和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

居酒屋・創作料理
（う）東口食堂

和歌山市太田1丁目14-7オオトヨビル1F

073-488-8629

赤から和歌山紀ノ川店

和歌山市治郎丸６１

073-456-1010

灯家

和歌山市 狐島298-1

073-480-5411

味菜うまいもんや芳文

和歌山市太田一丁目13-1駅前東ビル1F

073-474-5111

＆熊猫酒場

和歌山市雑賀屋町東ノ丁５１新谷ビル１Ｆ

073-427-5557

居酒屋 八点鐘

和歌山市 北新5-2

073-432-3958

居酒屋

笑園~EDEN~

和歌山市 屋形町2-5みきまちガーデンハイツ1F

073-488-6155

居酒屋

笑園~EDEN~はなれ

和歌山市 北ノ新地下六軒丁8中嶋ビル1F

073-499-4362

居酒屋たら

和歌山市 蔵小路10-2華僑会館1階

073-423-5526

居酒屋てる

和歌山市

073-427-9115

いなか家

和歌山市美園町4-50

073-423-1500

いろは劇場

和歌山市雑賀町62

073-433-3815

初陣

和歌山市 本町4-41

073-428-0203

魚玄

和歌山市 北ノ新地下六軒丁17

魚民和歌山西口駅前店

和歌山市美園町5-1-2新橘ビル地下1階

073-427-6488

魚鶏

和歌山市 北ノ新地田町1-2

073-488-3331

うなぎ炉端割烹いし井

和歌山市 美園町5-6-12

073-432-8030

旨いもんや ひろとし

和歌山市北ノ新地東ノ丁16上野ビル1F

073-425-0055

梅屋

和歌山市 友田町4-108

073-433-6868

ゑびすや

和歌山市加太211番地

073-481-2282

御食事処 酒処 よしの

和歌山市寄合町32シティハイツ城北1階

073-433-2707

お食事処

和歌山市 北新金屋丁67カナヤガーデン1F

073-481-1043

紅うさぎ

元寺町2丁目7

090-9879-0050

おばんざい 姫

和歌山市 友田町2丁目77

おばんざいすずまる

和歌山市鈴丸丁16コーサト鈴丸ビル1F

おばん菜料理

りん鉢

和歌山市北ノ新地分銅丁7アズマハウスビル弐番街１F102号

073-432-1530

おふくろの味

あがた

和歌山市友田町2丁目52

073-431-8404

面影

和歌山市美園町2-49

海鮮炭焼漁場
海鮮屋台

長野家

黒船

和歌山駅前店

海鮮炉端 双六屋

073-463-7659
090-9050-4950

090-5640-7298

和歌山市 友田町2-118

073-426-4389

和歌山市 友田町４丁目118辻本ビル1F

073-488-4835

和歌山市 黒田104-3

073-474-4569

韓国鉄板鍋

風来坊

本店

和歌山市 中384

073-455-2858

韓国鉄板鍋

風来坊

和歌山駅前店

和歌山市 美園町4-75SUEYOSHIビル3F

0120-920-281

元祖丸正のたこ焼き おきな JR和歌山東口店

和歌山市 太田1-13-1駅前東ビル

紀州蔵

和歌山市 万町25フューチャー本町202

粋

073-473-0556
080-8032-0259

～紀州創作美食～彩弥

和歌山市美園町4-75末吉ビル5F

0734-88-5842

紀州のしずく

和歌山市十三番丁３４

073-499-4997

喜心

和歌山市畑屋敷円福院西ノ丁27ＤＳＳビル１Ｆ

キッチンバーそごう

和歌山市畑屋敷雁木丁3

090-9697-0774

牛・カキ・まぐろ

和歌山市友田町4丁目19

073-423-5556

ギュークシ ニク キンクラ

和歌山市 太田1-1-121F

073-499-7129

九州ダイニング

和歌山市太田1-14-9

073-488-5338

和歌山市美園町2-5-1

073-488-5808

餃子酒場
魚彩

みねや

073-422-1075

舌屯

HIRO’S

KITCHEN

和歌山市 吉田363坂本ビル1F

073-433-6717

金魚

よしはら

和歌山市 島崎町3-27

073-435-0289

銀杏

和歌山市 美園町3-34けやきONE1F

073-423-1238

熊本屋アロチ柳通り店

和歌山市 中之島2361フォルテビル1F

073-488-8292

ごきげんえびす 和歌山店

和歌山市 美園町五丁目12-2ヰゲタビル3・4階

073-488-8126

個室ダイニング 俺ん家

和歌山市 新中通2丁目38

073-460-0750

酒一

和歌山市美園町5丁目12-4

073-422-2276

サカナノババ

和歌山市 太田1-10-22イタニティハイツ101

073-488-6009

魚料理

和歌山市 美園町4-87清和ビル1F

073-433-6001

ろっこん
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和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

