
冬こそ

冬の
和歌山県はおトクなキャンペーンがいっぱい!

本紙掲載の各施設で
いろいろな特典が受けられる

おトクなクーポン付
本紙掲載の各施設をご利用の上、

アンケートに答えると

白浜温泉ペア宿泊券や
和歌山の特産品が

当たる!

4 3 日

和歌山
パワースポットで心を癒し、
温泉で体を癒す・・・
和歌山でくつろぎませんか



天王醸造

マルサ

福梅本舗

美好屋
魚政商店

山崎梅栄堂

松竹堂 福亀堂
（大漁みやげセンター）

龍神は～と

サービスエリア 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

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） 大阪支店　　06-6876-0431　　　http://www.w-holdings.co.jp/ホーム
ページ

白浜（下り）方面

白浜（下り）方面店内

大阪（上り）方面

大阪（上り）方面

サービス
エリア

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」を味わうことが出来ます。また、売
店には有田地方の名物のえびせん、湯浅醤油、蜜柑
ジュースなど品揃が充実しています。下り線には、食事
処“末廣”、また24時間営業の“コンビニ”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。

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。

平成22年4月28日に日高観光物産センター
がOPEN。軽食コーナーでは、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「南紅梅」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
「赤糖房」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。

裏表紙のクーポンで

湯浅湾で水揚げされた新鮮なしらすを使用。
程よく塩気がきいたふわふわの釜揚げしらす
をご飯の上に。専用の醤油でどうぞ。

しらす丼 650円（税込）

高速では紀ノ川SA（上）限定販売のロー
ルケーキです。和歌山産みかんと蜂蜜の
特製コンフィチュール、北海道産の生ク
リームをたっぷり使用しています。

Kichiyaロール 1,470円（税込）

酢で締めた鮭・鯖の切り身を寿司飯にのせ、殺菌
作用があると言われる柿の葉で包んだ逸品です。

柿の葉寿司
（6個入り）630円（税込）

梅を餌に育った地元の「紀州梅鳥」をきのこと
野菜でグリル。サイドメニューとして鯵のから揚
げの南蛮漬けと地場産の大根他の野菜を
使ったサラダであっさりと召し上がって下さい。

うめ～鳥のグリルチキン1,280円（税込）2008年食肉産業展において行われた
「地鶏・銘柄鶏食味コンテスト」において最
優秀賞を受賞した「紀州うめどり」。そのもも
肉と根来大唐辛子等の地元産野菜を使っ
たヘルシーなホイル焼。ポン酢であっさりと
召し上がっていただける定食メニューです。

紀州梅鶏のホイル焼定食 980円（税込）

コーヒーをご注文いただき、クーポン券をお持
ちのお客様にミニ食パン一個をサービスし
ます。

コーヒー 350円（税込）

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 300円（税込）

ＴＶ「秘密のケンミンＳＨＯW」でも紹介された、
和歌山県民に愛されるローカル・ソフトクリー
ム。本家のお茶屋さんが作った元祖・抹茶ソ
フトクリームです。

グリーンソフト 300円（税込）

ご当地ラーメン多々あれど、豚骨の出し汁に
醤油タレをかけあわせるのが和歌山流。豚骨
スープよりサラサラなのに「濃厚」。一度、ご賞
味あれ。

和歌山ラーメン 600円（税込）

上り線売店にて3,000円以上お買い上げの方
クーポン券とレシートご持参で軽食コーナーの

コーヒー１杯をサービス

裏表紙のクーポンで裏表紙のクーポンで

裏表紙のクーポンで

コーヒー（350円）ご注文の方に

ミニ食パン1個をサービス

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

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。

平成23年夏までの
早い時期の完成を
目指します。

　大阪方面２車線化工事は、従来、制限速度６０キロの対面通行で利用していた道路
を、制限速度８０キロ対応の片側2車線の道路にするため、インターチェンジの合流車線
の拡幅及び延長、トンネル内の古くなった設備を最新のものに取替えたりする工事を
行っています。
　従来と同じ、大阪方面は1車線での運用により、お客様の安全を確保した上で工事を
進めてまいります。ご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力をお願いします。

※下津インターチェンジ部については、本
線合流車線を延長するため、橋梁の拡
幅やトンネル坑口の撤去などの大規模
な改築工事を行います。

工 事 内 容

【下津インターチェンジ】

24時間高速道路の道路交通情報を提供
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牟婁の湯

紀州博物館

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

ページ

ホーム
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裏表紙のクーポンで
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

裏表紙の
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

NEXCO西日本が提供する宿泊予約サイト『みち旅』からのお知らせ
平成22年8月から
電話宿泊予約サービスを開始しました。

050-3734-3822

女性用露天風呂

お料理写真はイメージです

紀州の素材を中心にした懐石料理

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

白浜温泉
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。

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？
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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。

