
■ わかやまリフレッシュプラン対応旅行商品（たな缶ツアー）一覧　　　　　2021年12月29日更新　　取扱店「ティー・シー・トラベル」（田辺観光バス内旅行サロン）

店舗名 住所／電話番号 定休日 営業時間 設定金額 提供内容
2,000円クーポン
が使えるお店

1 シュエットドール
白浜町1057-15
0739-20-7507 水 10:00～19:00

5,000円 ものづくり体験企画　クラフト体験（キーホルダー作成） ※内容はTELにて再度確認

〇10,000円 　　〃　　　（キーホルダー 2個作成）※内容はTELにて再度確認

15,000円 　　〃　　　（名刺入れ作成） ※内容はTELにて再度確認

2 民宿　あづまや
白浜町1063-17
0739-42-3493 木 17:30~21:00 5,000円 あずまやのおまかせコース 〇

3 焼き肉家
※ランチのみ空きあり

白浜町堅田2095-1
0739-43-7778 月

17:00~21:00
ランチ11：00～13：00 5,000円 おまかせコース

※ご予約人数分の席数しか確保出来ません。 〇

4

インフィニート
ホテル＆スパ南紀白浜

入浴時間は14：00～

※ランチプランは全日満席

白浜町2018
0739-42-2733 木

ランチ
12:00~14：00

ディナー
17:30～19:30

※ランチコース
洋食の場合

メイン食材（肉or魚）
お客様お選び下さい

5,000円 シルバープラン　　　　ランチ +1ドリンク+入浴　　※入湯税150円/人別途

〇

10,000円 ゴールドBプラン　　　   ディナー+1ドリンク+入浴　※入湯税150円/人別途

15,000円 プラチナプラン　　　　  ディナー+1ドリンク+入浴　※入湯税150円/人別途

15,000円
プラチナXmas　　※12/24（金）25（土）　26（日）限定
Xmas特別ディナー（洋食） +1ドリンク+ご入浴　　　　　　　　※入湯税150円/人別途

※洋食となります。

20,000円 宿泊プラン【癒し】
ご宿泊　+　ディナーコース華（洋食）

30,000円 宿泊プラン【夢】
ご宿泊　+　ディナーコース雅（洋食）　 +　和洋バイキング朝食

5 ボイジャーブルーイング
田辺市上の山1-9-20
0739-34-3305 火 9:00～18：00 5,000円 工場見学+飲み比べセット（見学・おつまみ・ビールのお持ち帰りセット） 〇

6 ナギサビール
白浜町2927-220
050-3820-8958

水
12/16お休み

9:00～18：00 5,000円 クラフトビール工場（見学・ビールのお土産） 〇

7 紬カフェ
白浜町2927-1704　
0739-33-7683

火
・

第二 月曜
※祝日の場合
第三 月曜

平日
11:00～19:00
土日・祝日

11:00～21:00

5,000円
ものづくり体験企画
プチトルコ旅行体験：名物ケバブライス＋お好きなドリンク＋オリジナルのトルコの
お守り作成体験+おまかせトルコ雑貨お土産付きプラン

〇

8
串揚げダイニング

とうせん房

田辺市たきない町 8-20
0739-20-5003 月 17:00～23:00

5,000円 お刺身+串揚げセット+一品メニュー+おつまみ（お料理のみ）

10,000円 お刺身+串揚げセット+一品メニュー+おつまみ+飲み放題180分

20,000円 お刺身+串揚げ＋旬の豪華メニュー贅沢セット +飲み放題180分（一部ワインボトルも可）

9 旬彩居酒屋　膳
※全日満席です

田辺市湊25-16
0739-26-8551 木

17:00～23:00
※LO.22:30 5,000円 おまかせコース+2ドリンク（2種類のお酒を選んでもらう） 〇

10 料理の宿　さきのや
白浜町2996-4

0739-42-2023
なし 18:00～20:00

5,000円
＜ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ会席＞ +飲み放題付
蓮根の梅和え、胡麻豆腐、酢の物、ローストビーフ、すさみｴｺﾎﾟｰｸの塩だれ陶板焼き、
天ぷら4種盛り、旬のお造り盛り合わせ、鯛のあら炊き、お漬物、お椀、ご飯、ﾃﾞｻﾞｰﾄ
飲み放題メニュー（焼酎各種、ハイボール、チューハイ、ソフトドリンク）

〇10,000円
＜グレードアップ会席＞ +飲み放題付
蓮根の梅和え、胡麻豆腐、酢の物、ローストビーフ、天ぷら4種盛り、旬のお造り盛り合わせ、
鯛のあら炊き、伊勢海老具足煮、クエ釜めし、お漬物、お椀、ご飯、デザート

飲み放題メニュー（生ビール、焼酎各種、ハイボール、チューハイ、ソフトドリンク）

15,000円
＜プレミアム会席＞+飲み放題付
季節の彩肴、近海肴の盛り合わせ、伊勢海老具足煮、熊野牛ロース陶板焼き、クエちり鍋、
クエ天ぷら、季節の酢の物、クエ釜めし、クエ荒汁、お漬物、デザート
飲み放題メニュー（生ビール、焼酎各種、ハイボール、チューハイ、ソフトドリンク）

