
熱海市民クーポン券取扱店舗一覧 令和３年１２月２１日時点

名称（屋号） 所在地 電話番号 営業内容

小さなパン工房「ミキベー」 泉178-13 0465-62-7090 パンの製造、販売
まるや名産店 泉23 0465-62-2439 土産品等販売
BON 泉35 0465-63-1839 ランチ(昼)、バー(夜)
カフェ　エフェメラ 泉109-22 0465-62-0004 レストラン
ニューウェルシティ湯河原 泉107 0465-63-3721 日帰り温泉、レストラン他
レストラン春陽亭 泉270-2 0557-80-0288 レストラン
スガハラ理容室 泉56-11 0465-63-2087 理容全般
ゆがわら大野屋旅館 泉231 0465-62-6111 旅館業
ボディーショップ車麗人 泉180-1 0465-62-5219 板金塗装
泉屋石油 伊豆山226 0557-81-2340 ガソリンスタンド
魚久 伊豆山502 0557-80-1343 鮮魚販売
小澤削節店 伊豆山571-48 0557-80-5086 乾物店
至福の彩食　喜余味 伊豆山579-1 0557-80-0981 仕出し、お弁当
下総屋精肉店 伊豆山501 0557-80-0844 食肉販売
丸越酒店 伊豆山466-2 0557-80-2148 酒類販売
百山茶寮 伊豆山1171 0557-81-6000 レストラン
ローザ・ロッソ 伊豆山986-22 0557-48-6480 レストラン
熱海環境サービス 伊豆山1114-1 0557-88-1015 浄化槽清掃、保守点検
熱海倶楽部　迎賓館 伊豆山1171 0557-81-6000 ホテル
熱海ゴルフ倶楽部 伊豆山1171 0557-82-5335 ゴルフ場
伊豆おはな 伊豆山342-3 0557-88-6010 福祉限定タクシー、患者等搬送事業、訪問介護事業
ハートピア熱海 伊豆山717-18 0557-80-4050 旅館業
アメニティハウス 伊豆山187-14 0557-83-2883 リフォーム工事全般等
Boxing school FIST 伊豆山499　多田ビル 080-4523-5015 スポーツジム
江本新聞店 海光町1-4 0557-52-3930 新聞販売店
みのる亭 海光町7-17　熱海サニーハイツ内 0557-86-6767 洋食屋
温泉ホステル　陽の笑 海光町9-8 0557-81-6780 宿泊施設の運営、物販品の販売
初島漁業協同組合　事業部 初島209-1 0557-67-1405 伊勢海老・サザエなどの魚介類販売
初島漁業協同組合　スーパー 初島209-1 0557-67-1404 日用品・食品・飲物・アルコール類・土産物等販売
やまさ 初島217-6 0557-67-1413 土産品販売
磯料理　みやした 初島217-7 0557-67-1466 初島近海の魚介類を使用した漁師料理の提供
おおや 初島176 0557-67-1445 海鮮料理
さかや 初島217-7 0557-67-1473 食堂
食事処なかの２ 初島217-14 0557-67-1480 海鮮食堂
白扇 初島188 0557-67-1486 海鮮食堂
めがね丸 初島213 090-2610-8240 食堂
山本 初島201-2 0557-67-1490 軽食
山六ひもの店　熱海店 春日町17-17 0557-83-5605 干物販売
café BEAUTE 春日町17-14　プリンススマートイン熱海 050-8881-0164 カフェ
日本料理　熱海　凛 春日町9-1　ザ・クレストタワー熱海1階 0557-48-6606 和食料理の提供
和食レストラン　熱海　碧 春日町9-1　ザ・クレストタワー熱海1階 0557-48-6606 和食料理の提供
イベント＆レンタルスペースあたみ庵 春日町17-17　原ビル2階 050-5879-7794 レンタルスペース、貸し会議室
かすが接骨院 春日町16-61　木村ビル1階 0557-83-3997 施術・整体・耳つぼダイエット
グリーンマーケットMOA桃山 桃山町27-1 0557-84-2650 自然食品販売業
La Patisserie du musee par Toshi Yoroizuka 桃山町26-2 0557-84-2511 スイーツ、軽食、喫茶
the café 桃山町26-2 0557-84-2511 ソフトクリーム、スイーツ、喫茶
コーヒー＆スナック　とこや 桃山17-8 0557-81-4730 コーヒー、酒類、軽食
茶室　一白庵 桃山町26-2 0557-84-2511 和菓子、抹茶
二條新町　そばの坊 桃山町26-2　MOA美術館内 0557-84-2777 手打ちそば、天ぷら等提供
のとや 桃山町18-21 0557-82-2345 そば店
和食　花の茶屋 桃山町26-2 0557-84-2835 和食・懐石料理
MOA美術館 桃山町26-2 0557-84-2510 美術品展示鑑賞
ゴールド美容室 桃山町18-31 0557-81-3550 美容業
四季倶楽部　熱海望洋館 桃山町8-27 0557-81-6968 宿泊及び飲食店
東海医療学園総合臨床センター 桃山町19-14 0557-86-3000 鍼、灸、マッサージ
990円マーケット 田原本町9-1 0557-82-6880 婦人服販売
Bakery&Table　ラスカ熱海店 田原本町11-1 0557-81-0300 パンの製造販売、カフェ営業
赤山鮮魚店 田原本町5-2 0557-83-1997 干物の販売
あすなろ薬局 田原本町9-1　第一ビル1階108号 0557-83-5813 調剤薬局
熱海駅前あをきのひもの 田原本町6-12 0557-82-5333 干物名産品販売
熱海フードセンター 田原本町3-6 0557-83-4141 精肉小売
熱海プリン 田原本町3-14 0557-81-0720 洋菓子製造販売
熱海ミルチーズ 田原本町3-18 0557-55-7625 洋菓子製造販売
阿部商店 田原本町5-7 0557-81-3731 菓子製造販売、和雑貨販売
アルカヤ靴店　熱海 田原本町3-4 0557-85-3033 靴販売
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あをきのひもの　ラスカ熱海店 田原本町11-1　ラスカ熱海 0557-81-3232 塩干物販売
石垣書店 田原本町9-1-101 0557-82-2412 書店、コインロッカー
石舟庵　ラスカ熱海店 田原本町11-1 0557-82-6200 和、洋菓子販売
伊豆・村の駅　ラスカ熱海店 田原本町11-1 0557-81-0051 飲食料品、土産物等販売
伊豆十三夜　熱海店 田原本町4-6 090-9954-3588 まんじゅう等の土産菓子販売
泉屋 田原本町4-5 0557-81-4288 菓子製造販売
磯也ひもの店 田原本町3-8 0557-81-0628 海産物、土産物販売
いちごBonBonBerry ATAMIHOUSE 田原本町3-16 0557-55-9550 洋菓子製造販売
岩井名産店 田原本町6-13 0557-81-3443 土産物販売
海友 田原本町11-1　ラスカ熱海204 0557-81-3110 土産物販売
栄八 田原本町5-3 0557-81-4129 惣菜、弁当
駅弁屋　熱海中央売店 田原本町11-1　JR熱海駅構内(1番線ホーム) 0557-83-6238 お弁当、飲料、お土産の販売
駅弁屋　ラスカ熱海店 田原本町131番1外 0557-81-0160 お弁当、飲料、お土産の販売
エスポワール 田原本町9-1　　第一ビル1階 0557-81-4525 雑貨、服飾
オオヤ化粧品店 田原本町5-13 0557-81-4849 化粧品、小間物販売
御菓子処　一楽 田原本町5-5 0557-85-7222 和菓子製造販売
小田原吉匠　ラスカ熱海店 田原本町11-1　ラスカ熱海1階 0557-81-2010 総菜販売
おみやげ処　さ乃 田原本町9-1　第一ビル1階 0557-81-4956 お土産販売
卸部　加納 田原本町1-8 0557-83-7075 雑貨、業務用品販売
菓子舗　間瀬　ラスカ熱海店 田原本町11-1　ラスカ熱海1階 0557-81-1717 菓子販売
金江屋 田原本町3-10 0557-81-6307 小物雑貨、洋服販売
釜鶴ひもの店　ラスカ熱海店 田原本町11-1　ラスカ熱海1階 0557-81-1990 干物他水産加工物販売
カメヤ食品　ラスカ熱海店 田原本町11-1　ラスカ熱海 0557-81-3737 漬物、わさび漬等販売
岸商店　ラスカ熱海店 田原本町11-1　ラスカ熱海1階 0557-81-2772 漬物、土産菓子の販売
靴の店　クック 田原本町9-1　第一ビル2階 0557-83-3386 靴、バック販売
グリーンマーケットMOA熱海 田原本町9-1　第一ビル1階 0557-84-2678 自然食品販売業
工房藍花 田原本町7-6 0557-83-5566 雑貨販売、ギャラリー
桜井農園直売所 田原本町3-10 0557-85-4128 柑橘小売
趣味の店アカオ 田原本町8-5　1階 0557-83-3515 小売店
杉山名産店 田原本町4-4 0557-81-5027 土産品販売
杉養蜂園　熱海店 田原本町6-5 0557-86-3338 はちみつ等販売
鈴廣かまぼこ　熱海ラスカ店 田原本町11-1 0557-81-1147 練り製品販売
住吉屋　ラスカ熱海店 田原本町11-1　ラスカ熱海1階 0557-82-2308 洋菓子、サンドイッチの販売
セレクトショップO2ds 田原本町2-5 0557-85-1077 婦人服、小物　販売
善波酒店 田原本町4-19 0557-81-3245 酒類、食品販売
丹那屋 田原本町5-12 0557-81-3210 温泉まんじゅう製造販売及び各種名産品販売
とくぞう　熱海本店 田原本町4-8 0557-81-0193 海鮮品土産物販売
徳造丸海鮮家ラスカ熱海店 田原本町11-1 0557-81-1930 海鮮品土産物販売
徳造丸海鮮屋　熱海駅前店 田原本町4-6 0557-85-1930 海鮮品土産物販売
魚とや 田原本町3-11 0557-81-4286 名産品販売、イートインスペースでの海産物、静岡ビール、地酒の提供

