紀の川サイクリストおもてなしスポット一覧
登録
番号

店舗名

R4.4.7最新版
所在地

エリア

電話番号
0736-60-2497

サイクリストへのおもてなし内容
・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス
・自転車の簡単な調整（無料）

001 室井輪業

紀の川市西大井24番1

打田

002 メゾン フルリール

紀の川市桃山町市場309-2

桃山貴志川 0736-66-3233 ・商品を購入された場合、マカロンを１つサービス

003 観光特産センターこかわ

紀の川市粉河2046-1

粉河那賀

0736-73-8500 ・ボトルを持参した場合、ミネラル水をサービス

004 株式会社高砂アラレ

岩出市岡田999-1

岩出

0736-62-2312 ・500円以上お買い上げの場合、「ミニおかき」をサービス

005 カフェ LIFE

紀の川市下井阪455-3-102

打田

0736-78-3550 ・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス

007 道の駅 青洲の里

紀の川市西野山473番地

粉河那賀

0736-75-6008 ・春林軒、展示室 見学料金半額 600円→300円

008

ファーマーズマーケット紀ノ川
ふうの丘

紀の川市平野927 紀ノ川農協内

粉河那賀

0736-75-3173 ・ボトルを持参した場合、水・お茶・氷をサービス

009

伝統のバームクーヘン＆
自家焙煎珈琲Ｐｏｔｂｅｌｌｙ

岩出市曽屋9-42

岩出

・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス
0736-61-7164 ・コーヒーをご注文の場合、カップ価格でポットサイズに
増量

