3

CONPEITO

カフェ

若い方が来られるお店のイメージを持たれてるかと思い
ますが、年齢問わず楽しんでいただけるお店作りとメニ
ューを提供いたしております。気軽にお越しください。バ
ルメニューは、ひとりじめ７を使用したパフェです。

4

あさの屋

参加店舗
一覧

居酒屋

当店の人気メニューをワンプレートでお楽しみください。
その他、料理充実しております。皆さまのご来店、スタッフ
一同心よりお待ちしてます。

5

クローバー スナック
日ごろから、格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申
し上げます。初めてのお客さまも気軽にお越しく
ださい。

１枚…生小ビールorチューハイorソフトドリンク＋ミ

１枚…ひとりじめスムージーパフェ（入荷の状

店名

写真
TEL

6

分類

バルメニューの紹介

9

日高町荊木28-8

営/8：00〜18：00

℡0738-24-0816

休/水曜

宴屋 ずかずか 居酒屋

店名の通り「ずかずか」気軽にご来店いただける居酒屋
です！名物「牛すじ煮込み」は、当店自慢の一品です。そ
の他新鮮なお刺身や名物明太子おむれつなどご賞味く
ださい。

10

美浜町和田2095-1

すなっく彩（さや）スナック

アットホームなお店です。初めての方でも気軽に
お立ち寄りください。

11

おかげさまで32周年を迎えます。皆さまのご
来店をお待ちいたしております。

住所

営業時間

麺は創業60年以上の宮武讃岐製麺所の生地を使
用しています。ダシは、いりこベースのダシを風
味よく仕上げました。

15

御坊市湯川町財部220-3

営/17：00〜

山中珈琲（ロマンシティ御坊店）珈琲専門店
焙煎歴30年以上の熟練ロースターによる本格焙
煎珈琲。華やかな香りとマイルドな味わいが特徴
です。珈琲豆だけでなく、ドリンクの販売もしてい
ます。

16

お花でつながる癒しの空間

香華（こうげ）日本ハーバリウム協会認定校

つれもてバル特別価格で実施します。お一人さま
でも気軽に来ていただける教室兼店舗となってお
ります。体験の方はご予約をお願いいたします。
２枚…ハーバリウム作り（中１本）orハーバリウムボ
ールペン作り（１本） ※所要時間は約30分。ハーバ
リウムのボトル・ボールペンは本体の色を選び、好き
な花材を入れていただきます。

１枚…水出しアイスコーヒー３パック＋水出
しアイスコーヒー１杯（ドリンク）※1000円相
当
℡0738-22-0144

21

御坊市湯川町財部181

営/10：00〜19：00

℡090-1133-0087 御坊市湯川町財部654-1-2（陶器のマスヤ様2階） 営/10：00〜16：00 休/水曜

休/無休

野天風呂 宝の湯 スーパー銭湯

ダイエットや美肌作用に効果があると評判の当館自
慢の岩盤浴。制限時間がなく、何度でも自由に出入り
できますので、お客さまのペースでご利用ください。

22

鮨割烹 海老正 居酒屋

オススメの海鮮ちゃんこ鍋や旬の魚、一
品料理が充実しています。自慢の海老正
巻はお持ち帰りも可。

１枚…宝の湯岩盤浴満喫セット（入浴650円＋岩盤浴
250円＋Dr.ウォーター150円の合計1050円がチケット
１枚で利用できます）※イベント日のサービスは対象
外。
℡0738-32-2611 御坊市湯川町財部1118-1
営/平日10：00〜23：00、土・日・祝日24：00 年中無休（施設定期検査は除く）

27

Hunter（ハンター） バー

シックな内装でゆったりとくつろげます。カウン
ター席のほかボックス席もございますので、団体
のお客さまもＯＫです。

℡0738-23-5356

御坊市湯川町財部482

℡0738-24-1615

28

御坊市湯川町財部719-4

営/17：00〜

17 茶葉とコーヒー豆 もりかわ コーヒー豆・茶販売

自社焙煎コーヒーと厳選茶葉の専門店です。常時35種類以上の
コーヒー豆と日本茶、紅茶、ハーブティー、輸入菓子などを販売
しています。オススメの商品をたっぷり詰め合わせたお得なセ
ットをご用意しております。ご来店をお待ちしています。

