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https://www.wakayama-gibier.com
official site

official instagram
https://www.instagram.com/wakayama_gibier_festa/

202012.1(TUE)~20212.28(SUN)
和歌山県内 77店舗のレストランやカフェで

シェフが腕をふるった様々な『ジビエ』をいただく。

「わかやまジビエフェスタ」 開催期間中に、
和歌山県内の各参加飲食店・宿泊施設で「ジビエメニュー」を食べると応募ハガキがもらえます。

ハガキとインターネット、2通りの応募方法を御用意しております。

2 0 2 0年1 2月1日(火 )  ～  2 0 2 1年3月3日(水 ) ※当日消印有効応募期間

応募方法

当選発表

・ハガキでの応募の場合
ハガキ裏面のアンケート・必要事項をすべて記入の上、所定の郵便料金切手を貼って御応募ください。

・インターネットでの応募の場合
ハガキに記載のQRコードを読み取っていただき、アンケート・必要事項をすべて入力いただいた上で
【送信】ボタンを押してください。

主催：和歌山県
問い合わせ先‥和歌山県農林水産部農業生産局畜産課
e-Mail‥e0704001@pref.wakayama.lg.jp

https://www.wakayama-gibier.com
　 instagram：@wakayama_gibier_festa

#和歌山 #わかやまジビエフェスタ

TEL‥073-441-2924

※1回の御来店で「ジビエメニュー」をお一人様で2点以上御注文された場合でも、応募ハガキのお渡しは1枚となります。
※応募ハガキ1枚につき、ハガキもしくはインターネットでの応募は1回となり、お一人様何口でも御応募いただけます。

厳正なる抽選の上、商品の発送をもって発表に代えさせていただきます。
※商品の発送は2021年3月下旬頃を予定しておりますが、諸事情により前後する場合もございます。あらかじめ御了承ください。

わかやまジビエフェスタ

食べて当てよう!

5,000円相当の「わかやまジビエ(イノシシ肉・シカ肉)」

詰め合わせを抽選で20名様にプレゼント！

さらに！インスタグラム

【フォトコンテスト】開催！

まずはフォローお願いします！
STEP1 公式インスタグラムにアクセス！

＃和歌山
＃わかやまジビエフェスタ
両方のハッシュタグを付けて

開催期間中に投稿！
詳しくは公式インスタをチェック！

@wakayama_gibier_festa
わかやまジビエフェスタ

STEP2 公式アカウントをフォロー
そして 素敵な写真を投稿！

和歌山県PRキャラクター
「きいちゃん」

公式インスタ

フォトコン
開催!
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ジビエフェスタわかやま

2020-
20

21 わかやまジビエフェスタ エリアマップ

「8つのエリア」からなる和歌山。
期間中、どのエリアでも「ジビエメニュー」を楽しんでいただけます！
各エリアの「豊かな自然」と「わかやまジビエ」を御堪能ください。

由良町
湯浅町

有田市

日高町

美浜町

御坊市
みなべ町

太地町

新宮市

かつらぎ町

日高川町
広川町

有田川町

和歌山市

紀の川市岩出市

高野町

橋本市

九度山町

北山村

古座川町

那智勝浦町

すさみ町

白浜町

田辺市
印南町

上富田町

海南市 紀美野町

… 和歌山市エリア

… 海草エリア

… 那賀エリア

… 伊都エリア

… 有田エリア

… 日高エリア

… 西牟婁エリア

… 東牟婁エリア

ご注意ください

エリア色分け

※掲載している情報は2020年10月現在のものです。
※提供期間中であっても店舗により定休日や年末年始など、提供していない場合がございますので御注意ください。
※年末年始の営業時間が異なる場合や、取材調査後に内容が変更されている場合もありますので、
　あらかじめ電話等で御確認の上、お出かけください。
※写真はイメージです。
※メニューは予告なく内容が変更になる場合がございます。御了承くださいませ。

休暇村 紀州加太
リストランテ アミティエ
MEAT FACTORY（和歌山市駅前キーノ内）
Meat Dining きた川 牛侍 キーノ店
GYA-TORU KINO和歌山市駅店
肉の直販店 Meat Garden
Meat Dining きた川 牛侍　本店
道の駅 四季の郷公園 FOOD HUNTER PARK 水の市場
道の駅 四季の郷公園 FOOD HUNTER PARK 炎の囲炉裏
花山温泉 薬師の湯
hôtel de yoshino（オテル・ド・ヨシノ）
西郷寿し
トラットリア イ・ボローニャ
居酒屋城月
サントピア ステラ
きいちゃん食堂
県庁地下食堂 信濃屋
キッチン バッカナーレ
Restaurant GoGo Kitchen
サンドウィッチカフェ サントピア
JOY味村
そば切 徳
和歌山ジビエ 肉のつちや
多田屋
ミソノバル
喫茶＆ビアホール PINE
Ristorante IL TEATRO
サウスウエストカフェ
Caravan's cafe
Staub Kitchen OLMO
CELL BLOCK
野菜家さい
イタリアンレストラン カーロ・エ・カーラ

イタリアン

フレンチ

加工品

焼肉

フレンチ

加工品

焼肉

加工品

その他（BBQ）

和食

フレンチ

和食

イタリアン

居酒屋

カフェ

和食

和食

イタリアン

イタリアン

カフェ

フレンチ

その他

加工品

和食

スペイン料理

洋食

イタリアン

カフェ

カフェ

洋食

多国籍

スペイン料理

イタリアン
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和歌山市エリア

喫茶 山香
ナチュラルガーデン
ラトリエ ナチュラル
ゲストハウスもらいもん
香料理庵 紅葉
赤玉
清心館
しみず温泉 あさぎり

カレー・丼

フレンチ

加工品

和食

和食

和食

和食

和食
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有田エリア

M's cafe & dining
Book & Turkish Bazaar タイヨウのカフェ
道の駅 一枚岩 monolith
南紀月の瀬温泉 ぼたん荘
kitchen nicori
KAIHAMI CARNE

イタリアン

カフェ

カフェ

和食

イタリアン

イタリアン
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72
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74
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77

東牟婁エリア

道の駅 龍游 つぐみ食堂
まごころの宿 丸井
道の駅 龍神 ウッディプラザ木族館
美人亭
Restaurant Caravansarai
the CUE
欧風料理 Mobo
くまのこ食堂
くるみの木
ミルク＆ビアホール 九十九
九十九別邸 豆の湯
海ごはん山ごはん マルキヨ
インフィニートホテル＆スパ南紀白浜 ガーデンレストラン ジョヴァンニ
トルコ雑貨とハンバーグ 紬カフェ
Ristorante piu Osteria Pien 

和食

和食

和食

和食

フレンチ

イタリアン

フレンチ

洋食

その他（カレー）

イタリアン

イタリアン

その他

イタリアン

カフェ

イタリアン
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西牟婁エリア

BAMBU（バンブ）
ペンション ヒラオカ
かなうかふぇ
鶴の湯温泉

イタリアン

イタリアン

イタリアン

和食
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日高エリア

みちくさ
川珈琲店 海南しこね
レストラン一木
（株）たまゆらの里

和食

カフェ

和食

その他（BBQ）
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海草エリア

Bistro Monsieur ビストロ ムッシュ 
アランチョ
IWADE MARCHE（岩出マルシェ）
創-HAJIME-cafe

フレンチ

イタリアン

加工品

カフェ
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那賀エリア

四郷カフェ
はなぞの温泉 花圃の里
やどり温泉 いやしの湯

カフェ

和食

その他

●
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43

44

伊都エリア

串本町
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休暇村 紀州加太
1 和歌山市エリア イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

紀淡海峡を一望できるラウンジ（喫茶）コーナーでご提供。
和歌山県産みかんのフレッシュさ。山椒フォンドヴォーソース
とみかんバターソースでさっぱり。湯浅醤油入りケチャップ
ソースとじゃばすこで味の変化をお楽しみください。

