東伊豆町内地域共通クーポン取扱店舗一覧
＜10月17日00:00時点で承認された店舗＞

№

店舗名

住所

電話番号

業種

クーポン種別

1

晃山丸

賀茂郡東伊豆町稲取1-10

0557-95-1091 海上運送

紙

2

伊豆東ワイン

賀茂郡東伊豆町稲取

3348-13

0557-95-5151 酒類製造販売

紙

3

東伊豆町観光協会

賀茂郡東伊豆町稲取

3354

0557-95-0700 観光案内、イベント催行 紙

4

磯膳まえだ苑

賀茂郡東伊豆町稲取1008-1

0557-95-2106 宿泊施設

紙・電子

5

食べるお宿浜の湯

賀茂郡東伊豆町稲取1017

0557-95-2151 宿泊施設

紙・電子

6

エステサロンCoquille

賀茂郡東伊豆町稲取1017食べるお宿浜の湯内エステサロンCoquille

0557-95-2997 生活必需品サービス 紙・電子

7

伊東園ホテル稲取

賀茂郡東伊豆町稲取1021-24

0557-95-8500 宿泊施設

紙・電子

8

稲取赤尾ホテル

賀茂郡東伊豆町稲取１０５０番地

0557-95-2222 宿泊施設

紙・電子

9

慎ちゃん農園

賀茂郡東伊豆町稲取1159

0557-95-3682 小売（お土産等） 紙

10 勘造丸

賀茂郡東伊豆町稲取1199

0557-95-3833 小売（お土産等） 紙

11 吟酒むらため

賀茂郡東伊豆町稲取１２７９－１

0557-95-2640 小売（お土産等） 紙・電子

12 はなまる水産（港の朝市店）

賀茂郡東伊豆町稲取1377-5

0557-95-3338 小売（お土産等） 紙・電子

13 カルノーシュピープル

賀茂郡東伊豆町稲取1494-1

0557-95-3680 飲食店（酒類提供あり） 紙

14 ペンション

賀茂郡東伊豆町稲取１５２７‐１

0557-95-1261 小売（お土産等） 紙・電子

15 海一望絶景の宿いなとり荘

賀茂郡東伊豆町稲取1531

0557-95-1234 宿泊施設

紙・電子

16 海一望絶景の宿いなとり荘

賀茂郡東伊豆町稲取1531

0557-95-1234 宿泊施設

紙

ＯＫＡＤＡ

1Ｆ

17 ヤマザキショップ伊豆稲取温泉場店 賀茂郡東伊豆町稲取1558

0557-52-3760 コンビニ・スーパー 紙・電子

18 三喜のお茶

賀茂郡東伊豆町稲取1562-3

0557-95-3311 小売（お土産等） 紙・電子

19 味の宿

喜久多

賀茂郡東伊豆町稲取1568

0557-95-2537 主空白施設

紙

20 味の宿

喜久多

賀茂郡東伊豆町稲取1568

0557-95-2537 宿泊施設

紙

21 味の宿

喜久多

賀茂郡東伊豆町稲取1568

0557-95-2537 宿泊施設

紙

賀茂郡東伊豆町稲取1591

0557-95-3911 主空白施設

紙・電子

23 心湯の宿～SAZANA～

賀茂郡東伊豆町稲取1594-1

0557-95-1122 宿泊施設

紙・電子

24 稲取東海ホテル湯苑

賀茂郡東伊豆町稲取1599-1

0557-95-2121 宿泊施設

紙・電子

25 リラクゼーションHANA 稲取東海ホテル 賀茂郡東伊豆町稲取1599-1

0557-95-2121

紙

26 石花海

senoumi

賀茂郡東伊豆町稲取1604-1

0557-95-2231 主空白施設

紙・電子

27 石花海

senoumi

賀茂郡東伊豆町稲取1604-1

0557-95-2231 宿泊施設

紙・電子

28 稲取銀水荘

賀茂郡東伊豆町稲取１６２４－１

0557-95-2211 旅館

紙・電子

29 セブンイレブン伊豆稲取店

賀茂郡東伊豆町稲取１６４２－１番地 0557-95-2757 コンビニ・スーパー 紙・電子

30 文化公園雛の館

賀茂郡東伊豆町稲取１７２９番地

0557-95-2901

31 静 商店

賀茂郡東伊豆町稲取1735-1

0557-95-3027 小売（お土産等） 紙

32 収穫体験農園ふたつぼり

賀茂郡東伊豆町稲取1813-1

0557-95-2747

33 鳥澤ファーム

賀茂郡東伊豆町稲取1915-1

0557-95-2926 小売（お土産等） 紙

34 蕎麦処

賀茂郡東伊豆町稲取１９４０ー1

0557-95-3658 飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

