
半券チケット提示で、和歌山県内の飲食店・施設で割引やプレゼントなどお得なサービスを受けられる!

フェスタ・ルーチェ入場チケットを、掲載店
舗でご提示いただきますと、素敵な特典をプ
レゼントいたします。

対象者：「フェスタ・ルーチェ」の入場チケットをお持ちの
方（半券可）対象期間：フェスタ・ルーチェ開催期間中
[2019年11月2日（土）～2020年3月1日（日）]
※営業時間・定休日などは時期により変動す
ることがございますので各店舗にてご確認く
ださい。※他の割引サービスなどの併用はで
きません。

詩仙
定食から宴会まで幅広い中華のお店です

食事のお客様チケット１枚につき
ミニデザートorソフトドリンク1つサービス

1

和歌山市雑賀町111

いろは劇場
地元の新鮮な魚をふんだんに味わえるお店です

お食事のお客様チケット１枚につき
小鉢1つサービス

5

和歌山市雑賀町62

手羽先　西陣
三種類の味の手羽先や、居酒屋メニューも有り幅広い人に人気

お食事のお客様チケット１枚につき
小鉢1つサービス

9

和歌山市九番丁1中谷ビル1

喫茶インターラーケン
元精肉店が営業する喫茶店、お肉を使ったメニューが人気

11:00～16:00の間にお食事のお客様チケット
１枚につきソフトドリンク1杯サービス

13

和歌山市本町１丁目34

イタリアンカフェ 石窯ポポロ
にこにこのうえんが運営する農園レストランです

お食事のお客様
チケット１枚につき¥100引き

お食事のお客様
チケット１枚につき¥100引き

17

和歌山市本町１丁目27-1

マキシムカフェ
多くの人に愛され賑わう洋食堂。親しみやすい洋食ランチが人気！！

チケット１枚につき
食後のコーヒーor紅茶サービス

23

海南市船尾185

3時のかんぶつ屋さん
全国的にも珍しい「かんぶつ」を使ったスイーツ専門のお店

お買い物の方に、かんぶつマエストロ店主お
ススメのかんぶつスイーツを1つプレゼント

27

海南市藤白189-1　㈱野田商店内

地魚 さとう
辰ヶ浜漁港でその日に獲れた魚介類を新鮮なままお届け
33

海南市船尾200

桐陶器店
陶器・磁器の専門「桐陶器店」

チケットご持参で5％引き

39

海南市名高533-13

べっちんさん
明治時代の旧家で、 伝統の早なれ寿司や珈琲、ケーキもあり。

先着20名様に、
一輪挿しとっくりプレゼント チケットご持参で季節のアイス プレゼント

32

海南市黒江659（定休日水曜日）

チャームサロンカワサキ
自然派スキンケア＆メイクの専門店です

チケットご持参でリフトアップ超音波エステ
¥3,000⇒¥1,500（初めての方）

38

海南市名高532-16（海南駅前一番街）

菓子工房アンシャンテ
新しく生まれ変わって、さらに素材にこだわりました

お買い上げの方に、スタッフおすすめの
お菓子をおひとつプレゼント!!

44

海南市且来247

ハンバーガーの店ドムドム海南店
40年以上続いています

チケットご持参で
全商品10％引き(他の割引との併用不可)

31

海南市名高536-15 センタープラザ1Ｆ

ベビーセンターシマムラ
子ども用品、色々揃っています

チケットご持参でmikihouse・
ナルミヤ（全ブランド）20％ＯＦＦより

37

海南市一番街（サンサンタウン）

紀州漆器伝統産業会館（うるわし館）
紀州漆器の展示販売・事前予約で蒔絵体験可能

商品1000円(税込)以上お買い上げで
お箸プレゼント

43

海南市船尾222

池庄漆器店
明治9年創業。こだわりの漆器や伝統芸能品を豊富に品揃え

チケット持参で5%引き

45

海南市黒江692（日祝休み）

新中国料理勝喜楼
ホテル出身のシェフならではの繊細な中国料理が人気のお店

お食事のお客様チケット１枚につき
ミニ麻婆豆腐1つサービス

6

和歌山市吉田830 オードリービル1F

ラーメン　幸龍創房
和歌山では珍しい本格的な味噌ラーメンと海老味噌ラーメンが人気

チケット１枚につき来店者様人数分
トッピング無料orアイスコーヒーサービス

10

和歌山市雑賀屋町東ノ丁64

たこ焼き　中々

たこ焼き8ケ入りをお買い上げのお客様、
チケット１枚につきソフトドリンク1杯サービス

14

和歌山市米屋町ブリスビルディング１F

カフェ almo ぶらくり丁本店
地元の青果物を使ったスイーツ店、くつろげるカフェスペースも!

