事業者番号

店舗名

店舗名（かな）

住所

700000118 MPM

読み取り方法

１０時間オムライス専門店かぼちゃのNABE

10じかんおむらいすせんもんてんかぼちゃのなべ

静岡県御殿場市新橋1969-1鈴木ビル

700001632 MPM・CPM

かぼちゃのNABE

電話番号

業種

0550-82-9950

飲食店

MEGAドン・キホーテ伊東店

MEGAどん・きほーて伊東店

静岡県伊東市湯川546-1

0570-076-511

700006155 MPM

アースルーフ

あーするーふ

静岡県伊東市池615-87

0557-53-1230

700006157 MPM・CPM

アーネストハウス

あーねすとはうす

静岡県下田市吉佐美１８９３ー１

0558-22-5880

旅館・ホテル

700006579 MPM

愛犬と泊まる宿

ななつぼし

あいけんととまるやど

静岡県伊東市八幡野1759-231

0557-51-4455

旅館・ホテル

700006951 MPM

愛犬と泊まれる

ゆるり⻄伊⾖

あいけんととまれる

700006581 MPM

愛犬の宿

700004240 MPM

IZONE NEW YORK

足柄サービスエリア(下)店

IZONE NEW YORK

駿河湾沼津サービスエリア(上)店

700004241 MPM

ラブリー・ワンズ

ななつぼし

349-2

0570-073-526

旅館・ホテル

静岡県伊東市富⼾1095-97

0557-51-4747

旅館・ホテル

あいぞーんにゅーよーく

あしがらさーびすえりあてん

静岡県駿東郡小山町桑木南ノ原599EXPASA足柄(下り線)内

0550-70-0707

その他小売業

あいぞーんにゅーよーく

するがわんぬまづさーびすえりあてん

あいけんのやど

ゆるりにしいず

らぶりー・わんず

静岡県伊⾖市土肥

旅館・ホテル

静岡県沼津市根古屋998-27NEOPASA駿河湾沼津(上り線)内

080-3494-7605

その他小売業

700006111 MPM

iHouse あたみんち

あいはうすあたみんち

静岡県熱海市上多賀1065-973

080-5007-5109

旅館・ホテル

700002868 MPM・CPM

藍花

あいばな

静岡県熱海市田原本町7-6

0557-83-5566

飲食店

700000408 MPM・CPM

アウトレットマルカ

あうとれっとまるか

静岡県伊東市宇佐美1859-1やまふじビル1F

080-8255-0609

その他小売業

700002166 MPM

⻘木さざえ店

あおきさざえてん

静岡県賀茂郡南伊⾖町湊894-53

700007797 MPM・CPM

赤沢温泉ホテル

あかざわおんせんほてる

静岡県伊東市赤沢字浮山163-1

0557-53-5555

旅館・ホテル

700007799 MPM

赤沢合宿所

あかざわがっしゅくじょ

静岡県伊東市赤沢浮山167-11

0557-53-3925

旅館・ホテル

700007798 MPM・CPM

赤沢迎賓館

あかざわげいひんかん

静岡県伊東市八幡野1754-114-3

0557-53-2112

旅館・ホテル

700003517 MPM・CPM

赤沢日帰り温泉館

700003520 MPM

赤沢プールハウス

700004145 MPM

アカチャンホンポ

700006903 MPM

茜色の海あるじ栖

700000280 MPM・CPM

アクアティーク

700005428 MPM

あさぎり伊東マリンタウン店

あさぎりいとうまりんたうんてん

静岡県伊東市湯川571-19道の駅伊東マリンタウン

700002658 MPM

アサギリ高原パラグライダースクール

あさぎりこうげんぱらぐらいだーすくーる

静岡県富士宮市根原282-1

700005427 MPM

朝霧乳業売店

あさぎりにゅうぎょうばいてん

静岡県富士宮市根原449-1

700006163 MPM

あさば旅館

あさばりょかん

静岡県伊⾖市修善寺３４５０−１

0558-72-7000

旅館・ホテル

700007844 MPM

Agi・Lodge

あじ・ろっじ

静岡県熱海市網代627-740

03-6300-5126

旅館・ホテル

700003526 MPM

足柄サービスエリア

ショッピング

あしがらさーびすえりあ

しょっぴんぐ

静岡県御殿場市深沢字前野原1780-19東名高速道路足柄SA上り線内

0550-84-6052

その他小売業

700003528 MPM

足柄サービスエリア

フードコート（みくりや亭）

あしがらさーびすえりあ

ふーどこーと（みくりやてい）

静岡県御殿場市深沢字前野原1780-19東名高速道路足柄SA上り線内

0550-84-6054

飲食店

700003527 MPM

足柄サービスエリア

ロータスガーデン

あしがらさーびすえりあ

ろーたすがーでん

静岡県御殿場市深沢字前野原1780-19東名高速道路足柄SA上り線内

0550-84-6051

飲食店

700006165 MPM

あしたの風

700006833 MPM

味と湯の宿

700004507 MPM・CPM

アスビーファム熱海店

あかざわひがえりおんせんかん
ららぽーと沼津店

飲食店

静岡県伊東市赤沢浮山170-2

0557-53-2617

観光施設・文化施設

あかざわぷーるはうす

静岡県伊東市八幡野1755-1

0554-54-1190

その他サービス業

あかちゃんほんぽ

静岡県沼津市東椎路字東荒301-3ららぽーと沼津３階

055-929-0092

おもちゃ・ベビー用品

静岡県伊⾖市小土肥241

0558-98-2212

旅館・ホテル

ららぽーとぬまづてん

あかねいろのうみあるじす
あくあてぃーく

静岡県賀茂郡松崎町松崎22-1

あしたのかぜ
ニューとみよし

0558-62-0333

あじとゆのやど

にゅーとみよし

体験・アクティビティ

0557-36-5567

飲食店

0544-52-1031

体験・アクティビティ

0544-52-0333

飲食店

静岡県賀茂郡南伊⾖町伊浜2132-3

0558-67-1700

旅館・ホテル

静岡県熱海市下多賀1472-1

0557-67-0017

旅館・ホテル

静岡県熱海市中央町19-39マックスバリュ熱海3F

0557-86-5511

衣料・身の回り品取扱店

700007397 MPM

熱川温泉

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本1271-2

0557-23-2345

旅館・ホテル

700007399 MPM・CPM

熱川温泉ブルーオーシャン

あたがわおんせんぶるーおーしゃん

静岡県賀茂郡東伊⾖町片瀬1139

0557-23-1121

旅館・ホテル

700006087 MPM

熱川館

あたがわかん

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本９８１−３

0557-23-2111

旅館・ホテル

700006879 MPM

熱川プリンスホテル

あたがわぷりんすほてる

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本１２４８−３

0557-23-1234

旅館・ホテル

700007843 MPM

ATAMI オーシャン・リトリート

あたみ おーしゃん・りとりーと

静岡県熱海市下多賀1702-913

03-6300-5126

旅館・ホテル

700006845 MPM

熱海

あたみ

静岡県熱海市熱海１８９０−１６

0557-67-8828

旅館・ホテル

700007842 MPM

熱海・櫂雲

あたみ・かいうん

静岡県熱海市網代627-1298

03-6300-5126

旅館・ホテル

熱海・徒然荘

あたみ・つれづれそう

静岡県熱海市下多賀1702-535

03-6300-5126

旅館・ホテル

700007845 MPM

粋光

あすびーふぁむあたみてん

0558-43-0690
オーシャンバザール

あたがわおんせん

森の温泉ホテル

すいこう

もりのおんせんほてる

700001720 MPM

あたみ近江屋酒店

あたみおうみやさけてん

静岡県熱海市中央町1-7

0557-82-5252

700007087 MPM・CPM

熱海後楽園ホテル

あたみこうらくえんほてる

静岡県熱海市和田浜南町10-1

0557-81-0041

旅館・ホテル

700001532 MPM

熱海自然郷フォレストカフェ

あたみしぜんきょうふぉれすとかふぇ

静岡県熱海市上多賀1066-1

0557-67-3939

飲食店

700001490 MPM

熱海城

あたみじょう

静岡県熱海市熱海1993

700004984 MPM

熱海スクエアシュークリーム

あたみすくえあしゅーくりーむ

静岡県熱海市田原本町3-6

0557-85-2221

飲食料品店

700007063 MPM・CPM

熱海玉の湯ホテル

あたみたまのゆほてる

静岡県熱海市渚町26-11

0557-81-3561

旅館・ホテル

700006955 MPM

熱海TENSUI

あたみてんすい

静岡県熱海市小嵐町２-３

0570-032-217

旅館・ホテル

700006669 MPM・CPM

熱海の隠れ里

あたみのかくれざと

静岡県熱海市東海岸町９−２３

0557-82-5566

700006957 MPM

熱海風雅

あたみふうが

静岡県熱海市梅園町16-8

0570-003-141

旅館・ホテル

700006883 MPM

熱海ホテルパイプのけむり

あたみほてるぱいぷのけむり

静岡県熱海市⻄山町16-53

0557-86-1777

旅館・ホテル

700005135 MPM

熱海みやげサンクス

あたみみやげさんくす

静岡県熱海市田原本町11番1号JR熱海駅構内

0557-81-3838

その他小売業

700004660 MPM

熱海ミルチーズ

あたみみるちーず

静岡県熱海市田原本町３−１８

0557-55-7625

その他小売業

700002980 MPM

アタミロープウェイ

あたみろーぷうぇい

静岡県熱海市和田浜南町8番15号

0557-81-5800

観光施設・文化施設

700008107 MPM

あたみ石亭

あたみ石亭

静岡県熱海市和田町6-17

0557-83-2841

旅館・ホテル

700008072 MPM

アニマーレ

700002910 MPM

炙や

700002296 MPM

天城ホースビレッジ

700004198 MPM

網元料理

700007047 MPM・CPM

AWA Nishi-Izu

プレミアム

勘右ェ門

あにまーれ
あぶりや

徳造丸

ぷれみあむ
かんえもん

あまぎほーすびれっじ
魚庵

あみもとりょうり

とくぞうまる

ぎょあん

あわ にしいず

0557-81-6206

飲食料品店

観光施設・文化施設

旅館・ホテル

静岡県伊東市池686-4

0288-53-6300

旅館・ホテル

静岡県沼津市大手町4-2-11シゲノブビル2階

055-964-0555

飲食店

静岡県賀茂郡河津町小鍋40-1

090-6082-8159

体験・アクティビティ

0557-95-1930

飲食店

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取3009-18
静岡県沼津市⼾田1480-1

0558-88-9915

旅館・ホテル

700006887 MPM

淡島ホテル

あわしまほてる

静岡県沼津市内浦重寺186淡島ホテル

055-941-3341

旅館・ホテル

700007986 MPM・CPM

石のや 伊⾖⻑岡

いしのや いずながおか

静岡県伊⾖の国市⻑岡192

055-947-0733

旅館・ホテル

700001396 MPM

石和酒店

その他小売業

700006269 MPM

伊⾖網代温泉

700007669 MPM

伊⾖熱川潮風旅館

700001176 MPM

伊⾖アニマルキングダム

700006953 MPM

伊⾖一碧湖レイクサイドテラス

いずいっぺきこれいくさいどてらす

700002444 MPM

伊⾖・伊東 ひもの専門店 平田屋

いずいとう

700008061 MPM

伊⾖稲取テラス

いずいなとりてらす

いしわさけてん
松風苑

寛道

静岡県熱海市昭和町17-13

0557-81-2313

静岡県熱海市下多賀966

0557-68-3151

旅館・ホテル

いずあたがわしおかぜりょかん

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本1237-23

0557-23-3777

旅館・ホテル

いずあにまるきんぐだむ

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取3344

0557-95-3535

観光施設・文化施設

いずあじろおんせん

しょうふうえん

ひものせんもんてん
かんどう

静岡県伊東市吉田８３９−１
ひらたや

静岡県伊東市猪⼾1-5-47平田屋

ひもの店

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取3009-113

0557-45-7557

旅館・ホテル

0557-37-1928

飲食料品店

03-3226-3335

旅館・ホテル

700006811 MPM

伊⾖今井浜温泉

700003712 MPM・CPM

イズーラ修善寺

700004065 MPM

伊⾖柏屋

700006749 MPM

伊⾖高原・城ヶ崎温泉

700006597 MPM

伊⾖高原アルシオン

700004058 MPM

izu-kougen駅cafeべるじゅ

700006239 MPM

伊⾖高原キャプテンズキャビン

いずこうげんきゃぷてんずきゃびん

静岡県伊東市八幡野１５８８ー１３０

0557-54-3949

旅館・ホテル

700006599 MPM

伊⾖高原シーズンズ

いずこうげんしーずんず

静岡県伊東市富⼾1108-30

0557-51-6005

旅館・ホテル

700008060 MPM

伊⾖高原テラス

いずこうげんてらす

静岡県伊東市富⼾1317-2272

03-3226-3335

旅館・ホテル

700006601 MPM

今井荘

いずいまいはまおんせん

いまいそう

いずーらしゅぜんじ

本店
花吹雪

寛道

ほんてん
じょうがさきおんせん

0558-34-1155

静岡県伊⾖市柏久保６３１−７

0558-73-2188

旅館・ホテル
その他小売業

静岡県伊東市中央町３−７

0557-37-1322

飲食料品店

静岡県伊東市八幡野1041

0557-54-1550

旅館・ホテル

いずこうげんあるしおん

静岡県伊東市富⼾東大室3-8

0557-51-5600

旅館・ホテル

いずこうげんえきかふぇべるじゅ

静岡県伊東市八幡野1183伊⾖高原駅やまもプラザ内

0557-54-4481

はなふぶき

かんどう

静岡県伊東市八幡野1355-17

0557-53-5590

旅館・ホテル

伊⾖高原ローズテラス

いずこうげんろーずてらす

静岡県伊東市八幡野1069-8

0557-54-4615

飲食店

700001180 MPM・CPM

伊⾖ジエラテアカプリ

いずじえらてりあかぷり

静岡県伊東市松川町1-20

0557-38-7230

飲食店

700001196 MPM

伊⾖下田マリンセンター

いずしもだまりんせんたー

静岡県下田市一丁目23-14金澤ビル102

0558-27-3322

その他サービス業

700005442 MPM

伊⾖十三夜

いずじゅうさんや

静岡県伊⾖市修善寺９６８−３⽢泉楼

080-7007-6913

700005650 MPM

いず松陰

いずしょういん

静岡県下田市一丁目22-7

0558-23-0020

飲食店

700004062 MPM

伊⾖太郎

伊東マリンタウン店

いずたろう

いとうまりんたうんてん

静岡県伊東市湯川571-19伊東マリンタウン1階

0557-35-5550

飲食店

700004061 MPM

伊⾖太郎

川奈店

いずたろう

かわなてん

静岡県伊東市川奈1257-97

0557-45-5234

飲食店

700004063 MPM

伊⾖太郎

ラスカ熱海店

いずたろう

らすかあたみてん

静岡県熱海市田原本町11-1ラスカ熱海３階

0557-81-1855

飲食店

700004758 MPM

いずちゅう

伊東駅店

いずちゅう

いとうえきてん

静岡県伊東市湯川3丁目12-1伊東駅構内

0557-29-6660

飲食料品店

700004757 MPM

いずちゅう

伊東マリンタウン店

いずちゅう

いとうまりんたうんてん

静岡県伊東市湯川571-19伊東マリンタウン1Ｆ

0557-35-3511

飲食料品店

700004759 MPM

いずちゅう

ぐらんぱるぽーと店

いずちゅう

ぐらんぱるぽーとてん

静岡県伊東市富⼾1090ぐらんぱるぽーと内

0557-51-7257

飲食料品店

700004763 MPM

いずちゅう

本社工場

いずちゅう

ほんしゃこうじょう

静岡県伊東市宇佐美3502-25

0557-47-0028

飲食料品店

700001184 MPM

伊⾖テディベア・ミュージアム

いずてでぃべあ・みゅーじあむ

静岡県伊東市八幡野1064-2

0557-54-5001

観光施設・文化施設

700001668 MPM

伊⾖トゥク

いずとぅく

静岡県伊東市八幡野1184-15花徳ビル一階

090-4457-8877

体験・アクティビティ

700006589 MPM

伊⾖ドッグペンション

静岡県伊東市八幡野１７５９−６０

0557-51-7771

700008089 MPM

伊⾖⻑岡温泉京急ホテル

いずながおかおんせんけいきゅうほてる

静岡県伊⾖の国市古奈168

055-948-1612

旅館・ホテル

700006971 MPM

伊⾖⻑岡温泉ホテル天坊

いずながおかほてるてんぼう

静岡県伊⾖の国市⻑岡431-1

055-947-1919

旅館・ホテル

700002700 MPM

伊⾖の回転寿司花まる銀彩伊⾖高原店

いずのかいてんずしはなまるぎんさいいずこうげんてん

静岡県伊東市八幡野1180-18

0557-55-2200

飲食店

700003717 MPM

伊⾖箱根鉄道

伊⾖⻑岡駅

700003718 MPM

伊⾖箱根鉄道

修善寺駅

いずはこねてつどう

しゅぜんじえき

静岡県伊⾖市柏久保６３１−７

0558-72-0667

鉄道・バス

700003716 MPM

伊⾖箱根鉄道

大場駅

いずはこねてつどう

だいばえき

静岡県三島市大場１２２−２

055-977-1038

鉄道・バス

700003714 MPM

伊⾖箱根鉄道

三島駅

いずはこねてつどう

みしまえき

静岡県三島市一番町１６−１

055-975-0587

鉄道・バス

伊⾖箱根鉄道

三島広小路駅

いずはこねてつどう

みしまひろこうじえき

修善寺店

ことぶきベース

いずこうげんのかくれやど

しゅはり

その他小売業

700002768 MPM

700003715 MPM

伊⾖高原の隠れ宿Ｓｙｕｈａｒｉ〜守破離〜

いずかしわや
いずこうげん

静岡県賀茂郡河津町見高127今井荘

しゅぜんじてん

いずどっくぺんしょん

いずはこねてつどう

ことぶきべーす

いずながおかえき

静岡県伊⾖の国市南條７７３−２

055-949-5840

観光施設・文化施設

旅館・ホテル

鉄道・バス

静岡県三島市広小路町４−１６

055-975-3460

鉄道・バス

700007697 MPM

伊⾖畑毛温泉誠山

いずはたけおんせんせいざん

静岡県田方郡函南町畑毛244-4伊⾖畑毛温泉誠山

055-978-3661

旅館・ホテル

700001190 MPM・CPM

伊⾖パノラマパーク

いずぱのらまぱーく

静岡県伊⾖の国市⻑岡２６０−１

055-948-1525

観光施設・文化施設

700004762 MPM

伊⾖浜焼本舗

いずはまやきほんぽ（いとうまりんたうんない）

静岡県伊東市湯川571-19伊東マリンタウン2Ｆ

0557-29-6601

飲食店

700005037 MPM

伊⾖フルーツバー

いずふるーつばー

静岡県熱海市和田浜南町10-1

0557-81-0041

その他小売業

700007784 MPM

伊⾖ホテル リゾート&スパ

いずほてるりぞーとあんどすぱ

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本1457-30「 リゾートパーク伊⾖あたがわ」 別荘地内

