
▼伊都郡かつらぎ町 ▼伊都郡高野町 ▼和歌山市

▼岩出市 ▼川西市 ▼御坊市

▼新宮市 ▼日高郡みなべ町 ▼日高郡印南町

▼日高郡日高川町 ▼日高郡日高町 ▼日高郡由良町

▼有田市 ▼有田郡有田川町 ▼有田郡湯浅町

▼東牟婁郡串本町 ▼東牟婁郡太地町 ▼東牟婁郡那智勝浦町

▼橋本市 ▼海南市 ▼田辺市

▼紀の川市 ▼西牟婁郡上富田町 ▼西牟婁郡白浜町
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加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル

Aコープかつらぎ店 伊都郡かつらぎ町 佐野１８８－１ ショッピング

道の駅 かつらぎ西 伊都郡かつらぎ町 笠田東１２７１－２８ 飲食店

角濱ごまとうふ総本舗 飲食部 伊都郡高野町 高野山２３０ ショッピング

角濱総本舗 伊都郡高野町 高野山２６２ ショッピング

すき焼き　KAPPO　IPPON 和歌山市 １２番丁１９　ライオンズマンション　１Ｆ 飲食店

ラ パティスリー シュシュ 和歌山市 七番丁２６－１ 飲食店

蘭香園 和歌山市 七番丁２６－１　モンティグレ　３Ｆ 飲食店

肴みむら 和歌山市 万町６ 飲食店

焼肉 啓 和歌山市 上三毛９４５－１ 飲食店

和牛焼肉 わらいや 和歌山市 中之島２２４４ 飲食店

千成屋 和歌山市 中之島２２６２　ロ－ズ向ノ芝　１０３ 飲食店

笹一向の芝店 和歌山市 中之島２２７９　ヤマイチＰＬＡＺＡ向之芝ビ
ル　１Ｆ 飲食店

ドリーム えがわ店 和歌山市 中之島８８０－３ ショッピング

焼肉きんぐ 国体道路店 和歌山市 中島１８８－１ 飲食店

センプレコンテ 和歌山市 中島５７１－１ 飲食店

青木松風庵パームシティ店 和歌山市 中野３１－１ 飲食店

びっくりドンキー PC和歌山店 和歌山市 中野３１－１　パームシティ内 飲食店

0650 GPfwパームシティ和歌山 和歌山市 中野３１－１　パームシティ和歌山　１Ｆ ショッピング

ジュンテンドー 和佐店 和歌山市 井ノ口冨勝田３０９－１ ショッピング

DERE－DIR piece 和歌山市 今福１－１０－１１　石原ビル１Ｆ サービス

ライオンホルモン 和歌山市 元博労町３ 飲食店

千里十里 和歌山市 元寺町１－７０ 飲食店

中国酒家　くうくう 和歌山市 元寺町２丁目１３　 飲食店

鮨、天の 和歌山市 元寺町３－５ 飲食店

炭火さらい 和歌山市 元寺町５－５５　浦野ビル１Ｆ 飲食店

大芳 和歌山市 北ノ新地裏田町４３ 飲食店

ステーキ割烹 富士 和歌山市 北新５－４３ 飲食店

業務スーパー 鈴丸店 和歌山市 北新５－６２－１ ショッピング

食道園 和歌山市 北新５－６４ 飲食店

ロゼ デ ミエル 美容整体院 和歌山市 北細工町１５ サービス

カフェディエスプレッソ珈琲館紀ノ川SA店 和歌山市 北野７４４－５ 飲食店

CABANON 和歌山市 匠町４８　ぶらくり丁会館１Ｆ サービス

梅一番井口 和歌山店 和歌山市 十一番丁２５ ショッピング

ISOLA　BELLA 和歌山市 十番丁１９　Ｗａｊｉｍａ十番丁　１Ｆ 飲食店
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イ・ボローニャ 和歌山市 十番丁１９　Ｗａｊｉｍａ十番丁ビル　５Ｆ 飲食店