裏表紙のクーポンで
ご宿泊の方に

入浴料
１５０円引き

■和歌山県西牟婁郡白浜町山上通り920-16
■TEL：0739-43-5005
■URL http://www.mantei.jp/
■泉質：食塩泉（含ブローム芒硝重曹）
■日帰り入浴不可　 
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数奇屋にアールヌーボーが薫る和室や、離れ
が和と洋を融合させ独特の雰囲気を醸しだし
ている旅館です。ヒヨドリやメジロなどの野鳥
の鳴き声と温泉の湧き落ちる音が館内の空気
と一致し静かな時の流れをえます。毎水曜夜
はフランス料理のみを供し二泊三日の宿泊で
和洋のグルメが楽しめます。西側の部屋より円
月島が眺められます。

裏表紙のクーポンで■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
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す
　

白
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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
つの湯舟を満喫可能。地獲れ魚介類や野
菜がたっぷりの食事と温かいもてなしで、心か
ら寛いでいただけます。

裏表紙のクーポンで■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
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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。

裏表紙のクーポンで
■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
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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
湯舟、貸切半露天風呂でごゆっくりお寛ぎ
頂けます。

南紀の立ち寄り湯
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：10：30～
20：00■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

裏表紙の
クーポンで 入浴料100円引

釜の崎温泉（がまの湯） MAP▶P1

通称「がまの湯」は泉質良好。ぬるめのお
湯で肌がつるつるしてきます。建物の前
には温泉水を10㍑100円で買える水汲み
場があり、好評です。
■和歌山県田辺市龍神村小家1013-3
■TEL：0739-77-0345■営業時間：
平日13：00～21：00/土・日・祝日10：00
～20：00■休業日：月曜■料金：大人
525円・小人315円■駐車場：20台

裏表紙の
クーポンで 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 裏表紙の

クーポンで 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湯崎1668
■TEL：0739-42-3016■営業時間：
8：00～17：00■休業日：水曜■料金：
300円（3歳以上）■駐車場：14台

※掲載内容は平成23年3月までの内容です。4月以降は内容が
変更になる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

※掲載内容は平成23年3月までの内容です。4月以降は内容が
変更になる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

裏表紙の
クーポンで 入浴料半額

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浜通り
3313-1■TEL：0739-43-2614■営業
時間：7：00～23：00（毎週火曜12：00～
23：00）■休業日：無休■料金：大人300
円・中人130円・小人70円■駐車場：6台

裏表紙の
クーポンで 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、さまざまな入浴施設を備えています。

■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

裏表紙の
クーポンで 入浴料100円引

ホテル しらさぎ MAP▶P1

海抜60mの位置にあり、太平洋を一望で
きる展望風呂で湯ったり。地元で採れた
四季折々の薬草を日替わりで入れる薬草
風呂も人気があります。

■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■料金：
大人600円・小人300円■駐車場：20台

裏表紙の
クーポンで 入浴料100円引

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）（火曜は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

裏表紙の
クーポンで 入浴料200円引

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。
■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 裏表紙の

クーポンで

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：
7：00～23：00（毎週木曜12：00～23：
00）■休業日：無休■料金：大人300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。

和と洋が融合した独特の雰囲
気です。

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

※掲載内容は平成23年3月までの内容です。4月以降は内容が
変更になる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

入浴料半額 10円未満は
切上げ

入浴料

NEW 受付時間／12：00～21：00（平日のみ）

※ご利用にあたってはクーポン券は発券でき
ませんのでご了承ください。
※道路情報に関するお問い合わせはお受け
できませんのでご了承ください。

電話宿泊予約サービスの利
用約款は、アイハイウェイ内
『電話宿泊予約サービス』を
ご参照下さい。
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湯の峰
温泉

胎内くぐりと
乳岩

大斎原

熊野速玉大社
神倉神社

那智の滝

特賞

10名様に当たる!たる! 3名様に当たる!

27名様に当たる!

たる!

27名様に当当たる!

100名様に
当たる!

38名様に当たる!

00名様名様に
当たる!

38名様に当たる!

当たる!

パワースポットの宝庫熊野
　2004年7月に世界遺産登録された「紀伊山地の霊場と参詣道」は、熊野三山、高野山、吉野・大峯の3つの霊場と、これらを結ぶ熊
野参詣道、高野山町石道、大峯奥駈道からなり、和歌山県・三重県・奈良県の三県にわたって広がっています。
　熊野三山や熊野古道中辺路、大辺路などがある和歌山県南部の熊野地方は、古道ウォークを楽しむ方にとって人気の場所です
が、近年はパワースポットの宝庫としても人気があり、大自然が放つ雄大なパワーが、訪れる人 を々元気にしてくれます。
　やっぱり行くべき定番のパワースポットから、意外と知られていない隠れパワースポットまで、是非足を運んで熊野のエネルギー
を五感で感じてみてください。

胎内くぐりと乳岩
滝尻王子から10分ほど歩いたところに、古道に沿って
横たわる巨岩があります。人ひとりが通れるほどの穴が
開いていて、この穴をくぐることを「胎内くぐり」といい、女
性がくぐると安産になると伝えられています。近くには奥
州藤原秀衡伝説が語り継がれる「乳岩」も。

湯の峰温泉「つぼ湯」
日本最古、約1800年前に発見されたという古湯で、入
浴する温泉では唯一世界遺産に登録されています。
湯の色が日に７回変化すると言われているこの秘湯
は、小栗判官伝説ゆかりの蘇りの湯としても有名です。

