
「どこでもチケット3000」利用可能店舗一覧

【最終版】

店名 住所 電話

㈱アサダ石油 本町3-1-16 054-629-5178

ポートアイランド焼津給油所 石津2204 054-624-3362

道原石油㈲   道原給油所 道原626-1 054-656-2111

油井石油㈱上小杉SS 上小杉356-2 054-622-0554

油井石油㈱藤守SS 藤守441 054-622-0316

チューサイグループ宗高SS 宗高1503-1 054-622-8414

㈲大吉石油 吉永800-1 054-622-0061

㈱セーコー石油 相川574-5 054-622-0283

山口屋クリーニング 本町3-3-4 054-628-4375

アスナロ栄町店(村松クリーニング) 栄町５-3-17 054-628-2405

㈲小木曽クリーニング店 栄町６-2-2 054-628-3547

クリーニングアスナロ駅北店 駅北3-6-15 054-628-7618

山田屋クリーニング店 小川新町３-6-28 054-628-3616

油井クリーニング店 東小川７-15-2 054-628-7432

クリーニングハウス０８ 西小川4-16-2 054-620-3599

東洋舎クリーニング 中根新田325 054-624-5013

㈱シーエスユー 塩津32-10 054-629-6108

㈱牧之原石材 下江留1452-3 0120-148-548

㈲小泉タクシー 上新田88 054-622-0086

奥山建築店一級建築士事務所 岡当目105-1 054-627-3165

たたみ村松 栄町6-7-12 054-628-5591

㈱サマー造園 小川2565 054-629-6021

おそうじ本舗 焼津小川店 一色685-3 054-623-0110

松野塗装工業㈱ 吉永683 054-622-0278

弥栄電工㈱ 吉永697 054-622-0766

池田畳店 吉永1043-1 054-622-0782

岡村家具店 本町5-1-8 054-628-2221

インテリアハラトモ 本町5-6-10 054-627-9110

㈱丸一家具センター 焼津3-9-37 054-628-4101

㈲日建電業社 栄町4-3-2 054-628-3346

ムラマツ電器 駅北2-11-19 054-628-2203

コスモスベリーズ焼津店&B.mama館 東小川5-11-14 054-627-5101

㈱シントク電器 西小川2-12-1 054-627-8211

Liveはしがや 橋ヶ谷電器 田尻北507 054-624-3757

サカモト電器 道原1215-2 054-624-0182

カタセ電器 下小田中町1-7 054-623-2067

電化のマツデン 中新田1214-1 054-624-7117

マツデン豊田店 柳新屋821-1 054-629-6262

パレッツいわもと 宗高1012-5 054-622-1357

家具・家電・インテリア

燃料

クリーニング

生活サービス（廃品回収・代行事業・冠婚葬祭等）

バス・タクシー・運転代行

住宅リフォーム等
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店名 住所 電話

コバヤシ電器 相川689-1 054-622-1361

井鍋ふとん店 駅北２-9-6 054-628-2577

ふとんのこはり 西小川3-8-5 054-628-8110

永田接骨院鍼房 関方67-4 054-620-1888

やいま整骨院 焼津1-6-9 FKビル102 054-629-3005

坂本接骨院・鍼灸院 オンリーワン整体 栄町3-5-30 054-620-5000

DCCT みんなの施術院 駅北 駅北1-2-3 ライオンズマンション101 054-626-6175

にしまち接骨院 駅北2-4-17 054-626-9889

asian relaxation villa 焼津小川店 小川新町3−1−27 杉山ビル 054-908-8784

はり・きゅう・マッサージ まさ治療院 東小川1-1-6 2F 090-4257-9831

Bサポート整体院 東小川2-17-1石井ビル1F 054-270-7874

ひだまり接骨院・整体院 石津253-16  101 054-623-1550

カラダメンテラボＫＩＮＥ 祢宜島608-1 054-623-8827

新村指圧治療院 道原1270-1 054-623-5808

リラクゼーションサロン ラグラックス 下小田1-5 090-4238-8087

塩津治療院 塩津201-13 054-629-8333

スマイル治療院 塩津237-1 080-6913-1248

治療院ウェルビル 小土820-11 090-8676-0866

㈲ふくち ふくち薬局 焼津1-3-21 054-629-3114

㈱東京薬局 栄町３-7-9 054-628-2370

西島薬局 駅北2-6-11 054-628-7061

㈲弘仁堂薬局 駅北3-4-24 054-627-4470

㈲イケダ薬局 西小川2-10-21 054-628-7656

わかくさ薬品 吉永1171-1 054-622-0110

メガネ・補聴器のサトウ 本町2-16-44 054-627-0025

メガネのマツナガ 本町3-9-23 054-628-7692