居酒屋・創作料理
燦々亭

和歌山市美園町4-70日光ビル一階

073-427-3301

三代目鳥メロJR和歌山駅前店

和歌山市 美園町5-1-8山榮ビル1F

073-435-4065

地魚屋台

和歌山市畑屋敷千体仏丁12

073-424-7333

地魚和食キッチンおぎん

和歌山市雑賀町127

073-426-7765

しゃぶしゃぶ

和歌山市 友田町4-25田中ビル１F

073-427-1688

酒彩かぜやま

和歌山市十二番丁14星田マンション一階

073-423-9678

旬彩

和歌山市福島618-5 ラ・セル1階

073-456-0115

生姜のカフェモコ

和歌山市相坂557－5

073-497-6444

白木屋和歌山市駅前店

和歌山市東蔵前丁4番地ファーストビル1階

073-424-9588

新和風料理

柚香

和歌山市美園町4丁目６０

073-423-2662

炭火居酒屋

おやじ屋

和歌山市 北中島1-10-58

073-425-7100

炭焼きヴァンチョウ

和歌山市美園町5-4-9伊江島ビル1F

073-488-5494

総本家めはりや

和歌山市太田2-14-9

073-488-4655

戎丸
黒八戒

星楽風～せらふ～

和歌山店

太田ビル103

大新西入ル青魚

和歌山市 新中通4-20ヤマイチプラザ大新1F

073-499-7258

ダイニングうつぼ

和歌山市布引485-2

073-445-8065

太平洋酒場

和歌山市友田町4－113

073-488-3555

太平洋酒場キーノ店

和歌山市東蔵前丁39キーノ和歌山2F

073-488-3555

多田屋

和歌山市美園町5丁目11-18

073-422-2276

田中屋酒店

和歌山市雑賀町13

073-422-6415

中心屋

あしゃぎ

和歌山市太田2-14-6第一生命ビル1F

073-473-2220

中心屋

母家

和歌山市十二番丁60デュオ丸の内1F

073-428-3330

千里十里

和歌山市元寺町1-70

073-433-4480

月の華

和歌山市福島487ルミノーゾふるい1階

073-457-3663

和歌山市九番丁1中谷ビル1F

073-407-1173

天寳

和歌山市 雑賀屋町36雑賀屋町ビジネスパーク内

073-433-0977

土風家

和歌山市 北中島1-157-3

073-488-4571

虎丸水産

和歌山市畑屋敷円福院東ノ丁13

073-424-7367

とり酒場みつぼし

和歌山市黒田2-1-18-101

073-474-0666

創作居酒屋 七つの月の夢

和歌山市和歌浦東2-8-25

073-441-7040

なるなる

和歌山市九番丁1中谷ビル1-C

073-426-0511

和歌山市吉田602ヤマイチプラザ1F

073-422-2986

和歌山市美園町2-5-3

073-427-2986

手羽先

西陣

肉バル YUJIRO
ニクバルダカラ
博多もつ鍋

和歌山駅前店

海芋

和歌山市吉田102国労会館ビル1F

073-426-4358

ＰＡＳＳＡＧＥ

和歌山市吉田432ＣＩＴＹ

はざま屋

和歌山市 十番丁47

073-423-8308

初花

和歌山市北新5丁目78新栄ビル1F

073-488-8986

ハネ馬

和歌山市十番丁72カサ・デまるのうち1階

073-499-6848

浜焼太郎和歌山駅前店

和歌山市 美園町5-9-2

073-422-8989

バリ風居酒屋

和歌山市 岡北ノ丁15-12階ワルンバリ

ワルンバリ

ＩＮＮ

ＷＡＫＡＹＡＭＡ

1階

073-423-2631

070-1813-6899

美食酒家紅

和歌山市吉田783三友マンション1F

073-425-8189

ふくだ屋

和歌山市北坂ノ上丁25

073-431-0137

フクちゃん

和歌山市中島185-5コーポ中島104

073-499-5375

frambare

和歌山市 岡円福院東ノ丁2888-3ビル1F

073-488-8320

ふれ愛軽井沢

和歌山市 福島248-7グルーニフル小畑１階101

073-455-9484

弁慶 和歌山店

和歌山市 友田町4-114今川第一ビル1F

073-488-2222

ぼくらの食卓

和歌山市 太田1-14-7オオトヨビル1F

073-474-6158

本まぐろ地魚地酒おぎん

和歌山市小松原通1-5-3

073-423-3566

まい堂

和歌山市 吉田582タカハタビル一階

073-499-5616

マルタケ鶏店

和歌山市 田中町4-124

073-407-1443

ミライザカJR和歌山駅前店

和歌山市 美園町5-7-8パーク美園ビルB1・1F

073-428-6971
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和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

居酒屋・創作料理
ミライザカ和歌山城公園前店

和歌山市十番町15市川ビル1F

073-428-8214

モクボ食堂

和歌山市 吉田742

073-497-5101

野菜ソムリエの店 野菜家さい

和歌山市畑屋敷千体仏丁15

073-499-5319

安べゑ

和歌山市美園町5－12－1和歌山駅前ビルB1

JR和歌山店

073-421-3015

ゆるりや

和歌山市北新5丁目56籾井ビル1階

与太郎 ＪＲ駅前店

和歌山市美園町4丁目70

073-423-3232

与太郎 松江店

和歌山市松江北7-1-26

073-456-3420

楽割鮮きむら

080-6173-7626

和歌山市友田町2丁目54あすなろビル1F

073-432-8805

和歌山ちゃんぽん

忠次郎

和歌山市 太田2-13-16

073-475-1110

和歌山麦酒醸造所

三代目

和歌山市十一番丁５４

073-414-1231

和歌山市西ノ店５番地バァウハウス１階

073-499-8599

和色創菜＆GRILL BAR

Hi-Five
店舗名

住所

店舗電話番号

焼鳥・串揚げ
駅前酒場

炭まる

紀州鴨と赤鶏の食べ処

楽－GAKU－

和歌山市美園町５丁目1-6

073-435-0551

和歌山市太田1-14-11オオトヨビル2F

073-499-5830

紀ノ国焼き鶏福家

和歌山市 北ノ新地2-15

073-499-8821

串揚一丁

和歌山市黒田2-2-4

073-476-1194

串カツ串焼き味よし

土谷

和歌山市紀三井寺618

073-445-8789

串カツのっかん

和歌山市 美園町4-57-3

073-424-1006

駅前店

串家物語

イオンモール和歌山

和歌山市中580-3イオンモール和歌山1F 1202

073-452-1777

旬彩串焼

だん

和歌山市小雑賀3丁目6の7

073-427-7577

和歌山市太田4-3-5川端ビル1階8号

073-499-4664

和歌山市 北ノ新地下六軒丁5

073-488-2140

炭火焼き鳥
炭火焼鳥

鳥々呂
鶏かず

炭火やきとり・串

和歌山市秋月291

073-473-5600

炭火焼き鳥&エトセトラゆうじ

和歌山市新内19番地川辰ビル1階東より2軒目

073-424-5534

炭火やきとりおおつき

和歌山市黒田46-1

073-474-2266

炭火やきとり新太郎

和歌山市太田1-6-13駅前第一ビル一階

073-474-7197

炭火焼き鳥とりのしん

和歌山市 山吹丁3

073-422-1612

すみやきや浩

和歌山市吉田686北川ビル1F

073-435-4788

創作串揚９４

和歌山市吉田465グレースロワ和歌山1階

073-425-0094

炭炭

梅原店

和歌山市中２９６－３

073-452-3195

炭炭

大浦街道店

和歌山市砂山南４丁目414-4

073-433-3888

炭炭

六十谷店

和歌山市六十谷１０２３－１

073-462-6689

ぢどり亭JR和歌山駅前店

和歌山市美園町4丁目70

073-422-0909

つ串亭

和歌山市 雑賀町62ピカソ会館1F

073-488-7647

和歌山市 友田町4-1142階

073-488-4288

和歌山市 新通3-19

073-425-1515

和歌山市 新中島134-3

073-474-1033

和歌山市北新5丁目１５

073-488-2999

日比谷鳥こまち和歌山店

和歌山市 広道20第一田中ビル

073-424-4539

備長扇屋 和歌山新堀店

和歌山市 小雑賀1-106-1

073-425-6160

焼鳥

鳥貴族

きたがわ

和歌山駅前店

斗里屋
鳥好吉本
豚かつ串揚げ

湧禅

和歌山市美園町2-5

073-422-1231

焼鳥&バーライズ

よつ葉

和歌山市 雑賀町63

073-428-2822

やきとり大吉和歌山中店

和歌山市中65-5

073-451-1616

焼鳥

和歌山市 太田4-7-5西中マンション

073-488-5965

YAKITORI DINING 三星

ダイニング

鶏彦

和歌山市 美園町4-70

073-425-0666

焼鳥の鉄人アイアンバード

和歌山市中ノ店北ノ丁16

073-432-6710

焼鳥三星

和歌山市太田1-12-10

073-476-5666

やきとりりょう

和歌山市 太田2-8-5イーストアベニュー和歌山1F

073-471-1890

ROBATAえべっさん

和歌山市北新4-4

073-431-7777
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和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