中華料理喜楽 和歌山市 南材木丁３丁目３２　テラダビル 飲食店

R＆Co． femme 和歌山市 南桶屋町１５　ヴィラパーク本町　１Ｆ ショッピング

サブール 和歌山市 卜半町２２ 飲食店

水辺焼肉meat×meet 和歌山市 卜半町３３　ミ－トビル１Ｆ 飲食店

和心 石橋 和歌山市 友田町２－１　ルナシスビル１０１ 飲食店

GASTROTERIA F 和歌山市 友田町２－９５ 飲食店

そばと料理 輪一 和歌山市 友田町３－２２ 飲食店

カルビ一丁 和歌山店 和歌山市 友田町４－２１ 飲食店

魚料理 ぎん 和歌山市 友田町５－２０ 飲食店

ジュンテンドー 古屋店 和歌山市 古屋２０３－２ ショッピング

ダイニング　博多もつ鍋　海芋 和歌山市 吉田１０２ 飲食店

魚彩 よしはら 和歌山市 吉田３６３　坂本ビル 飲食店

創作串揚 94 和歌山市 吉田４６５　グレースロワ１Ｆ 飲食店

＆ Room 和歌山市 吉田５２０ ショッピング

炭火焼き鳥 うちは 和歌山市 吉田６００　吉田店舗　１Ｆ 飲食店

四季の味 ちひろ 和歌山市 吉田８０１ 飲食店

割烹華新 和歌山市 吉田８０３－１ 飲食店

本家ぐりる中村 和歌山市 吉田８６５ 飲食店

WINE・BISTRO　PLUME 和歌山市 吉田８６５　グリル中村ビル　３Ｆ 飲食店

リーガス 東和歌山店 和歌山市 吹屋町４－３４－１ ショッピング

ゆず庵 和歌山店 和歌山市 吹屋町５－３ 飲食店

きた川 牛侍 和歌山市 和佐関戸２５－２ 飲食店

業務スーパー 和歌川店 和歌山市 和歌川町９－３６ ショッピング

青木松風庵善明寺店 和歌山市 善明寺３７４－７ 飲食店

業務スーパー 六十谷店 和歌山市 園部１４４５－１ ショッピング

焼き肉　和み 和歌山市 塩屋６丁目３－２９　 飲食店

炭火焼肉なのはな 和歌山市 太田１－１２－３１ 飲食店

赤鶏と紀州鴨の食べ処 楽－Gaku－ 和歌山市 太田１－１４－１１　２Ｆ 飲食店

TaveTab 和歌山市 太田１－４－９－１　芝尾ビル　１Ｆ 飲食店

炭火やきとり新太郎 和歌山市 太田１－６－１３　駅前第一ビル　１Ｆ その他

天っ晴れホルモン 和歌山市 太田１丁目４－１３　 飲食店

中心屋 あしやぎ 和歌山市 太田２－１４－６　第一生命ビル　１Ｆ 飲食店

AVANCE和歌山店 和歌山市 太田３－１－２５ サービス

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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江戸前回転鮨 弥一 宮街道店 和歌山市 太田３－１－２８ 飲食店

