
グリル いなせ 鵜殿 ３２－３２２３ 石本果樹園 鵜殿 ３２－１４０３

王家 鵜殿 ３２－２６２４ ◎ (有)井賀造林 井田 ３２－２２２０

喫茶 ｙou 鵜殿 ３２－３０３４ 阪口農園 井田 ３２－０６７６

食堂　うえの 鵜殿 ３２－１４８７ ◎ はぎファーム 井田 ３２－３４６６

どさん娘 鵜殿店 鵜殿 ３２－０６４４ み 商店 神内 ３２－０１５１ 5

中華料理　三陽 鵜殿 ３２－０００３

ひふみカフェ 鵜殿 090-3383-2313

ハッピー弁当 鵜殿 ３０－０８８８

すずめ庵 鵜殿 ３２－０７０５ 紀宝町 飛雪の滝キャンプ場 浅里 ３０－１３１９

焼肉　うみ 鵜殿 ３２－２２６０ 《道の駅　ウミガメ公園》

◎ キッチン　ちあき 成川 ２２－７６３２  　　(有)ウミガメフーズ 井田 ３３－０３００

ミュージックカフェ　フォークス 鮒田 ２１－１２４５ ◎ 　　紀宝ウミガメ物産振興協同組合井田 ３３－０３００ 3

一楽 平尾井 ３４－００４１

秀丸 鵜殿 ３２－０００１ 14

≪建設、建築、建具≫
青木木材(資) 鵜殿 ３２－００３１

南酒店 鵜殿 ３２－００３７ 産屋敷建具店 井田 ３２－１７０８

川上商店 井田 ３２－２０１２ (有)小門工務店 成川 090-3034-6470

にしみせ 神内 ３２－０１８８ (有)倉本工務店 鵜殿 ３２－３０４４ 4

(資）中野商店 成川 ２２－２１３９

おのだに 大里 ３４－１１００ 5

≪自動車関連販売・整備・修理≫
(有)ケイバンズ 鵜殿 ３２－４４３５

≪パン・菓子≫ 向井自整(有) 鵜殿 ３２－１１６８

ミュール 鵜殿 ３２－０１９１ 南豊サービス 鵜殿 ３２－０６４０

ぷちーる 鵜殿 ３２－３３３０ フレンドモータース(有) 鵜殿 ３２－２２２８

ガーデンブレッド 井田 ３２－２９７５ カーファッション　紀州(株) 井田 ３２－１１０１

パティスリー　アフレイル 井田 ２９－７３９５ 南自動車商会 井田 ３２－０４３３

◎ だるま堂 成川 ２３－２８２６ 5 (株)紀州整備工場 井田 ３２－１４５１

(株)シオヤ 成川 ２８－１６８８

小西モータース 鮒田 ２１－６７８９

≪ガス、家電・電気工事≫ (株)Stand　Out ボディショップ　慧 大里 ３０－４８７０ 10

大岡電化サービス 鵜殿 ３２－０２２０

大矢電器店 井田 ３２－２０４０

三栄ガステック（株） 成川 ２１－７０００ 3 ≪ガソリンスタンド≫
宮本産業(株)大新鵜殿給油所 鵜殿 ３２－００１１

井田石油(株) 井田 ３２－３５７７ 2

≪スーパーマーケット≫
（株）主婦の店　ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾏｰｹｯﾄ 鵜殿 ３２－１２０１

※ ◎福祉の店　 「アプローチ」 鵜殿 ３２－０１４３ 2 ≪クリーニング≫
ひかりクリーニング 鵜殿 ３２－０１５７

≪住宅設備機器≫ なかひらドライ 鵜殿 ３２－２６９０ 2

笠置設備 鵜殿 ３２－１６０４ 1

≪日用雑貨・100均一≫
Teco/Ｈ.Ｃヤマモク 鵜殿 ３２－１２２６ 1

Ｋ’ｓ　ギンザ 鵜殿 ３２－１６８２ 《農機具修理販売》
美容室　マーガレット 鵜殿 ３２－２４９６ メンディン　ナカミチ 井田 ３２－０５１５ 1

ヘヤーサロン・ギンザ 鵜殿 ３２－０２６１

ヘアサロン　アイノ 鵜殿 ３２－０３０９

男と女のサロン　ビリーブ（琵理依武） 鵜殿 ３２－０３２５

hair salon LOOP 井田 ３２－１７４２

ビューティヘアー　マトバ 成川 ２１－４０５３

東京美容室 成川 ２１－１２４０ 鵜殿 42

ＢＢ.ＧＥＮＴＩＬ 大里 ３４－１１９５ 井田 18

美容室リンクル 井田 ３４－３９５５ 11 神内 2

成川 11

≪コンビニエンスストア≫ 鮒田 2

ファミリーマート　紀宝鵜殿店 鵜殿 ３３－０１３０ 北檜杖 1

ヤマサキショップ　鵜殿店 鵜殿 ３２－３８２５ 浅里 1

ファミリーマート　紀宝バイパス店 成川 ２８－５０８０ 高岡 0

ローソン　紀宝町飯盛店 成川 ２３－０８２３ 4 大里 3

井内 0

平尾井 1

《福祉施設》 阪松原 0
紀南特別養護老人ホーム　亀楽苑内売店 井田 ３２－１０５５ 桐原 0

紀南特別養護老人ホーム　宝寿園内売店 北檜杖 ２１－０９０３ 2 81

移動販売 1

《生花店》
ジュウィール 鵜殿 ３２－４１８７ 1

≪衣類　スポーツ用品等販売≫
ナカスポーツ 成川 ２３－２５２５ 1

≪鍼灸≫
鍼灸サロン こしば 鵜殿 090-7346-1189 1

≪ホームセンター≫
コーナンホームストック　鵜殿店 鵜殿 ３３－００６３ 1

≪畳≫
竹内畳店 鵜殿 ３２－３７３２ 1

≪パソコンサービス≫
結乃花(ﾕﾉﾊﾅ) 鵜殿 ３０－４６２７ 1

≪観光施設≫

≪酒・米・食料品≫

　※　福祉の店「アプローチ」町内移動販売車で、ご利用できます。 ◎印の店は、紀の宝みなと市で利用できます。　

紀 宝 町 プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 取 扱 加 盟 店 一 覧 表

 ※　加盟店によりましては、ご利用できない商品もございます。

≪飲食・喫茶・仕出し≫ ≪食品≫

≪理容・美容・化粧品≫
CAC化粧品  ＣＡＣｼｮｯﾌﾟ  ﾀﾝﾎﾟﾎﾟ

タンポポ美容室
３２－１０２８鵜殿
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