ダイニングバー・バル
Una rama de RICO

和歌山市新通５丁目６番地ユタカビル

073-488-6989

お箸BARおれお

和歌山市西仲間町2-4-8AAビルB1Ｆ

073-433-2499

GARAGE

和歌山市 雑賀町132

073-499-8377

GYA-TORU 美園店

和歌山市美園丁4-87

073-488-5998

セルブロック

和歌山市中之島２３５６

073-433-6577

DINING海風

和歌山市中之島2279ヤマイチプラザ向之芝4階

073-425-3189

DINING BAR Chill

和歌山市 畑屋敷端ノ丁14白石ビル1階

073-488-2700

BarBiN5

和歌山市 雑賀町113住吉橋ビル

Public House THE CASTLE BAR

和歌山市 友田町4-91マルマンビル１階

073-488-5903

blumarinoshivan

和歌山市 田中町二丁目16

073-460-6258

和歌山市 田中町5-4-1

073-424-2929

migiwa standard

和歌山市北汀丁８番地

080-8318-3803

ミソノバル

和歌山市 美園町5-8-7

073-425-0088

WINE BAR La Bloom

和歌山市 畑屋敷円福院西ノ丁10フラワーロード18 2階

073-427-1414

住所

店舗電話番号

薪窯Pizza＆燻製バル ケムファー

店舗名

090-6557-3494

和食・寿司・天ぷら
あおい茶寮

和歌山市谷町38番地

073-427-3555

安愚楽

和歌山市雑賀屋町2

073-431-3585

揚げたて天ぷら ころも

和歌山市田屋109-1

073-464-0567

味処

和歌山市黒田2-1-25

073-488-3323

あしべや夢ごてん

三八波

和歌山市和歌浦中3丁目3-5

073-488-2919

あたらし屋

和歌山市加太205番地

073-459-1146

荒磯（別館）

和歌山市毛見1527

073-448-0008

荒磯（本館）

和歌山市毛見1527

073-448-0008

活魚料理

和歌山市 畑屋敷千体仏丁16

073-436-2901

活魚料理いなさ

和歌山市加太196

073-459-0118

一富士

和歌山市築港３丁目３４－５

073-428-3567

一橋庵

和歌山市十二番丁３３番地

073-432-2444

一心

和歌山市 新内8

073-422-1417

和歌山市 岡山丁58

073-460-1276

和歌山市黒田94-7ソルト黒田1F

073-474-2688

天海

田舎茶屋

や万志多

魚彩 鶴巳
うなぎ料理

和歌山市友田町４－６７

073-426-7810

江戸前回転鮨

弥一

紀ノ川店

和歌山市栄谷172-3

073-454-8101

江戸前回転鮨

弥一

宮街道店

和歌山市太田3-1-28

073-476-5181

和歌山市加太142

073-459-1151

大阪屋

二与呂

ひいなの湯

お食事処つるが

和歌山市楠本167-1

073-461-6103

海鮮せいろ蒸し

勝浦

和歌山市湊45-1

073-433-6766

海鮮れすとらん

勘八屋

和歌山市東蔵前丁39キーノ和歌山

回転寿司

北海素材

イオンモール和歌山店

和歌山市 中字

2F202

楠谷573イオンモール和歌山

073-431-1156
1F

073-452-0005

かごの屋JR和歌山駅前店

和歌山市 友田町5-30

073-433-6322

かっぱ寿司

和歌山店

和歌山市元町奉行丁2-11

073-421-8790

かっぱ寿司

和歌山六十谷店

和歌山市六十谷1039-3

073-464-5875

割烹 忠治

和歌山市友田町2-20

073-431-2435

割烹 恵比寿

和歌山市黒田261-2

073-473-9000

割烹

華新

和歌山市吉田803-1

073-426-0078

割烹

大芳

和歌山市 北ノ新地裏田町43

073-431-1888

割烹

秀よし

和歌山市 北ノ新地2-14

073-432-6849

割烹

古川

和歌山市太田3-3-17AKビル1階

073-471-9055

割烹よしみ

和歌山市北ノ新地裏田町７番地

073-431-5511

割烹しまもと

和歌山市 吉田366

073-428-2778

4

和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

和食・寿司・天ぷら
割烹ふじ村

和歌山市和歌浦南3丁目1-36

073-444-0227

割烹六つ葵

和歌山市湊通丁北2丁目1-2

073-436-1200

かに道楽和歌山店

和歌山市十一番丁23

0120-948-867

和歌山市堀止西1-3-22

073-422-7163

和歌山市 雑賀崎599

073-444-1145

がんこ和歌山六三園
紀州温泉

雑賀の湯

双子島荘

紀州温泉ありがとうの湯

和歌山市田野82

073-444-0111

紀州黒潮温泉

漁火の宿シーサイド観潮

和歌山市毛見1525和歌山マリーナシティ内

073-448-1126

木曽路

和歌山市 北出島1-4-63

073-426-5580

休暇村 紀州加太 オーシャンダイニング 紀伊の国

和歌山店

和歌山市 深山483休暇村紀州加太

073-459-0321

京都嵐山

和歌山市 中字楠谷573イオンモール和歌山

清修庵

イオンモール和歌山店

魚菜八風

1205

073-452-2468

和歌山市 岡山丁84仙石ビル１F

073-424-7550

和歌山市友田町４丁目８８

073-432-3633

和歌山市 川辺220イズミヤスーパーセンター紀伊川辺店内

073-464-0222

くら寿司和歌山狐島店

和歌山市 狐島299-1

073-488-5037

くら寿司和歌山花山店

和歌山市 鳴神969

073-475-7120

くら寿司和歌山三葛店

和歌山市 三葛345-5

073-447-1652

国民宿舎

和歌山市新和歌浦2-3

073-444-9000

銀平駅前店
くら寿司無添蔵

五穀

紀伊川辺店

新和歌ロッジ

和歌山市中字楠谷573イオンモール和歌山1206

073-494-3748

西郷寿し

和歌山店

和歌山市 北新4-3

073-428-2691

肴みむら

和歌山市 万町6

073-428-0375

SAKANAYAこやま

和歌山市 畑屋敷中ノ丁32広瀬ビル１階

073-488-5884

笹一

紀の川店

和歌山市梶取２０－２

073-452-3311

笹一

向の芝店

和歌山市中之島2279ヤマイチプラザ向之芝

潮風荘
四季旬菜

しみず

1F

073-432-0898

和歌山市雑賀崎613-2

073-444-2848

和歌山市元寺町西ノ丁5

073-423-5613

四季の味ちひろ

和歌山市吉田８０１

073-431-3939

しゃぶ菜イオンモール和歌山

和歌山市中字楠谷573イオンモール和歌山(1F区画1204)

03-5488-8038

しゃぶしゃぶ すき焼き 専門店 しゃぶ一

和歌山市中野31-1パームシティ内

073-455-1129

しゃぶしゃぶ温野菜

和歌山市 砂山南4-574-1

073-431-0831

和歌山市吉田686北川マンション1F

073-407-1351

大浦街道店

酒肴蓮
四六時中

和歌山市 中字楠谷573イオンモール和歌山3F

073-499-4608

すき焼きKAPPO IPPON

和歌山市十二番丁19ライオンズマンション和歌山1階

073-426-2456

寿司 きし田

和歌山市 本町2-1フォルテワジマ7階

073-488-1885

すし園

和歌山市黒田258ー7

073-473-0683

寿司割烹

和歌山店

和歌山市 井辺144-16

073-471-3424

すしとつまみ梅もと

三和

和歌山市 太田1-6-13駅前第1ビル103

073-475-3500

スシロー和歌山栄谷店

和歌山市 栄谷122-1

073-480-4633

スシロー和歌山新生店

和歌山市 新生町11-20

073-435-0800

創作寿し

和歌山市四番丁55

073-427-0827

武田水軍

和歌山市 田中町5-3-3東新ビル1階

073-421-7400

馳走橋本

和歌山市 岡織屋小路14-1

073-422-4337

司寿し

和歌山市六十谷1042-13

073-461-4422

天風庵

和歌山市雑賀町124

073-426-0109

旬の光田

和歌山市 東紺屋町82シティガーデン東紺屋町

073-427-6122

和歌山市本町2丁目1番地 フォルテワジマ7F

073-488-1830

とんかつKYK和歌山ミオ店

和歌山市友田町5-18和歌山ミオ北館５階

073-422-3129

日本料理

四季彩

和歌山市 毛見1517

073-448-1139

花山温泉

薬師の湯

和歌山市 鳴神574

073-471-3277

和歌山市 島崎町二丁目66

073-421-3370

和歌山市畑屋敷円福院西ノ町24

073-433-4711

和歌山市友田町５-18

073-435-5588

とんかつ

ひでや

庄内

はま寿司和歌山島崎店
ふぐ政和歌山店
ホテルグランヴィア和歌山

日本料理

毬
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和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

