
ご支援ご協力をいただきありがとうございます！！　

お宿のお問合せはこちらまで

南紀勝浦温泉旅館組合
ホテル浦島　　　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

那智山防災道路委員会

ホテルアンドレンタカー６６０

温井株式会社
祝　那智勝浦新宮道路開通！

井筒建設株式会社

株式会社夏山組

木原造林株式会社

那智勝浦町建設業組合

紀州勝浦産「生まぐろ」

勝浦漁業協同組合
絶景露天風呂　-滝見乃湯-

かつうら御苑会有志一同
夜空が彩り輝く日

有限会社久司商店 谷地建設株式会社

車の事は全てサポート致します。

有限会社鈴森自動車 熊野交通株式会社



有限会社小阪組 株式会社髙岡商店

那智勝浦町立新病院建設事業

㈱鴻池組
台所お風呂のリフォームは当社で

㈱モリカワ エスク三ツ川(株)

水は大切な資源、みんなで守ろう

那智勝浦町
水道工事事業協同組合

（株）ツジヤ商会
今年も花火大会見られる事楽しみ

那智山青岸渡寺

平成２９年御本社遷座千七百年

熊野那智大社
新宮自動車整備
工業協同組合

（株）三崎舗道

水をつくる、いかす、考える。

(株)フソウ大阪支社
携帯電話の事なら

（株）ケイオープラン (株)野平組

元気です！！那智勝浦町

勝浦金融協会
みくまの農業協同組合　紀陽銀行

　新宮信用金庫　第三銀行

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

頑張る那智勝浦町を応援します

介護老人保健施設
　ルピナス

ＫＥＥ環境工事（株）
地方創生のまちづくり支援

㈱日本出版
黒あめ那智黒より感謝をこめて

㈱那智黒総本舗

安全・安心のビルメンテナンス

南海ビルサービス(株) ＮＴＴ西日本　和歌山支店 (株)紀南新聞社

うらしま会

「紀州潮聞之湯」　ホテル中の島

中の島会
熊野最古の伝統手造り醸造酢

合名会社丸正酢醸造元
宿泊宴会集会イベントはサン勝浦

サンかつうら

勝浦魚商協同組合
水は人を育み地域を潤します。

(株)潮技術コンサルタント （有）紀宝工業

宇久井漁業協同組合
花火大会のご成功をお祈ります

ワコウコンサルタント（株）

夜空に願いをこめて

天使の空薬局 朝日店・下里
店

（株）保田組 シキボウリネン(株)
頑張れ！勝浦　頑張る中西商店

（有）中西商店
日本の和食文化を大切にしましょう

（有）藤野醤油醸造元 華山運送（株）
津波避難タワードームが命を守る

(株)タジマ工業
安心できれいな水を守りましょう

(株)仲西水道工事店
南紀プロパンガス(株)

 勝浦営業所

みなさまのお口の健康を守ります

ちあき歯科
がんばろう、那智勝浦町

（有）マックス タマキ工業(株) 那智自動車販売（株）

税金・労務のことなら

柳川弘税理士事務所
私たちは総合力でお応えします

玉野総合コンサルタント(株)
和歌山事務所

くろしお号に乗って快適な旅行！

西日本旅客鉄道（株）　新宮駅

２人の誓い ♡ アモーレ

ブライダルコスチューム　チャーム

年に一度の花火をぜひご覧下さい

（有）たき川
リフォームもおまかせ下さい！

(有)桃井電器店

南紀電設 (有)丸好商店勝浦 （株）ヤマモリ水産

祝！那智勝浦町花火大会

(株)泉組
一日も早い完全復興を！

(株)果無建設

いい町、那智勝浦町！

(株)池田土木　市屋作業
所

(株)マージネット 和歌山警備保障(株)
安心と信頼の介護をあなたに

社会福祉法人高瀬会

もしもの時は、お電話ください。

ＪＡみくまのセレモニーホールなち
交通指導員募集中！

那智勝浦町交通指導員協議会
山村文化の象徴「棚田」を守ろう

棚田を守ろう会　有志一同 医療法人木下医院



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　寺本　眞一 

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
  那智勝浦町役場総務課内
TEL. 0735-52-0555（代表）  FAX：0735-52-6543
E-mail:kikaku01@town.nachikatsuura.lg.jp 

