
紀州備長炭振興館
場所：みなべ町清川1267
電話番号：0739-76-2258
営業時間：8：30～17：00
定休日：土曜日
予約：体験の場合：要
※材料に限りがあるので、用意できれば対応
　させてもらいます。
特徴：紀州備長炭の販売、紀州備長炭
　　　風鈴づくり体験が出来る。

鶴の湯温泉
場所：みなべ町熊瀬川47

電話番号：0739-75-2180
営業時間：11：００～20：30

定休日：火曜日

特徴：温泉・宿泊

須賀神社
場所：みなべ町西本庄242
電話番号：0739-74-2204
営業時間：8：00～17：00
定休日：無休（祭典の日は、要確認）
予約：不要
特徴：本殿三社　県指定重要文化財

うめ振興館
場所：みなべ町谷口538-1
電話番号：0739-74-3444
営業時間：9：00～17：00
定休日：火曜日（祝日にあたる場合は
　　　　その翌日）、年末
特徴：梅と歴史の資料館
特典：ご利用お1人につき梅干1粒進呈
備考：2月中は無休

蜜花 中村養蜂園直営店
場所：みなべ町晩稲502-1
電話番号：0739-33-2267
　　　　 （090-3131-4911）
営業時間：9：00～17：00
定休日：土日祝
予約：休日に来店の際：要
特徴：国産はちみつ　自然のままの
　　　はちみつをお届けしています。

㈱岩本食品  ぷらむ工房
場所：みなべ町晩稲1187
電話番号：0739-74-2406
営業時間：9：00～17：00
定休日：元日
予約：体験の場合：要（7日前まで）
特徴：梅と梅製品が買えます。
　　　ほんまもん体験あり
特典：お茶のサービスあり（中止の場合あり）

居酒屋　ゆかりちゃん
場所：みなべ町晩稲64-1
電話番号：0739-74-3736
　　　　 （090-2287-2541）
営業時間：17：00～22：00
定休日：火曜日
予約：不要
特徴：

高砂食品
場所：みなべ町気佐藤408-16
電話番号：0739-72-2238
営業時間：11：00～18：00
定休日：不定休
予約：不要
特徴：和歌山ラーメン、梅餃子

せきもとフーズ株式会社（お梅はん本舗）
場所：みなべ町東吉田408-6
電話番号：0739-84-2525
営業時間：8：30～18：00
定休日：土日祝日
予約：不要
特徴：梅干、梅製品を多数取り
　　　扱っています

岩代王子
場所：みなべ町西岩代1558
電話番号：0739-74-8787
予約：不要
特徴：熊野九十九王子の中でも、
　　　最も早くから知られた有名
　　　な王子社。

ほんまもんふるさと産地直売所
場所：みなべ町東吉田274-1
電話番号：0739-72-1191
営業時間：9：00～18：00
定休日：年末年始
予約：不要
特徴：旬物の取り扱いが多いお店です
特典：梅ドリンク195㎖　1本プレゼント

パンのお店　わっか
場所：みなべ町東岩代902
電話番号：0739-34-5774
営業時間：11：00～19：30
定休日：日、月曜日
予約：不要
特徴：

南部梅林 ※開園期間限定
場所：みなべ町晩稲
電話番号：0739-74-3464
営業時間：8：00～17：00
定休日：開園期間中なし
予約：不要
特徴：一目百万、香り十里
　　　ペット入園可

ホテル＆リゾーツ和歌山みなべ
場所：みなべ町山内大目津泊り348
電話番号：0739-72-5500
営業時間：
（食事）レストラン黒潮　11：30～14：00（L.O：13:30）
（土産）7：00～11：00/16：00～21：00
（温泉）月～木：15：00～20：00/金～日：13：00～20：00
定休日：無（未定）
予約：不要
特典：売店利用５％OFF（一部商品を除く）

㈱東農園　五代庵
場所：みなべ町東本庄836-1
電話番号：0739-74-2487
営業時間：8：30～17：00
定休日：土日祝
予約：不要
特徴：展示しておらずカタログを
　　　見てのご購入
特典：１割引

喫茶軽食　梅乃里
場所：みなべ町東本庄10
電話番号：0739-74-3129
営業時間：7：00～18：00位
定休日：不定休
予約：不要
特徴：日替わり定食、手作り弁当

梅の駅 みなべ川村
場所：みなべ町谷口538-1
電話番号：0739-74-3663　
営業時間：9：00～17：00
定休日：火曜日（祝日にあたる場合はその翌日）、年末
予約：不要
備考：2月中は無休

山崎秋芳園
場所：みなべ町北道222
電話番号：0739-72-2020　
営業時間：9：00～18：00
定休日：日曜日、祝日
予約：不要
特徴：手造り梅干各種、封じ梅あります
特典：3000円以上お買い上げで粗品プレゼント

おかずのにしやま
場所：みなべ町北道317-2
電話番号：0739-72-2145　
営業時間：10：00～17：00
定休日：土日祝日
予約：オードブルやまとまった数の
　　　お弁当：要（2日前まで）
特徴：手作りにこだわって作っています

ちぐすや商店
場所：みなべ町南道53
電話番号：0739-72-2073　
営業時間：8：00～19：00
定休日：不定休
予約：不要
特徴：昔ながらの手作りにこだわって
　　　お味噌を作っております

わだま渡船
場所：みなべ町埴田1171-1
電話番号：090-9048-4889　
営業時間：夜明～17：00
定休日：元日
予約：不要
特徴：磯釣りや鹿島への渡船に