とまと 田原本町9-1　第一ビル1階 090-7682-2066 婦人服、雑貨
ながつき薬局　熱海店 田原本町9-1　第一ビル1階 0557-82-3123 薬局
なかね 田原本町9-1　第一ビル1階　 0557-83-2910 洋服、バッグ、アクセサリー販売
ひもの光生 田原本町4-5 0557-81-4835 土産物販売
ファミリーマート熱海平和通り店 田原本町3-1 0557-86-4088 コンビニエンスストア
婦人服あべ 田原本町9-1　第一ビル1階 0557-82-8610 婦人服、婦人雑貨等販売
ブティック　ロベリア 田原本町9-1　第一ビル1階 0557-83-4838 婦人服、小物、バック販売
ペルシャン・ギャラリー青山　熱海店 田原本町3-4　一ノ瀬ビル1階 0557-86-4100 絨毯、カーペットの販売等
帽子屋byHIPHOP 田原本町9-1　熱海第一ビル1階 090-3294-6247 帽子、雑貨等販売
雅子洋品店 田原本町7-3 0557-81-5045 市内学校の制服、体育用品等の販売
又一庵謹製熱海ばたーあん 田原本町5-11 0557-81-2777 和菓子販売
豆州やまきち　ラスカ熱海店 田原本町11-1　ラスカ熱海2階 0557-81-3660 土産品総合店舗
丸高名産店 田原本町4-1 0557-81-2697 酒、茶、水産加工品、菓子の販売
丸福名産店 田原本町6-6 0557-81-5035 干物食品、物産の販売
萬八ひもの店 田原本町5-5 0557-82-2430 干物、珍味販売
三木製菓　第一ビル店 田原本町9-1　第一ビル1階 0557-82-2613 洋菓子販売
利久 田原本町4-7 0557-81-5028 おまんじゅう製造・販売
Café Agir 田原本町8-5　2階 0557-83-3412 カフェ
CAFE KICHI 田原本町5-9 0557-86-0282 カフェ
EBISU-YA駅前店 田原本町5-13 0557-85-3150 缶詰バー、プレスせんべい
KICHI+ 田原本町6-11 0557-82-8833 食堂カフェ
Merienda 田原本町3-22 0557-55-7979 ワッフルやドリンクなどの提供
熱海駅前おさかな丼屋 田原本町3-7 0557-81-3339 飲食店
熱海おさかな・大食堂 田原本町3-1　熱海魚熊ビル2階 0557-48-6855 飲食店
熱海まぐろや 田原本町9-1　第一ビル地下1階 0557-83-1880 海鮮丼
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熱海美虎　ラーメン・シューマイ 田原本町2-11　マリーンライフ203 0557-85-6131 ラーメン、シューマイの提供並びにお持ち帰り
雨風本舗 田原本町5-14 0557-85-1817 ラーメン
伊豆太郎　ラスカ熱海店 田原本町11-1　ラスカ熱海3階 0557-81-1855 飲食店
伊豆中　ばんばん食堂　ラスカ熱海店 田原本町11-1　ラスカ熱海3階 0557-81-2880 海鮮和食
磯丸　平和通り店 田原本町3-6 0557-83-4144 寿司
うな重 田原本町2-7 0557-81-5826 鰻料理店
燕京 田原本町5-9 0557-81-6534 中華料理店
おさしみ食べ放題　熱海おさかなパラダイス 田原本町3-1　熱海魚熊ビル3階 0557-55-7327 飲食店
お食事処　さくら 田原本町9-1　第一ビル地下1階102 0557-85-5910 飲食店
温泉つけ麺維新　熱海本店 田原本町9-1　第一ビルB1 0557-82-3666 つけ麺・ラーメンの販売
海鮮レストラン　チップ 田原本町9-1　第一ビル2階 0557-82-2982 飲食店
カフェプランタン 田原本町6-5 0557-81-3721 カフェ
釜めし・串の店　味くら 田原本町8-5　地下1階 0557-83-7321 飲食店
喫茶ミルク 田原本町4-7 0557-83-5700 飲食店
喰い焼き処　我旬 田原本町3-6 0557-83-4141 焼肉屋
珈琲専科讃 田原本町4-19 0557-81-2753 喫茶店
五味八珍　ラスカ熱海店 田原本町11-1　ラスカ熱海3階 0557-81-1313 中華ファミリーレストラン
茶房藍花 田原本町7-6 0557-83-5566 自家焙煎珈琲、甘味
食事とお酒の店　るな。 田原本町8-12 0557-81-5469 食堂
食事処　海蔵 田原本町3-11　友高ビル2階 0557-81-6651 食堂
食事処ふくや 田原本町1-5 0557-81-2662 しゃぶしゃぶ
そうめん次郎 田原本町9-1　第一ビル地下 0557-81-9988 食堂、創作そうめんや
だるま 田原本町7-5 0557-81-3321 すし、そば
手打ちそば　飯山 田原本町1-11 0557-82-4573 そば屋
手打ちそば　泉八 田原本町3-8 0557-81-5911 そば、うどん、丼
デジキューBBQテラス　ラスカ熱海店 田原本町11-1 4階屋上 070-5556-0932 BBQ場の運営、場所貸し、食材ドリンク提供
どろめ　熱海駅前店 田原本町3-17 0557-85-8855 飲食店
仲見世　いわい 田原本町6-13 0557-81-3443 和食
成木屋 田原本町7-6 0557-83-0323 蕎麦屋
パスタ屋一丁目　ラスカ熱海店 田原本町11-1 0557-81-2341 飲食店
パン樹　久遠 田原本町7-3 0557-81-3310 ベーカリーカフェ
レストラン　フルヤ 田原本町8-9 0557-82-4048 レストラン
和食処　こばやし 田原本町3-8 0557-81-1686 日本料理
和風レストラン　たしろ 田原本町9-1　第一ビルB1 0557-83-4650 和風レストラン
ATAMI－Trycycle 田原本町9-1　第一ビル1階 0557-48-6340 レンタサイクル
伊東園ホテル　熱海館 田原本町4-16 0570-020-780 宿泊業
榎本不動産部 田原本町3-4 0557-81-3001 不動産業、不動産管理業
小林はり・灸マッサージ接骨院 田原本町8-6　ハローズビル302号 0557-81-8763 鍼灸マッサージ、接骨院
ヘアアート　サエグサ 田原本町6-13 0557-81-3755 理容業
リラクゼーション＆エステはれの癒/わたしのハイフ熱海店 田原本町3-4　一瀬ビル2階 050-3627-7117 エステサロン
サンビーチ熱海SS 東海岸町14-2 0557-81-5385 ガソリンスタンド
ローソン熱海サンビーチ店 東海岸町15-45 0557-82-8388 コンビニエンスストア
blue nine café 東海岸町4-11　2階 0557-55-9180 カフェダイニング
ホテルサンミ倶楽部別館　でん助茶屋 東海岸町14-66 0557-85-8000 飲食店
熱海温泉さくらや旅館 東海岸町9-11 0557-81-0345 旅館業
熱海シーサイド　スパ＆リゾート 東海岸町6-53 0557-82-8111 宿泊業
古屋旅館 東海岸町5-24 0557-81-0001 宿泊業、土産物販売
ホテル貫一 東海岸町1-2 0557-81-3595 旅館、宿泊サービス業
湯宿　みかんの木 東海岸町1-11 0557-81-1533 旅館業
熱海プリンカフェ2nd 銀座町10-12 0557-85-1112 洋菓子製造販売
熱海フルーツセンター 銀座町4-10 0557-81-0271 果実販売
あをきのひもの　本店 銀座町10-20 0557-81-2106 塩干物販売
釜鶴ひもの店　海岸支店 銀座町11-6 0557-81-2263 干物他水産加工物販売
釜鶴ひもの店　本店 銀座町10-18 0557-81-2172 干物他水産加工物販売
絹川屋 銀座町10-17 0557-81-2537 袋物、手掲げ小物販売
小宮袋物店 銀座町7-7 0557-81-2758 ハンドバック、カバン、財布販売
杉本薬局 銀座町10-18 0557-81-2231 薬局
セブンイレブン熱海銀座町店 銀座町12-1 0557-83-0538 コンビニエンスストア
セミニョン 銀座町8-22 0557-81-0502 ブティック
芹沢書店 銀座町1-25 0557-81-8111 書籍販売
創作工房アトリエラウト 銀座町8-5 0557-86-4470 衣類・アクセサリー、その他各工芸品などの販売
タカハシ洋装店 銀座町8-18 0557-81-4930 婦人服販売
つばき屋　佐藤油店 銀座町6-6 0557-81-2575 椿油、酒類及び観光土産品の販売
常盤木羊羹店　總本店 銀座町9-1 0557-81-4421 和菓子の製造販売
中野新聞舗 銀座町1-18 0557-81-2233 新聞配達業