0557-22-5151

700006623 MPM

伊⾖まつざき荘

いずまつざきそう

静岡県賀茂郡松崎町江奈２１０−１伊⾖まつざき荘

0558-42-0450

旅館・ホテル

700008097 MPM

伊⾖マリオットホテル修善寺

いずまりおっとほてるしゅぜんじ

静岡県伊⾖市大平1529

0558-72-1311

旅館・ホテル

700003710 MPM・CPM

（伊東マリンタウン内）

旅館・ホテル

伊⾖・三津シーパラダイス

いずみとしーぱらだいす

静岡県沼津市内浦⻑浜３−１

055-943-2331

観光施設・文化施設

700007707 MPM

磯膳まえだ苑

いそぜんまえだえん

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取1008-1磯膳まえだ苑

0557-95-2106

旅館・ホテル

700006611 MPM・CPM

磯の宿旅館すず福

いそのやどりょかんすずふく

静岡県下田市白浜１０９磯の宿すず福

0558-22-1975

旅館・ホテル

700001226 MPM

磯料理

いそりょうり

静岡県下田市三丁目3-12

0558-22-2166

飲食店

700000186 MPM

ゑび満

Italian Bar Lieto

えびまん

いたりあんばるりえーと
いたりあんれすとらん

さるーて

055-943-5477

飲食店

イタリアンレストラン

静岡県賀茂郡松崎町那賀１７０−９

0558-43-0885

飲食店

700004876 MPM・CPM

市川製茶伊⾖高原店

いちかわせいちゃいずこうげんてん

静岡県伊東市八幡野1151

0557-53-2262

飲食料品店

700004875 MPM・CPM

市川製茶伊東銀座元町店

いちかわせいちゃいとうぎんざもとまちてん

静岡県伊東市銀座元町5-2

0557-55-9222

飲食料品店

700004872 MPM・CPM

市川製茶本店

いちかわせいちゃほんてん

静岡県伊東市湯田町２番12号

0557-36-0038

飲食料品店

700004874 MPM・CPM

市川製茶湯ノ花通り店

いちかわせいちゃゆのはなどおりてん

静岡県伊東市猪⼾1-2-1

0557-37-3796

700004873 MPM・CPM

市川製茶吉田店

いちかわせいちゃよしだてん

静岡県伊東市吉田574-2

0557-45-0263

飲食料品店

700002824 MPM

いちごプラザ

いちごぷらざ

静岡県伊⾖の国市南江間1788-2

055-946-0666

観光施設・文化施設

700003720 MPM

一般財団法人

ベルナール・ビュフェ美術館

700001232 MPM

一般社団法人

石廊崎オーシャンパーク

700000316 MPM

いでゆ干物店

700001172 MPM

伊東

700007865 MPM・CPM

伊東園ホテル熱海館

700006775 MPM

伊東温泉

700001238 MPM

伊東温泉観光・文化施設

700007836 MPM

伊東小涌園

いとうこわきえん

静岡県伊東市広野2-2-5伊東小涌園

700003701 MPM

伊東日帰り温泉朝日の湯シーサイドスパ（伊東マリンタウン内）

いとうひがえりおんせんあさひのゆしーさいどすぱ（いとうまりんたうんない）

静岡県伊東市湯川571-19伊東マリンタウン

700007077 MPM

伊東ホテルジュラク

いとうほてるじゅらく

静岡県伊東市岡281伊東ホテルジュラク

700007777 MPM・CPM

伊東遊季亭

いとうゆうきてい

静岡県伊東市宝町１番８号

0557-37-0114

旅館・ホテル

700007837 MPM

伊東緑涌

いとうりょくゆう

静岡県伊東市広野2-2-5伊東小涌園

0557-37-4131

旅館・ホテル

700007997 MPM・CPM

稲取銀水荘

いなとりぎんすいそう

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取１６２４−１

0557-95-2211

旅館・ホテル

700008023 MPM

稲取東海ホテル湯苑

いなとりとうかいほてるゆうえん

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取1599-1

0557-95-2121

旅館・ホテル

700001182 MPM

稲取マリンスポーツセンター

いなとりまりんすぽーつせんたー

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取１９６５−６

0557-95-3532

体験・アクティビティ

700007535 MPM・CPM

癒やしのわんこ宿にこまめち

いやしのわんこやどにこまめち

静岡県伊東市八幡野1081-27

0557-53-1137

旅館・ホテル

700007013 MPM

il azzurri(イル・アズーリ)