和食・寿司・天ぷら
まつや
緑川
蒸しダイニング
麺処ひまわり

ＭｕｓｕＭｕｓｕ
和歌山店

和歌山市雑賀屋町東ノ丁６４番地

073-431-3371

和歌山市十番丁24

073-436-5917

和歌山市東蔵前丁39

073-431-1256

和歌山市 新生町7-20イズミヤ和歌山店内1階

073-427-0337

弥助寿司

和歌山市本町４丁目31

073-422-4806

やすけ寿司

和歌山市西長町2丁目18

073-423-1360

ゆず庵和歌山店

和歌山市吹屋町5丁目3番

073-488-1967

よこい

和歌山市太田44ー6

073-473-1010

万町はこ

和歌山市 万町4ニューリチャードビル一階

073-422-8585

和・テラス

和歌山市十番丁19番地十番丁ビル５階

073-421-8778

わかうら食堂

和歌山市 新和歌浦4-16

073-498-8311

和歌山市平井78-3

073-451-8744

和歌山市新和歌浦2-10

073-444-1161

和歌山小豆島食堂

和歌山市西田井字森ノ前238-1

073-464-0708

和歌山紀三井寺食堂

和歌山市紀三井寺631-11

073-441-5089

和歌山神前食堂

和歌山市神前字千本525-2

0734-75-6636

和歌山島崎町食堂

和歌山市島崎町3-6

073-424-9877

和歌山中食堂

和歌山市中30-1

073-480-3280

和歌山中之島食堂

和歌山市中之島1483

073-428-7206

和飾

和歌山市広道20第一田中ビル102

073-433-1143

和歌山市十番丁59番地ライオンズマンション和歌山十番丁103号

073-433-7615

住所

店舗電話番号

わかずし
和歌の浦温泉萬波

MANPA

RESORT 日本スタイル

義三

和粋彩いずみ
店舗名

鉄板・ステーキ
いきなりステーキ和歌山国体道路店

和歌山市 小雑賀592-8

073-488-5892

寛屋

岩出店

和歌山市 川辺43-1イズミヤスーパーセンター紀伊川辺店敷地内

073-494-8080

寛屋

紀三井寺本店

和歌山市和歌浦東3丁目5-47

073-444-8873

健康研究所鉄板ダイニングBENK

和歌山市内原876-1

073-448-3337

ステーキ割烹富士

和歌山市北新5丁目43番地

073-423-8144

ステーキハウス

和歌山市本町2丁目1番地 フォルテワジマ7F

073-488-1800

ステーキハウスリオ

和歌山市鷹匠町4丁目38

073-435-0258

ステーキリバーベ

和歌山市 十番丁90

073-423-7567

坂の上

鉄板ダイニング

公園前店

和歌山市南材木丁3丁目59

073-425-6621

鉄板焼ステーキ京橋デュッセル

灼庵

和歌山市駿河町48-1

073-433-1700

本家ぐりる中村

和歌山市吉田865ぐりる中村ビル

073-431-7787

レスポワール

和歌山市紀三井寺681-3

073-444-6778

店舗名

住所

店舗電話番号

洋食
欧風カレーレストラン マイソール

和歌山市向69-6

073-451-8807

ガーデンテラスリーフ

和歌山市湊通丁北2丁目1-2

073-436-1200

かつ専門店ももやま

和歌山市三番丁82

073-436-5105

喫茶軽食オリノ

和歌山市 関戸5-7-15

073-444-6472

Kitchen

和歌山市本町2丁目1番地フォルテワジマ7F

073-488-1878

GYA-TORU キーノ和歌山店

和歌山市東蔵前丁39キーノ和歌山2F

073-431-1258

グリルエイト

和歌山市八番丁32

グリル蔵敷イオンモール和歌山店

和歌山市 中字楠谷573イオンモール和歌山

自然派レストラン マリシーザ

和歌山市 和歌浦南三丁目1700和歌公園 万葉館 内レストラン

073-445-0044

しゃぶかつかつ喜

和歌山市 松江1469-1ガーデンパーク和歌山2階

073-480-5622

Staub Kitchen OLMO

和歌山市坊主丁27

073-499-6508

Stomaco GENERAL KITCHEN

和歌山市 西ノ店13

073-499-8415

Green

和歌山ガーデンパーク店
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073-422-2625
1階

073-480-3309

和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

洋食
西洋食房 芝

和歌山市大谷95-2

073-451-2476

和歌山市松江759-3

073-454-6266

和歌山市 中野31-1パームシティ和歌山

073-456-2234

とんかつのまつ井

和歌山市加納町11

073-427-6240

パスティス

和歌山市狐島381ー13

073-452-1432

BISTRO&BAR Utage

和歌山市東鍛冶屋町26ファミリー館ロイヤル21

073-422-8848

びっくりドンキー

和歌山市 小雑賀805-1

073-422-3377

BILL BOARD

和歌山市砂山南2-7-18

073-402-7807

フジヤ食堂

和歌山市中之島2279ヤマイチプラザ向之芝1階

073-425-2088

和歌山市友田町５丁目18

073-436-4366

パスワード 和歌山市友田町５丁目18

073-425-2079

タムノス樹
とんかつかつ喜

和歌山パームシティ店

小雑賀店

ホテルグランヴィア和歌山
ホテルグランヴィア和歌山

ダイニング

ミユウ

ホテルズカフェ

ポムの樹Jr．イオンモール和歌山店

和歌山市 中字楠谷573イオンモール和歌山

ポムの樹和歌山MIO北館店

和歌山市 友田町5-18和歌山ターミナルビル５F

073-402-0015

洋食みやび

和歌山市 神前158-2コーポひかり 1F 洋食みやび

073-419-0194

和歌山市 松江北7-10-8HOTEL きのくに

073-451-6898

レストラン

きのくに

3階

１階

073-494-5500

レストランフライヤ

和歌山市広瀬中ノ丁１丁目１３番地

073-422-0115

ロイヤルホスト和歌山店

和歌山市北汀丁2

073-428-1921

Wakanoura Nature Resort EPICHARIS

和歌山市新和歌浦2-4

073-447-0001

店舗名

住所

店舗電話番号

イタリアン
Amuni

和歌山市 西ノ店17ニシノタナノBldg.1階

073-425-5550

ALLALUCE GRILL&BAR

和歌山市 吉田816パルファンビルB1F

073-435-5546

イ・ボローニャ

和歌山市十番丁19番地

073-422-8228

伊酒屋 prego

和歌山市 太田1-4-34伊勢屋ビル1F

073-474-9990

石窯ポポロ

和歌山市 本町1-27-1

073-499-4354

イタリア食堂

キッチンキャミー

十番丁ビル５階

和歌山市十番丁５９ライオンズマンション十番丁１０２

073-422-3839

イタリア料理ツインバード

和歌山市湊通丁北2丁目1-2

073-436-1200

Italian dining No.Boo

和歌山市大谷4-3

073-499-8708

和歌山市毛見1517

073-448-1119

IL TEATRO

和歌山市吉田８６５ぐりる中村ビル２階

073-433-7511

Buono Napoli和歌山駅前

和歌山市 美園町4-75

073-427-9000

El SoRa

和歌山市 友田町2-147

Osteria il pagliaccio

和歌山市 岡山丁35坂田ビル一階

073-499-5211

鎌倉パスタ

イタリアンレストラン

カーロ・エ・カーラ

イオンモール和歌山店

080-5718-8553

和歌山市 中字楠谷573

073-480-5309

Caratello

和歌山市 寄合町50

073-499-4535

キッチンだるま

和歌山市畑屋敷端ノ丁40

073-435-0088

キャナリィロウ和歌山店

和歌山市狐島476-1

073-455-3266

ジョリーパスタ榎原店

和歌山市 榎原147-1

073-480-5201

STEAK&WINEバベーネフォルテ店

和歌山市 本町2-1フォルテワジマビル７Ｆ

073-488-1123

センプレコンテ中島店

和歌山市 中島571-1センプレコンテ中島店

073-475-1028

Tave Tab

和歌山市 太田1-4-9-1芝尾ビル1階

073-496-4888

Hamanomiya Lassical

和歌山市 毛見994アランチャビル2階

ピアサピド和歌山イオンモール店

和歌山市中字楠谷573イオンモール和歌山

FUN +Zero

和歌山市東長町9-3

073-427-8000

ポポラマーマ

和歌山店

073-497-8730
1階

073-498-7890

和歌山市 新生町7-20イズミヤ和歌山店内1階

073-427-0630

maremare元寺町

和歌山市元寺町1-15

073-499-5546

ミスターマジック

和歌山市友田町2-153セッサビル

MILANODUE

和歌山市板屋町11小畑ビル1F

La Taverna COVO