35 SPA・RESORT 竜宮の使い

賀茂郡東伊豆町稲取1957-1

0557-95-0141 宿泊施設

36 稲取マリンスポーツセンター

賀茂郡東伊豆町稲取1965-6

0557-95-3532 体験型アクティビティ 紙

37 花野果

賀茂郡東伊豆町稲取2036-1

0557-95-1050 小売（お土産等） 紙

38 みるく

賀茂郡東伊豆町稲取2112の1

090-3423-7427 飲食店（酒類提供あり）

賀茂郡東伊豆町稲取2198-2

0557-95-1232 小売（お土産等） 紙・電子

22 石花海別邸

39 徳造丸

海うさぎ

誇宇屋

海鮮家稲取・志津摩店

40 豆州やまきち

稲取店

賀茂郡東伊豆町稲取2829-1伊豆急行稲取駅構内 0557-95-3177

リラクゼーションボディーケア

文化施設（美術館､博物館等）

観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

鉄道

紙・電子
紙・電子

紙

紙・電子
紙

№

店舗名

41 カイド

住所

電話番号

賀茂郡東伊豆町稲取2829-４

業種

クーポン種別

0557-95-2762 小売（お土産等） 紙・電子

42 セブンイレブン伊豆稲取温泉口店 賀茂郡東伊豆町稲取２８４７－１

0557-95-5123 コンビニ・スーパー 紙・電子

43 田村丸水産

賀茂郡東伊豆町稲取２９３－３

0557-95-2113 小売（お土産等） 紙

44 セイジョー稲取店

賀茂郡東伊豆町稲取３００９－１１１ 055-733-2080 小売（お土産等） 紙

45 伊豆稲取テラス

賀茂郡東伊豆町稲取３００９－１１３ 03-3226-3335 体験型アクティビティ 紙・電子

46 徳造丸

賀茂郡東伊豆町稲取3009-18

0557-95-5555 小売（お土産等） 紙・電子

賀茂郡東伊豆町稲取３００９-１８（アニマルキングダム入口）

0557-95-1930 飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

賀茂郡東伊豆町稲取3011-266

0557-52-3681 小売（お土産等） 紙

賀茂郡東伊豆町稲取3031-227

0557-95-2746 飲食店（酒類提供あり） 紙

50 稲取リゾート

賀茂郡東伊豆町稲取3031-367

0557-95-3213 宿泊施設

紙・電子

51 伊豆アニマルキングダム

賀茂郡東伊豆町稲取３３４４

0557-95-3535

紙

52 伊豆稲取スポーツヴィラ

賀茂郡東伊豆町稲取３３４９―１

0557-95-3935 宿泊施設、テニスコート 紙

53 稲取漁港直売所こらっしぇ

賀茂郡東伊豆町稲取3352番地

0557-95-2023 小売（お土産等） 紙・電子

54 花月製菓

賀茂郡東伊豆町稲取3354

0557-95-3190 小売（お土産等） 紙・電子

55 山田青果

賀茂郡東伊豆町稲取3354東伊豆町役場 090-9936-0104 小売（お土産等） 紙・電子

56 寿し魚八

賀茂郡東伊豆町稲取371-4

57 旅館はまべ荘

賀茂郡東伊豆町稲取373旅館はまべ荘 0557-95-3620 宿泊施設

58 甘味しるこや悠遊庵

賀茂郡東伊豆町稲取391

0557-95-2722 小売（お土産等） 紙・電子

59 きんめ処

賀茂郡東伊豆町稲取396

0557-95-5155 飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

賀茂郡東伊豆町稲取402-1

0557-95-2256 小売（お土産等） 紙

海鮮家稲取魚庵店

47 網元料理

徳造丸魚庵

48 クローバー
49 古民家カフェ

ジャルーン

なぶらとと

60 かしゃばや

観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

0557-95-1430 飲食店（酒類提供あり） 紙

紙

61 雛のつるし飾り制作体験工房 絹の会 賀茂郡東伊豆町稲取429

0557-95-0722 体験型アクティビティ 紙・電子

62 ほてい食堂

0557-95-3703 飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

賀茂郡東伊豆町稲取518-13

