
取扱店名（掲載） 業種・取扱品（掲載） 所在地（掲載）

株式会社木下自動車工業 自動車整備・キズ修理・塗装 青木

カドイケ三島青木店 スーパーマーケット 青木

ＪＡ三島函南　新谷支店 農業資材・米・食品 新谷

中華料理　高京 中華 泉町

沼津魚がし鮨　三島駅南口店 鮨屋 一番町

沼津魚がし鮨　三島駅北口店 鮨屋 一番町

ISHIKAWA-LABO 婦人服小売業 一番町

ラビアンローズ 飲食店（ショットバー） 一番町

山田竹次郎商店 鮮魚海産物 一番町

らーめんの一番亭　三島駅前店 ラーメン・餃子 一番町

炭火処　菊乃鶏 飲食業 一番町

桃中軒三島駅南口売店 駅弁・みしまコロッケ 一番町

三島発・伊豆コレクション みやげもの・食品 一番町

うなぎの坂東 和食堂・うなぎ料理 一番町

富士急シティバス三島駅南口窓口 ハイランド他バスセット券限定 一番町

ゆうが三島 居酒屋 一番町

赤から三島店 焼肉・赤から鍋 一番町

ラジオシティー三島駅前店 カラオケ 一番町

おんふらんす フレンチレストラン 一番町

ローソン　三島駅南口店 コンビニエンス　ストアー 一番町

ファミリーマート三島駅南口店 コンビニエンスストア 一番町

炭火焼肉ふじた 焼肉・韓国料理・タン塩・ハラミ 一番町

日本料理　倶楽庵 日本料理 一番町

㈲長島モータース オートバイ販売 一番町

マックスバリュ三島壱町田店 スーパーマーケット 壱町田

ウエルシア薬局三島壱町田店 ドラッグストア 壱町田

季節料理　花ほたる 一品料理・季節料理・お食事 梅名

うなぎ割烹　御殿川 飲食店 梅名

洋服の青山　三島店 メンズ・レディス衣料品 梅名

㈲駿豆サービス 車検・鈑金・修理・タイヤ販売他 梅名

西松屋チェーン三島店 ベビー子供用品 梅名

シュープラザチヨダ三島店 靴販売 梅名

サイクルショップ　タカイ 自転車・バイク 梅名

ＪＡ三島函南　中郷支店 農業資材・米・食品 梅名

トヨタレンタカー三島梅名店 レンタカー 梅名

バースデイ三島梅名店 ベビー・子供服 梅名

ファミリーマート三島梅名店 コンビニエンスストア 梅名

さくらＣＡＦＥ カフェ 大宮町1丁目

田子の月　三島店 和菓子 大宮町３丁目

あめや鮨 すし店 大宮町1丁目

スーパー加茂 食品販売 加茂

キミサワ加茂川店 スパーマーケット 加茂川町

ファミリーマート三島加茂川店 コンビニエンスストア 加茂川町

㈲新井商店 ガス器具・水周り商材・修理 加屋町

ＪＡ三島函南　川原ヶ谷支店 農業資材・米・食品 川原ヶ谷

手作り工房Ｐｏｃｏ a Ｐｏｃｏ 手作りジャム・洋菓子 川原ヶ谷緑ヶ丘

フローラント 生花・蘭鉢・観葉植物他 北田町

司章堂 実印・銀行印・ゴム印・会社印 北田町



取扱店名（掲載） 業種・取扱品（掲載） 所在地（掲載）

カドイケ三島田町店 スーパーマーケット 北田町

ぎょうざの十八番や 餃子（生餃子・焼餃子）・コロッケ 北田町

ステーキ＆ぎょうざ　おはこや ステーキ・餃子・丼物・絵巻 北田町

山田屋ふとん店 寝具・布団仕立・羽毛リフォーム 幸原町１丁目

ＪＡ三島函南フレッシュ北上店 農産物販売 幸原町1丁目

ＪＡ三島函南　北上支店 農業資材・米・食品 幸原町1丁目

メガネの三島　幸原店 メガネ・サングラス 幸原町２丁目

ファミリーマート三島幸原店 コンビニエンスストア 幸原町2丁目

マミーケアルーム３８ｍｗ 助産院・妊活・産前産後母乳ケア 幸原町2丁目