営業時間｜11:30～17:00 （L.O 16:30）
定休日｜なし
宿泊｜あり
駐車場｜70 台
HP｜https://www.qkamura.or.jp

640-0102 和歌山県和歌山市深山 483
▶南海加太駅から送迎バス 5分

TEL 073-459-0321

イノシシドック 700円（税込）

リストランテ アミティエ
2 和歌山市エリア フレンチ 提供期間：1月1日～2月28日

GYA-TORU KINO和歌山市駅店
5 和歌山市エリア フレンチ 提供期間：12月1日～1月31日

カジュアルスタイルで楽しめる "Ristorante Amitie"
優しく包まれた雰囲気で語らう至福のひととき…
フレンチの魅力を存分に引き出した創作料理で
あなたをお待ちしております。

ランチ｜11:00～15:00 （L.O 14:00）
ディナー｜17:30～22:00 （L.O 20:30）
定休日｜水（祝日の場合翌日）・第 2木曜
宿泊｜なし　駐車場｜あり
HP｜http://www.joy-mimura.co.jp/tenpo3

640-8221 和歌山市湊紺屋町 1-20 ワカヤマ第 2富士ホテル 2F
▶南海和歌山市駅徒歩 5分

TEL 073-428-1103

コース料理の一品として
ディナーコース

5,200 円～（税抜）

-

営業時間｜11:00～23:00
ラストオーダー｜フード 21:30、ドリンク 22:30
定休日｜なし
宿泊｜なし　駐車場｜あり
HP｜https://kino-wakayama.jp/shop/348/

640-8203 和歌山市東蔵前丁 39 キーノ和歌山 2F
▶南海和歌山市駅から徒歩 4分

TEL 073-431-1258

Meat Dining きた川 牛侍 キーノ店
4 和歌山市エリア 焼肉 提供期間：2月1日～2月28日

Meat Factory 直営の焼肉店。
新鮮でより良いお肉をリーズナブルにいただけます。

640-8203 和歌山市東蔵前丁 39 キーノ和歌山 2F
▶南海和歌山市駅から徒歩 4分

TEL 073-431-1161

猪肉のラグー 1,600 円（税抜）

MEAT FACTORY（和歌山市駅前キーノ内）
3 和歌山市エリア 加工品 提供期間：12月1日～2月28日

お肉色々。熊野牛牛肉、紀州和華牛、豚肉、ホルモン。

営業時間｜9:30～19:00
定休日｜年末年始
宿泊｜なし
駐車場｜あり
HP｜https://meatfactory.co.jp

640-8203 和歌山市東蔵前丁 39 キーノ和歌山 1F ROCK STAR FARMs 内
▶南海和歌山市駅から徒歩 4分

TEL 073-431-1101

①猪肉のラグー（カリー風味）
②猪肉と鹿肉のハンバーグ
③鹿肉のパスタソース

1,188 円（税込）
1,350 円（税込）
918 円（税込）

ランチ｜11:00～14:00
ディナー｜17:00～22:30
定休日｜火曜
宿泊｜なし　駐車場｜あり
HP｜https://kino-wakayama.jp/shop/308/

Meat Dining きた川 牛侍 本店
7 和歌山市エリア 焼肉 提供期間：2月1日～2月28日

Meat Factory 直営の焼肉店。
新鮮でより良いお肉をリーズナブルにいただけます。

649-6322 和歌山市和佐関戸 25-2
▶JR 和歌山線布施屋駅から徒歩 7分

TEL 073-477-0029

猪肉のラグー 1,600 円（税抜）

ランチ｜なし
ディナー｜ 17:30～22:00 （L.O 21:30）
 土･日･祝 17:00～22:00 （L.O 21:30）
定休日｜水曜　宿泊｜なし　駐車場｜あり
HP｜https://meatfactory.co.jp

猪のローストと仔牛の
リードヴォーのゴルゴンゾーラ
牛蒡と山苺のソースで 3,300 円（税抜）

肉の直販店 Meat Garden
6 和歌山市エリア 加工品 提供期間：12月1日～2月28日

良い肉をお求めになり易い価格で。
熊野牛牛肉、紀州和華牛、豚肉、ホルモン。

営業時間｜10:00～19:00
定休日｜火曜
宿泊｜なし
駐車場｜8台
HP｜https://meatfactory.co.jp

和歌山産の肉や野菜を新鮮なまま調理したビストロ料理と、
心地よいボーダレスなBGMが会話に花を咲かせてくれるギャートル。
今回の料理は新鮮な猪肉をグリルステーキにし、仔牛の希少部位で、
食感が独特なリードボーを、ゴルゴンゾーラのチーズで焼き上げてます。

649-6322 和歌山市和佐関戸 25-2
▶JR 布施屋駅から徒歩 15 分

TEL 073-477-5757

①猪肉のラグー（カリー風味）
②猪肉と鹿肉のハンバーグ
③鹿肉のパスタソース

1,188 円（税込）
1,350 円（税込）
918 円（税込）

03 04

道の駅 四季の郷公園

FOOD HUNTER PARK 水の市場

8 和歌山市エリア

和歌山市初の道の駅がオープン。
水の市場にて販売中。
その他にもジビエ食材揃えてます。

営業時間｜9:00～17:00
定休日｜12月 30日～1月3日
宿泊｜なし
駐車場｜300 台
HP｜https://fh-park.jp

640-0305 和歌山市明王寺 479-1
▶和歌山電鐵伊太祈曽駅から徒歩約 20 分

TEL 073-499-4370

珍しい和歌山産
ジビエジャーキー 500円（税抜）

加工品 提供期間：12月1日～2月28日

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
有り



道の駅 四季の郷公園

FOOD HUNTER PARK 炎の囲炉裏

9 和歌山市エリア その他（BBQ） 提供期間：12月1日～2月28日

TEL 073-499-4370

魚料理が主ですが、ジビエとコラボしています。
リクエストが多いメニューです。
猪肉と鹿肉を扱っています。
アットホームな雰囲気の店です。

640-8002 和歌山市北新 4-3
▶和歌山バス北新停留所から徒歩 1分

TEL 073-428-2691

ボタン鍋 4,000 円（税抜）

640-8319 和歌山市手平 2-1-2 和歌山ビッグ愛 12Ｆ
▶JR 宮前駅から徒歩 6分

TEL 073-422-0001

ランチ｜なし
ディナー｜17:00～23:00 （L.O 22:30）
定休日｜ 12 ～ 1月：日曜
 2 ～ 11月：日・月曜
宿泊｜なし　駐車場｜1台

14 和歌山市エリア 居酒屋 提供期間：12月1日～2月28日

05 06

ジビエサルシッチャソーセージ入り
BBQセット（2人前） 5,500 円（税込）
木々に囲まれた自然のなかで、思い思いの時間を過ごすことができる、
炎の囲炉裏（BBQエリア）。和歌山を代表するジビエをつかった大きな
サルシッチャや熊野牛の分厚いステーキなどをご用意しています。

営業時間｜9:00～17:00
定休日｜12月 30日～ 1月3日、荒天時
宿泊｜なし
駐車場｜300 台
HP｜https://fh-park.jp

640-0305 和歌山市明王寺 479-1
▶和歌山電鐵伊太祈曽駅から徒歩約 20 分

花山温泉 薬師の湯
10 和歌山市エリア 和食 提供期間：1月1日～2月28日

和歌山 ICより5 分の位置にある、関西最強の炭酸鉄泉と言
われます。良いお湯への拘りと和歌山県産の食材をふんだん
に使った料理をご提供。
お肉は、ジビエ Aランクの猪肉を使用。

640-8303 和歌山市鳴神 574
▶和歌山バス秋月停留所から徒歩 10 分

TEL 073-471-3277

ぼたん鍋 宿泊 14,300 円（税込）
日帰り 8,140 円（税込）

ランチ｜11:00～15:00 （L.O 14:30）
ディナー｜18:00～19:30 ※予約のみ
定休日｜木曜
宿泊｜あり　駐車場｜70 台
HP｜https://www.hanayamaonsen.com

hôtel de yoshino （オテル・ド・ヨシノ）
11 和歌山市エリア フレンチ 提供期間：12月1日～2月28日

ランチ｜11:30～14:00 （L.O 13:30）
ディナー｜17:30～21:00 （L.O 20:30）
定休日｜月・火曜 （祝日は営業）
宿泊｜なし　駐車場｜あり
HP｜https://www.hoteldeyoshino.com/

