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CoastCafe楽（コーストカフェガク）

由良湾に面している当カフェで音楽と共に楽しい時間を過ごしていただきたいという
想いから「Coast Cafe 楽」という店名にしました。
カフェは海抜10ｍの高台にありますので、全面のガラス窓からは由良湾を一望できる
空間になっています。
実家の農家の倉庫をリフォームして、2017年4月30日に「Coast Cafe 楽」を
オープンしました。
農家の倉庫にしては太さが52cmもある梁がどうしてあるのですかと問われます。
なぜこんなに太い梁があるのでしょう？

起業計画時には、和歌山県は「和食」のキーポイントである
醤油と鰹節の発祥地であることから「発酵食品」を中心に検討したことから
食事に特徴を出せるように心がけています。
また、地域の「コミュニティスポット」になるべく色々なイベントを
開催しております。

Coast Cafe 楽のホームページ：

https://coast-cafe-gaku.p-kit.com/

https://coast-cafe-gaku.p-kit.com/


私達 夫婦について紹介

克巳 由美子

生まれ 和歌山県日高郡日高町柏
大学～結婚：横浜市、川崎市、春日部市

秋田県大館市～東京都

職業 IT系専門商社（東証一部）
IT系ソフトウェア会社
IT系インフラ構築サービス会社
（東証一部）
で営業を担当

服装学園卒業
婦人服メーカーの
販売店長を歴任

趣味 テニス、音楽鑑賞、写真、お酒、ワイン
美術館巡り

読書、音楽鑑賞、ガーデ
ニング、料理、ワイン

備考 一番目の会社でアメリカと取引時に
英語を利用（FAX、電話、Mtg）

年齢 1957/2生まれ 62才 1953/9生まれ 65才

私達の気に
かけていること

健康、運動、チャレンジ 健康、運動
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CoastCafe楽（コーストカフェガク）

 お店のホームページ

Facebook



CoastCafe楽の店内：由良湾を一望



ゲストハウス・コーストカフェ楽

2018年７月に旅館業法の簡易宿所の認可を受けました。

⇒和歌山県指令 御保衛第04020031号-5



ゲストハウス・コーストカフェ楽

50年前に新築した日本建築の家の中は、襖絵が三枚組と四枚組があり（表と裏）、
襖の上部の鴨居の上には欄間があります。

書院欄間、書院障子、掛け軸をかけた床の間のある書院と違い棚を有した

和室が４部屋ございます。

https://coast-cafe-gaku.p-kit.com/page435335.html

https://coast-cafe-gaku.p-kit.com/page435335.html


ゲストハウス・コーストカフェ楽の特徴

 １．インバウンド対応の宿：多言語電話通訳・簡易翻訳サービスを利用
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ロンリープラネット Best of Japan

（世界的旅行ガイドブック）

 1. 東京

 ２．京都

 ３．日本アルプス

 ４．奈良

 ５．紀伊半島（高野山、熊野古道）

 ６．直島

 ７．広島

 ８．富士五湖

 ９．大阪

 １０．北海道
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ゲストハウス・コーストカフェ楽の特徴10

２．体験型観光の宿
関西空港（KIX）からCoastCafe楽でランチと共に
体験観光を！
熊野に行く途中にここで新発見してみませんか？

１）シーカヤック・スタンディングアップパドル（SUP）
で中紀の海を新発見

http://islandstream.la.coocan.jp/hidakacoast.html
＊中紀・日高海岸 （由良～柏～方杭～産湯）
は熱帯魚も見れてサンゴもあり亜熱帯地域です。
目線が海上１ｍからの風景は格別。
白浜は外海ですが、由良湾は内海のため穏やかな海。

http://islandstream.la.coocan.jp/hidakacoast.html


シーカヤックで中紀の海や川を楽しもう

白崎海岸 日高川CoastCafe楽近く



ゲストハウス・コーストカフェ楽の特徴

２．体験型観光の宿

２）サイクリング王国 和歌山

WAKAYAMA800 モバイルスタンプラリー

http://mobilerally.wakayama800.jp/
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http://mobilerally.wakayama800.jp/


サイクルステーションに登録済

 サイト



広川ビーチ～白崎海岸周遊ルート
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/cycling/routemap-page.php?course=course06

 サイト



広川ビーチ～白崎海岸周遊ルート
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/cycling/routemap-page.php?course=course06



ゲストハウス・コーストカフェ楽の特徴

２．体験型観光の宿

 ３）11/17/2018(土）フルーツカッティング教室開催について

 https://coast-cafe-gaku.p-
kit.com/userblog/index.php?action=view&blog_id=777555
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https://coast-cafe-gaku.p-kit.com/userblog/index.php?action=view&blog_id=777555


ゲストハウス・コーストカフェ楽の特徴

２．体験型観光の宿

 ４）８月のヨガ教室の開催
https://coast-cafe-gaku.p-kit.com/userblog/index.php?action=view&

blog_id=1164705
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https://coast-cafe-gaku.p-kit.com/userblog/index.php?action=view&blog_id=1164705
https://coast-cafe-gaku.p-kit.com/userblog/index.php?action=view&blog_id=1164705