民宿リッチ
場所：みなべ町埴田942-1
電話番号：0739-72-4120　
営業時間：11：00～14：00、
　　　　　17：00～21：00
定休日：日曜日
予約：不要
特徴：アットホームな民宿

カフェ・ド・マンマ
場所：みなべ町埴田1590-40
電話番号：0739-72-2361　
営業時間：平日10:00～17:00
　　　　　土日祝9:00～17:00
定休日：水曜日
予約：不要
特徴：海が見えるカフェ
特典：抽選券（本店　岩本食品の）

国民宿舎  紀州路みなべ
場所：みなべ町埴田1540
電話番号：0739-72-3939　
営業時間：
【レストラン】昼：11:30～14:00（L.O13:30）
　　　　　　　夜：18:00～21:00（L.O20:00）
【日帰り温泉】平日：11:00～20:00
　　　　　　休前日：11:00～17:00
（12/31～1/3、5/3～5/5、8/13～8/15）：11:00～14:00
定休日：日帰り温泉水曜日、例年6月中旬～
　　　　7月中旬に2週間程度休館あり
予約：宿泊：要（2日前まで）
特徴：海景色に和むアットホームな温泉宿
特典：新鮮！地魚ランチ　100円引

和カフェ　ひさ松
場所：みなべ町埴田929-15
電話番号：0739-72-1111　
営業時間：11：00～18：00
定休日：月曜日、火曜日
予約：不要
特徴：和の空間でゆったりとした時間を

梅いちばん南部店
場所：みなべ町埴田1540
電話番号：0739-72-3611　
営業時間：9：00～18：00
定休日：火曜日
予約：不要
特徴：梅干直売店

（有）海鮮房  井乃芳
場所：みなべ町埴田1421-21
電話番号：0739-72-5151　
営業時間：11:00～14:00ラストオーダー
　　　　　17:00～20:30ラストオーダー
定休日：水曜日
予約：不要
特徴：新鮮な魚料理が味わえる

株式会社もとや魚店
場所：みなべ町堺551
電話番号：0739-72-4466　
営業時間：9：00～17：30
　（食事：10：00～16：30）
定休日：不定休
予約：不要
特徴：新鮮な魚、できたての干物を販売しています
特典：税込1,000円以上で粗品一つプレゼント

北京飯店
場所：みなべ町芝440-30
電話番号：0739-72-3838　
営業時間：午前中
定休日：不定休
予約：生餃子：要（2日前まで）
特徴：梅餃子が買えます

鹿島神社
場所：みなべ町埴田20
電話番号：0739-72-4573　
営業時間：9：00～17：00
定休日：無
予約：不要
特徴：神社境内

みさき堂
場所：みなべ町北道110-１
電話番号：0739-72-2251　
営業時間：8：30～19：00
定休日：日曜日
予約：不要
特徴：和洋菓子店
特典：1000円以上お買い上げで
　　　焼き菓子一つプレゼント

かつら堂
場所：みなべ町北道257
電話番号：0739-72-2215　
営業時間：8：00～19：00
定休日：不定休
特徴：手作りの和洋菓子
特典：1000円以上お買い上げで
　　　お菓子プレゼント

吾妻寿司
場所：みなべ町北道258
電話番号：0739-72-2174　
営業時間：11：00～21：00
定休日：水曜日
予約：要(前日まで）
特徴：テイクアウトもできます

千里王子
場所：みなべ町山内259
電話番号：0739-74-8787　
特徴：貝を供える風習から貝の王子
　　　とも称される。熊野九十九王
　　　子の一社。
　　　駐車は、千里観音専用駐車場
　　　をご利用ください。

三鍋王子
場所：みなべ町北道60
電話番号：0739-74-8787　
特徴：弥生時代中期の遺跡や小栗
　　　井戸がある熊野九十九王子
　　　の一社。

株式会社ウメタ  紀州梅干館
場所：みなべ町山内1339
電話番号：0739-72-2151　
営業時間：8：30～17：00
定休日：1月1日（メンテナンス休業日あり）
予約：体験のみ要（前日まで）
特徴：梅干し販売、梅を使った体験が出来る
特典：商品代金の5％OFF（体験料金は含まない）

熊平の梅　みなべ店
場所：みなべ町山内1626-1
電話番号：0739-72-5223　
営業時間：8：00～17：00
定休日：木曜日、年始3日間（祭日は営業）
予約：不要
特徴：梅干、梅製品、梅酒の品揃えが豊富です
特典：粗品プレゼント

和風レストラン　くーる
場所：みなべ町山内1724

電話番号：0739-72-3908　
営業時間：10：00～17：00
定休日：月曜日、火曜日
予約：不要
特徴：地元の魚を使った料理がメイン

宮本石油株式会社
場所：みなべ町北道456

電話番号：0739-72-2436　
営業時間：7：00～21：00
定休日：無
予約：不要
特徴：ガソリンスタンド

3台

18台

株式会社紀州本庄うめよし
場所：みなべ町西本庄278
電話番号：0739-74-2433
営業時間：8：00～17：00
定休日：土日、祝、祭日
予約：体験の場合：要
特徴：南高梅の栽培から加工まで
　　　を行っています
特典：梅製品は来店お買上は1割引

「梅と大葉のベーコンエピ」や3種類
の食パン、サクサク生地のメロンパン
や自家製カスタードクリームのクリー
ムパンなどの定番商品も人気

39 40

飲んで少し食べて、カラオケの出来る
お店です。自家製の梅酒いろいろあり、
飲み比べてみてはいかがですか？


