
2020年10月現在

最寄り駅 番号 施設名 特典 TEL 住所 営業時間 定休日

1 大阪屋　ひいなの湯

入浴料割引
大人1,200円（フェイスタオル付）→900円
小人（2歳以上）600円→500円

073-459-1151 和歌山市加太142 ご利用時間：11:00～14:30 不定休

2 和歌山加太温泉　加太海月
入浴料割引　大人1,200円→600円　小人700円→350円
※割引除外日あり

073-459-0015 和歌山市加太1905 ご利用時間：11:00～15:00 不定休

3 活魚料理　いなさ お食事ご注文時の呈示で「温泉蛸いなり寿司」１個サービス 073-459-0118 和歌山市加太196
平日：11:00～15:00（LO14:30）
　　　　17:00～21:00（LO20:00）

土日祝：11:00～21:00（LO20:00）
不定休

4 加太淡嶋温泉あぶりの湯　ペンションふじや
入浴料割引
大人800円→700円（ドリンク付）または600円（入浴のみ）
小人600円→500円（ドリンク付）または400円（入浴のみ）

073-459-1500 和歌山市加太200 ご利用時間：10:00～16:00 不定休

5 Kitchen　daichan 加太産天然真鯛の和風パスタ　１００円割引 090-3350-6713 和歌山市加太1920-1 11:00～18:00（土・日） ※土・日のみ営業

6 活魚料理専門旅館あたらし屋

入浴料割引
大人1,100円→770円
小人770円→550円
※バスタオル、フェイスタオル付

073-459-1146 和歌山市加太205 ご利用時間：11:00～14:00 不定休

7 ゑびすや 加太ゑびすや ほろ酔いセット　1,200円→1,000円 073-481-2282 和歌山市加太211
提供時間：11:00～17:30

（鮮魚の仕入れ具合で変更あり。売り切れ次第終了。）
不定休

8 ゑびすや２号店
2,000円以上商品をご購入でオリジナルキーホルダー1個プレゼン
ト

073-481-2282 和歌山市加太211
9:30～17:00

（友ヶ島汽船の運行時間に合わせて営業）
水

（友ヶ島汽船の定休に準じる）

9 小嶋一商店 よもぎ大福５個入り６５０円→６００円 073-459-0336 和歌山市加太425
8:00～18:00

（売り切れ次第終了）
不定休

10 磯賀屋 1,000円以上のご購入で、きざみのりプレゼント 073-459-1294 和歌山市加太1469 9:00～17:00 日・祝休日

11 淡島海苔 1,000円以上のご購入でうめのもみのりプレゼント 073-459-0736 和歌山市加太1134-138 9:00～16:00 土・日・祝

12 休暇村　紀州加太

入浴料割引
大人1,300円→1,000円
小人600円→500円
※レンタルタオル付

073-459-0321 和歌山市深山483
入浴利用時間：12:00～15:50（15:00まで受付）

※感染症対策によりサウナは中止
カフェ利用時間8:00～20:00

不定休

13 オジバ商店 お食事ご注文時の呈示で食後のオリジナルドリンク１杯サービス 090-2597-7181 和歌山市加太249 10：00～17：00 ※土・日のみ営業

14 つぶらカフェ 会計時のご呈示で抹茶白玉ぜんざい100円引き 073-459-2611 和歌山市加太1070-91 10：00～18：00 木・金

15 SERENO（セレーノ）   seafood＆café
ランチご注文時の呈示でソフトドリンク１杯+１００円でご提供
※通常料金：ドリンクセット（Ａセット）は＋300円（カフェオレ・ロイヤ
ルミルクティー・ハーブティーは＋400円）

073-499-7017 和歌山市加太1455 11:30～17:00 火・水

16 カフェ楓荘
お食事・ホットケーキご注文時の呈示で楓荘 めでたい焼き又はソ
フトドリンク1杯サービス

073－499-8246 和歌山市磯ノ浦103 11:00～17:00（L.O.16:00） 火（その他不定休）

17 Ｇｌｕｃｋ（グリュック） お食事ご注文時の呈示で食後のソフトドリンク１杯サービス 073-460-8763 和歌山市磯ノ浦386-2 9:00～17:00（L.O.16:30) 木

18 中善商店 1,000円以上のご購入で、しらすの佃煮プレゼント 073-451-9519 和歌山市本脇543 8:30～16:00 水・土・日

19 山利 店内の商品10%引き 073-455-0013 和歌山市本脇543 8:30～17:00 日

20 カネナカ商店しらすのなかむら 1,000円（税別）以上のご購入で、ちりめんじゃこ小袋プレゼント 073-455-0133 和歌山市本脇551 8:30～17:30 水

21 たこ笑 ご注文時の呈示で、たこ焼きをご注文の方に2個サービス 073-454-0141 和歌山市古屋434-2 11:00～20:00 月（祝休日の場合は営業）

22 桂円 ご注文時の呈示で、食後のソフトドリンク１杯サービス 073-452-4636 和歌山市古屋202-4
11:30～14:00（L.O.13:30）
17:00～22:00（L.O.21：30）

木

23 俺たちの干物 1,000円以上のご購入で、おすすめ干物１点プレゼント 073-488-2035 和歌山市古屋115-2 10:00～18:00 水

24 Ｔ’s　ｃａｆｅ ドリンクご注文時の呈示でドリンク50円引き（デザート付き） 073-460-4715 和歌山市古屋432-65 11:00～17:00 月・火・第4日曜日

25 カフェ　古屋アパート フードご注文時の呈示でセットドリンク1杯サービス 073-453-6929 和歌山市古屋151-4
11:00～18:00（L.O.17:00）

（金土は19:00～22:00も営業　LO21:00）
月・火・第3日曜日

26 前田精肉店 500円以上のご購入で、特典商品１個サービス 073-455-2696 和歌山市松江北2-16-19 8：30～17:30 水

27 カフェ　SETARIA（セタリア）
ご注文時（全ての商品）の呈示で「思い出刻むメモリータグ」プレゼ
ント

073-407-1852 和歌山市榎原140-35 11:00～16:00（LO　15:30） 木

東松江駅 28 Lapin（ラパン） 500円以上ご購入で、おすすめパン１つサービス 073-454-6157 和歌山市松江北1-3-1 9:00～19:30（売り切れ次第終了） 日

29 逢憂都場庵 （アウトバアン） お食事ご注文時の呈示で、卵１個サービス 073-452-4019 和歌山市市小路158-11 6:30～17:00 不定休

30 ＡＬＰＳ 定食（弁当箱）ご注文時の呈示で100円引 073-452-3025 和歌山市市小路147-9 6:00～16:00 第2.4日曜日

31 たけのこ お食事ご注文時の呈示で、コーヒーまたは紅茶１杯サービス 073-454-8191 和歌山市市小路156 9:00～15：00 月・土・日・祝

32 ロア-ル２１ 500円以上のご購入及びお会計時の呈示で、パン１個サービス 073-452-2310 和歌山市市小路158-6 8:00～18：30 日

33 酒の道場（花野酒店） 「地酒のみくらべセット」注文時の呈示で、小鉢サービス 073-422-4838 和歌山市元博労町39 11:00～21:00 土・日・祝

34 紀州麺処　誉（ほまれ） お食事（ラーメン）ご注文時の呈示で、若鳥の竜田揚げサービス 073-488-3141 和歌山市西ノ店20
17：00～23：30（L.O23：00）
スープがなくなり次第終了

日

※記載価格は全て税込み価格

加太さかな線秋キャンペーン　特典施設一覧
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