
津　井 大江建築 島　田 北野商店 印　南 お多福
印　南 青木工作所 喫茶マリン

印南瓦店 千草
印南電工 津　井 かまどや　いなみ店 ふうちゃん
上野文生工務店 印　南 ㈱石橋 丸義すし店
川口塗装 ㈱印南石油店 味吉すし店
川村鉄工所 魚紀 西ノ地 飛鳥郷
㈲喜久屋電設 Ａコープ　いなみ店 ニューアローズ
㈲高橋建設 大野商店 ニューかどや
西山板金 岡本殖産㈱ 伯寿宴　森兼
星合建築 かし宇 島　田 海岸通り
山本屋建材店 片山サイクル ㈱かどや

山　口 上野工業所 川善商店 竹乃屋
三栄建設 くすもと化粧品店 小　原 エイト
田之上組 ● こまはん商店 印南原 喫茶　史

西ノ地 いまい建築 こんぎ商店 御坊市 喫茶サンフィールド
今井（福三）建築 ● 塩路商店 真心
今井（安次）建築 塩津屋
久堀組 すずらん
㈱久堀組 谷口洋品店 印　南 今又旅館
坂下工務店 つり吉 さつき旅館
㈲杉本組 テーラーシオジ 民宿印南崎
玉置左官 中家電器店 島　田 ㈲辻井旅館
長井電気 ㈱ナカヱ
西野塗装 中西鮮魚店
林瓦ふき業 はなき 印　南 印南交通㈱
㈲豊栄 日の出堂 ㈲印南清掃
㈲丸高組 ファッションスポット　モリモト 印南モータース
溝脇建設 ファミリーショップ　おかもと 岩﨑オートサービス

島　田 ㈲共栄産業 ● 古川薬局 浦森理容
弘明電器店 平五煉羊羹店 介護タクシーふくしん
さわい設備 丸秀木材 ㈱カサマツ通商　クリーニング
㈲島本鉄工所 溝西商店 ㈲紀南整備センター
村上塗装 村野農園 楠山設計事務所

宮ノ前 玉置（進）建築 ㈲モアッサン　（芝中電器商会） 公文教育研究会　和歌山印南教室
中松水道工業所 ヤマシタデンキ 小谷美容室
モリト通信 ㈲山弁 コマ美容室

古　井 ㈲新紀建設 弓倉呉服店　（サラダ館　印南店） ダスキンニューヒダカ
玉置（健次）建築 脇谷商店 濵本自動車
夏目水道 脇谷新聞舗 ㈱藤原農機　印南店
船木塗装 山　口 井芝農機具店 古田生花

美　里 坂本建築 中江ベンダー ヘアーサロン　ニシヤマ
清水組 西ノ地 海貝鮮魚 湯川美容室
鈴木左官 木村商店 和歌山ゴルフ倶楽部

皆瀬川 ㈲小原組 切目食糧 西ノ地 赤帽早田運送店
日裏組 古居衣料 AKI美容室

西神ノ川 明和建設㈱ ササキデンキ オートガレージ　タマキ
川　又 和　住設 佐々木百貨サービス店 片山孝之税理士事務所

㈱谷口建設 ● 西和食品㈱ 川崎モータース
印南原 ㈲川辺鉄工所 大作商店 ㈲切目運送

㈲坂井家起こし 長井洋品店 切目モータース
㈱竹平建設 長房商店 せいゆう丸
㈲日生商事 松本商店 たつみ丸
㈱平野建設 島　田 ● 稲田商店 ㈱寺前則彦設計室

南　谷 ユミクラ住建 ㈱印南フーズ ヘアーサロン　ハヤシ
御坊市 中正電設 井上商店 島　田 黒潮ホンダモーター

㈲山本建設 川口酒店 小池歯科医院
西和食品㈱ 谷井丸
中村商店 なんでも屋本舗「たまき」

印　南 岩津商店 ㈲山中石油 双葉自動車
浦森商店 ローソン　切目崎店　　 村上不動産
才喜商店 宮ノ前 共栄花の里産品所 村上丸
ダルマ醤油 ● 野口商店 理容ヒダカ
西山蒲鉾店 古　井 坂口商店 古　井 清水モータース
㈲浜寿 玉置石油店 山根モータース

山　口 ㈲中戸川商店 廣原商店 ﾗ・ｸﾞﾚｰｽｺﾞﾙﾌ倶楽部　和歌山コース
山本豆腐店 丹　生 稲田商店 リペアショップ　なかち

西ノ地 アイエムティー㈱ 崎ノ原 森商店 美　里 伸光
㈱いなみの里梅園 西神ノ川 明和商事 上　洞 前田自動車
杉本木工 上　洞 ● 稲田商店 印南原 印南原モータース
早友商店 印南原 小山商店 谷モータース

島　田 魚谷商店 小山プロパン店 南　谷 イナハラオート
大谷製作所 タカラ薬品 大谷建築設計事務所

宮ノ前 アイティシー ● 松下商店 紀南カントリークラブ
樮　川 山本農園 明神川 弓倉商店 ペットサロン　ぽち
印南原 キセイ㈱ 御坊市 ㈲イナダ 立　石 山岡税理士事務所

中紀精機㈱ ㈱塩路家具・ﾍﾟｯﾄ用品の店ぶひぶひ みなべ町 ㈲セレモニーセンター杉本
ホシカワ製作所 ローソン　御坊名田店

美浜町 ㈲エコファームわかやま
みなべ町 ㈱中村正佛堂 印　南 切目川漁業協同組合

印　南 有安 島　田 宗教法人　弘龍庵
中島屋 印南原 サンシャイン牧場
脇屋商店 印　南 うみべ 町　内 みなべいなみ農業協同組合

（印南・切目・切目川・稲原）

いなみお得にかえる商品券　取扱店一覧
印南お得にかえる商品券は●のついたお店と商工会で販売いたします。

建設・建築業

製造業

卸売業

卸売業

小売業

飲食業

飲食業

宿泊業

サービス業

その他

平成２４年１１月１９日（月） ～ 平成２５年２月１５日（金）使用期限

平成２４年１１月 ５日現在商品券が使えるお店は、取扱店ポスターが目印です


