2022年10⽉28日現在

神奈川マスク飲⾷実施店認証制度認証店舗⼀覧（県⻄地域）
店舗名

翁庵
スナック 妃路呼
スナック枡美
紅谷食堂
かつや小田原店
日高屋 小田原飯泉店
スターバックスコーヒー小田原飯泉店
ハイウェイショップ小田原
スエヒロ館 小田原店
お好み焼き 八島
ゆで太郎 小田原飯泉店
Darts&Billiard A-1plus
ビリヤード&ダーツ A-1
リンガーハット小田原飯泉店
スシロー小田原店
創麺どすん
御食事処大雅
ハラミハウス
焼肉ぴったん
居酒屋 たもん
居酒屋ととや
ソウル食堂
蕎⻨⼯房優庵
居酒屋「りゅうせん」
うおしげ旬
美乃⾥
居酒屋ふかわ
joy
音色
サムライ
CafeBAR Sea
スナックMEIMEI
日清亭久野店
スナックZ
いくどん
スナックティアラ
エソラ
酒処おにいちゃん
花夢路
ENISHI縁
小田原はつ花
味のさがみ
割烹 和佳
五つ葉
KUSHIあぁと
天幸
海の蔵えん
麺や品
紹太寺
レストラン・フォーレ
鈴廣かまぼこ 江の浦店
小田原食堂だん
ひろそう 貝焼食堂
そば季寄 季作久

住所
小田原市穴部563
小田原市新屋43-1
小田原市新屋43-1
小田原市新屋233
小田原市飯泉165-1
小田原市飯泉165-4
小田原市飯泉374-1
小田原市飯泉429
小田原市飯泉543
小田原市飯泉676-5
小田原市飯泉741-4
小田原市飯泉744-3
小田原市飯泉744-3
小田原市飯泉953-1
小田原市飯泉969-1
小田原市飯泉1201-3
小田原市飯泉1219-6
小田原市飯泉20-2
小田原市飯田岡71-7
小田原市飯田岡71-7
小田原市飯田岡92-12
小田原市飯田岡94-24
小田原市飯田岡124-15
小田原市飯田岡142 岩崎ビル1階
小田原市飯田岡244
小田原市飯田岡555-2
小田原市池上150-4
小田原市井細田3-22-3 ⽩⾦屋ビル2階
小田原市井細田616-1階
小田原市井細田616-2階
小田原市井細田616-2階
小田原市井細田616
小田原市井細田616 木村ビル
小田原市井細田616 木村ビル1階
小田原市井細田616 木村ビル1階
小田原市井細田616 木村ビル201
小田原市井細田616 木村ビル202
小田原市井細田616 木村ビル2階
小田原市井細田625-1 直澄ビル1階
小田原市板橋91
小田原市板橋94
小田原市板橋95-16
小田原市板橋95
小田原市板橋95 府川店舗2階
小田原市板橋95 府川ビル1階

電話番号
0465-34-1882
－
－
0465-37-1441
0465-45-5102
0465-49-3520
0465-39-0039
0465-47-9305
0465-48-8166
0465-48-0550
0465-20-9920
0463-72-7677
0465-49-7771
0465-48-6567
0465-46-1195
0465-42-9699
0465-48-7926
046-546-8900
0465-37-0120
－
－
－
0465-38-3811
－
0465-36-2197
0465-34-5860
0465-34-5376
－
－
－
0465-20-5875
0465-43-9082
0465-34-9848
0465-33-8332
－
0465-66-0311
0465-46-6346
0465-32-3699
0465-35-4466
0465-20-6005
0465-24-0948
－
0465-22-0164
0465-20-4072
－
小田原市板橋100-3 ファーストマンション101 0465-22-8825
小田原市板橋173
－
小田原市板橋678
0465-24-0478
小田原市入生田303
0465-22-7760
小田原市入生田499 生命の星地球博物館内 0465-22-8485
小田原市江之浦108
0465-28-1147
小田原市江之浦117
0465-44-4222
小田原市江之浦123
－
小田原市江之浦133-6
0465-28-1020

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-1/39

店舗名
うしお
江の浦リトリート凛門
株式会社 れんが屋
いしだ商店
浜ゆう
レストランサドルバック
ひろそう まるひの貝汁食堂
Cafe Kuchen
だいご 本店
中華蓮華
すし処 藤
Trattoria Aquilone
ふじみ食堂
すき家 小田原扇町店
畑とキッチン
天将
大衆割烹 やまだ
積丹
麺処みなみ
⿊うどん ⼭⻑

住所
小田原市江之浦189-2
小田原市江之浦218-1
小田原市江之浦400-4
小田原市江之浦407-126
小田原市江之浦408-3
小田原市江之浦415
小田原市江之浦418
小田原市扇町1-7-6
小田原市扇町1-12-27
小田原市扇町1-17-22 1A
小田原市扇町1-25-21 プライムビル101

電話番号
0465-29-0511
0465-27-3711
－
0465-28-3933
0465-29-0141
0465-29-0830
－
－
0465-34-9656
－
－
小田原市扇町1-25-21 扇町プライムビル102 070-3281-9734
小田原市扇町2-2-1
0465-34-3985
小田原市扇町2-5-9
0120-498-007
小田原市扇町2-16-10
－
小田原市扇町2-16-10
0465-35-9345
小田原市扇町2-16-10 味のプラザ2階
0465-35-4812
小田原市扇町2-16-10 味のプラザビル1階 0465-32-4083
小田原市扇町2-32-20
0465-59-0295
小田原市扇町3-1-17
0465-32-7954
むさしの森珈琲 小田原（旧︓グラッチェガーデンズ 小田原） 小田原市扇町3-5-13
0465-30-1280
むさしの森珈琲 小田原
小田原市扇町3-5-13
046-530-1280
ゆき
小田原市扇町3-5-32
0465-34-8553
なか寿司
小田原市扇町3-7-15
0465-34-7442
絆
小田原市扇町3-22-3
－
居酒屋かも笑
小田原市扇町3-30-5
0465-35-6539
大衆割烹 鮫島
小田原市扇町3-30-5
－
セカンドステージれい子の店
小田原市扇町3-32-18
0465-35-0771
城下町はつ花そば
小田原市扇町4-8-12
0465-32-1600
和風レストラン 喜左衛門
小田原市扇町4-8-21
0465-35-5043
ロイヤルマナーフォートベルジュール
小田原市扇町4-8-28
0465-34-2241
ココス小田原店
小田原市扇町4-8
050-3324-1397
居酒屋 みこし
小田原市扇町5-1-1
0465-32-1661
味処 宮路
小田原市荻窪298
－
やきとりよしの
小田原市荻窪314
0465-35-4906
レストランスナックオルガ
小田原市荻窪314 正和ビル103
0465-35-0077
Bamboo Vietnam (バンブーベトナム)
小田原市荻窪314 正和ビル東101
0465-32-0616
八坂
小田原市荻窪314 正和ビル東102
0465-25-4922
かもめ食堂
小田原市荻窪314 正和ビル東105
0465-46-8729
和が家
小田原市荻窪314 正和ビルみなみ105
－
バルティヤザイカ
小田原市荻窪314 正和ビルみなみ202
0465-20-7181
紫福庵
小田原市荻窪315-4
0465-32-7400
賄処五右衛門
小田原市荻窪317-1 イセトヨビル1階
0465-46-9794
雪だるま
小田原市荻窪334-1
0465-35-4816
パール
小田原市荻窪335
0465-35-8380
小田原市荻窪362-2
第2オギクボビル2階201
からし亭 小田原荻窪店
－
楽庵
小田原市荻窪362 第1オギクボビル105
0465-25-1595
デニーズ 小田原荻窪店
小田原市荻窪371
0465-35-8951
お好み焼きたか美
小田原市荻窪433-1
0465-32-4791
スナック アゲイン
小田原市荻窪466-1
－
ベトナム料理オーラック
小田原市荻窪529-1
0465-34-5000
ダイニングバー しょっぽ家
小田原市荻窪529-1
0465-34-5302
ステーキハウス源
小田原市荻窪889
0465-34-5658
札幌めんたつ二宮店
小田原市小竹1791-1
0465-44-1035
千世倭樓
小田原市風祭50
0465-24-3456
会席大清水
小田原市風祭50
0465-21-5000
※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-2/39

店舗名
麺庵ちとせ
スノーチャイルド
食事処太閤
箱根ベーカリー風祭店
レストランえれんなごっそ
鈴廣かまぼこ 風祭店
そばと板わさ美藏
名水甘味且座
中華 四川
awo
ふじや食堂
カモキタバル
丸登食堂
和風スナック ちゃこ
スナックリング
べたなぎ鴨宮
あら磯
呑み処 鴨蔵
スナック 友
ホルモン酒場 かまなり
酒蔵栄太
誠
薩摩海鮮・地鶏みなみ
deux じゃじゃ馬
サマサマテッド
涼
きみまち坂
スナック ガルプ
MORE
cherrblossom
うを弘
呑み処わはは
カフェド魔⼥さん
居酒屋 今ちゃん
料亭門松
高松
心shin
相州鳥ぎん鴨宮店
カバーチェ
入海
そば処 一心庵
町田商店鴨宮店
くし焼のむら
ASIAN DINING&Bar DEVI
SUSHI DINING 和魚肴彩 たまはち
おかず⼯房丸味
モスバーガー鴨宮店
ゆず庵小田原店
スナック Simba
焼肉アリラン
麺場田所商店 小田原店
かげつカフェ
カレーハウスCoCo壱番屋小田原鴨宮店
快活CLUB小田原鴨宮店
きらく
パブレストランシャトルナイン

住所
小田原市風祭77-1
小田原市風祭106-1
小田原市風祭132-5
小田原市風祭154-1
小田原市風祭245
小田原市風祭245
小田原市風祭245
小田原市風祭245
小田原市上曽我173-1
小田原市鴨宮14-1
小田原市鴨宮23
小田原市鴨宮23
小田原市鴨宮25
小田原市鴨宮25
小田原市鴨宮25
小田原市鴨宮25
小田原市鴨宮26-4
小田原市鴨宮26-16
小田原市鴨宮26
小田原市鴨宮26
小田原市鴨宮26
小田原市鴨宮26
小田原市鴨宮26 高田ビル1階
小田原市鴨宮138-1 みつゆきコーポ105
小田原市鴨宮158-1
小田原市鴨宮158-1 ホワイトベース101
小田原市鴨宮158-5
小田原市鴨宮158-6
小田原市鴨宮161
小田原市鴨宮164-17
小田原市鴨宮164
小田原市鴨宮167-9
小田原市鴨宮168-4
小田原市鴨宮168
小田原市鴨宮169
小田原市鴨宮229
小田原市鴨宮235
小田原市鴨宮239-3
小田原市鴨宮250-4 プライムK1-A
小田原市鴨宮253
小田原市鴨宮258-1
小田原市鴨宮265-1
小田原市鴨宮340-1
小田原市鴨宮354
小田原市鴨宮599
小田原市鴨宮599
小田原市鴨宮635-1
小田原市鴨宮636-1
小田原市鴨宮666-3
小田原市鴨宮747
小田原市鴨宮764-12
小田原市鴨宮809-13
小田原市鴨宮816-1
小田原市鴨宮816-1
小田原市栢⼭314
小田原市栢⼭375-2

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-3/39

電話番号
050-8881-4970
0465-23-4221
0465-24-1199
0465-46-6500
0465-23-7373
0465-22-3191
0465-24-3456
0465-24-3456
0465-42-5451
－
－
046-425-3840
0465-47-2905
0465-48-3618
－
0465-44-4228
0465-46-8322
0465-42-9533
－
0465-47-0500
0465-48-1989
0465-47-5224
－
－
0465-44-4321
0465-20-3898
－
0465-47-4341
0465-20-3628
0465-25-2987
0465-49-0350
0465-48-0258
0465-49-3089
－
0465-47-2211
0465-48-4717
0465-47-4449
0465-47-1234
0465-47-1522
－
0465-49-2727
0465-43-6165
0465-49-3009
－
0465-47-2326
0465-47-2080
0465-48-7707
0465-46-9653
0465-48-8928
0465-48-3985
0465-43-7171
0465-43-9004
0465-46-0909
0465-47-8258
0465-36-0616
0465-36-4952

店舗名
KHANAKHAZA
じょんから
7ふらっぷ
Lounge BIRTH
歌好き広場愛海
濃厚鶏そば 麺屋きよたか
LaLa
スナック・サチ
おあじ食堂
蕎⻨ ⽉読
だいご 栢⼭店
鮨ひろ
サッポロラーメン⼭竹
焼肉・しゃぶしゃぶ慶州苑
まる⻄
串焼きさだきち
お好み焼 梓
酒処唄処ふらここ
#14 Fourteen
スナックgoo
心置きなく
報徳はつ花
豊憂
花みづき
花希亭
豊陣
酔い処なごみ
スナック ミッキー
スナック 向日葵
割烹 福甫
居酒屋 礼
砂時計
ゆうーゆう亭
番場亭
ガスト 小田原桑原
吉野家1号線国府津インター店
ピッツェリア オステリア バッボ
株式会社うな和
マシュマロ
居酒屋ごん太
A.M.PCAFE&BAR
味噌ラーメン餃子ショップ
焼肉居酒屋 KAZU
家庭料理富久 国府津店
庄や国府津駅前店
のんき亭
居酒屋ひろ
オロチョンラーメン味彩
焼肉しょうざえもん国府津店
飲食部美食課満腹係 小田原食堂
がってん寿司 小田原店
四季和膳もえり
味美
GLASSY Kitchen&Bar
居酒屋 都
まねき屋

住所
小田原市栢⼭375-2栢⼭レジデンス1-c
小田原市栢⼭375-2 栢⼭レジデンス2-2
小田原市栢⼭375-2 栢⼭レジデンス2-C

電話番号
0465-46-9429
－
0465-36-6644
小田原市栢⼭375-2 栢⼭レジデンスA棟2階F号室 －
小田原市栢⼭375-4 栢⼭レジデンス1-B
0465-46-8451
小田原市栢⼭375-4 栢⼭レジデンスB棟1-c 0465-46-9660
小田原市栢⼭375-4 レジデンスB棟
－
小田原市栢⼭398 レジデンスビル2階
0465-37-0988
小田原市栢⼭403-2
0465-46-8291
小田原市栢⼭2222-3
0465-37-5522
小田原市栢⼭2580 岡部ビル1階
0465-34-9656
小田原市栢⼭2583
0465-36-0105
小田原市栢⼭2631-1
0465-36-9144
小田原市栢⼭2631-1
0465-37-1444
小田原市栢⼭2640-5
－
小田原市栢⼭2651-1
0465-46-8885
小田原市栢⼭2651-2
0465-34-3077
小田原市栢⼭2660-1
0465-38-0333
小田原市栢⼭2660-2
0465-46-9914
小田原市栢⼭2660-2
0465-36-6388
小田原市栢⼭2660-2 秀和ビル
0465-43-6411
小田原市栢⼭2768
0465-36-1120
小田原市栢⼭2818-7
0465-37-7839
小田原市栢⼭3504
0465-36-0755
小田原市栢⼭3601-5
0465-36-4999
小田原市栢⼭3616-1
0465-37-0708
小田原市北ノ窪354
－
小田原市北ノ窪442
0465-35-4033
小田原市北ノ窪449-5 ロッキーホーム相模沼田109 －
小田原市久野6-1 平⼾ビル1B
－
小田原市久野40-1
0465-33-7722
小田原市久野353-1
0465-35-4826
小田原市久野591-2
0465-35-3946
小田原市久野851-2
0465-32-1181
小田原市桑原183-3
0465-39-1470
小田原市国府津1-5-4
0465-46-0185
小田原市国府津2-3-25
－
小田原市国府津2-8-1
0465-47-2933
小田原市国府津3-2-26
0465-44-4546
小田原市国府津3-12-3
0465-48-5465
小田原市国府津3-13-2
－
小田原市国府津4-2-1
0465-48-3936
小田原市国府津4-2-1 あいせんビル1階
－
小田原市国府津4-2-4
0465-25-4774
小田原市国府津4-2-7
0465-48-3651
小田原市国府津4-4-38
0465-47-3458
小田原市国府津1752-4
0465-47-8484
小田原市国府津2494-17
0465-48-1965
小田原市国府津2520-1
0465-46-9666
小田原市国府津2619
0465-43-8885
小田原市国府津2710-1
0465-43-7901
小田原市国府津2765-3
0465-47-9809
小田原市国府津2859-3
0465-55-8017
小田原市小台13-12
0465-25-4047
小田原市小台124-1
－
小田原市寿町2-10-16
0465-32-0707

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-4/39

店舗名
スナックケロちゃん
藏
興福順
そば処おかめ
小田原寿町食堂
やなぎや
味噌の樽匠
るーじゅ亭
浜屋
やきとり 松
居酒屋 やすらぎ
中華料理 美食生
しゃぶ葉 国府津
ガスト 国府津
ラーメンUMAMI
居酒屋杏
食家でん助
カフェ マロン
ムーンカフェ
小田原かまぼこ本陣
田むら銀かつ亭小田原駅地下店
ヴィ・ド・フランス小田原店
築地銀だこラスカ小田原店
ベックスコーヒーショップ小田原店
魚⼒食堂小田原店
海鮮茶屋魚國
丸⻲製麺ラスカ小田原
ドトールコーヒーショップラスカ小田原店
カフェラミルラスカ小田原店
フュージョンダイニングF
トレタッテ小田原ラスカ店
とくぞうミナカ小田原店
魚商 小田原六左衛門
小田原みなと食堂
小田原おでん本店 お城通りミナカ小田原店
うなぎ京家
あじ屋でん助
とんかつ和豚
三本珈琲店ミナカ小田原店
天成園 小田原駅別館 レストラン スカイダイニング
ミナカ小田原(フードコート管理者)
ポルケッティアーモ
まぜそば凛々亭ミナカ小田原店
せんば自由軒キッチン。ミナカ小田原店
かるびラーメン小田原 ミナカ店
PONPON Dream ミナカ小田原店
二八蕎⻨正庵
⾦のたまご
地魚や与一
和〜yawara〜 小田原店
回転寿司北條
湘南カフェラボ
抹茶茶廊 小田原店
小田原吉匠 ミナカ小田原本店
一膳飯屋八起
魚⺠小田原東⼝駅前店

住所
小田原市寿町2-10-16
小田原市寿町2-10-16
小田原市寿町3-14-16
小田原市寿町4-5-2
小田原市寿町4-11-29
小田原市寿町5-8-42
小田原市寿町5-13-22
小田原市寿町5-18-26
小田原市米神44-4
小田原市小八幡1-4-17
小田原市小八幡1-4-17
小田原市小八幡3-14-3-1
小田原市小八幡3-18-8
小田原市小八幡3-18-12
小田原市小八幡769-1-A-101
小田原市小八幡769-1 プラザイシヅカA102

小田原市小八幡770-1
小田原市栄町1-1-3
小田原市栄町1-1-7 HaRuNe小田原内
小田原市栄町1-1-7 HaRuNe内
小田原市栄町1-1-7 ハルネ小田原
小田原市栄町1-1-7 小田原地下街 ハルネ小田原 B1F

小田原市栄町1-1-9
小田原市栄町1-1-9 JR小田原駅構内改札外
小田原市栄町1-1-9 ラスカ小田原1階
小田原市栄町1-1-9 ラスカ小田原2階
小田原市栄町1-1-9 ラスカ小田原2階
小田原市栄町1-1-9 ラスカ小田原3階
小田原市栄町1-1-9 ラスカ小田原5階
小田原市栄町1-1-9 ラスカ小田原店2階
小田原市栄町1-1-9 ラスカ小田原店3階
小田原市栄町1-1-15
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原小田原新城下町1階12
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原小田原新城下町1階13
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原小田原新城下町2階16
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原小田原新城下町2階20
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原小田原新城下町2階21
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原小田原新城下町2階22
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原小田原新城下町3階24

小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟14階68

小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟3階
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟3階32
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟3階33
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟3階34
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟3階35
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟3階36
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟3階37
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟3階38
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟3階40
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟3階41
小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原タワー棟3階45

小田原市栄町1-1-15ミナカ小田原306
小田原市栄町1-1-15 小田原新城下町3F
神奈川県小田原市栄町1-1-21 小田原新城下町3F

小田原市栄町1-1-27
小田原市栄町1-2-1 小田原駅前ビル3階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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電話番号
0465-32-5305
0465-35-7167
0465-43-8318
0465-35-6667
0465-34-3818
0465-35-1121
0465-35-3048
0465-34-3774
0465-24-4800
0465-48-9588
－
0465-44-4474
0465-47-0763
0465-45-1580
0465-48-0900
0465-46-7743
－
0465-23-6281
0465-23-1567
0465-46-7448
0465-22-8989
0465-23-4678
0465-21-3381
－
0465-21-2834
0465-24-1187
0465-24-7714
0465-20-3313
0465-23-0141
0465-21-2880
0465-23-7501
0465-46-6747
0465-20-6343
0465-46-8307
0465-43-8832
0465-24-8108
0465-46-6464
0465-24-2617
0465-21-3310
0465-23-8989
0465-22-1000
0465-23-3557
0465-24-7778
0465-20-6883
0465-43-8366
0465-43-6566
－
－
0465-24-7088
0465-43-8006
0465-46-6660
0465-43-8777
0465-20-5790
0465-57-0008
0465-24-5775
0465-24-7288

店舗名
鶏のジョージ小田原東⼝駅前店(みつえちゃん)
JOYSOUND小田原店
ますや
小田原板前バル
原価酒場 はかた商店 小田原
やぱおだ
CELTS小田原店
相州鳥ぎん駅前店
うらめし屋平じ
Pub Thai Orchid
ういろう駅前店調剤薬局
てらけん本家小田原東⼝店
ビッグエコー小田原店
くいもの屋わん 小田原店
炉ばた情緒かっこ 小田原店
豆の樹
居酒屋⾦時
うろんや
HOOKAH-SUKHA
⼈⼒厨房わびと
はま
レトロ居酒屋 秘密基地
レトロバースパッツ
すしや万采
ココ
Lounge Lien
ミスタードーナツ 小田原ショップ
ラウンジ蒼
炭火やきとり快 小田原駅前店
スナック 木蓮
潮若丸
和風ダイニング ゆらり
バーミヤン 小田原駅前
牛角小田原店
Dining NICO
⽉あかり小田原店
小田原お堀端 万葉の湯
ステーキハウス優味
米沢牛焼肉いずみ
東横INN小田原駅東⼝
Restaurant & Bar Cross Road
和流創作料理UROCO
ワインビストロ エストラゴン
味乃魚隆
Lea Lea (レア レア)
Carta
ビストロローヤル
サイクルカフェ
Morizo
IGREK
鞍馬
ピアザ
創作居酒屋はれるや
すき家 小田原駅東⼝店
吉野家小田原駅前店
相州鳥ぎん本店