大斎原（おおゆのはら）

那智の滝
日本一の落差を誇る、熊野那
智大社のご神体とされる大
滝。滝壺の近くまで行くと、滝
（水）のパワーを全身で感じる
ことができます。水しぶきを浴
びると延命長寿のご利益があ
ると伝わります。

ごとびき岩
熊野の神々が降臨したと伝わる
神倉山に鎮座する巨岩で、熊
野速玉大社（新宮）の元宮であ
る神倉神社のご神体。高さ100
ｍ近い断崖絶壁にあり、自然石
を積み上げた急峻な石段を登り
きると現れるその姿は圧巻で
す。ここからは新宮の町並や熊
野灘を一望することもできます。

熊野速玉大社のナギ（梛）
熊野速玉大社境内にあるナギ（梛）の
木は推定樹齢1000年で、国の天然記
念物に指定されています。
ナギの葉には縦に細かい平行脈があ
り、横には引き裂きにくいことから、“男
女の縁が切れないように”縁結びのお
守りとして人気です。古の熊野詣の
人々は必ずこの葉をいただいて帰る
習わしがありました。

パワースポットを巡る旅

モデルドライブコース 所要時間 車で約165分 所要時間 車で約295分1

白 浜 南紀田辺
IC

胎内くぐり
と
乳岩

湯の峰温泉
「つぼ湯」
（本宮温泉郷）

大斎原
（熊野本宮大社）40分 30分 15分 80分

311

パワースポットを巡る旅

モデルドライブコース 2

白 浜 南紀田辺
IC

熊野
速玉大社
（ナギ）

神倉神社
（ごとびき岩）

勝浦
温泉

熊野
那智大社
（那智の滝）100分 10分 15分 20分 150分

42 168 311

熊野川、音無川、岩
田川が合流した中
州にある、熊野本宮
大社の旧社地。川の
中州とは思えないく
らい、大木に囲まれ
た森の中には、静寂
さに包まれた聖地が
広がっています。

あったかわかやま宿泊得々キャンペーン

3万円をキャッシュバック!
①申込用紙を手に入れる
　和歌山県観光連盟ＨＰからもダウンロードできます
②わかやまで泊まる
③宿泊証明印をもらい郵送する

平成22年10月～平成23年3月末の
宿泊分まで対象

http://www.wakayama-kanko.or.jp/

わかやまは暖かい！梅、水仙、春を先取りするお花が待ってます!

応募方法

平成23年4月7日 
※当日消印有効

締め切り

（社）和歌山県観光連盟
 TEL：073-441-2775

お問い合わせ①現金３万円キャッシュバック

②プレミア和歌山認定商品（3,000円相当）

プレゼント

毎月10名（計60名）＋ Ｗチャンス40名  合計100名

毎月50名 合計300名

わかやまは面白い！ふたごパンダ、たま駅長。かわいいスターに出会えます!わかやまは癒やされる！世界遺産高野山、熊野三山、温泉・グルメなど和歌山でココロとカラダが満たされます!

わかやま泊まって
現金3万円をゲット!

県内の道の駅、なぎさの駅、産品販売所など60カ所をめぐるスタンプラリー実施中!!
ハンドブックの専用ハガキにスタンプを押して応募しよう!!わかやま

スタンプラリー

ぐるっ
と!

ハンドブック

ハンドブックは、各
ぐるっとわかやまス
タンプラリー参加施
設の他、近畿「道の
駅」、阪和自動車道、
岸和田サービスエ
リア（下り）、紀ノ川
サービスエリア（下
り）、吉備湯浅パー
キングエリア（上り）、
印南サービスエリア
（上り）にも設置し
ています。

平成23年
3月21日（月）まで

抽選で
合計400名様に
プレゼント

和歌山県観光に関するお問い合わせは
（社）和歌山県観光連盟　　073-422-4631　　　http://www.wakayama-kanko.or.jp/ 携帯電話からはQRコードを利用してケータイ版サイトに簡単アクセス!ホーム

ページ

スタンプ

24個で 熊野牛コース

熊野牛
特選ロース

800g

10名様に当たる!
抽選で

スタンプ

20個で クジラコース

5000円相当
★生マグロ中トロブロック
★生姜丸しぼり
　和歌山ジンジャーエール
　24本入り
★ありだっこ特産品詰め合わせ

3名様に当たる!
抽選で

スタンプ

15個で パンダコース
3000円相当

★松晃梅 ★生本マグロ中トロ（500g）
★天狗ポン酢・天狗醤油セット 他

27名様に当たる!抽選で

スタンプ

6個で たま駅長コース
1000円相当

★まぐろとろ煮 ★美里金山寺味噌（600g） 他
100名様に
当たる!

抽選で スタンプ

3個で 観光連盟賞
オリジナルグッズが

スタンプ

10個で イノブタコース
2000円相当

★天台烏薬商品詰め合わせ
★磯なんば（2枚入） ★紀州那智山蓬莱梅 他

38名様に当たる!

当たる!

抽選で
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