サイクリスト
おもてなしSPOTは
のぼりとステッカーが
目印

紀の川サイクリスト

おもてなしSPOT

各店舗の
おもてなし内容など
最新情報はこちら

KINOKAWAフルーツカレンダー
3

TRATTORIA atmeal

02

とんかつちゃんこ さかぐら

03

古民家カフェ レストランねごろ初花

04

中国料理ふくふく

29

風のとおり道

広々とした空 間で味わう季 節の前 菜や生
パスタを使った充実のランチは絶品。

とんかつ、ちゃんこだけでなく、和歌山なら
ではの 備 長 炭を使ったラーメン、山 椒カ
レーも美味！

四季折々の風景と郷土料理を、根來寺の
すぐ傍で堪能できる。自家製豆腐は甘みが
あり、濃厚！

中 華 料 理といえばココ！ 定 番メニューの
担々麺はもちろん、創作中華にも惹かれる。

パンやスイーツ好きにはたまらない。焼きた
ての パンの 香りが 店 内でのイートインも
OK。

岩出市根来1723-1
20736-62-6888
C木曜
B11：00〜14：30（ F14：00）
18：00〜23：00
（ F22：30）

岩出市西野14-1
20736-67-7535
C不定休
B11：30〜15：00
17：00〜22：00

岩出市根来字東谷2185
20736-61-3899
Cなし
B平日／10：00〜18：00
（ F17：00）
土・日・祝／10：00〜19：00
（ F18：00）

紀の川市貴志川町神戸1023-2
20736-64-6716
C不定休
B11：00〜14：00
17：00〜21：00

岩出市吉田435
20736-79-7777
C第1・3・5月曜、火曜
第2・4日曜、
月曜
B8:00〜18:00

06

自然薯茶屋 からびな

11

自然薯好きにはたまらないメニューが勢ぞ
ろい。蔵を改装した店内は心地いい空間。

地元直 ！
産
新鮮さが
ウリ！
丸己

力寿し

09

粉 河 名 物「 鮎 寿 司 」は伝 統の味 。新 名 物
「フルーツ寿司」は見てびっくり！ 食べて納
得！ 一度味わうべし。
紀の川市粉河10-6
20736-73-6670
C月曜
B11：00〜18：00

紀の川市桃山町調月331
20736-79-3559
C水曜（祝祭日の場合は翌日休み）
B11：00〜16：00
（ F15：00）

07

介系”
物の“魚
名
は
まず
外せない
は
麺
ー
炙り豚ら

32

34

野かふぇ おりや

13

気さくな店主は大の自転車好き！ バウムクー
ヘンと自家焙煎の珈琲のセットが特におす
すめ。
岩出市曽屋9-42
20736-61-7164
C月曜、第1・3火曜
B9：00〜18：00

18

21

アートスペース紀の川

22

23

10

37

お食事処 ふみ

二代目よなきや

ヒルクライム好きは登ってみるべし！ 大パ
ノラマを眺めながら味わううどんやカレーは
最高。※写真の猪肉の味噌うどんは11月
〜4月限定のメニューとなります。

懐かしい感じがする店内で食べる、鉄板焼
きそばは絶品！ ボリュームタップリの焼き飯
とのセットもあります。

腹 ペコな時はこちらへ。名 物らぁめんと豊
富なサイドメニューで満腹になること間違
いなし！

紀の川市中津川802
20736-73-7948
C火曜
B9：00〜17：00

紀の川市東野64
20736-73-6800
C不定休
B11：00〜14：00、16：30〜21：00

紀の川市藤崎268
20736-75-5788
C水曜
（予告なく臨時休業する場合あり）
B平日／11：00〜14：00、17：30〜22：30
土・日・祝／11：00〜22：30