サブウェイ 宮街道トヨタカローラシーズ店 和歌山市 太田３－１－３５　トヨタカローラシーズ宮街
道店内 飲食店

古川 和歌山市 太田３丁目３－１７　 飲食店

中家青果 和歌山市 太田５６８ ショッピング

南海部品 和歌山店 和歌山市 寄合町１３ ショッピング

三和国体道路店 和歌山市 小雑賀２１２－４ ショッピング

かつや和歌山小雑賀店 和歌山市 小雑賀３－５－１４ 飲食店

炭火焼鳥だん 和歌山市 小雑賀３－６－７ 飲食店

MARGINAL 和歌山市 小雑賀７８３－１０ ショッピング

0654 GPfwセントラルシティ和歌山 和歌山市 小雑賀８０５－１　セントラルシティ　１Ｆ ショッピング

カラーズ和歌山本店 和歌山市 小雑賀８０８－１７ 飲食店

スー・セル・ボー 和歌山市 屋形町３－１１－１　アリスト和歌山城　１０
２ ショッピング

旬歓喜なかむら 和歌山市 岡南ノ丁２６ 飲食店

ビアンコ・ロッソ 和歌山市 岡山丁８３ ショッピング

魚菜八風 和歌山市 岡山丁８４　仙石ビル　１Ｆ 飲食店

馳走 橋本 和歌山市 岡織屋小路１４－１ 飲食店

珈琲もくれん 和歌山市 島崎町３丁目２７　 飲食店

信濃路　紀ノ川店 和歌山市 平井１４７－１ 飲食店

鮨　宮田 和歌山市 広道２０　第３田中ビル　１Ｆ　１号 飲食店

酒やの鍵本 和歌山市 手平１－４－２６ ショッピング

オテル・ド・ヨシノ 和歌山市 手平２－１－２　和歌山ビッグ愛　１２Ｆ 飲食店

幸寿司 和歌山市 新中通２－３３ 飲食店

MS－29 和歌山市 新内１３番地　 飲食店

信濃路　四箇郷店 和歌山市 新在家１４４－１ 飲食店

FOOD HUNTER PARK 和歌山市 明王寺４７９－１ ショッピング

フォルテ食品館 和歌山市 本町２－１ ショッピング

寿司　きし田 和歌山市 本町２－１　フォルテワジマ　７Ｆ 飲食店

バベ－ネフォルテ店 和歌山市 本町２－１　フォルテワジマビル　７Ｆ 飲食店

金陵苑 和歌山市 本町３－１ 飲食店

江戸前回転鮨 弥一 紀ノ川店 和歌山市 栄谷１７２－３ 飲食店

ワークショップ三和紀ノ川店 和歌山市 栄谷１７９－３ ショッピング

オオミヤ和歌山本店 和歌山市 栗栖７５５－１ ショッピング

業務スーパー 榎原店 和歌山市 榎原７８－３ ショッピング

文房創庫 オーヤマ 和歌山市 橋向丁１７－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ジャングルジャングル 和歌山店 和歌山市 次郎丸１０－１ ショッピング