(資)桜井時計店 本町3-10-8 054-628-2222

メガネのサトウ 本町５-11-3 054-628-4491

セブンイレブン焼津坂本店 坂本374-1 054-629-6248

ファミリーマート焼津中里店 中里508 054-621-6772

不二パン港店 中港5-10-15 054-627-2515

ファミリーマート焼津小川店 南部土地区画画整理事業33街区符号78935 054-656-2151

セブンイレブン焼津小川店 東小川8-11-16 054-626-5674

セブンイレブン焼津石津店 南部土地区画整理事業142街区5 054-623-1116

ファミリーマート焼津石津店 南部土地区画整理事業160街区符号31外5符号 054-656-2286

㈲大富生活センター 中根新田150 054-624-1588

セブンイレブン焼津三和店 三和1047 054-623-1153

セブンイレブン焼津大島店 大島597 054-624-7792

ファミリーマート焼津中新田店 中新田106-1 054-656-0791

セブンイレブン焼津三ケ名店 三ケ名字宮嶋773 054-626-7712

セブンイレブン焼津小柳津店 小柳津220-7 054-629-7719

ファミリーマート焼津柳新屋店 柳新屋640-1 054-620-8155

ファミリーマート焼津大村店 大村3-34-3 054-620-7860

寝具

あん摩・マッサージ・接骨・針・灸・整体

医療用品・介護用品・薬（薬局）

めがね・コンタクト

コンビニ・スーパー
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店名 住所 電話

ファミリーマート焼津大覚寺店 大覚寺2-11-7 054-621-5611

ファミリーマート焼津八楠店 八楠2-30-4 054-621-5651

セブンイレブン焼津八楠4丁目店 八楠4-11-19 054-629-0875

セブンイレブン焼津インター店 八楠4-14-3 054-620-1790

セブンイレブン焼津越後島店 越後島360-1 054-627-9558

ファミリーマート焼津高新田店 高新田602-1 054-664-2331

魚金㈱ 相川1547-1 054-622-0021

㈲フロリストシブヤ 神武通り店 本町５-7-12 054-620-0111

㈱ナカノ金物店 栄町１-3-1 054-628-7365

清水商店 栄町3-1-13 054-627-2239

㈲フロリストシブヤ 田尻北店 田尻北185-1（富士屋田尻店内） 054-623-8780

酢屋マルヨシ 利右衛門910-1 054-622-0125

HANAYASU 下江留1424-1 ザ・コンボ内 054-622-5622

飴屋 河合製菓 浜当目2-1-1 054-628-2402

小石安之助商店 浜当目2-6-7 054-628-2472

フレッシュ高草 中里354 090-8678-1940

自慢のお米 ㈲又平商店 中里566 054-628-2008

まるかま静岡県水産㈱ 中港1-3-7 054-629-5125

久保山園茶舗 中港2-4-10 054-628-2995

㈱ヤイヅツナコープ旧港前店 中港２-6-13 054-629-9449

㈲丸生食品 中港3-5-1 054-629-2068

㈲ヤマス鈴木商店 本町2-10-8 054-629-5341

自然食品の店 はぁとふる 本町３-4-12 054-627-8098

コーヒー乃川島焼津店 本町３-7-7 054-627-7553

和洋菓子 ヤマカワ 本町３-9-28 054-629-3933

㈱早川酒店 本町３-9-28 054-628-2746

青野酒店 本町4-2-3 054-628-3282

㈱吉恵水産 本町4-10-4 054-629-0088

岡部屋 本町4-10-16 054-628-4862

㈱金虎 昭和通り店 本町4-12-10 054-628-3252

御菓子司 白憙久 本町5-1-3 054-628-2213

かまだ青果店 本町5-1-12 054-628-3562

御菓子司 角屋 本町5-7-8 054-628-3870

新村精米 本町5-8-20 054-628-4222

㈱足平 本町6-7-9 054-628-3008

ヤマ五⾧谷川商店 本町6-7-10 054-628-3271

㈱川直 本社直売所 城之腰15 054-628-2306

カネオト石橋商店 城之腰91-5 054-628-2920

ぬかや斎藤商店 城之腰109-1 054-628-4239

㈱カネサ大石佐太郎商店 焼津１-5-9 054-628-3480

㈲い志ばし 焼津1-7-28 054-627-5080

フランス菓子 ラ・フォセット 焼津２-13-7 054-621-5555

かしはる 焼津店 焼津4-11-4 054-628-5567

㈲大國家 栄町1-3-7 054-628-2212

和菓子工房吉野 栄町4-1-3 054-628-3926

㈲丸玉園 駅前通り本店 栄町4-1-4 054-628-4020

花・生活用品（雑貨含む）

食品・健康食品・自然食品
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店名 住所 電話

