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八瀬寿司

1

お食事とお宿

11:00 ～ 14:00

11:00 ～ 21:00
火曜日
0735-66-1218
串本町江田468-1
あり
地元の魚を取り寄せており、大きなネタが自
慢です。

4

みさきロッジニシダ

昼）11:30 ～ 14:00
夜）17:00 ～ 21:00
要予約
不定休
0735-62-1474
串本町潮岬2864-1
あり
本州最南端の宿で太平洋を目の前にお食事い
かがですか。旬の食材・地魚を中心とした四
季折々・和洋折衷の創作料理です。お食事だ
けの利用もご予約で賜ります。

6

紀州なぎさの駅

水門まつり
11:00 ～ 15:00

なし
0735-62-7787
串本町串本1557-20
あり
毎日串本港で水揚げされた鮮魚を当日調達で
きる分だけ仕入れて料理しております。養殖
クロマグロの海鮮丼が人気。

8

OUTDOOR TRIP ㈱
昼）10:00 ～ 16:00
夜）18:00 ～ 21:00

なし
0735-65-0840
串本町樫野1035-6
あり
日中の喫茶軽食は予約不要ですが、夕食は予
約制となっております。通常のお食事会とと
もに、食事と宿泊施設併せてのご利用も可能
です。

えびす

月曜日
0735-67-0215
串本町和深1936-1
あり
生まぐろの味わえる和食のお店です。まぐろ
丼・まぐろ刺身の他、地元梅豚のとんかつも
人気メニューです。ジャズの流れる空間でゆっ
くりどうぞ。

3

串本海中公園レストラン

アクロポーラ
10:30 ～ 15:00

なし
0735-62-1122
串本町有田1157 串本海中公園内
あり
飛び魚等、太平洋を見ながら串本の新鮮な海
の幸をお楽しみいただけます。平日限定の日
替わりランチも充実しています。

5

潮岬観光タワー

昼）8:30 ～ 16:30
12 ～ 2 月）
8:30 ～ 15:00
なし
0735-62-0810
串本町潮岬2706-26
あり
近大マグロ丼など串本の美味しい魚を使った
メニューがたくさん。太平洋を望むレストラ
ンです。

7

びっくり伊勢海老
11:00 ～ 15:00

水曜日
0735-65-0100
串本町大島100-22
あり
地元でとれた生きた伊勢海老を土鍋で酒蒸し
します。

10

ラパン

カフェ・

9

樫野釣公園センター
10:00 ～ 15:30

9:00 ～ 21:00
水曜日（月１回は２連休あり）
0735-65-1212
串本町樫野990-1
あり
1890 年にトルコ軍艦エルトゥールル号が遭難した樫野崎
にある、ウサギの看板が目印の喫茶店。落ち着いた雰囲気で、
ゆったりくつろいでいただける空間です。観光情報パンフ
レットも沢山あり、旅のお手伝い役としてもご利用下さい。

12

お食事処

たい島

木曜日 ※祝日は営業 ※年末年始休業
0735-65-0002
串本町樫野1021-13
あり
プリッと引き締まったイセエビ、噛む度に旨
み溢れるアワビ、脂ののった寒ブリ、四季折々
の地元産海鮮料理を提供しています。イセエ
ビが丸ごと載ったイセエビ丼が大人気。

11

蕎麦とジビエ

福樹

8:00 ～ 20:00
日曜日（月曜日祭日の場合は日曜日営業）
0735-72-1156
串本町西向1260-2
あり
手作りの味にこだわったソース・タレは勿論、
全ての料理が手作りです。リーズナブルな値
段で地元のお客さんにも好評です。窓からの
景色も最高です。

14

焼き肉

樹樹

月曜日・火曜日（祝日は営業）
0735-65-0680
串本町樫野989-1
あり
紀伊大島の蕎麦処。くつろぎのスペースで手
打ちそばをご賞味ください。季節メニューで
鹿カレー南蛮もご用意しております。

13
夜）17:00 ～ 21:30
（ラストオーダー 21:00）

水曜日
0735-62-6132
串本町串本1754-8
あり
「串本＝魚」との概念をあえて「串本で焼肉」
として召し上がってみませんか？精肉店直営
の絶品黒毛和牛を味わってみて下さい。

16

11:00 ～ 15:00

こより -coyori-

古民家カフェ

13:00 ～ 16:00
（17:00 閉店）
不定休
0735-67-7194
串本町串本996
あり
古民家を改造した雰囲気抜群の喫茶店。ゆっ
たりと流れる時間をお楽しみ下さい。

