和歌山県内ジビエ取扱飲食店一覧
県内でイノシシ肉、シカ肉を取り扱われている飲食店様の情報を掲載しています。
ジビエ料理の提供については、期間限定の場合があります。
事前に各店舗へお問い合わせください。

【和歌山市】
ジャンル
焼肉

（令和４年４月１日現在）
取

扱

店

舗

名

Meat Dining きた川牛侍 キーノ和歌山店

連 絡 先
（電話番号）

住

所

073-431-1161

和歌山市東蔵前丁39 キーノ和歌山2F

073-431-1258

和歌山市東蔵前丁39 キーノ和歌山2F

西郷寿し

073-428-2691

和歌山市北新4-3

ヤクミラボ JERK-CHICKEN

070-1749-0045

和歌山市元寺町3-14

トラットリア イ・ボローニャ

073-422-8228

和歌山市十番丁19 Wajima十番丁ビル5F

その他

紀州蔵～粋sui～

073-499-4080

和歌山市万町25 フューチャー本町2F

居酒屋

居酒屋 城月

073-423-4896

和歌山市雑賀屋町東ノ丁63

カフェ

サンドウィッチカフェ サントピアステラ

073-426-7839

和歌山市小松原通1-1 県民文化会館2F

和食

県庁地下食堂 信濃屋

073-432-4111
（内線3960）

和歌山市小松原通1-1 和歌山県庁本館地下1F

Restaurant GoGo Kitchen

073-424-7339

和歌山市小松原通3-22

サンドウィッチカフェ サントピア

073-426-2080

和歌山市東長町10-13

フレンチ

JOY味村

073-426-4433

和歌山市片岡町1-1-29 岡公園前パークハウス2F

フレンチ

サロン・ド・ブレスト

073-436-6033

和歌山市片岡町1-1-59

その他

そば切 徳

073-427-3456

和歌山市屋形町4-15-1

Osteria il pagliaccio

073-499-5211

和歌山市岡山丁35 坂田ビル1F

hôtel de yoshino

073-422-0001

和歌山市手平2丁目1-2 和歌山ビッグ愛12F

和食

多田屋

073-422-2276

和歌山市美園町5丁目11-18

和食

御料理 伊とう

073-426-0934

和歌山市田中町5丁目4-6

カフェ

サウスウエストカフェ

073-436-8553

和歌山市吉田831 ルミエールプラザ2F

GASTROTERIA F

050-3204-3205

和歌山市友田町2-95

ちひろ

073-431-3939

和歌山市吉田801

IL TEATRO

073-433-7511

和歌山市吉田865 ぐりる中村ビル2F

CELL BLOCK

073-433-6577

和歌山市中之島2356

和食

一心

073-422-1417

和歌山市新内8

創作

Staub Kitchen OLMO

073-499-6508

和歌山市坊主丁27

窓話（ソウワ）

https://www.souwa15.net

和歌山市新中通4-9

野菜ソムリエの店 野菜家さい

073-499-5319

和歌山市畑屋敷千体仏丁15

ALLA LUCE

073-488-4027

和歌山市太田2-8-14 太田テナントビル1-1

フレンチ・イタリアン GYA-TORU KINO和歌山市駅店

和食
多国籍
イタリアン

イタリアン
カフェ

イタリアン
フレンチ

イタリアン
和食
イタリアン
多国籍

その他
スペイン料理
イタリアン

【和歌山市】
フレンチ

BONAPPETIT（ボナペティ）

073-499-5672

和歌山市黒田2丁目2-4 リエス和歌山駅前1F

和食

黒潮丸

073-462-7776

和歌山市六十谷1

和食

花山温泉 薬師の湯

073-471-3277

和歌山市鳴神574

洋食

喫茶ピュア

073-472-2685

和歌山市岩橋1349

ケータリング

ozz kitchen

090-7886-4150

和歌山市岩橋729-6

焼肉

Meat Dining きた川牛侍 本店

073-477-0029