パリジャンマツダ 栄町4-2-7 054-628-4666

肉の石割 栄町4-3-6 054-629-0298

エヌ・プランニング 栄町4-9-3-1304 090-8671-6043

松屋 栄町5-5-1 054-627-7305

池田酒店 栄町6-9-29 054-628-3789

イリタ清水商店 西町本店 駅北2-9-9 054-628-4873

やまそう又平商店 駅北3-9-5 054-628-6598

新村糀店 駅北3-10-23 054-628-4912

広川精肉店 駅北3-10-25 054-628-6407

㈲茶郷山いち 駅北3-15-28 054-629-6121

マルフク寺岡酒店 小川新町2-12-28 054-628-3459

お米マイスターの店㈱伊藤米店 小川新町3-5-19 054-628-2611

㈱カネヨ 工場直売所  小川新町3-9-3 054-628-3327

㈱ヤマ十増田商店 小川新町5-4-9 054-628-3677

焼津冷蔵(株) 小川新町5-8-2 054-627-0181

㈱ヤイヅツナコープ 鰯ケ島136-26うみえ～る焼津内 054-629-7393

石窯パン工房パトン 小川2826 054-656-0810

池谷酒店 東小川2-10-30 054-628-9640

洋菓子屋アイリー 東小川2-17-5 054-620-3800

㈲丸玉園 登呂田店 東小川5-9-17 054-621-5501

かわいいケーキ屋さん フレール 東小川7-19-10 サンコバヤシ102 054-663-7665

お菓子処 みの松 石津港町48-7 054-624-4883

西洋菓子 ラヴィエベル 祢宜島35-3 054-623-7203

パティスリー グーテ 田尻北101-1 054-639-5589

かしはる 田尻本店 田尻231-2 054-624-4481

地酒 やすだや 道原1181-2 054-623-3093

㈱一イ大畑食品下小田店 下小田13-4 054-625-8803

㈲さくらい 下小田535-1 054-624-4336

青山商店 中根新田150 054-624-4355

リカーズグリーン 中新田251−3 054-624-3210

㈱ハットリ製茶 三ケ名787-1 054-628-2020

㈱アグリネットワーク静岡(焼津市場内)  三ケ名1100 054-631-7088

パティスリースーリール 大住101-2 054-631-4647

㈱一イ大畑食品大住店 大住106-2 054-625-8803

かしはる 西焼津総本店 小柳津515-3 054-628-1100

魚欣 小屋敷230 054-628-3676

藤八酒店 五ケ堀之内419−6 054-628-8964

コーヒー豆自家焙煎専門店 フレッシュビーンズ 五ケ堀之内1200-1 054-620-8055

中源商店 大栄町1-5-18 054-628-4520

はぴパン 大村1-1-1 054-620-3202

㈲ヤマコ小山商店 塩津83-4 054-628-2567

菓子工房 菓壇 小土8-2 054-628-4031

⾧房米穀店 小土985 054-628-4005

萩原酒店 小土1114 054-628-4017

酒蔵いとう 保福島1135 054-628-4030

やまや山本商店 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-628-8822

㈲鈴木マル正食品 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-629-2756

はの字 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-628-2545
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店名 住所 電話

スマル水産 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-627-7905

㈲カネキュウ水産 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-627-7901

魚二水産㈱ 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-627-0222

大富水産㈱焼津さかなセンター店 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-621-0002

ミハラ水産㈱ 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-629-1171

㈱川直 焼津さかなセンター店 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-627-7928

㈱カネセイ水産 焼津さかなセンター店 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-627-8907

イリタ清水商店 焼津さかなセンター店 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-627-7935