住所
小田原市栄町1-2-1 小田原駅前ビル3階
小田原市栄町1-2-1 小田原駅前ビル6階
小田原市栄町1-2-5
小田原市栄町1-2-8 第1マツガヤビル1階
小田原市栄町1-2-8 第1マツガヤビルB1階
小田原市栄町1-2-8 マツガヤビル2階
小田原市栄町1-2-9
小田原市栄町1-2-9
小田原市栄町1-2-9 第2マツガヤビル2階
小田原市栄町1-2-9 第2マツガヤビル2階奥
小田原市栄町1-2-10
小田原市栄町1-2-10 秋⼭ビル2階
小田原市栄町1-2-11
小田原市栄町1-2-11 みのやビル2階
小田原市栄町1-2-11 みのやビル2階
小田原市栄町1-2-16
小田原市栄町1-2-25
小田原市栄町1-2-25
小田原市栄町1-2-25
小田原市栄町1-3-12-5階
小田原市栄町1-3-13
小田原市栄町1-3-13-2階
小田原市栄町1-3-13 報徳第2ビルB-1
小田原市栄町1-4-2
小田原市栄町1-4-2
小田原市栄町1-4-2
小田原市栄町1-4-2
小田原市栄町1-4-2 松本ビルB1
小田原市栄町1-4-3 ⼭崎ビル1階
小田原市栄町1-4-4 NAKANIWAビル4階
小田原市栄町1-4-4 Nakanowatariビル2階
小田原市栄町1-4-5 お城通りビルB1
小田原市栄町1-4-9
小田原市栄町1-4-9
小田原市栄町1-4-9
小田原市栄町1-4-9 尾崎ビル1階
小田原市栄町1-5-14
小田原市栄町1-5-18
小田原市栄町1-5-18 オレンヂビルB1階
小田原市栄町1-6-7
小田原市栄町1-6-12 ⽩バラビル1階
小田原市栄町1-10-1 保高ビル101
小田原市栄町1-10-3 高木ビル1階
小田原市栄町1-10-4 香蘭ビル1階

電話番号
0465-24-1988
0465-21-0302
0465-46-7222
0465-20-9063
0465-23-5510
0465-46-9810
0465-22-8055
0465-24-0233
－
0465-20-9913
0465-24-0268
0465-21-5717
0465-24-7744
0465-21-0404
0465-21-5255
0465-23-1795
0465-23-0721
0465-24-2551
0465-20-5310
0465-43-6907
0465-23-4268
－
0465-23-8333
0465-22-5660
0465-20-2221
0465-46-6726
－
0465-46-9886
0465-23-7668
0465-23-8558
0465-22-8855
0465-23-2279
0465-21-3881
0465-21-5529
0465-46-7328
0465-21-0220
0465-23-1126
0465-22-7337
0465-24-8228
0465-23-7045
0465-23-7052
0465-24-8248
0465-22-7515
0465-24-6877
小田原市栄町1-10-4 香蘭マンション102号室 －
小田原市栄町1-10-6
0465-46-6067
小田原市栄町1-10-10
0465-24-2377
小田原市栄町1-10-23
0465-20-4607
小田原市栄町1-11-11-1階
0465-24-2241
小田原市栄町1-12-2
0465-24-5474
小田原市栄町1-12-7
0465-23-4236
小田原市栄町1-12-12
0465-20-6880
小田原市栄町1-13-19
0465-87-9125
小田原市栄町1-14-1 実正堂ビル1階
0120-498-007
小田原市栄町1-14-3
0465-21-3801
小田原市栄町1-14-5
0465-23-0231

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
ホルモン屋だん小田原店
BISTRO居酒屋 みつばちマーヤ&くらわんか
リストランテ ラ ソリア( Ristorante La Soglia)
大衆焼肉ホルモン酒場 肉小屋
松琴楼
城町カフェ
カフェリーフ
小田原お堀端コンベンションホール
三層究極のそば
や台ずし小田原お堀端通り町
北条焼肉センター
四季食彩 庭園 ふわり
海鮮丼屋 小田原 海舟本店
焼肉穂坂
SAKANA CUISINE RYO
バージャルダン パルスパッツ
乃の家
定食屋
城下町どすん
RED WINE
食蔵縁泉
Three Pints
ナイトバーズ
NANTONA
銀座ライオン 小田原トザンイースト店
バーガーキング小田原トザンイースト店
タリーズコーヒー 小田原トザンイースト店
夢庵 小田原駅前
⽬利きの銀次小田原東⼝駅前店
居酒屋ひなたや
かるびラーメン小田原
松福 小田原店
サマーズ
ダーツバーHOPE
IMAGE
パラダイス
M's West
New ファン・ファン
居酒屋 榮ちゃん
パブ ミスティ
パブラウンジAYA
BAR Stray Dog(s)
スナックおとぎや
居酒屋 夷
炉ばた焼城欄
和房鉄板 榛
炭火焼肉ホルモン酒場仙次郎
やきとりの扇屋 小田原駅前店
0.5軒⽬酒場 MAAいいか
寿庵
江南スンドゥブ
クラブ マーガレット
ビッグエコー小田原駅前店
入船小田原駅前店
ステーキハウス⾦井小田原駅前店
さかな酒場 魚星 小田原駅前店

住所
小田原市栄町1-14-7
小田原市栄町1-14-12-2階
小田原市栄町1-14-12 嵯峨野ビル1階
小田原市栄町1-14-12
小田原市栄町1-14-37
小田原市栄町1-14-41
小田原市栄町1-14-48
小田原市栄町1-14-48-8階
小田原市栄町1-14-48 ジャンボーナックビル4階

小田原市栄町1-14-54 込⼭ビル
小田原市栄町1-14-54 込⼭ビル2階
小田原市栄町1-14-54 込⼭ビル3階
小田原市栄町1-14-55
小田原市栄町1-14-56-1階
小田原市栄町1-14-57
小田原市栄町1-14-57
小田原市栄町1-15-22
小田原市栄町1-15-22
小田原市栄町1-15-22-102
小田原市栄町1-16-33 寿和苑栄町ビル1B
小田原市栄町1-17-32
小田原市栄町1-19-14
小田原市栄町1-19-16 三の丸レジデンス101

小田原市栄町3-9-12
小田原市栄町2-1-2
小田原市栄町2-1-2
小田原市栄町2-1-2 トザンイースト1階
小田原市栄町2-1-2 トザンイースト2階
小田原市栄町2-1-2 トザンイースト3階
小田原市栄町2-1-3
小田原市栄町2-1-5-1階
小田原市栄町2-1-6
小田原市栄町2-1-8 真砂ビル3階NO1
小田原市栄町2-1-12
小田原市栄町2-1-12
小田原市栄町2-1-12 TOP21ビルB1
小田原市栄町2-1-15
小田原市栄町2-1-15
小田原市栄町2-1-15
小田原市栄町2-1-15
小田原市栄町2-1-15
小田原市栄町2-1-15 エクレールK栄町106
小田原市栄町2-1-15 エクレールK栄町204号

小田原市栄町2-1-15
小田原市栄町2-1-18
小田原市栄町2-1-20
小田原市栄町2-1-21
小田原市栄町2-1-21
小田原市栄町2-1-25
小田原市栄町2-1-26
小田原市栄町2-1-27
小田原市栄町2-1-27
小田原市栄町2-1-28
小田原市栄町2-1-29
小田原市栄町2-1-29

エクレールK栄町
プラザリズB1
椎野ビル1階

⼭正ビル1階
⼭正ビル2階

グリーンビル3階

小田原市栄町2-1-30 第一マルタビル2・3階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-7/39

電話番号
0465-24-2911
－
0465-46-7765
0465-27-3799
0465-22-4401
0465-44-4601
0465-20-8191
0465-23-1188
0465-23-1128
0465-24-3305
0465-43-8958
0465-21-5778
0465-24-2237
0465-23-4129
0465-20-0077
0465-23-3311
0465-22-1233
0465-23-0618
0465-23-5500
0465-22-9620
0465-33-8328
－
0465-24-6226
080-4369-0555
0465-23-2281
0465-43-7116
0465-46-7351
0465-24-3550
0465-24-0688
0465-22-2940
0465-42-9988
－
－
0465-43-9905
0465-46-6517
－
0465-46-8759
－
0465-23-3636
－
0465-23-1700
0465-20-4404
0465-24-5655
0465-24-8215
0465-23-3181
－
0465-44-4160
0465-24-7599
0465-46-8759
0465-22-2862
－
－
0465-20-3337
0465-24-3400
0465-22-5951
0465-22-7621

店舗名
パブ小田原のおじさん
酒処 ふう
庄や 小田原本家店
Hang over
カラオケまねきねこ小田原駅前店
ピーチ
Leeモナミ
スナックすまいる
スナック パピロ
酒処絹
かりゆし食堂酒場
上海酒家
いくよ
ハイカラ食堂 グリドル
米橋
パブル・モント
炭火焼・串仙次郎
天つく
小田原おでん本陣
創作酒場三頭心
小田原 魚河岸 でん
魚魚屋半兵衛
小田原おでん脇本陣
…というわけで もんぶらん
喜仙
焼肉 京城苑 小田原駅前店
魚菴
ママパパタンドリー&ダイニング（旧︓ママパパ）
イリス
スパッツ
美味処まつを
おばちゃん
カラオケラウンジミンピ
TSUKASA
BARcute
韓国スナック 新羅
シャラマー
湘南大衆横丁
クラブ ティアモ
居酒屋 小田原たろう
杵吉
スナックユリ
潮若丸 平蔵
小田原ホルモン源屋
E.Gee Bar and Dining
小田原ととや
ぼちぼち
彩酒亭 洞
やきとり陽ちゃん
YOLUNO
ショットバー さくら
ピッツェリア&ワインバール スリング
MECIMO
まいうー食堂
炭火焼肉 快 小田原駅前店
海鮮問屋ふじ丸小田原駅前店

住所
小田原市栄町2-2-1
小田原市栄町2-2-1 古川食品ビル
小田原市栄町2-2-1 古川食品ビル1階
小田原市栄町2-2-1 古川食品ビル2階
小田原市栄町2-2-1 古川食品ビルB1階
小田原市栄町2-2-1 古川ビル
小田原市栄町2-2-1 古川ビル2階
小田原市栄町2-2-1 古川ビル2階
小田原市栄町2-2-1 古川ビル2階
小田原市栄町2-2-1 古川ビル2階
小田原市栄町2-2-3
小田原市栄町2-2-3 小野ビル 1階
小田原市栄町2-2-4-2階
小田原市栄町2-2-9
小田原市栄町2-2-11
小田原市栄町2-2-11
小田原市栄町2-3-4
小田原市栄町2-3-4
小田原市栄町2-3-4-103
小田原市栄町2-3-4-105
小田原市栄町2-3-4 美ゆ紀ビル101
小田原市栄町2-3-4 美ゆ紀ビル102
小田原市栄町2-3-4 美ゆ紀ビル102
小田原市栄町2-3-4 美ゆ紀ビル2階
小田原市栄町2-3-10
小田原市栄町2-3-11
小田原市栄町2-3-13 岩元ビル1階
小田原市栄町2-3-14
小田原市栄町2-4-1 杉田ビル2階

電話番号
0465-43-9991
0465-23-7838
0465-22-1344
－
0465-23-3791
－
－
0465-23-4257
0465-24-0497
－
0465-46-8274
0465-21-2585
0465-24-7166
0465-42-9933
0465-22-4645
0465-46-6604
0465-23-0062
050-5456-5127
－
－
0465-22-3341
0465-42-9237
0465-46-7448
－
0465-22-3747
0465-20-9299
0465-24-1003
0465-20-4383
－
小田原市栄町2-4-3 小田原ターミナルホテルB-1 0465-20-2421
小田原市栄町2-4-4 石井ビル1階
0465-24-6636
小田原市栄町2-4-27 清ビル1階
0465-24-1960
小田原市栄町2-4-27 清ビル1階
－
小田原市栄町2-4-27 清ビル2階
－
小田原市栄町2-4-30 北本ビル
－
小田原市栄町2-4-30 北本ビル1階
－
小田原市栄町2-4-30 北本ビル2階
－
小田原市栄町2-4-33
0465-20-3917
小田原市栄町2-4-33-2階
－
小田原市栄町2-4-34 第2オレンヂビル2階 0465-22-5110
小田原市栄町2-4-35
0465-35-8552
小田原市栄町2-4-36 杉田ビル1階
0465-22-2888
小田原市栄町2-5-1
0465-44-4838
小田原市栄町2-5-1
0465-23-2981
小田原市栄町2-5-1 小田原貸店舗C号室
0465-24-2423
小田原市栄町2-5-3
0465-43-7558
小田原市栄町2-5-4
0465-24-2080
小田原市栄町2-5-5
0465-24-4383
小田原市栄町2-5-5
0465-43-8864
小田原市栄町2-5-9 YKビル
050-5809-8138
小田原市栄町2-5-12
0465-24-6222
小田原市栄町2-5-18 松本ビル2階
0465-23-6607
小田原市栄町2-5-22 木⼾ビル1階
0465-20-3744
小田原市栄町2-6-12
0465-24-1908
小田原市栄町2-7-2
0465-24-3443
小田原市栄町2-7-2
0465-23-4270

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
馬かもん
ぐるりくるり小田原
すし処潮り
ステーキハウス響
小料理大こう
Club Merry
カフェレストランCOO
ラウンジ ナナ
スナックてまり
喫茶すなっく 藤もと
洋食葉椰子
DOUBLE007SEVEN
串カツ田中小田原店
ボンちゃん
KATHMANDUKITCHEN
鳥良商店小田原錦通り店
栄華軒
和ところ ぬま家
ドトールコーヒーショップ小田原駅東⼝店
MORI-MESHI小田原
中華料理昇⽟
日高屋 小田原店
焼鳥日高 小田原店
woolloomooloo
韓無量小田原店
じとっこ組合 小田原店
蔵之助小田原店
肉汁餃子のダンダダン小田原店
氷花餃子小田原本店
町田商店小田原店
イル・バーチョ
浜焼太郎小田原錦通り店
ラーメン春樹小田原店
サクティ小田原店
博多⻑浜ラーメン翔⿓
カフェ・ベローチェ小田原ダイヤ街店
ジョナサン 小田原
サイゼリヤ 小田原ダイヤ街店
天丼てんや小田原店
ゴーゴーカレー小田原中央通店
日乃屋カレー 小田原栄町店
SEAFOOD&GRILLALIGOT
松屋小田原店
調酒堂bar lounge/terrace
炭火RoBATa酒場OHASHI
魚がし
二階のレストラン
Wine Bar
ふらんす亭小田原店
ライブハウスJAKAJAKA
鳥貴族 小田原店
ビアイタリアーノ
餃子の王将小田原店
もんじゃ横丁 小田原店
相住食堂
MAA`s MEAT BAR

住所
小田原市栄町2-7-2
小田原市栄町2-7-2
小田原市栄町2-7-7 ホテルポシュ1階
小田原市栄町2-7-7 ホテルポシュ1階
小田原市栄町2-7-8
小田原市栄町2-7-10 ホテルとざん1階

電話番号
0465-20-3282
0465-43-6075
0465-22-0448
0465-22-8631
0465-24-3708
－
小田原市栄町2-7-10 ホテルとざんビルB1階 0465-24-2208
小田原市栄町2-7-10 ホテルとざんビルB1階 0465-46-7087
小田原市栄町2-7-16
0465-22-5222
小田原市栄町2-7-16 ⼭室ビルの1階
－
小田原市栄町2-7-30-1階
0465-24-8840
小田原市栄町2-7-30-2階
0465-24-4607
小田原市栄町2-7-31 高万ビル
0465-44-4455
小田原市栄町2-7-34-2階
0465-55-8337
小田原市栄町2-7-34 錦⽉ビル1階
0465-44-4915
小田原市栄町2-7-35 小田原シンソビル123 0465-23-2177
小田原市栄町2-7-37
0465-22-2317
小田原市栄町2-7-37 KTプラザB1階
0465-20-9199
小田原市栄町2-7-39
0465-21-3780
小田原市栄町2-8-5 錦ビル1階
0465-43-8846
小田原市栄町2-8-5 錦ビル2階
0465-24-0961
小田原市栄町2-8-6
0465-24-2389
小田原市栄町2-8-7 ヤマトビル
0465-23-8638
小田原市栄町2-8-7 ヤマトビル2階
0465-23-3102
小田原市栄町2-8-8 東京ビル4階
0465-20-4505
小田原市栄町2-8-8 土方ビル2階
0465-20-2055
小田原市栄町2-8-8 リカム9ビル3階
－
小田原市栄町2-8-8
0465-20-5858
小田原市栄町2-8-10 ハクエイビル2階
0465-23-1506
小田原市栄町2-8-11 茶の花ビル1階
0465-46-9086
小田原市栄町2-8-12
0465-22-8110
小田原市栄町2-8-15-B1
－
小田原市栄町2-8-15 ⼭崎商事ビルB1階 0465-24-0108
小田原市栄町2-8-15 ⼭崎商事ビルB1階 0465-24-2086
小田原市栄町2-8-18 ⼭崎ビル地下1階
0465-23-4832
小田原市栄町2-8-20 宮澤商事ビル1階
0465-20-2520
小田原市栄町2-8-20 宮澤商事ビル2階
0465-21-6130
小田原市栄町2-8-20 宮澤商事ビル2階
0465-21-1051
小田原市栄町2-8-24 アイエスビル1階
0465-21-5061
小田原市栄町2-8-27
0465-22-2561
小田原市栄町2-8-31 プランタン岩下1B 0466-50-1301
小田原市栄町2-8-33
0465-20-4003
小田原市栄町2-8-33 岩下第1ビル
0465-21-6010
小田原市栄町2-8-38
－
小田原市栄町2-8-38 中⼾川ビル2階
0465-24-0480
小田原市栄町2-8-39
0465-23-1170
小田原市栄町2-8-43 中川ビル2階
0465-27-2293
小田原市栄町2-8-43 中川ビル3階
0465-24-1107
小田原市栄町2-9-7
0465-24-5541
小田原市栄町2-9-7-2階
0465-23-8485
小田原市栄町2-9-9-B1階
0465-20-9099
小田原市栄町2-9-11 ⻑谷川ビル2階
0465-24-5401
小田原市栄町2-9-16
0465-24-8588
小田原市栄町2-9-19
0465-20-6789
小田原市栄町2-10-1
0465-22-6432
小田原市栄町2-10-2
0465-25-0100

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
美音
らぁ麺桃の屋
こへじ
スペインバル エルボラーチョ
ラッコアメーノ
フレンチ食堂iTToku
元祖唐揚げ三平
鳥元
スナック ちょっと
酒茶や 神輿
moory
ラ・パルールド
韓国食堂 幹
海楽食酒家あだち
⾦時2号店
スナックCHANCE
スナックSEED
ナイトフライヤー
STONES BAR
きみ香
スナック喫茶 城⼭
VIVI
蘭
和風スナック千寿
ハルラサン
USUAL
スナックMANILA
ラッコアメーノ
beef by KOH
クラテリス
COMFORT
炭火焼ホルモン九十九
ファンタジックサルーンマリンブルー
ピアノカフェ伊勢治
串焼き いわた
和み場ar 雅
旨家maru松
伊正利王爵
栄町魚藤
NICOCAFE
和牛屋
スナックひだまり
Lust
居酒屋八起
スナック ライフ
吉左右(KISSO)
温料理 こころ
もつ焼いちばん
アクシス
うをげん
すなっくこと音
来幸
パブスナックAMORE
呑み処 さかもと
居酒屋ぽっぷす
パブ ラ、キサラ

住所
小田原市栄町2-10-3
小田原市栄町2-10-8
小田原市栄町2-10-8

－

電話番号
－
0465-25-5485

小田原市栄町2-10-12 ルパラディ小田原1階 0465-25-3955
小田原市栄町2-10-12 ルパラディ小田原102

小田原市栄町2-10-17
小田原市栄町2-10-18
小田原市栄町2-11-1
小田原市栄町2-11-1
小田原市栄町2-11-5 カクヨー栄町ビル1階A号

小田原市栄町2-11-5 カクヨー栄町ビルB号室

小田原市栄町2-11-9
小田原市栄町2-11-9
小田原市栄町2-11-9 第一中庭ビル1階
小田原市栄町2-11-11
小田原市栄町2-11-28
小田原市栄町2-11-28
小田原市栄町2-11-28 太田ビル
小田原市栄町2-11-28 太田ビル102
小田原市栄町2-11-28 太田ビル1階 109号室(A)

小田原市栄町2-11-28 太田ビル201
小田原市栄町2-11-28 太田ビル202号室
小田原市栄町2-11-28 太田ビル2階
小田原市栄町2-11-28 太田ビル2階
小田原市栄町2-11-28 大田ビル2階
小田原市栄町2-11-28 太田ビル2階207
小田原市栄町2-11-28 太田ビル1階
小田原市栄町2-11-30
小田原市栄町2-11-30 小野屋ビル1階
小田原市栄町2-12-3 Kビル1階
小田原市栄町2-12-10
小田原市栄町2-12-32
小田原市栄町2-12 TOP21ビル2階
小田原市栄町2-13-3
小田原市栄町2-13-10 タカナシビル1階
小田原市栄町2-13-23
小田原市栄町2-13-23 プロスビル101
小田原市栄町2-14-23
小田原市栄町2-15-14 堤ビル102
小田原市栄町2-15-26
小田原市栄町3-1-10
小田原市栄町3-2-2
小田原市栄町3-2-2
小田原市栄町3-2-3
小田原市栄町3-2-3
小田原市栄町3-2-7
小田原市栄町3-2-24
小田原市栄町3-3-17-1階
小田原市栄町3-4-17 相湘11栄町ビル203(2階A)

小田原市栄町3-4-19
小田原市栄町3-5-14
小田原市栄町3-5-16
小田原市栄町3-5-18
小田原市栄町3-8-1
小田原市栄町3-8-5
小田原市栄町3-9-2 コンフォート2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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0465-43-8568
0465-59-0090
0465-24-3390
0465-23-7755
－
－
0465-43-6808
0465-24-5071
－
－
0465-22-5112
0465-24-6696
－
0465-22-5228
0465-23-1936
－
0465-24-3861
－
－
0465-23-5443
－
0465-21-9711
－
0465-43-8568
－
0465-24-0450
0465-21-2115
0465-24-2928
0465-23-3775
0465-20-4297
0465-46-9489
0465-43-6180
0465-25-1852
0465-22-1411
－
0465-43-6692
－
0465-87-6215
0465-46-8081
－
0465-24-1936
－
0465-23-1300
0465-24-7151
－
0465-23-4000
－
0465-23-5606
0465-44-4536
－
0465-23-8568
0465-23-5362