プレイスユー・レディース 婦人服販売 栄町

ＪＡ三島函南　佐野支店 農業資材・米・食品 佐野

ｂｌｕｅｂｅｒｒｙ三島店 ケーキ・食パン 佐野見晴台

エッグのやおや 青果物 芝本町

メガネの川口 メガネ 芝本町

ロザート イタリアンレストラン 芝本町

ハッピードラッグさくらい クスリ・化粧品販売 芝本町

美容室HANA 美容室 芝本町

ポートヒルズ 婦人服・小物 芝本町

モリカワカバン店 カバン・バッグ・サイフ・小物 芝本町

ル・ヴァンドゥ　Le VentdouＸ 美容室 芝本町

くつのエリザベス 靴小売業 芝本町

ファミリーマート三島芝本町店 コンビニエンスストア 芝本町

さんさん食堂 炒飯・唐揚・餃子等 末広町

杉浦陶器店 陶磁器専門店 大社町

富士越薬品 医薬品 大社町

すみの坊大社前店 鰻料理 大社町

丸屋薬局 薬局 大社町

ホサカ メガネ・ジュエリー・補聴器 大社町

日光陶器店 料理道具・和洋食器の専門店 大社町

青野人形店 節句人形販売 大社町

だいいちはむ 食肉・加工品販売 大社町

みしまプラザホテル　メイシ― サービス業 大社町

デニーズ三島大社町店 ファミリーレストラン 大社町

ふぁんふぁん三嶋大社前店 写真スタジオ 大社町

ル・パサージュ ワイン・食品販売 大社町

小早川酒店 酒・食品 大社町

石舟庵三島店 和・洋菓子販売 大社町

エステティックマーノ ミネラルウォーター、化粧品 大社町

カットサロン水口 理容業 大社町

渡辺漆器店　神仏具部 漆器・仏壇仏具・宮寝具・線香 大社町

㈲大村精肉店 精肉 大社町

三代目十八番や ラーメン・餃子 大社町

大場スタジオ 写真館 大場

大西はきもの店 紳士靴婦人靴サンダルスニーカー 大場

居酒屋　ａｇｕｒａ 飲食店 大場

ローソン三島大場店 コンビニエンスストア 大場

洋菓子エレン 洋菓子・焼菓子 大場

ウエルシア薬局三島谷田店 ドラッグストア 谷田



取扱店名（掲載） 業種・取扱品（掲載） 所在地（掲載）

和食めん処サガミ　三島玉川店 和食・麺類・テイクアウト各種 玉川

デニーズ三島玉川店 ファミリーレストラン 玉川

スエヒロ館　三島店 飲食店・焼肉 玉川

㈱内田酒店 酒類販売 中央町

谷村印房本店 印章・ゴム印製造販売 中央町

リヴよしだや 化粧品・雑貨 中央町

高橋綿店 羽毛掛布団・寝装・寝具ナイティ 中央町

ルカワイン ワイン・食品小売 中央町

えほんやさん 絵本専門店 中央町

文盛堂書店 書籍販売 中央町

渡辺商会 電化製品販売・電気工事 中央町

森田金物店 キッチン・業務用品 中央町

プティリュクス レディースウェア・バッグ 中央町

山城屋 ブティック・婦人服・バッグ 中央町

カワツネ商店 婦人洋品販売 中央町

伊豆コレクション箱根八里 みやげもの・食品 中央町

みつわ食堂 飲食業 中央町

直井商店 洋品洋服（婦人服） 中央町

弘電舎 家電販売修理 中央町

扇屋洋品店 婦人服　婦人洋品 中央町

業務スーパー三島店 食料品 中央町

熊澤糸店 手芸品・毛糸・糸・和洋裁材料 中央町

兎月園 和洋菓子 中央町

らーめんの一番亭　三島塚原店 ラーメン・餃子 塚原新田

カフェコルソマルケ３８ 飲食業、食品 塚原新田

ウエルシア薬局三島徳倉店 ドラッグストア 徳倉1丁目

かさねとんかつ　かつ銀 とんかつ屋 徳倉

クリエイトSD　三島萩店 ドラッグストア 徳倉

小野園三島店 日本茶・のり・乾しいたけ 徳倉2丁目

