
（稲取地区） （稲取地区） （稲取地区） （稲取地区）
ＩＳＫ駅前営業所 開運亭 スナック あおい ホテル 銀水荘

愛菜花ケアプランセンター ＫＡＩ’Ｓ　ＢＡＲ すなっく　さくら ホテル はまのゆ

アクト・コンピューター ＣＡＦＥ　BAR　ＫＡＨＡＮＡ スナック　まい ホテル 水生の庄

アトリエ モボ タケウチ カイド スナック　利ーぷ まえだ苑

網元料理 徳造丸 本店 花月製菓・港の朝市店 スパリゾート竜宮の使い まえだ洋装店

網元料理 徳造丸 魚庵 かしゃばや遠藤・港の朝市店 スミレ美容室 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ ｲｵﾝﾀｳﾝ 稲取店

徳造丸 海鮮家 志津摩店 片野商店 静和設備 松本建築

徳造丸 海鮮家 稲取みなと店 カット イン アケミ 石油屋呉服店 マツモト新聞店

徳造丸 海鮮家 稲取魚庵店 かっぱ食堂 石花海 Manas Cafe(ﾏﾅｽ ｶﾌｪ）

イーストエムズ 加藤ひものみそ漬け店 せるだむ 静商店・港の朝市店

飯田店 カルフール 鮮の恵 まると水産

石井鈑金塗装工業 カレーハウス　向山 セブンイレブン 丸平

居酒屋　樂 川上ガス    伊豆稲取店 まるわ洋品店

イシヤ 川端造園    稲取温泉口店 マロン

伊豆アニマルキングダム 甘味 しるこや悠遊庵 高木写真館 万福亭

伊豆稲取水産 菊栄丸 高嶋治療院 三鈴建設

伊豆稲取スポーツヴィラ 喜久多 高村設備 湊

伊豆急行伊豆稲取駅 喫茶チャーミー 高村染物店 みなみ美容院

伊豆急東海タクシー 絹の会 竹内組 みるく

　　　　　　稲取営業所 絹屋商店 武田理容所 村為商店
伊豆太陽農協稲取支店 きやりば農園 田村電気商会 明宝堂

・港の朝市店 きよみずクリーニング （アドホックタムラ） め組・港の朝市店

伊豆東ワイン 漁船ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ　稲荷丸 田村丸水産港の朝市店 もも屋

