
＜青果・精肉・食料品＞ ＜喫茶・飲食・仕出し・宴会＞ ＜衣料品・呉服＞ ＜日用雑貨・化粧品・ギフト＞ ＜書籍・玩具・事務用品＞
★ 今中商店 （神　川） Iru-Cafe （紀　和） アップル （井　戸） ブティック 朝日屋 （木　本） アスリート （有　馬）

奥地商店 （甫　母） Il Regalo イル・レガーロ （木　本） さいとう呉服店 （木　本） 印ロック熊野営業所 （有　馬） かたおか書店 （木　本）

喜田食品 （新　鹿） 彩Cafe （有　馬） ｶｼﾞｭｱﾙｼｮｯﾌﾟ Sea Wind （木　本） 大崎商店 （井　戸） 熊野コピーセンター （井　戸）

喜田商店 （五　郷） お食事処 いわもと （有　馬） ナカノ洋品店 （木　本） 上古代折箱店 （有　馬） 事務機ナガサカ （木　本）

金山パイロットファーム(くまのパラダイス) （金　山） ※ お弁当屋あん （井　戸） 西衣料品店 （木　本） キタノ薬局 （井　戸） 西書店 （井　戸）

岡田肉屋 （有　馬） ごはん処 えん （井　戸） 女性専科 べにや （木　本） ﾋﾞｭｰﾃｨｽﾎﾟｯﾄ こすめ館 （井　戸）

かたやま （二木島） 海鮮 （木　本） まえだや呉服店 （木　本） ★ Deko de Deko （久生屋） ＜新聞＞
小瀬川商店 （井　戸） 寿し屋海宝 （久生屋） マリモT-Factory （木　本） 中助薬店 （二木島） 朝日新聞ｻｰﾋﾞｽｱﾝｶｰ熊野店 （井　戸）

自然塾 （木　本） 創作料理 華月 （井　戸） メディカルナカニシ （井　戸） 中日新聞熊野専売店 （井　戸）

芝園酒販 （有　馬） 居酒屋 かっぱ （木　本） ＜生花・葬祭＞ BABY R＆H 　 （久生屋） 南紀新報社 （木　本）

下岡精肉店 （井　戸） 呑み屋かだす亭 （木　本） 花の店 幸 （有　馬） 丸田商店 （木　本） 吉野熊野新聞社 （木　本）

★ 清七屋商店 （新　鹿） 花門 （有　馬） 﨑久保商店 （木　本） 読売新聞熊野専売所 （井　戸）

竹内精肉店 （木　本） KAN （井　戸） ﾌﾗﾜｰｼｮｯﾌﾟ なかむら （木　本） ＜時計・メガネ・貴金属・写真＞
中家商店 （紀　和） 焼肉 吉右衛門 （有　馬） 花由 （木　本） 時計・メガネ・宝石の宇城 （井　戸） ＜ガス＞
中谷 （井　戸） 喜楽食堂 （井　戸） オオタニメガネ （井　戸） ★ 今中商店 （神　川）

はしや食料品店 （木　本） 喫茶 寿 （井　戸） ＜手芸用品・小間物＞ 写真の野下 （久生屋） 熊野プロパン （井　戸）

移動スーパーはじ丸 （大　泊） 焼き鳥 こうちゃん （井　戸） 中野陶器店 （木　本） モリモト時計・宝石・メガネ （井　戸） 小瀬川プロパン （井　戸）

浜重食料品店 （遊　木） 栄寿司 （井　戸） 手芸の店 ひら （木　本） ★ 清七屋商店 （新　鹿）

三重熊野食卓の大仕掛け事務局 （井　戸） ※ 喫茶　山茶郷 （有　馬） 平嶋陶器店 （木　本） ＜家電・インテリア・家具＞ 寺前商店 （木　本）

みかんの里 （飛　鳥） ｶﾌｪ＆ﾊﾞｰ サンマリノ （井　戸） コットンハウスPONY （井　戸） ※ 熊野木工 （飛　鳥） 西兵プロパン店 （木　本）

宮尻みかん店 （木　本） 茂丸 （大　泊） サカニシ電気商会 （五　郷） マツダプロパン （木　本）

山元果物店 （井　戸） お食事処　鯱 （久生屋） ＜海産物＞ 芝園電気店 （有　馬）

向山商店 （紀　和） 中華料理 ジャン （有　馬） 赤倉水産 （育　生） タキモト （木　本） ＜ガソリンスタンド＞
酒楽 （井　戸） 魚作商店 （新　鹿） トギヤ （井　戸） 井本石油店 （二木島）