和歌山の良質な食材を駆使したクラシックフレンチで、シカやイノシ
シ等ジビエ各種をお楽しみいただけます。12階から和歌山の景色を
一望頂けます。記念日等、特別な日のお食事にもおすすめです。

ジビエのパイ包みのＳＰコース
（※３日前予約） 18,000 円（税・サ10%別）

西郷寿し
12 和歌山市エリア 和食 提供期間：12月1日～2月28日

トラットリア イ・ボローニャ
13 和歌山市エリア イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

本場イタリアピエモンテで出されているジビエ料理を
そのままご提供しております。

640-8152 和歌山市十番丁 19 wajima 十番丁ビル 5Ｆ
▶和歌山バス公園前停留所から徒歩 1分

TEL 073-422-8228

イノシシの煮込み
シカのローストなど

ランチ｜12:00～15:00 （L.O 14:00）
ディナー｜18:00～22:00 （L.O 20:00）
定休日｜火・第 1,3 月曜　宿泊｜なし
駐車場｜ロイヤルパーキング （サービス券付 )
HP｜http://www.shokutsuna.jp/store/ibologna/

コース
6,000 円（税込）～

居酒屋 城月

猪肉の塩焼き、鹿肉のソテー。
和歌山の地酒とジビエを合わせて。

640-8241 和歌山市雑賀屋町東ノ丁 63
▶和歌山バス県庁前停留所から徒歩 3分

TEL 073-423-4896

ボタン鍋 5,000 円（税抜）

ランチ｜なし
ディナー｜17:30～23:00 （L.O 22:00）
定休日｜日曜
宿泊｜なし　駐車場｜なし

15 和歌山市エリア カフェ 提供期間：12月1日～2月28日

TEL 073-426-7839

営業時間｜10:00～15:00
※日によって変わります
定休日｜不定休
宿泊｜なし　駐車場｜あり
HP｜http://suntopia1980.com/

640-8269 和歌山市小松原通 1-1 県民文化会館 2F
▶和歌山バス県庁前停留所から徒歩 1分

きいちゃん食堂サントピア ステラ
16 和歌山市エリア 和食 提供期間：12月1日～2月28日

640-8269 和歌山市小松原通 1-1 和歌山県庁
▶和歌山バス県庁前停留所から徒歩 1分和歌山県庁北別館 1階

TEL 073-488-3660

ランチ｜11:00～14:00 （L.O 13:30） ディナー｜なし
定休日｜土・日・祝　宿泊｜なし
駐車場｜ 県庁利用者駐車場 ( 本館前 ) 利用可能
 ※きいちゃん食堂の押印必要
HP｜http://foodsfile.com

和歌山ジビエ
生姜焼き定食 800円（税抜）
和歌山県民文化会館内にあるセルフサービスのお店。サンドウィッ
チ、パニーニ、スムージー等、安心安全な食材で提供。パンはグ
ループ店「つむぎ」のオリジナルパン。ランチは定食がよく出ます。

いのししとキャベツの梅味噌炒め
～紀州南高梅添え～ 990円（税込）
和歌山県庁内の食堂です。
一般客の方もご利用できます。
県産品の食材を使った定食が好評です。

TAKE OUT
有り
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640-8279 和歌山市小松原通 1-1 畑中ビル１Ｆ
▶和歌山バス県庁前停留所から徒歩 3分

TEL 073-425-3530
640-8269 和歌山市小松原通 1-1 和歌山県庁
▶和歌山バス県庁前停留所から徒歩 1分和歌山県庁本館地下 1階

TEL 073-432-1111(内線3960)

ランチ｜12:00～14:30 （L.O 14:00）
ディナー｜18:00～21:00 ※月曜は 20:00まで（L.O 19:30）
定休日｜土・日・祝
宿泊｜なし
駐車場｜なし

ランチ｜11:00～15:00
ディナー｜なし
定休日｜土・日・祝
宿泊｜なし
駐車場｜なし

キッチン バッカナーレ
18 和歌山市エリア イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

県庁地下食堂 信濃屋
17 和歌山市エリア 和食 提供期間：12月1日～2月28日

実は女性ファンの多いしし丼です。イノシシの肉は臭みがある印
象ですが、生姜でアクセントを効かせているのであっさりとしてい
て臭みはありません。信濃屋自慢のお出汁で味わう「ししうどん・
そば」も一度お試し下さい。

①しし丼
②ししうどん・そば

①720円（税込）
②670円（税込）

ジビエブラウンシチューはシカ肉とイノシシ肉を野菜と一緒
にじっくりと煮込んだおすすめの一皿です。

・ドリア
・オムライス
・ブラウンシチュー 1,000 円～（税込）

20 和歌山市エリア カフェ 提供期間：12月1日～2月28日

Restaurant GoGo Kitchen
19 和歌山市エリア イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

コロナの感染防止の為、テーブルでの取り分け、アラカルトはやっておりません。
コース料理 ¥6,000～　おつまみコース ¥3,500
古座川町鹿肉のハーブローストは、コース料理のメインとしてお選びいただけます。
おつまみコースにプラスされる場合は、今まで通り提供させて頂きます。
要予約になります。

640-8269 和歌山市小松原通 3-22
▶和歌山バス真砂町停留所から徒歩 1分

TEL 073-424-7339

古座川町鹿肉のハーブロースト
200g～

ランチ｜なし
ディナー｜18:00～22:00 （L.O 21:00）
定休日｜月曜・第 1日曜
宿泊｜なし
駐車場｜3台

3,000 円～（税抜）

サンドウィッチカフェ サントピア

640-8235 和歌山市東長町 10-13
▶和歌山バス日赤病院前停留所から徒歩 5分

TEL 073-426-2080

営業時間｜9:00～16:00 （L.O 15:30）
定休日｜月曜
宿泊｜なし
駐車場｜18 台
HP｜http://suntopia1980.com/

・和歌山ジビエサンド
・ジビエバーガー
サンドウィッチの老舗が手がけるジビエサンドです。
グループ店「つむぎ」で焼いたオリジナルパンでサンドしました。
サンドウィッチの種類は100種類以上。南仏風のテラスも人気。

各 500円（税抜）

JOY味村

640-8139 和歌山市片岡町 1-1-29 岡公園前パークハウス 2F
▶和歌山バス岡山町停留所から徒歩 1分

TEL 073-426-4433

ランチ｜11:00～15:00 （L.O 14:00）
ディナー｜17:30～22:00 （L.O 20:30）
定休日｜月（祝日の場合翌日）・第 2火曜
宿泊｜なし　駐車場｜15 台
HP｜http://joy-mimura.co.jp

21 和歌山市エリア フレンチ 提供期間：1月1日～2月28日

そば切 徳

640-8151 和歌山市屋形町 4-15-1
▶和歌山バス屋形町停留所から徒歩 2分

TEL 073-427-3456

ランチ｜11:30～14:30 （L.O 14:00）
ディナー｜18:00～21:00 （L.O 20:00）
定休日｜日曜・木曜夜　宿泊｜なし
駐車場｜提携コインパーキングあり
HP｜http://sobakiritoku.com/

22 和歌山市エリア その他 提供期間：12月1日～2月28日

ＪＯＹ味村は和歌山城からすぐ、岡公園の目の前に立地しており、自然
を感じながらお食事をお楽しみいただけます。シェフが真心こめて作
るお料理は、和歌山の新鮮な魚介や、和歌山の豊かな気候が育む野
菜・ 果物をはじめ、四季 折々の素材をたっぷり使用。盛りつけにも工夫
を加えた、五感でお楽しみいただけるお料理です。

コース料理の一品として
ディナーコース

5,500 円～（税抜）
繊細で奥深い蕎麦とお料理を堪能できる冷蕎麦専門店。
鹿、猪。京町屋風の落ち着いた空間でゆったりできます。

鹿もも肉のロースト 1,300 円（税抜）

23 和歌山市エリア 加工品 提供期間：12月1日～2月28日

TEL 073-436-2001

営業時間｜8:30～18:00
定休日｜水・日曜
宿泊｜なし
駐車場｜なし

640-8126 和歌山市南片原 1-11-2
▶和歌山バス屋形町 5丁目停留所から徒歩 3分

多田屋和歌山ジビエ 肉のつちや
24 和歌山市エリア 和食 提供期間：12月1日～2月28日

640-8331 和歌山市美園町 5-11-18
▶JR 和歌山駅から徒歩 2分

TEL 073-422-2276

平日｜9:00～22:00 （L.O 21:30）
日・祝｜9:00～21:00 （L.O 20:30）
定休日｜年末年始
宿泊｜なし　駐車場｜なし
HP｜https://tabelog.com/wakayama/A3001/A300101/30000205/

