
名　　称 住　　所 備　考

1 (株)愛須食品 みなべ町東本庄128-1

2 (株)朝日楼 みなべ町埴田1589-2

3 (株)東農園 みなべ町東本庄836-1

4 吾妻寿司 みなべ町北道258

5 アドワイズ みなべ町晩稲388-1

6 イクタ食品(株) みなべ町西本庄1325

7 井上梅干食品(株) みなべ町山内1095-1

8 (有)海鮮房　井乃芳 みなべ町埴田1421-21

9 岩代荘 みなべ町西岩代321-1

10 (株)岩本食品 みなべ町晩稲1187

11 (株)うえだ みなべ町芝678

12 ｗｅｂ４ｎａｔｕｒａｌ(株) 田辺市あけぼの37-17

13 (株)梅一番井口 みなべ町西本庄1224

14 梅染愛好会 みなべ町徳蔵304

15 (株)ウメタ みなべ町山内1339

16 梅の駅みなべ川村 みなべ町芝503　商工会内

17 梅の里観梅協会 みなべ町晩稲1309

18 喫茶・軽食　梅の里 みなべ町東本庄109-1

19 梅吉食品(株) みなべ町山内1222

20 恵比寿屋 みなべ町芝443

21 小川スタジオ みなべ町北道276

22 鹿島神社 みなべ町埴田20

23 片山農園 みなべ町晩稲100-3

24 かつら堂 みなべ町北道257

25 カノコ屋 みなべ町南道61

26 カフェ ド マンマ みなべ町埴田1590-40

27 (株)紙細工松本 みなべ町埴田944-59

28 河本食品(株) みなべ町気佐藤367-1

29 国民宿舎 紀州路みなべ みなべ町埴田1540

30 紀州綜合食品(株) みなべ町西岩代444

31 紀州農業協同組合 御坊市湯川町財部668-1

32 (有)紀州梅苑 みなべ町南道274

33 紀州日高漁業協同組合南部町支所 みなべ町堺574

34 (株)紀州本庄うめよし みなべ町西本庄278

35 紀州みなべ梅干協同組合 みなべ町芝503　商工会内

36 紀州薬師梅(株) みなべ町清川437

37 きのくに信用金庫 南部支店 みなべ町芝409

38 紀陽銀行 南部支店 みなべ町芝445-1

39 和風レストラン“くーる” みなべ町山内1724

40 (株)クタニ印刷 みなべ町埴田944-43

41 (株)クレイシア みなべ町熊瀬川47

42 月向農園 みなべ町晩稲１１６０

43 (株)倖梅 みなべ町晩稲1225-1

44 (株)小山農園 みなべ町筋312-3

45 (株)坂本農園 みなべ町南道266-1

46 更科食堂 みなべ町芝435

47 サンマリン みなべ町埴田1421-20

48 ＪＲ西日本 紀伊田辺駅 田辺市湊1-24

49 (株)勝僖梅 和歌山市西高松1丁目5-24

50 (株)しんざき みなべ町埴田1754-8
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51 須賀神社 みなべ町西本庄242

52 清恵窯 みなべ町清川3438

53 せきもとフーズ(株) みなべ町東吉田408-6

54 千里観音治勝会 みなべ町山内７２６

55 (有)泰洋電機 みなべ町東吉田78-3

56 高砂食品 みなべ町気佐藤408-16

57 たかだ農園 みなべ町芝647-2

58 ちぐすや商店 みなべ町南道53

59 築山商店 みなべ町堺593

60 出口石油(株) みなべ町堺616

61 てらがき農園 みなべ町西岩代1204

62 (株)トノハタ みなべ町西岩代195-1

63 永岡食品(株) みなべ町芝576

64 中村養蜂園　Ｐure Honey Tetsu みなべ町晩稲502-4

65 南紀梅干(株) みなべ町晩稲1225-5

66 (有)南紀ダイドー みなべ町堺637-1

67 南紀ポリエチレン(株) みなべ町芝220

68 温泉民宿にしかわ みなべ町埴田1540-12

69 (株)西山 みなべ町筋317-1

70 おかずのにしやま みなべ町北道317-2

71 (株)梅樹園 みなべ町西本庄1269

72 (有)花みつ みなべ町北道236

73 (株)浜市 みなべ町埴田1429-1

74 林圓三郎商店 みなべ町南道120-6

75 和カフェ ひさ松 みなべ町埴田929-15

76 冨士ふとん店 みなべ町北道196

77 北京飯店 みなべ町芝440-30

78 HOTEL&RESORTS WAKAYAMA MINABE みなべ町山内348

79 Strawberry farm まあと工房 みなべ町晩稲348

80 松川農園 みなべ町東岩代1697

81 マルヤマ食品(株) みなべ町西本庄1282

82 みかへりや みなべ町晩稲57

83 みさき堂 みなべ町北道110-1

84 ミナベ化工(株) みなべ町気佐藤173-1

85 (農組)みなべがわコープファーム みなべ町清川539

86 みなべ川森林組合 みなべ町清川1267

87 みなべ町商工会 みなべ町芝503

88 (名)南部タクシー みなべ町芝378

89 南部郵便局 みなべ町芝447-1

90 宮本石油(株) みなべ町北道91

91 (株)もとや魚店 みなべ町堺551

92 山崎秋芳園 みなべ町北道222

93 居酒屋ゆかりちゃん みなべ町晩稲64-1

94 リッチ みなべ町埴田942-1

95 龍神自動車(株) 田辺市あけぼの37-20

96 渡口農園 みなべ町筋827

97 わだま渡船 みなべ町埴田1171-1

98 パンのお店「わっか」 みなべ町東岩代902

99 清水　眞幸 日高郡日高町荊木

100 櫻井　康弘 みなべ町芝

山本　賢 みなべ町芝 特別会員

みなべ町農業振興協議会 みなべ町芝742 特別会員