11 魚菜慶食　光

白浜町1062-12

0739-42-5185
土、日のご案内はできません
午後より受付

水

土・日
17：30～22：30 5,000円

（平日のみご利用）※土日のご予約は不可
付き出し、サラダ、お造り盛り合わせ、鯛めし
日替わりメニューの中からお好きな２品

※1ドリンクオーダー制になります。（別料金）

〇

12
NagisaBeerDining

ｼﾗﾊﾏBarley

白浜町2927-557
0739-43-7373 水

11:00~21:00
(lo.20:30)

5,000円
＜おまかせコース＞
ｱﾐｭｰｽﾞ、前菜、ｻﾗﾀﾞ、本日のｽｰﾌﾟ、本日のﾊﾟｽﾀ、
ﾊﾟﾝ、牛ｽﾃｰｷ、ﾃﾞｻﾞｰﾄ、ｺｰﾋｰｏｒ紅茶

〇
10,000円

＜おまかせコース料理 +飲み放題90分＞
ｱﾐｭｰｽﾞ、前菜、ｻﾗﾀﾞ、本日のｽｰﾌﾟ、
有頭海老のﾎﾟｼｪｱﾒﾘｹｰﾇﾊﾟｽﾀ添え、ﾊﾟﾝ、黒毛和牛のｽﾃｰｷ、
ﾃﾞｻﾞｰﾄ、ｺｰﾋｰｏｒ紅茶
※10,000円コースは2日前までの予約が必要です。

13 青潮堂　濵田表具店
田辺市湊18-15
090-5129-3098 日・祝 9:00~18:00

5,000円 思い出の写真を和紙にプリント(パネル仕立て)　　※先着10名

15,000円 思い出の写真を和紙にプリント(額装仕立て)　　　※先着10名

14
FISHERMEN AND

 BUTCHER
（ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝ ＆ ﾌﾞｯﾁｬｰ）

白浜町3306-1
0739-43-3636 月・木

17:30~23:00
(lo.22:30)

5,000円 熊野牛焼肉コース

〇10,000円 　〃　特選焼肉コース

20,000円 　〃　特選焼肉コース  + ワインペアリング

15
焼肉居酒屋

 一つ屋根の下
田辺市中万呂382-4
0739-24-6677 月・木

17:30～21:30
(lo.21:00)

5,000円 焼肉コース（梅）

〇10,000円 焼肉コース（竹）

20,000円 焼肉コース（松）+ 飲み放題2時間

16
居酒屋

かっぽう 　たか木
田辺市新庄町2744-25
0739-26-2188

日
12/29まで営業

昼11:30~14:00
夜17:30～22:30

5,000円 会席料理（ドリンク別途）

〇
10,000円 会席料理（ドリンク別途）

17 Cafe BASE 田辺市下万呂463-3
0739-34-2113 月 18:00～21：00 5,000円 メイン（ビーフステーキ orパスタ）・サーモンカルパッチョ

・アヒージョ（エビ orトリ）・デザート+2時間飲み放題

18

レストラン　SAKAKURA

12/19～25予約不可

ランチは満席です。

白浜町1392-3
0739-42-1066

※毎週土曜日は利用不可
※ランチ･ディナー
共に1日 3組まで

水

ランチ
11:30~14:00

(lo.13:30)

ディナー
17：30～21：00
（lo.20:30）

5,000円 ランチコース　　　ランチの新規お申込みは終了しました

〇
10,000円 ディナー  10,000円コース

15,000円 ディナー  15,000円コース

20,000円 ディナー  20,000円コース

19 海ごはん山ごはん 
マルキヨ

白浜町1572
0739-43-0640 火

昼12:00～14:00
（lo.13:30）

夜17:30～21:30
（lo.21:00）

5,000円 おまかせクエ料理尽くし ※昼･夜OK

〇
10,000円 おまかせクエ料理尽くし ※夜のみ

20

　　　　　　ホテルシーモア

　　　・いけす円座（御膳料理）

　　　・八咫（鮨）
　　　※八咫のお寿司ｺｰｽは満席です

　　※いけす円座（土日満席）

白浜町1821
0739-43-1000 なし

11:30~14:30
(lo.14:00)
▲夜の受付は

空き状況による（要問）

5,000円 御膳料理  + 入浴　or   （八咫）寿司  + 入浴　　※入浴は 13:00以降 〇

21 酒菜処　sushihide 田辺市湊9-15
0739-34-2613

日

12/30まで営業

17:00~24:00

10,000円
おまかせ料理  + 飲み放題　　　　値段上がるごとにｸﾞﾚｰﾄﾞ UP

15,000円

20,000円 お食事メニューからフリー注文  + フリードリンク飲み放題

22 かみのマロ
田辺市上万呂118-1
0739-26-2925 月 17:00~24:00

5,000円
おまかせ料理のみ（ 2,000クーポンを使ってもらうと 2時間半飲み放題）

〇おまかせ料理＋飲み放題込み （クーポン券はメニュー追加された時に使ってもらう）

10,000円 おまかせ料理のみ（〃）

23 炭と旬彩　晴
白浜町1082-10
0739-43-7390 木 17:00~22:00 5,000円 付きだし・サラダ・旬のお刺身・焼き物・揚げ物・ドリンク 2杯

