※すでに販売冊数に達し、取扱を終了している店舗がございます。
チケットの在庫状況は、各取扱店舗にお問い合わせください。
❖カフェ・喫茶

❖カフェ・喫茶

❖中華

❖弁当・惣菜

うえすとこーすと

Blooming coffee

中華料理 笑福亭

福本商店

和食系の小鉢が盛りだくさんのラ
ンチと季節のロールケーキが人気。
☎ 0736-22-5984
〈住〉かつらぎ町笠田東 108-1
〈営〉11：00～18：00
〈休〉日

自家焙煎したコーヒー豆の販売も
行っています。
☎ 0736-26-8152
〈住〉かつらぎ町丁ノ町 2247-11
〈営〉10：00～19：00
〈休〉月(祝日の場合は翌日)

リーズナブルな値段で中華料理が
食べられます。
☎ 0736-22-3898
〈住〉かつらぎ町佐野 1020
〈営〉11:00～14:00、17:00～21:30
〈休〉月

柿の葉寿司をメインに新鮮な食べ
物を提供しております。
☎ 0736-25-0022
〈住〉かつらぎ町広口 1170
〈営〉8：00～17：00
〈休〉不定休

❖カフェ・喫茶

❖洋食

❖和食・弁当・惣菜

❖惣菜

茅葺き茶屋 月空

伊咲亭 BistroISAKI

たつみ食堂

道の駅紀の川万葉の里

江戸の茅葺き屋根の家を改装し、
開放的な山のてっぺんにあります。
☎ 0736-20-1427
〈住〉かつらぎ町東谷 1422
〈営〉11：00～16：00（要予約）
〈休〉月・火・木・金・第 2 第 4 水

フランス家庭料理のお店。ランチ、
カフェ、テイクアウト。
☎ 0736-22-1595
〈住〉かつらぎ町東渋田 635
〈営〉8：30～18：00
〈休〉日・月

テイクアウト、寿司、宴会
☎ 0736-22-0536
〈住〉かつらぎ町新田 50-9
〈営〉11:00～14:00、17:00～20:00
〈休〉不定休

☎ 0736-22-0055
〈住〉かつらぎ町窪 487-2
〈営〉8：30～17：00
〈休〉12/30～1/3
※レストラン「まほろば」では使用で
きません。

❖カフェ・喫茶

❖洋食

❖弁当・惣菜

❖居酒屋

Mika et clair

ランチ 雫

炭火焼キッチン キムラ

酒房

こだわりの食材を使ったスイーツで
癒しの時間をどうぞ。
☎ 0736-26-4338
〈住〉かつらぎ町笠田東 162-1
〈営〉10：00～17：30
〈休〉土・日・祝 (8/31 まで休業)

月替りのランチを提供しています。
イチオシは雫特製ハンバーグ！
☎ 090-7887-6536
〈住〉かつらぎ町妙寺 499-3
〈営〉11：00～14：00
〈休〉日・月

炭火の香ばしさが鶏肉をつつみ込
んで！焼きとりの概念がかわります。
☎ 090-5672-1911
〈住〉かつらぎ町佐野 1015-1
〈営〉10：00～18：30 頃
〈休〉月

たのしく きらくに吞める ちょこっ
と立ち寄れるお店!! た・き・ち
☎ 0736-22-0207
〈住〉かつらぎ町丁ノ町 2232-1
〈営〉17:00～22:00
〈休〉火

たきち

❖カフェ・喫茶

❖洋食

❖寿司

❖居酒屋

Café ポーリエ

こんにゃく工房

千鳥

居酒屋

まさや

アットホームなお店です。気楽にお
越しください。
☎ 0736-22-6629
〈住〉かつらぎ町丁ノ町 426
〈営〉7：30～17：30
〈休〉日

地元の農産物を使ったオムライス・
トマトスパゲティが人気。
☎ 0736-22-3433
〈住〉かつらぎ町星川 297-1
〈営〉9：00～17：00
〈休〉無休

盛り合わせ 800 円、まきバッテラ
370 円、にぎり・折詰・ちらし等。
☎ 0736-22-1679
〈住〉かつらぎ町笠田東 8
〈営〉9：00～18：00（要予約）
〈休〉不定休

常連客と若者の多いお店です。
☎ 0736-22-2447
〈住〉かつらぎ町中飯降 1711
〈営〉17：00～23：00
〈休〉日

❖カフェ・喫茶

❖焼肉

❖カフェ

❖洋食・居酒屋

憩カフェ 樹楽

焼肉大樹

スムージーショップ 8Eight

Stand By me

☎ 090-2113-7786
〈住〉かつらぎ町丁ノ町 2454
あじさいホール 2 階
〈営〉10：00～16：00
〈休〉土・日・月

☎ 0736-23-2315
〈住〉かつらぎ町佐野 887-1
〈営〉11:00～14:00、16:30～21:30
〈休〉火

スムージーソムリエ考案の美容と
健康に良いスムージーショップ！
☎ 0736-26-7611
〈住〉かつらぎ町佐野 1018-1
〈営〉水・金 11:30～15:00
土・日・祝 11:00～16:00
〈休〉月・火・木