店舗名
スナックべにばな
スナックセルパン
スナック カナリヤ
スナックエスポアール
EARTH VALHALLA
EARTH 2nd
スナック 鍵
Bar Detour
ベベドール
アジアンレストラン SKP
⽉下美⼈
焼処 花⾞
カラオケ まき
水鏡
ちーこの店
済州島
Promessa
くまもとらーめん ブッダガヤ
Kitchen&Bar704
そば処翁庵
ビジネスホテルおかもと
BAR ENiSHI
あいあい
とろゝ屋
LIVE HOUSE 小田原姿麗⼈
らーめん厨房萬喜
⼭そば
はま寿司小田原酒匂店
マカロニ市場小田原店
焼鳥屋 八重
麺処とらたま
居食屋フレンドoasisbynanrikogyo
ライブカフェ酒匂村
スナックとんとん
はなの舞 鴨宮店
サイゼリヤ 小田原鴨宮店
激旨焼肉うしえ者
星乃珈琲店小田原鴨宮店
小田原Hojyo庵
なか卯 小田原鴨宮店
養⽼乃瀧鴨宮店
かいせん
丼万次郎
柴⻯
やきにくの快 小田原店
こぶた倶楽部
ふじ丸本店
くら寿司小田原下大井店
食彩 悠然
季去来亭
お食事処 本丸茶屋
報徳会館
食樂庵 報徳
きんじろうカフェ
cafe小田原柑橘倶楽部
スターバックスコーヒー JR東海小田原駅店

住所
小田原市栄町3-9-3
小田原市栄町3-9-13 林店舗1階
小田原市栄町3-9-15
小田原市栄町3-9-22
小田原市栄町3-10-2
小田原市栄町3-10-2
小田原市栄町3-10-10
小田原市栄町3-10-11 開進小田原ビル101
小田原市栄町3-10-11 開進小田原ビル104
小田原市栄町3-10-11 開進ビル102
小田原市栄町3-10-11 開進ビル1階
小田原市栄町3-12-4
小田原市栄町3-12-6 メゾン栄101
小田原市栄町3-12-6 メゾン栄102
小田原市栄町3-12-6 メゾン栄E103
小田原市栄町3-12-8
小田原市栄町3-12-10
小田原市栄町3-14-14
小田原市栄町3-16-3
小田原市栄町3-19-16
小田原市栄町2-7-29
小田原市栄町3-4-17 相湘11栄町ビル1F
小田原市酒匂1-1-7
小田原市酒匂1-4-1
小田原市酒匂1-5-33 シャレイドビル1階

電話番号
0465-22-2848
0465-22-1915
－
0465-23-0703
0465-87-5372
0465-87-5372
－
－
0465-24-1207
0465-23-5025
0465-23-1192
0465-37-5070
0465-44-4014
0465-43-8627
0465-23-8001
0465-24-4141
0465-46-7519
0465-23-4003
0465-22-0078
0465-24-2239
0465-22-5963
0465-25-5800
0465-47-3923
0465-47-8998
0465-48-3967
小田原市酒匂2-15-6 シャメゾンSAKURA店舗101号 0465-49-0147
小田原市酒匂3-6-14
－
小田原市酒匂4-13-27
0465-46-1265
小田原市酒匂4-13-33
0465-45-4500
小田原市酒匂5-5-11
0465-25-5031
小田原市酒匂5-5-17
0465-49-3329
小田原市酒匂5-7-13
0465-49-4155
小田原市酒匂5-12-31 ライブカフェ酒匂村 －
小田原市酒匂5-12-33
0465-48-1955
小田原市酒匂924-1
0465-46-1161
小田原市酒匂924-6
0465-48-0700
小田原市酒匂970-1
0465-48-5005
小田原市酒匂971-1
0465-43-6026
小田原市酒匂1054
0465-47-6729
小田原市酒匂1400-1
0465-46-1005
小田原市酒匂1401
0465-48-9755
小田原市清水新田135-2
0465-36-9970
小田原市下大井386-7
0465-43-7977
小田原市下大井413-3
0465-37-4001
小田原市下大井433-4
0465-39-4222
小田原市下大井446
0465-36-6500
小田原市下大井472-1
0465-38-1281
小田原市下大井484-1
0465-39-0610
小田原市下新田221-5
0465-47-3828
小田原市十字4-1032
0465-24-0246
小田原市城内6-1
0465-23-8100
小田原市城内8-10
0465-23-3246
小田原市城内8-10
0465-24-3990
小田原市城内8-10
0465-23-3246
小田原市城内8-10
0465-23-3246
小田原市城⼭1-1-1 JR小田原駅構内
0465-20-1185

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
箱根そば小田原店
箱根ベーカリー小田原店
レストラン レカイエ
ベジフルダイニングさかい
とろせい
オステリア イル チエロ
そば処しろやま
しずく会
リターンⅡ
居酒屋三浜
喫茶 ケルン
天史朗寿司
GINSUI
スナック あき
和食やむね
エル
懐石料理 開喜
岩忠 晴小波
やきとり 太へい
城⼭テラス
ラ マティエール エフ
大勝
浜っ子餃子(小田原競輪場内)
豪火焼
大⿊相(小田原競輪場内)
小田原競輪場内
味の店⼭ちゃん(小田原競輪場内)
フードたかはら(小田原競輪場内)
10号売店ベルクック
勝寿司
梅富久
相州鳥ぎん下曽我店
スナック サヴォイ
寿英焼肉苑
味升
つばさ寿司
季節料理 やま苺
満天豚
ことぶき家食堂
アルカレート
音楽酒場 卓
スナックかわぐち
昇竹
酒蔵天代
あるもん・de・café
むつみ処 上忠
Restaurant Tomo
創作中華寅蔵
居酒屋川政
おかん食堂
デニーズ 鴨宮店
コート・ダジュール 小田原鴨宮店
福満園小田原店
オリーブの丘 小田原中⾥店
居酒屋ひろ
ふきのとう

住所

電話番号

小田原市城⼭1-1-1 小田急線小田原駅改札横 0465-20-1526

小田原市城⼭1-1-1
小田原市城⼭1-6-1
小田原市城⼭1-6-29
小田原市城⼭1-6-30
小田原市城⼭1-6-32 杉崎ビル1階
小田原市城⼭1-6-33
小田原市城⼭1-6-33
小田原市城⼭1-6-33
小田原市城⼭1-6-33 ミトビル2階
小田原市城⼭1-6-80
小田原市城⼭1-6-80
小田原市城⼭1-15-5 中村ビル1階
小田原市城⼭1-15-19

0465-20-1126
0465-35-2335
0465-20-7775
0465-35-7101
0465-35-5200
0465-32-0388
0465-43-8542
－
0465-34-7708
0465-34-0014
0465-34-0832
－
－
小田原市城⼭1-28-24 フラワーヒル小田原1階
0465-46-9620
小田原市城⼭2-4-16
0465-35-0073
小田原市城⼭3-1-12 第2三宅ビル1階
0465-32-8117
小田原市城⼭3-3-1 水⼾第三ビル一階
0465-20-5074
小田原市城⼭3-3-3
－
小田原市城⼭3-5-42
0465-43-8478
小田原市城⼭4-1-11
0465-24-5512
小田原市城⼭4-10-1
－
小田原市城⼭4-10-1
－
小田原市城⼭4-10-1
－
小田原市城⼭4-10-1
－
小田原市城⼭4-10-1
－
小田原市城⼭4-10-1
－
小田原市城⼭4-10-1
－
小田原市城⼭4-10-1 小田原競輪場内
－
小田原市曽我岸103-4
0465-42-0368
小田原市曽我光海794
0465-42-1245
小田原市曽我原553
0465-42-7777
小田原市曽我原561-3
0465-42-0202
小田原市曽比1276-1
0465-36-5757
小田原市曽比1756-3
－
小田原市曽比1790
0465-36-0230
小田原市曽比2213-2 泰栄ビル102号
－
小田原市高田178-3
0465-42-7305
小田原市高田364-1
0465-20-4428
小田原市多古329-1
0465-44-4693
小田原市田島89-1
－
小田原市田島89-1
0465-47-5047
小田原市千代113-7
0465-42-4765
小田原市千代283
0465-42-1999
小田原市千代327-19
－
小田原市千代420-5
0465-42-5588
小田原市中⾥25-14
0465-25-1879
小田原市中⾥61
0465-42-1202
小田原市中⾥102-1
0465-42-5550
小田原市中⾥121-6
0465-20-7700
小田原市中⾥123-11
0465-49-7277
小田原市中⾥123-11
0465-45-6888
小田原市中⾥131
0465-45-0886
小田原市中⾥132-1
0465-20-3748
小田原市中⾥175-7
0465-49-4339
小田原市中⾥175
0465-48-3956

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
スナック紅花
Yuzu.
インド料理 ダルマサラ
ジャピーノアイランド
イタリアンキッチンケニーノ
和GAya
鎌倉パスタ小田原ダイナシティ店

住所
小田原市中⾥176
小田原市中⾥179-3
小田原市中⾥185-31
小田原市中⾥185-40
小田原市中⾥191-2
小田原市中⾥191-18
小田原市中⾥208-4階
幸楽苑since1954+幸楽苑のからあげ家小田原ダイナシティウエスト店 小田原市中⾥208
サーティワンアイスクリームダイナシティ店
小田原市中⾥208
ダイナシティウエストフードコート
小田原市中⾥208
ダイナシティイーストフードコート
小田原市中⾥208
スターバックスコーヒー小田原DYNACITYWEST店
小田原市中⾥208 DYNACITYWEST1階
リンガーハット 小田原ダイナシティ店
小田原市中⾥208 ウエスト4階
鎌倉かつ亭あら珠 小田原店
小田原市中⾥208 ダイナシティ4階
せんば自由軒キッチン。ダイナシティ小田原店
小田原市中⾥208 ダイナシティWEST4階
小田原市中⾥208 ダイナシティWEST MALL4階
海鮮三崎港小田原ダイナシティ店
小田原市中⾥208 ダイナシティWEST館1階
珈琲館 ダイナシティ小田原店
小田原市中⾥208 ダイナシティウェスト4階
つけSOBA141
小田原市中⾥208 ダイナシティウエスト4階
ジャスミンパレス ベトナムレストラン (小田原店)
小田原市中⾥208 ダイナシティウエスト4階
小田原 庄和丸
小田原市中⾥208 ダイナシティウエスト4階
ユーガーデン上海小田原ダイナシティ店
ホブソンズ小田原ダイナシティ店
小田原市中⾥208 ダイナシティ小田原4階
バーミヤン 小田原鴨宮
小田原市中⾥286-4
から好し 小田原鴨宮
小田原市中⾥字反町287-3
地産料理 奏
小田原市中⾥292-14
ロッテリア 小田原ダイナシティ店
小田原市中⾥296-1
海の幸
小田原市中⾥296-1
牛タン仙台なとり小田原店
小田原市中⾥296-1
幸楽苑 小田原ダイナシティ店
小田原市中⾥296-1
小田原市中⾥313-1 ダイナシティウォーク1階
サンマルクカフェダイナシティ小田原店
フレッシュネスバーガー小田原ダイナシティ店
小田原市中⾥313-12
小田原市中⾥313-12 小田原ダイナシティ1階
果汁⼯房果琳小田原ダイナシティ店
小田原市中⾥313-12 ダイナシティーウォーク
タリーズコーヒー 小田原ダイナシティ店
小田原市中⾥313-12 ダイナシティウォーク内
TOHOシネマズ小田原
小田原市中⾥313-12
ダイナシティシネウォーク1階
吾照⾥ダイナシティ小田原店
モンテイルキャンティ
小田原市中⾥313-12 ダイナシティ内1階
丸⻲製麺小田原
小田原市中⾥403-1
マンマピッコラ
小田原市中曽根35
80'S
小田原市中曽根41-1
浜焼き酒場やいてこや
小田原市中曽根41
スナック きらら
小田原市中曽根45-1
ベーカリーカフェブラッサム
小田原市中曽根67-2
来来
小田原市中曽根78-1
タランチェラ
小田原市中町1-3-16
Le3
小田原市中町1-3-16-102
はなまるキッチン本店
小田原市中町1-4-21
食乃壺
小田原市中町1-4-26
うしお亭
小田原市中町1-4-26 セントラルビル101
寿し 甚きち
小田原市中町1-4-26 セントラルビル104
ルネス
小田原市中町1-4-27
スナック雫
小田原市中町1-13-16
小田原市中町1-15-1 ホワイトシャトル102号
カフェクラウディア
タイ食堂 サイアム
小田原市中町2-1-1
呑み処勇
小田原市中町2-1-2
どすこい⼒⼠食堂
小田原市中町3-1-23
焼肉ソウル
小田原市中町3-4-31
※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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電話番号
－
－
0465-49-5188
050-1372-3822
－
0465-49-0110
0465-45-1309
0465-46-8420
－
0465-49-8111
0465-49-8100
0465-49-8124
0465-46-9235
0465-49-8611
0465-48-5566
0465-46-8770
0465-46-7161
0465-43-7222
0465-47-7522
0465-46-6212
0465-46-7003
0465-49-3355
0465-49-1441
0465-46-0132
0465-43-7837
0465-57-0399
0465-49-3737
0465-46-7707
0465-46-1235
0465-45-3309
0465-46-1080
0465-20-3308
0465-45-0730
050-6868-5023
0465-45-0361
0465-45-0772
0465-42-7837
－
0465-25-4439
0465-42-9827
－
0465-37-2177
0465-37-3223
0465-23-3744
050-8880-1879
0465-43-9882
0465-24-4920
0465-23-5611
0465-22-1191
0465-46-8802
0465-43-8575
0465-46-8178
0465-46-6882
－
0465-43-7579
0465-23-1900

店舗名
釜くら
食事処 あだち
柳屋ホルモン焼本店
とりてち
Y's Dining ワイズダイニング
スナック マスカレード
こがね寿司
スナックウイング
スナック キャンベラ
ホルモン焼き珍満
居酒屋 丸十
ステーキガスト小田原東インター
小林屋小田原インター店
咲夢
スナック凛
すき家 255号小田原成田店
よりみち
農家カフェ SIESTA
日乃屋カレー 小田原成田店
来来亭小田原成田店
たべもの家 野菜畑
焼肉きんぐ小田原成田店
餃子伝説 小田原店
そば処 一舟庵
幸楽苑 小田原成田店
焼肉 京城苑 成田店
そば茶屋 ⽮秀庵
お好み焼きみくに
Dart&Sports Cafe Shoot
万次郎すし館
餃子伝説 小田原二号店
風来
焼肉きんぐ小田原酒匂店
デニーズ 小田原酒匂店
松屋小田原酒匂店
居酒屋 富美
圭一屋酒匂店
ろばた焼 半兵衛
精肉⼯場直売所湘南メンチ
ぱぁくえりあ やまもと
CAFEきまま
ヒルトン小田原リゾート&スパ ブラッセリーフローラ
ヒルトン小田原リゾート&スパ ザ・ロビーラウンジ
ヒルトン小田原リゾート&スパ バンケット
ヒルトン小田原リゾート&スパ アミューズメント
スパ静凪 〜SEINA〜
離れのやど星ヶ⼭
レストラン スカイピア
レストラン レザン
居酒屋 蓮
縁-ENiSHIまるとし
華音(カノン)
スナック小雪
ロイヤルホスト小田原店
千両寿司

住所
小田原市中町3-6-37
小田原市中町3-6-38
小田原市中町3-15-5
小田原市中村原6-3
小田原市中村原122-1
小田原市中村原167
小田原市中村原454
小田原市中村原703
小田原市中村原733-1
小田原市中村原733-6
小田原市成田31
小田原市成田字諏訪脇144-1
小田原市成田215-1
小田原市成田287-14
小田原市成田294
小田原市成田408-1

電話番号
0465-24-5139
－
0465-24-0909
0465-43-5157
0465-43-1292
0463-43-3577
0465-43-2775
－
－
0465-43-3229
0465-38-1818
0465-37-8241
0465-36-1799
－
－
0120-498-007
小田原市成田423-6 成田サンライズ成田102号 0465-43-9727
小田原市成田423-8-101
－
小田原市成田468-3
0465-37-4688
小田原市成田475-8
0465-36-6760
小田原市成田480-10
0465-44-4441
小田原市成田481
0465-43-9678
小田原市成田491-1
0465-20-4166
小田原市成田507-7
－
小田原市成田795-1
0465-39-2122
小田原市成田798-7
0465-20-3587
小田原市成田807-2
0465-37-1150
小田原市成田2917
0465-36-6614
小田原市⻄大友130 タカナシビル2階
0465-37-6775
小田原市⻄大友136-2
0465-38-2133
小田原市⻄大友243-1
0465-20-3178
小田原市⻄大友420
0465-38-3232
小田原市⻄酒匂1-3-43
0465-46-0057
小田原市⻄酒匂1-8-33
0465-48-9440
小田原市⻄酒匂1-9-3
0465-46-0465
小田原市⻄酒匂2-2-5
0465-49-5281
小田原市⻄酒匂2-9-2 105
0465-20-3609
小田原市⻄酒匂2-10-44
0465-49-3990
小田原市根府川161-7
－
小田原市根府川161
0465-29-0444
小田原市根府川242
0465-25-2679
小田原市根府川583-1
0465-29-1000
小田原市根府川583-1
0465-29-1000
小田原市根府川583-1
0465-29-1000
小田原市根府川583-1
0465-29-1000
小田原市根府川583-1
0465-28-1219
小田原市根府川592
0465-28-1122
小田原市根府川667
0465-29-0111
小田原市延清242-3
0465-25-2548
小田原市浜町1-1-20
－
小田原市浜町1-2-31
0465-20-3516
小田原市浜町1-16-10
－
小田原市浜町2-1-15 エクレールK栄町
－
小田原市浜町2-9-3
0465-23-0064
小田原市浜町3-1-10
0465-24-3865
小田原市浜町3-1-40
0465-22-1930

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
和牛ホルモン専門店ジャンジャン
有限会社 鳥かつ楼
スナック 順
スナック Happiness (ハピネス)
牛鉄 勝蘭
権
玲子
小田原おでん本店
伊勢藤 いせずし
食道園
小料理屋⿊さわ
緑水門
小田原五鉄
漁師めし食堂
さじるし食堂
まぐろ専門かしわ水産
ふるはうす早川店
わらべ菜魚洞
ぎょギョ魚の三太郎
ビーンズハーバー(小田原さかなセンター)
すし定食 いこい
ポルトイルキャンティ
めし家やまや
波や川
小田原場外市場港の台所なみ
漁師の浜焼き あぶりや
海鮮丼屋 早川海舟
魚市場食堂
地魚回転すし 小田原港
イルマーレ
さかなの食堂 こじま
くるまやラーメン早川店
おさしみ天国・小田原海鮮ゴーゴー!
小田原漁港とと丸食堂
Riso Divino
よしこ
味よし
スナックウッズ
千
すなっく灯花
うおとら
海⼈の家 ⺠宿くやま
夢庵 早川
すき家 小田原早川店
台湾料理⿓華
Salle A Manger CHITOSEYA
やなぎ
enoteca E.G.
酒肴 きん田
ながや
スナック Purple
呑食処 葉⽉
焼肉ジャン
あじわい回転寿司 禅
小田原タンメン総本店
カフェ ジュリアン

住所
小田原市浜町3-1-43
小田原市浜町3-1-46
小田原市浜町3-1-46
小田原市浜町3-1-46
小田原市浜町3-1-48
小田原市浜町3-2-15 第三芳川ビル1階
小田原市浜町3-7-4
小田原市浜町3-11-30
小田原市浜町4-1-10
小田原市浜町4-30-1
小田原市浜町4-32-1
小田原市早川1-3-9
小田原市早川1-4-7
小田原市早川1-4-8
小田原市早川1-4-10
小田原市早川1-4-10
小田原市早川1-4-17
小田原市早川1-5-4
小田原市早川1-5-18
小田原市早川1-6-1
小田原市早川1-6-1 さかなセンター内
小田原市早川1-6-5
小田原市早川1-6-10
小田原市早川1-6-10
小田原市早川1-6-10 水産会館2階
小田原市早川1-9-6
小田原市早川1-9 小田原早川漁村2階
小田原市早川1-10-1 小田原魚市場2階
小田原市早川1-11-2
小田原市早川1-11-6
小田原市早川1-13-18
小田原市早川1-18-1
小田原市早川1-28
小田原市早川1-28

電話番号
－
0465-22-2078
－
0465-23-8616
0465-46-6750
0465-25-1423
－
0465-20-0320
0465-24-3545
0465-22-9567
0465-44-4604
0465-24-1631
0465-20-5954
0465-24-0056
0465-20-7977
0465-20-3307
0465-23-8778
0465-22-4858
0465-21-3363
0465-24-9505
0463-50-6151
0465-23-6220
0465-46-9551
－
0465-87-5584
0465-24-7804
0465-24-7802
0465-23-3818
0465-27-3714
0465-24-1510
0465-22-2487
0465-24-2632
0465-20-6336
0465-20-6336
小田原市早川1-28 漁港の駅TOTOCO内2階フードコート 0465-20-6336
小田原市早川2-13-11
－
小田原市早川2-13-14
－
小田原市早川2-15-6
－
小田原市早川2-20-1
－
小田原市早川2-20-1
－
小田原市早川3-15-7
0465-22-5224
小田原市早川3-16-22
0465-23-7455
小田原市早川3-19-3
0465-21-1480
小田原市早川3-19-6
0120-498-007
小田原市早川3-22-7
0465-20-5816
小田原市早川70
0465-25-4172
小田原市早川196
0465-22-8745
小田原市早川207-1 マンションシャトーレ101 0465-25-6017
小田原市早川208
0465-23-5625
小田原市早川212-5
0465-22-8765
小田原市東町1-29-3
0465-34-7551
小田原市東町1-31-19
－
小田原市東町2-1-8
－
小田原市東町2-1-29
0465-32-7001
小田原市東町2-1-29
0465-43-9030
小田原市東町2-4-9
0465-34-3439

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
ROZE ロゼ
プチサロンハーフムーン
ゆみ
ろばた焼甚六
スナックEMi
スナック巴⾥
くら寿司小田原東町店
スナック とみず
パピロン
バーミヤン 小田原堀之内
串焼たくみ
かつ庵小田原堀之内店
花松屋
味⾥
居酒屋 笑福
居酒屋 ええ屋ん
ルナ
楽食楽酒雪うさぎ
スナックききょう
カフェ&バー BIRDIE
NEWKATHMANDUKITCHEN
新平
⾠⺒
ひさご寿司
スナック シャルマンテ
HAVEANICEDAY!
日清亭
chinois歩歩路
手打ちそば処田毎
cafe三の丸
そば茶屋正庵
毘沙門
有限会社柏又
グリル木の実
円相
ういろう別館 杏林亭
ういろう
伊炉⾥
だるま料理店
レストラン ⻁鳥屋
牛たん満⽉
dining 269(つむぐ)
湘南パンケーキ 小田原本店
マブハイ
ラウンジツーセブン
⻄條
スナック北天
スナックくちぐせ
スナック百百
mint cocoa
のんき
簞器
小料理あい
スナック志麻
ホワイトハウス
BAR MIZUNARA