伊豆ﾌﾗｲﾄﾊｳｽ＆細野高原 金生建設 田村丸水産 ヤシ

　　　ﾂﾘｰﾊｳｽ村ｷｬﾝﾌﾟ場 クガヤ 田村建設 矢島建設

一丁 クリタ 千葉新聞店 矢島商店

糸島屋 クローバー 中華ふなばし ヤシロ薬局

田舎どぶ漬　叶家 黒初菓子店 土屋薬店 ヤスダ園

イナセツ 圭幸丸 照屋モータース ヤマキン商店

稲取赤尾ホテル こうじや トーシン 山信・港の朝市店

稲取あみもの 糀屋旅館 トミタ薬局 山田工務店

稲取園芸 誇宇耶 虎の穴 山田書店

稲取温泉観光 古新米 鳥よし 山田表具店

稲取漁港直売所こらっしぇ ごとう店 トントン 山田建築

稲取ゴルフクラブ 古民家カフェ　じゃるーん なぶらとと 山田建設

稲取自動車 米粉パン稲虎 ナベヤ金物店 山長水産

稲取車体整備工場 コメヤ理容 西田工務店 山伝建設

いなとり荘 幸美容室 日本ガス興業㈱　稲取SS 山田青果・港の朝市店

稲取東海ホテル 佐藤畳店 野田精肉店 ゆう

稲取ホンダモータース 山海料理 ハンター 呑味処　汐香 吉田商店

稲取ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 三共設備工業 ハイキャット 米澤電設

魚八寿司 司法書士法人　おさだ はな丸水産・港の朝市店 ラーメン　虎太郎

内山建築（内山　中） しゃくなげ ハマダ設備 蘭美容室

雲野歯科クリニック シャディうめはら はまべ荘 龍安堂

エイ・ケイ 収穫体験農園ふたつぼり はらや製菓 理容　斉藤

エリザ 宿長商店 はるみ美容室 理容　ヤマ

演歌　さくら ジョイ美容室 日塚農園・港の朝市店 Y・Y・Shop

遠藤材木店 食事処　花たちばな ピープル 和幸

遠藤製麺 慎ちゃん農園・港の朝市店 ビューティーサロン　空 笑の家・港の朝市店

遠藤塗装店・ピントーラ シントコ理容室 ヒロ美容室

遠藤電気商会 末広 フォトカプセル　稲取

及川建築 豆州やまきち 稲取店 藤井建設

大平荘 鈴木活正事務所 藤辺製菓

岡田名産店 鈴木建設 ふじや

小沢司美容室 鈴木建築 ヘアーサロン　きんぱ

小澤左官 鈴木ふとん店 ﾍﾟﾝｼｮﾝ マスカレード

お食事＆かき氷　キッチン ZEN 鈴屋商店 ポート黒田

おもちゃのマツダ スター美容院 ほてい食堂

　　　　　　　　　        裏面へ

　◎「地域商品券ご利用店」ポスターの掲示してあるお店でご利用できます。　　　　（地区別五十音順）

東伊豆町“地域商品券”及び“敬老祝商品券”取扱店一覧表



（白田地区） （片瀬地区） （奈良本地区） （奈良本地区） （北川地区）
アイリス美容院白田店 熱川重機運輸 アイリス美容院 鳥澤設備 磯辺

阿南ボーリング 熱川ホンダ販売 秋永運送 奈良偲の里　玉翠 インテリア・トリザワ

居酒屋 ひでさん 池上塗装店 熱川館 成田総建 汐見荘

伊豆急行片瀬白田駅 伊豆太陽農協 熱川温泉 粋光 錦 つるやホテル

一休屋酒店         南城東支店 熱川自動車 野中洋蘭園・港の朝市店 TAKE CORPORATION

小沢商事 磯亭 熱川精肉店 羽田製菓 中屋商店

ガラスアート体験教室 うな瀬 熱川設備サービス パブ 桂 星ホテル

城東食堂 エビスヤ食堂 熱川電気 樋の口園 北川温泉ホテル

京極表装店 お宿 しらなみ 熱川バナナワニ園 ｈｉｙｏｋｅｙａ ホテル 望水

金八屋商店 加藤建設 熱川ハーブテラス 平尾理容所 理容 常盤

KM工房 餃子軒 熱川ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ ｊｕｎ　ｊｕｎ ファミリーマート伊豆熱川店

こころ介護 ｺﾝﾋﾞﾆｴﾝｽｽﾄｱｰ川口 熱川プリンスホテル 藤すし

シーサイド京極荘 食事処 燦 あたがわ薬局 ふたり湯宿　湯花満開

セブンイレブン 鈴木理容店 熱川大和館 hair salon Amu
　　　　伊豆白田店 宝薬局 熱川ランドリー ヘアメイクスタジオ　キッズ

高橋建設 チャーム美容室 アロハ カフェ ペンション　ビーグル

東海ツーリストジャパン ティーゼットシーエス 居酒屋 きむら ホーコーストア

中川建設 バーバーやまなし 石井自動車整備工場 ホテル カターラリゾート＆スパ

福住洋品店 浜っ子 伊豆急東海タクシー ホテル 志なよし

不二床 フーズライフ ハナマル 伊豆熱川駅(営) ますみ

不二山商店 福松荘 伊豆急行伊豆熱川駅 まつやま （大川地区）
ふるさと フラワーショップ　花いち 伊豆太陽農協熱川支店 まりも美容室 アイワ電気

美ずき 文化堂 伊豆ホテル　ﾘｿﾞｰﾄ＆スパ 楠 農園・港の朝市店 飯田興業

民宿 かねみ荘 ポットハウス 伊豆冷暖房工業 丸幸米店 碇屋

めしや　一心 まきば商店 今半 丸幸商店 伊豆太陽農協大川店

山本水道工事店 マルイワ ウィズ 湊写真館 いなば美容室

山本畳店 ヨコヤマ時計店 臼井ストアー 三宅グリーンパーク 大川因わさび園

横山「勉」板金 米澤表具店 うめや 村木クリーニング ・港の朝市店

横山板金工業 栄松堂さかいまつ 山桃茶屋 後藤理容室

ＹＳ　ｓａｌｏｎ 太田精肉店 吉野工務店 志賀針灸ﾏｯｻｰｼﾞ治療院

大政建設 リアル カントリー　ｲﾝ 清月堂駅前店

川合電気商会 　　　スピークイージー 清月堂本店

川村歯科医院 理容 カトウ 二度山

玉翠館 みゆき商店

清塚塗装店 山田屋海産

くいしん坊 ローソン東伊豆町大川店

くみあいオートセンター

　　　　　　　熱川営業所

グリーンメンティック

ゲストハウスつくし館

甲子苑

国民宿舎 伊豆熱川荘

坂田組

坂田ふとん店

坂本ガス

坂本米店

里の市場　カネカストア

茶房＆体験工房 さくら坂

寿司正

豆州やまきち 熱川店

ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰﾌｧｰﾑ太田農園

スナック　蜻

鮮魚　やまだ

高橋鍼灸マッサージ

たかみホテル

たたみ工房　ときわ

だるま

寺澤設備

　　　　　　　　　裏面へ

（地区別五十音順）