和歌山市 雑賀屋町36雑賀屋町ビジネスパーク103号

073-427-6110

LAF Pasta&Pancake

和歌山市 鷺ノ森中ノ丁3レジデンスファイブ102号

073-427-2185

7

073-428-3965
090-6067-3732

和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

イタリアン
レストラン・カフェ

デサフィナード

和歌山市 紀三井寺807-2（医大北隣）

073-441-6166

ワイン居酒屋発

和歌山市板屋町3

073-431-8282

ワイン食堂Enotolia

和歌山市 十番丁66メゾン十番丁1F

073-436-3232

店舗名

住所

店舗電話番号

フレンチ
オテルドヨシノ

和歌山市 手平2-1-2和歌山ビッグ愛12F

073-422-0001

隠れ家アンジュ

和歌山市野崎3-14

073-456-1355

サロン・ド・ブレスト

和歌山市 片岡町1-1-59

073-436-6033

JOY味村

和歌山市片岡町1－1－29パークハウス2階

073-426-4433

和歌山市 小野町1-24

073-433-0912

フランス料理松原亭

和歌山市松江北4-7-23

073-453-9898

BONAPPETIT

和歌山市黒田2丁目2-4リエス和歌山駅前1F

073-499-5672

フランス料理

リストランテ

ラパン

和歌山市湊紺屋町1－20第2冨士ホテル2階

073-428-1103

レストラン

サンクシェール

アミティエ

和歌山市七番丁26番ー1モンティグレ3階

073-435-0390

レストラン

デューン

和歌山市三木町堀詰３０番地

073-433-7716

店舗名

住所

店舗電話番号

中華・台湾
大阪王将 パームシティ和歌山

和歌山市中野31-1

073-480-3050

大阪王将 和歌山カーニバル店

和歌山市新生町57-1

073-427-1588

可口楽 近鉄百貨店イートインコーナー

和歌山市友田町5-18

073-433-1122

可口楽

和歌山市美園町5-4-9伊江島ビル2階

073-421-8889

紀乃郷

和歌山市 北島82

073-452-7107

餃子の王将

海南店

和歌山市毛見629-8

073-445-6177

餃子の王将

紀三井寺店

和歌山市紀三井寺字南前浜646-1

073-446-1300

餃子の王将

国体道路店

和歌山市小雑賀3-5-27

073-425-7272

餃子の王将

延時店

和歌山市延時前地116-1

073-453-1921

餃子の王将

和歌山堀止店

和歌山市堀止南ノ丁4-26

073-425-7228

餃子の王将和歌山駅前店

和歌山市 美園町5-7-7北川ビル内

073-425-0065

京風中華厨房

和歌山市雑賀町49-11

073-427-3317

詩仙

上上

和歌山市 雑賀町111

073-422-6572

新中国料理勝喜楼

和歌山市吉田830オードリービル

073-433-0085

中華食堂 猪八戒

和歌山市 五番丁10五番町ビル1F

073-423-6622

中華バル錦斗雲

和歌山市太田2丁目8-14太田テナントビル1-2

073-474-6117

中華飯店

香来

和歌山市 美園町5丁目61和歌山ミオ

073-426-1881

中華料理

海星楼

B1F

和歌山市 向70-5キシコーポ1F

073-454-5004

中華料理香港

和歌山市中之島884-64

073-432-8550

中国彩

和歌山市 坊主丁1

073-426-3434

和歌山市元寺町2-13

073-428-0099

中国料理 ニイハオ

和歌山市黒田177-8

073-473-7510

中国料理 楼蘭

和歌山市太田1-12-22

073-472-9516

中国料理螢

和歌山市 狐島298-1FOXYテラス1F

073-454-2115

長安

和歌山市中之島向の芝2319スタープラザ2F-B

073-431-6688

東和飯店

和歌山市 畑屋敷千体仏丁13

073-431-3068

南国飯店

和歌山市 手平1-1-5

073-436-5970

百楽和歌山シノワーズ

和歌山市友田町5丁目18番地和歌山ミオ北館5階

073-402-7541

紅虎餃子房

和歌山市中字楠谷573

073-494-3909

崇華

中国酒家

くうくう

和歌山店

イオンモール和歌山1F

香港スタイル飲茶レストランGFC

和歌山市畑屋敷東ノ丁22

マイカー食堂

和歌山市 毛見1107

蘭香園

和歌山市 七番丁26-1モンティグレ304
8

073-499-6789
073-445-5502
蘭香園

073-488-8298

和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

ラーメン・つけ麺
味千拉麺

和歌山北インター店

和歌山市田屋105

紀州麺処

誉

和歌山市西の店２０

073-461-3567
073-488-3141

希望軒パームシティ和歌山店

和歌山市 中野31-1パームシティレストラン街内

京橋

幸太郎

090-1897-2776

和歌山市 本町1-1サンケイ京橋ビル地下1階

073-432-9399

幸龍創房アロチ店

和歌山市北新地分銅丁12番地末吉ビルアロチ1FB

073-499-4488

幸龍創房 県庁前店

和歌山市雑賀屋町東ノ丁64番地

073-424-3611

薩摩ラーメン四天王園部

和歌山市園部６４０－６

073-462-4977

薩摩ラーメン斗天王

和歌山市中之島2267ファインビルQ 1F

073-425-2248

清乃

和歌山市友田町5-18

073-433-1122

ちゃんぽん

和歌山市毛見６５－５

073-444-9246

中華そば

丸田屋

さらしな
次郎丸店

和歌山市次郎丸76-3

073-480-1245

中華そば

丸田屋

ぶらくり丁店

和歌山市 北新5-35-1

073-423-1245

中華そば

まる豊

和歌山市黒田2丁目2-4リエス和歌山駅前1Ｆ

073-488-1133

和歌山市 田中町4-84

073-424-1689

和歌山市中字楠谷５７３番地

073-499-8486

中華そば専門店

井出商店

つけ麺・豚丼

天地人

どうとんぼり神座

イオン和歌山店

和歌山国体道路店

和歌山市 小雑賀805-1

073-499-7719

どうとんぼり神座イオンモール和歌山店

和歌山市 中楠谷573イオンモール和歌山

長浜らーめん紀の川店

和歌山市向168-1

073-451-8889

長浜らーめん国体道路店

和歌山市三葛391

073-448-0889

長浜らーめん和歌山本店

和歌山市神前496-3

073-472-8889

ばり馬和歌山紀三井寺店

和歌山市 毛見12-11

073-488-7168

ばり馬和歌山四ヶ郷店

和歌山市 加納204-2

073-488-7318

ばり馬和歌山新堀店

和歌山市 手平6-108-1

073-494-4851

丸源ラーメン

和歌山市湊1827-6

073-480-5514

御膳松店

3階

和歌山市美園町5丁目61

麺麺家

和歌山市 新生町7-20イズミヤ和歌山店内1階

073-427-0337

麺屋ひしおJR和歌山駅前店

和歌山市 美園町5-7-12蔵時ビル一階

073-499-8099

麺屋みやび

和歌山市 太田2-14-9太田ビル102号

073-499-8726

ラーメン入江屋

和歌山市 元寺町1-15住吉ビル101

073-424-0390

来来亭

和歌山市島崎町５丁目２－１

073-423-1650

らぐまんラーメン黒田店

和歌山市 黒田258-7玉置マンション

073-475-1200

龍王亭

和歌山市美園町4-82

073-431-2086

リンガーハット和歌山北店

和歌山市狐島262-4

073-457-2565

和歌山島崎店

店舗名

B1F

073-456-6780

丸美商店
和歌山店

和歌山ミオ

フードコート内

住所

073-426-1231

店舗電話番号

焼肉・ホルモン
天っ晴れホルモン

和歌山市 太田1-4-13

073-472-0222

伊藤課長イオンモール和歌山

和歌山市中楠谷573イオンモール和歌山1F

073-488-5777

うし丸

和歌山市 友田町2-65かぶとビル2階

073-428-0141

和歌山市 匠町44-1

073-435-0153

お食事処たなか

和歌山市 黒田2-1-18第2平田パークハイツ1F

073-472-2317

カルビ一丁和歌山店

和歌山市友田町4-21

073-421-7355

季之家

和歌山市 美園町3-34けやきONE1F

073-499-4111

牛角 塩屋店

和歌山市 塩屋5-124-2

073-441-5529

牛角

和歌山ガーデンパーク店

和歌山市 北島453コンプラベルデⅠ-1F

073-480-5529

牛角

和歌山北店

和歌山市 東旅籠町9

073-423-1629

和歌山市北新4-3

073-432-3399

和歌山市 善明寺370-1

073-453-4503

和歌山市 神前136-1

073-475-2525

和歌山市 畑屋敷中ノ丁5和綿ビル1Ｆ

073-424-1724

和歌山市北島453番地の1

073-480-5270

アロチ店

ウシマル