住所
小田原市東町3-3-6
小田原市東町4-9-2
小田原市東町4-9-10
小田原市東町5-1-3
小田原市東町5-1-4
小田原市東町5-1-5
小田原市東町5-13-22
小田原市堀之内3
小田原市堀之内3
小田原市堀之内8-3
小田原市堀之内9
小田原市堀之内10-3
小田原市堀之内16
小田原市堀之内23-2 中島ビル101
小田原市堀之内87-8 レイフローラル4
小田原市堀之内87-10 堀之内店舗A
小田原市堀之内88-1
小田原市堀之内194-9
小田原市堀之内196-2
小田原市堀之内202-1 国原ビル102
小田原市堀之内202
小田原市堀之内205
小田原市堀之内227-1
小田原市堀之内248-7
小田原市本町1-3-19
小田原市本町1-5-4
小田原市本町1-5-23
小田原市本町1-6-17-1階
小田原市本町1-6-20

電話番号
0465-43-7657
0465-35-5893
0465-34-3957
0465-35-5039
0465-35-5657
－
0465-43-9610
－
－
0465-39-1197
0465-37-1868
0465-20-7708
0465-36-3573
0465-37-7435
0465-38-2738
－
－
0465-20-7715
0465-25-3247
0465-43-6141
0465-36-7028
0465-37-3852
－
0465-36-1358
0465-22-8815
04650-46-8191
0465-22-3282
0465-46-9154
0465-24-3030
小田原市本町1-7-50(小田原市観光交流センター内) 0465-23-3246
小田原市本町1-9-29
0465-46-6961
小田原市本町1-9-32-1
0465-20-3062
小田原市本町1-9-35
0465-22-0267
小田原市本町1-11-9
0465-22-2912
小田原市本町1-12-12
－
小田原市本町1-13-16
0465-43-6672
小田原市本町1-13-17
0465-24-0560
小田原市本町2-1-2
0465-22-2337
小田原市本町2-1-30
0465-22-4128
小田原市本町2-4-38
0465-23-2919
小田原市本町2-5-9
0465-20-4078
小田原市本町2-5-9
0465-20-9629
小田原市本町2-6-1 高井ビル2階
0465-22-1131
小田原市本町2-6-13 朋友ビル1階
0465-24-5588
小田原市本町2-6-13 朋友ビル1階
0465-23-1848
小田原市本町2-7-11
0465-22-4278
小田原市本町2-8-5
－
小田原市本町2-8-5
－
小田原市本町2-8-9
－
小田原市本町2-10-16 松原神社店子7・8 －
小田原市本町2-11-1
－
小田原市本町2-11-1
－
小田原市本町2-11-6
0465-22-3336
小田原市本町2-11-8
0465-24-0455
小田原市本町2-11-13
0465-24-8090
小田原市本町2-11-16 原久本町第一201
－

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
クラブローラン
おたふく
スナック 恵
スナック楽喜(ラッキ)
にいがた
清風楼
⻑太郎
Good Trip Hostel & Bar
クインディチ
酒茶や なおえ
大学酒蔵
スナック キャッツアイ
花水木
中国料理 森羅
あきら食堂
手作りジェラート専門店 ⿓宮堂
和飲亭 あかね
スナック よう子
鱗吉(囲炉裏)
小田原蒲鉾発祥の店 鱗吉
スナックBLUEMOON(ブルームーン)
四季料理 和菓子 右京
隠れスパ シティーモール店
牛角鴨宮店
びっくりドンキー小田原店
らあめん花⽉嵐 小田原シティーモール店
回転寿司沼津港
リムロスタイ
スナック砂時計
こころ亭
ホルモン源
夢庵 小田原鴨宮
天然温泉コロナの湯小田原店 温や
天然温泉コロナの湯小田原店 菜彩
小田原コロナシネマワールド
道とん堀小田原鴨宮店
ジョイ弘
⻄湘パーキングエリア上り線
アレンジセット
スナック天使の誘惑
酒蔵 松五郎
Deeアジアン食材キッチン
背脂醤油ラーメンまる星
はなぜん
スナック明⾥(メイリ)
豪気南鴨宮店
南鴨宮甲羅本店
コメダ珈琲店南鴨宮店
居酒屋 韓
吟味亭ともや
だいご 鴨宮店
スナック なな
御食事処秀
インドネパール料理ソニカ
政富
花万朶

住所
小田原市本町2-11-17
小田原市本町2-11-17
小田原市本町2-11-17
小田原市本町2-11-18
小田原市本町2-11-28
小田原市本町2-12-6
小田原市本町2-12-10
小田原市本町2-13-5
小田原市本町2-13-12
小田原市本町2-13-34
小田原市本町2-14-3
小田原市本町2-14-6
小田原市本町2-14-6
小田原市本町2-14-16
小田原市本町3-1-24
小田原市本町3-4-20
小田原市本町3-5-24
小田原市本町3-5-24
小田原市本町3-7-17
小田原市本町3-7-17
小田原市本町3-12-16 徳栄ビル1階
小田原市本町4-3-29
小田原市前川120
小田原市前川120
小田原市前川120
小田原市前川120

電話番号
0465-22-3449
－
0465-23-5419
0465-22-5025
－
0465-23-3711
0465-87-7968
0465-59-0120
－
0465-22-1991
0465-22-4573
－
0465-22-4115
－
－
0465-87-7496
0465-24-5955
－
0465-22-1315
0465-22-1315
0465-22-2233
0465-23-7878
0465-46-8628
0465-46-3329
0465-45-5551
0465-49-5880
小田原市前川120 フレスポ小田原シティーモール南館1階 0465-46-1600
小田原市前川155-1 ジュネス小田原BF101 0465-25-4214
小田原市前川156-19
0465-48-3914
小田原市前川191-2
－
小田原市前川195
－
小田原市前川197-1
0465-49-6081
小田原市前川219-4
0465-45-5660
小田原市前川219-4
0465-45-5660
小田原市前川219-4
0465-45-5688
小田原市前川234-1
0465-46-2088
小田原市前川379-6
0465-44-3344
小田原市前川622-2
0465-43-1685
小田原市南鴨宮1-9-22
0465-48-6351
小田原市南鴨宮1-9-22
0465-49-1489
小田原市南鴨宮1-9-22 ⽩⾦ビル1階
0465-48-8914
小田原市南鴨宮1-9-22 ⽩⾦ビル1階-D
0465-42-9139
小田原市南鴨宮2-40-14
0465-49-7424
小田原市南鴨宮2-40-14
0465-49-0891
小田原市南鴨宮2-40-14 高万ビル1階
－
小田原市南鴨宮2-41-1
0465-49-5551
小田原市南鴨宮2-41-2
0465-49-7888
小田原市南鴨宮2-41-2
0465-47-1678
小田原市南鴨宮3-1-5
0465-27-1170
小田原市南鴨宮3-3-11
0465-49-5088
小田原市南鴨宮3-5-9
0465-34-9656
小田原市南鴨宮3-5-24
－
小田原市南鴨宮3-6-8
0465-49-1700
小田原市南鴨宮3-6-12
0465-48-7340
小田原市南鴨宮3-6-13 天野ビル1階
0465-43-6686
小田原市南鴨宮3-9-20
0465-49-3515

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
鳥ふじ
四季亭
ビストロ ルパ
庄や鴨宮南⼝駅前店
カラオケ呑みH
FuRAT
KA-BOSS
肉と魚のダイニング パーレイ
冒険丸
IZAKAYA TONTA
大衆酒場 名なし
勝寿司
箱根⼝ガレージ
ガスト 小田原南
CIBO&CO.
台湾料理興福順 小田原店
スナック くらら
焼肉 韓の店
SEA GREEN CAFE
regame
台湾料理 一品堂
INDIANRESTAURANTKABABHOUSE
花寿司
cucina vegetale Cuore Ricco
酒処かよ
酒場 和み
スナック Sign
ぴーす
SNACK RYNAH
水⾞
スナック 遊友
小さな酒場ゆめや
スナックベーラ
日栄樓
蓮正寺ハウス
居酒屋と⾦
フレンドパーク
スナック (桜)
SNACK美美
呑み処 ほたる
中華料理一番
居酒屋 くま川
釜めしと鉄板酒家三好屋
居酒屋雄美
桃太郎商店
きよ竹食堂
割烹庵
飛鳥
季の芽
らーめん大幸
夢庵 南足柄
南足柄増田屋
グリルとしお
酒の郷 いわはら
居酒屋俺ん家
酒菜処 もくもく亭

住所
小田原市南鴨宮3-33-11
小田原市南鴨宮3-34-31
小田原市南鴨宮3-37-24 天勇ビル2階
小田原市南鴨宮3-44-1 門松ビル1階
小田原市南鴨宮3-45-6
小田原市南鴨宮3-45-7
小田原市南鴨宮3-48-7 丸いビル3階1号室
小田原市南鴨宮3-48-21
小田原市南鴨宮3-49-3
小田原市南鴨宮3-49-4
小田原市南鴨宮3-49-4
小田原市南町1-4-22
小田原市南町2-1-60
小田原市南町2-2-60
小田原市南町3-2-53
小田原市南町4-10-20
小田原市柳新田48-1
小田原市柳新田50-3 柳生ビル 1階
小田原市柳新田53-10
小田原市⽮作25-1
小田原市⽮作329-5
小田原市⽮作363-1
小田原市蓮正寺132-2
小田原市蓮正寺149-11
小田原市蓮正寺295
小田原市蓮正寺296-4
小田原市蓮正寺296-4 相洋第3ビル3階B
小田原市蓮正寺296-4 相洋第三ビル2A
小田原市蓮正寺296-4 相洋第三ビル2階B
小田原市蓮正寺298-1
小田原市蓮正寺307-6
小田原市蓮正寺317
小田原市蓮正寺319
小田原市蓮正寺347
小田原市蓮正寺352-3
小田原市蓮正寺352
小田原市蓮正寺470-22-B12
小田原市蓮正寺808-12
小田原市蓮正寺808-14
小田原市蓮正寺808-24
小田原市蓮正寺827
小田原市蓮正寺848-5
南足柄市飯沢4-1
南足柄市飯沢12-6
南足柄市飯沢12-6
南足柄市飯沢42-6
南足柄市飯沢242
南足柄市飯沢341
南足柄市生駒357-1
南足柄市生駒360
南足柄市生駒408
南足柄市岩原263-4
南足柄市岩原263
南足柄市岩原350
南足柄市狩野77-1 1階
南足柄市狩野77-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-18/39

電話番号
0465-48-8015
0465-47-9818
0465-42-9298
0465-49-6961
0465-48-4858
0465-87-8056
0465-46-7216
0465-55-8530
0465-46-1889
0465-46-7803
0465-46-8218
0465-22-4340
0465-23-3246
0465-21-1481
0465-24-3552
0465-25-6183
0465-37-4661
0465-36-7588
0465-87-5839
0465-20-4800
0465-20-9020
0465-39-2223
－
0465-46-9661
－
－
－
0465-44-4351
－
0465-36-3840
－
0465-42-9118
0465-38-1819
0465-36-0374
0465-87-5624
－
0465-37-6772
－
0465-46-7331
－
0465-36-1997
－
0465-74-0220
0465-46-6116
0465-74-0559
0465-74-0201
0465-74-9999
0465-74-0073
－
0465-74-8653
0465-73-5865
0465-74-8337
0465-74-7396
0465-72-4976
0465-73-2715
－

店舗名
スナックサンセット
楽らく
焼肉くろべこ
割烹わかふじ
居酒屋 美三
居酒屋おかあさん
スナック722
スナック ひまわり
ふるさとゴハン食堂
京城苑 大雄⼭店
和み料理 きんとき
養⽼乃瀧大雄⼭店(旧だんまや水産大雄⼭店)
やきとり屋沼吉
ラウンジれもん
カフェ&パブ フランク
居酒屋てつ屋
麺屋KAZU
はつ花そば 大雄⼭駅前店
大⿊一
酒処味天狗
はま寿司南足柄店
インド・ネパール料理&Bar プラシッダ南足柄店
岩下旅館
有限会社 十八丁⽬茶屋
道了尊売店
スターバックスコーヒー南足柄店
デニーズ 南足柄店
KASEN
足柄そば やぶ久
BELLE
いい友
焼鳥屋パート2塚原店
スナック河
とんかつ駒形
やきとりダイゴ
たむら食堂
⾠⺒のひろば
⾠⺒のはなれ
ネコノテカフェ
スーリール
玄や
diningbarM
アサヒビール園神奈川・足柄店
きかく堂スウィート
INDIAN RESTAURANT KABAB HOUSE
安源楼南足柄店
鮨処 篠
てっぺん
テヌート
モダン湯治おんりーゆー
仕出し居酒屋 星星
ペンションまつが
足柄古道 万葉うどん
KiTE LND
めちこ
居酒屋 どん

住所
南足柄市狩野77-1
南足柄市狩野78-3
南足柄市狩野78
南足柄市狩野81-3
南足柄市狩野82-6
南足柄市狩野127-2
南足柄市狩野324
南足柄市狩野408
神奈川県南足柄市竹松1117-1
南足柄市関本525
南足柄市関本528
南足柄市関本565-5 ヴェルミ1-201
南足柄市関本569 ヴェルミ2-B-4
南足柄市関本591-1-109 ヴェルミー3
南足柄市関本591-1
南足柄市関本591-1 ヴェルミ3
南足柄市関本591-1 ヴェルミ3-1階
南足柄市関本591-1 ヴェルミ3-1階
南足柄市関本591-1 第3-1棟1階108号
南足柄市関本667-1 グランドハイツ101号
南足柄市関本749-1
南足柄市関本758-1
南足柄市大雄町1057
南足柄市大雄町1144-2
南足柄市大雄町1153-5
南足柄市竹松1003
南足柄市竹松字上河原1005-1
南足柄市塚原1141
南足柄市塚原1354-6

電話番号
－
0465-74-2259
0465-73-5708
0465-74-8782
0465-72-3221
0465-72-2762
0465-72-1757
－
080-8655-7761
0465-72-3083
0465-74-1105
0465-72-0125
0465-72-4344
0465-73-1166
0465-74-4048
－
0465-46-7446
0465-72-2800
0465-73-3400
0465-20-3977
0465-72-5102
0465-25-4180
0465-74-0040
0465-74-0037
0465-74-0027
0465-71-0105
0465-72-0686
0465-73-4007
0465-72-2468
南足柄市塚原1359-1 ロッキーホームマンション103 0465-20-9633
南足柄市塚原1359
0465-74-9950
南足柄市塚原1359
0465-73-4656
南足柄市塚原1762
0465-74-8249
南足柄市塚原1968-7
0465-74-4044
南足柄市塚原1970-1
0465-72-1630
南足柄市塚原2659-6
0465-74-0672
南足柄市塚原2706-1-102
－
南足柄市塚原2706
－
南足柄市塚原2706 ホワイトコーポツカハラ101 0465-72-7725
南足柄市塚原3162-6
－
南足柄市中沼578-1 オールドリバービル102 0465-72-3310
南足柄市中沼578-1 オールドリバービル103 0465-73-0303
南足柄市怒田1223
0465-70-5251
南足柄市怒田1458-6
0465-74-8321
南足柄市怒田2801-5
0465-74-5927
南足柄市怒田2822-2
0465-73-1336
南足柄市沼田69
－
南足柄市沼田108
－
南足柄市広町359
0465-25-1921
南足柄市広町1520-1
0465-72-1126
南足柄市福泉2-1
－
南足柄市⽮倉沢1232
0465-74-2036
南足柄市⽮倉沢2393
0465-73-0511
南足柄市和田河原286-1
0465-27-3007
南足柄市和田河原286-1
0465-72-7107
南足柄市和田河原286-1
0465-73-8848

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-19/39

店舗名
SOL
柳屋ホルモン焼南足柄店
TAKERU GRILL
たこやきサボちゃん南足柄店
ばんらい
Cafe&Bar OHMII's
居酒屋来りいな
味角
Mスタジオミュージック
冨⼠乃瀧
平塚富⼠⾒カントリークラブレストラン ダイナック
平塚富⼠⾒カントリークラブカフェレストラン
宮川酒店
かつさと足柄中井町店
時代輪屋
OKUBO
寿司幸
酔いのくちダイニングぴくるす
地中海の風
スナック ファミリースポット
浜勢
寿園寿司
台湾料理福亭中井店
なかなか鄕
なかい⾥都まちカフェ
よかんべ
中井パーキングエリア(下り線)ハイウェイショップ
中井パーキングエリア(上り線)ハイウェイショップ
たぬき
定食居酒屋はるいち
チャイナテラス櫻梅
ふぐ鮨会席 うまけりゃいい屋
吉六家
Asian Herbal Cafe SOLA大井松田店
サイゼリヤ 大井松田店
⼭本屋
らーめん滋味
BamBoo
モンテローザ 大井町店
和風スナック食事処駅
焼肉 ⿓
スナックあじさい
モスバーガー大井松田店
大井商店マックス
ココス大井松田店
とんこつラーメン一代
五味八珍大井松田店
スナックかりん
淡麗醤油らぁ麺 鶏松
釜めし茶屋いしい
セカンドハウス
中華東名
沼津魚がし鮨 流れ鮨 大井松田店
大松鮨
初台
お食事処根古屋

住所
南足柄市和田河原286-1
南足柄市和田河原437-1
南足柄市和田河原442-1
南足柄市和田河原485-1
南足柄市和田河原597
南足柄市和田河原598-3安斎ビル1-B
南足柄市和田河原608-3
南足柄市和田河原609-1
南足柄市和田河原609-1リプルビル201
南足柄市和田河原684
足柄上郡中井町井ノ⼝537
足柄上郡中井町井ノ⼝537
足柄上郡中井町井ノ⼝693-10
足柄上郡中井町井ノ⼝1848-1
足柄上郡中井町井ノ⼝2419-25
足柄上郡中井町井ノ⼝2419-31
足柄上郡中井町井ノ⼝2436-1

電話番号
－
0465-72-4985
－
0465-43-9383
0465-74-0250
－
－
－
－
0465-74-7763
0463-70-6186
0463-70-6186
0465-81-0309
0465-20-4100
0465-81-6731
0465-81-2919
0465-81-3545
足柄上郡中井町井ノ⼝2436-1メゾンオオハラ103
0465-46-9622
足柄上郡中井町井ノ⼝2747-7
0465-81-1616
足柄上郡中井町井ノ⼝2796-6
0465-43-7133
足柄上郡中井町井ノ⼝4052-1
0465-81-2589
足柄上郡中井町久所373
0465-81-0456
足柄上郡中井町田中1095
0465-46-7608
足柄上郡中井町比奈窪93-1
0465-87-7791
足柄上郡中井町比奈窪580
0465-20-7393
足柄上郡中井町藤沢635-1
0465-81-9797
足柄上郡中井町松本570-3
0465-81-0536
足柄上郡中井町松本941
0465-81-0535
足柄上郡大井町⾦手1-4
0465-82-8733
足柄上郡大井町⾦手8-10 リューマプレイス1階 0465-46-9112
足柄上郡大井町⾦手12-7
－
足柄上郡大井町⾦手14-4-2
0465-82-9151
足柄上郡大井町⾦手14-4
0465-83-7194
足柄上郡大井町⾦手15-4-1B
0465-83-0113
足柄上郡大井町⾦手22-4
0465-82-1221
足柄上郡大井町⾦手135-9
0465-82-7644
足柄上郡大井町⾦手1066
0465-82-4044
足柄上郡大井町⾦手1077-4 エスポアール酒井102号 0465-82-0318
足柄上郡大井町⾦手1084
0465-82-0222
足柄上郡大井町⾦子29-1
0465-84-0368
足柄上郡大井町⾦子50-1
0465-82-8844
足柄上郡大井町⾦子83-9
0465-83-4221
足柄上郡大井町⾦子95-9
0465-83-5300
足柄上郡大井町⾦子114-3
0465-43-9345
足柄上郡大井町⾦子120
050-3333-1117
足柄上郡大井町⾦子135-1
0465-84-1636
足柄上郡大井町⾦子136-1
0465-82-2311
足柄上郡大井町⾦子182
0465-83-7386
足柄上郡大井町⾦子258-1
－
足柄上郡大井町⾦子261-6
0465-82-4579
足柄上郡大井町⾦子334-1
0465-83-1744
足柄上郡大井町⾦子335
0465-83-1244
足柄上郡大井町⾦子343 ミマスモール内 0465-46-7800
足柄上郡大井町⾦子667-9
0465-83-4976
足柄上郡大井町⾦子779-1
－
足柄上郡大井町⾦子849-4
0465-82-4714

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
大衆割烹すぎ⼭
大衆割烹 あきた
ちょこっと げんき
すき家 255号大井松田店
有限会社清光庵
かつや大井松田店
ゆで太郎 大井松田店
大阪10兵衛
満天
しゃぶ葉 大井松田
吉野家大井松田店
中華政蘭
かっぱ飯店
パスタ 香屏風
台湾料理⿓華大井店
夢庵 大井松田
安楽亭大井松田店
デニーズ 大井松田店
丸⻲製麺大井松田
からやま 大井松田店
やよい軒足柄大井町店
スナック北⽃星
スナック ききょう
やきとり松
やきとり松上大井店
安源楼大井町店
ラ・レイエス湘南
瑞穂ノ⾥
カフェ サンジャック
フィールド ラウンジ&バー
幸修園カフェ
プチ サンジャック
ラターブルドリール
スナック リマニー
certo HONOBO-NO
えん楽新松田店
こまち
麺屋三男坊
DURGADINNING
焼き鳥やきやき
大好きや新松田店
スナック 佳野
すなっく道草
和風スナックやどりぎ
焼肉大松園
パブレストランスソール
魚⺠新松田北⼝駅前店
喫茶モンタナ
モンペリエ
CAFEASAHI
ティールームキャロット
ホーバル
千ちゃん 新松田店
富⼠⼭の⾒えるカレー屋さん 富⼠⼭カレー
エスカルゴ
定五郎

住所
足柄上郡大井町⾦子1613-5
足柄上郡大井町⾦子1624-3
足柄上郡大井町⾦子1624
足柄上郡大井町⾦子1627-1
足柄上郡大井町⾦子1634-1
足柄上郡大井町⾦子1636-1
足柄上郡大井町⾦子1763-1
足柄上郡大井町⾦子1764-1
足柄上郡大井町⾦子1764-1 サイドヒル豊年104

足柄上郡大井町⾦子1768-1
足柄上郡大井町⾦子1842
足柄上郡大井町⾦子2609-1
足柄上郡大井町上大井36
足柄上郡大井町上大井101-12
足柄上郡大井町上大井105
足柄上郡大井町上大井109
足柄上郡大井町上大井233-1
足柄上郡大井町上大井255-1
足柄上郡大井町上大井255-1
足柄上郡大井町上大井399-1
足柄上郡大井町上大井401-1
足柄上郡大井町上大井645
足柄上郡大井町上大井652
足柄上郡大井町上大井656
足柄上郡大井町上大井664-117
足柄上郡大井町⻄大井788-1
足柄上郡大井町柳260
足柄上郡大井町⼭田300
足柄上郡大井町⼭田300
足柄上郡大井町⼭田300
足柄上郡大井町⼭田300
足柄上郡大井町⼭田885