24
寿司・一品料理　福 重

※年内予約で満席です

白浜町890-105
0739-42-3547

月

12/23まで営業

11:30~14:00
17:30~21:00

5,000円 福重おまかせ料理

〇
10,000円 福重おまかせ料理



25 長久酒場
白浜町3079-6
0739-42-2486 木 16:00~23:00 5,000円

本日の突き出し・うつぼの揚げ煮・お刺身の盛り合わせ
うつぼ、くじらの網焼き・フグのから揚げ・しらす丼と魚のあら汁
ビール1本もしくはソフトドリンク 1杯

26 ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌ白浜
 鮮魚市場･市場食堂

白浜町1667-22

0739-43-1700

不定休
10:00～15:00
18:00～22:00

5,000円 フィッシュマーケット　10：00～15：00 18：00～22：00
 漁師が準備する「御造り盛り合わせ」Standard　※当日予約OK

〇

10,000円 フィッシュマーケット　10：00～15：00 18：00～22：00 
 漁師が準備する「御造り盛り合わせ」豪華絢爛version　※当日予約OK

27 和ダイニング　番屋

火

祝祭日
振替の
場合あり

昼11:00~15:00
（lo.14:00）

夜17:00～22:00
(lo21:00)

5,000円 料理長お任せコース+ドリンク（ソフトドリンク）
※当日予約OK

10,000円 料理長お任せコース+ワンドリンク（アルコール可）
※2日前迄の予約

5,000円 くえ鍋コース　※前日までの予約
小鉢･お造り3種盛り･くえ鍋･ぞうすいセット･デザート

10,000円
くえづくしコース（天然くえ使用） ※前日までの予約
季節の前菜･薄造り、造り･小鍋･西京焼き
クエのあら炊きorクエと季節の野菜の蒸し物･釜めし･潮汁･漬物･デザート

28 スカルペッタ
※休業のためプラン停止

不定休

2日前予約

昼11:00~15:00
（lo.14:00）

夜17:00~22:00
（lo21:00）

5,000円 スタンダードプラン
前菜4種・スープ・魚料理・肉料理・サラダ・デザート

10,000円 スペシャルプラン
前菜4種・スープ・魚料理・アントレ・肉料理・サラダ・デザート

29 レストラン あんちん
日高川町鐘巻1745-3
0738-24-1500 なし

昼11：00～
夜17：00～ 10,000円 会席料理 (世界でここだけ雲丹牧場産 熟成生雲丹会席) + 飲み放題

※季節により内容が変更になりますコース詳細は店舗にお問い合わせください。 〇

30 Japanese Dining 煌 白浜町1332-12
0739-43-1622 水 17:30~21:30 5,000円 煌のおまかせ料理　 5,000円 〇

31 白浜 kappou kawanishi 白浜町511-1
0739-43-3078 無休

昼11:00～14:00
(lo.12:30)

夜16:30～22:30
（lo21:00）

10,000円 ランチ　ｏｒ　ディナーコース　※ 2名以上～対応

〇15,000円 ランチ　ｏｒ　ディナーコース　※ 2名以上～対応

20,000円 ランチ　ｏｒ　ディナーコース　※ 2名以上～対応

32

Le.Caprice
（ ルカプリス ）

※リフレッシュプラン受付は12/18利用分迄
年内の休日　お問い合わせもご遠慮ください

※年内受付終了

田辺市神島台24-21
0739-26-3657

水・木

2日前予約

昼11:00~14:00
夜18:00～21:30

※ラストオーダー時間

5,000円 　シェフのおまかせメニュー　 【ランチ・ティナ―両方OK】

10,000円 【DINNER】シェフのおまかせメニュー
バースデー等記念日プレートサービスありますので記念日に使われる方はお店までお問い合わせください。

15,000円 【DINNER】お酒も含むシェフのおまかせコース
バースデー等記念日プレートサービスありますので記念日に使われる方はお店までお問い合わせください。

20,000円 【DINNER】お酒も含むシェフのおまかせコース
バースデー等記念日プレートサービスありますので記念日に使われる方はお店までお問い合わせください。