※追加・更新した店舗は赤字になっています
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ファミリーマート　丸文熱海店 銀座町5-11 0557-85-1600 コンビニエンスストア
ふじや服飾店 銀座町6-2 0557-82-0228 服飾店
藤原時計店 銀座町3-10 0557-81-1234 時計、宝石小売販売
ブティック　Nomura 銀座町3-4 0557-81-7243 婦人服販売
仏蘭西菓子　MONT BLANC 銀座町4-8 0557-81-4070 洋菓子製造販売
本家ときわぎ 銀座町14-1 0557-81-2228 和菓子製造販売
メガネのフジワラ 銀座町8-6 0557-81-1001 メガネ、サングラス、補聴器備品、小売販売
稲田時計店 銀座町8-10 0557-81-2511 宝石、時計、メガネ 販売
花菱 銀座町8-11 0557-81-2789 洋品
BAR　Dr.Smuggler 銀座町2-12　平沢ビル1階 0557-83-2468 ショットバー
karaoke BAR 2F 銀座町2-12　平沢ビル2階 0557-55-9655 酒類の提供
MARUYA　Terrace 銀座町7-8　1階 0557-82-0389 カフェ＆バー
Organic Box 銀座町10-18 0557-81-2231 オーガニックカフェ
QUARTO 銀座町10-19 0557-81-2585 カフェバー
味さと　熱海店 銀座町7-12 0557-82-8220 海鮮料理屋
味よし屋 銀座町7-17 0557-82-6990 仕出し製造業、食堂
熱海銀座おさかな食堂 銀座町8-8 0557-82-3715 飲食店、居酒屋
熱海銀座おさかな食堂はなれ 銀座町6-6 0557-55-7171 飲食店
アリランホットドッグ熱海店 銀座町8-3 0557-81-4757 チーズドッグ、タピオカ、韓国食事
一番軒 銀座町1-19 0557-81-5607 中華料理店
海幸楽膳　釜つる 銀座町10-11 0557-85-1755 和食店
お肴野郎清介 銀座町8-9　對木ビル1階 0557-55-7762 和食・創作料理等の提供
おばんざい　こだま 銀座町5-1 0557-83-2648 食堂
海鮮イタリアン＆オイスターバー　かぎや 銀座町8-15 050-5486-5360 飲食店
カフェ　ド　シュマン 銀座町1-22 0557-81-2079 フランス料理店
奏蓮 銀座町4-11　グリーンビル102 090-7024-3000 スナック
クラブ　POLARIS 銀座町7-6 0557-83-7300 クラブ、キャバレー
クラブメルヘン　アラスカ店 銀座町4-5 0557-86-5566 クラブ
クラブメルヘン　ザ・ウェイブス 銀座町3-4 0557-85-7700 クラブ
ごっつお屋ま～る 銀座町9-12　AQUAビル1階 0557-85-0911 和食居酒屋
更科 銀座町4-1 0557-81-2620 日本そば、うどん
三松鮨 銀座町4-6 0557-81-3022 飲食寿司店
純喫茶　パインツリー 銀座町7-7 0557-81-6032 飲食業
寿し忠 銀座町7-11 0557-82-3222 寿し、海鮮丼、定食
炭火焼　ホル満 銀座町9-12　AQUAビル1階 0557-81-8181 飲食店
炭火焼肉　瓢箪屋 銀座町4-9 0557-81-2852 焼肉店
そば処　利久庵 銀座町10-21 0557-86-1058 そば前・そば屋
宝亭 銀座町5-10 0557-82-3111 洋食
テルマーレ 銀座町3-7　山彦ビル1階 0557-83-6767 イタリア料理
常盤木羊羹店　茶房陣 銀座町9-13 0557-81-8633 カフェ
飲み食い処　山洋水産 銀座町8-11 0557-81-1135 海鮮食堂（昼）、海鮮居酒屋（夜）
ハイボール酒場　山洋水産 銀座町7-14 0557-27-2070 居酒屋
花かがり 銀座町3-5 0557-83-2951 鮮魚等の料理や酒類の提供、居酒屋
羽つき餃子　濱よし 銀座町5-9 0557-81-0048 羽つき餃子と中華そば
浜作 銀座町8-18 0557-81-7537 和食
福ヤ熱海店 銀座町10-16 アルカサバ熱海銀座ビル1階 0557-82-0555 とんこつ久留米ラーメン店
焼肉　南大門 銀座町7-14 0557-82-1859 焼肉店
焼肉レストラン　秘苑 銀座町8-18 0557-83-5558 焼肉レストラン
やすい 銀座町4-14　平澤ビル1階 0557-81-5061 スナック、バー
やまもと 銀座町10-16 0557-81-2277 うどん居酒屋
らーめん　しゅん 銀座町7-11 0557-83-1368 らーめん店
和栗菓子　kiito -生糸- 銀座町8-9 0557-52-3551 和栗菓子販売
熱海ニューフジヤホテル 銀座町1-6 0557-81-0111 宿泊業
おしゃれ美容室 銀座町14-4 0557-81-3864 美容業
YMH 銀座町8-21 0557-48-6826 トータルボディケア
メルヘン企画 銀座町4-5 0557-85-0003 宿泊施設等へのコンパニオン請負業
住吉屋　本店 渚町13-2 0557-81-4744 洋菓子、パンの販売
セブンイレブン熱海渚町店 渚町25-11 0557-83-0538 コンビニエンスストア
つるや 渚町15-11 0557-81-4448 貴金属販売
丸富酒店 渚町17-10 0557-81-4360 酒類食品小売販売
三木製菓　本店 渚町3-4 0557-81-4461 洋菓子販売
Café&Restaurant Nagisa 渚町10-5 0557-81-8001 カフェ、レストラン
Izakaya Snack くじゃく 渚町13-11　寿し忠ビル1階 0557-83-1788 スナック
Selfish　Diner 渚町15-11 0557-52-6681 ハンバーガーショップ
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Sunrise Café 渚町18-7 090-7083-3636 ワンコインバー、弁当
熱海三代目和可奈〇（和可奈寿し） 渚町15-6 0557-81-4272 寿司、和食
熱海渚町・おさかな丼屋・ビストロ 渚町5-1 0557-83-7055 飲食店
雨風食堂 渚町15-3 0557-83-4034 食堂
淡島ずし 渚町3-3 0557-81-4323 寿司屋
イタリアンレストランMON 渚町7-15 0557-81-2212 イタリア料理
おやじの蔵 渚町7-1 0557-85-6330 和食
喫茶　田園 渚町12-5 0557-81-5452 喫茶店
京好み　嵐山 渚町19-16　メゾンド渚101 0557-81-5799 お好み焼き
串特急　熱海店 渚町5-4 0557-86-5109 総合居酒屋
酒処　平ちゃん 渚町10-9 0557-82-6848 居酒屋
幸華 渚町12-11 0557-81-3901 中華料理店
旬夏秋冬 渚町21-15 0557-85-3135 和食処
食堂まさる 渚町13-5 0557-81-8897 食堂
スナック・けいちゃん 渚町10-9　菊川会館 0557-83-3908 酒類、おつまみ販売
スナックVIP 渚町15-14　川長ビル 0557-81-2771 酒類、カラオケ
すなっくまみ 渚町18-7 0557-82-3391 スナック
ナギサコーヒー店 渚町10-5 0557-81-4771 喫茶店
ひょうたん 渚町16-4 0557-81-3194 和食
ホワイトハウス 渚町10-1 0557-83-2341 スナック
やきとり　鳥満 渚町16-14 0557-81-8728 飲食店（焼鳥屋）
焼肉レストラン　南海苑 渚町12-7 0557-83-2972 焼肉一般
レストラン　クレール 渚町1-1 0557-81-8467 レストラン
レストラン　スコット 渚町10-13 0557-81-9493 洋食堂
レストラン　テール・エ・メール 渚町19-11 サンポート1階 0557-82-7665 レストラン
魯風人　熱海店 渚町20-6 0557-48-6663 タンシチュー、ビーフシチュー
和韓料理　おふく 渚町8-7 090-1281-7468 和食、韓国料理
熱海玉の湯ホテル 渚町26-11 0557-81-3561 旅館業
熱海山口美術館 渚町24-1 0557-27-2411 美術館の運営、カフェ、ショップ運営
中島わさび漬製造所 渚町22-2 0557-81-4051 わさび漬の製造、わさび関連商品等販売
青木紙店 中央町1-2 0557-81-8258 事務用品、OA機器類、印刷
あたみ近江屋 中央町1-7 0557-82-5252 酒類、食料品の販売
太田屋 中央町9-6 0557-81-4050 菓子製造販売
岡田薬局 中央町4-18 0557-82-6111 薬局
かめや洋装店 中央町16-1 0557-81-2811 婦人服販売
こどもふく　カメヤ 中央町17-9 0557-83-2032 子供服販売
新宿製麺 中央町4-23 0557-81-5230 麺製造販売
セブンイレブン熱海中央町店 中央町19-18 0557-82-3722 コンビニエンスストア
東京ゴム 中央町15-5 0557-82-4156 靴の販売
富岡酒店 中央町14-3 0557-81-2523 酒類販売
中田屋精肉店 中央町4-23 0557-82-4111 食肉販売
海苔勝 中央町11-23 0557-81-7969 海苔、茶　卸　小売
ハシモトヤ洋品店 中央町3-6 0557-81-2167 婦人用品小売業
ハンディホームセンター　熱海店 中央町12-30 0557-81-8222 ホームセンター
藤元鮮魚店 中央町4-22 0557-81-2983 からすみ、干物、佃煮等の製造販売
村越魚店 中央町7-4 0557-82-4087 鮮魚販売
眼鏡市場　熱海店 中央町1-9　中央ビル1階101 0557-83-7820 メガネ、コンタクトレンズ、補聴器販売
モトハウス 中央町10-8 0557-82-8198 二輪車販売、修理
ゆーび 中央町18-4　1階 0557-82-6387 生花店
わかなや 中央町3-3 0557-81-2441 和菓子製造販売
Choud La mer 中央町14-3　富岡ビル102 0557-48-7797 飲食業
LA SCARPETTA 中央町8-5　栗原ビル1階 0557-83-3909 イタリアンレストラン
LEO 中央町12-21 0557-29-6633 スナック
PASHA AGAIN(パシャアゲイン) 中央町10-15　1階 0557-84-0039 クラブ、キャバクラ
Relaxing Bar G Floor 中央町10-15　ニューオオマツビル1階 0557-48-6001 酒類提供
Rien 中央町10-2　ナカムラビル2階 080-6674-0767 スナック
Sands　Bay(サンズベイ) 中央町10-7　2階 0557-83-3853 クラブ、キャバクラ
SMOKY'S BAR 中央町10-2　中村ビル1階 090-6490-3039 飲食店
THE TAJ 中央町4-19　1階 0557-82-3177 インド料理
Yakiniku&CraftBeer 田 中央町1-5　水梅ビル1階 0557-85-3245 樽生クラフトビールと尾崎牛焼肉
赤とんぼ 中央町11-25 0557-82-3350 居酒屋
あたみ　田中家 中央町1-5　水梅ビル1階 050-1540-5602 ラーメン屋
熱海一寿司 中央町2-2 0557-86-4061 寿司店
熱海美虎　本店 中央町16-3 0557-48-7211 中国料理の提供、総菜提供、お持ち帰り
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居酒屋　いと川 中央町10-2 0557-83-1949 居酒屋
居酒屋　とと庵 中央町7-9 0557-81-8545 居酒屋
伊太利an 中央町7-6 0557-81-3228 ピザハウス
うまい鮨勘　熱海支店 中央町1-2 0557-86-5252 寿司店
エンジェル 中央町10-7　和田ビル1階 0557-81-5989 カラオケ飲食
オステリア　テゴラ 中央町10-13 0557-81-6888 イタリア料理
おばんざい　大和田 中央町9-5 090-7676-5357 食事、飲物
おふくろの味　るい 中央町4-5 0557-83-2955 居酒屋
喜撰 中央町4-3 0557-82-5954 カツサンド販売
キッチン　樹樹 中央町18-1　京美堂ビル101 0557-29-6699 飲食店
牛たん　いち江 中央町10-10 0557-27-1086 飲食店
クラブ　オーシャン 中央町10-9　三楽ビル1階 0557-84-0855 クラブ
酒肴房　ばんふ 中央町6-1　花本ビル2階 0557-81-4624 スナック
ジャケット 中央町7-12 0557-35-9111 クラブ
食事処くいしんぼう 中央町4-10 0557-83-1957 和食、居酒屋
すなっく 中央町9-3　藤間中央町ビル1階 090-7083-3636 スナック
スナック　CAROL 中央町11-20 0557-52-6115 飲食店
スナック　ベルデ 中央町5-13 0557-82-5400 酒類、軽食 販売
スナックキュウティー 中央町10-2　中村ビル1階 0557-82-1040 スナック
炭火焼肉　壽 中央町6-10 0557-81-2987 焼肉店
せり 中央町9-3　コーポ藤間ビル2階 0557-82-1132 スナック
善作 中央町18-10 0557-85-3260 和食店
大一樓 中央町4-2 0557-81-3767 中華料理店
鉄板焼き　ゑびす屋 中央町12-5 0557-83-4158 鉄板焼、お好み焼き
てんぷら　鶴吉 中央町11-1 0557-86-2338 てんぷら
鶏一熱海本店 中央町18-10 0557-27-2567 温泉からあげ専門店
はこめしや 中央町4-9 0557-86-2777 お弁当販売
ひさ花 中央町11-2 0557-85-3329 海鮮系居酒屋
フォンテーヌブロー 中央町15-4　富岡セカンドビル1階 0557-85-2250 スナック
藤花茶寮　新広楼 中央町1-5 0557-82-0815 中華料理店
プライベートサロン灯影 中央町11-22　今井ビル1階 0557-83-3931 バー
穂津美 中央町9-3 0557-82-7772 スナック
まつい 中央町10-4 0557-81-0919 飲食店
ミスティ 中央町10-21 0557-83-4469 スナック
むさし乃 中央町11-19 0557-81-3216 日本そば
もちっこ茶屋　初川 中央町14-11 0557-83-7933 居酒屋
モン・レーヴ 中央町2-2 0557-55-9161 洋食
やきとり万楽 中央町7-3 0557-81-6496 焼き鳥
拉麺　はまだや 中央町10-7　沢口ビル1階 090-8735-5358 ラーメン店
ライブスナック　キッス 中央町10-7　沢口ビル地下1階　 0557-81-8757 ライブカラオケ
ラピスラズリ 中央町6-1　花本ビル1階 0557-82-5401 クラブ
りゅうぎや 中央町3-1 090-6364-0808 カフェ、お弁当、総菜販売
-ekolu- private eyelash salon 中央町18-4　おしゃれビル2階 070-1403-1246 エステサロン
コンパニオン　ジャケット 中央町6-1 0557-85-2493 コンパニオン請負業
ツイキ歯科医院 中央町19-27　對木ビル3階 0557-83-1183 歯科医療
ビューティー　JOY 中央町18-8　布袋屋ビル2階 0557-82-2777 美容業
ビューティー＆ヘッドスパ　JOHAN 中央町3-1　地下1階 0557-83-1060 美容業
美容室　ちゅらさん 中央町12-5　YMビル1階 0557-35-9925 美容業
美容室ピジョン 中央町19-31　布袋屋第2ビル2階 0557-82-2700 美容業
山木旅館 中央町14-9 0557-81-2121 旅館業
Hair　Salon　VENUS 中央町3-14　友楽ビル2階 0557-85-2313 美容業
谷口商店 水口町10-14 0557-81-4167 食料品、雑貨小売業
西島精肉店 水口町6-4 0557-81-2522 食肉販売
おお川旅館 水口町11-32 0557-81-6288 宿泊業
ライフサポート　パルモ 水口町14-2 0557-81-5670 鍼灸マッサージ
来の宮　健康パン 福道町7-9 0557-81-3378 菓子製造販売
ファミリーマート　東海来宮店 福道町3-18 0557-81-9231 コンビニエンスストア
味の洋食　とん一 福道町7-11 0557-83-0704 洋食店
来宮　久遠 福道町3-16 0557-82-0588 ベーカリーカフェ
菓子の木　来宮店 福道町7-17 0557-83-7281 洋菓子製造販売
中島わさび漬製造所　支店 福道町3-29 0557-81-4711 わさび漬の製造、わさび関連商品等販売
熱海無線 上宿町13-5 0557-81-4928 家電販売、修理
魚竹 上宿町4-3 0557-81-3792 干物販売
延命堂 上宿町3-28 0557-81-2246 菓子製造販売

