
生活関連 サービス・工事業、その他

電化製品・時計類 販売

ガソリン スタンド

理容・美容業

印刷業

生活関連品 販売

食料・飲料品、お土産品 販売

宿　泊

喫茶・飲食店・スナック

釣り具、エサ販売

水産加工品 販売 

遊漁船

渡　船
ダイビング・カヤック

ジオクルージング

観光施設

お得キャ
ンペーン行っ得 すさみ 令和

３年

令和
４年１月３０日１１月１３日土 日

※予定額に達した場合早期終了する場合がございます。※国や和歌山県より新型コロナ感染症について、 特別な要請があった場合は中止または対象者を限定する場合がございます。

延長
期間

もらえる
施設 施設利用時に引換券をお渡しします。  施設の電話番号は、ホームページをご覧ください。

令和３年 1２月２７日現在

ホテル ベルヴェデーレ 周参見 4857-3

CAMP Knot 周参見 4857-44
（すさみ町総合運動公園内）

はまみせ みっちゃん 周参見 4581-72

北京飯店 周参見 4332-1

スナック ポパイ 周参見 4332

山西食堂 周参見 4297-1

お食事処 しのぶ 周参見 4303

coffee stand ＹＵＰ！ JR 周参見駅内

すさみ食堂 周参見 4310

すさみ鮨　霧 周参見 4043-1

喫茶 沙羅 周参見 3363-3

こうらいえん 周参見 849

食べ飲み歌い処  喜多ろう 周参見 1357-1

喫茶 太公望 口和深 384-5

のんびり屋 見老津 35-4

BUSH  DE  COFFEE 見老津 2-1

喫茶 海 江住 11-1

南紀 道の駅すさみ 江住 808-1

みき食堂 江住 805-1

パノラマ 江住 750

喫茶 じゅん 江住 941-2

㈲出嶋 薬局 周参見 4024

㈲すさみガス 芝商店 周参見 4095-5

マル商液化ガス 周参見 3902

㈲オートハゼノキ 周参見 4581-11

下地自動車 周参見 4474

長野デザイン事務所 周参見 4187

柳H P 製作所 周参見 4315

㈱ 森水道 周参見 4164

出嶋石材店 周参見 4408-2

上野モーター商会 周参見 4095-2

岡野石材店 周参見 4101-4

加藤表具店 周参見 4097-1

泉郷堂 周参見 4143-5

㈱ 橋本衛生 周参見 4005-2

宮田表具店 周参見 3901-3

山本サッシ 周参見 3911

アトム不動産･便利サービス 周参見 2320-5

堀長木材商店 周参見 4856－5

めぐみ図案 周参見 1453

松本衛生舎 周参見 1738-1

君嶋畳店 口和深 173

城伸モータース 江住 887-1

浜地組 江住 452

南紀 道の駅すさみ 江住 808-1

楠本農場 小河内 835

高尾商店 佐本中 220-13

シアク美容室 周参見 4271

中家美容室 周参見 4317

サン美容室 周参見 4095-9

理容キシ 周参見 4095

ヘアーハウス ヨーヨー 周参見 3763-5

ヘアーサロン フルタ 周参見 2094-5

ゆかわ美容室 周参見 2109-2

カメヤマ美容室 周参見 2274

オバナ理容室 江住 1345

マキ美容室 江住 1353-2

熊野印刷 周参見 4147-5

菅原印刷所 周参見 4130-2

電化ライフ モリ 周参見 4272

㈲ショウジ 周参見 2094-1

尾﨑電気商会 周参見 1424-1

イタニデンキ 周参見 1709-1

嶋田時計店 周参見 2325-5

㈲堀谷石油店 周参見 4581-47

田中石油店 周参見 3763-4

イブファーム 周参見 4378-1

魚完 津村商店 周参見 4306-1

えびすや 周参見 4581-22

花月堂 周参見 4206-5

セーフティファーム 周参見 2109-1

フレッシュベーカリー福寿堂 周参見 4143-6

まんちゃん 周参見 3928-1

野口米穀店 周参見 2530

岸酒店 周参見 2094-6

浜田米穀店 周参見 2037

中村屋 周参見 1448

紀の誉食品㈱ 周参見 1273

抜田商店 太間川 94-2

南紀養鰻 口和深 287

間所商店 見老津 340

シアク写真店 周参見 4271

読売センター白浜 周参見 4307

中地金物店 周参見 4256

はぜの木商店 周参見 4307

浜重商店 周参見 4236

津田新聞舗 周参見 4178

出嶋商店 周参見 4162

大五水産㈱ 周参見 2034

田代水産 周参見 2048

森下商店 江住 1550

サンセットすさみ 周参見 5351-10

温泉民宿かわべ 周参見 4483

民宿ヒロハウス 周参見 4659

民宿やまぐち 周参見 4374-1

民宿いわもと 周参見 5346

一棟貸し宿　田舎家 周参見 2325-1

M a r i n e　B a s e 周参見 2299

（一社）すさみ町観光協会 周参見 4581-14

CoCo Guest House 佐本中 19-7

㈱ Lacoma 江住 1434-1

弁天丸 見老津 43

海のお宿 江住 906-18

フェアフィールド・バイ・
マリオット和歌山すさみ 江住 672-1

民宿パノラマ 江住 750

秋丸 周参見 5370-18

正丸 周参見 4581-13

天照大洋丸 周参見 2054-3

マリンクラブスサミ令和丸 周参見 3363-3

紀文丸 見老津 30-303

第三浜丸 見老津 164-3

天昇丸 見老津 289

黒龍丸 見老津 319

フィッシング森下 江住 1550

岩　元　渡　船 周参見 5346

赤　木　渡　船 周参見 2031

下  谷  渡  船（遊漁兼）口和深 371

下  谷  渡  船（遊漁兼）口和深 370

谷　口　渡　船 口和深 385

浜　丸　渡　船 見老津 164-3

林　　渡　　船 見老津 286

弁　　天　　丸 見老津 43

酒　井　渡　船 見老津 463-2

橋　本　渡　船 江住 218

酒　井　渡　船 江住 618

㈱ノアすさみ 周参見 4857-74

前  田  渡  船（遊漁兼）江住 1458

南紀すさみ ダイビング アカデミー 周参見 4581-74

( 一社 ) すさみ町観光協会 周参見 4581-14

エビとカニの水族館 江住 808-1
入館者はおたのしみ抽選あり !!

※入館者は「商品引換券」ではなく、抽選が受けれます。

上記の「もらえる施設」でもご利用できます。　商品券の有効期限は、令和４年２月１５日です。

「道の駅すさみ観光案内所」 または 「FRONT110( 旧交番跡地 )」 で商品券と引換えてください。

すさみ町観光協会

※宿泊施設の開催期間は、１月２９日（土）迄。　※引換えは１月３１日（月）午後５時迄。

使える
お店

Ｍ･Ａ･Ｃ 工房 周参見 4581-14

★

★＝引換券の配布のみ

延
長
！