定⾧商店 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-627-7927

㈱磯の香 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 090-2548-2344

ヤマクニ水産㈱ 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-626-8400

㈱藤仲屋食品 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-629-3681

㈱マルワ商店 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-628-5555

SAKURAファーム 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-621-5502

㈱カネト平田商店 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-628-7437

㈲水産食品のしんざ 八楠4-23-2 054-627-8445

鈴木菓子舗 高新田1906-1 054-622-2330

パティスリーモリヤ 宗高801-2 054-631-7699

手づくりの和洋菓子  桃林堂 宗高1280 054-622-0027

かしはる 大井川店 上新田477-6 054-622-8765

山一園製茶㈱ 上新田862-1 054-622-1724

魚池のお魚屋ベンちゃん 吉永823-1 054-622-4306

やましち鈴木商店 吉永1423-4 054-622-7744

青島米穀店 吉永1813-1 054-622-0166

㈲あとりえMOMO 吉永1937-1 054-622-2262

マルク鈴木商店 吉永2096 054-622-0137

㈱あまる齋藤商店 利右衛門384-1 054-631-4585

若杉米穀店 相川1505 054-622-0216

アロエ食品㈱ 下江留2208 054-622-5566

㈲泰栄堂 本町2-16-43 054-628-5008

カナリヤ堂 栄町4-2-7 054-629-2020

香雅堂印房 小川新町3-6-38 054-628-3082

コハマ小川店 小川3976 054-627-1555

はんこ屋さん21焼津店 石津104-1 054-656-3302

㈲泰栄堂 石津店 石津向町20-11 054-624-1616

大井川事務機 相川536 054-622-4661

㈱大勝堂外商部 本町4-8-19 054-628-6141

イトウシャディ焼津店 焼津2-13-10 054-626-4800

(一社)焼津市観光協会 栄町１-2-14 054-626-6266

やいづとくさんプラザ 鰯ケ島136-26うみえ～る焼津内 054-626-1561

シャディ・カネショーギフト 飯渕539 054-622-6544

呉服萩原 坂本490-8 054-628-3310

魚河岸シャツ 焼津サティヴァ 中里542-1 054-295-6666

㈱ますや 本町2-11-5 054-629-2000

木形屋洋装店 本町３-5-9 054-628-2549

本・文具

贈り物・みやげ

和・洋服
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店名 住所 電話

リトルエンゼル 昭和通店 本町4-10-17 054-627-4977

レディースモード えこう 本町4-13-13 054-628-2649

ポニー焼津店 本町4-14-13 054-629-3237

UZ.UZ COMPANY 本町5-1-27 054-631-4405

カゲヤマ洋装店 本町５-7-6 054-628-3945

ランジェリーブティック  サチ 本町5-10-16 054-629-1335

㈱BLASON  B-Market 焼津3-11-20 054-626-4611

㈲商人塾 やきつ家 栄町3-1-13 054-627-6415

㈱油屋呉服店 栄町3-1-16 054-629-5533

えるふぁんbyますや 栄町3-3-37 054-629-3937

特撰呉服いしはら 栄町3-5-25 054-627-1335

レディースショップマスダ 栄町4-1-3 054-628-3073

レディースショップあぶらや 栄町4-1-2 054-627-1450

㈱貴装の店わたなべ 栄町5-10-21 054-627-7786

川口呉服店 小川新町１-14-14 054-629-5290

リトルエンゼル 小川店 西小川４-2-3 054-627-3050

洋品のさくらや 祢宜島602-2 054-623-1709

洋品のヨシダ 大島788 054-624-5613

メンズ エコー 三ケ名826-1 054-627-6220

べんてん 吉永777 054-622-0107

石川時計店 中港2-2-2 054-628-6800

オリジナルジュエル宝石箱 本町4-2-11 054-627-4114

福与時計店 栄町4-2-1 054-628-2474

スギヤマ時計店 栄町6-2-1 054-628-4576

セイブストア伊万里 大住679 054-629-5417