※追加・更新した店舗は赤字になっています
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佳秀屋 上宿町19-20 0557-82-8118 酒類販売
柿乃木　カフェレストラン 上宿町1-25 0557-81-7070 スペイン、イタリア料理
今井写真館 上宿町2-21 0557-81-2128 写真撮影、写真修復、複製
コクブ理容室 上宿町5-2 0557-82-0845 理容業
日航亭　大湯 上宿町5-26 0557-83-6021 日帰り温泉浴場
ヘアーワークス　イケダ 上宿町2-20 0557-81-7258 理容業
理容館　桃太郎 上宿町4-37 0557-81-1907 理容業
Imbiss熱海 咲見町12-13　渡辺ビル1階 0557-83-7873 手造りハム、ソーセージの販売
熱海シェル石油販売 咲見町10-15 0557-81-9147 ガソリンスタンド
アルカヤ🄬 咲見町9-8 0557-52-3777 靴販売
伊豆装備 咲見町10-9 0557-81-8059 インテリアリフォーム、インテリア用品販売
介護ショップ　ミズタニ 咲見町12-13 0557-81-3926 介護用品一般販売
菓子舗　間瀬　咲見町店 咲見町4-29 0557-81-6660 菓子販売、喫茶
岸商店 咲見町12-12 0557-82-2192 漬物の製造販売、土産菓子の卸売
基地　TESHIGOTO 咲見町12-10 0557-48-7919 物販
健康館 咲見町7-31 0557-83-1577 中国茶、雑貨小物販売
骨董屋おのぶ 咲見町7-48　咲見町ハイツ107 0557-86-5810 骨董品、リサイクル品販売
壽屋呉服店 咲見町2-5 0557-81-4184 呉服店
城たいがの店 咲見町12-16 090-7462-8608 土産品　小売
杉山園茶店 咲見町7-27 0557-81-2695 茶小売
すずき生花店 咲見町4-41 0557-82-3555 生花店
石舟庵　熱海店 咲見町9-2 0557-81-7776 和、洋菓子販売
セブンイレブン熱海咲見町店 咲見町10-3 0557-84-0277 コンビニエンスストア
茶千 咲見町7-48 0557-83-1919 茶小売業
チャリティショップ熱海 咲見町7-48 リサイクル品販売
珍味のくり原 咲見町4-34 0557-81-4075 珍味等販売
電化ショップテンジン 咲見町4-3 0557-81-7441 家電製品販売・修理、電気工事
天神酒店 咲見町4-1 0557-83-1144 酒類販売
トータルファッション　もりりん 咲見町11-15　コッコラーレ熱海1階 0557-85-8010 婦人服、アクセサリー等小物販売
なかだのうめぼし 咲見町1-14 0557-81-4047 梅干、漬物、佃煮等の小売
藤中靴店 咲見町4-28 0557-81-3762 靴小売販売
水谷寝具 咲見町12-13 0557-81-3921 寝具、貸布団、インテリア等
Café　Beluga 咲見町9-7 090-2203-5244 クラフトビールとロシア料理
うお咲 咲見町7-48 咲見町ハイツ102 0557-55-7639 和食
お魚のすり身の店　山田屋 咲見町10-1 0557-82-3170 練製品製造直売店
喫茶グリム 咲見町7-27 0557-81-2695 喫茶店
くろんぼ 咲見町3-1 0557-82-2627 喫茶
こばち 咲見町7-31 090-6582-5565 モーニング、ランチ、ドリンクサービス
地魚料理・鮨　佐々木 咲見町7-29　武富ビル1階 0557-86-1160 地魚料理・鮨
そば処　長舟 咲見町10-7 0557-83-6080 そば、うどん
バルバルATAMI 咲見町7-48　咲見町ハイツ101 0557-48-6062 居酒屋
ひらり 咲見町12-6 090-6192-2600 食事
プリン亭 咲見町7-48 090-8735-5784 純喫茶
柾家 咲見町10-5　キャピタル熱海1階 0557-83-7342 和食
龍華庭　ふくろう 咲見町7-34 0557-83-0040 居酒屋、お食事処
熱海温泉ホテル夢いろは 咲見町4-6 0557-82-1151 宿泊業
アタミシーズンホテル 咲見町6-1 0570-025-780 宿泊業
サーティーズヘアハウスクラブ 咲見町7-48　咲見町ハイツ108号 0557-83-1030 美容業
陶芸工房　doka　土火 咲見町8-1 0557-82-6780 陶芸教室
マキシム美容室 咲見町3-16 0557-82-0839 美容業
ミサ美容室 咲見町10-8 0557-82-1745 美容業
小林治療院 咲見町12-22 0557-86-4411 鍼灸マッサージ業
名倉堂接骨院・鍼灸部 咲見町4-39 0557-81-3283 施術業
PLANTS-ROOM 清水町6-22 0557-82-6708 生花店
秋本薬局 清水町8-9 0557-82-4193 薬局
旭屋ふとん店 清水町14-5 0557-81-5049 タオル、パジャマ、エプロン等の販売
あんしん工房 清水町14-4 0557-81-7165 感染症対策に関わる商品の物販
井上紙店 清水町12-13 0557-81-2439 文房具小売業
大木生花店 清水町12-10 0557-82-6105 生花販売
オオヤ化粧品店 清水町20-1 0557-82-1060 化粧品、小間物販売
オガワ商店 清水町8-1 0557-83-0855 食料品、青果、雑貨
米粉パン工房 SAWAS 清水町20-14 090-1756-0425 米粉パン販売
佐伯新聞店 清水町19-9 0557-81-5654 新聞配達
シャディ　あーる 清水町25-23 0557-81-8266 ギフト用品の販売