２枚…お家カフェセット（レギュラーコーヒー豆300㌘〈おすすめセレクト６種
類の中から〉、ドリップバッグコーヒー３P、濃縮紅茶500㍉㍑〈１本〉）※1800円〜
2000円相当。営業時間内であれば常時
℡0738-20-5341

23

御坊市藤田町吉田581

ごぼうめがね

メガネ・補聴器の専門

見え方・聞こえ方の改善で、あなたの人生
を豊かにするお手伝いをさせていただき
ます。

℡0738-22-0291

12

33

29

ゆったりとしたくつろげるお店です。酒類も豊富
に取りそろえておりますので、気軽にお越しくだ
さい。
２枚…2ドリンク＋CAFE DE RARIS
パークリングワイン200㍉㍑）

34

御坊市薗271

営/9:00〜20:00

天野種苗園

種苗店

１枚…多肉植物のミニ鉢植寄せ植えセット
２枚…多肉植物のカップ寄せ植えセット

39

御坊市薗350-21

営/20：00〜

無休

カフェ スプラウト カフェ
バル特別価格のスプラウトランチにはおかず3種、
季節の一品、ご飯、汁物、ドリンクが付いています。
からだにやさしいお食事をご堪能ください。

℡0738-22-0074

40

御坊市薗230-2

35

※事

オイルを使って首や肩のコリをほぐしてい
きます。疲れた女性の駆け込みサロンです。

本格ブラジル風BBQシュラスコをより多くの方に味わってい
ただけるよう、お得なセットをご用意いたしました。ほかにも
シュラスコのフルコースやブラジルの家庭料理を、木の温もり
感じる空間で、生演奏を聴きながらお食事していただけます。

℡090-1907-2536

46

日高川町鐘巻1297-1 【完全予約制】 休/不定休

こまはん商店

化粧品・日用雑貨

資生堂化粧品、ワコールの商品、アサヒ
シューズ、日用品など販売しています。

Eyelash Vanksy

ンク ※要予約、提供時間はディナータイムのみ

℡0738-42-0130

印南町印南1808

営/7:30〜19:30

休/日曜

休/なし

（アイラッシュ ヴァンクシー） マツエクサロン
昨年10月にネイキッドの２階にオープンしました。バル特別価格で各メニューが
受けられます。施術者も全員現役の美容師なので、丁寧な技術・似合うまつ毛選
び・流行りもしっかり取り入れた新感覚のまつ毛エクステをこの機会にぜひお試
しください。
※インスタグラム（＠eyelashvanksy）の
DMからも予約可能。
１枚…Dカールに変更
２枚…ポイントカラー追加
３枚…マツエク専用コーティング剤
４枚…ナチュラルコース（コーティング付）
80本

℡0738-22-5770 御坊市薗432 営/平日：10：00〜19：00、土日：9：00〜18：00 休/月曜、第1・3火曜

41

hairmode airish 美容室

アットホームなサロンです。年齢層も幅広く対応
させていただきます。メンズのお客さまも気にせ
ずご来店ください。

18

合同会社 ミラクルアイ 占い・パワーストーン

持てば分かる！ パワーストーン！
知って得する自分が生まれ持つ色！
皆さまに笑顔のご提案をさせていた
だきます。

13

24

秀月

居酒屋・焼肉
焼肉店として50年以上続く日高郡一の老舗です。
「焼肉みその」からリニューアルして17年。
「てるち
ゃん」
も元気で頑張っています。

御坊市湯川町小松原602-4

℡090-3491-6974

30

御坊市薗91-2

営/17：00〜

47

営/9：00〜19:00

休/月曜、第1・3日曜

シェアカフェ気まぐれ シェアカフェ

旬の食材や地元の野菜を取り入れ
た、体にやさしい和食です。シェア
カフェ利用者も募集しています。
気軽にお問い合わせください。

居酒屋 とんぼ 居酒屋

誰でも気軽に来店していただける、アットホームな
お店づくりを目指しています。皆さまに喜んでいた
だけるよう頑張ってまいりますので、ご愛顧のほど
よろしくお願いいたします。バルメニューのカスラ
ーメンは、チャーシュー増量、特別価格で提供いたし
ます。