ハイランドパーク粉河

17

ベルギーカフェ ベルクライン

19

14

コメダ珈琲店 岩出店

15

温かいデニッシュパンに濃 厚ソフトクリー
ムが乗ったシロノワールは、コーヒーとの相
性抜群！

雰囲気抜群の古民家カフェ。カフェ使いは
もちろん、
ランチやモーニングも楽しめます。

岩出市中島813-1
20736-61-1661
C不定休
B9：00〜23：00

岩出市中迫558-1
20736-69-0141
Cなし
B7：00〜23：00
（ F22：30）

岩出市清水317
20736-62-2026
C日曜、
月曜、祝日
B8：00〜

キウイフルーツ

ぶどう・梨

イチゴ

珈琲館 熊野路

紀の川市貴志川町神戸802
20736-64-2315
C火曜
B9：00〜17：00

紀の川市貴志川町丸栖612
2080-3852-4182
C不定休
B11：00〜17：00

紀の川市下井阪455-3-102
20736-78-3550
C火曜、水曜
（変則的な月もあり）
B11：00〜18：00

24

めずらしい
「瓦そば」も
美味しい

カフェ さらりゆるり

42

ほんのり
ラム酒の
香り
絶品フレ
ンチトー
スト
食べてみ
て！
ランチは地元で採れた野菜がたっぷり。旬
のフルーツを使ったフレンチトーストも極上
の一品。

25

ユーカリット

26

華やかなイングリッシュガーデンを眺めな
がら味わう、色とりどりのランチやデザート
は格別。

古 民 家「 山 崎 邸 」を利用したカフェ。一 歩
足を踏み入れると、日常を離れた空間にタ
イムスリップ。

紀の川市打田1241-1
20736-60-1888
C土曜、
日曜
（予約があれば営業）
B11：30〜17：00

紀の川市南志野644
20736-74-1708
C月曜〜水曜（祝日は営業）
B11：30〜16：30

紀の川市粉河853-3
20736-60-8233
C日曜〜水曜
B木・金・土／11：00〜15：00
（金のみ朝カフェあり 9：30〜）

27

シフォンケーキ専門店 cafe 日和

28

46

50

Cafe Tomobuchi

野菜たっぷりの日替わりランチや、こだわり
の手作りスイーツに大満足。一人の時でも
入りやすい。

可 愛らしいお店でいただくシフォンケーキ
はまるでアート。お気に入りはテイクアウト
してお土産に。

山の中の隠れ家 的カフェ。古 民 家を改 装
した店 内からは和 歌 山 の自然を感じる風
景が広がっています。

紀の川市東国分407-8
20736-60-5200
C水曜、第2・4木曜
B9：00〜18：00

紀の川市打田703-3
20736-60-1419
C日曜〜水曜
B木・金／12：00〜18：00
土／13：00〜18：00

紀の川市中鞆渕1658
20736-79-3767
C月曜、第三火曜
B4月〜11月／9：00〜18：00
12月〜3月／10：00〜17：00

店内には可愛らしいパンがずらり。一度味わ
えば、新しい組合せの発見に出会えるはず。

岩出市川尻229-3
20736-61-2461
C水曜、木曜
B8：00〜19：00

33

岩出市西安上51
20736-62-5151
C木曜
B9：00〜19：30

岩出市大町96-2
20736-61-6556
C水曜、木曜
B10：30〜19：00

T-Naruse

35

メゾン フルリール

手作りパンの店 パン・ド・パニエ

38

パティスリー シエル クレル

36

素材の
味そのま
ま
ジェラー
トに！

よつばベーカリーBREADYS

藤桃庵

素材にこだわって1つ1つ丁寧に作られたパ
ンは、シンプルな味わいだけど奥が深い。

ショーケースに並ぶパンをじっくり選ぶの
が楽しい！ イートインスペースですぐに食
べちゃおう。

桃農家が本気で作るジェラートは、旬のフ
ルーツそのままの美 味しさ。どれにするか
迷っちゃう。

紀の川市西大井143-6
20736-77-3307
C日曜、祝日
B7：30〜19：00

紀の川市打田1296-1
20736-78-1277
C日曜
B10：00〜18：00

紀の川市桃山町元901
20736-66-8475
C水曜
B10：00〜17：00
（ 夏季）
11：00〜16：00
（ 冬季）

観音山フルーツガーデン

40

パン工房 セラヴィ

41

フランス出 身のパン職 人が 作る、本 場 仕
込みのハード系パンが人気。あんパンや食
パンも美味しい。

パン工房 ぶりりあんと
可 愛らしい黄 色のテントが目印 。こだわり
のもちもち食感は毎日でも味わいたい。
紀の川市東野50-2
20736-74-3322
C不定休
B月〜金／9：00〜19：30
土／9：00〜15：00
日／9：00〜17：00