イワシの目

9:00 ～ 18:30
毎週日曜 14:00 ～は
アマチュアライブ
無休
090-5099-0066
串本町古座191
なし
ホットコーヒー or アイスコーヒーのみ。フー
ドなしの雰囲気のある 1970 年代を再現した
ジャズ喫茶。レコードのコレクションは圧巻！

15

政美本支店
昼）11:30 ～ 14:00
夜）17:00 ～ 22:00

木曜日
0735-62-0732
串本町串本1944-2
あり
旬の地魚を握ります。串本で 50 年庶民派の
寿司屋として商いさせてもらっています。ま
た、焼酎も 60 種類以上あり、お鮨と共に楽
しんで頂けます。

18

無国籍割烹

紀の善

17

Blue

夜）17:30 ～ 25:00
（土・日 12:00 ～）
月曜日
0735-62-3117
串本町串本1735-38
あり
日本料理、寿司店ではありますが、魚貝を使っ
たグラタン・シチュー等創作料理も多数あり
ます。他にクジラ・イノシシ等肉料理も揃え
ております。

20

お食事・割烹

精乃門

20:00 ～ 24:00
月曜日・火曜日
090-7881-1636
串本町串本1735-107
あり
広いので団体のお客様のご利用も大歓迎！カ
ウンター６席、ボックス席２つ。

19

紀州原始焼

みなも -minamo-

17:00 ～ 21:30
月曜及び第３日曜日
0735-62-5077
串本1735-34
あり
串本で獲れた魚介類を中心とした料理が味わ
える人気店。メニューはレディースセットや
会席、おまかせコースなど。新鮮な食材の持
ち味を生かした料理が自慢です。

22

熔岩焼肉

鶏匠

17:00 ～ 21:00
不定休
0735-67-7766
串本町串本879-1
あり
紀州の恵みを活かしたイタリアンをベースとし
た和洋折衷の色鮮やかなオリジナルコース（約
10 品）を御用意。またオプションで料理に合
わせたドリンクペアリングもお楽しみください。

21

松すし
昼）11:30 ～ 15:00
夜）17:30 ～ 21:30

17:00 ～ 23:00
不定休
0735-62-5151
串本町串本1735-10
あり
「大和肉鶏」甘味、コク、締まり、適度な脂肪、
赤身を帯びた旨味。
こだわりの食材を溶岩石で是非ご賞味下さい。

24

串本旬彩

おおはし
昼 11:00 ～ 14:00
夜 17:30 ～ 21:30

水曜日・木曜日は夜のみ営業
0735-67-7466
串本町串本2304
あり
串本の新鮮な魚にこだわり、リラックスした
和の空間で心ゆくまでお寛ぎください。お昼
のランチメニューも充実しています。

不定休（月２回）
0735-62-0728
串本町串本1735-91
あり
串本の海で獲れた、新鮮で活きのいい美味し
い地魚を取り揃えてお待ちしております。

23

居酒屋

ひろや
17:30 ～ 22:00

日曜日 ※連休時は月曜日
0735-62-6614
串本町串本2304 成和ビル105
あり
地元の海の恵みを皆様に食していただきたく
食材には厳しくこだわって造っています。リ
ピーターも大変多いお店です。

26

居酒屋

稲

25

松ふさ
昼 11:30 ～ 14:00
夜 17:00 ～ 21:00

17:00 ～ 22:30
月曜日
0735-62-4830
串本町串本1757-6
あり
もつ鍋や季節の魚を使った新鮮な刺身が大人
気です。

28

めん処

海布（かいふ）

水曜日
0735-62-5455
串本町串本2411
あり
小部屋あり（２～５人）串本の魚を生かした
料理です。

27

LUCE

昼 11:30 ～ 14:00
夜 17:00 ～ 20:00
日曜日・月曜日
0735-62-1047
串本町串本2433
あり
のどごしの良い麺に上品なスープの味！ 豊富
なメニューが揃っています。丼物、ちゃんこ
鍋も大好評です。 冬はおでんも人気。

30

レストラン

サンドリア
11:00 ～ 21:00

不定休
0735-62-5667
串本町串本2505
あり
ソース類～メーン料理まで、全て手作りをモッ
トーとしております。手間をいとわない、美
味しいの一言がもらえるよう日々努力してお
ります。メニュー豊富です。