今年オープンしたステーキとカレー
がうまい店スタンドバイミーです。
☎ 0736-26-8653
〈住〉かつらぎ町佐野 888
〈営〉ランチ 11:30～14:00
ディナー17:30～22:00
〈休〉火

❖レストラン

❖和食

❖居酒屋

❖カフェ・喫茶

エスキース

えびす食堂

あわじや

☎ 0736-23-5464
〈住〉かつらぎ町蛭子 28-2
〈営〉8：30～18：00
〈休〉水

☎ 0736-22-5464
〈住〉かつらぎ町蛭子 28-2
〈営〉9:00～20:00
〈休〉水

〈住〉かつらぎ町丁ノ町 2166-9
〈営〉11:30～14:00
〈休〉土・日・祝

居酒屋

すいれん

☎ 0736-22-5440
〈住〉かつらぎ町大谷 914-1
〈営〉17：00～23：00
〈休〉木

❖カフェ・喫茶

❖レストラン

❖和食

❖スナック

喫茶もっと

紀伊高原ゴルフクラブ

ひらく食堂

Snack Riou（りおう）

☎ 0736-22-8419
〈住〉かつらぎ町笠田東 208
〈営〉8：00～17：00
〈休〉第 3 木

☎ 0736-26-0141
〈住〉かつらぎ町神田 166-6
〈営〉8:00～17:00
〈休〉無休

〈住〉かつらぎ町萩原 582-2
〈営〉11:30～20:00
〈休〉水

アットホームな落ち着けるお店です。
〈住〉かつらぎ町笠田東 119-1
〈営〉18:30～24:00
〈休〉月

❖カフェ・喫茶❖宿泊

❖カフェ・レストラン❖宿泊

❖宿泊

❖宿泊

花園グリーンパーク

山荘 天の里

旅館

かつらぎ

はなぞの温泉「花圃の里」

（リバーサイドホステル B＆B）

☎ 0736-26-0753
〈住〉かつらぎ町下天野 1620
〈営〉カフェ 11：30～16：30
レストラン 18：00～と 19：00～
宿泊 in15:00、out11:00
〈休〉無休

家族的なサービスをモットーにして
います。
☎ 0736-22-6660
〈住〉かつらぎ町新田 92-2
〈営〉in 16:30、out 9:30
〈休〉年末年始

癒しと憩いの宿でリラックス。地元
食材を使った料理は大人気。
☎ 0737-26-0171
〈住〉かつらぎ町花園梁瀬 779-1
〈営〉ランチ 12:00～14:00
宿泊 in15:00、out10:30
〈休〉無休

❖スナック

❖居酒屋

❖宿泊

ジビエバーガー、サンドイッチ、
ジビエ食べ比べがオススメ！
☎ 0737-26-0117
〈住〉かつらぎ町花園新子 256-1
〈営〉カフェ 11:00～21:00
宿泊 in15:00、out11:00
〈休〉カフェ：月～木 宿泊：月・火

❖カフェ・喫茶

和風喫茶

紗蔵

☎ 0736-22-4234
〈住〉かつらぎ町佐野 1015
〈営〉8:00～13:00
〈休〉土

スナック 誠蘭

一起

かめや旅館

☎ 0736-22-4234
〈住〉かつらぎ町佐野 1015
〈営〉20:00～0:00
〈休〉水・日

☎ 0736-22-1948
〈住〉かつらぎ町兄井 131-3
〈営〉16:00～22:00
〈休〉日

☎ 0736-22-0111
〈住〉かつらぎ町新田 106
〈営〉in16:00、out10:00
〈休〉不定休

❖総菜

❖カフェ

❖カフェ・喫茶、総菜

❖お好み焼き

松下精肉妙寺店

天野和み処 Café 客殿

柿の茶屋

ぺったん子

多数の揚げ物を取り揃えておりま
す。
☎ 0736-22-0038
〈住〉かつらぎ町妙寺 455
〈営〉9:00～18:30
〈休〉日

天野米や高原野菜、かつらぎフル
ーツ、旬の食材を使ったランチ
☎ 0736-26-0372
〈住〉かつらぎ町上天野 140
〈営〉現在時間短縮で営業
平日 11:00～15:30
土・日・祝 11:00～16:30
〈休〉火・水・木