デミグラソース入り
ハンバーグ（猪肉） 1パック380 円（税抜）
しか肉のシチュー、しし肉のシチュー、スライスの精肉他
扱っています。

イノシシステーキ
シカステーキ 1,070 円（税抜）
紀州名産品勢揃いのJR和歌山駅前です。紀州猪、鹿の美味を
極めた逸品。店長の腕前で当店の品数の多い旨い酒と只今
好評中で一緒に召し上がってください。

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
有り



09 10

朝から晩まで営業しています。
ランチで大人気のチキン南蛮。
駅前なので、待ち合わせや休憩に。

イノシシソーセージピザ 1,200 円（税込）

640-8342 和歌山市友田町 4-95 ナカガワビル 1F
▶JR 和歌山駅から徒歩 3分

TEL 073-423-1802
640-8331 和歌山市美園町 5-8-7
▶JR 和歌山駅から徒歩 3分

TEL 073-425-0088

モーニング｜9:00～11:30
ランチ｜11:30～15:00 （L.O 14:30）
ディナー｜18:00～23:00 （L.O 22:30）
定休日｜月曜 （日曜は 18 時まで）
宿泊｜なし　駐車場｜なし

ランチ｜なし
ディナー｜18:00～24:00 （L.O 23:30）
定休日｜日曜
宿泊｜なし
駐車場｜なし

喫茶＆ビアホール PINE
26 和歌山市エリア 洋食 提供期間：12月1日～2月28日

ミソノバル
25 和歌山市エリア スペイン料理 提供期間：12月1日～2月28日

バル一番人気は、「釜揚げシラスのアヒージョ」¥650。
その他には海鮮パエリア、自家製の薫製メニューなど、お酒に合うメニューを多
数ご用意。特に多数のスペイン、イタリアのワインを選んでグラスで楽しめるの
も魅力です！！ ※6名様からご利用頂ける個室（要予約）もございます。

①猪バラのチーズカツ
②猪肉の柔らか煮込みスープ
※ジビエ料理は事前にご予約をお願いします

①750円（税込）
②850円（税込）

28 和歌山市エリア カフェ 提供期間：12月1日～2月28日

Ristorante IL TEATRO
27 和歌山市エリア イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

640-8343 和歌山市吉田 865 グリル中村ビル 2F
▶JR 和歌山駅から徒歩 8分

TEL 073-433-7511

ランチ｜なし
ディナー｜18:00～ （L.O 25:30）
定休日｜不定休
宿泊｜なし　駐車場｜なし
HP｜http://la-romanee.jp

サウスウエストカフェ

640-8343 和歌山市吉田 831 ルミエールプラザ 2F
▶JR 和歌山駅から徒歩 10 分

TEL 073-436-8553

ランチ｜なし
ディナー｜18:30～26:00 （L.O 25:30）
定休日｜日曜
宿泊｜なし　駐車場｜なし
HP｜http://southwestcafe.jp

ジビエ入りソーセージ
盛り合わせ
生フルーツ専門のバー。
イタリアンをベースにしたフードメニューも有り。
予約で50名様まで貸し切りＯＫ。

1,000 円（税抜）老舗の和テイストを受け継ぎ、クラシカルでモダンな空間に。気兼ねなく寛い
でいただけるプライベート重視の店です。コースタイム（18:00～21:00）は旬の
食材の一番おいしいタイミングをゆったり個室で心おきなくぜいたくに楽しん
でいただけます。アラカルトタイム（21:00～26:00）は、パスタにグラスワイン、
前菜盛りと日本酒などなど。お好きなものをお好きなだけご注文ください。 

コース内に一品入ります 10,000 円～（税・サ込）

和歌山産のフルーツを中心に全国のフルーツカクテルをお
楽しみ頂けるＢａｒ。
フードも充実しており、夜カフェとしてもご利用できます。
２次会、パーティー等の利用も頂けます。

ジビエカレー 1,100 円～（税抜）

Caravan's cafe

640-8357 和歌山市北ノ新地中六軒丁 14 サンコーポ 1F
▶JR 和歌山駅から徒歩 10 分

TEL 073-499-6918

ランチ｜なし
ディナー｜20:00～28:00 （L.O 28:00）
定休日｜水曜
宿泊｜なし
駐車場｜なし

29 和歌山市エリア

Staub Kitchen OLMO

640-8375 和歌山市坊主丁 27
▶JR 和歌山駅から徒歩 7分

TEL 073-499-6508

ランチ｜なし
ディナー｜17:00～24:00 （L.O 23:30）
定休日｜月曜
宿泊｜なし　駐車場｜なし
HP｜https://www.facebook.com/olmo.jp

30 和歌山市エリア 洋食 提供期間：12月1日～2月28日

フランスのアルザス地方で製造される鋳物ホーロー鍋ストウブを使用した料理。
独自の形状により素材そのものの水分で調理ができるため、旨みを十分に引き出
すことができます。そんなストウブを使った様々な料理を当店でお楽しみください。

シカ肉のカスレ風
古座川『山の光工房』の鹿肉のスペアリブと粗挽きミンチを玉ねぎ、豆と一緒にじっくり煮込み、
最後にペコリーノチーズ、ハーブパン粉をかけオーブンで焼きあげた逸品！

1,880 円（税抜）

カフェ 提供期間：12月1日～2月28日

31 和歌山市エリア 多国籍 提供期間：12月1日～2月28日

TEL 073-433-6577

ランチ｜なし
ディナー｜18:00～ （L.O 28:00）
定休日｜日曜
宿泊｜なし
駐車場｜なし

640-8392 和歌山市中之島 2356
▶JR 和歌山駅から徒歩約 15 分

野菜家さいCELL BLOCK
32 和歌山市エリア スペイン料理 提供期間：12月1日～2月28日

640-8394 和歌山市畑屋敷千体仏丁 15
▶JR 和歌山駅から徒歩約 10 分

TEL 073-499-5319

ランチ｜11:30～14:00 （L.O 13:30）
ディナー｜18:00～23:00 （L.O 21:00）
定休日｜ ランチ：土・日・祝
 ディナー：不定休
宿泊｜なし　駐車場｜なし
HP｜https://www.yasaiyasai.biz/

野菜ソムリエの
猪鍋コース 4,950 円（税込）
美味しいお野菜にこだわるスペインバル。バスク仕込みの料理を
お野菜が鮮やかに彩ります。ゆったりとした空間でスローフードを
お楽しみください。冬の猪、夏の鹿。旬産旬消にこだわっています。

ピッツァやパスタ、沖縄料理やタイ料理。
色々な美味しい物が深夜まで食べられるお店です。

猪バジルライス 1,200 円（税込）

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
要確認

TAKE OUT
応相談

TAKE OUT
応相談
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（株）たまゆらの里

640-1471 海草郡紀美野町長谷宮 705
▶コミュニティバス下新城勝古手停留所から徒歩 3分

TEL 073-499-0613

営業時間｜9:00～20:00
定休日｜不定休
宿泊｜あり
駐車場｜80 台
HP｜https://www.tamayura-sato.com

37 海草エリア その他（BBQ） 提供期間：12月1日～2月28日

ウィンタージビエ
グランピングBBQセット
グランピングスポット「たまゆらの里」は、雨天でもコテージ
の屋根付きテラスで BBQを楽しめる山間リゾート。
BBQセットは要予約。

6,800円（税込）ボタン鍋（イノシシ鍋） 5,000 円（税抜）

営業時間｜11:00～21:00
※14:00～17:00 は要予約
定休日｜年中無休 （月曜は予約のみ）
宿泊｜なし　駐車場｜10 台
HP｜http://0734825040.xrie.biz/

