
令和4年11月24日現在
※８月１０日以降に追加登録をした取扱店です。
★赤文字で記載の店舗は共通券のみ利用可能店です。

台湾料理昇龍　宇佐美 48-7568 伊東市宇佐美1662-1
ローソン伊東宇佐美店 48-8008 伊東市宇佐美1655⁻4
堀野薬局　宇佐美店 48-0709 伊東市宇佐美1968-8
ファミリーマート宇佐美桜田店 48-0301 伊東市宇佐美1602-12
うさぎ薬局　宇佐美店 35-9964 伊東市宇佐美610-8
鈴木園 47-4700 伊東市宇佐美1067-3
The SEA 29-6686 伊東市宇佐美1746-2
菊間園 47-1476 伊東市宇佐美957-2
イエス！ストロベリー 47-0230 伊東市宇佐美1036-1
しらすの美吉丸 48-8818 伊東市宇佐美263-1
サスイ (魚安宇佐美支店) 48-9740 伊東市宇佐美1969-10

髙木時計メガネ店 47-1133 伊東市宇佐美1816-6

スナック face 36-8807 伊東市中央町7-8 フジリキビル2F
★ファッションセンターしまむら　伊東店 32-1700 伊東市湯川568-4
魚楽亭 36-7920 伊東市東松原町15-9
佐々木海産 37-2460 伊東市湯川1-9-15
魚民　伊東駅前店 37-8188 伊東市湯川1-10-1　パークロカンダ1階
チャイニーズバー　シャラ 28-0087 伊東市中央町9-15　八宝ビル1F A
さかなや道場　伊東駅前店 35-3222 伊東市湯川1-8-6　2F
★MEGAドン・キホーテ伊東店 0570-076-511 伊東市湯川546-1
ローソン伊東中央店 0557⁻38⁻8451 伊東市松川町6⁻16
スナック　COCO 37-5577 伊東市中央町9-8
おがわ 37-7733 伊東市中央町9-13サクラビル2F
スナックP’ｓ 36-5595 伊東市中央町13-29
JOYNT BREWERY 080-3305-7663 伊東市松原本町4-1
割烹ひと 36-4755 伊東市中央町9-3
スナック愛七美 55-7588 伊東市中央町フジリキビル2F C
寿司の海女屋 35-0035 伊東市湯川1-15-7
Loose time 55-9971 伊東市湯川2-1-10
ゆのくん　はなちゃん 29-6308 伊東市湯川1-16-6
一二三寿司 37-0190 伊東市中央町13-24
ひさご 37-1241 伊東市松川町3-8
伊豆菓子工房ＫＡＯＲＩ 38-6202 伊東市湯川2-6-14
めぐみ水産 37-7051 伊東市湯川4-1-22
next bar A.tora 090-9123-4735 伊東市中央町9-5
トヨシマヤ 37-2175 伊東市東松原町1-14
Blue bee 35-9653 伊東市湯川2-17-8
スナック スターライト 38-2816 伊東市猪戸1-7-2

カフェテリア・ガレリア439 52-3001 伊東市松川町3-4太田ビル1階
ふらんすきぞく 090-5111-9950 伊東市松川町2-3

整体術 湧命館 38-5192 伊東市猪戸1-5-41
フレディーのからあげ 35-0313 伊東市湯川1-16-10

㈱みその　お土産店 37-5000 伊東市湯川1-16-16

富士見ゴルフセンター 36-3658 伊東市玖須美元和田730
手造り和菓子　浩月 37-5014 伊東市和田1-12-31
丸甲海産 37-3223 伊東市静海町5⁻11
小川商店 37-4060 伊東市竹の内2-9-15
とゝ丸 35-9707 伊東市竹の内2-2-13
白岩運輸株式会社 37-9327 伊東市玖須美元和田729-36
branch hair 48-6919 伊東市玖須美元和田727-1001　サンミナミＡ
花のはなもり 38-1187 伊東市竹の内2-8-11