いる

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科2145

0558-52-0346

旅館・ホテル

ひもの専門店

サルーテ

静岡県三島市一番町３−２１大祐ビル２Ｆ

700000308 MPM

いっぱんざいだんほうじん べるなーる・びゅふぇびじゅつかん
いっぱんしゃだんほうじん

いろうざきおーしゃんぱーく

いでゆひものてん
鯵屋

いとう

ひものせんもんてん

あじや

いとうえんほてるあたみかん

大東館

いとうおんせん
東海館

あずーり

静岡県駿東郡⻑泉町東野クレマチスの丘515−57

055-986-1300

観光施設・文化施設

静岡県賀茂郡南伊⾖町石廊崎546番地の5石廊崎オーシャンパーク

0558-65-0016

観光施設・文化施設

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本９７８

0557-23-4555

その他小売業

0557-38-6566

その他小売業

静岡県伊東市湯川1-15-1
静岡県熱海市田原本町4−16

だいとうかん

いとうおんせんかんこう・ぶんかしせつ

とうかいかん

飲食料品店

0570-020-780

旅館・ホテル

静岡県伊東市末広町２−２３

0557-37-5166

旅館・ホテル

静岡県伊東市東松原町12-10

0557-36-2004

観光施設・文化施設

スパ棟

0557-337-4131

旅館・ホテル

0557-38-1811

観光施設・文化施設

0557-37-3161

旅館・ホテル

700006947 MPM

石廊館

いろうかん

静岡県賀茂郡南伊⾖町下賀茂204-2石廊館

0558-62-0013

旅館・ホテル

700002988 MPM

いろり海産

いろりかいさん

静岡県伊東市富⼾1038

0557-51-2020

その他小売業

700006177 MPM

いろりの宿三吉

いろりのやどさんきち

静岡県伊⾖市湯ケ島1972-1

0558-85-1123

旅館・ホテル

700000184 MPM

Imbiss熱海

いんびすあたみ

静岡県熱海市咲見町12-13

0557-83-7873

飲食店

700007379 MPM

ウィスタリアンライフクラブ宇佐美

うぃすたりあんらいふくらぶうさみ

静岡県伊東市宇佐美３２４２−２２５ウィスタリアンライフクラブ宇佐美

0557-47-2661

旅館・ホテル

700007213 MPM・CPM

ヴィラージュ伊⾖高原

う゛ぃらーじゅいずこうげん

静岡県伊東市富⼾１３１７ー８

0557-51-7355

700006575 MPM

ウィンダムガーデン⻑泉

うぃんだむがーでんながいずみ

静岡県駿東郡⻑泉町東野646

055-989-0100

旅館・ホテル

700004668 MPM

ヴェール・フイユ

ヴぇーる・ふいゆ

静岡県御殿場市東田中1089

0550-70-1170

飲食店

700006181 MPM

ウェルネスの森伊東

うぇるねすのもりいとう

静岡県伊東市岡1348-3

0557-38-7111

旅館・ホテル

700004069 MPM

ウェンディーズ・ファーストキッチン三島店

うぇんでぃーず・ふぁーすときっちんみしまてん

静岡県三島市本町１−４

055-981-8888

700005088 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

うおがしずし

静岡県沼津市岡宮1246-28

055-939-5551

飲食料品店

700004678 MPM

魚⺠

熱海駅前店

静岡県熱海市春日町2-5松坂ビル 1階2階

0557-81-0288

飲食店

700004688 MPM

魚⺠

伊⾖急下田駅前店

うおたみ

いずきゅうしもだえきまえてん

静岡県下田市東本郷1-1-1219.モンテローザ下田ビル1階2階

0558-22-8288

飲食店

700004689 MPM

魚⺠

伊⾖⻑岡駅前店

うおたみ

いずながおかえきまえてん

静岡県伊⾖の国市南條744-1ナガスミ 2階

055-949-2988

飲食店

700004683 MPM

魚⺠

伊東駅前店

うおたみ

いとうえきまえてん

静岡県伊東市湯川1-10-1パークロカンダ 1階

0557-37-8188

飲食店

700004687 MPM

魚⺠

新富士店

うおたみ

しんふじてん

静岡県富士市川成島702-1

0545-60-8388

飲食店

700004685 MPM

魚⺠

富士宮店

うおたみ

ふじのみやてん

静岡県富士宮市東阿幸地24

0544-24-8088

飲食店

700004681 MPM

魚⺠

三島広小路駅前店

うおたみ

みしまひろこうじえきまえてん

静岡県三島市広小路町9-16クボタビル 1階

055-981-9588

飲食店

700006629 MPM

宇久須

700000332 MPM

うなぎの不二美

うなぎのふじみ

静岡県三島市一番町13-15

055-975-1740

飲食店

700000338 MPM

うな瀬

うなせ

静岡県賀茂郡東伊⾖町片瀬554-12

0557-23-4122

飲食店

700000342 MPM・CPM

うな平

静岡県榛原郡吉田町住吉1386-1

700006731 MPM

海風テラスあたみ

700006701 MPM

海を臨む全室半露天付

700006173 MPM

UMITO the salon IZU

700005039 MPM・CPM

海のアクセサリー

700006693 MPM

海のぺんしょんマリンビュー

700007651 MPM

海のほてるいさば

うみのほてるいさば

700006695 MPM

海の見える宿

うみのみえるやど

700006777 MPM

梅ヶ島コンヤ温泉

700004212 MPM

梅家

伊⾖高原店

700004213 MPM

梅家

伊東店

700004211 MPM

梅家

湯の花店

うめや

700000344 MPM

うを正

700004655 MPM

ＥＸＰＡＳＡ足柄上り 富士山ファーム

700000348 MPM

エスケープ

えすけーぷ

静岡県伊東市宇佐美２６７０−２

0557-47-3335

その他サービス業

700004335 MPM・CPM

エディオンサントムーン柿田川店

えでぃおんさんとむーんかきたがわてん

静岡県駿東郡清水町伏見字泉頭58番地の1

055-983-6711

家電販売店

700003219 MPM

エテルナ柿田川店

えてるなかきたがわてん

静岡県駿東郡清水町久米田72-1

055-991-6788

衣料・身の回り品取扱店

700003217 MPM

エテルナ御殿場店

えてるなごてんばてん

静岡県御殿場市東田中1-5-30

0550-82-8888

衣料・身の回り品取扱店

700003218 MPM

エテルナ富士店

えてるなふじてん

静岡県富士市日乃出町12

0545-57-6688

衣料・身の回り品取扱店

700004483 MPM

えび食堂

えびしょくどう

静岡県沼津市岡宮

055-920-9510

700001526 MPM・CPM

えびせんべいの里御殿場店

えびせんべいのさとごてんばてん

静岡県御殿場市東田中１２３４番地１

0550-84-2248

飲食料品店

700005136 MPM

A-PLUS

えぷらす

静岡県熱海市田原本町11番1号ラスカ熱海店

0557-81-3838

その他小売業

700007908 MPM

エンゼルフォレスト熱海自然郷

えんぜるふぉれすとあたみしぜんきょう

静岡県熱海市上多賀1066-334

0557-52-4800

旅館・ホテル

700007910 MPM

エンゼルフォレスト伊⾖高原

えんぜるふぉれすといずこうげん

静岡県伊東市赤沢373-298

0557-52-4800

旅館・ホテル

700007909 MPM

エンゼルフォレスト伊⾖スカイライン

えんぜるふぉれすといずすかいらいん

静岡県伊⾖市上白岩2071-307

0557-52-4800

旅館・ホテル

700007911 MPM

エンゼルフォレスト大川汐見崎

えんぜるふぉれすとおおかわしおみざき

静岡県賀茂郡東伊⾖町大川912-11

0557-52-4800

旅館・ホテル

700002206 MPM

扇屋製菓

おうぎやせいか

静岡県賀茂郡南伊⾖町下賀茂168-1

0558-62-0061

飲食料品店

700007309 MPM・CPM

大江⼾温泉物語ホテル水葉亭

おおえどおんせんものがたりほてるすいようてい

静岡県熱海市伊⾖山１９０−１

0557-31-1001

旅館・ホテル

700007541 MPM

おお川旅館

おおかわりょかん

静岡県熱海市水口町11-32おお川旅館

0557-81-6288

旅館・ホテル

700005042 MPM・CPM

オーシャンスパFuua

おーしゃんすぱふーあ

静岡県熱海市和田浜南町10-1

0557-81-0041

その他サービス業

700003512 MPM・CPM

大武丸

おおたけまる

静岡県伊⾖の国市南條724-10

055-940-3110

飲食店

700004650 MPM

オートバックス御殿場店

静岡県御殿場市茱萸沢１２４９番地の2

0550-88-2300

その他小売業

700004651 MPM

オートバックスタイヤ専門館沼津みなと店

おーとばっくすたいやせんもんかんぬまづみなとてん

静岡県沼津市⻄島町１２番２６号

055-932-0202

その他小売業

700004649 MPM

オートバックス沼津バイパス

おーとばっくすぬまづばいぱす

静岡県沼津市岡一色２４番４

055-922-8343

その他小売業

700006619 MPM・CPM

おおとり荘

おおとりそう

静岡県伊⾖の国市古奈1133

055-948-1095

旅館・ホテル

700007863 MPM・CPM

大仁ホテル

静岡県伊⾖の国市吉田1178

0570-043-780

旅館・ホテル

700006889 MPM

オーベルジュ

フォンテーヌ・ブロー熱海

おーべるじゅ

ふぉんてーぬぶろーあたみ

静岡県熱海市下多賀1484-5

0557-68-3303

旅館・ホテル

700006199 MPM・CPM

オーベルジュ

ミヨー

おーべるじゅ

みよー

静岡県伊東市池６２４の７

0557-51-2858

旅館・ホテル

700005095 MPM

おおむろ軽食堂

おおむろけいしょくどう

静岡県伊東市富⼾1317-5大室山リフト館1F

0557-51-1455

その他サービス業

700002790 MPM・CPM

小木曽商店

おぎそしょうてん

静岡県下田市二丁目９−３０

700000386 MPM

お好み焼きPIYO

おこのみやきぴよ

静岡県三島市⻄本町さとうビル 1F

050-5488-3736

飲食店

700001748 MPM

お肴野郎清介

おさかなやろうきよすけ

静岡県熱海市銀座町8-9對木ビル1F

0557-55-7762

飲食店

700007197 MPM

尾崎荘

700002566 MPM

おだし香紡

700002776 MPM

小田原吉匠

700000398 MPM・CPM

お茶の村松園

700005712 MPM

お肉の工場直売所

700004979 MPM

お土産処

沼津配送センター

うおたみ

伊⾖一

うぐす

ぬまづはいそうせんたー

あたみえきまえてん

いずいち

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町宇久須671-1堂ヶ島温泉郷

うなへい
夢のや

MIYABI

さんぽみち
大野木荘

⻤が島

伊⾖⻑岡店

旅館・ホテル

飲食店
旅館・ホテル

0557-33-1088

旅館・ホテル

うみとざさろんいず

静岡県伊東市八幡野１２５３−２５

0557-51-2610

うみのあくせさりーみやび

静岡県熱海市和田浜南町10-1

0557-81-0041

その他小売業

うみのぺんしょんまりんびゅー

静岡県沼津市⼾田3878-114

0558-94-2062

旅館・ホテル

ゆめのや

旅館・ホテル

静岡県沼津市⼾田3878-20

0558-94-3048

旅館・ホテル

静岡県伊東市富⼾1317-3949

0557-55-7774

旅館・ホテル

うめがしまこんやおんせんおおのぎそう

静岡県静岡市葵区梅ケ島4269-10

054-269-2224

旅館・ホテル

うめや

いずこうげんてん

静岡県伊東市富⼾１１０１−２９

0557-51-5388

飲食料品店

うめや

いとうてん

静岡県伊東市湯川５７２−８７

0557-37-8866

飲食料品店

ゆのはなてん

静岡県伊東市湯川１−１４−９

0557-37-9111

飲食料品店

うをまさ

静岡県伊⾖の国市⻑岡1318-2

055-948-0101

飲食店

えくすぱーさあしがらのぼりふじさんふぁーむ

静岡県御殿場市深沢１８０１−１足柄ＳＡ上り線内

0550-70-1605

その他小売業

さんぽみち

おにがしま

いずながおかてん

おーとばっくすごてんばてん

らすかあたみてん

おにくのこうじょうちょくばいじょ
おみやげどころ

１２０２

静岡県伊⾖市佐野272-50

おだわらきっしょう
おちゃのむらまつえん

三島店

0558-55-0306

050-5370-6028

おざきそう

（伊東マリンタウン内）

伊⾖一

0548-32-3040

はなれおんやど

おだしこうぼう

磯丸

お刺身と天然温泉の宿

飲食店

静岡県熱海市小嵐町4-12

うみぞのぞむぜんしつはんろてんつき

おおひとほてる

ラスカ熱海店

宇久須

旅館・ホテル

静岡県伊東市富⼾９２７−９

うみかぜてらすあたみ
離れ御宿

1階

いそまる

みしまてん

（いとうまりんたうんない）

0558-22-0154

0558-87-0441

飲食店

飲食料品店

旅館・ホテル

静岡県三島市⻄旭ケ丘町４０４１−２

055-981-7762

その他小売業

静岡県熱海市田原本町11-1ラスカ熱海1階

0557-81-2010

飲食料品店

静岡県富士市久沢１３７２

0545-71-1328

その他小売業

静岡県三島市富田町3-3

055-957-4129

飲食料品店

静岡県伊東市湯川571-19バザール棟1F

0557-35-3060

飲食料品店

700007629 MPM・CPM

おもひで野じんで

おもいでのじんで

静岡県伊⾖市八木沢405

0558-99-0363

旅館・ホテル

700008027 MPM

御宿

おやど

静岡県熱海市泉226-70

0465-62-4141

旅館・ホテル

700008137 MPM

お宿うち山

静岡県伊東市池628-68

0557-52-0010

旅館・ホテル

700004537 MPM

小山茶寮

おやまさりょう

静岡県駿東郡小山町用沢420-4

0550-78-3000

飲食店

700007263 MPM

温泉⺠宿さざえ荘

おんせんみんしゅくさざえそう

静岡県賀茂郡南伊⾖町湊893-2

0558-62-2545

旅館・ホテル

700006647 MPM・CPM

瑞鷹

ずいよう

おやどうちやま

温泉宿やどかり

おんせんやど

700006659 MPM

温泉旅館 芝川苑

おんせんりょかん

700008005 MPM・CPM

御宿

おんやど

700008095 MPM

ガーランドコート宇佐美

700004828 MPM

海幸楽膳釜つる

700001460 MPM

海鮮市場

700003515 MPM

海洋深層水

赤沢スパ

700003516 MPM

海洋深層水

赤沢スパ内

700008138 MPM

かえで庵

700007851 MPM

隠れ湯の宿

700006215 MPM

かざみどり〜ワンコにも休日を〜

かざみどり〜わんこにもきゅうじつを〜

700007181 MPM

貸別荘オレンジオレンジ

700004819 MPM

雅心苑イーラde店

700007919 MPM

ラグジュアリーホテル 風の薫MORI

かぜのかおりもり

静岡県伊東市吉田９０１−１２１

0557-44-4373

旅館・ホテル

700001354 MPM

家族庵

かぞくあん

静岡県沼津市根古屋998−27

055-957-6615

飲食店

700004532 MPM

かつ榮御殿場店

かつえいごてんばてん

静岡県御殿場市茱萸沢193-2

0550-80-1111

飲食店

700004534 MPM

かつ榮裾野店

かつえいすそのてん

静岡県裾野市二ツ屋179-5

055-995-1515

飲食店

風月無辺

やどかり
しばかわえん

ふうげつむへん

がーらんどこーとうさみ
かいこうらくぜんかまつる

漁屋

かいせんいちば
DHC直営ショップ

あかざわすぱ

かいようしんそうすい

あかざわすぱない

旅館・ホテル

0557-23-1500

旅館・ホテル

静岡県伊東市宇佐美みのりの村139-1ガーランドコート宇佐美

0557-85-0672

旅館・ホテル

でぃーえいちしーちょくえいしょっぷ

0557-85-1755

飲食料品店

静岡県熱海市咲見町12-7

0557-55-9281

飲食店

静岡県伊東市八幡野1754-114-4

0557-54-5538

体験・アクティビティ

静岡県伊東市八幡野1754-114-4

0557-54-5538

ドラッグストア・調剤薬局

静岡県伊東市大室高原6-626

0557-33-1111

旅館・ホテル

静岡県熱海市網代627-1086

0557-67-7707

旅館・ホテル

0557-52-6856

旅館・ホテル

かしべっそうおれんじおれんじ

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科2179

090-7722-3340

旅館・ホテル

がしんえんいーらでてん

静岡県沼津市大手町１−１−６イーラde

055-941-6930

つきのあかり

するがわんぬまづさーびすえりあてん

かつぎょりょうり

活魚料理

かつ銀沼津東椎路店

かつぎんぬまづひがししいじてん

700006713 MPM

学校法人横浜YMCA 富士山YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ

がっこうほうじんよこはまわいえむしーえー

700004698 MPM

勝手にサワー白木屋

かってにさわー

静岡県御殿場市新橋1990-10シティープラザBE-ONEビル 2階

0550-82-4788

飲食店

700003235 MPM

かっぱ寿司伊東店

かっぱすしいとうてん

静岡県伊東市南町2-59-1

0557-32-1311

飲食店

700001626 MPM

割烹沼津ぼんどーる

かっぽうぬまづぼんどーる

静岡県沼津市大岡２８７０−２

055-925-2511

飲食店

700006715 MPM

割烹⺠宿小はじ

かっぽうみんしゅくこはじ

静岡県下田市須崎518

0558-22-6174

旅館・ホテル

ふじさんわいえむしーえーぐろーばるえこびれっじ

しろきやごてんばえきまえてん

飲食店

055-923-0059

飲食店

静岡県富士宮市原1423富士山YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ

新田

0544-54-1151

旅館・ホテル

静岡県沼津市千本港町１１４−２

055-962-7773

その他小売業

かねふくめんたいパーク伊⾖

かねふくめんたいぱーくいず

静岡県田方郡函南町塚本753-1

055-928-9012

その他小売業

700006975 MPM・CPM

かね吉一燈庵

かねよしいっとうあん

静岡県賀茂郡河津町見高１２３−５かね吉一燈庵

0558-32-0345

旅館・ホテル

700002040 MPM

狩野庄紅谷

700004259 MPM

ＣＡＦＥ＆ＲＯＵＮＧＥ

700004261 MPM

カフェヴェルデ

かふぇヴぇるで

静岡県沼津市大手町1-1-4Plaza Verde（プラサ

700000424 MPM

カフェコルソマルケ３８

かふぇこるそまるけとれんとっと

静岡県三島市塚原新田498-2

700005031 MPM・CPM

カフェテラス

かふぇてらすこんふぉーる

静岡県熱海市和田浜南町10-1

0557-81-0041

飲食店

700001824 MPM

カフェ弘乃

かふぇひろの

静岡県伊⾖市修善寺971-1

0558-72-8856

飲食店

700000276 MPM

カフェメロー

かふぇめろー

静岡県下田市吉佐美１８９２ー１

0558-27-2327

飲食店

700006729 MPM・CPM

株式会社

いなとり荘

かぶしきがいしゃ

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取1531

0557-95-1234

旅館・ホテル

700004086 MPM・CPM

株式会社

岸商店

かぶしきがいしゃ

きししょうてん

700006747 MPM

株式会社

下田大和館

かぶしきがいしゃ

しもだやまとかん

700006769 MPM

株式会社 水生の庄

かぶしきがいしゃ みぶのしょう

700006843 MPM

株式会社おちあいろう

700006991 MPM

株式会社貫一ホテル

700004087 MPM・CPM

株式会社岸商店

かぶしきがいしゃきししょうてん

700000070 MPM

(株)佐々木商店

かぶしきがいしゃささきしょうてん

700008042 MPM

株式会社時之栖 富嶽温泉 花の湯

かぶしきがいしゃときのすみか

株式会社

かねきんつゆちょうしょうてん

0558-22-1672

静岡県沼津市東椎路字東荒464-1

700001548 MPM

700001422 MPM

カネキン露⻑商店

静岡県下田市三丁目2-12活魚料理

飲食料品店

700004591 MPM・CPM

御殿場駅前店

しんでん

駿河湾沼津SA上り線新東名高速道路NEOPASA2階

700001304 MPM

700002646 MPM

新田

旅館・ホテル

0544-65-0542

静岡県伊東市八幡野1276-19

かくれゆのやど

駿河湾沼津SA店

0557-68-1109

静岡県賀茂郡東伊⾖町大川１０９６−１
静岡県熱海市銀座町10-11

りょうや

かいようしんそうすい
かえであん

月のあかり

静岡県熱海市下多賀1481−1
静岡県富士宮市内房1298

かのしょうべにや
ＢＡＲ

ｒｉｖｅｒ

ｖｉｅｗ

CONFORT

ラスカ熱海店

日本海洋観光

（伊東マリンタウン内）

ルート1三島サービスステーション

静岡県伊⾖市修善寺703-4

かふぇあんどらうんじ

ばー

りばーびゅー

静岡県沼津市上土町100番地1

いなとりそう

ヴェルデ）

静岡県熱海市咲見町１２ー１２

0558-72-4700

飲食料品店

055-952-2789

飲食店

055-941-5772

飲食店

055-973-3341

飲食店

0557-82-2192

その他小売業

静岡県下田市吉佐美2048

0558-22-1000

旅館・ホテル

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取3066-1水生の庄

0557-95-2228

旅館・ホテル

かぶしきがいしゃおちあいろう

静岡県伊⾖市湯ケ島1887-1

0558-85-0014

旅館・ホテル

かぶしきがいしゃかんいちほてる

静岡県熱海市東海岸町1-2

0557-81-3595

らすかあたみてん
ふがくおんせん

はなのゆ

静岡県熱海市田原本町１１ー１ラスカ熱海

１階

旅館・ホテル

0557-81-2772

その他小売業

静岡県伊東市湯川1−9−15

0557-37-2460

飲食料品店

静岡県富士宮市ひばりが丘805

0544-28-1126

旅館・ホテル

0557-38-0690

体験・アクティビティ

かぶしきがいしゃにほんかいようかんこう（いとうまりんたうんない）

静岡県伊東市湯川571-19伊東マリンタウン

かぶしきがいしゃよしだせきゆてん

静岡県三島市玉川9-1

055-973-7337

ガソリンスタンド

静岡県熱海市銀座町10-18

0557-81-2172

飲食料品店

静岡県熱海市田原本町11-1ラスカ熱海店１階

0557-81-1990

飲食料品店

るーと1みしまさーびすすてーしょん

ポートセンター１Ｆ

700004090 MPM

(株)吉田石油店

700004826 MPM・CPM

釜鶴ひもの店本店

かまつるひものてんほんてん

700004827 MPM・CPM

釜鶴ひもの店ラスカ熱海店

かまつるひものてんらすかあたみてん

700003245 MPM

かま康

700003244 MPM

かまや水産

700001294 MPM

紙バンド手芸専門店

700003256 MPM・CPM

Kamileon58

700003255 MPM・CPM

Kamileon cafe 58

700007103 MPM・CPM

⻲の井ホテル熱海

かめのいほてるあたみ

静岡県熱海市水口町2-12-3

0557-83-6111

旅館・ホテル

700007105 MPM・CPM

⻲の井ホテル熱海別館

かめのいほてるあたみべっかん

静岡県熱海市水口町2-13-77

0557-83-6111

旅館・ホテル

700000434 MPM・CPM

カルモア

700006223 MPM・CPM

かわいいお宿

700007279 MPM・CPM

川堰苑いすゞホテル

かわせぎえん

700006671 MPM

河津温泉郷

かわづおんせんきょう

700001280 MPM

河津桜観光交流館売店

700006225 MPM

かわづの里

700003761 MPM

河津バガテル公園

700007283 MPM

川奈ホテル

静岡県伊東市川奈１４５９

0557-45-1111

旅館・ホテル

700005377 MPM

川奈ホテル

田舎家

かわなほてる

いなかや

静岡県伊東市川奈１４５９

0557-45-1111

飲食店

700005376 MPM

川奈ホテル

グリル

かわなほてる

ぐりる

静岡県伊東市川奈１４５９

0557-45-1111

飲食店

かまやす
かまやすいさん
蛙屋

かみばんどしゅげいせんもんてん

かえるや

かみれおん５８
かみれおんかふぇ５８

海遊亭

入園ゲート

かわいいおやど

0558-34-0660

飲食料品店

0558-32-0143

飲食料品店

静岡県富士市今泉４５０

0545-38-9198

その他小売業

静岡県富士市川成島６５４−１０アスティ新富士１階

0545-62-6000

その他小売業

静岡県富士市吉原４−２−２

かるもあ
雲見園

静岡県賀茂郡河津町浜143-1
静岡県賀茂郡河津町笹原358

くもみえん
いすずほてる
かいゆうてい

かわづざくらかんこうこうりゅうかんばいてん

0545-55-5811

その他小売業

静岡県沼津市⼾田289-12中央桟橋乗場

090-1616-3176

体験・アクティビティ

静岡県賀茂郡松崎町雲見401

0558-45-0441

旅館・ホテル

静岡県熱海市泉

0465-62-5111

旅館・ホテル

静岡県賀茂郡河津町浜64-1-1

0558-34-1237

旅館・ホテル

静岡県賀茂郡河津町笹原72-12河津桜観光交流館

0558-32-0330

266川堰苑いすゞホテル

観光施設・文化施設

かわづのさと

静岡県賀茂郡河津町峰520-1

0558-32-0888

旅館・ホテル

かわづばがてるこうえんにゅうえんげーと

静岡県賀茂郡河津町峰1073

0558-34-2200

観光施設・文化施設

かわなほてる

700005374 MPM

川奈ホテル

ゴルフコース

かわなほてる

ごるふこーす

静岡県伊東市川奈１４５９

0557-45-1111

体験・アクティビティ

700005381 MPM

川奈ホテル

ゴルフコース内売店

かわなほてる

ごるふこーすないばいてん

静岡県伊東市川奈１４５９

0557-45-1111

飲食店

700005380 MPM

川奈ホテル

売店

かわなほてる

ばいてん

静岡県伊東市川奈１４５９

0557-45-1111

その他小売業

700005375 MPM

川奈ホテル

メインダイニング

かわなほてる

めいんだいにんぐ

静岡県伊東市川奈１４５９

0557-45-1111

飲食店

700005379 MPM

川奈ホテル

メインバー

かわなほてる

めいんばー

静岡県伊東市川奈１４５９

0557-45-1111

飲食店

700007281 MPM

川端の宿

700006231 MPM

カントリーハウスホテル アヴォンリー

かんとりーはうすほてる あヴぉんりー

静岡県伊東市池８９３−８２

0557-54-0088

旅館・ホテル

700006233 MPM

カントリーホテル

かんとりーほてる

静岡県裾野市須山2255-3252

055-998-1403

旅館・ホテル

700002904 MPM

凾南ゴルフ倶楽部株式会社

かんなみごるふくらぶかぶしきがいしゃ

静岡県田方郡函南町桑原高雄山1315-25

055-978-3220

体験・アクティビティ

700006235 MPM

かんなみスプリングスカントリークラブ・ホテル函南

かんなみすぷりんぐすかんとりーくらぶ・ほてるかんなみ

静岡県田方郡函南町桑原１３００−１４６かんなみスプリングスカントリークラブ

055-974-1000

旅館・ホテル

700000194 MPM

Keep Smiling ！

きーぷすまいりんぐ

静岡県伊東市富⼾842-229

0557-51-6888

体験・アクティビティ

700002948 MPM

基地

きち

静岡県熱海市咲見町１２−１０

0557-48-7919

飲食店

700005459 MPM

ギフトキヨスク三島

055-980-0125

その他小売業

700004312 MPM

0558-76-3255

衣料・身の回り品取扱店

700006891 MPM
700004313 MPM

湯本館

かわばたのやど
レッドフォックス

-teshigoto-

ゆもとかん

静岡県伊⾖市湯ケ島1656-1

れっどふぉっくす

てしごと

0558-85-1028

ぎふときよすくみしま

静岡県三島市一番町１６−１

きもの今昔処和楽市

きものこんじゃくどころわらじ

静岡県伊⾖の国市田京299-10

キャビンハウスヤド富士宮店

きゃびんはうすやどふじのみやてん

静岡県富士宮市大宮町11-18

0544-23-4180

旅館・ホテル

ぎゃらりー和み

ぎゃらりーなごみ

静岡県伊⾖の国市田京299-13

0558-76-6166

衣料・身の回り品取扱店

700007113 MPM

休暇村富士

きゅうかむらふじ

静岡県富士宮市佐折634

0544-54-5200

旅館・ホテル

700004355 MPM・CPM

九州自慢

きゅうしゅうじまんぬまづてん

静岡県沼津市大手町5-9-21マルトモビル B1F

055-954-1711

飲食店

ぎゅうたんいちえ

静岡県熱海市中央町10-10

0557-27-1086

飲食店

ぎょくほうかん

静岡県賀茂郡河津町峰440

0558-34-2041

旅館・ホテル

静岡県御殿場市東田中1089

0550-70-1170

飲食店

0550-70-1170

飲食店

沼津店

700001852 MPM

牛タン

700006103 MPM・CPM

玉峰館

700004667 MPM

銀明翠

京会席

銀明翠

鉄板焼

700004666 MPM

いち江

ぎんめいすい

きょうかいせき

ぎんめいすい

てっぱんやき

ＪＲ三島駅構内新幹線待合室

旅館・ホテル

静岡県御殿場市東田中1089

700006241 MPM

クイール

くいーる

静岡県伊東市富⼾１０４５-１クイール

700004354 MPM・CPM

くいもの屋わん

御殿場店

くいものやわんごてんばてん

静岡県御殿場市新橋1990-10BE-ONEビル

700004356 MPM・CPM

くいもの屋わん

富士駅前店

くいものやわんふじえきまえてん

静岡県富士市本町5番7号富士駅前ビル1F

700002222 MPM・CPM

草ケ谷燃料株式会社

くさがやねんりょうかぶしきがいしゃ

静岡県富士市中之郷７３０

0545-81-1230

ガソリンスタンド

700005021 MPM

串特急裾野インター店

くしとっきゅうすそのいんたーてん

静岡県裾野市御宿1536-16

055-965-3666

飲食店

700005020 MPM

串特急沼津リコー通り店

くしとっきゅうぬまづりこーとおりてん

静岡県沼津市寿町23-1

055-921-4727

飲食店

700005022 MPM

串特急富士吉原店

くしとっきゅうふじよしわらてん

静岡県富士市吉原2-11-8

0545-54-2258

飲食店

700003876 MPM

九十厨 御殿場店

くじゅうくり ごてんばてん

静岡県御殿場市新橋1998 2F

0550-81-3000

飲食店

700003875 MPM

九十厨 沼津店

くじゅうくり ぬまづてん

静岡県沼津市大手町2-9-10

055-954-1780

飲食店

700003877 MPM

九十厨 富士店

くじゅうくり ふじてん

静岡県富士市本町10-24 2F

0545-30-8111

飲食店

700003874 MPM

九十厨 三島店

くじゅうくり みしまてん

1F

0557-27-2277

旅館・ホテル

0550-70-1659

飲食店

0545-65-5500

飲食店

静岡県三島市⻄若町3-16

055-981-6380

飲食店

静岡県賀茂郡南伊⾖町湊417

0558-62-0451

旅館・ホテル

静岡県伊東市湯川295

0557-37-2681

旅館・ホテル

700006243 MPM

くつろぎの御宿花さと

くつろぎのおんやどはなさと

700007873 MPM・CPM

くつろぎの宿

伊東温泉-久遠-

くつろぎのやど

いとうおんせん

700007089 MPM

くつろぎの宿

華

くつろぎのやど

はな

700000452 MPM

グランディーテ

700007311 MPM

大人の隠れ場グランパパ

ぐらんぱぱ

静岡県富士宮市猪之頭26-1

090-2477-9557

旅館・ホテル

700001592 MPM

グリーングリルキセツ

ぐりーんぐりるきせつ

静岡県田方郡函南町塚本887-1伊⾖ゲートウエイ函南2階

055-957-0887

飲食店

700007881 MPM

くれたけイン御殿場インター

くれたけいんごてんばいんたー

静岡県御殿場市東田中1243-6

0550-70-1133

旅館・ホテル

700002774 MPM

くおん

ぐらんでぃーて

⿊柳

くろやなぎ

静岡県伊東市八幡野１２４８−１

0557-51-8789

旅館・ホテル

静岡県伊東市富⼾1122-3

0557-55-9861

飲食店

静岡県伊⾖の国市⻑岡１２８８−６

055-948-0789

その他小売業

700007161 MPM

KR base villa IzuShirahama Resort

けいあーるばーず?ぃらいずしらはまりぞーと

静岡県下田市白浜２５１−６

0558-23-5555

旅館・ホテル

700005678 MPM・CPM

京昌園

新富士駅店

けいしょうえん

しんふじえきてん

静岡県富士市川成島654-10アスティ新富士2F

0545-61-8929

飲食店

700005677 MPM・CPM

京昌園

はなれ

けいしょうえん

はなれ

静岡県富士市永田町2-79-1

0545-54-1191

飲食店

700005679 MPM・CPM

京昌園

富士宮店

ふじのみやてん

静岡県富士宮市ひばりヶ丘147

0544-26-8929

飲食店

700005676 MPM・CPM

京昌園

別館

けいしょうえん

べっかん

静岡県富士市瓜島町55

0545-53-8929

700005680 MPM・CPM

京昌園

三島駅南口店

けいしょうえん

みしまえきみなみぐちてん

静岡県三島市一番町16-1アスティ三島サウスビルⅡ

055-955-9529

飲食店

700005681 MPM・CPM

京昌園

ららぽーと沼津店

けいしょうえん

ららぽーとぬまづてん

静岡県沼津市東椎路字東荒301-3ららぽーと沼津1F

055-957-8929

飲食店

700004395 MPM

ケーヨーデイツー函南店

静岡県田方郡函南町塚本19-1

055-979-7711

ホームセンター

700004392 MPM

ケーヨーデイツー御殿場店

けーよーでいつーごてんばてん

静岡県御殿場市新橋1539-1

0550-83-7730

ホームセンター

700004394 MPM

ケーヨーデイツー沼津原町店

けーよーでいつーぬまづはらまちてん

静岡県沼津市大塚971

055-968-0666

ホームセンター

700004400 MPM

ケーヨーデイツー富士比奈店

けーよーでいつーふじひなてん

700006135 MPM・CPM

ゲストハウス

げすとはうす

700006255 MPM

ゲストハウス風曜日（e,ここ地宿風曜日）

げすとはうすかぜようび（いいここちやどかぜようび）

700006863 MPM

ゲストハウスgiwa

げすとはうすぎわ

静岡県三島市本町５−１６

けいしょうえん

凪

けーよーでいつーかんなみてん

なぎ

静岡県富士市比奈587-16

0545-34-5131

ホームセンター

静岡県賀茂郡南伊⾖町手石1119-40

0558-36-3685

旅館・ホテル

静岡県伊東市八幡野１２５３−１４５

0557-51-2935

旅館・ホテル

070-8578-7625

旅館・ホテル

700007890 MPM

guest house MARUYA

静岡県熱海市銀座町7-8

0557-82-0389

旅館・ホテル

700005621 MPM・CPM

ケニーズハウスカフェ伊⾖高原本店

けにーずはうすかふぇいずこうげんほんてん

静岡県伊東市八幡野1064-6

0557-55-1188

飲食店

700008004 MPM・CPM

源泉と離れのお宿

げんせんとはなれのおやど

静岡県伊東市富⼾１２４１−２

0557-33-1233

旅館・ホテル

700005444 MPM・CPM

恋人岬ステラハウス

こいびとみさきすてらはうす

静岡県伊⾖市小下田242-1

0558-99-0270

その他小売業

700008166 MPM

弘法の湯

こうぼうのゆ

静岡県伊⾖の国市古奈１１７９

055-948-2617

旅館・ホテル

700006973 MPM

香湯楼井川(KOUYUROU IKAWA)