かつらぎ町の農産物を中心とした、
直売所に併設したカフェです。
☎ 0736-22-7024
〈住〉かつらぎ町西飯降 612-1
〈営〉8:00～17:00
〈休〉木（7～12 月は無休）

お好み焼き 500 円～。手作りの日
替わり弁当(500 円)人気です。
☎ 0736-22-1985
〈住〉かつらぎ町妙寺 118-1
〈営〉11:00～18:00
〈休〉月、第 3 日

❖カフェ

❖スパイス料理

❖カフェ・喫茶

❖和食

ギャラリー＆カフェ

Noji

☎ 0736-20-1256
〈住〉かつらぎ町妙寺 126-37
〈営〉10:00～17:00
〈休〉日・月・火・水

❖居酒屋

鳥唄山馨

四郷カフェ

花園あじさい園

国定公園の山上で、旬の食材とス
パイスで作るスパイスカレー。
☎ 0736-20-6845
〈住〉かつらぎ町東谷 1380
〈営〉11:00～16:00
〈休〉平日

地元かつらぎ町産のフルーツ・野
菜を中心とした料理を提供します。
☎ 0736-25-0450
〈住〉かつらぎ町滝 231-5
〈営〉10:00～17:00
〈休〉水

高野龍神スカイラインを高野山か
ら 20 分。風光明媚なドライブイン。
☎ 0737-26-0888
〈住〉かつらぎ町花園久木 364-26
〈営〉9:30～16:30
〈休〉荒天時休業

❖宅配弁当

❖総菜・弁当

❖総菜

居酒屋むさし

宅配弁当どばし

菅野商店

宮本精肉店

☎ 0736-22-1988
〈住〉かつらぎ町笠田東 112-1
〈営〉17:00～23:00
〈休〉月、第２・第４日

☎ 0736-22-8149
〈住〉かつらぎ町三谷 1-2
〈営〉9:00～18:00
〈休〉日

☎ 0736-22-0374
〈住〉かつらぎ町大薮 261
〈営〉10:00～18:00
〈休〉無休

☎ 0736-22-1298
〈住〉かつらぎ町笠田東 112-1
〈営〉8:00～18:30
〈休〉月

❖中華

❖カフェ・喫茶

❖スナック

らぐまんラーメン

喫茶カラオケ ボヌール

スナック

☎ 0736-22-1106
〈住〉かつらぎ町大谷 1169-6
〈営〉11:30～21:30
〈休〉水

☎ 0736-23-2318
〈住〉かつらぎ町佐野 496-2
〈営〉9:00～17:00
〈休〉月、第 2 日

☎ 0736-22-6164
〈住〉かつらぎ町笠田東 449-11
〈営〉16:30～21:30
〈休〉月、第 1・第 3 日

けい

❖中華

珉娘
☎ 0736-22-5928
〈住〉かつらぎ町佐野 877
〈営〉17:00～24:00
〈休〉水

❖カフェ・喫茶

❖お好み焼き

❖和食

❖居酒屋

歩里人珈琲

もちづき

一力

酒房はまこ

世界中から選りすぐりのコーヒー達
と美味しいピザや手作りソーダ。
☎ 070-4015-6741
〈住〉かつらぎ町移 218
〈営〉月・金 11:00～16:00
土・日 11:00～19:00
〈休〉火・水・木

☎ 0736-22-5068
〈住〉かつらぎ町妙寺 439-50
〈営〉11:30～13:00、16:00～19:00
〈休〉木

鮎寿司、巻き寿司をはじめ法事用
弁当・テイクアウトできます。
☎ 0736-22-0073
〈住〉かつらぎ町丁ノ町 2529-4
〈営〉9:00～17:00
〈休〉火

☎ 0736-22-2917
〈住〉かつらぎ町笠田東 624
〈営〉17:00～22:00
〈休〉水、第 2・第 4 火

❖カフェ・喫茶

❖居酒屋

❖中華

藤井商店

居酒屋

バタやん

お気軽にお越しください。
☎ 0736-25-0018
〈住〉かつらぎ町広口 704-5
〈営〉9:00～18:00
〈休〉木

豊富なメニューご用意しておりま
す。ご来店お待ちしております。
☎ 0736-22-7216
〈住〉かつらぎ町佐野 1015-3
〈営〉17:00～24:00
〈休〉水

❖和食

二軒目飯店

角さん

☎ 0736-22-1332
〈住〉かつらぎ町佐野 890
〈営〉11:00～15:00
〈休〉日

テイクアウト、宴会のご予約お待ち
しております。
☎ 0736-22-0827
〈住〉かつらぎ町東渋田 429-2
〈営〉予約制

※順不同。2020/8/28 現在の取扱店舗です。

