
2020年6⽉29⽇現在

店舗名 種類 住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 利⽤対象外 URL

杉寿司 寿司 相賀824-16 0597-32-0314 木曜⽇・第3水曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/5160/

一冨士 寿司 相賀1992-8 0597-32-0250 11:00-22:00 ⽉曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3467/

喜久寿司 寿司 相賀849-2 0597-32-2036 ⽉曜⽇(祝⽇にあたる場合は翌⽇) https://kihoku-kanko.com/eat/3476/

カツ家 和食 小山浦28-12 0597-32-1156 水曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3490/

酒の肴 よしだ 和食・居酒屋 相賀2048-42 0597-32-3509 17:00-22:00 水曜⽇・⽇曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3471/

稲米舎(要予約） 和食 矢口浦439-3 0597-39-1280 火曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3426/

は志ま(要予約) 和食 相賀449-6 0597-32-0919 11:00-22:00 不定休 https://kihoku-kanko.com/eat/3455/

かい鮮や 和洋食 上⾥530-1 0597-36-1737 水曜⽇ テイクアウト https://kihoku-kanko.com/eat/4308/

いしくら(要予約) 和食 船津1587-3 0597-35-0346 11:00-21:00 不定休 https://kihoku-kanko.com/eat/3447/

ビストロモンテメール 洋食 船津1598-3 0597-31-0101 水曜⽇・第1.3木曜⽇のランチタイム https://kihoku-kanko.com/eat/5068/

中華ダイニング 萬来 中華 船津1381-3 0597-36-1158 木曜⽇・第1.3水曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3453/

焼肉まんてん 焼肉 船津1654-4 0597-35-0999 火曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3451/

十々亭 焼肉 相賀1601 0597-32-3093 不定休 https://kihoku-kanko.com/eat/3497/

⽇本料理ふな⽥(要予約) 和食 東⻑島28 0597-47-0853 火曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3196/

道瀬バル お好み焼き 道瀬108-2 0597-49-3657 12:00-21:00 火・水曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3410/

ちいさな家 お好み焼き ⻑島651-6 0597-47-5655 9:00-18:00 不定休 https://kihoku-kanko.com/eat/3241/

風楽 中華 ⻑島1773-5 0597-47-3938 ⽉曜⽇・第3火曜⽇の夜 https://kihoku-kanko.com/eat/3402/

おかずの店 祐美 和食・居酒屋 ⻑島1189-35 0597-47-1294 17:00-22:00 ⽉曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3247/

かっぱ倶楽部 和洋食 東⻑島2419 0597-47-3940 10:00-21:00 ⽉曜⽇・第2火曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3185/

万両寿し 寿司 東⻑島200-4 0597-47-0394 8:00-18:00 年中無休 https://kihoku-kanko.com/eat/3189/

与太呂寿司 寿司 東⻑島415-9 0597-47-0850 水曜⽇・第2火曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3184/

焼肉きらく 焼肉 東⻑島2174-2 0597-47-0522 17:00-22:00 ⽉曜⽇・第2⽇曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3182/

とりせんねん 焼肉 東⻑島2399-13 0597-47-2666 16:30-22:30(L.O) 水曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3180/

多喜屋 和食・居酒屋 東⻑島2533-3 080-4968-7286 水曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/9533/

■お食事処

「きーほくんお買い物チケット」が利⽤できる町内店舗⼀覧 (随時更新しますので最新情報はHPをご確認ください)
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SAKE HOUSE 城のこし 和食・居酒屋 東⻑島591-1 0597-47-3999 火曜⽇・第三⽉曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3195/

株式会社玉屋商店 酒屋 ⻑島912 0597-47-0035 9:00-18:00 ⽇曜⽇

株式会社紀伊⻑島 魚加工品 ⻑島2064-2 0597-47-1108 10:00-15:00 土曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇ https://kihoku-kanko.com/souvenir/466/

株式会社河村こうじ屋 味噌 東⻑島2311-8 0597-47-1410 8:00-18:00 ⽇曜⽇ https://www.kouji-ya.net/

上保商店 伊勢エビ他 ⻑島1189-86 0597-47-0101 8:00-16:00 無休 https://kihoku-kanko.com/souvenir/991/

丸富商店 鮮魚・干物 ⻑島1195-50 0597-47-0195 7:00-17:00 土曜⽇・魚市場定休⽇の午後 https://kihoku-kanko.com/souvenir/524/