32

がんちゃん

20:00 ～ 25:00
月曜日
080-7711-1625
串本町串本1757-4
なし
楽しいママがお出迎えします。
初めての方も大歓迎です。

29

9:00 ～ 19:00
（日・祝）
12:00 ～ 18:00
水曜日
0735-70-4500
串本町串本2435
あり
田舎に突如現れた都会的な空間の喫茶店。本
格的なコーヒーと人気のチーズケーキが味わ
えます。ランチには特製キーマカレーや各種
ホットサンドもおすすめです。

31
16:00 ～ 23:00

不定休
0735-62-2378
串本町串本40-54
あり
豪快な漁師料理が並ぶお店です。地元の鮮魚に
こだわり、時には見たことないような地の海産
物が出てくることも。とにかくボリュームたっ
ぷりなので、予め料金提示しておく方がベスト。

TSUBAKI COFFEE AND MORE

すし

浜田
昼 11:00 ～ 14:00
夜 17:00 ～ 20:00

不定休
0735-62-0223
串本町串本1865
あり
夫婦でやっているこぢんまりとした店です。
店主が毎朝魚市場で仕入れてきた新鮮な地の
魚だけをお出ししています。

34

味処

香蔵（かぐら）

33

料理

萬口
11:30 ～ 21:30

17:30 ～ 23:00
毎週日曜日
0735-62-6162
串本町串本40-54
あり
おすすめ料理：串本の地魚料理、季節により
珍しい魚の料理とも出会えます。

36

Book&Turkish Bazaar

タイヨウのカフェ
10:00 ～ 21:00
なし

串本町串本2079-2 TSUTAYAWAY内
あり
「串本×トルコ」がコンセプトのブックカフェ＆ギフ
トショップ！トルコ雑貨やトルコ料理（ケバブ、ピザ、
トルコアイス等）トルコのお守り作り体験や民族衣
装などトルコ友好の町串本をお楽しみください。

38

東うなぎ 串本支店

昼 11:00 ～ 14:00
夜 16:30 ～ 18:00
※夜は土日のみ
火曜日
0735-62-3398
串本町串本10-12
あり
全国各地から仕入れた良質のうなぎを秘伝の
タレで焼き上げた自慢のうな重を一度お召し
上がり下さい。平日の夜はお持ち帰りのみ営
業しております。

40

居酒屋

よしくに
18:00 ～ 22:00

日曜日
090-3277-4492
串本町鬮野川1160-3
あり
地元で獲れた新鮮なお刺身やジビエ料理など
あります。ご来店お待ちしてます。

水曜日（祝日の場合は翌日）
0735-62-0344
串本町串本42-17
あり
地元で獲れた魚を使っています。特に、ケン
ケン漁で獲ったかつおを秘伝のタレと一緒に
味わって頂く「かつお茶漬け」が人気です。
行列のできる人気店です。

35

膳（ぜん）

平日 18:00 ～ 23:00
（日・祝日）
18:00 ～ 22:00
不定休
0735-69-2278
串本町串本2078-12
あり
串本の魚を中心に提供する居酒屋。
部屋は仕切られていて、落ちつけます。
お酒の種類が豊富。

37

中華ダイニング

龍伯（ろんぱ）
昼 11:00 ～ 14:30
夜 17:00 ～ 21:00

月曜日
0735-62-2665
串本町串本42-14
あり
中国飯店 ｢龍伯 ( ロンパ )｣ では、宴会 ･ 女子
会 ･ カップル ･ 友人同士でもお気軽にご来店
いただけるよう、味 ･ 見た目 ･ 価格にこだわっ
た創作中華料理をご提供しております。

39

寿司

勘八
昼 11:00 ～ 14:00
夜 17:00 ～ 21:00

不定休（基本：水曜日）
0735-62-4741
串本町串本10-15
あり
串本の天然魚を使ったお寿司は美味。お昼は、
寿司がメインになりますが、夜は予約で金額
を伝えて頂ければ金額に合わせた料理を提供
いたします。

42

ホテル＆リゾーツ 和歌山 串本

ティーラウンジ コラーユ
11:30 ～ 14:00
なし
0735-62-7771

あり
フルーツ王国・和歌山のおいしい果実を使っ
たご当地スイーツが人気の喫茶店です。

44

ホテル＆リゾーツ 和歌山 串本

日本料理 熊野灘

41

らーめん

麺屋

11:00 ～ 13:30
17:30 ～ 21:00
※週末 22:30
日曜日
090-6979-2263
串本町串本2153
あり
味噌らーめんがおすすめです！他にも唐揚げ、
トン串などもございます。ご来店お待ちして
ます。