クエ鍋・海鮮丼・うなぎ料理・定食・コース料理等、
色々なお料理をご用意してお待ちしております。

642-0001 海南市船尾 201-23
▶JR 海南駅から徒歩 20 分

TEL 073-482-5040
641-0014 和歌山市毛見 1517
▶和歌山バスわかやま館前停留所から徒歩 1分

TEL 073-448-1119

ランチ｜11:30 ～ 14:30 （L.O 14:30）
ディナー｜17:30～20:00 （L.O 20:00）
定休日｜なし
宿泊｜あり　駐車場｜あり
HP｜https://www.marinacity.com/hotel/restaurant/caro/

みちくさイタリアンレストラン カーロ・エ・カーラ
34 海草エリア 和食 提供期間：12月1日～2月28日33 和歌山市エリア イタリアン 提供期間：2月1日～2月28日

・イノシシのラグーソースのタリアテッレ
・和歌山ジビエと熊野牛のラグーソースのラザニア

目の前に緑のガーデンとヨットハーバーが広がる開放感あふれる
店内です。美味しい旬の地元食材にこだわり、ホテルの敷地内にあ
る自家農園で採れた新鮮野菜を使用しています。

各 1,900 円（税込）

36 海草エリア

川珈琲店 海南しこね

642-0019 海南市重根西 1-3-2
▶JR 海南駅から徒歩 20 分

TEL 073-488-3355

営業時間｜9:00～19:00 （L.O 19:00）
定休日｜火曜 （年始休業有）
宿泊｜なし
駐車場｜あり
HP｜https://bakery.e-kawa.co.jp/shop/kawacoffee_skn

レストラン一木

649-0164 海南市下津町上 292
▶JR 下津駅から徒歩約 17 分

TEL 073-492-0988

ランチ｜11:30～13:30
ディナー｜なし
定休日｜木・第 2水曜
宿泊｜なし
駐車場｜5台

とろ～りチーズの
アボカドジビエバーガー
全国ご当地バーガーグランプリのジビエバーガーをカフェメニューにアレンジ！
古座川町清流鹿を使用した、くせのない味わいのハンバーグはボリューム満点200g！
穀物感ある特製バンズに女性に人気のアボカドやチーズを使用し、
お野菜もたっぷりでヘルシー。
パン工房カワ併設で、老若男女どなたでもゆっくりしていただけるカフェです。

1,280 円（税抜）

35 海草エリア カフェ 提供期間：12月1日～2月28日 和食 提供期間：1月1日～2月28日

冬のジビエはすばらしい。
一度食べてください。

イノシシの丼とシシ汁 1,000円（税込）

しし肉とフォアグラの
テリーヌ 1,200 円（税抜）

38 那賀エリア フレンチ 提供期間：12月1日～2月28日

TEL 0736-67-6088

ランチ｜11:30～15:00 (L.O 14:00)
ディナー｜17:30～22:00 （L.O 22:00）
定休日｜月・第 3火曜
宿泊｜なし
駐車場｜20 台

649-6256 岩出市金池 12-1
▶JR 岩出駅からタクシーで 10 ～ 15 分

Bistro Monsieur ビストロ ムッシュ 

ナチュラルで開放的な店内でゆっくりと食事をしていただけます。
カジュアルにフランス料理を、夜はバール感覚で
オシャレに過ごして下さい。

39 那賀エリア イタリアン 提供期間：2月1日～2月28日

アランチョ

649-6216 岩出市野上野 35-29
▶和歌山バス野上野停留所から徒歩 1分

TEL 0736-62-7811

ランチ｜11:00～14:30 （L.O 14:00）
ディナー｜17:30～21:00 （L.O 19:30） ※要予約
定休日｜火・第 2,4 水曜
宿泊｜なし
駐車場｜10 台

地元の食材を使い、和とイタリアンのテイストで年配の方に
も食べやすいように心掛けて調理しています。

メニュー名、価格は未定です

お肉・お野菜・お魚　まるごとマルシェ。
熊野牛牛肉、紀州和華牛、豚肉、ホルモン、新鮮野菜、鮮魚。

①猪肉のラグー（カリー風味）
②猪肉と鹿肉のハンバーグ
③鹿肉のパスタソース

1,188 円（税込）
1,350 円（税込）
918 円（税込）

40 那賀エリア 加工品 提供期間：12月1日～2月28日

649-6214 岩出市水栖 31-1
▶JR 岩出駅から徒歩 20 分

TEL 0736-63-3000

営業時間｜9:30 ～ 19:00
定休日｜火曜
宿泊｜なし
駐車場｜40 台
HP｜https://meatfactory.co.jp

IWADE MARCHE （岩出マルシェ）

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
有り
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41 那賀エリア カフェ 提供期間：12月1日～2月28日

営業時間｜11:00～15:00 （L.O 14:00）
定休日｜日・月・火・水曜
宿泊｜なし
駐車場｜10 台
HP｜https://hajime-cafe.jimdofree.com/

649-6531 紀の川市粉河 853-3（古民家山崎邸）
▶JR 粉河駅から徒歩 1分

TEL 0736-60-8233

創-HAJIME-cafe

ジビエメンチカツカレー 1,500円（税込）
JR粉河駅前に位置する古民家山崎邸は今年国の「登録有形文化財」に登録されました。
広々とした土間と中庭の見える座敷の客席でゆったりとくつろいでいただけます。
紀州ジビエを使用した、臭みがなくジビエ本来のジューシーさを味わえる絶品メンチカ
ツカレー。ジビエメンチカツバーガーやその他ランチもあり、食後には自慢の自家焙煎
した香り高いブレンドコーヒーや豆富のチーズケーキなどもお楽しみいただけます。
facebookやInstagramで情報配信中です。

地元の食材を生かした料理の提供。
食事の提供と同時に、癒しの時間・空間を提供します。
屋外テラス席はペット同伴可能。

①ジビエカレー
②鹿のラグー

①1,000 円（税込）
②900円（税込）

四郷カフェ

649-7102 伊都郡かつらぎ町滝 231-5
▶JR 笠田駅からバスで 10 分　（要予約 送迎可）

TEL 0736-25-0450

営業時間｜10:00～17:00
定休日｜毎週水曜、第1・３木曜
宿泊｜なし
駐車場｜20 台
HP｜https://www.shigou.cafe/

42 伊都エリア カフェ 提供期間：12月1日～2月28日

43 海草エリア

はなぞの温泉 花圃の里

643-0611 伊都郡かつらぎ町花園梁瀬 779-1
▶かつらぎコミュニティバス花園停留所から徒歩 1分

TEL 0737-26-0171

ランチ｜12:00～14:00 （L.O 13:30）
ディナー｜17:30～21:00 （L.O 20:30）
定休日｜なし
宿泊｜あり
駐車場｜15 台

和食 提供期間：12月1日～2月28日

3種の味噌を絶妙にブレンドしたオリジナル出汁で！
地元産を厳選！

ぼたん鍋（要予約 ２名様～） 6,000 円（税抜）
一人前

高野山麗玉川峡の隠れた名泉。
ジビエを始め特産品と地元食材を使った「おかん’s cafe」です。
個室温泉がついたコテージで宿泊も可。

猪のスペアリブ 1,100 円（税込）

648-0033 橋本市北宿 5
▶JR 橋本駅からタクシーで 30 分

TEL 0736-32-8000

営業時間｜11:00～21:00 （L.O 20:00）
定休日｜火・水・木曜
宿泊｜あり
駐車場｜12 台
HP｜https://www.yadorionsen.com

100g

やどり温泉 いやしの湯
44 伊都エリア その他 提供期間：12月1日～2月28日

喫茶 山香

643-0803 有田郡有田川町東丹生図 49
▶有田鉄道バス垣倉停留所からすぐ

TEL 0737-52-3001

営業時間｜11:00～14:00
定休日｜第 1,3 月曜
宿泊｜なし
駐車場｜10 台

45 有田エリア カレー・丼 提供期間：12月1日～2月28日

年間を通して提供できます。捕獲から提供まで一貫しています。
シシカレーは若い人に大人気です。
猪・鹿などの写真展あります。

・シシカレー
・シシ丼 各800円（税込）

46 有田エリア フレンチ 提供期間：12月1日～2月28日

TEL 0737-23-7021

ランチ｜11:00～14:00 （L.O 13:30）
ディナー｜17:30～21:00 （L.O 20:00）
定休日｜水・木曜
宿泊｜なし　駐車場｜6台
HP｜http:// ナチュラルガーデン .com