UOGASHI  MONSTER 大栄町２-6-7 054-660-3939

いづみ屋洋品店 本町1-3-17 054-628-6094

トヨシマヤ 本町3-7-6 054-628-3287

松住屋 焼津４-3-13 054-629-2513

さんこう西小川店 西小川4-1-1 054-620-3077

万﨑洋品店 北新田221-3 054-624-5617

杉山安商店 三ケ名307 054-628-3012

サロンド・ハセベ 坂本663-12 054-629-6148

ヤング理容 岡当目76-1 054-628-5273

シバヤマ理容室 岡当目423-5 054-627-5212

めぐみ美容室 石脇上160-1 054-628-3364

中野美容室 石脇上692-8 054-627-7279

ときわ理容 中港２-4-3 054-629-3774

きし美容室 中港3-1-7 054-627-0893

for Hair ohtsuka 中港５-1-2 054-628-7472

ヘアー  スタジオ  駒井 中港5-3-1 054-627-7450

カットハウス カワクモ 中港5-3-11 054-628-1383

若草美容室 本町1-3-27 054-627-8331

北斗理容室 本町1-4-14 054-628-3043

青木美容室 本町3-4-31 054-628-3754

靴・かばん・小物（アクセサリー・時計）

衣料材料・衣料用品・手芸

美容・理容・化粧
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店名 住所 電話

㈱サカエヤ 本町3-7-5 054-628-2871

理容すぎやま 本町4-6-14 054-628-8662

ishida理容 本町4-10-21 054-628-4670

寺尾理容所 本町4-13-7 054-627-1846

理容シンドウ 本町4-16-6 054-628-4578

森田理容所 本町５-9-8 054-628-2291

ＬＡ ＢＯＨＥＭＥ 本町５-11-15 054-628-0536

理容マチダ 本町５-11-15 054-628-6700

みなみ理容所 本町６-2-15 054-629-3776

理容サカグチ 本町６-14-21 054-629-2558

堀田理容 城之腰258-6 054-628-4777

ファッションサロン 花ぞの 焼津5-1−1 054-628-1641

ヘアーサロン イシガミ 焼津５-1-29 054-628-5254

ホワイトバーバー 焼津６-2-10 054-628-4653

C・E・R・A和香 栄町１-4-1 054-628-4459

アオシ美容室 栄町1-11-8 054-628-5244

しばはら 栄町3-5-24 054-628-4298

マチノ理容 栄町４-8-7 054-627-2343

富士美容室 駅北2-7-7 054-628-5209

YS NAKANO 駅北2-9-5 054-628-4547

On freak 駅北2-17-1 054-620-3363

美容室オカムラ 駅北3-13-9 054-627-7841

モア美容室 駅北3-24-12 054-628-0952

松永美容室 駅北4-3-9 054-627-2313

ヘアーサロン松浦 小川新町１-10-12 054-627-4165

理容スワン 小川新町２-2-23 054-629-3643

理容オザキ 小川新町２-5-7 054-627-2056

ヘアーサロン八木 小川新町２-12-14 054-627-7188

美容室むつみ 小川新町３-6-9 054-628-9061

高千穂理容 小川新町５-6-14 054-627-1770

大橋美容室 小川新町５-6-38 054-628-3010

尾上理容 鰯ケ島193-1 054-627-0931

ビューティーサロン夢番地 小川2837 054-624-9451

ヘアーサロン フォレスト 小川3327-1 054-624-5350

美容室ル・アンジュ 与惣次304-3 054-623-9939

理容秋山 東小川１-3-54 054-627-8659

ヘアーサークルOKAYA 東小川２-10-12 054-628-7823

発毛サロン ヘッドサポート 東小川2-17-1石井ビル1F 054-626-1630

美容室ウルシバタ 東小川５-3-4 054-627-5131

ピッターパット 東小川５-8-12 054-627-6854

美容室しんぷる 東小川５-13-2 054-626-7750

大畑美容室 東小川６-9-12 054-628-7593

シスター美容室 東小川7-17-1 054-629-1217

IHATOV 東小川7-19-10 SUNコバヤシ'90 1F 054-626-3759

美容室artie 西小川１-11-7 054-620-5330

セリーヌ美容室 西小川２-5-12 054-629-5956

Hair  salon Luan  西小川4-15-5 1F 054-639-6290

faith-hair 西小川5-5-1 コンフォールY102 054-621-6555
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店名 住所 電話