℡0738-23-4126

19

御坊市湯川町財部516-17

℡0738-24-1609 御坊市薗294-6（グリーンハウス2F） 営/17：00〜23：00 休/水曜

36

喫茶 みはる 喫茶店

昔ながらのホットケーキをはじめ、懐かしい食事が
多いです。チョットだけ最近の物を取り入れ、若い
人にも喜んでもらえるように工夫しております。

42

美浜町田井566-1

営/6：00〜18：00

美山モータース

休/第2・4・5火曜

自動車修理・販売

いつでも気軽にお越しください。

１枚…天然マカダミアナッツオイル100㍉㍑（物販） ※通常
800円
３枚…デコルテマッサージ（30分） バリニーズオイルでマ
ッサージ（通常3500円＋税。）若返りのオイル・天然マカダミ
アナッツオイルを使用しての施術。リンパ流し・リフトアップ
効果あり。要予約。
℡080-3139-5760

25

御坊市藤田町吉田537-3

呑み処 まき乃

31

営/11:30〜16:00

休/月曜・火曜

お造りの魚は、その日港にあがった天然モ
ノのみを使っています。特製ヘレカツと牛
カツ、
メンチカツもオススメです！

48

日高川町皆瀬1095

営/8：00〜17：00

食事処 花風 飲食店

休/日祝日、
第2土曜

毎朝田辺漁港から直送した旬のお造りを提
供しています。太平洋を望むお座敷でお召
し上がりください。和歌山ラーメンも大好
評です。

２枚…DXお造りと天ぷら定食とミニ
和歌山ラーメン（食後のコーヒー付）
℡0738-43-8111

印南町島田2156-7

営/10:30〜19:30

休/木曜

℡0738-22-4156 御坊市湯川町財部57-3
営/ランチ：11：00〜14：00（LO13：30、月火木金のみ）、ディナー：17：00〜22：00 休/水曜

14

たからや精肉店

休/木曜

居酒屋
アルコール各種豊富に取りそろえて
います。ボトルキープは、3000円か
ら。

営/17：00〜22：00

休/日曜日・祝日

カフェ＆レスト・オリオン カフェレストラン
御坊商工会館の1Fで喫茶店をオープンして9年目
になりました。新メニューの自家製レモネード、和
風パフェ、
トルコライスもおすすめです。

℡0738-23-5207 御坊市薗350-28（御坊商工会議所１Ｆ） 営/9:00〜17:00 休/日曜

37

pain de KOH 焼きたてパン

素材と手作りにこだわって添加物を極力使わず、
厳選した材料を使用した「体にやさしいパン」を
モットーにしています。

４枚…焼肉セット
℡0738-22-8000

20

御坊市湯川町財部605-2

43

美浜町田井426-8

営/8：30〜19：30

休/火曜

野菜レストラン Cassci de Frutii レストラン

地元の野菜をふんだんに使ったイタリアン、
野菜ソムリエが作るジェラートやドルチェ
がオススメです。
ぜひご来店ください。

49

ホテル＆リゾーツ和歌山みなべ
和食料理レストラン 黒潮

和食料理レストラン

海の見える和食料理レストラン「黒潮」で、和食料理
長が作るオリジナルまかない熊野牛すじ肉入りカ
レーをぜひご賞味ください。あまり辛くないので大
人からお子様まで楽しめます。
１枚…熊野牛すじ肉入りカレー

℡0739-72-5500 みなべ町山内字大目津泊り348 営/11:30〜14:00（LO13:30） 休/なし

休/日曜

イタリアン一筋25年のシェフがお届けする季節のお
料理とワインをお楽しみください。
１枚…サーロインのローストビーフ＋ガーリックト
ースト
（サラダ付）
２枚…パスタorピッツァ＋デザート＋コーヒー（パ
スタにはパンが付きます）

℡0738-23-5335 御坊市湯川町財部664-8
営/ランチ：11：30〜14：00
（LO）
、
ディナー：17：30〜20：30
（LO） 休/月曜
日

