
≪七保地区≫ 取扱商品等 木木屋 民宿

井熊酒店 酒 森田石油店 ガソリン

井熊商会 自動車整備 有限会社　寿タクシー 旅客運送車業（タクシー）

株式会社 ウメダハウジング 住宅建設・修理・メンテナンス 合同会社 夢庵 飲食店

有限会社 梅田林業 木材製品 理容　大辻 理容

NPO　大紀町日本一のふるさと村 パン・米・野菜類・他 ≪滝原地区≫ 取扱商品等
奥伊勢の森　七保ベース キャンプ場 お食事処　いとう 飲食店

大宮店　見並 自動車整備 小野デンキ工事 家電製品・電気・水道工事

ＣＡＦＥ　めがね書房 書籍・雑貨・飲食店 オリーブ・ケア 福祉用具

亀屋勉強堂 製造小売店(和菓子) 介護付有料老人ホーム虹の丘 福祉（有料老人ホーム）

久野理容店 理容 かつみ食堂・旅館 食堂・旅館

坂トコ パン製造・販売(予約注文) カネテ　河合商店 米・住宅設備・ガス等工事　他

早苗美容室 美容 株式会社松田石油　滝原給油所 ガソリン・取扱商品全般

JA伊勢　JAショップ打見 食料品・酒・生活用品雑貨　他 甘泉堂 洋菓子店

JA伊勢　JAショップ大宮 食料品・酒・生活用品雑貨　他 楠川モータース 自動車整備・販売

JA伊勢　大宮グリーンコープ 生活用品雑貨・肥料・農業 古民家カフェ　こんぺいとう パン・その他食料品・飲食店

Smile  Santa 野菜類 食事処　おーくら 飲食店

瀬古電気商会 電気工事 スナック　十三 飲食店

瀬古モータース 自動車整備・販売 大栄ガス株式会社 ガス等工事・器具

大喜老 飲食店 滝原西村ハイヤー有限会社 バス・タクシー・旅行業

TARD 下駄および木工品 チドリ美容室 美容

千代美容室 理容・美容 出口自動車 自動車整備・販売

有限会社 中西商店 獣害対策商品・電気柵器　他 ドライブイン　あら竹 その他食料品・飲食店・弁当

中西製作所 獣害対策商品・電気柵器　他 中村 海産物・米・その他食料品

西村電気工事 電気工事 西商会 自動車整備・販売
野原村元気づくり協議会（野原工房げんき村） 野菜類・飲食店 NXエネルギー中部㈱三重支店 LPガス小売業・ガス等工事　他

paddy field キャンプ場 株式会社 ひのき家 薪ストーブ・アウトドア用品

パーマハウス　なお美 理容 福祉タクシー　うの 福祉タクシー

ファミリーストア㊉ニシムラ パン・野菜類・食料品　他 ホリカワ　イベント屋台　ホリカワ 飲食店

福山商店 食料品・酒・生活用品雑貨 マルエス電気店 家電製品・住宅設備・電気工事

扶容動物病院 動物病院 まるたんぼう 飲食店

フラワーショップ花典 生花業 道の駅　奥伊勢木つつ木館 食料品・雑貨・飲食店　他

マルヨシプロパン 住宅設備・ガス等工事 宮川園 飲食店

民泊　東作塾 民泊 ヤマザキショップ　こめとら 酒　他
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〇 商品券が利用できる事業所及び店舗は本券の取扱店のみです。 

〇 商品券の利用による釣銭は出ません。 

〇 商品券は買掛金等の事業決裁資金には利用できません。 

〇 使用済みの商品券の再利用はできません。 

〇 商品券の交換、譲渡、売買はできません。 

〇 商品券の複製等の不正利用は禁止します。 

〇 現金、金券類との引き換えはできません。 

〇 タバコなど一部使用できない商品等があります。 

〇 紛失、破損等による再発行はできません。 

〇 商品券で購入した商品の返品はできません。 

〇 使用期限を経過した商品券は無効とし、換金は一切できません。 

〇 補助金の対象となる支払の場合、商品券の併用はできません。 

      問合せ先：商工観光課 0598-86-2243 

商品券の使用期間 

令和 4 年 6 月 15 日(水)～令和 4 年 12 月 31 日（土） 

※ ご使用にあたり三密を避ける等コロナ対策をお願いいたします。 

大紀町地域経済活性化商品券使用についての注意点 

 