赤から 和歌山紀ノ川店 和歌山市 次郎丸６１ 飲食店

アストロプロダクツ 和歌山店 和歌山市 毛見１１０９ ショッピング

団楽焼肉 石頭 和歌山市 毛見１４３７－９１ 飲食店

四季彩 和歌山市 毛見１５１７ 飲食店

カテリーナ 和歌山市 毛見１５１７ 飲食店

黒潮市場 和歌山市 毛見１５２７ ショッピング

メルセデス ベンツ和歌山 キュッヒェ 和歌山市 毛見１５３５－５ 飲食店

肉のまるふく 和歌山市 狐島３５７－３ 飲食店

焼肉壱番館 和歌山市 狐島４６８－２ 飲食店

まごころの味 海老一統 和歌山市 畑屋敷兵庫ノ丁１５－１ 飲食店

ふぐ政 和歌山店 和歌山市 畑屋敷円福院西ノ丁７－２ 飲食店

かつや和歌山北インター店 和歌山市 直川船渡田４２６－３ 飲食店

業務スーパー 神前店 和歌山市 神前１６４－１ ショッピング

カインドオル 和歌山店 和歌山市 福島６９７－２ ショッピング

青木松風庵秋葉山店 和歌山市 秋葉町４－２５ 飲食店

しなの路　秋葉 和歌山市 秋葉町４４－４ 飲食店

アガタ 和歌山市 築港６－５－３　カサ・デ・ポルト　１０３ 飲食店

焼肉 季乃家 和歌山市 美園町３－３４　けやきＯＮＥ　１Ｆ 飲食店

モダン懐石と京風居酒屋 銀杏 和歌山市 美園町３－３４　けやきＯＮＥ　１Ｆ　１０２
号 飲食店

美容室 ワタナベ 和歌山市 美園町４－８８ サービス

新和風料理　柚香 和歌山市 美園町４丁目６０　 飲食店

サラームつじ美容室 和歌山市 美園町５－４－１７ サービス

ヒダカヤ 西脇店 和歌山市 西庄３５９－１ ショッピング

焼肉みしま 和歌山市 西浜３－１０２７－１ 飲食店

業務スーパー 和歌浦店 和歌山市 西浜９６９－７ ショッピング

勝僖梅 本店 和歌山市 西高松１－５－２４ ショッピング

R＆Co． 和歌山市 雑賀町７２ ショッピング

駿河屋 駿河町本舗 和歌山市 駿河町１２ 飲食店

鉄板焼ステーキ 京橋デュッセル 和歌山市 駿河町４８－１ 飲食店

信濃路　鳴神店 和歌山市 鳴神１０５９－１ 飲食店

池田屋 和歌山市 鳴神１３９－６ ショッピング

青木松風庵鳴神店 和歌山市 鳴神四反田１００７－２ 飲食店

ヒダカヤ 黒田店 和歌山市 黒田１２７－５ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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中国料理 ニイハオ 和歌山市 黒田１７７－８ 飲食店

すし園 和歌山市 黒田２５８－７　 飲食店

すし園 和歌山市 黒田２５８－７　玉置マンション１Ｆ 飲食店

割烹恵比寿 和歌山市 黒田２６１－２ 飲食店

魚彩 鶴巳 和歌山市 黒田９４－７ 飲食店

ひろ 岩出市 中島５７２－１６　中島貸店舗１Ｆ 飲食店

江戸前回転鮨 弥一 岩出店 岩出市 中島６４２－１ 飲食店

アストロプロダクツ 岩出店 岩出市 中島７７８－１ ショッピング

炭火焼肉屋さかい岩出店 岩出市 中島８７２－２ 飲食店

すし藤左エ門 岩出市 中迫２０１－１　グリーンプラザ備前 飲食店

魚菜八風岩出店 岩出市 中迫２７９－５ 飲食店

Hair　Alive　Maki 岩出市 中黒２８２－２　 サービス

青木松風庵岩出店 岩出市 備前４２ 飲食店

アラオ 岩出店 岩出市 備前６４－３ ショッピング

肉のまるふく岩出店 岩出市 山５９４－１ 飲食店

焼肉屋 らっぱのやすべえ 岩出本店 岩出市 川尻２６６－４ 飲食店

柿の葉すし本舗たなか 岩出店 岩出市 根来１８９－１ ショッピング

スーパーネゴロ 岩出店 岩出市 根来２－１ ショッピング

iLLo 岩出市 森１２３－４　夢空間ビル第三　１Ｆ－１ ショッピング

ファーマーズマーケットOINACITY 岩出市 荊本２０ ショッピング

牛太本陣 岩出店 岩出市 西国分７２５－１ 飲食店

マナベインテリアハーツ和歌山岩出店 岩出市 西野１００－２ ショッピング

焼肉きんぐ 岩出店 岩出市 西野２２－１ 飲食店

かつや和歌山岩出店 岩出市 西野２３－１ 飲食店

赤から 和歌山岩出店 岩出市 西野２５ 飲食店

松牛 岩出市 野上野３５－６０ ショッピング

JANOMEミシン　川西支店 川西市 小花１－４－９ ショッピング

炭火焼肉屋 さかい 御坊店 御坊市 薗３２４－３ 飲食店

ヘア-サロンザネイキッド 御坊市 薗４３２－３Ｆ サービス

アート工房 紀ノ国 御坊市 藤田町吉田５４４－１ ショッピング

ハイマート 新宮市 井の沢２２３ ショッピング

ナカミチ新宮佐野店 新宮市 佐野９８１－１ ショッピング

チャンコ居酒屋ソップ亭 新宮市 徐福１丁目３－８　 飲食店

炭火焼肉屋 さかい 新宮店 新宮市 新宮３５６３－１ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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有限会社 谷口商店 日高郡みなべ町 南道５２ ショッピング