26

ボナペティ・ヤナギヤ

パン・ケーキ・カフェ

パンやケーキ、焼き菓子、カ
フェメニューなどたくさん
用意して、皆さまのご来店
をお待ちしております。

１枚…エビとトマトのクリームパスタorサラダパスタ（どちらもサラダ、パン、ドリンク付）＋アイス
℡0738-22-0137

32

御坊市薗77-7 営/7：30〜20：30

居酒屋 ふみ 居酒屋

年中無休

自家製つくねと鶏がらベースのちゃんこ鍋は、御坊で長年
にわたり人気を集める老舗の味です。ぜひお楽しみくださ
い。
４枚…ちゃんこ鍋２人前

℡0738-23-3399

38

御坊市薗350-20

営/17：00〜23：00
（ＬＯ22：30） 休/火曜

煎りたて珈琲 幸せの鍵しっぽ
自家焙煎珈琲専門店

あなたのために一杯ずつ心を込めて作る珈琲専門店です。
「体によいも
のを」と鮮度重視にこだわり、よりよい品をご提供いたします。ランチ
は生パスタとたっぷりの野菜でヘルシーに仕上げております。

１枚…チーズフォンデュトーストのプレート
２枚…生パスタのランチset（イカと明太子のクリームパスタ・カルボナーラ・
カニトマトクリームソースのどれか） ３枚…予約制SPランチコース
４枚…完全予約の豪華特別ランチコース ※３枚と４枚のメニューの詳細は
予約時にお伝えします。LINE（ID：kagisippo1）または電話でご確認ください。

℡080-4418-0169

44

御坊市薗988-17

イタリアンレストラン

営/9：00〜17：00

休/火曜
（不定休あり）

ペンションヒラオカ イタリア料理

長年日高の地で愛されているヒラオカの味を、より多くの方に
知っていただけるよう、お得なセットをご用意しております。
ランチ（２枚）…ヒラオカ満喫セット（パスタやピッツァ約20
種類の中から１つ選択）※サラダ・ライスコロッケ・パン・デ
ザート・コーヒー付
ディナー（４枚）…お得なディナーセット（ヒラオカ満喫セッ
ト＋牛肉の煮込み、煮込みに合うグラスワイン〈orソフトドリ
ンク〉） 要予約（予約時にチケット使用と伝えてください）。

2枚…メニューの中からお好きなパスタ＋
自家製パン・サラダ＋本日のスープ＋本日
のsweets orジェラート＋ドリンク※提供
時間はランチタイムのみ
℡0738-20-1331 御坊市塩屋町北塩屋1763
営/10：30〜18:00(ランチタイム平日10:30〜14:00、土・日・祝10:30〜14:30） 休/水曜

営/8：30〜18：30

BAMBU（バンブ）イタリアン

１枚…ラスクセット
２枚…ラスクセット＋菓子パン
（800円分）
３枚…ラスクセット＋菓子パン（800円分）＋プ
レミアム食パン１本 ※売り切れる場合があ
るので、
事前予約がオススメ
℡0738-24-2033

精肉店

牛肉、豚肉、鶏肉が入ったお得な焼肉セットです。
今後ともお客さまに多くの幸せを感じていただけ
るよう、こだわりの商品を提供してまいります。

１枚…地元のしらすを使ったしらす丼

ボトル」
１本
（473㍉㍑）
販売＋コーヒー１杯。

℡0738-56-0150

営/11：00〜18：00

１枚…生ビール・チューハイ・ハイ
ボールのいずれか１杯＋玉子焼・
からあげ・焼きそばなど（約10品）
からいずれか１品

１枚…フロントガラス用「強力撥水コーティング

ヒー付）※要予約・10食限定
印南町美里858

和風 花紋 和風ステーキ・一品料理

※数に限りがあるため、
要予約
営/11：00〜21：00
（LO） 休/月曜

花魁体験ができるお店です。

１枚…カレーセット（サフランライスのカレー、野
菜サラダ、スープ、コロッケ、ドリンク）※提供時間
11:00〜14:00orパンケーキ（季節のフルーツ添えor
おぐらクリーム添え、ドリンク）※提供時間14:00〜
16:00（少し焼く時間がかかる場合あり）
℡0738-22-1747

