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※店舗によっては、一部ご利用になれない商品もございますので、詳しくはご利用店舗にお問い合わせください。 

●河津町商工会● tel：0558-34-0821 

山城屋山葵店 梨本 七滝茶屋 梨本 河津オートキャンプ場 梨本 伊豆太陽農協上河津支店 湯ヶ野

山城商店（酒） 梨本 七滝一休茶屋 梨本 天城荘 梨本 兼鍛冶屋 下佐ヶ野

塩田屋本家 湯ヶ野 七滝観光ｾﾝﾀｰ 泣かせ隊食堂 梨本 七滝温泉ホテル 梨本 ワタナベ化粧品店 下佐ヶ野

いしや 下佐ヶ野 わさび園かどや 梨本 民宿　うるしや 梨本 伊豆太陽農協下河津支店 笹原

徳実屋 下佐ヶ野 旬彩料理　くらの坊 峰 秘湯の宿　運龍 梨本 伊豆太陽農協見高浜店 見高

梅野屋商店 川津筏場 居酒屋 さがみ 峰 伊豆の踊子の宿　福田家 湯ケ野 石田商店 谷津

こさわや酒店 川津筏場 焼肉 なかむら屋 峰 くつろぎの宿　かわづの里 峰 高岡眼鏡店 浜

港月堂 峰 ほう泉 田中 玉峰館 峰 ハートフルコスメゆがの 浜

中村精肉店 峰 スナック　川波 笹原 ジオマークホテル　四季の蔵 峰 伊豆オレンヂセンター 見高

わさびの丸山園 沢田 ｱﾝﾃｨｶ ﾄﾗｯﾄﾘｱ ﾀﾞﾙ ﾋﾟﾗｰﾀ 谷津 薬師の湯 谷津

谷水屋商店 田中 うなぎの店　大川屋 谷津 お宿　花海月 谷津 さくら建設 峰

河津桜観光交流館 笹原 寿司信 谷津 民宿　福丸 谷津 加畑組 谷津

かねた水産 笹原 中華一番 谷津 河津海苑 浜 大塩板金 小鍋

かまや水産 笹原 万両 谷津 民宿 相沢荘 見高 黒田板金工業 谷津

かま康 浜 伊豆海鮮どんぶりや 浜 伊豆今井浜オートキャンプ場 見高 浜野木工所 峰

谷澤商店 浜 一和食堂 浜 今井荘 見高 中村木工所 見高

正木力茶園 浜 吉丸 浜 伊豆今井浜東急ホテル 見高 西川左官 笹原

まるか酒店 浜 風月堂 浜 かね吉 一燈庵 見高 迫田工業 谷津

はしば菓子店 見高 へそ曲がり 浜 心のどか 見高 杉山測量設計事務所 笹原

山下商店 見高 焼肉とみ 浜 民宿 とみた 見高 野田建築設計事務所 浜

海広 浜 花の風 見高 鳥沢工務店 峰

セブンイレブン河津下佐ヶ野店 下佐ヶ野 スナック　済洲島 浜 太洋荘 見高 寺林工務店 笹原

サークルK河津笹原店 笹原 あいざわ食堂 見高 汐風の宿　海童 見高 東賀木材工業 湯ケ野

フードストアーあおき河津店 浜 食処河津の庄 見高 桐のかほり　咲楽 見高 沢田木材 沢田

伊豆さくら亭 見高 ヴィラ今井浜 見高 河津アルミ 浜

タイムズカフェ 見高 和みの犬宿　むつみ庵 見高 タカ設備 沢田

たけうち洋品店 湯ヶ野 舟戸の番屋 見高 ペンションビーチサイド100 見高 共同工業 峰

マダムレユシ－ル 笹原 日本料理 あづま ※ 見高 ○理容室・美容室 村串木工所 峰

眠りの専門店しらい 谷津 レストラン シャングリラ ※ 見高 ケイ美容室 下佐ヶ野 勝俣工務店 峰

フレッシュ衣料うすい 浜 ティーラウンジ フローラ ※ 見高 萩原美容室 田中

 ｙ’ｓ 浜 ※伊豆今井浜東急ホテル 内 バーバーショップ　イン・ブルーム 笹原 内田石材店 見高

ながさきや河津店 浜 ヤマ美容室 笹原

カミヤ洋品店 浜 河津ハンズ 浜 ヘアーアンドメイクＵ３ 浜 ライフオート二千翔 下佐ヶ野

相馬鍼灸マッサージ治療院 峰 さくら美容室 浜 正木石油商会 峰

ホソカワ電気 梨本 美容室ブルーラグーン 見高 エネオス河津駅前SS 笹原

宮崎商会 笹原 ハックドラッグ河津店 浜 ○その他サービス ネッツトヨタスルガ河津店 笹原

高橋電気店 谷津 丸善薬局 浜 長田ガス 峰 鈴木モータース 谷津

ハギワラ電気 見高 ゆがの薬局 浜 寺林プロパン商会 谷津 昭和シェル菖蒲沢給油所 浜

伊豆急 河津駅 浜 ギア・オート 見高

伊豆急 河津駅売店 浜 田中タイヤ商会 見高

今井浜フライングスクール 見高 東海モーターサービス 谷津

野田石油河津浜給油所 浜

野田石油縄地給油所 縄地

○コンビニ・スーパー等

○墓石工事

○飲食店関係 ○宿泊関係・温泉施設 ○その他小売○食品関係小売

○健康・施術

○建築・建設関係

○薬局・ドラッグストア

○家電品販売

○洋品・寝具・ギフト

○自動車関係