ブラクリ丁店

きりく
けむり屋
神前酒場

情熱ホルモン

極旨新鮮焼肉酒屋炎炎
しゃぶしゃぶ焼肉専門店

竹屋

9

和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

焼肉・ホルモン
ジャン雑賀町店

和歌山市雑賀町８

073-424-3755

食道園

和歌山市北新5-64

073-432-3131

炭火さらい

和歌山市元寺町5-55浦野ビル1F

073-422-3929

炭火焼肉

和歌山市太田1丁目12-31

073-473-2911

炭火焼肉 備

なのはな

和歌山市 美園町5-7-10

073-424-0788

大衆焼肉はち

和歌山市 西庄394-54レスペート西庄１-102

073-460-2587

天ざんＰＬＵＳ

和歌山市 新生町10-6

073-432-5555

肉のまるふく

和歌山市狐島357-3

073-457-2955

ハンジョン

和歌山市 小雑賀3-6-18

073-402-6078

望屋

和歌山市雄松町3丁目18-16

073-435-4009

ホルモン酒BAR燦

和歌山市友田町3丁目75

073-496-0349

本格焼肉

狐島店

和歌山市 畑屋敷千体仏丁21-2ヴィラ・デステ１F

073-423-4129

Meat Dining きた川牛侍

職肉屋
キーノ和歌山店

和歌山市東蔵前丁３９２階

073-431-1161

Meat Dining きた川牛侍

本店

和歌山市和佐関戸２５－２

水辺焼肉meat×meet

和歌山市 卜半町33ミートビル１Ｆ

三楽

和歌山市大谷351

073-477-0029
D号室

ウイング山路1F東3

073-499-7330
073-480-4133

焼肉

陵しん

和歌山市 新雑賀町2河内産業ビル 1F

073-488-5874

焼肉

ザ

和歌山市 太田23-7サンビル1階

073-481-2844

焼肉

三国一EX塩屋店

和歌山市塩屋5-67-1

073-441-8710

焼肉

三国一梶取店

和歌山市梶取162-1

073-480-4600

焼肉

三国一黒田店

和歌山市黒田249

073-475-3100

焼肉

はま乃

和歌山市駿河町42

073-419-0100

焼肉

べこ

和歌山市 友田町3-63-1宮崎ビル1F

焼肉

まんぷく

和歌山市新雑賀町12

ゴッドタン

090-4274-2589
073-423-3328

焼肉Ｃａｒｏｓｓｏ（カロッソ)

和歌山市中之島510-41

焼肉きんぐ国体道路店

和歌山市中島188-1

073-425-5151

焼肉ジャン(国体道路)

和歌山市手平2-5-45

073-428-2928

焼肉酒家 和楽

和歌山市古屋95-3 メインストリート豊和A-105

073-488-1329

やきにくだいすき和歌山北インター店

和歌山市 田屋150

073-462-6929

炭火焼肉とからから鍋

和歌山市 中之島2262ローズ向ノ芝

焼き肉

千成屋

和み

090-1443-8929

103

073-499-4774

和歌山市塩屋６－３－２９

073-447-1029

和歌山市 平井東前島147-1

072-466-2301

焼肉啓

和歌山市上三毛９４５－１

073-465-2322

焼肉みしま

和歌山市西浜3丁目1027-1

073-445-6083

焼肉家

YAKINIKU BUFFET左近

紀ノ川店

和歌山市 太田2-14-9太田ビル1F

073-472-3880

やまもと商店

きねん

和歌山市南材木丁3丁目55

073-427-0078

ライオンホルモン

和歌山市元博労町3

073-426-8129

和牛焼肉

和歌山市中之島2244

073-422-1400

わらいや
店舗名

住所

店舗電話番号

韓国料理
韓国酒場

CHOKKARA

和歌山市 美園町４丁目58

韓国料理

京

073-488-8608

和歌山市 中之島2255宮下ビル1F

090-7969-0406

韓杯

和歌山市 畑屋敷兵庫ノ丁12青木ビル２階

090-9056-0509

韓マウン

和歌山市松江中3-2-7

073-454-7086

和韓食

和歌山市中之島2244

073-423-5500

わらいや
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和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

アジア・エスニック
アジアンキッチンアロヒ 紀三井寺店

和歌山市紀三井寺811-43ブルーミングシャトー105

073-499-5088

インド料理専門店 クシュクシュ 鳴神店

和歌山市鳴神1220-3

073-474-8168

ＧＡＲＡＭ

和歌山市 美園町5-7-9キタビル1Ｆ

073-432-3137

サンマルコカレー

和歌山市友田町5-18

073-433-1122

DeeDeeタイキッチン

和歌山市 美園町3-25宮崎ビル1F

073-481-6700

ＭＡＳＡＬＡ

ＩＮＤＯ

ＰＡＫ

ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ

店舗名

住所

店舗電話番号

各国料理
ゴンドワナ

和歌山市毛見1527

073-448-0008

ラムインディアンレストラン

和歌山市 中之島884-56

073-402-3123

店舗名

住所

店舗電話番号

お好み焼き・もんじゃ
IKORA
お好み焼き・鉄板ダイニング

やいたん

和歌山市 西浜3-9-60榎本マンション1F

073-446-2426

和歌山市北ノ新地2-5-2

073-431-1300

お好み焼道とん堀

和歌山塩屋店

和歌山市 宇須3-176-13

073-425-8844

お好み焼道とん堀

和歌山向店

和歌山市 向201-1

073-456-0044

お好み焼き・ねぎ焼き

花〇

和歌山市 吉田812ヤマイチPLAZAアロチANNEX1階

073-497-8701

お好み焼き華

和歌山市 北新3-8北新ビル1階

鶴橋風月ガーデンパーク和歌山店

和歌山市 松江向鵜ノ島1469-1ガーデンパーク和歌山店2階

073-480-3555

鉄板焼き

和歌山市毛見1131-12

073-463-7970

和歌山市本町1-21F

073-423-2772

さかぐら

和だ田
店舗名

住所

080-8745-8574

店舗電話番号

カフェ・スイーツ
アフタヌーンティー＆ティールーム

和歌山市友田町5-18

073-433-1122

ISOLA

和歌山市十番丁19番地十番丁ビル１階

073-432-1040

和歌山市永山1076-7

073-494-5050

和歌山市六十谷7-4

073-488-5908

和歌山市 中字楠谷573イオンモール和歌山1階

073-499-6261

Gatto blu

和歌山市 雑賀崎1294

073-499-5005

Cafe Trinity＆Unity

和歌山市雑賀町2

073-423-5220

和歌山市東長町6丁目20番地 セイワビル1階

073-435-5050

和歌山市北野７４４－４

073-461-8555

BELLA

お池カフェ
Orange

セントゼファー

Cafe

果汁工房果琳

イオンモール和歌山店

Cafe RAINBOW
カフェ･ディ・エスプレッソ

珈琲館紀ノ川ＳＡ店

Cafe・de・beau

和歌山市 大谷34-1

073-453-0090

カテリーナ

和歌山市 毛見1517

073-448-1172

スキレッタスキレッテ

カフェ＆ベーカリー
CAFE＆MESHI

和歌山市栄谷174-1

073-488-3260

cafe&rest Ann

和歌山市 鳴神1051-1ウイング花山106

073-496-4525

カフェ英國屋

和歌山市友田町5-18

073-433-1122

cafe古屋あぱーと

和歌山市古屋151-4

073-453-6929

かふぇCoron

和歌山市梶取1-27

073-481-5059

カフェダイニングカラーズ和歌山北店

和歌山市 延時147-39

073-457-1255

カフェダイニングカラーズ和歌山店

和歌山市 小雑賀808-17

073-402-7277

カフェドバロン

和歌山市太田1丁目11-13OEビル 1A

カフェマハロ

和歌山市和歌浦中3-3-8ハートブルーユニオン

090-4033-7633

和歌山市島崎町6丁目18-1パルネット101

090-7115-7443

喫茶

Rai

073-488-6616

喫茶富士アイス

和歌山市紀三井寺811-1（和歌山医大附属病院内）1Ｆ東玄関

073-446-4516

喫茶水茶都

和歌山市築港1-11

073-432-5887

kitchen&cafe25nigo

和歌山市 鈴丸丁18タツミビル102号

073-488-2560

くくたちshop+cafe

和歌山市 出口甲賀丁38-2

073-460-8137

GOOD LUCK COFFEE 和歌山黒田店

和歌山市 黒田17-1ル・ロワヴェール小川１Ｆ

073-471-4618
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和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