おかずやみねちゃん 惣菜・弁当 ⻑島2067-69 0597-47-5522 11:00-18:30 土曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/9740/

キッチンそら 惣菜・弁当 ⻑島999 0597-47-2636 10:00-14:00 土曜⽇・⽇曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/9734/

エトワール菊屋 洋菓子 相賀817-11 0597-32-2717 9:00-19:00 水曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3465/

モンプティココ 洋菓子 船津739-6 0597-35-0496 10︓00-18︓30 ⽇曜⽇・水曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3449/

新甘堂製菓舗 和菓子 船津1640-4 0597-35-0227 8:00-17:30 ⽇曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3441/

パン工房 ブレ・ジャン パン 東⻑島3525 0597-47-1338 9:30-18:30 ⽇曜⽇・⽉曜⽇ https://kihoku-kanko.com/eat/3193/

玉花ぐりる(要予約) 和洋菓子 ⻑島1189-142 0597-47-1291 ― 不定休 https://kihoku-kanko.com/souvenir/10733/

■お買い物・お土産

■パン・和洋菓子

11:30-13:30
17:00-22:00
11:30-14:00
17:0021:30(L.O)



住所 電話番号 営業時間 定休⽇ 利⽤対象外 URL

馬瀬1080-1 0597-36-1963 8:00-17:00 無休 http://www.e-hinokikagu.com/

上⾥983-5 0597-33-1638 10:00-18:00 無休 供花

相賀843-12 0597-32-0499 7:30-19:00 ⽇曜⽇

東⻑島3043-4 0597-46-2111 ― 不定休 宿泊利⽤券との
併⽤はできません http://www.1000kodo.com/

東⻑島56 0597-47-4188 11:00-20:00 ⽇曜⽇

東⻑島180-4 0597-47-3311 9:30-18:30 ⽇曜⽇・祝⽇

東⻑島3430-1 0597-46-0050 9:00-19:00(土曜は17:00まで) ⽇曜⽇・祝⽇ 売掛⾦

東⻑島761-6 0597-47-3398 9:00-13:00 不定休

尾鷲市林町9-28 090-7865-0771 9:00-18:00 要予約 町外で実施するツアー http://www.kumanokodo.info/

東⻑島2410-73 0597-46-3555 9:00-17:00 要予約 https://kihoku-kanko.com/activity/4355/

小山浦464-80 080-4120-0480 ― 要予約 宿泊利⽤券との
併⽤はできません http://www.oyamahouse.dohmo.jp/

東⻑島浅間 0597-47-5371 ― 不定休 イベント・企画物

東⻑島浅間 0597-47-5371 ― 不定休 イベント・企画物

引本浦616-49 080-5106-0900 ― 火曜⽇※祝⽇は営業 https://kihoku-kanko.com/activity/4348/

相賀825-5 0597-32-1530 9:00-21:00 無休(正⽉を除く) http://www.shufunomise.co.jp/index.html

東⻑島981-2 0597-46-0155 9:00-21:00 無休(正⽉を除く) http://www.shufunomise.co.jp/index.html

東⻑島33-150 0597-47-1622 9:00-21:00 1⽉1⽇〜3⽇ https://kihoku-kanko.com/souvenir/907/

相賀1439-3 0597-32-3553 9:00-17:00 元旦 https://kihoku-kanko.com/eat/3492/

三浦600 0597-46-1011 8:00-18:00 無休 http://hajikami-terrace.com/

東⻑島2410-73 0597-47-5444 8:15-18:00 無休 食堂・ソフトクリーム・コーヒー https://kihoku-kanko.com/souvenir/1133/

■その他
店舗名

古道魚まち歩観会

ウッドメイクキタムラ(ヒノキ製品)

野中Ｊflower

有限会社高村石油

ホテル季の座

スポーツショップワールド

中村書店 駅前店

有限会社ひぐち文具店

小池(イベント出店時のみ)

■体験

くまの体験企画

道の駅「紀伊⻑島マンボウ」

小山ハウス

城ノ浜テニスコート

城の浜フィットネスホール

海上釣り堀 貞丸

■スーパー

株式会社主婦の店 相賀店

株式会社主婦の店 ⻑島店

⻑島ショッピー    中州店

■道の駅・PA

道の駅「海山」

キホクニヤ(始神テラス) 〈紀北PA〉

教科書・図書カード
セール品