63 まると水産

売店

賀茂郡東伊豆町稲取563-1まると水産 0557-95-2173 小売（お土産等） 紙

64 有限会社まると水産

賀茂郡東伊豆町稲取563番地1まると水産 0557-95-2173 飲食店（酒類提供あり） 紙

65 テクノマートINATORI

賀茂郡東伊豆町稲取５７６

0557-95-6011 ガソリンスタンド 紙・電子

66 ファミリーレストランヤシ

賀茂郡東伊豆町稲取６４９

0557-95-2364 飲食店（酒類提供あり） 紙

67 飯田店

賀茂郡東伊豆町稲取751番地

0557-95-2009 小売（お土産等） 紙・電子

68 網元料理
69 徳造丸

徳造丸本店
海鮮家稲取みなと店

賀茂郡東伊豆町稲取798

2F（稲取漁港沿） 0557-95-1688 飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

賀茂郡東伊豆町稲取7981F

0557-95-5252 小売（お土産等） 紙・電子

70 山長水産

賀茂郡東伊豆町稲取８１０

0557-95-2628 小売（お土産等） 紙・電子

71 藤邉製菓

賀茂郡東伊豆町稲取817-1

0557-95-2126 小売（お土産等） 紙

賀茂郡東伊豆町稲取970

0557-95-1654 体験型アクティビティ 紙・電子

73 nature retreat RAMA

賀茂郡東伊豆町大川1039-42

0557-52-6380 鍼灸、整体

紙

74 御宿 風月無辺

賀茂郡東伊豆町大川1096-1

0557-23-1500 宿泊施設

紙・電子

75

賀茂郡東伊豆町大川1096-1

0557-23-5055 宿泊施設

紙・電子

76 ザ グラン リゾート エレガンテ伊豆 賀茂郡東伊豆町大川145-1

0557-22-0022 宿泊施設

紙・電子

77 ローソン

賀茂郡東伊豆町大川１６０‐１０

0557-22-1627 コンビニ・スーパー 紙

78 山田屋海産

賀茂郡東伊豆町大川160番地の14

0557-23-2077 小売（お土産等） 紙・電子

79 清月堂

本店

賀茂郡東伊豆町大川247-1

0557-23-0205 小売（お土産等） 紙・電子

80 清月堂

駅前店

賀茂郡東伊豆町大川253-13

0557-23-2603 小売（お土産等） 紙・電子

81 大川因わさび園

賀茂郡東伊豆町大川274

0557-23-1640 小売（お土産等） 紙

82 いさり火

賀茂郡東伊豆町大川３１ー４

0557-23-1363 宿泊施設

72 漁船クルーズ

稲荷丸

マヒナ・グランピング・スパ・ヴィレッジ

東伊豆町大川店

紙・電子

№

店舗名

住所

電話番号

業種

クーポン種別

83 中屋商店

賀茂郡東伊豆町奈良本１０６４－１ 0557-23-0075 小売（お土産等） 紙・電子

84 北川ダイビングサービス

賀茂郡東伊豆町奈良本１１２１

85 ダイブグリーン

賀茂郡東伊豆町奈良本１１２１ー２Ｆ 0557-23-5733 体験型アクティビティ 紙・電子

86 つるや吉祥亭

賀茂郡東伊豆町奈良本1125-4

0557-23-1212 宿泊施設

紙・電子

87 望水

賀茂郡東伊豆町奈良本1126-6

0557-23-1230 宿泊施設

紙・電子

88 吉祥CAREN

賀茂郡東伊豆町奈良本1130-1

0557-23-1213 宿泊施設

紙・電子

89 磯辺

賀茂郡東伊豆町奈良本1131-35

0557-23-0366 飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

90 星ホテル

賀茂郡東伊豆町奈良本1205-116星ホテル 0557-22-2205 宿泊施設

91 伊豆熱川潮風温泉旅館

賀茂郡東伊豆町奈良本1237-23

0557-23-3777 飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

92 熱川ハイツ

賀茂郡東伊豆町奈良本1240-14

0557-23-2300 宿泊施設

紙・電子

93 熱川プリンスホテル

賀茂郡東伊豆町奈良本１２４８－３ 0557-23-1234 宿泊施設

紙・電子

94 食事処

賀茂郡東伊豆町奈良本1253

0557-23-0301 飲食店（酒類提供あり） 紙

95 熱川バナナワニ園パーラー

賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

0557-23-1105 飲食店（酒類提供なし） 紙・電子

96 熱川バナナワニ園分園入園券

賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

0557-23-1105

観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

紙・電子

97 熱川バナナワニ園本園入園券

賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

0557-23-1105

観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

紙・電子

98 熱川バナナワニ園分園売店

賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

0557-23-1105 小売（お土産等） 紙・電子

99 熱川バナナワニ園ワニ園売店

賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

0557-23-1105 小売（お土産等） 紙・電子

100 Ｃａｆｅ

賀茂郡東伊豆町奈良本1253-59

0557-23-2364 飲食店（酒類提供あり） 紙

101 味どころ 今半

賀茂郡東伊豆町奈良本1267-13

0557-23-0806 飲食店（酒類提供あり） 紙

102 伊東園ホテル熱川

賀茂郡東伊豆町奈良本1267-2

0557-23-2200 宿泊施設

103 茶房＆体験工房

賀茂郡東伊豆町奈良本１２７１

0557-22-5566 体験型アクティビティ 紙・電子

104 熱川温泉粋光

賀茂郡東伊豆町奈良本1271

0557-23-2345 宿泊施設

105 楠 農園

賀茂郡東伊豆町奈良本131

0557-23-0476 小売（お土産等） 紙

106 樋の口園

賀茂郡東伊豆町奈良本1319-6

0557-23-1339

107 Real country inn Speak Easy

賀茂郡東伊豆町奈良本1349-7

0557-23-1777 宿泊施設

紙・電子

108 いちごらんど中西

賀茂郡東伊豆町奈良本1381ー2

0557-23-0187

紙・電子

賀茂郡東伊豆町奈良本1457-21

0557-23-4372 宿泊施設

110 Bakery&Table Sweets 伊豆

賀茂郡東伊豆町奈良本1457-30

0557-35-9838 飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

111

伊豆ホテルリゾート＆スパ内

賀茂郡東伊豆町奈良本1457-30

0557-35-9838 飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

112

伊豆ホテルリゾート＆スパ内

賀茂郡東伊豆町奈良本1457-30

0557-35-9838 スパトリートメント 紙・電子

113 伊豆ホテルリゾート＆スパ内 売店 賀茂郡東伊豆町奈良本1457-30

0557-35-9838 小売（お土産等） 紙・電子

うめや

ＰｌｕｍＨｏｕｓｅ

さくら坂

109 リゾートペンション

114 地中海ペンション

ビーグル

Dining&Bar WAVE

エトワールスパ

クノッソス

0557-22-0069 ダイビングサービス 紙・電子

賀茂郡東伊豆町奈良本１４９６－１８ 0557-23-3388

観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

紙・電子
紙・電子
紙・電子

紙

紙・電子

115 野中洋蘭園

賀茂郡東伊豆町奈良本1503-8

0557-23-1795 小売（お土産等） 紙

116 ストロベリーファーム太田農園

賀茂郡東伊豆町奈良本１５３

0557-23-0050

117 熱川バーベキュー

賀茂郡東伊豆町奈良本365

0557-23-0382 飲食店（酒類提供あり） 紙

118 奈良偲の里

賀茂郡東伊豆町奈良本３９－１

0557-23-2171 宿泊施設

紙・電子

119 熱川自動車

賀茂郡東伊豆町奈良本836-1

0557-23-1265

紙・電子

120 臼井ストアー

