
認定防火対象物の名称 認定防火対象物内の事業所名称 用途

旭旅館 旅館 田辺市 高雄二丁目 31番８号

Ａコープ紀南ＣＯＯＫＧＡＲＤＥＮ 物品販売店 田辺市 下万呂 573番地

オートバックス田辺店 物品販売店 田辺市 新庄町 1685番地の３

上秋津農村環境改善センタ－（上秋津公民館） 集会場 田辺市 上秋津 2046番地

上芳養農村環境改善センター（上芳養公民館） 集会場 田辺市 上芳養 3165番地

かんぽの宿紀伊田辺 ホテル 田辺市 目良 24番１号

紀南こころの医療センター 病院 田辺市 たきない町 25番１号

紀南農業協同組合　中央購買センター 物品販売店 田辺市 秋津町 752番地の1

ダイエー田辺ショッピングセンター 物品販売店 田辺市 宝来町 24番26号

ケーズデンキ田辺店 物品販売店 田辺市 稲成町 260番地

紀南農業協同組合ファーマーズマーケット　紀菜柑 物品販売店 田辺市 秋津町 752番地の1

紀南病院 病院 田辺市 新庄町 46番地の70

123田辺店 遊技場 田辺市 東山一丁目 13番３号

昭和幼稚園 幼稚園 田辺市 高雄二丁目 16番16号

スーパードラッグキリン 物品販売店 田辺市 下万呂 418番地

プライスカット田辺下万呂店 物品販売店 田辺市 下万呂 416番地の２

セレモニーホールなかた 集会場 田辺市 上の山一丁目 10番５号

田辺市新庄公民館 集会場 田辺市 新庄町 2031番地の3

紀伊田辺シティプラザホテル ホテル 田辺市 東山一丁目 5番１号

オーシティ田辺店 物品販売店 田辺市 東山一丁目 5番１号

田辺市芳養公民館 集会場 田辺市 芳養松原一丁目 15番８号

田辺市民総合センター 複合用途 田辺市 高雄一丁目 23番１号

田辺市立南部センター（南部公民館） 集会場 田辺市 末広町 11番３号

田辺体育センター 観覧場 田辺市 芳養町 108番地の４

玉置病院 病院 田辺市 上屋敷二丁目 ５番１号

田辺第一小学校 中部公民館 小学校・集会場 田辺市 上屋敷一丁目 ２番１号

東急ハーヴェストクラブ南紀田辺 ホテル 田辺市 新庄町 2901番地の1

ホテルハーヴェストクイーンピア 集会場 田辺市 新庄町 2901番地の1

東急南紀田辺リゾートＣ棟 共同住宅 田辺市 新庄町 2901番地の1

闘鶏神社 神社 田辺市 東陽 １番１号

東陽中学校 東部公民館 中学校・集会場 田辺市 神子浜一丁目 ４番66号

シティプラザビル

東急南紀田辺リゾートＢＣ棟

所在地



認定防火対象物の名称 認定防火対象物内の事業所名称 用途

中芳養公民館 集会場 田辺市 中芳養 1898番地

パーラーナンキ 遊技場 田辺市 湊 44番１号

パーラー リバティ 遊技場 田辺市 下万呂 599番地の１

スロット ロータス 遊技場 田辺市 新庄町 1662番地の39

パビリオンシティ田辺店 A館 物品販売店 田辺市 稲成町 3165番地

パビリオンシティ田辺店 B館 物品販売店 田辺市 稲成町 3217番地

パビリオンシティ田辺店Ｃ館 物品販売店 田辺市 稲成町 3229番地

ジストボール・シネマ 遊技場・映画館 田辺市 稲成町 3229番地

ナムコ 遊技場 田辺市 稲成町 3229番地

P-ZONE 遊技場 田辺市 下万呂 560番地の１

ひがしコミュニティセンタ－（ひがし公民館） 集会場 田辺市 南新万 28番１号

ビジネスホテル 花屋 ホテル 田辺市 高雄一丁目 ２番53号

富士進物 物品販売店 田辺市 湊 17番17号

ベルコシティホール田辺 集会場 田辺市 東山一丁目 19番12号

宝来寿司 飲食店 田辺市 湊 18番12号

万呂コミュニティセンタ－（万呂公民館） 集会場 田辺市 中万呂 46番地の３

三栖コミュニティセンター 集会場 田辺市 中三栖 805番地

メモリアルＫＩＭＵＲＡ 集会場 田辺市 高雄二丁目 17番28号

美吉屋旅館 旅館 田辺市 湊 31番２号

南紀田辺スポーツセンター 複合用途 田辺市 上の山一丁目 23番1－1号

パーラーフジ田辺店 遊技場 田辺市 新庄町 420番地の19

独立行政法人　国立病院機構　南和歌山医療センター 病院 田辺市 たきない町 27番１号

コメリホームセンター田辺店 物品販売店 田辺市 文里一丁目 8番16号

中辺路行政局・中辺路コミュニティセンター 複合用途 田辺市 中辺路町栗栖川 396番地の１

川湯みどりや 旅館 田辺市 本宮町川湯 13番地

冨士屋 旅館 田辺市 本宮町川湯 1452番地

観光旅館　萬屋 旅館 田辺市 龍神村龍神 47番地

下御殿 旅館 田辺市 龍神村龍神 38番地

季楽里龍神　本館 旅館 田辺市 龍神村龍神 189番地

龍神市民センター 複合用途 田辺市 龍神村安井 1048番地の６

大塔総合文化会館 複合用途 田辺市 鮎川 2567番地

パビリオンシティ田辺店Ｃ館

所在地



認定防火対象物の名称 認定防火対象物内の事業所名称 用途

大谷総合センター 集会場 上富田町 朝来 3992番地の３

上富田町立農村環境改善センター 集会場 上富田町 市ノ瀬 619番地の２

葬祭式場おぐら 葬祭式場 上富田町 岩田 249番地の２

朝来コミュニティーセンター 集会場 上富田町 朝来 2778番地の１

コーナンホームストック上富田店暮らし館 物品販売店 上富田町 岩田 2210番地の３

スーパーセンターオークワ上富田店 物品販売店 上富田町 朝来 154番地の１

紀望館 保養所 上富田町 南紀の台 １番１号

パチンコ工房 複合用途 上富田町 朝来 1995番地の１

上富田文化会館 複合用途 上富田町 朝来 758番地の１

所在地