＜酒・米＞ しんばし （井　戸） 魚松商店 （久生屋） 紀電チェーンナカハマ （木　本） ※ 駒中石油店 （五　郷）

糸川酒店 （木　本） 肴屋 しんたく （井　戸） 熊野漁協水産物直売所 （木　本） ナカムラ （木　本） 太洋産業 （井　戸）

岩上商店 （紀　和） すぱいすupくまの. （井　戸） ひもの屋　しあわせうお （木　本） 西電器店 （井　戸） ★ 巽屋米穀石油 （有　馬）

くぼ米店 （木　本） すまいるしーど （有　馬） 第五宝幸丸 （遊　木） ハウビングムカイ （木　本） 田中石油店 （有　馬）

小瀬川米穀店 （井　戸） 回転寿司 うお福 （有　馬） 畑辰商店 （木　本） ハナシデンキ （飛　鳥） 松田石油店 （井　戸）

清七屋酒店 （新　鹿） 味工房 泰門 （有　馬） マル一水産 （遊　木） 福田時計電器店 （飛　鳥）

瀬川米穀酒類店 （木　本） 焼肉 卓也 （井　戸） マル美鮮魚 有馬店 （有　馬） インテリア やっと （井　戸） ＜スポーツ用品＞
橋本米穀店 （井　戸） 竹屋 （有　馬） マル美鮮魚 木本店 （木　本） 山本電気 （有　馬） アカサカスポーツ （木　本）

Bear's Whisky （井　戸） 竹琳 （井　戸） 森本魚店 （井　戸） スポーツショップ モトヤマ （木　本）

★ 巽屋米穀石油 （有　馬） 赤ちょうちん てんまる （木　本） ＜印刷＞
※ 増地屋久生屋支店 （久生屋） ★ 天女座カフェ （波田須） ＜建築・総合設備＞ 糸川印刷所 （木　本） ＜運転代行サービス＞

松田商店 （木　本） ★ Deko de Deko （久生屋） 上林電気工事店 （有　馬） トタニ印刷所 （木　本） 運転代行紀州 （井　戸）

ワインハウス モリオカ （井　戸） と、Cous Cous （有　馬） 井谷住建 （波田須）

どさん娘 熊野店 （有　馬） 岡﨑建築 （久生屋） ＜観光施設・道の駅＞ ＜銭湯＞
＜クリーニング＞ 花のいわや亭 （有　馬） 川口電気 （二木島） いこらい広場 （木　本） みはま湯 （木　本）

三和クリーニング店 （井　戸） Hane Cafe （有　馬） 協和木材店 （飛　鳥） お綱茶屋 （有　馬）

第一クリーニング （井　戸） 焼き鳥　ひかり　 （木　本） 建築 峪中 （有　馬） 鬼ヶ城センター （木　本） ＜教室・カルチャー・レンタルオフィス＞
※ クリーニングたくみ （井　戸） 焼肉 ひろや （久生屋） 幸輝ハウス （有　馬） 道の駅　熊野・板屋 九郎兵衛の里 （紀　和） きのもり （井　戸）