賀茂郡東伊豆町奈良本952-4

0557-23-0074 コンビニ・スーパー 紙・電子

121 寿司正

賀茂郡東伊豆町奈良本９５７－１１ 0557-23-3715

122 梅ちゃん

賀茂郡東伊豆町奈良本966-7

090-2342-5428 飲食店（酒類提供あり）

紙

賀茂郡東伊豆町奈良本969-1国民宿舎

0557-23-2191 宿泊施設

紙・電子

123 国民宿舎

玉翠

伊豆熱川荘

124 豆州やまきち

熱川店

伊豆熱川荘

賀茂郡東伊豆町奈良本969-3伊豆急行熱川駅構内

観光施設（遊園地、動物園、温泉施設、観光農園等）

自動車販売・整備サービス

飲食店（酒類提供あり）

紙・電子

紙・電子

0557-23-3180 小売（お土産等） 紙

№

店舗名

住所

電話番号

業種

クーポン種別

125 そば うどん しまだ

賀茂郡東伊豆町奈良本971

0557-23-0393 飲食店（酒類提供あり） 紙

126 いでゆ干物店

賀茂郡東伊豆町奈良本978

0557-23-4555 小売（お土産等） 紙

127 ホテル セタスロイヤル

賀茂郡東伊豆町奈良本980

0557-23-1123 宿泊施設

128 熱川館

賀茂郡東伊豆町奈良本981-3

0557-23-2111 飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

129 ゲストハウスつくし館

賀茂郡東伊豆町奈良本981番地

0557-23-0222 宿泊業

130 だるま食堂

賀茂郡東伊豆町奈良本982-1

0557-23-1187 飲食店（酒類提供あり） 紙

131 ホテル志なよし

賀茂郡東伊豆町奈良本983-1ホテル志なよし 0557-23-2260

132 アロハ

賀茂郡東伊豆町奈良本984-4

0557-23-5533 小売（お土産等） 紙・電子

賀茂郡東伊豆町奈良本986-2

0557-23-1126 宿泊施設

賀茂郡東伊豆町奈良本987-1

0557-23-1133 小売（お土産等） 紙・電子

135 熱川シーサイドホテル

賀茂郡東伊豆町奈良本989-1熱川シーサイドホテル

0557-22-6200 宿泊施設

紙・電子

136 ホテルカターラRESORT＆SPA

賀茂郡東伊豆町奈良本992－1

0557-23-2222 宿泊施設

紙・電子

0557-23-2222

リラクゼーションボディーケア

紙

138 ファミリーマート 伊豆熱川

賀茂郡東伊豆町奈良本下松葉１２５３－５ 0557-22-0223 コンビニ・スーパー

紙

139 福の湯

賀茂郡東伊豆町白田１７３３－６３ 0557-22-0008 民宿、宿泊施設

紙

賀茂郡東伊豆町白田２０４

0557-23-0432 宿泊施設

紙・電子

賀茂郡東伊豆町白田３１１ー４

0557-23-1790 小売（お土産等） 紙・電子

142 セブンイレブン伊豆白田店

賀茂郡東伊豆町白田３１８－１０

0557-22-1263 コンビニ・スーパー 紙・電子

143 西紺屋

賀茂郡東伊豆町片瀬1059-2

0557-23-1044 小売（お土産等） 紙

144 HOTEL&RESORT伊豆の音

賀茂郡東伊豆町片瀬5-1HOTEL&RESORT伊豆の音

0557-23-2201 宿泊施設

紙・電子

145 味湯海亭

福松荘

賀茂郡東伊豆町片瀬５３－１味湯海亭

宿泊施設

紙・電子

146 お食事処

うな瀬

賀茂郡東伊豆町片瀬554-12

0557-23-4122 飲食店（酒類提供あり） 紙・電子

賀茂郡東伊豆町片瀬557-8

0557-23-0811 コンビニ・スーパー 紙

148 鮮魚マルイワ

賀茂郡東伊豆町片瀬568-13

0557-22-2930 小売（お土産等） 紙

149 燦

賀茂郡東伊豆町片瀬577-20

0557-22-2004 飲食店（酒類提供あり） 紙

150 吉祥スパ

賀茂郡東伊豆町北川温泉

0557-22-7656 スパサロン

サーフ

133 熱川大和館
134 ふたりの湯宿

湯花満開

137 リラクゼーションHANA ホテルカターラ 賀茂郡東伊豆町奈良本992-1

140 割烹の宿

大観荘

141 昭和シェル石油

147

全日食チェーン

白田給油所

フーズライフ

ハナマル

福松荘 0557-23-1145

宿泊施設

紙・電子
紙・電子
紙
紙・電子

紙