33
焼肉　萬

※ランチプラン満席です。
※クーポンは12/25までのご使用と

なっております

白浜町1416-1　
ヒロハタビル1階

0739-43-5608

木
Lunch

月・火・水のみ

昼11:00～14:00
（lo.13:30）

夜17:00～22:00
（lo.21:30）

5,000円 おまかせ料理（内容は店舗様に確認）

〇
10,000円 肉、ホルモン合わせて6種類（その日のおすすめ）

キムチ盛り合わせorナムル盛り合わせ　スープ・ご飯　※飲み物別

15,000円 肉、ホルモン合わせて 7種類（その日のおすすめ）
キムチ盛り合わせ orナムル盛り合わせ　スープ・ご飯・サラダ・焼き野菜　 ※飲み物別

34 　麵・寿司食べ処　

一吉　駅前店
田辺市湊2番11号
0739-22-8239 不定休

17：00～
翌4：00まで

5,000円 おまかせコース料理 +飲み放題120分

〇
10,000円 おまかせコース料理 +飲み放題150分

35
食べ処　一吉

※年内新規満席
田辺市湊13番6号
0739-26-6811 〃

17：00～
翌4：00まで

5,000円 おまかせコース料理 +飲み放題120分

〇
10,000円 おまかせコース料理 +飲み放題150分

36

　　　　　　

　　　　麺・寿司食べ処　　一吉
　　　国道バイパス店

　　　　　　　　※12月土日満席　

　QRコードはCプランのメニュー選択にご参照ください。

田辺市下万呂589-1
0739-25-0772 〃

11：00～22：00

お子様(18歳未満)でコース予約し
ない場合は、飲み物代として別途

500円必要となります

5,000円
ランチ

ディナー
同一メニュー

◎Aコース  寿司御膳+飲み放題120分
　　　　　（先付･お造り･一品･天ぷら･にぎり5貫･汁物･ミニサラダ）

〇

◎Bコース  贅沢寿司御膳+飲み放題90分
　　　　　（先付･上お造り･お肉料理･一品･天ぷら･にぎり5貫･汁物･ミニサラダ）

◎Cコース  お客様フリーオーダー 4,500円分+ソフトドリンク飲み放題 60分
　　　　　（店舗メニューからお好きな料理とお飲み物＜アルコール類含む＞）
※予めメニュー内容を決めていただき店舗までご連絡お願い致します。

10,000円 おまかせコース料理 +飲み放題150分

37 Re-barrack

田辺市高雄1-20-33
0739-22-6100 火・水 10:00~19:00

5000円 Bokumoku　行燈づくりワークショップ（ Tシャツプレゼント） 〇

38 Bokumoku
（Re-barrck) 10,000円 Bokumoku　フィールドワーク（ガイド・保険・弁当・お土産付き） 〇

39 和　華
白浜町3305-5 たまきビル1階
0739-20-5231 不定休 17:00~22:00 5,000円 おまかせコース

※受付は前日まで。 〇

40 中国料理　品品香
※12月金土日満席

白浜町3309-20

0739-43-1838

火
12/13・14臨時休業

18:00~23:00

5,000円 おまかせコース（飲み物別途）

10,000円 おまかせコース（飲み物別途）

41
ミルク＆ビアホール

九十九

白浜町3309-22

0739-43-0702

火

※リフレッシュ受付
12/30まで

入店時間
18:00~22:30

5,000円
九十九お楽しみのショートコース
ポタージュ、前菜一品、焼き野菜の温かいサラダ、アヒージョ、石窯ピザ、パスタ、食後のデザートの全  7品。
※2名様からのオーダー

〇
10,000円

窯焼きイチボステーキ付き贅沢コース（上記＋メインに国産牛イチボをご用意スペシャルコース
※2名様からのオーダー
※内容のリクエスト・問い合わせはお店迄

42 湯治のできる宿　
しらさぎ

白浜椿1056-22
0739-46-0321 不定休

11:30～13:00
17:30～19:00

5,000円 おまかせ会席

〇
10,000円 おまかせ会席+飲み放題

43 the CUE - 
hoso back yard house -

田辺市湊１６−６
0739-20-4297

日
12/25まで営業

18:00～24：00
5,000円 シェフのおまかせコース料理と 120分飲み放題

〇
10,000円 田辺尽くし（地物）コース料理と 120分飲み放題

44 鶏魚きっちん　けんしろう
田辺市湊2番7号
駅前ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F　106号
0739-25-1388

日 17：00～24：00 5,000円 おまかせコース+90分飲み放題

45 咲來鳥
※12月土日満席

上富田町朝来1376
0739-33-7558 月 17：00～22：00 5,000円

炭火焼コース+2ドリンク付き

もつ鍋・チゲ鍋コース +2ドリンク付き

温泉湯豆腐コース +2ドリンク付き 〇

46 貴丸 , 海凰丸 田辺市江川28-27 不定休 営業時間無し
15,000円 朝・夜（アジング・太刀魚）プラン

20,000円 深海プラン

47 IZAKYA　もん
白浜町1570-1
0739-43-6126 月 17：00～21：30 5,000円 付き出し・御造り・メイン・その日のおススメ 3品 〇

48 かげろうCafé 白浜町1279-3
0739-42-3128 無休 8：00～22：30 5,000円

（昼のみ）福菱スイーツの食べ放題と人気のボロネーゼ＆カツサンド
・お好きなスタートドリンク・グリーンサラダ・ボロネーゼ、カツサンドのプレート
・お好きなケーキ食べ放題 (生かげろう可 )・もう一度ドリンク・季節のスープ　　※ 90分制限※
※【プラン使われないお子様】
　 3歳以上～小学生未満の方は 1,000円でドリンク付き（クーポンでお支払いも可）
　 小学生以上は大人扱い