43

ホテル＆リゾーツ 和歌山 串本

昼 11:30 ～ 14:00
夜 18:00 ～ 21:30

昼 11:30 ～ 14:00
夜 18:00 ～ 21:30
なし
0735-62-7771
串本町サンゴ台1184-10
あり
串本近海の新鮮な魚が食べられるお店です。

46

merry mom

なし
0735-62-7730
串本町サンゴ台1184-10
あり
旬の素材や地元の味わいを生かした本格的フ
ランス料理をお楽しみ下さい。満席の場合も
ございますので事前にご予約をお願いします。

45

エムズカフェ & ダイニング
昼 11:00 ～ 16:00
夜 18:30 ～ 22:00

11:30 ～ 18:00
不定休
0735-62-1815
串本町くじの川1245
あり
手作りの雑貨・ケーキ・日替わりランチのお
店です。お散歩の途中、ほっとひと息いかが
ですか？

48

シーサイドバル

ナンシーズ
11:30 ～ 14:00（13:30LO）
17:00 ～ 21:00（20:30LO）

毎週月曜（祝日の場合は翌日）第 3 日曜日
0735-67-7744
串本町くじの川1293-7
あり
橋杭ビーチを一望できる海沿いのバル。本格パスタ、石窯で焼
くナポリピッツアをメインに、季節毎の串本の魚介や南紀の食
材を使った料理を心おきなく楽しめます。世界各国のワインも
多数ご用意して皆様のお越しを心よりお待ち致しております。

レストラン ソレイユ

毎週月曜／第 1 火曜／第 3 日曜
0735-67-7190
串本町サンゴ台1107-10
あり
串本の新鮮な魚や、古座川産ジビエ肉を使用した
パスタや創作料理が味わえます。cafe、dining
ともに落ち着いた雰囲気でクラフトビールや旬の
食材を活かした料理はいかがでしょうか。

47

ビーチハウス

ラパン
9:00 ～ 17:00
※ 4 月 1 日～ 10 月末日

水曜日
090-3356-8305
串本町くじの川
あり（50 台）※ 7 月・8 月有料（1,000 円／日）
名勝橋杭岩を一望する海水浴場に併設された
施設。お食事とビーチアクティビティー（シー
カヤツク sup・フィッシングカヤック・海水浴）
春～秋のみ食事できます。

50

儀平菓舗 橋杭店（和菓子）

49

おざきのひもの

8:00 ～ 17:00
無休
0735-62-5075
串本町くじの川
あり
串本のお土産に「うすかわ饅頭」はいかかで
しょうか。店内では " 橋杭岩 " を眺めながら、
セルフのお茶もお召し上がりいただけます。

52

喫茶＆ワンコインランチ

ケープタウン

7:00 ～ 19:00
年中無休
0735-62-0337
串本町くじの川1477
あり
イートインスペースにて 11 時から 15 時ま
でひもの定食提供をしています。窓から海を
見ながらお食事できます。

51

道の駅くしもと橋杭店

9:00 ～ 18:00（4 ～ 9 月）
9:00 ～ 17:00（10 ～ 3 月）

8:00 ～ 17:00
月曜日
090-4285-6260
串本町くじの川1489
なし
国の天然記念物、天下の名勝【橋杭岩】を眼前に、
喫茶＆ワンコインランチの店として旅の疲れを
リフレッシュして頂きたく、真心こめてランチ
をご用意いたしております。

54

うどん・そば

はし杭

11:30 ～ 20:00
（19:30）
ラストオーダー
不定休 ※通常各週火曜日
0735-62-1163
串本町くじの川1548-1
あり
自家製麺のうどん・そばだけでなく、めはり
寿司やさんま寿司等の郷土料理もご用意して
おります。橋杭岩を眺めながらお食事ができ
ますので、是非お立ち寄りください。

フードコート

不定休
0735-62-5755
串本町くじの川
あり
地元の天然食材にこだわり、トコブシの浜茹で、
マグロの唐揚げがおすすめ！串本大島のキンカ
ンを使ったソフトクリーム、地元牧場とのコラ
ボのミルクソフトクリームも人気です！

53

橋杭観光センター
9:00 ～ 15:00

水曜日
0735-62-1463
串本町
あり
目の前、窓ごしに橋杭岩がみえる絶好のロケー
ションで、景色を見ながらお食事が楽しめます。
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喫茶

海里
6:30 ～ 16:00

不定休
090-2188-7193
串本町鬮の川1548-1-3
あり
道の駅くしもと橋杭岩の前にある小さな喫茶店。
チャーハン・焼きそば・サンドウィッチ・サイフォ
ンコーヒー 350 円などがあり、真心こめて手作
りメニューでおもてなししております。