※追加・更新した店舗は赤字になっています
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手芸の店　まるやま 清水町12-14 0557-81-0952 手芸用品小売
高橋薬局 清水町1-16　鈴木ビル1階 0557-81-4478 薬局
中島水産市民市場 清水町20-2 0557-83-6363 生鮮品、惣菜
バク洋菓子店 清水町21-7 0557-82-3876 菓子製造販売
モンテスミヨシ 清水町1-14 0557-83-0144 洋菓子、サンドイッチの販売
安良喜ふとん店 清水町20-4 0557-83-1112 寝具、小物　販売
リサイクルあたみ 清水町13-12 090-5448-5554 リサイクル、化粧品
coffee house 茶々 清水町11-11 0557-85-8090 自家焙煎珈琲店
MOON 清水町4-7 0557-81-5855 スナック
あらたま 清水町6-27　ニュー山田ビル103号 0557-82-2002 喫茶　ランチ
魚ごころ　季魚喜人 清水町1-5　3階 0557-82-7070 飲食店（和食、海鮮）
甘味処　福屋 清水町10-10　アルス熱海1A 0557-81-4777 和スイーツ、そば、うどん
食事処　惠 清水町2-6 090-8679-4970 カレー、定食等の提供
食事処うおなお亭 清水町14-8 0557-83-2993 和食
スナック　水珠 清水町5-5　丸源ビル59 129号 0557-85-5787 スナック
そうめん次郎　空Qoo 清水町16-8　小林ビル1階 0557-85-4173 飲食店
ちゅうしんの蔵 清水町4-16　SJビル1階 0557-81-8188 居酒屋
寺子屋キッチン 清水町7-16 080-2633-6718 カフェ
ピザーラ熱海店 清水町22-8 0557-85-5700 ピザ宅配
和菜　蓬 清水町12-5 0557-82-4147 飲食店
和食処　天匠 清水町4-16　SJビル1階 0557-82-3383 一般食堂
かおり温灸院 清水町13-11 0557-82-8533 生姜のお灸、鍼
東海プランニング 清水町5-17 0557-81-6800 コンパニオン派遣
美容室　森 清水町12-14 0557-81-0400 美容業
米倉畳店 清水町9-13 0557-81-3093 畳工事
サイバーネット 清水町1-15 0557-82-3734 インターネット関連サービス
さかい接骨院 清水町14-1 0557-85-0366 ケガに対する保険治療・自由診療
アオカツ 昭和町16-3 0557-81-3221 衣類、小物雑貨販売
石和酒店 昭和町17-13 0557-81-2313 酒販売
菊香堂 昭和町1-12 0557-81-4079 パン製造販売
杉本鰹節商店 昭和町1-13 0557-81-2648 鰹節、乾物小売
ノエビア　江馬 昭和町3-19 0557-81-4085 化粧品小売(会員のみ)
フジマデンキ 昭和町1-11 0557-81-2679 家電販売修理
マリオネット 昭和町5-2 0557-81-3750 手芸材料全般、各種手芸教室
翠芳園 昭和町19-2 0557-81-3903 茶・海苔販売
山﨑電機商会 昭和町19-4 0557-81-6437 家電販売修理
山平燃料 昭和町6-33 0557-81-2225 燃料取扱等
居酒屋　こころ 昭和町13-23 マリモビル1階 0557-85-3367 居酒屋
中華点心　天天 昭和町1-3　小林ビル1階 0557-82-8211 中華点心・中華総菜・お弁当
洋食とき 昭和町22-20 0557-81-4826 洋食店
レストラン米久 昭和町13-18 0557-82-1670 洋食店
SPCC（SOLICパーソナルコンディショニングセンター） 昭和町14-1 0557-86-5277 スポーツクラブ、ピラティススタジオ、コンディショニング
熱海金城館 昭和町10-33 0570-023-780 宿泊業
大洋舎クリーニング 昭和町13-23 0557-81-4306 ホームクリーニング全般
シーサイドクラブ 昭和町21-1 0557-83-1652 コンパニオン派遣
昭和倶楽部 昭和町17-31 0557-81-3333 宿泊業
冨士屋ランドリー 昭和町15-5 0557-81-3209 クリーニング業
理髪　ゴロー 昭和町3-14 0557-81-2317 理髪業
TrueBalance あまね療整院 昭和町5-6　田代ビル1階 0557-81-4638 施術、フィットネスジム
みずき鍼灸院 昭和町1-3 0557-83-3900 鍼灸院
栗本油店 和田浜南町5-1 0557-81-4102 ガソリンスタンド
住吉精肉店 和田浜南町1-15 0557-81-3456 食肉販売、惣菜
フィッシングショップサンワ 和田浜南町1694-18 0557-81-3967 釣り具、釣り餌の販売
貴美の浜焼き 和田浜南町9-24 0557-82-7505 海鮮、浜焼き食堂
ウオミサキホテル 和田浜南町7-2 03-5979-5911 宿泊業
秀花園　湯の花膳 和田浜南町7-13 0557-83-5151 旅館業
ホテル大野屋 和田浜南町3-9 0557-82-1121 宿泊業
ホテルサンミ倶楽部 和田浜南町5-8 0557-81-8000 宿泊業
熱海菓子工房　NIKOLEAF 和田町13-6　二光ビル 0557-81-8066 洋菓子製造販売
魚助商店 和田町1-4 0557-83-3224 鮮魚販売
秀栄電気 和田町13-1 0557-83-2068 家電販売
Muddy Cat 和田町13-8 0557-52-4551 バー
うたと酒の駅 和田町13-2 0557-81-1926 軽食、カラオケ
彦天 和田町14-2 0557-86-1877 居酒屋
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山長自動車商会 和田町14-15 0557-83-3245 自動車関連サービス
良山窯 桜木町1-2 0557-82-1470 手作り陶器の販売、陶芸教室
あたみ１ばん 紅葉ガ丘町18-61　202 0557-81-6082 福祉用具レンタル・販売、介護(福祉)タクシーの運行
椿商店 紅葉ガ丘町17-22 0557-81-5470 食品雑貨、造園資材
ベスト電器　熱海店 紅葉ガ丘町21-1 0557-81-2448 家電販売、修理 工事
サブロッソ 紅葉が丘町24-5　マンハイム熱海 0557-82-7580 洋食
バー　ジャム(JAM) 紅葉ガ丘町18-58 090-3446-9827 バー
マリーズキッチン/ウィークエンドカフェ 紅葉ガ丘町9-70 090-9473-3953 土曜・日曜　限定のカフェ＆ランチ営業(祝祭日に関わらす)