喫茶 Ｐ （井　戸） 下岡建築 （井　戸） 熊野古道おもてなし館 （木　本） Studio M's （木　本）

＜寝具＞ そば処 福美 （有　馬） TAKUMI （有　馬） 熊野市駅前特産品館 （井　戸） PHAT DANCE STUDIO熊野 （有　馬）

向井ふとん店 （木　本） fleur （井　戸） 玉置建築 （飛　鳥） 熊野市観光公社 （井　戸） PC倶楽部熊野店 （木　本）

カフェ・ブージー （井　戸） 德田建築 （五　郷） 熊野市ふるさと振興公社 （紀　和）

＜パン・菓子・洋菓子＞ 喫茶 ホワイト （木　本） 中村建築 （井　戸） ＜畳＞
糸川屋製菓 （有　馬） 舞 （井　戸） 永年建築 （木　本） 門 たたみ店 （木　本）

菓子匠 うぶた堂 （有　馬） 綜合結婚式場 みどりや （井　戸） 野地木材工業 （井　戸） 中村畳商店 （木　本）

菓子匠 うぶた堂 （井　戸） お食事処 むかい （井　戸） 畑井建築 （木　本）

※ キリンヤ （木　本） モリーナ熊野路 （木　本） ヒガシ製材所 （有　馬）

ケーキ夢工房 菓子の樹 （金　山） のぶちゃん （木　本） 福田製材 （飛　鳥）

フランス菓子 小島 （井　戸） 惣菜センター　やまか （井　戸） 三角田工業 （井　戸）

清水製菓 （木　本） 割烹 やまぐち （井　戸）

Sweets&Bakery Aria （紀　和） 鮨割烹 やま本 （井　戸） ＜美容＞
ケーキハウス スギヤ （井　戸） 大和屋 （紀　和） Amelie private salon （井　戸）

志ら玉屋 （木　本） らくてん （久生屋） 美容室 栄美 （有　馬）

Bis morgen ビスモルゲン （木　本） 食べ処 ろまん亭　 （久生屋） ココ美容室 （木　本）

フレイズ 福進堂 （井　戸） ローゼン （木　本） ビューティサロン サニー （木　本）

お菓子工房 もんいまぁじゅ （有　馬） 美容室 じゅん （有　馬）

山本屋製菓 （有　馬） ＜カー用品・自動車整備＞ ツルオカ美容室 （木　本）

飛鳥オート （飛　鳥） ちせ美容室 （井　戸）

＜旅館・温泉施設・宴会＞ 飛鳥モータース （飛　鳥） ヘアールーム ヒロイン （井　戸）

入鹿温泉 ホテル瀞流荘 （紀　和） 大谷自動車商会 （井　戸） Hair salon Mieux （木　本）

熊野の宿 海ひかり （井　戸） 岡嶋商会 （紀　和） ラナ美容室 （木　本）

ビジネスホテル 河上 （井　戸） オートサービスムカイ （金　山）
★ 天女座ゲストハウス （波田須） オートサロン熊野ホンダ （有　馬）

ホテル なみ （大　泊） オートステージヒラ （飛　鳥）

湯元山荘 湯ノ口温泉 （紀　和） カワイオートサービス （久生屋）

紀州マツダ （有　馬）

紀南自動車整備企業組合 （有　馬）

紀南モータース （井　戸）

熊野電機(クマデン) （有　馬）

255 オートサービス源助屋 （新　鹿）

光自動車工業所 （飛　鳥）

牟婁タイヤ （木　本）

牟婁自動車整備工場 （飛　鳥）
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「レインボー商品券」のご利用について

◆ 熊野市内の「レインボー商品券取扱加盟店」で使用できます。

◆ 利用は１回あたり５０万円を限度とします。

◆ お釣りはでません。

◆ 利用できないもの

・商品券、ビール券、図書券、切手、プリペイドカード、保険調剤、事業活動に伴う商品の仕入れ等

◆ 紛失、盗難、滅失等に対し、発行者はその責を負いません。このマークが目印です

・記載された店舗情報は、掲載日時点のものです。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

・商品、サービス内容等については、各店舗までお問合せください。

・新型コロナウイルス感染症対策のため、時短営業の場合があります。詳しくは各店舗までお問合せください。

・【★ マーク】は、同一店舗が他の業種カテゴリにもあるという表示です。

・【※マーク 】は 、2022年4月～ 新規加盟店という表示です。