和歌山市和佐関戸25-2

ＢＢＱ

道の駅 四季の郷公園 FOOD HUNTER PARK 炎の囲炉裏 070-8988-8895

和歌山市明王寺479-1

カフェ

たかのすセンター takeout cafe Ocean

070-2278-3386

和歌山市雑賀崎811

和食

和歌の浦温泉 マンパリゾート

073-444-1161

和歌山市新和歌浦2-10

フレンチ

レストラン マリシーザ

073-445-0044

和歌山市和歌浦南3丁目1700 万葉館 健康館2F

多国籍

Hamanomiya Lassical

073-497-8730

和歌山市毛見994 ARANCIA BAY COURT 2F

イタリアンレストラン「カーロ・エ・カーラ」

073-448-1119

和歌山市毛見1517

メルセデスベンツ和歌山 キュッヒェ

073-445-3300

和歌山市毛見1535-5

イタリアン
フレンチ

【海南市・紀美野町】
ジャンル

取

扱

店

舗

名

連 絡 先
（電話番号）

住

和食

みちくさ

073-482-5040

海南市船尾201-23

洋食

一木

073-492-0988

海南市下津町上292

創作

月見乃丘食堂

070-4400-8114

海草郡紀美野町蓑津呂328-1

和食

美里の湯 かじか荘

073-498-0102

海草郡紀美野町菅沢6

ＢＢＱ

（株）たまゆらの里

073-499-0613

海草郡紀美野町長谷宮705

所

【岩出市・紀の川市】
ジャンル

取

扱

店

舗

名

連 絡 先
（電話番号）

住

フレンチ

フレンチレストラン アミューズ

0736-62-8200

岩出市中黒432-7

フレンチ

Bistro Monsieur ビストロ ムッシュ

0736-67-6088

岩出市金池12-1

根来温泉 國分屋

0736-62-2188

岩出市根来1446

アランチョ

0736-62-7811

岩出市野上野35-29

創～HAJIME～cafe

0736-60-8233

紀の川市粉河853-3

和食
イタリアン
カフェ

所

【橋本市・かつらぎ町・九度山町】
ジャンル

取

扱

店

舗

名

連 絡 先
（電話番号）

住

カフェ

Jaya Cafe

0736-26-8378

橋本市神野々1042-5

和食

やどり温泉 いやしの湯

0736-32-8000

橋本市北宿5

カフェ

Café客殿

0736‐26‐0372

伊都郡かつらぎ町上天野140

山荘 天の里

0736‐26‐0753

伊都郡かつらぎ町下天野1620

カフェ

山ほたる

0736‐26‐0464

伊都郡かつらぎ町志賀1348

和食

はなぞの温泉 花圃の里

0737-26-0171

伊都郡かつらぎ町花園梁瀬779-1

カフェ

花園グリーンパーク

090-8368－3993

伊都郡かつらぎ町花園新子256-1

フレンチ

所

【有田市・湯浅町・広川町・有田川町】
ジャンル

取

扱

店

舗

名

連 絡 先
（電話番号）

住

所

和食

料理民宿 松林

0737-83-3000

有田市初島町浜1769－1

和食

がけっぷち

0737-64-1766

有田郡湯浅町湯浅3055

カレー・丼

喫茶 山香

0737-52-3001

有田郡有田川町東丹生図49

フレンチ

ナチュラルガーデン

0737-23-7021

有田郡有田川町水尻1289-4

その他

ラトリエ ナチュラル

0737-23-7021

有田郡有田川町水尻1289-4（ナチュラルガーデン横）

和食

ゲストハウスもらいもん

050-3555-1450

有田郡有田川町吉原1450

和食

赤玉

0737-25-0371

有田郡有田川町清水337-1

和食

清心館

0737-25-0009

有田郡有田川町清水346-1

【御坊市・みなべ町・日高川町】
取

イタリアン

イタリア料理 BAMBU

0738-23-5335

御坊市湯川町財部664-8

イタリアン

イタリアレストラン ペンションヒラオカ