643-0024 有田郡有田川町水尻 1289-4
▶JR 藤並駅から徒歩 8分

ナチュラルガーデン

猪肉のテリーヌ
猪肉のテリーヌを相性バッチリの栗とピスタチオで仕上げました。
旬の野菜のピクルスとご一緒に。
お気軽に和歌山フレンチを楽しんで。

加工品 提供期間：12月1日～2月28日

ラトリエ ナチュラル

643-0024 有田郡有田川町水尻 1289-4（ナチュラルガーデン横）
▶JR 藤並駅から徒歩 8分

TEL 0737-23-7021

営業時間｜11:00～16:00 頃
定休日｜水・木曜
宿泊｜なし
駐車場｜6台
HP｜http:// ナチュラルガーデン .com

540 円（税抜）
2020.2月にナチュラルガーデンのテークアウトショップが
OPEN！焼き菓子の他にも、和歌山のジビエを使ったミートパ
イをぜひ食べてみて！！

ジビエミートパイ

47 有田エリア

643-0166 有田郡有田川町吉原 1450
▶JR 藤並駅から送迎有 15 分

TEL 050-3555-1450

ランチ｜11:00 ～ 13:00
ディナー｜18:00 ～ 20:00
定休日｜なし （事前予約制）
宿泊｜あり　駐車場｜5台
HP｜https://www.moraimon.jp

ゲストハウス もらいもん

古民家を改装した一組貸し切りの宿です。お客様のプライベートな空間
でお食事・宿泊を楽しんで頂けます。田辺市上芳養ひなたの杜の猪肉を
使用。やわらかな肉質、上質な脂身は豚肉を超えます。
ぶどう山椒をつかった特製合わせ酢でお召し上がり頂きます。
※料理のみのご利用の場合は 4名様以上のみ。

猪肉しゃぶしゃぶセット 2,500円（税抜）

和食 提供期間：12月1日～2月28日48 有田エリア

コース料理＋550 円（税込）

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
有り
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営業時間｜12:00～18:00
定休日｜お問い合わせ
宿泊｜なし
駐車場｜あり

643-0521 有田郡有田川町清水 1270-9
▶有田鉄道バス清水口停留所から徒歩 3分

TEL 090-5368-7383

香料理庵 紅葉

紅葉ママ自慢の、鹿肉を煮込んだルーは絶品！
季節の一品もあしらわれます。
冬場は、シシ肉を使った狩人鍋が大好評です。

ジビエカレー（しか肉使用） 980円（税込）

和食 提供期間：12月1日～2月28日49 有田エリア

赤玉

643-0521 有田郡有田川町清水 337-7
▶有田鉄道バス清水口停留所から徒歩 4分

TEL 0737-25-0371

ランチ｜11:00～14:00 （L.O 13:30）
ディナー｜17:00～21:30 （L.O 21:00）
定休日｜第 1,3 木曜ディナー、水曜
宿泊｜なし　駐車場｜13 台

しし肉香椒麺
わさび寿司セット 1,400 円（税込）
しし肉使用。
山椒を練り込んだ麺とカツオ、昆布でとった出汁と一緒に温
まる一杯。名物、わさび寿司とセットでお得なメニュー。

和食 提供期間：12月1日～2月28日50 有田エリア

和食 提供期間：12月1日～2月28日51 有田エリア

清心館

643-0521 有田郡有田川町清水 346-1
▶有田鉄道バス清水停留所から徒歩 2分

TEL 0737-25-0009

ランチ｜11:00～14:00
ディナー｜17:00～20:00
定休日｜なし
宿泊｜あり　駐車場｜10 台
HP｜http://www.seisinkan.jp

家庭的な雰囲気が評判の閑静な宿。
ロースAランクのお肉を使用しております。

ボタン鍋（※要予約） 5,000 円（税込）

和食 提供期間：12月1日～2月28日52 有田エリア

643-0521 有田郡有田川町清水 1225-1
▶有田鉄道バス清水温泉前停留所から徒歩 5分

TEL 0737-25-1181

営業時間｜11:00～17:00 （L.O 15:00）
定休日｜年中無休
宿泊｜あり
駐車場｜30 台
HP｜http://www.shimizu-onsen.ne.jp/facilities/asagiri.html

しみず温泉 あさぎり

猪肉すき焼き定食
山椒風味 1,800 円（税込）
自然を眺めながら御食事をしていただき、
温泉でほっこりしていただけます。

53 日高エリア イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

BAMBU（バンブ）

644-0011 御坊市湯川町財部 664-8
▶JR 御坊駅から徒歩 12 分

TEL 0738-23-5335

ランチ｜11:30～15:00 （L.O 14:00）
ディナー｜17:30～22:00 （L.O 20:30）
定休日｜月曜
宿泊｜なし　駐車場｜16 台
HP｜http://www.web-bambu.com

専用の野菜畑から届く季節の野菜を使ったイタリアン。
コース料理、充実のアラカルトはワインと共にお楽しみいただけます。
ランチタイムのジビエ料理の提供は要予約。感染症対策実施しています。

猪や鹿を使った前菜や
パスタ、メイン料理 850円～（税抜）

54 日高エリア イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

TEL 0738-29-2851

ランチ｜11:30～14:30 （L.O 13:30）
ディナー｜18:00～21:30 （L.O 20:30）
定休日｜不定休
宿泊｜なし　駐車場｜あり
HP｜https://www.facebook.com/ ペンションヒラオカ -360978103914174/

644-0022 御坊市名田町上野 1208-23
▶JR 印南駅からタクシーで 15 分

ペンション ヒラオカ

地元のジビエ合びきミンチの
ライスコロッケ他 120円～（税込）
その他、ジビエ料理のテイクアウトも含め多数ご用意。海と新緑を臨
める店内。30 余年来、多くのお客様にご愛顧いただいています。3密
を避けた営業を行っています。余裕を持った御予約をお願いします。

55 日高エリア イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

かなうかふぇ

649-1311 日高郡日高川町平川 243-1
▶JR 道成寺駅や川辺 I.C から車で 10 分

TEL 090-3536-8883

営業時間｜8:00～18:00
営業日｜金土日祝日のみ営業
宿泊｜なし
駐車場｜4台
HP｜https://www.instagram.com/cannowcafe/

日高川町で獲れた新鮮で臭みのないジビエ肉のみを厳選し
加熱調理を施しています。
気軽に立ち寄れる山入口のカフェとして県内外から幅広い
年齢層の人々が訪れています。ジビエ料理のご注文は要予約

ジビエサイコロステーキ他 2,200円（税込）

645-0028 日高郡みなべ町熊瀬川 47
▶みなべ IC から車で 15 分

TEL 0739-75-2180

ランチ｜11:30 ～ 13:30 （L.O 13:30）
ディナー｜17:30 ～ 21:00 （L.O 20:30）
定休日｜火曜
宿泊｜あり　駐車場｜50 台
HP｜http://tsurunoyuonsen.jp/

鶴の湯温泉

ひっそりとたたずむ山間の秘湯宿。
美しい自然を望み、関西でも珍しい茶褐色のにごり湯に憩う。
地元産の食材を使って四季折々の料理を提供しております。
土鍋で1人前ずつご用意いたします。イノシシのお肉を味噌仕立て
の出汁で、やわらかく煮てお召し上がり頂いています。

ボタン鍋御膳（※要予約） 2,200円（税込）

56 日高エリア 和食 提供期間：12月1日～2月28日

TAKE OUT
有り

TAKE OUT
有り
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57 西牟婁エリア 和食 提供期間：12月1日～2月28日