カフェ・スイーツ
珈琲焙煎＆カフェGreenBeans

和歌山市太田2-14-9太田ビル1F

073-406-0967

コーヒー&サンドウィッチ

和歌山市東長町10-13

073-426-2080

coffee＆wine語りばさ

サントピア

和歌山市 友田町4-1-8

073-431-9676

ココイロカフェイオンモール和歌山店

和歌山市 中字楠谷573イオンモール和歌山１階

ココna

和歌山市 畑屋敷西ノ丁88

080-3532-4832

コナズ珈琲和歌山

和歌山市 紀三井寺648-3

073-447-3055

コメダ珈琲店和歌山大浦街道店

和歌山市今福５丁目６番４３号

073-426-0141

the public

和歌山市 北桶屋町7

073-499-8925

サーティワンアイスクリームイオンモール和歌山店

和歌山市中字楠谷573番地

073-499-6431

サーティワンアイスクリームガーデンパーク和歌山店

和歌山市松江1469-1

073-452-8531

サーティワンアイスクリーム和歌山国体RS店

和歌山市三葛391-1

073-445-1631

サンドウィッチ&カフェ

和歌山市小松原通1丁目1県民文化会館2階

073-426-7839

和歌山市七番丁11-1

073-488-8088

サントピア

ステラ

SANDOYA
サンマルクカフェ

イオンモール和歌山店

073-456-2552

和歌山市 中字楠谷573

073-480-6309

Ｃ.101シーイチマルイチ

和歌山市 和歌浦東3丁目4-16

073-488-2468

JAMES

和歌山市 中字楠谷573イオンモール和歌山

TAYLOR

イオンモール和歌山店

080-5718-5426

食堂ことぶき

和歌山市畑屋敷葛屋丁22

073-422-0559

スターバックス コーヒー TSUTAYA 和歌山高松店

和歌山市 西高松1-7-87

073-421-3399

スターバックス コーヒー 蔦屋書店 和歌山市民図書館店 和歌山市 屏風丁17和歌山市民図書館

073-488-3540

センプレコンテパティオ

和歌山市小雑賀613-4

073-426-0246

タリーズコーヒー和歌山MIO店

和歌山市美園町5丁目61

つぶらカフェ

和歌山市加太1070-91

073-459-2611

D's SWEET CAFE

イオンモール和歌山

和歌山MIO

1F

073-402-7484

和歌山市中字楠谷573イオンモール和歌山(1F区画1019-d)

03-5488-8038

take"A"cafe

和歌山市元寺町1丁目25富士アイスビル2Ｆ

073-433-8755

TESSAI

和歌山市 大谷224-2

073-455-4030

時の和珈琲

和歌山市美園町5-1-1JAビル1F

073-436-0077

toco*towa

和歌山市塩屋4-6-57

073-446-2311

toco*towaDELI

和歌山市中島528

073-488-2102

dog cafe & run pinon

和歌山市 塩屋4-5-14

073-481-6616

tomato

和歌山市板屋町32階

073-422-7852

DOLCE e CAFFE ARANCIA

和歌山市毛見994

073-444-6171

タリーズコーヒー日本赤十字社和歌山医療センター店

和歌山市 小松原通4-201Ｆ

073-435-0234

Bird of passage

和歌山市 明王寺116-1

073-488-5150

8hachi 食パンとコーヒーとおやつ

和歌山市 毛見1124-13

073-446-0049

Whoopee Shot

和歌山市松江北5丁目2-19

073-455-5555

FAVORITE COFFEE wakayama

和歌山市 十二番丁55

073-426-1245

ふくろうの湯 ジュースバーFUFU

和歌山市 本町2丁目1フォルテワジマ地下1階

073-423-2960

Bring Book Store

和歌山市 吹上1-4-14和歌山県立近代美術館2階

073-425-4344

星乃珈琲店

和歌山市太田3丁目1-31

073-488-5291

MARKEY'S COFFEE

和歌山宮街道店

和歌山市狐島598番1号

073-453-1157

マサキ珈琲

中島本店

和歌山市 中島546-1

073-474-3456

マサキ珈琲

福島店

和歌山市 福島613-9

073-456-2567

まめきど

和歌山市 塩屋5-5-47

073-499-5158

モロゾフ

和歌山市友田町5-18

073-433-1122

焼菓子と小さなcafechouchou

和歌山市 三葛101-3

073-481-5928

la maison clochette

和歌山市西汀丁61

073-433-7788

和歌の浦カフェ

和歌山市和歌浦南3-10-1

073-418-5888

マーレライ
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和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