〇

（夜のみ）おまかせステーキコース
※【プラン使われないお子様】
　 3歳以上～小学生未満の方は 1,000円でドリンク付き（クーポンでお支払いも可）

　 小学生以上は大人扱い（詳しいコース詳細は店舗へ確認）

〇

49 中華料理　南京
白浜町堅田615-1
0739-45-3605

水
12/30まで営業

17：00～20：30 5,000円 おまかせコース　＆　ドリンク 1杯付（アルコール含） 〇

50 初代　鶏和
上富田町2839-2
0739-83-3923

水
12/30まで営業

17：00～23：00 5,000円 付き出し・サラダ・一品・串盛り・揚げ物・ショットドリンク 3杯 〇



51 欧風料理　Mobo

田辺市新万8-2
0739-20-2441
12/23～25は
クリスマスコースのみ

ランチ10,000円
ディナー15,000円 or 20,000円

火

11月より

ランチ

スタート

11：00～15：00
17：00～23：00

ディナータイム
要ワンドリンク以上のご注文

アレルギー対応可能ですが
当日のお申し出は
ご遠慮ください

5,000円

今日の前菜2品、ミニグラタン&パン、今日のパスタ
今日のメイン料理、ミニデザート、コーヒー又は紅茶

〇
お子様対応コース
サーモンマリネサラダ、スープ、ステーキ、パン2種
ミニデザート、ジュース（アレルギー対応します）

10,000円 お客様に合わせてご用意させて頂きます
ミニデザートコーヒー又は紅茶

52 炭火ダイニング　颯
（ソウ）

白浜町3300-18
0739-34-2218

水
第1.3.5木

17：00～お客様が居なく
なり次第終了

5,000円 前菜5種・串焼き3種・サラダ・キノコブタの炭火焼き・海老の海老せん揚げ
牛肉2種（メイン）・デザート

〇
10,000円 前菜5種・串焼き3種・サラダ・キノコブタの炭火焼き・海老の海老せん揚げ

UPグレードされた牛肉 2種（メイン）・海鮮・デザート

54 チャイニーズ酒場　

福福
田辺市湊10-19
0739-33-9232

日
祝の場合
月曜日

平日17：00～26：00
金土18：00～27：00 5,000円 90分飲み放題

前菜2種、からあげ、マーボー豆腐、チャーハン、酢豚 〇

55 hanabee 田辺市下万呂578-1
080-5316-2507

水
第2火

昼　11：00～14：00
夜　17：30～21：00 5,000円 hanabeeのお任せカレーセット 〇

56

オーシャン

サポートサービス

代々丸

白浜町才野754-3
090-3168-1739 無 平日のみ

5,000円
手ぶらお手軽釣りプラン

〇

2時間釣行（9：00～11：00）

10,000円 手ぶらライト釣りプラン

10,000円 4時間釣行（7：00～11：00）

15,000円 代々丸オリジナルプラン

20,000円 代々丸一日釣行プラン

57 きく善
白浜町才野368-1
0739-45-8839

木
12/29まで営業

11：00～13：30
17：00～20：00 5,000円 前菜・天ぷら・ご飯もの・汁物・本日の御造り

牛ヘレ山椒焼き・デザート等 〇

58

鉄板串焼きダイニング

燦　（サン）
※12/24・25：10,000円コースのみ

年内予約で満席です

上富田町南紀の台 46-11
0739-33-9111 日・月

17：30～21：00
（l/o.20：00）

※夜のみ
ランチ営業ナシ

5,000円
【refreshサーロインコース】
お通し、新鮮野菜の彩りスティックサラダ、コーンスープ、創作鉄板串焼き3種、
特選A5ランク黒毛和牛サーロイン＆焼き野菜、焼きおにぎり、
お味噌汁、デザートアイス

〇
10,000円

【refreshヘレコース】
お通し、新鮮野菜の彩りスティックサラダ、コーンスープ、創作鉄板串焼き3種、
黒毛和牛炙りにぎり、本日のおすすめ一品、特選A5ランク黒毛和牛ヘレ＆焼き野菜、
焼きおにぎり or 龍のたまごTKG 、お味噌汁、デザートアイス

59 中国料理　天津楼
田辺市あけぼの 44-6
0739-25-5799

水・木
※リフレッシュ受付

12/24まで

11：00～14：00
17：00～21：00

5,000円
おまかせコース※ +ドリンク1杯付き（アルコール可）
※コース内容：前菜（ｸﾗｹﾞ・ﾋﾟｰﾀﾝ・焼き豚）、酢豚、から揚げ、エビチリ
麻婆豆腐、カニ焼き飯、ﾌｶﾋﾚｽｰﾌﾟ、ゴマ団子、ｱｲｽｸﾘｰﾑ 〇