未病バレービオトピア

レ・テルム

足柄上郡松田町松田惣領993 ヒロサワビル201

足柄上郡松田町松田惣領1138-4
足柄上郡松田町松田惣領1156-1
足柄上郡松田町松田惣領1156-4 小野ビル1階

足柄上郡松田町松田惣領1156
足柄上郡松田町松田惣領1160-1
足柄上郡松田町松田惣領1160 岩田ビル1階
足柄上郡松田町松田惣領1187
足柄上郡松田町松田惣領1191
足柄上郡松田町松田惣領1194
足柄上郡松田町松田惣領1205
足柄上郡松田町松田惣領1205
足柄上郡松田町松田惣領1215
足柄上郡松田町松田惣領1215
足柄上郡松田町松田惣領1216-13 石井ビル2階3階

足柄上郡松田町松田惣領1216
足柄上郡松田町松田惣領1216
足柄上郡松田町松田惣領1216
足柄上郡松田町松田惣領1216
足柄上郡松田町松田惣領1216 松屋ビル1階
足柄上郡松田町松田惣領1217-1 田村恒産ビル1階

足柄上郡松田町松田惣領1217
足柄上郡松田町松田惣領1217-3階
足柄上郡松田町松田惣領1231 ナカムラビル2階

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-21/39

電話番号
－
0465-83-4261
0465-83-8680
0120-498-007
－
0465-85-5081
0465-20-9145
0465-82-7646
0465-46-9789
0465-85-1280
0465-85-1955
0465-82-1922
0465-55-8778
0465-46-8204
0465-82-9888
0465-82-8371
0465-83-4729
0465-82-2431
0465-84-1215
0465-46-8008
0465-83-5222
－
0465-82-3974
－
－
0465-46-6986
0465-82-2381
0465-85-1123
0465-85-1135
0465-85-1120
0465-85-1120
0465-85-1126
0465-82-0158
－
0465-82-5996
0465-84-5391
－
0465-87-6266
046-483-2510
0465-83-4298
0465-82-6355
0465-83-6277
0465-83-4296
0465-83-7046
0465-82-6881
0465-83-6599
0465-83-7488
0465-82-8776
－
0465-83-3222
0465-83-3222
0465-87-9273
0465-85-6001
－
－
－

店舗名
旬菜居酒屋おかだ
SNACK Branche
丸嶋
若松食堂
御食事処千代田屋
お好み焼き・季節料理 かんな
SNACK glue
豚⾻ラーメン翔⿓
ラーメンAQUA
こはぜ屋
居酒屋 てっぺん
酒ぐら信玄
炭火焼鳥 yaya
ことぶき庵
モンドキッチン
さかなや道場新松田駅前店
箱根そば新松田店
SAKE DiNiNg 無何有
スナックみつわ
松寿司
すき焼きステーキ 肉八
コミュニティカフェおうち
Judy's Diner
チェックメイトカントリークラブ
さかわ
有限会社綿屋旅館
小田原ゴルフ倶楽部松田コース
魂⼒茶屋
⺠宿せど
みやま浜膳
仙⼝
未完
すず華
スナック さがみ
落合館
丹沢湖ロッヂ
⺠宿八戒荘バーベキューセンター
八戒荘
SPRINGS VILLAGE 足柄・丹沢
信玄館
⻄丹沢箒沢荘
⻄丹沢大滝キャンプ場
食事処魚彩
みっちゃん食堂
文覚荘
とんかつ宝
カラオケスナック 笑福
三品食堂 ⼭北
鮎沢パーキングエリア下り売店
鮎沢パーキングエリア(PA)上り売店
一休食堂
ガキ大将⼭北店
ヴァンサンカン
フェアリー
唄えるお店きょうこ
弥太一

住所
足柄上郡松田町松田惣領1249-5

電話番号
－
足柄上郡松田町松田惣領1249-5 中村ビル2階 －
足柄上郡松田町松田惣領1249
－
足柄上郡松田町松田惣領1263
0465-82-1957
足柄上郡松田町松田惣領1282
0465-82-1251
足柄上郡松田町松田惣領1284-4
0465-83-2155
足柄上郡松田町松田惣領1315-2階
0465-43-8101
足柄上郡松田町松田惣領1315-16
0465-20-5982
足柄上郡松田町松田惣領1315
0465-83-4800
足柄上郡松田町松田惣領1315
－
足柄上郡松田町松田惣領1315
0465-84-5789
足柄上郡松田町松田惣領1315
0465-83-3633
足柄上郡松田町松田惣領1316-1
－
足柄上郡松田町松田惣領1316
0465-82-1039
足柄上郡松田町松田惣領1324-1
0465-82-3665
足柄上郡松田町松田惣領字張間田下1347-4 0465-85-1222
足柄上郡松田町松田惣領1356 小田急線新松田駅北⼝ 0465-83-4020
足柄上郡松田町松田惣領1375
0465-82-3043
足柄上郡松田町松田惣領1853
0465-83-1978
足柄上郡松田町松田惣領1877
0465-82-5705
足柄上郡松田町松田惣領1891
－
足柄上郡松田町松田惣領1891
－
足柄上郡松田町松田惣領2078 松田町生涯学習センター3階 0465-25-5582
足柄上郡松田町松田惣領3033-1
0465-82-1311
足柄上郡松田町松田庶子1514
0465-82-5794
足柄上郡松田町松田庶子1525
0465-82-0365
足柄上郡松田町寄321
0465-83-211
足柄上郡松田町寄1431
－
足柄上郡松田町寄3308
0465-89-2250
足柄上郡松田町寄3415
0465-89-2919
神奈川県足柄上郡松田町寄4165
0465-89-2037
足柄上郡松田町寄4585-5
050-1022-7079
足柄上郡松田町寄字5237
0465-89-2780
足柄上郡松田町寄5237
－
足柄上郡⼭北町神尾田759-23
0465-78-3190
足柄上郡⼭北町玄倉514
0465-78-3156
足柄上郡⼭北町中川257-1
0465-78-3558
足柄上郡⼭北町中川316-1
0465-78-3558
足柄上郡⼭北町中川448-2
0465-78-3621
足柄上郡⼭北町中川577-6
0465-78-3811
足柄上郡⼭北町中川728
0465-78-3501
足柄上郡⼭北町中川879-43
0465-78-3422
足柄上郡⼭北町中川897-90
0465-78-3911
足柄上郡⼭北町平⼭210
－
足柄上郡⼭北町平⼭1180
0465-75-0233
足柄上郡⼭北町向原68-4
0465-76-3342
足柄上郡⼭北町向原68-4
－
足柄上郡⼭北町向原68-4
0465-75-3585
足柄上郡⼭北町谷ケ822
－
足柄上郡⼭北町谷ケ咱沢925-1
0465-77-2316
足柄上郡⼭北町谷ケ1021-1
0465-77-2530
足柄上郡⼭北町⼭北670
0465-75-1171
足柄上郡⼭北町⼭北1355
0465-46-8993
足柄上郡⼭北町⼭北1391-1
0465-46-8722
足柄上郡⼭北町⼭北1839
0465-75-2771
足柄上郡⼭北町⼭北1850
0465-75-0231

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
YAMAKITAバル
ポッポ駅前屋
D-Style 開成店
台湾料理⾦隆閣
居酒屋 さくらんぼ
酒房食彩久⾥藤
居酒屋 やきとり かっぱ
富⼠美亭
スナック喫茶 あんず
よし乃
スナック シオン
珈琲屋 バンカム
ちょい呑みや ちゅう太
居酒屋 野風
餃子屋ヒロ
エムエフキッチン
食事処きずな
cucina di sofia
あしがら翁
GARAPAGO RACING
圭一屋 開成店
梅光鮨
la Lune
Grottablu
⻘洞窟
マジェール
背脂醤油ラーメンまる星 開成店
バーミヤン 神奈川開成町
雅娘（旧︓開成苑）
ガスト 開成町
牛角 足柄開成町店
ジョリーパスタ足柄店
末廣
千家大井松田店
札幌ラーメン カムイ
まかない料理栄坊
スナックはなわ
旬鮮居食や もりいち
すき家 開成店
(有)丸島水産魚常
居酒屋ぽん太
みゆき
そば処 たちばな
レストラン パセリ
洋食茶屋
だいご 開成店
居酒屋あっちゃん
おさかな食房わはな座
PRASID'DHA
氷花餃子開成店
ぶんぶん亭
そばうどん一品料理 恵
創作和食宙〜SORA〜
きのくにや旅館(ホテル部)
松坂屋本店
箱根湯の花プリンスホテル

住所
足柄上郡⼭北町⼭北1917
足柄上郡⼭北町⼭北1927
足柄上郡開成町円通寺19
足柄上郡開成町円通寺30-1
足柄上郡開成町円通寺30-1 デベロップビル1階

足柄上郡開成町延沢82-5
足柄上郡開成町延沢119
足柄上郡開成町延沢237-1
足柄上郡開成町延沢437-8
足柄上郡開成町延沢449
足柄上郡開成町延沢648 スカイビル2階
足柄上郡開成町延沢649
足柄上郡開成町延沢813
足柄上郡開成町延沢854
足柄上郡開成町延沢854 プラザ開成107
足柄上郡開成町延沢863-1
足柄上郡開成町延沢1077 KハウスⅡ101号
足柄上郡開成町延沢1500
足柄上郡開成町延沢2508-2
足柄上郡開成町みなみ1-3-4
足柄上郡開成町みなみ4-1-15
足柄上郡開成町みなみ4-5-15
足柄上郡開成町みなみ5-4-33 スワンナプーム1階

足柄上郡開成町みなみ5-6-23
足柄上郡開成町みなみ5-6-24
足柄上郡開成町宮台63
足柄上郡開成町宮台147-1
足柄上郡開成町宮台⻄川原149-1
足柄上郡開成町宮台150-1
足柄上郡開成町宮台238-1
足柄上郡開成町宮台240-1
足柄上郡開成町宮台240-1
足柄上郡開成町宮台335
足柄上郡開成町宮台396-1
足柄上郡開成町吉田島368
足柄上郡開成町吉田島368
足柄上郡開成町吉田島368
足柄上郡開成町吉田島765-1
足柄上郡開成町吉田島783-1
足柄上郡開成町吉田島909-2
足柄上郡開成町吉田島1772
足柄上郡開成町吉田島2646
足柄上郡開成町吉田島3726
足柄上郡開成町吉田島4293
足柄上郡開成町吉田島4338-1
足柄上郡開成町吉田島4345-4
足柄上郡開成町吉田島4345-5 杉⼭ビル1階
足柄上郡開成町吉田島4345-5 杉⼭ビル1階
足柄上郡開成町吉田島4345-11
足柄上郡開成町吉田島4350-511
足柄上郡開成町吉田島4352-9
神奈川県足柄上郡開成町吉田島4352-9 サンキ開成駅前ビル102

足柄上郡開成町吉田島4462-4
足柄下郡箱根町芦之湯8
足柄下郡箱根町芦之湯57
足柄下郡箱根町芦之湯93

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-23/39

電話番号
0465-46-8602
0465-44-4420
0465-46-6391
0465-82-5276
－
0465-82-0687
0465-83-4248
0465-82-0787
0465-82-0564
0465-83-5925
－
－
－
－
0465-43-6145
0465-46-9072
－
0465-82-1562
0465-83-5806
0465-44-4552
0465-20-5830
0465-82-8899
0465-43-8178
0465-46-8610
0465-43-8533
0465-82-0335
0465-83-8130
0465-85-3218
0465-46-6311
0465-85-1217
0465-85-3729
0465-85-3715
0465-83-5720
0465-83-6779
0465-83-3133
－
0465-83-6651
0465-85-3325
0120-498-007
0465-82-0478
－
0465-83-5918
0465-82-7770
0465-82-3902
0465-82-8833
0465-34-9656
0465-82-9858
0465-46-6711
0465-87-5687
0465-82-7303
0465-46-7266
0465-85-3003
0465-20-4812
0460-85-7045
0460-83-6511
0460-83-5112

店舗名
箱根湯の花ゴルフ場コース売店
自家源泉かけ流しの宿箱根翠泉
大平台 みなと荘
日本私⽴学校振興・共済事業団箱根宿泊所 対岳荘
旅の宿 海本
箱根船員保険保養所
箱根上の湯
あんじゅ 花菜
スナック いづみ
⽟の湯
⽟の湯 蔵茶
⼭楽荘
弥千代旅館
⼭水荘
みどり寿し
Riverside Kitchen & Bar
たび屋
⽉姫
華⼭
国家公務員共済組合連合会 宮の下保養所
箱根・強羅 佳ら久 メインダイニング六つ喜
箱根・強羅 佳ら久 グリルレストラン十⾢
箱根・強羅 佳ら久 客室ラウンジ
サンダンス・リゾート箱根強羅
箱根強羅ホテルパイプのけむりプラス
株式会社強羅翠楼
箱根ゆとわ東棟3Fレストラン
箱根強羅温泉季の湯雪⽉花
お食事処大和
NINJA CAFE FUMA
マーミーキッチン
レストラン バビ
強羅温泉雪⽉花別邸翠雲
ITOH DINING by NOBU
メルヴェール箱根強羅
GORA BREWERY & GRILL
PUB STOP
ゆとりろ庵 花音
東プラ箱根
強羅 ⽉の泉
東京文具販売健康保険組合箱根強羅⼭荘
春本
お好み焼 かじ
STUDIOCAFESHIMA
そううん強羅
翠光館
蔵のや
Plaisir de l'oeuf プレジール・ドゥ・ルフ
カフェレストラン旬幸
有限会社餃子センター
⼭路
田むら銀かつ亭旧館
別邸今宵
強羅花扇
強羅茶寮
銀かつ⼯房

住所
足柄下郡箱根町芦之湯93
足柄下郡箱根町大平台254
足柄下郡箱根町大平台294
足柄下郡箱根町大平台312
神奈川県足柄下郡箱根町大平台388-1
足柄下郡箱根町大平台442-1
足柄下郡箱根町大平台535-1
足柄下郡箱根町大平台588
足柄下郡箱根町大平台594
足柄下郡箱根町大平台596
足柄下郡箱根町大平台596
足柄下郡箱根町大平台601
足柄下郡箱根町大平台610
足柄下郡箱根町大平台621
足柄下郡箱根町大平台627
足柄下郡箱根町木賀924-1
足柄下郡箱根町木賀945
足柄下郡箱根町木賀951-9
足柄下郡箱根町木賀1013-63
足柄下郡箱根町木賀1014
足柄下郡箱根町強羅1300-8
足柄下郡箱根町強羅1300-8
足柄下郡箱根町強羅1300-8
足柄下郡箱根町強羅字強羅1300-13
足柄下郡箱根町強羅1300-19
足柄下郡箱根町強羅1300-20
足柄下郡箱根町強羅1300-27
足柄下郡箱根町強羅1300-34
足柄下郡箱根町強羅1300-39
足柄下郡箱根町強羅1300-39
足柄下郡箱根町強羅1300-39 吉浜旅館内
足柄下郡箱根町強羅1300-60
足柄下郡箱根町強羅1300-61
足柄下郡箱根町強羅1300-64
足柄下郡箱根町強羅1300-70
足柄下郡箱根町強羅1300-72
足柄下郡箱根町強羅1300-72
足柄下郡箱根町強羅1300-119
足柄下郡箱根町強羅字強羅1300-137
足柄下郡箱根町強羅1300-173
足柄下郡箱根町強羅1300-218
足柄下郡箱根町強羅1300-262
足柄下郡箱根町強羅1300-268
足柄下郡箱根町強羅1300-280
足柄下郡箱根町強羅1300-356
足柄下郡箱根町強羅1300-402
足柄下郡箱根町強羅1300-424
足柄下郡箱根町強羅1300-431
足柄下郡箱根町強羅1300-466
足柄下郡箱根町強羅1300-537
足柄下郡箱根町強羅1300-562
足柄下郡箱根町強羅1300-573
足柄下郡箱根町強羅1300-658
足柄下郡箱根町強羅1300-681
足柄下郡箱根町強羅1300-693
足柄下郡箱根町強羅1300-694

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-24/39

電話番号
－
0460-83-9015
0460-86-1122
0460-82-2094
0460-87-4126
0460-82-2898
0460-82-6681
0460-82-1134
0460-82-4711
0460-82-3101
0460-82-3101
0460-82-2930
0460-82-2158
0460-82-2162
0460-82-3264
0460-83-8310
0460-87-6650
0460-83-8565
0460-82-2750
0460-87-2350
0460-83-8860
0460-83-8860
0460-83-8860
0460-86-0450
0460-86-0666
0460-82-3141
0460-82-0321
－
0460-82-2731
－
0460-82-4719
－
－
0460-83-8209
0460-87-7600
0460-83-8107
0460-83-8307
0460-82-2780
0460-87-6695
0460-82-8801
0460-82-2201
0460-82-2099
0460-87-1117
0460-82-2749
0460-82-8626
0460-82-3351
0460-82-0101
0460-82-2717
0460-87-6862
0460-82-3457
0460-82-2616
0460-83-3501
0460-82-0071
0460-87-7715
0460-82-3043
0460-83-3501

店舗名
田むら銀かつ亭
強羅花壇
強羅花壇 懐石 花壇
強羅花壇 花影
強羅花壇 クラブ藍
強羅花壇 レストラン ⻘嵐
箱根美術館真和亭
箱根強羅公園 ⽩雲洞茶苑
箱根強羅公園 一色堂茶廊
箱根強羅公園 Cafe Pic
Shake&Dog
ホテル箱根ｍｙ強羅
ホテル 佳⼭水
箱根森のせせらぎ
EMBLEM FLOW HAKONE
スナックひさご
温泉ホテル 強羅館
Onsen Guesthouse HAKONE TENT
COFFEE CAMP
ホテル 楽々花
天翠茶寮
四季倶楽部強羅彩香
⺠宿 三花⽉
箱根本箱
強羅風の音
桐谷 箱根荘
paSeo
カフェドマイセン
紫陽花レストラン 粋
レクトーレ箱根
ふふ箱根
強羅花扇 円かの杜
強羅花扇 円かの杜 バー
和の宿 華ごころ
⽩湯の宿 ⼭田家
向⼭荘
箱根kitchen&Bar
コージーイン箱根の⼭(内)食堂 はこねのやま
強羅にごりの湯宿 のうのう箱根
ホテルマロウド箱根 Voyageul
ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲
ハイアットリージェンシー箱根 ダイニングルーム ウェスタンキュイジーヌ

ハイアットリージェンシー箱根 ダイニングルーム 鮨
ハイアットリージェンシー箱根 リビングルーム
中央ラジオ・テレビ健康保険組合 強羅寮
新宿区中強羅区⺠保養所箱根つつじ荘
ペンションリバティハウス
箱根強羅温泉 瑞の香り
テル箱根クラブ(社員向け保養所)
箱根強羅グアムドッグ本店
紬-TSUMUGIホテル凛香箱根強羅リゾート
グランテラスルリアン箱根
箱根 ⾦時荘
国⺠宿舎箱根太陽⼭荘
たきの家

住所
足柄下郡箱根町強羅1300-739
足柄下郡箱根町強羅1300
足柄下郡箱根町強羅1300
足柄下郡箱根町強羅1300
足柄下郡箱根町強羅1300
足柄下郡箱根町強羅1300
足柄下郡箱根町強羅1300
足柄下郡箱根町強羅1300
足柄下郡箱根町強羅1300
足柄下郡箱根町強羅1300
足柄下郡箱根町強羅1300 強羅駅構内
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1304-10
足柄下郡箱根町強羅1320-72
足柄下郡箱根町強羅1320-153
足柄下郡箱根町強羅1320-179
足柄下郡箱根町強羅1320-186
足柄下郡箱根町強羅1320-241
足柄下郡箱根町強羅1320-257
足柄下郡箱根町強羅1320-261
足柄下郡箱根町強羅1320-270
足柄下郡箱根町強羅1320-276
足柄下郡箱根町強羅1320-304
足柄下郡箱根町強羅1320-360
足柄下郡箱根町強羅1320-491
足柄下郡箱根町強羅1320-526
足柄下郡箱根町強羅1320-598
足柄下郡箱根町強羅1320-634
足柄下郡箱根町強羅1320-653
足柄下郡箱根町強羅1320-653
足柄下郡箱根町強羅1320-762
足柄下郡箱根町強羅1320-807
足柄下郡箱根町強羅1320-862
足柄下郡箱根町強羅1320-862
足柄下郡箱根町強羅1320-883
足柄下郡箱根町強羅1320-907
足柄下郡箱根町強羅1320-920
足柄下郡箱根町強羅1320-925
足柄下郡箱根町強羅1320-1073
足柄下郡箱根町強羅1320-1080
足柄下郡箱根町強羅1320
足柄下郡箱根町強羅1320
足柄下郡箱根町強羅1320
足柄下郡箱根町強羅1320
足柄下郡箱根町強羅1320
足柄下郡箱根町強羅1320
足柄下郡箱根町強羅1320
足柄下郡箱根町強羅1320
足柄下郡箱根町強羅1321-395
足柄下郡箱根町強羅1322-12
足柄下郡箱根町強羅1322-20
足柄下郡箱根町強羅1322-23
足柄下郡箱根町強羅1322-32
足柄下郡箱根町強羅1322-36
足柄下郡箱根町強羅1320－234
足柄下郡箱根町強羅1320-375
足柄下郡箱根町小涌谷442

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-25/39

電話番号
0460-82-1440
0460-82-3331
0460-82-3331
0460-82-3331
0460-82-3331
0460-82-3331
0460-82-2623
0460-82-2825
0460-83-8840
0460-82-2825
0460-86-0533
0460-87-1221
0460-82-5556
0460-82-5166
0460-83-9120
0460-82-3027
0460-82-3208
0460-83-8021
0460-83-8644
0460-86-0777
0460-86-1411
0460-82-3371
0460-82-2145
0460-83-8025
0460-87-6164
0460-82-2246
0460-82-6100
0460-83-8855
－
0460-86-0395
0460-87-0522
0460-82-4100
0460-82-4100
0460-82-5556
0460-82-5556
0460-82-3395
0460-83-8378
0460-82-1882
0460-83-8181
0460-82-3131
0460-82-2121
0460-82-2027
0460-82-2027
0460-82-2027
0460-82-1812
0460-82-1144
0460-82-1788
0460-87-1150
0460-87-6891
0460-83-8178
0460-85-0036
0460-82-6030
0460-83-8725
0460-82-2524
0460-82-3388
0460-82-4800