伊東ショッピングプラザデュオ専門店
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パッケージプラザ　マルオカ 37-4520 伊東市宮川町2-1-27
★ヤマダデンキ　伊東店 32-2200 伊東市岡和泉72-11
かっぱ寿司伊東店 32-1311 伊東市南町2-59-1
南伊東在宅訪問マッサージ なし 伊東市宮川町1-5-12
㈱エムエーフーズ　丸美 38-2940 伊東市南町1-2-20
ほりの薬局　瓶山店 38-5265 伊東市瓶山1-9-8
米山鮮魚店 37-2828 伊東市桜木町1-5-18
お好み焼　じゅう兵衛 37-1488 伊東市南町二丁目4番19号
ファミリーマート　伊東末広町店 38-3987 伊東市末広町7番8号
伊豆介護センター 36-9069 伊東市音無町5番6号
伊東ホテルニュー岡部 38-2611 伊東市桜木町2-1-1

古沢輪店 37-6749 伊東市岡広町1-11

バーバークロカワ 37-5525 伊東市幸町3-2

居酒屋　澄 44-0527 伊東市吉田715-2
ゴールド川奈カントリークラブ 0557⁻45⁻1151 伊東市吉田834
★マックスバリュエクスプレス伊東吉田店 29-6020 伊東吉田357
セブンイレブン伊東川奈店 0557-44-0711 伊東川奈1225-32
エステサロン・ハートブリッジ 0120-037-810 伊東市𠮷田937-5
Gemutlich 45⁻0868 伊東市吉田752－159
海女の小屋　海上亭 45-1780 伊東市川奈1004
★東京ラスク伊東店 52-4510 伊東市川奈1259-12
リンクスふくだ 45-2119 伊東市川奈1214-3
貸別荘 アップル 45-3161 伊東市川奈1427-6
石川鮮魚店 37-1194 伊東市玖須美元和田716-455
★㈱ニトリ　伊東川奈店 33-3106 伊東市川奈1258-1
アストンアンティークス 45-3969 伊東市吉田142
(有)芳野屋商店　伊東川奈店 44-1147 伊東市川奈1225-19

㈲須田建設 45-1898 伊東市荻574-55
パン時館 38-1636 伊東市荻141-7

セブンーイレブン伊豆高原店 53-1572 伊東市八幡野1167-2
セブンーイレブン伊東八幡野店 53-3143 伊東市八幡野1187-1
まねきねこ　伊豆高原店 35-9769 伊東市八幡野1039-67
ローソン伊豆高原東店 0557⁻54⁻1885 伊東市八幡野1139⁻21
萬望亭 54-1265 伊東市八幡野539⁻20
更科　伊豆高原 51-0753 伊東市八幡野1243-66
ROAD210 090-6586-3269 伊東市富戸623-1 LuanaMarue 1階
MIRO　伊豆高原店 54-3117 伊東市八幡野1139-4
★ＤＨＣ赤沢ボウル 54-1190 伊東八幡野1754-114-5
★赤沢迎賓館 54-2112 伊東八幡野1754-114-3
★ビストロ赤沢　伊豆高原 55-1381 伊東市赤沢字浮山167-11
★赤沢温泉ホテル 53-5555 〒伊東市赤沢字浮山163-1
★赤沢日帰り温泉館 53-2617 伊東市赤沢字浮山170-2
★海洋深層水　「赤沢スパ」 54-5538 伊東市八幡野1754-114-4
ユニオン　マーケット 0577-54-5012 伊東市八幡野1186-7　ハイランドビュー矢舟102
米処＆茶屋　和（なごみ） 52-3919 伊東市富戸1030-10
海女屋　伊豆高原店 51-7111 伊東市富戸1102-3
頑張軒 53-0503 伊東市八幡野1066-8
福茶’s curry 28-2261 伊東市八幡野1346-18
食味工房 33-1170 伊東市八幡野1231-68
海女の磯笛 51-8100 伊東市富戸1101-30
おおむろ軽食堂 51-1455 伊東市富戸1317-5　リフト館1階
陶芸工房えんのかま 51-8069 伊東市富戸1317-1053
Cante Cante 55-7911 伊東市富戸1317-2023
手打そば 砂場 伊豆高原 51-7280 伊東市富戸1038-7
伊豆RONG 27-1805 伊東市八幡野1283-115
レストランクレチュール 090-9304-5005 伊東市荻556-1ロワジール伊豆一碧B1

ナカムラヤ（やまもプラザ店） 53-2801 伊東市八幡野1183　伊豆高原やまもプラザ209
いし川 54-3260 伊東市八幡野1183やまもプラザ内

やまもプラザ

ぐらんぱるぽーと

岡・鎌田地区
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桜木町商店会
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