紀の川市粉河455-1
20736-74-3840
C火曜
B9：00〜19：00

道の駅 根来さくらの里

43

ＯＩＮＡＣＩ
ＴＹ

新鮮な農作物はもちろん。和歌山のお土
産品や補給にぴったりな加工品も揃う。

地元で採れた旬の野菜や果物のほか、手
作りのお弁当やお惣菜も美味しくて人気。

岩出市押川37-1
20736-69-0210
C第1火曜
（盆・正月休みあり）
B4月〜9月／9：00〜18：00
10月〜3月／9：00〜17：00

岩出市荊本20
20736-62-8313
C第1水曜
B9：00〜18：30

44

ＪＡ紀の里 ファーマーズマーケット
めっけもん広場

45

ファーマーズマーケット紀ノ川
ふうの丘（カフェ ムリーノ）

全国的にも有名な農作物直売所。ここに
来れば間違いなく季節の美味しいものに
出会える。

新鮮な農作物や人気の加工品を購入で
きる直売所。店内には新鮮な野菜を使っ
た料理で世界巡りができるカフェも！

紀の川市豊田56-3
20736-78-3715
C第1火曜
（盆・正月休みあり）
B9：00〜17：00

紀の川市平野927 紀ノ川農協内
20736-75-3173
C火曜
（祝日の場合振替）
B9：00〜17：00

お土産・その他施設

創‑HAJIME‑cafe

ココット鍋を使った健 康 的なランチ（ 要 予
約 ）やリーズナブルで美味しいデザートで
幸せな気持ちに。

bonte（ボンテ）

農産物直売所

20

カフェLIFE

紀の川市打田1336-1
20736-77-0934
C水曜、木曜
B9：00〜17：30
（ F17：00）

柿

岩出市中迫118-1
20736-62-0668
C年始休業あり
B9：00〜20：00

紀の川市粉河3186-126
20736-74-3331
C火曜
（フルーツパーラーのみ）
祝日の場合は翌日
B8：00〜17：00
フルーツパーラー10：00〜17：00