店舗名
⾦型はこね荘
HAKONEPICNIC
日本軽⾦属 小涌谷保養所(ハイランドリゾート小涌谷)
箱根小涌谷温泉水の音
岡田美術館
箱根小涌園美⼭楓林
三河屋旅館
三河屋旅館 食事処
bar hotel箱根香⼭
箱根・翠松園
レストランロア
光沙の森レストラン
ホテルはつはなつつじの茶屋
お茶の間酒房MONTA
bistro×bar ONDE
麺や 菊壱
仔狸
景福宮
座りや
居酒屋カーニバル
湯屋 やまざくら
ダイニングやまぼうし
万寿屋旅館
有限会社 ちゃいなハウス
弁天
カフェダイニング ルデラ
Cafe Terrasse ポコアポコ
アズール・ムーン
箱根ラリック美術館 カフェレストランLYS
腸詰屋箱根仙石原店
うなぎ乃 稲荷舎
ル ヴィルギュル
鮨脩
しゃもじ
0460cafe
OHANA
和松苑
箱根仙石原ラーメン蔵一
ラッキィズカフェ
Café-Friend
ガーデンレイルウェイ・カフェ
勝馬亭
⿊うどん⼭⻑せんごくはら
お魚料理 うおせい
東急ハーヴェストクラブ箱根甲子園 The・Dinig四季彩
仙石原 ススキの原一の湯
そば処穂し乃庵
仙石原 ススキの原一の湯 別館
7th Heaven
箱根温泉湯宿⼭の省
カフェテリアルピナス
鴨音
界仙石原
レジーナリゾート箱根仙石原
ごはんと板前料理 銀の穂
かや香

住所
足柄下郡箱根町小涌谷箕作沢450
足柄下郡箱根町小涌谷字四面塔457-6
足柄下郡箱根町小涌谷492-2
足柄下郡箱根町小涌谷492-23
神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493-1
足柄下郡箱根町小涌谷493-48
足柄下郡箱根町小涌谷503
足柄下郡箱根町小涌谷503
足柄下郡箱根町小涌谷507-4
足柄下郡箱根町小涌谷519-9
足柄下郡箱根町小涌谷520
足柄下郡箱根町小涌谷443-137
足柄下郡箱根町須雲川20-1
足柄下郡箱根町仙石原17-1
足柄下郡箱根町仙石原22-1
足柄下郡箱根町仙石原23-1
足柄下郡箱根町仙石原23
足柄下郡箱根町仙石原74-1
足柄下郡箱根町仙石原77-1
足柄下郡箱根町仙石原102
足柄下郡箱根町仙石原138
足柄下郡箱根町仙石原151
足柄下郡箱根町仙石原160
足柄下郡箱根町仙石原164-1
足柄下郡箱根町仙石原177
足柄下郡箱根町仙石原178-4
足柄下郡箱根町仙石原180
足柄下郡箱根町仙石原184
足柄下郡箱根町仙石原186-1
足柄下郡箱根町仙石原228
足柄下郡箱根町仙石原241-1
足柄下郡箱根町仙石原242
足柄下郡箱根町仙石原242 中六ビル104
足柄下郡箱根町仙石原242 中六ビル1階

電話番号
0460-87-6222
0460-83-8345
0460-82-2631
－
0460-87-3931
0460-86-1077
0460-82-0261
0460-85-0261
0460-82-0111
0460-86-0852
0460-82-4720
070-4552-9724
0460-85-7321
0460-83-9797
0460-83-8818
0460-83-8600
－
0460-84-5529
0460-83-8558
－
0460-84-8262
0460-83-8366
0460-84-8057
－
－
0460-83-8373
0460-84-8214
－
0460-84-2255
0460-86-3900
0460-83-8862
0460-83-8844
0460-83-8274
0460-83-8380
足柄下郡箱根町仙石原242 中六ビル1階101 0460-84-5150
足柄下郡箱根町仙石原275
0460-83-8083
足柄下郡箱根町仙石原285
0460-84-6056
足柄下郡箱根町仙石原286
0460-84-8773
足柄下郡箱根町仙石原372-1
0460-84-4480
足柄下郡箱根町仙石原411-10
－
足柄下郡箱根町仙石原567-23
0460-83-8881
足柄下郡箱根町仙石原799-1
－
足柄下郡箱根町仙石原808
－
足柄下郡箱根町仙石原812
0460-84-7248
足柄下郡箱根町仙石原字大原817-253
0460-84-0125
足柄下郡箱根町仙石原817-77
0460-86-3331
足柄下郡箱根町仙石原817-88
0460-84-0055
足柄下郡箱根町仙石原817-106
0460-86-3331
足柄下郡箱根町仙石原817-195
0460-85-2645
足柄下郡箱根町仙石原817-211
0460-83-9555
足柄下郡箱根町仙石原817-255
0460-83-8202
足柄下郡箱根町仙石原817-263
－
足柄下郡箱根町仙石原817-359
0460-86-3082
足柄下郡箱根町仙石原817-360
0460-83-8211
足柄下郡箱根町仙石原817-395
0460-84-4158
足柄下郡箱根町仙石原817-467
0460-84-4141

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
はこねずし
Restaurant35-サンゴ
本喫茶わかば
箱根久織亭
日本料理 一游
東急ハーヴェストクラブ VIALA箱根翡翠 ラウンジ
マウントビュー箱根
トラットリア イル ピアチェーレ
星の王子さまミュージアムレストラン ル・プチ・プランス
富⼠箱根ゲストハウス
箱根仙石原ユースホステル
じねんじょ蕎⻨ 箱根 九十九
游膳
いろり茶屋
食楽房 花菜
居酒屋 まき
きたの風茶寮
リ・カーヴ箱根
仙石原 品の木一の湯
箱根ハイランドホテル ラ・フォーレ
箱根ハイランドホテル ラウンジ
箱根ガラスの森美術館 ラカンツォーネ
仙石原 品の木一の湯 別邸
自社農産飲食処 箱根心茶
箱根茶寮深⼭
⽉の花アウル
アルベルゴバンブー
solopizzaTARO's
箱根ふうら
箱根茶寮⾦時
神奈川大学箱根保養所
あじわいの心 ⾦時⼭荘
中国料理 太原
グリーンヒル 草庵
富⼠屋ホテル 仙石ゴルフコース
箱根湖畔ゴルフコース
ホテルグリーンプラザ箱根
ホテル花⽉園
箱根湯宿 然-ZENザ・ひらまつホテルズ&リゾーツ仙石原
箱根仙石原⼭荘
箱根星のあかり
MR COFFIE
箱根フォンテーヌ・ブロー仙石亭
DNP創発の杜 箱根芦ノ湖⼭荘
箱根カントリー倶楽部
仙石高原 大箱根一の湯
箱根風雅
LIME RESORT HAKONE
しずく亭
TBS箱根クラブ
箱根仙石原プリンスホテル
自動⾞振興会健康保険組合 箱根仙石荘
高原茶寮 福風
有限会社 極楽茶屋
KANAYA RESORT HAKONE

住所
足柄下郡箱根町仙石原817-609
足柄下郡箱根町仙石原817
足柄下郡箱根町仙石原817
足柄下郡箱根町仙石原830-6
足柄下郡箱根町仙石原837
足柄下郡箱根町仙石原837
足柄下郡箱根町仙石原885
足柄下郡箱根町仙石原901-31
足柄下郡箱根町仙石原909
足柄下郡箱根町仙石原912
足柄下郡箱根町仙石原912
足柄下郡箱根町仙石原917-11
足柄下郡箱根町仙石原919-4
足柄下郡箱根町仙石原919
足柄下郡箱根町仙石原919
足柄下郡箱根町仙石原928-15
足柄下郡箱根町仙石原934-29
足柄下郡箱根町仙石原934
足柄下郡箱根町仙石原940-2
足柄下郡箱根町仙石原品の木940
足柄下郡箱根町仙石原品の木940
足柄下郡箱根町仙石原940-48
足柄下郡箱根町仙石原943-12
足柄下郡箱根町仙石原943-20
足柄下郡箱根町仙石原950-9
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原956－8
足柄下郡箱根町仙石原984-4
足柄下郡箱根町仙石原999
足柄下郡箱根町仙石原1015-3
足柄下郡箱根町仙石原1095-15
足柄下郡箱根町仙石原1104-1
足柄下郡箱根町仙石原1111
足柄下郡箱根町仙石原1181-145
足柄下郡箱根町仙石原1181-147
足柄下郡箱根町仙石原1237
足柄下郡箱根町仙石原1242
足柄下郡箱根町仙石原1244-2
足柄下郡箱根町仙石原1244-2
足柄下郡箱根町仙石原1245-96
足柄下郡箱根町仙石原1245-337
足柄下郡箱根町仙石原1245-383
足柄下郡箱根町仙石原1245-432
足柄下郡箱根町仙石原1245-657
足柄下郡箱根町仙石原1245-703
足柄下郡箱根町仙石原1245
足柄下郡箱根町仙石原1245
足柄下郡箱根町仙石原1246-125
足柄下郡箱根町仙石原1246-773
足柄下郡箱根町仙石原1246-845
足柄下郡箱根町仙石原1246
足柄下郡箱根町仙石原1246
足柄下郡箱根町仙石原1246
足柄下郡箱根町仙石原1246
足柄下郡箱根町仙石原1246
足柄下郡箱根町仙石原1251-2
足柄下郡箱根町仙石原1251-16

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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電話番号
0460-84-7890
0460-83-8861
0460-84-8219
0460-83-8542
0460-84-2424
0460-84-2200
0460-84-6331
0460-84-4630
0460-83-8584
0460-84-6577
0460-84-8966
0460-84-0899
0460-84-6777
0460-84-6818
0460-84-0666
0460-84-4040
0460-83-8526
0460-84-5005
0460-85-2244
0460-84-8541
0460-84-8541
0460-86-3111
0460-85-2244
0460-83-9061
0460-82-9094
0460-84-2234
0460-84-3311
0460-85-2884
0460-83-8215
0460-83-9333
0460-84-9611
0460-84-8148
－
0460-84-7600
0460-84-7588
0460-84-4477
0460-84-8611
0460-84-8621
0460-84-2400
0460-83-8981
0460-84-7008
0460-84-8844
－
0460-84-0501
0460-84-4711
0460-84-8571
0460-86-3335
0460-84-6980
0460-83-8272
0460-84-2248
0460-84-8452
0460-84-6000
0460-84-9101
0460-84-5050
0460-84-7015
0460-83-8019

店舗名
涌わくキッチン
大涌谷 駅食堂
リブマックスリゾート箱根仙石原
箱根温泉⼭荘なかむら
仙郷楼
四季倶楽部フォレスト箱根
オーベルジュ漣
四季倶楽部箱根和の香
ポーラ美術館 レストラン アレイ
住友重機械健康保険組合 仙石高原ビラ
箱根仙石原⻁乃湯
センチュリオン箱根別邸
ポーラ美術館 カフェ チューン
箱根リトリートföre&villa 1/f 料亭俵石
箱根リトリートföre&villa 1/f ウッドサイドレストラン
箱根リトリートföre&villa 1/f freebird CAFE&BAR
箱根リトリートföre&villa 1/f BAR FREEBIRD
いちい亭
温泉旅館みたけ
囲炉裏茶寮 八⾥
箱根湯寮 レストラン売店 八⾥売店
塔ノ沢 一の湯新館
鯛ごはん懐石瓔珞
Italian Restaurants Ange
塔ノ沢 一の湯本館
鶴井の宿 紫雲荘
四季を味わう宿 ⼭の茶屋
二葉
レストランおもと
Irori Guesthouse 天幕
彫刻の森クラブ
Cafe-BarWOODY
Cafe Douce
かっ平寿し
奈可むら
二の平渋谷荘 食堂
中華料理 香華
株式会社クックランド レストラン 赤松
ドッグレストプレイス
箱根小涌園ユネッサン 和処紅葉
箱根小涌園 天悠 ダイニングはこね
箱根小涌園 天悠 天悠 The Bar & Lounge
箱根小涌園 天悠 蕎⻨貴賓館
箱根小涌園 天悠 鉄板焼迎賓館
箱根小涌園 天悠 しゃぶしゃぶ迎賓館
箱根小涌園ユネッサン フォンターナ
箱根小涌園ユネッサン 和みの森
箱根小涌園ユネッサン あいすの森
箱根小涌園ユネッサン 大文字テラス
箱根強羅 ⽩檀
箱根関所旅物語館
傳兵衛蕎⻨
箱根明か蔵
箱根 大正(だいまさ)
箱根ホテル イル・ミラジオ
箱根ホテル イル・ラーゴ

住所
足柄下郡箱根町仙石原1251
足柄下郡箱根町仙石原1251
足柄下郡箱根町仙石原1283-87
足柄下郡箱根町仙石原1283-97
足柄下郡箱根町仙石原1284
足柄下郡箱根町仙石原1285-12
足柄下郡箱根町仙石原1285-17
足柄下郡箱根町仙石原小塚⼭1285
足柄下郡箱根町仙石原小塚⼭1285
足柄下郡箱根町仙石原字小塚⼭1285
足柄下郡箱根町仙石原1285-356
足柄下郡箱根町仙石原1285-389
足柄下郡箱根町仙石原小塚⼭1285
足柄下郡箱根町仙石原1290
足柄下郡箱根町仙石原1290
足柄下郡箱根町仙石原1290
足柄下郡箱根町仙石原1290
足柄下郡箱根町仙石原1246-431
足柄下郡箱根町仙石原937
足柄下郡箱根町塔之澤4
足柄下郡箱根町塔之澤4
足柄下郡箱根町塔之澤54-1
足柄下郡箱根町塔之澤84
足柄下郡箱根町塔之澤88
足柄下郡箱根町塔之澤90
足柄下郡箱根町塔之澤92
足柄下郡箱根町塔之澤171
足柄下郡箱根町二ノ平1110
足柄下郡箱根町二ノ平1119
足柄下郡箱根町二ノ平1121
足柄下郡箱根町二ノ平1121
足柄下郡箱根町二ノ平1143-41
足柄下郡箱根町二ノ平1143-42 コングレージュ彫刻の森102

足柄下郡箱根町二ノ平1143-49
足柄下郡箱根町二ノ平1156
足柄下郡箱根町二ノ平1204
足柄下郡箱根町二ノ平1204
足柄下郡箱根町二ノ平1274
足柄下郡箱根町二ノ平1297-269
足柄下郡箱根町二ノ平1297
足柄下郡箱根町二ノ平1297
足柄下郡箱根町二ノ平1297
足柄下郡箱根町二ノ平1297
足柄下郡箱根町二ノ平1297
足柄下郡箱根町二ノ平1297
足柄下郡箱根町二ノ平1297
足柄下郡箱根町二ノ平1297
足柄下郡箱根町二ノ平1297
足柄下郡箱根町二ノ平1297
足柄下郡箱根町二ノ平1297-5
足柄下郡箱根町箱根10
足柄下郡箱根町箱根18
足柄下郡箱根町箱根47
足柄下郡箱根町箱根63
足柄下郡箱根町箱根65
足柄下郡箱根町箱根65

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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電話番号
0460-83-4188
0460-84-4650
0460-84-7860
0460-84-6012
0460-84-8521
0460-84-5588
0460-84-9000
0460-83-8135
0460-84-2111
0460-84-8141
0460-84-0771
0460-84-5122
0460-84-2111
0460-83-9090
0460-83-9090
0460-83-9090
0460-83-9090
0460-84-4111
0460-84-8344
0460-85-8411
0460-85-8411
0460-86-4000
0460-85-8878
0460-85-5677
0460-85-5334
0460-85-8511
0460-85-5493
－
0460-82-4715
0460-83-9348
0460-82-3993
0460-83-8057
0460-87-7331
0460-82-3278
0460-82-1643
0460-82-3127
0460-87-6580
－
0460-83-8050
0460-82-4118
0460-85-0153
0460-85-0153
0460-85-0153
0460-85-0153
0460-85-0153
0460-82-4118
0460-82-4118
0460-82-4118
0460-82-4118
0460-87-0010
0460-83-6355
0460-83-8777
0460-85-1002
0460-83-6723
0460-83-7805
0460-83-7805

店舗名
明日伽
レストラン ほん陣
茶屋本陣 畔屋
ジェムスティーイン箱根・芦ノ湖
箱根駅伝ミュージアム
箱根海賊船 クイーン芦ノ湖
箱根海賊船 ロワイヤル2
箱根海賊船 ビクトリー
たつみ苑
匠の宿佳松
レストランブライト
華の宿 ふくや
そば処 桔梗屋
箱根旧街道石だたみそば処
株式会社 甘酒茶屋
サンダンス・リゾート 箱根宮城野
ベネフィット・ステーション箱根宮城野
お宿箱根八⾥の湯
Asante Inn
ぱんのみみ
くるみの実
王府井
やまひこ鮨
BOX BURGER
焼肉みょうじん
自然薯農家レストラン ⼭薬 宮城野本店
箱根杜カフェ
東京寿司
箱根 錦生園
箱根ビラ
ドッグパレスリゾート箱根
HAKONE NICA
四季倶楽部箱根星の家
箱根エレカーサホテル&スパ
東急ハーヴェストクラブトラスト箱根明神平
ソラアンナ
エクシブ箱根離宮「日本料理 箱根 華暦」
エクシブ箱根離宮「箱根 華暦 寿司コーナー」
エクシブ箱根離宮「炭火 鉄板焼 杜季」
エクシブ箱根離宮「中国料理 翆陽」
エクシブ箱根離宮「リストランテ ターナ・ダイニング&ラウンジ ベラヴィスタ」

エクシブ箱根離宮「ミーツスクエアコルテ」
エクシブ箱根離宮「ベラヴィスタバーカウンター」
明星館
Funny's
富⼠屋ホテル 旧御用邸 菊華荘
箱根宮ノ下荘
箱根 自然薯の森 ⼭薬
箱根ゲストハウスtoi
晴⼭荘
いろり家
渡邊ベーカリー
レストラン ラバッツア
富⼠屋ホテル メインダイニングルーム・ザ・フジヤ
富⼠屋ホテル レストラン・カスケード
富⼠屋ホテル ラウンジ

住所
足柄下郡箱根町箱根74-2
足柄下郡箱根町箱根81-5
足柄下郡箱根町箱根161-1
足柄下郡箱根町箱根164-1
足柄下郡箱根町箱根167
足柄下郡箱根町箱根181
足柄下郡箱根町箱根181
足柄下郡箱根町箱根181
足柄下郡箱根町箱根187
足柄下郡箱根町箱根521
足柄下郡箱根町箱根560
足柄下郡箱根町箱根571-18
足柄下郡箱根町畑宿170
足柄下郡箱根町畑宿376-1
足柄下郡箱根町畑宿395-28
足柄下郡箱根町宮城野大東6-6
足柄下郡箱根町宮城野20
足柄下郡箱根町宮城野116
足柄下郡箱根町宮城野167-10
足柄下郡箱根町宮城野170
足柄下郡箱根町宮城野617
足柄下郡箱根町宮城野618
足柄下郡箱根町宮城野635
足柄下郡箱根町宮城野637-1
足柄下郡箱根町宮城野827
足柄下郡箱根町宮城野829
足柄下郡箱根町宮城野833-3
足柄下郡箱根町宮城野917-8
足柄下郡箱根町宮城野923-2
足柄下郡箱根町宮城野1345-47
足柄下郡箱根町宮城野1355-12
足柄下郡箱根町宮城野1358-35
足柄下郡箱根町宮城野日影⼭1358-4
足柄下郡箱根町宮城野1362-16
足柄下郡箱根町宮城野1488
足柄下郡箱根町宮ノ下105
足柄下郡箱根町宮ノ下112-2
足柄下郡箱根町宮ノ下112-2
足柄下郡箱根町宮ノ下112-2
足柄下郡箱根町宮ノ下112-2
足柄下郡箱根町宮ノ下112-2
足柄下郡箱根町宮ノ下112-2
足柄下郡箱根町宮ノ下112-2
足柄下郡箱根町宮ノ下170
足柄下郡箱根町宮ノ下184
足柄下郡箱根町宮ノ下190
足柄下郡箱根町宮ノ下216
足柄下郡箱根町宮ノ下226
足柄下郡箱根町宮ノ下278-1
足柄下郡箱根町宮ノ下287-1
足柄下郡箱根町宮ノ下296
足柄下郡箱根町宮ノ下343
足柄下郡箱根町宮ノ下344
足柄下郡箱根町宮ノ下359
足柄下郡箱根町宮ノ下359
足柄下郡箱根町宮ノ下359

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-29/39

電話番号
0460-83-6613
0460-83-9160
0460-83-6711
0460-83-8535
0460-83-7511
0460-83-5430
0460-83-5430
0460-83-5430
－
0460-83-6661
0460-83-6845
0460-83-1313
0460-85-7793
0460-85-6677
－
0460-86-0430
0460-82-2732
0460-83-8185
0460-83-8822
0460-82-4480
0460-82-0882
－
－
0460-83-8528
0460-87-4114
0460-82-1066
0460-83-3400
0460-82-2358
0460-82-3265
－
0460-87-3122
0460-85-0880
0460-87-2371
0460-86-1201
0460-87-0109
0460-83-8016
0460-85-0111
0460-85-0111
0460-85-0111
0460-85-0111
0460-85-0111
0460-85-0111
0460-85-0111
0460-82-2741
0460-83-9200
0460-82-2211
0460-87-6411
0460-82-1066
0460-83-8301
0460-82-1180
0460-82-3831
0460-82-2127
0460-87-9223
0460-82-2211
0460-82-2211
0460-82-2211