ランチ｜11:00～15:00 （L.O 14:30）
定休日｜火曜
宿泊｜なし
駐車場｜42 台
HP｜http://www.ryuyu-ryujin.com

645-0301 田辺市龍神村福井 511
▶みなべ IC から車で 35 分

TEL 0739-77-0380

道の駅 龍游 つぐみ食堂

地元産の素材にこだわっています。
（龍神産生しいたけ、龍神産あまごなど）
食堂から、清流・日高川が臨めます。

ジビエのメンチカツカレー 1,200円（税込）

まごころの宿 丸井

645-0415 田辺市龍神村西 9-2
▶龍神バス丸井旅館前停留所から徒歩 1分

TEL 0739-78-0018

ランチ＋温泉｜12:00～14:30
※ランチのみのご利用はお受けしておりません）

ディナー｜17:30～

定休日｜不定休　宿泊｜あり　駐車場｜12 台
HP｜https://ryujin-marui.com

特製味噌出汁の
ぼたん鍋 11,550 円～（税込）
龍神温泉元湯から少し離れた龍神村のまん中あたりにある静かな宿。
特製味噌出汁のぼたん鍋は毎年ご好評いただいています♪
焼きたてホクホクの子持ち鮎やあまごは美味しさ◎！
手作り料理とアットホームなおもてなしでお迎えしています。

58 西牟婁エリア 和食 提供期間：12月1日～2月28日

※3日前までに要予約(4名様~)  ※ご宿泊は2名様~前日予約でもOK

一泊２食付き

道の駅 龍神 ウッディプラザ木族館

645-0525 田辺市龍神村龍神 170-3
▶龍神バス木族館前停留所から徒歩 3分

TEL 0739-79-0567

営業時間｜9:00～15:00 （L.O 15:00）
定休日｜水曜
宿泊｜なし
駐車場｜45 台
HP｜http://www.ryujin-shinrin.jp/mitiek_1_1.html

店内は、大きな柱が目を引きます。
近くに日本三大美人の湯 龍神温泉があります。
猪肉を使った料理では、他に猪うどん、和風猪カレーがあります。

猪丼 850円（税込）

59 西牟婁エリア 和食 提供期間：12月1日～2月28日 60 西牟婁エリア 和食 提供期間：12月1日～2月28日

645-0525 田辺市龍神村龍神 96-3
▶龍神バス皆瀬停留所から徒歩 1分

TEL 0739-79-0777

ランチ｜12:00～14:00
ディナー｜18:00～
定休日｜不定休
宿泊｜あり　駐車場｜20 台
HP｜https://ryubijin.com

美人亭

会席料理の中にボタン鍋（小鍋）が入ります
※3日前までに要予約 10,000円～（税抜）
清流日高川沿いに建ち、龍神の自然の恵みを活かした料理
が味わえます。自家製出汁とみそを合わせたボタン鍋は、大
変好評です。大鍋プランもございます。

61 西牟婁エリア フレンチ 提供期間：12月1日～2月28日

Restaurant Caravansarai

646-0101 田辺市上芳養 595
▶JR 南部駅からタクシーで 15 分

TEL 0739-33-9990

ランチ｜11:30～14:00 （L.O 13:15）
ディナー｜17:30～21:00 （L.O 19:00）
定休日｜水・木曜
宿泊｜なし　駐車場｜7台
HP｜https://www.facebook.com/caravansarai.2020/

祖父が作った築 50年の梅蔵をリノベーションしたレストラン。
近くにジビエ施設があり、衛生的なジビエを仕入れられます。

鹿肉のロースト
赤ワインソース 2,000 円～（税抜）

ランチ

TEL 0739-20-4297

ランチ｜なし
ディナー｜17:00～26:00 （L.O 26:00）
定休日｜日曜
宿泊｜あり　駐車場｜なし
HP｜https://thecue.jp

646-0031 田辺市湊 16-6
▶JR 紀伊田辺駅から徒歩 5分

the CUE

ひなたの杜の猪と
ししとうのピッツァ 980円（税抜）
イタリアンを中心とした料理を提供しています。
古民家を改装した落ち着いた雰囲気です。
お肉は猪と鹿を取り扱っています。

62 西牟婁エリア イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

63 西牟婁エリア フレンチ 提供期間：12月1日～2月28日

欧風料理 Mobo

646-0014 田辺市新万 8-2
▶JR 紀伊田辺駅から徒歩で 20 分

TEL 0739-20-2441

ランチ｜11:30～15:00
ディナー｜17:30～23:00
定休日｜水曜ランチ、火曜
宿泊｜なし　駐車場｜13 台
HP｜https://ja-jp.facebook.com/mobominami

席数もゆったりとさせ飛沫パーテーションも完備した店内で
安心安全に食事していただける様、1人1皿のコース料理で
お待ちしております。
ジビエを御希望のお客様はご予約時にスタッフにお伝え下さい。

おまかせコースの一例
コース
5,800 円（税抜）

647-1731 田辺市本宮町本宮 452-1
▶大斎原前停留所から徒歩 1分

TEL 0735-30-0878

ランチ｜11:00 ～ 15:00 （L.O 14:30）
ディナー｜17:00 ～ 21:00 （L.O 20:00）
定休日｜月・火曜 （祝日営業）
宿泊｜なし　駐車場｜4台
HP｜https://kumanocoshokudo.com

くまのこ食堂
64 西牟婁エリア 洋食 提供期間：12月1日～2月28日

鹿肉のボロネーゼパスタ
（サラダ、スープ付き） 1,400 円（税抜）
熊野本宮大社から約500m。古民家を活用した落ち着いた
雰囲気のお店です。 地元でとれたジビエ（鹿）を使用した
ボロネーゼパスタは、熊野の恵みがつまった一品です。

TAKE OUT
有り
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西牟婁エリア

営業時間｜10:00～19:00
定休日｜不定休
宿泊｜なし
駐車場｜5台
HP｜https://instagram.com/kuruminoki_0430/

649-2105 西牟婁郡上富田町朝来 2087-32
▶明光バス南紀の台停留所から徒歩 1分

TEL 0739-33-9159

くるみの木
65 その他（カレー） 提供期間：12月1日～2月28日

新鮮な肉にこだわり、オーナー自ら狩猟を行い、精肉までの
工程にもこだわりぬいたジビエ肉（シシ肉、シカ肉）となって
おります。いつも元気で明るい女性スタッフ（3人）がお待ちし
ております。

ジビエカレー 860円（税込）

ミルク＆ビアホール 九十九

649-2211 西牟婁郡白浜町 3309-22 銀座ビル 1Ｆ
▶明光バス白良浜停留所から徒歩 2分

TEL 0739-43-0702

ランチ｜なし
ディナー｜18:00～23:00 L.O.
定休日｜火曜・2月・大雨の日
宿泊｜なし　駐車場｜10 台
HP｜https://www.shirahama99.com/tsukumo

ビーフステーキ、季節のアヒージョ、
石窯焼きピッツァがオススメです。

九十九特製 ジビエパテ 1,000円（税抜）

66 西牟婁エリア イタリアン 提供期間：12月1日～1月31日

67 西牟婁エリア イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

九十九別邸 豆の湯

649-2211 西牟婁郡白浜町 1384-15 新地長屋 5号
▶明光バス白良浜停留所から徒歩 1分

TEL 0739-33-7070

営業時間｜11:30～20:30 L.O.
定休日｜不定休
宿泊｜なし
駐車場｜10 台
HP｜https://www.shirahama99.com/mamenoyu

紀州シシ肉とりんごの
ホットサンド 980円（税込）
白良浜から1分ちょっとの裏路地にある珈琲屋です。
ビーチ遊びや街歩きの休憩にぜひ。

68 西牟婁エリア その他 提供期間：12月1日～2月28日

649-2211 西牟婁郡白浜町 1572
▶明光バス白良浜停留所から徒歩 5分

TEL 0739-43-0640

ランチ｜12:00～14:00 （L.O 13:30）
ディナー｜17:30～22:00 （L.O 21:30）
定休日｜火曜（ランチは火・水曜）
宿泊｜なし　駐車場｜3台
HP｜https://www.facebook.com/HamayataiMarukiyo