丼もの
海鮮丼

肉とか魚とか

和歌山市 美園町5-2-6

073-499-8293

かつや和歌山北インター店

和歌山市 直川船渡田426-3

073-464-4446

かつや和歌山小雑賀店

和歌山市 小雑賀3-5-14

073-435-0626

すき家

ラウンドワン和歌山店

和歌山市小雑賀739-3

0120-498-007

すき家

和歌山秋月店

和歌山市秋月304-5

0120-498-007

すき家

和歌山榎原店

和歌山市榎原字西塩田215-1

0120-498-007

すき家

和歌山大谷店

和歌山市大谷字藤原田87-2

0120-498-007

すき家

和歌山西浜店

和歌山市西浜778

0120-498-007

すき家

和歌山吉田店

和歌山市吉田392

0120-498-007

肉問屋肉丸商店イオン和歌山店

和歌山市中字楠谷573

073-488-6529

はやし旅館

和歌山市紀三井寺673番地

073-444-1004

やぶ新

和歌山市新和歌浦１－１

073-460-0107

吉野家和歌山築地橋

和歌山市 舟津町1-10

073-421-1645

吉野家２６号線紀ノ川

和歌山市 向203-1

073-457-2539

吉野家４２号線紀三井寺

和歌山市 紀三井寺541-1

073-448-2164

吉野家和歌山東

和歌山市 太田564-3

073-476-2258

店舗名

住所

店舗電話番号

ファミリーレストラン
ガスト 和歌山平井店

和歌山市平井１６９－１

073-480-3245

ガスト 和歌山湊店

和歌山市湊１８３３－５

073-480-2870

CoCo壱番屋

和歌山国道26号店

和歌山市 中112

073-480-5633

CoCo壱番屋

ラウンドワン和歌山店

和歌山市 小雑賀739-3

073-428-0075

ココス

紀ノ川店

和歌山市 向206-1

073-457-2103

ココス

和歌山店

和歌山市 新生町11-14

073-435-2586

和歌山市 西庄349-3

073-480-5322

ステーキガスト 和歌山市駅前店

和歌山市元博労町２４

073-435-2127

トマト＆オニオン塩屋店

和歌山市宇須２丁目２７２番

073-402-1010

ノア・ハウス

和歌山市内原886

073-444-1227

阪和道 紀ノ川SA 上り線 紀ノ川水了軒レストラン

和歌山市 北野744-1阪和道紀ノ川SA上り線

073-461-8861

ビッグボーイ和歌山砂山店

和歌山市 砂山南4-4-1

0120-181-120

和食さと

パームシティ和歌山店

和歌山市 中野31-1

073-457-2250

和食さと

和歌山北インター店

和歌山市 直川546-1

073-461-2500

ジョイフル

和歌山西ノ庄店

店舗名

住所

店舗電話番号

ファーストフード
ケンタッキーフライドチキン

紀三井寺店

和歌山市三葛315-1

073-444-8818

ケンタッキーフライドチキン

和歌山北インター店

和歌山市田屋102-1

073-464-2411

ケンタッキーフライドチキン

和歌山パームシティ店

和歌山市中野字長佐31-1

073-457-0558

ケンタッキーフライドチキン和歌山CITY店

和歌山市 元寺町5-58

073-435-2830

タリーズコーヒー和歌山マリーナシティ店

和歌山市毛見1527

073-448-0008

Buuu’s Burger

和歌山市湊1827-4

073-488-6312

松のや和歌山太田店

和歌山市 太田4-5-1

073-475-8605

松屋紀ノ川大橋店

和歌山市 湊1820-99

073-480-1985

松屋小雑賀店

和歌山市 小雑賀573-9

073-402-3186

松屋和歌山向店

和歌山市 向220-3

073-457-9060

めでたいやき本舗

和歌山市元町奉行丁2-69

073-499-5002

モスバーガー三年坂店

和歌山市岡山丁2-7

073-436-2741

モスバーガー紀ノ川店

和歌山市 次郎丸82-1

073-452-8477

モスバーガー紀三井寺店

和歌山市 紀三井寺674

073-444-0575
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和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

定食屋
大戸屋 和歌山カーニバル店

和歌山市新生町57-1

073-499-4661

から好し 和歌山北店

和歌山市狐島２４３－６２

073-457-2750

牛たん仙台なとり和歌山店

和歌山市 中楠谷573イオンモール和歌山店3階

073-499-5129

たべごとや木場

和歌山市 四番丁1

073-488-6488

てまり

和歌山市北野７４４－４

073-461-8555

FOOD HUNTER PARK 火の食堂

和歌山市明王寺479-1

073-499-4270

まんぷく食堂

和歌山市 西浜872-1

0734-88-7711

西浜店

やよい軒

和歌山インター店

和歌山市栗栖685-4

073-476-5668

やよい軒

和歌山大浦店

和歌山市湊45-1

073-435-5018

和歌山市 和歌浦東2-6-2

073-444-0525

WAKAYA津屋
店舗名

住所

店舗電話番号

その他グルメ
厚切りとんかつよし平

キーノ和歌山店

和歌山市東蔵前丁39キーノ和歌山2階

073-431-1166

厚切りとんかつよし平

和歌山バイパス店

和歌山市島239-1

073-463-7646

IL GUSTO

和歌山市本町2丁目1番地 フォルテワジマ1F

073-488-1880

ヴィドフランス和歌山店

和歌山市美園町5-61和歌山 MIO 1F

073-421-3611

オープンフロアー

和歌山市中之島2244

073-422-9800

ワライヤ

お食事処味和囲

和歌山市 本町2-1フォルテワジマB1F

073-432-8088

お天守茶屋

和歌山市一番丁3番地

073-488-7640

かき惣

和歌山市北休賀町8

073-422-0114

華月殿

和歌山市 屋形町2-10

073-424-9392

カフェ&レスト 紀和 紀伊店

和歌山市 弘西773-17

073-461-6387

カレーハウスCoCo壱番屋和歌山北インター店

和歌山市田屋111-1

073-464-0778

カレーハウスCoCo壱番屋

和歌山黒田店

和歌山市黒田１２８－１

073-488-5580

カレーハウスCoCo壱番屋

和歌山JR駅前店

和歌山市美園町４丁目７３赤井ビル1階

073-427-0522

天守閣前

喫茶トーラス

和歌山市 中島185コーポ中島

喫茶マリンナ

和歌山市美園町5-4-4

073-424-7616

黒潮市場

和歌山市毛見1527

073-448-0008

げんまん

和歌山市 木挽丁24

073-423-5590

SHINY

和歌山市秋月468-8プライムパーク秋月１号

073-481-2655

雀けん庵

和歌山市吉田６１１

073-428-2661

十四階農園

和歌山市七番丁２３和歌山市役所１４階

073-435-1171

諏訪園

和歌山市新堺丁４０

073-423-1154

第二スナックコーナー

和歌山市北野７４４－４

073-461-8555

たこ笑

和歌山市 古屋434-2K&Sプラザ1階

073-454-0141

和歌山市友田町5-18和歌山ミオ 北館 5F

073-488-8113

和歌山市 本町1-2カ・ドーロ京橋地下1階

073-425-1105

たんとと和くら

和歌山ミオ店

BAR風
フードコート

パームシティ和歌山店

和歌山市中野31-1

Home Cooking YOU&ME

和歌山市 友田町3-52たかしまビル２階

ホテルアバローム紀の国

和歌山市 湊通丁北2丁目1-2ホテルアバローム紀の国

むすび家

和歌山市福町28ハウスブルーネ101

やみつきステーキ
和歌山加太温泉

西浜店
加太海月

和歌山マリーナシティホテル

090-7485-4415

073-456-2040
090-8121-6716
073-436-1200
090-6607-3108

和歌山市 西浜918-2

073-488-1707

和歌山市加太1905

073-459-0015

和歌山市 毛見1517

073-448-1120
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和歌山市内の利用可能店舗
令和3年3月15日現在

(わかやまGoToEatｷｬﾝﾍﾟｰﾝ)
店舗名

住所

店舗電話番号

うどん・そば
いづみ亭

和歌山店

和歌山市 新生町7-20イズミヤ和歌山店内1階

073-427-0337

うどん工房

かつらぎ

和歌山市園部1505-7

073-462-7227

香の川製麺

川辺店

和歌山市 里五段10-1

073-462-2250

香の川製麺

築地橋店

和歌山市 舟津町1-10

073-428-0685

香の川製麺

和歌山次郎丸店

和歌山市 次郎丸229-1

073-454-8071

杵屋

和歌山駅MIO北館店

和歌山市友田町5-18

和歌山ミオ北館5F

073-422-5215

讃岐飩庵

和歌山市小雑賀585-3

073-499-4687

しなの路 秋葉

和歌山市秋葉町44-4

073-446-8000

信濃路

紀伊川辺店

和歌山市川辺220スーパーセンター紀伊川辺店内

073-464-0007

信濃路

キーノ和歌山市駅店

和歌山市東蔵前丁39 キーノ和歌山2F

073-431-1444

信濃路

紀ノ川店

和歌山市平井東前島147-1

073-480-3339

信濃路

国体道路店

和歌山市中島205-1

073-427-2451

しなの路 JR和歌山駅前店

和歌山市美園町5-1-1 JAビル２F

073-436-0088

信濃路

四ヶ郷店

和歌山市新在家144-1

073-473-0555

信濃路

鳴神店

和歌山市鳴神1059-1

073-473-7722

信濃路

日赤和歌山医療センター店

和歌山市小松原通4-20日本赤十字社和歌山医療センター1F

073-488-6599

信濃路 本町店

和歌山市七番町26-1ダイワロイネットホテル1F

073-427-2652

信濃屋

和歌山市美園町５－６１

073-436-4708

蕎麦

和歌山市湊本町三丁目七番

073-422-6039

和歌山市元寺町1丁目82

073-422-4347

野田や

力餅
つけ鴨うどん鴨錦
十割蕎麦

友田町店

やまみち

和歌山市友田町2-127鴨錦ビル１F
和歌山市 万町25フューチャー本町202

073-499-7897
080-8032-0259

のらや和歌山ガーデンパーク店

和歌山市 松江向鵜の島1469-1

073-480-3888

はなまるうどん

和歌山市中字楠谷町573イオンモール3Ｆ

0734-80-6870

はなまるうどん大浦街道店

和歌山市 舟津町2-10-4

073-428-0870

本家手打ちもとや

和歌山市 田屋107-1本家手打ちもとや

073-462-8866

丸亀製麺和歌山

和歌山市 小雑賀3-6-157

073-426-7490

丸亀製麺和歌山大谷

和歌山市 大谷240-1

073-454-0081

イオンモール和歌山店
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