茜カフェ

サクサクのワッフルは1 人でもぺろっと食
べれちゃう！しっとり食感のワッフルはお土
産に。

旬 の 食 材 の 魅 力を最 大 限に引き出した
ケーキは、上質な味わい。靴を脱いで座敷
でまったりと。

盛り付けが可愛いワンプレートランチに気
分が上がる。火曜・金曜はランチがお得な
レディースデー！

八朔

地元のフルーツを使ったスイーツやケーキ
をカフェスペースでゆっくり堪能できる。

紀の川市桃山町市場309-2
20736-66-3233
C月曜、第1・3火曜
（祝日の場合は翌日営業）
B8：00〜19：00

焼き菓子とコーヒーのお店 nico

KUYONARA CAFE

桃

2

フルーツと濃厚な生クリームがのっている
パンケーキが人気。見た目の可愛さと美味し
さで疲れが吹き飛びます！

岩出市清水363
20736-62-2750
C火曜
B9：00〜20：30

材料にこだわった日替わりランチや無添加
のスイーツが 美 味しい 。お 土 産もここで
ゲット！

Cafe Kura

1

日本 一にも輝いた「 紀 州 梅 バーガー」は、
一度食べたらやみつきに！ コーヒーのサー
ビスが嬉しい。

紀の川市桃山町神田244
20736-66-1001
C火曜〜金曜（不定休）
B11：00〜16：00

紀の川市貴志川町神戸177-3
20736-64-5454
C新聞休刊日
B8：00〜19：00

紀の川市桃山町最上757-39
20736-66-9535
C日曜、
月曜
B10：00〜17：00（ F16：30）

12

Patisserie Avancer

紀の川市貴志川町長原248-9
20736-64-6626
C木曜
B11：00〜14：00
16：00〜22：00

岩出市根来2259
20736-62-8339
C月曜、火曜
B10：00〜17：00

減農薬米や地元で採れた旬の野菜を使っ
たランチは優しくてほっとする味わい。

11

パン工房カワ岩出店

季節のフルーツを使ったパンは、見た目も
味も抜群！ ゆっくり休憩したい時は、カフェ
スペースへ。

自家焙煎の珈琲とこだわりのデザートは贅
沢な味わい。初めてなのにほっとする老舗
喫茶店。

cafe MURO

10

冬

いちじく

この超級
山
パンケー 岳
キ
を
制するの
は誰だ！

店内いっぱいに広がる焼き菓子の香りが、
幸せな気持ちにさせてくれる。カフェスペー
スですぐに食べられる！

映画「 紀ノ川」のロケ地にもなった築150
年の古民家ならではの居心地の良さと、手
作り甘味の美味しさに癒される。

Cafe しおん

9

31

旬のフルーツや野 菜をふんだんに使った
斬新なメニューは、ここでしか味わうことが
できない。

カフェ

16

8

30

地 元の新 鮮なフルーツをふんだんに使っ
たパフェにテンションMAX！

伝統のバウムクーヘン＆
自家焙煎珈琲Potbelly

7

イチゴ

約60年続く魚屋直営の店だからこそ味わ
える、新鮮な食材を使ったボリューム満点
の定食が大人気！

39

12

6

秋

ベーカリー・スイーツ・ケーキ

05

08

5

キウイフルーツ

店先にはスポーツバイク駐輪用のバイクラックが設置されているほか、空気入れ（米・仏・英式）と工具も常備しています。

01

4

夏

八朔

紀の川エリアにお越しのサイクリストの皆様を、店独自のサービスで温かくお迎えしてくれます。

お食事処

春

一年中美味しいフルーツが食べられる！

セレネ

47

酒のねごろっく

48

吉 村 秀 雄 商 店の商 品を始め、和 歌 山の
美 味しいお土 産 物がずらり。お酒はサイ
クリングの後に。

サイクリングの 拠 点としてもおすすめの
宿。レストランのランチも人気！

岩出市中島572-12
20736-69-5555
C日曜
（夏季休暇および年末年始）
B10：00〜18：00

岩出市畑毛49-1
20736-62-2123
C年末年始
B11：00〜17：00

岩出市宮83
20736-63-0600
Cなし
B7：00〜21：00

高砂アラレ

51

観光特産センターこかわ

52

道の駅 青洲の里

あられ一筋創業八十余年。米菓製造・直
売 。定 番 の 味からゴボウ味 や ペ ペロン
チーノ味までバラエティ豊か。

お土産探しや地元のフルーツを使ったス
イーツで一休み。

華 岡 青 洲 の 偉 業を学んだ後は、旬 の 食
材を使ったバイキングやお土産選びを楽
しんで。

岩出市岡田999-1
20736-62-2312
C日曜、祝日
B9：00〜17：00

紀の川市粉河2046-1
20736-73-8500
C不定休
B9：00〜18：00

紀の川市西野山473
20736-75-6008
C火曜
（祝日の場合は翌平日）
、年末年始
B9：00〜17：00

リフレッシュ入浴施設

困った時の自転車店
c
01

ホテルいとう

和 歌 山 県 の 特 産 品「 紀 州 備 長 炭 」を使
用した炭 食 品や炭グッズが揃う。話 題の
炭スイーツにも注目！

室井輪業

c
02

町のじてんしゃ修理屋さん 貴志川店

n
01

川辺の湯 安庵

おもてなしスポットのサービス
・ボトルに水・氷をサービス
・自転車の簡単な調整

おもてなしスポットのサービス
・自転車への空気注入
・
トイレ貸出し

和泉山脈を望む露天風呂や炭酸風呂、歩
行浴、塩サウナなどバラエティーが豊富。

紀の川市西大井24-1
20736-60-2497
C年中無休
（臨時休業あり）
B10：00〜19：00

紀の川市貴志川町丸栖955-2
20736-64-2705
C水曜
B10：00〜19：00

岩出市中島1283-144
20736-62-2611
C年中無休
（メンテナンス休あり）
B9：00〜深夜2：00
（ 最終受付深夜1：00）

49

ご縁しょっぷ よし家
（道の駅 ねごろ歴史の丘）
岩 出の 特 産 品を狙うならこちらへ 。お土
産選びに悩んだら親切なスタッフに相談
してみては。
岩出市根来2020-1
20736-79-3547
C火曜
B9：00〜17：00