ブックオフ三島徳倉店 中古本ＣＤＤＶＤゲームホビー等 徳倉４丁目

エルイマイ株式会社本店 家電 富田町

ココス三島富田町店 ファミリーレストラン 富田町

三嶋創寫舘 総合写真スタジオ 中島

ファミリーマート三島中島店 コンビニエンスストア 中島

アカチャンホンポ三島ＩＹ店 べビー用品 中田町

トータルショップ　ミナミ 学校制服体育衣料等　婦人洋品 中田町

スクールショップ　ミナミ　ＩＹ店 学校制服体育衣料等 中田町

鉄板焼き　ぼて福 鉄板焼き・お好み焼 中田町

イトーヨーカ堂　三島店 総合スーパーマーケット 中田町

ロフト三島店 日用雑貨 中田町

ポッポ三島店 ファストフード 中田町

リサイクル着物&アンティーク蔵 リサイクル着物・帯・小物類 中田町

西武三島ショップ 婦人衣料・雑貨・食品ギフトなど 中田町

日本一イトーヨカドー三島店 焼鳥惣菜調理販売 中田町

日本橋屋長兵衛　ＩＹ三島店 和菓子 中田町

むぎのいえ パン・洋菓子・焼菓子 中田町

小山園茶舗（三島店） お茶・佃煮・菓子　他 中田町

とんかつ新宿さぼてん とんかつ専門店 中田町



取扱店名（掲載） 業種・取扱品（掲載） 所在地（掲載）

メロディ 子供服販売 中田町（日清プラザ専門店会）

スタジオアリスＬｉｐｉ三島店 スタジオ専門職 中田町（日清プラザ専門店会）

ＦＵＬＦＵＬ 店雑貨販売 中田町（日清プラザ専門店会）

メガネのタニ 眼鏡、光学品、補聴器 中田町（日清プラザ専門店会）

くまざわ書店三島店 書籍 中田町（日清プラザ専門店会）

杵屋 うどん、そば 中田町（日清プラザ専門店会）

わいわいランド アミューズメント 中田町（日清プラザ専門店会）

はんなりｓｐａ エステ・リラクゼーション 中田町（日清プラザ専門店会）

マイスターサービス 合カギ・靴修理 中田町（日清プラザ専門店会）

ザ・クロックハウス 時計販売 中田町（日清プラザ専門店会）

デューポイント三島日清プラザ店 美容室 中田町（日清プラザ専門店会）

シャレル 婦人服 中田町（日清プラザ専門店会）

オン・デ・オゥン レディース・アパレル 中田町（日清プラザ専門店会）

ラパックス バッグ及びファッショングッズ 中田町（日清プラザ専門店会）

ブリアンサエラ 宝飾品 中田町（日清プラザ専門店会）

シューズパレッタ三島店 靴の販売 中田町（日清プラザ専門店会）

エスペニア 婦人服 中田町（日清プラザ専門店会）

クールカレアン三島店 婦人服 中田町（日清プラザ専門店会）

アプローズ 婦人服 中田町（日清プラザ専門店会）

ラフィネ リラクゼーション 中田町（日清プラザ専門店会）

タリーズコーヒー三島日清プラザ カフェ 中田町（日清プラザ専門店会）

マクドナルド三島日清プラザ店 中田町（日清プラザ専門店会）

プりポイント 服飾雑貨 中田町（日清プラザ専門店会）

スタジオアイ カメラ 中田町（日清プラザ専門店会）

トーヨードライ クリーニング 中田町（日清プラザ専門店会）

エステール 宝飾 中田町（日清プラザ専門店会）

モニター三島店 婦人服 中田町（日清プラザ専門店会）

ＬＢＣｍａｒｋｅｔｔ 婦人服・雑貨 中田町（日清プラザ専門店会）

メイリールー 婦人服・服飾雑貨 中田町（日清プラザ専門店会）

バンダレコード三島店 ＣＤ・ＤＶＤ販売 中田町（日清プラザ専門店会）

溝口商店 弁当・惣菜・駄菓子 長伏

ファミリーマート三島長伏店 コンビニエンスストア 長伏

おだし香坊 海産・乾物 西旭ヶ丘町