こうゆろういかわ

静岡県伊⾖の国市古奈43番地の2

055-948-1601

旅館・ホテル

700000228 MPM

コーストライン（Coastline）

こーすとらいん

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本1457-30「 リゾートパーク伊⾖あたがわ」 別荘地内

0557-22-5151

飲食店

700006257 MPM・CPM

コート・ロシューズ

こーと・ろしゅーず

静岡県賀茂郡松崎町岩地２５８−１

0558-45-1111

旅館・ホテル

700000074 MPM

⻩金崎ダイブセンター

こがねざきだいぶせんたー

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町宇久須2192-2

0558-56-1717

体験・アクティビティ

700004453 MPM

ココス伊⾖韮山店

ここすいずにらやまてん

静岡県伊⾖の国市四日町字北条899

050-3516-1055

飲食店

700004458 MPM

ココス伊東桜木店

ここすいとうさくらぎてん

静岡県伊東市桜木町2-7-12

050-3529-1652

飲食店

700004444 MPM

ココス伊東吉田店

ここすいとうよしだてん

静岡県伊東市吉田574−1

050-3516-5974

飲食店

700004441 MPM

ココス大岡店

ここすおおおかてん

静岡県沼津市大岡1375−1

050-3333-7503

飲食店

700004450 MPM

ココス大仁店

ここすおおひとてん

静岡県伊⾖の国市吉田397

050-3465-8408

飲食店

月

本店

げすとはうすまるや

飲食店

ほんてん

つき

700004452 MPM

ココス御殿場店

ここすごてんばてん

静岡県御殿場市萩原216−1

050-3333-0068

飲食店

700004442 MPM

ココス沼津ＩＣ店

ここすぬまづいんたーてん

静岡県沼津市岡宮1249−8

050-3333-1102

飲食店

700004449 MPM

ココス富士⻘島店

700004446 MPM

ココス富士宮店

ここすふじのみやてん

静岡県富士宮市ひばりが丘1152

050-3333-8409

飲食店

700004454 MPM

ココス三島富田町店

ここすみしまとみたちょうてん

静岡県三島市富田町340-19

050-3333-3115

飲食店

700007175 MPM

ここすふじあおしまてん

国家公務員共済組合連合会

熱海共済会館

静岡県富士市⻘島町36

こっかこうむいんきょうさいくみあいれんごうかい

あたみきょうさいかいかん

050-3333-8498

飲食店

静岡県熱海市春日町ＫＫＲホテル熱海

0557-85-2000

旅館・ホテル

700005023 MPM

GOTEN御殿場店

ごてんごてんばてん

静岡県御殿場市新橋1994-3中央ビル1階

0550-84-1195

飲食店

700002952 MPM・CPM

御殿場高原スイーツ

ごてんばこうげんすいーつ

静岡県御殿場市神山719

0550-87-5500

飲食店

700001652 MPM

御殿場炭火焼肉enよしの本店

ごてんばすみびやきにくえんよしのほんてん

静岡県御殿場市東田中1001-5

0550-83-9588

飲食店

700002640 MPM

御殿場焼肉よしのNEXT

ごてんばやきにくよしのねくすと

静岡県御殿場市茱萸沢36-5

0550-88-8929

飲食店
旅館・ホテル

700006853 MPM

コナステイ伊⾖⻑岡

こなすていいずながおか

静岡県伊⾖の国市古奈307

055-948-0055

700001736 MPM・CPM

木の花の湯

このはなのゆ

静岡県御殿場市深沢２８３９−１

0550-81-0330

観光施設・文化施設

700007217 MPM

小春荘

こはるそう

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科1934-3

0558-52-0181

旅館・ホテル

700004852 MPM

⻁舞

静岡県沼津市岡宮1319-1 2F

055-943-6993

飲食店

700007219 MPM

小松家八の坊

こまつやはちのぼう

静岡県伊⾖の国市⻑岡1056-1

055-948-1301

旅館・ホテル

700004535 MPM

コメダ珈琲店御殿場店

こめだこーひーてんごてんばてん

静岡県御殿場市新橋1537-1

0550-84-5800

飲食店

700008057 MPM

ザ グラン リゾート エレガンテ熱海

ざ ぐらん りぞーと えれがんてあたみ

静岡県熱海市桃山町12-13

0557-81-3334

旅館・ホテル

700001974 MPM

彩月

さいげつ

静岡県伊東市十足615-120

0557-44-2929

飲食店

静岡県伊東市富⼾1101-10崔如琢美術館

0557-51-7780

観光施設・文化施設

700005761 MPM

こぶ

崔如琢美術館

さいじょたくびじゅつかん

700000252 MPM

south cafe

700003509 MPM・CPM

さかなや道場

700003511 MPM・CPM

漁港直送

700006765 MPM

桜田温泉

700004106 MPM

山茶花

700004942 MPM

サックスバー沼津ららぽーと店

さっくすばーぬまづららぽーとてん

700006265 MPM

サテンドール

さてんどーる

700006987 MPM

里山の別邸下田セントラルホテル

さとやまのべっていしもだせんとらるほてる

静岡県下田市相玉133-1里山の別邸下田セントラルホテル

0558-28-1126

旅館・ホテル

700002474 MPM

茶房ぱぴよん

さぼうぱぴよん

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科３８４−１

0558-52-2339

飲食店

700005109 MPM

伊⾖急下田店

さかなや道場

伊東駅前店

山芳園
本店

さうすかふぇ

静岡県下田市吉佐美 918-2

0558-25-5015

飲食店

さかなやどうじょういずきゅうしもだてん

静岡県下田市東本郷1-6-23伊⾖急下田駅構内

0558-25-1330

飲食店

さかなやどうじょういとうえきまえてん

静岡県伊東市湯川1-8-62階

0557-35-3222

飲食店

さくらだおんせん

静岡県賀茂郡松崎町桜田569-1

0558-42-2561

旅館・ホテル

静岡県伊東市猪⼾１−５−３２

0557-37-4647

飲食料品店

静岡県沼津市東椎路字東荒301−3ららぽーと沼津1Ｆ

055-957-8214

衣料・身の回り品取扱店

静岡県伊東市富⼾1317-2588

0557-51-6655

旅館・ホテル

さざんか

St.Cousair 御殿場プレミアム・アウトレット店

さんぽうえん

ほんてん

さんくぜーる

静岡県御殿場市深沢1312御殿場プレミアム・アウトレット

0550-75-9490

飲食料品店

700002348 MPM

サンセットプラザ堂ヶ島

さんせっとぷらざどうがしま

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科２０４８−１

0558-52-1122

観光施設・文化施設

700007193 MPM・CPM

三代目あだち

さんだいめあだち

静岡県沼津市口野243-4

055-939-0359

旅館・ホテル

700004107 MPM

サンドイッチハウス SAZANKA 伊東マリンタウン店

さんどいっちはうす

静岡県伊東市湯川５７１−１９伊東マリンタウン

0557-36-2639

飲食料品店

木村屋

さざんか

しあわせのたまごやき

いとうまりんたうんてん

700001924 MPM

幸せの玉子焼き

静岡県沼津市千本港町115-4

055-963-9901

その他小売業

700000240 MPM・CPM

Sea Guide

しーがいど

静岡県賀茂郡南伊⾖町手石1119-40

0558-36-3685

体験・アクティビティ

700002951 MPM

GKB & Village

じーけーびーあんどびれっじ

きむらや

静岡県伊⾖の国市田京195-2

0558-76-6611

飲食店

700002955 MPM・CPM

GKBカフェ

じーけーびーかふぇ

静岡県御殿場市神山719

0550-87-5500

飲食店

700002953 MPM・CPM

GKB-fu 焼肉

じーけーびーふやきにく

静岡県御殿場市神山719

0550-87-5500

飲食店

700001908 MPM

GKWINE

700006275 MPM

シーサイドペンション波音

しーさいどぺんしょんなみおと

静岡県賀茂郡南伊⾖町湊873-12

0558-62-5588

旅館・ホテル

700000528 MPM

シーホース

しーほーす

静岡県沼津市⼾田212-50

0558-94-3000

飲食店

700000470 MPM

しーらかんすcafe

700007549 MPM

ジェイガーデン

じぇいがーでん

700002010 MPM

自家焙煎珈琲屋花野子

じかばいせんこーひーや

700008129 MPM・CPM

時間を旅する宿

じかんをたびするやどうみのはな

じーけーわいん
お食事居酒屋

静岡県御殿場市神山719御殿場高原ワインショップ

おしょくじいざかや

しーらかんすかふぇ

海のはな

まきば

静岡県沼津市千本港町１２８−１沼津みなと新鮮館内
かのこ

しきのさと まきば

0550-87-6628

055-963-1515

飲食店

飲食店

静岡県伊東市富⼾８９０番地の５

0557-51-1965

旅館・ホテル

静岡県沼津市今沢383-1

055-969-2830

飲食店

静岡県熱海市下多賀３７−９

0557-67-2978

旅館・ホテル

700007205 MPM

四季の里

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町宇久須245-1四季の里 まきば

0558-55-0622

旅館・ホテル

700002266 MPM・CPM

地魚料理 信

じざかなりょうり しん

静岡県賀茂郡南伊⾖町湊311-11

0558-62-5035

飲食店

700002174 MPM・CPM

静岡県富士山世界遺産センター

しずおかけんふじさんせかいいさんせんたー

静岡県富士宮市宮町５-12

0544-21-3776

観光施設・文化施設

700002176 MPM

静岡茶専門店

しずおかちゃせんもんてん

静岡県熱海市咲見町7-48咲見町ハイツ

0557-83-1919

その他小売業

700004260 MPM

静岡屋台

しずおかやたい

静岡県沼津市大手町1-1-4Plaza Verde（プラサ

055-941-5772

飲食店

700008105 MPM

静鉄ホテルプレジオ沼津

しずてつほてるぷれじおぬまづ

静岡県沼津市高島町11-2

055-927-5500

旅館・ホテル

700007859 MPM

下田伊東園ホテルはな岬

しもだいとうえんほてるはなみさき

静岡県下田市武ガ浜6−12

0570-038-780

旅館・ホテル

700007033 MPM

下田聚楽ホテル

しもだじゅらくほてる

静岡県下田市柿崎21-5

0558-22-2230

茶千

ちゃせん

ヴェルデ）

旅館・ホテル

700006667 MPM

下田東急ホテル

しもだとうきゅうほてる

静岡県下田市五丁目１２−１

0558-22-2411

旅館・ホテル

700005112 MPM・CPM

下田時計台フロント

売店

しもだとけいだい

静岡県下田市東本郷東本郷1-5-2

0558-22-1256

その他小売業

700005111 MPM・CPM

下田時計台フロント

レストラン

しもだとけいだいふろんと

静岡県下田市東本郷1-5-2

0558-22-1256

飲食店

700006661 MPM

下田プリンスホテル

700001278 MPM

下田ロープウェイ

しもだろーぷうぇい

静岡県下田市東本郷一丁目３番２号

0558-22-1211

観光施設・文化施設

700006885 MPM

シャーレ＆コテージピノキオ

しゃーれあんどこてーじぴのきお

静岡県伊⾖市上白岩1720-18

0558-83-3400

旅館・ホテル

700008048 MPM・CPM

秀花園

しゅうかえん

静岡県熱海市和田浜南町7-13

0557-83-5151

旅館・ホテル
体験・アクティビティ

700002382 MPM

湯の花膳

収穫体験農園

ふたつぼり

ばいてん
れすとらん

しもだぷりんすほてる

静岡県下田市白浜１５４７−１

ゆのはなぜん

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取1813-1

0557-95-2747

修善寺

静岡県伊⾖市修善寺825-2

000-0000-0000

700002054 MPM・CPM

修善寺カントリークラブ

しゅぜんじかんとりーくらぶ

静岡県伊⾖市日向965

0558-72-2227

その他サービス業

700002052 MPM

修善寺no洋食屋

しゅぜんじのようしょくや

静岡県伊⾖市修善寺697−1

0558-72-8971

飲食店

700005120 MPM

十国峠ケーブルカー

じゅっこくとうげけーぶるかー

静岡県田方郡函南町桑原1400-20

0557-81-6895

観光施設・文化施設

700005119 MPM

十国峠レストハウス

じゅっこくとうげれすとはうす

静岡県田方郡函南町桑原1400-20

0557-83-6211

観光施設・文化施設

700002058 MPM

旬彩酒房

しゅんさいしゅぼう

静岡県沼津市大手町5-13-3

055-963-7277

飲食店

700007053 MPM

駿陽荘

しゅんようそうやまや

静岡県沼津市⻄浦平沢92-4

055-942-2477

旅館・ホテル

700002094 MPM

笑ぎょ

しょうぎょ

静岡県熱海市網代55-8

0557-68-0663

飲食店

700007611 MPM・CPM

招福の宿ゑびすや

しょうふくのやどえびすや

静岡県伊⾖の国市古奈１１８６

055-948-1541

旅館・ホテル

小梅
やま弥

しゅぜんじ

つばめしゃ

こうめ

ふたつぼり

旅館・ホテル

700001438 MPM

燕舎

しゅうかくたいけんのうえん

0558-22-7575

雑貨店

700002632 MPM

食事処うめや

しょくじどころ

うめや

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本1253うめや

0557-23-0301

飲食店

700005561 MPM

食事処

しょくじところ

わしん

静岡県沼津市岡宮1208-1

080-4543-9990

その他サービス業

700002656 MPM

食事処さくら

700002108 MPM

食堂居酒屋

700004050 MPM

ショッピングKISʼA

700007405 MPM

白壁

700004702 MPM

白木屋

ＪＲ三島南口駅前店

しろきや

じぇいあーるみしまみなみぐちえきまえてん

静岡県三島市一番町9-37三島サンメイトビル 2階

055-981-2088

飲食店

700004700 MPM

白木屋

沼津南口駅前店

しろきや

ぬまづみなみぐちえきまえてん

静岡県沼津市大手町3-1-3エイブル・コア

055-962-7288

飲食店

700007231 MPM・CPM

新かどや

しんかどや

静岡県熱海市小嵐町14-8

0557-81-6185

旅館・ホテル

700007685 MPM

神代の湯

じんだいのゆ

静岡県伊⾖市梅木367-15

0558-83-5388

旅館・ホテル

700008024 MPM

心湯の宿〜SAZANA〜

しんゆのやどさざな

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取1594-1

0557-95-1122

旅館・ホテル

700003839 MPM

スエヒロ館

富士店

すえひろかん

ふじてん

静岡県富士市⻘島町１９４

0545-55-1129

飲食店

700003838 MPM

スエヒロ館

三島店

すえひろかん

みしまてん

静岡県三島市玉川８丁目１

055-983-0255

飲食店

700002570 MPM

杉山名産店

すぎやまめいさんてん

静岡県熱海市田原本町4番4号

0557-81-5027

その他サービス業

700001642 MPM

スキューバプロショップ富⼾

すきゅーばぷろしょっぷふと

静岡県伊東市富⼾９８５−２

0557-51-7844

体験・アクティビティ

700004980 MPM

すしの磯丸

仲見世通り店

すしのいそまる

なかみせどおりてん

静岡県熱海市田原本町7-1

0557-81-2915

飲食店

700004981 MPM

すしの磯丸

平和通り店

すしのいそまる

へいわどおりてん

静岡県熱海市田原本町3-6

0557-83-4144

飲食店

700004054 MPM

⾖州やまきち熱川店

700004055 MPM

⾖州やまきち伊⾖高原店

ずしゅうやまきちいずこうげんてん

静岡県伊東市八幡野1183伊⾖高原駅やまもプラザ内

0557-54-4484

その他小売業

700004053 MPM

⾖州やまきち稲取店

ずしゅうやまきちいなとりてん

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取2829-1伊⾖急行線稲取駅構内

0557-95-3177

その他小売業

700004052 MPM

⾖州やまきち河津店

ずしゅうやまきちかわづてん

静岡県賀茂郡河津町浜150-1伊⾖急行線河津駅構内

0558-32-3456

その他小売業

700004051 MPM

⾖州やまきち下田店

700004056 MPM

⾖州やまきちラスカ熱海店

ずしゅうやまきちらすかあたみてん

静岡県熱海市田原本町11-1JR熱海駅ラスカ熱海内

0557-81-3660

その他小売業

700005759 MPM

鈴廣かまぼこ御殿場店

すずひろかまぼこごてんばてん

静岡県御殿場市東山1074-12

0550-81-4147

飲食料品店

700006139 MPM

starfield

すたーふぃーるど

静岡県伊東市八幡野１０３１−２３

0557-51-2553

旅館・ホテル

700001394 MPM

ステーキのあさくま沼津店

すてーきのあさくまぬまづてん

静岡県沼津市東椎路字東荒481-1

055-923-5311

飲食店

700005710 MPM

すみの坊

本町店

すみのぼう

ほんちょうてん

静岡県三島市本町1-37

055-975-0499

飲食店

700005711 MPM

すみの坊

三嶋大社前店

すみのぼう

みしまたいしゃまえてん

700004881 MPM・CPM

住吉屋熱海本店

すみよしやあたみほんてん

700004883 MPM・CPM

和真

しょくじどころさくら
風来坊

静岡県伊⾖市土肥６９０−８

0558-98-0813

静岡県伊東市荻400-15

0557-36-7333

飲食店

しょっぴんぐきっずえー

静岡県下田市東本郷1-6-23伊⾖急行線伊⾖急下田駅構内

0558-23-1332

その他小売業

しらかべ

静岡県伊⾖市湯ケ島１５９４

しょくどういざかや

ふうらいぼう

ずしゅうやまきちあたがわてん

ずしゅうやまきちしもだてん

0558-85-0100

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本969-3伊⾖急行線熱川駅構内

静岡県下田市東本郷1-6-23伊⾖急行線伊⾖急下田駅構内

0557-23-3180

0558-23-0504

飲食店

旅館・ホテル

その他小売業

その他小売業

静岡県三島市大社町18-1

055-972-3888

飲食店

静岡県熱海市渚町13-2

0557-81-4744

その他小売業

住吉屋ラスカ熱海店

すみよしやらすかあたみてん

静岡県熱海市田原本町１１−１

0557-82-2308

その他小売業

700007261 MPM

⻘山やまと

せいざんやまと

静岡県伊東市岡203

0557-37-3108

旅館・ホテル

700001388 MPM・CPM

成城石井

静岡県熱海市田原本町11-1ラスカ熱海1F

0557-81-2910

スーパー

ラスカ熱海店

せいじょういしい

らすかあたみてん

700006105 MPM

清流荘

700004907 MPM・CPM

石舟庵

熱海店

せきしゅうあん

あたみてん

静岡県熱海市咲見町

0557-81-7776

飲食料品店

700004904 MPM・CPM

石舟庵

伊東駅店

せきしゅうあん

せいりゅうそう
いとうえきてん

静岡県伊東市湯川

静岡県下田市河内２−２
3-12-1ラスカ伊東

0557-38-3000

0558-22-1361

飲食料品店

700004905 MPM・CPM

石舟庵

川奈店