朝日楼 日高郡みなべ町 埴田１５８９－２ 飲食店

もとや魚店 日高郡みなべ町 堺５５１ ショッピング

紀州梅干館 日高郡みなべ町 山内１３３９ ショッピング

Aコープ みなべ 日高郡みなべ町 東吉田６０１ ショッピング

Aコープ いなみ 日高郡印南町 印南２０９１－１ ショッピング

Aコープ かわべ 日高郡日高川町 土生１０２－１ ショッピング

Aコープ ひだか 日高郡日高町 荊木５ ショッピング

Aコープ ゆら 日高郡由良町 里２７９－１ ショッピング

新鮮市場 浜のうたせ 有田市 宮崎町２４８９ ショッピング

食楽東家 有田郡有田川町 下津野１１１８－２ 飲食店

JAありだファーマーズマーケットありだっこ 有田郡有田川町 土生３３－１ ショッピング

醤館 有田郡湯浅町 湯浅１４６４ ショッピング

Aコープ紀南 VASEO店 東牟婁郡串本町 串本１５５１－１ ショッピング

松寿し 東牟婁郡串本町 串本１７３５－９１ 飲食店

レストラン サンドリア 東牟婁郡串本町 串本２５０５ 飲食店

料理「萬口」 東牟婁郡串本町 串本４２－１７ 飲食店

Aコープ こざ店 東牟婁郡串本町 西向３３０－１ ショッピング

おざきのひもの 東牟婁郡串本町 鬮野川１５９５－７ ショッピング

太地漁協スーパー 東牟婁郡太地町 太地３１０７ ショッピング

HATI 東牟婁郡那智勝浦
町 大字下里５０９－１ ショッピング

Aコープなち店 東牟婁郡那智勝浦
町 天満１７３３－２ ショッピング

焼肉ダイニング和 東牟婁郡那智勝浦
町 築地３－３－７ 飲食店

和食とくさ 橋本市 小原田３５５ 飲食店

ファーマーズマーケット やっちょん広場 橋本市 岸上５２２－１ ショッピング

柿の葉すし本舗たなか はしもと店 橋本市 市脇１－７２９ ショッピング

柿の葉ずしヤマト橋本店 橋本市 市脇７１２－１ ショッピング

本と文具 ツモリ 紀見店 橋本市 御幸辻１１８－１ ショッピング

エーコープ 橋本店 橋本市 東家６－３４０－１ ショッピング

本と文具 ツモリ 西部店 橋本市 神野々５６６ ショッピング

グリーンホームセンター 橋本店 橋本市 隅田町上兵庫２３０ ショッピング

ゲストハウス 橋本市 高野口町伏原８８０－１ゲストハウス 飲食店

焼肉レストラン 牛苑 橋本市 高野口町伏原９０５－１ 飲食店

寿司 いけだ 橋本市 高野口町名古曽９４５－２ 飲食店

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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ジュンテンドー 高野口店 橋本市 高野口町向島１９４－１ ショッピング

