紀州備長炭振興館

鶴の湯温泉

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：要（10日前まで）

場所：みなべ町熊瀬川47

10台

3

電話番号：0739-75-2180
営業時間：11：00〜20:00
定休日：火曜日
特徴：宿泊、日帰り温泉施設

50台

4

(株)紀州本庄うめよし

須賀神社

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
特典：梅製品は来店お買上は1割引
特徴：南高梅の栽培から加工
までをおこなってます。

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
予約：不要
特徴：神社

7

47台

8

２台

うめ振興館

中村養蜂園 Pure Honey Tetsu

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（祝日にあたる場合はその翌日）、年末
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
特徴：梅と歴史の資料館

場所：みなべ町晩稲502-4
電話番号：0739-74-2067
営業時間：9:00〜17:00
定休日：土日祝
予約：土日祝：要（前日まで）
特徴：はちみつ、
生ローヤルゼリー販売

温泉
4台

5

「みなべスタンプラリー」

土産
260台

19

フリー
20

40台

熊平の梅 みなべ店

和風レストラン くーる
場所:みなべ町山内1724

21

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（必要な場合もあります）
特徴：魚中心の食事です

22

喫茶軽食 梅乃里

千里王子

三鍋王子

場所：みなべ町東本庄10

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（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
特徴：梅干販売（土産）

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：Lunch 11:30〜13:30
(レストラン)
定休日:未定
予約：不要

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。

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。

場所:みなべ町北道456

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

9

30台

（株）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：体験は要（7日前まで）
特典：お茶のサービス（中止の場合あり）
特徴：梅干、梅製品販売、各種体験

５台

10

250台

南部梅林

※開園期間限定

場所：みなべ町晩稲1309
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。

12

３台

せきもとフーズ株式会社

（ラストオーダー17:30）

みなべ観光協会（みなべ町役場うめ課内）

47台

6

食事

定休日：不定休
予約：不要
特徴：製麺所内のちいさな店舗。
自家製麺のラーメン

（お梅はん本舗）

20台

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:不定休
予約:不要
特典:粗品プレゼント
特徴：梅干・梅製品・梅酒の品
揃えが豊富です

宮本石油株式会社

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

和歌山県日高郡みなべ町芝 742 番地

宿泊

18

ホテル＆リゾーツ和歌山みなべ

高砂食品

645 0002

観光

(体験)

30台

梅の駅 みなべ川村

11

郵便はがき
切手を
お貼り下さい。

17

※スタンプ押印は店舗利用時に限ります。
※１度の利用でスタンプ押印は、お１人につき１回まで。
※1店舗で受けられる特典はお１人1回までで、スタンプを押印された方のみ。

▼

まぼろしの炭になりつつある
特徴：紀州備長炭を販売。
備長炭の粉末を使ったアイスを販売。

みなべスタンプラリー協賛店一覧

50台

2

▼

100台

1

電話番号:0739-72-2439
営業時間:7:00〜21:00
定休日:無
特徴：ガソリンスタンド

食事利用者限定ソフトクリーム半額。

特典：売店利用５％off（一部商品を除く）

4台

23

24

３台

25

３台

26

10台

みさき堂

かつら堂

吾妻寿司

おかずのにしやま

場所:みなべ町埴田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
特典:1,000円以上お買い上げで
焼菓子1つプレゼント
特徴：和洋菓子店

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
特典: 1,000円以上お買上げで
お菓子プレゼント
特徴：手づくりの和洋菓子

場所:みなべ町北道258

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 : 手づくりにこだわって作ってます

３台

27

28

１台

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。

29

30

５台

ちぐすや商店

恵比寿屋

北京飯店

鹿島神社

場所:みなべ町南道53

場所:みなべ町芝440-22
電話番号:0739-72-2230
営業時間:11:00〜17:30
定休日:不定休
予約:不要
特徴：出汁が自慢の創業60年
老舗食堂

場所:みなべ町芝440-30

場所:みなべ町埴田20

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

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

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、梅製品を多数とり
あつかっています。

電話番号:0739-72-2073
営業時間:8:00〜19:00
定休日:不定休
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。

14

31

係行

性別（男・女）
年齢（
歳）

フリガナ

氏

名

〒
住

所

電話番号

６台

13

５台

20台

32

５台

33

８台

34

ほんまもんふるさと産地直売所

お食事処 岩代荘

わだま渡船

民宿リッチ

和カフェ ひさ松

梅いちばん南部店

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
特典：梅ドリンク１本
特徴：旬の野菜

場所：みなべ町西岩代321-1
電話番号：0739-72-3546
営業時間：11:00〜14:00、
17:00〜21:00
定休日：不定休
予約：要（前日まで）

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

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

場所:みなべ町埴田929-15

場所:みなべ町埴田1540

電話番号:0739-72-1111
営業時間:11:00〜18:00
定休日:月・火 予約:不要
特徴:料理・デザート共に手作り
にこだわっています。

電話番号:0739-72-3611
営業時間:9:00〜18:00
定休日:火曜日

７台

予約:不要
特徴：梅干直売店

（お昼間連絡がつくもの）

※個人情報は賞品発送のみに使用します。

アンケートにご協力ください。

Q.２

このチラシをどこで入手されましたか？

15

スタンプラリーは楽しんで頂けましたか？満足度を教えてください。

高

5
4
3
2
1
Q.３ 交通手段を教えてください。
）］
［電車・バス・自家用車・その他（
Q.４ お気付きの点、
スタンプラリーの感想をご記入ください。

低

▼

Q.１

岩代王子

場所：みなべ町西岩代1558
電話番号：0739-74-8787
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。

30台

16

35

Café de manma

25台

36

90台

37

20台

38

20台

紀州梅干館

カフェ・ド・マンマ

国民宿舎 紀州路みなべ

(有)海鮮房 井乃芳

(株)もとや魚店

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:不定休
予約:体験のみ要（１日前まで）
お買上げ代金より5％off
特典: （体験料金には利用不可）

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

場所:みなべ町埴田1540

場所:みなべ町埴田1421-21

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)

学んで、作って、味わえる。知ればもっと

特徴：梅干しが好きになる！お店

特典:ぷらむ工房の抽選券
特徴：オーシャンビュー。
地元産の野菜や魚を楽しめます。

電話番号:0739-72-3939
●予約：宿泊要（2日前）
●営業時間：レストラン ランチ11:30〜14:00
（ラストオーダー13:30）
●営業時間：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
●特徴：堺漁港で仕入れた新鮮な魚料理と海が見える温
泉がおすすめ

電話番号:0739-72-5151
営業時間:11:00〜14:30、17:00〜21:00
定休日:水曜日
予約:不要
特徴:新鮮な魚料理が味わえる

定休日:不定休
特典:1,000円以上お買い上げで粗品1つプレゼント
特徴：新鮮な鮮魚や出来たての
干物を販売しています

駐車場有り
（数字は駐車台数） ★各協賛店に応募箱を設置しています。▲印には応募箱を設置しておりません。