せきしゅうあん

かわなてん

静岡県伊東市川奈

1255-90

0557-44-1800

飲食料品店

700004910 MPM・CPM

石舟庵

函南店

せきしゅうあん

かんなみてん

静岡県田方郡函南町大土肥

9-2

184-11

055-978-9800

旅館・ホテル

飲食料品店

700004906 MPM

石舟庵

デュオ店

せきしゅうあん

でゅおてん

静岡県伊東市玖須美元和田

720-3ショッピングプラザデュオ

0557-38-0125

飲食料品店

700004909 MPM・CPM

石舟庵

⻑泉店

せきしゅうあん

ながいずみてん

静岡県駿東郡⻑泉町下土狩

1375-1

055-988-5858

飲食料品店

700004903 MPM・CPM

石舟庵

湯川本店

せきしゅうあん

ゆかわほんてん

静岡県伊東市湯川

0557-36-2313

飲食料品店

700004908 MPM・CPM

石舟庵

ラスカ熱海店

せきしゅうあん

らすかあたみてん

700008006 MPM・CPM

絶景掛け流しの宿

700008026 MPM

石花海別邸

700000872 MPM

セブンーイレブン

700002070 MPM

セブンイレブン

700000564 MPM・CPM

セブン-イレブン 伊⾖市土肥馬場店

せぶんいれぶんいずしといばんばてん

静岡県伊⾖市土肥700

0558-98-2377

コンビニ

700000592 MPM

セブン-イレブン伊東吉田店

せぶん-いれぶんいとうよしだてん

静岡県伊東市吉田136番地1

0557-44-5720

コンビニ

700000744 MPM

セブンイレブン大仁田京店

せぶんいれぶんおおひとたきょうてん

静岡県伊⾖の国市田京３９−３

0558-77-1703

コンビニ

700003795 MPM

セブンイレブン御殿場板妻北店

せぶんいれぶんごてんばいたつまきたてん

静岡県御殿場市板妻字高塚585−1

0550-88-5461

コンビニ

700000750 MPM

セブンイレブン⻑泉中央通り店

せぶんいれぶんながいずみちゅうおうどおりてん

静岡県駿東郡⻑泉町下土狩大割451-5セブンイレブン⻑泉中央通り店

055-989-2218

コンビニ

700000752 MPM

セブンイレブン⻑泉町⽵原店

せぶんいれぶんながいずみちょうたけはらてん

静岡県駿東郡⻑泉町⽵原381-6

055-976-9477

コンビニ

700005612 MPM

セブンイレブン沼津大岡⻄店

せぶんいれぶんぬまづおおおかにしてん

静岡県沼津市大岡879-1

055-920-3666

コンビニ

700002856 MPM

セブンイレブン沼津岡一色北店

せぶんいれぶんぬまづおかいっしききたてん

静岡県沼津市岡一色462-1

700005715 MPM

セブンイレブン沼津志下店

せぶんいれぶんぬまづしげてん

静岡県沼津市志下176-1

055-932-7715

コンビニ

700005614 MPM

セブンイレブン沼津下香貫店

せぶんいれぶんぬまづしもかぬきてん

静岡県沼津市下香貫1461-1

055-933-8556

コンビニ

700005659 MPM

セブンーイレブン沼津本田町店

せぶんいれぶんぬまづほんたまちてん

静岡県沼津市本田町6-17

700005613 MPM

セブンイレブン沼津リコー通り店

せぶんいれぶんぬまづりこーどうりてん

静岡県沼津市高島町3-11

055-925-1575

コンビニ

700000866 MPM

セブン-イレブン富士川バイパス店

せぶんいれぶんふじかわばいばすてん

静岡県富士市北松野1742-1

0545-85-2831

コンビニ

700005696 MPM

セブンイレブン富士宮朝霧高原店

せぶんいれぶんふじのみやあさぎりこうげんてｎ

静岡県富士宮市猪之頭1118-4

0544-52-0668

コンビニ

700005697 MPM

セブンイレブン富士宮上井出店

せぶんいれぶんふじのみやかみいでてん

静岡県富士宮市上井出141-1

700005698 MPM

セブンイレブン富士宮北山店

せぶんいれぶんふじのみやきたやまてん

静岡県富士宮市北山5192-8

0544-58-1818

コンビニ

700005102 MPM

セブンイレブン富士宮田中町店

せぶんいれぶんふじのみやたなかちょうてん

静岡県富士宮市田中町737-35

0544-23-8610

コンビニ

700005701 MPM

セブンイレブン富士宮中央町店

せぶんいれぶんふじのみやちゅうおうちょうてん

静岡県富士宮市中央町8-13

0544-26-1181

コンビニ

700005699 MPM

セブンイレブン富士宮外神店

せぶんいれぶんふじのみやとがみてん

静岡県富士宮市外神137-1

0544-58-8865

コンビニ

700005700 MPM

セブンイレブン富士宮宮原店

せぶんいれぶんふじのみやみやはらてん

静岡県富士宮市宮原378-1

0544-23-2458

コンビニ

700000646 MPM

セブンイレブン三島駅⻄通り店

せぶんいれぶんみしまえきにしどおりてん

静岡県三島市寿町3-33

055-972-6616

コンビニ

700000656 MPM

セブンイレブン三島南本町店

せぶんいれぶんみしまみなみほんちょうてん

静岡県三島市南本町1-1

055-981-7054

コンビニ

700007914 MPM

SEVEN SEAS HOTEL ITO

せぶんしーずほてるいとう

静岡県伊東市湯川2-3-10

0557-36-8864

旅館・ホテル

700003487 MPM

セブンーイレブン伊東駅前店

せぶんーいれぶんいとうえきまえてん

静岡県伊東市湯川1-7-3

0557-38-4458

コンビニ

熱海月右衛門

かぎや

ぜっけいかけながしのやど
せのうみべってい

沼津駅前店
富士市広見公園前店

あたみつきえもん

かぎや

4-13-1

静岡県熱海市田原本町

11-1ラスカ熱海

0557-82-6200

飲食料品店

静岡県熱海市⻄熱海町１−５−１６

0557-81-8686

旅館・ホテル

静岡県賀茂郡南伊⾖町加納508

0558-62-0080

旅館・ホテル

せぶんいれぶん

ぬまづえきまえてん

静岡県沼津市大手町２−１−１

055-962-2100

コンビニ

せぶんいれぶん

ふじしひろみこうえんまえてん

静岡県富士市伝法５４−１

0545-21-1185

コンビニ

055-922-7768

055-924-8871

0544-54-2238

コンビニ

コンビニ

コンビニ

700003488 MPM

セブンーイレブン伊東猪⼾店

せぶんーいれぶんいとうししどてん

静岡県伊東市猪⼾1-9-13

0557-37-2757

コンビニ

700006075 MPM

蒼海の宿

そうかいのやどならいのかぜ

静岡県下田市柿崎700

0558-36-4500

旅館・ホテル

700001754 MPM・CPM

曽我漬の増田屋本店

700001722 MPM

そば食事処・そば居酒屋

700003702 MPM

蕎⻨ダイニング楽（伊東マリンタウン内）

そばだいにんぐらく（いとうまりんたうんない）

静岡県伊東市湯川571-19伊東マリンタウン

700004525 MPM・CPM

ZoﬀMarcheサントムーン柿田川店

ぞふまるしぇさんとむーんかきたがわてん

静岡県駿東郡清水町伏見５２−１サントムーン柿田川

700004524 MPM・CPM

Zoﬀららぽーと沼津店

ぞふららぽーとぬまづてん

静岡県沼津市東椎路字東荒３０１番地３ららぽーと沼津

700002258 MPM

第一交通有限会社

だいいちこうつうゆうげんがいしゃ

静岡県富士宮市宮町11-13

700002722 MPM

代官屋敷

700003504 MPM・CPM

大衆食堂

ならいの風

そがづけの増田屋本店
金時

静岡県富士宮市中央町８−１３

そばしょくじどころ・そばいざかや

きんとき

だいかんやしき
安べゑ

アスティ三島サウス店

たいしゅうしょくどう

やすべえ

あすてぃみしまさうすてん

0544-26-3380

静岡県富士市本町7-18
バザール棟2階
オアシス
３階

２階

飲食料品店

0545-61-0205

飲食店

0557-29-6111

飲食店

055-957-6020

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

055-943-5156

メガネ・コンタクトレンズ・補聴器

0544-26-4111

タクシー

静岡県伊⾖の国市韮山山木１４２―１

055-949-4866

飲食店

静岡県三島市一番町16-1

055-983-5533

飲食店

アスティ三島サウス2階

700000896 MPM

ダイビングアウトドアショップPeaceful

だいびんぐあうとどあしょっぷぴーすふる

静岡県富士市横割3-1-1三久マンション１F

0545-67-7342

その他業種

700000902 MPM・CPM

ダイブショップ宝島

だいぶしょっぷたからじま

静岡県伊東市八幡野1142-9

0557-53-3862

観光施設・文化施設

700007305 MPM・CPM

大漁

たいりょう

静岡県賀茂郡松崎町雲見323

0558-45-0553

旅館・ホテル

700006141 MPM・CPM

Tagore Harbor Hostel

たごーる・はーばーほすてる

静岡県沼津市⼾田321-17

070-3247-3697

旅館・ホテル

700006297 MPM

たたみの宿

たたみのやど

700006787 MPM・CPM

立花旅館

700008171 MPM

谷川の湯

700007661 MPM

旅師の宿やかた

たびしのやどやかた

静岡県賀茂郡河津町谷津３３３

0558-32-1291

旅館・ホテル

700007227 MPM

食べるお宿

たべるおやど

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取1017

0557-95-2151

旅館・ホテル

700001870 MPM

玉利屋商店

たまりやしょうてん

静岡県伊⾖市湯ヶ島２６２

0558-85-0006

その他小売業

700000950 MPM

タリーズコーヒー富士市中央公園店

たりーずこーひーふじしちゅうおうこうえんてん

静岡県富士市蓼原町1822番地

0545-65-9890

飲食店

700001950 MPM

丹那屋

たんなや

静岡県熱海市田原本町５−１２

0557-81-3210

700006301 MPM

ちから

ちから

700003496 MPM

チクマ伊⾖中央 リージョナルアウトレット

ちくまいずちゅうおう

700003498 MPM

チクマ伊東 ザ・ジェネラル

ちくまいとう ざ・じぇねらる

700003501 MPM

チクマ函南 ラフネストゥループ

ちくまかんなみ らふねすとぅるーぷ

静岡県田方郡函南町間宮661-3

055-978-3777

衣料・身の回り品取扱店

700003499 MPM

チクマ下田 ラックススタイル

ちくましもだ らっくすすたいる

静岡県下田市吉佐美390-1

0558-23-0280

衣料・身の回り品取扱店

700002268 MPM

馳走 山傳

ちそう やまでん

静岡県三島市寿町7-34

055-975-0456

飲食店

700001666 MPM

中国料理レストラン

静岡県伊⾖の国市古奈１８５−１ホテルサンバレー富士見1階

055-948-6330

飲食店

湯の花亭
あせび野
浜の湯

古奈⻘山

ゆのはなてい

静岡県伊⾖市土肥2849-5

0558-98-1104

旅館・ホテル

たちばなりょかん

静岡県熱海市昭和町5-13

0557-81-3564

旅館・ホテル

たにがわのゆ

静岡県伊⾖市湯ヶ島1931−1

0558-85-1313

旅館・ホテル

あせびの
はまのゆ

りーじょなるあうとれっと

ちゅうごくりょうりれすとらん

こなせいざん

その他小売業

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科1949-2

0558-52-0556

旅館・ホテル

静岡県伊⾖の国市田京144-1

0558-77-1234

衣料・身の回り品取扱店

静岡県伊東市吉田757-36

0557-45-1001

衣料・身の回り品取扱店

700004352 MPM

月あかり富士宮店

つきあかりふじのみやてん

静岡県富士宮市中央町3-9柳家ビル1階

0544-25-5255

飲食店

700002310 MPM・CPM

土藤商店

つちとうしょうてん

静岡県下田市三丁目6-30

0558-22-0021

その他業種

700005560 MPM

土屋商店

つちやしょうてん

静岡県沼津市岡宮1208-1

055-927-1188

その他サービス業

700002308 MPM

土屋銘茶

つちやめいちゃ

静岡県伊⾖の国市⻑岡１９７−１

055-948-0267

700004531 MPM

つぼぐち本店

つぼぐちほんてん

静岡県御殿場市竃12-1

0550-78-7722

飲食店

700007847 MPM

つるや吉祥亭

つるやきっしょうてい

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本1125-4

0557-23-1212

旅館・ホテル

700003519 MPM

DHC赤沢フィットネスクラブ

でぃーえいちしーあかざわふぃっとねすくらぶ

静岡県伊東市八幡野1754-114-4

0557-54-3322

その他サービス業

700003514 MPM

DHC赤沢ボウル

でぃーえいちしーあかざわぼうる

静岡県伊東市八幡野1754-114-5

0557-54-1500

その他サービス業

700005686 MPM・CPM

鉄板鍋 とら五

てっぱんなべ

とらご

静岡県富士市瓜島町74-1

0545-54-1005

飲食店

700001274 MPM・CPM

鉄板焼

松嘉庵

てっぱんやき

しょうかあん

静岡県熱海市林ガ丘町7番1号熱海大観荘内

0557-81-8137

飲食店

700002292 MPM

鉄板焼

⻄⿇布またはり

てっぱんやき

にしあざぶまたはり

静岡県熱海市渚町１３−２住吉屋ビル１F

0557-81-0011

飲食店

700003500 MPM

デムニス三島 アッセンブルバイ チクマ

でむにすみしま

静岡県三島市⻘木97

055-972-0603

衣料・身の回り品取扱店

700004513 MPM

手もみ王

てもみおう ぬまづかぬきてん

静岡県沼津市上香貫１４０６−１

055-932-3700

その他サービス業

700004514 MPM

手もみ王 富士柚木店

てもみおう ふじゆのきてん

静岡県富士市柚木223-1

0545-65-2600

その他サービス業

700001728 MPM

寺子屋本舗

てらこやほんぽ

静岡県熱海市田原本町５ー６

0557-81-3015

飲食料品店

700004540 MPM

デリキッチンつぼぐちお届けセンター

でりきっちんつぼぐちおとどけせんたー

静岡県御殿場市中山487-1

0550-87-5511

飲食店

てんねんおんせんふじさくらのゆ

沼津香貫店
熱海店

あたみてん

700007001 MPM

天然温泉富士桜の湯

静岡県御殿場市東田中1505-3

0550-82-5489

旅館・ホテル

700002300 MPM・CPM

天冨良 天美

てんぷら てんよし

静岡県伊東市十足615-150

0557-44-0091

飲食店

700002698 MPM

てんぷら鶴吉

てんぷらつるきち

静岡県熱海市中央町11-1

0557-86-2338

飲食店

700002312 MPM

土肥金山

といきんざん

静岡県伊⾖市土肥2726

0558-98-0800

飲食店

700005446 MPM・CPM

土肥特産市「ありがとう」

といとくさんいちありがとう

静岡県伊⾖市土肥2657-1

0558-98-0802

その他小売業

700007057 MPM

土肥ふじやホテル

といふじやほてる

静岡県伊⾖市土肥４７８−１

0558-98-1350

旅館・ホテル

700007337 MPM

土肥マリンホテル

といまりんほてる

静岡県伊⾖市土肥2791-4

0558-98-0202

旅館・ホテル

700007223 MPM・CPM

堂ヶ島温泉ホテル

どうがしまおんせんほてる

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科２９６０

700007998 MPM・CPM

堂ヶ島ニュー銀水

どうがしまにゅーぎんすい

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科２９７７−１

0558-52-2211

旅館・ホテル

700007221 MPM

堂ヶ島ホテル天遊

どうがしまほてるてんゆう

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科2962堂ヶ島ホテル天遊

0558-52-1234

旅館・ホテル

700001554 MPM

東京ラスク

とうきょうらすく

静岡県伊東市川奈1259-12

0557-52-4510

飲食料品店

700005096 MPM

陶芸えんのかま

とうげいえんのかま

静岡県伊東市富⼾1317-1053

0557-51-8069

その他サービス業

700002344 MPM

陶芸工房doka 土火

とうげいこうぼうどかどか

静岡県熱海市咲見町8−1

0557-82-6780

体験・アクティビティ

700001782 MPM

ドトールコーヒーショップ JR三島駅北口

とうちゅうけんどとーるこーひーしょっぷじぇいあーるみしまえききたぐちてん

静岡県三島市一番町16

055-988-0028

飲食店

700004946 MPM

桃中軒沼津駅改札売店

とうちゅうけんぬまづえきかいさつばいてん

静岡県沼津市大手町１−１−１

055-951-2533

飲食料品店

700004944 MPM

桃中軒三島駅南口売店

とうちゅうけんみしまえきみなみぐちばいてん

静岡県三島市一番町１６−１

055-975-2828

飲食料品店

700004544 MPM

トゥモローランド 御殿場プレミアムアウトレット店

とぅもろーらんどごてんばぷれみあむあうとれっとてん

静岡県御殿場市深沢１３１２御殿場プレミアムアウトレット１Ｆ

0550-70-1526

衣料・身の回り品取扱店

700004543 MPM

トゥモローランド 新静岡セノバ店

とぅもろーらんどしんしずおかせのばてん

静岡県静岡市葵区鷹匠１丁目１−１

054-266-7182

衣料・身の回り品取扱店

とーたるふぁっしょん

静岡県熱海市咲見町11-15コッコラーレ熱海

0557-85-8010

衣料・身の回り品取扱店

700000920 MPM

ドーミーインEXPRESS富士山御殿場

あっせんぶる ばい ちくま

伊東店

トータルファッション

もりりん

どーみーいんえくすぷれすふじさんごてんば

その他小売業

いとうてん

もりりん

700007097 MPM

季一遊

700008037 MPM・CPM

時之栖

ときいちゆう

700002796 MPM・CPM

常盤木羊羹店

梅ぞの支店

ときわぎようかんてん

うめぞのしてん

700005708 MPM・CPM

常盤木羊羹店

茶房陣

ときわぎようかんてん

700005707 MPM・CPM

常盤木羊羹店

總本店

ときわぎようかんてん

御殿場

ときのすみか

0558-52-0275

旅館・ホテル

静岡県賀茂郡南伊⾖町湊902-1

0558-62-5151

旅館・ホテル

静岡県御殿場市神山719

0550-87-3700

旅館・ホテル

静岡県熱海市梅園町8-11香林亭すぐ下

0557-81-4421

飲食料品店

さぼうじん

静岡県熱海市銀座町9-13

0557-81-8633

飲食店

そうほんてん

静岡県熱海市銀座町9-1

0557-81-4421

飲食料品店

ごてんば

700006313 MPM

ときわや

ときわや

静岡県沼津市⼾田289-1ときわや

0558-94-3333

700002304 MPM

兎月

とげつ

静岡県沼津市⼾田441

0558-94-2076

700001884 MPM

⼾田幸四郎絵本美術館

とだこうしろうえほんびじゅつかん

静岡県熱海市上多賀1055−30

0557-67-1107

観光施設・文化施設

700006097 MPM

Dog

どっぐぺんしょんあーるろくご

静岡県伊東市八幡野1031-25

0557-51-3952

旅館・ホテル

700004553 MPM

トヨタレンタカー

伊東駅前店

とよたれんたかー

いとうえきまえてん

静岡県伊東市湯川1-7-9

0557-37-0100

レンタカー

700004549 MPM

トヨタレンタカー

静岡新幹線口店

とよたれんたかー

しずおかしんかんせんぐちてん

静岡県静岡市駿河区南町11-6

054-286-0100

700000930 MPM

トラットリアさんりんしゃ

とらっとりあさんりんしゃ

静岡県富士市富士町19-5

700000934 MPM

トラベルラウンジ沼津(物販)