0738-29-2851

御坊市名田町上野1208-23

イタリアン

Locanda Conca d'oro ロカンダ コンカ・ドーロ

0738-70-0380

日高郡由良町小引614-7

和食

雲水

0738-22-2963

日高郡日高川町鐘巻1745-1

和食

お宿 喜作

0738-52-0988

日高郡日高川町平川小田894-1

和食

美山温泉 愛徳荘

0738-57-0241

日高郡日高川町初湯川202

和食

食事処 花風

0738-43-8111

日高郡印南町島田2156-7

0739-75-2180

日高郡みなべ町熊瀬川47

和食(宿泊の
鶴の湯温泉
お客様に提供)

扱

店

舗

名

連 絡 先
（電話番号）

ジャンル

住

所

【田辺市・上富田町・白浜町】
ジャンル

取

扱

店

舗

名

連 絡 先
（電話番号）

住

所

フレンチ

欧風料理 Mobo

0739-20-2441

田辺市新万8-2

フレンチ

Restaurant Caravansarai

0739-33-9990

田辺市上芳養595

ボイジャーブルーイング株式会社

0739-34-3305

田辺市上の山1丁目9-20

0739-26-3657

田辺市神島台24-21

SEN.RETREAT TAKAHARA

0739-64-0556

田辺市中辺路町高原1966

洋食

小鳥の樹

0739-65-0615

田辺市中辺路町近露1129

和食

道の駅 龍游 つぐみ食堂

0739-77-0380

田辺市龍神村福井511

和食

まごころの宿 丸井旅館

0739-78-0018

田辺市龍神村西9-2

アトリエ・メイジュアン

0739-78-2056

田辺市龍神村西281-1

和食

料理旅館萬屋

0739-79-0026

田辺市龍神村龍神47

和食

旅館 さかい

0739-79-0577

田辺市龍神村龍神23-1

和食

美人亭

0739-79-0777

田辺市龍神村龍神96-3

和食

民宿ささゆり

0739-79-0789

田辺市龍神村龍神156-5

道の駅 龍神 ウッディプラザ木族館

0739-79-0567

田辺市龍神村龍神170-3

くまのこ食堂

0735-30-0878

田辺市本宮町本宮452-1

くるみの木

080-3105-8889

西牟婁郡上富田町朝来2087-32

イタリアン

Ristorante piu Osteria Pien

0739-34-2209

西牟婁郡白浜町才野16-2

イタリアン

ミルク&ビアホール 九十九

0739-43-0702

西牟婁郡白浜町3309-22

その他

海ごはん山ごはん マルキヨ

0739-43-0640

西牟婁郡白浜町1572

南紀白浜マリオットホテル

0739-43-2600

西牟婁郡白浜町2428

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

0739-42-2733

西牟婁郡白浜町2018-1

カフェ

紬カフェ

0739-33-7683

西牟婁郡白浜町2927-1704 のんびれっじ白浜1F

食堂

道の駅 志原海岸 海来館

0739-52-4100

西牟婁郡白浜町日置2039-73

ブルワリー

フレンチ・イタリアン LE CAPRICE（ル カプリス）

和食・ＢＢＱ

フレンチ

丼
洋食
カレー

洋食
イタリアン

【新宮市・那智勝浦町・串本町・古座川町】
ジャンル

取

扱

店

舗

名

連 絡 先
（電話番号）

住

イタリアン

KAIHAMI CARNE

0735-23-0038

新宮市伊佐田町2-1-9

イタリアン

kitchen nicori

0735-30-4435

東牟婁郡那智勝浦町築地5-2-33

カフェ

タイヨウのカフェ

070-3317-4075

東牟婁郡串本町串本2079-2

和食

南紀月の瀬温泉ぼたん荘

0735-72-0376

東牟婁郡古座川町月野瀬881-1

創作

道の駅 一枚岩 monolith

0735-78-0244

東牟婁郡古座川町相瀬290-2

所