とうきのうちだ 陶磁器・漆器・カトラリー 西本町

プレイスユー・オム 紳士服販売 西本町

野村畳店 畳替え 西本町

株式会社和楽 酒類販売 西本町

和食麺処　サガミ三島萩店 各種ご宴席・お食い初め・手羽先 萩

スギヤマ洋品店芙蓉台店 衣料品・日用雑貨 萩

三島ブックセンター 書店・本・文房具 萩

CoCo壱番屋三島萩店 カレー・カレーラーメン 萩

エース三島店 食品スーパー 萩

五味八珍　萩店 中華ファミリーレストラン 萩

デニーズ三島北店 ファミリーレストラン 萩

ララ洋菓子店三島萩店 洋菓子・焼菓子・天然酵母パン 萩

文具のサカモト（坂本事務器） 文具・事務用品・事務用機器 東町

美容室エム カット・パーマ 東町

ふとんのつるた 寝具・羽毛リフォーム・布団仕立 東本町１丁目



取扱店名（掲載） 業種・取扱品（掲載） 所在地（掲載）

つきじ海賓　三島店 飲食サービス業・宅配すし 東本町1丁目

カツマタベーカリー パン小売 東本町1丁目

原サイクル 自転車販売修理 東本町1丁目

釜福　三島店 宅配釜めし・天ぷら 東本町1丁目

魚幸商店 鮮魚販売 東本町1丁目

ノジマ三島店 小売業 東本町２丁目

クリエイトSD　三島東本町店 ドラッグストア 東本町2丁目

長沢クリーニング 衣類クリーニング 東本町2丁目

くらしの用品すぎもと ギフト・生活雑貨・灯油・ＬＰＧ 日の出町

みうら青果 青果・食品小売 日の出町

㈲かわい米や 米・おだんご・おむすび・お餅 日の出町

キムチわ キムチ 広小路町

ＲＡＩ４ 居酒屋 広小路町

タカシマ屋 毛糸・手芸材料店 広小路町

大衆割烹　安田屋 居酒屋 広小路町

Bｉａｒｒｉｔｚｃａｆｅ バスクＢＡＲバスクチーズケーキ 広小路町

キミサワ広小路店 スーパーマーケット 広小路町

輿水酒店 酒類飲料食品 広小路町

パステリア地中海 パスタ・ピザ 広小路町

ムゼット イタリアン 広小路町

クラフトハヤシ 陶磁器・手拭・タオル 広小路町

和ダイニング　睦月 定食・一品 広小路町

ララ洋菓子店広小路本店 洋菓子・焼菓子・天然酵母パン 広小路町

うなぎ桜家 飲食店 広小路町

ウエルシア薬局三島広小路西店 ドラッグストア 広小路町

ウエルシア薬局三島広小路店 ドラッグストア 広小路町

木村屋酒店 酒類　飲料水 広小路町

トヨタレンタカー三島新幹線口店 レンタカー 文教町1丁目

グリーンマーケットＭＯＡ文教 自然食品の販売 文教町２丁目

マイスターコーティング三島店 ハウスクリーニング・エアコン等 文教町２丁目

クリエイトSD　三島文教町店 ドラッグストア 文教町2丁目

鰻すみの坊本町店 鰻料理 本町

㈲八木呉服店 呉服・洋服・小物 本町

小坂時計店 時計・宝飾・メガネ・補聴器 本町

パティスリー　トロンコーニ 洋菓子（ケーキ・焼菓子・ゼリー） 本町

杉山刃物店 刃物・金物販売 本町

梅屋眼鏡店 メガネ・光学器 本町

河野米店〘少量もはかり売り可〙 米麦雑穀・そば粉・贈答景品他有 本町

やまがた楽器店 楽器・楽譜 本町

カラダファクトリー三島店 整体・施術・セルフケア商品 本町

エム・コレクション 婦人服小売業 本町

地産地消の店　ストランズ 三島野菜・地元特産品・手作り品 本町

平田屋アウトレット 洋菓子・和菓子 本町

ＭＶＥＸ三島本町店 スーパーマーケット 本町

制服のしらゆり 学校制服の販売 本町

ほっこり空間　圭縁(どどえん) 飲食店 本町