理容スズキ 石津919-6 054-624-9488

山田美容室 石津1051-2 054-624-6222

カットハウス クリップ 石津港町8-6 054-624-4943

リプロ・カワムラ 石津港町32-8 054-624-7858

カトウ理容室 石津中町11-7 054-623-1366

ハヤマ理容 三右衛門新田71 054-624-4122

ラボーナbyヘアーサロンムラタ 三右衛門新田268-3 054-623-2558

美容室アミー 田尻北314-9 054-623-9981

みつる美容室 田尻北460-2 054-624-2372

ヘアモードスカイ 田尻北1501-7 054-624-7245

やまなし美容室 田尻北1572-2 054-624-3908

美容室ジュリアン 田尻1060 054-624-5067

ライフアズアートしばはら 田尻1685 054-624-5791

ビューティーサロン山田 すみれ台2-8-10 054-623-5728

マスヨ美容室 一色349-2 054-624-0659

ＣＡ−ペッツ 道原29-5 054-625-2772

カットインサム 道原1125-2 054-623-8088

ヘアーサロン島岡 下小田152-2 054-624-2849

ペッツ 下小田559-2 054-625-1919

カットハウスパティオ 下小田645 054-623-1833

ヘアーサロンシロ― 下小田790-1 054-623-2423

理容ウチウラ 北新田441-1 054-624-1773

桜井美容室 中根36-4 054-624-5343

ヘア・オブ シェーレ大富店 中根517 054-656-1700

ヘアーサロンイケガヤ 中根新田146-3 054-624-4340

アンワイズ美容室 中根新田391-1 054-624-5723

ヘアーサロンオオバ 本中根711 054-624-0545

SALON RODAN 三和712-1 054-623-5662

ヘアブティックストリート 惣右衛門411-1 054-624-9505

カットサロンタケムラ 惣右衛門960 054-624-0113

ビューティーサロン ウインク 大島343-7 090-8672-1116

カットポイントヴィーブル 大島775-3 054-623-5415

理容シミズ 大島789 054-624-5612

こながや美容室 大島789-2 054-624-5134

小⾧谷理容 大島1043 054-624-2661

ヘアーサロンイシガヤ 大島1193-2 054-624-8456

Ｈ to M 中新田996-1 054-668-9961

ナギーズヘアー 中新田1307-3 054-623-5709

髪香 三ケ名360-9 054-626-5212

ヘアメイク・ティアレ 三ケ名817-1 054-627-3131

カットハウスイシダ 三ケ名831-1 054-627-3306

BBミドリ 三ケ名1083-1 054-628-1048

理容サカイ 大住116-5 054-627-4179

エル・パティオ 小柳津606-4 054-629-9919

トレビ美容室 柳新屋402-2 054-627-9497

フープヘアー 柳新屋961-1 054-628-8414

髪イマジン 小屋敷243-3 054-626-7039

モア美容室 小屋敷364-2 054-629-2902
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店名 住所 電話