10,000円 おまかせコース+120分飲み放題

60

赤身専門焼肉と

肉料理のお店

あかみ屋

田辺市湊9-20
050-5488-5573 火曜日 18：00～22：30

5,000円 あかみ屋盛り合わせ（和牛ハラミ、上ハラミ、上サガリ）

〇10,000円 弁慶盛り（シャトーブリアン含む、本日の希少部位盛り合わせ）

15,000円 階段盛りスペシャル（シャトーブリアン含む、希少部位盛り合わせ）

61 焼肉居酒屋　まん
白浜町1416-1
0739-43-7229 月 17：00～23：00 5,000円 前菜、塩タン、ハラミ、バラ、ホルモン、キムチ

63
Dining　ILOHA

年内予約で満席
田辺市湊6-16
0739-26-0168 月・火 17：00～22：00

5,000円 おまかせプラン

〇
10,000円 おまかせプラン

64 （株）つり友商会
遊漁船　弁慶丸

田辺市宝来町20-1
0739-24-4330 不定休 15,000円 餌・マダイ・イサギ（夏 4：00～10：00　冬6：00～12：00）

・イカメタル（18：00～23：00） 〇

65

ベーカリーレストラン

KOKAGE
※1日1組　限定 2名様～

年内予約で満席

田辺市上万呂65-11
0739-25-6389 火 （夜）18：00～22：00

※ランチ設定なし

5,000円  1日1組限定！  ディナーフルコース

10,000円  1日1組限定！  ディナースペシャルフルコース

15,000円  1日1組限定！  ワインペアリングコース（お料理はﾃﾞｨﾅｰｽﾍﾟｼｬﾙﾌﾙｺｰｽ）

66 かしの木　ルーブル
田辺市中万呂133-80
0739-26-1128

水
第２木曜

11：00～16：00 5,000円
ケーキ食べ放題とハンバーグサンドまたはパスタ、ドリンク 2杯付きプラン
※ドリンク2杯・スープ・サラダ・ハンバーグサンドまたはパスタ　※お好きなケーキ食べ放題 (90分制)
小学生未満無料、但し大人の方1名に対し、お子様1名

〇

67 旬菜美酒　まるた
田辺市湊6-32
0739-22-1577

日・祝日
12/29まで営業

（夜）18：00～21：30
■ 夜のみ ■

5,000円
夜のみ

10月：まつたけメインの会席コース
11月：フグ・クエメインの冬コース

68 割　烹　　秋　平
田辺市北新町68
0739-22-0234

火
12/29まで営業

11：00～15：00
17：00～21：30 5,000円 会席料理　付き出し、お造り(5種)、鍋物、茶碗蒸し、揚げ物、ご飯、味噌汁、デザート

1ドリンク付（生ビール or ソフトドリンク） 〇

69 和心 dining  花むすび
白浜町2867-5
0739-33-9915

日
※12/18臨時休業

17：00～22：00

5,000円
夜のみ

おまかせプラン（ファーストドリンク付）※4名以上でランチ対応

〇
10,000円
夜のみ

おまかせプラン（ファーストドリンク付）

70 美容整骨サロン プレール
和歌山市延時25　
サーパス延時901号
073-455-1877

不定休 エステツアー

10,000円 小顔だけ　or　身体だけ

20,000円 全身コース

71
トータルビューティーサロン

Mermaid
（マーメイド）

田辺市上の山2-11-33
アメニティふじ101号

080-2467-6390

日・祝日 エステツアー

5,000円 ハイパーナイフ1部位

10,000円 マツエク（アイパック付）

15,000円 ハイパーフェイシャルトリートメント

20,000円 全身脱毛

72
フランス食堂  chilo
                （シロ）

※12月土日満席

田辺市上の山1-5-12
0739-24-1658

月
12/29まで営業

11：30～13：30
18：00～21：30

5,000円
ランチ

※ランチのみ年内満席　　おすすめコース（デザート・コーヒー付）　

〇
10,000円
ディナー

前菜・本日の一皿・魚料理・黒毛和牛ステーキ・デザート・コーヒー・パン
※ディナーのみ

73
pole pole 
（ポレ ポレ）

※年内満席です

白浜町1111-34
御幸ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ2F

080-2429-0957

日・月 10：30～17：00 10,000円

オイルトリートメント120分コース

ボディケア　120分コース

74 旬菜台所  とも
白浜町1384-53
0739-43-1060 日 17：00～22：30 5,000円 おまかせメニュー　と　ワンドリンク 〇

75 紀州うまいもん家  傳 八
※年内予約で満席です

田辺市新庄町451-3
0739-23-5501

土・日
※年末予約不可

ランチ設定無し
17：00～21：00
土日予約不可

平日限定
ディナー
5,000円

コース名「寿司盛りコース」
・自家製豆腐　・サラダ　・天ぷら　・一品
・お寿司盛り合わせ（12貫）　・みそ汁　・デザート

〇
コース名「人気ごちそうコース」
・お造り　・豆腐サラダ　・おまかせサラダ　・若鶏唐揚げ　・炭焼ステーキ
・タラバガニマヨチーズ焼き　・鯛めし　・ハニー＆バターブレッド