ジュンテンドー 下津店 海南市 下津町下２－２ ショッピング

業務スーパー 海南店 海南市 大野中４６４ ショッピング

ジョイフル銀鈴 海南市 日方１２９４ 飲食店

かつや和歌山海南店 海南市 船尾２４１－５３ 飲食店

ふじ白庵　佶楓 海南市 藤白４３４－１　 飲食店

黒牛茶屋 海南市 黒江８４６ ショッピング

全日食上秋津店 田辺市 上秋津２０８８－１ ショッピング

業務スーパー 田辺店 田辺市 下万呂４６５－１２ ショッピング

Aコープ紀南 Cook GARDEN店 田辺市 下万呂５７３ ショッピング

Vショップ下三栖店 田辺市 下三栖１３５２－１ ショッピング

味三昧田辺本店 田辺市 下屋敷町１－５６ ショッピング

MIX 田辺市 南新町２０－６　 ショッピング

廻鮮心鮨 田辺市 宝来町１０－１６ 飲食店

STYLE factory 田辺市 文里２－３７－１ ショッピング

マルキ精肉店 田辺店 田辺市 新庄町２１５５－１ 飲食店

Vショップ滝内店 田辺市 新庄町２９１５－３２８ ショッピング

丸新本家 株式会社 田辺店 田辺市 新庄町２９１５－３３３ ショッピング

海鮮れすとらん 勘八屋 田辺市 新庄町２９２６－１５ 飲食店

ステーキテキサス 田辺市 新庄町３０６７－２８ 飲食店

道の駅 奥熊野古道ほんぐう 田辺市 本宮町伏拝９０４－４ ショッピング

樹の里 田辺市 本宮町本宮２２８－１ ショッピング

鹿六本宮店 田辺市 本宮町本宮２５１－１ 飲食店

炙り屋 海炎 田辺市 湊１３－３ 飲食店

炭火焼肉屋 さかい 田辺店 田辺市 目良４３－１８ 飲食店

Le Caprice 田辺市 神島台２４－２１ 飲食店

JA紀南 ファーマーズマーケット紀菜柑 田辺市 秋津町７５２－１ ショッピング

Aコープ紀南DELISISINARI店 田辺市 稲成町新江原３１９７ ショッピング

まつやFOOT LIFE 紀ノ川店 紀の川市 下井阪５０４－１ ショッピング

信濃路　打田店 紀の川市 打田１３６３－１ 飲食店

スーパーネゴロ 打田店 紀の川市 西大井４２１ ショッピング

ファーマーズマーケットめっけもん広場 紀の川市 豊田５６－３ ショッピング

ジュンテンドー 貴志川店 紀の川市 貴志川町前田５５－１ ショッピング

業務スーパー 貴志川店 紀の川市 貴志川町神戸３５３－１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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道の駅　くちくまの 西牟婁郡上富田町 岩崎５５５－５ 飲食店

Aコープ紀南 APIA店 西牟婁郡上富田町 朝来１３７５－１ ショッピング

業務スーパー 朝来駅前店 西牟婁郡上富田町 朝来２４５３ー７ ショッピング

ナカウチデンキ 西牟婁郡上富田町 朝来３２６－１８５ ショッピング

業務スーパー白浜店 西牟婁郡白浜町 １１１１－２１ ショッピング

㈱福菱 〜Kagerou Cafe〜 西牟婁郡白浜町 １２７９－３ 飲食店

レストランサカクラ 西牟婁郡白浜町 １３９２－３ 飲食店

南紀白浜焼肉萬 西牟婁郡白浜町 １４１６－１ 飲食店

フィッシャーマンズワーフ白浜 西牟婁郡白浜町 １６６７－２２ ショッピング

キリンヤ 西牟婁郡白浜町 ３３００－１６ 飲食店

品品香 西牟婁郡白浜町 ３３０９－２０ 飲食店

レストラン 珊瑚礁 西牟婁郡白浜町 ５００－１ 飲食店

白浜KappouKawanishi 西牟婁郡白浜町 ５１１－１ 飲食店

白熊 西牟婁郡白浜町 514323 飲食店

Vショップ桟橋店 西牟婁郡白浜町 673569 ショッピング

INNOSENSE 西牟婁郡白浜町 堅田２４９７－２２ サービス

海鮮寿司　とれとれ市場 西牟婁郡白浜町 堅田２５２１ 飲食店

サニーマート 西牟婁郡白浜町 富田５４１－１ ショッピング

たつのや 西牟婁郡白浜町 日置１２０３ 飲食店

Aコープ紀南 あぜみち店 西牟婁郡白浜町 栄６９１ ショッピング

加盟店名加盟店名 市区町村市区町村 所在地所在地 ジャンルジャンル
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