とらべるらうんじぬまづ

静岡県沼津市大手町1-1-6イーラDE

700004699 MPM

鶏のジョージ

とりのじょーじ

静岡県沼津市大手町2-1-1ポルト沼津 3階

055-952-5988

飲食店

700002680 MPM

ドルフィンウェーブ

静岡県伊東市富⼾912-32

0557-51-6627

体験・アクティビティ

700000944 MPM

とんかつえびふらい

700001228 MPM

中伊⾖フィッシュファーム

700004538 MPM

⻑泉茶寮

700002604 MPM

ながお菓まんじゅう

700005649 MPM

なかがわ

700007591 MPM

中島荘

700007763 MPM

和みの宿

700002886 MPM

和み場ar侑

700006685 MPM

茄子のはな

700001746 MPM

成木屋

700001472 MPM

NEED U

700005687 MPM・CPM

肉バル イルターボロ 富士インター店

にくばる

700007029 MPM

⻄伊⾖クリスタルビューホテル

にしいずくりすたるびゅーほてる

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町宇久須2102-1

0558-55-1111

旅館・ホテル

700007169 MPM

⻄伊⾖今宵

にしいずこよい

静岡県沼津市⼾田3878-86

0558-94-5656

旅館・ホテル

700002150 MPM

⻄伊⾖ダイビングサービス

700002154 MPM

⻄島農園

700004916 MPM

日南市じとっこ組合

700006089 MPM

ニッポニア高原宿夢海月

にっぽにあこうげんやどゆめみづき

静岡県伊東市大室高原10-348ニッポニア高原宿夢海月

0557-51-2772

旅館・ホテル

700004258 MPM

日本料理かの川

にほんりょうりかのがわ

静岡県沼津市上土町100番地1沼津リバーサイドホテル

055-952-2774

飲食店

700006321 MPM・CPM

ニューウェルシティ湯河原

にゅーうぇるしてぃゆがわら

700006881 MPM

ニュー八景園

にゅーはっけいえん

700005556 MPM

沼津・湯河原温泉

Pension

Ｒ65

沼津南口駅前店

ぬまづみなみぐちえきまえてん

どるふぃんうぇーぶ
とんかつえびふらい
マス釣り場

弓ヶ浜いち番館

ＵＭＩＫＯＺＯＵ

万葉の湯

レンタカー

0545-50-9066

飲食店

055-954-6601

旅行代理店

静岡県下田市東本郷二丁目1-7

0558-23-0168

飲食店

0558-80-9047

体験・アクティビティ

静岡県駿東郡⻑泉町中土狩539

055-988-6655

飲食店

ながおかまんじゅうりゅうげつ

静岡県伊⾖の国市⻑岡1078-1

055-948-0151

飲食料品店

なかがわ

静岡県下田市一丁目12-17

0558-22-0310

飲食店

なかじまそう

静岡県伊東市宇佐美1746-1

0557-48-9489

旅館・ホテル

静岡県賀茂郡南伊⾖町湊745

0558-62-2031

旅館・ホテル

なごみばーゆう

静岡県熱海市中央町6-1花本ビル2F

0557-82-0025

飲食店

なすびのはな

静岡県伊東市池635-135

0557-53-5100

旅館・ホテル

なるきや

静岡県熱海市田原本町7-6

0557-83-0323

飲食店

にーどゆー

静岡県下田市吉佐美2625-6

050-3718-2625

飲食料品店

なごみのやど

御殿場駅前店

飲食料品店

静岡県伊⾖市宮上160-3

なかいずふぃっしゅふぁーむ

ますつりば

ながいずみさりょう
柳月

2階

旅館・ホテル

ゆみがはまいちばんかん

いるたーぼろ

ふじいんたーてん

にしいずだいびんぐさーびす

うみこぞう

静岡県富士市瓜島町105-1

0545-32-6829

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町安良里１１１−１３

0558-56-0088

飲食店

体験・アクティビティ

にしじまのうえん

静岡県熱海市下多賀５４１

0557-68-1737

体験・アクティビティ

にちなんしじとっこくみあいごてんばえきまえてん

静岡県御殿場市新橋1991番地ニュートリヤビル1階

0550-88-8830

飲食店

ぬまづ・ゆがわらおんせん

静岡県熱海市泉107
まんようのゆ

旅館・ホテル

055-948-1500

旅館・ホテル

055-927-4126

その他サービス業

700001446 MPM

沼津海女小屋BBQ

700005085 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

函南店

700005070 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

駿河屋久兵衛

700005066 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

流れ鮨

700005077 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

流れ鮨 御殿場店

700005072 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

流れ鮨 下土狩店

ぬまづうおがしずし ながれずし しもとがりてん

静岡県駿東郡⻑泉町下土狩1042-1

700005069 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

流れ鮨 沼津片浜店

ぬまづうおがしずし ながれずし ぬまづかたはまてん

静岡県沼津市松⻑12-3

055-969-3839

飲食店

700005071 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

江⼾前鮨 沼津店

ぬまづうおがしずし ながれずし ぬまづてん

静岡県沼津市大手町1-1-6イーラde3F

055-954-6080

飲食店

700005068 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

流れ鮨

ぬまづうおがしずし ながれずし ふじあおしまてん

静岡県富士市⻘島町218

⻄友内

0545-54-1980

飲食店

700005067 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

流れ鮨 富士宮店

ぬまづうおがしずし ながれずし ふじのみやてん

静岡県富士宮市富士見ヶ丘415-1

0544-28-0123

飲食店

700005075 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

流れ鮨 三島店

ぬまづうおがしずし ながれずし みしまてん

静岡県三島市萩41-1

055-987-9383

飲食店

700005076 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

二代目魚がし

ぬまづうおがしずし にだいめ ごてんばてん

静岡県御殿場市萩原57-2

0550-81-2715

飲食店

700005086 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

本店

ぬまづうおがしすし

700005074 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

三島駅北口店

ぬまづうおがしずし みしまえききたぐちてん

静岡県三島市一番町16-1アスティ三島内

055-980-5210

飲食店

700005073 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

三島駅南口店

ぬまづうおがしずし みしまえきみなみぐちてん

静岡県三島市一番町16-1アスティ三島サウスビル内

055-975-2100

飲食店

700005087 MPM・CPM

沼津魚がし鮨

三嶋大社通り店

ぬまづうおがしずし

静岡県三島市大社町14-3

055-957-3366

飲食店

700003853 MPM

スギ薬局

静岡県沼津市大岡2446番地の１

055-955-9738

ドラッグストア・調剤薬局

700004982 MPM

沼津深海プリン工房

ぬまづしんかいぷりんこうぼう

静岡県沼津市千本港町97

700004983 MPM

沼津深海プリン工房〜⻘とプリンとジェラートと〜

ぬまづしんかいぷりんこうぼう〜あおとぷりんとじぇらーとと〜

静岡県沼津市千本港町124

700007615 MPM

ねの湯

ねのゆ

静岡県伊⾖市修善寺８８３ねの湯

700002684 MPM・CPM

の一食堂

700002384 MPM

農林水産物直売所

700007543 MPM

野の花亭こむらさき

700006325 MPM

パーソナルペンション遊タイム

700002950 MPM・CPM

バイキングレストラン⻨畑

ばいきんぐれすとらんむぎばたけ

静岡県御殿場市神山719

0550-87-5500

飲食店

700003763 MPM

バガテルカフェ

ばがてるかふぇ

静岡県賀茂郡河津町峰1073

0558-34-2200

リフォーム業

700007343 MPM・CPM

箱根東山館御殿場?楽部

はこねひがしやまかんごてんばくらぶ

静岡県御殿場市新橋837-1箱根東山館御殿場?楽部

0550-70-4310

旅館・ホテル

700001628 MPM・CPM

はごろもマリンサービス大瀬崎

はごろもまりんさーびすおせざき

静岡県沼津市⻄浦江梨325-2

055-942-2635

体験・アクティビティ

700001382 MPM

パステリア地中海

静岡県三島市広小路町13-3

055-972-3630

飲食店

700000968 MPM

バズハウス

ばずはうす

静岡県伊東市八幡野1274-49(伊⾖高原4−487)

0557-54-3044

飲食店

700002562 MPM

Butter Note

ばたーのーと

静岡県伊東市富⼾1315-127

0557-33-1122

飲食店

700000976 MPM

ぬまづあまごやびーびーきゅー

0465-63-3721

静岡県伊⾖の国市⻑岡211
静岡県沼津市岡宮1208-1

ぬまづうおがしずし
沼津店

伊⾖の国大仁店

富士⻘島店

御殿場店

沼津大岡店

対山荘

静岡県沼津市千本港町80

かんなみてん

パティスリー

⽢⻘堂

飲食店

055-944-6003

飲食店

静岡県沼津市大手町1-1-6イーラde3F

055-954-2822

飲食店

ぬまづうおがしずし ながれずし いづのくにおおひとてん

静岡県伊⾖の国市吉田380-1

0558-75-0808

飲食店

ぬまづうおがしずし ながれずし ごてんばてん

静岡県御殿場市神場1268-15

0550-82-6777

飲食店

ほんてん

055-986-4600

⻄友内

静岡県沼津市春日町47-1

みしまたいしゃとおりてん

ぬまづおおおかてん

たいざんそう

のいちしょくどう
南伊⾖湯の花

0559-54-3935

静岡県田方郡函南町塚本887-1道の駅伊⾖ゲートウェイ函南内

ぬまづうおがしずし するがやきゅうべえ ぬまづてん

055-963-4090

対山荘

飲食店

飲食店

055-962-9010

飲食料品店

055-957-4223

飲食料品店

0558-72-0331

旅館・ホテル

静岡県沼津市⼾田410-16

0558-94-3225

飲食店

静岡県賀茂郡南伊⾖町下賀茂157-1

0558-62-3191

その他小売業

ののはなていこむらさき

静岡県下田市⻄本郷１−５−３０野の花亭こむらさき

0558-22-2126

旅館・ホテル

ぱーそなるぺんしょんゆうたいむ

静岡県伊東市富⼾１３１７−２２４９

0557-51-7896

のうりんすいさんぶつちょくばいじょ

ぱすてりあちちゅうかい

ぱてぃすりー

かんせいどう

みなみいずゆのはな

静岡県伊東市弥生町４−１

旅館・ホテル

0557-37-3946

その他小売業

はないろてい

静岡県伊東市池614-109

0557-53-4037

旅館・ホテル

はなのまいびびぬまづてん

静岡県沼津市大手町1-13-9Bivi沼津1階

055-926-2386

飲食店

700008136 MPM

花彩亭

700003507 MPM・CPM

はなの舞

ＢＩＶＩ沼津店

700003506 MPM・CPM

はなの舞

富士宮駅南店

はなのまいふじのみやえきなんてん

静岡県富士宮市錦町2-37

0544-21-0055

飲食店

700003508 MPM・CPM

はなの舞

三島南口店

はなのまいみしまみなみぐちてん

静岡県三島市一番町13-13三島富士ビル1階

055-983-5055

飲食店

700008130 MPM・CPM

離れ杜の湯

はなれもりのゆうみいろべってい

静岡県熱海市下多賀３７−８

0557-67-2978

旅館・ホテル

海いろ別邸

700007735 MPM

離れ家石田屋

はなれやいしだや

静岡県賀茂郡河津町谷津226

0558-32-1001

旅館・ホテル

700006901 MPM

はなれ宿善積

はなれやどよしづみ

静岡県伊東市池614-140

0557-55-3131

旅館・ホテル

700007415 MPM

浜又

700005558 MPM

浜焼き食べ放題

700003762 MPM

バラショップ

700006331 MPM

パルテール

ぱるてーる

静岡県伊東市大室高原4-548

0557-51-8581

旅館・ホテル

700000980 MPM

バルバルATAMI

ばるばるあたみ

静岡県熱海市咲見町7-48咲見町ハイツ101

0557-48-6062

飲食店

700007409 MPM

半右衛門

はんえもん

静岡県賀茂郡松崎町雲見354

0558-45-0255

旅館・ホテル

700004059 MPM

ぱん工房あぷれ

ぱんこうぼうあぷれ

静岡県伊東市八幡野1183伊⾖高原駅やまもプラザ内

0557-53-3111

その他小売業

700004161 MPM

HANSHARO BEER STAND

静岡県伊⾖の国市南條730-16

055-949-1208

観光施設・文化施設

700004160 MPM

反射炉ビヤレストランほむら

はんしゃろびやれすとらんほむら

静岡県伊⾖の国市中272-1

055-949-1208

観光施設・文化施設

700004159 MPM

反射炉物産館たんなん

はんしゃろぶっさんかんたんなん

静岡県伊⾖の国市中272-1

055-949-1208

観光施設・文化施設

700002152 MPM

はんばた市場

はんばたいちば

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科980-4

0558-36-3950

飲食料品店

700004760 MPM

ばんばん食堂

伊東マリンタウン店

静岡県伊東市湯川571-19伊東マリンタウン2Ｆ

0557-35-3511

飲食店

700004761 MPM

ばんばん食堂

ラスカ熱海店

静岡県熱海市田原本町11-1ラスカ熱海3Ｆ

0557-81-2880

飲食店

700006333 MPM・CPM

ビーチコミューンシンプルース

びいちこみゅーんしんぷるーす

静岡県伊東市湯川６６２−２５１

0557-38-2722

旅館・ホテル

700006335 MPM

ビーチサイド

びーちさいど

静岡県下田市田牛３３２

070-4422-6562

旅館・ホテル

700004671 MPM

Beach House Hirizo

静岡県賀茂郡南伊⾖町中木43-1 Beach House Hirizo

0558-62-4105

飲食店

700000984 MPM

ビール屋ハンザ

びーるやはんざ

静岡県富士宮市大宮町12-3

080-9728-0319

飲食料品店

700001906 MPM

東伊⾖醸造所

ひがしいずじょうぞうじょ

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取3348-13

0557-95-5151

その他業種

700004536 MPM

ひがし山

ひがしやま

静岡県御殿場市東山288-3

0550-82-2311

飲食店

700007371 MPM

東山ロッヂ

ひがしやまろっぢ

静岡県御殿場市東山905東山ロッヂ

0550-82-0140

旅館・ホテル

700008161 MPM

ビジネスホテルTSUMEKI

びじねすほてるつめき

静岡県下田市⻄本郷1-3-3

0558-22-0003

700002614 MPM

美食倶楽部蓮

びしょくくらぶれん

静岡県沼津市上土町12東方ビル２・３Ｆ

055-962-7160

飲食店

700006349 MPM・CPM

ビスキーハウス

びすきーはうす

静岡県伊東市吉田815-80

0557-45-7011

旅館・ホテル

700003518 MPM

ビストロ赤沢伊⾖高原

びすとろあかざわいずこうげん

静岡県伊東市赤沢浮山167-11

0557-55-1381

飲食店

700004639 MPM

ビッグボーイ御殿場店

びっぐぼーいごてんばてん

静岡県御殿場市東田中2-15-20

0550-84-5706

飲食店

700004640 MPM

ビッグボーイ富士瓜島店

びっぐぼーいふじうりしまてん

静岡県富士市瓜島町58-1

0545-54-0005

飲食店

700004644 MPM

ビッグボーイ三島店

びっぐぼーいみしまてん

静岡県三島市南二日町4-7

055-983-5661

飲食店

700001506 MPM

ピッツェリア

静岡県沼津市平町9-1

055-962-7770

百貨店

700007391 MPM・CPM

日の出屋旅館

ひのでやりょかん

静岡県伊東市八幡野1189-19

0557-53-0020

旅館・ホテル

700006617 MPM

一二三荘

ひふみそう

静岡県伊⾖の国市大仁503

0558-76-3123

旅館・ホテル

700007413 MPM

姫の湯荘

ひめのゆそう

静岡県伊⾖の国市古奈1138

055-948-1433

旅館・ホテル

700007445 MPM・CPM

兵助屋

ひょうすけや

静岡県下田市柿崎36-51

0558-22-0465

旅館・ホテル

700001648 MPM

ファイブハンドレッドクラブ

ふぁいぶはんどれっどくらぶ

静岡県裾野市千福９５３−２

055-993-0500

その他サービス業

700006355 MPM

ファンシービジネスホテル

ふぁんしーびじねすほてる

静岡県熱海市咲見町１０−１０ファンシービジネスホテル

0557-82-6211

旅館・ホテル

700000998 MPM

フィッシングショップ

ふぃっしんぐしょっぷ

700001000 MPM

フィナンシェ専門店

静岡県沼津市五月町１４−１６

055-924-7722

飲食料品店

700007435 MPM

富嶽はなぶさ

ふがくはなぶさ

静岡県伊⾖の国市古奈407

055-948-1230

旅館・ホテル

700004533 MPM

ふくふく

ふくふく

静岡県御殿場市茱萸沢194

0550-80-1234

飲食店

700005526 MPM

富士山こどもの国

草原ゲート

静岡県富士市桑崎1015

0545-22-5553

観光施設・文化施設

700005532 MPM

富士山こどもの国

草原のレストハウス

ふじさんこどものくに

そうげんのれすとはうす

静岡県富士市桑崎1015

0545-22-5553

観光施設・文化施設

700005531 MPM

富士山こどもの国

ヒュッテ

ふじさんこどものくに

ひゅって

静岡県富士市桑崎1015

0545-22-5553

観光施設・文化施設

700007429 MPM

富士山こどもの国

ホテルロッジ

ふじさんこどものくに

ほてるろっじ

静岡県富士市桑崎1015

0545-22-5553

旅館・ホテル

700005527 MPM

富士山こどもの国

街売店

ふじさんこどものくに

まちばいてん

700005529 MPM

富士山こどもの国

水の家

ふじさんこどものくに

みずのいえ

静岡県富士市桑崎1015

0545-22-5553

観光施設・文化施設

700005530 MPM

富士山こどもの国

雪の家

ふじさんこどものくに

雪の家

静岡県富士市桑崎1015

0545-22-5553

観光施設・文化施設

700005533 MPM

富士山こどもの国

草原の家

ふじさんこどものくに

草原の家

静岡県富士市桑崎1015

0545-22-5553

観光施設・文化施設

700001002 MPM

ふじしげ

ふじしげ

静岡県富士宮市上井出2324-3

0544-54-0848

飲食店

700002430 MPM

富士高砂酒造株式会社

ふじたかさごしゅぞうかぶしきがいしゃ

静岡県富士宮市宝町9-25

0544-27-2008

700005503 MPM

藤哲水産株式会社

ふじてつすいさんかぶしきかいしゃ

静岡県熱海市網代６２７番地の９３

0557-67-1147

その他小売業

700007079 MPM

藤乃煌

ふじのきらめき

静岡県御殿場市東田中3373-25

0550-98-0550

旅館・ホテル

700001940 MPM

はままた
漁師小屋

はまやきたべほうだい

りょうしごや

ばらしょっぷ

はんしゃろびやすたんど

ココモ

ばんばんしょくどう

いとうまりんたうんてん

ばんばんしょくどう

らすかあたみてん

ここも

びーちはうすひりぞ

蓮.TETSU(レンドットテツ)