ゲストハウス・コーストカフェ楽の特徴

２．体験型観光の宿

5） 「コーヒーの入れ方教室」を体験

https://coast-cafe-gaku.p-kit.com/userblog/index.php?action=view&blog_id=1107805
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https://coast-cafe-gaku.p-kit.com/userblog/index.php?action=view&blog_id=1107805


ゲストハウス・コーストカフェ楽の特徴

３．移住・定住 検討期間中の宿

和歌山県日高町出身で実家にUターンして起業した私が

移住・定住をご検討の方をサポートいたします。

下記のサイトに掲載されている方をご紹介できます。

WAKAYAMA LIFE | 和歌山移住ポータルサイト

https://www.wakayamagurashi.jp/

移住支援制度一覧

https://www.wakayamagurashi.jp/howto/support
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https://www.wakayamagurashi.jp/
https://www.wakayamagurashi.jp/howto/support


カフェの近郊

 １）由良町 白崎海岸

⇒日本の渚百選に選定されダイビングスポットが多数ある

 ２）由良町 興国寺

⇒尺八と醤油文化の発祥地

３）由良町 由良海つり公園&釣堀ランド

 ３）日高川町 道成寺

⇒能、歌舞伎、浄瑠璃の演目として名高い「安珍・清姫説」で知られる
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カフェの近郊

 4）温泉館「海の里」みちしおの湯

http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/docs/2014090300085/

 ５）クエのまち日高町（体長１メートル以上にも達する大型魚）

クエ料理

６）日高町 黒竹

http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/docs/2014090300061/
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http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/docs/2014090300085/
http://www.town.wakayama-hidaka.lg.jp/docs/2014090300061/


カフェの近郊/夕陽のスポット22



なぜ、和歌山県中紀か？

 １．日本のへその位置にあり、関西空港（KIX）から車で1時間で移動できる

 ２．KIXから全国にLCCで安く飛行機で移動できる。

 ３．京阪神へも車で１時間強、電車で2時間で移動できる

 ４．テレワークサイトや定年後の居場所にGood！

 ５．定年後は奥様と畑で自家野菜を作って食べたい

 ６．海、山、川の自然がすぐ近い環境・・・レンタカーでも回れる

 ７．近くの漁港で生け簀の魚を買って料理して贅沢にいただける
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湯浅まちごと醤油博物館「醤油味めぐり」
https://yuasa-for-yourtrip.com/

https://yuasa-for-yourtrip.com/


白崎海岸：日本のエーゲ海
https://www.youtube.com/watch?v=2lRm5cWAHxs

 「日本夕陽百選」

 「平成百景」

 白崎漁船クルーズ

 紺碧の海と石灰岩の白い岬を漁船で

遊覧するクルーズ体験。

https://www.youtube.com/watch?v=2lRm5cWAHxs


美浜町 アメリカ村
http://americamura.wakayama.jp/

カナダミュージアム
ゲストハウス遊心庵
アメリカ村食堂 すてぶすとん

http://americamura.wakayama.jp/


道成寺

 奈良の東大寺を建立した聖武天皇の母/藤原宮子の願いを受け、道成寺が建てられました。

 日本中で道成寺だけ 絵巻を使う「絵とき説法」

住職による安珍清姫の絵巻物を使っての「絵解き説法」がユーモア交じりで

繰り広げられ観光客の大人気。

http://www.dojoji.com/

http://www.dojoji.com/


ツアープラン案

A案
1日目
由良町 興国寺 （紀伊由良駅近く）～由良町 白崎海岸～
温泉館「海の里」みちしおの湯

2日目
日高川町 道成寺～熊野本宮～那智大社～那智の滝～串本・橋杭岩

3日目
日高町柏海岸からのシーカヤック半日ツアー
由良町 釜揚げシラス屋さんへ～湯浅 醤油工場見学～帰宅



ツアープラン案

B案
1日目
由良町 興国寺 （紀伊由良駅近く）～由良町 白崎海岸～
温泉館「海の里」みちしおの湯

2日目
美浜町・アメリカ村～日高川町 道成寺～
日高町柏海岸からのシーカヤック半日ツアー
由良町 釜揚げシラス屋さんへ～湯浅 醤油工場見学～帰宅



オプション：フルーツコーディネーション

 フルーツ王国・和歌山県に来ることで叶えられる

和歌山のゲストハウス・コーストカフェ楽が提供。

お誕生日や家族の記念日、お祝いの日向けに

フルーツの盛り合わせやフルーツ御膳（約¥4,000～）

で心のこもった素敵なフルーツコーディネーションを御提供します。

事前にお客様と担当者がコーディネーション内容をお打合せ。



お問い合わせ

CoastCafe楽 湯川
メール：kyk100052m@gmail.com
電話：0738-64-2659
携帯：080-1309-5081

mailto:kyk100052m@gmail.com