休/月曜

綺麗屋紫音〜きれいやしおん リラクゼーションサロン・着物・花魁体験

１枚…カスラーメン
（バル特別バージョン）

１枚…ばっちゃんランチ（コー

℡090-2421-9038

8

付）

御坊市薗91

休/なし

営/19：00〜

バル限定メニューの牛ヘレ肉のビーフカツが乗っ
たビーフカツカレーです。一週間かけて仕込んだ
デミグラスソースがかかったオムライスとハンバ
ーグも人気です。
ぜひご賞味ください。

１枚…ドリンク＋今日の一品
３枚…
「いいちこ」
「黒霧島」
いずれかキープ

4枚…リタッチカラー
日高川町小熊3551-6

℡0738-64-2659 日高町志賀3820 営/10:00〜18:00（ランチタイム11:30〜14:00） 休/水曜、木曜

２枚…牛ヘレ肉のビーフカツカレー（サラダ

3枚…カットのみ
℡0738-22-0315

カフェ

2017年4月30日に実家の倉庫をリフォームして、カフ
ェをオープンしました。全面のガラス窓からは由良湾
を一望できる空間になっています。おいしいスイーツ
やランチを心地よい音楽が流れる空間で、ゆっくりと
お過ごしください。

１枚…花紋特製ミックスカツ定食
２枚…お造りとミックスカツ定食
（一品付）
※ランチタイムのみ

カフェレスト ケントハウス カフェレストラン

１枚…1000円相当の占い＋500円のオリジナルストラップ
※休憩が入るため、
予約がオススメ

2枚…ドレストリートメント

２枚…N.O.U玄米黒酢（125㍉㍑）10個
orN.O.Uヘルシーティー（15パック）
※どちらもオマケ付き お電話いただ
きましたら配達致します。御坊、日高郡
内は配達無料。

（予約時にチケット使用と伝えてください）。

ワインとビストロ食堂

営/11：00〜14：00、
17：00〜22：00

※5000円相当

２枚…シュラスコプレート＋生小orソフトドリ

℡0738-20-8319 御坊市名田町上野131-1 営/18：00〜24：00（ディナーは22：00まで） 休/月曜、第４日曜

御坊市薗299-5

４枚…スタンダードコース（90分）

※提供時間はランチタイムのみ

CHURRASCO BAR ESPETO（エスペット）本格ブラジル風BBQ

休/日曜

ローズクォーツ 女性限定リフレクソロジー

※1000円相当

45

営/8：30〜18：00

℡090-1596-8510 御坊市湯川町財部201-1、ワンルーム友1F 10号室 営/10：00〜【完全予約制】 休/不定休

クはワイン以外にすべての種類からオーダー

前予約でチケット２枚のメニューが店内寄せ植

１枚…スプラウトランチ（ドリンク付）

℡0738-32-3329 美浜町吉原958-222 営/11：30〜16：00（ランチタイム11：30〜14：00） 休/月曜、第1火曜

℡0738-24-0559

３枚…漢方サウナ１回
（45分）

２枚…特製黒酢の酢豚とグラスワイン（ドリン

えコーナーにてセルフアレンジができます。
℡090-6751-8978

休/木曜日

酢豚のことを四六時中考えている店主が「どうす
ればワインに合うのか」試行錯誤し、
ついに完成！

℡0738-22-6223

休/水曜

分
（お酒は焼酎に限る）。

１枚…小顔リンパ
（10〜15分）

可能）

休/火曜

「多肉植物に興味はあるけれど、どれが良いか分か
らない」という方は、ぜひお電話でご予約くださ
い。寄せ植え作りのアドバイスをいたします。

1本（ス

カフェ・バー

営/9：00〜16：00、19：00〜2：00

食堂 プチ

営/10：30〜21：30

オープンして２年半余りが過ぎました。楽し
く歌いにご来店ください。

み」
御坊市薗85-1

くもり止め（1250円相当）or補聴器用

℡0738-22-1813

BAR KUU（クー）バー

休/なし

むくみや疲労、肩・首の凝りなどの様々なトラブルを全身リンパトリー
トメントで取り除きませんか。冷え性の方にもオススメです。血流がよ
くなるので代謝も上がり、美容と健康に嬉しい効果が期待できます。

