
協賛企業・事業所ご芳名（順不同・敬称略） 　ごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　大会委員長　中山 正隆
　2020年、新型コロナウイルス感染症の流行が、全
世界を不安の底に陥れました。そんななか、当町は
２つの日本農業遺産に認定されました。その代表と
なる有田みかんやぶどう山椒農家様をはじめ、地域
には魅力的な事業者様が大勢いらっしゃいます。ま
た、県立有田中央高校では、伝統ある品評会が永ら
く続けられています。これら地域の主役が集い、地域
の持つ底力を披露していただく場として、ありだがわ
楽市を企画いたしました。ぜひお越しください。

　ごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　岩本 行弘
　1998年からみなさまに愛され続けた有田川町どん
どんまつり。コロナ禍のなか２年間のお休みをいただ
き、イベントのあり方について実行委員会内や関連
団体と協議を重ねました。その結果、地元の事業者
様や各種団体が、ご自身の手で事業活動をPRする
場として再始動することとなりました。会場も県立有
田中央高校に移し、地元の大切な高校・生徒たちと
ともに、有田川町の魅力を再発見できることと思いま
す。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

　　　竹島鉄工建設㈱ ㈱合同興業

水ingエンジニアリング㈱
クリーニングショップ

アレンジ
㈱柏原運送 ㈱アイジュエリー イワモト

㈱永岡商会 ㈱キタハタ石油 デリシャス広岡 吉備店 ㈲野田プロパン店 生駒商店
㈱須佐見建設

ホシデン和歌山㈱
　　㈱有新建設

読売センター藤並･金屋口 ㈱古勝

果樹園紀の国㈱
訪問看護ステーション

メンタルサポート
スーパセンター

オークワ有田川店

㈲樋口造園土木 池田鉄工所 ㈱旬鮮館 ちさこ赤ちゃんこどもクリニック 外江眼科クリニック
　　㈱長尾製缶所 ㈱オレンジライフ

和歌山アイコム㈱
　　㈲紀南開発

㈱やまでん ㈲南方木材

㈲御坊チキン 達人村 佐々木運送㈱

しまクリニック 岩鼻建具店 和光産業㈱ 岩見税理士事務所 パナトップU 水尻店
㈱ツイン ㈲有紀機材

有田川町

吉備建設業会
㈲カネイワ醤油本店

食楽 東家 浅井組

チカワ動物病院 ひかり鈑金塗装 三洋住宅㈱

㈱有田自動車学校 三軒屋和楽 ヘアーサロン的場 ㈲石末 坂口石材店 平和産業㈱
安井管材㈱ ㈱南大阪

電子計算センター ㈱太陽設備 中山 文昭
㈱紀州観光 ㈲なかや

おおたにのゆ

料理のりむら
パーラーフジ

吉　　備　　店
北畑鉄工所

宝石･時計･メガネ

SEKINE
北畑不動産㈱

株式会社ソエジマ

有田南病院 ㈱酒本運送 有田営業所 ㈱紀州建販

西岡病院 ㈱ナルト 吉備営業所 ㈱ふみこ農園 三恵自動車㈱ ㈱梅谷製作所
有田川町商工会 有田川町職員互助会 有田川町観光協会 有田川町文化協会

㈲三友農園食品部
（猿梅）

坂上商事㈱

株式会社八興化成工業所 野田建設 ㈱ユーラスエナジー有田川 百福梅本舗㈲

星田化成工業㈱ エコガス㈱ JAMステージサービス 焼肉森谷 クオリティライフ和歌山

Ｋマート金屋口店

中西歯科 ㈲出水運送 ㈱岩橋石油 宮本農園直売所 野田医院

NAKAGAKI 嶋水道工事店 UGパナトップ 本店

　　三洋建設㈱ 小堀建設 ㈱丸庄組 どんどん広場 　　　センダイ工部
　　　コンサルタント

丸義組

上田衛生 林水道 ㈱林造園石材 　　　㈱小林組 ㈱中井組
