡白浜町２９２７
■TEL：0739-43-3687
■営業時間：10：00～15:00
　（ランチは11：00～）
■休業日：無休　■駐車場：20台

紀州うめどり香草焼き 700円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
350円のドリンクサービス

かふぇ 炉蓮２
ろ はす

■和歌山県西牟婁郡白浜町2927-1704
のんびれっじ白浜1F
■TEL：0739-34-8780
■営業時間：8：00～17：00（ランチは11：00～14：00）
■休業日：月・火曜　■駐車場：20台

よくばり御膳（めはり・さんますし・うどん） 1000円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
ワンドリンクサービス

※１枚につきお一人様１杯

まつや

■和歌山県西牟婁郡白浜町堅田１４７１
■TEL：0739-42-2802
■営業時間：8:30～19:30
■休業日：不定休　
■駐車場：なし

珊瑚礁ランチ 2940円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
ご利用料金５％OFF

伊勢海老・
活魚料理 珊瑚礁

■和歌山県西牟婁郡白浜町500-1
■TEL：0739-42-4357
■営業時間：9：00～20：00（17：00～20：
00は要予約）　■休業日：無休　
■駐車場：10台。町営駐車場（50台）は
珊瑚礁をご利用の場合無料

南高梅シャーベット付きパスタランチ
（パスタの種類によって値段が異なります） 1000円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
ワンドリンクサービス

ピッツェリア ペスカトーレ

■和歌山県西牟婁郡白浜町３００-４
■TEL：0739-43-7580
■営業時間：11：30～14：00／17：00～21：30
■休業日：火・水曜（祝日除く）
■駐車場：16台

マグロカツバーガー 500円

裏表紙の共通クーポンで
白浜deランチご注文の方に
ソフトドリンクサービス

海鮮家 千畳

■和歌山県西牟婁郡白浜町２９７２-７２ ２F
■TEL：0739-43-2777
■営業時間：10：00～17：00
■休業日：月曜　
■駐車場：千畳敷駐車場をご利用ください。

白
浜
de
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ン
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白浜deランチ 特産品情報

霊峰高野山や熊野三山など歴史と文化の宝庫でもある南紀は、美しい海や
緑なす山々にも恵まれていて、自然の宝庫でもあります。南紀だからこそ生まれ
た食品、優れた工芸品などの素晴らしいお土産を、ぜひ旅の思い出に。

❶珊瑚礁
❷ペスカトーレ
❸ときわ
❹アイス
❺まるまさ
❻㐂楽
❼ビスコ
❽マルキヨ
❾美砂家
10まる川 ビーチ店
11まる川 本店
12九絵亭

13千畳
14喫茶チャオ
15Barley
16炉蓮2
17福亀堂
18まつや
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