山の上ホテル 紅葉ガ丘町7-6 0557-81-0241 旅館業
いろは精肉店 桜町11-1 0557-81-4563 食肉販売
キタザワ 桜町14-1 0557-83-3388 生花販売
三河屋商店 桜町6-17 0557-81-5267 酒小売業
むさしや 桜町6-16 0557-81-2196 中華食堂
セブンイレブン熱海小嵐 小嵐町1-9 0557-82-7006 コンビニエンスストア
四季倶楽部　シオン熱海 小嵐町9-17 0557-83-7436 宿泊及び飲食店
料亭旅館　熱海　小嵐亭 小嵐町1-16 0557-81-6655 宿泊・昼食・夕食・デリバリー
大観荘 林ガ丘町7-1 0557-81-8137 旅館業
セブンイレブン熱海梅園店 梅園町1161-6 0557-83-6060 コンビニエンスストア
梅の家 梅園町8-8 0557-82-2605 喫茶、軽食
リストランテ　ヴィラ　フクヒロ 梅園町18-23 0557-78-0018 イタリア料理店
(有)山口商店・山口引越梱包 梅園町1221-3 0557-82-0332 燃料販売・引越、運送
吉茶　松濤館 熱海1993-158 0557-81-3545 飲食店
ホテルニューアカオ 熱海1993-250 0557-82-5151 ホテル
ロイヤルウイング 熱海1993-250 0557-82-5151 ホテル
cafe kinowa 季の環 西山町42-11 0557-82-8511 ランチ営業
茶寮「報鼓」 西山町43-1 0557-52-3280 カフェテリア(喫茶店)
四季倶楽部　熱海青青荘 西山町18-6 0557-85-0107 宿泊及び飲食店
大木燃料商会 緑ガ丘町33-17 0557-81-5318 燃料取扱等
アヌビス複元納棺 笹良ケ台町8-13 090-6766-5697 納棺の儀、化粧、着せ替え
Le　Proust　MIURA 西熱海町1-19-43 0557-52-4029 フランス料理
スポーツショップ　アタミ 相の原町20-18 0557-81-8669 スポーツ用品の販売
みなみ製菓 青葉町11-14 0557-82-2426 製造小売販売
パキラ 青葉町9-9 0557-55-7359 喫茶
平和エアテック 青葉町3-9 0557-82-8231 空調設備工事(エアコン取付工事等)、空気清浄機・空調機器販売