丸陽組 ㈲中紀美工 中尾組 マトバ商店 クボタ環境サービス㈱

亀井食鶏 ボデーショップモリカワ 宇藤ポンプクリート ㈲浦崎組 有田川温泉 鮎茶屋

有田観光物産センター㈱

ワコウコンサルタント㈱ ㈱KL 清心館 寺前工務店 ㈱末広観光
㈱紀陽ユアーズ 　　　ありだ ライオンケミカル㈱ 竹上木材㈱ ㈱坂口製作所

中平建設㈱

湯浅金融協会 近畿電設工業㈱ ㈱峰制工 　　　　㈱淺川組
　　　　本　　　店

㈱岡本設計
有田ライオンズクラブ

㈱中紀自動車 住友電工産業電線㈱ 山尾設備

㈲RINO 和歌山航測㈱ ㈱中山綜合コンサルタント　 ㈱エース 和歌山営業所

㈱サンテック センゴクベンダー㈱ 小林電建㈱ ㈱きんでん 和歌山支店 合同会社きらく

㈲RISSOH 合同会社きらくサポート スマイルカラー㈱
(財)有田川町

ふるさと開発公社

宮地鉄工 ㈲アリダデンタルアート ㈱カスタムハウジング 赤ちゃんからの平山こどもクリニック

ランシャン

滝川歯科医院 天満木材商会 西青木屋 会席ひら松

平松本家酒造 ㈱笠松自動車 ㈲池尻発泡塗装店
平松書店

㈱冨士商會 日本メンテナス
エンジニヤリング㈱

フォトショップ ハタナカ

有田動物病院

湯田歯科医院

㈱松源吉備店 吉備郵便局 ㈱クリヤマ 太田歯科医院

佐々木自動車 アリーナ有田川店 竹中農機㈱ ㈲吉備インターゴルフセンター 割鮮㐂山

悳商 ㈲オオハシ自販 菊屋事務所 コインランドリー エムズ有田店

㈱オレンジロード
㈱明建ハウス 大浦建設工業㈱ 有田鉄道㈱ ㈲ササキのたまご

㈱石井コンサルタント 内藤証券㈱有田支店 吉岡レディースクリニック ㈱キナン 吉備営業所 北村鉄工㈱ 吉備工場

㈱フジメック ㈱KBM ㈱ナカガワ とっぷイン神楽野 (農)有田コープファーム

東歯科医院 湯原製パン 水口水道 ㈲アール企画 ローソン 有田川町庄店

吉松米穀㈱ 株式会社Y'sLINKS ㈲しいば水産 ㈱トーア
協同組合

中紀環境科学

昌栄堂印刷 阪和自動車㈱ 司郎商店 片亀商店 ㈱ハンワ

中央鈑金塗装所 小西米穀店 坊岡医院 ローソン 有田川町徳田店 ウエダ歯科

㈲西林商店 ㈱九鬼モータース ㈱紀和自動車 森鈑金塗装 柏原建設

済生会有田病院 保江建設 ㈱東光コンサルタンツ
和歌山営業所

吉松自動車 名物寿し 由利 田殿郵便局 ㈱溝畑組 山崎農機具店

ナチュラルガーデン 亀井クリニック 和歌山トヨタ自動車㈱有田店 ネッツトヨタ和歌山㈱有田店 宮尾かわら工業

㈱南興業 ㈱近畿コンサルタント ㈱山口商会 新宮支店 DeckCafe／DiningCafe&Bar BUZZ 近畿労働金庫有田支店

山本鉄工所

㈲寿公建設

　　　●有田川町　　　　　　●有田川町商工会　　　　　　●有田川町教育委員会　　　　　　●有田川町議会　　　　　　●有田川町吉備地区区長会
　　　●有田川町観光協会　　　　　　●有田川町文化協会吉備支部　　　　　　●有田川町農業士会　　　　　　●和歌山県立有田中央高等学校

㈱まるや冷蔵 吉備工場 花田設備 ㈱前川流通サービス 則藤石油 星田達生

医療法人 宮本クリニック ㈲アルバ金屋調剤薬局 小笠原電気㈱

あ り だ が わ 楽 市 実 行 委 員 会 ㈱丸十家具 ㈲アオキヤ 吉田水道 荻野歯科医院 RiO

北陽商会／モンキーふう 眼鏡市場 ㈱成美 ㈱トヨタレンタリース和歌山有田店

㈲ボウキョウ 森岡印刷 大紀産業㈱ キビトラベル

武田工務店 丸光建設

㈱ウォール山本 辻本オート カフェレストラン 九沓 和歌山トヨペット㈱有田インター店 有田トーヨー住器㈱