（株）熊野フードファクトリー 那智勝浦ゴルフ倶楽部
ダイワエネルギー（株）勝浦営業

所 ｂｏｄａｉ

(株)白浜試錐 新宮電気工事㈱ 木下水産物（株）
災害に強い街作りを応援します

（株）日比野生コン勝浦工場

熊野の海をきれいにしましょう。

（株）ヤマサ脇口水産
和歌山がんばれ！

紀南鉄骨建築協同組合
ふるさとで免許をとりましょう

那智勝浦自動車教習所
パチンコ＆スロット

ＫＢスーパースタジアム

お食事でしたらまぐろ定食をどうぞ

まぐろお食事　竹原

すべての勤労者の笑顔のために

近畿労働金庫新宮支店
グランエイジ新発売！

日本生命保険相互会社
エコマネジメント（株）妙法事業

所

(株)武田基礎調査
ＩＴでおもてなしがモットー！！

(株)正和情報サービス (株)関三吉商店 （福）いなほ福祉会

戸石建築設計事務所 （有）大江設計事務所 宮本興建 （株）清水設計事務所

安心サポート　ZTVのスマホ

（株）ＺＴＶ新宮放送局 岡本殖産（株） 色川茶業組合 （有）太地環境

（有）シモジ測量設計事務所
熊野古道等の案内はお任せ下さい

熊野・那智ガイドの会
那智勝浦名物　お滝もち

和か屋　本店
花がいっぱい東花園

東花園

(株)キナン新宮営業所 峯本電機
がんばろう那智勝浦町

風英軒
スタッフ一同おまちしております

居酒屋　かあちゃん

ひろ吉
大世．成二．合氣．ひとみ．テリー．仲良し

髙出プロパン商会 弘商機
お墓のトータルプランナー

（有）汐入橋石材

インテリア・岡本装飾 （株）川合組 （有）上松モータース ビジネスホテル　シャルモント

（有）ニュー勝浦団地サービス
熊野は一つ、皆で盛り上げよう！

(有)岡鼻保険事務所
この街と共に生きていく

新宮信用金庫勝浦支店
住みよい街づくりに貢献する

菊本建設

新屋組
ガンバレ熊本！！肥後もっこす！

大和建設（株） (有)米地工務店
心を運び心で運転

新宮運送(株)
飲んでさわやかハッピー気分

コカ・コーラウエスト(株) 那智勝浦ロータリークラブ
一番の安心を提供できる保険会社
損害保険ジャパン日本興亜(株)

大地を測る

みくまの測地
ラクラク、安心ガスコンロ

岩尾液化ガス 田中精肉店 中尾印刷所 清水生花造花店

塩谷設計事務所
ホンダ車の事ならお任せください

(有)太田商会
花火の音で梅酒を一杯

まぐろ三昧～那智 カラオケ　イントロ

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 紀の松島観光(株) (有)勝浦石油販売 勝浦船渠（株）

東洋工業（株） クックスベスト(株)
和菓子の専門店が造る味をご賞味

珍重庵
昼は定食★夜は居酒屋笑顔のお店

大漁

スタミナ満点　味は一番

焼肉　ひらく うぐい動物病院 ステーキハウス　ひのき （有）勝浦衛生

送る心のお手伝い

(株)中本葬祭
医療法人　日進会

日比記念病院 国際航業(株)和歌山営業所 勝浦漁協職員組合

夏の夜空に満開の花を！

フラワーショップ西浦
大盛会を祈念致します

(有)アイエス商事 南紀マリンレジャーサービス 南紀警備保障(株)

みんなで熊野をデザインしましょ

勝浦工芸
真心を花に託して贈る店

フローリスト　花はる
ＯＡ機器のことなら

(有)紀南ビジネスマシン (株)熊野新聞社

谷口硝子(株) 紀栄防災設備 お菓子の工房　エスト
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

活気ある勝浦でいこう

リョウリキ建設
思いやりの環境技術で社会に貢献

エヌエス環境（株） 福助堂

きいスポーツ マツシタ住宅設備 和田歯科医院 読売センター那智勝浦 サークルＫ紀伊勝浦店 炭火焼肉さかい　新宮店

まいどおおきに　新宮佐野食堂 豆京寝具店 松本農機具店 （株）クリスタルタクシー　勝浦営業所 四季の郷温泉 お茶の金田屋

那智勝浦朝日郵便局 日本郵便(株)紀伊勝浦郵便局 （有）貝岐プロパン パンの店　木村家 井藤かまぼこ店 河村酒店

新宅花店 熊野黒潮本舗 かづこ助産院 シューズはきものイトー 中国料理　摩天楼 一品料理　お食事処　江戸安

三由米穀店 天白酢醸造元　曙商会 あかざわ塗装 まぐろの大井 熊野第一交通株式会社 生活研究グループ

（株）ケイズ ㈱文教スタヂオ あさひ玩具模型店 むこうやま商店 ビルメンテナンス山本商事 とらや商事(株)

(株)サイエンス和歌山 パシフィックエース西日本(株)