大山屋食料品店 上多賀786-9 0557-68-2002 青果食料品販売
虎与志商店 上多賀245-1 0557-68-1018 酒販売
中島さかなや 上多賀253-7 0557-68-1643 鮮魚小売
ハーブハウス（アカオハーブ＆ローズガーデン） 上多賀1027-8 0557-82-1221 ハーブ、バラ関連グッズ販売
ファミリーマート　中島水産上多賀店 上多賀194-2 0557-67-0021 コンビニエンスストア
双葉薬店 上多賀209-4 0557-68-1104 医薬品、化粧品、日用品
山田屋酒店 上多賀203-7 0557-68-1242 酒類、食料品、米
Café trunk LAMP 上多賀1027-8（アカオハーブ＆ローズガーデン内） 0557-55-9321 移動販売車での飲食店
COEDA　HOUSE（アカオハーブ＆ローズガーデン） 上多賀1027-8 0557-82-1221 カフェ兼ショップ
THE TAJ 上多賀980-1　シャトーテル赤根崎 7階 0557-82-3177 インド料理
イタリアンレストランミッレフィオーレ 上多賀1027-8 0557-82-8200 イタリア料理
うなぎ処　館 上多賀959-4 0557-67-2725 うなぎ、天ぷら、刺身
魚光丸 上多賀225-4 0557-68-0708 鮨、総菜の販売
蕎麦・カフェー　三加和 上多賀125-1 0557-67-0181 日本そば・天ぷら、喫茶(コーヒー・シフォン)
ドライブイン熱海プリン食堂 上多賀10-1 0557-67-5533 飲食店、洋菓子販売
のぐち食堂 上多賀154 0557-68-0793 食堂
ノンノン 上多賀764-25　野田マンション105号 0557-67-0565 イタリアン
松福　長浜海岸店 上多賀133-1 090-3560-1281 ラーメン店
民宿いなほ 上多賀231 0557-68-1131 海鮮中心のランチ
レストラン＆ペンション　アフターデイズ 上多賀48 0557-68-1118 宿泊業、レストラン
和 上多賀241-1 0557-29-6321 カフェ
アカオハーブ＆ローズガーデン 上多賀1027-8 0557-82-1221 観光施設
アカオビーチリゾート 上多賀1027-8 0557-81-3300 7月22日～8月31日までの期間の海洋施設
ハーブ工房（アカオハーブ＆ローズガーデン） 上多賀1027-8 0557-82-1221 ハーブ関連ワークショップ
木村設備 上多賀980-1　シャトーテル赤根埼1253号 050-8881-6580 エアコン工事業、水道設備工事業
あいら伊豆農業協同組合　下多賀支店 下多賀894-1 0557-67-0200 野菜・米・肥料の販売
菓子舗　間瀬　網代駅前店 下多賀170 0557-68-2261 菓子販売
かるふ～る 下多賀1702-1213 0557-67-6060 洋菓子製造販売
グリーンハウス　ヒビノ 下多賀168 0557-68-0316 青果、食料品販売
サトウ家具 下多賀562-15 0557-68-1170 家具小売、内装工事
セブンイレブン熱海下多賀店 下多賀773-2 0557-68-2551 コンビニエンスストア
大和電気 下多賀757-1 0557-67-4844 家電販売、電気工事
中島商店 下多賀1401-1 0557-68-1425 食品、衣料、雑貨　販売店