海ごはん山ごはん マルキヨ

自然の崖を活かした店内。紀州い草の畳を敷いた
座敷は落ち着きます。
地元産のジビエは鹿の他にも猪も。
複数のジビエ料理を味わっていただけます。

鹿のメンチカツ 800円（税抜）

69 西牟婁エリア イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

インフィニートホテル＆スパ南紀白浜

ガーデンレストラン ジョヴァンニ

649-2211 西牟婁郡白浜町 2018
▶JR 白浜駅からタクシーで約 15 分

TEL 0739-42-2733

ランチ｜12:00～14:00 （L.O 13:30）
ディナー｜17:30～21:30 （L.O 21:00）
定休日｜木曜（ランチのみ）
宿泊｜あり　駐車場｜あり
HP｜http://www.hotel-infinito.co.jp

猪ベーコンの
カルボナーラ 1,800 円（税抜）
脂の乗った猪バラ肉をオリジナルレシピでベーコンにして、濃厚な
カルボナーラソースとともにパスタに仕上げました。麺は自家製の
タリアテッレ。お昼はサラダ、パン、ミニデザートと飲み物付き。
夜はアラカルトメニューの単品でのご提供。

TEL 0739-33-7683

営業時間｜11:00～21:00 （L.O 20:30）
宿泊｜なし
駐車場｜20 台
定休日｜火曜・第 2月曜 （祝日の場合は翌週）
HP｜http://kcrjp.com/tsumugi/

649-2211 西牟婁郡白浜町 2927-1704
▶明光バスのんびれっじ停留所から徒歩 1分

トルコ雑貨とハンバーグ 紬カフェ

古座川ジビエの
鹿ケバブライス 1,280 円（税込）
トルコ友好の県和歌山からコラボレーションご当地グルメが登場！和歌山の山の恵、
ジビエを使った鹿ケバブライスをご提供。珍しい希少グルメをお楽しみください。
店内はトルコランプに囲まれた空間でトルコ民族衣装を着ての写真撮影（無料）も
できます。インスタグラマー必見のエキゾチックなカフェをどうぞお楽しみください。

70 西牟婁エリア カフェ 提供期間：12月1日～2月28日

71 西牟婁エリア

Ristorante piu Osteria Pien

649-2334 西牟婁郡白浜町才野 16-2
▶JR 白浜駅から徒歩 20 分

TEL 0739-34-2209

ランチ｜12:00～14:00
ディナー｜18:30～20:30
定休日｜火・第 1,3 水曜・他臨時休業あり
宿泊｜なし　駐車場｜10 台
HP｜https://www.facebook.com/ris.pien73

地の食材を使った北イタリア料理。

イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

コース料理の一品として
ディナー
6,500 円（税抜）

東牟婁エリア

ランチ｜11:00～14:00 （L.O 13:30）
ディナー｜18:30～22:00 （L.O 21:30）
定休日｜月・第 1火・第 3日曜
宿泊｜なし
駐車場｜10 台

649-3510 東牟婁郡串本町サンゴ台 1107-10
▶JR 串本駅から徒歩 13 分

TEL 0735-67-7190

M's cafe & dining
72 イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

古座川産シカ肉の
ボロネーゼ
お昼はランチとカフェを楽しめます。夜はジビエ料理を含めたパスタや串本産
の鮮魚を味わえます。店主自ら釣ってきた魚をお刺身、カルパッチョ、パスタ、ア
クアパッツァなどでご提供しています。
おちついた雰囲気でワインやクラフトビールを味わえます。

ランチ1,000 円（税込）
ディナー 1,100 円（税抜）

TAKE OUT
有り
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応相談

TAKE OUT
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東牟婁エリア73 カフェ 提供期間：12月1日～2月28日

Book & Turkish Bazaar タイヨウのカフェ

649-3503 東牟婁郡串本町串本 2079-2 WAY 書店串本店内
▶JR 串本駅から徒歩 3分

TEL 070-3317-4075

営業時間｜11:00～19:00 （L.O 18:30）
定休日｜年中無休
宿泊｜なし
駐車場｜20 台
HP｜http://kcrjp.com/taiyocafe/

古座川ジビエの
鹿ケバブライス 1,180 円（税込）
トルコ友好の町串本町から日本×トルコのコラボレーションご当地グルメが登場！
和歌山の山の恵、ジビエを使った鹿ケバブライスをご提供。珍しい希少グルメをお
楽しみください。店内はトルコランプに囲まれた空間でトルコ民族衣装を着ての
写真撮影（無料）もできます。
WAY書店内にあるブックカフェだから書店の本を持ち込んでお読み頂けます。

TAKE OUT
有り

東牟婁エリア74 カフェ 提供期間：12月1日～2月28日

道の駅 一枚岩 monolith

649-4235 東牟婁郡古座川町相瀬 290-2
▶コミュニティバス一枚岩停留所すぐ

TEL 0735-78-0244

ランチ｜10:30～14:00
ディナー｜なし
定休日｜月曜
宿泊｜なし　駐車場｜13 台
HP｜https://www.monolith-web.com

鹿バジルステーキの
奇跡のカレー 1,500 円（税抜）
国指定天然記念物一枚岩の目の前にある店。
手づくり感あふれる雰囲気。
柚子やジビエといった古座川の恵を楽しめます。

南紀月の瀬温泉ぼたん荘は、紀伊半島の南端の山あいに位置する
古座川町にあります。  ゆったりとくつろげるスペースをご用意し従業員一同、
心温まるおもてなしでお待ち申し上げております。

①ジビエソーセージ
②ジビエ猪焼肉
③ジビエ鹿肉ボロニアソーセージ

990円（税込）
1,155円（税込）
715円（税込）

東牟婁エリア75 和食 提供期間：12月1日～2月28日

南紀月の瀬温泉ぼたん荘

649-4106 東牟婁郡古座川町月野瀬 881-1
▶JR 古座駅からタクシーで 10 分

TEL 0735-72-0376

ランチ｜11:30～14:00 （L.O 13:30）
ディナー｜17:30～20:30 （L.O 20:00）
定休日｜12/15、16 ※その他、臨時休業有
宿泊｜あり　駐車場｜50 台
HP｜https://www.botansou.jp

649-5335 東牟婁郡那智勝浦町築地 5-2-33
▶JR 紀伊勝浦駅から徒歩 3分

TEL 0735-30-4435

ランチ｜11:30～14:30 （L.O 13:30）
ディナー｜18:00～22:30 （L.O 21:30）
定休日｜日・第 3月曜
宿泊｜なし
駐車場｜2台

kitchen nicori

いい音楽に美味しいごはんと楽しいお酒。イタリア料理を
ベースに、他に他国のメニューも取り入れてます。
主にpizza、pasta、tacosが主力商品です。木造の店内の為、
落ち着いて食事を楽しめます。

ジビエのハーブ焼き 990円（税込）

東牟婁エリア76 イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

東牟婁エリア77 イタリアン 提供期間：12月1日～2月28日

647-0012 新宮市伊佐田町 2-1-9
▶JR 新宮駅から徒歩 5分

TEL 0735-23-0038

ランチ｜11:30～14:30 （L.O 13:30）
ディナー｜18:00～22:00 （L.O 21:00）
定休日｜日・月曜
宿泊｜なし　駐車場｜70 台
HP｜https://instagram.com/kaihamicarne/

KAIHAMI CARNE

古座川「山の光工房」
鹿猪ソーセージ3種 1,500 円（税抜）
イタリア料理をベースとした肉バルです。
ここでしか食べられない独自のメニューや南紀を活かした
メニューが豊富。デザートまでしっかり楽しめます。
ワインはもちろん様々なこだわりのお酒を扱っています。

わかやまジビエとは？
和歌山県内で捕獲され、食品営業許可を得た県内施設で処理加工

された野生イノシシ及びシカ肉のことです。本県では、安全で安心

なジビエの提供を目的として、「わかやまジビエ処理施設衛生管理

認証制度」を推進しています。 

また、全国に先駆けて「わかやまジビエ肉質等級制度」に取り組み、

品質に見合った格付けと価格設定により、市場での信頼性確保を

目指しています。

わかやまジビエの美味しさを多くの方にお伝えしたく、毎年12月から2月までの期間、

わかやまジビエフェスタを開催しています。

今回は、県内飲食店・宿泊施設77店舗に御協力いただき、ジビエ料理を提供しています。

この機会にシェフが腕をふるった山の恵みを、ぜひ楽しんでみてください。

ジビエフェスタわかやま

2020-
20

21
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