田中理容所 小屋敷364-2 054-629-2902

TWINS HAIR 五ケ堀之内833-5 054-627-4520

マリーナ美容室 五ケ堀之内1121-5 054-627-3488

理容ジュードウ 五ケ堀之内1129-4 054-629-2130

オオムラ美容室 大栄町1-2-22 054-628-6773

ヘアーサロンイワザキ 大栄町１-4-16 054-627-7353

シンドウ理容室 大栄町３-1-2 054-628-7915

マサシ理容 大村新田３-29-2 054-629-0669

理容スギヤマ 小土131-8 054-627-4815

grant 小土283-1 054-626-6110

マツナガ美容室 小土367-5 054-627-0542

ヘアルームシャイン 小土902-7 054-629-4252

松二理容所 小土1123-4 054-627-6185

スギヤマ理容 大覚寺339-1 054-627-1641

カットサロンリフレッシュ 大覚寺912-1 054-620-1123

de'fi 八楠1-17 054-629-5911

カットハウス・ウェーブ 越後島476-13 054-626-2729

プライベートサロンｃｈｏｕｃｈｏｕ 宗高395-2 054-662-1569

ラボコスメ 宗高1267-5 054-664-0680

Nail & Beauty Cherry's 上新田705-8 090-4080-7131

セーラ  to cullet 吉永1916-18 054-622-4168

カットサロン大石 吉永2117-6 054-622-5620

理容ヤギ 相川430 054-622-1471

滝井理容所 相川1545-1 054-622-0082

ビューティーHIROKO 相川2428 054-622-6218

レインボークレープ焼津 中里542-1 054-295-6666

寿し春 中港1-1-4 054-628-5056

大漁やまちゃん 中港２-7-2 054-629-1919

食事処かどや 中港3-4-31 054-628-4951

中港金寿し本店 中港4-1-12 054-627-0933

新屋食堂アヤナイ 本町1-4-13 054-629-7363

赤万・万海亭 本町２-18-4 054-629-1211

喫茶アルハ(サウンドアルハ) 本町3-9-26 054-628-5545

㈱colombe  焼津3-12-1 054-629-8055

焼津たち吉 焼津４-6-21 054-627-5771

グリルSASAYA 焼津4-9-19 054-627-0234

なぎ寿し 焼津５-11-5 054-627-1005

和味亭 栄町1-2-2 054-628-3030

うな鐵 栄町1-6-3 054-627-1420

お弁当・お惣菜 ランチステーション 栄町2-2-19 054-627-8515

ふわふわっふる 焼津駅前店 栄町2-3-15 080-2162-1084

Heart Link Cafe 栄町3-3-13 054-668-9093 

カフェ・レストラン・ギャラリー・ 山正亭 栄町4-2-2 054-629-0730

ふうみや食堂 栄町4-3-1 054-628-2328

魚いち 栄町4-3-3 054-628-3662

かく万 栄町5-4-7 054-628-4088

大盛屋 栄町6-3-6 054-628-3274

飲食（レストラン・喫茶店・甘味処等）
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店名 住所 電話

田舎風中華 伊志川 小川新町1-2-26 054-629-3867

日本料理 安藤 小川新町2-3-30 054-627-3885

白浜寿し 小川新町2-6-5 054-628-6764

まぐろ茶屋  鰯ケ島136-26うみえーる焼津内 054-270-5811

㈱ととや新兵衛  鰯ケ島136-26うみえーる焼津内 054-629-3551

Cafe&Restaurant FunFun 小川2639-1 054-623-7055

中華ハウス 晋晋 小川3028-1 054-623-5286

そば処成作 小川3175-2 054-623-4322

和ダイニングおはな 東小川5-16-1 054-631-4354

Herbs Garden 西小川１-8-17 054-629-6080

けのひ堂 焼津店 西小川1-11-9 054-626-8886

ふわふわっふる 西小川店 西小川2-1-3 J'sプレイス102 090-5113-2828

勇喜寿司㈱ 西小川2-5-16 054-627-3739

韓の食卓 イェッコル 西小川2-6-1 054-637-9199

和作寿司 西小川2-12-2 054-627-5500

中華レストラン チャンルーム 西小川2-13-3 054-629-7173

大漁丼家  焼津店 西小川4ｰ1ｰ18 054ｰ625ｰ9090

カレーレストラン ナマステ 石津2-1 054-623-5077

大切な人と行くイタリアン ヴェント 石津71-103 054-639-7288

岩久大富店 石津253-3 054-624-7111

M's  cafe 石津447A

みんみん 石津787-1 054-623-1795

多幸 石津1143-1 054-623-1819

岩久石津店 石津港町47-19 054-623-2232

中国パレス 祢宜島573-5 054-624-8318

味彩 田尻北1227-2 054-623-2875

中庸らいふ 道原986-2 090-9022-8181

カレーの店 はんぐりぃ 道原1016-3 054-625-1802

寿司実本店 三和1167-2 054-624-3030

中華料理 天心 大島1078 054-623-4755

虹色珈琲 中新田1627-7 054-624-8362

洋食屋 ミッキー亭 三ケ名724-1 054-627-3058

カフェ セレサ 三ケ名1104-4 054-626-4098

やきにく家 幸楽 三ケ名1345-4 054-627-1925

カムカム 三ケ名1461-1 054-627-8602

楽食庵 大住34-1 054-620-5227

そば屋 案山棒 大住99 054-627-7222

めし処 真弥 大住711-2 054-620-3577

手毬～釜めし処～ 大住1085-1 054-623-5296

江戸そば八助 柳新屋601-3 054-637-9240

グー青山 柳新屋736-2 054-629-2721

五金 柳新屋996-4 054-627-5856

フランス料理 ボン・コラージュ 西焼津27ー5トリオンビル2F 054-621-0353

食事処すずき 西焼津32-1ラポート102 054-635-7891

鰻屋 三味 五ケ堀之内177 054-620-4600

蕎麦一玄 小土896-7 054-626-8697

ステーキ＆ハンバーグ ぶん 保福島638-3 054-627-3107

きさらぎ 八楠2-25-13 054-627-8426
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店名 住所 電話