店舗名
住所
富⼠屋ホテル バー ヴィクトリア
足柄下郡箱根町宮ノ下359
富⼠屋ホテルヘンリーズルーム
足柄下郡箱根町宮ノ下359
HakoneHOSTEL1914
足柄下郡箱根町宮ノ下362
CAFE'DEMOTONAMI
足柄下郡箱根町宮ノ下366
韓国家庭料理マダムスン
足柄下郡箱根町宮ノ下368
箱根宮ノ下・麺
足柄下郡箱根町宮ノ下398-1
森メシ
足柄下郡箱根町宮ノ下404-13
NARAYA CAFE
足柄下郡箱根町宮ノ下404-13
⽉廼屋旅館
足柄下郡箱根町宮ノ下413
真奈邸箱根 レストラン早川
足柄下郡箱根町宮ノ下469-1
四季倶楽部ヴィラ箱根80
足柄下郡箱根町宮ノ下476
⺠宿みたけ
足柄下郡箱根町宮ノ下484
TJK箱根の森
足柄下郡箱根町宮ノ下525-20
小田急あしのこ茶屋
足柄下郡箱根町元箱根6-8
絹引の⾥
足柄下郡箱根町元箱根6-10
深生そば
足柄下郡箱根町元箱根6-17
箱根百薬
足柄下郡箱根町元箱根6-21
Bakery&Table箱根
足柄下郡箱根町元箱根9-1
KARATTO
足柄下郡箱根町元箱根10
お食事ついき
足柄下郡箱根町元箱根11
富貴
足柄下郡箱根町元箱根13-1
ホテルむさしや
足柄下郡箱根町元箱根20
ＨＡＫＯＮＥ３０カフェ
足柄下郡箱根町元箱根３０
(有)小松屋
足柄下郡箱根町元箱根35
papipupepo
足柄下郡箱根町元箱根43-2
食事処箱根家
足柄下郡箱根町元箱根45
LIVE & BAR
足柄下郡箱根町元箱根53
ハンバーグの家
足柄下郡箱根町元箱根53
芦ノ湖テラス レストラン ラ・テラッツァ
足柄下郡箱根町元箱根61
NeoBistroいずの蔵
足柄下郡箱根町元箱根71
いせや
足柄下郡箱根町元箱根74
箱根湖畔荘
足柄下郡箱根町元箱根78
⼭のホテル つつじの茶屋
足柄下郡箱根町元箱根80
⼭のホテル ヴェル・ボワ
足柄下郡箱根町元箱根80
⼭のホテル ラウンジ
足柄下郡箱根町元箱根80
⼭のホテル プレミアムショップ&サロン・ド・テ ロザージュ 足柄下郡箱根町元箱根80
和心亭豊⽉
足柄下郡箱根町元箱根90-42
Kafe Fika箱根
足柄下郡箱根町元箱根93-76
カーロフォレスタ元箱根ルチア
足柄下郡箱根町元箱根103-78
ホテルラクーン
足柄下郡箱根町元箱根103-227
ホテル四季の館箱根芦ノ湖 パルテール
足柄下郡箱根町元箱根103-241
箱根エレガンス
足柄下郡箱根町元箱根103-401
箱根 緑樹⼭荘
足柄下郡箱根町元箱根103
RoheN Resort&Lounge HAKONE
足柄下郡箱根町元箱根106
箱根屋島
足柄下郡箱根町元箱根107-1
プラザ星野
足柄下郡箱根町元箱根110-54
トスラブ箱根ビオーレ
足柄下郡箱根町元箱根110-108
四季倶楽部箱根スタイル
足柄下郡箱根町元箱根110-162
湖尻茶屋
足柄下郡箱根町元箱根110-192
トスラブ箱根和奏林
足柄下郡箱根町元箱根110
HAKONE KURANJU-蔵樹 DINNING
足柄下郡箱根町元箱根133-19
箱根園ゴルフ場 レストラン
足柄下郡箱根町元箱根138
箱根園 どんぶり屋
足柄下郡箱根町元箱根139
⻨わら屋
足柄下郡箱根町元箱根139
箱根園 ななかまど
足柄下郡箱根町元箱根139
箱根園 箱根園ホール
足柄下郡箱根町元箱根139
※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-30/39

電話番号
0460-82-2211
0460-82-2211
0460-83-8897
0460-87-0222
0460-82-2122
0460-83-8806
0460-83-8886
0460-82-1259
0460-82-2401
0460-86-0810
0460-82-5180
0460-82-3175
0460-87-4500
0460-83-6731
0460-83-5151
0460-83-6618
0460-83-9172
0460-85-1530
0460-83-5008
0460-83-6201
0460-83-6154
0460-83-6348
070-8329-5849
－
0460-83-6133
0460-83-6107
－
0460-83-9217
0460-83-1705
0460-85-1103
0460-83-6122
0460-83-6541
0460-83-6321
0460-83-6321
0460-83-6321
0460-83-6321
0460-83-7788
050-3552-9510
0460-83-8167
0460-83-6244
0460-83-9270
0460-83-8756
－
0460-83-8418
0460-83-9600
0460-84-8356
0460-86-2800
0460-83-8901
0460-83-8068
0460-83-7600
0460-83-7881
0460-83-6555
0460-85-1231
0460-85-1231
0460-83-1151
0460-83-1151

店舗名
箱根園 箱根プリンスパン⼯房
⿓宮殿 鳳凰の間
⿓宮殿 宴会場
⿓宮殿 富⼠の間
ザ・プリンス箱根芦ノ湖/⿓宮殿/箱根園/箱根園ゴルフ場
箱根なだ万雅殿
ザ・プリンス箱根芦ノ湖 ル・トリアノン
ザ・プリンス箱根芦ノ湖 レイクサイドグリル
ザ・プリンス箱根芦ノ湖 宴会場
ザ・プリンス箱根芦ノ湖 やまぼうし
オーベルジュ オー・ミラドー
箱根芦ノ湖⻁乃湯
箱根七福荘
ダイヤモンド箱根ソサエティ
ダイヤモンド箱根ソサエティ ラウンジ
リブマックスリゾート箱根芦ノ湖
箱根湖尻荘
ザ グラン リゾート箱根
芦ノ湖ペンション森
ホテルジャパン箱根
旅館 ふたば荘
姥子温泉 芦ノ湖一の湯
箱根・芦ノ湖 はなをり カフェラウンジ
箱根・芦ノ湖 はなをり 季しかり
竹やぶ 箱根店
そば処みよし
クリンゲルバウム
⼭越旅館
シチューとカレーの店湖亭
仁屋
網元おおば
おか本
そば処、つり船うえ乃
箱根高原ホテル
小田急箱根レイクホテル
FUNSPACE芦ノ湖キャンプ村レイクサイドヴィラ
桃源台ビューレストラン
ティーラウンジ季節風
箱根乃庵 入生田店
Caffe Aruba
鼓祥
フライングチキン
煌⽉
箱根焼肉 蓮の花
居酒屋だいちゃん
湯本富⼠屋ホテル 日本料理 姫沙羅
湯本富⼠屋ホテル フランス料理 ヴァンヴェール
湯本富⼠屋ホテル 中国料理 桃華樓
湯本富⼠屋ホテル ラウンジ ウィステリア
湯本富⼠屋ホテル 日本料理・鮨会席 桂
湯本富⼠屋ホテル 居酒屋 箱根路
湯本富⼠屋ホテル コンベンションホール箱根(東)
湯本富⼠屋ホテル コンベンションホール箱根(⻄)
湯本富⼠屋ホテル コンベンションホール箱根(中)
湯本富⼠屋ホテル 大宴会場「赤富⼠」
湯本富⼠屋ホテル コンファレンスルーム「⽩銀」

住所
足柄下郡箱根町元箱根139
足柄下郡箱根町元箱根139
足柄下郡箱根町元箱根139
足柄下郡箱根町元箱根139
足柄下郡箱根町元箱根144
足柄下郡箱根町元箱根144
足柄下郡箱根町元箱根144
足柄下郡箱根町元箱根144
足柄下郡箱根町元箱根144
足柄下郡箱根町元箱根144
足柄下郡箱根町元箱根159-15
足柄下郡箱根町元箱根159-22
足柄下郡箱根町元箱根159-71
足柄下郡箱根町元箱根159-146
足柄下郡箱根町元箱根159-146
足柄下郡箱根町元箱根159-171
足柄下郡箱根町元箱根159-195
足柄下郡箱根町元箱根159-205
足柄下郡箱根町元箱根159-222
足柄下郡箱根町元箱根159
足柄下郡箱根町元箱根160-36
足柄下郡箱根町元箱根160-51
足柄下郡箱根町元箱根桃源台160
足柄下郡箱根町元箱根桃源台160
足柄下郡箱根町元箱根160-80
足柄下郡箱根町元箱根160-90
足柄下郡箱根町元箱根160-114
足柄下郡箱根町元箱根160
足柄下郡箱根町元箱根162-13
足柄下郡箱根町元箱根162-15
足柄下郡箱根町元箱根162-18
足柄下郡箱根町元箱根162
足柄下郡箱根町元箱根162
足柄下郡箱根町元箱根164
足柄下郡箱根町元箱根164
足柄下郡箱根町元箱根164
足柄下郡箱根町元箱根164
足柄下郡箱根町元箱根570
足柄下郡箱根町湯本25-8
足柄下郡箱根町湯本118-1
足柄下郡箱根町湯本203 ユモトマンション102
足柄下郡箱根町湯本203 湯本マンション103号室

足柄下郡箱根町湯本204 湯本マンション1階

足柄下郡箱根町湯本206 HOT小川ビル102
足柄下郡箱根町湯本213-1ヴィラフジヤ
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-31/39

電話番号
0460-83-1151
0460-83-1121
0460-83-1121
0460-83-1121
0460-83-7878
0460-83-1080
0460-83-1111
0460-83-1111
0460-83-1111
0460-83-1111
0460-84-7229
0460-83-8230
0460-84-0388
0460-84-7455
0460-84-7455
0460-84-7445
0460-84-5790
0460-84-7133
0460-84-7667
0460-84-7211
0460-84-8660
0460-84-5331
0460-83-8739
0460-83-8739
0460-84-2500
0460-84-9140
－
0460-84-8443
0460-84-7575
0460-83-8377
0460-84-8984
0460-84-8488
0460-84-8471
0460-84-8595
0460-84-7611
0460-84-8279
0460-84-8887
0460-83-6828
0460-85-8498
0460-85-3371
0460-85-8517
0460-83-8350
0460-85-6208
0460-83-8480
0460-85-8865
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111

店舗名
湯本富⼠屋ホテル コンファレンスルーム「相模」
湯本富⼠屋ホテル コンファレンスルーム「双子」
湯本富⼠屋ホテル コンファレンスルーム「梓」
湯本富⼠屋ホテル 和式宴会場「松」
湯本富⼠屋ホテル 和式宴会場「椿」
湯本富⼠屋ホテル 和式宴会場「杏」
湯本富⼠屋ホテル 和式宴会場「竹」
湯本富⼠屋ホテル 和式宴会場「梅」
パブハウス ハローフレンド
箱根湯本 ホテル明日香
小田原湯本カントリークラブ店
箱根花紋
スナック カサブランカ
ホテルマイユクール祥⽉
やきとり ちょ美(チョビ)
はこの和
箱根はつ花そば新館
パブ喫茶落合
箱根かれー心
coco-Hakone
Guest House Azito
居酒屋いし田
スナック果実
箱根藍瑠
⽟庭
旅籠きんとうえん
箱根路 開雲
養生館はるのひかり
あうら橘
箱根湯本温泉⽉の宿紗ら
らぁめん居酒屋JIN
吉池旅館
芦柳庵
箱根はつ花そば本店
有限会社 恵比寿 知客茶家
茶房うちだ
寿し笙
萬翠楼福住
大和館
ままね湯 ますとみ旅館
天成園 瀧⾒亭
天成園 憩い処
天成園 プルミエール
天成園 たまだれ庵
ホテル河⿅荘
ホテル河⿅荘 らーめん茶屋「八⾥」
ホテル河⿅荘 料亭 錦
ホテル河⿅荘 クラブ 「彩華」
ホテル河⿅荘 ラウンジ「せせらぎ」
ホテル河⿅荘 ロビーラウンジ「みやび」
茶のちもと
はこね 中村家
スナックドラム
ニューユノハナ
洋食 スコット
しん 鯉

住所
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本256-1
足柄下郡箱根町湯本317-1
足柄下郡箱根町湯本341-1
足柄下郡箱根町湯本390-37
足柄下郡箱根町湯本435
足柄下郡箱根町湯本462-3
足柄下郡箱根町湯本468-1
足柄下郡箱根町湯本472
足柄下郡箱根町湯本474-37
足柄下郡箱根町湯本474
足柄下郡箱根町湯本474
足柄下郡箱根町湯本475-1-B1階
足柄下郡箱根町湯本475-8
足柄下郡箱根町湯本491
足柄下郡箱根町湯本495-1
足柄下郡箱根町湯本495-1
足柄下郡箱根町湯本499-1
足柄下郡箱根町湯本501
足柄下郡箱根町湯本520-1
足柄下郡箱根町湯本521-4
足柄下郡箱根町湯本554
足柄下郡箱根町湯本574
足柄下郡箱根町湯本588-1
足柄下郡箱根町湯本592
足柄下郡箱根町湯本597
足柄下郡箱根町湯本613
足柄下郡箱根町湯本635
足柄下郡箱根町湯本640
足柄下郡箱根町湯本640
足柄下郡箱根町湯本642-1
足柄下郡箱根町湯本６４３
足柄下郡箱根町湯本655
足柄下郡箱根町湯本656
足柄下郡箱根町湯本682
足柄下郡箱根町湯本682
足柄下郡箱根町湯本682
足柄下郡箱根町湯本682
足柄下郡箱根町湯本688
足柄下郡箱根町湯本688
足柄下郡箱根町湯本688
足柄下郡箱根町湯本688
足柄下郡箱根町湯本688
足柄下郡箱根町湯本688
足柄下郡箱根町湯本690
足柄下郡箱根町湯本691
足柄下郡箱根町湯本692
足柄下郡箱根町湯本692
足柄下郡箱根町湯本694
足柄下郡箱根町湯本694

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
県⻄-32/39

電話番号
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-6111
0460-85-8151
－
－
0460-85-5050
0460-85-8667
0460-85-5748
－
0460-83-8539
0460-85-5555
0460-85-7733
0460-85-8556
－
0460-83-8557
0465-85-8665
0465-85-7002
0460-85-3300
0460-85-8501
0460-85-5526
0460-85-6678
0460-85-5641
－
－
－
0460-85-5711
0460-85-8000
0460-85-8287
0460-85-5751
－
0460-83-3636
0460-85-5531
0460-85-5746
0460-85-5775
0460-83-8511
0460-83-8511
0460-83-8511
0460-83-8511
0460-85-5561
0460-85-5561
0460-85-5561
0460-85-5561
0460-85-5561
0460-85-5561
0460-85-5632
0460-85-7351
0460-85-8500
－
0460-85-7744
0460-85-7403

店舗名
スナックウイッチ
スナック順子
春夏秋冬
『湯葉丼」直吉
808 Monsmare
智路留
ちく膳
STELLA
籠清 箱根湯本みつき店
治兵衛そば
焼肉スエヒロ
箱根水明荘
純喫茶マイアミ
デリandカフェみつき
料理茶屋 花さがみ
喜之助
居酒屋・食事処 箒屋おそね
ハイカラ中華日清亭
箱根居酒屋 鈴⿅
はこね
⼭そば
株式会社杉養蜂園箱根湯本店
百々茶
喫茶室ルノアール 箱根湯本駅前店
Timuny
喫茶ベル(田中屋土産店内)
お食事処 加満幸
⾒晴荘
麺処 彩
箱根カフェ
⼭賊ホルモン
クラフト&カフェいさみや
箱根BOOTEA
かっぱ天国
歌流多
静観荘
温泉旅館 湯さか荘
伊東園ホテル箱根湯本
箱根湯本ホテル 宴会場
箱根湯本ホテル 5階レストラン
近江屋旅館

住所
足柄下郡箱根町湯本694
足柄下郡箱根町湯本694
足柄下郡箱根町湯本695-7
足柄下郡箱根町湯本696

電話番号
－
0460-85-8385
0460-83-8222
0460-85-5148
足柄下郡箱根町湯本698-10 MIRAHAKONE1階 0460-83-9098
足柄下郡箱根町湯本699
0460-85-6033
足柄下郡箱根町湯本699
0460-85-8866
足柄下郡箱根町湯本699 ⼭勝アパート1階 －
足柄下郡箱根町湯本702-2階
0460-83-8411
足柄下郡箱根町湯本702
0460-85-5354
足柄下郡箱根町湯本702
0460-85-5152
足柄下郡箱根町湯本702
0460-85-5381
足柄下郡箱根町湯本702
0460-85-7874
足柄下郡箱根町湯本702 みつきビル3階 0460-83-8412
足柄下郡箱根町湯本703
0460-85-5160
足柄下郡箱根町湯本703
0460-83-8838
足柄下郡箱根町湯本703
0460-85-5611
足柄下郡箱根町湯本703
0460-85-5244
足柄下郡箱根町湯本703
0460-85-7821
足柄下郡箱根町湯本704
0460-85-7837
足柄下郡箱根町湯本704
0465-85-7666
足柄下郡箱根町湯本704
0460-85-7183
足柄下郡箱根町湯本705-2階
0460-85-7737
足柄下郡箱根町湯本⽩石下706-35 箱根登⼭鉄道湯本駅前ビル2階 0460-85-8379
足柄下郡箱根町湯本706-32
0460-85-7810
足柄下郡箱根町湯本706
0460-85-5351
足柄下郡箱根町湯本706
0460-85-5649
足柄下郡箱根町湯本706
－
足柄下郡箱根町湯本706 丸嶋ビル3階
0460-83-8282
足柄下郡箱根町湯本707 箱根湯本駅構内2階 0460-85-8617
足柄下郡箱根町湯本724-5
0460-85-5337
足柄下郡箱根町湯本729
0460-85-5147
足柄下郡箱根町湯本729
0460-83-9559
足柄下郡箱根町湯本777
0460-85-6121
足柄下郡箱根町湯本茶屋1
0460-85-7917
足柄下郡箱根町湯本茶屋19
0460-85-5795
足柄下郡箱根町湯本茶屋35
0460-85-5755
足柄下郡箱根町湯本茶屋95-1
0570-045-780
足柄下郡箱根町湯本茶屋97
0460-85-8800
足柄下郡箱根町湯本茶屋97
0460-85-8800
足柄下郡箱根町湯本茶屋116
0460-85-7345
箱根パークス吉野 ダイニング「いち井」 宴会場「宴」「松」 足柄下郡箱根町湯本茶屋139-5
0460-85-8111
箱根パークス吉野内 和食処「四季亭」
足柄下郡箱根町湯本茶屋139-5
0460-85-8111
ホテル南風荘 喫茶りえ
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
ホテル南風荘 クラブカルデラ
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-7192
ホテル南風荘 ラーメンコーナー
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
ホテル南風荘 ビューラウンジみなみかぜ
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
ホテル南風荘 風の蔵
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
ホテル南風荘 宴会場 明星
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
ホテル南風荘 宴会場 足柄
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
ホテル南風荘 宴会場 早雲
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
ホテル南風荘 宴会場 浅間
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
ホテル南風荘 宴会場 鷹巣
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
ホテル南風荘 宴会場 湯坂
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
ホテル南風荘 宴会場 二子
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
ホテル南風荘 宴会場 ⾦時
足柄下郡箱根町湯本茶屋179
0460-85-5505
※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
箱根暁庵 湯本本店
箱根 暁亭
牛なべ右近
ホテルおかだ 7Fスカイラウンジ
ホテルおかだ 喫茶コーナー
ホテルおかだ
⼭彦2号店
木もれびの宿「ふるさと」
箱根の森おかだ
カラオケクラブびぃ
遊心亭
滋養料理 ⼭法師
温泉しゃぶしゃぶ 楽天
じねん蕎⻨ すくも
ホテルおくゆもと 大宴会場、中宴会場
ホテルおくゆもと 食事処⼭⾥
豊栄荘
星野リゾート界箱根
箱根の湯 台の茶屋
旅館 磯風荘
スタジオあけび屋
あけび屋
らーめん真
主屋
大松
江⼾前 鶴鮨
珊瑚
カラオケA
やきにくA
ぎほう
かわい
魚喜
冨⼠
真鶴ピザ食堂KENNY
カラオケスナック チャップリン 真鶴店
福寿司
有限会社 鯛納屋
リエゾン
真鶴榮寿司
鮨処葵
ありらん
⺠宿おかげ荘
SUMI marche
湊原忠
honohono
いずみ
ペンションShiosai(バーベキューレストラン)
⺠宿⻘い空
マルイリ 水産
磯料理潮望原忠
しょうとく丸
川⼝水産
ケープ真鶴 美食広場
海辺のリゾート碧い海
MANAZURU真凛
伊藤家のつぼ

住所
足柄下郡箱根町湯本茶屋182
足柄下郡箱根町湯本茶屋184
足柄下郡箱根町湯本茶屋185-5
足柄下郡箱根町湯本茶屋191
足柄下郡箱根町湯本茶屋191
足柄下郡箱根町湯本茶屋191
足柄下郡箱根町湯本茶屋191
足柄下郡箱根町湯本茶屋191
足柄下郡箱根町湯本茶屋191
足柄下郡箱根町湯本茶屋191
足柄下郡箱根町湯本茶屋193
足柄下郡箱根町湯本茶屋208
足柄下郡箱根町湯本茶屋208
足柄下郡箱根町湯本茶屋208
足柄下郡箱根町湯本茶屋211
足柄下郡箱根町湯本茶屋211
足柄下郡箱根町湯本茶屋227
足柄下郡箱根町湯本茶屋230
足柄下郡箱根町湯本茶屋100-1
足柄下郡真鶴町岩23-1
足柄下郡真鶴町岩242-1 101
足柄下郡真鶴町岩242-1 103
足柄下郡真鶴町岩242-1
足柄下郡真鶴町岩864
足柄下郡真鶴町真鶴372
足柄下郡真鶴町真鶴384-1
足柄下郡真鶴町真鶴398-1
足柄下郡真鶴町真鶴398-1
足柄下郡真鶴町真鶴398-1
足柄下郡真鶴町真鶴398-1
足柄下郡真鶴町真鶴398
足柄下郡真鶴町真鶴398
足柄下郡真鶴町真鶴400
足柄下郡真鶴町真鶴402-1
足柄下郡真鶴町真鶴403-5
足柄下郡真鶴町真鶴406-6
足柄下郡真鶴町真鶴437-6
足柄下郡真鶴町真鶴437-6 別館2階
足柄下郡真鶴町真鶴605-1
足柄下郡真鶴町真鶴685-3
足柄下郡真鶴町真鶴785-2
足柄下郡真鶴町真鶴865
足柄下郡真鶴町真鶴965-2
足柄下郡真鶴町真鶴1026
足柄下郡真鶴町真鶴1027
足柄下郡真鶴町真鶴1027
足柄下郡真鶴町真鶴1046-1
足柄下郡真鶴町真鶴1077-1
足柄下郡真鶴町真鶴1117-10
足柄下郡真鶴町真鶴1161-6
足柄下郡真鶴町真鶴1162-1
足柄下郡真鶴町真鶴1164
足柄下郡真鶴町真鶴1175-1
足柄下郡真鶴町真鶴1181
足柄下郡真鶴町真鶴1200-6
足柄下郡真鶴町真鶴1200-18

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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電話番号
0460-85-0855
0460-85-7330
0460-83-9299
0460-85-6000
0460-85-6000
0460-85-6000
0460-85-3955
0460-85-5559
0460-85-6711
－
－
0460-86-4126
0460-86-4126
0460-86-4126
0460-85-6271
0460-85-6271
0460-85-5763
0460-85-8126
0460-85-8080
－
－
0465-42-9844
－
－
0465-68-4055
0465-68-5577
0465-20-6663
0465-46-7677
0465-68-5778
0465-68-3951
－
－
0465-68-1063
0465-68-3388
0465-68-0883
0465-68-0862
0465-68-1891
－
0465-68-0248
0465-68-2552
0465-68-0241
0465-68-5110
0465-43-6711
0465-68-3424
0465-20-8556
0465-68-0668
0465-68-3211
0465-68-5574
－
0465-68-0111
0465-68-1611
0465-68-1463
0465-68-1112
0465-68-3778
0465-43-9651
0465-87-6460