トラットリア

イル・ジェルメ

サンワ
Lingotsd'or

富士御殿場

ぴっちぇりあ

とらっとりあ

さんわ

ふぃなんしぇせんもんてん

ふじさんこどものくに

いる・じぇるめ

らんぐどーる

そうげんげーと

ふじごてんば

静岡県沼津市⼾田493

0558-94-2758

旅館・ホテル

静岡県沼津市岡宮1208-1

055-927-1188

その他サービス業

静岡県賀茂郡河津町峰1073

0558-34-2200

雑貨店

静岡県熱海市和田浜南町１６９４−１８

静岡県富士市桑崎1015

0557-81-3967

0545-22-5553

その他小売業

観光施設・文化施設

その他小売業

藤花茶寮新広楼

ふじばなちゃりょうしんこうろう

静岡県熱海市中央町1-5

700002436 MPM

富士正酒造合資会社

ふじまさしゅぞうごうしがいしゃ

静岡県富士宮市根原450-1

0544-52-0313

飲食料品店

700007433 MPM・CPM

富士美華リゾート

ふじみはなりぞーと

静岡県駿東郡小山町須走495-201

0550-75-1666

旅館・ホテル

700004539 MPM

ふじやま茶寮

ふじやまさりょう

静岡県御殿場市深沢1312御殿場アウトレットHILLSIDE4465区

0550-88-8866

飲食店

700007425 MPM

富士屋旅館

ふじやりょかん

静岡県伊⾖の国市大仁485-4

0558-76-1046

旅館・ホテル

700000110 MPM

双葉寿司

ふたばずし

静岡県沼津市千本港町121-8

055-962-0885

飲食店

700006743 MPM・CPM

ふたりの湯宿

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本９８７−１

0557-23-1133

旅館・ホテル

700006369 MPM

プチホテル陽だまりの丘

静岡県伊東市富⼾1145-53

0557-33-6655

旅館・ホテル

湯花満開

ふたりのゆやど

ゆばなまんかい

ぷちほてる

ひだまりのおか
べるえぽっく

0557-82-0815

旅館・ホテル

飲食店

700006363 MPM

プチホテル

ベルエポック

ぷちほてる

静岡県伊東市八幡野1759-651

0557-51-5667

旅館・ホテル

700006359 MPM・CPM

プチホテル

CocoAnge

ぷちほてるここあんじゅ

静岡県伊東市富⼾1099-15

0557-51-5353

旅館・ホテル

700007801 MPM

ふふ熱海

ふふあたみ

静岡県熱海市水口町１１−４８

0557-86-3651

旅館・ホテル

700003495 MPM

フラグメンツ アッセンブル バイ チクマ⻄伊⾖

ふらぐめんつ あっせんぶる ばい ちくまにしいず

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科2045-3 1F

0558-52-2209

衣料・身の回り品取扱店

700006379 MPM

ブリーズベイシーサイドリゾート熱海

ぶりーずべいしーさいどりぞーとあたみ

静岡県熱海市海光町7-79ブリーズベイシーサイドリゾート熱海

0557-85-0280

旅館・ホテル

700001404 MPM

Blibo★Kitchen

ぶりぼ★きっちん

静岡県沼津市根古屋167-14IKASUDE 1F

055-955-8801

飲食店

700000148 MPM

Brilliant

ぶりりあんと

静岡県伊東市松川町5-42

0557-28-0039

飲食店

700000504 MPM

blue nine cafe

ぶるーないんかふぇ

静岡県熱海市東海岸町4-11-2F

0557-55-9180

飲食店

700004097 MPM

古安

ふるやす

静岡県沼津市本町403F

055-962-0698

飲食店

御座敷

おざしき

700004095 MPM

古安

精肉店

ふるやす

せいにくてん

静岡県沼津市本町401F

055-962-0698

700004096 MPM

古安

レストラン

ふるやす

れすとらん

静岡県沼津市本町402F

055-962-0698

飲食店

700002968 MPM

Bakery & Table Sweets 伊⾖

べーかりーてーぶるすいーついず

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本1457-30「 リゾートパーク伊⾖あたがわ」 別荘地内

0557-22-5151

飲食店

700001888 MPM

⼾田観光協会

へだかんこうきょうかい

静岡県沼津市⼾田289-12

0558-94-3115

観光施設・文化施設

700005090 MPM

⼾田漁協直売所

へだぎょきょうちょくばいじょ

静岡県沼津市⼾田523-9

0558-94-2082

飲食料品店

700006899 MPM

ベネフィット・ステーション熱海伊⾖山

べねふぃっと・すてーしょんあたみいずさん

静岡県熱海市泉411-292ベネフィット・ステーション熱海伊⾖山

0557-80-0200

旅館・ホテル

700003660 MPM

ぺりーさんの⿊船家

ぺりーさんのくろふねや

静岡県下田市一丁目3-3ライブビラ内

0558-24-2515

雑貨店

700000224 MPM

Perry Berry

ぺりーべりー

静岡県賀茂郡南伊⾖町湊234-4

0558-66-1017

飲食店

700001028 MPM

ベルタクシー株式会社

べるたくしーかぶしきかいしゃ

静岡県沼津市高島本町３−１０

700005463 MPM

ベルマートキヨスク御殿場

べるまーときよすくごてんば

静岡県御殿場市新橋１８９８−３

700005461 MPM

ベルマートキヨスク沼津

700005462 MPM

ベルマートキヨスク富士

べるまーときよすくふじ

静岡県富士市本町１−１

700005460 MPM

ベルマートキヨスク三島幹線ホーム

べるまーときよすくみしまかんせんほーむ

静岡県三島市一番町１６−１

700005458 MPM

ベルマートキヨスク三島北口

べるまーときよすくみしまきたぐち

静岡県三島市一番町１６−１

ＪＲ三島駅構内連絡通路北口

700005457 MPM

ベルマートキヨスク三島南口

べるまーときよすくみしまみなみぐち

静岡県三島市一番町１６−１

ＪＲ三島駅構内南口待合室

055-983-4006

その他小売業

700006413 MPM

ペンション 白浜 エクシード・プレイヤーズ・クラブ

ぺんしょん

しらはま

静岡県下田市白浜981-6

0558-23-8250

旅館・ホテル

700006399 MPM

ペンション

ぺんしょん

なてぃいん

静岡県伊東市八幡野1082-7

0557-54-4158

旅館・ホテル

700006429 MPM

ナティイン

べるまーときよすくぬまづ

えくしーどぷれいやーずくらぶ

静岡県沼津市大手町１−１

ＪＲ御殿場駅構内

ＪＲ沼津駅構内
ＪＲ富士駅構内階上待合室
ＪＲ三島駅構内新幹線ホーム

飲食料品店

055-929-7707

タクシー

0550-81-4005

その他小売業

055-964-0930

その他小売業

0545-66-5126

その他サービス業

055-980-4670

その他小売業

055-980-4631

その他小売業

ペンションひだまり

ぺんしょん

ひだまり

静岡県賀茂郡南伊⾖町下賀茂504-1

0558-62-4120

旅館・ホテル

700007585 MPM

ペンション

プリンス

ぺんしょん

ぷりんす

静岡県熱海市泉412-91

0557-80-1781

旅館・ホテル

700006405 MPM・CPM

ペンション

マーガレット

ぺんしょん

まーがれっと

静岡県伊東市池６１４−１７９

0557-54-4151

旅館・ホテル

700006411 MPM

ペンション

ロックアイランド

ぺんしょん

ろっくあいらんど

静岡県伊東市富⼾１１０４−６２

0557-33-6977

旅館・ホテル

0558-23-2241

旅館・ホテル

700006415 MPM

ペンションＡＩＵＥＯ

ぺんしょんあいうえお

静岡県下田市白浜1019-4ペンションＡＩＵＥＯ

700007539 MPM・CPM

ペンションガラスの城

ぺんしょんがらすのしろ

静岡県伊東市富⼾１１０４−８１ガラスの城

0557-33-1133

700006445 MPM

ペンション日下部

ぺんしょんくさかべ

静岡県伊東市川奈1075

0557-45-0677

旅館・ホテル

700006447 MPM

ペンション木もれ日

ぺんしょんこもれび

静岡県伊東市八幡野1588-441ペンション木もれ日

0557-54-2520

旅館・ホテル

700006443 MPM

ペンション多々⼾浜

静岡県下田市吉佐美42-1

0558-22-3144

旅館・ホテル

700006433 MPM

ペンションふんわりこん

ぺんしょんふんわりこん

静岡県裾野市須山2255-3810

055-998-1433

旅館・ホテル

700007453 MPM

法悦

ほうえつ

静岡県熱海市⻄山町10-9

0557-81-4475

旅館・ホテル

700001030 MPM・CPM

ほぐし屋

700006771 MPM

星野リゾート

700006851 MPM

ホテル

700007025 MPM

ＨＯＴＥＬ

700006451 MPM

ホテル

700006095 MPM

HOTEL ACAO（ホテル アカオ)

ほてるあかお

静岡県熱海市熱海１９９３−６５HOTEL ACAO

0557-83-6161

旅館・ホテル

700006483 MPM

ホテル茜

ほてるあかね

静岡県伊⾖の国市⻑岡123

055-948-1511

旅館・ホテル

700006125 MPM

HOTEL ARIA

ほてるありあ

700007916 MPM

ホテル＆スパ アンダリゾート伊⾖高原

ほてるあんどすぱ

ぺんしょんたたどはま

ほぐしや
界 伊東

クーネルイン
ＣＬＡＤ

南回帰線

静岡県伊東市湯川1-8-5伊東駅前ビル3階

ほしのりぞーと

かい いとう

0557-37-0255

旅館・ホテル

その他サービス業

静岡県伊東市岡広町２−２１

0570-073-011

旅館・ホテル

ほてる

くーねるいん

静岡県裾野市御宿1105-1

055-941-5208

旅館・ホテル

ほてる

くらっど

静岡県御殿場市深沢２８３９−１

0550-81-0321

旅館・ホテル

ほてる

みなみかいきせん

静岡県伊東市富⼾８４２-１１８

あんだりぞーといずこうげん

0557-51-3536

旅館・ホテル

静岡県沼津市大手町2-4-8

055-954-3838

旅館・ホテル

静岡県伊東市八幡野1133

0557-55-2808

旅館・ホテル

0557-36-3841

旅館・ホテル

700006485 MPM

ホテル伊東ガーデン

ほてるいとうがーでん

静岡県伊東市松原655

700007369 MPM・CPM

ホテル伊東パウエル

ほてるいとうぱうえる

静岡県伊東市湯川４−２−１５

0557-36-6181

旅館・ホテル

700006841 MPM

ホテル・エルムリージェンシー

ほてるえるむりーじぇんしー

静岡県駿東郡清水町堂庭262

055-976-7878

旅館・ホテル

700008040 MPM・CPM

ホテルオリーブの木

ほてるおりーぶのき

静岡県伊⾖市瓜生野322-1

0558-74-0810

旅館・ホテル

700006455 MPM

ホテルかつら

ほてるかつら

静岡県熱海市東海岸町3-23

0557-82-5353

旅館・ホテル

700006381 MPM

ホテルクラウンヒルズ富士宮

ほてるくらうんひるずふじのみや

静岡県富士宮市⻄町25-4

0544-23-2222

旅館・ホテル

700006461 MPM

ホテルグランバッハ熱海クレッシェンド

ほてるぐらんばっはあたみくれっしぇんど

静岡県熱海市伊⾖山1048-4

0557-82-1717

旅館・ホテル

700006917 MPM

ホテルサンバレー富士見

ほてるさなばれーふじみ

静岡県伊⾖の国市古奈１８５−１

055-947-3100

旅館・ホテル

700006923 MPM

ホテルサンバレー和楽

ほてるさんばれーわらく

静岡県伊⾖の国市⻑岡995-3

055-948-3800

旅館・ホテル

700007045 MPM

Hotel Gee Haive

ほてるじーはいぶ

静岡県三島市寿町9-35

055-939-7751

旅館・ホテル

700006925 MPM・CPM

ホテルジャパン下田

ほてるじゃぱんしもだ

静岡県下田市吉佐美2131ホテルジャパン下田

0558-23-1111

旅館・ホテル

700006873 MPM

ホテルセレクトイン沼津

ほてるせれくといんぬまづ

静岡県沼津市岡宮1289-1

055-926-0101

旅館・ホテル

700007039 MPM・CPM

ホテル暖香園

ほてるだんこうえん

静岡県伊東市⽵の内1-3-6ホテル暖香園

0557-37-0011

旅館・ホテル

700007359 MPM・CPM

ホテルハーヴェスト伊東

ほてるはーヴぇすといとう

静岡県伊東市⽵の内１丁目５−１４

0557-38-6025

旅館・ホテル

700006123 MPM

HOTEL MIWA

ほてるみわ

静岡県沼津市高島町7-2

055-922-3000

700008098 MPM

ホテルラフォーレ修善寺

ほてるらふぉーれしゅぜんじ

静岡県伊⾖市大平1529

0558-72-3311

旅館・ホテル

700004057 MPM

POPO

ぽぽ

静岡県伊東市八幡野1183伊⾖高原駅やまもプラザ内

0557-54-4850

その他小売業

700007850 MPM

ほまれの光

静岡県伊東市八幡野1223-27

0557-55-2510

旅館・ホテル

700006507 MPM

ほり多旅館

静岡県熱海市⻄山町5-13

0557-83-2263

700006107 MPM

Holiday House 森の隠れ家

ほりでいはうすもりのかくれが

静岡県伊東市荻５３９−５２

0557-27-2388

旅館・ホテル

700006933 MPM

マースガーデンウッド御殿場

まーすがーでんうっどごてんば

静岡県御殿場市東田中1089

0550-70-1170

旅館・ホテル

700007199 MPM

マーレ⻲吉

まーれかめきち

静岡県下田市柿崎1105-59

0558-23-4077

旅館・ホテル

700005422 MPM

まかいの牧場

ナチュラ・ヴィータ

まかいのぼくじょう

なちゅら・ヴぃーた

静岡県富士宮市内野1327-1

700005424 MPM

まかいの牧場

入場口

まかいのぼくじょう

にゅうじょうぐち

静岡県富士宮市内野1327-1

0544-54-0342

観光施設・文化施設

700005423 MPM

まかいの牧場

農場レストランいただきます

まかいのぼくじょう

のうじょうれすとらんいただきます

静岡県富士宮市内野1327-1

0544-54-0342

観光施設・文化施設

700005419 MPM

まかいの牧場

売店

まかいのぼくじょう

ばいてん

静岡県富士宮市内野1327-1

0544-54-0342

観光施設・文化施設

700005420 MPM

まかいの牧場

ミルクカフェ

まかいのぼくじょう

みるくかふぇ

静岡県富士宮市内野1327-1

0544-54-0342

観光施設・文化施設

700005421 MPM

まかいの牧場

森の隠れ家

まかいのぼくじょう

もりのかくれが

静岡県富士宮市内野1327-1

0544-54-0342

観光施設・文化施設

700002454 MPM

柾家

まさや

静岡県熱海市咲見町10-５キャピタル熱海

0557-83-7342

飲食店

700006513 MPM

マストランプ

ますとらんぷ

静岡県伊東市岡370

0557-37-2240

旅館・ホテル

700004661 MPM

又一庵謹製熱海ばたーあん

またいちあんきんせいあたみばたーあん

静岡県熱海市田原本町5-11

0557-81-2777

その他小売業

700007225 MPM・CPM

松城館

まつしろかん

静岡県伊⾖の国市古奈55

055-948-0072

旅館・ホテル

水月

ほまれのひかり

みずき

ほりたりょかん

0544-54-0342

旅館・ホテル

旅館・ホテル

観光施設・文化施設

700002076 MPM

松葉茶屋

まつばぢゃや

静岡県伊⾖市修善寺4281−41

0558-72-0576

700008007 MPM・CPM

マヒナ・グランピング・スパ・ヴィレッジ

まひな・ぐらんぴんぐ・すぱ・びれっじ

静岡県賀茂郡東伊⾖町大川１０９６−１

0557-23-5055

飲食店

700000910 MPM

マリオパスタ

まりおぱすた

静岡県三島市南本町7-17

055-973-0550

飲食店

700007099 MPM

マリンゾロリゾート

まりんぞろりぞーと

静岡県伊東市八幡野1352-72

0557-54-3155

旅館・ホテル

旅館・ホテル

700002746 MPM

丸吉食堂

まるきちしょくどう

静岡県沼津市⼾田５６６−２

0558-94-2355

飲食店

700002526 MPM・CPM

丸高名産店

まるたかめいさんてん

静岡県熱海市田原本町４−１

0557-81-2697

その他小売業

700001360 MPM

丸達ひものセンター

静岡県伊東市宇佐美3121番地の14

0557-47-1231

飲食料品店

700001826 MPM

丸福名産店

まるふくめいさんてん

静岡県熱海市田原本町6-6

0557-81-5035

その他小売業

700001676 MPM

マルヤ水産港直営2号店

まるやすいさんみなとちょくえいにごうてん

静岡県沼津市千本港町122-6

055-951-0008

その他小売業

まるたつひものせんたー

700001468 MPM

MARUYA Terrace

700005732 MPM・CPM

廻る寿し

700005437 MPM

満天酒場 三島広小路店

武田丸

まるやてらす
2号店

まわるすし

静岡県熱海市銀座町7-8
たけだまる

まんてんさかば

にごうてん

静岡県沼津市千本港町128-1沼津

みしまひろこうじてん

みなと新鮮館

飲食店
飲食料品店

0559-71-9116

飲食店

静岡県御殿場市萩原466-1

0550-70-4129

飲食料品店

静岡県伊東市宇佐美1029

055-747-4747

観光施設・文化施設

700004541 MPM

ミートファクトリーつぼぐちお肉の工場直売所

みーとふぁくとりーつぼぐち

700001056 MPM・CPM

みかん狩り

みかんがり

700001058 MPM

ミクニ伊⾖高原

みくにいずこうげん

静岡県伊東市八幡野１１７２−２

0557-54-3920

700004670 MPM

神子元ハンマーズ

みこもとはんまーず

静岡県賀茂郡南伊⾖町湊353-6

0558-62-4105

飲食店

700006877 MPM

水のみち

静岡県伊⾖市湯ケ島347

0558-85-0511

旅館・ホテル

700002356 MPM

道の駅伊⾖ゲートウェイ函南

静岡県田方郡函南町塚本887-1

055-979-1112

観光施設・文化施設

700001342 MPM

港「直営店」

みなと

静岡県沼津市千本港町100-1

055-951-0008

その他小売業

700002718 MPM

港食堂

みなとしょくどう

静岡県沼津市千本港町128-1沼津みなと新鮮館

055-962-2800

飲食店

700002734 MPM

みなとの磯はる食堂

みなとのいそはるしょくどう

静岡県沼津市千本港町109

055-962-2200

飲食店

700007075 MPM

美浜レステル

みはまれすてる

静岡県沼津市⼾田362-5

0558-94-3555

旅館・ホテル

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本971-1

0557-22-0003

旅館・ホテル

泰山園

風のみち

湯ヶ島たつた
物産販売所いずもん

おにくのこうじょうちょくばいじょ

0558-82-0389
055-941-6611

静岡県三島市本町７−２７

たいざんえん

みずのみち

かぜのみち

ゆがしまたつた

みちのえきいずげーとうぇいかんなみ

ぶっさんはんばいじょいずもん

ちょくえいてん

みはるや

飲食店

700006071 MPM

みはるや

700006527 MPM・CPM

みやこ荘

みやこそう

静岡県熱海市下多賀１４８０

0557-68-2385

旅館・ホテル

700002616 MPM

宮膳つたや

みやぜんつたや

静岡県富士宮市大宮町１９−１２富士山神田川楽座

0544-21-3960

飲食店

700001074 MPM・CPM

ミラコロ

静岡県伊東市富⼾1317-1121

0557-51-7508

飲食店

700007487 MPM

⺠宿

みんしゅく

おおうえ

静岡県伊⾖市上船原1424

0558-87-0305

旅館・ホテル

700007499 MPM

⺠宿さかんや

みんしゅく

さかんや

静岡県賀茂郡松崎町雲見304

0558-45-0231

旅館・ホテル

700007501 MPM

⺠宿さくら

みんしゅく

さくら

静岡県沼津市⼾田1590-3

0558-94-4015

旅館・ホテル

700007477 MPM

⺠宿

みんしゅく

なかがわ

静岡県賀茂郡松崎町大沢４２−１

700007641 MPM・CPM

⺠宿はごろも荘

みんしゅくはごろもそう

静岡県沼津市⻄浦江梨３２５−２

055-942-2563

旅館・ホテル

700007525 MPM・CPM

⺠宿福丸

みんしゅくふくまる

静岡県賀茂郡南伊⾖町湊898-41

0558-62-0372

旅館・ホテル

700006529 MPM

ムーン・リバージュ.