≪阿曽地区≫ 取扱商品等 お八つボンボン 弁当・寒天販売　他

阿曽温泉 公衆浴場 壱まる その他 惣菜販売

阿曽　白清舎　クリーニング店 クリーニング カネナカ石油店 ガソリン

奥村自動車整備有限会社 自動車整備 髪工房　アール 美容

川辺の宿　さんずい 民宿 かもめ 飲食店

希成 飲食店 きせいまる 民泊
コメリハードアンドグリーン大宮店 食料品・家電・雑貨・資材　他 喜盛丸 游漁船

JA伊勢　JAショップ阿曽 食料品・酒・生活用品雑貨　他 コーヒー亭 その他食料品・衣類

旬彩 米・野菜類・その他食料品 SAN DREAM その他食料品

チャコ美容室 美容 サン美容室 美容

華家 飲食店 JA伊勢　JAショップ錦 食料品・酒・生活用品雑貨　他

ファミリーマート　大紀町店 コンビニ 西部 米・食料品・薬・化粧品　他

ヘアーサロン アヤ 理容 大金建設 建設業

ミズグチ 化粧品・時計・メガネ・介護用品　他 太市屋 小売業

民泊　こころ 民泊 谷口電気工事店 電気工事

やまびこ作業所　たこ焼き店 たい焼き・たこ焼き 知多 飲食店

有限会社　タキハラムセン 家電製品 長次屋商店 米

有限会社 本田組 建設業 ていや商店 衣類・化粧品

≪柏崎地区≫ 取扱商品等 魚々錦会 鮮魚・加工品

暁美容室 美容 長島ショッピー　錦店 食料品・酒・雑貨　他

上野丸久商店 酒・生活用品雑貨 中食家　たこきよ 飲食店

うどん・そば処　宮路 飲食店 錦モータース 自動車整備

おおのや 海産物・食料品・生活用品雑貨　他 バイクショップ　オオニシ サービス業

小倉建材店 瓦施工・販売 日の出荘 飲食店・民宿

小倉しいたけ 野菜類 東商店 生活用品雑貨

小野石油 ガソリン 一二三美容室 美容

株式会社　小倉モータース 自動車整備 ファミリーマート　大紀町錦店 コンビニ

加美屋 衣類 ふじさき酒店 食料品・酒・飲料水　他

紀勢荘 サービス業 藤原鉄工所 船舶機器整備・販売

紀東釣エサセンター 釣具 まごころ弁当　山花灯 お弁当屋

キノコランド 椎茸栽培・販売　他 まさや製菓 その他食料品

げんこつ 飲食店 マルエ青果 食料品・生活用品雑貨　他

古道の宿　上野屋 民宿 ㋖商店 海産物

酒・くすりの里村 食料品・酒・生活用品雑貨・薬　他 丸五商店 海産物

山海水産 海産物 丸善クリーニング クリーニング

JA伊勢　紀勢グリーンコープ 米・雑貨・肥料　他 丸二　清三屋 民宿

杉の子美容室 美容 みつる屋 衣類

たぁくん食堂 飲食店 （有）三邦商店 住宅設備・水道・ガス等工事

大紀圏突入株式会社 体験プログラム　他 みくに屋 民泊

つりエサ市場 釣具 民宿・渡船　眞精 民宿

日之出屋 食料品・生活用品雑貨　他 優美容室 美容
ファミリーマート紀勢大内山インター店 コンビニ ≪大内山地区≫ 取扱商品等
藤原椎茸 野菜類・きのこ 伊藤商店 飲料水

松田商店 海産物・食料品・切り花　他 大内山オート 自動車整備・販売

丸計商店 米・食料品・ガス等工事　他 大内山動物園 動物園

㊣ホルモン 飲食店 大内山ミルク村Ｂloom パン・海産物・食料品　他

民泊　井戸ばた 飲食店・民宿 岡本商店 食料品・酒・雑貨・薬　他

森田商会 建材・卸売業 ㈱江尻商店 米

森本自動車 自動車整備・販売 JA伊勢　JAST宅配センター 食料品・家電・雑貨・資材　他

焼肉　あらき 飲食店 古民家べっぴん 民宿

有限会社　フレッシュにしむら 食料品・酒・雑貨　他 爺婆sun農園 米・野菜類

有限会社　山添自動車整備工場 自動車整備 中井鮮魚 小売業

ラーメン八家 飲食店 Piccolina 美容

≪錦地区≫ 取扱商品等 民泊　いづほ 民泊

赤とんぼ 飲食店 有限会社　奥出建具店 木工建具

いちこや 飲食店 米倉美容院 美容

海街LIFE マリンハウス錦 民泊 理・美容　ヨネクラ 理容・美容

岡本旅館 渡船・食事

大紀町地域経済活性化商品券取扱店一覧

＊使用期限：令和4年12月31日(土）