チケット1枚につきケーキセットご注文の
お客様にジェラートサービス

18

和歌山市匠町32

だん　国体道路本店
全個室で落ち着いた雰囲気。炭火焼鳥を中心にアラカルトやお鍋も充実

１会計につき、4名様まで
ワンドリンクサービス

19

和歌山市小雑賀3丁目6-7

だん　DAN 12ban-cho
全個室のリバーサイド店舗。炭火焼鳥を中心にアラカルトやお鍋も充実

１会計につき、4名様まで
ワンドリンクサービス

20

和歌山市十二番丁9　リヴァージュ十二番

焼肉  吉野
自家製秘伝のタレが美味しくハラミ、ホルモンがおすすめ

チケット１枚につき
ソフトドリンク1杯サービス

24

海南市下津町下津818-1

カフェ＊天花
自家製野菜や旬の食材を使った“身体にやさしい”ランチを提供。

チケット1枚につきケーキ1つサービス

28

海南市下津町小南464

海南市物産観光センター
海南駅構内【かいぶつくん】にお越し下さい。

 500円以上お買い上げで「パンダクッキー」プ
レゼント※たまてばこ(手作り雑貨商品)を除く

34

海南市名高51-2 海南駅構内 

ハリマヤ　バッグ店
おしゃれ見つけた‼ バッグ・洋服の店ハリマヤです

チケットご持参で5％引き

40

海南市名高532-13（海南駅前一番街）

ガーデナーズジャパン
冬のお花、あったか雑貨、クリスマス雑貨続々入荷中です!!

チケットご持参でガーデナーズ
セレクト雑貨先着30名にプレゼント

46

海南市南赤坂3-3

水辺焼肉 meat×meat
内川沿いの焼肉店、精肉店を改装し、内装も人気のお店

お食事のお客様チケット１枚につき
ドリンク1杯サービス

7

和歌山市卜半町33 ミートビル1F

ラーメン幸太郎
和歌山ラーメンと同時に「想像を絶する鯖寿司」も人気のお店

お食事のお客様チケット１枚につき
1品を1つサービス

11

和歌山市本町1-1 サンケイ京橋ビルB1F

cafe AllRight
定番メニューからワイアンなメニューも揃い、朝7時半から営業!

ランチご注文で、チケット１枚につき
コーヒー１杯サービス(アイス・ホット可）

15

和歌山市楠本72-73 （定休日 日曜日）

wakayama chocolat「toco*towa」
和歌山の特産品とチョコレートのコラボ!!カフェスペースも人気

お1人1,000円以上お買い上げの方にチケット
1枚につきボンボンショコラ1つプレゼント

21

和歌山市塩屋4丁目6-57

お食事処・呑み処  一休
気軽に居酒屋ごはん!お子様、ドライバーの方でも楽しいメニュー

チケット1枚につき
ソフトドリンクorグラスビール1杯サービス

25

海南市日方76-4 畠中ビル1F

黒江ぬりもの館
塗師町家を改修したカフェ。塗りの器でランチなどを楽しめます

チケット1枚につき
オリジナルグッズプレゼント

29

海南市黒江680

きたおか
趣味のきものの店

チケット1枚につき
限定和柄はんかちプレゼント

35

海南市名高533-18

メガネのツチハシ
メガネのことなら何でも相談下さい

チケットご持参で
メガネセット10％引き（レンズ付き）

41

海南市名高533-15

中野BC
日本庭園のある酒蔵、試飲も出来ます

ご来場のお客様チケット１枚につきオリジ
ナルおちょこ1つプレゼント!

47

海南市藤白758-45 

ぶらくり丁カレー　BiBo
豊富なトッピングを楽しめる懐かしいカレーが人気のお店

お食事のお客様チケット１枚につき
ソフトドリンク1杯サービス

8

和歌山市中ノ店中ノ丁16

寿司　きし田
長年のキャリアを生かしたベテランのお寿司が人気のお店です

ランチをご注文の方にチケット１枚につき
ソフトドリンク1杯サービス

12

和歌山市本町2-1 フォルテワジマ7F

Kitchen daichan
淡島神社前でほっこり。地元の素材を使った料理もお見逃しなく!

加太産天然真鯛とわかめの
和風パスタ100円引

16

和歌山市加太1920-1 （営業：土日のみ 11時~18時）

番茶屋
お茶の専門店

人数分抹茶ソフト・ほうじ茶ソフト・コーヒーソフト
それぞれ182円の品を162円でご提供

22

和歌山市匠町33

kitchen あすか
手作りと食材にこだわったリーズナブルでアットホームなお店

800円以上のご飲食のお客様100円引き

26

海南市日方1519-6

スナックＬＵＮＡ
25名様までご入店頂けます

チケットご持参で
飲み放題（カラオケ付）2時間　3000円!!

30

海南市名高533-17 伊織ビル2F

inner house Tommy
ワコール、あったか肌着「スゴ衣」揃ってます

チケットご持参で店内商品5％引き

36

海南市名高537-12

ダイヤモンドのしこう
天然ブレスレット200円～

1000円(税込)以上お買い上げで
500円引き

42

海南市名高537-7

ライオンホルモン
毎日仕入れる新鮮ホルモンが自慢のホルモン焼き店です

お食事のお客様チケット１枚につき
ナムル1皿サービス

2

和歌山市元博労町3

サウスウェストカフェ
フルーツバーや、ピザ、パスタ等食事も出来るお店です

お1人2,000円以上ご注文の方チケット１枚
につきフルーツデザート1つサービス

3

和歌山市吉田831 ルミエールプラザ2F

居酒屋くろしお
新鮮で、鰯料理や居酒屋メニューも豊富の人気のお店

お食事のお客様チケット１枚につき
小鉢1つサービス

4

和歌山市杉ノ馬場1-42

飲食店 物販店

実施内容

〈実施エリア〉

和歌山市エリア

海南市エリア

〈 フェスタ・ルーチェ開催期間中 〉
11/2(土)～3/1(日) 実施