てっか家 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 070-1303-7736

スマル家 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-627-7905

まぐろ食堂 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-627-0228

㈱さんすい 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-625-8873

回転寿司のぶちゃん 八楠4-13-7焼津さかなセンター内 054-628-2100

番番亭 越後島563-4 054-627-8525

味わい処 旬楽 上小杉826 054-662-1222

グレート 宗高273-2 054-622-5603

焼肉文田商店 大井川店 宗高386-1 054-622-8772

いけがや会館 美萠庵 上新田324-1 054-622-1245

洋食屋じゃがいも 上新田603-2 054-662-0848

磯好 吉永1114-4 054-622-2081

はまきち 利右衛門2573-6 054-662-2223

磯料理みなと家㈲ 飯淵2153 054-622-0362

かつ一 西島345-314 054-622-7333

中華 你好 下江留1397-3 054-662-1708

丸忠㈲ 下江留1450-1 054-622-0407

酒季の蔵 焼津3-10-8 054-627-2527

居酒屋 日の出 栄町1-2-1 090-1754-9792

イヅミヤ 栄町1-2-12 054-626-2500

1CHIGO 栄町6-3-19 054-624-9015

黒潮 栄町６-7-8 054-628-3918

和楽 駅北1-3-1 054-620-2319

IZAKAYA MOMOYA 駅北2-6-9 054-620-8500

和ぁ坊 東小川2-17-13マンション小池B 054-689-0546

花味月 西小川1-11-8 054-639-5531

炭火焼居酒屋みゆき 西小川1-11-20 054-658-9642

食楽 えんや 石津120 054-623-0151

魚家 石津592アイスペースB 054-623-7505

和人旬の菜と旨い酒 一色728-1 054-623-5033

居酒屋一番 中根新田40 054-624-6858

居酒屋大根 柳新屋646-1 AoneYokoyamaビル2F 054-626-5668

わいわい 西焼津25-1 JKビル1-A 054-629-0066

酒房ふくろう 五ケ堀之内1213-1 054-629-8137

居酒屋ゆずき 藤守2679 090-8150-6779

紫おん 上新田37-1 054-622-4499

馳走江ずみ 下江留604-1 054-622-0503

八木酒店 下江留1878 054-622-0009

タイニートーズ・フォトグラフィー 焼津2-1-34-1 090-9923-6869

写真のサクライ 焼津2-6-2 054-626-4886

山下カメラ 駅北3-9-9 054-628-6083

エス・フレーム工房 駅北４-1-21 054-629-3234

写真のシラトリ 下小田中町4-7 054-624-5554

スタジオ ピクチャーズ 小土1140-11 054-621-2558

ペットショップ ロンド 本町５-12-1 054-628-1033

居酒屋（飲み屋）

写真・美術・工芸・文芸

ペット
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店名 住所 電話

ルアーショップ・マスオカ 本町5-8-15 054-628-5650

ｏｓｏｔｏ雑貨 城之腰48-1 054-625-9115

オオシロスポーツ 小川新町1-2-29 054-626-8501

SPORTS SHOP Kona 与惣次118-1 054-270-3560

サイクルショップ−タカイ 西小川5-8-23 054-629-2822

スウィングスポーツ 石津693-5 054-624-7544

little lily salon's 道原662 090-4440-7928

㈲マークランド 三ケ名1341-2 054-628-7738

ゴルフ・ドゥ！西焼津店 柳新屋843 054-631-7258

荒砂釣具店 藤守1948-1 054-622-4543

㈱SPECIALFORCE 利右衛門586-1 054-631-6922

bici-okadaman 坂本667-4 054-270-5726

㈲澤﨑タイヤ商会 駅北3-22-12 054-628-4003

多々良ホンダ販売 田尻283-4 054-623-2478

レッドゾーン 道原1041-1 054-625-0702

タイヤショップ カナザワ   下小田344-3 054-625-2117

ワダヤサイクル 北新田462-1 054-623-3365

㈲オートボディショップロータス 惣右衛門28-1 054-624-2014

タイヤプロ焼津店 タイヤセンターよんりんかん 五ケ堀之内732 054-620-5554

タカシン 保福島532 054-629-1222

池谷自動車 宗高566 054-622-2601

大井川ホンダ 宗高1266-2 054-622-3020

武智オートサービス 上小杉759 054-622-3144

モーターサービスヤマムラ 利右衛門506-3 054-622-6060

イトウ自動車 利右衛門2703 054-622-4181

㈲港湾オートタイヤサービス 中島817-1 054-622-1677

土筆旅館 栄町1-11-10 054-627-7378

趣味・スポーツ・つり

車・自転車・バイク

トラベル・宿泊
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