むーんりばーじゅ

静岡県下田市柿崎８０７

0558-22-2780

旅館・ホテル

700002798 MPM

有限会社森島米店

もりしまこめてん

静岡県伊⾖市⻘⽻根349

0558-87-0009

飲食料品店

700001334 MPM

森の駅

もりのえき

静岡県裾野市須山字浅木地内

055-998-0085

その他小売業

700007235 MPM・CPM

森のしずく

もりのしずく

静岡県伊東市池614-246

0557-53-3688

旅館・ホテル

700004882 MPM・CPM

モンテ・スミヨシ

もんて・すみよし

静岡県熱海市清水町1-14

伊⾖高原

地元食材イタリアン

大上

なか川

富士山

みらころ

いずこうげん

じもとしょくざいいたりあん

ふじさん

0558-43-0083

0557-83-0144

旅館・ホテル

その他小売業

700002392 MPM

八百康商店

やおやすしょうてん

静岡県伊⾖市土肥435-2

0558-98-2158

飲食店

700001732 MPM・CPM

焼肉寿光園

やきにくじゅこうえん

静岡県伊東市中央町13-35

0557-36-5913

飲食店

700002086 MPM

焼肉

やきにくとんがらし

静岡県熱海市下多賀9-8シーサイドパレス南熱海２０１号

0557-67-5880

飲食店

700007449 MPM・CPM

保海荘

やすみそう

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科１９６９−１

0558-52-0285

700008134 MPM・CPM

やすらぎの里

高原館

やすらぎのさと

こうげんかん

静岡県伊東市八幡野1268-23

0557-55-2668

旅館・ホテル

700008132 MPM・CPM

やすらぎの里

本館

やすらぎのさと

ほんかん

静岡県伊東市八幡野1283-78

0557-55-2660

旅館・ホテル

700008133 MPM・CPM

やすらぎの里

養生館

やすらぎのさと

ようじょうかん

静岡県伊東市八幡野1741-49

0557-52-4250

旅館・ホテル

700007537 MPM

山木旅館

静岡県熱海市中央町14-9

0557-81-2121

旅館・ホテル

700001994 MPM・CPM

山佐商店

やまさしょうてん

静岡県熱海市下多賀1456-1

0557-68-3385

その他小売業

700001998 MPM・CPM

山田屋海産

やまだやかいさん

静岡県賀茂郡東伊⾖町大川160-14

0557-23-2077

飲食料品店

700001096 MPM

やまびこ

やまびこ

静岡県伊⾖市修善寺3726-1

0558-72-7575

飲食店

700004111 MPM

山六ひもの熱海店

やまろくひものあたみてん

静岡県熱海市春日町17-17

0557-83-5605

飲食料品店

700004110 MPM

山六ひもの宇佐美店

やまろくひものうさみてん

静岡県伊東市宇佐美3111-6

0557-47-0382

飲食料品店

700004109 MPM

山六ひもの総本店

やまろくひものそうほんてん

静岡県伊東市東松原町5-6

0557-37-3039

飲食料品店

700006997 MPM

八幡野温泉郷杜の湯きらの里

やわたのおんせんきょうもりのゆきらのさと

静岡県伊東市八幡野１３２６−５

0557-55-2400

旅館・ホテル

静岡県熱海市田原本町9-9-1-B109

0557-81-6611

飲食店

700004890 MPM

とんがらし

やまきりょかん

結

ゆい

旅館・ホテル

700002812 MPM

有限会社太兼商店

ゆうげんがいしゃ

おおかねしょうてん

静岡県伊東市湯川１−６−１

0557-37-2141

その他小売業

700000086 MPM・CPM

（有）かねた水産

ゆうげんがいしゃ

かねたすいさん

静岡県賀茂郡河津町笹原329-1

0558-32-0886

その他小売業

静岡県富士市北松野1325-1

0545-85-2401

コンビニ

700002800 MPM

有限会社神⼾商店

700002606 MPM・CPM

有限会社

静岡県三島市広小路町８−１４

055-975-0579

飲食料品店

700007567 MPM

有限会社 五葉館

ゆうげんがいしゃ ごようかん

静岡県伊⾖市修善寺765-2

0558-72-2066

旅館・ホテル

700002592 MPM

有限会社

ゆうげんがいしゃ

静岡県熱海市咲見町4-1

0557-83-1144

飲食料品店

700002484 MPM

有限会社

セブンイレブン富士川松野店

輿水酒店
天神酒店

ゆうげんがいしゃ

かんべしょうてん

ゆうげんがいしゃ

こしみずさけてん

せぶんいれぶんふじかわまつのてん

てんじんさけてん

なぶら・とと

ゆうげんがいしゃ

なぶらとと

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取396

0557-95-5155

飲食店

700002594 MPM

有限会社

日光陶器店

ゆうげんがいしゃ

にっこうとうきてん

静岡県三島市大社町18-4

055-975-4914

雑貨店

700002488 MPM・CPM

有限会社

プティ・レザン

ゆうげんがいしゃ

ぷてぃれざん

静岡県伊⾖市柏久保１３４０ツインズビル

0558-72-7402

飲食店

700002546 MPM

有限会社

山城屋山葵店

ゆうげんがいしや

やましろやわさびてん

静岡県賀茂郡河津町梨本１８８−１

0558-35-7202

飲食料品店

700002732 MPM・CPM

有限会社井草呉服店

静岡県沼津市大手町4-6-1

055-962-0832

衣料・身の回り品取扱店

700007713 MPM

有限会社梅の屋旅館

ゆうげんがいしゃうめのやりょかん

静岡県御殿場市大坂370-1

700007571 MPM

国⺠宿舎

ゆうげんがいしゃこくみんしゅくしゃいずあたがわ

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本９６９−１

0557-23-2191

旅館・ホテル

700002784 MPM

有限会社小⼾橋製菓

ゆうげんがいしゃことばしせいか

静岡県伊⾖市月ヶ瀬580-6小⼾橋製菓天城本店

0558-85-0213

飲食料品店

700002860 MPM・CPM

㈲信玄

ゆうげんがいしゃしんげん

静岡県富士市松岡1134-9

0545-63-0334

飲食店

700002808 MPM

有限会社創作工房アトリエラウト

ゆうげんがいしゃそうさくこうぼうあとりえらうと

静岡県熱海市銀座町8番5号

0557-86-4470

その他小売業

伊⾖熱川荘

ゆうげんがいしゃいぐさごふくてん

0550-87-0032

旅館・ホテル

700007703 MPM・CPM

有限会社大観荘

ゆうげんがいしゃたいかんそう

静岡県賀茂郡東伊⾖町白田204

0557-23-0432

700007635 MPM

有限会社たかみホテル

ゆうげんがいしゃたかみほてる

静岡県賀茂郡東伊⾖町奈良本１２７１

0557-23-2255

700002836 MPM

有限会社独鈷そば大⼾

ゆうげんがいしゃとっこそばおおど

700002598 MPM

(有)福原石油

ゆうげんがいしゃふくはらせきゆ

700002778 MPM

有限会社山崎商店

南伊東給油所

みなみいとうきゅうゆじょ

ゆうげんがいしゃやまざきしょうてん
ゆうげんがいしゃやまちょうすいさん

旅館・ホテル
旅館・ホテル

静岡県伊⾖市修善寺７６５−６

0558-72-0247

飲食店

静岡県伊東市宮川町2-1-25

0557-37-7270

ガソリンスタンド

静岡県富士市本町14番20号

0545-61-0429

その他小売業

700002780 MPM

有限会社山⻑水産

700002818 MPM・CPM

有限会社大和海苔

ゆうげんがいしゃやまとのり

静岡県伊東市宇佐美７６１−４

0557-48-8033

その他小売業

700000174 MPM・CPM

湯〜トピアかんなみ

ゆーとぴあかんなみ

静岡県田方郡函南町柏谷259

静岡県賀茂郡東伊⾖町稲取810

055-970-0001

0557-95-2628

その他サービス業

700006357 MPM・CPM

ゆ縁の宿ふじみ旅館

ゆえんのやどふじみりょかん

静岡県富士市荒田島町3-20

0545-51-1317

旅館・ホテル

700007123 MPM

湯回廊菊屋

ゆかいろうきくや

静岡県伊⾖市修善寺874-1

700006541 MPM・CPM

ゆがわら大野屋旅館

ゆがわらおおのやりょかん

静岡県熱海市泉231

0465-62-6111

旅館・ホテル

700006961 MPM

ゆとりろ熱海

ゆとりろあたみ

静岡県熱海市伊⾖山1173-534

0570-055-666

旅館・ホテル

700007675 MPM

湯の幸・食の幸

静岡県熱海市網代６２７番地５０６

0557-67-1515

旅館・ホテル

700007065 MPM

湯の宿平鶴

ゆのやどひらつる

静岡県熱海市下多賀493

0557-67-2221

旅館・ホテル

700006755 MPM・CPM

湯めぐりの宿 修善寺温泉 桂川

ゆめぐりのやど

静岡県伊⾖市修善寺860

0558-72-0810

旅館・ホテル

700008049 MPM・CPM

湯宿みかんの木

ゆやどみかんのき

静岡県熱海市東海岸町1-11

0557-81-1533

旅館・ホテル

700007073 MPM

陽気館

ようきかん

静岡県伊東市末広町2-24

0557-37-3101

旅館・ホテル

700004705 MPM

横濱

静岡県三島市一番町13-9ＪＡ三島駅前ビル 1階

055-973-8688

飲食店

700006639 MPM・CPM

横山大観ゆかりの宿

700006505 MPM

頼朝の湯本陣

よりとものゆほんじん

静岡県伊⾖の国市古奈6番地

055-948-0013

旅館・ホテル

700007561 MPM

ラ・ドッグリゾート

ら・どっぐりぞーと

静岡県伊東市八幡野1254-28

0557-52-0016

旅館・ホテル

700001110 MPM

らーめん

らーめん

055-944-6360

飲食店

700004718 MPM

ラウンドワン富士店

らうんどわんふじてん

静岡県富士市八代町4番15号

0545-51-3636

その他サービス業

700006849 MPM

楽山やすだ

らくざんやすだ

静岡県伊⾖の国市古奈28

055-948-1313

旅館・ホテル

700006543 MPM

ラフォーレ倶楽部

静岡県伊東市猪⼾2-3-1

0557-37-3133

旅館・ホテル

700002114 MPM

ラフォーレ修善寺＆カントリークラブ

らふぉーれしゅぜんじあんどかんとりーくらぶ

静岡県伊⾖市大平1529

0558-72-1113

体験・アクティビティ

700004817 MPM

リヴァージュ洋菓子店

り?ぁーじゅようがしてん

静岡県沼津市下香貫柿原２８８５−２

055-931-4215

飲食料品店

700003221 MPM

リーガルシューズ富士店

りーがるしゅーずふじてん

静岡県富士市日乃出町12

0545-67-0818

衣料・身の回り品取扱店

700001502 MPM

磯舟

ゆのさちしょくのさち

魚萬ＪＲ三島南口店

よこはま

熱海大観荘

もかすけ

伊東温泉

湯の庭

いそふね

しゅせんじおんせん

かつらがわ

うおまんじぇいあーるみしまみなみぐちえきまえてん

よこやまたいかんゆかりのやど

あたみたいかんそう

もかすけ

らふぉーれくらぶ

静岡県熱海市林ガ丘町7-1

静岡県田方郡函南町肥田345らーめん

いとうおんせん

ゆのにわ

0558-72-2000

その他小売業

0557-81-8137

もかすけ

旅館・ホテル

旅館・ホテル

リストランテ桜鏡

りすとらんてさくらかがみ

静岡県御殿場市東田中3373-20

0550-70-6255

飲食店

700006549 MPM

リゾーピア熱海

りぞーぴああたみ

静岡県熱海市東海岸町13-93

0557-83-5959

旅館・ホテル

700000232 MPM・CPM

ritorno

りとるの

静岡県三島市泉町14-16

055-981-7557

飲食店

700006559 MPM

リバティーリゾート

静岡県賀茂郡河津町谷津171-1アミドローラ

0558-36-3333

旅館・ホテル

700008014 MPM

リブマックスリゾート城ヶ崎海岸

りぶまっくすりぞーとじょうがさきかいがん

静岡県伊東市八幡野1736-5

0557-55-2727

旅館・ホテル

700005559 MPM

⻯宮海鮮市場

りゅうぐうかいせんいちば

700005731 MPM・CPM

漁師寿し

網元武田丸

700006983 MPM

料理旅館

渚館

700007745 MPM

旅館

700007749 MPM

旅館福助

700008139 MPM

ルーシーキキ

700008020 MPM・CPM

ルネッサ赤沢

るねっさあかざわ

静岡県伊東市赤沢190-5

0557-54-1670

旅館・ホテル

700008021 MPM・CPM

ルネッサ城ヶ崎

るねっさじょうがさき

静岡県伊東市八幡野1030番地

0557-54-1280

旅館・ホテル

静岡県御殿場市深沢字前野原1801-1

0550-70-0020

旅館・ホテル

アミ・ドローラ

喜多八
本店

りばてぃーりぞーと

静岡県沼津市岡宮1208-1

055-927-1188

その他サービス業

静岡県沼津市千本港町115-4みなと旬彩街

055-952-3311

飲食店

静岡県熱海市渚町11-11

0557-81-5054

旅館・ホテル

静岡県賀茂郡河津町梨本342-1

0558-35-7187

旅館・ホテル

りょかんふくすけ

静岡県下田市白浜2745-2

0558-22-0857

旅館・ホテル

るーしーきき

静岡県伊東市大室高原6-620

0557-33-1111

旅館・ホテル

りょうしずし
りょかん

きたはち

あみもとたけだまる

りょうりりょかん

⻘木の坂

あみ・どろーら

ほんてん

なぎさかん

あおきのさか

700008038 MPM

レストイン時之栖

れすといんときのすみか

700002954 MPM・CPM

レストラン

グランテーブル

れすとらん

ぐらんてーぶる

静岡県御殿場市神山719

0550-87-5500

飲食店

レストラン

ドン・マーリン

れすとらん

どんまありん

静岡県賀茂郡⻄伊⾖町仁科813-9

0558-52-2110

飲食店

700001126 MPM
700005762 MPM

静岡県伊東市富⼾1101-10崔如琢美術館

0557-51-7780

飲食店

700004257 MPM

レストランKEYAKI

れすとらんけやき

静岡県沼津市上土町100番地1沼津リバーサイドホテル

055-952-2785

飲食店

700001132 MPM

レストランじゅん

レストラン天城

れすとらんじゅん

れすとらんあまぎ

静岡県三島市芝本町11-29

055-975-8787

飲食店

れすとらんはーばーずだぶる

静岡県熱海市和田浜南町10-1

0557-81-0041

飲食店

れすぱいといずこうげん

静岡県伊東市池８９３−１７７

0557-27-1673

旅館・ホテル

700005040 MPM・CPM

レストラン

700006831 MPM

れすぱいと伊⾖高原

700006965 MPM・CPM

レンブラントスタイル御殿場駒門

れんぶらんとすたいるごてんばこまかど

静岡県御殿場市神山1925-170

0550-70-3905

旅館・ホテル

700006963 MPM・CPM

レンブラントプレミアム富士御殿場

れんぶらんとぷれみあむふじごてんば

静岡県御殿場市深沢2571

0550-82-9600

旅館・ホテル

700007891 MPM
700001158 MPM

HARBOR'S

W

ロマンス座カド

ろまんすざかど

静岡県熱海市銀座町8-11

0557-82-0389

旅館・ホテル

ロロ⿊船

ろろくろふね

静岡県下田市二丁目2-37

0558-22-5609

飲食料品店

700003711 MPM・CPM

Ｙショップ伊⾖⻑岡駅売店

わいしょっぷいずながおかえきばいてん

静岡県伊⾖の国市南條７７３

055-949-8018

その他小売業

700002764 MPM

和菓子紅谷

わがしべにや

静岡県伊東市中央町4-6

0557-37-2129

飲食料品店

700000522 MPM

和食さと

0550-80-3070

飲食店

700003266 MPM

和食麺処サガミ函南店

わしょくめんどころさがみかんなみてん

静岡県田方郡函南町間宮字横田３２９−４

700003267 MPM

和食麺処サガミ富士宮店

わしょくめんどころさがみふじのみやてん

静岡県富士宮市⻄小泉町8-1

0544-23-6251

飲食店

700003272 MPM

和食麺処サガミ三島萩店

わしょくめんどころさがみみしまはぎてん

静岡県三島市萩336

055-989-3911

飲食店

700001222 MPM・CPM

和の食彩

わのしょくさい

静岡県富士宮市外神２３７−１１

0544-58-3813

飲食店

700007765 MPM

和風ペンション

静岡県伊東市宇佐美3243-39

0557-47-6285

旅館・ホテル

700004679 MPM

笑笑

静岡県熱海市田原本町8-6ハローズ熱海ビル 2階

0557-83-0588

飲食店

700001694 MPM

ワンズレンタカー熱海駅前店

静岡県熱海市田原本町９−１熱海第一ビルB1F

0557-82-5001

レンタカー

御殿場店

天道
りんうっど

熱海駅前店

わしょくさと

ごてんばてん

わふうぺんしょん
わらわら

てんどう
りんうっど

あたみえきまえてん

わんずれんたかー熱海駅前店

静岡県御殿場市川島田880−6和食さと

御殿場店

055-978-8871

飲食店