76 食菜屋　よぉゆぅわ
田辺市下屋敷町 75-1
0739-26-6233 日・月 17：30～22：30 5,000円

飲み放題　120分　と　前菜、お造り盛り、揚げ物、日替わり二品、サラダ、おにぎり

前菜、お造り盛り、揚げ物、ステーキ、サラダ、おにぎり

77

aile
エール

※年内予約で満席です

上富田町朝来1304-1-C
0739-34-5336

水
第2.3火

11：30～13：30
17：30～21：00

5,000円

アミューズ(先付け)　・生ハムと葡萄のピンチョス　
　　　　　　　　　  ・スモークサーモンの手毬寿司見立て
前菜　　　蟹とトンブリ・トマトのファルス
スープ　　冷製スープ　魚料理　・鯛のポワレと帆立貝のガトー　・浅利の泡
肉料理　　牛フィレ肉のソテー赤ワインソース
デザート　2種類のチョコレートのムース　ドーム仕立て
パン　　　コーヒー又は紅茶

〇

10,000円

※プラン終了

アミューズ（先付け）3品
・前菜　　　蟹とトンブリ・トマトのファルス
スープ　　　鮑のコンフィととろろのヴィシソワーズ、
魚料理　　　魚介類の盛り合わせ、ペルノー酒風味のイクラのソース、
肉料理　　　牛フィレ肉のソテー、フォアグラ添えポルト酒風味のソース、
　　　　　　フランス産和歌山産チーズ盛り合わせ、
デザート　　2種類のチョコレートのムース　ドーム仕立、小菓子　　
パン　　　　コーヒー又は紅茶です



78
sougawa
（ソウガワ）

※年内予約で満席です

田辺市下万呂470-1
0739-22-4553 水・日

ランチ
12：00のみ

ディナー
18：00～20：30

5,000円
【LUNCH】sougawaのおまかせコース　※ドリンク無し

〇【DINNER】ドリンク別　sougawaおまかせコース
　※1ドリンクオーダー制になります。（別料金）

10,000円 ワンドリンク付　sougawaおまかせコース

79 しんべ
田辺市湊12-45
0739-24-8845

日

12/30まで営業
17：00～21：30

5,000円 ・前菜　・お造り盛り合わせ　・エビ団子としんべコロッケ　・肉料理
・八寸　・酢の物　・にぎり　・麺類　・デザート

〇
10,000円 ・前菜　・お造り盛り合わせ(上)　・エビ団子としんべコロッケ　・上ロースの肉料理

・八寸(伊勢エビ料理入り)　・酢の物　・上にぎり　・麺類　・デザート

80 鉄板焼　蘭
白浜町堅田2760-8
0739-34-2115 月 17:00～L/O 20:00

5,000円 上撰ヒレ肉コース（前菜・焼野菜・サラダ・海鮮・ステーキ・御飯・デザート）

〇10,000円 国産ヒレ肉コース（前菜・焼野菜・サラダ・アワビ、イセエビ・ステーキ・御飯・デザート）

15,000円 おまかせコース（前菜・焼野菜・ｻﾗﾀﾞ・ｱﾜﾋﾞ、ｲｾｴﾋﾞ、ﾌｫｱｸﾞﾗ・ﾋﾚ肉とｻｰﾛｲﾝｽﾃｰｷ・御飯・ﾃﾞｻﾞｰﾄ）

81 旬味　辻庵
田辺市目良3-21
0739-34-2334 水

11:30～14:00
17:00～21:00

5,000円 選べる釜飯コース＋飲み放題，平日限定会席プラン（飲み物別）

〇10,000円 熊野牛ステーキと伊勢えびの会席（飲み物別）　※2名様からのご予約となります。

15,000円 熊野牛ステーキと伊勢えびとあわびの会席（飲み物別）※2名様からのご予約となります。

82 備　鳥　家
田辺市高雄2丁目27-3
0739-22-4466 木 17：00～22：30 5,000円 おまかせ料理 + 2時間飲み放題

83
五 右 衛 門

※年内予約で満席
田辺市湊13-10
0739-24-9151 不定休 17：00～23：00

5,000円 おまかせ料理 + 2時間飲み放題

〇
10,000円 おまかせ料理（グレードアップ） + 2時間飲み放題

84 囲酒　和　屋
田辺市湊10-22
0739-33-9833 不定休 18：00～21：00

5,000円 梅コース　会席（ミニ）

10,000円 竹コース　会席

15,000円 松コース　会席（フルコース）

85 和の香珈琲
※受付終了

田辺市新庄町450-1
0739-23-5252 土日祝

平日限定プラン

11：00～14：00 5,000円
　お一人様からＯＫ　バウムクーヘン2種セットお土産付　ランチセット
・熊野やまもものノンアルコールカクテル　・丸ごとトマトのサラダ　・スープ　
・選べる食事メニュー（チーズハンバーグ or ドリア or チキン南蛮 or チキンステーキ）
・ひとくちフルーツ・選べるデザート・選べるドリンク・お土産「和の香バウムクーヘン 2種セット」

