
（有）鈴森自動車 （有）小阪組

かつうら御苑会一同 和歌山県漁連勝浦市場

那智勝浦町建設業組合 （株）夏山組

（株）髙岡商店 （宗）那智山青岸渡寺

森を整備して治山治水に貢献します

木原造林（株）
那智勝浦町観光発展を祈ります！

海邊・三和特定建設共同企業体
かつうら御苑耐震改修工事作業所

那智山防災道路委員会

（株）小森組

祝！串本太地道路事業化！

井筒建設（株）

お宿のお問い合わせはこちらまで

南紀勝浦温泉旅館組合
ホテル浦島　　　ホテル中の島　　　かつうら御苑　　　ホテルなぎさや

陽いずる紅の宿勝浦観光ホテル　海のホテル一の滝　万清楼
湯快リゾート越之湯　ホテルシャルモント　花いろどりの宿花游

ご支援ご協力をいただきありがとうございます！！　



税金・労務のことなら

矢萩会計事務所 南紀プロパンガス（株）

今日の自分は昨日と違うチャームで

チャーム美容室
人にやさしい町!!那智勝浦町!!

（株）小池組 福助堂

食は人を良くする

まぐろ三昧那智 那智勝浦ゴルフ倶楽部
町民皆様のご健康をお祈りします

医療法人　木下医院
かまセンのマグロくんたべてね

（株）熊野フードファクトリー

交通指導員募集中！

那智勝浦町交通指導員協議会 クックスベスト(株)　 社会福祉法人　いなほ福祉会
祝！那智勝浦町花火大会

(株)泉組

宮本興建

おかげさまで創業55周年

(有)桃井電器店
年に一度の花火をぜひご覧下さい

（有）たき川 （株）建築工房くまの

（株）マージネット

JR西日本旅客鉄道（株）
新宮駅

保険のことはおまかせ下さい

(有)マックス

安心と信頼の介護をあなたに

社会福祉法人　高瀬会
食を通じたおもてなし

(有)丸好商店勝浦 （株）ヤマモリ水産

（株）保田組 南紀電設 ＫＢスーパースタジアム

水をつくる、いかす、考える。

(株)フソウ　大阪支社 （株）庵野組 華山運送（株）

安心できれいな水を守りましょう

（株）仲西水道工事店 タマキ工業(株) ミートショップ谷岡

互いに尊重しあえる社会を目指す

特定非営利活動法人　任 勝浦魚商協同組合
今年も健康のおてつだいよろしく

天使の空薬局　朝日店・下里店

宇久井漁業協同組合 大好きな那智勝浦町共に頑張ろう

那智勝浦町社会福祉協議会互助会

勝浦が元気になりますように！

(有)中西商店

「紀州潮聞之湯」　ホテル中の島

中の島会 ワコウコンサルタント（株） （有）紀宝工業

ライフライン整備で地域に貢献！

（株）潮技術コンサルタント シキボウリネン（株）
熊野最古の伝統手造り醸造酢

（名）　丸正酢醸造元

ＮＴＴ西日本　和歌山支店 うらしま会
身近な情報からふるさとの提言まで

（株）紀南新聞社

勝浦船渠（株）
（有）勝浦石油販売

「街」を創る。「未来」を創る。

（株）岡本設計

旧社名エスク三ツ川（株）

エスク（株）

町を支援する町公認　水道工事店

那智勝浦町水道工事
事業協同組合

モリカワのでんき好評発売中！

（株）モリカワ

KEE環境工事（株）
黒あめ那智黒より感謝をこめて

（株）那智黒総本舗
新宮自動車整備
工業協同組合

携帯電話の事なら

（株）ケイオープラン
元気です！！那智勝浦町

勝浦金融協会
（株）野平組

（株）三崎舗道
観光事業等ご支援いたします

（株）日本出版
安全・安心のビルメンテナンス

南海ビルサービス（株）

花火のように輝きたい！！

（有）久司商店 熊野交通（株）

熊野那智大社



振込口座

紀陽銀行勝浦支店　普通　４７２３７６

那智勝浦町花火大会　大会長　堀　順一郎

那智勝浦町花火大会実行委員会
〒649-5392 那智勝浦町大字築地７－１－１
  那智勝浦町役場観光企画課内
TEL. 0735-52-0555（代表）  FAX：0735-52-3011
E-mail:kikaku04@town.nachikatsuura.lg.jp 