メガネスーパー三島広小路店 メガネ・コンタクト・補聴器 本町

こどもメガネ専門店ジャックオー メガネ・サングラス 本町



取扱店名（掲載） 業種・取扱品（掲載） 所在地（掲載）

渡辺写真館 写真撮影 本町

Cafe&Bakeryグルッペ パン・軽食・飲物 本町

みしまプラザホテル サービス業 本町

焼肉の店　秀 焼肉店 本町

三島屋スポーツ スポーツ用品販売 本町

ミシマトイス 玩具・雑貨・カード・ゲーム 本町

リンクスいわさき 家電製品 本町

メロンドゥメロン三島広小路店 メロンパン専門店 本町

レディスモード　ミタ 婦人服・靴・バッグ 本町

アプローズ本町タワー店 婦人服販売 本町

清見屋 家庭日用品、ギフト用品 本町

漢方　心音道 漢方・自然食品 本町

丸一干物店 干物・乾物類 本町

ボナペティ―デリス レストラン 本町

政豊刃物店 刃物類 本町

ステラ 雑貨小売業 本町

千歳屋 化粧品小売 本町

市川はきもの店 くつ・傘 本町

スタイリングルームオン 七五三レンタル写真スタジオ 本町

旬彩　さん太 創作居酒屋・宅配弁当 本町

エッグマート松本店 スーパーマーケット 松本

ウエルシア薬局三島松本店 ドラッグストア 松本

ＪＡ三島函南　坂支店 農業資材・米・食品 三ツ谷新田

うなよし うなぎ料理 緑町

眼鏡市場三島店 メガネ・コンタクト・補聴器 南田町

業務スーパー三島南店 食品 南田町

幸楽苑三島南町店 ラーメン・ギョーザ 南町

ローヤル洋菓子店 菓子製造販売・ケーキ類他焼菓子 南二日町

菊地薬局 薬・健康食品・化粧品 南二日町

イエローハット三島南二日町店 カー用品販売・整備・取付 南二日町

ダスキン南二日町支店 ハウスクリーニング 南二日町

富士急静岡タクシー本社営業所 タクシー 南二日町

三島イタリアン　マリオパスタ レストラン・バイキング 南本町

ミスタータイヤマン東部三島店 タイヤ・オイル・バッテリー 南本町

茂よし 和食 南本町

.わた文 きもの・ジュエリー・バック 南本町

カメラのコロナ 写真・カメラ販売・スタジオ撮影 南本町

オレンジピア 婦人服・小物 南本町

キミサワせせらぎパーク三好店 スーパーマーケット 三好町

極楽湯　三島店 スーパー銭湯 三好町

かっぱ寿司　三島店 飲食店 三好町

ウエルシア薬局三島三好店 ドラッグストア 三好町

エブリィビックデー三島南店 食品スーパー 安久

エディオン　三島店 家電小売業 安久

伊豆・村の駅　三島本店 農水産物、土産品、飲食店 安久

ながいき薬局 医薬品・化粧品・介護用品・雑貨 谷田

いやしの森　アミン カフェ・ヒーリング雑貨・食品 谷田

ポテト錦田店 小売業 谷田



取扱店名（掲載） 業種・取扱品（掲載） 所在地（掲載）

セブン―イレブン三島谷田北店 コンビニエンスストア 谷田

ローソンニュー箱根店 コンビニエンスストア 谷田

㈱松光石油　ニュー箱根ＳＳ ガソリンスタンド 谷田

マックスバリュ三島谷田店 小売業 谷田

しまむら谷田店 衣料品 谷田

ＪＡ三島函南フレッシュ錦田店 農産物販売 谷田

ＪＡ三島函南　本店 農業資材・米・食品 谷田

㈲ワタナベ寝具店 綿ふとん・羽毛ふとんリフォーム 谷田

ウメナ寝具三島店 寝具製品販売・ふとんリフォーム 谷田小山押切

リンクスいわさき谷田店 家庭電化製品販売 谷田小山台

ファミリーマート三島柳郷地店 コンビニエンスストア 柳郷地

ウエルシア薬局三島加茂川店 ドラッグストア 若松町