〇

86
民宿　望海

忘年会プラン

白浜町２３２４−２
0739-42-2673 不定休 17：00～22：00

5,000円 ・海賊蒸し　OR　海賊鍋
・お刺身、前菜、先付

〇
10,000円

・クエ鍋　OR　ウツボ鍋　OR　ウツボとクエの食べ比べ　OR　牛すき焼き
・船盛の造り　OR　鯛の石焼
・お刺身、前菜、先付

15,000円
・クエ鍋　OR　ウツボ鍋　OR　ウツボとクエの食べ比べ　OR　牛すき焼き
・船盛の造り　OR　鯛の石焼
・アワビ残酷焼、お刺身、前菜、先付

20,000円
・漁師の豪華鍋（ウツボとクエとヒロメ）+伊勢海老
・船盛の造り、鯛の石焼
・アワビ残酷焼、お刺身、前菜、先付

87
お土産付　醤油造り体験

丸新本家（株）田辺店

田辺市新庄町2915-333
0739-25-5599 無休 9：00～17：00 5,000円 ・手作り醤油体験

・湯浅醤油のお土産付　【 魯山人醤油、ポン酢、具だくさん金山寺味噌（木箱）】 〇

88
醤油蔵見学

湯浅醤油　株式会社

有田郡湯浅町湯浅 1464
0737-63-2267 無休 9：00～17：00 5,000円

・醤油蔵見学
・湯浅醤油のお土産付　【魯山人醤油、白味噌又はあわせ味噌、具だくさん金山寺味噌（木箱）】
・醤油ソフトクリーム
・手作り醤油キット

〇

89 本格  韓国 料理のお店

ダイニングペンション 江津良

白浜町391-1
0739-33-9360 不定休 17：00～21：00 5,000円

  ※お申込みは2名様以上となります
  　オムニの本場韓国セット　A）メイン料理 + B）副料理 + C）単品料理 + D）ドリンク3杯付（アルコール・ソフトドリンク共通）

（A）チーズタッカルビ、サムギョプサル、もつ鍋、海鮮鍋、タッハンマリのどれか1品
（B）ヤンニャムチキン、サムケダンのどれか1品
（C）単品料理　冷麺やクッパ等お店にあるメニューの中でお好きな単品を1品
（D）ドリンク3杯（アルコール、ソフトドリンク共通）

90 ニューたけさん
田辺市湊9-2
0739-22-0922

木

12/30まで営業
17：00～21：00 10,000円 　ニューたけさん　自慢のお肉　おまかせコース 〇

91 割 烹　千 成 田辺市湊14-23番地
0739-24-5250

日

12/30まで営業
17：00～22：30

10,000円 　伊勢エビ・和牛ロース・かにみそ・他　全 8品

〇
15,000円 　伊勢エビ・特選ヘレ・かにみそ・ねぎま等　全 8品

92 焼き鳥居酒屋　たかぼう
白浜町才野3772-2
0739-45-0377
土 / 日　利用不可

水　/　第3火

リフレッシュのみ
土・日は利用できません

17：30～22：00 5,000円
　・ドリンク     3 杯
　・料　　理     3 品
　・小　　鍋　　　　　※ご注意　土日のご予約はお請けできません

93
九十九別邸　豆の湯

火曜日限定
※リフレッシュ受付終了致しました。

白浜町1384-15
0739-33-7070

火曜日
限定営業

※リフレッシュ受付
12/21まで

ランチタイム
ディナータイム

5,000円
【火曜日限定】シェフ吉田のパスタコース
　パン、選べる前菜、選べるパスタ、選べるメイン料理、デザート、食後のカフェ　全 7品
　営業日　11月23日、30日　　　12月7日、14日、21日　　5日間限定

〇

94

　　　ペスカトーレ

　　　　　　　　　　　と　選べるコース

　　　A：シュエットドールのキーホルダー
　　　B：三段壁洞窟の入場
　　　　  12/6～10は洞窟点検の為ご利用できません

白浜町300-4
0739-43-7580 水 11：30～16：00 5,000円

　ペスカトーレでのお食事（サラダ、メイン、ドリンクorデザートとコーヒ）
・サラダ
・メイン料理【お好きなパスタ】or【お好きなピザ】
・ドリンク【アルコール/ソフトドリンクどちらでもOK】or【デザートとコーヒー（紅茶）】

　選べる旅行セット
　Aコース　：　シュエットドールのキーホルダー（ペスカトーレ様でお渡し）
　Bコース　：　三段壁洞窟　入場（旅行日当日のみ入場できます、洞窟入口でお名前のみでお入りいただけます）

〇

95
豊店toyomise

エステコース

白浜町2169-1
0739-42-2051 水

9：00～

18：30～

5,000円 　フェイシャルエステ　小顔 or　しっかり保湿

〇
10,000円 　フェイシャル　～　デコルテ　リンパ流しコース（デジタルお肌測定付）