太田郵便局 熊野黒潮本舗

リョウリキ建設 ビルメンテナンス山本商事 菊本建設 とらや商事（株）

マルエ商会 向山商店 日本郵便（株）　紀伊勝浦郵便局 熊野第一交通（株）

(株)クリスタルタクシー お食事処　なわ 井藤かまぼこ店 まぐろの大井 天白酢醸造元　曙商会 那智勝浦朝日郵便局

生活研究グループ ケアプランサービスつなぎ お弁当　一品料理　お食事処　江戸安 お茶の金田屋 かづこ助産院 中国料理　摩天楼

(有)貝岐プロパン パンの店　きむらや 四季の郷温泉 あかざわ塗装 三由米穀店 あさひ玩具模型店

炭火焼肉屋さかい新宮店 まいどおおきに新宮佐野食堂 センゴクベンダー（株） 三信住器紀州サービスセンター 和田歯科医院 (株)ケイズ

生まぐろ　くじら料理

お食事処　おがわ
和歌山東漁業協同組合

那智支所

皆で鮪資源を守り育てましょう。

ヤマサ脇口水産 AKIRA AUTO

地域の安心安全を守ります！！

（株）SP警備保障 （株）熊野新聞社 南紀マリンレジャーサービス 田中精肉店

キンダイギケン

(株)近代技研 戸石建築設計事務所
みんな元気で！

フラワーショップ西浦
あらゆる看板お任せください！

まんだい社看板店

当店は、年中無休のまぐろ屋です

（株）中定商店 紀の松島観光（株）
ZTV光　全契約者無料切替中！

（株）ＺＴＶ新宮放送局 塩谷設計事務所

お宿はな・わかたけ 谷口硝子（株）
暮らし安心、災害に強いLPガス

岩尾液化ガス 那智勝浦ロータリークラブ

安全は、私たちの願いです。

新宮運送(株) ファミリーマート勝浦北浜店
お墓のトータルプランナー

（有）汐入橋石材 ビジネスホテル　シャルモント

那智勝浦町の発展を応援します

（株）日比野生コン 勝浦工場
勝浦の未来を考えよう！

大和建設（株） 読売センター那智勝浦
ありがとうで送るお葬式

（株）中本葬祭

紀南鉄骨建築協同組合
ＯＡ機器のことなら

（有）紀南ビジネスマシン 和歌山警備保障（株）
(株)大黒が医療の未来を考えます!

（株）大黒
スタミナ満点　味は一番

焼肉　ひらく 清水生花店
和菓子の専門店が造る味をご賞味

珍重庵
安くて美味しい熊野牛！！

熊野牛焼肉カイチ

南紀警備保障(株)
元気で楽しい町づくりを目指そう

熊野・那智ガイドの会
夕暮れに那智湾めざす大花火かな

カラオケ　イントロ （有）ニュー勝浦団地サービス

地域のみなさまに支えられ43年

フローリスト　花はる
干物・鮮魚

東岡商店 (株)サイエンス和歌山 (株)都

花がいっぱい東花園

東花園
大世.成二.合氣.瞳.テリー.笑顔の.輪.和

髙出プロパン商会
昼は定食★夜は居酒屋笑顔のお店

大漁 （株）堀組

弘商機 (株)サイバーリンクス
高い「技術力」で社会に貢献する

三友工業（株） セイコーメディカル(株)

（有）上松モータース 新屋組 （有）大江設計事務所
地域と共に頑張って行きます

（有）岡鼻保険事務所
スタッフ一同、お待ちしております！！

居酒屋　かあちゃん

支えあう手と心と笑顔で健康長寿

介護老人保健施設　ルピナ
ス

キャンプ、ＢＢＱは円満地公園へ

円満地公園オートキャンプ場
ドローン測量・３Ｄスキャナ測量

みくまの測地

(株)武田基礎調査 (株）淺川組
がんばろう那智勝浦町！！

風英軒 峯本電機

介護用品の事ならお任せください。

(株）大黒ヘルスケアサービス新宮店

那智勝浦名物　お滝もち

和か屋　本店 (株)キナン新宮営業所
”だい杖ぶ”新発売！

日本生命保険相互会社

花火よ！町に希望の力呼び起こせ

（有）寿エンタープライズ （有）太地環境
はたらくあなたへ笑顔を届けに

近畿労働金庫新宮支店
那智勝浦町ガンバレ！！

河村酒店

（有）勝浦衛生 ひろ吉 保険の先へ、挑む。
損害保険ジャパン日本興亜（株）新宮支社

安心・まごころのＪＡに。

ＪＡみくまの　セレモニーホールなち

ホンダカーズ那智勝浦
体の健康はお口から。ちあき歯科

ちあき歯科
ふるさとで免許をとりましょう

那智勝浦自動車教習所 新宮電気工事（株）

(株)関三吉商店 岡本殖産（株）
シロアリ駆除実績40年

中央環境クリーン（株） bodai

中尾印刷所
みんなが、笑顔で暮らせる町に！

（株）新誠
ガンバレ那智勝浦町

新宮酸素（株）
ダイワエネルギー（株）

勝浦営業所
医療法人　日進会

日進会病院
ＩＴでおもてなしをモットーに！

（株）正和情報サービス (株)白浜試錐
お食事名物まぐろ定食1620円よろしく

まぐろお食事　竹原

木下水産物(株) 梅田水道 岡本装飾
祝！那智勝浦町花火大会

(株)果無建設


	企業広告