店舗名
展望の宿峰
イタリアンレストラン マコ
ＤＩＮＩＮＧ ＤＯＵＢＬＥ
真鶴 塩と檸檬
サマニカレー真鶴
パブスナック ロマン
ソウル
雑魚番屋
真鶴魚座
海⼥食堂
食事処酒処宵
おさかなCAFEまるみ
入船旅館
海まんま おとと
AMAYA
真鶴 釈迦堂⺠宿 桜荘
真鶴 ゲストハウス ヤドカリ 852
レクトーレ湯河原
ユガワラベイ マンダリンハウス
まきやま旅館
⺠宿かしわぎ
⼭荘豊仙
ダムトラックスカフェ
食事処空海箱根大観⼭店
アネスト岩田スカイラウンジ
ホテル城⼭
ホテル城⼭ 喫茶
和はな
MIE&TOSHI
お酒バル七兵衛
樹梨庵
⼭海
Fishing&DartsBAR
ふじ本
伊豆の回転寿司 花まる銀彩 湯河原店
京家
すき家 アクロスプラザ湯河原店
恵比寿茶屋
札幌ラーメン どさん子
スナックやまき
スナックパンジー
ROUTE101
スナック ゼット
ステーキハウス亜伊由
スナック ジョイ
歌謡スナック さとみ
食事処きたむら
アカス
スナック・ルルド
はし善
かっ平寿司
酒菜みずの
お食事処 凪(なぎ)
昇⿓
一福堂
魚⺠湯河原駅前店

住所
足柄下郡真鶴町真鶴1207-20
足柄下郡真鶴町真鶴1370-10
足柄下郡真鶴町真鶴1817 ２F
足柄下郡真鶴町真鶴1817
足柄下郡真鶴町真鶴1820-2
足柄下郡真鶴町真鶴1820
足柄下郡真鶴町真鶴1820
足柄下郡真鶴町真鶴1820
足柄下郡真鶴町真鶴1947-2
足柄下郡真鶴町真鶴1947-2
足柄下郡真鶴町真鶴1947-3
足柄下郡真鶴町真鶴1947-5
足柄下郡真鶴町真鶴1947-31
足柄下郡真鶴町真鶴1947-96
足柄下郡真鶴町真鶴1947-98
足柄下郡真鶴町真鶴1012
足柄下郡真鶴町真鶴852
足柄下郡湯河原町鍛冶屋572-1
足柄下郡湯河原町鍛冶屋771-4
足柄下郡湯河原町鍛冶屋917-44
足柄下郡湯河原町鍛冶屋923-14
足柄下郡湯河原町鍛冶屋951-11

電話番号
0465-68-4120
0465-68-6020
0465-40-6016
0465-40-6016
0465-68-6830
－
－
－
0465-68-6511
－
0465-68-1600
－
0465-68-2181
0465-68-3033
0465-68-5888
0465-68-3331
0465-68-3331
0465-62-1981
0465-62-6353
0465-63-4370
0465-63-6849
0465-62-9196
足柄下郡湯河原町鍛冶屋955-17 アネスト岩田スカイラウンジ1階
0460-83-6592
足柄下郡湯河原町鍛冶屋中尾⼭955-17
0460-83-6593
足柄下郡湯河原町鍛冶屋955
0460-83-6591
足柄下郡湯河原町城堀207
0465-63-0151
足柄下郡湯河原町城堀207
0465-63-0151
足柄下郡湯河原町中央1-5-18
0465-62-0109
足柄下郡湯河原町中央1-10-1
－
足柄下郡湯河原町中央1-10-10
－
足柄下郡湯河原町中央1-15-13
－
足柄下郡湯河原町中央1-17-1
－
足柄下郡湯河原町中央1-18-9
0465-46-7422
足柄下郡湯河原町中央1-22-5
0465-62-3656
足柄下郡湯河原町中央1-1572-62
0465-60-3870
足柄下郡湯河原町中央1-1617-13
0465-43-8108
足柄下郡湯河原町中央1-1617-54
0120-498-007
足柄下郡湯河原町中央1-1627-15 ロイヤルハイツマンション1階 0465-60-3773
足柄下郡湯河原町中央1-1632-13
－
足柄下郡湯河原町中央1-1632-13
0465-63-1773
足柄下郡湯河原町中央1-1634-11
0465-63-5757
足柄下郡湯河原町中央1-1634-12
－
足柄下郡湯河原町中央1-1637-10
－
足柄下郡湯河原町中央2-2-3
0465-63-2105
足柄下郡湯河原町中央2-2-8
0465-63-6245
足柄下郡湯河原町中央2-9-4
－
足柄下郡湯河原町中央2-9-5
－
足柄下郡湯河原町中央2-15-10
0465-62-3301
足柄下郡湯河原町中央2-19-6
－
足柄下郡湯河原町中央2-20-6
0465-62-6860
足柄下郡湯河原町中央3-2-10
0465-62-8452
足柄下郡湯河原町中央3-8-2
0465-62-3433
足柄下郡湯河原町中央3-9-21
－
足柄下郡湯河原町中央5-14-2
0465-64-2520
足柄下郡湯河原町土肥1-3-7
－
足柄下郡湯河原町土肥1-4-11 緑風ビル 2階 0465-63-6288

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
さかなや道場 湯河原店
デニーズ 湯河原店
すなっく う乃
しらこ
ラスティーブルー
OASIS
スナック こゆき
スナックもも花
Cafe & Salon OAZO
スナックMINAMI
エンジェル
あびあんと
カジュアルクラブ⼥
桜cafe&bar
Bar Clave
湯河原スナック若い心
X・O・X・O
TAMARI.BAR
Revive
スナックガルーダ
IMPROVE
リトルバード
食酒処花うさぎ
アメリカンクラブハウス
居酒屋 葵
寿司春
きんさん家
居酒屋開く
湯蕎庵たかはし
マリン馬
わかむら
スナック 木れん
居酒屋にのみや
WAKAふぇ
サルーテ
しあわせ中華そば食堂にこり
くつろぎ処屋台家
はなとみ
湯河原店
居酒屋 京
Bistro Cow Bell
旅館水⽉
国味
オフシーズン
マタギ小屋 ぶん
エル・オンブレ
ブルーウェーブ
ゆがわら万葉荘
紅籠坊
BAR THE KING
ARU(アル)
BISTROT Nemo.
炭火焼肉ASHIDA YA
台湾料理⿓華湯河原店
ビストロタブリエデュシェフ
温泉やどうおき

住所

電話番号

足柄下郡湯河原町土肥1-4-11 緑風ビルB1階 0465-60-0270

足柄下郡湯河原町土肥1-4-14
足柄下郡湯河原町土肥1-4-30
足柄下郡湯河原町土肥1-5-15
足柄下郡湯河原町土肥1-5-15-2階
足柄下郡湯河原町土肥1-5-32
足柄下郡湯河原町土肥1-7-13
足柄下郡湯河原町土肥1-7-13
足柄下郡湯河原町土肥1-8-6
足柄下郡湯河原町土肥1-8-15

足柄下郡湯河原町土肥1-8-15 ニュー城⼭ビル1階
足柄下郡湯河原町土肥1-8-15 ニュー城⼭ビルB-2

足柄下郡湯河原町土肥1-8-16
足柄下郡湯河原町土肥1-8-21
足柄下郡湯河原町土肥1-8-30 湯河原ハイツ1階奥

足柄下郡湯河原町土肥1-8-33
足柄下郡湯河原町土肥1-8-33 城⼭ビル201号室

足柄下郡湯河原町土肥1-8-33 プラザ城⼭102
足柄下郡湯河原町土肥1-8-33 プラザ城⼭105
足柄下郡湯河原町土肥1-8-33 プラザ城⼭205
足柄下郡湯河原町土肥1-8-33 プラザ城⼭2階B号室

足柄下郡湯河原町土肥1-8-3320
足柄下郡湯河原町土肥1-9-17 エコービル2階

足柄下郡湯河原町土肥1-10-3
足柄下郡湯河原町土肥1-10-5
足柄下郡湯河原町土肥1-10-17
足柄下郡湯河原町土肥1-10-18
足柄下郡湯河原町土肥1-11-8
足柄下郡湯河原町土肥1-13-16
足柄下郡湯河原町土肥1-15-6
足柄下郡湯河原町土肥1-15-6
足柄下郡湯河原町土肥1-16-3
足柄下郡湯河原町土肥1-16-3
足柄下郡湯河原町土肥1-16-3-B1
足柄下郡湯河原町土肥1-16-6 QG湯河原16
足柄下郡湯河原町土肥2-3-16
足柄下郡湯河原町土肥2-4-5
足柄下郡湯河原町土肥2-6-8
足柄下郡湯河原町土肥2-7-9
足柄下郡湯河原町土肥2-9-1
足柄下郡湯河原町土肥2-9-1
足柄下郡湯河原町土肥2-9-24
足柄下郡湯河原町土肥2-12-28
足柄下郡湯河原町土肥2-12-28
足柄下郡湯河原町土肥2-12-29
足柄下郡湯河原町土肥2-16-14
足柄下郡湯河原町土肥3-1-6 ディッグビル1階

足柄下郡湯河原町土肥3-6-1
足柄下郡湯河原町土肥3-8-1
足柄下郡湯河原町土肥3-9-24
足柄下郡湯河原町土肥4-2-14
足柄下郡湯河原町土肥4-2-16
足柄下郡湯河原町土肥4-8-14
足柄下郡湯河原町土肥4-8-14
足柄下郡湯河原町土肥4-8-14-A-2
足柄下郡湯河原町土肥4-11-11

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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0465-63-8101
0465-62-3075
0465-63-6363
0465-63-8677
0465-63-5962
0465-63-5778
－
0465-20-4757
0465-62-1553
－
－
0465-20-3633
－
－
0465-46-7790
－
0465-43-9311
0465-55-8387
0465-62-8825
0465-62-5938
0465-64-1180
0465-62-2302
0465-62-8300
－
－
－
0465-43-7707
0465-62-7877
0465-62-5279
0465-63-5988
0465-63-7244
0465-63-9728
－
－
0465-60-3788
0465-25-0191
0465-62-6558
0465-62-8091
－
0465-63-0141
0465-63-2525
0465-64-0912
0465-63-2486
－
0465-63-1771
－
0465-62-3755
0465-62-8228
0465-62-3600
0465-87-9368
0465-46-9535
0465-62-2320
0465-62-2898
－
0465-63-5285

店舗名
スナック 楓
いざック いいとも
温泉旅館 千鶴
北の街
スナック あゆ
大ちょうちん
湯河原リトリートご縁の杜
あそびば
大衆酒場 やま銀
剣鮨
ウェンズデー
グレイス
沖水産 炭火焼小屋
イタリアンガーデン トルティーノ
ジョナサン 湯河原
スナック千夜
創作割烹秋⼭
焼肉南大門
焼鳥屋
AIKO no KITCHEN
まいきゃっと湯河原
ルートカフェ
コレドール湯河原 Dog&Resort
韓味村
ステーキハウス⻄湘
和食 うおたつ
スナック 銀河
旅館 なわ井
蕎⻨ ワタル
三輪湯河原
中華かしょう
忠慶苑
よるのあじと
魚繁
髙杉
旅館グリーン荘
ホテル四季彩
BAR夜明け
ゆがわら風雅
グリーンパル湯河原
湯河原温泉グリーンパル湯河原
湯の⾥ 杉菜
レストラン 千歳
湯河原温泉ちとせ
鳥助
越後屋
おんやど 惠
⻘太郎
なでしこ
スナック ボナセーラ
あじと
MELODY
プロスペア
calanques
ふきや
スナック テラ

住所
足柄下郡湯河原町土肥4-14-9
足柄下郡湯河原町土肥4-15-3
足柄下郡湯河原町土肥4-16-13
足柄下郡湯河原町土肥5-1-14
足柄下郡湯河原町土肥5-1-15
足柄下郡湯河原町土肥5-1-15
足柄下郡湯河原町土肥5-4-6
足柄下郡湯河原町土肥5-5-5
足柄下郡湯河原町土肥5-10-5
足柄下郡湯河原町土肥5-10-11
足柄下郡湯河原町土肥5-10-12
足柄下郡湯河原町土肥5-11-10
足柄下郡湯河原町土肥5-12-4

電話番号
－
－
0465-62-8171
0465-62-1879
－
0465-63-2083
0465-62-4335
－
－
0465-62-9409
0465-62-8765
0465-62-6600
0465-63-9526
足柄下郡湯河原町土肥5-17-17 コーポ桜木1階 －
足柄下郡湯河原町土肥5-20-10
0465-60-1338
足柄下郡湯河原町土肥5-20-12
0465-62-5365
足柄下郡湯河原町土肥6-7-4
－
足柄下郡湯河原町土肥6-11-2
0465-63-2090
足柄下郡湯河原町土肥6-11-3
0465-63-1801
足柄下郡湯河原町福浦147
－
足柄下郡湯河原町福浦244-1
0465-43-8651
足柄下郡湯河原町福浦292
0465-46-9849
足柄下郡湯河原町宮上32-8
0465-46-8116
足柄下郡湯河原町宮上42
0465-60-3338
足柄下郡湯河原町宮上42 メゾン湯河原1階 0465-63-9122
足柄下郡湯河原町宮上73-1
0465-62-3113
足柄下郡湯河原町宮上78-4
－
足柄下郡湯河原町宮上128
0465-62-3118
足柄下郡湯河原町宮上190-16
－
足柄下郡湯河原町宮上206
0465-46-6111
足柄下郡湯河原町宮上222
0465-62-5015
足柄下郡湯河原町宮上230-9
0465-63-2989
足柄下郡湯河原町宮上232-4
0465-57-1045
足柄下郡湯河原町宮上232
－
足柄下郡湯河原町宮上232
－
足柄下郡湯河原町宮上234
0465-62-3584
足柄下郡湯河原町宮上235
0570-046-780
足柄下郡湯河原町宮上246-1 三光ビル1階 0465-46-6331
足柄下郡湯河原町宮上261
0465-62-8111
足柄下郡湯河原町宮上261
0465-63-9710
足柄下郡湯河原町宮上261
0465-63-9710
足柄下郡湯河原町宮上279
0465-62-4805
足柄下郡湯河原町宮上279
0465-62-4805
足柄下郡湯河原町宮上281-1
0465-63-0121
足柄下郡湯河原町宮上292-8
0465-62-4729
足柄下郡湯河原町宮上360-10
0465-62-3603
足柄下郡湯河原町宮上361
0465-63-3001
足柄下郡湯河原町宮上364-30
0465-46-6587
足柄下郡湯河原町宮上372-16
0465-20-3773
足柄下郡湯河原町宮上372-37
0465-63-2397
足柄下郡湯河原町宮上372-41
0465-20-9064
足柄下郡湯河原町宮上374-1
－
足柄下郡湯河原町宮上374-1 第2ライオンズマンション104 －
足柄下郡湯河原町宮上374-1ライオンズマンション湯河原第2 102 0465-42-9360
足柄下郡湯河原町宮上398-1
0465-62-1000
足柄下郡湯河原町宮上452-9
0465-63-5236

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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店舗名
いろは
中華料理光⽟
鮨秀
季節料理やまき
温泉旅館岩⻲荘
...&N『⾏燈』
旅館 魚判
和楽の風(ワラクノフウ)
流甘味むろさだ
有限会社 灘屋 飲食部
旅館まんりょう
伊藤屋旅館
藤田屋旅館
珈琲・軽食 岩本屋
オーベルジュ湯楽
焼肉ぱだ
Charly's
夢十夜
ラ・ピーニャ
瓢六亭 富⼠屋旅館 湯河原
喫茶こごめの湯
湯河原惣湯 Books and Retreat 玄関テラス
伊豆屋旅館
フォレストリゾートゆがわら水の香⾥
源泉 上野屋
MUSEUM CAFE and garden
エクシブ湯河原離宮 日本料理 湯河原 華暦
エクシブ湯河原離宮 中国料理 翆陽
エクシブ湯河原離宮 リストランテ マレッタ&ボールルーム
エクシブ湯河原離宮 ロビーラウンジ
エクシブ湯河原離宮 ミュージックルーム
カフェレストラン宮上倶楽部
⼭翠楼 茶寮望⼭
千代田荘
ひばり荘
⼭翠楼 華堂扇翠
⻘巒荘
BOSCAGEkariya
秀⾢
結唯
湯河原惣湯 Books and Retreat 惣湯テラス
万葉の⾥ ⽩雲荘 SENKEI(千渓)
湯河原温泉ふる⾥の風旅館栞
アポロ荘
花鳥風⽉の宿浮⽉
オレンジドーム湯河原
The Ryokan Tokyo YUGAWARA
エルルカンビス
味豆喜
日本私⽴学校振興・共済事業団湯河原宿泊所 敷島館
大滝ホテル
おやど瑞⽉
温泉⺠宿 美湯香
スナック梢
旅館天作
お宿 ながお

住所
足柄下郡湯河原町宮上453
足柄下郡湯河原町宮上453
足柄下郡湯河原町宮上454-35
足柄下郡湯河原町宮上454
足柄下郡湯河原町宮上458-5
足柄下郡湯河原町宮上458-31
足柄下郡湯河原町宮上458
足柄下郡湯河原町宮上459-12
足柄下郡湯河原町宮上469
足柄下郡湯河原町宮上475-7
足柄下郡湯河原町宮上480-7
足柄下郡湯河原町宮上488
神奈川県足柄下郡湯河原町宮上495
足柄下郡湯河原町宮上504-1-1階
足柄下郡湯河原町宮上528
足柄下郡湯河原町宮上535
足柄下郡湯河原町宮上535
足柄下郡湯河原町宮上535
足柄下郡湯河原町宮上548
足柄下郡湯河原町宮上557
足柄下郡湯河原町宮上562-6
足柄下郡湯河原町宮上566
足柄下郡湯河原町宮上610
足柄下郡湯河原町宮上614
足柄下郡湯河原町宮上616
足柄下郡湯河原町宮上623-1
足柄下郡湯河原町宮上631-1
足柄下郡湯河原町宮上631-1
足柄下郡湯河原町宮上631-1
足柄下郡湯河原町宮上631-1
足柄下郡湯河原町宮上631-1
足柄下郡湯河原町宮上637-16
足柄下郡湯河原町宮上637
足柄下郡湯河原町宮上637
足柄下郡湯河原町宮上668
足柄下郡湯河原町宮上673
足柄下郡湯河原町宮上679
足柄下郡湯河原町宮上683-2
足柄下郡湯河原町宮上683-18
足柄下郡湯河原町宮上683-25
足柄下郡湯河原町宮上704
足柄下郡湯河原町宮上716-1
足柄下郡湯河原町宮上718-43
足柄下郡湯河原町宮上718
足柄下郡湯河原町宮上724-168
足柄下郡湯河原町宮上字孫込下733-10
足柄下郡湯河原町宮上742
足柄下郡湯河原町宮上744-49
足柄下郡湯河原町宮上744-217
足柄下郡湯河原町宮上745
足柄下郡湯河原町宮上750-1
足柄下郡湯河原町宮上759-68
足柄下郡湯河原町宮上760-33
足柄下郡湯河原町宮上763
足柄下郡湯河原町宮上763
足柄下郡湯河原町宮上775-25

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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電話番号
0465-62-3937
0465-63-5744
0465-63-1838
－
0465-63-2062
0465-46-6083
0465-63-3737
－
0465-62-2016
0465-63-2011
0465-62-3885
0465-62-2004
0465-62-3331
0465-27-3726
0465-62-4126
0465-63-7090
0465-63-3056
050-1791-5367
0465-20-4390
0465-46-6091
－
0465-43-7830
0465-62-3151
0465-62-1830
0465-62-2155
－
0465-60-2555
0465-60-2555
0465-60-2555
0465-60-2555
0465-60-2580
0465-46-6310
0465-63-1111
0465-63-1153
0465-62-3375
0465-63-1111
0465-63-3111
0465-43-9664
－
－
0465-43-8105
0465-62-2341
0465-44-4437
0465-62-4542
0465-60-3900
0465-63-8001
0465-63-3498
0465-62-3633
0465-62-5210
0465-63-3755
0465-62-7111
0465-64-0370
－
0465-63-1803
0465-62-3147
0465-63-1775

店舗名
紅葉亭
旅の宿 一葉
割烹旅館うおしづ
狐狸庵
加満田
かどや
懐石旅庵 阿しか⾥
ウエスト本店
一番亭湯河原店
有限会社松井魚店 食事処まつい
ホテル眺望⼭
ホテルあかね
ホテルあかね 喫茶 テラス輝峰
ホテルアカネ スナックコーナー バー⽉夜浜
ガスト 湯河原
Cafe Sampo
はま源
蕎⻨厨房 岩⼾屋
ラ・クラッセ・ドゥ・シェネガ レストラン「ル・ファール」
⺠宿 涼
ペンションはな
魯風⼈ 湯河原店
レストラン岩沙参
マクドナルド 135湯河原店
夢庵 湯河原
バーミヤン 湯河原
旅館幸太荘 料亭さがみ
ラピーニャ・コーヒー
THE RETREATMENT 湯河原
仏料理プティ・スエ
湯河原カンツリー倶楽部店
館ラーメン
ペンションボンファム

住所
足柄下郡湯河原町宮上784-18
足柄下郡湯河原町宮上784-50
足柄下郡湯河原町宮上784-52
足柄下郡湯河原町宮上784-52
足柄下郡湯河原町宮上784
足柄下郡湯河原町宮上468
足柄下郡湯河原町宮上734
足柄下郡湯河原町宮下29-3
足柄下郡湯河原町宮下29
足柄下郡湯河原町宮下43-7
足柄下郡湯河原町宮下698-25
足柄下郡湯河原町宮下705
足柄下郡湯河原町宮下705
足柄下郡湯河原町宮下705
足柄下郡湯河原町門川1-3
足柄下郡湯河原町門川63-1
足柄下郡湯河原町門川231
足柄下郡湯河原町門川267-102
足柄下郡湯河原町吉浜69
足柄下郡湯河原町吉浜182
足柄下郡湯河原町吉浜649-1
足柄下郡湯河原町吉浜1089
足柄下郡湯河原町吉浜1191
足柄下郡湯河原町吉浜1576-47
足柄下郡湯河原町吉浜1576-47
足柄下郡湯河原町吉浜1898-16
足柄下郡湯河原町吉浜1912-6
足柄下郡湯河原町吉浜1996-43
足柄下郡湯河原町吉浜2020-20
足柄下郡湯河原町吉浜2020
足柄下郡湯河原町吉浜2029-171

電話番号
0465-63-5729
0465-43-6668
0465-63-5584
0465-63-5585
0465-62-2151
070-3356-5527
0465-62-4151
0465-63-1860
0465-62-4339
0465-62-3025
0465-62-0816
0465-63-2255
0465-63-2255
0465-63-2255
0465-60-1480
0465-55-8704
0465-63-4622
0465-62-9413
0465-62-0100
－
0465-62-3422
0465-62-6217
0465-43-8551
0465-60-3911
0465-60-2550
0465-60-3488
0465-64-2525
0465-27-0988
0465-20-5432
0465-42-9460
0465-60-1353
0465-63-2909

足柄下郡湯河原町吉浜2030-29

0465-63-6040

足柄下郡湯河原町吉浜1576-47湯河原エスポットモール内

※各店舗の営業時間等は、事前にご確認ください。
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