※追加・更新した店舗は赤字になっています
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野中精肉店 下多賀1374-27 0557-68-1075 食肉及び惣菜販売
パラフィールド 下多賀1507-1 0557-67-1900 パラグライダースクール運営とそれに伴う物販
ファミリーマート　ナカスイ熱海下多賀店 下多賀561-1 0557-87-1798 コンビニエンスストア
ファミリーマート　バーディ南熱海店 下多賀1413 0557-68-2026 コンビニエンスストア
ファミリーマート熱海網代店 下多賀9-13 0557-67-7451 コンビニエンスストア
マリンアタミSS 下多賀773-21 0557-68-2402 ガソリンスタンド
丸高 下多賀855-5 0557-68-0589 衣料品、寝具、販売
美原屋 下多賀140-1 0557-68-2281 酒、食料品等販売
八木酒店 下多賀1424-2 0557-68-1047 酒類販売、居酒屋
山佐商店 下多賀1456-1 0557-68-3385 干物製造販売
よこやま呉服店 下多賀761-1 0557-68-1616 総合衣料(学生服、衣料、呉服小物他)
リサイクル　七福神 下多賀169-2 090-1410-6443 リサイクル用品小売
味くらべ 下多賀491 0557-67-1065 飲食店
伊豆料理　まきた 下多賀1374-43 0557-68-1237 和食、日本料理
磯料理　海辺の湯の宿　平鶴 下多賀493 0557-67-2221 食事処、日帰り温泉、宿泊
くるまやラーメン熱海多賀店 下多賀1401-24 0557-67-6116 ラーメン店
新時　天煌 下多賀434-1 0557-68-0648 中華料理店
新時の家 下多賀134-1 0557-68-0800 居酒屋
スナック竹春 下多賀138-1 080-8977-5837 カラオケスナック
中華　やまとや 下多賀726-1 0557-68-1919 中華料理店
みやこ荘 下多賀1480 0557-68-2385 食堂及び民宿
焼肉　とんがらし 下多賀9-8　シーサイドパレス南熱海201 0557-67-5880 焼肉店
やきにくやさん　熱海店 下多賀569-1 0557-68-4646 焼肉屋
味と湯の宿　ニューとみよし 下多賀1472-1 0557-67-0017 旅館業
熱海紅楼 下多賀708-16 0557-48-6698 宿泊業
伊豆網代温泉　松風苑 下多賀966 0557-68-3151 宿泊業
エステサロン　ソワレ 下多賀188-13 0557-68-2850 エステサロン
温泉宿やどかり 下多賀1481-1 0557-68-1109 旅館業
工藤整体院 下多賀773-5 090-6802-5857 整体院
黒川美容室 下多賀869-1 0557-67-4567 美容室
源泉湯宿　大成館 下多賀141 0557-68-2221 宿泊業
土屋理容室 下多賀788-2 0557-68-1734 理容業
ニコートラベル 下多賀567-1 0557-85-2525 旅行業
箱田クリーニング 下多賀171 0557-68-0253 クリーニング
妙樂湯 下多賀1118-8 0557-67-5526 日帰り温泉施設
美和美容室 下多賀188-13 0557-67-0398 美容業
もみほぐし　ひらりん 下多賀872-2 080-7810-5623 整体、リラクゼーション
ラ・ミューズ美容室 下多賀165 0557-68-2437 美容業
土屋ガラス・サッシ 下多賀135 0557-68-6120 ガラス、アルミサッシ等取付
菓子の木　多賀店 下多賀572-27 0557-68-1138 洋菓子製造販売
ニコーバス 下多賀567-1 0557-85-2525 一般貸切旅客自動車運送事業
石山ひもの店 網代156 0557-55-9715 海産物販売
一力商店 網代447-3 0557-68-0402 食品、製菓、雑貨小売店
いとう漁協網代支所直売所 網代100-7 0557-68-3192 干物、水産物等販売
上田洋品店 網代130-2 0557-68-0122 多賀小中学校　制服、体操着、衣類等販売
内辰商店 網代272 0557-67-0033 ガソリンスタンド、酒類販売
小澤商店 網代454-7 0557-68-0626 干物の小売販売
菓子舗　間瀬　本店 網代400-1 0557-67-0111 菓子製造販売
セブンイレブン熱海網代店 網代627-910 0557-67-3730 コンビニエンスストア
林屋商店 網代68-1 0557-68-3235 ガソリンスタンド
藤哲ひものセンター 網代627-93 0557-67-1147 各種干物、イカメンチ冷凍等販売
藤長商店 網代361 0557-68-0063 干物製造販売
堀井電気商会 網代404 0557-68-0161 電化製品販売、電気工事施工
丸藤　鮮魚直売 網代458-3 0557-68-4147 海産物等販売
丸藤　直売所 網代385 0557-68-4402 海産物等販売
水野商店 網代455-2 0557-68-0817 削り節、乾物小売
あじろ食堂 網代字網代山627-506 0557-67-1515 食堂、宿泊業
浜料理　藤哲 網代627-508 0557-67-1147 海鮮料理
漁師めし　味里 網代627-208 0557-67-4000 和食店
笑ぎょ 網代55-8 0557-68-0663 飲食業
熱海さんが 網代591-102 0557-68-3310 旅館業
海上釣り堀　太公望 網代100-7 0557-67-8030 海上釣り堀
貸しボート　亮知丸 網代156 0557-55-9715 手漕ぎボート、船外機付きボートのレンタル
八郎丸商店 網代458-7 0557-68-4034 干物の製造、卸、小売

※追加・更新した店舗は赤字になっています



熱海市民クーポン券取扱店舗一覧 令和３年１２月２１日時点

名称（屋号） 所在地 電話番号 営業内容

熱海泉都タクシー 春日町10-5 0557-82-6725 タクシー
東海バス　熱海駅前案内所 田原本町9-1 0557-81-3521 路線バス乗車券類等の販売
東海バス　熱海営業所 紅葉ガ丘町18-41 0557-85-0381 路線バス乗車券類等の販売
熱海第一交通 昭和町20-5 0557-81-8285 タクシー
かえるたくしー 和田町20-35 0557-82-7059 タクシー
伊豆第一交通 桜木町7-6 0557-82-2410 タクシー
小形タクシー 小嵐町1-4 0557-82-5444 タクシー
キングタクシー 西山町36-13 0557-81-5951 タクシー
富士急マリンリゾート（初島航路）和田浜南町6-11 0557-81-0541 熱海～初島間定期船運航
ニコーバス 下多賀567-1 0557-85-2525 一般貸切旅客自動車運送事業

交通事業者

※追加・更新した店舗は赤字になっています