ーヒー１杯」or「シードル１杯＋気まぐれおつま

空気電池（1296円相当）

休/不定休

営/11：00〜21：00

リンパトリートメント ami エステサロン

１枚…「FOODメニュー（６５０〜８００円）＋コ

※お一人さま何セットでも可
営/20:00〜24:00

御坊市湯川町小松原410-1

℡090-4903-3696 御坊市藤田町吉田537-3 営/11：00〜18：00 休/毎月１日・木曜

休/火曜

いろんなフード・ドリンクが楽しめるお店。せち焼
きをアレンジした「ATARU焼き」やブレンドにこだ
わった「オリジナルコーヒー」
がオススメです。

１枚…メガネクリーニングＳＥＴ＋

ラオケ歌い放題）

営/9：00〜18：00

ATARU.cafe

℡090-1585-1070

休/月曜

休/日曜

CoastCafe 楽

１枚…梅酒を使用したローストポーク丼（みそ汁
付）
※提供時間はランチタイムのみ

スナックふれあい スナック

４枚…炭酸パック１回（30〜40分）orリンパトリートメント

営/20：00〜24：00

2

４枚…お１人さま飲み放題・歌い放題120

は焼酎に限る）

１枚…エビマヨ１尾、とりから揚げ２
個、アワビコロッケ１個のうち２種類
＋ドリンク（生小・チューハイ・ソフト
ドリンク）または海老正巻４カン

４枚…２時間飲み放題（焼酎、ハイボール＋カ

御坊市薗89-7２F

7

由良町吹井252-27

（30分、
デコルテ・首まわりのみ）
℡0738-24-0035 御坊市湯川町財部218-5-9（ロマンビレッジ内） 営/19：00〜24：00 休/日曜

休/火曜

℡0738-65-2172

１枚…いきいきスペシャル（天ぷら、あげ、肉、わ

１枚…生ビール（中ジョッキ）
＋牛すじ煮込み
℡0738-23-4896

定休日

御坊駅前 いきいきうどん うどん・居酒屋

４枚…お一人さま90分飲み歌い放題（お酒

カラオケ歌い放題

ふわふわ食感のカレー味お好み焼きと、お好み
焼き屋なのに売れ筋№1の餃子をご賞味くださ
い。

かめ、
玉子、赤まき、
ネギが入ったうどん）

スナック アイアンハウス スナック

３枚…１時間飲み放題（お酒は焼酎に限る）＋

お好み焼 大川 お好み焼き

セット

歌い放題

℡0738-22-9608 御坊市湯川町小松原644-3（花しんち壱ばん館） 営/20:00〜 休/日曜

営/17：00〜23：00（LO22：00） 休/日曜

1

1枚…カレー玉お好み焼き＋ギョーザ（５個）

合あり） ※提供時間 14：30〜17：30
℡0738-52-7388

必要チケット枚数→

お店の紹介

４枚…２時間飲み放題（焼酎に限る）＋カラオケ

ニ牛肉サラダ、エビクリームコロッケ、
焼とり２本

況によってキウイスムージーパフェになる場

お店紹介欄の見方

つれもて

MAP
番号

℡0738-29-2851 御坊市名田町上野1208-23
営/ランチ11：30〜14：30（LO13：30）、〜21：30（LO20：30） ランチ・ディナーともに予約制 休/不定休

50

フランス食堂

chilo（シロ） フランス料理

美食で昨今人気が高まるフランスバスク地方の料理が味わえ
ます。地産地消にこだわった手間ひまを惜しまない料理は、普
段見慣れた食材たちも見違えるほどのおいしい一品に。
２枚…スープ、前菜、メイン料理（魚or肉）、デザート、コーヒ
ー、パン ※ランチ営業時間に限る。バルチケットに限り、
1800円のコースを２枚で提供。

℡0739-24-1658 田辺市上の山1-5-12、1F 営/ランチ11：30〜14：00、ディナー17：30〜22：00 休/月曜（祝日の場合は翌火曜）