011 自然薯茶屋 からびな

紀の川市桃山町調月331

桃山貴志川 0736-79-3559

012 珈琲館 熊野路

紀の川市貴志川町神戸177-3

桃山貴志川 0736-64-5454 ・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス

013 野かふぇ おりや

紀の川市桃山町神田244

桃山貴志川 0736-66-1001 ・飲食した場合、合計金額の10％割引

014 パン工房カワ岩出店

岩出市中迫118-1

岩出

0736-62-0668

015 アートスペース紀の川

岩出市根来2259

岩出

0736-62-8339 ・飲食した場合、会計時に20％割引

016 Ｃａｆｅ Ｋｕｒａ

紀の川市東国分407-8

打田

0736-60-5200 ・ボトルを持参した場合、水素水・氷をサービス

018 ユーカリット

紀の川市南志野644

粉河那賀

0736-74-1708 ・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス

019 力寿し

紀の川市粉河10-6

粉河那賀

0736-73-6670 ・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス

020 藤桃庵

紀の川市桃山町元901

桃山貴志川 0736-66-8475 ・ボトルを持参した場合、水をサービス

021 パン工房セラヴィ

紀の川市粉河455-1

粉河那賀

0736-74-3840 ・商品を購入された場合、お買い上げ額より10％引き

打田

0736-78-3715 ・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス

022

ＪＡ紀の里 ファーマーズマーケッ
紀の川市豊田56-3
ト めっけもん広場

・サイクリング用のヘルメットを店内にご持参頂いた場
合、食前の酵素ドリンクをサービス

・ボトルを持参した場合、水のサービス
・商品を購入した場合、会計時10％オフ

023 道の駅 根来さくらの里

岩出市押川37-1

岩出

0736-69-0210 ・ボトルを持参した場合、水・（氷）をサービス

024 ＯＩＮＡＣＩＴＹ

岩出市荊本20

岩出

0736-62-8313 ・ボトルを持参した場合、水・（氷）をサービス

025 中国料理ふくふく

紀の川市貴志川町神戸1023-2

桃山貴志川 0736-64-6716 ・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス

026 創-HAJIME-café

紀の川市粉河853-3

粉河那賀

0736-60-8233 ・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス

027 シフォンケーキ専門店 cafe'日和 紀の川市打田703-3

打田

0736-60-1419 ・飲食または商品を購入した場合、10％オフ

028 パン・ド・パニエ

紀の川市西大井143-6

打田

0736-77-3307 ・500円以上お買い上げの場合、10％オフ

031 cafe MURO

紀の川市桃山町最上757-39

桃山貴志川 0736-66-9535 ・ボトルを持参した場合、水・氷のサービス

032 Cafe しおん

紀の川市貴志川町神戸802

桃山貴志川 0736-64-2315 ・ボトルを持参した場合、水・氷・お茶のサービス

033 古民家カフェレストラン ねごろ初花 岩出市根来字東谷2185

岩出

0736-61-3899 ・来店時、１ドリンクサービス

034 bonte（ボンテ）

岩出市水栖309-1

岩出

0736-61-2461 ・ボトルを持参した場合、水・氷のサービス

035 KUYONARA CAFE

紀の川市打田1336-1

打田

0736-77-0934 ・会計時お一人様100円引き

036 カフェ さらりゆるり

紀の川市打田1241-1

打田

0736-60-1888

・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス
・飲食した場合、合計金額の10％割引

登録
番号

店舗名

所在地

エリア

電話番号

サイクリストへのおもてなし内容
・店内で飲食された方にプチプレゼント贈呈
・ボトルを持参した場合、水素水をサービス

037 ベルギーカフェ ベルクライン

岩出市中島813-1

岩出

0736-61-1661

038 コメダ珈琲店 岩出店

岩出市中迫558-1

岩出

0736-69-0141 ・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス

039 セレネ

岩出市中島572-12

岩出

0736-69-5555 ・500円以上お買い上げの方に、コーヒー１杯サービス

041 とんかつちゃんこ さかぐら

岩出市西野14-1

岩出

0736-67-7535 ・ボトルを持参した場合、水素水・氷のサービス

042 T-Naruse

岩出市清水363

岩出

・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス
0736-62-2750 ・店内飲食又は商品ご購入500円以上で、焼き菓子プレ
ゼント

043 酒のねごろっく

岩出市畑毛49-1

岩出

0736-62-2123 ・ボトルを持参した場合、水をサービス

044 パン工房ぶりりあんと

紀の川市東野50-2

粉河那賀

0736-74-3322 ・お買い上げ金額から10％オフ

045 川辺の湯 安庵

岩出市中島1283-144

岩出

0736-62-2611

・ヘルメット持参で入浴券購入のお客様に、タオルセット
無料貸出

046 ハイランドパーク粉河

紀の川市中津川802

粉河那賀

0736-73-7948

（１F・２F店舗共通）
ボトルを持参した場合、水・（氷）をサービス
（２F店舗のみ）
カレー又はうどんを注文の場合、コーヒー１杯サービス

047 二代目よなきや

紀の川市藤崎268

粉河那賀

0736-75-5788

・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス
・お食事して頂いた方に、ゴマ団子１個プレゼント

048 よつばベーカリー BREADYS

紀の川市打田1296-1

打田

0736-78-1277 ・パンご購入の方にドリンク100円引き

049 丸己

紀の川市貴志川町長原248-9

桃山貴志川 0736-64-6626 ・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス

050 町のじてんしゃ修理屋さん

紀の川市貴志川町丸栖955-2

桃山貴志川 0736-64-2705

・自転車への空気注入
・トイレ貸出

051 ＪＲ和歌山線岩出駅

岩出市高塚48-2

岩出

-

・オリジナルグッズプレゼント

052 ＪＲ和歌山線粉河駅

紀の川市粉河870

粉河那賀

-

・オリジナルグッズプレゼント

053 ホテルいとう

岩出市宮83

岩出

0736-63-0600 ・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス

055 風のとおり道

岩出市吉田435

岩出

0736-79-7777

056 お食事処 ふみ

紀の川市東野64

粉河那賀

0736-73-6800 ・飲食した場合、ソフトドリンク１杯をサービス

057 茜カフェ

岩出市清水317

岩出

0736-62-2026 ・ボトルを持参した場合、水をサービス

058 観音山フルーツガーデン

紀の川市粉河3186-126

粉河那賀

0736-74-3331 ・まかないフルーツプレゼント

059 パティスリー シエル クレル

岩出市大町96-2

岩出

0736-61-6556

060 TRATTORIA atmeal

岩出市根来1723-1

岩出

0736-62-6888 ・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス

061 Cafe Tomobuchi

紀の川市中鞆渕1658

粉河那賀

0736-79-3767

・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス
・ランチ10％割引

062 Patisserie Avancer

岩出市西安上51

岩出

0736-62-5151

・ボトルを持参した場合、水をサービス
・店内で飲食の方に焼き菓子１つプレゼント

063 神通温泉

紀の川市神通150-1

打田

0736-77-7553 ・飲料水のサービス

064 丸駒農園

紀の川市桃山町元69-6

桃山貴志川 0736-66-2765 ・ボトルを持参した場合、水、氷をサービス

065 NEKORO CAFÉ

岩出市根来2184（根来寺駐車場内）

岩出

090-5048-0011

066 厨cafe Cya-ra

紀の川市打田67-1

打田

0736-77-5945 ・ボトルを持参した場合、水、氷をサービス

067 ミートショップ ニシイ

紀の川市名手市場1433

粉河那賀

0736-75-2929 ・ボトルを持参した場合、水をサービス

068 シトラスハウス

岩出市根来2020-1

岩出

0736-66-8588 ・食事をされた方に、ワンドリンクサービス

・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス
・500円以上ご利用のお客様に焼き菓子プレゼント

・ボトルを持参した場合、水・氷をサービス
・スムージードリンク10％割引

・甘酒をご注文の場合、いちご甘酒（いちごピューレ入
り）に変更可能

